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■ 計画の策定にあたって 

 

  

近年、障がい者の高齢化や、障がいの状態が重度と

なり、また複数の障がいを有するほか、多様化が進ん

でいることに加えて、災害や感染症等が発生した場合

の支援体制の確保といった新たな課題やニーズが生ま

れる中、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して

暮らしていけるよう地域全体で支えるシステムの必要

性はますます高まっています。 

 このような中、国においては、障がいに対する理解

や障がい者の社会参加の促進に関する取組を着実に進

めるため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律（障害者差別解消法）」の施行（平成２８年）を

はじめ、「発達障害者支援法」及び「障害者総合支援法」

「児童福祉法」、がそれぞれ改正されました。  

 新居浜市におきましては、これら国の法律に基づき、障がい者施策に関する基本的な

考え方や障がい福祉サービス確保のための具体的方策を定めた各種計画を策定するなど、

様々な障がい福祉施策に関する取組に努めてまいりました。  

 また、本年は、本市まちづくりの最上位計画である「第六次新居浜市長期総合計画」

がスタートいたします。目指すべき将来都市像「豊かな心で幸せつむぐ 人が輝く あ

かがねのまち にいはま」をスローガンに掲げ、すべての市民の皆様が住み慣れた地域

で安心して暮らすことができるよう市民、団体、事業者の皆様方とともに、「一人ひと

りが輝き、豊かさ、幸せを実感することができる」まちづくりを進めてまいります。  

 あわせて、長期総合計画に基づく取組を着実に推進するため、地域共生社会の実現に

向けた取組を示した「新居浜市地域福祉推進計画２０２１」を策定するとともに、国の

障がい者施策や制度に関する見直しや計画の進捗状況の検証と評価を踏まえた「新居浜

市第３期障がい者計画」「新居浜市第６期障がい福祉計画」「新居浜市第２期障がい児福

祉計画」を策定し、地域で暮らす人同士のつながりを大切にするとともに、あるべき福

祉のまちづくりの実現に向けた取組指針を示すことといたしました。  

今後は、各種計画に沿って、「障がいのある人もない人も、お互いの人格と個性を尊

重し、共に暮らせる社会の実現」に向け施策を展開してまいりますので、一層のご理解

ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました「新居浜市障がい者自立支援

協議会」委員の皆様をはじめ、関係団体の皆様、市民の皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 

   令和３年３月 

 

新居浜市長 石川 勝行     
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本計画の表記について 

 

■「障害」を「障がい」と表記することについて 

新居浜市では、市が作成する文書等において否定的なイメージがある「害」の漢

字をできるだけ用いないで、ひらがなで表記することとしています。 

このため、本計画書では、法令の名称、法令からの引用、団体・施設等の固有名

称を除き、ひらがなで表記しています。 

 

■年号について 

平成３１年、平成３１年度については、令和元年、令和元年度と新年号に統一し

た表記にしています。 


