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◇第１部 基本計画 

 

第１ 計画策定の趣旨等 
 

１ 計画策定の趣旨 

・障がい者施策に関する法律の制定・改正や制度の大幅な見直し 

・「第３次大阪府障害者計画」（平成１５年３月策定）を府民ニーズや社会情勢の変化、制度変

更に対応して見直し 

 

２ 計画の位置づけ 

・障害者基本法に定める都道府県障がい者計画 

・障がい者施策の総合的長期計画 

・市町村の障がい者施策のガイドライン 

 

３ 計画期間等 

・３年間（平成２１年度から２３年度） 

※ 「第２期大阪府障がい福祉計画」の計画期間の終期とあわせる 

・障害者自立支援法に基づく「第２期大阪府障がい福祉計画」と一体的に記述 

 

４ 計画の基本的視点 【「第３次大阪府障害者計画」を継承】 

【基本理念】 

『人が人間（ひと）として普通に暮らせる自立支援社会づくり』 

【基本的な考え方】 

◆障がい者への理解と人権尊重に根ざした自立の支援 

◆「可能性」への支援と「環境」改善による自立の支援 

【基本原則】 

◆人間としての尊厳の保持    

◆主体的生活の構築 

◆社会関係の維持と役割の強化  

◆可能性の探求とその支援 

 

 

※ 計画本文には、大阪府内の障がい者の現状や生活状況・ニーズの概要等を明らかに 

するため、「障がい者数」「障がい者の現状・ニーズ」「府民の障がい者施策等に対する 

意識」等を掲載している。 
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第２ 今後の主な課題 

 

１ 就労支援の強化 

・障がい者の雇用の拡大に向けた取組み 

・障がい者のニーズを踏まえたきめ細やかな支援の充実や関係機関との連携強化 

・授産施設等における工賃水準の引き上げ 

 

２ 地域移行のさらなる推進 

・障がい者の地域での生活を支援するうえで重要な役割を担う地域ネットワークの強化 

・障がい者の地域での居住の場の確保 

 

３ 障がい者自立支援制度の円滑な実施 

・障がい福祉サービスの安定的かつ円滑な提供を図るためのサービス提供基盤の整備や、 

人材の確保に向けた取組み 

・地域における相談支援体制の充実や関係機関の連携強化 

 

４ 教育の充実 

・障がいのある子ども一人ひとりのニーズを的確に把握し、中長期的観点から一貫した支援

を行うための取組み 

・支援学校における教育環境の整備 

 

 

 

第３ めざすべき５つの社会 

 

１ ともに支え、支えられる地域社会 

・ 施設や病院から地域生活への移行及び地域生活支援のためのシステムづくりや福祉コミ 

ュニティの創生 

・ 行政のみならず、地域住民、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、企業、各種団体及び障がい者自

身の参加による自立支援社会づくり 

 

２ 権利としての平等な障がい福祉サービスが保障された社会 

・ すべての障がい者が、いつでも、どこでも、必要なサービスを平等に受け、地域で自立生

活を送り、積極的に社会参加することができるサービスを提供できる社会づくり 

 

３ リハビリテーションが浸透した社会 

・ どれほど重い障がいがあっても障がいのない人と同様に、一人の人間として地域社会で

自由に生きていくことを可能とするため、医学的・社会的・職業的にもあらゆる分野で、ラ

イフステージに対応したリハビリテーションが一貫して提供される社会づくり 
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４ 障がい者が働き方や生きがい活動を選べる社会 

・ 幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行い、

将来の自立と就労をはじめとした社会参加を支援する教育を推進する社会づくり 

・ 障がい者が自立できる収入を安定的に得るための支援と環境が整備された社会づくり 

 

５ バリアフリー社会 

・ すべての障がい者の自立と社会参加の基盤となる真のバリアフリー社会づくり 

 

 

第４ 役割分担のあり方 

 

