
基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

01
災害に強いまちづ
くり

防災体制の充実 防災市民組織の育成 総合防災安全課 ● ● ① ●

防災備蓄品の確保・充実 総合防災安全課 ● ● ① ●

災害情報システムの維持管理・充実 総合防災安全課 ● ● ① ●

緊急時の水の確保 総合防災安全課 ● ●

地域防災計画の修正 総合防災安全課 ●

防災拠点の整備 総合防災安全課 ●

防災意識の啓発 総合防災安全課

防災マップ・ハザードマップの配布 総合防災安全課

総合防災訓練・水防訓練の実施 総合防災安全課

被災者の一時宿泊場所の確保 総合防災安全課

火災等の被災者への支援 総合防災安全課

防災備蓄品の保管スペースの確保 総合防災安全課

調布市災害時要援護者避難支援プラン
の推進

福祉総務課 ● ● ① ●

災害廃棄物の処理 ごみ対策課

災害に強い都市
基盤の整備

災害対策本部機能の整備・強化 総合防災安全課

災害看板の設置・更新 総合防災安全課

街頭消火器の設置 総合防災安全課

下水道施設の地震対策の推進 下水道課 ● ● ① ●

浸水対策の推進 下水道課

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促
進事業

住宅課 ● ● ① ●

橋りょうの耐震改修 道路管理課 ● ● ① ●

耐震改修促進計画の改定・推進 建築指導課

防災対策事業 建築指導課

消防力の強化 消防水利の整備・維持管理 総合防災安全課 ● ● ① ●

消防団の対応能力の向上 総合防災安全課 ● ● ① ●

常備消防力の維持・向上 総合防災安全課 ● ● ① ●

消防力の向上 総合防災安全課

消防団の円滑な運営 総合防災安全課

消防団活動内容広報紙の発行 総合防災安全課

消防団機械器具置場の維持管理 総合防災安全課

消火栓の新設・更新 総合防災安全課

個別事業 国民保護の推進 総合防災安全課

02 防犯対策の推進 地域での防犯パトロールの支援 総合防災安全課 ● ● ●

防犯意識の啓発 総合防災安全課

防犯設備補助事業（防犯カメラ設置補
助事業）

総合防災安全課

防犯協会への支援 総合防災安全課

生活安全対策協議会の実施 総合防災安全課

犯罪抑止対策の
推進

安全・安心パトロールの実施 総合防災安全課 ● ● ●

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）

身近な犯罪に対
する防犯意識向
上と防犯活動の
推進

【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。
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【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。
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02 防犯対策の推進
犯罪抑止対策の
推進

