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序論 地域福祉の考え方 

１ 国立市における「地域福祉」とは 

国立市は、すべての人たちの命・尊厳・生活を大切にし、互いに尊重し合い、い

きいきと活動しやすい環境を作ることをまちづくりの本旨とした「人間を大切にす

る」をまちづくりの基本理念として掲げています。また、すべての人を社会的孤立

や排除から守り、社会の一員として包み支え合う「ソーシャル・インクルージョ

ン」を基本とし、国立市ではこれまで、制度の狭間にある課題に対する施策や、子

どもや高齢の方が気軽に参加・相談、立ち寄れる場所の提供に、下記取組例のとお

り取り組んできました。 

（取組例） 

●ふくふく窓口・・・複数の生活課題を持つ方や生活や福祉に関する困りごとで、

どこに相談したらよいかわからない場合などに相談できる窓口。 

●くにサポ・・・妊娠前、妊娠期、出産、子育てなどに関するサービスから、18歳

までの青年期のお子さんに関するお悩みや心配ごとなどをサポートする窓口。 

●地域包括支援センター・・・介護や健康、認知症など、高齢の方に関する心配ご

とやお悩みごとがあったときに、一緒に考え、解決へとサポートする窓口。 

●地域参加型介護サポート事業・・・地域で暮らすしょうがいのある人を対象とし

た介護ヘルパー派遣制度。地域の介護力を活用する考えから、介護者に資格など

の制限はありません。しょうがいのある人が自ら選んで、推薦した介護者に介護

してもらえる、国の公的サービスでは行き届かない人たちをサポートできる国立

市独自の事業。 

●認知症カフェ・・・認知症の人やその家族、認知症に関心のある人が誰でも気軽

に立ち寄れる場所。 

 

地域福祉においても、年齢やしょうがい、国籍、性自認などの差異や多様性を認

め合い、どのような人でも社会的に排除せず、地域社会への参加と参画を促し、社

会とのつながりを構築する「ソーシャル・インクルージョン」の考え方は重要で

す。 

超高齢社会に突入し、自立困難な高齢者が増えていることに加え、ひきこもりや

孤立、生活困窮、など複雑化・複合化した生活課題が増えている中、従来行ってき

た単一の専門分野における制度の支援や地域住民・ボランティアによる支援のみで

は支えきれない状況に変わってきています。そのため、行政を始め、地域住民、国

立市社会福祉協議会、福祉関係者、医療・介護専門職、ボランティアなどが一緒に

なって個別課題や地域課題の解決に向けて取り組んでいく必要があります。 

以上の状況を踏まえ、国立市では「地域福祉」を次のとおり定義します。 



 

2 

～国立市における「地域福祉」とは～ 

 

生まれてから死ぬまで、誰もが住み慣れた地域の中であたりま

えに暮らせるよう、誰も排除されない「ソーシャル・インクル

ージョン」の理念を大切にし、行政を始め、地域住民、国立市

社会福祉協議会、福祉関係者、医療・介護専門職、ボランティ

ア等が、地域で暮らす中での個別課題や地域課題の解決に向け

て、互いに協力し、気にかけ合いながら、一緒に取り組んでい

くこと。 
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２ 包括的な支援体制の実現 

2021（令和 3）年 4月 1日、改正社会福祉法が施行され、国立市を始め、全国の市

町村において、包括的な支援体制の構築が求められています。改正社会福祉法の中

では、市町村地域福祉計画が取り組むべき事項として、「地域生活課題の解決のた

めの支援が包括的に提供される体制の整備」に関する事項を新たに盛り込み、計画

の策定に努めることと定められています。 

国立市では、2015（平成 27）年の生活困窮者自立支援法施行に先駆けて、2014

（平成 26）年 4月より、福祉総合相談事業と生活困窮者自立支援事業を一体的に実

施する市直営の「ふくふく窓口」を設置しています。また、2019（平成 31）年 4月

に、困難を抱えた女性に対し、一時的な居場所の提供や同行支援・相談支援を行う

「女性パーソナルサポート事業」を行う等、全国・他市に先駆けて包括的な支援を

実現するための事業を実施しています。 

包括的な支援体制を実現するためには、行政と様々な地域福祉の担い手が協力

し、地域の支え合いの仕組みづくりを構築することが重要です。国立市社会福祉協

議会のコミュニティソーシャルワーカー1は、地域の中に入って、地域住民と協働

し、地域づくりや支え合う関係づくりを行っています。しかしながら、多種多様な

個別課題や地域課題は、限られた人数で対応をすることが困難です。そのため、自

治会や町内会、民生委員・児童委員、かかりつけ医を始めとした医療・介護専門職

など、様々な地域福祉の担い手が地域の困りごとを受けとめ、関係機関や具体的な

サービス・支援につないでいくことも併せて必要となります。今後は、行政が主体

的に、国立市社会福祉協議会や関係機関、地域住民等と連携・協働していくプラッ

トフォームを整えていくことが大切です。 

また、今回の改正社会福祉法においても示されている「重層的支援体制整備事

業」を進めていくことも、包括的な支援体制を構築する方法の一つです。この事業

の特徴は、「相談者の属性、世代、相談内容にかかわらず受け止める相談支援」、

「社会や地域との接点を生み出す参加支援」、「地域社会からの孤立を防ぐととも

に、多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す地域づくりに向けた支援」

を一体的に提供することです。 

今後、国立市では、世代や対象に捕らわれない包括的な支援体制を整備する過程

で、相談機関の現状や課題を明確にし、具体的な方策の検討を続けながら、市民一

人一人が支え合い、安心して暮らせる地域を目指していきます。 

 

 

                                                        
1 コミュニティソーシャルワーカー：略称「CSW」。地域において活動し、支援を必要としている人や地域に対し

ての援助を通して、地域と人とを結び付けたりすることや、生活支援や公的支援制度の活用を調整するための

「コミュニティ・ソーシャルワーク」を実践する専門職。 
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第１章 計画策定にあたって 

１－１ 計画策定の背景 

近年の少子高齢社会の進展等により、人口減少が深刻化する中、核家族化や都市

化、共働き世帯の増加を始めとしたライフスタイルや価値観の変化もあり、身近な

地域での交流や人間関係が希薄になってきています。また、超高齢化や老老介護、

ひきこもり、貧困、人手不足、失業不安など、従来の制度の狭間の課題や各分野を

横断する課題が顕在化しており、大きな社会問題となっています。 

一方で、記憶にも新しい、2011（平成 23）年 3月の東日本大震災や 2017（平成

29）年 7月の九州北部豪雨、2021（令和 3）年 7月の静岡県や神奈川県を中心とした

集中豪雨など、近年、大規模な自然災害が度々発生していることから、近隣同士の

助け合いや日頃からの関係性構築の重要性を改めて認識する機会となっています。 

また、2020（令和 2）年には、新型コロナウイルス感染症の拡大により、全国的に

緊急事態宣言2が発令されました。外出自粛や学校の休校、仕事や学校の授業のリモ

ート化など、前例のない状況への対応が必要になる中、身近な地域における新たな

課題の把握や一人一人のさらなる支え合いが求められています。 

さらに、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニ

ーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、「地域共生社

会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 2年法律第 52号）」が

令和 3年 4月 1日に施行されました。改正の内容の一つとして、「市町村の包括的

な支援体制の構築の支援」が挙げられており、高齢、しょうがい、子ども、生活困

窮などの属性や世代を問わない相談の受けとめを行う「相談支援」、本人・世帯の

状態に合わせ、地域資源を活かしながら、就労支援、居住支援などを提供すること

で社会とのつながりを回復する支援を行う「参加支援」、世代や属性を超えて住民

同士が交流できる場や居場所の確保を行うことや、交流・参加・学びの機会を生み

出すコーディネートを行う「地域づくりに向けた支援」、の 3つの支援を市町村が

実施し、包括的な支援体制を円滑に構築できる仕組みづくりを行うことが求められ

ています。 

このような背景を踏まえ、新たな生活様式に対する課題やそれに伴う新たな住民

ニーズに対応することを始め、従来の制度の狭間の課題や福祉関係の各分野に横断

する社会問題に対応ができるよう、実効性のある計画として、本計画を策定しま

す。 

                                                        
2 緊急事態宣言：自然災害、感染症（伝染症・疫病）のパンデミック、原子力事故などの災害や戦争、テロ、内

乱、騒乱など、健康・生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事（緊急事態）に際し、国家・地域の政

府（地方自治体を含む）などが、法令などに基づいて特殊な権限を発動するために、あるいは、広く一般・公衆

に注意を促すために、そのような事態を布告・宣言すること。 
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１－２ 計画の位置付け 

本計画は、国立市総合基本計画における基本理念や重点項目、基本施策を踏ま

え、地域における福祉施策を総合的に推進していくための計画であり、社会福祉法

107条に規定する市町村地域福祉計画です。 

地域福祉を推進する上で、高齢、しょうがい、健康増進等、保健福祉に関する個

別計画に共通する理念・方向性を定めるとともに、保健福祉分野の横断的な施策を

定める役割を担っています。併せて、「子ども・子育て支援事業計画」や「男女平

等・男女共同参画推進計画」、「総合防災計画」等、保健福祉以外の分野の個別計

画に関しても、福祉の視点から連携を図っていく計画です。 

さらに、国立市社会福祉協議会が策定する「国立市地域福祉活動計画（わたした

ちのまごころプラン）」と地域福祉の推進という理念を共有し、互いに施策や事業

を行う上で連動をしながら整合性を図っています 
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１－３ 計画の期間 

本計画の期間は、「国立市しょうがいしゃ計画」や「国立市高齢者保健福祉計

画」等と調和を図るために、両計画の中間評価の翌年度かつ両計画の計画終了年度

の前年度にあたる 2023（令和 5）年度から 2028（令和 10）年度までの 6か年計画と

します。 

ただし、国の福祉施策の根本的な見直しや社会情勢に著しい変化が生じた場合

は、関連する他の個別計画との整合を図るため、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 



 

7 

１－４ 計画策定の体系 

（１）国立市地域福祉計画策定委員会 

学識経験者、社会福祉法人の役員又は職員、介護保険被保険者、しょうがいしゃ

又はその関係者、民生委員、公募市民委員で構成される委員会において、計画の内

容を協議しました。 

 

（２）パブリックコメント 3の実施 

計画素案について、市民からの意見を幅広く募集するため、市のホームページや

主要公共施設においてパブリックコメントを実施しました。 

 

（３）市民意見交換会の開催 

 市内各地域における公共施設（市役所・北市民プラザ・南市民プラザ）におい

て、市民意見交換会を実施しました。 

                                                        
3 パブリックコメント：政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く市民の皆様から

意見、情報を募集する手続き。 
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１－５ 持続可能な開発目標（ＳＤＧＳ） 

 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、2001（平成 13）年に策定されたミレニア

ム開発目標（ＭＤＧｓ）の後継として、2015（平成 27）年 9月の国連サミットで加

盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に記載さ

れた、2030（令和 12）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17

のゴール・169のターゲットから構成され、2020（令和 2）年からの 10年間をＳＤ

Ｇｓ達成に向けた「行動の 10年4」としています。 

 国立市総合基本計画では、基本構想に掲げた 9つの政策ごとにＳＤＧｓの 17のゴ

ールと関連づけ、施策の展開に取り組んでいます。 

 本計画においても、基本目標に関連するＳＤＧｓのゴールを定め、施策の展開を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 行動の 10年：持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成を 10年後に控えた 2020（令和 2）年 1月から 2030（令

和 12）年（目標年）の期間を指します。行動の 10年は「Decade of Action」ともいわれ、貧困、ジェンダー、

気候変動、資金不足といった世界の最重要課題すべてについての持続可能な解決策を、加速度的に実行すること

が求められています。 
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【持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の詳細】 
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第２章 国立市の現状と課題 

２－１ 国立市の統計から見る現状 

（１）人口と世帯の状況 

①人口 

国立市の人口は毎年 200人程度の微増傾向にあり、2020（令和 2）年は 76,379人

となっています。人口の推計をみると、2030（令和 12）年までは増加傾向が続きま

すが、2035（令和 17）年より減少傾向に転じます。 

3区分別人口の推移をみると、どの区分においても 2025（令和 7）年までは増加傾

向にあり、2045（令和 27）年までは年少人口（0～14歳）は微増、高齢者人口（65

歳以上）は増加すると推計されていますが、2030（令和 12）には、生産年齢人口

（15～64歳）が減少していく推計がなされています。 

出典：「統計くにたち（令和 2年版）」「政策経営課」（各年 1月 1日現在） 
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年齢 3区分別人口の構成比の推移（図 2-2）をみると、生産年齢人口（15～64

歳）の構成比は低下しており、年少人口（0～14歳）及び高齢者人口（65歳以上）

の構成比は増加傾向にあります。中でも、高齢者人口の構成比は、2020（令和 2）年

の 23.3%が 2045（令和 27）年には 7.9ポイント上昇し 31.2%まで上昇すると推計さ

れています。 

出典：「政策経営課の資料をもとに福祉総務課が作成」 

 

②合計特殊出生率・出生数 

国立市の合計特殊出生率は 2014（平成 26）年には 1.24でしたが、2019（令和

元）年には 1.06と大きく減少しています。 

出生数も同様に 2014（平成 26）年には 570人でしたが、2019（令和元）年は 456

人となり、100人以上減少していることが伺えます。 

出典：「東京都福祉保健局 区市町村別人口動態統計」（各年 1月 1日現在） 
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③世帯 

国立市の世帯数は増加傾向にありますが、1世帯当たりの人員は減少傾向にありま

す。 

出典：「国勢調査」（各年 10月 1日現在） 

 

（２）高齢者 

①前期高齢者・後期高齢者 

国立市の高齢者数は増加傾向であり、年齢別に見ると、2017（平成 29）年までは

前期高齢者（65～74歳）が後期高齢者（75歳以上）を上回っていましたが、2018

（平成 30）年には逆転しています。 

人口推計をみると、2020（令和 2）年の高齢者人口（65歳以上）に占める後期高

齢者の割合は 51%でしたが、2030（令和 12）年には 54%になると予測されています。 

出典：「統計くにたち（令和 2年版）」、「政策経営課」（各年１月１日現在） 



 

13 

②高齢者世帯 

国立市の高齢者世帯数は増加傾向であり、2020（令和 2）年の高齢者単身世帯は

4,373世帯であり、10年前の 2010（平成 22）年と比較し 1,086世帯、20年前の

2000（平成 12）年と比較し 2,390世帯増加しています。 

また、2020（令和 2）年の高齢夫婦世帯は 3,499世帯であり、10年前の 2010（平

成 22）年と比較し 448世帯、20年前の 2000（平成 12）年と比較し 1,116世帯増加

しています。 

出典：「国勢調査」（各年 10月 1日現在） 

 

③要支援・要介護認定者 

要支援・要介護認定者数は増加傾向であり、2020（令和 2）年度は 3,829人で、

2015（平成 27）年度から 605人増加し、1.18倍程度となっています。要支援・要介

護度別にみると、要支援 1と要介護 1が特に増加しており、2015（平成 27）年度か

ら 2020（令和 2）年度でそれぞれ約 1.4倍程度となっています。 

出典：「統計くにたち（令和 2年版）」、「高齢者支援課」（各年度末現在） 
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（３）しょうがいしゃ 

