
 



















◆調布市防災対策検討
委員会

総務部
総合防災安
全課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1)調布市地域防災計画の策定に関する事項
(2)災害発生時における職員の災害対応業務に関する事項
(3)災害発生時における他の機関との連携，協力，協定等に関
する事項
(4)前3号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項

○平成29年度：4回開催
○主な議題
・調布市防災対策検討委員会の設置目的・所掌事項について
・平成29年度検討課題(案)について
・平成29年度調布市防災対策検討委員会作業部会について
・平成29年度職員防災研修会について

避難行動要支援者検討
会

福祉健康部
福祉総務課

－ ○ － － － ○ － － － 避難行動要支援者に係る施策

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・平成29年度避難行動要支援者名簿の同意確認について
・調布市地域防災計画の修正について
・今後の同意確認について
・意見交換

調布市防災教育の日検
討会

教育部
教育総務課

－ ○ － ○ － － － － ○

(1)防災教育の日の立案に関する事項
(2)防災教育の日の実施に関する事項
(3)防災教育の日に係る他の機関との連携，協力等に関する事
項
(4)前3号に掲げるもののほか，教育部長が必要と認める事項

○平成29年度：5回開催
○主な議題
・平成29年度「調布市防災教育の日」の報告について
・平成30年度調布市防災教育の日の方向性について
・市職員の研修について
・消防署との調整・情報提供について
・調布市防災対策検討委員会避難所部会による研修について
・地区協議会への説明会について
・平成30年度調布市防災教育の日における各小・中学校の実施
計画書（案）について
・地区協議会における調整状況について
・市職員訓練の概要（案）について
・各部への事務連絡及び平成30年度調布市防災教育の日事前説
明会について

◆維持保全担当者連絡
会

総務部
営繕課

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(1)公共建築物の維持及び保全に関する情報提供
(2)公共建築物の維持及び保全に関する意見交換
(3)その他必要な事項

○平成29年度：1回開催
○主な議題
・建設業界の動向(東京都財務局工事積算標準単価表の推移)に
ついて
・大規模地震発生時における施設管理について
・工事請負契約事務について
・調布市公共施設等総合管理計画について

公共施設等マネジメン
ト推進検討会議

行政経営部
行財政改革
課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1)公共施設の最適化に向けた適正な配置と総量抑制の検討に
関する事項
(2)公共施設の適切な維持管理・運営の推進に関する事項
(3)インフラの計画的で適切な維持管理の推進に関する事項
(4)インフラの長寿命化によるライフサイクルコスト縮減の取
組に関する事項
(5)公共施設等における民間活力等の活用に関する事項
(6)個別施設の集約・複合化，官民連携のモデル事業の推進に
関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか，会長が必要と認める事項

○平成29年度：5回開催
○主な議題
・（仮称）公共施設マネジメント計画について
・クリーンセンター跡地活用に向けた検討（PPP事業の推進）に
ついて
・公共施設の劣化度調査について
・市庁舎免震改修事業及び更新に係る取組について
・調布駅周辺大型公共施設に関する検討について
・公共施設の長寿命化方針（案）について
・インフラマネジメントの取組について
・公共施設マネジメント計画策定に向けた平成30年度の取組に
ついて

公共施設マネジメント
担当会議

行政経営部
行財政改革
課

○ ○ － － － － － － ○ 公共施設マネジメントに関する事項

○平成29年度：5回開催
○主な議題
・（仮称）公共施設マネジメント計画等の策定（案）について
・（仮称）公共施設マネジメント計画策定までの取組スケ
ジュール（案）について
・公共施設の劣化度調査について
・公共施設の長寿命化方針（案）について
・公共施設の耐久性調査について
・公共施設の劣化度調査スケジュール（案）等について

主な所掌事項テーマ 会議名 事務局 Ｈ29　開催状況等
行政経営部 総務部 市民部 福祉健康部 環境部 都市整備部 教育部

構成部

生活文化

スポーツ部

子ども

生活部

庁内連携体制
※会議名冒頭に「◆」がついているものは，基本計画の横断的連携による施策の推進に掲載している会議

　≪重点1　強いまちをつくるプロジェクト≫

地域の防災
体制づくり

公共施設マ
ネジメント



福祉のまちづく
り全般

調布市福祉のまちづくり連絡会
福祉健康部
福祉総務課

－ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ 福祉のまちづくり推進計画の策定をするため，福祉のまちづくりについて必要な事項

○平成29年度:4回開催
○主な議題
・素案について
・次年度以降の連絡会について
・庁内照会スケジュールについて
・調布市福祉のまちづくり推進計画について
・骨子案について

地域包括ケアシ
ステムの構築

生活支援体制整備事業第1層協議
体

福祉健康部
高齢福祉担当

－ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1)高齢者に関する地域で解決できない課題についての検討・意見交換
(2)地域支え合い推進員の活動報告
(3)地域における支え合いの体制づくりに関する勉強会
(4)その他必要な事項

○平成29年度：1回開催
○主な議題
・生活支援体制整備事業について
・「地域に対する場所の支援」について

調布市子ども発達センター運営
会議

福祉健康部
子ども発達セ
ンター

－ － － － ○ ○ － － ○
(1)発達センターの事業の基本的な内容及び運営に関すること
(2)前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める発達センターに関すること

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・平成28年度事業報告について
・平成29年度事業計画について
・平成29年度在籍状況について
・平成29年度の状況と平成30年度の方針について
・障害者総合計画の進捗状況について

調布市障害者総合計画策定庁内
連絡会

福祉健康部
障害福祉課

○ ○ － － ○ ○ － ○ ○
「調布市障害者総合計画策定委員会」での検討を踏まえ，計画策定に係る情報収集及び資
料作成等に関すること

○平成29年度：開催なし
（委員会での検討課題に応じて，各担当部署と個別に協議，調整を実施）

調布市障害児等福祉教育連携会
議

福祉健康部
子ども発達セ
ンター

－ － － － ○ ○ － － ○

(1)個別記録票の内容及び様式に関すること
(2)個別記録票の作成，管理及び廃棄に関すること
(3)個別記録票を複数の関係部署が利用するための手続その他の個別記録票の利用に関する
こと
(4)個別記録票及びその取扱いに係る個人情報の保護に関すること
(5)個別記録票についての関係部署及び保護者への周知に関すること
(6)関係部署の連携に関すること
(7)障害児等の成長過程に応じて関わる関係部署の間における障害児等に対する支援の円滑
な引継ぎ及び障害児等に対する一貫した支援の実施に関すること

○平成29年度：1回開催
○主な議題
・子ども発達センターの取組について
・児童福祉法改正について

健康づくりの推
進

調布市民健康づくりプラン推進
連絡会

福祉健康部
健康推進課

○ － － ○ ○ ○ ○ － ○
(1)プラン推進のための各部署及び関係機関の連携
(2)プランを推進していると市長が認める団体への情報提供等に協力
(3)その他必要な事項

○平成29年度：2回開催
○主な議題について
・「調布市民の健康づくりに関する意識調査」結果報告
・「調布市民健康づくりプラン案について

受動喫煙防止対
策

調布市受動喫煙等に関する庁内
連絡会議

福祉健康部
健康推進課

○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
(1)市として統一的な考え方の基に受動喫煙防止対策を各課連携して推進する。
(2)2019年2020年に向けて開催市として受動喫煙のない環境を整備していく。

○平成29年度から設置：６回開催
・受動喫煙防止対策推進のための取組方針について

健康施策
(その他)

調布市健康危機管理対策本部連
絡会

福祉健康部
健康推進課

○ ○ － ○ ○ ○ － － ○ 感染症等の予防対策

○平成29年度：1回開催
○主な議題
・食中毒の予防について
・情報交換

アレルギー対策 アレルギー相談事業連絡会
福祉健康部
健康推進課

－ － － － ○ ○ － － ○ アレルギー対策事業の取組状況及び今後の事業運営に関すること

○平成29年度：1回開催
○主な議題
・各課の現況報告
・取組状況の共有

妊娠期から子育
て期の切れ目の
ない支援

妊娠・出産・子育て支援推進会
議

子ども生活部
子ども政策課

福祉健康部
健康推進課

－ － － － ○ ○ － － － 妊娠期から子育て期の支援に関すること

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・ゆりかご調布の実施状況
・産後ケア事業について
・養育支援訪問について
・平成30年度予算化状況，取組予定
・平成30年度以降の取組の方向性

