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はじめに 
 

本市では、平成 27年(2015年)３月に、平成 27年度(2015年度)から 29年度(2017年度)ま

での３年間を計画期間とする「第４期四條畷市障がい福祉計画」を策定し、障がいのある人

が必要とする「障がい福祉サービス」と地域における生活を支える「地域生活支援事業」に

関する数値目標やサービスの見込み量及びその確保方策に沿って、計画的に推進し、障がい

者福祉の向上を図ってまいりました。 

国においては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総

合支援法）及び児童福祉法の一部を改正する法律」を平成 30 年度(2018 年度)から施行し、

新たなサービスの創設や市町村障がい児福祉計画の作成を義務付けています。 

 このような障がい者施策を取り巻く状況の中、第４期四條畷市障がい福祉計画が平成 29年

度(2017年度)末で満了することから、障がいのある人の生活実態やニーズ及び第４期四條畷

市障がい福祉計画における実績や課題などを踏まえ、必要なサービスを安心して受けること

ができるよう、「なわて障がい福祉計画」を策定いたしました。この計画では、障害者総合支

援法に定める「第５期四條畷市障がい福祉計画」と児童福祉法に定める「第１期四條畷市障

がい児福祉計画」を合わせ、平成 32 年度(2020 年度)における成果目標並びに障がい（児）

福祉サービスの見込み量を定めています。 

 今後も、障がいのある人が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を営むことができる

よう、各関係機関や団体などとの連携を深め、本計画を着実に推進し、「第３期なわて障がい

者プラン」の基本理念である「市民一人ひとりが互いを尊重しあい、地域の中で誰もが『当

たり前の生活』を実現できる共生社会づくり」に取り組んでまいります。 

むすびになりますが、本計画の策定にあたって、四條畷市障がい者基本計画、障がい福祉

計画及び障がい児福祉計画策定専門部会、四條畷市福祉計画検討委員会においてご審議いた

だいた委員の皆様、並びに貴重なご意見やご提言、またアンケート調査やグループインタ

ビューにご協力をいただきました市民の皆様や関係者の皆様に心から感謝とお礼を申し上げ

ます。 

 

 平成 30年(2018年)３月 

四條畷市長 東 修平  
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◇計画書内の「障がい者」の表記について 

 本計画書では、「障がい者」は、法律名や制度名等に含まれる場合、もしくは表現

上適さない場合を除いて、「障がいのある人」と表記し、「障がい児」を含む言葉と

して使用しています。 

 

◇計画書内の年号の表記について 

平成 31年(2019 年)5月 1日から新年号に改元されます。現時点では新元号が未定

のため、本計画書では、現行の年号のままで表記しているところがあります。 
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第１章 計画の策定にあたって 

第１節 計画策定の背景と主旨 

本市では、平成 24 年(2012 年)３月に「第２期なわて障がい者プラン後期計画（四

條畷市障がい者基本計画）平成 24 年度(2012 年度)～29 年度(2017 年度)」（「第２期な

わて障がい者プラン後期計画」という。）を策定し、「市民一人ひとりが互いを尊重し

あい、地域の中で誰もが『当たり前の生活』を実現できる自立支援社会づくり」とい

う基本理念のもと、障がい福祉施策を総合的に推進してきました。また、平成 27 年

(2015 年)３月に、第４期障がい福祉計画を策定し、サービスの提供体制の整備を進め

てきました。 

今回、第２期なわて障がい者プラン後期計画が最終年次にあたることから、新たに

平成 30 年度(2018 年度)から 41 年度(2029 年度)までを計画期間とする「第３期なわて

障がい者(児)プラン」を策定し、「市民一人ひとりが互いを尊重しあい、地域の中で誰

もが『当たり前の生活』を実現できる共生社会づくり」を基本理念に掲げ、障がい福

祉施策を総合的に推進していきます。 

今回策定する「なわて障がい福祉計画(平成 30 年度(2018 年度)～32 年度(2020 年

度))－第５期四條畷市障がい福祉計画・第 1 期四條畷市障がい児福祉計画」（以下、「本

計画」という。）では、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

及び児童福祉法の一部を改正する法律（以下、「障害者総合支援法等一部改正法」とい

う。）が、平成 30 年度(2018 年度)から施行され、新たなサービスの創設や市町村障が

い児福祉計画の作成が義務付けられた主旨を踏まえ、新たな制度や枠組みへの対応は

もとより、障がいのある人を取り巻くさまざまな課題に対応するために、本計画を策

定し、「第３期なわて障がい者（児）プラン」の理念のもと、５つの施策ごとに障がい

のある人に対する施策や事業を計画的に推進していきます。 
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第２節 計画の位置づけ 

１ 法的根拠 

本計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下、「障害

者総合支援法」という。）第88条第１項に基づく「市町村障がい福祉計画」として策定するも

ので、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者（発達障がい者を含む。）・難病患者等の

日常生活・社会生活の自立を支える自立支援給付および地域生活支援事業に関する提供体制

の充実のための方針を示すものです。また、児童福祉法第33条の20第１項に基づく「市町村

障がい児福祉計画」についても一体的に策定し、障がい児支援に関するサービスの提供体制

の方向性を示しています。 

 

２ 他計画との関係 

本計画は、「第６次四條畷市総合計画」（以下「総合計画」という。）を上位計画とし、

「総合計画」の中のまちづくりの基本方向のひとつである「地域が、潤い、安らぎ、生き

がいに包まれる環境づくり」における「毎日が笑顔あふれるまち」の「施策７ 障がい者

福祉の推進」を具体化する計画と位置づけます。 

また、第３期なわて障がい者（児）プランの理念のもと、障害者総合支援法第88条第１

項の規定に基づき、障がい福祉サービスの提供体制の確保やその他法律に基づく業務の円

滑な実施に関する計画として定めるものです。 

さらに、「なわて高齢者プラン（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）」「四條畷市子ど

も・子育て支援事業計画」「四條畷市地域福祉計画」など、関連する保健福祉計画との整

合性に留意し策定しています。 

 【障がい者計画と障がい福祉計画の関係】 

 

 

 

 

 

 
 

  

障がい者計画 

◇ 法的根拠：障害者基本法（第11条第３項）に基づく障がいのある人のため

の施策に関する基本的な計画 

◇ 計画の期間：12年 

◇ 内 容：生活支援、保健、医療、教育、文化芸術活動、スポーツ、雇用、

就業、経済的自立の支援、生活環境、情報アクセシビリティ、安全、安心、

差別の解消及び権利擁護の推進、行政サービス等における配慮 

障がい福祉計画 

◇ 法的根拠：障害者総合支援法（第88条第１項）に基づく障がい福祉サー

ビス等の確保に関する実施計画（児童福祉法第33 条の20 第１項に基

づく「市町村障がい児福祉計画」を含む） 

◇ 計画の期間：３年 

◇ 内 容：各年度における障がい福祉サービス・相談支援の種類ごとの

必要量見込みと確保の方策、地域生活支援事業の実施に関する事項 
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【他の計画との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四條畷市の計画 

国 
○第４次障害者基本計画 

（平成30年度（2018年度）～34年度（2022年度）） 

○第５期障害福祉計画及び第1期障がい児福祉計画に係る

基本指針 
 

障がい者施策の方向性を示す計画 

○第６次四條畷市総合計画 

（平成28年度（2016年度）～62年度（2050年度） 

障害者総合支援法 

障害者基本法 

○第３期なわて障がい者プラン  

（四條畷市障がい者基本計

画） 

（平成30年度（2018年度）～41

年度（2029年度）） 

○なわて障がい福祉計画 

(平成30年度（2018年度）

～32年度（2020年度）) 

第５期四條畷市障がい 

福祉計画・第１期障がい児

福祉計画      

 

大阪府 
○第４次大阪府障がい者計画 

（平成24年度（2012年度）～33年度（2021年度）） 

主な関連計画 
○第３期四條畷市地域福祉計画 

  （平成26年度（2014年度）～30年度

（2018年度）） 

○なわて高齢者プラン２０１６ 

  （平成30年度（2018年度）～32年度

（2020年度）） 

○第７期くすのき広域連合介護保険 

事業計画 

  （平成30年度（2018年度）～32年度

（2020年度）） 

○四條畷市子ども・子育て支援事業計画 

  （平成27年度（2015年度）～31年度

（2019年度）） 

○第３期四條畷市地域福祉活動計画 

（市社会福祉協議会・平成27年度（2015年度）

～31年度（2019年度）） 

児童福祉法 
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第３節 計画の策定体制 

本計画は、障がい者アンケート調査結果に基づき、障がいのある人の抱える課題や

ニーズを把握するとともに、障がい者団体に対するヒアリング、前計画の施策の進行に

関する庁内関係課への意見聴取などを踏まえ、計画内容を検討しました。 

また、計画策定の中核機関として、障がい者福祉団体、障がい者福祉施設、関係機関、

障がいのある人、または支援する人等、幅広い関係者の参画を得て「四條畷市障がい者

基本計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定専門部会」を設置し、計画に対す

る意見等を聴取しながら計画策定を行っています。 

 

 

第４節 計画の期間 

本計画は、平成30年度(2018年度)から32年度(2020年度)までの３年間を期間として策

定します。 

 

 【第３期なわて障がい者プラン・第５期なわて障がい福祉計画の計画期間の関係】 

平成 

24年度 

(2012) 

 

25年度 

(2013) 

 

26年度 

(2014) 

 

27年度 

(2015) 

 

28年度 

(2016) 

 

29年度 

(2017) 

 

30年度 

(2018) 

 

31年度 

(2019) 

 

32年度 

(2020) 

 

33年度 

(2021) 

 

34年度 

(2022) 

 

35年度 

(2023) 

 

～41年度 

(～2029) 

             

第２期なわて障がい者プラン（後期計画）  
 

             

第３期障がい福祉計画 第４期障がい福祉計画 
第５期障がい福祉計画 

（本計画） 
第６期障がい福祉計画 … 

      第１期障がい児福祉計画 

（本計画） 
第２期障がい児福祉計画 … 

 

 

第５節 計画の対象 

「障がい者」の定義については、障害者基本法第２条において、「身体障害、知的障

害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及

び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも

のをいう。」とされています。また、社会的障壁については、「障害がある者にとって日

常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念

その他一切のものをいう。」と定義されています。 

以上の定義等を踏まえ、本計画では、身体障がい者手帳、療育手帳（知的障がいのあ

る人や子ども）、精神障がい者保健福祉手帳所持者だけでなく、難病患者、療育の必要な

児童、発達障がいのある人、高次脳機能障がいのある人や自立支援医療（精神通院）制

度の適用を受けている人など、日常生活や社会生活で支援を必要とするすべての人を対

象とします。 

第３期なわて障がい者プラン 
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 参 考  障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法抜粋 

 

「障害者基本法」第11条  

(障害者基本計画等) 

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推

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

を策定しなければならない。 

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

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

県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 

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

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

計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴い

て、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の

機関の意見を聴かなければならない。 

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関

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

の意見を聴かなければならない。 

７ 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を

公表しなければならない。 

８ 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたと

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

告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

９ 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道

府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について

準用する。 
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「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 

(市町村障害福祉計画) 

第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法

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

ものとする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関す

る事項 

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

ごとの必要な量の見込み 

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

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

定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ご

との必要な見込量の確保のための方策 

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項

第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所

その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関す

る事項 

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

の事情を勘案して作成されなければならない。 

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

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

よう努めるものとする。 

６ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会

福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害

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

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

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

８ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第六項にお

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

する場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 

９ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画

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

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

る事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 

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

県知事に提出しなければならない。 

第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同

条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)につい

て、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変

更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

「児童福祉法」第 33 条の 20  

第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通者支援及び障害児相談支援の提供

体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市

町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 

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

定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保の

ための方策 

二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、

教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 

４ 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児等の数及びその障害の状況を

勘案して作成されなければならない。 

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

の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成する

よう努めるものとする。 

６ 市町村障害児福祉計画は、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

第八十九条の三第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することがで

きる。 

７ 市町村障害児福祉計画は、障害者障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計

画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画で
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あって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

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

民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、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第八十九条の

三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しよ

うとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 

10 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画

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

い。 

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

る事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 

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

県知事に提出しなければならない。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画の基本理念 

「第３期なわて障がい者プラン」（以下「障がい者プラン」という。）では、計画の基本

理念として「市民一人ひとりが互いを尊重しあい、地域の中で誰もが『当たり前の生活』

を実現できる共生社会づくり」を掲げています。 

また、障がい者プランでは、計画推進の基本的視点として、「障がいのある人の自己選

択・自己決定への支援」のほか、「障がいのある人の社会参加を促進しその人らしい生活

を送るための支援」「様々な社会的な障壁の除去の促進」の３つを定め、庁内関係各課及

び庁外関係機関・団体等との連携と協働のもと取り組んでいくこととしています。 

本計画は、障がいのある人が地域において自己選択と自己決定のもとその人らしい社会

生活を送るための障がい福祉サービス等の充実の一翼を担い、障がい者プランと整合を図

り調和を保ちながら推進する必要があることから、本計画の基本理念は、障がい者プラン

の理念を踏襲するものとします。 

 【計画の基本理念】 

 

 

 

 

 

  

市民一人ひとりが互いを尊重しあい、地域の中で誰もが 

「当たり前の生活」を実現できる共生社会づくり
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第２節 基本的視点 

国の基本計画では、障がい者施策の各分野に共通する横断的視点として、「障害者権利

条約の理念の尊重及び整合性の確保」、「社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ 

の向上」、「当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援」、「障がい特性等に配慮したきめ

細かい支援」、「障がいのある女性、子ども及び高齢者の複合的困難に配慮したきめ細か

い支援」、「ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進」の６つを掲げ、障が

いのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策について総合的かつ計画的な推進

を図ることとしています。 

これらの横断的な視点を踏まえ、本計画の推進にあたっては、次にあげる基本的視点

に立って、庁内関係各課及び庁外関係機関・団体等との連携と協働のもと取り組んでい

くこととします。 

 

■障がいのある人の自己選択・自己決定への支援 

障がいのある人自身が自己選択・自己決定を前提に必要なサービスを受けなが

ら安心した生活を送ることができるよう、適切な相談支援体制の充実をはじめ、

意思疎通のための方法を選択できる機会の提供の促進などに努め、その人らしい

生活が送ることができる地域づくりを推進します。 

 

■障がいのある人の社会参加を促進し、その人らしい生活を送るための支援 

一億総活躍社会づくりが進められるなか、障がいのある人も地域の一員として

活動し、社会に参加することができるよう、障がい特性への配慮をはじめ、ライ

フステージに応じた切れ目のない適切な支援が受けられる体制を充実します。 

また、関係機関・団体が連携・協働して、学ぶ場・働く場・活動する場等の環

境整備を図り、障がいのある人の自立生活と積極的な社会参加を促進します。 

 

  ■さまざまな社会的な障壁の除去の促進 

障がいのある人の活動を制限し、社会への参加を制約している、事物や制度、

慣行、観念等の社会的障壁の除去を進め、ソフト・ハードの両面にわたる社会の

バリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図ります。 

特に障がいを理由とする差別の解消に向け、引き続き障がいや障がいのある人

に対する正しい理解を深め、“心のバリアフリー”を推進します。 
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第３節 計画の基本目標 

本市の障がい者プランでは、計画において取り組む施策分野を５つに分け、施策を総合

的かつ体系的に推進することで、すべての人々を社会の一員として迎え入れ、ともに生き

る共生社会の実現をめざします。 

本計画は、障がい者プランの５つの施策分野である「差別の解消及び権利擁護等の推進」、

「一人ひとりの個性や可能性を育む環境の整備」、「いきいきと活躍できる社会参加の促

進」、「生活の質（ＱＯＬ）を高める生活支援の推進」、「暮らしの安心、安全を守るまちづ

くりの推進」で定める諸施策の推進に資するものです。 

本計画を推進することにより、障がいのある人が地域において必要な支援やサービスを

受けられることで地域生活の向上が図られるとともに、障がいのある人がいきいきと社会

で活躍し、自己実現ができる地域づくりをめざします。 
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第３章 本市の障がいのある人を取り巻く現状と課題 

第１節 障がいのある人の状況 

１ 障がい者手帳所持者の推移 

手帳所持者（身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳）の総数は、年々

増加傾向にあり、平成28年度には3,213人となっています。 

身体障がい者手帳は横ばいで推移していますが、療育手帳（知的障がい者）及び精神障

がい者保健福祉手帳では増加傾向にあり、特に精神障がい者保健福祉手帳では平成19年度

に比べ平成28年度は1.8倍となっています。 

各手帳の年齢別所持者の割合をみると、身体障がい者手帳は18歳以上が97.7％、療育手

帳は18歳以上が69.0％、精神障がい者保健福祉手帳は18歳以上が88.9％となっています。 

 

◆障がい者手帳所持者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆障がい者手帳所持者の年齢別内訳 

（上段：人、下段：構成比）    

  ０～17歳 18歳以上 計 

身体障がい者手帳数 
52  2,229  2,281  

2.3% 97.7% 100.0% 

療育手帳数 
169  377  546  

31.0% 69.0% 100.0% 

精神障がい者保健福祉手帳数 
43  343  386  

11.1% 88.9% 100.0% 

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（平成28年度末現在） 
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身体障がい者手帳数 療育手帳数 精神障がい者保健福祉手帳数

（人）

2,585 2,595 2,611
2,733 2,845

2,949 3,017 3,041 3,132
3,213
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２ 身体障がい者手帳所持者の状況 

身体障がい者手帳の所持者は、横ばいで推移していますが、18歳以上は平成27年度・28

年度とも微増しています。 

障がいの等級別では、１級と４級が多く、また１、２級を合わせると各年度とも４割を

占め、重度の障がいのある人の割合が高くなっています。 

障がいの種類別の推移をみると、18歳以上では視覚障がい以外が増加し、肢体不自由が

身体障がい者手帳所持者の56％を占めています。 

障がいの種類の等級別内訳は、肢体不自由は４級、内部障がいは１級が最も多くなって

います。 

 

◆身体障がい者手帳所持者の年齢別内訳 

（上段：人、下段：構成比） 

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

０～17歳 
63  61  55  54  55  52  

3.0% 2.8% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 

18歳以上 
2,059  2,138  2,181  2,155  2,196  2,229  

97.0% 97.2% 97.5% 97.6% 97.6% 97.7% 

計 2,122  2,199  2,236  2,209  2,251  2,281  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（各年度末現在） 

