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部名 刊行物の名称 担当課

行政経営部 決算に係る主要な施策の成果に関する説明書平成22年度 政策企画課

行政経営部
「調布市の自治の理念と市政運営に関する基本条例素案」に
関する意見交換会報告書及びパブリック・コメントでの意見概
要平成23年12月

政策企画課

行政経営部 平成24年度における基本的施策について 政策企画課

行政経営部 調布市の将来人口推計平成24年3月 政策企画課

行政経営部
（仮称）第5次調布市総合計画策定支援等業務委託報告書平
成23年度

政策企画課

行政経営部 調布市基本構想策定推進市民会議活動記録平成24年3月 政策企画課

行政経営部
調布市基本構想策定推進市民会議活動記録～概要版～平成
24年3月

政策企画課

行政経営部 調布市民意識調査報告書平成23年度版 政策企画課

行政経営部
（仮称）第5次調布市総合計画策定に係る市民アンケート調査
報告書平成24年3月

政策企画課

行政経営部
調布市の自治の理念と市政運営に関する基本条例素案平成
23年8月

政策企画課

行政経営部 平成24年度市政経営の概要《施策と予算》
政策企画課／財政課
／行財政改革課

行政経営部 平成23年度調布市行政評価（平成22年度振返り評価） 行財政改革課

行政経営部
第4次調布市行財政改革アクションプラン<平成22年度の取組
状況>

行財政改革課

行政経営部 調布市における監理団体活用の考え方平成23年12月 行財政改革課

行政経営部
調布市決算概要平成22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-

財政課

行政経営部 予算書平成24年度 財政課

行政経営部 平成22年度調布市の財務諸表 財政課

行政経営部 市報ちょうふ縮刷版平成23年版 広報課
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総務部 文書事務の手引入門編（第2次改訂版）平成23年4月 総務課

総務部 文書事務の手引法制執務編（第2次改訂版）平成23年4月 総務課

総務部 庁内購読誌一覧平成22年度 総務課

総務部 事務報告書平成22年度 総務課

総務部 調布市例規集1（平成23年度版） 総務課

総務部 調布市例規集2（平成23年度版） 総務課

総務部 調布市要綱集（平成23年度版） 総務課

総務部 調布市統計書平成22年版 総務課

総務部 調布市刊行物目録平成22年度版 総務課

総務部 調布市窓口サービスアンケート調査結果平成23年度 人事課

総務部 平成23年度会務報告 人事課／職員共済会

総務部
調布市地域情報化基本計画策定後の取組状況調査結果平成
24年3月

情報管理課

総務部 調布市洪水ハザードマップ平成23年8月 総合防災安全課

総務部 調布の防災・防犯平成23年度版 総合防災安全課

総務部 調布市防災に関する市民意識調査報告書平成24年3月 総合防災安全課

総務部 調布市事業継続計画〈地震編〉平成24年3月 総合防災安全課

総務部 避難所運営マニュアル作成のためのガイドライン平成24年3月 総合防災安全課

市民部 平成23年度市税概要
市民税課・資産税課・
納税課
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市民部 平成23年度固定資産概要調書 資産税課

市民部 調布市の世帯と人口（平成23年4月1日現在）冊子版 市民課

市民部 葬儀後の手続きについて平成23年10月改訂 市民課

市民部 調布市の世帯と人口（平成24年1月1日現在）冊子版 市民課

市民部 平成22年度広聴相談のまとめ 市民相談課

市民部 調布市オンブズマン運営状況報告書平成22年度
市民相談課／調布市
オンブズマン

生活文化
スポーツ部

姉妹都市木島平村雪かき支援活動報告書平成24年3月 文化振興課

生活文化
スポーツ部

調布市戦争体験映像記録平成24年3月作製 文化振興課

生活文化
スポーツ部

生活ひとくちメモ平成23年度版
文化振興課/調布市消
費生活相談室

生活文化
スポーツ部

市民意識･ニーズ調査報告書第3回(平成23年度)（市民の文化
意識にかかるニーズ調査）－

文化振興課／文化･コ
ミュニティ振興財団

生活文化
スポーツ部

生涯学習サークルボランティアメニュー平成23年7月更新 生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

生涯学習サークル体験事業の記録平成22年度 生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

調布市の生涯学習情報提供・相談事業報告書平成22年度 生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