国立市の障害者手帳所持者数は、身体障害者手帳及び愛の手帳所持者数は増加と

減少を繰り返していますが、精神障害者保健福祉手帳所持者数は 2016（平成 28）年

度から 2020（令和 2）年度まで毎年度増加しています。 

身体障害者手帳所持者数は、2016（平成 28）年度から 2020（令和 2）年度で 33人

増加しています。 

愛の手帳所持者数は、2016（平成 28）年度から 2020（令和 2）年度で 96人増加し

ています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、2016（平成 28）年度から 2020（令和 2）年度

で 227人増加しています。 

難病患者数は、増減を繰り返しており、直近 5年で最も少なかった 2018（平成

30）年度と比較し、2020（令和 2）年度は 53人増加の 824人となっています。 

出典：「統計くにたち（令和 2年版）」、「しょうがいしゃ支援課」（各年度末現

在） 
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（４）市民生活 

①ひとり親世帯 

国立市の母子世帯数は毎年増加しており、20年前の 2000（平成 12）年から 2020

（令和 2）年で 650世帯増加しています。 

また、父子世帯数は、2015（平成 27）年には 2010（平成 22）年比で微減でした

が、20年前の 2000（平成 12）年から 2020（令和 2）年で 125世帯増加しています。 

出典：「国勢調査」（各年 10月 1日現在） 

 

②外国人 

国立市の外国人市民数は増加傾向にあり、2020（令和 2）年には 1,839人となって

います。 

国籍別に見ると、2020（令和 2）年は中国が最も多く、次いで、韓国・朝鮮、ベト

ナム、ネパール、フィリピン、アメリカ、ドイツ、イギリス、オーストラリア、カ

ナダとなっています。 

出典：「統計くにたち（令和 2年版）」（各年 1月 1日現在） 
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③生活保護 

国立市の生活保護世帯数・人員数は、2020（令和 2）年度、被保護世帯数は 932世

帯、被保護人員数は 1,162人となり、増加傾向にあります。 

被保護人員の保護率は、被保護世帯数及び被保護人員数と同様に、2018（平成

30）年度以降は上昇傾向にあり、2020（令和 2）年度は 1.52%でした。 

出典：「福祉総務課」（各年度 4月 1日現在） 

 

④虐待 

国立市の児童虐待相談件数は、2016（平成 28）年度から 2018（平成 30）年度にか

けて増加し、その後は増減を繰り返し、2020（令和 2）年度は 189件となっていま

す。 

高齢者虐待相談・通報受理件数は、2015（平成 27）年度から 2019（令和元）年度

は増加傾向にありましたが、2020（令和 2）年度は、前年度比減少し、27件となっ

ています。 

しょうがいしゃ虐待相談・通報・届出受理件数は、増減を繰り返しており、2020

（令和 2）年度は 7件となっています。 

出典：「子育て支援課、高齢者支援課、しょうがいしゃ支援課」（各年度末現在） 
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（５）地域活動 

①町内会・自治会 

国立市の町内会・自治会数は、2016（平成 28）年度は 73となりましたが、2017

（平成 29）年度以降は微減しており、2020（令和 2）年度は 71となっています。 

町内会・自治会の加入率は、上下を繰り返しており、2020（令和 2）年度は 26.0%

となっています。 

出典：「まちの振興課」（各年度末現在） 

 

②民生委員・児童委員 

国立市全域での民生委員・児童委員の定員は、2015（平成 28）年度までは、54人

でしたが、2017（平成 29）年度以降は 57人となり、2020（令和 2）年度は 56人と

なっています。欠員数は増減を繰り返しており、2020（令和 2）年度は、民生委員・

児童委員数は 48人、欠員数は 8人となっています。 

出典：「福祉総務課」（各年度 4月 1日現在） 
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③老人クラブ 

国立市の老人クラブ数は 2018（平成 30）年度に 28クラブとなり、2020（令和 2）

年度現在も 28クラブで横ばいとなっています。 

会員数は、2015（平成 27）年度の 1,280人から徐々に減少しており、2018（平成

30）年度には微増しましたが、その後も減少を続け、2020（令和 2）年度は 1,184人

となり、1,200人を割っています。 

出典：「事務報告書」（各年度末現在） 

 

④ＮＰＯ法人 

市内のＮＰＯ法人数は、増減はあるものの、2020（令和 2）年度は 51法人となっ

ています。 

出典：「まちの振興課」（各年度末現在） 
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⑤ボランティア 

国立市のボランティアセンターに登録しているボランティアグループ数は、2017

（平成 29）年度までは増加傾向にありましたが、2019（令和元）年度より減少傾向

に転じ、2020（令和 2）年度は 12グループとなっています。 

総登録人数は、2017（平成 29）年度の 452人をピークに、その後は減少傾向にあ

り、2020（令和 2）年度は 342人になっています。 

出典：「国立市社会福祉協議会 ボランティアセンター」（各年度末現在） 

※ボランティアセンターに登録を行わず活動するボランティアグループや個人もい

らっしゃいます。 

 

⑥社会福祉法人 

市内の社会福祉法人数は、2019（令和元）年度に 1法人増え、13法人となってい

ます。 

出典：「独立行政法人医療福祉機構 HP」（各年度末現在） 
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２－２ 市民意識調査及び市政世論調査から見る地域の現状 

第１３回 国立市市民意識調査（２０２１（令和３）年３月） 

市民の日常的な意識を把握するととともに、行政評価システムにおける 29の施策

の指標の達成度等を把握するために、市内在住の満 18歳以上の市民 3,000人（無作

為抽出）を対象に行った調査です。その中から、地域福祉に関連する設問を抽出

し、次のような結果が見られました。 

 

（１）福祉活動への取り組み 

何らかの福祉活動に取り組んでいる市民の割合（「取り組んでいる」及び「ある

程度取り組んでいる」の合計）は、2021（令和 3）年 1月が 12.8%であり、2020（令

和 2）年 2月の 13.0%、2019（平成 31）年 2月の 12.7%と比較して、あまり増減はあ

りません。 

問：あなたは、何らかの福祉活動に取り組んでいますか？ 

※「福祉活動」とは、福祉ボランティア活動、福祉関連イベントへの実行委員会としての参加、

日々の見守り・声掛け、介助など 

 

 

（２）グループ活動や地域活動への取り組み 

何らかのグループ活動や地域活動に取り組んでいる市民の割合（「取り組んでい

る」及び「ある程度取り組んでいる」の合計）は 16.6%、取り組んでいない市民の割

合（「あまり取り組んでいない」及び「全く取り組んでいない」の合計）は 82.4%と

なっています。 
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問：あなたは、何らかのグループ活動や地域活動に取り組んでいますか？ 

※「グループ活動や地域活動」とは、地域における自治会活動、清掃活動や防災・防犯活動、

自然保護・緑化活動、青少年育成活動、国際交流活動、まちづくり活動など 

 

 

（３）災害 

市内で地震や災害が起こったときに生命・財産が守られると思う市民の割合

（「思う」及び「わりと思う」の合計）は、2021（令和 3）年 1月が 28.5%であり、

2020（令和 2）年 2月の 28.8%と比べるとあまり増減はありませんでした。また、

2019（平成 31）年 2月の 31.5%と比べると 3.0ポイント減少しています。 

次に、生命・財産が守られると思わない市民（「あまり思わない」及び「思わな

い」の合計）が、そう思う理由は、「地域のコミュニティが希薄だから」48.8%、

「家具の転倒防止、備蓄など自身の備えが不十分だから」44.7%、「行政からの情報

提供（災害時におけるメール配信、防災無線の呼びかけ、ホームページ、安否確認

など）が不十分だから」33.9%、「施設の耐震化が充分でないから」23.7%となって

います。 

問：あなたは、国立市内で地震や災害が起こったときに生命・財産が守られると

思いますか？ 
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問：「あまり思わない」、「思わない」と答えた方に伺います。それはなぜです

か？ 

 

 

（４）ひきこもり 

あなた自身、または家族の中にひきこもり状態に当てはまる人がいる市民の割合

は 3.7%となっています。 

問：あなた自身、または家族の中にひきこもり状態に当てはまる人がいますか？ 

※ひきこもり状態とは、社会的参加を回避し、6か月以上にわたって家庭にとどまり続けてい

る状態（他者と交わらない形での外出を含む） 
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（５）ひきこもり状態の人への支援 

国立市がひきこもり状態の人へ支援を行っていることを知っている市民の割合は

10.5%となっています。 

問：国立市がひきこもり状態の人へ支援を行っていることを知っていますか？ 

 

 

（６）新型コロナウイルス感染症 

新型コロナウイルス感染症の市民の生活への影響は「外出時の制限」68.1%、「ス

トレス増」54.6%、「交流機会の減」47.0%、「文化芸術に触れる機会減」43.6%が上

位となりました。 

問：新型コロナウイルス感染症のあなた自身や家族の生活への影響について、該

当する項目をお選びください。（n=1,467） 
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第１６回 国立市市政世論調査（２０１９（平成３１）年３月） 

市民の市政に対する意見・要望などを把握し、今後の基本計画策定及びまちづく

りの参考とするために、市内在住の満 18歳以上の市民 3,000人（無作為抽出）を対

象に行った調査です。その中から、地域福祉に関連する調査を抽出し、次のような

結果が見られました。 

 

（１）「私たちの地域」の範囲 

市民が「私たちの地域」という言葉で思い浮かぶ範囲については、「国立市の全

域」と答えた市民が 38.4%、「東、中、西などの地域」が 22.6%となりました。 

第 15回と比較すると、「商店街を中心とした地域」が 5.4ポイント減少していま

す。 

問：「私たちの地域」の範囲（n=933） 
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（２）近所付き合いの範囲 

市民が日頃隣近所とどの程度お付き合いをしているか伺ったところ、「会えばあ

いさつ程度の付き合いをしている」と答えた市民が 54.3%となりました。 

第 15回と比較すると、「会えばあいさつする程度の付き合いをしている」が 6.1

ポイント増加しています。 

問：ご近所付き合いの範囲（n=935） 
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（３）グループ活動や地域活動の参加状況 

グループ活動や地域活動の参加状況について伺ったところ、58.3%の市民が参加し

ていないと回答しました。参加している活動で高い項目としては、「文化・芸術・

スポーツなどの活動」（16.5%）、「自治会・町内会などの地域活動」（13.5%）が

挙げられます。 

問：グループ活動や地域活動の参加状況（n=933） 
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（４）現在参加しているグループ活動や地域活動に必要な支援 

グループ活動や地域活動に参加している市民に対して、現在の活動に必要な支援

について伺ったところ、「支援は必要ない」と答えた市民が 33.3%と最も高く、必要

な支援としては「場所の提供」が 32.5%と最も高い結果となりました。 

問：現在参加しているグループ活動や地域活動に必要な支援（n=372） 

 

（５）多くの市民がグループ活動・市民活動に参加するために市が行うべき策 

多くの市民がグループ活動・市民活動に参加するために市が行うべき策を伺った

ところ、「市民が利用しやすい公共施設の整備」が 49.7%と最も高い結果となりまし

た。 

問：多くの市民がグループ活動・市民活動に参加するために市が行うべき策

（n=933） 
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（６）子どもたちのために市が取り組むべき施策 

子どもたちのために市が取り組むべき施策を伺ったところ、高い項目としては

「子どもが悩みや不安を相談できる場所を充実する」（37.6%）、「いじめをなくす

ため学校での指導を充実する」（37.2%）が挙げられました。 

第 15回と比較すると、「子どもが悩みや不安を相談できる場所を充実する」が

15.2ポイント増加している。また、「いじめをなくすため学校での指導を充実す

る」についても第 15回と比較し、7.0ポイント増加しています。 

問：子どもたちのために市が取り組むべき施策（n=933） 
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（７）若者のために市が取り組むべき施策 

若者のために市が取り組むべき施策について伺ったところ、主に「若者の悩みや

不安を相談できる場所を充実する」（41.6%）、「子育て支援策を整備、拡充する」

（37.2%）と言った項目が挙げられました。 

第 15回調査と比較すると、「若者が悩みや不安を相談できる場所を充実する」が

9.8%増加している。「就業支援を充実する」が 5.4ポイント減少しています。 

問：若者のために市が取り組むべき施策（n=933） 
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（８）高齢者のために効果的な施策 

高齢者が豊かな生活を送るために効果的だと思われる施策を伺ったところ、主に

「特別養護老人ホーム、老人福祉施設などを充実する」（33.5%）、「散歩や運動で

きる場所や、余暇活動のための施設などの充実・整備を行う」（30.8％）が挙げら

れました。 

第 15回調査と比較すると、「特別養護老人ホーム、老人保健施設などを充実す

る」が 4.7ポイント減少しています。 

問：高齢者のために効果的な施策（n=933） 
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（９）しょうがいしゃのために重要な施策 

しょうがいしゃが安心していきいきと暮らせるために重要な施策について伺った

ところ、主に「段差解消、点字ブロック、エレベーター・エスカレーターの設置」

（47.5%）、「就業支援・相談の実施、雇用の場の確保」（32.5％）が挙げられた。 

第 15回調査比較すると、「食事の配達や家事の支援など生活支援サービスの充

実」が 5.6ポイント増加しています。 

問：しょうがいしゃのために重要な施策（n=933） 
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（１０）健康と福祉に関して力を入れるべき施策 

健康と福祉に関して力を入れてほしい施策について伺うと、主に「寝たきりや認

知症の予防」（39.5%）、「医療情報の提供」（37.7%）が挙げられました。 

第 15回調査と比較すると、「禁煙・分煙への対応」が 5.9ポイント増加してお

り、「食品の監視や安全指導」が 4.3ポイント減少しています。 

問：健康と福祉に関して力を入れるべき施策（n=933） 
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２－３ 国立市の現状から見える課題 

国立市の統計から見る現状、各調査の結果から見る現状、ソーシャル・インクル

ージョンの理念等を踏まえた、国立市第三次地域福祉計画を策定する上での課題は

下記のとおりです。 

 

課題１ 福祉人材の確保・育成 

国立市においても高齢化が進み、2040（令和 22）年には、人口の約 3割が 65歳以

上の高齢者になることが推定されています。今後、支援を必要とする人がますます

増加することが考えられる一方で、介護人材不足は深刻化しており、慢性的な福祉

人材不足の解消は喫緊の課題となっています。 

そのため、現在、国立市社会福祉協議会と連携して行っている介護の魅力等を発

信する講演会や福祉のしごと相談・面接会などの実施を始め、退職高齢者と事業者

が出会う場の創出や市独自の人材確保策の検討を行うなど、新たな工夫が必要で

す。また、福祉のしごとの魅力ややりがいを若い世代にも感じてもらえるよう、

小・中・高等学校の教育の場において、地域で当事者と交流できるような場をつく

ることも求められています。 

 

