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1頁

刊行物の名称 担当部課

令和2年度調布市行政評価（令和元年度振返り評価） 行政経営部　行財政改革課／政策企画課

令和3年度市政経営の概要《施策と予算》 行政経営部　政策企画課／財政課／行財政改革課

決算に係る主要な施策の成果に関する説明書令和元年度 行政経営部　政策企画課

令和元年度市民参加・協働実践状況報告書 行政経営部　政策企画課

令和3年度における基本的施策について 行政経営部　政策企画課

調布市民意識調査報告書令和2年度版 行政経営部　政策企画課

行革プラン2019<令和元年度の取組状況> 行政経営部　行財政改革課

債権管理早分かり調布市裁判執行債権管理ガイドブック（CMG第二次改訂版） 行政経営部　財政課

調布市決算概要令和元年度（財政の現状と今後の課題等に関する白書）-健全化判
断比率等の概要含む-

行政経営部　財政課

予算書令和3年度 行政経営部　財政課

令和元年度調布市の財務書類（統一的な基準） 行政経営部　財政課

調布市暮らしの便利帳2021・2022年度版CHOFU
行政経営部　広報課
サイネックス西東京支店

市報ちょうふ縮刷版令和2年版 行政経営部　広報課

事務報告書令和元年度 総務部　総務課
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刊行物の名称 担当部課

調布市刊行物目録令和元年度版 総務部　総務課

情報公開事務の手引令和2年度版 総務部　総務課

個人情報保護事務の手引令和2年度版 総務部　総務課

特定個人情報保護事務の手引令和2年度版 総務部　総務課

調布市例規集1（令和2年度版） 総務部　法制課

調布市例規集2（令和2年度版） 総務部　法制課

調布市例規集3（令和2年度版） 総務部　法制課

調布市要綱集1（令和2年度版） 総務部　法制課

調布市要綱集2（令和2年度版） 総務部　法制課

令和2年度会務報告
総務部　人事課
職員共済会

調布市障害者活躍推進計画令和2年10月 総務部　人事課

令和4年度調布市職員採用案内 総務部　人事課

調布市洪水ハザードマップ令和2年9月 総務部　総合防災安全課

調布市土砂災害ハザードマップ1～5 総務部　総合防災安全課
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刊行物の名称 担当部課

調布市防災マップ令和2年12月 総務部　総合防災安全課

調布の防災・防犯令和2年度版 総務部　総合防災安全課

令和元年台風19号避難行動等調査報告書令和2年9月 総務部　総合防災安全課

令和元年東日本台風（台風第19号）調布市の記録令和3年3月 総務部　総合防災安全課

調布市国土強靭化地域計画 総務部　総合防災安全課

令和2（2020）年度版市税概要 市民部　市民税課／資産税課／納税課

令和2年度固定資産概要調書 市民部　資産税課

調布市の世帯と人口（令和2年4月1日現在）冊子版 市民部　市民課

葬儀後の手続きについて令和2年12月改訂 市民部　市民課

調布市の世帯と人口（令和3年1月1日現在）冊子版 市民部　市民課

葬儀後の手続きについて令和3年3月改訂 市民部　市民課

調布市オンブズマン活動状況報告書令和元年度
市民部　市民相談課
調布市オンブズマン

調布市ガイドブック東京2020オリンピック・パラリンピック2021版
生活文化スポーツ部　オリンピック・パラリンピック担
当

調布市生涯学習出前講座市役所編令和2年度版 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課
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刊行物の名称 担当部課

調布市生涯学習出前講座協力団体編令和2年度版 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課

生涯学習サークル体験事業の記録令和元年度 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課

サークルガイドブック令和2年度版 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課

生涯学習サークルボランティアメニュー令和2年度版 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課

調布市の生涯学習情報提供・相談事業報告書令和元年度 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課

人材情報ガイドブック令和2年12月発行 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課

生活ひとくちメモ2021
生活文化スポーツ部　文化生涯学習課
調布市消費生活センター

調布市とサウジアラビア王国の交流の軌跡KINGDOM　OF　SAUDI　ARABIA×
CHOFU　CITY

生活文化スポーツ部　文化生涯学習課
協力サウジアラビア王国大使館文化部

令和元年度調布市男女共同参画推進プラン（第4次）改訂版実施状況報告書 生活文化スポーツ部　男女共同参画推進課

調布市男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず2020記録集 生活文化スポーツ部　男女共同参画推進課

