
令和元年度　　

市町における障害者差別解消法に基づく『環境整備』の提供事例について（令和元年度）

場面
「その他」の
場面

障害種別
「その他」の
障害種別

申出の
有無

申出内容
（申出があった場合のみ）

1 呉市 教育 発達障害 無

集団に入れず保育室を出て行く，保育室に居て
も離席するなどの行動がある場合，リソースス
ペース（気持ちを落ち着かせる場所）を確保し，
安心できる居場所を提供した。

2 呉市 教育 発達障害 無

保育室の正面を決め保育士の立ち位置を決め
た。全面掲示を省き，必要なもののみにした。ま
た，子ども同士で刺激をし合う場合，視覚に入ら
ない席に座る，パーテーションなどで遮るなどの
支援を行った。

3 呉市 教育 発達障害 知的障害 無

保育所において，テーブル席とロッカーの位置
を近くし，動線をわかりやすくした。個人のマー
クをつけて自分の場所，ものが認識できるよう
にした。(就園中は，マークを変更しない）

4 呉市 教育 発達障害 知的障害 無

保育所において，玩具の置く場所を固定し，出
し入れしやすいようにした。棚等に玩具の写真
を貼り，見てわかりやすいようにした。“必ずそこ
へ行けばある”という環境を整え，自発的，主体
的に遊び，片づけることへもつなげていった。

5 呉市 交通 肢体不自由 無
新設した来庁者用駐車場内に「思いやり駐車
場」を４台分設置した。

6 竹原市 その他
自主グルー
プ（通いの
場）

難病 無
通いの場の会場である集会所に手すりを設置し
た。

7 竹原市
イベント・
フォーラム

聴覚・平衡
機能

無
市が主催する講演会において舞台に手話通訳
及び要約筆記を配置した。

8 竹原市 施設利用 肢体不自由 有
図書館に車椅子の設置はな
いのか

車椅子を１台設置し、利用できるようにした。

環境整備の内容所管所属
どのような場面で どのような障害をお持ちの方に 障害者本人からの環境整備の申出
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9 竹原市 施設利用 肢体不自由 有
図書館館内に、車椅子で通り
にくい箇所があるので通れる
幅を確保してほしい。

書架の間など，車椅子の通れる幅にした。

10 竹原市 その他

各福祉施
設での移
動図書館
車につい
て

無

車椅子や入所者と補助職員などが通りやすい
よう，通路を広く取り，資料を手に取りやすいよ
う配置を工夫している。説明用紙の文字を大きく
し，わかりやすい言葉を使う。口頭でゆっくり言
葉を伝える。当日出てこれない人の予約本など
は，施設内に運び，事務所に預けるようにして
いる。

