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令和元年 11 月５日号（第１面） 
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令和元年 11 月５日号（第２面） 

 

 

令和元年 11 月 20 日号（第 16 面） 
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令和元年 12 月５日号（第３面） 

 

 

令和元年 12 月５日号（第５面） 
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令和元年 12 月 20 日号（第３面） 

 

 

 

令和２年３月５日号（第２面） 
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令和２年３月 20 日号（第３面） 

 

 

令和２年７月５日号（第５面） 
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令和２年 10 月５日号（第２面） 
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令和２年 12 月 20 号（第４面） 
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No. コンテンツ名 公開開始日 部署名 

1 台風 19 号接近に伴うイベント等の中止(開催)等 2019/10/9 

広報課 

2 台風 19 号の接近に伴うイベントの中止・延期一覧 2019/10/11 

3 台風 19 号接近に伴う市施設などの臨時休館 2019/10/11 

4 台風 19 号の接近に伴う指定避難場所の開設情報 2019/10/11 

5 台風 19 号に伴う災害に対する金融上の措置 2019/10/21 

6 
(10 月 28 日発表)令和元年台風第 19 号に伴う浸水被害に

関する住民説明会(令和２年 10 月中間報告) 
2020/10/29 

7 台風 19 号による被害などのお問い合わせ - 

8 台風 19 号に関する災害救助法(住宅の応急修理) - 

9 (受付終了)台風 19 号に伴う災害援護資金の貸付け 2019/11/8 法制課 

10 令和元年台風第 19 号復旧対策への寄附のお願い 2019/11/1 管財課 

11 台風 19 号の接近に伴う自主避難場所の開設 2019/10/11 

総合防災安全課 

12 
台風19号の被害状況及び被災者支援についての住民説明

会 
2019/10/31 

13 台風 19 号被災者支援に係る案内窓口の開設 2019/11/1 

14 台風 19 号に伴う被災証明(被災届出受理証)の発行 2019/11/7 

15 令和元年台風 19 号に関する情報・お問い合わせ 2019/11/19 

16 台風 19 号に伴う市内の被害状況等 2019/11/19 

17 令和元年台風 19 号に伴う被災者生活再建支援事業 2019/12/24 

18 
台風19号の被害状況及び被災者支援についての住民説明

会議事録(要旨) 
2020/1/17 

19 令和元年台風 19 号による被害などのお問い合わせ 2020/2/14 

20 台風 19 号の水害対策(令和２年４月中間報告) 2020/4/30 

21 令和元年台風 19 号避難行動等調査報告書 2020/10/29 

22 台風 19 号被害に対する緊急対応(り災証明書の発行) 2019/10/15 資産税課 

23 
台風 19 号の接近に伴う文化会館たづくり・グリーンホー

ル・せんがわ劇場の開館時間変更 
2019/10/11 文化生涯学習課 

24 
令和元年台風19号により被害を受けた中小企業者の再建

を支援「東京都自治体連携型補助金」 
2020/1/28 

産業振興課 産
業労働支援係
(産業労働支援
センター) 
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No. コンテンツ名 公開開始日 部署名 

25 
台風 19 号に伴う放課後子供教室「ユーフォー」の開設判

断基準 
2019/10/11 児童青少年課 

26 
台風19号による調布市内被災者への災害支援ボランティ

アの募集 
2019/10/15 

福祉総務課 

27 令和元年台風第 19 号災害義援金への御協力のお願い 2019/11/29 

28 
令和元年台風第19号災害調布市義援金への御協力のお願

い 
2019/12/5 

29 令和元年台風第 19 号災害に係る義援金の支給申請 2020/3/3 

30 令和元年台風第 19 号災害に係る義援金の 終配分 2020/6/18 

31 令和元年台風第 19 号災害に係る義援金の配分 2020/10/21 

32 
台風 19 号により被災された方の子ども発達センター 緊

急一時養護事業・リフレッシュ支援事業利用料の免除 
2019/11/14 

子ども発達セン
ター 

33 台風 19 号により浸水被害を受けた家屋の消毒 2019/10/15 健康推進課 

34 
令和元年台風第19号により被災された方の国民健康保険

税の免除 
2019/11/18 

保険年金課 35 
令和元年台風第19号により被災された方の国民健康保険

税の減免期間を延長 
2020/4/2 

36 
令和元年台風第19号により被災された方の国民健康保険

一部負担金免除等(令和２年９月 30 日終了) 
2020/9/1 

37 台風 19 号による多摩川河川敷内公園２園の貸出の中止 2019/10/18 緑と公園課 

38 
令和元年台風第19号に伴う浸水被害に関する住民説明会

(10 月 30 日・10 月 31 日実施) 
2020/12/10 

下水道課 

39 
(開催延期)令和元年台風第19号に伴う浸水被害に関する

住民説明会(１月 29 日・30 日) 
2020/12/20 

40 台風 19 号接近に伴う粗大ごみ受付センター業務 2019/10/11 

ごみ対策課 
41 

台風 19 号により発生した「災害廃棄物（り災ごみ）」の

収集 
2019/11/1 

42 台風19号接近にともなう調布市公民館の使用時間の変更 2019/10/11 東部公民館 

43 
令和元年台風第19号に係る調布市議会災害対策支援本部

活動等報告書 
2020/1/30 議会事務局 
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台風１９号による被害などのお問い合わせ 

 

  



 

210 

 

台風 19 号被災住宅臨時相談窓口のご案内 

 

  



 

211 

 

染地３丁目にお住いのみなさまへ（災害ボランティアのチラシ） 

  



 

212 

 

台風１９号により発生した災害廃棄物（り災ごみ）ついて（ごみ対策課） 

 

  



 

213 

 

台風１９号により浸水した家屋の消毒について（健康推進課） 

 

  



 

214 

 

台風１９号により浸水した家屋の消毒について（健康推進課） 
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台風１９号被害に伴う市内銭湯入浴券の配布について 

 

  



 

216 

 

台風１９号被害に伴う市内銭湯入浴券の配布について 

 

  



 

217 

 

台風１９号における被害状況及び被災者支援についての住民説明会 

 

  



 

218 

 

災害援護資金に関する御案内 

 

  



 

219 

 

災害援護資金に関する御案内 

 

  



 

220 

 

台風 19 号に係る住宅補修緊急支援事業補助金（給付）に関する御案内 

 

  



 

221 

 

台風 19 号に係る住宅補修緊急支援事業補助金（給付）に関する御案内 

 

  



 

222 

 

台風 19 号に係る被災者支援事業（給付）に関する御案内 

 

  



 

223 

 

台風 19 号に係る被災者支援事業（給付）に関する御案内 

 

  



 

224 

 

調布市止水板設置工事等助成金交付事業に関する御案内 

 

  



 

225 

 

調布市止水板設置工事等助成金交付事業に関する御案内 

 

  



 

226 

 

風水害に関する広報誌 

 

  



 

227 

 

風水害に関する広報誌 
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82 調布市防災会議条例 

 

○調布市防災会議条例 

 

昭和38年12月21日 

条例第 3 4  号 

 

改正 平成10年６月５日条例第22号 平成12年３月24日条例第32号 

 平成19年12月18日条例第43号 平成24年９月25日条例第43号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第 16 条第６

項の規定により，調布市防災会議（以下「防災会議」という。）の組織，所掌事務その他必要な事

項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 防災会議は，会長及び次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 法第２条第４号に掲げる指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(2) 陸上自衛隊の隊員のうちから市長が委嘱する者 

(3) 警視庁の警察官のうちから市長が委嘱する者 

(4) 東京都知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 

(5) 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者 

(6) 調布市消防団長 

(7) 法第２条第５号に掲げる指定公共機関（以下「指定公共機関」という。）又は同条第６号に掲

げる指定地方公共機関（以下「指定地方公共機関」という。）の職員のうちから市長が委嘱する

者 

(8) 法第５条第２項に規定する自主防災組織その他市長が防災上必要と認める機関若しくは団体

を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 

(9) 市の職員のうちから市長が任命する者 

２ 前項各号に掲げる者（以下「委員」という。）の総数は，34 人以内とする。 

３ 会長は，市長をもって充て，会務を総理する。 

４ 委員（第１項第６号に掲げる者を除く。）の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

５ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（所掌事務） 

第３条 防災会議は，次の各号に掲げる事務を所掌する。 

(1) 法第２条第 10 号ロに掲げる市町村地域防災計画としての調布市地域防災計画を作成し，及び

その実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し，市長に意見を述べること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（
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（専門委員） 

