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第５章 保健医療計画による事業の推進と数値目標の達成状況 

の評価 

第１節 保健医療計画の周知と情報公開 

１ 第六次香川県保健医療計画の数値目標と達成状況 

  前回の計画で定めた数値目標について、その達成状況は、「第六次香川県保健医療計画

（医療提供体制）数値目標と達成状況」のとおりとなっています。 

  なお、目標年次の途中であることなどから、現時点では達成されていない項目があり

ます。 

今回の計画の目標設定に当たっては、できるだけ評価可能で具体的な数値目標を定め、

その実現に向けてそれぞれが取り組むこととしています。 

２ 計画の周知 

  県民が安心して医療を受けられる環境を整備するために、患者や県民に医療に関する

情報を積極的に提供することとしており、本計画も県のホームページに掲載するなどし

て、県民をはじめ関係者への周知と情報公開に努めます。 

 

第２節 数値目標の設定 

１ 数値目標 

  各分野において、良質かつ適切な医療を提供する体制について、事後に定量的な比較

評価を行えるよう、本県の実状に応じた数値目標を設定しました。整理すると第七次香

川県保健医療計画数値目標一覧のとおりとなります。 

２ 数値目標の意味 

  目標達成に当たっては、県とともに、市町、医療提供施設、介護施設等のほか患者を

含めた県民の相互理解と協力が不可欠であることから、お互いに連携を密にし、各目標

の達成に向けて取り組むことが必要です。県民が主体的に役割を果たしていくことが、

患者本位の医療を実現していくことに繋がります。 

 

第３節 保健医療計画の推進体制と役割 

１ 県 

（１）保健医療計画に掲げた各種の取組みについて、県民への周知・啓発に努めます。 

（２）必要に応じ香川県医療審議会や地域医療構想調整会議等で審議し、その結果を踏ま

えるとともに、予算の範囲内で具体的な施策を定めて、計画を適切かつ効果的に推進

します。 

（３）５疾病５事業及び在宅医療について、計画推進のための協議の場を順次設けるなど、

関係者が互いに情報を共有することにより、信頼関係を醸成し、円滑な連携が推進さ

れるよう努めます。 
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２ 市町 

  医療法においては、市町は、県ともども、医療提供の理念に基づき、住民に対して良

質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとさ

れています。したがって、県と連携し、計画の達成を推進するため、必要な措置を講ず

るように努めることが求められます。 

３ 医療提供施設の開設者等 

  計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築に必要な協力、居宅等における

医療の提供に関し必要な支援、研究又は研修のための施設･設備等の利用開放などに努め

ることとされています。 

４ 県民・患者 

  医療に参加することによって医療提供者との共同作業を行うことが大切です。特に、

生活習慣や食生活の改善、検診の受診等では、自覚と責任をもった行動が求められてい

ます。 

 

第４節 数値目標の進行管理 

  計画の実効性を上げるためには、具体的な数値目標の設定と評価を行い、その評価結

果に基づき、計画の内容を見直すことが大切です。そのために、各数値目標の達成状況

を定期的に把握するとともに、いわゆるＰＤＣＡサイクルによって、進行管理を行いま

す。 

  また、各数値目標の達成状況については、インターネット等を通じて、定期的に公表

することとします。   
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第六次香川県保健医療計画 数値目標と達成状況 

 

目標を達成しているもの ・・・・・・・・・・・・・○ 

目標値に対し改善しているもの（50.0％以上） ・・・△ 

目標値に対し改善しているもの（50.0％未満） ・・・▲ 

良くなっていないもの ・・・・・・・・・・・・・・× 

１ がん 

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

男　性 102.0 88.2 H29年度 101.9 H27年 ▲

女　性 59.1 47.4 H29年度 53.1 H27年 △

18.0% 14.4% H29年度 16.0% H28年 △
県民健康・栄養調
査

821施設 1,300施設 H29年度 972施設 H28年度末 ▲ 健康福祉総務課

胃がん 30.1% 43.6% H28年 △
国民生活基礎調
査

子宮
頸がん

34.3% 41.5% H28年 ▲
国民生活基礎調
査

肺がん 27.0% 53.4% H28年 ○
国民生活基礎調
査

乳がん 31.5% 41.1% H28年 △
国民生活基礎調
査

大腸がん 27.5% 45.3% H28年 △
国民生活基礎調
査

17市町
(肺がん)

17市町 H29年度 17市町 H28年 ○ 健康福祉総務課

０病院 ５病院 H29年度 ５病院 H28年 ○ 健康福祉総務課

11病院 15病院 H29年度 12病院 H28年 ▲ 健康福祉総務課

2病院 5病院 H29年度 ４病院 H28年 △
診療報酬施設基
準等

22機関 30機関以上 H29年度 87機関 H27年 ○ 健康福祉総務課

ＤＣＮ 31.5% 25%未満 H29年度 9.6% H25年 ○ 健康福祉総務課

ＤＣＯ 23.9% 20%未満 H29年度 5.4% H25年 ○ 健康福祉総務課

項　目

がんの年齢調整死亡
率（75歳未満）
（10万人当たり）

H29年度

がん検診精度管理・事業評価
実施市町数
拠点病院におけるチーム医療
の体制整備
緩和ケアチームを有するがん
診療を行う医療機関の整備
緩和ケア病棟（病床）を有する
病院数

国立がん研究セ
ンターがん情報セ
ンター

成人の喫煙率

禁煙・分煙認定施設数

がん検診の受診率 50%以上

地域がん登録事業協力機関数

がん登録の精度向上

 

 

２ 脳卒中 

  

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

男　性 38.6 38.6 H29年度 37.6 H27年度 ○
厚生労働省「都道
府県別年齢調整
死亡率」

女　性 20.6 20.6 H29年度 18,1 H27年度 ○
厚生労働省「都道
府県別年齢調整
死亡率」

3医療圏 5医療圏 H29年度 5医療圏 H28年度末 ○ 医務国保課

項　目

脳血管疾患の年齢調
整死亡率
 （人口10万人当たり）

脳卒中地域連携クリティカルパ
ス活用医療圏数
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３ 急性心筋梗塞 

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

男　性 16.7 12.5 H29年度 12.4 H27年度 ○
厚生労働省「都道
府県別年齢調整
死亡率」

女　性 6.5 4.5 H29年度 6.0 H27年度 ▲
厚生労働省「都道
府県別年齢調整
死亡率」

未導入 導　入 H29年度 導入 H28年度末 ○ 医務国保課

急性心筋梗塞の年齢
調整死亡率
（人口10万人当たり）

急性心筋梗塞　地域連携クリ
ティカルパスの導入

項　目

 

 

４ 糖尿病 

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

14.3 10.4 H29年度 14.2 H27年 ▲
日本透析医学会
「わが国の慢性透
析療法の現況」

男　性 8.5 6.7 H29年度 7.1 H27年 △
厚生労働省「都道
府県別年齢調整
死亡率」

女　性 4.6 3.3 H29年度 3.4 H27年 △
厚生労働省「都道
府県別年齢調整
死亡率」

未導入 導　入 H29年度 導入 H28年末 ○ 糖尿病実態調査

43 90 H29年度 37 H29年5月9日 × 歯科医師会調査

項　目

糖尿病腎症による新規透析導入
患者数（人口10万人当たり）

糖尿病の年齢調整死
亡率
（人口10万人当たり）

日本糖尿病協会の歯科医師
登録医数

糖尿病　地域連携クリティカル
パスの導入

 

 

