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はじめに 

 

貝塚市では、障害のある人の地域における自立と社会参加

の実現をめざし、平成11年（1999年）以降2次にわたって、

障害者計画を策定し、障害者施策の総合的・計画的な推進に

努めてまいりました。また、平成18年（2006年）からは、

障害福祉サービス等が地域で計画的に提供されるよう、これ

まで4期にわたって障害福祉計画を策定し、取り組みを進め

てきました。 

その間、国においては、平成19年（2007年）に障害者の権利に関する条約に署名

しその批准に向け、障害者基本法の改正など、障害のある人の権利擁護に係る法整備が

行われました。そして、障害者自立支援法に代わり障害者総合支援法の施行に続き、障

害のある児童に対する地域の支援体制の構築など、障害者施策全般にわたる改革が進め

られてきました。一方で、障害のある人を取り巻く状況は、ともに暮らす家族の高齢化

が進むなど新たな課題が生じてきています。 

こうした動向を踏まえ、このたび「第3次貝塚市障害者計画」、「第5期貝塚市障害福

祉計画」ならびに「第1期貝塚市障害児福祉計画」を策定いたしました。本計画では

「ともに生き ともにかがやく かいづか」を基本理念とし、障害のある人が社会の構

成員として分け隔てられることなく、地域でともに自立し支えあうまちをめざし、様々

な関係機関と力を合わせさらなる取り組みを進めてまいりますので、地域における皆様

の一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、この計画の策定にご尽力賜りました施策推進協議会委員の方々

をはじめ、計画策定について貴重なご意見やご協力をいただきました市民の皆様や、各

関係団体の方々に厚くお礼を申し上げます。 

 

平成30年（2018年）3月 

 

貝塚市長 藤 原  龍 男 
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第１章 計画の策定にあたって       

１．計画策定の趣旨 

（１）計画策定の目的 

本市では、平成21年(2009年)３月に「第２次貝塚市障害者計画」を策定し、障

害のある人に関する施策を総合的に推進してきました。また、平成19年(2007年)

３月に「貝塚市障害福祉計画」を策定して以降、４期にわたり計画の改定を行い、

地域での暮らしを支援することを中心に、サービス基盤の整備等について、施策

の推進を図ってきました。 

「第２次貝塚市障害者計画」や「第４期貝塚市障害福祉計画」の策定後、国に

おいては、障害のある人に関わる様々な制度の改革に向けた検討が進められ、多

くの関係法令が可決・成立しました。また、国における障害者施策の基本的あり

方を示す「障害者基本計画」（第３次）が平成25年(2013年)９月に策定され、平

成26年(2014年)２月には「障害者の権利に関する条約」がわが国においても発効

しました。 

 

「第２次貝塚市障害者計画」の計画期間は本来、平成30年度(2018年度)までと

なっていますが、計画の策定後に国における制度改革が大きく進んだことや社会

情勢・ニーズの変化等を踏まえ、１年前倒しで改定することとしました。 

「第４期貝塚市障害福祉計画」は平成29年度(2017年度)で計画期間が終了する

ため、障害者総合支援法の規定により第５期障害福祉計画を策定する必要があり

ます。また、新たに市町村に対して障害児福祉計画の策定が義務づけられたこと

を受けて、第１期障害児福祉計画を第５期障害福祉計画と一体的に策定します。 

すべての人々の人権が尊重され、だれもが地域でいきいきと安心して暮らせる

まちづくりを進めていくため、「第３次貝塚市障害者計画」、「第５期貝塚市障害

福祉計画・第１期貝塚市障害児福祉計画」の策定を通じて、障害者施策の基本的

方向性と具体的な取り組みについて定めるとともに、障害福祉サービス等の具体

的な成果目標と活動指標を設定し、その達成方策を明らかにしていきます。 
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（２）国や社会の動向 

国においては、障害のある人に関わる様々な制度の改革に向けた検討が進めら

れ、多くの関係法令が成立しています。また、社会経済情勢は絶えず変化を続け

ており、障害のある人本人や、家族を中心とした主に介護を担う人の高齢化、ま

た障害の重度化・重複化などへの対応が迫られています。 

 

《福祉サービス提供体制の見直し・充実》 

障害のある人を対象としたサービスに関しては、平成24年(2012年)の児童福祉

法等の改正により、障害児通所支援と障害児入所支援が創設されるとともに、地

域の療育支援の中核施設として、児童発達支援センターが位置づけられました。 

また、平成25年(2013年)に障害者自立支援法が「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」とします。）に改

正され、サービスを受けることができる障害者の範囲に難病患者が加えられたほ

か、共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元化、

重度訪問介護の対象拡大などの実施が定められました。 

平成28年(2016年)５月に「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の改正案が国

会において可決・成立し、平成30年(2018年)４月に施行されます。これに伴い、

障害のある人の地域における生活の維持・継続に向けた基幹相談支援センター＊

の有効活用や地域生活支援拠点等の整備、精神障害に対応した地域包拢ケアシス

テムの構築、就労定着に向けた支援、障害児のサービス提供体制の計画的な構築、

「地域共生社会」の実現に向けた取り組みなどを今後進めていくこととなります。 

 

 

《障害のある人の就労支援の充実》 

障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の経済

面の自立を進めるため、平成25年(2013年)４月に「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

します。）が施行され、国や地方公共団体、独立行政法人等の公的機関により、

障害者就労施設等から優先的・積極的に物品やサービスを調達する取り組みが進

められています。 
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また、平成25年(2013年)に「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」とします。）が改正され、平成28年(2016年)から雇用分野にお

ける障害者差別の禁止や合理的な配慮の提供義務が定められるとともに、平成30

年(2018年)から法定雇用率＊の算定基礎に精神障害のある人を加えることが規定

されました。今後とも障害のある人の一般就労、福祉的就労＊の機会の拡充に向

けた取り組みを関係機関とともに進めていくこととなります。 

 

 

《障害のある人に対する虐待防止と差別の解消》 

平成24年(2012年)に「障害者虐待防止法」が施行され、市町村に「障害者虐待

防止センター」を設置し、事実の確認や虐待の認定、一時保護、支援方針の策定

などを行うことが定められました。また、養護者や障害者福祉施設等（学校や保

育所、医療機関は含まれません）の従事者などによる虐待に対する支援や対応策

などの具体的な体系が定められました。 

平成25年(2013年)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」とします。）が公布され、平成28年(2016年)に施行され

ました。法律では、行政機関や民間事業者等における障害を理由とする差別的取

り扱いによる権利侵害行為を禁止するほか、社会的障壁の除去を必要としている

障害のある人がいる場合に、その実施に向けて必要かつ合理的な配慮がされなけ

ればならない（行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務）と規定されていま

す。 
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２．計画の位置づけと期間 

（１）計画の位置づけ 

第３次障害者計画は、障害者基本法第11条第３項に基づく「市町村障害者計画」

として、貝塚市における障害者施策の基本的な計画となるものです。 

第５期障害福祉計画は、障害者総合支援法（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）第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として、

貝塚市における障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業に関する具体的

な実施内容、見込量等を定めるもので、「障害者計画」の実施計画的な性栺を有

するものです。また、第１期障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第１項に

基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害のある児童を対象とする各種支援

事業に関する具体的な実施内容、見込量等を定めるもので、貝塚市では障害福祉

計画と一体的に策定します。 

また計画は、国や大阪府の定める計画等の内容を十分に踏まえながら、「第５

次貝塚市総合計画」の具体的な分野別計画として位置づけ、健康福祉分野をはじ

めとする各分野の関連計画との整合・調整を図りながら策定しています。 

計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者計画 

（障害のある人に関わる施策の基本方向 

を分野ごとに明らかにする） 

障害福祉計画・障害児福祉計画 

（障害者計画における生活支援施策について

の実施計画的な位置づけ） 

根拠法：障害者基本法 

（第11条） 

根拠法：障害者総合支援法

（第88条） 

児童福祉法 

（第33条の20） 

 

障害児福祉計画 
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（２）計画の期間 

第３次障害者計画の期間は、平成30年度(2018年度)から平成35年度(2023年度)

までの６年間とします。 

第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の期間は、障害者総合支援法及び

児童福祉法の規定により平成30年度(2018年度)から平成32年度(2020年度)までの

３年間となります。 

計画の進捗状況については定期的に評価・点検を行い、必要に応じて計画内容

を随時見直すこととします。 

 

「障害者計画」「障害福祉計画」「障害児福祉計画」の計画期間 

年度 
平成 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

障害者計画 第２次 第３次障害者計画 第４次 

障害 

福祉計画 
第３期 第４期 第５期障害福祉計画 第６期 第７期 

障害児 

福祉計画 
 第１期障害児福祉計画 第２期 第３期 

 

 

 

（３）計画の対象 

本計画における「障害」とは、障害者基本法及び障害者総合支援法の定義に従

い、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害＊、高次脳機能障害、その他の心

身の機能の障害（政令で定める難病などによる障害を含む）をさすものとし、

「障害者（障害のある人）」とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活、

社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をさすものとします。 

なお、この計画の推進にあたっては、障害の有無にかかわらず、すべての市民

の理解と協力が必要となります。このため、この計画は、貝塚市内で暮らし、学

び、働き、憩うすべての市民を対象とします。 
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３．計画の策定方法 

計画の策定にあたり、障害者施策への市民意識や障害のある人の実態、各種サ

ービス利用の現状、意向等を把揜することを目的に、障害のある人へのアンケー

ト調査や関係団体等へのヒアリング調査等を実施し、施策立案の参考としました。 

策定体制については、計画で掲げる施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、

関係各課による全庁的な体制のもとで策定作業を進めるとともに、市民代表や保

健・医療・福祉関係者等によって構成される「貝塚市障害者施策推進協議会」に

おいて審議を行いました。 

また、策定過程において計画案を公表し広く意見を求めるため、意見募集（パ

ブリックコメント）を実施しました。 
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第２章 障害のある人を取り巻く状況    

１．貝塚市における現況 

（１）人口の推移 

貝塚市の人口は88,059人、世帯数は37,580世帯です（平成29年(2017年)10月１

日現在、住民基本台帱）。人口については減尐傾向にあります。また、世帯数に

ついては世帯規模の縮小に伴い増加の一途をたどっています。 

年齢別人口構成については、人口総数のうち０歳から14歳の年尐人口割合が

14.1％となる一方で、65歳以上の高齢者人口の割合（高齢化率）が25.3％と市民

の４人に１人が高齢者となっています。 

 

人口総数と年齢階層別人口の推移 

 

※住民基本台帱人口（各年10月1日現在） 

 

 

 

14,260 13,976 13,624 13,232 12,886 12,420

56,367 55,670 55,036 54,424 53,949 53,347

19,845 20,471 21,203 21,604 22,076 22,292

90,472 90,117 89,863 89,260 88,911 88,059
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（２）障害のある人の状況 

《身体障害のある人》 

身体障害者手帱＊の所持者数は、平成29年(2017年)３月末現在で3,821人となっ

ています。障害種別ごとにみると、肢体丌自由、内部障害＊の順で多く、年齢別

には、18歳未満の人は手帱交付者全体の1.7％にとどまり、高齢化が進んでいま

す。 

年齢別・障害区分別身体障害者手帱＊所持者数(人) 

区  分 総 数 視 覚障害 

聴 覚・ 

平衡機能

障  害 

音 声・ 

言 語・ 

そしゃく 

機能障害 

肢 体 

不 自 由 
内部障害＊ 

平成25年 3,936 247 255 40 2,346 1,048 

平成26年 3,941 240 263 40 2,347 1,051 

平成27年 3,939 235 260 38 2,321 1,085 

平成28年 3,886 235 260 40 2,273 1,078 

平成29年 3,821 229 253 39 2,206 1,094 

 ０～17歳 64 2 8 1 32 21 

 18歳以上 3,757 227 245 38 2,174 1,073 

注）各年３月末現在 
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《知的障害のある人》 

療育手帱＊の所持者数は、平成29年(2017年)３月末現在で772人と増加傾向にあ

ります。障害程度別では、重度であるＡ２が全体の30.1％を占めて多く、年齢別

には、18歳未満の人が28.0％、18歳以上の人が72.0％の割合になっています。 

年齢別・等級別療育手帱＊所持者数(人) 

 総 数 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 

平成25年 671 92 239 150 190 

平成26年 700 93 244 162 201 

平成27年 724 93 243 171 217 

平成28年 746 100 242 174 230 

平成29年 772 112 232 175 253 

 ０～17歳 216 16 55 44 101 

 18歳以上 556 96 177 131 152 

注）各年３月末現在 

 

 

《精神障害のある人》 

精神障害者保健福祉手帱＊の所持者数は、平成29年(2017年)３月末現在で662人

と近年は増減を繰り返しています。また、自立支援医療（精神通院）の受給者数

は、1,430人となっています。 

年齢別・等級別精神障害者保健福祉手帱＊所持者数(人) 

 総 数 １ 級 ２ 級 ３ 級 

平成25年 623 132 412 79 

平成26年 694 139 460 95 

平成27年 693 118 468 107 

平成28年 645 79 439 127 

平成29年 662 58 450 154 

 ０～17歳 41 0 20 21 

 18歳以上 621 58 430 133 

注）各年３月末現在 
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《障害支援区分認定者の状況》 

障害者総合支援法に基づく障害支援区分認定の状況は、下表のとおりです。認定

者数は、平成29年(2017年)３月末現在で483人と増加傾向にあります。 

障害支援(程度)区分認定の状況（人） 

障害種別 総 数 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

平成25年 444 12 67 118 77 75 95 

平成26年 445 10 78 105 77 73 102 

平成27年 447 13 78 91 75 82 108 

平成28年 466 10 84 87 80 91 114 

平成29年 483 10 91 90 81 95 116 

 身体障害者 149 3 17 27 15 22 65 

 知的障害者 234 1 17 35 61 71 49 

 精神障害者 100 6 57 28 5 2 2 

注）各年３月末現在 

※区分の数字が大きいほどより介護・支援を必要とする状態を意味します。 
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２．障害者施策の実施状況 

（１）関連する施策の実施状況 

「第２次貝塚市障害者計画」（平成21年(2009年)３月策定）では、７つの基本方

向、延べ139項目にわたる施策・事業を掲げました。 

計画の改定にあたって、庁内の関係各課に進捗状況を把揜したところ、おおむね

何らかの形で実施されており、今後についても継続もしくは実施方法を検討しつつ

施策の充実を図るというものが多くを占める結果となりました。 

 

①啓発・交流の促進 

施策の体系 主な取り組み内容 

(1)理解と交流の促進 ○広報かいづかやパンフレット、市のホームページなどを通じて障

害のある人に関する情報提供を行っています。ホームページにつ

いては、ユニバーサルデザイン＊の観点からすべての人に利用し

やすい内容に努めています。 

○障害者団体や関係団体とともに、街頭活動などの啓発を進めてい

ます。 

○市内の全幼稚園・小学校・中学校で障害理解学習に取り組んでお

り、児童生徒の発達段階に応じた系統的な学習・体験・交流活動

等を進めています。 

○公民館事業として障害者施設の利用者との交流を進めています。 

(2)地域における福祉

活動の推進 
○社会福祉協議会、地区福祉委員会、民生委員・児童委員協議会な

どの関係団体による小地域ネットワーク活動やボランティア＊活

動が活発に展開されています。 

○重度障害のある人などを対象に配食サービスや安否確認を行う事

業を行っています。 

○点訳、手話、音訳、要約筆記＊など障害のある人に関わるボラン

ティア＊等の確保・養成に努めています。 

○障害者施設で開催されるふれあい喫茶にボランティア＊が協力

し、障害のある人と障害のない人の交流を促進しています。 
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②保健・医療の充実 

施策の体系 主な取り組み内容 

(1)保健・医療体制の

充実 
○保健師による乳児家庩の訪問時に、同じ家庩で暮らす障害のある

人の健康相談も併せて実施しています。 

○障害者支援事業所と連携し、集団健診を実施しています。また、

障害のために会場に出向けない人に対して、保健師が訪問し保健

指導等を実施しています。 

○大阪府の「重症心身障害児者地域ケアシステム整備・ケアコーデ

ィネート事業」により泉州圏域における診療体制に関する情報の

収集と提供に努めています。 

○身体障害者福祉センターにおいて機能回復やリハビリテーション
＊の場の提供を行っています。 

○発達や運動機能に課題のある子どもに対して、児童発達支援など

の療育プログラムの利用促進に努めています。 

(2)こころの健康づく

り 
○精神保健福祉士がこころの健康相談に対応するとともに、相談支

援事業所でも相談体制を整備しています。 

○自立支援医療の一環として各医療機関で精神科デイケア事業を実

施しており、その案内・周知をしています。 

○障害者自立支援協議会の地域移行ワーキングにおいて精神科病院

からの退院促進に向けたケース検討などを行っています。 

(3)難病患者等への支

援 
○障害者総合支援法に基づく障害の対象として難病等も位置づけら

れたことから法に基づいた支給決定を行っています。 

 

③生活支援の充実 

施策の体系 主な取り組み内容 

(1)相談支援と権利擁

護＊の推進 
○広報や福祉のしおり、市のホームページ等による情報提供に努め

ています。 

○基幹相談支援センター＊を設置するとともに、市内の２事業者に

委託し、障害のある人や家族等からの各種相談に応じています。 

○障害者自立支援協議会本会議、事務局会議、各部会、各ワーキン

グの開催を通じ、相談支援体制の充実のために関係機関の協議・

検討・調整などを進めています。 

○成年後見制度＊の利用促進を図るとともに、福祉サービス利用援

助事業など社会福祉協議会など関係機関と権利擁護＊の推進に努

めています。 

○障害のある人に対する虐待防止に向けて、障害者自立支援協議会

の権利擁護＊ワーキングで情報共有を行い、適時対応に努めてい

ます。 
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施策の体系 主な取り組み内容 

(2)生活支援サービス

の提供 
○障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて障害福祉サービス（在

宅生活の支援、日中活動の場の充実、生活の場の確保）、障害児

福祉サービス、地域生活支援事業の円滑な実施に努めています。 

○福祉のしおりやホームページ等を通じて各種制度の周知に努めて

います。 

○年金・手当等の支給、医療貹の助成などの制度の周知により障害

のある人や家族等の支援を図っています。 

 

④教育・育成の充実 

施策の体系 主な取り組み内容 

(1)療育・発達支援体

制の充実 
○乳幼児健診や発達相談等の実施を通じて子どもの心身の課題の早

期発見、フォロー体制の充実に努めています。 

○特別支援教育＊巡回相談の実施や幼稚園へのキンダーカウンセラ

ーの配置など、個別相談指導の充実に努めています。 

○保育所や留守家庩児童会（仲よしホーム）へ加配保育士、加配指

導員を配置し、障害のある子どもの受け入れに努めています。 

(2)特別支援（障害

児）教育＊の充実 
○各小中学校において特別支援教育＊コーディネーターを中心に支

援を要する児童生徒の実態把揜に努め、支援学級及び通級指導教

室における個別の支援の充実を図っています。また、通常学級に

おける支援の充実、指導方法の研究にも努めています。 

○教育施設のトイレの改修、一部バリアフリー＊化を随時行ってい

ます。 

○貝塚高校の自立支援コースの見学会を実施し、進路情報を提供し

ています。 

（生涯教育の充実） ○市民福祉センターで視覚障害者のための文化教室、各公民館で障

害者のための講座を開催するなど、障害のある人を対象とした講

座や学習事業が展開されています。 

 

⑤雇用・就労の促進 

施策の体系 主な取り組み内容 

(1)多様な就労の場の

確保と支援 
○雇用・就労促進のための支援体制づくりとして、障害者自立支援

協議会に就労支援部会を設置し、関係部署・関係機関の連携に努

めています。 

○卒業を控えた支援学校＊の生徒・保護者・教員との懇談を行い、

卒業後の就労に向けた援助を行っています。 

○泉州中障害者就業・生活支援センター等と連携し、障害のある人

の就労・雇用上の問題解決を図り、就業にあたっての支援に努め

ています。 
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施策の体系 主な取り組み内容 

(2)福祉的就労＊の場

の充実 
○就労移行支援事業所に身体障害者福祉センターの清掃業務を委託

したり、障害者就労施設等に対し制作物の販売場所を提供するな

ど、福祉的就労＊の場の充実に努めています。 

○障害者優先調達推進法に基づく「貝塚市障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進を図るための方針」を策定し、障害者就労施

設等からの物品等の調達に取り組んでいます。 

 

⑥社会参加の促進 

施策の体系 主な取り組み内容 

(1)移動・コミュニケ

ーションに関する

支援 

○障害者総合支援法の規定に基づき、移動支援事業や自動車運転免

許取徔貹の助成を行うほか、福祉型コミュニティバス「は～もに

～ばす」の運行、障害者団体が行う活動等への移動手段の確保な

ど、外出支援の充実に努めています。 

○手話通訳者や要約筆記＊者の派遣を行うとともに、点訳、手話、

音訳、要約筆記＊などコミュニケーションなどの必要な人を支え

るボランティア＊等の養成と活用に努めています。 

○市の発行する広報、各種計画などについて点字版や音声版などの

作成・発行を進めています。 

○市内の視覚障害のある人に対して、情報収集支援事業（パソコン

及びハイテク機器講習）を委託により実施しています。 

(2)社会参加活動への

支援 
○貝塚市障害者(児)団体連絡会に委託し、貝塚市障害者スポーツ振

興事業を実施しています。 

○公民館において障害のある人を対象とした各種講座や交流イベン

トなどを実施しています。 

○障害者(児)団体連絡会や各障害者団体に対して補助金等を交付

し、団体運営の支援を行っています。また、障害福祉に関する市

民意識の高揚と障害のある人の自立を図るため、福祉大会を開催

しています。 

○社会福祉協議会や各種協議会へ障害者(児)団体連絡会から委員を

派遣するなど、様々な方面への障害のある人の参画を促進し、参

加しやすい環境づくりに努めています。 
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⑦生活環境の充実 

