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大阪市への要望事項 
 

障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 

事務局 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 

ＴＥＬ ０６－６６９７－９００５ 

ＦＡＸ ０６－６６９７－９０５９ 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策＞ 

１．障害者とその家族、障害児療育・教育施設や障害児者福祉施設とその従事者に対する

感染症対策を抜本的に強化してください。 

①障害児・者、家族・事業者に正確でわかりやすい情報提供を行ってください。 

②ワクチン接種に際して、障害に配慮した合理的配慮が提供されるよう必要な措置を

講じてください。 

③検査・医療提供に際して障害児者が排除されないよう、受け入れ医療機関を早急に

整備してください。入院が必要な場合、家族の負担とならないよう必要な措置を講

じてください。 

④自宅待機が必要な場合、障害児者支援が適切に行えるよう福祉サービス提供に関す

る特別措置を講じてください。 

⑤感染予防のために不可欠な物資が障害福祉事業所や関係先に充分に供給されるよう

特段の措置を講じてください。 

⑥施設利用者の生産活動が、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ場合、そ

の損失を補填するための措置を講じてください。 

⑦陽性者発生等により障害福祉事業所が休業を余儀なくされる間、報酬補填措置を講

じてください。 

⑧障害者総合支援法に基づくすべての事業の利用者と支援者が、公費による定期的な

ＰＣＲ検査を受けられるようにしてください。 

⑨訪問系サービス事業所等の支援従事者へのコロナワクチン接種については、市への

意向登録をしていなくても優先接種の対象にしてください。 

⑩新型コロナウイルス等の感染症にヘルパーや施設職員が罹患した場合、さらに深刻

な人材不足が発生して利用者の生活に直結します。しっかりとした身分保障を整え

てヘルパーの増員を図るとともに、ヘルパーが感染症に罹患した際、安心して治療

に専念できるようにしてください。また利用者には、代行ヘルパーを派遣するなど

の仕組みを作ってください。こうしたシステムを災害時等も含めた緊急時に対応で

きる支援システムとして整備してください。 

⑪重度障害者夫婦世帯のどちらかがコロナ感染した場合、自宅療養は困難です。同居

家族も含めて安心して医療機関に入院できるようにしてください。また、検査で陽

性となり隔離・入院する際には、必要な介護等の支援の措置を大阪市の責任で講じ

てください。 

２．障害のある子どもの学習権の保障と健康と安全を守るために、学校は重要な役割を担い

ます。それにもかかわらず一昨年度末には、３ヶ月にも及ぶ学校臨時休業がおこなわれ、

子どもたちの学びの場が奪われただけでなく、命･くらしそのものが脅かされる事態とな

りました。そして今年度４月末にも、「オンライン授業の強制」よる登校制限がなされ、

「オンライン接続の時は、保護者がつききりで手伝わなければならない」「させなければ

ならない課題に追われて叱る機会が増えてしまい、子どもにストレスがたまっている」な

どの声が寄せられるなど、障害のある子どもたちの学習権を奪い家庭に混乱を持ち込む事

態となりました。この事態を重く受けとめ、障害のある子どもたちの学習が緊急時におい
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ても保障されるよう、以下の改善策を早急に講じてください。 

①今後の学校休業やその後の学校再開については、子どもや家庭の状況、学校現場の実

情を十分把握し尊重したう上で、関係機関としっかりと協議して決定してください。 

②教職員自身の安全を確保しつつ、子どもたちの実態に即した適切な支援が行えるよ

う、マスク・消毒液の配付、スペースの確保等、緊急時の人的配置･物的措置を適切

に行ってください。また全教職員のＰＣＲ検査を定期的に実施してください。 

③今回のような「オンライン授業ありき」の、拙速で強制的なＩＣＴ化を厳に改めてく

ださい。子どもの成長・発達と学校の実態をふまえて、必要に応じた教育環境整備

を行ってください。 

④障害のある子どもたちの命･くらしの安全が、緊急時においても保障されるよう、特

別支援学級の学級定数改善や通常学級の２０人以下学級の実現などの学校の条件整

備を行なってください。 

３. 新型コロナウイルス関連の「お問い合わせ窓口」の連絡手段は、聴覚障害者の連絡手段

を確保するために、電話・ＦＡＸ・メールのいずれの方法でも可能となるようにしてく

ださい。検査・医療の実施にあたって、聴覚障害者が排除されないよう受け入れ機関の

整備を進め、手話通訳者の配置などの支援を行ってください。 

 

