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２０１４年 ５月 ８日

大阪府知事 松井 一郎 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

＜教育＞

１．障害児学校の現在の過大･過密を解消し、今後さらに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支援学校を建設してください。

①北河内地域、東大阪地域、南河内地域、堺・泉北地域、岸和田・貝塚地域、大阪市

内地域に、現在増設がすすめられている新校に加えて、小・中・高等部のある知的

障害支援学校を緊急に設置してください。とりわけ、東大阪地域、堺・泉北地域、

岸和田・貝塚地域への建設計画を早急に策定してください。

②堺市内への希望者すべてを受け入れる高等部のある知的障害支援学校の建設計画を

策定してください。または、堺市立百舌鳥支援学校および上神谷支援学校に高等部

を設置するよう、堺市と協議するなど、堺地域への具体的な対策を早急に明らかに

してください。

③泉南地域に、肢体障害のある子どもが安心して学べる小・中・高等部のある支援学

校を建設してください。

④交野支援学校四條畷校は、知的障害支援学校の分校ではなく本校として整備してく

ださい。

⑤通学時間、教育条件の改善のために、北河内地域に肢体不自由支援学校を増設して

ください。

⑥府内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」改定に伴う都道府県知事・教育長あての文科省通知（１

９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。

⑦障害児学校の通学区域割については、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、福
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祉圏域、生活圏域に配慮（放課後等デイサービスの利用を含む）するとともに、新

校移行への経過措置を設けるなど、個別の事情等も含め、柔軟に運用してください。

そして、保護者等に対して建設予定地見学会を実施し、周辺道路や環境の整備改善

を行うとともに、開校時には円滑に通学バス運行や給食の実施ができるようにし、

教育内容等について出身校からの引き継ぎが円滑に行えるようにしてください。向

陽学園のこどもたちだけ新校へ通学区域変更することをやめ、八尾支援学校の校区

内の子どもたちと変わらず平等な通学区域割をしてください。

⑧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。

⑨支援学校における児童生徒数の増加で、特別教室が普通教室に転用されたり、間仕

切ったりすることがないよう文部科学省に対し、特別支援学校の設置基準を策定す

るように要望してください。

⑩学校施設の耐震化や老朽校舎の大規模改修を早急に実施してください。

⑪同一敷地内に２つの支援学校が設置されている場合において、高等支援学校の入学

試験の日に支援学校を休みするなど、児童生徒の教育環境に影響が及ばないように

してください。

２．聴覚障害･病弱教育を充実してください。

①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，

大阪市立聴覚特別支援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）「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てください。

当面２校が実施してきた３歳未満児早期教育相談について、平成２５年以降も

教育委員会の事業として整備・存続してください。また、現在行われている２

校の教育相談・支援サービスの質が低下することのないよう定数加配および教

育予算を増やしてください。

ウ）生野聴覚支援学校の駅からの通学路の道路実態を把握し、危険のないよう整

備するよう関係機関に働きかけてください。

②病弱児教育について、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
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育が保障できるようにしてください。（文書回答）

３．後期中等教育を拡充してください。

①たまがわタイプの学校について、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）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）

イ）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）

ウ）府立高等学校に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）１学級あたりの教員配置の乗数（規模別定数配置）を改善してください。

カ）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）
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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）交野支援学校四條畷校には正規の栄養教諭（職員）を配置してください。

イ）事務職員を３名配置してください。

ウ）技術職員を新たに採用し、配置してください。

エ）給食調理員を新たに採用し、配置してください。

オ）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「聾」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「聾」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設置してください。

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生活指導をはじめとする指導の困難な知的・発達障害等の児童生徒に対する教員配

置を行ってください。

③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。

④一般・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すべての学部にわたって直ちにやめ

てください。（文書回答）

⑤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
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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．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。当面暫定的な措置として、通学時間が１時間以上かか