◆子ども・若者支援地域協議会
(準備会)

子ども生活部
児童青少年課

－ － － － ○ ○ － － ○

(1)子ども・若者の自立に係わる相談等に関すること
(2)子ども・若者自立支援ネットワークの調整等に関すること
(3)子ども・若者に係る支援情報の提供及び啓発事業に関すること
(4)その他子ども・若者の自立支援に関すること

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・調布市子ども・若者支援地域協議会の設置について
・先進事例研究
・情報交換会

子ども・若者支援地域ネット
ワーク会議

子ども生活部
児童青少年課

－ － － － ○ ○ － － ○

(1)子ども・若者の自立に係わる相談等に関すること
(2)子ども・若者自立支援ネットワークの調整等に関すること
(3)子ども・若者に係る支援情報の提供及び啓発事業に関すること
(4)その他子ども・若者の自立支援に関すること

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・調布市子ども・若者支援地域ネットワークについて
・取組事例紹介
・情報交換

幼保小連携検討会議

子ども生活部
保育課

教育部
指導室

－ － － － ○ － － － ○
(1)幼保小が効果的に連携するために必要な事項に関すること
(2)前号に掲げるもののほか，会議設置の目的を達成するために必要と認める事項に関する
こと

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・各ブロックでの幼保小分科会について
・就学支援シートの活用について
・保育要録・指導要録について
・幼保小連携講演会について
・今後の幼保小連携事業について

放課後対策
調布市放課後対策事業運営委員
会

子ども生活部
児童青少年課

－ － － － ○ － － － ○

(1)実施方針に関すること
(2)学校及び地域との連携に関すること
(3)安全管理に関すること
(4)広報に関すること
(5)ボランティアその他の地域の協力者の確保に関すること
(6)活動プログラムに関すること
(7)円滑な運営に資する取組後の検証及び評価等に関すること
(8)市長が必要と認める事項

○平成29年度：1回開催
○主な議題
・放課後対策事業(学童クラブ・ユーフォー)の事業概要及び経緯
・放課後対策事業(学童クラブ・ユーフォー)の運営状況について
・情報交換

障害者福祉の推
進

子ども・若者総
合支援

Ｈ29　開催状況等
行政経営部 総務部 市民部 福祉健康部 環境部 都市整備部 教育部

構成部

生活文化

スポーツ部

子ども

生活部

庁内連携体制

※会議名冒頭に「◆」がついているものは，基本計画の横断的連携による施策の推進に掲載している会議

主な所掌事項テーマ 会議名 事務局

≪重点２　安心して住み続けられるまちをつくるプロジェクト≫



調布市都市整備対策協議
会
多摩川住宅地区の街づく
りに関する連絡調整会議

都市整備部
都市計画課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 多摩川住宅地区の街づくりに関すること ○平成29年度は個別に各課と調整を行った。

◆調布市都市整備対策協
議会

都市整備部
都市計画課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1)市のまちづくりにおいて特に重要な都市整備事業に関する事項
(2)都市計画決定及び都市計画事業に関する事項
(3)京王線沿線のまちづくりに関する事項
(4)中心市街地等のまちづくりに関する事項
(5)大規模小売店舗等の建築物の建築及び大規模な開発行為に関する
事項
(6)東京外かく環状道路に関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項

○平成29年度：4回開催
○主な議題
・用途地域見直しについて
・調布駅周辺地区街づくりについて
・中心市街地の整備について（調布駅前広場及び鉄道敷地）
・多摩川住宅地区街づくりについて
・空家対策について
・鉄道敷地上部（調布駅東地区，調布駅西地区）自転車駐車場等の
整備計画について

調布市大規模小売店舗の
立地に関する意見調整委
員会

生活文化ス
ポーツ部
産業振興課

○ － － ○ － － ○ ○ ○
(1)大型店の立地に伴う周辺地域の環境保持に関する事項
(2)大型店の立地に関する市の意見調整に関する事項
(3)前2号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項

○平成29年度は個別に各課と調整を行った。

調布市都市整備対策協議
会
調布駅前広場連絡調整会
議
（平成29年度にて廃止）

都市整備部
街づくり事
業課

○ ○ － ○ － － ○ ○ ○ 調布駅前広場整備に関すること

○平成29年度：開催なし

※平成29年度から「都市整備対策協議会（中心市街地連絡調整会
議）」へ移行

調布市都市整備対策協議
会
中心市街地連絡調整会議

都市整備部
街づくり事
業課

○ ○ － ○ － － ○ ○ －
中心市街地の整備に関すること
調布駅前広場整備に関すること
鉄道敷地の整備に関すること

○平成29年度設置
※従前の会議体である「調布市鉄道敷地の整備に関する連絡協議
会」を廃止し，既存の「都市整備対策協議会連絡調整会議（調布駅
前広場連絡調整会議）」と統合することで，平成29年度に新たに
「都市整備対策協議会連絡調整会議（中心市街地連絡調整会議）」
を設置
○平成29年度：3回開催
○主な議論
（駅前広場）
・既存樹木の対応
・導入機能，仕様などの検討
・多目的空間の利用方法，管理方法の検討
（鉄道敷地利用）
・鉄道敷地整備計画に基づく，整備進捗管理
・市民参加を含む敷地の管理方法の検討

調布市鉄道敷地の整備に
関する連絡協議会
（平成29年度にて廃止）

都市整備部
街づくり事
業課

○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1)整備方針に関する事項
(2)用地事務に関する事項
(3)構造物の設計，築造及び管理に関する事項
(4)その他必要な事項

※平成29年度から「都市整備対策協議会（中心市街地連絡調整会
議）」へ移行

空家等対策

調布市都市整備対策協議
会
連絡調整会議(空き家対
策)

都市整備部
住宅課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 空家等対策に関することのほか，必要と認める事項

○平成29年度：4回開催
○主な議題
・平成28年度空家所有者意向調査結果について
・検討委員会設置の報告
・連絡，情報共有体制の提案
・空き家等対策計画の素案について
・今後の空き家等施策の展開について

住宅施策
調布市住宅マスタープラ
ン推進委員会

都市整備部
住宅課

○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ －
調布市住宅マスタープランの推進に関することのほか，調布市住宅
マスタープランの推進に必要と認める事項に関すること

○平成29年度は各施策の進捗状況について，関係各課に対して個別
確認を行った。

「映画のま
ち調布」の
推進

◆「映画のまち調布」推
進連絡会議

生活文化ス
ポーツ部
産業振興課

○ － － ○ ○ － － － ○
映画・映像に関する各課の取組状況報告及び取組予定の報告を含め
た情報交換

○平成29年度：1回開催
○主な議題
・シネマコンプレックス開業を契機とした取組について
・「映画のまち調布」の推進に係る各課の取組について

庁内連携体制

※会議名冒頭に「◆」がついているものは，基本計画の横断的連携による施策の推進に掲載している会議

　≪重点3　利便性が高く快適で豊かなまちをつくるプロジェクト≫

まちづくり

中心市街地
のまちづく
り

テーマ 会議名 事務局 Ｈ29　開催状況等
行政経営部 総務部 市民部 福祉健康部 環境部 都市整備部 教育部

構成部

生活文化

スポーツ部

子ども

生活部

主な所掌事項



◆調布市環境調整協議会
環境部
環境政策課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環境の保全に関する基本的事項等

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・部会の実施状況について
・次年度の予定について

調布市環境調整協議会
環境基本計画推進部会

環境部
環境政策課

○ － － ○ － － ○ ○ ○ 環境基本計画の進行管理及び見直しに関すること等

○平成29年度：2回開催
○主な議題
・調布市環境基本計画に基づく平成２８年度の進捗報告について
・重点プロジェクトの進捗について

環境マネジ
メントシス
テム

環境管理委員会
環境部
環境政策課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1)環境マネジメントシステムに係る事項，その他環境に係る重要案
件等に関すること
(2)システムに係る報告事項
(3)上記以外に市長が指示する事項

○平成29年度：3回開催
○主な議題
・環境目的及び環境目標の達成状況について
・市長による見直しの結果について
・平成29年度内部環境監査について
・平成30年度環境目的及び目標(案)について
・ＩＳＯ14001：2015改訂について

