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介護保険のサービス利用に
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れを適切に運用すれば、
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才になっても今まで
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の通知で、①サービス

険制度への移行に同意
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病のような健康被害や、
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ることで、地球規模の水
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水銀製品の回収方法が
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収を実施することでほっ
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抑制するために必要な
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世界で共

情 報を提供し、住民に

銀使用製品の適正な回

ことで、やっとという思

介護サービスに移るよ

議で全会一致で可決・成
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していま
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障害福祉は住民税非

する水俣条約の意義と

としています。このこと
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して、水 銀の 供 給、使

に重要であると認識して

が、介護サービスにな

を受け、市の対 応を質

訟の結果、今までの障

水銀体温計・水銀血圧計の回収が
実施されます

が求められます。障害
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あり、それに基づき大
した。夜中に大声を出

弱死した事件がありま
問題です。障害者の生

る目標を持たすことが

などでした。

で短期入所をしていた

人はリハビリなど

高槻市の在宅になっ

あるため施設に入所し

した。在宅では限界が

いという報道もありま

くたくたでもう持たな

ばいけ ないので、親は

要です。

入所ができる体制が必

たときには、施 設への

高齢で見られなくなっ

親が病気をしたときや

合もあります。さらに、

らの４年間で

人が 施

設からグループホーム

４・２ ％、

才以上

才から
才 ・６％、

・２％です。

福祉施設入所者の
削減見込み《目標》

４人

( 高槻市第５期障がい福祉計画及び第１期障がい児福祉計画より )

国が障害者を施設から地域へ移行させる施策を推進
「 高 槻 市 第 ５ 期 障 がい
阪府が市町村に数値を

のは限界があり、障害

福祉計画、第１期障が

所に迷惑をかけるので、

者 の 状 況 に よ っ て は、

活支援を親だけで看る

ては国の指針通りの人
そのたびに外に連れ出

自宅で生活が困難な場

したり、壁をたたき近

３月、策定されました。
数を目標にすることに
しドライブをしなけれ

示すので、高槻市とし

その中に福祉施設入所
なります。

い児福祉計画」が今年

者の地域生活への移行

今年になって障害を

ているにもかかわらず、

での成果目標達成の状

や一般住宅に移行した
持っている子どもを自

施設から在宅に移行す

た

となっており、２０１７
宅内で軟禁状態にし衰

況は、２０１４年 度か

人

年度末までの目標
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才未満

２１５人

Ａ−Ｂ＋Ｃ

2020 年度末削減見
込み

〃

さらに、第５期の目標

です。年齢は

才 から

2020 年度末施設入
所者数

１４．
８％

障がい者手帳の所持の状況
％です。

％、中度

療育手帳は重度の手
帳 所 持 者が

内 部 障がい、聴 覚・平

が ・８％、

才以

２７人

精神障がい者
保健福祉手帳

は２０２０年度までに
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障がい者手帳の中でも、
肢体不自由が一番多く
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〃
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才未満

精神障がい者保健福
祉手帳では、
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者

１５．
７％

毎月、第 2 土曜日です

中村れい子
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合

地域生活への移行
者数※（Ｂ）
《目標》

療育手帳
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５．
４％
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