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関係課名 
（組織順） 

管財課，営繕課，スポーツ振興課，福祉総務課，健康推進課，緑と公園課，下水道課，ごみ対策課，都

市計画課，住宅課，街づくり事業課，道路管理課，建築指導課，教育総務課 
 
目 
的 

対 象 市内にいるすべての人，市内全域 
意 図 災害から身を守る，災害に強いまちになる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ50＞ 

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，減災対策の充実，災害時の対応能力の強化及
び復旧復興体制の整備について，自助・共助・公助の考えに基づき，個人，地域，事業者，行政のそれぞれの役割に
応じた取組を推進します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 防災市民組織の団体数

【☆，◎】 
99団体 114団体 115団体 120団体 120団体 

２ 特定緊急輸送道路沿道 

建築物（補助対象建築物） 

の耐震化率【☆，◎】 
25.4% 33.8% 36.6％ 40.8％ 

100％ 

（平成３7年度） 

３ 防火貯水槽の整備区域

【☆，◎】 
388区域 394区域 390区域 391区域 399区域 

４ 定住意向がある市民 
で，安全で安心して暮ら 
せると感じている市民の 
割合【◎】 

— 39.2% 36.5% 37.8％ 
50.0％以上 

（平成31年度） 

５ 災害時に自宅から避難
する場所（避難所）を決め
ている市民の割合【◎】 

— 35.1％ 40.2％ 38.7％ 
50.0％以上 

（平成31年度） 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 防災市民組織の団体数【☆，◎】 
 防災市民組織の加入団体は，平成２８年度末から５団体増加し平成２９年度末では１２０団体となり，
平成３０年度までの目標値を達成しました。 
２ 特定緊急輸送道路沿道建築物（補助対象建築物）の耐震化率【☆，◎】 
建物所有者への個別訪問，情報提供及び耐震化の啓発活動に努めた結果，耐震化率は４．２ポイント上

昇し，４０．８％（２９件/７１件）となりました。平成２９年度の耐震改修等における件数は，２８年度
からの繰越分（２件）を含む３件が完了し，その他１件は平成３０年度（繰越）に完了する予定としてい
ます。「東京都耐震改修促進計画（平成２８年３月改定）」及び「調布市耐震改修促進計画（平成２９年３
月改定）」に基づき，耐震化の目標値を修正しています。（平成３１年度末９０％，平成３７年度末１００％） 
３ 防火貯水槽の整備区域【☆，◎】 
防火貯水槽の整備区域は，平成２９年度末で３９１区域となり，充足率は９２．７％となりました。 

 開発行為に伴う設置により，防火貯水槽の基数は増加していますが，消防水利不足地域で開発行為が実
施されるケースが少ないのが現状です。消防水利不足地域に対し，計画的な整備を行うことで，基本計画
の指標達成を目指しています。 
４ 定住意向がある市民で，安全で安心して暮らせると感じている市民の割合【◎】 
定住意向がある市民で，調布のまちが安全で安心して暮らせると感じている市民の割合は，平成２９年

度調布市民意識調査では，３７．８％となりました。 
 
５ 災害時に自宅から避難する場所（避難所）を決めている市民の割合【◎】 
災害時に自宅から避難する場所（避難所）を決めている市民の割合は，平成２９年度調布市民意識調査

では，３８．７％となりました。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№1 災害に強いまちづくり） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０１-１ 防災体制の充実（総合戦略Ａ－①） 
 水防法の改正等を受け，調布市防災会議を開催し，調布市地域防災計画を修正しました。 
地域防災計画に基づく災害対策を適切に実施するための取組として，庁内の防災対策検討委員会におい

て，具体的な対応体制の推進を図りました。委員会の作業部会として，「医療救護部会」，「避難所部会」，
「二次避難所（福祉避難所）部会」及び「帰宅困難者対策部会」「物資物流部会」の５つの部会を設置し，
関係課職員により，それぞれの諸課題について検討を進めました。 
災害時の情報伝達手段である防災行政無線について，３年計画での移動系デジタル化を開始するととも

に，固定系無線デジタル化のための設計を行いました。また，Ｊ－ＡＬＥＲＴの規格変更に伴う機器の更
新を行いました。 
職員の災害対応力の向上と防災意識の高揚を目的とする職員対象の職員防災研修会，災害対策本部会議

