
市の施策として取り組むべき課題について（市地域自立支援協議会で検討する課題）

標　題 課題の内容 解決に向けた方策案など

1
重度障がい者等の支

援の受け皿について

8050を中心に複合的なケース、虐待ケースが増加しており、

特に環境によって自傷他害を含む行動障害を伴うケースの場

合、グループホームやショートステイでの受け入れが難しく、ハイ

リスクの状態のままで在宅支援を継続せざるを得ず、権利侵

害の状況が長期化したり、目途の立たない施設入所を検討

するほかない状況にあるケースも発生している。

・各区の受け皿が困難となっているケースの実態や内容の把握

を行い、共通課題を洗い出していく必要がある。

・市全体で、新規、または既存のグループホーム事業所への障

害研修を実施、その中で重度障害者の受け皿不足の課題を

共有や、行動障害等のある当事者支援についてのSV派遣の

紹介や啓発、受け皿の補助などについて積極的に働きかけ

る。

・医療的ケアのある障がい者、強度行動障がい者、高齢重度

障がい者等、重度の障がい者に対する支援を十分に行えるよ

う、サービス提供基盤の充実を図ることは重要な課題であると

考え、重度障がい者の受け皿確保に向けた施策検討を進め

ている。

・強度行動障がいのある方については、個々の障がい特性に

対応するための住宅改造に係る住改造費補助を設け、グルー

プホームにおいて強度行動障がいのある方を受け入れやすい

環境を整備している。

・グループホーム事業者に対しては、行動障がいのある人への

支援について学び、グループホームが抱える課題等の情報交

換を行う研修の機会を設け、積極的な活用を周知している。

・引き続き、強度行動障がいのある方を受け入れやすい環境

整備のための住宅改造費補助を実施するとともに、グループ

ホームの整備状況等を踏まえながら、重度障がい者の受け皿

確保に向けた施策検討を進めていく。

・グループホームの職員の資質の向上を図ることは重要であり、

グループホームが担う役割や障がい特性に応じた支援技術向

上等に関する各種研修会等の確保とともに、当該研修を積

極的に活用し、職員の研修機会を確保するよう周知していく。

住吉区

2

より重度な障がい者へ

生活の場を提供する

サービス事業所の増設

について

強度行動障がいや緊急対応・医療的ケアを要するケースの対

応において、グループホームやショートステイなどの、生活の場を

提供するサービスが不足しており、受入困難な状況が生じてい

る。

強度行動障がいや緊急対応・医療的ケアを要する方を受け

入れることのできるグループホームやショートステイなどの、生活

の場を提供するサービス事業所の増設が必要である。

・医療的ケアのある障がい者、強度行動障がい者等、重度の

障がい者に対する支援を十分に行えるよう、サービス提供基盤

の充実を図ることは重要な課題であると考え、重症心身障が

い児者等医療型短期入所事業等の実施に加え、重度障が

い者のさらなる受け皿確保に向けた施策検討を進めている。

・強度行動障がいのある方については、個々の障がい特性に

対応するための宅改造に係る改造費補助を設け、グループ

ホームにおいて強度行動障がいのある方を受け入れやすい環

境を整備している。

・引き続き、強度行動障がいのある方を受け入れやすい環境

整備のためのグループホーム設置等に係る住宅改造費補助を

実施するとともに、グループホームなどの整備状況等を踏まえな

がら、重度障がい者の受け皿確保に向けた施策検討を進めて

いく。

都島区

3

重度障がい者の権利

擁護や地域における支

援の受け皿となる社会

資源の開拓について

重度障がい者（特に強度行動障がいの人たち）の虐待防止

や自己実現をサポートする取り組みがあまり進んでいないように

思われる。また、地域における重度障がい者の支援に関して受

け皿の少なさが目立っており、社会資源の開発やサービス利用

の安心と安定につながる仕組みづくりが必要と思われる。

区内グループホーム等の社会資源の少なさを把握し、重度障

がい者の地域生活を支えることができるよう社会資源の開拓を

する。更に、障がい者の権利擁護活動を行い、人権啓発に向

けた取り組みを継続していく。

・医療的ケアのある障がい者、強度行動障がい者等、重度の

障がい者に対する支援を十分に行えるよう、サービス提供基盤

の充実を図ることは重要な課題であると考え、重度障がい者の

受け皿確保に向けた施策検討を進めている。

・強度行動障がいのある方については、個々の障がい特性に

対応するための住宅改造に係る改造費補助を設け、グループ

ホームにおいて強度行動障がいのある方を受け入れやすい環

境を整備している。

・引き続き、強度行動障がいのある方を受け入れやすい環境

整備のための住宅改造費補助を実施するとともに、グループ

ホームの整備状況等を踏まえながら、重度障がい者の受け皿

確保に向けた施策検討を進めていく。

住之江区

