
番

号
１．

項

目

市民不在で進められている、大阪府と大阪市が担っている広域機能の一元化と、大阪

市の特別区への再編を直ちに中止してください。

（回答）

現在、大阪市と大阪府は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づき、

特別区設置協定書の作成に向けて、「大阪府・大阪市特別区設置協議会」を共同で設置して

おり、府市を再編して、「新たな広域自治体」と「特別区」を設置するための具体的な制度

設計について議論を重ねているところです。

第６回特別区設置協議会（平成 25 年８月９日）では、府市の役割分担を明確化し、広域

機能が一元化された「新たな広域自治体」と、公選区長、区議会を設置するなど住民自治

機能が充実した「特別区」を設置するための「大阪における大都市制度の制度設計（パッ

ケージ案）」をお示しいたしました。現在、特別区設置協議会において、このパッケージ案

をたたき台として、制度設計の考え方や基本方向を議論いただいているところであり、今

後検討を深めていきます。

この協議会において協定書がとりまとめられ、府市の議会で承認されれば、大阪市民（有

権者）を対象に特別区への移行の賛否について住民投票が実施されることになります。こ

の住民投票により有効投票総数の過半数が賛成となった場合に、新たな大都市制度が実現

することになります。

担当
大阪府市大都市局 制度企画担当 電話：06-6208-8863
                FAX：06-6202-9355



番

号
２．

項

目

「大阪都」構想の名の下に、各種市民サービスを後退させないでください。

区役所をさらに障がい者に身近なものとし、保健所・保健センターや、消防・

救急機能、水道・環境衛生などの市民サービスを充実してください。

（回答）

大阪市は大阪府とともに大阪にふさわしい新たな大都市制度への移行に向けた取り組

みを進めているところでありますが、そのことに関するご要望という認識で回答いたしま

す。

新たな大都市制度への移行にあたっては、広域自治体と基礎自治体の役割を明確にし、

大阪の成長や大阪全体の安心・安全は新たな広域自治体で、住民の皆さまに身近な事務は

特別区で担うこととしています。

第６回特別区設置協議会においてお示しした「大阪における大都市制度の制度設計」（パ

ッケージ案）では、消防・救急機能については、現在の消防力を維持し、大規模災害にも

対応しうる体制を確保する観点から、新たな広域自治体で担うこととし、保健所・保健セ

ンターについては、より地域に密着して保健衛生・公衆衛生の向上を図る観点から、特別

区が担うこととしています。

特別区においては、公選区長と区議会のもと、福祉・保健などの住民に身近な行政サー

ビスを総合的に提供していくこととしています。

区役所が担う事務数は、今の行政区の区役所で担っている 228 事務から 1,676 事務にな

るとしています。また、各特別区に支所等を設けることとしており、窓口サービス業務等

については引き続き身近な場所で受けていただけるようにすることとしています。

現在、特別区設置協議会において、このパッケージ案をたたき台として、制度設計の考

え方や基本方向を議論いただいているところであり、今後検討を深めていきます。

担当
大阪府市大都市局 制度企画担当（事務事業調整） 電話：06-6208-8859
                       FAX：06-6202-9355



番

号
３．

項

目

府市統合と切り離した、特別支援学校の府への移管を行わないでください。

（回答）

大阪府、大阪市におきましては、大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現に向けた取

組を進めることとしており、府市統合本部会議において、類似・重複している行政サービ

スの基本的方向性について検討がなされ、大阪府市統合本部事務局より平成 24 年６月 19

日に、類似・重複している行政サービス基本的方向性（案）が示されました。

また、平成 25 年８月 27 日には、工程表が示され、その中で、大阪市立特別支援学校は、

27 年度に向けて課題を解決した上で、広域自治体である大阪府に移管し、一元化を行うと

示しています。

教育委員会としましては、大阪府内の全ての特別支援学校、支援学校の広域自治体によ

る一元化により、通学区域の柔軟な設定、専門性のある教職員の幅広い人材交流を行うこ

と等、特別支援教育の充実を図ってまいります。今後も本市がこれまで長年培ってまいり

ました、特別支援教育の取組を踏まえ、引き続き、移管に向けた大阪府との協議の中で議

論を重ねてまいります。

担当
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話：06-6208-9193

                      FAX：06-6202-7055



番

号
４．

項

目

保護者の願い、要望を踏まえ、関係教職員の意見を広く聞き、難波特別支援学校の

移転拡充（整備）、北部特別支援学校の開設（整備）を行ってください。

（回答）

教育委員会といたしましては、特別支援学校の整備に向け、大阪市教育委員会内に事務

局を持つ「大阪市立特別支援学校整備プロジェクト会議」を設置し、関係部局、小・中・

高・特別支援学校の代表者、特別支援学校 PTA 代表者、学識経験者、障がい者職業訓練施

設代表者の方々からの意見等を参考とし、平成 27 年度、難波特別支援学校の移転拡充及び、

（仮称）北部特別支援学校の開校に向け、整備を進めております。

「大阪市立特別支援学校整備プロジェクト会議」では、教育課程の内容の検討や職業教

育の充実に向けた検討を進めており、教育委員会としましても、保護者や学校関係者等の

意見も踏まえて引き続き検討してまいりたいと考えております。

担当

教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話：06-6208-9193

                                          FAX：06-6202-7055

教育委員会事務局 総務部 施設設備課    電話：06-6208-9081

                                           FAX：06-6202-7052



番

号
５．

項

目

障がい児教育の特殊性、専門性を踏まえて、同一校勤務の年限を理由とした強制的・

機械的・画一的な人事異動を行わないでください。大阪市立で一校しかない視覚（盲）・

聴覚（聾）・光陽特別支援学校病弱教育部門においては、特に配慮を行ってください。

（回答）

人事配置につきましては、人事異動方針に基づき、各学校の実情を踏まえ、適切な配置

を進めるとともに、特別支援教育への理解、意欲ならびに専門性をもつ優秀な人材を確保

し、教職員組織の充実に努めております。なお、特別支援学校での異動希望者は特別支援

学校全校に異動する可能性があることを前提としておりますが、参考事項として希望校名

を希望順位に従って記入することはできます。

担当
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06-6208-9125

                                           FAX：06-6202-7053



番

号
６．

項

目

スクールバス長時間乗車（片道乗車が 60分を超え 90分にも及んでいる）

を解消してください。また、医的ケアを必要とする子どもたちの通学保障を

行うとともに、学校待機などの保護者負担を解消してください。

（回答）

スクールバスにつきましては、本年４月の東住吉特別支援学校の開校に伴い、昨年度よ

り１台増車し、現在 46 台を配車しております。

各校におきましては、試走を行い、利用する幼児・児童・生徒の実情に応じたコースの

変更、停留所の合理的設置等により、通学時間の短縮に努力しております。次年度につき

ましても、在籍数の増加に見合う増車を行う等、必要な対応に努めてまいりたいと考えま

す。

今後は、平成 27 年には難波特別支援学校の移転拡充、さらに市北部の知的障がい特別支

援学校の整備を進め、順次通学区域の見直しを図りながら、スクールバスによる長時間乗

車の解消に努めてまいりたいと考えております。

肢体不自由特別支援学校において医療的ケアを要する児童･生徒の通学に伴う送迎や付

き添い、学校での待機等、日々児童･生徒が安心、安全に学校生活を送るために保護者にご

協力いただいております。

現在、送迎に係る交通費補填等につきましては、通学費として定められた基準で、自家

用車利用が特別支援教育就学奨励費補助金の対象となっている他、市営交通機関無料乗車

証を交付されている方の介護人に対し、特定区間の市営交通機関無料乗車証（介護人単独

無料乗車証）が交付されており、その活用をいただいているところです。

また、平成 23 年度から、肢体不自由特別支援学校において、医療的ケアの状況からスク

ールバスへの乗車が困難な児童・生徒で、保護者がやむを得ない状況等により自家用車等

での送迎が困難なケースの対応として、通学タクシーの試行的な運行を行っているところ

です。

今後も、医療的ケアを要する子ども達のより安全な通学について、通学タクシーの試行

をすすめるとともに、引き続き、個々のケースに応じて適切な支援に努めてまいりたいと

考えております。

担当
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当  電話：06-6208-9018

                                               FAX：06-6202-7055



番

号
７．

項

目

特別支援学校の施設・設備の改修を進めてください（聾学校幼稚部、寄宿舎の改修・

増築、肢体不自由特別支援学校の体育館・トイレへの空調設置、東住吉特別支援学校

肢体不自由教育部門の廊下の改修・トイレの改修、知的障がい教育部門へのトイレの

増設・老朽化した既存トイレの改修・洋式便器への改修、校内全ての上下水道の配管

の点検改修など）。

（回答）

特別支援学校の施設や設備の改修につきましては、施設や設備の老朽度合いに応じ、学

校や関係部署と連携を図りながら、廊下やトイレの改修など対応可能なものについて検討

を行っております。

なお、校舎等の増築などにつきましては、全市的な計画から判断してまいります。

担当
教育委員会事務局 総務部 施設整備課    電話：06-6208-9092

                                            FAX：06-6202-7052



番

号
８．

項

目

知的（小・中・高等部）と肢体（小・中・高等部）の２つの部門を持つ東住吉特別

支援学校に、養護教諭を最低４名配置してください。

（回答）

特別支援学校の教員数につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

基づき、大阪府教育委員会が決定し、府下の各市町村に配分しております。

教職員数の増員については、今後とも大阪府に対して要望してまいりたいと考えており

ます。

担当
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06-6208-9125

                                            FAX：06-6202-7053



番

号
９．

項

目

障がいの重度化・多様化を踏まえ、障がい種別の学級を設置するとともに、障がい児学級

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行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行ってください。

（回答）

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に基づき、学級編制及

び教員の配置につきましては、都道府県の教育委員会の示す基準に従って編制し、協議を経て決

定することとなっています。

大阪市教育委員会といたしましては、特別支援学級在籍児童生徒数が年々増加している状況の

中で、障がいも重度化・多様化していることを踏まえ、特別支援学級に在籍する児童生徒の障が

いの実態をもとに障がい種別に応じた学級設置をすすめてまいりたいと考えており、大阪府教育

委員会に対し、加配教員も含め、必要とする学級設置に応じた特別支援学級担任の適正な配置を

強く要望し、協議してまいります。

また、本市では、特別支援学級に在籍する児童生徒への学習支援や日常生活での支援を行

う、「特別支援教育補助員」を配置しています。特別支援教育補助員の配置については、各校

の校内体制において安全面や指導面で困難さや緊急性がある場合、学校からの申請に基づき配置

を検討しておりますが、今後も市全体で適正な配置ができるよう努めてまいります。

担当
教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当  電話：06-6208-9193

                                             FAX：06-6202-7055



番

号
10．

項

目

２０１６年以降も長居障がい者スポーツセンターを存続してください。建て替えに

際しては、スポーツ施設として充実さるとともに、宿泊施設を併設して、災害時の障

がい者の収容避難場所に指定するなど、障がい者の防災拠点に位置づけてください。

また、舞洲障がい者スポーツセンターの宿泊施設は、障がい者スポーツについての研

修や支援学校の合宿、修学旅行などの観光拠点として存続を図り積極的に活用してく

ださい。

（回答）

福祉避難所の指定については、高齢者施設や障がい者施設を中心として、平成２４年

度末で合計１９４施設の指定が完了しており、更にこの取組を進めていきたいと考えて

おります。

今後も、各施設の特色に応じて福祉避難所としてどのような役割を担っていただくか

などについて、危機管理室及び各区を中心として検討を進め、要援護者支援の取組が進

むよう努めてまいります。

担当
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7380
            FAX：06-6202-3776



番

号
10．

項

目

2016 年以降も長居障がい者スポーツセンターを存続させてください。建て替えに際

しては、スポーツ施設として充実させるとともに、宿泊施設を併設して、災害時の障

がい者の収容避難場所に指定するなど、障がい者の防災拠点に位置づけてください。

また、舞洲障がい者スポーツセンターの宿泊施設は、障がい者スポーツについての研

修や支援学校の合宿、修学旅行などの観光拠点として存続を図り積極的に活用してく

ださい。

（回答）

長居障がい者スポーツセンターは、トレーニングや健康・体力の維持だけでなく、レク

リエーションや文化活動など、スポーツを通じて自立と社会参加を促進し、生きる力を培

うという面においても大きな役割を果たしており、今後も必要な施設であると考えていま

す。

また、舞洲障がい者スポーツセンターの宿泊施設は、重度の障がいのある方が安心して

宿泊できるような設備や機能を備えており、スポーツ大会参加やスポーツ合宿、修学旅行、

研修・会議、観光拠点などにご利用いただいています。効果的な運用を図りながら、多く

の方にご利用いただけるよう努めてまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課   電話：06-6208-8075
                      FAX：06-6202-6962



番

号
11.