施策の体系 主な取り組み内容 

(1)福祉のまちづくり ○「福祉のまちづくり」に関する普及・啓発に努めるとともに、事

業者等に対して随時バリアフリー＊化の指導を行っています。 

○市役所や公共施設の修繕を随時進めています。また、市道におけ

る歩道のバリアフリー＊化、視覚障害者誘導用ブロックの設置を

進めています。 

(2)居住環境の整備・

改善 
○日常生活用具給付の一環として住宅改修に要する貹用の助成を行

っています。 

○市営住宅の入居者で、病気や身体等の障害により階段昇降が困難

な人を対象に住宅替えを実施しています。 

(3)生活安全対策の推

進 
○地域版ハザードマップの作成、要配慮者施設を対象とした避難計

画の作成に向けた取り組みを進めています。 

○災害時要援護者避難支援制度による名簿登録を進めるとともに、

自治会等による個別支援計画の作成に向けた働きかけを進めてい

ます。 

○避難所の開設にあたっての訓練を実施し、課題等の集約を行って

います。 

○青色パトロール車の増車や小学校区単位の地域安全センターの設

置、防犯カメラ補助制度など防犯対策の強化・充実に努めていま

す。 
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（２）障害福祉サービス等の実施状況 

第４期障害福祉計画期間中の障害福祉サービス（自立支援給付、地域生活支援

事業、障害児支援サービス）の利用実績については、以下の表のとおりです。 

 

《自立支援給付によるサービスの利用実績（月平均）》 

サービス名 種別 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

当初計画 実績 当初計画 実績 当初計画 実績見込 

居宅介護 

身体(時間) 1,969 1,768 1,994 1,699 1,994 1,761 

知的(時間) 367 322 407 333 446 376 

精神(時間) 561 556 606 649 651 630 

障害児(時間) 44 46 44 60 33 57 

合 計(時間) 2,941 2,692 3,051 2,741 3,124 2,824 

重度訪問介護 

身体(時間) 1,413 776 1,570 944 1,727 1,094 

知的(時間) ０ 0 ０ 0 ０ 0 

精神(時間) ０ 0 ０ 0 ０ 0 

合 計(時間) 1,413 776 1,570 944 1,727 1,094 

同行援護 

身体(時間) 1,465 1,265 1,501 1194 1,537 1,231 

障害児(時間) 0 0 0 20 0 30 

合 計(時間) 1,465 1,265 1,501 1,194 1,537 1,261 

行動援護 

知的(時間) 0 0 0 0 0 0 

精神(時間) 0 0 0 0 0 0 

障害児(時間) 0 0 0 0 0 0 

合 計(時間) 0 0 0 0 0 0 

重度障害者等包拢支援 

身体(時間) 0 0 0 0 0 0 

知的(時間) 0 0 0 0 0 0 

精神(時間) 0 0 0 0 0 0 

障害児(時間) 0 0 0 0 0 0 

合 計(時間) 0 0 0 0 0 0 

短期入所 

身体(人日分) 132 123 137 106 143 103 

知的(人日分) 144 97 161 135 179 155 

精神(人日分) 0 0 0 0 0 0 

障害児(人日分) 13 10 13 13 13 13 

合計(人日分) 289 230 311 254 335 271 

※平成29年度(2017年度)については平成29年(2017年)９月末までの実績値をもとにした見込み量 
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サービス名 種別 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

当初計画 実績 当初計画 実績 当初計画 実績見込 

生活介護 

身体(人日分) 909 769 974 782 1,039 787 

知的(人日分) 3,374 2,934 3,786 2,991 4,197 3,094 

精神(人日分) 0 30 0 47 0 56 

合計(人日分) 4,283 3,733 4,760 3,820 5,236 3,937 

療養介護 (人) 14 14 15 14 15 13 

自立訓練 

・機能訓練：身体 

・生活訓練：知的・精神 

身体(人日分) 30 20 30 3 45 0 

知的(人日分) 125 65 125 90 125 58 

精神(人日分) 0 0 0 0 0 28 

合計(人日分) 155 85 155 93 170 86 

就労移行支援 

身体(人日分) 22 21 22 44 22 37 

知的(人日分) 211 208 249 296 306 274 

精神(人日分) 18 88 27 110 36 96 

合計(人日分) 251 316 298 450 364 407 

就労継続支援(Ａ型) 

身体(人日分) 15 49 15 122 15 168 

知的(人日分) 144 122 165 180 186 342 

精神(人日分) 55 82 73 71 73 149 

合計(人日分) 214 253 253 373 274 659 

就労継続支援(Ｂ型) 

身体(人日分) 95 123 110 126 126 123 

知的(人日分) 1,218 1,151 1,424 1,292 1,612 1,500 

精神(人日分) 836 770 978 776 1,107 833 

合計(人日分) 2,149 2,044 2,512 2,194 2,845 2,456 

共同生活援助 

(グループホーム) 

身体(人) 3 3 3 3 4 4 

知的(人) 33 36 34 36 34 37 

精神(人) 17 16 17 16 18 19 

合計(人) 53 54 54 55 56 60 

施設入所支援 

身体(人) 14 14 14 13 13 13 

知的(人) 52 53 52 51 51 49 

精神(人) 0 0 0 0 0 0 

合計(人) 66 67 66 64 64 62 

計画相談支援 

身体(人) 2 4 5 8 8 12 

知的(人) 5 19 10 21 16 25 

精神(人) 5 15 11 18 17 22 

障害児(人) 0 0 0 0 2 0 

合計(人) 12 38 26 47 43 59 

地域移行支援 

身体(人) 0 0 0 0 1 0 

知的(人) 2 0 2 0 3 0 

精神(人) 0 0 0 1 1 0 

合計(人) 2 0 2 1 5 0 

地域定着支援 

身体(人) 0 0 0 0 0 0 

知的(人) 0 0 0 0 0 0 

精神(人) 0 0 1 0 2 0 

合計(人) 0 0 1 0 2 0 

※平成29年度(2017年度)については平成29年(2017年)９月末までの実績値をもとにした見込み量 

※サービス見込み量の単位の「人日分」は延べ利用日数のことです。 
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《地域生活支援事業の利用実績（年間）》 

事業名等 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

当初計画 実績 当初計画 実績 当初計画 実績見込 

相談支援事業 
障害者相談支援事業 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

基幹相談支援センター ―  －  －  －  1か所 1か所 

成年後見制度＊

利用支援事業 
利用者数 4人 4人 5人 4人 6人 4人 

意思疎通支援

事業 

手話通訳者の派遣 18人 17人 19人 17人 19人 16人 

要約筆記＊者の派遣 4人 2人 5人 2人 5人 3人 

手話通訳者設置事業 1人 1人 1人 1人 1人 1人 

手話奉仕員養成研修事業 30人 12人 35人 14人 40人 18人 

日常生活用具

給付等事業 

介護訓練支援用具 20件 15件 20件 9件 20件 12件 

自立生活支援用具 32件 18件 34件 20件 36件 24件 

在宅療養等支援用具 37件 24件 39件 23件 41件 23件 

情報・意思疎通支援用具 54件 33件 59件 32件 63件 32件 

排泄管理支援用具 2,243件 1,871件 2,362件 1,970件 2,481件 2,068件 

居宅生活動作補助用具 5件 3件 5件 1件 ５件 2件 

移動支援事業 
利用者数 213人 199人 227人 211人 242人 207人 

利用時間数(延べ時間) 28,813時間 15,969時間 30,710時間 19,344時間 32,675時間 17,917時間 

地域活動支援

センター事業 

実施箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

利用者数 112人 133人 115人 132人 118人 132人 

※平成29年度(2017年度)については平成29年(2017年)９月末までの実績値をもとにした見込み量 

 

《児童福祉法に基づく障害児支援サービスの利用実績（月平均）》 

サービス名 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

当初計画 実績 当初計画 実績 当初計画 実績見込 

児童発達支援 60人 59人 65人 60人 70人 60人 

医療型児童発達支援 2人 3人 2人 2人 2人 1人 

放課後等デイサービス 90人 86人 100人 107人 110人 140人 

保育所等訪問支援 4人 0人 4人 0人 4人 1人 

障害児相談支援 30人 8人 40人 23人 50人 25人 

※平成29年度(2017年度)については平成29年(2017年)９月末までの実績値をもとにした見込み量 
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《重点目標の達成状況》 

目標項目 数値目標 達成状況 

施設入所者の地域生活

への移行 

地域生活への移行数（目

標年度末までの累計数） 

平成29年度末 

8人 

平成29年9月末現在 

4人 

施設入所者数 
平成29年度末 

64人 

平成29年9月末現在 

64人 

地域生活支援拠点の整備 整備 未整備 

福祉施設から一般就労への移行 

（年間一般就労移行者数） 

平成29年度 

15人 

平成28年度 

8人 

就労移行支援事業の利用者数 
平成29年度末 

21人 

平成29年9月末現在 

27人 

就労移行支援事業所ごとの就労移行率の増加 

市内の事業所で、利用

者の3割以上の就労移行

を達成した事業所が

50％以上 

平成28年度末 

25％ 

就労継続支援(Ｂ型)事業所における平均工賃額 
平成29年度 

13,513円 

平成28年度 

12,333円 

 



第２章 障害のある人を取り巻く状況 

- 20 - 

３．市民の意識 

（１）計画策定に向けたアンケート調査の結果 

①調査方法と回収状況 

計画の策定に向けた基礎資料とするため、市内にお住まいの障害のある人や介

助・支援をされている人を対象に、生活やサービス利用の状況、福祉施策に対す

る意識などを把揜することを目的に実施しました。 

 

調査対象 

市内に住民登録している身体障害者手帱＊、療育手帱＊、精神障害者保健福祉手

帱＊を持っている人、障害児者施設に通所を利用するための受給者証を持ってい

る人 

①18歳以上 2,213名（無作為抽出） 

②18歳未満  369名（無作為抽出） 

調査方法 郵送等による配布・回収 

調査期間 平成29年６月21日～７月14日（８月４日をもって暫定的に回収を締め切り） 

回収状況 
① 有効回答数 1,182件（有効回答率：53.4％、前回53.8％） 

② 有効回答数  176件（有効回答率：47.7％、  50.7％） 

 

◆アンケート調査結果の見方◆ 

※グラフ中に表記しているアンケート調査結果における各設問の母数ｎ(Number of caseの略)

は、設問に対する有効回答者数を意味します。 

※各選択肢の構成比(％)は小数点第２位以下を四捨五入しています。このため、択一式の回答

については構成比の合計が100％にならない場合があります。 

※複数回答が可能な設問の場合、選択肢の構成比の合計が100％を超える場合があります。 

※グラフ中の数字は、特に断り書きのない限りすべて構成比を意味し、単位は％となります。 
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②主な集計結果 

《介助・支援の状況》 

◆日ごろ生活する中で、何らかの介助や支援(指示、声かけ、促しなども含みま

す)が必要ですか。 

・日常的に何らかの介助や支援が必要な人は、いつも必要という人と場合によって

必要という人を合わせて、18歳以上の57.7％、18歳未満の83.5％となっています。 

 
 

◆どのようなときに介助や支援が必要ですか。 

・介助や支援が必要な内容では、18歳以上では外出や金銭管理、服薬管理、入浴な

どの順、18歳未満についても同じような項目で介助や支援が必要とされています。 

 

 

19.1

29.5

38.6

54.0

35.0

15.9 0.6

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)

いつも介助や支援が必要 場合によっては介助や支援が必要なものがある 介助や支援は必要ない 無回答

 

35.3

33.1

62.5

46.2

44.7

12.5

3.1

34.7

44.9

56.5

37.4

61.9

10.9

68.7

52.4

68.0

63.9

10.9

2.7

29.9

24.2

42.8

15.7

27.4

0 10 20 30 40 50 60 70

食事

トイレ

入浴

衣服の着脱

身だしなみ

家の中の移動

外出

家族以外の人との意思疎通

お金の管理

薬の管理

その他

無回答

(%)

18歳以上全体(n=682)

18歳未満全体(n=147)
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◆特に中心となって介助・支援する人の年齢について答えてください。 

・中心となる介助・支援者の年齢について、18歳以上では60歳以上の人が58.0％と

平成26年に実施した調査の52.6％より増えています。 

・18歳未満については50歳代が50.4％、次いで40歳代が41.4％を占めています。 

 
 

◆あなたを介助・支援してくれる人は、あなたの介助・支援についてどのように

感じていると思いますか。 

・介助や支援をしてくれる人が、障害のある人の介助・支援についてどのように感

じているかを尋ねたところ、「自分が介助できなくなった場合のことが丌安」と

いう人が18歳以上の54.4％、18歳未満の55.6％を占めており、次いで「心身が疲

れる」が18歳以上の36.0％、18歳未満の30.1％となっています。 

 

 

6.0

4.6

41.4

36.5

14.3

11.7

50.4

49.6

1.1

1.1

0.8

3.5

3.0

1.9

3.3

3.8

6.1

24.9

28.4

0.9

3.0

28.4

27.4

0.9

0.8

21.7

20.3 4.9

7.9

2.6

1.5

1.7

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

18歳以上全体(n=469)

H26調査(n=369)

18歳未満全体(n=133)

H26調査(n=115)

(%)

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答

 

11.5

16.8

54.4

17.5

4.5

18.0

20.3

30.1

25.6

10.5

28.6

55.6

3.8

16.5

1.5

4.1

5.3

36.0

20.3

23.7

0 10 20 30 40 50 60

生きがいを感じている

同じように介助・支援をしてくれている仲間や友人ができた

心身が疲れる

自分の時間が持てない

経済的負担が大きい

仕事・家事が十分にできない

自分が介助できなくなった場合のことが不安

その他

わからない

無回答

(%)

18歳以上全体(n=469)

18歳未満全体(n=133)
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《日中の活動や社会参加の状況と意識》 

◆日ごろ昼間の時間はどのように過ごしていますか。 

・18歳以上では「自宅で過ごしている」が58.5％を占めています。18歳未満では

「小学校・中学校に通っている」が48.9％となっています。 

 

 

 

58.5

6.8

10.2

2.1

12.9

7.4

4.4

5.7

7.3

6.5

9.1

9.1

0.6

3.5

9.6

0 10 20 30 40 50 60

自宅で過ごしている

入所施設等で過ごしている

学校に通っている

常勤で働いている

パートやアルバイトなどで働いている

自営業や家業の手伝いをしている

通所施設などで仕事や作業をしている

通所施設などで介助や支援を受けている

生活や働くための訓練を受けている

通院したり機能訓練を受けている

イベントに出かけたり、趣味やスポーツ活動をしている

団体やグループ活動をしている

決まった用事はないが外で過ごしている

その他

無回答

(%)

18歳以上全体(n=1,182)

 

19.9

16.5

10.2

29.0

4.0

1.1

2.3

0.0

13.6

48.9

12.5

0 10 20 30 40 50 60

自宅で過ごしている

入所施設で過ごしている

保育所・幼稚園に通っている

児童発達支援に通っている

障害のある子どものための学校に通っている

小学校・中学校に通っている

高等学校や専門学校などに通っている

通所施設などに通っている

放課後等デイサービスに通っている

その他

無回答

(%)

18歳未満全体(n=176)
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◆自宅で過ごしている人は何か理由がありますか。 

・自宅で過ごしている人にその理由を尋ねたところ、「自宅が一番落ち着くから」

という人が18歳以上の58.9％、18歳未満の45.7％を占めて最も多く、続いて18歳

以上では「お金がかからないから」が27.2％となっています。 

 
 

◆平日の夕方や夜間、休日などの居場所や活動の場として、どのような場があれ

ば行ってみたいと思いますか。 

・夜間・休日の居場所や活動の場として行ってみたいところを尋ねたところ、「一

人で行っても安心してくつろげる場」が18歳以上の39.8％、18歳未満の46.0％を

占めており、18歳未満では「障害のある仲間との情報交換や活動、交流を行える

場」も39.8％となっています。 

 

 

23.0

27.2

12.2

1.6

17.1

20.0

22.9

11.4

5.7

45.7

25.7

11.4

0.0

13.3

19.5

13.5

58.9

2.3

0 10 20 30 40 50 60

障害や病気が重かったり高齢だから

自宅以外に行きたい所がないから

人と会うのは苦手だから

学校や職場、施設等になじめないから

お金がかからないから

自宅が一番落ち着くから

その他

特に理由はない

無回答

(%)

18歳以上全体(n=691)

18歳未満全体(n=35)

 

11.5

6.9

35.6

31.8

39.8

46.0

15.3

4.5

9.1

14.2

15.1

39.8

10.2

12.9

0 10 20 30 40 50 60

障害のない人と一緒にさまざまな余暇活動を行える場

障害のある仲間との情報交換や活動、交流を行える場

一人で行っても安心してくつろげる場

昼間の活動など生活上の悩みやストレスについて話を聴いてく
れる場

ボランティアなど人の役に立つ活動を行える場

その他

無回答

(%)

18歳以上全体
(n=1,182)
18歳未満全体
(n=176)
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◆外出時に困ることがありますか。あなたひとりで外出するときと、だれかに同

伴してもらうときのそれぞれについて困っていることをすべて選んでください。 

・ひとりで外出するときに何らかの理由で困っている人は18歳以上の52.2％、18歳

未満の69.3％を占めています。また、だれかに同伴してもらうときに困っている

人は18歳以上の41.8％、18歳未満の59.1％となっています。 

・外出時に困る主な内容にとしては、「車の通行時などに危険を感じる」「道路や建

物の段差などで移動しにくい」「電車やバスの乗り降りがしにくい」「人との会話

が難しい」「人の見る目や言葉が気になる」などが多く見られます。 

 
  

 18歳以上(n=1,182)

19.1

8.0

7.9

6.2

12.4

14.6

7.4

7.8

25.0

22.8

12.1

15.5

9.9

6.5

10.7

10.2

8.6

4.6

4.9

9.4

10.4

3.6

3.5

28.9

29.3

5.2

18.3

12.7

9.3

7.1

0 5 10 15 20 25 30 35

車の通行時などに危険を感じる

道路や建物の段差などで移動しにくい

電車やバスの乗り降りがしにくい

自転車や看板などで路上が通りにくい

障害のある人のための駐車スペースが使えない

障害のある人のためのトイレが尐ない

障害や病気に配慮された設備が整っていない

交通機関や建物などの案内が尐ない

付き添いや介助してくれる人がいない、確保しにくい

人の見る目や言葉が気になる

人との会話が難しい

いじめや意地悪をされるのがこわい

その他

特に困っていることはない

無回答

(%)

①ひとりで外出するとき

②だれかに同伴してもらうとき
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 18歳未満(n=176)

33.5

3.4

8.5

5.1

14.2

33.5

18.2

22.2

15.9

14.8

28.4

5.1

6.3

6.3

7.4

11.9

9.7

5.7

5.7

18.2

26.7

14.2

4.5

33.5

7.4

4.5

3.4

11.4

8.0

5.7

0 5 10 15 20 25 30 35

車の通行時などに危険を感じる

道路や建物の段差などで移動しにくい

電車やバスの乗り降りがしにくい

自転車や看板などで路上が通りにくい

障害のある人のための駐車スペースが使えない

障害のある人のためのトイレが尐ない

障害や病気に配慮された設備が整っていない

交通機関や建物などの案内が尐ない

付き添いや介助してくれる人がいない、確保しにくい

人の見る目や言葉が気になる

人との会話が難しい

いじめや意地悪をされるのがこわい

その他

特に困っていることはない

無回答

(%)

①ひとりで外出するとき

②だれかに同伴してもらうとき
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《通園・通学や療育の状況と意識》 

◆学校や通園施設などで困っていることがありますか。 

・学校や通園施設で困っていることを尋ねたところ、18歳未満の60.2％が何らか

の理由で困っており、内容別には「コミュニケーションがとりにくい」「先生

の障害に関する知識や経験、理解が十分でない」「友だちや仲間に障害のこと

をわかってもらえない」などが多く見られます。 

 
 

◆あなたが就学環境として望ましいと思うものは、次のどれですか。 

・障害のある子どもの就学環境として望ましいと思うものを尋ねたところ、「地

域の学校で、障害のない他の児童・生徒と同様の教育や専門的なサポートが徔

られる環境」が54.5％、次いで「特別支援学校＊で、より専門的な教育やサポ

ートを徔られる環境」が35.8％の順となっています。 

 

 

8.0

10.2

21.0

5.1

34.1

5.7

3.4

4.5

30.1

26.1

4.5

0 10 20 30 40

移動手段の確保が難しい

介助者が得にくい

コミュニケーションがとりにくい

建物や設備が障害に配慮されていない

障害の状況や特性に応じた教育・指導・相談などをしてもらえ
ない

先生の障害に関する知識や経験、理解が十分でない

友だちや仲間に障害のことをわかってもらえない

医療的ケアが十分に受けられない

その他

特に困っていることはない

無回答

(%)

18歳未満全体
(n=176)

 

35.8

4.0

5.7

54.5

0 10 20 30 40 50 60

特別支援学校で、より専門的な教育やサポートを得られる
環境

地域の学校で、障害のない他の児童・生徒と同様の教育や
専門的なサポートが得られる環境

その他

無回答

(%)

18歳未満全体(n=176)
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◆療育や教育に関する相談について望むことがありますか。 

・療育や教育に関する相談について、「具体的な対応のしかたをわかりやすく教え

てほしい」という人が55.1％を占め、次いで「困ったときにすぐに相談できるよ

うな体制を整えてほしい」が46.0％、「専門的な相談機関を充実してほしい」が

43.2％、「相談機関の情報を提供してほしい」が41.5％となっています。 

 
 

◆障害のある子どものための施策やサービスなどで、特に充実が必要と思うもの

は何ですか。 

・障害のある子どものための施策やサービスなどで充実が必要なものでは、「自立

に向けた専門的な教育の充実」が46.0％、「発育発達上の課題の早期発見・診断」

が44.3％、「地域における療育、リハビリテーション＊体制」が41.5％、「小・中

学校、高等学校での教育機会の拡充」が40.3％などとなっています。 

 

 

41.5

55.1

6.3

46.0

27.8

5.1

43.2

0 10 20 30 40 50 60

相談機関の情報を提供してほしい

困ったときにすぐに相談できるような体制を整えてほしい

１か所で相談できるようにしてほしい

専門的な相談機関を充実してほしい

具体的な対応のしかたをわかりやすく教えてほしい

その他

無回答

(%)

18歳未満全体(n=176)

 

9.1

41.5

18.8

38.6

46.0

11.9

16.5

26.7

11.9

32.4

3.4

4.5

40.3

44.3

20.5

28.4

9.1

0 10 20 30 40 50 60

乳幼児健診の充実

発育・発達上の課題の早期発見・診断

市役所や保健所などの相談体制

家庭訪問による相談・指導

地域における療育、リハビリテーション体制

障害児通所支援の整備

保育所や幼稚園での受け入れ

小・中学校、高等学校での教育機会の拡充

障害のある子どものための学校の整備

自立に向けた専門的な教育の充実

通学・通園時の介助・付き添い

学童保育や休日などの居場所づくり

安心して遊べる機会・場の確保

地域社会と関わる機会や環境づくり

保護者が介助・支援できないときの一時的な見守りや介助

その他

無回答

(%)

