
〔文責：京親協事務局〕

要望内容 京都府の回答概要 京都市の回答概要

Ⅰ　行財政改革について(京都市のみ）

令和３年８月に策定された「行財政改革計画」の一環とし
て、令和４年度予算において当協議会関係の補助金をはじ
め障害保健福祉関係事業を見直されましたが、「持続可能
な行財政への道筋」が見え次第、障害のある人の豊かな暮

らしを確保するため速やかに復活・充実していただきますよう
お願いします。（京都市のみ）

　京都市の危機的財政状況については、令和３年８月に「行財政改革計画」を策定
し、３年間を集中改革期間として、皆様のご理解の下、全庁挙げて徹底的に改革を進
めてきた。その結果、公債償還基金の枯渇という最悪の事態を回避することができた
が、依然として、厳しい財政状況である。
　また、障害者福祉予算については、年々増加傾向にある障害者自立支援給付等の
予算の確保を最優先に「はぐくみ支えあうまち・京都ほほえみプラン」の推進を図る
ため、令和４年度予算として、約６８０億円を確保している。これは障害者福祉予算と
して過去最高であり、対前年度比で約53億円の増加となっている。今後、少子長寿
化の進展等により社会福祉関連経費の更なる増加が見込まれる中、要望いただい
た見直し事業の復活等については、困難な状況であるが、引き続き、共生社会の実
現に向け必要な予算の確保に努める。

Ⅱ　地域生活支援施策について

障害のある人が地域で自立を目指した生活を送るうえで
住まい、医療、安心・安全は欠かせないものです。一方、親は
もちろん障害児者本人の高齢化も進み、地域生活支援策の
充実強化の緊急性がますます高まっております。
どこで誰とどんな暮らしをするのかを自らの意思のもとで選

びとれることを保障するとともに、その暮らし方を全面的に
バックアップするための具体的施策を早急に進めてください。

　京都府では障害児福祉計画・障害福祉計画に基づき、障害者の社会参加・自立促
進に向け、課題やニーズに沿った施策を展開している。
　財源確保に加え、国へ制度改善・拡充の要望も行っており、障害者が地域で安心し
て暮らせるよう取組を進めている。

１ グループホームをはじめ、地域での生活を支援するための
施策を強化充実してください。

（１）近年、グループホーム事業に民間企業の参入が増えて
きておりますが、利用者にとって必要十分な福祉サービスが

提供されるのか危惧しております。
実態を的確に把握され、関係部局と連携のうえ必要な指

導・監督が行われる体制の整備をお願いします。

（京都府あて）また、新規開設の申請があった際には十分に
審査されるとともに所在地市町村の意見を聞いてください。
（京都市あて）また、新規開設の申請があった際には十分審

査してください。

　市町村が障害福祉計画との調整を図る見地から、事業者指定の際に市町村が意
見の申出ができるような仕組みについて国で検討が進んでいる。京都府としても国
の制度化に合わせて適切に対応する。

　グループホーム(共同生活援助）等の障害福祉サービスの運営に当たっては、国に
おいて従うべき基準が定められている。
　京都市においては、新規指定時のみならず、指定後も、各グループホームが当該基
準等を遵守し、適正に運営されているか否か、届出や報酬請求等を通じて確認して
いるところ。
　また、実地指導時においても、国基準における設備面等を確認し、現場の実態を把
握したうえで　指導を行うよう努めている。今後も、関係所管課と情報共有するととも
に、適切な指導監査等に努める。

令和４年度　京都府・京都市への要望と回答の概要
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要望内容 京都府の回答概要 京都市の回答概要

（２）現状では、グループホーム利用料を障害者年金や作業
工賃と国の補助金（月額１万円）では賄うことができません。
神戸市などでは自治体による補助も行われております。負担
軽減策の充実をお願いします。

　国に対し、施設設備費国庫補助金で必要な額を確保するとともに、補助基準の増
額や拡張について要望を続けてまいりたい。

　生活保護世帯及び非課税世帯については、グループホームの家賃の実費負担を軽
減するための補足給付を支給しているが、これ以上の軽減措置については、本市の
厳しい財政状況の中では極めて困難である。ご理解をお願いしたい。

