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新年あけましておめでとうございます。今年

の日本を左右すると言っても過言ではないでしょ

こそはコロナ禍を克服し、平穏な日常をとり戻

う。私も一有権者、一国民として、日本 社会

したいものです。仲間の皆さまにも日本国にも

の在り方、政治の現状等を従来とは違った立場

良き年であることをお祈りし、変わらぬご厚誼

で見つめなおし、必要なことは発言していきた

をお願い致します。

いと考えています。

私は昨年をもって３８年の議員生活に終止符

なお各界の皆様のご要望もありますので、東

を打ちました。この間に賜りましたご厚誼・ご

京と京都に事務所を残しています。お気軽にお

支援に心より御礼申し上げます。

立ち寄り頂ければ幸いに存じます。

永年に亘る議員活動の中で、私は日本社会

国においては、障害者総合支援法の前回改

に受け継がれてきた日本人の生き方、即ち伝統

正の施行後３年に見直しを行うこととなってお

的規範や矜持を大切に、民主制や競争社会・

り、検討が進んでいます。また令和３年５月に

市場経済の避けえぬ弊害を抑え、公正な社会

成立した障害者差別解消法一部改正法の施行

を実現し、自助の気概と自己抑制を失わぬ品

に向けた基本方針の改定も現在進行中です。

性ある国民による品格ある「日本国のかたち」

こうした動きに私たち一人ひとりが考え行動する

を目指してまいりました。

ことが大切で、障害のある者も社会で共生する

現実は長寿少子化による労働力不足、豊か

仲間であるとの多様性を認め合う、成熟した共

さのなかでの勤労意欲の低下と賃金の高騰、

生社会を実現すべく、共に努力してまいりましょ

その結果としての生産拠点の海外移転、社会

う。

保障予算増加による財政赤字、新型コロナ感
染症、温暖化による自然災害等多くの難問が生

結びに、仲間の皆さまの今年のご多幸とご健
勝をお祈りします。

じています。日本が直面するこれ等のハードル
を乗り越え、次の世代に良き日本を引き継ぐの
は、政治は勿論全国民の一致協力した努力が
必要となります。自由と民主制の下では、何よ
り日本人の公共に貢献する生き方が、これから

父母の
植残したる
柚子を採る

持続可能な財政を確立し，
魅力あふれる京都を
共々に未来へ！
改革に邁進します。
京都市長

門川

大作

あけましておめでとうございます。

へコロナ禍。本市の財政は今，危機に直面して

京都市身体障害者団体連合会の皆様におか

います。輝かしい京都の未来のため，子どもた

れましては，長年にわたり，本市の障害保健

ちや困難を抱える方々のために，まずは市職員

福祉の向上はもとより，市政の推進に格別の御

の給与カット等の行財政改革を断行。限られた

理解と御協力をいただいておりますことを，厚く

財源を吟味・再配分し，市民の皆様に丁寧に

御礼申し上げます。

御説明しながら，京都ならではの福祉，子育て，

昨年はコロナ禍の厳しい日々でした。そんな
中，命と健康，暮らしを共々に守り抜く！本市

教育，安心安全をしっかりと守るため，力を尽
くしていく決意です。

では医療関係者はじめ市民・事業者の皆様の

この難局を共々に乗り越え，「障害のある人

御理解の下，医療・検査・相談体制を大幅に

もない人も，すべての人が違いを認め合い，支

強化。ワクチン接種も大きく進みました。

え合うまち」の実現と，「誰一人取り残さない」

そして迎えた新たな年。感染状況を注視しつ

SDGs の達成に向け，引き続き，全力で取り組

つ，市会，市民，各界代表の皆様と対話を深め，

んでまいりますので，皆様の変わらぬ，御支援，

府市協調で切れ目のないコロナ対策を推進。

御協力をお願い申し上げます。

市民生活・雇用・経済・教育・文化・観光の
下支え，回復に全力投球します。
本市ではこれまで，福祉，教育，子育て支
援等の分野で，国の水準を上回る施策を展開。
それらは，全国トップ水準の福祉，子育て，保
育・幼児教育の質の確保や保育所等待機児童
８年連続ゼロ，小・中学生の学力全国トップ
レベル，都市格の向上，「ＳＤＧｓ先進度」全
国１位等の高い評価につながっています。一方，
この間，年間人件費２７０億円削減をはじめと
する行財政改革を推進。経済も活性化し，コ
ロナ前の５年間で市税収入は９％増となり，過
去最高を更新しました。
しかし，収支不均衡の構造が長く続く中，
国からの地方交付税が大幅に削減され，そこ

