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シニア活躍！ねんりんパワー応援事業 

≪長寿社会課≫  
25,710千円 

趣   旨 

ねんりんピック山口大会を契機とする、高齢者のスポーツ・文化活動への関心や社会参
加意識の高まりを継承・発展させ、高齢者が活躍できる地域社会の実現を図ります。 

事業の概要 

○県版「ねんりんピック」の開催 

高齢者の健康づくりや地域を越えた仲間づくりを支援し、スポーツ・文化活動等の社

会活動への参加を促進するため、県健康福祉祭（ねんりんピック山口２０２０）を開催 

・スポーツ文化交流大会の開催支援 

・美術展の開催 

・ねんりんピック岐阜大会への選手派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域で活躍するシニアの応援 

総合支援学校等のコミュニティ・スクールへの参画など、先進的な活動を行う老人

クラブのモデル指定と取組事例を普及 

  【取組事例】昔遊び、農業・文化活動体験、環境保全活動 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯現役社会づくりに向けた総合的な取組の推進 

生涯現役推進センターを中心とした情報発信、人材育成、普及啓発等 

・高齢者向けの公開講座やボランティアなどの活動紹介 

・地域で活動する高齢者グループへの活動支援 

２ 誰もがいきいきと輝く地域社会の実現 



【障害者の社会参加の拡大】  

32 

 

 
障害者一般就労移行チャレンジ事業 

≪障害者支援課≫  
6,500千円 

趣   旨 

障害者就労施設（事業所）の利用者及びその家族等に対し、企業等での就労に対する

意識をもっていただき、就労を通じた自立と社会参加の促進を図ります。 

事業の概要 

○コーディネーターの配置 

   企業等に対する職場体験後の雇用の斡旋など、事業の企画運営を行うコーディネー

ターを山口県社会就労事業振興センターに配置 

 ○検討委員会の設置 

【検討内容】研修内容、職場体験先企業等、優良事業所の表彰 
【委員構成】事業所、相談支援事業所、障害者雇用企業、ハローワーク、 

障害者就業・生活支援センター 等 

 ○一般就労に向けた研修会等の開催 

事業所の管理者や支援員の支援力向上に向けた研修の実施 

 ○企業説明会兼見学会の開催 

【参加者】職場体験受入企業等、事業所、相談支援事業所、利用者、家族 

【内 容】職場体験先のマッチング 

○職場体験の実施 

   利用者等が希望する分野（製造、販売、介護現場等）における職場体験の実施 

 ○優良事業所の周知・拡大 

   事業の参加者による事例報告会、一般就労移行者を輩出した事業所の表彰 



【障害者の社会参加の拡大】  
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拡 障害者就労支援事業 

農福連携マルシェ開催事業   ≪障害者支援課≫  

6,880千円 

6,000千円 

趣   旨 

就労を通じて、障害のある人の自立や社会参加が進むよう、障害者就労施設における

工賃向上等に向けた支援や安心して就労することができる環境づくりを図ります。 

事業の概要 

◇障害者就労支援事業 

共同受注窓口の機能強化や、障害者就労施設における工賃向上、障害者就労施設か

ら企業への就労の促進 

○共同受注窓口の機能強化 

   ・障害者就労施設への発注拡大のため、官公需や民需に係る関係者による協議会の設置 

   ・企業と障害者就労施設のワークシェアリングや新商品開発等を進めるため、課題

別のワーキンググループを設置 

○工賃向上への支援 

・大型商業施設やイベント等で障害者就労施設の大規模販売会を開催するとともに、

商品に加え、障害者就労施設の活動内容等のＰＲを行い、販売会終了後の事業所

の収益向上を支援 

・工賃向上に向けたビジネススキルアップ研修会を開催 

新就労継続支援Ａ型事業所への経営改善の支援 

・経営改善に必要な知識を学ぶセミナーの開催 

・経営診断や個別支援を行う中小企業診断士派遣費用の助成 

 

◇農福連携マルシェ開催事業 

 農業等を行う障害者就労施設の農産物や加工品の安定的な販売を支援するため、大

規模な販売会（マルシェ）を開催し、多くの県民に障害者就労施設の生産した農産物

等のＰＲを実施 

  ○マルシェの開催 

・障害者就労施設で生産した農産物及び加工品の販売会 

   ・障害者就労施設の活動内容のＰＲ 

   ・障害者就労施設で生産した農産物等を活用した、屋台、喫茶等の出店 

 

 

 

 

 



【障害者の社会参加の拡大】  
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やまぐち障害者文化芸術活動チャレンジ事業 