景観まちづ
くり

◆公共サイン連絡協議会
都市整備部
都市計画課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ユニバーサルデザインの理念を踏まえた基本的な視点(公平，簡単，
安全，機能，快適)及び，街の景観に与える影響を配慮した５つの基
本方針に関すること
　
(1)だれでもわかるサイン
(2)安全・安心に使えるサイン
(3)デザインの統一されたサイン
(4)連続性の確保されたサイン
(5)適切に維持管理されたサイン

○平成29年度：4回開催
○主な議題
・調布市中心市街地公共サイン整備計画(調布駅編)第１期の策定に
ついて
・2019ラグビーワールドカップを踏まえた飛田給駅（西調布駅）周
辺公共サイン計画（平成24年策定）の見直しについて
・多機能サインについて

深大寺・佐
須地域の里
山，水辺環
境の保全・
活用

調布市環境調整協議会
深大寺・佐須地域環境保全
等推進部会

環境部
環境政策課

○ － － ○ － － ○ ○ ○
(1)深大寺・佐須基本計画の進行管理及び見直しに関すること
(2)関係機関との調整に関すること等

○平成29年度：3回開催
○主な議題
・佐須農(みのり)の家運営状況について
・調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画に基づく生
産緑地等の購入について
・深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画区域内において購
入した土地の活用について
・深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画区域内において取
得した土地の活用について

地球温暖化
対策

調布市環境調整協議会
地球温暖化対策推進部会

環境部
環境政策課

○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○

(1)地球温暖化実行計画の進行管理及び見直しに関すること
(2)省エネ改修対策等及び市の施設における省エネ(エネルギーの使
用の合理化をいう。)の推進に関すること
(3)関係機関との調整に関すること等

○平成29年度：1回開催
〇主な議題
・実績報告，省エネ法の管理標準について
・環境確保条例総量削減義務制度について

調布市環境調整協議会
公共工事環境配慮推進部会

環境部
環境政策課

○ ○ － － － － ○ ○ ○
市の公共工事における環境配慮指針の作成及び進行管理に関するこ
と等

○平成29年度：2回開催
〇主な議題
・調布市公共工事環境配慮指針運用状況報告
・今後のスケジュールについて

調布市公共施設化学物質放
散対策検討委員会

環境部
環境政策課

○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
(1)室内化学物質の放散濃度に係る基準等の設置に関すること
(2)室内化学物質の放散の防止に関すること
(3)化学物質の使用及び管理に関すること

○平成29年度は開催なし。
※直近開催は平成26年度。有識者による講義等を実施した。

Ｈ29　開催状況等
行政経営部 総務部 市民部 福祉健康部 環境部 都市整備部 教育部

構成部

生活文化

スポーツ部

子ども

生活部

環境施策全
般

環境
(その他)

庁内連携体制

※会議名冒頭に「◆」がついているものは，基本計画の横断的連携による施策の推進に掲載している会議

主な所掌事項テーマ 会議名 事務局

≪重点４　うるおいのあるまちをつくるプロジェクト≫



重点Ｐ 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

重点① 01
災害に強いま
ちづくり

・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。

－ 02
防犯対策の推
進

・街頭防犯カメラの有効活用
・空き家対策

－ 03
消費生活の安
定と向上

・消費者教育は，子どもから高齢者まで対象者が広いことから，教育・福祉など
あらゆる主体と連携した取組が必要であることから各部署との連携強化を図る必
要がある。
・高齢者見守りネットワークへの加入
・食品ロスの取組は，環境省及び農林水産省が食品リサイクル法に基づく「発生
抑制の目標値」を設定し，食品ロスの削減の推進を図っているところだが，そも
そも食品ロスを発生させる要因の一つとして，消費者の過度な鮮度志向があると
もいわれており，消費者庁でも，関係府省庁の連携のもと，消費者が食品ロスに
対する認識をより高めて消費行動を改善するような働きかけを行っている。こう
したことから，市でも環境部をはじめ，様々な部署と連携を図る必要がある。

重点② 04
子ども・子育
て家庭の支援

・「子ども・若者総合支援事業（ここあ）は，所管課のみならず子ども・福祉・
教育部署が連携して実施しているが，子どもの貧困対策のさらなる充実に向け，
引き続き関係機関や地域等，庁内外を問わす横断的な連携が必要である。
・子ども・子育て家庭の支援には，健康推進課と子ども生活部各課，子ども家庭
支援センターすこやか他，地域福祉コーディネーターや民生委員など地域との
ネットワークの強化が必要である。

重点①
重点②

05
学校教育の充
実

・オリンピック・パラリンピック教育を推進するため，庁内関係部（各課）との
連携を図りながら，より効果的な取組となるよう進めていく。
・子どもや保護者が抱える，いじめ・不登校・貧困問題等に対応するため，教育
支援コーディネーター室やスクールソーシャルワーカー等の教育委員会内部はも
とより，児童相談所，子ども家庭支援センターすこやか，病院等の外部機関との
連携を図り，課題解決に向けて取り組む。
・食物アレルギー対策，食育，生活習慣病予防，自殺対策などの健やかな心と体
の育成に関しては，母子保健施策を踏まえた対応が必要なため，福祉健康部や子
ども生活部と連携を図る必要がある。
・食物アレルギー対応の取組について，引き続き，庁内関係課，学校・保護者，
医師等と連携しながら必要な改善を行い，調布市の取組を積極的に外部に発信す
る。
・教育施設の整備において，公共施設等マネジメント推進検討会議や都市整備対
策協議会等の全庁的な会議を活用し，積極的な情報共有を図り，庁内横断的な取
組が必要。
・登下校時の通学路の安全確保を推進するため，庁内関係部署や関係機関等と連
携して取り組む。

重点② 06
青少年の健全
育成

・子ども・若者総合支援事業「ここあ」の相談窓口を中心とした，関係機関・団
体等との連携
・各種機関との連携・協力による児童館における子育てひろばの相談事業の実施

施策名

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【アクション①横断的連携による施策の推進】



重点Ｐ 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名

重点② 07
共に支え合う
地域福祉の推
進

・地域福祉計画，高齢者総合計画，障害者総合計画の福祉３計画の連携を図るほ
か，多様化・複雑化する地域の生活課題に対応するため，多機関の協働による包
括的な支援体制の構築など，庁内横断的な連携により取組を推進する。
・高齢福祉分野で実施している生活支援体制整備事業において配置・設置されて
いる地域支え合い推進員や協議体と連携し，支え合いの地域づくりを進める。
・複合的な生活課題に対応するため，庁内関係各課や福祉関係団体等との連携の
もとで，専門職の担当エリアや福祉関係機関等の区域割を８つの福祉圏域に整
理・統一化を図っていく。

重点② 08
高齢者福祉の
充実

・高齢者の住まいの確保については，居住支援協議会を活用し，関係団体及び調
布市（福祉健康部及び都市整備部）が連携し，必要な住宅政策を講じていくた
め，引き続き庁内の連携・調整を図ることが必要である。
・地域包括ケアシステムの構築に向け，地域の多様な主体による支え合い体制を
構築するためには，地域の人的資源の把握や地域づくり，社会資源を結びつける
ネットワーク整備の観点から連携が必要である。
・認知症高齢者等への理解促進には，様々な切り口からのアプローチが有効であ
り，「認知症サポーター養成講座」の職員全員受講や，みまもっと連絡会の更な
る活用を推進する必要がある。また，高齢者が犯罪に巻き込まれないための取組
については，総合防災安全課や文化生涯学習課等との連携が必要である。
・高齢者が生きがいづくりにつながるような取組や，社会参加の機会の創出，多
世代交流など，クリーンセンター跡地の活用や，文化，スポーツイベント等の活
用も視野に入れ，関係部署との連携を図る。

－ 09
障害者福祉の
充実

・障害者の高齢化が進んでいるため，高齢福祉担当を始めとした関連部署と連携
し，ライフステージや本人状況に合わせた適切なサービスが提供できるよう努め
る。また，介護保険制度への移行に当たっては，地域包括支援センターやケアマ
ネジャーと確実な引継ぎを行うとともに国の償還払い制度を周知する。
・障害者の健診等の利用に関わるバリアフリー化を推進するため，保健所や医師
会等と連携した検討が必要。
・医療的ケア児の支援について，母親の育児支援や体調管理の視点から母子保健
との連携が必要。
・障害のあるひとり親家庭の自立支援においては，子育て，就労をはじめ，生活
全般にわたる多方面からの支援が必須であり，庁内横断的な連携はもとより，教
育部門やハローワークなどの就労支援機関，地域等も含めた連携が必要。
・余暇活動の場の確保と内容の充実のため，オリンピック・パラリンピックを含
めスポーツ振興課やオリンピック・パラリンピック担当との連携が必要。

