
（第１章）　　　計画の策定にあたって　　　に関する意見 ０  件

（第２章）　　　交野市の現状　　　　　　　  に関する意見 ８  件

（第３章）　　　計画の基本方向　　　　　　　に関する意見 6  件

（第４章）自立支援給付・地域生活支援事業の提供基盤の整備に関する意見 6  件

（第５章）　地域生活支援体制の整備　　　に関する意見 8  件

（第６章）　計画の推進体制　　　　　　　　　に関する意見 ２  件

（　　合　　計　　） ３０　件

５．受付した意見等の結果（内訳）

  　　　　    

４．受付した意見等の件数

　　　   合　計 　：　 ３ ０ 　件　　　

（２）　結果資料公表場所　　：　 交野市ホームページ、情報公開コーナー、実施機関の事務所

（1）意見等募集期間　　　 　：　 開始　平成１９年２月１日（木）から
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（３）電話番号　　　：（０７２）８９３－６４００
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保健福祉総合センター（ゆうゆうセンター）

パブリックコメント手続き結果概要

１．案件名

　　　「交野市障害福祉計画【第１期】（素案）」

２．実施機関

（1）名称　　　     ：　交野市保健福祉部障がい福祉課



【第１章　計画の策定にあたって】 （　　０　件 ）

件数

【第２章　交野市の現状】 （　　８　件 ）

件数

1

1

1

1
  きれば、盛り込んでほしい。

1

1

1

1

  野市の現状とその課題も表現してほし
　い。

・ 相談事業の数値はよくわかりますが、  ・本計画の２４ページに記載しております。
  この多くの相談内容から見えてくる交

  場合や、利用したいがしない人数が統
  計には含まれていない。

  とされるサービス量の現状は見えない
  のではないでしょうか。 利用しにくい

  イの現在対応できる施設数と受入れ人 　 基に算出しています。
  数等）が明記されていなければ、必要

・ サービス量の現状を表す時に、各サー  ・基本的に今回のサービス見込み量の数値につ

6．意見の概要と市の考え方

意見の概要 市の考え方

  ビスのキャパシティ（例えばショートステ 　 きましては 、過去3ヵ年の実績平均、伸び率を

  サービス利用者と一致しているのでし  
  ょうか？

  かりやすい）    しの時に考慮したい。
・ 精神障害者保健福祉手帳所持者数は  ・一致しておりません。

  ので始めから分けて記入してほしい。
  （平成１７年の計画では明記していてわ ⇒交野市第２次障害者（児）福祉長期計画の見直

  いのはとてもわかりにくい。  
  サービス利用量の部分では分けてある

（交野市の現状の部分）  
・ １８歳未満の手帳所持者を分けていな  ・今回は、記載しておりません。

  少していますが、個人の派遣数は、横ばい状
  態です。に修正いたしました。

  訳、要約筆記として従事した実績が反   ては、手話講習会への中途失聴者、難聴者の
  映されていないのでは？   方の申込みがなかったので、回数としては、減

  尚、パブリックコメントの派遣事業の状況の下の
　   文章の中で、要約筆記については、回数・派遣
・ 交野市の職員（相談員）が仕事中に通   数ともに減少しています。⇒｢要約筆記｣につい

  を果たすような考え方を記してほしい。

  ともに回数、延べ派遣時間が記載さ   度は１６人、１７年度は１５人です。 そして、要
  れていますが、実際に派遣された通   約筆記の実人数については、１６年度は１３人、
  訳者、要約筆記者は何人だったのか   １７年度は８人です。
  わかりません。