 

◆身体障がい者手帳所持者の等級別内訳 

（人、平成28年度の％は手帳所持者数に占める割合） 

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

１級 594  606  601  613  631  643  28.2% 

２級 366  366  373  363  356  354  15.5% 

３級 359  379  399  379  391  383  16.8% 

４級 531  563  578  558  571  575  25.2% 

５級 142  146  146  153  155  167  7.3% 

６級 130  139  139  143  147  159  7.0% 

計 2,122  2,199  2,236  2,209  2,251  2,281  100.0% 

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（各年度末現在） 
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◆年齢別 身体障がい者手帳所持者の障がい種類ごとの内訳 

 （人、平成 28 年度の％は手帳所持者数に占める割合） 

  
平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

視覚障がい 
18歳未満 1  1  1  2  2  1 0.0%  

18歳以上 149  145  140  135  134  138 6.0%  

聴覚平衡機

能障がい 

18歳未満 16  14  12  11  11  10 0.4%  

18歳以上 188  198  204  203  201  205 9.0%  

音声言語 

そしゃく機

能障がい 

18歳未満 2  2  2  2  2  2 0.1%  

18歳以上 30  32  28  31  38  38 1.7%  

肢体不自由 
18歳未満 35  36  32  30  30  28 1.2%  

18歳以上 1,162  1,222  1,260  1,252  1,264  1,276 56.0%  

内部障がい 
18歳未満 9  8  8  9  10  11 0.5%  

18歳以上 530  541  549  534  559  572 25.1%  

計 2,122  2,199  2,236  2,209  2,251  2,281 100.0%  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（各年度末現在） 

 

◆身体障がい者手帳所持者の障がい種類ごとの内訳 

（人） 

  視覚障がい 
聴覚平衡 

機能障がい 

音声言語 

そしゃく 

機能障がい 

肢体不自由 内部障がい 計 

１級 43  19  2  221  358  643  

２級 36  44  3  261  10  354  

３級 10  26  21  256  70  383  

４級 11  45  14  360  145  575  

５級 26  0  - 141  - 167  

６級 13  81  - 65  - 159  

計 139  215  40  1,304  583  2,281  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（平成28年度末現在） 
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３ 療育手帳所持者の状況 

療育手帳所持者（知的障がい者）の年齢構成は、18歳以上が７割弱を占めており、増加

傾向にあります。 

障がいの程度は、Ａ判定（重度）が４割を超え、18歳以上の人数が多くなっています。 

 

◆療育手帳所持者の年齢別内訳 

（上段：人、下段：構成比） 

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

０～17歳 
169  166  163  171  169  169  

37.1% 35.2% 33.5% 33.9% 32.3% 31.0% 

18歳以上 
286  306  324  334  354  377  

62.9% 64.8% 66.5% 66.1% 67.7% 69.0% 

計 455  472  487  505  523  546  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（各年度末現在） 

 

◆療育手帳所持者の障がいの程度別内訳 

（人、平成 28 年度の％は手帳所持者数に占める割合） 

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ａ判定 202  206  209  214  221  229 41.9%  

Ｂ１判定 110  108  112  112  115  120 22.0%  

Ｂ２判定 143  158  166  179  187  197 36.1%  

計 455  472  487  505  523  546 100.0%   

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（各年度末現在） 

 

◆療育手帳所持者の年齢の障がいの程度別内訳 

（人） 

  ０～17歳 18歳以上 計 

Ａ判定 58  171  229  

Ｂ１判定 25  95  120  

Ｂ２判定 86  111  197  

計 169  377  546  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（平成28年度末現在） 
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４ 精神障がい者保健福祉手帳所持者の状況 

精神障がい者保健福祉手帳所持者の年齢構成は、18歳以上が８割を超えています。 

障がいの程度は、２級が６割を占め、18歳以上の人数が多くなっています。 

 

◆精神障がい者保健福祉手帳所持者の年齢別内訳 

（上段：人、下段：構成比） 

  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

０～17歳 
2 15 20  38  43  

0.7% 5.4% 6.8% 10.6% 11.1% 

18歳以上 
266 263 274  320  343  

99.3% 94.6% 93.2% 89.4% 88.9% 

計 268 278 294  358  386  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（各年度末現在） 

 

◆精神障がい者保健福祉手帳所持者の障がいの程度別内訳 

（人、平成 28 年度の％は手帳所持者数に占める割合） 

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

１級 36  33  35  35  36  28 7.3%  

２級 178  185  199  216  227  244 63.2%  

３級 54  60  60  76  95  114 29.5%  

計 268  278  294  327  358  386 100.0%  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（各年度末現在） 

 

◆精神障がい者保健福祉手帳所持者の年齢の障がいの程度別内訳 

（人） 

  ０～17歳 18歳以上 計 

１級 1  27  28  

２級 21  223  244  

３級 21  93  114  

計 43  343  386  

資料：四條畷市主要な施策の実績報告（平成28年度末現在） 
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５ 難病患者の状況 

平成27年１月から難病法に基づく医療費助成制度が始まり、従来の特定疾患医療費助成

制度の対象疾患のうち指定難病に指定されたものは新制度に移行しました。 

難病法に基づく医療費助成制度の承認者数（平成26年度は特定疾患医療費助成制度）は

年々増加し、平成28年度は549人となっています。 

承認者数の多い上位疾病は、「潰瘍性大腸炎」「パーキンソン病」「後縦靱帯骨化症」「全

身性エリテマトーデス」などです。 

 

◆難病医療費助成制度の承認人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特定疾患医療給付承認 上位10疾患 

                                 （人） 

順位 疾患名 承認人数 

1 潰瘍性大腸炎 79 

2 パーキンソン病 66 

3 後縦靱帯骨化症 35 

4 全身性エリテマトーデス 31 

5 

  

特発性拡張型心筋症 21 

網膜色素変性症 21 

7 特発性大腿骨頭壊死症 19 

8 特発性血小板減少性紫斑病 18 

9 背髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く） 17 

10 クローン病 16 

資料：大阪府四條畷保健所（平成 28 年度末現在）      
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第２節 第４期障がい福祉計画の実績と課題 

１ 成果目標の進行状況 

第４期障がい福祉計画（以下「第４期計画」という。）における成果目標と平成28年度

末の実績見込み値は次のとおりです。 

 

（１）施設入所者の地域生活移行（平成 28 年度末実績） 

第４期計画では、平成25年度末時点の施設入所者数の12％以上を地域生活へ移行、施設

入所者数を25年度末時点から４％以上削減として数値目標を設定しました。 

地域生活への移行及び施設入所者の削減数（率）の各目標値の達成状況は次のとおりと

なっています。 

施設入所者数は、目標値の32人に対し実績は35人で目標より３人下回っています。また、

平成25年度末時点の施設入所者数34人（基準値）からの減少見込み数は目標値２人（削減

率5.9％）に対し、実績は０人で目標の達成には至っていません。 

未達成の要因は、障がいの重度化、家族の高齢化等により、自宅で過ごすことが困難に

なり、入所にいたる場合が多いことがあげられます。将来を見越した適切な支援により二

次障がいを予防するとともに、宿泊体験などのサービス利用により様々な選択肢を増やす

必要があります。 

施設から地域生活への移行者の目標人数は５人、目標移行率は14.7％に対し、実績は２

人、5.7％で、いずれも目標は未達成の状況です。 

未達成の要因は、入所者の高齢化や地域移行に対する家族の理解が得られにくいことな

どがあげられます。今後グループホームの確保等、地域で安心して過ごせる場所の確保が

必要です。 

 

 

   平成25年度末 

実績 

目標値(A) 

平成29年度末 

実績値(B) 

平成28年度末 

施 設 入 所 者 数 34 人 32 人 35 人 

減少(見込み)数[削減率]  △2 人[5.9％] 0 人[ 0.0％] 

地域生活移行数[移行率]  5 人[14.7％] 2 人[5.7％] 
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（２）福祉施設から一般就労移行 

福祉施設から一般就労への移行者数を平成24年度実績の1.5倍以上、就労移行支援事業

所の利用者数を25年度末の利用者から６割以上増加、就労移行支援事業所のうち就労移行

率が３割以上の事業所を全体の５割以上として数値目標を設定しました。 

各成果目標値の達成状況は次のとおりとなっています。 

 

① 福祉施設から一般就労への移行（平成 28 年度末実績） 

第４期計画における大阪府の考え方は、平成29年度における福祉施設利用から一般就

労への移行実績の目標を平成24年度の1.5倍とすることとしています。 

本市での福祉施設利用から一般就労への移行者数は、目標値11人のところ、それを１

人下回る10人（平成28年度末）となっています。 

未達成の要因は、就労継続支援 B 型等の利用にとどまり、就労までつながりにくいこ

となどがあげられます。計画相談支援により、就労意欲を引き出すなどの適切な支援が

必要です。 

 

   目標値(A) 

平成29年度末 

実績値(B) 

平成28年度末 

一般就労移行者数 11 人 10 人 

 

 

②就労移行支援事業利用者数の増加（平成 28 年度末実績） 

第４期計画では、就労移行支援事業の利用者数の増加について、国の基準に沿った目

標設定（国目標：平成25年度末時点から６割以上増加）としています。 

就労移行支援事業利用者数は、目標値の20人(以上)を７人下回る13人（平成28年度末）

となっていますが、目標値の「６割以上増加」は達成（65.0％）しています。 

未達成の要因は、本市に就労移行支援事業所がないことがあげられます。今後、身近

な場所で支援を受けられるような体制づくりが必要です。 

 

   平成25年度末 

時点 

目標値(A) 

平成29年度末 

実績値(B) 

平成28年度末 

就労移行支援事業利用者数 12 人 20 人以上 13 人[65.0％] 

 

 

③就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の月額平均額（平成 28 年度末実績） 

第４期計画における大阪府の基本的な考え方において、就労継続支援（Ｂ型）事業所

における工賃の平均額の向上について言及し、平成25年度の実績額に34.2％増した額を

下回らない額を平成29年度の目標として設定しています。 

本市の就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平成28年度末時点の実績額は、

7,305円で、目標値の9,951円を2,646円下回っています。 

未達成の要因は、事業所ごとの工賃に差異があり、工賃向上の取組みについての支援
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が不十分であったことがあげられます。 

今後、各事業所の連携の強化、共同受注等の推進及び障がい者優先調達指針に基づく

取組みなどにより、工賃向上への支援を更に強化する必要があります。 

 

   平成25年度末 

時点 

目標値(A) 

平成29年度末 

実績値(B) 

平成28年度末 

就労継続支援（Ｂ型）事業所

における工賃の月額平均額 
7,415 円 9,951 円 7,305 円 

 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

第４期計画では、平成29年度末までに、本市の地域生活支援拠点等として、障がい者自

立支援協議会等を検討の場として活用し、どのようなニーズに対応するのか等について検

討し、整備すると設定しました。 

障がい者自立支援協議会の相談支援部会等において検討を重ね、必要な機能として、①

24時間の相談機能 ②体験の機会・場の確保（入院、入所からの地域移行、ひとり暮らし

等の宿泊体験室の確保、地域活動センター等障がいのある人が気軽に集える場所の確保） 

③居住支援機能（グループホームの整備） ④緊急時の受入れ対応（ショートステイ等の

確保、情報の集約） ④専門性の確保（コーディネーター等専門職の配置、医療的ケアの

確保） ⑤地域の体制づくりがあげられ、整備にあたっては、既存施設や事業所の活用に

おける面的整備と空き家等を活用した一部拠点整備を行うのが適当であることや、特に優

先して整備が必要と思われる事項として、体験の機会場の確保、緊急時の受入れ対応、専

門性の確保があげられましたが、整備には至ってはいません。 

未整備の要因は、国等により具体的な概要が示されない中、本市に必要な機能の検討に

時間を要したこと、本市内での拠点としての場所の確保が困難であったこと、拠点確保の

ための国等の財政的な支援が見込まれないことなどがあげられます。 

全国的にも整備が進んでいないことから、国においても第5期障がい福祉計画に引き続

き目標が設定されましたが、今後、障がい者の重度化や「親亡き後」を見据え、早急に、

整備する必要があります。 

 

   目標値(A) 

平成29年度末 

実績値(B) 

平成28年度末 

地域生活支援拠点等 整備 未整備 
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２ 障がい福祉サービスの利用状況 

第４期障がい福祉計画において設定した障がい福祉サービス利用見込み値及び利用実

績値は、次のとおりです。 

 

（１）訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障が

い者等包括支援） 

 

① 居宅介護 

利用人数・利用時間数とも、計画値の６～７割程度の利用となっています。要因は、

特に障がいのある子どもについては低い状況にあり、親等が支援している状況がうか

がえます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数 93 61 65.6% 107 72 67.3% 121 71 58.7% 

時間数 2,488 1,860 74.8% 2,856 2,160 75.6% 3,225 2,419 75.0% 

知的障がいの

ある人  

人数 28 30 107.1% 32 30 93.8% 37 33 89.2% 

時間数 442 539 121.9% 507 491 96.8% 573 655 114.3% 

精神障がいの

ある人 

人数 74 56 75.7% 85 57 67.1% 95 62 65.3% 

時間数 909 683 75.1% 1,044 701 67.1% 1,179 771 65.4% 

障がいのある

子ども  

人数 12 8 66.7% 14 6 42.9% 16 5 31.3% 

時間数 299 188 62.9% 343 135 39.4% 388 75 19.3% 

計  
人数 207 155 74.9% 238 165 69.3% 269 171 63.6% 

時間数 4,138 3,270 79.0% 4,750 3,487 73.4% 5,365 3,920 73.1% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（時間分／月） 

 

② 重度訪問介護 

利用人数・利用時間数とも、計画値の４割程度の利用となっています。要因は、重

度訪問介護を実施する事業所が少ないことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数 23 13 56.5% 26 16 61.5% 29 13 44.8% 

時間数 2,791 1,710 61.3% 3,155 1,124 35.6% 3,519 1,456 41.4% 

知的障がいの

ある人  

人数 1 0 0.0% 1 0 0.0% 2 0 0.0% 

時間数 23 0 0.0% 23 0 0.0% 46 0 0.0% 

精神障がいの

ある人 

人数 0 0 - 1 0 0.0% 1 0 0.0% 

時間数 0 0 - 23 0 0.0% 23 0 0.0% 

計  
人数 24 13 54.2% 28 16 57.1% 32 13 40.6% 

時間数 2,814 1,710 60.8% 3,201 1,124 35.1% 3,588 1,456 40.6% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（時間分／月） 
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③ 同行援護 

利用人数・利用時間数は、６割前後の利用がみられる年度もありましたが、平成29

年度は計画値の４～５割程度の利用の見込みです。要因は、同行援護を実施する事業

所が少ないことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人  

人数 19 12 63.2% 22 13 59.1% 24 12 50.0% 

時間数 402 226 56.2% 456 294 64.5% 510 224 43.9% 

障がいのある

子ども 

人数 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

時間数 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

計  
人数 19 12 63.2% 22 13 59.1% 24 12 50.0% 

時間数 402 226 56.2% 456 294 64.5% 510 224 43.9% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（時間分／月） 

 

④ 行動援護 

利用人数は１～２人で推移しています。利用時間数は、多い年度で計画値の７割程

度の利用です。要因は、行動援護を実施する事業所が少ないことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

知的障がいの

ある人  

人数 2 2 100.0% 2 1 50.0% 2 1 50.0% 

時間数 10 9 90.0% 10 10 100.0% 10 11 110.0% 

精神障がいの

ある人 

人数 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

時間数 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

障がいのある

子ども 

人数 1 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0% 

時間数 5 0 0.0% 5 0 0.0% 5 0 0.0% 

計  
人数 3 2 66.7% 3 1 33.3% 3 1 33.3% 

時間数 15 9 60.0% 15 10 66.7% 15 11 73.3% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（時間分／月） 

 

⑤ 重度障がい者等包括支援 

利用を見込んでいましたが、対応する事業所が少ないこともあり、この３年間では

利用実績はありません。要因は、重度障がい者等包括支援を実施する事業所が少ない

ことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人  

人数 1 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0% 

時間数 15 0 0.0% 15 0 0.0% 15 0 0.0% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（時間分／月） 
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（２）日中活動系サービス（生活介護、自立訓練[機能訓練・生活訓練]、宿泊型自

立訓練、就労移行支援、就労継続支援[Ａ型]、就労継続支援[Ｂ型]） 

① 生活介護 

利用人数・利用時間数とも、計画値の半分程度の利用となっています。要因は、市

内生活介護事業所の増加が３か所のみであったことがあげられます。 
 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数 113 71 62.8% 139 72 51.8% 164 69 42.1% 

時間数 1,816 1,151 63.4% 2,228 1,140 51.2% 2,639 1,129 42.8% 

知的障がいの

ある人  

人数 124 86 69.4% 152 88 57.9% 180 93 51.7% 

時間数 2,482 1,685 67.9% 3,045 1,713 56.3% 3,607 1,787 49.5% 

精神障がいの

ある人 

人数 23 15 65.2% 28 14 50.0% 33 18 54.5% 

時間数 316 179 56.6% 388 196 50.5% 459 240 52.3% 

計  
人数 260 172 66.2% 319 174 54.5% 377 180 47.7% 

時間数 4,614 3,015 65.3% 5,661 3,049 53.9% 6,705 3,156 47.1% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（人日分／月） 

② 自立訓練（機能訓練） 

平成27、28年度に１人利用がありましたが、平成29年度は利用の見込みはありませ

ん。要因は、自立訓練(機能訓練)を実施する事業所が少ないことがあげられます。 
 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人  

人数 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0% 

時間数 20 6 30.0% 20 7 35.0% 20 0 0.0% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（人日分／月） 

③ 自立訓練（生活訓練） 

平成27年は利用人数・利用時間数とも計画値を大きく下回っていましたが、近隣市

に事業所が開設されたことにより、それ以降は利用人数が増加し、平成29年度はほぼ

計画値どおりの利用を達成する見込みです。 
 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数   -   -   - 

時間数   -   -   - 

知的障がいの

ある人  

人数 4 1 25.0% 3 2 66.7% 3 3 100.0% 

時間数 76 4 5.3% 57 36 63.2% 57 55 96.5% 

精神障がいの

ある人 

人数 2 1 50.0% 2 2 100.0% 2 3 150.0% 

時間数 20 11 55.0% 20 10 50.0% 20 20 100.0% 

計  
人数 6 2 33.3% 5 4 80.0% 5 6 120.0% 

時間数 96 15 15.6% 77 46 59.7% 77 75 97.4% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（人日分／月） 
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④ 自立訓練（宿泊型） 