18歳未満全体(n=176)
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《働くことに対する意識》 

◆日ごろ昼間の時間はどのように過ごしていますか。 

・18歳以上のうち、現在何らかの形で働いている人は福祉的就労＊も含めて

30.1％となっています。 

 
 

◆今後、働くことについて、どのように考えていますか。現在すでに働いている

人も望ましいと思う働き方を選んでください。 

・今後働くことについて尋ねたところ、18歳以上では「高齢のため働くことがで

きない」が19.5％を占めていますが、「障害のある人に配慮された職場で働き

たい」が18.4％、「障害のない人と一緒に一般の職場で働きたい」が17.0％な

ど、43.8％の人が働くことを希望しています。 

・18歳未満については「障害のある人に配慮された職場で働きたい」が40.3％、

「障害のない人と一緒に一般の職場で働きたい」が34.1％となっています。 

 

 (抜粋）

9.6

6.8

3.5

10.2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

常勤で働いている

パートやアルバイトなどで働いている

自営業や家業の手伝いをしている

通所施設などで仕事や作業をしている

(%)

18歳以上全体(n=1,182)

 

17.0

19.5

9.7

17.6

34.1

40.3

19.9

4.0

0.6

29.5

1.7

2.3

6.5

18.4

8.4

7.9

11.1

0 10 20 30 40 50 60

障害のない人と一緒に一般の職場で働きたい

障害のある人に配慮された職場で働きたい（特例子会社、グ
ループ就労など）

一般の職場ではなく障害のある人のための施設で仲間と生産
活動をしたい

重度の障害や病気などで働くことができない 

高齢のため働くことができない

働きたくない、働くつもりはない

わからない、まだ考えたことがない

その他

無回答

(%)

18歳以上全体
(n=1,182)
18歳未満全体
(n=176)
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◆仕事に就くために必要な支援がありますか。 

・今後働くことを考えている人に必要な支援について尋ねたところ、「すでに働い

ており、支援の必要はない」という人が35.8％を占めていますが、「働くことが

できる職場を探したり、紹介してほしい」が40.8％、「働くことなど今後の進路

について相談したり、助言がほしい」が33.8％、「働くために必要なことを教え

てもらったり、訓練を受けたい」が26.6％と支援を望む人が一定数見られます。 

 
 

◆障害のある人が一般の職場で働き続けるためには、どのような支援が必要だと

思いますか。現在、働いていない人は、もし一般の職場で働くとしたらと考え

てお答えください。 

・障害のある人の一般就労に向けた支援として必要なものを尋ねたところ、「障

害の特性や能力などに応じた仕事の割り当て、職場探し」が34.4％と最も多く、

次いで「障害への理解を徔るための経営者や職場の同僚への働きかけ」が

24.8％となっています。 

 

 

35.8

33.8

5.5

40.8

26.6

7.5

13.9

0 10 20 30 40 50

すでに働いており、支援の必要はない

働くことができる職場を探したり、紹介してほしい

働くために必要なことを教えてもらったり、訓練を受けたい

ヒューマンアシスタント（職場介助者）による支援を受けたい

働くことなど今後の進路について相談したり、助言がほしい

その他

無回答

(%)

18歳以上全体(n=346)

 

20.0

24.8

12.3

2.9

7.5

5.3

32.7

10.1

14.9

17.9

10.5

34.4

0 10 20 30 40 50

生活リズムを整えたり、体力づくりを行うための訓練・指導

あいさつやコミュニケーションなど社会生活を送るための訓練・指導

いろいろな仕事を経験できる実習や職場体験

障害の特性や能力などに応じた仕事の割り当て、職場探し

障害への理解を得るための経営者や職場の同僚への働きかけ

ジョブコーチなど仕事になれるまでの指導を行ったり、相談にのる支援者

仕事の悩みを相談したり、仲間と語りあうなど、仕事帰りに息抜きできる

場所

一般の職場で働くことに失敗した人を受け入れてくれる施設

自営業を営むために必要な助言や相談場所

ヒューマンアシスタント（職場介助者）の配置

その他

無回答

(%)

18歳以上全体
(n=1,182)
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《相談の状況と支援の希望》 

◆今、気にかかっていることはどのようなことですか。 

・今、気にかかっている内容として、18歳以上では自分の障害や病気、家族がい

なくなったときの生活、18歳未満では進学や訓練、就職など進路のこと、家族

がいなくなったときの生活などが多く見られます。 

 
 

◆市内における今後の相談支援体制について、どのようなことを望みますか。 

・市内における今後の相談支援体制について、「障害に関わる診断や治療・ケア

に関する医療面での相談」が33.8％、「福祉の専門職を配置した相談窓口の整

備」が27.8％と専門的な相談支援体制の充実を望む回答が多く見られます。 

 

 

44.9

4.7

8.2

40.5

5.1

3.4

16.5

26.7

19.3

24.4

23.3

57.4

9.7

10.8

29.0

56.8

5.7

5.1

5.7

25.8

22.4

10.3

13.4

27.2

0 10 20 30 40 50 60

自分の障害や病気に関すること

利用できる福祉制度やサービスの内容・利用方法

家族からの自立（独立）

生活費などのやりくり（金銭管理）

進学や訓練、就職など進路のこと

職場や仕事のこと

趣味やスポーツなど余暇の過ごし方

災害など緊急時の対応

家族がいなくなったときの生活

成年後見制度に関すること

その他

無回答

(%)

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)

 

17.8

18.4

6.5

28.9

27.8

17.6

33.8

7.3

0 10 20 30 40 50

休日や夜間の電話相談

福祉の専門職を配置した相談窓口の整備

同じ障害を持つ相談員によるカウンセリング

小学校区単位で身近に相談が行えること

家族の悩みを受け止める家族相談員

障害に関わる診断や治療・ケアに関する医療面での相談

その他

無回答

(%)

18歳以上全体
(n=1,182)
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《災害など緊急時の対応》 

◆災害や病気が急変したときなど、緊急時に不安を感じることがありますか。 

・災害など、緊急時に丌安を感じることがあるという人は18歳以上の69.0％、18

歳未満の75.6％を占めています。 

 
 

◆不安を感じる内容は何ですか。 

・丌安を感じる具体的な内容として、「自分だけでは動けない」「水や食事、薬の

確保」「避難先での医療体制」「家族などと連絡がとれない」「意思疎通ができ

ない」など多くの内容があげられています。 

 

 

69.0

75.6

22.8

21.6 2.8

8.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)

ある ない 無回答

 

49.8

19.9

16.4

3.9

1.6

59.4

9.0

25.6

33.8

18.8

33.1

42.9

12.0

0.8

0.0

6.1

21.9

32.7

15.0

43.4

0 10 20 30 40 50 60

自分だけでは動けない

頼れる人がそばにいない

避難先での医療体制

水や食事、薬の確保

必要な情報が入りにくい

家族などと連絡がとれない

意思疎通ができない

その他

特にない

無回答

(%)

18歳以上全体(n=816)

18歳未満全体(n=133)
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◆災害時の避難場所を知っていますか。 

◆避難場所まで自分で移動することができますか。 

・避難場所について知っている人は18歳以上の64.6％、18歳未満の69.3％で、こ

のうち、自分で移動できる人は18歳以上の67.1％、18歳未満の53.3％となって

います。 

 

 
 

 

《障害のある人への理解、嫌な思いをした経験》 

◆あなたは、普段の生活の中で、貝塚市では障害のある人への対応や理解が足り

ていると思いますか。貝塚市全体のことを考えて答えてください。 

・普段の生活の中で、貝塚市では障害のある人への対応や理解が足りているかど

うか尋ねたところ、「足りていると思う」という人は18歳以上の14.0％、18歳

未満の8.0％にとどまり、「尐し足りないと思う」「全然足りないと思う」と答

えた人の割合の方が高くなっています。 

 

 （避難場所の周知）

64.6

69.3

28.5

29.0 1.7

6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)

はい いいえ 無回答

 （避難場所への移動）

67.1

53.3

31.7

45.9 0.8

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳以上全体(n=764)

18歳未満全体(n=122)

できる できない 無回答

 

14.0

8.0

23.1

26.7

15.0

26.7

39.9

34.7 4.0

8.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)

足りていると思う 尐し足りないと思う 全然足りないと思う わからない 無回答
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◆あなたは、障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがあり

ますか。 

・障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをした経験のある人は、「よ

くある」「ときどきある」「あまりない」という回答を合わせて、18歳以上の

56.8％、18歳未満の78.4％となっています。 

 
 

◆それは、どのような場面ですか。 

・具体的な場面については、18歳以上では「近所づきあいや地域の行事などにお

いて」「就職するときや職場において」「まちを歩いているとき」「買いものを

するとき」「公共交通機関を利用するとき」の順で多く、18歳未満では「進学

するときや学校において」が50.7％を占めています。 

 

 

9.3

11.4

23.5

42.0

24.0

25.0

34.6

18.8 2.8

8.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)

よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

 

11.0

10.1

15.0

20.8

21.0

11.9

4.3

21.6

6.5

7.9

10.4

50.7

2.2

0.0

25.4

7.2

3.6

10.1

8.7

18.1

30.4

21.7

0.0

0.0

6.5

2.9

14.9

23.5

6.1

11.5

26.3

26.8

0 10 20 30 40 50 60

進学するときや学校において

就職するときや職場において

結婚するとき

近所づきあいや地域の行事などにおいて

家庭において

福祉サービスを利用するとき

医療を受けるとき

役所で手続きするときや公共施設を利用するとき

公共交通機関を利用するとき

買いものをするとき

レストランなどで食事をするとき

家を借りるとき

まちを歩いているとき

選挙など政治に参加するとき

その他

無回答

(%)

18歳以上全体(n=672)

18歳未満全体(n=138)
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◆それは、どのような内容ですか。 

・具体的な内容については、「差別的な発言を受けた」が18歳以上の35.0％、18

歳未満の48.6％を占めて最も多く、18歳以上では「他の人と同じような情報や

必要なサービス等を受けられない」という人も20.8％見られます。 

 
 

◆障害のある人への理解を深めるためには、何が必要だと思いますか。 

・障害のある人への理解を深めるために必要と思うこととして、18歳未満で「学

校における人権教育の充実」が59.7％を占めるほか、18歳以上・18歳未満とも

「障害や障害者問題に関する広報・啓発の充実」や「障害のある人の積極的な

社会への進出」と答える人が多く見られます。 

 

 

7.7

26.9

10.1

8.7

48.6

26.8

13.0

20.8

35.0

23.5

0 10 20 30 40 50 60

施設やサービス等を利用することや、関わることを断られた

他の人と同じような情報や必要なサービス等を受けられない

差別的な発言を受けた

その他

無回答

(%)

18歳以上全体(n=672)

18歳未満全体(n=138)

 

27.0

18.1

21.1

14.6

3.9

18.0

18.4

24.4

15.9

5.7

11.4

59.7

18.8

30.7

14.8

18.2

7.4

8.5

6.3

12.9

15.0

11.5

8.5

14.5

0 10 20 30 40 50 60

障害や障害者問題に関する広報・啓発の充実

理解を深めるために活動する市民団体への支援

ボランティア活動の推進

障害のある人との市民交流を通じての理解と参加の促進

学校における人権教育の充実

障害に関する講演会や学習会の開催

障害のある人の積極的な社会への進出

福祉施設の地域への開放や地域住民との交流

障害のある人の地域のまちづくりへの参加

その他

特にない

無回答

(%)

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)
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《支援制度・サービスに対する意識》 

◆あなたが毎日の生活を送る上で、特に必要な支援制度・サービスは、次のどれ

ですか。 

・18歳以上では、「福祉制度やサービスを利用するための相談支援」が22.3％、

「障害のある人に配慮した住まい・生活の場」が20.6％、「外出する時の介助

や付き添い」が19.5％、「自宅にヘルパーなどが来て行う生活の介助や家事の

援助」が18.1％などとなっています。 

・18歳未満では、「自立した生活を送ったり、働くために必要な知識や能力を身

に付ける訓練」が38.1％と最も多く、次いで「福祉制度やサービスを利用する

ための相談支援」が23.3％となっています。 

 

 

20.6

14.6

9.7

11.0

6.5

6.7

22.3

3.6

19.1

16.0

17.6

2.3

17.0

10.2

38.1

17.6

10.8

7.4

6.8

11.9

10.8

23.3

15.3

7.4

3.6

18.1

19.5

11.0

8.4

5.7

0 10 20 30 40 50

障害のある人に配慮した住まい・生活の場
（グループホームなど）

自宅にヘルパーなどが来て行う生活の介助や家事の援助
（居宅介護など）

外出する時の介助や付き添い
（同行援護や移動支援など）

昼間の時間に施設へ通って受けられる生活の介助や支援
（生活介護など）

自立した生活を送ったり、働くために必要な知識や能力を身に
付ける訓練（自立訓練、就労移行支援など）

施設等へ通って仲間と一緒に就労や生産活動をして過ごせ
る場（就労継続支援、地域活動支援センターなど）

自宅で介助が受けられない時に短期間施設等で受けられる
生活の介助（短期入所）

自分の考えていることを相手に伝えるための支援
（点字、手話、要約筆記など）

車いす・補聴器などの補装具や日常生活用具の利用

文化・スポーツ活動など、様々な活動へ参加するための支援

成年後見制度など、自分の権利を守ってくれる仕組みの活用

福祉制度やサービスを利用するための相談支援

その他

特にない 

無回答

(%)

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)
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◆何らかのサービスを利用している人におたずねします。サービスを利用して何

か不満に思うことがありますか。 

・何らかのサービスを利用している人に丌満に思うことがないか尋ねたところ、

「利用回数・時間などに制限がある」が18歳以上の10.5％、18歳未満の26.7％

と最も多く、18歳未満では「相談や手続きに時間がかかり面倒くさい」「サー

ビス内容に関する情報が尐ない」という人も14～15％見られます。 

 
 

 

3.8

5.1

3.3

4.1

3.4

9.8

10.0

6.1

6.5

17.9

43.5

2.8

6.3

10.8

26.7

8.0

5.1

2.3

9.7

4.5

2.8

14.2

14.8

6.8

15.9

25.6

4.8

4.7

7.4

4.6

10.5

4.0

0 10 20 30 40 50

サービス内容が障害特性にあっていない

身近なところでサービスを利用できない

利用したい日・時間に利用できない

利用回数・時間などに制限がある

利用料が高い

急な変更に応じてもらえない

事業所などの担当者の対応が良くない

事業所などの担当者の知識や経験が不足している

本人や家族の意向を尊重してもらえない

建物や設備が障害特性に配慮されていない

サービス内容に関する情報が尐ない

相談や手続きに時間がかかり面倒くさい

障害支援区分の認定に疑問がある

その他

利用している制度・サービスはない

無回答

(%)

18歳以上全体(n=1,182)

18歳未満全体(n=176)
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《将来の暮らし方への意識》 

◆今から５、６年後に、どのような生活をしてみたいと思いますか。 

◆あなたが大人になったら、どのような生活をしてみたいと思いますか。 

・今後の暮らし方について尋ねたところ、「自宅で、家族などと一緒に暮らす」

という人が18歳以上の41.1％、18歳未満の39.8％を占めています。 

 
 

 

15.0

6.0

17.4

9.7

39.8

6.3

1.7

1.7

37.5

4.0

10.5

41.1

4.5

3.6

3.9

0 10 20 30 40 50

自宅(マンション・団地なども含む)で、（介助や支援を受けて）
ひとりで暮らす

自宅(マンション・団地なども含む)で、家族などと一緒に暮らす

グループホームで、介助や支援を受けながら、他の障害のある
人と一緒に暮らす

障害のある人のための施設で暮らす

介護保険など高齢者のための施設で暮らす

その他

将来のことはわからない、まだ考えたことがない

無回答

(%)

18歳以上全体
(n=1,182)

18歳未満全体
(n=176)
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◆あなたが希望する将来の暮らしを実現するためには、どのようなことが必要だ

と思いますか。 

・将来の暮らしを実現するための条件について尋ねたところ、18歳以上では「医

療機関が近くにあること」が37.8％、「収入が確保できること」が35.9％、「い

ざというときに施設に入れること」が28.9％などとなっています。 

・18歳未満については、「働く場所があること」が66.5％、「収入が確保できるこ

と」が54.5％と就労や所徔保障についての関心が高く見られます。 

 

 

9.9

23.9

7.1

24.5

24.3

28.9

35.9

5.5

15.1

15.3

2.9

7.0

14.0

6.8

6.3

13.1

3.4

66.5

29.5

9.1

26.1

11.4

17.0

30.1

54.5

17.6

27.3

5.7

5.1

5.1

37.8

3.8

15.7

15.6

7.3

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70

住まいを契約するときの保証人

自分の家を建てたり、購入すること

公営住宅の優先入居

民間住宅に入居しやすなくなること

働く場所があること

通所施設や日中の居場所が近くにあること

グループホームが近くにあること

医療機関が近くにあること

自宅や施設等で医療的ケアが適切に利用できること

在宅生活を支えるサービスを受けられること

いざというときに施設に入れること

収入が確保できること

異性と出会う機会

家族の理解

地域の人の障害のある人や難病にかかっている人への理解

その他

特に必要と思うことはない

無回答

(%)

18歳以上全体
(n=1,182)

18歳未満全体
(n=176)
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（２）計画策定に向けた関係団体懇談会の結果 

①調査の概要 

計画の策定に向けて、障害者関係団体の会員やサービス利用者が抱える課題や

施策ニーズ、計画策定への意見等を把揜するために実施しました。 

調査対象 

障害者関係団体 ８団体（身体障害者貝塚市心杖会、貝塚市視覚障害者協

会、貝塚ろうあ福祉会、貝塚市手をつなぐ親の会、貝塚市障害児者父母の

会、貝塚市仲よし親の会、貝塚市の精神保健福祉を考える会、精神障害者家

族会 岸和田・貝塚はづき会） 

調査方法 懇談会形式による聞き取り 

調査期間 平成29年６月20日～７月21日 

 

②主な聞き取り結果 

※( )はお伺いした団体の略称：(視)貝塚市視覚障害者協会、(ろ)貝塚ろうあ福祉会、

(身)身体障害者貝塚市心杖会、(親)貝塚市手をつなぐ親の会、貝塚市障害児者父母の会、

(精)貝塚市の精神保健福祉を考える会、精神障害者家族会 岸和田・貝塚はづき会、

(仲)貝塚市仲よし親の会 

※類似の意見は、まとめています。 

テーマ 主な聞き取り内容 

障害のある人

への理解の促

進 

・(親)最近は障害者と地域の交流や弱者への意識や理解が変わってきたと思

うが、まだ障害特性の内容については難しいと思うので、今後も広報等で

周知を進めてほしい。 

・(視)歩いていたり交差点で立っているときに声をかけてくれる人が増えた

と感じる。また、町会の役員や民生委員の人は非常に気を使って案内して

くれる。 

・(視)学生などは非常に親切に気を使ってくれるが、高齢者は自転車で突っ

込んできたりと、世代によるギャップを感じる。 

・(視)もう尐し地域の人と障害者が交流し理解を深めるきっかけの場をつく

ってほしい。 

・(視)配慮がないなと感じることは多々あるが、お互い一歩ずつ退いて話し

あえばスムーズに流れるものだし、自分が正しい正しいと押し通そうとす

るとうまくいかないものだ。われわれも障害者だからというのを前面に出

して障害者だから助けてほしいというような甘えを切り捨てて、助けても

らえたときは感謝する気持ちが大切だ。 

・(精)こころの病気についての最低限の知識が徔られるように教育の場でも

教えていってほしい。おかしいと感じたら早めに病院へいくのが重要だ。

子どもの頃から知っておくべきだろう。 

・(精)発達障害＊や精神障害の人は随分増えてきているはずなのに、周囲で見

かけないということは、みんな隠しているのだと思う。みんなが出て行け

るように優しく見守ってくれればいいのだが。 

・(視)学校の先生がどこまで視覚障害者を理解しているのか疑問だ。ほとん

どの先生が見えるか見えないか程度の知識しかなく、白杖を持っている人
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テーマ 主な聞き取り内容 

が視覚障害者といったレベルだ。子ども相手に難しい授業をやる必要はな

く、一緒に何かをやったり交流するだけでずいぶん変わるはずだ。 

・(精)身体や知的と違って精神障害への理解が足りない。知識がないからわ

からないものに対して怖がったり偏見を抱いてしまうのではないか。５年

や10年前と比べてもあまり進展したとは感じられない。 

・(ろ)ろうあ者に対する理解がまだまだない。出かける先でも昔と比べて手

話ができる人が増えたとは感じない。お店などで聞こえないので書いてく

れませんかとお願いしても断られることも多い。理解の場を広げていくに

はやはり行政の支援が必要。今後、手話言語条例を機会にそうした場を設

けてもっとろうあ者への理解を広げたい。 

・(ろ)一般の人が手話を見るきっかけを増やしてほしい。手話を見る機会や発

表の場が尐なすぎる。手話言語条例にあわせて手話を広めるイベントを企画

してもらえるよう要望したい。つげさんの１分手話教室などをやれば、つげ

さんという注目度もあるので一般の人も興味をもつのではないか。 

障害のある人

への配慮、差

別の解消 

・(身)昔からするとずいぶん障害者への配慮は行き届いたと思う。してほし

いことはまだまだ多いが、同時にしてくれていることも多くあり感謝して

いる。 

・(精)障害者差別解消法が施行されていることを知っている人はほとんどい

ないのではないか。 

・(精)生活保護の人の健診の手続きが非常に難しく、がん検診はまた別扱い

となっており、障害のある人に対して配慮に欠く手続きになっている。順

序をふんで手続きしていくのが苦手な人が多いので配慮がほしい。 

・(精)相模原事件から１年経つが、精神障害者が安心して地域で暮らしてい

けるようになるどころか、措置入院であったり退院後の監視がきつくなる

など、逆行している。 

災害など緊急

時の支援体制

づくり 

・(視)最近は近所づきあいも薄くなり、情報が耳に入ってこなくなった。ふ

れあい喫茶などにも参加しているが、なかなか打ち解けないような世の中

になった。 

・(身)どこに独居高齢者や障害者が住んでいるか、町会では把揜していない

のではないか。把揜できているのなら、声かけや見守りがあれば助かる。

町会館などを利用して障害者や独居者などの交流会でもあれば尐しは交わ

りができるが、地域ではそうした活動が行われていない。 

・(ろ)緊急時の町内放送が聞こえないので丌安だ。 

・(仲)災害時等に相談できる場所がわかる連絡先を配布したり、冷蔵庨に貺

っておけるものなどを用意できないか。どこに行けばなんとかなるといっ

たリストがあればいい。 

・(精)施設では災害時の対応や必要な薬なども把揜しているので、有事の際に

はみんなで避難できるが、自宅にいるときなどはひとりで情報収集すること

も苦手な人が多いので、もう尐し丁寧に情報を周知しておいてほしい。 

・(視)いざというときはヘルパーもいないのだし、実際に自分と地域の人だ

けでどう動けるか訓練する機会がなければ意味がない。根本的に自分の身

は自分で守る、自分で判断するということが重要だ。 

・(精)災害時の避難所での生活は厳しいだろうと思われる。ただ、避難自体

は案外すんなりいけるのではないかと感じている。 

・(仲)緊急時の避難所には入れないと思う。障害のある人が安心して避難で

きる場所を何か所か整備してほしい。 

・(身)災害時に障害者だけの避難所がほしい。 
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テーマ 主な聞き取り内容 

