
　施策体系の見直し

県　第５期障がい者プラン（H30～R2） 坂出市第３期計画（H27～R2） 国計画 県計画 本市関連事業

1　地域での生活支援 （１）理解と交流 １　理解と交流の促進

(1)地域での支援体制の充実 ①啓発・広報活動の推進 （１）啓発・広報活動の推進 ― ４（１）① 広報「さかいで」，坂出市人権啓発推進会議、理解促進研修・啓発事業

①地域の相談支援体制の整備 ②交流・ふれあいの推進 （２）交流・ふれあいの居場所づくり ― ２（３）④ 地域活動，施設や団体による交流，「坂出市友愛のつどい」，自発的活動支援事業

②多様な障害に応じた相談体制の整備 ③福祉教育の推進 （３）福祉教育の推進 ― ― 幼児教育，学校教育における人権教育，障がい者への理解

③様々な分野との連携体制の整備 ④ボランティア活動の推進 （４）互助の取り組みの推進 ― ― 民生委員、社会福祉協議会との連携，地域のボランティアなど

(2)生活の場や活動の場の提供 （５）生涯学習(文化，スポーツ等)の振興 ９（４）、１０（１）（２） ２（３）①③ 市スポーツ大会，地域活動支援センター，自主的な活動

①地域生活移行・定着の促進 （２）生活支援

②住まいの場の提供 ①相談支援体制の充実 ２　保健・医療の推進

(3)障害福祉サービス等の充実 ②在宅サービス等の充実 （１）障がいの原因となる疾病等の予防・治療 ６（６） ３（１）① 予防事業，各種健診

①身近な地域でのサービスの充実 ③障がい児支援の充実 （２）保健・医療との連携 ６（２） ３（１）① 保健・医療との連携体制、医療費助成（自立支援医療）

②施設機能の充実 ④サービスの質の向上等 （３）精神保健福祉対策の推進 ６（１） ３（１）② こころの健康相談，精神障がい者の地域移行支援

③将来を見据えた障がい福祉サービスの提供

④県立施設の特色あるサービスの提供 （３）保健・医療 ３　療育・教育の充実

⑤障害児への支援 ①障がいの発生予防の推進 （１）早期療育体制の構築 ５（４） ２（１）① 幼児健診，５歳児健診，発達障がい

⑥重度障害児者への支援 ②療育・発達支援体制の整備 （２）特別支援教育の充実 ９（１）（２） ２（１）② 特別支援教育，教員の研修，専門職員の配置

２　教育，就労，社会参加の促進 ③医療・リハビリテーションの充実

(1)療育・教育の充実 ④精神保健福祉の推進 ４　自立した生活支援の推進

①地域の療育支援体制の整備・充実 （１）障がい福祉サービス等の充実 ５（３）（５）、６（5） １（３）①③ 障がい福祉サービス（自立支援給付，地域生活支援事業），県監査同行

②共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 （４）教育・生涯学習 （２）障がい児支援の充実 ５（４） １（３）⑤⑥ 障がい児通所給付、医療的ケア児

(2)雇用・就労の促進 ①ライフステージに応じた教育・育成の充実 （３）地域生活移行・定着の促進 ５（３）、８（２） １（２）①、３（２）① 地域生活拠点等整備事業、地域移行・地域定着

①企業等への就労の促進 ②学校教育の充実 （４）経済的な支援 ５（６）、８（２） ３（２）① 特別障害者手当，特別児童手当，福祉年金，慰労金，軽自動車税減免，医療費助成（自立支援医療含む）、補装具、日具など

②福祉的就労の充実 ③生涯学習(文化，スポーツ等)の振興

(3)社会参加の促進 ５　雇用・就業支援の推進

①障害者スポーツの振興 （５）雇用・就業 （１）障がい者雇用の促進 ８（３） ２（２）① 障がい者雇用への支援，啓発，法定雇用率

②障害者の生活体験の拡充 ①雇用・就労の推進 （２）総合的な雇用・就業支援施策の推進 ８（１）（４） ２（２）① 障がい者就労支援制度（職場実習奨励金・就職支度金など）

③文化・芸術活動の振興 ②総合的な雇用・就業支援施策の推進 （３）福祉的就労の支援 ８（５） ２（２）② 優先調達の推進，坂出市「ヨロコビ・ワゴンセール」

④交流活動の促進 ③福祉的就労の支援

３　安心・安全な生活を支える環境の整備 ６　安全・安心な生活環境の整備

(1)保健・医療の充実 （６）生活環境 （１）住まいの場の確保 １（１） １（２）② 住宅改修助成，日具給付，市営住宅，グループホームの確保

①適切な保健・医療の充実 ①バリアフリーのまちづくりの推進 （２）移動手段の充実 １（２）、７（２） ― 移動支援、自動車改造助成，免許取得助成，公共交通のバリアフリー

②精神保健福祉の推進 ②住宅の確保 （３）障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進 １（３）（４） ― 公共施設等総合管理＆立地適正化計画⇒バリアフリー新法の遵守，都市公園のバリアフリー・歩道整備