 

＜教育＞ 

４．障害のある子どもへの合理的配慮の実現のために、行政の責任で基礎的な教育環境整備

をおこなってください。 

５．すべての小・中・高等学校に子どもたちがクールダウン等のために使える教室や「居場

所」をつくり、子どもたちをいつでも受け入れられる固定した教職員の体制を確保してく

ださい。 

６．急増する特別支援学級在籍児童・生徒や障害の実態・種別にみあった、学級設置及び教

職員配置等を行ってください。 

①障害種別による学級設置を遵守してください。 

②１学級の定数を８名から６名に引き下げる等、大阪市の独自基準を策定してください。 

③学級設置相当数の教室を確保・整備してください。 

④年度途中の在籍増にあたっては、学級の追加設置や加配教員の配置をしてください。 

７．「２０人以上の子どもが特別支援学級に在籍している」「医療的ケア児が在籍している」

「障害が重複している子どもが在籍している」など特別支援教育に関わる特別な困難を抱

えた学校に、教員加配を行なう等の教育条件の改善を行ってください。 

８．通級指導教室を、全校に設置してください。 

９．医療的ケア児を含む重度の障害を持つ子どもたちへの教育保障を、市の責任で行ってく

ださい。 

①医療的ケア児のいる学校に、看護師を常時配置してください。 

②医療的ケア児が、校外活動、宿泊行事に安全に参加できるように、看護士の配置や移

動手段にかかる予算措置等を大阪市の責任で行ってください。 

③てんかんやⅠ型糖尿病等、医療的な対応が必要な児童が、校外活動、宿泊行事に安全

に参加できるように、看護士の配置を大阪市の責任で行ってください。 

１０．看護師、発達相談員、心理判定員、機能訓練士、言語聴覚士などの専門職員を、必要

に応じて配置してください。 

１１．特別支援教育サポーターを整備・拡充してください。特別支援教育サポーターの賃金・

労働条件を改善してください。 

１２．相談活動の充実に向けて、小中学校特別支援教育コーディネーターを専任で配置して

ください。 

１３．通常学級の教育条件を改善してください。 
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①一人ひとりの子どもに寄り添った教育的支援が保障できるよう、３５人以下学級の

