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１ 基本的考え方 

 

○ プランの着実な推進を図るため，「第２章 分野別施策の基本的方向」のそれぞれの分野に掲げる

推進施策を，他の分野の施策等との連携のもと，総合的に実施することにより，計画期間中に達成を

目指す県全体の水準として成果目標を設定します。 

○ 成果目標は，障害者の動向，障害福祉サービス等のニーズ，前プランの進捗状況などを踏まえ，プ

ランに掲げる施策に関して，具体的な数値目標を設定します。 

また，県が策定した他の計画との連携・整合を図り，本県の障害者関連施策全体の調和を保って推

進するため，他の計画に掲げられた障害者施策に関連する数値目標を用いるとともに，各計画の見直

しの際には連動し，この計画に反映します。 

○ なお，これらの成果目標のうち，市町や民間団体等の県以外の機関・団体等が成果目標に係る項目

に直接取り組む場合においては，成果目標は，県がこれらの機関・団体等に働きかける際に，県とし

て達成を目指す水準として位置付けます。 

 

 

２ 成果目標 

 

Ⅰ 障害への理解と協働による共生 

１ 障害に対する理解の促進 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

障害のある人が困っているときに，手助けを

したことがある人の割合 

61.8％ 

[平成29年8月内閣

府世論調査] 

70.0％ 

[県独自調査] 
 

障害者差別解消支援地域協議会の開催回数

（県） 
２回 年２回以上  

定期的に障害者差別解消支援地域協議会を開

催する市町（年１回以上開催） 
15市町 23市町  

 

２ あいサポートプロジェクトの推進 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

あいサポーター数 184,193人  215,000人  

あいサポートリーダー養成数 376人 730人  

あいサポート運動企業・団体数 611企業・団体 900企業・団体  

あいサポートアート展への来場者数 2,511人 3,400人  

 

４ 権利擁護の推進 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

法人後見を実施する市町社会福祉協議会の数 17市町 23市町 第７期ひろしま高齢者プラン 

県が管理執行する選挙における「選挙のお知

らせ」の点字版及び音声版の配付 

100％ 

[平成28年７月] 
100％  

県が管理執行する選挙における投票所及び期

日前投票所の段差解消等への対応状況 

投票所100％ 

期日前投票所100％ 

[平成28年７月]  

100％  



第３章 プラン関連成果目標■ 

 

 
- 89 - 

 

Ⅱ 自立と社会参加の促進による共生 

１ 教育 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

特別支援教育に関する個別の教育支援計画作

成率（支援を必要とする生徒等の全員の計画

が作成されている学校の割合，公立幼小中

高） 

42.8％ 
100.0％ 

[平成32年度] 
広島県特別支援教育ビジョン 

特別支援学校の特別支援学校教諭免許状保有

率（県立特別支援学校教員(本務者)） 

80.7％ 

[平成30年5月] 

100.0％ 

[平成32年度] 
広島県特別支援教育ビジョン 

特別支援学校卒業者の就職率（就労継続支援

Ａ型事業所を除く，特別支援学校高等部卒業

者） 

35.0％ 

[平成30年5月] 

40.0％ 

[平成32年度] 
広島県特別支援教育ビジョン 

 

２ 雇用・就労の促進 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

障害者雇用義務を有する県内企業で雇用され

る障害者の実人数 
8,594人 10,200人  

障害者雇用義務を有する県内企業のうち障害

者雇用の数が０人の企業割合 
29.5％ 現状より減  

福祉施設利用者の年間一般就労移行者数 357人 
517人 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

就労移行支援事業所の利用者数 640人 
769人 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所

数 
16事業所 

47事業所 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

障害者就業・生活支援センターを通じた一般

就職件数（１圏域当たり平均） 
64件 

71件 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

就労定着支援サービスによる支援を開始した

時点から１年後の職場定着率 
－ 

80.0％ 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

障害者就業・生活支援センター登録者のうち

精神障害者の就職者の１年後の職場定着率 
67.7％ 75.0％  

公的機関の障害者雇用率（県の機関） 
2.61％ 

[平成30年6月] 
2.6％  

公的機関の障害者雇用率（県教育委員会） 
1.37％ 

[平成30年6月] 
2.5％  

公的機関の障害者雇用率（警察本部） 
2.54％ 

[平成30年6月] 
2.6％  

障害者施設の平均工賃月額の向上（就労継続

支援Ｂ型事業所） 
16,038円 

17,500円 

[平成32年度] 

