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２０１１年６月３日 

大阪府知事 橋下 徹 様 

 

障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書 
 

障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 

連絡先団体／障害者(児)を守る全大阪連絡協議会 

〒558-0011 大阪市住吉区苅田５－１－２２ 

       大阪障害者センター内 

ＴＥＬ ０６－６６９７－９００５ 

ＦＡＸ ０６－６６９７－９０５９ 

 

 

＜障害児教育・社会教育＞ 
 

１ 障害児学校の現在の過大･過密を解消し、今後増加する児童生徒に対する教育環境を整

え、豊かな障害児教育を保障するために学校を建設してください。 

①８地域（枚方･寝屋川地域、東大阪・中河内地域、堺･泉北地域、松原･柏原･羽曳野地域、

岸和田・貝塚地域、北摂地域、門真･守口地域、大阪市内地域）に２０１５年度までに、

１０校の小･中･高のある支援学校を建設してください。また、泉南地域については知肢

併置の支援学校を建設してください。   

②４「分校」に関する教育条件整備については「特別支援学校施設整備指針」にもとづく

とともに、早急に下記の教育環境整備をしてください。 

ア）子どもが使用する全ての普通教室および特別教室、管理諸室に空調設備を備

えてください。 

イ）スチール製の教室扉や窓枠はアルミ製に変更するとともに、安全に配慮して

ください。 

ウ）スロープをつける、段差をなくすなど、バリアフリー化をおこなってくださ

い。 

エ）直営による学校給食を実施してください。 

オ）直営によるスクールバスを配車し、安全で安心な通学を保障してください。 

カ）教育課程や教育内容については、教職員･父母の意見を十分に尊重してくださ

い。 

ケ）学校運営を円滑に行うために教職員の人事異動に関しては十分な配慮を行っ

てください。 

コ）交野支援学校四條畷校及び八尾支援学校東校について 

ⅰ）スプリンクラーを設置し、子どもたちの安全を守るとともに、使用教室を

増やしてください。 

ⅱ）直営による学校給食を実施するとともに、当面自校調理のための厨房の改

修をしてください。 

 ③府内４地域４校の新設校に関しては、教職員・父母の意見を尊重してください。とり

わけ「特別支援学校施設整備指針」改定を伴う都道府県知事･教育長あての文科省通知

（１９文科施第１６０号 平成１９年７月２４日）の「１、計画的な整備」にある「な

お、都道府県と市町村の教育委員会は、密接な連携を図るとともに、その他の関係機

関などとも連携を図りつつ、専門家、教職員、地域の人々の参画を促すなどして、関

係者間で共通理解が得られるよう努めること」を最大限尊重し、必要に応じて府教委

としての説明会を開催してください。また、新校整備に向けての施設計画及び設計に

おいては「特別支援学校施設整備指針」の基本的な考え方や留意事項をガイドライン
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としてください。そして、「旧鳥飼高校の施設･校地を活用した新校整備の実施設計を

実施」「旧枚方市立村野中学校敷地を活用した新校整備の基本設計策定」「旧砂川高校

を活用した新校整備の基本・実施設計」「元西浦高校跡地を活用した新校整備の基本計

画」にあたっては関係者の意見を取り入れ、一日も早く新校を建設してください。ま

た、中河内･南河内地域の新校整備予定地を早急に明らかにするとともに、新校整備の

基本計画策定のための予算を計上してください。 

 ④富田林支援学校の児童･生徒の増加に対する教育環境整備を充実してください。 

 

２ 視覚障害･聴覚障害･病弱教育を充実してください。 

①視覚障害児教育 

視覚支援学校寄宿舎の機能を充実してください。（文書回答） 

②聴覚障害児教育 

ア）だいせん聴覚高等支援学校については以下のことに留意して進めてください。

また、大阪府北部地域にも聴覚高等支援学校を設置してください。 

ⅰ）通学負担を軽減するため、通学用バス運行など通学条件の改善をはかっ

てください。（文書回答） 

ⅱ）「大阪市教育委員会との確認書」を踏まえ、通学が困難な生徒に関して

は，大阪市立聾学校への入学を含め，同等の教育権を保障してください。 

ⅲ）寄宿舎を設置してください。 

イ）聴覚障害と他の障害を併せ持つ聴覚重複障害児に対して、その障害の特性に

あった教育を一層充実させるとともに、卒業後の進路保障に取り組んでくださ

い。（文書回答） 

ウ）手話に関する深い知識を身につけて児童・生徒を指導できるように、聴覚支

援学校教職員の研修内容に、手話を必須科目として取り入れてください。（文

書回答） 

エ）教員免許法の改定により聾学校の専門性が損なわれないよう、ろう教育領域

を修めた教員を配置してください。 

オ）府立の聴覚障害を持つ児童・生徒・学生の学校の名称については、ろう学校

の呼称に戻してください。 

カ）聾学校における３歳未満児対象の早期教育を府として制度化し、専門の教職

員を加配してください。（文書回答） 

キ）生野ろう学校への通学路を整備し、児童が安心して通学できるようにしてく

ださい。 

③病弱児教育 

引き続き、入院していない病気療養児を含め、府内すべての病弱児に対する教育

保障を充実してください。とりわけ、地元校に在籍している慢性疾患等で登校で

きていない児童生徒で、保護者が訪問教育を希望し、主治医により病気療養が必

要と判断された場合には、速やかに病弱支援学校に籍を移し訪問教育が保障でき

るようにしてください。（文書回答） 

 

３ 後期中等教育に関する問題 

①たまがわタイプの学校 

ア）たまがわ高等支援学校について、豊かな人格形成をめざす青年期教育の観点

から検証･検討を行ってください。また、検証については父母･教職員･生徒の

意見を反映してください。 

イ）就労に関しての定着率などを明らかにしてください。 

②高等学校の障害児教育 

ア）自立支援推進コース(府立高校９校)及び共生推進モデル校(枚岡樟風高校・千
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里青雲高校・芦間高校・久米田高校)における施策の検証を行い、必要な改善