課題２ 地域福祉活動の活性化 

市民意識調査が示すとおり、約 9割の市民が、福祉ボランティアや見守り、介助

などの福祉活動には取り組んでいないという結果が出ています。また、同調査によ

ると、福祉に限らないグループ活動や地域活動への取り組み状況を見ても、約 7割

の市民が「全く取り組んでいない」と回答しており、地域交流の希薄化に伴い、地

域の支え合いが少なくなっている状況です。 

グループ活動や地域活動に必要な支援として「場所の提供」が挙げられているよ

うに、活動の場を支援していくことを始め、自治会やボランティア活動等を楽しめ

るよう活動を活性化することが必要です。併せて、国立市独自の事業である地域参

加型介護サポート事業を始めとした有償の制度やサービスの活用を進めることで、

介護を必要とする人が地域において助けられるだけの存在ではなく、制度を利用し

て、誰もが一人の市民として参加することが可能になる地域づくりを通して、地域

福祉活動の活性化を進めることも大切です。 
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課題３ 地域福祉の担い手の確保 

高齢者、しょうがいしゃ、ひとり親世帯、外国人等が増加傾向にあり、今後、支

援を必要とする方の増加が予想される中、高齢化による後継者不足や民生委員・児

童委員の欠員の増加等、地域福祉を支える担い手が不足しています。 

担い手の確保につなげていくため、行政や国立市社会福祉協議会を始め、関係機

関が連携していくことが重要です。また、東京都が 2018（平成 30）年度に実施した

「都民等のボランティア活動等に関する実態調査」の結果によると、10代や 70歳以

上の方は、ボランティアへの関心が高いことが伺えます。そのため、子どもの頃か

ら高齢者やしょうがいのある方等と出会い、関わることを通じた担い手の確保や、

ボランティア活動や NPOの活動を始めとした地域活動の内容の情報提供や情報発信

を積極的に行い、若者や退職高齢者等に参加してもらえるような取組に加え、活動

する個人やグループへ継続的な支援を行っていくことも求められています。 

 

課題４ 福祉や人権に関する教育の推進 

子どもの頃から共に学び、育つ経験を通して、福祉に関する知識を醸成すること

や実際に経験をすること、人権感覚を身につけることは大切です。学校現場におい

て、福祉体験学習や人権学習等を行っていくためには、各学校、市の関係部署及び

ボランティアセンター等が連携しやすい仕組みの構築や各学校への啓発活動が必要

です。 

また、2019（平成 31）年 4月、国立市では「国立市人権を尊重し多様性を認め合

う平和なまちづくり基本条例」が施行されました。国立市の人権月間において、人

権に関する普及啓発活動を行うことを始め、様々な機会において、人権に触れ、考

えていくことが必要です。 
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課題５ 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 

市政世論調査が示すとおり、近所付き合いの範囲は「あいさつ程度の付き合い」

に留まっており、身近で相談し合えるような交流が少なくなっています。また、同

調査では、多くの方が、子どもの悩みや不安を相談できる場や若者が悩みや不安を

相談できる場を求めており、多世代の人が集まり気軽に相談できる居場所などが少

ない状況が伺えます。 

 そのため、市内にある居場所などの情報を周知することはもちろんのこと、高齢

者やしょうがいのある方、子育て世帯、子ども等が気軽に立ち寄れ、そして、多世

代の方が出会い、交流できる場づくりを行っていくことが必要です。さらに、子ど

もにとっての学校や家庭以外の居場所や、ひきこもりやアルコール依存などの当事

者同士が集える場所、生きづらさを抱えた方を受けとめる場、等の展開を検討して

いくことも求められています。 

 

課題６ 高齢化の進行に伴う対応・支援 

国立市の高齢化は進行しており、2040（令和 22）年には人口の約 3割が 65歳以上

の高齢者になることが推定されています。また、高齢化に伴い、要支援者や要介護

者の一層の増加が予想されており、実際に国立市においても、要支援１と要介護１

の認定者数は、2015（平成 27）年度から 2020（令和 2）年度で約 1.4倍増加してい

る状況です。 

高齢化の進行に対応していくためには、介護が必要になったときや認知症になっ

た人が安心して生きていくことができる地域の実現が必要です。そのためには、介

護保険制度等の法に基づいた支援にとどまらず、市の独自制度や医療連携による臨

機応変な対応が可能な体制づくりを始め、地域医療や地域包括支援の充実、定年退

職をした高齢者による社会貢献活動による支え合い、かかりつけ医機能の充実・強

化、ケアする人材の確保等、現状を把握し、課題や問題点に対する対応策の検討を

行っていくことが必要となります。 
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課題７ 外国人市民の支援づくり 

外国人市民は増加傾向にあり、2015（平成 27）年から 2020（令和 2）年の間で約

500人増えています。外国人市民の増加に伴い、言葉や文化の違いや日本語力の問題

等から、生活や就労、教育、防災等に関する困りごとの増加が想定されます。ま

た、同じ国籍の方が少ない場合、同じ国籍の人同士のコミュニティ形成が難しく、

それが原因で孤立し、困りごとを抱え込んでしまう可能性もあります。 

現在、公民館では生活のための日本語講座を始め、にほんごサロンによる交流を

通じた悩みや疑問を話せる場の設置等、外国人市民支援を行っています。今後、外

国人市民への支援をより充実させていくため、公民館等で実施している既存事業と

連携しながら、外国人市民の困りごとなどの実態把握を行っていく必要がありま

す。その実態把握を受けて、外国人市民との懇談会や交流会、外国人市民の当事者

参画、ワンストップで対応できる窓口の開設等、外国人市民が必要とする支援づく

りの検討を行っていくことが求められています。 

 

課題８ しょうがいのある方への支援 

2018（平成 30）年以降、市内の身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉

手帳の所持者が増加している状況を受け、しょうがいのある方が地域で自分らしく

暮らしていけるよう、相談、教育、就労、人材育成等を始め、支援体制をさらに充

実させていくことが求められています。さらに、日々の暮らしや社会参加を妨げて

いる障壁の解消に努め、合理的配慮5の提供の徹底を進めていくことが必要です。 

また、2016（平成 28）年 4月、『国立市誰もがあたりまえに暮らすまちにするた

めの「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」の条例』が施行されまし

た。しょうがいのある人もない人も自分の選んだ地域でともに出会い、育みあえる

差別のないまちであり続け、しょうがいしゃの社会参加を進め、偏見や差別を無く

す取組や各機関とのつながりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 合理的配慮：しょうがいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としてい

ると伝えられた時に、過度な負担にならない範囲で対応すること。対応が難しい場合は、お互い建設的な立場で

協議することが求められています。 
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課題９ 総合的な相談支援と情報提供 

高齢者世帯やひとり親世帯、しょうがいしゃ、外国人が増加しており、福祉に関

する悩みや不安は今後も増加することが想定されます。さらに、生活課題が複雑

化・複合化しており、ダブルケア6やヤングケアラー7、ひきこもりなど、制度の狭間

の問題を抱えた方が増加しています。 

そのため、「ふくふく窓口」等の相談受付部署においては、年齢、世代、属性な

どにかかわらず、様々な相談を受け止め、支援につなげる体制の構築や情報発信を

行っていくことが必要であり、また、相談窓口で受け止め、各部署や国立市社会福

祉協議会、関係機関等とスムーズに連携が取れるような仕組みづくりを行うことが

求められています。 

 

課題１０ 生活困窮者への支援 

ひとり親世帯や生活保護受給世帯が増加傾向にあり、また、市民意識調査による

と、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活への影響として、約 25％の方が「収

入の減少」を挙げています。収入の減少や失業の増加を受け、生活困窮に関する相

談件数は増加しています。 

収入減少や失業により不安を抱える方へ、就労支援や自立支援、学習支援等の支

援があることを周知するとともに、国立市社会福祉協議会や支援団体と連携し、必

要に応じて、緊急援護費や生活福祉資金の貸付、食料支援等につなげ、寄り添いな

がら支援をしていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 ダブルケア：子育てと親や親族の介護を同時に担う状態。 
7 ヤングケアラー：本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども。 
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課題１１ 災害時に備えた避難体制の構築 

2011（平成 23）年の東日本大震災を始めとした地震や台風等の自然災害が多く発

生する中、国立市においても、2019（令和元）年 10月の台風 19号発生の際には、

住居の半壊や多摩川の増水による河川敷グラウンドの水没が起きています。自然災

害の規模や発生数も変化しているため、平常時から災害を想定した準備を行ってい

くことが大切です。しかし、市民意識調査によると、「地域コミュニティが希薄だ

から」という理由で、約 5割の方が「生命・財産が守れるとは思わない」と回答し

ています。 

そのため、日頃から災害を想定した避難訓練を実施することとともに、避難所に

おける感染症対策や避難所間の連携方法を確立していくことも重要です。また、内

閣府の調査では、「東日本大震災発生時、地域コミュニティにおける助け合いが被

災者の生活の維持に特に大きな役割を果たしている。」としており、個別避難計画

の策定を進め、災害時の避難行動要支援者の支援等、地域の助け合いの仕組みを高

めていくことが求められています。 

 

課題１２ バリアフリー 8のまちづくりの推進 

国立市の障害者手帳所持者数は、2015（平成 27）年から 2020（令和 2）年の間で

約 350人増加しており、また、高齢の方の割合も今後高まっていくことが想定され

ていることから、バリアフリーを意識したまちづくりを行っていく必要があり、公

共施設や道路等のバリアフリー化を推進していくことは欠かせません。 

さらに、全ての人が平等に社会参加をしていくためは、それぞれの方に合わせた

情報提供が必要です。広報や災害時の情報伝達まで、点字や手話、筆談、わかりや

すい言葉、多言語による対応など、様々な手段で情報提供を行う情報のバリアフリ

ーを推進していくことも求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 バリアフリー：高齢者やしょうがいしゃが社会生活をしていく上での障壁（バリア）を取り除くこと。物理的

な面以外にも、社会制度、人々の意識、情報の提供など、社会参加を困難にしているあらゆる障壁を除去する意

味で使われています。 



 

39 

課題１３ 権利擁護の推進 

高齢者やしょうがいしゃが増加傾向にあることから、地域福祉権利擁護事業（日

常生活の自立支援）や成年後見制度のニーズが増加することが想定されます。地域

福祉権利擁護事業は、日常生活の範囲内で、適切な福祉サービスを利用するための

援助や、日常生活費の範囲内における金銭管理の支援などを行います。成年後見制

度は、日常生活の範囲内を超えた法律行為や契約なども行う制度です。今後、当該

事業や制度の理解を深め、支援が必要な方に情報が届くような取組が必要です。 

そのため、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知を行うことに加え、行

政・国立市社会福祉協議会・専門職及び市民後見人の連携強化、中核機関9を中心に

した権利擁護のネットワークづくりを推進していくことが求められています。ま

た、本人の意思決定支援や身上保護等の福祉的な観点を重視し、本人の意思を最大

限尊重する、本人が意思決定の主体となるような仕組みづくり・運用を行っていく

必要があります。 

 

課題１４ 意思決定支援の普及啓発 

国は、2014（平成 26）年に障害者権利条約を批准し、知的しょうがいの方や認知

症のある方など、一人で意思を決定することが困難な人に対する意思決定支援の普

及を進めてきました。 

その範囲には、法律行為や医療行為などの人生における重要な意思決定だけでは

なく、日常生活における意思決定も含まれます。本人だけの意思決定が難しい場

合、本人、家族、支援者、専門職など本人をよく知る関係者などが集まり、本人の

情報を持ち寄って話し合い、根拠を明らかにしながら本人の意思をできるだけ尊重

し、意思決定を支援します。 

国は、しょうがいしゃや認知症の方の支援者、成年後見人、医療関係者に対し

て、意思決定支援に関するガイドラインを作成し、普及啓発を図っています。国立

市においては、本人の意思を尊重する観点から、本人や関係者に対する意思決定支

援の普及啓発・制度づくりに取り組んでいく必要があります。 

 

                                                        
9 中核機関：成年後見制度の利用を促すために必要とされる、様々な関係団体の地域ネットワークの中核を担う

機関のこと。家庭裁判所を始め、弁護士会などの専門職団体、医療福祉団体などと連携し、相談対応や後見人候

補の調整といった役割を果たしています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

３－１ 計画の基本理念 

国立市地域福祉計画、国立市第二次地域福祉計画の基本理念を引き継ぎ、国立市

第三次地域福祉計画の基本理念を以下のように設定します。 

 

《基本理念》 

 

 

 

 

 

2012（平成 24）年 3月策定の国立市地域福祉計画、2017（平成 29）年 3月策定の

国立市第二次地域福祉計画では、「だれもがあたりまえに暮らせるまちをつくる」

を基本理念に据え、ソーシャル・インクルージョンの考えに基づいた、誰も排除さ

れない、自分の選んだ地域で自分らしい生き方を実現できるよう、様々な施策を展

開してきました。 

国立市第二次地域福祉計画策定から 6年が経過し、その間、ひきこもりや社会的

孤立10などの生活課題が複雑化・複合化しており、さらに、新型コロナウイルス感染

症拡大による影響を受け、市民の生活様式に大きな変化が生じています。そのよう

な状況ではありますが、2016（平成 28）年 4月 1日施行の『国立市誰もがあたりま

えに暮らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」の

条例』を始め、2019（平成 31）年 4月 1日には「国立市人権を尊重し多様性を認め

合う平和なまちづくり基本条例」が施行されるなど、国立市では「だれもがあたり

まえに暮らすまち」を実現するための施策を展開しています。 

誰もが住み慣れた地域の中で、自分らしい生き方を実現できるよう、行政を始

め、地域住民、国立市社会福祉協議会、福祉関係者等、様々な活動主体が互いに協

力し、支え合うことを通じて、「だれもがあたりまえに暮らせるまちをつくる」を

基本理念とした計画を推進していきます。 

 

 

 

                                                        
10 社会的孤立：家族や社会との関係が希薄で、他者との接触がほとんどない状態のこと。 

だれもがあたりまえに暮らせるまちをつくる 
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３－２ 計画の基本目標 

本計画では、国立市の現状や課題を踏まえ、基本理念の実現に向けて、次の 3つ

の基本目標を掲げ、取組を推進します。 

 

基本目標１ 地域福祉の多様な担い手づくり 

 

高齢化の急速な進行や、しょうがいのある方等の増加を受け、福祉人材を安定的

に確保することや地域福祉の新たな担い手を発掘することは、地域でずっと暮らし

たいという思い等の様々な住民ニーズに対応していく上で、重要な要素の一つで

す。さらに、幼少期からフルインクルーシブの理念に基づき、ともに生き、学ぶこ

とによって、福祉や人権に関する教育を充実していくこともまた、地域で支え合う

関係性を育むことにつながります。 

そのため、人材の確保につながる幅広い支援を行っていくことに加え、教育分野

との連携による福祉意識や人権意識の高い福祉人材や地域福祉の担い手など、多様

な担い手づくりを目指します。 

 

基本目標２ 支え合い、助け合う仕組みづくり 

 