－ 10
セーフティ
ネットによる
生活支援

・生活困窮者自立支援事業については，子ども生活部との連携はもちろんのこ
と，各種相談事業を所管する庁内関係部署との連携や，地域福祉コーディネー
ター，ハローワーク等の外部の関係機関等とも緊密に連携する必要がある。

－ 11
雇用・就労の
支援

・「若者の職業的自立，就労の支援」の推進に向けては，子ども・若者総合相談
事業を始めとする「子ども・若者の支援」への取組との相乗効果を上げるため
に，子ども生活部や関係機関・部署との連携が必要。
・女性の就労支援には，国が進める「働き方改革」への対応とワークライフバラ
ンスの視点が欠かせないことから，庁内関係部署と連携し，市内就労支援団体と
も協働した取組が必要。

－ 12
生涯を通した
健康づくり

・出産・子育て応援事業による連携，子育て支援包括センター機能の充実
・食育やアレルギー対策における連携
・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会に向けた受動喫煙防止に
関する連携，条例の制定
・災害時における医療救護活動として緊急医療救護所での体制の構築

－ 13
生涯学習のま
ちづくり

・都の生涯学習審議会条例が改正されたことを踏まえ，これまでの生涯学習事業
の取組を検証し，社会教育事業との施策の連携に向けた調整が必要と考えられ
る。
・平成２７年３月に改定した調布市教育プランにある，７つの重点プロジェクト
のひとつとして掲げた「生涯学習・社会教育の振興について」関係部の連携によ
り施策推進にあたる。
・市民活動の支援の視点から，協働推進課が所管する地区協議会とは，地域デ
ビュー歓迎会事業において連携した取組を始めている。



重点Ｐ 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名

重点③ 14
市民スポーツ
の振興

・東京２０２０大会，ラグビーワールドカップ２０１９に向けた取組について
は，行政・産業・観光・学校教育や国際交流など多岐にわたる事業がある中，担
当課との連携等庁内の横断的な取組が必要となることから，情報の一元化と共有
化を図る必要がある。
・誰もがスポーツに参加できる機会の充実を図るため，年齢や障害のある・なし
にかかわらずスポーツに親しめるよう，関係機関との連携を図る必要がある。平
成３０年度から障害福祉課と連携し，知的・発達障害のある方を対象に開催して
きた「にこにこサッカースクール」の内容を充実させ，「あおぞらサッカース
クール」として毎月1回定期的に活動していく。

－ 15
地域コミュニ
ティの醸成

・地域コミュニティを醸成していくため，ＩＣＴを利用した地域への情報提供，
利活用について，ＮＰＯ法人等との連携，協働
・地域福祉センター（１０地区）及び小学校区の地区協議会（小圏域）と，福祉
圏域8圏域（中圏域）との整合を図り，より効果的な連携の検討
・自治会，地区協議会などと，地域福祉コーディネーター，民生委員，児童委員
など子ども，福祉部門等との連携
・自治会，地区協議会などと，防災，防犯部門との連携

重点③ 16
活力ある産業
の推進

・市民等による駅前広場の利活用に向け，庁内外によるソフト・ハード一体的な
協議の場や推進体制が必要
・大型店舗，商店会，商工会等との連携
・観光振興施策と一体となった取組とするため観光協会と連携
・回遊性向上のための2次交通活用について交通対策分野との連携
・映画映像関連事業を市内消費に繋げるために映画映像関連企業と商店主との連
携
・民間ノウハウを活用した中小企業支援を推進するため，経営アドバイザー，地
域金融機関，中小企業者との連携強化

重点③ 17
魅力ある観光
の振興

・映画のまち調布の推進やロケ支援に当たっての事業連携や公共施設の活用な
ど，施設の所管部署との連携強化
・多摩地域が一体で取り組む観光地域づくりための広域連携
・ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０大会を見据えた，調布駅前広
場や深大寺をはじめとする外国人等の観光客誘致につなげるおもてなしイベント
の支援・取組のための市内店舗，商店会，商工会等との連携強化
・調布市観光協会の組織強化に向けた関係団体との協議
・観光商業振興，交通政策，スポーツ振興，健康増進等多様な施策と連携した民
間活力によるシェアサイクル事業の促進

－ 18
都市農業の推
進

・農地の保全にあたり多面的な農地の活用を視野に環境，都市整備部と連携し検
討する。
・特定生産緑地の指定に関して都市整備部と連携を進める。
・防災兼用井戸の設置にあたり，防災，環境部と連携し事業を進める。
・食育の推進では教育部との連携強化を図る。

－ 19
芸術・文化の
振興

・市内文化施設３館（たづくり，グリーンホール，せんがわ劇場）のほか，郷土
博物館，武者小路実篤記念館などと事業・人材育成等において連携し，市民サー
ビス向上に向けた取組の検討を行う。
・東部地域にある公的施設や大学等の教育機関が連携し，地域の特色を活かした
芸術・文化活動の促進を図る。

－ 20
地域ゆかりの
文化の保存と
継承

・西調布界隈の魅力の一つとするため，国登録有形文化財（建造物）真木家住宅
についての保存活用計画の策定に関し，近隣公園の整備を進める緑と公園課を含
む環境部との調整・情報の共有が必要である。
・実篤を核とした特色ある事業の展開　展示・普及事業の充実や入館者拡大のた
めの継続的なＰＲ及び市内小・中学校への働きかけ実施に当たって，主管課であ
る郷土博物館と学芸員同士の研修交流や共同でのＰＲを行う。また，１０代から
20代の嗜好のマーケティング等において両館の協力関係を前進させるとともに
相互の収蔵品を交換展示して，不足を補完，カバーし合う。

重点④ 21
良好な市街地
の形成

・適正な土地利用を誘導するための生産緑地等の活用（農政課・緑と公園課）
・特定生産緑地の指定に向けた準備（農政課）
・多摩川住宅地区における公共公益施設等の立地誘導や地区施設等の一体的整備
などによる多摩川住宅地区の再生（関係各課）
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重点③
重点④

22
地域特性を生
かした都市空
間の形成

・駅前広場の整備においては，交通結節機能向上及びにぎわい創出のため，市民
の利便性向上とともに，駅前広場の自由度の高い利活用に向けて，ハード整備と
ソフト施策が連動する必要がある。
・駅前広場の整備においては，環境空間の整備とあわせ，駅周辺の公共施設の再
編計画と連動する必要がある。
・鉄道敷地の整備において，側道となる生活道路と一体となった整備のほか，駅
前広場と連携したにぎわい創出など，利活用に向けた検討が必要である。

重点① 23
良好な住環境
づくり

・良好な居住環境の形成と支援を推進する取組として，住宅確保要配慮者等の民
間賃貸住宅への入居促進に関する必要な支援等については，居住支援協議会での
議論を通じて，住まいの確保に向けた実効性のある対応策を講じていく必要があ
るため，引き続き，庁内の連携・調整を図ることが重要である。
・空き家等対策については，様々な問題があるため，管理不十分な空き家への対
策については，庁内関係部署が連携して取組を進める必要がある。

重点①
重点③

24
安全で快適な
みちづくり

・「施策21良好な市街地の形成」「施策22地域特性を生かした都市空間の形
成」「施策25総合的な交通環境の改善」などの施策と連携した取組が必要。

重点③ 25
総合的な交通
環境の整備

・バリアフリー特定事業計画には市が管理する施設が多く含まれており，各事業
の所管部署と連携し，計画通り推進する。
・利便性の高いシェアサイクルの推進には，庁内各部署はもちろん，関係機関と
の連携が不可欠であり，積極的に連携，推進する。

－ 26
地球環境の保
全

・個人住宅などの民間施設への太陽熱・太陽光発電設備の普及については，住宅
施策等との連携が必要
・低炭素のまちづくりを進めるためには，都市計画及び街づくり施策との連携が
必要
・児童生徒や保護者へ環境学習事業を促進するためには，教育施策との連携が必
要

