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基本理念

まちづくりの担い手

人間を大切にする

国立市の最も重要な資源は、市民をはじめ、国立市で働く人、学ぶ人、訪れる人など国立
市にかかわるすべての人間です。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こそ、まちづくりの本旨であり、核として
位置づけられるものです。

都市像 文教都市くにたち

文教都市くにたち」という言葉は、周辺の都市を含めて広く知られ、国立市を象徴する言
葉です。都市の理想の姿である都市像を、引き続き「文教都市くにたち」とし、そのさらな
る発展を目指していきます。

まちづくりの担い手は、まちに対する愛着と誇りと人間力を持った市民一人ひとりです。こ
こでいう市民とは、国立市の住民だけでなく、企業やＮＰＯといった法人、学生、勤労者な
ど市内で活動する人たちでもあります。人口減少・超少子高齢化など前例のない新たな
時代に対応したまちづくりを進めるためには、市民一人ひとりが国立市民としての自覚を
持って、自ら主体的にまちづくりに携わり、まちも、ひとも、ともに成長し続けていくことが
大切です。また、「全ての人びとを孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、社会の一員として
包み支え合う」というソーシャルインクルージョンの理念の下、すべての市民があたりまえ
に暮らし、互いに尊重し合い、協調を図っていくことが重要です。

□ 思いやりを持ち、それぞれの違いを認めあい支え合う市民

□ 平和を愛し、豊かなまちと文化を創造し、まちとともに歩む市民

□ 自然に学び、自然を守り、自然とともに生きる市民

まちづくりの基本理念



 安心・安全の確保 国立ブランドの向上

次世代の育成

 まちづくりの目標  
学び挑戦し続けるまち

ともに歩み続けるまち
培い育み続けるまち

文教都市くにたち 

つちか

● 学び挑戦し続けるまち
国立市に多く存在する教育機関や、伝統に根付いた文化性、市に暮らす様々な魅力的なひとなどの知的地域資源を最大

限に活かし、教育・子育てなどの施策を展開していくことや、産・学・官が連携して新しい価値の創造、先駆的な取組に挑戦

し、都市の活力を増していくという思いを込めています。また、老若男女を問わず全ての市民が、学びを大切にし、生涯、学

び続けられ、それぞれの挑戦を通して、充実感を持っていきいきと日々を送り続けられるまちを目指していきたいという思

いで「学び挑戦し続けるまち」を掲げました。

● ともに歩み続けるまち
市民同士の支え合いの中で安心・安全な生活を担保し、ソーシャルインクルージョンの理念を持って、互いに耳を傾け、違い

を違いとして受容する多様性・寛容性を重視したまちづくりを、市民とともに歩み、行っていくという意志を込めています。

また、市域8.15 ㎢というコンパクトさを活かし、回遊性のある歩きたくなるまちを目指すという思いの表れでもあります。

● 培い育み続けるまち
子育ち・子育てしやすい環境づくりや、人と人とのつながりを作る、絆を育むといった思いが込められています。また、国立市に

は先人たちがつくり上げ、残してくれたまちなみや伝統、自然があります。これらを守り、さらに発展させていきたい、そして、

商工業や農業を育てていくことや「くにたち文化」を培っていきたいという思いを込めて、「培い育み続けるまち」としました。

まちづくりの目標の実現のためには、国立市固有の課題や社会経済情勢を踏まえ、予算や
人員などのリソースを重点的かつ優先的に投入していく必要があります。その優先順位を
見極めるため、以下の３つの視点を定めます。

まちづくりの目標

政策の視点

次世代の育成

安心・安全の確保

国立ブランドの向上
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①人権・平和・
男女共同参画 

②子育て・教育

③文化・生涯学習・
スポーツ

④保健・福祉 ⑤地域・安全

⑥環境

⑦都市基盤
⑧産業

⑨自治体経営

まちづくりの
担い手

政策の視点
重点項目

事業

施策

政策

● 次世代の育成
● 安心・安全の確保
● 国立ブランドの向上

基本理念 人間を大切にする

まちづくりの根幹。全ての分野に共通する基本的な考え方

都市像　文教都市くにたち

・ 国立市総合基本計画（第５期基本構想・第１次基本計画）は、これまで国立市が守り育ててきた「基本理念：人間を大
切にする」や「都市像：文教都市くにたち」という地面に、しっかりと根を張り、「まちづくりの目標」に向かって伸びて
いく1本の木です。