知的障がいのある人については１人の利用を計画しましたが、利用はない見込みで

す。精神障がいのある人については平成29年度３人の利用があり、計画値を達成する

見込みです。 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数   -   -   - 

時間数   -   -   - 

知的障がいの

ある人  

人数 1  0.0% 1  0.0% 1 0 0.0% 

時間数   -   -   - 

精神障がいの

ある人 

人数 3  0.0% 3  0.0% 3 3 100.0% 

時間数   -   -   - 

計  
人数 4 0 0.0% 4 0 0.0% 4 3 75.0% 

時間数 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月） 

⑤ 就労移行支援 

利用人数・利用時間とも平成27、28年度は９割程度の利用でしたが、就労継続支援

（A型）の利用の増加により、平成29年度は８割台にやや低下する見込みです。 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 200.0% 

時間数 20 19 95.0% 20 21 105.0% 20 40 200.0% 

知的障がいの

ある人  

人数 10 5 50.0% 10 6 60.0% 10 7 70.0% 

時間数 191 92 48.2% 191 110 57.6% 191 118 61.8% 

精神障がいの

ある人 

人数 6 9 150.0% 6 8 133.3% 6 5 83.3% 

時間数 69 138 200.0% 69 122 176.8% 69 67 97.1% 

計  
人数 17 15 88.2% 17 15 88.2% 17 14 82.4% 

時間数 280 249 88.9% 280 253 90.4% 280 225 80.4% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（人日分／月） 

⑥ 就労継続支援（Ａ型） 

平成29年度の利用は、ほぼ計画値どおり達成する見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数 1 4 400.0% 1 5 500.0% 1 6 600.0% 

時間数 23 70 304.3% 23 102 443.5% 23 122 530.4% 

知的障がいの

ある人  

人数 10 6 60.0% 13 9 69.2% 15 11 73.3% 

時間数 238 120 50.4% 302 180 59.6% 366 221 60.4% 

精神障がいの

ある人 

人数 7 11 157.1% 9 10 111.1% 12 13 108.3% 

時間数 136 210 154.4% 173 192 111.0% 210 233 111.0% 

計  
人数 18 21 116.7% 23 24 104.3% 28 30 107.1% 

時間数 397 400 100.8% 498 474 95.2% 599 576 96.2% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（人日分／月） 
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⑦ 就労継続支援（Ｂ型） 

各年度とも、利用人数・利用時間数は８割前後で、計画値を下回る見込みです。要

因は、市内就労継続支援事業所の増加が１か所のみであることがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数 6 7 116.7% 7 8 114.3% 8 7 87.5% 

時間数 87 88 101.1% 95 115 121.1% 103 115 111.7% 

知的障がいの

ある人  

人数 49 35 71.4% 53 39 73.6% 58 41 70.7% 

時間数 917 690 75.2% 1,001 715 71.4% 1,086 805 74.1% 

精神障がいの

ある人 

人数 26 21 80.8% 28 21 75.0% 30 27 90.0% 

時間数 341 306 89.7% 373 277 74.3% 404 386 95.5% 

計  
人数 81 63 77.8% 88 68 77.3% 96 75 78.1% 

時間数 1,345 1,084 80.6% 1,469 1,107 75.4% 1,593 1,306 82.0% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用時間数（人日分／月） 

 

 

⑧ 療養介護 

利用人数は各年度、計画値の５割程度で推移しています。要因は、市内には療養介

護の事業所(病院)がなく、遠方の事業所を利用しないといけないことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

療養介護 人数 4 2 50.0% 4 2 50.0% 4 2 50.0% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月） 

 

【参考】市内日中活動系サービス事業者数 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（見込み） 

生活介護 12 13 13 

自立訓練 1 1 1 

就労移行支援 0 0 0 

就労継続支援（Ａ型） 1 1 0 

就労継続支援（Ｂ型） 6 6 6 

療養介護 0 0 0 

計 20 21 20 

※【単位】か所 
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（３）短期入所サービス 

利用人数は各年度、計画値を上回っていますが、利用時間数は計画値の８～９割程

度で推移しています。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

人数 19 14 73.7% 20 15 75.0% 22 20 90.9% 

時間数 175 106 60.6% 187 102 54.5% 198 152 76.8% 

知的障がいの

ある人  

人数 26 35 134.6% 28 38 135.7% 30 41 136.7% 

時間数 159 189 118.9% 170 184 108.2% 180 216 120.0% 

精神障がいの

ある人 

人数 3 3 100.0% 3 2 66.7% 3 2 66.7% 

時間数 23 26 113.0% 24 15 62.5% 26 11 42.3% 

障がいのある

子ども 

人数 3 4 133.3% 3 3 100.0% 3 5 166.7% 

時間数 12 7 58.3% 13 6 46.2% 14 17 121.4% 

計  
人数 51 56 109.8% 54 58 107.4% 58 68 117.2% 

時間数 369 328 88.9% 394 307 77.9% 418 396 94.7% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月）、時間数：月あたりの平均利用日数（人日分／月） 

 

【参考】市内短期入所サービス事業者数 

 
平成 27 年度 平成 28 年度 

平成 29 年度 

（見込み） 

か所数 6 6 7 

 

 

（４）居住系サービス（共同生活援助[グループホーム]、施設入所支援） 

 

①  共同生活援助（グループホーム） 

利用人数は、計画値の９割程度となっていますが、利用者は特に精神障がいのある

人で増加傾向にあります。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 
人数 8 7 87.5% 8 6 75.0% 9 9 100.0% 

知的障がいの

ある人  
人数 30 24 80.0% 32 27 84.4% 34 40 117.6% 

精神障がいの

ある人  
人数 9 12 133.3% 10 13 130.0% 10 18 180.0% 

計 人数 47 43 91.5% 50 46 92.0% 53 67 126.4% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月） 
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② 施設入所支援 

利用人数は各年度とも計画値を上回っており、特に知的障がいのある人の利用が増

えています。要因は、障がいの重度化や親の高齢化等があげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの 

ある人 
人数 15 16 106.7% 16 17 106.3% 16 17 106.3% 

知的障がいの 

ある人  
人数 18 18 100.0% 17 18 105.9% 16 17 106.3% 

精神障がいの 

ある人  
人数 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

計 人数 33 34 103.0% 33 35 106.1% 32 34 106.3% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月） 

 

【参考】市内居住系サービス事業者数 

（単位：か所） 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（見込み） 

共同生活援助 3 4 5 

施設入所支援 1 1 1 

計 4 5 6 

※【単位】か所 

 

（５）相談支援 

①計画相談支援 

計画相談支援の利用実績は、全体では計画値を下回る見込みですが、利用実績は、

障がい児以外は増えています。要因は、計画相談支援を実施する特定相談支援事業所

の増加が図られず、新規の受け入れが徐々に困難になっていることがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 
人数 30 8 26.7% 39 12 30.8% 51 15 29.4% 

知的障がいの

ある人  
人数 37 22 59.5% 48 24 50.0% 63 26 41.3% 

精神障がいの

ある人  
人数 25 8 32.0% 33 11 33.3% 42 13 31.0% 

障がいのある

子ども 
人数 8 2 25.0% 10 11 110.0% 14 2 14.3% 

計 人数 100 40 40.0% 130 58 44.6% 170 56 32.4% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月） 
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②地域移行支援 

各年度、知的障がいと精神障がいのある人で利用を見込んでいましたが、あまり利

用は進んでいません。要因は、入所者の高齢化や地域移行に対する家族の理解が得ら

れにくいことなどがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 
人数 0 0 - 0 1 - 1 1 100.0% 

知的障がいの

ある人  
人数 2 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0% 

精神障がいの

ある人  
人数 3 0 0.0% 3 0 0.0% 3 0 0.0% 

計 人数 5 0 0.0% 4 2 50.0% 5 1 20.0% 

※【単位】人数：月当たりの平均利用者数（人分／月） 

 

③地域定着支援 

各年度、知的障がいと精神障がいのある人で利用を見込んでいましたが、利用はあ

りません。要因は、地域定着支援を行なう一般相談支援事業所が、特定相談支援事業

所も兼ねており、地域定着支援を行なう余裕がない状況や、地域移行が可能な人が少

ないことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 
人数 0 0 - 0 0 - 1 0 0.0% 

知的障がいの

ある人  
人数 2 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0% 

精神障がいの

ある人  
人数 3 0 0.0% 3 0 0.0% 3 0 0.0% 

計 人数 5 0 0.0% 4 0 0.0% 5 0 0.0% 

※【単位】人数：月当たりの平均利用者数（人分／月） 

 

【参考】市内相談支援サービス事業者数 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（見込み） 

障がい者相談支援事業 4 4 4 

計画相談支援 8 10 10 

地域移行支援 3 3 3 

地域定着支援 3 3 3 

計 18 20 20 

※【単位】か所 
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（６）障がい児支援サービス（児童発達支援[医療型児童発達支援含む]、放課後等

デイサービス、保育所等訪問支援、障がい児相談支援） 

 

①児童発達支援（医療型児童発達支援含む） 

各年度、利用人数・日数とも計画値を上回っており、また年々増加しています。要

因は、市立児童発達支援センターの定員を増やしたことや、近隣市も含め事業実施事

業所が増加したことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

障がいのある

子ども 

人数 30 33 110.0% 35 48 137.1% 40 65 162.5% 

人日数 255 304 119.2% 298 403 135.2% 339 457 134.8% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数、支援回数（人分／月） 

 

②放課後等デイサービス 

利用人数・日数とも、計画値を大幅に上回る見込みです。平成29年度は計画値に対

し３倍以上の利用人数・日数の見込みです。要因は、近隣市も含め事業実施事業所が

増加したことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

障がいのある

子ども 

人数 50 73 146.0% 55 189 343.6% 60 227 378.3% 

人日数 362 964 266.3% 398 1,460 366.8% 438 1,654 377.6% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数、支援回数（人分／月） 

 

③保育所等訪問支援 

訪問回数は計画値の５～８％程度となっています。要因は、事業実施をしているの

が市立児童発達支援センターのみであることと、現状の体制では対応できる人数に限

りがあることなどがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

障がいのある

子ども 
回数 85 5 5.9% 90 7 7.8% 95 7 7.4% 

※【単位】人数：月あたりの平均支援回数（回数／月） 
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④障がい児相談支援 

利用人数は年々増加傾向にありますが、計画値の50％程度となっています。要因は、

市立児童発達支援センター以外は、特定相談支援事業所が障がい児相談支援事業所を

兼ねており、障がい児相談支援の受け入れができる事業所が少ないことがあげられま

す。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

障がいのある

子ども 
人数 35 10 28.6% 35 17 48.6% 40 19 47.5% 

※【単位】人数：月あたりの平均利用者数（人分／月） 

 

 

３ 地域生活支援事業の利用状況 

第４期障がい福祉計画において設定した地域生活支援事業の利用見込み値と利用実績

値は、次のとおりです。 

 

（１）相談支援事業等 

① 相談支援事業 

障がい者相談支援事業、地域自立支援協議会、基幹相談支援センターのいずれも計

画通りの設置、整備ができています。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

障がい者相談支援事業 か所 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 

地域自立支援協議会 か所 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 

基幹相談支援センター か所 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 

 

②基幹相談支援センター等機能強化事業 

平成 28 年度に１か所整備し計画を達成しました。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

基幹相談支援センター か所 0 1 - 1 1 100.0% 1 1 100.0% 
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③住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

平成 28 年度に計画を達成済みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

住宅入居等支援事業

（居住サポート事業） 
か所 0 1 - 1 1 100.0% 1 1 100.0% 

 

④成年後見制度利用支援事業 

平成 27、28年度は利用がありませんでしたが、平成 29 年度は２人の利用がある見

込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

利用者数 人数 2 0 0.0% 2 0 0.0% 2 2 100.0% 

 

⑤成年後見制度法人後見支援事業 

平成29年度中に実施の予定でしたが、実施の見込みはありません。要因は、法人

後見を実施する事業所の確保が困難なことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実施の有無 
計画 － － 実施 

実績 未実施 未実施 未実施 

 

⑥理解促進研修・啓発事業 

本事業はすでに実施済みですが、継続して啓発を行なっていく必要があります。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実施の有無 
計画 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 

 

⑦自発的活動支援事業 

本事業はすでに実施済みですが継続して支援を行なっていく必要があります。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実施の有無 
計画 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 
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（２）意思疎通支援事業等 

①手話通訳者設置事業 

各年度、通訳者数は計画値の２倍となっています。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

通訳者数 人数 2 4 200.0% 2 4 200.0% 2 4 200.0% 

 

②手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業の派遣人数は計画値を下回る見込みですが、手

話通訳者のニーズが高くなっています。要約筆記者派遣事業の派遣人数の計画値を

下回る要因は、要約筆記者が必要な障がい者の高齢化により、社会活動が少なくなっ

ていることがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

手話通訳者 人数 25 23 92.0% 25 20 80.0% 25 20 80.0% 

要約筆記者 人数 2 2 100.0% 2 1 50.0% 2 1 50.0% 

※【単位】人数：年間の派遣実人数（人／年） 

③手話奉仕員養成研修事業 

年度により人数のばらつきがありますが、平成29年度は計画値の７割程度の達成

状況の見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

養成研修人数 人数 10 9 90.0% 15 8 53.3% 15 11 73.3% 

 

 

 

（３）日常生活用具給付等事業 

①介護・訓練支援用具（特殊寝台、特殊マット、床ずれ防止用具等） 

利用件数は計画値を下回る見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

給付件数 件数 16 7 43.8% 17 11 64.7% 17 9 52.9% 

※【単位】件数：年間の給付件数 
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② 自立生活支援用具（入浴補助用具、移動・移乗支援用具、頭部保護帽等） 

利用件数は計画値を上回る見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

給付件数 件数 11 20 181.8% 12 12 100.0% 13 16 123.1% 

※【単位】件数：年間の給付件数 

 

③ 在宅療養等支援用具（ネブライザー、電気式たん吸引器、盲人用体温計等） 

利用件数は計画値を上回る見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

給付件数 件数 6 11 183.3% 6 11 183.3% 7 11 157.1% 

※【単位】件数：年間の給付件数 

 

④ 情報・意思疎通支援用具（点字器、聴覚障がい者用通信装置、人工咽頭等） 

利用件数は計画値を上回る見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

給付件数 件数 7 6 85.7% 7 10 142.9% 8 10 125.0% 

※【単位】件数：年間の給付件数 

 

⑤ 排泄管理支援用具（ストマ装具、紙おむつ、収尿器等） 

利用件数は計画値を上回る見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

給付件数 件数 993 1,144 115.2% 1,023 1,277 124.8% 1,053 1,446 137.3% 

※【単位】件数：年間の給付件数 

 

⑥居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 

平成29年度の利用件数は計画値を倍以上上回る見込みです。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

給付件数 件数 4 2 50.0% 4 4 100.0% 4 9 225.0% 

※【単位】件数：年間の給付件数 
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【参考】日常生活用具給付等事業サービス事業者数（本市以外事業者を含む） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（見込み） 

介護訓練支援用具 2 5 6 

自立生活支援用具 10 7 9 

在宅療養等支援用具 7 7 6 

情報・意思疎通支援用具 3 6 6 

排泄管理支援用具 20 21 21 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 1 2 4 

計 43 48 52 

※【単位】か所 

 

⑦移動支援事業 

障がい児の実績値が計画値を大幅に下回るため、全体の利用人数・利用日数は計

画値の９割程度の達成の見込みです。要因は、放課後等デイサービス事業所の増加

により、移動支援事業の利用から、放課後等デイサービスの利用に移行したことが

あげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

身体障がいの

ある人 

か所数 

(か所/年) 
16   23 143.8% 17   22 129.4% 18 20 111.1% 

人数 

(人分/年) 
33 31 93.9% 34 36 105.9% 35 35 100.0% 

時間 

(時間/年) 
4,463 3,940 88.3% 4,611 5,110 110.8% 4,758 4,855 102.0% 

知的障がいの

ある人 

か所数 

(か所/年) 
30   33 110% 31   34 109.7% 32 33 103.1% 

人数 

(人分/年) 
81 91 112.3% 84 97 115.5% 86 88 102.3% 

時間 

(時間/年) 
14,432 14,039 97.3% 14,908 15,311 102.7% 15,384 15,433 100.3% 

精神障がいの

ある人 

か所数 

(か所/年) 
8   11 137.5% 9   10 111.1% 10 10 100.0% 

人数 

(人分/年) 
14 22 157.1% 14 16 114.3% 15 20 133.3% 

時間 

(時間/年) 
1,847 2,458 133.1% 1,908 2,336 122.4% 1,969 2,226 113.1% 

障がいのある

子ども 

か所数 

(か所/年) 
11   11 100% 12    9 75% 13 8 61.5% 

人数 

(人分/年) 
51 47 92.2% 53 33 62.3% 55 28 50.9% 

時間 

(時間/年) 
6,883 6,597 95.8% 7,110 4,180 58.8% 7,337 4,647 63.3% 

計 

か所数 

(か所/年) 
65 78 120% 69 75 108.7% 73 71 97.3% 

人数 

(人分/年) 
179 191 106.7% 185 182 98.4% 191 171 89.5% 

時間 

(時間/年) 
27,625 27,034 97.9% 28,537 26,937 94.4% 29,448 27,161 92.2% 

※年単位表示 
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【参考】移動支援事業者数（本市以外事業者を含む） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（見込み） 

移動支援事業 56 60 61 

※【単位】か所 

 

⑧地域活動支援センター 基礎的事業 

平成29年度時点では当事業を実施する事業者はありません。要因は、実施場所等

の確保が困難なことなどがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

実利用者数（人分／年） 人数 0 0 - 0 0 - 20 0 0.0% 

箇所数 か所 0 0 - 0 0 - 1 0 0.0% 

 

 

（４）任意事業 

■日中一時支援 

実施箇所数は計画値を上回る見込みですが、利用人数、利用回数は計画値を大き

く下回る見込みです。要因は、放課後等デイサービス事業所の増加により、日中一

時支援の利用から、放課後等デイサービスの利用に移行したことがあげられます。 

 