小・中学校の全学年実施を、大阪市の施策として進めてください。 

②特別支援学級在籍者を含めた人数が、定数（３５人・４０人）を超えることがないよ

うに学級編成をしてください。 

１４．年度当初の学級設置ならびに、年度途中の教員の長期休暇・休職等に際して、特別支

援学級担任に欠員が生じないよう、講師配置を速やかに行なってください。 

１５．通学タクシー利用の利便性の向上を図ってください。 

１６．食事への配慮が必要な子どもへの個別対応給食（障害児食）を拡充してください。 

①味覚過敏や嗅覚過敏等の特性や苦手さのある児童生徒の学校給食上の困難点や配慮

点、課題、保護者からの要望等に関する実態調査を各学校に対して行ってください。

また、調査結果を踏まえた指針を策定し、関係教職員への研修を実施してください。 

②小学校給食における個別対応給食（障害児食）を感覚過敏のある発達障害児にも拡大・

実施してください。 

③中学校給食の内容を改善してください。 

④中学校給食における個別対応給食（障害児食）を実施してください。 

１７．中学校教育段階における障害児教育を拡充してください。 

①中学校の支援学級において、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

細かな教育を保障するため、学校全体で取り組んでいけるようにしてください。 

②自閉症スペクトラム等発達障害のある児童に見合った学習の場を充実してください。 

１８．競争をあおり点数による序列化につながる、学力テストを実施しないでください。 

①市統一テストを実施しないでください。 

②府チャレンジテスト・すくすくウォッチに参加しないでください。 

③府チャレンジテストの内申評価反映に伴い、評価が下がった特別支援学級在籍生徒の

実態を調査してください。その上で不利益を被っている障害児に適切に対応してくだ

さい。 

１９．大阪府に移管された旧大阪市立特別支援学校の教育条件の改善・充実を行うとともに、

大阪府と協力して支援学校を新設してください。 

①大阪市立特別支援学校の府移管にあたっての効果検証を行なってください。 

②府移管にともなう教育条件の後退・悪化に対し、大阪市の責任で復元・改善の方策を

検討・実施してください。 

③大阪市内への特別支援学校の新設を、大阪府教委に要望してください。 

２０．就学・進学相談にあたっては、特別支援学校を含む多様な学びの場について情報提供

を行うとともに、手厚い相談・支援が行えるよう体制を整備してください。リーフレット

「大阪市の就学相談」の内容を改めてください。 

２１．保護者からの特別支援学校への転校希望について、本人・保護者の意向を最大限尊重

して、速やかに対応してください。 

①転校にあたって必要な手続きを希望者に明らかにしてください。 

②学校見学や教育相談が随時できるよう府教育委員会に働きかけてください。 

③特別支援学校への転校が可能なことを各校に周知してください。 

２２．障害児教育の専門性や継続性を高めるため、必要な手立てを講じてください。 

①特別支援学級担任が希望する場合、担任を継続できるようにしてください。 

②小学校の教員採用選考にも、特別支援学級採用枠を設けるよう検討してください。 

③長時間過密労働の是正や、法で定められた休憩時間を適切に確保するなど、安全に丁

寧に子どもに関われるよう、障害児教育に関わる教職員の労働条件を改善してくださ

い。 

④先生たちが支援の必要な一人ひとりの児童の発達や障害特性への理解はもちろんの

こと、生きづらさへの共感に立った支援ができるように研修を充実してください。 

２３．障害のある子どもに対する合理的配慮の不提供の是認、差別の温床になることが懸念
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される「学校安心ルール」を、即時に廃止してください。 

２４．発達障害、読み書き障害のある生徒たちの高校受験にあたっては、中学校での配慮措

置の有無にかかわりなく、本人・保護者からの申し入れに基づき、必要な配慮措置（合理

的配慮）を講じてください。 

 

 

＜放課後保障＞ 

２５．放課後等デイサービスやいきいき、放課後育成クラブと学校との連携を積極的に行っ

てください。放課後事業所との「サービス調整会議」等への学校からの参加については、

コーディネーターや支援級担任だけでなく、必要に応じて学校長や通常学級担任も参加

するよう各校を指導してください。また福祉事業所との連携に関ついて、管理職向け説

明会や園長会・校長会などで取り上げた際にはその関連資料、教育委員会として通知・

連絡文書等を発出した場合にはその文書を、福祉事業所にも提示をするなど情報提供に

つとめてください。 

 

 

＜障害者総合支援法・その他福祉制度＞ 

２６．大阪市障がい者支援計画及び障がい福祉計画の各サービスの数値目標達成に向けた

具体的な計画を明らかにしてください。とりわけ、地域生活支援拠点（障がい児・者の

地域生活支援推進のための多機能拠点構想）について、大阪市としての整備方針を明ら

かにしてください。 

２７．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。 

２８．障がい支援区分認定について、大阪市として速やかに認定できるよう体制を整備して

ください。また認定調査員への研修を徹底し調査員によって違いが生じないようにして

ください。 

２９．相談支援の事業報酬は若干改善されたものの相談支援専門員の過重労働は解消され

ていません。大阪市として相談支援専門員の業務実態を把握して、過重労働の解決にむ

けた対策を国に求めるとともに、大阪市として必要な措置を緊急に講じてください。 

３０．自然災害などによる事業所建物の損壊やライフラインの停止などで止む無く事業所

を休所した場合、運営費の減収等について具体的な救済策を国及び大阪市で講じてくだ

さい。 

３１．入所施設の整備・建設をおこなってください。医療的ケアを含めた重度の方が安心  

して利用できる暮らしの場を市の責任で整備してください。 

３２．グループホームをはじめとした２４時間支援を行っている事業所への支援策を講じ

てください。 

①障害者本人が希望する場合、障害が軽度であってもグループホームでの暮らしを継

続して保障してください。 

②支援区分４以上または６５歳以上の方で、日中系サービスが利用できない利用者に

対してグループホームで日中支援を行った際に、日中支援体制加算（Ⅰ）が支給さ

れることになりました。しかし、平日だけが加算対象であったり、単価も利用者が

２名であっても１名分と同額になったりと、十分なものではありません。重度や高

齢の方が安心して生活できるよう、また日中支援が安定的に行えるよう、その改善

を国に強く要望するとともに、大阪市として必要な支援策を講じてください。 

③土曜日・日曜日・祝日や、日中支援事業所の休所や利用者が急病などで利用者がグル

ープホーム内で過ごさなければならない際に、日中支援が十分に行えるよう報酬の

改善を国に強く要望するとともに、大阪市として独自の加算・補助制度等の支援策

を講じてください。 
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④利用者が帰省や入院等でグループホームを利用できない場合でも職員の配置は必要