５ 精神疾患 

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

未設置 設　置 H29年度 設　置 H25年度 ○ 障害福祉課

72.3% 79.0% ※H26年度 73.7% H26年度 ▲
精神保健福祉資
料

111人 133人 ※H26年度 (111人) (H22年度) 独自調査

23.7% 17.0% H29年度 21.0% H26年度 ▲
精神保健福祉資
料

319.9日 304.1日 H29年度 479.7日 H26年度 × 患者調査

－ 32か所 ※H26年度 32か所 H29年9月1日 ○
相談支援事業所
一覧

－ 36か所 ※H26年度 59か所 H29年9月1日 ○
相談支援事業所
一覧

196人／日 259人／日 ※H26年度 168人／日 H28年度末 ×
かがわ障害者プラ
ン進捗状況

102人／日 133人／日 ※H26年度 102人／日 H28年度末 ×
かがわ障害者プラ
ン進捗状況

129人／日 152人／日 ※H26年度 81人／日 H28年度末 ×
かがわ障害者プラ
ン進捗状況

64.8% 58.3% ※H34年度 70.8% H28年度 ×
県民調査・栄養調
査

24.3人
平成9年以前

の水準 H29年度 16.2人 H28年 △ 人口動態調査

項　目

精神科医療相談窓口の設置

１年未満入院患者の平均退院
率
在院期間5年以上かつ65歳以
上の退院患者数

３ヶ月以内再入院率

病院の退院患者平均在院日
数

指定一般相談支援事業所数 

指定特定相談支援事業所数

地域活動支援センターⅠ型
利用人員
地域活動支援センターⅡ型
利用人員

地域活動支援センターⅢ型
利用人員
最近１か月間にストレスを感じ
た人の割合

自殺死亡率（10万人当たり）
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策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

9人 13人 ※H26年度 34人 H28年度末 ○ 長寿社会対策課

275人 395人 ※H26年度 420人 H28年度末 ○ 長寿社会対策課

311人 550人 ※H26年度 986人 H28年度末 ○
認知症サポーター
キャラバンＨＰ

14,818人 25,000人 ※H27年度 74,207人 H28年度末 ○
認知症サポーター
キャラバンＨＰ

認知症サポート医数

もの忘れ相談医受講者数

認知症キャラバン・メイト養成
数

認知症サポーター養成数（累
計）

項　目

 
 

６ 在宅医療 

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

1 5 H29年度 3 H27年度末 △ 医務国保課

40 44 ※H26年度 85 H28年度末 ○ 台帳

38 100 H29年度 94 H28年度末 △ 医務国保課

項　目

在宅医療連携拠点数

訪問看護ステーション数

医療介護地域連携クリティカル
パスを導入している事業所数  

 

７ 歯科医療 

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

３歳児 74.2% 90% 77.2% H27年 ▲
地域保健・健康増
進事業報告

５歳児 57.9% 70% 61.6% H28年 ▲
香川県学校保健
統計調査

34.5% 50%以上 38.0% H29年 ▲
歯の健康とたばこ
の調査

52.7% 65% 62.3% H28年度 △
香川県学校保健
統計調査

10.3% 5% 5.4% H28年度 △
香川県学校保健
統計調査

何でも食べるこ
とができる者の
増加

60歳代 65.2% 80% 71.2% H28年 △
県民健康・栄養調
査

78.1% 85% 78.3% H28年 △
県民健康・栄養調
査

40.4% 50% 52.0% H28年 △
県民健康・栄養調
査

40歳代 52.8% 25% 36.5% H28年 △
県民健康・栄養調
査

50歳代 38.5% 30% 57.1% H28年 ×
県民健康・栄養調
査

60歳代 64.2% 45% 58.4% H28年 △
県民健康・栄養調
査

H34年度

定期的にフッ化物歯
面塗布をしている幼
児の増加

学齢期

12歳児でう蝕のない
者の増加
歯肉に炎症があり、専門
医(歯科医師）による診断
が必要とされた高校生の
減少

成人期
高齢期

60歳で24歯以上の自
分の歯を有する者の
増加

80歳で20歯以上の自
分の歯を有する者
（8020達成者）の増加

進行した歯
周炎を有す
る者の減少

乳幼児期

むし歯のな
い幼児

項　目
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８ 上記以外の事業 

策定時現状 目　標 目標年次 直近の実績 実績の時点 達成状況 出典

２人 15人 ※H27年度 12名 H29年9月30日 △ 医務国保課

75% 77% ※H27年度 75% H28年度末 ×
看護師等学校養
成所卒業生就業
状況調査

５病院 ８病院 H29年度 6病院 H28年度末 ▲ 医務国保課

14.0人 13.0人以下 ※H27年度 14.2 H28年 ×
香川県感染症発
生動向調査

０床 ２床 H29年度 2床 H28年度末 ○ 薬務感染症対策課

18床 22床 H29年度 18床 H28年度末 × 薬務感染症対策課

58床 75床 ※H27年度 70床 H28年9月30日 △
ICU等病床数・職
域病院等在院患
者数調査票

50% 100% H26年度 100% H28年度末 ○ 医務国保課

20チーム 25チーム H29年度 34チーム H29年12月1日 ○ 医務国保課

539回 現状維持 H29年度 1384回 H28年度末 ○ 医務国保課

737回 現状維持 H29年度 753回 H28年度末 ○ 医務国保課

76箇所 全ての病院 H29年度 79箇所 H28年10月1日 ▲
医療機能情報調
査

324箇所 全ての診療所 H29年度 343箇所 H28年10月1日 ▲
医療機能情報調
査

74箇所 全ての 歯科診療所 H29年度 111箇所 H28年10月1日 ▲
医療機能情報調
査

108 145 ※H27年度 137 H28年度末 △ 医務国保課

へき地医療拠点病院によるへ
き地への巡回診療の実施回数
病院における医療安全につい
ての相談窓口の設置

項　目

香川県医学生修学資金貸付
制度による県内従事医師数

県内養成機関を卒業した看護
職員の県内就業率

地域医療支援病院数

人口10万人当たりの結核新規
患者発生数

第一種感染症指定病床数

第二種感染症指定病床数

一般診療所における医療安全
についての相談員の配置
歯科診療所における医療安全
についての相談員の配置

Ｋ－ＭＩＸ参加医療機関数

ＩＣＵ（集中治療室）病床数

耐震化が完了した災害拠点病
院の割合

ＤＭＡＴチーム数

へき地医療拠点病院からへき
地へ医師を派遣した回数

 

 

 

