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第３章 福祉のまちづくりの基本的方向 

１ 基本理念 

本条例では，「高齢者や若者も，障害がある人もない人も，また，大人や子ども

も生涯をとおして人としての尊厳を認め合いながら，いきいきとした生活を営むこ

とができるような豊かで温かいまち調布を実現すること」を私たちの願いとして謳

っています。 

また，調布市基本構想や調布市地域福祉計画，調布市バリアフリー基本構想では，

それぞれ次のような将来像や基本理念を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの思いや福祉のまちづくりの現状等を踏まえ，調布市の福祉のまちづくり

の推進に向けて，次のとおり基本理念を掲げます。 

－ 基本理念 － 

 

みんなが 安心して生活できる  

こころにやさしい 福祉のまちづくり 

 

○調布市基本構想【まちの将来像】 

みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布 

○調布市福祉３計画（地域福祉計画，高齢者総合計画，障害者総合計画）【将来像】 

みんなが 自分らしく 安心して つながりをもって 暮らし続けられるまち 

―支え合い 認め合い ともに暮らす－ 

○調布市バリアフリー基本構想【基本理念】 

みんなの「からだ」と「こころ」にやさしいまち 調布 
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２ 基本目標 

基本理念に基づき，次の５つを基本目標と定め，総合的・計画的に福祉のまちづ

くりの推進を図っていきます。 

 

Ⅰ 心を育てるまちづくりの推進 

高齢者や障害者を含めた人々の多様性への理解の促進や，偏見・差別をなくすよ

う，心のバリアフリーに関する普及啓発の充実や学校等におけるバリアフリー教育

を進めます。 

 

Ⅱ 誰もが情報を受取ることができるまちづくりの推進 

誰もが日々の生活の中で必要な情報を入手できるよう，障害者・外国人等への情

報提供体制の整備や，わかりやすい公共サインの設置などまちなかでの情報提供の

充実，情報提供内容の充実を進めます。 

 

Ⅲ 誰もが移動・社会参加しやすいまちづくりの推進 

誰もが円滑に移動・外出し，いきいきと生活できるよう，外出支援などの各種移

動支援や，就労支援等の社会参加支援，市民参加等地域における意識醸成を進めま

す。 

 

Ⅳ 住まい・施設等のまちづくりの推進 

誰もが安全で安心して日々の生活を送ることができるよう，住まい確保の支援や，

まち全体の一体的かつ面的な整備によるユニバーサルデザインの施設の推進，各種

施設等の安全対策の充実を進めます。 

 

Ⅴ 安全・安心に過ごせるまちづくりの推進 

誰もが平常時・緊急時も安全・安心に過ごせるよう，地域が一体となった災害時

の防災対策や交通安全・防犯対策，各種ネットワークの整備など安心の暮らしの支

援を進めます。 
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３ 施策体系図 

Ⅰ 

心を育てるまち

づくりの推進 

１ 普及啓発の充

実・心のバリアフリ

ーの推進 

人権啓発事業 P31 

障害者差別解消法の普及啓発 P31 

精神保健福祉に関する普及啓発 P32 

障害者スポーツの普及啓発 P32 

小中学校での心のバリアフリー教育の推進 P33 

ヘルプマークの普及啓発 P33 

防災意識の啓発 P34 

カラーバリアフリーの推進 P34 

ユニバーサルデザインの視点でのタウンウォッチングセ

ミナー事業 

P35 

 

Ⅱ 

誰 も が 情 報 を

受取ることがで

きるまちづくりの

推進 

１ 障害者・外国

人等への情報提

供体制の整備 

図書館のハンディキャップサービス P36 

聴覚障害者等コミュニケーション支援事業 P38 

「障害者福祉のしおり」の作成 P38 

外国語版生活便利帳の発行 P38 

２ まちなかでの

情報提供の充実 

観光案内誘導標識の維持管理・設置 P39 

公共サイン計画の検討・運用 P39 

３ 情報提供内容

の充実 

市ホームページの運用 P40 

多様なメディアの活用（ツイッターやフェイスブック他） P40 

市報等の発行 P41 

広報番組の制作 P41 

妊娠出産への配慮 P42 

子育てに関する情報提供の充実 P42 

利用者支援事業（基本型） P42 

調布市住まいのサポートガイドブックの発行 P43 

 