項

目

バリアフリーの市営住宅を大幅に増設してください。

（回答）

現在、新築する住戸については、高齢者や障がい者をはじめ、すべての方々が安全かつ

安心して快適に生活できるように床段差の解消や、玄関・浴室・トイレへの手すりの設置

などを行うとともに、共用部についても、階段や廊下への手すりの設置や福祉型エレベー

ターの設置を行うなど、高齢者や障がい者などに配慮した住戸建設を進めています。

また、需給バランスを見ながら、車いす常用者向けの特別設計住宅の建設も福祉部局と

連携して行っています。

担当
都市整備局 住宅部 建設課 電話：06-6208-9243

FAX：06-6202-7065



番

号
12.

項

目

住宅家賃減免制度を元どおり復活させてください。

（回答）

公営住宅の家賃は、その制度趣旨から、収入と住宅の規模・設備水準等に応じた応能応

益家賃として、所得の低い方でも負担可能な低廉な家賃となっておりますが、世帯の収入

が著しく低いなどの理由により家賃の全額負担が困難な場合に、応能応益家賃を補完する

ための福祉的配慮として、入居者からの申請に基づき、家賃の減免を行っております。

平成 24 年 2 月の家賃減免認定分までは、政令月収 74,000 円以下の世帯を対象とし、政

令月収を 10段階に区分し、区分毎に家賃減免算定基礎額を定め、家賃減免算定基礎額に住

宅係数を乗じて得た額と、各区分毎に定めた最低負担額を比較して、いずれか高い額を減

免後家賃としておりました。

しかしながら、現在の家賃福祉減免制度の適用を受けている世帯をみますと、同じ世帯

収入でも収入の種類等によって家賃算定上の所得に大きな差が生じ、適用される家賃額が

異なるという収入算定上の課題や、住宅の広さや設備水準等の便益が十分に反映されてい

ないことなど、受益と負担の公平の観点からの課題がございました。

そのため、平成 24 年 3 月以降における家賃減免認定分からは、収入の種類にかかわらず

総収入をもとに家賃減免の適否を判断するよう改めるとともに、減免後家賃について、住

宅の便益がより反映されるよう応能応益家賃に減額率を乗じて算定する方法に変更してお

ります。

なお、今回の制度改正に伴い家賃が上昇する世帯に対しましては、入居者の居住の安定

に配慮して、急激に負担が上昇しないよう、段階的に負担を調整する経過措置（激変緩和

措置）が適用されます。

担当
都市整備局 住宅部 管理課    電話：06-6208-9261

FAX：06-6202-7063



番

号
13．

項

目

住宅改造費助成制度の助成限度額を引き上げ、必要に応じて複数回使える制度に

拡充してください。

（回答）

本事業は、障がい者の方の在宅生活を支援することを目的に、厳しい財政状況の中、

本市独自の事業として継続しているものであり、平成２１年４月からは、非課税世帯よ

り低かった課税世帯の助成上限額について、非課税世帯と同額となるよう引き上げを行

い、制度の充実を図ったところです。現時点では、本市の厳しい財政状況から、助成額

の拡充は困難であると考えております。

なお、回数については、障がい者の方に公平な支援を行う観点から、原則として１

回とさせていただいております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8074

                     FAX：06-6202-6962



番

号
14．

項

目
水道料金相当額減免制度を復活させてください。

（回答）

本市では、パブリック・コメントでいただいた市民の皆様のご意見や市会での議論等を

ふまえて、平成 24 年 7 月に策定しました「市政改革プラン」に基づき、水道料金・下水道

使用料の福祉減免措置についても、一律に減免を行う制度ではなく、真に支援を必要とす

る高齢者、障がい者等に対する支援施策に再構築することとし、平成 25 年 10 月に廃止す

ることといたしました。

今後も、認知症高齢者や発達障がい者への支援施策、区・地域の実情に応じた福祉施策

等の充実に努めてまいります。

担当
福祉局 生活福祉部 地域福祉課     電話：06-6208－7954

                    FAX：06-6202-0990



番

号
15.

項

目

大阪市地域防災計画の改定に際しては、防災・減災の視点から障がい者・家族等の自

主的な活動等についても組み入れてください。特に地震・津波発生時を想定した地下

街や地下鉄施設から接続ビルへの避難については、障がい当事者団体の意見も踏まえ

ながら、さまざまな障がいを持つ人たちや高齢者などの円滑な避難に資するための手

立てを講じてください。

（回答）

大阪市では、次回の地域防災計画の改訂に向けて、「自助・共助・公助のあり方」や「多

様な災害における避難のあり方」について、学識経験者等の専門的な知見から検討するな

ど、基礎自治体としての様々な課題について具体的な対策を検討しているところです。地

域防災計画の改訂において盛り込む内容につきましては、今後、検討してまいります。

平成 21 年 11 月に策定した「大阪市災害時要援護者避難支援計画（全体計画）」において

は、大阪市だけでなく、要援護者自身や自主防災組織が果たすべき事項を取りまとめてい

ます。

また、大阪市では、東日本大震災を教訓に、津波からの避難対策を進めており、上町台

地より西側に位置する地下街・地下駅の管理者に対し、津波からの避難確保計画の作成を

依頼しているところです。

さらに、平成 25 年７月に施行された改正水防法では、河川氾濫の浸水想定区域内の地下

街等において、訓練の実施や自衛水防組織の設置が義務化されました。

今後、地下街・地下駅の管理者に対し、訓練への障がい者や高齢者の方などの参加、障

がい当事者団体からの意見聴取等について、要請してまいります。

担当
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7385、7380
            FAX：06-6202-3776



番

号
16．

項

目

大阪市の福祉避難所について、様々な障がい者が安心して利用でるよう、整備を

進めてください。長居障がい者スポーツセンターや大阪市立特別支援学校など、障

がい者の利用頻度の高い公共施設や福祉施設を障がい者向けの福祉避難所に指定

するとともに、適切な人員を確保してください。

（回答）

大阪市では、障がい者などで一般の避難所での生活が困難な要援護者のため、福祉避

難所の指定を進めることとしており、平成２３年７月２９日には大阪市老人福祉施設連

盟と、平成２４年３月８日には大阪市障害児・者連絡協議会と福祉避難所の指定に向け

た覚書を締結し、高齢者施設や障がい者施施設を中心として、平成２４年度末で合計１

９４施設の指定が完了しています。

今後も、各施設の特色に応じて福祉避難所としてどのような役割を担っていただくか

などについて、危機管理室及び各区を中心として検討を進め、更にこの取組を進めてい

きたいと考えています。

また、災害発生後、速やかな開設と円滑な運営が行えるよう福祉避難所の開設訓練に

取り組むとともに、必要な人員の確保についても取り組んでまいります。

担当
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7380

FAX：06-6202-3776



番

号
17．

項

目

災害時要援護者名簿を関係機関共有方式を採用して速やかに整備してください。発

災時に名簿が有効に活用されるよう、必要な手立てを講じてください。

（回答）

大阪市では、平成２１年１１月に「大阪市災害時要援護者避難支援計画（全体計画）」を

策定し、危機管理室、関係局及び各区役所において災害時要援護者支援の取組を進めてい

ます。

この中で、要援護者情報の把握や管理についても規定しており、区役所及び関係局が連

携して、通常施策を実施するために収集している要援護者情報を利用して「災害時要援護

者名簿」をあらかじめ作成し、毎年更新しています。

区役所では、自主防災組織の避難支援行動を補うことを目的に、当該名簿を安全な場所

に保管しており、災害発生時には迅速に当該名簿を自主防災組織等に提供し安否確認等が

行えるよう準備しています。また、救出・救護に活用するため各消防署でも保管していま

す。

なお、要援護者支援の基盤が整った地域から要請がある場合には、要援護者本人の同意

を得たうえで、自主防災組織に当該名簿情報を提供し、自主防災活動の補完を行うことが

可能となっています。

担当
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7380
            FAX：06-6202-3776



番

号
18．

項

目

重度障がい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、障がいの重度化を防ぎ、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、中軽度の障がい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。あわせて、「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。

（回答）

本市の重度障がい者医療費助成制度は、大阪府の補助金交付要綱に基づき、実施してい

ます。大阪府では、福祉医療費助成制度について、制度の持続可能性の観点から、一部自

己負担額の導入等の制度改正が平成１６年１１月に実施されましたが、給付の仕組みその

ものの改正であったことから、市町村独自の取扱いを行うことが極めて難しく、本市にお

いても、府と同様に制度改正を行ったところです。

現在、１医療機関ごとに入通院各１日当たり５００円以内で、月２日を限度に一部自己

負担額の支払をお願いしております。

また、月額２，５００円の限度額を設定し、自己負担額が限度額を超えた場合、申請に

より超過分の払い戻しを受けていただけます。

訪問看護利用料につきましては、医療保険適用後の自己負担額から、一部自己負担額と

して訪問看護利用料のうち総医療費の１割をご負担いただきますと、残りの金額が助成さ

れます。

本市といたしましては、身体障がい者手帳３級の方にも対象範囲が拡大されるよう、従

前から大阪府市長会を通じて、府へ要望を行っております。

なお、重度障がい者医療費助成制度のような施策は、本来、国の制度として統一した基

準を設けて実施されるべきものと考えており、国に対しても要望を行っております。

今後とも、引き続き粘り強く要望してまいりたいと考えております。

担当
福祉局 生活福祉部 保険年金課（医療助成グループ）電話：06-6208-7972

                          FAX：06-6208-4156



番

号
19．

項

目

柔道整復師による医療保険の空請求、水増し請求、振り替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。

（回答）

柔道整復施術にかかる保険請求にあたっては、負傷内容や受療回数、請求金額について

被保険者の方が確認したうえで申請書に署名したものを、整骨院等が各健康保険に提出す

ることとなっています。

このことから、被保険者の方が整骨院等で申し出た負傷内容や受療回数に対して、請求

内容が適正なものであるか、平成 24 年度から専門知識を有する民間事業者に委託し、柔道

整復施術に係る療養費支給申請書の内容点検事業を実施しています。点検の結果、請求誤

りや不適正な請求であることが判明した場合は、整骨院等に費用の返還を求めています。  

また、必要に応じ、整骨院等に調査指導権限を持つ大阪府に報告を行うことで、適正な

保険請求に向けた取り組みがなされるよう努めています。

この他、被保険者の皆様に、柔道整復師における施術のうち、保険適用となるものは、

打撲、捻挫、骨折などに対する施術に限られ、単なる肩こりや腰痛はその対象にならない

ことを、ホームページや医療費通知の同封ビラ等において、制度の周知を図っているとこ

ろです。

担当
福祉局 生活福祉部 保険年金課（給付グループ） 電話：06-6208-7967

                         FAX：06-6208-4156



番

号
20．

項

目

市営交通機関の民営化は行わないでください。障がい者が安心して気兼

ねなく利用するために、公営交通機関として存続させてください。

（回答）

市営交通の民営化については、本年２月に大阪市として「地下鉄事業民営化基本方針

（案）」及び「バス事業民営化基本方針（案）」を取りまとめ、議会で様々な議論がなさ

れました。この議会での議論や指摘を踏まえて更なる検討を加え、５月８日に「地下鉄

事業民営化基本プラン（案）」及び「バス事業民営化基本プラン（案）」を策定しました。

「地下鉄事業民営化基本プラン（案）」では、民営化後の安全・安心の確保や、地下鉄

８号線など未着手の条例路線をはじめとする今後の大阪市の鉄道ネットワーク整備に関

する方策を、「バス事業民営化基本プラン（案）」では、市民・お客さまのサービス維持

に対する不安を拭い去るべく、本市として必要なバス路線は確実に維持していくスキー

ムを構築するとともに、民間バス事業者の撤退という不測の事態にも対応できる体制を

整えることにより路線の維持を着実に確保する方策を新たに盛り込み、議会において議

論をいただいています。

  地下鉄事業は民営化により、

・自らの経営責任で持続可能な交通機能を確保することができる

・市民・お客さまへのサービスの向上を図ることができる

・税金を使う組織から税金を納める組織に変わる

など、市民・お客さまにメリットがあると考えています。

  一方、バス事業については、将来にわたり、市民の足として必要なバス路線・サービ

スを維持・確保するには、官と民の適切な役割分担の再構築を行ったうえで、運営を民

間バス事業者に委ねることで経営の合理化及び路線・サービスの維持・向上を図り、不

採算ながらも必要な路線・サービスは、本市が支援しながら持続可能な輸送サービスを

維持していくという認識のもと民営化すべきと考えています。

  なお、地下鉄については、市営交通として輸送の安全を第一主義とする「ひとにやさ

しい地下鉄」として安全投資やバリアフリー施策などに取り組んできたことから、民営

化後においてもこの役割を経営理念の根幹として継承していくこととしており、また「交

通局バリアフリー化モニタ―部会」の活用等についても検討していくこととしています。

  またバスについては、公募民間バス事業者に敬老パスやノンステップバスの導入等の

福祉施策の継承が原則としてできることを求めていきます。

担当

交通局 民営化推進室（鉄道事業担当）  電話：06-6585-6135
          （自動車事業担当） 電話：06-6585-6178
                    FAX：06-6585-6127