新年に当たり，京都市身体障害者団体連合
会の今後の益々の御発展と，皆様の御健勝と
御多幸を心からお祈りいたします。

交通局との意見交換
令和３年交通局との意見交換が書面にて行われました。各障害者団体がそれぞれの抱える問題や要望を提起、また、
それに対する交通局からの回答をいただきました。
〈各団体からの問題や要望、交通局からの回答を一部掲載〉

京都市肢体障害者協会
●車いす利用者の対応について

京都市聴覚障害者協会
●地下鉄西大路御池駅の改札について

車いすで利用される方には、前向きに降りられる

障害者は、有人改札で手帳を提示し、出札してい

方や後ろ向きに降りられる方もいます。車いすでも

ます。朝のラッシュ時は有人改札も開放されている

利用者によって違いがある事を周知していただきた

為、急いでいる方が入札して来られてぶつかりそうに

い。

なります。朝のラッシュ時だけでも有人改札の１レー

【回答】
机上での研修に加え、障がいのある方を講師に迎
えて、体験型の車いす介助の研修等を行っています。
引き続き研修を実施する事で周知を継続してまいり
ます。

ン自動改札を停止して安心して利用できるようにして
いただきたい。
【回答】
有人改札の自動改札機を停止するのは困難です。
しかし、どのような注意喚起ができるのか検討して
まいります。

●スロープについて
市バスに既設スロープ普及をお願いしたい。
【回答】
平成２７年度以降の市バスには、既設したスロー
プを採用しています。現在、３３.９％の市バスは既設
スロープで、今後も設置を拡大する予定です。

京都市中途失聴・難聴者協会
●地下鉄駅の改札口付近の案内板設置について
地下鉄駅の改札口付近に市バスの停留所位置を明
記した案内板を設置していただきたい。
【回答】

●乗降時の車内放送について
通路に荷物を置いている人が多くある。それを跨
いで歩く事は危険を伴う為、乗降時に通路を空けて
もらうよう車内放送をして頂きたい。
【回答】
運転士には状況に合わせて車内放送を行うよう指
導しており、お客様のモラルに働きかける取り組み
も併せて実施しています。今後も車内整備やマナー
啓発、お客様の動向確認の徹底に努めてまいります。

これまでから駅構内に市バスのりばの最寄り改札
口や出入口への案内サインを掲出しており、京都駅
や北大路バスターミナル駅等を除く、市バスと結節
する１８駅のうち、
１５駅の改札口付近等に乗換案内
版を設置しています。今後も円滑に乗継いただける
よう努めてまいります。

●地下鉄の「電光文字表示」設置について
地下鉄の「電光表示」装置を車内の中ほどにも設
置してほしい。

京都府視覚障害者協会
●バス到着時の音声案内について
バス到着時の車外音声案内を明瞭な音で、また、

【回答】
平成２９年度から令和２年度にかけて視認性に優
れた案内表示装置へ更新又は増設の取組をしたとこ
ろです。令和３年度から導入する烏丸線の新型車両

運転士のアナウンスと重ならないよう、最後まで流し

には全乗降口上部へ液晶表示装置を搭載してまいり

て頂きたい。

ます。車内各所に追加設置していくことは、多額の

【回答】
これまでから音声案内の改善及び研究を続けてま
いりました。今後は運転士のアナウンスが自動音声
を遮る事がないよう指導していくとともに、適正な音
声調整を行い、正確な情報が伝わるよう指導を行っ
てまいります。

改造費用を要し、困難ですので、ご理解をお願いし
ます。

京都市重度障害者等
就労支援特別事業 が 開始！！
京都市では、重度障害のある方の就労機会の拡大、就労継続をサポートするため
令和３年９月１日から、通勤や職場等における支援を実施しています。
手続きの流れ等、事業の詳細は右コードから御確認ください。

京都市
情報館

1 対象者
以下の要件に全て該当される方
●重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
●民間企業で雇用されている方、又は自営業の方で通勤や職場における支援が必要な方
●１週間の所定労働時間が１０時間以上の方（今後１０時間以上の勤務となることが見込まれる方も含む。）
●京都市に居住している方

