
交通アクセス所要時間
■近鉄けいはんな線荒本駅より
■近鉄奈良線若江岩田駅より

   徒歩15分
徒歩15分

お問い合わせ/連絡先 社会福祉法人  東大阪市社会福祉事業団（東大阪市指定管理者）

設置/

運営/ 東大阪市社会福祉事業団

開設/ 平成29年4月1日

荒本駅・若江岩田駅よりシャトル便（無料送迎）があります。
詳しくは直接お問い合わせください。

〒578-0984　東大阪市菱江5丁目2-34
Tel.072-975-5700　Fax.072-966-1011

東大阪市立障害児者支援センター

東大阪市立障害児者支援センター

社会福祉法人

東大阪市
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モ ノ づ く り・ラ グ ビ ー の ま ち
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設計のコンセプト

東大阪市立障害児者支援センター
「レピラ」設立について
東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」は、障害児者がひとりの市

民として地域で安心して豊かに暮らしていけるために支援をする施設で
す。ライフステージに沿って子どもから大人まで「児者一貫」の切れ目のな
い支援を行うために相談、通園、通所、医療などを柱にした様々な専門機
能を備えています。
東大阪市における障害児者福祉の拠点として、幅広く障害福祉関係機

関や病院、そして地域とのネットワークの中核を担います。

愛称の「レピラ」の由来であるレピドライトは「変革の石」と呼ばれてお
り、新しい物事へ挑戦する時に身につけると良いとされています。全国的
にも類稀なる実践を開拓し展開していこうとする当センターのコンセプト
とも合致しており、障害児者とその家族にとどまらずより多くの市民に親し
みをもっていただきたいという思いがこめられています。

東大阪市立障害児者支援センター レピラ

◎地域に開かれた親しみのある施設

◎災害に強い安心・安全な施設

◎環境を考慮した施設

◎ライフサイクルコスト・将来性を考慮した施設

◎人にやさしい施設（ユニバーサルデザイン）
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■レピラの特徴 ■各部門での事業

1. 拠点としての機能
①障害者権利条約に基づく障害者基本法や障害者総合支援法を踏まえ、多様にして高度で専門的な機能を活かし、地域の
ネットワークの中核的役割を果たします。

② ライフステージを見越した児者一貫の支援と関係機関等の活動をバックアップします。
③早期発見、早期療育の拠点として、診療と療育の充実、当事者や家族、支援者が安心して相談できるシステムづくりにつと
めます。

④多元的、文化的な活動を担い、市民が支え合う共生の場づくりを行います。
⑤公民が共に連携し、時代にかなう地域福祉システムを創造し、ノーマライゼーション東大阪を目指します。

2. 充実させる機能

①待機児解消と子育て力への支援
•はばたき園の定員拡大（100人から150人へ）により、適切な時期からの療育、早い段階からの親子通園を可能にします。

②医療機能の拡充
•プライマリー･ケアを基本にリハビリテーションを充実させ、医療型短期入所や入院機能により、重度障害児者の地域に
おける在宅生活を支援します。

③相談支援機能の強化 
• 基幹相談支援センターを設置し、ワンストップでの相談を心がけ、市域における中核としての機能、役割を果たします。
• 自立支援協議会の事務局として、より良い福祉に向けた協議を推進いたします。
•発達障害支援センター（PAL）において増加する発達障害への支援のため、関係諸機関とも協力の上、市域での中核的な
役割を果たします。

④就労支援機能の充実 
•地域で「働きたい、働き続けたい」と希望する方を支えるために相談、アセスメント、職業準備性の向上のための支援、就
職から職場定着に向けた支援等を行います。

•「東大阪市障害者就業・生活支援センター」を擁し、障害者就労を積極的に推進します。

⑤自立生活支援機能の充実
•障害者の地域生活や社会生活を支えるリハビリテーション、日常生活を支える介護などの提供により、利用者個々が希望
する生活の実現に向けて支援を行います。

⑥当事者支援と自立的な社会参加の促進
•当事者との関わりを通じた啓発活動や障害児者の社会参加および自立的活動を支援し、一般市民とのふれあいの場づく
りを推進します。

知的障害・肢体不自由・発達障害等の子どものための通園療育

１）福祉型児童発達支援センター（東大阪市立第一はばたき園　110人）

２）医療型児童発達支援センター（東大阪市立第二はばたき園　 40人）1  ・障害児あるいはその疑いのある子どもたちへの発達支援
 ・親子療育による保護者支援及び障害理解等のエンパワメント
 ・保育所、学校園等地域への支援（保育所等訪問支援）

プライマリー･ケアを基本にした外来・リハビリ・短期入所

 ・外来診療（リハビリテーション科・整形外科・児童精神科・精神科など）
 ・歯科診療（障害児者歯科診療）
 ・理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリハビリテーションおよび各種検査2  ・医療型（有床診療所としての９床中4床分）の短期入所

 ・福祉型（4床）の短期入所および日中一時支援事業
 ・学校園、保育所等巡回指導及び市内事業所等への医療的支援

市域における中核的機能としての相談支援

１） 「基幹相談支援センター」
① 総合的･専門的な相談支援
 ・知的・身体・精神の３障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等への相談 
  支援
② 地域の相談支援体制の強化
 ・地域の相談支援事業所や地域活動支援センターとの連携、ネットワーク 
  網の構築
③ 地域移行・地域定着の促進（地域生活の拠点づくり）
④ 権利擁護等（「成年後見支援センター」事業を含む）

