(1) 第１回市民検討会（東西南北合同）
開催日時：平成１９年７月２５日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１２階 大会議場
(2) 第２回市民検討会（東西南北合同）
開催日時：平成１９年８月３０日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１２階 大会議場
(3) 第３回市民検討会（地域の課題の抽出）
ア 東部地域，西部地域，南部地域
開催日時：平成１９年９月２８日（金） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり１２階 大会議場
イ 北部地域
開催日時：平成１９年９月２８日（金） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり６階 ６０２会議室
(4) 第４回市民検討会（まち歩きの実施）
ア 東部地域
開催日時：平成１９年１１月１１日（日）午後１時から午後４時まで
集合場所：東部ふれあいの家
イ 西部地域
開催日時：平成１９年１１月１０日（土）午後１時から午後４時まで
集合場所：西部公民館
ウ 南部地域
開催日時：平成１９年１１月３日（土）午前９時から午前１２時まで
集合場所：調布市役所第８会議室
エ 北部地域
開催日時：平成１９年１１月４日（日）午前９時から午前１２時まで
集合場所：調布市役所第８会議室
(5) 第５回市民検討会（まち歩き結果の取りまとめ）
ア 東部地域
開催日時：平成１９年１２月１１日（火）午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市役所第１１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成１９年１２月１０日（月）午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市役所第１２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成１９年１２月１１日（火）午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市役所第８会議室
エ 北部地域
開催日時：平成１９年１２月１０日（月）午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市役所第８会議室
(6) 第６回市民検討会（地域の将来像の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年１月２４日（木） 午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり６階 ６０１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年１月２２日（火） 午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり６階 ６０１会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年１月２４日（木） 午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり６階 ６０２会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年１月２２日（火） 午後７時から午後９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり６階 ６０２会議室
(7) 第７回市民検討会（地域の将来像の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年２月２３日（土） 午前９時３０分から１２時３０分まで
開催場所：調布市役所８階 教育委員会会議室
イ 西部地域
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開催日時：平成２０年２月２４日（日） 午前９時３０分から１２時３０分まで
開催場所：調布市役所６階 ６０２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年２月２３日（土） 午前９時３０分から１２時３０分まで
開催場所：調布市役所６階 ６０２会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年２月２４日（日） 午前９時３０分から１２時３０分まで
開催場所：調布市役所４階 ４０１会議室
(8) 第８回市民検討会（地域の将来像のとりまとめ）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年３月２５日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市役所６階 ６０２会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年３月１９日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり３階 ３０１／３０２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年３月２５日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり西館３階 会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年３月１９日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり３階 ３０３／３０４会議室
(9) 第９回市民検討会（地域の将来像のとりまとめ）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年４月２４日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市役所６階 ６０２会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年４月２３日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり６階 ６０２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年４月２１日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市文化会館たづくり西館３階 会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年４月２１日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市役所６階 ６０２会議室
(10) 第10回市民検討会（地域の将来像のとりまとめ）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年５月２３日（金） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市役所６階 ６０２会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年５月２０日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市役所６階 ６０１会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年５月１９日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市役所４階 ４０１会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年５月１９日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：調布市役所６階 ６０２会議室
(11) 第11回市民検討会（中間報告会の準備）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年６月１８日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館 ３階会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年６月１６日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり６階 ６０１会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年６月１８日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり９階 研修室
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エ 北部地域
開催日時：平成２０年６月１６日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり６階 ６０２会議室
※ 地域別街づくり方針市民検討会中間報告会
開催日時：平成２０年７月５日（土） 午後１時３０分から４時３０分まで
開催場所：文化会館たづくり１２階大会議場
(12)第12回市民検討会（街づくり講座）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年８月２０日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１２階大会議場
イ 西部地域
開催日時：平成２０年８月１９日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年８月１９日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年８月２０日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１２階大会議場
(13)第１３回市民検討会（街づくり講座）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年９月２日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり６階 ６０１・６０２会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年９月３日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年９月２日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり６階 ６０１・６０２会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年９月３日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００２会議室
(14)第１４回市民検討会（街づくり講座，市民検討案イメージついて）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年９月３０日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年１０月２日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年９月３０日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年１０月２日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり６階 ６０２会議室
(15)第１５回地域別街づくり方針市民検討会（まち歩き候補地選定）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年１０月２０日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年１０月２１日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年１０月２１日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年１０月２０日（月） 午後７時から９時まで
