
部　名 刊行物の名称 担当課

政策室
主要事務事業「事務事業説明資料」及び「執行計画書・執行状況報告書」
平成15年度上半期 政策室政策調整担当

政策室 決算に係る主要な施策の成果に関する説明書  平成14年度 政策室政策調整担当

政策室 葬儀に関する調査報告書  平成16年3月 政策室政策調整担当

政策室
調布市実施計画  平成16年度～平成18年度  平成16年2月  みんながつく
る・笑顔輝くまち調布 政策室政策調整担当

政策室 平成16年度における基本的施策について 政策室政策調整担当

政策室 音楽・芝居小屋のあるまちづくり部会最終報告書
調布市基本計画推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ･ﾁｰﾑ／政策室政策調整
担当

政策室 神代出張所の機能再編 （最終報告書）
調布市基本計画推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ･ﾁｰﾑ／政策室政策調整
担当

政策室 調布市基本計画推進プロジェクト・チーム最終報告書
調布市基本計画推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ・ﾁｰﾑ／政策室政策調整
担当

政策室 調布市行財政改革アクションプラン   2か年の成果と今後の課題 政策室行財政改革担当

政策室 調布市行財政改革アクションプラン   平成16(2004)年度～平成18(2006)年
度

政策室行財政改革担当

政策室 調布市事務事業評価調書集  平成14年度 政策室行財政改革担当

政策室 ふるさとマップちょうふ 政策室広報担当

政策室 暮らしの便利帳  2004年版 政策室広報担当

政策室 調布市オンブズマン運営状況報告書  平成14年度 調布市オンブズマン ／ 政
策室市民相談担当

政策室 広聴相談のまとめ  － 平成 14年度 － 政策室市民相談担当

政策室 調布市市民相談のしおり  各種相談案内 政策室市民相談担当

総務部 事務報告書  平成14年度 庶務課

総務部 調布市刊行物目録  平成14年度版 庶務課

総務部 調布市行政資料目録  平成15年版 庶務課

総務部 調布市統計書  平成14年版 庶務課

総務部 調布市要綱集（平成15年度版） 庶務課

総務部 調布市例規集  ＣＤ－ＲＯＭ版（平成15年 4月 1日現在） 庶務課

総務部 調布市例規集  ＣＤ－ＲＯＭ版（平成15年 6月30日現在） 庶務課

平成１５年度　調布市の刊行物
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部　名 刊行物の名称 担当課

総務部 調布市例規集（平成15年度版） 庶務課

総務部 文書事務の手引（三訂版） 庶務課

総務部 調布市窓口サービスアンケート調査結果報告書 調布市さわやか窓口推進検
討会  ／職員課

総務部
何事にも「チャレンジする職員」を目指せ！  調布市人材育成基本方針
（案）  平成16年3月

調布市人材育成基本方針
策定研究会／職員課

総務部 調布市地域情報化基本計画  － 市民の手によるｅコミュニティづくり － 情報管理課

総務部 調布市地域情報化基本計画別冊  資料集 情報管理課

総務部 調布の防災  平成15年度版 防災課

財務部 平成13年度  調布市版バランスシート＆行政コスト計算書 財政課

財務部 平成13年度版  調布市版バランスシート 財政課

財務部 平成16年度  調布市予算概要（予算参考資料） 財政課

財務部 予算書  平成16年度 財政課

財務部 市税概要（平成15年度） 市民税課

財務部 平成15年度  固定資産概要調書 資産税課

生活文化部 調布市男女共同参画推進プラン  平成14年度実施状況報告書 市民参加推進室

生活文化部 サークルガイドブック  平成15年度 市民参加推進室

生活文化部 親と子の平和派遣事業報告書  調布市非核平和都市宣言20周年記念事
業

市民参加推進室

生活文化部 人材情報ガイドブック  平成15年度  閲覧用 市民参加推進室

生活文化部 調布市の生涯学習のための施設等案内  平成16年 3月 市民参加推進室

生活文化部
調布市生涯学習ガイドブック   ～あなたが主役生涯学習・生涯スポーツ～
平成15年度（下半期） 市民参加推進室

生活文化部
調布市生涯学習ガイドブック  ～ あなたが主役生涯学習・生涯スポーツ
～  平成15年度 市民参加推進室

生活文化部
平成14年度  男女共同参画推進のための講座  講座記録集  子どものい
ない人生をどう生きるか  自分らしい生き方を探しながら 市民参加推進室

生活文化部 保養施設（多賀荘・木島平山荘）に関する市民意向調査結果報告書 市民参加推進室

生活文化部 （仮称）調布市ボランティア・ＮＰＯ支援センター開設準備協議会報告書
調布市ボランティア・ＮＰＯ
支援センター開設準備協議
会／市民参加推進室

生活文化部 新しい男女共同参画推進センターづくりの具体的提言について（報告）
調布市男女共同参画推進
センター開設準備協議会／
市民参加推進室
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部　名 刊行物の名称 担当課

