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目 
的 

対 象 市民，事業者 
意 図 安心して暮らせる環境を維持することができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ192＞ 

生活環境被害の防止対策，まちの美化活動，路上喫煙対策，下水道の機能確保などについて，市民，地域，事業者，

市がそれぞれの役割に応じた取組を進め，市民が安心して暮らすことができる環境の維持を図ります。 

 

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 騒音や悪臭などの公害

対策について不満を感じ

る市民の割合【☆】 

20.0% 21.8％ 22.9％ 21.5％ 20.0％ 

２ 美化活動に参加した市

民の数【☆】 9,513人  9,961人 1万343人 9,075人 1万人 

３ 管路の長寿命化対策工

事済又は健全確認済スパ 

ン数【☆】 

 

1,847スパン   2,075スパン 2,123スパン 2,154スパン 2,210スパン 

 
◆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 騒音や悪臭などの公害対策について不満を感じる市民の割合【☆】 
 市民から寄せられた，騒音や悪臭など生活環境に悪影響を及ぼす事案に対し，迅速かつ丁寧な対応に努
めた結果，平成２８年度と比べて公害対策について不満を感じる市民の割合は，１．４ポイント減少しま
したが，目標値を達成できませんでした。 
２ 美化活動に参加した市民の数【☆】 
 美化推進重点地区などのマナーアップ清掃，喫煙マナーアップキャンペーン，多摩川クリーン作戦，野
川クリーン作戦，その他自治会などが自主的に行う地域清掃活動など，美化活動に参加した人数の合計は，
９，０７５人でした。平成２９年度は，春の多摩川クリーン作戦，及び秋に実施する調布駅前クリーン作
戦が悪天候により中止になったため，参加者数が減少しました。 
３ 管路の長寿命化対策工事済又は健全確認済スパン数【☆】 
 布田・調布ヶ丘地区の管路の長寿命化対策工事を進めた結果，長寿命化対策工事済又は健全確認済スパ 
ン数は２，１５４スパンとなり，平成２９年度の目標値に対し，計画どおり対策工事を進められました。 
 ※スパン…マンホールとマンホールの間を１スパンと数える単位 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 

 



（施策№29 生活環境の保全） 

 
◆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） 
２９－１ 生活環境の維持向上 

 大気汚染測定調査は，市役所屋上で常時監視測定を行うとともに，市内３箇所において移動式測定局に
よる測定を実施しました。また，一時測定を停止していた下石原交差点測定局の移設が完了し，平成２９
年６月に測定を再開しました。自動車騒音測定は，市内５箇所で測定を実施しました。公共施設のシック
ハウス対策については，調布市公共施設等シックハウス対策マニュアルの運用状況の確認及び情報交換を
行うとともに，施設所管部署の担当職員をはじめとして研修会を実施しました。 
 市民の安全安心の観点から，放射能に関する情報を収集，公表しました。空間放射線量を毎月１回，市
内公共施設の定点１０箇所の測定を継続して実施し，その結果について，市報，ホームページで公表しま
した。また，引き続き，自治会等市民団体等を対象に，空間放射線簡易測定器の貸出しを行いました。 
 騒音，振動，悪臭等から快適な生活環境を守るため，市民からの相談について，迅速かつ適切に対応す
るとともに，暮らしの中での生活環境への配慮等に対する意識の啓発も行いました。 
 飼い主のいない猫対策として不妊・去勢手術費の助成を行うとともに，地域猫についてセミナーを開催
し啓発に努めました。また，狂犬病を予防するため，集合予防接種のほか畜犬登録に係る事業を実施しま
した。 

２９－２ 美化活動の推進 
地域の自主的な清掃活動等において，清掃用具の貸出しやごみの回収などの支援を行い，美化意識の向

上を図りました。併せて，美化推進重点地区に指定している地域の清掃活動に対して必要な用具の貸出し
等を行い，継続して活動を支援しました。 
また，春（中止）・秋の多摩川クリーン作戦，野川クリーン作戦及び調布駅前クリーン作戦（中止）を

継続して実施し，広域的な清掃活動を推進しました。 
喫煙マナー対策については，調布市内京王線全駅において喫煙マナーアップキャンペーン，マナーポス

ターの募集及び展示などの事業を継続して実施しました。また，４月には喫煙マナーアップパトロールを
実施し，歩きたばこ，ポイ捨て禁止の周知を行うとともに，路面ステッカーや看板の増設など，喫煙マナ
ーの啓発事業も引き続き実施しました。 

