
２ 調布市基本計画の重点的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度における調布市基本計画の重点的な取組として，「安全・安心のまちづくり」
では，東日本大震災を教訓とした地域防災体制の強化や災害に強いまちづくりに向け継続的
に取り組みました。併せて，地域防災計画の修正に取り組みました。「子ども・教育施策の
充実」では，保育園の待機児童対策として過去 大規模の受入枠の拡大を行うとともに，学
童クラブや子ども発達センターの子ども・子育て支援サービスの充実，子どもたちの学力の
向上や教育環境の整備に取り組みました。「福祉・健康施策の充実」では，介護予防事業や
見守りネットワーク事業，高齢者・障害者施設の整備に向けた取組，障害者就労支援事業の
充実などのほか，市民の健康づくりの取組として特定健診やがん検診の受診率向上などに取
り組みました。また，第２次となる健康づくりプランや食育推進基本計画を策定しました。
「京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地の街づくり」では，京王線連続立体交
差事業による鉄道の地下化が実現し，１８箇所の踏切が除却されました。またこれに連動す
る駅前広場の整備及び鉄道敷地の利用に向けた取組を進めました。「自然環境の保全と資源
循環型社会の形成」では，調布市に残された貴重な自然環境の保全，活用に向けた取組や地
球温暖化対策のほか，ごみの適正処理とともに，市民の協力のもとごみの一層の減量に取り
組みました。新ごみ処理施設「クリーンプラザふじみ」については，本格稼働に向け試験焼
却が開始されました。 

また，こうしたまちづくりの重点的な取組や諸施策を推進するため，積極的で分かりやす
い市政情報の提供や市民参加手続ガイドライン・協働推進ガイドブックの実践，市民との協
働による新総合計画の策定，調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例の制定など「参
加と協働のまちづくりの推進」や，行政評価を踏まえた事務事業の改善，行財政改革アクシ
ョンプランの推進，財政の健全化などの「持続可能で効果的・効率的な行財政運営の確立」
に向けた取組を進めました。 

○地域防災計画の見直し，備蓄品等の充実 
○災害に強い街づくり，公共施設の防災対策 
○学校の災害対策  
○放射能への対応 

 

安全・安心のまちづくり 
◇安全・安心パトロールの実施 
◇危機管理体制の整備 

◇地域防災体制の整備  

◇避難所運営マニュアル作成推進 など

京王線連続立体交差事業と一体と 
 なった中心市街地の街づくり 
◇京王線地下化と連動した都市基盤整備 

◇中心市街地活性化の取組，市内産業・観

光の振興 

◇自転車等駐車場確保に向けた取組 など

自然環境の保全と資源循環型社

会の形成 

◇地球温暖化対策，節電対策推進 

◇崖線緑地の保全，長寿命化計画

に基づく公遊園の補修 

◇計画的な合流式下水道の改善 

◇新ごみ処理施設稼働準備 など 

福祉･健康施策の充実 

◇新たな福祉諸計画の推進 

◇介護予防，健康づくりの推進 

◇高齢者施設整備，医療連携推進 

◇障害者・低所得者の支援  

◇予防接種助成・健診等の充実 

◇スポーツを通じた健康づくり  

など 

5 つの重点的取組 

教育施策 

◇教育プランに基づく教育施策の推進 

◇不足教室対策，防災教育・訓練の実施 

◇ユーフォー全校開設 など    

 

子ども・教育施策の充実 
子ども施策 
◇保育園待機児童対策 

◇学童クラブ整備，障害児受入学年の延長 

◇子ども発達センター事業の推進 など 

 参加と協働のまちづくりの推進 

◆市民参加プログラムに基づく市民参加手続き 

ガイドライン，協働推進ガイドブックの実践 

◆自治の理念と市政運営に関する基本条例の制定

◆新たな総合計画の策定 

◆地区協議会設立，運営支援 など 

 

