
資料１

頁 変更箇所 指摘事項・修正理由等 修正内容等

4

第１章
１　計画策定の趣旨

「■国の障がいのある人に関
する法律や制度の動向」
①「障害者総合支援法」の一部
改正の説明文

『平成28年に「障害者総合支援法」に改正され』と
なっていたが、『平成28年に「障害者総合支援法」
が改正され』に修正する。

5

第１章
２　計画の位置づけ

２－２　他の計画との関係
「整合を図る」「整合性を図る」
両方の表記があるが、統一す
べき。

「整合を図る」に統一する。

8

第１章
５　計画の推進体制

計画推進の方策に「効率的」と
あるが、弱者切り捨てで効率を
優先する印象を受ける。

「実際のニーズ」を文章に挿入する。
「その方策として、計画を実際のニーズに沿って効
果的・効率的に推進するとともに、障がいのある人
の雇用や就労の促進を図るため、保健福祉のほ
か雇用等関係機関との連携・調整を図ります。」

8

第１章
５　計画の推進体制

計画推進の方策の中で、家族
責任論にならないよう記載を考
えるべき。

「障害のある人やその家族」の後に「を支える」を挿
入する。
また、障がいのある人やその家族を支える上で、
関係団体、地域住民、相談支援及びサービス事業
者、企業・事業者、行政等の役割を明確にしなが
ら、相互の連携強化を図り、地域社会をあげた生
活支援体制の確立を図ります。

17

第２章
１　人口及び障がい
のある人の状況

高次脳機能障害の人について
も、記載が必要ではないか。

「１－５　その他の障害のある人」の説明文の中
に、「また、事故や病気等により、脳が部分的に損
傷を受け、記憶障がいや、注意障がい等の認知機
能に障がいが生じる高次脳機能障がいについて
も、全体数の把握は難しいですが、18歳以上の人
を対象としたアンケートでも障がい者手帳所持者
のうち、９．２％の人が高次脳機能障がいの診断を
受けたことがあるとの結果が出ています。」という
記述を加える。

22

第２章
2 第４期計画の検証

平成２９年度の達成率見込み
のグラフにデータ誤りがある。

修正する。

25

第２章
３ アンケート調査結
果の概要と課題

アンケートの意見紹介で、読者
に誤解を与えかねないものが
ある。

アンケートの説明文に次の表記を入れる。
「※掲載しているご意見は要約して掲載していま
す。（個人の感想等も含まれていますので、制度内
容など、一部事実と異なると考えられるものなど
も、できるだけ意見の趣旨を尊重して掲載していま
す。）」

第２回策定委員会以降の修正箇所等一覧
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25
～
38

第２章
３ アンケート調査結
果の概要と課題

アンケート集計資料に掲載して
いる意見と、計画本紙に掲載し
ている意見に違いがある。

前回の委員会資料のアンケート集計に掲載した、
回答者からの意見については、計画本紙にも掲載
する。

26

第２章
３ アンケート調査結
果の概要と課題

アンケートの意見紹介で、就学
児にも療育的教育を受けられ
る場所が欲しいとあるが、誤解
を与えかねない。

意見の趣旨の要約ミスであり、次のように修正す
る。
・児童発達支援という枠の支援が、未就学児だけ
でなく、就学児にも受けられるようにしてほしい。現
在、「ことばの教室」という支援体制もあるが、普通
学級在籍の児童のみが対象となっているので、支
援級在籍の児童でも、「ことばの教室」のような、学
校とは別に療育的教育が受けられる場所が欲し
い。

37

第２章
３ アンケート調査結
果の概要と課題

アンケート結果から見える結果
等の４項目目で、一般就労希
望者について記載しているが、
一般就労できない人もいること
を考慮した内容にすべきであ
る。

「公共」等を削除し、一般就労が難しい人の福祉的
就労について追加する。
「一般就労を希望されている人については、就労環
境の対策が必要であるとともに、就労移行支援や
就労継続支援、そして新たにスタートする就労定着
支援などの提供体制の充実が求められています。
また、障がいの状況によっては、一般就労が難し
い人もいることから、福祉的就労も含めた、多様な
働き方ができる環境をさらに充実していくことが求
められます。」

