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はじめに 

香川県では、平成 30年 3月に「第５期かがわ障害者プラン」を策定し、障害福祉サービスの必要

な見込量などを定め、障害者福祉に関する様々な施策を推進してまいりました。 

時代は平成から令和へと移り変わり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い社会変革の動

きも見られる中、障害のある片が社会の一員として求めるニーズは、ますます多様化、高度化し

ています。 

平成 28年 4月の「障害者差別解消法」施行に続き、県においても、「香川県障害のある人もない

人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」を平成 30年４月から施行し、障害者の権利擁護に向

けた取り組みを進めていますが、障害に対する社会全体の理解はいまだ道半ばの状況にあります。 

また、平成 30 年 6 月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が、令和元年 6 月に

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」が施行されるなど、障害者の社会参加や

意思疎通支援に係る施策の充実も求められています。 

県では、このような状況を踏まえつつ、在宅障害者に対するニーズ調査や関係団体からの意見聴

取などを行い、それらを反映させて、令和３年度からの新たな計画である「第６期かがわ障害者

プラン」を策定しました。 

障害者が、基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるとともに、自らの決定に

基づき、その能力を最大限発揮し自己実現できるよう、障害者の自立と社会参加の促進を図って

いくことは重要であり、このプランでは、「全ての県民が、障害のあるなしによって分け隔てられ

ることなく、互いに人格と個性を尊重しながら、笑顔で安心していきいきと暮らせるかがわを実

現する。」という基本理念を掲げ、障害についての県民の理解促進に努めるとともに、障害者が住

み慣れた地域で自分らしく安心していきいきと暮らしていけるよう地域で支える仕組みづくりに

取り組むこととしています。 

県では、このプランに沿って、市町、関係行政機関、関係団体など幅広い主体と連携・協力し、障

害者施策を総合的・計画的に進めてまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願いいた

します。 

結びに、このプランの策定に当たり、県議会、香川県障害者施策推進協議会の委員の皆様をはじ

め、多くの方々から貴重なご意見、ご提言をいただいたことに、深く感謝いたします。 

 令和 3年 3月                     香川県知事  浜田けいぞう 
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第一章 プラン策定の基本的な考え方 

 

１ プラン策定の趣旨 

本県では、平成 15 年 3 月に、障害者基本法に基づいて、平成 15 年度から平成 22 年度までを計画期

間とする 香川障害者プラン ともに生きる香川に向けて 以下 第 1期プランという を策定し、

障害の有無にかかわらず、誰もがお互いに支え合い、心豊かに過ごせるふるさと香川の実現に向け、

さまざまな施策を行ってきました。 

平成 19 年 3 月に、障害者自立支援法に基づく香川県障害福祉計画を策定したことに伴い、計画の整

合性を図るため第１期プランの一部を見直しました。 

平成 21年 3月に、第 1期プランと香川県障害福祉計画を統合した香川障害者プラン（平成 21年度～

平成 23年度）」（第 2期プラン）を策定しました。 

その後、平成 24年 3月の香川障害者プラン（平成 24年度～平成 26年度）（第 3期プラン）、平成 2７

年 3月の第 4期香川障害者プラン(平成 27年度～平成 29年度)（第 4期プラン）を経て、平成 30年 3

月に第５期香川障害者プラン(平成３０年度～令和 2年度) 以下 第５期プランという。を策定し、

地域社会のあらゆるバリアを取り除き、全ての県民が人格と個性を尊重しながら、笑顔でいきいきと

暮らせる香川の実現を目指して、各種の障害者施策に取り組んでいます。 

国では、第３次障害者基本計画（平成 25年度～平成 29年度）の期間満了を受け、国際社会の動向や

これまでの国内における取組みの進展等を踏まえ、平成 30 年 3 月に、第 4 次障害者基本計画（平成

30年度～令和 4年度）を策定しました。 

県では、こうした国の動きを踏まえつつ、県の障害者施策をより総合的・計画的に推進するため、第

5 期プランを見直し、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合い

ながら、誰もが笑顔で暮らせる香川の実現を目指し、第 6期香川障害者プランを策定するものです。 
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２ プランの位置づけ 

本県の総合計画の障害者施策に関する個別計画となるものです。 

障害者基本法第 11 条に基づく、障害者のための施策に関する基本的な計画である都道府県障害者計

画と、障害者総合支援法第 89条に基づく、障害福祉サービスの提供体制の確保その他業務の円滑な実

施に関する計画である都道府県障害福祉計画、児童福祉法第 33条の 22に基づく、障害児の支援の提

供体制を計画的に確保するための都道府県障害児福祉計画を一体的に策定するものです。 

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律が平成 30 年 6 月に施行されたことにともない、同法

第 8条に基づく地方公共団体計画も併せて一体的に策定するものです。 

香川県保健医療計画、香川県地域福祉支援計画、香川県高齢者保健福祉計画など、障害者等の福祉に

関する事項を定める計画との整合性を図って策定するものです。 

３ プランの計画期間 

このプランの計画期間は、令和 3年度から令和 5年度までの 3年間とします。 

４ 障害保健福祉圏域 

障害者の生活に密接な関わりを持つ保健、医療、福祉のサービスの連携や広域的なサービス提供体制

の整備を図るため、従来から障害保健福祉圏域を設定してきました。 

具体的には、香川県保健医療計画における２次医療圏、香川県高齢者保健福祉計画における高齢者保

健福祉圏域と合致した圏域設定となっており、引き続き第 5期プランと同じ 3圏域を設定します。 

 

障害保健福祉圏域 

東部障害保健福祉圏域 構成市町 高松市、さぬき市、東香川市、三木町、直島町 （３市２町） 

小図障害保健福祉圏域 構成市町 土庄町、小豆島町 （２町） 

西部障害保健福祉圏域 構成市町 丸亀市、坂出市、善通寺市、観おんじ市、三豊市、宇多津町、綾

川町、琴平町、多度津町、満濃町 （５市５町） 
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第二章 障害のある人を取り巻く現状と課題 

 

１ 障害者の状況 

 

かっこ１ 身体障害者 

身体障害者数(身体障害者手帳交付者数)は、令和がん年度末現在 43,143人で、平成 21年度末と比較

すると 7,177人減り、率にすると 14てん 3%減少しています。 

障害別に見ると、肢体不自由と内部障害が多く占めています。 

また、令和がん年度末現在、65歳以上が全体の 76てん 1%を占めており、障害の重度化や障害者の高

齢化の傾向が顕著となっています。 

 

まる１ 身体障害者数(身体障害者手帳交付者数)の推移 

障害別   

各年度末現在 

平成 21年度 肢体不自由 26,012人 内部 15,410人 聴覚 4,602人 視覚 3,773人 音声・

言語 523人 総数 50,320人 

平成 26年度 肢体不自由 24,441人 内部 14,973人 聴覚 4,056人 視覚 3,129人 音声・

言語 484人 総数 47,083人 

令和がん年度 肢体不自由 21,210 人 内部 14,815 人 聴覚 3,858 人 視覚 2,804 人 音

声・言語 456人 総数 43,143人 

出典 障害福祉課 

 

程度別 

各年度末現在 

平成 21年度 1級 13,810人 2級 7,491人 3級 8,866人 4級 14,000人 5級 2,886人 

6級 3,267人 総数 50,320人 

平成 26年度 1級 13,790人 2級 6,328人 3級 7,865人 4級 13,594人 5級 2,642人 

6級 2,864人 総数 47,083人 

令和がん年度 1 級 13,480 人 2 級 5,567 人 3 級 6,935 人 4 級 12,061 人 5 級 2,383

人 6級 2,717人 総数 43,143人 

出典 障害福祉課 
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まる２ 障害・程度別 

令和がん年度末現在 

1級 視覚 1,106人 聴覚・平衡 223人 音声・言語 10人 肢体不自由 4,028人 内部 

8,113人 合計 13,480人 

2級 視覚 815人 聴覚・平衡 822人 音声・言語 20人 肢体不自由 3,781人 内部 129

人 合計 5,567人 

3級 視覚 163人 聴覚・平衡 481人 音声・言語 231人 肢体不自由 3,848人 内部 

2,212人 合計 6,935人 

4級 視覚 195人 聴覚・平衡 827人 音声・言語 195人 肢体不自由 6,483人 内部 

4,361人 合計 12,061人 

5級 視覚 333人 聴覚・平衡 16人 音声・言語 0人 肢体不自由 2,034人 内部 0人 

合計 2,383人 

6級 視覚 192人 聴覚・平衡 1,489人 音声・言語 0人 肢体不自由 1,036人 内部 0

人 合計 2,717人 

合計 視覚 2,804人 聴覚・平衡 3,858人 音声・言語 456人 肢体不自由 21,210人  

内部 14,815人 合計 43,143人 

出典 障害福祉課 

まる３ 障害・年齢別 

令和がん年度末現在 

18 歳未満 視覚 25 人 聴覚・平衡 78 人 音声・言語 7 人 肢体不自由 380 人 内部 126

人 合計 596人 

18歳以上 65歳未満 視覚 618人 聴覚・平衡 645人 音声・言語 156人 肢体不自由 5,536

人 内部 2,767人 合計 9,722人 

65 歳以上 視覚 2,161 人 聴覚・平衡 3,135 人 音声・言語 293 人 肢体不自由 15,314 人 

内部 11,922人 合計 32,825人 

合計 視覚 2,804人 聴覚・平衡 3,858人 音声・言語 456人 肢体不自由 21,210人  内

部 14,815人 合計 43,143人  

出典 障害福祉課 
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かっこ２ 知的障害者 

知的障害児者数(療育手帳交付者数)は、令和がん年度末現在 7,837 人で、平成 21 年度末と比較

すると 1,710人増え、率にすると 27てん 9%増加しています。 

また、障害程度別では、令和がん年度末現在、最重度の手帳所持者が 1,423人(18てん 2%)、重度

が 1,550 人(19 てん 8%)、中度が 2,032 人(25 てん 9%)、軽度が 2,832 人(36 てん 1%)となっていま

す。 

知的障害児者の推移を見ると、18 歳未満が約 1 てん 2 倍に、65 歳以上が約 1 てん 7 倍に増えて

います。また、程度別では、軽度が各世代で著しく増えており、特に 65歳以上では約 2てん 5倍に

増えています。 

 

知的障害児者数（療育手帳交付者数）の推移 

程度別 各年度末現在 

平成 21年度 マルＡ 最重度 1,210人  Ａ 重度 1,401人  マルＢ ちゅう度 1,819人  

Ｂ 軽度 1,697人  総数 6,127人 

平成 26年度 マルＡ 最重度 1,358人  Ａ 重度 1,503人  マルＢ ちゅう度 1,937人  

Ｂ 軽度 2,139人 総数 6,937人 

令和がん年度 マルＡ 最重度 1,423人  Ａ 重度 1,550人  マルＢ ちゅう度 2,032

人  Ｂ 軽度 2,832人 総数 7,837人 

出典 障害福祉課 

  

年齢・程度別 各年度末現在 

18歳未満 マルＡ 最重度 平成 21年度 234人 令和がん年度 250人 Ａ 重度 平成 21年

度 320人 令和がん年度 294人 マルＢ ちゅう度 平成 21年度 330人 令和がん年度 

368人 Ｂ 軽度 平成 21年度 605人 令和がん年度 886人 合計 平成 21年度 1,489人 

令和がん年度 1,798人 増加率 20てん 8％ 

18歳以上 65歳未満 マルＡ 最重度 平成 21年度 928人 令和がん年度 1,080人 Ａ 重度 

平成 21年度 916人 令和がん年度 1,028人 マルＢ ちゅう度 平成 21年度 1,291人 令

和がん年度 1,324人 Ｂ 軽度 平成 21年度 1,059人 令和がん年度 1,863人 合計 平成

21年度 4,194人 令和がん年度 5,295人 増加率 26てん 3％ 

65歳以上 マルＡ 最重度 平成 21年度 48人 令和がん年度 93人 Ａ 重度 平成 21年度 

165人 令和がん年度 228人 マルＢ ちゅう度 平成 21年度 198人 令和がん年度 340人 

Ｂ 軽度 平成 21年度 33人 令和がん年度 83人 合計 平成 21年度 444人 令和がん年

度 744人 増加率 67てん 6％ 

合計 マルＡ 最重度 平成 21年度 1,210人 令和がん年度 1,423人 Ａ 重度 平成 21年

度 1,401人 令和がん年度 1,550人 マルＢ ちゅう度 平成 21年度 1,819人 令和がん年

度 2,032人 Ｂ 軽度 平成 21年度 1,697人 令和がん年度 2,832人 合計 平成 21年度 

6,127人 令和がん年度 7,837人 増加率 27てん 9％ 

障害福祉課 

  

- 5 - 
 

5

第
2
章



- 6 - 

 

6ページ 

かっこ３ 精神障害者 

精神障害者数は、令和がん年度末現在で精神障害者保健福祉手帳交付者数が 6,548人、通院医療

費公費負担患者数が 12,208人、入院患者数が 2,921人（令和２年 6月 30日現在）となっています。 

平均在院日数や病床数の減少などにより、入院患者は減少傾向ですが、ストレスなどからうつ病

など心の健康問題を持つ人が増えていること、クリニックなど受診しやすい医療機関が増加してい

ることなどから、平成 21年度末と比較すると精神障害者保健福祉手帳交付者数は約２倍に、通院医

療費公費負担患者数は約 1てん 6倍に増加しています。 

 

まる１ 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 各年度末現在 

21年度 1級 428人 2級 1,673人 3級 424人 総数 2,525人 

26年度 1級 368人 2級 2,553人 3級 822人 総数 3,743人 

がん年度 1級 405人 2級 3,449人 3級 1,448人 総数 5,302人 

出典 障害福祉課 
 

まる２ 通院医療費公費負担患者数の推移 各年度末現在 

21年度 6,631人 26年度 8,717人 がん年度 10,524人 

出典 障害福祉課 
 

まる３ 入院患者数の推移 各年６月 30日現在 

措置入院 平成 21年度 患者数 11人 構成割合 0てん 4％、平成 26年度 患者数 16人 構成

割合 0てん 5％、令和がん年度 患者数 19人 構成割合 0てん 7％ 

医療保護入院 平成 21年度 患者数 469人 構成割合 15てん 2％、平成 26年度 患者数 526

人 構成割合 17てん 8％ 令和がん年度 患者数 597人 構成割合 20てん 4％ 

任意入院 平成 21年度 患者数 2,605人 構成割合 84てん 4％ 平成 26年度 患者数 2,415

人 構成割合 81てん 6％ 令和がん年度 2,303人 構成割合 78てん 8％ 

その他 平成 21年度 患者数 2人 構成割合 0てん 1％ 平成 26年度 患者数 2人 構成割合 

0てん 1％ 令和がん年度 患者数 2人 構成割合 0てん 1％ 

合計 平成 21年度 患者数 3,087人 構成割合 100％ 平成 26年度 患者数 2,959人 構成割

合 100％ 令和がん年度 患者数 2,921人 構成割合 100％ 

出典 精神保健福祉資料、精神科病院月報 
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かっこ４ 発達障害者 

発達障害者支援法では、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に

おいて発現するもの」とされています。 

発達障害児者数は、手帳制度では精神障害者保健福祉手帳に含まれており、調査資料がないため、

正確な実態は把握できていない状況ですが、文部科学省が平成 24年度に実施した「通常の学級に在

籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によると、

学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合は約 6 てん 5％であるとされてい

ます。 

平成 19 年４月から、香川総合リハビリテーションセンター内に設置した発達障害者支援センタ

ー「アルプス香川」では、発達障害児者等に対して相談などの支援を行っていますが、平成 28年度

の相談実績は、じつ支援人数が 291人、延べ支援件数が 979人、個別の相談支援に関する機関コン

サルテーション・調整会議等が 210件となっています。 

 

発達障害者支援センターにおける事業実績   各年度末現在 

相談支援・発達支援 じつ支援人数 平成 28年度 132人 平成 29年度 123人 

平成 30年度 243人 令和がん年度 148人 

延べ支援件数 

平成 28年度 403件 

平成 29年度 297件 平成 30年度 749件 令和がん年度 491件 

相談支援・就労支援 じつ支援人数 平成 28年度 179人 平成 29年度 196人 

平成 30年度 83人 令和がん年度 143人 

延べ支援件数 

平成 28年度 500件 

平成 29年度 705件 平成 30年度 421件 令和がん年度 488件 

機関コンサルテーション・調整会議等 延べ件数 平成 28年度 225件 平成 29年度 204件 

平成 30年度 207件 令和がん年度 210件 

出典 障害福祉課 
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かっこ５ 高次脳機能障害者 

高次脳機能障害とは、頭部外傷や脳血管障害などによる脳の損傷の後遺症として、記憶障害、注

意障害、遂行機能障害などが生じ、これに起因して日常生活、社会生活への適応が困難になる障害

で、外観上わかりにくく、本人や家族も気づきにくいため、高次脳機能障害者の数や状態など実態

の把握は難しい状況にあります。 

平成 19 年９月から、香川総合リハビリテーションセンター内に開設した高次脳機能障害相談窓

口の令和がん年度の相談実績は、じつ人数が 75人、延べ支援件数が 644件となっています。 

相談支援実績 各年度末現在 

じつ人数 平成 28年度 29人 平成 29年度 89人 

平成 30年度 83人 令和がん年度 75人 

延べ支援件数 

平成 28年度 267件 平成 29年度 305件 

平成 30年度 655件 令和がん年度 644件 

出典 障害福祉課 

  

かっこ６ 難病患者 

難病患者（特定医療費（指定難病・香川県指定難病）受給者数、特定疾患治療研究事業受給者数）

は、令和がん年度末現在で国指定 8,883人、県指定 495人、特定疾患治療研究事業 14人、計 9,392

人となっています。平成 26年度と比較すると、受給者数は 8てん 2%の増加となっています。 

なお、従来は特定疾患治療研究事業として、61疾病（国指定 56、県指定 5）を対象に医療費助成

を行ってきましたが、平成 27年 1月に施行された「難病患者に対する医療等に関する法律」により

対象疾病数が大幅に増加し、国指定難病 333疾病を対象に医療費助成を行うとともに、県指定難病

は国指定に移行しなかった 3疾病を対象に医療費助成を行っています。また、引き続き特定疾患治

療研究事業として、指定難病に移行しなかったスモン等の国指定疾病について医療費助成を行って

います。 

 

難病患者（各医療費助成制度における受給者）数  年度末現在 

平成 21年度 国指定特定疾患治療研究事業 6,066人 県指定特定疾患治療研究事業 739人 合

計 6,805人 

平成 26年度 国指定難病 7,810人 県指定難病 787人 国指定特定疾患治療研究事業 24人  

県指定特定疾患治療研究事業 60人 合計 8,681人 

令和がん年度 国指定難病 8,883人 県指定難病 495人 国指定特定疾患治療研究事業 14人 

合計 9,392人  

出典 健康福祉総務課 
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２２  障障害害児児をを対対象象ととししたたササーービビススのの状状況況 

平成 23年度末まで、障害児を対象とした施設入所等は児童福祉法により、児童デイサービスなど

の事業は障害者自立支援法により、重症心身障害児（者）通園事業は予算事業として実施してきま

したが、平成 24 ねん 4 月から児童福祉法に基づく体系に再編され、それまで障害種別ごとに分か

れていた施策体系は、利用形態ごとに一元化されました。 

令和がん年度末の利用者数は、障害児通所支援が 2,108 人、障害児入所支援が 46 人となってい

ます。 

 

障害児を対象としたサービスの推移 各年度末現在 

障害児痛所支援 

児童発達支援 事業所数 平成 30年度 50箇所 令和がん年度 56箇所 利用者数 平成 30年

度 456人 令和がん年度 588人  

医療型児童発達支援 事業所数 平成 30年度 1箇所 令和がん年度 1箇所 利用者数 平成

30年度 13人 令和がん年度 9人  

放課後とうデイサービス 事業所数 平成 30年度 72箇所 令和がん年度 79箇所 利用者数 

平成 30年度 1,229人 令和がん年度 1,488人 

保育所とう訪問支援 事業所数 平成 30年度 3箇所 令和がん年度 3箇所 利用者数 平成

30年度 29人 令和がん年度 23人 

小計 利用者数 平成 30年度 1,727人 令和がん年度 2,108人 

障害児入所支援 

福祉型障害児入所支援 施設数 平成 30年度 2箇所 令和がん年度 2箇所 利用者数 平成

30年度 15人 令和がん年度 11人  

医療型障害児入所支援 施設数 平成 30年度 1箇所 令和がん年度 2箇所 利用者数 平成

30年度 33人 令和がん年度 35人 

小計 利用者数 平成 30年度 48人 令和がん年度 46人  

合計 利用者数 平成 30年度 1,775人 令和がん年度 2,154人  

出典   障害福祉課 障害福祉相談所 
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３ 障害福祉サービスの状況 

令和がん年度末の利用者数は、介護給付については 5,816人、訓練とう給付については 3,209人、

相談支援については 8,487人、主な地域生活支援については 1,554人となっています。 

 

介護給付の推移 各年度末現在 

居宅介護 利用者数 平成 30年度 1,244人 令和がん年度 1,336人  

重度訪問介護 利用者数 平成 30年度 40人 令和がん年度 44人 

同行援護 利用者数 平成 30年度 246人 令和がん年度 254人  

行動援護 利用者数 平成 30年度 35人 令和がん年度 33人 

重度障害者とう包括支援 利用者数 平成 30年度 0人 令和がん年度 0人 

短期入所 ショートステイ 利用者数 平成 30年度 782人 令和がん年度 761人 

療養介護 利用者数 平成 30年度 275人 令和がん年度 266人 

生活介護 利用者数 平成 30年度 2,017人 令和がん年度 2,095人 

施設入所支援 利用者数 平成 30年度 1,032人 令和がん年度 1,027人 

合計 利用者数 平成 30年度 5,671人 令和がん年度 5,816人  

出典 障害福祉課 

 

訓練とう給付の推移 各年度末現在 

自立訓練 機能訓練 利用者数 平成 30年度 33人 令和がん年度 34人 

自立訓練 生活訓練 利用者数 平成 30年度 44人 令和がん年度 44人 

就労移行支援 利用者数 平成 30年度 117人 令和がん年度 120人 

就労定着支援 利用者数 平成 30年度 15人 令和がん年度 27人 

就労継続支援Ａがた 利用者数 平成 30年度 304人 令和がん年度 282人 

就労継続支援Ｂがた 利用者数 平成 30年度 1,931人 令和がん年度 1,939人 

共同生活援助 利用者数 平成 30年度 750人 令和がん年度 790人 

合計 利用者数 平成 30年度 3,179人 令和がん年度 3,209人 

出典 障害福祉課 

  

- 10 - 
 

 

 

10

第
2
章



- 11 - 

 

