
平成１７年度　調布市の刊行物

部名 刊行物の名称 担当課

政策室 暮らしの便利帳2005年版平成17年7月 広報担当

政策室 調布市民意識調査報告書平成17年度版平成18年3月 政策室

政策室
市勢要覧2005みんながつくる・笑顔輝くまち調布市制施行50
周年記念 広報担当

政策室 ふるさとマップちょうふ平成17年度版平成18年3月 広報担当

政策室 市報ちょうふ縮刷版平成17年版 広報担当

政策室 調布市行財政改革アクションプラン<平成16年度取組状況> 行財政改革担当

政策室
事務事業マネジメントシート施策評価シート平成16年度（平成
17年8月）①･② 行財政改革担当

政策室 公共施設見直し計画第1次計画平成18年3月 行財政改革担当

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16年度 政策調整担当

政策室
タウンミーティング報告書－後期基本計画の策定に向けた市
民意見集－平成17年10月 政策調整担当

政策室 平成18年度における基本的施策について 政策調整担当

政策室 調布市制施行50周年記念事業実施の記録（平成16･17年度）
－みんなで祝った50周年－平成18年3月

政策調整担当

政策室 調布市まちづくりデータブック2006 政策調整担当

政策室
調布基地跡地留保地(関東村住宅地区)利用計画検討調査業
務報告書平成18年3月 政策調整担当

政策室 平成18年度調布市施策・予算概要 政策調整担当／財政

総務部 調布市例規集（平成17年版） 庶務課

総務部 調布市要綱集（平成17年版） 庶務課

総務部 事務報告書平成16年度 庶務課

総務部 調布市統計書平成16年版 庶務課

総務部 調布市刊行物目録平成16年度版 庶務課

総務部 調布市史研究資料17御用留(2) 庶務課

総務部 調布の防災・防犯平成17年度版 防災安全課

総務部 平成17年度調布市職員共済会会務報告 職員課／職員共済会

財務部 市税概要(平成17年度) 市民税課

財務部 平成17年度固定資産概要調書 資産税課

財務部 一般会計決算概要平成16年度 財政課

財務部 予算書平成18年度 財政課

財務部 平成16年度調布市版バランスシート＆行政コスト計算書 財政課
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平成１７年度　調布市の刊行物