すべての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み支え合う「ソー

シャル・インクルージョン」の理念を実現するためには、地域に住む人同士がお互

いを認め合い、それぞれが支え合う仕組みをつくることが大切です。生活課題が複

雑化・複合化しているため、地域の課題等の共有を図ることができるよう、市民と

行政や地域団体、ボランティア等の連携や協働を行っていきます。 

地域からの孤立や困りごとを一人で抱えることがないよう、多様な居場所の展開

や互いに支え合うことができる環境づくりを行政が関わりながら推進します。ま

た、高齢夫婦世帯や高齢単身世帯、しょうがいのある方が増加する中、認知症の方

やしょうがいのある方が、生きがいを持って活動できるよう、そして、制度を利用

して、地域で支えられるだけではなく、だれかを支えることができるような地域づ

くりを行っていきます。 
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基本目標３ 安全で安心して暮らせる環境づくり 

 

総合的な相談支援体制の強化や福祉サービスの充実を始め、災害・防犯対策、公

共施設や道路等のバリアフリー化、権利擁護の推進、意思決定支援の普及啓発な

ど、年齢・世代・属性にかかわらず、安全で安心を感じる地域づくりを行っていく

ことは、「だれもがあたりまえに暮らせるまち」を目指す上で非常に重要です。 

そのために、市の各部署や国立市社会福祉協議会、関係機関等がスムーズに連携

が取れるよう、日頃からの情報連携や地域課題に関する協議を行うとともに、防犯

対策の取組や災害時に備えた体制整備、バリアフリーが必要な箇所の点検・対策な

どを実施することを通じて、安全で安心して暮らせる環境づくりを推進します。 
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３－３ 施策の体系 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 地域福祉の多様な担い手づくり 

施策の方針１ 福祉人材の確保・育成 

●現状と課題 

○ 高齢化の急速な進行への対応や、しょうがいしゃ・待機児童に関する施策の推

進など、高齢・しょうがい・保育関係の各分野の福祉ニーズに対応していくため

には、福祉人材を安定的に確保していく必要があります。 

○ 国立市では、介護職員初任者研修の受講費の助成を行い、これから介護業界で

働くことを希望する方へ、介護職として働く上で基本となる知識・技術を習得す

るための支援を行ってきました。 

○ また、国立市社会福祉協議会、東京都福祉人材センター、ハローワーク立川と

共催で、「福祉のしごと相談・面接会」を実施し、福祉の仕事を希望する方と市

内の事業所とのマッチングができる場を設けています。その他、国立市社会福祉

協議会と連携し、福祉の資格は持っているが現場から離れてしまっている方等を

対象に、スキルアップを目的とした研修を開催しています。 

○ 依然として、市内の福祉事業所等における福祉人材の不足は深刻な課題となっ

ています。そのため、現在の助成制度の見直しや、相談・面接会の充実を始め、

福祉の仕事に興味を持ち、長く働くことができるような制度や仕組みが必要で

す。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 
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●取組の方向性 

① 介護業務への就労を希望する方や、介護施設等で働きながらキャリアアップを

目指す方へ、介護資格取得のための支援に努めます。 

② 福祉の仕事のイメージを高め、福祉人材の確保・定着・育成を図るため、国立

市社会福祉協議会等と連携し、就職相談会、キャリアアップ研修、講演会等、幅

広い取組を実施します。 

③ 国立市社会福祉協議会を始め、市内の社会福祉法人、福祉事業所、民間の人材

派遣会社等と連携し、情報交換を行うとともに、福祉人材の確保・育成に関し

て、現場のニーズや実態を踏まえた企画や提案を行い、働きやすい環境づくりを

目指していきます。 

 

●重点的に取り組んでいく施策 

《No.1-1-1》 

福祉の仕事のイメージをより高める取組の推進 

【説明】 

様々な世代の方に、福祉の仕事の魅力を感じてもらい、興味を持ってもらえるよう、映画の上

映や講演会、体験会、交流会等の様々なイベントの企画を行い、実施していきます。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ②・③ 

現在の主な取組 
●介護福祉士・ケアマネージャーによる介護の魅力を伝える講演会

の開催【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 

◇講演会や映画の上映を通じた魅力発信 

◇学生向け福祉の仕事説明会の開催 

◇介護の一日体験の実施 
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《No.1-1-2》 

福祉人材の確保・定着の促進 

【説明】 

新たな福祉人材の確保や定着を図るため、資格（介護職員初任者研修等）取得のための支援の

充実を行うとともに、国立市社会福祉協議会や市内事業者、ハローワーク、民間の人材派遣会

社等と連携し、高齢やしょうがい、保育関係で働く方向けの講演会や研修会の開催、職員同士

の交流・意見交換の場の設置、新たな福祉人材確保の検討等を進めていきます。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ①・②・③ 

現在の主な取組 

●国立市介護職員初任者研修受講費助成事業【福祉総務課】 

●東京 YMCA医療福祉専門学校との連携【福祉総務課・高齢者支援

課】 

●地域密着型の福祉のお仕事フェアの開催【福祉総務課】 

●福祉従事者を対象とした研修の開催【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 

◇初任者研修受講費助成を受けることができる対象者の範囲の拡大 

◇受講費助成等の対象となる資格の種類の拡大 

◇待遇改善（介護者への家賃補助等）に関する支援の検討 

◇法人や事業者の求人情報の共有の仕組みづくり 

◇「福祉のしごと」相談窓口の開設検討 

◇地域参加型介護サポート事業の周知 
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施策の方針２ 地域福祉活動の活性化の推進 

●現状と課題 

○ 単身世帯や高齢単身世帯、ひとり親世帯等の増加、さらに、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により、外出の自粛や交流をする機会が減少し、住民同士の

つながりが希薄化しています。 

○ また、市民意識調査（P.20）が示すように、約 7割の方が福祉活動やグループ

活動、地域活動に全く取り組んでいない状況であることから、活動への参加の動

機付けや、魅力・楽しさなどを広く発信していく必要があります。 

○ 国立市では、民生委員・児童委員協議会や保護司会、地区育成会など、地域で

福祉活動を行う団体の活動の強化につながる取組の支援を行い、活動のサポート

を行ってきました。 

○ また、国立市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーによる小地域

福祉活動を通じて、地域住民の中に入って地域づくりをお手伝いしたり、住民同

士のサポートに専門職としての助言を行ったりしています。 

○ 自治会の活動やボランティア、見守り活動など地域活動やグループ活動をさら

に活性化していくため、公共施設等の貸出を始めとした拠点の提供や情報発信・

支援を行っていく必要があります。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 国立市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーと連携し、地域で困

っている人や地域の課題を把握し、多様な活動主体による地域課題の解決に向け

た仕組みづくりを推進していきます。 

② 地域福祉団体等に対し、活動強化につながるような取組や支援を行い、サポー

ト体制を充実していきます。 

③ 市の貸出可能な公共施設の情報を始め、市民へのわかりやすい情報提供に努め

ていきます。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.1-2-1》 

コミュニティソーシャルワーカーと連携した小地域福祉活動の支援の充実 

【説明】 

国立市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーと連携し、小地域福祉活動を通じた

地域づくりや活動拠点のサポートを行います。併せて、市の介護予防活動支援事業やくにたち

まごころサロン事業（国立市社会福祉協議会）等を通じた地域活動の新規立ち上げ支援や、活

動拠点の提供、活動継続のための支援等を行います。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課・高齢者支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ①・② 

現在の主な取組 

●ぐるっと地域応援活動事業（CSW）【福祉総務課】 

●CSWと連携した小地域福祉活動【福祉総務課】 

●くにたちまごころサロン事業【福祉総務課】 

●地域介護予防活動支援事業【高齢者支援課】 

今後考えられる取組例 
◇小地域福祉活動の実施地域の拡大 

◇地域活動の新規立ち上げ・継続支援 

 

《No.1-2-2》 

公共施設や地域福祉団体等の活動等の情報発信の促進 

【説明】 

市民に有用な生活情報や、NPO やボランティアなどの地域福祉団体等の活動情報等を市報やホ

ームページ、情報冊子等を通じて、わかりやすく市民に発信する仕組みを整えていきます。 

担当課・関係機関 

（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課・ 

まちの振興課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ③ 

現在の主な取組 

●各自治会等のマップ作成【高齢者支援課】 

●福祉サービス制度や地域福祉団体等に関する情報提供【各所管

課】 

今後考えられる取組例 
◇各地域のコミュニティペーパーの作成 

◇様々な福祉の情報を得られるインフォメーションセンターの設置 
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施策の方針３ 地域福祉の担い手の発掘・支援 

●現状と課題 

○ 地域福祉活動は、ボランティアや NPO、地域福祉団体の活動等、多くの地域住民

の力によって支えられています。地域福祉を推進するうえで、地域福祉の担い手

の力は必要不可欠です。 

○ しかしながら、団体内の担い手の高齢化や求められる活動の多様化等により、

民生委員・児童委員の欠員の増加を始め、地域福祉の担い手が不足している状況

です。 

○ 国立市では、認知症サポーター11養成講座やシニアカレッジ12を通じて、地域で

活動する担い手の養成を行ってきました。 

○ また、公民館講座を受講した方に対するフォローアップ、国立市社会福祉協議

会のボランティアセンターと連携した新たな担い手を発掘するための啓発・普及

活動や育成するための体験会や講話会の開催を行っています。 

○ 若年層や高齢者のボランティアに対する関心は高い一方で、地域福祉の担い手

は不足している実態があります。そのため、ボランティアや NPO、地域福祉団体の

活動等の意義や活動内容を広く発信するとともに、年齢・性別問わず、多くの地

域住民が活動に参加できるような環境づくりを行っていく必要があります。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① ボランティアや NPO、地域福祉団体が行う活動等の情報を発信し、さまざまな年

代の方が気軽に活動に参加し、担い手となれるようなきっかけづくりや支援を進

めていきます。 

② 国立市社会福祉協議会のボランティアセンターと連携し、ボランティア等の地域

福祉の担い手確保に努めます。 

③ 認知症サポーター養成講座や公民館講座等の内容の充実を図り、また、参加者の

フォローアップを通じ、他の分野の活動の紹介を行うなど、庁内の関係各課と連

携を図り、新たな地域福祉の担い手発掘に努めます。 

                                                        
11 認知症サポーター：認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して、できる

範囲で手助けする人。 
12 シニアカレッジ：高齢化が進む地域で支え合うための学びと交流の場。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.1-3-1》 

ボランティアセンターとの連携強化 

【説明】 

ボランティアプログラムをつくる側の視点だけではなく、ボランティアをしたい側の視点やニ

ーズも取り入れる等、ボランティアが活発になるよう、市とボランティアセンターで意見交換

を行い、新たな担い手を増やすための施策を強化していきます。併せて、ボランティアの魅力

や楽しさを発信し、ボランティアに継続して取り組んでいけるようにサポートを行っていきま

す。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ①・② 

現在の主な取組 ●小・中・高校生向けの普及啓発や体験会・講話会【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 

◇新たなボランティアニーズの把握と情報提供 

◇職業選択のきっかけになるような官民共同のメニューの実施 

◇福祉ボランティア等について単位認定等を実施している大学や専

門学校の把握と連携の強化 

◇アプリを活用したボランティア希望者と福祉事業者のマッチング 

 

《No.1-3-2》 

様々な年代の方が地域福祉の担い手として活躍できる環境づくり 

【説明】 

国立市や国立市社会福祉協議会が行う講座の受講者や団塊世代を中心とした退職高齢者等の

様々な年代の方が、地域福祉の担い手となり、活躍できるよう、国立市社会福祉協議会やボラ

ンティアセンター、地域福祉団体等と連携し、地域活動を始めるための支援イベントや講座等

の開催、講座参加者へのフォローアップ体制の仕組みづくりの検討等を進めていきます。 

担当課・関係機関 

（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課・ 

公民館 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ①・②・③ 

現在の主な取組 

●認知症サポーター養成講座【高齢者支援課】 

●シニアカレッジ【高齢者支援課】 

●公民館講座のフォローアップ【公民館】 

●地域参加型介護サポート事業【しょうがいしゃ支援課】 

今後考えられる取組例 

◇研修や講座参加者を地域参加型介護サポート事業や認知症高齢者

見守り事業等につなげるフォローアップ体制の強化 

◇地域の担い手やキーマンを集めた連絡協議会の設置 
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施策の方針４ 福祉や人権に関する教育と活動の推進  

●現状と課題 

○ 地域住民の福祉に対する意識を高めていくためには、地域の福祉活動への理解

促進を図るとともに、幼少期からの福祉教育の実施や福祉について学習する機会

をより多く提供していくことが大切です。また、人権意識を高めていくために

は、市民一人一人が、人権問題を自分のこととしてとらえるための人権啓発・人

権教育を推進することが重要です。 

○ 国立市では、市民主催の学習会などに職員が伺い、政策等をわかりやすく伝え

る「わくわく塾くにたち」を行っています。また、「くにたち人権月間 2021」で

は、「かたる・かんがえる・かかわる」をテーマに、ステージ企画や映画会、マ

イノリティ当事者による講演、展示等を行いました。 

○ 学校現場において、福祉体験学習や人権学習をさらに行っていくためには、国

立市の関連部署や市内の各学校、福祉施設、ボランティアセンター等が連携でき

る仕組みを整えていく必要があります。 

○ また、福祉や人権に関する教育や活動に、実際に当事者が参画し、幼少期から

福祉や人権について触れ、考える機会を提供していくことが必要です。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① ソーシャル・インクルージョンの理念を、地域全体で考えていくための取組を

進めていきます。 

② 福祉意識や人権意識を高めていくため、学校教育においては福祉教育や人権教

育を推進できるよう、各学校や市の関連部署等の連携強化に努めます。 

③ 人権や福祉における啓発活動等の機会により、広く福祉や人権について学び、

学んだことを地域の中で実践できるような支援を進めていきます。 

④ しょうがいのある児童・生徒もしょうがいのない児童・生徒も同じ場で共に学

び、相互に成長できるフルインクルーシブ教育を目指します。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.1-4-1》 

ソーシャル・インクルージョンへの理解を深める機会の創出と取組の実施 

【説明】 

一人一人の多様性を尊重し、すべての人が互いに認め、支え合う「ソーシャル・インクルージ

ョン」の理念について、より多くの方に理解してもらえるよう、講演会やイベント等を通じた

市民全体で考える機会をつくっていきます。併せて、ソーシャル・インクルージョンを推進す

る取組を幅広く実施していきます。 

担当課 市長室・福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課 

対応する取組の方向性 ①・③ 

現在の主な取組 

●国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例

の施行【市長室】 

●くにたち男女平等参画ステーション「パラソル」【市長室】 

●地域参加型介護サポート事業【しょうがいしゃ支援課】 

●認知症カフェ【高齢者支援課】 

今後考えられる取組例 

◇市民とともに考える講演会やイベントの開催 

◇ソーシャル・ファームの展開 

◇様々な人権問題や当事者の体験を次世代に伝えていく拠点の在り

方の検討 

 