（交野市の課題について）

・ 手話通訳、要約筆記の派遣状況は、   状況の中で、実人数については 、手話の１６年

  を豊富にする､授産品の販路拡大のた
  めにも｢就労支援ネットワーク｣が役割

  今後はネットワークが生きるよう、検討してま
・ ｢就労｣を企業への就労のみと捉えず､  ・現時点では企業への就労ととらえております。

  福祉的就労及び施設内での作業内容
  いります。

意見の概要 市の考え方
（２０ページ） ・ 本計画２０ページの手話奉仕員等派遣事業の

①障害への理解の促進
・ この項では私共地域にある施設や事  ・サービス提供事業者と連携を図りながら実施し
  業者も大きな役割を担っていると思い 　 たいと考えております。
  ます。利用者のニーズに基づいた地域
  との関わりを、福祉施設側も心がける
  よう示していただけるとよいのでは。
②サービスの充実と質の向上
・ 重度の方に対する具体的な施策をで  ・今後の検討課題です。

③就労支援



【第３章　計画の基本方向】 （　　６　件 ）
件数

1

1

1

1

1

1

　  を考えております。

　  機会を提供するサービスです。
　 ・ 基準該当サービス事業所によるサービス提供

　  対して 、昼間、入浴･排せつ･食事の介護など
　  を行うとともに、創作的活動または、生産活動の

  こに行く見込みになっているのか？  り障害程度区分３以上である人、または、年齢
　  ５０歳以上で 、障害程度区分２以上である人に

・ 現在｢身体｣のデイサービスを受けてい ・ 日中活動系サービスの中の｢生活介護｣があり
  る人達は、｢経過期間｣を過ぎると、ど  ます。 このサービスは 、常時介護が必要であ

　型）はこの数字で足りるのか？  果の数値です。

　  果を勘案した数値を設定しております。
・ 地域活動支援センター（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ ・ 大阪府で事業所の新制度の移行調査された結

　どうなのかがわかりにくい。  就労｣数値目標の考え方を考慮し、さらに昨年、
　  大阪府で事業所の新制度の移行調査された結

・ 平成１８年度現在の各障害者の日中 ・ 本市の過去３年の実績数値を基に算出した後、
　活動の現状説明がないと、この数値が  それに大阪府障害者計画｢福祉施設からの一般

②供給見込み量

   入所施設からだけでなく、家庭からの
   地域移行もあるのでは。

   て地域生活をしたい方（あるいは、せ
   ざるを得ない方）が、増える可能性は

  おります。   この数値もさることながら、現在家族

   化、もしくは｢自立希望｣から、独立し
   と暮らしているが本人や両親の高齢

（計画の目標）

・ 入所施設の入所者の地域生活への移  ・ ここでは、大阪府の障害福祉計画｢施設からの

①平成２３年度目標値

  行   地域移行｣数値目標の考え方に基づき設定して

  より､国や府の統計から割り出した感じ
  で、現場からの実感は、薄いです。

  全体として交野市の現実の数値という

  てくると考えます。

  もはや、一つの事業所で担えるもので
  はなく、行政､関係機関､地域の連携が
  この自立支援法では最重要課題になっ

  ケアホーム等の必要性が出てきます。
  これからは、ますますグループホーム、

  が整っていなければ計画倒れに終わっ
  てしまうと思います。

  作りが重要な課題になってきます。
  グループホーム、ケアホーム等の受入

  あると思います。 実にフォーマル､イン   ケアホームの誘導・整備を進めて行きたいと
  フォーマルな多くの人達のネットワーク   考えております。

  障害者数が７人｣と明記されています   援するとともに、情報提供等を通じてサービス
  が、この数値の実態を把握する必要が   事業者の参入促進に努め、グループホーム・

  と関係者等、多くの人達の支援が必要   向性としましては、サービス提供事業者と連携
  です。 交野市では、｢退院可能な精神   し 、必要量に応じた計画的な整備を検討･支