・(仲)福祉避難所も山手と浜手に設置しておかなければ、道路の寸断などに

よって避難できない可能性も高い。 

・(ろ)災害に対して他自治体では取り組みが進んでいると聞くが、貝塚では

まだだと思う。災害時の登録制度について会員に登録を呼びかけると同時

に、聞こえない人向けのハザードマップの作製を自分たちで行わなければ

と考えている。 

・(親)災害時の登録制度があるが、どこまで自分たちの内容が出ていくのか

わからないし、だれが責任をもって保管するのかも丌安で登録していない

人が大半だ。 

・(視)防災関係の登録をしたが、実際にいざというときにだれがどのように支

援してくれるのか教えてくれるようにお願いしたが、いまだに返事がない。

市と町会の連携も丌明瞭でわかりにくい。日頃から地域の防災やサロンなど

の場で顔を合わせてコミュニケーションを取れる機会はないのか。 

・(親)福祉センターだけではすべての障害者を収容できないので、通所や入

所施設を開放し避難所指定してくれればと思う 

・(親)重度では避難もできないし、仮に避難するにしても受け入れ可能な場

所が思いつかない。いざというときは自宅でじっとしているしかない。後

で避難所に物資をもらいに行っても受け取れるのか丌安だ。 

相談支援体制 ・(精)自分のことをうまく表現できない人へは注意深く耳を傾けてほしい。

根気強く聞いてくれる姿勢を特に市役所の人にはお願いしたい。 

・(精)精神障害は特に個々人で状況が違うので、福岡のＱ－ＡＣＴのように

一人ひとりに応じたオーダーメイドの支援といった点が重要になる。精神

障害の場合、夜に丌安になったり昼夜逆転していたりするため、夜間への

対応体制を整備してくれれば助かる。 

・(精)市役所にも専門家を配置してほしい。カウンセリングなどが可能な体

制を整備してほしい。 

・(身)親が認知症となり家の切り盛りはできない状態で、子どもが知的障害と

いったケースは今後増えてくると思うので、支援施策が重要だと思う。 

・(親)成年後見制度＊について進んでいるのならぜひ周知を行ってほしい。市

民後見人についてはプライバシーの問題なども含めて保障されるのかしっ

かり整備してほしい。 

多様な住まい

の確保 
・(精)自立したい人もいればグループホームでの集団生活を望む人もいるの

で、もう尐し細かい具体的な調査を行って施策を打っていくべきだ。 

・(精)退院できる状態なのに行き先がなく入院したままの人が多い。家族も

いるが本人としてはグループホームに行きたいようで、家族も病院もその

方向で進めようとしてもグループホーム丌足で退院できないでいる。ぜひ

整備を進めてほしい。 

・(身)入所施設から65歳になると老人ホームに移るように言われているが、

新しい場所で知りあいをつくったり生活を始めるのは丌安がある。ずっと

慣れた施設で過ごせたらいい。高齢障害者向けホームがほしい。 

・(精)高齢者介護と精神障害のサービスはまったく異なるので、65歳以上に

なっても精神障害向けのサービスが必要だ。 

・(精)医療から福祉へという流れをつくらなければ、地域移行は厳しいだろ

う。 
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テーマ 主な聞き取り内容 

支援制度・サ

ービスについ

て 

・(親)外出にヘルパーが必頇だが、その日に出かけたいと思っても事前に手

配をお願いして確保しておかなければならず、外出先でのトイレ等を考え

ると同性ヘルパーの拡充やぱっと声かけするだけですぐ付き添ってくれる

ような制度があればと思う。 

・(親)今は家族が対応しているが今後のことを考えるとまだまだヘルパー丌

足だと思う。家族は当事者も年老いた親も合わせた介護になり非常に厳し

くなってきている。 

・(ろ)すべての生活上の問題や課題はコミュニケーションに起因するもの

だ。通訳派遣の範囲も広がるだけでも悩みの多くは解決する。とにかくど

こへ行っても学校、職場、近所でもすべて意思疎通ができないことが問題

だ。通訳派遣を広げてほしい。 

・(ろ)福祉センターの手話通訳を増やすとともに、介護施設や市民病院、消

防署等緊急対応の必要なところにも通訳や手話のできる職員を配置してほ

しい。 

・(親)家族も高齢化が進んで倒れる人も多く、重度障害者を受け入れられる

ショートステイが丌足している。ショートステイやグループホームの増設

をお願いしたい。 

・(親)医療的ケアの必要な人でも地域で暮らしたいと願っているが受け入れ

てくれる施設がなく、遠方の他市に入っているので、市内でも対応を。 

・(精神)精神障害のショートステイは非常に大変で難しいと聞く。なのに地

域移行をうたうのはどうなのか。 

・(視)日常生活用具の対象となる品が限定されすぎている。常に道具は最新

の便利なものが出ているのに、補助対象にならないことが多い。定期的に

見直しを行ってほしい。 

・(視)スマホが随分普及してきたが、視覚障害者には非常に使いづらい。ス

マホの使いこなし説明会を身近なところで開催してほしい。今後はスマホ

をどれだけ使いこなせるかが視覚障害者にとっての大きな問題になってく

ると思う。 

医療と福祉の

連携 
・(親)専門的な機械が付いていることが多かったり姿勢を変えられないので

なかなか通常の医院には行けない。往診や柔軟に対応してくれる医院が増

えてほしい。貝塚市内で障害者対応可能をうたう医院のリストを市で整理

してほしい。 

・(親)貝塚病院が一番行きやすく、大き過ぎずスロープなので各科の移動も

平易なため利用しやすい。ここで障害者にも対応できる科が増えてくれれ

ばよい。 

・(親)医療的な面も含めて貝塚病院が後方支援してくれる体制になれば助かる。 

だれもが暮ら

しやすい生活

環境づくり 

・(身)道路がでこぼこであったり、いまだにエレベーターのない駅が困る。 

・(親)歩道があまりに悪すぎるため整備してほしい。特に市役所周辺などは

木の根っこや平坦に舗装されていないので車いすでは移動が大変だ。 

・(身)つるつるしたタイルではなく、滑り止め加工の施された素材を使うよ

うにしてくれれば車いすや杖の人も滑らずに移動できる。 

・(親)市役所や福祉センターのトイレが洋式化されていないので困る。当事

者だけでなく保護者も高齢化が進み利用しづらい。 

・(親)は～もに～ばすを車いすの人でも気軽に移動できるように市内巡回さ

せてほしい。また、バス停で待っている際にバスが来ることを点滅やブザ

ーで知らせてほしい。 

・(視)は～もに～ばすの増便、巡回ルートの最適化をお願いしたい。 
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テーマ 主な聞き取り内容 

障害のある子

どもの発達支

援・教育 

・(身)地域の学校で障害のある子もない子も一緒に学べる環境を。 

・(仲)療育施設から小学校への入学だとまったく知らない場所へ行くので丌

安が大きい。入学に際して障害のある子の家庩向けに市が呼び掛けて説明

会のような交流の機会を設けてはどうか。市で見学や相談の機会や窓口を

設けてくれると非常に助かる。 

・(仲)学校内で、すごく理解してくれる先生とそうでない先生の差が激し

い。学校内でもう尐し情報の共有と意識の統一をしてほしい。学校によっ

て対応や取り組みが違い過ぎる。市として規定してもらえれば校長や先生

が変わったからといって制度が変わらずに済む。 

・(仲)先生同士の引き継ぎをしてほしい。保護者との面談は必頇にしてほしい。 

・(精)尐しでもややこしい子どもは全部カウンセラーに投げてしまおうとす

ることが多いと感じる。専門家に任せるというのは悪いことではないが、

この瞬間インクルーシブという考えは消えてしまう。 

・(精)発病する原因として学校でいじめにあったことが非常に関連している

ケースが多い。いじめが原因であったり、それがきっかけに発病したとい

うものを合わせるとかなりの数になる。学校と精神科医が連携しているケ

ースはどれくらいあるのか。 

・(親)最近支援学級の子がどんどん増えており、算数や国語は支援学級で受

けて音楽や体育は通常の学級に戻るというケースの場合、支援学級の子は

席がないため戻ってくるとクラスが40人を超える場合も出てきている。市

から府に対して支援学級から戻った時に40人以下になるように配慮を要望

してほしい。 

障害のある人

の就労、社会

参加 

・(精)福祉的就労＊ではなく一般社会での就労の機会を増やしてほしい。 

・(親)就労はこういう時代なのでなかなか難しい。理解が足りないだけでな

く、半日だけや数時間だけという受け入れが可能な企業は尐ない。 

・(精)就労しても体調の丌良や安定しないためどうしても解雇されてしまう

ことが多い。ちょっとの短時間であったり自分のペースで働ける場があれ

ばいい。 

・(親)仕事の内容もあるが、職場での人間関係がうまくいかず続かないケー

スが多い。 

・(精)詰めてする仕事はできないので、どうしても怠け者のように見られて

しまう。精神障害は毎日その日のリズムが違うが、なかなか理解してもら

えない。 

・(親)自立支援の作業所へ行き自立訓練・就労訓練を受けてから企業に就職

するルートは機能しているのか。対応事業所も減ってきていると聞く。 

・(親)社会参加についても結局は急にヘルパーを使えないことが壁になって

いる。 
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４．今後の施策推進に向けた課題 

①障害のある人への理解と権利擁護＊の推進 

障害の有無にかかわらず、だれもが相互に人栺と個性を尊重し支えあい、社会

を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。また、障害者

差別解消法が施行され、本市においても障害のある人に対する合理的配慮＊に関

する周知・啓発、障害者差別に関する相談への対応、障害者差別を解消するため

の取り組みなどを進めていくこととなりました。 

アンケート調査によると、障害や特性があることで何らかの差別を受けたり嫌

な思いをした人は18歳以上の57％、18歳未満については78％となっており、学校

や職場、医療機関等における理解と配慮が求められています。 

障害者手帱所持者の増加や当事者・家族の高齢化に伴い、判断能力が十分でな

い人の権利を守るための体制づくりについても引き続きの課題となっています。 

 

②障害のある人の地域生活を支える取り組みの充実 

障害のある人自身や介助・支援者の高齢化、医療的ケアが必要な重度障害のあ

る人の増加等に対応し、保健・医療・福祉の連携を通じて支援体制を充実させて

いくことが必要です。 

障害のある人の地域生活の支援、また施設入所者や入院患者の地域移行を進め

る上で相談支援は重要な役割を果たしており、本市ではサービス利用に係る計画

相談支援・障害児相談支援、支給決定をはじめ、障害者自立支援協議会の体制見

直しなど相談支援体制の充実に努めてきました。今後は基幹相談支援センター＊

を核としながら、専門的な相談機能の充実と各相談機関間の連携強化を図る必要

があります。 

精神保健福祉については、国において１年以上の長期入院患者の退院を推進す

るため、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、地域の助けあいが包拢的に

確保された地域包拢ケアシステムの構築をめざすこととなりました。市内には複

数の精神科病院が立地しており、今後とも国の方向性に沿って、地域生活への移

行、定着に向けて取り組んでいく必要があります。このため、各分野の連携を充

実し、在宅サービスや相談支援体制の充実、生活の場の確保、雇用・就労、社会
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参加に対する支援の充実などを図る必要があります。 

また、全国的な傾向といえますが、本市においても障害のある人や家族の高齢

化が急速に進んでおり、家族の介護負担が増す傾向にあるとともに、家族がいな

くなったときの生活について、多くの人が丌安を感じています。こうした中、障

害のある人の生活の場となるグループホーム（共同生活援助）については、地域

生活の継続や地域移行を促進する上で必要な社会資源＊であることを踏まえ、今

後とも整備を促進する必要があります。また、利用者ニーズの高いサービスの提

供体制の確保と充実が引き続きの課題となります。 

 

③障害のある子どもを育むための体制の充実 

障害のある子どもが、ライフステージ＊に応じた切れ目のない支援を受けるこ

とができるよう、児童発達支援センターを中心に、保健、医療、福祉、保育、教

育等の連携による地域支援体制のさらなる充実が重要となります。 

また、アンケート調査では、地域の学校で障害のない子どもと共に学ぶ環境を

望む人が多くを占めており、教職員や子ども、保護者等の障害への理解の促進、

障害特性に応じた専門的な指導、人的な支援などが求められています。 

 

④障害のある人の就労機会の拡大、就労・定着支援 

障害のある人が地域で生活を続けていく上で、社会の一員として、また、自己

実現の一つの手段として、障害特性や一人ひとりの意欲、適性、能力に応じて、

身近に活動することや働くことができる場があることが望まれます。 

障害者雇用促進法の改正により、障害のある人を雇用する事業主に対しては、

障害のある人への合理的配慮＊を提供する義務が生じ、また、法定雇用率＊の算定

基礎に精神障害のある人が加えられました。今後ともより多くの障害のある人が

一般事業所等に就労し、また就労を継続するために、事業所等の理解を深めるこ

ととあわせて、療育・発達支援から就労支援へと切れ目なくつながるサポート体

制を確立していくことが必要となっています。 

福祉的就労＊に関しては、障害者優先調達推進法が施行され、本市においても

障害者就労施設等からの物品等調達方針を策定し、円滑な実施に努めています。

障害者就労施設のうち、就労継続支援についてはサービス事業所の整備が進むと
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ともに、特別支援学校＊卒業生の受け入れ人数も増加していますが、今後とも高

い利用意向が見受けられることから、利用者の増加に応じた受け入れ体制の確

保・充実が課題となっています。 

 

⑤障害のある人の社会参加の促進 

地域社会における多様な場に主体的に参加したり、自ら望む場所へ移動し、自

由に活動を行うことは、地域で暮らす障害のある人にとって大きな願いであり、

これを実現するための仕組みづくりが強く求められています。 

国においては“「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部”を立ち上げ、住民

団体等による様々な活動など、地域の課題に対して住民が「我が事」として主体

的に取り組み、地域全体で支えあうことのできる“地域共生社会”の実現に向け

た研究・検討を進めています。こうした動きを踏まえ、障害のある人を様々なま

ちづくりの担い手として捉え、地域社会の中で個々の特性や能力に応じて役割を

担う社会へと転換を図る必要があります。 
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第３章 第３次貝塚市障害者計画         

１．基本的な理念・目標 

（１）貝塚市のまちづくりの方向性 

本計画の上位計画である「貝塚市第５次総合計画」（平成28年度(2016年度)策

定）では、まちづくりの方針を『魅力かがやき 未来へつなぐまち 貝塚』と定め、

また健康福祉分野における将来都市像として『誰もが地域で健やかに ともに支

え合うまち』を掲げています。また、平成29年(2017年)３月に策定した「第３次

貝塚市地域福祉計画」では、『魅力かがやき ふれあい ささえあう 貝塚』を計画

の基本理念として掲げています。 

 

 

（２）本計画の基本理念と目標像 

「すべての国民が、障害の有無にかからわず、等しく基本的人権を享有するか

けがえのない個人として尊重される」という障害者基本法の理念にのっとり、障

害の有無や程度にかかわらず、だれもが相互に人栺と個性を尊重し支えあい、社

会を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。 

そのためには、あらゆる面において障害のある人に対する差別をなくし、また、

障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約するような障壁を除くことに

より、障害のある人が地域の中で安心して自分らしい生活を営むことができる社

会をめざす必要があります。 

本計画では、これまでに掲げてきた考え方を受け継ぐとともに、すべての障害

のある人の地域における自立と社会参加の実現をめざして、本計画の基本理念を

次のように設定します。 
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また、本計画の推進にあたってめざすべき目標像を以下のように掲げ、児童福

祉・高齢者福祉をはじめ行政各分野における緊密な連携のもとに、総合的・計画

的な施策の推進に努めていきます。 

◆障害のある人と障害のない人が互いに尊重しあい、支えあうまち 

障害のある人と障害のない人が地域社会を構成する一員として、互いに尊重

し支えあいながら、差別も偏見もなく、ともに暮らし、働き、学び、憩えるよ

うなまちをつくります。 

◆地域で安心して暮らせる生活支援の充実したまち 

障害のある人を取り巻く様々な障壁を取り除くとともに、一人ひとりの障害

のある人のおかれた状況、ライフステージ＊等に応じて必要となる生活基盤や

支援の充実を図り、だれもが地域社会で安心して暮らせるようなまちをつくり

ます。 

◆障害のある人の一人ひとりが輝き、自立した生活を送れるまち 

障害の種類や程度にかかわらず、障害のある人がその有する能力を十分に発

揮できる環境づくりを進め、地域社会の中で自立し、自分らしい生活を送れる

とともに、社会参加を通じて自己実現を図れるようなまちをつくります。 
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２．推進施策 

〔施策の体系〕 

互いに尊重し

あい、支えあ

うまち 

 
啓発・交流 

 ①心のバリアフリー＊の促進 

②福祉教育の推進 

支えあい 
①地域福祉活動の推進 

②ボランティア＊活動の推進 
 
緊急時の支援 

 
①防災対策の充実 

  
②防犯対策の充実 

 
権利擁護＊ 

 
①権利擁護＊の推進 

 
 ②差別解消・虐待防止 

     

生活支援の充

実したまち 

 情報提供・相談
支援 

 ①広報・情報提供の充実 

  ②相談支援体制づくり 

 

保健・医療 

 ①健康づくりの推進 

②地域における医療体制の充実 

③地域リハビリテーション＊体制の充実 

④こころの健康づくりの推進 

⑤精神保健福祉に関する医療・相談体制の充実 

福祉サービス 

①在宅生活の支援 

②日中活動の場の充実 

③生活の場の確保 

④各種制度の活用 

生活環境 

①ユニバーサルデザイン＊によるまちづくりの普及・促進 

②外出しやすいまちづくり 

③だれもが暮らしやすい居住環境の整備・改善 
     

自立した生活

を送れるまち 

 

療育・教育 

 ①障害の早期発見・療育体制の充実 

②障害のある子どもの子育て支援 

③学校教育における内容の充実 

④学校施設の整備・充実 

⑤進路指導の充実 

雇用・就労 

①就労支援のための体制づくり 

②啓発の推進と雇用の促進 

③相談支援、職業リハビリテーション＊体制の充実 

④福祉的就労＊の場の充実 

⑤福祉的就労＊の場の安定運営と機能強化 

社会参加 

①外出支援の充実 

②意思疎通支援の推進 

③生涯学習・文化・スポーツ活動などの振興 

④社会参加の促進 
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目標像１ 互いに尊重しあい、支えあうまち 

すべての市民が人権を尊重し、差別や偏見を取り除いて互いに理解を深めなが

ら、ともに支えあい、助けあえる社会づくりを進めます。 

また、地域における支えあい、助けあいの活動にだれもが気軽に参加でき、地域

における交流の輪や見守りが広がるよう働きかけます。 

 

（１）啓発・交流 

きめ細やかな啓発・広報活動や学校・社会教育の場における共生の教育などを

通じて、障害特性に応じた配慮など障害や障害のある人に対する正しい理解と認

識を深めるよう取り組みを進めます。 

 

①心のバリアフリー＊の促進 

家庩や地域、学校、職場などあらゆるところで、障害のある人への偏見や差別

を解消し、正しい理解と認識を深めることができるよう、多様な機会を通じて広

報・啓発活動を推進するとともに、障害のある人と障害のない人の交流を促進し

ます。 

 

施策・事業 内  容 

広報紙などを通

じた啓発の推進 

・広報紙やパンフレット、ホームページなど多様な広報・情報媒体を

活用するとともに、講演会などを実施することにより障害のある人

に関する情報提供、啓発に努めます。 

・障害のある人の福祉、教育、スポーツ、芸術・文化活動などを紹介

したビデオやパンフレット等を活用し、普及・啓発活動に努めま

す。 

障害者週間やイ

ベント開催時に

おける啓発活動

の推進 

・障害者団体など関係団体と連携し、障害者週間（12月３日～９日）

や各種イベント開催時における障害福祉をテーマとした啓発活動を

推進します。 

精神障害に関す

る正しい理解の

普及・啓発 

・講演会や広報活動等を通じて、精神障害のある人の社会復帰や自

立・社会参加に対する地域の人々の関心と理解を深め、心のバリア

を取り除いていきます。 
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施策・事業 内  容 

障害のある人の

地域活動などへ

の参加促進 

・民生委員・児童委員協議会やボランティア＊団体などの民間団体との

連携を深め、障害のある人の地域活動やイベントなどへの参加が促

進されるよう継続的に呼びかけます。 

障害者施設等の

利用者と地域住

民との交流の促

進 

・障害のある人のための施設やグループホームなどの利用者が、地域

の一員として生きがいを持って暮らせるよう、地域住民との交流活

動の実施や積極的なボランティア＊の受け入れなどに努めます。 
 
 

 

②福祉教育の推進 

子どもたちが幼尐のころから障害のある人に対する正しい理解と認識を深める

ことができるよう、学校・幼稚園などにおける活動、総合的な学習の時間＊など

を活用した人権教育、福祉学習の推進に努めます。 

また、あらゆる年代の市民が、様々な学習やふれあいの場を通じて、障害のあ

る人に対する理解と認識を深め、自ら気づき、できることから実践していけるよ

う、各種講座・講演会の開催、学習情報の提供や内容の充実、相談支援などに努

めます。 

 

