
障がいを理解するためのガイドブック
～身に付けよう 心の身だしなみ～

大　　館　　市
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障がいを正しく理解しよう 
○障がいは誰にでも生じる可能性のある身近なもの。
○障がいは多種多様で同じ障がいでも症状や程度は違う。 
○外見だけではわからない障がいもある。 
○周囲の理解やサポートがあれば、障がいがあってもできることが多い。 

日常生活や事業活動の中での配慮や工夫をしよう 
○困っている人をみかけたら、 「何かお困りですか」と声をかけて必要なサ
　ポートをしよう。 
○商品やサービスを提供するときは、どのような配慮が必要か聞いてみよう。 
○「障がいがあるから」と決めつけず、その人の個性や能力を活用することを
　一緒に考えよう。 

共生社会の実現 
障がいの有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重し、 

支え合う社会をつくりましょう！ 

障がいを正しく理解しよう 

共に生きる社会をつくるために
～身に付けよう　心の身だしなみ～

共に生きる社会をつくるために
～身に付けよう　心の身だしなみ～

次へ　　ステップ次へ　　ステップ

次へ　　ステップ次へ　　ステップ

〇『障害』と『障がい』の表記について



１

困っている人に出会ったら、
このガイドブックを活用してください。

©大館市



２

●障がい者のための国際シンボルマーク 

●盲人のための国際シンボルマーク 

●耳マーク 

●オストメイトマーク 

１．障がい者マーク紹介



３

●ハートプラスマーク

●身体障がい者標識

●聴覚障がい者標識

●障害者雇用支援マーク

１．障がい者マーク紹介



４

●ヘルプマーク

●ほじょ犬マーク

《補助犬の種類》

１．障がい者マーク紹介

盲 導 犬 介 助 犬 聴 導 犬



５

2．障がいの内容や特徴

肢体不自由
し　 たい　 ふ  　じ 　ゆう

肢体不自由とは？

コミュニケーションのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント

せきずい



６

2．障がいの内容や特徴

視覚障がい
し　　　かく　しょう

視覚障がいとは？

白杖とは？

点字ブロックとは？

視覚障がいとインターネット

はくじょう



７

2．障がいの内容や特徴

●点字とは？

●点字のしくみ

●点字一覧表（凸面）（読み方）

点字について

©大館市
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2．障がいの内容や特徴

コミュニケーションのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント
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2．障がいの内容や特徴

聴覚障がいとは？

コミュニケーションの方法

コミュニケーションのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント

2．障が障が

聴覚障がいとは？

聴覚障がい
ちょう かく しょう
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2．障がいの内容や特徴

提供：郡山市障がい福祉課

おはよう こんにちは こんばんは

ありがとう

はじめまして わたしの　名前は○○です

よろしくお願いします あなたの名前は何ですか

すみません おつかれさま

な　まえ

な　まえ

ねが

手話をつかってみよう！手話をつかってみよう！

２指を眉間につける２指を眉間につける
し　　　みけんし　　　みけん

左手甲に直角に

のせた右手を上

にあげる

ひだりてこう　　ちょっかく

みぎて　　 うえ

ひだりうで

左腕を右手こ

ぶしで２回た

たく

みぎて

かい

ゆび　も　じゆび　も　じ

+ 指文字+指文字

【はじめて】【はじめて】

【よろしく】【よろしく】 【お願いします】【お願いします】 【あなた】【あなた】 【名前】【名前】 【何？】【何？】

【会う】【会う】
ああ

【私】【私】
わたしわたし

ねがねが なまえなまえ なになに

【名前】【名前】
なまえな まえ
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2．障がいの内容や特徴

私の家族は５人です

祖母   父   母   妹   私
そ ぼ ちち

にんか ぞく

いもうとはは わたし

【私】【私】
わたしわたし

+【私】+【私】

【祖母】【祖母】 【父】【父】 【母】【母】 【妹】【妹】

わたしわたし

いもうといもうとはははは

【父】【父】
ちちちちそ　ぼそ　ぼ

【家族】【家族】
かぞくかぞく

【５人】【５人】
にんにん

助ける
たす

助けて
たす

救急車
きゅうきゅうしゃ

消防車
しょうぼうしゃ

行く
い

火事
か　じ

あたたかい（春）
はる

暑い（夏）
あつ

涼しい（秋）
すず あき

寒い（冬）
さむ ふゆなつ

台風
たいふう

警察
けいさつ

来る
く

地震
じ しん
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2．障がいの内容や特徴

内部障がい
ない ぶ しょう

内部障がいとは？

心臓機能障がい

腎臓機能障がい

膀胱・直腸機能障がい

小腸機能障がい
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2．障がいの内容や特徴

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫機能障がい

呼吸器機能障がい

コミュニケーションのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント
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2．障がいの内容や特徴

