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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21年度 政策企画課

行政経営部
調布市自治基本条例第3次検討案～みんなで考えよう！調布の
自治～平成22年11月

政策企画課

行政経営部
調布市自治基本条例第3次検討案及び市民検討会での論点〈意
見募集の実施について〉調布市自治基本条例制定に向けた市民
検討会報告書平成23年1月

政策企画課

行政経営部 調布市民意識調査報告書平成22年度版 政策企画課

行政経営部 平成23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 平成23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
第3次調布市行財政改革アクションプラン<平成21年度の取組状
況及び3か年の取組成果と今後の取組>

行財政改革課

行政経営部
平成22年度調布市行政評価施策･事務事業マネジメントシート集
（平成21年度振返り評価）

行財政改革課

行政経営部
調布市決算概要平成21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23年度 財政課

行政経営部 市報ちょうふ縮刷版平成21年版 広報課

行政経営部 市報ちょうふ縮刷版平成22年版 広報課

総務部 事務報告書平成21年度 総務課

総務部 調布市刊行物目録平成21年度版 総務課

総務部 調布市定額給付金事業実施報告書平成22年5月 総務課

総務部 調布市統計書平成21年版 総務課

総務部 調布市例規集1（平成22年度版） 総務課

総務部 調布市例規集2（平成22年度版） 総務課

総務部 調布市要綱集（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22年度 人事課

総務部 調布の防災・防犯平成22年度版 総合防災安全課

総務部 調布市災害時要援護者避難支援プラン（全体計画）平成22年7月
総合防災安全課/福祉総務
課

市民部 市税概要(平成22年度) 市民税課

市民部 平成22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22年4月1日現在）冊子版 市民課
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市民部 調布市の世帯と人口（平成23年1月1日現在）冊子版 市民課

市民部 平成21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21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

《記録集》いまも心に－戦争体験を次の世代へ－第２版
文化振興課／調布市郷土
博物館

生活文化
スポーツ部

姉妹都市木島平村交流事業検討委員会報告書平成21年度
文化振興課／木島平村交
流事業検討委員会

生活文化
スポーツ部

サークルガイドブック平成22年度版 生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

人材情報ガイドブック平成22年発行 生涯学習交流推進課

生活文化
スポーツ部

生涯学習サークルボランティアメニュー平成22年6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21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21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22年度

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21年度実践状況報告書 協働推進課

生活文化
スポーツ部

「調布市男女共同参画推進プラン」へ向けての提言平成23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市民意識調査報告書平成23年3月 男女共同参画推進課

生活文化
スポーツ部

調布市配偶者暴力防止及び被害者支援基本計画平成22年8月 男女共同参画推進課

生活文化
スポーツ部

平成21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

平成22年度市民参加事業輝きフェスタ2011記録集
男女共同参画推進課／男
女共同参画推進センター

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のための講座市民企画講
座「私と子どもと世の中と」記録集心のひきだしを増やしませんか

男女共同参画推進センター

生活文化
スポーツ部

市民活動団体リスト平成22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

ポケット労働法2010
産業振興課／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23年3月 農政課

生活文化
スポーツ部

調布市森林整備計画（計画期間自平成23年4月1日～至平成33
年3月31日）

農政課

生活文化
スポーツ部

第34回調布市農業まつり農産物展示品評会報告書平成22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50回調布市民体育祭実施要項（平成22年度）
スポーツ振興課／第50回市
民体育祭実行委員会／ 調
布市体育協会
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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21年度実施状況－

子育て支援課

子ども生活部 平成22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 入園のしおり平成23年2月 保育課

子ども生活部
平成22年度保育園待機児童対策～調布市の待機児童発生状況
の分析と対策～平成２２年8月

保育課

子ども生活部 学童クラブ案内平成23年度 児童青少年課

福祉健康部 調布市民福祉ニーズ調査報告書平成23年3月 福祉総務課

福祉健康部 調布市もの忘れ相談医あんない平成22年10月
高齢者支援室/調布市医師
会

福祉健康部 平成22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
介護保険指定サービス事業所のあんない第11.1版No.1訪問・通
所サービス等平成23年1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11.1版No.2居宅介護
支援など平成23年1月現在

介護保険担当

福祉健康部 介護保険制度の概要平成23年3月版 介護保険担当

福祉健康部 同居家族がいる場合の生活援助の算定について平成22年12月 介護保険担当

福祉健康部 居宅サービス・移動支援事業者一覧平成22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22年度（第2版）平成22年10月1日改訂 障害福祉課

福祉健康部 平成22年度調布のふくし 福祉健康部

福祉健康部 調布市ぱくぱくメニュー自慢報告集平成22年度 健康推進課

福祉健康部 調布市予防接種ガイドブック平成22年9月 健康推進課

福祉健康部 平成21年度保健事業概要 健康推進課

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23年
度版

健康推進課

福祉健康部
調布市特定健診・特定保健指導実施計画中間評価報告書平成
23年3月

編集明治安田生活福祉研
究所／保険年金課

環境部 調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 環境政策課

環境部
未来へつなぐ調布の環境-平成22年度（平成21年度実績）環境年
次報告書-

環境政策課

環境部 調布市緑の基本計画庭園のまち調布改定版 緑と公園課

環境部 調布市下水道総合計画-環境とくらしを守る下水道-平成23年3月 下水道課

環境部 平成21年度調布市水道事業年報－21.4.1～22.3.31－ 下水道課
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環境部 調布市清掃事業概要平成22年度版（平成21年度実績） ごみ対策課

