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第１章 計画の基本的な考え方

１ はじめに

（１） 計画策定の趣旨

箕面市では、障害の有無、年齢、性別等に関わりなく、すべての人が社会の

構成員として尊重され、地域の中で共に等しく暮らしていくことのできる社会

が当たり前の社会であるという、「ノーマライゼーション」の考え方を基本理

念としています。

この理念に基づき、平成６年度（1994 年度）以来、「箕面市障害者市民の長

期計画（みのお‘Ｎ’プラン）」（現在は、平成２６年度（2014 年度）からの

第３次計画）に基づき、障害者施策を総合的かつ計画的に推進してきました。

長期計画の名称である「みのお‘Ｎ’プラン」の‘Ｎ’は、「ノーマライゼ

ーション」の頭文字をとっています。また、「障害者市民」という表記は、障

害者は地域に暮らす市民の一員であるという理念に基づくものです。

国においては、平成２１年度（2009 年度）以降、障害者権利条約の批准に

向けた国内法の整備が行われ、平成２３年度（2011 年度）には障害者基本法

の改正及び「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」

の制定、平成２４年度（2012 年度）には、障害者自立支援法を改正した「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者

総合支援法」という。）の制定及び「国等による障害者就労施設等からの物品

等の調達の推進等に関する法律」の制定、平成２５年度（2013 年度）には、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」

という。）の制定及び「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者雇

用促進法」という。）の改正、さらには障害者権利条約の批准が行われました。

こうした法整備によって、障害の有無によって分け隔てられることなく共生

する「インクルーシブ社会」の概念や、社会的障壁を取り除くための「合理的
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配慮」の規定が法に盛り込まれました。特に「差別的取扱いの禁止」及び「合

理的配慮の提供」が、初めて法的義務として規定されたことは、今後の障害者

施策を進める上で、大きな意味を持つものです。

また、障害者総合支援法施行により、平成２５年度（2013 年度）から障害

福祉サービス等の対象となった難病患者等については、平成２７年（2015 年）

１月に対象疾病数が１５１に拡大され、同年夏をめどにさらなる拡大が予定さ

れています。

以上のような状況をふまえて、本市における障害福祉サービスの見込量とそ

の確保のための方策、また分野別施策の具体的方向性などを明らかにするため

に、平成２７年度（2015 年度）からの３年間を計画期間とする「第４期箕面

市障害福祉計画」を策定します。
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（２） 計画の位置づけ

① 計画の構成及び法的位置づけ

「第４期箕面市障害福祉計画」（以下「第４期計画」という。）は、障害者

総合支援法第８８条に定める「市町村障害福祉計画」にあたり、３年間に達

成すべき数値目標、障害福祉サービス等の種類ごとの必要見込量、その見込

量の確保のための方策及び障害者施策の具体的方向性などを示すものです。

第４期計画は、「第３次箕面市障害者市民の長期計画」（以下「長期計画」

という。）と一体的に、策定・実施します。長期計画は、障害者基本法第１１

条に定める「市町村障害者計画」にあたり、本市の障害者施策を総合的かつ

計画的に推進するため、今後の基本的な方向性や取り組むべき施策を示す計

画です。

■長期計画（市町村障害者計画）と障害福祉計画（市町村障害福祉

計画）の構成

一体的に実施

≪長期計画（市町村障害者計画）≫

平成２６年度（2014 年度）～平成３５年度（2023 年度）

・基本理念
・基本目標
・分野別施策の基本的方向性

≪障害福祉計画（市町村障害福祉計画）≫

平成２７年度（2015 年度）～平成２９年度（2017 年度）

・重点施策
・分野別施策ごとの行動目標
・障害福祉サービスの種類ごとの見込量とその確保のため
の方策

・地域生活支援事業のサービス見込量とその確保のための
方策
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■根拠法令抜粋

障害者基本法

（障害者基本計画等）

第１１条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計

画」という。）を策定しなければならない。

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の

状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以

下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町

村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する

基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。

（中略）

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第３６条第４項の合議制の機

関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の

関係者の意見を聴かなければならない。

（中略）

８ 第２項又は第３項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定さ

れたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町

村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律 （障害者総合支援法）

（市町村障害福祉計画）

第８８条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法

律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定

めるものとする。

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目

標に関する事項

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援

の種類ごとの必要な量の見込み

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につ

いて定めるよう努めるものとする。

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援

の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
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二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援

及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、

公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係

機関との連携に関する事項

４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その障害の状況

その他の事情を勘案して作成されなければならない。

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境

その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を

作成するよう努めるものとする。

６ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第１１条第３項に規定する市町村障害者計画、

社会福祉法第１０７条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画で

あって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならな

い。

７ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

８ 市町村は、第８９条の３第１項に規定する協議会（以下この項及び第８９条第６項におい

て「協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとす

る場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

９ 障害者基本法第３６条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉

計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければな

らない。

１０ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定す

る事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

１１ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府

県知事に提出しなければならない。

第８８条の２ 市町村は、定期的に、前条第２項各号に掲げる事項（市町村障害福祉計画に

同条第３項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。）

について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉

計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

② 関連計画との連携

第４期計画は、「市町村障害福祉計画」の策定に向けて示された国・大阪府

の基本的な考え方及び本市の障害者の状況をふまえて策定しています。

また、「第五次箕面市総合計画」の基本的方向性等に基づき、「高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画」「地域福祉計画」等、関連のある諸計画との整合

性を確保し、相互に調和を保った内容としています。
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（３） 計画の期間

第４期計画の計画期間は、平成２７年度(2015 年度)から平成２９年度（2017

年度）までの３年間です。

長期計画の計画期間は１０年間であるため、制度改正等があれば、障害福祉

計画に盛り込むこととし、長期計画の改訂は、重大な制度改正等、必要性が生

じた場合に行うこととします。

■計画期間

（４） 計画の策定体制

① 計画策定のための審議会等

第４期計画の策定にあたっては、本市の附属機関である「箕面市保健医療福

祉総合審議会」に諮問を行いました。

また、「箕面市障害者市民施策推進協議会」「箕面市自立支援協議会」及び庁

内の関係部局との連携により、意見等を集約しました。

これらの意見等をふまえ、審議会において慎重審議の上、パブリックコメン

トを実施し、最終的にとりまとめられた答申を尊重し、第４期計画を策定しま

した。

なお、「箕面市障害者市民施策推進協議会」では、障害当事者を含む公募市

民、市内障害者団体及び関係機関等の構成員により、第４期計画の内容に関す

Ｈ26

(2014)

Ｈ27

(2015)

Ｈ28

(2016)

Ｈ29

(2017)

Ｈ30

(2018)

Ｈ31

(2019)

Ｈ32

(2020)

Ｈ33

(2021)

Ｈ34

(2022)

Ｈ35

(2023)

長期

計画
第３次障害者市民の長期計画

障害

福祉

計画

第３期

計画

第４期障害福祉計画

第５期障害福祉計画

第６期障害福祉計画
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る活発な議論をいただきました。

また、「箕面市自立支援協議会」では、相談支援事業所、就労支援事業所、

関係機関及び市内障害者団体等の構成員により、地域の基盤整備や課題解決等

を行政とともに進める立場から、多くの意見をいただきました。

さらに、庁内の体制として、健康福祉部のみならず、雇用、教育、建築、住

宅、防災等の関係部局との連携により、全庁的な体制のもと取り組みました。

② 市民参加と広報

第４期計画の策定にあたっては、箕面市市民参加条例（平成９年）等の趣旨

をふまえ、「箕面市障害者市民施策推進協議会」等において、障害当事者を含

む市民の参加を得ることにより、地域の実情や障害者のニーズを的確に把握す

ることに努めました。

また、「箕面市パブリックコメント手続きに関する指針」に基づくパブリッ

クコメントの実施により、市民の意見・提言を反映することに努めました。
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２ 基本理念・目標

第４期計画の推進にあたっては、「市町村障害福祉計画」の策定に向けて示さ

れた国及び大阪府の基本的な考え方をふまえるとともに、長期計画で掲げている、

本市の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本理念・基本目標等の

実現に向けて、諸施策に取り組み、あわせて障害福祉サービスの提供に努めるこ

ととします。

■「第３次箕面市障害者市民の長期計画」の基本的な考え方

基本理念

箕面市では、平成５年（1993 年）に「箕面市人権宣言」を採択し、以

来、箕面市福祉のまち総合条例（平成８年）、箕面市まちづくり理念条

例（平成９年）及び箕面市人権のまち条例（平成１５年）を制定するな

ど、人権尊重のまちの実現に努めてきました。

「ノーマライゼーション」及び「インクルージョン」の考え方、すな

わち「すべての人が、障害の有無や程度に関わりなく、一人の人間とし

て尊重され、平等な権利を持ち、地域社会の構成員として共に暮らすま

ちづくりを進める」という考え方は、障害者市民施策にとどまらず、ま

ちづくり全体の課題であるという認識に立ち、「第３次箕面市障害者市

民の長期計画」の基本理念とします。

基本目標

① 誰もが排除されることなく、地域で共生する社会（インクルーシブ社

会）の実現

「合理的な配慮」によって社会的障壁が取り除かれ、障害や疾病の有
しっぺい

無にかかわらず、すべての市民が排除されることなく、学び、働き、豊

かに暮らすことのできる「インクルーシブ社会」の実現をめざします。
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② 自己選択・自己決定の尊重、意思決定の支援と、社会環境整備の推進

障害者が生涯にわたり、安定的かつ継続的な生活を営むためには、自

己選択・自己決定に基づく当事者本位の支援が重要です。こうした個々

の支援の積み重ねは、地域社会全体の「ノーマライゼーション」へとつ

ながります。

障害者に係るすべての施策において、障害者の自己選択と自己決定を

尊重した施策の展開と、社会環境整備の推進に努めます。

分野別施策の基本的方向性

① 生活環境の整備

② 雇用・就労の充実

③ 福祉サービスの充実

④ 保健・医療の充実

⑤ 療育・教育の充実

⑥ 権利擁護施策の推進

⑦ スポーツ・文化活動等の社会参加の機会の充実

⑧ 推進基盤の整備
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３ 重点施策

第４期計画における重点施策としては、国及び大阪府が示す「障害福祉計画の

作成に係る平成２９年度の目標設定」をふまえるとともに、長期計画の策定に際

し、箕面市保健医療福祉総合審議会から提出された答申・附帯意見及び箕面市障

害者市民施策推進協議会での議論に基づき、以下のとおり取り組むこととします。

（１） 国連障害者権利条約及び障害者差別解消法等に基づく施策の推進

平成２６年批准の「国連障害者権利条約」、平成２８年施行の「障害者差別

解消法」及び改正「障害者雇用促進法」により、障害を理由とした差別的取扱

いの禁止及び社会的障壁を除去するために合理的配慮を行うことが、国・地方

公共団体等の法的義務とされることとなりました。

これに基づき、市が行うすべての施策において、「ノーマライゼーション」

及び「インクルージョン」の理念をふまえた合理的配慮が盛り込まれるよう、

市全体での取組みを推進します。

また、障害者差別解消法の施行に向け、相談・紛争解決のあり方とあわせて、

地域における関係機関の連携やその周知・理解を進めるための啓発活動等のあ

り方について、市としての取組みの検討と体制の構築を進めます。

（２） 地域生活の支援における課題への取組み

障害者の高齢化・重度化は喫緊の課題であり、「親亡き後」に関する不安の

声は切実です。また、入所施設や精神科病院からの地域移行についても、平成

２４年度から障害福祉サービスとして制度化されたことをふまえ、さらなる取

組みが必要です。

障害者が地域で安心して生活を継続できるよう、グループホーム等による居

住の支援、自立を促す地域生活の支援、介護保険サービスとの併給等のあり方

に関し、その課題の整理と市としての対応策について、さらに検討を進めます。

（３） 就労及び日中活動の場のあり方についての取組み
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市がこれまで取り組んできた障害者の就労に関する理念をふまえ、引き続き

積極的な取組みを進めるとともに、障害者の生活の充実と賃金・工賃の向上に

向けて、障害者事業所が地域にねざし発展するための支援や、障害者優先調達

推進法に基づく取組み、また重度障害者の就労・日中活動の場の確保等を進め

ます。

（４） 計画の進捗管理と評価

長期計画をふまえた中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域生活に対

する総合的な支援に向けて、本計画の着実な推進に努めます。

また、各施策の目的や効果の検証等を通じて、市のさまざまな計画と整合を

図りつつ、箕面市保健医療福祉総合審議会、箕面市障害者市民施策推進協議会

及び箕面市自立支援協議会等の関係機関に対し、定期的な進捗状況報告を行い、

議論を進めるとともに、広く市民への周知に努めます。

■障害福祉計画の策定に関する国の基本的な考え方

障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供

体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基

本的な指針（平成２６年(2014 年)５月１５日通知）より

基本的理念

① 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

② 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サー

ビスの実施等

③ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対

応したサービスの整備



第１章 計画の基本的な考え方

- 12 -

障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方

① 全国で必要とされる訪問系サービスの保障

② 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障

③ グループホーム等の充実及び地域生活拠点（地域における障害者の生活支援のた

めに求められる機能を集約した拠点）等の整備

④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進

相談支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方

① 計画相談支援の利用者数の増加に向けた、計画作成体制のさらなる整備と基幹相

談支援センターの有効活用

② 地域移行支援・地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実

③ 関係機関・関係者等が構成する協議会における有機的な連携と地域課題の改善の

取組み



第２章 障害者市民の状況及び施策の実施状況

- 13 -

第２章 障害者市民の状況及び施策の実施状況

１ 総人口及び障害者手帳所持者数

（１）総人口

【表１：各年４月１日現在】 （単位：人）

（２）身体障害者手帳所持者数

【表２：平成 24 年（2012 年）４月１日現在】 （単位：人）

【表３：平成 25 年（2013 年）４月１日現在】 （単位：人）

【表４：平成 26 年（2014 年）４月１日現在】 （単位：人）

平成 24 年
（2012 年）

平成 25 年
（2013 年）

平成 26 年
（2014 年）

18 歳未満 22,698 23,293 23,955

18 歳以上 108,569 109,530 110,499

合計 131,267 132,823 134,454

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

18 歳未満 69 28 26 13 1 7 144

18 歳以上 1,156 607 627 1,054 171 158 3,773

合計 1,225 635 653 1,067 172 165 3,917

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

18 歳未満 67 25 26 14 1 7 140

18 歳以上 1,179 591 638 1,088 174 156 3,826

合計 1,246 616 664 1,102 175 163 3,966

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

18 歳未満 69 24 29 13 1 8 144

18 歳以上 1,173 575 647 1,132 172 159 3,858

合計 1,242 599 676 1,145 173 167 4,002
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（３）療育手帳所持者数

【表５：平成 24 年（2012 年）４月１日現在】 （単位：人）

【表６：平成 25 年（2013 年）４月１日現在】 （単位：人）

【表７：平成 26 年（2014 年）４月１日現在】 （単位：人）

（４）精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者数

① 精神障害者保健福祉手帳所持者数

【表８：平成 24 年（2012 年）４月１日現在】 （単位：人）

【表９：平成 25 年（2013 年）４月１日現在】 （単位：人）

Ａ Ｂ１ Ｂ２ 合計

18 歳未満 116 45 98 259

18 歳以上 290 151 111 552

合計 406 196 209 811

Ａ Ｂ１ Ｂ２ 合計

18 歳未満 111 50 106 267

18 歳以上 301 155 116 572

合計 412 205 222 839

Ａ Ｂ１ Ｂ２ 合計

18 歳未満 110 47 112 269

18 歳以上 323 163 136 622

合計 433 210 248 891

１級 ２級 ３級 合計

18 歳未満 2 8 1 11

18 歳以上 60 370 95 525

合計 62 378 96 536

１級 ２級 ３級 合計

18 歳未満 2 10 3 15

18 歳以上 55 408 99 562

合計 57 418 102 577
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【表 10：平成 26 年（2014 年）４月１日現在】 （単位：人）

② 自立支援医療受給者数

【表 11：各年４月１日現在】 （単位：人）

（５）特定疾患医療（対象：５６疾患）受給者数

【表 12：各年４月１日現在】 （単位：人）

（６）障害支援区分認定状況（平成 26 年（2014 年）４月１日現在）

【表 13：判定総数】 （単位：人）

１級 ２級 ３級 合計

18 歳未満 2 12 8 22

18 歳以上 61 463 119 643

合計 63 475 127 665

平成 24 年
（2012 年）

平成 25 年
（2013 年）

平成 26 年
（2014 年）

合計 1,541 1,559 1,628

平成 24 年
（2012 年）

平成 25 年
（2013 年）

平成 26 年
（2014 年）

18 歳未満 9 12 10

18 歳以上 809 849 906

合計 818 861 916

非該当 0 ※障害支援区分とは、障害の多様な特性

その他の心身の状態に応じて、必要と

される標準的な支援の度合いを総合的

に示すもので、数字が大きいほど必要

な支援の度合いが増します。

区分１ 17

区分２ 78

区分３ 132

区分４ 81

区分５ 92

区分６ 116

合計 516
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●障害種別ごとの内訳

【表 14：身体障害者】 （単位：人）

【表 15：知的障害者】 （単位：人）

【表 16：精神障害者】 （単位：人）

※異なる種別の障害者手帳を重複して所持する場合があるため、判定総数と障害種別

ごとの内訳の合計は、一致しません。

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

非該当 0 0 0 0 0 0 0

区分１ 7 3 1 2 0 0 13

区分２ 14 7 3 1 1 1 27

区分３ 13 13 3 7 1 1 38

区分４ 12 7 2 0 1 0 22

区分５ 21 11 3 2 0 1 38

区分６ 66 14 3 1 1 0 85

合計 133 55 15 13 4 3 223

Ａ Ｂ１ Ｂ２ 合計

非該当 0 0 0 0

区分１ 0 1 0 1

区分２ 13 26 6 44

区分３ 48 22 10 80

区分４ 48 8 4 60

区分５ 76 5 0 81

区分６ 90 1 0 94

合計 275 63 20 360

１級 ２級 ３級 通院他 合計

非該当 0 0 0 0 0

区分１ 0 3 0 0 3

区分２ 2 12 2 1 17

区分３ 2 25 5 5 37

区分４ 0 10 0 2 12

区分５ 1 2 0 2 5

区分６ 1 0 0 0 1

合計 6 52 7 10 75
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２ 障害福祉サービス等の実績

（１）訪問系サービス及び短期入所サービス

① 訪問系サービス 【表 17】

② 短期入所 【表 18】

サービス種別 単位
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

居宅介護
人/月 153 147 96% 170 152 89%

時間/月 2,898 2,917 101% 3,174 2,916 92%

行動援護
人/月 1 2 200% 1 2 200%

時間/月 43 32 74% 43 34 79%

同行援護
人/月 21 24 114% 25 26 104%

時間/月 638 624 98% 750 653 87%

重度訪問介護
人/月 8 9 113% 9 8 89%

時間/月 2,913 3,038 104% 3,174 3,391 107%

重度障害者等

包括支援

人/月 1 0 0% 1 0 0%

時間/月 73 0 0% 75 0 0%

合計
人/月 184 182 99% 206 188 91%

時間/月 6,565 6,611 101% 7,216 6,994 97%

サービス種別 単位
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

短期入所
人/月 41 54 132% 61 66 108%

日/月 253 303 120% 384 305 79%
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（２） 日中活動系サービス 【表 19】

