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【主な横断的連携テーマと連携体制】 
 

 

  

地域の防災体制づくり
市内にいるすべての人の生命・身体・財産を災害の脅威から守
るため，即応性のある調布市地域防災計画の検討等，調布市の
防災対策の推進を図る。

重点１

妊娠期から子育て期に
わたる切れ目ない支援

各家庭の状況やニーズに合わせた，妊娠期から子育て期にわた
る切れ目ない支援の充実を図り，安心して子どもを産み育てら
れるまちづくりを推進する。

重点２

子ども・若者支援
すべての子ども・若者が生き生きと，幸せに生きていく力を身
につけるため，困難を抱える子ども・若者やその家族を支援す
る取組などを推進する。

重点２

地域における
トータルケアの推進

地域で複合的な課題を抱える人や社会的孤立に陥っている人を
発見し，支援につなげていくため，地域福祉コーディネーター
を中心とし，多機関・多分野にわたる支援機関のネットワーク
構築や地域で課題を解決できる仕組みの充実を図る。

重点２
重点３

地域包括
ケアシステムの構築

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，介
護，予防，医療，生活支援及び住まいのサービスを切れ目なく
提供する地域包括ケアシステムの構築を推進する。

重点３

にぎわいとうるおいの
あるまちづくり

京王線地下化の実現に連動して進めてきた都市基盤の整備や商
業振興による中心市街地の形成について，まちの骨格づくり，
にぎわい・交流，うるおい・やすらぎの視点から，ソフト・
ハードが一体となった魅力あるまちづくりを更に推進する。

重点４
重点５

「映画のまち調布」
の推進

映画・映像関連企業が集積している調布市ならではのメリット
を産業，観光・文化などの事業展開や，まちのにぎわい創出，
回遊性の向上につなげる。

重点４

景観まちづくり
地域固有の都市環境と自然環境との調和を基調とした魅力ある
景観価値を市民と共有し，景観法の諸制度を活用した景観まち
づくりを推進する。

重点５

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会，東京2020大会の
開催地として，2020年に向けた調布市の取組方針における３
つの視点を踏まえた５つのテーマによる様々な取組を関係団体
などと連携しながら推進し，両大会開催を契機とした調布のま
ちの更なる発展・魅力向上と多摩地域全体の振興につなげてい
く。

重点１
重点２
重点３
重点４
重点５

パラリンピック
レガシーの創出

〈取組の方向〉

・ソフト面の取組

・ハード面の取組

2020年のパラリンピック競技大会を契機として，これまでの
取組を一層推進するとともに，障害者スポーツの普及や障害者
への理解促進，だれもが移動しやすい環境整備や公共施設のバ
リアフリー化など，多様な主体との連携・協働により，有形・
無形のパラリンピックレガシーを創出していく。

重点１
重点２
重点３
重点４
重点５

2019年・2020年を
契機としたレガシーの創出

〈取組の方向〉

・スポーツ・健康づくり

・産業・観光振興

・まちづくり

・文化・国際交流・平和

・教育・青少年の健全育成

重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを横断して

取り組むテーマ
主な横断的連携テーマ

地域共生社会の
実現に向けた取組

〈取組の方向〉

・地域課題の解決力

　の強化

・包括的な相談・

　支援体制の充実

・新たな担い手と

　つながりの創出

にぎわいと
うるおいのある
まちづくり

〈取組の方向〉

・まちの骨格づくり

・にぎわい・交流

・うるおい・やすらぎ

主な取組内容
関連する

重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
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1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ●

施策01 災害に強いまちづくり

施策05 学校教育の充実

施策15 地域コミュニティの醸成

･防災対策検討委員会
　（総合防災安全課）

･避難支援者連絡会
　（福祉総務課）
･調布市防災教育の日検討会

　（教育総務課）

● ●

施策04 子ども・子育て家庭の支援

施策05 学校教育の充実

施策06 青少年の健全育成

施策09 障害者福祉の充実

施策12 生涯を通した健康づくり

･妊娠･出産･子育て支援推進会議

　（子ども政策課･健康推進課）

● ●

施策04 子ども・子育て家庭の支援

施策05 学校教育の充実

施策06 青少年の健全育成

施策11 雇用・就労の支援

･子ども･若者支援地域協議会
　（児童青少年課）

･幼保小連携検討会議
　（保育課）

● ● ●

施策04 子ども・子育て家庭の支援

施策05 学校教育の充実

施策06 青少年の健全育成

施策07 共に支え合う地域福祉の推進

施策08 高齢者福祉の充実

施策09 障害者福祉の充実

施策10 セーフティネットによる生活の支援

施策15 地域コミュニティの醸成

･地域福祉推進会議

　（福祉総務課）
･相談支援包括化推進会議

　（福祉総務課）

● ● ● ●

施策07 共に支え合う地域福祉の推進

施策08 高齢者福祉の充実

施策09 障害者福祉の充実

施策10 セーフティネットによる生活の支援

施策13 生涯学習のまちづくり

施策15 地域コミュニティの醸成

施策23 良好な住環境づくり

･生活支援体制整備事業第1層協議体
　（高齢者支援室）

● ●

施策22 地域特性を生かした都市空間の形成

施策24 安全で快適なみちづくり

施策25 総合的な交通環境の整備

施策27 水と緑による快適空間づくり

･都市整備対策協議会
　（都市計画課）

●
施策16 活力ある産業の推進

施策17 魅力ある観光の振興

施策19 芸術・文化の振興

･「映画のまち調布」推進連絡会議
　（産業振興課）

● ● ●

施策18 都市農業の推進

施策21 良好な市街地の形成

施策22 地域特性を生かした都市空間の形成

施策27 水と緑による快適空間づくり

･都市整備対策協議会

　（都市計画課）
･公共サイン連絡協議会
　（都市計画課）

･景観まちづくり市民検討会
　（都市計画課）

● ● ● ● ● ● ● ●

施策02 防犯対策の推進　　　　　　　施策05 学校教育の充実

施策06 青少年の健全育成　　　　　　施策08 高齢者福祉の充実

施策09 障害者福祉の充実　　　　　　施策12 生涯を通した健康づくり

施策13 生涯学習のまちづくり　　　　施策14 市民スポーツの振興

施策16 活力ある産業の推進　　　　　施策17 魅力ある観光の振興

施策19 芸術・文化の振興

施策20 地域ゆかりの文化の保存と継承

施策21 良好な市街地の形成

施策22 地域特性を生かした都市空間の形成

施策24 安全で快適なみちづくり

施策27 水と緑による快適空間づくり

施策29 快適な生活環境づくり

施策30 平和・国際交流施策の推進

施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成

･2019‐2020ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ全体会議
　（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当）

･2019‐2020ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進本部
　（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当）

･2019‐2020ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進会議
　（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当）
･おもてなしプロジェクトチーム

　（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当）

● ● ● ● ● ● ● ●

施策01 災害に強いまちづくり　　　　施策05 学校教育の充実

施策09 障害者福祉の充実　　　　　　施策14 市民スポーツの振興

施策16 活力ある産業の推進　　　　　施策19 芸術・文化の振興

施策21 良好な市街地の形成　　　　　施策24 安全で快適なみちづくり

施策27 水と緑による快適空間づくり

施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成

･障害者差別解消支援地域協議会
　（障害福祉課）

･障害者地域自立支援協議会
　（障害福祉課）
･バリアフリー推進協議会

　（交通対策課）

関連する施策
主な連携組織
（事務局）

関連する基本目標