１ 大阪府の役割 

①広域的・専門的な施策の実施、市町村の取組み支援 

・府内の実情を踏まえた、国に対する働きかけ、事業者に対する指導や協力の要請 

・障がい者福祉を担う専門的な人材の育成や確保に向けた研修・支援等の実施 

・障がい保健福祉圏域等、複数の市町村での対応が必要な場合やサービス基盤の整備

など市町村間の調整 

・市町村に対する適正な財政的支援 

②サービス提供のための環境整備、事業者指導・監督 

・ＮＰＯ法人等多様な供給主体がサービスの提供に乗り出せる環境の整備 

・サービス事業の適正さを確保するための事業者に対する指導監督 

 

２ 市町村の役割 

・住民に身近な存在として、必要な障がい福祉サービス等を総合的・計画的に提供 

 

３ 事業者の役割 

・障がい者のニーズに応じた質の高いサービスの安定的提供と徹底した情報開示等 

 

４ 障がい者の役割 

・必要なサービスを利用しながら、就労など自らの自立と社会参加に向けて努力 

・同じ障がいがある人同士の支えあいや他の障がい種別の人への支援など「支援の担い 

手」としての役割の発揮 

 

５ 府民の役割 

・障がいと障がい者に対する正しい知識と認識を持ち、適切に行動 

・障がい者の地域での生活や社会参加に協力するとともに、障がい者を支えていく行動に積

極的に参加 
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第５ 最重点施策 

 

《最重点施策１ 就労支援の強化》 

 

１ 意義 

障がい者が働くことは、地域で生き生きと自立した生活を送る上で、重要な柱であり、自

己実現の観点からも大きな意義がある。 

 

２ 現状 

・大阪府内における障がい者雇用の状況は低調であり改善が必要。法定雇用率達成に向

けた企業への指導は国の法的責務であるが、大阪府としても雇用の拡大に向けた取組み

をさらに強化する必要がある。 

・障がい者の就労状況は、障がいの種別・種類や程度によって異なっており、その特性や

ニーズに応じたきめ細やかな支援が求められる。 

 ・授産施設等で働く障がい者の工賃は平均１万円に満たない状況であり、大阪府では工賃

の倍増を目標とする「大阪府工賃倍増５か年計画」を策定したところ。 

 

３ 今後の取組み方向 

・大阪府をはじめ、ハローワーク等の国機関や市町村が連携を図りながら、福祉、労働、教

育の各分野が一体となって就労支援に取り組んでいくことが求められる。 

・企業に対する雇用促進策や個々の障がい者に対するきめ細やかな支援、障がい種別に

対応した施策などの取組みを強化。 

・障がい者雇用状況を改善し、障がい者雇用ナンバー１をめざすため、法定雇用率未達成

事業主への強いメッセージを発信するとともに、大阪府と取引のある事業主の取組みを誘

導・支援。 

 

４ 具体的な施策の展開方向 

 

（１）障がい者雇用ナンバー１をめざす取組み 

（２）障がい者の一般就労への取組み 

【数値目標】(第２期大阪府障がい福祉計画) 

・施設からの一般就労： 年間８００人（平成２３年度） 

・就労移行支援事業の利用者数：３，６００人（平成２３年度まで） 

・就労継続支援（Ａ型）事業の利用者数： 年間２，３００人（平成２３年度） 

・公共職業安定所経由による福祉施設の利用者の就職者数： 

一般就労を希望する全ての者（同） 

・委託訓練を受けて一般就労に結びつく者の数： 年間２４０人（同） 

・障害者試行雇用事業を利用し一般就労に結びつく者の数： 年間４００人（同） 

・職場適応援助者による支援を受けられる者の数： 年間４００人（同） 
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（３）働き続けるための支援 

（４）職業能力開発、職業教育や職場実習の推進 

【目 標】 

支援学校高等部における知的障がいのある生徒の就職率を倍増（平成２５年度） 

（５）公的部門の取組み 

 

 

《最重点施策２ 地域移行の推進》 

 

１ 意義 

障がい者が、地域社会の一員として、自らが選択した地域で、必要なサービスや資源を利

用し、安心して地域生活を送ることは、障がい者の自立の観点からも大きな意義がある。 

 