環境部
調布市分別収集計画平成23年度～平成27年度（平成22年6月策
定）

ごみ対策課

環境部 平成22年度調布市一般廃棄物処理実施計画 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22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 住民発意の街づくりの推進・支援のあらまし平成22年4月 都市計画課

都市整備部 みち道 道路管理課

都市整備部 調布市内バス停留所現況調査報告書平成22年度 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22年6月） 建築指導課

会計課 歳入歳出決算書平成21年度 会計課

会計課
平成21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

教育部 調布市の教育平成22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21年度）

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
意見を含む～平成22年度実施

学務課

教育部 平成22年度調布市教育人口等推計報告書 学務課

教育部 平成22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21年度
学務課／調布市学校保健
会

教育部 ほけん平成22年度
学務課／調布市養護教諭
会

教育部 平成21年度体力テスト調査のまとめ 指導室

教育部 平成21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22年度指導室要覧 指導室

教育部 調布市立小学校・中学校教務主任会研究報告書平成22年度 指導室

教育部 平成22年度調布市授業力リーダー学習指導案集 指導室

教育部 平成22年度調布市中学生職場体験事業報告書 指導室

教育部 平成22年度調布市立学校2・3年次研修のまとめ 指導室

教育部 平成22年度調布市立学校学校案内～特色ある教育活動～ 指導室
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教育部 平成22年度調布市立小・中学校調布の情報教育 指導室

教育部
ごみと環境(きれいな町にするために)平成23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 平成22年度相談学級活動報告書えびね第22号
指導室／第七中学校相談
学級

教育部 平成22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
調布市立小学校外国語活動5年生活動計画案（参考資料）平成
23年度

指導室／調布市外国語活
動推進委員会

教育部
調布市立小学校外国語活動6年生活動計画案（参考資料）平成
23年度

指導室／調布市外国語活
動推進委員会

教育部 平成22年度研究紀要調布の校長第37号
指導室／調布市公立小学
校長会第4分科会，調布市
公立中学校長会編集部

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23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 わたしたちの調布3・4学年社会科副読本第25刷平成23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 ユーフォー案内平成23年度 社会教育課

教育部 調布っ子夢会議2010記録集平成22年9月5日 社会教育課

教育部 平成21年度学習グループサポート記録 社会教育課

教育部
平成22年度八ヶ岳ハイキングガイド／調布市八ヶ岳少年自然の
家平成22年8月改訂

社会教育課

教育部 平成23年調布市成人式パンフレット「Ａｖａｎｔｉ20」
社会教育課／平成23年調
布市成人式実行委員会

教育部 ちょうふの教育相談-平成21年度紀要- 教育相談所

教育部 平成21年度成人学級学習記録 東部公民館

教育部
調布市西部公民館平和事業記録ヒロシマナガサキ私たちはわす
れない被爆者とはたれか

西部公民館

教育部 高齢者学級「粋生会」学習記録平成21年度 西部公民館

教育部 平成21年度成人学級学習記録 西部公民館

教育部 侶忠雑記第二輯粋生会
西部公民館高齢者学級粋
生会

教育部 平成21年度版数字で見る図書館活動－概要と統計－ 図書館

教育部 クリスマスのほん2010 図書館

教育部 このほんよんで！第2版 図書館

教育部 今日のおはなしな～に？読みきかせをしましょう！改訂版 図書館
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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6版平成22年5月

図書館

教育部 大活字本目録平成22年度版 図書館

教育部 録音図書目録平成22年度版 図書館

教育部
深大寺地区エコミュージアム（地域まるごと博物館）構想推進活動
報告（平成22年度）

調布市郷土博物館／調査・
編集協力（株）丹青研究所

教育部 東京都調布市埋蔵文化財年報－平成21年度(2009）－ 郷土博物館分室

教育部 開館25周年記念武者小路実篤全集未収録書簡集 武者小路実篤記念館

教育部 2010年110周年記念誌一小 第一小学校

教育部
平成22年度研究集録研究主題「伝え合う力を高め，豊かにかか
わり合う児童の育成」～国語課「話すこと・聞くこと」を中心として
～

調布市立石原小学校

教育部 平成22年度調布市立多摩川小学校開校40周年 多摩川小学校

選挙管理
委員会

平成22年選挙の記録平成22年6月27日執行調布市長選挙調布
市議会議員補欠選挙平成22年7月11日執行参議院議員選挙

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21年度 調布市監査委員

監査事務局 平成21年度健全化判断比率等審査意見書 調布市監査委員

監査事務局 平成21年度二枚橋衛生組合一般会計歳入歳出決算審査意見書 調布市監査委員

議会事務局 議会便利帳（平成22年9月） 議会事務局

議会事務局 市政のあらまし2010議会資料－ポケット判－ 議会事務局

議会事務局 調布市議会における先例・申し合わせ事項平成22年7月 議会事務局


