
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 分野別計画及び成果 
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【 凡 例 等 】 

１ 「分野別計画及び成果」では，基本計画（令和元年度～令和４年度）に位置付けた３１

の施策体系に沿って，平成３０年度における各施策の成果向上に向けた取組実績等を記載

しています。 

 ２ 施策ごとに次の構成で記載しています。 

※１～２ページは行政評価における施策マネジメントシートを転用しています。 

 

（1） 1 ページ目 

                   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） ２ページ目  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の主管課と関係課等 

（令和元年度現在の名称で記載） 

 施策の目的 

（対象と意図。基本計画から引用） 

 施策の方向（基本計画から引用） 

 旧基本計画（平成２７年度～平成３０年度）に

おけるまちづくり指標（指標の推移と目標値） 

 ※一部の施策では，指標の数値を把握する調査等が
国などによる複数年ごとの実施である等の理由
で平成３０年度の数値が未把握の指標がありま
す。 

 旧基本計画（平成２７年度～平成３０年度）に

おけるまちづくり指標でみる達成状況 

（平成３０年度における指標の状況） 

  （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 

平成３０年度における各施策の成果向上に向けた

主な取組実績について，基本計画（令和元年度～

令和４年度）の基本的取組ごとに記載しています。 

 

⑤  

③  

②  

④  

  

①  

④  

③  

②  

⑤  

①  

⑥  ⑥ 
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基本計画事業取組実績

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（当初予算） （決算・実績）

計画コード 1 重点Ｐ ① 強いまち

○防災市民組織の加入世帯割
合の増加及び活動の支援

○防災市民組織の新規結成・
運営支援
・継続123 
団体
・新規5 
団体




○出前講座・防災訓練等支援



○防災市民組織の新規結成・
運営支援
・継続116団体
・新規5 
団体




○出前講座・防災訓練等支援

○防災市民組織の新規結成・
運営支援
・継続107団体
・新規5団体



○出前講座・防災訓練等支援

事　業　費 　　　（千円） 3,705 3,705 3,435

事務事業 防災市民組織の育成

所管部署 総務部・総合防災安全課・防災係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画）

（3） 3 ページ目以降 

旧基本計画（平成２７年度～平成３０年度）の各施策に位置付けている基本計画事業

の平成３０年度における取組実績等について，基本計画事業ごとに次の項目を記載して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 計画コード，重点プロジェクト，事務事業名，所管部署 

（所管部署は令和元年度現在の名称で記載） 

⑧ 事業の計画目標 

⑨ 平成３０年度の計画（活動内容・事業費） 

⑩ 平成３０年度の当初予算化状況（活動内容・事業費） 

⑪ 平成３０年度の決算・実績（活動内容・事業費） 

    ⑫ 債務負担行為による用地の取得（調布市土地開発公社による取得） 

 

※ 表中の金額は千円単位で表示しており，表示単位未満を四捨五入しています。 
※ 債務負担行為による用地の取得（調布市土地開発公社による取得）経費については，
事業費の下段に債務負担行為額（外数）を記載しています。 
 

 

 

 

 

⑦ 

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

⑫ 

15



令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

01 災害に強いまちづくり  

主管課名 総務部 総合防災安全課 
主管課長名 堀 泰介 電話番号 042-481-7346 

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 

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・公助の考えの下，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 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 防災市民組織の団体数【☆，◎】 114 団体 115 団体 120 団体 124 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【☆】 

33.8% 36.6％ 40.8％ 42.3％ 
100％ 

（平成３7 年度）

３ 防火貯水槽の整備区域【☆，◎】 394 区域 390 区域 391 区域 393 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％ 42.4％ 
50.0％以上

（令和元年度） 

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％ 38.4％ 
50.0％以上

（令和元年度） 
 

◆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２９年度末から４団体増加し１２４団体となりました。 

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【☆】 
 平成３０年度末時点の補助対象建築物の耐震診断実施率は９７．２％，耐震化率は４２．３％という結
果になりました。 

３ 防火貯水槽の整備区域【☆，◎】 
防火貯水槽の整備区域は，平成３０年度末で３９３区域，充足率は９３．１％となりました。開発行為

に伴い，防火貯水槽の基数は増加していますが，不足地域での開発行為が少なく，市施設等への計画的な
整備など，指標達成に向け取り組んでいます。 

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３０年

度調布市民意識調査では，４２．４％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３０年度調布市民意識調査