2 支援の内容
（1）民間企業で雇用されている方の場合
民間企業が、重度障害のある方等を雇用するにあたり、雇用主である企業が（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構（以下、JEED という。）の「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金（以下、助成金という。）
を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、さらに支援を必要とする場合に、障害福祉サービス（重
度訪問介護、同行援護又は行動援護）と同様の支援を本事業で行います。
ア 通勤支援
各年度の３箇月目まで JEED の助成金を活用。各年度の４箇月目以降は本事業で支援。
イ 職場等における業務介助
JEED の助成金を活用（文書の朗読・作成、機器操作、入力作業、業務上外出の付添い等）。
ウ 職場等における業務外の福祉的支援
本事業で支援（喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等）
。
（2）自営業の方
１箇月目から本事業単独で支援。通勤支援、職場等における業務介助及び職場等における 業務外の福祉
的支援を本事業で実施。

3 サービス提供事業者
重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障害福祉サービス事業者

4 支給量上限（１箇月の原則上限期間）
●重度訪問介護の支給決定を受けている方 ……………… １２０時間
●同行援護・行動援護の支給決定を受けている方 ………… ８０時間

5 利用者負担
●生活保護受給世帯：利用者負担なし（０円）
●市民税非課税世帯：利用者負担なし（０円）
●市民税課税世帯（所得割１６万円未満）：1 割負担（９,３００円）
●市民税課税世帯（所得割１６万円以上）：1 割負担（３７,２００円）

6 申請
随時受付（郵送で申請可。支援対象範囲を明確にした「支援計画書」の事前作成が必要）

7 本事業の申請先等、その他本事業全般の御相談
京都市保健福祉局障害保健福祉推進室

電話 ０７５－２２２－４１６１

中京 ふれあい 文化展

令和３年度

令和３年１０月１３日（水）に、洛中小学校と中京区役所を ZOOM で繋ぎ、第２３回地域ふれあい文化展
が開催されました。

このふれあい文化展は、作品展示と併せて、子どもた
ちに福祉体験学習を行い、障害のある方と触れることで、
障害への理解を深めることを目的に、毎年開催されてい
ます。
洛中小学校では、小学４年生を対象に、車いす体験・
要約筆記体験・手話教室・視覚障害の福祉体験が行わ
れました。生徒の皆さんは実際に体験してみることで障
害のある方への支援や配慮、車いすなどの道具の使い方
等を学ばれていました。
視覚障害の体験では『仕事中』と書かれた盲
導犬の服に気づき、その時は触ってはいけない
など、自ら気づいて他の生徒さんに伝えられると
いった姿も見られました。

そして、中京区役所では、障害のある方の作品が２８
点展示されました。区役所に来所される方が足を止めて
鑑賞される姿もあり、作品と福祉体験の様子を通じて、
より一層障害についての理解が深められるように、工夫
されていました。

いきいきハウジングリフォーム
重度障害のある方が住み慣れた家での生活を暮らしやすく、また、介護する方の負担を軽くするために、住
宅改造や移動設備設置を行う場合、専門チームが相談に応じるとともに、費用の一部を助成します。制度利用
は原則同一世帯に 1 回限りです。
●対象者

住宅改造

身体障害者手帳 1 級～ 2 級又は療育手帳 A の方

移動設備設置 四肢機能障害、両下肢機能障害又は片上下肢機能障害 1 級の移動が困難な方
※介護保険、日常生活用具に該当する方はそちらが優先になります。
※制度利用にはその他一部条件がありますので、
まずはお電話にてご相談ください
●問合せ・申込先

電話 075－822－0779・FAX 075－406－0790

JR ジパング倶楽部特別会員制度
「JR ジパング俱楽部」の身体障害者向け特別会員制度であり、身体障害者手帳では割引
とならない JR 特急券などが最大 30％割引となります。
●加入条件
身体障害者手帳をお持ちの方で
男性（満 60 歳以上）・女性（満 55 歳以上）
●年会費

1,400 円

●問合せ先・申込先

電 話 075－801－1900 または 075－822－0770
FAX 075－406－0790

京都身体障害者結婚相談所

身体障害者無料法律相談

身体に障害のある方の結婚に関する各

京都弁護士会から障害者福祉に造詣の

種相談に応じ、必要な助言、指導を行う

深い弁護士を派遣いただき、身体に障害

ほか、年３回程度「集団見合い」を実施し

のある方の日常生活上生じる様々な法律

ています。

相談的な諸問題に、無料で相談に応じて

●相談日時

頂いています。

年末年始を除く毎週、月・木・土曜日と
第 2 日曜日（翌日の月曜日は休み）
●問合せ先
京都市南区西定成町 35
京都市洛南身障福祉会館内

電話・FAX
075－682－1593

●相談日時
毎月第 2 火曜日午後 1 時から午後 4 時
まで（受付は午後 3 時 30 分）
●問合せ・予約先

電 話 075－801－1900
または 075－822－0770
FAX 075－406－0790

