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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 

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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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【☆】 
21.8％ 22.9％ 21.5％ 19.5％ 20.0％ 

２ 美化活動に参加した市民の数【☆】 9,961人 1万343人 9,075人 9,021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【☆】 

2,075 

スパン 

2,123 

スパン 

2,154 

スパン 

2,192 

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て，迅速かつ丁寧な対応に
努めた結果，平成２９年度と比べて２．０ポイント減少し，目標値を達成しました。 

２ 美化活動に参加した市民の数【☆】 
 美化推進重点地区でのマナーアップ清掃や，喫煙マナーアップキャンペーン，多摩川・野川クリーン作
戦のほか，地域の市民が自主的に実施する清掃活動など，美化活動に参加した人数の合計は9,021人で，
目標値を達成することができませんでした。 
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において，想定外の地下埋設物が見つかり，対策工事を
一部打ち切ったことに伴い，長寿命化対策工事済又は健全確認済スパン数は２，１９２スパンに留まり，
目標値を達成できませんでした。 
 ※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 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

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 

大気汚染や河川水質等の調査監視と生活環境の意識啓発を

行い，不満を感じる市民を増やさないことを目標とした。 

（調布市民意識調査） 

19.5% 

（平成30年度） 

20.0%未満 

（令和4年度） 

２ 美化活動に参加した市民の数 

クリーン作戦などの市民と協働した取組の充実を図り，よ

り多くの市民が美化活動に参加することを目標とした。 

（環境政策課資料） 

9,021人 

（平成30年度） 

1万1,000人 

（令和4年度） 

３ 長寿命化対策工事やストック

マネジメントに基づく対策工事

済又は健全確認済管路延長 

市内全域の管路延長約550kmのうち，優先度の高い布

田・調布ケ丘地域の全管路延長68.8kmにおいて，長寿

命化対策工事や健全度の評価を完了することを目標とし

た。（下水道課資料） 

66.8km 

（平成30年度） 

68.8km 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策29 快適な生活環境づくり） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

２９－１ 生活環境の維持向上 

 大気汚染測定調査は，市役所屋上及び下石原交差点測定局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。自動車騒音測定は市内５箇所で測定を行いました。公

共施設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

び情報交換を行い，施設の工事の際の化学物質測定結果を取りまとめとともに，施設所管部署の担当職員

等を対象とした研修会を実施しました。 

 市民の安全安心の観点から，空間放射線量を毎月１回，市内公共施設の定点１０箇所で測定を継続し，

市報・ホームページで公表しました。また，引き続き市民団体等に，空間放射線簡易測定器の貸出しを行

いました。 

 騒音，振動，悪臭等に関する市民からの相談・苦情について，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の意識啓発を行いました。 

 飼い主のいない猫対策として，引き続き不妊・去勢手術費の一部を助成するとともに，平成３０年度は

公益財団法人どうぶつ基金の手術費用助成チケットを試行導入しました。合わせて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，狂犬病予防法に基づく畜犬登録事務，狂犬病集合予防接種を実施し

ました。 

２９－２ 美化活動の推進 

 美化推進重点地区でのマナーアップ清掃をはじめとする地域での自主的な清掃活動において，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。 

 多摩川クリーン作戦春・秋，野川クリーン作戦及び調布駅前クリーン作戦を継続して実施し，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，市内京王線全駅等において喫煙マナーアップキャンペーンを実施するとと

もに，マナーポスター・標語の募集及び展示などの事業を実施しました。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設置

など，喫煙マナーの啓発事業も引き続き展開しました。 

２９－３ 持続的な下水道事業の推進 

 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，計画的・効率的な維持管理が課題となっています。このため，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・調布ケ丘地区の長寿命化対策工