知的障がい
ち てき しょう

知的障がいとは？

コミュニケーションのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント
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2．障がいの内容や特徴

精神障がい
せい　　しん　しょう

●幻覚、妄想

●生活の障害

●病識の障害

精神障がいとは？

症状とコミュニケーションのポイント

《統合失調症》
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2．障がいの内容や特徴

●身体の症状

●心の症状

●躁状態とは

《うつ病 》

《双極性障害》



17

2．障がいの内容や特徴

高次脳機能障がいとは？

主な症状コミュニケーションのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント

2．障が障が

高次脳機能障がいとは？

高次脳機能障がい
こう じ のう き のう しょう

こんなことで困っています
サポートのポイント

●記憶障がい

●注意障がい
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2．障がいの内容や特徴

こんなことで困っています サポートのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント

●遂行機能障がい

●社会的行動障がい

©大館市
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2．障がいの内容や特徴

発達障がいとは？

発達障がいのタイプ

2．障が障が

発達障がいとは？

発達障がい
はっ たつ しょう

●自閉症スペクトラム障がい（ＡＳＤ）

●注意欠陥/多動性障がい（ADHD）

●学習障がい（LD）
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2．障がいの内容や特徴

コミュニケーションのポイント

こんなことで困っています サポートのポイント

コミュニケーション支援ボードとは

©大館市
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３．障害者手帳

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

　視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由
（上肢・下肢・体幹）、内部機能障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直
腸、小腸、免疫、肝臓）

　１級から６級の等級が定められています。

　児童相談所または知的障害者更生相談所により、知的機能の障がいが発達期（おお
むね18 歳まで）に現れ、日常生活に支障が生じていると判定された人

　A（重度・最重度）または、B（中度・軽度）

交付対象

交付対象

程度区分

程度区分

　統合失調症、うつ病・双極性障害などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールに
よる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害（自閉症、学習障害、注意
欠陥多動性障害等）、およびその他の精神疾患（ストレス関連障害等）

　１級から３級まで定められています。

交付対象

程度区分
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４．権利擁護と成年後見制度

●地域包括支援センター ＜権利擁護事業＞

●社会福祉協議会 ＜日常生活自立支援事業＞

権利擁護とは？

主な権利擁護事業の実施主体

権利擁護事業とは

©大館市
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（例）軽度の知的・精神障がいのある人、初期の認知症にある人など、一人で行う
ことが不可能ではないが、適切に行えない恐れがあり、誰かの援助を受けた方が安
心であるというような状態

（例）知的・精神障がいのある人、認知症がある程度進行している人など、日常の
買い物等は一人でできるけれども、重要な財産行為を行う際には誰かの支援があっ
た方がよいというような状態

（例）重度の知的障がい・精神障がいのある人、認知症がある人など、日常の買い
物が全くできないというような状態

成年後見制度とは？

利用の仕方

区分・対象

４．権利擁護と成年後見制度

補　　助

保　　佐

後　　見
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５．障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援
　　等に関する法律【障害者虐待防止法】

　 ※社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・ 
       慣行・観念などさまざまなもののことです。

この法律で守られる人

虐待の分類
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■身体的な虐待

　　　　　　　　　　　身体に傷やあざ、やけどのあとがしばしばある。
　　　　　　　　　　　傷やあざができた理由が変化する。
　　　　　　　　　　　急におびえたり、こわがったりする。

■心理的な虐待

　　　　　　　　　　　泣き叫ぶなどパニックを起こす。
　　　　　　　　　　　自分で自分を傷つける行為をする。
　　　　　　　　　　　攻撃的な態度がみられる。

■ネグレクト（放棄・放任）

■性的な虐待

■経済的な虐待

障がい者虐待にあたる行為

５．障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

「おかしいな」「おかしいな」
と思ったら相談をと思ったら相談を●大館市障害者虐待防止センター

TEL：0186-43-7052 　FAX：0186-42-8532

●大館市基幹相談支援センター

TEL：0186-57-8212 　FAX：0186-57-8266   
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６．障害を理由とする差別の解消の推進に
　  関する法律【障害者差別解消法】