＜保健福祉局＞
　都市計画局や京都市居住支援協議会と連携し、京都市及び市内５圏域の障害者
地域生活支援センターが主催する相談支援専門員等スキルアップ研修等で居住支
援をテーマに取り上げ、理解を深める機会づくりを進めている。
　また、今年度は、都市計画局と連携し、福祉分野と不動産分野の交流の場の活性
化を目的に、各分野が主催している研修会やセミナー等への講師の相互派遣等の
実施を検討している。
　今後とも、障害のある方の住まいの場の拡充に向け、都市計画局ともしっかり連携
しつつ、福祉分野と不動産分野のつなぎ手となり得るよう、福祉関係者に居住支援
における不動産分野の知識を取得できる機会を創出する等、更なるバックアップに
ついて検討する。
＜都市計画局＞
　京都市では、「住宅確保要配慮者等に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律」に基づき、平成24年度から京都市居住支援協議会を設置し、高齢者が民間賃
貸住宅に円滑に入居できるよう、住宅や不動産事業者を登録する「すこやか賃貸住
宅制度」を実施している。また、すまいに関するワンストップ総合窓口である＜京（み
やこ）安心すまいセンター＞において、高齢者のすまい探し等の相談に応じる体制を
構築している。
　本年度には、これまで高齢者のみを対象とする「すこやか賃貸住宅制度」を障害の
ある方にも適用し、“障害があることを理由に入居を拒まない賃貸住宅”と、“障害が
ある方の住まい探しに協力できる不動産事業者”の登録を開始するとともに、＜京
（みやこ）安心すまいセンター＞の職員を増員し、障害のある方の相談に応じる体制
を強化した。
　また、保健福祉局や京都市障害者自立支援協議会と連携し、障害のある方の入居
に対する家主や不動産業者の不安軽減や障害理解を図るための障害啓発動画の
配信や、不動産と障害福祉の関係者の意見交換会を開催するなど、住宅・福祉の垣
根を超えた関係構築を進めている。
　今後、保健福祉局や障害福祉分野の関係者の連携を深化し、引き続き、障害のあ
る方の住まいの場の確保を一層推進する。

（３）国土交通省の「民間住宅を活用した住宅セーフティネッ
ト事業」を積極的に推進し、障害のある人の住まいの場の拡
充を一層推進してください。

　居住支援法人の指定や住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等を推進し
ているところ。登録されている住宅については1.2万戸超あり、前年度より増加してい
る。
　なかには、住宅確保要配慮者専用住戸もあり、これらの拡充等を進めることで住宅
確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に努めてまいりたい。
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要望内容 京都府の回答概要 京都市の回答概要

（４）地域生活支援に当たっては障害のある人のそれぞれの
暮らしの実態に沿った支援が必要です。
地域生活支援拠点の整備充実を図られるとともに、一人暮

らしの障害者や重度障害者が利用出来る具体的な支援の

仕組みの充実及びサポートができる人材育成施策を充実し
てください。

　整備については国の社会福祉施設等整備補助金を活用しており、重度化・高齢化
や親亡き後を見据えた観点から、補助金採択に当たって地域生活支援拠点整備や
重度対応グループホームを優先的に対象としている。
　また、各市町村では障害者相談員を委嘱設置しており、市町村窓口や相談支援専
門員と併せて人材育成等の支援体制を整備してまいりたい。
　また、従事者のスキルについても、モデル事業等を続ける中で培ってきたノウハウや
実践を伝えられるよう工夫してまいりたい。