広島県工賃向上に向けた取組

（第３期） 

障害者就労施設等が提供する物品・サービス

の優先購入(調達)の実績 
32,858千円 

36,000千円 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

障害者職業能力開発校の修了者（就職中退者

含む）における就職率 
86.1％ 

80.0％以上 

[平成32年度] 

第10次広島県職業能力開発計

画 

障害者の委託訓練修了者（就職中退者含む）

における就職率 
43.5％ 

55.0％ 

[平成32年度] 

第10次広島県職業能力開発計

画 

 

３ 情報の保障の強化 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

広島県聴覚障害者センターの利用者数 12,623人 13,500人  

視覚障害者情報センター貸出図書タイトル件

数（ダウンロード件数を含む。） 
65,553件 66,600件  
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４ スポーツ，文化芸術活動の推進 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

障害者スポーツの指導者数 653人 923人 第２期スポーツ推進計画 

全国障害者スポーツ大会メダル獲得率 62.3％ 65.0％ 第２期スポーツ推進計画 

あいサポートアート展への来場者数 ※再掲 2,511人 3,400人  

 

 

Ⅲ 保健，医療の充実 

１ 保健・医療提供体制の充実 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

定期的に歯科健診を実施する障害児（者）施

設数の割合 

23.8％ 

[平成28年度] 
50％ 

第２次広島県歯と口腔の健康

づくり推進計画 

ストレスチェックの結果を活用した事業所の

割合 
51.7％ 

60％以上 

[平成34年] 
いのち支える広島プラン 

肝炎ウイルス検査の普及啓発を実施している

健康保険組合の割合 

13.3％ 

[平成27年] 

100％ 

[平成33年] 
第３次広島県肝炎対策計画 

肝炎ウイルス検査の受検率 
39.2％ 

[平成27年] 

55％ 

[平成33年] 
第３次広島県肝炎対策計画 

発達障害者支援地域協議会の開催回数 2回 
年2回 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

発達障害者支援センターの地域支援マネージ

ャーの配置人数 
2人 

2人(実績を踏ま

えて検討） 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

発達障害の診療ができる医師数 158人 
228人 

[平成34年度] 

広島県保健医療計画 

（第7次） 

地域リハビリテーションサポートセンターの

指定数 
86箇所 

現状より増加 

[平成32年度] 
第７期ひろしま高齢者プラン 

 

２ 療育体制の充実 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

児童発達支援センターの設置市町 
９市町 

[平成30年4月] 

23市町 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

重症心身障害児を対象に児童発達支援事業を

行う事業所のある市町 

７市 

[平成30年4月] 

23市町 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

重症心身障害児を対象に放課後等デイサービ

スを行う事業所のある市町 

７市 

[平成30年4月] 

23市町 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 
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３ 医療と福祉の連携 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

精神病床における入院後 3か月時点の退院率 
60.0％ 

[平成28年度] 

69.0％ 

[平成32年度] 

広島県保健医療計画 

（第7次） 

精神病床における入院後 6か月時点の退院率 
77.0％ 

[平成28年度] 

84.0％ 

[平成32年度] 

広島県保健医療計画 

（第7次） 

精神病床における入院後 1年時点の退院率 
85.0％ 

[平成28年度] 

90.0％ 

[平成32年度] 

広島県保健医療計画 

（第7次） 

精神病床における慢性期入院患者（1 年以上

の長期入院患者）数 
4,699人 

4,352人 

[平成32年度] 

広島県保健医療計画 

（第7次） 

地域定着支援のサービス見込量 37人／月 
89人／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

構築推進事業の実施 
－ 

全７圏域 

[平成32年度] 
 

精神障害者の地域移行に向けた保健，医療，

福祉関係者による協議の場の設置 
－ 

県，各圏域, 

23市町 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

 

４ 医療的ケア児支援体制の整備 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

医療型短期入所事業の定員数（「空床型」施

設等による病床確保数を含む。） 

43人 

[平成30年4月] 

88人 

[平成33年度] 
 

医療型短期入所事業の利用者数 896人日／月 
1,091人日／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

 

 

Ⅳ 地域生活の支援体制の構築 

１ 福祉サービス等の提供 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

福祉施設の入所者の地域生活への移行者数 

159人 

[平成26～29年度

累計] 

300人 

[平成31～35年度

累計] 

 

福祉施設入所者数の減少 

58人 

[平成26～29年度

累計] 