(2)安心して生活できる環境づくり ③移動支援の充実 （４）防災対策の推進 ３（１） ３（３）③ 災害時の避難支援体制，福祉避難所，要配慮者利用施設における避難確保計画の作成，訓練の実施の促進

①経済的な支援 （５）救急・交通安全対策の推進 ― ３（３）④ 交通安全啓発，NET119等

②家族支援の充実 （７）情報アクセシビリティ

③専門的人材の育成・確保 ①情報バリアフリー化の推進 ７　情報提供・相談支援の充実

④身近な地域で支える人材の育成・確保 ②情報提供の充実 （１）障がい特性に応じた情報提供の推進 ２（１）（３）（４） ３（３）② 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣、手話通訳者設置事業，ウェブアクセシビリティなど

(3)安全なまちづくり ③意思疎通支援の充実 （２）相談支援体制の整備 ５（２） １（１）①②③ 専門的な相談体制（相談支援事業、計画相談，拠点），地域の障害者相談員

①施設のバリアフリーの向上

②障害の特性に応じた情報の提供 （８）安全・安心 ８　差別の解消及び権利擁護の推進

③防災対策の充実 ①安全環境の向上 （１）差別解消の推進と合理的配慮の普及 ４（２）、７（２）（３） ４（１）①② 人権相談，差別解消のための啓発，理解促進，投票所のバリアフリー，投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保，合理的配慮

④防災・交通安全対策の推進 ②救急・防災対策の推進 （２）虐待の防止 ４（１） ４（2）② 障がい者虐待防止対策，虐待防止センターとしての対応

４　障害者の人権尊重と権利擁護 （３）権利擁護の推進 ４（１）、５（１） ４（2）① 成年後見制度

(1)障害に対する正しい知識の普及・理解促進 （９）差別の解消・権利擁護

①啓発・広報活動の推進 ①障がいを理由とする差別の解消の推進

②多様な障害や障害特性に対する理解促進 ②権利擁護の推進

(2)権利擁護の促進

①成年後見制度の利用促進

②虐待防止対策の推進

④社会的障壁の除去および
合理的配慮の推進
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②障がい特性等に応じた
切れ目のない支援
～ずっと「住み慣れた地域で」
すごす～

③地域福祉の推進
～「共に」「安心して」すごす～

①「自分らしさ」の尊重
～「自分らしく」すごす～

坂出市第４期計画（R3～R8）

基本理念 基本目標

資料８



国　基本計画（H25～H29） 国　基本計画（H30～R4） 市町村とかかわりのあるキーワード

1　生活支援 1　安全・安心な生活環境の整備

(1)相談支援体制の構築 (1)住宅の確保
市営住宅バリアフリー，住宅セーフティネット制度，バリアフリー改修，GH整備促進，地域生活支援拠点等整備，
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

(2)在宅サービス等の充実 (2)移動しやすい環境の整備等 公共交通機関のバリアフリー，障害特性に配慮した案内表示・情報提供の充実など

(3)障がい児支援の充実 (3)アクセシビリティに配慮した施設，製品等の普及促進
「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」，窓口業務での建築物移動等円滑化誘導基準，
都市公園のバリアフリー

(4)サービスの質の向上等 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 バリアフリーのまちづくり（立地適正化計画等），歩道

(5)人材の育成・確保 ２　情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

(6)福祉用具の研究開発及び身体障がい者補助犬の育成等 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上

(7)障がい福祉サービス等の段階的な検討 (2)情報提供の充実等

２　保健・医療 (3)意思疎通支援の充実 手話通訳者等の設置・派遣，手話通訳者等の育成・確保，日具

(1)保健・医療の充実等 (4)行政情報のアクセシビリティの向上
行政情報発信の際の多様な障害特性に応じた配慮，ウェブアクセシビリティ向上，
災害発生時の障害特性に応じた情報伝達体制の整備促進、選挙における障がい特性に応じた情報提供の充実

(2)精神保健・医療の提供等 ３　防災，防犯等の推進

(3)研究開発の推進 (1)防災対策の推進

地域防災計画，防災訓練，障害特性に配慮した情報伝達の体制整備促進，
避難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援・安否確認ができる体制整備，
避難所・応急仮設住宅のバリアフリー，福祉避難所の協定，音声に寄らない緊急通報システム，
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成，訓練の実施の促進

