


ご あ い さ つご あ い さ つご あ い さ つご あ い さ つ

本市では、平成８年度（1996 年度）の「箕面市障

害者市民の長期計画（みのお‘Ｎ’プラン）」策定を

契機として、「ノーマライゼーション」を基本理念と

した障害者市民施策を、総合的・計画的に推進して

きました。

「ノーマライゼーション」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考え

方です。

同計画は、その後、第２次計画の策定と２回の改訂を経ましたが、その間、「障

害者自立支援法」の施行などにより、障害者市民施策を取り巻く環境は大きく

変化しました。

特に、平成１８年（2006 年）に「国連障害者権利条約」が採択され、日本で

は、その批准に向けて、国内法の整備が進められました。制度改革の議論は、

主に国の「障がい者制度改革推進会議」で行われ、私自身も「総合福祉部会」

の構成員として、本市が先駆的に取り組んできた障害者市民の「社会的雇用」

の国制度化の必要性等の課題提起を行いました。

こうした議論を経て、「障害者基本法」の改正、「障害者総合支援法」の施行、

「障害者差別解消法」の制定が行われ、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

「合理的な配慮」の規定などが盛り込まれました。

また、「障害者虐待防止法」「障害者優先調達推進法」なども施行され、障害

者市民の権利擁護が進められるとともに、働く場の支援が進みました。

こうした国内法の整備を経て、平成２６年（2014 年）に、日本は「国連障害

者権利条約」を批准しました。



今般、平成２６年度（2014 年度）からの１０年間を計画期間とする「第３次

箕面市障害者市民の長期計画（みのお‘Ｎ’プラン）」を策定するにあたり、本

市では、従来の「ノーマライゼーション」の理念を引き継ぐとともに、「誰もが

排除されることなく、地域で共生するインクルーシブ社会の実現」と「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」を基本目標と

しました。

今後も、「第五次箕面市総合計画」に掲げる「安全・安心でみんながいきいき

暮らすまち」を実現するため、「ノーマライゼーション」をまちづくり全体の課

題として、障害者市民をはじめとするすべての市民が、地域の一員として尊重

され、住み慣れた地域でともに助け合い、安心して充実した生活を送ることが

できるよう総合的に取り組んでいきます。

引き続き市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

最後に、本計画の策定にあたり、多大なご尽力を賜りました箕面市保健医療

福祉総合審議会及び箕面市障害者市民施策推進協議会の各委員の皆様、そして

パブリックコメントなどで貴重なご意見をお寄せいただきました市民の皆様に

心から感謝申し上げます。

平成２６年（2014 年）３月

箕面市長 倉 田 哲 郎倉 田 哲 郎倉 田 哲 郎倉 田 哲 郎
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第１章 はじめに

１ 計画策定の趣旨

（１）（１）（１）（１）‘Ｎ’プランとは‘Ｎ’プランとは‘Ｎ’プランとは‘Ｎ’プランとは

本市では、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、平成６年度（1994 年度）から平成１５年度（2003

年度）までを計画期間とする「箕面市障害者市民の長期計画（みのお‘Ｎ’

プラン）」（以下「第１次計画」という。）を策定し、障害者施策を総合的

かつ計画的に推進してきました。

計画名である「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。こ

の理念は、本計画の底流をなすものですが、「基本理念」の項目を除く本

文中においては、簡潔な表記とするため、あえて「障害者」を基本的な

表記としています。

（２）（２）（２）（２） 改訂の経過改訂の経過改訂の経過改訂の経過

第１次計画策定以降、社会福祉基礎構造改革の一環として、平成１２年

度（2000 年度）から介護保険制度が、平成１５年度（2003 年度）から支

援費制度が、そして平成１８年度（2006 年度）から障害者自立支援制度

が実施され、「措置」による仕組みから「契約による利用」の仕組みへの

移行が図られるなど、障害者施策を取り巻く環境は大きく変化しました。

これらの状況をふまえ、本市では、第１次計画を継承する新たな計画と

して、平成１６年（2004 年）３月、「基本計画」と「前期５か年事業計画」

で構成する「第２次箕面市障害者市民の長期計画」（以下「第２次計画」

という。）を策定しました。

平成１８年（2006 年）４月に施行された障害者自立支援法（以下「自
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立支援法」という。）では、障害福祉サービス等の提供体制の計画的な確

保が図られるよう「市町村障害福祉計画」の策定が義務づけられました。

これを受けて、平成１８年度（2006 年度）に第２次計画の「前期５か

年事業計画」を見直すことにより「第１期障害福祉計画」として改訂し、

さらに平成２０年（2008 年）３月には「第２期障害福祉計画」への改訂、

平成２３年（2011 年）３月には、「第３期障害福祉計画」への改訂を行い

ました。

（３）（３）（３）（３） 障害者権利条約の批准に向けた国の動き障害者権利条約の批准に向けた国の動き障害者権利条約の批准に向けた国の動き障害者権利条約の批准に向けた国の動き

自立支援法が施行された平成１８年度（2006 年度）以降も、障害者に

関する法制度は大きく変動しました。

特に、同年に国連総会において採択された、障害者の権利に関する条約

（以下「障害者権利条約」という。）は、障害者の権利保障と尊厳を守る

上で大きな意義を持つもので、日本ではその批准に向けて、国内法の整

備が進められてきました。平成２１年（2009 年）１２月以降は、政府に

よって、障害者の制度にかかる改革の集中期間と位置づけられ、障害当

事者を中心とする障がい者制度改革推進会議（以下「推進会議」という。）

と、そのもとに総合福祉部会及び差別禁止部会が開催され、制度改革の

ための議論が行われました。

（４）（４）（４）（４） 障害者基本法の改正障害者基本法の改正障害者基本法の改正障害者基本法の改正

その第１の大きな成果として、平成２３年度(2011 年度)には、障害者

基本法(以下「改正基本法」という。)が改正されました。障害者を社会

との関係においてとらえ、障害を社会的障壁による生活上の制限と定義

づける「社会モデル」の考え方が反映されるとともに、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「合理的な配慮」の規定が盛り込まれるな

ど、非常に大きな改正が行われました。
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（５）（５）（５）（５） 骨格提言と障害者総合支援法の制定骨格提言と障害者総合支援法の制定骨格提言と障害者総合支援法の制定骨格提言と障害者総合支援法の制定

また、総合福祉部会には、本市の倉田哲郎市長も構成員として参加し、

本市で長年実践されてきた社会的雇用に基づく課題提起等を行った結果、

平成２３年（2011 年）８月の「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福

祉部会の提言 新法の制定を目指して」（以下「骨格提言」という。）に

おいては、就労系事業に関する試行事業（パイロット・スタディ）の実

施などが、提言内容に盛り込まれました。

この骨格提言は、推進会議の第２の大きな成果でしたが、平成２４年度

(2012 年度)に自立支援法を改正して、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。）が制

定された際、残念ながら提言内容の多くは盛り込まれませんでした。し

かし、多くの重要な課題は、障害者総合支援法施行後３年をめどに検討

することと同法附則に規定されており、今後もこうした国の動きを注視

する必要があります。また、本市としても引き続き、課題提起と提言を

行っていきます。

（６）（６）（６）（６） 障害者差別解消法の制定障害者差別解消法の制定障害者差別解消法の制定障害者差別解消法の制定

このほか、平成２３年度(2011 年度)には、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（以下「障害者虐待防止法」とい

う。）が制定されたほか、平成２４年度(2012 年度)には、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（以下「障害者

優先調達推進法」という。）が制定されました。さらに、推進会議の第３

の大きな成果として、差別禁止部会では「障害を理由とする差別の禁止

に関する法制」についての意見をとりまとめ、これを受けて平成２５年

度(2013 年度)に、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。）が制定されました。同法では、改正基

本法に規定された「差別の禁止」の理念に基づき、「差別的取扱いの禁止」

及び「合理的配慮の不提供の禁止」が、初めて法的義務として規定され

ました。
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（７）（７）（７）（７） 障害者権利条約の批准障害者権利条約の批准障害者権利条約の批准障害者権利条約の批准

こうした国内法の整備を経て、平成２５年(2013 年)１２月には、障害

者権利条約を批准するための国会承認が行われ、平成２６年(2014 年)２

月１９日に、同条約は日本において効力を生ずることとなりました。

条約批准及び国内法整備に基づき、今後あらゆる分野において、「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、障害者

の権利を守り促進し、尊厳を尊重していく総合的な取組みを、より一層

推進していくことが必要です。

以上のような動きをふまえて、今後の箕面市の障害者施策の基本的方向

性等を明らかにするために、「すべての人が社会の構成員として尊重され、

地域で共に暮らすことのできる社会こそが、当たり前の社会である」と

する「ノーマライゼーション」の理念に基づき、「多様であることを受け

入れ、障害の有無等によって分け隔てすることなく地域で共生する、イ

ンクルーシブ社会」をめざすため、平成２６年度(2014 年度)から平成３

５年度（2023 年度）までの１０年間を計画期間とする「第３次箕面市障

害者市民の長期計画（みのお‘Ｎ’プラン）」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（１）計画の構成及び法的位置づけ（１）計画の構成及び法的位置づけ（１）計画の構成及び法的位置づけ

「第３次箕面市障害者市民の長期計画」（以下「第３次長期計画」とい

う。）は、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ものです。これは、改正基本法第

１１条に定める「市町村障害者計画」にあたります。

第３次長期計画は、３年度ごとに策定する「箕面市障害福祉計画」（以

下「障害福祉計画」という。）と一体的に、策定・実施します。

障害福祉計画は、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、障害福祉施策の具

体的方向性などを示すものです。

■長期計画■長期計画■長期計画■長期計画（（（（市町村障害者計画市町村障害者計画市町村障害者計画市町村障害者計画））））と障害福祉計画と障害福祉計画と障害福祉計画と障害福祉計画（（（（市町村障害福市町村障害福市町村障害福市町村障害福

祉計画祉計画祉計画祉計画））））の構成の構成の構成の構成

一体的に実施

≪長期計画（市町村障害者計画）≫

・ 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）≫

・ 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■根拠法令抜粋■根拠法令抜粋■根拠法令抜粋

障害者基本法障害者基本法障害者基本法障害者基本法

（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）法律 （障害者総合支援法）法律 （障害者総合支援法）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
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談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