≪障害者支援課≫ 
5,153千円 

趣   旨 

  障害のある人の能力や才能を発揮できる場を拡充し、いきいきと活躍できる地域社会

を実現するため、障害者の文化芸術活動の裾野の拡大等に向けた取組を推進します。 

事業の概要 

○相談支援の実施 

障害者本人やその家族、障害者施設等からの相談を受け付け、関係機関の紹介やア

ドバイスを実施 

○障害者アートセミナーの開催 

障害者やその家族等に障害者アートの持つポテンシャル（魅力や可能性）を伝え、

障害者アートの裾野拡大を図るため、全国的に先進的な取組をしている団体から講師

を招きセミナーを開催 

○県障害者芸術文化祭の開催 

中国地区各県と連携し、県内外の芸術上価値の高い作品を展示する障害者の総合的

な芸術文化祭を開催 

○障害者文化芸術作品等の調査・発掘 

創作活動を行う県内障害者施設等を訪問・調査して、

その活動実態を把握するとともに、優れた作家・作品等

を発掘し、全国に負けないアール・ブリュット作品や施

設の取組等を広く県民へ紹介 

 

 

 

 

アール・ブリュット作品 

障害者アートセミナー 山口県障害者芸術文化祭 



【障害者の社会参加の拡大】  
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障害者スポーツ県民参加推進事業 

≪障害者支援課≫  
25,413千円 

趣   旨 

スポーツを通じて障害のある人の社会参加と県民理解の促進を図り、障害のある人と

ない人双方が障害者スポーツに参加しやすい環境づくりを推進します。 

事業の概要 

＜障害者スポーツの競技力の向上＞ 

 ○競技団体による選手育成体制の整備 

   競技団体主体による選手の発掘・育成を進めるための組織体制を整備 

○キラリンピックの開催 

  全国障害者スポーツ大会への派遣選手選考会を兼ねた県内最大の障害者スポーツ 

の祭典「キラリンピック」を開催 

 ○全国障害者スポーツ大会派遣選手の強化育成 

派遣選手の競技力向上や県選手団の一体感の醸成等を図るため、強化練習を実施 

 

＜障害者スポーツの競技人口の拡大＞ 

  ○障害者スポーツ教室の開催 

障害のある人の体力増強、余暇充実等を図るため、各種スポーツ教室を開催 

  ○障害者スポーツ人材バンクによる指導者等の派遣 

県障害者スポーツ協会に設置した人材バンクを活用し、関係団体からの要請に応

じ、スポーツ指導員等を派遣 

  ○障害者スポーツ支援者の発掘・養成 

    障害者スポーツ指導者やボランティアの養成に係る研修会等を計画的に実施 

  ○あいサポートスポーツフェスティバルの開催 

障害者スポーツを通じて障害のある人とない人の交流を図ることで、障害や障害

者スポーツに対する理解促進を目的とした障害者スポーツ体験・交流会を開催 

 

   

 

 

 

 

 
第 19回キラリンピック（陸上競技） あいサポートスポーツフェスティバル 2019 障害者スポーツ指導者講習会 



【障害者の社会参加の拡大】  
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やまぐちパラアスリート育成ファンド事業 

≪障害者支援課≫ 
2,000千円 

趣   旨 

本県からひとりでも多く世界レベルの国際大会に出場できる選手を輩出するとともに、

障害者スポーツの更なる振興を図るため、「やまぐちパラアスリート育成ファンド」を活

用し、世界を目指し活動している障害者アスリートを支援します。 

事業の概要 

 企業、県民からの寄付や県費によりファンドを組成し、選手の海外遠征や強化合宿への

参加費、競技用具の購入費、その他競技力向上のための経費を助成 

【助成選手】 

デフリンピックその他世界レベルの国際大会出場を目指し活動している、本県在住

等の障害者アスリート 

【助成対象経費】 

  ・海外遠征、国内遠征、強化合宿等への参加費、交通費及び宿泊費 

  ・競技用具の購入費及び修理費 

  ・指導者への報酬、医科学サポート、施設利用料、その他競技力向上に要する経費 

【助成金額】 

  ２５万円以内／人 

  ※ただし、次のいずれかに該当する者には 

さらに年間２５万円を加算 

・2021デフリンピックへの出場が期待

される者 

・次世代を担うアスリートとして特に

認められる者 

【助成予定人数】 

  ６名程度 ※企業・県民からの寄付状況等により増減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｒ１ ﾊﾟﾗｱｽﾘｰﾄ認定選手 

