
平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）26（施策名）地球環境の保全 

主管課名 環境部 環境政策課 

主管課長名 関口 浩秀 電話番号 042-481-7084 

関係課名 
（組織順） 

契約課，管財課，文化生涯学習課，緑と公園課，下水道課，ごみ対策課，街づくり事業課，教育総務課

 

目 

的 

対 象 市民，事業者 

意 図 環境に負荷を与える活動を抑制する 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ178＞ 

地球環境保全に係る情報提供及び学習の充実を図るとともに，省エネルギーの取組や再生可能エネルギーの利用拡大

を推進し，環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指します。 

 

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 環境学習事業及び多摩

川自然情報館で学習した延

べ人数【☆】 

1 万 1，919

人  
1 万 642 人 1 万 359 人 １万６８３人 1 万 1，000 人

２ 公共施設における温室

効果ガス総排出量【☆】 

【旧計画期間】 

1 万 2，478 

t－CO2 

1 万 2，646

ｔ-CO2 
－ － 

1 万 3，090 

t-CO2 

（平成 27 年度）

【現計画期間】 
1 万 4，859 

t－CO2 

【基準値】 

－ 
1 万 4，856

t－CO2 

1 万 5，６６７ 

t－CO2 

1 万 4，389 

t－CO2 

（平成 32 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 環境学習事業及び多摩川自然情報館で学習した延べ人数【☆】

 平成２９年度の多摩川自然情報館の来館者は,平成２８年度と比較して３４６人増加し,９,９１１人とな

りました。原因は，夏まつり・秋まつりなどのイベント参加者数が増加したためです。環境学習事業で学

習した人数と合わせ，延べ人数１万６８３人であり，目標達成には至りませんでした。 
 

２ 公共施設における温室効果ガス総排出量【☆】 

第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（計画期間：平成２８年度～平成３２年度）の策

定に当たり，省エネ法によるエネルギー削減目標や東京都環境確保条例の総量削減義務制度の目標を達成

できるよう，基準値（平成２６年度）を１万４，８５９t－CO2 とするとともに，計画の目標値を新たに

設定しています。平成２９年度の現状値は１万５，６６７t－CO2 となり，目標達成が難しい状況です。

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№26 地球環境の保全） 

 
◆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） 
２６-１ 地球環境保全意識の啓発 
（◆環境情報の提供と地球環境保全意識の啓発） 
 平成１８年度に策定した調布市環境基本計画の指標に対する達成状況及び調布市を取り巻く環境状況
のデータ等を「未来へつなぐ調布の環境～平成２８年度環境年次報告書～」として取りまとめのうえ公表
するとともに，身近な環境情報を提供する広報誌「ちょうふ環境にゅ～す」３２～３４号を発行し，その
中でグリーンカーテンの作り方など身近な省エネや地球温暖化対策の取組に対する環境情報の提供を行
いました。また，中学生向けの「みらいへつなごう～ちょうふのかんきょう～」を発行し，地球温暖化対
策の原因や，身近に取り組める対策をテーマに，広報を行いました。市報やホームページなどにおいては，
季節に応じた省エネ・節電の取組方法等の環境情報を提供し，地球環境保全意識の啓発を図りました。 
 多摩川自然情報館では，多摩川を中心とした市内の自然環境を学ぶため，魚・昆虫・植物の展示，月替
わりプログラム，月別イベント，夏まつり，秋まつり等を実施し，また，小学校と連携し多摩川を活用し
た事業を実施し，地球環境保全意識の啓発を図りました。 
 市内の環境学習施設であ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，チ
ラシの配架・パネル展示・ふじみまつりへの参加（多摩川自然情報館のみ）等を実施するなど環境情報の
提供と地球環境保全意識の啓発を図りました。 
（◆環境学習の充実） 
 市域から排出される温室効果ガス（約９８％がＣＯ２）のうち，約４割が民生家庭部門であることから，
市民を対象とした情報提供，環境学習の場として，環境学習公開講座である「エコ・クッキング講座」を
３回開催し，７２人の参加があり，地球温暖化防止の向上に寄与しました。 
 小中学生を対象に，自然を体験・観察する「調布こどもエコクラブ」事業を７回開催し，延べ８５人の
参加がありました。また，小学生を対象とした「調布水辺の楽校」を４回開催し，延べ３７８人の参加が
あり，小中学生の環境学習の充実を図りました。 

都立農業高校と相互連携基本協定に基づき覚書を締結し，「神代農場自然・環境教室」を５回実施し，
延べ４７人の参加がありました。また，市民の環境学習活動の支援として，講師を１回派遣し環境学習の
充実を図りました。 

ちょうふ環境市民会議が企画するちょうふエコライフの推進として，壁面緑化推進事業等を行うととも
に，同会議との協働により６月に環境活動に関わる市民の交流イベントである環境活動交流会を実施し，
４６人の参加がありました。交流イベントでは，環境についての意識の共有を図りました。 
２６-２ 地球環境保全行動の推進 
（◆地球温暖化対策の推進） 

市域から排出される温室効果ガスのうち，約４割が民生家庭部門であることから，昨年度に引き続き，
家庭用高効率給湯器（民生用燃料電池）の設置補助１３４件，太陽光発電設備に対する補助２９件を行い，
温室効果ガス排出量の抑制に努めました。 

第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき，環境マネジメントシステムを活用し，
全庁一丸となり環境に配慮した取組を行い，市の施設の省エネ・節電に取り組みました。あわせて，地域
に身近な公民館，児童館，保育園，小・中学校等の公共施設において，壁面緑化を実施し，公共施設の室
温上昇の抑制に伴う省エネ活動に努めるとともに，窓口等でゴーヤやアサガオの種を３，６００袋の無料
配布，環境フェアにおいてゴーヤの苗７５０株の無料配布を行い，市民のグリーンカーテンの設置を推進
し，家庭における省エネルギーの推進を図りました。 

市民・事業者による自主的な資源循環への取組，廃家電製品の資源化事業などの取組により，資源の有
効利用に努めました。総ごみ量に対する資源化率は４３.５％となり，排出されたごみの約半分が資源化
され，温室効果ガス排出量の低減に寄与しました。 

環境マネジメントシステムのグリーン購入方針に基づき，グリーン購入を推進し，環境負荷の低減に努
めました。 
（◆環境保全行動に率先して取り組む人材の育成） 

市内に残る樹林の維持管理と技能の取得を目的に「雑木林ボランティア講座」を６回開催し，延べ７５
人が参加しました。自然環境について調査し考える「調布市環境モニター」を５回，市内の自然や古木を
見学する「そぞろ歩き」を２回開催し，延べ６９人が参加し，環境保全行動に率先して取り組む人材の育
成を図りました。 

