
（1）第 2章 施設の概要 

1）視覚・聴覚障害者センター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

1 
点字図書館と聴覚障害者情報提供施設の諸室は共用でなく、

別々にしてほしい。 

障害者の方々がサービス提供を受ける際に使用する諸室については、それぞれ専用とな

ります。 

2 
災害緊急時など、館内の聴覚障害者が速やかに情報を得るた

めの設備を充実させてほしい。 

視覚・聴覚障害者への誘導システムをはじめ誰もが使いやすいユニバーサルデザインに

基づく設計をしています。 

2）スポーツセンター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

3 プールの更衣室の広さを十分確保してほしい。 
車いすの方が使用できるようなスペースを確保した設計をしています。また、家族更衣室

を 2室設置する予定です。 

4 プールの温度はやや高めの設定にしてほしい。 
プールの水温は障害者利用に配慮した温度設定が可能な設計をしています。 また、プー

ルサイドには採暖室を設置いたします。 

5 プールにジャグジー風呂を設置してほしい。 ジャグジー風呂の設置は予定していません。 

3）重症心身障害者（児）支援センター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

6 障害者同士の交流や障害児が遊べる空間を設置してほしい。 
利用者の生活の場、日中活動の場として、デイルーム 3か所、デイコーナー2か所を設置

いたします。 

7 
感染症予防、花粉症予防、除菌対策などの環境を整備してほし

い。 

1階には感染症対応居室や観察室、2階の外来にも感染者待合室を設置するなど感染症

の防止対策に努めてまいります。 

8 外来診療の待合室に整理番号の掲示板を設置してほしい。 
施設規模から掲示板の設置は予定していませんが、障害特性に配慮した対応をしてまい

ります。 

9 外来診療の待合室にプレイルームを設置してほしい。 
待合室は来館する障害者（児）ができるだけ快適に待つことができるよう工夫してまいりま

す。 

4）その他 

 
ご意見の要旨 市の考え方 



10 
水分補給、薬を飲む、着替えをするなど多目的に使える休憩ス

ペースを設置してほしい。 

プラザ内には、授乳スペースや憩いの場としての交流広場や屋上庭園などを設置いたし

ます。また、車椅子の方だけでなく、さまざまな方が利用できる多目的トイレを設置いたし

ます。 

11 
難病患者支援センターの窓ガラスは、患者に配慮して、紫外線

カットにしてほしい。 

XP（色素性乾皮症）等、光線過敏症の皮膚疾患の方々への配慮として、難病患者支援セ

ンターの窓ガラスには、紫外線カットを施すなど、検討を進めています。 

12 

3階大研修室にたくさんの人々が出入りする場合、横にある発達

障害者支援センターの相談者のプライバシーは確保できるの

か。 

同センターの相談業務は、基本的には事前予約制となっており、また、センター内の相談

室で行うため、プライバシーを確保することが出来ると考えています。 

（2）第 3章 各機関の業務内容 （健康福祉センター） 

1）市民交流センター・授産活動支援センター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

13 受注や販路を企業だけでなく、行政にも拡大してほしい。 行政内の受注拡大に向け、今後とも取り組んでまいります。 

14 堺市内のすべての授産製品を常時販売してください。 広く市内の事業者が活用できるようなしくみを検討してまいります。 

15 
「授産」の名称について、「権利としての就労」にふさわしい名称

を再考してほしい。 
ご意見を踏まえ、市として検討させていただきます。 

16 障害者作業所運営が円滑にいくための本部を設置してほしい。 経営改善や製品開発などに関する相談支援やアドバイスを行ってまいります。 

2）総合相談情報センター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

17 各専門機関との連携が行えるようなシステムを構築してほしい。 

プラザ内の相談機関と密接に連携し、障害者、その家族及び関係機関等に対する総合的

な相談支援や、複雑困難な相談に対する技術的支援を実施するとともに、各区や地域の

相談支援機関をつなぐ中核機関として、広域的な連携に関するコーディネートを行ってま

いります。また、障害者にとって必要な各種情報を収集・集約し、障害特性や年齢等に配

慮した、わかりやすい方法による情報発信を行ってまいります。 

18 
ライフステージを通じた相談が一貫して行えるシステムを構築し

てほしい。 

19 市内の相談事業者のス－パーバイズ機能を果たしてほしい。 

20 
当事者・家族が必要とするあらゆる情報を発信できるシステムを

構築してほしい。 

21 
日・祝日に障害者が相談できる窓口やいろんな情報がわかりや

すいようにしてほしい。 



3）視覚・聴覚障害者センター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

22 手話通訳者と要約筆記奉仕員を配置してほしい。 業務に必要な専門職員を配置してまいります。 