    平成27年度 平成28年度 平成29年度 

    計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 計画 見込み 達成率 

日中一時支援 

か所 8 12 150.0% 9 14 155.6% 10 14 140.0% 

人分 175 90 51.4% 204 68 33.3% 233 57 24.5% 

人回分 11,775 6,053 51.4% 13,731 5,145 37.5% 15,687 5,224 33.3% 

※年単位表示 

 

【参考】日中一時支援事業者数（本市以外事業者を含む） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（見込み） 

日中一時支援事業 21 21 21 

※【単位】か所 

 

 

  



 

- 36 - 

４ 第４期障がい福祉計画の施策目標の具体的取組みの進行状況 

第４期障がい福祉計画において設定した施策の基本目標における計画の具体的取組み

状況と、残された課題、今後の取組みの方向性は次のとおりです。 

 

施策目標１ 

１ 安心して支援・サービスを受けられる仕組みづくり 

（１）相談、情報提供体制の充実 

（２）障がい者の権利を守る仕組み 

（３）障がい者のケアマネジメント 

 

■具体的取組み状況 

（１）相談、情報提供体制の充実について 

・障がい者相談支援センター3 か所に加え、障がい者基幹相談支援センターを設置

し、障がい種別や各種のニーズに対応できる総合的な支援体制を整え、専門的な

相談支援を実施し、地域の相談支援事業者に対する専門的な指導や地域の相談機

関との連携強化を行なった。 

・基幹相談支援センターでのピアカウンセラー事業のチラシ等による啓発を行なっ

た。 

・基幹相談支援センターでの障がい者サロンを新たに実施した。 

・市役所窓口における専門職による相談を実施し、必要に応じ代筆、代読を実施し

た。 

・障がい福祉サービスの案内を作成し手帳交付時に配布を行い、情報提供に努めた。 

 

（２）障がい者の権利擁護の推進について 

・障がい者理解を促進するため、各種の理解促進研修会を実施した。 

・成年後見制度の必要な人が、円滑な利用が出来るよう、制度の周知や申立てにつ

いての支援を行った。 

・障がい者虐待防止研修を開催し、啓発を行なった。 

・障がい者虐待防止センターでの 24 時間 365 日の相談受付けと、虐待対応の実施、

障がい者虐待防止ネットワーク会議の開催による、関係機関の情報共有と連携強

化による虐待の早期発見早や早期対応に努めた。 

・障害者差別解消法に基づき、職員対応要領の策定、相談窓口等の啓発、障がい者

差別解消支援地域協議会の設置、研修会の開催などにより、障がい者差別の解消

に努めた。 
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（３）障がい者のケアマネジメントについて 

・特定相談支援事業所の増加の働きかけを行ない、事業所数の増加を図った。 

平成 27 年３月末  特定相談支援事業所 4 か所 

平成 29年 12月現在 特定相談支援事業所および障がい児相談支援事業所 10か所 

・連絡会の設置し、特定相談支援事業所の連携強化や研修会を開催し、各事業所の

支援を行なった。 

 

◆計画相談支援の推進状況   

 障がい者総合支援法分 児童福祉法分 

障 が い

福 祉 ｻ ｰ

ﾋﾞｽ受給

者数 

計 画 作

成 済 み

人数 

内 

セ ル フ

プラン 

達成率 

障 が い

児 通 所

支 援 受

給者数 

計 画 作

成 済 み

人数 

内 

セ ル フ

プラン 

達成率 

平成 26 年 9 月    429 58 0 13.5% 89 5 0 5.6% 

平成 27 年 9 月    454 303 132 66.7% 120 74 35 61.7% 

平成 28 年 9 月    447 428 212 95.7% 167 167 65 100.0% 

平成 29 年 9 月    499 499 243 100.0% 219 219 88 100.0% 

【単位】人  

 

■課題 

①ピアカウンセラー等の活用 

②多様な媒体による情報提供の推進とアウトリーチの推進 

③障がい者の権利擁護の推進 

④計画相談の推進 

 

■今後の取組の方向性 

①障がい者相談員やピアカウンセラーの活用による相談支援の充実、障がい者サロン

の充実 

②わかりやすい情報発信による（ホームページ等の掲載）サービスの啓発や関係機関

との連携強化によるアウトリーチの取組みの強化 

③障がい者虐待防止センターのモニタリング等の機能強化と障がい者差別解消支援 

地域協議会での差別事案の検討や合理的配慮の検討による具体的取組みの実施 

④計画相談支援の推進のため、実施事業所の増加や人員の確保への働きかけの強化と、

研修会等の開催による計画相談の質の担保 
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施策目標２ 在宅生活を支援する仕組みづくり 

（１）住み慣れた在宅での生活の支援 

（２）在宅介護の支援 

（３）日常生活の自立を促す支援 

（４）緊急時の安心・安全の確保 

 

■具体的取組み状況 

（１）住み慣れた在宅での生活の支援について 

・地域生活支援拠点について検討し、必要な支援についての課題の整理を行なった。 

・障がい者の 65歳問題に対応するため、障がい者相談支援センター、地域包括支援

センター等を対象とした、連絡会を開催し、障害者総合支援法や介護保険法のサー

ビスについて学び、連携を強化した。 

 

（２）在宅介護の支援について 

・短期入所施設増加への働きかけを行ない、特別養護老人ホーム・グループホーム・

新規事業所等での障がい者のショートステイの実施につながった。 

 

（３）日常生活の自立を促す支援について 

・宿泊体験室利用生活訓練事業を創設し、自立に向けた体験の機会を確保した。 

・生活サポート事業、宿泊体験室利用生活訓練事業及び移動支援事業を見直し、在

宅者の体験室でのヘルパー利用、入院、入所者の体験室利用時の移動支援を可能

することで、体験室の利用促進に努めた。 

 

（４）緊急時の安心・安全の確保について 

・避難行動要支援者名簿の整備を行い、災害時に備えた。 

   ・名簿の整備と関係機関への名簿の情報提供についての同意を得るための働きかけ

を行なった。 

・防災訓練時に、聴覚障がい者の参加の勧奨、防災無線 FAX テスト送信、福祉班の

対応について検証し、災害時の体制について検討を行なった。 

・福祉避難所（すてっぷ★なわて）を整備した。 

 

■課題 

①重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障がい者等包括支援等を実施する事業所

が少ない。 

②地域生活支援拠点が未整備 

③平成 30年度(2018年度)から新たなサービスとして実施される高齢障がい者への対応 

④宿泊体験室が市内にはなく、自立を支援する仕組みが十分ではない。 

⑤避難行動要支援者個別支援計画が未作成で、緊急時の対応が、確立されていない。 
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■今後の方向性 

①重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障がい者等包括支援等の実施事業所の確保 

②地域生活支援拠点の整備 

③高齢福祉課等との連携による高齢障がい者への対応の強化 

④市内での宿泊体験室の確保と自立を支援する仕組みの強化 

⑤聴覚障がい者等への災害時の情報提供方法等の検討や、防災関係者への障がい者理

解促進研修や手話研修の実施等、避難行動要支援者個別支援計画の作成支援、福祉

避難所の確保等による緊急時の対応の確立 
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施策目標３ 自己実現と社会参加を支援する仕組みづくり 

（１）社会参加支援 

（２）コミュニケーション支援 

（３）就労に必要な技能の習得、向上支援 

（４）就労の場の拡充、雇用対策の強化 

（５）工賃向上の取組み 

 

■具体的取組み状況 

（１）社会参加支援について 

・障がい者理解促進研修を実施し、障がい者理解のための啓発を行なった。 

（障害者差別解消法研修・障がい者虐待防止研修・成年後見制度研修・職員研修） 

・おいでぇやぁ！ちゃんぷるーフェスタやふれあいキャンペーンの実施（市内商業 

施設でのチラシ配布と授産製品の販売）により、障がい者理解促進を行った。 

・障がい者スポーツ大会の周知や、社会見学の実施などにより、障がい者の社会参加

を促進した。 

・各種当事者団体の実施する事業についての後方支援を行なった。 

 

（２）コミュニケーション支援について 

・身体障害者福祉会ろうあ部会等の企画の障がい児の集う機会への場所やボラン 

ティアの確保等の支援を行なった。 

・聴覚障がい者への接遇に関する職員研修を実施し、職員の聴覚障がい者への理解を

深めた。 

・（仮称）四條畷市手話言語条例意見聴取会を開催し、手話言語条例制定に向けた取

組みを開始した。 

 

（３）就労に必要な技能の習得、向上支援について 

・庁舎内インターンシップを実施し、障がい者の就労体験の機会の提供と、障がい  

者雇用及び就労訓練などの受け入れに対する理解促進を図った。 

 

（４）就労の場の拡充、雇用対策の強化について 

・北河内東障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所との連携により、  

障がい者の就労支援を行なった。 

・四條畷市商工会に、障がい者自立支援協議会に参画してもらい、障がい者の就労に

ついての課題を共有した。 

 

（５）工賃向上の取組みについて 

・共同受注、障がい者優先調達等について学習会や企業見学を行い、共同受注の仕  

組みづくりについて、検討を行ない一部実施に至った。 

・障がい者優先調達指針の策定のよる取組みの推進と結果の公表を行なった。 
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◆調達実績 

年 度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

実績額 75,000 380,275 2,171,313 2,929,015 

【単位】円  

■課題 

①障がい者理解の促進 

②障がい者（児）の集える機会・場所の確保 

③コミュニケーション支援の充実 

④就労移行支援等の充実 

⑤工賃向上の取組みの強化 

⑥障がい者インターンシップ事業の拡大 

 

■今後の方向性 

①継続した障がい者理解促進研修の実施 

②障がい者サロン等の啓発や事業内容の見直しにより活性化 

③手話言語条例の制定、入院時等のコミュニケーション支援等の検討などによるコ 

ミュニケーション支援の充実 

④就労支援事業所等の確保や商工会との連携による就労支援体制の確保 

⑤障がい者優先調達指針の推進のための庁内連絡会等を立ち上げ、事業の洗い出と、  

共同受注の体制を整備し、優先調達の推進を図るとともに、障がい者就労支援事業

所等で作成した製品の販売の機会等の拡充・就労継続支援事業所の連携強化と共同

受注の促進等により、工賃向上を図る。 

⑥障がい者インターンシップ事業を見直し、全庁展開等を図る 
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施策目標４ 地域生活への移行を支援する仕組みづくり 

（１）地域での住まいの提供 

（２）地域移行を推進する支援 

 

■具体的取組状況 

（１）地域での住まいの提供について 

・グループホーム増加を事業所等に働きかけ、増加を図った。 

 

（２）地域移行を推進する支援について 

・自立支援協議会地域移行推進部会での地域移行への取組を実施した。 

・宿泊体験室利用生活訓練事業の創設や生活サポート事業、宿泊体験室利用生活訓練

事業及び移動支援事業を見直し、地域移行しやすい環境を整備した。 

 

■課題 

①市内のグループホームが少なく、他市のグループホームを利用せざるを得ない。 

②地域移行のための、サポート体制の強化 

 

■今後の方向性 

①市内のグループホームの整備 

②宿泊体験室利用生活訓練事業等を活用し、体験の機会を増やし、地域移行支援、地

域定着支援のサービスの実施事業所の確保により、地域移行、地域定着を推進する。 
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施策目標５ 障がい児の健やかな成長を支援する仕組みづくり 

（１）情報提供・相談支援の充実 

（２）障がい児支援サービスの充実 

 

■具体的取組み状況 

（１）情報提供・相談支援の充実について 

・児童発達支援センターを整備（平成 28 年４月１日）し、保育所等訪問支援事業、

障がい児計画相談、巡回相談、就学後の相談を実施し障がい児支援の充実を図った。 

・児童発達支援センターでの研修会を開催し、発達障がいについて啓発した。 

 

（２）障がい児支援サービスの充実について 

・児童発達支援センターの児童発達支援の定員増や年齢の拡充を図った。 

・事業所等に働きかけを行ない、放課後等デイサービス事業所の整備を図った。 

（平成 27 年 3 月末 5 か所 28 年 3 月末 11 か所 29 年６月末 11 か所） 

・放課後等デイサービス事業所連絡会の設置により、情報交換、研修など、事業所の

サービスの質の向上のための取組みを行った。 

・事業所等に働きかけを行ない、児童にも対応する短期入所事業を整備した。 

・通学支援制度の拡充により（平成 28 年度保護者の就労・介護等のやむをえない理

由を追加）、障がい児の通学時の安全や就学の機会の確保を行なった。 

 

■課題 

①情報提供の強化と障がい児相談支援の推進 

②児童発達支援センターの機能強化 

③障がい児支援の質の向上 

④通学支援制度に対応する事業所の確保 

⑤医療的ケア児支援の体制整備 

⑥福祉・教育間の連携の強化による継続した支援の実施 

 

■今後の方向性 

①ホームページ等による障がい児支援サービスの情報提供を行なうとともに、障がい

児相談支援事業所の増加について働きかけを行なう。 

②児童発達支援センターが、障がい児支援の中核的な機能を果たせるように、様々な

課題に対応する相談支援の充実、障がい児計画相談の強化、保育所等訪問支援の推

進、リハビリテーションの充実、ペアレントトレーニング等の実施などにより機能

強化する。 

③障がい児支援事業所との連携を強化し、研修等の実施により、障がい児支援の質の

向上を図る。 

④通学支援事業に対応する事業者の増加が図れるよう、講習会の実施などの働きかけ

を行なう。 

⑤関係機関との協議の場を設置し、必要な仕組みについて検討を行い、医療的ケア児
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の体制整備を行う。 

⑥継続した支援を実施できるよう、つながりシートやサポートシート等を活用し、関

係各課との連携の強化を図る。 
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第４章 本計画でめざすこと 

第１節 平成 32 年度(2020 年度)における成果目標 

１ 障がい福祉計画 

（１）福祉施設から地域生活への移行促進（関連：第５章 P82） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

① 施 設 入 所 者 数 

 （平成 28 年度(2016 年度)末時点） 
35 人 33 人 

② 減少 (見込み )数  

（削減率 ②／①） 

▲ 1 人 

 （▲ 2.9％） 

2 人 

(6.1%) 

③ 地域生活移行数 

（移行率 ③／①） 

2 人 

(5.7％) 

4 人 

(12.1%) 

 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築（関連：第５章 P80） 

 

 

 

 

 

 

 
 平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

保健、医療、福祉関係者による協

議の場を設置 

自立支援協議会地域移行部会

において協議の場を設置、運

営中 

自立支援協議会等において協

議の場を引き続き運営 

 

  

【国の目標値】 

 ○施設入所者の地域移行：平成28年度(2016年度)末時点から９％以上移行 

○施設入所者数の削減  ：平成28年度(2016年度)末時点から２％以上削減 

 ※第４期計画の未達成部分も加味すること 

【大阪府の目標値】 

  ※国と同様（施設入所者の地域移行については第４期計画の未達成分も加味すること） 

【国の目標値】 

 ○平成32年度(2020年度)末までに全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 

【大阪府の目標値】 

  ※国と同様 
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（３）地域生活支援拠点等の整備（関連：第５章 P80） 

 

 

 

 

 

 

 

 平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

地域生活支援拠点等の整備 未整備 整備 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行促進（関連：第５章 P73～74） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【国の目標値】 

 ○平成32年度(2020年度)末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本と

する。 

【大阪府の目標値】 

  ※国と同様 

【国の目標値】 

 ○一般就労への移行者数の増加： 

平成32年度(2020年度)中に一般就労に移行する者を、平成28年度の一般就労への移行実績の

1.5倍以上とすることを基本とする。 

○就労移行支援利用者数の増加： 

平成32年度(2020年度)末における利用者数が、平成28年度(2016年度)末における利用者数の2

割以上増加することを目指す。 

○就労移行支援事業所ごとの就労移行率の増加： 

平成32年度(2020年度)末までに、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

を全体の５割以上とすることを目指す。 

 ○就労定着支援による職場定着率の増加： 

各年度における就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率を80％

以上とすることを基本とする。 

【大阪府の目標値】 

 ○一般就労への移行者数の増加： 

平成32年度(2020年度)中に就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者を、平成28年度

(2016年度)の一般就労への移行実績の1.3倍以上（1,700人以上）とすることを基本とする。 

○就労移行支援利用者数の増加： 

※国と同様 

○就労移行支援事業所ごとの就労移行率の増加： 

※国と同様 

○就労定着支援による職場定着率の増加： 

※国と同様 
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① 一般就労移行者数 

   
平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

一般就労移行者数 10 人 14 人 

 

② 就労移行支援事業利用者数の増加 

   
平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

就労移行支援事業利用者数 13 人 16 人 

 

③ 就労移行率の高い就労移行支援事業所の新設 

今後、市内において就労移行支援事業所が新設されるよう努めます。 

事業所が新設された場合、就労移行率３割以上の事業所が全体の５割以上となるよ

うに取り組みます。 

 

④ 就労定着支援による職場定着率の増加 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から、１年後の職場定着率を８割以上

となるように取り組みます。 

 

⑤ 就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の月額平均額 

   
平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

就労継続支援（Ｂ型）事業所に 

おける工賃の月額平均額 
7,305 円  9,283 円 

 

  

【大阪府の目標値】 

 ○就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額の向上： 

就労継続支援（Ｂ型）事業所が設定した目標工賃を踏まえ、各市町村で設定 
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２ 障がい児福祉計画 

（１）障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築（関連：第５章 P70～71） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

児童発達支援センター 1 か所 1 か所 

保育所等訪問支援 

支援員数 2 人 2 人 

訪問回数 7 回/月 9 回/月 

事業所数 1 か所 1 か所 

 

（２）医療的ニーズへの対応（関連：第５章 P70～72） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に重症心身障がい児を 

支援する 

平成28年度(2016年度)末 

時点の実績 

平成32年度(2020年度)末 

目標値 

児童発達支援事業所 0 か所 1 か所 

放課後等デイサービス事業所 0 か所 1 か所 

 

保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場に

ついては、平成 28 年度(2016 年度)末時点では未設置ですが、平成 30 年度(2018 年度)

末までに設置をめざします。 

【国の目標値】 

 ○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に少なくとも１か所以上設

置することを基本とする。 

○平成32年度(2020年度)末までに、全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

を構築することを基本とする。 

【大阪府の目標値】 

  ※国と同様 

【国の目標値】 

 ○平成32年度(2020年度)末までに、主に重症心身障がい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を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本とする。 