るコースのバスにはトイレを設置してください。

③スクールバスを小型にして、自宅の近くから乗降できるように送迎ルートを改善し

てください。

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）

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医療的ケアの必要な子どもたちが在籍する学校をはじめ、必要とされる障害児学校

においては、府独自に看護師を配置してください。

②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。

③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。

④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。

１１．教育条件の低下につながる大阪市立特別支援学校の府立への移管の検討を直ちに中

止してください。
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１２．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踏まえ、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、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。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。

②障害児学級の編制基準を府独自で改善し、１学級の定数を支援学校並の６人に引き

下げてください。

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

児が在籍する全ての学校にエレベーターを設置するよう､市町村教育委員会に働き

かけてください。

④障害児教育の専門性や継続性を尊重し、教員採用選考に障害児学級採用枠を設ける

よう検討してください。また、希望する場合は障害児学級担任として転勤できるよ

う市町村教育委員会に働きかけてください。

⑤学校教育法施行令が一部改正されましたが、子どもたちに保障されるべき教育課程

や教育条件が変わったわけではありません。支援学校・支援学級・通級指導教室・

通常の学級、どこで学んでいても、その子に必要な教育課程・教育条件を保障して

ください。

⑥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。

⑦障害児学級在籍者を含めると、３５人、４０人の定数を超える通常学級をなくすよ

う、弾力的運用だけでなく、施策を講じてください。

⑧政令指定都市を含め、医療的なケアや医療的な見守りを必要とする子どもたちのい

る学校に看護師を配置してください。

１３．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。

②教職員旅費・学校管理費予算を増やしてください。

１４．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。

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おこなってください。

②通級指導教室を全ての小中学校及びすべての特別支援学校に設置してください。不
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登校の児童生徒が必要に応じて在籍する支援学校から小中学校の通級指導教室へ、

また逆に在籍する小中学校から支援学校の通級指導教室へ通えるよう柔軟な対応を

行ってください。

③コーディネーターを専任配置し、学校全体で特別支援教育を進めていくことができ

る基盤を作ってください。

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

持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。

⑦高等学校で学ぶ障害のある生徒の教育保障をすすめるために、適切な教育課程や教

材の準備、専門性をもった教職員の確保や定数措置、施設・設備などの条件整備を

すすめ､教育環境を改善してください。

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。（文書回答）

１６．各種講座に手話通訳を付けるだけでは講座の内容を十分理解できません。聾者の社

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。

１７．学校施設の耐震化や老朽校舎の大規模改修を早急に実施してください。また、支援

学校における非常災害時の食料備蓄と非常時電源の確保を早急に行ってください。

１８．大阪発達医療センター（南大阪療育園）に長期入院する児童生徒の教育権を保障し

てください。

１９．高等教育において、障害のある学生に対する合理的な配慮が行われるよう、関係先

に働きかけてください。

＜障害児の放課後保障＞

２０．放課後等デイサービスに関して以下の点についての対策を講じてください。

① 新設にかかる経費を補助金として支給してください。

② 設備や備品、遊具などの購入に対する補助金を出してください。

③ 通所する手段がなく利用できない実態に対する対策を講じてください。徒歩や公共

交通機関を利用する場合も送迎加算の対象になるように国に働きかけるとともに府

としても対策を講じてください。

④ 児童福祉法の放課後等デイサービスと障害者総合支援法のサービスを上限まで利用

した場合に利用料が償還払いされることを周知徹底してください。また、両サービ
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スの利用料の上限を 1本化するように国に対して働きかけてください。

