
資料５ 

障害福祉計画・障害児福祉計画策定にかかるアンケート集計結果 

法人（市内にサービス提供事業所がある法人、市民 5 名以上の利用がある市外の事業所を持つ法人）  

発送数２７通  回答数１４通  回答率５１．８％ 

 

■問４ 事業展開する上での問題点・課題       （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問５ 提供するサービスの質の向上のための取り組み     （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  回答数 回答率（％） 

利用者の確保が困難 3 21.4 

職員の確保が困難 10 71.4 

職員の雇用条件・福利厚生が不十分 4 28.6 

事務にかかる経費が高い 1   7.1 

人件費の支出が高い 7 50.0 

経理・国保連請求書事務などの事務作業が多い 9 64.3 

サービスの単価が低い 10 71.4 

サービス提供に伴う地域住民の理解が不充分 1   7.1 

個別の障害者理解や障害者の特性に応じたサービスの提供が難しい 4 28.6 

その他 0   0.0 

特にない 1   7.1 

  回答数 回答率（％） 

地域における障害者支援ネットワークの構築に努める 7 50.0 

利用者個々の状況に応じたサービス提供ができる工夫をする 11 78.6 

事業所独自の方法で、定期的に自らのサービスの質の評価を行ってい

る 
3 21.4 

利用者からサービスの質に関する評価を受けている 2 14.3 

第三者機関によるサービスの質に関する評価を受けている 1   7.1 

職員研修を実施している 12 85.7 

特に取り組んでいることはない 0   0.0 

その他 0   0.0 



■問５－１ サービス向上の一環として研修を実施している場合、どのような研修をしているか 

                             （複数回答可） 

  回答数 回答率（％） 

資格取得のための研修 5 35.7 

技術向上のための研修 6 42.9 

障害者の特性に応じた適切な対応ができるような研修 10 71.4 

利用者の人権擁護、虐待防止等のための研修 10 71.4 

その他 2 14.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■問８ 今後のサービス提供の予定等 

平成30年度 平成31年度 平成32年度

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援 市外 1 0.5 10 5
小計（人） 1 10 5
就労継続支援（Ａ型） 市外 1 0.5 10 5

市外 1 0.3 10 3
小計（人） 2 20 5 3
就労継続支援（Ｂ型） 市外 1 0.5 10 5

市外 1 0.3 10 3
20 5 3

就労定着支援　　新 市内 1 0.94 未定 未定
市内 1 0.4 未定 未定
市外 1 0.5 10 5

小計（人） 未定 5
療養介護

短期入所（福祉型） 市外 1 0.5 10 5
小計（人） 5
短期入所（医療型）

共同生活援助 市外 1 0.13 10 1.3
市外 1 0.5 10 5

小計（人） 1.3 5
施設入所支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

自立生活援助（新） 市内 1 0.94 未定 未定
小計（人） 未定
児童発達支援 市内 1 0.94 未定 未定

市内 1 0.5 10 5
小計（人） 5 未定
放課後等デイサービス 市内 1 0.5 10 5

市外 1 0.5 10 5
小計（人） 5 5
保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援
（新）

障害児相談支援 市外 1 0.3 3
小計（人） 3
移動支援事業

日中一時支援事業

※法人の木津川市利用比率は今回のアンケートのサービス利用　状況から算出

問８ 今後のサービス提供
の予定をお答えください。

問８-１ 今後、事業拡大・新規参入をする場合、
予定定員をご記入ください。また、予定時期につ
いてもお答えください。

サービス名 法人
新規参入を検
討中である

法人の木津
川市民利用
比率

予定定員

想定される木津川市民の利用者数

 



■障害者福祉全般に関する意見 

   

乳幼児～未就学期について 

●保健師・心理士と相談支援センターや放課後デイ事業所との連携体制が弱い。 

地域の事業所の状況（定員の空きや職員体制・専門性）や子どもの状況や障害の状態と事

業所の支援内容のミスマッチが検討されないまま、直接事業所を保健師・心理士等が保護

者に紹介し、連絡を独自に保護者が取られることがある。その際に「今定員一杯です」「当

事業所の支援内容とお子さんの状態は合わないかもしれません」「利用計画が必要です」

など返事をもらってから、相談支援センターにつながることがある。順番が逆になり、ご

家族がたらいまわしを訴えられることがある。何度か改善をお願いしているが、同じこと

が生じている。 

 