11ページ 

相談支援の推移 各年度末現在 

計画相談支援 利用者数 平成 30年度 6,726人 令和がん年度 6,422人 

地域移行支援 利用者数 平成 30年度 6人 令和がん年度 5人 

地域定着支援 利用者数 平成 30年度 5人 令和がん年度 5人 

障害児相談支援 利用者数 平成 30年度 1,881人 令和がん年度 2,055人 

合計 利用者数 平成 30年度 8,618人 令和がん年度 8,487人 

出典 障害福祉課 

 

主な地域生活支援の推移 各年度末現在 

移動支援 利用者数 平成 30年度 1,327人 令和がん年度 1,333人 

地域活動支援センター 一型 利用者数 平成 30年度 162人 令和がん年度 102人 

地域活動支援センター 二型 利用者数 平成 30年度 92人 令和がん年度 66人 

地域活動支援センター 三型 利用者数 平成 30年度 50人 令和がん年度 53人  

合計 利用者数 平成 30年度 1,631人 令和がん年度 1,554人 

出典 障害福祉課 
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４ 教育の状況 

障害のある子どもに対する多様な学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、

特別支援学校があります。特別支援学校の幼児児童生徒数は、令和２年度は 1,159人で、平成 22年

度に比べて 61人増加しています。 

また、小・中学校に設置されている特別支援学級の学級数および児童生徒数は、令和 2年度は 665

学級、2,453人、通級による指導の対象となる児童生徒数は 454人で、ともに増加傾向にあります。 

  

特別支援学校の幼児児童生徒数の推移 各年５月１日現在 

平成 22年度 1,098人 平成 23年度 1,124人 平成 24年度 1,113人 平成 25年度 1,123人 

平成 26年度 1,140人 平成 27年度 1,155人 平成 28年度 1,191人  平成 29年度 1,170 人 

平成 30年度 1,161人 令和がん年度 1,163人 令和 2年度 1,159人  

 出典 特別支援教育課 

 

特別支援学級数と児童生徒数の推移 各年５月１日現在 

学級数 平成 22 年度 531 学級 平成 23 年度 538 学級 平成 24 年度 544 学級 平成 25 年度 

554学級 平成 26年度 561学級 平成 27年度 577学級 平成 28年度 577学級 平成 29年度 

597学級 平成 30年度 613学級 令和がん年度 646学級 令和 2年度 665学級  

児童生徒数 平成 22年度 1,194人 平成 23年度 1,261人 平成 24年度 1,342人 平成 25年

度 1,446人 平成 26年度 1,537人 平成 27年度 1,640人 平成 28年度 1,684人 平成 29

年度 1,826人 平成 30年度 1,991人 令和がん年度 2,239人 令和 2年度 2,453人 

出典 特別支援教育課 
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通級指導教室設置学校数と対象児童生徒数の推移 各年５月１日現在 

学校数 平成 22年度 14校 平成 23年度 17校 平成 24年度 18校 平成 25年度 21校 平

成 26 年度 22 校 平成 27 年度 22 校 平成 28 年度 22 校 平成 29 年度 26 校 平成 30 年度 

30校 令和がん年度 31校 令和 2年度 35校 

児童生徒数 平成 22年度 137人 平成 23年度 186人 平成 24年度 231人 平成 25年度 284

人 平成 26年度 323人 平成 27年度 331人 平成 28年度 317人 平成 29年度 364人 平

成 30年度 407人 令和がん年度 423人 令和 2年度 454人 

出典 特別支援教育課 

 通級指導教室とは、通常の学級に在籍している、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学

習障害 LD、注意欠陥多動性障害 えいでぃーえいちでぃー、その他障害のある児童生徒に対して、

各教科等の指導は主として通常の学級でおこないつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導を行

う場のことです。 
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５ 雇用・就労の状況 

本県で令和元年 6 月 1 日現在、一般の民間企業（雇用率の対象となる算定基礎労働者数が 45 て

ん 5 人以上の企業）に雇用されている障害者数は 2,833 てん 5 人で、前年に比べて 76 てん 0 人増

加し、過去最高となっています。雇用率は、30 年度に低下したものの、がん年度には再び上昇し、

2 てん 05%となっています。しかしながら、全国平均 2 てん 11％や法定雇用率 2 てん 2％を下回っ

ています。また、令和がん年度のハローワークにおける障害者の就職件数は、839 件と過去最高と

なっており、近年、精神障害者の就職件数が多くなっています。 

令和がん年度の特別支援学校高等部卒業生の就職率は 33てん 0％となっています。一方、令和が

ん年度中に障害福祉サービス事業所などから就職した障害者数は 67人となっています。 

また、一般就労が困難な障害者には障害者就労施設で作業などを行っている片が多く、令和がん

年度の就労継続支援 B型の利用者数は 1,939人（令和２年３月末時点）、平均工賃月額は 16,695円

となっています。 

 

民間企業における雇用率の推移 各年６月１日現在 

全国 平成 21年度 1てん 6 3％ 平成 22年度 1てん 6 8％ 平成 23年度 1てん 6 5％ 平成

24年度 1てん 6 9％ 平成 25年度 1てん 7 6％ 平成 26年度 1てん 8 2％ 平成 27年度 1

てん 8 8％ 平成 28年度 1てん 9 2％ 平成 29年度 1てん 9 7％ 平成 30年度 2てん 05％ 

令和がん年度 2てん 1 1％ 

香川県 平成 21年度 1てん 7 2％ 平成 22年度 1てん 7 4％ 平成 23年度 1てん 7 1％ 平

成 24年度 1てん 7 5％ 平成 25年度 1てん 8 6％ 平成 26年度 1てん 8 8％ 平成 27年度 

1てん 8 8％ 平成 28年度 1てん 9 1％ 平成 29年度 1てん 9 6％ 平成 30年度 1てん 9 5％ 

令和がん年度 2てん 05％ 

出典 香川労働局 

※民間企業における障害者の法定雇用率 

・昭和 63年３月 31日まで 1てん 5％ 

・平成 10年６月 30日まで 1てん 6％ 

・平成 25年３月 31日まで 1てん 8％ 

・平成 30年３月 31日まで 2てん 0％ 

・令和 3年 2月 28日まで 2てん 2％ 

・令和 3年 3月 1日以降 2てん 3％ 
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ハローワークにおける新規求職者数および就職件数 各年度末現在 

平成 28年度 

 新規求職申込件数 1,432件 

 うち 身体障害者 566件 

知的障害者 244件 精神障害者 521件 その他 101件 

 就職件数 730件 

 うち 身体障害者 272件 

 知的障害者 151件 精神障害者 261件 その他 46件 

 就職率 51てん 0％ 

平成 29年度 

新規求職申込件数 1,593件 

うち 身体障害者 618件  

知的障害者 233件 精神障害者 641件 その他 101件 

就職件数 793件 うち 身体障害者 302件 知的障害者 142件 精神障害者 298件 その

他 51件 

就職率 49てん 8％ 

平成 30年度 

新規求職申込件数 1,611件 

うち 身体障害者 596件 

知的障害者 218件 精神障害者 687件 その他 110件 

就職件数 802件 うち 身体障害者 274件 知的障害者 134件 精神障害者 352件 その

他 42件 

就職率 49てん 8％ 

令和がん年度 

新規求職申込件数 1,788件 

うち 身体障害者 649件 

知的障害者 245件 精神障害者 748件 その他 146件 

就職件数 839件 

うち 身体障害者 264件 

知的障害者 148件 精神障害者 351件 その他 76件 

就職率 46てん 9％ 

出典 香川労働局 

 

障害者就業・生活支援センターにおける各種支援等の状況 

県では、各障害保健福祉圏域に、障害者就業・生活支援センターを設置し、相談支援や職場実習

のあっせんなど、さまざまな支援を行っています。 

 

障害者就業・生活支援センターにおける各種支援等の状況 各年度末現在 

 平成 28年度 設置箇所数 4箇所 支援対象者数 1,376人 相談・支援件数 22,395件 職場実

習あっせん件数 171件 就職者件数 151件 

 平成 29年度 設置箇所数 4箇所 支援対象者数 1,473人 相談・支援件数 22,032件 職場実

習あっせん件数 177件 就職者件数 171件 

 平成 30年度 設置箇所数 4箇所 支援対象者数 1,503人 相談・支援件数 16,391件 職場実

習あっせん件数 188件 就職者件数 157件 

 令和がん年度 設置箇所数 4 箇所 支援対象者数 1,624 人 相談・支援件数 15,928 件 職場

実習あっせん件数 177件 就職者件数 196件 

出典 障害福祉課  
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特別支援学校高等部卒業生の進路状況 各年度卒業生 

平成 26年度 香川県 就職 47人 33てん 6％ 進学等 大学 3人 2てん 1％ 専攻科 1人 

0てん 7％ 各種学校等 2人 1てん 4％ 施設等 83人 59てん 3％ その他 4人 2てん 9％ 

合計 140人 100てん 0％ 

全国 就職 28 てん 8％ 進学等 大学 専攻科 2 てん 1％ 各種学校等 1 てん 8％ 施設等 

63てん 1％ その他 4てん 2％ 合計 100てん 0％ 

平成 27年度 香川県 就職 36人 23てん 5％ 進学等 大学 3人 2てん 0％ 専攻科 3人 

2 てん 0％ 各種学校等 3 人 2 てん 0％ 施設等 106 人 69 てん 2％ その他 2 人 1 てん

3％ 合計 153人 100てん 0％ 

全国 就職 29 てん 4％ 進学等 大学 専攻科 2 てん 1％ 各種学校等 1 てん 7％ 施設等 

62てん 2％ その他 4てん 6％ 合計 100てん 0％ 

平成 28年度 香川県 就職 45人 28てん 1％ 進学等 大学 4人 2てん 5％ 専攻科 2人 

1 てん 2％ 各種学校等 3 人 1 てん 9％ 施設等 100 人 62 てん 5％ その他 6 人 3 てん

8％ 合計 160人 100てん 0％ 

全国 就職 30 てん 1％ 進学等 大学 専攻科 1 てん 9％ 各種学校等 1 てん 8％ 施設等 

62てん 2％ その他 4てん 0％ 合計 100てん 0％ 

平成 29年度 香川県 就職 34人 22てん 5％ 進学等 大学 2人 1てん 3％ 専攻科 0人 

0％ 各種学校等 2人 1てん 3％ 施設等 105人 69てん 5％ その他 8人 5てん 3％ 合

計 151人 100てん 0％ 

全国 就職 31 てん 2％ 進学等 大学 専攻科 2 てん 0％ 各種学校等 1 てん 6％ 施設等 

61てん 1％ その他 4てん 1％ 合計 100てん 0％ 

平成 30年度 香川県 就職 47人 28てん 1％ 進学等 大学 4人 2てん 4％ 専攻科 0人 

0％ 各種学校等 3人 1てん 8％ 施設等 107人 64てん 1％ その他 6人 3てん 6％ 合

計 167人 100てん 0％ 

全国 就職 32 てん 3％ 進学等 大学 専攻科 1 てん 7％ 各種学校等 1 てん 5％ 施設等 

60てん 6％ その他 3てん 9％ 合計 100てん 0％ 

令和がん年度 香川県 就職 60人 33てん 0％ 進学等 大学 6人 3てん 3％ 専攻科 1人 

0 てん 5％ 各種学校等 2 人 1 てん 1％ 施設等 109 人 59 てん 9％ その他 4 人 2 てん

2％ 合計 182人 100てん 0％ 

 

出典 特別支援教育課 

    

- 16 - 
 

16

第
2
章



- 17 - 

 

17ページ 

６ 障害者施策に関する条約 主な法律の動向 

かっこ１ 障害者の権利に関する条約 

平成 26年１月 20日に「障害者の権利に関する条約」を締結 

障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の

権利を実現するための措置等が規定され、障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定※を含む）

の禁止、障害者が社会に参加し包容されることの促進、条約の実施を監視する枠組みの設置等が定

められました。 

※ 過度の負担でないにもかかわらず、障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等を行わな

いことを示す。 

 

かっこ２ 関係法律 

まる１ 平成 23年８月「障害者基本法の一部を改正する法律」の施行 

障害者の権利に関する条約の理念に沿うよう、目的規定、障害者の定義の見直しが行われました。

また、基本的施策に療育、防災および防犯、消費者としての障害者の保護、選挙等における配慮な

どが新設されました。 

まる２ 平成 24ねん 10月「障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律）」の施行 

障害者虐待とその類けいが明記され、虐待を受けた障害者の保護および自立の支援のための措置、

養護者に対する支援のための措置等が規定されました。 

まる３ 平成 25年 4月「障害者総合支援法」の施行（一部は平成 26年４月施行） 

「自立」に代わり、新たに「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が明記されました。また、

障害者の範囲に難病等が追加され、地域生活支援事業の拡大等がなされました。 

まる４ 平成 25年４月「障害者優先調達推進法」の施行 

国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するための必要な措

置等が規定されました。 

まる５ 平成 28年４月「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）」の

施行 

障害者基本法における差別の禁止（第４条）を具体化するものであり、紛争解決・相談、地域にお

ける連携、啓発活動、情報収集等の支援措置等が規定されました。 
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まる６ 平成 28年５月「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行 

判断能力が十分でない片の財産や権利を守るための制度である成年後見制度の利用促進のため、基

本方針や国の責務、地方公共団体の講ずる措置等について規定されました。 

まる７ 平成 28年６月「障害者総合支援法」および「児童福祉法」の一部改正（平成 30年４月施行） 

障害者が地域で自立した生活をおくれるようにするため、また一人暮らしへの支援や就労に伴う課

題への相談などに公費負担などを行うとともに、障害児に対する福祉サービスの新設等を行う改正

が規定されました。 

まる８ 平成 28年６月「発達障害者支援法」の一部改正（平成 28年８月施行） 

発達障害者が地域社会において他の人々との共生を妨げられないようにするために、社会的障壁の

除去に資することや、関係機関や民間団体との連携をもとに切れ目のない支援を提供する改正が規

定されました。 

まる９ 平成 30年 6月「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の公布・施行 

文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とするもの

で、国による基本計画の策定や地方公共団体による計画策定についての努力義務が規定されました。 

まる 10 令和元年 6月「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の公布・施行 

視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について文化芸術活動を通じた障害者の個

性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とするもので、国による基本計画の策定や地

方公共団体による計画策定についての努力義務が規定されました。 

まる 11 令和２年 6月「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」の公布・施行 

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、国等の責務及び総務大臣による基本方針の策

定や、聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの提供の業

務を行う者を指定し、当該指定を受けた者に対して交付金を交付するための制度を創設する等が規

定されました。 
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７ 地域からの声 

今回のプランの策定に当たり、「在宅障害者生活ニーズ調査」、「県政世論調査」および「障害者団体

からの意見聴取」などを実施しました。主な結果は、次のとおりです。 

 

かっこ１ 在宅障害者生活ニーズ調査（令和 2年 2月実施）結果概要 

まる１ 仕事を続けるうえで充実してもらいたい支援（身体障害者） 

 「障害者就業・生活支援センターの支援」が最も高く、次いで「周囲の理解」「ハローワークの支

援」が同率で次に高くなっています。 

仕事を続ける上で充実してもらいたい支援 身体障害者 複数回答 

障害者就業、生活支援センターの支援 18てん 3％、ハローワークの支援 17てん 8％、周囲

の理解 17てん 8％、勤務時間中の支援 14てん 1％、通勤手段の確保 9てん 9％、就労移行

支援施設・就労継続支援施設 4てん 7％、職業センターの支援 3てん 8％ 

 

まる２ サービスを利用するうえで困っていること（知的障害者） 

「サービスの内容がわからない」「サービスの情報が少ない」「依頼先がわからない」の順となっ

ています。 

サービスを利用するうえで困っていること 知的障害者 複数回答 

サービスの内容がわからない 31てん 2％、サービスの情報が少ない 29てん 9％、依頼先が

わからない 20てん 5％、利用したいときに利用できない 18てん 5％、希望時間に受けられ

ない 13 てん 1％、費用がかかる 12 てん 4％ 利用したいサービスがない 7 てん 7％ 手

続きが難しい 7てん 4％ 今の受給者しょうでは利用できない 5てん 7％ 
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まる３ 地域で生活するうえで必要なこと（精神障害者） 

「いつでも（休日・夜間）相談できるところ」「話し相手になってくれる人」「経済的援助」の順

になっています。 

地域で生活するうえで必要なこと 精神障害者 複数回答 

いつでも(休日・夜間)相談できるところ 49 てん 1％、話し相手になってくれる人 35 てん

2％、経済的援助 34てん 1％、仲間が集まれるば 27てん 3％、日常生活を手伝ってくれるサ

ービス 26てん 1％  手続きを代わりにしてくれるサービス 25てん 5％ 夜間・休日対応

の精神科救急医療施設 24てん 2％ 短期間宿泊できる施設 21てん 3％ 職業訓練や職場開

拓のサービス 21てん 3％ 

 

まる 4 充実してもらいたい支援（発達障害者） 

 「市町での一貫した相談支援体制整備」「（発達障害者支援センターの）相談支援」「（発達障害者

支援センターの）学校・企業との連携」の順になっています。 

充実してもらいたい支援 発達障害者 複数回答 

市町での一貫した相談支援体制整備 36てん 7％ 相談支援 25てん 5％ 学校・企業との連携 

25てん 5％ 発達障害の特性に対応する通所施設 24てん 5％ 医療機関と事業所とのネットワ

ーク 20てん 4％ 医療費の助成制度 19てん 4％  
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かっこ２ 県政世論調査結果概要 

調査の概要 県政の諸問題について、県民の意見や要望などを把握し、今後の施策立案に際しての基

礎資料を得ることを目的に令和 2年５月に実施しました。 

 

まる１ 行政が特に力を入れるべきこと 

障害のある片が地域でいきいきと暮らすために、行政が特に力を入れるべきことについて、「障

害者がいつでも安心して相談できる仕組みづくり」が 43てん 1％、次いで「行政・企業など関係

者が協力した就労の促進」が 32てん 3%、「ショートステイやホームヘルプなど在宅福祉サービス

の充実」が 29てん 0％、「障害のある子どもを支援する体制の整備」が 27てん 8％となっていま

す。 

 

障害者がいつでも安心して相談できる仕組みづくり 

平成 26年度 45てん 1％、平成 29年度 37てん 7％、令和 2年度 43てん 1％ 

行政・企業など関係者協力した就労の促進 

 平成 26年度 34てん 2％、平成 29年度 33てん 4％、令和 2年度 32てん 3％ 

ショートステイやホームヘルプなど在宅福祉サービスの充実 

 平成 26年度 29てん 2％、平成 29年度 25てん 5％、令和 2年度 29てん 0％ 

障害のある子どもを支援する体制の整備 

 平成 26年度 27てん 1％、平成 29年度 28てん 7％、令和 2年度 27てん 8％ 

福祉に関わる人材の養成・確保 

 平成 26年度 25てん 1％、平成 29年度 24てん 0％、令和２年度 23てん 0％ 

地域で生活するためのグループホーム整備など住まいの確保 

 平成 26年度 25てん 1％、平成 29年度 23てん 1％、令和 2年度 23てん 5％ 

手当・年金などの所得保障 

 平成 26年度 23てん 1％、平成 29年度 24てん 5％、令和２年度 21てん 2％ 

障害者に対する県民の理解の促進 

 平成 26年度 16てん 6％、平成 29年度 27てん 8％、令和 2年度 27てん 6％ 

保健・医療施策の推進 

 平成 26年度 17てん 0％、平成 29年度 12てん 7％、平成 23年度 12てん 3％ 

施設、交通機関や情報のバリアフリ― 

 平成 26年度 17てん 5％、平成 29年度 16てん 7％、令和 2年度 19てん 1％ 

障害者スポーツ・文化活動の振興 

 平成 26年度 7てん 4％、平成 29年度 9てん 3％、令和 2年度 6てん 1％ 

障害者の権利擁護の推進 

 平成 26年度 3てん 0％、平成 29年度 6てん 9％、令和 2年度 5てん 9％ 

防災対策の充実 

 平成 26年度 3てん 5％、平成 29年度 5てん 2％、令和 2年度 4てん 3％ 
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まる２ 震災時における障害者支援 

東日本大震災のような災害に備えるため、障害のある片の防災対策として、「障害の特性にあっ

た避難場所の確保、避難場所における支援」が 51てん 8%であり、次いで、「災害時における障害

のある片の避難体制の整備」が 48てん 6%、「地域内でのよう支援者の把握」が 43てん 2%となっ

ています。 

 

障害特性にあった避難場所の確保、避難場所における支援 

 平成 26年度 51てん 1％、平成 29年度 54てん 5％、令和 2年度 51てん 8％ 

地域内でのよう支援者の把握 

 平成 26年度 45てん 1％、平成 29年度 42てん 2％、令和 2年度 43てん 2％ 

災害時における障害のある片の避難体制の整備 

 平成 26年度 44てん 5％、平成 29年度 46てん 7％、令和 2年度 48てん 6％ 

自主防災組織の充実、避難訓練 

 平成 26年度 20てん 5％、平成 29年度 18てん 4％、令和 2年度 17てん 0％ 

障害者が必要とする物資の備蓄 

 平成 26年度 13てん 5％、平成 29年度 17てん 2％、令和 2年度 16てん 6％ 

災害時における情報提供 携帯メールによる情報配信など の充実 

 平成 26年度 9てん 5％、平成 29年度 9てん 9％、令和２年度 10てん 9％ 

その他 

 平成 26年度 0てん 7％、平成 29年度 0てん 7％、令和 2年度 0てん 6％ 

 

かっこ３ 障害者団体からの意見聴取 令和 2年７月実施 1７団体から 

まる１ 地域での生活支援 

ワンストップで相談できる場所の確保、グループホームの整備・充実、親なき後に自立した生活

を送れる体制づくり、移動支援や同行援護などの障害福祉サービスの充実、短期入所や地域活

動事業所の充実、医療的ケア児等に対する支援 など 

まる２ 就労や社会参加 

企業における障害についての理解、一般就労継続のための支援体制の確立、工賃の向上に向け

た体制づくり、優先調達の取り組みの継続、障害者スポーツの振興 バザー、イベントや作品展

の実施、地域と交流する機会の確保 など 

まる３ 安心・安全な生活を支える環境 

医療と福祉のネットワークの強化、障害者本人だけでなく家族への支援の充実、相談支援専門

員の質の向上、医療・保育・教育・福祉関係者の理解が乏しい、施設などのバリアフリー化の促

進、情報弱者に対する適切な情報提供、災害時におけるよう援護者に対する対応の充実 など 

まる４ 障害者の権利擁護 

成年後見制度の利用促進、施設の職員に対する虐待防止研修の実施、障害者差別解消法の正し

い理解、障害や障害者に対する理解促進のための周知啓発 など 
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８ 課題 