重点④ 27
水と緑による
快適空間づく
り

・深大寺・佐須地域環境資源保全活用基本計画区域内にある農地の保全，活用に
当たって，農業部門との連携を図ることはもとより，環境学習の場としての活用
など，幅広い検討・連携が必要
・深大寺・佐須地域環境資源保全・活用計画を進めるうえで，農政，都市計画な
どの所管部署との連携
・凸凹山児童公園及び若宮自然広場の一体的整備にあたって，隣接地「国登録有
形文化財真木家住宅」の庭園を含めた回遊性のある整備を進めるための教育部
（郷土博物館）との連携
・「緑の基本計画」の改定にあたっては，都市計画課，農政課，街づくり事業課
等との連携
・受動喫煙等防止対策に関する取組
・都市農地の保存に関する取組

－ 28
ごみの減量と
適正処理

・クリーンセンター機能の再編・移転に当たっては，移転後の職員体制の検討の
ほか，現クリーンセンターの跡地活用について行政経営部と連携した取組が必要
・クリーンプラザふじみの環境学習機能をさらに活用するため，「多摩川自然情
報館」等と連携した取組が必要
・食品ロスの取組は，３０１０運動，フードドライブなど文化生涯学習課との連
携が必要

－ 29
生活環境の保
全

・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。
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－ 30
平和・人権施
策の推進

・相談者への適切な支援を行うためには，人権擁護委員と関係機関等との連携の
強化が必要であり，個人情報の取り扱いには十分配慮しながら推進していく。
・人権を守る施策として虐待の対応・支援は，対象者だけでなく，家族全体の支
援を要するため，子ども，障害，高齢，DVなどに関係する課の横断的連携が必
要であり，虐待のない地域づくりには，地域福祉や地域振興など様々な地域関係
団体等との関係を強化する必要がある。また，障害者差別解消法に基づき障害理
解を推進させ，障害者差別のない共生社会の実現に向け関係課と協力していく必
要がある。
・平和事業については，公民館，郷土博物館，図書館などと情報共有・連携し効
果的な事業に取り組む。
・東京２０２０大会を見据えた平和・国際交流事業の展開が必要であることから
オリパラ担当との連携が必要である。

－ 31
男女共同参画
社会の形成

・意思決定機関における女性の割合を高めるためには，地域の男性の意識，市役
所の男性の意識を変えていく必要があることから，協働推進課，市民活動支援セ
ンター，産業労働支援センター，人事課などと連携し，家庭，地域，企業の意識
改革を行う。
・男女共同参画推進フォーラムでは，年々参加団体や協力団体が増え，新しい主
体となる地域の人材と連携することができてきた。この連携や協働の輪を継続し
ていけるよう，フォーラム終了後も関係を保つ取り組みを行う。



 

 

（６）アクション② 調布のまちの魅力発信 
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01
災害に強いまち
づくり

・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

・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。

02 防犯対策の推進 ・犯罪認知件数の減少における青パト事業の効果
・警察機関との積極的な情報共有による効果的効率的なパトロー
ルの実施

03
消費生活の安定
と向上

・子どもから大人まで親しみやすい消費啓発用キャラクター
「チー坊」を活用した消費啓発の推進
・相互友好協力協定を締結している市内大学への啓発
・地域活性化包括連携協定を締結している店舗と連携した消費啓
発の推進

・チラシ，啓発情報誌などにキャラクターを活用したわかりやす
い啓発
・入学ガイダンスなどでの消費者教育の働きかけ
・地域活性化包括連携協定を締結している店舗へ消費者情報の提
供やチラシの配架など，今後実施可能なことを検討していく。

04
子ども・子育て
家庭の支援

・「子ども家庭支援センターすこやか」では，天候に左右されず
に親子で楽しめるひろば事業や，子育てに関する相談，各種学習
事業，保護者同士の交流活動，一時預かり事業などを実施し，地
域の子育て支援の拠点施設として事業展開している。
・調布駅南口「セントラルレジデンス調布」内の子育てカフェ
「aona」と，一時預かり機能を備えた遊びのひろば「プレイセン
ターちょうふ」は多くの親子で賑わっている。
・子育てに関する行政情報と民間発信の情報を一元化した子育て
応援サイト「コサイト」を開設し，子育てに関する情報や，地域
の子育て関連イベント情報，子育てのヒントとなるようなコラム
などを充実し，「調布で子育て」の魅力を発信している。
・保育園や学童クラブの整備の充実など，法に位置付けられた施
設の整備を一体的に行っている。これにより子どもが健やかに成
長でき，子育てしやすいまちとしての魅力を創出している。

・調布市子ども・子育て支援事業計画に位置付けた保育園や学童
クラブの整備を着実に進めて行く。
あわせて貧困等により生活に課題を有する子どもたちにも，進学
や自立の希望が実現できるよう様々な相談に応じながら学習支援
や自立支援に取り組む。

05 学校教育の充実

・普通救命講習（小学校６年・中学校３年），上級救命講習・応
急手当普及員講習（小・中学校教員）の実施
・救命講習受講優良証の全校交付（調布市立小・中学校全校）
・東京慈恵会医科大学付属第三病院アレルギー対応ホットライン
の運用 ・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・
スクールサポーターの配置
・オリンピック・パラリンピック教育の推進
・分教室型の不登校特例校はしうち教室の教育活動の推進
・学校施設整備（学校施設の耐震化率１００％・普通教室の冷房
化率
１００％・特別教室へのエアコン設置平成３０年度完了予定）
・調布市防災教育の日の実施（震災時対応シミュレーションに基
づく防災訓練など）
・学校安全・安心メールの機能強化・緊急対応用携帯電話の配備
（小学校１６７台・中学校３５台）
・調布市立学校における室内化学物質対応マニュアルの運用

・学校施設の老朽化対策
・食物アレルギー対応専用調理室の計画的な整備
・体育館の避難所機能強化
・小学生タグラグビー大会開催に向けた取組

施策名
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

魅力の要素に関し改善・強化に向けて予定または検討している取
組，課題等

施策の取組における成果，地域資源，強みなど【アクション②調布のまちの魅力発信】

【青少年の健全な成長の支援】
・青少年補導連絡会においては，街頭パトロールを実施する中で，未成年者
の喫煙防止等，青少年の非行防止の啓発に努めるとともに，青少年問題協議
会では，地域社会に好影響をもたらした善行のあった青少年及び青少年団体
を表彰している。
・健全育成推進地区委員会では，それぞれ子どもを対象としたイベントや有
害環境調査を実施している。年に１度，全地区対抗の親善ソフトボール大会
も実施しており，これらの取組を通じて，地域で子どもたちを見守り，青少
年の自主性や社会性等を育むことのできる社会環境づくりを行っている。ま
た，地域のリーダー活動が循環するよう，各地域において地域の青少年の
リーダー養成のために積極的な活動を実施している。
・国では対象者や課題別に組み立てられている子どもの貧困の連鎖防止や社
会生活を円滑に営むうえで困難を抱える子ども・若者の支援に関する事業
を，調布市では一体的に調布市社会福祉協議会に委託して，相談・学習支
援・居場所事業を実施している。
・平成２９年１１月に子ども・若者支援地域協議会を設立し，教育，福祉，
子ども分野の公的機関のほか，市内の子ども・若者を対象として活動してい
るＮＰＯ法人等とのネットワークによる支援の仕組みを整えた。
・子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者総合相談センター
（「ここあ」の相談事業）」と「子ども・若者支援地域協議会」を同時に設
置している団体は多摩26市の中では調布市のみとなっている。
【青少年の居場所づくり】
・児童館併設の学童クラブを除き，学童クラブ・ユーフォー事業を民間事業
者に委託している。同一事業者が同一区域内の学童クラブとユーフォーの運
営を行っており，両施設のスタッフが定期的にミーティングを行い，同じ学
校の児童が交流できる機会を確保している。ユーフォーは学童クラブに準じ
た開設日数・時間としている。
・児童青少年課（各児童館）では，児童，保護者，地域の団体，ボランティ
アと連携・協力し合いながら，各種事業や会議を通じ，地域ぐるみで青少年
の健全育成に取り組んでいる。
・民間事業者に運営を委託している青少年ステーション「ＣＡＰＳ」は，中
高校生世代に特化した居場所・活動場所として定着している。
・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会の気運醸成として，タグラグビーを各児童館等で普及させる
ほか，世界の国々の文化を知る取組を実施した。