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（２）関連計画との連携（２）関連計画との連携（２）関連計画との連携

第３次長期計画は、国が策定した「障害者基本計画」及び「第４次大阪

府障がい者計画」を基本とし、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」の基本的方向性等を十分にふまえ、「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３次長期計画の計画期間は、平成２６年度(2014 年度)から平成３５年度

（2023 年度）までの１０年間です。

なお、障害福祉計画は、現行の「第３期箕面市障害福祉計画」の計画期間

が平成２６年度(2014 年度)までとなっており、その後も３年度ごとに策定す

ることが、国によって定められています。

計画期間中の制度改正等の内容は、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■計画期間■計画期間■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（１）計画策定のための審議会等（１）計画策定のための審議会等（１）計画策定のための審議会等

第３次長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。

またあわせて、「箕面市障害者市民施策推進協議会」において、障害当

事者を含む公募市民、市内障害者団体、関係機関等の構成員により、第３

次長期計画の内容に関する活発な議論をいただきました。

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第３次障害者市民の長期計画第３次障害者市民の長期計画第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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その内容をふまえ、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ふまえ、第３次長期計画を策

定しました。

また、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（２）市民参加と広報（２）市民参加と広報（２）市民参加と広報

第３次長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」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等により、市民の意見・提言を反映することに努め

ました。
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第２章 基本的な考え方

１ 基本理念

本市では、平成５年（1993 年）に、「この街に住み、この街で暮らすすべ

ての市民がだれひとりとして『人権』を踏みにじられ、涙をこぼすことが

あってはならないと願う」とうたった「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。しかし、障害者市民が共に暮らし、学

び、働く存在であることを否定するような事象等、障害者市民に対する人

権侵害は今なお根強く存在しています。

国連の「国際障害者年行動計画」では、「障害者など社会的に不利を負い

やすい人々を排除するような社会は、弱くもろい社会であり、すべての人々

が支え合い、共に生き、共に暮らす社会こそが、当たり前の社会である」

という「ノーマライゼーション」の考え方が示されています。

また、障害者権利条約でうたわれた、すべての障害者の「他の者と平等

な選択の自由」と「地域社会で生活する平等な権利」の理念に基づき、改

正基本法では、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」の実現が、同法の目的として規定されています。

本市のめざす「人権尊重のまち」とは、とりもなおさず、「ノーマライゼ

ーション」そして「インクルージョン」の考え方に立脚したまちでなけれ

ばならないと考えます。

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です。

これらの考え方は、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。
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２ 基本目標

「国際障害者年行動計画」では、「ノーマライゼーション」の考え方に基

づき、「障害者は、その社会の他の異なったニーズを持つ特別な集団と考え

られるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を

持つ普通の市民と考えられるべきなのである」と示されています。

「ノーマライゼーション」の推進に当たっては、「障害者が、通常の人間

的なニーズを満たすに当たっての、特別の困難」を解決し、自己選択と自己

決定に基づく自立した生活を送るための、支援と社会環境の整備が求められ

ます。

これは、改正基本法における、障害者を取り巻く社会的障壁を取り除くた

めの「合理的な配慮」及び「あらゆる分野の活動に参加する機会の確保」等

による「インクルーシブ社会」の推進へとつながる考えです。

これらの認識に立ち、本計画は、以下の（１）、（２）の基本目標を掲げ、

施策の推進を図ることとします。

（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（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（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（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）の実現ーシブ社会）の実現ーシブ社会）の実現ーシブ社会）の実現

改正基本法では、多様性を包摂し、障害の有無によって分け隔てするこ

となく共生する、「インクルーシブ社会」の実現をめざしています。

その実現のため、障害者があらゆる分野の活動に分け隔てなく参加する

機会の確保、どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保、意思の

疎通や情報の取得・利用に必要な手段を選択する機会の確保を進めること

が規定されています。

その推進を阻む社会的障壁を取り除くためには、社会環境の整備が重要

です。物理的環境、公共交通、知識、情報、コミュニケーション、民間サ
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ービス、公的サービス、公的手続き等へのアクセス（これらを使用したり、

利用できること）は、「インクルーシブ社会」において、障害者が自らの

権利を実現するための前提条件です。

「合理的な配慮」によって社会的障壁が取り除かれた社会は、障害や

疾病の有無にかかわらず、すべての市民が排除されることなく、学び、働
しっぺい

き、豊かに暮らすことのできる社会であるという認識に立ち、「インクル

ーシブ社会」の実現をめざすものとします。

（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（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（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（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

備の推進備の推進備の推進備の推進

障害者の生活は、福祉、医療、教育、労働、生活環境等あらゆる分野に

関わり、また、乳幼児期から高齢期に至るまでのすべてのライフステージ

（人生の各段階）にわたることから、あらゆる分野、あらゆるライフステ

ージにおいて、個々の障害に対応したニーズを的確に把握しながら、適切

な支援策を整備する必要があります。

また、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、

これらの支援策がライフステージごとに、あるいは分野ごとに単独に実施

されるのではなく、相互に連携し、継続的に実施されなければなりません。

支援策の検討において重要なのは、当事者である障害者の自己選択・自

己決定が、十分に尊重されることです。本人が適切に意思決定できるよう

支援するためには、本人の意思を聴き取ることや、必要な情報を分かりや

すく伝えること、また意思の表明を支援することが、重要です。これによ

り、当事者の特性・個別性に配慮した、当事者本位の支援が可能となりま

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。ＩＣＦ（国際生活機能分類）に基づく「社会モ

デル」の考え方では、心身に障害があるからといって、日常的な諸活動や
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社会参加が困難になるとは限らず、社会制度や人々の意識といった周囲の

環境との関係によって、その困難性が変化するものであると考えられ、一

人ひとりの障害者を取り巻く環境に着目する必要があることを示唆して

います。

障害者総合支援法に基づき設置した箕面市自立支援協議会は、個別ケー

スの事例検討等を行いながら、地域における支援の共通課題を抽出し、対

策を検討する場となっています。

また、改正基本法では、教育、療育、相談等の分野における施策の充実

が盛り込まれ、防災・防犯・消費者としての障害者の保護等に関し、国及

び地方公共団体等の責務が明記されました。これまで以上に、あらゆる分

野において、障害者の権利擁護や参加の機会の確保が求められています。

そのためには、「ノーマライゼーション」及び「インクルーシブ社会」

の推進は、まちづくり全体の課題であるという認識に立ち、市行政におけ

る部局間連携や関係機関との連携はもちろんのこと、市民、事業者、市に

よる協働を、より一層進めていくことが必要です。

本市においては、本計画の策定を含め、障害者施策の検討にあたっては、

箕面市障害者市民施策推進協議会で協議を行い、当事者意見を施策に反映

しています。

今後もこうした取組みを進めるとともに、まちづくりの多様な分野にお

いても、障害当事者や関係者が参画する機会の確保を進めることが重要で

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ることとします。
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第３章 分野別施策の基本的方向性

（１） 都市施設の整備

（２） 移動支援の充実

（３） 住宅の確保

（４） 情報バリアフリーの推進

（５） 災害に強いまちづくりの推進

（１） 雇用促進と就労支援

（２） 多様な就労の場の確保と支援

（１） 保健サービスの充実

（２） 地域医療サービスの充実

（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

５ 療育・教育の充実

（１） 相談支援体制の充実

（２） 障害福祉サービス等の充実

４ 保健・医療の充実

３ 福祉サービスの

充実

２ 雇用・就労の充実

１ 生活環境の整備

（１） 療育・幼児教育の充実

（２） 学校教育等の充実

（１） 人権擁護・啓発の推進

（２） 権利擁護の推進

（１） スポーツ・文化活動等の社会参加
の機会の充実

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

（１） 基本理念に基づく協働体制と

社会基盤の整備・充実

（２） 計画の進行管理と施策の推進体制

の整備

■分野別施策の体系
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１ 生活環境の整備

（１）都市施設の整備（１）都市施設の整備（１）都市施設の整備（１）都市施設の整備

【基本方針】

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。

【本市や社会の動き】

平成８年度（1996年度）
「箕⾯市福祉のまち総合条例」制定
「箕⾯市都市計画マスタープラン」策定
・ 「福祉のまちの方針」として、豊かな福祉が享受できるまちづくりの「基本方針」、

「整備方針」を明記
・ これにより、誰もが安心して生活できる都市環境の創造をめざして、安全で利

用しやすい都市施設の整備を推進
平成９年度（1997年度）
「箕⾯市まちづくり推進条例」制定
・ 「福祉のまち整備に関する事項」を含む都市施設整備の基準を規定
・ これにより、福祉のまちづくりを推進
平成18年度（2006年度）
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下、「バリア
フリー法」）制定
・ 「高齢者・⾝体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に

関する法律」（以下、「ハートビル法」）と、「高齢者、⾝体障害者等の公
共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（以下、「交
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通バリアフリー法」）を一本化したもの
・ 障害者や高齢者の、円滑な移動と施設利用を総合的に推進することをめ

ざすもの
・ 旅客施設（鉄道駅など）や建築物の構造、設備について、基準を策定
・ 新設や大規模改修する場合に、基準に適合させることを義務化
・ 旅客施設と建築物の間を結ぶ経路を含めた、一体的な整備のための措置

等を規定
平成21年度（2009年度）
「大阪府福祉のまちづくり条例」改正
・ バリアフリー法との関係を整理し、同法に基づく条例として改正
・ 基準適合義務の対象建築物を拡充
・ 府独自基準を拡充

【今後の方向性】

①①①①都市施設のバリアフリー化の促進都市施設のバリアフリー化の促進都市施設のバリアフリー化の促進都市施設のバリアフリー化の促進

すべての市民が安全に生活できる都市施設の整備に努めます。

その際には、

・ 箕面市福祉のまち総合条例を基本理念とします。

・ 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」及び「箕面市都市計画マスタープラン」における「福祉