4
相談支援事業所の増

設について

相談支援事業所の相談件数は年々増加しているが（基幹

相談支援センター相談件数：H30年度 705件、H31年度

1288件、R2年度 1842件）、個所数は増えておらず、相

談員の負担が大きくなっている。

区自立支援協議会の相談支援部会や事業所部会などとも

連携しながら、社会資源の新規創設及び育成について区全

体として取り組んでいく必要がある。

計画相談支援の利用を希望する方が円滑に利用できるよう

な基盤整備や、計画相談支援事業所が安定的に事業運営

できる体制づくりが重要であると考えている。国に対して、相談

支援事業所の参入が進み、事業所運営が成り立つ報酬体

系とするよう要望している。

相談支援専門員の増員を促進するにあたっては、相談支援

の質及びそれを担う人材の確保が重要となることから、各種の

相談支援従事者研修を実施している大阪府とも連携しなが

ら取組を検討していく。

相談支援

体制
都島区

5
教育機関との連携、

通学問題について

小、中学校の教育機関と障がいを持つこどもの支援について、

教育現場側が障がい理解や福祉サービスへの理解が追いつい

ておらず、悩んでいる現場教員もおられると思う。

またそうした状況が長期化すれば不登校やひきこもりなどの懸

念もある。現状では、教育機関と連携をする場合、担当児童

を通じ面識のある先生と個々に連携しており、組織間の連携

基盤ができていない。また、通学に支援を要する児童は、利用

できる福祉サービスがなく、家族が担う負担についての課題も

増加している。（教育と福祉の縦割りの弊害）

校長会等を通して、自立支援協議会と情報交換や研修会を

合同で行う等のつながりをつくり、障がい児支援について学校

教員と連携し、本人や家族の不安やしんどさをどうサポートする

か学校と連携できる仕組みが必要である。

普通学校の通学保障のために、学校で支援員を配置したり、

ファミリーサポートの年齢上限を撤廃して教育委員会が事業を

持つことの検討が必要。

多様な障がいのある児童生徒が在籍しており、教員が障がい

特性への対応に戸惑うこともあることから、学校を訪問して助

言を行う巡回指導を実施している。また、管理職研修や特別

支援教育担当教員研修を通じて、関係機関の役割や機能、

連携の大切さについて説明している。また、障がいのある児童

生徒の通学支援について、小・中学校の特別支援学級に在

籍する児童生徒のうち、重度肢体不自由等の障がいで自力

通学できない児童生徒に対して、通学タクシー事業を実施し

ている。

引き続き巡回指導や研修等の機会を通じて学校を支援して

いく。

通学タクシー事業については、実態把握を行い、検証しつつ適

切な運用に努める。また、福祉局等の関係諸機関と連携を進

める。

関係機関

との連携
住吉区
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6
相談支援員とケアマネ

ジャーの連携について

65才を契機に行う、サービスの介護保険制度への切替につい

て、制度の成立の違いから利用するサービスの質・量の変化を

求められることで、安心して暮らしていく事が継続できない不安

が高まることが考えられる。ケアマネジャーと相談支援員の役割

や考え方に大きな違いがあり、その違いにより、利用者の生活

に大きな変化が求められる可能性が懸念される。

ケアマネジャーと相談支援員との勉強会の開催や情報発信を

通じて、両者が相互に連携して利用者を支援できる体制を構

築する。

本市においては、これまで障がい福祉サービスを利用されてきた

方が、65歳到達等により、介護保険サービスに移行する場合

には、円滑なサービス利用となるよう、計画相談支援事業所

の相談支援専門員と介護保険のケアマネジャーとが支援に必

要な情報を共有するなど両者が連携していくことが重要と考え

ている。

各区の担当では、本人や相談支援専門員、ケアマネジャーと

連携することにより、本人の心身の状況等を考慮したサービス

提供が行えるよう努めており、介護保険の対象となった障がい

者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が、介

護保険サービスの支給量・内容では十分に確保できないと判

断される場合には、必要に応じて障がい福祉サービスの提供が

できるよう各区において支給決定を行っているところである。

平成30年度からは共生型サービスも創設されたところではある

が、障がい福祉サービスを利用されている方が、介護保険サー

ビスを受けられる際には、ケアマネジャーは、介護ニーズのみなら

ず、個々の障がい特性に応じたきめ細かなアセスメントを行い、

心身の状況、その置かれている環境等に応じ、本人の選択に

基づいた適切なサービスが過不足なく提供されるよう、配慮し

てケアプランの作成を行う必要がある。

このため、障がい福祉と介護保険との適用関係、共生型サー