（３） 居住系サービス 【表 20】

サービス種別 単位
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

生活介護
人/月 194 212 109% 214 227 106%

時間/月 3,687 4,102 111% 4,055 4,353 107%

自立訓練
人/月 20 23 115% 27 22 81%

時間/月 383 443 116% 503 429 85%

就労移行支援
人/月 31 15 48% 50 16 32%

時間/月 576 243 42% 969 267 28%

就労継続支援

Ａ型

人/月 3 2 67% 7 5 71%

時間/月 70 39 56% 164 106 65%

就労継続支援

Ｂ型

人/月 72 137 190% 103 160 155%

時間/月 1,290 2,220 172% 1,860 2,625 141%

療養介護 人/月 6 6 100% 7 8 114%

児童発達支援
人/月 77 59 77% 99 89 90%

日/月 616 238 39% 792 356 45%

医療型児童

発達支援

人/月 2 2 100% 3 2 67%

日/月 4 12 300% 5 22 440%

放課後等

デイサービス

人/月 40 83 208% 51 113 222%

日/月 600 507 85% 771 785 102%

保育所等訪問支援 回数/月 10 1 10% 13 1 8%

障害児相談支援 回数/月 24 0 0% 49 1 2%

サービス種別 単位
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

共同生活援助

共同生活介護
人/月 100 89 89% 116 103 89%

施設入所支援 人/月 73 74 101% 71 74 104%
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（４）計画相談支援 【表 21】

（５）地域生活支援事業（必須事業）

① 相談支援事業 【表 22】

② コミュニケーション支援事業 【表 23】 （単位：人）

サービス種別 単位
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

計画相談支援 人/月 133 14 11% 266 49 18%

地域移行支援 人/月 9 2 22% 11 2 18%

地域定着支援 人/月 6 1 17% 8 1 13%

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

障害者相談支援事業 4か所 4か所 100% 4 か所 4か所 100%

住宅入居等支援事業 実施 実施 － 実施 実施 －

基幹相談支援センター

等機能強化事業
実施なし 実施なし － 実施なし 実施 －

自立支援協議会 実施 実施 － 実施 実施 －

成年後見制度利用支援事業 実施 2件 － 実施 1件 －

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

手話通訳者配置 2 2 100% 2 2 100%

手話通訳者派遣(実利用者数)
12

10
117% 14

10
93%

要約筆記者派遣(実利用者数) 4 3

入院時コミュニケーシ

ョン支援事業
－ 2 － － 0 －
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③ 日常生活用具給付事業 【表 24】 （単位：件）

④ 移動支援事業 【表 25】 （単位：人・時間／年）

⑤ 地域活動支援センター事業 【表 26】

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

介護・訓練支援用具 11 9 82% 12 8 67%

自立生活支援用具 39 24 62% 44 29 66%

在宅療養等支援用具 33 27 82% 37 16 43%

情報・意思疎通支援用具 128 19 15% 142 13 9%

排泄管理支援用具 2,822 2,399 85% 3,132 2,744 88%

住宅改修費(居宅生活

動作補助用具)
7 3 43% 8 3 38%

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

移動支援

事業

実利用者数 251 216 86% 296 222 75%

利用時間数 47,241 34,498 73% 56,704 36,229 64%

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

基礎的事業
箇所数 2 2 100% 2 2 100%

人分 50 30 60% 55 30 55%

機能強

化事業

Ⅰ型

箇所数

1 1 100% 1 1 100%

Ⅱ型 0 0 0% 1 0 0%

Ⅲ型 1 1 100% 0 1 100%
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（６） 地域生活支援事業（任意事業） 【表 27】

（単位：人・回・時間／年）

○ 社会参加促進事業 【表 28】 （単位：回・件・人／年）

（７） 補装具 【表 29】

（単位：件／年）

（８） その他の福祉サービス 【表 30】

（単位：人／年）

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

入浴

サービス

実利用者数 32 26 81% 36 23 64%

利用回数 2,485 1,954 79% 2,803 1,823 65%

日中一時

支援事業

実利用者数 87 79 91% 87 54 62%

利用回数 1,553 673 43% 1,553 414 27%

生活サポ

ート事業

実利用者数 16 22 138% 17 23 135%

利用時間数 2,496 113 5% 2,652 171 6%

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

回数・件数 実人数 回数・件数 実人数

スポーツレクレーシ

ョン教室
2 128 2 163

芸術・文化講座 2 200 2 240

声と点字の広報 16 － 16 －

奉仕員養成研修 1 － 1 －

自動車改造 1 1 0 0

サービス種別
平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

障害者 障害児 合計 障害者 障害児 合計

補装具 164 115 279 164 92 256

サービス種別 平成 24 年度（2012 年度） 平成 25 年度（2013 年度）

障害者緊急通報システム 7 6
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３ 第３期計画での各分野の行動目標における実施状況

達成状況の評価方法

○：実施中

△：見直しを含めた検討が必要

×：未実施

□：その他

（１） 生活環境の整備

① 都市施設の整備

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

市有建築物等

のバリアフリ

ー化の推進

●西小学校・萱野東小学校の屋内運動場

トイレを多目的トイレに改修

●南小学校・第五中学校にエレベータを

新設し、市立小中学校（全２１校）への

エレベータ設置が完了

●かやの幼稚園・せいなん幼稚園・ひが

し幼稚園・なか幼稚園・とよかわみなみ

幼稚園・東生涯学習センターのトイレを

多目的トイレに改修

達成状況：○

・小中学校等のバリアフリー化を推進した。

「福祉のまち

整備に関する

事項」に適合

した民間施設

の整備誘導

●大阪府福祉のまちづくり条例委任

事務に基づく建築物設置工事協議件数

４件

●箕面市まちづくり推進条例に基づく

建築物設置工事協議件数 ５件

●大阪府福祉のまちづくり条例委任

事務に基づく建築物設置工事協議件数

０件

●箕面市まちづくり推進条例に基づく建

築物設置工事協議件数 ３件

達成状況：○

・条例に基づき、民間施設の整備誘導を行った。

その他

・バリアフリ

ー情報の発信

●『箕面バリアフリーガイド』を発行し、

市内の店舗等のバリアフリー情報を掲

載

達成状況：○

・市内店舗等のバリアフリー情報を周知することにより、移動困難者の外出支援

を行うとともに、地域啓発を進めた。
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② 移動支援の充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

路線バス事業

者に対するノ

ンステップバ

ス導入支援

●平成24年度末ノンステップバス導入

台数（市補助） ０台（実績なし）

●平成25年度末ノンステップバス導入

台数（市補助） ０台（実績なし）

達成状況：×

・本計画期間中は導入実績がなかった。

オレンジゆず
るバスの実証
運行事業及び
実証運行期間
中に運行サー
ビスや費用負
担のあり方を
決定し、平成25
年度（2013年
度）から本格運
行の実施

●実証運行の評価・見直しを行い、新た

な実証運行を実施

●月曜～土曜の本格運行の実施

●日曜・祝日における新たな実証運行の

実施

達成状況：○

実証運行の評価・見直しを行った結果、利用者の需要予測を上回り、収支率の

改善が図られている平日に関しては、本格運行を開始した。

福祉予約バス

利用対象者等

の見直しによ

る制度充実

●前年度の利用状況をふまえ、より適切

なサービスの提供を図るため、運行（借

上げ）車両台数を変更

●前年度の利用状況をふまえ、運行（借

上げ）車両台数を変更

●支援を必要とする移動困難者にとっ

て、より利用しやすいサービスを提供で

きる新たな事業の構築を検討

達成状況：○

・福祉有償運送のモデル事業を検討した。

福祉有償運送
実施事業者へ
の適切な指導
及び福祉有償
運送運営協議
会の運営

●大阪府北摂ブロック福祉有償運送運

営協議会審議件数

更新 ２件 変更 10件

●大阪府北摂ブロック福祉有償運送運

営協議会審議件数

更新 16件 変更 ６件

達成状況：○

・福祉有償運送運営協議会を運営し、事業者への適切な指導を行った。

その他

・歩きやすい歩

道の整備促進

●歩道段差の改良(交通安全施設整備事業)

・対象箇所数 1,820箇所

・平成24年度整備０箇所

・平成25年４月１日現在

対象箇所整備率82％ 1,508箇所完了

●歩道段差の改良（交通安全施設整備事業）

・対象箇所数 1,820箇所

・平成25年度整備76箇所

（上記対象箇所以外も含む）

・平成26年４月１日現在

対象箇所整備率87％ 1,584箇所完了

達成状況：○

・市内各所の段差改良を実施した。



第２章 障害者市民の状況及び施策の実施状況

- 24 -

③ 住宅の確保

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

公営住宅等の

バリアフリー

化の推進

●高齢者・障害者世帯向け住宅募集２件 ●高齢者・障害者世帯向け住宅募集１件

達成状況：○

・高齢者・障害者世帯向け住宅の募集・提供を実施した。

高齢者・重度身

体障害者等住

宅改造助成事

業による民間

住宅等のバリ

アフリー化の

支援

●重度身体障害者住宅改造助成事業

３件

●大阪府住宅リフォームマイスター制

度（府民が安心して住宅リフォームを行

えるよう信頼性の高い事業者の情報を

提供する制度）のＰＲと、窓口での登録

団体・事業者名簿の閲覧

●重度身体障害者住宅改造助成事業

０件

●大阪府住宅リフォームマイスター制

度（府民が安心して住宅リフォームを行

えるよう信頼性の高い事業者の情報を

提供する制度）のＰＲと、窓口での登録

団体・事業者名簿の閲覧

達成状況：○

・重度身体障害者住宅改造助成等により､民間住宅等のバリアフリー化を支援し

た。

・大阪府住宅リフォームマイスター制度について、積極的なＰＲを実施した。

障害者市民の

円滑な民間賃

貸住宅への入

居支援の仕組

みの構築

●地域生活支援事業の相談支援事業に

おいて住宅入居等支援事業を実施

●「あんしん賃貸支援事業」のＰＲに努

めると共に、不動産業者に対し、「あん

しん賃貸支援事業」の理解と協力を求

め、また、福祉部門との連携を強化した

●地域生活支援事業の相談支援事業に

おいて住宅入居等支援事業を実施

●「あんしん賃貸支援事業」のＰＲに努

めると共に、不動産業者に対し、「あん

しん賃貸支援事業」の理解と協力を求

め、また、福祉部門との連携を強化した

達成状況：○

・相談支援事業において、住宅入居支援等を実施した。

・あんしん賃貸支援事業について、積極的なＰＲを実施した。
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④ 情報バリアフリーの推進

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

点字及び音声

による行政情

報の充実

●広報紙 点字版・音声版（テープ・CD）

の発行

●箕面市民ガイド 点字版・音声版（テ

ープ・CD）の発行

●市議会だより 点字版・音声版（テー

プ・CD）の発行

●障害福祉サービスのご案内 点字

版・音声版（CD）の発行

●高齢者福祉サービスのご案内 点字

版・音声版（テープ）の発行

●選挙公報、選挙のお知らせ 点字版・

音声版（テープ）の発行

●声と点字の読書情報 点字版・音声版

（テープ）の発行

●行政通知点訳パイロット事業（健康福

祉部、市民部内の個人宛通知文を点字化

し、希望者に送付）希望者 12人（障害

福祉課：延べ55件）

●障害者福祉センターささゆり園図書

コーナーに点字図書を設置、閲覧・貸し

出しを実施（所蔵数 142タイトル）

●広報紙 点字版・音声版（テープ・CD）

の発行

●市議会だより 点字版・音声版（テー

プ・CD）の発行

●障害福祉サービスのご案内 点字

版・音声版（CD）の発行

●選挙公報、選挙のお知らせ 点字版・

音声版（テープ）の発行

●声と点字の読書情報 点字版・音声版

（テープ）の発行

●行政通知点訳パイロット事業（健康福

祉部、市民部内の個人宛通知文を点字化

し、希望者に送付）希望者 12人

（障害福祉課：延べ49件）

●障害者福祉センターささゆり園図書

コーナーに点字図書を設置、閲覧・貸し

出しを実施（所蔵数 144タイトル）

達成状況：○

・点字版・音声版により、各種行政情報を提供した。

視覚障害者等

が利用しやす

く情報を容易

に入手できる

市ホームペー

ジの作成

●バリアフリーやアクセシビリティに

対応した表記や色使いに努めるなど、障

害者が利用しやすいホームページの作

成を実施

●広報紙のテキスト版及び音声版を市

ホームページに掲載

●バリアフリーやアクセシビリティに

対応した表記や色使いに努めるなど、障

害者が利用しやすいホームページの作

成を実施

●広報紙のテキスト版及び音声版を市

ホームページに掲載

達成状況：○

・バリアフリーやアクセシビリティに対応したホームページの作成を推進し、視

覚障害者等が容易に行政情報を入手できる環境づくりを進めた。



第２章 障害者市民の状況及び施策の実施状況

- 26 -

⑤ 災害に強いまちづくりの推進

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

聴覚障害者等

を対象とした

市窓口等にお

けるコミュニ

ケーション手

段の確保

●市立総合保健福祉センターに手話通

訳者として非常勤職員を２人配置

●ファクス及び電子メールによる緊急

通報システムの運用 利用登録者21人

●選挙時の投票本部に手話通訳者を１

人配置

●市立総合保健福祉センターに手話通訳

者として非常勤職員を２人配置

●ファクス及び電子メールによる緊急通

報システムの運用 利用登録者26人

●選挙時の投票本部に手話通訳者を１人

配置

達成状況：○

・聴覚障害者等を対象とした市窓口等におけるコミュニケーション手段の確保を

行った。

障害者市民等

に対する図書

館サービスの

充実

●録音図書の作成 所蔵数846タイトル

●録音図書の貸出 464件

●対面朗読サービスの実施 105件

●「声と点字の読書情報」 点字版・音

声版（テープ）の発行

●録音図書の作成 所蔵数844タイトル

●録音図書の貸出 443件

●対面朗読サービスの実施 80件

●「声と点字の読書情報」 点字版・音

声版（テープ）の発行

●図書の郵送サービス 10件

達成状況：○

・従来のサービスに加え、ボランティアグループ（ささゆり声の会）の協力によ

り、地域資料の音訳に取り組んだ。

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

大規模災害時

の網羅的な安

否確認を行う

体制づくり

●自治会等における安否確認分担表を

用いた安否確認体制の構築及び訓練の

実施

●地区防災委員会による自治会等から

の安否情報の集約体制の構築及び訓練

の実施

●黄色いハンカチ作戦の周知及び訓練

の実施

●要安否確認者名簿の備え付け

●自治会等における安否確認分担表を用

いた安否確認体制の構築及び訓練の実施

●地区防災委員会による自治会等からの

安否情報の集約体制の構築及び訓練の実

施

●黄色いハンカチ作戦の周知及び訓練の

実施

●要安否確認者名簿の備え付け

達成状況：○

・各自治会等において安否確認体制が構築され、全市一斉総合防災訓練において

訓練を実施した。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

災害時に、必

要な支援を継

続的に行う体

制づくり

●福祉・医療等の継続的支援体制の検討

●障害福祉サービス・介護サービス利用

状況に関するアンケート調査を実施

●福祉・医療等の継続的支援体制の検討

達成状況：○

・継続的支援体制の検討に基づき、対象者名簿・個別支援計画の作成等に着手し

た。

民生委員・児
童委員や、小
学校区ごとに
組織されてい
る箕面市社会
福祉協議会の
地区福祉会に
よる「小地域
ネットワーク
活動」等とと
もに取り組む
地域福祉コミ
ュニティの醸
成

●個別の支援にかかわる中で、民生委

員・児童委員並びに地区福祉会へ日常生

活を安心して送るための協力を要請

●地域住民の見守りを受ける一方の存在

としてではなく、高齢者サロンのスタッ

フとして参画できるなど、地区福祉会の

受け入れ体制を整える意識付けを実施

達成状況：○

・地域福祉コミュニティ醸成のための取組みを推進した。

「災害時要援

護者」への対

応を盛り込ん

だ防災訓練等

の実施

●「全市一斉総合防災訓練」の実施

●「豊能地区３市２町合同防災訓練」

において実動訓練を実施

●地域での防災訓練への参加及び防災

講習会の開催

●全市一斉総合防災訓練において、福

祉避難所となる施設と伝達訓練

●指定管理施設について、協定書に基

づき、指定管理者が防災訓練を実施

●「全市一斉総合防災訓練」を実施した

他、庁内訓練を２回実施

●「豊能地区３市２町合同防災訓練」に

おいて図上シミュレーション訓練を実施。

●地域での防災訓練への参加及び防災講

習会の開催

●保健福祉対策部における防災訓練にお

いて、災害時要援護者への対応を含めた

災害対策業務の手順確認

●全市一斉総合防災訓練において、福祉

避難所となる施設と伝達訓練

●指定管理施設について、協定書に基づ

き、指定管理者が防災訓練を実施
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●全市一斉総合防災訓練に合わせ、市内

の障害者通所事業所によるファクス報

告訓練を実施

●市内在住の高齢者や障害者に対し、家

具の転倒、落下物の防止対策である対策

支援サービスを社協が市内全域で実施

（高齢者世帯26件、障害者世帯１件

合計27件）

●全市一斉総合防災訓練に合わせ、市内

の障害者通所事業所によるファクス報

告訓練を実施

●市内在住の高齢者や障害者に対し、家

具の転倒、落下物の防止対策である対策

支援サービスを社協が市内全域で実施

（高齢者世帯のみ12件）

●震災対策支援サービス取付完了者へ

防災に関する啓発・継続のため、防災グ

ッズ及びチェックリストを地区福祉会

を通じて配布（高齢者世帯73件、障害者

世帯２件 合計75件）

●市内在住の70歳以上の独居高齢者や

80歳以上の高齢者世帯、障害者だけの世

帯、40歳以上の介護認定を受けている一

人暮らし世帯に対し、社協が地域での見

守りネットワーク強化のため、安心キッ

ト（緊急安心カード、筒、ステッカー）

を地区福祉会を通じて配布（年度末利用

件数：高齢者独居1,200人、高齢者世帯

352人、障害者世帯27人、40歳以上介護

認定独居１人）

●震災対策支援サービス取付完了者へ

防災に関する啓発・継続のため、防災グ

ッズ及びチェックリストを地区福祉会

を通じて配布（高齢者世帯のみ12件）

●市内在住の70歳以上の独居高齢者や

80歳以上の高齢者世帯、障害者だけの世

帯、40歳以上の介護認定を受けている一

人暮らし世帯に対し、社協が地域での見

守りネットワーク強化のため、安心キッ

ト（緊急安心カード、筒、ステッカー）

を地区福祉会を通じて配布（年度末利用

件数：高齢者独居1,180人、高齢者世帯

341人、障害者世帯28人、40歳以上介護

認定独居２人）

達成状況：○

・防災訓練等の取組みにより、市職員の災害対応力の向上及び市民・関係機関の

防災意識の啓発を図った。
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（２）雇用・就労の支援体制の充実

① 雇用促進と就労支援

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

(一財)箕面市

障害者事業団

を核とした民

間事業者への

雇用促進・就労

支援の充実

●障害者雇用支援センターの運営

（就労移行、定員20名）

・利用(入所)者数 身体障害者1(0)人

知的障害者18(8)人 精神障害者9(4)人

計28(12)人

・就職者数 12(5)人

※ （ ）内は箕面市在住者の内数

・その他就労に関する支援については、

障害者就業・生活支援センターを始め、

各関係機関と連携して行っている。

●障害者雇用支援センターの運営

（就労移行、定員20名）

・利用(入所)者数 身体障害者1(0)人

知的障害者21(9)人 精神障害者8(5)人

計30(14)人

・就職者数 12(７)人

※ （ ）内は箕面市在住者の内数

・その他就労に関する支援については、

障害者就業・生活支援センターを始め、

各関係機関と連携して行っている。

●障害者就業・生活支援センターの運営

・登録者数 身体障害者23(16)人 知的

障害者149(92)人 精神障害者81(40)人

その他障害6（4）人 計259(152)人

・就職者数 身体障害者0(0)人 知的障

害者17（7）人 精神障害者13(4)人 そ

の他障害0(0)人 計30(11)人

・支援件数 計2,841(1,622)件

※ ( )内は箕面市在住者の内数

・職場実習訓練事業所協力金の支給

4事業所 88人(日)