⑤ 利用人数に応じた出来高払いの報酬の在り方を見直し、安定した運営ができるよう

に月額払いにするなど対策を講じるように国に働きかけてください。実施されるま

での間、府として対策を講じてください。

⑥ 保護者の利用料の負担軽減を国に働きかけるとともに、府としても対策を講じてく

ださい。

⑦ 希望する日数を利用できるよう事業の拡充を国に働きかけるとともに、府としても

対策を講じてください。

２１．学校と事業所との連携をしっかりと図ることができるよう、各学校への放課後等デ

イサービス事業の周知徹底と送迎に関しての協力を要請してください。

２２．障害児が安心して利用できるプールやアスレチックなど活動できるスポーツ施設な

どを各地域に整備してください。

＜医療＞

２３．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。

２４．府内各地に歯科治療も含めて障害者が安心して治療できる医療機関を増やしてくだ

さい。また、重度の知的障害を持つろう重複者等について、どんな治療をどんな目的で

するのか、十分に説明をうけないまま入院をすることで不安定になり、病院から入院受

入の条件として「２４時間の付き添い」が求められるなど、施設や家族として限界が生

じていることへの対応策を講じてください。

２５．障害者が入院する際の個室利用に際して、負担軽減制度（補助制度）を創設してく

ださい。（文書回答）

２６．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ください。また、国の対応ができるまでの間、府とし

て何らかの措置を講じるよう検討してください。

２７．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
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て適切な医療が受けられる専門医療機関を充実させて、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。合わせて、医療的ケ

アの「地域ケアシステム」（医療的ケアネットワークシステム）の構築を早急に図ってく

ださい。

２８．脳性麻痺やポリオ、脊椎損傷や頚椎損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健

康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その

際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。

予防・治療・予後・環境対策も含めた科学的な研究ができる機関（専門検討チームなど）

を創設してください。その検討結果を元に、個々の障害に適した先端医療（検診・治療・

リハビリなど）が経年的（生涯通じて）に受けられるシステムを創設してください。

①幼少期や学齢期から自らの障害を正しく捕らえて、二次障害への知識・認識を正し

く持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導（アドバイス）でき

るシステムを創設してください。

②適切な時期に適切な治療が受けられるために、教育・医療・福祉・就労が連携した

総合的な二次障害対策を制度として構築してください。

③障害者地域医療ネットワーク事業を医療関係者だけではなく、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。（文書回答）

２９．低所得で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

幅に引き下げてください。（文書回答）

３０．障害児者へのインフルエンザ予防接種費用の補助制度を設けてください。

３１．聴覚障害者が安心して治療を受けられるように、府下の市町村直営の病院や民間の

病院に、手話通訳者の設置や手話のできる看護師、相談員などの配置ができるように働

きかけてください。また、府下の市町村直営の病院や民間の病院の医療従事者を対象に

聴覚障害者への理解を広めるための研修を行なってください。

３２．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。

３３．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。

＜障害者福祉施策＞

３４．障害者権利条約や障害者自立支援法違憲訴訟の原告団・弁護団と国が取り交わした
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基本合意と障害者制度改革推進会議がまとめた骨格提言に沿って、応益負担の撤廃や障