のまちの方針」に基づきます。

・ バリアフリー法や同法に基づく基本方針をふまえます。

誰もが社会参加できるよう、既存の都市施設については、建築

物、道路や公園などのあらゆる生活空間のバリアフリー化を促進

します。

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、まちづくりの推進を図ります。

民間建築物のバリアフリー化をさらに推進するための啓発方

法について、検討を進めます。
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（２）移動支援の充実（２）移動支援の充実（２）移動支援の充実（２）移動支援の充実

【基本方針】

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。

【本市や社会の動き】

平成14年度（2002年度）
箕⾯市交通バリアフリー基本構想策定委員会を設置
・ 交通バリアフリー法（平成12年度(2000年度)制定）を受けて設置
・ 平成15年度（2003年度）までの２か年にわたり、公共交通機関等を利

用した移動の円滑化のあり方について検討
平成16年度（2004年度）
「箕⾯市交通バリアフリー基本構想」策定
平成18年度（2006年度）
バリアフリー法制定
・ ハートビル法と、交通バリアフリー法を一本化したもの
・ 「箕⾯市交通バリアフリー基本構想」は、バリアフリー法に規定された「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
位置づけ

「福祉有償運送」が国制度化
・ 道路運送法改正によるもの
・ ＮＰＯ法人や社会福祉法人等が、障害者等の移動困難者を対象に、低

額の利用料⾦により福祉⾞両で送迎するサービス
平成22年度（2010年度）
箕⾯コミュニティバス「オレンジゆずるバス」の実証運⾏開始（〜平成24年度末）
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・ 公共施設巡回福祉バス（Mバス）に代わり、運⾏
平成23年度（2011年度）
国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」改正
・ 平成32年度末を期限とし、新たなバリアフリー化の目標を設定
「箕⾯市総合都市交通戦略」策定
・ 交通環境の変化や、交通弱者の増加などの社会状況の変化をふまえ、公

共交通を軸とした交通まちづくり施策を、⻑期的に展開するための基本指
針

平成25年度（2013年度）
オレンジゆずるバスの本格運⾏開始（⽉曜〜⼟曜）
オレンジゆずるバスの新たな実証運⾏開始（⽇曜・祝⽇）

【今後の方向性】

①①①①円滑な移動と施設利用の総合的推進円滑な移動と施設利用の総合的推進円滑な移動と施設利用の総合的推進円滑な移動と施設利用の総合的推進

障害者の公共交通機関等を利用した移動の円滑化について、重

点的かつ一体的に推進するため、「箕面市交通バリアフリー基本

構想」の実現に向けた取組みをさらに進めます。

・ 市内の鉄道駅を中心とした地区におけるバリアフリー化を促

進します。

・ 民間路線バスにおけるノンステップバス等の導入に向けた支

援を、引き続き行います。

バリアフリー法に基づき、円滑な移動と施設利用を総合的に推

進するため、全市域を対象として、建築物や社会基盤施設を見直

し、必要に応じて計画的な改修等を行います。また、移動困難者

の当事者意見を反映するための仕組みについても、引き続き検討

します。
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②②②②移動困難者支援策の検討移動困難者支援策の検討移動困難者支援策の検討移動困難者支援策の検討

障害者の移動支援については、さまざまな移動支援サービスを

組み合わせ、全体として移動困難者を支えるという、総合的な視

点による充実に努めます。

・ 公共交通機関の利用が困難な障害者のニーズをふまえて検討

します。

・ 福祉予約バス、福祉有償運送、介護タクシー、その他の移動支

援サービスの状況をふまえて検討を進めます。

・ それぞれの移動支援サービスについて、その役割分担と連携の

あり方について現状を検証するとともに、交通施策と福祉施策

の連携を進めます。

（３）住宅の確保（３）住宅の確保（３）住宅の確保（３）住宅の確保

【基本方針】

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。

【本市や社会の動き】

平成９年度（1997年度）
「箕⾯市住宅マスタープラン」策定
・ 住宅政策の基本方針、住まいづくり・まちづくりの基本事項を規定
・ 障害者を含む多様な市⺠ニーズへの対応を図るもの
平成15年度（2003年度）
「箕⾯市営住宅ストック総合活用計画」策定
平成18年度（2006年度）
「住生活基本法」制定
「公営住宅法」改正
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・ 社会経済情勢の変化（急速な少子高齢化の進展、生活様式の多様化
等）に的確に対応し、現在・将来における住生活の基盤となる、良質な住
宅の供給等を図るもの

「箕⾯市市営住宅等供給・管理検討会」設置
・ 市営住宅等の供給・管理のあり方について、住宅政策・まちづくり・福祉・人

権等の多角的視点で総合的な検討を⾏い、今後の住宅政策の一定の方
向性を整理するもの

平成19年度（2007年度）
「市営住宅等供給・管理のあり方について」策定
平成22年度（2010年度）
「箕⾯市住宅マスタープラン（2010）」策定

【今後の方向性】

①①①①公的住宅・民間住宅の活用の推進公的住宅・民間住宅の活用の推進公的住宅・民間住宅の活用の推進公的住宅・民間住宅の活用の推進

「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、障害者が住みやすい住宅の確保に努めます。

既存の市営住宅を有効活用するため、引き続き、低層階のバリ

アフリー化を進めるとともに、障害者等を対象とした倍率優遇を

行い、市営住宅を優先的に供給します。

公的住宅の新たな整備が難しい現状をふまえ、民間住宅の活用

をさらに進めることが重要です。このため、住宅施策と福祉施策

の連携により、住宅改造助成制度、相談支援事業者による住宅探

しの支援や家賃債務保証制度等について、障害者・不動産業者・

賃貸住宅所有者等に対する周知を進め、「借りやすい」「貸しや

すい」環境づくりを図ります。
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（４）情報バリアフリーの推進（４）情報バリアフリーの推進（４）情報バリアフリーの推進（４）情報バリアフリーの推進

【基本方針】

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。

【本市や社会の動き】

・ 点字・音声・ファクス・コミュニティＦＭ放送・市ホームページ等によって、情報
の⼊⼿が困難な障害者に対し、⾏政情報を提供（市広報紙ほか）

・ 市⽴図書館や市⽴障害者福祉センターにおいて、点字・録音図書を収集・
貸出

・ 点字・音声により、図書の新着情報等を提供
・ ＩＣＴの進展に伴う、デジタル・ディバイド（ＩＣＴの利用機会及び活用

能⼒による格差）の拡大をふまえ、国がその解消に向けた取組みを推進
・ 聴覚障害者のコミュニケーション支援として、⼿話通訳者・要約筆記者を派

遣・養成

【今後の方向性】

①①①①行政情報の提供の充実行政情報の提供の充実行政情報の提供の充実行政情報の提供の充実

情報バリアフリーの推進を図るため、障害特性に応じた行政情

報の提供の充実に努めます。

・ 情報提供の手法としては、点字・音声・手話・要約筆記・ファ

クス・コミュニティＦＭ放送・市ホームページ・市民安全メー

ル等を活用しますが、新たな手法やニーズも含めた検討を継続

します。

・ 全戸配布物や市主催行事などの情報保障をさらに充実するた

めの方策を検討します。

・ 色覚障害への対応については、市ホームページや発行物等、行
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政情報提供時の配慮を進めます。

・ 市ホームページにおいては、音声ブラウザでの読み上げや色覚

特性に配慮した「ホームページアクセシビリティガイドライ

ン」を設けていますが、このガイドラインの遵守を徹底してい

きます。

②②②②情報利用の支援情報利用の支援情報利用の支援情報利用の支援

市立図書館においては、視覚障害者や来館が困難なかたに対し、

知る権利を保障する方策を実施します。

障害者にとって、情報へのアクセスと発信に当たり、非常に有

効なＩＣＴの活用に向けた支援等、障害者が身近なところで円滑

に情報の受発信ができるよう支援します。

③③③③意思疎通の支援意思疎通の支援意思疎通の支援意思疎通の支援

聴覚障害者など、意思疎通が難しい障害者に対するコミュニケ

ーション支援として、手話通訳者・要約筆記者の派遣や養成を、

引き続き実施します。また、地域生活支援事業の改正をふまえ、

府が進める市町村間連携についての協力関係を構築します。

あわせて、総合保健福祉センター等の市窓口における、手話通

訳者による情報保障を、引き続き実施します。

（５）災害に強いまちづくりの推進（５）災害に強いまちづくりの推進（５）災害に強いまちづくりの推進（５）災害に強いまちづくりの推進

【基本方針】

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。
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【本市や社会の動き】

平成 23 年度（2011 年度）
「箕⾯市防災改革の基本方針」を策定
・ 3.11 東⽇本大震災の教訓を、市の防災体制に活かすためのもの
・ 改革の３つの方向性は、「⾏政だけでできる取組みをまずやりきる」 「自分た

ちの⾝は自分たちで守る」 「災害発生から 3 ⽇間もちこたえる」
・ この方向性に基づく重点施策は、「防災意識の向上」 「市⺠の防災活動の

促進」 「避難所の整備」 「市の防災体制の整備」 「災害に強いまちづくり」
「住宅・内装の耐震化の促進」 「外部の団体との防災協定の拡充」

平成 24 年度（2012 年度）
「箕⾯市地域防災計画」を改定
・ 要安否確認者名簿を作成し、避難所に備付け

【今後の方向性】

「箕面市地域防災計画」に基づき、「発災直後の網羅的な安否確認」

と「継続的な支援」の二つの視点から、障害者や高齢者等、災害時に

配慮が必要なかたに対する支援体制を再構築していきます。

①①①①網羅的な安否確認体制の構築網羅的な安否確認体制の構築網羅的な安否確認体制の構築網羅的な安否確認体制の構築

まず、「網羅的な安否確認」については、重い障害のあるかた、

独居高齢者や介護度の高いかたなどについて、箕面市災害時にお

ける特別対応に関する条例に基づき市が対象者を把握するとと

もに、発災時に地区防災委員会を核とする自治会等の地域コミュ

ニティと連携して、迅速かつ網羅的な安否確認、避難支援を実施

していきます。

②②②②継続的な支援体制の構築継続的な支援体制の構築継続的な支援体制の構築継続的な支援体制の構築

次に、「継続的な支援」については、平素から専門職による福

祉サービスや医療サービスを受けて生活されているかたに対し、

災害時においても必要なサービス等が継続されるよう、専門機関
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やサービス事業者等の支援の担い手を確保し、緊急度に応じて支