《No.1-4-2》 

人権に関する啓発イベントの実施 

【説明】 

「くにたち人権月間」等の人権をテーマにした様々なイベントの開催を通じて、人権問題の予

防と意識啓発等を推進します。 

担当課 市長室 

対応する取組の方向性 ①・②・③ 

現在の主な取組 
●くにたち人権月間【市長室】 

●LGBTQの方に関する理解を深めるための研修等の実施【市長室】 

今後考えられる取組例 
◇市民団体、審議会委員、人権を扱う各部署等と連携した幅広い人

権啓発活動の展開 
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《No.1-4-3》 

小・中・高等学校と連携した人権・福祉教育の推進 

【説明】 

市の関係部署と教育委員会が連携し、当事者等を講師に招いた授業の実施や福祉体験学習の実

施等を通じて、人権・福祉について学齢期から理解を深められるような仕組みづくりを検討し

ていきます。 

担当課・関係機関 

（担当課）オンブズマン事務局・市長室・福祉総務課・ 

しょうがいしゃ支援課・教育指導支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ②・④ 

現在の主な取組 

●インクルーシブ教育推進事業【教育指導支援課】 

●職場体験学習【教育指導支援課】 

●当事者（しょうがいや LGBTQ等）を講師とした人権教育の実施

【市長室】 

●オンブズマンによる人権教育講座の実施【オンブズマン事務局】 

今後考えられる取組例 

◇フルインクルーシブ教育を目指した取組の深化 

◇学校や市の関係部署、ボランティアセンターの連携強化 

◇当事者を講師に招いた授業や研修の実施 
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基本目標２ 支え合い、助け合う仕組みづくり 

施策の方針１ 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくりの展開 

●現状と課題 

○ 核家族化や居住形態の変化の影響等により、家族間や親族間、近隣同士による

身近な助け合いが少なくなってきています。さらに、コロナ禍の日常生活の長期

化に伴う影響も重なっていることから、地域住民同士が交流できる居場所づくり

を進めるとともに、休止していた拠点や当事者グループ等による活動を再開して

いくことも重要です。 

○ 国立市では、高齢者や子ども、子育て世帯など、様々な世代が交流できる場と

して、北福祉館及び西福祉館で実施している「たまり場」を運営しています。 

○ また、認知症に関心のある人が誰でも気軽に立ち寄れる「認知症カフェ13」や、

地域の誰でも立ち寄ることができる交流の場として「ひらや照らす」を運営する

など、多くの居場所を展開しています。 

○ 世代や属性を超えて地域住民同士が交流できる居場所づくりを幅広く行ってい

くとともに、同じ背景や悩み、不安等を持った方同士が交流できる多様な居場所

やグループ活動を展開していく必要があります。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 地域住民同士のつながりを醸成し、趣味の話から悩みごと、不安に感じている

ことに至るまで、話題の共有や相談を気軽にでき、世代や属性を超えて地域住民

同士が交流できる居場所づくりと情報発信を進めていきます。 

② 生きにくさを感じている方や同じ状況にある方が相互に援助しあうことを通じ

て、体験や感情の共有や主体的な課題の選択ができるよう、当事者グループ等の

活動の支援や社会的活動の場の創出に努めます。 

 

 

                                                        
13 認知症カフェ：認知症の人とその家族が気軽に立ち寄れるカフェのことで、地域の人たちとのつながりをつく

るきっかけができる場所。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.2-1-1》 

多様な資源を活用した居場所づくりの推進 

【説明】 

地域の福祉館における「たまり場」や「ひらや照らす」、今後開業予定の「矢川プラス」、地域

における空き家を含む様々な地域資源の活用を検討しながら、世代や属性を超えて、気軽に交

流できる居場所づくりと情報発信を進めます。 

担当課・関係機関 

（担 当 課）しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課・ 

児童青少年課・まちの振興課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 

●「ひらや照らす」の活用【高齢者支援課】 

●地域における子どもの居場所づくり事業【児童青少年課】 

●たまり場運営事業【まちの振興課】 

今後考えられる取組例 

◇「矢川プラス」を活用した気軽に交流できる居場所づくりの展開 

◇先駆的ケースの紹介や場所の確保等、多様な居場所づくりのため

の支援 

◇当事者の居場所、交流の場づくりに向けた東京都多摩障害者スポ

ーツセンターとの連携検討 

 

《No.2-1-2》 

当事者グループ等による活動の支援の推進 

【説明】 

国立市社会福祉協議会や市内の社会福祉法人、福祉関係事業所等と連携し、同じような悩みや

境遇を抱えた方同士が互いに支え合い、励まし合えるような環境を整え、支援を行う方法を検

討していきます。 

担当課・関係機関 

（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課・ 

子育て支援課・児童青少年課・公民館 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 

●生きにくさを感じているひきこもり等当事者・家族支援【福祉総

務課】 

●外国にルーツがある子どもの学習支援【福祉総務課】  

●認知症カフェ【高齢者支援課】 

●子育て広場事業【児童青少年課・子育て支援課】 

今後考えられる取組例 
◇当事者団体等と連携した当事者グループの活動支援 

◇外国人市民との懇談会や交流会の開催 
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施策の方針２ 地域における健康づくり・介護予防の推進 

●現状と課題 

○ 市民意識調査の結果（P.23）では、新型コロナウイルス感染症の影響により、

健康悪化を感じる市民が約 2割見られたように、今後、コロナ禍を乗り越えて笑

顔で健やかに暮らせるようにするためには、あらゆる世代に対する健康づくり

や、高齢者の介護予防14を推進することが重要です。 

○ 国立市では、市の保健師と連携し、自治会や学校などに地域保健活動や講演会

を行うなど、健康づくりのための予防活動や病気の重症化予防を行っています。 

○ また、高齢者の介護予防事業として、身近な地域で参加できる体操教室や、音

楽を通じたリラクゼーション教室、口腔機能向上教室、フレイル15チェック講座等

を行っています。 

○ 市民や地域の団体、事業所等と市が協働し、健康づくりに取り組む必要があり

ます。併せて、2040（令和 22）年には、約 3割の市民が高齢者になることが想定

されることを受け、高齢者が自ら健康管理に努め、生きがい活動を行うなど、予

防的な観点を生活に取り入れながら、住み慣れた地域で最後まで安心して暮らせ

るような支援が必要です。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 子どもから高齢者までの生涯を通じ、健やかで心豊かに生活するための心の健

康を維持や健康増進に向けた取り組みを進めていきます。 

② 病気になったり、介護が必要になっても、一人一人の特性に応じて生きがいを

持ち、生活の質の向上が得られるように、健康づくり・介護予防を横断的かつ一

体的に展開し、誰もがその人らしい人生を豊かに送ることができる地域を目指

し、取り組みや支援を行います。 

                                                        
14 介護予防：高齢者が要介護状態にならないための予防や、要介護状態になっても状態を改善し、悪化を防止す

ること。この計画上の「介護予防」とは、介護保険法に基づくものとする。また、今回の計画策定において、

「自立」をどのように捉えるかが課題となりました。今後、国立市として、高齢者やしょうがいしゃも含めて

「自立」をどのように捉えるか、検討していく必要があります。 
15 フレイル：高齢期に病気や老化などによる影響を受けて、心身の活力（筋力や認知機能など）を含む生活機能

が低下し、将来、要介護状態となる危険性が高い状態。健康と要介護の間に位置しています。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.2-2-1》 

総合的な「健康まちづくり」の推進 

【説明】 

市民や団体、事業者などが相互につながり、活動できる場所を整える「つながりのあるまち」、

市民が外出したいと思えるように、魅力ある場所やイベント・事業などを線としてつなげる「楽

しく喜びにあふれるウォーカブルなまち」、食文化や自然環境、食を通じたつながりや、文化

や芸術に触れ、楽しむ「豊かな食と文化を志向するまち」の実現を目指して、市民の健康とま

ちとしての魅力をより一層高めていきます。 

担当課 健康まちづくり戦略室 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 

●いきいき地域保健師活動事業【健康まちづくり戦略室】 

●健康ウォーキングマップの作成【健康まちづくり戦略室】 

●くにたちオリジナル体操【健康まちづくり戦略室】 

今後考えられる取組例 

◇道路整備や交通環境整備等のハード面や、人とのつながり等のソ

フト面を含めた総合的な健康まちづくりの推進 

◇病気や要介護状態になっても参加できる環境づくりと健康づくり

のための取組の実施 

 

《No.2-2-2》 

社会参加を通じた介護予防の展開 

【説明】 

元気なうちからフレイル予防16を行いながら、もし、フレイル状態や要介護状態になっても参加

できる、生きがいや自己実現にもつながる「社会参加」を通じた介護予防の仕組みをつくるた

めに、住民主体の取り組みを支援していきます。 

担当課 高齢者支援課 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 

●一般介護予防事業【高齢者支援課】 

●介護予防・生活支援サービス事業【高齢者支援課】 

●介護予防講演会の実施【高齢者支援課】 

●【再掲】地域介護予防活動支援事業【高齢者支援課】 

今後考えられる取組例 
◇シニア層の生きがい支援とコミュニティ形成支援 

◇各地域でのフレイル予防活動の展開 

 

 

 

                                                        
16 フレイル予防：「栄養（食・口腔機能）」・「運動」・「社会参加」の 3つの柱を一体的に日常生活に取り入

れ、フレイル（P.57参照）状態にならないための予防を行うこと。 
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施策の方針３ 地域での見守り・日常生活支援の推進  

●現状と課題 

○ 高齢夫婦世帯及び高齢単身世帯、しょうがいのある方、外国人は増加している

状況であり、地域からの孤立や、困りごとを一人で抱えてしまうことも少なくあ

りません。 

○ 地域で安心して暮らしていくためには、見守りや生活支援などの地域コミュニ

ティによる支援は欠かせません。 

○ 国立市では、「高齢者食事サービス」や「ふれあい牛乳」、「高齢者見守りネ

ットワーク」等の事業や地域包括支援センターの業務を通じて、見守りや困りご

との解決に努めています。 

○ また、日常生活における支援は、介護タクシーや福祉有償運送などの移送支援

や、地域参加型介護サポート事業を始めとした地域生活支援事業を行うなど、そ

れぞれのニーズに合った支援を行っています。 

○ 高齢者やしょうがいのある方、外国人の増加に伴い、見守りや日常的な生活支

援を必要とする方の増加が見込まれます。そのため、行政サービスのみならず、

NPOやボランティア、大学、事業者等の多様な主体による支援体制を構築してい

き、若者や元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍できるような取り組みを

実施していくことが重要です。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 悩みごとや困りごとを抱えている人の社会的孤立を防ぎ、速やかな支援につな

げられるよう、見守りを実施し、地域ぐるみで支える体制の構築を推進します。 

② 行政や地域住民、事業者、コミュニティソーシャルワーカー、生活支援コーデ

ィネーター17等の多様な主体による重層的な支援体制の構築や、住民による支え合

いの輪を広げる取り組みを行っていきます。 

 

 

                                                        
17 生活支援コーディネーター：高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的と

し、地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.2-3-1》 

地域での見守り体制づくり 

【説明】 

地域住民がお互いを気にかけ、心配な方がいた時に、さりげない見守り活動を行えるよう、高

齢者見守りネットワークや民生委員・児童委員等による見守り活動を支援し、地域における見

守りの仕組みを整えていきます。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課・高齢者支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 

●民生委員・児童委員による見守り支援・相談支援【福祉総務課】 

●在宅生活をサポートする事業【高齢者支援課】 

●高齢者見守りネットワーク【高齢者支援課】 

●見守りネットワーク会議【高齢者支援課】 

今後考えられる取組例 

◇見守りや、孤立を防ぐための多様な活動に対する支援の充実 

◇地域住民がお互いを気にかけ、見守る仕組みづくり 

◇介護保険以外の既存サービスの周知及び内容の充実 

 

《No.2-3-2》 

生活支援体制の整備の推進 

【説明】 

地域住民や国立市社会福祉協議会、事業者等と連携し、高齢者やしょうがいのある方、外国人

等の生活支援を推進し、併せて、元気高齢者等の多様な主体が生活支援の担い手として活躍で

きるような仕組みを整えていきます。 

担当課・関係機関 

（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課・ 

道路交通課・公民館 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 

●シルバー人材センター・社会福祉協議会が実施する家事支援事業

【高齢者支援課】 

●生活支援コーディネーターの配置【高齢者支援課】 

●地域生活支援事業【しょうがいしゃ支援課】 

●福祉有償運送支援事業【道路交通課】 

●生活のための日本語講座【公民館】 

今後考えられる取組例 

◇生活支援の担い手養成のための仕組みづくり 

◇既存事業と連携した外国人市民の困りごと等の実態把握 

◇利便性向上に向けた市内交通の実態把握 
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施策の方針４ 地域住民と行政等の連携や協働の推進  

●現状と課題 

○ 複雑化・複合化している地域課題や個別課題を解決していくためには、地域住

民と行政、国立市社会福祉協議会、NPO、ボランティアなど、地域における幅広い

連携・協働の仕組みづくりが必要です。 

○ 国立市では、くにたち地域コラボに委託し、運営を行っている「くにたち地域

活動支援室」を中心に、NPO法人や市民活動を行う様々な方・団体と効率的な連携

を行い、また、NPO法人同士の交流を図っています。 

○ また、民生委員による地域住民への訪問活動の支援や、国立市社会福祉協議会

との定期的な連絡会による情報連携等を通じて、地域住民や専門機関とのつなが

りを深めています。 

○ 全国の刑法犯の認知件数は戦後最少を更新していますが、再犯者率は高い水準

にあります。また、全国の自殺者数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

よる生活環境の変化など幅広い要因の影響を受け、11年ぶりに増加に転じている

状況です。そのため、地域住民と行政を始めとした関係機関がより一層連携・協

働し、悩みやこころのサインを見逃さないことが大切です。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 自治会や民生委員等、様々な地域福祉の担い手が困りごとを受けとめ、関係機

関やサービスにつないでいけるよう、行政が主体的に、国立市社会福祉協議会や

関係機関、地域住民等と連携・協働していくプラットフォーム機能を整えていき

ます。 

② 国立市社会福祉協議会と連携し、地域福祉推進の取組の支援や、支援を必要と

する方を適切な支援につなげられるような仕組みづくりを進めます。 

③ 保護司会等の関係機関と連携し、罪を犯してしまった人の再犯防止・立ち直り

に向けた支援に努めていきます。 

④ 行政を始め、保健、医療、福祉、教育、労働など、様々な分野の関係機関、関

係団体と連携し、総合的な自殺対策の推進に努めます。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.2-4-1》 

多機関と連携・協働していくためのプラットフォーム18の整備 

【説明】 

地域の生活課題が複雑化・複合化している状況を受け、地域住民や行政、国立市社会福祉協議

会、当事者団体等が連携して解決に取り組むため、社会や課題の変化を把握し、地域で暮らす

中での個別課題や地域課題を共有・協議できる場として、プラットフォームの整備を進めてい

きます。 

担当課・関係機関 

（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課・ 

児童青少年課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ①・② 

現在の主な取組 

●地域ケア会議【高齢者支援課】 

●在宅療養推進連絡協議会【高齢者支援課】 

●子ども協議会【児童青少年課】 

今後考えられる取組例 

◇福祉、保健医療、介護、子ども、教育等、様々な分野が柔軟に対

応可能なプラットフォームの整備 

◇市の相談部署や福祉事業者、NPO、ボランティア等、相談の窓口

になっている拠点を中心とした情報の共有、協議の場の設置 

 