法律の対象となる方

差別解消のためのポイント
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７．大館市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション
　  手段の利用の促進に関する条例

基本理念（条例の基本となる考え方）

役割と責務

【市民の役割】
【市の責務】

【今後の主な取組み】

【事業所の役割】

©大館市

©大館市
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８．相　談　先

・大館市基幹相談支援センターとは？

総合相談・専門相談 

権利擁護・虐待防止 相談支援事業者への支援

地域生活支援・地域のネットワーク作り

大館市基幹相談支援センター
（大館市委託事業）

障がいとは… 

©大館市
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８．相談先

・大館市障害者自立・差別解消支援協議会とは？
◎組織・活動 

◎運営

大館市基幹相談支援センタ－ 利用案内

地域の課題やニーズ  

   
ファミリー
マート
ファミリー
マート
　●

至大館駅

東大館駅

　
　
　

●
社
明
神
館
大

花輪線

至大館駅

至扇田

室
容
美

●

●

常盤医院
●

●
たものき内科

●
工藤米治商店

泉町地域ふくしセンター
●

乳児保育園● ●
白百合ホーム●

神社 

●
  ねりや　

●
ホテル

◎協議会の役割
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８．相談先

・障害者就業・生活支援センターとは？

秋田県北障害者就業・生活支援センタ－ 利用案内

秋田県北障害者就業・生活支援センタ－
（厚生労働省委託事業）

【企業の皆さまへ】

©大館市
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８．相談先

① 障害者トライアル雇用制度

② 特定就職困難者雇用開発助成金

大館公共職業安定所（ハローワーク大館）

トライアル雇用

障がいのある人を雇用する場合に活用できる支援制度について

©大館市
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８．相談先

ジョブコーチによる支援制度について

精神障害者雇用トータルサポーターについて

大館公共職業安定所
（ハローワーク大館） 利用案内

制度の詳細については
ハローワーク大館までお尋ねください。

長木川

大館駅

国道７号線
至

巣
鷹

至青森

至
小
坂

至鹿角

至秋田

大館公共
職業安定所

●市役所●市立総合病院

●いとくＳＣ

●秋田犬の里

●
ロイヤルホテル

カラオケ店●

セコム
●

●洋服の
　青山

●
北
鹿

国
道
７
号
線
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9. 大館市内の利用できる障害福祉サービスと事業所一覧

【居宅介護】入浴や排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除など、自宅での生活全般にわたる援助を行う。
ケアセンターこころ

