
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 第１期障害福祉計画の実績分析 
 

 

 

   



第１章 実績分析の概要 

 

 

第１章 実績分析の概要 
 

 本市では障害の有無や年齢、性別にかかわりなく、全ての人が社会の構成員として尊重さ

れ、地域の中でともに等しく暮らしていくことのできる社会が普通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、「箕面市障害者市民の長期計画（みのお‘Ｎ’

プラン）」を策定し、障害者施策を総合的かつ計画的に推進しています。 

 計画に即して、事業は推進されますが、それぞれの事業が計画的に推進されているのかど

うか進捗を評価する必要があります。実績分析では、こうした事業の進捗を各分野別施策や

障害福祉サービスなどに即して、把握することを目的とします。 

 

 分野別施策の実施状況では、「第２次箕面市障害者市民の長期計画（みのお‘Ｎ’プラン）

改訂版」における「生活環境の整備」「雇用・就労の支援体制の充実」「保健・医療の充実」

「療育・教育の充実」「権利擁護施策の推進」「スポーツ・文化活動等の充実」といった分野

別施策ごとの事業の進捗を把握しています。 

 

 また、障害福祉サービスの現状では、「第２次箕面市障害者市民の長期計画（みのお‘Ｎ’

プラン）改訂版」の第２部第５章で掲げた各障害福祉サービスや地域生活支援事業の見込量

と平成18年度実績の比較及び各サービス基盤の整備状況から、実際のサービスの進捗状況を

把握しています。 
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第２章 施策別実施状況 
 

第１節 生活環境の整備 （計画書Ｐ.６４） 

（１）都市施設の整備 （計画書Ｐ.６４） 
 

（取り組みの意図・目的） 

「箕面市福祉のまち総合条例」を基本理念とし、全ての市民が安全に生活できるよう

既存施設についてはバリアフリー化を促進し、新たな都市施設についてはユニバーサル

デザインの視点を重視した整備を推進します。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

市有建築物等のバリアフリー化の推進 ●車椅子用便所の設置１件（箕面文化・交流センター） 

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18年度整備：17箇所（上記対象箇所以外も含む） 

・平成19年４月１日対象箇所整備率：79.8％ 1,452箇所完了 

「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：30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：11件 

 

（取り組みの状況） 

【市有建築物等のバリアフリー化の推進】 

全ての市民が安全に生活できる都市施設の整備をめざし継続的に取り組んでおり、平

成18年度には、箕面文化・交流センターに車椅子用便所を設置しました。 

また、歩道段差の改良について計画的に取り組んでおり、対象箇所数1,820箇所に対し、

平成19年４月１日現在、1,452箇所が完了し、整備率は79.8％となっています。 

 

【「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】 

「箕面市福祉のまち総合条例」の理念に基づき「箕面市まちづくり推進条例」におけ

る「福祉のまち整備に関する事項」に適合した整備を行うよう民間事業者に対し指導し

ており、平成18年度における建築物設置工事協議件数は11件となっています。また、平

成18年度における「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」の

協議件数は30件となっています。 
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（２）移動支援の充実 （計画書Ｐ.６４） 
 

（取り組みの意図・目的） 

「移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想」に基づ

き、全市域において、公共交通機関や公共施設巡回福祉バス（Ｍバス）、福祉予約バス等

を利用することで障害者市民等が円滑に移動でき、施設利用が行えるよう総合的に施策

を推進します。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

民間事業者に対するノンステップバス導入

支援 

●路線バス事業者に対して、低公害ハイブリッドノンステップバ

ス１台の導入補助を実施 

●平成18年度末ノンステップバス導入台数（市補助）：計６台 

鉄道駅におけるエレベーター等の設置支援 
●鉄道事業者の桜井駅バリアフリー化工事に対する補助を実

施（桜井駅のバリアフリー化工事は、平成18年度で完了） 

「箕面市交通バリアフリー基本構想」におけ

る「特定経路」の整備促進 
●市道中央線の段差改良を実施 

公共施設巡回福祉バス（Ｍバス）運行事業

の実施及び事業展開についての整理 

●排ガス規制により、基準適合車両（マイクロバス１台）への買

替え 

福祉予約バス利用対象者等の見直しによる

制度充実 

●本市所有車両と借上車両による運行形態の効率化 

（結果） 

平成19年度から現行運行台数の６台を確保し、全てを借上

車両により運行するとともに、専任の運行管理者を設置する

こととし、加えて介助員の増員を行った 

福祉有償運送実施事業者に対する適切な

指導及び福祉有償運送運営協議会の運営 

●市内事業者による福祉有償運送事業届出：１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：12件

 

（取り組みの状況） 

【民間事業者に対するノンステップバス導入支援】 

民間の路線バス事業者に対するノンステップバスの導入補助を年次的に実施しており、

平成18年度において、低公害ノンステップバス１台の導入補助を実施しました。なお、

市の補助によるノンステップバスの導入台数は、平成18年度末で計６台となっています。 

 

【鉄道駅におけるエレベーター等の設置支援】 

「箕面市交通バリアフリー基本構想」に定められた「重点整備地区基本構想」に基づ

く阪急電鉄桜井駅のバリアフリー化については、平成16年度に鉄道事業者と協議を行い、

平成17年度以降エレベーター設置等のバリアフリー化工事への補助を実施し、平成18年

度で工事は完了しました。 
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【「箕面市交通バリアフリー基本構想」における「特定経路」の整備促進】 

平成16年度に、目標年次を平成22年度とする「箕面市交通バリアフリー基本構想」を

公表し、各道路管理者から特定事業計画が提出されました。平成17年度以降、構想に基

づき整備を継続して実施しており、平成18年度までに市道中央線並びに牧落公園線交差

部の段差改良を実施しました。 

 

【公共施設巡回福祉バス（Ｍバス）運行事業の実施及び事業展開についての整理】 

平成16年度に、民間路線バスとの競合や、排ガス規制による運行車両の年次的買替な

ど諸問題の解決方法を検討するための「Ｍバス（公共施設巡回福祉バス）のあり方検討

会議」を設置しました。同会議での検討結果に基づく年次的計画により、平成17年度、

平成18年度に、排ガス規制基準適合車両を購入しました。 

 

【福祉予約バス利用対象者等の見直しによる制度充実】 

平成16年度に、「自力歩行が困難な高齢者および障害者に対し、送迎を実施することに

より、社会参加の促進を支援するとともに、医療機関への通院並びに介護保険施設及び

福祉施設への通所を保障し、もって高齢福祉及び障害福祉の増進を図ること」を目的と

する、「箕面市福祉予約バス事業実施要綱」を制定しました。平成18年度には、運行形態

の効率化の検討を行い、その結果、平成19年度の運行台数を６台とし、効率的な運行が

行えるよう専任の運行管理者を設置するとともに、車椅子やストレッチャーを利用され

る人の安全な移動支援を図るため介助員１名を増員し、３名体制とすることにしました。 

 

【福祉有償運送実施事業者に対する適切な指導及び福祉有償運送運営協議会の運営】 

ＮＰＯ法人や社会福祉法人等が、障害者等の移動に制約のある人を対象に、福祉車両

等を用いて低額の利用料金により行う移送サービスが「福祉有償運送」として制度化さ

れましたが、平成18年度現在、本市内において３事業者が同制度により移送サービスを

実施しています。 

（参考）実施法人 

（社福）大阪府社会福祉事業団  （社福）あかつき福祉会 

（NPO） 箕面市障害者の生活と労働推進協議会 
 
 

（３）住宅の確保 （計画書Ｐ.６５） 
 

（取り組みの意図・目的） 

「箕面市住宅マスタープラン」や「箕面市高齢者・重度身体障害者等住宅改造助成事

業」に基づき、既存市営住宅や民間住宅等のバリアフリー化を促進し、障害者市民等の

住みやすい住宅の確保に努めます。 

また、「あんしん賃貸支援事業」等の制度を活用し、住宅困窮者の民間賃貸住宅への円

滑な入居を促進するとともに、障害者市民等の地域での自立生活を支える環境の整備に

向けた検討を進めます。 
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（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