生活文化部 調布市の国民健康保険  平成14年度（平成13年度実績） 国保年金課

生活文化部 第27回  調布市農業まつり農産物展示品評会報告書  調布市農業まつり実行委
員会／産業振興室

生活文化部 ちょうふとれたて農産物直売マップ 産業振興室

生活文化部 市民農園＝利用の手引き＝ 産業振興室

生活文化部 調布市産業振興センター設立調査報告書 産業振興室

子ども生活部 調布市あゆみ学園概要  平成16年 1月 あゆみ学園

子ども生活部 (仮称)調布市立ひまわり保育園運営委託業務委託法人候補選定経過 子育て推進課

子ども生活部
子育て支援に関する調査及び中・高校生の生活意識に関する調査報告書
平成16年3月 子育て推進課

子ども生活部 入園のしおり 子育て推進課

子ども生活部
平成15年度版  元気に育て調布っ子  子育て支援情報誌   （21世紀を担う
子どもたちのために） 子育て推進課

子ども生活部 調布市あゆみ学園利用者満足度等調査報告書  平成16年3月 子育て推進課／あゆみ学園

子ども生活部 学童クラブ案内  平成16年度 児童青少年課

子ども生活部 こうさくのかい  つくりかたしゅう  平成15年度後期（平成15年10月～平成
16年  3月）

児童青少年課／国領児童
館

子ども生活部 工作の会つくり方集  平成14年度後期（10月～ 3月）国領児童館 児童青少年課／国領児童
館

子ども生活部 工作の会作り方集 （平成15年度 4月～ 9月） 児童青少年課／国領児童
館

子ども生活部 こうさくのつくり方集（平成15年度後期 4月～ 9月） 児童青少年課／染地児童
館

子ども生活部 調布市における魅力ある児童館のあり方について （最終報告） 調布市児童館運営協議会
／児童青少年課

福祉部 調布市地域福祉活動支援事業に係る調査研究報告書（平成15年度） 福祉総務課

福祉部
調布市福祉情報提供事業報告書（「Ｌﾓｰﾄﾞ機能付き電話」の利用実態調査
結果」） 福祉総務課

福祉部 調布のふくし  平成15年度 福祉部／子ども生活部

福祉部 多摩南部成年後見センター設立記念講演会報告集 高齢福祉課

福祉部 平成15年度　利用者支援事業実施報告書 高齢福祉課

福祉部 くらしのあんない  おとしより編（平成15年版） 高齢福祉課

福祉部
調布市生活支援見守りネットワーク事業報告書  －  安心して暮らせる地
域づくりのために  －  平成16年3月 高齢福祉課

福祉部 ちてきしょうがいしゃふくしのしおり  へいせい15ねんばん 障害福祉課
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福祉部 支援費居宅介護事業者一覧  （第１版） 障害福祉課

福祉部 障害者福祉のしおり  平成15年度版 障害福祉課

福祉部 調布市希望の家あり方検討事業報告書  平成16年3月 障害福祉課

福祉部 調布市デイケアセンターまなびや医療的ケア調査・検討事業参考資料 障害福祉課

福祉部 調布市デイケアセンターまなびや医療的ケア調査・検討事業報告書 障害福祉課

福祉部 くらしいきいき介護保険 介護保険課

福祉部 介護保険指定サービス事業所のあんない  １  訪問サービス      第6版 介護保険課

福祉部 介護保険指定サービス事業所のあんない  2  通所・短期・施設など    第6
版

介護保険課

福祉部 介護保険指定サービス事業所のあんない  3  居宅介護支援など    第6版 介護保険課

福祉部 介護保険制度の概要  平成15年 4月 介護保険課

福祉部 調布市介護・保健・医療・福祉マップ 介護保険課

福祉部 健康づくり推進事業「健康ラリー」のまとめ  平成13年度～平成14年度 健康課

福祉部 調布市民の健康づくりに関する実態調査報告書 健康課

福祉部 母子保健・福祉のサービスガイド［出産・子育て便利帳］ 第4版 健康課

環境部 調布市自動販売機調査報告書 環境と未来を考える会／環
境保全課

環境部 環境情報年次速報  平成15年度 環境保全課

環境部 調布市地域省エネルギービジョン事業化フィージビリティ調査報告書    平
成16年2月

環境保全課

環境部 平成14年度  調布市水道事業年報 水道業務課

環境部 ごみリサイクルカレンダー  平成16年2月～平成17年3月 クリーンセンター

環境部 リサイクル促進員ハンドブック クリーンセンター

環境部 ごみ組成分析調査報告書  平成15年11月 ごみ対策課

環境部 みんなでつくる、ごみゼロのまち「調布」  外国語版ごみ出しルール ごみ対策課

環境部 戸別収集モデル事業における分析調査報告書 ごみ対策課

環境部 清掃事業の概要  平成15年度 ごみ対策課

環境部
新ごみ処理施設整備基本計画素案報告書の検討結果について [答申]
添付資料  １編  平成16年3月

新ごみ処理施設整備基本
計画検討委員会／ごみ対
策課
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環境部
新ごみ処理施設整備基本計画素案報告書の検討結果について [答申]
添付資料  ２編  平成16年3月