調布市男女共同参画に関する意識調査報告書令和3年3月 生活文化スポーツ部　男女共同参画推進課

調布市男女共同参画に関する意識調査報告書【概要版】令和3年3月 生活文化スポーツ部　男女共同参画推進課

ポケット労働法2020
生活文化スポーツ部　産業振興課
編集　東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

令和2年度調布市事業所経営実態調査報告書令和3年3月 生活文化スポーツ部　産業振興課
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市民農園利用の手引き令和3年3月 生活文化スポーツ部　農政課

調布市農産物直売所マップ令和2年度 生活文化スポーツ部　農政課

調布市森林整備計画（計画期間自令和3年4月1日～至令和13年3月31日）（令和3年
4月1日樹立）

生活文化スポーツ部　農政課

第60回調布市民体育祭実施要項（令和2年度）
生活文化スポーツ部　スポーツ振興課
第60回調布市民体育祭実行委員会／ 調布市体育
協会

令和2年度版元気に育て調布っ子子育て支援情報誌 子ども生活部　子ども政策課

調布市子ども・子育て支援事業計画「調布っ子すこやかプラン」-令和元年度実績報
告-

子ども生活部　子ども政策課

調布市子育てひろば案内令和2年度版 子ども生活部　児童青少年課

学童クラブ入会案内令和3年度 子ども生活部　児童青少年課

学童クラブ入会案内（障害児向け）令和3年度 子ども生活部　児童青少年課

調布市放課後子供教室事業ユーフォー利用案内（令和3年度登録用） 子ども生活部　児童青少年課

調布市児童館情報紙ザ・じどうかん第10号 子ども生活部　児童青少年課

調布市内の相談＆サポート調布市子ども・若者支援地域ネットワーク 子ども生活部　児童青少年課

調布市児童館活動実践報告集じどうかんのいちねん～令和2年度版～ 子ども生活部　児童青少年課

令和2年度調布市立学童クラブ・ユーフォー利用状況調査報告書令和3年3月 子ども生活部　児童青少年課
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刊行物の名称 担当部課

令和2年度調布のふくし 福祉健康部　福祉総務課

調布市，日野市，狛江市，多摩市，稲城市成年後見制度利用促進基本計画調布市
の取組令和3年3月

福祉健康部　福祉総務課

調布市摂食嚥下ガイドブック「いつまでも元気に食べるために」令和2年7月（第2版）
福祉健康部　高齢者支援室
ちょうふ在宅医療相談室/摂食嚥下機能支援委員
会

令和元年度調布市生活支援体制整備事業報告書ー地域支え合い推進員活動報告
書ー令和2年9月

福祉健康部　高齢者支援室
社会福祉法人　調布市社会福祉協議会

フレイルにならないためのおすすめトレーニング～フレイルに気をつけよう！ 福祉健康部　高齢者支援室

認知症普及冊子もしも2021年3月 福祉健康部　高齢者支援室

令和2年度調布市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書 福祉健康部　高齢者支援室

第8期調布市高齢者総合計画（令和3（2021）年度～令和5（2023）年度） 福祉健康部　高齢者支援室

第8期調布市高齢者総合計画（令和3（2021）年度～令和5（2023）年度）概要版 福祉健康部　高齢者支援室

令和2年度版くらしの案内シルバー編第1版(令和2年4月発行） 福祉健康部　高齢福祉担当

令和2年度版くらしの案内シルバー編第2版(令和2年6月発行） 福祉健康部　高齢福祉担当

令和2年度版くらしの案内シルバー編第3版(令和2年10月発行） 福祉健康部　高齢福祉担当

介護保険制度の概要令和2年4月版 福祉健康部　介護保険担当

介護保険制度の概要令和2年10月版 福祉健康部　介護保険担当
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刊行物の名称 担当部課