《No.2-4-2》 

市内における再犯防止や立ち直りのための取組の推進 

【説明】 

犯罪や非行の防止と立ち直りを支える取組である“社会を明るくする運動19”の活動や、保護司
20会等の更生保護関係団体への支援等を通じて、地域における再犯防止に関する理解促進を行

います。併せて、再犯防止推進計画策定に向けて検討を進めていきます。 

担当課 福祉総務課 

対応する取組の方向性 ③ 

現在の主な取組 
●国立市“社会を明るくする運動”の推進【福祉総務課】 

●地区保護司会への支援【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 

◇若者や子育て世帯向けの再犯防止や立ち直りを啓発するためのイ

ベントの実施 

◇再犯防止推進計画策定の検討 

                                                        
18 プラットフォーム：福祉、保健医療、介護、子ども、教育等、様々な分野の地域づくりの担い手（自治体や地

域住民、NPO、社会福祉法人、福祉関係事業者、当事者団体等）が出会い、新たなつながりの中から共通の目的

（課題解決等）を達成するためにつくられる場。 
19 社会を明るくする運動：法務省が主唱する、犯罪を無くして社会を明るくするために、すべての日本国民が犯

罪の防止と犯罪者の矯正及び更生保護についての正しい理解を深め、すすんでこれらの活動に協力するように全

国民に呼び掛ける啓発活動。 
20 保護司：犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間ボランティア。 
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《No.2-4-3》 

総合的な自殺対策の推進 

【説明】 

健康問題だけではなく、育児や介護負担、家庭内暴力など生活面の不安や、失業や休職、倒産

による経済的不安など、様々な要因から自殺リスクの上昇につながる可能性があるため、「健

康相談」や「こころの相談」等の相談先の周知・啓発を行います。併せて、福祉や教育など、

様々な分野の関係機関、団体と連携し、「自殺者 0 人」を目標に、自殺対策に取り組んでいき

ます。 

担当課 福祉総務課・健康まちづくり戦略室・教育指導支援課 

対応する取組の方向性 ④ 

現在の主な取組 

●ゲートキーパー21研修【健康まちづくり戦略室】 

●SOSの出し方に関する教育【健康まちづくり戦略室・教育指導支

援課】 

今後考えられる取組例 

◇ゲートキーパー研修の受講対象の拡大 

◇事例検討を始めとした専門家を交えたスーパーバイズ研修の実施 

◇親や学校の先生以外に相談できる窓口の周知 

◇住んでいる地域で身近に相談できる場所の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を掛け、話を聞

いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこと。 
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基本目標３ 安全で安心して暮らせる環境づくり 

施策の方針１ 総合的な相談体制の充実 

●現状と課題 

○ 高齢やしょうがい、貧困、虐待、ひきこもり等の複数の課題を同時に抱えて生

活している世帯からの相談が増えており、制度の狭間にある方など、これまでの

相談支援の仕組みでは十分に対応しきれない状況にあったため、国立市では、

2014（平成 26）年に福祉に関する総合的な窓口である「ふくふく窓口」を開設し

ました。 

○ 「ふくふく窓口」では、どこに相談したらよいかわからない生活・福祉に関す

る困りごとを始め、経済困窮、ひきこもり、住まいに関する相談、就労支援な

ど、属性・世代、内容を問わない幅広い相談に応じています。 

○ また、2017（平成 29）年には、子どもに関する総合的な窓口である「くにたち

子育てサポート窓口【くにサポ】」を開設し、妊娠前、妊娠期、出産、子育て

等、子どもに関する総合的な相談に応じています。 

○ 2017（平成 29）4月から国立市総合オンブズマン制度が始まり、市の業務等の

苦情を受け付ける「一般オンブズマン」と、子どもの人権侵害の救済や、子ども

の人権の擁護を行う「子どもの人権オンブズマン」が受付を行っています。 

○ 近年は、虐待や DV、女性相談、セクシュアル・マイノリティ22に関すること

等、相談の内容も複雑化・複合化しており、また、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響による、住まいや失業による経済困窮等の相談も増加していることか

ら、行政内外の連携をより一層強化する必要があります。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

 

 

 

 

                                                        
22 セクシュアル・マイノリティ：レズビアン（女性同性愛者）・ゲイ（男性同性愛者）・バイセクシュアル（両

性愛者）・トランスジェンダー（出生時の身体の性と性自認が一致しない人）等、性の領域（性的指向や性自認

など）に関して少数派の人たち。 
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●取組の方向性 

① 高齢者、しょうがいのある方、子ども、子育て世帯、外国人等が抱える様々な

悩みや困りごとを相談できる体制の充実を図り、相談から適切な情報提供まで幅

広く支援を行います。 

② DVや貧困など、様々な困難な問題を抱えた女性を支援していくため、女性相談

体制のさらなる充実を図ります。 

③ 住宅セーフティネット法に基づき、高齢者やしょうがいのある方など住宅確保

要配慮者23に対しきめ細やかな入居支援を行うため、地域の不動産事業者等と連携

し、賃貸住宅の情報提供等を実施していきます。 

④ 支援を必要としている人がほしい情報を得ることができるように、情報提供を

充実させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 住宅確保要配慮者：高齢者、低額所得者、子育て世帯、しょうがいしゃ、被災者等の住宅の確保に特に配慮を

要する者。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.3-1-1》 

相談窓口の連携強化と支援の充実 

【説明】 

福祉総合相談窓口（ふくふく窓口）、子ども総合相談窓口（くにサポ）、地域包括支援センタ

ー、女性相談、子ども家庭支援センター、保健センター等の相談窓口の連携を強化し、複合的

な課題を抱える方・世帯に対応していくため、相談体制と支援の充実を図ります。 

担当課・関係機関 

（担 当 課）市長室・福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・ 

高齢者支援課・健康まちづくり戦略室・ 

子育て支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 

●福祉総合相談窓口（ふくふく窓口）【福祉総務課】 

●地域包括支援センター【高齢者支援課】 

●子ども総合相談窓口（くにサポ）【子育て支援課】 

今後考えられる取組例 

◇各相談部署（福祉・しょうがい・高齢・子ども等）間の連携体制

整備 

◇市の相談窓口と相談支援を実施している事業所等をつなぐ仕組み

づくり 

 

《No.3-1-2》 

女性相談・支援の実施 

【説明】 

DVや虐待、不当な差別などの困難な問題から女性を守り、また、相談につながりづらい女性を

一層積極的に支援していくため、一時的な居場所の提供や同行支援・相談支援などにより自立

支援を行うなど、総合的な相談支援を行い、エンパワーメント24を図っていきます。 

担当課 市長室 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 

●女性相談窓口【市長室】 

●くにたち女性ホットライン【市長室】 

●女性パーソナルサポート事業【市長室】 

今後考えられる取組例 

◇庁内関係部署や民間女性支援団体との連携強化 

◇相談窓口の周知 

◇電話相談の拡充 

◇パーソナルサポート事業の充実 

◇継続的に支援できる体制の検討 

 

                                                        
24 エンパワーメント：一人一人が本来持っている力を発揮し、自らの意思決定により自発的に行動できるように

すること。 
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《No.3-1-3》 

住宅確保要配慮者に対する支援の推進 

【説明】 

高齢者やしょうがいしゃ、ひとり親、セクシュアル・マイノリティの方等、住宅の確保に特に

配慮を要する「住宅確保要配慮者」の方を支援するため、東京都宅地建物取引業協会国分寺国

立支部と連携し、物件情報の提供を行っていきます。併せて、見守りや残置物への対応等、住

まい探しを支援するための居住支援サービスの充実を検討していきます。 

担当課 福祉総務課 

対応する取組の方向性 ③ 

現在の主な取組 

●住宅費助成【しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課・子育て支援

課】 

●東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部との連携事業【福祉総

務課】 

今後考えられる取組例 

◇東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部との連携強化 

◇UR都市機構との連携検討 

◇見守りや残置物整理等のオーナーの不安を払拭するための支援 

◇バリアフリー対応住宅の増加につなげるための取組検討 

 

《No.3-1-4》 

情報提供の充実 

【説明】 

支援を必要とする人が福祉制度や福祉サービス、相談窓口、福祉サービスに関する苦情相談窓

口等の情報を入手することができるよう、市のホームページやくにたち生活便利帳、介護保険

べんり帳など、様々なツールの活用を通じた多様な情報提供の仕組みを整備していきます。 

担当課 全庁 

対応する取組の方向性 ④ 

現在の主な取組 

●くにたち生活便利帳の活用【全庁】 

●総合オンブズマンの周知・啓発【オンブズマン事務局】 

●介護保険べんり帳の活用【高齢者支援課】 

●くにたち子育てサポートブックの活用【子育て支援課】 

●こども・わかものくにペディア【公民館】 

今後考えられる取組例 
◇各部署における情報提供するためのツール作成や方法の工夫 

◇各情報提供ツールのわかりやすい版やルビ対応の検討 
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施策の方針２ 生活困窮者への支援 

●現状と課題 

○ 近年の厳しい社会経済情勢の影響等を背景に、失業等により生活保護に至るケ

ースが増加するとともに、就労による経済的自立が容易ではない高齢者等が増加

する中、国立市の生活保護世帯数・人員数も増加傾向にあります。 

○ 子どもの貧困や教育格差を解消するための支援も、コロナ禍においてさらに重

要性が増しており、生活困窮世帯やひとり親世帯の子どもへの学習・教育支援の

取組が必要です。 

○ 国立市では、生活困窮者の自立支援の取組として、自立支援プランの作成や就

労準備支援を行っています。また、子どもたちへの支援として、子ども食堂や学

習支援を行っています。 

○ 市民意識調査の結果、新型コロナウイルス感染症が生活に与えた影響で「収入

の減少」や「失業」が挙げられており、生活困窮者が自立した社会生活を送るこ

とができるような支援を継続して行っていく必要があります。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 生活保護法や生活困窮者自立支援法など、法の趣旨に基づき、生活保護受給者

や生活困窮者一人一人やその世帯の状況に応じた自立支援・就労支援を行いま

す。 

② 学習支援や居場所づくりなど、貧困の状態にある子どもが健やかに過ごせるよ

う環境整備を推進します。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.3-2-1》 

生活困窮者の自立に向けた支援の充実 

【説明】 

生活の悩みを伺い、課題の整理や相談者に応じたプランの提案等を行う「自立支援」や、社会

参加能力の形成や改善、就労体験等を実施する「就労準備支援」を実施し、生活困窮者が自立

した生活を送れるよう、支援の充実を行います。 

担当課 福祉総務課 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 

●自立相談支援事業【福祉総務課】 

●就労準備支援・就労支援事業【福祉総務課】 

●住居確保給付金事業【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 
◇支援を受けやすくするための窓口の工夫 

◇地域資源の開発・社会参加の場の創設 

 

《No.3-2-2》 

支援が必要な子育て世帯や子どもへの支援の充実 

【説明】 

対象となる世帯への相談支援や就労支援を始めとした総合的な支援を実施し、教育・就労・社

会参加の機会確保を行っていくとともに、子どもの教育格差の解消及び学習機会の拡充のため

の取組を実施していきます。併せて、子どもや子育て家庭が気軽に立ち寄ったり、相談できる

子どもの居場所や子ども食堂の周知や支援を行っていきます。 

担当課 福祉総務課・児童青少年課 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 

●受験生チャレンジ支援貸付事業【福祉総務課】 

●生活困窮世帯の子どもへの学習支援事業【福祉総務課】 

●くにたちスタディクーポン事業【福祉総務課】 

●子ども応援事業【児童青少年課】 

今後考えられる取組例 

◇教育格差を解消するための学習支援教室や経済的な相談対応支援

の充実 

◇フードパントリー25や子ども食堂等の周知や支援の充実 

◇地域の力や企業の力を生かした子ども食堂の充実 

 

 

                                                        
25 フードパントリー：様々な理由で日々の食品や日用品の入手が困難な方に対して、企業や団体などからの提供

を受け、身近な地域で、無料で配付する活動（場所）のこと。 



 

70 

施策の方針３ 地域の防災・防犯活動の推進 

●現状と課題 

○ 2019（令和元）年 10月の台風 19号発生の際、住居の半壊や多摩川増水による

河川敷グラウンドの水没が発生し、自然災害の影響を大きく受けました。そのよ

うな経験より、平常時から災害を想定した準備を行うことがより一層求められて

います。 

○ 国立市では、高齢者やしょうがいのある方、乳幼児等、災害から自らを守るた

めに安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることに支援を要する方（＝避

難行動要支援者）の名簿を作成し、平常時から地域の支援者へ提供することで、

地域の助け合いの仕組みを構築しています。 

○ 国立市の刑法犯認知件数は、2015（平成 27）年以降、減少傾向にあります。一

方で、特殊詐欺については、被害が大きく、件数及び被害の減少に向けた重点的

な取組が求められます。 

○ そのため、国立市では、高齢者を含む世帯に自動通話録音機を貸与することを

通じて、振り込め詐欺等の特殊詐欺の未然防止に努めています。 

○ さらに、防災体制の整備により、災害時の被害を最小限に抑えることや、市

民・地域・行政が協力し、防犯対策を行い、犯罪が発生しにくいまちにしていく

必要があります。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 災害時に介助や見守りなど特別な支援を必要とする人が安心して避難生活を送

ることができるよう、福祉避難所運営体制の充実に努めます。 

② 災害時、高齢者やしょうがいのある方、乳幼児等の支援を必要とする人に対

し、名簿提供の同意取得や個別計画の策定、支援関係者への情報提供等、避難や

生活面での支援についての仕組みづくりを進めます。 

③ 各自が防犯意識をしっかり持つと同時に、地域住民、事業者、行政が警察等の

関係機関と連携を強化すること等を通じ、犯罪を未然に防ぐ環境づくりを進めま

す。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.3-3-1》 

福祉避難所運営体制の充実 

【説明】 

災害時に認知症高齢者やしょうがいのある方等の支援を必要とする方が安心して避難生活を送

ることができるよう、場所の確保や具体的な受け入れ方法等について、福祉避難所協定事業者

等と協議や訓練を重ねていきます。併せて、新たな福祉避難所の確保にも努めていきます。ま

た、福祉避難所については、入所者の安全が確保され、受け入れ体制が整わなければ開設が難

しいことから、福祉避難所協定事業者の BCP作成支援も進めていきます。 

担当課 防災安全課 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 
●福祉避難所の指定【防災安全課】 

●避難所運営委員会の開催【防災安全課】 

今後考えられる取組例 

◇福祉避難所指定事業者等との福祉避難所の設備や備蓄品等につい

ての協議や、訓練を通じた福祉避難所の改善 

◇福祉避難所協定事業者等の BCP作成支援 

◇災害をテーマにした市民向け講座の実施 

◇福祉避難所や地域の避難所における支援を必要とする方の受け入

れ態勢の整備 

 