です。日割り実績払いの報酬ではなく月額報酬にするとともに基本報酬を引き上げ

るよう、国に働きかけてください。 

⑤グループホーム利用者の通院介護に移動支援のヘルパーが利用できるようにしてく

ださい、現行の通院介護によるヘルパー派遣は、慢性疾患の定期通院や月 2 回を限

度とするなど、突発的な病気や怪我には利用できません。利用内容や回数制限をな

くしてください。 

３３．グループホームの土地・建物の購入・建設及び改修について、設備整備補助を拡充し

てください。 

①高齢化・重度化などにより介護度が高くなる利用者が安心して生活できるよう、建物

改修や備品購入などの補助額ならびに適用箇所数を拡充してください。 

②スプリンクラーや自動火災報知機等の消防設備の設置には高額な費用がかかります。

事業者の持ち出しをなくし、全額公費で整備できるようにしてください。 

③市営住宅をグループホームとして活用する場合の消防設備の整備は、維持費も含め

て大阪市の負担で行ってください。 

３４．短期入所（ショートステイ）事業を利用者の実態に即して抜本的に拡充してください。 

①必要な時にいつでも利用できるようショートステイ個所数を増やしていくために、

グループホーム整備費・設備整備費と同様の補助金制度を創設してください。 

②緊急時に利用できるように、緊急枠として空床を確保するための補助制度を創設し

てください。 

③各行政区にショートステイ利用相談窓口を設置してください。 

④強度行動障害の利用者が安心してショートステイを利用できるよう、職員加配等の

支援策を講じてください。 

⑤親の高齢化等に伴う「ロングショート」の実態を調査し、早期にその解消を図ってく

ださい。 

３５．生活介護事業を希望する全ての障害者が利用できるよう、障害支援区分による利用条

件の緩和を国に強く求めてください。 

３６．就労継続Ａ型事業所について、不適切な運営・支援内容とならないよう監査・指導を

徹底してください。 

３７．大阪市の同行援護事業について、利用者の社会参加を制限することのないよう、東大

阪市や枚方市などのように、利用時間上限５１時間を８０時間に延長してください。ま

た、ガイドヘルパーを通勤・通学時に利用でき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。 

３８．居宅介護支援を拡充してください。  

①居宅介護事業所においてヘルパーが慢性的に足りないため、利用者からの希望に応

えることができないケースが多く、支給時間があっても利用できない状況がありま

す。ヘルパー不足を解消するために、安心して働き続けられる報酬単価となるよう

国に強く要望を続けるとともに、大阪市としてヘルパー確保のための対策を講じて

ください。 

②ヘルパーとして提供できる活動内容を制限しないでください。居宅内だけに限らず

入院時、通勤・通学、育児や家族支援を含めて使用を認めてください。また、通院

介助時に院内介助を制限することは絶対にしないでください。 

３９．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。 

①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、大学修学支援のように大阪市

として独自に支援策を講じてください。 

②ガイドヘルパーの確保に向けて早朝加算等の加算制度を大阪市独自に設けてくださ

い。 
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③１か月の移動支援時間数の上限５１時間を拡大してください。また、利用時間が月の