持続可能で効果的・効率的な行財政運営の確立 
◆マネジメント・サイクルに基づく市政経営の推進 

◆財政規律ガイドラインに基づく，財政の健全性の維
持，効果的・効率的な財政運営，新財務会計システ
ムを活用した行政評価の効率化 

◆職員研修の充実，人事・給与制度の改革， 
新たな人材育成基本方針の策定 など 

２つの基本的考え方 

○公共建築物維持保全工事等の市内事

業者受注機会確保，中小企業事業資金

融資制度 
○きめ細かな相談体制による対応 
○補助制度の活用による雇用機会創出 

市民生活支援等の重点的取組 大震災を踏まえた防災対策の取組 



(1)  「まちづくりの５つの重点的な取組」等の推進 

ア 安全・安心のまちづくり 

平成２４年度は，東日本大震災での対応や教訓を踏まえ，防災対策の強化や被災地支

援に継続的に取り組みました。市教育委員会は，平成２４年度から４月第４土曜日を「調

布市防災教育の日」と定めました。命の大切さや災害時の行動様式を児童・生徒に指導

するとともに，地域における自助・共助の意識を醸成する取組を，地域とも協力しなが

ら小・中学校全校で一斉に行う，全国的にも例のない取組として，諸方面から高く評価

されました。 

また，災害時の避難所運営を円滑に進めるため，平成２３年度に作成したガイドライ

ンに基づき，平成２４年度から各地域の避難所運営マニュアル作成を推進しました。マ

ニュアル作成に当たっては，女性委員を含む地域主体の検討委員会を立上げ，平成２４

年度は７校でマニュアルの検討を行いました。災害時における要援護者の避難支援につ

いては，平成２３年度に策定した災害時要援護者避難支援プラン行動計画（住民編）を

踏まえた取組を推進し，説明会の開催や自治会等の会合への参加などを通じて，地域と

の協定締結に向け市民の理解促進に努めました。 

こうした取組と並行して，地域防災の体制の充実に向け，国及び東京都の防災計画の

見直しや東京都の被害想定の見直しを踏まえ，市の地域防災計画の見直し作業を進めま

した。同計画の修正は平成２５年９月に予定していますが，平成２４年度においては震

災編（素案）をまとめました。また，防災街づくりの推進として，引き続き下水道施設

や橋りょうの耐震化，耐震性防火貯水槽の設置を推進するとともに，擁壁など崖線道路

に係る危険箇所の健全度調査の実施や，特定緊急輸送道路沿道建築物，木造住宅及び分

譲マンションの耐震化促進に取り組みました。このほか，空間放射線量及び給食食材，

学校プール水の放射性物質の測定・公表や，社会福祉協議会等と連携した官民協働によ

る被災地へのボランティア派遣にも継続的に取り組みました。 

交通安全意識と交通マナーの向上に向けては，引き続き各種啓発活動，講習会の開催

及びスタントマンを活用した自転車交通安全教室を実施しました。 

防犯対策としては，青色回転灯装着車両による夜間安全・安心パトロール及び子ども

安全・安心パトロール，下校時の防災行政無線による見守り放送，地域パトロール団体

への支援等を継続的に実施したほか，学童クラブ等で児童が作成した安全・安心マップ

の配布や，マップ作成過程で発見した落書きを地域や警察署と一緒に消去する活動を行

い，防犯街づくりにも努めました。また，いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺の防止対策

として，警察署や防犯協会と連携したキャンペーン等の実施や，出前講座，ふれあい給

食などの機会を通じた注意喚起や予防対策の周知など啓発活動に努めました。 

また，暴力団排除条例を制定するとともに，市における施設及び事務事業からの暴力

団排除に係る合意書及び安全・安心まちづくりに関する覚書を調布警察署と締結し，更

なる安全・安心のまちづくりの体制整備を進めました。 

 