11 竹原市 教育 知的障害 無
LLブック(知的障害のある人や読むことが苦手
な人のために読みやすいよう工夫された本）を
図書館で購入した。

12 竹原市 施設利用 肢体不自由 無 男子便所の小便器に手すりを設置した。

13 尾道市 会議・研修 その他 全障害 無
障害者差別解消法に関する職員研修を実施し
た。

14 尾道市 会議・研修 その他 全障害 無
職員に対し、庁内掲示板で障害に関するマーク
の周知を行った。

15 府中市 会議・研修
聴覚・平衡
機能

週１回職員を対象に手話の講習を行った

16 三次市 会議・研修 その他 障害全般 無
障害者差別解消法に関する
職員研修を実施した。

17 三次市
イベント・
フォーラム

聴覚・平衡
機能

無
不特定多数の方を対象とする，市主催の地域
づくり懇談会及び障害理解の市民講演会に要
約筆記を配置した。

18 三次市 窓口対応
聴覚・平衡
機能

無 手話通訳者1名を市役所本庁に配置した。

19 三次市 その他 郵送 視覚 無 市の発送する封筒に市名の点字を施工した。

20 三次市 施設利用 内部障害 無 公共施設１施設へオストメイトトイレを設置した。



令和元年度　　

21 庄原市 会議・研修 その他 障害全般 無
障害者差別解消法についての職員研修を実施
した。

22 大竹市 その他 行政 肢体不自由 無
庁舎の段差のあるフロアにスロープを設置し，
車いすが通行できるように改修した。

23 大竹市 その他 行政 肢体不自由 無 玄関の近くに思いやり駐車場を設置した。

24 大竹市 その他 行政 肢体不自由 無 庁舎に多目的トイレを設置した。

25 大竹市 その他 行政 肢体不自由 無
車イスに座ったままで申込手続などを行えるよ
うに、受付窓口の一部をローカウンターに改修
した。

26 大竹市 その他 行政 肢体不自由 無
庁舎内での移動が困難な来客者のために，駐
車場前の玄関に電話を設置し職員が介助でき
るようにした。

27 大竹市 災害
聴覚・平衡
機能

無
防災無線の放送内容を文字で受信できる装置
の無料貸し出しを行った。

28 大竹市 窓口対応 行政
聴覚・平衡
機能

無
聴覚障害者対応用に，スカイプで手話通訳が出
来るようにした。

29 大竹市 施設利用 肢体不自由 無
総合市民会館各階の障害者用トイレ3箇所の
ウォシュレット化及びスライドドア化改修を実
施。

30 東広島市 会議・研修
聴覚・平衡
機能

有
研修に際し、聴覚障害者のた
め、手話通訳や筆談を設置し
た。

研修の開催に際して、手話通訳を設置した。ま
た、普段から筆談に慣れている職員の配席を考
慮し、グループワークなども行える環境に整備し
た。

31 東広島市 会議・研修 視覚 無
弱視の方に対し、文字等を拡大した資料を配布
した。

32 東広島市 雇用・就業 肢体不自由 有
採用試験の際に、車いすを使
用しているため、通路が通り
にくい。

机と机の間隔を広く取り、移動しやすいレイアウ
トとした。

33 廿日市市 会議・研修 その他 全障害 無

手話言語の普及及び多様なコミュニケーション
手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例
の施行にともない、障がいの特性、多様なコミュ
ニケーション手段の利用促進等について理解を
深める研修を市役所全職員を対象に行った。
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34 安芸高田市 窓口対応
聴覚・平衡
機能

無
市役所来庁者のため、卓上型対話支援システ
ムを設置した。

35 安芸高田市 窓口対応
聴覚・平衡
機能

無
毎月第1、第3火曜日に市役所来庁者の対応の
ため、手話通訳者を配置した。

36 安芸高田市 窓口対応
音声・言語・
そしゃく

無
毎月第1、第3火曜日に市役所来庁者の対応の
ため、手話通訳者を配置した。

37 安芸高田市 窓口対応
聴覚・平衡
機能

無
市役所窓口に全日本ろうあ連盟作成の「手話
マーク」「筆談マーク」を掲示した。

38 安芸高田市 窓口対応
音声・言語・
そしゃく

無
市役所窓口に全日本ろうあ連盟作成の「手話
マーク」「筆談マーク」を掲示した。

39 安芸高田市
イベント・
フォーラム

その他 全般 無
文化施設内に市内の障害者施設を紹介するパ
ネルを展示し、市民に啓発活動を行った。

40 安芸高田市
イベント・
フォーラム

その他 全般 無
県の「あいサポートアート展」巡回展にあわせ、市内
障害者施設利用者の作品展を開催し、市民に啓発
活動を行った。

41 安芸高田市
イベント・
フォーラム

発達障害 無
発達障害啓発週間にあわせ図書館に特設コー
ナーを設置し、市民へ啓発活動を行った。

42 安芸高田市
イベント・
フォーラム

その他 全般 無
毎月第3金曜日、福祉事業所製品の販売会を
開催し、来庁者、および職員への啓発活動を
行った。

43 安芸高田市
イベント・
フォーラム

発達障害 無
発達障害講演会を開催し、市民や関係機関へ
啓発活動を行った。

44 安芸高田市
イベント・
フォーラム

その他 全般 無
青少年育成フェスティバルを開催し、市民や関
係機関へ啓発活動を行った。
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45 安芸高田市
イベント・
フォーラム

その他 全般 無
企業を対象に障害者雇用の促進に関する講演
会を行い、雇用に関する啓発活動を行った。

46 安芸高田市 会議・研修 その他 全般 無
社会経験の一環として職場体験実習を行い、市
役所に対して障害者の雇用についての啓発を
行った。

47 安芸高田市 その他 視覚 無
市ホームページ掲載記事に読み上げ用のWord
文書も掲載した。

48 安芸高田市 その他 視覚 無
声の広報として市広報の内容をテープに録音
し、希望者に貸し出しを行った。

49 安芸高田市 教育 肢体不自由 無
肢体不自由の生徒が入学するため、中学校に
階段の昇降機を購入し、設置した。

50 江田島市 施設利用 内部障害 無
市関係施設を改築する際に，オストメイト対応ト
イレを設置した。

51 府中町 窓口対応 その他 無
当町の職員向けに、障害者差別解消法及び障
害者に対する対応の研修を行った。

52 熊野町 施設利用 肢体不自由
多目的トイレの入り口が見えづらいため、通路
から見えやすい場所に表示プレートを設置し
た。

53 熊野町 施設利用 肢体不自由
通路に設置された手すり前の障害物を移動し
た。

54 世羅町 窓口対応 視覚 無 活字文書読上装置を継続して設置。

55 世羅町 窓口対応
聴覚・平衡
機能

無
「筆談で対応します」の文書及び電子ボードを窓
口に継続して設置。