害支援区分の廃止など障害者の権利保障のための新法「総合福祉法」の実現を国に強く

求めてください。

３５．広域的対応が求められる聴覚障害者に対応できる施設などへの通所にかかる、本人

や家族の負担を軽減策を講じてください。重度の知的障害や肢体障害を併せ持つ利用者

への送迎場所まで家族の支援等の負担を軽減するためガイドヘルパーの利用やそれに代

わる支援制度を検討してください。

３６．高次脳機能障がいを含む中途障害者に偏りがちな、利用料一割負担を廃止するよう

国に要望してください。合わせて府独自の救済策を講じてください。

３７．今年、4月より障害程度区分より障害支援区分への変更が行われました。評価が変わ

ることにより、サービス利用における不利益が生じないかが懸念されています。認定調

査や審査会決定が適切に行われているか、府内市町村の実施状況を定期的に把握しその

状況を公表してください。また、調査員への研修を徹底し、認定調査員によって違いが

生じないようにしてください。

３８．障害福祉サービスにおける府内市町村の指導監査の実施状況(市町村への助言件数や

具体的相談内容等)を明らかにしてください。

３９．重度障害者の自立（自律）生活を支援する入所施設を整備し豊かな暮らしを保障し

てください。

①入所施設の整備・建設をおこなってください。医療的ケアの利用者を受けとめるた

めのくらしの場を府の責任で整備してください。また、看護師配置が可能となる補

助を創設してください。

②地域で家族とくらしている人やグループホームも含めて、緊急時への対応や相談で

きる入所機能を持つ拠点施設の整備を各地に進めてください。

③北摂地域に療護介護施設（旧重症心身障害児者施設）が整備されるよう、府として

特段の援助（土地提供等）を行ってください。

④報酬単価の改善を大阪府として国に要望するとともに、実施されるまでの間、大阪

府において独自の支援策を講じてください。通院・入院に際して必要な支援が行え

るよう必要な職員配置を国に働きかけるとともに、必要な社会資源の活用ができる

ようにしてください。

⑤夜間の体制を手厚くすることができるよう、加齢や重度化の実態に合わせて補助を

実施してください。

⑥重度化・高齢化に対応した設備改善に対して補助を行ってください。

⑦入所施設でもガイドヘルパーが利用できるよう国に働きかけてください。

４０．医療ケアと障害専門ケアができて、年齢制限のない障害者生活施設を府下各地に作

ってください。

４１．医療的ケアが必要な障害者が、地域で暮らす上で医療との関わりは欠かせません。
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現在、特定行為（経管栄養・痰吸引）が制度化されていますが、基本研修と実地研修を

受けた以降、フォローアップ等が実施されていません。研修費用の助成、その後の研修

の充実等、大阪府として独自の施策を講じてください。

４２．グループホーム制度を拡充してください。

①夜間支援体制加算の扱いが変更され、従事者の雇用形態を「夜勤」として見なすよ

う検討されたことは評価しますが、今回の加算額の改定では到底夜勤配置できるよ

うな額ではありません。来年度は報酬改定が予定されていますが、その際に本来の

夜勤配置ができるよう抜本的な改定（増額）を行うよう厚労省に申し入れてくださ

い。また、２０１４年度は緊急措置として、夜間支援体制加算を補うための府の独

自支援策を実施してください。

②「夜勤」配置を進めていくうえでこれまで以上にスタッフの確保が必須となります

が、困難な状況です。府社協等、福祉人材に関わるとりくみを進めてはいますが、

十分な効果があがっていません。各市町村に呼びかけて、大阪府として人材確保に

つながるとりくみをさらに推進してください。

③府営住宅での、グループホームの開設を今後も一層進めてください。加えて、府営

住宅での消防法の改正に伴う設備整備について補助を行うことや大阪府として整備

を行った後貸し出す等の手立てを講じてください。

④グループホームの開設にあたって、建設補助や設備整備補助を大阪府として独自に

設けてください。

⑤重度障害者や高齢化に伴う介護度が進む中で、国の報酬改定後もグループホームを

利用できるように、大阪府として積極的に加算措置を講じてください。また、グル

ープホームの利用実態を把握して改善の課題を明らかにするとともに、その実現を

国に求めてください。

⑥グループホームが建築基準法上「寄宿舎」とされていることから生じる様々な制約

により、グループホームの開設や建設が滞らないよう、大阪府として格段の措置を

講じてください。

⑦グループホーム、ケアホームの新規開設のための建設費等の補助を拡充するよう国

に働きかけるとともに、大阪府の独自制度を創設してください。

⑧グループホームの家賃補助を拡充してください。

⑨グループホームに看護師を配置できるようにしてください。

⑩グループホ－ム利用者が病気や問題行動等で一時的にホ－ムでの生活が困難になっ

た場合の支援体制を整備してグループホームでの生活が可能になるまでの間サ－ビ

スができる仕組みを整備してください。入居者の精神症状の悪化などでグループホ

－ムでの生活が困難になった場合、「なかまの里」で一時的にショ－トスティを利用

していますが、満床になった場合ショ－トスティの受入ができずケアホ－ムにも報

酬が入らず経営面が非常に厳しくなります。また、ケアホ－ムから施設のショ－ト
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スティへ、ショ－トスティを終了しケアホ－ムに帰るなどの受け入れがスム－ズに