  すが、数値でいうと少ないように思って
  も長い間入院していた人が退院となる ・ 本計画３８ページにも記載のとおり 、今後の方

・ 平成２３年度末までに、交野市では、 ・ 大阪府の基本指針により、本計画２６ページに
  ６人を地域生活へと目標値が出ていま   記載のとおりです。

  ていただききたいと切に願っておりま
  す。

  企業に受け入れてもらえるように施設   し、効果的な就労支援体制の構築を進めます。
  と共に協力体制でネットワーク作りをし

  してもらえるように、市として、啓蒙・啓 　ンター｣、庁内関係各課、学校、施設サービス
  発的な活動を企画していただいたり、   事業者、医療機関等の関係機関・団体と連携

  障がいのある人一人ひとりの適正や能力に応
  ってもらえないことが多いのです。   じた一般就労に向けての支援が行えるよう、公
  まず、一般社会の偏見をなくして理解   共職業安定所や｢北河内東就業・生活支援セ

・ 一般就労への移行 ・ 就労支援につきましては 、本障害福祉計画
意見の概要 市の考え方

   どの部分で数値に表れていますか？

  福祉的就労から、一般就労といっても、   の５０ページの、１．｢障がい者雇用の促進」や、
  なかなか難しいことで、障害者、特に 、   ２．「就労支援の充実」でお示ししましたとおり、
  精神障害者というとそれだけで取り合



【第４章　自立支援給付・地域生活支援事業の提供基盤の整備】 （　　６　件 ）

件数

1
  きます。
    そして、担当課の職員の増強等につきまし
  ても、努力して参りたいと考えております。

1

1

1

1

1

　 るのか？   援事業者との間での取り決めに基づき作成しま
  す。

　 べきではないか（本人の聞き取りをし   ます。
   ながら）。 また、それをどこが作成す   相談支援につきましては、市と三障がいの支

②相談支援のサービス利用計画作成 ・サービス利用計画対象者は、長期入所・長期
　 本来は、希望する人全てに作成する   入院から地域生活へ移行する方を対象としてい

  提供を行うサービスです。

  いのある人を日常的に介護している家族の負
  担を軽減するため、日中における活動の場の

　 るいはショートスティに変わるもの。   中において、一時的に見守り等の支援が必要
  な障がいのある人の家族の就労支援及び障が

①短期入所 ・地域生活支援事業の中に｢日中一時支援事業
　 特に、重度・重複の方の施設確保、あ   ｣のサービスがあります。 このサービスは 、日

  こういったことについて市としてはどの     算出いたしておりますのでご理解願います。
  ようにお考えでしょうか。

  者がどこまで、運営的に事業を進めて     しては、大阪府下の市町村や北河内の市の
  いけるのかは、不安です。     単価設定､また本市の財政事情等を勘案して

  ですが今、実際下りてきている単価設  ⇒  地域生活支援事業の移動支援や日常生活
  定を冷静に見たときに、自分たち事業     用具の事業者単価及び利用者負担につきま

  ある障がい者を支援していく姿勢が現
  れているものだとは感じました。

  成23年度までの数字の伸びを見てい
  ると、事業所としてはかなりやり甲斐の

  活支援事業｣の障がい福祉サービス提
  供基盤の整備の中で示されている平

・ 障害福祉計画第１期（素案）を見せて
  いただいて、｢自立支援給付｣｢地域生

  りますが、奉仕員のレベルアップをは  
  かる研修も計画していただきたい。

･社会参加促進事業 ・今後の課題としたいと考えております。
  手話・要約筆記奉仕員養成研修があ

  も入れていただきたい。
（４５ページ）

  手話通訳者・要約筆記者派遣事業が  からも、当面は、手書き筆記通訳者による派遣
  ありますが、パソコン通訳者派遣事業  で対応したいと考えております。

（４１ページ）
・コミュ二ケーション支援事業 ・当市の人口規模を勘案し、また、その要望者数

思っています。

私も身体障害者の１人ですが、微力なが
ら障がい児（者）福祉に協力してゆきたく

  　本市に対しまして、ご協力・ご支援ありがと
いただき障がい児（者）が生き生きと暮   うございました。
らせる交野市を望んでおります。   　今後ともよろしくお願い致します。