かっこ１ 障害への理解促進と権利擁護 

障害や障害者に対する正しい理解を促進する必要がある。 

成年後見制度の利用促進のため、市町の体制整備を進める必要がある。 

障害者の虐待防止や障害を理由とした差別の解消に取り組む必要がある。 

かっこ２ 地域での生活支援 

様々な障害や世代に応じた障害の特性に対応するための相談支援体制の充実や、医療や保健など

様々な分野との連携体制の整備が必要である。 

地域で生活するためには住まいの確保が必要であり、依然として需要が高いグループホームについ

ては、今後も整備を促進する必要がある。 

親亡き後も住み慣れた地域で暮らし続けるには、身近な福祉サービスと将来を見据えた福祉サービ

スの充実が必要である。 

医療的ケア児等や重度心身障害児者に対する支援体制の一層の充実が必要である。 

かっこ３ 教育、就労、社会参加の促進 

さまざまな障害の早期発見・早期対応のため、地域の療育支援体制の整備・充実が必要である。 

障害により教育上特別な支援を必要とする児童等の教育ニーズに応えるため、通常の学級を含め、

連続性のある多様な学びの場での支援・指導を一層充実させる必要がある。 

障害者の働く場を確保するとともに、収入を増やし、自立を促進する必要がある。 

スポーツや文化芸術活動の推進や地域との交流を通じた社会参加への支援が必要である。 

かっこ４ 安心・安全な生活を支える環境の整備 

障害者の生活を支える保健・医療の充実を図る必要がある。 

はちじゅうごじゅう問題への対応を含め、障害者を支える家族への支援が必要である。 

施設のバリアフリーや障害の特性に応じた情報の提供など、アクセシビリティの向上が必要である。 

障害者の避難体制の整備等、災害に備えた取組みの充実が必要である。 

感染症の発生に備えた取組みの充実が必要である。 

身近な地域で障害者を支える人材の育成・確保が必要である。 

障害の特性に応じたサービスを提供できる専門的な人材の育成・確保が必要である。 

障害福祉サービスの支給決定に携わる市町職員の資質の向上が必要である。 
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24ページ 
第３章 プランの推進 
１ 基本理念 
全ての県民が、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重しな

がら、笑顔で安心していきいきと暮らせる香川を実現する。 
２ 横断的視点 
まる 障害への理解の促進と障害特性等に配慮した支援 
まる 障害者の自己決定の尊重および障害者の意思決定の支援 
まる ライフステージや施策分野間における切れ目のない支援 
３ 基本目標 
かっこ１ 障害への理解促進と権利擁護 
障害の有無に関わらずお互いに尊重し合う社会を目指し、障害に対する正しい知識の理解促進を

図るとともに、障害者の虐待防止や障害を理由とする差別の解消など障害者の権利擁護を推進す

る。 
かっこ２ 地域での生活支援 
障害者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、障害者に対する相談支援

体制を整備するとともに、生活の場や活動の場の確保のための支援や、医療や保健など様々な分

野と連携したサービスの充実を図り、障害者の地域での生活を支援する。 
かっこ３ 教育、就労、社会参加の促進 
障害特性等に配慮した療育や教育を行うほか、障害者が積極的にいきいきと暮らせる社会を目指

し、障害者がその能力を発揮できるよう就労支援の充実を図るとともに、スポーツや文化芸術活

動の推進等を通して障害者の社会参加を支援する。 
かっこ４ 安心・安全な生活を支える環境の整備 
障害者が安心して健やかに暮らせる社会を目指し、保健・医療の充実を図るほか、経済的な支援

や障害者が安心して生活できる環境づくりなどを進めるとともに、障害者を支える人材の育成・

確保に努め、障害者が安心して暮らせる安全な生活環境の整備を推進する。 
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25ページ 
４ 施策の体系 
基本目標１ 障害への理解促進と権利擁護 
かっこ１ 障害に対する正しい知識の普及・理解促進 
まる１ 啓発、広報活動の推進 まる２ 多様な障害や障害特性に対する理解促進 
かっこ２ 権利擁護の推進 
まる１ 成年後見制度の利用促進 まる２ 虐待防止施策の推進 まる３ 差別解消施策の推進

基本目標２ 地域での生活支援 
かっこ１ 地域の支援体制の充実 
まる１ 地域の相談支援体制の整備 まる２ 多様な障害に応じた相談体制の整備 まる３ 

様々な分野との連携体制の整備 
かっこ２ 生活の場や活動の場の確保 
まる１ 地域生活移行・定着の促進 まる２ 住まいの場の確保 
かっこ３ 障害福祉サービス等の充実 
まる１ 身近な地域でのサービスの充実 まる２ 施設サービスの充実 まる３ 将来を見据え

た障害福祉サービスの提供 まる４ 県立施設の特色あるサービスの提供 まる５ 障害児への

支援 まる６ 重度障害児者・医療的ケアじ等への支援 
基本目標３ 教育、就労、社会参加の促進 
かっこ１ 療育・教育の充実 
まる１ 地域の療育支援体制の整備・充実 まる２ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推

進 
かっこ２ 雇用・就労の促進 
まる１ 企業等への就労の促進 まる２ 福祉的就労の充実 まる３ 障害者の新たな雇用機会

の創出 
かっこ３ 社会参加の促進 
まる１ 障害者スポーツの振興 まる２ 障害者の生活体験の拡充 まる３ 障害者による文化

芸術活動の推進 まる４ 交流活動の促進 
基本目標４ 安心・安全な生活を支える環境の整備 
かっこ１ 保健・医療の充実 
まる１ 適切な保健・医療の充実 まる２ 精神保健福祉の推進 
かっこ２ 安心して生活できる環境づくり 
まる１ 経済的な支援 まる２ 家族支援の充実 まる３ 施設のバリアフリーの向上  
まる４ 障害の特性に応じた情報の提供 まる５ 災害や感染症への対策の充実 まる６ 防

犯・交通安全対策の推進 
かっこ３ 人材の育成・確保 
まる１ 障害福祉人材の育成・確保 まる２ 医療的人材の育成・確保 まる３ 自治体職員の

スキルアップ まる４ 身近な地域で支える人材の育成・確保 
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26ページ 
５ 施策の推進 
基本目標１ 障害への理解促進と権利擁護 
かっこ１ 障害に対する正しい知識の普及・理解促進 
まる１ 啓発、広報活動の推進  
・障害の有無にかかわらず、県民誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の理念の

普及を図るとともに、障害および障害者に対する県民の理解を促進するため、さまざまな機会を

通じて、啓発、広報活動を推進します。 
・「香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」に沿って、障害者や障

害についての理解促進を図るため、県広報誌や団体の会報誌を活用した広報、ニーズに応じた出

前形式での説明会の開催などによる啓発・広報活動を実施します。 
・障害および障害者に対する県民の理解を促進するため、条例に基づく「さべかい・ともいきガ

イドブック」を県ホームページに掲載し、障害特性や障害別対応の留意点などについて、県民に

周知を図ります。 
・医療関係者、教育関係者、企業関係者の障害および障害者に対する理解を促進するため、国や

関係機関に対して協力を呼びかけます。 
・「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週間のポスター」の募集を通じて、障害および障害者に

対する県民の理解の促進を図るとともに、入賞作品を県ホームページや各種行事で展示します。 
・障害者の人権をはじめ、すべての人の人権が尊重される社会を実現するため、障害者週間(12月
3日～9日）を中心に「じんけんフェスタ」などの県民参加型のイベントを開催するほか、あらゆ
る機会を活用して障害の有無にかかわらずすべての人が交流できる機会を広げます。 
・「こころの健康展」や「県精神保健福祉大会」等の行事や精神保健福祉センター、保健所、各市

町等による普及啓発活動を通じて、精神障害に関する正しい理解を促進します。 
・身体障害者福祉に関する県民の理解を深めることを目的として、障害者福祉の向上に功績のあ

った方々の顕彰などを行う「県身体障害者福祉大会」を開催します。 
・外見から援助や支援を必要としていることが分からない片が、適切な援助や配慮が受けられる

よう、ヘルプマークの普及・啓発に努めます。 
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27ページ 
まる２ 多様な障害や障害特性に対する理解促進 
・視覚障害者福祉センター・聴覚障害者福祉センターにおいて、地域との交流を通して視覚・聴

覚障害児者や視覚・聴覚障害についての理解促進に努めます。 
・身体障害者補助県（盲導犬、聴どう県、介助県）に対する理解が促進されるよう、普及啓発に

努めます。 
・発達障害に関する正しい理解を促進するため、各種研修会や世界自閉症啓発デーの取組み等を

通して広く普及啓発に努めます。また、研修等で得た知識を活かしてさらに支援の輪が広がる方

策についても検討していきます。 
・各学校や幼稚園等の管理職をはじめ、すべての教員に対する研修により、発達障害を含む障害

による学習上、生活上の困難についての理解促進を図ります。 
・高次脳機能障害者を支援する専門的な職員を養成するための研修を行うとともに、広く県民に

高次脳機能障害を周知するための講演会を開催します。 
・早期に相談につながるように、ひきこもりに関する相談窓口や支援情報の情報発信や普及啓発

に努めます。また市町、保健所、市町社会福祉協議会等職員へ対応能力向上のための研修を行う

とともに、住民への理解を促す講演会を開催します。 
・難病患者に対する医療費助成、各種福祉サービス、相談体制、医療提供体制などの周知を行う

とともに、病名や病態、症状の変化や進行など難病特有の症状についての理解促進に努めます。 
・アルコール、薬物、ギャンブル、ネット・ゲーム等の依存症に関する正しい知識を深めるた

め、あらゆる機会を活用して普及啓発を図ります。 
・各学校における人権教育の年間指導計画に基づく研修プログラムの作成や、これに沿った職員

研修が適切に行われるように、県教育委員会が主催する研修会を通じて、その支援に努めます。 
・児童生徒が障害者との交流等の実体験を通して、障害者を取り巻く現況における課題の発見や

その解決法を探求することで、障害者に対する適切な対応や支援方法を身につける学習を充実さ

せます。  
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28ページ 
かっこ２ 権利擁護の推進 
・全ての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人と

して尊重され、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、支え

合いながら共生する社会を実現するため、権利擁護の促進に努めます。また、市町の権利擁護の

推進への取組みを支援します。 
まる１ 成年後見制度の利用促進  
・契約の締結や財産管理等に必要な判断能力が低下している障害者のために、成年後見制度に関

するパンフレットやホームページによる情報提供を行い、利用方法等の一層の周知を図るほか、

県社会福祉協議会内の権利擁護・成年後見支援センターをはじめとする関係団体から構成される

「かがわ後見ネットワーク」と連携し、成年後見制度を活用し、障害者に対する支援を行います。 
・市町における成年後見制度利用促進基本計画の策定の支援や、成年後見制度における後見等の

業務を適正に行う市町社会福祉協議会や民間団体を支援するとともに、法人後見の活動を安定的

に実施するためのネットワークを支援します。 
・知的障害者や精神障害者等のうち判断能力が不十分な者を対象に、福祉サービスの利用援助や

日常的な金銭管理などを行う日常生活自立支援事業について、より多くの対象者が利用できるよ

う、広報・啓発活動を行うとともに、潜在的なニーズを発掘し支援の開始に結び付けられるよう、

県・市町社会福祉協議会その他関係機関との連携に努めます。 
まる２ 虐待防止施策の推進 
・障害者に対する虐待防止を推進するため、障害者権利擁護センターを中心として、市町障害者

虐待防止センターや香川労働局等と連携し、障害者虐待について、その未然防止、早期発見およ

び迅速な対応、その後の適切な支援が図られるよう努めます。 
また、障害福祉相談所や子ども女性相談センターにおいて、市町や関係事業所等と連携し、障害

のある人への虐待の発見やその未然防止に努めるほか、専門的見地から助言・指導を行い、再発

防止が図られるよう努めます。 
・市町障害者虐待防止センターにおいて、虐待に関する通報や届出の受理、障害者および養護者

に対する相談、指導・助言等、障害者虐待の防止および養護者に対する支援が適切に行われるよ

う必要な支援を行います。 
・県自立支援協議会権利擁護部会を開催し、市町が設置する自立支援協議会と情報の共有化を図

り、障害者虐待を防止するための体制づくりや権利擁護の普及啓発を推進します。 
  

- 28 - 
 

 

28

第
3
章



29ページ 
・障害者虐待防止の取組みを推進するため、関係機関からなる香川県障害者虐待防止連絡調整会

議を通じて、情報共有や緊急連絡等に関する協力体制の整備・充実を図ります。 
・障害者虐待防止や権利擁護に関する研修を実施し、人材養成を図るとともに、県弁護士会や医

療関係者等の協力を得て、法的、医学的な専門的助言を行い、市町、関係機関の専門性の強化を

図ります。 
・障害福祉サービス事業所等に対し、利用者の権利擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置や

虐待防止マニュアルの作成、従業者に対する研修の実施を指導します。また、指導監査時におい

て職員や利用者からの聴き取りを行うなどして実態を把握し、虐待の防止に努めます。 
まる３ 差別解消施策の推進 
・関係機関からなる協議会を組織し、障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止・解決等

を推進するためのネットワークを構築し、地域全体の相談・紛争解決機能の向上を図ります。 
・講習会等を開催し、障害を理由とする差別の解消や合理的配慮について、より分かりやすく県

民の理解が広まるよう普及啓発に取り組みます。 
・学校教育において、障害を理由とする差別について児童生徒の関心と理解を深め、差別解消を

図るための教育の充実を図ります。 
・県職員が適切に対応できるよう、不当な差別的取扱いの具体例や合理的配慮の好事例を示すな

ど、各職員研修を通じ、職員の資質向上に努めます。  
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30ページ 
基本目標２ 地域での生活支援 
かっこ１ 地域の支援体制の充実 
まる１ 地域の相談支援体制の整備  
・市町が設置する協議会を中心に、関係者のネットワークを生かし、障害児者に身近な市町で、

障害の種別にかかわらず、ライフステージのそれぞれの場面で相談支援を行う体制の充実を図り

ます。 
・地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務および成年後見制度利用支援事業等を実施

し、支援困難事例への対応や相談支援事業者への助言等を行う基幹相談支援センターの設置を促

進するなどして、市町における相談支援体制の充実を図ります。 
・障害者の身近な相談に応じる身体障害者相談員および知的障害者相談員制度について、普及啓

発に努めるとともに、制度が効果的に活用されるよう、相談支援体制の充実について、市町に働

きかけます。 
・市町が実施する乳幼児健康診査等において、発達障害を含むさまざまな障害の早期発見や早期

対応ができるよう、実施体制の整備を促進するとともに、発達が気になる子ども及びその保護者

支援に関わる人材の育成を推進します。また、早期療育を一層充実させるため、子どもの発達に

関わる多機関が連携して支援を行うことができる体制を強化します。 
・市町障害者虐待防止センターにおいて、虐待に関する通報や届出の受理、障害者および養護者

に対する相談、指導・助言等が適切に行われるよう、県が主催する研修会などを通じ、対応力を

向上するとともに、市町および関係機関等との協力体制の充実を図ります。 
・障害福祉相談所は、市町などの求めに応じ、身体障害児者や知的障害児者、障害者の権利擁護

等に関して、専門的な知識や技術を必要とする相談を行います。 
・精神保健福祉センターは、市町などの求めに応じ、心の健康づくりなど精神保健福祉相談につ

いて、専門的な知識や技術を必要とする相談を行います。 
・障害者社会参加推進センターは、必要に応じ、法律相談をはじめとした専門的な相談を実施し

ます。 
・かがわ総合リハビリテーション福祉センターは、身近な日常生活用具や福祉用具について、作

業療法士等が必要に応じて家庭などに訪問し相談を実施します。 
・障害者権利擁護センターは、虐待に関する通報や届出を受理し、虐待を受けた障害者に対して

適切な支援を行うとともに、福祉事務所、精神保健福祉センター等関係機関とネットワークを構

築し、連絡調整を行うなど、虐待の未然防止ならびに障害者およびその保護者に対する支援を行

います。  
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31ページ 
まる２ 多様な障害に応じた相談体制の整備 
・発達障害者支援センターにおいて、発達障害児者や家族等に対する相談支援、発達支援、就労

支援などの個別支援を行うとともに、地域で発達障害支援を行っている機関等からの相談を受け

助言を行います。また、発達障害者支援の中核的・専門的機関として、地域支援体制マネジメン

トチームと協力し、発達障害児者が身近な地域で一貫した支援が受けられるよう、各市町行政を

支援する中で地域の相談支援体制整備を推進していきます。 
・ひきこもり地域支援センターを中心として、各市町や保健所等と連携し、ひきこもり本人や家

族からの相談に応じるとともに、ひきこもりに関する支援者やひきこもりサポーターの対応力向

上のために研修を行うなど、ひきこもりに関する専門的な知識や技術を必要とする相談、広域的

な課題について市町に助言するなど、積極的に支援します。 
・精神保健福祉センターや保健所において、関係機関と連携し、アルコール、薬物、ギャンブ

ル、ネット・ゲーム等の依存症に関する相談支援を実施するとともに、相談支援に必要な人材養

成を行います。 
・地域における身近な障害児支援の中核的な専門施設として、通所利用の障害児への支援だけで

なく、地域の障害児やその家族を対象とした支援や、保育所等に通う障害児に対して訪問等によ

る支援を行う児童発達支援センターの設置を促進します。 
・難病診療連携コーディネーター・難病診療カウンセラーを難病診療連携拠点病院に配置し、難

病患者のさまざまなニーズに対応した相談や支援を通じて、地域で生活する難病患者等を支援し

ます。 
・地域が抱える課題が複雑化複合化しており、それらの支援ニーズに対応する包括的な支援体制

を構築するために、市町の地域包括支援センターなどと連携するなど、相談支援体制の強化を働

きかけます。  

- 31 - 
 
31

第
3
章



32ページ 
まる３ さまざまな分野との連携体制の整備 
・県全体の相談支援体制づくりを話し合う県自立支援協議会の活動の充実を図り、広域的な課題

の解決を図ります。また、県自立支援協議会と市町が設置する協議会との連携を深めるため、地

域の核となる相談支援専門員を圏域マネージャーとして配置し、障害者のニーズに応じた支援が

受けられるよう努めます。 
・精神障害者（発達障害および高次脳機能障害を含む）が地域の一員として安心して自分らしい

生活ができるよう地域包括ケアシステムを構築するため、圏域ごとに設置された保健、医療、障

害福祉の各分野が連携した協議の場を中心に、支援体制の整備や課題に対する必要な取り組み実

践できるように働きかけを行います。 
・発達障害者支援連携協議会において、福祉、保健、医療、教育、労働関係等関係機関との連携

を強化し、ライフステージの切り替わりに必要な支援を行うよう努めます。 
・かがわ総合リハビリテーションセンターに設置している高次脳機能障害相談窓口を活用し、高

次脳機能障害者への専門的な相談支援を行うとともに、福祉、保健、医療、教育、労働機関等と

の支援ネットワークを強化し、地域において継続的な支援が図られるよう努めます。 
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33ページ 
かっこ２ 生活の場や活動の場の確保 
まる１ 地域生活移行・定着の促進 
・障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるために、地域相談支援（地域移行支援や地域定着支

援）を行う相談支援事業の活動を促進するとともに、県自立支援協議会と市町が設置する協議会

との連携を強化し、精神科病院や入所施設等から地域生活へ移行できるよう、地域生活への移

行・定着を促進します。 
・ノーマライゼーションの理念に基づき、地域住民や施設・病院関係者、保護者等に対する理解

促進を図るため、地域移行の普及啓発活動や研修等を実施して、施設や病院等からの地域生活移

行を促進します。 
・障害者支援施設においては、自立や地域生活のための力をつけることを目標に含め、入所者の

障害特性や能力に応じた適切な個別支援計画を作成し、定期的に地域生活の可能性等を検討する

よう指導します。また、入所者が地域生活に向けて個別に訓練を行う自立訓練を促進します。 
・障害者の生きがいのある地域生活と社会参加の促進が図られる必要があることから、かがわ   

総合リハビリテーションセンター成人支援施設において、社会リハビリテーションや職業リハビ

リテーションを実施し、高次脳機能障害者を含む事故や病気を原因とする中途障害者が、再び地

域生活や職場復帰ができるよう努めます。 
・障害者支援施設について、障害者と地域住民との交流の場として活用するとともに、施設の持

つ専門機能を地域に還元するなどして、地域で暮らす障害者を支援する活動に積極的に取り組む

よう促します。 
・精神障害者が安心して地域で日常生活を送れるよう、夜間や休日等の緊急時の医療を確保する

ため、精神科救急医療システムの適切な運用に努めます。 
・高齢や障害により特別な支援が必要な矯正施設退所予定者に対し、福祉的支援を行う地域生活

定着支援センターの活動を推進し、福祉関係機関、保護観察所および矯正施設等の関係機関と密

接に連携しながら、退所後のサービス利用についての調整等を行います。  
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34ページ 
まる２ 住まいの場の確保 
・障害者の地域における住まいの場として、グループホームの整備を促進するとともに、障害者

やその家族が地域で安心して生活できるように居住支援機能と地域支援機能を併せ持つ地域生活

支援拠点等の市町における整備を促進します。 
・県関係各課や市町、県社会福祉協議会等の関係団体が連携し、居住支援協議会等を通じ住宅セ

ーフティネット制度を活用した居住支援活動体制を整備します。 
・県営住宅について、登録入居制度を通じて障害者の入居に配慮するとともに、障害者のニーズ

に応じてグループホーム事業等への活用に努めます。 
・障害福祉相談所では、施設やグループホームの空き情報等を提供します。  
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35ページ 
かっこ３ 障害福祉サービス等の充実 
まる１ 身近な地域でのサービスの充実 
・障害者が地域においてライフステージに応じた適切な支援を受けることができるよう、市町と

連携し、核圏域に、市町が設置する協議会の場を通して、総合的なサービス提供体制の整備を促

進します。 
・必要な障害福祉サービスのサービス量を確保するため、共生型サービス事業所を含め指定事業

者の拡充に努め、職員研修や実地指導を行います。 
・障害者が、その個性やニーズに応じたサービスをできるだけ身近なところで選択できるよう、

訪問系、通所系、相談系事業所の量的・質的な充実を図り、利用者一人ひとりに効果的・効率的

にサービスを提供できるよう指定事業者の拡充に努めます。 
・障害者が自宅において可能な限り自立した生活を送ることができるように、ヘルパーが自宅を

訪問し、生活全般にわたる援助を行う居宅介護等、屋外で積極的な活動を営めるよう支援する行

動援護や同行援護、地域生活支援事業の移動支援、身体機能を補う補装具の支給、障害者の生活

の利便性を高め、介護者の介護負担の軽減につながる日常生活用具の給付等の効果的な実施を市

町に働きかけます。 
・自宅で介護を行う者が疾病等で介護ができない場合などに障害者が施設に短期間入所する短期

入所（ショートステイ）について、利用者が必要とする情報の発信に努め、施設や病院のくうし

ょう活用等も行いつつ、ニーズに弾力的に対応できるよう体制の整備に努めます。 
・障害者が身近な地域において、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の