イ 子ども・教育施策の充実 

重点課題である保育園待機児童対策として，平成２４年度は，認可保育園５園及びグ



ループ型保育施設２箇所の誘致，既存認可保育園の建替えなどにより，過去 大規模の

４６９人の定員拡大に取り組みましたが，それを上回る保育需要の増加により，目標で

あった平成２５年４月時点での待機児童解消には至りませんでした。 

学童クラブについては，運営を委託している６箇所のほか，分室１１箇所において，

育成時間の終了時間を午後６時から午後７時へ延長しました。また，障害児の受入れ学

年について，一定の要件のもと，小学校３年生から４年生へ延長しました。学童クラブ

施設の整備としては，上ノ原小学校近傍に建設した新施設に，つつじヶ丘児童館学童ク

ラブ上ノ原分室及び上ノ原小学校分室を移設し，北ノ台小学校の校舎増築に合わせて同

校内に深大寺児童館学童クラブ北ノ台分室を移設しました。ユーフォーについては，平

成２４年度に３箇所（滝坂小学校，富士見台小学校，調和小学校）において新規開設し

ました。これにより市立小学校全２０校への設置が完了しました。 

困難を抱える子ども・若者への支援に向けては，庁内関係課の情報共有や連携の検討

を行うとともに，地域若者サポートステーションの誘致・開設に取り組みました。 

子ども発達センターでは，新たに障害児相談支援事業及び緊急時一時養護事業・リフ

レッシュ支援事業を開始し，発達に遅れやかたよりのある子どもとその家庭の支援の充

実を図りました。 

教育施策としては，市立小・中学校全校で作成した授業改善推進プランによる教員の

授業力の向上や，ステップアップワークを活用した児童・生徒の基礎学力の向上に取り

組んだほか，小学校全校に配置した少人数指導講師や理科支援員による個々の児童の実

態に応じたきめ細かな指導等に継続的に取り組みました。 

また，命の教育を推進し，新たに制定した防災教育の日の取組や，児童・生徒を対象

とした普通救命講習及び教員を対象とした上級救命講習を実施しました。 

いじめ撲滅に向けた取組として，児童・生徒及び保護者向けのリーフレットや教職員

用の手引の作成・配布を行ったほか，不登校児童・生徒への支援として，大学と連携し

た児童・生徒の個別支援票の作成や，メンタルフレンドによる話し相手や相談，テラコ

ヤスイッチによる学習支援を実施しました。また，特別支援教育の充実として，多摩川

小学校に「たまがわ若木学級」を開設するとともに，中期的な展望を踏まえた今後の特

別支援教育推進の指針となる特別支援教育全体計画を策定しました。 

そのほか，スクールカウンセラーやスクールサポーターの配置，中学生の職場体験学

習，食育の推進，アスリートによる出前授業など，豊かな心の育成，個性の伸長，健や

かな体の育成に継続的に取り組みました。 

また，平成２４年１２月に市立富士見台小学校において発生した，食物アレルギーの

ある児童の死亡事故を受けて，調布市立学校児童死亡事故検証委員会を設置し，事故発

生の経緯や原因などについて検証し，今後の対策の検討を進めました。 

教育施設の整備としては，児童数の増加に伴う不足教室対策として北ノ台小学校の校

舎増築工事を実施したほか，公共建築物維持保全計画に基づき染地小学校体育館改修工

事及び給食用給湯設備改修工事等を実施しました。また，学習環境の改善として，水飲

栓の直結給水化を計画的に実施したほか，調和小学校の校庭の一部を芝生化しました。 

 