公営住宅等のバリアフリー化の推進 
●牧落住宅において、各階段に手すりを設置 

●住戸改善事業：２件（住戸内段差の解消、手すりの設置等） 

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 

●大阪府において「高齢者円滑入居登録賃貸住宅」に登録して

いる住宅に関して、バリアフリーリフォーム工事を行う場合に

補助金を交付しており、広報紙による案内を実施 

●重度身体障害者住宅改造助成事業：１件 

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」の活用による住宅

困窮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の

促進 

●大阪府において、「大阪あんしん賃貸支援事業」についての

概要説明の実施及び事業実施要領の策定 

 

（取り組みの状況） 

【公営住宅等のバリアフリー化の推進】 

「箕面市住宅マスタープラン」や「箕面市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、

既存市営住宅のバリアフリー化を計画的に進めており、平成18年度には、牧落住宅の各

階段への手すりの設置を実施しました。 

また、個別住戸については、平成18年度に住戸改善事業として住戸内段差の解消、手

すりの設置、浴室（浴槽）・トイレの改修など２件を実施しました。 

 

【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】 

民間住宅等については、「箕面市高齢者・重度身体障害者等住宅改造助成事業」により

バリアフリー化を支援していますが、平成18年度の実績は１件でした。（参考 高齢者住

宅改造：12件） 

 

【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】 

障害者の円滑な民間賃貸住宅への入居を支援する仕組みの一環として、平成18年度か

ら、障害者自立支援法に基づく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」を実施しています。 

 

【「あんしん賃貸支援事業」の活用による住宅困窮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進】 

地方公共団体、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、関係事業者等が連携し、障害者等住宅困

窮者の入居が可能な民間賃貸住宅等の登録や居住に関するサポートを行うことにより、

重層的かつ柔軟な住宅セーフティーネットを構築することを目的とした「あんしん賃貸

支援事業」が国において創設されたことに伴い、平成18年度に、大阪府において「大阪

あんしん賃貸支援事業」についての概要説明がなされるとともに、事業実施要領が作成

されました。
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（４）情報バリアフリーの推進 （計画書Ｐ.６６） 
 

（取り組みの意図・目的） 

障害者市民が身近なところで円滑に情報を取得することができるよう、障害者市民の

ＩＴ活用に向けた支援等を行います。 

また、障害特性に応じた行政情報の提供や、コミュニティＦＭ放送、市ホームページ

等の効果的な活用により、行政情報のバリアフリー化を推進します。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

点字・音声テープによる行政情報の充実 

●点字版・音声テープ版広報紙の発行 

●点字版・音声テープ版市議会だよりの発行 

●点字版・音声テープ版各種福祉サービス利用案内（「障害福

祉サービスの案内」）の発行 

●「声と点字の読書情報」の発行 

●行政通知点訳パイロット事業（健康福祉部内の個人宛通知

文を点字化し、希望者に送付） 希望者数：17人（延べ82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

置し、閲覧及び貸出を行っている。 所蔵数：107タイトル 

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 

●画面読み上げソフト対応など、障害者等が利用しやすいホー

ムページの作成を実施 

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臨時職員を２

人配置（常勤換算1人相当） 

●ファックス緊急通報システムの運用 

視覚障害者等に対する図書館サービスの 

充実 

●録音図書の貸出・作成 所蔵数：768タイトル 

●対面朗読サービスの実施：80件 

●身体障害者市民の予約図書の宅配サービスの実施：16回 

●障害者デイサービスへの移動図書館巡回：17回 

 

（取り組みの状況） 

【点字・音声テープによる行政情報の充実】 

広報紙「もみじだより」や「市議会だより」、各種福祉サービスの利用案内などの点字

版及び音声テープ版の発行を継続実施するとともに、「行政通知点訳パイロット事業」を

引き続き実施しました。 

また、障害者福祉センター「ささゆり園」においては、引き続き、図書コーナーに点

字図書を配置し、閲覧、貸出等を実施しました。 

 

 

 

8 



第１節 生活環境の整備 

 

【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】 

視覚障害者等が利用しやすく容易に情報入手ができるよう、平成18年度には、画面読

み上げソフトでの閲覧に配慮した市ホームページの作成に努めています。 

 

【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】 

本市では、平成18年度には手話通訳者を常時１名雇用し、市立総合保健福祉センター

に配置しています。 

ファックス緊急通報システムの運用を、引き続き実施しています。 

 

【視覚障害者等に対する図書館サービスの充実】 

市立図書館における録音図書の貸出・作成、対面朗読サービス、身体障害者市民への

予約図書の宅配サービスを継続して実施するとともに、平成18年度においては、障害者

デイサービスへの移動図書館巡回サービスを実施しました。 

 

 

（５）災害に強いまちづくりの推進 （計画書Ｐ.６７） 
 

（取り組みの意図・目的） 

「災害時における要援護者安否確認・支援体制マニュアル」に基づき、災害時要援護

者の登録勧奨や安否確認実施機関との協働による災害発生時の安否確認・支援ネットワー

クの構築を図ります。 

また、被災した在宅要援護者が自宅や避難所において見守りなどの福祉的支援を受け

られるよう、地域の社会資源の活用により地域相互扶助体制を確立し地域防災力向上に

向けた仕組みを検討します。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

災害時における安否確認実施機関のネット

ワーク化 

●各種団体が参加する小地域ネットワーク活動推進委員会にお

いて、災害時の取り組みをテーマに、研修及び意見交換を実施

開催数：３回 

「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 

●８月25日に実施した「平成18年度豊能地区３市２町合同防災

訓練」は従来の実働型から訓練形態を変更し、防災担当・防

災関係機関による図上シミュレーション訓練を実施 

●市内在住の高齢者や障害者に対し、家具の転倒、落下物の

防止対策である震災対策支援サービスを市内全域で実施

（175件） 
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第１節 生活環境の整備 

 

（取り組みの状況） 

【災害時における安否確認実施機関のネットワーク化】 

平成18年度には、各種団体が参加する小地域ネットワーク活動推進委員会において、

災害時の取り組みをテーマに、研修・意見交換を年３回実施しました。 

 

【「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】 

災害時要援護者（災害弱者）への対応を盛り込んだ防災訓練等の実施については、平

成16年度の「豊能地区３市２町合同防災訓練」の実施において検討していましたが、台

風で訓練が中止になったため、実施には至りませんでした。平成17年度には、同防災訓

練において、外国人の参加による避難誘導訓練・初期消火訓練を実施しました。なお、

平成18年度の同防災訓練は図上シミュレーション形態へ変更したため、災害時要援護者

の訓練参加は未実施でした。 

また、箕面市社会福祉協議会では、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震災対策支援サービスのモデル実施を行いました。 
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第２節 雇用・就労の支援体制の充実 

 

第２節 雇用・就労の支援体制の充実 （計画書Ｐ.６８） 

（１）雇用促進と就労支援 （計画書Ｐ.６８） 
 

（取り組みの意図・目的） 

障害者市民の民間企業への雇用促進を図るため、箕面市障害者雇用支援センターを核

とし、各関係機関との連携の強化を図り、取り組みを推進します。 

市職員への障害者市民の採用を積極的に行うとともに、本市が出資・補助等を行って

いる法人に対し、障害者市民の雇用促進を働きかけます。また、民間事業者における障

害者市民の雇用を促進するため、「行政の福祉化」の取り組みの一環として大阪府で実施

されている福祉的配慮について検討を行います。 

さらに、（財）箕面市障害者事業団や障害者事業所に対する運営費の補助や市事業の委

託などの継続実施に努めつつ、障害者自立支援法に基づく就労支援施策との整合を図り

ながら、いわゆる社会的雇用の場への支援を行います。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

箕面市障害者雇用支援センターを核とした

民間企業への雇用促進・就労支援の充実 

●障害者雇用支援センターの運営 

・利用（入所）者数 

身体障害者：５人、知的障害者：16人、精神障害者：３人、 

計24人 

・就職者数 

身体障害者：１人、知的障害者：７人、精神障害者：１人、 

計９人 

・訓練生奨励金の支給：20人 

・職場実習訓練事業所協力金の支給：14事業所、209人（日） 

・職場定着支援（フォローアップ件数） 

事業所訪問：468件、家庭訪問：21件 

・センターでの相談：715件、他所での相談：41件、修了者の集

いでの相談：266件  計1,511件 

・民間事業主に対する啓発など 

・「事業団だより」（財団法人箕面市障害者事業団） 

Ｎｏ．30、31、32に記事掲載 

・ホームページによる情報発信 

・ジョブコーチネットワーク会議にてポスターセッション参加 

・全国自閉症者施設協議会にて発表 

障害者市民を雇用する事業所等への支援を

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：３件 
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第２節 雇用・就労の支援体制の充実 