　　一人暮らしの障害のある方が緊急時の支援を見込むことができない場合や、一人
暮らしに移行した方で、地域生活が不安定な方については、一般相談支援事業所
が常時連絡体制を確保し、緊急事態等における相談や、その他必要な支援を行う地
域定着支援を利用することが可能である。京都市でも地域定着支援を利用される方
が年々増加傾向にある。
　また、一人暮らしの障害のある方で理解力や生活力に不安がある方へ、事業所の
定期的な巡回訪問や相談対応等による助言や、関係機関との連絡調整等を行う自
立生活援助を利用することが可能となっている。
　その他、平成30年４月から開設している「京都市障害者休日・夜間相談受付セン
ター」にて、全ての障害のある方に24時間365日の相談体制を構築するとともに、休
日・夜間の区役所・支所の閉庁時間帯に生じた緊急事態への対応を支援する「京都
市障害者休日・夜間緊急対応支援事業」を実施し、切れ目のない支援を提供する体
制の整備に努めている。
　人材育成については、基幹相談支援センターによる相談支援専門員等スキルアッ
プ研修を実施し、障害のある方のより良い支援に向けた、相談支援における必要な
知識や技術を身に付けられるような取組を行い、相談支援専門員の資質向上を図っ
ている。
　また、京都市では、障害のある方の地域生活支援拠点事業について、求められる５
つの機能について更なる強化を進めている。引き続き、障害のある方の生活を地域
全体で支援できるよう課題に応じた機能の充実に取り組む。

（５）自宅で家族と暮らす人が一人暮らしに移行しようとする
場合にも「自立生活援助」が利用できるように対象を拡大し

てください。

　家族と同居していても、その家族に障害・疾病があり支援が見込めず、一人暮らしと
同様の状態で支援を要する者については、自立生活援助制度が利用できる。
　生活状況等によっては家族が障害・疾病以外の場合も利用できる可能性があるた
め、市町村に相談し、判断を得ていただきたい。

　サービス利用に係る対象者要件については、国から示されている取扱いのもと判断
し支給決定を行っている。現状、自宅で家族と暮らす人が一人暮らしに移行する場
合の利用については規定上想定されていないので拡大することはできないが、今後、
柔軟な対応ができるよう国に対して要望することを検討する。

（６）バリアフリートイレへのユニバーサルベッドの設置につい
ては、駅や公的施設・機関、一定規模の病院への設置がさら
に進むよう条例等による強い指導をお願いします。
特に公設施設への設置や一定規模の病院の新築移転に

際しては率先して整備されるよう、関係部局との連携強化を
お願いします。

　　京都府福祉のまちづくり条例において、多数の者が利用する建築物等を「特定ま
ちづくり施設」と規定し、バリアフリー化を推進。同条例の施設整備マニュアルでは、
車いす利用者便房の整備例としてレイアウトを掲載している。

　京都市では、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例及び施行規則に
より、対象施設についてユニバーサルベッドの設置を努力義務として規定するととも
に、「みやこＵＤ人にやさしい施設づくり事例集」において、多機能トイレへのユニバー
サルベッドの設置を推奨するなど、普及の取組を進めている。
　また、「みやこユニバーサルデザイン審議会　利用しやすい施設づくり部会」では、駅
舎等の大規模改修や新築、増設時等に際し、設計段階から部会委員へ意見聴取を
行っているが、これまでにもユニバーサルベッドの設置について意見をいただき、事
業者に対応を求めている。
　障害のある方が安心して外出するためには、ユニバーサルベッドの設置など、バリ
アフリートイレの充実が重要であると認識しており、今後も事業者に対する適切な助
言及び利用マナーも含めた普及啓発に努める。
　令和4年9月に改訂した「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例　整
備マニュアル」では、車椅子使用者用便房内に大人用介護ベッドを設けることが望
ましい旨を図とともに掲載し、計画や整備をするうえで十分配慮するよう啓発してい
る。また、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例に基づく手続きや相談
においても、本マニュアルを活用しながら、利用者の立場や施設の特性に配慮した
施設整備に努めていただくよう、設計者や事業者の方々に対して啓発・指導を行って
いる。
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要望内容 京都府の回答概要 京都市の回答概要

（７）公的施設や一定規模以上の病院の駐車場について、通
常はもちろん降雨時にも安全に乗降でき、施設に入館（場）
できるよう、次のようなガイドラインを設けて具体的な啓発・指
導をされるようお願いします。
ア 自動車後部扉から車いすがスロープで乗降できるととも

に自動車周囲には車いすで移動できるスペースを設けるこ
と。
イ 降雨時にも円滑に自動車から乗降できるよう屋根等を設
けること。

　福祉のまちづくり条例では、車いす使用者駐車施設の設置基準を設け、傾斜路の
設置や乗降スペースの確保等について規定している。
　屋根の設置については、整備が望ましい項目としてマニュアルに記載している。