をおこなってください。（文書回答） 

イ）府立高等学校に在籍する発達障害をはじめとするすべての障害のある生徒の

実態把握をおこない、必要な施策を講じてください。（文書回答） 

ウ）すべての府立高校にエレベーターの設置など、障害を持つ生徒が安全･安心に

高校生活が送れるよう施設設備を充実してください。（文書回答） 

エ）府立高等学校の在籍する障害のある生徒の支援のための、支援員や専門家の

巡回相談などの導入をはじめ、通級指導教室の設置を行なってください。 

 

４ 適正な教職員配置を行い、障害や児童・生徒の実態に即した、手厚い教育を行ってく

ださい。 

①標準法は最低基準であるという認識に立ち、標準法を下回っている学校については早急

に改善するとともに、教職員定数を見直し、児童生徒の実態に見合った教職員の増員を

してください。そして、引き続き国に定数法改善を強く働きかけるとともに、当面、府

独自で幼・小・中学部の教職員定数の乗数を、学校入学期に鑑み、幼稚部・小学部は学

級数にかかわらず学級数×２に、中学部は５学級以上の場合にも学級数 ×２にしてく

ださい。とりわけ国の定数改善への働きかけの具体的内容を以下のとおり行ってくださ

い。 

ア）重複学級については、「重度･重複学級」と改め、３人を基準として情緒障害な

どや医療的ケア必要児の位置づけなどを考慮して対象児の規定を設け、学級編

制を行ってください。 

イ）幼稚部については、４、５歳児学級を１学級５名編制とし、３歳児学級を１学

級３名編制としてください。 

ウ）センター的機能を担う教員定数を当面学校あたり複数配置としてください。 

エ）養護教諭を幼稚部にも配置するなど学部ごとに配置してください。 

オ）医療的ケアの必要な子どもたちが在籍する学校においては、府独自に看護師を

配置してください。 

カ）学級あたりの教員配置の乗数を改善してください。 

キ）障害のある教職員のための職務補助制度を確立し、ヒューマンアシスタントを

配置してください。 

②期限付講師をはじめとする臨時教職員による配置を改め、正規の教職員による配置をす

すめてください。 

③大阪府として養護教諭を学部ごとに配置してください。（文書回答） 

④大阪府として新たに地域支援のため教員定数枠を設けてください。当面「障害児教育支

援整備事業費」(リーディングスタッフの活動保障)の増額をしてください。（文書回答） 

⑤「分校」の教員配置については本校に準じて行なうとともに、教職員に関しては以下の

配置を行なってください。 

ア）佐野支援学校砂川校については養護教員を複数配置してください。 

イ）交野支援学校四條畷校及び佐野支援学校砂川校には正規の栄養教諭（職員）

を配置してください。 

ウ）事務職員を３名配置してください。 

エ）技術職員を新たに採用し、配置してください。 

オ）給食調理員を新たに採用し、配置してください。 

カ）スクールバス乗務員を新たに採用し、配置してください。 

⑥聴覚障害の教職員を採用してください。そしてろう学校幼稚部にも聴覚障害の教員を採

用、配置してください。教員免許法の改定によりろう教育の専門性が損なわれないよう、

必要な措置を講じてください。 

⑦小学校、中学校、高等学校に配置されているスクールカウンセラーがろう学校には配置
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されていません。ろう児が安心して心開いて相談できるように、同じ聴覚障害者のスク

ールカウンセラーをろう学校に配置してください。 

 

５ 障害児学校の学級編制を適正におこなってください。 

①重複障害学級の対象について、学校教育法施行令２２条の３に含まれない「常時介護を

必要とする」情緒障害をあわせもつ知的障害の児童生徒についても措置してください。 

②聴覚障害支援学校において、療育手帳 A を所持する場合は重複認定されていますが、

療育手帳 B を所持する重複児についても同様に認定してください。施行令２２条の３

および子どもの実態をふまえて認定をしてください。 

③一般・重複障害学級の学級編制は、「義務教育標準法」第３条第１項・同施行令第２条

にもとづいておこなってください。また、重複障害学級の編制に際して、児童・生徒総

数を「３で除する」という不当な方法を直ちにやめてください。（文書回答） 

④学科・学年制にもとづいた学級編制をおこない、違法な「くくり」（複式学級編制）は

やめてください。（文書回答） 

 

６ 障害児学校教員の特別支援教育免許状所有率を、全国平均並に引き上げる措置を講じ

てください。（文書回答） 

 

７ 人事異動は公正・適正に行ってください。 

①府立学校教員人事取扱要領および学校教職員人事取扱要領における異動の対象「４年以

上」基準をただちに撤回してください。 

②府立学校教員人事取扱要領における異動の方法の②「新規採用者については、原則４年

で異動を図る。（ただし最長６年まで）」の項目をただちに削除してください。 

③当面、府立障害児学校における教員・教職員人事について、府教委の「人事異動方針」

を「凍結」してください。 

④人事異動問題については、父母・教職員の意見や要望を十分に聞いて、施策を示してく

ださい。 

⑤本人希望と納得にもとづく人事異動、公正で民主的な人事異動を実現してください。 

⑥学校運営や教育活動に支障をきたす強制異動を断じて行わないでください。各学校がも

つ特殊性、教育の専門性を考慮し、各学校の学校運営や教育計画を尊重してください。 

⑦各学校の実情に見合った教職員の配置を行なってください。特に職場の年齢構成や男女

比、教科・免許、経験、学校の教育計画などを充分考慮し、校長具申を踏まえた配置を

行なってください。 

⑧障害児学校への異動、採用にあたっては、障害児教育への理解と熱意ある教職員を積極

的に配置してください。（文書回答） 

⑨管理職の任用にあたっては、特別支援学校免許を所有し、障害児教育の高い識見を持ち

備えた、父母、教職員の期待に応え得る教職員をあててください。（文書回答） 

⑩尐人数の学科、尐人数の教科・科目の異動については学校の実情にもとづき特別の配慮

を行なってください。（文書回答） 

 