新ごみ処理施設整備基本
計画検討委員会／ごみ対
策課

環境部
新ごみ処理施設整備基本計画素案報告書の検討結果について [答申]
平成16年3月

新ごみ処理施設整備基本
計画検討委員会／ごみ対
策課

都市整備部 音楽・芝居小屋のあるまちづくり基本設計図書  平成16年3月  街づくり推進課

都市整備部 付属街路周辺整備の検討調査委託 街づくり推進課

都市整備部 連続立体交差による魅力的な駅前広場の創出に関する調査委託報告書 街づくり推進課

都市整備部 連続立体交差による魅力的な駅前広場の創出に関する調査委託報告書
平成16年3月

街づくり推進課

都市整備部 「緑ケ丘二丁目地区」のまちづくりに向けて 街づくり推進課

都市整備部 一団地の住宅施設の街づくり調査等委託報告書  平成16年 3月 街づくり推進課

都市整備部 国領駅周辺地区のまちづくり  NO. 3 街づくり推進課

都市整備部 国領駅周辺地区地区計画策定等委託調査書  （平成１５年度） 街づくり推進課

都市整備部 仙川・飛田給・深大寺地区整備計画検討報告書  （平成15年度）  平成16
年3月

街づくり推進課

都市整備部 調布市中心市街地グランドデザインの策定調査報告書　（平成15年度） 街づくり推進課

都市整備部 調布市布田駅南地区土地区画整理事業調査  概略換地設計報告書  平
成16年3月

街づくり推進課

都市整備部 調布市布田地区  地区整備計画調査報告書  平成16年3月 街づくり推進課

都市整備部 調布市布田南地区  地区整備計画等調査報告書  平成16年3月 街づくり推進課

都市整備部 布田駅北地区街づくり検討業務報告書  平成16年3月 街づくり推進課

都市整備部 平成15年度  京王線沿線街づくり計画検討調査  報告書 街づくり推進課

都市整備部 緑ケ丘二丁目地区地区計画策定等委託報告書  平成15年度 平成16年 3
月

街づくり推進課

都市整備部 調布駅北第１地区事業化促進計画調査報告書  平成16年3月 街づくり推進課

収入役 歳入歳出決算書  平成14年度 会計課

収入役 実質収支に関する調書／歳入歳出決算事項別明細書／財産に関する調
書  平成14年度

会計課

教育部 調布市の教育  平成15年度版 総務課

教育部 平成16年度  教育委員会重点施策 総務課

教育部 調布市立調和小学校室内化学物質放散対策プラン  平成15年 4月 総務課

教育部 教育人口等推計報告書（中期推計）平成15年度 学務課
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教育部 研究集録  平成14年度 調布市学校保健会／学務
課