38

第２章
３ アンケート調査結
果の概要と課題

ペアレント・トレーニングは方法
として確立されていないので、
表現を変えるべきではないか。

ペアレント・トレーニングは京都府も推進していくも
のであり、表現は残し、用語解説で説明を入れる。

38

第２章
3 アンケート調査結果
の概要と課題

アンケート結果からの課題のう
ち、「障がいのある子どもたち
への支援体制の充実の部分」
での一部修正・順序変更。

内容や順序を鑑み、次のように変更する。
■障がいのある子どもたちへの支援体制の充実
○障がいのある子どもたちへの早期対応や、切れ
目のない支援を行うため、庁内担当部署間の連携
をはじめ、行政機関や関係機関の連携強化が必
要です。

○発達障がいのある子どもの親に対して、児への
適切な関わりを学んでもらうことにより、障がいの
重度化を防ぐことを目的とするペアレント・トレーニ
ング＊など、家族も含めた支援の仕組みづくりが
課題となっています。

○医療的ケアが必要な子どもたちが地域生活で生
活するケースが増えており、支援体制の整備が課
題となっています。
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第３章
１　基本理念

「ノーマライゼーション」の理念
は現在では「ソーシャル・インク
ルージョン」に変わってきてい
る。ソーシャルインクルージョン
にすべきではないか。

前期計画から踏襲する理念であるが、確かに新た
な概念として「ノーマライゼーション」から「インク
ルージョン」へとする潮流がある。しかし、現状とし
ては「ノーマライゼーション」の理念が有効性を失っ
ているわけではなく、また、単純に置き換えられる
ものではない。ただ、「ノーマライゼーション」が古い
概念という印象を持つ方もいるということを考慮し、
その表現を削除するとともに、前期計画から「基本
的に」踏襲するとの表現を入れる。

40

第３章
１　基本理念

「我が事、丸ごと」地域共生社
会の実現向けた取り組みを計
画に位置付けるべきではない
か。

基本理念３の「地域生活移行や就労支援等の課題
に対応したサービス提供体制の整備」の中に位置
付ける。
障がいのある人の自立を支援し、施設・病院から
地域生活への移行、あるいは就労支援といった課
題に対応するため、また、住み慣れた地域や居宅
での継続した生活の支援を行うため、身近な地域
におけるサービス拠点づくり、ボランティア団体やＮ
ＰＯ＊の法人等によるインフォーマルサービスの提
供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体
制の整備を進めることを基本とします。
また、「我が事、丸ごと」地域共生社会の実現向け
た取り組みなども活用しながら、地域住民や地域
団体、ボランティア団体やＮＰＯ法人、企業、サービ
ス事業者等との理解と協力のもとに、ともに生き、
支えあうまちづくりを進めていくことを基本としま
す。
さらにサービスの確保と調整において、山城南障
害保健福祉圏域単位での取組を進めます。」 

41

第３章
２　基本視点　③

介護保険との関連に関する記
述が必要ではないか。

基本視点③の「障がいのある人の個々へのきめ細
かな対応」に「高齢障がい者の介護保険の円滑な
利用に向けた取り組みなど、」の記述を加える。

40
・
66
・
73

第３章
２　基本視点　④など

第５章
１　障がいのある子ど
もの支援体制の整
備・充実のために

発達障がい児などへの対応に
ついて、市内の関係部署での
情報共有や連携の必要性があ
り、計画にも記載すべき。

40ページの基本視点の④、66ページの序文、73
ページの１－６　その他障害のある子どもたちへの
支援　■障害の早期発見・早期対応の内容など
に、市内の庁内関係部署での連携についての記
述をを加える。
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44

第３章
3 平成３２年度までに
めざす姿
3-3　就労移行支援事
業の利用者数の表

３－２福祉施設から一般就労
への移行　の表の最終の行が
「増加割合」となっており、３－３
主郎移行支援事業の利用者数
の表の最終の行は「増加率」と
なっていることから、３－３も「増
加割合に併せた方が良いので
はないか。

　「増加率」を「増加割合」に改め、５０％→１．５倍
とするなど、所要の修正を行う。

45

第３章
３ 平成３２年度までに
めざす姿

「３－４　精神障がい者に対応
した地域包括ケアシステムの
構築」の目標達成に向けた取
組の記載内容が不足している
のではないか。

京都府計画とも整合を図り次のように追加する。
【目標達成に向けた取組】
保健、医療、福祉関係者の協議の場として、山城
南障害福祉圏域の自立支援協議会を中心に支援
ネットワークの構築・強化を進めていくと共に、当圏
域においては、精神科病床や高次脳機能障害等
に対応する専門機関や社会資源が不足しているこ
とから、他圏域の専門機関や社会資源とも連携強
化を図ります。