援の必要なかたにつなぐなどのコーディネートを行っていきま

す。

また、避難所については、校区の小学校（萱野北小校区は、第

二中学校）が、障害者を含むすべての住民の避難所となるため、

地区防災委員会による避難所運営において、部屋割りや集団生活、

情報伝達などにおいて、多様な避難者への配慮を行います。あわ

せて、継続的な支援が必要なかたが、地域の避難所での長期避難

生活が困難となった場合の二次的な避難所として、市内の福祉施

設等を「福祉避難所」に指定し、送迎・受け入れ体制を整えてい

きます。

さらに、これら地域防災力が有効に機能するよう、民生委員・

児童委員や社会福祉協議会、サービス提供事業所、地域住民との

連携を一層深め、災害時の支援ネットワークを構築していきます。

特に、災害時のセーフティネットとなる地域住民との連携に関

しては、自治会への加入をはじめ、地域社会とのつながりを深め

ることの重要性について、より一層の周知を図ります。
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２ 雇用・就労の充実

（１）雇用促進と就労支援（１）雇用促進と就労支援（１）雇用促進と就労支援（１）雇用促進と就労支援

【基本方針】

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。

【本市や社会の動き】

平成８年度（1996年度）
「箕⾯市障害者雇用支援センター」（以下、雇用支援センター）開設
・ 財団法人（現 一般財団法人）箕⾯市障害者事業団が設置・運営
・ 職業準備訓練（職場実習を含む）から職場定着までの、一貫した支援を

実施
平成15年度（2003年度）
雇用支援センターが、「ふれあい就労支援センター ジョブアシストみのお」内へ移
転
平成21年度（2009年度）
雇用支援センターが、障害者自⽴支援法（現 障害者総合支援法）に基づく
「就労移⾏支援」事業所に移⾏
・ 障害者自⽴支援法・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」）の改正に対応するため移⾏
・ 障害者雇用促進法に基づく「豊能北障害者就業・生活支援センター」を

併設し、一体的に運営することにより、定員・機能を拡大
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平成23年度（2011年度）
改正障害者基本法が施⾏
・ 国・地方公共団体の責務として、国・地方公共団体・事業者における障害

者雇用を促進するための施策を規定。
平成24年度（2012年度）
「総合評価競争⼊札制度」を本格導⼊
・ ⺠間事業者等における障害者雇用の促進策の一環
・ 委託事業者等の選定にあたって、雇用状況等を評価の基準に追加
平成25年度（2013年度）
障害者優先調達推進法施⾏
障害者法定雇用率引き上げ
・ ⺠間企業は2.0％、国・地方公共団体は2.3％など、各0.2％の引き上げ
改正障害者雇用促進法が成⽴
・ 平成30年度（2018年度）から、精神障害者の雇用の義務付け（法定

雇用率に算⼊）を規定

【今後の方向性】

①①①①関係機関の連携による一貫した支援関係機関の連携による一貫した支援関係機関の連携による一貫した支援関係機関の連携による一貫した支援

民間事業者における障害者の雇用促進・就労支援については、

今後も（一財）箕面市障害者事業団を核として、

・ 公共職業安定所（ハローワーク）

・ 市の地域就労支援センター（市立萱野中央人権文化センター

等）における労働相談

・ 生活困窮者自立促進支援事業

・ 市立病院リハビリテーションセンターにおける職場復帰に

向けた機能訓練

・ 市の就職支援講座（パソコン講座等）

・ その他障害者総合支援法に基づく「就労移行支援」事業所

等の各関係機関の様々なサービス、生活全般のサポート等との連

携を強化し、なお一層の充実に努めます。
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こうした連携の下、障害者に対する、就職に向けた準備段階か

ら、就職後の日常生活の支援を含んだ職場定着までの、一貫した

支援（職業リハビリテーション）を引き続き進めます。

②②②②事業主の理解促進と職場実習の機会拡大事業主の理解促進と職場実習の機会拡大事業主の理解促進と職場実習の機会拡大事業主の理解促進と職場実習の機会拡大

また、雇用促進に不可欠となる、民間事業者における事業主の

協力・理解を得るための働きかけや、豊能北障害者就業・生活支

援センターの職場実習における、受入れ事業所への協力金や実習

生への奨励金の支給など、研修や職場実習の場の不足を解消する

ための取組みを進めます。

在宅就業障害者に対する支援についても、引き続き課題としま

す。

③③③③障害者雇用の促進障害者雇用の促進障害者雇用の促進障害者雇用の促進

また、公契約においても、障害者優先調達推進法の趣旨をふま

え、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。

障害者の市職員への直接雇用については、障害者基本法の改正

及び障害者雇用促進法の改正等をふまえ、引き続き障害者を対象

とした職員採用試験等を実施します。これにより、法定雇用率を

遵守するとともに、民間事業者に対する率先垂範の意味から、適

正な雇用率を確保し、障害者雇用のありかたについて研究を進め

ていきます。

あわせて、本市が出資・補助等を行っている法人に対し、障害

者の雇用を進めるよう働きかけます。

④④④④社会的雇用の推進社会的雇用の推進社会的雇用の推進社会的雇用の推進

本市では、民間事業者等での一般就労（一般雇用）と、障害福

祉サービス事業所での福祉的就労の間の谷間を埋める中間的な

制度として、職業的重度障害者の新たな就労の場（社会的雇用）



第３章 分野別施策の基本的方向性

- 28 -

を制度化し、本市独自の労働施策として、（一財）箕面市障害者

事業団を設立し、障害者事業所制度を創設・運営してきました。

平成２１年度（2009年度）からは、本市独自の障害者事業所制

度の特長を取り入れて、障害者雇用に対する賃金補填を行う社会

的雇用を、国制度化するための働きかけを行っています。

国に設置された障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会に

は、本市の倉田哲郎市長も構成員として参加し、本市で長年実践

されてきた社会的雇用に基づく課題提起等を行いました。

その結果、平成２３年（2011年）８月の「障害者総合福祉法の

骨格に関する総合福祉部会の提言 新法の制定を目指して」にお

いては、就労系事業に関する試行事業（パイロット・スタディ）

の実施などが、提言内容に盛り込まれました。

また、平成２５年(2013年)４月施行の障害者総合支援法におい

ては、附則として、施行後３年をめどとして、障害者の就労の支

援等について検討することが規定されました。

今後は、これらの取組みと、障害者総合支援法・雇用促進法に

基づくさまざまな取組みとの連携を行いながら、総合的な視点か

ら持続可能な制度の構築に努め、障害者の雇用促進と就労支援を

進めます。

（２）多様な就労の場の確保と支援（２）多様な就労の場の確保と支援（２）多様な就労の場の確保と支援（２）多様な就労の場の確保と支援

【基本方針】

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。
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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。

【本市や社会の動き】

平成19年度（2007年度）
市⽴障害者自⽴支援センター（ワークセンターささゆり）が、⾝体障害者通所
授産施設から、自⽴支援法に基づく通所事業所へ移⾏
平成22年度（2010年度）
市⽴障害者自⽴支援センター（あかつき園）が、知的障害者通所授産施設
から、自⽴支援法に基づく通所事業所へ移⾏
平成22年度（2010年度）〜平成23年度（2011年度）
障害者福祉作業所と小規模通所授産施設に対する、大阪府及び箕⾯市の
補助⾦制度の廃⽌決定を受け、作業所等が自⽴支援法に基づく事業所へ制
度移⾏

【今後の方向性】

①①①①福祉的就労の場の自立・安定の支援福祉的就労の場の自立・安定の支援福祉的就労の場の自立・安定の支援福祉的就労の場の自立・安定の支援

障害者福祉作業所と小規模通所授産施設が、障害者総合支援法

に基づく事業所へ移行した結果、市内の通所事業所の定員は拡大

し、障害者の働く場・日中活動の場が広がりました。

他方で、こうした福祉的就労の場では、自立した生活に必要な

収入を十分に得ることができないという課題が、依然として残っ

ています。

今後は、これらの事業所において、より充実した仕事・活動を

行い、その内容を広く地域に周知し、地域に根ざした事業所とし

て発展させていくことで、障害者の生活の充実と賃金の向上につ

なげていくことが必要です。

そのためには、運営面及び事業面の両面において、各事業所の
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自立と安定が不可欠であり、その自主的な取組みに対し、市とし

ても側面的な支援を行います。

さらに、障害者優先調達推進法の趣旨をふまえ、公契約におい

て、障害者が働く事業所への発注の強化を進めるとともに、市内

企業や事業所への周知に努めます。

②②②②市立施設の役割・機能の検討市立施設の役割・機能の検討市立施設の役割・機能の検討市立施設の役割・機能の検討

市立あかつき園と市立ワークセンターささゆりは、おもに重

度・重複障害のある支援学校の卒業者等を対象に、利用者の進路

決定に向けた支援を行う機関として、本人ニーズに基づく様々な

取組みを行っています。

障害者総合支援法に基づく事業所への移行により、市内の通所

事業所定員は増加しましたが、重度・重複障害のある利用者が通

所できる事業所は、非常に限定されているのが現状です。

今後は、市立施設が果たすべき役割と機能について、長期的視

点で検討するとともに、重度・重複障害者の就労・日中活動の場

の確保と充実について、民間の障害福祉サービス事業所など、市

内の社会資源との連携も視野に入れた検討を進めます。
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３ 福祉サービスの充実

（１）相談支援体制の充実（１）相談支援体制の充実（１）相談支援体制の充実（１）相談支援体制の充実

【基本方針】

障害者とその家族が、必要とする支援や解決すべき課題、適切なサ

ービス利用について、十分な情報を得て、最も適切な支援が得られる

よう、総合的な相談支援体制の整備を進めます。

【本市や社会の動き】

平成８年度（1996年度）
総合保健福祉センター総合相談窓口を設置
平成10年度（1998年度）
障害児（者）地域療育等支援事業を開始
・ 知的障害者と家族に対する相談支援体制を整備
平成12年度（2000年度）
市町村障害者生活支援事業を開始
・ ⾝体・知的障害者と家族に対する相談支援体制を整備
精神障害者地域生活支援事業を開始
・ 精神障害者と家族に対する相談支援体制を整備
平成14年度（2002年度）
精神保健福祉業務の一部を、市の業務に位置づけ
・ 市の総合相談窓口や、精神障害者地域生活支援センター等において、相