青少年の健全育
成

06

【青少年の健全な成長の支援】
・学識経験者や公募市民などで構成した「調布市児童館のあり方
検討委員会」からの提言を踏まえるとともに，児童館運営への民
間活力の活用に関する基本的な考え方と方針を策定する。
【青少年の居場所づくり】
・学童クラブの入会保留者数の増加が課題となっている。学童ク
ラブでは，今後の需要数を推測し必要な定員数の確保方策を講じ
るとともに，ユーフォー事業の利用状況やニーズを把握しなが
ら，学童クラブ事業とユーフォー事業の効率的運営に向けた，総
合的な放課後対策を講じていく。



施策名
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

魅力の要素に関し改善・強化に向けて予定または検討している取
組，課題等

07
共に支え合う地
域福祉の推進

・地域共生社会の実現に向け，地域の支え合いづくりや包括的な
相談体制の整備等について，先駆的に地域福祉コーディネーター
を配置していること

・福祉圏域に合わせた地域福祉コーディネーターの増配置を検討
する必要がある。

08
高齢者福祉の充
実

・地域の社会資源（自治会，商店会等）の協力を得て，「ソフト
な見守り・ゆるやかな働きかけ」をモットーに，高齢者等を周囲
から見守る，見守りネットワーク「みまもっと」を市内全域に展
開し，地域の見守り体制を構築

・「みまもっと」の更なる知名度向上のために，各地域包括支援
センターに配置しているみまもっと担当者による広報活動ととも
に，地域包括支援センターの広報を担っている地域のボランティ
アである広報協力員の協力も得ながらみまもっとの周知に努めて
いく。

09
障害者福祉の充
実

・平成２９年度から障害者自立支援協議会において医療的ケアの
支援体制について検討を続けており，アンケートなどを通じて当
事者家族の意見を把握するとともに，先進事例の視察も実施して
いる。
・市内作業所が加盟する作業所等連絡会と連携し，プロスポーツ
の体験会や休日のイベントを実施し余暇活動の場の確保を図って
いる。
・ＦＣ東京やアメフトのリクシルディアーズなどプロスポーツ団
体と連携し障害児（者）が参加できるイベント等を実施してい
る。

・医療的ケアの支援体制整備を図るとともに，通所事業所のみな
らず短期入所ができる場の確保に向けても検討していく。
・作業所等連絡会では市と連携するほか，連絡会単独で学習会や
イベントなどを行っており，それに対しても積極的に市が関わっ
ていく必要がある

10
セーフティネッ
トによる生活支
援

・平成２６年８月に多摩地域では２番目となる先駆的な取組とし
て，市役所内にハローワークの常設窓口を設置し，就労支援対象
者への支援に取り組んでいる。
・民間職業紹介事業者による意欲喚起を行うなど，民間事業者の
ノウハウを活用した職業支援の仕組みづくりを行っている。

・行政とハローワークや民間職業紹介事業者との相互連携の強化
をさらに図っていく必要がある。

11
雇用・就労の支
援

・調布国領しごと情報広場に併設されているマザーズコーナーで
は，子どもと一緒に安心して相談できる体制が整っている。

・就労支援セミナーや就職面接会などで，アンケート調査を実施
し，市民ニーズを把握する。

12
生涯を通した健
康づくり

・市内企業や学校法人との連携による健康づくり
・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会に向けた
受動喫煙防止に関する取組
・３師会等と協力し，災害時医療救護体制の整備を進めている。

・アフラックと連携し，がんを知る展や小児がん患者支援活動を
通じて，がん検診の大切さの周知に努めている。
・電気通信大学が「調布市民健康づくり始める会」の活動を支援
している。
・小学生が参加する食育セミナーでは，「こころ・からだ・わ
ざ」の分野を体験できるよう，意識した内容で学習を実施してい
る。
・アレルギー事業における医師相談で，市民が安心して相談でき
るよう連携を行っている。
・受動喫煙防止推進のため，全庁的にさらに取り組んでいく必要
がある。

13
生涯学習のまち
づくり

・相互友好協力協定締結大学各大学の特色を生かした連携事業の
取組
・多様な学習機会の提供として，継続的な「まちゼミ」実施の取
組

・引き続き，現状の取組を継続しながら顕在化した課題改善を
図っていく。

14
市民スポーツの
振興

・ＦＣ東京をはじめ，アメリカンフットボールやバスケットボー
ルなどのプロチームが市内にあるため，各チームのもつノウハウ
を活かして，さまざまな市の事業での協働や連携が図ることがで
きる。

・FC東京の補助金事業である知的障害者を対象とした「にこにこ
サッカークリニック」について，これまでは市内在住・在学の小
学生対象であったが，市内在住・在学・在勤の障害のある方へと
範囲を拡大し，定期的な開催が出来るよう，障害福祉課と連携し
て事業の拡充を行い，「あおぞらサッカースクール」に名称を変
更し，スクールとして毎月1回継続的に，定期的に活動していくほ
か，交流会などのイベントも開催する予定。

15
地域コミュニ
ティの醸成

・コミュニティ施設として地域福祉センター１０施設，ふれあい
の家１８施設がそれぞれの地域に分散してある。
・地域コミュニティの主体として自治会のほか，ネットワークと
しての地区協議会があることは強みである。
・ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」が生涯学習，
市民活動の情報サイトとして稼働している。

・コミュニティ施設の計画的な維持保全，施設改修，改善，バリ
アフリー化が必要である。
・地域福祉センター，ふれあいの家などコミュニティ施設を地域
活動の拠点として整備していく取組が必要である。
・ふれあいの家の管理・運営方法，指定管理者である各運営委員
会の現状と課題，利用状況などを踏まえ，検証が必要である。
・自治会と地区協議会との連携について，団体の活性化を目的と
した支援の方法を含め，検討する必要がある。
・地域のコミュニティサイトとして「ちょみっと」を普及させる
ためには，システムとしての使い易さ，必要な情報の充実などに
ついて改善する必要がある。

16
活力ある産業の
推進

・ロケ地巡礼等による「映画のまち調布」のアピール強化 ・映画のまち調布応援キャラクター「ガチョラ」の活用等

17
魅力ある観光の
振興

・「映画のまち調布」
・調布花火
・水木キャラクター（水木マンガの生まれた街）
・古刹・深大寺周辺地域
・京王電鉄株式会社やシネマコンプレックスと連携した調布駅前
広場の換気塔(列車風緩和坑)等をはじめとした新たなスポット

・映画のまち調布応援キャラクター「ガチョラ」の活用等
・観光振興施策の情報発信の強化
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18 都市農業の推進

・都市農業は，安全，安心で新鮮な農産物を供給することができ
る。
・都市農地は，生活環境に潤いと安らぎを与え，良好な住環境を
形成する。
・都市農地は，災害時における一時避難場所となる。
・都市農地は，食育や環境教育の場となる。

・農業者が農業経営に意欲をもって取り組めるよう都市農業育成
対策事業等の支援を充実させる。
・農業体験ファームや市民農園等，農に触れ合う場の確保に取り
組み，市民の都市農業への理解を深めていく。

19
芸術・文化の振
興

・調布にゆかりのある芸術家・文化人の活用
・桐朋学園大学など連携大学との連携強化
・映画・映像関連企業との連携による事業計画
・新たな芸術家・文化人の発掘と支援
・市民と協働による文化力の発信
・スポーツ，観光・教育，福祉など幅広い分野との連携
・オリンピック・パラリンピック競技開催地としての文化プログ
ラム実施とまちの魅力発信

・調布市文化・コミュニティ振興財団では，事業運営において幅
広い分野との連携を深め，取り組む。
・多様な主体との連携のもと市内全域で取り組む芸術・文化祭の
ようなイベント「（仮称）１００年後の君へ。Ｃｈｏｆｕ
Ａｒｔ　Ｓｐｉｎ　２０２０」の取組を検討している。
・障害者アート展の開催。

20
地域ゆかりの文
化の保存と継承

・深大寺銅造釈迦如来倚像の国宝指定を契機に調布の魅力の一つ
として啓発活動に努めた。来訪者の数も増えてきた。従来から深
大寺地区をモデル地域とした「地域まるごと博物館構想の推進」
事業として活動を展開する中で博物館が蓄積してきた名所，旧
跡，文化財等の情報や，観光に資する散策コースをさらに充実
し，自ら発信するだけでなく，産業振興課や広報課に提供してい
く。
・武者小路実篤記念館のオリジナルミュージアムグッズは民間企
業との提携による実篤チョコや飴をはじめとして人気が高く，自
主事業の大きな収入源となっている。少しずつ新商品を加えてい
るが，仙川の地域の名物の一つとして，啓発にもつながる商品開
発を継続するほか，交流の深い文学館，美術館等へ販路を広げて
行く。新しき村１００周年を迎えた３０年度を契機に，実篤関連
の展示を予定している機関の企画制作を受託し，実篤の顕彰や実
篤記念館の情報発信につなげる。