 

 

行動目標 平成18年度実施状況 

市における障害者職員雇用率３％の達成 

●６月時点における本市の障害者雇用率 

・職員全体数：1,233人 

・対象職員数（内、重度）：27人(９人)  雇用率：2.92％ 

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 

●外郭団体等における障害者雇用率(６月時点） 

・（社福）あかつき福祉会（職員全体数：95人） 

対象職員数（内、重度）：３人（２人）  雇用率：5.26％ 

・（社福）箕面市社会福祉協議会（職員全体数：107人） 

対象職員数（内、重度）：２人（２人）  雇用率：3.74％ 

・（財）箕面市障害者事業団（職員全体数：54人） 

対象職員数（内、重度）：20人（19人）  雇用率：72.2％ 

（財）箕面市障害者事業団等の社会的雇用

の場への支援 

●（財）障害者事業団運営補助：25,091,000円 

●（財）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 

●（財）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：82名、108件 

●事業団内実習の実施 

実習受入実績：延べ60名､334日 

●「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、（財）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98,747,000円を交付 

障害者事業所 障害者数：61人、援助者数：15人 

 

（取り組みの状況） 

【箕面市障害者雇用支援センターを核とした民間企業への雇用促進・就労支援の充実】 

障害者雇用支援センターの利用（入所）者は毎年30名弱で、就職者数については、毎

年10名程度で推移しています。 

また、同センターが実施する職場定着支援のための相談等の件数が毎年増加しており、

平成18年度には1,511件となっています。 

 

【障害者市民を雇用する事業所等への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」を引き続き実施しており、平成18年度の利用件数

は３件となっています。 

 

【市における障害者職員雇用率３％の達成】 

本市の障害者職員の雇用については、計画的に障害者市民の雇用を促進しており、雇

用率は、平成16年度が2.65％、平成17年度が2.82％、平成18年度が2.92％となっており、

年々上昇しています。
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第２節 雇用・就労の支援体制の充実 

 

【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】 

本市が出資・補助等を行っている法人（３団体）における障害者の雇用状況について

は、平成16年度において１団体（（社福）箕面市社会福祉協議会）が法定雇用率未達成で

したが、平成17年度以降は全ての団体において法定雇用率を達成しています。 

 

【（財）箕面市障害者事業団等の社会的雇用の場への支援】 

（財）箕面市障害者事業団等の社会的雇用の場への各種支援事業について引き続き実

施しています。 

個々の事業では、（財）箕面市障害者事業団への平成18年度の運営補助金が市派遣職員

の減少等により前年度の約75.7％と減額になっています。 

また、（財）箕面市障害者事業団が実施する「なんでも相談事業」の平成18年度の相談

実績が、前年度から人数、件数ともに約25％増加しています。 

「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」に基づく障害者事業所に

対する障害者雇用助成金の平成18年度の交付額は、前年度から約３％の増額となってい

ます。 
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第３節 保健・医療の充実 

 

 

第３節 保健・医療の充実 （計画書Ｐ.８７） 

（１）保健サービスの充実 （計画書Ｐ.８７） 
 

（取り組みの意図・目的） 

障害者市民に対して、生涯を通じた健康管理の推進を図るため、各種保健事業の周知・

啓発に努め、健康診査等を実施します。 

また、支援を要する子どもや保護者への相談・支援体制の充実や、知的障害者、精神

障害者や難病患者等については各関係機関との連携による質の高い保健サービスの提供

をめざします。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

生涯を通じた健康管理の推進 

●在宅障害者健康管理事業 

対象者：299人、受診者：77人、受診率：25.8％ 

●元気リハビリ教室 

未実施 

●青空クラブ（脳卒中再発予防教室） 

実参加者数：24人、延べ参加者数：192人 

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 

●老人保健事業で対応 

訪問実人数：106人 （40～64歳） 

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 

●老人保健事業で対応 

開催回数：447回、延べ参加者数：6,791人（健康増進課実施分） 

各関係機関との連携強化による保健サービ

スの充実 

●障害者福祉調整会議 

開催回数：９回、延べ72機関 

 

（取り組みの状況） 

【生涯を通じた健康管理の推進】 

在宅障害者の健康管理事業は、前年度から受診者、受診率ともにほぼ横ばいとなって

います。 

なお、平成18年度については、介護保険制度改革により元気リハビリ教室の対象者の

ほとんどが介護保険による介護予防事業へ移行したことにより未実施となっています。 

 

【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】 

保健師等の訪問による相談・支援は、老人保健事業での実施となっています。訪問実

人数は、介護保険制度改革によりその対象者のほとんどが介護保険による事業へ移行し

たため、平成18年度は106人（40～64歳）と前年度と比較して減少しています。 
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第３節 保健・医療の充実 

 

【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】 

健康教育・健康相談は、老人保健事業での実施となっています。平成18年度の開催回

数は447回、延べ参加者数は6,791人（健康増進課実施分のみ）となっています。 

 

【各関係機関との連携強化による保健サービスの充実】 

「障害者福祉調整会議」が、前年度に引き続き開催されています。 

「老人保健に関する連携会議」は、平成18年度には未開催でした。 

 

 

（２）地域医療サービスの充実 （計画書Ｐ.８７） 
 

（取り組みの意図・目的） 

障害者市民が身近な地域で安心して医療機関を受診することができるよう、市内の医

療機関に対する施設整備の働きかけや、障害者理解への啓発など、ハード・ソフト両面

における整備を促します。 

また、在宅で療養中の障害者市民や難病患者がより安定した生活を送ることができる

よう、地域の医療機関と連携し適切な訪問看護や訪問リハビリテーションが受けられる

体制の整備に努めます。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18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 

●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 診療所：５件 

障害者理解のための啓発の推進 
●（財）障害者事業団への啓発講座等実施委託（全３回実施） 

●精神障害者市民地域交流事業（ハートフルみのお）開催 

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：752人 

・医療費助成額：116,049,995円 

・食事療養費助成額：17,584,350円 

・訪問看護利用料助成費：746,330円 

●機能訓練医療費助成事業 

機能訓練：91人、930件 延べ：3,960回 

●障害児（者）個室入院料助成事業 

実績なし 

地域の医療機関との連携強化による在宅療

養中の障害者市民や難病患者への支援体

制の整備 

●訪問看護事業 

訪問回数4,302回 （内障害者51回・難病者1,702回） 

※障害者：障害者医療証を使用する人 

難病者：特定疾患医療受給者証を使用する人 
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第３節 保健・医療の充実 

 

 

（取り組みの状況） 

【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】 

「大阪府福祉のまちづくり条例」委任事務に基づく医療機関の建築物設置工事に係る

協議が、平成17年度から開始されています。協議件数は、平成18年度には５件となって

います。 

 

【障害者理解のための啓発の推進】 

（財）箕面市障害者事業団への啓発講座等実施委託については、前年度に引き続き講

座を実施しており、平成18年度には３回実施しています。 

また、精神障害者市民地域交流事業についても、前年度に引き続き実施しています。 

 

【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については、平成18年度の対象者数が752人で、前

年度から約40人増加しています。 

一方、医療費助成額については、前年度と比較して約1,400万円の増加がみられました

が、食事療養費・訪問看護利用料の各助成額は、前年度から微増もしくは減少傾向となっ

ています。 

 

【地域の医療機関との連携強化による在宅療養中の障害者市民や難病患者への支援体制の整備】 

訪問看護事業による訪問回数は、平成18年度は4,302回で前年度と比較して約200回減

少しています。 

訪問の内訳では、障害者は年々回数が減少しており、平成18年度では51回と、前年度

の約５割となっています。一方、難病者については、平成18年度では1,702回と、前年度

から約170回増加しています。 

 