3
 ・障害児者への人権侵害の防止と制度の利用支援の推進（法人
  後見を含む）

２） 計画相談（ 障害者及び障害児のサービス等利用計画の作成）

３） 発達障害児者への相談支援（「発達障害支援センターＰＡＬ」）
 ・発達障害の専門機関として児者の相談と発達障害児に特化した
  療育の実施

「はたらく」「くらす」を支える総合的な支援システム

１）就労移行支援事業
 ・「働きたい・働き続けたい」と希望する方を対象とした一般就労のための
  スキルアップや就職活動のサポート、就職後の職場定着支援

２）自立訓練事業
①生活訓練
 ・高次脳機能障害者の社会復帰に向けた訓練（運動、調理、認知訓練等）
②機能訓練
 ・身体障害者の機能訓練や自立生活訓練（外出訓練、ＩＡＤＬの獲得、健 
  康管理）

4
３）生活介護事業
 ・重度の身体障害者及び重症心身障害者に入浴、排泄、食事などの介
  護、生活相談等の日常生活支援

４）「東大阪市障害者就業・生活支援センター」事業
 ・一般就労を希望する方や就労中の方への就業生活の相談･支援や
  障害者雇用について企業の相談に対応

地域交流の拠点として

１）社会参加・自立活動の支援と障害への理解の促進（啓発活動）
 ・各種文化教室やスポーツ教室の開催、小学校等への福祉体験学習の提供
 ・当事者の行うボランティアサークルへのサポートや講師依頼などによる 
  活躍の場づくり

5 ２）ふれあいの場づくり
 ・交流スペースの活用や啓発活動、イベントの開催、交流の機会を提供

３）会議室などの便宜供与（貸室）

東大阪市立障害児者支援センター レピラ
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福祉型児童
発達支援センター
（東大阪市立第一はばたき園　110人）1F

本棟

3F
本棟

発達障害
支援センター
PAL4F

本棟

プール棟設備

1F
プール棟

2F
プール棟

はばたき園では子どもた
ちが、それぞれの地域に
おいて、健康で生き生きと
した生活を送れることを
目標にしています。
親子登園日は特別なプロ
グラムはなく、遊びを中心
とした日常生活を共に体
験し積み重ねていきます。

療育室 園児用トイレ

保護者控室
保護者同士の交流
の場です。

水温、室温共に一定した環境の中で年間を通して
利用が可能です。

屋内プール屋内遊技場

調理室

東大阪市立障害児者支援センター レピラ

1階に9部屋（３～５才の知的障害児）2階に6部屋（０～2才の知的障害児、肢体不自由児）あります。
PAL療育室

1
知的障害・肢体不自由児の
ための通園施設
発達障害に向けた支援
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医療型児童
発達支援センター
（東大阪市立第二はばたき園　40人）

屋外遊戯場

本棟

2F

PALでは、発達障害の
専門機関として個別
療育、ぺアレントトレー
ニング、及び地域支援
を実施しています。



診療所2F
本棟

短期入所3F
本棟

外来・リハビリ・短期入所のための医療施設2

診察室 歯科診療室 歯科レントゲン室

理学療法室 理学療法室 作業療法室

東大阪市立障害児者支援センター レピラ

居室 居室 居室

機械浴室 浴室 デイルーム
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障害者の社会参加の促進、
障害理解の促進を目指した
地域と交流事業4F

本棟 サポートスペース  ここりーど
・就労移行支援
・自立訓練（機能・生活訓練）

障害者就業・生活 支援センター「J-WAT」

障害者の地域生活を支えるための通所・相談施設3 地域交流の拠点としての施設4

サポートスペースここりーど
・生活介護

基幹相談支援センター3F
本棟

5F
本棟

障害者の就労を含めた生活全般の相談機能（基幹相談支援センター、障害者就業・生活支援センター）に加え、生活の
安定や自立の促進、就労への移行へ向けた通所支援（就労移行、自立訓練、生活介護）を行うことで、障害者の「はたらく」
「くらす」を支える総合的な支援ができるような体制を整えています。

サポートルーム（就労支援）
ジョブスキルトレーニングやグ
ループワークを行うことで、職業
準備性を高める支援を行います。

サポートルーム（自立訓練）
理学療法士や看護師の助言の
下、利用者自身で身体機能の維持
向上を図り、自立生活が営めるよ
う支援を行います。

サポートルーム（生活介護）
プライバシーに配慮したスペース
を設け、個別性を重視した必要な
介助や支援を行います。

相談室
相談室5室、発達検査室２室を備
え、様々な個別の相談に柔軟に対
応できる機能を有しています。

各種文化教室やスポーツ教室の開催、小学校等への福祉体験学習の実施、当事者のボランティアグループや講師活動の
支援、啓発活動やイベントの開催、貸室、等々の事業を実施し、地域との交流の拠点となる活動を行います。

大会議室
障害者団体や地域の皆様にも
利用していただける最大100名
定員の会議室。

小中会議室
15～30名程度の会議等に利用
できる会議室。

第1～3教室
各種文化教室やスポーツ教室
を開催するスペースで、貸室と
しても利用可能。

交流スペース
当事者同士や地域の方との交流
のためのフリースペース。

東大阪市立障害児者支援センター レピラ
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