多摩川自然情報館におけるボランティア解説員登録人数は２５人で，延べ１０７時間活動しました。ま
た，新たに２人がボランティア解説員養成講座を修了しました。 
（◆市民・事業者との連携・協働による取組の推進） 

平成２６年度から調布まちなか発電株式会社と連携し，公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業を実
施しました。３４施設で約９２５kW の発電が開始され，平成２９年度の総発電量は，約１００万 kWh
でした。また，市域への還元事業として，調布まちなか発電株式会社が主体となり，太陽光発電設備の市
民見学会を１回，上映会・講演会を１回，ソーラーランタン工作教室を１回開催し，地球温暖化防止に寄
与する取組を行いました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○公共施設等における取組

の実践 

 

 

○地域（市民・事業者）の

取組促進と環境保全行動に

率先して取り組む人材の育

成 

○市民・事業者との連携に

よる再生可能エネルギーの

導入及び利用促進

○公共施設の取組実践・壁

面緑化 

・環境マネジメントシステ

ムの推進

・環境配慮指針の策定・推

進 

○地域の取組促進

・人材育成

・高効率給湯機器等補助 

○市民との協働による再生

可能エネルギーの導入・利

用促進 

○公共施設の取組実践・壁

面緑化 

・環境マネジメントシステ

ムの推進

・環境配慮指針の推進 

○地域の取組促進

・人材育成 

○市民との協働による再生

可能エネルギーの利用促進 

○ISO14001(2015年版）の発

行に伴う調布市管理マニュ

アルの改定

○公共施設の取組実践・壁

面緑化 

・環境マネジメントシステ

ムの推進

・環境配慮指針の推進 

○地域の取組促進

・人材育成 

○市民との協働による再生

可能エネルギーの利用促進 

○ISO14001(2015年版）の発

行に伴う調布市管理マニュ

アルの改定

事　業　費 　　　（千円） 1,671 3,733 2,696

事務事業 地球温暖化対策の推進

所管部署 環境部・環境政策課・環境保全係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 96 重点Ｐ － －

○環境年次報告書・広報誌

等の発行による環境情報の

提供 

○環境啓発事業の推進 

○環境学習の推進及び支援 

○環境学習施設の活用 

○環境保全に取り組む人材

の育成 

○環境情報提供方法の多面

化と充実

○環境年次報告書・広報誌

等の発行による環境情報の

提供 

○環境啓発事業の推進 

○環境学習の推進及び支援 

○環境学習施設の活用 

・クリーンプラザふじみ, 

植物多様性センターとの連

携強化 

○環境保全に取り組む人材

の育成 

○検討結果を踏まえた新た

な環境情報提供の実施

○環境年次報告書・広報誌

等の発行による環境情報の

提供 

○環境啓発事業の推進 

○環境学習の推進及び支援 

○環境学習施設の活用 

・クリーンプラザふじみ, 

植物多様性センターとの連

携強化 

○環境保全に取り組む人材

の育成 

○検討結果を踏まえた新た

な環境情報提供の実施

○環境年次報告書・広報誌

等の発行による環境情報の

提供 

○環境啓発事業の推進 

○環境学習の推進及び支援 

○環境学習施設の活用 

・クリーンプラザふじみ，

植物多様性センターとの連

携 

○環境保全に取り組む人材

の育成 

○中学生向けの環境情報誌

の発行と配布

事　業　費 　　　（千円） 13,557 13,557 13,655

事務事業 環境情報の提供と環境学習事業の推進

所管部署 環境部・環境政策課・環境保全係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 95 重点Ｐ － －

（施策２６地球環境の保全）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）27（施策名）水と緑による快適空間づくり 

主管課名 環境部 緑と公園課 

主管課長名 香西 稔 電話番号 042-481-7080 

関係課名 
（組織順） 

文化生涯学習課，産業振興課，農政課，環境政策課，下水道課，都市計画課，街づくり事業課，道路管

理課，郷土博物館 

 

目 

的 

対 象 自然，市民 

意 図 自然が保全・創出される，自然との共生が図られる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ182＞ 

人と自然との共生を目指すために，湧水，公園，崖線，里山などの水辺や緑地を保全し，連続性のある自然動植物の
生息空間と緑豊かな美しい街並み・景観を形成する快適な空間づくりに取り組みます。 

 

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 公共が保全する緑の面 

積【☆，◎】 
146.63ha 148.69ha 148.70ha 149.07ha 149.5ha 

２ 市民一人当たりの公園 

面積【☆，◎】 
5.75 ㎡ 5.69 ㎡ 5.58 ㎡ 5.54 ㎡ 5.66 ㎡以上 

３ 区域での環境学習等の 

延べ参加人数【☆，◎】 

 

7,529 人 5,830 人 5,４08 人 6,023 人 

3 万人 

（4 か年累計）

（平成 27～30

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 公共が保全する緑の面積【☆，◎】 
 深大寺・佐須地域の豊かな環境を調布の貴重な財産として，次世代に引継ぐため，「調布市深大寺・佐
須地域環境資源保全・活用基本計画」に基づき，約 4,126 ㎡を土地開発公社が取得いたしました。また，
緑ケ丘，上石原における新設公園の開園や開発等に伴う提供公園の設置により，公園面積が増加しました。
一方で，調布市自然環境の保全等に関する条例に基づく保全地区は，指定の解除により減少したものの，
公共が保全する緑の面積は，0.37ha の増加となりました。 
 
２ 市民一人当たりの公園面積【☆，◎】
 緑ケ丘，上石原における新設公園の開園や開発等に伴う提供公園の設置や土地開発公社の土地取得によ
る深大寺自然広場の拡大により，公園の全体面積は約 4,592 ㎡増加しました。一方で，人口増加の影響が
あり，一人当たりの公園面積は昨年度の 5.58 ㎡よりも減少しました。平成２６年度以降，徐々に減少傾向
にあり，平成３０年度の目標値である 5.66 ㎡（平成２３年度現状値）を下回る状況となっています。 
 
３ 区域での環境学習等の延べ参加人数【☆，◎】 

区域での環境学習等の延べ参加人数は,６，０２３人となり，平成２８年度と比較し約６００人増加しま
したが，３年間の累計では１７，２６１人となり，平成３０年度の目標値である４か年累計３万人を下回
る状況となっています。野草園でのホタル観賞会が中止となったのが主な原因です。 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№27 水と緑による快適空間づくり） 