●障害者就業・生活支援センターの運営

・登録者数 身体障害者26(19)人 知的

障害者173(112)人 精神障害者104(47)

人 その他障害8（5）人 計311(183)人

・就職者数 身体障害者4(2)人 知的障

害者22（13)人 精神障害者5(3)人 その

他障害0(0)人 計31(18)人

・支援件数 計3,407(1,872)件

※ ( )内は箕面市在住者の内数

・職場実習訓練事業所協力金の支給

7事業所 158人(日)

達成状況：○

・就業・生活支援センターの登録者数も年々増えるとともに、障害者の就労者数

が毎年堅調に推移するなど、民間事業所への障害者の雇用促進が年々拡大した。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

障害者市民を

雇用する民間

事業者等に対

する支援を通

じ た 雇 用 促

進・就労支援

の充実

●障害者雇用事業所金利軽減事業

利用件数 ２件

●障害者雇用事業所金利軽減事業

利用件数 １件

達成状況：○

・利用機会が限定的で、利用件数は少ないが、職場環境の整備は重要であるため、

引き続き制度の周知を実施した。

市における障

害者職員雇用

率３％以上の

確保

●本市の障害者雇用率（６月時点）

・職員全体数 1,340人

・対象職員数（内、重度）27人(９人)

・雇用率2.69％

●本市の障害者雇用率（６月時点）

・職員全体数 1,419人

・対象職員数（内、重度）26人(７人)

・雇用率2.33％

達成状況：○

・障害者雇用に向け、募集を行うとともに、募集要件の再検討等を行った。

・障害者職員雇用率の改善が進まなかった。

本市が出資・

補助等を行っ

ている法人に

対する障害者

市民の雇用拡

大に向けた働

きかけ

●関係団体等における障害者雇用率

（６月時点）

・（社福）箕面市社会福祉協議会

職員全体数 169.5人

対象職員数（内、重度）３人（１人）

雇用率2.36％

・（社福）あかつき福祉会

職員全体数 115人

対象職員数（内、重度）２人（２人）

雇用率3.48％

・（一財）箕面市障害者事業団

職員全体数 67人

対象職員数（内、重度）20人（19人）

雇用率60.66％

●関係団体等における障害者雇用率

（６月時点）

・（社福）箕面市社会福祉協議会

職員全体数 158.5人

対象職員数（内、重度）３人（１人）

雇用率2.52％

・（社福）あかつき福祉会

職員全体数 108人

対象職員数（内、重度）２人（２人）

雇用率3.70％

・（一財）箕面市障害者事業団

職員全体数 70人

対象職員数（内、重度）20人（19人）

雇用率57.36％

達成状況：○

・法定雇用率は満たしているが、さらなる雇用率の向上に向け取り組んだ。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

（一財）箕面市

障害者事業団

等の社会的雇

用の場への支

援

●（一財）箕面市障害者事業団運営補助

17,435,000円

●（一財）箕面市障害者事業団への

市委託事業

市公園花壇管理事業、市立リサイクル

センター資源ごみ選別業務 等

●（一財）箕面市障害者事業団

障害者職員数 20人

●障害者市民何でも相談事業の実施

相談件数実績 16名、23件

●事業団内実習の実施：実習受入実績

延べ17名、101日

●「一般財団法人箕面市障害者事業団障

害者雇用助成金交付要綱」に基づき、（一

財）箕面市障害者事業団から障害者事業

所（４箇所）に対し、障害者雇用助成金

91,854,000円を交付

・障害者事業所

障害者数 59人 援助者数 16人

●（一財）箕面市障害者事業団運営補助

17,435,000円

●（一財）箕面市障害者事業団への

市委託事業

市公園花壇管理事業、市立リサイクル

センター資源ごみ選別業務 等

●（一財）箕面市障害者事業団

障害者職員数 20人

●障害者市民何でも相談事業の実施

相談件数実績 9名、11件

●事業団内実習の実施：実習受入実績

延べ９名、50日

●「一般財団法人箕面市障害者事業団障

害者雇用助成金交付要綱」に基づき、（一

財）箕面市障害者事業団から障害者事業

所（４箇所）に対し、障害者雇用助成金

89,552,000円を交付

・障害者事業所

障害者数 61人 援助者数 16人

達成状況：○

・社会的雇用の場の支援により、一般就労が困難な障害者の働く場を確保した。
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② 福祉的就労の場の再編・整備

③ その他の就労支援策の充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

福祉的就労の

場の再編・支援

●旧障害者福祉作業所等９か所に対し、

移行後安定運営補助金38,334,000円を

交付した

●旧障害者福祉作業所２か所に対し、移

行一時支援補助金10,000,000円を交付

した

●新体系事業所等の活動内容を紹介す

るリーフレット等を作成した

●旧障害者福祉作業所等７か所に対し、

移行後安定運営補助金31,862,000円を

交付した

●４月施行の障害者優先調達推進法に

基づき、１月に市の優先調達推進方針を

策定し、全庁的に取り組んだ

達成状況：○

・運営補助等により、円滑な新体系移行と、移行後の安定運営を支援した。

・移行後の活動を市民に広く周知し、地域への定着を促進した。

・安定運営が進むよう、状況把握と側面的支援に継続的に取り組んだ。

・優先調達推進方針により、工賃等の向上を支援した。

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

その他の就労

支援施策の充

実

●障害者市民就職支援パソコン講座

（参加者８人）

●（一財）箕面市障害者事業団補助金交

付要綱に基づき障害者事業団に対し補

助金2,500,000円の交付

●職場実習訓練生奨励金

（13人、172,920円）

※職場実習事業所協力金は「①雇用促進

と就労支援」に記載

●障害者市民就職支援パソコン講座

（参加者６人）

●（一財）箕面市障害者事業団補助金交

付要綱に基づき障害者事業団に対し補

助金2,500,000円の交付

●職場実習訓練生奨励金

（16人、306,000円）

※職場実習事業所協力金は「①雇用促進

と就労支援」に記載

達成状況：○

・障害者市民就職支援パソコン講座の実施により、パソコン技術の習得等を図る

ことができた。

・豊能北障害者就業・生活支援センターへの補助金交付により、職場実習訓練を

はじめ、就労支援施策の充実を図ることができた。
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（３）保健・医療の充実

① 保健サービスの充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

生涯を通じた

健康管理の推

進

●基本健康診査の実施

総受診者数 734人

●基本健康診査の実施

総受診者数 889人

達成状況： ○

・障害者市民の若年層における疾病予防と早期発見のため、基本健康診査を実施

した。

保健師や理学

療法士等によ

る訪問など相

談・支援体制

の充実

●健康増進事業で対応

訪問回数 69回

●健康増進事業で対応

訪問回数 89回

達成状況：○

・支援を要する子どもや保護者が専門的な相談を受けることができるよう、健康

診査実施機関や指定相談支援事業者との連携を図り、健康相談を実施した。

生活習慣病の

予防や早期発

見・早期治療

のための健康

教育や健康相

談の充実

●健康増進事業で対応

開催回数 478回

延べ参加者数7,962人

（健康増進課実施分）

●健康増進事業で対応

開催回数 497回

延べ参加者数 6,990人

（健康増進課実施分）

達成状況：○

・生活習慣病予防等のため、健康教育や健康相談を実施した。

各関係機関と

の連携強化に

よる保健サー

ビスの充実

●ケースワーク等を通じ、健康に関す

る課題を把握した場合は、関係機関の

連携により、受診・健診等につなげた

●ケースワーク等を通じ、健康に関する

課題を把握した場合は、関係機関の連携

により、受診・健診等につなげた

達成状況：○

・健康に関する問題意識を関係者が共有するとともに、ケース対応における連携

に取り組んだ。
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② 地域医療サービスの充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

市内の医療機

関に対する施

設のバリアフ

リー化に向け

た働きかけ

●実績なし ●大阪府福祉のまちづくり条例改正によ

り、病院・診療所に関しては全て基準適

合義務の対象となった

●『箕面バリアフリーガイド』を発行し、

市内医療機関のバリアフリー情報を掲載

した

達成状況：○

・府条例が改正され、病院・診療所に関しては全て基準適合義務の対象となった。

障害者理解の

ための啓発の

推進

●（一財）障害者事業団への啓発講座等

実施委託（全３回実施）

●（一財）障害者事業団への啓発講座等

実施委託（全３回実施）

達成状況：○

・障害者問題連続講座等の実施を通じて、啓発を進めた。

医療を受けや

すくするため

の各種助成

●身体障害者・知的障害者医療費助成

・対象者 822人

・医療費助成額 140,995,166円

・食事療養費助成額 431,780円

・訪問看護利用料助成費 1,709,960円

●障害児（者）個室入院料助成事業

３件 59日 433,650円

●機能訓練医療費助成事業

機能訓練 141件 延べ 297回

●身体障害者・知的障害者医療費助成

・対象者 819人

・医療費助成額 132,008,306円

・訪問看護利用料助成費 2,743,490円

●障害児（者）個室入院料助成事業

６件 50日 367,500円

※機能訓練医療費助成は子どもの医療証

対象年齢拡大に伴い平成24年度で終了し

た

達成状況：○

・各種助成により、医療を受けやすい環境づくりを進めた。
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③ 医療的ケアに関する対応

④ 在宅生活を支えるリハビリテーション等の充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

医療的ケアに

関する対応

●喀痰吸引等研修を社会福祉法人あか

つき福祉会に委託し、実施

基本研修 全４回、修了者69名

実地研修 修了者７名

●市長会、近畿ブロック福祉事務所長会

を通じて、法制度の整備に向け、国及び

大阪府に要望

●大阪府登録喀痰吸引等研修機関とし

て、社会福祉法人あかつき福祉会が以下

のとおり実施

実地研修12名 修了申請事務38名

●市長会、近畿ブロック福祉事務所長会

を通じて、法制度の整備に向け、国及び

大阪府に要望

達成状況：○

・喀痰吸引等研修を実施し、従事者の養成と、市内事業所への周知・呼びかけを

行った。

・法制度の整備について、引き続き国・府への要望を行った。

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

「えいど工房」
を核とした福
祉機器、介護用
品等の生活支
援機器等の紹
介等による障
害者市民の在
宅生活を支援
する体制の整
備

●福祉用具展示・相談事業

相談 372件、福祉用具貸出 141件

来場者 2,078人

●福祉用具展示・相談事業

相談 762件、福祉用具貸出 147件

来場者 2,310人

達成状況：○

・「えいど工房」における、福祉用具展示・相談事業の実施を通じて、在宅生活

を支援する体制の整備を進めた。

市立病院との

連携による在

宅リハビリテ

ーションやそ

の他の支援の

推進

●在宅リハビリテーション

訪問指導 638件

●訪問リハビリテーション

利用件数 4,017件

●在宅リハビリテーション

訪問指導 742件

●訪問リハビリテーション

利用件数 4,888件

達成状況：○

・支援を推進した結果、訪問リハビリテーションの利用件数が、平成 21 年度と

比較して１.９倍に増加した。
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（４）療育・教育の充実

① 療育・幼児教育の充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

「障害児保育

の手引き」に

基づく保育所

における障害

児保育の充実

●保育士の障害児担当の配置

平成24年４月１日現在 36人

（市立 26人・民間 10人）

●市内保育所における障害児保育児童

（平成25年３月31日現在） 51人

（市立:５所 38人 民間:６所 13人）

●障害児保育運営協議会・障害児保育研

修等を開催

●「障害児保育」 → 「支援保育」に

改正

●保育士の支援保育担当の配置

平成25年４月１日現在 47人

（市立29人・民間18人）

●市内保育所における支援保育児

（平成26年３月31日現在） 61人

（市立:５所 38人 民間:８所 23人）

●支援保育運営協議会・支援保育部会・

研修等を開催

達成状況：○

・民間保育園も含めた、支援情報の共有や事例検討により、支援保育の充実を進

めた。

市立幼稚園に

おける障害児

教育の充実

●障害児介助員の配置 5園 16人

●障害児幼稚園児 5園 31人

●支援教育検討会の開催

●支援介助員の配置 5園 17人

●支援幼稚園児 5園 27人

●支援教育幼稚園検討会の開催

●コーディネーター会議

達成状況：○

・支援担当者による、支援情報の共有や具体事例の研修により、支援教育の充実

を進めた。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

療育プログラ

ムの多様化、

専門スタッフ

の資質向上に

よる早期療育

事業の充実

●早期療育事業従事職員体制

分室長（１）、理学療法士（兼任２）、

作業療法士（兼任２）、言語聴覚士（兼

任２）、看護士（専任１）、保育士（専

任５）、心理相談員（専任２）、事務

（専任１）

●児童発達支援事業所

実利用人数 85人、延べ 3,265日

●機能訓練・訪問指導・訓練相談・経

過フォロー・巡回相談

機能訓練4,683回（内、児童発達支援396

回）、訪問指導103回、訓練相談162回、

経過フォロー141回、巡回相談63回

●難聴児教室 対象児2人、延べ44回

●親子教室事業39人、延べ回数317回

●早期療育事業従事職員体制

分室長（１）、理学療法士（兼任２）、作

業療法士（兼任２）、言語聴覚士（兼任２）、

看護士（専任１）、保育士（専任５）、心

理相談員（専任３）、事務（専任１）

●児童発達支援事業所

実利用人数 94人、延べ 2,950日

●機能訓練・訪問指導・訓練相談・経過フ

ォロー・巡回相談

機能訓練4,847回（内、児童発達支援284

回）、訪問指導140回、訓練相談178回、経

過フォロー280回、巡回相談69回

●難聴児教室 対象児1人、延べ47回

●親子教室事業40人、延べ回数347回

達成状況：○

・子どもの状態像に合わせた療育や訓練などを提供し、早期療育事業の充実を進

めた。

保育所、幼稚

園、児童発達

支援事業所(あ
いあい園)の連
携充実

●早期療育事業推進会議

開催13回

●早期療育事業推進会議

開催13回

達成状況：○

・定期的に関係機関が集まり、療育・支援の検討や情報共有する場を設け、連携

の充実を進めた。

発達相談「ゆ

う」を核とし

た各関係機関

との連携強化

による障害の

ある子どもの

家族に対する

相談・支援体

制の充実

●発達相談「ゆう」における発達相談及

び早期療育に関する総合相談

相談件数 1,584件

内訳 ・面接 866回

・訪問 378回

・電話相談 108件

・他機関連携 232回

●発達相談「ゆう」における発達相談及

び早期療育に関する総合相談

相談件数 1,870件

内訳 ・面接 1,034回

・訪問 419回

・電話相談 138件

・他機関連携 279回

達成状況：○

・保護者間の情報や幼稚園・保育所からの紹介などにより、発達相談「ゆう」が

広く認知され、相談件数が増加した。
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② 学校教育等の充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

市立小中学校

等において、障

害のある子ど

もが適切な教

育を受けられ

る体制の充実

●障害児介助員の配置

学校数 18校 介助員数 79人

対象障害児数 305人

●障害児介助員の研修回数

任期付職員 ３回、臨時職員 ３回

●重度障害児送迎事業（市立小中学校等

への送迎）

対象者 18人

●障害児介助員の配置

学校数 18校 介助員数 88人

対象障害児数 337人

●障害児介助員の研修回数

任期付職員 ３回、臨時職員 ３回

●重度障害児送迎事業（市立小中学校等

への送迎）

対象者 19人

達成状況：○

・重度障害児送迎事業による移動困難な児童・生徒のタクシー送迎や、障害児介

助員の配置により、障害のある子どもが適切に教育を受けられる体制の充実を

進めた。

各種研修会の

実施による教

職員の資質向

上

●人権教育研修 ５回

●支援教育研修 ５回

●支援教育担当者会 12回

●教育相談室相談員研修 ２回

●集団づくり研修 ２回

●教育相談研修 ２回

●児童生徒理解研修 ２回

●人権教育研修 ６回

●支援教育研修 ５回

●支援教育担当者会 12回

●教育相談室相談員研修 ２回

●集団づくり研修 ２回

●教育相談研修 ２回

●児童生徒理解研修 ２回

達成状況：○

・研修を行うことにより、教職員の人権意識の向上及びスキルアップを進めた。

教育・医療・保

健・福祉等関係

部局からなる

「箕面市支援

連携協議会」に

よる支援教育

体制の整備・充

実

●箕面市支援連携協議会

・全体会 ２回

・三部会合同部会 １回

・ハンドブック検討部会 ４回

・地域生活支援部会 ３回

・個別支援検討部会 ４回

●箕面市支援連携協議会

・全体会 ２回

・三部会合同部会 １回

・ハンドブック検討部会 ３回

・地域生活支援部会 ３回

・個別支援検討部会 ２回

達成状況：○

・箕面市支援連携協議会を通じ、未就学児の就学指導等において関係部局との連

携と適切な支援を進めることができた。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

教育、保健、医

療及び福祉の

連携強化によ

る教育現場に

おける「医療的

ケア」を必要と

する子どもへ

の支援のあり

方についての

研究・検討

●医療的ケア懇談会 ４回

●市町村医療的ケア体制整備推進事業

補助金交付事業の実施

対象者 ６人

●医療的ケア懇談会 ４回

●市町村医療的ケア体制整備推進事業補

助金交付事業の実施

対象者 ５人

達成状況：○

・医療的ケア懇談会を年４回開催し、避難訓練時の動き等についての情報交換が

できた。

・医療的ケアを必要とする子どもへの支援のあり方について、引き続き研究を進

めた。

・市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金交付事業を活用し、看護介助員を必

要に応じて配置した。

市教育センタ

ーを核とした

各関係機関と

の連携強化に

よる支援教育

相談体制の整

備・充実

●教育センター相談室

支援教育専門相談員による障害児関連

の相談

週４日×２人

相談件数 133件 相談回数 1,860回

●支援教育巡回相談員による支援教育

関連の相談

週１日×６人

●教育センター相談室

支援教育専門相談員による障害児関連

の相談

週４日×２人

相談件数 136件 相談回数 1,822回

●支援教育巡回相談員による支援教育

関連の相談

週１日×７人

達成状況：○

・支援教育巡回相談員の体制充実等により、相談員と学校との連携を進めた。

・支援を必要とする児童・生徒は増加の傾向にあるため、継続した取組を進めた。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