 

（３）在宅生活を支えるリハビリテーション等の充実（計画書Ｐ.８８） 
 

（取り組みの意図・目的） 

障害者市民が在宅での円滑な生活を送ることができるよう、住宅改造の助言をはじめ

二次障害の防止のために、生活環境の調整や市立病院との連携によるリハビリテーショ

ンを実施します。 

また、市立病院においては、リハビリテーションの充実や、退院時にスムーズに在宅

生活ができるように関係機関との調整に努めます。 
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第３節 保健・医療の充実 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

「えいど工房」を核とした住宅改造の助言、

生活支援機器等の紹介などによる障害者市

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：176件、福祉用具貸出：545件、講座参加者：11人 

来場者：1,094人 

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：682件、訪問看護：790件 

●訪問リハビリテーション 

利用件数：3,586件 

 

（取り組みの状況） 

【「えいど工房」を核とした住宅改造の助言、生活支援機器等の紹介などによる障害者市民の

在宅生活を支援する体制の整備】 

前年度と比較して、相談や福祉用具貸出の件数はほぼ変わっていませんが、障害者自

立支援法の施行を受け、補装具・日常生活用具の給付の仕組みが改正されたことに伴い、

その動向を見極める必要があったため、市民向けの講座の開催を見合わせた結果、講座

参加者数が大幅に減少しました。また、相談支援事業の整備充実により、相談窓口の多

様化が図られたこと及び健康福祉部において理学療法士、作業療法士を３名体制に整備・

充実し、住宅改造に関する相談は総合相談窓口で受けることとしたことなどにより、来

場者数（1,536人→1,094人）が減少しています。 

 

【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】 

平成18年度に作業療法士１名を新たに配置し、健康福祉部において在宅リハビリテー

ションを推進する理学療法士・作業療法士を３名体制に充実したことにより、前年度と

比較して、在宅リハビリテーション（訪問看護と訪問指導の合計）の利用件数は約140

件増加し、訪問リハビリテーションの利用件数も約350件増加しました。 
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第４節 療育・教育の充実 

 

 

第４節 療育・教育の充実 （計画書Ｐ.９０） 

（１）療育・幼児教育の充実 （計画書Ｐ.９０） 
 

（取り組みの意図・目的） 

保育所・幼稚園においては、「箕面市人権保育基本方針」や「箕面市人権教育基本方針」

に基づき、障害の有無にかかわらず、ともに遊び、ともに学ぶ保育・教育を推進します。 

また、「箕面市保育計画」及び「障害児保育の手引き」に基づき、保育所における障害

児保育の内容充実に努めます。 

障害のある子どもの家族に対する支援体制を築くため、「子ども相談室」を核として、

各関係機関との連携を促進し、相談・支援体制の充実を図ります。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

「障害児保育の手引き」に基づく市立（民間）

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18年４月１日現在） 

27人（市立：24人、民間：３人） 

●市内保育所における障害児保育児童（平成19年３月31日現

在） 47人（市立：７所・44人、民間：３所・３人） 

●障害児保育運営協議会・障害児保育研修等を開催 

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：13人 

●障害児優先入園 ５園：18人 

●障害児入園検討会の開催：５回 

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 

専任参事（１）、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） 

●障害児通園事業所 

実利用人数：58人、延べ：3,033日 

●「子ども相談室」における発達相談及び早期療育に関する総

合相談 

受付数：447人、面接・訪問：599回、電話相談：199件、他機関

連携：190回 

●機能訓練・機能訓練訪問指導 

機能訓練：4,858回、機能訓練訪問指導：274回 

●難聴教室 

対象児：７人、延べ80日 

●早期療育事業実務者会議 

開催：12回、研修会：２回 
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第４節 療育・教育の充実 

 

行動目標 平成18年度実施状況 

「子ども相談室」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 

●「子ども相談室」における発達相談及び早期療育に関する総

合相談 

受付数：447人、面接・訪問：599回、電話相談：199件、 

他機関連携：190回 

 

（取り組みの状況） 

【「障害児保育の手引き」に基づく市立（民間）保育所における障害児保育の充実】 

障害児担当保育士は、障害児保育児童数及び保育児童の障害の程度、種別、配慮事項

等の状況により配置しており、その職員数は前年度と比較すると横ばいとなっています。

なお、市内の保育所における障害児保育児童数は、増加傾向にあります。 

 

【市立幼稚園における障害児教育の充実】 

市立幼稚園における障害児教育の充実により、平成16年度から平成18年度にかけて、

障害児優先入園人数及び障害児介助員数ともに約2.6倍となっています。 

 

【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】 

職員の体制（人数）は、前年度からほぼ変わっていません。 

障害児通園事業については、前年度と比較して、実利用人数が10名増加した一方、保

育所通所者数又は幼稚園通園者数の増加に伴い延べ利用日数は180日減少しています。 

 

【「子ども相談室」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】 

市立病院等との連携強化により、前年度と比較して、受付数、面接・訪問回数、電話

相談件数、他機関連携回数ともに増加しています。 

 

 

（２）学校教育等の充実 （計画書Ｐ.９１） 
 

（取り組みの意図・目的） 

特別支援教育の本格実施に伴い、障害の重度化・多様化への対応を含め、全ての障害

のある子どもに対し、個々の障害の状況に応じた適切な教育が受けられる体制の充実に

努めます。 

「医療的ケア」を必要とする子どもが安心して地域の学校等で教育を受けられるよう

に、教育現場における支援のあり方について研究・検討を行います。 

障害のある子どもとその家族が円滑に教育相談を受けられるよう、相談機関に関する

情報提供や、市教育センターを拠点とした障害児教育相談体制の整備・充実に努め、障

害のある子どものニーズや状況に応じた活動の場の確保に努めるとともに、エレベーター

の設置をはじめとする学校施設の改善を計画的に推進します。 
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第４節 療育・教育の充実 

 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18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（平成18年５月１日現在） 

学校数：17校、介助員数：49人、対象障害児数：187人 

●障害児介助員の研修回数 

非常勤職員：５回、臨時職員：２回 

●障害児学校送迎事業（市立小中学校等への送迎） 

対象児：32人(内６人は、雨天、行事のみ） 

●重度障害児看護師補助金交付事業 

対象者：２人 

●重度障害児送迎事業（養護学校等への送迎） 

対象障害児：３人 

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（障害教育）：３回 

●特別支援教育研修：９回 

教育・保健・医療・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：９回 

●重度障害児看護師補助金交付事業 

対象者：２人 

市教育センターを核とした各関係機関との連

携強化による障害児教育相談体制の整備・

充実 

●障害児相談員による教育相談（週２回） 

相談件数：542件、相談者数：42人 

障害のある子どもの放課後や長期休暇期間

中等における活動の場の確保 

●学童保育実施事業 

障害児：78人 12学校 

●子どもたちの自由な遊び場開放事業 

児童数：78人 

●児童デイサービス推進事業（放課後教室） 

週２回、定員８人、延べ639人（平成18年10月以降は地域生

活支援事業の日中一時支援事業として実施） 

「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

課後や長期休暇期間中等における活動の

場の充実 

●「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暇期間中等における

活動の場のあり方を検討 

「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 

●東小学校校舎、豊川北小学校屋内運動場に多目的トイレを

設置 

●西小学校、萱野東小学校、中小学校養護教室にエアコンを

設置 

●北小学校、西南小学校、第一中学校の廊下等に手すりを設

置 
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第４節 療育・教育の充実 

 

（取り組みの状況） 

【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】 

障害児介助員の人数は、49人と前年度と同じとなっています。対象となる障害児の人

数は、11人増加しています。障害児介助員１人あたりの対象障害児の人数は、前年度は

約3.6人で、平成18年度は約3.8人となっています。 

 

【各種研修会の実施による教職員の資質向上】 

前年度に引き続き、人権教育研修（障害教育）を年３回開催するとともに、特別支援

教育の本格実施に伴い、特別支援教育研修を年９回実施しています。 

 