防犯ブザーの支給 総合防災安全課

安全・安心マップの作成支援 総合防災安全課

北多摩地区保護観察協会への参画 福祉総務課

社会を明るくする運動の推進 福祉総務課

03
消費生活の安定と
向上

消費者啓発事業
の充実

消費啓発事業 文化振興課 ● ●

消費者相談の充
実

消費者相談事業 文化振興課 ● ●

04
子ども・子育て家
庭の支援

子育てが楽しく
なるまちづくり

子育てに関する情報提供の充実
子ども政策課，
子ども家庭課 ● ● ●

調布っ子すこやかプラン（調布市子ども・子育て支援
事業計画）の推進と次期子育て支援計画の策定・推進

子ども政策課 ●

子育て総合相談と支援ネットワーク事
業の推進

子ども政策課 ●

産前・産後支援ヘルパー事業の推進 子ども政策課 ●

乳幼児交流事業と学習事業の推進 子ども政策課 ●

子どもステイ事業（ショートステイ・トワ
イライトステイ・すこやか保育）の推進

子ども政策課 ●

ファミリー・サポート・センター事業
の推進

子ども政策課 ●

子ども条例の理念の普及啓発 子ども政策課

子育て支援地域活動の促進（調布市子
ども基金の活用）

子ども政策課

子ども家庭支援センターすこやかの運
営

子ども政策課

子ども家庭支援センターすこやかの維
持管理

子ども政策課

子育てひろば事業推進 児童青少年課 ●

親子のメンタルケア相談の推進 健康推進課

母子保健相談（子どもの相談室）の実
施

健康推進課

母親学級・両親学級の実施 健康推進課

家庭教育事業（保護者）の実施 社会教育課

公民館家庭教育事業の実施 公民館

子育て家庭の支
援

利用者支援事業の実施 子ども政策課 ●

ベビーシッター等利用助成の実施 子ども政策課

幼稚園就園支援の充実 保育課

乳幼児医療費助成 子ども家庭課 ● ●

義務教育就学児医療費助成 子ども家庭課 ● ●

ひとり親世帯の子ども学習・相談支援
事業

子ども家庭課 ● ● ② ●

児童手当の支給 子ども家庭課

児童扶養手当の支給 子ども家庭課

母子家庭等自立支援の充実 子ども家庭課

母子・父子，女性福祉資金貸付の実施 子ども家庭課

母子・女性緊急一時保護の実施 子ども家庭課

母子生活支援施設入所事業の実施 子ども家庭課

妊産婦入院助産措置の実施 子ども家庭課

児童育成手当の支給 子ども家庭課

ひとり親家庭等医療費助成の実施 子ども家庭課



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

04
子ども・子育て家
庭の支援

子育て家庭の支
援

ひとり親家庭ホームヘルプサービスの
実施

子ども家庭課

出産・子育て応援事業 健康推進課 ●

小児慢性疾患児日常生活用具の給付 健康推進課

出産育児一時金の給付 保険年金課

子どもの健やか
な成長の支援

児童虐待防止センター事業の推進 子ども政策課 ● ● ●

私立保育園児歯科検診の実施 保育課

保育園における食育の推進 保育課

幼稚園心身障害児教育事業費補助の実
施

保育課

障害児音楽療法事業の実施 障害福祉課

発達支援事業・相談事業の充実
子ども発達
センター

●

子どもの発達支援施設の維持管理
子ども発達
センター

こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施 健康推進課 ●

定期予防接種の実施 健康推進課 ●

特定不妊治療の助成事業 健康推進課 ●

母子健康手帳の交付 健康推進課

妊産婦健診の実施 健康推進課

妊産婦・乳幼児健診費助成の実施 健康推進課

母子栄養強化乳製品の支給 健康推進課

３～４か月児・６～９か月児健康診査
の実施

健康推進課

１歳６か月児健康診査の実施 健康推進課

３歳児健康診査の実施 健康推進課

乳幼児歯科保健事業の実施 健康推進課

乳幼児経過観察健康診査，発達健康診
査，精密健康診査の実施

健康推進課

予防接種事故給付金事業 健康推進課

小児初期救急平日準夜間診療の推進 健康推進課

わくわく育児教室の実施 健康推進課

保育サービスの
充実

待機児童対策の推進 子ども政策課 ● ● ② ● ●

認証保育所の活用・誘致 子ども政策課

認証保育所等保育料助成の実施 保育課 ● ●

保育士の人材確保等事業 保育課 ● ●

家庭福祉員（保育ママ）の活用 保育課

認可外保育室の活用 保育課

公立保育園における保育サービスの推
進

保育課

公立保育園の運営委託 保育課

管外公立保育所運営費助成の実施 保育課

私立保育園の運営支援 保育課

延長保育助成事業の推進 保育課

病児・病後児保育事業の充実 保育課
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04
子ども・子育て家
庭の支援