第４条 防災会議に，専門の事項を調査させるため，専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は，東京都知事の部内の職員，市の職員，関係指定公共機関の職員，関係指定地方公共

機関の職員及び学識経験のある者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。 

３ 専門委員は，前項の規定による委嘱又は任命に係る専門の事項に関する調査が終了したときは，

解任されるものとする。 

（庶務） 

第５条 防災会議の庶務は，総務部において処理する。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項

は，会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成 10 年６月５日条例第 22 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成 12 年３月 24 日条例第 32 号） 

この条例は，平成 12 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年 12 月 18 日条例第 43 号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においてこの条例による改正前の調布市

防災会議条例第２条第４項各号（第６号を除く。）に掲げる委員の職にあった者は，この条例によ

る改正後の調布市防災会議条例（以下「改正後の条例」という。）第２条第１項の規定による委員

とする。 

３ 前項の規定により委員とされた者及び施行日から平成 21 年 11 月 14 日までの間に改正後の条例

第２条第１項各号（第６号を除く。）に掲げる委員として委嘱し，又は任命する者の任期は，同条

第４項の規定にかかわらず，平成 21 年 11 月 14 日までとする。 

附 則（平成 24 年９月 25 日条例第 43 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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83 調布市災害対策本部条例 

 

○調布市災害対策本部条例 

                         

昭和38年12月21日 

条例第 3 5  号 

    

改正 平成19年３月22日条例第21号 平成24年９月25日条例第44号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条の２第８項の規定により，

調布市災害対策本部（以下「本部」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（本部の組織） 

第２条 本部に本部長室及び部を置く。 

２ 部に部長を置く。 

３ 本部長室及び部に属すべき本部の職員は，規則で定める。 

（職務） 

第３条 調布市災害対策本部長（以下「本部長」という。）は，本部の事務を総括し，本部の職員を

指揮監督する。 

２ 調布市災害対策副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるときは，その職務を代理する。 

３ 部長は，本部長の命を受け，部の事務を掌理する。 

４ 調布市災害対策本部員は，本部長の命を受け，本部長室の事務に従事する。 

５ 部に属する本部の職員は，部長の命を受け，部の事務に従事する。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか，本部について必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。  

附 則（平成 19 年３月 22 日条例第 21 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成 24 年９月 25 日条例第 44 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

（
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84 調布市災害対策用被服貸与規程 

 

○調布市災害対策用被服貸与規程 

                         

昭和51年７月30日 

訓令第 1 6  号 

 

改正 昭和56年４月１日訓令第８号 昭和56年８月31日訓令第14号 

  平成元年９月５日訓令第18号 平成10年６月22日訓令第９号 

  平成14年12月16日訓令第16号 平成16年11月８日訓令第17号 

  平成17年３月31日訓令第12号 平成19年３月30日訓令第８号 

  平成19年７月18日訓令第19号 平成20年10月29日訓令第21号 

  平成23年12月28日訓令第20号 平成30年３月28日訓令第４号 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は，災害対策用被服（以下「被服」という。）の貸与について必要な事項を定める

ものとする。 

（被貸与者等） 

第２条 被服の貸与を受ける者（以下「被貸与者」という。）並びに貸与する被服（以下「貸与品」

という。）の種類，貸与期間及び貸与数は，別表第１に定めるところによる。 

２ 貸与品のうち，ヘルメット，アポロキャップ及びベルトの形状，寸法，これらに表示する周章等

については，別表第２に定めるところによる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，貸与期間は，貸与品の耐用年数を考慮して伸縮することができる。 

（準用） 

第３条 調布市職員被服貸与規程（昭和 33 年調布市訓令第２号）第４条から第８条まで及び第 10 条

の規定は，貸与品の再貸与，被貸与者の異動による貸与品の取扱い，貸与品の支給，貸与品の取扱

い，貸与品の管理，所属長の報告義務及び貸与品に対する調査について準用する。この場合におい

て，同条中「人事課長」とあるのは，「総合防災安全課長」と読み替えるものとする。 

（雑則） 

第４条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この訓令は，昭和 51 年４月１日から適用する。 

２ この訓令の適用の日前に既に貸与を受けている者の貸与品については，この訓令の規定により

貸与を受けたものとみなす。 

附 則（昭和 56 年４月１日訓令第８号抄） 

（施行期日） 

第１条 この訓令は，昭和 56 年５月１日から施行する。 

附 則（昭和 56 年８月 31 日訓令第 14 号） 

この訓令は，昭和 56 年９月 10 日から施行する。 

附 則（平成元年９月５日訓令第 18 号） 

この訓令は，平成２年４月１日から施行する。 

（
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附 則（平成 10 年６月 22 日訓令第９号） 

１ この訓令は，平成 10 年７月１日から施行する。 

２ この訓令による改正前の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者

の貸与品については，この訓令による改正後の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により貸与

を受けたものとみなす。 

附 則（平成 14 年 12 月 16 日訓令第 16 号） 

この訓令は，平成 14 年 12 月 17 日から施行し，この訓令による改正後の調布市災害対策用被服貸

与規程の規定は，平成 14 年４月１日から適用する。 

附 則（平成 16 年 11 月８日訓令第 17 号） 

この訓令は，平成 16 年 11 月９日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月 31 日訓令第 12 号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 17 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日訓令第８号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 19 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。 

附 則（平成 19 年７月 18 日訓令第 19 号） 

１ この訓令は，平成 19 年７月 19 日から施行する。 

２ この訓令による改正前の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者

の貸与品については，この訓令による改正後の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により貸与

を受けたものとみなす。 

附 則（平成 20 年 10 月 29 日訓令第 21 号） 

この訓令は，平成 20 年 10 月 30 日から施行する。 

附 則（平成 23 年 12 月 28 日訓令第 20 号） 

１ この訓令は，平成 24 年１月１日から施行する。 

２ この訓令による改正前の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者

の貸与品については，この訓令による改正後の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により貸与

を受けたものとみなす。 

附 則（平成 30 年３月 28 日訓令第４号） 

１ この訓令は，平成 30 年４月１日から施行する。 

２ この訓令による改正前の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者

の貸与品については，この訓令による改正後の調布市災害対策用被服貸与規程の規定により貸与

を受けたものとみなす。 
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別表第１（第２条関係） 

 

番 号 被 貸 与 者 貸与品の種類 貸与期間 貸与数 

１ 調布市議会議員 作業服（上・下） 

ヘルメット 

アポロキャップ 

作業靴 

ベルト 

雨衣 

４年 

４年 

４年 

４年 

４年 

４年 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 調布市災害対策本部条例施行規則

（昭和 46 年調布市規則第 42 号。以

下「規則」という。）第３条に規定す

る者のうち，市長が適当と認めるも

の 

３ 調布市組織規則（昭和 46 年調布市規

則第 35 号）第 11 条に規定する者 

４ 規則別表に定める避難所班の職員 作業服（上・下） 

ベルト 

４年 

４年 

１ 

１ ５ 調布市災害発生時における初動態勢

に関する規程（平成８年調布市訓令

第５号）第４条第４号に掲げる初動

要員 

 

別表第２ 

（第２条関係） 

１ 形状図及び寸法図 

（１）ヘルメット 
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（２）アポロキャップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ベルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 周 章 

 
  備考 寸法の単位はミリメートル 
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85 災害時情報伝達手段等一覧 