８ 安全･安心で適正な通学時間･通学距離を保障してください。 

①適法な請負であれば安全･安心な通学保障ができないスクールバスの民間委託化方針を

撤回し、直営でのスクールバス運行をしてください。 

②適正規模の障害児学校を各地域に建設するとともに、スクールバスを増車し、自宅から

４０分以内で通学できるようにしてください。なお、早急に６０分を超える乗車時間を

解消してください。 

③医療的ケアを必要とする児童・生徒が安全に通学できるようにしてください。 

④スクールバス乗車の移乗介助の実態を各学校ごとに調査してください。（文書回答） 
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⑤スロープ付・リフト付のスクールバスを大幅に増車してください。（文書回答） 

⑥小型バスにも「３人乗務体制」を導入してください。（文書回答） 

⑦視覚及び聴覚支援学校生徒の通学支援のため、主要駅からの通学用バスを配車してくだ

さい。（文書回答） 

 

９ より豊かで安全な学校給食を子どもたちに保障してください。 

①適法な請負であれば安全･安心の学校給食が保障できない障害児学校における学校給食

調理業務の民間委託化はやめてください。 

②障害児学校の父母･教職員･関係者に対して､府教委の責任で十分な説明を行ってくださ

い。 

③文部科学省「学校給食衛生管理の基準」にもとづいて､厨房の施設設備を抜本的に整備

してください。（文書回答） 

④給食調理員の新規採用選考を再開し､転退職に伴う補充は正規職員で行ってください。

（文書回答） 

⑤仕様書の内容については､十分な協議を行ってください。（文書回答） 

⑥教員による二次調理を解消し､段階別調理など豊かな給食が実施できるよう､給食調理

員･栄養士を増員し､厨房を拡充整備してください。（文書回答） 

 

10 医療的ケアの必要な子どもたちの教育保障を充実してください。 

①看護師配置については、正規の学校職員として独自に定数枠を設けるとともに、全体を

把握できる常勤の看護師を必要に応じて配置ください。 

②泊を伴う行事への看護師の付き添い予算を増額してください。また、学校に配置されて

いる看護師の泊を伴う行事への付添を可能にしてください。 

 

11 小・中学校における障害児学級の在籍者数が大幅な増加傾向にあり、障害が重度化・

多様化している実態をふまえ、次の施策を実施してください。 

①障害の重度化・多様化をふまえ、障害種別の学級を設置するとともに、障害児学級担任

者を大幅に増員してください。また、各市町村の独自措置としておこなわれている加配

措置（介助員制度等）に見合った大幅な教職員増をおこなってください。 

②学校教育法第８１条・学校教育法施行規則第 1３７条の定めにもとづき、障害種別の学

級設置をおこなってください。また、年度途中の児童・生徒の増加に対して、新設・増

学級をおこなうとともに、必要に応じた教員配置をおこなってください。 

③施設・設備の基準を設け、その改善・充実をはかってください。特に、肢体不自由児が

在籍するすべての学校にエレベーターを設置してください。（文書回答） 

④障害児教育の専門性や継続性を尊重し、年齢制限等による機械的な人事はおこなわない

でください。 

⑤「学校教育法施行令の一部改正」や「文科初第２９１号」通知にもとづき、「認定就学

者」となる「特別な事情」の基準を明確にしてください。 

⑥「認定就学者」相当の児童生徒の受け入れについては、「学校教育法施行令の一部改正」

や「文科初第２９１号」通知にもとづき慎重に判断し、「適切な教育を受けることがで

きる」よう条件整備を行ってください。 

⑦難聴学級を増やし、難聴学級を充実してください（設備、教員配置、専門性など）。校

区にかかわらず、聴覚支援学校・難聴学級の選択を、自由にできるようにしてください。

（文書回答） 

 

12 学校予算を増額してください。 

①安全で安心して学べるように、｢学校安全緊急対策費｣を増額して、引き続き警備員を配

置してください。 
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②教職員旅費・学校管理費予算を増やしてください。 

 

13 特別支援教育にあたっては、すべての子どもたちの成長･発達が保障されるよう、障害

児学校･学級の増設、３０人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。［197］ 

①３０人以下学級の実現など、通常学級に学んでいる障害児やＬＤ，ＡＤＨＤ等の子ども

たちへの教育保障と条件整備を行ってください。 

②通級指導教室については、すべての小中学校に設置してください。 

③コーディネーターの指名等、特別支援教育推進にあたっては、教職員の議論や合意を尊

重し、民主的にすすめてください。 

④地域に根ざした「適正規模･適正配置」の障害児学校を増設してください。地域のセン

ター的役割を果たすために必要な人員配置をおこなってください。 

⑤支援学校高等部では，自立をめざす青年期教育を豊かに保障するとともに、専攻科を設

置してください。 

⑥中学校の支援学級について、教科担任制への対応などを含め、特別な教育ニーズをもつ

生徒たちの実態に見合ったきめ細かな教育が受けられるようにしてください。 

 

14 学校運営は民主的に行ってください。 

①学校教育現場への日の丸掲揚・君が代斉唱の押しつけをやめてください。 

②准校長・首席･指導教諭等の制度を廃止してください。（文書回答） 

③教育をゆがめ、教職員の共同を破壊する「教職員の評価・育成システム」の撤回してく

ださい。（文書回答） 

④障害児学校の管理職には、障害児教育の免許状をもった障害児学校経験者から任用する

ようにしてください。（文書回答） 

 