●検診や検査の結果の返し方について 

 障害や発達的な偏りの理解や受容が十分でない保護者に対しての情報提供のあり方が課

題になっている。子どもの遅れや偏りについて、保護者に気になるところは伝わるが、そ

の後どう考えればよいか、どうすればよいか、などが伝わりにくく、不安感だけを大きく

されていることがある。 

   

●相楽療育教室の人的体制と就学以降時の情報提供 

 体制上の課題から本人の療育時に家族への指導や助言が出来なくなっている、非常にもっ

たいない話だと思う。そこに正式なペアレントトレーニングではなくとも、そのような要

素を持ち込むことは可能である。圏域の発達障害者支援センターや相談支援センターの専

門性を導入し、その機会を活用すべきであると思う。 

 年長児の保護者に対して、就学後の支援体制や放課後デイ等の情報を伝えられる機会をシ

ステム化することで、その後の保護者の負担や適切な制度利用に結びつくのではないかと

思う。 

 

●公的なペアレントトレーニングの実施 

 障害児者を育てるご家族は、自分の子どもの障害の理解や適切な養育や接し方について学

ぶ機会を持っていない。これまでは療育教室がその役割を一部担ってきたが、現在は行な

われていない。そのため、不適切な養育や対応を繰り返す中で、子どもに二次･三次障害

が生じ、障害そのものが重度化しているケースがある。ここに、適切な関わり方を助言す

ることで、障害の重度化を回避できる。それは結果的には障害福祉費用を抑制することに

も繋がる。そのためには、公的なペアレントトレーニングが必要であると思う。 

 

就学後 

●未就学＞小学校・小学校＞中学校・中学＞支援学校などの進路決定のプロセス（就学指導）

に当該の子どもの放課後デイや支援センターでの状況や情報が反映されるシステムにな



っていない。 

 就学指導システムの中に、障害児者福祉の情報が反映されるシステムが必要である。 

＝教育委員会の問題であると認識はしていますが、これももったいない話です＝ 

 

●「グレーゾーン」の子どもたちへの支援システムについて 

 軽度知的障害や知的障害のない発達障害、アスペルガー障害、LD 等何らかの支援は必要

だが、放課後等にその場がない子どもたちが存在する。放課後等デイサービスではその子

どもたちのニーズを賄うことは難しく、その子どもたちにあった居場所や学習支援の場が

必要であると考える。 

 

卒業時 

●事業所不足 

 支援学校卒業に際して、進路としての事業所が不足している。 

 

親亡き後 

●成年後見制度の利用促進について、公的に進める体制を作る必要があると感じる。地域生

活支援事業での事業化を望む。 

 

●障害のある人の一人暮らしの場の確保について 

精神科病院退院後や入所施設からの退所時に暮らせる家がない。保証人がないことや、障

害があることを理由に契約を拒否されることがある。 

 市営住宅でも保証人が必須条件になっている。まず、市営住宅の保証人条件の見直しが必

要ではないか。(例えば、相談支援センターや福祉事業所の関与を条件にするなど) 

 

●ガイドヘルプ／日中一時支援の単価改定について 

 生活介護等の日中活動利用後のガイドヘルプの単価設定の減算について、これは明らかに

障害者の移動の権利を侵害するものであると思う。ガイドへルプはあくまでも障害者の居

宅支援事業の一つである。この事業を日中一時支援の単価減算と同じ扱いを取ることは、

制度設計上の間違いではないかと思う。その考え方で行けば、生活介護を使った後のホー

ムヘルパー支援も減算すると言っているのと同じではないか。  

  

●地域保育園、幼稚園との連携不足 

地域小学校、支援学校との連携不足 

 事業所と相談支援センターとの連携はスムーズに行われているが、地域移行時、スムーズ

に行くことを願う。  

 