（１）防災行政無線（固定系）屋外子局設置場所 

No 屋外子局設置場所 所在地 
１ 調布市消防団第１分団機具置場 調布市飛田給１丁目38番地31 
２ アコーディアガーデン調布 調布市飛田給３丁目１番地４ 
３ 日本郵船㈱飛田給体育場 調布市飛田給１丁目54番地１ 
４ 調布市飛田給児童遊園 調布市飛田給２丁目39番地21 
５ 調布市立飛田給小学校 調布市飛田給３丁目29番地１ 
６ 調布市立宮の下保育園 調布市上石原３丁目34番地10 
７ 調布市ちょうふの里 調布市西町290番地５のうち 
８ 調布市消防団第２分団機具置場 調布市上石原１丁目28番地３ 
９ 調布市立第三小学校 調布市上石原２丁目19番地13 
10 都立野川公園 調布市野水１丁目３番地４野川公園内 
11 多摩川１丁目36番地先水路敷 調布市多摩川１丁目36番地先 
12 調布市調布中前児童遊園 調布市富士見町４丁目40番地１ 
13 上石原浄水所 調布市上石原１丁目34番地 
14 調布市立調布中学校 調布市富士見町４丁目17番地１ 
15 調布市下石原１丁目児童遊園 調布市下石原１丁目32番地33 
16 松屋駐車場 調布市下石原２丁目８番地１のうち 
17 コングレガシオン・ド・ノートルダム修道院 調布市下石原３丁目55番地１ 
18 調布市立多摩川小学校 調布市多摩川３丁目21番地１ 
19 調布市多摩川３丁目第２児童遊園 調布市多摩川３丁目44番地１ 
20 都営富士見町３丁目第１アパート内公園 調布市富士見町３丁目17番地１ 
21 調布市立石原小学校 調布市富士見町１丁目37番地１ 
22 調布市立富士見保育園 調布市富士見町２丁目３番地26 
23 調布市あおぞら公園 調布市下石原１丁目16番地３ 
24 調布市ターザン児童遊園 調布市下石原２丁目54番地２ 
25 調布市立富士見台小学校 調布市小島町３丁目20番地１ 
26 調布市多摩川５丁目児童遊園 調布市多摩川５丁目３番地６ 
27 調布市消防団第８分団機具置場 調布市多摩川５丁目37番地１ 
28 調布市山野公園 調布市深大寺北町６丁目19番地１ 
29 調布市立図書館深大寺分館 調布市深大寺北町５丁目６番地１ 
30 調布市深大寺北児童遊園 調布市深大寺東町８丁目21番地５ 
31 都営調布深大寺第２アパート内公園 調布市深大寺元町４丁目35番地１ 
32 都立神代植物公園北 調布市深大寺元町５丁目37番地先 
33 調布市立北ノ台小学校 調布市深大寺北町２丁目41番地１ 
34 調布市すわくぼ東児童遊園 調布市深大寺東町８丁目５番地27 
35 調布市神明児童遊園 調布市深大寺元町５丁目32番地３ 
36 都立神代植物園 調布市深大寺北町２丁目１番地 
37 調布市立深大寺児童館 調布市深大寺東町５丁目14番地１ 
38 調布市野ケ谷公園 調布市深大寺東町６丁目21番地８ 
39 カトリックカルメル会女子修道院 調布市深大寺元町３丁目27番地１ 
40 深大寺浄水所 調布市深大寺南町５丁目56番地１ 
41 調布市深大寺市営住宅内集会所 調布市深大寺東町２丁目23番地１ 
42 調布市立深大寺小学校 調布市深大寺元町５丁目16番地21 
43 絵堂第１仲よし広場 調布市深大寺南町５丁目９番地２ 
44 調布市立上ノ原小学校 調布市柴崎２丁目26番地１ 
45 調布市御塔坂児童遊園 調布市深大寺元町１丁目28番地１ 
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No 屋外子局設置場所 所在地 
46 調布市佐須児童遊園 調布市佐須町１丁目３番地35 
47 調布市立柏野小学校 調布市深大寺南町１丁目１番地１ 
48 調布市佐須公園 調布市佐須町４丁目63番地１ 
49 調布市けやき児童遊園 調布市西つつじケ丘１丁目57番地105 
50 調布市サレジオ児童遊園 調布市富士見町３丁目21番地34 
51 調布市布多公園 調布ケ丘３丁目30番地１ 
52 佐須児童館 調布市佐須町４丁目42番地２ 
53 都営調布佐須町アパート内公園 調布市佐須町４丁目１番地２ 
54 光照寺仲よし広場 調布市柴崎１丁目38番地８ 
55 調布市菊野台地域福祉センター 調布市菊野台１丁目38番地１ 
56 調布市立第一小学校 調布市小島町１丁目８番地１ 
57 調布市下布田公園 調布市布田２丁目26番地４ 
58 調布市立八雲台小学校 調布市八雲台１丁目１番地１ 
59 調布市立第七中学校 調布市八雲台２丁目16番地１ 
60 調布市菊野台１丁目児童遊園 調布市菊野台１丁目51番地28 
61 下石原市営住宅 調布市下石原３丁目30番地２ 
62 調布市役所 調布市小島町２丁目35番地１ 
63 調布市消防団第５分団機具置場 調布市布田３丁目４番地７ 
64 布田駅南ふれあいの家 調布市国領町５丁目10番地27 
65 調布市国領町１丁目児童遊園 調布市国領町１丁目33番地20 
66 調布市立第六中学校 調布市国領町３丁目８番地23 
67 調布市菊野台２丁目第１児童遊園 調布市菊野台２丁目８番地15 
68 京王バス㈱調布営業所 調布市国領町６丁目14番地７ 
69 調布市立第二小学校 調布市国領町４丁目19番地１ 
70 調布市立国領小学校 調布市国領町８丁目１番地55 

71 
国領町８丁目２番地34先 
都市計画路226号線歩道内 

調布市国領町８丁目２番地34先 

72 調布市布田老人憩の家 調布市布田５丁目50番地１ 
73 調布市立布田小学校 調布市染地１丁目１番地85 
74 調布市立杉森小学校 調布市染地２丁目25番地４ 
75 調布市立染地小学校 調布市染地３丁目１番地81 
76 桜堤緑道 調布市染地２丁目49番地先 
77 調布市染地公園 調布市染地３丁目３番地１ 
78 調布市多摩川自然情報館 調布市染地３丁目８番地26 
79 多摩川住宅ホー１北側道路 調布市染地３丁目１番地先 
80 調布市つつじケ丘公園 調布市西つつじケ丘２丁目24番地19 
81 調布市立神代保育園 調布市西つつじケ丘１丁目40番地５ 
82 調布市立つつじケ丘児童館 調布市西つつじケ丘３丁目19番地１ 
83 菊野台３丁目緑地帯 調布市菊野台３丁目51番地272 
84 調布市立緑ケ丘小学校 調布市緑ケ丘２丁目16番地１ 
85 調布市緑ケ丘１丁目児童遊園 調布市緑ケ丘１丁目39番地19 
86 都営仙川アパート屋上 調布市緑ケ丘２丁目25番地 
87 調布市立第八中学校 調布市仙川町２丁目15番地２ 
88 調布市消防団第13分団機具置場 調布市仙川町３丁目３番地38 
89 調布市立滝坂小学校 調布市東つつじケ丘１丁目４番地１ 
90 国道20号線歩道内 調布市東つつじケ丘１丁目15番地先 
91 仙川駅前広場 調布市仙川町１丁目21番地５ 
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No 屋外子局設置場所 所在地 
92 調布市立東部児童館 調布市若葉町１丁目29番地21 
93 神代団地内公園 調布市西つつじケ丘４丁目23番地 
94 調布たちばな幼稚園 調布市東つつじケ丘３丁目３番地１ 
95 調布市立若葉小学校 調布市若葉町３丁目17番地５ 
96 調布市入間地域福祉センター 調布市入間町１丁目13番地２ 
97 調布市民大町スポーツ施設 調布市菊野台３丁目27番地40 
98 調布市金子地域福祉センター 調布市西つつじケ丘４丁目43番地３ 
99 明照院 調布市入間町２丁目19番地12 

100 入間町２丁目緑地 調布市入間町２丁目28番地 
101 さくらセントラルガーデン 調布市入間町３丁目５番地11 
102 多摩川７丁目第２公園 調布市多摩川７丁目20番地７ 
103 入間町１丁目第２公園 調布市入間町１丁目39番地２ 
104 調布市調布ケ丘児童遊園 調布市調布ケ丘４丁目26番地７ 
105 ボナールつつじケ丘 調布市東つつじケ丘２丁目６番地２ 
106 調布市高速第３児童遊園横緑地緩衝帯 調布市富士見町３丁目11番地８ 
107 調布上布田公園 調布市調布ケ丘１丁目24番地 
108 国領第１仲よし広場 調布市国領町１丁目８番地16 
109 調布市総合福祉センター 調布市小島町２丁目47番地１ 
110 多摩川住宅ト―７号棟前公園 調布市染地３丁目１番地71 
111 調布市西部地域福祉センター 調布市上石原２丁目15番地６ 
112 白山通り 火の見緑地内 調布市布田５丁目26番地先 
113 郷土博物館分館北歴史の広場 調布市布田６丁目60番地 
114 京王閣 玉川苑内 調布市多摩川４丁目29番地45 
115 都営調布若葉町２丁目アパート内公園 調布市若葉町２丁目４番地 
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（２）防災行政無線（移動系） 