23 ピアカウンセラーを設置してほしい。 検討してまいります。 

4）生活リハビリテーションセンター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

24 高次脳機能障害者の相談窓口になることを期待している。 高次脳機能障害者に対する相談支援や情報発信の充実を図りたいと考えています。 

5）スポーツセンター 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

25 利用に際しては、障害者優先を徹底してほしい。 スポーツセンターは、障害者の社会参加の場であるとともに市民との交流の場と考えてい

ます。障害者やその他の利用者にとってより使いやすいシステムを今後とも検討してまい

ります。また、同センターにはスポーツ指導員等を配置したいと考えています。 
26 重度障害者も利用できるようにしてほしい。 

27 指導員を配置してほしい。 

6）その他 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

28 
楽器、和太鼓が練習できるような防音機能のある部屋を設置し

てほしい。 

障害者等のスポーツや講演会等のさまざまな文化ニーズに対応できるよう、体育室兼多

目的室の設置を予定しています。 

29 プラザの受付に手話のできる人を配置してほしい。 聴覚障害者情報提供施設の手話通訳者において対応してまいります。 

30 
発達障害者やさまざまな障害の学習会や講演会を実施してほし

い。 

プラザにおいては、さまざまな障害に関する研修会やイベント、啓発事業等を充実させて

まいります。 31 
職員がさまざまな障害に対応できるよう研修体制を整備してほし

い。 

32 事業所に対する障害者の虐待予防の啓発をすすめてほしい。 

33 
精神障害者や発達障害者の短期入所機能をプラザ内に設置し

てほしい。 
プラザの短期入所機能は、重症心身障害者（児）を対象としています。 

（3）第 3章 各機関の業務内容 （重症心身障害者（児）支援センター） 

1）入所施設 



 
ご意見の要旨 市の考え方 

34 
安心して医療が受けられるよう、医療体制の確立に全力をあげ

ていただきたい。 開所前に十分な準備期間を設け、医療体制の確立、職員研修の実施に努めてまいりま

す。 
35 看護師等の研修に十分時間をかけてほしい。 

36 
人工呼吸器等重い医療的ケアが必要であっても利用できるよう

にしてほしい。 
重度の肢体不自由及び重度の知的障害が重複する方々が対象になります。また、人工

呼吸器等の医療的ケアの必要な超重症者（児）、準超重症者（児）についても受け入れる

ことができる体制の整備に努めてまいります。 

37 
動く重度障害者や医療的ケアの必要な知的障害者も利用できる

ようにしてほしい。 

38 
脳疾患、心臓疾患など複合疾患を持つ身体障害者が利用でき

るようにしてほしい。 

39 
ニーズに即した柔軟な利用が可能な循環型の入所機能を備え

てほしい。 

入所機能のあり方や具体的な運用方法については、本市における重症心身障害者（児）

の実情や社会資源の状況等を踏まえたうえで、今後とも有識者や関係者のご意見をお聞

きしながら検討してまいります。 

40 
施設を退所した後の再入所が円滑にできるシステムづくりをして

ほしい。 

41 
地域生活の継続を支援するための短期入所、ロングステイの拠

点としての役割を果たしてほしい。 

42 
入所者の個別支援計画に地域移行を進めるプログラムの作成

を義務づけてほしい。 

43 
入浴時の転倒防止やベッドへの柵設置など安全対策に十分配

慮していただきたい。 
利用者の安全対策には十分配慮してまいります。 

44 
退所後の在宅看護を、入所中にシュミレーションできるシステム

をつくってほしい。 

入所施設から地域移行し、在宅生活をするにあたっては、介護者等に対する技術的な支

援等が必要であり、退所した重症心身障害者（児）が安心して暮らせるための支援を行っ

てまいります。 

45 入所についての応募方法の説明がほしい。 
募集方法、時期などは現在未定です。決まりました際には関係機関より広報・ホームペー

ジ等でお知らせいたします。 46 
他府県の施設に入所している堺市民についても、入所できるよ

うにしてほしい。 

2）短期入所 

 
ご意見の要旨 市の考え方 



47 
医療的ケアを必要とする利用者の受け入れができることを基本

としてほしい。 

医療的ケアを必要とする重症心身障害者（児）に対しても十分対応できるような職員体制

の確保に努めてまいります。 

48 10床の短期入所を実現してほしい。 入所 50床、短期入所 10床を予定しています。 

49 冠婚葬祭など緊急時の利用に対応できるようにしてほしい。 緊急時のベッドの確保については、十分検討してまいります。 

50 緊急時も含めて送迎対応をしてほしい。 今後とも検討してまいります。 

51 短期入所利用者にリハビリをしてほしい。 外来診療の取扱いとして可能です。 

3）外来診療・機能訓練 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

52 できるだけ多くの診療科目を設置してほしい。 ニーズの高い診療科目の設置について、努力してまいります。 