【目標設定の考え方】
地域移行などにより、地域で生活する精神障がい
のある人を支援していくため、平成３２年度までに、
協議会や専門部会など、保健、医療、福祉関係者
による協議の場を設置すること。

45

第３章
３ 平成３２年度までに
めざす姿

「３－５　地域生活支援拠点等
の整備」　の目標達成に向けた
取組の記載内容が不足してい
るのではないか。

次のように修正する。

【目標達成に向けた取組】
障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を
見据え、居宅支援のための機能（相談、体験の機
会・場、緊急時の受入れ・対応等）の整備に向け
て、山城南障害福祉圏域での設置を視野に、圏域
の自立支援協議会等において機能や整備方法等
について協議しながら、整備に向けて進めていきま
す。

【目標設定の考え方】
平成32年度までに、市または山城南障害福祉圏域
において、障がい者の重度化・高齢化、居宅支援
のための機能を整備し、障がいのある人の生活を
地域全体で支えるサービス提供体制を構築するこ
と。

54

第４章
２　障害福祉サービス
の見込みと確保方策

成人後の療育の必要性につい
ても触れておくべきではない
か。

日中活動系サービスの確保方策の中に次の表現
を追加する。
○　特に今後、特別支援学校卒業生や、長期入院
後の精神障がいのある人等の需要が高まることが
予想され、また、成人後の社会適応訓練等の必要
性も鑑み、新たな日中活動の場の確保等、一層の
充実に努めます。
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57

第４章
５　障害福祉サービス
等の提供体制整備

「５－１障がいのある人の自己
決定と自己選択の尊重」の中
で、お互いの人格と個性を尊重
しばがらとあるが、「人格と個
性」を「人権」としてはどうか。

４ページの障害者差別解消法の説明でも同内容が
あるが、障害者差別解消法の理念として定められ
ているものであり、変更なしとしている。

65～

第５章 障害児福祉計画として、前章ま
での部分等をまとめるなど、内
容を増やすべき。

・5章を主に障害児福祉計画にあたる内容と位置付
け、タイトルに【木津川市障害児福祉計画（第1
期）】を加える。
・障害者基本計画の内容を踏まえ、66ページの内
容を追加。
・障がいのある子どもの推計に加え、市内小中学
校における「特別支援学級で学ぶ児童生徒数の推
移」「特別支援学校在籍児童生徒数」をこの章に移
動。
・障害者基本計画や、「子育て世代包括支援セン
ター」の設置など新たな施策の内容を踏まえ、「１
－６　その他、障がいのある子どもたちへの支援」
を加える。

72

第５章
１－４　子ども・子育て
支援等

■障がいのある児童の「子ど
も・子育て支援等」の利用の見
込み量の表の平成２９年度の
欄について

「加配等の対応を要する児童数」を「利用児童数」
に改める。

73

第５章
１－５　国の基本指針
に基づいて定める目
標

コーディネーターの配置の見込
量が平成３０年度０人、平成３１
年度０人、平成３２年度１人と
なっているが、京都府で平成３
０年度からコーディネーター養
成講座の実施を予定しており、
協議の場も圏域で３０年度まで
に設置される方向であることか
ら、平成３０年度からの配置が
見込めるのではないか。

平成３０年度の見込み数を２人とし、以降平成３１
年度３人、平成３２年度４人に修正する。

76

資料編
１　用語の説明

社会的障壁の説明がわかりに
くい。

次の表現に変更する。
障がいのある人が日常生活や社会生活を 営む上
で支障となる事柄のこと。歩道の段差など「物理的
な障壁」、障害を理由に資格等制限する等の「制度
的な障壁」、音声案内や点字の欠如など「文化・情
報面での障壁」、心ない言葉や視線等の「意識上
の障壁」など

資料編
１　用語の説明

この計画で多用している「ニー
ズ」を用語の説明に加えるべき

ニーズは、「欲求」「要求」「需要」などの意味で、一
般的に使われており、本計画では、主に「需要」「利
用希望」といった意味合いで使用しているが、アン
ケートによる意見紹介等の中でも使われている
ケースもあり、あえて一元的に用語解説で定義づ
ける必要はないと考える。
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78

資料編　１　用語の説
明

ペアレントトレーニングの説明 厚生労働省がホームページ上で「発達障害者支援
施策の概要」の中で用語解説として掲載している
「発達障がい者の親が自分の子どもの行動を理解
したり、発達障害の特性をふまえた褒め方やしかり
方を学ぶための支援」を当計画の用語解説として
使うこととする。
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