２ 現状 

地域移行目標の進捗率（平成１９年度末時点）は以下のとおりであり、目標達成に向けた

地域移行が進んでいる状況。 

・入所施設利用者（平成１７年１０月現在）の地域移行目標   進捗率４９．７％ 

・入所施設利用者（平成１７年１０月現在）の削減目標      同   ４８．８％ 

・退院可能精神障がい者全員（平成１７年１０月現在）の退院  同   ７８．６％ 

 

３ 今後の取組み方向 

・市町村、施設・病院、事業者等が緊密に連携し適切な役割分担のもと、総合的な取組み

を展開することが重要。 

・特に、市町村は、地域移行対象者の把握、適正なサービスの支給決定、及び相談支援

体制の整備など、重要な役割を果たすことが求められる。 

・大阪府は、広域的、専門的な観点から、地域における支援体制の構築を進めるほか、関

係者の理解促進や地域での生活が困難になった人に対するセーフティネットについての

検討を行う。 

 

４ 具体的な施策の展開方向 

 

  【数値目標】（第２期大阪府障がい福祉計画） 

・平成２３年度までの地域移行目標は、平成１７年１０月現在の入所施設利用者の２５％と 

する。 

・平成２３年度末の入所施設利用者の削減目標は、平成１７年１０月現在の入所施設利用 

者の１２％とする。 

・平成２３年度までの入院中の精神障がい者の退院可能者数値目標を１，９０８人とする。 
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  （１）地域生活への移行に向けた取組み 

   ①地域移行への理解促進 

   ②社会的入院患者の退院促進の取組み 

  （２）居住の場や日中活動の場の確保 

  （３）地域生活移行後の支援体制の整備 
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第６ 具体的な施策の展開方向 

 

＜施策体系図＞ 

1

2

3

4

5

障がい者が働き方や
生きがい活動を
選べる社会づくり

ともに支え、支えられる
地域社会づくり

Ⅳ　スポーツ・芸術文化活動をはじめとする生きがい活動の推進

Ⅱ　福祉コミュニティの創生

施策目標

Ⅰ　入所施設・病院からの地域生活への移行の促進

施策の展開方向

権利としての平等な障が
い福祉サービスが保障

された社会づくり

リハビリテーションが
浸透した社会づくり

バリアフリー社会づくり

Ⅳ　人材の養成・確保

Ⅰ　障がい者自立支援制度の円滑な実施

Ⅱ　必要な介護サービスの保障

Ⅲ　多様な居住の場、日中活動の場の確保

Ⅰ　「ともに学び、ともに育つ」教育の推進

Ⅱ　障がい者の一般就労への支援

Ⅲ　地域療育の推進

Ⅳ　新たな障がいへの対応

Ⅰ　市町村を基盤とした相談支援体制の確立

Ⅱ　保健・医療・リハビリテーションサービスの充実と自立生活への支援

Ⅲ　授産施設等における工賃水準の引き上げ

Ⅲ　I Tの利用

Ⅳ　こころのバリアフリー

Ⅰ　福祉のまちづくりの推進

Ⅱ　情報・コミュニケーション支援
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施策目標１ ともに支え、支えられる  地域社会づくり  

 

Ⅰ 入所施設・病院からの地域生活への移行の促進（P５参照） 

 （１）地域生活への移行に向けた取組み 

 （２）居住の場や日中活動の場の確保 

 （３）地域生活移行後の支援体制の整備 

 

Ⅱ 福祉コミュニティの創生 

 

 

施策目標２ 権利としての平等な障がい福祉サービスが保障された社会づくり 

 

Ⅰ 障がい者自立支援制度の円滑な実施 

 （１）安定的かつ円滑なサービス提供への取組み 

 （２）平成２３年度までのサービス見込量（第２期大阪府障がい福祉計画）（P１３参照） 

 （３）利用者本位のサービス提供への取組み 

 （４）制度改善への取組み 

 