No 無線局の種別 グループ 設置場所 備考 

1 基地局 - 調布市文化会館たづくり 
東館１３階第２機械

室 
2 統制台 全グループ 総合防災安全課 西館３階無線室 
3 遠隔リモコン 災害対策本部 総合防災安全課 事務室 
4 遠隔リモコン 消防団 総合防災安全課 西館３階会議室 
5 遠隔リモコン 避難所運営本部 教育会館 教育会館４階 
6 遠隔リモコン 災害対策医療本部 健康推進課 西館４階事務室 
7 半固定機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
8 半固定機 消防団 消防団第１分団詰所 ２階 
9 半固定機 消防団 消防団第２分団詰所 ２階 
10 半固定機 消防団 消防団第３分団詰所 ２階 
11 半固定機 消防団 消防団第４分団詰所 ２階 
12 半固定機 消防団 消防団第５分団詰所 ２階 
13 半固定機 消防団 消防団第６分団詰所 ２階 
14 半固定機 消防団 消防団第７分団詰所 ２階 
15 半固定機 消防団 消防団第８分団詰所 ２階 
16 半固定機 消防団 消防団第９分団詰所 ２階 
17 半固定機 消防団 消防団第１０分団詰所 ２階 
18 半固定機 消防団 消防団第１１分団詰所 ２階 
19 半固定機 消防団 消防団第１２分団詰所 ２階 
20 半固定機 消防団 消防団第１３分団詰所 ２階 
21 半固定機 消防団 消防団第１４分団詰所 ２階 
22 半固定機 消防団 消防団第１５分団詰所 ２階 
23 半固定機 避難所運営本部 教育総務課 教育会館４階 
24 半固定機 避難所運営本部 教育総務課 教育会館４階 
25 半固定機 避難所運営本部 第一小学校 体育館１階 
26 半固定機 避難所運営本部 第二小学校 体育館１階 
27 半固定機 避難所運営本部 第三小学校 体育館１階 
28 半固定機 避難所運営本部 八雲台小学校 体育館１階 
29 半固定機 避難所運営本部 富士見台小学校 体育館１階 
30 半固定機 避難所運営本部 滝坂小学校 体育館２階 
31 半固定機 避難所運営本部 深大寺小学校 体育館１階 
32 半固定機 避難所運営本部 上ノ原小学校 体育館２階 
33 半固定機 避難所運営本部 石原小学校 体育館２階 
34 半固定機 避難所運営本部 若葉小学校 体育館１階 
35 半固定機 避難所運営本部 調和小学校 体育館３階 
36 半固定機 避難所運営本部 緑ヶ丘小学校 体育館１階 
37 半固定機 避難所運営本部 染地小学校 体育館２階 
38 半固定機 避難所運営本部 北ノ台小学校 体育館１階 
39 半固定機 避難所運営本部 多摩川小学校 体育館２階 
40 半固定機 避難所運営本部 杉森小学校 体育館２階 
41 半固定機 避難所運営本部 飛田給小学校 体育館１階 
42 半固定機 避難所運営本部 柏野小学校 体育館１階 
43 半固定機 避難所運営本部 国領小学校 体育館１階 
44 半固定機 避難所運営本部 布田小学校 体育館１階 
45 半固定機 避難所運営本部 調布中学校 体育館１階 
46 半固定機 避難所運営本部 神代中学校 体育館１階 
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47 半固定機 避難所運営本部 第三中学校 体育館１階 
48 半固定機 避難所運営本部 第四中学校 体育館１階 
49 半固定機 避難所運営本部 第五中学校 体育館１階 
50 半固定機 避難所運営本部 第六中学校 体育館１階 
51 半固定機 避難所運営本部 第七中学校 体育館１階 
52 半固定機 避難所運営本部 第八中学校 体育館１階 
53 半固定機 避難所運営本部 大町スポーツ施設 体育館２階 
54 携帯機 避難所運営本部 都立神代高校  
55 携帯機 避難所運営本部 都立調布南高校  
56 携帯機 避難所運営本部 都立調布北高校  
57 半固定機 帰宅困難者 文化生涯学習課 本庁舎８階 
58 半固定機 災害対策福祉健康部 総合体育館 １階事務室 
59 半固定機 災害対策福祉健康部 西調布体育館 １階事務室 
60 半固定機 災害対策福祉健康部 市民プール １階事務室 
61 半固定機 災害対策環境部 環境政策課 本庁舎８階 
62 半固定機 災害対策環境部 緑と公園課 本庁舎８階 
63 半固定機 災害対策環境部 下水道課 本庁舎８階 
64 半固定機 関係機関 神代植物公園  
65 半固定機 災害対策環境部 クリーンセンター ２階事務所 
66 半固定機 災害対策環境部 ふじみ衛生組合 ２階事務所 
67 半固定機 災害対策都市整備部 道路管理課 本庁舎７階 
68 半固定機 関係機関 調布郵便局 １階 
69 半固定機 関係機関 調布ＦＭ 東館３階事務所 
70 半固定機 関係機関 調布消防署 ２階事務所 
71 半固定機 関係機関 調布警察署  
72 車携帯機機 災害対策本部 指揮車  
73 車携帯機機 災害対策本部 ミニ指揮車  
74 車携帯機機 災害対策本部 資機材車  
75 車携帯機機 災害対策本部 赤十字車  
76 車携帯機機 災害対策本部 青色パトロール車  
77 車携帯機機 消防団 消防団第１分団ポンプ車  
78 車携帯機機 消防団 消防団第２分団ポンプ車  
79 車携帯機機 消防団 消防団第３分団ポンプ車  
80 車携帯機機 消防団 消防団第４分団ポンプ車  
81 車携帯機機 消防団 消防団第５分団ポンプ車  
82 車携帯機機 消防団 消防団第６分団ポンプ車  
83 車携帯機機 消防団 消防団第７分団ポンプ車  
84 車携帯機機 消防団 消防団第８分団ポンプ車  
85 車携帯機機 消防団 消防団第９分団ポンプ車  
86 車携帯機機 消防団 消防団第１０分団ポンプ車  
87 車携帯機機 消防団 消防団第１１分団ポンプ車  
88 車携帯機機 消防団 消防団第１２分団ポンプ車  
89 車携帯機機 消防団 消防団第１３分団ポンプ車  
90 車携帯機機 消防団 消防団第１４分団ポンプ車  
91 車携帯機機 消防団 消防団第１５分団ポンプ車  
92 車携帯機機 災害対策環境部 環境政策課４２０  
93 車携帯機機 災害対策環境部 環境政策課４２１  
94 車携帯機機 災害対策環境部 緑と公園課４２２  
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95 車携帯機機 災害対策環境部 緑と公園課４２３  
96 車携帯機機 災害対策環境部 緑と公園課４２４  
97 車携帯機機 災害対策環境部 緑と公園課４２５  
98 車携帯機機 災害対策環境部 下水道課４２６  
99 車携帯機機 災害対策環境部 下水道課４２７  
100 車携帯機機 災害対策環境部 下水道課４２８  
101 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４２９  
102 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３０  
103 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３１  
104 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３２  
105 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３３  
106 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３４  
107 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３５  
108 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３６  
109 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３７  
110 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３８  
111 車携帯機機 災害対策環境部 ごみ対策課４３９  
112 車携帯機機 災害対策医療本部 健康推進課４４０  
113 車携帯機機 災害対策医療本部 健康推進課４４１  
114 車携帯機機 避難所運営本部 教育総務課４４２  
115 車携帯機機 避難所運営本部 教育総務課４４３  
116 車携帯機機 避難所運営本部 教育総務課４４４  
117 車携帯機機 災害対策都市整備部 街づくり事業課４４５  
118 車携帯機機 災害対策都市整備部 街づくり事業課４４６  
119 車携帯機機 災害対策都市整備部 都市計画課４４７  
120 車携帯機機 災害対策都市整備部 都市計画課４４８  
121 車携帯機機 避難所運営本部 協働推進課４４９  
122 車携帯機機 帰宅困難者 男女共同参画推進課４５０  
123 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５１  
124 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５２  
125 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５３  
126 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５４  
127 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５５  
128 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５６  
129 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５７  
130 車携帯機機 災害対策都市整備部 道路管理課４５８  
131 車携帯機機 災害対策都市整備部 交通対策課４５９  
132 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
133 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
134 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
135 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
136 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
137 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
138 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
139 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
140 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
141 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
142 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
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143 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
144 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
145 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
146 携帯機 災害対策本部 総合防災安全課 西館３階無線室 
147 携帯機 帰宅困難者 グリーンホール １階事務所 
148 携帯機 帰宅困難者 総合福祉センター １階事務所 
149 携帯機 帰宅困難者 文化会館たづくり １階警備室 
150 携帯機 帰宅困難者 せんがわ劇場 １階事務所 
151 携帯機 帰宅困難者 青少年交流館 １階受付 
152 携帯機 帰宅困難者 つつじヶ丘児童館ホール １階事務所 
153 携帯機 消防団 調布市消防団団長  
154 携帯機 消防団 調布市消防団副団長１  
155 携帯機 消防団 調布市消防団副団長２  
156 携帯機 消防団 調布市消防団副団長３  
157 携帯機 災害対策都市整備部 交通対策課 本庁舎７階 
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（３）防災行政無線（ＭＣＡ無線） 