番

号
21．

項

目

敬老パス乗車券を無料に戻してください。障がい者介護人付無料乗車券を有料化す

るようなことは絶対にしないでください。

（回答）

敬老優待乗車証（敬老パス）交付制度につきましては、高齢者の方々に敬老の意を表す

るとともに、地域でのボランティア活動や友人たちとのふれあいなど、社会参加を促進し、

元気でいつまでもご活躍いただくことを目的とした高齢者の生きがい施策としての制度で

す。

本制度は創設から長年が経過していますが、その間の少子高齢化の進展や本市財政状況

の厳しさが増すなど、本制度を取り巻く状況は大きく変化してきています。

本制度は多くの高齢者の方が利用されており、高齢者の方の生きがいづくりや社会参加

の促進に大きく貢献している重要な施策であることから、本市としては、今後とも制度を

廃止することなく持続可能な制度として維持していくことが必要であると考えており、そ

のためには、受益と負担の適正化を図る観点から、一律の自己負担や利用額に応じた一部

負担など、何らかのご負担を求めてまいりたいと考えており、平成２４年７月に策定され

た市政改革プラン内の一つとして、平成２５年度から利用者の方に一律年間３千円のご負

担をいただくとともに、平成２６年８月（予定）からはこれに加えて１回乗車毎に５０円

をご負担いただく方針が決定し、そのうち一律年間３千円のご負担については、本年３月

２９日に市会において条例案・予算案が可決され実施することとなったところです。

なお、１回乗車毎に５０円をご負担いただくことについては、平成２６年８月からの実

施に向け、今年度から関係各社の改札機等の改修等の準備をすすめることとしており、平

成２６年度予算案及び予算関連案件として今後市会で審議されます。

担当
福祉局 高齢者施策部 いきがい課 電話：06-6208-8054
                 FAX：06-6202-6964



番

号
21．

項

目

敬老パス乗車券を無料に戻してください。障がい者介護人付無料乗車券を有料化する

ようなことは絶対にしないでください。

（回答）

大阪市では、障がいのある方々の社会参加の促進を図るため、障がいの程度等に応じて

市営交通機関の無料乗車証等を交付し、移動手段の確保に努めております。

現時点では、障がいのある方々の介護人付無料乗車証を含めた、無料乗車証等の有料化

についての検討は行っておりません。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課  電話：06-6208-8082
                                        FAX：06-6202-6962



番

号
22．

項

目

地下鉄ホームにおける転落防止のための可動式ホーム柵設置について、2019 年度ま

でに御堂筋線全駅への設置を必ず行ってください。また、他の路線への設置計画を早

急に明らかにしてください。同時に緊急時対応や安全への配慮が十分に行きわたるよ

う、ホーム要員を配置してください。

（回答）

既設路線への可動式ホーム柵の導入にあたりましては、一般的に柵の設置により階段横

等の通路部が狭くなり混雑が助長されることや、車両扉に加え柵扉を閉める際の安全確認

に時間を要することから、特に御堂筋線での朝ラッシュなどでは、最短２分間隔という現

行の列車運行を維持できるかどうかが大きな課題であると考えております。

一方で、御堂筋線は転落・接触事故が最も多いことから、できるだけ早期に効果が表れ

るよう、転落件数の多い天王寺駅と心斎橋駅に 2014 度末までに可動式ホーム柵を導入す

ることとしております。また、それ以外の駅につきましては課題の解決に向けた検討を行

うとともに、転落を防止するためのさまざまな方策について、引き続き検討してまいりた

いと考えております。

担当

交通局 鉄道事業本部 鉄道統括部 鉄道統括課（鉄道バリアフリー企画）

電話：06-6585-6656
FAX：06-6585-6617



番

号
22．

項

目

同時に緊急時対応や安全への配慮が十分に行きわたるよう、ホーム要員を配置して

ください。

（回答）

交通局では、地下鉄各駅への要員配置につきましては、各駅舎の規模、列車の運行頻度

やホームの形状、ご利用者数などを考慮して決定しております。特にホームでは、朝夕の

ラッシュ時を重点的に、それぞれの駅の実情に応じて可能な限り要員を配置し、ホームに

おいてのお客さまの安全確保と、列車のスムーズな運行に努めております。

この中で、お身体に障がいのあるお客さまへの対応といたしましては、駅職員がお見か

けした場合には、お声掛けをし、お客さまのご意向を確認のうえで、ホーム等への案内を

行い、お客さまが列車に乗車された時には降車駅に連絡し、降車駅の職員がホームまでお

迎えに行くといった対応を行っております。

なお、お客さまのホームでの安全確保の観点から、軌道転落等の発生時に列車を止める

ための「非常停止合図装置」を全駅に設置いたしております。

さらに、全駅で駅構内に誘導用ブロックを敷設しているほか、「点字駅構内案内冊子」を

全駅分作成し、視覚に障がいのあるお客さまにご利用いただいております。

今後もお身体に障がいのあるお客さまをはじめ、全てのお客さまが安全・快適に地下鉄

をご利用いただけるよう、安全面・サービス面の向上に努めてまいります。

担当
交通局 鉄道事業本部 運輸部 駅務課  電話：06-6585-6395
                    FAX：06-6585-6400



番

号
23．

項

目

車内の緊急通報装置（ＳＯＳ）ボタンを車いすでも届く位置に設置してください。

（回答）

  平成 25 年 10 月、谷町線の旧型車両の置き換えにより、通報装置は車椅子スペース部

壁面（戸袋部）等の低い位置に替わる計画でございます。

担当
交通局 車両部 車両課        電話：06-6585-6587
               FAX：06-6585-6598



番

号
24．

項

目

地下鉄今里線「鴫野駅」改札口で「券売機提示ボックス」は、車いすの雨天時雨具

着用時や上肢障がい者や言語障がい者等には利用しにくいため、改札を通りづらいの

で改善してください。無人改札をなくして改札には必ず駅員を配置してください。

（回答）

  改札口におきましては、早朝、深夜に改札口の駅職員が不在となる駅もございますが、

駅職員と連絡がとれるようインターホンを改札内外に設けるとともに、駅長室で可能な

限りモニターによりお客さまの動向に注視し、ご不便をおかけすることのないよう努め

ております。

担当
交通局 鉄道事業本部 運輸部 駅務課  電話：06-6585-6395
                    FAX：06-6585-6400



番

号
24．

項

目

地下鉄京橋駅からＪＲ・京阪京橋駅までの乗換え通路を車いす利用者でも一般利用者

と同様に雨にぬれることなく行き来できるようにエレベーターを設置してください。

（回答）

平成 16 年 4 月に京橋地区交通バリアフリー基本構想を策定し、鉄道駅及び駅周辺の道路

で一体的なバリアフリー化の実現に向けてた取り組みが関係事業者により継続して進めら

れているところです。

京橋地区では、ＪＲ京橋駅、京阪京橋駅、市営地下鉄京橋駅の 3 駅が立地することから、

交通バリアフリー基本構想において、鉄道駅間の乗り換え経路についても主要な経路と位

置付け、段差解消や視覚障がい者誘導用ブロックの敷設の整備を行うこととしています。

ご要望にあります地下鉄京橋駅からＪＲ・京阪京橋駅までの乗り換え経路につきまして

は、基本構想策定時から、より安全で利便性の高いルート整備が望まれていましたが、既

存の地下鉄京橋駅と京阪京橋駅の間の地下通路につきましては、エレベーター等を新たに

整備することは、大規模な改修となり現時点では実施が非常に困難であることや、地上に

ついても、最短ルートは、歩道の幅が狭かったり自動車交通量が多く歩行者の通行が危険

であるなどの理由により、多少の遠回りにはなりますが、安全な移動が確保できる経路を

主要な経路として位置づけました。

今後も、すべての人が安全で快適に移動できる「ユニバーサルデザインのまちづくり」

の観点から、より安全で利便性の高い乗り換え経路が確保できるよう、都島区役所と連携

して、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

担当
都市計画局 開発調整部 開発誘導課（まちづくり支援） 電話：06-6208-7855
                           FAX：06-6231-3752



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検

討する際は、障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配

置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

赤バスにつきましては、ご利用が低迷し、一般バスと重複している路線も多いことから、

一定の目標値を定め、地域の皆様とともに利用促進等に努めながら需要の検証を行ってま

いりました。その結果、赤バス全 29 系統のうち、目標値を超える需要がみられなかった

26 系統について本年 3 月末日で廃止したものであり、運行再開はできる状況にないものと

考えております。

本市のバス事業につきましては、乗車人員が大幅に減少しており、今後も厳しい経営環

境が見込まれるなど、現状のままではバス事業全体を維持することができない状況にあり

ます。このため、市民・利用者の皆様に必要な路線・サービスを将来にわたり持続的・安

定的に提供していくとともに、路線・サービスの向上を図るため、本年 5 月に「バス事業

民営化基本プラン（案）」を取りまとめたところでございます。

その中では、民間バス事業者の経営努力を前提に独立採算を目指す「事業性のある路線」

と、交通不便地域の有無や区民ニーズなども踏まえながら、交通政策として必要なバスサ

ービスの維持を目指し、各区とも調整した「地域サービス系路線」とでバスサービスを再

構築することとしており、再構築後もバスと鉄道を合わせまして市内を公共交通ネットワ

ークでカバーできているものと考えております。

この基本プラン（案）に沿った、バス路線への見直しについては、平成 26 年 4 月に行う

予定でございますが、さらに、これら必要な路線・サービスを維持したうえで、なお地域

の実情に合わせた独自の移動手段が必要な場合には、各区におきまして身近な移動サポー

ト事業を実施し、区民サービスの向上を図ることといたしております。

担当
交通局 自動車部 運輸課（路線企画）  電話：06-6585-6472
                    FAX：06-6585-6451



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

（回答）

  北区では、平成 24 年 11 月にタウンミーティングを 2 度開催した際、交通局担当者

から「赤バス」廃止の方針について、区民の皆様に説明しました。

  その後、代替輸送を検討する民間事業者の関心表明を募集（24 年 12 月 1 日～25 年

1 月 10 日）し、代替輸送手段が確保できないか検討し、バス会社 4 社、タクシー会社

1 社から提案・意見がありましたが、各社と個別に協議した結果、いずれも採算性やル

ート設定の条件が合わず、結果的に赤バス廃止後の代替輸送を引き受ける民間事業者を

見つけることができませんでした。

  以上により、北区では赤バス廃止に伴う代替輸送を行わないことを決定し、25 年 3 月

1 日の区広報紙で、区民の皆様にお知らせした次第です。

  したがいまして、赤バスの復活及び路線などの検討はいたしません。

担当
北区役所 総務課（経営戦略） 電話：06-6313-9548
               FAX：06-6362-3821



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。

路線などを検討する際は、障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

都島区においては、この間の市営交通赤バス廃止に伴い、毛馬・大東地域を中心とした

交通空白地域の解消などを目的として、市バス路線の再構築が予定されている平成 26 年度

までの 1 年間に限り区バスを試験的に運行しています。

区バスの運行にあたっては、市営バスなどの関係機関と協議・調整を図るとともに、「都

島区コミュニティ系バス地域調整協議会」をはじめ、「市民の声」や各種団体との協議な

ど、さまざまな機会を通して利用者の皆さまからいただいたご意見等も踏まえ、実施して

おります。

今後は、「都島区バス」のご利用状況なども検証しながら、真に必要な交通について検

討してまいります。

担当
都島区 総務課（政策企画） 電話：06-6882-9989
              FAX：06-6882-9787



番

号
25．

項

目

路線などを検討する際は、障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

赤バス福島ループは、利用者が極めて少なく、今年３月末をもって廃止されました。

交通の便が良い福島区には空白地域（鉄道駅から 500m 以上、市バス停留所から 350m
以上離れている地域）はほとんどなく、税金を使った代替交通手段までは考えておりませ