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開催場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
(16)第１６回地域別街づくり方針市民検討会（まち歩き）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年１１月１５日（土） 午前９時から１２時まで
集合場所：仙川ふれあいの家
イ 西部地域
開催日時：平成２０年１１月１５日（土） 午後２時から４時３０分まで
集合場所：飛田給ふれあいの家
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年１１月１６日（日） 午後２時から４時３０分まで
集合場所：文化会館たづくり６階 ６０２会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年１１月１６日（日） 午前９時から１２時まで
集合場所：文化会館たづくり６階 ６０２会議室
(17)第１７回地域別街づくり方針市民検討会（まち歩き結果のまとめ，エリア別街づくり方針の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２０年１２月１１日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１学習室
イ 西部地域
開催日時：平成２０年１２月１１日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり６階 ６０１・６０２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２０年１２月９日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
エ 北部地域
開催日時：平成２０年１２月９日（火） 午後７時から９時まで
集合場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
(18)第１８回地域別街づくり方針市民検討会（エリア別街づくり方針の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年１月２３日（金）午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年１月２２日（木）午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年１月２２日（木）午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年１月２１日（水）午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
(19)第１９回地域別街づくり方針市民検討会（エリア別街づくり方針の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年２月１６日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年２月１８日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年２月１８日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年２月１６日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
(20)第２０回地域別街づくり方針市民検討会（エリア別街づくり方針の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年３月１６日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
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イ 西部地域
開催日時：平成２１年３月１８日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００２学習室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年３月１８日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年３月１６日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 会議室
(21)第２１回地域別街づくり方針市民検討会（エリア別街づくり方針の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年４月２０日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１学習室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年４月２２日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり９階 研修室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年４月２２日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００２学習室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年４月２０日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００２学習室
(22)第２２回地域別街づくり方針市民検討会（エリア別街づくり方針の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年５月１８日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年５月２０日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年５月２０日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年５月１８日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
(23)第２３回地域別街づくり方針市民検討会（エリア別街づくり方針の発表）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年６月２４日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年６月３０日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１学習室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年６月２６日（金） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年６月２９日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１学習室
(24)第２４回地域別街づくり方針市民検討会（エリア別街づくり方針の発表）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年７月２７日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年７月２９日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１学習室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年７月３０日（木） 午後７時から９時まで
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開催場所：文化会館たづくり１０階 １００１学習室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年７月２８日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
(25)第２５回地域別街づくり方針市民検討会（地域別街づくり方針（概要版）（案）意見交換，第２回中
間報告会準備）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年９月２４日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年９月３０日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年９月２９日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：市民プラザあくろす３階 あくろすホール
エ 北部地域
開催日時：平成２１年９月２８日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり西館３階 健康増進室
(26)第２６回地域別街づくり方針市民検討会（地域別街づくり方針（概要版）（案）意見交換，第２回中
間報告会準備）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年１０月１３日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年１０月１４日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年１０月１４日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年１０月１３日（火） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
(27)第２７回地域別街づくり方針市民検討会（第２回中間報告会準備）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年１１月 ９日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年１１月１１日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年１１月１１日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所４階 ４０１会議室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年１１月 ９日（月） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
※ 地域別街づくり方針市民検討会第２回中間報告会
開催日時：平成２１年１１月１４日（土） 午後２時００分から６時３０分まで
開催場所：文化会館たづくり１２階 大会議場
(28)第２８回地域別街づくり方針市民検討会（地域別街づくり方針市民検討案提案書（案）の検討）
ア 東部地域
開催日時：平成２１年１１月２５日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：文化会館たづくり１０階 １００２学習室
イ 西部地域
開催日時：平成２１年１１月２６日（木） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
ウ 南部地域
開催日時：平成２１年１１月２６日（木） 午後７時から９時まで
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開催場所：文化会館たづくり１０階 １００２学習室
エ 北部地域
開催日時：平成２１年１１月２５日（水） 午後７時から９時まで
開催場所：市役所６階 ６０２会議室
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