支給時間に満たなかった場合は翌月に持ち越すことができるなど、柔軟に利用でき

るようにしてください。 

④１か月単位の利用時間ではなく、他市で実施しているように３か月単位で繰り越し

利用ができるようにしてください。 

⑤ろう重複障害者の通学・通所の支援を拡充してください。聴覚障害者にむけた社会資

源が乏しい現状において、ろう重複障害者は介添人なしでは通学・通所できません。

親が病弱であったり、就労している場合は大変な負担がかかっています。介添人の

傷病時等も含めて移動支援事業を利用できるようにしてください。 

４０．児童を対象にした相談支援事業所を増やし、児童への相談支援体制を抜本的に充実し

てください。そのために大阪市として講じた昨年度・今年度の取り組みについてその状

況を明らかにしてください。また、相談支援事業所を利用する児童の家族・関係者と在

籍校との連携が図られるよう、事業所・学校に働きかけてください。 

４１．相談支援事業所を市の責任で計画的に増やしてください。また、相談支援専門員の質

を高め、計画相談だけでなく一般相談、総合的な相談にもしっかりと対応できるように

してください。 

４２．地域活動支援センターの委託料や各種加算等について、大阪市独自の改善措置を講じ

てください。 

①地域活動支援センターは他の事業に繋がりにくい方々の居場所になるなど、障害当

事者にとってなくてはならない存在です。支援の充実や職員確保につながるよう、

委託料をせめて生活介護事業の報酬単価と同等以上に引き上げてください。 

②委託料の算定について、障害の特性に配慮して通院など必要不可欠な事由について

は出席扱いすることや、委託費を年間の平均利用者（あるいは年度当初の利用登録

者）数で算定するなど、実態に即したものとしてください。加算制度を実態に即し

た内容に改善してください。 

③利用者減員による委託費減額は事業運営に深刻な影響を与えます。地域活動支援セ

ンターの安定した運営に向けて、委託費の根拠を明らかにするとともに返金時期な

ど減額手続きについて実態を踏まえた対応を行ってください。 

４３．入院時コミュニケーション支援事業の対象者や支援内容を拡大して、個々のニーズに

対応した制度に充実させてください。 

４４．日常生活用具給付等事業を拡充してください。 

①紙オムツは、障害により継続的な使用が必要な場合は、原因疾患に関わらず支給して

ください。 

②特殊寝台等の日常生活用具を６５歳以降も障害福祉で支給されるようにしてくださ

い。また一律に耐用年数を決めるのではなく個々の状況に応じて臨機応変に対処し

てください。またレンタル方式の実施について検討してください。 

③重度の視覚障害者が加齢により難聴を併発した場合、軽度であっても生活に大きな

支障を来します。重度視覚障害者が軽度難聴となった際には、集音器を日常生活用

具として給付してください。 

④すべての聴覚障害児・者のいる家庭に屋内信号装置を給付してください。また、給付

条件の撤廃を国に働きかけてください。聞こえる同居家族がいる場合は給付対象外

となり家族に負担が強いられています。家族の中でも聞こえない人の負担を軽減で

きるようにしてください。 

４５．「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」や「障害者総合支援法の地域生活支援事業」に

照らして、手話通訳者派遣事業、ろうあ者生活相談事業、中途失明者訪問指導事業の予

算を大幅に拡充してください。 

４６．大阪市役所及び各区役所に手話通訳者を正規職員として設置してください。また、設

置するまでの間は、暫定措置として対面通訳の必要性に鑑み、手話通訳者派遣事業の委
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託先職員の巡回等による予算の確保も含めて対応を図ってください。 