○平成30年度(2018年度)末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障

がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。 

【大阪府の目標値】 

 ○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設置については、重症心身障がい児の

数等を参考に府が設定する平成32年度（2020年度）末までの目標数を各市町村の対象児童数に

応じて按分した数を踏まえ、市町村ごとに設定 

 ○保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場については、

国基準に沿った目標設定とする。 
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第２節 障がい福祉サービスの見込み 

１ サービスの見込み量と確保の考え方 

障がい福祉サービスは、訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援

護、重度障がい者等包括支援）、短期入所（ショートステイ）、日中活動系サービス（生活

介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援【新規】、療養介護）、居住

系サービス（共同生活援助、自立生活援助【新規】、施設入所支援）及び障がい者相談支

援（計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援）で構成されています。 

また、障がい児支援サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援【新規】、医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整するコーディネーターの配置【新規】、障がい児相談支援で構成され

ています。 

なお、国の基本指針の見直しにより、平成30年(2018年)４月から新たに次の事業・サー

ビスが導入され、これらについても第５期計画期間中の量の見込みと確保の方策を定める

こととなります。 

【平成 30 年度(2018 年)から新たに導入されるサービス・事業】 

■障がい福祉サービス 

区分 サービス・事業 概 要 

日中活動系 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、

就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じてい

る障がいのある人を対象に、企業・自宅等への訪問

や障がいのある人の来所により、生活リズム、家計

や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要

な連絡調整や指導・助言等の支援を行う事業です。 

居住系 自立生活援助 障がいのある人が安心して地域で生活することが

できるよう、定期的に利用者の居宅を訪問し、食事

や洗濯、掃除などの日常生活のほか、体調管理や通

院の状況、地域住民との関係などについて確認を行

い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う事

業です。 

 

■障がい児支援サービス 

サービス・事業 概 要 

居宅訪問型児童発達支援 重症心身障がい児などの重度の障がいがあり、児

童発達支援等の障がい児通所支援を受けるための外

出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等

の支援を実施する事業です。 

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置 

保健、医療、障がい福祉、保育、教育等、関連分

野の支援を調整するコーディネーターとして養成さ

れた相談支援専門員等を配置します。 
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２ 障害者総合支援法に定めるサービス（障がい福祉計画） 

障がい福祉サービス等の利用見込み量については、第４期計画期間中、サービス提供事

業者の参入状況やサービス利用状況についても大きな変動がみられないことから、第４期

計画期間中における利用実績や今後の事業者の意向などを踏まえ、大阪府のサービス見込

み量の算出の考え方を参考に設定しています。 

 

（１）訪問系サービスの見込み（関連：第５章 P76・78） 

本サービスの見込み量算出の考え方と、本市の実情に合わせて設定した見込み量は次

のとおりです。 

 

■見込み量の単位と算出の考え方 

サービス種別 見込み量の単位 考え方 

①居宅介護 

②重度訪問介護 

③同行援護 

④行動援護 

⑤重度障がい者等包括支援 

・実利用見込み者数 

〔人分〕 

・月平均当たりの利用時間

総数〔時間分〕 

月間の利用人数を推計し、

それらの者に必要なサービ

ス提供量を定める。 

 

■サービス見込み量 

① 居宅介護 

利用の増加を見込んでいます。 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 76 81 86 

時間数 2,399 2,557 2,714 

知的障がいの

ある人  

人数 35 36 38 

時間数 625 652 679 

精神障がいの

ある人  

人数 65 68 71 

時間数 800 837 874 

障がいのある

子ども  

人数 6 6 6 

時間数 133 133 133 

計  
人数 182 191 201 

時間数 3,957 4,179 4,400 

※【単位】人数：実利用見込者数、時間数：月平均当たりの利用時間総数 
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② 重度訪問介護 

第４期計画期間中の利用実績を勘案し、横ばいの利用で見込んでいます。 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 13 13 13 

時間数 1,328 1,328 1,328 

知的障がいの

ある人  

人数 2 2 2 

時間数 46 46 46 

精神障がいの

ある人  

人数 1 1 1 

時間数 23 23 23 

計 
人数 16 16 16 

時間数 1,397 1,397 1,397 

※【単位】人数：実利用見込者数、時間数：月平均当たりの利用時間総数 

 

③ 同行援護 

第４期計画期間中の利用実績を勘案し、横ばいの利用で見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 12 12 12 

時間数 241 241 241 

障がいのある

子ども 

人数 0 0 0 

時間数 0 0 0 

計  
人数 12 12 12 

時間数 241 241 241 

※【単位】人数：実利用見込者数、時間数：月平均当たりの利用時間総数 

 

④ 行動援護 

第４期計画期間中の利用実績を勘案し、横ばいの利用で見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

知的障がいの

ある人  

人数 1 1 1 

時間数 10 10 10 

精神障がいの

ある人  

人数 0 0 0 

時間数 0 0 0 

障がいのある

子ども 

人数 1 1 1 

時間数 5 5 5 

計  
人数 2 2 2 

時間数 15 15 15 

※【単位】人数：実利用見込者数、時間数：月平均当たりの利用時間総数 
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⑤ 重度障がい者等包括支援 

第４期計画期間中の利用実績を勘案し、横ばいの利用で見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 1 1 1 

時間数 15 15 15 

知的障がいの

ある人  

人数 0 0 0 

時間数 0 0 0 

精神障がいの

ある人  

人数 0 0 0 

時間数 0 0 0 

障がいのある

子ども 

人数 0 0 0 

時間数 0 0 0 

計  
人数 1 1 1 

時間数 15 15 15 

※【単位】人数：実利用見込者数、時間数：月平均当たりの利用時間総数 

 

（２）短期入所サービスの見込み（関連：第５章 P79） 

本サービスの見込み量算出の考え方と、本市の実情に合わせて設定した見込み量は次

のとおりです。 

身体障がいのある人と知的障がいのある人については、第４期計画期間中利用状況が増

加傾向にあったため、利用の増加を見込んでいます。 

 

■見込み量の単位と算出の考え方 

サービス種別 見込み量の単位 考え方 

短期入所サービス 

・実利用見込み者数 

〔人分〕 

・月平均当たりの利用日数

(泊数)総数 

〔人日分〕 

月間の利用人数を推計し、

それらの者に必要なサービ

ス提供量を定める 

＊「人日分」＝「月間の利

用人員」×「一人当たり

の月平均利用日数」 

 

■サービス見込み量 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 23 26 29 

人日数 169 191 213 

知的障がいの

ある人  

人数 44 47 50 

人日数 227 243 258 

精神障がいの

ある人  

人数 2 3 4 

人日数 16 24 32 

障がいのある

子ども 

人数 6 7 8 

人日数 15 18 20 

計 
人数 75 83 91 

人日数 427 476 523 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数 
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（３）日中活動系サービスの見込み（関連：第５章 P73・74・78～80） 

本サービスの見込み量算出の考え方と、本市の実情に合わせて設定した見込み量は次

のとおりです。 

 

■見込み量の単位と算出の考え方 

サービス種別 見込み量の単位 考え方 

①生活介護 

②自立訓練（機能訓練・生活訓

練） 

③就労移行支援 

④就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・実利用見込み者数 

〔人分〕 

・月平均当たりの利用日数

総数〔人日分〕 

月間の利用人数を推計し、

それらの者に必要なサービ

ス提供量を定める 

＊「人日分」＝「月間の利

用人員」×「一人当たり

の月平均利用日数」 

⑤就労定着支援 

⑥療養介護 
利用実人員〔人分〕 月間の利用人員を推計する 

 

■サービス見込み量 

① 生活介護 

第４期計画期間中の利用実績などを勘案して、増加を見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 71 71 71 

人日数 1,140 1,140 1,140 

知的障がいの

ある人  

人数 97 100 104 

人日数 1,874 1,942 2,010 

精神障がいの

ある人  

人数 20 21 23 

人日数 255 275 294 

計 
人数 188 192 198 

人日数 3,269 3,357 3,444 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 

 

② 自立訓練 

（ア）機能訓練 

第４期計画期間中の利用実績を勘案し、横ばいの利用で見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 1 1 1 

人日数 4 4 4 

知的障がいの

ある人  

人数 0 0 0 

人日数 0 0 0 

精神障がいの

ある人  

人数 0 0 0 

人日数 0 0 0 

計 
人数 1 1 1 

人日数 4 4 4 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 
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（イ）生活訓練 

第４期計画期間中の利用実績などを勘案して、増加を見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 0 0 0 

人日数 0 0 0 

知的障がいの

ある人  

人数 4 5 6 

人日数 63 79 95 

精神障がいの

ある人  

人数 4 4 5 

人日数 36 36 45 

計 
人数 8 9 11 

人日数 99 115 140 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 

 

（ウ）宿泊型 

第４期計画期間中の利用実績を勘案し、横ばいの利用で見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 0 0 0 

人日数 0 0 0 

知的障がいの

ある人  

人数 1 1 1 

人日数 0 0 0 

精神障がいの

ある人  

人数 5 6 8 

人日数 0 0 0 

計 
人数 6 7 9 

人日数 0 0 0 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 

 

③ 就労移行支援 

第４期計画期間中の利用実績を踏まえ、身体及び知的障がいのある人については、

利用者が増加傾向にあったことを考慮し増加で見込んでいます。これに対し、精神

障がいのある人については、利用が伸びていないため、横ばいで見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 3 3 4 

人日数 50 60 70 

知的障がいの

ある人  

人数 8 9 10 

人日数 142 160 178 

精神障がいの

ある人  

人数 7 7 7 

人日数 109 109 109 

計 
人数 18 19 21 

人日数 301 329 357 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 
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④ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

（ア） 就労継続支援（Ａ型） 

第４期計画期間中の利用実績などを考慮して、増加を見込んでいます。 
 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 7 8 9 

人日数 137 157 176 

知的障がいの

ある人  

人数 14 16 19 

人日数 271 321 371 

精神障がいの

ある人  

人数 14 15 16 

人日数 261 280 299 

計 
人数 35 39 44 

人日数 669 758 846 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 

 

（イ）就労継続支援（Ｂ型） 

第４期計画期間中の利用実績を踏まえ、知的及び精神障がいのある人について

は、利用者が増加傾向にあったことを考慮し増加で見込んでいます。これに対し、

身体障がいのある人については、利用が伸びていないため、横ばいで見込んでい

ます。 
 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  

人数 7 7 7 

人日数 101 101 101 

知的障がいの

ある人  

人数 44 47 50 

人日数 846 903 961 

精神障がいの

ある人  

人数 30 33 36 

人日数 421 463 506 

計 
人数 81 87 93 

人日数 1,368 1,467 1,568 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 

 

⑤ 就労定着支援【新規】 

第５期計画において新たに新設されるサービスであり、サービス提供事業所の動

向は不透明ですが、就労後のフォローとして利用を希望する者が想定されることか

ら一定数を見込んでいます。 
 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいのある人  人数 0 1 1 

知的障がいのある人  人数 1 1 2 

精神障がいのある人  人数 0 0 0 

計 人数 1 2 3 

※【単位】人数：実利用見込者数 
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⑥ 療養介護 

第４期計画期間中も利用者に変化がなく、今後も大きな変化は見込まれないこと

から、横ばいで推移するものと見込みます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

見込み 人数 2 2 2 

※【単位】人数：実利用見込者数 

 

 

（４）居住系サービスの見込み（関連：第５章 P79） 

本サービスの見込み量算出の考え方と、本市の実情に合わせて設定した見込み量は次

のとおりです。 

 

■見込み量の単位と算出の考え方 

サービス種別 見込み量の単位 考え方 

①共同生活援助（グループホー

ム、旧・共同生活介護〈ケア

ホーム〉を含む） 

②施設入所支援 

実利用見込者数〔人分〕 月間の利用人員を推計する 

③自立生活援助 実利用見込者数〔人分〕 月間の利用人員を推計する 

 

■サービス見込み量 

① 共同生活援助（グループホーム） 

地域への移行促進や親亡き後の生活支援などの要因を勘案し利用の増加を見込ん

でいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  
人数 10 11 12 

知的障がいの

ある人  
人数 48 56 64 

精神障がいの

ある人  
人数 21 24 27 

計 人数 79 91 103 

※【単位】人数：実利用見込者数 
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② 施設入所支援 

地域生活への移行などの動向を考慮しながら、利用量を見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  
人数 17 17 17 

知的障がいの

ある人  
人数 17 17 16 

精神障がいの

ある人  
人数 0 0 0 

計 人数 34 34 33 

※【単位】人数：実利用見込者数 

 

③ 自立生活援助【新規】 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  
人数 1 1 2 

知的障がいの

ある人  
人数 0 0 0 

精神障がいの

ある人  
人数 0 0 0 

計 人数 1 1 2 

※【単位】人数：実利用見込者数 
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３ 児童福祉法に定めるサービス（障がい児福祉計画） 

（１）障がい児支援サービスの見込み（関連：第５章 P70～72） 

本サービスの見込み量算出の考え方と、本市の実情に合わせて設定した見込み量は次

のとおりです。 

 

■見込み量の単位と算出の考え方 

サービス種別 見込み量の単位 考え方 

①児童発達支援 

②医療型児童発達支援 

③放課後等デイサービス 

・実利用見込者数〔人分〕 

・月平均当たりの利用日数

総数〔人日分〕 

月間の利用人数を推計し、

それらの者に必要なサービ

ス提供量を定める 

 

＊「人日分」＝「月間の利

用人員」×「一人当たり

の月平均利用日数」 

④保育所等訪問支援 

⑤居宅訪問型児童発達支援 

月平均当たりの訪問回数 

〔回〕 
月間の利用人員を推計する 

⑥医療的ケア児に対する関連分

野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置人数 

配置人数見込者数〔人分〕 
年度ごとの配置見込者数を

定める 

 

■サービス見込み量 

① 児童発達支援 

平成27年度から平成29年度の利用実績の伸びの上昇やサービスを提供する事業所

の増加などを考慮して増加を見込んでいます。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

障がいのある

子ども 

人数 81 97 113 

人日数 646 773 901 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 

 

② 医療型児童発達支援 

第４期計画期間中の利用がなかったことと、サービス提供事業者が少ないため利

用を見込んでいません。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

障がいのある

子ども 

人数 0 0 0 

人日数 0 0 0 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 
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③ 放課後等デイサービス 

平成27年度から平成29年度の利用実績の伸びの上昇やサービスを提供する事業所

の増加などを考慮して増加を見込んでいます。 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

障がいのある

子ども 

人数 304 381 458 

人日数 2,535 3,177 3,819 

※【単位】人数：実利用見込者数、人日数：月平均当たりの利用日数総数 

 

④ 保育所等訪問支援 

利用ニーズが徐々に増加しており、今後利用実績の増加が見込まれます。 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

障がいのある

子ども 
訪問回数 7 8 9 

※【単位】訪問回数：月平均当たりの訪問見込回数 

 

⑤ 居宅訪問型児童発達支援【新規】 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

障がいのある

子ども 
訪問回数 1 1 1 

※【単位】訪問回数：月平均当たりの訪問見込回数 

 

⑥ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置

【新規】 

  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)末ま

でに、関連分野を調整するコーディネーターを少なくとも１名配置します。 
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（２）子ども・子育て支援事業計画における障がいのある子どもに対する施策 

障がい児福祉計画の作成に係る基本的事項では、幼稚園・保育所や認定こども園、放

課後児童健全育成事業等における障がいのある子どもの利用ニーズの把握及びその提供

体制の整備が求められています。本市では平成 27 年(2015 年)３月に策定した「四條畷

市子ども・子育て支援事業計画」における「幼児期の教育・保育の量の見込み」及び「地

域子ども・子育て支援事業の量の見込み」で設定した数値との整合を図りながら進めて

いきます。 

■子ども・子育て支援等の提供見込み量 

 
平成30年度 

(2018年度) 
平成31年度 

(2019年度) 

幼稚園・保育所 提供量 760 人 760 人 

認定子ども園 提供量 1,096 人 1,106 人 

特定地域型保育事業＊ 提供量 56 人 56 人 

放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
提供量 560 人 560 人 

時間外保育事業 提供量 1,100 人 1,100 人 

預かり保育（幼稚園） 提供量 24,400 人日 24,400 人日 

一時預かり（幼稚園型以外） 提供量 11,520 人日 11,520 人日 

地域子育て支援拠点事業 提供量 1,600 人回 1,600 人回 

乳児家庭全戸訪問事業 訪問対象数 403 人 404 人 

養育支援訪問事業 支援対象数 16 人 16 人 

   ＊特定地域型保育事業：小規模保育事業（定員６人～19 人）、家庭的保育事業（１～５人）、事業所内

保育事業、居宅訪問型保育事業の合計 

※年度末時点 

 

また、障がいのある子どもとその家庭に対して、一人ひとりの障がいの状況に応じた

きめ細かな支援を行なえるよう、保健・医療・福祉・教育等の各種施策の円滑な連携に

より総合的な取組みを引き続き推進します。 
 

事業名 平成 25 年度の現状および今後の取組 

平成 31 年 

(2019 年) 

目標 

地
域
で
と
も
に
育
つ 

環
境
整
備 

障がい児保育 
公・民すべての保育所・市立幼稚園において

障がい児保育を実施。 
継続 

人権意識の啓発 行政職員研修会や講演会を開催。 継続 

地域で支え合う関係づくり 
小地域ネットワーク活動として社会福祉協

議会を母体に援助活動中。 
継続 

保育所（園）・幼稚園・小学校

連絡会（市町村障がい児関連

施策連絡協議会） 

公・民、すべての保・幼・小連絡会議を実施。 

公・民保育所、幼稚園、小学校の連携の推進 
拡充 

子
育
て
支
援
の
総
合

的
な
対
応
力
の
強
化 

子育て関係機関連絡会 
連絡会を年間 11 回開催、内研修会を２回開

催。 
継続 

要経過観察児に対する対応力

の強化 

１歳半健診フォロー、３歳半健診フォローを

実施 
継続 

家庭児童相談機能の充実 研修を受講し、相談機能を充実 継続 
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４ 相談支援 

本サービスの見込み量算出の考え方と、本市の実情に合わせて設定した見込み量は次

のとおりです。 

計画相談支援は、特定相談支援事業者によって実施し、地域移行支援と地域定着支援

は一般相談支援事業者が提供するサービスです。 

 