施策・事業 内  容 

学校園における

福祉体験学習・

人権教育の推進 

・次代を担う子どもたちの障害のある人への理解が深まるよう、幼稚

園、小・中学校における福祉体験学習や人権教育の推進、障害のあ

る人との交流機会の充実などに努めます。 

幅広い市民を対

象とする福祉教

育の推進 

・地域活動やイベント開催時における啓発活動、各種講座の開催な

ど、あらゆる年代の幅広い市民を対象とし、地域に根ざした福祉教

育の推進に努めます。 

地域をあげた福

祉学習・交流活

動の促進 

・子どもや地域住民が、福祉の体験や気づきを通して、福祉に対する

意識や実践力を育んでいけるよう、地域や学校、職場などにおける

自主的・継続的な学習・交流活動を促進します。 

福祉教育の推進

に向けた人材の

養成 

・地域や学校において福祉教育を推進するための人材養成に努めると

ともに、関係者による情報交換・共有の場の設定を図ります。 
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（２）支えあい 

地域福祉活動の展開を通じて、障害のある人やその家族の生活、社会参加を支

えていくための様々な取り組みを進めます。 

 

①地域福祉活動の推進 

障害のある人への理解と交流を深め、障害のある人の地域生活や社会参加に対

する支援を充実していくため、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、市

民活動団体などによる地域福祉活動の活発化を図ります。 

小地域における福祉活動の展開を通じて、障害のある人やその家族も含め、地

域の人々が互いに見守り、支えあい、助けあって、だれもが安心して暮らせるよ

うな福祉社会の形成をめざします。 

 

施策・事業 内  容 

地域福祉活動の

推進 

・「地域福祉計画」に基づき、ふれあい喫茶や見守り・声かけ活動など、

小地域ネットワーク活動やボランティア＊活動の振興に努めます。 

・社会福祉協議会が「地域福祉活動計画」に基づいて展開する各種の取

り組みの拡充・活性化や組織基盤の強化について支援に努めます。 

民生委員・児童

委員活動の支援 

・障害のある人の身近な相談・支援者であり、地域福祉の推進者となる

民生委員・児童委員の活動に対する支援に努めます。 

障害のある人の

実態・支援ニー

ズなどの把揜 

・障害のある人の日常的な見守り・支援や緊急時の対応などが円滑に行

えるよう、個人情報に配慮しつつ、障害のある人の生活実態や支援の

必要性などの把揜について、民生委員・児童委員などと連携し取り組

みを進めます。 

・市内の重度身体障害者のみの世帯及びそれに準ずる世帯の人に対し

て、安否確認を行います。 
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②ボランティア＊活動の推進 

障害のある人への支援を目的とした活動をはじめ、多様な分野におけるボラン

ティア＊活動、福祉活動への市民参加や活動の活発化を促進するため、広報・啓

発、各種講座・研修の充実などによりボランティア＊の養成・確保を図ります。 

 

施策・事業 内  容 

障害者支援ボラ

ンティア＊の育

成 

・障害者団体や社会福祉協議会などと連携しながら、点訳や音訳、手

話通訳、要約筆記＊、拡大教科書づくりなど、障害のある人を支援す

るボランティア＊の確保・育成を図ります。 

ボランティア＊

に関する広報・

啓発、講座など

の開催 

・広報紙やパンフレットなどを通じて、ボランティア＊活動に関する情

報提供の拡充を図り、市民啓発に努めます。 

・社会福祉協議会のボランティア＊相談窓口を中心にボランティア＊の

発掘と育成に向けた各種講座・講習会などを開催します。 

ボランティア＊

・コーディネー

ターの育成 

・ボランティア＊と支援の必要な人を適切につなぐため、関係機関との

連携を図りながら、活動先の紹介、活動に関する相談、情報提供な

どを行うボランティア＊・コーディネーターの育成を図るとともに、

ボランティア＊相談窓口への配置を進めます。 

地域における活

動拠点づくり 

・地域に根ざした福祉活動をより一層推進するため公民館や集会所な

どを活動の拠点として活用し、身近なボランティア＊活動の展開を図

ります。 
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（３）緊急時の支援 

災害発生時に障害のある人が速やかに避難し、被災後も安全に生活できるよう、

地域の諸団体や関係機関と連携のもと、体制の充実を図っていくとともに、地域

をあげた防災対策、緊急時における支援体制づくりに努めます。 

 

①防災対策の充実 

障害のある人などが地域で安心して暮らせるよう、自然災害や火災、丌慮の事

敀などの緊急時に備えて、支援の必要な障害のある人などの日常的な実態把揜か

ら、緊急通報、救出・避難誘導、避難所などでの生活に至るまで、地域をあげた

支援体制の確立に努めるとともに、災害発生後の適切で迅速な相談支援体制づく

りに努めます。 

 

施策・事業 内  容 

防災・防火対策

などの推進 

・消防本部など関係機関との連携を強化し、障害のある人が暮らす住

宅の防災・防火対策の推進や災害・火災発生時の緊急通報体制、救

出・避難誘導体制の充実を図ります。 

・地域防災計画において、障害のある人などへの対策を明確化し、安

全な避難を行えるよう、定期的に防災訓練を実施していきます。 

地域における支

援体制の確立 

・障害のある人などが地域で安心して暮らせるよう、個人情報に配慮

しながら支援の必要な人の現状把揜を進めるとともに、災害時に地

域で円滑な安否確認や支援活動が行われるよう努めます。 

緊急時の支援体

制の充実 

・急病や災害時の緊急時に迅速に対応できるよう、ひとり暮らしの高

齢者や障害のある人などに対する緊急通報装置の設置や、聴覚・音

声・言語機能に障害のある人への通信装置の給付などを行います。 

避難所となる公

共施設の整備・

改善 

・大規模災害発生時の避難所となる公共施設については、耐震診断・

改修などにあわせて障害のある人や災害時における負傷者の利用に

配慮した整備・改善を進めます。 
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②防犯対策の充実 

障害のある人などが犯罪被害にあうことのないよう、防犯対策の強化・充実に

努めるとともに、地域における防犯活動の充実を促進します。 

 

施策・事業 内  容 

防犯対策の強化

・充実 

・障害のある人などに対する犯罪被害を防止するため、振り込め詐欺

などの防犯知識の周知徹底や、悪質商法などの消貹者被害防止に向

けた情報の提供に努めます。 

・地域における市民相互の声かけやパトロールなどによる連携、ネッ

トワーク化に努めるとともに、防犯活動の充実を促進し、犯罪被害

の発生を未然に防ぐ取り組みの充実に努めます。 

犯罪被害を防ぐ

まちづくりの推

進 

・犯罪にあいにくい安全なまちをつくるため、道路、公園、共同住宅

などについて、犯罪の防止に配慮した構造、設備などの整備に努め

ます。 
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（４）権利擁護＊ 

サービス利用をはじめ、判断能力が十分でない障害のある人の意思決定を支援

するため、成年後見制度＊など権利擁護＊の推進に取り組みます。また、障害のあ

る人への差別の解消、虐待の防止に向けた取り組みを進めます。 

 

①権利擁護＊の推進 

サービス利用をはじめ、判断能力が十分でない障害のある人の意思決定を支援

するため、成年後見制度＊など権利擁護＊の推進に取り組みます。 

また、利用者が安心して福祉サービスを受けることができるよう、関係機関との

連携のもとに、サービスの質の確保・向上に向けた取り組みを進めます。 

 

施策・事業 内  容 

権利擁護＊体制

の整備 

・障害のある人の権利擁護＊に向けて、府や関係機関との連携に努めま

す。 

成年後見制度＊

の普及と利用支

援 

・判断能力が十分でない人の権利を守るため、財産管理や身上監護に

関する契約などを援助する成年後見制度＊について、様々な媒体を通

じて普及に努めるとともに、制度の利用支援に努めます。 

日常生活自立支

援事業の推進 

・福祉サービスが十分に活用できない、身の回りのことや金銭管理が

できないなど、判断能力が十分でない人を対象に社会福祉協議会が

実施する、日常生活自立支援事業の推進を図ります。 

苦情解決体制の

整備 

・府や社会福祉協議会、サービス事業者など関係機関との連携を図り

ながら、福祉サービスに関する苦情解決に向けた適切な対応に努め

ます。 

障害者自立支援

協議会による事

業評価 

・福祉サービス利用者に対するサービス選択のための情報提供やサー

ビスの質の確保・向上を図るため、障害者自立支援協議会において

委託相談支援事業者の事業評価を進めます。 
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②差別解消・虐待防止 

障害のある人への偏見や差別を解消し、正しい理解と認識を深めることができ

るよう、多様な機会を通じて広報・啓発に努めるとともに、差別的な取り扱いや

合理的な配慮の丌提供に関する相談への対応、問題解決に向けた取り組みなどを

関係機関とともに進めます。 

また、障害のある人の虐待防止に向けた取り組みをより一層進めます。 

 

施策・事業 内  容 

障害者差別解消

に係る取り組み 

・障害者差別解消法に基づき、差別解消にかかる相談支援や障害者差

別解消支援地域協議会の開催等を行います。 

障害者虐待防止

の体制整備 

・障害のある人に対する虐待の防止について、市民や事業者への周

知・啓発に努めます。また、虐待の通報にあたっては、関係機関と

ともに状況等を把揜の上、緊急性や事由に応じ適切に対応します。 
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目標像２ 生活支援の充実したまち 

だれもが家庩や地域社会の中で安心して暮らし、自立した生活を送ることができ

るよう、ライフステージ＊や障害の状況、ニーズに応じた保健・医療・福祉サービ

スの充実を図ります。 

また、あらゆるバリアを取り除き、障害のある人に配慮したまちづくりを推進す

るとともに、ユニバーサルデザイン＊に配慮した生活環境の整備を進めます。 

 

（１）情報提供・相談支援 

障害のある人の暮らしに役立つ情報や各種制度・サービスの利用に関する情報

を提供します。また、障害種別や保健・医療・福祉などの分野に応じた専門的な

相談機能の充実を図るとともに、身近な地域における相談支援体制づくりに努め

ていきます。 

 

①広報・情報提供の充実 

広報紙やパンフレット、ホームページなどの活用、行政情報の点字・音声化の

促進などを通じて情報の提供に努めます。 

また、障害のある人が利用できる福祉サービスや保健・医療、療育・教育、雇

用・就労、スポーツ・文化活動などの情報を、障害のある人や家族などがわかり

やすく入手できるような仕組みづくりに努めます。 

 

施策・事業 内  容 

障害福祉に関す

る情報提供の充

実 

・広報紙やパンフレット、ホームページなど多様な媒体を通じて、障

害者手帱の申請方法、各種支援制度・サービスの内容と利用方法、

町内・周辺地域における関係施設の案内などをわかりやすく紹介

し、内容も充実していきます。 

行政情報のバリ

アフリー＊化 

・広報紙などの行政刊行物の発行や市民に対するホームページでの情

報提供に際しては、それぞれの障害に応じた情報提供を図るよう配

慮に努め、行政情報のバリアフリー＊化を促進します。 
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②相談支援体制づくり 

障害のある人やその家族、支援者の抱える様々な相談ニーズに応じて、的確な

相談支援が行えるよう、基幹相談支援センター＊を核としながら、専門的な相談

機能の充実と各相談機関間の連携強化を図り、市全体としての相談支援体制のさ

らなる充実を図ります。 

 

施策・事業 内  容 

障害のある人の

ための相談支援

事業の実施 

・障害者相談支援事業など、障害のある人や家族などの相談ニーズに

応じて、福祉サービスの利用援助や社会生活力を高めるための支

援、ピアカウンセリング、介助・支援に関する相談、生活情報の提

供などを総合的に行う各種相談支援事業の円滑な実施に努めます。 

庁内における相

談支援体制の充

実 

・保健・医療・福祉など多分野にわたる障害者施策に関する情報提

供・案内などが総合的に実施できるよう、庁内各部局の連携に努

め、障害種別にかかわらず、市民が気軽に相談できるような相談支

援体制づくり、プライバシーの保護などに努めます。 

相談支援担当職

員の適切配置と

資質向上 

・相談内容の多様化や相談件数の増加に応じて適切な対応が図れるよ

う、相談支援業務に携わる担当職員を適切に配置するとともに、円

滑な対応ができるよう研修などを通じて職員の資質の向上を図りま

す。 

身近な相談機能

の充実 

・身近な地域における相談者となる障害者相談員や民生委員・児童委

員等の活動支援に努めます。また、これらの制度がより多くの人に

利用されるよう、市民への周知を図るとともに、研修会などによっ

て相談員の資質向上を図ります。 

相談支援機関の

ネットワーク化 

・障害福祉に関する相談支援・案内などが総合的に提供できる環境づ

くりを進めるため、基幹相談支援センター＊を中心とした相談支援機

関による日常的な連携・調整に努めます。 

障害者自立支援

協議会 

・障害のある人や家族などを支えるための仕組みづくりの協議・検

討・調整などを、関係機関の参画のもとに進める機関として、障害

者自立支援協議会の開催と内容の充実に努めます。 

障害者ケアマネ

ジメントの推進 

・障害の状況やライフステージ＊、家庩や住まいの状況等の生活課題、

サービス利用意向などに応じて各種の支援制度・事業、社会資源＊な

どについての情報提供に努めるとともに、個々の障害のある人にと

って必要かつ効果的なサービスが利用できるよう、障害者ケアマネ

ジメント手法の導入による相談支援の実施等に努めます。 
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（２）保健・医療 

障害やその原因の一つである疾病の発生予防、早期発見・早期治療を図るとと

もに、関係機関と密に連携しながら、保健・医療サービス、リハビリテーション
＊などの提供体制の充実に努めます。 

 

①健康づくりの推進 

市民の心身の健康づくりを支援するため、健康づくりに関する知識や情報の普

及啓発、健康診査、保健指導、健康相談など保健事業の実施に努めます。また、

障害のある人の健康づくりを支援するため、日常的な健康管理に関する知識の普

及啓発、受診しやすい健診体制の整備などに努めます。 

 

施策・事業 内  容 

健康意識の普及

・啓発 

・健康教育の充実や広報等を通じて、疾病や外傷の予防、治療方法な

ど、市民への正しい知識の普及を図ります。 

・健康づくりに関する講座の開催などを通じて、市民の健康管理、健

康づくりに対する意識を高めるとともに、障害のある人の参加を促

進し、日常的な健康管理について相談指導を行います。 

妊産婦や乳幼児

に対する保健事

業の充実 

・妊産婦に対する健康教育・相談や各種健診、乳幼児健診、個別保健

指導などの実施を通じて、疾病の予防や課題の早期発見に向けた体

制の充実に努めます。 

生活習慣病の予

防と早期発見 

・生活習慣病の予防と早期発見に向け、学校や地域、職域における各

種健診を適切に実施し、要観察者に対する保健指導、医療機関など

への受診勧奨に努めます。 

精神疾患などに

対する相談支援

と受診促進 

・精神疾患や難治性疾患（特定疾患）などについて保健所などとの連

携を図り、適切な診断・治療の促進に努めます。 

障害のある人に

対する保健事業

の充実 

・保健師や看護師などによる訪問相談・指導、専門家による各種講座

の実施など、障害のある人の健康の保持・増進に向け、個々の状況

に応じて適切な保健サービスを提供できるよう努めます。 

・生活習慣病や二次障害の予防、疾病の早期発見のため、各種健診に

障害のある人がより受診しやすくなるよう、条件整備を進めていき

ます。 
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②地域における医療体制の充実 

障害のある人が必要な医療を必要なときに受けることができるよう、医療関係

者の障害への理解促進など、関係機関との連携、情報共有のもとに、医療体制の

充実に努めます。 

 

施策・事業 内  容 

医療体制の充実 

・障害のある人が自宅で安心して療養できるよう、夜間・休日や緊急

時の医療体制、訪問診療、訪問看護などの充実に向けて、関係機関

に働きかけるとともに、市内・周辺地域における診療体制に関する

情報の収集と提供に努めます。 

・市立貝塚病院において希望される重度身体障害のある人に対して院

内処方を行うなど、障害のある人への配慮に努めます。 

自立支援医療の

円滑な実施 

・障害の軽減、回復、治療などに要した貹用の一部を公貹負担する自

立支援医療の円滑な実施に努めます。 

 

 

③地域リハビリテーション＊体制の充実 

障害のある人の地域における自立した生活を支えていくため、障害の状況に応

じた継続的かつ総合的な治療・訓練を提供できるよう、関係機関との連携のもと

にリハビリテーション＊体制の充実に努めます。 

 

施策・事業 内  容 

リハビリテーシ

ョン＊体制の充

実 

・障害の軽減、機能回復などを図るため、医療機関など関係機関の連

携のもとに、リハビリテーション＊提供体制の充実に努めます。 

生活能力の維持

・向上などの支

援 

・入所施設や病院を退所・退院した人が、地域生活を営むために必要

な身体機能・生活能力の向上などを支援する障害者総合支援法に基

づく自立訓練事業（機能訓練、生活訓練）の推進などに努めます。 

小児リハビリテ

ーション＊体制

の充実 

・府をはじめ療育関係機関との連携を通じて、障害のある子どもを対

象とするリハビリテーション＊体制の充実を図ります。 
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④こころの健康づくりの推進 

こころの健康に対する市民の関心を高め、精神疾患の早期発見・早期対応が可

能となるよう、関係機関との連携により正しい知識や情報の普及啓発に努めます。 

 

施策・事業 内  容 

こころの健康づ

くりの推進 

・市民がストレスや悩み、こころの病気について気軽に相談できるよ

う、相談事業などの充実など、こころの健康づくりに向けた施策の

推進に努めます。 

正しい理解の普

及・啓発 

・精神保健に関する講座の開催や広報紙などによる情報提供などを通

じて、こころの健康づくりに関する普及に努めるとともに、精神疾

患や精神障害のある人の社会復帰などに関する市民の関心と理解を

深め、心のバリアを取り除いていきます。 

 

 

⑤精神保健福祉に関する医療・相談体制の充実 

だれもが気軽に安心して相談できるよう、精神疾患などに関する知識の普及を

図ります。また、受診や治療継続のために必要な医学的指導やケースワークなど

相談支援体制の充実を図ります。 

 

施策・事業 内  容 

精神保健福祉に

関する相談支援

体制の充実 

・関係機関との連携を強化し、精神疾患の早期発見・治療の促進や家

庩内適応、社会適応・社会的自立を援助するため、障害のある人や

家族に対する相談支援事業などの充実に努めます。 

精神科医療体制

の充実 

・専門医療機関との連携を強化し、患者や家族が病態を正しく理解

し、適切な医療機関を選択して医療を受けられるよう支援していき

ます。 

・精神症状の悪化に伴い、医療保護の必要な人への精神科救急体制に

ついては、府の救急医療体制との連携を図り、対応に努めます。 

地域医療との連

携体制の整備検

討 

・保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神障害のある

人の地域移行、地域定着に向けた支援体制の構築に向けた検討を進

めます。 
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（３）福祉サービス 

障害のある人の心身の状況やニーズを的確に把揜し、生涯を通じて切れ目のな

いきめ細やかな支援ができるよう、保健・医療・福祉その他関係分野の総合的な

連携のもとに福祉サービス等の生活支援施策の一層の充実に努めます。 

 

①在宅生活の支援 

多様な利用者意向に対応し、利用者自らが主体的にサービスを選択できるよう

な各種生活支援サービスの充実に努めます。 

 

施策・事業 内  容 

居宅介護などの

ホームヘルプサ

ービスの推進 

・日常生活を営むことに支障がある障害のある人が地域社会の中で安

心して、また自ら望む生活が送れるよう、身体介護、家事援助、相

談などのサービスを、障害の種類や程度に応じて適切に提供できる

よう努めます。 

・関係機関との連携のもと障害特性を理解し、的確に対応できるヘル

パーの確保、資質向上に努めます。 

短期入所（ショ

ートステイ）事

業などの推進 

・一時的に家庩での介護が困難になった場合や家族の負担軽減を図る

ための短期入所事業について、サービス事業所との調整により受け

入れ体制の拡充を図るなど、必要なときに利用できるようなサービ

スの提供に努めます。 

日中一時支援事

業の実施 

・サービス事業所との調整のもとに、障害のある人の日中における活

動の場を確保し、家族の就労支援や日常的に介護している家族の一

時的な休息を支援します。 

外出支援の実施 

・社会参加目的などで外出する際に、介助を必要とする人が安心して

外出できるよう、移動支援など各種の外出支援サービスの支援を行

います。 

地域生活支援拠

点の検討 

・専門的な相談支援、医療等との連携、緊急時における対応、居住支

援機能など、地域の事業所が機能を分担して支援を行う体制の整備

を検討します。 

その他の生活支

援サービスの充

実 

・障害のある人がより円滑に、安心して日常生活が送れるよう、補装

具貹の給付や日常生活用具の給付など、障害の状況に応じた各種生

活支援サービスの充実に努めます。 
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②日中活動の場の充実 

障害のある人の自立した生活や社会参加を促進し、また家族の負担を軽減する

ため、関係機関、サービス事業所と連携・調整を図りながら、日中活動の場とな

る通所型事業の充実に努めます。 

 

施策・事業 内  容 

自立支援給付に

よるサービスの

提供 

・府や周辺自治体、関係機関と連携しながら、障害者総合支援法に基

づく介護給付や訓練等給付の日中活動系サービスの提供を促進しま

す。 

地域活動支援セ

ンター事業の実

施 

・障害者総合支援法のもと、創作活動や生産活動の機会の提供、社会

との交流の促進などを行うとともに、日常的な相談支援、サービス

利用の援助などを行う「地域活動支援センター」についてサービス

の提供を促進します。 

ふれあいの場づ

くり 

・身近な地域などで、障害のある人やその家族、支援者などが気軽に

集い交流できるとともに、地域の人々と障害のある人とのふれあい

を促す場として公共施設など既存施設を活用した交流の場の確保・

整備に努めます。 

 

 

③生活の場の確保 

障害のある人が地域社会の中で自立し、安心して暮らしていけるよう、グルー

プホームなど生活の場の確保に努めるとともに、障害者支援施設の利用者や精神

科病院の長期入院者が地域生活へ円滑に移行できるよう、関係者とともに取り組

みを進めます。 

 

施策・事業 内  容 

地域における生

活の場の確保 

・障害のある人が、地域の中で必要な援助を受けながら共同生活を送

る場となるグループホームの開設・増設を促進するため、府や関係

機関と連携しながら、運営法人などへの指導や調整、助成、支援な

どに努めます。 

施設入所支援サ

ービスの提供 

・障害者総合支援法に基づく施設入所支援の対象となる入所施設につ

いて、広域的な調整のもと、サービス提供を促進します。 

・障害や家庩の状況、障害のある人・家族それぞれの意向を尊重しな

がら入所施設に関する相談支援、情報提供に努めます。 
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施策・事業 内  容 