サービスを受けることができるよう、市町と連携し、地域活動支援センターの利用の促進を図り

ます。 
・適切な指導監査や障害福祉サービス従事者の資質向上のための研修等を通じて、在宅サービス

の質の確保・向上を図ります。 
・県と市町がそれぞれの役割に応じ、障害のある人が、いきいきとした日常生活や社会生活を営

むことができるよう、障害者のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた地域生活支援事業等を充実

させます。 
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36ページ 
まる２ 施設サービスの充実 
・障害者施設の整備に当たっては、住み慣れた地域でそれぞれの障害特性に応じて、自分らしく

生活していけるよう、日中活動系サービスを中心に推進し、施設入所支援については、地域の実

情に応じ、真に必要なものについて行うこととします。 
・今後、施設に入所している障害者が高齢化することを踏まえ、共生型サービス事業所の指定や

施設職員の資質向上、本人の意思決定の尊重など、障害者に対する適切な処遇の確保対策につい

て検討します。 
・障害者支援施設等において適切な施設運営や個別支援計画に基づいた利用者ほんいの適切な支

援が行われるよう、指導監査を効果的に実施するとともに、あわせて、虐待などが起こらないよ

う施設の指導を徹底します。 
・障害者支援施設等に対して、サービス内容に関する自己評価の導入や福祉サービス第三者評価

の活用を促すとともに、苦情相談窓口や第三者委員の設置の指導、運営適正化委員会における苦

情解決等を通じて、サービスの質の確保・向上を図ります。 
・既存の障害者支援施設の改築等の際には、可能な限り居室の個室化やバリアフリー化、安全性

の確保など、施設の環境改善に積極的に取り組むよう促します。また、在宅の障害者への支援や

地域社会との交流など、地域に開かれた施設運営に努めるよう促します。 
 
まる３ 将来を見据えた障害福祉サービスの提供 
・高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉両

方の制度に共生型サービス事業所が創設されていることから、事業所の指定によりニーズに応じ

たサービスの提供につなげます。 
・障害者の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、障害児者の地域生活支援を推進する観点か

ら、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供でき

る仕組みを構築するため、地域支援のための拠点の整備や、地域の事業者が機能を分担して面的

な支援を行う体制等の整備を促進するとともに、機能の一層の充実を図る。 
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37ページ 
まる４ 県立施設の特色あるサービスの提供 
・かがわ総合リハビリテーションセンターでは、医療と福祉の拠点機能を生かして、障害児者に

対する医学的リハビリテーション、社会リハビリテーション、職業リハビリテーション等の実施

の他、相談支援、生きがいづくりや交流の場の提供など幅広いサービスを総合的に提供すること

により、自立を支援し、社会参加を促進するとともに、地域共生社会の実現に向けて拠点機能の

充実・強化を図ります。 
・かがわ総合リハビリテーション成人支援施設では、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移

行支援の各事業を体系的に運営することにより、障害者の自立と、地域生活から就労までの社会

参加を総合的に支援していきます。また、そのために、他機関との連携を強化していくと共に更

なる利用促進に向け情報提供を行います。 
・かがわ総合リハビリテーション福祉センターでは、障害児者が身近な地域での社会参加ができ

るよう、各地域での活動の場づくりや支援者育成を行うとともにライフステージを通した重度の

在宅障害者に必要な支援ネットワークづくりに努めます。また、発達障害者支援センターや高次

脳機能障害相談窓口では、身近な地域で支援が受けられるよう体制整備を行います。 
・ふじみ園では、知的障害者を中心に、生活介護、就労継続支援（Ｂ型）などの日中活動と施設

入所支援のほか、高齢化・重度化する障害者支援ニーズに対応できる専門支援人材の確保および

施設環境の整備充実を促進します。 
・たまもえんでは、重度の身体障害者を中心に生活介護、施設入所支援を実施するほか、利用者

の高齢化、重度化や知的障害を有する重複障害者への対応ができる人材の育成に努めます。 
さらに、地域の中核的な施設として、地域移行や在宅障害者への支援に努めるとともに、地域住

民に対し、行事等を通じ、障害への理解を促進します。 
・川鍋みどり園では、重度の知的障害児者の支援に加え、さまざまなニーズを持った障害者が地

域での生活を実現できるよう、生活訓練などの支援に取り組むとともに、虐待を受けた障害児や

家庭での養育が困難な障害児の支援に努めます。 
また、利用者のニーズの変化に応じたサービスが提供できるよう、支援環境の充実を図ります。 
・指定管理者制度を導入している施設について、県立施設としての意義と役割を踏まえ、利用者

のニーズの変化等に応じたより良いサービスの提供に努めます。  
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38ページ 
まる５ 障害児への支援 
・地域において通園できる療育の場として、放課後糖デイサービスや児童発達支援の普及を図る

とともに、子ども女性相談センターとの連携をとりつつ、これら障害児通所支援の利用を促進し

ます。 
・放課後児童クラブにおいて、市町や施設と連携して、障害児の受入体制の充実に努めます。 
・児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、児童発達支援

センターの設置を促進します。 
・障害児の地域社会への参加を推進するため保育所糖訪問支援の利用ができるような体制の確保

に努めます。 
・幼少期や学齢期において、言語やコミュニケーション能力の習得や学習機会の確保をするため

に、身体障害者手帳の交付に該当しない軽度・中等度の難聴じが補聴器の購入に要する費用の一

部を助成します。 
・市町が実施する新生児聴覚スクリーニング検査において、先天性の聴覚障害を早期発見や早期

対応ができるよう、実施体制の整備を促進するとともに、聴覚障害児に対する早期療育の推進に

取り組みます。  
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39ページ 
まる６ 重度障害児者・医療的ケアじ等への支援 
・重度の障害者が自宅において、自分らしい生活を送ることができるよう、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、重度障害者糖包括支援のサービスの普及に努めます。 
・在宅の重症心身障害児者等の短期入所（ショートステイ）について、ニーズに対応できるよう

体制の確保に努めます。 
・かがわ総合リハビリテーションこども支援施設及び療養介護施設において、重症心身障害児者

に対して、障害特性やニーズを踏まえ、障害福祉サービス提供の充実を図ります。 
・かがわ総合リハビリテーション福祉センターにおいて、在宅で情報通信技術を活用した就労を

めざす重度の障害者を支援します。また、就労系の福祉サービス事業所や企業等と連携し、県内

の普及啓発、体制整備およびネットワーク構築に努めます 
・在宅の重症心身障害児が日常生活動作等に関する適切な訓練等を受けることができるよう、児

童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び放課後等デイサービスの充実に努めます。 
・医療技術の進歩を背景として、日常的に、たんの吸引や、けいかん栄養など医療的ケアが必要

な障害児等が適切な支援が受けられるよう、保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関が連携

し、支援体制の構築に努めます。 
・医療的ケアじ等やその家族等が地域で安心して暮らし続けられるよう、医療的ケアじ等に対す

る専門的な知識と経験を持つ医療的ケアじ等コーディネーターの養成を行います。 
・医療的ケアじ等やその家族、医療的ケアじ等コーディネーターなどへの総合的な支援を行うた

めのプラットフォームづくりを進めます。 
・プラットフォームを活用して、家族同士の情報交換や交流の場の提供など、医療的ケアじ等や

その家族への支援を行います。また、支援者に対して適切な情報提供を行います。 
・医療的ケアじ等やその家族等が、ライフステージを通じて適切な支援が受けられるよう、保

健、医療、福祉、保育、教育等を担う人材の確保と資質の向上に努めます。  
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40ページ 
基本目標３ 教育、就労、社会参加の促進 
かっこ１ 療育・教育の充実 
まる１ 地域の療育支援体制の整備・充実 
・市町が実施する乳幼児健康診査等において、発達障害を含むさまざまな障害の早期発見や早期

対応ができるよう、実施体制の整備を促進するとともに、発達が気になる子ども及びその保護者

支援に関わる人材の育成を推進します。また、早期療育を一層充実させるため、子どもの発達に

関わる多機関が連携して支援を行うことができる体制を強化します。 
・障害児に対しては、個別の支援計画に基づいた適切な保育が行われるよう、監査等を通じて保

育所等に指導します。 
・地域において通園できる療育の場として、放課後糖デイサービスや児童発達支援の普及を図る

とともに、これら障害児通所支援の利用を促進します。 
・児童発達支援センターの設置を促進し、医療機関や保健所等と連携を図りながら保育所糖訪問

支援や専門的支援を行うことにより、発達に不安のある子どもへの早期対応や専門的な訓練等が

必要な学齢期の児童に対する適切な対応に努めます。 
・在宅の障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等を受けることができ

るよう、社会福祉法人等に委託して、訪問や来所による各種の相談・指導を行います。 
・放課後児童クラブにおいて、市町や施設と連携して、障害児の受け入れ体制の充実に努めま

す。  
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41ページ 
まる２ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 
・小・厨・高等学校の通常の学級や通級による指導、小・中学校の特別支援学級、特別支援学校

などの多様な学びの場において、障害により教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒の持て

る力を最大限に高めることができるよう、I・C・Tの活用を含め、一層効果的な指導や支援に努
めます。 
・「個別の教育支援計画」等を活用し、教育、福祉、医療、保健、労働等の関係機関等が緊密に

連携し、就学前から社会参加まで、特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒一人ひとりのニ

ーズに応じた切れ目のない支援を行います。 
・特別支援教育に関する校内委員会等障害により教育上特別な支援を必要とする児童等の教育支

援体制を確立し、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内研修の充実を図るなど、教員

の専門性の向上に努めます。 
・医療的ケアが必要な障害児を受け入れる学校に看護師を適切に配置し、医療的ケアの支援体制

の整備に努めるとともに、医療や福祉など児童生徒に関わる各機関との連携を図ります。 
・障害のある子どもとない子どもの交流及び共同学習の機会を積極的に設けるとともに、学校

（えん）での合理的配慮や基礎的環境整備の充実を図ることで、すべての子どもたちが、多様性

を正しく理解し、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むための教育を推進しま

す。 
・特別支援学校は、地域の特別支援教育の拠点として、センター的機能の一層の充実に努めま

す。また、障害児とその保護者に対し、就学に係る相談・指導を定期的に行うとともに、入学前

に特別支援学校を体験できる機会を設けるなど早期からの一貫した教育支援の充実に努めます。 
・県立特別支援学校の教育環境の充実を図るため、校舎等の施設、設備の整備を行います。ま

た、公立小・中学校の校舎等について、障害のある児童生徒の利用に配慮した施設、設備の整備

を図るよう、市町教育委員会に働きかけます。 
・私立幼稚園において、障害児が就園する機会の拡大を図ります。  
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42ページ 
かっこ２ 雇用・就労の促進 
まる１ 企業等への就労の促進 
・障害者一人ひとりの各ライフステージにおける就労のニーズにきめ細やかに対応するため、就

労支援に係る機関・事業所の取組みが積極的に推進されるよう努めます。 
・香川労働局や県労働所管部局など関係行政機関等とも連携し、障害者雇用に関する情報や取組

状況等の共有化を図るとともに、諸課題の解決に向け協議し、障害者雇用の促進を図ります。 
・関係行政機関と連携し、障害者雇用に関する優遇制度について事業主への周知を図るととも

に、法定雇用率を超えて障害者を雇用するなど、取組みが熱心な事業所を障害者雇用優良企業認

証制度により優良事業所として認定し、県ホームページで公表します。 
・障害者の企業等への就労を促進するため、就労移行支援事業所等の利用者で必要な者をハロー

ワークの支援につなげるなど福祉と雇用の連携を強化するとともに、就労移行支援事業所の利用

を促進し、企業への就労へとつながるよう支援します。 
・就労定着支援事業所を中心に、市町と連携し、就労移行した障害者が職場で定着できるよう支

援に努めます。 
・民間事業所等に対し、専門の支援員等が働きかけ、障害者の働く場の開拓を行うとともに、就

業後の職場定着支援を行い、障害者の職場実習の場の確保・就労定着に努めます。また、関係機

関や事業所と連携し、特別支援学校等の生徒の職場実習受入れなどを促進します。 
・各圏域に設置している障害者就業・生活支援センターの活動の充実を図り、障害者を就業面と

生活面の双方から一体的かつ効果的なサポートを行うことにより企業等への就労を促進し、職場

での定着が図れるよう継続的に支援します。 
・ハローワークを中心とした関係機関のチーム支援、障害者職業センターにおける専門的な就労

支援やジョブコーチの派遣、トライアル雇用の活用等の障害者雇用の支援制度について、事業主

等に対して普及啓発を図ります。 
・障害者雇用の経験がない企業等や就労の経験がない障害者双方の不安を解消し、雇用・就労意

欲を高め、企業等への就労を促進するため、障害者就業・生活支援センターが行う職場実習等が

効果的に実施できるよう支援します。 
・障害者の技能の向上を図るとともに、障害者雇用についての理解を深めるため、全国障害者技

能競技大会（アビリンピック）や香川県障害者技能競技大会（アビリンピックかがわ）への参加

を促進します。  
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43ページ 
・障害者の職業能力の向上を図るため、障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施します。 
・会計年度任用職員としての採用や、特別支援学校からの職場実習の受入れを通じて、知的障害

者等に就労経験の場を提供するとともに、障害者雇用について、企業や県民への啓発を図りま

す。 
・在宅就業を含めた障害者の企業等への就労を促進するために、かがわ総合リハビリテーション

成人支援施設において、県内の関係機関への支援やネットワークづくり、モデル的な支援の実施

等によって、障害者の職業リハビリテーションの推進を図ります。 
 
まる２ 福祉的就労の充実 
・障害者個々の能力に応じた働き方を支援できるよう、就労継続支援事業所の整備を促進しま

す。 
・障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、新分野進出や販路開拓等のノウハウを

持つアドバイザーを派遣するなど、積極的に工賃向上に取り組む施設を重点的に支援するととも

に、工賃全体の底上げのための支援を行います。 
また、必要に応じて就労継続支援Ａ型事業所に対して経営改善計画書の提出を促し、経営改善が

推進されるよう努めます。 
・工賃の向上について、個々の事業所における工賃向上計画の作成を促し、各事業所が計画に基

づいて行う工賃向上の取組みが効果的に推進されるように、令和 3年度から 3年間を実施期間と
する第 4期かがわ工賃向上指針を策定し、事業所の実態に即した施策を講じます。 
・工賃向上のための中核的組織である共同受注窓口の機能を強化し、共同受注窓口を通じた農作

業支援や軽作業等の受注の拡大を図ります。 
・工賃向上に向けた研修事業を行うことにより、障害者就労施設等の職員の意識の向上を図ると

ともに、利用者のモチベーションが高まるよう取り組みます。 
・障害者の働く意欲をより高めるため、生産品を共同で展示、販売するなどさまざまな機会を通

して生産品をＰＲし、販路が拡大できるよう支援します。 
・障害者優先調達推進法に基づき、調達目標額を定めた調達方針をまいねん度策定し、各所属に

設置したハートフル推進員への情報提供や、市町や関係機関等への積極的な働きかけを通じて、

障害者就労施設等が提供する物品・サービスの優先購入を推進します。 
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44ページ 
まる３ 障害者の新たな雇用機会の創出 
・重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策を連携し、企業が障害者雇用納付

金制度に基づく助成金を活用しても支障が残る場合や重度障害者等が自営業者として働く場合

に、職場等における介助や通勤の支援の実施に努めます。 
・就労支援策として、テレワーク研修会やサテライトオフィス開設を促進し、企業等からの仕事

を開拓します。医療的ケア者に対しても同様に働く場の確保に努めます。  
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45ページ 
かっこ３ 社会参加の促進 
まる１ 障害者スポーツの振興 
・「香川県障害者スポーツ協会」を通じ、普及啓発を行うとともに、競技スポーツとしての競技

力の向上を図り、パラリンピックや世界大会などの国際大会で活躍できる障害者スポーツ選手を

育成するなど、東京にーぜろにーぜろパラリンピック以降も、総合的な障害者スポーツの振興を

推進します。 
・有望な障害者スポーツ選手の強化支援や障害特性に応じた指導者の養成により、障害者スポー

ツの競技水準の向上を図り、パラリンピックや世界大会などの国際大会で活躍できる選手を養成

するとともに、毎年、全国障害者スポーツ大会に代表選手団を派遣します。 
・スポーツ教室や地域スポーツ振興事業を開催するなど、障害者のスポーツ参加の促進及び障害

者スポーツ普及の啓発を図るとともに、香川県障害者スポーツ大会や各種レクリエーション大会

等を開催するなど、参加型スポーツの振興を図ります。 
・かがわ総合リハビリテーション福祉センターの体育館やプール等の利用料金の免除を行い、障

害者が気軽にスポーツやレクリエーションを行えるよう支援します。 
 
まる２ 障害者の生活体験の拡充 
・中途失聴者、視覚障害者、音声機能障害者などの方へ、障害特性に応じた生活訓練を実施する

ことにより、障害者の社会参加を促進します。 
・視覚障害者が公共交通機関を積極的に活用できるよう、電車の乗降体験機会の提供などに努め

ます。 
・社会参加の促進を図るため、障害福祉サービス事業所等において、生活体験の機会を増やすよ

う努めます。 
 
まる３ 障害者の文化芸術活動の推進 
・誰もが障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造すること

ができるよう、障害者による文化芸術活動を幅広く促進するように努めます。 
・地域において、障害者が創造する文化芸術の作品等の発表、障害者による文化芸術活動を通じ

た交流等を促進することにより、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に

寄与することに努めます。 
・障害者の文化芸術活動を支援する拠点を整備し、関係機関と連携することで、文化芸術活動に

関する相談支援体制を構築し、県内外の文化芸術活動の場に関する情報の発信、文化芸術活動及

び発表の機会の創設や鑑賞の機会を確保するように努めます。 
  

- 45 - 
 

 

45

第
3
章



46ページ 
・障害者が文化芸術に触れる機会の充実を図るため、県の文化施設などの観覧料の減免を行い、

障害者の文化芸術活動の鑑賞の機会の拡大に努めます。 
・かがわ総合リハビリテーション福祉センターにおいて、文化教室を開催するなど、障害者の文

化・芸術活動の促進を図るとともに、作品や成果を発表する場づくりや同好会支援など、障害者

の文化・芸術活動の振興に努めます。 
・「こころの健康展」や「県精神保健福祉大会」において、障害者の文化活動の成果の発表や作

品を展示する場を提供するとともに、視覚障害者福祉センターや聴覚障害者福祉センターにおい

て文化祭等を開催し、障害者の文化活動を支援します。 
 
まる４ 交流活動の促進 
・障害者団体や障害者本人、家族等の活動に対しさまざまな情報の提供を行い、交流活動の促進

を図ります。また、かがわ総合リハビリテーション福祉センターにおいても、交流企画やイベン

トの開催、会議室等の場の提供を通して交流の促進を図ります。 
・川部みどり園やふじみ園等県立施設の体育館等を地域に開放し、地域住民の健康促進の場とし

て活用を図るとともに、各施設において健康まつり等の地域住民を対象とする行事を実施し、施

設の利用者と地域住民との交流活動を促進します。 
・県立施設等において、ボランティアの受入れを行い、さまざまな交流行事に取り組むほか、地

域の小・中学校と連携し、施設見学等を実施することにより、交流活動を推進します。 
・県ホームページにおいてさまざまな障害者に関する情報提供を行うとともに、障害者社会参加

推進センターにおいて、日常生活に必要な各種の情報を提供する「手帳の交付を受けた片の福祉

便覧」を作成し、市町、関係行政機関等に配布することなどにより、障害者の社会参加を促進し

ます。 
・各障害の代表者等により構成される障害者社会参加推進センターにおいて、障害の種別を問わ

ず、社会参加を促進するための取組みを進めます。  
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47ページ 
基本目標４ 安心・安全な生活を支える環境の整備 
かっこ１ 保健・医療の充実 
まる１ 適切な保健・医療の充実 
・市町と連携し、障害者が自立支援医療を適正に受けられるよう努めます。 
・精神障害者の人権に配慮した適切な医療を確保し、社会復帰や社会参加を促進するため、精神

科病院における入院患者の処遇が適正に行われ、社会復帰に向けたさまざまな取組みが積極的に

推進されるよう努めます。 
・精神障害者が安心して地域で日常生活を送れるよう、夜間や休日において、当事者やその家族

を対象とした精神医療相談窓口を設けるとともに、緊急時の医療を確保するため、精神科救急医

療システムの適切な運用に努めます。 
・県立丸亀病院は、「精神科救急情報センター」として、精神科救急医療システムが円滑に実施

されるよう関係機関との連絡調整を行うとともに、「精神科救急拠点病院」として救急患者の最

終的な受け皿として常時対応します。 
・身体疾患を併せ持つ精神障害者への適切な医療を確保するため、香川大学と連携し、精神科医

療機関と他科医療機関の連携体制の構築を図るとともに、身体合併症拠点病院の整備により、身

体合併症患者の最終的な受け入れ先を確保します。 
・医療関係者や香川大学医学部と連携を図りながら、公立病院や地域の中核病院の勤務医の確保

を図るほか、精神科医師の育成と県内定着に努めます。 
・指定難病患者等に対し、医療費助成による医療費負担の軽減を図るとともに、難病相談支援ネ

ットワーク事業等により、医療体制の充実や相談支援の充実に努めます。 
・香川県難病対策連絡協議会において、難病患者に対する医療確保のための連絡調整を行うとと

もに、県内における難病の医療提供体制のあり方等についても検討を進めます。 
・臓器機能の低下に対する効果的な治療法である臓器移植や、血液難病に対する効果的な治療法

である造血幹細胞移植について、県民、特に若年層への正しい知識の普及啓発と意思表示等の促

進に取組みます。また、臓器移植については、医療機関等と連携した円滑な提供が行われる体制

の整備、造血幹細胞移植については、市町等と連携した骨髄等を提供しやすい環境の整備に努め

ます。  
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48ページ 
・強度行動障害者など特別に配慮された支援が必要な障害者について、福祉と保健・医療との連

携強化に努めます。 
・虐待を受けた障害児等に対して、障害児入所施設において心理的ケアを提供するなどにより、

障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行えるよう努めます。 
・かがわ総合リハビリテーション病院において、総合的なリハビリテーションを提供し、機能回

復及び日常生活動作や生活の質の向上に努めます。また、障害児者の利便性を向上するため、診

療科目の確保に努めます。さらに、障害者歯科治療の充実に努めます。 
・依存症治療拠点機関や依存症専門医療機関の整備を図ることにより、拠点となる病院を中心と

した依存症の医療提供体制の構築に取り組みます。 
まる２ 精神保健福祉の推進 
・精神保健福祉センター、保健所、市町等の関係機関において、こころの健康に関する問題（う