Ⅲ 

誰もが移動・社

会参加しやすい

まちづくりの推

進 

１ 移動支援 

車いす福祉タクシー P44 

福祉タクシー事業の推進 P45 

自家用車による外出支援 P45 

移動支援費支給事業 P46 

障害福祉サービスによる外出支援（行動援護，同行援

護） 

P46 

ミニバスの運行 P47 

２ 社会参加支援 

シルバー人材センターの運営支援 P48 

障害者就労支援事業 P49 

障害者等雇用事業 P49 

障害者の雇用の促進 P50 

日中一時支援費支給事業 P50 

障害者地域活動支援センター事業 P51 

障害福祉サービス等事業所開設費補助・運営費補助 P51 

市立障害児・者施設（通所）の運営 P52 

作業所等経営ネットワーク支援 P53 

障害者地域自立支援協議会 P53 
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３ 地域における

意識醸成 

バリアフリーハンドブックの配布 P54 

社会を明るくする運動の推進 P54 

コミュニティづくりの推進 P55 

地区協議会の設立と支援 P55 

市民活動支援センターの運営 P56 

地域福祉活動団体への支援 P56 

ボランティアコーナーの運営支援 P57 

老人クラブの育成 P57 

シニア世代の学習活動及びまちづくりへの参加の促進 P57 

 

Ⅳ 

住まい・施設等

のまちづくりの推

進 

１ 住まいの支援 

シルバーピア管理運営事業 P58 

市立障害者グループホームの運営 P59 

障害者グループホーム開設・運営費補助 P59 

知的障害者グループホーム家賃助成事業 P59 

市立障害者施設（入所）の運営 P60 

住宅改修費の支給（日常生活用具費支給事業） P60 

バリアフリー適応住宅改修補助制度 P60 

住宅設備改修等給付事業 P61 

市営住宅維持管理事務 P61 

高齢者住宅維持管理事務 P62 

住宅確保要配慮者への入居支援 P62 

２ ユニバーサル

デザインの施設の

推進 

交通バリアフリーの推進 P63 

公共建築物の整備 P64 

人と環境にやさしい道路の整備 P65 

都市計画道路の整備 P66 

公園・緑地等の整備 P67 

市営公衆便所の維持管理 P68 

駅前広場の整備（調布・布田・国領駅） P69 

商店街活性化の推進 P70 

福祉のまちづくり条例届出事務 P70 

３ 施設等の安全

対策の充実 

下水道施設の地震対策の推進 P71 

橋りょうの耐震改修 P72 

公共施設のシックハウス対策 P72 

 

Ⅴ 

安全・安心に過

ごせるまちづくり

の推進 

１ 災害時の防災

対策の推進 

地域防災計画 P73 

障害者火災安全・緊急通報システム事業 P74 

災害情報システムの維持管理・充実 P74 

防災備蓄品の確保・充実 P75 

総合防災訓練・水防訓練の実施 P75 

災害時要援護者台帳の整備 P76 

調布市避難行動要支援者避難支援プランの推進 P76 

高齢者の生活安全の確保 P77 

障害者グループホームの防災対策への補助 P77 

災害時初動行動マニュアルの作成 P77 
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２ 交通安全・防

犯対策の推進 

交通安全意識の啓発 P78 

交通安全施設の整備と関係機関への要望 P79 

放置自転車の撤去 P79 

防犯意識の啓発 P79 

安全・安心マップの作成支援 P80 

地域での防犯パトロールの支援 P80 

安全・安心パトロールの実施 P81 

学校・通学路の安全確保の推進① P81 

学校・通学路の安全確保の推進② P82 

障害者施設の防犯対策への補助 P82 

防災・安全情報メールの配信 P83 

消防力の向上 P83 

３ 安心の暮らし

の支援 

救急医療情報キットの提供 P84 

障害者救急医療情報キットの給付 P84 

ふれあい収集の実施 P85 

見守りネットワークの推進 P85 

あんしんネット P86 

ＤＶ被害者民間シェルターの運営支援 P86 

児童虐待防止センター事業の推進 P87 

障害者虐待防止センターの運営 P88 

利用者サポート事業の実施 P88 