保育サービスの
充実

保育所入退所等管理事務 保育課

保育所入所選考事務 保育課

保育料徴収事務 保育課

調布私立幼稚園協会助成 保育課

幼稚園教職員研修費補助の実施 保育課

学童クラブ施設の整備 児童青少年課 ● ● ② ●

学童クラブの運営 児童青少年課 ●

学童クラブ入退会事務 児童青少年課

学童クラブの維持管理 児童青少年課

05 学校教育の充実 豊かな心の育成 学校図書館の活用の推進② 教育総務課

教育広報（ちょうふの教育）の発行 教育総務課

学校長交際費の管理 教育総務課

教材費・部活動費への支援 教育総務課

夏季施設の推進 学務課

市立小・中学校への就学支援 学務課

学校における「学び」に困難を抱える
子どもたちへの支援

指導室 ● ● ●

中学生の職場体験学習の推進 指導室 ●

学校図書館の活用の推進① 指導室 ●

不登校児童生徒への支援 指導室 ●

宿泊体験事業の体系化 指導室 ●

帰国及び外国人児童・生徒への学校生
活適応指導の推進

指導室

農業体験学習の推進 指導室

芸術鑑賞教室の推進 指導室

来所（心理）相談の実施 教育相談所

電話相談の実施 教育相談所

特別支援教育巡回相談の実施 教育相談所

確かな学力の育
成

学校教育功労者表彰の推進 秘書課

少人数学習指導の推進 指導室 ● ● ●

教職員研修の推進 指導室 ●

学力状況調査と授業改善推進プランの
策定・推進

指導室

パソコン教育の充実 指導室

学校・教員等の研究活動支援 指導室

教職員用教科書・指導書の購入 指導室

学生ボランティアの派遣 指導室

外国人英語指導による英語教育の推進 指導室

臨時教職員の採用 指導室

理数教育の推進 指導室

児童・生徒用副読本の購入・作成 指導室



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

05 学校教育の充実
確かな学力の育
成

学びの姿勢の育成推進 指導室

健やかな体の育
成

学校における食育の推進 学務課 ● ● ●

健康診断の推進 学務課

学校保健会の運営 学務課

学校給食設備の充実 学務課

小学校給食の推進 学務課

中学校給食の推進 学務課

体力向上に向けた取組 指導室

教職員健康診断の推進 指導室

個性の伸長と協
働の学校づくり

学事事務の推進 学務課

特別支援教育の推進
指導室，

教育相談所
● ● ② ●

地域人材を活用した教育活動推進 指導室 ● ● ●

特色ある教育活動の推進 指導室 ● ●

学校評価等による学校運営の改善 指導室

教務事務のネットワーク化の推進 指導室

教育センターの運営 指導室

教育委員会主催行事等への参加支援 指導室

公立学校PTA連合会活動への支援 社会教育課

就学相談の実施 教育相談所

安全・安心な学
校づくりの推進

学校・通学路の安全確保の推進① 教育総務課

学校・通学路の安全確保の推進② 学務課

学校災害への支援 学務課

命の教育活動の推進 指導室 ● ● ① ●

子どもの家の充実 社会教育課

学校施設の整備 小・中学校施設の整備 教育総務課 ● ● ② ●

調和小学校の施設整備 教育総務課

小・中学校施設の維持管理 教育総務課

小・中学校校舎の緑化（試行実施） 教育総務課

小学校校庭芝生化（試行） 教育総務課

学習環境の整備 教育総務課

教育会館の運営 教育総務課

教室内環境の整備 学務課

個別事業 教育委員会の運営 教育総務課

06 青少年の健全育成
青少年の健全な
成長の支援

子ども・若者総合相談事業 児童青少年課 ● ● ② ●

健全育成推進地区委員会による地域健
全育成活動の推進

児童青少年課

青少年問題協議会による非行防止活動
の推進

児童青少年課

リーダー養成講習会の実施 社会教育課 ● ●

青少年の居場所
づくり

青少年ステーション（CAPS）におけ
る中・高校生世代の健全育成

児童青少年課 ● ● ●



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

06 青少年の健全育成
青少年の居場所
づくり

ユーフォーの充実 児童青少年課 ●

児童館児童健全育成事業の推進 児童青少年課 ●

児童館の施設整備 児童青少年課 ●

児童館運営会議の運営 児童青少年課

児童館の維持管理 児童青少年課

青少年交流館を活用した青少年の居場
所づくり

社会教育課

深大寺自然広場を活用したキャンプ活
動の推進

社会教育課

八ヶ岳少年自然の家の管理運営 社会教育課

調布っ子夢会議の推進 社会教育課

遊ing（ゆーいんぐ）事業の推進 社会教育課

のびのびサークル事業の推進 社会教育課

公民館青少年教育事業の推進 公民館

07
共に支え合う地域
福祉の推進

地域福祉コーディネーター事業の推進 福祉総務課 ● ● ●

地域福祉計画等の策定① 福祉総務課 ●

総合福祉センターの整備 福祉総務課 ●

福祉のまちづくり条例の推進 福祉総務課

成年後見制度の利用支援① 福祉総務課

利用者サポート事業の実施 福祉総務課

成年後見制度の利用支援② 生活福祉課

地域福祉計画等の策定②
高齢者支援室
高齢福祉担当 ●

成年後見制度の利用支援③
高齢者支援室
高齢福祉担当

高齢者福祉相談の実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

福祉人材育成拠点の整備 障害福祉課 ● ● ② ●

地域福祉計画等の策定③ 障害福祉課 ●

成年後見制度の利用支援④ 障害福祉課

福祉のまちづくり条例指導事務 建築指導課

地域福祉活動団体への支援 福祉総務課 ●

福祉団体助成事業 福祉総務課

ボランティアコーナーの運営支援 福祉総務課

社会福祉協議会補助事業 福祉総務課

民生委員事業 福祉総務課

社会福祉委員事業 福祉総務課

日本赤十字社募金等事務 福祉総務課

民生委員連合会への参画 福祉総務課

介護保険等推進活動補助事業
高齢者支援室
高齢福祉担当

08 高齢者福祉の充実 在宅生活の支援 総合福祉センター相談事業の実施 福祉総務課

福祉サービス利用援助事業の実施 福祉総務課

地域包括支援センターの充実
高齢者支援室
高齢福祉担当 ● ● ② ●

地域が一体と
なった福祉のま
ちづくりの推進

参加と協働によ
る地域福祉活動
の推進



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

08 高齢者福祉の充実 在宅生活の支援 見守りネットワークの推進
高齢者支援室
高齢福祉担当 ● ● ●

配食サービスの実施
高齢者支援室
高齢福祉担当 ●

ショートステイ送迎費の負担軽減
高齢者支援室
高齢福祉担当

おむつ助成事業の実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

軽度生活援助事業の実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

生活支援事業の推進
高齢者支援室
高齢福祉担当

調布ゆうあい福祉公社の運営支援
高齢者支援室
高齢福祉担当

高齢者日常生活用具の給付
高齢者支援室
高齢福祉担当

敬老金の贈呈
高齢者支援室
高齢福祉担当

認知症徘徊高齢者の支援
高齢者支援室
高齢福祉担当

高齢者の生活安全の確保
高齢者支援室
高齢福祉担当

養護老人ホーム入所措置事業の実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

シルバーピア管理運営事業
高齢者支援室
高齢福祉担当

社会福祉協議会による高齢者福祉事業
への支援

高齢者支援室
高齢福祉担当

寝具乾燥等事業の実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

通所入浴サービスの実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

生活支援のためのショートステイの実
施

高齢者支援室
高齢福祉担当

高齢者虐待防止対策の推進
高齢者支援室
高齢福祉担当

在宅医療の連携拠点事業
高齢者支援室
高齢福祉担当

家族介護慰労金の支給
高齢者支援室
介護保険担当

高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズの
助成

保険年金課

介護予防・日常生活支援総合事業の展
開

高齢者支援室
高齢福祉担当 ● ● ② ●

高齢者健康づくり事業の推進
高齢者支援室
高齢福祉担当 ●

シルバー人材センターの運営支援
高齢者支援室
高齢福祉担当 ● ●

老人憩の家の運営
高齢者支援室
高齢福祉担当

敬老会の実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

老人クラブ育成
高齢者支援室
高齢福祉担当

入浴券交付事業の実施
高齢者支援室
高齢福祉担当

介護保険事業の
円滑な運営

介護福祉サービス評価の推進 福祉総務課

特別養護老人ホーム等の整備
高齢者支援室
高齢福祉担当 ● ● ② ●

通所介護施設の管理運営
高齢者支援室
高齢福祉担当

調布八雲苑の運営支援
高齢者支援室
高齢福祉担当

ちょうふの里の運営支援
高齢者支援室
高齢福祉担当

施設管理事業
高齢者支援室
高齢福祉担当

あさひ苑運営費の一部負担
高齢者支援室
高齢福祉担当

地域密着型サービスの整備
高齢者支援室
介護保険担当 ● ● ② ● ●

要介護の認定
高齢者支援室
介護保険担当

介護保険料の賦課徴収
高齢者支援室
介護保険担当

社会参加の促進
及び健康づくり
の推進
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08 高齢者福祉の充実
介護保険事業の
円滑な運営