　令和４年９月に改訂した「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例　整
備マニュアル」では、車椅子使用者用駐車区画について、車椅子を使用されている
方の利用に配慮した後部ドア側の乗降スペースの例をはじめ、実際に車椅子を利用
されている方の意見として、乗降時に時間を要するため雨除け用の屋根の設置を望
まれる声を掲載し、計画や整備をするうえで十分配慮するよう啓発している。また、京
都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例に基づく手続や相談においても、
本マニュアルを活用しながら、利用者の立場や施設の特性に配慮した施設整備に
努めるよう、設計者や事業者に対して啓発・指導を行っている。

２　障害児者家族への支援を強化してください。

（１）高齢の家族と障害のある人が同居している場合に包括
的なサービスを享受出来るような制度を作るよう国に働き掛
け頂いていると承知しておりますが、それが実現するまでの

間、京都府・京都市において介護保険・障害福祉サービス事
業者がスムーズに連携出来るようなモデルとなる仕組みを

作ってください。
　また、現在の状況を教えてください。

　介護保険・障害福祉サービスについては、障害者が地域で安心して暮らせる社会
の実現に資するため、障害者の自己選択・自己実現を尊重したサービス利用ができ
るよう、引き続き国へ要望を続けてまいりたい。

　平成29年５月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を
改正する法律」において、高齢者と障害児者が同一事業所からサービス提供を受け
やすくするため、介護保険と障害福祉制度の両方に共生型サービスが制度化され、
高齢者や障害のある方へ同一事業所が包括的にサービス提供できる仕組みができ
た。国において、共生型サービスの更なる充実を推進しており、京都市も引き続き国
の動きに注視する。
　また、65歳を迎える高齢障害者について、平成26年度に、京都市障害者自立支援
協議会に「介護保険部会」を設置し、利用者に応じたサービスの検討が適切かつ円
滑になされるよう、障害福祉関係者と介護保険関係者の両者で現状の課題と対応
策を検討するとともに、介護保険・障害福祉サービス事業者に対する研修等を行って
いる。

（２）（京都府あて）
京都市では昨年度から重度障害者等就労支援特別事

業が実施され、障害のある人への支援が広がったところで
す。親にとって負担となっている事業所への通所時にも移動
支援サービスが利用できるなど、柔軟に取り扱われるよう市
町村に働きかけてください。

（２）（京都市あて）
高齢の親は子が入所施設から帰省した際に、子を連れて

外出することが困難であり、帰省をためらいがちです。地域
生活支援のため、入所施設利用者が一時帰省時に外出する
際にも移動支援サービスを利用できるようにしてください。
また、昨年度から重度障害者等就労支援特別事業が実施

されたところですが、支援サービスが充実されるようにお願い

します。

　移動支援事業については、地域生活支援事業の中で行われているが、本来、自治
体に過度の負担が生じることのないよう国の財源により法定給付化されるべきであ
ることから、要望しているところ。地域生活支援事業の中における市町村からの相談
については、引き続き対応していきたい。

　移動支援等のガイドヘルプサービスについては、基本的に施設入所中は利用不可
であるが、条件によっては利用できる場合もある。
　療養介護は病院において機能訓練等を行うものであり、病院内のみでの支援が前
提となることから、外出・外泊時に当たって、移動支援の利用が可能。施設入所支援
中に関しても、施設入所支援の報酬が全く算定されない場合（日）に限って、利用は
可能。共同生活援助利用中についても一時帰宅を含め、グループホーム外に限り利
用することはできる。日中活動系サービスや短期入所の利用者についてもサービス
利用時間外（対象者の身体が入所先にないとき）であれば可能。
　なお、利用に際しては国制度優先のため、要件に該当するのであれば移動支援よ
り優先して行動援護や同行援護の支給決定を受ける必要がある。
　また、京都市においては、重度障害のある方の就労機会の拡大、就労継続をしっか
りとサポートするため、令和３年９月から重度障害者等就労支援特別事業を開始し、
重度訪問介護等の障害福祉サービスでは認められていない通勤や職場等における
就労中の介助支援を実施している。
　京都市事業については、国の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特
別事業実施要綱」における規定に基づき、民間企業で雇用されている方、自営業の
方を対象に実施しており、就労継続支援事業所を利用されている場合については、
本事業の対象としていないが、引き続き国の就労支援施策の動向を注視していく。
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要望内容 京都府の回答概要 京都市の回答概要