談業務を実践・構築
平成17年度（2005年度）
発達障害者支援法が施⾏
・ 発達障害の定義と法的な位置づけを確⽴
・ 地域での一貫した支援の促進を図るもの
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平成18年度（2006年度）
障害者自⽴支援法が施⾏
・ 相談支援体制の整備を規定
・ 障害者・家族・介護者からの相談対応の推進
・ 情報提供、権利擁護のために必要な援助等の実施
平成22年度（2010年度）
障害者自⽴支援法が改正
・ 障害福祉サービスの対象に、発達障害者が含まれることを明記
平成24年度（2012年度）
障害者自⽴支援法が改正
「基幹相談支援センター」が制度化
・ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関
・ 相談支援業務を、総合的に実施
「計画相談支援」が制度化
・ ３年間の経過措置期間を経て、障害福祉サービス利用者全員に、「サービ

ス等利用計画」を作成
・ サービス等利用計画は、特定相談支援事業者が、本人の総合的な支援や

解決すべき課題をふまえ、最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し作
成

「地域相談支援」が制度化
・ 施設⼊所者や、精神科病院⻑期⼊院者の、地域移⾏支援・地域相談支

援
・ 補助⾦事業であったものが、個別給付化され、制度に明確に位置づけられ

たもの

【今後の方向性】

①①①①基幹相談支援センターを核とした総合的な相談支援基幹相談支援センターを核とした総合的な相談支援基幹相談支援センターを核とした総合的な相談支援基幹相談支援センターを核とした総合的な相談支援

平成２５年度（2013年度）から、箕面市社会福祉協議会在宅ケ

アセンターを市基幹相談支援センターとして位置づけました。

本市では、これまで社会福祉協議会在宅ケアセンターに業務を
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委託し、３障害への対応をはじめ、自立支援協議会の事務局、他

の相談支援事業者や関係機関との連携など、基幹相談支援センタ

ーに類似する相談支援体制の構築に先進的に取り組むとともに、

身体障害、知的障害、精神障害の障害種別ごとにも相談支援事業

所を設けるなど、相談支援体制の充実、整備に努めてきました。

今後も引き続き、身近な地域で必要な時に必要な相談が受けら

れるよう、同センターを中核として、相談支援事業者、各相談機

関、障害福祉サービス事業者等との連携を強化し、総合的な相談

支援と、権利擁護や虐待防止のための支援を行う体制の整備・充

実を進めます。

②②②②計画相談支援と関係者の連携計画相談支援と関係者の連携計画相談支援と関係者の連携計画相談支援と関係者の連携

また、計画相談支援については、基幹相談支援センターと各特

定相談支援事業者との連携の下、サービス等利用計画の作成を順

次進め、一人ひとりの障害特性・個別性に配慮した支援の内容を、

当事者の自己選択・自己決定を尊重して、検討します。

１８歳未満の障害児については、児童福祉法に基づく障害児通

所支援は教育委員会所管、障害児入所支援は都道府県所管、障害

者総合支援法に基づく障害福祉サービス（居宅介護など）は健康

福祉部所管となっています。どちらも利用する場合は、障害児相

談支援及び計画相談支援として、総合的な計画を策定することと

なるため、基幹相談支援センターを中心として、関係者・関係事

業者の連携が必要です。

こうした状況をふまえて、関係者・関係事業者のネットワーク

を深め、総合的に支援を行う体制の整備を進めます。

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、ケアマネジメント制度の確立

と、その担い手となる人材（相談支援専門員等）の確保を、国及

び大阪府に働きかけます。
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③③③③自立支援協議会を活用した関係機関のネットワーク化自立支援協議会を活用した関係機関のネットワーク化自立支援協議会を活用した関係機関のネットワーク化自立支援協議会を活用した関係機関のネットワーク化

相談支援事業をはじめとする、地域の障害福祉サービスの基盤

整備に関して、地域のニーズを抽出する役割を果たすのは、定期

的な協議の場である「箕面市自立支援協議会」です。同協議会で

は、中立・公平な観点から、相談支援事業の運営の評価、困難事

例に関する協議・調整、地域課題についての検討と掘り下げ、地

域における関係機関のネットワークの構築等を進めます。

精神障害者及びその家族を対象とした相談業務には、専門的な

知識が必要です。保健所や医療機関等との連携を深め、相談支援

体制の充実を図るとともに、国の施策として制度化された、障害

者入所施設や精神科病院からの地域移行の推進を図ります。

特に、発達障害については、発達障害者支援法等をふまえ、専

門的な支援を行える人材の育成と地域での課題の共有、支援機関

のネットワーク化を図ります。

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

た難病患者については、新たな分野であることから、保健所等の

関連機関と連携し、人材育成及び課題共有等の連携を図ります。

（２）障害福祉サービス等の充実（２）障害福祉サービス等の充実（２）障害福祉サービス等の充実（２）障害福祉サービス等の充実

【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。

サービスの担い手となる事業所・人材の充実に向けて、支援策の検

討と制度整備の働きかけを行います。
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【本市や社会の動き】

平成15年度（2003年度）
支援費制度が施⾏
・ 障害者が、より多くの選択肢の中から、ニーズに沿ったサービスを選択できる

ことが目的
・ 障害特性に対応できる、多様な事業者の参⼊促進・確保を推進
・ ⾝近な地域における、サービス供給基盤の整備の推進
平成18年度（2006年度）
障害者自⽴支援法が施⾏
・ ３障害（⾝体・知的・精神障害）共通の仕組みとして、市町村を基本と

した障害福祉サービスが再編
平成24年度（2012年度）
改正「社会福祉⼠及び介護福祉⼠法」が施⾏
・ 所定の研修を経た介護職員による、施設・在宅等での痰の吸引・経管栄

養が制度化
・ ⽇常的に「医療的ケア」を必要とする障害者の、在宅生活支援のあり方の

検討成果としての法改正
・ 背景として、在宅生活において、現⾏の法制度上「医療⾏為」と位置づけら

れている、経管栄養や痰の吸引等を必要とする障害者の増加がある
・ 痰の吸引等は、⽇常生活に必要な生活援助⾏為であるが、これらの「医療

的ケア」も、これまでは医療⾏為として、医療関係者のみが実施可能であっ
た

・ ただし、当⾯のやむを得ない措置として、一定の要件の下に、介護職員によ
る医療的ケアが運用（実質的違法性阻却）されてきた状況があった

・ こうした状況をふまえて、近年、国や自治体、医学界等の様々な場で、在
宅医療のあり方や医療⾏為の範囲等が議論され、法制化に⾄った

平成25年度（2013年度）
障害者総合支援法が施⾏
・ 制度の⾕間におかれてきた、難病患者等を障害者の範囲に追加
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・ 平成26年度(2014年度)からの施⾏内容として、「障害程度区分」の「障
害支援区分」への改正、重度訪問介護の対象拡大、グループホームの一本
化などを規定

・ 法施⾏後３年をめどとして、常時介護を要する障害者の支援、障害者の
就労の支援、支給決定、意思決定支援等のありかたについて、検討を規定

・ 改正障害者基本法にうたわれた、地域社会における共生の実現に向けて、
障害福祉サービスのさらなる充実が盛り込まれた

【今後の方向性】

①①①①自立支援給付自立支援給付自立支援給付自立支援給付

ａ．訪問系サービス

・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護

・重度障害者等包括支援 ・同行援護

在宅生活を営む上での基礎となるサービスであることから、障

害者一人ひとりの障害特性やニーズに対応できるサービス供給

基盤の整備・充実に努めます。

特に、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援につい

ては、サービス提供基盤がまだ十分でないことから、多様な実施

主体による基盤整備に努めます。

重度訪問介護については、障害者総合支援法施行により、現在

は身体障害者のみである対象者を、知的障害者・精神障害者に拡

大することが予定されています。このため、地域のニーズについ

て把握を進めるとともに、新たなサービス提供基盤の整備に努め

ます。

ｂ．短期入所サービス（ショートステイ）

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）が、平成２４年度（2012年度）に拡大移転したことをふまえ

て、身近な地域で利用できるよう、引き続き供給基盤の整備に努

めます。
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特に、医療的ケア対象者をはじめとする、重度障害者の供給基

盤が不足していることは、引き続き課題であり、広域的な対応も

含めて、検討を進めます。

ｃ．日中活動系サービス

・生活介護 ・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援 ・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

障害者の多様な日中活動の場を確保する観点から、ニーズに対

応しバランスの取れたサービス基盤の整備・充実に努めます。

特に、重度・重複障害のある利用者が通所できる事業所は、非

常に限定されている現状です。市立施設が果たすべき役割と機能

について、長期的視点で検討するとともに、重度・重複障害者の

就労・日中活動の場の確保と充実について、民間の事業所の活用

も視野に入れた検討を進めます。

ｄ．居住系サービス

・共同生活援助（グループホーム）

・ 共同生活介護（ケアホーム） ・施設入所支援

・ 療養介護 ・宿泊型自立訓練

障害者の住まいの場として不可欠であることから、その整備・

充実に努めます。

グループホーム・ケアホームについては、障害者総合支援法の

施行により、グループホームへの一本化と、利用者の状態に応じ

た外部サービスの柔軟な利用が予定されています。

こうした制度改正をふまえ、利用者の状態に応じた活用、施設

入所者や入院患者等が地域での生活を始める際の活用、また、地

域でいつまでも安心して暮らせる住まいとしての活用に向けて、

サービス基盤の充実策を、引き続き検討・実施します。
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②②②②地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業

