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基本計画の全体概要                                                               1 

■表紙の写真は，市主催のフォトコンテスト等に応募された市民の作品を中心に掲載しています。 

■この調布市基本計画は，平成 31（2019）年 2 月に策定した内容に，新元号への対応のほか，策定後に把握した取組状況や実績

値などを踏まえ，一部で取組実績等の数値の更新を行っています。 
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