んでした。

この間、主に高齢者の方などから、代替交通手段を求める声が寄せられおり、限られた

予算の中で非常に厳しい状況ですが、今後とも広く区民の意見やニーズを的確に把握しな

がら、地域事情や特性に応じた検討を行ってまいりたいと考えております。

担当 福島区役所 市民協働課 まちづくり担当 電話：06-6464-9774
                    FAX：06-6464-9987



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

（回答）

平成 25 年 3 月末で赤バスが廃止されることに伴い、此花区では、春日出南地域周辺で交

通不便が発生することが予想されましたが、区内事業者のご協力のもと、当該事業者の送

迎バスが春日出南地域周辺を運行することにより、交通不便の一部緩和が図られたところ

です。

春日出南地域周辺の交通不便については、平成 25 年 5 月に取りまとめられた「バス事業

民営化基本プラン（案）」の中の平成 26 年度以降のバス路線案で示されているとおり、平

成 26 年度以降は一定解消される見込みです。

此花区としては、今後とも、区内のバス路線が区民の方々のニーズに合致した、利便性

の高いものとなるよう、交通局をはじめ関係機関と協議を重ねてまいります。

なお、区内における赤バスなどコミュニティ系バスに関する事項については、これまで、

地域住民や区内各種団体等によって構成される「此花区コミュニティ系バス地域調整協議

会」において議論されてきた経過があり、今後とも、必要に応じて、同協議会を中心に検

討されるものと考えております。

担当
此花区役所 総務課（総合企画）    電話：06-6466-9528
                                     FAX：06-6462-0942



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス(赤バス)を復活してください。

路線などを検討する際は、障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

港区では、赤バスの廃止により生じる交通空白地域(鉄道駅から 500ｍ、バス停から 350
ｍの範囲に入らない地域)への対策として、平成 25 年 4 月 1 日から「港区ループバス」を 1
年間限定で運行しております。

平成 26 年 4 月以降については、平成 25 年 5 月に公表された「大阪市・バス事業民営化

基本プラン(案)」に示された「平成 26 年度以降のバス路線（案）」によって、鉄道とあわせ

て市内を公共交通ネットワークでほぼカバーできていることから、この路線の再構築の実施

にあわせて「港区ループバス」は廃止する予定です。

なお、平成 26 年 4 月以降運行する路線バスは、車いすで乗車できるノンステップバスと

なります。

担当
港区役所  総務課  区政統括グループ   電話：6576-9913
                      FAX：6572-9511



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討

する際は、障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の

際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

大正区では、赤バスの廃止に伴う対応策といたしまして、平成２５年４月１日から済生

会泉尾病院と大正区役所間を結ぶシャトルバスが運行されているところでございます。

平成２５年３月末をもって赤バスが廃止されることにより、大正区民の利用が多い済生

会泉尾病院を受診する際、松葉杖や車椅子の利用者など病院に至る坂道の昇り降りが困難

な方や、手続き等で引き続き区役所に用事のある方も多いということもあり、区役所と済

生会泉尾病院が検討を重ね、シャトルバスの運行を行うこととなり、現在多くの方にご利

用いただいているところです。

また、利用者からのご意見も賜りながら、より利用しやすいものとなるよう努力してお

り、平成２５年７月１日からは、リフト付の車椅子対応車両の導入が図られたところです。

担当
大正区役所 総務課 庶務・総合企画グループ 電話：06-4394-9683
                      FAX：06-6553-1981



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。

路線などを検討する際は、障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

天王寺区においては、平成 25 年度は旧赤バス路線での市バスの継続運行がなされている

ところです。

当区では、平成 24 年度に、赤バス利用者に対してアンケート調査を行い、利用者のニー

ズ把握に努めてきたところでございます。このニーズ調査での利用者の声を十分に踏まえつ

つ、２６年度以降の赤バス運行の代替措置の必要性について検討してまいります。

担当
天王寺区役所 企画総務課 事業戦略担当 電話：06-6774-9910
                                         FAX：06-6772-4904



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

（回答）

浪速区におきましては、代替手段の確保について検討いたしましたが、地下鉄（御堂筋、

四つ橋、堺筋、千日前の４路線）、ＪＲ、南海電鉄などの鉄道網が充実しており、既存の市

営バス路線も存続することから、赤バス廃止の影響は限定的であると判断し、今後の財政

負担についても考慮した結果、代替手段の確保には至りませんでした。

今後は赤バス廃止後の影響等の把握に努めるとともに、市全体の交通政策と整合性を図

りながら区民の移動サービスの確保について検討してまいりたいと考えております。

担当
浪速区役所 企画調整担当   電話：06-6647-9925
              FAX：06-6633-8270



番

号
25．

項

目

路線などを検討する際は、障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてく

ださい。配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

西淀川区役所では平成２４年８月から赤バス廃止後の代替路線を検討するにあたり、地

域の代表及び交通局を交えた意見交換会を開催し、赤バス廃止後のバス運営路線を決定し

ております。

現在ボランティアの方に乗降客の手荷物補助を行っていただくことにより、ステップがあ

るバスでも折りたたみ式の車椅子であれば乗車しやすいようにするなど乗りやすいバスを

目指して運行しておりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当
西淀川区役所 まちづくり推進課   電話：06-6478-9897
                   FAX：06-6478-5979



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

（回答）

淀川区においては、激変緩和として一年間に限り赤バスと同じルートで乗合タクシーを

運行しています。運行している車両は 12 名乗りワンボックスカーのため、折りたたみ式の

車いすであれば、乗務員が乗り降りをサポートするよう運行業者と調整をしております。

車両構造上、ノンステップバスのように乗り降りはできずご不便をおかけしますが、ご理

解いただきますようお願いします。

担当
淀川区役所 政策企画課       電話：06-6308-9405
                  FAX：06-6885-0534



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活させてください。路線などを検

討する際は、障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置

の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

区役所は交通事業者ではありませんので区役所が単独でバス事業を行うこと

はありません。交通局がコミュニティバスを復活するのであれは、路線等につ

きましては交通局と協議をしていただきますようお願いします。現在東淀川区

では交通局が廃止を決定した赤バスが運行していた地域で、障がい者の方だけ

でなく、高齢者や妊産婦の方を対象としました需要調査の為の試験運行を実施

しておりますが、平成 26 年度以降につきましては未定となっております。

担当
東淀川区役所 総務課（企画調整担当）       電話：06-4809-9908
                         FAX：06-6327-1970



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。

路線などを検討する際は、障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

赤バスは、平成 14 年に地域密着型の新しいバスサービスとして本格運行を開

始しましたが、ご利用が低迷し、平成 24 年 6 月に大阪府市統合本部から示され

た「基本的方向性」に基づきまして、平成 25 年 3 月 31 日の運行をもって終了

いたしました。

しかしながら真に支援を必要とする人の移動手段について、実態把握のうえ

必要があれば持続可能な仕組みの構築を検討すべきと認識しております。区内

におけるバス路線の改変結果を踏まえるとともに一定の時間をかけて、地域の

実情をきめ細かに調べたうえで、必要な交通手段について多面的に検討する必

要があると考えており、区民のみなさまにはその趣旨についてご理解を求めて

いるところです。

区内における実態調査につきましては、福祉の観点から高齢者や障がい者な

ど支援が必要とされる方々への聞き取り調査、並びに区内の病院や企業などの

事業者に対して送迎サービスなどの意向調査を民間委託により行い、調査結果

を一定とりまとめ、それを基にして地域のみなさまや事業者のみなさまととも

に、適切な方策について検討してまいりたいと考えております。

担当
生野区役所 総務課（企画調整）  電話：06-6715-9990
                FAX：06-6717-1160



番

号
25．

項

目

路線などを検討する際は、障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

現在、旭区におきましては、24 年度をもって廃止された赤バスの代替策として、25 年度

限りの措置として「あさひあったかバス」を運行しております。

路線については、旧赤バスの路線である「旭ループ」をそのまま利用しており、停留所

についても旧赤バスのものをそのまま利用しております。

運行している車両については、小型の低床型ノンステップバスを使用しております。

担当
旭区役所 総務課         電話：06-6957-9625
                 FAX：06-6952-3247



番

号
25.

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

（回答）

城東区役所では、赤バスが平成 25 年 3 月 31 日をもって運行を終了したことから、廃止

後の対応については、各区長が地域の実情や必要性を精査したうえで、区民が真に必要と

する移動手段を確保することとなりました。

城東区内については、鉄道駅から半径 500ｍ、バス停留所から半径 350ｍを超える地域を

交通空白地域とし、赤バス廃止により交通空白地域が発生し影響が生じることから、区役

所の限られた予算の中で赤バス廃止による影響の緩和措置として平成 25 年 4 月 1 日から 1

年間に限り、交通空白地域を巡回するマイクロバス〈車いすリフト付き〉を週３回（月・

水・金曜日）の午前２回、午後２回、民間事業者に委託して運行を行っています。

平成 26 年度以降につきましては、本事業が交通空白地域に対する緩和措置として 1 年

間限りの運行としておりますが、区内の交通空白地域の課題につきましては、交通局に対

して市バス路線の再編等の要望を行っており、その結果について注視してまいりたいと考

えております。

担当
城東区役所 総務課（総合企画）  電話：06－6930－9073

                  FAX：06－6932－0979



番

号
25．26．

項

目

・各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討

する際は、障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の

際には、車いすでも乗車できるバスにしてください。

・鶴見区の「福祉バス」は、電動車いすだけでなく普通の車いすでも折りた

たまないと乗れないなど、現状ではとても「福祉バス」とは言えない実態で

す。車椅子でも気兼ねなく乗車できるようにしてください。本数を増やして

運行時間もせめて午後６時過ぎまで延長してください。

（回答）

鶴見区役所では、４月１日より、高齢者や障がいのある人などの外出を支援

し、買い物、通院、区役所での手続き、鶴見緑地の散策などにお使いいただく

福祉目的でのバス事業を開始し、多くの区民の皆さんにご利用いただくため、

広報紙や区ホームページ等を活用し、事業周知に努めています。

これまでの間、利用者の皆さんに対するアンケートを実施するとともに、利

用状況の検証等を行っています。同時に、無作為抽出の区民 1500 名の皆さんを

対象に、区民アンケートを実施し、広く区民の皆さんのご意見等を聴取してい

ます。

これらの結果やご要望を踏まえ、これからのバス事業について検討してまい

りたいと考えています。

担当
鶴見区役所 総務課（企画） 電話：06－6915－9683

              FAX：06－6913－6235



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

（回答）

阿倍野区で平成２５年４月から運行している福祉巡回車両は、赤バスが廃止

されたことにより生じた公共交通空白地域（「播磨町３丁目」など）を解消する

目的で実施しているため、現状でのルート変更は予定しておりません。

また、平成２６年度のバス事業民営化により路線再構築が行われるまでの措

置として実施していることから、平成２６年３月末までの限定運行としており

ます。

車いすにつきましては、現行車両の規格上、折りたたんで乗っていただく形

になりますが、介助等が必要な場合はスムーズに乗車していただけるよう乗務

員が対応しております。

担当
阿倍野区役所 企画調整課（安全安心まちづくり） 電話：06-6622-9734
                                                FAX：06-6621-1412