・オリンピック・パラリンピックで調布を訪れる外国の方々にも
観光を楽しんでもらえるよう，今後も地域の歴史文化遺産の案内
や情報発信を産業振興課や広報課と連携し継続していく。
・武者小路実篤の魅力を幅広い世代に周知し，展示の企画制作を
他の文学館等に提案する等，郷土の文豪の情報発信を継続的に行
う。
・武者小路実篤記念館とせんがわ劇場，東部公民館，桐朋学園等
との協力，有機的な連携を進める。
・再訪者（リピーター）を増やしていくことを目指す。若年層に
人気のオンラインゲームとのコラボ企画が１０代，２０代の若者
の来館につながった。学術的，文学的な信頼性や研究を担保しな
がらも，今後の記念館の継続性を維持していく一つのヒントとな
りうる。今後も，このような企画を手掛けていく。
・「武者小路実篤」と彼が所属した「白樺派」，異なる個をお互
いに尊重しながらコミュニティーを築きあげてきた「新しき村」
を３つの柱に据えて研究する。この活動を通して各地の美術館，
文学館等との交流が広がりを見せる中，３つの柱について，研究
の殿堂・情報発信基地を目指す取組を進めていく。指定管理の主
管課として郷土博物館は，引き続き連携し，サポートしていく。

21
良好な市街地の
形成

・参加と協働による景観まちづくりを推進するため，「【第２
期】調布市景観まちづくり市民検討会」において，景観の基礎を
市民に学んでもらうとともに，調布市景観計画で景観形成重点地
区に指定している「深大寺」を主題にし，「深大寺」の景観の魅
力と「深大寺」の景観を構成する要素を学ぶため，慶應義塾大学
の学生にも参加してもらい，市民と一緒に「深大寺」の景観につ
いて学んだ。その結果，景観を創り出す要素の一つとして，深大
寺通り周辺地区における「街づくり協定」の取組みや地元街づく
り協議会の活動をはじめとした周辺住民の活動が重要な役割を果
たしており，「深大寺」の景観づくりには様々な人々の営みが折
り重なっていることを改めて発見することができた。

・景観まちづくりの将来の担い手である子どもたちへの景観学習
をはじめ，地域での活動を通じた景観に関する意識の醸成を図
る。

22
地域特性を生か
した都市空間の
形成

・調布駅前広場は，市内のみならず，多摩部においても大規模な
ものである。大屋根，噴水，プレイゾーンなど，環境空間を形成
する設えは，単なる交通結節機能を備えた駅前広場ではなく，調
布駅のシンボルとして，調布のまちの魅力発信につなげる設えと
したい。
・深大寺の風情は調布市の地域資源であり，景観行政団体として
の取組をアピールするとともに，魅力を発信すべきである。

・調布駅前広場の設えについては，市民参加を求められており，
学識経験者も活用しながら，市民と共に検討しなければならな
い。
・市民と一体となったまちづくりを推進するため，費用負担を含
めて，整備段階の市民参加はもとより，整備後の維持管理につい
ても市民との協働に向けた検討が必要である。

23
良好な住環境づ
くり

・安全・安心な住環境づくりにおいて住宅の耐震化が進むことに
より，震災時等に市民の生命を守るとともに，財産の保全等にも
つながり，より早いまちの復興に寄与する。
・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援の充実を図るこ
とにより，市内の既存住宅の流通が活性化され，安定した住まい
の確保につなげることができる。
・管理不全の空き家がなくなることで，地域の居住環境の安定が
図れる。

・空き家等の対策の取組を推進していくため，調布市空家等対策
検討委員会による議論を踏まえ，調布市空き家等対策計画を策定
する。

24
安全で快適なみ
ちづくり

・街の骨格となる都市計画道路を整備することで，都市空間が創
出されるとともに地域のまちづくりが推進する。

・積極的な情報発信を行うとともに，多様な市民参加の手法を取
り入れながら道路整備を進めていく必要がある。

25
総合的な交通環
境の整備

・ミニバス東路線について，運行事業者である小田急バスが車両
の入替の際に，バスのラッピングのリニューアルを実施した。
ラッピングについては，水木しげる氏の漫画キャラクターである
ゲゲゲの鬼太郎などを配したものであるが，リニューアルの内容
は，車両全体を濃い緑色に変更し，個々のキャラクターが目立つ
デザインとなった。
・鉄道敷地上部の自転車等駐車場整備にあたって，水木ゾーンコ
ンセプトを踏まえた設えとした。

・西・北路線では５台のミニバスを運行しているが，ラッピング
のあるバスは３台。うち２台は近々車両入替の予定。ミニバス
ラッピングの継続について，市の費用負担の必要性，工夫などの
検討を進める。
・通学路の安全確保を目指して，関係各部署が積極的に合同して
点検し，出来るところから対策を実施している。引き続き，この
取組を進めていく
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26 地球環境の保全

・公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業を発信し，市域全体
へ再生可能エネルギーの導入を拡大していく。
・調布市環境基本計画に基づく学校連携事業については，多摩川
自然情報館等を活用した事業によって次代を担う子ども達の環境
保全意識を向上させる。
・平成２８年７月１日から，（公財）東京都環境公社が，公共施
設の屋根貸しによる太陽光発電事業により発電された電力の一部
を買取り，東京都環境科学研究所及び水素情報館「東京スイソミ
ル」に供給している。

・屋根貸し施設を活用した市民見学会，再生可能エネルギーに関
する講演会等，市域への還元事業を実施する。
・クリーンプラザふじみ，都立神代植物公園植物多様性センター
と連携したバスツアーやスタンプラリー等の事業の検討に取り組
む。
・調布市環境基本計画に基づき学校連携事業に取り組む。

27
水と緑による快
適空間づくり

・国分寺崖線をはじめとした市内における特徴的な緑である崖線
樹林地の保全
・地域のニーズに即した公園づくりの推進（公園・緑地機能再編
整備プランに基づく公園整備）

・緑地の連続性や地域の特性を踏まえ，地域制緑地制度を活用
し，民有地等における緑の保全に努めるとともに，市が管理する
崖線樹林地において，長期的な保全管理計画を策定し，保全活動
団体と役割分担し，協働で良好な維持保全を図る。
・「調布市公園・緑地機能再編指針」において整理した地域ごと
の公園機能の配置の考え方に基づき，幅広いニーズに対応できる
よう継続した取組が必要であり，機能再編整備プランの策定の継
続と公園施設長寿命化計画に基づく遊具の更新時での機能の検討
が必要である。また，現在一律に定めている公園のルールについ
ても，公園機能に応じたルールの見直しも検討課題である。

28
ごみの減量と適
正処理

・リサイクル先進市（人口１０万人以上５０万人未満の市で平成
２８年度はリサイクル率全国第６位）

・総資源化率の向上には市民及び事業者の協力が欠かせないこと
から，引き続き効果的な広報啓発に努める。
・資源物売払代金の積立先である「調布市ふるさとのみどりと環
境を守り育てる基金」を活用し，目に見える形でリサイクルの必
要性・重要性を呼びかける。

29 生活環境の保全
・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）

・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。

30
平和・人権施策
の推進

・和文化体験や観光などの地域資源を活かした外国人のおもてな
し
・名誉市民である水木しげる氏の作品や遺品などを活用した平和
事業の取組

・外国人に向けたわかりやすい情報発信が課題

31
男女共同参画社
会の形成

・全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組
（柔軟な働き方改革の推進等）と合わせた，女性職員の活躍推進
等の取組（総務省発行の女性活躍・働き方改革推進のためのガイ
ドブックや東京市町村自治調査会，他県の調査研究報告書におい
て，調布市の取組が先進事例として多数紹介されている。）
・他市に先駆けて，少人数によるグループ相談を実施している。
・年に２回発行している通信「しぇいくはんず」が他市から好評
をえており，内容の転載を求められた。
・指定管理者による自主事業は好評である。平成３０年度からは
本格実施しており，施設の魅力向上となっている。
・この３年間で，施設が魅力ある，親しみやすい場所になり，施
設自体が市の魅力となってきた。
・国領駅に近く，産業労働支援センターが併設されており，今後
更に女性の就労について市内企業に対する連携した取組が可能で
ある。
・他市に先駆けて，女性活躍法の地域協議会を設置し，地域にお
ける女性の就労継続について検討してきた。今後，具体的な取り
組みを検討し，実行していく。