《No.3-3-2》 

避難行動要支援者支援体制の充実と支援の促進 

【説明】 

災害時に避難行動要支援者への支援が円滑にできるよう、避難行動要支援者名簿を作成し、平

常時から消防署や警察署等と共有を行います。併せて、発災時の地域での助け合いを目的とし

て、民生委員・児童委員や自治会・町内会等に避難行動要支援者名簿の提供や地域で安否確認

訓練を実施するなど、地域との連携体制構築の検討を進めていきます。 

担当課 福祉総務課 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 
●避難行動要支援者名簿の作成・更新【福祉総務課】 

●地域コミュニティによる要支援者支援事業【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 

◇市民への避難行動要支援者制度の周知・啓発 

◇市内の支援関係者への名簿提供の実施 

◇避難行動要支援者との訓練の実施地域の拡大 
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《No.3-3-3》 

地域コミュニティと連携した防犯体制の充実 

【説明】 

立川警察署や国立市防犯協会、自治会・町内会等の各種団体と連携し、地域の防犯向上を図り

ます。また、くにたち防災・防犯メール等の様々な手段により、情報提供の充実を図り、犯罪

を未然に防ぐための環境づくりを行っていきます。 

担当課 防災安全課 

対応する取組の方向性 ③ 

現在の主な取組 
●立川警察署、国立市防犯協会との連携【防災安全課】 

●くにたち防災・防犯メールの配信【防災安全課】 

今後考えられる取組例 

◇各部署で実施している見守り活動や地域ボランティアと連携した

効果的な防犯対策の実施 

◇高齢者やその家族を対象とした特殊詐欺等の犯罪に関する講座の

実施 
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施策の方針４ バリアフリーのまちづくり 

●現状と課題 

○ 国立市の障害者手帳所持者数は 2015（平成 27）年以降増加しており、さらに、

高齢者や外国人の数も同様に増加していることから、バリアフリーを意識したま

ちづくりを行っていくことは欠かせません。 

○ 高齢者やしょうがいのある方、妊婦、ベビーカーを利用中の方、子どもなど

が、安全で安心して暮らせる環境を整えていくためには、市内の公共施設や道

路、わかりやすい案内など、整備の充実や様々な配慮が必要です。 

○ 建物や道路など、ハード面でのバリアフリーを進めるとともに、一人一人が相

互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリ

ー」や、高齢者やしょうがいのある方等が、情報を得る機会を保障する「情報の

バリアフリー」など、ソフト面のバリアフリーを進める取組が重要です。 

○ 国立市では、老朽化した舗装・道路施設の補修や、バリアフリー対応の歩道整

備を計画的に進めており、また、市報の音訳版や点字版等の作成による情報のバ

リアフリーの整備や、窓口対応時等におけるしょうがいの特性に応じた支援を進

めています。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 市内の公共施設や道路のバリアフリーの状況確認を計画的に実施し、高齢者や

しょうがいのある方、子育て世帯も含めて、誰もが安心して暮らせる環境づくり

を進めます。 

② 文字・音声・点字・手話・メール・ファクシミリなどの活用や、わかりやすい

文字や言葉の利用など、わかりやすい表現での情報発信に努めます。 

③ 様々な心身の特性や考え方を持つ「すべての人」が地域であたりまえに暮らせ

るように、一人一人が相手の気持ちになって考え、行動し、支え合う「心のバリ

アフリー」を地域で共有するための環境づくりを進めます。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.3-4-1》 

公共施設等のバリアフリー化の推進 

【説明】 

新たな公共施設や道路の整備の際には、バリアフリーの考え方に基づき、誰もが安心して、快

適に利用できる施設整備に努めます。また、既存の施設についても、バリアフリー化が可能な

ものについては改善を検討していきます。 

担当課 
総務課・建築営繕課・福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・ 

高齢者支援課・環境政策課・道路交通課・教育施設担当 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 

●バリアフリー化対応トイレや公共サインの設置【総務課・建築営

繕課】 

●バリアフリー状況の現地確認【しょうがいしゃ支援課・環境政策

課・道路交通課】 

●道路のバリアフリー化【道路交通課】 

今後考えられる取組例 
◇庁舎内サインのルビ対応の検討 

◇当事者を交えたバリアフリー状況の現地確認の実施 

 

《No.3-4-2》 

情報のバリアフリーの推進 

【説明】 

高齢者やしょうがいのある方、外国人の方が適切に情報を入手できるよう、市ホームページの

利用しやすさの向上を図ります。併せて、拡大文字や音声、点字、手話、メール等を活用した

情報提供を行うとともに、わかりやすい説明やルビの活用等、わかりやすい表現による情報発

信に努めます。 

担当課 全庁 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 

●市報くにたちの音訳版及び点字版の作成【市長室】 

●手話講習会の実施【福祉総務課】 

●手話通訳者派遣事業【しょうがいしゃ支援課】 

●タブレット端末を活用した外国人市民とのコミュニケーション支

援【子育て支援課】 

●公民館だより音訳版・点字版の作成【公民館】 

今後考えられる取組例 

◇市議会における手話通訳・要約筆記の設置検討 

◇近隣市や事業者等との協議を通じた 24時間手話通訳者派遣体制

の調査・検討 
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《No.3-4-3》 

心のバリアフリーの推進 

【説明】 

すべての人の人権が尊重されるよう啓発活動を行うとともに、しょうがいに対する正しい理解

や認識が深まるよう交流の機会やイベントを通じて、また、情報提供の充実により心のバリア

フリーを推進します。 

担当課 市長室・職員課・しょうがいしゃ支援課 

対応する取組の方向性 ③ 

現在の主な取組 

●職員に対するユニバーサルマナー検定研修の実施【職員課】 

●障害者差別解消法に係る職員向け研修【しょうがいしゃ支援課】 

●障害者差別解消法に係る普及・啓発事業【しょうがいしゃ支援

課】 

●合理的配慮職員研修【しょうがいしゃ支援課】 

今後考えられる取組例 
◇人権教育と連携した心のバリアフリーの推進 

◇当事者と連携した点字・手話・車いす体験・研修等の実施 
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施策の方針５ 権利擁護・成年後見の推進 

●現状と課題 

○ 認知症の方やしょうがいのある方が増加しており、地域福祉権利擁護事業や成

年後見制度を必要とする方の増加が想定されます。 

○ 国立市では、成年後見制度の理解を深めるための講演会の開催や、国立市社会

福祉協議会と連携し、福祉サービスの利用援助や金銭管理サービス等の地域福祉

権利擁護事業を行っています。 

○ また、近年の後見人の選任においては、親族の割合が減少し、弁護士、行政書

士、社会福祉士などの専門職の割合が増加する中、専門職がすべてを担うことは

難しく、市民後見人等の活用が期待されています。 

○ そのため、市民後見人養成のための講座も開催し、専門職や法人後見以外の成

年後見業務の担い手の養成を行っています。 

○ 認知症やしょうがいがある方等が、安心して暮らし続けることができるよう

に、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知や市民後見人養成、専門職との

連携を行っていくことを始め、「中核機関」を中心とした権利擁護のネットワー

クづくりを行っていくことが必要です。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の内容を、ホームページ等を活用して周

知し、サービスが必要になった時に適切に利用できるよう推進していきます。 

② 判断能力に不安がある方が、必要なサービスを利用し、適切に権利を行使でき

るよう、市や国立市社会福祉協議会を中心とした相談支援体制の充実を図りま

す。 

③ 本人の意思決定を最大限尊重するため、本人を中心として、家族、後見人等、

専門職、家庭裁判所等が連携して権利擁護支援を行う「中核機関」の設置を検討

します。 
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●重点的に取り組んでいく施策 

《No.3-5-1》 

権利擁護・成年後見制度の普及啓発と利用促進 

【説明】 

認知症高齢者や知的しょうがいのある方、精神しょうがいのある方等の判断能力が十分でない

方の権利を守るため、国立市社会福祉協議会と連携し、ホームページ等の手段を活用した成年

後見制度と地域福祉権利擁護事業の普及啓発、利用促進を行っていきます。併せて、市民後見

人養成講座を開催し、市民後見人の養成を進めていきます。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ①・② 

現在の主な取組 

●地域福祉権利擁護事業【福祉総務課】 

●成年後見に関する講演会の開催【福祉総務課】 

●成年後見市長申立検討会議の開催【福祉総務課】 

●市民後見人の養成【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 

◇市民向け、当事者向け、支援者向け等ターゲットを分けた普及啓

発の実施 

◇研修等を通じた市民後見人養成研修修了者や市民後見人候補者の

フォローアップ 

◇後見人等を対象とした意思決定支援研修の実施 

 

《No.3-5-2》 

本人の意思決定の尊重と権利擁護支援のネットワークづくりの構築検討 

【説明】 

本人の意思決定を最大限尊重した支援を行うために、本人を中心として、家族、当事者団体、

後見人等、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職、家庭裁判所等との連携を推進するため

の「中核機関」の設置を検討します。併せて、権利擁護支援の必要な人を早期に発見し、速や

かに適切な支援に結びつけるとともに、意思決定支援を行うための仕組みづくりを進めていき

ます。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ③ 

現在の主な取組 
●第三者後見人連絡会の開催【福祉総務課】 

●くにたち権利擁護センター運営委員会の開催【福祉総務課】 

今後考えられる取組例 

◇弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職との連携強化 

◇中核機関の設置に向けた検討 

◇後見人等を対象とした意思決定支援研修の実施 
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施策の方針６ 意思決定支援の普及啓発 

●現状と課題 

○ 国は、2014（平成 26）年に障害者権利条約を批准し、知的しょうがいや認知症

のある人など、一人で意思を決定することが困難な人に対する意思決定支援の普

及を進めてきました。 

○ 意思決定支援の範囲には、法律行為や医療行為など人生における重要な意思決

定だけではなく、日常生活における意思決定も含まれ、自ら意思が反映された生

活を送ることができるよう、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、

本人の意思及び選好を尊重することが求められています。 

○ それが難しい場合は、支援者や家族等が集まり、本人の日常生活等における表

情や感情、行動などの情報を持ち寄って話し合い、根拠を明らかにしながら本人

の意思をできるだけ尊重し、意思決定を支援することが重要です。 

○ 国立市では、国立市社会福祉協議会主催の専門職等で構成される第三者後見人

連絡会による意思決定支援を重視した取組や、相談支援専門員が行う「サービス

担当者会議」やサービス管理責任者が行う「個別支援会議」と一体的に意思決定

支援を実施しています。 

 
対応する課題  

課題 1 福祉人材の確保・育成 課題 8 しょうがいのある方への支援 

課題 2 地域福祉活動の活性化 課題 9 総合的な相談支援と情報提供 

課題 3 地域福祉の担い手の確保 課題 10 生活困窮者への支援 

課題 4 福祉や人権に関する教育の推進 課題 11 災害時に備えた避難体制の構築 

課題 5 当事者グループ等による活動と多様な居場所づくり 課題 12 バリアフリーのまちづくり 

課題 6 高齢化の進行に伴う対応・支援 課題 13 権利擁護の推進 

課題 7 外国人市民の支援づくり 課題 14 意思決定支援の普及啓発 

 

●取組の方向性 

① 認知症の方やしょうがいのある方等の当事者や支援者、成年後見人、医療関係

者等に対して、意思決定支援の普及啓発に努めていきます。 

② 認知症の方やしょうがいのある方等の当事者や関係者を交えた意見交換等を通

じ、意思決定支援に関する仕組みづくりを検討していきます。 
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《No.3-6-1》 

意思決定支援の普及啓発の推進 

【説明】 

認知症やしょうがいのある方など、一人で意思を決定することが困難な方に対する意思決定支

援が適切に図られるよう、本人や相談支援従事者、支援者等の関係者に対し、連絡会や勉強会

等の機会を通じて意思決定支援の普及啓発を行っていきます。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ① 

現在の主な取組 ●地域医療計画推進会議等における勉強会の開催【高齢者支援課】 

今後考えられる取組例 
◇意思決定支援ガイドライン等の活用 

◇研修会や勉強会の実施 

 

《No.3-6-2》 

意思決定支援の仕組みづくり 

【説明】 

国立市で実施する意思決定に関する会議体や、国立市社会福祉協議会との連携を通じ、認知症

やしょうがいのある方等の当事者や関係機関を交えた意見交換等を行い、意思決定支援の仕組

みづくりを推進していきます。 

担当課・関係機関 
（担 当 課）福祉総務課・しょうがいしゃ支援課・高齢者支援課 

（関係機関）国立市社会福祉協議会 

対応する取組の方向性 ② 

現在の主な取組 

●第三者後見人連絡会における課題の共有【福祉総務課】 

●サービス担当者会議や個別支援会議における意思決定支援の実施

【しょうがいしゃ支援課】 

今後考えられる取組例 
◇意思決定支援専門アドバイザーの配置検討 

◇意思決定支援チームの設置等、関係者間で連携できる方法の検討 
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第５章 計画の推進体制と進行管理 

５－１ 計画の周知 

地域福祉を推進する上で、住民、福祉団体、ボランティア、NPO、医療・介護専門

職等のすべての人が本計画の考え方や計画の基本目標、取組の方向性、重点的に取

り組んでいく施策等を理解し、「だれもがあたりまえに暮らせるまち」の実現に向

けて取り組んでいけるよう、市のホームページや広報誌などで公表・周知するほ

か、研修会や講演会、各種イベント開催時など、様々な機会をとらえて、広く周知

していきます。 

 

５－２ 協働による計画の推進 

地域で暮らす中での多様な地域課題や個別課題を解決していくためには、行政を

始め、地域住民、国立市社会福祉協議会、福祉関係者、医療・介護専門職、ボラン

ティア等が連携して、対応していくことが必要です。 

計画の基本理念である「だれもがあたりまえに暮らせるまちをつくる」を目指

し、様々な活動主体が互いに協力し合い、支え合いながら計画を推進していきま

す。 

 

５－３ 計画の進捗管理・評価 

本計画の進捗状況の管理及び評価については、計画を立て（Plan）、実行し

（Do）、その進捗状況を定期的に把握・評価した上で（Check）、その後の施策・事

業を改善する（Action）、一連の PDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）の構築

に努めていきます。 

本計画を推進していく上で、計画に沿って施策が着実に実施されているか確認を

行うため、庁内の「国立市地域福祉推進本部」及び「国立市地域福祉推進委員会」

が中心となり、計画の推進及び進捗管理を行い、毎年度、前年度の実施状況につい

て確認を行います。 

なお、計画の評価を行うため、計画の中間年度に、学識経験者、当事者団体の関

係者、事業者、公募市民等で構成する「国立市地域保健福祉施策推進協議会」にお

いて、施策の展開に記載する「取組の方向性」や「重点的に取り組んでいく施策」

の実施状況等に基づき、進捗状況の把握及び評価を行います。 
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５－４ 国立市地域福祉計画の「わかりやすい版」の作成 

本計画を、誰にでもわかりやすく伝えられるよう、しょうがい当事者等を中心と

した部会等において、地域福祉計画の「わかりやすい版」を作成します。 
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資料編 

１ 国立市地域福祉計画策定委員会 委員名簿 

 