運営訓練，シェイクアウト訓練を実施しました。また，地域での訓練等への支援を行いました。 
 災害対応資機材の確保・充実の一環として，小学校３校に２基目のコンテナを設置するとともに，新規
資機材の導入などを実施しました。 
 避難所の円滑な運営のための「避難所運営マニュアル」については，全ての小中学校での作成が終了し
ました。 
 広域的連携による防災対策として，平成２７年度に災害時相互応援体制の協定を締結した岐阜県岐阜市
並びに岩手県遠野市に東京都調布市合同総合防災訓練に参加いただくとともに，岐阜市の訓練に職員が参
加しました。 
 地域における共助の取組を推進するため，防災市民組織の育成・運営支援として，当該団体が防災用品・
資機材等を購入する経費に助成を行いました。 
東京都地域防災計画を踏まえた市の災害時医療救護体制整備に当たっては，医師会，歯科医師会，薬剤

師会等の協力により策定したマニュアルに基づく訓練を調布東山病院，青木病院，慈恵医大第三病院の合
同で実施し，実災害時における運用に向け検証を行いました。また，東京都調布市合同総合防災訓練では，
調布病院に協力いただき，医療救護活動訓練を実施しました。 
 「調布市避難行動要支援者避難支援プラン（総合計画）」に基づき，避難支援の体制づくりを推進いた
しました。 
 平成２４年度から４月の第４土曜日を「調布市防災教育の日」と定め，児童・生徒に自助，共助の精神
と行動様式を身につけさせるため，市立小・中学校全校で「命」の授業を行うとともに，保護者や地域と
連携した避難所開設運営訓練を実施しており，毎年，各学校と教育委員会が主体となって，市長部局と連
携しながら，取組の改善・強化を図っています。６回目となる平成２９年度の特徴的な取組は，平成２８
年度に指名した各避難所８人の避難所担当職員や初動避難所要員の派遣，初めて私立学校との連携となる
明治大学付属明治高等学校・中学校におけるシェイクアウト訓練の実施，民間企業所有の起震車を小学校
に派遣，学校給食調理委託業者の参加，調布心身障害児・者 親の会の参加による障害者避難所受入訓練
等を行い，市内関係者との連携の強化に努めました。 
 市職員の防災意識の向上に関する取組として，平成２７年度より職員対象の防災研修を継続実施してお
り，「災害対応が市職員の責務であり，調布市地域防災計画等に基づく市の防災体制，災害時の役割を理
解し，訓練を重ね，全職員が一丸となって災害対応に取り組む」意識の徹底を図りました。 
 風水害対策の一環として，市報等を通じて，早めの避難や雨水枡の清掃等，家庭における風水害対策を
はじめ，市内の土砂災害危険箇所等の周知・啓発を行いました。 
 
０１-２ 災害に強い都市基盤の整備（総合戦略Ｂ－①） 

住宅の耐震化の促進では，平成２９年度は，木造住宅の耐震化の取組として，耐震アドバイザー３２件，

耐震診断１８件，耐震改修６件の費用補助を実施したほか，平成２９年度から平成３２年度までの４か年

事業として個別訪問事業を開始し，平成２９年度は２，６６２件を訪問し，普及啓発を行いました。また，

分譲マンションの耐震化の取組は，分譲マンション１件について耐震アドバイザーを派遣しました。 
特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進事業では，耐震改修等３件の費用補助を実施しました。 
下水道施設の地震対策として，調布幹線の耐震診断を行い，耐震性能を確認しました。また，入間川上

流域の浸水被害の軽減を図るため，バイパス管設置・粗度係数軽減（水路のコンクリート壁面を滑りやす
くする）等の対策工事を行いました。 
橋りょうの安全な維持管理のため，調布市橋りょう長寿命化計画に基づき，引き続き，計画的な耐震補

強・補修工事等に取り組みました。 
０１-３ 消防力の強化（総合戦略Ａ－②） 
平成２１年度から消防団の活動内容を周知することで，市民の消防団活動への理解を深め，団員の士気

高揚及び新規団員の確保に資するため発行している消防団広報誌を平成２９年度も全戸配布しました。 
平成２９年（暦年）の火災については，前年と同数で，以前と比較して減少傾向にありますが，３月，

１１月，１２月に全分団で警戒活動を実施するなど，火災減少のための活動を行いました。 
調布消防署及び国領出張所建替への協力など東京消防庁と連携した常備消防力の維持・確保に努めると

ともに，計画的な消防ポンプ車の更新等により常備消防力の強化に努めました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№1 災害に強いまちづくり） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・防災対策検討委員会を通じた災害対応体制の強化  