射撃：山内 裕貴 

2019 ｼﾄﾞﾆｰ世界選手権（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 

Ｒ１ ﾊﾟﾗｱｽﾘｰﾄ認定選手 

卓球：廣兼 めぐみ 

2019 ﾊﾟﾗ卓球 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ 

Ｒ１ ﾊﾟﾗｱｽﾘｰﾄ認定式 



【障害者の地域生活の支援】 
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あいサポート運動推進事業 

≪障害者支援課≫  
5,321千円 

趣   旨 

障害のある人がいきいきと活躍できる地域社会の実現を図るため、誰もが障害に対す

る理解を深め、配慮を実践する「あいサポート運動」を推進します。 

事業の概要 

○あいサポーター等の養成 

・あいサポーター研修 

障害の特性、配慮等を理解する研修を申込に応じて随時実施 

 ・あいサポートメッセンジャー養成研修 

あいサポーター研修実施者を養成する研修を開催 

 ・あいサポーターメッセンジャーステップアップ研修 

あいサポーター研修実施者を対象としたスキルアップ研修を開催 

○あいサポート企業等の認定・公表 

  あいサポート運動に取り組む企業・団体を認定、ＨＰ公表 

○若年層を中心とした「あいサポート運動」の普及啓発 

  ・障害児者との協同イベント 

    県内の大学、専門学校、企業等の若者を対象とした、ワークショップ等のイベン

トを開催 

  ・あいサポート通信 

ＨＰやＳＮＳ等を活用し、イベントや研修の実施状況、企業での取組等を紹介 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

 

 

 

 

 
あいサポーター 
（県 民） 

障 害 者 

周囲に援助・配慮を必要と 
していることを示すマーク 

あいサポート企業・団体 

あいサポートメッセンジャー 
（団体・施設職員等） 
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新 
聴覚障害児言語習得環境整備事業 

≪障害者支援課≫  
1,522千円 

趣   旨 

 山口県手話言語条例の制定を機に、聴覚障害児の健全な育ちの保障に向けて、手話等を

習得できる環境の整備を進めます。 

 併せて、地域における多様なコミュニケーション手段の普及を推進します。 

事業の概要 

○地域における普及・支援活動の担い手の育成 

 手話等の普及を図り、聴覚障害児本人・家族を支援する人材「ことばの習得支援  

リーダー」を養成 

  【対象者】各地域で活動している意思疎通支援者（手話通訳者や手話ボランティア要

約筆記支援者、盲ろう者支援者） 

【内 容】手話等の技術の向上を図るとともに、地域住民への手話等の普及並びに聴

覚障害児及びその家族を支援する上で必要な知識等の習得に向けた研修

を実施 

地域における手話の普及（手話講習会） 



【障害者の地域生活の支援】 

39 

 

 
医療的ケア児支援体制整備事業 

≪障害者支援課≫  
1,662千円 

趣   旨 

 人工呼吸器等を使用し、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障害児（「医療的ケア

児」）とその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、関係機関の連携体制を構築する

とともに、医療的ケア児に対する支援が適切に行える人材を養成し、医療的ケア児等へ

の支援体制整備を図ります。 

事業の概要 

 ○関係機関による協議の場の設置 

地域全体の医療的ケア児の支援に関する課題と対応策の検討を行うため、地域にお

いて医療的ケア児の支援に携わる保健、医療、福祉、教育等の各分野の関係機関及び

当事者団体等から構成される協議の場を設置。 

 

 ○医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業 

主に相談支援専門員、保健師、訪問看護師を受講対象としたコーディネーター（医

療的ケア児等の支援を総合調整する者）の養成研修を実施。 

 

【対象】相談支援専門員、保健師、訪問看護師等 

【目的】医療的ケア児等の支援計画作成、関係機関等との調整方法の習得 

【内容】国カリキュラムによる 

【計画】令和２年度末迄にコーディネーター６０名程度を養成 

医療機関

保 育 所

学 校

保 健

障 害 福 祉

ｻｰﾋﾞｽ事業所

家族

家族ケア児

家族が頑張る支援 本人を中心とした支援チーム

ケア児

医療

機関 学校

訪問

看護

療育

機関

保育

保健

障害福祉

ｻｰﾋﾞｽ事業

相談

支援

コーディネーター
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新 
医療的ケア児養育家族支援事業 

≪障害者支援課≫  
1,000千円 

趣   旨 

医療的ケア児を養育する家族の看護や介護に携わる身体的及び精神的負担の軽減を図

るため、家族相談会や交流会を実施するとともに、医療的ケア児に係る情報を集約化す

ることにより、家族が安心して子育てのできる環境を整備します。 

事業の概要 

 ○ピアサポートによる相談・交流 

社会との交流が減少して社会的孤立・ 

情報不足の状態に陥りやすい医療的ケア 

児家族の社会交流が図られるよう、医療 

的ケア児の既養育者（ピアサポーター、 

家族間支援者）による相談会や交流の場 

の設定等を通じて、医療的ケア児の家族 

同士が共に支え合える体制構築を支援 

 

   ・医療的ケア児家族ピアサポーターの養成 

   ・医療的ケア児家族相談会及び交流会の実施 

 ○医療的ケア児に係る情報の集約化 

   医療的ケア児に対し、保健・医療・福祉・保育・教育の各分野から多岐にわたり行

われている支援制度や利用方法等の情報について、介護家族が必要な情報を収集でき

るよう、情報提供体制を整備 

 