No 無線局の種別 グループ 設置場所 備考 
1 携帯機 消防団 消防団第１分団 詰所 
2 携帯機 消防団 消防団第２分団 詰所 
3 携帯機 消防団 消防団第３分団 詰所 
4 携帯機 消防団 消防団第４分団 詰所 
5 携帯機 消防団 消防団第５分団 詰所 
6 携帯機 消防団 消防団第６分団 詰所 
7 携帯機 消防団 消防団第７分団 詰所 
8 携帯機 消防団 消防団第８分団 詰所 
9 携帯機 消防団 消防団第９分団 詰所 
10 携帯機 消防団 消防団第１０分団 詰所 
11 携帯機 消防団 消防団第１１分団 詰所 
12 携帯機 消防団 消防団第１２分団 詰所 
13 携帯機 消防団 消防団第１３分団 詰所 
14 携帯機 消防団 消防団第１４分団 詰所 
15 携帯機 消防団 消防団第１５分団 詰所 
16 携帯機 消防団 団長  
17 携帯機 消防団 副団長  
18 携帯機 消防団 副団長  
19 携帯機 消防団 副団長  
20 半固定機 - 調布消防署（警防課） 警防課 
21 半固定機 - 調布警察署（警備課） 警備課 
22 半固定機 - 調布市建設業協同組合 事務室 
23 携帯機 医療班 調布病院 事務室 
24 半固定機 - 調布管工土木事業協同組合 事務室 
25 携帯機 医療班 調布東山病院 事務室 
26 携帯機 - 調布消防署（警防課） 警防課 
27 携帯機 医療班 飯野病院 事務室 
28 携帯機 医療班 北多摩病院 事務室 
29 携帯機 医療班 吉祥寺病院 事務室 
30 携帯機 医療班 多摩川病院 事務室 
31 携帯機 医療班 山田病院 事務室 
32 携帯機 - 予備（総合防災安全課）  
33 携帯機 医療班 青木病院 事務室 
34 携帯機 医療班 慈恵医大第三病院 事務室 
35 携帯機 医療班 調布病院 事務室 
36 携帯機 医療班 調布東山病院 事務室 
37 携帯機 医療班 青木病院 事務室 
38 携帯機 医療班 飯野病院 事務室 
39 携帯機 医療班 北多摩病院 事務室 
40 携帯機 医療班 吉祥寺病院 事務室 
41 携帯機 医療班 多摩川病院 事務室 
42 携帯機 医療班 山田病院 事務室 
43 携帯機 医療班 医療対策本部（健康推進課）  
44 携帯機 医療班 調布市医師会 事務室 
45 携帯機 医療班 調布歯科医師会 事務室 
46 携帯機 医療班 調布市薬剤師会 事務室 
47 携帯機 医療班 東京都柔道接骨師会 事務室 
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48 携帯機 医療班 慈恵医大第三病院 事務室 
49 携帯機 保育園 子ども政策課  
50 半固定機 保育園 下布田保育園 事務室 
51 半固定機 保育園 金子保育園 事務室 
52 半固定機 保育園 上石原保育園 事務室 
53 半固定機 保育園 第五保育園 事務室 
54 半固定機 保育園 神代保育園 事務室 
55 半固定機 保育園 宮の下保育園 事務室 
56 半固定機 保育園 富士見保育園 事務室 
57 半固定機 保育園 東部保育園 事務室 
58 携帯機 児童施設 児童青少年課  
59 半固定機 児童施設 つつじヶ丘児童館 事務室 
60 半固定機 児童施設 東部児童館 事務室 
61 半固定機 児童施設 国領児童館 事務室 
62 半固定機 児童施設 多摩川児童館 事務室 
63 半固定機 児童施設 深大寺児童館 事務室 
64 半固定機 児童施設 富士見児童館 事務室 
65 半固定機 児童施設 佐須児童館 事務室 
66 半固定機 児童施設 西部児童館 事務室 
67 半固定機 児童施設 緑ヶ丘児童館 事務室 
68 半固定機 児童施設 調布ヶ丘児童館 事務室 
69 半固定機 児童施設 染地児童館 事務室 
70 半固定機 - 子ども発達センター 事務室 
71 携帯機 - 子ども家庭支援センターすこやか 事務室 
72 携帯機 児童施設 うえのはら第 1・第 2 学童クラブ 事務室 
73 携帯機 児童施設 第二小学校学童クラブ 事務室 
74 携帯機 児童施設 国領小学校学童クラブ 事務室 
75 携帯機 児童施設 多摩川小学校学童クラブ 事務室 
76 携帯機 児童施設 深大寺小学校学童クラブ 事務室 
77 携帯機 児童施設 北ノ台小学校学童クラブ 事務室 
78 携帯機 児童施設 第三小学校学童クラブ 事務室 
79 携帯機 児童施設 しもふだ学童クラブ 事務室 
80 携帯機 児童施設 第一小学校学童クラブ 事務室 
81 携帯機 児童施設 布田小学校学童クラブ 事務室 
82 携帯機 児童施設 なないろ学童クラブ 事務室 
83 携帯機 児童施設 ふじみだい学童クラブ 事務室 
84 携帯機 児童施設 おおまち第１第２学童クラブ 事務室 
85 携帯機 児童施設 わいわい学童クラブ 事務室 
86 携帯機 児童施設 わかば学童クラブ 事務室 
87 携帯機 児童施設 青少年ステーション 事務室 
88 携帯機 医療班 福祉健康部（福祉総務課）  
89 半固定機 避難所 緑ヶ丘小学校 職員室 
90 半固定機 避難所 第八中学校 職員室 
91 半固定機 避難所 若葉小学校 職員室 
92 半固定機 避難所 第四中学校 職員室 
93 半固定機 避難所 北ノ台小学校 職員室 
94 半固定機 避難所 第一小学校 職員室 
95 半固定機 避難所 第二小学校 職員室 



 