分野 委員名 所属団体等 備考 

学識経験のある者 

林 大樹 一橋大学 名誉教授 委員長 

山口 直樹 国立市教育委員会 教育委員  

曽根 直樹 

日本社会事業大学  

社会マネジメント研究科 

（専門大学院） 准教授 

 

社会福祉法人の役員

又は職員 

金子 健太郎 
社会福祉法人国立市社会福祉協議会  

経営管理課長 
副委員長 

林 瑞哉 
社会福祉法人弥生会 

くにたち苑 苑長 
 

高橋 しのぶ 
社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 

常務理事 
 

介護保険被保険者 山路 憲夫 国立市介護保険運営協議会 委員  

しょうがいしゃ 

又はその関係者 
井上 晴菜 国立市しょうがいしゃ団体等協議会  

民生委員 藤沢 行男 
国立市民生委員・児童委員協議会 

会長 
 

市民 猪爪 恵美子 公募市民委員  
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２ 策定経過 

 

年 月 日 内   容 

2021（令和 3）年 

11月 25日（木） 

第 1回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）委嘱状交付 

（2）委員紹介 

（3）委員長・副委員長選出 

（4）諮問 

（5）国立市地域福祉計画策定委員会のスケジュールについて 

（6）計画策定の背景、計画の位置付け、計画の期間について（第 1章） 

（7）その他 

2022（令和 4）年 

1月 20日（木） 

第 2回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）第 1回 国立市地域福祉計画策定委員会の議事録の確認 

（2）第 1回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

（3）「地域福祉の考え方」について（序論） 

（4）その他 

3月 28日（月） 第 3回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）第 2回 国立市地域福祉計画策定委員会の議事録の確認 

（2）第 2回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

（3）国立市の統計から見る現状（第 2章） 

（4）市民意識調査及び市政世論調査から見る地域の現状（第 2章） 

（5）国立市第二次地域福祉計画の評価（第 2章） 

（6）国立市の現状から見える課題（第 2章） 

    ○国立市の現状から見える課題（案） 

    ○課題を受けての基本目標の設定 

（7）その他 

5月 27日（金） 第 4回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）第 3回 国立市地域福祉計画策定委員会の議事録の確認 

（2）第 1回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

    ○計画の位置付け（第 1章） 

    ○計画の期間（第 1章） 

（3）第 2回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

    ○国立市における「地域福祉」とは（序論） 

    ○地域福祉と「公助・共助・互助・自助」（序論） 

    ○包括的な支援体制の実現（序論） 

（4）第 3回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

    ○国立市の統計から見る現状（第 2章） 

    ○市民意識調査及び市政世論調査から見る地域の現状（第 2

章） 

（5）その他 
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7月 29日（金） 第 5回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）第 3回・第 4回 国立市地域福祉計画策定委員会の議事録の確認 

（2）第 4回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

    ○計画の位置付け（第 1章） 

    ○国立市における「地域福祉」とは（序章） 

    ○地域福祉と「公助・共助・互助・自助」（序章） 

    ○包括的な支援体制の実現（序章） 

    ○国立市の統計から見る現状（第 2章） 

    ○市民意識調査及び市政世論調査から見る地域の現状（第 2

章） 

    ○国立市の現状から見える課題（第 2章） 

（3）第 5回 国立市地域福祉計画策定委員会 協議事項 

    ○計画の基本理念（第 3章） 

    ○計画の基本目標（第 3章） 

    ○施策の体系（第 3章） 

    ○基本目標 1 施策の方針 1～4（第 4章） 

    ○基本目標 2 施策の方針 1～4（第 4章） 

（4）その他 

8月 26日（金） 第 6回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）第 5回 国立市地域福祉計画策定委員会の議事録の確認 

（2）第 5回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

    ○計画の位置付け（第 1章） 

    ○地域福祉と「公助・共助・互助・自助」（序章） 

    ○市民意識調査及び市政世論調査から見る地域の現状（第 2

章） 

○国立市の現状から見える課題（第 2章） 

    ○計画の基本理念（第 3章） 

    ○計画の基本目標（第 3章） 

    ○施策の体系（第 3章） 

（3）第 6回 国立市地域福祉計画策定委員会 協議事項 

    ○基本目標 1 施策の方針 1～4（第 4章） 

    ○基本目標 2 施策の方針 1～4（第 4章） 

    ○基本目標 3 施策の方針 1～6（第 4章） 

（4）その他 

9月 28日（水） 第 7回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）第 6回 国立市地域福祉計画策定委員会の議事録の確認 

（2）第 5回 国立市地域福祉計画策定委員会の振り返り 

    ○市民意識調査及び市政世論調査から見る地域の現状（第 2

章） 

○国立市の現状から見える課題（第 2章） 

    ○計画の基本理念（第 3章） 

    ○計画の基本目標（第 3章） 
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    ○施策の体系（第 3章） 

（3）第 7回 国立市地域福祉計画策定委員会 協議事項 

    ○基本目標 1 施策の方針 1～4（第 4章） 

    ○基本目標 2 施策の方針 1～4（第 4章） 

    ○基本目標 3 施策の方針 1～6（第 4章） 

（4）その他 

10月 20日（木） 第 8回 国立市地域福祉計画策定委員会 

（1）第 7回 国立市地域福祉計画策定委員会の議事録の確認 

（2）第 8回 国立市地域福祉計画策定委員会 協議事項 

    ○計画の基本目標（第 3章） 

    ○基本目標 1 施策の方針 1～4（第 4章） 

    ○基本目標 2 施策の方針 1～4（第 4章） 

    ○基本目標 3 施策の方針 1～6（第 4章） 

（3）中間答申（案）の確認 

（4）その他 
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３ 国立市地域福祉計画策定委員会条例 

○国立市地域福祉計画策定委員会条例 

平成11年３月26日条例第２号 

改正 

平成13年３月30日条例第５号 

平成16年６月23日条例第12号 

平成20年９月24日条例第23号 

平成28年12月８日条例第47号 

国立市地域福祉計画策定委員会条例 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条の規定に基づき国立市地域福祉

計画を策定するため、国立市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、市長からの諮問に応じて、国立市地域福祉計画の策定に関する

事項について調査、審議し、その結果を市長に答申する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 ３人以内 

(２) 社会福祉法人の役員又は職員 ３人以内 

(３) 介護保険被保険者 １人以内 

(４) しょうがいしゃ又はその関係者 １人以内 

(５) 民生委員 １人以内 

(６) 市民 １人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める答申があった日をもって終了する。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 
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３ 委員会は、必要に応じて行政機関の関係者又は学識経験者等の出席を求め、意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は、健康福祉部福祉総務課において行う。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。 

付 則 

１ この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

２ 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和49年11月国

立市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第52号を第53号とし、第37号から第51号までを１号ずつ繰り下げ、第

36号の次に次の１号を加える。 

(37) 地域保健福祉計画策定委員会委員 

第４条中「第49号」を「第50号」に改める。 

第５条中「第50号」を「第51号」に、「第52号」を「第53号」に改める。 

別表第２中 

「 介護保険事業計画策定委員会委員 〃 9,100円 」 

を 

「 介護保険事業計画策定委員会委員 〃 9,100円  

地域保健福祉計画策定委員会委員 〃 9,100円 」 

に改める。 

付 則（平成13年３月30日条例第５号） 

この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

付 則（平成16年６月23日条例第12号） 

この条例は、平成16年７月１日から施行する。 

付 則（平成20年９月24日条例第23号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年11月１日から施行する。 

付 則（平成28年12月８日条例第47号） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

２ 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和49年11月国

立市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

第２条第50号を次のように改める。 

(50) 地域福祉計画策定委員会委員 

別表第２中 

「 

 地域保健福祉計画策定委員会委員  を 

  」  
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「 

 地域福祉計画策定委員会委員  に改める。 

  」  
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４ 国立市地域福祉推進本部設置要綱 

○国立市地域福祉推進本部設置要綱 

平成６年９月１日訓令（甲）第40号 

改正 

平成７年５月22日訓令（甲）第21号 

平成８年３月29日訓令（甲）第20号 

平成８年８月30日訓令（甲）第42号 

平成13年３月30日訓令第10号 

平成17年７月12日訓令第24号 

平成18年10月６日訓令第45号 

平成19年３月29日訓令第34号 

平成19年６月29日訓令第52号 

平成19年７月24日訓令第58号 

平成20年５月２日訓令第30号 

平成21年３月31日訓令第36号 

平成22年８月30日訓令第62号 

平成25年４月１日訓令第37号 

平成29年４月17日訓令第33号 

平成29年６月30日訓令第55号 

令和元年８月16日訓令第21号 

令和４年６月２日訓令第36号 

令和４年６月29日訓令第40号 

国立市地域福祉推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 国立市地域福祉施策の円滑な推進を図るため、国立市地域福祉推進本部

（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 国立市地域福祉計画、国立市しょうがいしゃ計画及び国立市高齢者保健福

祉計画の推進の総合調整に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、福祉施策の企画・調整に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。 

(１) 本部長は、副市長とする。 

(２) 副本部長は、教育長とする。 

(３) 本部委員は、別表１に掲げる職にあるものとする。 

（本部長等の職務） 
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第４条 本部長は、本部を統括する。 

２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指

定する順位により、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議を主催する。 

（推進委員会） 

第６条 本部のもとに、推進委員会をおく。 

２ 推進委員会は、別表２に掲げる職にある者をもって構成し、推進委員長は健康

福祉部長とする。 

３ 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 本部から指示された事項の協議に関すること。 

(２) 本部に付議する事項の調整に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、福祉施策に必要な事項の協議・調整に関する

こと。 

４ 推進委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議を主催する。 

５ 推進委員会には、必要に応じて分科会を置くことができる。 

６ 推進委員会には、必要に応じて関係行政機関等の職員を出席させることができ

る。 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、国立市地域福祉計画の推進の総合調整及び第２条第２号に

掲げる事項に係るものについては健康福祉部福祉総務課において、国立市しょう

がいしゃ計画の推進の総合調整に係るものについては健康福祉部しょうがいしゃ

支援課において、国立市高齢者保健福祉計画の推進の総合調整に係るものについ

ては健康福祉部高齢者支援課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は本部長が

定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成６年９月１日から適用する。 

２ 国立市地域保健福祉計画策定連絡会議設置要綱（平成４年８月国立市訓令

（甲）第35号）は、廃止する。 

付 則（平成７年５月22日訓令（甲）第21号） 

この要綱は、平成７年６月１日から適用する。 

付 則（平成８年３月29日訓令（甲）第20号抄） 

１ この規程は、平成８年４月１日から適用する。 

付 則（平成８年８月30日訓令（甲）第42号） 

この要綱は、平成８年９月１日から適用する。 

付 則（平成13年３月30日訓令第10号） 
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この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

付 則（平成17年７月12日訓令第24号） 

この要綱は、平成17年７月12日から施行し、改正後の国立市地域保険福祉推進本

部設置要綱等の規定は、平成17年７月１日から適用する。 

付 則（平成18年10月６日訓令第45号） 

この要綱は、平成18年10月６日から施行する。 

付 則（平成19年３月29日訓令第34号） 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

付 則（平成19年６月29日訓令第52号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成19年７月１日から施行する。 

付 則（平成19年７月24日訓令第58号） 

この訓令は、平成19年７月24日から施行し、平成19年７月５日から適用する。 

付 則（平成20年５月２日訓令第30号） 

この訓令は、平成20年５月２日から施行し、（中略）第２条の規定による改正後

の国立市地域保健福祉推進本部設置要綱の規定（中略）は、平成20年４月１日から

適用する。 

付 則（平成21年３月31日訓令第36号） 

１ この訓令は、平成21年３月31日から施行する。ただし、第91条から第99条まで

の規定は、平成21年４月１日から施行する。 

２ （前略）第29条の規定による改正後の国立市地域保健福祉推進本部設置要綱の

規定（中略）は、平成20年11月１日から適用する。 

付 則（平成22年８月30日訓令第62号） 

この訓令は、平成22年８月30日から施行する。 

付 則（平成25年４月１日訓令第37号） 

この訓令は、平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成29年４月17日訓令第33号） 

この訓令は、平成29年４月17日から施行する。 

付 則（平成29年６月30日訓令第55号） 

この訓令は、平成29年７月１日から施行する。 

付 則（令和元年８月16日訓令第21号） 

この訓令は、令和元年８月16日から施行する。 

付 則（令和４年６月２日訓令第36号） 

この訓令は、令和４年６月２日から施行する。 

付 則（令和４年６月29日訓令第40号） 

この訓令は、令和４年７月１日から施行する。 
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別表１ 

政策経営部長 行政管理部長 健康福祉部長 地域包括ケア・健康づくり推進担当

部長 子ども家庭部長 子ども家庭部参事 生活環境部長 都市整備部長 基盤整

備担当部長 教育部長 

別表２ 

政策経営部 政策経営課長 

行政管理部 職員課長 防災安全課長 

健康福祉部 健康福祉部長 

福祉総務課長 しょうがいしゃ支援課長 高齢者支援課長 

地域包括ケア推進担当課長 保険年金課長 健康まちづく

り戦略室長 

子ども家庭部 児童青少年課長 保育幼児教育推進課長 子育て支援課長 

生活環境部 まちの振興課長 

都市整備部 都市計画課長 道路交通課長 国立駅周辺整備課長 

教育部 教育指導支援課長 
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５ 国立市地域保健福祉施策推進協議会条例 

○国立市地域保健福祉施策推進協議会条例 

平成18年12月22日条例第34号 

改正 

平成19年３月29日条例第６号 

平成20年９月24日条例第23号 

平成26年３月28日条例第８号 

国立市地域保健福祉施策推進協議会条例 

（設置） 

第１条 国立市地域福祉計画（以下「計画」という。）を推進するため、国立市地

域保健福祉施策推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、市長からの諮問に応じて、計画の進捗状況の把握、点検、評価

等を行い、その結果を市長に答申する。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員12名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 ２名以内 

(２) 保健医療サービス及び福祉サービスの関係者 ２名以内 

(３) 高齢者 １名 

(４) しょうがいしゃ又はその関係者 ３名以内 

(５) 地域福祉関係者 ２名以内 

(６) 公募により選出された市民 ２名以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 協議会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 協議会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くこと

ができる。 
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（庶務） 

第７条 協議会に関する庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

１ この条例は、平成19年１月１日から施行する。 

２ 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和49年11月国

立市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第58号を第59号とし、第42号から第57号までを１号ずつ繰り下げ、第

41号の次に次の１号を加える。 

(42) 地域保健福祉施策推進協議会委員 

第４条中「第55号」を「第56号」に改める。 

第５条中「第56号」を「第57号」に、「第58号」を「第59号」に改める。 

別表第２中 

「 地域保健福祉計画策定委員会委員 〃 9,100円 」 

を 

「 地域保健福祉計画策定委員会委員 〃 9,100円  

地域保健福祉施策推進協議会委員 〃 9,100円 」 

に改める。 

付 則（平成19年３月29日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成20年９月24日条例第23号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年11月１日から施行する。 

付 則（平成26年３月28日条例第８号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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