介護予防・介護サービスの給付
高齢者支援室
介護保険担当

介護給付通知事業の推進
高齢者支援室
介護保険担当

介護保険サービスの利用者負担の軽減
高齢者支援室
介護保険担当

ケアプランの適正化の推進
高齢者支援室
介護保険担当

障害者訪問介護の利用者負担軽減
高齢者支援室
介護保険担当

高額介護サービス等の負担軽減
高齢者支援室
介護保険担当

特定入所者介護サービス等の負担軽減
高齢者支援室
介護保険担当

高額医療合算介護（介護予防）サービ
ス費の支給

高齢者支援室
介護保険担当

地域密着型サービス指導・監督事業
高齢者支援室
介護保険担当

09 障害者福祉の充実
生活・相談支援
体制の整備

障害者を地域で支える体制づくり 障害福祉課 ● ●

発達障害者支援体制整備推進事業 障害福祉課 ● ●

障害者相談支援の推進 障害福祉課 ●

こころの健康支援センターの運営 障害福祉課 ●

障害者福祉相談員による窓口相談の実
施

障害福祉課

地域生活支援事業の充実 障害福祉課

緊急通報システムの運用 障害福祉課

地域福祉推進事業の実施 障害福祉課

補装具交付扶助費等事業の実施 障害福祉課

自立支援医療（精神通院）給付等の申
請受付

障害福祉課

自立支援医療（更正医療）給付費等事
務事業

障害福祉課

都制度等福祉手当の給付 障害福祉課

心身障害者医療費の支給 障害福祉課

特殊疾病患者福祉手当の支給 障害福祉課

診断書作成料助成事業の実施 障害福祉課

特別障害者手当の支給 障害福祉課

重度脳性麻痺者在宅介護への支援 障害福祉課

障害者緊急一時保護の実施 障害福祉課

障害者歯科診療の実施 健康推進課

心身障害者福祉事業への支援 福祉総務課

多摩地域福祉有償運送運営協議会への
参画

福祉総務課

障害者の就労支援 障害福祉課 ● ● ② ●

障害福祉サービス事業の充実 障害福祉課 ● ●

調布市障害者等雇用事業の実施 障害福祉課

重度知的障害者作業所の運営支援 障害福祉課

府中生活実習所送迎サービス運営費補
助事業

障害福祉課

都営交通無料乗車券の交付 障害福祉課

福祉タクシー事業の推進 障害福祉課

杉の木青年教室事業 社会教育課

自立に向けた就
労支援・社会参
加支援
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事務事業

評価
基本計画
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事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
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09 障害者福祉の充実
障害福祉サービ
スの充実