・ この木には９つの太い枝（政策）があります。太い枝は、さらに「施策」に枝分かれし、たくさんの葉（事業）が茂ってい
ます。

・ 施策の枝ぶり（施策の内容）がどうか、葉っぱがどういう形をしているか（具体的な事業内容）を知りたければ、「基本
計画」や「実施計画」、それぞれの「個別計画」を見てください。

・ 木の根元には、３つの栄養剤（政策の視点）を差しました。この栄養剤は、木がきちんと育つように、大切なところに栄
養を届けます。

・ この木を大きく育てていくのは、「まちづくりの担い手」たる市民の皆様です。ぜひこの木に水をあげてください。市民
の皆様に愛され、育てられた木は、12年後、きっと「まちづくりの目標」に届くまで成長していることでしょう。

編集・発行：国立市政策経営部政策経営課   〒186-8501 東京都国立市富士見台2丁目47番地の1       TEL 042-576-2111（代表）   FAX 042-576-0264

まちづくりの目標
計画期間中にめざすべき理想像
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【 政策１】 人権・平和・男女共同参画

基本施策1 人権・平和の推進

だれもが互いに人権を尊重し合い、また、多様性を認めあうことにより、あらゆる差別のない寛容な地域社
会を目指すとともに、平和の大切さを発信・継承し、平和意識の醸成を図ります。

【 政策２】 子育て・教育

基本施策３ 子育て環境の充実

地域の中で安心して子どもを産み、自信と喜びを感じながらゆとりを持って子育てに取り組める環境を整備
することにより「ここで子育てできてよかった」と思えるまちを目指します。

基本施策４ 地域ぐるみでの子育ち支援

子どもが本来持っている権利を守り、常に「子どもの最善の利益」の実現のため、また、自立した人間として
必要な社会性や判断力、豊かな感性を身につけ成長を遂げられるよう、家庭や学校、その他関係機関及び
地域との連携を図りながら、「ここで生まれ、ここで子ども時代を過ごすことができて良かった」と思えるま
ちを目指します。

基本施策５ 学校教育の充実

学校と家庭、地域の連携により、児童・生徒が自ら考える
力を身につけ、社会的な自立に向けた豊かな人間性を培う
教育力の高いまちを目指します。

基本施策２ 男女共同参画社会の実現と女性への総合的な支援

【 政策３】文化・生涯学習・スポーツ

基本施策６ 文化・芸術活動の推進と歴史・文化遺産の適切な保護

文化・芸術活動のしやすい環境が整備され、市民が文化・芸術活動に親しむことができるとともに、市内の
歴史・文化遺産が守られ、活用されるまちを目指します。

市民一人ひとりが生涯学習に取り組み、様々な局面で学ぶことができるとともに、様々な学びを通して、学
習の成果を地域社会で活かすことができるまちを目指します。

基本施策7 生涯学習の環境づくり

市民一人ひとりがスポーツ・レクリエーションを楽しめるまちを目指します。

基本施策8 スポーツの振興

性別に関わらず、多様な生き方を自由に選択することで、自分らしく豊かに暮らすことのできる地域社会を目指します。



【 政策４】保健・福祉

基本施策9 健康づくりの推進及び保健と医療の連携強化

市民が健やかに暮らせる健康なまちづくりを進め、健康寿命の延伸を目指します。

基本施策10 高齢者福祉の充実

高齢者が生きがいを持ち、地域社会を支える一員としていきいきと活躍できるように環境を整えるととも
に、病気や認知症になっても住み慣れた地域で最後まで安心して暮せるまちを目指します。

基本施策11 しょうがいしゃの支援

しょうがいのある人もない人も、自分の選んだ地域で、自らの生き方を選択でき、集う、学ぶ、遊ぶ、働く、住
まう、憩うなど、暮らしのあらゆる面にわたって共に出会い、育みあえるまちを目指します。

基本施策12 支え合いの地域づくりと自立支援

ソーシャルインクルージョンの考え方を地域で共有し、多様な主体との連携・協働に根ざして、互いに支え
合う地域づくりを進めるとともに、生活困窮者の自立を促進します。

【 政策５】地域・安全

基本施策13 防災体制の充実

自助・共助・公助による防災体制の整備を進め、災害時の被害を最小限に抑えることができる安心・安全な
まちを目指します。

基本施策14 防犯対策の強化

市民・地域・行政が協力して防犯対策を行い、犯罪が発生しにくい安心・安全に暮らせるまちを目指します。

基本施策15 コミュニティ活動の促進

市内のコミュニティ（自治会・町内会・地域における共同体）との協働の下、地域の課題解決を図るとともに、
外国人市民が地域で孤立することなく受け入れられ、相互交流できるまちを目指します。