【教育・保健・医療・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】 

平成18年度、医療的ケア懇談会を年９回実施しています。 

 

【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障害児教育相談体制の整備・充実】 

前年度に引き続き、障害児相談員による教育相談を週２回実施しています。相談件数、

相談者数は前年度と比較して減少傾向にあります。 

 

【障害のある子どもの放課後や長期休暇期間中等における活動の場の確保】 

前年度と比較して、学童保育実施事業の対象障害児数は、９人増加しており、ここ数

年増加傾向にあります。 

児童デイサービス推進事業（放課後教室）は、平成18年度延べ利用者数が639人となっ

ています。なお、当該事業は、障害者自立支援法の施行に伴い、地域生活支援事業の日

中一時支援事業として再編整備し、障害者福祉センターささゆり園において実施しまし

た。 

 

【「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

後や長期休暇期間中等における活動の場の充実】 

引き続き、活動の場のあり方を検討しています。 

 

【「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】 

引き続き、各小中学校施設への多目的トイレ、エアコン、手すり等の設置を行いバリ

アフリー化の推進を行っています。 
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第５節 権利擁護施策の推進 

 

 

第５節 権利擁護施策の推進 （計画書Ｐ.９４） 

（１）人権擁護・啓発の推進 （計画書Ｐ.９４） 
 

（取り組みの意図・目的） 

「箕面市人権のまち推進基本方針」に基づき、人権のまちづくりの実現に向けて、人

権に関する相談や救済、施策評価などのあり方について、整備・検討・評価を行います。 

また、市と市民の協働による講座の開催や、各種媒体を活用することで、人権啓発の

推進を図ります。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18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17年～平成22年）に

おいて、 

・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 

については、今後の検討課題とすることを位置づけ 

「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 

●人権教育推進学習会の開催 

開催回数：７回、延べ参加者数：439人 

●「みのお市民人権フォーラム21st」事務局及び実行委員会

に、市各部局室から参画 

●（財）障害者事業団への啓発講座等実施委託（全３回実施） 

●精神障害者市民地域交流事業（ハートフルみのお）開催 

 

（取り組みの状況） 

【「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】 

平成17年３月に、「箕面市人権のまち推進基本方針」を策定しており、 

・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 

の３項目については、今後の検討課題とすることを位置づけています。 

 

【「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】 

前年度に引き続き、広報紙を活用した啓発や人権教育推進学習会、精神障害者市民地

域交流事業の開催等を実施しました。また平成18年度には「みのお市民人権フォーラム

21st」の事務局及び実行委員会に、市の各部局から参画しています。 
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（２）福祉サービス利用者の権利擁護の推進 （計画書Ｐ.９５） 
 

（取り組みの意図・目的） 

保健福祉サービス利用者の権利擁護を推進するため、「保健福祉サービスにおける苦情

解決の仕組み」の継続運用による相談・苦情・事故等に対する適切な対応に努めます。 

また、障害者市民等の財産権の保障や、円滑な福祉サービスの利用のために、地域福

祉権利擁護事業をはじめとする支援体制の充実や、成年後見制度の適用が円滑に図られ

るよう努めます。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18年度実施状況 

「保健福祉サービスにおける苦情解決の仕

組み」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 

・同専門員をオブザーバーとして、市民及び福祉サービス提供

事業者等向けに「高齢者・障害者の虐待に関するシンポジウ

ム」を開催した 

・相談・苦情件数：87件（内、障害関係：２件）、事故報告件数：

80件（内、障害関係：０件） 

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 

●地域福祉権利擁護事業：（社福）社会福祉協議会による運営

相談・問合せ：141件、契約件数：23件（内、障害者17件） 

●成年後見制度推進事業 

実績なし 

 

（取り組みの状況） 

【「保健福祉サービスにおける苦情解決の仕組み」の運用によるサービス利用者の権利擁護

の推進】 

庁内組織として保健福祉苦情調整委員会を設置し、相談・苦情の解決状況及びサービ

ス提供時の事故への対応状況について、検証し、必要に応じて助言・指導を行うととも

に、大学教授と弁護士からなる保健福祉苦情調整専門員２人を配置し、サービス利用者

等の権利擁護が適切に図られているかを検証、助言・指導をいただいています。 

 

【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】 

地域福祉権利擁護事業の相談・問い合わせ件数は、前年度に大幅な増加がみられ、平

成18年度は前年度の件数には及ばなかったものの、141件となっています。契約件数も年々、

わずかながら増加傾向がみられます。 

一方、成年後見制度推進事業については、平成18年度は該当者がありませんでした。 
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第６節 スポーツ・文化活動等の充実 

 

 

第６節 スポーツ・文化活動等の充実 （計画書Ｐ.９６） 

（１）スポーツ・文化活動等の充実 （計画書Ｐ.９６） 
 

（取り組みの意図・目的） 

障害者市民のスポーツ・各種講座への参加の促進を図るため、市立スポーツ・文化施

設のバリアフリー化を進めるとともに、指導員・ボランティア育成などの人的支援の充

実や、バリアフリースポーツを推進します。 

また、芸術・文化活動や各種講座・交流会等への障害者市民の参加機会が確保される

よう努めます。 

 

（実施状況） 

行動目標 平成18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 
●車椅子用便所の設置：１件（箕面文化・交流センター） 

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 
●未実施 

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 

●市民マラソン大会車椅子の部の開催 

参加者：なし 

●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：37人 

●バリアフリー親子体操教室の実施 

対象：４歳児から小学６年生とその保護者 

参加者数：27組 

●バリアフリースポーツ教室ボランティアの募集 

●民間温水プール（２施設）利用料の割引 

●スポーツ施設使用料の減免 

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 

●生涯学習施設、文化ホールの使用料の減免 

●生涯学習センターの講座において、講座内容に応じて点字

資料・手話通訳・要約筆記を実施 

●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 
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（取り組みの状況） 

【市立スポーツ・文化施設のバリアフリー化の推進】 

平成18年度に箕面文化・交流センターに車椅子用便所の設置を行っています。 

 

【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】 

平成18年度においては、実績はありませんでした。 

 

【障害者市民がスポーツに参加する機会の確保】 

前年度に引き続き、障害者市民の人が参加しやすいスポーツ教室等を実施しています。 

 

【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】 

前年度に引き続き、生涯学習施設・文化ホールの使用料減免や、講座で使用する資料

への配慮（点字資料等の設置）を行っています。 
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第１節 訪問系サービス及び短期入所サービス 

 

 

第３章 障害福祉サービスの現状 
 

第１節 訪問系サービス及び短期入所サービス（計画書Ｐ.７２） 

 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．７４） 

 
 

◎ 訪問系サービスについては、障害者市民一人ひとりの障害特性や生活環境、同性

介護等のニーズに対応できる供給基盤の整備に努めます。また、常時介護が必要な

障害者市民に対しては、障害程度区分に応じて、行動援護、重度訪問介護及び重度

障害者等包括支援等のサービスが創設されたことから、既存のサービス提供事業者

の新サービスへの誘致を図るとともに、新たなサービス提供事業者の参入の促進に

努めます。 

 

◎ 短期入所サービスについては、ライフプラザショートステイ室をはじめとした、

既存資源のさらなる活用を図るとともに、医療的ケアを必要とする障害者市民が利

用できる体制の整備など、短期入所事業の拡大に努めます。 

また、これら供給基盤の整備にあたっては、障害当事者及び家族を支える観点か

ら、個々の障害特性や障害当事者及びその家族の利用ニーズ（緊急対応及びレスパ

イト（家族の休息）を含みます。）の把握に努めます。 

 

◎ 精神障害者に対するサービスについては、利用要件が緩和され、今後需要が増加

すると見込まれることから、本市の実状やニーズの把握を行いながら、サービス供

給基盤の整備に努めます。 

 

 

（サービス基盤整備状況） 

サービス名称 事業所（者）数

居宅介護 9 

行動援護 0 

重度訪問介護 1 

重度障害者等包括支援 0

短期入所 4

 

 

26 



第１節 訪問系サービス及び短期入所サービス 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・訪問系サービス： 9,096時間分 