ウ 福祉・健康施策の充実 

福祉分野では，平成２３年度に策定した３計画（地域福祉計画，高齢者総合計画，障

害者総合計画）に基づき，諸施策の着実な推進を図りました。 

介護予防事業では，実施期間や実施場所等を見直し，転倒予防や低栄養予防事業，口

腔ケア啓発事業を行ったほか，介護予防普及啓発事業としてＦＣ東京と健康体操事業を

実施しました。地域包括支援センターについては，市内１０箇所目となる施設を開設し，

センターを中心としたネットワークの充実を図りました。地域密着型サービスの推進に

ついては，新たに定期巡回・随時対応訪問介護看護を１箇所開設するとともに，地域密

着型小規模特別養護老人ホーム「神代の杜」を開設しました。 

高齢者福祉においては，地域包括支援センターを中核として実施している見守りネッ

トワーク事業により，高齢者の実態把握等に努めるとともに，関係団体による会議を実

施し，ネットワークの定着を図りました。また，在宅で生活する方や病院から退院して

在宅医療に切り替わる方が介護サービスとともに医療サービスが円滑に受けられるよ

う，在宅医療相談室の周知を行うなど，医療と福祉の連携を推進しました。そのほか，

緊急時のための救急医療情報キットを給付するなど，高齢者の生活安全の確保に努めま

した。認知症対策として，認知症サポーター養成講座に加え，フォローアップ研修を実

施するなど，認知症に関する正しい知識と理解の普及に取り組んだほか，引き続き，虐

待により保護を必要とする高齢者の緊急一時保護施設の確保に取り組みました。生きが

いと健康づくりとして，高齢者向けのリフレッシュ健康体操事業のほか，新たに健康ウ

ォーキング，囲碁，将棋教室を開始しました。 

障害者福祉では，障害者自立支援法の改正を受けた対応として，新たに特定相談支援

事業所を開設したほか，基幹相談支援センターを設置し，地域自立支援協議会との情報

共有，連携の密接化により地域の支援体制の充実を図りました。また，平成２４年１０

月に障害者虐待防止法が施行されたことにより，新たに障害者虐待防止センターを設置

し，虐待に関する相談や通報等に対応するとともに，パンフレットの配布や講演会等の

実施など障害者虐待防止に関する啓発を行ったほか，在宅心身障害者（児）委託型緊急

一時保護事業の拡充を図りました。障害者施設の整備としては，重度知的障害者の日中

活動の場の確保に向け，社会福祉協議会による知的障害者福祉サービス事業所（希望の

家深大寺）の整備を支援するとともに，希望の家本場の大規模改修に向けた準備を進め

ました。また，地域における重度重複障害者の居住の場の確保に向け，ケアホームの開

設支援を行いました。その他，障害者の就労支援についても，就労相談，就労準備支援，

職場定着支援等を継続的に実施するとともに，作業所等経営ネットワーク支援事業によ

る共同製品化や情報誌「わくわーく」の発行など，新たな取組の展開を図りました。 

生涯を通した健康づくりでは，各種健康講座や市民の自主的な健康活動支援を継続し

て実施するとともに，平成２３年度に実施した市民の健康づくりに関する意識調査や国

の「健康日本２１（第２次）」を踏まえ，調布市民健康づくりプラン（第２次）を策定

しました。また，食育では，食を通じたこころとからだの健康づくりを進めるため，調

布市食育推進基本計画（第 2 次）を策定しました。健診・保健指導では，特定健診の受

診率の向上に向けて，前年度未受診者への電話案内を通年で実施するとともに，第２期



特定健診・特定保健指導実施計画を策定しました。また，病気の早期発見・早期治療体

制の充実では，引き続き，乳がん・子宮がん検診の対象者への無料クーポン券の配付を

行うとともに，未受診者への案内を送付するなど，がん検診の受診率の向上に向け取組

を推進しました。さらに，がん検診精度管理を行い，早期発見・早期治療の促進に努め

ました。 

スポーツ祭東京２０１３の開催に向けては，各種ＰＲ活動を積極的に行うとともに，

関係機関・団体，市民ボランティア等との連携，協力のもと，デモンストレーションと

してのスポーツ行事として行うドッヂビーの開催に向けた小学生ニュースポーツ交流

会や，国体サッカー競技のリハーサル大会（全国社会人サッカー選手権大会），トップ

アスリートによる小学生陸上教室，サッカー日本女子代表監督の講演会など，様々な関

連イベント等を開催しました。 

 

