鯖

江

市

民

憲

章

山があります。川があります。そして、やすらぎがあります。
ふるさと鯖江の祖先たちは、王山古墳の昔から日野の流れにあすをみつめ、
豊かな大地のめぐみに感謝しながらたくましく生きてきました。
わたしたちは、嚮陽（きょうよう）の心にふさわしい先人の歩みをうけつぎ、
あらたな飛躍をめざして誓います。

わたしたちは
清らかなまち鯖江を守ります
輝く緑と澄んだ水

そして花につつまれた

そんな美しいまちを守ります

心豊かなまち鯖江を育てます
すこやかな出会いがあり

ともに喜びをわかちあえる

そんなほっとするまちを育てます

力あふれるまち鯖江をつくります
世界の友と手をつなぎ限りなく未来を拓く
そんな躍動するまちをつくります

そして
夢のひろがるまちづくりに努めます
わたしたちは、鯖江市民です。
ともに学び、ともに生きる鯖江市民です。

◆「障がい者」の表記について「障

害」

「障

が

い」

本計画では、「障害」という言葉が、単語あるいは熟語として用いられ、
「ひと」を直接的に形容するような場合は、「害」を｢がい｣と表記します。

障がいのある方は、心身面で、日常生活または社会生活に様々な制限を受けている方々のこ
とを意味します。障がいがあっても自然に生活を営むことができるのが当たり前の社会である
とするノーマライゼーション※が十分に発達すれば、日常生活または社会生活に制限を受ける
ことからくる不利益は、解消されていくはずです。
しかしながら、私たちの社会は、まだまだノーマライゼーションが十分に浸透しているとは
言えません。その結果、日常生活または社会生活に制限を受ける人々の生活を改善するために、
様々な課題が山積みとなっています。そして、本計画も、その課題解決のための第一歩として
策定するものです。
本計画においても、
「障がい」と表記することにより、
「害」という文字がもつマイナスイメ
ージを払拭し、障がいをもつ人々に対する誤解や偏見、差別をなくしていこうという姿勢を表
明します。
しかしながら、
「障がい」とすることで、逆に、社会が未整備故に「害」を被っているとい
う障がい者本来の問題を決して見失ってはなりません。日常生活または社会生活に制限を受け
ることからくる不利益を解消していくための計画づくりをめざします。

▽「害」の字における表記について
（例）

単語＝障がいへの理解など
熟語＝障がい者・障がい児など

国の法令や他の地方公共団体の条例等に基づく、制度や施設名、あるいは法人、団体等
の固有名詞についてはそのままの表記とします。
（例）

法令・制度＝身体障害者手帳、特別障害者手当など
固有名詞 ＝障害者生活支援センターなど

（注） 「※」のついた用語は、巻末の「用語解説」に掲載しています。
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