（内訳） 

・居宅介護： 803時間分 

・行動援護： 4,001時間分 

・重度訪問介護：2,319時間分 

・重度障害者等 

包括支援： 1,973時間分 

・短期入所： 508人日分 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年２月の月平均利用実績）
 

・訪問系サービス： 3,232時間分（ 35.5%） 

（内訳） 

・居宅介護： 2,051時間分（255.4%） 

・行動援護： 0時間分（  0.0%） 

・重度訪問介護：1,181時間分（ 50.9%） 

・重度障害者等 

包括支援： 0時間分（  0.0%） 

・短期入所： 84人日分（ 16.5%） 

 

（取り組みの状況） 

訪問系サービスでは、サービス全体でみると、実績（3,232時間分）が見込量（9,096

時間分）の35.5％となっています。個別のサービスごとの実績では、居宅介護が見込量

の255.4％と大幅に上回っていますが、居宅介護以外のサービスは見込量を下回ってい

ます。これは、サービスを提供する事業者が市内及び近隣市町村に少ない、もしくは存

在しないためであると考えられ、それが居宅介護の利用増加につながったと考えられま

す。 

 

短期入所では、実績（84人日分）が見込量（508人日分）の16.5％と見込量を大きく

下回っていますが、これは見込量の算出において、国及び大阪府の基本指針を参考とし、

旧体系サービスの支給決定量をもとに推計していますが、この支給決定においては、日

常的なサービスの利用に加えて、緊急的な場合や家族の休息等での利用を見込んでいる

ためであると考えられます。 

訪問系サービスの見込量と利用実績の比較
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平成 18 年度評価 目標値 実績値 進捗率 評価

訪問系サービス 9,096 3,232 35.4  
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第２節 日中活動系サービス 

 

 

第２節 日中活動系サービス（計画書Ｐ.７４） 

 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．７６） 

 
 

◎ 市立障害者福祉センターや市立光明の郷ケアセンターにおいて支援費制度で実施

してきたデイサービス事業は、生活介護等の新事業体系に移行することから、それ

ぞれのサービスの機能や特性を生かしながら、引き続き、障害者市民一人ひとりの

ニーズに対応可能な供給基盤の整備を図ります。 

 

◎ あかつき園及びワークセンターささゆりについては、生活介護等の新事業体系に

移行することから、これまで行ってきた養護学校等卒業者に対する支援を含め、障

害者市民の態様に応じた多様な訓練事業が受けられるよう体制の整備に努めます。

 

◎ 就労移行支援、就労継続支援（Ａ・Ｂ型）については、既存通所授産施設や福祉

作業所などの新サービスへの誘致を図るとともに、新たなサービス提供事業者の参

入の促進に努めます。 

なお、障害者市民の就労の機会を拡大していくため、（財）箕面市障害者事業団が

運営する箕面市障害者雇用支援センターを核として、公共職業安定所や大阪府等の

関係機関との連携を強化し、これまでと同様に職業準備訓練から職業定着までの支

援や、就職後新たに支援が必要となった場合や再就職に向けた取り組みを行うなど、

障害者雇用全体について、なお一層の充実を図ります。 

 

◎ 障害者福祉作業所については、現行の運営主体と協議を行いながら、新たなサー

ビスへの移行に向けた支援策の検討を進めます。 

 

◎ 療養介護サービスについては、現在本市にサービス供給基盤がないとしながらも、

重度心身障害児施設入所者が今後利用するサービスとして考えられることから、対

応可能なサービス供給基盤の整備を図ります。 

 

（サービス基盤整備状況） 

サービス名称 事業所（者）数

生活介護 2

自立訓練 0

就労移行支援 0

就労継続支援 0
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第２節 日中活動系サービス 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・日中活動系サービス 

（内訳） 

・生活介護： 1,219人日分 

・自立訓練 

（機能訓練）： 17人日分 

（生活訓練）： 98人日分 

・就労移行支援： 211人日分 

・就労継続支援 

（Ａ型）： 5人日分 

（Ｂ型）： 152人日分 

・旧法施設支援： 5,058人日分 

・療養介護： 0人分 

・児童デイサービス：536人日分 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年２月の月平均利用実績）
 

・日中活動系サービス 

（内訳） 

・生活介護： 283人日分（ 23.2%）

・自立訓練 

（機能訓練）： 0人日分（  0.0%）

（生活訓練）： 0人日分（  0.0%）

・就労移行支援： 0人日分（  0.0%）

・就労継続支援 

（Ａ型）： 8人日分（160.0%）

（Ｂ型）： 0人日分（  0.0%）

・旧法施設支援： 2,097人日分（ 41.5%）

・療養介護： 0人分 （  -.-%）

・児童デイサービス：301人日分（ 56.2%） 

 

（取り組みの状況） 

日中活動系サービスでは、個別のサービスごとの実績では就労継続支援（Ａ型）（８

人日分）が見込量（５人日分）の160.0％と上回っていますが、それ以外のサービスは

見込量を下回っています。 

なお、就労継続支援（Ａ型）については市内に事業所が存在していないため、市外の

事業所を利用されている人の実績となっています。 

 

旧体系でのデイサービスでは、新体系サービスへの移行について平成19年３月末ま

での経過措置期間が認められ、その間は地域生活支援事業の経過的デイサービス事業と

いう位置づけとされていました。また、通所授産施設などの施設サービスは、新体系サー

ビスへの移行について５年間の経過措置期間が設けられました。 

これらの経過措置が設けられたことにより、全ての日中活動系サービスにおいて見

込量と利用実績との間に乖離がみられる結果となっています。 
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第２節 日中活動系サービス 

 

 

 
日中活動系サービスの見込量と利用実績の比較
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平成 18 年度評価 目標値 実績値 進捗率 評価

生活介護 1,219 283 23.2  

自立訓練（機能訓練） 17 0 0.0  
自立訓練（生活訓練） 98 0 0.0  
就労移行支援 211 0 0.0  
就労継続支援（Ａ型） 5 8 160.0  
就労継続支援（Ｂ型） 152 0 0.0  
児童デイサービス 536 301 56.2  
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第３節 居住系サービス 

 

第３節 居住系サービス（計画書Ｐ.７６） 

 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．７７） 

 
 

◎ 共同生活援助（グループホーム）については、支援費制度の知的障害者地域生活

援助や精神障害者福祉サービスとして実施してきたグループホームがありますが、

新体系サービスでは障害程度区分によって、共同生活介護（ケアホーム）へ移行す

る利用者もあることから、サービスの供給基盤の整備を図ります。 

また、入所施設利用者の地域生活への移行や入院中の精神障害者の地域生活への

移行等の推進にあたっては、今後も施設整備を行い、従来のグループホームの年間

当たりの利用の伸びを維持するとともに、障害者市民がグループホーム・ケアホー

ムでの生活が可能となる支援策の構築に努めます。 

 

◎ 身体障害者のグループホームについても、本市の障害者市民の実状やニーズの把

握を行いながら、支援体制の検討を行います。 

 

（サービス基盤整備状況） 

サービス名称 事業所（者）数

共同生活援助 8

共同生活介護 7

施設入所支援 0

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・居住系サービス 

（内訳） 

・共同生活援助 

・共同生活介護 

・施設入所支援： 

・旧法施設入所： 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年２月の月平均利用実績）
 

・居住系サービス 

（内訳） 

・共同生活援助：10人 

 

 

 

 

23人 

58人 

・共同生活介護：62人 

・施設入所支援： 1人（ 

・旧法施設入所：71人（1

77人 

31 
 4.3%） 

22.4%） 

72人（93.5%）



第３節 居住系サービス 

 

 

 

（取り組みの状況） 

施設入所支援では、新体系サービスへの移行に５年間の経過措置期間があることか

ら、新体系サービスへ移行した事業者が少なかったため、実績（１人）が見込量（23

人）の4.3％と大幅に下回っています。これは、旧法施設入所の実績（71人）が見込量

（58人）を上回っていることからも推測できます。 

共同生活援助（グループホーム）と共同生活介護（ケアホーム）については、それ

ぞれの合計では実績（72人）が見込量（77人）の93.5％となっています。 

なお、共同生活援助及び共同生活介護の実事業者数は８事業者で、うち７事業者に

ついては、１事業者で共同生活援助と共同生活介護の事業者指定を両方とも受けていま

す。 

 