Ⅱ 必要な介護サービスの保障 

 （１）障がい者自立支援制度に基づく介護サービス等の充実 

 （２）介護保険制度等に基づく介護サービスの充実 

 

Ⅲ 多様な居住の場、日中活動の場の確保 

 （１）グループホーム・ケアホームの設置促進 

 （２）障がい者が利用しやすい公営住宅の整備等 

 （３）住宅への居住支援 

 （４）地域生活を支援する入所施設の役割 

 （５）日中活動の場の整備 

 

Ⅳ 人材の養成・確保 

 （１）人材不足への対応 

 （２）人材養成の充実 

【目 標】 

・視覚・聴覚重複障がい者通訳・介助者の養成 ５００人（平成２３年度まで） 

・障がい者スポーツ指導者養成 ９００名（平成２３年度まで） 

 （３）関係職員に対する研修の充実 
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施策目標３ リハビリテーションが浸透した社会づくり 

 

Ⅰ 市町村を基盤とした相談支援体制の確立 

 （１）相談支援体制の充実 

 （２）関係機関の連携によるケアマネジメントの推進 

 

Ⅱ 保健・医療・リハビリテーションサービスの充実と自立生活への支援 

 （１）リハビリテーション・医療体制の充実 

 （２）自立生活の支援 

【目 標】 

重症心身障がい児（者）通園事業実施箇所  

Ａ型２箇所 Ｂ型５箇所（政令・中核市を除く）（平成２３年度まで） 

 （３）福祉用具サービスの充実 

 （４）精神障がい者医療等の充実 

 （５）難病患者への対応等 

 （６）医療費の公費負担の実施 

 

Ⅲ 地域療育の推進 

【目 標】 

重症心身障がい児（者）通園事業実施箇所  

Ａ型２箇所 Ｂ型５箇所（政令・中核市を除く）（平成２３年度まで）《再掲》 

 

Ⅳ 新たな障がいへの対応 

 （１）発達障がい者への支援 

 （２）高次脳機能障がい者への支援 

【目 標】 

高次脳機能障がい地域支援ネットワーク ８地域（政令・中核市を含む） （平成２１年度まで） 

 

 

施策目標４ 障がい者が働き方や生きがい活動を選べる社会づくり 

 

Ⅰ 「ともに学び、ともに育つ」教育の推進 

（１）障がい者の人権が尊重される教育の推進 

（２）幼児教育・義務教育・後期中等教育・高等教育の充実 

  【目 標】 

・共生推進校が各学区１校体制となるよう新たに３校を整備（平成２２年度） 

・「たまがわタイプ支援学校」について、豊能・三島地域において、支援学校の新校に併設

した整備に着手（平成２１年度） 
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（３）支援教育の推進体制の整備 

【目 標】 

・全高等学校における支援教育コーディネーターの指名、校内委員会の設置 

（平成２３年度） 

・全支援学校に「地域支援室」を整備（平成２５年度） 

（４）個別の教育支援計画の充実 

【目 標】 

・小・中学校の支援学級における「個別の教育支援計画」１００％作成（平成２２年度） 

・高等学校における「個別の教育支援計画」１００％作成 （平成２５年度） 

（５）進路指導等の充実 

【目 標】 

・支援学校高等部における知的障がいのある生徒の就職率を倍増（平成２５年度）《再掲》 

（６）教育環境の整備 

  【目 標】 

府内４地域で知的障がい支援学校の新校整備に着手（平成２５年度） 

（７）専門的人材の活用 

（８）社会教育の充実 

 

Ⅱ 障がい者の一般就労への支援  （P４～５参照） 

 （１）障がい者雇用ナンバー１をめざす取組み 

 （２）障がい者の一般就労への取組み 

 （３）働き続けるための支援 

 （４）職業能力開発、職業教育や職場実習の推進 

 （５）公的部門の取組み 

 

Ⅲ 授産施設等における工賃水準の引き上げ 

 【目 標】 

 工賃 月１６，０００円以上（現行水準の２倍） （平成２３年度まで） 

  

Ⅳ スポーツ・芸術文化活動をはじめとする生きがい活動の推進 

 