障害のある子

どもの放課後

や長期休業期

間中等におけ

る活動の場の

確保

「箕面市新子

どもプラン」に

基づくフリー

スペースの確

保による障害

のある子ども

の放課後や長

期休業期間中

等における活

動の場の充実

●学童保育実施事業

障害児 90人 全14小学校

●子どもたちの自由な遊び場開放事業

1日平均利用児童数 79人

●障害児通所支援

放課後等デイサービス

実利用者数 196人（延べ 1,001人）

利用日数述べ 6,089日

●日中一時支援事業

実利用者数 79人（延べ526人）

利用日数延べ 1,369日

●障害児社会体験支援事業（らいとぴあ

２１）

小学生対象 年49回 延べ405人

中高生対象 年31回 延べ250人

保護者連携 年12回 延べ124人

●学童保育実施事業

障害児 84人 全14小学校

●新放課後モデル事業 ２小学校

プログラム参加障害児 延べ351人

●子どもたちの自由な遊び場開放事業

1日平均利用児童数 77人

●障害児通所支援

放課後等デイサービス

実利用者数 246人（延べ 1,361人）

利用日数述べ 9,417日

●日中一時支援事業

実利用者数 58人（延べ420人）

利用日数延べ 1,058日

●障害児社会体験支援事業（らいとぴあ

２１）（障害児居場所支援事業（放課後等

デイサービス事業）は除く）

・はばたき保護者会支援

保護者連携 年16回 延べ98人

・マイレシピ（料理活動）

中高生 年12回 延べ74人

・まあぶる（遊び・おでかけ・演劇等）

小中学生 年41回 延べ191人

達成状況：○

・学童保育において、利用を希望された障害のある児童の受け入れを実施した。

・児童が任意で参加する放課後や長期休業中の居場所づくり事業において、障害

のある児童の参加申し込みがあった場合は、見守り指導員を加配し、安全に実

施した。

・障害児通所支援・障害児社会体験支援事業等により、放課後等の活動の場を確

保し、参加者も増加した。

「市有建築物

保全計画」との

連携による市

立小中学校施

設のバリアフ

リー化の推進

●南小学校校舎においてエレベータ設

置工事開始

●第五中学校校舎においてエレベータ

設置工事開始

●南小学校校舎におけるエレベータ設

置工事の完了

●第五中学校校舎におけるエレベータ

設置工事の完了

達成状況：○

・箕面市立の全小学校・中学校において多目的トイレ及びエレベータの設置が完

了した。
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（５）権利擁護施策の推進

① 人権擁護・啓発の推進

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

「箕面市人権

のまち推進基

本方針」に基づ

く人権のまち

づくりの実現

●箕面市人権のまち推進基本方針（平成

23年3月～終期なし）において、下記の

４点については、今後の検討課題とする

ことを位置づけ。

・人権問題に係る相談体制の整備

・人権侵害に係る救済方策の確立に向

けた検討

・人権施策等の評価に関する検討

・人権行政体制の強化

●箕面市人権行政推進本部会議を１回

開催。

●箕面市人権行政推進本部会議の研究

会を３回開催し、ヒューマン・ライツ・

レポートを作成。

●箕面市人権のまち推進基本方針（平成

23年3月～終期なし）において、下記の

４点については、今後の検討課題とする

ことを位置づけ。

・人権問題に係る相談体制の整備

・人権侵害に係る救済方策の確立に向

けた検討

・人権施策等の評価に関する検討

・人権行政体制の強化

●箕面市人権行政推進本部会議を１回

開催。

●箕面市人権行政推進本部会議の研究

会を２回開催し、ヒューマン・ライツ・

レポートを作成。

達成状況：○

・職員研修や人権セミナーなどを通して、人権のまちづくり推進のため、人権

意識の把握・向上を進めた。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

「箕面市人権

のまち推進基

本方針」に基

づいた市と市

民の協働によ

る人権啓発の

推進

●「みのお市民人権フォーラム27th」事

務局及び実行委員会に、市各部局室及び

教育委員会各部から参画。

●障害者問題連続講座の開催 全３回

（一財）箕面市障害者事業団に実施委託。

●人権教育推進会議の運営 開催回数

延べ ５回 延べ参加者数 48人

●人権教育推進学習会の開催 開催回数

６回、延べ参加者数 410人

●情報誌『はじけるこころ』の発行

●「みのお市民人権フォーラム28th」事

務局及び実行委員会に、市各部局室及び

教育委員会各部局から参画。

●広報紙６月号の『心の樹』で障害者が

働く事業所について紹介。

●障害者問題連続講座の開催 全３回

（一財）箕面市障害者事業団に実施委

託。

●人権教育推進会議の運営 開催回数

延べ ６回 延べ参加者数 79人

●人権教育推進学習会の開催 開催回

数 ６回、延べ参加者数 378人

●情報誌『はじけるこころ』の発行

●箕面市人権啓発推進協議会との共催

により人権問題学習会を４回開催（うち

１回は障害者問題）。

達成状況：○

・人権フォーラムなどで、市民への学習機会の提供や、市民の主体的学習の支援を

行った。

・障害者問題連続講座を開催し、障害者理解を促進した。

・人権教育推進学習会において、身近な生活の中にある不合理な偏見について話し合

い、様々な人権問題について考える学習機会の場とした。



第２章 障害者市民の状況及び施策の実施状況

- 43 -

② 権利擁護の推進

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

「保健福祉苦

情解決システ

ム」の運用によ

るサービス利

用者の権利擁

護の推進

●苦情解決システムの運営

・保健福祉苦情調整専門員 ２人

・相談・苦情件数 ９件

（内、障害者関係 ５件）

・虐待（疑いを含む）把握件数 ２件

（内、障害者関係 ２件）

・事故報告件数 91件

（内、障害者関係 ６件）

・高齢者、障害者の虐待に関するシン

ポジウムの開催

●苦情解決システムの運営

・保健福祉苦情調整専門員 ２人

・相談・苦情件数 11件

（内、障害者関係 ８件）

・虐待（疑いを含む）把握件数 47件

（内、障害者関係 28件）

・事故報告件数 90件

（内、障害者関係 10件）

達成状況：○

・保健福祉苦情調整委員会を開催し、保健福祉サービス利用に係る相談・苦情及

び事故等について検証を行った。

・保健福祉苦情調整専門員の助言を受け、保健福祉サービスの質の向上を進めた。

・虐待通報事案についても、本システムを活用し検証を行った。

障害者市民等

の地域生活を

支援するため

の権利擁護の

推進

●日常生活自立支援事業：（社福）箕面

市社会福祉協議会による運営

相談・援助 3,200件、支援員実働（利用

料反映分） 4,355件、契約件数 29件（高

齢11人、精神障害９人、知的障害９人）

補助金額 9,978,727円

●成年後見制度推進事業

市長申立て件数２件

●日常生活自立支援事業：（社福）箕面

市社会福祉協議会による運営

相談・援助 3,580件、支援員実働(利用

料反映分) 3,580件、契約件数 42件（高

齢15人、精神障害13人、知的障害14人）

補助金額 10,140,738円

●成年後見制度推進事業

市長申立て件数１件

●成年後見制度報酬等助成事業

報酬助成件数１件

達成状況：○

・日常生活自立支援事業の利用者数増加をふまえ、円滑に事業運営を行えるよう

補助内容を精査した。

・成年後見制度の利用について、市長申立及び費用助成を実施し、権利擁護を推

進した。
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③ 虐待防止への取組み

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

虐待防止への

取組み

●10月に障害者虐待防止法が施行され、

市において受付対応を開始

（通報件数14件）

●基幹相談支援センター（社会福祉法人

箕面市社会福祉協議会在宅ケアセン

ター）へ障害者虐待防止センターを委

託

●障害者虐待に関する通報、届出を受付

（通報件数27件）

●通報案件について、事実確認・訪問・

対応方針検討会議などを実施し、検証

●障害者及び養護者等に対する指導・助

言・支援強化等

●障害者虐待の防止に関する広報及び

啓発（虐待防止に関するパンフレットを

作成し、関係機関へ配布・説明。）

●箕面市自立支援協議会権利擁護部会

の設置に向け、成年後見制度等につい

て、関係機関を対象とした研修会を開催

●箕面市自立支援協議会に権利擁護部

会を設置。障害者虐待、成年後見制度等

について協議

達成状況：○

・障害者虐待防止法に関する、市民や関係機関への周知を進めた。

・虐待対応における関係機関との連携・協力を、推進した。



第２章 障害者市民の状況及び施策の実施状況

- 45 -

（６）スポーツ・文化活動等の充実

① スポーツ・文化活動等の充実

行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

市 立 ス ポ ー

ツ・文化施設

のバリアフリ

ー化の推進

●実績なし ●スポーツ施設の改修計画にあわせて、平

成 26 年度予算化に向けてバリアフリー未

整備箇所を整備

・多目的トイレ改修

・点字ブロック修繕

●東生涯学習センターのトイレを多目的

トイレに改修

達成状況：○

・スポーツ・文化施設のバリアフリー化を推進した。

・中央生涯学習センター・東生涯学習センターは、多目的トイレやエレベータを設置済

み。

民間事業者に

対する施設の

バリアフリー

化・人的支援

のための働き

かけ

民間施設の新築・増築・用途変更時に、

バリアフリー法及び大阪府福祉のま

ちづくり条例に基づき、バリアフリー

化整備を働きかけ

民間施設の新築・増築・用途変更時に、バ

リアフリー法及び大阪府福祉のまちづく

り条例に基づき、バリアフリー化整備を働

きかけ

達成状況：○

・条例に基づき、働きかけを行った。

障害者市民が

スポーツに参

加する機会の

確保

●世代間交流軽スポーツ大会の開催

●バリアフリー子ども水泳教室の実施

対象：小・中学生と介護者

参加者数 128人

●バリアフリースポーツ教室ボランテ

ィアの募集

●スポーツ施設使用料の減免

●世代間交流軽スポーツ大会の開催

●バリアフリー子ども水泳教室の実施

対象：小・中学生と介護者

参加者数 163人

※バリアフリー親子体操教室は指定管理

者の事業に移行して継続実施

●バリアフリースポーツ教室ボランティ

アの募集

●スポーツ施設使用料の減免

達成状況：○

・スポーツ大会や教室等の開催により、障害者のスポーツ参加の機会を提供した。
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行動目標
平成24年度（2012年度）

実施状況

平成25年度（2013年度）

実施状況

障害者市民が

芸術・文化活

動 や 各 種 講

座・交流会等

に参加する機

会の確保

●障害者福祉センターささゆり園にお

いて、茶道・華道教室を開催

●東生涯学習センターにおいて実施し

た手話講座で、手話通訳を実施

●生涯学習施設、文化ホールの使用料

の減免

●障害者福祉センターささゆり園におい

て、茶道・華道教室を開催

●中央生涯学習センター(西南公民館主
催)において実施した手話講座で、手話通
訳を実施

●生涯学習施設、文化ホールの使用料を

減免

達成状況：○

・芸術・文化活動、講座等への参加機会の確保を進めた。

・聴覚障害のある講師に対する情報保障を確保した。
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第３章 障害福祉サービスの内容と見込量

１ 障害福祉サービスの体系

第４期計画における障害福祉サービスの体系は【図１】のとおりです。

【図１：障害福祉サービスの体系】

日常生活及び社会生活を営むための支援の全体像は、【図２】のとおりです。障

害者総合支援法に基づく、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

自立支援給付は、障害種別に関わらず、障害者の自立支援を目的に全国共通に

提供されるサービスです。介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談

支援給付、自立支援医療及び補装具費の給付から成ります。

地域生活支援事業は、市町村又は都道府県が、障害者の自立した地域生活を支

援するために実施する事業です。必須事業と任意事業があり、地域の特性に応じ

て、柔軟に実施できるものです。

【図２：日常生活及び社会生活を営むための支援の全体像】

訪問系サービス 日中活動系サービス 居宅系サービス 計画相談支援

居宅介護 生活介護
共同生活援助
(グループホーム）

地域移行支援

重度訪問介護 自立訓練（機能訓練） 施設入所支援

同行援護 自立訓練（生活訓練） 地域定着支援

行動援護 就労移行支援

重度障害者等包括支援 就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

短期入所 療養介護

市町村 自立支援給付
介護給付 訓練等給付

●居宅介護 ●自立訓練（機能訓練・生活訓練）

●重度訪問介護 ●就労移行支援

●同行援護 ●就労継続支援

●行動援護 ●共同生活援助（グループホーム）

●療養介護 障
●生活介護 害 自立支援医療

●短期入所 児 ●更生医療

●重度障害者等包括支援 ・ ●育成医療

●施設入所支援 者 ●精神通院医療

地域相談支援給付 補装具費の支給

●地域移行支援

●地域定着支援

計画相談支援給付

●サービス利用支援

●継続サービス利用支援

地域生活支援事業
●相談支援事業 必須事業 ●手話奉仕員養成研修事業

●成年後見制度利用支援事業 ●移動支援事業

●成年後見制度法人後見支援事業 ●地域活動支援センター機能強化事業

●意思疎通支援事業 ●その他

●日常生活用具給付等事業

※その他、任意事業あり

都道府県　地域生活支援事業
●専門性の高い相談支援事業

●専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業ほか

●広域的な支援事業　等
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２ 成果目標と活動指標の関係

第４期計画では、平成２９年度（2017 年度）を目標年度として、国及び大阪府

の基本的な考え方に基づく４つの成果目標を設定しています。あわせて、計画期

間（平成２７年度（2015 年度）～平成２９年度（2017 年度））の各年度の障害福

祉サービス、相談支援及び障害児支援等の各分野における取組みの状況を分析す

るため、活動指標を設定し、その見込値の達成のための方策等を明らかにするこ

とにより、計画の目標を実現していきます。

【図３：国の基本指針の理念と成果目標・活動指標の関係】

基本指針

の理念

成果目標 活動指標

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

施設入所者の地域生活への移行 ○生活介護の利用者数、利用日数

○地域生活移行者の増加 ○自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数

○施設入所者数の削減 ○就労移行支援の利用者数、利用日数

○就労継続支援（A型・B型）の利用者数、利用日数

○短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数

○共同生活援助の利用者数

○地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数

○施設入所者支援の利用者数 ※施設入所者の削減

入院中の精神障害者の地域生活への移行 ○自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数

○入院後３カ月時点の退院率の上昇 ○就労移行支援の利用者数、利用日数

○入院後１年時点の退院率の上昇 ○就労継続支援（A型・B型）の利用者数、利用日数

○在院期間１年以上の退院者数の増加 ○短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数

○共同生活援助の利用者数

○地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数

障害者の地域生活の支援

○地域生活支援拠点の整備

福祉施設から一般就労への移行 ○就労移行支援の利用者、利用日数

○福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 ○就労移行支援事業等から一般就労への移行者数

○就労移行支援事業の利用者の増加 （就労移行支援・就労継続支援 A型・就労継続支援 B型）

○就労移行支援事業所の就労移行率の増加

○就労継続支援（B型）における工賃の平均

額の増加
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３ 成果目標

国及び大阪府の基本的な考え方に基づき、障害者の自立支援の観点から、地域

生活移行や就労支援等の課題への対応を進めるため、計画期間における以下の成

果目標を設定します。

（１）施設入所者の地域生活への移行

福祉施設に入所している障害者の地域生活への移行を進める観点から、自立

訓練事業等を利用し、グループホーム・一般住宅等に移行する人数の目標値を

設定します。

あわせて、新規入所希望者についても、ケースワークを通じ地域生活の検討

を進めること等により、施設入所者数の減少を図ります。

【地域生活移行者数の増】

平成２５年度（2013 年度）末時点の施設入所者数の１２％以上が、平成２９

年度（2017 年度）末までに地域生活へ移行することを目標値として設定します。

【表 31：施設入所者の地域生活移行の目標値】

【施設入所者数の減】

平成２５年度（2013 年度）末時点の施設入所者数が４％以上減少することを、

目標値として設定します。

【表 32：施設入所者数減少の目標値】

※第４期計画による地域移行者見込数（９人）と新規入所者見込数（６人）

の差し引き数（３人）が、実質の減少数となります。

項目 数値 考え方

入所者数 （基準値） ６８人 平成２５年度末時点

入所者数 （目標値） ６５人 平成２９年度末時点の見込数

項目 数値 考え方

入所者数 （基準値） ６８人 平成２５年度末時点

地域移行者数（目標値） ９人 平成２６年度～２９年度の見込数
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（２）入院中の精神障害者の地域生活への移行

大阪府の計画では、入院中の精神障害者の退院に関して、入院後３か月時点・

１年時点の退院率及び長期在院者数に関する目標値を設定しています。これは、

国の「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」

に示された、入院医療中心から地域生活を支える精神医療への改革方針をふま

え、精神障害者を地域で支える環境整備を進めるためのものです。

本市では、府から提示された各年度退院見込者数（推計）及び「地域移行支

援」新規利用見込者数（推計）に基づき、府の成果目標の活動指標として位置

づけられた、地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）及び障害福祉サー

ビスの利用見込量を設定します。

また、地域における支援のため、箕面市障害者基幹相談支援センター及び箕

面市自立支援協議会地域移行・定着支援部会における課題の検討と共有及び連

携強化に取り組みます。

【表 33：入院中の精神障害者の地域生活への移行にかかる大阪府推計値

（箕面市分）】

（３）障害者の地域生活の支援

国の基本指針では、地域生活支援のための機能を強化・集約した「地域生活

支援拠点」について、平成２９年度（2017 年度）末までに、市町村又は各圏域

ごとに、少なくとも一つ整備することが基本とされています。

また、大阪府の基本的な考え方では、既存の社会基盤を活用した「面的な整

備」についても示されています。

本市では、箕面市自立支援協議会等を活用し、既存の社会基盤の連携・活用

により地域生活支援機能を強化する「面的な整備」を進めるとともに、さらに

強化が必要な機能とその集約のあり方についても、検討を進めます。

（４）福祉施設から一般就労への移行

障害者の就労を支援する観点から、就労移行支援事業の利用者数や、就労継

続支援・自立訓練・生活介護等を含む福祉施設から一般就労に移行する人数等

項目
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

年度別退院者数 （見込値） ３１４人 ３１７人 ３２０人

地域移行支援 新規利用者数（見込値） ７人 ７人 ７人
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の目標値を設定します。

【福祉施設利用者の一般就労への移行者数】

大阪府の目標値である 1,500 人（平成２４年度実績の１.５倍）を、市町村ご

とに按分した数値を、目標値として設定します。

【表 34：福祉施設から一般就労への移行目標値】

【就労移行支援事業の利用者の増加】

平成２５年度（2013 年度）実績の１.６倍を、目標値として設定します。

【表 35：就労移行支援事業の利用者数目標値】

【就労移行支援事業所の就労移行率】

市内の就労移行支援事業所において、一般就労への移行率が３割以上の事業

所が、全体の５割以上となることを、目標として設定します。

【表 36：就労移行率の増加】

【就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均額】

全国トップの伸び率をめざす大阪府の目標をふまえ、平成２５年度の実績額

の 34.2％増の額を、目標として設定します。

【表 37：就労継続支援Ｂ型事業所の工賃の目標値】

項目 数値 考え方

一般就労移行者数

（参考値）
３８人

平成２５年度に、箕面市内の福祉施設から
一般就労へ移行した人数
（うち、箕面市民は１３人）

一般就労移行者数

（目標値）
１６人

平成２９年度に、福祉施設から一般就労へ

移行する箕面市民の見込数

項目 数値 考え方

就労移行支援事業利用者数（基準値） １６人 平成２５年度実績

就労移行支援事業利用者数（目標値） ２６人 平成２９年度見込数

項目 数値

就労移行支援事業所における就労移行率（目標値） ３割以上

上記を満たす事業所の割合 （目標値） ５割以上

項目 数値 考え方

平均工賃月額（基準値） １３,８９７円 平成２５年度実績

平均工賃月額（目標値） １８,６５０円 平成２９年度見込額



第３章 障害福祉サービスの内容と見込量

- 52 -

４ 活動指標

（１） 障害福祉サービス

① サービスの対象者と実施内容

【表 38：介護給付】

サービス名 主な対象者 実施内容

在
宅
生
活
の
支
援

居宅介護

(ホームヘルプ)