いくよう、各市町村に働きかけてください。

⑪グループホームの入居者の個別の外出支援等の要望に応えられるようガイドヘルパ

ー制度の充実を市町村に働きかけてください。

⑫通院・入院に際して必要な支援が行えるよう必要な職員配置を国に働きかけてくだ

さい。

⑬グループホームでのガイドヘルプやホームヘルパーの利用について、一人ひとりの

支援に必要な支援時間数が確保できるよう、また、利用に係る制限や通院介助の扱

いなどで市町村間での格差が生じないよう、大阪府として必要な調整や働きかけを

行ってください。

４３．ホームヘルプ制度を拡充してください。

①通院時の院内介助や入院中のヘルパー派遣を認めるよう関係先に働きかけてくださ

い。

②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。

③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、とりわけ家

事援助、重度訪問介護などの報酬の大幅な見直しを行なうよう国に働きかけてくだ

さい。

④府下各地域で、医療的ケアのできるヘルパー事業所を増やすとともに、「医療的ケア

ネットワークシステム」の構築を図ってください。

⑤通院介助時の院内介助の実施、入院時や通勤・通学時への支援、育児や家族支援な

ど、障害者児一人ひとりの必要に合わせた支援が柔軟に実施できるよう、提供でき

るサービスへの制約をなくしてください。

⑥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、ヘルパー

の質的向上のために、専門性を高めるための研修機会の拡大等を図ってください。

４４．支援を要する人の体調に変化があった時等（病気や怪我から回復するため、あるい

は、障害のためかかりやすいと思われる病気を日常的に予防するために）普段より多く

の支援を要する際に迅速に対応できるようにするため、市町村に以下の支援策を講じて

ください。

①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、独居あるいは介護力が小さいものには、治癒までの間、（医師の意見

書などをもとに）居宅支援または重度訪問介護の支給量を増やす措置を講じてくだ

さい。（文書回答）

②誤嚥性肺炎等、再発しやすい疾病になった場合、必要であれば、予防措置（口腔ケ

ア等）が日常的に行なえるよう介護支給量を確保してください。（文書回答）

③インフルエンザ等の感染症に利用者が罹患した場合、当該利用者に関わる従業者に
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対して必要充分な感染予防措置がとれるよう、事業者へのリスクマネジメント加算

（仮称）などの措置を講じることができるよう国に働きかけるとともに、府として

の独自制度を設けてください。（文書回答）

４５．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。

４６．児童のショートステイの充実を図ってください。また、学校と施設の間を送迎して

ください。

４７．補装具について以下の改善を図ってください。

①補装具の補助基準を引き上げるよう、また、特例補そう具費について、基準額外と

なっている製品・部品等についても支給対象となるよう関係先に働きかけてくださ

い。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電動車いすの支給判定は、本人や家族の要望（詳細な生活実態や思いなど）を最大

限尊重してください。また、支給判定を、初対面の見知らぬ判定官一人に任せず、

ＯＴ、ＰＴなどの専門家や本人の生活状況をよく知っている人たちの意見も聞いた

上での公平な判定を行ってください。

③電動車いすについて、自由に操作練習ができるシステム（一定期間の機種の貸し出

しや車いす教習場（操作練習）を作るなど）をつくり、支給決定は、電動車いすの

操作困難者に充分な指導・練習を保障したうえで判定をしてください。

④通院リハビリでの操作訓練ができるように、モギ電動車いすを配備していない病院

には、購入費用の補助制度を創設してください。（文書回答）

⑤支給判定は、障害の特徴を配慮して、なるべく普段のリラックス状態で受けられる

ような環境にしてください。（文書回答）

⑥補そう具の作成・修理については、部品代だけではなく、人件費や出張旅費、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