株式会社　虹の街　大館営業所

大館市社会福祉事業団ホームヘルパーステーション

長慶荘ヘルパーステーション

神山荘ヘルパーステーション

すずらん訪問介護サービス

障害福祉サービス事業（水交苑）

介護サービスセンターひない　訪問介護

ニチイケアセンター桂城

ニチイケアセンター大館

ニチイケアセンター大館中央

大館市社会福祉協議会指定居宅介護事業所

株式会社　タクト　ふれあいセンター

字観音堂５３９－１　カノンⅡ １Ｆ-B

清水三丁目１－２

十二所字大水口４－５

岩瀬字上岩瀬塚の岱１６

花岡町字神山６－２

豊町９－３３　秋田測機ビル２F

字下綱１２３

比内町新館字館下７９－１

水門前５－２　

釈迦内字中台２５－９

桂城１　秋田大館ビル４階

池内字大出１３５

御成町二丁目１７－１０

☎43-6545

☎44-5661

☎47-7218

☎54-6911

☎46-2210

☎43-5502

☎48-6800

☎55-0622

☎44-5531

☎45-2251

☎44-4123

☎42-8102

☎43-1281

令和元年10月1日現在

【重度訪問介護】
ケアセンターこころ

株式会社　虹の街　大館営業所

大館市社会福祉事業団ホームヘルパーステーション

長慶荘ヘルパーステーション

神山荘ヘルパーステーション

すずらん訪問介護サービス

障害福祉サービス事業（水交苑）

ニチイケアセンター桂城

ニチイケアセンター大館

ニチイケアセンター大館中央

大館市社会福祉協議会指定居宅介護事業所

株式会社　タクト　ふれあいセンター

字観音堂５３９－１　カノンⅡ １Ｆ-B

清水三丁目１－２

十二所字大水口４－５

岩瀬字上岩瀬塚の岱１６

花岡町字神山６－２

豊町９－３３　秋田測機ビル２F

字下綱１２３

水門前５－２

釈迦内字中台２５－９

桂城１　秋田大館ビル４階

池内字大出１３５

御成町二丁目１７－１０

☎43-6545

☎44-5661

☎47-7218

☎54-6911

☎46-2210

☎43-5502

☎48-6800

☎44-5531

☎45-2251

☎44-4123

☎42-8102

☎43-1281

【同行援護】重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行う。
ケアセンターこころ

大館市社会福祉事業団ホームヘルパーステーション　

ニチイケアセンター桂城

大館市社会福祉協議会指定居宅介護事業所

字観音堂５３９－１　カノンⅡ １Ｆ-B

十二所字大水口４－５

水門前５－２　

池内字大出１３５

☎43-6545

☎47-7218

☎44-5531

☎42-8102

重度の肢体不自由、または知的・精神障がいがある人に、自宅での介護から外出時の移動支援までの
介護を総合的に行う。
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【生活介護】主に、日中に障がい者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行う。
大館市デイサービスセンターかつら指定通所介護事業所

大館市デイサービスセンター大滝指定通所介護事業所

デイサービスセンターかみやま

デイサービスセンター大館南

デイサービスセンターたしろ

水交苑デイサービスセンターのぎく

扇寿苑デイサービスセンター

比内町福祉センターデイサービス

ケアセンターようこう赤館

ケアセンター一心堂

介護サービスセンター山王台　デイサービス

ＣＯＣＯいきいき会館

多機能型事業所ケアワークおおだて

共生センターとっと工房前田野事業所

道目木更生園

軽井沢福祉園

矢立育成園

字三ノ丸１０３－４

十二所字大水口４－５

花岡町字神山６－２

下川原字向野１７－４

岩瀬字羽貫谷地中島２１－９０

下代野字中道南３６－９

比内町扇田字中山川原５６－７

比内町新館字館下７９－１

赤館町４－５

東台二丁目１－７５－２

池内字上野２３４－１

釈迦内字山道上７６－８３

清水一丁目1番２０号

比内町達子字前田野14番地4

道目木字陣場岱３８

軽井沢字鳶ヶ長根１－３２

白沢字白沢８５１

☎42-8101

☎47-7201

☎46-2127

☎44-5988

☎54-2900

☎48-6600

☎45-4167

☎55-2020

☎43-2288

☎49-3433

☎42-1220

☎59-6137

☎59-4080

☎55-2405

☎52-2261

☎52-3353

☎46-3161

【短期入所】介護を行う人が病気の場合などに、短期間の入所による入浴や排せつ、食事の介護などを行う。
特定非営利活動法人共生センターとっと工房　たのしいわが家

短期入所事業所　地域生活支援拠点おおだて

ショートステイグループホーム矢立育成園

ショートステイグループホーム軽井沢福祉園

長慶荘ヘルパーステーション

ショートステイ神山荘

ショートステイ道目木更生園

ショートステイ軽井沢福祉園

ショートステイ矢立育成園

精神障害者社会復帰施設　生活訓練施設　友生

比内町扇田字伊勢堂岱１２９－１

清水一丁目１－２０号

白沢字白沢８５１

軽井沢字鳶ヶ長根１－３２

岩瀬字上岩瀬塚の岱１６

花岡町字神山６－２

道目木字陣場岱３８

軽井沢字鳶ヶ長根１－３２

白沢字白沢８５１

片山町三丁目１１－１２

☎57-8708

☎59-6266

☎46-3161

☎52-3353

☎54-6225

☎46-2210

☎52-2261

☎52-3353

☎46-3161

☎43-6464

【施設入所支援】障がいのある人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行う。
道目木更生園

軽井沢福祉園

矢立育成園

道目木字陣場岱３８

軽井沢字鳶ヶ長根１－３２

白沢字白沢８５１

☎52-2261

☎52-3353

☎46-3161
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地域生活を営む上で必要な身体機能の維持・回復・向上のための訓練や、
それらについての相談・支援を一定期間の支援計画に基づいて行う。