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23年度

生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

サークルガイドブック平成23年度版 生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

調布市生涯学習振興計画策定に向けたアンケート調査結果報
告書平成24年1月

生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

調布市市民参加プログラム平成22年度実践状況報告書 協働推進課

生活文化
スポーツ部

自治会ガイドライン-地域の共助力向上を目指して- 協働推進課
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生活文化
スポーツ部

市民活動団体リスト平成23年度
あくろす市民活動支援
センター/協働推進課

生活文化
スポーツ部

平成22年度調布市男女共同参画推進プラン（第3次）実施状
況報告書

男女共同参画推進課

生活文化
スポーツ部

調布市男女共同参画推進プラン（第4次）平成24年3月 男女共同参画推進課

生活文化
スポーツ部

男女共同参画に関する職員意識調査報告書平成24年3月
調布市生活文化ス
ポーツ部男女共同参
画推進課

生活文化
スポーツ部

平成23年度市民参加事業男女共同参画推進フォーラムしぇい
くはんず2011記録集-み～んな笑顔でいられるために～今！
私にできること-

男女共同参画推進セ
ンター

生活文化
スポーツ部

改訂版平成11年度女性課講座「続調布の里ものがたり女たち
の明治・大正・昭和」研究レポート・資料・聞き書きなぜ女性史
を学ぶのか－地域女性史に取り組みながら－

続調布の里ものがたり
編集委員会

生活文化
スポーツ部

NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」を契機とした地域活性化
の取組平成23年6月

産業振興課

生活文化
スポーツ部

調布市中心市街地活性化プラン平成24年3月 産業振興課

生活文化
スポーツ部

ポケット労働法2011
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

生活文化
スポーツ部

市民農園利用の手引き平成24年3月 農政課

生活文化
スポーツ部

第35回調布市農業まつり農産物展示品評会報告書平成23年
12月22日

農政課／調布市農業
まつり実行委員会

生活文化
スポーツ部

第51回調布市民体育祭実施要項（平成23年度）

スポーツ振興課／第51
回市民体育祭実行委
員会／ 調布市体育協
会

子ども生活部
平成23年度版元気に育て調布っ子子育て支援情報誌（第1
刷）

子育て支援課

子ども生活部
調布市次世代育成支援行動計画｢調布っ子すこやかプラン｣－
平成22年度実施状況－

子育て支援課

子ども生活部学童クラブ案内平成24年度 児童青尐年課

福祉健康部 平成23年度調布のふくし 福祉健康部

福祉健康部 調布市地域福祉計画（平成24年度～平成29年度） 福祉総務課

福祉健康部 調布市福祉のまちづくり推進計画平成24年3月 福祉総務課
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福祉健康部 調布市災害時要援護者避難支援プラン行動計画（住民編） 福祉総務課

福祉健康部 第5期調布市高齢者総合計画平成24年度～平成26年度 高齢者支援室

福祉健康部 調布市もの忘れ相談医あんない平成23年3月
高齢者支援室/調布市
医師会

福祉健康部 平成23年度版くらしの案内おとしより編 高齢福祉担当

福祉健康部 介護保険制度の概要平成23年9月版 介護保険担当

福祉健康部
介護保険指定サービス事業所のあんない第12版No.1訪問・通
所サービス等平成23年10月現在

介護保険担当

福祉健康部
介護保険指定サービス事業所のあんない第12版№.2居宅介
護支援など平成23年10月現在

介護保険担当

福祉健康部
（別冊）全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料介
護報酬改定関係資料平成24年2月23日（平成24年4月施行）

介護保険担当

福祉健康部
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-平成23年度第1版

障害福祉課

福祉健康部
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-平成23年度第1版（ルビ付き）

障害福祉課

福祉健康部
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-平成23年度第1版（SPコード付き）

障害福祉課

福祉健康部 障害者福祉のしおり平成23年度版 障害福祉課

福祉健康部 居宅サービス・移動支援事業者一覧平成23年度第1版 障害福祉課

福祉健康部 障害者福祉のしおり平成23年度（第2版）平成24年1月 障害福祉課

福祉健康部
調布市障害者総合計画-調布市障害者計画（平成24年度～平
成29年度）調布市障害福祉計画（第3期）（平成24年度～平成
26年度）-

障害福祉課

福祉健康部 調布市予防接種ガイドブック平成23年4月 健康推進課

福祉健康部 平成22年度保健事業概要 健康推進課

福祉健康部 調布市ぱくぱくメニュー自慢報告集平成23年度 健康推進課
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福祉健康部
母子保健・福祉のサービスガイド［出産・子育て便利帳］平成
24年度版