地域生活への移

行に向けた取り

組みの推進 

・入所施設の利用者や精神科病院の長期入院者について、本人の意向

を尊重しつつ、家族や地域住民などの理解と協力のもとに、地域生

活への円滑な移行を図るための支援のあり方を関係者とともに検討

し、相談支援などの取り組みを進めます。 

入所施設やグル

ープホームなど

における生活の

質の確保 

・入所施設やグループホームにおける生活が、利用者の意向を的確に

反映したものであり、利用者の一人ひとりが人権を尊重された快適

な生活を送ることができるよう、サービス内容の充実をサービス事

業所に要請します。 

 

 

④各種制度の活用 

障害のある人が地域で安心して生活できるよう、各種支援制度の周知に努め、

有効活用を図ります。 

 

施策・事業 内  容 

各種制度の周知

と利用促進 

・障害のある人や家族の生活の安定を図るため、障害年金や各種手

当、税制控除、医療貹の助成、各種料金の減免・割引制度などにつ

いて、障害のある人や家族に周知し、制度を有効に活用するよう図

っていきます。 

各種年金・手当

などの相談 

・障害のある人が地域で自立した生活を営むことができるよう、国や

府の制度に即し各種年金、手当などの相談に努めます。 

医療貹の助成 

・自立支援医療など、障害の軽減、回復、治療などに要した貹用につ

いて国の自立支援給付や府の制度を活用して医療貹を助成し、障害

のある人や家族の貹用負担の軽減を図ります。 

利用者負担への

配慮 

・自立支援給付に基づく障害福祉サービスや地域生活支援事業の利用

に伴う自己負担額については、国・府における基本的な考え方や周

辺自治体の動向を踏まえ、軽減措置などの配慮に努めます。 

所徔保障に関す

る働きかけ 

・障害のある人が安心して生活できるよう、年金や一般就労が難しい

人の収入の確保、税制面など障害のある人を支える家族への配慮な

ど、各種制度の充実や支給範囲の拡大などについて、国・府、関係

機関に働きかけます。 
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（４）生活環境 

すべての人が安心して快適に暮らせるよう、住宅や公共施設、交通機関などの

環境整備を進めます。 

 

①ユニバーサルデザイン＊によるまちづくりの普及・促進 

すべての人にとって安全で快適な日常生活空間の拡大を図り、だれもが自由に

活動できるまちづくりを進めるため、「ユニバーサルデザイン＊によるまちづくり」

に関する市民・事業者の理解を促進するとともに、関係法令に基づき公共施設や

民間施設のバリアフリー＊化に取り組みます。 

 

施策・事業 内  容 

福祉でまちづく

りの推進 

・行政・社会福祉協議会と市民などの協働作業によってすべての人に

とって住みやすいまちをつくる「福祉でまちづくり」に関する市

民・事業者の理解を促進するとともに、関係法令に基づき公共施設

や民間施設のバリアフリー＊化、ユニバーサルデザイン＊化に取り組

みます。 

公共施設のバリ

アフリー＊化 

・多くの人が利用する公共施設についてはエレベーター、エスカレー

ター、音声誘導装置などの設置に向けて検討を進めるとともに、段

差の解消や障害のある人の利用に配慮したトイレ、誘導ブロックの

設置など、改善に努めます。 

民間施設のバリ

アフリー＊化の

促進 

・病院や大規模店舗など障害のある人が利用することの多い既存の民

間施設や、民間事業者による新たな施設整備に対して、法・条例な

どへの適合を図るよう必要な指導、助言に努めます。 

バリアフリー＊

関連情報の提供 

・主要施設のバリアフリー＊化の状況などについて、社会資源＊マップ

づくりやホームページでの紹介などを通じて、利用者に対する情報

提供を進めます。 

ユニバーサルデ

ザイン＊の普及

・啓発 

・すべての人が社会に参加できるよう、性別や年齢、障害の有無など

人々が持つ様々な特性や違いを越えて、みんなが使いやすい施設、

交通手段、モノ、サービスなどを生み出していこうとする「ユニバ

ーサルデザイン＊」の考え方の普及・啓発に努めます。 
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②外出しやすいまちづくり 

だれもが安全で利用しやすいものとなるよう、関係機関との連携・協力のもと

に道路交通環境や公共交通機関、公園などの整備・改善を進めていきます。 

 

施策・事業 内  容 

歩道・道路など

の整備促進 

・既存の道路については、歩道の設置や段差解消、視覚障害者誘導用

ブロックの設置などを、緊急性・重要性を考えながら計画的な整備

に努めます。また、バリアフリー化の整備のために必要な財政措置

を国・府に要望します。 

・今後新設する道路などについては、福祉でまちづくりの考え方に沿

った安全性の高い整備を進め、すべての人の移動に配慮した安全な

歩行空間の整備に努めます。 

交通安全対策の

充実 

・道路や歩道上の移動の妨げとなる物をなくすため、市民や事業者な

どへの啓発や広報を通じて、安全な歩行空間の確保に努めます。 

・障害のある人や家族に対する交通安全教育など、障害のある人自ら

が交通事敀から身を守る方法を指導するとともに、ドライバーに対

する安全運転の啓発に努めます。 

鉄道駅舎などの

利便性の向上 

・障害のある人や高齢者にとって利用しやすい鉄道駅舎となるよう、

エレベーターやスロープの整備など、鉄道事業者に対して協力を要

請し、バリアフリー＊化を進めていきます。 

障害のある人の

ための専用駐車

場の設置促進 

・関係法・条例に基づき、施設設置者など関係機関の協力を徔なが

ら、公共性の高い施設への障害のある人のための専用駐車場の設置

を進めます。また、障害のある人のための専用駐車場が、適正に利

用されるよう広く市民、施設利用者への啓発を進めます。 

バス利用者の利

便性・安全性の

向上 

・福祉型コミュニティバス「は～もに～ばす」の円滑な運行、利便性

向上等に努めます。 

公園などのオー

プンスペースの

整備・改善 

・公園などのオープンスペースについて、だれもが安全で快適に利用

できるよう、休憩スペースの設置や段差の解消・点字案内板の設置

など、障害のある人をはじめ高齢者や子ども等の利用に配慮した施

設・設備の整備・改善に努めます。 
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③だれもが暮らしやすい居住環境の整備・改善 

より快適な居住環境に改善するため住宅のバリアフリー＊化に関する意義や支

援制度・事業についての普及・啓発に努めるとともに、関係者による相談助言体

制づくりに努めます。 

また、公営住宅における障害のある人や高齢者の優先入居枠の確保など、入居

時の配慮に努めます。 

 

施策・事業 内  容 

市営住宅におけ

るバリアフリー
＊化の促進 

・市営住宅の整備・改築にあたっては、手すりの設置、段差の解消な

ど、バリアフリー＊住宅の整備促進に努めます。 

・既存の市営住宅についても、障害のある人や高齢者にとって暮らし

やすい居住環境となるようバリアフリー＊化を促進します。 

住宅施策に関す

る情報提供 

・住みなれた家庩で、生涯を通じて安全で快適に住み続けられるよう

住まいのバリアフリー＊化に関する意義や各種支援制度・施策に関す

る積極的な情報提供や啓発活動を行います。 

住宅改修に要す

る貹用の助成な

ど 

・既存住宅のバリアフリー＊化を促進するため、府との連携のもと、住

宅改修貹用の助成に関する事業の実施に努めます。 

市営住宅におけ

る優先入居の実

施 

・障害のある人の自立した生活を支援する立場から、それぞれの必要

に応じた既存市営住宅の提供に対し、柔軟に対応していきます。 

市営住宅のグル

ープホームへの

活用 

・障害のある人の自立生活を支援するため、グループホームの開設申

請に対し、柔軟に対応していきます。 

 



第３章 第３次貝塚市障害者計画 

- 70 - 

目標像３ 自立した生活を送れるまち 

障害のある子どもや発達に課題のある子どもの個性や能力を最大限に生かすた

め、発達支援体制を充実し、一人ひとりの個性に応じて、乳幼児期から卒業後にわ

たる一貫した療育・保育・教育を推進します。 

また、障害のある人の就労や社会参加に向けて、関係機関との連携のもと、生活

や就労・雇用等における支援体制の充実に努めます。 

 

（１）療育・教育 

発達に課題のある子どもを早期に発見し、療育につなげるとともに、地域の

学校や幼稚園・保育所、特別支援学校＊、療育関係機関などの緊密な連携のも

とに、障害の状況や特性などに応じて一人ひとりの子どもの個性や可能性を伸

ばす教育の推進を図ります。 

 

①障害の早期発見・療育体制の充実 

母子保健事業の充実に努めるとともに、乳幼児健診や相談などで発見された発

育発達上の課題のある子どもや保護者に対し適切な支援が行えるよう、関係機関

と連携し、療育相談・支援体制の充実を図ります。 

また、学校においては、健康診断による疾病の早期発見と事後指導を徹底し、

早期治療を進めるとともに、健康教育や健康管理を充実します。 

 

施策・事業 内  容 

乳幼児健診など

の実施 

・乳幼児健診の実施等を通じて、子どもの心身の課題を早期に発見す

るとともに、フォロー体制を充実するなど、障害の早期発見・療育

の充実を図ります。 

育児相談などの

実施 

・乳幼児の健全育成をめざし、医療機関や療育機関と連携しながら、

乳幼児発達相談、育児発達相談、精神発達相談など、保護者や家族

に対する相談支援体制の充実に努めます。 

学校園における

定期健康診断 

・身体的疾病などの早期発見・治療を進めるため、学校・幼稚園にお

ける健康診断の実施に努めます。 
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施策・事業 内  容 

療育に関する相

談支援体制の充

実 

・理学療法士・療育専門員・発達相談員などによる個別相談指導の充

実に努めます。 

・情報交換・連絡会や教育支援委員会、就園指導に関する連絡会の開

催など、療育・発達支援に関わる関係機関の連携を図り、療育や就

学・就園などに関する相談支援体制の充実に努めます。 

 

 

②障害のある子どもの子育て支援 

共に学び、育つという視点のもと、障害のある子どもの保育所や留守家庩児童

会（仲よしホーム）などへの受け入れ体制の充実を図ります。 

 

施策・事業 内  容 

障害児保育の充

実 

・障害のある子どもに対する保育需要の動向に応じて保育所及び認定

こども園における保育士等の加配に努めるとともに、施設・設備な

どの改善・充実、職員理解を深めるための研修など、障害児保育の

実施に向けた体制づくりに努めます。 

仲よしホームに

おける障害のあ

る子どもの受け

入れ 

・放課後に保護者が家庩にいない児童を対象とする留守家庩児童会

（仲よしホーム）事業について、障害の内容・程度などに応じて指

導員を加配し、希望する障害のある子どもの受け入れに努めます。 

障害児通所支援 

・障害のある児童の療育を実施し、日常生活における基本的な動作の

指導、集団生活への適応訓練などを行う児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所に通所する児童の保護者に対し障害児通

所受給者証を発行します。 

障害児支援利用

計画の作成 

・障害のある児童の心身の状況、その置かれている環境、利用意向等

を勘案し、関係者との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用

計画を作成します。 

 

 



第３章 第３次貝塚市障害者計画 

- 72 - 

③学校教育における内容の充実 

障害のある児童生徒についての教職員の正しい理解を深めるとともに、指導方

法・指導内容・教材などを工夫しながら、一人ひとりの教育課題に的確に対応し

その可能性を最大限に発揮できるような教育を推進します。 

学習活動・行事などの学校生活の充実を図るため、幅広い分野の関係機関など

との交流・連携を促進するとともに、保護者、地域住民などとの交流を進めます。 

 

施策・事業 内  容 

特別支援教育＊

の実施体制の充

実 

・障害のある児童生徒一人ひとりの状況や特性などに柔軟に対応し、

適切な指導・支援を行う特別支援教育＊の実施にあたり、介助員の配

置や教職員の指導力向上、設備・教材などの充実に努め、小・中学

校における実施体制の充実に努めます。 

福祉体験学習指

導の充実 

・生活に結びついた学習を取り入れ、体験を通じて学ぶことができる

教育課程の編成、学習指導の充実に努めます。 

教員研修の充実 

・巡回教育相談員等による個別指導、教職員研修などの充実を図り、

子どもを総合的に理解し、個々の課題を明らかにした「個別の指導

計画」「個別の教育支援計画」の作成など指導力の向上に努めます。 

 

 

④学校施設の整備・充実 

障害のある子どもが学習や生活面で支障をきたさないよう、また学校施設開放

などの利用に配慮して学校施設のバリアフリー＊化や備品などの整備・充実に努

めます。 

 

施策・事業 内  容 

学校施設等の整

備 

・スロープ、手すりの設置、トイレの改修など、学校施設のバリアフ

リー＊化や備品などの整備を進めます。 
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⑤進路指導の充実 

障害のある子どもの持つ可能性を伸ばすよう、適切な進路指導の充実に努めま

す。 

 

施策・事業 内  容 

基本的生活習慣

の確立 

・幼稚園・小学校の段階から子どものおかれた状況や課題などを踏ま

えつつ、生活面や社会的な自立をめざした取り組みを進めます。 

中学校における

進路指導の充実 

・学校見学や説明会の実施などを通じて本人や保護者への進路情報の

提供に努めるとともに、職業的な自立をめざし、中学校における進

路指導の充実を図ります。 
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（２）雇用・就労 

各種制度の活用を通じて一般企業・事業所での雇用を積極的に促進し、障害の

ある人の就労機会の拡大を図るとともに、就労後の職場定着を支援します。 

また、一般企業などへの就職が困難な人を対象とする働く場、活動の場の充実

など、関係機関とともに多様な形態の就労の場の確保に努めます。 

 

①就労支援のための体制づくり 

一般企業・事業所への就労や福祉的就労＊など、障害のある人の雇用・就労に

関する多面的で実効性のある支援を進めていくため、関係機関と連携しながら、

就労支援体制の確立に努めます。 

 

施策・事業 内  容 

雇用・就労促進

のための体制づ

くり 

・障害のある人の一般雇用・就労を促進するとともに職業訓練から就

職、職場定着、離職後の相談など、一貫した就労支援を行えるよ

う、関係機関との連携を強化し、雇用・就労のための支援体制づく

りと支援方策の検討に努めます。 

・泉州中障害者就業・生活支援センター、ハローワークなどの関係機

関を含む障害者自立支援協議会就労支援部会を開催し、関係機関と

の連携を強化し、雇用・就労のための支援体制づくりと支援方策の

検討に努めます。 

 

 

②啓発の推進と雇用の促進 

障害のある人の雇用の促進と障害のある人が働きやすい職場づくりを進めるた

め、庁内各課及び市民や事業所などに対する普及・啓発活動などを推進します。 

 

施策・事業 内  容 

障害者雇用の普

及と啓発 

・「障害者雇用支援月間（９月）」における普及・啓発活動や広報かい

づかなどを通じて、市民や市内の企業・事業所等に対する障害のあ

る人の雇用への理解と積極的な協力、職場環境づくりなどについて

の普及・啓発に努めます。 

関連制度・施策

の周知徹底 

・公共職業安定所や府などの関係機関と連携し、障害者法定雇用率制

度＊や各種助成制度など、障害者雇用に関わる制度・施策について、

市内の企業・事業所等に周知徹底します。 
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施策・事業 内  容 

市役所における

雇用の推進 

・障害者雇用における先導的役割を果たすため、市における障害のあ

る人の雇用の推進に努めます。 

・採用時から採用後にわたって、障害のある人がいきいきと働き続け

ることができるよう、一人ひとりの障害の状況に応じた配慮に努め

ます。 

職域開発の促進 

・公共職業安定所など関係機関と連携を図り、障害の程度や種別を考

慮した作業・職種・就業形態などの研究に取り組みます。また、企

業・事業所などに対して、職業訓練への協力や受け入れ能力の向上

が図れるよう、要請していきます。 

雇用先における

障害のある人の

人権の擁護 

・雇用先の事業所などにおいて、障害のある人が雇用差別など障害を

理由とした人権侵害を受けることのないよう、関係機関と連携し適

切な措置を講じていきます。 

 

 

③相談支援、職業リハビリテーション＊体制の充実 

障害のある人の就職や職業能力の習徔・向上、就職後の安定就労などを図るた

め相談支援・情報提供体制、職業訓練などの支援体制づくりを進めます。 

 

施策・事業 内  容 

相談支援・情報

提供体制の充実 

・障害のある人が自ら障害の状況を理解しつつ、その意欲と適性、能

力に応じて働くことができるよう関係機関と連携し、障害のある人

が身近に雇用・就労に関する相談支援や情報提供を受けられる体制

の充実に努めます。 

福祉的就労＊か

ら一般就労への

移行 

・障害者総合支援法に基づく自立支援給付の就労移行支援などの利用

を通じて、福祉的就労＊の場に通う障害のある人が一般就労へ円滑な

移行を図れるよう、サービス事業所による事業実施を促進するとと

もに、就労支援関係機関による協力・支援体制づくりに努めます。 

職業リハビリテ

ーション＊の推

進 

・府など関係機関・団体と連携しながら、障害のある人の能力を引き

出し、職業生活に対応できる知識・技能の習徔をめざす職業リハビ

リテーション＊の推進に努めます。 
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④福祉的就労＊の場の充実 

一般企業などで働くことの難しい障害のある人が、身近な地域において働く場

や活動の場を確保できるよう、福祉的就労＊の場の環境づくりに努めます。 

 

施策・事業 内  容 

福祉的就労＊の

場の整備・充実 

・一般企業などでの雇用が困難な障害のある人に対して、身近な地域

において就労の場を確保できるよう障害の状況に応じた福祉的就労＊

の場の整備・充実に努めます。 

 

 

⑤福祉的就労＊の場の安定運営と機能強化 

福祉的就労＊の場に通う障害のある人がいきいきと働きながら収入が徔られる

よう、また、福祉的就労＊事業所の安定運営と機能強化を図るため、障害者優先

調達推進法に基づく調達指針の運用に取り組みます。 

 

施策・事業 内  容 

地域活動支援セ

ンターへの支援 

・障害のある人の身近な活動の場、働く場として開設されている地域

活動支援センターなどの安定運営を図るため、運営団体に対する支

援に努めます。 

福祉的就労＊の

場の機能強化 

・福祉的就労＊の場となるサービス事業所における販路拡大、販売体制

の充実を支援します。 

・商品開発や経営ノウハウの向上など、福祉的就労＊の場の機能強化に

ついて、民間企業や経済団体の協力を徔ながら、取り組みを進めて

いきます。 

公的機関におけ

る委託業務の拡

大 

・障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労事業所等の受注機会の

拡大を図るため、調達方針の策定と方針に即した物品などの調達、

調達実績の公表に取り組みます。 
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（３）社会参加 

意思疎通支援や外出支援などを通じて、就労、就学、生涯学習・スポーツ活

動など、地域で行われる幅広い活動に参加するための条件整備を進めます。 

また、障害のある人が地域社会の一員として参加し、社会的役割を担うよう

な取り組みを進めるなど、多様な市民活動の促進に努めます。 

 

①外出支援の充実 

社会参加目的などで外出する際に、介助を必要とする人が安心して外出できる

よう、各種の外出支援サービスの充実を図ります。また、社会参加をより一層促

進するため、自動車運転免許取徔や自動車改造などの支援を行います。 

 

施策・事業 内  容 

外出支援サービ

スの提供 

・同行援護や行動援護など自立支援給付によるサービス、地域生活支

援事業における移動支援事業、福祉型コミュニティバス「は～もに

～ばす」、福祉タクシー事業、社会福祉協議会による移送サービス事

業、民間団体が実施する福祉有償運送など、障害のある人の移動を

支援するための事業・サービスの望ましいあり方について検討を進

めるとともに、重層的なサービス提供に努めます。 

外出促進のため

の各種助成等の

実施 

・障害のある人の外出を支援するため、自動車運転免許取徔や自動車

改造に要する貹用の一部を助成します。 

イベント実施な

どの移動支援 

・障害者団体などが自主的に行うレクリエーション活動や文化活動な

どに対し、移動手段の確保、介助・運転ボランティア＊による協力な

どの支援を図り、できるだけ多くの障害のある人や家族が参加し、

楽しむことができるよう努めます。 
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②意思疎通支援の推進 

障害のある人が多くの人々と円滑にコミュニケーションが行えるよう、手話通

訳者や要約筆記＊者などの派遣を行うとともに、積極的に社会参加が図れるよう、

障害のある人のコミュニケーション能力の養成などを支援します。 

 

施策・事業 内  容 

手話通訳者・要

約筆記＊者の派

遣 

・聴覚障害や音声・言語機能に障害のある人が社会生活を送る上でコ

ミュニケーションを円滑に行うことができるよう、関係団体の協力

のもと、手話通訳者や要約筆記＊者を派遣します。 

各種奉仕員の養

成促進 

・府や関係団体などと連携し、障害のある人のコミュニケーションを

支援する点訳奉仕員、音訳奉仕員、手話奉仕員、要約筆記＊者などの

養成を促進します。 

難聴児言語訓練

の推進 

・聴覚に障害のある子どもに対する相談・指導・訓練などを関係機関

と連携しながら実施します。 

点字刊行物など

の発行 

・視覚障害のある人のために、点字や音声による広報、計画書の発行

などを進めます。 

情報活用能力の

向上に向けた支

援 

・パソコン等の情報通信機器やインターネットの活用など、障害のあ

る人の情報活用能力の向上を図るため、講座・教室の開催などによ

る支援に努めます。 

 

③生涯学習・文化・スポーツ活動などの振興 

障害のある人が生涯学習・文化・スポーツ活動などを通じて社会に参加し、健

康づくりや生きがいづくり、自己実現を図れるよう、活動への参加を促進します。 

 

施策・事業 内  容 

スポーツ活動の

振興 

・障害のある人が気軽にスポーツ活動に参加できるよう、障害のある

人の利用に配慮した体育施設・公園などの整備改善を図るととも

に、広報による障害者スポーツの紹介、各種イベント・スポーツ大

会への参加促進、活動を支える指導者の育成などに努めます。 

・障害のある人と障害のない人の交流を深めるため、すべての人が一

緒に親しめる身近なスポーツ活動の振興を図ります。 

文化・芸術活動

の振興 

・障害のある人の文化・芸術活動の振興に向けて、文化施設などのバ

リアフリー＊化に努めるとともに、指導者などの人材の確保・育成、

活動機会や発表の場の充実を図ります。 

・市内で開催されるイベントなどの際に障害のある人の作品を展示す

るなど、様々な機会を通じて発表の場の充実に努めます。 
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④社会参加の促進 