放課後等デイサービスの充実 障害福祉課 ● ● ●

重度知的障害者施設への助成 障害福祉課 ●

障害福祉サービスの推進 障害福祉課 ●

デイセンターまなびやの充実 障害福祉課 ●

（仮称）障害者施設の整備参画 障害福祉課 ●

自立支援福祉サービス事務 障害福祉課

調布市知的障害者援護施設の運営 障害福祉課

調布市知的障害者援護施設等の共通管
理

障害福祉課

身体障害者デイサービス事業の運営支
援

障害福祉課

障害児通園事業（児童発達支援事業）
の充実

子ども発達
センター

●

多様な居住の場
の確保

障害者グループホームの整備 障害福祉課 ● ● ●

グループホームの運営 障害福祉課

10
セーフティネット
による生活支援

生活困窮者の自
立支援

生活困窮者自立支援事業 生活福祉課 ● ●

在日外国人等高齢者・障害者福祉給付
金事業の実施

福祉総務課

自立支援事業の充実 生活福祉課 ● ●

生活福祉相談体制の充実 生活福祉課

緊急援護資金の貸付 生活福祉課

緊急自立援助費助成事業の実施 生活福祉課

中学校卒業者自立援助事業の実施 生活福祉課

児童・生徒衣服給付事業の実施 生活福祉課

生活保護法に基づく援護の実施 生活福祉課

医療扶助適正化の推進 生活福祉課

ごみ処理手数料減額及び免除 ごみ対策課

11 雇用・就労の支援
雇用・就労に向
けた支援

調布国領しごと情報広場の運営参画 産業振興課 ● ● ●

若者の職業的自立，就労の支援 産業振興課 ●

就労セミナー，就職面接会の実施 産業振興課

働きたいママの就労支援 産業振興課

障害者雇用の促進 産業振興課

雇用・就労情報の積極的な提供 産業振興課

就労者に対する
支援

調布市勤労者互助会の活動支援 産業振興課 ● ●

労働セミナー・街頭労働相談の実施 産業振興課

12
生涯を通した健康
づくり

調布市民健康づくりプラン・調布市食
育推進基本計画の推進

健康推進課 ●

健康づくり市民活動の支援 健康推進課

保健センターと健康活動ひろばを活用
した健康増進事業の推進

健康推進課

薬物乱用防止の推進 健康推進課

健康づくり推進協議会事業 健康推進課

健康情報の提供 健康推進課

保健センターの管理運営 健康推進課

生活保護制度に
基づく適正な保
護と自立支援

調布市健康づく
りプランと食育
推進基本計画の
推進



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

12
生涯を通した健康
づくりの推進

調布市健康づくりプランと
食育推進基本計画の推進

業務検討会事業（医師会・歯科医師
会）

健康推進課

がん検診の充実 健康推進課 ● ●

定期健康診査の実施 健康推進課

訪問指導の推進 健康推進課

健康教育の推進 健康推進課

地域健康相談の推進 健康推進課

歯周疾患検診の推進 健康推進課

骨粗しょう症検診の推進 健康推進課

高齢者インフルエンザ予防接種の推進 健康推進課

結核予防の推進 健康推進課

新型インフルエンザ対策の推進 健康推進課

かかりつけ医の普及推進 健康推進課

夜間・休日救急体制の充実 健康推進課

特定健康診査等の実施 保険年金課

後期高齢者健診の実施 保険年金課

国民健康保険事
業等の実施

国保ヘルスアップ事業の推進 保険年金課 ● ●

国民健康保険運営協議会の運営 保険年金課

国民健康保険事業の運営 保険年金課

後期高齢者医療広域連合参画 保険年金課

後期高齢者医療保険料徴収事務 保険年金課

後期高齢者葬祭費助成事業 保険年金課

日雇特例被保険者取扱事務 保険年金課

高額介護合算療養費の給付 保険年金課

診療報酬明細書管理事務 保険年金課

療養給付事業 保険年金課

療養費事務・移送費給付事務 保険年金課

高額療養費の給付 保険年金課

葬祭費の給付 保険年金課

結核・精神医療費の給付 保険年金課

国保財政の安定化 保険年金課

老人保健医療事務 保険年金課

13
生涯学習のまちづ
くり

学びのきっかけ
づくり

生涯学習情報システム（さがす見つか
るシステム）の活用

生涯学習
交流推進課

● ●

シニア世代の学習活動及びまちづくり
への参加の促進

生涯学習
交流推進課

● ●

生涯学習や市民活動の啓発
生涯学習

交流推進課
生涯学習に関する相談，情報提供の実
施

生涯学習
交流推進課

生涯学習出前講座の実施
生涯学習

交流推進課

子どもの読書活動の推進 図書館 ●

成人利用者の読書活動の推進 図書館

早期発見・早期
治療・重症化予
防の充実



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

13
生涯学習のまちづ
くり

学べる機会の充
実

図書館資料の収集・整理・提供・保存 図書館 ● ●

調査活動の支援 図書館 ●

調査活動の支援　映画資料室 図書館 ●

図書館分館の整備（調和分館） 図書館

図書館分館の整備（国領分館，神代分
館，宮の下分館，富士見分館）

図書館

図書館分館の整備（緑ケ丘分館） 図書館

図書館分館の整備（若葉分館） 図書館

視聴覚資料室の運営 図書館

図書館のハンディキャップサービス 図書館

図書館分館での資料の提供と読書活動
への支援

図書館

団体の学びの活
動支援

市民団体との協働によるＩＴ講習の実
施

生涯学習
交流推進課

みんなの広場の運営
生涯学習

交流推進課

市民プラザあくろすの管理運営
男女共同参
画推進課

社会教育団体の育成と支援 社会教育課

社会教育学習グループのサポート 社会教育課

成人式の運営 社会教育課

東部公民館の管理運営 公民館

西部公民館の管理運営 公民館

北部公民館の管理運営 公民館

公民館の施設整備 公民館

図書館ボランティアの育成と支援 図書館

市民との協働による地域情報の提供 図書館

中央図書館の維持管理 図書館

図書館分館等の維持管理 図書館

まちづくりへの学
びの成果の活用

多様な公民館事業の推進 公民館 ● ●

個別事業 生涯学習推進協議会の運営
生涯学習

交流推進課

社会教育委員の設置 社会教育課

社会教育指導員の設置 社会教育課

東京都市町村社会教育委員連絡協議会
への参画