障害のある人（障害支援区

分１以上）

自宅で、入浴・排せつ・食事等の

身体介護、洗濯・掃除等の家事援

助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者・知的

障害者・精神障害者で常に

介護を必要とする人（障害

支援区分４以上）

自宅で、入浴・排せつ・食事の介

護、洗濯・掃除等の家事援助、外

出時における移動介護などを総

合的に行います。

行動援護

知的障害や精神障害によっ

て行動上著しい困難のある

人で、常に介護を必要とす

る人（障害支援区分３以上）

行動の際に生じる可能性のある

危険を回避するために、必要な援

護や外出時の移動介護等を行い

ます。

同行援護

視覚障害により、移動に著

しい困難を有する人

移動時や外出先で視覚的情報の

支援（代筆・代読含む）や移動の

援護、排せつ・食事等の介護等を

行います。

重度障害者等

包括支援

常に介護を必要とし、介護

の必要度が著しく高い人

（障害支援区分６）で

①四肢のすべてに麻痺等が

あり寝たきり状態で

・人工呼吸管理を行って

いる身体障害者

・最重度の知的障害者

②強度行動障害のある重

度・最重度の知的障害者

対象者の心身の状態や介護者の

状況、居住の状況等をふまえて作

成された個別支援計画に基づき、

必要な障害福祉サービス（居宅介

護、重度訪問介護、行動援護、短

期入所、生活介護、共同生活援助）

を包括的に提供します。
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※障害支援区分とは、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされ

る、標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、数字が大きいほど必要な支

援の度合いが増します。

サービス名 主な対象者 実施内容

在
宅
生
活
の
支
援

短期入所

(ショートステイ)

介護者の病気などで一時的

に居宅で介護が受けられな

くなり、短期間の施設入所

を必要とする人

障害者支援施設やその他の施設

で、短期間、入浴・排せつ・食事

等の介護や日常生活上の支援を

行います。

日
中
活
動
の
場
の
充
実

生活介護

常に介護を必要とする人で

①４９歳以下は、障害支援

区分３以上（施設入所は区

分４以上）

②５０歳以上は、障害支援

区分２以上（施設入所は区

分３以上）

地域や入所施設で安定した生活

を営むことが出来るよう、福祉施

設で食事や入浴、排せつ等の介護

や日常生活上の支援や、生産活動

等の機会を提供します。

療養介護

医療機関への長期入院によ

る医療に加え、常に介護を

必要とする人で、

①ALS 患者など、呼吸管理

を行っており、障害支援区

分６の人

②筋ジストロフィー患者や

重症心身障害者で、障害支

援区分５以上の人

医療機関への長期入院による医

学的管理のもとに、食事や入浴、

排せつ等の介護や日常生活上の

相談支援等を行います。

生
活
の
場
の
充
実

施設入所支援

①生活介護利用者のうち、

障害支援区分４以上の人

(５０歳以上は区分３以上)

②自立訓練、就労移行支援

の利用者のうち、地域の社

会資源の状況等により通所

することが困難な人

③就労継続支援Ｂ型と施設

入所支援、或いは、生活介

護と施設入所支援の利用を

希望する、支援区分が４（50

歳以上は区分３）より低く、

サービス等利用計画の作成

を経て、市町村から利用を

認められたもの

夜間における入浴・排せつ等の介

護や日常生活上の相談支援等を

行います。

（自立訓練、就労移行支援の利用

者は利用期間が設定されます）
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【表 39：訓練等給付】

サービス名 主な対象者 実施内容

日
中
活
動
の
場
の
充
実

自立訓練

（機能訓練）

地域生活を営む上で必要と

なる身体機能や生活能力の

維持・向上のため、一定の支

援が必要な身体障害者

①入所施設や医療機関を退

所・退院した人で、地域生活

への移行を図る上で、身体的

リハビリテーションの継続

や身体機能の維持・回復など

の支援が必要な人

②支援学校を卒業し、地域生

活を営む上で、身体機能の維

持・回復等の支援が必要な人

地域生活を営む上で必要と

なる身体機能や生活能力の

維持・向上を図るため、理学

療法や作業療法等の身体的

リハビリテーションや日常

生活上の相談支援等を行い

ます。

自立訓練

（生活訓練）

地域生活を営む上で、生活能

力の維持・向上のため一定の

支援が必要な知的障害者・精

神障害者

①入所施設や医療機関を退

所・退院した人で、地域生活

への移行を図る上で、生活能

力の維持・向上などの支援が

必要な人

②支援学校を卒業した人や

継続した通院により症状が

安定している人などで、地域

生活を営む上で、生活能力の

維持・向上等支援が必要な人

地域生活を営む上で必要と

なる生活能力の維持・向上を

図るため、食事や家事等の日

常生活能力を向上するため

の支援や、日常生活上の相談

支援等を行います。

（利用者ごとに２４カ月以

内、長期入所者の場合は３６

カ月以内の利用期間が設定

されます。）

就労移行支援

①一般就労等（企業等への就

労、在宅での就労・起業）を

希望し､知識・能力の向上､実

習、職場探し等を通じ、適性

にあった職場への就労等が

見込まれる６５歳未満の人

②あん摩マッサージ指圧師

免許、はり師免許又は灸師免

許を取得する事により、就労

を希望する人

一般企業等への移行に向け

て、事業所内や企業における

作業や実習、適性にあった職

場探し、就労後の職場定着の

ための支援等を行います。

（利用者ごとに２４カ月以

内の利用期間が設定されま

す。）
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サービス名 主な対象者 実施内容

日
中
活
動
の
場
の
充
実

就労継続支援

（Ａ型）

就労機会の提供を通じて、生

産活動に関する知識・能力の

向上を図ることにより、雇用

契約に基づく就労が可能な

人（利用開始時に６５歳未

満）で

①就労移行支援を利用した

が、企業等の雇用に結び付か

なかった人

②支援学校を卒業して就職

活動を行ったが、企業等の雇

用に結び付かなかった人

③就労経験のある人で、現在

雇用関係が無い人

通所により、雇用契約に基づ

く就労機会を提供するとと

もに、一般就労に必要な知

識・能力が高まった場合は、

一般就労への移行に向けた

必要な支援・指導等を行いま

す。

就労継続支援

（Ｂ型）

就労移行支援等を利用した

が、一般企業等の雇用に結び

付かない人などで、就労機会

を通じて生産活動に関する

知識・能力の向上や維持が期

待される人

①企業等や就労継続支援（Ａ

型）での就労経験があるが、

年齢・体力面で雇用されるこ

とが困難となった人

②就労移行支援を利用した

が、企業等や就労継続支援

（Ａ型）の雇用に結び付かな

かった人

③５０歳に達している人

④障害基礎年金１級受給者

通所により、就労や生産活動

の機会を提供する（雇用契約

は結ばない）とともに、一般

企業等での就労に必要な知

識・能力が高まった場合に

は、一般就労への移行に向け

た必要な支援・指導等を行い

ます。

生
活
の
場
の
充
実

共同生活援助

（グループホーム）

身体障害者（６５歳未満又は

６５歳までにサービスを利

用していた人）、知的障害者、

精神障害者及び難病患者

共同生活住居において、相

談、入浴、排せつ又は食事の

介護その他の必要な日常生

活上の支援を行う。
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【表 40：その他のサービス】

サービス名 主な対象者 実施内容

計画相談支援

障害福祉サービス又は地域相

談支援（地域移行支援、地域

定着支援）を利用するすべて

の人

障害福祉サービスを利用する

１８歳未満の人

対象者の心身の状況・環境等を

勘案し、利用するサービスの内

容等についてサービス等利用

計画を作成します。

また、計画が適切であるかどう

かを一定期間ごとに検証し、計

画の見直しを行います。

地域移行支援

障害者支援施設又は児童福祉

施設に入所している人

精神科病院（精神科病院以外

で精神病室が設けられている

病院を含む）に入院している

人

住居の確保をはじめ、対象者が

地域生活に移行するための相

談、その他の便宜の供与を行い

ます。

地域定着支援

居宅において、単身又は家庭

の状況等により同居家族によ

る支援を受けられない障害者

対象者と常時の連絡体制を確

保し、障害特性に起因して生じ

た緊急事態等の際の相談、その

他の便宜の供与を行います。

補装具費の支給

補装具を必要とする身体障害

者

身体に装着（装用）することで、

身体機能を補完・代替し、日常

生活や就学・就労に、長期間に

わたって継続して使用される

補装具（義肢、車いす等）の購

入費・修理費の給付を行いま

す。
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② サービスの見込量算出の考え方

【表 41】

サービス種類 サービス量の算出方法

訪問系サービス

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

同行援護

重度障害者等

包括支援

月あたりの延べ利用時間数

＝[利用者数の見込み]×[１人あたりの利用時間数]

  利用者数と１人あたりの利用時間数の見込みは、平成２３年度

(2011 年度)から２６年度(2014 年度)の実績等をもとに、利用者

数の伸びを算出した上で、現在のサービス利用者のニーズ、入所

施設や精神科病院からの地域移行者、支援学校からの新規卒業

者、新たに利用が見込まれる人の数などを加味しています。

  重度障害者等包括支援については、利用実績がないため推計値を

利用しています。

短期入所

日中活動系

サービス

生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援(Ａ型)

就労継続支援(Ｂ型)

月あたりの延べ利用人日数

＝[利用者数の見込み]×[１人あたりの利用日数]

  利用者数と１人あたりの利用日数の見込みは、平成２３年度

（2011 年度）から２６年度（2014 年度）の実績等をもとに、利

用者数の伸びを算出した上で、現在のサービス利用者のニーズ、

入所施設や精神科病院からの地域移行者、支援学校からの新規卒

業者、新たに利用が見込まれる人の数などを加味しています。

日中活動系

サービス

療養介護

居住系サービス

共同生活援助

施設入所支援

月あたりの延べ利用人数＝[利用者数の見込み]

・ 利用者数の見込みは、平成２３年度（2011 年度）から２６年度

（2014 年度）の平均利用者数等をもとに、利用者数の伸びを算

出した上で、現在のサービス利用者のニーズ、入所施設や精神科

病院からの地域移行者、支援学校からの新規卒業者、新たに利用

が見込まれる人の数などを加味しています。

・ 共同生活介護の共同生活援助への一元化に伴い、これまでの共

同生活介護の利用者数を共同生活援助に計上しています。

・ 施設入所支援について、グループホームや在宅での対応が困難

で真に利用が必要と判断される数を想定しています。

相談支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

月あたりの延べ利用人数＝[利用者数の見込み]

・計画相談支援については、平成２７年度（2015 年度）に障害福

祉サービス等を利用するすべての人を対象としてサービス量を

見込み、平成２８年度（2016 年度）以降は障害福祉サービス利

用者増加見込み量を加味しています。

・ 地域移行支援と地域定着支援については、入所施設（知的・身

体）や精神科病院からの地域移行者の数を加味しています。

地域移行支援は、地域移行者数にサービス標準利用期間（6ヶ月）

をかけてサービス量全体を算出した上で、ひと月あたりの実利用

者数を算出しています。
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③ サービスの見込量

【表 42：訪問系サービス 月あたり必要見込量】

種
別

サービス名

平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

利用者数

（人/月）

利用時間数

（時間/月）

利用者数

（人/月）

利用時間数

（時間/月）

利用者数

（人/月）

利用時間数

（時間/月）

身
体

居宅介護 72 1,690 77 1,835 82 1,988

同行援護 25 668 25 691 26 713

重度訪問介護 9 3,640 10 4,044 10 4,444

重度障害者等
包括支援 1 75 1 75 1 75

合計 107 6,073 113 6,645 119 7,220

知
的

居宅介護 43 747 46 814 49 882

行動援護 2 34 2 34 2 34

重度訪問介護 2 820 3 1,020 3 1,275

合計 47 1,601 51 1,868 54 2,191

精
神

居宅介護 28 225 30 247 32 267

重度訪問介護 1 340 1 340 1 340

合計 29 565 31 587 33 607

障
害
児

居宅介護 17 538 18 586 19 635

同行援護 3 7 4 8 5 10

合計 20 545 22 594 24 645

合
計

居宅介護 160 3,200 171 3,482 182 3,772

行動援護 2 34 2 34 2 34

同行援護 28 675 29 699 31 723

重度訪問介護 12 4,800 14 5,404 14 6,059

重度障害者等
包括支援 1 75 1 75 1 75

合計 203 8,784 217 9,694 230 10,663
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【表 43：短期入所サービス 月あたり必要見込量】

【表 44：日中活動系サービス 月あたり必要見込量】

種別 サービス名

平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

身 体

短期入所

6 8 8 9 8 10

知 的 61 337 65 374 72 411

精 神 3 4 4 5 4 6

障害児 11 47 13 52 15 57

合計 81 396 90 440 99 484

種
別

サービス名

平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

身
体

生活介護 45 850 48 901 50 955

自立訓練 1 22 1 22 1 22

就労移行支援 1 13 1 13 1 13

就労継続支援Ａ型 7 126 9 162 11 198

就労継続支援Ｂ型 20 279 21 295 23 311

知
的

生活介護 208 4,460 220 4,728 234 5,012

自立訓練 9 174 9 174 9 174

就労移行支援 16 324 16 326 16 338

就労継続支援Ａ型 4 72 5 90 6 108

就労継続支援Ｂ型 95 1,739 101 1,837 106 1,934

精
神

生活介護 2 22 2 24 2 25

自立訓練 5 97 5 97 5 97

就労移行支援 8 115 8 116 9 119

就労継続支援Ａ型 4 48 4 48 4 48

就労継続支援Ｂ型 63 858 66 906 69 955

合
計

生活介護 255 5,332 270 5,653 286 5,992

自立訓練 15 293 15 293 15 293

就労移行支援 25 452 25 455 26 470

就労継続支援Ａ型 15 246 18 300 21 354

就労継続支援Ｂ型 178 2,876 188 3,038 198 3,200
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【表 45：療養介護サービス 月あたり必要見込量（利用者数）】

【表 46：居住系サービス 月あたり必要見込量（実利用者数）】

【表 47：計画相談支援費 月あたり必要見込量（実利用者数）】

サービス名
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

療養介護 8 人 8 人 8 人

種別 サービス名
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

身
体

共同生活援助 0 人 0 人 0 人

施設入所支援 13 人 13 人 12 人

知
的

共同生活援助 87 人 92 人 98 人

施設入所支援 53 人 52 人 51 人

精
神

共同生活援助 27 人 29 人 32 人

施設入所支援 2 人 2 人 2 人

合
計

共同生活援助 114 人 121 人 130 人

施設入所支援 68 人 67 人 65 人

種別 サービス名
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

身
体

計画相談支援 47 人 48 人 49 人

地域移行支援 1 人 1 人 1 人

地域定着支援 0 人 0 人 0 人

知
的

計画相談支援 102 人 105 人 107 人

地域移行支援 1 人 1 人 1 人

地域定着支援 1 人 1 人 1 人

精
神

計画相談支援 76 人 80 人 84 人

地域移行支援 4 人 4 人 4 人

地域定着支援 1 人 1 人 1 人
障
害
児
計画相談支援 7 人 8 人 8 人

合
計

計画相談支援 232 人 241 人 248 人

地域移行支援 6 人 6 人 6 人

地域定着支援 2 人 2 人 2 人
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④ サービス見込量確保のための方策

【基本方針】

すべての障害者が、家族の介護や支援の有無にかかわらず、地域の中で

安定した自立生活を送るためには、地域生活を支える福祉サービス基盤の

整備・充実が大変重要です。

特に、平成２５年度（2013 年度）の障害者総合支援法施行により、障害

福祉サービスの対象となった難病患者等については、平成２７年（2015 年）

以降に対象疾患が拡大されることから、さらなる基盤整備が必要です。

サービスの担い手となる事業所や人材の充実に向けて、箕面市自立支援

協議会等を中心とした、課題の共有・検討・情報発信を行うとともに、重

度者支援に向けた制度整備の働きかけを、国等に対して行います。

●訪問系サービス

障害者一人ひとりの障害特性やニーズ、同性介護への配慮等に対応した

サービスを提供する、多様な事業者の参入を働きかけます。

市内で事業展開している事業者によるサービス提供の状況や、利用者の

ニーズをふまえ、必要とされる障害福祉サービス事業への参入を促します。

特に重度訪問介護については、障害者総合支援法施行により、平成２６

年度（2014 年度）から対象者が知的障害者・精神障害者に拡大されたこと

を受け、提供基盤の整備が必要です。重度障害者対応に関する専門知識・

支援技術を持つ従事者の養成や確保など、事業参入を促すために必要な情

報の提供や支援を行います。

●短期入所サービス

緊急を含む多様な短期入所のニーズへの対応が可能となるよう、箕面市

障害者ショートステイ室（（社福）あかつき福祉会が運営）や、周辺地域の

短期入所施設に対し、充実を働きかけます。

特に、医療的ケアの必要な利用者への対応が大きな課題となっているこ

とから、広域的な情報の提供を行うとともに、不足する供給基盤の充実に

向けて、引き続き関係施設等への働きかけを行います。

●日中活動系サービス

重度・重複障害者の就労・日中活動の場の確保と充実に向けて、新たな

事業者の参入などによる地域資源の充実を図るとともに、「市立障害者自立

支援センター（あかつき園・ワークセンターささゆり）」「市立障害者福祉

センターささゆり園」における生活介護事業等のあり方や定員規模等につ

いて、引き続き、長期的視点からの検討を行います。

箕面市自立支援協議会就労系通所事業所情報交換会において、就労に関
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する地域課題の共有と連携を進め、ニーズをふまえた基盤の整備・充実を

促します。

具体的には、就労支援機関や企業等との連携、また障害者優先調達推進

方針との連携により、就労支援策の強化に向けて取り組みます。

また、就労継続支援事業の利用者等の一般就労に向け、就労移行支援事

業の利用を促します。

発達障害・高次脳機能障害・難病など、従来の支援ノウハウ等に加えて、

障害特性に対応した支援を提供する事業者の拡充に努めます。

●居住系サービス

地域移行や自立生活を希望する利用者のニーズに対応するため、また、

施設入所待機者数が増加している現状をふまえ、グループホームの整備・

充実に努めます。

具体的には、市独自制度であるグループホームの施設・設備の整備補助

等について広く周知し、より多くの事業者の参入を働きかけます。

これにより、近年の整備実績をふまえ、平成２９年度（2017 年度）末ま

でに、新たに市内３か所の整備をめざします。

また、地域生活支援事業の相談支援事業等を活用し、グループホームの

利用希望者と社会資源のマッチングを行えるよう、関係機関との協議を進

めます。

グループホームについては、障害者総合支援法施行により、平成２６年

度（2014 年度）からケアホームと一本化されており、利用者の状態に応じ

た外部サービスの利用ができることから、利用者のニーズをふまえた運営

となるよう促します。

●計画相談支援

平成２７年度（2015 年度）以降は、障害福祉サービスの利用にあたり、

「サービス等利用計画」の作成が必要となります。

障害者と家族が、各種サービスを有効に、また事業者との対等な関係に

基づいて利用できるよう、当事者の自己選択・自己決定に基づくケアマネ

ジメントが重要です。

「サービス等利用計画」を作成する特定相談支援事業所及び地域移行支

援・地域定着支援を行う一般相談支援事業所について、障害特性・個別性

に配慮し、必要な支援を総合的に検討できる事業者の確保を進め、あわせ

て担い手となる人材（相談支援専門員等）の確保を支援します。

本市では、「サービス等利用計画」を作成する市内の特定相談支援事業所

は、平成２５年度（2013 年度）は４か所でしたが、平成２６年度（2014 年

度）１２月時点で７か所に増えており、今後もさらなる確保を進めます。
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（２）障害児支援