ビス、その他様々な障がい者施策について、集団指導などの

中で、研修資料を用いて、計画相談支援事業所の相談支

援専門員及びケアマネジャーをはじめとする介護保険事業所

への周知を進めているところである。

関係機関

との連携
港区

7

障がい者単独の課題

に対する（個別）ケア

会議の開催について

高齢者福祉、児童福祉、生活困窮者支援の分野においては

法定会議が設けられているが、障がい者福祉においては出席

者に守秘義務を課す法定会議がなく、複合的な課題ケースに

ついては他の分野の法定会議を兼ねることにより運営している

ものの、障がい者福祉単独であれば、個人情報に関して本

人・家族の同意がなければケア会議が開けない。

障がい者単独のケア会議に当事者の同意がなくとも、必要な

個人情報の共有と守秘義務を課す規定が必要である。

複雑・多様化した課題を抱える世帯や、セルフネグレクトの状

態にある方などである場合は、とりわけ地域の関係機関等が

連携して支援することが重要であると考えている。しかし、障害

者総合支援法に基づく協議会は、関係機関等の連携の緊密

化を図り、地域の実情に応じた体制の整備を協議する場とさ

れており、個別の事例の検討の場として位置づけられていな

い。

障がい当事者や福祉・医療・教育・就業関係者など多様な

主体の参加する協議会は、支援困難事例の検討を通じた地

域課題の解決を促進する場として有効であると思われるため、

国に対して、協議会への個別の事例の検討の位置づけ及び

守秘義務の規定に関する要望を行うことを検討する。

旭区

8
総合的な相談支援体

制について

障がい分野では、地域ケア会議や要保護児童対策地域協

議会のような会議の枠組みがないため、開催する場合は、特

定相談支援事業に位置付けられている「サービス担当者会

議」となり、民間任せの会議であることから位置づけが弱い。

・行政機関が医療機関や関係各課を招集する力は民間では

難しいため、公的機関が設置する障がいのある人の地域生活

を支える等運用が必要。

・障がい分野でも地域ケア会議や要保護児童対策地域協議

会のような会議の枠組みを求めていく必要がある。

複雑・多様化した課題を抱える世帯や、セルフネグレクトの状

態にある方などである場合は、とりわけ地域の関係機関等が

連携して支援することが重要であると考えている。しかし、障害

者総合支援法に基づく協議会は、関係機関等の連携の緊密

化を図り、地域の実情に応じた体制の整備を協議する場とさ

れており、個別の事例の検討の場として位置づけられていな

い。

障がい当事者や福祉・医療・教育・就業関係者など多様な

主体の参加する協議会は、支援困難事例の検討を通じた地

域課題の解決を促進する場として有効であると思われるため、

国に対して、協議会への個別の事例の検討の位置づけ及び

守秘義務の規定に関する要望を行うことを検討する。

住吉区

9 虐待対応について

年々増加する障害者虐待について、各区や担当者レベルで

動きや解釈が異なり、虐待スキーム通りに動けていない場合が

ある。また、コロナ禍で急激に増加した通報等により、マンパ

ワーは不足し業務のひっ迫は明らかである。

また、サービス事業所が長年関わっていても、「障がい特性・こ

れまでの慣習・性格」などの認識により、「虐待・権利侵害」と

捉えられることなく通報に至らない課題がある。このことにより、

重大な事案になってから警察などからの通報で発覚するなど、

権利侵害の早期通報、早期対応がなされていない。早期通

報があっても、前述の課題、および前項の課題があり、障がい

のある人の権利侵害の対応全般において不十分な状況があ

る。

・各区で虐待対応について、区、基幹、協議会単位で共有で

きるような研修の場を作る。(高齢者・障がい者　虐待防止見

守り連絡会議等を活用し、研修開催、課題検討から区の取

り組みと役割分担を明確に議論できる場の設定）

・各区は高齢者担当と障害者担当で虐待担当チームを組む

体制にする必要がある。

・虐待対応スキームに添った危機介入ができるよう虐待対応に

従事する職員への虐待研修の徹底。虐待対応に従事する保

健福祉センター・基幹相談支援センターの担当者は必ず着任

前に研修の実施を義務化する。

障がい者虐待に関する研修について、各区保健福祉センター

へは、初任者・中堅期・課長級と階層ごとの担当職員向けに

実施するとともに、各区障がい者基幹相談支援センターの担

当職員と合同で、専門職（弁護士・社会福祉士）を助言

者として招き、事例検討会（中堅期研修）及び事例検証

会議を実施し、担当職員のスキルアップを図っている。

引き続き、各区保健福祉センター及び各区障がい者基幹相

談支援センターの担当職員を対象とした研修を実施することに

より、担当職員のスキルアップを図るとともに、より効果が見込

める開催方法や開催時期等について、都度、検討を行ってい

く。

虐待対応 住吉区

ケア会議


