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枚方市障害者計画（第４次）・枚方市障害福祉計画（第６期）・

枚方市障害児福祉計画（第２期）として令和３年３月に策定

■計画の背景及び趣旨

障害者（児）に関わる社会状況の変化や制度変更に対応するため、令和３年度
までを計画期間としていた「枚方市障害者計画（第３次）」の終了年度を１年
間短縮して、令和３年度から新たに「枚方市障害者計画（第４次）」、「障害
福祉計画（第６期）」、「障害児福祉計画（第２期）」を一体的に策定するこ
とにより、本市の障害福祉施策の推進をめざすものとして策定

計画の概要



■計画の位置づけ

国や大阪府の計画内容、及び
今後の動向を踏まえるとともに、
市政の基本方針を示す「枚方市
総合計画」、「枚方市地域福祉
計画」を上位計画とし、他の福
祉に係る計画をはじめとした、
障害者等の福祉に関する事項を
定める個別の行政計画とも整合
性を図り、策定したもの

 
各種計画との関係図



■計画期間

「枚方市障害者計画（第４次）」については、令和３年度から令和８年度ま
での６年間

「枚方市障害福祉計画（第６期）」・「枚方市障害児福祉計画（第２期）」
は、令和３年度から令和５年度までの３年間
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■基本理念

※本計画の基本理念は承継

本市では、地域共生社会の実現のために、障害のあるなしに関わらず、
すべての人が個人として基本的人権を尊重され、地域社会の中で自己決定
に基づき、その人らしく生活できる社会を目ざしています。

●障害のある人が、障害のない人と同じように、地域のなかで自立して
生活できるようにします。

●障害のある人が、市民社会の一員として、あらゆる社会生活に参加し、
いきいきと活動できるようにします。



障害者計画（第４次）の施策体系

基本目標 基本方向 施策

第１節
市民啓発及び地域との交流の推進

１ 多様な啓発の推進

（１）人権・人命の尊重

（２）虐待や差別の防止

（３）合理的配慮

２ 地域との交流

（１）地域福祉活動

（２）地域交流の推進と居場所づくり

第２節
障害者（児）が安心できるまちづくり

１ 公共施設の整備等 （１）バリアフリーの整備

２ 保育・療育・教育の充実 （１）保育・療育・教育の充実

３ 災害対策

（１）自然災害
（避難行動要支援者対策）

（２）感染症対策



第３節
安心して生活できるサービスの確保
と提供

１ 地域生活への支援

（１）福祉サービス提供体制の充実
と質の向上

（２）多様なコミュニケーション

２ 緊急時の対応 （１）障害ニーズに応じた対応

３ 保健・医療との連携 （１）保健・医療との連携

第４節
自分らしい生き方を見つける・選ぶ

１ 就労に向けた支援

（１）就労に向けた支援

（２）就労に関する相談支援

（３）工賃向上に向けた支援

２ 社会参加と多様な学習への支援

（１）生涯学習の推進

（２）文化・芸術活動への支援

（３）スポーツ・レクリエーション
活動への支援

３ 新しい生活様式の実践

（１）多様な変化に対応した社会
参加

（２）先進技術による支援ツールの
活用



第５節
身近な相談窓口の充実ときめ
細やかな情報提供

１ 相談・支援体制の充実
（１）相談・支援体制の充実ときめ

細やかな情報提供

２ 関係機関との連携による支援の充実
（１）関係機関との連携による支援の

充実

★障害のある人が地域で住み続けるためには、社会生活全般にわたり、更なる理解促進、社会資源の

整備、施策の充実が必要

★各種アンケート調査結果も踏まえ、本計画における基本目標は、基本的に前計画を継承するとともに

社会状況の変化や市民のニーズに合わせて、一部の基本目標を見直し、基本方向及び具体的な施策に

一定の変更を加えることにより、施策の展開、充実を図る。

★基本目標に「自分らいい生き方を見つける・選ぶ」として、従来の就労に向けた支援や社会参加と多様

な学習への支援に、新しい生活様式の実践を加えた。



障害福祉計画(第６期)・障害児福祉計画(第２期)の主な記載事項

■障害福祉計画（第６期）

1. 施設入所者の地域生活への移行

成果目標 目標数値 見込み方法

(1) 施設入所者の地域移行者数 11人

「国の基本指針」及び「大阪府の基本的な考え方」に基づき、

令和元年度末時点の施設入所者180人の６％以上の地域生活へ

の移行と、大阪府が実施した施設入所者等に対する意向調査の

結果等を踏まえて設定します。

(2) 施設入所者の削減 7人

「国の基本指針」及び「大阪府の基本的な考え方」に基づき、

令和元年度末時点における施設入所者180人から1.6％以上削

減することとして設定します。



２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

成果目標 目標数値 見込み方法

（１）精神障害者の精神病床から退院後
１年以内の地域における平均生活日数 316日

大阪府では、令和５年６月末時点の精
神病床における１年以上の長期入院患
者数8,688人とされた府域の目標値に
ついて、市町村ごとに按分された数値
を目標として設定します。
（本市における令和元年度の実績は
240人）