異動は極力避けてほしいものです。
財政的なこともありますが、府、国に追
従することなく、市独自の福祉の心をも
った他市に誇れる制度を是非、確立して

かしいことと思いますので従事する専門   者の自立と社会参加を実現していくため、必
の職員を増し、その職場(部・課）の人事   要とするサービス、その他の支援を行ってい

細分化され、それも機械器具でなく人間   ております。
が、人間を評価してゆくことは、大変むず     また、障がいの種類にかかわらず、障がい

により違う障がい児（者）も多くおります。   ンの実現に向け、市民、事業者、行政の協
自立支援法という名で障がい児（者）が   働による取り組みを進めてまいりたいと考え

ゆくとのことですが、障がいの違いが障   障がい者の自己決定を尊重した主体的な生
がい児(者）の間でも個人差が大きく日   活の支援と地域におけるノーマライゼーショ

平成１８年４月から、障害者自立支援法     ｢交野市の地域の中で、 障がい者（児）の
が施行され、新たなサービスを導入して   自立した生活を実現する｣ を基本理念に、

意見の概要 市の考え方



【第５章　地域生活支援体制の整備】 （　　８　件 ）

件数

1

1

  ことがある。そのようなことがないよう
  対策する)

  位置が変動すると全盲者にとって、点
  字ブロックへのアプローチができない

  よう努めて下さい。
  (ゆうゆうバスの下車停車位置、乗車

  少なくとも総合センターへは、障害者が
  自力で行き帰り出来るように対応する

  など、市の関連施設・部署へ障害者が
  自力で行けるよう各種整備に努める。

    信号機の音声ガイド化
②市役所、支所、総合センター、図書館

    道の設置、及び適度な段差の設計
   2)警察等の関連部署と連携し、交通

   部署・団体との連携に努める。
   1)道路行政と福祉行政が連携し、歩

２．移動支援の充実
①道路・交通信号の整備のため、関係

  事業者・団体などのサービス概要一覧
  の作成・提供に努める。

  とができるように、取り組みに努める。 　これらにつきましては、所管課と連携を図りなが
④各種相談サービスも含め、行政・福祉 　ら検討してまいりたいと考えております。

  ビス（ビブリオネット）に参加し、視覚障 　画に対してのご意見以外にも、多々頂いており
  害者が自分で本を選び、朗読を聴くこ   ます。

  下さい。
③図書館（室）がインターネット読書サー ・ また、今回のパブリックコメントでは、当福祉計

  福祉協議会など公共利用パソコンの
  ネット音声ソフト化への対応に努めて

  タ（ｆｄ，ｃｄ）の提供。
②市役所・総合センター・図書館（室）・

・ ｓｐコード添付。または、録音媒体（テ
  ープ・ｃｄ・デイジーｃｄ）やパソコンデー

  書類等
【音声化対応の手段】

・ 福祉関係事業者・団体では、パンフレ
  ットをはじめとする業務サービス内容

  の行政サービスに関わる各種資料、
  通知等。

【音声化する資料】
・ 行政では、福祉・健康・保険税務関係

  団体の各種書類・通知書類の音声化   いたしました。
  への対応に努めて下さい。

  のです。   ｓｐコード添付とパソコンデータ（ｆｄ）の提供を
①行政･教育関係および福祉事業者・   させて頂きました。その節は、お世話をおかけ

  です。情報を得ることは､自立した社会   方（今回このパブリックコメントして頂いた方）
  生活を営む上で､欠くことのできないも   に対しましては、音声化対応の手段として、

  視覚障害者は､情報弱者であり､また､ ・ また、パブリックコメントが音声化されていない
  文字によるコミュニケーション障害者   ので聴くことが出来ないと市にご連絡を頂いた