居住系サービスの見込量と利用実績の比較
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平成 18 年度評価 目標値 実績値 進捗率 評価

共同生活援助 

共同生活介護 
77 72 93.5

 

施設入所支援 23 1 4.3  
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第４節 相談支援 

 

第４節 相談支援（計画書Ｐ.７８） 

 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．７８） 

 
 

◎ サービス利用計画作成費の支給については、入所施設や病院から地域生活への移

行を進める観点からも、障害者市民個々の心身の状況や障害特性、サービス利用の

意向、家族の状況等を踏まえ、適切な支給決定と複数のサービスが適切に組み合わ

され、計画的に利用されるための支援体制の充実に努めます。 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・サービス利用計画作成費：37人分 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年２月の月平均利用実績）
 

・サービス利用計画作成費： 6人分（ 16.2%） 

 

（取り組みの状況） 

相談支援（サービス利用計画作成費）では、その対象となる入所・入院から地域生

活へ移行する障害者で集中的な支援が必要な人や、単身で生活している障害者で家族な

どの支援が得られず、自ら適切なサービス調整が困難な人等が少なかったため、実績（６

人分）が見込量（37人分）の16.2％と大幅に下回っています。 

なお、大阪府全体でも平成18年度末現在の支給対象者は、116名となっています。 

 

相談支援（サービス利用計画作成費）の
見込量と利用実績の比較
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33 



第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

 

 

第５節 地域生活支援事業（必須事業）（計画書Ｐ.７８） 

（１）相談支援事業（計画書Ｐ.７８） 

 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．７９） 

 
 

◎ 障害者相談支援事業については、障害種別ごとに３箇所の拠点と総合的な拠点を

１箇所設置し、各相談機関や指定障害福祉サービス事業者等との連携を強化するこ

とにより、地域における障害者市民の自立生活を支援するための相談・支援体制の

充実に努めます。また、ピアカウンセラーについては、障害者市民に対して心理面・

経験面でのサポートや、仲間作り、制度利用支援等が行えるよう養成に努めます。

 

◎ 「（仮称）箕面市地域自立支援協議会」については、相談支援事業をはじめとした、

教育、企業・就労支援機関等、市民に身近な地域でのネットワークづくり、指定相

談支援事業者の運営評価等を実施することにより、中核的な役割を果たすような体

制の構築に努めます。 

 

◎ 住宅入居等支援事業（居住サポート事業）については、生活サポート事業と併せ

て「地域生活サポート事業」として障害種別ごとに３箇所の拠点と総合的な拠点１

箇所において実施することにより、障害者市民の地域生活への支援を行います。 

 

◎ 成年後見制度利用支援事業については、相談支援事業と併せて、障害種別ごとに

３箇所の拠点と総合的な拠点を１箇所設置し、障害者市民等が円滑に福祉サービス

を利用できるよう制度の利用を支援することにより、権利擁護を図ります。 

 

（サービス基盤整備状況） 

サービス名称 事業所（者）数

相談支援 4
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第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・相談支援事業 

（障害者相談支援事業）： 4箇所 

（地域自立支援協議会）： 1箇所 

・市町村障害者相談支援機能 

強化事業： 0箇所 

・住宅入居等支援事業： 4箇所 

・成年後見制度利用支援事業：4箇所 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年３月の設置実績） 
 

・相談支援事業 

（障害者相談支援事業）： 4箇所（100.0%）

（地域自立支援協議会）： 1箇所（100.0%）

・市町村障害者相談支援機能 

強化事業： 0箇所（  -.-%）

・住宅入居等支援事業： 2箇所（ 50.0%）

・成年後見制度利用支援事業：1箇所（ 25.0%）

 

（取り組みの状況） 

必須事業である地域生活支援事業では、障害者相談支援事業の実施箇所が４箇所、

地域自立支援協議会の実施箇所が１箇所となっており、見込量に対し100.0％の達成状

況となっています。 

住宅入居等支援事業では、実施箇所数が２箇所で、見込量に対し50.0％の達成状況と

なっています。 

成年後見制度利用支援事業では、実施箇所数が１箇所で、見込量に対し25.0％の達

成状況となっています。これについては、当初、計画策定時には相談支援事業者への委

託ができるとされていたものが、最終的には市において行うこととされたためとなって

います。 

 

注）「成年後見制度利用支援事業」については、当初「成年後見制度を必要とする市民

への制度利用に向けた支援」を内容とするものととらえていましたが、これらの

内容は「権利の擁護のために必要な援助」として、「相談支援事業」に含まれてお

り、ここでいう「成年後見制度利用支援事業」とは、「成年後見制度の申立てに要

する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部又は一部助成」

を指しているためです。 

 
地域生活支援事業（必須事業）の
見込量と設置実績の比較
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第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

 

 

（２）コミュニケーション支援事業（計画書Ｐ.７９） 

 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．８０） 

 
 

◎ 障害者市民のコミュニケーション支援及び社会参加の促進を図るため、手話通訳

奉仕員、要約筆記奉仕員の養成について、大阪府や他市町村との広域な連携を強化

するなどの検討を行います。 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・コミュニケーション支援事業 

（手話通訳）：7人日分 

（要約筆記）：4人日分 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年３月の利用実績） 
 

・コミュニケーション支援事業 

（手話通訳）：7人日分（100.0%） 

（要約筆記）：2人日分（ 50.0%） 

 

（取り組みの状況） 

コミュニケーション支援事業では、手話通訳の実績が見込量の100.0％となっていま

すが、要約筆記の実績は見込量の50.0％と半分になっています。 

 

コミュニケーション支援事業の
見込量と利用実績の比較
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平成 18 年度評価 目標値 実績値 進捗率 評価

手話通訳 7 7 100.0  

要約筆記 4 2 50.0  
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第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

（３）日常生活用具給付等事業（計画書Ｐ.８０） 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・日常生活用具給付等事業 

（内訳） 

・介護・訓練支援用具： 5件 

・自立生活支援用具： 24件 

・在宅療養等支援用具： 10件 

・情報・意思疎通支援用具：19件 

・排泄管理支援用具： 864件 

・住宅改修費： 2件 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年３月の利用実績） 
 

・日常生活用具給付等事業 

（内訳） 

・介護・訓練支援用具： 2件（ 40.0%）

・自立生活支援用具： 13件（ 54.2%）

・在宅療養等支援用具： 11件（110.0%）

・情報・意思疎通支援用具： 7件（ 36.8%）

・排泄管理支援用具： 33件（  3.8%）

・住宅改修費： 0件（  0.0%）

 

（取り組みの状況） 

日常生活用具給付等事業では、延べ推計給付総件数に対し延べ実給付総件数は7.1％

の達成状況となっています。これは、障害者自立支援制度の施行に伴い、利用者負担が

生ずることから、排泄管理支援用具等において制度施行前の駆込み給付が発生したため

と考えられます。 

 

 
日常生活用具給付等事業の
見込量と設置実績の比較
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第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

 

 

（４）移動支援事業（計画書Ｐ.８２） 

 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．８３） 

 
 

◎ 移動支援事業については、現在のサービス水準を維持しながら、今後も引き続き、

障害者市民一人ひとりの障害特性や、同性介護等のニーズに対応できる供給基盤を

整備するとともに、新たなサービス提供事業者の参入の促進に努めます。 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・移動支援事業 

（実施箇所数）： 12箇所 

（利用者数）： 438人分 

（延べ利用時間数）：5,428時間 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年３月の利用実績） 
 

・移動支援事業 

（実施箇所数）： 24箇所（200.0%） 

（利用者数）： 846人分（193.2%） 

（延べ利用時間数）：8,113時間（149.5%） 
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第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

（取り組みの状況） 

移動支援事業では、実施箇所数、利用者数、延べ利用時間数全てが、実績が見込量

を大幅に上回っています。これは、見込量の２倍の実施箇所数（サービス提供事業者数）

を整備できたこと、及び訪問系サービスである行動援護や重度障害者等包括支援のサー

ビス提供基盤が未整備であることが大きく影響しているものと考えられます。 

移動支援事業の見込量と利用実績の
比較（実施箇所数）
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 移動支援事業の見込量と利用実績の