① サービスの対象者と実施内容

【表 48】

サービス名 主な対象者 実施内容

児童発達

支援
就学前の障害児

児童発達支援事業所において、日常生活における基本的

な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練

その他の便宜の供与を行います。

医療型児童

発達支援

上肢、下肢又は体

幹の機能の障害

のある児童

医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援

及び治療を行います。

放課後等

デイサービス

就学している

障害児

授業の終了後、又は休業日に放課後等デイサービス事業

所において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会

との交流の促進その他の便宜の供与を行います。

保育所等

訪問支援

保育所その他の

児童が集団生活

を営む施設等に

通う障害児

保育所その他の児童が集団生活を営む施設を訪問し、そ

の施設における障害児以外の児童との集団生活への適

応のための専門的な支援その他の便宜の供与を行いま

す。

障害児入所

支援
障害児

障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する

障害児に対して保護、日常生活の指導及び知識技能の付

与を行ったり、障害児入所施設に入所し、又は指定医療

機関に入院している障害児のうち知的障害のある児童、

肢体不自由のある児童又は重症心身障害児に対し治療

を行います。

障害児

相談支援

障害児通所支援

（児童発達支援、

医療型児童発達

支援、放課後等デ

イサービス及び

保育所等訪問支

援）を利用するす

べての障害児

障害児支援利用援助は障害児通所給付費の申請に係る

障害児の心身の状況、その他の置かれている環境等を勘

案し、利用するサービスの内容等を定めた障害児支援利

用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、その給

付決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成

を行います。

継続障害児支援利用援助（モニタリング）は、障害児支

援利用計画が適切であるかどうかを一定の期間ごとに

検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見

直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行います。
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② サービスの見込量算出の考え方

【表 49】

サービス種類 サービス量の算出方法

児童発達支援

・月あたりの利用者数と利用日数の見込みは、平成２４年度（2012 年

度）から平成２６年度（2014 年度）の実績をもとに、平成２７年度

（2015 年度）から平成２９年度（2017 年度）までの伸びを計算した

上で算出しています。

医療型児童

発達支援

・平成２４年度（2012 年度）の制度改正以来、利用者数は月２～３人

であり、その実績をもとに算出しています。

・市内には医療型児童発達支援センターは設置されておらず、他市のセ

ンターの利用になります。

・就学前の児童のサービスとしては児童発達支援の利用が主であり、今

後利用者はさほど増加する見込みはないと考えられます。

放課後等

デイサービス

・月あたりの利用者数と利用日数の見込みは、平成２４年度（2012 年

度）から平成２６年度（2014 年度）の実績をもとに、平成２７年度

（2015 年度）から平成２９年度（2017 年度）までの伸びを計算した

上で算出しています。

保育所等

訪問支援

・平成２４年度（2012 年度）の制度改正以来、受給者証の発行は数人

であり、半年に１回や 1学期に 1回という利用が多いため、月１回と

しています。

・市内で保育所等訪問支援事業を行っているのは、「こども発達支援セ

ンター青空」（社会福祉法人）の１箇所のみです。

・箕面市早期療育室で、療法士、臨床心理士が巡回相談で保育所等への

訪問を行っているので、今後利用者はさほど増加する見込みはないと

考えられます。

障害児

相談支援

・平成２７年度（2015 年度）に障害児通所支援を利用するすべての児

童を対象として、計画作成とモニタリングが行えるようサービス量を

見込み、平成２８年度（2016 年度）以降は障害児通所支援利用者増

加見込み量を加味しています。
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③ サービスの見込量

【表 50：障害児支援サービス 月あたり必要見込量（実利用者数）】

④ サービス見込量確保のための方策

【基本方針】

療育プログラムの充実や集団生活の場の確保を図るとともに、障害のある

子どもとその家族一人ひとりの状況やニーズに応じた、療育・相談体制の整

備を進めます。

【療育・相談体制の充実】

保育所・幼稚園においては、民間保育所・私立幼稚園も含め、「箕面市人権

保育基本方針」や「箕面市人権教育基本方針」などに基づき、障害の有無に

関わらず、ともに遊びともに学ぶ保育・教育の推進を図ります。

児童発達支援事業所（あいあい園）においては、療育プログラムの多様化

と専門スタッフの資質の向上に努めます。

障害のある子どもが、早い時期から必要な支援を受けるうえで、その家族

への支援体制を築くことが極めて重要です。このことから、「発達相談ゆう」

を核として、関係機関等との連携を促進し、障害のある子どもの家族に対す

る相談・支援体制の充実を図ります。

サービス名

平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

利用者数

(人/月)

利用日数

(人日/月)

児童発達支援 165 532 189 611 217 702

医療型児童発達

支援
3 27 3 27 3 27

放課後等デイ

サービス
198 1,389 228 1,597 262 1,837

サービス名
利用回数

（回／月）

利用回数

（回／月）

利用回数

（回／月）

保育所等訪問

支援
1 1 1

障害児相談支援 105 121 139
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５ 地域生活支援事業

（１） 実施内容

地域生活支援事業は、地域の特性等に応じて、市町村又は都道府県事業とし

て実施されるものです。

地域生活支援事業は、必須事業と、地域の事情に応じて実施することができ

る任意事業に分かれており、箕面市においては、下記の事業を実施又は実施に

向けた検討をします。

【地域生活支援事業の内容】

必須事業 任意事業

① 相談支援事業
⑧

入浴サービス

②
成年後見制度利用支援事業 日中一時支援

成年後見制度法人後見支援事業 ⑨ その他

③ 意思疎通支援事業

④ 日常生活用具給付等事業

⑤ 手話奉仕員養成研修事業

⑥ 移動支援事業

⑦ 地域活動支援センター機能強化事業
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（２） 事業ごとの見込量及び考え方

① 相談支援事業

障害者の福祉や地域生活に関する相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障

害福祉サービスの利用支援や関係機関との連絡調整を行います。

【表 51：相談支援事業 実施見込量（設置箇所数）】

相談支援事業については、障害者相談支援事業及び基幹相談支援センター等

機能強化事業等を実施するとともに、箕面市自立支援協議会を中心として、関

係機関の連携を強め、より重層的な支援体制の整備に努めます。また、専門的

な分野についての相談に対応するために、市域を越えた広域的な対応に向けた

連携を進めます。

② 成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業

当事者の権利擁護の観点から、成年後見制度を利用することが有効である知

的障害者又は精神障害者に対し、市長申立や費用負担施策による支援を行いま

す。また、これらの支援策について、利用促進のための周知を進めます。

さらに、成年後見制度の担い手確保のために、法人後見等に関する調査研究

を行います。

【表 52：成年後見制度利用支援事業 年あたり実施見込量（実利用者数）】

事業名
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

障害者相談支援事業 4か所 4か所 4か所

基幹相談支援センター 1か所 1か所 1か所

基幹相談支援センター

等機能強化事業
実施 実施 実施

住宅入居等支援事業 2か所 2か所 2か所

事業名 項目
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

成年後見制度

利用支援事業

市長申立費用助成
その他申立費用助成
成年後見人報酬費用助成

4人 5人 6人

成年後見制度法人後見支援事業 検討 検討 検討
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成年後見制度市長申立及び費用負担軽減施策の利用促進のため、市ホームペ

ージや市広報紙等を通じて周知を行うとともに、自立支援協議会権利擁護部会

等を活用し、関係機関を通じた周知を進めます。

成年後見制度法人後見支援事業については、認知症高齢者等の成年後見利用支

援等を行う市高齢福祉課や、日常生活自立支援事業を行う（社福）箕面市社会福

祉協議会との連携を図りながら、自立支援協議会権利擁護部会等において調査研

究を進めます。

③ 意思疎通支援事業

聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、意思疎通に支障がある障害者に

対し、意思疎通支援を行う手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行います。

入院時における重度障害者と医療従事者との意思疎通を支援するために、支

援員を入院先に派遣します。

【表 53：意思疎通支援事業 年あたり見込量（実利用者数等）】

実利用者数については、近年の実績から、微増を見込んでいます。

引き続き、制度利用に向けた周知を進めるとともに、意思疎通支援に関する

理解を促進するための啓発等を図ります。

事業名
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

手話通訳者設置事業 実設置者数 2人 2人 2人

手話通訳者派遣事業 実利用者数 10 人 11 人 11 人

要約筆記者派遣事業 実利用者数 4人 5人 5人

入院時コミュニケーション

支援事業
実利用者数 1人 2人 3人
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④ 日常生活用具給付等事業

重度障害者等の日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活

用具を給付します。

【表 54：日常生活用具の主な内容と品目】

種目 内容 品目

介
護
・
訓
練

支
援
用
具

介護ベッドや褥瘡（床
ずれ）予防マットな
ど、障害のある人の身
体介護を支援する用
具を給付します。

・介護ベッド

・自動吸尿器

・褥瘡（床ずれ）予防マット

・入浴介護用具

・体位変換・保持マット

・移動用リフト

自
立
生
活

支
援
用
具

入浴動作補助用具や
聴覚障害者用屋内信
号装置など、障害のあ
る人の入浴、食事、移
動等の自立生活を支
援する用具を給付し
ます。

・入浴動作補助用具

・補高便座・ポータブルトイレ等

・手すり、スロープ等

・洗浄機能付便器

・火災警報器

・自動消火器

・電磁調理器

・歩行時間延長信号機用

小型送信機

・聴覚障害者用屋内信号装置

・頭部保護帽

在
宅
療
養
等

支
援
用
具

電気式たん吸引器や
視覚障害者用体温計
など、障害のある人の
在宅療養等を支援す
る用具を給付します。

・透析液加温器

・ネブライザー（吸入器）

・電気式たん吸引器

・人工呼吸器外部バッテリー

・酸素ボンベ運搬車

・視覚障害者用体温計（音声式）

・視覚障害者用体重計

・動脈血中酸素飽和度測定器

情
報
・
意
思
疎
通

支
援
用
具

点字器、人工喉頭な
ど、障害のある人の情
報収集、情報伝達、意
思疎通等を支援する
用具を給付します。

・携帯会話用補助装置

・情報・通信支援用具

・点字ディスプレイ

・点字器

・点字タイプライター

・視覚障害者用ポータブルレコーダー

・視覚障害者用活字文書

読み上げ装置

・視覚障害者用拡大・音声

読書器

・視覚障害者用時計

・視覚障害者用物品識別装置

・聴覚障害者用通信装置

・聴覚障害者用情報受信装置

・人工喉頭

排
泄
管
理

支
援
用
具

ストーマ装具など、障
害のある人の排泄管
理を支援する用具及
び衛生用品を給付し
ます。

・ストーマ装具

・紙おむつ等

・収尿器

住
宅
改
修
費

障害のある人の居宅
生活動作等を円滑に
する用具であって、設
置に小規模な住宅改
修を伴うものを給付
します。

・居宅生活動作補助用具
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【表 55：日常生活用具給付等事業 実施見込量】

見込量は、近年の実績から算出しています。

日常生活用具に対するニーズの変化等をふまえ、必要に応じて給付品目等の

見直しを行います。

⑤ 手話奉仕員養成研修事業

意思疎通支援の担い手として、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話

通訳奉仕員を養成します。

【表 56：手話奉仕員養成研修事業 実施見込量（年あたり修了者数）】

修了者数は、平成２６年度（2014 年度）手話奉仕員養成講座（入門・基礎課

程）の申込者数をもとに、微増を見込んでいます。

引き続き、手話奉仕員養成講座を開催するとともに、周知を進め、奉仕員の

確保を図ります。

⑥ 移動支援事業

単独での移動が困難なかたについて、外出支援を行うことにより、地域にお

ける自立生活及び社会参加を促進します。また、施設入所者の帰省等への支援

や、障害児の学校・学童保育への送迎を行います。

事業名
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

介護・訓練支援用具 9件 9件 9件

自立生活支援用具 32 件 32 件 32 件

在宅療養等支援用具 24 件 24 件 24 件

情報・意思疎通支援用具 23 件 23 件 23 件

排泄管理支援用具 3,025 件 3,177 件 3,335 件

住宅改修費（居宅生活動作補助用具） 4件 4件 4件

事業名
平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

平成 29 年度

(2017 年度)

手話奉仕員養成研修事業 14 人 15 人 16 人



第３章 障害福祉サービスの内容と見込量

- 71 -

【表 57：移動支援サービス 年あたり必要見込量】

見込量は、近年の実績から算出しています。

相談支援事業者やサービス提供事業者との情報交換を進め、利用ニーズの把

握と、サービス提供基盤の充実に努めます。

⑦ 地域活動支援センター機能強化事業

障害者が気軽に立ち寄り、創作活動などを行うことができる、地域活動支援

センターの運営により、日中活動や社会参加を支援します。

【表 58：地域活動支援センター 年あたり見込量】

引き続き、地域活動支援センター２か所の運営を見込んでいます。

地域活動支援センターは、障害者が気軽に利用できる日中活動資源です。現

在の施設機能と利用者ニーズを勘案し、サービス必要量の確保に努めます。

対象者
平成 27 年度

（2015 年度）

平成 28 年度

（2016 年度）

平成 29 年度

（2017 年度）

利
用
者
数

身体障害者 29 人 29 人 30 人

知的障害者 136 人 140 人 144 人

精神障害者 8人 9人 9人

障害児 51 人 51 人 51 人

合計 224 人 229 人 234 人

利
用
時
間
数(

延
べ
）

身体障害者 5,639 時間 5,756 時間 5,834 時間

知的障害者 29,418 時間 30,030 時間 30,394 時間

精神障害者 927 時間 946 時間 957 時間

障害児 5,163 時間 5,163 時間 5,163 時間

合計 41,147 時間 41,895 時間 42,348 時間

事業名等
平成 27 年度

（2015 年度）

平成 28 年度

（2016 年度）

平成 29 年度

（2017 年度）

基礎的事業
実施箇所数 2か所 2か所 2か所

実利用者数 30人 30 人 30 人

機能強化事業

うち地域活動支

援センターⅠ型
1か所 1か所 1か所

うち地域活動支

援センターⅡ型
0か所 0か所 0か所

うち地域活動支

援センターⅢ型
1か所 1か所 1か所
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⑧ 入浴サービス事業、日中一時支援事業

施設での入浴サービス、自宅での訪問入浴サービスを提供し、身体障害者の

清潔の保持、心身機能の維持を図ります。

日中一時支援の実施により、障害者等の家族の就労支援及び一時的な休息の

機会を確保します。

【表 59：地域生活支援事業任意事業 年あたり必要見込量】

入浴サービスは、施設入浴が減少傾向、訪問入浴が増加傾向にあるため、現

状維持で見込んでいます。ニーズをふまえた提供基盤のあり方について、検討

を進めます。

日中一時支援事業については、障害児を対象とした放課後等デイサービスの

利用が増加傾向のため、現状維持で見込んでいます。ニーズをふまえた提供基

盤のあり方について、検討を進めます。

⑨ その他の事業

障害者の社会参加を促進することを目的として、下記の事業を実施します。

● 理解促進研修・啓発事業

● 自発的活動支援事業

● スポーツ・レクリエーション教室開催等

● 点字・声の広報等発行

● 自動車改造助成

事業名等
平成 27 年度

（2015 年度）

平成 28 年度

（2016 年度）

平成 29 年度

（2017 年度）

入浴サービス事業
利用者数 23人 23 人 23 人

利用回数 1,823 回 1,823 回 1,823 回

日中一時支援事業
利用者数 58人 58 人 58 人

利用日数 414 日 414 日 414 日
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６ 提供体制の確保にかかる関係機関等との連携

箕面市では、障害者の地域生活支援体制を整備するため、障害者総合支援法第

８９条の３に基づき「箕面市自立支援協議会」を設置しています。

この協議会は、関係機関・関係団体、障害者等とその家族及び福祉・医療・保

健・就労関係者で構成されています。

障害者への支援体制に関する地域課題について情報を共有し、関係機関等の連

携の密接化を図るとともに、地域の実情に応じた障害福祉サービス、相談支援及

び地域生活支援事業の提供体制の確保について協議を行います。

【図４】箕面市自立支援協議会組織図

相談支援部会 地域移行・定着支援部会 権利擁護部会
障害者就労系通所
事業所情報交換会

個別課題 個別課題 個別課題 個別課題

○計画相談
○困難事例の検討

○障害者の退院・退所後
の地域移行・地域定着支
援

○虐待防止
○成年後見

○就労系事業所の情報交換

委員構成 委員構成 委員構成 委員構成
市内相談支援事業所

市障害福祉課

府池田保健所

府こころの健康総合センター

医療機関

訪問看護ステーション

市内相談支援事業所

市高齢福祉課

市生活福祉課

市障害福祉課

府池田保健所

箕面市身体障害者福祉会

箕面手をつなぐ親の会

箕面市肢体不自由児者父母の会

箕面市精神障害者家族会みのお会

民生委員児童委員協議会

社会福祉協議会地域推進課市内相

談支援事業所

市障害福祉課

市内就労系事業所

豊能北障害者就業・生活支援セン

ター

市内相談支援事業所

市障害福祉課

協議会運営委託

箕面市自立支援協議会

○地域の障害者等の支援体制にかかる課題整理と社会資源の開発・改善に向けた協議の実施。
○地域の関係機関のネットワーク構築に向けた協議と、課題の情報共有。
○個別事例への支援のありかたに関する協議・調整。
○研修・学習会の開催、新たな課題に対する情報交換の場の設定。
○障害者等への支援に関する広報・啓発。

運営会議

○協議会の統括と方向づけ。

　　　　　　活動報告　　　　　　　　　　　　運営、協議の調整

事 務 局

　社会福祉法人箕面市社会福祉協議会　在宅ケアセンター
(箕面市障害者基幹相談支援センター）

運営協議・協力

協議会の設置者　　箕面市（健康福祉部障害福祉課）
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第４章 分野別施策の行動目標

１ 生活環境の整備

（１） 都市施設の整備

【基本方針（長期計画より）】

建築物、道路、公園等の都市施設における物理的障壁を取り除くことは、障

害者の地域における自立した生活と社会参加を促進するための、基本的な条件

です。

今後の都市施設の整備に当たっては、国及び大阪府の動向をふまえ、箕面市

福祉のまち総合条例等により、福祉のまちづくりの推進を図ります。

【今後の方向性（長期計画より）】

①都市施設のバリアフリー化の促進

【第４期計画での行動目標】

１．市有建築物等のバリアフリー化の推進

実施内容

①市有建築物・道路・公園等について、さらなるバリア

フリー化・ユニバーサルデザイン化を推進します。

営繕課

建築室・

道路課・

公園

緑地室

②当事者からのバリアフリー等の改善要望を、改修等に

反映させる仕組みづくりを進めます。

審査指導

課 建築

指導室

③改修の際に、当事者によるバリアフリーチェックを行

う仕組みづくりを進めます。

④大阪府福祉のまちづくり条例の改正予定内容等をふま

え、市におけるバリアフリー基準のあり方について、

検討を進めます。

第３期実績

からの課題

引き続き、都市施設のバリアフリー化の課題を把握し、改善を進

める必要があります。
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（２）移動支援の充実

【基本方針（長期計画より）】

障害者が、行動の制約を受けることなく、必要に応じて外出できるようにす

るためには、移動の安全性の確保や交通アクセスの整備が重要です。

市街地開発の動向や市民ニーズをふまえ、障害者の社会参加を支援する観点

から、適時適切な事業実施を図っていきます。

【今後の方向性（長期計画より）】

①円滑な移動と施設利用の総合的推進 ②移動困難者支援策の検討

【第４期計画での行動目標】

２．「福祉のまち整備に関する事項」に適合した民間施設の整備誘導

実施内容

①新築・増築・用途変更時に、バリアフリー法・大阪府

福祉のまちづくり条例・箕面市まちづくり推進条例に

基づき、バリアフリー化の整備を働きかけます。
審査指導

課 建築

指導室②民間建築物のバリアフリー化の必要性について、啓発

に取り組みます。

第３期実績

からの課題

引き続き、民間施設のバリアフリー化に向けて、啓発と整備誘導

を進める必要があります。

１．鉄道駅を中心としたバリアフリー化の促進

実施内容

①阪急桜井駅周辺地区の再整備において、バリアフリー

化・ユニバーサルデザイン化を進めるとともに、北大

阪急行線延伸による新駅においても、鉄道事業者と協

力し、バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮し

た整備を進めます。

地域活性

化室・

鉄道

延伸室

第３期実績

からの課題

これまでの、鉄道駅を中心としたバリアフリー化の取り組み実

績をふまえた検討と推進を行う必要があります。
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（３）住宅の確保