15 「発達保障」の観点にたった適切な就学指導をおこなうために､府および市町村に就学

指導委員会を設置し、民主的に運営してください。（文章回答） 

 

16 小学校、中学校、高等学校の正規科目として「手話」を入れるよう、国に要請してく

ださい。（文書回答） 

 

17 ろう者の社会参加促進と学習権保障のために、ろうあ者成人学校やろうあ女性学級講

座、国語教室の事業助成を復活してください。 

 

 

＜医療＞ 
 

18 重度障害者医療費助成制度を存続・充実させ、医療費負担を無料に戻してください。

また、障害の重度化を防ぎ、軽減・維持するために必要な医療（診察・治療・処方箋）に

ついては、中軽度の障害者も制度対象に加えてください。訪問リハビリ・訪問看護も助成

対象としてください。合わせて、訪問看護の自己負担分にも助成制度を適用してください。 

 

19 成人期障害者の適切で専門的な医療リハビリ〔PT／OT／ST など〕が継続的に受け続

けられるように、専門的医療機関を増やしてください。また、高次脳機能障害の診断や訓

練を受けられない現状を改善し、診断・訓練ができる医療機関を増やしてください。 

 

20 障害者地域医療ネットワーク事業を充実させて、障害者が地域の医療機関で安心して

適切な医療が受けられるようにしてください。地域医療機関と専門医療機関の連携を強め

て、適切で敏速な対応ができる体制を整えてください。この事業を医療関係者だけではな
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く、府下の障害者・家族・関係者説明会を開くなど、より多くの障害者・家族・関係者に

知らせる取り組みを実施してください。 

 

21 重度障害者が入院した際、家族や施設職員が付き添わなければならない実態を改善す

るため、看護以外の部分で、身辺介助が必要な人には介助者が必要なことを認識し、日頃

から日常生活を支えているホームヘルパーを院内介助者として派遣できるようにしてく

ださい。また、医療機関に入院（生活）するろう重複障害者が、必要な情報・談話、医師

や看護師等の説明、また外出等が可能となる様、手話ができるヘルパ－（ガイドヘルパ－）

等を派遣・利用できるようなシステムを大阪府として整備してください。 

 

22 障害者が入院する際の、個室料等についての負担軽減背度を創設してください。 

 

23 府の実施した障害者医療アンケートを分析した結果を生かして、障害者が地域で安心

して医療が受けられる医療機関の充実、二次障害の発生予防対策、経年的で障害に見合う

検診や相談体制の確保、専門的な治療・リハビリ体制の確保などを計画的に進めてくださ

い。（文書回答） 

 

24 所得・収入が尐なくて、苦しい生活を強いられている障害者世帯の国民健康保険制度

の保険料を大幅に引き下げるなど、軽減措置を講じてください。 

 

25．障害者が安心して治療を受けられるように、府下の公立・民間病院に、手話通訳者の

設置や手話のできる看護師、相談員を配置するよう働きかけてください。また、医療従事

者を対象に、広く障害者への理解を促すための研修を行なってください。 

 

26 大阪府内で精神科病棟等において社会的入院を強いられている聴覚障害者の実態調査

をおこなってください。 

 

27 人工内耳について大阪府下の装着者人数、及び人工内耳の効能について、一般病院耳鼻

科を対象に 調査をおこなってください。 

 

28 手話でのコミュニケーションができない環境にいるために自分の思いを伝えられない

まま不当に精神科病棟等に入院を続けている聴覚障害者に、大阪ろうあ会館、なかまの里、

あいらぶ工房など専門の機関を利用するよう、大阪府として自立支援促進会議や退院促進

支援協議会に働きかけてください。 

 

29 現在 5 つの府立病院に手話通訳者が配置されていますが、専門外外来であったり、遠

方のために利用できないことが多くあります。また、現在配置されている府立病院の手話

通訳を９：００～１７：００までにしてください。予約申し込みの電話をしても、通訳者

が１５：３０以降いないためにその時に予約の確認をすることができません。１５：３０

以降も受付できる体制を作ってください。（文書回答） 

 

30 大阪府下において、ろう者が安心して服薬相談、服薬指導が受けられるように『ろう

あ者服薬相談事業』を創設して下さい。具体的には府下の公的施設にろう当事者の薬剤師

を配置し、服薬相談や服薬指導が受けられるように予算化をお願いします。（文書回答） 

 

31 言語障害のある脳性麻痺の人や、聴覚障害、視覚障害、自閉症をはじめとした発達障

害のある人等、コミュニケーションに何らかの配慮が必要な人の場合、診察時間、治療時

間が長時間に及ぶことが多く、医療機関の負担となっています。現在のところ、医療機関

側の配慮によって成り立っている現状がありますが、このままでは、対応ができなくなる



 8 

危険性もあり、憂慮している状況です。診察・治療時に一般の人と比べて時間や対応する

人が必要な場合、安心して医療が受けられるように、医療点数の何らかの加算等が行われ

るよう国に要望して下さい。また、国の対応ができるまでの間、府による対応、配慮を検

討してください。（文書回答） 

 

32 後期高齢者医療制度の撤廃を国に要望するとともに、保険料や窓口負担を廃止し、安

心して医療が受けられるよう、運営機関として救済策を講じてください。（文書回答） 

 

 

＜労働＞ 
 

33 大阪府や市町村で、障害者の雇用を積極的に進めてください。 

 

34 聴覚障害者のニーズが高いワークライフ支援事業の予算を実態に応じて増額してくだ

さい。ワークライフ支援事業は全国に先駆けた聴覚障害者の労働分野の取り組みで、全国

的に注目されています。継続的かつ事業の拡充を強く望みます。 

 