(4)人材の育成・確保 (2)東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進

(5)難病に関する施策の推進 (3)防犯対策の推進

(6)障がいの原因となる疾病等の予防・治療 (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済

３　教育，文化芸術活動・スポーツ等 ４　差別の解消，権利擁護の推進及び虐待の防止

(1)インクルーシブ教育システムの構築 (1)権利擁護の推進，虐待の防止 虐待防止法，成年後見制度の利用促進

(2)教育環境の整備 (2)障害を理由とする差別の解消の推進 差別解消法，合理的配慮

(3)高等教育における支援の推進 ５　自立した生活の支援・意思決定支援の推進

(4)文化芸術活動，スポーツ等の振興 (1)意思決定支援の推進 自ら意思を決定することなどが困難な障害者が必要な支援が行われることの推進，成年後見制度

４　雇用・就業，経済的自立の支援 (2)相談支援体制の構築 相談支援事業，基幹相談支援センター，虐待防止の広報，障害者相談員

(1)障がい者雇用の促進 (3)地域移行支援，在宅サービス等の充実
居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護等，短期入所・日中活動の場の確保，
在宅サービスの量的質的充実，医療的ケアを含む支援の充実，自立訓練，地域活動支援センター，
地域生活拠点等の整備，GH整備，自立生活援助，精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

(2)総合的な就労支援 (4)障害のある子供に対する支援の充実 保育所のバリアフリー，保育所での障害児受け入れ，発達障害の早期発見・早期支援，障がい児通所支援，障がい児相談支援

(3)障がい特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 (5)障害福祉サービス等の質の向上

(4)福祉的就労の底上げ (6)福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する 補装具・日具

(5)経済的自立の支援 　 機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等

５　生活環境 (7)障害福祉を支える人材の育成・確保

(1)住宅の確保 ６　保健・医療の推進

(2)公共交通機関のバリアフリー化の推進等 (1)精神保健・医療の適切な提供等
地域相談支援の提供体制の整備・相談機能の向上，精神障害への多職種によるアウトリーチ，訪問系サービスの充実、地域相談支援の提供体制整備、
学校・職場の心の健康の相談，精神医療の人権確保

(3)公共的施設等のバリアフリー化の推進 (2)保健・医療の充実等 地域医療体制等の充実，自立支援医療，福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実

(4)障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進 (3)保健・医療の向上に資する研究開発等の推進

６　情報アクセシビリティ (4)保健・医療を支える人材の育成・確保

(1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 (5)難病に関する保健・医療施策の推進
受け入れ病院確保，在宅療養上の適切な支援，安定した療養生活の確保，
難病患者等の生活の質の向上，難病相談支援センター，難病の児童に対する相談支援，
難病の特性に配慮した円滑な事務の実施

(2)情報提供の充実等 (6)障害の原因となる疾病等の予防・治療 妊産婦，乳幼児の健康診査，児童の健康診断，療育に知見と経験を有する専門職の確保，生活習慣病予防，健康診査等の実施

(3)意思疎通支援の充実 ７　行政等における配慮の充実

(4)行政情報のバリアフリー化 (1)司法手続等における配慮等

７　安全・安心 (2)選挙等における配慮等 投票所のバリアフリー，投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保

(1)防災対策の推進 (3)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 行政機関における合理的配慮，ウェブアクセシビリティ

(2)東日本大震災からの復興 (4)国家資格に関する配慮等

(3)防犯対策の推進 ８　雇用・就業，経済的自立の支援

(4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 (1)総合的な就労支援 職場実習の推進，雇用前の雇い入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援，障害者雇用関連の助成制度，就労移行

８　差別の解消及び権利擁護の推進 (2)経済的自立の支援 年金・諸手当の支給，税制上の優遇措置，低所得者に対する障がい福祉サービスの利用者負担の無料化，制度の周知，特障，施設の利用料減免

(1)障がいを理由とする差別の解消の推進 (3)障害者雇用の促進 精神障害者の雇用促進の取り組み，障害者雇用（法定雇用率達成），使用者による虐待防止，差別防止

(2)権利擁護の推進 (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 多様な障害の特性に応じた支援の充実強化，優先調達の推進，農業分野への障がい者の就労支援

９　行政サービス等における配慮 (5)福祉的就労の底上げ 優先調達，B型作業所の工賃向上に向けた官民一体の取り組み

(1)行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等 ９　教育の振興

(2)選挙等における配慮等 (1)インクルーシブ教育システムの推進 インクルーシブ教育，障がいのある児童生徒の就学先決定，特別支援教育コーディネータを中心とした校内支援体制，合理的配慮

(3)司法手続等における配慮等 (2)教育環境の整備 特別支援教育の体制整備，特別支援教育支援員，学校施設のバリアフリー，学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実

(4)国家資格に関する配慮等 (3)高等教育における障害学生支援の推進

１０　国際協力（省略） (4)生涯を通じた多様な学習活動の充実 図書館における読書環境整備，生涯にわたりスポーツや文化などの機会に親しむことができる機会の提供充実

１０　文化芸術活動・スポーツ等の振興

(1)文化芸術活動・余暇・レクリエーション活動の充実に向けた

　 社会環境の整備

(2)スポーツに親しめる環境の整備，パラリンピック等競技

　スポーツに係る取り組みの推進

１１　国際社会での協力・連携の推進（省略）

施設・設備の整備，人材育成，パラリンピック，施設のバリアフリー・ユニバーサルデザイン

施設・設備の整備，人材育成，相談体制，美術館等での字幕・音声サービス・ユニバーサルデザイン，レクリエーション活動