４７．福祉施設や福祉事業への指定管理やプロポーザルなど、入札制度の導入をやめてくだ

さい。プロポーザル方式ではなく、対象者である聴覚障害者と業務従事者が安心できる

委託方式に改めてください。 

４８．コロナ禍や各種災害などに対応するための聴覚障害者にむけた情報配信などの配慮

措置を、大阪市が率先してとりくんでください。聴覚障害者への情報発信に重要な役割

を果たす聴覚障害者情報提供施設を大阪市として設置してください。 

４９．両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満で身体障害者手帳の交付対

象となっていない児童に対する補聴器の修理代の支給を行い、保護者の経済的負担を軽

減するように配慮してください。 

５０. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和２年６月１２日公布)が

制定されました。聴覚障害者の電話の利用の円滑化を図るため、市役所が主導して公共

施設における手話対応型公衆電話ボックス（例「手話フォン」など）を設置してくださ

い。 

５１．市や各区の（障害者自立支援）協議会を活性化させて、当事者や家族の生の声をもと

に地域課題を整理しその解決にむけた取り組みを強化してください。また大阪市として

各区の協議会の活動状況を把握して、取り組みが十分でない行政区の底上げを図ってく

ださい。 

５２. ろう者のスポーツ参画を拡充するために、スポーツ競技団体に限らず一般の障害者

団体にも「団体競技スポーツ大会出場奨励金」を交付してください。また、デフリンピ

ックや国際や全国規模の競技大会のメダリストや入賞者に対する表彰および報奨金制度

を設けてください。 

５３． 長居障がい者スポーツセンターの建て替え整備を行い、機能を拡充してください。 

①建て替えに際しては広く利用者・関係者の声をきき、それぞれの希望に沿ったものと

なるように最大権の配慮を行ってください。 

②長居障がい者スポーツセンターが日本のパラスポーツの草分けとして果たしてきた

役割に鑑み、パラスポーツの歴史とこれからの発展方向を示す展示室を整備するな

ど、パラスポーツ研究の発展に寄与できる機能を備えてください。 

③性的マイノリティの方々も含む多様な人たちの利用に供するため、施設設備や機能

を抜本的に強化してください。 

④巨大地震や豪雨災害などの発生を見込み、通常の避難所等での避難生活が困難な方

に対して、有効な支援を提供するための機能を持ったものとして整備してください。 

⑤各種団体の合宿等にも活用できるよう宿泊施設を併設してください。 

⑥スポーツ施設としての機能だけでなく、障害者の文化活動やサークル活動などに資

するため、会議室、調理室、音楽室など多様な機能を整備・拡充してください。 

５４．いわゆる「読書バリアフリー法」の趣旨を尊重し、仙台市が本年１月より実施してい

るように、日常生活用具の視覚障害者用ポータブルレコーダーの障害等級の制限を撤廃

して、希望するすべての視覚障害者が受給できるようにするとともに、点字図書価格差

保障制度を見直し、障害の程度および読書形態を配慮して拡大図書や録音図書にも対象

を広げ給付してください。 

５５．障害者差別解消法に基づく合理的配慮として、各区・各局および大阪市認定事務セン

ターから視覚障害者家庭に送られてくる文書については、封筒表面に内容物の表題と担

当部署名および連絡先電話番号を点字と拡大文字で記入するとともに、希望者には文書

の内容を、点字または音声もしくは拡大文字によって提供してください。また、これま

で点字表示されていたにもかかわらず、最近になって、点字表示されなくなるケースが

多く見受けられます。各区・各部局における担当職員交代の際の業務の引き継ぎを徹底

するなどして継続性を担保してください。 

５６．視覚障害者家庭の粗大ゴミ収集について、以前は、城北環境事業局に電話をすれば、
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引き取りに来ていただけたのですが、制度が後退し、市内に身内が居住している場合、

この制度が利用できなくなりました。つきましては、ぜひ元に戻していただくとともに、

他の環境事業局の対応についてもお教え願います。また、粗大ごみ受付センターの電話

番号については、携帯電話からの問い合わせに配慮してナビダイヤルではなく一般の固

定電話番号に改めてください。 

５７．大阪市における障害者手帳のカード化に向けた検討状況を明らかにしてください。ま

た実施に当たってはマイナンバーカードとの一体化は行うことなく、氏名の点字表示や

切り込みを入れるなど視覚障害者に配慮するとともに、希望により従来の紙製の手帳も

選択できるようにしてください。 

５８．障害基礎年金の他に収入のない重度障害者の場合、苦しい生活を強いられている現状

をご理解いただき、国に対して障害基礎年金の引き上げを求めてください。また当面の

間、大阪市として、「年金生活者支援給付金」を除き、せめて障害基礎年金と合わせて１

０万円の収入が得られるよう独自の給付金制度を設けてください。 

５９．障害を持っている方が生活保護を受けている場合、対応するケースワーカーについて、

相談者の障害や状況に応じて丁寧に対応するよう指導してください。また、住宅扶助費

を引き下げないよう国に強く要望してください。 

６０．触法障害者が地域で暮らす場合のサポート体制について、大阪市としての取り組みを

積極的に進めてください。 

 

 