番

号
25．

項目

路線などを検討する際は、障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてくださ

い。すべてのバスを車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

市内で一番広い面積を持つ区として「すみやすいまちづくり」を考えていく必要性、ま

た、障がい者や高齢者などの交通弱者の移動支援の問題についても認識しているところで

す。

それらを解決する一つの手段として当区は行政が直接運営する画一的な交通ではなく、

地域住民等が自ら運営する生活に密着した地域交通を目指し、その主体となる団体の育成

を目的として障がい者団体もメンバーに含めた地域交通担い手ラボを立ち上げルート等を

検討、7 月 1 日から福祉バス（車いす対応）を実証実験で運行しているところです。

また、利用者等に対しアンケートや聞き取り調査を実施し、ニーズ等のデータを収集し

ています。

担当
住之江区役所 政策推進室（市民協働） 電話：０６－６６８２－９７３４

                 FAX：０６－６６８６－２０４０



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

住吉区では、赤バスが市内 29 路線の中で最も利用されていなかったことを踏まえ、単に

赤バスの代替策に拙速に取り組むのではなく、まずは、大きなまちづくりの観点から、新

たな交通施策の要否を含めた根本的な議論を行う必要があると考えております。

議論を行うにあたり、事前に実態やニーズをしっかり調査・把握することが肝要とのこ

とから、平成 25 年度につきましては、区民が区内の各施設や買い物等に出かける際、どの

ような移動手段を利用しているのかについて、区内全域でアンケート調査を実施しました。

現在、この調査結果も踏まえ、学識経験者や福祉の専門家、地域の代表者からなる「住

吉区域内交通検討会」において議論を進めており、今後、地域に真に必要な交通施策の構

築を図ってまいります。

担当
住吉区役所  企画課（企画） 電話：06-6694-9957
            FAX：06-6692-5535



番

号
25．

項

目

路線などを検討する際は、障がいをもつ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。

配置の際には車いすでも乗車できるバスにしてください。

（回答）

東住吉区では、コミュニティバス（赤バス）が今年３月末に廃止されましたが、廃止の結

果生じる公共交通空白地をカバーする形で、民間事業者が自主運行を行っております。

今後、必要に応じて、区民ニーズの把握に努めてまいります。

なお、当該民間事業者は車いすでも乗車できるバスを運行しております。

担当
東住吉区役所 未来戦略課 未来戦略担当 電話：06-4399-9916
                    FAX：06-6622-9999



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

（回答）

平野区では、赤バス廃止に伴う代替措置や交通局における新路線案説明等について、平

成 25 年 2 月 28 日にコミュニティプラザ平野（平野区民センター）において意見交換会を

開催するとともに、区ホームページを活用した区民からの意見募集を行ってまいりました。

赤バス廃止に伴う代替措置については、「区役所～地下鉄南巽ルート」の廃止に伴い、真

に移動手段が必要な方への影響を考慮し、平成 25 年４月１日から１年間に限り、平野区役

所～地下鉄南巽駅方面において、特定の乗降場所を定めて、事前登録・予約制の福祉コミ

ュニティ系車両「ひらちゃん号」を運行しています。また、当車両についてアンケートを

実施し、障がいをお持ちの利用者をはじめ、利用されていない登録者、区民の意見やニー

ズなどについても把握に努めているところです。

なお、当車両は、車いすが乗降するためのリフト装置と固定するベルトを備えており、

車いすを利用している方が、安全に乗車できる車両となっております。

担当
平野区役所 政策推進課 電話：06-4302-9919
            FAX：06-6302-9880



番

号
25．

項

目

各区のコミュニティバス（赤バス）を復活してください。路線などを検討する際は、

障がいを持つ人たちの意見もきめ細かく聞いてください。配置の際には車いすでも乗

車できるバスにしてください。

（回答）

西成区では、真に支援を必要とする方々のための福祉施策の再構築の一環として、区内

在住の概ね 65 歳以上の高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児を対象に平成 25 年 4 月 1 日か

らジャガピーバスを運行しています。

事業の実施にあたり、平成 25 年 2 月下旬に津守地域及び北津守地域の方々に説明会とア

ンケート調査を実施しましたが、その中に障がいをお持ちの方がおられたかどうか確認で

きませんでした。

また、この事業は公募型プロポーザルにより民間事業者からの創意工夫を活かした企画

提案を広く募集したいと考え、企画提案書における高齢者・障がい者等への対応を審査の

評価項目としたところです。なお、募集に際して質問を受付したところ、車いすへの対応

というのはリフト付車両が前提ですかという質問があり、リフト付車両が前提という訳で

はありませんが、車いすの方の対応を含んだご提案をお願いしますと回答したところです。

担当
西成区役所 保健福祉課（地域福祉）  電話：06-6659-9853
                   FAX：06-6659-9468



番

号
27．①

項

目

放課後等デイサービスについて、市として対策を講じてください。

送迎について、現在、車での送迎には加算されていますが、徒歩での送迎についても

加算されるように国に働きかけるとともに、市独自の予算を講じてください。

（回答）

国の解釈においては、徒歩による送迎に、職員が付き添いした場合は、経費が生じてい

ないため、加算を算定できないこととなっております。

本市においても、送迎加算は、障がい者の場合と同様、車での送迎を前提としておりま

す。

また、通所給付決定にかかる障がい児に対し、直接便益を向上させるものであって、保

護者に支払いを求めることが適当であるものに限り、保護者に金銭の支払いを求めること

ができるようになっております。

送迎体制については、利用者支援が適切に行えるよう、各事業所がそれぞれの状況に応

じて対応していただければと考えております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                                      FAX：06-6202-6962



番

号
27．②

項

目

放課後等デイサービスについて、市として対策を講じてください。

子どもの豊かな発達のための支援について、事業所と学校との懇談等を必要に応じて

行えるようにしてください。

（回答）

放課後等デイサービス事業者は、支援の提供に当たっては、障がい児の心身の状況、そ

の置かれている環境等の的確な把握に努めるとともに、障がい児やその家族からの相談に

応じ、必要な助言を行わなければならないとされております。

学校等に在籍する障がい児が、集団生活の適応のため、専門的な支援を必要とする場合

には、保育所等訪問支援の提供を受けることができますので、制度をご案内頂くとともに、

当該訪問支援員との密接な連携に努め、障がい児が混乱しないよう、学校と事業所におけ

る支援の一貫性を確保していただきたいと考えております。

また、家庭連携加算の算定要件では、放課後等デイサービス計画に基づいている場合で、

障がい児の健全育成を図る観点から学校等の障がい児が長時間在所する場所において支援

を行うことが効果的であると認められる場合については、学校や保護者の同意を得た上で、

学校等を訪問し、障がい児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行うことができる

とされております。

子どもの豊かな発達のための支援にあたっては、学校と放課後等デイサービスのサービ

スの一貫性が必要と考えますので、必要に応じて、学校等の職員との緊密な連携を図りつ

つ支援を行っていただきますようお願いします。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                                      FAX：06-6202-6962



番

号
28．①

項

目

福祉人材確保・定着に向けた実効ある施策を市の責任で実施してください。

障がい児施設に対する民間社会福祉施設職員給与改善費補助金を復活してください。

また、加齢児加算や夜間勤務などの民間社会福祉施設予備職員等雇用費補助事業、な

らびに民間社会福祉施設産休代替職員雇用費補助事業を復活してください。

（回答）

障がい児施設に対する民間社会福祉施設職員給与改善費補助金等につきましては、時代

に即した制度のあり方が求められるとともに、本市の厳しい財政状況において、補助金に

ついてはゼロベースでの見直しが必要となり、廃止いたしました。

施設の安定的な運営に向けた職員の配置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置につ

いては、引き続き国に対して要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                                      FAX：06-6202-6962



番

号
28．②

項

目

福祉人材確保・定着に向けた実効ある施策を市の責任で実施してください。

市内の福祉職場の人材不足の実態を市として早急に調査・把握し、福祉人材確保がで

きるようさらなる改善を強く国に働きかけてください。

（回答）

多様化する福祉ニーズに対応するためには、福祉に携わる人材の養成・確保や資質の

向上が極めて重要なことから、本市では、平成 19 年 8 月に厚生労働省が示した「社会福

祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」に基づき、福祉・

介護制度の実施主体としての立場から、必要なサービス提供体制の確保に努めていると

ころです。

とりわけ、福祉・介護サービスの意義や重要性についての啓発に努めるとともに、従

事者に対する研修の実施や相談体制の整備及び経営者や関係団体等のネットワークの構

築など、地域の特色を踏まえたきめ細やかな人材確保の取り組みを進めるよう、市とし

ての役割を果たしてまいります。

担当
福祉局 生活福祉部 地域福祉課  電話：06-6208-7954
                                  FAX：06-6202-0990



番

号
28．③

項

目

福祉人材確保・定着に向けた実効ある施策を市の責任で実施してください。

障がい児者施設職員や障がい者団体職員など、全ての福祉職員に対する頸肩腕・腰痛

症検診、メンタルヘルス検診を実施してください。当面、早急に問診表を作成し民間

福祉施設職員の健康状況を市として把握してください。

（回答）

社会福祉法人は、社会福祉施設職員に対して適切な健康管理の確保に努める必要がある

ことから、指導監査実施時に提出を求めている資料（調書）において、腰痛症対策、メン

タルヘルス対策等の取り組みについて報告を求めています。

また、指導監査を実施した際は、施設長等幹部職員より、具体的な取り組み状況につい

て、聴取し、具体的な取り組みが確認できない場合は、取り組みを促すべく口頭での指導

を行っています。

今後とも、労働安全衛生法に定める定期健康診断の実施状況を確認するなど、社会福祉

施設職員の健康管理が確保されるべく指導に努めます。

担当
福祉局 総務部 総務課（法人監理） 電話：06-6241-6540
                                    FAX：06-6241-6604



番

号
28．④

項

目

福祉人材確保・定着に向けた実効ある施策を市の責任で実施してください。

厚生労働省の改定腰痛予防指針に基づき、障がい児施設等の社会福祉施設長や介護事

業所長に対してその指針の徹底を図り、指針に基づき措置ができるよう市をして援助

してください。

（回答）

本指針につきましては、各市町村長の他、介護関係団体等の長あてにも周知されており

ますが、介護事業所等に対しても周知を行う必要があると考えておりますので、集団指導

等の機会において事業所に対して周知を図ってまいりたいと考えております。

担当

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                                      FAX：06-6202-6962
福祉局 高齢者施策部 介護保険課   電話：06-6241-6318
                   FAX：06-6201-5175



番

号
29．①

項

目

障がい児福祉施設の整備を図ってください。

児童福祉法の理念に基づき、障がい児施設への契約導入をやめ、措置費制度に戻すと

ともに単価を大幅に引き上げるよう国に強く要望してください。

（回答）

障がい児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福

祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障がい児の福祉の増進を図るとともに、

障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる

地域社会の実現に寄与することを目的として平成 18 年 10 月に障がい児施設給付費制度が

導入されました。

しかし、「保護者が不在で利用契約の締結が困難な場合」、「保護者が精神疾患等の理由に

より制限行為能力者又はこれに準ずる状態にある場合」、「保護者の虐待等の場合」など措

置が必要な障がい児には、引き続き措置制度での入所を行っております。

施設の安定的な運営に向けた職員の配置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置につ

いては、引き続き国に対して要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                   FAX：06-6202-6962



番

号
29．②

項

目

障がい児福祉施設の整備を図ってください。

障がい児生活施設における職員配置基準や施設最低基準などの大幅な改善・拡充を強

く国に要望するとともに、大阪市としても予算措置を講じてください。

（回答）

平成24年度の障がい福祉サービス等報酬改定では、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と

物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を踏

まえた効率化・重点化」の２つの基本的考え方の下で行われ、その中で、障がい児入所支

援に係る報酬については、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏まえ、

従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬単価

が設定されています。

施設の安定的な運営に向けた職員の配置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置につ

いては、引き続き国に要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                   FAX：06-6202-6962