53 音楽療法を取り入れてほしい。 検討いたします。 

54 障害者（児）すべてを対象にしてほしい。 

外来診療・機能訓練については、センターの病院機能を活用し、在宅で生活する重症心

身障害者（児）に対する診療・処置、理学療法・作業療法等を行います。また、重症心身障

害者（児）医療に関する連携システムを構築してまいります。 

55 他の医療機関と連携できるシステムを整えてほしい。 

56 
適切な医療機関に紹介するコーディネーター的な機能を発揮さ

せてほしい。 

4）相談支援 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

57 入所者に対する個人的相談支援体制の充実を望む。 
相談支援に関しては、入所者のみならず、在宅で生活する重症心身障害者（児）やその家

族、介護者のさまざまな相談に対して支援できるような体制づくりに努めてまいります。ま

た、市内の重症心身障害者（児）を支援する機関とネットワークを構築することにより、相

談支援体制の充実や有機的な情報発信システムの確立を図ってまいります。 

58 
当事者、家族、介護者の生活全般の相談支援をするシステムを

構築してほしい。 

59 
センターに集まる情報等を各施設に発信するシステムづくりを構

築してほしい。 

5）専門職派遣 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

60 
在宅生活者への医師、看護師等の派遣システムの充実を望

む。 

専門職派遣については、看護師、理学療法士、作業療法士等を市内の障害福祉サービ

ス事業所等に派遣し、各種訓練の実施や重症心身障害者（児）支援のノウハウを提供す

ることを予定しています。なお、在宅サービスを利用していない方々については、ニーズの

把握に努め、必要に応じて相談支援を行うなど関係機関との連携、協力体制を構築して
61 支援機関がかかわっていない在宅者への対応の充実を望む。 



まいります。 

6）人材育成 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

62 
市内の事業所職員を対象とした研修を積極的に開催してほし

い。 障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等の職員への研修の実施や実習の受け入

れなどを検討してまいります。 
63 

重度障害者にも対応できる専門的な人材の育成を早急にお願

いしたい。 

7）通園事業 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

64 
他の事業所では受け入れにくい、医療的ケアの必要な方を利用

対象にしてほしい。 
通園事業については、医療的ケアの必要な方についても受け入れることができる体制の

整備に努めてまいります。送迎に関する具体的な運用方法については、今後検討してま

いります。 65 送迎には二人介助者（運転手、介助者）をつけてほしい。 

8）地域連携 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

66 
地域の総合病院等と連携が図れるよう調整を行っていただきた

い。 

当該施設と近隣医療機関との連携については、重要であることから、今後とも十分に検討

してまいります。また、市内の訪問看護ステーションなどの支援機関とネットワークを構築

し、在宅で生活する重症心身障害者（児）及び家族に対して支援を行うよう、努めてまいり

ます。 

67 
市内の重心医療に実績のある病院を協力病院として位置付け

てほしい。 

68 
緊急時の入院、手術などに対応できるよう、総合病院と連携を

図ってほしい。 

69 訪問看護ステーションと連携してほしい。 

70 市内のケアホームや入所施設と連携してほしい。 

9）職員体制等 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

71 介護職員（特に正規職員）を十分確保してほしい。 
医療的ケアが必要な重症心身障害者（児）に対しても十分対応できるような職員体制の確

保に努めてまいります。 

72 職員が相談できるスーパーバイザーを確保してほしい。 医療、介護など専門職種に関しては、同種施設の実績と経験のあるスタッフを雇用するよ



う努めてまいります。 

73 職員の労働環境に配慮してほしい。 職員の負担軽減を図るため、労働環境には十分配慮してまいります。 

74 職員の職場環境整備として、保育所の併設を検討してほしい。 現在のところ、保育所の併設は予定していません。 

10）その他 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

75 
地域移行の方向性と矛盾する入所施設の建設は反対である。

入所施設整備から地域生活支援へ施策をシフトすべきである。 

重症心身障害者（児）支援センターは、重症心身障害者（児）が安心して豊かに生活でき

るように、通所機能、在宅支援機能を中心に入所機能も備えた、重症心身障害者（児）の

地域生活支援の拠点として整備いたします。 

76 居室の人数構成がわからない。 
入所施設の居室の構成は、4床室 11室、2床室 3室、1床室 10室の設置を予定していま

す。 