・グループ相談の拡大版を実施する。（男性も参加しやすい環境
づくり）
・女性の就労について，企業にこだわらず，多様な働き方につい
て提案する事業を実施する。
・指定管理者と連携して，男女共同参画推進センターを含む市民
プラザあくろすの魅力を更に向上させる。



スポーツ

◎タグラクビーやボルダリングを児童館及びユーフォーで普及させるほか，世界の国々の文化を
知る取組を児童館で実施し気運醸成を図る。

04
子ども・子育て家
庭の支援

◎世界最大級のスポーツイベントが，２年連続で調布市において開催されることを好機ととら
え，青少年の健全育成や異年齢交流の機会の充実に向けては，引き続き，ソフトボール，サッ
カー，ドッヂビー，タグラグビーなどのスポーツや体を動かす楽しさを知るプログラムの提供を
行い，青少年の健全育成の更なる発展につなげる。

06 青少年の健全育成

◎障害児（者）の運動不足の解消や余暇活動の機会を増やすため，障害児（者）フットサル事業
などパラリンピックを契機として拡充した事業についても継続する必要がある。

09 障害者福祉の充実

◎ラグビーワールドカップ２０１９と東京２０２０大会の機運醸成と大会を契機としたスポーツ
振興及び「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」の周知に基づく事業の促進
◎スポーツイベント等の実施
◎ラグビーに関する取組の推進
◎スポーツを通じたオリンピック・パラリンピックの機運醸成
◎障害者スポーツの推進
◎スポーツボランティアの確保・育成
◎スポーツ等を通じた健康増進
◎スポーツ人口の増加

14
市民スポーツの振
興

健康づくり

◎東京２０２０大会後も，受動喫煙の健康被害から市民等を守るため，３師会と連携し全庁的な
受動喫煙防止対策を進める。

12
生涯を通した健康
づくり

◎東京2020大会やラグビーワールドカップの開催地として創出された雇用・就労の機会を大会
終了後も継続して定着させる取組。

11 雇用・就労の支援

◎ラグビーワールドカップ２０１９・東京２０２０大会や深大寺等への来訪者に対する市内回遊
性向上の取組

16
活力ある産業の推
進

◎ラグビーワールドカップ２０１９・東京２０２０大会を契機としたにぎわいの創出 17
魅力ある観光の振
興

安全・安心なまちづくり，福祉のまちづくり

◎犯罪の起きにくいまちをめざし，警察機関や関係団体，地域の防犯ボランティアと連携し，官
民一体となった防犯対策の推進

02 防犯対策の推進

◎消費者被害は，注意喚起をしても，多様化・複雑化し，トラブルに巻き込まれてしまう危険が
ある。特に，ラグビーワールドカップ２０１９・東京２０２０大会に便乗した詐欺被害なども想
定されるため，迅速な情報発信が必要である。また，おかしいと思ったときに気軽に相談できる
よう，日頃から消費生活センターの周知に努める必要がある。

03
消費生活の安定と
向上

◎障害児（者）の運動不足の解消や余暇活動の機会を増やすため，障害児（者）フットサル事業
などパラリンピックを契機として拡充した事業についても継続する必要がある。

09 障害者福祉の充実

◎相互友好協力協定締結大学との定例会において，東京２０２０大会に向けた動きや取組を情報
提供するとともに，大学資源を活用した展開について検討する。
◎アクティブシニアの地域活動として，東京２０２０大会のボランティア活動を含めた情報提供
等，担当課と連携を図る。

13
生涯学習のまちづ
くり

（7）2019ラグビーワールドカップ日本大会，東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会を契機としたレガシー創出に向けた取組の方向

　　（2020年に向けた調布市アクション＆レガシープラン201８の５つの取組テーマに関する内容）

取組テーマ①　スポーツ・健康づくり

取組テーマ②　産業・観光振興

取組テーマ③　まちづくり

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 施策名



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 施策名

競技会会場周辺の環境整備＜ハード＞

◎２０１９ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会までに，調布駅前広場の多目的空間の
利活用について，イベント空間を確保したかたちで来訪者をお迎えする。

22
地域特性を生かし
た都市空間の形成

◎「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２
９年３月改定）」の中で，特定緊急輸送道路の建築物については，耐震化率を，平成３１年度末
で９０％，平成３７年度末で１００％の目標値としている。引き続き，東京都と連携して耐震化
の促進を図る。

23
良好な住環境づく
り

◎バリアフリー化や環境に配慮した舗装等など，人と環境にやさしい道路整備の展開（遮熱性舗
装の取組）

24
安全で快適なみち
づくり

競技会会場周辺の環境整備＜ソフト＞

◎東京２０２０大会後も，受動喫煙の健康被害から市民等を守るため，３師会と連携し全庁的な
受動喫煙防止対策を進める。

12
生涯を通した健康
づくり

◎花いっぱいの展開とし，大規模イベント会場の最寄駅となる飛田給駅から会場周辺を結ぶ道路
や調布駅など市内の主要なスポットを花で彩り，来街者へのおもてなしとして実施できるよう取
組を進め，これを契機とした緑のレガシーとして，その後も市民主体で継続して参加，協働でき
るよう仕組みづくりについても検討を進める。

27
水と緑による快適
空間づくり

◎東京2020大会開催に向けて，公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会と連携し，廃家電製品回収による「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
への取り組みを継続・拡充するなど，さらなる3Ｒを推進する。

28
ごみの減量と適正
処理

◎相互友好協力協定締結大学との定例会において，東京２０２０大会に向けた動きや取組を情報
提供するとともに，大学資源を活用した展開について検討する。
◎アクティブシニアの地域活動として，東京２０２０大会のボランティア活動を含めた情報提供
等，担当課と連携を図る。

13
生涯学習のまちづ
くり

◎２０１９・２０２０年を契機とした，芸術・文化が身近に感じられるまちづくりと地域資源の
さらなる魅力発信，市民の文化活動の広がりの創出。「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むま
ちづくり宣言」に基づく事業の促進。

19 芸術・文化の振興

◎国宝指定された深大寺銅造釈迦如来倚像（白鳳仏）や，今ある指定文化財に限らず，深大寺に
所蔵されたそのほかの古文書・美術品等，未指定文化財を深大寺の学芸員と連携して国庫補助を
活用して再調査する。併せて市指定文化財は，着実に指定数を増やして行く。それを足掛かり
に，ソフト的な施策を産業振興の観光部門や広報課等と協力して実施し，深大寺地区の魅力を高
めて，２０２０年に調布を訪れる人々に深大寺観光を通して日本の魅力を発見してもらう。

20
地域ゆかりの文化
の保存と継承

◎東京2020大会の開催を通じて，市民一人一人が人権の大切さについて理解を深め，相互に人
格と個性を尊重しながら障害者差別等のない共生する社会を実現するとともに，将来を担う子ど
もたちがあらゆる場において，人間性豊かに成長できるよう，人権意識が広く社会に浸透する啓
発事業の取組を推進する。
◎ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会に向け，市民の国際交流やボランティ
ア意識の高まりがある。交流の機会が増えることで，多様な文化の理解が深まり，多文化共生の
推進が期待できる。

30
平和・人権施策の
推進

◎タグラクビーやボルダリングを児童館及びユーフォーで普及させるほか，世界の国々の文化を
知る取組を児童館で実施し気運醸成を図る。

04
子ども・子育て家
庭の支援

◎オリンピック・パラリンピック教育をとおして，児童・生徒が運動・スポーツに親しむことに
よって，基礎体力の向上を図る。

05 学校教育の充実

◎世界最大級のスポーツイベントが，２年連続で調布市において開催されることを好機ととら
え，青少年の健全育成や異年齢交流の機会の充実に向けては，引き続き，ソフトボール，サッ
カー，ドッヂビー，タグラグビーなどのスポーツや体を動かす楽しさを知るプログラムの提供を
行い，青少年の健全育成の更なる発展につなげる。

06 青少年の健全育成

取組テーマ④　文化・国際交流・平和

取組テーマ⑤　教育・青少年の健全育成
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