比較（延べ利用時間数）
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平成 18 年度評価 目標値 実績値 進捗率 評価

実施箇所数 12 24 200.0  

利用者数 438 846 193.2  
延べ利用時間数 5,428 8,113 149.5  
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第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

 

 

（５）地域活動支援センター事業（計画書Ｐ.８３） 
 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．８４） 
 
 

◎ 地域活動支援センターについては、これまでの精神障害者地域生活支援事業が基

礎的事業とⅠ型に移行し、相談支援事業と併せて事業を実施することにより、精神

保健福祉に関する専門的な相談機関として、各関係機関や地域の社会基盤との連携

をさらに強化し、障害者市民等の地域生活支援の促進が図られるよう体制の整備に

努めます。 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・地域活動支援センター事業 

・基礎的事業： 1箇所 

 40人分 

・機能強化事業 

（地域活動支援センターⅠ型）：1箇所 

（地域活動支援センターⅡ型）：1箇所 

（地域活動支援センターⅢ型）：1箇所 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年３月の利用実績） 
 

・地域活動支援センター事業 

・基礎的事業： 1箇所（100.0%） 

 40人分（100.0%） 

・機能強化事業 

（地域活動支援センターⅠ型）：1箇所（100.0%）

（地域活動支援センターⅡ型）：0箇所（  0.0%）

（地域活動支援センターⅢ型）：0箇所（  0.0%）

 

40 



第５節 地域生活支援事業（必須事業） 

 

（取り組みの状況） 

地域活動支援センターでは、平成18年３月以前から精神障害者地域生活支援事業を

実施していた事業者が地域活動支援センターⅠ型に移行したことにより、基礎的事業を

含め実績が見込量の100.0％となっています。 

一方、機能強化事業での地域活動支援センターⅡ・Ⅲ型では、福祉作業所及びデイ

サービスにおいて経過措置が設けられたため、移行する事業者の実績がありませんでし

た。 

 

地域活動支援センター事業の
見込量と利用実績の比較（基礎的事業）
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平成 18 年度評価 目標値 実績値 進捗率 評価

地域活動支援セン

ター（基礎的事業） 
40 40 100.0
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第６節 地域生活支援事業（任意事業） 

 

 

 

 

第６節 地域生活支援事業（任意事業）（計画書Ｐ.８４） 
 

見込量確保のための方策について（計画書Ｐ．８５） 

 
 

◎ 入浴サービス事業については、障害者市民の地域における生活支援のため、サー

ビス提供事業者の訪問によるサービスと、支援費制度の身体障害者デイサービス事

業で行ってきた施設におけるサービスとを併せて、引き続き実施することとします。

 

◎ 生活支援事業については、えいど工房における福祉用具の展示、相談等、障害者

市民に対し日常生活上必要な情報の提供を行うことにより、生活の質の向上や、社

会復帰の促進に努めます。 

 

◎ 日中一時支援事業については、これまで学童保育のない中高生を対象とした放課

後教室実施事業の利用者及び支援費制度の短期入所サービスの日中利用者の移行を

見込むこととし、障害者市民等の日中における活動の場を確保するため、既存サー

ビス提供事業者による提供基盤の整備を図るとともに、新たな事業者参入に向けた

誘致策を検討します。また、併せて障害者市民等の家族の就労支援や障害者市民等

を日常的に介護している家族の一時的な休息などの支援に努めます。 

 

◎ 生活サポート事業については、介護給付支給決定者以外の者で、日常生活に関す

る支援が必要な者に対して、相談支援事業や住宅入居等支援事業（居住サポート事

業）と併せて、必要な支援を行うことにより、障害者市民の地域での自立した生活

の推進を図ります。 

 

◎ 在宅生活自活訓練事業及び重度障害者社会生活訓練事業については、障害者市民

が希望する生活の場へ円滑に移行できるよう、引き続きグループホーム・ケアホー

ム入居前訓練及び日常生活訓練にかかる施策を実施するとともに、地域生活への移

行を推進します。 
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第６節 地域生活支援事業（任意事業） 

 
（サービス利用実績） 
 

平成18年度 見込量 
 

 

・地域生活支援事業（任意事業） 

（内訳） 

・入浴サービス： 676人分 

・更生訓練費等： 16人 

・生活支援事業： 1箇所 

・日中一時支援事業 

（実施箇所数）： 3箇所 

（利用者数）： 681人分 

（内日帰りショート）： 629人分 

（延べ利用日数）： 4,559人日分 

（内日帰りショート）： 4,214人日分 

・生活サポート事業： 520時間 

・在宅障害者自活訓練： 55回 

・重度身体障害者 

社会生活訓練： 30回 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年３月の利用実績） 
 

・地域生活支援事業（任意事業） 

（内訳） 

・入浴サービス： 619人分（ 91.6%）

・更生訓練費等： 182人 （1137.5%）

・生活支援事業： 1箇所（100.0%）

・日中一時支援事業 

（実施箇所数）： 6箇所（200.0%）

（利用者数）： 162人分（ 23.8%）

（内日帰りショート）： 136人分（ 21.6%）

（延べ利用日数）： 626人日分（13.7%）

（内日帰りショート）： 307人日分（7.3%）

・生活サポート事業： 541時間（104.0%）

・在宅障害者自活訓練： 84回  （152.7%）

・重度身体障害者 

社会生活訓練： 70回  （233.3%）

 

（取り組みの状況） 

入浴サービスでは、訪問入浴及び施設入浴のメニューを整備したことにより、見込

量に対し実績が91.6％の達成状況となっています。 

更生訓練費等では、計画策定時点での国の要綱においては利用者負担額が発生しな

い場合のみを対象としており、それにならった形で本市でも見込量を算出しました。し

かし自立支援法の施行後に、従来支給されていた障害者に対しては、引き続き支給する

ことができるよう国が経過措置を設けたため、実績が見込量を大きく上回る結果となっ

ています。 

日中一時支援事業では、見込量に対し２倍の実施箇所数を整備しましたが、利用者

数、延べ利用日数等にあっては、見込量に対し実績が大きく下回りました。これは見込

量の算出において、旧体系サービスの支給決定量を基礎として算出していますが、この

支給決定においては、日常的なサービスの利用に加えて、緊急的な場合や家族の休息（レ

スパイト）等での利用を見込んでいるためです。 

生活サポート事業では、ほぼ見込量どおりで推移し、在宅障害者自活訓練事業につ

いては、見込量の1.5倍の実績となりました。 

身体障害者社会生活訓練事業では、障害者自立支援制度の実施により、知的障害と

重度の身体障害の重複障害者の地域生活を想定した共同生活介護（ケアホーム）が新設

され、市内サービス提供基盤の整備も一定進んだことから、共同生活介護（ケアホーム）

利用前の訓練及び日常生活訓練を目的とした身体障害者社会生活訓練事業の実施回数が、

見込量に対し2.3倍となったものと考えられます。 
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第６節 地域生活支援事業（任意事業） 

 

 

 

 

入浴サービスの見込量と利用実績の比較
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日中一時支援事業の見込量と利用実績の

比較（延べ利用日数）
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 日中一時支援事業の見込量と利用実績の
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平成 18 年度評価 目標値 実績値 進捗率 評価

入浴サービス 676 619 91.6  

日中一時支援事業 

（利用者数の合計） 
681 162 23.8
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第７節 補装具 

 

第７節 補装具（計画書Ｐ.８６） 

 

（サービス利用実績） 
 

平成18年度 実績 

（平成18年10月～平成19年３月の利用実績） 
 

・補装具 

（障害者）：44件 

（障害児）：15件 

 

（取り組みの状況） 

補装具では、サービス全体でみると、実績が59件となっています。その内訳は、障

害者が44件で、障害児が15件となっています。 

 
補装具の利用実績

実績 公費 自費 総額

障害者 44件 3,284,918円 266,901円 3,551,819円
障害児 15件 1,884,050円 145,027円 2,029,077円

  59件 5,168,968円 411,928円 5,580,896円

具

合計

サービス種類

補装
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