・避難所対策（１０箇所１０校での避難所運営マニュアルの作成，備蓄品の充実など）の推進 ・要援護者避難支援プランに基づく要

援護者支援に係る協定締結促進  

・医師会等の医療関係団体と連携した災害時医療体制の充実  

・防災教育の日の取組など地域防災力の向上  

・防災市民組織補助金や出前講座，防災講演会を通じた防災市民組織の育成  

・布田南ふれあい公園に４０トンの防火貯水槽を設置したこと等により，防火貯水槽設置区域が４２２区域中３９４区域となり，充

足率が９３．４％に上昇した。 

・下水道施設の耐震化工事を実施（マンホール４６箇所，累計２１４箇所） 

・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業として，耐震診断９件，補強設計１件，耐震改修等６件の費用補助を実施 

・橋りょうの安全性の維持・向上のため，調布市橋りょう長寿命化計画に基づき，点検・設計を実施 

・シェイクアウト訓練，災害対策本部運営訓練等様々な防災訓練の充実 

 

 

（平成２８年度） 

・職員の災害対応力の向上と防災意識の高揚を目的とする職員対象の職員防災研修会を行った。 

・災害時相互応援協定を締結した岐阜県岐阜市及び岩手県遠野市と顔の見える関係構築を図った。 

・職員の防災に関する意識調査，シェイクアウト訓練・災害対策本部会議運営訓練を行った。 

・小学校３校に２基目の備蓄コンテナを整備するとともに，市中央の拠点施設ともなる小島町防災倉庫を整備した。 

・下水道施設の耐震化工事を実施（マンホール６４箇所，累計２７８箇所） 

・特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進事業で，耐震診断３件，補強設計３件，耐震改修等１件の費用補助を実施した。 

 

 

 

 

（平成２９年度） 

・災害時の重要な情報伝達手段である防災行政無線のデジタル化に取り組んだ。 

・災害対応能力向上に資する防災訓練について，東京都と合同の総合防災訓練を実施した。 

・職員の災害対応力の向上と防災意識の高揚を目的とする職員対象の職員防災研修会を行った。 

・災害時相互応援体制の協定締結した岐阜県岐阜市及び岩手県遠野市が東京都調布市合同総合防災訓練に参加，岐阜市の訓練に調布

市が参加するなど，顔の見える関係構築を図った。 

・小学校３校に２基目の備蓄コンテナを整備するとともに，学校の施設整備に合わせたマンホールトイレ等の備蓄など，資機材の充

実・確保に取り組んだ。 

・医師会，歯科医師会，薬剤師会等と連携した医療救護所訓練の実施等を通じて災害医療体制の充実を図った。 

・自助，共助の取組の主体となる防災市民組織が目標の１２０団体となった。 

・高齢者や障害者等の災害時に避難を支援する協定団体（自治会やマンション管理組合等）の締結促進を図るため，避難時に活用す

る備品等の補助金を新たに設置したことにより，協定締結は２８団体となった。 

・調布幹線の耐震診断を行い，耐震性能を確認した。 

・入間川上流域の浸水被害軽減対策工事を実施した。 

・特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進事業で，耐震改修等３件の費用補助を実施した。 

・児童・生徒の防災教育の充実，学校や地域と連携した避難所対応能力の向上などを図るため，「調布市防災教育の日」を実施した。 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№1 災害に強いまちづくり） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 防災市民組織の団体数 
（目標値：120団体 現状値：120団体） ◎ 

【要因・課題】 

防災講演会等を通じた周知・啓発の取組や地方創生

交付金事業を利用した資機材の補助等により結成の

機運が高まった。 

２ 特定緊急輸送道路沿道建築物（補助対象建築物）の
耐震化率【☆，◎】 
（目標値：100％（平成 37年度） 現状値：40.8％） ○ 

【要因・課題】 

東京都は，平成37年度末までに耐震化率100％を

目標としている。引き続き，所有者の意向醸成を行

い，東京都と連携して耐震化率向上を目指す。 

３ 防火貯水槽の整備区域【☆，◎】 
（目標値：399区域 現状値：391区域） ○ 

【要因・課題】 

開発等により防火貯水槽は年々増加しているが，不

足地域では，整備の適地がなく，整備手法について

再検討が必要となっている。 

４ 定住意向がある市民で，安全で安心して暮ら 
せると感じている市民の割合【◎】 
（目標値：50.0％以上（平成 31年度） 現状値：37.8％） 

△ 【要因・課題】 

近年の国内での災害増加が市民の危機意識を高めて

いると考えられる。 
５ 災害時に自宅から避難する場所（避難所）を決めて
いる市民の割合【◎】 
（目標値：50.0％以上（平成 31年度） 現状値：38.7％） 

△ 
【要因・課題】 

自助の取組の重要性について，さらなる意識啓発の

取組が必要となっている。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①防災市民組織が計画目標である１２０団体となった。 
②防災備蓄品の確保・充実は順調に進捗している。 
③防災行政無線デジタル化等，災害情報システムの維持管理・充
実は順調に進捗している。 