エ 京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地の街づくり 

京王線連続立体交差事業については，順調に進捗し，平成２４年８月に京王線の地下

化が実現しました。これにより，市内１８箇所の踏切が解消され，渋滞のない人や車の

往来が可能となるなど，２１世紀の調布市のまちの骨格づくりに向け大きな節目を迎え

ました。 

これに連動する都市基盤整備や歩行者回遊性の向上，商店街活性化など，ソフト・ハ

ードが一体となった中心市街地の活性化を推進するため，中心市街地活性化プラン，中

心市街地デザイン・コンセプトを踏まえ，各種商店会連携事業や大学との連携事業，駅

前広場の整備，鉄道敷地の利用に向けた取組や検討を進めました。駅前広場については，

実施設計を進めるとともに，調布駅前広場の用地測量の着手，布田駅前広場の用地取得

など，事業化に向けた準備を進めました。鉄道敷地の利用については，鉄道敷地利用基

本方針図において調布駅周辺に自転車等駐車場を配置するよう変更を行いました。 

中心市街地における都市計画道路については，調布７・５・１号線（市役所前の通り）

の整備が品川通りから文化会館前交差点まで完了し交通開放しました。また，調布３・

４・２６号線（三鷹通り），調布３・４・２８号線（蓮慶寺の通り）の用地取得を進めま

した。その他の都市計画道路に関しては，調布３・４・３２号線（西調布駅北側），調布

３・４・３３号線（飛田給駅南側）の用地取得を進めました。 

中心市街地の市街地整備として，調布駅北第１地区市街地再開発事業については，A

地区において権利変換計画が認可され，既存建物の解体工事を開始するとともに，B 地

区では個人施行による事業の施行が認可されました。また，調布駅南口東地区市街地再

開発事業については権利変換計画が認可され，既存建物解体工事に着手しました。また

調布駅南口中央ブロックでは，京王線地下化後の街づくりに向けた機運の高まりを受け

て，出前講座による勉強会の実施など住民発意の街づくりの支援を行い，街づくり条例

に基づく街づくり準備会の認定につながりました。その他の地域に関しては，多摩川住

宅地区や柴崎駅周辺地区において，住民発意による街づくりの推進・支援として，地元

街づくり協議会や街づくり準備会と連携し，市民との協働による計画的な街づくりの推

進に取り組んだほか，地区計画制度の活用としては，調布基地跡地の総合スポーツ施設



用地に係る西町地区地区計画の都市計画決定，入間町二丁目地区における街づくり懇談

会を行いました。 

その他，街並み・景観保全に向けた取組として，景観計画の策定に向けた検討ととも

に，平成２５年第１回市議会定例会での議決を経て「調布市景観条例」を制定し，平成

２５年６月の景観行政団体への移行に向けた取組を進めました。併せて，深大寺地区に

おいては，地域と連携を図りながら，街なみ整備基本計画を策定しました。また，都市

計画マスタープランの見直しに向けて，自由参加形式による市民サロンを定期的に開催

し，市民意見の把握に努めるなど，改定に向けた検討を進めました。 

 

オ 自然環境の保全と資源循環型社会の形成 

公園緑地の整備と公有化の取組としては，仙川崖線緑地及び国分寺崖線（若葉町３丁

目）の用地取得を行うとともに，若葉町２丁目第２緑地及び調布台タブノキ公園の整備

を行いました。また，多摩川自然広場，（仮称）布田南ふれあい公園の整備に向けた設計

を行いました。その他，公園施設長寿命化計画に基づく遊具の補修，更新を実施すると

ともに，今後の公園整備の基礎資料とするため，公遊園利用実態調査を実施しました。 

深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全，活用については，引き続き（仮称）深大

寺・佐須地域環境資源活用基本計画の策定に取り組み，環境調整協議会の深大寺・佐須

地域環境保全等推進部会において，農業・農地を活かしたまちづくり事業及び新たな基

金の検討を進めました。また，地元市民，農業従事者等を対象とした懇談会等を行い，

保全・活用に向けた取組の情報提供や意見交換に努めました。 

地球温暖化対策としては，温室効果ガス排出量の割合が高い民生家庭部門での取組を

促進するため，引き続き，家庭用高効率給湯器等の補助や太陽光を利用する住宅改修等

への補助を行うとともに，ゴーヤ等の種・苗の配布や，環境学習講座，出前講座を実施

し，市民の省エネ意識の向上を図りました。併せて，市役所本庁舎をはじめ，地域に身

近な公民館，児童館，小・中学校で壁面緑化を行うとともに，省エネ法及び都の環境確

保条例に対応した取組を進めました。そのほか，市役所本庁舎で実施しているＩＳＯ 

１４００１環境マネジメントシステムについて，本庁舎以外の公共施設も含め運用し，

全庁での環境に配慮した取組を行いました。 

また，平成２３年度に引き続き，夏季等の全庁的な節電行動等に取り組むとともに，

公共施設の屋根利用による再生可能エネルギー（太陽光発電）の導入検討を行いました。 

ごみの一層の減量と資源化に向けた取組としては，引き続き，市報，広報誌「ザ・リ

サイクル」，ごみ懇談会，出前講座，ごみ処理施設見学会等，様々な媒体，機会を活用し

て，３Ｒの推進やごみ量削減に向けた啓発活動を行いました。また，地域団体や事業者

による集団回収の促進や，ごみ減量キャンペーン，生ごみ堆肥化講習会の開催など，市

民，事業者，市民団体と協働したごみ減量・資源化に継続的に取り組みました。そのほ

か，剪定枝の資源化や使用済家電製品の資源化にも引き続き取り組み，生ごみ減量につ

いては，水切りネットによるモデル事業を実施しました。 

三鷹市と共同で整備に取り組んできた新ごみ処理施設「クリーンプラザふじみ」につ

いては，平成２４年１２月から試験焼却が開始され，それまで他団体の焼却施設での処



理など広域支援に頼ってきた調布市の可燃ごみについて，安定処理が可能となり，平成

２５年４月の本稼働に至りました。 

平成２４年度で計画期間が終了したごみ管理基本計画については，これを引き継ぐ新

たな一般廃棄物処理基本計画を策定しました。また，クリーンセンターの再編・機能移

転について，二枚橋衛生組合跡地への移転を基本とする調査報告書をまとめました。 

 