244 

No 無線局の種別 グループ 設置場所 備考 
96 半固定機 避難所 第三小学校 職員室 
97 半固定機 避難所 八雲台小学校 職員室 
98 半固定機 避難所 富士見台小学校 職員室 
99 半固定機 避難所 滝坂小学校 職員室 
100 半固定機 避難所 深大寺小学校 職員室 
101 半固定機 避難所 上ノ原小学校 職員室 
102 半固定機 避難所 石原小学校 職員室 
103 半固定機 避難所 染地小学校 職員室 
104 半固定機 避難所 多摩川小学校 職員室 
105 半固定機 避難所 杉森小学校 職員室 
106 半固定機 避難所 飛田給小学校 職員室 
107 半固定機 避難所 柏野小学校 職員室 
108 半固定機 避難所 国領小学校 職員室 
109 半固定機 避難所 布田小学校 職員室 
110 半固定機 避難所 調和小学校 職員室 
111 半固定機 避難所 調布中学校 職員室 
112 半固定機 避難所 神代中学校 職員室 
113 半固定機 避難所 第 3 中学校 職員室 
114 半固定機 避難所 第五中学校 職員室 
115 半固定機 避難所 第六中学校 職員室 
116 半固定機 避難所 第七中学校 職員室 
117 携帯機 避難所 大町スポーツ施設  
118 携帯機 避難所 総合防災安全課 職員室 
119 携帯機 避難所 調布北高校 職員室 
120 携帯機 避難所 都立調布南高等学校 職員室 
121 携帯機 避難所 教育総務課 職員室 
122 携帯機 避難所 教育総務課 事務室 
123 半固定機 避難所 教育部(教育総務課) 事務室 
124 半固定機 市役所 調布市役所 １階受付 
125 携帯機 市役所 都市整備部 事務室 
126 携帯機 市役所 道路課 事務室 
127 携帯機 市役所 道路課 事務室 
128 携帯機 市役所 環境部 事務室 
129 携帯機 市役所 緑と公園課 事務室 
130 携帯機 市役所 緑と公園課 事務室 
131 携帯機 市役所 生活文化スポーツ部 事務室 
132 携帯機 市役所 男女共同参画推進課 事務室 
133 携帯機 市役所 下水道課 事務室 
134 携帯機 市役所 下水道課 事務室 
135 携帯機 市役所 市民部(市民税課) 事務室 
136 携帯機 市役所 神代出張所 事務室 
137 携帯機 市役所 広報課  
138 携帯機 - ごみ対策課  
139 携帯機 - せんがわ劇場 事務室 
140 携帯機 社会教育 社会教育課  
141 半固定機 社会教育 東部公民館 事務室 
142 半固定機 社会教育 西部公民館 事務室 
143 半固定機 社会教育 北部公民館 事務室 
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No 無線局の種別 グループ 設置場所 備考 
144 半固定機 社会教育 中央図書館 7F 
145 半固定機 社会教育 神代分館 事務室 
146 半固定機 社会教育 若葉分館 事務室 
147 半固定機 社会教育 国領分館 事務室 
148 半固定機 社会教育 宮の下分館 事務室 
149 半固定機 社会教育 染地分館 事務室 
150 半固定機 社会教育 調和分館 事務室 
151 半固定機 社会教育 緑ヶ丘分館 事務室 
152 半固定機 社会教育 佐須分館 事務室 
153 半固定機 社会教育 深大寺分館 事務室 
154 半固定機 社会教育 富士見分館 事務室 
155 半固定機 社会教育 郷土博物館 事務室 
156 半固定機 社会教育 武者小路実篤記念館 事務所 
157 携帯機 - 市長  
158 携帯機 - 副市長  
159 携帯機 - 副市長  
160 携帯機 - 教育長  
161 携帯機 防災 危機管理担当部長  
162 携帯機 防災 総合防災安全課長  
163 携帯機 - 秘書課  
164 携帯機 - 市長車  
165 携帯機 防災 総合防災安全課  
166 携帯機 防災 総合防災安全課  
167 携帯機 防災 総合防災安全課  
168 携帯機 防災 総合防災安全課  
169 携帯機 防災 総合防災安全課  
170 携帯機 防災 総合防災安全課  
171 携帯機 防災 総合防災安全課  
172 携帯機 防災 総合防災安全課  
173 半固定機 防災 総合防災安全課  
174 半固定機 児童施設 染地小学校学童クラブ 事務所 



 

246 

86 調布市庁舎等防火管理規程 

 

○調布市庁舎等防火管理規程 

                         

昭和44年８月７日 

訓 令 第 ８ 号 

 

改正 昭和46年11月15日訓令第30号 昭和52年４月９日訓令第８号 

  昭和53年３月７日訓令第４号 昭和55年11月29日訓令第12号 

  昭和56年４月１日訓令第８号 昭和58年４月30日訓令第４号 

  昭和60年３月27日訓令第２号 昭和60年10月９日訓令第18号 

  昭和61年３月31日訓令第９号 昭和62年３月31日訓令第13号 

  平成元年３月31日訓令第７号 平成３年３月30日訓令第５号 

 平成７年３月31日訓令第２号 平成８年３月29日訓令第６号 

 平成10年３月31日訓令第４号 平成12年３月31日訓令第５号 

 平成13年３月30日訓令第２号 平成15年３月31日訓令第３号 

 平成16年３月30日訓令第５号 平成16年５月25日訓令第12号 

 平成17年３月31日訓令第12号 平成18年３月31日訓令第５号 

 平成19年３月30日訓令第８号 平成19年３月30日訓令第13号 

 平成21年３月24日訓令第３号 平成21年９月24日訓令第17号 

 平成22年３月31日訓令第４号 平成22年10月27日訓令第24号 

 平成23年３月31日訓令第９号 平成24年３月30日訓令第12号 

平成25年３月29日訓令第７号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，調布市庁舎その他の市有施設（以下「庁舎等」という。）における防火管理の

徹底を図り，もって火災その他の災害から人命及び施設を保護することを目的とする。 

（防火対策委員会） 

第２条 庁舎等における防火管理の万全を期するため，調布市防火対策委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

２ 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 消防計画の作成及び実施に関すること。 

(2) 震災対策に関すること。 

(3) 自衛消防隊に関すること。 

(4) 防災教育及び訓練に関すること。 

(5) 消防用設備の改善強化に関すること。 

(6) 建築物の構造及び消防用設備の維持管理に関すること。 

(7) 危険物貯蔵施設の安全管理に関すること。 

(8) 隣接建物との応援協定に関すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか，防火管理上必要と認められる事項に関すること。 

（委員会の組織） 

第３条 委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は市長，副委員長は総務部を所掌する副市長をもって充てる。 

（
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３ 委員は，教育長，調布市組織規則（昭和 46 年調布市規則第 35 号）第 10 条に規定する部長，教

育部長及び防火管理者をもって充てる。 

（委員会の開催） 

第４条 委員会は，定例会及び臨時会とする。 

２ 定例会は，年１回とし，委員長が招集する。 

３ 臨時会は，委員長が必要があると認めたときに，委員長が招集する。 

（委員会の庶務） 

第５条 委員会の庶務は，総務部管財課において処理する。 

（防火管理組織） 

第６条 火災予防の徹底を期するため，庁舎等に，消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条第１項

の規定による防火管理者を置き，そのもとに防火担当責任者，火元責任者及び点検検査員を置く。 

（防火管理者） 

第７条 防火管理者は，別表第１に定める者をもって充てる。 

２ 防火管理者は，次の各号に掲げる防火管理業務に従事する。 

(1) 消防計画の作成及び変更 

(2) 消防訓練及び防火教育の実施 

(3) 建築物，火気使用施設，危険物関係施設等の点検検査の実施 

(4) 消防用設備等の点検整備の実施 

(5) 火気の使用又は取扱いに関する監督 

(6) 前各号に掲げるもののほか，防火管理上必要な業務 

３ 防火管理者は，必要があると認めたときは，防火担当責任者等関係職員に，前項各号に掲げる防

火管理業務を行わせることができる。 

（防火担当責任者） 

第８条 防火担当責任者は，防火管理者が指定する区域（以下「指定区域」という。）ごとに置くも

のとし，防火管理者が指名する者をもって充てる。 

２ 防火担当責任者は，指定区域内の火元責任者その他の職員を指揮し，当該指定区域内における防

火管理に当たるとともに防火管理者の業務を補助する。 

（火元責任者） 

第９条 火元責任者は，課（局，所，室，館，センター及び公の施設を含む。以下同じ。）ごとに置

くものとし，課の長が指名する者をもって充てる。 

２ 課の長は，火元責任者を指名したとき，又は変更したときは，速やかに，防火管理者に通知しな

ければならない。 

３ 火元責任者は，防火担当責任者の命を受け，指定区域内における次の各号に掲げる防火管理業務

に従事する。 

(1) 火気の使用又は取扱いに関する監督 

(2) 物件の整理及び消防の活動に支障のある物件の撤去 

(3) 消火器，消火栓及び避難器具の位置，数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知 

(4) 前各号に掲げるもののほか，火災の防止に関すること。 

（点検検査員） 

第 10 条 点検検査員の組織及び任務分担は，別表第２に定めるところによる。 
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（点検検査基準） 