35 精神に障害をもつ聴覚障害者の就労支援のため、公的制度として（社）大阪聴力障害

者協会へ「聴覚障害者の心の相談」事業を委託してください。 

 

36 障害者就業・生活支援センターを利用する聴覚障害者のために、手話通訳派遣を制度

的に保障してください。（文書回答） 

 

37 視覚障害者あはき師の就労機会を脅かす、晴眼者養成施設の新設・定員増については、

認可しないよう国に働きかけてください。（文書回答） 

 

38 マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを厳正に行ってください。 

 

39 柔道整復師による医療保険の「カラ請求」、「水増し請求」、「ふりかえ請求」などの不

正請求に関する実態把握に努め法の遵守を求めてください。 

 

40 特別養護老人ホームの機能訓練指導員として、視覚障害を持つあん摩マッサージ指圧

師の雇用を促進してください。また、そのための研修会を積極的に開催してください。（文

書回答） 

 

 

＜保育＞ 
 

41 公的保育制度、障害児への療育等支援制度などの制度改革が進む中、障害のある児童

の保育・療育制度の整備を、市町村とともにすすめてください。 

①「子ども子育て新システム」を拙速に導入しないよう国に働きかけてください。 

②児童発達支援センターについて、現在の障害児療育諸機関や児童デイサービスでの実践

内容が引き下がることのないよう、職員配置、施設基準等を引き上げるとともに、事業

運営費が安定するよう、大阪府として格段の措置を講じてください。 

③制度改変を機に、障害をもつ子どもたちが保育所等から排除されることのないよう、大

阪府として、相談・調整の窓口を開設してください。 

④両親が聴覚障害者であることを理由とした保育所入所が、一部自治体で困難となってい

る状況について、大阪府として実態を把握し、必要に応じて保育所が利用できるよう市

町村を指導してください。 
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＜放課後支援＞ 
 

42 障害児の放課後を保障する施策の計画と推進を図る担当課を設置してください。 

 

43 支援学校に小学部から高等部までを対象とした学童保育所を府が実施主体となって設

置してください。 

 

44 親などが自主的に運営している「障害児学童保育所」や「放課後・長期休暇中の取り

組み」に対する運営費補助の制度を創設してください。 

 

45 児童デイサービスⅡ型について以下の点を府として対策を講じてください。 

①学校から事業所までの送迎を府として保障してください。 

②移動支援を事業所への送迎にも利用できるようにしてください。 

③府として独自の補助金を出してください。 

④設備や備品に対する補助金を出してください。 

⑤府の所有の建物などを無料で使用できるようにしてください。⑥新設の経費を補助金と

して支給してください。 

 

46 放課後等デイサービスの情報を早く提示してください。また、府下のすべての地域で

実施されるよう対策を講じてください。 

 

47 放課後子どもプランを推進するにあたり、障害児が安心して利用できるように指導員

の配置や設備の整備などを図ってください。 

 

48 障害児の受け入れのための支援制度を充実させ、放課後健全育成事業において、希望

する障害児の入所が円滑に行われ、安全に保育が行われるようにしてください。 

 

49 市町村と協力して障害児者の余暇を支援する総合的な施策をすすめてください。 

①市町村への補助事業として、障害児者の余暇支援にかかわる事業を創設し、府下各地で、

余暇支援を目的とした教室やクラブ活動が実施できるようにしてください。 

②障害児療育等支援事業が地域の余暇支援策として機能するよう、予算を大幅に増額して

ください。 

③成人期の重度障害者が広く社会に参加できるよう、定期的に同じ障害をもつ仲間と集え

る場などを整備してください。 

④生活介護を障害児の余暇支援にも活用できるよう国に働きかけてください。 

 

 

＜障害者福祉施策＞ 
 

50 ２０１３年８月を待たずに、障害者支援施策への「応益負担」を廃止し、水光熱費、

食費などの実費負担を軽減するよう国に強く働きかけるとともに、大阪府として独自の減

免制度を実施してください。 

①ヘルパー派遣時の宿泊費や交通費などの利用者負担について、大阪府独自の軽減措置を

講じてください。 

②福祉通所施設の交通費・食費など実費負担の軽減をはかってください。 

 

51 グループホーム・ケアホームに関する以下の支援策を行ってください。 

① 開設にかかわっては、地元の反対への対応等、行政として積極的に関わり対応してい



 10 

くよう市町村を指導してください。 

② 建設や改修の補助上限を土地購入も含めて、府の上乗せ補助で倍額にし、府営住宅等

の公営住宅の新規開設（新築・改修）時には、グループホーム・ケアホームの開設を見

越して、障害者用の居室を複数・隣接して確保してください。府営住宅の利用に際して

は、エレベーターのない住宅においては１階部分を手配するなど、格段の配慮を行って

ください。 

③ホームにおける医療ケアの保障を行ってください。医療ケアが必要になってもそのまま

ホーム利用が続けられるよう、府として対応策を講じてください。また、通院ヘルパー

利用を月２回に制限せずに必要なだけ利用できるようにしてください。 

④休日等の支援の保障と体制を確保してください。ホームで旅行等を行う場合、世話人・

生活支援員の支援に対しては報酬の対象にしてください。現在の報酬では、土日・休日

の支援体制確保が大変厳しい現状です。大阪府として土日・休日の日中支援補助として、

休日職員配置加算補助制度をつくってください。また、必要に応じて、ガイドヘルパー

の利用ができるようにしてください。 

⑤障害者自立支援法一部改正により１０月から実施される居住費用助成の実施に際して、

国の助成実施を理由に自治体の家賃補助等が削減されることのないよう、関係先に働き

かけてください。 

 