69人 

[平成29～32年度

累計] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

地域生活支援拠点等（システム）の整備 １市 
23市町 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

自立生活援助のサービス見込量 - 
77人／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

訪問系サービスの利用時間数 168,065時間／月 
209,815時間／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

生活介護の利用者数 120,517人日／月 
131,770人日／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

自立訓練の利用者数（機能訓練） 838人日／月 
1,000人日／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

自立訓練の利用者数（生活訓練） 3,989人日／月 
6,547人日／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

地域活動支援センターの利用者数 1,801人／月 
1,966人／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

福祉ホームの利用者数 69人／月 
75人／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 
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２ 住まいの場の確保 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

共同生活援助の利用者数 2,028人／月 
2,366人／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

 

３ 相談支援体制の構築 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

相談支援事業（計画相談支援）の利用者数

（利用計画作成） 
2,706人／月 

3,035人／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

相談支援事業（障害児相談支援）の利用者数

（利用計画作成） 
1,076人／月 

1,360人／月 

[平成32年度] 

第５期広島県障害福祉計画・

第１期広島県障害児福祉計画 

 

４ サービスの質の向上等 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

「相談支援従事者初任者研修」の修了者数 7,043人 10,200人  

「サービス管理責任者研修」の修了者数 4,233人 6,600人  

「児童発達支援管理責任者研修」の修了者数 960人 2,200人  

 

 

Ⅴ 暮らしやすい社会づくり 

１ バリアフリーの推進 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

特定道路におけるバリアフリー化率 ⅰ 79.6％ 88.1％  

都市公園の園路・広場のバリアフリー化率 

ⅱ 

54.0％ 

[平成28年度] 
60.0％  

都市公園の便所のバリアフリー化率 ⅱ 
24.8％ 

[平成28年度] 
30.0％  

都市公園の駐車場のバリアフリー化率 ⅱ 
49.4％ 

[平成28年度] 
60.0％  

自然公園内の公衆トイレの整備率の向上 56.5％以上 60.0％  

旅客施設のバリアフリー化率 ⅲ 
78.7％ 

[平成28年度] 
100.0％  

旅客施設のうち，鉄軌道駅のバリアフリー化

率 

77.5％ 

[平成28年度] 
100.0％  

低床バスの導入の推進率 ⅳ 
68.5％ 

[平成28年度] 
86.0％  
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２ 防災対策の強化 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

全ての避難行動要支援者に係る個別計画の策

定 

３市町 

[平成30年6月] 
23市町  

自主防災組織の世帯加入割合 91.7％ 96.5％  

自主防災組織の活性化割合 58.1％ 100.0％  

土砂災害から保全される要配慮者利用施設数 
389施設 

[平成28年4月] 

408施設 

[平成32年度] 

ひろしま砂防アクションプラ

ン2016 

想定最大規模降雨による河川の洪水浸水想定

区域の指定 

25河川 

[平成30年5月] 

42河川 

[平成32年度] 

県管理河川大規模氾濫時の減

災に向けた取組方針[平成30

年2月] 

 

３ 防災，交通安全等の推進 

事業名又は項目 現状値（H29） 目標値（H35） 県関連計画 

主要な生活関連経路における信号機等のバリ

アフリー化率 

99.4％ 

[平成30年10月] 
100％  

高齢者等の消費者被害防止のための見守り体

制がある市町数 
18市町 

23市町 

[平成31年度] 

広島県消費者基本計画 

（第２次） 

 

 

 ⅰ バリアフリー法に規定する特定道路（駅，官公庁施設，病院等を相互に連絡する道路のうち，多数の高齢者，障害者等が通常

徒歩で移動する道路の区間として，国土交通大臣が指定したもの。）のうち，道路移動等円滑化基準を満たす道路の割合。 

 ⅱ 特定公園施設（バリアフリー法に基づき，同法政令で定める移動等円滑化が必要な公園施設）である園路及び広場，駐車場，

便所が設置された都市公園のうち，各施設がバリアフリー法に基づく都市公園移動等円滑化基準に適合した都市公園の割合。 

 ⅲ １日当たりの平均的な利用客が3,000人以上である旅客施設（鉄軌道駅，バスターミナル等）のうち，段差解消・誘導ブロッ

ク・便所等がバリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準に適合するように行われているものの割合。 

 ⅳ 乗合バス車両（基準の適用除外の認定を受けた車両を除く）のうち，ノンステップ・ワンステップバスの割合。 

   

 