障害者福祉のしおり令和2年度第1版 福祉健康部　障害福祉課

調布市移動支援事業のしおり-ガイドヘルパーを利用するために-令和2年11月版 福祉健康部　障害福祉課

調布市障害児・者通所施設一覧令和2年度版 福祉健康部　障害福祉課

障害者福祉のしおり令和2年度第2版 福祉健康部　障害福祉課

障害者福祉のしおり令和2年度第3版 福祉健康部　障害福祉課

調布市障害者総合計画-第6期調布市障害福祉計画（令和3（2021）年度～令和5
（2023）年度）第2期調布市障害児福祉計画(令和3（2021）年度～令和5（2023）年度）-

福祉健康部　障害福祉課

調布市障害者総合計画（概要版）第6期調布市障害福祉計画（令和3（2021）年度～
令和5（2023）年度）第2期調布市障害児福祉計画(令和3（2021）年度～令和5（2023）
年度）

福祉健康部　障害福祉課

障害者福祉のしおり令和2年度第4版 福祉健康部　障害福祉課

令和元年度保健事業概要 福祉健康部　健康推進課

調布市健康ガイド令和3年度保存版 福祉健康部　健康推進課

調布市国民健康保険の現状〈令和元年度の実績・成果〉 福祉健康部　保険年金課

第2期調布市国民健康保険データヘルス計画(中間評価) 福祉健康部　保険年金課

ちょうふ環境にゅーす未来へつなぐ調布の環境第41号 環境部　環境政策課

調布市環境基本計画等改定ニュースレター第2号 環境部　環境政策課
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刊行物の名称 担当部課

調布市環境基本計画等改定ニュースレター第3号 環境部　環境政策課

ちょうふ環境にゅーす未来へつなぐ調布の環境第42号 環境部　環境政策課

未来へつなぐ調布の環境-令和元年度環境年次報告書- 環境部　環境政策課

海洋プラスチックごみ問題を知っていますか？調布市内の現状と取組 環境部　環境政策課

調布市環境基本計画令和3（2021）年度～令和7(2025)年度令和3(2021)年3月改定 環境部　環境政策課

調布市環境基本計画【概要版】令和3（2021）年度～令和7(2025)年度令和3(2021)年3
月改定

環境部　環境政策課

調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）令和3（2021）年度～令和12（2030）
年度

環境部　環境政策課

調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）【概要版】令和3（2021）年度～令和
12（2030）年度

環境部　環境政策課

調布市環境基本計画等改定ニュースレター最終号 環境部　環境政策課

調布市・崖線樹林地ガイドマップもりのちず入間町・若葉町編（令和3年3月第3版） 環境部　環境政策課

ちょうふ環境にゅーす未来へつなぐ調布の環境第43号 環境部　環境政策課

みらいへつなごう～ちょうふのかんきょう～2020年度版 環境部　環境政策課

第4次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）令和3（2021）年度～令和7
（2025）年度

環境部　環境政策課

第4次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）【概要版】令和3（2021）年度～
令和7（2025）年度

環境部　環境政策課
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刊行物の名称 担当部課

(仮称)深大寺・佐須地域農業公園の都市計画決定及び事業認可等推進業務委託報
告書令和3年3月

環境部　環境政策課／緑と公園課

緑の基本計画年次報告書令和元年度 環境部　緑と公園課

調布市緑の基本計画令和3(2021)年3月 環境部　緑と公園課

調布市緑の基本計画-概要版-令和3(2021)年3月 環境部　緑と公園課

令和2年度みんなの森特別緑地保全地区保全管理計画調査検討業務委託報告書 環境部　緑と公園課

調布市下水道ビジョン 環境部　下水道課

調布市下水道ビジョン概要版 環境部　下水道課

調布市清掃事業概要令和2年度版（令和元年度実績） 環境部　ごみ対策課

調布市ごみリサイクルカレンダー1～4令和3年度版(2021年2月～2022年3月） 環境部　ごみ対策課

調布市事業系ごみアンケート調査報告書令和3年1月 環境部　ごみ対策課

令和2年度調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会等運営支援委託業務報告書 環境部　ごみ対策課