52 障害者の地域でのくらしの支援拠点となる入所施設（ケアホーム・グループホームな

どとの連携支援拠点施設）を整備するとともに、障害者の地域でのくらしを支えるための

具体的な措置を講じてください。 

①高齢になっても現在の障害者支援施設で安心して生活ができるように、年齢や介護の度

合い等に応じた職員加配や必要な設備改修等を国に働きかけてください。また、大阪府

独自で生活（入所）施設の高齢化の実態を調査し可能な範囲から対策を講じてください。 

②障害者が地域で自立した生活を送る上で、必要な社会資源の整備や支給決定が行われる

よう、市町村に対する支援を充分に行ってください。 

③痰の吸引、インシュリン接種等、２４時間の医療的ケアの必要な重度障害者のための暮

らしの場の整備を進めてください。 

④入院するまでもない病気や怪我で、障害者が一時的に自宅で療養しなければならなくな

った場合や、誤嚥性肺炎等再発しやすい疾病になった場合、利用者がインフルエンザ等

の感染症に罹患した場合等、通常よりも家庭での支援に配慮が必要な際に市町村が柔軟

な対応ができるよう、大阪府としての支援策を講じてください。 

⑤重症心身障害児施設（療養介護）は、人口１０万人に対して、和歌山県３６か所、滋賀

県２３か所、奈良県２７か所に対して大阪府はわずか８か所で、加えて、北大阪地域に

は整備されていません。北大阪地域への設置について大阪府として必要な措置を講じて

ください。 

 

53 ホームヘルパー派遣制度を拡充してください。 

①ヘルパー不足を解消し、ヘルパーとして安心して働き続けられるよう報酬単価の大幅な

見直し等を行なうよう国に働いかけてください。特に、家事援助、重度訪問介護の報酬

単価を大幅に引き上げてください。また、ヘルパーの報酬単価に、派遣にかかる移動時

間の補償など、ヘルパーの処遇改善につながるような報酬上の具体的な措置を講じるよ

うに、国に強く働きかけてください。障害者が自立できる介助保障を確立するため、ヘ

ルパー支援を区分けせず、個々の生活実態に応じて生活場面のあらゆる支援ができる柔

軟な制度となるよう、抜本的な改善を働きかけてください。（文書回答） 

②障害者への支援内容について一律的な制約はなくし、障害者の状況に即した柔軟な支援

ができるようにしてください。通院介助時に院内介助を制限することはやめてください。 

③緊急時にも対応できるヘルパー派遣制度をつくってください。 
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④ヘルパーの質的向上にむけた具体的な措置を講じてください。（障害の理解、人権意識、

スキルの向上などを保障する研修システムなど）（文書回答） 

⑤男性ヘルパー不足解消をはかるための特別の手立てを大阪府として講じてください。 

⑥医療機関に入院（生活）するろう重複障害者が、必要な情報・談話、医師や看護師等の

説明、また外出等が可能となる様、手話ができるヘルパ－（ガイドヘルパ－）等を派遣・

利用できるようなシステムを大阪府として整備してください。 

⑦障害を持つ人への対応が可能な医療機関の多くは患者が集中し、結果として待ち時間が

長時間となり、移動や受診時に介助が必要な人にとっては、ヘルパー即ち受診をあきら

めるか、事業所側が持ち出しで対応している現状があります。受診時に介助が必要な者

にとっては、このままでは安心して受診できません。実態にあった介護時間が認定され

るよう、対応を行ってください。（文書回答） 

 

54 ガイドヘルパー派遣制度を拡充してください。 

①同行援護の導入後もこれまでのサービスが低下しないように市町村を指導してください。 

②ガイドヘルパーの通勤・通学時・宿泊時などの利用禁止等の支給制限をなくし、必要な

サービスを自由に利用できるようにしてください。また、入院や出産等やむをえない理由

で、家族がスクールバス停等への送迎が出来ない場合などに、すべての市町村でガイドヘ

ルパーの利用が可能となるよう、市町村への要請や広域的な調整を行ってください。 

③事業所の拡充を図るとともに、ヘルパー（特に男性）養成を積極的にすすめてください。 

④病院など医療機関に通院する場合、院内でのガイドヘルパー利用を認めてください。 

⑤府下市町村間の報酬単価については、事業者が安定的に事業を継続できる水準で府内全

地域で統一できるよう、市町村状況を把握し住んでいる地域によっての違いが生じないよ

うにしてください。 

⑥入所施設へのガイドヘルパー派遣ができることを市町村に周知徹底してください。大阪

府内で入所施設のガイドヘルパー制度を認めて実施している市町村を公表してください。

（文書回答） 

 

55 居宅サービスでは補えない障害者の生活全般のサポートや個々の生活に応じた支援を

するための個人付きヘルパー（パーソナルアシスタント）制度の創設を検討してください。 

 

56 緊急時に利用できるショートステイ事業が府下各地で実施されるよう大阪府として計

画的配置に努めてください。 

 

57 補装具・日常生活用具、福祉用具に係る施策を拡充してください。 

①補装具・日常生活用具の補助基準を引き上げてください。また、市町村によって給付品

目に格差が生じないようにしてください。 

②補そう具の作成・修理については、部品代だけではなく、人件費や主張旅費、また、運

送費やメンテナンス費等も含め、作成や修理にかかる費用すべてを対象にしてください。

また、購入価格が補助基準よりも高くなった場合、その差額分を補てんする制度をつくっ

てください。 

③音声機能を付加したパソコン・周辺機器（点字ディスプレイなど）を視覚障害者の日常

生活用具に加えてください。（文書回答） 

④老人ホーム等の施設に入所している視覚障害者にも点字図書給付事業、いわゆる価格差 

保障制度が受けられるようにしてください。（文書回答） 

⑤補聴器・人工内耳の電池の補助をしてください。（文書回答） 

⑥人工内耳にかかわる費用(買い替え・補修等)の補助、もしくは保険の適用を可能にしてく

ださい。（文書回答） 

⑦身体障害者手帳が交付されない軽度・中度度難聴児にも必要に応じて補聴器を交付して
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ください。 