では，３８．４％となりました。 
 

《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 災害が発生した際，避難する
避難所や家族等との連絡体制
を決めている市民の割合（上
段：避難所，下段：連絡体制）

災害時における避難所や家族等との連絡方法を決めている
市民を増加させることで自助意識を一層醸成し，地域の防災
体制の充実を図ることを目標とした。（調布市民意識調査）

71.4% 
60.5% 

（平成 30 年度） 

75.0% 
70.0% 

（令和 4 年度）

２ 特定緊急輸送道路の沿道建
築物（補助対象建築物）の耐震
化率 

東京都耐震改修促進計画の目標年度である令和 7（2025）
年度までに特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を完了す
ることを目標とした。（住宅課資料） 

40.8% 
（平成 29 年度） 

100％ 
（令和 7 年度）

70.4％ 
（令和 4 年度）

３ 防火貯水槽の整備区域 
震災時における消防水利を確保するため，2 箇年で 1 基程度
ずつ防火貯水槽の整備を行い，消防水利の不足地域の解消を
図ることを目標とした。（総合防災安全課資料） 

391 区域 
（平成 29 年度） 

393 区域 
（令和 4 年度）

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  
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（施策 01 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０１-１ 防災体制の充実 

 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，
全庁的な連携により，諸課題について検討を進めました。 

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，防災用品・資機材等
を購入する経費に助成を行うとともに，出前講座や地域訓練への支援等を行いました。 

東日本大震災の教訓を踏まえ，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，
市立全小・中学校において児童・生徒に対する「命」の授業，保護者・地域を対象とした啓発講話や避難
所開設・運営訓練等を継続して実施しています。７回目となる平成３０年度の特徴的な取組としては，調
布消防署・調布警察署から各小・中学校への講師派遣の継続や，ＮＰＯ法人調布心身障害児・者親の会等
と連携した災害時要支援者の訓練，市内都立高校におけるシェイクアウト訓練の実施などの取組を継続し
ました。また，新たな取組としては，市職員主導により，避難所におけるトイレに関する訓練を市立全小・
中学校で実施したほか，晃華学園中学校高等学校において，避難訓練を実施していただくなどにより，取
組の充実を図ることができました。 

「調布市避難行動要支援者避難支援プラン（総合計画）」に基づく，地域の避難支援体制づくりを推進
しました。また，平成２９年の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴う要配慮者利用施設の「避難確保計
画の作成」及び「避難訓練」の義務化に伴い，対象施設の管理者に対し策定方法等に関する説明会を実施
しました。 

東京都の市区町村受援体制ガイドライン作成に向けた検討会への参加や他自治体マニュアルの検討な
ど，受援体制整備に向けた情報収集，整理を行いました。 

広域的連携による防災対策として，災害時相互応援協定自治体の岩手県遠野市に調布市合同総合防災訓
練を参観いただくとともに，遠野市防災のつどいに職員が参加しました。 

調布駅の駅前滞留者対策を推進するため，調布駅周辺の事業者や交通機関等の参加を得て調布駅周辺帰
宅困難者等対策協議会準備会を実施しました。 

地域や学校と協力して作成した「避難所運営マニュアル」について，訓練等を通じて検証を行うととも
に，見直しに向けた検討を行いました。 

三師会（医師会，歯科医師会，薬剤師会）等の協力を得て，緊急医療救護所運営訓練を実施し，災害時
の医療救護体制の充実を図りました。 

災害対応資機材の確保・充実のため，小学校３校に２基目のコンテナを設置するとともに，避難所とな
る小中学校の改修等に合わせマンホールトイレを増設しました。 

災害時の情報伝達手段である防災行政無線について，移動系・固定系両系統のデジタル化を計画的に推
進しました。 

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，シェイクアウト訓
練を実施しました。また，初めての試みとなる風水害に係る災害対策本部訓練を実施するに当たり，京浜
河川事務所，気象庁の協力のもと，時系列に合わせた対応や市長と各機関トップとの間での情報共有を図
るためのホットラインの運用について検証しました。 

０１-２ 災害に強い都市基盤の整備 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業は，震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの
緊急輸送道路としての機能を確保するため，市内の沿道建築物が地震により倒壊して，特定緊急輸送道路
を閉塞することがないよう，旧耐震基準の沿道建築物所有者に直接訪問を行い，耐震診断，補強設計，耐
震改修など，耐震化の促進に取り組みました。耐震化の目標として，令和元年度末時点の耐震化率９０％，
令和７年度末時点１００％を目標に事業を進めています。平成３０年度末時点の補助対象建築物の耐震診
断実施率は 97.2％，耐震化率は 42.3％という結果になりました。 