ａ．必須事業

・ 相談支援事業

・ 意思疎通支援事業 ・手話奉仕員養成研修事業

・ 日常生活用具給付等事業

・ 移動支援事業

・ 理解促進研修・啓発事業 ・自発的活動支援事業

・ 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

・ 地域活動支援センター機能強化事業

障害者総合支援法施行により、新たに必須事業に追加された事

業を含め、本市の地域特性や障害者の多様なニーズに対応し、適

切な事業実施に努めます。

また、社会福祉法人やＮＰＯ法人等、民間事業者への委託や補

助により、多様なサービス基盤の確保に努めます。

ｂ．任意事業

・入浴サービス事業 ・日中一時支援事業

・生活サポート事業 ・社会参加促進事業

本市の特性や障害者のニーズをふまえ、これまで実施してきた

各種サービスの継続を図るとともに、より必要性の高いサービス

を優先的に実施します。

③③③③その他の福祉サービスその他の福祉サービスその他の福祉サービスその他の福祉サービス

障害者緊急通報システム等の福祉サービスについては、法制度

の動向や障害者のニーズ等をふまえ、必要に応じて実施します。

④④④④医療的ケアに関する対応医療的ケアに関する対応医療的ケアに関する対応医療的ケアに関する対応

医療的ケアを必要とする障害者が、地域での在宅生活を継続す

るため、ケアの担い手となる障害福祉サービス事業所や人材の充
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実のための働きかけを行います。

ささゆり園における日中活動の場の確保等、その支援策の充実

について、引き続き検討を行います。

また、国及び大阪府に対しても、必要な法制度をさらに整備す

るよう、働きかけます。

⑤⑤⑤⑤介護保険対象者に関する対応介護保険対象者に関する対応介護保険対象者に関する対応介護保険対象者に関する対応

介護保険サービスの対象となる障害者については、介護保険サ

ービスを優先的に利用することが、障害者総合支援法により定め

られています。

ただし、例外として、介護保険にない訓練等給付などのサービ

スは、その必要性が認められれば、障害福祉サービスを利用する

ことができます。

また、介護保険の支給限度基準の制約から、介護保険サービス

だけでは、必要と認められる量の支援が受けられない場合につい

ても、障害福祉サービスを利用することができますが、これは例

外的な措置とされています。このため、介護保険への移行時には、

両制度間における支給量の格差が、当事者の生活に大きな影響を

与えるという課題があります。

高齢化に伴い、介護保険に移行する障害者の増加が見込まれる

ため、制度間移行が円滑に行われるよう、制度のさらなる整備に

ついて、国への働きかけを行います。また、両制度についての支

援を行う関係者が、お互いの制度理解を深め、十分な連携を行う

よう、働きかけます。
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４ 保健・医療の充実

（１）保健サービスの充実（１）保健サービスの充実（１）保健サービスの充実（１）保健サービスの充実

【基本方針】

「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。

【本市や社会の動き】

平成25年度（2013年度）
第２次国⺠健康づくり運動「健康⽇本２１（第２次）」策定
・ 10年計画
・ 大目標は、健康寿命の延伸と健康格差の縮小
・ 基本方針は、生活習慣・社会環境の改善を通じて、乳幼児期から高齢期

まで、ライフステージに応じて、健やかで心豊かに生活できる、活⼒ある社会
の実現

・ 非感染性疾患（がん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患等）対
策として、一次予防策（食生活の改善、運動習慣の定着等）及び重症
化予防策を位置づけ

【今後の方向性】

①①①①関係機関の連携による健康管理の推進関係機関の連携による健康管理の推進関係機関の連携による健康管理の推進関係機関の連携による健康管理の推進

障害者の疾病の予防と早期発見のため、各種保健事業の周知を
しっぺい

図り、健康診査等による健康管理を推進します。

特に、重度障害者については、乳幼児や中高年齢層を対象とす

る健康診査だけでなく、若年層においても基本健康診査を実施し、

生涯を通じた健康管理の推進を継続します。

また、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療のため、健康教
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育や健康相談の充実に努めます。

支援を必要とする子どもや家族が、専門的な相談を早い時期か

ら受けることができるよう、医療機関や健康診査実施機関、その

他の関係機関と連携を図りながら、障害のある子どもに関する相

談・支援体制の充実を図ります。

障害特性やニーズに応じた保健サービスを提供するため、相談

支援事業者や保健所等の関係機関との連携を進めます。

（２）地域医療サービスの充実（２）地域医療サービスの充実（２）地域医療サービスの充実（２）地域医療サービスの充実

【基本方針】

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、市内医療機関との連携を進めます。

【今後の方向性】

①①①①医療の円滑な利用の支援医療の円滑な利用の支援医療の円滑な利用の支援医療の円滑な利用の支援

市内の医療機関に対し、障害者が利用しやすい施設の整備を行

うよう働きかけます。あわせて、障害者理解への啓発等を行い、

ハード・ソフト両面における整備を促します。また、施設のバリ

アフリー情報の提供方法についても、検討します。

また、地域の医療機関と連携し、在宅療養をする障害者や難病

患者が、より安定した生活を送ることができるよう、適切な医

療・看護・リハビリテーション等を受けられる体制の整備に努め

ます。特に、健康日本２１にも位置づけられている口腔ケア等の

疾病予防を進めるとともに、地域の歯科医療機関と連携し、在宅
しっぺい

歯科診療等を受けられる体制の整備に努めます。
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②精神科医療を中心とした精神障害者への支援精神科医療を中心とした精神障害者への支援精神科医療を中心とした精神障害者への支援精神科医療を中心とした精神障害者への支援

国は平成２３年度（2011年度）に、地域医療の基本方針である

医療計画において、重点的に取り組むべき疾病として指定する
しっぺい

「４大疾病」（がん・脳卒中・心臓病・糖尿病）に精神疾患を追
しっぺい

加し、「５大疾病」としました。精神疾患患者数は、全国で３２
しっぺい

０万人を超え、５大疾病の中で最も多い状況です。
しっぺい

中でも、うつ病等の気分障害や認知症患者数が増加し、薬物依

存や発達障害への対応等、精神科医療に対する需要が高まり、か

つ多様化しています。

若年でのうつ症状をはじめ、早期からの精神保健・精神科医療

による支援や、患者の状態像に応じた適切な急性期医療の提供が

重要となっています。

他方で、治療薬の発達や救急医療体制の整備により、新規入院

患者の入院期間は短縮傾向にあり、約９割が１年以内に退院して

います。

しかし、依然として２０万人を超える長期入院患者（１年以上

の入院患者）が存在しています。

平成２４年度（2012年度）からは、障害者入所施設や精神科病

院から地域生活への移行を進めることが、障害福祉サービスとし

て制度化され、国の施策として進められています。

また、平成２５年度（2013年度）には、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律が改正され、保護者制度の見直し等が行われ

ました。

こうした流れをふまえ、今後も、保健所や医療機関等による医

療面での支援を重要視するとともに、医療と福祉との連携を深め、

精神障害者及びその家族を対象とした相談支援体制の充実と、障

害者入所施設や精神科病院からの地域移行の推進を図ります。
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（３）医療的ケアに関する対応（３）医療的ケアに関する対応（３）医療的ケアに関する対応（３）医療的ケアに関する対応

【基本方針】

「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。

【本市や社会の動き】

平成24年度(2012年度)
「社会福祉⼠及び介護福祉⼠法」改正
・ 所定の研修を経た介護職員による、痰の吸引及び経管栄養の注⼊が制

度化
・ その他の医療的ケア（一部の痰吸引、導尿、気管切開部位の管理、酸素

吸⼊等）は、主治医の指⽰を受けて看護師等が⾏うべき「医療⾏為」とさ
れている。

・ 実態としては、家族が医療⾏為を担っている事例が大多数とされる。

【今後の方向性】

①①①①医療的ケアに関する支援基盤の充実促進医療的ケアに関する支援基盤の充実促進医療的ケアに関する支援基盤の充実促進医療的ケアに関する支援基盤の充実促進

医療的ケアを必要とする障害者が、地域での在宅生活を継続す

るための基盤である、ケアの担い手となる障害福祉サービス事業

所や人材を充実させるための働きかけを行います。

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

活動の場の確保等、その支援策の充実について、引き続き検討を

行います。

また、法改正の対象となった痰の吸引、経管栄養以外の医療的

ケアについても、地域での在宅生活に必要な法制度をさらに整備

するよう、国及び大阪府に対して働きかけます。
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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（４）在宅生活を支えるリハビリテーション等の充実（４）在宅生活を支えるリハビリテーション等の充実（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】

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。

【本市や社会の動き】

平成12年度（2000年度）
各都道府県において、「地域リハビリテーション推進事業」を実施
・ 目的は、病状や時期（急性期・回復期・維持期等）に応じたリハビリテー

ションの、継続的・効果的な提供
平成18年度（2006年度）

医療制度改革により、リハビリテーションを受けられる期間が、疾病等により有期
し っ ぺ い

限化

【今後の方向性】

①①①①リハビリテーション等の提供の推進リハビリテーション等の提供の推進リハビリテーション等の提供の推進リハビリテーション等の提供の推進

障害者の円滑な在宅生活と、二次障害防止のため、住宅改造や

生活支援機器の導入などによる生活環境の調整や、日常生活動作

の訓練等の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。

・ 先天的な障害や疾病・事故による障害に付随した二次障害の発
しっぺい

生を予防・抑制するための、日常生活に根ざしたリハビリテー

ション

・ 事故や疾病を原因とする中途障害者に対する、急性期・回復
しっぺい

期・維持期のそれぞれの時期における適切なリハビリテーショ

ン

市立病院においては、急性期及び回復期の入院から在宅（介護

保険法に基づく訪問リハビリテーション）まで、一貫したリハビ
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リテーションを提供できる体制の充実を図ります。また、退院時

にはスムーズに在宅につなげることができるように関係機関と

の調整を図ります。

その他の、急性期及び回復期リハビリテーションを担う医療機

関、民間の訪問看護事業所や障害福祉サービス事業所（機能訓練

事業所等）、保健福祉の各サービス等について、情報を収集し提

供のあり方等を検討します。
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５ 療育・教育の充実

（１）療育・幼児教育の充実（１）療育・幼児教育の充実（１）療育・幼児教育の充実（１）療育・幼児教育の充実

【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。

【本市や社会の動き】

早期療育事業の推進
・ 障害児通園事業、相談事業、訪問を含めた機能訓練事業で構成
・ 定員の拡大、療育プログラムの多様化、専門スタッフの充実等を推進
・ 保育所における障害児保育、市⽴幼稚園における障害児の優先⼊園等