（4）第 4章 管理運営体制 

1）管理運営体制 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

77 プラザは直営もしくは業務委託にしてほしい。 

プラザ内の各機関の業務は、他市の事例において、民設民営による施設運営や指定管

理者制度を導入している事例は多くあり、指定管理者制度を導入することにより、民間事

業者が持つ高い専門性やノウハウ等を活かした管理運営が期待できると考えています。 

78 健康福祉センターは直営で運営してほしい。 

79 
健康福祉センターの各機関については直営もしくは適切な事業

者へ業務委託すべきだと思う。 

80 
重症心身障害者（児）支援センターを安定的に運営するために

は、指定管理者制度の導入は適切ではない。 

81 各機関の連携、協力ができるようにしてほしい。 プラザ内の各機関が有機的に連携し、効果的な支援を行ってまいります。 

82 
重症心身障害者（児）支援センターには、医療療育に実績があ

り、医療と生活の視点を持つ事業者を選定してほしい。 

指定管理者には、重症心身障害者（児）支援に精通した事業者を選定する必要があると

考えています。 

83 開所に向けて、早急に事業者を決めてほしい。 
指定管理者の選定はできるだけ速やかに行い、開所前準備期間を十分にとり、管理運営

事業者と市が協力しながら、開所に向けて取り組んでまいります。 

84 
指定期間が満了になり事業者が変われば、入所施設から退所

させられるなどの不安がある。 
市が事業主体であり、指定管理者が変更しても、退所させられることはありません。 



2）運営委員会 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

85 
運営委員会は、管理運営体制について意見聴取だけでなく、改

善勧告などもできるようにしてほしい。 

指定管理者の施設管理運営に関して、市が求める業務水準を満たしているか、市民に対

して適切なサービスが提供されているか等については、市が評価を行い、必要に応じて是

正や改善の指示を行います。 

（5）第 5章 施設の管理運営 

1）利用料金 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

86 できるだけ施設使用料は無料にしてほしい。 研修室やスポーツセンターの利用料金については、施設の設置目的や特性から基本的

には低額な料金設定を考えていますが、障害者の利用に関しては、一定の減免措置を検

討しています。また、介助者についても、障害者個々の特性に応じた対応を検討してまい

ります。 

87 介助者 2名が必要な場合は、2名とも無料にしてほしい。 

2）情

報提

供 
  

 
ご意見の要旨 市の考え方 

88 
パソコンができない方への情報提供について、具体的な対策を

教えてほしい。 

プラザの情報については、ホームページの他、パンフレットや機関紙を作成するなど幅広

い方法で提供してまいります。 

（6）その他 

1）バリアフリー 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

89 

プラザへのアクセスについて、最寄駅やバス停から

の視覚障害者誘導用ブロックや点字ブロックなどを設

置してほしい。 今後とも関係部局へ要望してまいります。 

90 
車いすの人などのため、周辺道路を整備し、安全を

確保してほしい。 

2）交通網の整備 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

91 主要駅から無料送迎バスを走らせてほしい。 現在、建設予定地前には南海バス、ふれあいバスのバス停があります。更なるアクセス



92 リフト付きの送迎バスを定期的に運行してほしい。 の充実については、今後とも関係部局とともに検討してまいります。 

3）障害者雇用 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

93 
授産製品販売コーナーや喫茶コーナーに障害者を雇

用してほしい。 

プラザにおける障害者雇用については、積極的に取り組んでまいりたいと考えています。

プラザは障害者が利用する施設であるとともに、障害者の就労の場として活用することが

できるよう、関係各課とともに検討してまいります。 

94 
プラザ内の清掃業務などに障害者雇用を検討してい

ただきたい。 

95 花壇の整備などに知的障害者を雇用してほしい。 

96 
プラザ内のさまざまなポジションに障害者の就労や実

習の場をセットすべきである。 

4）その他 

 
ご意見の要旨 市の考え方 

97 
「地域生活定着支援センター」をプラザ内に設置でき

ないか。 

現在、プラザにおいて、同センターの設置予定はありませんが、今後とも国や府の動向を

見極めてまいります。 

98 
今後の中・長期計画に各区単位でのプラザ機能の設

置を検討してほしい。 

プラザは広域的な拠点施設として整備するものであり、現在のところ、各区への設置は考

えておりません。 

99 
要援護者への危機管理の拠点としての役割も果たし

てほしい。 

プラザは災害時の避難所等としての役割も果たす必要があると考えていますので、関係

各課とともに検討してまいります。 

 