（３）全国で、ケアする家族に対する理解と支援を推進するた
めのケアラー支援条例の制定が進んでいます。
（京都府あて）

昨年、貴府においてもヤングケアラーについて検討が進ん
でいる旨説明いただきましたが、その後の状況を教えてくだ

さい。また、ヤングケアラー以外の家族に対する考え方を教え
てください。
（京都市あて）
昨年、貴市においては条例の予定はないが「はぐくみ支え

合うまち・京都ほほえみプラン」において「障害のある人の家
族への支援」を目標に掲げ、家族の負担軽減を目指す旨説
明をいただきましたが、その後の状況を教えてください。

　本年４月から京都府ヤングケアラー総合支援センターを開設して相談受付や、ヤン
グケアラーの認知度向上を図るため啓発活動等を進めている。
　また、連携支援のマニュアルを作成しているところであり、関係機関との連携による
支援体制を強化してまいりたい。
　ヤングケアラー支援は、本人だけでなく家族への支援も必要であることから、専門
のコーディネーターが本人や家族の元に直接伺うなど、関係機関と連携して適切な
支援につないでいるところ。

　障害のある方の家族支援として、短期入所等の障害福祉サービスをはじめ、一時的
に介護から開放し、心身をリフレッシュさせるレスパイトサービスを実施しているほか、
令和３年度からは医療型短期入所事業所において医療的ケア児者等の受け入れを
促進するため、事業所への助成を行っている。

３ 災害時における障害のある人の安全確保施策を充実して
ください。

（１）災害時には一時避難所・福祉避難所を問わず最寄りの
避難所に避難できるようにしていただくとともに、一般避難所
に福祉避難コーナーを設置してください。
また、障害のある人の中には、集団の中が苦手な人がいま

す。本人が希望する福祉避難所で受け入れていただくととも
に、大規模施設であれば小部屋を用意するなど障害者の特

性に応じた柔軟な対応をお願いします。

　要配慮者を含めすべての方が安心して過ごすことができる避難所にするための簡
単な方法等を紹介するガイドラインを作成し、一般避難所のユニバーサルデザイン化
に取り組んでいるところ。

　避難所については、要配慮者に配慮した避難所づくりを基本方針の一つに掲げ、
地域の方々と協力して避難所ごとに運営マニュアルを策定し、災害時には、これに基
づき避難所の運営を行うこととしている。
　避難所は、地域の被災者が暮らす場所として、地域の方々に設置いただく避難所運
営協議会を中心に運営を行うが、その中で救護・要配慮者班を設置し、要配慮者の
方への声掛けなどにより、定期的に健康状況や困っている状況等の確認を行い、区・
支所災害対策本部と連携して対応することとしている。
　また、間仕切りテントや段ボールベッド、体育館などの通常の避難スペースとは別に
確保した部屋なども必要に応じて活用しながら福祉スペースを設置することとしてい
る。
　要配慮者の特性ごとの対応方法をまとめ、地域の方々と共通している避難所運営
マニュアルの資料編も活用しながら、引き続き、要配慮者の方に配慮した避難所運
営に取り組む。
 　福祉避難所は、発災後、施設の安全点検、開設準備を行ったうえで、体制が整った
施設から順次、開設することとしている。そのため、自宅で安全が確保できない場合
は、まず一般避難所への避難をお願いしている。
　福祉避難所への直接避難については、課題も多く、福祉避難所となる事前指定施
設の理解と協力が不可欠であるため、施設や関係者の意見を聞きながら検討する。
　福祉避難所への避難（移送）にあたっては、避難者の身体状況や特性等を踏まえ
て、移送する施設を選定することとしている。
　また、福祉避難所事前指定施設には、車いすでの通行が可能な広さの通路を確保
するなど、避難者に配慮した受入可能スぺ―スの事前設定をお願いしている。
　今後とも、社会福祉施設を運営する法人等への働きかけ等によって、福祉避難所事
前指定施設を拡充するなど、非難の安全確保に向けた取組を進める。
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要望内容 京都府の回答概要 京都市の回答概要