を実施
・ 障害のある就学前の子どものニーズに対応する早期療育体制を充実
障害児通園事業（あいあい園）
・ 平成15年度（2003年度）:支援費制度に基づく児童デイサービス事業

所として実施
・ 平成18年度（2006年度）:自⽴支援法に基づく児童デイサービス事業

所として実施
・ 平成24年度（2012年度）:児童福祉法に基づく児童発達支援事業所

として実施
相談事業（発達相談ゆう）
・ 平成８年度（1996年度）：障害のある子どもの療育に関する相談窓口

として、子ども相談室を設置
・ 平成19年度（2007年度）：「発達相談ゆう」と改名
・ 障害のある子どもの家族支援の一環として、相談体制を整備
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【今後の方向性】

①①①①療育・相談体制の充実療育・相談体制の充実療育・相談体制の充実療育・相談体制の充実

保育所・幼稚園においては、民営保育所・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、障害の有無にかかわらず、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。

（２）学校教育等の充実（２）学校教育等の充実（２）学校教育等の充実（２）学校教育等の充実

【基本方針】

「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。

【本市や社会の動き】

平成15年度（2003年度）
「医療的ケア懇談会」を設置
・ 医療的ケアを必要とする子どもの支援に関する懇談会
・ 現状の課題把握と今後の支援のあり方について、継続的に検討
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平成18年度（2006年度）
「大阪府市町村医療的ケア体制整備事業補助⾦交付要綱」が制定
・ 医療的ケアを必要とする児童・生徒が在籍する、公⽴小中学校への看護

師配置に対する補助が制度化
・ 本市では、同事業の活用により看護師を配置。地域の学校へ通う、医療的

ケアを必要とする子どもの支援体制を整備。
平成 19 年度（2007 年度）
学校教育法改正により、「特別支援教育」が開始。（大阪府及び本市では、翌
年度から「支援教育」に名称変更）
・ 障害のあるすべての幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて、

すべての学校において適切な教育的支援を⾏うもの
・ 本市の各校園には校内支援委員会を設置。支援教育コーディネーターを

中心に、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を⾏う教育を
推進。支援学級に在籍している児童・生徒や、通常の学級に在籍しており、
学習活動やコミュニケーションに困難を感じている児童・生徒を支援。

箕⾯市支援教育連携実務者会議を設置
平成22年度（2010年度）
箕⾯市支援教育連携実務者会議を、箕⾯市支援連携協議会に名称変更
・ 関係部局のネットワークの構築、総合的な相談支援体制の確⽴が目的
・ 教育・福祉・医療・保健・労働等の関係者で構成
・ 『箕⾯市支援保育・支援教育推進ハンドブック』を作成
「新箕⾯市人権教育基本方針」を策定
・ 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推進
・ 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
平成24年度（2012年度）
⽂部科学省が、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築の
ための特別支援教育の推進（報告）」を公表
⽂部科学省が、「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童
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生徒に関する調査」結果報告を公表
・ 通常の学級に在籍する、発達障害等のある特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒の割合は、6.5％と報告
児童福祉法が改正
・ 障害種別で分かれていた障害児施設を、児童福祉法に基づく障害児通所

施設と障害児⼊所施設に、それぞれ一元化。子どもの支援は、障害の有無
にかかわらず、すべて児童福祉法に基づくこととされた。

・ 障害児通所支援の実施主体を、都道府県から市町村に移⾏
・ 放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を創設

【今後の方向性】

①①①①学校教育における合理的配慮の実施学校教育における合理的配慮の実施学校教育における合理的配慮の実施学校教育における合理的配慮の実施

支援学校と地域の学校における支援の格差をふまえ、地域の学

校に行きやすい環境を整備するために、改正障害者基本法に基づ

き、教育の場のハード面・ソフト面における「合理的な配慮」を

進めます。

例えば、支援の必要な子どもにとって‘ないと困る支援’は、

すべての子にとって‘あると便利な支援’であることが多いとい

う観点に基づき、授業のユニバーサルデザイン化をすすめます。

また、障害のある子ども及び障害への理解を深めるため、引き

続き、教職員に対する各種研修を実施します。

専門的支援を行える人材育成が課題となっている、発達障害の

ある子どもの支援については、地域での一貫した支援の促進を図

る発達障害者支援法をふまえ、箕面市支援連携協議会等において、

教育・福祉・医療・保健・労働等の関係者の連携を図ります。

②②②②個別ニーズに応じた支援の推進個別ニーズに応じた支援の推進個別ニーズに応じた支援の推進個別ニーズに応じた支援の推進

インクルーシブ教育システム構築に向けた国・大阪府の動向を

ふまえ、本人や保護者の考えを最大限尊重した、就学指導のあり
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方や就学先決定の仕組み、普通高校を含む進学の支援を継続して

いきます。

「個別の教育支援計画」は、学校・保護者・関係機関の連携に

より、子どもの継続的な支援のためのツールとして、保護者の参

画のもと作成します。また、「個別の指導計画」を作成し、子ど

もの学習や活動を支える指導・支援に努めます。

通常の学級に在籍する支援の必要な子どもについて、国による

調査結果等をふまえ、校内支援体制を強化し、一人ひとりの教育

的ニーズに応じた支援に努めます。

現在、小学校４校・中学校１校に設置している「通級指導教室」

について、各学校に周知し、通常の学級に在籍する支援が必要な

児童・生徒が、通級指導教室で支援を受けることができるよう努

めます。

③③③③医療的ケアへの対応の充実医療的ケアへの対応の充実医療的ケアへの対応の充実医療的ケアへの対応の充実

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律による社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、

平成２４年(2012年)４月から一定の研修を受けた介護職員等は、

一定の条件の下にたんの吸引等の医療的ケアができるようにな

りました。このことを受けて示された、平成２３年(2011年)１２

月の文部科学省通知「特別支援学校等における医療的ケアの今後

の対応について」では、以下の体制整備が必要とされています。

ａ．保護者との連携協力を前提に、原則として看護師等が医療的

ケアに当たり、教員やそれ以外の者（以下「教員等」という）

がバックアップする体制

ｂ．必要な特定行為が軽微なものでかつ実施の頻度も少ない場

合の児童生徒に対応する体制

ｃ．教育委員会の総括的な管理体制や校内組織体制の整備、医

師・保護者等との連携協力
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教育委員会では、看護師資格を持つ介助員を引き続き配置しま

す。また、災害等の様々な事態を想定し、医療的ケアを必要とす

る子どもが、より一層安心して地域の学校で教育を受けられるよ

う、教員等を対象に研修を実施します。さらに、「医療的ケア懇

談会」において、教育、保健、医療及び福祉の連携を強化しなが

ら、教育現場における支援の在り方について、検討を進めます。

④④④④相談体制の充実相談体制の充実相談体制の充実相談体制の充実

障害のある子どもやその家族の教育に関するニーズは、ますま

す多様化しており、一人ひとりのニーズに対応した教育相談体制

の充実が必要となっています。市教育センターを中心として、関

係機関等との連携を促進し相談体制の整備・充実に努めます。

「いじめ」に関する相談については、各学校、教育センター、

教育委員会事務局での対応に加え、いじめ・体罰ホットラインを

開設し、さらなるいじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り

組みます。また、第三者機関として、箕面市いじめ防止基本方針

に掲げる「箕面市いじめ等学校問題対策チーム」を設置し、いじ

め事案の対応について、専門的な知識及び経験を有するメンバー

が、調査、指導助言にあたります。

⑤⑤⑤⑤放課後等の居場所の充実放課後等の居場所の充実放課後等の居場所の充実放課後等の居場所の充実

平成２４年度（2012 年度）の児童福祉法の改正に伴い、本市

においても放課後等デイサービス事業所が数多く開設されまし

た。これらの事業所では、障害特性に合った支援を受けられるた

め、利用者が増えています。

他方で、地域での交流ができる学童保育についても、放課後・

長期休業中の子どもの居場所として、引き続き高いニーズがあり

ます。「新放課後モデル事業」の実施により、すべての子どもた

ちに「学び」「体験」「遊び」「生活」の場を一体的に提供し、よ

り豊かな放課後の居場所づくりに取り組みます。今後も、学童保
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育を含む学校での放課後の居場所において、発達障害を含む障害

特性への配慮が受けられるよう、事業を受託する民間事業者を含

む関係機関等との連携を進めます。



第３章 分野別施策の基本的方向性

- 53 -

６ 権利擁護施策の推進

（１）人権擁護・啓発の推進（１）人権擁護・啓発の推進（１）人権擁護・啓発の推進（１）人権擁護・啓発の推進

【基本方針】

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
しっぺい

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」、改正障害者基本法、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。

【本市や社会の動き】

平成５年度（1993年度）
市議会で「箕⾯市人権宣言」を採択
・ 宣言の趣旨をふまえ、人権に関する施策を総合的に推進
・ 各種啓発活動を推進
平成９年度（1997年度）
箕⾯市まちづくり理念条例を制定
・ 「まちづくりは、すべての人の基本的人権の尊重のもとに進める」と規定
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平成14年度（2002年度）
パオみのお（市精神障害者地域生活支援センター）移転反対問題が発生
平成15年度（2003年度）
箕⾯市人権のまち条例を制定
・ 市の役割として「人権尊重の視点で施策を推進すること」、市⺠の役割とし

て「家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を認
め合い、人権を尊重するまちの実現に努めること」と規定

平成22年度（2010年度）
「箕⾯市人権のまち推進基本方針」を策定
・ 人権が尊重されたまちを実現するための体制づくりや、市⺠と⾏政が取り組

むべき方向性を規定
・ 箕⾯市人権施策審議会の答申をふまえたもの
平成23年度(2011年度)
改正障害者基本法が施⾏
・ 障害を理由とする差別・権利利益の侵害を禁⽌
平成25年度(2013年度)
障害者差別解消法が成⽴
・ 障害を理由とする差別等の権利侵害⾏為を禁⽌
・ 合理的配慮の提供を、国・地方公共団体等に義務化
・ 基本方針、ガイドライン等の策定を規定
・ 平成28年度（2016年度）施⾏