 
◆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） 
２７－１ 水と緑の保全（総合戦略Ｉ－①） 

市内の湧水涵養・治水対策として，雨水浸透ます等の設置指導・支援を行いました。既存住宅へ１３基
の設置補助を行い，新規住宅や開発区域内へ，２，６６４基の雨水浸透ます及び２，７７１ｍの浸透トレ
ンチが設置されました。 

緑の保全に向けた制度の活用及び公有化の取組として，市内に残る貴重な緑を将来世代へ継承するた
め，「調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画」に基づき，深大寺南町２丁目において約 
４，１２６㎡を土地開発公社にて取得しました。また，平成２５年度に「特別緑地保全地区」を指定した
緑ケ丘のみんなの森において，約 421 ㎡を用地取得しました。 

入間町周辺地区地区計画において地区施設に指定された入間町 2 丁目緑地について，平成 27 年 11
月に寄附受けした区域など，平成 28 年度に実施した現況調査結果に基づき，概ね１０年後の将来像を見
据えた崖線樹林地の保全管理に関する計画策定のための検討を進めました。 

公遊園の維持管理については，安全・安心な公遊園の維持のため，公園施設長寿命化計画に基づき，公
園内における２１基（１２公園）の遊具の更新を実施しました。 
 

２７－２ 水と緑の創出（総合戦略Ｉ－②） 
地域ごとの公園機能に関する具体的な方向性を示す機能再編整備プランとして，平成２9 年 5 月に策

定した「調布市公園・緑地機能再編整備プラン（案）」に基づき，地域の皆様を中心に意見交換を行い，
「多摩川市民広場改修と周辺地区の機能再編整備プラン」を策定しました。また，平成 30 年度からの工
事を予定している多摩川市民広場の実施設計を進めました。 

新設の公園整備については，緑ケ丘地域福祉センター隣接地の緑ケ丘 2 丁目公園及び上石原 3 丁目の
いそじろう公園の暫定整備が完了しました。また，京王線が地下化された敷地の活用に向け，鉄道敷地全
体の計画である「鉄道敷地整備計画」において，「水木ゾーン」と位置付けた調布駅西側の鉄道敷地用地
のうち，鶴川街道西側の公園用地について，庁内関係部署と調整を図るほか，関係者との検討を進め，設
計に着手しました。また，「映画ゾーン」と位置付けられている相模原線の公園用地について，用地取得
しました。 

「調布市緑の基本計画」の重点計画のひとつ「緑のまちづくり応援計画」の展開として，花いっぱい運
動の拡大を目指して，ガーデニング講座を年３回開催しました。また，樹木せん定講座を実施するととも
に昨年度に引き続き，調布駅南口広場において，春と秋に「緑と花の祭典」を開催しました。 

 
２７－３ 深大寺・佐須地域環境資源保全・活用の推進（総合戦略Ｉ－③） 

雑木林ボランティア講座・こどもエコクラブ・神代農場公開講座等を開催し環境保全意識の啓発を図り
ました。 

深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画に基づき，買取り申出のあった生産緑地について，調布
市土地開発公社により先行して取得しました。今後の市による買戻しに向けて，土地の活用方法の検討を
行いました。 

里山の自然環境を守り，育てていくための指標として，ホタルを飼育し，ホタル観賞会を予定しており
ましたが，ホタルの生育状況が芳しくないことから，観賞会は中止しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○深大寺・佐須地域環境資

源保全・活用基本計画の推

進 

・事業実施のための調査・

検討 

・事業の推進 

・緑地の確保 

・庁内連携

○施設の管理 

・農産物直売兼用施設の維持管

理と運営 

・農業用井戸の維持管理 

○深大寺佐須地域環境資源保全

活用基本計画の推進 

・農地周辺と水路清掃に係る協

働事業の確立，試行 

・地域での環境学習事業の実施 

・水路周辺の生物・水質調査の

実施 

○国・都補助活用事業検討

○佐須農の家の管理・運営 

・農業用井戸の維持管理 

○深大寺佐須地域環境資源保全

活用基本計画の推進 

・相続発生時の公有化スキーム

の調査検討 

・地域での環境学習事業の実施 

・水路周辺の生物・水質調査の

実施 

○国・都補助活用事業検討 

○深大寺南町２丁目用地取得

（公社取得）

○佐須農の家の管理・運営 

・農業用井戸の維持管理 

○深大寺佐須地域環境資源保全

活用基本計画の推進 

・相続発生時の公有化スキーム

の調査検討 

・地域での環境学習事業の実施 

・水路周辺の生物・水質調査の

実施 

○国・都補助活用事業検討 

○深大寺南町２丁目用地取得

（公社取得）

（事業費はNo.97にて計上）

事　業　費 　　　（千円） 3,000 2,910 2,474

事務事業 深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全・活用

所管部署 環境部・環境政策課・環境保全係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 99 重点Ｐ ④ うるおいのあるまち