達成状況の集計 

項　　目 項目数 割　合

目標を達成しているもの 25 35%

目標値に対し改善しているもの（50.0％以上） 21 29%

目標値に対し改善しているもの（50.0％未満） 15 21%

良くなっていないもの 10 14%

集計中また未公表 1 1%

計 72 100%
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１　がん

現　状 目　標 目標年次

男　性 101.9 88.2 平成35年度(2023年度）

女　性 53.1 47.4 平成35年度(2023年度）

16.0% 8.0% 平成35年度(2023年度）

胃がん 45.6%

大腸がん 46.3%

肺がん 54.9%

乳がん 49.3%

子宮頸がん 49.0%

77.1% 90%以上 平成35年度(2023年度）

ＤＣＮ 9.6% 10%以下

ＤＣＯ 5.4% 5%以下

12病院 15病院 平成35年度(2023年度）

4病院 5病院 平成35年度(2023年度）

２　脳卒中

現　状 目　標 目標年次

男　性 37.6 26.4 平成35年度(2023年度）

女　性 18.1 16.6 平成35年度(2023年度）

運用中 運用継続 平成35年度(2023年度）

62.6 65.0 平成35年度(2023年度）

３　心筋梗塞等の心血管疾患

現　状 目　標 目標年次

男　性 21.0 14.8 平成35年度(2023年度）

女　性 8.9 5.5 平成35年度(2023年度）

運用中 運用継続 平成35年度(2023年度）

92.0 95.0 平成35年度(2023年度）

４　糖尿病

現　状 目　標 目標年次

14.2 12.6 平成35年度(2023年度）

男　性 7.1 5.5 平成35年度(2023年度）

女　性 3.4 2.5 平成35年度(2023年度）

糖尿病性腎症による新規透析導入患者数
（人口10万人当たり）

糖尿病の年齢調整死亡率
（人口10万人当たり）

急性心筋梗塞　地域連携クリティカルパスの運用

脳血管疾患の年齢調整死亡率
 （人口10万人当たり）

項　目

虚血性心疾患の年齢調整死亡率
（人口10万人当たり）

脳卒中　地域連携クリティカルパスの運用

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

緩和ケア病棟（病床）を有する病院数

項　目

55%以上 平成35年度(2023年度）

項　目

がん検診の受診率

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

平成35年度(2023年度）

がんの年齢調整死亡率（75歳未満）
（人口10万人当たり）

第七次香川県保健医療計画　数値目標一覧

項　目

精密検査の受診率

成人の喫煙率

緩和ケアチームを有するがん診療を行う医療機関
数

がん登録の精度向上
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５　精神疾患

現　状 目　標 目標年次

467人 平成32年度(2020年度）

457人 平成36年度(2024年度）

390人 平成32年度(2020年度）

392人 平成36年度(2024年度）

1,616人 ※平成32年度(2020年度）

1,098人 平成36年度(2024年度）

978人 ※平成32年度(2020年度）

688人 平成36年度(2024年度）

638人 ※平成32年度(2020年度）

410人 平成36年度(2024年度）

2,473人 平成32年度(2020年度）

1,947人 平成36年度(2024年度）

66% 69% ※平成32年度(2020年度）

81% 84% ※平成32年度(2020年度）

88% 90% ※平成32年度(2020年度）

386人 平成32年度(2020年度）

846人 平成36年度(2024年度）

218人 平成32年度(2020年度）

479人 平成36年度（2024年度）

168人 平成32年度(2020年度）

367人 平成36年度(2024年度）

3人／月 33人／月 ※平成32年度(2020年度）

6,149人／月 6,737人／月 ※平成32年度(2020年度）

39,884人／月 45,057人／月 ※平成32年度(2020年度）

750人日 974人日 ※平成32年度(2020年度）

－ 6か所 ※平成32年度(2020年度）

16.2 14.3以下 ※平成34年（2022年）

34人 82人 ※平成32年度(2020年度）

420人 500人 ※平成32年度(2020年度）

986人 1,300人 ※平成32年度(2020年度）

74,207人 120,000人 ※平成32年度(2020年度）

※　県の他の計画において、別途目標年次が定められている項目については、他の計画と

　併せて進行管理を行います。

認知症サポーター養成数（累計）

自殺死亡率（人口10万人当たり）

精神病床における入院後１年時点の退院率

－

地域移行に伴う基盤整備量（65歳以上利用者
数）

478人

－

1,133人

精神病床における慢性期入院需要（65歳未満
患者数）

896人

項　目

精神病床における慢性期入院需要（65歳以上
患者数）

精神病床における急性期（３か月未満）入院
需要（患者数）

2,959人

精神病床における回復期（３か月以上１年未
満）入院需要（患者数）

精神病床における入院需要（患者数）

精神病床における入院後６か月時点の退院率

自立訓練(生活訓練)利用量

452人

精神病床における慢性期（１年以上）入院需
要（患者数）

2,029人

精神病床における入院後３か月時点の退院率

地域移行に伴う基盤整備量（65歳未満利用者
数）

－

精神障害に対応した保健、医療、福祉関係者
の協議の場の設置

地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）

認知症キャラバン・メイト養成数

認知症サポート医数

もの忘れ相談医研修受講者数

指定一般相談支援事業利用人員

指定特定相談支援事業利用人員

生活介護利用量
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６　在宅医療

現　状 目　標 目標年次

327 平成32年度(2020年度）

346 平成35年度(2023年度）

85 100 ※平成32年度(2020年度）

７　歯科医療

現　状 目　標 目標年次

３歳児 77.2% 90%

５歳児 61.6% 70%

38.0% 50％以上

12歳児でむし歯のない者の割合 62.3% 65%

5.4% 5%

何でもかんで食べることが
できる者の割合

60歳代 71.2% 80%

78.3% 85%

52.0% 50%

40歳代 36.5% 25%

50歳代 57.1% 30%

60歳代 58.4% 45%

８　上記以外の事業

現　状 目　標 目標年次

12人 60人 平成35年度(2023年度）

1施設 3施設 平成35年度(2023年度）

6病院 6病院 平成35年度(2023年度）

14.2人 10.0人以下 ※平成32年（2020年）

18床 22床 平成30年度(2018年度）

89.5% 100% 平成35年度(2023年度）

34ﾁｰﾑ 40ﾁｰﾑ 平成35年度(2023年度）

402回 現状維持 平成35年度(2023年度）

870回 現状維持 平成35年度(2023年度）

2.7% 現状維持 平成35年度(2023年度）

1.3% 現状維持 平成35年度(2023年度）

平成34年度(2022年度）

進行した歯周炎を有する者
の割合

80歳で20歯以上の自分の歯を有する者
（8020達成者）の割合

乳幼児期

学齢期

成人期
高齢期

むし歯のない幼児の割合

60歳で24歯以上の自分の歯を有する者
の割合

定期的にフッ化物歯面塗布をしている
幼児の割合

歯肉に炎症があり、専門医(歯科医師）によ
る診断が必要とされた高校生の割合

乳児死亡率（出生千人当たり）

項　目

訪問看護ステーション数

第二種感染症指定病床

人口10万人当たりの 結核新規患者発生数

項　目

香川県医学生修学資金貸付制度による県内従事医師数 

訪問診療を実施している診療所・病院数

項　目

へき地医療拠点病院からへき地への巡回診療実施回数

288

耐震化が完了した災害拠点病院及び第二次救急医療機関の割合

ＤＭＡＴチーム数

へき地医療拠点病院からへき地への代診医派遣回数

周産期死亡率（出産千人当たり）

看護師の特定行為に係る指定研修機関数

地域医療支援病院数の維持
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現　状 目　標 目標年次

79箇所 全ての病院 平成35年度(2023年度）

343箇所 全ての診療所 平成35年度(2023年度）

111箇所 全ての 歯科診療所 平成35年度(2023年度）

137 200 平成35年度(2023年度）

13,227 20,000 平成35年度(2023年度）

※　県の他の計画において、別途目標年次が定められている項目については、他の計画と併せて
　進行管理を行います。

病院における医療安全についての 相談窓口の設置

一般診療所における医療安全についての相談員の配置

歯科診療所における医療安全についての相談員の配置

Ｋ－ＭＩＸ参加医療機関数

Ｋ－ＭＩＸ＋カルテ参照件数

項　目
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第６章 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組み 

第１節 保健・医療・介護（福祉）の連携 

１ 患者・利用者の立場に立った保健・医療・介護（福祉）の切れ目のない 

  連携体制の構築 

少子高齢化の急速な進行に伴い、保健・医療・福祉サービスに対する県民のニーズは

多様化、高度化しており、地域の医療提供体制の確保に当たっても、疾病予防から治療、

介護（福祉）までのニーズに応じた多様なサービスが地域において切れ目なく一貫して

提供されることが求められます。 

また、今後これまで経験したことのない超高齢社会を迎える中で、県民だれもが、地

域で自立した生活を営むことができるよう、各人の身体状況や家庭状況に応じて、医療、

介護等が切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築が必要とされています。 

 

 

【現状・課題】 

（１）県民の保健・医療・介護（福祉）に対するニーズは多様化、高度化しており、高齢

者や障害者はもとより県民すべてが、地域において、質の高い総合的なサービスが受

けられる体制が求められます。 

（２）特に、高齢化の進展を踏まえ、急性期や回復期の治療を終えた患者の在宅復帰など

に際しては保健・医療・介護（福祉）の各分野の事業者が情報を共有するなどにより

連携に努め、切れ目のないサービスの提供が求められます。 

（３）保健事業や介護予防などのサービスは、市町が主体となって実施しており、地域に

おいて、市町保健センターや地域包括支援センターなどの関係機関との連携体制の充

実が求められます。 

 