カ 市民生活支援，経済対策などの継続的取組 

平成２０年下半期から急速に悪化した国内経済の影響は，市民生活や市内企業の経営

にも大きな影響を及ぼしたことから，市では，基本計画に基づく取組のほか，市民生活

支援，経済対策などの緊急対応を講じてきました。平成２４年度においても，こうした

取組を継続したほか，年度途中においても，適時適切に対応を行いました。 

市民生活の安定への対応として，引き続き，子育て世帯の負担軽減など市民生活への

支援を行うとともに，景気悪化に伴う市民の生活不安への対応について，各種相談業務

の充実に継続的に取り組みました。 

  雇用機会の確保への対応としては，継続的に国の雇用創出制度を活用し，市の業務委

託や直接雇用による市民雇用の創出を図りました。 

  地域経済の活性化に向けた取組については，市内中小企業への緊急支援策として，中

小企業事業資金の融資あっせん制度における信用保証料の全額補助を継続実施するとと

もに，公共工事等の追加及び前倒し発注を実施し市内事業者の受注機会の確保に努めま

した。また，市内中小企業の資金繰りの支援につながるよう見直しした公共工事の契約

制度を継続し，受注者の安定的な資金調達に寄与するよう努めました。その他，商業活

性化の取組として，商店会のイベント事業の助成，年末商戦に合わせて市内消費喚起を

図るため「絆・ぬくもり がんばろう調布セール」の実施など，商工会と連携し，市内

商工業の活性化の支援，バイ調布運動の推進に取り組みました。また，スポーツ祭東京

２０１３の開催機運醸成を加味して実施したデカ盛りウォークラリーはテレビをはじめ

とする各メディアで多数取り上げられ，市内消費とともに調布市の魅力の全国へのＰＲ

に寄与しました。 

 

(2)  「市政経営の２つの基本的な考え方」による施策の推進 

ア 参加と協働のまちづくりの推進 

参加と協働のまちづくりの推進に向けて，市民参加プログラムの実践を引き続き重ね

るとともに，市民参加推進協議会を通してその実践状況を調査・公表するなど，着実に

取組を進めました。また，職員研修等を通じて，参加と協働の具体的な手引書である「市

民参加手続ガイドライン・協働推進ガイドブック」の周知と定着に継続的に取り組みま

した。 

また，市の計画策定過程での参加と協働の取組として，平成２５年度からの新たな総

合計画の策定や，各分野の個別計画の策定において，検討の過程に応じた市民参加手法

の実践に努めました。 

自治基本条例の制定に向けた取組としては，参加と協働によるまちづくりを重視した



自治の基本理念及び市民，市議会，市長の役割を明らかにし，市政運営の基本原則を定

める条例制定に向け，引き続き取り組みました。平成２３年度までに公表した検討案（１

次～３次）及び条例素案に関する様々な市民参加手続き等でいただいた市民意見等を踏

まえ，平成２４年度は「調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例案」を作成し，

市議会とさらなる協議を行うため，平成２４年８月と１１月に市議会全員協議会にて報

告を行いました。こうした経過を経て，平成２４年第４回市議会定例会での議決を得て

「調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例」を制定しました。条例制定後，条例

施行（平成２５年４月）に向けて，条例の概要を分かりやすく紹介するリーフレットを

作成するとともに，条例に基づく市政を推進するため，条例で規定した内容を具現化す

る取組を行革プラン２０１３に位置付けました。 

市民活動支援センターでは，企業や自治会の参加，協力により実施した「えんがわフ

ェスタ」のほか，市民からの寄付金等を活用した「えんがわファンド」の運用を行いま

した。 

平成２３年度から試行実施した地域カルテに基づく事業提案制度について，平成２４

年度は，予算化した５事業の実施，地区協議会の検討への支援を通して，目的の共有，

役割分担の明確化などを行いました。平成２５年度に向けては２地区２事業が提案され，

内容を総合調整した上で，平成２５年度予算に事業費を計上した一方，今後の方向性に

関しては，取組の検証・振り返りの結果を踏まえ制度を休止することとしました。 

 
 