第 11 条 火災予防上の自主検査及び消防用設備点検の点検検査基準は，次の各号に掲げるところに

よる。 

(1) 自主検査 

ア 建築物の防火用設備 ２月及び７月 

イ 火気使用施設 毎週１回 

ウ 電気施設 年２回以上 

エ 危険物関係 随時 

(2) 消防用設備点検 

ア 消火器，消火栓及び火災報知機 年２回以上 

イ 非常口及び避難設備 年２回以上 

ウ 通路等の障害物の状況 随時 

（点検検査結果の記録及び報告） 

第 12 条 点検検査員は，点検検査の結果をその都度記録し，保存しなければならない。 

２ 点検検査員は，防火上改善を要する事項を発見したときは，点検検査報告書（別記様式）により，

速やかに，防火管理者に報告しなければならない。 

（臨時火気使用） 

第 13 条 庁舎等の構内の建物内外において，臨時に火気（たき火，ストーブ，電熱器その他これら

に類するものをいう。）を使用する場合は，火元責任者，防火担当責任者を経て，防火管理者の許

可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けた場合は，消火器等の交付を受け，それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らな

ければならない。 

３ 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では，禁煙を守らなければならない。 

（建築物及び施設の変更） 

第 14 条 庁舎等の構内及びその周辺において建築物を建築しようとするとき，大量の危険物を搬出

若しくは搬入するとき，又は危険物関係施設，電気施設若しくは火気使用施設を新設，移転若しく

は改修をするときは，あらかじめ，防火管理者に連絡しなければならない。 

（警報伝達及び火気使用の規制） 

第 15 条 防火管理者は，火災警報が発令されたとき，又は庁舎等の構内の諸設備について火災発生

のおそれその他人命の危険が切迫していると認めたときは，その旨を当該庁舎等内全般に伝達し

なければならない。 

２ 前項の伝達が行われたときは，防火管理者及び防火担当責任者は，火気の使用及び危険な場所へ

の立入りを禁止することができる。 

（自衛消防隊） 

第 16 条 火災その他の災害が発生した場合に被害を 小限度にとどめるため，自衛消防隊を設置す

る。 

２ 自衛消防隊の組織及び任務分担は，別表第３に定めるところによる。 

３ 隊長は総務部を所掌する副市長の職にある者を，副隊長は総務部長の職にある者をもって充て

る。 

４ 前各項に規定するもののほか自衛消防隊の運営について必要な事項は，隊長が別に定める。 
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（活動） 

第 17 条 自衛消防隊は，庁舎等の構内及びその周辺において火災その他の災害が発生した場合及び

隊長が活動の指令を発した場合は，被害を 小限度にとどめるため，直ちに担当任務の遂行に当た

らなければならない。 

（被服） 

第 18 条 自衛消防隊の隊員に職務上必要な被服を貸与することができる。 

（調布市災害対策本部との関係） 

第 19 条 防火管理者は，調布市災害対策本部条例（昭和 38 年調布市条例第 35 号）に定める調布市

災害対策本部（以下「本部」という。）が設置されたときは，本部との連絡を密にし，本部の指示

に従って行動しなければならない。 

（防火教育） 

第 20 条 職員は，率先して防火に関する教育を受け，防火管理の徹底を期するよう努力しなければ

ならない。 

（消防訓練） 

第 21 条 防火管理者は，有事に際し，被害を 小限度にとどめるため消防訓練を行う。 

２ 消防訓練の実施基準は，次の各号に掲げるところによる。 

(1) 基本訓練（消火，通報及び避難） 年１回以上 

(2) 総合訓練 年２回以上 

（消防機関との連絡） 

第 22 条 防火管理者は，常に消防機関と連絡を密にし，防火管理の適正を期するよう努力しなけれ

ばならない。 

２ 前項の連絡事項については，次の各号に掲げるところによる。 

(1) 消防計画の提出 

(2) 査察の要請 

(3) 教育訓練指導等の要請 

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進 

(5) 前各号に掲げるもののほか，防火管理についての必要な事項 

附 則 

１ この規程は，公布の日から施行する。 

２ この規程は，市役所に出入りする請負業者または運搬業者にも適用する。 

附 則（昭和 46 年 11 月 15 日訓令第 30 号） 

この訓令は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和 52 年４月９日訓令第８号） 

この訓令は，昭和 52 年４月 11 日から施行する。 

附 則（昭和 53 年３月７日訓令第４号） 

この訓令は，昭和 53 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 55 年 11 月 29 日訓令第 12 号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，昭和 55 年 12 月１日から施行する。 
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附 則（昭和 56 年４月１日訓令第８号抄） 

（施行期日） 

第１条 この訓令は，昭和 56 年５月１日から施行する。 

附 則（昭和 58 年４月 30 日訓令第４号抄） 

（施行期日） 

第１条 この訓令は，昭和 58 年５月１日から施行する。 

附 則（昭和 60 年３月 27 日訓令第２号抄） 

（施行期日） 

第１条 この訓令は，昭和 60 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 60 年 10 月９日訓令第 18 号） 

この訓令は，昭和 60 年 10 月 10 日から施行する。 

附 則（昭和 61 年３月 31 日訓令第９号抄） 

（施行期日） 

第１条 この訓令は，昭和 61 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 62 年３月 31 日訓令第 13 号） 

この訓令は，昭和 62 年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月 31 日訓令第７号） 

この訓令は，平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月 30 日訓令第５号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月 31 日訓令第２号抄） 

（施行期日等） 

１ この訓令は，平成７年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし，

平成６年度予算の執行に係るものについては，なお従前の例による。 

（調布市庁舎等防火管理規程の一部改正に伴う経過措置） 

15 この訓令による改正前の調布市市庁舎等防火管理規程の様式は，その残品の存する間，なお使用

することができる。 

附 則（平成８年３月 29 日訓令第６号抄） 

（施行期日等） 

１ この訓令は，平成８年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし，

平成７年度予算の執行に係るものについては，なお従前の例による。 

附 則（平成 10 年３月 31 日訓令第４号抄） 

（施行期日等） 

１ この訓令は，平成 10 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし，

平成９年度予算の執行に係るものについては，なお従前の例による。 

附 則（平成 12 年３月 31 日訓令第５号） 

この規則は，平成 12 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 13 年３月 30 日訓令第２号抄） 

（施行期日等） 
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１ この訓令は，平成 13 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし，

平成 12 年度予算の執行に係るものについては，なお従前の例による。 

附 則（平成 15 年３月 31 日訓令第３号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 15 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。 

附 則（平成 16 年３月 30 日訓令第５号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 16 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 16 年５月 25 日訓令第 12 号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 16 年６月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月 31 日訓令第 12 号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 17 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。 

附 則（平成 18 年３月 31 日訓令第５号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 18 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日訓令第８号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成 19 年４月１日から施行し，同日以後の決裁に係るものから適用する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日訓令第 13 号） 

この訓令は，平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 24 日訓令第３号） 

この訓令は，平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年９月 24 日訓令第 17 号） 

この訓令は，平成 21 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年３月 31 日訓令第４号） 

この訓令は，平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年 10 月 27 日訓令第 24 号） 

この訓令は，平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23 年３月 31 日訓令第９号） 

この訓令は，平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 30 日訓令第 12 号） 

この訓令は，平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年３月 29 日訓令第７号） 

この訓令は，平成 25 年４月１日から施行する。
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別表第１（第７条関係） 

防  火  管  理  者 

防 火 対 象 物 防 火 管 理 者 

調布市電算センター 総務部情報管理課長 

調布市被災者一時宿泊所 総務部総合防災安全課長 

調布市市庁舎（議会棟及び附属建物を含む｡) 総務部管財課長 

調布市文化会館たづくり 生活文化スポーツ部長が指名する者 

調布市グリーンホール 同 

調布市地域福祉センター 同 

調布市ふれあいの家 同 

調布市総合体育館 同 

調布市役所神代出張所 所  長 

調布市老人憩の家 福祉健康部長が指名する者 

調布市ちょうふの里 同 

調布市国領高齢者在宅サービスセンター 同 

調布市立保育園（調布市立仙川保育園，調布市

立深大寺保育園，調布市立上布田保育園及び調

布市立ひまわり保育園を除く｡) 