つ病や統合失調症、思春期のメンタルヘルス等）を、気軽に相談できる体制の充実に努めます。 
・精神障害者が、地域でさまざまな活動に参加したり、安定した日常生活を送ることができるよ

う、当事者グループ、家族会、だんしゅかい等の自助活動の支援に努めます。 
 また、同じ体験を持つ者同士が支え合う精神障害者ピアサポーターを養成し、ピアサポーター

を通じて地域移行・地域定着の促進、精神障害者の理解などを進めます。 
・精神保健福祉センターや保健所において、関係機関と連携し、思春期におけるさまざまな問題

への対策や、依存症対策を実施するとともに、こころの健康に関する普及啓発活動を行います。 
・ひきこもり地域支援センターを中心として、各市町や保健所等と連携し、ひきこもり本人や家

族からの相談に応じるとともに、ひきこもりに関する支援者やひきこもりサポーターの対応能力

向上のために研修を行うなど、ひきこもりに関する専門的な知識や技術を必要とする相談、広域

的な課題について市町に助言するなど、積極的に支援します。 
・うつ病については、理解を深めるための普及啓発に努めるとともに、早期に適切な治療ができ

るよう、一般かかりつけ医と精神科医との連携強化を図るなどの対策を実施します。 
・香川県自殺対策連絡協議会を中心に、関係機関が自殺対策についての情報交換や有効な施策に

ついての協議を行い、自殺対策を推進します。 
・地域で生活する精神障害者に対する相談対応や訪問による支援を推進し、精神障害者の地域で

の生活の安定や定着が図られるよう努めます。  
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49ページ 
・精神保健福祉センターは、県内の精神保健および精神障害者の福祉に関する中核的な機関とし

て、地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神科医療の推進、社会復帰の

促進のための業務等を実施します。 
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のため、核圏域に設置した 保健・医療・
福祉関係者等による協議の場において、核圏域の課題や強みから取り組むべきことを関係者間で

明確化し共有するとともに、目標と評価を設定し、効果的に実施できるように協議の場の活性化

を図ります。  
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50ページ 
かっこ２ 安心して生活できる環境づくり 
まる１ 経済的な支援 
・身体や精神に中程度以上の障害のある障害児を監護している父母又は養育者に対し、特別児童

扶養手当を支給するとともに、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする障害児者に対

し、特別障害者手当等を支給します。 
・障害者の生計の基礎となる障害基礎年金等について、その制度の周知を図り、活用を促進する

ことにより、障害者の経済的自立を支援します。 
・心身障害者を扶養する者が、その生存中、一定の掛金を納付し、扶養者が死亡あるいは重度障

害になったとき、心身障害者に終身年金を支給する「心身障害者扶養共済制度」の円滑な運用に

努めます。 
・障害者世帯などの経済的自立や社会参加を促す「生活福祉資金貸付制度」の普及啓発に努める

とともに制度の安定的な運営を図ります。 
・障害者の経済的負担の軽減を図るため、一定要件のもとで自動車税、自動車取得税を減免する

ほか、ＪＲの運賃割引制度、ＮＨＫの放送受信料減免制度等について、制度の周知を図ります。 
・障害者の医療費の軽減を図るため、重度心身障害者等に対し、医療費の自己負担分の一部を給

付します。 
まる２ 家族支援の充実 
・ひきこもり地域支援センターや各保健所などで家族支援の研修会、家族のグループワークや家

族が集う場を提供します。 
・高次脳機能障害者の家族会にさまざまな情報を提供し、家族会活動を支援します。  
・市町と連携し、在宅の障害児者の介護等を行っている家族が過重な負担を感じたり孤立化しな

いよう、障害福祉サービスなどに関する情報提供を行うとともに、さまざまなニーズに弾力的に

対応できるよう、日中いちじ預かりやショートステイ、ホームヘルプサービスなどのサービスの

提供を促進します。 
・かがわ総合リハビリテーション福祉センターにおいて、障害者の生活の利便性を高め、介護者

の負担軽減につながるような福祉機器・福祉用具に関する情報提供、利用支援に努めます。 
・ペアレントメンター（信頼のおける相談相手としての先輩保護者）の養成・派遣による相談支

援を行うなど、発達障害児者の家族支援の充実を図ります。また、ニーズに応じた場を提供する

など、家族に対する支援体制の構築を推進していきます。 
・保護者自身が子どもの発達特性を理解し、必要な知識や方法を身に付け適切な対応ができるよ

う、保護者支援に関わる支援者向けにペアレントプログラム等を実施し、家族等に対する支援体

制充実に努めます。 
  

- 50 - 
 

 

50

第
3
章



51ページ 
まる３ 施設バリアフリーの向上 
・福祉のまちづくりを推進するため、幅広い広報・啓発活動を行うとともに「香川県福祉のまち

づくり条例」に基づいた、公共的施設や公共交通機関などのバリアフリー化を促進します。 
・ユニバーサルデザインの理念の普及を促進するとともに、施設整備や情報提供、ものづくりな

どあらゆる面において、ユニバーサルデザインに配慮した、誰もが暮らしやすいまちづくりを推

進します。 
・障害者などの移動に配慮した社会づくりを推進するため、「かがわ思いやり駐車場制度」の普

及と適切な駐車場利用の促進を図るとともに、新規協力施設の確保に努めます。 
・人々の憩いや交流の場となる公園施設の新たな整備や改修に当たっては、障害者や高齢者にと

って利用しやすいようにバリアフリー化を図ります。 
・重度の障害のある片が、住み慣れた住宅で暮らし続けることができるよう、市町と連携し、住

宅改修に対する助成制度の活用を促進します。 
・障害者等の住宅に対するさまざまな疑問や不安に対し、建築士が適切な助言を行う「住宅相

談」を定期的に実施します。 
・住宅確保用配慮者居住支援協議会の活用により、福祉部局と住宅部局が連携して、障害者に配

慮した住宅のニーズを把握し、「改正住宅セーフティネット法」に基づく障害者向けの賃貸住宅

の供給を促進するとともに、公営住宅では、引き続き、長寿命化計画等に基づき、段差解消や手

すりの設置などバリアフリー化を進め、障害者の入居に配慮します。 
・公共交通機関が障害者や高齢者に利用しやすいものとなるよう、駅舎や船のバリアフリー化、

低床バスの導入などに向け、関係機関に対し理解と協力を求めます。 
 
まる４ 防犯・交通安全対策の推進 
・障害者の外出等に必要な介助等の支援を行うため、市町と連携し、同行援護、行動援護や移動

支援の利用を促進するとともに、それに携わる人材の育成を行います。 
・身体障害者補助県（盲導犬、介助県、ちょうどう県）の利用促進を図るとともに、補助県に対

する理解が促進されるよう普及啓発に努めます。  
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52ページ 
・県ホームページについて、障害者が必要とする県政情報を容易に入手できるよう、ウェブアク

セシビリティの確保に取り組みます。 
・県ホームページや「手帳の交付を受けた方の福祉便覧」等により、公共交通機関の利用運賃等

の軽減に関する情報提供を行います。 
・障害者が各種障害者施策や福祉サービス事業所等の生活に必要な情報を容易に入手できるよ

う、ホームページの充実を図ります。 
・聴覚障害者、視覚障害者への情報提供を行う中核的な施設である聴覚障害者福祉センター、視

覚障害者福祉センターの機能の充実を図ります。 
・障害者が情報通信技術に親しみ、積極的に情報を入手して、社会に参画できるよう、パソコン

教室等を開催するほか、障害特性を踏まえたパソコン利用方法の助言指導等を行うパソコンボラ

ンティアの養成を行うとともに、最新のＩ・Ｔツールやアプリケーションなどの情報提供を行

い、障害者の生活の質の向上を支援します。 
・日常生活用具等の給付対象となっている障害者のコミュニケーション支援のための情報機器等

の普及促進を図ります。 
・視覚障害者福祉センターで音訳図書、点訳図書を、聴覚障害者福祉センターで字幕入り DVD
の製作・貸し出しを行い、視覚障害者及び聴覚障害者に対する情報提供の充実に努めます。 
・「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」を踏まえて、肢体不自由や識字障害を

含む視覚障害者等が身近に読書が楽しめるような環境づくりに努めます。 
・手話通訳者や要約筆記者の派遣など、意思疎通支援事業の充実を市町に働きかけます。また、

市町による手話通訳者や要約筆記者の派遣が困難な場合は、市町に代わって派遣をします。 
・政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補

者情報の提供等、情報通信技術の進展等を踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報

提供の充実に努めます。 
・移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票

設備の設置等、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、成年被後見人の選挙権の回復

等を行う公職選挙法の改正を踏まえ、判断能力が不十分な障害者がみずからの意思に基づき円滑

に投票できるよう、代理投票の適切な実施等の取組みを支援します。 
・県選挙管理委員会が指定する病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実

施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に

努めます。  
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53ページ 
まる５ 災害や感染症への対策の充実 
・住民の適切な避難行動を実現するため、防災行政無線や防災情報システムなどの情報伝達体制

の充実強化に努めるとともに、避難情報・気象情報等を積極的に入手できる「防災情報メール」

への登録促進に加え、防災アプリ「香川県防災ナビ」の普及啓発に努めます。 
・災害時に用支援者の避難行動が円滑に行われるよう、市町に対して、名簿情報の更新や具体的

な個別支援計画の作成を促進するよう助言します。 
・避難行動用支援者名簿が完成した市町に対しては、それぞれ個別計画の作成を行うよう働きか

け、個別計画の策定が終了した市町に対しては、防災訓練などの機会を活用し、個別計画に基づ

いた避難行動支援の訓練を行い、計画の有効性を検証するとともに、名簿の更新等の必要な見直

しを行うよう働きかけます。 
・一般の避難所では生活することが困難な用配慮者のために、特別な配慮が受けられる福祉避難

所の市町における指定を促進します。 
・避難所における障害者の障害種別に応じた留意事項や配慮事項に関する手引きを作成し、市町

や障害福祉サービス事業所等に周知します。 
・障害福祉サービス事業所等に対し、災害対策に関する具体的な計画を作成し、事業所内の見や

すい場所に、その概要を掲示するよう指導します。 
・入所施設において、防災訓練等を行うなど防災対策を強化するよう支援します。また、災害時

において、施設が在宅の障害者を臨時的に受け入れたり、社会福祉施設間の相互協力を図るな

ど、体制整備について、市町や関係団体等と連携し、働きかけます。 
・障害福祉サービス事業所等について、より安全な施設となるよう耐震化整備を促進します。 
・水防法の改正により、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に設置されている事業所におい

ては、避難確保計画を策定し、各市町へ提出するよう働きかけます。 
・大規模災害に備え、災害時に避難所等において、障害児・者を支援するボランティアを養成し 
ます。 
・災害時には、利用者や建物の被害状況を確認し、被災者の早期救出や受入調整等のための情報

提供に努めます。 
・障害者施設において、不審者侵入対策をはじめとした利用者の安全管理対策を徹底するよう指

導します。  
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・災害派遣精神医療チーム（でぃーぱっと）の体制整備や災害拠点精神科病院の整備により、災

害発生時における精神医療体制の構築を図ります。 
・障害者施設において、感染症対策のリーダーを養成する研修を実施し、利用者の安全管理対策

を徹底するよう指導します。特に新型コロナウイルス感染症罹患者が発生した場合は、香川県相

互応援システム（けーそす）を活用して対応します。 
 
まる６ 防犯・交通安全対策の推進 
・聴覚障害など、音声による 110番通報が困難な方が文字や画像で警察へ通報するための「ファ
ックス 110番」や「110番アプリシステム」の利用について障害者関係団体や関係機関に対し、
あらゆる機会を通じてきめ細やかな広報啓発活動を継続して推進します。 
・悪質商法等の手口が巧妙化・悪質化していることから、障害者の消費者トラブルを防ぐため、

障害者やその家族・支援者、福祉施設職員等に対し、講座や研修、メールマガジン等により、時

機を得た悪質商法や製品事故に関する情報提供を行い、注意喚起を行うとともに、見守りを依頼

し、消費生活相談による問題解決や二次被害の防止に努めます。 
・障害者や高齢者が、安全かつ快適に歩ける空間を確保するため、車いすなどが安全にすれ違い

できるような幅が広く、バリアフリーに配慮した自転車歩行者道などの整備を推進します。 
・障害者に対する思いやりを持った運転者を育成し、交通ルールの遵守と交通マナーの向上など

交通安全意識の普及啓発に努めます。 
・障害者が安全に道路を横断できるよう、バリアフリーに対応した信号機の整備に努めます。 
・自動車運転について、安全な運転を行うため及びその家族等を含めた不安を払拭するために助

言・指導を行う必要があることから、積極的な相談を受け付けるために、安全運転相談の広報・

周知活動を推進する。  
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55ページ 
かっこ３ 人材の育成・確保 
まる１ 障害福祉人材の育成・確保 
・福祉人材センターにおける無料職業紹介事業の実施、職場説明会などを通じて従事希望者の就

業を支援するとともに、潜在的有資格者等に対しては、再就業を働きかけます。社会福祉事業経

営者からの人材確保や処遇改善等に関する相談に応じるほか、経営者等を対象とした研修を行い

ます。 
・「介護の日」の啓発や、福祉の仕事に活用するための情報提供を行うことにより、福祉系高等

学校や介護福祉士養成施設への進学、福祉職場への就業を促進します。 
・福祉職員の資質の向上を促進するため、キャリアごとの研修などの充実を図ります。 
・（独）福祉医療機構が実施する「社会福祉施設職員等退職手当共済事業」に対する助成などに

より、福祉職場の処遇改善に努めます。 
・障害者ケアマネジメントの手法を活用し、相談支援を担うことができる人材を育成するため、

相談支援従事者研修（初任、現任、主任）等を実施し、資質の向上に努めます。 
・各事業者の障害福祉サービス全体を管理し、サービスを提供している職員に対し適切な指示を

する役割を持つサービス管理責任者等に対し、個別支援計画の作成演習などを含めた研修を実施

し、適切な支援が提供できるよう、サービス管理責任者等の資質の向上に努めます。 
・全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害支援区分の認定ができるよう、より実

態に応じた認定調査員や市町審査会委員、診断書を記載する主治医に対する研修を行い、受講者

の資質向上を図ります。 
・障害種別に応じた専門研修を通じて、さまざまなニーズがある障害者に対して適切な支援を行

うことができる人材の育成に努めます。 
・工賃向上に向けた研修事業を行うことにより、障害者就労施設等の職員の意識の向上を図りま

す。 
・障害者の身近な相談に応じる身体障害者相談員および知的障害者相談員に対し研修を実施する

ことにより、障害者を取り巻く状況についての理解を促進し、地域で障害者を支える仕組みづく

りを支援します。 
・聴覚障害者のコミュニケーションを支援する手話通訳者や要約筆記者、視覚障害者のコミュニ

ケーションを支援する点訳、音訳等の人材養成を進めます。 
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56ページ 
・聴覚と視覚の双方に障害のある盲ろう者の日常活動の支援を行う盲ろう者通訳・介助員の人材

育成を進めます。 
・言語機能に障害のある失語症者の日常生活の支援を行う失語症者向け意思疎通支援者の人材育

成を進めます。 
・関係団体や関係機関等と連携し、障害者施設の職場の魅力に関するＰＲや広報等を行うほか、

介護ロボットの導入などによる介護負担の軽減を進めることにより、介護人材の雇用を促進し、

人材の確保に努めます。 
・県自立支援協議会が定めた人材育成ビジョンに沿って、相談支援専門員の質の向上を図るとと

もに、相談支援体制の一層の充実が図られるよう、市町が設置する協議会と連携し、圏域内の課

題を把握し、総合的な助言・調整を行うことができる相談支援専門員の養成に努めます。 
・相談支援従事者のスキルアップのため、各圏域にアドバイザーを派遣し、サービス等利用計画

のモニタリングの指導等を行うとともに、新規事業所等に対して、技術指導等を行うことによ

り、相談支援に携わる人材育成の支援に努めます。 
・発達障害者支援センターなどが実施する研修の場を活用して、地域における発達障害者への支

援や高次脳機能障害者への支援を適切に行うことができる人材を育成します。 
・強度行動障害者など専門的な支援が必要な障害者に対して適切に支援できる人材を育成しま

す。 
・ひきこもりに関する支援者やひきこもりサポーターに対する研修を実施し、対応能力向上に努

めます。 
・依存症の相談支援を行う職員を対象に研修会の開催や依存症の全国拠点である国立病院機構久

里浜医療センターが主催する研修会への派遣により、依存症に対応できる人材養成を図ります。 
・医療的ケアじ等やその家族等が地域で安心して暮らし続けられるよう、医療的ケアじ等に対す

る専門的な知識と経験を持つ医療的ケアじ等コーディネーターの養成を行います。(再掲） 
・医療的ケアじ等やその家族等が、ライフステージを通じて適切な支援が受けられるよう、保

健、医療、福祉、保育、教育等を担う人材の確保と資質の向上に努めます。(再掲）  
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57ページ 
かっこ２ 医療的人材の育成・確保施策の総合的な推進 
・医療関係者や香川大学医学部と連携を図りながら、公立病院や地域の中核病院の勤務医の確保

を図るほか、精神科医師の育成と県内定着に努めます。(再掲） 
・医療従事者等を対象に研修会の開催や依存症の全国拠点である国立病院機構久里浜医療センタ

ーが主催する研修会への派遣により、依存症に対応できる人材養成を図ります。 
・在宅医療に従事する医師や看護師を対象に、医療的ケアじの在宅医療に必要な研修を実施し、

医療的ケアじが在宅で訪問診療や訪問看護等の医療を受けながら生活するために必要な人材の育

成に努めます。 
・喀痰吸引等医療的ケアに関する研修を通じて、さまざまなニーズがある障害者に対して適切な

支援を行うことができる人材の育成に努めます。 
かっこ３ 自治体職員のスキルアップ 
・障害福祉を担当する市町職員に対する研修を実施し、関係職員の資質の向上を図ります。 
・県が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査

の適正な実施とその結果を関係市町と共有できる体制の構築に努めます。 
かっこ４ 身近な地域で支える人材の育成・確保 
・特定非営利活動促進法に基づき法人格を付与すること等により、ボランティア団体等の健全な

発展や組織力の向上を支援します。 
・ボランティアやＮＰＯ法人の活動に関する各種情報の収集・提供を行うとともに、県民がボラ

ンティア活動に参加するためのきっかけづくりや活動のひろがりづくりに努めます。 
・障害者のコミュニケーションを支援する点訳・音訳ボランティアや手話ボランティア、パソコ

ンの利用を支援するパソコンボランティア等の養成講座を開催します。 
・民生委員・児童委員に対する研修により、障害者に対する相談・援助活動の充実を図ります。 
・障害者を支える事業者の研修等において、消費者教育を実施するとともに、障害者が被害に遭

わないよう消費者被害に関する情報提供、啓発を行います。 
また、各種の当事者団体に対しても、機会を捉えて消費者被害に関する情報提供を行い、障害者

自身に対する周知啓発を依頼します。 
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６ 推進体制 
かっこ１ 施策の総合的な推進 
・福祉、保健、医療、教育、雇用など県庁内の関連する行政部門や関係団体、関係機関等との連

携、協力を密にし、効果的かつ総合的な施策の推進を図ります。 
・障害福祉サービスの提供主体である市町との連携を密にし、各市町の計画推進を支援するとと

もに、必要に応じて広域的な調整を行います。 
・地域における支援が総合的、計画的に行われるよう、市町が設置する協議会を中心に、分野、

官民の別をこえた幅広い関係者による連携、協力のネットワークづくりを支援します。 
・障害者が、それぞれのライフステージに応じて活動・自立のための力を発揮できるよう、継続

的な支援を行います。 
・障害者の実情を把握し、必要に応じて国に改善等の提案を行います。 
かっこ２ 進捗状況の評価・管理 
・このプランに係る障害者施策の実施状況については、P・D・C・Aサイクルを実施し、プラン
の進捗状況の確認等を行い、定期的に香川県障害者施策推進協議会に報告し、施策の推進方策等

について意見を求め、施策の実施に反映するなど、プランの効果的な推進に努めます。 
・また、県自立支援協議会においてもプランの進捗状況等について報告し、施策の推進方策等に