 

58 障害程度区分認定を廃止し、障害者本人のニーズに応じた支給に改めるよう国に求め

るとともに、当面次の改善を講じてください。 

①ろう重複障害への認定は、障害の特性を理解した調査員を派遣してください。[75] 

②障害程度区分は、支給決定の勘案事項であるという位置づけを順守し、利用者の実態や

要求に 合わせて、サービス提供が一律に制限されることのないよう市町村を指導してく

ださい。 

 

59 地域生活支援事業における市町村間格差に対して、サービス水準の後退につながらな

いよう、大阪府として実態を把握し、是正に向けての対策を講じてください。 

 

60 コミュニケーション支援事業を拡充してください。 

①大阪府下市町村での「コミュニケーション支援事業｣の内容に格差がみられます。「コミ

ュニケーション支援｣を均一的に受けられるように、均一化・公平化を市町村へ指導を行

ってください。また広域派遣についても、どこへ行っても均一なコミュニケーション支援

を受けることができるようにしてください。 

②現在、大阪府を除く都道府県単位で手話通訳統一試験が実施されていますが、府障がい

者計画にあるように府としての手話通訳者増員のために、手話通訳統一試験の位置づけを

含めて登録手話通訳者試験のあり方についての話し合いを早急に再開してください。（文

書回答） 

③現在、府下各市の手話奉仕員養成講座修了者が府主催の手話通訳養成講座を受けるには

知識や技術が不十分な状況にあり、この解消のために（社）大阪聴力障害者協会との協議

の機会を設けてください。（文書回答） 

④盲ろう者が通訳介助派遣制度を利用する際、市内の事務所（大阪府障害者社会参加促進

センター）以外に、指定された公的施設や各市町村の聴覚障害者福祉相談担当者の面接で

利用登録ができるようにしてください。 

⑤盲ろう者が通訳介助者派遣制度を利用するにあたり、利用中の盲ろう者が車いす使用に

なると制度を利用できなくなってしまいます。車いす利用の盲ろう者に対しても継続して

利用できるようにしてください。 

 

61 生活介護事業等で必要に応じた正規の看護師配置ができるよう財政的支援を行ってく

ださい。また、入浴サービスを実施する際、送迎や入浴介護への支援策を講じてください。 

 

62 新型インフルエンザ予防接種の助成制度を大阪府として創設し、市町村格差をなくす

ようにしてください。 

 

63 高次脳機能障害支援普及事業が今年度で終了しますが、現在実施中の実態調査の結果

を政策に反映した継続的な事業を引き続き推進してください。 

 

64 国が示した「地域活動支援センター」や「日中活動系サービス」の報酬額では、大阪

での作業所や通所授産施設の現行額から大きく引き下がり、新体系には移行できません。

地域活動支援センターの補助額ならびに日中活動系サービスに対して、独自の上乗せを行

ってください。 

65 地域活動支援センターへの通所費用への支援や家賃補助を行ってください。 

 

66 小規模作業所への大阪府の独自補助を２０１２年度以降も継続してください。 
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67 大阪府として障害者施設の授産製品の利用・役務契約を推進するための具体的な計画

を明らかにしてください。さらに、市町村にも積極的に働きかけてください。 

 

68 感染症などで通所事業を利用できない場合、家庭での介護が大変となることから、医

療機関での入院等何らかの対応ができるよう府として対策を講じてください。（文書回答） 

 

69 府下市町村に対する指定障害福祉サービスに関する認可等権限移譲についての準備状

況等を明らかにしてください。準備が整わない市町村については、権限移譲を行わないで

ください。 

 

70 サービス管理責任者研修の回数を増やしてください。（文書回答） 

 

71 ゆうなぎ園への通園交通費（父母負担）を軽減するための支援を行ってください。 

 

72 聴力障害者に対する各種事業を拡充してください。 

①現状の大阪府の専任手話通訳者２名、生活相談員１名で、大阪府全域を担当するには大

きな負担を伴います。専任手話通訳者と生活相談員の配置を２倍に増員してください。 

②（社）大阪聴力障害者協会に委託業務の担当職員について、平等に府職員並みの身分保

障（格付け）をおこなって職員間の格差をなくしてください。 

③現在実施している「敬老の日」への助成・委託事業を聴覚障害者の高齢福祉対策で位置

付ける大阪府事業として実施してください。 

④2011 年 10 月 30 日に開催される大阪マラソンに、大型スクリーンを設置し手話通訳や字

幕をつけるなどろう者に対する視覚的な情報保障をおこなってください。（文書回答） 

 

73 下記のことを国に要望してください。（すべて文書回答） 

①福祉サービスの併用禁止や日中活動の場の移動支援の支給制限をなくしてください。 

②福祉・介護処遇改善助成金の助成期限の廃止を国に働きかけてください。 

③福祉施設で働く職員に対する人件費補助制度等整備・拡充を図ってください。 

④障害者自立支援法の報酬単価を引き上げるよう国に働きかけてください。 

 

 

＜介護保険制度＞ 
 

74 介護保険の応益負担をやめるよう国に要請してください。また、障害者施策の利用者

が介護保険の対象者となったとき、利用料が引き上がらないよう、高額障害者福祉サービ

ス費を拡充するよう国に要望してください。障害者自立支援法違憲訴訟の原告団・弁護団

と厚生労働省が取り交わした基本合意にそって障害者の介護保険優先をなくす法改正を

早急にするよう国に強く働きかけてください。当面、低所得者の利用料負担を自立支援法

と同様になるよう大阪府の独自措置を講じてください。 

 