番

号
29．③

項

目

障がい児福祉施設の整備を図ってください。

虐待児受け入れ加算（１年間）についても職員配置が正規職員で配置できるように国

に要望してください。看護師・臨床心理士などの専門職員の複数配置を強く国に要望

し、市としての加配措置を講じてください。

（回答）

平成 24 年度の障がい福祉サービス等報酬改定では、「福祉・介護職員の処遇改善の確保

と物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を

踏まえた効率化・重点化」の２つの基本的考え方の下で行われ、その中で、障がい児入所

支援に係る報酬については、障害者総合支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏ま

え、従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬

単価が設定されています。

また、新たな加算として、虐待を受けた児童への支援方法に効果的とされている小規模

グループケアによる療育や心理的ケアについて、小規模グループケア加算が報酬上評価さ

れているところです。

本市においても、措置により入所している被虐待児に対し、よりきめ細やかな支援が行

えるよう、引き続き、「障がい入所施設等被虐待児受入加算費」（１年間）の支給を行って

おります。

施設の安定的な運営に向けた職員の配置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置につ

いては、引き続き国に要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                   FAX：06-6202-6962



番

号
29．④

項

目

現在、都道府県の加算となっている強度行動障がい加算（３年間）については、大阪

市としても職員配置が正規職員で配置されるように財源措置を国に要望してくださ

い。また、住環境の整備・修繕が多くかかることを含めて財源措置を講じてください。

（回答）

平成24年度の障がい福祉サービス等報酬改定では、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と

物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を踏

まえた効率化・重点化」の２つの基本的考え方の下で行われ、その中で、障がい児入所支

援に係る報酬については、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏まえ、

従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬単価

が設定されています。

また、強度行動障がい児特別支援加算については、継続して算定されているところです。

本市においても、措置により入所している強度行動障がい児に対し、行動障がいの軽減

を図り福祉の推進に資するため、引き続き、「強度行動障がい特別処遇加算費」（３年間）

の支給を行っております。

施設の安定的な運営に向けた職員の配置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置につ

いては、引き続き国に要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                   FAX：06-6202-6962



番

号
29．⑤

項

目

障がい児福祉施設の整備を図ってください。

障がい児生活施設における中軽度のこどもについて実態を調査するとともに、専門的

な施設整備を国に要望してください。当面、市として人員加配など対策を講じてくだ

さい。

（回答）

平成24年度の障がい福祉サービス等報酬改定では、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と

物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を踏

まえた効率化・重点化」の２つの基本的考え方の下で行われ、その中で、障がい児入所支

援に係る報酬については、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏まえ、

従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬単価

が設定されています。

施設の安定的な運営に向けた職員の配置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置につ

いては、引き続き国に要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                   FAX：06-6202-6962



番

号
29．⑥

項

目

障がい児福祉施設の整備を図ってください。

卒業してからの進路の実態について調査するとともに、その後の生活、就労できる場

を確保、整備してください。

（回答）

学校卒業後、施設から地域生活に移行するには、さまざまな社会資源を充実させていく

必要がありますが、生活の場として、とくに重要な社会資源であるグループホーム・ケア

ホームについては、今後とも整備費・設備整備費の助成制度等の活用により、一層の設置

促進に努めてまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986
                   FAX：06-6202-6962



番

号
29．⑦

項

目

障がい児福祉施設の整備を図ってください。

就労後の実態について調査するとともに、様々な相談にのれる場、ネットワーク等の

体制を整えてください。

（回答）

各区１か所に設置している障がい者相談支援センターでは、障がいがある方やその家族

等の地域における生活を支援するため、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピア

カウンセリング、介護相談、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを

行っております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話：06-6208-8081
                   FAX：06-6202-6962



番

号
30．

項

目

障がい福祉サービスについて、充分な職員配置を行い円滑な運営が行えるよう、報

酬単価の大幅な引き上げを国に強く要望するとともに、大阪市として独自に支援策

を講じてください。

（回答）

平成 24 年度の障がい福祉サービス等報酬改定では、「福祉・介護職員の処遇改善の確保

と物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を

踏まえた効率化・重点化」の２つの基本的な考え方の下、報酬改定が行われました。

この改定により、前回改定以降の物価の下落分として基本報酬は平均で 0.8%のマイナス

となりましたが、今まで基金事業として実施されてきた福祉・介護職員の処遇改善に向け

た取り組みが、今後は新たに処遇改善加算として創設されたことなどにより、トータルで

はプラス 2.0%の改定となっております。

今後も国に対して、安定した施設運営が図られ、利用者への良好な支援が確保できるた

めの適正な報酬単価等を設定するよう、引き続き要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-7986

                   FAX：06-6202-6962



番

号
31．

項

目

利用料１割負担を廃止するよう国に要望するとともに、大阪市独自の支援策を講じ

てください。

（回答）

自立支援給付における利用者負担については、利用者等の負担能力に応じた負担上限

額が設定されています。

この応能負担は、全国共通のものとして設定されるべきものと考えており、利用者負

担の軽減措置として、所得水準に応じた段階的な月額負担上限額の設定、居宅で生活さ

れている方に対する通所施設・在宅サービス等軽減、補足給付や食費等に対する軽減措

置、利用者負担により生活保護を受けることにならないようにするための減免措置等

様々な減免措置が設けられております。

今後も各減免措置を十分活用していただきたいと考えております。

軽減措置につきましては、国に対し利用者の十分な状況把握を行ったうえ、今後も実

費負担の軽減措置等を速やかに講ずるよう要望するとともに、食費等に対する軽減措置

である食事提供体制加算の経過措置については、他の経過措置ともに、引き続き適切な

負担軽減措置を講じるよう要望してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8074
                   FAX：06-6202-6962



番

号
32．

項

目

支給決定においては、障がい程度区分は勘案事項であるという原則を順守し、利用

者の希望に応じた支給決定を行ってください。また、骨格提言に沿った支給決定の仕

組みとなるよう、国に要望してください。

（回答）

障がい福祉サービスの支給決定にあたりましては、障がい程度区分のほか、介護者の

状況、居住の状況など障がい者の様々な状況についてきめ細かに確認するとともに、サ

ービス利用の意向に基づきサービス利用計画案を作成し、それらを総合的に勘案したう

えで適切な支給決定を行うこととしております。

今後も本人の生活実態や障がいの状況を考慮し、必要とされるサービスの支給決定を

行っていきたいと考えております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8074
                   FAX：06-6202-6962



番

号
33．①

項

目

移動支援事業の拡充とヘルパー確保に向けて支援策を講じてください。

障がいのある人が、通勤や通学等社会生活を行う上で必要な移動支援を個別給付の事

業として新たに設けるよう国に要望するとともに、大阪市として独自に支援策を講じ

てください。また、移動支援事業の利用対象範囲を拡大し、利用時間制限を撤廃する

とともに、通院への利用を制限しないでください。

（回答）

本市における移動支援事業については、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の

社会参加のための外出の際の移動の支援」で「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出や

通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として１日の範囲

内で用務を終えるものに限る。」としております。

通学、通所については「通年かつ長期にわたる外出」であり、移動支援の利用に該当し

ませんが、保護者等の冠婚葬祭や入院等により、通学及び日中活動の場への送迎ができな

い場合は、緊急避難的な対応として一定期間利用を可能としております。

本市の移動支援事業における通勤や通学等の際の利用制限の緩和につきましては、現在の

ところ困難であると考えております。

なお、医療機関への通院に際しての介護につきましては、居宅介護に「通院等介助」「通

院等乗降介助」があり、移動支援における余暇活動のための外出の機会を多く確保する観

点からも、居宅介護の「通院等介助」又は「通院等乗降介助」の利用とすることが望まし

いと考えております。

移動支援事業は、障がいのある方々にとって、地域での社会参加や日常生活を行う上で

必要かつ重要な支援であり、国の責任において実施すべき事業であると考えていることか

ら、国に対し、障がいのある方のニーズに対応できるだけの十分な財源措置を講じるとと

もに、地域生活支援事業ではなく自立支援給付で対応するよう制度改正等を引き続き要望

してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8076
                                      FAX：06-6206-6962



番

号
33.②

項

目

移動支援事業の拡充とヘルパー確保に向けて支援策を講じてください。

慢性的なヘルパー不足を解消するため移動支援の単価を引き上げてください。

（回答）

人材の育成研修事業については、「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）」では、都道府県地域生活支援事業として位置付けられてお

り、広域的に取り組むことが最も効果的・効率的であると考えています。

また、大阪市内の平成 25 年 3 月末現在における移動支援事業所数は約 1,000 か所であり、

事業所数は増加傾向となっておりますが、福祉に携わる人材の養成・確保や資質の向上は重

要であることから、社会福祉事業従事者が安心して働き続けることができるよう福祉人材確

保施策の充実について、本市としても引き続き国に対して要望しております。

また、「障害者総合支援法」においては、今後増大する福祉サービスの費用について、

社会全体で支えあい、安定的なサービスの提供を目指すことが、法の考え方の柱の一つで

あり、継続可能な制度構築や報酬体系が必要であると考えているとともに、移動支援事業

については障がいのある方々にとって、地域での社会参加や日常生活を行う上で必要かつ

重要な支援であり、国の責任において実施すべき事業であると考えていることから、国に

対し障がいのある方のニーズに対応できるだけの十分な財源措置を講じるとともに、地域

生活支援事業ではなく自立支援給付で対応するよう制度改正等を要望しております。

なお、ご要望の移動支援の単価の拡充につきましては、平成 24 年 4 月から１時間あた

り 1,840 円から、１時間あたり 1,880 円に改定したところです。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8076
                                      FAX：06-6202-6962



番

号
33．③

項

目

移動支援事業の拡充とヘルパー確保に向けて支援策を講じてください。

ケアホーム・グループホーム入居者が通院する際、移動支援の利用ができるようにし

てください。現在の通院介助ヘルパー利用は慢性疾患の定期通院のみに利用できるも

ので、突発的な病気や怪我の際には利用できません。ケアホーム・グループホームの

職員では体制上通院支援することは困難です。

（回答）

ケアホーム・グループホームにかかる通院介助については、基本的に日常生活の支援の

一環として世話人や生活支援員がその役割を担うことになりますが、平成１９年度から慢

性疾患の利用者がいる場合、定期的に通院を必要とし、世話人等が個別に対応することが

困難な場合があることから、月２回まで利用が可能となりました。

本市といたしましては、ケアホーム・グループホームが安定的かつ継続的に運営できる

よう、財政支援や職員配置基準等の制度の見直しについて国に対して要望しております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8074
                   FAX：06-6202-6962



番

号
34．

項

目

入院時のホームヘルパー派遣が認められるよう国に強く要望するとともに、大阪市

としてそれに見合う支援策を講じてください。また大阪市重度障がい者等入院時コミ

ュニケーションサポート事業について、利用対象者の条件が最重度に限定されていて

受けたくても受けられない障がい者たくさんおられます。利用対象者の条件緩和等を

早急に行ってください。

（回答）

ホームヘルプサービス事業は、居宅における日常生活の家事、介護や外出の介助を提

供し、住み慣れた地域での生活を支援する目的で実施しています。入院中の方につきま

しては、国からの通知で病院内の移動等の介助は基本的に院内スタッフにより対応され

るべきと定められています。

大阪市としましては、意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、

本人の希望によりコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意

思疎通の円滑化を図ることを目的として、大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーショ

ンサポート事業を平成 20 年 10 月から実施しております。

平成 22 年 4 月からは、対象者を障がい程度区分認定調査項目の 「6－3 ア．意思の伝

達」、「6－3 イ．本人独自の表現方法を用いた意思表示」、「6－4 ア．指示への反応」、「6
－4 イ．言葉以外のコミュニケーションを用いた説明の理解」の４項目全てが「できる」

以外と認定されている者としてきた規定を、「6－3 ア．意思の伝達」、「6－4 ア．指示へ

の反応」のいずれかが「できる」以外と認定されている者へと緩和いたしました。

今後、大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業については、事

業内容やサービス提供実態等、慎重に検証を行なってまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8076
                                      FAX：06-6202-6962



