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 はじめに 

 『調布市基本計画策定に向けた基礎データ集』は，次期基本計画（平成 31年度から平成 34年度まで）の

策定に向けた基礎資料として，現行の調布市基本計画（平成 27年度から平成 30年度まで）に基づく各施策・

事業の取組状況や現状と課題，策定に当たってのポイントについて，市民と市政情報を共有するための取組の

一つとして各種データ等を取りまとめた資料です。人口，土地利用，財政など，市の基礎的なデータと，調布

市基本計画に位置付けた分野別計画 31 施策と行革プラン 2015 の 4 方針に関する現状や課題について，グ

ラフや表を用い，近隣自治体との比較も交えて掲載しています。また，市政経営の基本的な考え方の一つに据

えている「参加と協働のまちづくり」の更なる推進に向け，市が多様な主体と連携して実施している事業につ

いて整理して掲載しています。 

 ◆構成 

 「調布市基本計画策定に向けた基礎データ集」は『基礎編』『施策編』『行革プラン編』『特集編』の 4 編

で構成しています。各編の掲載内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆近隣自治体との比較 

 『基礎編』『施策編』『行革プラン編』では，区部を除く都内近隣自治体と比較して調布市がどのような取

組水準にあるかを示すデータも整理しています。なお，本資料で比較対象とした近隣自治体は，武蔵野市，

三鷹市，府中市，小金井市，狛江市，立川市です。 

 

 データの扱いについて 

□各編のデータは把握できた各種資料の中から可能な限り直近のものを使用しています。 

□一部の項目では，同じ内容を示すデータについて，市の調査に基づく値と国や都が集計・公表している値を

併記している場合があります。これらの値は，調査時期や調査範囲の違い等により異なっている場合があり

ます。 

 

調布市の基礎的なデータとして，「人口」「土地利用」及び「財政」の 3 項目に

ついて，指標の推移等を掲載しています。 
基礎編 

調布市基本計画「第 3 編 分野別計画」の 31 施策に沿って，施策の現状と課

題，基本計画に掲げているまちづくり指標，その他施策に関連するデータ等，参

考となる資料を掲載しています。 

施策編 

調布市基本計画策定に向けた基礎データ集の構成と特徴  

調布市が多様な主体と連携して実施している事業について，一覧表化して整理

するとともに，一部具体的な実施内容を掲載しています。 
特集編 

調布市基本計画「第 4編 計画を推進するために（行革プラン 2015）」の 4方

針に沿って，施策の現状と課題，施策に関連するデータ等，参考となる資料を掲

載しています 
行革プラン編 