■見込み量の単位と算出の考え方 

サービス種別 見込み量の単位 考え方 

①障がい者相談支援 

計画相談支援 

地域移行支援 

地域定着支援 

②障がい児相談支援 

月平均当たりの利用見込者

数〔人分〕 
月間の利用人員を推計する 

 

 

（１）障がい者相談支援（関連：第５章 P81・82） 

① 計画相談支援 

障がい福祉サービス利用のためのサービス等利用計画を作成します。 

見込み量の算出にあたっては、障がい福祉サービス及び地域相談支援の利用者数

等を勘案し、本市の実情に合わせて行っています。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  
人数 19 22 26 

知的障がいの

ある人   
人数 28 30 32 

精神障がいの

ある人   
人数 16 18 21 

障がいのある

子ども 
人数 2 3 4 

計 人数 65 73 83 

※【単位】人数：月平均当たりの利用見込者数 
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② 地域移行支援 

入所施設利用者や入院中の精神障がいのある人が地域生活に移行するための相談

や、地域移行のための障がい福祉サービス事業所等への同行支援を行います。 

地域生活への移行などの動向を考慮しながら、見込み量を算定しています。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  
人数 2 2 3 

知的障がいの

ある人   
人数 1 1 1 

精神障がいの

ある人   
人数 3 3 3 

計 人数 6 6 7 

※【単位】人数：月平均当たりの利用見込者数 

 

③ 地域定着支援 

単身生活をしている障がいのある人や家庭の状況などにより同居している家族に

よる支援を受けられない障がいのある人への緊急事態における相談や訪問などを行

います。 

地域生活への移行などの動向を考慮しながら、見込み量を算定しています。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

身体障がいの

ある人  
人数 1 1 1 

知的障がいの

ある人   
人数 1 1 1 

精神障がいの

ある人   
人数 3 3 3 

計 人数 5 5 5 

※【単位】人数：月平均当たりの利用見込者数 

 

 

（２）障がい児相談支援（関連：第５章 P70） 

障がい児通所支援サービス利用のためのサービス等利用計画を作成します。 

見込み量の算出にあたっては、障がい児通所支援サービスの利用者数等を勘案し、

本市の実情に合わせて行っています。 

 

 
平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

障がいのある

子ども 
人数 24 29 34 

※【単位】人数：月平均当たりの利用見込者数 
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第３節 地域生活支援事業の見込みと確保の考え方 

地域生活支援事業は、相談支援事業や意思疎通支援事業、移動支援事業などの必須事業

と、地域の実情に応じて実施する任意事業から構成されています。 

本節での地域生活支援事業の各サービスの見込み量については、第４期計画期間中、

サービス提供事業者の参入状況に変化なく、サービス利用状況についても大きな変動がみ

られないことから、第４期計画期間中における利用実績を基本に見込み量を検討し設定し

ています。 

 

 

１ 必須事業 

必須事業は、サービスごとに見込み方の考え方が異なり、量的な見込みを算出する

サービスについては、過去の実績や今後の整備予定等を勘案し設定しています。 

 

（１）理解促進研修・啓発事業（関連：第５章 P67・68） 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

理解促進研修・啓発事業 実施有無 実施 実施 実施 

 

（２）自発的活動支援事業（関連：第５章 P75） 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

自発的活動支援事業 実施有無 実施 実施 実施 

 

（３）相談支援事業（関連：第５章 P68・69・81） 

基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として、総合的な機能をはじめ、

障がい者相談支援事業や成年後見制度利用支援事業など地域生活支援事業の中核を

担うものです。 

 

   ■整備・実施計画 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

障がい者相談支援事業 か所 4 4 4 

基幹相談支援センター 設置有無 設置済 設置済 設置済 

基幹相談支援センター等機能強化事業 実施有無 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 実施有無 実施 実施 実施 

 ※【単位】か所：実施箇所数、設置の有無、実施の有無 
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（４）成年後見制度利用支援事業（関連：第５章 P68） 

第４期計画期間中の利用実績を踏まえ、利用者数を見込みます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

成年後見制度利用支援事業 人数 3 4 5 

※【単位】人数：実利用者数 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業（関連：第５章 P68） 

平成 32 年度（2020 年度）に実施できるよう、検討を進めます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

成年後見制度法人後見支援

事業 
実施有無 検討 検討 実施 

※【単位】人数：実利用者数 

 

（６）意思疎通支援事業（関連：第 5 章 P76・77） 

①手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業 

第４期計画期間中の利用実績を踏まえ、利用者は横ばいで推移するものと見込

みます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

手話通訳者派遣事業 人分 21 21 21 

要約筆記者派遣事業 人分 2 2 2 

手話通訳者設置事業 人 4 4 4 

※【単位】人分：実利用見込み者数、人：実設置見込み者数 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

手話通訳者派遣事業 時間 500 500 500 

要約筆記者派遣事業 時間 80 80 80 

※【単位】時間：年間利用時間総数 

 

②手話奉仕員養成研修事業（関連：第５章 P77） 

第４期計画期間中の修了者数を踏まえ、利用者数を見込みます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

実養成講習修了見込み者数 

（登録見込み者数） 
人数 12 13 14 

※【単位】人数：年間実養成講習修了見込み者数 
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（７）日常生活用具給付等事業（関連：第５章 P79） 

第４期計画期間中の利用実績を考慮して、自立生活支援用具と在宅療養等支援用

具を除く各用具について利用の増加を見込みます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

介護・訓練支援用具 件数 10 11 12 

自立生活支援用具 件数 16 16 16 

在宅療養等支援用具 件数 11 11 11 

情報・意思疎通支援用具 件数 12 14 16 

排せつ管理支援用具 件数 1,597 1,748 1,899 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 件数 13 16 20 

合 計 件数 1,659 1,816 1,974 

※【単位】件数：年間給付等見込み件数 

 

（８）移動支援事業（関連：第５章 P71・76） 

第４期計画期間中の利用実績を踏まえ、身体障がいのある人については利用の増

加、それ以外については横ばいで見込みます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

実利用見込み

者数 

身体障がいのある人  人 37 39 41 

知的障がいのある人   人 92 92 92 

精神障がいのある人   人 19 19 19 

障がいのある子ども 人 36 36 36 

計 人 184 186 188 

延利用見込み

時間数 

身体障がいのある人  時間/年 5,044 5,317 5,589 

知的障がいのある人   時間/年 14,928 14,928 14,928 

精神障がいのある人   時間/年 2,340 2,340 2,340 

障がいのある子ども 時間/年 5,141 5,141 5,141 

計 時間/年 27,453 27,726 27,998 

※【単位】人：実利用見込み者数、時間/年：延利用見込み時間数 

 

（９）地域活動支援センター事業（関連：第５章 P75） 

第４期計画期間中には未整備であり、今後地域生活支援拠点等の確保と合わせて

検討を進めます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

実施見込みか所数 1 1 1 

実利用見込み者数 20 20 20 

※【単位】か所：実施見込み箇所数、人：実利用見込み者数 
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２ 任意事業 

任意事業のサービスは、これまでの利用実績などを基本に見込み量を算出し設定して

います。 

 

■日中一時支援事業（関連：第５章 P71・74） 

第４期計画期間中の利用実績は減少傾向にありましたが、一定のニーズがあるこ

とや、サービス提供事業者の増加などを踏まえ、横ばいの利用で見込みます。 

 

 平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

日中一時支援事業 
か所 15 16 17 

人/年 72 72 72 

※【単位】か所：実施見込みか所数、人/年：実見込み利用者数 
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第５章 本計画の目標達成に向けて取り組む施策 

第１節 差別の解消及び権利擁護等の推進 

平成 24 年 10 月に障害者虐待防止法が施行され、本市においては、障がい者虐待防止

センター設置、24 時間 365 日の通報の受付、障がい者虐待防止ネットワーク会議の設置

等により、障がい者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障がいのある人や要護者等

の支援に取り組んでいます。今後も障がいのある人がその権利を侵害されることなく、

地域で安心して生活できるように、地域で見守り支える仕組みづくりを推進します。 

また、障がいのある人の権利を守るため、成年後見制度の周知及び利用促進に努めま

す。 

平成 28 年４月に障害者差別解消法が施行され、障がいの有無によって分け隔てられ

ることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する共生社会の実現に向け、取

り組んでいく必要があります。本市においては、障がい者差別解消支援地域協議会の設

置、障がい者差別に関する研修会の開催、障がい者差別の相談窓口の啓発、職員対応要

領の策定とその推進等に取り組んでいるところですが、今後も、障がいに関する知識の

普及・啓発、障がいを理由とする差別の解消の推進、相談体制の充実を図り、障がいの

ある人の権利を守る取組を強化します。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容・実施方針 

障がい者理解促進事業

の実施 

【地域生活支援事業】 

 広く市民が障がいに関する理解と知識を深め、誰もが互いを尊

重しあい、共に助けあい、支えあいながら暮らせるまちづくりを

めざして、障がい者理解促進事業を行います。 

【実施方針】継続 

障がいのある人に対す

る差別解消に関する啓

発活動 

【地域生活支援事業】 

 地域住民や事業者等に対する啓発活動を行い、差別の解消に努

めます。 

【実施方針】継続 

障がい者差別に関する

相談窓口の周知 

【地域生活支援事業】 

障がい福祉課、障がい者相談支援センター、人権政策課等で、

障がい者差別に関する相談に対応し、そのことを、市民に周知し

ます。 

【実施方針】継続 

障がい者差別解消支援

地域協議会の機能強化 

【地域生活支援事業】 

  障がい者差別解消の取組を推進するため、必要な情報を共有

し、障がいのある人からの相談および当該相談に係る事例を

踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組や

関係機関の連携および協力体制の構築を図るため設置して

いる、障がい者差別解消支援地域協議会の機能を図ります。 

【実施方針】拡充 
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  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

障がい者差別解消法関

係課会議の設置 

【地域生活支援事業】 

  障がい者差別解消の関係課会議を設置し、障がい者差別の解消の

取組を推進します。 

【実施方針】継続 

職員対応要領等の推進 

【市事業・障がい者差別

解消法の推進】 

 障害者差別解消法に基づき、職員が「不当な差別的取り扱いの

禁止」及び「合理的配慮の提供」等について適切に対応するため、

職員対応要領の推進に努めます。 

【実施方針】継続 

成年後見制度の周知と

利用啓発 

【地域生活支援事業】 

判断能力の低下した高齢者や知的障がいのある人、精神障がい

のある人の権利と財産を守る成年後見制度が身近なものとして活

用されるよう、制度の周知や利用のための啓発を行います。また、

個別相談への対応など、事業の充実を図ります。 

【実施方針】継続 

成年後見制度利用支援

事業の活用 

【地域生活支援事業】 

判断能力が不十分な障がいのある人に対し、成年後見制度を円

滑に利用できるようにするため、必要に応じ市長による審判の申

立てを行うとともに、成年後見人等の報酬の一部を助成しま

す。 

【実施方針】継続 

法人後見制度・ 

市民後見支援事業 

【地域生活支援事業】 

障がいのある人の権利擁護を図るため、成年後見制度にお

ける後見等の業務を適正に行えることができる法人を確保

できる体制整備や市民後見人の養成について検討を進めま

す。 

【実施方針】新規 

日常生活自立支援事業

の促進 

【市事業・権利擁護の推

進】 

 

判断能力の不十分な高齢者や知的障がいのある人、精神障がい

のある人に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理な

どの生活援助など、社会福祉協議会が実施する「日常生活自立支

援事業」の利用を促進します。 

【実施方針】継続 

障がい者虐待防止対策

の推進 

【地域生活支援事業】 

虐待を未然に防止するため、市民や事業所等に対して、障害者

虐待防止法等を周知します。 

障がいのある人やその家族などが孤立することのないよう、必

要な福祉サービスの利用を促進するなど養護者の負担軽減を図り

ます。 

虐待の早期発見や早期対応、緊急一時保護のための居室の確保

など、障がい者施設等関係機関との協力体制を充実します。 

【実施方針】継続 
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  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

障がい者虐待防止セ

ンターの設置と周知 

【地域生活支援事業】 

障がい者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待の防止

及び早期発見、虐待を受けた障がいのある人の迅速かつ適切

な保護、養護者に対する適切な支援を行います。 

また、関係機関との連携を強化するとともに、障がい者虐待

相談窓口について周知します。 

【実施方針】継続 
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第２節 一人ひとりの個性や可能性を育む環境の整備 

平成 24 年に改正児童福祉法が施行され、新たな障がい児支援の仕組みがスタートし、

本市においても、児童発達支援センターの整備を始め、障がい児計画相談の実施、保育

所等訪問支援の開始、放課後等デイサービスの事業者の確保等に努めてまいりました。 

現状の課題としては、相談支援の充実や保護者支援の充実、障がい児支援の質の向上、

各支援機関連携の強化などがあげられます。 

「ともに学び、ともに育つ」ことを基本に障がいのある児童の特性に配慮した適切な

支援体制の充実を図るとともに、ライフステージを横断した切れ目のない支援を進める

ことが重要であり、教育・保育・保健・医療・福祉等の関係機関と連携したネットワー

クを推進します。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

情報提供・啓発の 

強化 

【市事業】 

必要なサービスが受けられるよう、また、相談場所がわか

るように、ホームペ―ジ等で情報提供を行うとともに、障が

い児の理解を深めるための研修・啓発を行います。 

【実施方針】拡充 

相談支援の充実 

【市事業】 

心身の発達において配慮が必要と思われる 18 歳未満の児

童および保護者を対象に、児童の成長に関する相談を通じ、

適切な対応や必要な支援につなげることで、不安の解消を図

り、児童と家族等の良好な関係性や子育てへの自信等を促し

ます。 

【実施方針】拡充 

障がい児支援計画の

作成 

【障がい児支援事業】 

障がい児の心身又は家族の状況に応じて、継続的かつ計画

的な支援を行うため、アセスメントを実施し、総合的な障が

い児支援利用計画等の作成、サービス担当者会議の開催、計

画の実施状況や障がい児の解決すべき課題の把握を行い、必

要に応じて計画の変更、事業者との調整、モニタリングを行

います。 

【実施方針】継続 

児童発達支援センター

の機能の強化 

【障がい児支援事業】 

地域の障がい児やその家族への相談や関係機関の連携など障が

い児支援の中核的な機能を担う児童発達支援センターの機能の強

化を図ります。 

具体的には、重症心身障がい児等にも対応する児童発達支援の

実施、保育所等訪問支援の充実、言語聴覚士等の配置によるリハ

ビリテーションの実施等に努めます。 

【実施方針】拡充 
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  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

児童発達支援事業 

【障がい児支援事業】 

 

心身の発達において特別な配慮が必要と思われる就学前

児童に対して、個別または集団による療育・訓練を行うこと

で社会への適応を促します。また、居宅訪問型児童発達支援

が提供できるよう努めます。 

【実施方針】拡充 

放課後等 

デイサービス 

【障がい児支援サー

ビス】 

小学生以上 18 歳未満の通学中の障がい児に対して、放課

後や長期休暇中等において、必要な支援を行うことで、本人

の生活能力の向上や社会との交流、自立を促します。 

重症心身障がい児にも対応する放課後等デイサービスの

確保に努めます。 

【実施方針】拡充 

保育所等訪問支援 

事業 

【障がい児支援サー

ビス】 

障がい児が集団生活に適応することが出来るよう、障がい

児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応

じて適切かつ効果的な支援を行ないます。 

必要な障がい児が支援を受けることができるよう、実施事

業所の確保に努めます。 

【実施方針】拡充 

リハビリテーション

の推進 

【市事業】 

障がい児一人ひとりが年齢、成長・発達に応じて、自らの

能力を最大限に生かしながら生活できるように、日常生活・

社会生活を視野に入れたリハビリテーションを推進します。 

現在の、理学療法士、作業療法士に加え、言語聴覚士の確

保に努めます。 

【実施方針】拡充 

保護者支援の充実 

【市事業】 

保護者支援のための研修を開催します。 

ペアレントトレーニングを実施するとともにペアレント

メンター養成事業等の開催について検討します。 

【実施方針】拡充 

日中一時支援事業 

【地域生活支援事業】 

日中に見守り等の支援が必要な障がい児に対して日中活

動の場を確保・提供することで、障がいのある人の家族等の

就労支援および介護者に対する一時的な休息を提供します。 

【実施方針】継続 

移動支援事業 

【地域生活支援事業】 

屋外での移動が困難な障がいのある子どもの外出の支援

を行うことにより、自立生活・社会参加を促進します。 

【実施方針】継続 
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  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

障がい児通学支援 

事業 

【市事業】 

一人での通学が困難な障がい児の通学時の安全、就学の確

保を図るとともに、保護者の負担を軽減することを趣旨に、

保護者がやむをえない理由などにより学校への送迎ができ

ない場合、通学支援ヘルパーを派遣して通学のための支援を

行います。 

また、ニーズに合った事業が実施できるよう、定期的な検

討や見直しを行います。 

【実施方針】継続 

障がい児支援事業所 

連絡会等との連携 

【市事業】 

事業所の連携を強化し、障がい児支援の質を担保するた

め、障がい児支援事業所連絡会と連携します。 

【実施方針】継続 

医療的ケア児支援のた

めの関係機関の協議の

場の設置 

【市事業】 

医療的ケアが必要な児童の支援等について、保健、医療、保育、

教育、福祉等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置しま

す。また、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置に努めます。 

【実施方針】新規 

関係機関の連携強化 

【市事業】 

児童発達支援センター、子育て総合支援センター、保健セ

ンター、子ども政策課、障がい福祉課、保育所(園）、幼稚園、

学校、教育委員会、保健所、事業所等との連携を強化します。 

【実施方針】継続 
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第３節 いきいきと活躍できる社会参加の促進 

障がいのある人が、いきいきと活躍できる社会参加の促進については、就労支援、日

中活動支援、スポーツ・レクリエーション活動支援、外出支援、コミュニケーション支援

の５つの分野で取り組みます。 

 