基本施策16 消費生活環境の整備

市民が消費生活に関する情報を得ることができ、必要に応じて相談できるとともに、安心して消費生活を送
ることのできるまちを目指します。



【 政策６】環境　　

基本施策17 花と緑と水のある環境づくり

市内外に国立の魅力を印象づける重要な地域資源として、より多くの緑を保全し、市内の貴重な水資源の水
量の確保と水質の向上を目指します。

基本施策18 環境の保全

より多くの市民が地球環境問題や環境負荷軽減に対する理解を深め、自主的・自発的にエコライフ（環境に
配慮した生活）を実践するとともに、常に衛生的で良好な生活環境が保たれているまちを目指します。

基本施策19 ごみの減量と適正処理

多様な主体との連携・協働の下、ごみの発生を抑制するとともに、ごみの適正な処理を推進し、環境負荷の
少ない循環型社会の構築を目指します。

【 政策７】都市基盤

基本施策20 道路の整備と適正管理

だれもがより安全で快適に移動できる「人にやさしい道づくり」を進めます。

基本施策21 交通環境の整備

だれもが安全に行き交うことができるとともに、超高齢社会を支え、駅や駅周辺地域へのアクセスしやすい
地域交通を整え、より多くの市民が公共交通機関や自転車を積極的に利用できるまちを目指します。

基本施策22 市街地整備の推進（国立駅周辺地域・富士見台地域整備）

それぞれの地域の特性に合った都市機能の整備が行われ、利便性や快適性、防災面からみた安全性を兼ね
備えた良好な市街地を形成します。

基本施策23 南部地域の整備

恵まれた自然と歴史ある文化遺産を保全しつつ、快適でゆとりのある住環境の形成と、生活の利便性向上
に配慮したまちづくりを進めます。

基本施策24 地域特性を活かしたまちづくりの推進

良好なまちなみや美しい景観を後世へ引き継ぐとともに、市民や事業者との連携の下、各地域の特性を活か
し、まとまりのあるまちづくりを推進します。

基本施策25 下水道の整備・維持・更新

地震・集中豪雨等による災害の未然防止にも十分配慮しながら、市民の日常生活や経済活動に必要不可欠
なインフラ施設として、将来にわたって適切かつ効率的な維持管理・運営を推進します。



【 政策８】産業　

基本施策26 商工業振興と観光施策の強化

商工業者に活気があり、新たに活動する企業を増やすことにより、市内外からより多くの人や消費を引き込
み、様々な出会いが生まれ、にぎわいあふれるまちを目指します。

基本施策27 農業振興と農地保全の推進

地産地消や農業体験など市民が農業に親しめる環境づくりを進めるとともに、農業経営の強化や農業後継
者の育成を促進し、農業・農地を適切に保全していきます。

【 政策９】自治体経営

基本施策28 変化に対応できる柔軟で効率的な行政運営

中長期的な視点に立ちながら、選択と集中及び部署間の緊密な連携体制等に根ざした、より一層効果的・効
率的な事業の実施に努め、市民から信頼される市役所を実現します。

基本施策29 情報の積極的な発信と共有・保護

個人情報を適切に保護しながら、市政情報を含む様々な情報を効果的に市民へ公開・提供・発信し、その情
報が積極的に活用されるまちを目指します。

基本施策30 市民連携・市民協働・市民参画の推進

行政と市民が相互の信頼と対等な関係性の下、協働のまちづくりに積極的に参画する、より多様で豊かなま
ち（行政運営）を目指します。

基本施策32 公共施設マネジメントの推進

公平かつ効果的・効率的な施設配置を達成し、必要な行政サービスの継続的かつ安定的な提供を推進します。

基本施策31 将来にわたって持続可能な財政運営

安定的に自主財源を確保し、将来にわたって自律性の高い財政運営を推進します。

計
画
の
期
間

第５期基本構想 
12年 

第１次基本計画（８年） 

実施計画（４年） 毎年度ローリング

第２次基本計画（８年） 

第３次基本計画（４年） 

H39 
2027

H36 
2024 

H32 
2020

H28 
2016 

(年度)
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