＜介護保険＞ 

６１．介護保険優先原則（障害者総合支援法第７条）の廃止を国に強く働きかけてください。 

介護保険の対象となった障害者（４０歳以上の特定疾患・６５歳以上の障害者）には、

本人のニーズや状況に基づいて柔軟に支給決定を行ってください。障害者福祉か介護保

険制度かどちらを使うのかについては、本人の希望や生活の変化に対応して自由に選択

できるようにしてください。 

６２．高齢となった視覚障害者が、地域で生活することが困難となった場合に安心して入所

できる盲養護老人ホームを大阪市内に建設してください。 

６３．６５歳を超えた障害者への特殊寝台の交付は、介護保険福祉用具としての交付しか認

められず、そのため障害福祉の居宅介護は継続できなくなります。個々のサービスごと

に制度を選択できるようにしてください。 

６４．介護予防・日常生活支援総合事業においても、これまで通り要支援の方に対して、ホ

ームヘルプサービス・デイサービスを受けられるようにしてください。 

６５. ろう高齢者がショートステイや地域のデイサービスに集まれる曜日を設けるなど、

制度や施設を利用する上での特別の配慮が講じられるよう、利用者本人やサービス提供

施、ケアマネージャー、地域包括支援センター、協議会（自立支援協議会）など関係先

に働きかけてください。 

６６. 介護認定において、聴覚障害の障害特性としての生活管理の困難さやコミュニケー

ションや社会性構築の困難さなどが反映されるよう、認定調査員の研修はもちろん認定

審査会でも周知徹底してください。 

６７．特別養護老人ホームへの入所対象者について、意思疎通の困難さを勘案して聴覚・言

語障害を、要介護１・２の特例対象に加えてください。 

 

 

＜大阪市こころを結ぶ手話言語条例＞ 

６８.「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」の啓発強化及び第３条２に基づき体制を整備し

てください。また、関係団体独自の手話講習会について、立案段階から当事者団体であ

る大阪市聴言障害者協会と協議し、合意の上開催するようにしてください。 
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６９.手話や筆談による対応が可能であることを示すために、一般財団法人全日本ろうあ連

盟が策定した「手話マーク」や「筆談マーク」の普及を更に図ってください。 

７０.大阪市が実施している全ての出前講座に手話通訳者を用意してください。手話通訳配

置を事前申込制で行うのではなく、「いつでもどこでもだれでも」参加できる環境を整備

してください。また講師と手話通訳者をセットで派遣できる仕組みを整えてください。 

７１.聞こえない乳幼児への手話言語の習得機会の拡大を、大阪市の教育課題として教育方

針に組み入れてください。 

７２.大阪市内の全ての難聴学級で手話教育を取り入れてください。人工内耳や補聴器を使

っても不特定の人の音声が聴こえるわけではありません。聴覚活用だけの教育は聴覚障

害者の能力を否定し、ひいては障害者差別につながります。様々な聴覚障害者に対応で

きるよう手話教育を取り入れてください。 

７３.「聴覚障害者等のための研修、文化、体育およびレクリエーション活動等（大阪市手

話通訳者派遣事業実施要綱の第６条（ハ）の派遣範囲）」はもちろんですが、余暇活動（趣

味など）の講座や就労を含む資格取得の研修などについて、手話通訳者の配置をその主

催団体や雇用者（企業）に義務づけてください。 

７４. 各区役所や公共施設に、障害者権利条約第２条・大阪市こころを結ぶ手話言語条例前

文で定める「手話は言語である」ことを周知徹底してください。 

７５.「大阪市手話に関する施策の推進方針」のもと、大阪市が手話への理解と普及の促進

を目的に手話ＰＲ動画を発信していますが、「おはよう」など一部の手話が標準手話に準

じていません。動画制作・発信にあたっては必ず当事者団体である大阪市聴言障害者協

会の立ち会いのもと、手話表現（手話の位置や形態特徴など）のチェックを受けるよう

にしてください。また、手話モデルを「聴覚障害者」にしてください。 

 

 

＜労働＞ 

７６． 一人ひとりの状況に応じた就労支援を行うために、市内在住の高齢聴覚障害者の再

就職に関する現状と、大阪市のとりくみの状況を明らかにするとともに、再就職にむけ

た具体的な支援策を講じてください。 

７７．昨年１０月にはじまった雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を

活用して、大阪市として民間企業に雇用されている視覚障害者が通勤時に同行援護事業

と同等のサービスを受けられるようにするとともに、あはき治療院を営む視覚障害自営

業者が、出張治療の際の移動やカルテ管理・保険請求などの業務をおこなうにあたり、

障害者雇用納付金制度に基づく職場介助者助成制度と同等のサービスが受けられるよう

にしてください。また新型コロナウイルスの感染拡大にともない、視覚障がい者あはき

師の生活がいっそう困難となっていることについて、大阪市として実態把握に努めると

ともに、視覚障がい者が就労による自立生活が送れるよう施策を講じてください。例え

ば大阪市としてヘルスキーパーを採用することや、多くの市町村で実施されている高齢

者に対する「あはきクーポン券」の交付事業などのように、具体的な施策を講じてくだ

さい。 

 