④特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化率 
（平成２９年度末87.0％） 

⑤国領出張所の建替が終了し，調布消防署の建替も東京２０２０
大会前の新庁舎運用開始の方向で進捗している。 
⑥下水道施設の地震対策の推進（主な災害対応拠点からの管路の
管径700mm以下の下水道管とマンホール接続部分の可とう化） 

①既存組織の活動内容の充実を図るとともに，組織数，世帯数の
拡充により多くの市民の参加を目指す。 

②実災害における対応や訓練などを踏まえ，より円滑な被災者対
応のため，備蓄資機材の充実が求められている。 

③デジタル化により音質の向上が見込まれるが，聞こえにくい地
域については，引き続き無線塔の新設等の対応を検討する。 
④特定緊急輸送道路の沿道建築物の東京都全域耐震化率100％ 
（平成２９年１２月時点83.8％） 

⑤引き続き，東京消防庁と連携・協力し，常備消防力の維持に努
める。 
⑥その他の管路の耐震性能の診断及び要対策路線の選定 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①防火貯水槽の整備区域の拡大（不足地域解消） 
 
②特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 
 
③市民の調布市に対する安全安心意識 
 
④自助としての災害対策の実施 
 
⑤下水道施設の地震対策の推進（管路補強工事） 

①開発等もなく，設置可能な公共施設等もない地域が不足地域と
なっている。解消に向け整備手法等の再検討が必要。 
②工事期間中建築物が使用できなくなることが大きな要因とな
り，耐震化が進んでいない建物がある。（他自治体も同様の状況） 
③災害対策について，首都直下地震発生の恐れや，近年の国内に
おける風水害等による危機意識の高まりに伴い，安心感が低下し
ていることが考えられる。 
④災害への危機意識に対して，自助の重要性の認識を高めること
が課題であり，市民の意識啓発に重点を置いた取組を検討する必
要がある。 
⑤現基本計画検討後に国の基準の変更があり，要対策路線の見直
しが必要となったため   

◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・防災市民組織数の増加，地域での訓練の実施，要援護者避難支援プランに基づく地域との協定など，共助の取組を推進した。 

・備蓄資機材の充実，避難所運営マニュアルの作成，災害時医療体制の整備など，東日本大震災等を踏まえ実働体制を強化した。 

・災害情報システムの維持管理・充実，避難所となる小中学校施設の整備など，ハード対策の強化に取り組んだ。 

・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の耐震化の取組は，平成３０年度末見込みで，耐震診断実施率は９７．２％，（６９件

／７１件），耐震化率は４２．３％（３０件／７１件）に上昇した。 

・下水道施設の地震対策については，平成２１年度に策定した「調布市下水道総合地震対策計画」に位置付けた主な災害対応拠点か

らの排水を受ける内径７００ｍｍ以下の管路の耐震化を予定どおり完了させた。 

・橋梁の耐震改修，下水道施設の地震対策の推進など，公共インフラの震災対策強化を行った。 

・消防水利の確保，消防団対応能力の向上，常備消防力の維持管理等，消防力の強化に努めた。 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№1 災害に強いまちづくり） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
 

・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・災害対策に当たっては，震災・風水害等に適切に対応できるよう引き続き公助の充実に努めるとともに，共助の取組を生かすた

めにも，周知啓発の強化などにより市民ひとりひとりの自助の取組を推進する必要がある。 

・災害対応において最も重要な施設である避難所の運営を円滑に行うために，資機材の充実等を含めハード・ソフト対策の充実を

図る必要がある。 

・特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化率について，「東京都耐震改修促進計画（平成２８年３月改定）」及び「調布市耐震改修

促進計画（平成２９年３月改定）」の中で，平成３１年度末９０％，平成３７年度末で１００％の目標値とした。引き続き，東京都

と連携して耐震化の促進を図る。 

・火災への対応能力を確保するため，引き続き消防力の強化に努める。また，災害時においても適切な対応が可能となるよう消防

水利の確保を図るとともに，東京消防庁・調布市消防団と連携した災害時対応体制整備を進める。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①東日本大震災を踏まえ，国では，大規模広域な災害に対する即応力の強
化，住民等の円滑かつ安全な避難の確保，被災者保護対策の改善，平素か
らの防災への取組の強化を進めている。 
②近年の台風や集中豪雨による被害を受け，浸水想定区域の変更，気象情
報や河川水位情報の伝達等，風水害対策の強化が進められている。 
③水防法の改正を受け，国（京浜河川事務所）では，各管理河川の減災協
議会を設置した。また，全国各地で発生する豪雨により逃げ遅れ等が起き
ないよう抜本的な対策が求められている。 
④高齢者や障害者等の避難行動要支援者の増加が見られ，迅速に避難誘
導・安否確認等を行えるようにする必要がある。また，避難所運営等にお
ける女性の視点に配慮する必要がある。 
⑤大阪府北部地震を契機にブロック塀等の安全性確保が課題となってい
る。 
 

