
 

 

 

 

 

 

米子市 

障がい者支援プラン 2021 
 

 

 

米子市障がい者計画  （平成 27 年度～令和 5 年度） 

米子市障がい福祉計画  （令和 2 年度～令和 5 年度） 

米子市障がい児福祉計画  （令和 2 年度～令和 5 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年３月 

米子市  



ごあいさつ  

このたび、令和３年４月からスタートする「米子市障がい者支援プラン 2021」

を策定しました。  

本市では、令和２年にまちづくりの総合的な指針である「第４次米子市総合

計画（米子市まちづくりビジョン）」を策定し、まちづくりの基本目標「市民

が主役、共生のまちづくり」のなかで、「障がい者（児）福祉の充実と共生社

会の実現」を基本計画に掲げ、障がいのある人に対する支援の充実に取り組ん

でまいりました。  

一方、障がい福祉施策としては、平成 30 年４月に「米子市障がい者計画」

及び「米子市障がい福祉計画」、「米子市障がい児福祉計画」の三つの計画をま

とめた「米子市障がい者支援プラン 2018」を策定し、障がいの有無にかかわ

らず、すべての人が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」の実現に向け、取り組んできたところです。  

これらの計画で目指す社会の構築のため、本市では平成 31 年 4 月に米子市

障がい者基幹相談支援センターを設置し、各種の障がい福祉サービスと相談支

援体制の充実を図り、また、「米子市手話言語条例」の制定や「共に生きるア

ート展」の開催などを通じて、障がいのある人の多様な活動への参加機会の拡

充や社会参加への促進に取り組んできました。その他、障がいのある人に確実

に情報が伝わるよう、災害発生時や、災害が発生するおそれがある場合のファ

クシミリ一斉送信、また防災行政無線の放送内容をＦＭ放送で同時に発信する

「防災ラジオ事業」を実施いたしました。  

令和２年度に策定した「米子市地域福祉計画」のなかでは「総合相談支援体

制の構築」を掲げ、住民に身近な地域において分野横断的かつ包括的な相談・

支援を行う相談支援体制を整備することとしており、国が掲げる「重層的支援

体制整備事業」についても、このなかで着実に取組を進め、障がいのある人が

地域の一員としていきいきと活躍できるよう、関係機関及び事業者と連携し、

一体的に取り組んでいくこととしています。  

これらの取組のほか、バリアフリーやユニバーサルデザインに基づいたまち

づくりの推進や、鳥取県で始まった「あいサポート運動」の周知などについて

も、引き続き実施してまいります。  

「米子市障がい者支援プラン 2021」では、こうした新たな枠組みや、近年

の環境の変化、これまでの施策の課題を念頭に置き、時代に即した障がい福祉

施策を推進するため、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、「第６期米子市障がい福祉計画」及び「第２期米子市障がい児福祉計

画」については、令和２年度末をもって３年間の計画期間が終了することから、

３年後のあるべき姿を見据え、目指すべき目標などについて見直し、施設入所

者の地域生活への移行や精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構

築、福祉施設から一般就労への移行、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についての方策を定めました。こうした取

組に加え、必要と思われる施策については、随時、検討を重ね実施してまいり

ます。  

計画の策定に当たり、当事者団体などからの聴き取りやパブリックコメント

などを通じて、貴重なご意見・ご提言をお寄せいただきました市民の方々や、

さまざまな視点から熱心にご審議くださいました策定委員の方々など、ご協力

をいただきました皆様に心からお礼申し上げます。  

これからも「共生社会」の実現に向けて、本計画の着実な推進を図ってまい

りますので、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 

 

令和３年３月  

米子市長  伊木  隆司  
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