ついて意見を求めます。 
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59ページ 
第四章 プランの数値目標・サービス見込量 
第一節 主要セサクの数値目標・サービス見込量 
１ 障害への理解促進と権利擁護 
発達障害者支援センターが行う普及啓発活動 講演会や研修の開催、講師派遣等 ねん 100回 
高次脳機能障害支援拠点機関が行う地域啓発活動 講演会研修会連携会議等の実施参加回数 年 30
回 
障害を理由とする差別解消に向けた研修への講師派遣回数 年 10回 
日常生活自立支援事業利用者数 772人 
成年後見制度に係る中核機関の設置 17市町 
成年後見利用市町計画の策定市町数 17市町 
香川後見ネット相談支援件数 年 570件 
２ 地域での生活の支援 
地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言実施市町数 17市町 
指定一般相談支援事業 利用人員 月 43人 
指定特定相談支援事業 利用人員 月 7,066人 
障害児相談支援事業 利用人員 月 2,439人 
発達障害者支援センターにおける相談件数 年 250件 
医療的ケアじとうのための関係機関の協議の場 圏域 の設置 ６か所 
地域生活支援拠点等の整備 ７か所 
精神科病院における入院後３ヶ月時点の退院率 69％ 
精神科病院における入院後６ヶ月時点の退院率 86％ 
精神科病院における入院後１年時点の退院率 92％ 
精神科病院における在院機関１年以上の長期在院者数 1,351人 
精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 316日 
グループホーム定員数 1,175人 
施設から地域生活に移行した人 令和 3年度からの累計 61人 
ショートステイ実施個所 87か所 
障害者ホームへルパー利用見込み時間 月 40,307時間 
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60ページ 
地域活動支援センター一型 利用人員 いちにち 114人 
地域活動支援センター二型 利用人員 いちにち 83人 
地域活動支援センター三型 利用人員 いちにち 56人 
生活介護 １か月のサービス量 月 43,841人日分 
自立訓練 
１ 機能訓練 １か月のサービス量 月 772人日分 
２ 生活訓練 １か月のサービス量 月 842人日分 
療養介護 利用人員 278人 
施設入所支援 利用人員 1,010人 
重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置 8か所 
重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置 10か所 
医療的ケアじとうコーディネーター養成研修修了者 130人 
３ 教育・就労・社会参加の促進 
特別支援教育の関する校内研修の実施率 100％ 
児童発達支援 １か月のサービス量 月 5,193人日分 
放課後とうデイサービス １か月のサービス量 月 15,932人日分 
医療型児童発達支援 １か月のサービス量 月 108人日分 
障害者就業・生活支援センターが支援して就労した障害者数 令和 3年度からの累計 500人 
障害者の実雇用率 民間企業 2.30％ 
就労移行支援 １か月のサービス量 月 2,701人日分 
就労継続支援 A型 １か月のサービス量 月 7,416人日分 
就労継続支援 B型 １か月のサービス量 月 41,448人日分 
就労定着支援 就労定着率 8割以上の事業所数の割合 75％ 
障害者の文化芸術活動を支援する拠点数 1か所 
障害者の文化芸術活動支援拠点と連携して香川文化芸術祭に出店する団体数 15団体 
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61ページ 
４ 安心・安全な生活を支える環境整備 
ピアサポート活動への参加人数 発達障害者支援関係 220人 
ペアレントメンターの人数 発達障害者支援関係 100人 
福祉のまちづくり適合証の交付施設数 平成９年度からの累計 225施設 
香川思いやり駐車場利用しょう交付件数 平成 23年度からの累計 17,200件 
幅員２メートル以上の歩道の延べ延長 934てん 5メートル 
身体障害者補助券給付等党数 33とう 
手話通訳者登録者数 93人 
要約筆記者登録者数 144人 
相談支援従事者初任者研修修了者 平成 11年度からの累計 2,032人 
サービス管理責任者研修修了者 平成 19年度からの累計 2,633人 
ネットゲーム依存に対応できる医療従事者数 令和がん年度からの累計 10人 
パソコンボランティア養成数 平成 14年度からの累計 344人 
点訳ボランティア登録者数 193人 
音訳ボランティア登録者数 152人 
手話ボランティア登録者数 782人 
障害福祉サービスに係る研修への参加市町数 17市町 
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62ページ 
第二節 障害者総合支援法に基づく障害福祉計画の数値目標等 
かっこ１ 地域生活への移行及び一般就労への移行の目標 
まる１ 施設入所者の地域生活への移行 
令和がん年度末時点の入所者数 1,027人 
令和 5年度末の入所者数 1,010人 
削減見込み 目標値 17人 
地域生活移行者数（令和 3年度からの累計） 61人 
まる２ 精神障害者関係の数値目標 
精神科病院における入院後３か月時点の退院率 69てん 0％ 
精神科病院における入院後６か月時点の退院率 86てん 0％ 
精神科病院における入院後１年時点の退院率  92てん 0％ 
精神科病院における在院機関１年以上の長期在院者数 1,351人 
65歳以上 831人 
65歳未満 520人 
精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 316日 
まる３ 福祉施設から一般就労への移行 
令和がん年度の一般就労移行者数 67人 
令和 5年度 
令和 5年度の一般就労移行者数 90人 
障害者に対する職業訓練の受講者数 ５人 
福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 90人 
福祉施設から障害者就業・生活支援センター事業への誘導者数 30人 
福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受け就職する者の数 50人 
就労移行支援事業の利用者 183人 
就労移行支援事業所ごとの就労移行率 ※就労移行率８割以上の事業所の割合 75％ 
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63ページ 
かっこ２ 指定障害福祉サービス等の見込量（令和 5年度） 
現在の利用者数、障害者の増加や障害者のニーズ、病院や施設から地域生活への移行等を勘案して、１

か月のサービス量を見込んでいます。 
１ 訪問系 
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者とう包括支援 40,307時間 1,869人 

２ 日中活動系 
生活介護 43,841人日分 2,227人 
自立訓練（機能訓練） 772人日分 51人 
自立訓練（生活訓練） 842人日分 60人 
就労移行支援 2,701人日分 183人 
就労定着支援 76人 
就労継続支援（Ａ型） 7,416人日分 375人 
就労継続支援（Ｂ型） 41,448人日分 2,362人 
３ その他日中活動 
療養介護 278人 
短期入所（福祉型） 3,821人日分 806人 
短期入所（医療型） 142人日分 34人 
４ 障害児日中活動 
児童発達支援 5,193人日分 740人 
医療型児童発達支援 108人日分 16人 
放課後とうデイサービス 15,932人日分 1,645人 
保育所とう訪問支援 95人日分 54人 
居宅訪問型児童発達支援 87人日分 12人 
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５ 居宅系 
共同生活援助 901人 
障害児入所支援（福祉型） 44人 
障害児入所支援（医療型） 38人 
施設入所支援 1,010人 
自立生活援助 12人 
６ 相談支援 
計画相談支援 7,066人 
地域移行支援 21人 
地域定着支援 22人 
障害児相談支援 2,439人 
７ その他 
医療的ケアじとうコーディネーター配置 17人 
児童発達支援センターの設置 12か所 
保育所等訪問支援事業の実施 12市町 
地域生活拠点施設の整備 7か所  
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かっこ３ 指定障害福祉サービス等の見込量（令和 5年度圏域別） 
１ 訪問系 
  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者とう包括支援 単位 時間 
  東部 24,909 小図 627 西部 14,771 合計 40,307 
２ にっちゅう活動系 
生活介護 単位 人日 
東部 23,595 小図 1,712 西部 18,534 合計 43,841 
自立訓練（機能訓練） 単位 人日 
東部 441 小図 20 西部 311 合計 772 
自立訓練（生活訓練） 単位 人日 
東部 585 小図 12 西部 245 合計 842 
就労定着支援 単位 人 
東部 20 小図 20 西部 36 合計 76 
就労移行支援 単位 人日 
東部 1,855 小図 32 西部 814 合計 2,701 
就労継続支援（Ａ型） 単位 人日 
東部 5,007 小図 41 西部 2,368 合計 7,416 
就労継続支援（Ｂ型） 単位 人日 
東部 23,499 小図 1,204 西部 16,745 合計 41,448 
３ その他日中活動 
療養介護 単位 人 
東部 130 小図 13 西部 135 合計 278 
短期入所（福祉型） 単位 人日 
東部 2,271 小図 209 西部 1,341 合計 3,821 
短期入所（医療型） 単位 人日 
東部 61 小図 6 西部 75 合計 142 
４ 障害児日中活動 
児童発達支援 単位 人日 
東部 2,257 小図 30 西部 2,906 合計 5,193 
医療型児童発達支援 単位 人日 
東部 83 小図 ０ 西部 25 合計 108 
放課後とうデイサービス 単位 人日 
東部 7,626 小図 344 西部 7,962 合計 15,932 
保育所とう訪問支援 単位 人日 
東部 27 小図 1 西部 67 合計 95 
居宅訪問型児童発達支援 単位 人日 
東部 71 小図 1 西部 15 合計 87 
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５ 居宅系 
共同生活援助 単位 人 
東部 451 小図 32 西部 418 合計 901 
障害児入所支援（福祉型） 単位 人 
東部 28 小図 1 西部 15 合計 44 
障害児入所支援（医療型） 単位 人 
東部 21 小図 0 西部 17 合計 38 
施設入所支援 単位 人 
東部 512 小図 53 西部 445 合計 1,010 
自立生活援助 単位 人 
東部 5 小図 1 西部 6 合計 12 
６ 相談支援 
計画相談支援 単位 人 
東部 3,795 小図 228 西部 3,043 合計 7,066 
地域移行支援 単位 人 
東部 11 小図 １ 西部 9 合計 21 
地域定着支援 単位 人 
東部 12 小図 １ 西部 ９ 合計 22 
障害児相談支援 単位 人 
東部 1,268 小図 26 西部 1,145 合計 2,439 
７ その他 
医療的ケアじとうコーディネーター配置 単位 人 
東部 5人 小図 3人 西部 9人 合計 17人 
児童発達支援センターの設置 単位 設置数 
東部 4か所 小図 1か所 西部 7か所 合計 12か所 
保育所とう訪問支援事業体制の構築 単位 実施市町 
東部 3市町 小図 1市町 西部 8市町 合計 12市町 
地域生活拠点施設の整備 単位 設置数 
東部 ３か所 小図 １か所 西部 ３か所 合計 ７か所 
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かっこ４ 地域生活支援事業見込量 
まる１ 市 超事業 令和 5年度 
現在の利用者数、障害者のニーズ等を踏まえて、各市 超の実績に応じて、必要な事業量を確保します。 
理解促進研修・啓発事業 16市町実施 22件 
自発的活動支援事業 10市町 13件 
相談支援事業 
障害者相談支援事業 17市町実施 118件 
基幹相談支援センターとう機能強化事業 7市町実施 7件 
住宅入居等支援事業 8市町実施 8件 
成年後見制度利用支援事業 15市町実施 64件 
成年後見制度法人後見支援事業 9市町 10件 
意思疎通支援事業 16市町実施 2,053人 
日常生活用具給付費等事業  
介護・訓練支援用具 15市町実施 70件 
自立生活支援用具 15市町実施 131件 
在宅療養等支援用具 16市町実施 171件 
情報・意思疎通支援用具 16市町実施 354件 
排泄管理支援用具 17市町 26,102件 
住宅改修費 16市町 32件 
手話奉仕員養成研修事業 14市町 97件 
移動支援事業 103,815時間 1,411人 
地域活動支援センター機能訓練強化事業 
地域活動支援センター一型 7か所 1,453人 
地域活動支援センター二型 9か所 373人 
地域活動支援センター三型 9箇所 120人 
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まる２ 市 超事業 令和 5年度圏域別 
理解促進研修・啓発事業 東部 8件 小図 ２件 西部 12件 
自発的活動支援事業 東部 3件 小図 0件 西部 10件 
相談支援事業 
障害者相談支援事業 東部 45件 小図 16件 西部 57件 
基幹相談支援センター等機能強化事業 東部 2件 小図 ０件 西部 7件 
住宅入居等支援事業 東部 ３件 小図 0件 西部 5件 
成年後見制度利用支援事業 東部 36件 小図 ２件 西部 26件 
成年後見制度法人後見支援事業 東部 ３件 小図 1件 西部 6件 
意思疎通支援事業 東部 1,367人 小図 ３人 西部 683人 
日常生活用具給付等事業 
介護・訓練支援用具 東部 32件 小図 ４件 西部 34件 
自立生活支援用具 東部 62件 小図 11件 西部 58件 
在宅療養等支援用具 東部 102件 小図 13件 西部 56件 
情報・意思疎通支援用具 東部 140件 小図 10件 西部 204件 
排泄管理支援用具 東部 13,069件 小図 1,121件 西部 11,372件 
住宅改修費 東部 13件 小図 2件 西部 17件 
手話奉仕員養成研修事業 東部 66件 小図 3件 西部 28件 
移動支援事業 東部 55,410時間 小図 1,419時間 西部 46,986時間 
地域活動支援センター機能強化事業 
地域活動支援センター一型 東部 1,172人 小図 58人 西部 223人 
地域活動支援センター二型 東部 240人 小図 ０人 西部 133人 
地域活動支援センター三型 東部 52人 小図 ０人 西部 68人 
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まる３ 県事業（令和 5年度） 
専門性の高い支援事業、広域的な支援事業については、市 超を補完する立場から県において実施しま
す。 
１ 専門性の高い相談支援事業 
発達障害者支援センター運営事業 １か所 250人 
発達障害者地域支援マネジャーの人数 4人 
発達障害者支援センターの助言件数 120件 
発達支援地域協議会の開催回数 1回 
発達障害支援センターおよび発達障害者地域支援マネジャーが実施する研修、啓発回数 100回 
高次脳機能障害およびその関連障害に対する支援普及事業 １か所 70人 
障害児等療育支援事業 8か所 
障害者就業・生活支援センター事業 ４か所 1,806人 
２ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 
手話通訳者登録者数 93人 
要約筆記登録者数 144人 
失語症者向け意思相通支援者登録者数 10人 
３ その他の事業 研修事業 
手話ボランティア登録者数 782人 
音訳ボランティア登録者数 152人 
点訳ボランティア登録者数 193人 
パソコンボランティア養成数 344人 
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第五章 圏域ビジョン 
第一節 東部圏域 
かっこ１ 圏域のあらまし 
人口 令和がんねん 10月１日推計人口 525,418人 
高齢者 令和がんねん 10月１日推計人口 155,169人 
身体障害者 令和 2年３月 31日現在 23,465人 うち 65歳未満 5,887人 
知的障害者 令和 2年３月 31日現在 4,174人 
精神障害者 令和 2年３月 31日現在 3,742人 
障害福祉サービス 令和がん年度実績 8,546,014,000円 
更生医療 令和がん年度実績 597,671,000円 
かっこ２ 指定障害福祉サービス等の見込量 
訪問系サービス 令和 2年度 22,756時間 令和 5年度 24,909時間 
日中活動系サービス 令和 2年度 47,883人日 令和 5年度 54,982人日 
その他日中活動系サービス 令和 2年度 660人 令和 5年度 656人 
障害児日中活動系サービス 令和 2年度 1,010人 令和 5年度 1,135人 
居宅系サービス 令和 2年度 914人 令和 5年度 964人 
相談支援 令和 2年度 4,461人 令和 5年度 5,086人 
かっこ３ 地域生活への移行および一般就労への移行目標 
１ 地域生活への移行 
令和 2年度から 5年度までの累計 31人 

２ 施設からの一般就労 令和がん年度 39人 令和 5年度 56人 
かっこ４ 地域生活支援事業の見込量 令和 5年度 
１ 理解促進研修・啓発事業 8件 
２ 成年後見制度利用支援事業 36件 
３ 意思疎通支援事業 1,367人 
４ 地域生活支援拠点等の整備 ３か所 
５ 医療的ケアじ等支援のための協議の場 ２か所 
  

- 70 - 
 

 

 

 

 

70

第
5
章



71ページ 
第２節 小図圏域 
かっこ１ 圏域のあらまし 
１ 人口 令和がんねん 10月１日推計人口 26,966人 
２ 高齢者 令和がんねん 10月１日推計人口 11,568人 
３ 身体障害者 令和 2年３月 31日現在 1,616人 うち 65歳未満 312人 
４ 知的障害者 令和 2年３月 31日現在 279人 
５ 精神障害者 令和 2年３月 31日現在 208人 
６ 障害福祉サービス 令和がん年度実績 539,070,000円 
７ 更生医療 令和がん年度実績 21,137,000円 
かっこ２ 指定障害福祉サービス等の見込量 
１ 訪問系サービス 令和 2年度 612時間 令和 5年度 627時間 
２・日中活動系サービス 令和 2年度 2,986人日 令和 5年度 3,021人日 
３ その他日中活動系サービス 令和 2年度 41人 令和 5年度 47人 
４ 障害児日中活動系サービス 令和 2年度 32人 令和 5年度 37人 
５ 居住系サービス 令和 2年度 83人 令和 5年度 85人 
６ 相談支援 令和 2年度 251人 令和 5年度 256人 
かっこ３ 地域生活への移行および一般就労への移行目標 
１ 地域生活への移行 
 令和 2年度から 5年度までの累計 ３人 

２ 施設からの一般就労 令和がん年度 ０人 令和 5年度 ２人 
かっこ４ 地域生活支援事業の見込量 令和 5年度 
１ 理解促進研修・啓発事業 ２件 
２ 成年後見制度利用支援事業 ２件 
３ 意思疎通支援事業 ３人 
４ 地域生活支援拠点等の整備 １か所 
５ 医療的ケアじ等支援のための協議の場 １か所 
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第３節 西部圏域 
かっこ１ 圏域のあらまし 
１ 人口 令和がんねん 10月 1日推計人口 403,685人 
２ 高齢者 令和がんねん 10月１日推計人口 130,609人 
３ 身体障害者 令和 2年３月 31日現在 18,062人 うち 65歳未満 4,119人 
４ 知的障害者 令和 2年３月 31日現在 3,384人 
５ 精神障害者 令和 2年３月 31日現在 2,598人 
６ 障害福祉サービス 令和がん年度実績 6,018,171,000円 
７ 更生医療 令和がん年度実績 413,762,000円 
かっこ２ 指定障害福祉サービス等の見込量 
１ 訪問系サービス 令和 2年度 13,399時間 令和 5年度 14,771時間 
２・日中活動系サービス 令和 2年度 35,274人日 令和 5年度 39,017人日 
３ その他日中活動系サービス 令和 2年度 346人 令和 5年度 415人 
４ 障害児日中活動系サービス 令和 2年度 1,051人 令和 5年度 1,295人 
５ 居住系サービス 令和 2年度 839人 令和 5年度 868人 
６ 相談支援 令和 2年度 3,877人 令和 5年度 4,206人 
かっこ３ 地域生活への移行および一般就労への移行目標 
１ 地域生活への移行 
  令和 2年度から 5年度までの累計 27人 
２ 施設からの一般就労 令和がん年度 28人 令和 5年度 32人 
かっこ４ 地域生活支援事業の見込量 令和 5年度 
１ 理解促進研修・啓発事業 12件 
２ 成年後見制度利用支援事業 26件 
３ 意思疎通支援事業 683人 
４ 地域生活支援拠点等の整備 ３箇所 
５ 医療的ケアじ等支援のための協議の場 ３か所 
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資料編 
１ 各種調査 
かっこ１ 障害者生活ニーズ調査（令和 2年２月実施） 
在宅障害者 1,579人 うち 身体障害者 386人 知的障害者 431人 精神障害者 662人 発達障

害者 98人 高次脳機能障害者 2人 
を対象に、地域とのつながりや必要な支援、障害者総合支援法についてたずねました。その主な調査結

果は次のとおりです。 
まる１ 地域とのつながり（身体障害者） 
身体障害者では、外出の際不便なことについて、「特に不安を感じていない」が最も多く 31てん 3%の
人が回答しています。ついで、「公共交通機関が利用しづらい」が 25 てん 4%、「障害者用駐車場がな
い・不適切に使用されている」が 19てん 4%、「段差が多いなど街づくりの配慮が足りない」が 18てん
9%となっています。 
まる２ 今後、充実してもらいたい支援（身体障害者） 
身体障害児の保護者の片が、今後、充実してもらいたい支援としては、「にっちゅういちじ支援」が最も

多く 32 てん 6%の人が回答しています。ついで、「幼稚園等への専門家のアドバイス」が 30 てん 4%、
「相談支援」と「移動支援」が同率で 26てん 1%となっています。 
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まる３ 保護者の片が困っていること（知的障害者） 
知的障害児の保護者の片が困っていることは、「心身の発達」が最も多く 49%の人が回答しています。
ついで、「子どもの問題行動」が 28てん 6%、「子ども同士の関わり」が 24てん 5%、「保護者自身の体
調」が 14てん 3%となっています。 
まる４ 就職や仕事を続ける上で必要な支援（精神障害者） 
必要な支援については、「障害者就業・生活支援センター」が最も多く 46てん 4%の人が回答していま
す。ついで、「ハローワーク」が 39てん 9%、「就労移行支援事業所」が 33てん 7%、「周囲の理解」
が 30てん 4%となっています。  
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かっこ２ 県政世論調査 
香川県全域の満 18 歳以上の県民 3,000 人を無作為抽出により調査を行い、1,751 人から回答を得まし
た。その結果は、次のとおりです。 
なお、小数点以下第２位を四捨五入しているため、構成比の合計が 100にならない場合があります。 
まる１の１ 障害福祉についての関心度 
非常に関心がある 9 てん 5％ ある程度関心がある 56 てん 9％ あまり関心がない 29 てん 6％ 

全く関心がない 2てん 7％ 無回答 1てん 2％ 
まる１の２ 障害福祉に関心が持てない理由 
自分に直接関係がないから 53てん 8％ 行政にまかせているから 26てん 8％ 忙しいから 12て
ん 3% その他 6てん 3％ 無回答 0てん 7％ 
まる２の１ 障害のある片も可能な限り地域において生活できる社会を目指すという考え方について 
そう思う 49％ どちらかといえばそう思う 42 てん 1％ どちらかといえばそう思わない 4 てん
7％ そう思わない 1てん 4％ 無回答 2てん 9％ 
まる２の２ 障害のある片が地域で生活していくためには何が必要だと考えますか。２つまで回答可 
障害者の働く場の確保、充実 64てん 4％ 障害者とともに地域で暮らすことに関する住民意識の醸成 

32％ 障害者が困ったときに相談できる体制づくり 31 てん 5％ ヘルパーの派遣など在宅サービス

の充実 19 てん 9％ 手当、年金などの所得保障の充実 18 てん 9％ 施設や交通機関などのバリア

フリー化 14てん 2％ グループホームなど住まいの確保 10てん 7％ その他 1％ 
まる３の１ 障害のある片もできる限りその能力を最大限にいかして、仕事に就くことができる社会の

実現を目指すという考え方についてどのように思いますか。 
必要と思う 61.7％ どちらかといえば必要と思う 32.2% どちらかといえば必要と思わない 

2.6％ 必要と思わない 0.7% 無回答 2.8％ 
まる３の２ 障害のある片が就労するためには何が必要だと考えますか（ふたつまで回答可） 
障害者が働きやすい仕事の開発、職場環境づくりなど企業の理解 75てん 5% 就労に向けた訓練施設

等の充実 39 てん 1％ 企業に対する助成制度の充実 34 てん 3％ 障害者雇用についての企業に対

する義務付けの強化 14 てん 7％ ハローワークなどにおける職業紹介制度の充実 11 てん 9％ 障

害者の家族の理解と協力 11てん 4％ その他 1てん 9％ 
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76ページ 
まる４ 障害のある片の権利擁護（差別・虐待防止など）について、行政はどのようなことに特に力を

入れるべきだと考えますか。（ふたつまで回答可） 
障害者虐待を未然に防止するための関係者等への指導・支援 49てん 4％ 障害者理解促進のための啓

発活動 43 てん 5％ 障害者虐待の早期発見と早期対応 40 てん 1％ 障害者虐待についての相談窓

口の充実 27 てん 4％ 成年後見制度についての相談窓口の充実 11 てん 4％ 成年後見制度につい

ての啓発活動 9％ その他 1てん 3％ 
まる５ 東日本大震災や熊本地震のような災害に備えるため、障害のある片の防災対策として何が必要

だと考えますか。（ふたつまで回答可） 
障害の特性にあった避難場所の確保、避難場所における支援 51てん 8％ 災害時における障害のある

片の避難体制の整備 48 てん 6％ 地域内での要支援者の把握 43 てん 2％ 自主防災組織の充実、

避難訓練 17% 障害者が必要とする物資の備蓄 16てん 6％ 災害時における情報提供（携帯メール

による情報配信など）の充実 10てん 9％ その他 0てん 6% 
まる６ 障害のある片が地域でいきいきと暮らすために、行政はどのようなことに特に力を入れるべき

だと考えますか。（３つまで回答可） 
障害者がいつでも安心して相談できる仕組みづくり 43てん 1％ 行政・企業など関係者が協力した就

労の促進 32 てん 3％ ショートステイやホームヘルプなど在宅福祉サービスの充実 29％ 障害の

ある子どもを支援する体制の充実 27 てん 8％ 障害者に対する県民の理解の促進 27 てん 6％ 地

域で生活するためのグループホーム整備など住まいの確保 23てん 5％ 福祉に関わる人材の養成・確

保 23％ 手当・年金などの所得保障 21 てん 2％ 施設・交通機関や情報のバリアフリー 19 てん
1％ 保健・医療施策の推進 12てん 3％ 障害者のスポーツ・文化活動の振興 6てん 1％ 障害者の