社会教育課

調布市公民館運営審議会の運営 公民館

図書館協議会の運営 図書館

14
市民スポーツの振
興

スポーツ環境の
整備

スポーツ施設の整備 スポーツ振興課 ● ●

調布市総合体育館の運営管理 スポーツ振興課

体育施設の維持管理 スポーツ振興課

スポーツ施設抽選予約システムの運営 スポーツ振興課

調布市ホームページによる情報提供の
推進

スポーツ振興課

地域スポーツクラブへの支援 スポーツ振興課

全国大会等への出場支援 スポーツ振興課



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

14
市民スポーツの振
興

スポーツ環境の
整備

民間体育施設の利用促進 スポーツ振興課

スポーツ推進審議会の運営 スポーツ振興課

学校施設の開放による市民のスポーツ
活動支援

社会教育課

調布市体育協会事業の支援 スポーツ振興課 ● ● ●

オリンピック・パラリンピックに向け
た取組の推進

スポーツ振興課 ● ● ③ ●

小学生ニュースポーツ大会の推進 スポーツ振興課

スポーツ推進委員による生涯スポーツ
の振興

スポーツ振興課

ＦＣ東京等との
パートナーシップ

プロサッカーチームによる地域貢献活
動支援

スポーツ振興課 ● ● ●

15
地域コミュニティ
の醸成

地区協議会の設立と支援 協働推進課 ● ● ●

自治会を通した市政情報の提供 協働推進課

自治会掲示板の維持管理 協働推進課

自治会等施設整備の支援 協働推進課

地域コミュニティ
活動の拠点整備

ふれあいの家の整備 協働推進課 ● ●

地域福祉センターの管理運営 協働推進課

ふれあいの家の管理運営 協働推進課

コミュニティ活動
への参加の促進

市民活動支援センターの運営 協働推進課 ● ●

コミュニティづくりの推進 協働推進課

16
活力ある産業の推
進

にぎわいを創出す
る商店街等の支援

商店街活性化の推進 産業振興課 ● ● ③ ●

バイ調布運動（市
内消費）の促進

調布市商工会事業の支援 産業振興課 ● ● ● ●

市内事業所・事
業者への支援

民間ノウハウを活用した中小企業・小
規模事業者の支援

産業振興課 ● ● ③ ●

中小企業事業資金融資あっせん 産業振興課 ●

セーフティネット保証制度の認定 産業振興課

販路拡大・促進の支援 産業振興課

公衆浴場の設備等の整備 産業振興課

新たな創業への
支援

産業労働支援センターによる新たな創
業の支援

産業振興課 ● ● ●

17
魅力ある観光の振
興

「映画のまち調
布」の推進

「映画のまち調布」の推進 産業振興課 ● ● ③ ●

地域資源を活用し
たにぎわいの創出

調布市観光協会事業の促進 産業振興課 ● ● ● ●

調布市花火の開催支援 産業振興課 ● ●

特色ある観光情
報の発信

観光案内誘導標識の維持管理 産業振興課

18 都市農業の推進
いきいきとした
農業経営

農業経営の支援 農政課 ● ● ●

有機栽培の推進 農政課 ●

農業技術向上の支援 農政課

観光農園設備等の整備への支援 農政課

畜産振興対策事業の実施 農政課

農業生産者団体への支援 農政課

農業後継者の育成 農政課

農のある地域づ
くり

農業体験ファームの充実 農政課 ● ●

市内農産物の直売の推進 農政課 ●

ライフステージ
に応じたスポー
ツ活動の推進

地域コミュニ
ティの活性化に
向けた支援



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

18 都市農業の推進
農のある地域づ
くり

農業まつりの実施 農政課

市民農園の運営 農政課

学童農園の運営 農政課

農地の保全 農業用水路の維持管理への支援 農政課

個別事業 損害認定会の運営 農政課

農業委員会の運営
農業委員会

事務局

東京都農業会議等への参画
農業委員会

事務局

19 芸術・文化の振興
市民の芸術・文
化活動の促進

芸術・文化事業の実施（文化会館たづくり・グ
リーンホールの指定管理事業及び補助事業）

文化振興課 ● ●

せんがわ劇場のあるまちづくりの推進 文化振興課 ● ●

彫刻のある街づくり 文化振興課

市民文化団体の支援 文化振興課

文化振興事業の支援 文化振興課

地域文化祭の実施 公民館

芸術・文化施設
の整備・運営

文化会館たづくりとグリーンホールの
維持・補修

文化振興課 ● ●

20
地域ゆかりの文化
の保存と継承

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
への参画

総務課

国史跡下布田遺跡の整備・活用 郷土博物館 ● ●

郷土の歴史・文化を核とした展示・普
及事業の推進

郷土博物館 ● ●

国史跡深大寺城跡の整備 郷土博物館 ●

国登録文化財真木家住宅の保存・管理 郷土博物館 ●

郷土博物館資料の調査・収集・保管 郷土博物館

埋蔵文化財資料の収納・保管 郷土博物館

埋蔵文化財の調査・報告等 郷土博物館

指定文化財の管理 郷土博物館

深大寺水車館の管理運営 郷土博物館

文化財保護審議会の運営 郷土博物館

遺跡調査会への支援 郷土博物館

学校教育との連携事業の推進 郷土博物館

文化財保護啓発の推進 郷土博物館

祭ばやし保存大会の運営 郷土博物館

郷土博物館の維持管理 郷土博物館

郷土博物館分室の維持管理 郷土博物館

実篤公園の維持管理と整備 緑と公園課 ●

実篤公園管理計画策定 緑と公園課 ●

武者小路実篤を核とした特色ある事業
の展開

郷土博物館 ● ●

実篤記念館収蔵品の管理・整備 郷土博物館 ●

実篤記念館の維持管理及び整備 郷土博物館 ●

実篤記念館の効率的な運営 郷土博物館

21
良好な市街地の形
成

適正な土地利用
の推進

大規模小売店舗等の立地調整 産業振興課

歴史・文化遺産
の保存と継承・
活用

武者小路実篤を核
とした地域ゆかり
の歴史文化・資源
の保存と継承・活
用
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【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