 

＜まちづくり・防災＞ 

７８．Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏにおいては、現在の磁気カード式の「大阪市介護人付無料乗

車証」が使えないＩＣカード専用の自動改札機が増加し不便を強いられています。大阪

市としてＯｓａｋａ Ｍｅｔｒｏに対し磁気カード対応の自動改札機を減らさないよう、

また改札口を無人化しないよう働きかけを行ってください。「大阪市介護人付無料乗車証」

について希望者にはＩＣカードのものを発行してください。 

７９．京橋駅を障害者も利用しやすいように整備してください。 
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①京阪「京橋駅」とＪＲ大阪環状線「京橋駅」の間の移動が、視覚障害者にも円滑に行

えるよう、誘導ブロックの敷設位置を南側にずらすとともに、双方の南北出入口の

適切な位置に誘導チャイムを設置するようにしてください。 

②地下鉄京橋～ＪＲ・京阪京橋駅までの乗り換え通路を、車いす利用者でも一般利用と

同様に雨にぬれることなく行き来できるよう、エレベーターを設置してください。

このことをＨ１６年４月策定の京橋交通バリアフリー化基本構想に組み入れてくだ

さい。 

８０. ２０２５年の大阪万博において、障害者権利条約の第 9条「アクセシビリティ」を保

障してください。あらゆる展示やブースで、「話すこと、聞くこと、見ること、書くこと、

読むこと、認知すること」のハードルを無くし、手話言語の応対や視聴覚情報をもれな

く保障してください。 

８１．避難所及び福祉避難所における情報・コミュニケーション保障を強化し、各区の担当

職員を対象とした研修、ろうあ者が安心して避難生活ができるように、当事者団体であ

る大阪市聴言障害者協会の意見や要望を確認の上、避難所に聴覚障害者の日常生活用具

でもある「聴覚障害者用情報受信装置(アイ・ドラゴン)」を設置した環境を整備してく

ださい。 

 

 

＜保健・医療＞ 

８２．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すとともに、中

軽度障害者も対象にしてください。償還払いの負担を当事者や家族に押し付けることの

ないよう適切な措置を講じてください。事務センターが償還事務をしていますが、償還

が半年以上（人の寄っては、１０か月間以上）も遅れているので、せめて、当初の３～

４か月で償還されるようにしてください。 

８３. 障害者の入院時に必要に応じてホームヘルパー派遣が認められるよう（聴覚障害者

への手話のできるホームヘルパー派遣を含む）国に強く要望してください。また、大阪

市重度障害者入院時コミュニケーションサポート事業についても、手話や筆談が必要な

人を全て対象にするなど、利用対象者を拡充してください。 

８４. 救急搬送に関して、聴覚障害者が手話でコミュニケーションが取れるよう、救急隊員

に対する手話の習得機会を設けてください。 

８５．精神科救急医療について、「こころの救急相談」へ電話しても病院を紹介されるだけ

で、治療に繋がらなかったり救急車を呼んでもたらい回しにされたり府下の病院を紹介

されたりといった状況がいまだにあります。入院するような状態ではなく診療（外来診

療、投薬など）を受けることで落ち着き一晩を何とか乗り越えられるといった状況にあ

る方も多くいます。 

①精神科一時救急医療を強化してください。連携のシステムを明確にして休日や夜間

に入院のみでなく診療できる病院を増やし、消防や警察に精神科一時救急医療の主

旨を周知してください。 

②「こころの救急相談」に相談があり受診が必要になった場合、迅速に治療に繋がるよ

うに「精神科救急医療情報センター」からの優先診療予約などがスムーズに行われ

るようにしてください。 

８６．社会的入院の解消に向けた大阪市としての計画を明示してください。 

 