権利擁護の推進 5てん 9% 防災対策の充実 4てん 3% その他 1てん 2％ 
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77ページ 
かっこ３ 障害者団体からの意見聴取 
17の障害者団体から、プランの骨子案を示し意見を聞きました。その結果は次のとおりです。 
１ 障害への理解促進と権利擁護 
１の１ 障害に対する正しい知識の普及・理解促進 
障害者の理解促進のため、障害者週間にあわせたイベントの開催 障害者の頑張っている姿をメディ

ア等を通じて周知し、障害者理解についての啓発を行う 障害特質の普及啓発が必要 てんかんにつ

いての偏見解消のため理解を深める取組みが必要 障害者が抱えている代表的な問題とその対処方法

についてまとめたものがほしい 高次脳機能障害者についての啓発をもっと行ってほしい等 
１の２ 権利擁護の推進 
成年後見制度の研修の機会が必要 障害者虐待防止研修受講の必須化 障害者差別解消法や障害者差

別解消条例の一層の周知啓発が必要等 
２ 地域での生活支援 
１の１ 相談支援体制の充実 
ワンストップで悩みなどを相談できる場所の確保 相談を受ける者は、障害の特性を理解しておくこと

が重要 相談支援専門員の質の向上等 
１の２ 生活の場や活動の場の確保 
B型作業所と生活介護の中間的なサービスの提供が必要 グループホームの充実と安定した経営のため

の報酬単価の確保 車いす対応の住居の確保 知的障害者以外の特性に対応したグループホームの整

備等 
１の３ 障害福祉サービス等の充実 
未だに福祉サービスを利用できていない人への対応 いろんなサービスを利用したいが、利用上限があ

り、利用したい量が利用できない ヘルパーの数が少なく、希望する時間のサービスが受けられない 

ショートステイ、地域活動事業所の数の充実 買い物や通院時の移動手段、緊急時の連絡手段の確保 

一人暮らしの場合、急病になった時に対応してくれる人がいるか心配 ひきこもりの人への援助がほし

い 仕事中でもヘルパーを利用できるようになってほしい 知的障害者が単身生活をする際のサポー

ト体制が乏しい 軽度障害者の場合、サービスを利用していない人が多く、保護者が高齢化してから問

題が発生する 医療的ケアじが利用できる短期入所施設が少ない はちまるごーまる問題により、本人

だけでなく家族全体の支援が必要となってきている等 
３ 教育・就労・社会参加の促進 
３の１ 教育・療育の充実 
インクルーシブ教育が基本であることを明確にし、インクルーシブ教育の保障と充実を推進すべき 
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78ページ 
３の２ 雇用・就労の促進 
企業や行政における、障害特性に配慮した選考方法や職務の選定を望む 法定雇用率が上がり求人数

は増えてきたが、会社側の障害への理解不足が目立つ 一般就労できても継続しないという問題があ

る 移動手段が徒歩や自転車なので就労場所が限られる 優先調達の取組みを今後も積極的に進めて

ほしい 工賃確保のため、安定継続した作業量を確保してほしい 等 
３の３ 社会参加の促進 
スポーツクラブへの助成など障害者スポーツの振興を支援してほしい 小中学生と障害者が交流する

機会がほしい バザーやイベント、作品展の実施など障害者が参加する機会を増やす必要がある 等 
４ 安心・安全な生活を支える環境の整備 
４の１ 保健・医療の充実 
医療と福祉のネットワークの強化 障害者本人だけでなく家族への支援の充実 精神障害やてんかん

について日常の様子を医者にうまく伝えられない人がみられる など 
４の２ 安心して生活できる環境づくり 
障害者用駐車場の適正利用の啓発 バリアフリーの充実と情報格差の解消 各種問い合わせ先の表記

に、電話番号だけでなく、FAXやメールアドレスを加えてほしい 車いすで容易に行き来できる歩道

や地下道の整備 ハザードマップの音声版がほしい 災害時の避難所での生活における不安解消 等 
４の３ 人材の育成・確保 
人材確保のため、資格取得研修以外にも、他の施設職員と情報交換する機会も必要 手話通訳者の人

材確保 男性ヘルパーの数が少ない A型、B型、デイ等職員の専門性を高めてほしい 相談支援専

門員の専門性のスキルアップ 障害者相談員の確保・充実 等 
 
意見等を把握した団体名 
香川県視覚障害者福祉協会  香川県肢体不自由じしゃと父母の会連合会  香川県社会就労センタ

ー協議会  香川県身体障害者団体連合会  香川県精神障害者家族連合会  香川県地域活動・就

労支援事業所連絡協議会  香川県知的障害者福祉協会  香川県中途失聴・難聴者協会  香川県

聴覚障害者協会  香川県 手をつなぐ育成会  香川県難聴じしゃ親の会  香川ＬＤ・周辺じしゃ

親の会  香川障害フォーラム  香川脳外傷友の会 ぼちぼち  日本自閉症協会香川県支部  

日本精神科病院協会香川県支部  日本てんかん協会香川県支部 
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79ページ 
２２  用用語語解解説説  五五十十音音順順  
ああ行行  
アクセシビリティ  年齢や障害の有無に関係なく、施設・設備・サービス等の利用しやすさのこと

をいいます。 
アスペルガー症候群  自閉症の３つの特徴のうち、「対人関係の障害」と「限定した常同的な興味、

行動および活動」の２つの特徴があります。言葉の発達や知的発達の遅れはありません。 
「自閉症」の項目を参照してください。 
意思疎通支援事業  96ページを参照してください。 
依存症専門医療機関  国の基準に基づき、県が指定するアルコール健康障害、薬物依存症、ギャン

ブル等依存症を治療できる医療機関のことです。 
依存症治療拠点機関  依存症専門医療機関の連携拠点機関として、依存症専門医療機関のなかから

県が選定する医療機関です。 
委託訓練  高等技術学校が事業主に委託し、事業所現場を活用して実践的な職業能力の開発・向上

を図るための訓練を行うものです。事業主は、訓練終了後、引き続き雇用することも可能です。 
移動支援事業  96ページを参照してください。 
一般就労  民間企業等で、労働基準法などの労働関係法令の適用を受ける雇用関係により働くこと

で、在宅での就労や起業することも含みます。 
医療型児童発達支援  95ページを参照してください。 
医療的ケアじ  人工呼吸器を装着している障害児や、その他の日常生活を営むために医療を要する

状態にある障害児のことをいいます。 
医療的ケアじ等支援コーディネーター  医療的ケアじ等に対する総合的な支援体制を構築するため

に、保健、医療、障害福祉など多分野にまたがって支援の利用を調整するコーディネーターのことを

いいます。 
ＮＰＯ  ボランティア団体、市民活動団体など営利を目的としない民間の団体の総称です。このう

ち、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき法人格を取得した団体を特定非営利活動法人（ＮＰ

Ｏ法人）といいます。 
音訳ボランティア（音訳奉仕員）  本、雑誌、新聞、その他の文章を、視覚障害者に代わって音声

をテープや CDに録音したものを通して情報提供を行うボランティアをいいます。  
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80ページ 用語解説の続き 
か行 
会計年度任用職員  地方公務員法第 22条の 2の規定に基づき任用される非常勤職員です。令和 2年
4月に施行された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、それまでの臨時職員や嘱
託職員は、会計年度任用職員として、地方公務員法に定めるさまざまな服務規程が適用されます。 
介護給付  障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援で、居宅介護や施設における生

活介護などがあります。 
かがわ思いやり駐車場制度  公共的施設に設置されている障害者等用駐車場の適正な利用のため、

障害のある片など移動に配慮が必要な方に、県が「かがわ思いやり駐車場利用証」を発行することに

より、利用者を明確にし、駐車場管理者等の協力を得ながら、不適切な駐車場利用を解消し、障害の

ある片等に配慮した環境づくりを推進する制度です。 
香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例  障害を理由とする差別を解

消し、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会を実現するために平成 29年
10月に制定した県の条例で、平成 30年４月１日から施行しています。 
香川県福祉のまちづくり条例  障害のある片や高齢者をはじめ、すべての人が住み慣れた地域で安

心して生活でき、積極的に社会参加できるような福祉のまちづくりを推進するために平成 8年 3月に
制定した県の条例です。 
香川県障害者施策推進協議会  障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを

協議する組織。 
かがわ総合リハビリテーション福祉センター  障害児者の自立更生を支援し、社会参加を促進する

ため、健康づくりやレクリエーション、文化活動等のサービスを提供しています。 
学習障害  全般的な知的発達に遅れはないのに、「読む」、「書く」、「計算」するなどの特定の能力を

学んだり、行ったりすることに著しい困難がある状態をいいます。 
基幹相談支援センター  地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援

事業、成年後見制度利用支援事業や法令の規定に基づく相談等の業務を総合的に行うことを目的とす

る施設です。 
基礎的環境整備  「合理的配慮」の土台となる環境整備のことで、「合理的な配慮」が、障害のある

片に対し個別の状況に応じて行われるのに対して、「基礎的環境整備」は、多くの方に共通する配慮の

ことです。 
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81ページ  
共生型サービス  ホームヘルプやデイサービスなどの高齢者と障害児者に共通するサービスについ

て、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も

受けやすくする特例を設けて、高齢者と障害児者に対して同一の事業所で一体的にサービスを提供し

ます。 
矯正施設  刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所など、犯罪者、非行少年、触法少年

などの改善更生を目的とした教育・訓練を行う施設のことをいいます。 
共同受注窓口  行政や企業などの発注元と障害者就労施設の間に入り、受注内容を対応可能な複数

の障害者就労施設にあっせん・仲介する業務を行う窓口です。 
共同生活援助  94ページを参照してください。 
強度行動障害  噛み付き、図突き等の直接的他害行為や、睡眠の乱れによる他人の安眠妨害等の間

接的多害行為、自傷行為等が日常生活の中で高い頻度と強い程度で現れ、通常の生活環境では適切な

対応が著しく困難であるため、特別な配慮のある支援を必要とする状態をいいます。 
居宅介護  94ページを参照してください。 
居宅訪問型児童発達支援  95ページを参照してください。 
訓練等給付  障害者が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援であり、機能訓練

や生活訓練、就労に関する支援などがあります。 
ケアマネジメント  生活が困難な状態になり、援助を必要としている利用者の個別のニーズに応

じ、利用者と社会資源との結び付けや関係機関等と連絡調整などを行うことにより、さまざまな保

健・医療・福祉サービスなどが迅速かつスムーズに利用できるようにするための援助の手法のことで

す。 
圏域マネージャー  障害保健福祉圏域ごと１名選出されます。協議会において運営方法や課題解決

等に関する助言を行ったり、相談支援事業者等に対し、情報共有及び資質向上等に関する助言を行う

ほか、圏域マネージャー会議に参加し、圏域の課題やその解決策を協議し、障害者の地域生活への移

行を促進するための有効な施策の検討などを行います。 
県自立支援協議会  県全体の相談支援体制の構築に向け、主導的役割を担う協議の場として、全体

会と運営部会、人材育成部会、権利擁護部会、地域移行部会、医療的ケア部会を設置する組織です。 
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82ページ 用語解説の続き 
行動援護  94ページを参照してください。 

広汎性発達障害  自閉症やアスペルガー症候群などを含んだ、対人関係やコミュニケーションの障

害の総称です。自閉スペクトラム症と呼称することもあります。 

合理的配慮  障害のある片が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社

会的障壁を取り除くために、障害のある片に対し、個別の状況に応じて行われる配慮をいいます。 

個別支援計画  障害福祉サービス利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえ、障害福

祉サービス事業者等が作成する計画をいいます。 

個別の教育支援計画  障害のある児童生徒等一人一人に必要とされる教育的ニーズを正確に把握

し、長期的な視点で幼児期から学校卒業後までを通じて、一貫した的確な支援を行うことを目的に、

学校が作成する計画です。 

高次脳機能障害  脳梗塞やくも膜下出血等の脳血管障害や、交通事故等による外傷性脳損傷などを

原因として、脳が損傷されたことによって後天的に起きる認知機能の障害です。代表的な症状として

は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが挙げられます。 

高次脳機能障害支援拠点機関  高次脳機能障害児者に対する支援を総合的に行う地域の拠点とし

て、高次脳機能障害児者や家族、関係者からの相談に応じ、適切な指導・助言を行うとともに、関係

施設や関係機関、地域住民等に対する普及啓発や研修、地域や各関係機関との支援ネットワークの構

築等を行います。 

 

さ行 

サービス等利用計画  障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、障害者のニーズや置

かれている状況等を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し作成する計画で、指

定特定相談支援事業者が作成します。 

災害派遣精神医療チーム（でぃーぱっと）  自然災害や航空機・列車事故、犯罪事件などの集団災

害の後、被災地域に入り、精神科医療及び精神保健福祉活動の支援を行う専門的なチーム。 

災害拠点精神科病院  災害時において、精神科病院からの患者の受入れや、精神症状の安定化等、

精神科医療を提供する上での中心的な役割を担う医療機関。 
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83ページ 用語解説の続き 

在宅就業障害者支援制度  障害者の職業的自立の確保のため、事業主からの在宅障害者への仕事の

発注を奨励し、在宅就業障害者（自宅等において就業する障害者）の仕事の確保を支援する制度で

す。 

作業療法士  心身に障害のある片に対し、主に手先を使う作業療法を用いて、応用的動作能力また

は社会的適応能力の回復を図る訓練等を行う人で、医療機関やリハビリ施設、福祉施設等で働いてい

ます。 

さべかい・ともいきガイドブック  「香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づ

くり条例」に基づき、福祉サービスや雇用、労働その他障害のある人の日常生活や社会生活に関する

分野における留意点や障害特性、障害別による対応の留意点などを示したガイドブックです。 

施設入所支援  94ページを参照してください。 

市町が設置する協議会  相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関

し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、市町担当者や相談支援事業者、障害福祉サービ

ス事業者などで構成され、困難事例の検討や地域の社会資源の開発、地域ネットワークの構築に向け

た協議などを行うために市町が設置する組織です。 

失語症  脳卒中などの脳血管障害によって大脳の言語に関係する中枢が損傷されることにより、言

語機能が低下した状態です。 

指定一般相談支援  障害者支援施設や精神科病院等を退所する障害者等に対し、地域での生活に移

行するため、住居の確保や相談等の支援を行うとともに、居宅等において単身で生活する障害者等に

対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急時の相談等の支援を行うもので

す。 

指定特定相談支援  サービスの支給決定前にサービス等利用計画案の作成等を行うととともに、サ

ービス開始後にサービス等の利用状況の検証などの支援を行うものです。 

児童発達支援  95ページを参照してください。 

児童発達支援センター  児童発達支援の中で、施設の有する専門機能を生かし、地域の障害児やそ

の家族との相談、他事業所への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設です。 

自閉症  「対人関係の障害」、「コミュニケーションの障害」、「限定した常同的な興味、行動および

活動」の３つの特徴がみられる障害です。脳の機能障害を原因とする先天性のものですが、大人にな

ってから症状に気づく場合もあります。 
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84ページ 用語解説の続き 

住宅セーフティーネット制度  低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅確保用配慮者

の円滑な入居を促進するため、住宅確保用配慮者向け賃貸住宅の登録制度や登録住宅の改修等への経

済的支援、住宅確保用配慮者への居住支援などを総合的かつ効果的に推進する制度です。 

住宅確保等用配慮者居住支援協議会  住宅確保用配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、

子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促

進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携（住宅セーフティネット法第５１条

第１項）し、住宅確保用配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を

実施します。   

重度障害者等包括支援  94ページを参照してください。 

重度訪問介護  94ページを参照してください。 

就労移行支援  94ページを参照してください。 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）  94ページを参照してください。 

就労定着支援  94ページを参照してください。 

手話ボランティア（手話奉仕員）  聴覚障害のある片の「耳」の代わりとなり、健聴者と聴覚障害

のある片のコミュニケーションの仲立ちをして、聴覚障害のある片の活動のお手伝いをします。市町

で実施する奉仕員養成研修を受けると、「手話奉仕員」として登録されます。 

障害児通所支援  95ページを参照してください。 

障害者基本法  障害の有無によって、分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいな

がら共生する社会を実現することを目的として、障害者の自立と社会参加の支援のための基本原則お

よび国、地方公共団体の責務を明らかにしています。 

障害者虐待防止センター  障害者虐待防止法に基づき、市町が設置する機関で、養護者、障害者施

設従事者や使用者による障害者虐待に関する通報や届出の受理、障害者および養護者に対する相談、

指導および助言を行うほか、障害者虐待の防止および養護者に対する支援に関する広報等を行いま

す。 

障害者ケアマネジメント  障害者の地域における生活支援をするために、ケアマネジメントを希望

する者の意向を踏まえて、福祉・保健・医療・教育・就労などの幅広いニーズと、様々な地域の社会

資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサ

ービスの供給を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する援助方法です。 
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85ページ 用語解説の続き 

障害者権利擁護センター  障害者虐待防止法に基づき、県が設置する機関で、使用者による障害者虐

待に関する通報や届出の受理、市町相互間の連絡調整、情報提供、障害者および養護者に対する相談、

指導および助言を行うほか、関係機関との連絡調整、広報その他の啓発活動等を行います。 

障害者雇用優良企業認証制度  毎年６月１日における障害者の雇用割合が高く、かつ、障害者の雇用

に関して常に積極的である事業所のうち、障害者の定着率が高くその成果が顕著なものを認証し、公表

する制度です。 

障害者支援施設  障害者を対象に日中活動系サービスと施設入所支援を行う施設です。 

障害者支援施設等  障害者支援施設に、共同生活援助（グループホーム）と障害児を対象とする障害

児入所施設を加えたものです。なお、障害児入所施設には福祉型と医療型があります。 

障害者就業・生活支援センター  97ページを参照してください。 

障害福祉サービス  障害者総合支援法に基づいて障害者に行われる支援の総称で、個々の障害のある

人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状況）を踏まえ、個別に支給決定が行

われます。支援の種類は日常生活の介護支援を行う「介護給付」と自立生活や就労を目指す人を支援す

る「訓練等給付」の 2つに大別されます。 

障害福祉サービス等  障害福祉サービスに加えて、障害者の相談支援や障害児の通所支援、相談支援、

入所支援を含みます。 

ジョブコーチ  指定された「職場適応援助者養成研修」を終了し、障害者が円滑に職場に適応するこ

とができるよう、地域障害者職業センターまたは社会福祉法人などに所属し、障害者、事業主および障

害者の家族に対し、障害者の職場適応に関するきめ細かな支援を行う人です。 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）  94ページを参照してください。 

自立支援医療  障害児者に対し、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活

を営むために提供される必要な医療をいいます。身体障害者に対して行われる更生医療、身体障害児（18

歳未満）に対して行われる育成医療、精神障害者に対して行われる精神通院医療の 3種類に分かれてい

ます。 

心身障害者扶養共済制度  心身障害児者を扶養している保護者が、その生存中に毎月一定の掛金を納

付することにより、万一のことがあった場合、後に残された心身障害児者に終身一定額の年金を支給す

る任意加入の制度です。 
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86ページ 用語解説の続き 

身体障害者相談員  市町の委託を受け、身体障害者または保護者の相談に応じ、身体障害者の更生

のために必要な援助を行う人をいいます。 

身体障害者補助県  目、手足、耳に障害のある片の日常生活をそれぞれに支える盲導、県、介助

県、聴導県の総称です。身体障害者補助県法による認定を受けた犬は、公共交通機関、公共施設、飲

食店などでの使用が自由になりました。平成 20年 10月からは、一定規模以上の民間の障害者雇用事

業主にも受入れが義務づけられました。 

身体合併症拠点病院  精神疾患を有しながら、身体合併症患者に対し医療を提供できる体制を有す

る医療機関です。 

生活介護  94ページを参照してください。 

生活福祉資金貸付制度  低所得者、高齢者、障害者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援により世

帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした貸付金制度です。 

精神科救急医療システム  地域において、幻覚・妄想・興奮などの激しい精神症状を有する患者の

緊急時における適切な医療および保護の機会を確保するためのシステムで、搬送や入院が可能な体制

を確保し、夜間や休日の緊急時の医療を確保するものです。 

精神科救急情報センター  緊急な医療を必要とする精神障害者等の搬送先となる医療機関との円滑

な連絡調整機能を有する 24時間 365日対応できるよう整備された精神科救急医療体制の中核となる機

関です。 

精神科救急拠点病院  処遇が困難な者や輪番病院で対応できなかった入院治療を必要とする者を含

む救急患者への対応ができるよう体制を整えた医療機関です。 

成年後見制度  知的障害、精神障害、認知症などの理由で判断能力が十分でない片を法的に支援す

るため、家庭裁判所における手続きを経て、本人の判断能力に応じて、成年後見人や保佐妊等の援助

者を選任し、本人のための財産管理などを行う制度です。 

センター的機能  小学校又は中学校等の要請により，障害のある児童生徒又は当該児童生徒の教育

を担当する教師等に対して必要な助言または援助を行ったり，地域の実態や家庭の要請等により保護

者等に対して教育相談を行ったりするなど，特別支援学校が担っている教師の専門性や施設・設備を

生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割のことです。  
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87ページ 用語解説の続き 

相談支援事業者・相談支援専門員  相談支援事業者とは、地域の障害者等の福祉に関する問題につ

いて、障害者、介護者、障害児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うととも

に、これらの者と市町や指定障害福祉サービス事業者との連絡調整等を総合的に行う事業者です。事

業者は、障害者等からの相談に応じる相談支援専門員を事業所ごとに必ず１人以上置くことと定めら

れています。 

 

た凝 

第三者委員  苦情解決の客観性等を確保するために事業所が選任する者で、事業所から苦情内容や

改善状況を聴取したり、苦情申出妊や事業所に助言したりします。 

短期入所（ショートステイ）  94ページを参照してください。 

地域移行支援   94ページを参照してください。 

地域活動支援センター 一型 二型 三型   96ページを参照してください。 

地域支援体制マネジメントチーム  発達障害者支援について、相当の経験および知識を有する者等

から県が委嘱した委員で構成されています。 

地域生活支援拠点  障害者の重度化・高齢化や 親亡き後 を見据え、相談、緊急時の受け入れ、

体験の機会・場の提供など障害者の生活を地域全体で支える仕組みです。 

地域生活支援事業   96ページを参照してください。 

地域生活定着支援センター  高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者

及び退所者等に対し、矯正施設入所中から退所後まで一貫した相談支援を実施することにより、社会

復帰及び地域生活への定着を支援する機関のことです。 

地域定着支援   94ページを参照してください。 

地域包括ケアシステム  地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医

療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保された体制です。 

知的障害者相談員  市町の委託を受け、知的障害者またはその保護者の相談に応じ、知的障害者の

更生のために必要な援助を行う人をいいます。 

通級による指導  通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、各教科等の大部分の指導を通常の

学級で受けながら、一部の授業について、障害に応じた特別の指導を「通級指導教室」といった特別

の場で受ける指導形態のことです。特別な指導とは、障害による学習上または生活上の困難の改善・

克服を目的とする指導のことです。  
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88ページ 用語解説の続き 