教育部 調布市立小学校への少人数学習の導入について（報告）  平成15年11月
調布市立小学校小人数学
習導入検討委員会／学務
課

教育部 平成14年度  道徳授業地区公開講座  各学校の取り組みと関係資料  調布市道徳教育推進委員
会／指導室

教育部 さるすべり  －  各学校心の教育実践報告    平成12年度～15年度 指導室

教育部 研究集録  教頭の研修  平成15年度 指導室

教育部 調布の健全育成  非行０をめざして  第21集  平成14年度 指導室

教育部 調布市教育研究奨励費受給者報告書  平成15年度 指導室

教育部 調布市心の教育推進事業報告会資料集  平成12年度～平成15年度 指導室

教育部 調布市立学校帰国児童・生徒等補習教室報告書「くすの木」      平成15年
度版  第11号

指導室

教育部 部活動に関するアンケート調査  集計結果 平成15年 2月～ 3月実施 指導室

教育部 平成15年度  指導室要覧 指導室

教育部 ごみと環境（きれいな町にするために）  平成16・17年度環境教育指導資
料

 環境教育指導資料作成委
員会／指導室

教育部 わたしたちの調布  指導の手引  平成15年度  調布市社会科副読本作成
委員会／指導室

教育部 調布市の障害児教育  第35号  （平成14･15年度）  調布市心身障害教育推進
委員会／指導室

教育部
学校図書館資源共有型モデル地域事業報告書  ～  子どもの心のオアシ
スとしての学校図書館  ～  （平成13年度～平成15年度実施）

 調布市学校図書館振興プ
ラン推進委員会／指導室

教育部 研究集録  ほけん  平成14年度  調布市学校保健研修会／
指導室

教育部  調布市道徳郷土資料集  第 ３集  平成１４年度 調布市道徳郷土資料作成
委員会／指導室

教育部 平成15年度  相談学級活動報告書  えびね  第15号 第七中学校相談学級／指
導室

教育部 平成14・15年度  調布市環境教育実践事例集  第 4・5集 調布市環境教育推進委員
会／指導室

教育部 平成15年度  調布市二年次研修会  研究集録 指導室

教育部 ごみと環境（きれいな町にするために）  平成16年度環境教育副読本
 調布市環境教育副読本作
成委員会／指導室

教育部 調布市道徳郷土資料集  第 ４集  調布市道徳郷土資料作成
委員会／指導室

教育部 平成15年度  科学する心  科学センターの記録 調布市科学センター／指導
室

教育部 平成15年度研究紀要  調布の校長  第30号
調布市公立小学校長会中
部ブロック／調布市公立中
学校長会研修部／指導室
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部　名 刊行物の名称 担当課

教育部
教育課程の効果的な編成と実践  調布市教育委員会研究推進校研究紀
要  平成14･15年度

調布市市立第七中学校／
指導室

教育部 調布市立小・中学校  調布の情報教育  （平成14・15年版） 調布市情報教育推進委員
会／指導室

教育部 わかば  調布市立若葉小学校開校40周年記念誌  平成15年度 調布市立若葉小学校

教育部
子どもたちの心を育てる調布の生活指導－生活指導主任としての取組－
調布市立小学校生活指導主任会研究紀要  平成15年度

調布市立小学校生活指導
主任会／指導室

教育部 開校130周年記念誌  じんしょう  －  水と緑とともに  － 調布市立深大寺小学校

教育部
平成14・15年度  調布市教育委員会研究推進校  平成15年度東京都小学
校体育研究会推進校  研究主題「互いに認め合い  共に生きる

調布市立第一小学校／指
導室

教育部 たきざか  開校130周年記念誌  平成15年度 調布市立滝坂小学校

教育部 ちょうふの教育相談  平成14年度紀要 教育相談所

教育部 調布っ子夢会議2003の記録  －Ｗｈａｔ’ｓ  部活動？－ 社会教育課

教育部 平成14年度  学習グループサポート記録 社会教育課

教育部 平成14年度  成人学級学習記録 社会教育課

教育部 調布市スポーツ施設使用案内（第２版） スポーツ振興課

教育部 調布市の社会体育  平成13年度 スポ-ツ振興課

教育部 成人学級学習記録  西部公民館  平成14年度 西部公民館

教育部 調布市西部公民館  20年のあゆみ 西部公民館

教育部 調布の公民館 東部公民館

教育部 成人学級ねこじゃらし学習記録  平成15年度 北部公民館

教育部 このほんよんで！（ブックスタート版）  第 3版 図書館

教育部 図書館利用案内  韓国語版 図書館

教育部 数字で見る図書館活動  平成14年度版 図書館

教育部 布の絵本目録  2004年2月現在 図書館

教育部 録音図書目録  平成15年度版 図書館

教育部 録音図書目録（一般貸出用）  平成15年度版 図書館

教育部 下布田古墳群の調査－企画展－ 郷土博物館

教育部 東京都調布市埋蔵文化財年報  － 平成14年度 －（2002） 郷土博物館
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部　名 刊行物の名称 担当課

教育部 調布市埋蔵文化財調査報告  71  調布市の遺跡調査  －  第 5集  － 調布市遺跡調査会／郷土
博物館

議会事務局 意見書・決議集  自 平成11年 6月  至 平成15年 5月 議会事務局

議会事務局 市議会のあゆみ   4年間の活動記録(平成11年 6月～平成15年 5月) 議会事務局

議会事務局 市政のあらまし2003  議会資料  － ポケット判 － 議会事務局

議会事務局 調布市の市議会  平成16年月3月 議会事務局

議会事務局 調布市議会関係書式例  平成16年 3月 議会事務局

議会事務局 調布市議会関係例規類集  平成16年 3月 議会事務局

議会事務局 調布市議会先例集  平成16年 3月 議会事務局

議会事務局 平成14年  調布市議会会議録索引 議会事務局

議会事務局 平成15年  第 1回定例会  調布市議会会議録（第 1号第 7号） 議会事務局

議会事務局 平成15年  第 2回定例会  調布市議会会議録（第 8号第12号） 議会事務局

議会事務局 平成15年  第 3回 定例会  調布市議会会議録（第13号 第16号） 議会事務局

議会事務局 平成15年  第 4回 定例会  調布市議会会議録（第17号 第21号） 議会事務局

監査事務局 決算等審査意見書  平成14年度 監査事務局
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