２９-３ 下水道事業の推進 
 市内下水道施設は，昭和４０年代から５０年代にかけて集中的に整備した管路が，５０年の法定耐用年
数を順次迎える時期となっており，老朽化が課題となっています。このため，調布市下水道長寿命化計画
（平成２７年度策定）に基づき，市内を１０ブロックに分けた場合で損傷の度合いが最も高いと想定され
る布田・調布ヶ丘地区の長寿命化対策工事（管渠の改築・部分改修・マンホール蓋交換等）を行いました。 
 また，市内下水道施設全体の長期予測を踏まえた改築費用の低減を図るため，長寿命化計画から移行す
るストックマネジメント計画策定に向け，管路改築の今後のシナリオを検証しました。 
 経営状況の見える化や財政マネジメントの向上により持続可能な下水道事業の推進を図るため，公営企
業会計適用に向けた準備を進めている中，前年度に引き続き取り組んだ過年度分の固定資産台帳整備が完
了し，固定資産に関する情報が概ね整理できました。 
 市内河川の水環境を保全し豊かな自然環境を守るため，雨水浸透施設の設置促進や雨天時の水質調査に
よる水質管理を引き続き実施しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№29 生活環境の保全） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・調布駅と仙川駅の駅周辺を中心に都市美化・喫煙マナーアップパトロールを実施した。調布駅南口広場の喫煙場所にパーテー 

ションを備えた喫煙所を設置し，喫煙者と非喫煙者の共存を図った。 

・空間放射線測定器の貸出しを行った。（平成２７年度貸出し回数は５回，平成２６年度は６回） 

・公共施設工事に伴い室内化学物質濃度測定をすることにより，室内化学物質放散による健康被害の発生を防止した。 

・公害関係法令に基づく各種届出等の受理，公害防止指導，各種測定等及び違反屋外広告物に関する除却，普及に努めた。 

・市民の生活環境を守るため，生活態様に起因する騒音，悪臭や獣害虫に起因する環境課題に関してきめ細かく対応した。 

・飼い主のいない猫対策として，不妊去勢手術費用の補助や地域猫セミナーの開催による啓発を行った。 

・狂犬病の発生を予防するため，畜犬登録にかかる事務事業を行った。 

・合流式下水道改善事業の効果として，雨天時に調布幹線へ排出する下水の水質を調査し，目標をクリアしていることを確認した。 

・下水道施設の長寿命化対策の推進として，布田，調布ヶ丘などを含む地域（調布第五処理分区調布第三小処理分区）で策定した長 

寿命化計画に基づき，下水道施設の改築の実施設計を行った。 

 

 

（平成２８年度） 

・平成２７年度と比較し，農地開発件数等の増加により工事件数が増加したため，公害対策に不満を感じる市民の割合が高くなった

と考えられる。 

・合流式下水道改善事業の効果として，雨天時に調布幹線へ排出する下水の水質を調査し，目標をクリアしていることを確認した。 

・下水道施設の長寿命化対策の推進として，布田，調布ケ丘などを含む地区（調布第五処理分区調布第三小処理分区）で策定した長

寿命化計画に基づき，下水道施設の改築の実施設計及び長寿命化対策工事を行った。 

・下水道事業への公営企業会計の適用に向けて，固定資産台帳整備に着手した。 

 

 

 

（平成２９年度） 

・春の多摩川クリーン作戦，秋に実施の調布駅前クリーン作戦が悪天候により中止になったことで美化活動に参加した市民の数は減

少したが，その影響を踏まえると平成２５年度から着実に増加している。 

・自治会，学校ＰＴＡ，地区協議会等市民との協働で美化活動を実施。 

・合流式下水道改善事業の効果を把握するため，雨天時に調布幹線へ排出する下水の水質を調査し，目標をクリアしていることを確

認した。 

・下水道施設の長寿命化対策の推進として，布田・調布ヶ丘地区で下水道施設の対策工事（管渠の改築・部分補修・マンホール蓋交

換等）を計画どおり行った。 

・下水道事業への公営企業会計の適用に向けて，前年度に引き続き取り組んだ過年度分の固定資産台帳整備が完了した。 
 

◆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№29 生活環境の保全） 

◆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 騒音や悪臭などの公害対策について不満を感じる市 
民の割合【☆】 
（目標値：20.0％ 現状値：21.5%） 

△ 
【要因・課題】 

平成２９年度は，前年度より目標値に近づいたもの

の建設工事箇所の増加などにより目標値未達成。 

２ 美化活動に参加した市民の数【☆】 
（目標値：1万人 現状値：9,075人） 

◎ 

【要因・課題】 

平成29年度は悪天候の影響により減少したものの，

前年度に目標値を達成し，堅調に推移してきている

ことから，平成 30年度での目標達成に向け順調に

推移している。 

３ 管路の長寿命化対策工事済又は健全確認済スパン数

【☆】 
（目標値：2,210スパン 現状値：2,154スパン） 

◎ 
【要因・課題】 

調布市下水道長寿命化計画をもとに，計画どおり対

策工事を進めることができている。 
   
◆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市民参加による美化活動の推進 

 