字三ノ丸１０３－４

十二所字大水口４－５

花岡町字神山６－２

下代野字中道南３６－９

比内町扇田字中山川原５６－７

比内町新館字館下７９－１

岩瀬字羽貫谷地中島２１－９０

赤館町４－５

下川原字向野１７－４

東台二丁目１－７５－２

池内字上野２３４－１

比内町扇田字扇田４２３

釈迦内字山道上７６－８３

☎42-8101

☎47-7201

☎46-2127

☎48-6600

☎55-4167

☎55-2020

☎54-2900

☎43-2288

☎44-5988

☎49-3433

☎42-1220

☎55-3702

☎59-6137

【共同生活援助（介護サービス包括型）】
軽井沢字鳶ヶ長根１－３２

比内町扇田字伊勢堂岱１２９－１

清水町一丁目１－２０号

☎52－3353

☎57-8708

☎59-6266

グループホーム軽井沢福祉園

[共同住居名]　 グループホームあかまつ・グループホームおおたき     

　　　　　　　グループホームかるいざわ・グループホームつくし寮     

共生センターとっと工房　たのしいわが家

共同生活援助事業所　地域生活支援拠点おおだて

【共同生活援助（外部サービス利用型）】
グループホーム矢立育成園

[共同住居名]　 グループホームえみ・グループホームなごみ・グループホームつくしもり  

　　　　　　　グループホームふくじゅ・グループホームゆきわり  

白沢字白沢８５１ ☎46-3161

【自立訓練（生活訓練）】
清水一丁目１－２０

片山町三丁目１１－１２

☎59-4080

☎43-6464
多機能型事業所　ケアワークおおだて

医療法人和成会自立訓練生活訓練事業所　友生

【宿泊型自立訓練】
医療法人和成会自立訓練生活訓練事業所　友生 片山町三丁目１１－１２ ☎43－6464

大館市デイサービスセンターかつら指定通所介護事業所

大館市デイサービスセンター大滝指定通所介護事業所

デイサービスセンターかみやま

水交苑デイサービスセンターのぎく

扇寿苑デイサービスセンター

比内町福祉センターデイサービス

デイサービスセンターたしろ

ケアセンターようこう赤館

デイサービスセンター大館南

ケアセンター一心堂

介護サービスセンター山王台　デイサービス

よりあいたっこもりガーデン

ＣＯＣＯいきいき会館

【自立訓練（機能訓練）】

就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、共同
生活の場（グループホーム）で相談や日常生活上の援助を行う。

地域での生活を営む上で必要な生活能力の維持・向上のための訓練、日常生活上
の相談・支援を行う。

設けられた居住の場において地域での日常生活で必要となる食事や家事などの訓練、
日常生活上の相談・支援を行う。

共同生活の場（グループホーム）で、入浴や排せつ、食事などの介護、
日常生活上の援助を行う。
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【就労継続支援（B型）】就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）し、一般就労に向けた支援を行う。
工房JOYさあくる

白沢通園センター

日中活動事業所とむとむ

就労継続支援Ｂ型事業所　ワークサンフラワー

特定非営利活動法人共生センターとっと工房長岡事業所

片山町三丁目１－５６

白沢字白沢４０７－９

十二所字後田３４

釈迦内字下清水１２６－１

比内町扇田字長岡７０－３

☎49-6355

☎46-3775

☎52-2080

☎070-1144-0069

☎57-8825

【放課後等デイサービス】】
放課後等デイサービス　一心堂

放課後等デイサービス　一心堂　２号店

なかよしとっと

放課後等デイサービス　ふぁみーゆ

わんぱく広場

東台二丁目１－６０

東台二丁目１０－９

比内町扇田字長岡７０－３

字代野２３３－１４

片山町一丁目３－１０

☎44-4575

☎57-8199

☎57-8171

☎99-0107

☎59-7510

【就労移行支援】
白沢通園センター

アビリティーズジャスコ大館センター

白沢字白沢４０７－９

字大田面２３８　イオンスーパーセンター大館店内

☎46-3775

☎57-8501

【就労継続支援（A・B型）】
パッソ ア パッソ 釈迦内字街道上１０１－２ ☎59-6252

【就労定着支援】一般就労をしている障害のある人に対し、長く職場に定着できるように支援を行う。
アビリティーズジャスコ大館センター 字大田面２３８　イオンスーパーセンター大館店内 ☎57-8501