  だし、事業用の自動車は、対象外です。
1.情報提供サービス支援の充実 ・ 今後、充分配慮して行きたいと考えております。

  者を継続して日常的に介護している人が所有
  する自動車で、障がい者１人に１台が対象、た

  そして、対象となる自動車は障がい者本人又
  は、生計を一にするもの、 または重度障がい

  帳がAの場合に限ります。（第２種の方は、対
  象外です。）

  外の障害で歩けない人に同じ適用が   また、介護者が運転する場合は、障がい者本
  出来ないのか疑問に思っています。）   人の身体障害者手帳が第１種または、療育手

  が自家用車で移動するとき遊びも含め   身体障害者手帳の交付を受けている方で 、
  て通行料が無料になるのに、なぜ目以   等級は関係なく、その割引率は、５０％です。

・ 有料道路の通行料金割引について ・ 有料道路の通行料金割引サービスにつきま
  （目が悪くても杖も持たずに歩ける人   しては、障がい者本人が運転される場合は、

　　　　意見の概要 市の考え方



1

  る計画をのぞみます。   との情報交流を促進します。

  行している現実です。   移行を促進します。
  交野市としての施策が、具体的にわか   また、サービス調整会議等を活用し 、事業者

  が見えず、どうとらえて、これからの地   に記載のとおり、事業者の意向を尊重しながら
  域活動を支援していくか不安だけが先   情報提供等の支援を行い、新体系への円滑な

・ 無認可作業所⇒地域活動支援センタ ・ 無認可の作業所に対しましては、本計画書の
  ー(Ⅲ）への移行が、市としての方向性   ４８ページ 「サービス提供事業者の育成・確保」

  実したものになるように要望します。

  の中で、具体的に、中途障害、在宅の
  障害者の方の地域でのサービスを充

  地域での作業所の役割の大切さを強
  く感じています。交野市での福祉計画

  をしていく日々、利用されて大きく変化
  していく利用者さんを日々真近に見て

・ 作業所が社会とつながる接点の中で、 ・ 充実した福祉サービスとなるようにして行きたい
  作業を通してリハビリもかね社会復帰   と考えています。

  ます。

  し、事業者の意向を尊重しながら 、情報提供等
  の支援を行い、新体系への円滑な移行を促進し

  ただし、市としましてもこの５年間の間で、移行
  できるように作業所連絡会等で、共に考え検討

  化からの観点におきましても、ご意見の１０年以
  上の確約はできかねますことをご理解願います。

  うものとされています。
  従いまして、この法律および、本市の財政健全

  障害者自立支援法による制度新体系への移行
  は、平成１８年度から平成２３年度までの間で行

  ない事を宣言してもらい、継続への具   を進めます。
  体的支援策をお願いします。   また、無認可作業所の補助金につきましては、

  年以上の長期目標として運営の出来   設サービス事業者、医療機関等の関係機関・
  る補助金支給と無認可作業所を無くさ   団体と連携し、効果的な就労支援体制の構築

  交野市で授産施設を利用できる人は、   行えるよう、公共職業安定所や｢北河内東就業
  1/５にも満たない現状の中では、１０   ・生活支援センター｣、庁内関係各課、学校、施

  くためにも施設外へ拡大された具体的   記載のとおり、障がいのある人一人ひとりの適
  実践を望みます。   正や能力に応じた一般就労に向けての支援が

  大半の人たちへの就労支援はどのよ   計画の５０ページに記載しました、１．「障がい
  うにするのか、目標数値を達成して行   者雇用の促進」 や、２．「就労支援の充実」 で

  の余地」がないこと。 無認可作業所に   作業所を含めて３ヶ所あります。
  通う者も含めて施設を利用していない   そして、就労支援につきましては、本障害福祉

  １７９名もいる中で 、交野市の授産施   的の小規模通所授産施設が２ヶ所あります。
  設は１ヶ所しかなく市内に於いて選択   また、無認可の福祉作業所は、ご意見を頂いた