○計画終了年次における調

布市緑の基本計画の目標の

達成 

・市民一人当たり5.5㎡の公

園面積の確保 

・公園不足地域の解消

○調布基地跡地留保地ス

ポーツ・防災公園（協議・

調整） 

○鉄道敷地公園用地取得・

設計（相模原線）

○多摩川市民広場実施設計 

 ○（仮）緑ヶ丘２丁目公園

整備工事 

○凸凹山児童公園及び若宮

自然広場等基本構想 

○調布基地跡地留保地ス

ポーツ・防災公園（協議・

調整） 

○鉄道敷地公園用地取得

（相模原線） 

○多摩川市民広場実施設計 

○（仮）緑ヶ丘２丁目公園

整備工事

○（仮）上石原３丁目公園

暫定整備 

○凸凹山児童公園及び若宮

自然広場等一体整備（協

議・調整） 

○鉄道敷地上部公園設計 

○調布基地跡地留保地ス

ポーツ・防災公園（協議・

調整） 

○鉄道敷地公園用地取得 

(相模原線） 

○多摩川市民広場実施設計 

○（仮）緑ヶ丘２丁目公園

整備工事

○（仮）上石原３丁目公園

暫定整備 

○凸凹山児童公園及び若宮

自然広場等基本構想（協

議・調整） 

○鉄道敷地上部公園設計 

事　業　費 　　　（千円） 689,245 708,183 672,743

事務事業 公園・緑地等の整備

所管部署 環境部・緑と公園課・管理係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 722,193

計画コード 98 重点Ｐ ④ うるおいのあるまち

○市民との協働による保全 

・樹木せん定講座

・ガーデニング講座

・公園清掃協力 

・崖線樹林地保全活動 

・花いっぱい運動

○公園施設長寿命化計画に基づく

公遊園の改修工事 

○公園施設長寿命化計画改定 

○崖線樹林地保全に関する調査検

討（入間町２丁目） 

○緑地の公有化

・緑ケ丘みんなの森

・国分寺崖線（若葉町）

○入間町２丁目緑地管理用施設整

備工事

○深大寺南町２丁目用地取得（公

社取得）

○市民との協働による保全 

・樹木せん定講座

・ガーデニング講座

・公園清掃協力 

・崖線樹林地保全活動 

・花いっぱい運動 

○公園施設長寿命化計画に基づく

公遊園の改修工事 

○公園施設長寿命化計画改定のた

めの調査・検討 

○崖線樹林地保全に関する調査検

討（入間町２丁目） 

○緑地の公有化 

・緑ケ丘みんなの森 

・国分寺崖線（若葉町）

○深大寺南町２丁目用地取得（公

社取得）

事　業　費 　　　（千円） 71,449 300,476 191,635

所管部署 環境部・緑と公園課・みどりの推進係・管理係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○安全で快適な公園・緑

地，崖線樹林地の維持保全 

・みどり率３６％の維持

○市民との協働による保全 

・樹木せん定講座 

・ガーデニング講座 

・公園清掃協力 

・崖線樹林地保全活動 

・花いっぱい運動

○公園施設長寿命化計画に基づく

公遊園の改修工事 

○公園施設長寿命化計画改定 

○崖線樹林地保全に関する調査検

討（深大寺自然広場）

計画コード 97 重点Ｐ ④ うるおいのあるまち

事務事業 公園・緑地，崖線樹林地の保全

（施策２７水と緑による快適空間づくり）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）28（施策名）ごみの減量と適正処理 

主管課名 環境部 ごみ対策課 

主管課長名 丸山 義治 電話番号 042-481-7811 

関係課名 
（組織順） 

文化生涯学習課，産業振興課，環境政策課，緑と公園課，下水道課 

 

目 

的 

対 象 市民，事業者 

意 図 資源循環型社会の形成に向け，３Ｒを推進する 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ188＞ 

広報，啓発活動や支援事業の充実により，市民・事業者による３Ｒ（リデュース＝ごみの発生抑制，リユース＝再利
用，リサイクル＝再資源化）の取組を推進します。また，ごみの安定処理と適正処理に努め，資源循環型社会を目指
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 市民１人１日当たりの

家庭系ごみ排出量【☆】 
389.7g 386.4g 377.9ｇ 374.2ｇ 385g 

２ 総資源化率【☆】 
 

44.7% 45.1% 44.2％ 43.5％ 46.0％ 

３ 最終処分（埋立）量【☆】 

 
0 0 0 0 0 

 

◆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 市民１人１日当たりの家庭系ごみ排出量【☆】

資源物及び事業系ごみを除いた市民１人１日当たりの家庭系ごみ排出量は３７４．２ｇ（前年度比 

▲３．７ｇ）となり，目標を達成しております。人口が増加していますが，排出量が減少していること

から，着実に減量が図られています。 
 
 
２ 総資源化率【☆】 

総資源化率は，古紙を中心とした資源物収集量の減少などにより，４３．５％（前年度比▲０．７ポイ

ント）となり，目標を未達成となりました。 
 
３ 最終処分（埋立）量【☆】 

 焼却灰のエコセメント化など資源循環への取組により，最終処分（埋立）量はゼロを維持しており，目

標を達成しております。 
  
 
 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№28 ごみの減量と適正処理） 

 
◆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） 

２８－１ ３Ｒ推進によるごみの減量 

市報，広報誌「ザ・リサイクル」，出前講座等，様々な媒体・機会を活用して，市民や事業者への効果

的なごみ減量方法の周知や３Ｒの浸透に努めました。また，ホームページやツイッター，ごみアプリによ

るタイムリーな情報提供に努めるほか，クリーンプラザふじみの環境学習機能を活用するなど，ごみ減量

と適正分別に向けた意識啓発に取り組みました。 

このほか，ごみ減量キャンペーン，促進員大会，生ごみ堆肥化講習会，ごみ探検隊の実施などをすると

ともに，「これならできるごみ減量とリサイクル」をテーマとしたポスターを小中学生から募集し，若年

層の環境意識啓発促進を図るなど，市民・事業者・市民団体と協働し，ごみ減量と資源化に取り組みまし

た。 

家具類を中心に粗大ごみ再生品の展示・販売を行っている利再来留館（りさいくるかん）では第２・４

土曜日開館を引き続き実施するとともに，各種イベントや市内東部地域での出張販売を行うなどリユース

の普及啓発に努めました。また，環境フェアにおいては，飲食ブースでリユース食器を採用しました。 

 自主的な３Ｒの取組を支援するため，自治会や子ども会による資源物地域集団回収事業を引き続き実施

しました。 

資源化の推進を図るため，せん定枝の資源化支援事業，粗大ごみの再生利用事業，廃家電製品の資源化

事業（拠点回収及び粗大ごみから有用金属を抽出），羽毛布団の資源化事業に取り組みました。 

２８－２ ごみの安定処理 

ごみ・資源物の安定的な処理を図るため，二枚橋衛生組合跡地におけるクリーンセンター機能の再編・

移転に向け取り組みました。平成２９年度は，整備工事に着手するとともに，新施設の管理運営業務委託

事業者候補を選定しました。  

２８－３ ごみの適正処理 

ごみの迅速な収集，適正処理に努めるとともに，広報・啓発活動を通じて，分別の徹底を図り，さらな

るごみの適正排出を促進しました。また，クリーンプラザふじみに持ち込まれた事業系可燃ごみの抜き取

り調査を実施し，分別が不十分な一般廃棄物収集運搬業者を指導するなど，適正排出の徹底を図りました。

古紙など資源物の持去りを防止するため，罰則等を規定した「調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に

関する条例」を平成２７年度に施行し，監視・指導の強化を図るとともに，警察をはじめとした関係団体

との情報共有，連携に努めました。 

不法投棄の撲滅に向けては，調布市廃棄物減量及び再利用促進員など市民との連携を図り，未然防止と

早期発見に努めました。 

可燃ごみの焼却残さ（焼却灰）については，エコセメント化による再利用を図り，最終処分量ゼロを維

持しました。また，市発注の公共工事におけるエコセメント製品の積極利用を図り，資源循環の取組を推

進するとともに，エコセメント製品について理解を深めてもらうよう市内の公園等３ヵ所に普及啓発看板

を設置しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○分別排出指導 

 

○ごみの適正選別 

 