21
良好な市街地の形
成

適正な土地利用
の推進

生産緑地事務 農政課

都市計画マスタープランの運用 都市計画課 ● ●

地区計画制度を活用した街づくり 都市計画課 ● ●

街づくり活動の支援 都市計画課

都市計画事務 都市計画課

生産緑地事務 都市計画課

開発指導事務 都市計画課

街づくり審査会運営事業 都市計画課

墓地等の経営許可事務 都市計画課

工場立地法に係る届出事務 都市計画課

国土利用計画法に係る届出事務 都市計画課

建築確認関係事務 建築指導課

建築審査会運営事業 建築指導課

建築事前相談事務 建築指導課

建築指導監察事務 建築指導課

定期報告に関する審査・指導事務 建築指導課

中高層建築物紛争調整事務 建築指導課

景観まちづくり
の推進

景観計画・景観条例の運用 都市計画課 ● ● ④ ●

公共サイン計画の検討・運用 都市計画課 ● ● ④ ●

22
地域特性を生かし
た都市空間の形成

魅力的な中心市
街地の形成

下水道施設工事の実施（京王線立体化
関連事業）

下水道課

駅前広場の整備 街づくり事業課 ● ● ③ ●

鉄道敷地の整備 街づくり事業課 ● ● ③ ●

調布駅周辺における市街地再開発事業
の促進

街づくり事業課 ● ● ③ ●

中心市街地における区画道路等の整備 街づくり事業課 ● ●

布田駅南土地区画整理事業の推進 街づくり事業課

国領駅東地区整備事業の推進 街づくり事業課

市営駐車場管理運営事業 交通対策課

駅周辺における
まちづくり

交通環境の改善による駅周辺のまちづ
くり

都市計画課 ● ● ●

深大寺地区にお
けるまちづくり

深大寺地区におけるまちづくりの推進 都市計画課 ● ● ④ ●

23
良好な住環境づく
り

安全・安心な住
環境づくり

住宅の耐震化の促進 住宅課 ● ● ① ●

分譲マンションの適正な管理の支援 住宅課 ● ●

住宅マスタープランに基づく住宅施策
の推進

住宅課 ●

住宅等相談事務 住宅課

住宅資金融資あっせん事業 住宅課

高齢者世帯等民間賃貸住宅家賃等保証
委託料助成事業

住宅課

良好な居住環境
の形成と支援

住宅設備改修等給付事業
高齢者支援室
高齢福祉担当

良好な居住環境の形成・支援 住宅課 ● ● ● ●

市営住宅の計画的な改修 住宅課



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

23
良好な住環境づく
り

良好な居住環境
の形成と支援

市営住宅維持管理事務 住宅課

高齢者住宅維持管理事務 住宅課

都営住宅募集事務 住宅課

建築物の省エネルギー対策事務 建築指導課

低炭素建築物・長期優良住宅の認定事
務

建築指導課

24
安全で快適なみち
づくり

円滑に移動でき
る道路網の整備

都市計画道路の整備 街づくり事業課 ● ● ③ ●

生活道路の整備 街づくり事業課 ● ●

狭あい道路の整備 街づくり事業課 ● ●

生活道路の改修整備 道路管理課

人と環境にやさし
い道路空間の整備

人と環境にやさしい道路の整備 道路管理課 ● ●

街路樹管理事業 道路管理課

地籍調査事業 道路管理課 ●

基準点等の管理 道路管理課 ●

道路維持管理事務 道路管理課

25
総合的な交通環境
の整備

公共交通ネット
ワークの形成

交通計画等の検討 交通対策課 ● ● ●

ミニバスの運行 交通対策課 ●

交通安全対策の
推進

交通安全施設の整備と関係機関への要
望

道路管理課

交通安全意識の啓発 交通対策課 ● ●

自転車関連施策
の推進

自転車等駐車場の整備・有料化 交通対策課 ● ● ③ ●

放置自転車の撤去 交通対策課

26 地球環境の保全
地球環境保全意
識の啓発

環境情報の提供と環境学習事業の推進 環境政策課 ● ●

地球環境保全行
動の推進

地球温暖化対策の推進 環境政策課 ● ●

環境基本計画の策定と進行管理 環境政策課 ●

環境保全審議会の運営 環境政策課

エコオフィス・リサイクル協力店の普
及

ごみ対策課

27
水と緑による快適
空間づくり

水と緑の保全 雨水浸透による地下水涵養の推進 環境政策課 ●

公園・緑地，崖線樹林地の保全 緑と公園課 ● ● ④ ●

保全地区・保存樹木の指定と保全 緑と公園課

快適な公遊園の維持管理 緑と公園課

ホタルの飼育管理 緑と公園課

水と緑の創出 公園・緑地等の整備 緑と公園課 ● ● ④ ●

緑と花の祭典の開催 緑と公園課

生垣新設の促進 緑と公園課

深大寺・佐須地域環境資
源保全・活用の推進

深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の
保全・活用

環境政策課 ● ● ④ ●

28
ごみの減量と適正
処理

３Ｒ推進による
ごみの減量

ごみの減量と資源化 ごみ対策課 ● ●

リサイクル館での再生品の販売 ごみ対策課

三多摩地域の相互交流 ごみ対策課

事業所再利用計画の作成支援 ごみ対策課

災害に強い道路
空間の整備・維
持管理



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

28
ごみの減量と適正
処理

３Ｒ推進による
ごみの減量

商店・事業所での排出抑制 ごみ対策課

小学生向けごみ説明会の開催 ごみ対策課

ごみ探検隊の実施 ごみ対策課

ごみ処理施設見学会の実施 ごみ対策課

ごみ懇談会・出前講座の実施 ごみ対策課

ディスポーザー排出汚泥の調整 ごみ対策課

ごみの安定処理 資源化施設の整備 ごみ対策課 ● ●

ごみの適正処理 ごみの適正排出・適正処理の推進 ごみ対策課 ● ●

ごみ・資源物の収集・運搬 ごみ対策課

粗大ごみの収集 ごみ対策課

し尿の収集・処理 ごみ対策課

動物死体の引き取りと斎場への搬送 ごみ対策課

牛乳パックの回収 ごみ対策課

ふれあい収集の実施 ごみ対策課

一般廃棄物収集運搬業許可・浄化槽清
掃業の許可

ごみ対策課

ごみ対策課保有施設や資源処理設備の
管理運営

ごみ対策課

塵芥収集車両等の維持管理 ごみ対策課

ごみ・資源物の中間処理とエコセメン
ト化・最終処分

ごみ対策課

清掃諸団体への参画 ごみ対策課

廃棄物処理手数料の賦課・徴収 ごみ対策課

開発指導要綱に基づくごみ置場の設置
協議

ごみ対策課

29 生活環境の保全
生活環境の維持
向上

公共施設のシックハウス対策 環境政策課

生活環境被害相談の受付 環境政策課

河川水質等の調査監視と啓発 環境政策課

大気汚染等の調査監視と啓発 環境政策課

都民の健康と安全を確保する条例に基
づく環境確保

環境政策課

市営公衆便所の維持管理 環境政策課

飼い主のいない猫等対策への支援 環境政策課

蓄犬登録の実施 環境政策課

地下水汚染対策の実施 環境政策課

屋外広告物の許可 環境政策課

美化活動の推進 都市美化の推進と喫煙マナーの向上 環境政策課 ● ●

下水道事業の推
進

各種協議会・会議への参画 環境政策課

下水道施設の長寿命化対策の推進 下水道課 ● ●

合流式下水道の改善 下水道課

下水道使用料等の徴収 下水道課

下水の水質管理 下水道課

仙川中継ポンプ場の維持管理 下水道課



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

29 生活環境の保全
下水道事業の推
進

野川処理区流域下水道処理 下水道課

下水道管渠の建設 下水道課

都道共同工事の施工 下水道課

野川処理区下水処理場の施設整備への
参画

下水道課

下水道管渠の維持管理 下水道課

下水道用地の管理 下水道課

固定資産台帳の整備 下水道課

30
平和・人権施策の
推進

人権尊重の社会
づくり

人権に関する教育・啓発の促進 市民相談課

人権に関する相談事業の推進 市民相談課

平和社会の推進 平和祈念事業の実施 文化振興課 ● ●

平和と文化のモニュメントの維持管理 文化振興課

平和祈念祭の実施 福祉総務課

国際交流と多文
化共生の促進

国際交流の促進 文化振興課 ● ●

外国語版生活便利帳の発行 文化振興課

31
男女共同参画社会
の形成

男女の人権の尊
重と擁護

男女共同参画啓発・相談事業の実施
男女共同参
画推進課

● ● ●

ＤＶ防止及び被害者支援の推進
男女共同参
画推進課

ワーク・ライフ・
バランスの実現

男女共同参画を推進する市民活動の支
援

男女共同参
画推進課

男女共同参画推進プランの推進
男女共同参
画推進課

●

男女共同参画推進センター運営委員会
の運営

男女共同参
画推進課

市民参加・協働の仕組みづくり① 政策企画課

市民参加・協働のしくみづくり② 協働推進課

参加と協働の推進
のための環境整備

自治基本条例の推進 政策企画課

市民参加に関する職員研修事業 協働推進課

市政情報の積極
的な提供

市報等発行事務 広報課

生活ガイド発行事務 広報課

広報番組制作事務 広報課

調布市ホームページ運用事務 広報課

「事務報告書・統計書」資料作成事務 総務課

情報公開事務 総務課

公文書資料室運営事務 総務課

文書管理事務 総務課

公文書館機能の充実 総務課

個別事業 個人情報保護事務 総務課

市政功労者表彰事務 総務課

地域情報化基本計画推進事業 情報管理課

市民が主役のまちづくり大学事業
生涯学習

交流推進課

組織定数管理事務 行財政改革課

市民サービス公社運営費補助事業 行財政改革課

男女共同参画社
会への推進体制
づくり

市民参加プログ
ラムに基づく市
民参加の推進

効率的で機能的
な組織・システ
ムづくり

【方針２】
効率的な組織体制の整
備

【方針１】
参加と協働のまちづく
りの実践
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事務事業

評価
基本計画

事業
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プロジェクト
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補助金等
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監理団体指導監理事務 行財政改革課