部名 刊行物の名称 担当課

生活文化部 ちょうふとれたて農産物直売マップ平成17年9月 産業振興室

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17年度

市民参加推進室

生活文化部
第29回調布市農業まつり農産物展示品評会報告書平成17年
12月19日 産業振興室

生活文化部 サークルガイドブック・市民活動団体リスト平成17年度版 市民参加推進室

生活文化部 平成16年度調布市男女共同参画推進プラン実施状況報告書 市民参加推進室

生活文化部 調布市の生涯学習情報提供・相談事業報告平成16年度 市民参加推進室

生活文化部 姉妹都市木島平村雪害対策支援活動報告書平成18年3月 市民参加推進室

生活文化部
事業実施報告書－市民が主役のまちづくり大学事業－平成
18年3月 市民参加推進室

生活文化部
音楽・芝居小屋のあるまちづくりに関する管理運営計画調査
報告書平成18年2月 市民参加推進室

生活文化部
男女共同参画に関する市民意識調査・事業所意識調査報告
書平成17年12月 市民参加推進室

生活文化部 音楽・芝居小屋のあるまちづくりに関する管理運営計画にお
ける収支の算定調査報告書平成18年2月

市民参加推進室

生活文化部 生涯学習によるまちづくりの拠点としての公共施設の在り方
について(答申）平成17年8月4日

市民参加推進室／調
布市生涯学習推進協

生活文化部
調布市男女共同参画推進プラン及び条例づくりへ向けての提
言平成18年3月

市民参加推進室／調
布市男女共同参画の
推進に関する検討会

生活文化部 市民意識･ニーズ調査結果報告書(平成17年度版)－市民の
文化の向上と地域社会の発展のために－平成18年3月

市民参加推進室／文
化･コミュニティ振興財

子ども生活部 調布市ひとり親家庭のしおり平成17年6月 子育て推進課

子ども生活部 学童クラブ案内平成18年度 児童青少年課

子ども生活部 調布市立保育園保健業務マニュアル平成17年 調布市立保育園

子ども生活部 平成17年度版元気に育て調布っ子子育て支援情報誌 子育て推進課

子ども生活部 入園のしおり平成18年3月 子育て推進課

子ども生活部 調布市あゆみ学園概要平成17年9月
子育て推進課／あゆ
み学園

子ども生活部 こうさくつくりかた集平成17年度前期(平成17年4月～9月）
児童青少年課／国領
児童館

子ども生活部
こうさくつくりかた集平成17年度後期(平成17年10月～平成18
年3月）

児童青少年課／国領
児童館

子ども生活部 こうさくのつくりかた集平成16年度後期（10月～3月）
児童青少年課／富士
見児童館

子ども生活部 こうさくのつくりかた集平成17年度前期（4月～9月）
児童青少年課／富士
見児童館

福祉部
第5次介護保険の在宅サービス利用実態に関するアンケート
集計結果平成17年5月 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
7.2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7.2版 介護保険課
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平成１７年度　調布市の刊行物

部名 刊行物の名称 担当課

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7.2版 介護保険課

福祉部 介護保険制度の概要平成17年10月版 介護保険課

福祉部 平成16年度保健事業概要 健康課

福祉部 調布市乳幼児集団健診業務マニュアル平成18年3月 健康課

福祉部 くらしの案内おとしより編（平成17年度版） 高齢福祉課

福祉部 第3期調布市高齢者総合計画平成18年度～平成20年度 高齢福祉課

福祉部 障害者福祉のしおり平成17年度版（第1版） 障害福祉課

福祉部
調布市地域福祉計画（平成18年度～平成23年度）－いきい
き・ゆたか・あたたかい地域社会をめざして－ 福祉総務課

福祉部 平成17年度調布のふくし 福祉部／子ども生活部

福祉部 調布市障害者計画平成18年度～平成23年度 障害福祉課

環境部 分別収集計画平成18年度～平成22年度 ごみ対策課

環境部
調布市自転車等対策総合計画－安全・安心な交通環境・人
が集まる楽しいまちをめざして－平成18年3月 交通安全対策課

環境部
調布市自転車対策総合計画(案)策定業務報告書平成18年3
月 交通安全対策課

環境部
新ごみ処理施設整備基本計画の策定に係る中間報告書平成
17年4月

新ごみ処理施設整備
基本計画策定推進
チーム／ごみ対策課

環境部 平成16年度調布市水道事業年報－16．4.1～17.3.31－ 水道業務課

環境部 リサイクル促進員ハンドブック平成17年6月 ごみ対策課

環境部 清掃事業の概要平成17年度版 ごみ対策課

環境部
新ごみ処理施設整備基本計画の策定に係る建設候補地選定
報告書に関する意見募集の実施結果について平成17年10月 ごみ対策課

環境部 新ごみ処理施設整備基本計画（素案） ごみ対策課

環境部
「新ごみ処理施設整備基本計画（素案）」に対する意見募集
（パブリックコメント）の実施結果 ごみ対策課

環境部 新ごみ処理施設整備基本計画平成18年3月 ごみ対策課

環境部 新ごみ処理施設整備基本計画資料編平成18年3月 ごみ対策課

環境部 ごみ組成分析調査報告書平成18年2月 ごみ対策課

環境部
新ごみ処理施設整備基本計画(素案)に関する市民意識調査
平成18年3月調布市・三鷹市 ごみ対策課

環境部
新ごみ処理施設整備に係る処理方式選定結果について〔答
申〕平成17年11月

ごみ対策課／新ごみ
処理施設整備に係る
処理方式選定委員会

環境部
新ごみ処理施設整備に係る処理方式選定結果について〔資
料編〕平成17年11月

ごみ対策課／新ごみ
処理施設整備に係る
処理方式選定委員会

環境部 事業場排水の水質規制平成18年3月 下水道課
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平成１７年度　調布市の刊行物

