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はじめに 
 

 障がいのある人を取り巻く状況は、めまぐるしく変化しています。 

平成２３年８月の「障害者基本法」の改正をはじめとして、平成２４年１０月に施行

された「障害者虐待防止法」、平成２５年４月に施行された「障害者総合支援法」、平成

２８年４月に施行された「障害者差別解消法」などさまざまな法整備が行われ、より一

層障がいのある人の視点に立った施策・取り組みの推進が求められるところとなってい

ます。 

このような中、本市では、平成１９年３月に「柳川市障害者福祉計画」及び「第１期

柳川市障害福祉計画」を策定し、障がい者福祉施策の総合的な推進に努めてまいりまし

た。 

今回、平成３０年度から平成３８年度までの今後９年間の障がい者福祉施策の指針と

なる「柳川市障がい者福祉計画」を策定するとともに、障がい福祉サービス等の確保と

障がい児支援の提供体制の確保に関する実施計画として、平成３０年度から３２年度ま

での３か年を計画期間とする「第５期柳川市障がい福祉計画」及び「第１期柳川市障が

い児福祉計画」を策定しました。 

この３つの障がい福祉計画は、障がいのある人やそのご家族、障がい者団体等、市民

の皆様のご協力のもと、生活実態や意見・要望等を把握するためのアンケート調査や団

体等ヒアリングを実施し、そのご意見等を踏まえ策定にあたりました。 

「柳川市障がい者福祉計画」の基本理念である「障がいのある人もない人も、共に支

えあうまち 柳川」の実現に向け、今後も市民の皆様とともに取り組んでまいりたいと

存じます。 

最後に、本計画の策定にあたりご尽力いただきました、柳川市障害者自立支援協議会

の委員の皆様方をはじめ、ご協力いただきました関係者の皆様に心より厚くお礼を申し

上げます。 

 

 

  平成３０年３月 

 

                    柳川市長 金子 健次 
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