【対策】 

（１）県、市町など行政相互間の連携に努めます。 

（２）保健・医療・介護（福祉）の各事業者相互間における情報共有を促進するとともに、

各地域で拠点となる施設等を中心に、関係団体や市町との連携体制を強化して、医療・

介護等が切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築を支援します。 

（３）質の高い総合的サービスが提供できるよう、専門職員の確保や資質の向上に努めま

す。 

（４）地域連携クリティカルパスの地域における運用拡大を目的とした取組みを促進しま

す。 
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２ 他の計画との整合性の確保 

  計画の作成に際しては、他の法律等の規定による計画であって医療の確保に関する事

項を定めるものとの調和が保たれるようにするととともに、公衆衛生、薬事、社会福祉

その他医療と密接に関連を有する施策との連携を図ることが求められます。 

  具体的には、主に以下の計画と整合を図ります。 

   

 

国の計画名① ①に対応する県の計画名 計画期間等 

健康日本２１（第２次） 健やか香川２１ヘルスプラン 
平成 25年度― 

平成 34年度（2022年度） 

食育推進基本計画 かがわ食育アクションプラン 
平成 28年度― 

平成 32年度（2020年度） 

がん対策推進基本計画 香川県がん対策推進計画 
平成 30年度― 

平成 35年度（2023年度） 

歯科口腔保健の推進に関する

基本的事項 

香川県歯と口腔の健康づくり基

本計画 

平成 25年度― 

平成 34年度（2022年度） 

介護保険法に定める基本指針 香川県高齢者保健福祉計画 
平成 30年度― 

平成 32年度（2020年度）  

健やか親子２１（第２次） 香川県健やか子ども支援計画 
平成 27年度― 

平成 31年度（2019年度）  

障害者基本法等に定める障害

者基本計画 
かがわ障害者プラン 

平成 30年度― 

平成 32年度（2020年度） 

自殺総合対策大綱 香川県自殺対策計画（仮称） 
平成 30年度― 

平成 34年度（2022年度） 

肝炎対策基本指針 香川県肝炎対策推進計画 
平成 29年度― 

平成 33年度（2021年度） 
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第２節 健康づくり運動の推進 

だれもが生涯を通じて健康で明るく生きがいを持って暮らすことができる「健康長寿か

がわの実現」を目指して、平成 25年３月に策定した「健やか香川２１ヘルスプラン（第２

次）」に基づき、市町や関係団体等と連携して、各種健康増進施策を推進しています。 

 

【現状・課題】 

（１）栄養・食生活 

県民 1人 1日当たりの野菜の摂取量は 271gで、成人 1人 1日当たりに必要とされて

いる 350gより約 80g不足しています。また、30～40歳代男性、20歳代女性の朝食の

欠食率が 2割を超えるなど、若い世代、働き盛り世代に朝食を欠食する割合が高いほ

か、20～60歳代男性の肥満者の割合も約 3割と、依然として高い状況にあります。 

栄養・食生活は、生活習慣病の予防のほか、生活の質の向上及び社会機能の維持・

向上の観点から重要です。県民一人ひとりが、健康に関心を持ち適切な食生活を実践

することが必要です。さらに、健康の増進に加え、豊かな人間形成、食に関する感謝

の念の醸成など、家庭、地域、学校等における食育の充実が望まれます。 

（２）身体活動・運動 

県民の 1日の平均歩数は、男性はわずかに増加しているものの、女性は減少してい

ます。男性は 20～64歳が目標とする 1人 1日当たり 9,000歩より約 1,000歩、女性は

目標とする 1人 1日当たり 8,500歩より約 2,000歩少なく、日常生活での歩く機会（歩

数）が少ない状況です。 

運動を習慣として行っている人の割合は、65歳以上の女性では増加しており 4割を

超えていますが、その他では減少しています 

身体活動・運動は生活習慣病の予防に効果があり、10分程度の散歩を 1日に数回行

う程度の簡単な運動でも、健康上の効果が期待できます。歩行やスポーツなど体を動

かすことを日常生活の中に組み込むことが必要です。 

特に、身体活動・運動が不足している働き盛りの世代に対して、地域や職域を通じ

た啓発・支援・普及が必要です。 

（３）休養 

「ストレスを感じる人」や「睡眠で充分疲れが取れていない人」が増加傾向にあり

ます。 

県民一人ひとりが、健康や環境に応じた休養が日常生活の中に適切に取り入れられ

た生活習慣を確立することが重要です。 

（４）喫煙・飲酒 

「喫煙率」は減少傾向にあるものの、「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒して

いる人」は男性がやや増加しています。 

喫煙や飲酒が健康に及ぼす影響についての正しい知識の普及や、受動喫煙防止対策

のさらなる強化が必要です。 

（５）生活習慣病 

糖尿病の受療率や死亡率が全国で上位に位置しているなか、「特定健康診査・特定
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保健指導の実施率」や「メタボリックシンドローム該当者及び予備群」については、

現状値と目標値には大きな開きがある状況にあります。 

引き続き、発症予防、重症化予防に重点を置いた対策を推進する必要があります。 

 

【対策】 

健康寿命の延伸は、生活習慣の改善や社会環境の整備によって実現される最終的な目

標です。健康寿命の延伸に向け、生活習慣病対策を総合的に推進するほか、医療や介護

など様々な分野における支援等に取り組みます。 

また、県民の健康づくりに関係する団体等で構成された「健やか香川２１県民会議」

と連携し、家庭、地域、学校、職域等において、県民の自主的な健康づくり運動を実践

する気運の醸成を図り、県民総ぐるみによる健康づくり運動を推進します。 
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第３節 食育の推進 

生涯にわたって心身ともに健やかな県民生活の実現に向け、子どもから高齢者までの県

民一人ひとりが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けるとともに、香川県の

地場産物や食文化についても理解を深め、健全な食生活を実践するため、平成 28年３月に

策定した「第３次かがわ食育アクションプラン」に基づき、市町や関係団体等と連携して、

「食育」を推進しています。 

 

【現状・課題】 

（１）野菜の摂取状況・食習慣 

県民 1人 1日当たりの野菜の摂取量は 271gで、成人 1人 1日当たりに必要とされて

いる 350gより約 80g不足しています。 

また、30～40歳代男性、20歳代女性の朝食の欠食率が 2割を超えるなど、若い世代、

働き盛り世代に朝食を欠食する割合が高いほか、児童生徒の朝食欠食率も改善されて

おらず、子どもの頃から栄養バランスの偏りがみられます。 

全世代が望ましい食習慣を身に付けることができるよう、家庭における食育はもと

より、地域、学校、関係団体等が連携・協働し、ライフステージに応じた切れ目のな

い支援を行う必要があります。 

（２）健康 

40～74歳男性のメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者及び予備群の

合計の割合は 4割を超えています。 

小学 4年生を対象に行った小児生活習慣病予防健診の結果によると、「肥満傾向」「脂

質異常」「2 型糖尿病になる可能性が高い」「肝機能異常」がそれぞれ 1 割程度みられ

ます。 

県民が健康に関心を持ち、生活習慣病や肥満の予防につながる適切な食生活の実践

や食を通じた健康づくりに自ら取り組むことができるようにする必要があります。 

（３）かがわの食文化 

核家族化の進行や地域のつながりの希薄化の影響などの社会環境の変化や食の外部

化、多様化により、季節感あふれる郷土色豊かな食文化は薄れつつあります。 

代表的な郷土料理の食材や調理法などの地域の食文化と、本県の豊かな農水産物の

生産に根ざした食の知恵や技術を行政、地域、関係団体等が連携しながら次の世代に

引き継ぐ必要があります。 

 

【対策】 

（１）食を通じた人づくり 

生涯にわたって健全な心身と豊かな人間性を育むために、望ましい生活習慣を身に

付けるとともに、食に関する正しい知識と食を選択する力を習得し、健康管理と健康

に配慮した食生活を自ら行うことができるように、家庭や地域、学校、関係団体等と

連携して、子どもの発育・発達段階に応じた食育など、子どもから成人、高齢者に至

るまで、生涯にわたるライフステージに応じた切れ目のない食育を推進します。 
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（２）かがわの食文化を通じた地域づくり 