 

施策目標５ バリアフリー社会づくり 

 

Ⅰ 福祉のまちづくりの推進 

 （１）暮らしやすいまちづくりに向けた基盤整備 

 （２）災害時における障がい者の支援体制の整備促進等 
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Ⅱ 情報・コミュニケーション支援 

【目 標】 

視覚・聴覚重複障がい者通訳・介助者の養成 ５００人（平成２３年度まで）《再掲》 

 

Ⅲ ＩＴの利用 

【目 標】 

・ＩＴ講習会受講者数   １５，０００人（平成２０～２３年度） 

・ＩＴサポーター養成者数  １，０００人（平成２０～２３年度） 

 

Ⅳ こころのバリアフリー 

 

 

 

◇ 第２部 実行計画 

第７ 実行計画 

 

◆ 施策目標のもと、個別の事業について、具体的な事業の概要や目標値、 

  所管課名などを記載 

 

 ◆ 全３１４項目、うち数値目標の設定７６項目 
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◇第２期障がい福祉計画 

第１ 計画策定の意義 
 

１ 計画策定の趣旨 

・障害者自立支援法により、障がい福祉サービスの提供主体を住民に最も身近な市町村に一

元化 

・障害者自立支援法第８９条及び第８８条に基づき、必要な福祉サービスが地域で計画的

に提供できるよう、都道府県及び市町村に障がい福祉計画の策定を義務付け 

  ・平成１９年３月に平成１８年度から２０年度までの障がい福祉サービスの見込量等を定

めた第１期計画を策定 

・第２期計画では、地域における障がい者等の実情やニーズ等を十分に把握し、その結果

を踏まえ、地域移行の数値目標や必要な障がい福祉サービスの見込量等を設定 

 

２ 計画の位置づけ 

 ・国の基本指針に即して、広域的な観点から区域設定を行い、府内市町村の数値目標やサー

ビス見込量等を設定 

 

 ３ 計画期間等 

 ・３年間（平成２１年度から２３年度） 

・平成２３年度末の数値目標を設定 

 

第２ 区域設定の考え方 
 

 

 

サービス種別 区  域 

訪問系サービス 

短期入所 

相談支援 

共同生活援助 

共同生活介護 

市町村区域（４３） 

日中活動系サービス（療養介護を除く） 障がい保健福祉圏域（１８） 

療養介護 

施設入所支援 

大阪府域（１） 
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第３ 地域生活及び一般就労への移行目標 
 

 １ 施設利用者の地域移行 

・平成２３年度までの地域移行目標 

平成１７年１０月現在の施設入所者（５，９４５人）の２５％ 

・平成２３年度末の入所施設利用者数の削減目標 

同じく施設入所者数の１２％ 

・平成２３年度の入所施設定員総数：５，３００人 

 

２ 入院中の精神障がい者の地域移行 

・平成２３年度までの退院可能者数値目標：１，９０８人 

  （国による検討の結果、第２期計画期間中に数値目標の見直しを行う可能性あり） 

 

３ 福祉施設からの一般就労 

項  目 数値目標 

平成 23 年度における福祉施設からの一般就労者数 
800 人 

(4 倍) 

平成 18～23 年度の就労移行支援事業の利用者数 
3,600 人 

(施設利用者の 2 割) 

平成 23 年度における就労継続支援(Ａ型）事業の利用

者数 

2,300 人 

(就労継続支援全体の 3 割) 

平成 23 年度における公共職業安定所経由による福祉

施設の利用者の就職者数 
一般就労を希望するすべての者 

平成 23 年度において、委託訓練を受け一般就労に結

びつく者の数 

240 人 

(福祉施設からの一般就労者の 3 割) 

平成 23 年度において障害者試行雇用事業を利用し、

一般就労に結びつく者の数 

400 人 

(福祉施設からの一般就労者の 5 割) 

平成 23 年度において職場適応援助者による支援を受

けられる者の数 

400 人 

(福祉施設からの一般就労者の 5 割) 