る制度を作ってください。

⑦障害者総合支援法の３年後の改正にあたって補装具・日常生活用具の法律を下記項

目のように抜本的に改正するよう国に要請してください。

ア） 補装具・日常生活用具のＪＩＳ規格、制限列挙方式、低額基準をなくし、機

能補完、身体ケア、自立・社会参加の保障を踏まえて、個々のニーズ・要望に

応えるものを支給できるようにすること。また、住宅環境、職場環境の改善も

一体かつ総合的に行えるようにすること。

イ） 補装具、日常生活用具の選択・作成・改造・修理・点検・リサイクル・相談・

指導・教習・研究をトータルに行える「補装具センター」をすべての自治体に

一カ所以上設置する。それは地域に責任を持ち、他センター、中央・地域の研
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究機関、医療機関、メーカー等と連携して障害者個々のニーズ,要望に応えられ

る体制にすること。

⑧軽度・中等度難聴にも補聴器費用を補助してください。

４８．大阪府立障がい者自立センターにおける高次脳機能障害の利用基準としての「日常

の生活動作がほぼ一人でできる方又は短期でできるようになると見込まれる方」という

要件を見直し、重度者であっても利用できるようにしてください。また、行き場の無い

最重度の高次脳機能障害者に対する支援を、府の責任でおこなってください。

４９．府立金剛コロニーの整備拡充を図ってください。

①指定管理者制度により、非正規職員への代替が行われ、民間施設では対応が難しい

方の支援を任される一方で、雇用が安定せず人材不足が続くなか支援の質の低下が

問題となっています。「指定管理者制度の運用について」（総務省自治行政局長平成

２２年１２月２８日付）の通知に基づき、安全・安心な運営が行われるようにして

ください。

②障害者福祉事業団は民間の施設では受け入れが難しい人たちのセーフティネットの

役割を果たしています。強度行動障がいの方並びに社会的不適応の人、民間で対応

の困難な人たちについては府で責任をもって対応してください。重度の障がいのあ

る方がたの医療に責任を果たしてください。

③再編計画ではこれまで、利用者の当たり前の生活を保障してきた理容室、売店、レ

ストランがなくなり、またプールや体育館などの施設もなくなります。重度の利用

者の方々が、今後も気軽に身近に利用できる施設を大阪府の責任で保障してくださ

い。

④再編の計画が出され、老朽化施設をそのままにするという計画になっています。設

立から４０年がたち、施設の老朽化が進んでいます。イノシシが出たり、野生動物

も頻繁に現れている状況ですので、使用しない旧の施設は速やかに取り壊し更地に

してください。

５０．相談支援事業の実施について、その役割を重視し、以下の点で具体的制度の改善を

行ってください。

①平成２６年２月２７日事務連絡「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進め

るに当たっての基本的考え方等について」の方向で示された国の支援策としての「地

域人づくり」事業の具体的内容を示してください。また特定相談事業所が増えてい

ない実態改善への方策を示してください。またサービス利用計画の策定にあたって、

市町村等から一定の基準が示され、その基準内でのサービス利用計画作成が求めら

れている、あるいはセルププランを併用する等の対応をすすめている自治体等もあ

る、その実態を把握したうえで適切な通知の趣旨の徹底を図るための指導を行って

ください。

②指定特定等のサービス利用計画作成等にあたって、一般相談支援等と同様に、単に
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サービス利用計画の作成にとどまらず、日常的な相談支援が必要なケースがほとん