地域において、食育ボランティアや生産者、学校、関係団体と連携し、郷土食の保

存活動や地産地消の取組み等を通じて、かがわの食文化の継承や食の理解の促進を図

り、香川県の豊かな自然の恵みと食文化を生かした地域づくりを推進します。 

また、都市と農山漁村の共生・対流や生産者と消費者との間の交流を促進すること

により、それらの信頼関係を構築し、県民の食に関する理解と関心の増進に努めます。 

（３）よりよい食のための環境づくり 

家庭、地域、学校・保育所等、関係団体や生産者、企業等が、それぞれの役割分担

のもと、相互に緊密な連携協力を図りながら、県内全域で食育活動が展開されるよう

推進体制の充実を図ります。 

また、市町や関係団体等と連携・協働し、様々な機会を活用した食育の普及啓発や、

食品の安全性、栄養、その他の食生活に関する情報の提供等に努め、食育をより効果

的に推進するとともに、望ましい食習慣の定着を目指した県民運動の推進を図ります。 
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第４節 医療費適正化 

【現状・課題】 

（１）急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等、医療を取り巻く様々

な環境が変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生活の

質の維持及び向上を確保しつつ、今後、医療費が過度に増大しないようにしていくと

ともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく必要があり

ます。 

（２）このための仕組みとして、平成 18 年の医療制度改革において、医療費適正化計画

に関する制度が創設され、本県においても、平成 20 年４月に香川県医療費適正化計

画、平成 25 年７月には、第２期香川県医療費適正化計画を策定し、医療費の適正化

に取り組んできました。 

（３）平成 27 年には、医療費適正化の取組みを国、都道府県並びに保険者及び後期高齢

者医療広域連合がそれぞれの立場から進める体制を強化するため、持続可能な医療保

険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第

31号）により、医療費適正化計画に関する見直しが行われ、病床機能の分化及び連携

の推進の成果を踏まえた医療費の見込みを医療費適正化計画に盛り込むこととされ

ました。 

 

 

※ この見込みにおいて、入院医療については、香川県地域医療構想を踏まえて推計しています。 

「都道府県医療費の将来推計ツール」（厚生労働省提供）による推計 

 

億円 
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【対策】 

（１）この保健医療計画では、平成 30 年度（2018 年度）からの６年間を計画期間とする

第３期香川県医療費適正化計画を包含したものとすることにより、医療費適正化計画

の基本理念である「①住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること、②超高

齢社会の到来に対応するものであること、③目標及び施策の達成状況等の評価を適切

に行うものであること」に沿って、良質かつ適切な医療を持続可能な形で提供できる

体制の構築に向けて、医療費の適正化に資する施策に取り組みます。 

（２）住民の健康の保持を推進する観点から、生活習慣病の発症予防と重症化予防、食育

の推進、歯科口腔保健の推進などに取り組みます。 

（３）医療の効率的な提供を推進する観点から、医療機関の機能分化と連携の推進、地域

包括ケアシステムの構築・充実、後発医薬品の使用促進などに取り組みます。 

 

住民の健康の保持の推進 

① 
生活習慣病の発症予防
と重症化予防 

第４章第２節「疾病ごとの医療連携体制の現状・課題と
対策」参照 

② 
生活習慣及び社会環境
の改善 

第６章第２節「健康づくり運動の推進」参照 

③ 
喫煙による健康被害の
予防 

④ 食育の推進 第６章第３節「食育の推進」参照 

⑤ 歯科口腔保健の推進 
第４章第５節「歯科医療連携体制の現状・課題と対策」
参照 

⑥ 
保険者による特定健康
診査等の推進支援 

・先進的な事例の収集・情報提供 
・特定健診・保健指導事業に関する研修の実施 
・香川県糖尿病性腎症等重症化予防プログラムの活用 
・特定健診等受診に係る県民への普及啓発 

⑦ 
高齢者の健康の維持・
向上 

・自立支援、介護予防・重度化防止の推進 
・高齢者の社会参加・生きがいづくり 
（第６章第５節「高齢者保健福祉対策」参照） 
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医療の効率的な提供の推進 

① 
医療機関の機能分化と
連携の推進 香川県地域医療構想（第六次香川県保健医療計画別冊）

参照 

第４章第４節「在宅医療連携体制の現状・課題と対策」
参照 

② 在宅医療の充実 

③ 
地域包括ケアシステム
の構築・充実 

④ 後発医薬品の使用促進 
・後発医薬品利用差額通知の活用促進 
・後発医薬品希望カード・希望シールの活用促進 
・その他、後発医薬品の使用促進に係る県民への普及啓
発 

（第４章第６節「医薬等に係る現状・課題と対策」、第７
章第２節「医薬品等の安全対策」参照） ⑤ 

医薬品の適正使用の推
進 

⑥ 適正受診の促進 

・かかりつけ医等を持つことの重要性の啓発 
・医療費通知の活用促進 
・救急電話相談の活用促進 
・その他、適正受診の促進に係る県民への普及啓発 
（第４章第１節「県民本位の医療連携体制の構築」参照） 

 

【数値目標】 

（１）住民の健康の保持の推進 

項 目 
現 状 

（平成 27年度） 
目 標 目標年次 

① 特定健康診査の実施率の向上 48.1％ 70％以上 
平成 35年度 
（2023年度） 

② 特定保健指導の実施率の向上 25.5％ 45％以上 
平成 35年度 
（2023年度） 

③ メタボリックシンドロームの
該当者及び予備群の減少 

（特定保健指導対象者の減少率
をいう。）（※） 

17.6％減 25％減 
平成 35年度 
（2023年度） 

※ 平成 20年度の人数と比べた減少率をいう。 

（２）医療の効率的な提供の推進 

項 目 
現 状 

（平成 27年度） 
目 標 目標年次 

後発医薬品の使用促進 
（数量ベース） 

57.1％ 80％以上 
平成 35年度 
（2023年度） 
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【平成 35年度（2023年度）の医療費の見込み】 

 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（平成 28年 3月 31日厚生労働省

告示第 128号。以下「医療費適正化基本方針」という。）により、都道府県は、各都道

府県の医療費の現状に基づき、平成 35年度（2023年度）の医療費の見込みを算出する

こととされており、「都道府県医療費の将来推計ツール」（厚生労働省提供）を用いた医

療費の見込みは、次のとおりです。 

なお、病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、現時点では

移行する患者の状態等は明らかでなく、医療費の推計式が医療費適正化基本方針で示さ

れていないことから、含まれていません。 

 

医療費の見込み（自然体） ４，２６１億円 

適 

正 

化 

効 

果 

額 

後発医薬品の普及による効果 ▲ ３３億円 

特定健診等の実施率の達成による

効果 
▲ １億円 

地域差縮減を目指す取組みの効果 ▲ ３３億円 

医療費の見込み（※） ４，１９４億円 

 

※ 医療費の見込みの推計式 

① 入院医療費 

地域医療構想において設定した、平成 35 年度（2023 年度）の病床機能区分別患者

数の見込みに、各一人当たり推計額を乗じた推計額とします。 

② 入院外・歯科医療費等 

平成 26年度を基準年度として自然増を加味した医療費見込みから、下記取組みによ

る適正化効果額を差し引いた額とします。 

○ 後発医薬品の普及（使用割合 80％）による効果 

○ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の達成（70％・45％)による効果 

○ 地域差縮減を目指す取組みの効果 

   生活習慣病（糖尿病）に関する重症化予防の取組効果 

   重複投薬の適正化効果 

   複数種類医薬品の適正化効果 
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第５節 高齢者保健福祉対策 

１ 高齢者の保健福祉対策 

【現状・課題】 

（１）高齢化が進行する中、平均寿命の延伸とともに、健康上の問題で日常生活が制限さ

れることなく生活できる期間である健康寿命を延伸することが重要です。健康寿命の

延伸に向けて、生活習慣病対策を総合的に推進するほか、生涯を通じた健康づくりや

生きがいづくり、心身の衰えを予防・回復するための介護予防を進める必要がありま

す。 

（２）要介護者等やその世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介護者等の

生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の福祉に関する施策等との有機的

な連携を図ることが重要であることから、高齢者が、介護が必要な状態になったとし

ても、できる限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医

療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの考え方を広げ、地域共生社会を実現する必要があります。 