健康推進課

福祉健康部 調布市事業継続計画〈新型インフルエンザ編〉平成24年3月 健康推進課

福祉健康部
調布市民の健康づくりに関する意識調査報告書＜調布市民健
康づくりプラン編＞平成24年3月

健康推進課

福祉健康部
調布市民の健康づくりに関する意識調査報告書〈調布市食育
推進基本計画編＞平成24年3月

健康推進課

環境部
未来へつなぐ調布の環境-平成23年度（平成22年度実績）環
境年次報告書-

環境政策課

環境部
調布市廃棄物減量及び再利用促進員ハンドブック平成23年6
月

ごみ対策課

環境部 調布市清掃事業概要平成23年度版（平成22年度実績） ごみ対策課

環境部
平成23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

ごみ対策課

環境部 生ごみ資源化に向けた基礎調査報告書平成23年度
調布市ごみ対策課/府
中市ごみ減量推進課

都市整備部
平成23年度調布市入間町2丁目地区地区計画策定調査業務
委託報告書平成24年3月

都市計画課

都市整備部 西町地区地区計画原案説明会-平成24年3月 都市計画課

都市整備部 開発事業の手続のあらまし［第4版］ 都市計画課

都市整備部
平成23年度調布都市計画一団地の住宅施設に関する検討調
査業務委託報告書

都市計画課

都市整備部 平成23年度景観基本計画策定業務委託報告書 都市計画課

都市整備部
調布都市計画道路3・4・9号線交通量調査委託業務報告書平
成23年9月

街づくり事業課

都市整備部 道みち改訂第2版 道路管理課

都市整備部 調布市総合交通計画平成23年4月 交通対策課

都市整備部 調布市バリアフリー基本構想平成24年3月 交通対策課
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都市整備部 調布市公共サイン整備方針平成24年3月 交通対策課

都市整備部
調布市耐震改修促進計画（改訂）平成20年3月（平成23年7
月）

建築指導課

会計課 歳入歳出決算書平成22年度 会計課

会計課
平成22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

会計課

下原・富士見町遺跡の調査1新田開発から調布飛行場まで
調布市教育委員会・明
治大学校地内遺跡調
査団

教育部 調布市の教育平成23年度版 教育総務課

教育部
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（平成22年度）

教育総務課

教育部 平成22年度教育委員会事業報告 教育総務課

教育部
震災時対応シミュレーション～調布市立小学校版（第二版）～
平成24年3月

教育総務課

教育部
震災時対応シミュレーション～調布市立中学校版（第二版）～
平成24年3月

教育総務課

教育部
中学校の学校選択制に関するアンケート～回答総集計版・自
由記述を含む～平成23年度実施

学務課

教育部 平成23年度調布市教育人口等推計報告書 学務課

教育部
50周年記念調布市学校給食展－ぼくもわたしも給食だいす
き！－

学務課

教育部 保健のしおり【中学生用】平成24年度版 学務課

教育部 保健のしおり【小学生用】平成24年度版 学務課

教育部 中学校学校選択制検証報告書平成24年3月 学務課

教育部 平成23年度調布市立中学校学校案内 学務課／指導室

教育部 研究集録平成22年度
学務課／調布市学校
保健会
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教育部 ほけん平成23年度
学務課／調布市養護
教諭会

教育部 平成22年度中学校学校選択制アンケート検証中間報告書
学務課／調布市立中
学校の学校選択制検
証委員会

教育部 平成23年度指導室要覧 指導室

教育部 平成22年度版調布市立学校図書館状況報告書 指導室

教育部 平成23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 平成23年度調布市中学生職場体験事業報告書 指導室

教育部 児童・生徒生活習慣実態調査報告書平成24年3月 指導室

教育部 調布市の特別支援教育第43号（平成23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24年度環境教育副
読本

指導室／ 調布市環境
教育推進委員会

教育部
ごみと環境(きれいな町にするために)平成24年度環境教育指
導資料

指導室／ 調布市環境
教育推進委員会

教育部
平成23年度調布市立第七中学校相談学級活動報告書えびね
第23号

指導室／第七中学校
相談学級

教育部 平成23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23年度調布市技方程式でやっつけろ
指導室／調布市教育
委員会ステップアップ
ワーク検討委員会