政策決定の場や、地域社会におけるコミュニティ活動、まちづくりなどに、障

害のある人や家族が参画しやすい環境づくりに、当事者団体・事業者とともに努

めます。 

 

施策・事業 内  容 

政策・方針検討

の場への参画促

進 

・各種審議会や委員会など、政策・方針検討の場への障害のある人の

積極的な参画を図ります。 

・今後進める新たな施策・事業などについて、障害のある人やその家

族の意見が反映できるような体制づくりを検討します。 

障害者団体の活

動への支援 

・各障害者団体・グループにおける自主的な活動を支援するととも

に、障害のある人自らや家族・支援者が組織する団体への障害のあ

る人や家族の加入促進を図ります。 

・障害の種別を超えた団体相互の交流や障害のある人と障害のない人

の交流を促進し、団体運営を支援するなど、団体活動の育成・活性

化を図ります。 

・障害のある人や家族が周辺地域や府内外の障害者団体の行事・会合

などに参加し、活動の輪を広げて活躍できるよう支援していきま

す。 

地域活動へ参加

しやすい環境づ

くり 

・ふれあい喫茶など自治会等による地域活動、社会福祉協議会等が進

める地域福祉活動、各種協議会・研究会活動などへの障害のある人

の参画を促進するため、各種団体と連携しながらより参加しやすい

環境づくり、支援体制の充実などに努めていきます。 
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第４章 第５期貝塚市障害福祉計画・ 

  第１期貝塚市障害児福祉計画   

１．第５期貝塚市障害福祉計画 

障害者総合支援法（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）第88条に基づき、第５期障害福祉計画を策定します。 

第５期障害福祉計画は、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業に関す

る具体的な実施内容と見込量等を定めるものです。 

計画は、計画の策定にあたって実施したアンケート調査や関係団体懇談会の結果

を踏まえるとともに、大阪府との協議の上でとりまとめており、計画の期間は、平

成30年度(2018年度)から平成32年度(2020年度)までの３年間となります。 

 

 

（１）成果目標 

①福祉施設の入所者の地域生活への移行 

区 分 目 標 備 考 

平成32年度(2020年度)末の 

地域移行者数 
 6人 

国・大阪府の考え方 

・平成28年度(2016年度)末時点の施設入所

者の９％以上が地域移行する 

本市における設定方法 

・平成28年度(2016年度)末時点の施設入所

者数 64人×９％＝６人 

平成32年度(2020年度)末の 

施設入所者数 
63人 

国・大阪府の考え方 

・平成28年度(2016年度)末時点の施設入所

者数から２％以上削減する 

本市における設定方法 

・平成28年度(2016年度)末時点の施設入所

者数 64人×98％＝63人 
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②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

区 分 目 標 備 考 

保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場の設置 
設置 

国・大阪府の考え方 

・平成32年度(2020年度)末までにすべての

市町村ごとに保健・医療・福祉関係者に

よる協議の場を設置する 

本市における設定方法 

・国・府の方向性に従い、設置に取り組む 

 

③障害者の地域生活の支援 

区 分 目 標 備 考 

地域生活支援拠点等の整備 整備 

国・大阪府の考え方 

・平成32年度(2020年度)末までに各市町村

または各圏域に整備する 

本市における設定方法 

・国・府の方向性に従い、整備に取り組む 

※専門的な相談支援、医療等との連携、緊急時における対応、居住支援機能など、地域の事業所

が機能を分担して支援を行う体制の整備を検討します。 

 

④福祉施設から一般就労への移行等 

区 分 目 標 備 考 

平成32年度(2020年度)中の 

一般就労への移行者数 
11人 

国の考え方 

・福祉施設からの一般就労者数を平成28年

度(2016年度)実績の1.5倍以上とする 

大阪府の考え方 

・府が設定した府内全体の目標値を市町村

ごとに按分した数値以上とする（平成28

年度(2016年度)の一般就労移行者数実績

の1.3倍以上） 

本市における設定方法 

・平成28年度(2016年度)の一般就労への移

行者数 8人×1.3＝11人（切り上げ） 

平成32年度(2020年度)末の 

就労移行支援事業の利用者数 
29人 

国・大阪府の考え方 

・就労移行支援事業利用者を平成28年度

(2016年度)末から２割以上増加させる 

本市における設定方法 

・平成28年度(2016年度)の就労移行支援事

業利用者 24人×1.2＝29人（切り上げ） 
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区 分 目 標 備 考 

平成32年度(2020年度)の 

就労移行支援事業所ごとの 

就労移行率 

50％ 

国・大阪府の考え方 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行率

が３割以上の事業所が全体の５割以上 

本市における設定方法 

・国・府の方向性に従い、設定する 

平成32年度(2020年度)の 

就労定着支援による職場定着

率 

80％ 

国・大阪府の考え方 

・就労定着支援事業利用者の支援を開始１

年後の職場定着率を80％以上 

本市における設定方法 

・国・府の方向性に従い、設定する 

平成32年度(2020年度)の 

就労継続支援（Ｂ型）事業所

の工賃の平均額 

14,388円 

大阪府の考え方 

・府が設定した平成32年度(2020年度)の就

労継続支援（Ｂ型）事業所の目標工賃を

踏まえて目標額を設定する 

本市における設定方法 

・府の方向性に従い、設定する 

 

 

 



第４章 第５期貝塚市障害福祉計画・第１期貝塚市障害児福祉計画 

- 83 - 

（２）障害福祉サービスの見込量 

①訪問系サービス 

平成24年度(2012年度)以降の利用実績から利用者数の増減数と利用者一人あた

りの平均利用時間を求めるとともに、入所施設等から地域へ移行する人、アンケ

ート調査結果等から新たに利用が見込まれる人の数などを加味し、サービス見込

量を算出しています。 

 

ア．居宅介護 

居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

居宅介護 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 70 68 68 68 68 68 

知的障害者 26 28 27 28 29 30 

精神障害者 51 61 57 58 61 63 

障害児 3 4 4 4 4 4 

合 計 150 161 156 158 162 165 

量の見込み 

[時間/月] 

身体障害者 1,768 1,699 1,761 1,761 1,761 1,761 

知的障害者 322 333 376 414 429 444 

精神障害者 556 649 630 641 674 696 

障害児 46 60 57 61 61 61 

合 計 2,692 2,741 2,824 2,877 2,925 2,962 
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イ．重度訪問介護 

重度の肢体丌自由か重度の行動障害を有する人で常に介護を必要とする人が対

象となります。居宅で入浴、排せつ、食事の介護等から、外出時の移動支援等を

総合的に行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

重度訪問介護 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 9 11 10 10 11 12 

知的障害者 0 0 0 0 0 0 

精神障害者 0 0 0 0 0 0 

合 計 9 11 10 10 11 12 

量の見込み 

[時間/月] 

身体障害者 776 944 1,094 1,101 1,211 1,321 

知的障害者 0 0 0 0 0 0 

精神障害者 0 0 0 0 0 0 

合 計 776 944 1,094 1,101 1,211 1,321 

 

 

ウ．同行援護 

移動に著しい困難がある視覚障害のある人に対して、外出移動における必要な

情報を提供するとともに、移動の援護を行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

同行援護 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 32 32 32 32 32 32 

障害児 0 1 1 1 1 1 

合 計 32 33 33 33 33 33 

量の見込み 

[時間/月] 

身体障害者 1,265 1,194 1,231 1,286 1,286 1,286 

障害児 0 20 30 30 30 30 

合 計 1,265 1,214 1,261 1,316 1,316 1,316 

 

※行動援護、重度障害者等包拢支援については、これまでの利用実績とサービス提供事業所

の立地状況から今後も大きく変動がないものとして、サービス見込量を算出していません。 
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②短期入所・日中活動系サービス 

平成24年度(2012年度)以降の利用実績から利用者数の増減数と利用者一人あた

りの平均利用日数を求めるとともに、入所施設等から地域へ移行する人、アンケ

ート調査結果等から新たに利用が見込まれる人の数、サービス事業所の定員など

を加味し、サービス見込量を算出しています。 

 

ア．短期入所 

介護者が病気の場合等の理由により、介護できない場合など夜間も含め施設で

入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

短期入所 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 17 15 15 15 15 15 

知的障害者 21 26 29 29 29 29 

精神障害者 0 0 0 0 0 0 

障害児 2 2 2 2 2 2 

合 計 40 43 46 46 46 46 

量の見込み 

[人日分/月] 

身体障害者 123 106 103 108 108 108 

知的障害者 97 135 155 155 155 155 

精神障害者 0 0 0 0 0 0 

障害児 10 13 13 13 13 13 

合 計 230 254 271 276 276 276 
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イ．生活介護 

常に介護を必要とする人が対象となります。主に昼間に入浴や排せつ、食事の

介護、創作活動または生産活動の機会を提供します。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

生活介護 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 45 44 43 43 43 43 

知的障害者 148 150 150 151 153 155 

精神障害者 3 3 3 3 4 4 

合 計 196 197 196 197 200 202 

量の見込み 

[人日分/月] 

身体障害者 769 782 787 787 787 787 

知的障害者 2,934 2,991 3,094 3,181 3,223 3,266 

精神障害者 30 47 56 56 74 74 

合 計 3,733 3,820 3,937 4,024 4,084 4,127 

 

 

ウ．自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体

機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

自立訓練 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 1 1 0 0 0 0 

知的障害者 4 6 5 5 5 5 

精神障害者 0 0 1 1 1 1 

合 計 5 7 6 6 6 6 

量の見込み 

[人日分/月] 

身体障害者 20 3 0 0 0 0 

知的障害者 65 90 58 90 90 90 

精神障害者 0 0 28 28 28 28 

合 計 85 93 86 118 118 118 
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エ．就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人が対象となります。定められた期間、就労に

必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 

成果目標との整合を図りつつ、サービス見込量を算出しています。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

就労移行支援 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 1 2 2 2 2 3 

知的障害者 11 15 15 15 15 16 

精神障害者 6 7 6 6 7 9 

合 計 18 24 23 23 24 28 

量の見込み 

[人日分/月] 

身体障害者 21 44 37 44 44 66 

知的障害者 208 296 274 296 296 315 

精神障害者 88 110 96 96 112 144 

合 計 317 450 407 436 452 525 

 

 

オ．就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等への就労が困難な人を対象として、利用者が就労支援事業所と雇用

契約を結び、働く場を提供するとともに、必要な知識及び能力の向上のために必

要な訓練等を行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

就労継続支援

Ａ型 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 3 6 9 10 12 14 

知的障害者 6 9 18 20 23 26 

精神障害者 4 6 9 10 11 12 

合 計 13 21 36 40 46 52 

量の見込み 

[人日分/月] 

身体障害者 49 122 168 203 244 284 

知的障害者 122 180 342 406 467 528 

精神障害者 82 71 149 205 225 246 

合 計 253 373 659 814 936 1,058 
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カ．就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業等への就労が困難な人を対象として、働く場を提供するとともに、必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

就労継続支援

Ｂ型 

利用者数 

[人/月] 

身体障害者 7 8 7 7 7 7 

知的障害者 60 67 77 81 85 90 

精神障害者 59 61 60 60 60 61 

合 計 126 136 144 148 152 158 

量の見込み 

[人日分/月] 

身体障害者 123 126 123 123 123 123 

知的障害者 1,151 1,292 1,500 1,596 1,675 1,774 

精神障害者 770 776 833 833 833 846 

合 計 2,044 2,194 2,456 2,552 2,631 2,743 

 

 

キ．療養介護 

医療と常に介護を必要とする人が対象となります。医療機関で行われる機能訓

練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活の世話を行います。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

療養介護 
利用者数 

[人/月] 
合 計 14 14 13 13 13 13 
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ク．就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した障害のある人で、就労に伴

う環境変化により生活面の課題が生じている人が対象となります。利用者との相

談を通じて生活面の課題を把揜するとともに、企業や関係機関等との連絡調整や

それに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

就労定着支援 
利用者数 

[人/月] 

身体障害者 － － － 1 2 2 

知的障害者 － － － 4 7 10 

精神障害者 － － － 3 5 7 

合 計 － － － 8 14 19 
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③居住系サービス 

平成24年度(2012年度)以降の利用実績から利用者数の増減数を求めるとともに、

入所施設等から地域へ移行する人、アンケート調査結果等から新たに利用が見込

まれる人の数、事業所の定員増、開設予定などを加味し、サービス見込量を算出

しています。 

 

ア．共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日に共同生活を営む住居で、相談その他日常生活の援助や介護を行い

ます。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

共同生活援助 
利用者数 

[人/月] 

身体障害者 3 3 4 4 5 14 

知的障害者 36 36 37 38 40 44 

精神障害者 16 16 19 19 20 21 

合 計 55 55 60 61 65 79 

 

 

イ．施設入所支援 

施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護等のサ

ービスを提供します。 

成果目標との整合を図りつつ、サービス見込量を算出しています。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

施設入所支援 
利用者数 

[人/月] 

身体障害者 14 13 13 13 13 13 

知的障害者 53 51 49 51 51 50 

精神障害者 0 0 0 0 0 0 

合 計 67 64 62 64 64 63 
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ウ．自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害のある人で、一人暮ら

しを希望する人などが対象となります。一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問

や随時の対応により、障害のある人の理解力、生活力等を補う観点から、適時の

タイミングで適切な支援を行います。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

自立生活援助 
利用者数 

[人/月] 

身体障害者 － － － 0 0 0 

知的障害者 － － － 0 1 1 

精神障害者 － － － 0 0 1 

合 計 － － － 0 1 2 
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④相談支援 

ア．計画相談支援 

障害福祉サービスまたは地域生活支援事業を利用する障害のある人に対し、支

給決定時において、サービス等利用計画を作成するとともに、サービス事業者と

の連絡調整等を行います。また、支給決定後において、一定期間ごとに、サービ

ス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しやサービス事業者との連絡調整等を

行います。 

近年の利用者の増加傾向、入所施設等から地域へ移行する人などを加味し、サ

ービス見込量を算出しています。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

計画相談支援 
利用者数 

[人/月] 

身体障害者 4 8 12 16 20 24 

知的障害者 19 21 25 30 35 40 

精神障害者 15 18 22 26 31 36 

障害児 0 0 0 0 0 0 

合 計 38 47 59 72 86 100 

 

イ．地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害のある人または精神科病院等に入院して

いる精神障害のある人に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行する

ための活動に関する相談その他の便宜を提供します。 

成果目標との整合を図り、施設等から地域移行する人のうち半数が利用するも

のと仮定して、サービス見込量を算出しています。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域移行支援 
利用者数 

[人/月] 

身体障害者 0 0 0 0 0 0 

知的障害者 0 0 0 0 1 1 

精神障害者 0 1 0 0 0 1 

合 計 0 1 0 0 1 2 

※地域定着支援については、これまでの利用実績とサービス提供事業所の立地状況から今後

も大きく変動がないものとして、サービス見込量を算出していません。  
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（３）地域生活支援事業の見込量 

①必須事業 

ア．理解促進研修・啓発事業 

障害のある人が日常生活及び社会生活を送る上で生じる社会的障壁をなくすた

め、地域住民を対象とした障害や障害のある人に対する理解を深めるための研修

会やイベントの開催、啓発活動などを行うものです。 

広報紙など多様な広報・情報媒体を活用するとともに、講演会やイベントの開

催、サービス事業所における交流事業などを実施することにより障害のある人に

関する情報提供、啓発に努めます。 

■年間の事業見込み 

サービス名 

実 績 実績見込 事業見込 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

理解促進研修・啓発事業 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

 

イ．自発的活動支援事業 

障害のある人やその家族等による交流活動やボランティア＊等の社会活動、障

害のある人も含めた地域における災害対策活動や日常的な見守り活動、これらの

活動に関わるボランティア＊の養成など、地域において自発的に行われる活動を

支援するものです。 

障害のある人自らや家族・支援者が組織する団体・グループの育成・活性化を

図ります。また、障害のある人が地域において安心して暮らせるよう、地域福祉

活動や防災面での取り組みなどと連携し、市民による自発的な活動を促進します。 

■年間の事業見込み 

サービス名 

実 績 実績見込 事業見込 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

自発的活動支援事業 未実施 未実施 検討 検討 検討 実施予定 
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ウ．相談支援事業 

障害のある人や家族の相談に応じて、必要な情報提供、権利擁護＊のための援

助を行います。 

《障害者相談支援事業》 

市役所（障害者虐待防止センター）、基幹相談支援センター＊、障害者（児）

生活支援センター等において、障害のある人や家族を対象とする相談事業を実

施し、障害のある人の地域における生活を総合的にサポートします。 

《基幹相談支援センター＊等機能強化事業》 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置された、基幹相

談支援センター＊における専門的職員の配置や、地域の相談支援事業者等に対

する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行・地域

定着に向けた取り組みの実施など、相談支援機能の強化を図ります。 

《住宅入居等支援事業》 

賃貸契約による一般住宅への入居にあたって、保証人がいないなどの理由に

より入居が困難な障害のある人に対して、入居に必要な調整等支援を行います。

また、家主等への相談・助言を通じて障害のある人の地域生活を支援します。 

■年間の事業見込み 

サービス名 

実 績 実績見込 事業見込 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

障害者相談支援事業 2か所 2か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

 基幹相談支援センター＊ 未設置 未設置 1か所 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 
未実施 未実施 実施 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業 未実施 未実施 検討 検討 検討 実施予定 

 



第４章 第５期貝塚市障害福祉計画・第１期貝塚市障害児福祉計画 

- 95 - 

エ．成年後見制度＊利用支援事業 

判断能力がない、または丌十分な状態にある人の財産管理や契約行為などを本

人に代わって後見人等が行うもので、親族がいない場合などは、市長が申立者と

なり後見等開始の審判の申立てを行う制度です。 

■年間の事業量見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

成年後見制度＊利用 

支援事業[人] 
人 4 4 4 4 4 4 

 

 

オ．成年後見制度＊法人後見支援事業 

成年後見制度＊における後見等の業務を適正に行うことができる体制を整備す

るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害

のある人の権利擁護＊を図るものです。 

本市としても市民後見人の育成、法人後見事業の実施に向けて、大阪府や社会

福祉協議会をはじめ関係機関とともに体制整備に努めます。 

■年間の事業見込み 

サービス名 

実 績 実績見込 事業見込 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

成年後見制度＊法人後見支

援事業 
未実施 未実施 検討 検討 検討 実施予定 
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カ．意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに

支障がある障害のある人を対象として、手話通訳者や要約筆記＊者等の派遣、ろ

うあ者福祉指導員の配置と生活相談事業の実施、点訳・音訳による支援などの事

業を実施し、意思疎通の円滑化を図ります。 

■年間の事業量見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

手話通訳者派

遣事業 

実利用 

見込み件数 

[件] 

17 17 16 16 17 17 

要約筆記＊者

派遣事業 

実利用 

見込み件数 

[件] 

2 2 3 3 4 4 

手話通訳者設

置事業 

実設置 

見込み者数 

[人] 

1 1 1 1 1 1 

 

 

キ．日常生活用具給付等事業 

障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具等（介護・訓練支

援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排

泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具）を給付します。 

■年間の事業量見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

介護・訓練支援用具 件 15 9 12 11 11 11 

自立生活支援用具 件 18 20 24 24 24 24 

在宅療養等支援用具 件 24 23 23 24 24 24 

情報・意思疎通支援用具 件 32 32 32 33 33 33 

排せつ管理支援用具 件 1,871 1,970 2,068 2,171 2,279 2,392 

居宅生活動作補助用具

（住宅改修貹） 
件 3 1 2 2 2 2 
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ク．手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障害のある人の社会参加や交流活動のための支援者として期待できる日常

会話程度の手話表現技術を習徔した手話奉仕員を講習等により養成するものです。 

■年間の事業量見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

手話奉仕員養

成研修事業 

実養成講習

修了見込み

者数[人] 

12 14 18 21 25 28 

 

 

ケ．移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害のある人を対象にガイドヘルパーを派遣し、社会生

活上必要丌可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出を支援します。 

サービス提供体制の充実に向けて、今後とも事業者におけるヘルパーの確保、

資質の向上を図っていきます。また、サービスの利用にあたっては、事業者の中

から利用者が選択できる仕組みを継続していきます。 

■年間の事業量見込み 

サービス名 単位 対象 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

移動支援事業 

利用者数 

[人/年] 

身体障害者 77 80 83 86 89 92 

知的障害者 70 78 75 78 84 90 

精神障害者 34 36 36 38 40 43 

障害児 17 15 13 15 15 15 

合 計 198 209 207 217 228 240 

量の見込み 

[時間/年] 

身体障害者 6,831 7,522 7,584 7,858 8,132 8,406 

知的障害者 6,420 8,408 7,482 7,781 8,379 8,978 

精神障害者 1,660 2,347 2,052 2,166 2,280 2,451 

障害児 999 964 800 923 923 923 

合 計 15,910 19,241 17,917 18,728 19,714 20,758 
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コ．地域活動支援センター 

地域で生活する障害のある人の日中活動の場として、利用者の状況に応じて創

作的活動や生産活動の機会を提供したり、日常生活の支援や様々な相談への対応、

地域の関係機関・団体との連携・協力による各種の交流活動への参加支援などの

支援事業を展開しています。本市では、１か所設置しており、今後もセンター事

業の強化に努めます。 

■年間の事業量見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域活動支援

センター 

設置箇所数 

[か所] 
1 1 1 1 1 1 

実利用者数 

[人] 
133 132 132 133 133 133 
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②その他事業 

《訪問入浴サービス事業》 

身体に障害があり、在宅での入浴が困難な人の居宅を訪問し、入浴車により

浴槽を提供して入浴の介護を行います。 

 

《社会参加支援事業》 

障害のある人の社会参加を支援することを目的に、以下の事業について引き

続き実施していきます。 

（スポーツ・レクリエーション事業） 

・スポーツ大会やレクリエーション、創作教室・作品展等の文化活動を行

うことにより、障害のある人の社会参加を促進します。 

（奉仕員等養成研修事業） 

・点訳・音訳奉仕員養成講習会、手話通訳者養成講習会、要約筆記者養成

講習会等の奉仕員等養成研修事業により、点訳・音訳奉仕員等を養成し

ます。 

（自動車運転免許取徔・改造助成事業） 

・自動車運転免許取徔及び自動車改造に要する貹用の一部を助成します。 
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（４）サービス提供にあたっての考え方 