  情報等の検討が行われているところです。
・ 平成１７年度で知的のＢ１・Ｂ２の方が ・ 知的の通所授産施設は、１ヶ所ですが、他に知

  の構築を図るための取り組みを行われている
  地域 への支援やセーフティネット構築に伴う

  り込んで公開していただきたい。   います ｢地域福祉推進委員会｣ や委員会の
  専門部会の中で、行政として、セーフティネット

  せん。セーフティネットの具体的な内   けられる体制づくり、仕組みづくり｣ です。
  容、完成時期などをきちんと計画に折   現在、行政としましても、行政内部で設置して

  祉のセーフティネットづくりがすすめら   が協働し、地域の方々の福祉力により、｢支援
  れていますが、まだ具体な話がありま   を必要とする人が助け合いや、支えあいを受

   の条例化？
・ 地域の見守り体制の構築で、地域福 ・ 地域福祉のセーフティネットとは、行政と地域

４．医療機関やお店・レストランなどで
   の説明等、サービスへの義務的対応

   料理教室など、日常家事・生活訓練 　 が困難な障がいのある人について、外出の
   の充実    ための支援を行います。

③地域生活圏の外出歩行訓練の充実 ⇒障がいサービスの中に移動支援事業（ガイド
３．家庭生活支援の充実 　 ヘルプサービス）があります。屋外での移動

1

1
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【第６章　計画の推進体制】 （　　２　件 ）

件数

1

  困難であると考えます。

  隣都市を見ても家賃補助をしている市は、ごく
  限られた都市となっていますので、現状では、

  重度加算措置は、困難であると考えられます。
  また、同様に家賃補助につきましても本市の近

  算は考えておりません。これらの財源につきま
  しても、国からの地方交付税措置であるので、

  交野市独自の重度加算や家賃補助な ⇒ 無認可の作業所として、いま現在は、重度加
  どの施策が欲しいです。   算しておりますが、新体系へ移行後は、重度加

  小規模な施設を希望されることも少な
  くありません。）

  （重度の方が家から近いところで 、利
  用者が小人数の方がよいということで、

  依然厳しいです。 さらに、重度の方が
  利用される場合は費用がかかります。

  福祉作業所が、例え地域活動支援セン
  ター等に移行したとしても、財政面では

 (その他）

・ とりあえず平成２０年3月には必ずひ ・ ご意見の方向で実施したいと考えています。
  らき、一度、点検するべき。

意見の概要 市の考え方
（計画の推進体制、計画の評価・点検）

  就労に関するネットワークを強化する   体と連携し、効果的な就労支援体制の構築を
  ことを提案します。   進めます。

  頂いて｢北河内東就業・生活支援セン   支援センター｣ 、庁内関係各課、学校 、施設
  ター」の指導のもと、交野市独自での   サービス事業者、医療機関等の関係機関・団

  障害者就業 ・生活支援センター交野   力に応じた一般就労に向けての支援が行える
  市運営会議」をもう少し活性化させて   よう、公共職業安定所や｢北河内東就業・生活

・ 就労支援の充実   がい者雇用の促進」や、２．「就労支援の充実」
  現在、年に１～２回程度の｢北河内東   のとおり、障害のある人一人ひとりの適正や能

（就労支援体制の構築）   計画の５０ページに記載しております、１．「障
  望ましいのでは。   を行います。

  各施設・事業所が利用者と話し合いな   事業者との間で取り決めに基づき作成します。
  がら 、サービス計画を立てていくのが   もちろん、利用者と各施設・事業所とも話し合い

・ ケアマネージメント ・ 相談支援につきましては、市と三障がいの支援

  立支援法に沿った移行ができたらと思
  います。

  目指して、それぞれの障害の特性は認  まいりたいと考えております。
  めながら 、必要に応じて共同体制で自

・ 三障害の一元化 ・自立支援法によるサービスを利用するための
  身体、知的、精神の三障害の一元化を  仕組みを一元化し、施設・事業の再編に努めて
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