非常勤嘱託員・臨時職員人事管理事務 人事課

電算管理事務 情報管理課

支払事務 会計課

市民サービスの提
供主体の見直し

指定管理者制度関係事務 行財政改革課

郵便局住民票等交付事業 市民課

市民に信頼され
る市政の推進

市民の声受付事務 市民相談課

ふれあいトーキング運営事業 市民相談課

オンブズマン事業 市民相談課

相談事業 市民相談課

広域的な連携の
推進

姉妹都市交流事業 文化振興課

調布市いやしとふれあいの旅事業 協働推進課

個別事業 戸籍事務 市民課

住民基本台帳事務 市民課

印鑑登録事務 市民課

全国住民基本台帳ネットワークシステ
ム事業

市民課

専門性を有する人
材の確保と育成

人事管理事務 人事課

職員採用事務 人事課

人事・給与制度
の見直し

職員昇任選考事務 人事課

勤怠管理事務 人事課

給与事務 人事課

給与制度管理事務 人事課

研修の推進 職員研修事務 人事課

東京都市町村総合事務組合研修負担金
事業

人事課

職員の勤務環境
の向上

労働安全衛生事業 人事課

中央労働災害防止協会参画事業 人事課

ハラスメント防止事務 人事課

特定事業主行動計画の進行管理 人事課

計画の推進 市民意識調査の実施 政策企画課

総合計画等の策定・推進事務 政策企画課

総合計画策定推進委員会議の運営 政策企画課

行革プランの策定・推進事務 行財政改革課

公共施設関係検討事務 行財政改革課

行財政改革推進会議の運営 行財政改革課

市役所本庁舎及び神代出張所維持管理
事務

管財課

各部経営方針の公表 政策企画課

庁議・行政経営会議・企画会議の運営 政策企画課

行政評価システムに基づく行財政運営
の推進

行財政改革課

PDCAマネジメ
ントサイクルに
よる行財政運営

効率的で機能的
な組織・システ
ムづくり

【方針２】
効率的な組織体制の整
備

【方針３】
人材の確保・育成

【方針４】
計画行政の推進



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

健全な財政運営 予算編成手法の改善 財政課

予算編成・執行管理事務 財政課

決算（地方財政状況調査）等財政分析
事務

財政課

基金の充実と適正な市債活用に係る事
務

財政課

市民税賦課事務 市民税課

固定資産税賦課事務 資産税課

収納事務 納税課

滞納整理事務 納税課

法定外公共物管理事務 道路管理課

調布飛行場対策協議会の運営 政策企画課

公共用地取得活用等検討委員会の運営 政策企画課

行事等記念品支給事務 秘書課

市長及び副市長交際費管理事務 秘書課

市長会参画事業 秘書課

市長・副市長秘書事務 秘書課

庶務事務 総務課

「新春のつどい」事業 総務課

統計事務 総務課

訟務事務 法制課

例規事務 法制課

検査事務 検査担当

特別職報酬等審議会運営業務 人事課

公務災害補償等審査会運営事務 人事課

公務災害補償事務 人事課

東京都市公平委員会負担金事務 人事課

調布市職員共済会事業 人事課

契約事務 契約課

管財課車両管理事務 管財課

庁用車両管理事務 管財課

自動車運転業務 管財課

市有財産（普通財産）管理事務 管財課

営繕事務 営繕課

自衛官募集事務 総合防災安全課

社会福祉法人に係る認可，指導検査等 福祉総務課

行旅死亡人等取扱事務 生活福祉課

慰霊事業給付事業 生活福祉課

国民年金事務 保険年金課

福祉年金事務 保険年金課

【方針４】
計画行政の推進

個別事業



基本的取組 事　務　事　業 所管課
事務事業

評価
基本計画

事業

重点
プロジェクト

事業
総合戦略

補助金等
評価

施策
（又は行革プラン２０１５の４方針）

事務事業一覧（施策体系順）
【事務事業評価】：評価を実施した事務事業に「●」を記載しています。

【基本計画事業】：基本計画事業に該当する事務事業に「●」を記載しています。

【重点プロジェクト事業】：重点プロジェクト事業に該当する事務事業に重点プロジェクト番号「①～④」を記載しています。

【総合戦略】：「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた事務事業に「●」を記載しています。

【補助金等評価】：補助金等の適正化に関する評価を行った補助金等に関連する事務事業に「●」印を記載しています。

調布市土地開発公社交付金事業 用地課

用地対策連絡協議会参画事業 用地課

公金収納事務委託 会計課

収入事務 会計課

審査事務 会計課

備品管理事務 会計課

決算書調製事務 会計課

指定金融機関等事務 会計課

現金等保管（運用含む）事務 会計課

選挙管理委員会運営事務
選挙管理委
員会事務局

全国市区選挙管理委員会連合会参画事
業

選挙管理委
員会事務局

東京都市選挙管理委員会連合会参画事
業

選挙管理委
員会事務局

東京都市明るい選挙推進協議会連合会
参画事業

選挙管理委
員会事務局

常時啓発事務
選挙管理委
員会事務局

選挙事務
選挙管理委
員会事務局

都市監査委員会参画事業 監査事務局

政務活動費に関する事務 議会事務局

視察・研修会等に関する事業 議会事務局

議長会・議長交際費に関する事業 議会事務局

議事運営・記録作成事務 議会事務局

議会広報に関する事業 議会事務局

議員健診事務 議会事務局

個別事業