（２）令和５年６月末時点の精神病床に
おける１年以上の長期入院患者数 227人

（３）精神病床における早期退院率

入院後３か月時点 69％

入院後６か月時点 86％

入院後１年時点 92％



３．地域生活支援拠点等が有する機能の充実

≪5つの機能≫

・地域生活への移行や親元からの自立等に係る相談

・一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供

・ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保

・人材の確保・養成・連携等による専門性の確保

・サービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくり

＊令和５年度末までに整備

＊整備後もそれらの機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証・検討。



４．福祉施設から一般就労へ向けての取組

成果目標 目標数値 見込み方法

（１）福祉施設から一般就労への
移行数

105人

「大阪府の基本的な考え方」に基づき、令和元年度における一
般就労への移行実績（1,991人）の1.27倍以上（2,529人）、
併せて、就労移行支援1.30倍以上、就労継続支援Ａ型1.26倍
以上、就労継続支援Ｂ型1.23倍以上という府域の目標値につ
いて、市町村ごとに按分された数値を目標として設定します。

（２）就労移行支援事業を通じた
一般就労への移行数

60人

（３）就労継続支援Ａ型事業を通じた
一般就労への移行数

33人

（４）就労継続支援Ｂ型事業を通じた
一般就労への移行数

12人



(5) 就労定着
支援事業

就労定着支援事業
利用率

7割
「国の基本指針」及び「大阪府の基本的な考え方」に基づき、
就労定着支援の利用者数については、令和５年度における就労
移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のうち７割が就労
定着支援事業を利用することを目標として設定します。
また、就労定着支援の就労定着率については、「国の基本指
針」及び「大阪府の基本的な考え方」に基づき、市内の就労定
着支援事業を実施する事業所において、支援を開始した時点か
ら１年後の就労定着率が８割以上の事業所が全体の９割以上と
なることを目標として設定します。

就労定着率８割
以上の事業所

9割

(6) 就労継続支援（Ｂ型）事業所に
おける平均工賃額

15,000円
（月額）

「大阪府の基本的な考え方」に基づき、令和元年度工賃（賃
金）実績調査において、枚方市内の就労継続支援Ｂ型事業所３
７か所（令和２年4月1日現在）の令和元年度の工賃実績の平
均額1３,１５５円に10％乗じた額を上乗せし、目標を設定しま
す。



５．相談支援体制の充実・強化

障害者（児）ニーズの多様化を踏まえ、きめ細やかで適切な支援のため、地域の実情

に応じた関係機関の明確な役割分担と有機的な連携といった相談支援体制の充実・強化に

向けて取り組みます。また、地域における相談支援の中核となる基幹相談支援センターの

機能を強化するとともに、自立支援協議会を活性化します。

６．障害福祉サービスの質の向上を図るための体制構築

令和５年度末までに、不正請求の未然防止等の観点から報酬の審査体制の強化等の取り

組み、指導権限を有する者との協力連携、適正な指導監査等の実施などの目標を設定して

いきます。



■障害児福祉計画（第２期）

１．重層的な地域支援体制の構築

・平成31年４月に、「市立ひらかた子ども発達支援センター」を開設し、「児童発達支援事
業」として通所児童の定員を110人に拡大し、発達や障害に応じた保育・療育を実施。
・通所児童だけでなく、地域における障害のある子どもたちへの支援として、「相談支援事
業」「保育所等訪問支援事業」「居宅訪問型児童発達支援」も実施。
・専門的なリハビリテーションの実施や、通所支援を利用していない発達上支援の必要があ
る就学前の子どもと保護者を対象にした遊びや生活・集団の場を通して成長発達を促す「地
域支援事業すくすく」の実施のほか、保育所（園）等で障害児を含めたより良い集団保育が
確保できるよう、発達検査などを通して適切な助言を行う「巡回相談・保育相談」も実施。
・同センターを本市における発達上支援が必要な児童のため支援機関の拠点とし、同様に支
援機関として事業を実施している市内の事業所との連携を通じて、重層的な地域支援体制の
充実に努めます。
・また、施設入所児が年齢超過した場合、中央子ども家庭センターとの連携を図り、相談や
支援等対応します。