◇就労支援 

障がいのある人の就労について、本市では障がい者庁舎内インターンシップ事業や

北河内東障害者就業・生活支援センターによる就労に関する相談支援等を実施してい

ますが、本市には就労移行支援事業所がなく、また、就労継続支援事業所Ａ型も少な

い状況にあります。今後、障がい者庁舎内インターンシップ事業の見直しや、就労相

談の機会の確保、就労機会の拡大に取り組みます。 

また、障がい者就労継続支援事業所等の工賃向上を図るため、障がい者就労支援事

業所等で作製した製品の販売の機会の確保に努めています。今後も販売の機会の拡充

に努めるとともに、障がい者優先調達方針を推進します。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

就労移行支援 

【障がい福祉サービス】 

就労を希望する人に対して、一定期間の支援計画に基づき、就

労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを行い

ます。 

【実施方針】継続 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

【障がい福祉サービス】 

 一般企業等での就労が困難な人に対して、働く場の提供や就労

に必要な知識や能力を向上するための訓練を行います。 

【実施方針】継続 

就労関連事業所の確保 

【市事業】 

障がいのある人の就労の促進を図るため、就労移行支援事業所

等の整備に努めます。 

【実施方針】拡充 

就労定着支援事業 

【障がい福祉サービス】 

障がいのある人との相談を通じて生活面の課題を把握するとと

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。 

【実施方針】新規 

障がい者インターン

シップ事業の実施 

【市事業】 

市庁舎内において、就労体験の機会を提供することにより、民

間企業などへ障がいのある人の雇用および就労訓練などの受入れ

に対する理解と促進を図ります。啓発の強化により、利用を促進

します。 

【実施方針】拡充 

ハローワークや職業紹

介所等との連携  

【市事業】 

障がいのある人が、福祉的就労から一般就労に移行できるよう

ハローワークや職業紹介所等との連携を強化し、情報提供と周知

に努め、利用しやすい体制を整備します。 

【実施方針】拡充 
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  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

北河内東障害者就業・ 

生活支援センターと 

の連携 

【市事業】 

 在宅生活をしている障がいのある人や福祉就労施設等へ通所し

ている障がいのある人に対して、就職や職場への定着、日常生活、

職場の環境改善などに関する相談に応じます。また、相談の内容

に応じて、ハローワークや事業主、就労に必要な知識や技能の訓

練を行う施設との連携や連絡・調整を図ります。 

【実施方針】継続 

四條畷市商工会との 

連携 

【市事業】 

四條畷市商工会等との連携を強化し、市内商工業者でのイン

ターンシップ事業の実施や障がいのある人の就労等についての

理解と促進を図ります。 

【実施方針】継続 

障がい者就労支援事業

所等で作製した製品の

販売の機会の確保 

【地域生活支援事業】 

 障がい者就労支援事業所等で作製した製品の販売機会を確保し

ます。販売の機会を増やせるように、市内事業者等に働きかけま

す。 

【実施方針】拡充 

障がい者優先調達方針

の推進 

【市事業】 

障がい者就労支援事業所等からの物品の調達を推進するととも

に毎年度実績を公表します。また、障がい者優先調達方針を推進

するため、調達可能な役務や物品の検討、共同受注の体制を整備

します。 

【実施方針】拡充 

 

◇日中活動の支援 

障がいのある人が自らの能力や個性に応じて、就労・就学以外にもさまざまな活動

を通じて社会参加と自己実現を図り、生活の質を高めることができるよう、市町村地

域生活支援事業等による支援を行います。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

生活介護 

【障がい福祉サービス】 

常に介護を必要とする人に対して、施設で入浴や排せつ、

食事の介護、創作的活動の提供などを行います。 

【実施方針】継続 

日中一時支援事業 

【地域生活支援事業】 

日中に見守り等の支援が必要な障がいのある人に対して

日中活動の場を確保・提供することで、障がいのある人の家

族等の就労支援および介護者に対する一時的な休息を提供

します。 

【実施方針】継続 
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  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

地域活動支援 

センター機能強化 

事業 

【地域生活支援事業】 

創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざ

まな活動を支援する場としての地域活動支援センター機能

を強化し、障がいのある人の地域生活を支援します。 

【実施方針】新規 

聴覚障がい者・児の 

つどえる機会の確保 

【地域生活支援事業】 

聴覚障がい児を対象としたイベントの開催、聴覚障がいの

ある人が手話等で情報交換等を行える機会・場所を確保しま

す。 

【実施方針】拡充 

障がい者サロンの 

実施 

【地域生活支援事業】 

 障がいのある人等が気軽に情報交換等を行える障がい者

サロンの場所を確保します。 

【実施方針】拡充 

社会参加促進事業 

【地域生活支援事業】 

スポーツや芸術・文化活動等を促すことで、障がいのある

人の社会参加を促進します。 

【実施方針】継続 

自発的活動支援事業 

【地域生活支援事業】 

障がいのある人、その家族、地域住民における自発的な取

組を支援します。 

【実施方針】継続 

 

◇スポーツ・レクリエーション活動の支援 

スポーツやレクリエーションなどを通じて社会参加の機会を図るとともに、障がい

のある人とない人との交流等につながる活動の場を提供します。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

スポーツ・レクリエー

ション活動の充実 

【地域生活支援事業】 

障がい者団体等が実施する交流会やレクリエーション活動等に

対し、事業の充実が図れるよう支援に努めます。 

地域住民と障がいのある人が各々の関心や体力等に応じて参加

できるスポーツ・レクリエーションの機会の充実を図るとともに、

障がいのある人が参加しやすいよう受入れ体制を充実します。 

【実施方針】継続 

四條畷市福祉農園 

【市事業】 

土に親しむ機会の少ない障がいのある人が、農作物を栽培する

喜びを感じ、自然とふれあうことができる機会を提供し、明るく

生きがいのある生活を送ることを支援します。 

【実施方針】継続 
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◇外出支援 

障がいのある人が自らの意志で外出し、さまざまな活動を通じて社会参加を果たす

ことにより自らの能力と個性を発揮することができるよう、障がいのある人一人ひと

りの心身の状態を踏まえた外出時における移動や介助の支援を提供します。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

行動援護 

【障がい福祉サービス】 

知的障がい、または精神障がいにより行動が困難で、常に介

護の必要な人に対して、外出時の支援や行動の際に生じる危険

を回避するための援護などを行います。 

【実施方針】継続 

同行援護 

【障がい福祉サービス】 

視覚障がいにより、移動が困難な人に、移動に必要な情報を

提供、移動の援護等の外出支援を行います。 

【実施方針】継続 

移動支援事業 

【地域生活支援事業】 

屋外での移動が困難な障がいのある人の外出の支援を行う

ことにより、地域における自立生活・社会参加を促進します。 

【実施方針】継続 

重度障がい者リフト付

タクシー助成事業 

【市事業】 

重度の歩行障がい等のため車いすを使用しなければ外出が困

難な障がいのある人へリフト付タクシー利用券を交付し、移動

を支援します。 

【実施方針】継続 

身体障がい者自動車改

造助成事業 

【市事業】 

身体障がいのある人が、就労等に伴い自動車を取得する場合

に、その自動車の改造に必要な経費の一部を助成することによ

り、障がいのある人の社会参加の促進を図ります。 

【実施方針】継続 

障がい者自動車運転免

許取得助成事業 

【市事業】 

身体障がい者手帳、療育手帳を交付されている人が、就労等

のために運転免許を取得するために要した費用の一部を助成す

ることにより、障がいのある人の社会参加の促進を図ります。 

【実施方針】継続 

 

◇コミュニケーションの支援 

意思疎通に不安や支障のある障がいのある人に対して、一人ひとりの状態とニーズ

に応じたコミュニケーション支援を提供できるよう体制整備を図ります。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

手話通訳者派遣事業 

【地域生活支援事業】 

聴覚障がいのある人等が社会生活上、公的機関・医療機関等

へ外出が必要なときに、意思疎通の方法として手話通訳者等を

派遣し、身体障がいのある人の社会参加の促進を図ります。 

【実施方針】継続 
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  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

要約筆記者派遣事業 

【地域生活支援事業】 

聴覚障がいのある人の意思疎通の方法として要約筆記者

等を派遣し、障がいのある人の社会参加の促進を図ります。 

【実施方針】継続 

緊急時手話通訳者派

遣事業 

【地域生活支援事業】 

聴覚または音声・言語機能に障がいがある人とその家族

が、病気や事故等により救急車の要請をした場合に、緊急時

手話通訳者を派遣します。 

【実施方針】継続 

手話通訳士の配置 

【地域生活支援事業】 

聴覚障がいのある人の支援および派遣等のコーディネー

トを行うため、障がい福祉課等に手話通訳者を配置します。 

【実施方針】継続 

手話講習会の開催 

【地域生活支援事業】 

登録手話通訳者の増加を図るため、講習会を開催します。 

【実施方針】継続 

要約筆記講習会の開

催 

【地域生活支援事業】 

登録要約筆記者の増加を図るため、講習会を開催します。 

【実施方針】見直し 

職員等の研修の実施 

【地域生活支援事業】 

聴覚障がいのある人等コミュニケーション支援を充実す

るため、職員等の研修を実施します。 

【実施方針】継続 

聴覚障がいのある人 

・子どものつどえる機

会・場所の確保 

【地域生活支援事業】 

聴覚障がい児を対象としたイベントの開催、聴覚障がいの

ある人が手話等で情報交換等を行える場所を確保します。 

【実施方針】拡充 

入院時等のコミュニ

ケーション支援等の

実施 

【市事業】 

意思疎通が困難な重度の障がいのある人等が入院した際

に医療従事者との意思疎通がスムーズに図れるような支援

の方法を検討します。 

【実施方針】新規 

その他の意思疎通支

援 

【市事業】 

発達障がい児（者）に対する視覚支援等、意思疎通を図る

ことに支障がある障がい児（者）等に対する支援のあり方を

検討します。 

【実施方針】新規 

手話言語条例の制定 

【市事業】 

言語としての手話の理解、及等のため手話言語条例を制定

のうえ、条例に基づく取組を推進します。 

【実施方針】新規 
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第４節 生活の質（ＱＯＬ）を高める生活支援の推進 

障がいの種別により暮らし方へのニーズはさまざまであり、在宅での医療ケアや生活

費の確保など、地域生活を送るために必要な支援ニーズも多岐にわたっています。障が

いのある人が施設や病院等から移行し、また家族などと住み慣れた地域で生活を継続す

るためには、これらのニーズに対応した障がい福祉サービスや地域生活支援事業による

支援をはじめ、生活基盤の安定に向けた経済的支援等、多岐にわたる支援の充実が必要

です。 

共生社会を構築する中、障がいのある人が自立と社会参加の実現を図れるよう、障が

いのある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障がいのあ

る人が必要とする障がい福祉サービス等を提供できるようその確保に努めます。 

さらに、障がいのある人が福祉サービスなどの支援を円滑に利用できるようにするた

め、障がいのある人やその家族、介助者等が抱える様々な不安や悩みを気軽に相談し、

適切なサービスにつなぐことができるよう関係機関が連携し、相談支援体制の充実に努

めます。 

地域移行への支援については、本人の意思や家族等の関係者の理解、希望する住まい

や日中活動等へのサービス提供基盤の充実など、地域で安心して暮らせるための環境を

整備します。 

 

 ◇日常生活の支援 

＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

【障がい福祉サービス】 

入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわた

る介護サービスを行います。 

【実施方針】継続 

重度訪問介護 

【障がい福祉サービス】 

重度の肢体不自由、または重度の知的障がい、もしくは精

神障がいにより行動上著しく支障があり、常に介護が必要な

人に対して、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合

的に行います。 

【実施方針】継続 

重度障がい者等包括

支援 

【障がい福祉サービス】 

常時介護を必要とする人に対して、居宅介護などの障がい

福祉サービスを包括的に提供します。 

【実施方針】継続 

療養介護 

【障がい福祉サービス】 

医療の必要な障がいのある人で常に介護が必要な人に、医

療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活の

援助などを行います。 

【実施方針】継続 
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＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

短期入所 

（ショートステイ） 

【障がい福祉サービス】 

自宅で障がいのある人の介護を行っている人が病気に

なった場合などに、介護を受けている障がいのある人本人が

施設に短期間入所し、入浴や排せつ、食事の介護などを行い

ます。 

【実施方針】継続 

補装具購入費・修理費

の支給 

【障がい福祉サービス】 

失われた身体機能を補完・代替えする用具である補装具の

購入の費用、または修理の費用を支給します。 

【実施方針】継続 

日常生活用具給付等

事業 

【地域生活支援事業】 

重度の障がいのある人等に対して、補装具以外の機器で、

自立した日常生活を支援する用具の給付を行います 

【実施方針】継続 

 

◇住居や生活の支援 

＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

【障がい福祉サービス】 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の

援助を行います。 

【実施方針】拡充 

施設入所支援 

【障がい福祉サービス】 

介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労

移行支援のサービスを利用している人に対して、居住の場を

提供するとともに、夜間における日常生活上の支援を行いま

す。 

【実施方針】継続 

 

◇自立や地域移行の支援 

＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

自立訓練 

(生活訓練・機能訓練) 

【障がい福祉サービス】 

自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、一

定期間の支援計画に基づき、身体機能や生活能力向上のため

訓練を行います。 

【実施方針】継続 

自立生活援助 

【障がい福祉サービス】 

障がいのある人が安心して地域で生活することができる

よう、一定期間にわたり、定期的な巡回訪問等により、適時

のタイミングで適切な支援を行うことにより障がいのある

人の地域生活を支援します。 

【実施方針】新規 
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＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

住居入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

【地域生活支援事業】 

賃貸契約による公営住宅および民間の賃貸住宅への入居

を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が

困難な障がいのある人に対して、入居に必要な調整等の支援

を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて、障がいの

ある人の地域生活を支援します。 

【実施方針】継続 

宿泊体験室利用生活

訓練事業 

【地域生活支援事業】 

長期入院、入所する障がいのある人等が地域において自立

した日常生活を送ることができるよう宿泊体験居室を提供

し、生活訓練を行うことで、障がいのある人の自立した生活

への移行を支援します。 

【実施方針】拡充 

生活サポート事業 

【市事業】 

介護給付支給決定者以外の人について、日常生活に関する

支援、家事に対する必要な支援を行うことにより、障がいの

ある人の地域での自立した生活の推進を図ります。 

【実施方針】継続 

生活訓練事業 

【地域生活支援事業】 

障がいのある人に対して、日常生活上必要な訓練・指導等、

本人の活動支援などを行うことにより、障がいのある人の生

活の質の向上を促進します。 

【実施方針】継続 

精神障がいにも対応

した地域包括ケアシ

ステムの構築 

【市事業】 

 精神障がいのある人にも対応した地域包括ケアシステム

の連携支援体制の確保を図ることを主旨に、保健、医療、福

祉関係者による協議の場を設置します。 

【実施方針】新規 

地域生活支援拠点等

の整備 

【市事業】 

障がいのある人の地域生活を支援する機能の集約を行う

地域生活支援拠点等を市内に整備します。 

整備の考え方としては、地域において機能を分担する面的

整備と不十分な機能を補う拠点整備を行います。 

【実施方針】継続 

高齢障がい者への 

対応 

【市事業・障がい福祉

サービス】 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度

との適応関係については、厚生労働省の示す考え方を基本と

しつつ、個々の状況に応じて、障がいのある人が適切なサー

ビスを受けることができるように本人や家族、関係課と調整

を図ります。また、一定の高齢障がい者に対し、一般高齢者

との公平性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽減

します。 

【実施方針】新規 
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◇相談支援・情報提供 

＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

相談窓口の充実と連携

強化 

【市事業】 

 障がいのある人本人・家族が支援・サービスの利用や日常生活、

将来の不安などに関する相談を安心してできる体制を整備するた

め、市障がい福祉課において、障がい者相談支援センターや北河

内東障害者就業・生活支援センターなどの各機関との連携を図り

ながら、円滑に問題解決を図るための体制を構築します。 

また、各種制度に関する情報提供を行う資料として、市障がい

福祉課においては「障がい福祉サービスの案内」を発行・配布し

ます。 

【実施方針】継続 

障がい者相談支援 

センター 

【市事業】 

障がいのある人等の福祉に関するさまざまな問題に対して、障

がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、そ

の他の障がい福祉サービスの利用支援など、必要な支援を行うと

ともに、障がいのある人への虐待の防止・早期発見のための関係

機関との連絡調整、権利擁護に関する支援を行います。 

【実施方針】継続 

基幹相談支援センター 

【地域生活支援事業】 

 地域における中核的役割を担う機関として、基幹相談支援セン

ターを設置し、障がい種別や各種のニーズに対応できる総合

的な支援体制や専門的な相談支援の実施、地域の相談支援事

業者に対する専門的な指導・助言・人財育成、地域の相談機

関との連携強化に向けた取組、地域移行・地域定着促進の取

組、権利擁護・虐待の防止を推進します。 

【実施方針】継続 

障がい者相談員によ

る相談活動の促進 

【市事業】 

障がいのある人またはその保護者が、障がい者福祉の豊富

な経験を活かし、障がい者の身近でさまざまな問題について

の相談に応じます。 

【実施方針】継続 

ピアカウンセラーの

配置 

【市事業】 

基幹相談支援センター等において、同じ立場の障がいのある

人がん自らの体験に基づいて、悩みを聞いたり、生活上の問

題解決の方法について話し合います。 

【実施方針】継続 

コミュニティソー

シャルワーカーとの

連携の強化 

【市事業】 

障がいのある人等、地域における要援護者等に対する見守

り、発見、相談から適切なサービスへの「つなぎ」が機能す

る体制づくりを推進し、コミュニティソーシャルワーカーと

必要に応じて連携し支援を行います。 

【実施方針】継続 
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＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

計画相談支援 

【障がい福祉サービス】 

障がい福祉サービスを適切に利用できるよう、障がいのある人

の状況を勘案し、サービスなど利用計画を作成し、利用に関する

連絡調整を行います。 

【実施方針】継続 

地域移行支援 

【障がい福祉サービス】 

入所施設や精神科病院を退所または退院し、地域での生活に移

行するための活動に関する相談支援を行います。 

【実施方針】継続 

地域定着支援 

【障がい福祉サービス】 

 居宅において単身または同居家族の支援が受けられない人、入

所施設や精神科病院からの退所または退院した人、家族との同居

から一人暮らしに移行した人になどに対し、緊急に支援が必要な

自体が生じた際に、緊急訪問や相談などの支援を行ないます。 

【実施方針】継続 

点字・声の広報等発行 

【地域生活支援事業】 

市広報誌、議会だよりなどについて、「点字」または「声

のテープ」にて発行するとともにその啓発に努めます。 

【実施方針】継続 

多様な媒体による福祉

情報の提供 

【市事業】 

支援やサービスを必要とする障がいのある人等が、支援・サー

ビスが必要なときに安心して利用できるようにするため、障がい

の種別や特性に応じたさまざまな方法・媒体を通じた情報取得が

出来る体制を整備します。 

【実施方針】拡充 

 