①国や都等の災害対策を踏まえた地域防災計画に基

づき，公助・共助・自助が一体となった取組の推進を

図る必要がある。 

②風水害等に係る様々な情報を有効に活用し，適切な

対応をするため，引き続き職員の対応能力を強化する

必要がある。 

③震災対策と合わせ，風水害対策についても国や東京

都と連携した体制整備を進めるほか，浸水想定区域等

の要配慮者利用施設の管理者等について，避難確保計

画の作成等を検討する必要がある。 

④要支援者や女性，子供などの視点を踏まえ，それぞ

れの状況に対応した適切・円滑な被災者支援に向けた

施策の推進が求められる。 

⑤公共施設のブロック塀等の安全化と合わせ，個人や

事業所の対策について検討する必要がある。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①東京都では，地域防災計画修正に向け検討を行っている。（前回修正平
成２６年） 
②水防法の改正を受け，東京都において，各管理河川の減災協議会が設置
された。 
③人工呼吸器使用者の災害時の支援を想定して，避難所等に発電機を準備
している自治体がある 
④東京都は，平成２８年３月の東京都耐震改修促進計画の改定に伴い，平
成３７年度末までに特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率１００％を
目標とすることとした。 
⑤近隣市では，庁舎の建替等に伴い災害時の拠点となる防災センターの整
備が進んでいる。 

①東京都の地域防災計画の修正に当たり，情報収集に

努めるとともに，必要であれば意見を提出する。 

②東京都や近隣自治体と連携し，河川の減災対策に取

り組む必要がある。 

③避難所等に発電機の配備を検討する必要がある。 

④特定緊急輸送道路の沿道建築物で，補助対象建築物

の耐震化率（40.8％）が低い状況である。引き続き，

都と連携して取り組むことが重要である。（東京都全

域：平成２9年１２月時点38.2％） 

⑤適切な災害対策本部運営のため，執務スペース，会

議スペース等の確保，資機材の充実を図る必要があ

る。 

そ
の
他 

①近年の気象状況の変化から，風水害発生の危険性が高まっていると考え
られる。 
②人工呼吸器使用者の家族から，各自用意はしてあるものの，いざという
時に使えないと命にかかわるため，避難所等に発電機を準備してほしいと
の要望がある。 

①避難勧告マニュアルの充実など，迅速な避難による

被害の軽減に向けた対策の推進が求められる。 

②引き続き学校施設の更新等に合わせた防災設備の

充実を図る必要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№1 災害に強いまちづくり） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，自らの命は自らが守るという「自助」の考えに立ち，防災に関する情報の積極的な取得，食料の備蓄や家具の転倒防止

など，常日頃から自主的に災害への備えを行うとともに，コミュニティを核とした地域の防災活動に積極的に参加・協力します。 

・事業者は，災害時における協定の締結に協力するとともに，安全・安心な地域社会の形成を担う一員として，従業員の安全確保

をはじめとする帰宅困難者対策など，防災対策に主体的に取り組みます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・調布市防災対策検討委員会等を通じ，庁内連携体制の強化，職員の災害対応能力の向上を図る必要がある。 

・関係機関や広域連携自治体等の支援を要する災害時特有の業務を適切に実施するための体制整備を推進する必要がある。 

・災害時緊急医療救護所や避難所における保健・衛生活動のため，今後も医師会等の関係機関とともに，マニュアルの検証や訓練

を行う必要がある。 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・災害時医療対策について，市内医療関係機関の積極的協力により具体的な対応整備が進んでいる。 

・アレルギー対応，女性や要支援者に配慮した備蓄資機材の確保・充実を行っている。 

・市民や地域等と連携した様々な防災対策の実施 

  学校と保護者・地域が一体となった防災教育と訓練を実施する「防災教育の日」の市立小・中学校全校一斉実施 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・災害から命を守るためには，自助・共助の取組が最も重要になる。公助や関係機関等との連携と併せて，市民側の自助・共助対

策を推進するための実践的な取組の実施を検討する必要がある。 

・備蓄資機材については，それぞれの状況に合わせた適切な被災者対応を実施するため，引き続き広く意見を求め確保・充実に努

める。 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