どです。そのため、一般相談支援等の専門職員配置が可能な、相談支援事業の基礎

的な制度を改善し、円滑な相談支援が行えるよう財政的な措置を行ってください。

③地域移行支援の対象枠の拡大にあたり、保護施設・矯正施設等の障害者への対象枠

を拡大するにあたって、具体的支援ネットワークの構築や自立援助ホームや自立準

備ホーム等の拡充等、地域基盤整備が緊急に求められますが、その対策をどのよう

に進めるのか示してください。

④相談支援事業の具体的役割を明確にし、各種協議会等は、行政責任で開催する仕組

みとし、その運営のための独自財源措置を講じてください。

⑤他市（市・相談支援事業所）との連携が取りやすい体制を構築できるよう整備を図

ってください。特に親権者が他市在住で当事者が他市児童施設に入所している等の

場合、卒後住み慣れた児童施設のある地域での居住を希望するが、居住地のサービ

ス等の資源の情報収集が難しく、調整が困難等であるため、他市との連携がとれる

ような制度的配慮を行えるよう改善してください。

５１．家族の求めに応じ、学校で年１回程度、心理士等の専門家による発達検査・相談等

が実施できるようにしてください。

５２．移動支援事業について、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。

５３．日常生活用具に係る制度を拡充してください。

①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点字ディスプレイを重複障害者でなくても日常生活用具に加えるように市町村に働

きかけてください。

５４．府内各市町村における地域活動支援センターの設置状況を明らかにしてください。

また、市町村において、①運営に関する独自の上乗せ補助、②通所費用への支援や家賃

補助、が実施できるよう、大阪府としての施策を講じてください。

５５．北摂地域に聴覚障害者の障害特性やニーズに対応できる施設がありません。それで

現在北摂聴覚障害者支援センター（就労支援Ｂ型）建設の取り組みを進めています。こ

の施設として使用可能な大阪府所有の建物があれば提供するなど協力をしてください。

５６．障害者優先調達推進法における２０１３年度大阪府調達方針に基づく実績と今年度

の計画を明らかにしてください。また、府内各自治体の策定状況を明らかにし、取扱い

の違いが生じないよう府として必要な措置を講じてください。

５７．「難聴者のための手話教室」は中途失聴者の新たなコミュニケーション獲得の場です。

難聴者のための手話教室の予算を増額してください。

５８．発達障害への啓発活動等を大阪府として進めてください。
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＜介護保険制度＞

５９．介護保険料の大幅引き下げと利用料の無料化を国に対して強く要望してください。

当面、障害者サービスから介護保険制度の対象となった者については、障害者施策と同

様に住民税非課税世帯の利用料を無料としてください。

６０．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・障害者施策

の選択が行えるように国に要望してください。当面、厚生労働省通知「障害者自立支援

法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえ、障害者施

策の提供を必要としている障害者に等しく制度が行きわたるよう、市町村への働きかけ

を行ってください。

①介護保険の対象となった障害者が、障害者福祉か、介護保険制度を使うのかについ

ては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。また、当面の措置とし

て、「骨格提言」でも示されている「介護保険対象年齢になった後でも、従来から受

けていた支援を原則として継続して受けることができるものとする。」を早急に実現

するよう国に求めてください。

②障害者施策による補装具支給を希望する障害者に対しては、介護保険制度の対象者

であっても原則として障害者施策による補装具支給が行われるよう国に働きかけて

ください。また、介護保険を優先させる一律機械的な対応を行わないよう市町村明

確にするよう求めるとともに、市町村自治体に柔軟な対応を働きかけてください。

③重度訪問介護を介護保険にはない障害福祉サービス固有のものとして位置付けてく

ださい。また、利用制限をなくし通学、通勤・就労時、入院、外泊、運転介助等に

も利用できるようにしてください。

④介護保険では身体介護に単位数をとられてしまうことや、全盲の重度障害者であっ

ても介護認定ではほとんどの者が要支援１か２と判定されることなどから、必要な

支援が受けられません。加えて社会参加を支援するための移動支援もありません。

これまで受けてきた障害者施策が６５歳の誕生日を境に受けられなくなることのな

いよう必要な手立てを講じてください。

⑤大阪府においては介護保険制度が改善されるまでの間、単独でサービス上乗せの助

成措置を構じてください。また、障害者のＱＯＬを低下させないように市町村を指

導してください。

⑥地域支援事業を実施する場合は、障害者に対しては介護の経験がある有資格者を派

遣するようにしてください。

⑦ホームヘルパーの派遣時間を少なくとも１回２時間以上に延長できるように国に要

望してください。

６１．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
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さい。