事（平成２７年度から令和２年度までの６年間で実施予定）を前年度に引き続き行い，保健所通りの管路

工事については想定外の地下埋設物が見つかったことにより工事を打ち切る事態となったものの，その他

の管路やマンホール蓋等の下水道施設の長寿命化を図りました。 

 また，市内全体の下水道施設の長期予測を踏まえ，点検・調査・修繕・改築を一体的に捉え，下水道施

設全体を計画的・効率的に維持していくストックマネジメントの導入準備（令和３年度から導入予定）を， 

エリア別に行ってきた長寿命化対策から移行する形で進めています。平成３０年度は市内の管径８００

mm以上の管路約１０８kmについて，マンホール内からの目視調査等を行い，下水道施設の劣化状況を

確認しました。 

 経営状況の見える化や財政マネジメントの向上により中長期的に安定した下水道経営を行うため進め

ている公営企業会計の適用（令和２年度から適用予定）については，平成３０年度は同時期に適用を予定

している多摩地域の自治体と会計システムを共同で選定するとともに，庁内の主要な関係課と組織横断的

に調整を図り，円滑かつ効率的な準備を進めました。 

 下水道分野のマスタープランである次期下水道総合計画（令和３年度から計画期間開始）の策定により

将来にわたり持続的な下水道事業を推進するため，経営指標による分析や将来の収益見込みの試算等を行

い，策定準備に新たに着手しました。 

 水資源の保全・再生に向けた取組として，開発事業や戸建て住宅の新築時における排水設備計画申請の

際の雨水浸透施設の設置を促進するとともに，雨天時の水質調査による水質管理を引き続き行い，水質基

準値を下回っていることを確認しました。 

 その他，ラグビーワールドカップの開催を見据え，調布駅・西調布駅・飛田給駅周辺の歩道に大会ロゴ

をデザインしたマンホール蓋を設置し，まちのレガシー創出と下水道のイメージアップに取り組みまし

た。 

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策29 快適な生活環境づくり） 

 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・市民から寄せられた生活環境に悪影響を及ぼす事案に対して，迅速かつ丁寧な対応に努めた結果，市の公害対策について不満を

感じる市民の割合を低減することができた。 

・引き続き，地域の自主的な美化活動を支援することで美化意識の向上を図ったが，美化活動に参加した市民の数は，高齢化や自

治会活動の減少などを背景に減少傾向に転じ，目標値を達成できなかった。 

・布田・調布ヶ丘地区の管路・マンホール蓋の長寿命化対策工事について，マンホール蓋については計画どおり設置を進めること

ができたが，管路については目標値を達成できなかった。 

・公営企業会計の適用準備として他の自治体と会計システムを共同で選定し，コストを縮減した。 

・雨水浸透施設について，雨水浸透施設の実績値が前年度（約５％増）よりも大きな伸び（約８％増）となり，設置を促進した。 

・ラグビーワールドカップのロゴをデザインしたマンホール蓋を調布駅・西調布駅・飛田給駅周辺の歩道に設置し，下水道のイ 

メージアップに寄与した。 

 

評価 Ｂ  
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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を推進した。 

 

 

 

②下水道事業への公営企業会計の適用準備を進めた。 

 

 

③開発事業や戸建て住宅の新築時における排水設備計画申請の 

際の雨水浸透施設の設置を促進した。 

 

 

①多摩川・野川クリーン作戦，調布駅前クリーン作戦をはじめと

する清掃活動に加え，ラグビーワールドカップ，東京２０２０

大会を契機とした新たなクリーン作戦を展開し，一層市民の美

化意識の向上を目指す。 

②多摩地域の２１市が令和２年度からの適用を予定しており，自

治体間で取組の進捗状況を共有しながら，円滑に公営企業会計

の適用を進める。 

③事業主に対し水環境の保全における雨水浸透施設の重要性を働

きかけ，取組を継続する。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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布田・調布ケ丘地区における下水道施設の長寿命化対策の推進 

 

 

 

①想定外の地下埋設物が見つかり対策工事を一部打ち切ったこと

により，進捗に遅れが生じた。今後は，工法の見直し等を早急

に行い，令和２年度までに布田・調布ケ丘地区の対策工事を完

了させる。 

  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策29 快適な生活環境づくり） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
・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は，平成２７年度から２９年度にかけて目標値をやや上回る２２％前