○不法投棄対策 

 

○資源物持去り対策 

 

○ごみの適正処分

○分別排出指導 

 

○ごみの適正選別 

 

○不法投棄対策 

 

○資源物持去り対策 

  

○ごみの適正処分

○分別排出指導 

 

○ごみの適正選別 

 

○不法投棄対策 

 

○資源物持去り対策 

  

○ごみの適正処分

○分別排出指導 

 

○ごみの適正選別 

 

○不法投棄対策 

 

○資源物持去り対策 

  

○ごみの適正処分

事　業　費 　　　（千円） 926,446 847,545 811,672

事務事業 ごみの適正排出・適正処理の推進

所管部署 環境部・ごみ対策課・業務係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 102 重点Ｐ － －

○クリーンセンター機能の

移転先選定 

○びん積替施設整備 

○移転計画策定 

○環境影響調査 

○施設整備に向けた諸手続 

○整備工事 

○福祉的雇用の創出 

○３Ｒの広報・啓発

○建設工事 

 

 

 

 ○びん積替施設暫定運営

○建設工事 

 ○建設工事監理

○地質等調査

 ○びん積替施設暫定運営

○建設工事 

○建設工事監理 

○地質等調査 

 

 ○びん積替施設暫定運営

事　業　費 　　　（千円） 1,413,830 583,566 368,297

事務事業 資源化施設の整備

所管部署 環境部・ごみ対策課

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 101 重点Ｐ － －

○広報・啓発 

・広報誌及びごみリサイク

ルカレンダー発行 

○生ごみの減量対策 

 ○市民・事業者による自主

的なごみ減量・資源循環の

取組支援，助成 

○資源化の推進 

・せん定枝資源化等 

○一般廃棄物処理基本計画

改訂作業

○広報・啓発 

・広報誌及びごみリサイク

ルカレンダー発行 

○生ごみの減量対策 

○市民・事業者による自主

的なごみ減量・資源循環の

取組支援，助成 

○資源化の推進 

・せん定枝資源化等 

○一般廃棄物処理基本計画

改訂作業

事　業　費 　　　（千円） 88,611 88,509 79,602

所管部署 環境部・ごみ対策課・減量対策係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○さらなるごみ減量，資源

化を図る。

○広報・啓発 

・広報誌及びごみリサイク

ルカレンダー発行 

○生ごみの減量対策 

○市民・事業者による自主

的なごみ減量・資源循環の

取組支援，助成 

○資源化の推進 

・せん定枝資源化等 

計画コード 100 重点Ｐ － －

事務事業 ごみの減量と資源化

（施策２８ごみの減量と適正処理）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）29（施策名）生活環境の保全 

主管課名 環境部 環境政策課 

主管課長名 泉 健一郎 電話番号 042-481-7087 

関係課名 
（組織順） 

営繕課，健康推進課，下水道課，ごみ対策課，住宅課，街づくり事業課，道路管理課，教育総務課 

 

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 
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（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） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○平成26年度に長寿命化計

画を策定し，国へ計画書を

提出し認可を受け，平成27

年度より改築・更新工事を

行う。

○実施設計 

 

○対策工事 

 

 

○管路内調査

○実施設計 

 

○対策工事 

（布田・調布ヶ丘地区） 

 

○次期計画の策定に向けた

準備（ストックマネジメ

ント基本計画の策定）

○実施設計 

 

○対策工事 

（布田・調布ヶ丘地区） 

 

○ストックマネジメント導

入に向けた検討

事　業　費 　　　（千円） 178,000 236,627 229,322

事務事業 下水道施設の長寿命化対策の推進

所管部署 環境部・下水道課・施設管理係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 104 重点Ｐ － －

○都市美化・喫煙マナーパ

トロールの実施（各駅中

心） 

○美化推進重点地区の支援

（８箇所） 

○多摩川・野川・調布駅前

クリーン作戦開催 

○喫煙マナーアップ対策の

推進（受動喫煙等防止を含

む） 

○路上喫煙防止対策の推進

○都市美化・喫煙マナーパ

トロールの実施（各駅中

心） 

○美化推進重点地区の支援

（８箇所） 

○多摩川・野川・調布駅前

クリーン作戦開催 

○喫煙マナーアップ対策の

推進（受動喫煙等防止を含

む） 

○路上喫煙防止対策の推進

事　業　費 　　　（千円） 3,903 3,900 3,067

所管部署 環境部・環境政策課・生活環境係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○美化活動の促進や喫煙マ

ナー，路上喫煙防止の推進

により，快適な生活環境の

維持向上に努める。

○都市美化・喫煙マナーパ

トロールの実施（各駅中

心） 

○美化推進重点地区の支援

（８箇所） 

○多摩川・野川・調布駅前

クリーン作戦開催 

○喫煙マナーアップ対策の

推進（受動喫煙等防止を含

む） 

○路上喫煙防止対策の推進 

計画コード 103 重点Ｐ － －

事務事業 都市美化の推進と喫煙マナーの向上

（施策２９生活環境の保全）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）30（施策名）平和・人権施策の推進 

主管課名 生活文化スポーツ部 文化生涯学習課 

主管課長名 榊 美佐 電話番号 042-481-7035 

関係課名 
（組織順） 

総務課，人事課，市民相談課，男女共同参画推進課，子ども政策課，福祉総務課，生活福祉課，高齢福

祉担当，障害福祉課，健康推進課，指導室，教育相談所，公民館，図書館，郷土博物館 

 

目 

的 

対 象 市民 

意 図 
人権の大切さについて理解を深め，一人一人の人権を尊重する.平和の尊さを理解し，後世に語り継

いでいく 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ196＞ 

市民一人一人が，相互の理解と交流を深める中で，人権が尊重され平和に暮らすことができる共生のまちづくりを進

めます。 

 

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 人権教育・啓発事業へ

の参加者数【☆】 

 

7,569 人 7,544 人 7,671 人 7,648 人 

2 万 7,000 人

(4 か年累計） 

（平成 27～ 

30 年度） 

２ 戦争についての話をし 

たり，聞いたりしたこと 

がある市民の割合【☆】 
85.8% 85.8% 85.2％ 82.2％ 90.0％ 

３ 国際交流・多文化共生

事業の参加者数【☆】 
1,786 人 1,833 人 2,102 人 1,862 人 1,600 人 

 