令和2年度調布駅周辺地区地区計画等検討調査業務委託報告書令和3年3月 都市整備部　都市計画課

令和2年度調布市景観計画等検討調査業務委託報告書令和3年3月 都市整備部　都市計画課

令和2年度京王多摩川駅周辺地区地区計画等策定検討調査業務委託報告書令和3
年3月

都市整備部　都市計画課
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刊行物の名称 担当部課

令和2年度調布市用途地域等見直し検討業務委託報告書令和3年3月 都市整備部　都市計画課

令和2年度調布市都市計画マスタープラン策定等検討調査業務委託報告書令和3年
3月

都市整備部　都市計画課

令和2年度調布市都市計画マスタープラン策定等検討調査業務委託本市の状況の
変化(基礎データ集)

都市整備部　都市計画課

令和2年度つつじヶ丘駅及び柴崎駅周辺地区まちづくり検討調査業務委託報告書令
和3年3月

都市整備部　都市計画課

調布市空き家等対策計画令和2年4月 都市整備部　住宅課

調布市住まいのサポートガイドブック2020 都市整備部　住宅課

中心市街地のまちづくり令和3年3月改訂 都市整備部　街づくり事業課

令和2年度鉄道敷地整備検討調査業務委託報告書令和3年3月
都市整備部　街づくり事業課
株式会社オリエンタルコンサルタンツ

調布駅前広場および鉄道敷地にかかる公共空間検討調査業務委託報告書令和3年
3月

都市整備部　街づくり事業課

令和2年度調布駅前広場検討調査業務委託報告書令和3年3月 都市整備部　街づくり事業課

令和2年度つつじヶ丘駅周辺及び柴崎駅周辺鉄道立体化と併せたまちづくり検討調
査業務委託報告書令和3年3月

都市整備部　街づくり事業課

令和2年度調布市道路網計画における計画検討路線等検討委託報告書令和3年3月 都市整備部　街づくり事業課

あるく・つながる・みどりのみち～鉄道敷地の緑道整備～ 都市整備部　街づくり事業課

調布駅前広場整備計画図令和3年3月 都市整備部　街づくり事業課
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計画検討路線等の現況調査等業務委託報告書令和3年2月 都市整備部　街づくり事業課

街路灯ＬＥＤ化推進計画令和2年4月 都市整備部　道路管理課

地籍整備計画令和3年3月 都市整備部　道路管理課

橋りょう長寿命化修繕計画令和3年3月 都市整備部　道路管理課

令和2年度調3・4・29号線交通量調査等業務委託報告書 都市整備部　交通対策課

調布市自転車等対策実施計画改定版令和3年3月 都市整備部　交通対策課

調布市自転車等対策実施計画改定版概要版令和3年3月 都市整備部　交通対策課

令和2年度調布市バリアフリー基本構想策定に係る調査業務委託報告書 都市整備部　交通対策課

令和2年度調布市総合交通計画改定に係る調査業務委託報告書 都市整備部　交通対策課

建築指導行政のあらまし令和2年12月 都市整備部　建築指導課

歳入歳出決算書令和元年度 会計課

令和元年度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／定額運用基金の運用状況に関する調書

会計課

ちょうふの教育№81 教育部　教育総務課

令和2年度調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及
び評価報告書（令和元年度振返り）

教育部　教育総務課
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調布市教育会館令和2年8月 教育部　教育総務課

ちょうふの教育№82 教育部　教育総務課

令和2年度一小開校120周年記念誌
教育部　教育総務課
調布市立第一小学校

令和2年度開校50周年記念誌
教育部　教育総務課
調布市立多摩川小学校

令和2年度研究紀要研究主題よりよい生き方についての考えを深める道徳授業
教育部　教育総務課
調布市立国領小学校

保健のしおり【小学生用】令和3年度新入生・転入生用 教育部　学務課

保健のしおり【中学生用】令和3年度新入生・転入生用 教育部　学務課

令和2年度調布市教育人口等推計報告書 教育部　学務課

調布市立学校食物アレルギー対応マニュアル（令和3年3月改訂） 教育部　学務課

調布市立学校における感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)令和2年
6月1日版

教育部　指導室／学務課

調布市立学校における感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)令和2年
8月24日版

教育部　指導室／学務課

令和元年度版調布市立学校図書館状況報告書 教育部　指導室

調布市および周辺区市の地形図令和3年2月
教育部　指導室
国土地理院

わたしたちの調布小学校第3学年社会科副読本令和3年度
教育部　指導室
調布市小学校社会科副読本作成委員会
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ほんとのであい2020年秋
教育部　指導室
編集学校司書（中学校）