（３）要介護等認定者の増加、介護サービスのニーズの増加が見込まれており、特に医療

ニーズの高い高齢者や重度の要介護者の増加、高齢者単身・夫婦のみ世帯の増加に対

応するため、必要なサービスが必要なときに提供されるよう介護サービスの充実が必

要です。 

（４）養護者や養介護施設従事者等による虐待を防止するため、早期発見及び支援のため

の体制を強化するとともに、虐待防止等の高齢者の権利を守るための取組みを引き続

き進める必要があります。 

 

【対策】 

（１）要介護状態等になることの予防、軽減・悪化防止 

市町が介護予防ケアマネジメントを適切に実施できるよう、地域包括支援センター

の保健師等に対する効果的な研修や助言等を実施します。 

また、各市町で介護予防の普及啓発等の担い手として養成している「介護予防サポ

ーター」が地域において積極的に活動できるよう、市町を支援します。 

さらに、市町が地域の実情に応じた介護予防事業を実施できるよう、市町と連携し

て効果的な介護予防事業のあり方を検討するとともに、研修の実施や適切な助言、先

進的取組みの紹介等の必要な情報提供により、市町を支援します。 

（２）地域共生社会の実現のための仕組みづくり 

   地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュ

ニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすこ

とのできる仕組みづくりを促進するため、市町と連携して住民への普及啓発等による

気運の醸成に努めます。 

（３）介護サービス提供体制の整備 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して、必要な介護サービスを受けながら

生活できるよう、在宅サービスの充実を図るとともに、自宅での生活が困難となった
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要介護者に対しても、住み慣れた地域の中で施設に入所できるように、必要な施設・

居住系サービスを整備するなど、居宅サービスと施設・居住系サービスの役割分担や

需給バランスを勘案しながら、計画的な基盤整備を進めます。 

（４）高齢者虐待の防止 

各種イベントや講演会等の機会を捉えて、高齢者虐待防止の普及啓発を行うととも

に、施設等の職員を対象にした権利擁護等の研修会など、専門職として必要な知識の

習得に資する研修の実施に取り組みます。 

また、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止・対応について、迅速かつ的確

に対応するため、「養介護施設事業者等による高齢者虐待の防止・対応マニュアル」に

基づき、虐待事案に迅速かつ的確な対応を図ります。 

このほか、香川県弁護士会と香川県社会福祉士会で構成する「香川県高齢者虐待対

応専門職チーム」と連携し、専門研修や専門相談を実施するなど、市町、地域包括支

援センター職員の虐待対応力の向上を支援します。 

さらに、市町が構築する高齢者虐待防止ネットワークの体制整備を促進し、高齢者

虐待の早期発見・早期対応を図ります。 
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第６節 障害者保健福祉対策 

１ 障害者の保健福祉対策 

【現状と課題】 

（１）障害者(児)の現状 

 平成 28年度末で県内の身体障害のある人（身体障害者手帳所持者）は、45,373人、

知的障害のある人（療育手帳所持者）は 7,240人、精神に障害のある人のうち、精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は 5,302人であり、障害者福祉サービスの

事業量の確保が求められています。 

（２）障害福祉サービス提供体制の充実 

    平成 25年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障

害者総合支援法）が施行され、難病患者が障害福祉サービスの対象となり、利用者の

ニーズに対応した障害福祉サービスの提供が求められています。また、平成 28 年度

には、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部が改正され、障害児支援のニーズの多

様化にきめ細かく対応することが求められております。 

（３）障害者の地域生活の支援 

障害者の地域生活支援にあたっては、住み慣れた地域で、障害者が自分らしく暮ら

せる社会を目指し、障害者が意思決定を行えるよう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ことが重要です。 

このため、市町と連携し、相談支援事業者の活動促進を図り、障害者がいつでも安

心して相談できる仕組みづくりが求められています。 

（４）障害者の就労の促進 

  障害者を雇用する義務のある民間企業で働いている障害者の数は、平成 29 年 6 月

で 2,961.5 人となっており、雇用率は 1.96％であり、全国平均の 1.97％や法定雇用

率である 2.0％を下回っており、障害者の雇用促進に向けての取組みが必要です。 

（５）障害者の社会参加の促進 

障害のある人も社会活動に参加できるよう、生活上の各場面で十分な情報保障等を

図るため、手話通訳者や要約筆記者、音訳等のボランティアの育成に努めているとと

もに、「香川県障害者スポーツ大会」を実施し、スポーツなどの機会の拡充に努めてい

ます。 

  障害者の虐待防止を図るため、平成 24 年 10 月に施行された「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」（障害者虐待防止法）に基づき、県障

害者権利擁護センターを設置し、市町や関係機関等と連携し、障害者の虐待防止及び

養護者に対する支援等に努めています。 

（６）多様な障害への対応 

アスペルガーや自閉症などの発達障害や頭部外傷等による高次脳機能障害のある人

に対し、発達障害者支援センターや高次脳機能障害者相談支援窓口を開設し、支援に

努めています。また、発達障害については、保育所、幼稚園、学校等が連携し、乳幼

児期から成人期まで一貫した支援が求められています。 
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身体障害者数（身体障害者手帳交付者数）の推移 

【障害別】                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【程度別】                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

知的障害児・者数（療育手帳交付者数）の推移           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

精神障害者数（精神障害者保健福祉手帳交付者数）の推移   

 

身体障害者数（身体障害者手帳交付者数）の推移 

 

 

 

 

 

 

                                      
出典：障害福祉課 



6章 6節 

障害者保健福祉対策 

190 

【対策】 

（１）障害福祉サービス提供体制の充実 

① 障害福祉サービスの事業量の確保 

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、かがわ障害者プランに基づき、市町と連携して、利用者のニーズに対応した

障害福祉サービスの事業量を確保します。 

  ② 障害福祉サービスの質の確保 

適切な指導監査の実施、障害者施設・サービス事業者における苦情解決窓口や第

三者委員の設置、運営適正化委員会における苦情解決、福祉サービス第三者評価制

度の導入等を通じ、サービスの質の確保・向上を図ります。 

③ 福祉人材の養成・確保 

  市町の相談窓口や指定相談支援事業所において相談支援を行う相談支援従事者、

障害者施設・サービス事業者においてサービス提供を管理するサービス管理責任者

など、福祉サービスを担う人材の養成・資質向上に努めます。 

  ④ 様々な分野との連携体制の整備 

    日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児（医療的ケア児）や発達障

害等を含む精神障害者に対する支援体制の整備を図るため、関係する様々な分野が

連携を図るため協議の場の設置に努めます。 

（２）障害者の就労の促進 

   障害者の働く場を確保するため、障害者就業・生活支援センターの活動を充実させ

るとともに、障害者施設の工賃向上の取組みを支援するなど、福祉施設で働く障害者

の所得向上を促進します。 

（３）障害者の社会参加の促進 

まちのバリアフリー、情報のバリアフリー、心のバリアフリーやスポーツ・文化活

動の振興などを通じて、障害者の自立と社会参加を促進します。 

（４）権利擁護の推進 

判断能力が不十分な障害者が地域で自立した生活を送れるよう、かがわ後見ネット

ワーク等と連携し、成年後見制度の普及啓発を行い、その利用促進を図るとともに、

市町や関係機関と連携し、障害者虐待の未然防止、早期発見及び迅速な対応、その後

の適切な支援が図られるよう努めます。 

（５）多様な障害のある人への対応 

① 発達障害児・者への対応 

 発達障害者支援センター「アルプスかがわ」において、発達障害児・者やその家族

に対する相談支援、発達支援及び就労支援を行うとともに、保育所、幼稚園、学校

等に対し専門的な助言、支援を行うほか、各種研修を実施し、発達障害に関する理

解促進に努めます。 

② 高次脳機能障害者への対応 

 かがわ総合リハビリテーションセンターに、高次脳機能障害者への支援を行うため

の拠点施設をおき、専門的な相談支援、支援手法等に関する研修等を実施します。 
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２ 障害者の医療の確保等 