【基本方針（長期計画より）】

障害者の地域における自立した生活に不可欠な、障害者に適した住宅の確保

や、既存住宅のバリアフリー化のための支援等、安全で安心して生活できる住

宅・住環境の整備を進めます。

【今後の方向性（長期計画より）】

①公的住宅・民間住宅の利用の推進

２．バリアフリー交通網の整備

実施内容

①オレンジゆずるタクシーの運行（社会実験）をふまえ、

持続可能な福祉デマンド輸送を確立します。

健康福祉

政策室

②オレンジゆずるバス（ノンステップバス導入率 100％）

の運行により、市内移動の充実を進めます。

交通

政策室

③路線バス事業者に対し、主体的なノンステップバスの

導入を働きかけます。

④以上の施策を総合的に推進し、移動困難者の移動をよ

り便利に円滑なものとするため、地域におけるバリア

フリー交通網を整備します。

第３期実績

からの課題

交通施策と福祉施策の連携により、さまざまな手法の組み合わ

せによる移動困難者支援を進める必要があります。

３．移動しやすい歩道の整備促進

実施内容

①市内各所に残る歩道段差（傾斜・勾配等の改善を含む。）

について整備を実施し、整備率 100％をめざします。

道路課

②道路に関する要望は、記録と優先順位づけを行い、計

画的に改修を進めます。

第３期実績

からの課題

引き続き、市内歩道のバリアフリー化の課題を把握し、改善を

進める必要があります。
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【第４期計画での行動目標】

（４）情報バリアフリーの推進

【基本方針（長期計画より）】

すべての市民にとって、より一層わかりやすい形での行政情報の提供を進め、

図書館やＩＣＴ（情報通信技術）の活用を含めた、情報へのアクセスの支援や

コミュニケーション支援により、情報バリアフリーのための環境整備の充実を

図ります。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 行政情報の提供の充実 ② 情報利用の支援 ③ 意思疎通の支援

１．公的住宅の活用の推進

実施内容

①公営住宅の１階に空き家が生じた際に、高齢者・障害者

世帯向け住戸へのバリアフリー改修を推進します。
営繕課

②倍率優遇の実施により、市営住宅を優先的に提供しま

す。

２．民間住宅の活用の推進

実施内容

①民間住宅等について、「箕面市重度身体障害者住宅改造

助成事業」の実施や、「大阪府住宅リフォームマイスタ

ー制度」の周知により、バリアフリー化を支援します。

営繕課・

障害

福祉課

②「大阪あんしん賃貸支援事業」や家賃債務保証制度等に

ついて、不動産事業者や賃貸住宅所有者等に対する周知

を進めます。

営繕課

③障害者の相談支援事業において住宅入居支援を行い、民

間賃貸住宅への円滑な入居を支援します。

障害福祉

課 障害

者支援室

第３期実績

からの課題

住宅施策と福祉施策の連携により、障害者・不動産事業者・賃貸

住宅所有者等に対し、入居支援施策・バリアフリー化支援策の周

知をさらに進め、「借りやすい」「貸しやすい」環境づくりと、入

居拒否等をなくす取組みを進める必要があります。
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【第４期計画での行動目標】

１．点字及び音声による行政情報の充実

実施内容

①点字版・音声版による、全戸配布物・個別発送物や、

市主催行事などの情報保障の充実を進めます。

全関係課

室

②拡大文字などの新たなニーズへの対応策を検討しま

す。 障害

福祉課

③市発行物等における色覚特性への配慮を進めます。

第３期実績

からの課題
市発行物に関する共通ルールづくりを進める必要があります。

２．障害者が情報を入手しやすいホームページの作成

実施内容

①バリアフリーやアクセシビリティに対応した表記や色

使いに努め、障害者が利用しやすいホームページを作

成します。

箕面

広報室・

全関係課

室

②html 版・テキスト版・読み上げ対応ＰＤＦ版・音声版

など、視覚障害者が利用しやすい形態で、行政情報を

ホームページに掲載します。

第３期実績

からの課題

市ホームページ作成上の共通ルールである「ホームページアクセ

シビリティガイドライン」の周知徹底を進める必要があります。

３．図書館サービスの利用支援

実施内容

①点字図書の提供を進めます。

中央

図書館

②録音図書の作成と提供を進めます。

③音訳ボランティアや対面朗読ボランティアの活動を支

援します。

④「声と点字の読書情報」の発行等により、図書館サー

ビスの周知を進めます。

第３期実績

からの課題
引き続き、図書館の利用支援を進める必要があります。
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（５）災害に強いまちづくりの推進

【基本方針（長期計画より）】

障害者が安心して地域生活を送るためには、防災対策の充実が不可欠です。

行政だけでできる防災対策には、最優先で取り組むとともに、「行政にでき

ることは有限である」という事実認識にたって、地域の多様なコミュニティに

よる地域防災力の向上に向けた取組みを進めます。

【今後の方向性（長期計画より）】

①網羅的な安否確認体制の構築 ②継続的な支援体制の構築

４．意思疎通支援の実施

実施内容

①手話通訳者・要約筆記者の派遣・養成を進めます。

障害

福祉課

②手話通訳者・要約筆記者の派遣に関し、府や他市町村

との連携を進めます。

③市の手話通訳業務員が、総合保健福祉センター窓口等

で、手話通訳を行います。

④事前申込により、市議会本会議や委員会の傍聴につい

て、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

議会

事務局

⑤選挙時の投票本部に、手話通訳者を配置し、必要に応

じて投票所へ派遣します。

選挙管理

委員会事

務局

⑥手話通訳・要約筆記等、意思疎通支援に関する理解促

進のため、啓発を進めます。

障害

福祉課

第３期実績

からの課題

聴覚障害者に対する閉庁時の緊急対応や、災害時の避難情報提供

等の手法について、検討を進めます。
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【第４期計画での行動目標】

１．大規模災害時の網羅的な安否確認を行う体制づくり

実施内容

①自治会やマンション管理組合による、安否確認分担表の

作成・更新を進めます。

市民安全

政策室

②全市一斉総合防災訓練等により、実効的な安否確認体制

の構築を進めます。

③重度障害者や独居高齢者を対象とした「要安否確認者名

簿」を定期的に更新し、災害時の安否確認に備えて、避

難所に封印保管します。

④自治会への加入の重要性について、引き続き周知を進め

ます。

市民サー

ビス政策

室

第３期実績

からの課題

地域コミュニティとの連携により、迅速かつ網羅的な安否確認・

避難支援を実施するため、さらに実効性のある体制づくりを進め

る必要があります。

２．災害時に、必要な支援を継続的に行う体制づくり

実施内容

①医療的ケアの必要な独居障害者・高齢者等を対象とした

「要継続支援者名簿」を作成し、個別状況をふまえた支

援体制の構築を進めます。

健康福祉

政策室・

障害

福祉課・

保健スポ

ーツ課

高齢福祉

室

②地域でのネットワークづくりに向けて、社会福祉協議

会、サービス提供事業所、民生委員児童委員協議会、保

健所等の関係機関及び地域住民等との具体の連携策の

検討を進めます。

③福祉避難所の運営のあり方について、詳細の検討を進め

ます。

第３期実績

からの課題

災害時においても、必要な福祉・医療サービス等が継続されるよ

う、サービス事業者等の支援の担い手を確保するため、さらに実

効性のある体制づくりを進める必要があります。
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３．「災害時要援護者」への対応を盛り込んだ防災訓練等の実施

実施内容

①全市一斉総合防災訓練等により、市役所・地区防災委

員会・福祉避難所・指定管理施設等において、障害者・

高齢者等の安否確認・避難支援等を盛り込んだ訓練を

進めます。
市民安全

政策室

②地区防災委員会の訓練等において、障害者・高齢者等

への配慮を盛り込んだ、避難所運営の検討を進めます。

第３期実績

からの課題

訓練を通じ、障害者・高齢者等への対応について、さらに実効性

のある体制づくりを進める必要があります。

４．情報伝達の手法の検討

実施内容

突然の集中豪雨等の際に、避難指示・避難勧告・避難

準備等の情報を、緊急に伝える必要が生じた場合に備

えて、聴覚障害者への情報伝達の手法を検討します。

障害

福祉課・

市民安全

政策室

第３期実績

からの課題

主に聴覚障害者について、避難情報等の伝達手法を、さらに充

実する必要があります。
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２ 雇用・就労の充実

（１）雇用促進と就労支援

【基本方針（長期計画より）】

雇用・就労の充実は、障害者が社会に参加し、地域で自立した生活をおくる

上で、非常に重要です。

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）

に基づく、障害者雇用率制度における法定雇用率の引き上げや、精神障害者の

雇用義務化などによる、障害者の雇用政策の進展をふまえ、障害者の行政及び

民間事業者への雇用促進・就労支援をさらに図るため、引き続き積極的な取組

みを進めます。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 関係機関の連携による一貫した支援

② 事業主の理解促進と職場実習の機会拡大

③ 障害者雇用の促進 ④ 社会的雇用の推進

【第４期計画での行動目標】

１．(一財)箕面市障害者事業団を核とした関係機関連携による就労支援の実施

実施内容

①(一財)箕面市障害者事業団が中心となって公共職業安

定所、障害者職業センター、相談支援事業者、就労す

る障害者市民の通勤圏の市町村等との連携を図りなが

ら、「豊能北障害者就業・生活支援センター」及び「就

労移行支援」・「就労継続支援」のそれぞれの機能を効

果的に発揮することにより、求職活動から職場の開拓、

職場実習、職場定着までの一貫した支援を行うととも

に、離職となった場合の再就職に向けた取組み等を実

施するなど、障害者市民の働く権利と場の継続的な確

保に向け、なお一層の充実を図ります。

障害者

事業団・

箕面

営業室・

障害

福祉課

②豊能北障害者就業・生活支援センターへの支援を継続

し、障害者の職場実習受け入れ先事業所の開拓や実習

のマッチングなど、雇用促進・就労支援の充実を図り

ます。

箕面

営業室
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③自立支援協議会の就労系通所事業所情報交換会を通

じ、市内の就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、

豊能北障害者就業・生活支援センター、相談支援事業

所の連携を進めます。

障害福祉

課 障害

者支援室

④障害者市民就職支援パソコン講座を実施し、就労支援

を進めます。

箕面

営業室

第３期実績

からの課題

障害者雇用促進法の改正等による、法定雇用率の引き上げや、平

成３０年度施行の精神障害者の雇用義務づけ（法定雇用率に算

入）をふまえて、雇用促進・就労支援に、引き続き積極的に取り

組む必要があります。

２．事業主の理解促進と職場実習の機会拡大

実施内容

①職場実習を受け入れた民間事業者に協力金を交付し、

職場実習の機会拡大を進めます。

箕面

営業室

②障害者を雇用する民間事業者等を対象とした金利軽減

事業について、その周知と利用促進を図り、民間事業

所の環境整備・雇用促進の充実を図ります。

③職場実習訓練生に奨励金を交付し、職場実習を支援し

ます。

第３期実績

からの課題

引き続き、民間事業者の協力・理解を得るための働きかけや、職

場実習等の場の確保を進めます。

３．障害者雇用の促進

実施内容

①市における障害者雇用を進めるため、引き続き障害者

別枠採用試験を行います。
人事室

②市における実習受入れを通じ、知的・精神障害者の庁

内での働きかたについて、研究を進めます。

人事室・

障害

福祉課

③市が出資・補助等を行っている法人に対し、障害者雇

用に向けた取組みを行うよう、働きかけます。

各法人・

障害

福祉課
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（２）多様な就労の場の確保と支援

【基本方針（長期計画より）】

障害者総合支援法では、一人ひとりに合わせて働くことができる「就労継続

支援」事業所や、日中活動を豊かにするための「生活介護」事業所など、多様

なサービスを提供し、それぞれの仕事や活動を通して、自分らしく働き、生活

することの支援を行っています。

こうした事業所の運営が安定し、障害者が地域において自立・充実した生活

④障害者優先調達推進法の趣旨をふまえ、公契約の総合

評価入札制度における障害者雇用状況の評価を引き続

き実施し、民間事業者等における障害者雇用を促進し

ます。

全関係課

室

第３期実績

からの課題

市における障害者雇用率は、法定雇用率を満たしているものの改

善が進まず、従来から目標としてきた３％以上の確保に向けて、

引き続き募集手法の見直しを行う必要があります。

また、知的・精神障害者の庁内での働きかたについて、研究を進

める必要があります。

４．社会的雇用の推進

実施内容

①(一財)箕面市障害者事業団における障害者雇用につい

て、総合支援法における就労継続支援や、雇用対策法、

障害者雇用促進法等に基づく障害者の雇用促進に向け

た施策との整合を図りつつ、障害者優先調達推進法に

基づいた市の優先調達推進方針をふまえ、支援を継続

します。

障害者

事業団・

障害

福祉課

②(一財)箕面市障害者事業団が、社会的雇用を行う障害

者事業所に対し、各種法施策との整合性を図りつつ、

一般就労が困難な職業的重度障害者の積極的雇用を通

した職種開拓・職域拡大をめざして実施している、障

害者雇用助成金制度の趣旨・目的を実現するため、そ

の支援のあり方について検討を行い、持続可能な制度

の構築に努めます。

障害者

事業団・

障害

福祉課

第３期実績

からの課題

引き続き、社会的雇用の国制度化に向けた働きかけを継続すると

ともに、総合支援法等のさまざまな取組みとの連携を行いなが

ら、持続可能な制度の構築を進める必要があります。
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を送ることができるよう、事業所に対する側面的な支援を行います。また、事

業所とともに諸課題を整理し、施策を展開します。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 福祉的就労の場の自立・安定の支援

② 市立施設の役割・機能の検討

【第４期計画での行動目標】

１．福祉的就労の場の自立・安定の支援

実施内容

①福祉的就労の場の運営面・事業面の自立・安定・発

展を促進するため、自主的な取組みに対する側面的

な支援を行います。
障害

福祉課②市の優先調達推進方針に基づき、障害者が働く事業

所への発注を進めるとともに、市指定ごみ袋製造等

におけるワークシェアの取組みを推進します。

第３期実績

からの課題

引き続き、福祉的就労における工賃等の向上に取り組む必要が

あります。

優先調達においては、より効果的・効率的な手法の検討を進め

る必要があります。

２．市立施設の役割・機能の検討

実施内容

重度・重複障害者の就労・日中活動の場を確保・充

実するため、地域の社会資源の状況をふまえ、あか

つき園等の市立施設の役割について、長期的視点で

検討し、建替えの検討を具体的に進めます。

障害

福祉課

第３期実績

からの課題

あかつき園の建替え等を通して、重度・重複障害者の日中活

動等の場の確保を、さらに進める必要があります。
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３ 保健・医療の充実

（１）保健サービスの充実

【基本方針（長期計画より）】

「健康日本２１（第２次）」との整合を図り、全ての市民が健康で安心して

暮らせるまちづくりを推進します。

障害者が健康の保持・増進のために必要な支援を受けられるよう、保健サー

ビスを推進します。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 関係機関の連携による健康管理の推進

【第４期計画での行動目標】

１．関係機関の連携による健康管理の推進

実施内容

①障害者に対し、各種保健事業の周知を図り、健康診査

等による健康管理を推進します。

特に、15 歳以上 40 歳未満の障害者の健康診査受診率向

上を図るため、関係機関との連携を図り、啓発に努め

ます。

保健スポ

ーツ課

地域保健

室

②健康診査実施機関や指定相談支援事業者との連携を図

りながら、支援を要する子どもや保護者が、専門的な

相談を受けることができるよう、保健師や理学療法士

等による訪問など、相談・支援体制の充実を図ります。

③自主的な健康管理が難しいことの多い知的障害者につ

いては指定相談支援事業者との連携を、精神障害者や

難病患者については保健所との連携を、介護保険の対

象となる障害者についてはケアマネジャーとの連携を

図りながら、質の高い保健サービスの提供をめざしま

す。

第３期実績

からの課題

生活習慣病予防策を充実し、脳卒中の発症予防や腎疾患などの重

症化予防を行う必要があります。
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（２）地域医療サービスの充実

【基本方針（長期計画より）】

障害者が安心して暮らすためには、身近な地域で医療を受けられる体制の整

備が不可欠です。

必要に応じて、一般医療や救急医療、歯科診療を受けられるよう、障害者

が利用しやすい施設の整備、在宅診療の推進、障害者理解への啓発等を行うた

め、市内医療機関及び保健所等の関係機関との連携を進めます。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 医療の円滑な利用の支援

② 精神科医療を中心とした精神障害者への支援

【第４期計画での行動目標】

１．市内の医療機関に対する施設のバリアフリー化に向けた働きかけ

実施内容

①大阪府福祉のまちづくり条例の改正により、病院・診療

所に関しては、全て大阪府福祉のまちづくり条例基準適

合義務の対象となったため、確認申請時に合わせて審査

を実施します。

審査指導

課 建築

指導室

②医療機関を含めた市内のバリアフリー情報を発信し、啓

発を進めます。

障害

福祉課

第３期実績

からの課題

条例に適合した整備とあわせて、障害者理解のための啓発等も進

める必要があります。

２．医療の円滑な利用の支援

実施内容

①以下の助成により、医療の利用を支援します。

・身体障害者・知的障害者医療費助成

・訪問看護利用料助成

・障害児（者）個室入院料助成

介護・医

療・年金

室・

障害

福祉課

②在宅診療・看護・リハビリテーション等の体制整備に

取り組みます。

保健スポ

ーツ課

高齢福祉

室

第３期実績

からの課題

安定した地域生活のため、引き続き医療の利用支援を行う必要が

あります。
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（３）医療的ケアに関する対応

【基本方針（長期計画より）】

「医療的ケア」を必要とする障害者が、地域において、医療機関以外の生活

の場で安心して生活できるよう、支援の充実について検討を進めるとともに、

法制度のさらなる整備に向け、国及び大阪府に対して要望を行います。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 医療的ケアに関する支援基盤の充実促進

【第４期計画での行動目標】

３．精神科医療を中心とした精神障害者への支援

実施内容

保健所及び医療機関による医療面での支援と連携し、あ

わせて相談支援体制の充実と、地域移行の推進に取り組

みます。

障害福祉

課 障害

者支援室

第３期実績

からの課題

障害者入所施設や精神科病院からの地域移行を進める国の政策

をふまえ、地域での受け入れ基盤の整備や医療との連携体制の充

実を進める必要があります。

１．医療的ケアに関する支援基盤の充実促進

実施内容

①府ホームページで公表されている、医療的ケアの受け

られる短期入所・生活介護・居宅介護事業所の情報を

活用し、市内外での基盤整備の働きかけを進めます。

障害福祉

課 障害

者支援室

②ささゆり園等を活用し、医療的ケアを必要とする障害

者の日中活動の場を確保するとともに、その支援策の

充実に向けて、引き続き検討します。

③「医療的ケア」を必要とする障害者が、地域での在宅

生活に必要な医療的ケアにかかる、法制度のさらなる

整備について、国及び大阪府に対して要望を行います。

第３期実績

からの課題

医療的ケアを受けられる社会基盤の整備に、引き続き取り組む必

要があります。
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（４）在宅生活を支えるリハビリテーション等の充実

