令和２年度

障がい者総合支援制度における
指定事業者・施設 集団指導 資料
＝ 主な掲載項目 ＝

○ 令和２年度大阪府及び府内市町村の連絡先一覧表
○ 指定障がい福祉サービス事業者等に対する指導及び監査
○ 実地指導における主な指導事項について
○ 関係通知及び参考様式
○ 障がい福祉サービス等の従事者を対象とした研修について
○ 障がい者虐待防止について
○ 労働基準関係法令と労働災害について
○ 資料集

大阪府福祉部障がい福祉室
【「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて】
大阪府では、障がいのある方の思いを大切にし、府民の障がい者理解を深めていくため、大阪府が作成する文書等
においてマイナスのイメージが強い「害」の漢字をできるだけ用いないで、ひらがなで表記することとしておりますが、本
資料におきましては、下記の項目につきましては引用等に関する混乱を避けるために、一部に引き続き「害」について
漢字で表記しております。
※引き続き、「障害」と表記している項目
・法令、条例、規則、訓令等の例規文書
・団体名などの固有名詞
・医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
・他の文書や法令等を引用する場合
・その他漢字使用が適切と認められる場合

令和2年度 大阪府及び府内市町村の指定指導担当部署 連絡先一覧
課

名

住

所

福祉部障がい福祉室
生活基盤推進課
指定・指導グループ

〒540-0008
大阪市中央区大手前3丁目2-12
別館１階

大阪市

福祉局障がい者施策部
運営指導課

〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番
7-331号 船場センタービル7号館3階

堺市

健康福祉局障害福祉部
障害施策推進課

大阪府

東大阪市
高槻市

福祉部指導監査室
障害福祉事業者課
健康福祉部
福祉指導課

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所本館7階
〒577-8521
東大阪市荒本北１丁目1番1号
〒569-0067
高槻市桃園町2番1号

豊中市

福祉部
福祉指導監査課(指導等)
障害福祉課(指定等)

〒561-8501
豊中市中桜塚3-1-1

枚方市

健康福祉部
福祉指導監査課

〒573-8666
枚方市大垣内町二丁目１番20号

池田市

福祉部広域福祉課

箕面市

健康福祉部広域福祉課

豊能町

生活福祉部広域福祉課

〒562-0014
箕面市萱野５－８－１
箕面市立総合保健福祉センター

能勢町

健康福祉部広域福祉課

茨木市

健康福祉部
福祉指導監査課

吹田市

福祉部
福祉指導監査室

寝屋川市

福祉部
指導監査課

八尾市
松原市
柏原市
富田林市
河内長野市
大阪狭山市
太子町
河南町
千早赤阪村

地域福祉部
福祉指導監査課
福祉部
福祉指導課
健康福祉部
福祉指導監査課

電

話

FAX

(指導に関すること)

06-6944-6026
(指定に関すること)

06-6944-9174
(指導に関すること)
06-6241-6527
（指定に関すること）
06-6241-6520

06-6944-6674

06-6241-6608

072-228-7818

072-228-8918

06-4309-3187

06-4309-3848

072-674-7821

072-674-7820

(指導に関すること)

(指導に関すること)

06-6858-3404

06-6858-4325

(指定に関すること)

(指定に関すること)

06-6858-2229

06-6858-1122

072-841-1467

072-841-1322

072-727-9661

072-727-9670

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号

072-620-1809

072-623-1876

〒564-8550
吹田市泉町1丁目３番40号

06-6105-8007

06-6368-7348

072-812-2027

072-838-9800

072-924-9362

072-922-3786

072-334-1550

072-334-5959

072-971-5202

072-971-1801

0721-20-1199

0721-20-1202

072-493 -6133

072-493 -6134

072-493-2023

072-462-7780

〒572-8566
寝屋川市池田西町24番5号
池の里市民交流センター内
〒581-0003
八尾市本町一丁目1番1号
〒580-8501
松原市阿保一丁目1番1号
〒582-8555
柏原市安堂町1-55