（参考） 

平成 17 年 10 月 1 日現在の施設利用者数：18,284 人、福祉施設からの就労者数：204 人 

（平成 17 年度調査） 
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第４ 各年度の指定障がい福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの見込量 
 

 
見込量 

単 位 

平成 19年度 

実  績 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

実利用 

見込者数 
見込量 

実利用 

見込者数 
見込量 

実利用 

見込者数 
見込量 

訪
問
系 

居宅介護 

時間 442,080 

13,079 283,076 14,209 306,985 15,410 332,086 

重度訪問介護 1,883 288,755 2,050 314,451 2,213 339,790 

行動援護 819 10,857 1,208 13,888 1,342 15,879 

重度障がい者等包括支援 16 2,613 22 3,130 28 3,397 

短期入所 人日 15,140 3,055 19,004 3,353 20,940 3,678 23,005 

日
中
活
動
系 

生活介護 

人日 

75,079 9,042 154,191 10,425 178,538 13,338 228,224 

自立訓練(機能・生活訓練) 4,356 652 9,419 861 12,562 1,232 18,560 

就労移行支援 15,489 1,745 31,987 2,188 39,855 2,591 47,205 

就労継続支援（Ａ型） 480 286 4,901 498 8,653 708 12,485 

就労継続支援（Ｂ型） 24,846 3,931 69,305 5,412 95,272 7,251 128,212 

旧法施設支援      人日 361,572 7,625 149,503 5,917 116,567 2,528 51,735 

児童デイサービス    人日 7,506 1,816 10,251 2,020 11,540 2,164 12,428 

療養介護 人 68 90 113 212 

居
住
系 

共同生活援助･共同生活介護 

人 

3,589 4,396 5,089 5,959 

施設入所支援 676 2,161 2,805 4,397 

旧法施設入所 5,012 3,416 2,691 798 

相談支援(サービス利用計画作成) 人 255 1,126 1,421 1,720 

 

 

第５ 大阪府地域生活支援事業 

※ 大阪府地域生活支援事業の必須事業の見込量を記載。（単位：年あたり） 

事 業 名 単位 H21 H22 H23 

専門性の高い相談事業     

 発達障がい者支援センター運営事業 実利用者 1100 1100 1100 

高次脳機能障がい支援普及事業 実利用者 800 800 800 

障がい児等療育支援事業 箇所 39 39 39 

広域的な支援事業     

都道府県相談体制整備事業等     

 アドバイザー設置 設置人数 12 12 12 

府自立支援協議会 設置有無 平成 19 年 9 月 設置 
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第６ 市町村地域生活支援事業 
 

事 業 名 単位 H21 H22 H23 

相談支援事業     

 障がい者相談支援事業 実施箇所 191 192 196 

地域自立支援協議会 設置有無 全市町村に設置 

コミュニケーション支援事業     

 手話通訳派遣事業 実利用者 1,636 1,712 1,787 

要約筆記派遣事業 実利用者 308 342 372 

手話通訳者設置事業 通訳者数 53 54 54 

移動支援事業 利用時間 4,058,137 4,310,725 4,601,009 

地域活動支援センター 
実施箇所 197 215 254 

実利用者 4,974 5,353 6,040 

 ※ 計画には、市町村地域生活支援事業の必須事業の見込量を記載。 

本表は、主な事業の見込量を参考記載。（単位：年あたり） 

 ※ 見込量単位が変更した事業等については、平成 19 年度実績を記載していない。 
 

 

 

◇国の障がい者施策に対する提言・要望 

 

 （１）総合的かつ実効性ある障がい者施策の展開    

 （２）障害者の権利に関する条約の批准に向けた国内法制度の整備 

 （３）障がい者の所得保障とサービス利用負担のあり方の見直し 

 （４）一般就労の促進に向けた取組みの強化・充実    

 （５）地域生活への移行のさらなる促進            等 １４項目 

 

 

 

 

 

 「第３次大阪府障がい者計画（後期計画）」全体を大阪府障がい福祉室ホームページに 

記載しています。 

  http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/index.html 

 

 