◆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 人権教育・啓発事業への参加者数【☆】
 小・中学生の「人権作文」「人権メッセージ」「人権の花」運動等の人権啓発事業を実施する中で人権擁
護委員との活動を支援しました。また，市内小・中学校への学校訪問，小学校朝礼での人権講話の他， 
２９年度は公民館で「人権メッセージ」の作文展を実施しました。その他，啓発事業として男女共同参画
推進課では，LGBT に関する講座，デートＤＶ防止をテーマに通信を発行し，市内中学校に配布するとと
もに，公立中学校１校で授業を実施しました。子ども家庭課とともに，DV 啓発事業を実施しました。 
人権教育・啓発事業への参加者数は７，６４８人で，目標値の達成状況は８４．７％となりました。 
 
２ 戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合【☆】
 平成２９年度市民意識調査では，戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合は，
昨年度と比較して，３．０ポイント減少しましたが，１６歳から１９歳の若い世代では，９５，８％と高
い割合になっています。戦争体験者の高齢化が進んでおり，今後の継承が課題となっています。 
 
３ 国際交流・多文化共生事業の参加者数【☆】 
  国際交流協会は，外国人の日本語学習支援，交流事業のほか，講座を行うなど国際交流の推進及び国

際理解・異文化理解の啓発に努めました。また，ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大
会に向け，これまで実施していた英語・中国語のほか，新たにスペイン語，韓国語の語学講座や東京都
との共催で，「外国人おもてなし語学ボランティア」の育成講座を開催しました。 
 子ども向け事業としては，市民団体との共催で，アラブイスラーム学院訪問を実施したほか，東京 
２０２０大会を意識した木島平村での英語体験事業を実施しました。 

ホストタウン「サウジアラビア」については，アラビア書芸展や講座の実施，サウジアラビア留学生
の和文化体験や文化祭プラザの参加などを通じ交流とイスラーム文化への理解を深める機会となりまし
た。様々な事業展開により，参加者は１，８６２人を超え，目標値を達成しました。  

 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№30 平和・人権施策の推進） 

 
◆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） 

３０－１ 人権尊重の社会づくり 
（◆人権教育・啓発事業の推進） 

全ての人の人権が尊重されることを目指し，市立小・中学校に人権教育推進委員会を設置し，人権教育
に関する課題の協議，授業研究，東京都人権尊重教育推進校の訪問，人権週間に伴う各学校の取組，「人
権教育ニュース」の発行，「人権教育指導資料」の作成などに取り組み，全教職員の人権に対する理解・
意識の向上とともに児童・生徒に対する人権教育の推進を図りました。 
 人権擁護委員の啓発活動である「中学生人権作文コンテスト」や小学生の「子どもたちからの人権メッ
セージ」発表会，「人権の花」運動の実施を支援しました。また，平成２９年度は，初めて小学生の「人
権メッセージ」を東部公民館で展示する作文展を実施しました。 

「人権週間」（１２月４日から１０日）等では，各種媒体を通じ「人権尊重」意識の啓発を行いました。
また，人権擁護委員が小・中学校を訪問し，いじめ・体罰・不登校など，子どもの人権について意見交

換を行うとともに，小学校では，朝礼などで子どもたちに人権についてわかりやすく話し理解してもらえ
る機会を提供しました。 
 若い世代への意識啓発として，ＬＧＢＴ（性的少数者）に関する講座，デート DV をテーマとした通信
を発行し，市内中学校や若い世代が利用する施設等に配布しました。学校教員を対象にＬＧＢＴに関する
講座や，公立中学校１校で，デート DV に関する授業を実施し７１人が出席しました。幼児虐待や DV
等の人権尊重について考える機会として，文化会館たづくりエントランスでオレンジ・パープルリボンキ
ャンキャンペーンを９日間にわたり実施し，ワークショップには２０２人が参加しました。 
（◆人権相談の内容・支援体制の充実） 
 児童・生徒や保護者に対し，教育相談所，子ども家庭支援センター，スクールカウンセラー，ソーシャ
ルワーカーなど心理，教育，福祉，医療に係る各種機関・専門家の連携・協力により，相談者に対する支
援を行いました。地域住民の保健・福祉・医療の向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に
行う地域包括支援センターにおいて，高齢者に対する支援に努めるとともに，保護を必要とする高齢者の
ために，引き続き，緊急一時保護施設を確保しました。 
 男女共同参画推進センターでは，虐待やＤＶに関する相談を実施し，東京都や人権教育推進委員会など
との連携による被害者の保護や支援をしたほか，障害者虐待防止センターにおいても障害者に対する保護
や支援に努めました。職員に対しては，LGBT に関する理解を深める情報紙をデータ配信しました。 

人権擁護委員との連携・協力による「人権身の上相談」の実施，「人権擁護委員の日（６月１日）」にお
ける特設相談窓口の設置，他の専門相談窓口等との連携など，相談者への適切な支援に努めました。 

職員に対しては，人権啓発研修への派遣やハラスメント防止啓発活動などの実施により，「人権の尊重」
に関する職員の理解と意識の向上を図るとともに，人権施策推進都市町村連絡会の活動を通じて，人権施
策・支援体制の充実を行いました。 
３０－２ 平和社会の推進
（◆平和祈念事業の実施） 
 平和について考える機会を提供するために，戦没者を追悼し平和を祈念するため，防災無線により市内
全域へ黙とうの呼びかけ，広島，長崎平和祈念式典へ恒久平和を願う市長メッセージを送付しました。ま
た，公民館，郷土博物館，図書館などと連携し，平和事業連絡会を開催し，戦争のない平和な社会につい
て考える機会を提供できるよう意見交換を行いました。 

国際交流平和基金を活用し，平和に関する取組を掲載した情報紙「ピース・レターちょうふ」の発行や，
市役所前庭に平和宣言パネルを設置するなど，平和事業の取組や宣言の周知に努めました。 
 原爆展の開催，市民と協働して開催した映画「少年Ｈ」の上映会などを実施し，平和の尊さを考える機
会を提供しました。  
 国際婦人デーを記念して「布が語るグアテマラの女性たち」５２人参加，「いつでもどこでも自分らし
く」１０６人参加，を開催し，世界の女性たちの実情や日本における女性の現状について考える機会を提
供しました。 
（◆戦争体験の継承） 