【今後の方向性】

①①①①人権行政・人権啓発の推進人権行政・人権啓発の推進人権行政・人権啓発の推進人権行政・人権啓発の推進

「箕面市人権のまち推進基本方針」、改正障害者基本法、障害

者差別解消法に基づき、人権行政及び人権啓発の推進に努めます。

・ 人権文化部と各部局が連携し、市民と職員が人権課題について

共通認識を持つための冊子編集や人権相談のあり方について

の研究等を進めます。

・ また、これらの啓発については、企画段階等初期の段階から、
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「箕面市人権啓発推進協議会」をはじめ多くの市民との協働に

より事業を進めます。

・ 市内の関係団体が実施する啓発事業等との連携を図ります。

・ 行政各分野において、「ノーマライゼーション」の視点に基づ

き、障害者の人権を尊重した施策展開を図ることができるよう、

人権や福祉をテーマとした各種研修を、引き続き実施します。

・ 障害者差別解消法をふまえ、一人ひとりの障害特性に応じた合

理的配慮を行い、実質的な平等を確保することが社会の義務で

あるという理念について、広く理解を求めます。また、障害を

理由とした差別の解消に向けて、地域の課題として、広く市民

と共に考える機会となる啓発事業等を実施します。

・ 啓発の実施にあたっては、当事者からの発信が大きな役割を果

たします。障害者や家族による自発的活動をより一層支援する

ため、国の市町村地域生活支援事業の活用等を検討します。

②②②②差別意識・偏見の解消の取組み差別意識・偏見の解消の取組み差別意識・偏見の解消の取組み差別意識・偏見の解消の取組み

平成１４年度（2002年度）の施設コンフリクトの発生を受け、

市内では、精神障害者市民地域交流事業等の人権啓発の取組みが、

一層強化されて行われてきました。しかし、障害者の住居探しの

困難さ等に表れているように、地域における偏見・差別意識は、

今もなお根強く残っています。

他方で、平成２３年度（2011年度）には、国の医療計画で指定

される「４大疾病」（がん・脳卒中・心臓病・糖尿病）に精神疾
しっぺい

患が追加され、「５大疾病」となりました。また、障害者入所施
しっぺい

設や精神科病院から地域生活への移行を進めることが、障害福祉

サービスとして制度化され、国の施策として進められています。

精神障害者をはじめとする障害者に対する偏見・差別意識の解

消は、今後ますます重要になるという認識に立ち、人権啓発のた

めの取組みを、より一層推進します。
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（２）権利擁護の推進（２）権利擁護の推進（２）権利擁護の推進（２）権利擁護の推進

【基本方針】

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。

【本市や社会の動き】

平成15年度（2003年度）
市に「保健福祉苦情解決システム」を構築
・ 社会福祉法に規定する福祉サービスを含めた、全ての保健福祉サービスが

対象
・ サービス利用者等からの相談・苦情に対し、迅速・適切な対応を図るもの
・ サービス提供時に発生した事故等に関し、市への報告等の仕組みを制度化
・ 保健福祉サービスの質の確保・向上、利用者の権利擁護を図るもの
平成24年度(2012年度)
障害者虐待防⽌法が施⾏
・ 市町村の責務として、障害者虐待の予防・早期発⾒、被害者の保護・自

⽴支援、成年後⾒の利用促進等を規定
平成25年度（2013年度）
市障害者虐待防⽌センター業務を、市基幹相談支援センター業務とあわせて、
社会福祉協議会在宅ケアセンターに委託
・ ⽇常的なケースワークと連動した、虐待の予防・早期発⾒を図るもの

【今後の方向性】

①①①①苦情解決システムの活用苦情解決システムの活用苦情解決システムの活用苦情解決システムの活用

「保健福祉苦情解決システム」を引き続き運用し、保健福祉サ

ービス利用者の権利擁護に努めます。

・ 大阪府や、社会福祉法に基づく運営適正化委員会等の関係機関

と連携します。

・ 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。
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・ サービス提供時に発生した事故に対して、必要な指導・助言を

行います。

②②②②虐待防止の取組み虐待防止の取組み虐待防止の取組み虐待防止の取組み

障害者虐待防止法に基づき、障害者に対する虐待の予防・早期

発見、被害者の保護・自立支援、養護者の支援を進めます。

・ 虐待事例の検証にあたっては、「保健福祉苦情解決システム」

を活用します。

・ 市障害者虐待防止センター業務を、市基幹相談支援センター業務

と一体化することにより、日常的なケースワーク・相談支援と連

動した、虐待の予防・早期発見、養護者の支援等を進めます。

③③③③成年後見制度等の推進成年後見制度等の推進成年後見制度等の推進成年後見制度等の推進

障害者の権利擁護については、虐待事例の検証も含め「箕面市

自立支援協議会」において、相談支援事業者やサービス事業者等

の関係機関との連携により推進します。

・ 特に、成年後見制度については、関係者による課題共有とネッ

トワークづくりの場を設け、制度の理解と連携を深めます。

・ あわせて、制度の周知を進め、利用を支援する体制を整えます。

・ 障害者総合支援法に基づく市町村必須事業である「成年後見制

度利用支援事業」を活用し、生活保護受給者等を対象とした、

成年後見にかかる費用（後見人報酬、申立費用等）の軽減施策

を継続します。

・ 平成２５年度（2013年度）に、障害者総合支援法に基づき、市

町村必須事業に追加された「成年後見制度法人後見支援事業」

をふまえ、法人後見体制の確保や市民後見人のあり方について、

検討を行います。

・ 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）」等と連携し、判断に支援が必要な障害者の財産権が保障

され、円滑に福祉サービスが利用できるよう、成年後見制度と

の併用も含めて、支援します。
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７ 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（１）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（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】

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】

①①①①機会提供の推進機会提供の推進機会提供の推進機会提供の推進

市立総合運動場・生涯学習センター等の、施設のバリアフリー

化を進めます。

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。

障害のある子ども等を対象としたスポーツ教室を、引き続き実

施します。

②②②②情報保障の充実情報保障の充実情報保障の充実情報保障の充実

障害者が、講座・イベント等に気軽に参加できるよう、市が主

催する講座・イベント等において、手話通訳・要約筆記、資料の

点訳などを進めるとともに、市の主催以外の事業についても、こ

うした配慮への理解を求めます。

③③③③人的支援の推進人的支援の推進人的支援の推進人的支援の推進

障害者が、地域でのスポーツ・文化・生涯学習活動等に、気軽

に継続して参加できる環境を整備するため、施設職員・民間事業

者・地域住民等の理解と協力を得られるよう働きかけます。また、

指導員・ボランティアの育成等による人的支援の充実に努めます。
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８ 推進基盤の整備

（１）基本理念に基づく協働体制と社会基盤の整備・充実（１）基本理念に基づく協働体制と社会基盤の整備・充実（１）基本理念に基づく協働体制と社会基盤の整備・充実（１）基本理念に基づく協働体制と社会基盤の整備・充実

【基本方針】

本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、

民間事業者、ＮＰＯ、市民ボランティア等への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。

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。

【今後の方向性】

①①①①基本理念の周知基本理念の周知基本理念の周知基本理念の周知

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、地域社会への浸透を

図るため、あらゆる機会を通じて周知を行い、「わけへだてのな

い共生のまちづくり」を進めます。

・ 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ます。

・ 学校教育・生涯学習等の機会を通じ、「ノーマライゼーション」

についての理解促進と浸透を図ります。

②②②②連携の強化連携の強化連携の強化連携の強化

障害者施策の推進に当たっては、市職員の資質向上に努めると

ともに、民間事業者、ＮＰＯ、ボランティア等との連携を強化し

ます。
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・ 障害者の自立生活において重要な役割を果たす市民ボランテ

ィアを育成するための事業を、引き続き実施します。

③③③③総合的な支援の実施総合的な支援の実施総合的な支援の実施総合的な支援の実施

福祉サービスにおいては、平成２４年度（2012年度）に制度化

された計画相談支援事業を活用し、市基幹相談支援センターであ

る社会福祉協議会在宅ケアセンターを核として、相談支援事業者

との連携により、本人にとって最も適切なサービス利用と総合的

な支援を、障害者ケアマネジメントの理念に基づき進めます。

④④④④社会基盤の確保の取組み社会基盤の確保の取組み社会基盤の確保の取組み社会基盤の確保の取組み

また、障害福祉サービスの提供基盤については、障害福祉計画

に基づき、市立施設や既存の民間事業者の、さらなる活用を図る

とともに、新たな民間事業者の参入を促す方策について検討し、

多様な事業主体による基盤の確保に努めます。

（２）計画の進行管理と施策の推進体制の整備（２）計画の進行管理と施策の推進体制の整備（２）計画の進行管理と施策の推進体制の整備（２）計画の進行管理と施策の推進体制の整備

【基本方針】

本計画に基づく、障害者施策全般の推進にあたっては、改正障害者

基本法の趣旨をふまえ、保健医療福祉総合審議会、障害者市民施策推

進協議会や自立支援協議会等に障害当事者や関係者の参画を得るこ

とにより、当事者の意見反映を進め、進行管理を行います。

【今後の方向性】

①①①①進捗管理の実施進捗管理の実施進捗管理の実施進捗管理の実施

障害者施策の着実な推進をめざして、本市の行政評価制度を活

用し、定期的に本計画及び障害福祉計画の進捗状況の点検・評価、

計画の見直し、また新たな施策の検討等を行います。

・ 進捗状況の点検・評価、計画の見直しなどに係る調査・審議を

行う機関としては、引き続き、保健医療福祉総合審議会を位置
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づけます。

・ 同時に、関係機関や団体、障害当事者等で構成する障害者市民

施策推進協議会及び自立支援協議会と連携し、施策の推進にあ

たって障害当事者の実態・意見の反映に努めます。

②②②②庁内連携の推進庁内連携の推進庁内連携の推進庁内連携の推進

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、市職員の人権意識の向上もあわせて図り

ます。