教育部 平成23年度研究紀要調布の校長第38号
指導室／調布市公立
小・中学校長会

教育部
わたしたちの調布　小学校第3・4学年社会科副読本　第26刷
平成24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
3・4年社会科副読本「わたしたちの調布｣指導の手引平成24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（23）人権教育の推進と啓発自分の大切さ
とともに他の人の大切さを認めることができる児童・生徒の育
成～人権課題「子供・女性・障害者」への取組～平成24年3月

指導室／調布市人権
教育推進委員会

教育部
平成23年度調布市立深大寺小学校校内研究紀要研究主題自
ら体づくりに取り組む子どもの育成-体育の授業の充実と生活
習慣を柱に-

指導室／調布市立深
大寺小学校



調布市刊行物目録
平成24年11月作成　　9頁

部名 刊行物の名称 担当課

教育部 平成22年度学習グループサポート記録 社会教育課

教育部 調布っ子夢会議2011記録集平成23年9月4日 社会教育課

教育部 ちょうふの教育相談-平成22年度紀要- 教育相談所

教育部 平成22年度成人学級学習記録 東部公民館

教育部 高齢者学級「粋生会」学習記録平成22年度 西部公民館

教育部 平成22年度成人学級学習記録 西部公民館

教育部 侶忠雑記第三輯粋生会
西部公民館高齢者学
級粋生会

教育部
図書館で調べものをするときに・・・－自分で調べてみよう☆本
をさがしてみよう！！－高学年の人へ第7版平成23年6月

図書館

教育部 平成22年度版数字で見る図書館活動－概要と統計－ 図書館

教育部 大活字本目録平成23年度版 図書館

教育部 クリスマスのほん2011 図書館

教育部 録音図書目録平成23年度版 図書館

教育部 布の絵本目録　2012年2月現在 図書館

教育部 調布市立図書館資料の収集・保存・除籍に関する基本的方針 調布市立図書館

教育部 読み聞かせにすすめる本～小学生向き～ 調布市立図書館

教育部 東京都調布市埋蔵文化財年報－平成22年度(2010）－ 郷土博物館

教育部
平成23年度研究集録研究主題「読むこと」を通して，学びを深
める児童の育成～国語科「読むこと」に関する基礎基本の充
実を目指して～

調布市立石原小学校

教育部
平成22・23年度調布市教育委員会研究推進校公開授業指導
案集考えたことを表現する児童の育成-言語活動の充実を通
して-

調布市立第一小学校
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部名 刊行物の名称 担当課

教育部 平成23年度布田小学校開校30周年記念誌 布田小学校

平成23年選挙の記録平成23年4月10日執行東京都知事選挙
平成23年4月24日執行調布市議会議員選挙

調布市選挙管理委員
会

監査事務局 決算等審査意見書平成22年度 監査事務局

平成22年度健全化判断比率等審査意見書 調布市監査委員

議会事務局 平成23年第1回定例会調布市議会会議録(第1号第7号) 議会事務局

議会事務局 平成22年調布市議会会議録索引 議会事務局

議会事務局 市政調査費の手引き第3版平成23年6月 議会事務局

議会事務局 平成23年第2回定例会調布市議会会議録(第8号第13号) 議会事務局

議会事務局 市政のあらまし2011議会資料－ポケット判－ 議会事務局

議会事務局 議会便利帳（平成23年9月） 議会事務局

議会事務局 調布市議会図書室案内平成23年9月 議会事務局

議会事務局 平成23年第3回定例会調布市議会会議録(第14号第18号) 議会事務局

議会事務局 平成23年第1回臨時会調布市議会会議録(第19号) 議会事務局

議会事務局 平成23年第4回定例会調布市議会会議録(第20号第24号) 議会事務局

議会事務局
市議会のあゆみ4年間の活動記録(平成19年6月～平成23年5
月)

議会事務局

議会事務局 調布市議会関係例規類集平成24年3月 議会事務局

議会事務局 調布市議会先例集平成24年3月 議会事務局

調布市子ども家庭支援センターすこやか10周年記念誌平成24
年3月

(福)調布市社会福祉事
業団