成果目標 目標数値 見込み方法

児童発達支援事業所 ７か所 令和５年度末までの府域での目標値について、市町村ごとに按分

された数値を踏まえるとともに、本市における事業所の設置状況

を踏まえ、目標として設定します。放課後等デイサービス事業所 ９か所

２．主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

３．医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

本市においては、管内の支援体制の現状の把握や、関係者の役割等の検討等を行うために、

平成31年4月より協議の場を設置しました。また、医療的ケア児等コーディネーターを配置

し、協議の場への参画他の活動を行っています。



■障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期）の障害福祉
サービスの利用見込み

●自立支援給付の利用見込みと整備の方向

●地域生活支援事業の利用見込みと整備の方向

●障害児支援サービスの利用見込みと整備の方向

●障害児の子ども・子育て支援等の利用



計画の策定にあたっては、次のような市民の参加を得ながら、進めました。

●枚方市社会福祉審議会及び障害福祉専門分科会での審議

●枚方市自立支援協議会での審議

●各種アンケート調査の実施

●広く市民から意見を聴取するための取り組み

計画の推進にあたっては、本市が主体となり、国・府等の行政機関との連携を図るとともに、

広く市民や関係団体等の協力を得ながら、施策の総合的、効果的な推進を図ります。

●関係機関、市民等との連携及び計画の周知

●枚方市社会福祉審議会

●枚方市自立支援協議会

●庁内の計画推進体制

●サービス提供体制の充実

計画の策定体制と推進体制



枚方市障害福祉計画（第５期）枚方市障害児福祉計画（第１期）
成果目標の進捗状況について（抜粋）

目標とする項目 目標 実績 説 明

(1) 施設入所者の地域移行者数

平成28年度末時点の施設入所者193人の９％以上が地域

生活に移行することとして見込みます。

18人 16人

平成29年度 ５人

平成30年度 ７人

令和元年度 ４人

(2) 施設入所者の削減数

平成28年度末時点における施設入所者193人から２％以

上を削減することとして見込みます。

４人 13人 令和元年度末の数値。

（3）福祉施設から一般就労への移行 66人 75人 令和元年度末時点。



枚方市障害福祉計画（第５期）枚方市障害児福祉計画（第１期）
成果目標の進捗状況について（抜粋）

目標とする項目 目標 実績 説 明

（4）就労移行支援事業の利用者数 140人 155人 令和元年度時点

（5）就労移行支援事業所ごとの就労移行率

移行率3割以

上の事業所

が5割以上

移行率3割以

上の事業所

が3割

本市の就労移行支援事業所は10カ所で、

うち就労移行率3割以上の事業所は3カ所

です

（6）就労継続支援（B型）事業所における平均工賃額 14,300円 13,155円



枚方市障害福祉計画（第５期）枚方市障害児福祉計画（第１期）
成果目標の進捗状況について（抜粋）

目標とする項目 目標 実績 説 明

（1）児童発達支援事業所数 7カ所 4カ所

（2）放課後等デイサービスセンター 9カ所 7カ所



本市における地域移行について①

・1950年代から国、地方公共団体は大規模コロニー政策を推進し、
障害のある人は入所施設等しか、サービスの選択の余地がなく、
地域生活から隔離されている状況がありました。

・1981年「国際障害者年」（障害者の完全参加と平等）

・80年代以降、障害当事者自身が地域生活を求める声が上がり始
めたことや国連をはじめとする世界的なノーマライゼーションの
理念の普及に伴い、国、地方公共団体においても脱施設、地域移
行推進へ施策転換してきた経過があります。

・2008年「障害者基本法」の改正（障害者差別解消法」）

・2018年日本について「障害者の権利に関する条約」が発効



本市における地域移行について②

• 障害者基本法に規定されている、地域社会における共生、つま
りは、すべて障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかに
ついての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と
共生することを妨げられない。

・地域生活への移行とは、この考えに基づき、施設入所している
人、精神科病院に入院している人に対するアプローチやフォロー
など、継続的な支援を行う必要があります。

・地域でも親元、家族と離れ自立した生活を望んでいる人への支
援の在り方など、更なる工夫に取り組んでいく必要があります。



厚生労働省資料から引用