番

号
35．

項

目

居宅支援サービス利用の際、各区役所担当窓口は相談支援センターと協力をして事

業所のあっせん・連絡・調整等の役割を果たしてください。

（回答）

障がい福祉サービス等の相談や申請があった場合においては、各区役所担当窓口におい

て相談内容等を充分に聞き取り、ニーズを把握し、各サービス等の説明や手続き等の説明

を丁寧に行っております。

また、新たにサービスを利用される方や、心身の状態、環境の変化等によりサービスの

変更を希望される方等、サービス提供事業者等との連絡調整が必要な方につきましては、

計画相談支援の案内を行い、適切なサービス利用ができるよう調整を行う等、障がいのあ

る方が安心してサービスを受けることができるようにしております。

担当

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8076
            障がい福祉課 電話：06-6208-8081
                                      FAX：06-6202-6962



番

号
36．

項

目

介護保険優先原則を撤回し、本人の必要性を重視して、介護保険制度・障がい者施

策の選択が行えるよう、国に要望してください。また、介護保険制度利用を余儀なく

された者については、障がい者施策と同様に住民税非課税世帯の利用料を無料として

ください。

重度訪問介護は６５歳以上でも利用できるようにし、生活介護や短期入所などの施

設利用も、希望すれば障がい者施設を利用できるようにしてください。

（回答）

自立支援給付と介護保険制度との適用関係の基本的な考え方は、国の通達により介護保

険サービスが優先されることとなりますが、相当するサービスが介護保険にあっても、介

護保険サービスを一律に優先させるのではなく、必要としている支援内容を介護保険サー

ビスにより受けることが可能か否かを適切に判断することとされています

本市においては、65 歳以上の方であっても障がい状況等から必要と認められるサービス

支給量が介護保険法の保険給付だけでは十分に確保できないと判断される場合には、必要

に応じて介護保険法による保険給付に加えて障がい福祉サービスの提供ができるよう支給

決定しております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8076
                                      FAX：06-6202-6962



番

号
36．

項

目

介護保険優先原則を撤回し、本人の必要性を重視して、介護保険制度・障がい者施

策の選択が行えるよう、国に要望してください。また、介護保険制度利用を余議なく

された者については、障がい者施策と同様に住民税非課税世帯の利用料を無料として

くだい。重度訪問介護は 65 歳以上でも利用できるようにし、生活介護や短期入所など

の施設利用も、希望すれば障がい者施設を利用できるようにしてください。

（回答）

自立支援給付と介護保険制度との適用関係の基本的な考え方は、国の通達により介護

保険サービスが優先されることとなりますが、相当するサービスが介護保険にあっても、

介護保険サービスを一律に優先させるのではなく、必要としている支援内容を介護保険

サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断することとされています。

介護保険サービスを利用するにあたっては、利用料として、サービスに係る費用の 1
割を負担いただいていますが、この 1 割負担が高額になる場合は、高額介護サービス費

の支給により負担軽減を図っており、年金収入等が年 80 万円以下の第 2 段階の方につい

ては、月額負担上限額を 15,000 円とする等、低所得者に対する自己負担が少なくなるよ

う配慮されています。

また医療保険における世帯単位で1年間の介護保険及び医療保険の利用者負担の合計が

一定の上限金額を超えた場合については、高額医療合算介護（介護予防）サービス費を

支給しています。

加えて、施設入所者等にご負担いただいている食費・居住費についても、所得に応じ

た負担限度額が設けられ、基準費用額と負担限度額との差額が、特定入所者介護サービ

ス費として支給されています。さらに、社会福祉法人等が提供する福祉サービスについ

ては、低所得者の利用料を軽減する制度を法人等の協力を得て実施しているところです。

担当

福祉局 高齢者施策部 介護保険課（保険給付グループ）

電話：06-6208-8059
                        FAX：06-6202-7075



番

号
37．

項

目

訪問入浴は、週２回必ず利用できるようにしてください。

（回答）

本事業は、重度障がい者の方の在宅生活を支援することを目的に実施しているもので

すが、年々利用件数が増大しており、事業費の伸びは著しい状況です。

入浴するということは必要最低限の生活保障であると考えているため、厳しい財政状

況の中、毎年予算確保を行っておりますが、今後も現状の制度が継続できるよう、予算

確保に努めてまいります。

なお、入浴回数の拡充については、大阪市の財政状況から、現時点では困難でありま

すが、制度の柔軟な運用方法などについて、今後検討してまいりたいと考えております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話：06-6208-8081
                   FAX：06-6202-6962



番

号
38．

項

目

日常生活用具について、肢体障がい者にＩＨ台所用機器を、上肢に障がいがない

人にも必要に応じて電動車椅子の支給を認めるとともに、パソコンを日常生活用具

として復活させてください。自己負担額の算定は障がい者本人の所得を基準にする

よう改めてください。

（回答）

日常生活用具の給付については、地域生活支援事業への移行にあたり、国において

用具の定義が次の３点の要件をすべて満たすものとされており、本市ではこの定義を

踏まえながら、支給品目の設定を行っているところです。

・安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。

・日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進するもの。

・製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、

日常生活品として一般的に普及していないもの。

本市では、電磁調理器の給付につきましては、日常生活を営むうえでより制限が多

いと考えられる重度の視覚障がい又は知的障がいのある、単身もしくはこれに準じる

世帯の方を給付対象としております。

また、電動車椅子は「補装具」の品目になりますが、重度の下肢障がいのある方の場

合、「電動車椅子によらなければ歩行機能を代替できないもの」という観点から、上肢に

何らかの障がいのある方、具体的には手帳に上肢障がい 7 級以上の記載があることを条

件としています。

パソコンにつきましては、その利便性から障がいのある方についても日常生活での

様々なバリアを解消する一助になっている点は認識しておりますが、近年における職場

や各家庭への普及状況等から日常生活用具の要件全てを満たすものとは考えにくく、国

と同様に平成 18 年 10 月に給付品目の見直しを行ったところです。

日常生活用具給付事業の自己負担額については、平成２２年４月から市民税非課税

世帯の方を無料にするなど、低所得者に配慮した負担方法となっております。本市に

おきましては、厳しい財政状況の中、今後もこの負担方法の維持について努力してま

いりたいと考えております。

「日常生活用具給付事業」のあり方につきましては、利便性等も考慮しながら、よ

り効果的な給付事業が行えるよう、引き続き検討してまいりたいと考えております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課  電話：06-6208-7993

                                        FAX：06-6202-6962



番

号
39．

項

目

ケアホーム・グループホームの新規開設のための土地購入費、建物建設費及び購入

費、初度調弁費、建物改築費、消防設備設置費等の補助について補助額及び適用箇所

数を拡充し、介護度の高い利用者も安心して生活できるよう補助額及び適用箇所数を

拡充してください。

（回答）

本市におきましては、障がい者の地域生活にとって重要な社会資源であるケアホー

ム・グループホームの整備を促進するため、社会福祉法人等非営利を目的とする法人が、

市内で新規に整備を行う障がい者ケアホーム・グループホームに対し、国の社会福祉施

設等施設整備費補助の対象外の整備について、整備費・設備整備費補助を行っておりま

す。

今後とも引き続き、ケアホーム・グループホームの整備促進に努めてまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8074
                   FAX：06-6202-6962



番

号
40．

項

目

土曜日・日曜日・祝日や災害等により日中支援事業所の休所時や利用者の急病で日

中をケアホーム・グループホームで過ごす必要がある場合、ホームで日中支援を十分

行うことができる職員配置の確保ができるよう国に強く要望するとともに、大阪市と

して独自の加算・補助制度等支援策を講じてください。

（回答）

日中の時間帯に介護等の支援を行った場合には、一定の条件の下に日中支援加算が設

けられております。

本市といたしましては、ケアホーム・グループホームが安定的かつ継続的に運営でき

るよう、財政支援や職員配置基準等の制度の見直しについて国に要望しております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8074
                   FAX：06-6202-6962



番

号
41．

項

目

ケアホームとグループホームの統合に際しては、ホームヘルパーが配置されていな

い時間帯においても、緊急時の対応を可能にするために、必要な職員の配置を行うな

ど現行制度の拡充策を講じるよう国に求めてください。又報酬単価の設定についても

現ケアホームの報酬単価を下回ることのないよう国に求めてください。

（回答）

ケアホームのグループホームへの一元化にあたりましては、十分な財政支援や職員配

置基準等の見直しについて、国に要望しております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8074
                   FAX：06-6202-6962



番

号
42．

項

目

知的障がい者成人施設の増設を行ってください

（回答）

大阪市において、現在新たに障がい者施設を整備する予定はありません。

また、本市では施設から地域生活への移行の推進に取り組んでいます。障がいのある人

が不安なく施設から地域生活に移行できるよう、また、可能な限り施設に入所することな

く地域で安心して生活し続けられるよう、地域移行や地域定着等の支援の充実を図ってま

いります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話：06-6208-8075
                   FAX：06-6202-6962



番

号
43．

項

目
社会福祉施設への上下水道料金の減免を継続してください。

（回答）  

  社会福祉施設の上下水道料金の減免制度は、昭和 48 年 3 月の水道料金の改定に伴い、

高齢者世帯等の世帯への減免と共に、経済的負担の軽減を図ることを目的に、昭和 48 年
4 月から水道料金、昭和 52 年 4 月から下水道使用料について制度を設け、料金の 40％
を減免しています。制度発足当初は水道料金、下水道使用料ともに一般会計（税金）に

より実施していましたが、昭和 60 年４月からは水道事業会計及び下水道事業会計の負担

での実施となっています。

既にご存知のとおり、平成 24 年 7 月の市政改革プランにより、受益と負担の明確化な

ど「施策・事業の聖域なきゼロベースの見直し・再構築」を行っていく必要があること

から、社会福祉施設の上下水道料金の減免制度についても、世帯に対する減免制度に準

じて廃止することといたしました。なお、廃止にあたりましては、パブリック・コメン

トや市会での議論なども総合的に検討し、各施設法人の運営・経営の影響を少しでも軽

減するため、平成 25 年度は激変緩和措置としてそれまでの減免率 40％を 20％とするこ

ととし、平成 26 年度から廃止することとしています。

現下の厳しい財政状況の折、市政改革プランの趣旨から社会福祉施設の上下水道料金

の減免制度の継続は困難ではありますが、今後とも、都市基盤の機能拡充に努め、安心・

安全な市民生活に寄与する上下水道事業を構築してまいりますので、将来にわたる本市

水道事業・下水道事業の持続性が確保できるよう、みなさまのご理解・ご協力のほどを

お願いいたします。

担当

水道局 総務部 お客さまサービス課 福祉担当 電話：06-6616-5474
                       FAX：06-6616-5479    

建設局 総務部 経理課 業務担当      電話：06-6615-7545
                      FAX：06-6615-7575



番

号
44．

項

目

短期入所事業を実施している事業所に対して、大阪市の責任において各事業所最

低１名の短期入所利用枠を確保し緊急時に利用できるようにして下さい。また事業所

の状況の把握及び利用の際の窓口を各行政区に設置し、短期入所の利用がスムーズに

行えるよう支援策を講じてください。

（回答）

短期入所の利用を希望する人が、必要なときに利用できるようにするためには、サ

ービス基盤の確保が必要であるため、国に対し報酬単価改定を含む制度の見直し等を

働きかけてまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課  電話：06-6208-8245

                                        FAX：06-6202-6962



番

号
45．

項

目

地域活動支援センターの委託料を生活介護事業の報酬単価と同等以上になるよう引

き上げてください。委託料の算定について、各障がいの特性に配慮して通院など必要

不可欠な事由については出席扱いにするなど実態に即したものとしてください。

（回答）

  地域活動支援センター事業（活動支援Ａ型）の委託料については、前年度の平均利用

人数を基礎として、利用人数規模や事業を推進するための体制及び業務遂行上必要とな

る物品・役務等にかかる経費の積算に基づき算定しております。

また、運営実態や利用者の実態に即した事業内容となるよう、基本委託料に加え、そ

れぞれの事業者が選択して行う事業への加算や、建物等賃貸借加算、重度・重複障がい

者支援加算等を行っており、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等

を行う社会資源として安定した運営ができるよう支援に努めております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課  電話：06-6208-8074
                                        FAX：06-6202-6962