後で推移していたが，平成３０年度に２０％を下回り，目標を達成することができた。引き続き，市民からの相談・苦情に迅速か

つ適切に対応していく。 

・美化活動の推進における美化活動に参加する市民の数は，平成２８年度までは堅調に推移していたが，悪天候の影響があった平成

２９年度から減少傾向を示している。 

・飼い主のいない猫対策として，ボランティアと協働して登録制度を立ち上げたこと，地域猫セミナーを毎年開催し，市民の理解を

深めボランティアの育成の仕組みづくりを検討した。引き続き，取組を充実させていく。 

・下水道施設の長寿命化対策は，平成２９年度まで計画どおりに進捗していたが，平成３０年度の想定外の地下埋設物が見つかり工

事を打ち切ったことにより，基本計画期間中の目標値を達成することができなかった。 

 

 

 

評価 Ｂ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

  

 

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）。調布市受動喫煙防止条例制定（平

成３１年３月） 

駅周辺，公園等を喫煙禁止とし，受動喫煙防止対策を

講じる。 

②令和２年度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令和２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次期調布市下水道総合計画と並行して，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
自
治
体
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（予定） 

 

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）。調布市受動喫煙防止条例制定（平

成３１年３月） 

駅周辺，公園等を喫煙禁止とし，受動喫煙防止対策を

講じる。 

 

そ
の
他 

①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 快適な生活環境づくり） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020 

年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

〇２０１９年・２０２０年にきれいな街で来街者を迎えるため新たなクリーン作戦を実施し，市民の美化活動への意識の更なる向

上を図り，レガシー創出につなげていく。 

○受動喫煙防止に向けた取組として，看板や横断幕の設置をはじめとする周知・啓発に加えパトロール員による巡回・指導を行う

など，駅周辺等の路上喫煙禁止地区における対策を強化していく必要がある。 

・将来にわたり持続的な下水道事業を推進していくうえで，次期下水道総合計画の名称を下水道総合ビジョンに改め，公営企業会

計により中長期的な下水道経営を行えるよう内容を刷新していく必要がある。 

○２０１９年・２０２０年を契機としてレガシー創出と下水道のイメージアップを結びつけるため，下水道事業の積極的な情報発

信を行う必要がある。 

・下水道施設にストックマネジメントを導入する中で，老朽化が進む仙川中継ポンプ場について，改修しながら利用し続けていく

か，下水道管を通し自然流下方式に切り替えるか方向性を決め，対策を行っていく必要がある。 

・下水道施設の新たな地震対策として，国の指針等の改定に対応させるとともに，有効な対策を行っていく必要がある。 

 

 
 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
◎駅周辺路上喫煙禁止区域での路上喫煙対策 
☆下水道施設の地震対策に関する基本方針に基づく管路の耐震診断および優先順位の高い地震対策の実施 

・下水道事業における公営企業会計による経理処理及び決算分析 

・（仮称）下水道総合ビジョンの策定 

・（仮称）下水道総合ビジョンに基づくストックマネジメント実施計画の策定 

◎下水道事業の情報発信強化 

 

◆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 

 
◯施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・下水道事業における近隣自治体との事務の共同化（公営企業会計システム共同運用協議会での連携等） 

・公営企業会計適用及び下水道総合ビジョン策定に向けた庁内横断的な連携 

 

 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・ラグビーワールドカップ以外にもレガシー創出とともに下水道のイメージアップに寄与するデザインマンホール蓋を設置で

きないか検討する。 

 
  



（施策29 快適な生活環境づくり） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

●  ●   ●   ● 

        

 

 ●  ● ● ●  ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆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。 

 

○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） 

・「ゲゲゲの鬼太郎」「ラグビーワールドカップ」などのデザインマンホール蓋を活用した情報発信 

 

 

 

（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） 

・マンホールカードの発行 

・市ホームページ等を活用した情報発信の強化 

 

 