75 介護保険の対象となった障害者へのサービス提供が後退しないよう、格段の措置を講

じてください。 

 

76 ろうあ高齢者が介護保険制度を利用しやすくするため、以下の施策を実施してくださ

い。 

①大阪府が介護保険事務所に対して実施している「点字のできる」「手話のできる」職員の

有無についての調査結果を公表してください。公表できない場合は、公表する目的で調査

をおこなってください。 
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②ろうあ高齢者への専門的支援（常時手話などでろうあ高齢者に対応できる職員がいる）

をおこなっている事業所に対して、コミュニケーション支援に対する加算を国に要請して

ください。同時に、コミュニケーション支援に対する負担分に大阪府独自の助成制度を設

けてください。 

③介護保険サービスを遠方から利用せざるをえないろうあ高齢者のための送迎などについ

て、独自の送迎加算、広域支援加算（特別地域加算や中山間地域等の加算と同様もしくは

それ以上の）を国に要請してください。同時に、送迎や移動によってろうあ高齢者または

事業所が負担している経費に対して大阪府独自の助成制度を設けてください。 

④介護福祉士の実技試験で聴覚障害の程度に応じた配慮をおこなってください。２０１０

年度は大阪では４名の聴覚障害者が受験しましたが、実技試験では事前説明の手話通訳だ

けで、実際の試験時のコミュニケーション場面には手話通訳がつきませんでした。コミュ

ニケーションの配慮がない状態は、聴覚障害者にとって大きな不利益をこうむります。（文

書回答） 

⑤認定調査で、聴覚障害による日常生活の支障が反映されるように国に対して要請してく

ださい。例えば、まわりに手話ができる人がいない場合でも、「意思の伝達」が「できる」

になる場合があります。（文書回答） 

⑥大阪府下の調査員、審査員に対する研修でも、聴覚障害による日常生活の支障が反映さ

れるよう周知する措置をとってください。（文書回答） 

⑦ろうあ高齢者が介護保険サービスを利用する場合、ケアマネの利用と同様に利用者負担

とならないように手話通訳をつけるように、介護保険の中で国が全額負担するように働き

かけてください。（文書回答） 

 

 

＜所得保障＞ 
 

77 障害者が家族の扶養に頼らずに生活できるよう、障害基礎年金を大幅に引き上げるよ

う国に要望してください。（文書回答） 

 

 

＜住宅・まちづくり＞ 
 

78 大阪市交通局が計画している御堂筋線等の府下に所在する駅についても大阪府の責任

において可動柵の設置をしてください。 

①各鉄道事業者に対してホーム可動柵設置をはたらきかけてください。 

②ホーム稼動柵について、大阪府が調査を行うと共に障害者をも加えた研究会などの場を

設けてください。 

③今後、鉄道事業者から可動柵設置計画が提示された場合、大阪府としての方針を示して

ください。 

 

79 障害者が安心して入居できる、バリアフリー住宅を計画的に整備してください。 

①一般住宅への家賃助成制度を創設してください。 

②障害者住宅改造費助成を増額してください。また、必要に応じて複数回、助成が受けら

れることを周知徹底し、市町村が使える対策を講じるように、指導を行ってください。 

 

80 障害者が安心して入居できる、公営住宅を大幅に増やしてください。また、公営で必

要時に何時でも介護が受けられる介護事業を併設させた「ケア付き住宅」をつくってくだ

さい。（文書回答） 
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81 北大阪地域に、障害者スポーツセンターを整備してしてください。 

 

82 道路を障害者が安心して歩けるように整備してください。視覚障害者の歩行の妨げと

なっている駅前・繁華街などの歩道上の放置自転車をなくすよう引き続き対策を講じてく

ださい。またチラシ配布や府政だよりへの掲載など、具体的な取り組みを行ってください。

（文書回答） 

 

 

＜参政権保障＞ 
 

83 障害者の参政権保障に向け、点字の選挙公報を発行するよう国に働きかけてください。

また、点字の在宅投票（郵便投票）を認めてください。（文書回答） 

 

 

＜防災＞ 
 

84 震災をはじめとする災害時のために以下の整備をしてください。 

①避難所となる可能性のある支援学校を福祉避難所（障害児・者専用の）に指定すると

ともに、そのために必要な自家発電機の設置及び燃料の備蓄や食料の備蓄などの条件

整備をしてください。 

 ②地域の避難所となる学校などに障害児の受け入れも可能な条件整備をしてください。 

 

85 大阪府下の聴覚障害者の安否情報システム確立してください。単独でのシステム導入

が困難な市町村等もあることから、（社）大阪聴力障害者協会が運営する聴覚障害者情報

提供施設等の活用も含め、そのあり方について大聴協などと懇談の場を設けてください。 

 

86 災害時要援護者支援プランの府下の策定状況を明らかにするとともに、福祉避難所の

拡充を図ってください。 

 

87 要援護者情報について、市町村レベルでの情報喪失等も想定して、大阪府として果た

すべき役割について検討をすすめてください。 

 

88 自主避難の困難な要援護者や一般避難所になじまない要援護者らが、車中等において

孤立することのないよう、対策を講じてください。 

 

89 「避難所運営マニュアル作成指針」に基づく要援護者支援（避難所のバリアフリー化・

情報提供の配慮・知的障害者等への配慮等）の関係先への周知徹底や研修を実施してくだ

さい。 

 

90 消防・警察等の緊急支援者に対して、障害者等への理解を促すための、支援マニュア

ルの作成や研修を実施してください。 

 

91 緊急時の福祉サービスの継続、医療・投薬等の継続を可能とする特別措置の普段から

周知徹底してください。 

 

92 避難所等における生活が長期化する場合も想定して、専門的支援やメンタルヘルス支

援が円滑に行える対策を講じてください。 

以上 