戦争体験を風化させることなく，後世に語り継ぐ取組では，戦争体験者に自身の戦争体験を語っていた
だき，その様子を映像に記録したＤＶＤを作製し，市立図書館や市内小中学校等に配布するとともに，そ
の活用についてのアンケートを実施し，今後の製作の参考にしました。また，郷土博物館と連携し，東京
都平和の日を祈念し講演会を実施し，戦争体験の継承に努めました。さらに，調布市原爆被害者の会と調
布市戦時記録保存会に御協力いただき，生涯学習出前講座（協力編）に登録いただき，市民の平和学習の
機会の提供に努めました。 
３０－３ 国際交流と多文化共生の促進 
（◆国際交流と多文化共生の地域づくり） 
 国際交流協会（ＣＩＦＡ）では，定例サロンや文化交流など各種交流事業や日常生活で必要な日本語学
習の機会を提供するなど外国人に対しての様々な支援と交流を行いました。日本語教室は，学習者が増加
しており，平成２９年度からグループ学習を導入しました。東京都と共催で実施した「外国人おもてなし
語学ボランティア」育成講座は，外国人が安心して過ごせる環境を整えることを目的に実施し，終了後の
フォローアップ研修も行い，市民のボランティアに対する意識向上に取り組みました。 

子どもを対象とした事業では，市民団体との共催事業でアラブイスラーム学院訪問を実施したほか，小
学校５・６年生を対象とした木島平村での英語体験事業を実施し，ネイティブ講師との交流を通して楽し
く英語を学びました。海外への調布市の魅力の発信を目的に調布市観光協会との連携事業として始まった
「調布ぬくもりツアー」は，９か国１２人の参加で，深大寺のらくやき体験や味の素スタジアム周辺など
を見学し，日本文化の体験や調布市を知ってもらう機会にもなりました。なお，この体験を留学生自身が
母国語でソーシャルネットワークを利用し，調布の名所等として紹介しました。 

サウジアラビア留学生の和文化体験や文化祭プラザでの交流，調布サマーフェスティバルでのマレーシ
アの太鼓での交流，ブルキナファソナショナルデーなど様々な文化との交流機会の創出により，異文化理
解の促進を図りました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 

139



○国際交流事業の実施 

○国際理解事業の実施 

○日本語教室の実施 

○英語体験事業

○国際交流事業の実施 

○国際理解事業の実施 

○日本語教室の実施 

○英語体験事業

事　業　費 　　　（千円） 18,420 23,887 21,257

所管部署 生活文化スポーツ部・文化生涯学習課・文化生涯学習係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○外国人が地域で生活して

いけるように日本語習得等

を支援する 

○外国人と日本人が共に暮

らしていける地域社会づく

りを進める 

○市民の多様な文化への理

解を促進する

○国際交流事業の実施 

○国際理解事業の実施 

○日本語教室の実施 

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 106 重点Ｐ － －

事務事業 国際交流の促進

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策３０平和・人権施策の推進）

基本計画事業取組実績

○平和の尊さを訴え，次世

代に引き継ぐための平和祈

念事業の実施 

○庁内平和事業連絡会を活

用し，幅広い平和事業を展

開 

○戦争体験の継承 

○各種平和祈念事業の実施 ○各種平和祈念事業の実施 

・平和展（原爆資料展） 

・戦争体験映像記録制作 

・平和関連施設見学会 

・戦争体験講演会 

・平和情報誌の作成配布 

・平和宣言継承パネルの設

置

○各種平和祈念事業の実施 

・平和展（原爆資料展） 

・戦争体験映像記録制作 

・親子平和関連施設見学会 

・戦争体験講演会 

・平和情報誌の作成配布 

・平和宣言継承パネルの設

置 

・東京空襲資料展の共催

事　業　費 　　　（千円） 1,752 2,293 1,605

事務事業 平和祈念事業の実施

所管部署 生活文化スポーツ部・文化生涯学習課・文化生涯学習係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 105 重点Ｐ － －
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）31（施策名）男女共同参画社会の形成 

主管課名 生活文化スポーツ部 男女共同参画推進課 

主管課長名 仁藤 美保 電話番号 042-443-1216 

関係課名 
（組織順） 

人事課，市民相談課，文化生涯学習課，協働推進課，産業振興課，子ども政策課，健康推進課，指導室

 

目 

的 

対 象 市民，事業所 

意 図 男女が互いを理解し，尊重し，性別にとらわれることなく，能力，個性を発揮できる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ200＞ 

男女が個人として尊重され，社会のあらゆる分野で互いに対等なパートナーとして理解し合い，能力，個性を発揮で

きる男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

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 男女共同参画啓発事業

の参加者数【☆】 
1,349 人  1,836 人 3,407 人 2,032 人 1,500 人 

２ 家事や子育て，介護な 

ど家庭内での役割は男女が

共に担う必要があると考え

る市民の割合【☆，◎】 

95.7% 94.7% 96.1％ 94.7％ 95.0％ 

３ 男女共同参画推進セン 

ターを知っている市民の 

割合【☆】 

24.6% 25.2% 27.4％ 26.8％ 50.0％ 

 

◆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 男女共同参画啓発事業の参加者数【☆】
男女共同参画推進センターでは，講座，講演会，男女共同参画推進フォーラム「しぇいくはんず」を実

施し，地域や社会での男女共同参画の推進や，家庭内の固定的性別役割分担，ＤＶなどの社会的課題につ
いて啓発を行っています。平成２８年度に引き続き，関連所管との共催事業や，センターにこだわらず大
学，文化会館たづくりなどで事業を実施しました。子育て世代対象の講演会では，会場にキッズスペース
を，また，国際婦人デーに因んだ講演会では市内業者による軽食の販売などを行い，事業実施に工夫をし
ました。 

平成２８年度に実施した女性史シンポジウム参加者を除いた事業参加者と比較して，１５７人増加しま
した。  
２ 家事や子育て，介護など家庭内での役割は男女が共に担う必要があると考える市民の割合【☆，◎】

市民意識調査では，家庭内における家事，育児介護などは男女がともに担うべきと考える市民の割合は
目標値に近いものの値を下回りました。 

東京都「平成２６年女性の活躍推進に関する都民の意識調査によると，女性は男性の３．６倍の時間，
家事，育児，介護を担っていることから，更なる啓発が必要です。 
３ 男女共同参画推進センターを知っている市民の割合【☆】 
 市民意識調査では，男女共同参画推進センターを知っている市民の割合が前年度から０．６ポイント減
少しました。一方，男女共同参画フォーラムで幅広い年代の団体に参加を呼びかけ，参加者が２８４人増
加しました。また，利用者は，急激に増加した昨年に比べ３４３人減少しました。 
 指定管理者が実施した自主事業の参加者の約半数は，初めて市民プラザあくろすに来たとのことから，
あくろすの認知度の向上を図りながら，男女共同参画推進センターについても周知していきます。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№31 男女共同参画社会の形成） 

 
◆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） 
３１－１ 男女の人権の尊重と擁護 
 （◆人権を尊重する意識の醸成） 