注意欠陥多動性障害 Ａ・Ｄ・Ｈ・Ｄ   注意持続の欠如若しくは年齢や発達レベルに見合わない

多動性や衝動性あるいはその両方が特徴です。注意欠如多動症と呼称することもあります。 

低床バス  障害者や高齢者がバスを利用しやすくするために、乗降がスムーズに行えるよう床面の

ちじょうめんからの高さを 65cm以下 ノンステップバスは概ね 30cm以下 まで下げたバスしゃりょ

うです。 

点訳ボランティア   パソコンを使用して、図書館などの蔵書や、利用者の依頼による図書などの

漢字仮名交じり文章を、日本語の点字に翻訳する活動を行うボランティアです。 

同行援護  94ページを参照してください。  

特別支援学校  障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる

教育を行うとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技

能を授けることを目的とする学校です。対象障害種は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自

由、病弱・身体虚弱です。 

特別支援学級  障害があるために通常の学級における指導では十分に指導の効果を上げることが困

難な子どものために、小・中学校に障害種別ごとに置かれている少人数の学級です。対象障害種は、

知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害です。 

特別支援教育  障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援すると

いう視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学

習上の困難を改善または克服するために適切な指導または必要な支援を行う教育のことです。知的な

遅れのない発達障害も含め、障害により教育上特別の支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全て

の学校、学級で行われます。 

特別支援教育コーディネーター  各学校における特別支援教育の推進のため、主に、学校内の関係

者や外部の関係機関との連絡調整役、保護者に対する相談窓口、担任への支援、校内委員会や校内研

修の運営や推進役といった役割を担う教員のことです。 

特別児童扶養手当  児童の健やかな成長を願って、20歳未満の身体や精神に中程度以上の障害のあ

る児童を家庭で監護している父母または養育者に対して支給する手当です。 
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89ページ 用語解説の続き 

特別障害者手当  障害者の所得保障の一環として、障害者の自立生活の生活基盤を確立するために

設けられたものです。支給対象は、日常の生活で常に特別の介護が必要な、20才以上の重度障害者で

す。施設に入所している片や、病院・診療所に継続して３ヶ月以上入院している片は、対象から除か

れます。 

トライアル雇用  障害者に関する知識や雇用経験がないことから障害者雇用をためらっている事業

所に短期間 試行的に雇用することにより、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけづくりを図

る制度のことです。 

 

な行 

難病  難病の患者に対する医療等に関する法律においては、１発病の機構が明らかでない、２治療

方法が確立していない、３ 患者数が人口の 0てん 1％程度に達しない、４ 長期の療養を必要とす

る、５ 診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっている 特殊な疾病を難病と規定して

います。障害者総合支援法においては、このうち２、４、５の要件を満たした疾病について、障害福

祉サービスの利用が可能となっており、令和元年 7月 1日現在、361疾病が対象となっています。 

難病診療カウンセラー  難病診療連携拠点病院の相談窓口で、難病の疑いのある患者等から疑問や

不安等に関する相談に応じる職員のことをいいます。 

難病診療連携コーディネーター  難病診療連携拠点病院の調整・連携窓口で、診断がつきにくい難

病の患者について病院・診療所からの相談に応じ、適切な医療機関や難病医療支援ネットワーク等へ

の紹介などを行う職員のことをいいます。 

難病診療連携拠点病院  難病が疑われながら診断がつかない患者について、より早期に正しい診断

を行う機能を有する病院として県に 1か所指定する病院のことをいいます。 

難病相談支援ネットワーク事業  難病医療提供体制や難病の患者・家族に対する総合的な相談支援

体制の整備により、難病の患者等が地域で安心して暮らすことができるような環境整備を目指す事業

です。 

日常生活自立支援事業  認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を対象に、

福祉サービスの利用援助や日常的な金銭・書類の管理などを行う制度です。 

日常生活用具給付等事業   96ページを参照してください。 

日中活動系サービス   94ページを参照してください。 

認定調査員  障害福祉サービスの支給申請をした際に、申請者の自宅などを訪ねて、心身の状態な

どについての聞き取り調査を行う片をいいます。  
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90ページ 用語解説の続き 

ノーマライゼーション  障害の有無にかかわらず誰もが普通に暮らせる社会こそがノーマルな社会

であるとし、その実現に向けてさまざまな社会条件を整えていこうとする考え方です。 

 

は行 

はちまるごーまる問題  ひきこもりの子をもつ家庭が高齢化し、50 代の中高年のひきこもりの子を

80代の後期高齢者にさしかかった親が面倒見るケースが増えている、という社会問題のことです。 

発達障害   自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、

その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発言するもの  と発達障害

者支援法に定義されています。障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いため、

障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。また、年齢や環境により目立つ

症状が違ってくるため、診断された時期により、診断名が異なることもあります。 

発達障害者支援連携協議会  県内の発達障害児者の支援体制整備についての検討等を行うことを目

的として設置し、福祉・保健・医療・教育・労働関係者などで構成されています。 

ハートフル推進員  障害者就労施設等からの物品等の調達推進を図るため、県の課及び署ごとに選出

した優先調達推進職員のことです。 

バリアフリー  障害者や高齢者などが社会生活をしていくうえでのさまざまな障害を除去すること

をいいます。 

ＰＤＣＡサイクル  さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用されているマ

ネジメント手法で、「計画」「実行」「評価」「改善」を順に実施していくプロセスです。 

ピアサポーター  精神障害者が自らの体験に基づいて仲間の障害を支援する活動を ピアサポート

といい、支援する障害者を ピアサポーター といいます。 

ひきこもり  さまざまな要因の結果として、社会的参加を回避し、原則的に 6か月以上にわたって概

ね家庭にとどまり続けている状態をいいます。 

避難行動用支援者  障害者や高齢者等の用配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそ

れがある場合に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援

を要する人をいいます。 
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91ページ 用語解説の続き 

福祉サービス第三者評価制度  事業者の提供する福祉サービスの質を、当事者以外の公正・中立な第

三者機関が、専門的で客観的な立場から評価する制度です。 

福祉的就労  一般就労が困難な障害者のために福祉的な観点で配慮された環境で働くことをいいま

す。 

福祉避難所  災害時、一般避難所での避難所生活が困難な障害者や高齢者など、何らかの特別な配慮

を必要とする方の避難所です。 

福祉ホーム  家庭環境や住宅事情等の理由により、家庭で生活することが困難な障害者に対して、低

額な料金で居室等を提供して、日常生活に必要な支援を行う施設です。 

ペアレントプログラム  育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、

地域の支援者が効果的に支援できるよう設定された、支援者向けのグループプログラムのことです。 

ペアレントメンター  発達障害児・写や発達の気になる子どもの子育て経験のある親であって、その

経験を生かし、同じような子どもを持つ親の話を聴いたり、様々な疑問に対して情報提供を行う人のこ

とです。メンター養成研修等の実施や、相談の受付、メンターと相談者とのマッチング作業、講演会や

ミーティングへのメンター派遣等は、メンターコーディネーターが行います。 

保育所糖訪問支援   95ページを参照してください。 

放課後児童クラブ  昼間、労働等により保護者が家庭にいない小学生の健全育成を図るため、授業の

終了後等に児童館、学校の余裕教室などを活用して遊びや生活の場を提供しています。 

放課後糖デイサービス   95ページを参照してください。 

防災アプリ 香川県防災ナビ   県民の避難行動を支援するため、令和２年４月に新たに導入したス

マートフォン用のアプリです。気象情報や避難情報などを受信できるほか、スマートフォンの位置情報

を使い、洪水や土砂崩れなどの危険が差し迫った場所にいる利用者に危険であることをお知らせする機

能や、最寄りに開設されている避難所を地図上に表示し、そこまでのルートを案内する機能などがあり

ます。 

法定雇用率  障害者の雇用の促進等に関する法律に定められている障害者雇用率のことです。 
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92ページ 用語解説の続き 

保健医療圏  地域の実情に応じた医療提供体制を確保するために、香川県保健医療計画に従って設

定する区域であり、一次保健医療圏は、住民に密着した保健医療サービスを提供していく最も基礎的

な圏域であり、二次保健医療圏は、一般の医療需要に対応した入院医療をその圏域内で基本的に確保

する区域であり、三時保健医療圏は、県全域での対応が必要な保健医療サービスを提供する区域で

す。 

補装具  障害者総合支援法では、障害者の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわた

り継続して使用されるものとされており、義肢、装具、車椅子、歩行器、義眼、補聴器などが給付対

象とされています。 

 

ま行 

モニタリング   障害児者が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、一定期間ごとにサービス

の利用状況等の聞取りを行い、サービス等利用計画または障害児支援利用計画を見直すことです。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン  子どもから高齢者まで障がいのある人もない人も、いろいろな人にとって

利用しやすいデザインや設計のこと。 

用配慮者  障害者、高齢者、乳幼児その他の特に配慮を要する方をいいます。 

要約筆記・要約筆記者  要約筆記とは、聴覚障害者への情報提供手段の一つで、話している内容を

要約し、文字として伝えることをいいます。聴覚障害者の傍で筆記するノートテイク、オーバーヘッ

ドプロジェクター使用の手書き、パソコン要約筆記などがあります。要約筆記作業に従事する通訳者

のことを要約筆記者と呼びます。 
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93ページ 用語解説の続き 

ら行 

ライフステージ  乳幼児、幼児期、児童期、青年期、成人期、老年期など、人が生まれてから死に

いたるまでの過程における各段階のことをいいます。 

リハビリテーション  障害のある片の力を最大限に引き出し、身体的、心理的、社会的、職業的な

自立能力の向上などを促すための専門的かつ総合的な支援のことで、具体的なリハビリには以下のよ

うなものがあります。 

医学的リハビリテーション  個人の身体機能と心理的能力、また必要な場合には補償的な機能を伸

ばすことを目的として、自立を獲得し、積極的な人生を営めるようにする医学的な支援。 

職業リハビリテーション  職業指導、訓練、適職への就職など、障害者がふさわしい雇用を獲得

し、また職場に復帰することができるように計画された職業的な支援。 

社会リハビリテーション  様々な社会的状況の中で、自分のニーズを満たし、ひとりひとりに可能

なもっとも豊かな社会参加を実現する権利を行使する力を高めることを目的とした支援。 

療養介護  94ページを参照してください。  
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94ページ 

参考１ 主な障害福祉サービス等の種類と説明 
各サービスの相談 申請窓口は各市 超障害福祉担当課になります。 
居宅介護  居宅において、入浴、排せつ、食事の介助等のサービスを提供します 
重度訪問介護  重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困

難を有する人で常に介助を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護等のサービス及び外出時

における指導支援等を行います。 
同行援護  視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、代筆代読を含む移動に必要な情報の提供

や移動の援護等の外出支援を行います 
行動援護  自己判断能力が制限されている人が行動する時に危険を回避するために必要な支援、外出

支援を行います 
重度障害者包括支援  常時介護を要し、介護の必要の程度が著しく高い人等に対して障害福祉サービ

スを２つ以上組み合わせて包括的に提供します。 
生活介護 常時介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活

動や生産活動の機会を提供します 
自立訓練  自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向

上のために必要な訓練などを行います 
就労定着支援  就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人に対して、相談を通じて生活面の

課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支

援を行います 
就労移行支援  一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識、能力の向上のために

必要な訓練を行います 
就労継続支援  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上

のために必要な訓練を行います。Ａ型は雇用契約を結ぶもので、Ｂ型は雇用契約を結ばないものです。 
療養介護  医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護お

よび日常生活の世話を行います。 
短期入所  居宅において介護者が病気になったときなどに、施設等に短期間入所し、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 
共同生活援助  夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 
施設入所支援  夜間や休日、障害者支援施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
自立生活援助  障害者支援施設等を退所して一人暮らしを希望する者を、定期的に訪問して状況を

確認し、必要な助言や連絡調整を行ったり、相談等があった場合に随時の対応を行ったりします。 
相談支援  サービス等利用計画の作成や、利用状況等の検証を行う計画相談支援や、地域生活への

移行に関する相談や連絡体制を確保する地域相談支援があります。 
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95ページ 

参考２ 障害児を対象としたサービスの種類と説明 

各サービスの相談・申請窓口は、障害児通所支援については各市 超障害福祉担当課に、障害児入所支

援については香川県障害福祉相談所になります。 

児童発達支援  おもに未収学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団指導への適応訓練その他必要な支援を行います。 

医療型児童発達支援  おもに未収学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与、集団活動への適応訓練その他必要な支援および治療を行います。 

放課後糖デイサービス  学校に就学している障害児に対し、授業の終了後または学校の休日に、生

活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援  重度の障害の状態等にある障害児であって、児童発達支援、医療型児童

発達支援又は放課後糖デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障

害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のた

めの必要な訓練等を行います。 

保育所等訪問支援  保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応

のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 

福祉型障害児入所支援  障害児を入所させて、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識

や技能の付与を行います。 

医療型障害児入所支援  障害児を入所させて、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識

や技能の付与および治療を行います。 

障害児相談支援  障害児が障害児通所支援を適切に利用できるよう障害児支援利用計画の作成や、

サービス開始後も継続的に利用状況等の検証を行うなど、事業者等との連絡調整を行いながら支援し

ます。 
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96ページ 

参考 3 主な地域生活支援事業の種類と説明 

まる１ 市 超事業 相談・申請窓口は、各市 超障害福祉担当課になります。 

理解促進研修・啓発事業  障害者等の理解を深める研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強

化し、共生社会の実現を図ります。 

自発的活動支援事業  障害者やその家族、地域住民等による地域における自発的な取組みを支援

し、共生社会の実現を図ります 

相談支援事業  情報提供やサービス利用援助、権利擁護を行う障害者相談支援事業、専門的職員を

配置し相談支援機能の強化を図る基幹相談支援センター等機能強化事業、一般住宅への入居において

入居契約手続支援等を行う住宅入居支援事業があります。 

成年後見制度利用支援事業  知的障害者や精神障害者に対して、成年後見制度の利用を支援するた

め、成年後見制度の申し立てに要する経費等の助成を行います 

成年後見制度法人後見支援事業  後見等の業務が可能な法人を確保する体制を整備するとともに法

人後見の活動を支援し、障害者の権利擁護を図ります 

意思疎通支援事業  障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者等の派遣

を行い、意思疎通の円滑化を図ります 

日常生活用具給付糖事業  身体介護を支援する介護・訓練支援用具、入浴、食事、移動などの自立

生活を支援する自立生活支援用具、在宅療養を支援する在宅療養等支援用具、情報収集、情報伝達や

意思疎通等を支援する情報・意思疎通支援用具、設置に小規模な住宅改修を伴う居宅生活動作補助用

具の給付を行います。 

手話奉仕員養成研修事業  日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 

移動支援事業 社会生活上必要不可欠な外出や社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

地域生活活動支援センター機能強化事業  生産活動等の機会の提供や社会交流の促進等のサービス

を行う地域活動支援センターの機能を市 超がその創意工夫により充実強化して実施します。 
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まる２ 県事業 

１ 専門性の高い相談支援事業  特に専門性の高い相談について、必要な情報の提供等の便宜を供

与し、障害者が自立した日常生活または社会性活を営むことができるよう支援します。 

発達障害者支援センター運営事業  発達障害児者に対する相談支援、発達支援、就労支援をはじ

め、普及啓発、研修などの事業を行います。 

発達障害者支援地域協議会における体制整備事業  発達障害者について、乳幼児期から高齢期まで

の切れ目のない支援を行うための関係機関のネットワークを構築するとともに、家族支援体制の整備

や各地域における支援体制の整備を図ります。 

高次脳機能障害およびその関連障害に対する支援普及事業  事故や脳の血管障害などにより脳が損

傷を受け、記憶・注意・行動・言語・感情などに障害が残る「高次脳機能障害」について、専門的な

相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、研修等を行います。 

障害児糖療育支援事業 在宅の重症心身障害児者、知的障害児者、身体障害児の地域における生活を

支えるため、訪問による療育指導、外来による専門的療育相談、指導などを行います。 

２ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業  聴覚、音声機能、言語機能等の障害のた

めに意思疎通を図ることに支障のある障害者等の自立した生活のため、手話通訳者、要約筆記者、盲

ろう者向け通訳・介助員を養成します。 

３ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業  聴覚障害者や盲ろう者の自立と社会参加を図

るため、広域的な派遣等に係る手話通訳者や要約筆記者および盲ろう者向け通訳・介助員を派遣しま

す。 
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参考４ 障害福祉に関する県内の主な機関 

高次脳機能障害相談窓口  かがわ総合リハビリテーション福祉センター内に設置しており、支援コ

ーディネーターを配置し、支援を必要とする高次脳機能障害者の社会復帰のための相談支援、地域の

関係機関との調整等を行っています。 

電話番号 087 867 7686 

視覚障害者福祉センター  点字刊行物等の製作および貸出等を行うほか、中途失明の片を対象とす

る歩行訓練等の各種リハビリテーションや点訳・音訳奉仕員等の養成、点字広報誌等の発行を行って

います。また、福祉用具の利用相談や斡旋、各種福祉制度の案内等視覚障害に関するさまざまな相談

に応じています。 電話番号 087 812 5563 

聴覚障害者福祉センター  聴覚障害者用字幕・手話入りＤＶＤの製作および貸し出し等を行うほ

か、手話通訳者・手話奉仕員の養成や、聴覚障害者の生活上の悩みごとや仕事のこと、手話通訳の依

頼、聴覚障害に関するさまざまな相談に応じています。 電話番号 087 868 9200 

障害者社会参加推進センター  障害のある片の地域における自立生活と社会参加を推進することを

目的として県に設置されている機関です。  電話 087 862 3540 

障害者就業・生活支援センター  障害者を就業面と生活面の双方から一体的かつ効果的なサポート

を行うことにより一般就労を促進し、職場での定着が図れるよう継続的に支援しています。 

障害者就業・生活支援センター「オリーブ」 電話 087-816-4649 

障害者就業・生活支援センター「くばら」 電話 0877-64-6010 

障害者就業・生活支援センター「つばさ」 電話 0875-23-2070 

障害者就業・生活支援センター「共生」  電話 0879-24-3701 

障害者職業センター  障害者の職業生活における自立を促進するために、独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構が設置した機関です。県内の職業リハビリテーションの中核として、地域障

害者職業センターが設置されており、ハローワーク等の関係機関と緊密な連携を図り、障害者に対し

て具体的な援助を行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言・援助を行っています。 電

話 087-861-6868 
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障害福祉相談所（障害者権利擁護センター）  身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所およ

び児童相談所の障害児部門を統合した県の機関で、医学的、心理学的および職能的な判定などに基づ

き、専門的な相談・指導を行います。なお、身体障害者手帳、療育手帳の交付を行っています。ま

た、障害者権利擁護センターとして、障害者および養護者支援に関する相談や助言、 市 超に対する

情報提供や助言、障害者虐待の防止に関する広報・啓発などを行っているほか、障害を理由とする差

別に関する相談も行っています。 電話 087-867-2696 

精神保健福祉センター  精神保健福祉法第６条に基づき、精神保健福祉に関する技術的中核機関と

して設けられています。精神保健福祉に関する知識の普及、精神保健福祉に関する調査研究、精神保

健福祉に関する複雑な相談指導などを行います。 電話 087-804-5565 

発達障害者支援センター  発達障害児者に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害

児者およびその家族からの相談に応じ、適切な指導・助言を行うとともに、関係施設および関係機関

との連携強化等により、地域における総合的な支援体制の整備を行います。 香川県発達障害者支援

センター「アルプス香川」 電話 087-866-6001 

ひきこもり地域支援センター  平成 23年６月に香川県精神保健福祉センター内に開設され、ひきこ

もりの当事者、家族を支援するため、相談、グループワーク、当事者の集い、研修会や情報発信など

を行っています。 香川県ひきこもり地域支援センター「アンダンテ」 電話 087-804-5115 

地域生活定着支援センター  高齢や障害により特別な支援が必要な刑務所等出所予定者に対し、福

祉的支援を行います。 電話 087-813-2250 
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福祉サービス運営適正化委員会  福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福

祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するために、社会福祉法第 83条に基づき県社会

福祉協議会に置かれる機関です。福祉サービスに関する苦情や相談を受け付けて、解決へ向けて助言

や調査、あっせんを行います。 福祉サービス運営適正化委員会事務局 香川県社会福祉協議会内 

電話 087-861-1300 

福祉人材センター  香川県社会福祉協議会内に設置しており、福祉の仕事を希望する片の無料職業

紹介や就職相談を実施しています。 香川県社会福祉協議会内 電話 087-833-0250 
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５ 香川県障害者施策推進協議会委員名簿 令和 3年１月１日時点 敬称略 

香川県弁護士会所属弁護士 秋月智美 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構香川障害者職業センター所長 稲田憲弘 

香川労働局職業安定部長 大槻一郎 

公益財団法人香川県身体障害者団体連合会会長 岡村多加字 

社会福祉法人琴平町社会福祉協議会会長 越智和子 

社会福祉法人香川県 手をつなぐ育成会理事 梶原由紀子 

香川県精神障害者家族連合会副会長 川崎はるみ 

香川県建築士会女性委員会副委員長 島田美和子 

香川こだま学園副園長 高橋伴子 

善通寺希望の家施設長 田中慎治 

朝日園施設長 中村久美代 

しこく楽員大学教授 西谷清美 会長 

日本精神科病院協会香川県支部代表 西紋孝一 

香川県立保健医療大学教授 舟越和代 

香川県自閉症協会理事 松原しょうこ 

NPO法人香川県知的障害者福祉協会理事長 森正行 

独立行政法人 刻率病院機構 しこくこどもとおとなの医療センター院長 横田一郎 

香川県特別支援学校長会会長   吉田さとる 

全国こうげん病友の会香川県支部長 吉原元也 
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表紙の絵は、令和２年度障害者週間のポスターで、香川県健康福祉部長賞を受賞された 

高松市立しもかさい中学校２年 せの りな さんの作品です。 
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第六期香川障害者プラン 

 

この計画は、令和３年３月に香川県が作成しました。 

なお、この冊子には音声コード ユニボイスをつけていますが、処理できる文字数に制限がある

ため、一部のページでは、読み上げる内容を省略しています。 
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