（２）避難所の開設・運営はもとより、災害発生時に障害児者
家族が安心できる態勢の整備について
（京都市あて）

防災担当部局と福祉担当部局の連携はもちろん、すべて
の関係機関・団体との連携を一層強化してください。

（京都府あて）
防災担当部局と福祉担当部局の連携はもちろん、すべて

の関係機関・団体との連携を一層強化するとともに、市町村
に対してもその旨を指導してください。

　昨年、災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に対し、市町村による個別
避難計画の作成が努力義務となったことから、同計画の作成支援等を行っていると
ころ。１月時点では約１４％の市町が作成済であり、防災部局と福祉部局が連携し、
円滑に作成できるよう支援していきたい。

　災害時、避難所ごとに策定した避難所運営マニュアルに基づき、区・支所災害対策
本部と自主防災会をはじめとする地域団体等が連携し、要配慮者に配慮した避難
所の運営等に取り組むとともに、各区・支所災害対策本部に保健福祉班を設置し、
区・支所災害対策本部と、防災や保健福祉の担当部局をはじめ庁内全部局からな
る市災害対策本部とが連携・協力しながら、被災された要配慮者への必要な対応を
行う。
　京都市では、平成20年から、災害発生時の避難行動に特に支援を要する方の避
難支援等に活用するため、「避難行動要支援者名簿」を作成するとともに、平成24
年からは、名簿登載者のうち、平常時から地域の関係団体へ個人情報を提供するこ
とに同意を得た方を登載した名簿を作成し、地域の関係団体に提供する仕組みを構
築してきた。災害発生時に、スムーズな避難支援等を行うためには、平常時から避難
行動要支援者に係る情報を地域で共有し、顔の見える関係づくりを進めることが重
要であることから、より多くの避難行動要支援者の情報を地域に提供し、地域での支
援体制の構築につなげるため、令和３年12月、「京都市避難行動要支援者名簿の
情報の提供等に関する条例」を制定し、これまで以上に多くの方の情報を地域の関
係団体と共有できる仕組みを構築した。
　避難行動要支援者名簿は、地域団体だけではなく、各区役所・支所、消防局及び
消防署・消防分署で保有し、災害発生時に備えている。
　また、令和３年５月、災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿登載者
に対する個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされた。
　京都市においては、令和元年度から単身の重度障害者を対象として、一部地域を
モデル的に個別避難計画の作成に取り組んできたが、令和４年度以降は対象を拡
大し、個別避難計画の作成に取り組む。
　作成した計画については、地域の特性や実情も踏まえて実効性を検討する必要が
あり、地域住民の理解・協力が不可欠であるので、引き続き、関係機関や団体と連携
し取り組む。

４　医療的ケア児への支援施策について

令和3年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援
に関する法律」が施行され、京都府・京都市におかれても新
規事業に取り組んでいただいています。
　（京都府あて）

「医療的ケア児支援強化事業」の実施状況を教えてくださ
い。

（京都市あて）
「医療的ケアが必要な児童生徒への通学支援」の実施状

況を教えてください。

　　本年４月に京都府医療的ケア児等支援センターを開設し、医療的ケア児及びその
家族、地域の関係者等に対する相談等に応じるとともに、地域で安心して暮らせるよ
う関係機関との連携や、人材育成等を推進していきたい。
　通学支援についても、各地域において、学校と保護者とで調整がついたところから
順次利用いただいている。

　　「医療的ケアが必要な児童生徒への通学支援」については、医療的ケアが必要な
ためにスクールバスに乗車して通学することが困難な総合支援学校の児童生徒を
対象に、送迎に係る保護者負担の軽減を図るため、令和4年度から新たに実施して
いる。令和４年７月には対象となる保護者に対して制度概要や申込方法など詳細に
ついて周知し、以降、個別のニーズに応じた送迎の実施に向けて関係事業者との協
議や契約手続き、また、安心安全を徹底した送迎のため学校・事業者を交えた打合
せ等を順次進めている。引き続き、円滑な送迎開始に向けて取り組む。