部名 刊行物の名称 担当課

環境部 調布市制50周年第33回調布市環境フェア平成17年6月4日 環境保全課

環境部 環境情報年次速報平成17年度 環境保全課

環境部 調布市環境基本計画中間報告平成17年12月 環境保全課

環境部 調布市環境基本計画平成18年3月 環境保全課

環境部
新ごみ処理施設整備基本計画の策定に係る建設候補地選定
報告書平成17年8月

新ごみ処理施設整備
基本計画策定推進
チーム／ごみ対策課

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17年度
平成18年3月 街づくり推進課

都市整備部
調布市仙川・飛田給駅周辺地区整備計画検討調査報告書平
成17年度平成18年3月 街づくり推進課

都市整備部
調布市布田駅南地区地区整備計画等調査報告書平成18年3
月 街づくり推進課

都市整備部
調布市布田駅周辺地区地区整備計画調査報告書平成18年3
月 街づくり推進課

都市整備部
平成17年度調布都市計画道路3･4･9号線構造比較等基本設
計業務委託報告書平成18年3月 街づくり推進課

都市整備部 調布駅北第1地区事業化促進業務報告書平成18年3月
街づくり推進課／(株)タ
カハ都市科学研究所

都市整備部 調布市交通バリアフリーアンケート調査結果平成17年10月
街づくり推進課／調布
市交通バリアフリー基
本構想策定委員会

会計課
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16年度 会計課

会計課 歳入歳出決算書平成16年度 会計課

会計課 会計実務の手引き（暫定版）平成17年8月 会計課

教育部 第45回調布市民体育祭実施要項（平成17年度）
スポーツ振興課／第45
回市民体育祭実行委
員会／ 調布市体育協

教育部 調布市の社会体育平成15年度 スポ-ツ振興課

教育部 教育人口等推計報告書（中期推計）平成17年度 学務課

教育部 ちょうふの教育相談平成16年度紀要 教育相談所

教育部 調布市市民相談のしおり各種相談案内 市民相談担当

教育部 数字で見る図書館活動－概要と統計－平成16年度版 図書館

教育部 平成16年度成人学級学習記録 西部公民館

教育部 研究集録平成16年度
学務課／調布市学校
保健会

教育部 ほけん平成17年度
学務課／調布市養護
教諭会

教育部 調布市就学委員の手引
教育相談所／調布市
心身障害児就学委員
会

教育部 ドキュメント合併－調布市誕生にいたるまで調布市制50周年
記念特別展資料

郷土博物館

教育部 調布市埋蔵文化財調査報告調布市の遺跡調査第7集2006 郷土博物館
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平成１７年度　調布市の刊行物

部名 刊行物の名称 担当課

教育部 東京都調布市埋蔵文化財年報－平成16年度－（2004） 郷土博物館分室

教育部 広聴相談のまとめ平成16年度 市民相談担当

教育部 調布市オンブズマン運営状況報告書平成16年度 市民相談担当／調布
市オンブズマン

教育部 平成17年度指導室要覧 指導室

教育部 平成17年度調布市立学校学校案内～特色ある教育活動～ 指導室

教育部
調布の子どもたちに確かな学力をはぐくむために平成17年9
月 指導室

教育部
教育活動の基礎・基本【第二版】実践したその瞬間から授業
等のスキルがアップする平成18年1月 指導室

教育部 研究集録教頭の研修平成16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17年度 指導室

教育部 平成17年度調布市2,3年次研修会まとめ平成18年3月 指導室

教育部 特別支援教育の充実に向けて－第2年次の取組－平成17年
度調布市特別支援教育体制・副籍モデル事業（第2年次）報

指導室

教育部 調布市の心身障害教育第37号（平成17年度） 指導室

教育部
ごみと環境(きれいな町にするために)平成18年度環境教育副
読本

指導室／ 調布市環境
教育指導資料作成委
員会

教育部 ごみと環境(きれいな町にするために)平成18年度環境教育指
導資料

指導室／ 調布市環境
教育指導資料作成委

教育部
平成17年度児童・生徒の学校・家庭・地域の生活に関する実
態調査(集計結果)