【基本方針（長期計画より）】

障害者が、住み慣れた地域で生活を送るにあたり、必要に応じて適切なリハ

ビリテーションを受けられる体制の整備を図ります。

【今後の方向性（長期計画より）】

① リハビリテーション等の提供の推進

【第４期計画での行動目標】

１．生活支援機器等の紹介による在宅生活の支援

実施内容

ライフプラザ内の「えいど工房」を核として、在宅生

活に必要な住宅改造の助言や、生活支援機器等の紹介

や利用方法の説明等、生活環境の調整を図るための支

援を行います。

障害

福祉課

第３期実績

からの課題

えいど工房の活用について、引き続き周知を進める必要があり

ます。

２．市立病院との連携による在宅リハビリテーションの支援

実施内容

①市立病院との連携を図りながら、在宅リハビリテーシ

ョンの訪問指導を行います。

保健スポ

ーツ課

高齢福祉

室

②急性期及び回復期のリハビリテーションの充実を図る

とともに、退院時にはスムーズに在宅生活ができるよ

うに関係機関との調整に努め、訪問リハビリテーショ

ンを実施します。

箕面市立

病院

③在宅リハビリテーションを担う医療機関・訪問看護事

業所や、機能訓練事業所等の障害福祉サービス、保健

福祉の各サービス等について、情報の収集と提供のあ

り方を検討します。

障害

福祉課・

保健スポ

ーツ課

高齢福祉

室・

地域保健

室

第３期実績

からの課題

在宅リハビリテーションのニーズ把握と情報提供について、検

討を行う必要があります。



第４章 分野別施策の行動目標

- 90 -

４ 療育・教育の充実

（1）療育・幼児教育の充実

【基本方針（長期計画より）】

療育プログラムの充実や集団生活の場の確保を図るとともに、障害のある子

どもとその家族一人ひとりの状況やニーズに応じた、療育・相談体制の整備を

進めます。

【今後の方向性（長期計画より）】

①療育・相談体制の充実

【第４期計画での行動目標】

１．保育所・幼稚園における支援保育・支援教育の充実

実施内容

①保育所・幼稚園において、一人ひとりのニーズに応じ

た保育の充実を図るため、適切な支援体制の配置に努

めます。

幼児教育

保育室

②市民や保護者からの相談について、他機関とも連携し

て適切な対応を行い、保護者支援の充実に努めます。

③早期療育室や児童発達支援事業所（あいあい園）、発達

相談「ゆう」等との連携を図り、相談や保育内容の充

実に努めるとともに役割分担を進めます。

④民間保育園・幼稚園に対し、支援に関する研修会への

参加の呼びかけや、支援の方法、子どもへの関わり方

等についての情報交換の促進を図り、支援保育・教育

の質の向上に努めます。

第３期実績

からの課題

引き続き、民間保育園・幼稚園とともに、支援保育・教育の充実

に取り組む必要があります。
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（２）学校教育等の充実

【基本方針（長期計画より）】

「新箕面市人権教育基本方針」に基づき、すべての子どもが、障害の有無に

かかわらず、ともに学び、ともに育つ中で、障害に対する理解と認識を深める

ための教育を通じて、すべての子どもが、お互いの個性を尊重し合い、社会の

一員として支え合うことに繋がる教育を推進します。

市街地開発の動向や市民ニーズをふまえ、障害者の社会参加を支援する観点

から、適時適切な事業実施を図っていきます。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 学校教育における合理的配慮の実施

２．早期療育事業の充実

実施内容

①児童発達支援事業所（あいあい園）の運営を軸として、

専門スタッフによる対象児童の状態像に合わせた療

育・訓練等の提供に、引き続き努めます。

早期

療育室

②関係機関と連携しながら親子教室事業を実施し、支援

を必要とする児童への支援や、子育てに悩む保護者支

援の充実をめざします。

③早期療育対象児の療育の場の検討、及び情報交換を行

い、保育所・幼稚園の支援保育・支援教育及び児童発

達支援事業所（あいあい園）とのさらなる連携に努め

ます。

また、保育内容の連続性の確保に努めるとともに役割

分担を行っていきます。

④発達相談「ゆう」で、臨床心理技法に基づき相談を実

施し、子どもとその保護者の支援に努めます。

また、保育所、幼稚園、学校等に訪問し、早期療育対

象児童の日常生活における適切な支援方法及び環境調

整等のケースワークを行い、さらなる連携を図り、相

談・支援体制の充実をめざします。

第３期実績

からの課題

引き続き、療育の専門性の向上とあわせて、家族に対する相談・

支援体制の充実に取り組む必要があります。
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② 個別ニーズに応じた支援の推進

③ 医療的ケアへの対応の充実

④ 相談体制の充実

⑤ 放課後等の居場所の充実

【第４期計画での行動目標】

１．市立小中学校等における合理的配慮の充実

実施内容

①障害のある子どもが地域の学校に行きやすい環境を整

備するために、障害者基本法に基づき、教育の場の「合

理的な配慮」を進めます。

障害児介助員の配置・研修、重度障害児送迎事業等を

実施します。

人権

施策課

②段差解消、手すりの設置など、個別ニーズをふまえた

学校施設の改善を、適宜実施します。

学校施設

管理室

③災害時の対応について、定期的な避難訓練を行い、障

害児の個別の避難方法を確保します。

人権

施策課

第３期実績

からの課題

ハード面・ソフト面での「合理的な配慮」について、充実を進

める必要があります。

２．支援教育体制の整備・充実

実施内容

①支援学級に在籍している子どもはもとより、通常の学

級に在籍する支援の必要な子どもについても、「通級指

導教室」等により、適切な支援を行います。

箕面市支援連携協議会により、関係各課等の連携を進

めます。

人権

施策課

②各種研修会の実施により、教職員の資質向上に取組み

ます。

教育

センター

第３期実績

からの課題

一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実を進める必要が

あります。
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３．医療的ケアへの対応の充実

実施内容

①医療的ケアの必要な子どもが安心して教育を受けられ

るよう、看護師資格を持つ介助員の配置など体制の充

実を図ります。 人権

施策課②医療的ケア懇談会等を活用し、教育・保健・医療・福

祉の連携を強化するとともに、支援のあり方について、

研究・検討を進めます。

第３期実績

からの課題

医療的ケアに関する研修や支援の検討を進める必要がありま

す。

４．相談体制の充実

実施内容

①教育センターを核とした各関係機関との連携強化によ

る支援教育相談の整備・充実を進めます。
教育

センター②「いじめ・体罰ホットライン」や「いじめ等学校問題

対策チーム」の設置により、いじめの未然防止・早期

発見・早期対応に取り組みます。

第３期実績

からの課題

多様化するニーズをふまえ、相談体制の整備・充実を進める必

要があります。

５．放課後等における活動の場の充実

実施内容

①放課後等デイサービスの利用によって、充実した時間

を過ごせるよう、相談支援により、一人ひとりに合っ

た療育環境づくりを支援します。

早期

療育室

②学童保育、新放課後モデル事業、子どもたちの自由な

遊び場開放事業の実施により、すべての子どもたちの、

より豊かな放課後の居場所づくりに取り組みます。

学校生活

支援課
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③日中一時支援事業を実施するとともに、放課後等デイ

サービスとの役割分担のあり方について、検討を進め

ます。

障害福祉

課 障害

者支援室

第３期実績

からの課題

放課後等の活動を、より豊かなものとするため、それぞれの居

場所における支援の充実を進める必要があります。



第４章 分野別施策の行動目標

- 95 -

５ 権利擁護施策の推進

（１）人権擁護・啓発の推進

【基本方針（長期計画より）】

障害や疾病の有無、年齢、性別、民族等の違いについての偏見や差別等によ

る人権侵害は、今もなお根強く存在しています。

その表れのひとつとして、障害者が地域で自立生活を営むための基盤となる

居住や活動の場の整備において、周辺住民から、障害や障害者に対する無理解

や偏見によって排除しようとする事象（施設コンフリクト）が発生しています。

また、障害者が地域で生活するための住居探しも非常に困難な状況です。こ

れは、障害者が地域で安心して生活するという当たり前の権利を奪うもので、

決して見過ごすことのできない問題です。

このような状況にあって、一人ひとりの人権を尊重するまちを創り上げてい

くことの重要性はますます高まっています。

「箕面市人権のまち推進基本方針」、障害者基本法、障害者差別解消法をふ

まえ、人権が尊重されたまちを実現するための体制づくりや、市民と行政によ

る取組みを進めます。

障害者の参加をより一層促進するために、コミュニケーション・情報取得・

身体介助等を含めた、参加しやすい環境の整備を、関係団体や民間事業者とと

もに進めます。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 人権行政・人権啓発の推進 ② 差別意識・偏見の解消の取組み

【第４期計画での行動目標】

１．「箕面市人権のまち推進基本方針」に基づく人権のまちづくりの実現

実施内容

①人権問題に係る相談体制の整備、人権侵害に係る救済

方策の確立に向けた取組み、人権施策等の評価に関す

る取組み、人権行政推進体制の強化を図ります。 人権

施策課

②箕面市人権行政推進本部会議の運営を通して、人権に

関する施策の総合的な推進を図ります。



第４章 分野別施策の行動目標

- 96 -

（２）権利擁護の推進

【基本方針（長期計画より）】

障害者虐待の防止や成年後見制度の利用促進、福祉サービス利用にかかる相

談・苦情の検証等により、障害者の権利擁護を推進します。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 苦情解決システムの活用 ② 虐待防止の取組み

③ 成年後見制度等の推進

第３期実績

からの課題

障害者差別解消法をふまえた合理的配慮を進めるために、引き続

き、行政各課で課題を把握し、体制整備を進める必要があります。

２．「箕面市人権のまち推進基本方針」に基づいた市と市民の協働による

人権啓発の推進

実施内容

①障害者権利条約・障害者差別解消法等の周知・啓発を

進めるほか、入居差別については住宅担当課と連携し

て取り組みます。

人権

施策課

②「みのお市民人権フォーラム」の実務者会議及び実行

委員会に、市各部局室及び教育委員会各部局から参画

し、市民と協働して人権啓発を推進します。

③市広報紙「もみじだより」の人権のページ「心の樹」

で市民に広く啓発を行います。

④障害者問題連続講座等を開催し、人権啓発の推進を図

ります。

障害

福祉課

⑤人権教育推進会議の開催と、情報誌「はじけるこころ」

の発行により、啓発を継続します。

人権

施策課

第３期実績

からの課題

障害者差別解消法をふまえた、障害を理由とした差別・偏見の解

消を進めるために、引き続き、人権啓発の取り組みを進める必要

があります。
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【第４期計画での行動目標】

１．「保健福祉苦情解決システム」の運用によるサービス利用者の権利

擁護の推進

実施内容

「保健福祉苦情解決システム」の運営により、保健福祉

サービス利用者等の相談・苦情に、迅速かつ適切に対応

します。

あわせて、サービス提供時に発生した事故等に対して指

導・助言を行い、サービス利用者の権利擁護に努めます。

健康福祉

政策室

第３期実績

からの課題

本システムをさらに活用するため、事業者・市民に対する周知を

進める必要があります。

２．虐待防止の取組み

実施内容

障害者虐待の防止のための普及啓発や、地域の多様な支

援者によるネットワークの構築を図りながら、虐待の防

止及び早期発見に向けた取組みを進めます。

また、虐待対応において、関係機関との連携・協力を推

進します。

障害福祉

課 障害

者支援室

第３期実績

からの課題

「保健福祉苦情解決システム」を活用して虐待事例を検証すると

ともに、障害者市民施策推進協議会や自立支援協議会等を通じ、

関係機関・事業所との課題共有・ネットワークづくりを進める必

要があります。

３．成年後見制度等の推進

実施内容

①成年後見制度について、箕面市自立支援協議会等を活用

し、課題共有・ネットワークづくり・制度の周知を進め

ます。 障害福祉

課 障害

者支援室
②障害者総合支援法に規定された「成年後見制度法人後見

支援事業」をふまえ、法人後見体制や市民後見人等、後

見人の担い手の確保のあり方について、検討を行いま

す。
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③生活保護受給者等を対象とした成年後見費用助成を継

続するとともに、必要に応じて市長申立てを行い、権利

擁護を進めます。

あわせて、これらの制度の周知を進め、利用を促進しま

す。

障害福祉

課 障害

者支援室

④社会福祉協議会による「日常生活自立支援事業（まかせ

てねット）」と連携し、その利用を支援します。

健康福祉

政策室

第３期実績

からの課題

成年後見制度やその利用支援策等について、さらに周知を進める

必要があります。

後見人の担い手の確保策について、検討を進める必要がありま

す。
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６ スポーツ・文化活動等の社会参加の機会の充実

（１）スポーツ・文化活動等の社会参加の機会の充実

【基本方針（長期計画より）】

スポーツ・文化・生涯学習活動等は、健康の維持・増進や、ゆとりと潤いの

ある生活、さらには社会参加のための大切な機会です。

障害者の参加をより一層促進するために、コミュニケーション・情報取得・

身体介助等を含めた、参加しやすい環境の整備を、関係団体や民間事業者とと

もに進めます。

【今後の方向性（長期計画より）】

① 機会提供の推進 ② 情報保障の充実 ③ 人的支援の推進

【第４期計画での行動目標】

１．市立スポーツ・文化施設のバリアフリー化の推進

実施内容

①スポーツ施設・文化施設について、さらなるバリアフ

リー化・ユニバーサルデザイン化を推進します。

営繕課

建築室・

保健スポ

ーツ課・

生涯学

習・市民

活動室

②西南公民館について、障害者も利用しやすい施設にす

るため、再整備を推進します。

生涯学

習・市民

活動室

第３期実績

からの課題

引き続き、スポーツ・文化施設のバリアフリー化の課題を把握し、

改善を進める必要があります。

２．民間事業者に対する施設のバリアフリー化・人的支援のための働きかけ

実施内容

新築・増築・用途変更時に、バリアフリー法及び大阪

府福祉のまちづくり条例に基づき、バリアフリー化整

備を働きかけます。

審査指導

課 建築

指導室
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第３期実績

からの課題

引き続き、民間施設のバリアフリー化に向けて、啓発と整備誘導

を進める必要があります。

３．障害者がスポーツに参加する機会の確保

実施内容

①バリアフリー子ども水泳教室などの開催を通じて、障

害者がスポーツに参加する機会を確保します。
保健スポ

ーツ課②地域でのスポーツ振興の一環として、障害の有無にか

かわらず、多くの人が気軽に楽しむことができるバリ

アフリースポーツを推進します。

第３期実績

からの課題

引き続き、スポーツ参加機会の確保を進めるとともに、参加しや

すい環境の整備について、事業者等とともに検討を進める必要が

あります。

４．障害者が芸術・文化活動や各種講座・交流会等に参加する機会の確保

実施内容

①障害者が講座等に気軽に参加できるよう、手話通訳・

要約筆記・資料の点訳などによる情報保障を進めます。

全関係課

室

②障害者福祉センターささゆり園において、障害者の社

会参加のための各種教室を開催します。

障害

福祉課

第３期実績

からの課題

引き続き、文化活動等への参加機会の確保を進めるとともに、参

加しやすい環境の整備について、関係者等とともに検討を進める

必要があります。
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第５章 計画の推進体制と進行管理

１ 計画の推進体制

（１） 基本理念の周知と協働体制の推進

第４期計画の推進にあたっては、市民・行政・事業者・ＮＰＯ等、地域の関

係者が、「ノーマライゼーション」の基本理念のもと、協働・連携する体制を

整備する必要があります。

「箕面市福祉のまち総合条例」の理念に則り、すべての市民が一人の人間と

して尊重され、豊かに暮らすことのできる福祉のまちを築いていくために、市

職員はもとより、地域社会を構成する市民、民間事業者、ＮＰＯ及び市民ボラ

ンティア等に対し、基本理念の周知と浸透を図り、協働による社会基盤の整

備・充実を進めます。

具体的には、箕面市の障害者市民施策の基本理念である「ノーマライゼーシ

ョン」及び「インクルージョン」について、学校教育・生涯学習等を含むあら

ゆる機会を通じて周知を行うとともに、地域の行事等に、障害者がより一層参

加しやすくなるよう、機会と環境の整備を進めるなど、「わけへだてのない共

生のまちづくり」の理解促進と浸透を図ります。

また、障害者や家族による地域社会への発信等、自発的活動をより一層支援

するための方策を検討します。

（２） 関係機関・団体との連携強化とネットワークの推進

第４期計画に基づく、障害者施策全般の推進にあたっては、保健医療福祉総

合審議会、障害者市民施策推進協議会及び自立支援協議会等を通じて、障害当

事者、関係機関・団体、関係者の連携とネットワークづくりを進めることによ

り、当事者の意見反映と地域での基盤強化を行います。
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（３） 庁内連携の推進

障害者施策は、福祉分野のみならず、行政各分野に及んでいることから、関

係部局の連携を強化し、障害者施策の総合的かつ効果的な推進に努めます。

その際には、庁内における横断的組織である「人権行政推進本部会議」等を

活用し、行政各分野における「合理的配慮」の推進とあわせて、基本的な理念

の周知と浸透、市職員の人権意識の向上を図ります。
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２ 計画の進行管理

（１） 進行管理の手法・体制

第４期計画の進行管理にあたっては、「市町村障害福祉計画」の策定に向け

て示された国及び大阪府の基本的な考え方をふまえ、毎年度、その実績をとり

まとめ、分析・評価の上、大阪府に報告するとともに、必要に応じて、計画内

容の見直しを行うこととします。

なお、分析・評価にあたっては、以下の機関における意見交換・議論等によ

り、障害当事者の実態や意見の反映に努めるとともに、計画実施状況における

課題の把握等を行うこととします。

① 箕面市人権行政推進本部会議

実績のとりまとめにあたっては、庁内照会の上、同会議において、各分野

における施策の実施状況と、さらなる計画推進のための方策について、理解

の共有化を進めます。

② 箕面市自立支援協議会

実績の分析・評価にあたっては、同協議会において、相談支援事業者、関

係機関・団体、就労系事業所等の立場から意見交換・議論を行い、計画実施

状況における課題の把握を行います。

③ 箕面市障害者市民施策推進協議会

実績の分析・評価にあたっては、同協議会において、障害当事者・関係者、

関係機関・団体の立場から意見交換・議論を行い、計画実施状況における課

題の把握を行います。

④ 箕面市保健医療福祉総合審議会
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各協議会等の意見等をとりまとめた上で、同審議会において、学識経験者、

関係機関・団体の立場から意見交換・議論を行い、計画実施状況の分析・評

価と、計画の見直しの必要性等について審議します。

⑤ 関係機関・団体との連携や苦情解決システムを通じた実態・ニーズの把握

箕面市障害者市民施策推進協議会等を通じた日常的なネットワークを活

かして、引き続き、障害当事者の実態・ニーズを把握し、計画の評価に反映

するよう努めます。

あわせて、本市の「保健福祉苦情解決システム」を活用することにより、

障害福祉サービスの質の向上・確保に努めます。