南河内広域事務室
広域福祉課
※富田林市、河内長野市、大
阪狭山市、太子町、河南町、
千早赤阪村は共同処理体制と
して「広域事務室」を設置して
います。

〒584-0031
富田林市寿町2丁目6-1
南河内府民センタービル2階

岸和田市
泉大津市
貝塚市
和泉市

岸和田市・泉大津市・貝塚市・
和泉市・高石市・忠岡町
広域事業者指導課

〒596-0076
岸和田市野田町三丁目13番2号
泉南府民センタービル4階

高石市
忠岡町
泉佐野市
泉南市
阪南市
熊取町
田尻町
岬町

泉佐野市・泉南市・阪南市・
熊取町・田尻町・岬町
広域福祉課

〒598-8550
泉佐野市市場東1丁目295番地の3
泉佐野市役所 本庁4階

～目
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○大阪府及び府内市町村の指定指導担当部署

１

連絡先等一覧

指定障がい福祉サービス事業所等に対する指導及び監査

○業務管理体制の整備と届け出について
○指定障がい福祉サービス事業者等に対する指導及び監査フロー図
○障がい福祉サービス事業者の指定等に関する事務権限の委譲について
○指定取り消し等事業者一覧

２

事業運営上の留意事項

○関係根拠法令等
○実地指導における主な指導事項について
○障がい福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて
○指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する
取扱い及び様式例について
○就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について
○就労移行支援事業の適正な実施について
【参考様式】 ・ 「契約内容報告書」

・ 「介護（訓練等）給付受領のお知らせ」

・ 「勤務予定（実績）一覧表」

・ 「施設外就労実施報告書」

・ 「苦情（相談）対応記録」

・ 「事故・ひやりはっと報告書」

・ 「支援計画シート」 等

・ 「特定事業所加算チェックシート」

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の概要
○高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度
○障害者総合支援法の対象となる難病について
○重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算に係る経過措置の終了
○障害福祉サービス等情報公表に係る手続き
○障がい福祉サービス等の従業者を対象とした研修について
○相談支援専門員の研修制度の見直し
○障害者虐待防止について
○防ごう！障がい者虐待
○障害者差別解消法について

３

関係資料集

○成年後見制度 成年後見登記
○地域支援スーパーバイズ事業（権利擁護相談）
○社会福祉事業所における苦情解決第三者委員の設置促進について
○大阪府福祉サービス第三者評価
○今、悩みを抱えるあなたへ
○労働関係法令のあらまし
○ＳＴＯＰ!転倒災害
○社会福祉施設の転倒災害防止リーフレット
○社会福祉施設の労働災害防止リーフレット
○社会福祉施設の交通労働災害防止リーフレット
○エイジフレンドリ―ガイドライン
○障がい者グループホームにおける防火安全体制について
○グループホーム等における消防設備の設置義務
○防犯に係る安全の確保について
○重大事件発生に備えた対応のお願い
○社会福祉施設等における災害への備えについて
○社会福祉施設等の被災状況報告書
○社会福祉施設等の被災状況報告書

市町村窓口一覧【障がい福祉】

○障がい者支援施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施状況の点検及
び指導・助言について
○熱中症を防ぐために
○感染症等予防各種リーフレット
○介護職員等による喀痰吸引等の制度について
○高次脳機能障がい支援コンサルテーションのご案内
○精神障がい者の就労定着支援を目的とした「就労サポートカード」
○発達障がい者の就労定着支援を目的とした「就労サポートカード」
○工賃向上計画支援事業の御紹介
○大阪ＩＴステーションの御紹介
○はたらく障がい者を応援しよう
○触法障がい者就労支援モデル事業『REACH-1』について
○ＯＳＡＫＡしごとフィールド
○医療費の適正な保険請求等にあたって
○旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
○審査支払事務について
○大阪府障がい者支援事業者関係のホームページアドレス一覧表
○大阪府内市町村（指定・指導担当）のホームページアドレス一覧表