 

【現状・課題】 

障害による影響を軽減するためには、障害の早期発見や傷病治療の継続のほか、リハ

ビリテーションにより心身機能の維持・回復に努めることが肝要です。しかし、障害の

ある人が心身の状態が不安定のまま放置されると、さらに二次障害を引き起こすことな

どにより障害が重複・重度化する場合が見られます。 

このため、医療だけでなく、保健、福祉と連携を密にして、障害児・者への援助など

の取組みが重要となります。 

 

【対策】 

（１）リハビリテーションの推進 

脳卒中や事故等による傷病治療後の障害状態の軽減や機能回復、障害児・者の心身

機能の低下や障害状態の悪化防止（二次障害の予防）等を目指し、専門的なリハビリ

テーションから身近なものまで地域において適切なリハビリテーションが提供される

よう、地域リハビリテーション体制の構築を推進します。 

（２）育成医療、更生医療、精神通院医療、特定疾患治療研究事業等の継続 

   心身に障害のある児・者や慢性疾患児・者に対する育成医療、更生医療、精神に障

害のある者に対する精神通院医療、特定疾患医療治療研究事業等の公費負担制度を継

続するとともに、障害者の医療費負担の軽減を図るため、重度の心身障害児・者に対

し医療費自己負担分の一部を給付します。 

（３）在宅障害児・者の医療確保 

在宅の障害児・者の疾病の予防及び治療のため、地域の医療機関などでの受診しや

すい体制について検討を進めるとともに、地域における歯科診療体制の整備を推進し

ます。 

（４）在宅障害児・者の歯科医療確保 

  県においては、障害児・者に対する歯科医療や相談が円滑に実施できるよう体制整

備を行っています。また、県歯科医師会における訪問歯科診療対応窓口の設置等の取

組もなされています。今後は、各地域における障害児・者の歯科医療の拠点の整備に

ついて検討を進めます。 
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第７節 母子保健福祉対策 

 

安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てるための家庭や地域の環境づくり

を推進するため、保健・医療・福祉の連携による総合的な母子保健福祉対策の充実強化が

求められており、国の「健やか親子２１（第２次）」(注１) や本県の「香川県健やか子ど

も支援計画」(注２)において具体的な目標を設定して取り組んでいます。 

 

【現状・課題】 

（１）20 歳未満の人工妊娠中絶率（注３）は、本県は全国平均よりもやや高い状況にあり

ます。 

（２）出産年齢の高年齢化に伴い、周産期医療の重要性は増大し、安心できる母子保健医

療体制の充実や総合的な周産期医療体制の整備を図る必要があることから、「総合周産

期母子医療センター」を 2ヶ所（四国こどもとおとなの医療センター・香川大学医学

部附属病院）指定し、「地域周産期母子医療センター」を１ヶ所（高松赤十字病院）認

定しています。 

（＊周産期医療体制の項を参照） 

（３）子どもを持ちたいと望むカップルの不妊や不育に関する不安や悩みに対応するため、

不妊相談センターを開設し、専門的な相談に応じています。 

（４）乳幼児期からの生活リズムの乱れ、学齢期における朝食の欠食や肥満など食習慣・

生活習慣の問題が深刻化する中、家庭や地域、学校、関係機関が連携し、食育の推進

に取り組んでいく必要があり、子どもの肥満防止対策や幼児肥満に対するハイリスク

アプローチの必要性についての啓発に取り組んでいます。 

（５）育児経験の乏しさや核家族化の進行などにより、子育てについての不安や悩みを持

つ親が増加する中、子ども女性相談センターと西部子ども相談センターでの児童虐待

対応件数は依然として深刻な状況にあり（平成 28年度対応件数 959件）、警察、学校、

地域、関係機関が連携して虐待の未然防止や早期発見・早期対応に取り組むことが求

められています。 

（６）自閉症、注意欠陥/多動性障害（ＡＤＨＤ）など気になる子どもを早期に発見し、

早期に適切な発達支援につなげるため、乳幼児健康診査の充実や相談体制づくり、さ

らには、保健、医療、福祉、教育などの関係機関が連携した継続的な支援が求められ

ています。 
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10代の人工妊娠中絶率の年次推移 （女子人口千人当たり）

 
資料：厚生労働省「衛生行政報告例」 

 

【対策】 

（１）思春期保健対策の強化と健康教育の推進 

① 思春期における性や心の問題に対応するため、家庭、学校、市町、保健所、医療機

関等が連携を図りながら、相談活動や保健指導の充実に努めるとともに、情報や意

見交換を行うためのネットワークづくりを推進し、正しい知識の普及啓発や情報提

供の充実に努めます。 

② 思春期特有の心身に関する不安や悩みなどについて「思春期電話相談」を行うとと

もに、保健、教育関係者を対象とした研修の充実を図ります。また、思春期の子ど

も同士が話し合ったり、相談したりするピア（仲間）カウンセリングの取組みなど

を促進します。 

（２）妊娠･出産に関する安全性と快適さの確保と不妊等への支援 

① 周産期医療体制の充実（＊周産期医療体制の項を参照） 

② 安全で快適な出産環境により、妊娠出産に満足し、その後の子育てが楽しいと感じ

られるような「いいお産」の普及啓発を図ります。 

③ 不妊相談センターにおいて、不妊等に悩む夫婦等を対象として、専門的知識を有す

る医師、看護師、保健師等による相談に加えて、心理カウンセラーによる妊娠・出

産をとりまく精神的な悩み相談等、こころのケアの充実を図ります。 

④ 特定不妊治療費の一部を助成することにより、子どもを持とうとする夫婦の経済的

負担の軽減を図ります。 

（３）小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備  

① 母子保健医療に関する知識等の普及啓発 

   ア 各種相談指導の場等を活用して、母子保健に関する正しい知識の普及啓発と、母

子保健施策についての情報提供に努めます。 

   イ 特定の慢性疾病などについて医療費の助成を行い、早期治療や障害の軽減に努め

ます。 
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② 妊産婦、乳幼児の健康診査や保健指導などの充実 

ア 乳幼児や妊婦の健康診査の精度管理や家庭訪問などにより、育児支援の必要な養

育者の把握とその後の支援が図られるよう市町に対する母子保健情報の収集・提

供や、分析・評価に努めます。 

  イ 乳幼児期からの生活リズムの確立や望ましい食習慣の普及啓発に努めるととも

に、保育所等や地域子育て支援拠点など関係団体が連携・協働した食育活動の取

組みを促進します。 

 ウ 幼児肥満に対してハイリスクアプローチの必要性を啓発します。 

③ 子どもの心の健やかな発達の促進と育児不安の軽減 

   ア 妊娠の届出時や乳幼児健康診査、家庭訪問等を通して、育児に対して不安感や

負担感を抱える家庭を早期発見し、切れ目ない支援を行うなど、専門的・重点的

子育て支援施策を実施し、親の養育支援や虐待の未然防止に努めます。    

   イ ハイリスク妊産婦等に対する心のケアが重要であることから、周産期医療機関と

連携して、市町等の訪問指導による未熟児等への早期支援と母親への心のケアに

努めるなど継続的な看護体制の充実を図ります。 

ウ 発達障害やストレス関連障害など様々な子どもの心の問題に対し、適切な対応が

できる支援体制を構築します。 

エ 発達障害等の障害及びその疑いのある子どもを対象に、心身の健全な発育や運動

機能の発達を促すための親子の運動教室（かるがも教室）を開催します。 

オ 地域で孤立しがちな親子に対し、声かけ・見守りなどを行う子育てボランティア

やＮＰＯなどの相談支援におけるマンパワーの充実を図るとともに、地域子育て

支援センターやつどいの広場など、身近な場所での地域での子育て支援の拠点づ

くりを促進し、育児不安の軽減に努めます。 

 

