武蔵野市健康福祉総合計画 2012
（平成 24 年度～29 年度）

平成 24 年３月

武 蔵 野 市

はじめに
このたび、平成24年度から平成29年度までの６年
間を計画期間とする武蔵野市健康福祉総合計画を
策定しました。
まず、本計画の策定にあたりご尽力いただきまし
た健康福祉総合計画策定委員会の皆様並びに貴重
なご意見をいただきました市民の皆様、関係者の皆
様に心から御礼申し上げます。
昨今では、「無縁社会」という言葉も生まれるな
ど、人々と地域のつながりの希薄化が大きな課題と
なっています。そのような中、昨年３月11日に発生しました東日本大震災は、
地域社会の役割の重要性について改めて考える機会となりました。人と人と
の支え合いの気持ちをつむぎ、住み慣れた地域で本人の意思に基づいて安心
して生活を続けられることがより一層求められています。
本計画は、第五期長期計画に基づき、健康・福祉施策を総合的に推進する
ために策定しました。第五期長期計画では、「つながりを広げよう」「多様性
を力にしよう」
「市民の意識を行動に変えよう」という３つのまちづくりの視
点を掲げています。今後も市民の力を活かしたまちづくりを進めてまいりま
す。
今回の計画策定にあたっては、課題の抽出段階からの市民参加をめざし、
地域福祉活動推進協議会（地域社協・福祉の会）の協力のもと２地区で地域
懇談会を実施しました。また、シンポジウムや市民意見交換会を実施するな
ど、市民の皆様、関係者の皆様と丁寧に議論を積み重ねてきました。これら
の内容も十分計画に反映し、
「いきいきと健康で 安心して住み続けられる 支
え合いのまち」を目標とする地域像として掲げました。
今後、計画に記した内容を具体的に実施していくためには、各関係機関と
の一層の連携を進めることはもちろん、市民や地域の皆様とともに考えなが
ら地域の福祉力を向上させていくことが不可欠です。なお一層のご理解、ご
協力をお願い申し上げます。
平成 24 年（2012 年）３月
武蔵野市長
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