男女共同参画推進フォーラムで，安冨歩氏による講演会「ありのままの私を生きる～男のフリをやめた
東大教授からのメッセージ」を開催し，６０人が参加しました。 

国際婦人の日を記念して２つの講演会「布が語る グアテマラの女性たち」（５２人参加），「ドラトー
ザン いつでもどこでも自分らしく～今を楽しむ自分革命」（１０６人参加）を開催しました。 

引き続き，若い世代への意識啓発として，公共施設のトイレにデートＤＶの具体例をイラストにして掲
示しました。学校教員を対象にＬＧＢＴに関する講座を開催しました。 

市役所職員の LGBT に関する意識啓発のため，データによる情報紙レインボーフラッグを２回発信し
ました。 
（◆あらゆる暴力の根絶） 

配偶者等から受ける暴力の相談は，平成２９年度は４37 件ありました。また，市に寄せられたＤＶ又
はストーカー行為の被害者に対する支援制度申請件数は 109 件で，平成２８年度の８５件から増加して
います。 

夫からの DV をやめさせて，立ち直った経験を DV 被害者自らが伝える座談会を市民団体と共催で実
施し，２４人が参加しました。 

多くの市民に，ＤＶ被害であるという認識がない当事者やその家庭の問題を身近に考え地域の課題とし
て捉えていただくため，文化会館たづくりエントランス及び男女共同参画推進センターにおいて，お花紙
で作成した約１，０００個を使用した笑顔の花をさかせよう展を実施し，お花紙ワークショックには 
２０２人が参加し，DV に関心を持つ機会を提供するとともに，デート DV をテーマにした通信を拡大し
て総合福祉センターの道路沿いに掲出しました。 

ＤＶに関わる団体や関連機関の代表によるネットワーク会議を開催し，調布市内の現状や情報交換を行
いました。平成２８年度の DV ネットワーク会議でのご意見から，公立中学校１校でデート DV に関す
る授業を実施しました。そのほか，男女共同参画推進センター運営委員会の提言を反映して作成した，災
害時の避難所運営に関する資料を各避難所の新規担当職員に配布しました。 

３１－２ ワーク・ライフ・バランスの実現（総合戦略Ｅ－②） 
（◆ワーク・ライフ・バランスの推進） 

女性が働き続けるためには，女性自身の意識やスキル向上と，家族や職場の理解が必要です。女性対象
には，起業セミナー，パソコン講座，男女共同参画推進センターの相談担当講師による仕事や家事子育て
の両立，就職先の探し方などについての講座を実施しました。また，白百合女子大学でおこなっている「キ
ャリア研究」の授業の一環として出前講座を実施し，自らの生き方について考える機会を提供しました。
（◆家庭生活への支援） 

家庭内での固定的性別役割分担の解消を啓発するため，山崎ナオコーラ氏による講演会「母ではなくて
親になる」を開催し，大人８２人が参加しました。当該事業実施にあたっては，保育室での保育のほか，
会場内にキッズスペースを設置し，２５人の子どもが保護者とともに，会場ですごすことができました。

平成２８年度から引き続き，乳児健診などで「このほんもよんでみて」を配布し，子育て世代に男女共
同参画について考える機会を提供しました。 
（◆地域ネットワークづくり） 

「来て，見て，話そう！」をテーマに市民団体と協働で講座，講演会，展示等のイベント（男女共同参
画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７）を開催し，地域のネットワークづくりに努め，参加協力団体
は，２０団体，延べ１，１９５人が参加しました。 

男女共同参画推進センターの事業を地域に周知するため，社会福祉協議会が国領小学校で行ったイベン
ト「つながろう！地域の輪」にパネル展示しました。 

男女共同参画推進センター運営委員会では，女性活躍推進法の地域協議会として，地域における女性の
継続的な就労について検討し，様々な形で女性が自分らしく働く，または働きやすい職場を紹介する事業
の実施等の提案を受けました。 
３１－３ 男女共同参画社会への推進体制づくり 
（◆推進体制の充実） 
 男女共同参画推進センターでは，女性が直面している諸問題に対し，相談者自身が問題解決できるよう
支援するため，女性の生きかた，法律，ヘルスケア，仕事＆生活サポート相談を実施しました。生きかた
相談については，平成２８年度から引き続き，電話相談も実施しました。また，相談担当者による講座を
７月から月２回，テーマを変えて実施し，悩みの解消や相談事業の認知度向上に努めました。 
 また，センター内では，社会状況にあわせた展示，新着図書の紹介を行い，あくろす諸室の利用者にア
ピールすることができ，図書の貸出数は，前年度比で１．７倍に増加しました。 
（◆政策・方針決定過程への女性参画促進） 
 各種審議会や委員会における女性の参画率向上のため，市長メッセージ「女性の視点を市政へ」を引き
続き発信し，団体推薦による各種委員会メンバーに配慮を求めました。  

地域における男女共同参画の推進に向けては，市民との協働による男女共同参画推進フォーラム 
２０１７の企画・実施を通して女性リーダーの育成に努めました。 
 また，モデル事業所として，女性職員の昇任意欲の喚起や仕事と家庭生活の両立を推進するため，昇任
試験制度の見直し，メンター相談制度の継続実施，新任・各職層研修における「女性の活躍推進に関する
講義」，ナイスボス＆グッドパートナー研修や女性のためのキャリア開発セミナー，市町村職員研修所（男
女共同参画研修）や自治大学校への派遣研修等を実施するとともに，庁内に情報紙「ら・ら・ら」を配信
し，職員の意識啓発を行いました。 
 仕事と家庭生活の両立に加え，女性職員の活躍推進の取組を着実に進めていくため，女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律に基づく「調布市特定事業主行動計画第六次行動計画」を推進しました。

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 

143



債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○男女共同参画を推進する

ための事業の実施 

○男女共同参画に関する情

報提供 

○市民・団体との協働事業

の実施 

○女性のための相談事業の

実施 

○男女共同参画コーディ

ネーターの充実 

○意識啓発事業の実施 

○市民・団体との協働事業

の実施 

○女性のための相談事業の

実施

○意識啓発事業の実施 

○市民・団体との協働事業

の実施 

○女性のための相談事業の

実施 

○意識啓発事業の実施 

○市民・団体との協働事業

の実施 

○女性のための相談事業の

実施 

事　業　費 　　　（千円） 15,876 14,025 13,473

事務事業 男女共同参画啓発・相談事業の実施

所管部署 生活文化スポーツ部・男女共同参画推進課・男女共同参画推進係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 107 重点Ｐ － －

（施策３１男女共同参画社会の形成）

基本計画事業取組実績
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