番

号
46．

項

目

新たに策定された大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画の数値目標（日中活動

系サービス）の達成に向けた具体的な計画を明らかにしてください。

（回答）

障がい者福祉計画の目標数値につきましては、旧体系の施設等がすべて新事業体系に移

行することを踏まえ、これまでの実績をもとに今後における新規事業所の開設の見込みや

利用者のニーズ等を勘案し、利用者に必要なサービスが整備されるよう見込み量を設定し

ており、平成 24 年度については、順調に推移しております。

  

担当

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課   電話：06-6208-8071
障がい支援課   電話：06-6208-8245

                    FAX：06-6202-6962



番

号
47．

項

目

大阪市から送られてくる文書について、希望する視覚障がい者に確実に点字化されて

届くようにしてください。また、視覚障がい者家庭への送付書類の封筒には、書類の

名称や宛名、担当課名と電話番号を必ず点字でも記載してください。

大阪市からの送付文書の点字化が確実に行われるよう、大阪市公文書点字化制度（仮

称）を創設するなどの抜本的な施策について検討を行ってください。

（回答）

障がいのある方が利用できる施策やサービスについての情報や、地域での生活に必要な

情報について、障がいの状況や特性に応じて、わかりやすく活用しやすい形で提供するよ

う、視覚障がいのある方への情報伝達についても、その方が自ら内容を確認できる形態に

より、迅速・正確に情報を伝達することができるよう、「大阪市障がい者施策推進会議」を

始めとし、各区・各局へ理解と対応を依頼するなど、視覚障がいのある方などへの支援が

効果的に推進していくよう、取り組みを進めているところです。

今後とも、障がいのある方が個人として尊重され、持てる力を発揮して社会参加すると

ともに、地域で安心した生活を送ることができるよう努めてまいります。

【補装具・日常生活用具に関する通知等について】

現在、視覚障がいのある方への通知等につきましてはご連絡いただいた場合に点字版

を作成しております。視覚障がい者のすべての方が点字を利用されておられないため、

今後もご要望に応じて送付させていただきますのでご理解くださいますようお願いいた

します。

【市営交通無料乗車証等に関する通知等について】

現在、視覚障がいのある方への通知等につきましては、点字を希望される方に対しま

して点字版を作成しております。視覚障がい者のすべての方が点字を利用されておられ

ないため、今後ともご希望に応じて送付させていただきますのでご理解くださいますよ

うお願いいたします。

担当

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課   電話：06-6208-8072
            障がい支援課   電話：06-6208-8073
                     FAX：06-6202-6962



番

号
47．

項

目

大阪市から送られてくる文書について、大阪市公文書点字化制度（仮称）を創設し、

下記の文書が、希望する視覚障がい者に確実に点字化されて届くようにしてください。

また、視覚障がい者家庭への送付書類の封筒には、書類の名称や宛名、担当課名と電

話番号を必ず点字でも記載してください。

＜点字化を希望する文書＞

・上下水道の使用水量等に関する文書

（回答）

上下水道ご使用水量等のお知らせにつきましては、送付書類の封筒に書類の名称等の点字記載

はされておりませんが、同封している書類は点字記載しており、ご希望の視覚障がい者家庭にお

届けしています。

担当

水道局 総務部 お客さまサービス課 電話：06-6616-5473
FAX：06-6616-5479 

建設局 総務部 経理課 業務担当  電話：06-6615-7545
FAX：06-6615-7575



番

号
47．

項

目

大阪市から送られてくる文書について、希望する視覚障がい者に確実に点字化されて

届くようにしてください。また、視覚障がい者家庭への送付書類の封筒には、書類の

名称や宛名、担当課名と電話番号を必ず点字でも記載してください。

大阪市からの送付文書の点字化が確実に行われるよう、大阪市公文書点字化制度（仮

称）を創設するなどの抜本的な施策について検討を行ってください。

・国民健康保険料納付に関する文書

・国民健康保険利用明細書

・後期高齢者医療保険料に関する文書

・重度障がい者医療証交付に関する通知

（回答）

本市国民健康保険では、被保険者の皆さまへ国民健康保険料の制度や納付方法等の説明

を行っております。

国民健康保険料納付に関する文書については、年間でお支払いいただく保険料をお知ら

せする目的で、毎年６月に「国民健康保険料決定通知書」を送付する際に、「国民健康保険

料のお知らせ」を同封するとともに、封筒に決定通知書が在中していることを点字表示し

ております。

国民健康保険利用明細書については、ご自身の受診状況をご確認いただく目的で、２か

月に一度、「国民健康保険医療費のお知らせ」を送付しております。

後期高齢者医療保険料に関する文書については、年間でお支払いいただく保険料をお知

らせする目的で、毎年７月に「後期高齢者医療保険料決定通知書」をお送りしています。

重度障がい者医療証交付に関する通知については、封筒に「障がい者医療証」が在中し

ていることと送付元の担当名を点字表示しております。

「国民健康保険医療費のお知らせ」、「後期高齢者医療保険料決定通知書」、「国民健康保

険料のお知らせ」、「障がい者医療証」については、被保険者の皆様によりわかりやすい表

現となるよう、今後も検討を行ってまいります。

担当

福祉局 生活福祉部 保険年金課（収納グループ）  電話：06-6208-9872
                （給付グループ）  電話：06-6208-7967
                                （後期高齢グループ）電話：06-6208-8038
               （医療助成グループ）電話：06-6208-7972
                （保険グループ）  電話：06-6208-7965
                          FAX：06-6208-4156



番

号
47．

項

目

大阪市から送られてくる文書について、希望する視覚障がい者に確実に点字化されて

届くようにしてください。また、視覚障がい者家庭への送付書類の封筒には、書類の

名称や宛名、担当課名と電話番号を必ず点字でも記載してください。

大阪市からの送付文書の点字化が確実に行われるよう、大阪市公文書点字化制度（仮

称）を創設するなどの抜本的な施策について検討を行ってください

＜点字化を希望する文書＞

・介護保険料に関する文書

・介護保険要介護認定・要支援認定結果に関する文書

（回答）

本市においては、現在、介護保険のパンフレットの点字版を作成し、ご希望される方に

配布しており、この中で、介護保険業務の担当課名や連絡先などの電話番号を記載してお

ります。

また、個別に送付しております通知書類の送付用封筒に、書類の名称や宛名、担当課名

及び電話番号など介護保険関係書類とわかる表示を希望される場合は、点字表示（点字シ

ールを貼付）にすることが可能です。

担当

福祉局 高齢者施策部 介護保険課（保険給付グループ） 電話：06-6208-8059
                           FAX：06-6201-5175

（認定グループ）   電話：06-6972-2873
                           FAX：06-6972-2895



番

号
47．

項

目

大阪市から送られてくる文書について、希望する視覚障がい者に確実に点字化されて

届くようにしてください。また、視覚障がい者家庭への送付書類の封筒には、書類の

名称や宛名、担当課名と電話番号を必ず点字でも記載してください。大阪市からの送

付文書の点字化が確実に行われるよう、大阪市公文書点字化制度（仮称）を創設する

などの抜本的な施策について検討を行ってください。

＜点字化を希望する文書＞

・市民税・府民税納税に関する文書

・固定資産税・都市計画税納税に関する文書

（回答）

財政局においては、平成 18年度より、視覚に障がいのある納税者の方が希望される場合、

市税事務所管理担当へ電話でお申し込みいただき、個人市・府民税（普通徴収）、軽自動車

税、固定資産税・都市計画税の納税通知書、個人市・府民税の特別徴収税額の決定通知書、

法人市民税・事業所税の申告（納付）依頼状の封筒に文書名と問合せ先の点字表示を行っ

てきました。

平成 23 年度からは、上記取組みに加えて希望者に対し、個人市・府民税（普通徴収・特

別徴収）及び固定資産税・都市計画税の納税通知書等においては、封筒に「大阪市税関係

書類」と点字表示し、納税通知書等の主な内容（通知文書の名称、住所、氏名、税額及び

納期限、問い合わせ先（担当名・電話番号）など）の点字文書を同封しています。

担当
財政局 税務部管理課 電話：06-6208-7741
          FAX：06-6202-6953



番

号
48．①

項

目

意思疎通支援の整備拡充を図ってください。

・手話通訳者派遣事業を増額してください

（回答）

手話通訳者派遣事業は国の地域生活支援事業において市町村の必須事業として位置

付けられています。

事業費につきましては、聴覚・言語に障がいのある方々の日常生活に必要、不可欠

なコミュニケーションの確保という事業の重要性を十分認識しており、所要の財源確

保に引き続き努力してまいります。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話：06-6208-8081
                   FAX：06-6202-6962



番

号
48．②

項

目

意思疎通支援の整備拡充を図ってください。

・聴覚障がい者コミュニケーション支援事業、中途失明者訪問指導事業等については

専門性や継続性を確保できるよう、短期間低予算でのプロポーザル方式は中止してく

ださい。また、職員が正規職員で働きつづけられるよう委託料を確保してください。

（回答）

業務内容が専門的であり継続性が要求される業務などについては、事業者選定の仕

方、契約手法を慎重に考えていく必要があります。

また、これまで特名随意契約など特定の事業者と契約していた事業については、今

日に至っては複数の事業者が実施可能となっている場合もございます。

本市としましては、市民や業務に従事する皆様にご理解を頂くうえで、社会情勢の

変化に対応した適切な契約手法を選択していく必要があることから、業務の特性を十

分把握しながら事業を進めていきたいと考えています。

また、今後とも円滑な事業実施が行えるよう適正な予算措置に努めてまいりたいと

考えております。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話：06-6208-8081
                   FAX：06-6202-6962



番

号
48．③

項

目

意思疎通支援の整備拡充を図ってください。

・各区役所保健福祉課に手話通訳者を正規職員で設置してください。当面の間、手話

通訳者派遣事業の委託先の職員を巡回させて対応してください。

（回答）

聴覚・言語に障がいのある方々の支援としまして、手話通訳者派遣事業や聴言障が

い者生活相談事業で専任者を配置して事業を実施しており、日常生活に不可欠なコミ

ュニケーション手段の確保や生活相談につきましては、同事業をご利用いただきます

ようお願いいたします。

聴覚・言語に障がいのある方々のコミュニケーション手段確保及び生活相談の重要

性については市としても認識しており、今後とも円滑に事業運営できるよう、努力し

てまいりたいと考えております。

なお、各区役所保健福祉課への手話通訳者の正規職員の配置は困難な状況です。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 電話：06-6208-8081
                   FAX：06-6202-6962



番

号
49．①

項

目

日本ライトハウスへの支援を拡充してください。

・著作権法の改正に伴う視覚障がい者への情報提供サービスが改善できるよう、大阪

市として独自の補助を行ってください。また、廃止した情報文化センターへの職員加

配を復活してください。

（回答）

日本ライトハウス情報文化センターは、点字図書や点字刊行物の貸し出しをはじめ、

様々な情報提供、ボランティアの養成等を通じ、視覚障がいのある方の社会参加の促進・

福祉の向上に大きな役割を担っているものと認識しており、その運営につきましては従

前から「点字図書館運営補助」として基本的なセンターの運営経費について、国 1/2、大

阪市 1/2 の割合で、点字図書館運営補助を行っております。

本市では、補助金等につきましては、その必要性、妥当性、有効性、公平性について

一層精査することとし、市政改革プランに基づき、団体運営補助については原則廃止、

施設運営補助については原則補助率上限 1/2 の徹底を図ることといたしました。

「点字図書館運営補助」につきましては、検討の結果、本市単独補助１名分につきま

しては、経過措置を設けて廃止し、平成 25 年度から補助率上限 1/2 の徹底を図ってまい

ったところです。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課  電話：06-6208-8072
                     FAX：06-6202-6962



番

号
49．②

項

目

日本ライトハウスへの支援を拡充してください。

・視覚障がい者が生活に必要なリハビリテーションを受けられるよう、就労移行

支援や自立訓練の自立に必要な訓練ができるよう、大阪市独自に職員を加配して

ください。また、国に対し、視覚・聴覚言語障がいの利用者６名に対して職員１

名を加算するよう、要望してください。

（回答案）

就労移行支援及び自立訓練事業の人員配置基準および報酬体系等については、それぞ

れ「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」「障害福祉サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準」において定められています。

本市としましては、利用者によりよい支援の提供が可能となるよう、引き続き国に働

きかけていきます。

担当
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課  電話：06-6208-8245

                    FAX：06-6202-6962