 

 

②下水道施設の長寿命化対策の推進 

 

 

①美化推進重点地区 

 調布市：８地区，府中市：５地区，世田谷区：５地区 

 今後，調布駅周辺，西調布駅周辺，飛田給駅周辺の美化推進重

点地区指定に向け取り組んでまいります。 

②平成３０年度の目標値達成に向け，計画どおり対策工事を完了

させる。 

 

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 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

— 

   
◆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 
・騒音や悪臭等の郊外対策について不満を感じている市民の割合が，平成29年度は目標に届いてはいないものの，平成30年度目

標に近づいていることから，概ね成果は得られていると考えます。 

・美化活動に参加した市民の数は順調に伸びてきており，引き続き事業を展開していくことで十分目標は達成できる見込みです。 

・下水道施設の長寿命化対策は，調布市下水道長寿命化計画策定のための国との協議に時間を要したものの，年度毎の計画を順調に

進めることができ，計画どおり対策工事を実施できている。 

 

 

 

 

 

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№29 生活環境の保全） 

◆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） 
・国際イベントを契機として，市民のおもてなしの意識の啓発を図り，美化活動へのより一層の関心と実践に結び付け，継続的な

美化活動の活性化を目指す。 

・受動喫煙防止対策に連動した路上喫煙対策（喫煙禁止区域の設定）を実施する。 

・市民ボランティア活動による美化活動を支援し，飛田給駅周辺クリーン作戦を実施する 

 

 

 

 

 

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受動喫煙防止対策として，国は健康増進法の改正で健康被害防止に向け
た普及・啓発と具体的な規制・対策を講じる。 
②公営企業会計の適用の推進について（総務大臣通知，平成２７年１月） 
③経営戦略策定の推進について（総務大臣通知，平成２８年１月） 
④汚水処理の事業経営に係る「広域化・共同化計画」の変更について（国
交省ほか４省庁連名通知，平成３０年１月） 

①市として受動喫煙防止等対策に関する取組方針を

策定（平成３０年６月）。その方針に沿い，路上の喫

煙対策を検討し，具体的な対策を講じる必要がある。 

②平成３２年度までの下水道事業への公営企業会計

適用に向けて，庁内関係各課との連携を図る。 

③平成３２年度に策定する次期調布市下水道総合計

画に経営戦略の要素を盛り込む。 

④広域化・共同化の必要性や具体的な取組について検

討する。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①東京都子どもを受動喫煙から守る条例（平成３０年４月１日施行） 
②東京都受動喫煙防止条例（平成３０年６月制定） 
 

①②市として受動喫煙防止等対策に関する取組方針

を策定（平成３０年６月）。その方針に沿い，路上の

喫煙対策を検討し，具体的な対策を講じる必要があ

る。 

そ
の
他 

①市民から，飼い主のいない猫対策について，取組を進めるよう要望があ
り，東京都動物愛護推進員と連携して効果的な対策の検討を進めている。 
②デング熱など蚊が媒介する新たな感染症への対応，ヒアリ，セアカゴケ
グモ等外来危険生物への対応が求められている。 
 

①先駆的取組を実施している他団体の事例を研究し，

実現可能な方法を検討。 

②国・東京都等が主催する勉強会，情報交換会等の機

会を活用し，市内で事案が発生した場合に備え，東京

都と連携し対応する必要がある。 

 

 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 

 



（施策№29 生活環境の保全） 

◆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，地域での美化活動への参加や暮らしの中での生活環境への配慮に努めます。 

・事業者は，排気や騒音の抑制など事業活動に伴う周辺環境への配慮に努め，公害の発生を未然に防ぎます。 

 
 
＜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） 

・屋外喫煙対策で，庁内連携会議において関係各課と情報共有するとともに，具体的な事業について検討。 

・下水道事業への公営企業会計の適用 

 公営企業会計の事務処理体制・業務フローの調整をはじめ，関係各課と組織横断的な公営企業会計の移行事務に取り組む。 

 

○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） 

・市民の自発的な美化活動 

・調布駅前のデザインマンホール蓋（ゲゲゲの鬼太郎等）による都市美化PR及びまちの周遊（調布市観光マップ掲載） 

 

 

 

 

（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） 

・美化推進重点地区をはじめとする地域の自主的な美化活動の支援を行う。 

 

 

 

 

 