Ⅲ　新型コロナウイルス感染症対策について

ウイズコロナの段階に入ったとの認識で感染者の全数把

握の見直しや行動制限の緩和が進められておりますが、障

害のある人と家族にとっては日々の生活への支障、健康への
不安、精神的苦痛は多大です。障害のある人の暮らしを守る
ために次の取組をお願いします。
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要望内容 京都府の回答概要 京都市の回答概要

１ 京都府・京都市におかれては障害を理由とする差別の解
消のために事例集を作成され、感覚過敏等によりマスクが着
けられない人がいることについても盛り込んでいただいたと
ころですが、まだまだ社会の理解が不十分で、マスクを着用
していない障害のある人が商業施設で他の利用者から罵声

を浴びる事例が後を絶ちません。
感染予防対策が十分理解できない人がいること及び家族

あるいは支援者が本人の特性に沿った予防策をとっているこ
とを理解されるよう、一般的な啓発を強化するとともに商業
施設管理者向けに一層の啓発を実施してください。

　大規模商業施設等において、ヘルプマーク・サポートカード等の広報を行っている。
差別解消のための事例集では、マスク着用が困難な方についても掲載しており、同
事例集を関係機関や企業等に幅広く配布し、周知している。今後は、企業の研修や
教育の場でも啓発を進めてまいりたい。

　令和３年度に作成した「障害を理由とする差別の解消のための事例集」について
は、引き続き市民及び民間企業等に広く配布し啓発に努める。
　令和２年には市民しんぶんや人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」において、障害
特性のためにマスクの着用が困難な方がおられることについて啓発記事を掲載し
た。今後も機会をとらえて周知・啓発に努める。

2 親等が感染した場合に親に代わって看護された事例を検
証し、情報提供してください。

　ホテルまたは家族において、子とともに療養しているのが実情。オミクロン株より前
は隔離が対策の主となっていたが、感染力や症状の変化に合わせて療養・支援の体
制も変わっていくものと考えている。

　　親等が新型コロナウイルス感染症に罹患し、障害のある方の介護ができなくなっ
た事案では、本人が日頃から利用している訪問系サービスの事業所のヘルパーによ
りサービス提供を継続した事例があると事業所等を通じて聞いている。
　また、訪問系サービス等では重度障害がある方の支援調整ができず支援の緊急性
を要する場合では、ヘルパー資格の有無にかかわらず、日頃から本人に関わりのあ
る支援者等が介護をされた場合に、重度訪問介護に相当する報酬を支払う「京都
市重度障害者緊急時支援員派遣事業」を活用することができる。

３ 新型コロナウイルスのためバザー等が実施できなくなり、

作業所の売り上げや本人の工賃が下がっています。自治体
による製品買い上げと活用、企業等へのＰＲなど作業所売り
上げへの支援をお願いします。

　障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等で作成された物品や役務に
ついて積極的な調達に努めているところ。また、ほっとはあとセンターと連携し、市町
村に対して優先調達を推進するよう呼びかけを行っている。

　京都市では、障害者優先調達推進法の一層の推進のため、調達目標額を設定の
うえ、障害者就労施設等で受注できる業務の一覧を作成し、庁内で周知するなど、
障害者就労施設等への業務発注の拡大・創出を図っている。
　また、はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業において、市内を中心とした障害者就
労施設等で作られたほっとはあと製品のセレクトショップである「はあと・フレンズ・ス
トア」を拠点に、新商品開発や販路拡大への支援、障害者就労施設職員を対象とす
る研修会の開催など、ほっとはあと製品の普及・販売活動の促進に取り組んでいる。
　令和２年度、３年度については、就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃助成事
業を実施し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、生産活動収入が減少
し、一定の工賃の支払いが困難な事業所に対し、京都市独自に工賃の助成を行っ
た。
　引き続き、障害のある方の就労機会の創出や工賃向上に向けた取組を推進する。
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