・ホームページによる県内の医療的ケア児支援に係る情報発信 

・家族が携帯できる「医療的ケア手帳」の作成、配布 
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 発達障害者支援センター運営事業 

 ≪障害者支援課≫  
27,840千円 

趣   旨 

発達障害者及びその家族が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、相談支援、 

発達支援、就労支援、医療機関等との調整などを行う「発達障害者支援センター」を運

営します。 

事業の概要 

〇発達障害者支援センター運営事業 

 発達障害者支援センターにおいて、発達障害者及びその家族に対する相談支援や 

関係機関等への情報提供を実施。 

〇発達障害者支援センター地域支援マネジメント事業 

発達障害者支援センターに「地域支援マネージャー」を配置し、市町や地域の施

設・事業所等に対する専門的な助言や困難事例へのバックアップを実施。 

○発達障害児・者診療体制等整備事業 

  発達障害者支援センターに「コーディネーター」を配置し、医療機関等との調整や

研修等の実施により、身近な地域で、早期受診、早期療育、就労関係機関等への円滑

な連携が可能な診療体制を整備。 

○成人期発達障害地域支援体制構築 

  近年､課題となっている成人期の発達障害者とその家族に対する支援について検討

を行い、その支援体制の整備を推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携・支援 

相談支援事業所 

障害福祉サービス事業所 

行政・保健Ｃ 

保育所・学校 

病院・診療所 

発達障害者と家族 

身近な地域で、切れ目ない支援 

地域自立支援協議会 

発達障害者支援センター 
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地域における包括的支援体制のイメージ

　　

◆複合的課題に対する包括的な相談支援の強化

生活

圏域
レベル

市町
レベル

◆生活圏域で相談を包括的に受け止める体制の整備

◆地域住民が主体的に生活課題を解決する環境づくり

地域住民、ボランティア等

社協支部、地区社協等

市町、市町社協等

自治

会
レベル

 
地域共生社会推進事業 

≪厚政課≫  
103,213千円 

趣   旨 

地域住民等が互いに見守り支え合い、年齢や性別、障害の有無等に関わりなく、誰も

が安心していきいきと暮らしていける地域共生社会の実現に向けた取組を推進します。 

事業の概要 

○包括的支援体制構築支援事業 

  住民が主体的に生活課題を解決する環境づくりや、複合的な課題に対応した相談支

援など、地域における包括的な支援体制構築を促進 

  ・地域住民の困りごとを住民相互の助け合いにより解決する仕組みづくり 

  ・地域福祉活動に対する意識向上に向けたセミナーの開催 

   ・市町社協、地区社協等における住民に身近な総合相談窓口の設置 

   ・社協を中心とした地域の福祉関係機関の連携強化 

   ・県、市町、社協による検討会議を通じた県内全域への横展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時における被災者支援体制整備事業 

・県内福祉団体等との連携による災害福祉支援体制の強化 

・災害ボランティアセンターの運営に関わる社協職員や地域住民への研修の実施 

○権利擁護推進事業 

・市町による成年後見制度の利用促進計画策定や市民後見人育成への支援 

・市町の成年後見制度利用促進体制の整備に向けた研修の実施 

 ・社協による福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等の取組の推進 
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ヘルプマーク 

○ユニバーサルデザイン推進事業 

・福祉のまちづくり条例に基づく市町の取組の促進 

 ・ヘルプマークの普及 

 ・やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度（パーキングパーミット制度） 

の周知と協力施設の確保 

○福祉ボランティア活動促進事業 

・支援ニーズとボランティアを結び付ける市町社協職員向け研修の実施 

・ボランティア活動の活性化に向けた地域住民や団体に対する研修の実施 

○小規模社会福祉法人連携強化事業 

・各地域の複数の小規模社会福祉法人による連携体制の構築 

 ・地域のニーズを踏まえた地域貢献のための協働事業への支援 

○地域再犯防止推進事業 

・高齢又は障害のある矯正施設出所者等に対する福祉サービス利用支援体制の充実 

 ・保護司等民間協力者の活動支援に向けた情報発信 

 

 

包括的支援体制構築支援事業
（地域住民が主体的に生活課題を解決する環境づくり）

地
域
共
生
社
会
の
実
現

Ⅰ 共に見守り、支え合う地域づくり

第四次

山口県

地域福祉

支援計画

山口県
再犯防止
推進計画

災害時における被災者支援体制整備事業

Ⅱ 地域福祉サービスの基盤づくり

包括的支援体制構築支援事業
（複合的課題に対応した包括的な相談支援体制整備の促進）

権利擁護推進事業

ユニバーサルデザイン推進事業

Ⅲ 地域福祉の担い手づくり

福祉ボランティア活動促進事業

小規模社会福祉法人連携強化事業

地域再犯防止推進事業