イ 持続可能で効果的・効率的な行財政運営の確立 

計画行政の推進として，平成２４年度は，同年度を 終年度とする旧総合計画の総仕

上げに取り組むとともに，平成２５年度からの新総合計画（基本構想及び基本計画）策

定に取り組みました。新基本構想については，基本構想策定推進市民会議からの提案を

基に基本構想案を取りまとめ，同案について平成２４年第２回市議会定例会での議決を

経て，「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」をまちの将来像とする調

布市基本構想（平成２５～３４年度）を策定しました。 

基本構想を具現化するための新たな基本計画（平成２５～３０年度）については，行

政経営会議や各部との意見交換等による議論を重ねながら，行政評価と連動した検討作

業を進め，基本構想に掲げたまちづくりの基本理念と基本目標に沿った施策の体系化を

行うとともに，「強いまち」「安心して住み続けられるまち」「利便性が高く快適で豊かな

まち」「うるおいのあるまち」の４つの重点プロジェクトを位置付けました。また，実施

計画の主な要素を基本計画において一体的に示すこととし，中期的な財政フレームを踏

まえた事業の選定を行い，１０４事業を位置付け，計画の実効性を確保しました。併せ

て，これまでの行財政改革アクションプランを引き継ぐ「行革プラン２０１３」を基本

計画（第４編）において一体的に位置付け，計画を推進するための不断の行財政改革に

取り組むこととしました。 

行政評価の取組では，新基本計画の策定を見据えた施策評価と事務事業評価を実施し

ました。併せて，新総合計画の策定と併行して，行政評価の効率性と実効性を一層向上

させるため，財務会計システムと連動する行政評価支援システムの運用開始に向け，検



討・準備を進めました。事務事業側面評価については，学識者，他団体職員，審議会等

の市民委員で構成する外部評価員による評価を行い，市民等が自由に傍聴できる公開形

式とし，傍聴しやすいよう土曜日に実施しました。また，当日の録画映像を公開し，傍

聴できなかった方にも当日の様子を伝えられるように配慮しました。 

行財政改革の取組としては，引き続き学校給食調理業務等の民間事業者への委託を進

め，当初の計画どおり平成２４年度ですべての親子調理方式校の民間委託を実施するこ

とができました。市立保育園の運営業務委託については，仙川保育園で平成２４年度か

ら本格的に実施し，父母の会や受託法人等と定期的な協議等を行い，円滑な保育園の運

営に向けた意見交換を行いました。また，その内容についてきめ細かい周知に努め，保

護者の不安の解消に努めました。 

人材育成の推進としては，引き続き各種研修を実施するとともに，新総合計画の策定

と並行して人材育成基本方針策定研究会で検討を進めた第２期調布市人材育成基本方針

を策定しました。人事制度改革としては，係長職以下の職員を対象とした勤務成績評定

の本格実施を踏まえ，その結果を平成２４年４月１日付け昇給に反映しました。また，

専門性を有する人材の確保を目的に，前年度に引き続き，平成２５年度職員採用試験に

おいて社会福祉分野の採用試験を実施しました。さらに，職員の意欲向上や専門的な知

識，経験の有効活用等を図るため，庁内公募制について対象職場を前年度の３職場から

６職場に拡大して試行実施しました。給与制度については，職員の業績，能力等を適切

に給与へ反映させ，職員の職務意欲の向上を図るため，期末・勤勉手当の支給月数の割

合を変更し，平成２５年度から適用することとしました。また，退職手当制度のより一

層の適正化を図るため，退職手当の支給水準等の見直しを行いました。 

健全な財政運営としては，厳しい財政状況が継続する中，旧基本計画に基づく各施策

の着実な推進と，大震災を踏まえた防災対策や継続的な市民生活支援等への対応を図る

ため，歳入歳出両面から 適化を図った予算を編成し，その執行に際しては，積極的な

財源確保と経費縮減の両面での適正執行に努めました。また，調布市独自で策定した財

政規律ガイドラインの設定指標である，財政構造見直し・財政基盤強化・連結ベース債

務残高縮減の 3 つの視点で進行管理しながら，持続可能で効果的・効率的な市政経営に

取り組みました。このほか，財務諸表については，平成２３年度決算における普通会計

及び地方公営事業会計に，一部事務組合や監理団体を加えた連結ベースの財務書類４表

を作成するとともに，経年変化や他団体比較等を通じた財政分析を行いました。新基本

計画の策定に当たっては，計画期間と合わせた平成２５年度から平成３０年度までの財

政フレームを作成し，計画に位置付けた事業等の実効性の確保を図りました。 



 