【児童発達支援】
大館市児童発達支援センターひまわり 池内字大出８２ ☎42-3553

大館市児童発達支援センターひまわり 池内字大出８２ ☎42-3553

【計画相談・地域移行支援・地域定着支援】地域生活や福祉サービスに関する相談を行う。
おおだて障害者相談支援センター

指定特定相談支援事業所　友生

相談支援事業所　プラットホームおおだて

泉町９－１９　泉町地域ふくしセンター１階

片山町三丁目１１－１２

清水一丁目１－２０

☎57-8212

☎43-6464

☎59-4110

就労を希望する人に対し、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に
基づいて行う。

一般企業等で働くことが困難な人に、働く場の提供や知識や能力向上の
ための訓練を行う。

障がいのある未就学児が、日常生活における基本動作や知識等を習得し集団生活に適応
できるよう支援する。

障がいのある就学児童・生徒に対し、学校外で集団生活を行う機会や
居場所を提供する。

【保育所等訪問支援】保育所や幼稚園等障がい児が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応の
ための支援を行う。
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【地域活動支援センター】障がい者に対して、地域での自立を目的とした生活支援（相談・情報提供等）を行う場。
大館市障害者自立生活センター

大館市障害者生活支援センター（たしろの里）

☎49-0104

☎54-2211

池内字大出８２

岩瀬字赤川２０

【家族会・患者会】
大館市手をつなぐ育成会　おもに知的障がいのある人の家族会  

大館市身体障害者協会連合会  

　　　　　　　　視覚障害者部会　  

　　　　　　　　聴覚障害者部会　  

　　　　　　　　車椅子部会　　　  

秋田県聴覚障がい児を持つ親の会　  

心の問題や精神の障がいを持っている当事者と家族の会「ひまわりの会」  

大館地区断酒会   

大館地区がん患者会友の会「虹の会」  

北秋・鹿角地域腎友会　  

障がいがある人や家族同士が、お互いに悩みを分かち合い、共有し、連携する
ことで支え合う会。

＊各団体の連絡先は、大館市福祉課障害福祉係へお問い合わせください。【最終ページへ記載】  

©大館市
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●内閣府 障害者に関係するマークの一例

　https://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html

●厚生労働省 ほじょ犬 もっと知ってBOOK

●日本点字委員会（日点委） 点字を読んでみよう

　http://www.braille.jp/topics/yonndemiyo.html

●東京都福祉保健局 心のバリアフリー つながるやさしさ ハートシティ東京

　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tokyoheart/

●うつ病 こころとからだ

　https://utsu.ne.jp/

●MSD 製薬 うつ病患者さんに接する方へ

　https://www.msd.co.jp/healthcare/depression/depression/treatment/home_5.xhtml

●秋田県高次脳機能障害相談・支援センター

　http://hbd.akita-rehacen.jp/pc/

●特定非営利活動法人コミュニケーション・アシスト・ネットワーク 高次脳機能障害の人への支援について

　http://www.we-can.or.jp/p/496/

●特定非営利活動法人ADDS 自閉症について

　http://www.adds.or.jp/about-autism

●厚生労働省 知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス総合サイト

　https://www.mhlw.go.jp/kokoro/

●文部科学省 主な発達障害の定義について

　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/008/001.htm

●公益財団法人 明治安田こころの健康財団

　https://www.my-kokoro.jp/communication-board/

●秋田県 みんながいっしょに暮らせるまちへ

●東京都福祉保健局 リーフレット「障害の理解のために」

　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/shinsho/tosho/hakkou/pamphlet/syougairikai.html

●郡山市手話言語条例パンフレット

　http://www.city.koriyama.lg.jp/material/files/group/73/panhuretto.pdf

●公益財団法人 ソーシャルサービス協会

　http://www.social.or.jp/itcenter/

大館市障害者自立・差別解消支援協議会
弘前学院大学社会福祉学部 　講師 駒ヶ嶺 裕子
秋田看護福祉大学卒業生
大館市基幹相談支援センター

　【参考引用文献リスト】

　【編集協力】

掲載されている文書・イラスト等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。



障害福祉に関するお問い合わせ先
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