園  長 

調布市立仙川保育園，調布市立深大寺保育園，

調布市立上布田保育園及び調布市立ひまわり保

育園 

子ども生活部長が指名する者 

調布市立児童館 子ども生活部児童青少年課長 

調布市希望の家 福祉健康部長が指名する者 

調布市医療ステーション 福祉健康部健康推進課長 

調布市総合福祉センター 福祉健康部福祉総務課長 

調布市子ども発達センター 福祉健康部子ども発達センター長 

調布市クリーンセンター 環境部ごみ対策課クリーンセンター担当課長 

調布市公民館 教育委員会教育長が指名する者 

調布市立図書館 同 

調布市郷土博物館 同 

調布市武者小路実篤記念館 同 

調布市八ケ岳少年自然の家 同 
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別表第２（第 10 条関係） 

点 検 検 査 員 の 組 織 及 び 任 務 分 担 

班 名 担 当 職 員 任 務 分 担 

消火設備等検査班 防火管理者の指名する職員 可搬式消火ポンプ，屋内泡消

火栓，消火器等の機能保持及

び障害物件の除去状況の点検

検査 

自動火災報知設備検査班 同 自動火災報知設備の作動状況

の点検検査 

避難器具検査班 同 避難器具の点検検査 

建築物等検査班 同 建築物内外の防火区画の位置

及び構造並びに防火戸，排

煙，内装等の異常の有無の点

検検査 

火気使用設備器具検査班 同 火気使用設備器具と可燃物と

の関係等出火危険の排除状況

及び設備器具の適否，機能等

の点検検査 

危険物施設検査班 同 関係法令，書類等の確認及び

施設の管理状況の点検検査 

電気設備検査班 同 配線の適否，短絡等による火

花等の発生，設備と可燃物と

の接触の有無等危険排除状況

の点検検査 
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別表第３（第 16 条関係） 

 

自衛消防隊の組織及び任務分担 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隊長及び副隊長を補佐し，自衛消

防隊の指揮，誘導及び情報提供に

当たる。 

消防機関に対する通報に当たる。 

庁舎等に災害の発生を通報すると

ともに，他の機関との連絡に当た

る。 

消火設備の操作運用及び放水によ

る延焼拡大防止に当たる。 

災害発生時における避難者の誘導

に当たる。 

人命検索及び要救助者の救助に当

たる。 

各階の救助袋の操作及び設置に当

たる。 

救助袋を地上の固定金具に留める

等救助袋の設置に当たる。 

防火戸の閉鎖，門扉の開放及び障

害物の除去に当たる。 

電気設備，ガス，危険物設備等二次

的に大規模災害を起こす危険性の

ある施設の安全措置に当たる。 

重要書類及び重要物件の搬出に当

たる。 

搬出物件の水損及び盗難防止のた

めの警戒に当たる。 

傷病者及び救助者の応急救護に当

たる。 

指 揮 係 

通 報 係 

自
衛
消
防
隊 

避難誘導班 

連絡通報班 

消 火 班 

防護措置班 

搬 出 班 

救 護 班 

連 絡 係 

放 水 係 

誘 導 係 

救 助 係 

救 護 係 

搬 出 係 

警 戒 係 

工 作 係 

防 護 係 

 

 

指 揮 班 
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別記様式（第 12 条関係） 

年  月  日 

防火管理者   殿 

班   名 

点検検査員氏名    印 

 

実 施 年 月 日  年    月    日 

点 検 検 査 の 区 分     定期     臨時 

点 検 検 査 の 内 容   

異 常 の あ る 設 備 等  

改 善 を 要 す る 事 項  

応急措置及びその結果等  
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87 調布市防災市民組織補助金交付要綱 

 

○調布市防災市民組織補助金交付要綱 

                         

昭和60年３月30日 

要 綱 第 ６ 号 

 

改正 昭和63年４月１日要綱第８号 平成16年３月24日要綱第17号 

   平成29年３月31日要綱第81号 

 

第１ 目  的 

この要綱は，防災市民組織に補助金を交付することにより，防災市民組織の育成及び充実を図り，

もって市民の防災意識の高揚と市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。 

第２ 定  義 

この要綱で「防災市民組織」とは，震災から地域社会を守るために自治会等を単位として，市民

が自主的に結成した組織で，市長が認めたものをいう。 

第３ 補助対象経費 

補助金の交付の対象となる経費は，次の各号に掲げる経費とする。ただし，補助金の交付を受け

る会計年度の２月末日までに支出する経費であって，他の補助金制度等により現に全部又は一部

の補助を受けていないものに限る。 

(1) 防災のための各種訓練実施に要する経費 

(2) 防災のための各種啓蒙活動に要する経費 

(3) 防災市民組織の運営に要する経費 

(4) 防災用品の充実を図るために要する経費 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が適当と認める経費 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず，市長が特別に認めたときは，補助金の交付を受ける会計年度

の３月に支出する経費を補助金の交付の対象とすることができる。 

第４ 補助金の種類 

防災市民組織に交付する補助金の種類は,防災市民組織結成時に交付する補助金（以下「組織結

成時補助金」という。）及び防災市民組織結成の翌年度以降に交付する補助金（以下「組織結成後

補助金」という。）とする。 

第５ 補助金の額及び交付回数 

第４に規定する組織結成時補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額と

する。 

(1) 500 世帯以下 4 万 5,000 円 

(2) 501 世帯以上 世帯数×90 円 

２ 組織結成後補助金の額及び交付回数は，１防災市民組織につき３万円とし，１年度１回に限るも

のとする。 

第６ 申請の手続 

補助金の交付を受けようとする防災市民組織の代表者は，補助金交付申請書（第１号様式）によ

（
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り市長に申請しなければならない。 

第７ 交付の可否及び通知 

市長は，第６の申請書を受理したときは，審査のうえ，補助金の交付を行うことが適当であると

認めるときは，補助金交付決定通知書（第２号様式）により，不適当と認めるときは，その旨を文

書により申請者に通知するものとする。 

第８ 補助金の請求 

第７の規定により補助金の交付決定通知書を受けた防災市民組織の代表者は，市長に補助金交

付請求書（第３号様式）を提出し，補助金の交付を受けるものとする。 

第９ 実績報告 

補助金の交付を受けた防災市民組織の代表者は，当該補助金の交付を受けた会計年度の３月末

日までに，実績報告書を市長に提出しなければならない。 

第 10 補助金に関する調査等 

市長は，補助金に関し，必要があると認めるときは，補助金の交付を受けた防災市民組織の代表

者に対し，報告を求め，又は調査を行うことができるものとする。 

第 11 決定の取消し 

市長は，防災市民組織の代表者が偽りその他不正の手段により，補助金の交付を受けたときは，

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

第 12 補助金の返還 

市長は，第 11 の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは，既に交付

した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

附 則 

この要綱は，昭和 60 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 63 年４月１日要綱第８号） 

この要綱は，昭和 63 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 16 年３月 24 日要綱第 17 号） 

１ この要綱は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の調布市防災市民組織補助金交付要綱の規定は，平成 16 年度分以後の補

助金に係るものについて適用し，平成 15 年度分までの補助金については，なお従前の例による。 

附 則（平成 29年３月 31日要綱第 81号） 

この改正は，平成 29年３月 31日から施行し，この改正後の調布市防災市民組織補助金交付要綱の

規定は，平成 28年度分以後の補助金に係るものについて適用する。 
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第１号様式（第６関係） 

 

年  月  日 

調布市長    あて 

 

組織の名称 

住所 

 

代表者氏名     印 

（電話） 

 

調布市防災市民組織補助金交付申請書 

 

調布市防災市民組織補助金交付要綱第６の規定により，下記のとおり補助金を交付されるよう申

請します。 

記 

１ 補助金申請金額               円 

内訳 

 

 

 

 

２ 添付書類 

(1) 事業計画書 
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第２号様式（第７関係） 

 

文  書  番  号 

年  月  日 

様 

 

調布市長        印 

 

調布市防災市民組織補助金交付決定通知書 

 

   年   月   日付けで申請のあった補助金については，調布市防災市民組織補助金交付

要綱第７の規定により，次のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

１ 補助金の額               円 

内訳 

 

 

 

 

 

２ 補助対象事業 

      年   月   日付けで申請のあった事業とし，その内容は，申請書添付の 

「事業計画書」のとおりとする。 
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第３号様式（第８関係） 

 

補 助 金 交 付 請 求 書 

 

金    額 
百 十 万 千 百 十 円 

 

内訳 

 

 

 

 

 

 

 

上記の金額を請求いたします。 

 

   年  月  日 

  

調布市長    あて 

 

 

 

組織の名称 

住所 

代表者 

氏名     印 

 

 

 