◇職員・関係者の資質の向上 

＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

市職員に対する研修 

【市事業】 

 すべての市職員が障がいに対する理解と知識を深め、職員一人

ひとりが障がいのある市民に対して適切な対応ができるよう研修

を行います。 

【実施方針】継続 

保健・医療・福祉従事者

に対する研修 

【市事業】 

 保健・医療・福祉に係る市内事業所の職員に対して、それぞれ

の領域における専門性を高めるとともに、障がいのある人の実態

やニーズに即した的確な対応を行うことができるよう、連携・調

整能力を高めるための研修を行うとともに、研修の情報提供を行

ないます。 

【実施方針】継続 

サービス従事者の資質

の向上 

【市事業】 

障がいのある人とその家族の多様なニーズに応えることができる

よう、サービス従事者の資質の向上に向けた事業者の取組に対し

支援します。 

【実施方針】継続 
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◇医療費の支援 

＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

自立支援医療費の支給 

【医療助成事業】 

 障がいの軽減または機能回復を図るため、指定の医療機関で必

要な医療を受けた障がいのある人に対して自立支援医療費を支給

します。 

【実施方針】継続 

重度障がい者医療費の

支給 

【医療助成事業】 

 重度の身体障がいのある人・知的障がいのある人の健康保持と

生活安定に寄与するため、医療費のうち、各保険診察による自己

負担額の一部を負担します。 

平成30年度から、対象者に精神障がい者等を加えます。 

【実施方針】拡充 
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第５節 暮らしの安心・安全を守るまちづくりの推進 

災害時に単独で避難したり近隣に助けを求めたりすることが困難である障がいのあ

る人は少なくないと考えられます。このような人たちを適切に支援するための要支援者

情報の把握とともに、緊急時の対応や災害発生時の避難支援のためのネットワークの構

築、地域コミュニティにおける支えあい・助け合いの関係づくりを進めていきます。 

 

  ＜具体的な取組＞ 

施策（事業） 内 容 

避難行動要支援者名

簿の作成 

【市事業】 

身体障がい者手帳１・２級の第１種を所持する身体障がい

のある人、療育手帳Ａを所持する知的障がいのある人、精神

障がい者保健福祉手帳１級を所持する人、障害者総合支援法

に基づくサービスを受けている難病患者等を避難行動要支

援者と位置づけ、名簿の作成・更新を行います。 

【実施方針】継続 

避難支援関係者への

名簿の提供と支援体

制の構築 

【市事業】 

同意を得た避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関

係者（大東四條畷消防組合、大阪府警察本部、民生委員・児

童委員、四條畷市社会福祉協議会、自主防災組織、障がい者

相談支援センター、地域包括支援センターおよび避難支援

者）に提供し、地域での支援体制を整備し、平常時から災害

の発生に備えます。また、名簿提供の同意を得て個別支援計

画が作成できるよう、制度の周知等を図ります。 

【実施方針】拡充 

防災訓練等への障が

いのある人の参加促

進 

【市事業】 

災害発生時に、避難行動要支援者の避難誘導等が適切に行

われるよう、防災訓練等への障がいのある人の参加を促進し

ます。 

【実施方針】継続 

福祉避難所への誘導 

【市事業】 

福祉避難所の確保に努めるとともに、居宅や避難所での生

活が困難な障がいのある人に対し、福祉避難所等への誘導が

適切に行えるよう体制の整備を進めます。 

【実施方針】拡充 

緊急連絡カード配布

事業 

【市事業】 

ひとり暮らしの重度の障がいのある人等が在宅で安心し

た生活を送ることができるよう、救急活動と安否確認を迅速

に実施するため緊急連絡カードを配布します。 

【実施方針】継続 
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第６章 計画の推進にあたって 

第１節 計画の推進体制 

１ 庁内の推進体制 

障がい者施策は、保健・医療・福祉の分野だけでなく、障がいのある人自身のライフ

ステージ・ライフスタイルに応じて幅広い分野からの取組を行う必要があります。その

ため、本計画において定める事業に関わる庁内各課と緊密に連携し、計画の着実な推進

を図ります。 

 

 

２ 四條畷市福祉計画等検討委員会・地域自立支援協議会による進行管理 

本計画で定めた施策は、障がい福祉課が全体的な進行管理を行い、「四條畷市福祉計

画等検討委員会」および「障がい者自立支援協議会」において各施策の進行状況や課題

等についての意見聴取や情報共有などを年１回以上行います。 

本計画の進捗点検・管理にあたっては、「第３期四條畷市障がい者プラン」のほか、

障がい児を含む子ども全体の教育・保育サービスの利用量の見込と提供体制を定めた「四

條畷市子ども・子育て支援事業計画」との連携・整合を図る観点から、これらの計画と

一体的に計画の進捗点検・管理を行っていくこととします。 

 

 

３ 障がいのある人の実態・ニーズの把握 

障がいの種別・程度・特性、家族構成、ライフスタイル、年齢・ライフステージ、将

来の希望などに応じて、障がいのある人一人ひとりが必要とする支援・サービスは多種

多様なものとなります。 

個々の実態とニーズに応じた必要かつ十分な支援・サービスを提供していくため、障

がいのある人等を対象とするアンケート調査の実施のほか、関係団体やサービス提供事

業者等に対し、障がいのある人が地域生活を送るうえで必要な支援やサービスに対する

ニーズ、サービス提供体制のあり方等について意見聴取を行う機会や場を設けることに

努めます。 

 

４ サービス提供体制の整備・充実 

国における障がい者施策や制度はめまぐるしく変化・変遷しており、その動向をとら

えながら障がい福祉サービスの見込量に見合うサービス提供体制を確保する必要があり

ます。そのため、社会福祉法人や民間サービス事業者、ＮＰＯ法人などに働きかけ、サー

ビス提供体制の整備や充実を図ります。 
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第２節 各主体の役割 

１ 障がいのある人本人・家族の役割 

障がいのある人は、積極的に社会参加するとともに、家族は障がいのある人本人の意

向を尊重し、生活を支援するさまざまな制度や福祉サービス等を有効に利用することが

大切です。 

また、本人や家族が、周囲や支援者に積極的に現状を伝えることのほか、障がい者団

体や家族会等を通じて、社会資源の充実や改善に関わることも大切です。 

 

２ 地域住民の役割 

障がいのある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現して

いくためには、市民一人ひとりが、障がいや障がいのある人のことを正しく理解するこ

とが不可欠です。 

さらには、障がいのある人の自立や社会参加に対し、市民の立場から支援し協力する

ように努めていくことが必要です。 

 

３ 障がい福祉サービス事業者等の役割 

福祉サービスの提供者として、障がいのある人の自立支援の視点に立ったサービスの

質の向上や事業運営の情報公開など公正な運営が求められます。 

サービス事業者間や地域との連携を図り、障がい福祉施策がより充実するよう積極的

に情報発信し、課題解決に向け協働して取り組んでいく必要があります。 

 

４ 本市の役割 

本市は、障がい者施策の推進主体として、障がいのある人が住み慣れた家庭・地域に

おいて安心して暮らせる環境・条件の整備を行っていくことが責務です。そのため、障

がいのある人の生活の実態、支援・サービスのニーズを的確に把握し、保健・医療・福

祉、教育、労働などの関係機関等との連携を図りながら、具体的な取組を計画的に推進

していきます。 

また、本計画を円滑に安定的に推進していくため、各種補助制度等の効果的な活用を

図ります。さらに、本計画の基本理念である「市民一人ひとりが互いを尊重しあい、地

域の中で誰もが『当たり前の生活』を実現できる共生社会づくり」のもと、インクルー

ジョンの考え方を具現化し、障がいのある人が住み慣れた地域において真に自立した生

活を送ることができる支援体制を整備するため、国・府に対して障がい者施策に関する

諸制度の充実を求めていきます。 
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資 料 

１ 四條畷市福祉計画検討委員会条例 

平成 24 年 12 月 21 日 

条例第 30 号 

 

(設置) 

第 1 条 本市における福祉に関する計画の策定に際し、市民その他の関係者の意見を聴

くとともに、当該計画について必要な事項を調査審議し、及びその進行管理を行うた

め、四條畷市福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(定義) 

第 2 条 前条に規定する福祉に関する計画とは、次に掲げる計画をいう。 

(1) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 107 条に規定する市町村地域福祉計画 

(2) 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の 8 第 1 項に規定する市町村老人

福祉計画 

(3) 障害者基本法(昭和 45年法律第 84号)第 11条第 3項に規定する市町村障害者計

画 

(4) 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(平成 17 年法律

第 123 号)第 88 条第 1 項に規定する市町村障害福祉計画 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 21 人以内をもって組織する。 

(委員) 

第 4 条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 市民 

(2) 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

(3) 医師 

(4) 学識経験を有する者 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

2 委員の任期は、3 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

(専門部会) 

第 5 条 委員会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門部会を置く

ことができる。 

2 専門部会の委員は、市民、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうち

から、市長が委嘱する。 

3 専門部会の委員は、当該専門の事項に関する調査を行い、その結果を委員会

に報告する。 

4 専門部会の委員は、前項の規定による報告をするまでの間、在任する。 
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(委任) 

第 6 条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第 4 条第 2 項本文の規定

にかかわらず、平成 25 年 6 月 30 日までとする。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和 26 年条例第

72 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成 25 年条例第 1 号)抄 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年条例第 5 号) 

この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条の改正規定は、平成

28 年 7 月 1 日から施行する。 
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２ 四條畷市福祉計画検討委員会規則 

平成 24 年 12 月 21 日 

規則第 28 号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、四條畷市福祉計画検討委員会条例(平成 24 年条例第 30 号)第 6 条

の規定に基づき、四條畷市福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(委員長及び副委員長) 

第 2 条 委員会に委員長及び副委員長 1 人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第 3 条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、

意見又は説明を聴くことができる。 

(専門部会) 

第 4 条 委員会の専門部会(以下「専門部会」という。)に部会長及び副部会長 1 人を置

き、専門部会の委員の互選によりこれを定める。 

2 専門部会の部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。 

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

4 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、同条第 1 項中

「委員長」とあるのは、「専門部会の部会長」と読み替えるものとする。 

(庶務) 

第 5 条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

(委任) 

第 6 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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３ 四條畷市福祉計画検討委員会委員名簿 

№ 委員名 備考 

1 高尾 美知子 市民 

2 山上 一幸 市民 

3 志村 いづみ 市民 

4 淺井 茂 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

5 湯元 洋司 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

6 中西 庄司郎 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

7 塩野 孝子 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

8 ○北川 シズ子 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

9 篠田 實 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

10 矢田 由美子 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

11 福田 益樹 医師 

12 太地 康博 医師 

13 ◎小寺 鐵也 学識経験を有する委員 

14 村上 広美 学識経験を有する委員 

15 中村 顕 学識経験を有する委員 

16 猿屋 勝利 その他市長が必要と認めた者 

17 橋垣 富美子 その他市長が必要と認めた者 

18 平山 明子 その他市長が必要と認めた者 

19 守屋 隆 その他市長が必要と認めた者 

20 森田 友美 その他市長が必要と認めた者 

21 穂園 洋子 その他市長が必要と認めた者 

   ◎：委員長 ○：副委員長 
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４ 四條畷市障がい者基本計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定専門部

会要綱及び委員名簿 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条に基づく市町

村障害者計画、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（平成

１７年法律第１２３号）第８８条に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉法第３２

条の２０に基づく障害児福祉計画を策定するため、四條畷市福祉計画検討委員会条例

（平成２４年条例第３０号、以下「条例」という。）第５条に基づき、四條畷市障が

い者基本計画、四條畷市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定専門部会（以下「専

門部会」という。）を設置するにあたり、条例及び四條畷市福祉計画検討委員会規則

（平成２４年規則第 28 号、以下「規則」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（委員） 

第２条 条例第５条第２項の専門部会の委員は、次に掲げるものとする。 

（１） 障がい者である市民 

（２） 身体障害者福祉会の推薦する者 

（３） 四條畷市人権協会の推薦する者 

（４） 四條畷市社会福祉協議会の職員 

（５） 四條畷保健所の職員 

（６） 障がい福祉サービス事業所の職員  

（７） 障がい者相談支援センターの職員 

（８） 北河内東障害者就業・生活支援センターの職員 

（９） 学識経験者 

（10） その他市長が必要と認めた者 

（庶務） 

第３条 規則第５条の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（四條畷市障がい者基本計画等策定委員会設置要綱の廃止） 

２ 四條畷市障がい者基本計画等策定委員会設置要綱は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年７月２０日から施行する。 
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委員名簿（委嘱期間は、平成 29 年２月１日～平成 30 年３月 31 日） 

№ 区分 氏 名 

１ 障がい者である市民 守屋 隆 

２ 森田 友美 

３ 穂園 洋子 

４ 身体障害者福祉会の推薦する者 篠田 實 

５ 礒野 孝 

６ 今井 次男 

７ 宮本 礼子 

８ 四條畷市人権協会に属する者 古澤 淳子 

９ 四條畷市社会福祉協議会の職員 ○塙 正義 

10 四條畷保健所の職員 芝田 安弘 

11 障がい福祉サービス事業所の職員 福田 雄二 

12 梅﨑 真一郎 

13 福留 真二 

14 山田 千津子 

15 障がい者相談支援センターの職員 都築 菜緒 

16 井川 朋子 

17 渡邊 正樹 

18 大橋 明日香 

19 北河内東就業・生活支援センターの職員 原田 康裕 

20 学識経験者 ◎小寺 鐵也 

  ◎：部会長 ○：副部会長 
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５ 計画の策定経過 

年月日 会議等 主な内容 

平成 29 年 

２月 14 日(火) 

第１回 

四條畷市障がい者基本計画、障が

い福祉計画及び障がい児福祉計画

策定専門部会 

・策定スケジュールについて 

・アンケートについて検討 

３月 17 日(金)～ 

３月 31 日(金) 

障がい者及び介助者を対象とした

アンケート調査の実施 

障がい者手帳の交付を受けて

いる障がいのある人 1,000 人

及びその介助者に対し、郵送

によりアンケート調査票を配

布、回収 

６月 21 日(水) 

 

第３期なわて障がい者プランとな

わて障がい福祉計画（第５期四條

畷市障がい福祉計画、第１期四條

畷市障がい児福祉計画）に関して

庁内各課へ取組み状況や今後の方

向性について調査依頼 

 

５月～７月 各種団体を対象としたグループイ

ンタビューの実施 

アンケートでは抽出しにくい

課題等を把握するため、7 団体

にグループインタビューを実

施 

７月 13 日(木) 第 1 回 

四條畷市福祉計画検討委員会 

・障がい者施策の取組み状況

について報告 

・第３期なわて障がい者プラ

ンとなわて障がい福祉計画

（第５期四條畷市障がい福

祉計画、第１期四條畷市障

がい児福祉計画）の策定に

ついて 

７月 20 日(木) 第２回 

四條畷市障がい者基本計画、障が

い福祉計画及び障がい児福祉計画

策定専門部会 

・第３期なわて障がい者プラ

ンとなわて障がい福祉計画

（第５期四條畷市障がい福

祉計画、第１期四條畷市障

がい児福祉計画）の策定ス

ケジュールについて 

・アンケート結果の報告 

・第３期なわて障がい者プラ

ンとなわて障がい福祉計画

（第５期四條畷市障がい福

祉計画、第１期四條畷市障

がい児福祉計画）の方向性

検討 
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年月日 会議等 主な内容 

９月 21 日(木) 第３回 

四條畷市障がい者基本計画、障が

い福祉計画及び障がい児福祉計画

策定専門部会 

第３期なわて障がい者プラン

となわて障がい福祉計画（第

５期四條畷市障がい福祉計

画、第１期四條畷市障がい児

福祉計画）骨子案に対する意

見交換について 

12 月１日(金) 第４回 

四條畷市障がい者基本計画、障が

い福祉計画及び障がい児福祉計画

策定専門部会 

第３期なわて障がい者プラン

となわて障がい福祉計画（第

５期四條畷市障がい福祉計

画、第１期四條畷市障がい児

福祉計画）素案に対する意見

交換について 

12 月８日(金) 第３期なわて障がい者プランとな

わて障がい福祉計画（第５期四條

畷市障がい福祉計画、第１期四條

畷市障がい児福祉計画）に関する

庁内各課への内容確認 

 

12 月 18 日(月) 四條畷市障がい者自立支援協議会

全体会 

第３期なわて障がい者プラン

となわて障がい福祉計画（第

５期四條畷市障がい福祉計

画、第１期四條畷市障がい児

福祉計画）素案に対する意見

交換について 

平成 30 年 

１月 15 日(月)～ 

２月 13 日(火) 

パブリックコメントの実施  

２月 28 日(水) 第２回 

四條畷市福祉計画検討委員会 

第３期なわて障がい者プラン

となわて障がい福祉計画（第

５期四條畷市障がい福祉計

画、第１期四條畷市障がい児

福祉計画）の策定と平成 29 年

度事業進捗報告について 
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６ 用語解説 

 （五十音順） 

アウトリーチ 

英語で「手を指しのばす」という意味です。福祉サービスの利用をする人々の全て

が、自ら進んで申請をするわけでなく、むしろ福祉サービスの提供機間の関係者が潜

在的な利用希望者に手を指し伸べ、利用を実現させるような積極的な支援を行うこと

です。 

 

アクセシビリティ 

施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。 

 

バリアフリー 

障がい者が社会生活をしていくうえで妨げとなる障壁（バリア；Barrier）となるも

のを除去（フリー；Free）するという意味で、建物や道路の段差など生活環境上の物

理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く社会参加を困難にしている制度や意識、

情報の活用などにおける障壁の除去も必要であるとされている。 

 

ピアカウンセラー 

同じ悩みや障がいをもつ仲間の相談に乗り、悩みや障がいをその人自身で克服でき

るように援助する人。 

 

ペアレントトレーニング 

行動療法の考え方に基づいた、一人ひとりの子どもにあった効果的な対処法を親が

身につけることを目的としたプログラム。 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なわて障がい福祉計画 
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