指導室／教職員研修
所

教育部 平成17年度体力テストのまとめ
指導室／教職員研修
所

教育部 調布市立小学校・中学校教務主任会研究報告書平成17年度 指導室／教務主任会

教育部 平成16・17年度調布市教育委員会研究推進校公開授業学習
指導案集研究主題「力一杯運動に取り組み,互いに高め合う

指導室／上ノ原小学
校

教育部 平成17年度相談学級活動報告書えびね第17号
指導室／第七中学校
相談学級

教育部 平成16・17年度調布市教育委員会研究推進校公開授業学習
指導案集研究主題「感じる心を育てる国語科教育」書くことを

指導室／滝坂小学校

教育部 平成17年度科学する心科学センターの記録
指導室／調布市科学
センター

教育部 平成17年度研究紀要調布の校長第32号
指導室／調布市公立
小・中学校長会

教育部 小学校環境教育指導資料集№2平成18年2月
指導室／調布市小学
校環境教育指導資料
作成委員会

教育部
3・4年社会科副読本「わたしたちの調布｣指導の手引平成18
年度

指導室／調布市小学
校社会科副読本作成
委員会

教育部 わたしたちの調布3・4年社会科副読本第20刷平成18年度
指導室／調布市小学
校社会科副読本作成
委員会

教育部
人権教育指導資料（17）人権教育の推進と啓発－教育活動を
通して人権感覚を磨く－平成18年3月

指導室／調布市人権
教育推進委員会

教育部 新しいふるさと調布平成18年3月31日
指導室／調布市中学
校社会科副読本作成
委員会

教育部
校内委員会運営マニュアル－特別支援教育のコーディネート
にそのまま使える－平成18年1月

指導室／調布市特別
支援教育専門家チー
ム
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平成１７年度　調布市の刊行物

部名 刊行物の名称 担当課

教育部
調布っ子夢会議2004の記録～Iｎｓｔａｌｌｍｅ？インターネットと中
学生～平成16年9月11日 社会教育課

教育部 平成16年度学習グループサポート記録 社会教育課

教育部 調布市社会教育計画平成17年10月 社会教育課

教育部
調布っ子夢会議2005～Ｈｏｗｔｏ友だちプロジェク～平成17年9
月17日 社会教育課

教育部 子どものための調布のむかしばなし 図書館

教育部 大活字本目録書名順平成17年度版 図書館

教育部 大活字本目録著者名順平成17年度版 図書館

教育部 布の絵本目録2005年9月現在 図書館

教育部 録音図書目録平成17年度版 図書館
教育部 録音図書目録平成17年度版一般貸出用 図書館

教育部 調布市立小・中学校施設維持管理計画のための基礎資料平
成17年5月

総務課

教育部 調布市の教育平成17年度版 総務課

教育部 平成18年度教育委員会重点施策 総務課

教育部 開校40周年記念誌「四つ葉」平成17年度 第四中学校

教育部 開校60周年記念誌平成17年度かがやけ二小の子 調布市立第二小学校

教育部
平成17年度研究紀要相手の思いを大切にしながら，自分の
思いを伝えられる児童の育成 調布市立第二小学校

教育部 平成17年度みどりの子開校40周年記念誌
調布市立緑ケ丘小学
校

教育部 平成16年度成人学級学習記録 東部公民館

教育部 であいの中で開館30周年記念誌 東部公民館

教育部
「筆の向くまま～所蔵文学資料名品展」市制施行50周年・開
館20周年記念春の特別展 武者小路実篤記念館

教育部 調布市武者小路実篤記念館20年のあゆみ 武者小路実篤記念館

教育部 武者小路実篤講演録人生について昭和38年11月5日 武者小路実篤記念館

教育部 ともだち調布市の子どもの詩・作文
武者小路実篤記念館
運営事業団

教育部 成人学級学習記録平成16年度 北部公民館

教育部 調布市制50周年北部地域文化祭北部地域の少し昔 北部公民館

監査事務局 決算等審査意見書平成16年度 監査事務局

選挙管理委員会
平成17年選挙の記録平成17年7月3日執行東京都議会議員
選挙平成17年9月11日執行衆議院議員選挙 選挙管理委員会

議会事務局 調布市議会50年史 調布市議会事務局
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平成１７年度　調布市の刊行物

部名 刊行物の名称 担当課

議会事務局 平成17年第1回定例会調布市議会会議録（第2号第8号） 議会事務局

議会事務局 平成16年調布市議会会議録索引 議会事務局

議会事務局 平成17年第2回定例会調布市議会会議録（第9号第13号） 議会事務局

議会事務局 議会便利帳（平成17年9月） 議会事務局

議会事務局 市政のあらまし2005議会資料－ポケット判－ 議会事務局

議会事務局 平成17年第3回定例会調布市議会会議録(第14号第17号) 議会事務局

議会事務局 平成17年第4回定例会調布市議会会議録(第18号第21号) 議会事務局
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