①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。（文書回答）

②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。（文書回答）

６２．大阪府介護保険認定審査会で聴覚障害をもつ高齢者の理解についての研修の場をつ

くってください。

６３．大阪府下の各地域包括支援センターに対して、大阪聴力障害者協会が実施している

介護保険事業（聴覚障害者専用）を紹介するよう市町村に働きかけてください。

＜就労・所得保障＞

６４．非正規でなく正規雇用の障害者雇用を増やしてください。（文書回答）

６５．障害者を雇い入れる事業者が当該障害者の心身の状況や障害に配慮した労働環境を

整備する（合理的配慮措置を講じる）ことに資するための、専門相談機関の設置を国に

働きかけてください。

６６．ワークライフ事業委託にあたって、大阪ろうあ会館が積み上げてきた実績やノウハ

ウを尊重し、ワークライフ事業の実情に応じて予算の増額に努めてください。

６７．職業にかかわる技術等の資格取得の際に専門学校等へ行く聴覚障害者の情報保障の

ために手話通訳派遣制度を創設してください。

６８．各福祉圏域にある「障害者就業・生活支援センター」は、筆談対応による意思疎通

が難しい聴覚障害者にも対応できるように手話通訳の保障をしてください。または手話

通訳者の派遣依頼方法を周知し、聴覚障害者が生活面と合わせて安心して相談ができ就

労ができる体制を確立してください。

６９．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）

７０．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。

７１．マッサージや鍼灸治療の点数を大幅に引き上げるよう国に働きかけてください。（削

除）

７２．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。
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７３．障害基礎年金について、障害者が自立し家族扶養に頼らずに生活できるよう増額を

図るとともに、発達障害等の「新しい」障害も含め、障害や就労状況に柔軟に対応して

生活実態に即した支給決定が行われるよう、制度の改善を国に働きかけてください。

７４．生活保護制度を拡充して、国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障

する制度として機能するよう、国に働きかけてください。

＜住宅・まちづくり・防災＞

７５．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。（文書回答）

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。（文書回答）

７６．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）

７７．中軽度障害者の交通運賃や有料道路料金の割引についても必要性を認め、対象とな

るよう国に働きかけてください。

７８．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。

①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。

②ホーム可動柵（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．災害時要援護者に配慮した防災対策を整備してください。

①災害時要援護者プラン、要援護者防災マニュアルや避難所運営マニュアル等が適切

に整備され、市町村が障害者などの災害時要援護者へのきめ細かい対応を進めて い

くことができるよう、大阪府として必要な施策を講じてください。

②避難所には障害者担当の係員や相談員が配置できるようにしてください。

③障害者をはじめとする災害時要援護者の避難先について、一次避難所における福祉

避難室、二次避難所としての福祉避難所の整備を急ぐとともに、必要に応じて近隣

のホテル等の活用等も図ってください。加えて、府立支援学校等を広域的な視点か

ら活用できるよう大阪府としてその整備を図ってください。また、福祉避難所を円

滑に運営するための、マニュアル等の整備等について市町村への積極的な支援策を

講じてください。

④防災情報システムについて、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害などのコミ
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ュニケーションにさまざまな困難を抱えている方々がいることを前提として対策を

講じるとともに、停電や携帯電話の不通等の事態に際したときの要配慮者への情報

提供手段についての具体的な検討を図ってください。

⑤地下空間対策に関して、所有者・管理者にその対策を求めるだけでなく、大阪府と

しての都市計画に係る最重要課題として位置付け、総合的な避難訓練の実施をはじ

め、地下空間（高層ビルを含む）利用者への発災時の行動への心構え等の啓発・研

修等を行政が主導して進めてください。

＜参政権保障・その他＞

８０．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。（文書回答）

８１．点字の在宅投票（郵便投票）を認めてください。（文書回答）

８２．各事業所では、緊急対応を行う場合がある為、駐車禁止除外者証を各事業所１枚ず

つ支給してください。（文書回答）

以上