注１：「健やか親子 21（第 2次）」とは⇒ 

21世紀における母子保健の国民運動計画（平成 27年度～平成 36年度（2024年度））。 

①切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 ②学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 ③子ど

もの健やかな成長を見守り育む地域づくり ④育てにくさを感じる親に寄り添う支援 ⑤妊娠期か

らの児童虐待防止対策を課題とする。 

注２：「香川県健やか子ども支援計画」（平成 27年度～平成 31年度（2019年度））とは⇒ 

次世代を担う子どもたちを安心して産み、健やかに育てることができるかがわづくりを目指し、①結

婚・妊娠期からの支援、②地域における子ども・子育て支援の充実、③子どもや子育て家庭にやさし

い環境の整備、④子ども・子育て支援を担う人材の確保・資質の向上等を基本施策としている。 

注３：20歳未満の人工妊娠中絶実施率とは ⇒ 15歳以上 20歳未満の女子人口千人当たりの数値 
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第８節 保健福祉施設の機能強化 

 

疾病予防から治療、介護（福祉）までのニーズに応じた多様なサービスが、地域におい

て切れ目なく一貫して提供される、患者本位の医療の確立に向けては、医療提供施設の機

能の強化に加え、保健・福祉関係施設の機能も強化され、その上で相互の連携を高めてい

くことが重要です。 

 

１ 保健所 

【現状・課題】 

  保健所は、地域における疾病の予防、医事、薬事、食品衛生、環境衛生などの公衆衛

生行政の中心的な機関として、住民の健康の保持及び増進に寄与しています。 

近年、少子高齢化の急速な進行や住民の健康意識の高まり、生活習慣病の増加など疾

病構造の変化、感染症、毒物及び災害等に起因する健康危機事案や精神保健事案への対

応など、保健・医療・福祉に係るニーズは高度化・多様化してきており、これらに迅速

かつ的確に対応していくことが求められています。 

 

【対策】 

（１）保健・医療・福祉の連携体制の強化を図り、住民のニーズに的確に対応するととも

に、地域における情報の収集、管理及び分析を進めながら、専門的、技術的な機能を

強化しつつ、ソーシャルキャピタルを活用した支援を推進し、住民の健康の保持・増

進に努めます。 

（２）地域における健康危機管理の拠点として、平常時には監視業務等を通じて健康危機

の発生を未然に防止するとともに、発生時に円滑な対応ができるよう所管区域ごとに

関係機関との連携強化を図ります。また、健康危機発生時には、健康危機管理マニュ

アル等に従い、迅速かつ適切な対応を図ります。 

 

 

２ 精神保健福祉センター 

【現状・課題】 

精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉に関する中核機関として、

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

の促進、自立と社会経済活動への参加促進のための援助等、広範囲にわたって精神障害

者の保健福祉活動に大きな役割を担っています。 

近年、社会情勢や家庭環境が大きく変化する中で、ひきこもりや自殺、依存症などの

問題が注目を集めています。このようなこころの健康問題は、年齢や属性を問わず深刻

化しており、県民の身近な問題として一層の対応が求められています。 

 

【対策】 

地域住民の精神的健康の保持・増進を目指し、地域精神保健福祉活動を推進するため

に、保健所や市町などの関係機関に対して、専門的な立場から積極的な技術指導及び技



6章 8節 

保健福祉施設の機能強化 

 

196 

術援助を行います。 

広く県民の身近な問題にも対応できるよう、相談体制を充実強化し、こころの健康相

談、アルコール、薬物、思春期などの相談活動を積極的に行います。 

当センター内に設置するひきこもり地域支援センターの取組みを通じて、ひきこもり

本人や家族などへの支援の一層の強化を図ります。周囲で身近な支援者を増やすなどの

自殺対策にも取り組んでいきます。 

 

 

３ 障害福祉相談所 

【現状・課題】 

障害福祉相談所は、身体障害者、知的障害者、障害児の福祉に関する中核機関として、

補装具、自立支援医療、障害者手帳、発達等の相談、判定、指導を行っています。さら

に、障害者権利擁護センターとして、市町、障害福祉課、労働局等の関係機関と連携し、

障害者虐待の未然防止、早期発見などへの対応をしていますが、特に、市町の機能強化

を目指した専門的助言が求められています。 

また、障害者差別に関する相談に的確に応じながら、障害を理由とする差別の解消を

図り、障害者の暮らしやすい地域づくりの推進に努めています。 

 

【対策】 

  障害者（児）等に関する相談支援が効果的に展開されるよう、市町や関係機関と連携

し、積極的に対応するとともに、専門的な立場から、市町や関係機関に対し、技術的な

指導や援助を行います。 

障害者権利擁護センターでは、障害福祉課及び市町と連携し、障害者虐待の早期発見、

迅速な対応を行うとともに、障害者虐待を未然に防ぐための体制を確立していきます。 

障害者差別に関しては、相談内容に関する関係者等への啓発に努め、障害者の暮らし

やすい地域づくりを図ります。 

 

 

４ 児童相談所（子ども女性相談センター） 

【現状・課題】 

児童相談所は、市町との適切な連携の下で、子どもに関する家庭その他からの相談に

応じ、個々の子どもや家庭に最も効果的な支援を行うことにより、子どもの福祉を図る

とともに、その権利を擁護することを主たる目的として設置された機関です。 

近年、児童虐待や不登校など子どもの心身を取り巻く問題が深刻化しており、市町と

の適切な役割分担に基づく対応や、警察、保健・医療機関、教育機関等との連携の強化

が求められています。 

 

【対策】 

児童家庭相談に応じる市町に対し支援を行うとともに、効果的なソーシャルワークの

技法開発や確立はもとより、医療、保健その他の幅広い専門機関や職種との連携強化、
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司法関与の仕組みの有効活用等により迅速かつ的確な対応を図ります。 

また、児童虐待を受けた子ども等が良好な家庭環境の下で生活できるよう、子どもの

みならず保護者も含めた家庭支援に一層積極的に取り組みます。 

 

 

５ 環境保健研究センター 

【現状・課題】 

環境保健研究センターは、本県における科学的かつ技術的中核として、関係行政部局、

保健所等と緊密な連携の下、調査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報の解析・

提供の業務を通じ、公衆衛生の向上及び増進に重要な役割を果たしています。 

食中毒や微生物による感染症の疫学調査をはじめ、医薬品、食品及び家庭用品等の安

全性に関する調査研究や試験検査を行っています。また、地域保健・衛生関係機関に対

する検査技術の支援を行うとともに公衆衛生情報の収集・解析・提供を行っています。 

近年、新興・再興感染症対策、食品中の残留農薬等による健康被害の原因の特定など、

様々な健康危機に対応するため、環境保健研究センターが果たすべき役割の重要性は増

しています。 

高度化かつ多様化する公衆衛生及び健康危機管理上の要請に応えるため、環境保健研

究センターの体制と機能が維持強化されるよう、技術系職員の検査技術の向上や検査機

器類の整備を図る必要があります。 

 

【対策】 

（１）検査機器の整備拡充 

   国際化に伴う新興・再興感染症対策、食品中の残留農薬等による健康被害の原因の

特定など、様々な健康危機に対応するため、検査機器の整備拡充を図ります。 

（２）調査研究事業の推進 

県民ニーズに対応するため、食中毒や感染症の疫学調査、医薬品・食品等の安全性

などに関する調査研究事業の一層の充実を図ります。 

（３）公衆衛生情報の収集・提供 

調査研究成果の効率的な運用を図るため、広く県民及び関係機関に対し、必要な情

報の提供に努めます。 

（４）試験検査の信頼性確保 

試験検査の信頼性を確保するため、定期的に外部・内部精度管理を実施するととも

に、業務の実施に必要な検査技術の向上を図ります。 

（５）技術の支援 

公衆衛生及び健康危機管理の向上のため、関係検査機関の検査技術の支援を積極的

に推進します。 