本のたからばこ2020-学校図書館からのおすすめの本1・2ねんせい－
教育部　指導室
編集学校司書(小学校)

本のたからばこ2020-学校図書館からのおすすめの本3・4年生－
教育部　指導室
編集学校司書(小学校)

本のたからばこ2020-学校図書館からのおすすめの本5・6年生－
教育部　指導室
編集学校司書(小学校)

ちょうふの教育相談令和元年度 教育部　教育相談所／指導室

調布市教育相談所だより第64号 教育部　教育相談所

調布市教育相談所だより第65号 教育部　教育相談所

令和元年度学習グループサポート記録 教育部　社会教育課

令和3年調布市成人式情報誌～祝成人～ 教育部　社会教育課

社会教育情報紙コラボ№3令和2年度 教育部　社会教育課

令和元年度高齢者学級学習記録チャレンジクラブ未来 教育部　西部公民館

令和2年度北部公民館第65回調布市民文化祭北部地域文化祭 教育部　北部公民館

1年生にすすめる本2020 教育部　図書館

子どものほん2020-幼児 教育部　図書館



調布市刊行物目録
14頁

刊行物の名称 担当部課

子どものほん2020-1・2年生 教育部　図書館

子どものほん2020-3・4年生 教育部　図書館

子どものほん2020-5・6年生 教育部　図書館

2020夏休みにすすめる本1・2年生のみなさんへ 教育部　図書館

2020夏休みにすすめる本3・4年生のみなさんへ 教育部　図書館

2020夏休みにすすめる本5・6年生のみなさんへ 教育部　図書館

中学生にすすめる本2020 教育部　図書館

令和元年度版数字で見る図書館活動－概要と統計－ 教育部　図書館

図書館だより№256 教育部　図書館

クリスマスのほん2020 教育部　図書館

図書館だより№257 教育部　図書館

大活字本目録令和2年度版 教育部　図書館

図書館だより№258 教育部　図書館

1年生にすすめる本202１ 教育部　図書館
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録音図書目録令和2年度版 教育部　図書館

ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊2020
教育部　図書館
協力：ＦＣ東京

1964年東京オリンピックと調布について知ろう 教育部　郷土博物館

調布市埋蔵文化財調査報告118東京都調布市下布田遺跡-第141地点(宅地造成工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査)-

教育部　郷土博物館
調布市遺跡調査会

東京都文化財指定記念深大寺の元三大師
深大寺
教育部　郷土博物館

調布の文化財第61号 教育部　郷土博物館

郷土博物館だより№82 教育部　郷土博物館

深大寺白鳳仏国宝指定記念講演録令和3年3月 教育部　郷土博物館

東京都調布市史跡下布田遺跡整備基本計画 教育部　郷土博物館

東京都調布市埋蔵文化財年報-令和元年度(2019）- 教育部　郷土博物館

調布の文化財第62号 教育部　郷土博物館

東京都指定史跡狐塚古墳(下布田6号墳)
教育部　郷土博物館
調布市遺跡調査会

国指定史跡深大寺城跡
教育部　郷土博物館
調布市遺跡調査会

令和2年選挙の記録令和2年7月5日執行東京都知事選挙東京都議会議員補欠選挙 調布市選挙管理委員会
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調布市選挙推協だより第32号 調布市選挙管理委員会

決算等審査意見書令和元年度 調布市監査委員

令和元年度健全化判断比率等審査意見書 調布市監査委員

ちょうふ市議会だより第241号 調布市議会事務局

令和2年第1回定例会調布市議会会議録（第1号第6号） 調布市議会事務局

ちょうふ市議会だより第242号 調布市議会事務局

令和2年第1回臨時会（緊急）調布市議会会議録（第7号） 調布市議会事務局

令和2年第2回定例会調布市議会会議録（第8号第11号） 調布市議会事務局

請願・陳情の手引き令和2年10月改訂 調布市議会事務局

ちょうふ市議会だより第243号 調布市議会事務局

令和2年第3回定例会調布市議会会議録（第12号第16号） 調布市議会事務局

ちょうふ市議会だより第244号 調布市議会事務局

令和2年第4回定例会調布市議会会議録（第17号第22号） 調布市議会事務局