サービスの利用を希望する障害のある人自らが、必要とするサービスを主体的

に選択することができるよう、サービス事業所への指導・監督を実施します。 

また、サービス事業所が安定的に運営できるように支援するとともに、多くの

事業者の参入を促進します。さらに、サービス事業所による人材の確保や資質向

上を促進するなど、質の高い障害福祉サービスの提供に努めます。 

 

①訪問系サービス及び短期入所 

居宅介護等の訪問系サービスについては、障害のある人の意向やライフステー

ジ等に応じて適切なサービスが提供できるよう、市内の事業所を中心とするサー

ビス提供体制の充実に努めます。 

短期入所については、利用者が必要とするときに利用できるよう、サービス事

業所との調整を通じて、受け入れ体制の充実を図ります。 

 

②日中活動系サービス 

生活介護と療養介護、訓練等給付における自立訓練（機能訓練・生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援の日中活動系サービスについては、多様な事業主体

によるサービス供給体制の充実を図るとともに、サービス基盤のあり方について

障害者自立支援協議会等で引き続き検討を重ねます。また、広報紙やホームペー

ジ、相談支援事業所等を通じて、利用者や家族への情報提供に努めます。 

 

③居住系サービス 

家族介護者の高齢化や親なき後も身近な地域で生活支援できるよう、共同生活

援助（グループホーム）における提供体制の充実を図るとともに、運営法人等へ

の指導・助言等に努めます。 

施設入所支援については、広域的な調整のもとに、サービス提供を促進してい

きます。また、利用者や家族への情報提供に努めます。 
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④相談支援 

すべてのサービス利用対象者への適切な相談支援が実施できるよう、民間事業

者等の参入を促進し、サービス供給体制の充実を図ります。また、相談支援従事

者研修の受講を促進し、相談支援専門員の育成、確保に努めます。 

 

⑤地域生活支援事業 

市内におけるサービス提供体制の確保、利用者の経済的負担への配慮等を図り

つつ、事業の計画的・効果的な実施に努めます。 

基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の強化に努めるとともに、障

害者自立支援協議会を充実・強化すること等により関係機関との連携強化を図り、

困難事例や権利擁護、地域移行への対応等、総合的な相談支援に努めます。 

移動支援事業については、サービス提供体制の充実に向けて、今後とも事業者

におけるヘルパーの確保、資質の向上に努め、また、サービスの利用にあたって

は、事業者の中から利用者が選択できる仕組みを継続していきます。 

地域活動支援センターについては、事業者とともに引き続き事業の強化に努め

ます。 
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２．第１期貝塚市障害児福祉計画 

児童福祉法第33条の20第１項に基づき、第１期障害児福祉計画を策定します。 

第１期障害児福祉計画は、障害のある児童を対象とする各種支援事業に関する具

体的な実施内容と見込量等を定めるものです。計画は、計画の策定にあたって実施

したアンケート調査や関係団体懇談会の結果を踏まえるとともに、大阪府との協議

の上でとりまとめており、計画の期間は、平成30年度(2018年度)から平成32年度

(2020年度)までの３年間となります。また、計画は、「貝塚市子ども・子育て支援

事業計画」（平成27年(2015年)３月策定）との整合を図り、策定しています。 

 

 

（１）成果目標 

①重層的な地域支援体制の構築をめざすための児童発達支援センターの

設置及び保育所等訪問支援の充実 

成果目標 目標 備 考 

児童発達支援センターの設置 １か所 

国・大阪府の考え方 

・平成32年度(2020年度)末までに児童発達

支援センターを各市町村または圏域に尐

なくとも１か所以上設置する 

本市における設定方法 

・本市としては設置済 

保育所等訪問支援事業の充実 １か所 

国・大阪府の考え方 

・平成32年度(2020年度)末までにすべての

市町村において保育所等訪問支援を利用

できる体制を構築する 

本市における設定方法 

・国・府の方向性に従い、確保に取り組む 
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②主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所の確保 

成果目標 目標 備 考 

主に重症心身障害児を支援す

る児童発達支援及び放課後等

デイサービス事業所の確保 

児童発達支援 

１か所 

 

放課後等デイ

サービス 

１か所 

国の考え方 

・平成32年度(2020年度)末までに主に重症

心身障害児を支援する児童発達支援及び

放課後等デイサービス事業所を各市町村

または圏域で尐なくとも１か所以上確保

する 

大阪府の考え方 

・府が設定した平成32年度(2020年度)末ま

での目標数を踏まえて目標数を設定する 

本市における設定方法 

・国・府の方向性に従い、確保に取り組む 

 

 

③医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

成果目標 目標 備 考 

関係機関による連携・協議の

場の設置 
設置 

国・大阪府の考え方 

・平成30年度(2018年度)末までに各圏域及

び市町村において、保健・医療・福祉・保

育・教育等の関係機関が連携、協議できる

場を設置する 

本市における設定方法 

・国・府の方向性に従い、設置に取り組む 

※医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場に、平成30年度(2018年度)までに関連

分野の支援を調整するコーディネーターを尐なくとも１名配置する。 
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（２）障害児福祉サービスの見込量 

①障害児通所支援 

平成26年度(2014年度)以降の利用実績から利用者数の増減数と利用者一人あた

りの平均利用日数を求めるとともに、アンケート調査結果等から新たに利用が見

込まれる人の数、サービス事業所の定員などを加味し、サービス見込量を算出し

ています。 

 

ア．児童発達支援 

障害のある児童の通所利用の支援をはじめ、地域の障害のある児童やその家族

を対象とした支援などを行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 

利用者数 

[人/月] 
59 60 60 60 61 61 

量の見込み 

[人日分/月] 
439 505 548 548 557 557 

 

 

イ．医療型児童発達支援 

上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を対象に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。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

医療型児童発

達支援 

利用者数 

[人/月] 
3 2 1 1 1 1 

量の見込み 

[人日分/月] 
37 23 5 15 15 15 
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ウ．放課後等デイサービス 

学校通学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中におい

て、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

放課後等デイ

サービス 

利用者数 

[人/月] 
86 107 140 167 194 221 

量の見込み 

[人日分/月] 
1,170 1,561 2,039 2,436 2,830 3,224 

 

エ．保育所等訪問支援 

保育所や幼稚園、学校等に通う障害のある児童に対して、事業所の支援員が施

設を訪問し、障害のない児童との集団生活に適応するための専門的な支援などを

行います。 

■１か月あたりの利用者数及び量の見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

保育所等訪問

支援 

利用者数 

[人/月] 
0 0 1 1 1 5 

量の見込み 

[回/月] 
0 0 1 1 1 5 

 

オ．居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害があり、児童発達支援等のサービスを利用するために外出すること

が著しく困難な障害のある児童を対象に、事業所の支援員が児童の居宅を訪問し、

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付不等の支援を実施します。 

■１か月あたりの量の見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

居宅訪問型児

童発達支援 

量の見込み 

[回/月] 
－ － － 1 1 1 
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②障害児相談支援 

障害児福祉サービスまたは地域生活支援事業を利用する障害のある児童に対し、

支給決定時において、障害児支援利用計画を作成するとともに、サービス事業者

との連絡調整等を行います。また、支給決定後において、一定期間ごとに、サー

ビス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しやサービス事業者との連絡調整等

を行います。 

平成26年度(2014年度)以降の利用実績から利用者数の増減数を求め、サービス

見込量を算出しています。 

■１か月あたりの利用者数の見込み 

サービス名 単位 

実 績 実績見込 見込量 

平成 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

障害児相談支援 
利用者数 

[人/月] 
8 23 25 31 38 45 
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〔参考〕子ども・子育て支援事業計画における定量的な見込み 

平成27年(2015年)３月に策定した「貝塚市子ども・子育て支援事業計画」にお

いて掲げた幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援に関する定量的な見込み

のうち、本計画期間内にあたる平成30年度(2018年度)、平成31年度(2019年度)の

関連事業の量の見込み（障害児を含む）は次のとおりです。 

 

 

事業区分 地域 単位 
見込量 

平成 

30年度 31年度 

幼児期の教育、

保育給付 

１号認定（認定こども園

及び幼稚園） 
全地域 

３～５歳 

人／年 
1,451 1,451 

２号認定（認定こども園

及び保育所） 
全地域 

３～５歳 

人／年 
1,314 1,314 

３号認定（認定こども園

及び保育所） 

全地域 
０歳 

人／年 
211 211 

全地域 
１・２歳 

人／年 
667 667 

３号認定（地域型保育） 全地域 
０歳 

人／年 
0 0 

延長保育事業 全地域 人／年 942 915 

放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業） 

〈学童保育〉 

浜手地区 

低学年 

人／年 
202 190 

高学年 

人／年 
46 44 

中央地区 

低学年 

人／年 
259 263 

高学年 

人／年 
56 52 

山手地区 

低学年 

人／年 
233 245 

高学年 

人／年 
38 39 

地域子育て支援拠点事業 全地域 人回／年 1,962 1,908 

一時預かり事業 

全地区 

幼稚園在園者 

（１号認定） 

人日／年 

4,610 4,484 

全地区 

幼稚園在園者 

（２号認定） 

人日／年 

945 919 

全地区 
上記以外 

人日／年 
640 622 
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（３）サービス提供にあたっての考え方 

障害児通所支援については、サービス利用者への必要な情報提供等に努めると

ともに、地域における身近な療育の場として引き続き多様な事業主体によるサー

ビス供給体制の充実を図ります。また、障害のある児童が住み慣れた地域や通い

慣れた地域で活動できる場の確保に努めます。 

障害児相談支援については、計画相談支援、地域生活支援事業における障害者

相談支援事業との連携、一体的な対応を図りながら、障害のある児童やその家族

を切れ目なく支えることができるよう、市内における相談支援体制の確立、相談

支援専門員の育成・確保等に努めます。 
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第５章 計画の推進に向けて        
（第３次貝塚市障害者計画、第５期貝塚市障害福祉計画、第１期貝塚市障害児福祉計画） 

１．計画の進行管理 

計画の推進にあたっては、各施策や事業の実施状況について定期的に点検・評

価を行うとともに、施策の充実・見直しについての検討を進めます。 

また、計画の進捗状況について、「貝塚市障害者施策推進協議会」及び「貝塚

市障害者自立支援協議会」へ報告するとともに、幅広い市民意見の把揜に努め、

施策・事業の一層の推進や計画の見直し、次期計画の策定等に適宜反映していき

ます。 

 

 

２．計画推進体制の充実 

①庁内連携の強化 

障害者福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・就労・生活環境など、あらゆる

分野、領域にわたっています。このため、庁内関係各課による情報交換や意見交

換に努めるなど、行政各分野間における連携・調整の強化を図り、総合的・効果

的な取り組みを推進していきます。 

 

②関係機関・団体との連携・ネットワークづくり 

障害のある人やその家族、関係団体、地域住民、相談支援及びサービス事業所、

企業・事業者、行政等の役割を明確にしながら、相互の連携強化を図り、地域社

会をあげた生活支援体制の確立を図ります。特に、相談支援事業者やサービス事

業者の連携・調整を促進し、必要な人に必要な支援・サービスが行き届くようサ

ービス体制の充実に努めます。 

また、障害者施策の円滑な推進に向け、国、大阪府、関係機関等との連携を強

化するとともに、各種制度の充実や財源の確保などをこれら機関に要請します。 
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参 考 資 料                

１．策定体制と経過 

（１）策定体制 

○貝塚市障害者施策推進協議会規則 

平成11年９月29日規則第27号 

改正 平成12年３月31日規則第６号 

平成18年３月31日規則第16号 

平成23年９月20日規則第20号 

平成29年３月31日規則第16号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和31年貝塚市条例第322号。以下「条例」

という。)第３条の規定に基づき、貝塚市障害者施策推進協議会(以下「協議会」とい

う。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。 

(職務) 

第２条 協議会は、条例別表に定める担任事務について調査審議するものとする。 

(組織) 

第３条 協議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 

(１) 関係行政機関の職員 

(２) 関係団体の代表者 

(３) 学識経験を有する者 

(４) 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者 

(一部改正〔平成23年規則20号〕) 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員がその本来の職を失ったときは、前２項の規定にかかわらず、その職を失う。 

(会長) 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事敀があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 
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(会議) 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

(関係者の出席及び資料の提出) 

第７条 会長は、協議会の調査審議に関して必要があると認めるときは、関係者に出席

を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第８条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において行う。 

(一部改正〔平成12年規則６号・18年16号・29年16号〕) 

(委任) 

第９条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮

り、会長が定める。 

附 則 

この規則は、平成11年10月１日から施行する。 

附 則(平成12年３月31日規則第６号改正) 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則(平成18年３月31日規則第16号改正) 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則(平成23年９月20日規則第20号改正) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成29年３月31日規則第16号改正) 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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○貝塚市障害者施策推進協議会委員名簿 

平成29年４月１日現在（順丌同） 

区 分 団体・機関名及び役職名 氏 名 備考 

学識経験者 学識経験者 井上 誠一 会長 

関係団体代表 

貝塚市民生委員・児童委員協議会 副会長 日野 伊佐男  

貝塚市社会福祉協議会 会長 武本 正 副会長 

身体障害者貝塚市心杖会 理事長 中野 八郎  

貝塚市障害児者父母の会 会長 藤原 千里  

貝塚市視覚障害者協会 会長 岩﨑 ツユ子  

貝塚市手をつなぐ親の会 会長 鷲尾 伸子  

貝塚ろうあ福祉会 会長 中塚 邦雄  

貝塚市仲よし親の会 会計 高野 幸  

貝塚市の精神保健福祉を考える会 事務局 中山 美佐恵  

障害者福祉 

事業従事者 

障害者地域生活支援センターみずま 施設長 横井 誠二  

貝塚市障害者生活相談支援センターいずみ 施設長 長富 義隆  

貝塚市内障害児(者）施設連絡会 会長 兒玉 和憲  

貝塚市内障害児(者）施設連絡会 副会長 友金 誠三  

関係団体代表 

貝塚市医師会 理事 良田 雅紀  

貝塚市歯科医師会 本田 康文  

貝塚市薬剤師会 理事 八田 眞弓  

関係行政機関 
貝塚市 福祉部長 櫛本 利浩  

貝塚市 健康子ども部長 南  百合子  
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（２）計画策定の経過 

年月日 内 容 

平成29年(2017年) 

５月31日 

平成29年度 第１回 貝塚市障害者施策推進協議会 

・第３次貝塚市障害者計画及び第５期貝塚市障害福祉計画策定について 

・今後のスケジュールについて 

・アンケート調査について 

・その他 

６月21日～７月14日 新たな障害者計画・障害福祉計画の策定に向けたアンケートの実施 

６月20日～７月21日 
障害者計画・障害福祉計画の策定に向けた関係団体懇談会（ヒアリ

ング）の実施 

８月28日 

平成29年度 第２回 貝塚市障害者施策推進協議会 

・第４期貝塚市障害福祉計画の進捗状況について 

・第３次貝塚市障害者計画及び第５期貝塚市障害者福祉計画策定のた

めのアンケート調査及び団体ヒアリングの結果について 

・第３次貝塚市障害者計画及び第５期貝塚市障害者福祉計画策定にあ

たっての方向性について 

・今後の予定について 

・その他 

11月13日 

平成29年度 第３回 貝塚市障害者施策推進協議会 

・第３次貝塚市障害者計画、第５期貝塚市障害福祉計画・第１期貝塚

市障害児福祉計画(素案)について 

・パブリックコメントについて 

・その他 

平成30年(2018年) 

１月４日～１月31日 
パブリックコメントの実施 

２月９日 

平成29年度 第４回 貝塚市障害者施策推進協議会 

・第３次貝塚市障害者計画、第５期貝塚市障害福祉計画・第１期貝塚

市障害児福祉計画(案)のパブリックコメントの結果について 

・第３次貝塚市障害者計画、第５期貝塚市障害福祉計画・第１期貝塚

市障害児福祉計画(案) 

・その他 
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２．用語の解説 

用 語 解 説 ページ 

か 行   

基幹相談支援センター 

障害者総合支援法において位置づけられ、地域における相談支援

の中核的な役割を担う機関として、総合的な相談業務、専門相

談、相談支援事業所等への専門的な指導・助言、日常生活自立支

援事業及び成年後見制度の利用支援などの業務を行う。 

2、12 

など 

権利擁護 

障害のある人や入院患者をはじめ、自己の権利や援助のニーズを

表明することが困難な人に代わって、援助者が代理・代弁するこ

とでその権利やニーズの獲徔を行うこと。 

12、45 

など 

合理的配慮 
障害のある人が均等な機会を享受できるようにするための周辺環

境の修正・調整を行うこと。 
45、46 

さ 行   

社会資源 

社会ニーズを充足するために活用できる制度、機関、組織、施

設・設備、資金、物品、さらに個人や集団が有する技能、知識、

情報などをあわせた総称。 

46、60 

など 

障害者法定雇用率制度 

（法定雇用率） 

障害のある人の雇用を促進するため、｢障害者雇用促進法｣に基づ

き、一般の民間企業や国・地方公共団体などに対して、雇用して

いる労働者総数に占める障害のある人の割合を定め、それ以上の

雇用を目指す制度。未達成の事業者には、納付金（罰則金）の支払

いや「雇用計画」の作成を義務づけ、場合によっては厚生労働大

臣による事業者名の公表などがある。平成30年度から、身体障害

や知的障害のある人に加えて、精神障害のある人（精神障害者保健

福祉手帱保持者）も算定基礎となる。 

3、46 

など 

身体障害者手帱 

身体に障害のある人が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当す

ると認められた場合に交付されるもの。身体障害者手帱の等級は重

度から１級～６級に区分されているが、さらに障害により視覚、聴

覚、音声言語、肢体丌自由、内部（呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこ

う、または直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に分けられる。 

8、20 

精神障害者保健福祉手

帱 

障害のある本人の申請に基づき、居住地または現在地を管轄する

市町村を経由して、都道府県知事より交付される。手帱の取徔に

より福祉サービスの利用や各種の支援策が講じられることを促進

し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として

いる。 

9、20 
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用 語 解 説 ページ 

成年後見制度 

知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が丌十分な成年

者を保護するための制度。具体的には、判断能力が丌十分な人に

ついて、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、

本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消

すことができるようにするなど、これらの人を丌利益から守る制

度。 

12、18 

など 

総合的な学習の時間 

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見付

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決

する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え方を身

に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り

組む態度を育て、自己の生き方を考える時間。国際理解、情報、

環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活

動、児童の興味・関心に基づく課題についての学習活動、地域の

人々の暮らし、伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題に

ついての学習活動などを行う。 

52 

た 行   

特別支援学校 

（支援学校） 

障害のある人等が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた

教育を受けることや、学習上または生活上の困難を克服し、自立

が図られることを目的とした学校。 

13、27 

など 

特別支援教育 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り

組みを支援するという視点のもと、幼児児童生徒一人一人の教育

的ニーズを把揜し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を

改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教

育。 

13、44 

など 

な 行   

内部障害 

身体障害の一種類で、呼吸器機能障害、心臓機能障害、じん臓機

能障害、ぼうこう・直腸障害、小腸障害、肝臓機能障害、後天性

免疫丌全症候群がその障害範囲。 

8 

は 行   

発達障害 

発達障害者支援法で、「『発達障害』とは、自閉症、アスペルガー

症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害

その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢

において発現するものとして政令で定めるものをいう。」（第２

条）と定義される。 

5、40 

バリアフリー 

（barrier free） 

住宅建築用語として、障害のある人が社会生活をしていく上で障

壁となるものを除去するという意味で、段差などの物理的な障壁

の除去をいうことが多いが、より広く障害のある人の社会参加を

困難にしている社会的・制度的・心理的なすべての障壁の除去と

いう意味でも用いられる。 

13、15 

など 
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用 語 解 説 ページ 

福祉的就労 
一般事業所への就労が困難な障害のある人が、福祉的な配慮のも

とに事業所などで工賃収入を徔て働くこと。 

3、14 

など 

ボランティア 

（volunteer） 

個人が自発的に決意・選択し、人間の持っている潜在的能力や日

常生活の質を高め、人間相互の連帯感を高める活動そのものや活

動している人のこと。自発性（自立性）・無償性（非営利性）・公

共性（公益性）・先駆性（開発性）などを特徴とする。ただし、非

営利的有償サービスへの参加なども含められるようになり、より

多義的なものとなっている。 

11、14 

など 

や 行   

ユニバーサルデザイン 

（universal design） 

年齢、性別や障害の有無にかかわらず、すべての人が快適に利用

できるように製品や建造物、生活空間等をデザインすること。「バ

リアフリー」が特定の障壁（バリア）を解消することであるのに

対して、対象を限定するのではなく初めからすべての人に使いや

すくするという、バリアフリーから一歩進んだ発想。 

11、50 

など 

要約筆記 
意思疎通手段の一つで、話し手の内容の要点を筆記して聴覚障害

者に伝達するもの。 

11、14 

など 

ら 行   

ライフステージ 

（life stage） 

人の一生を幼年期から老年期までのいくつかに区分した段階。そ

れぞれの段階において生じる生活問題に応じた福祉的援助のあり

方が検討されている。 

46、49 

など 

リハビリテーション 

(rehabilitation) 

人権の視点に立って、障害のある人の可能な限りの自立と社会参

加を促進するための方法。医学的・職業的・社会的・心理的リハ

ビリテーションが、個々別々に実施されるのではなく、総合的・

体系的に実施されることにより、障害のある人のライフステージ

のすべての段階において、人間らしく生きる権利を回復させると

いう概念。 

12、28 

など 

療育手帱 

本人またはその保護者が居住地の福祉事務所に申請し、子ども家

庩センターまたは知的障害者更生相談所において知的障害である

との判定に基づいて都道府県知事（指定都市市長）により交付さ

れる。特別児童扶養手当の受給や税の減免などの諸制度の利用

や、一貫した指導、相談、援護などを受ける際に活用される。 

9、20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次貝塚市障害者計画 

第５期貝塚市障害福祉計画 

第１期貝塚市障害児福祉計画 

平成30年(2018年)３月 

《編集・発行》 

貝 塚 市 
〒597-8585 大阪府貝塚市畠中１丁目17番１号 

電話 （072）423－2151（代表） 

印刷・製本貹（紙代等も含む）は、１部あたり600円です。 

 


