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このたび、平成 30年４月からスタートする「米子市障がい者支援プラン 2018」を策定し

ました。 

本市では、まちづくりの総合的な指針である「第３次米子市総合計画（米子いきいきプラ

ン 2016）」を平成 28年に策定し、まちづくの目標「『ひと』がいきいき」のなかで、「障

がい者（児）福祉施策の充実」及び「障がい児支援施策の充実」を基本計画に掲げ、障がい

のある人や障がいのある児童に対する支援の充実に取り組んでまいりました。 

また、「米子市障がい者計画 2015」及び「米子市障がい福祉計画 2015」の二つの計画をま

とめた「米子市障がい者支援プラン 2015」を平成 27年度に策定し、障がい福祉施策を推進

してきました。 

 

一方、障がいや障がいのある人に対する市民の認識の変化や法制度の改正、また、障がい

のある本人や親の高齢化への対応、さらには施設入所者の地域生活への移行など、障がい福

祉施策を取り巻く状況は大きく変化しました。 

すべての人が、障がいの有無にかかわらず、基本的人権を有する個人として尊重され、お

互いの人格と個性を尊重しあう「共生社会」を実現し、障がいのある人が、住み慣れた地域

で安心して暮らすことができるよう、また、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づい

て、社会のあらゆる活動に参加し、自己実現ができるよう、バリアフリーやユニバーサルデ

ザインに基づいたまちづくりを進めるとともに、家族を含めた支援体制の充実と、教育、福

祉、医療、雇用などの関係機関が連携し、切れ目のない支援と相談ができる体制をつくるこ

とが重要です。 

また、障がいのない人が、障がいの特性を正しく理解し、障がいのある人への配慮や手助

けできるよう、鳥取県で始まった「あいサポート運動」などを通じて、だれもが住みやすい

米子市にしていかなければなりません。 

 

新たな「米子市障がい者支援プラン 2018」では、これらの時代に即したまちづくりを推進

するため、国の動向や本市の実情を踏まえ「米子市障がい者計画」の見直しを行い、本市に

おける障がい福祉施策の基本的な方向性として、10項目の分野別の取組を示しました。 

また、「米子市障がい児福祉計画」を「米子市障がい福祉計画」と一体のものとして新た

に作成（計画期間：平成 30年度～平成 32年度）し、施設入所者の地域生活への移行の推進

や地域での受入れ体制の整備、一般就労への移行の促進、障がいのある児童の支援の提供体

制の整備などを目標に掲げ、これらの達成のため、障がい者福祉サービス、障がい児福祉サ 

 

 



 

ービスなどの提供体制の確保のための方策などを定めました。 

 さらに、こうした取組に加え、必要と思われる政策については、随時、検討を重ねていき

たいと考えております。 

 

 最後になりましたが、計画の策定に当たり、鳥取県と共同で行った障がい児福祉のニーズ

調査をはじめ、当事者団体などからの聞取りやパブリックコメントなどを通じ、貴重なご意

見・ご提言をお寄せいただきました市民の皆様、さまざまな視点で熱心にご審議くださいま

した策定委員の皆様など、ご協力をいただきました方々に心からお礼申し上げます。 

 

 

平成３０年３月 

米子市長 伊木 隆司 
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