下水道施設について，市内管路全体（約５５０ｋｍ）の図面を用いた簡易診断を実施し，地震対策に関
する基本方針を作成しました。 

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 

迅速な消火活動のため，消火栓の整備・更新を進めるとともに，災害時の水利となる防火貯水槽の不足
地域の解消に向け，市管理施設における整備を推進しました。 

平成３０年（暦年）の市内の火災件数は，前年より少なく，東京消防庁全体でみても，近年は減少傾向
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，少しでも火災による被害を減
少させるため，継続して活動を行っています。 

調布消防署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，計画的な消防ポンプ車の
更新や東京消防庁の協力による訓練及び研修の実施により非常備消防力の強化に努めました。 

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に発行している消防団広報誌を平成３０年度も全戸配布しました。

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  
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41,413

（施策０１　災害に強いまちづくり）

基本計画事業取組実績
計画コード 1 重点Ｐ ① 強いまち

○防災市民組織の加入世帯
割合の増加及び活動の支援

○防災市民組織の新規結
成・運営支援
・継続123 
団体
・新規5 
団体

○出前講座・防災訓練等支
援

○防災市民組織の新規結
成・運営支援
・継続116団体
・新規5 
団体

○出前講座・防災訓練等支
援

○防災市民組織の新規結
成・運営支援
・継続107団体
・新規5団体

○出前講座・防災訓練等支
援

事　業　費 　　　（千円） 3,705 3,705 3,435

事務事業

5,088

防災市民組織の育成

所管部署 総務部・総合防災安全課・防災係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画）

○防災備蓄品の更新充実
・避難所用非常電源の確保
・マンホールトイレの整備

○備蓄コンテナの確保・充
実（３校分）

○調布市地域防災計画（修
正）に基づく防災備蓄品の
検討・更新

○消防団用備蓄食料品更新

（当初予算） （決算・実績）

平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

事務事業 防災備蓄品の確保・充実

58,371

事務事業 調布市災害時要援護者避難支援プランの推進

所管部署 福祉健康部・福祉総務課・地域福祉係

活
動
内
容

計画目標

4,533

平成３０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

所管部署 総務部・総合防災安全課・防災係

活
動
内
容

計画目標

○防災備蓄品の更新充実
・避難所用非常電源の確保
・マンホールトイレの整備

○備蓄コンテナの確保・充
実（３校分）

事　業　費 　　　（千円）

○防災備蓄品の更新充実
・避難所用非常電源の確保
・マンホールトイレの整備

○備蓄コンテナの確保・充
実（３校分）

54,295

0

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 2 重点Ｐ ① 強いまち

○市民の避難行動要支援者
情報の正確な把握と適切な
管理
○地域の支援方針の策定，
公的機関の連絡共有体制の
明確化
○地域の支援体制整備への
啓発と協働
○市及び福祉関連機関との
情報共有体制の整備
○各種防災関連計画及び事
業との連動

○地域の組織等との協定締
結推進

○避難支援関係団体との情
報共有体制の整備
○避難行動要支援者への名
簿掲載同意確認

○事業の啓発・広報
○台帳管理システムの改
修・更新

○地域の組織等との協定締
結推進
○新規の協定締結団体に対
する補助金交付

○避難支援関係団体との情
報共有体制の整備
○避難行動要支援者への名
簿掲載同意確認

○事業の啓発・広報
○台帳管理システムの更新

○地域の組織等との協定締
結推進（新規４団体）
○新規の協定締結団体に対
する補助金交付（新規３団
体）
○避難支援関係団体との情
報共有体制の整備
○避難行動要支援者への名
簿掲載同意確認（対象者：
７５歳以上のみの世帯の者
等約３，２００人）
○事業の啓発・広報
○台帳管理システムの更新

事　業　費 　　　（千円） 4,413

0 0

○防災備蓄品の更新・充実

○小学校の備蓄コンテナの
確保充実

3 重点Ｐ ① 強いまち

債務負担行為等による用地取得費
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平成３０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

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○補助対象沿道建築物

　　　　　　　　　７１件

○令和元年度耐震化率

　　　　　　　　　９０％

○令和７年度耐震化率

　　　　　　　　１００％

― ○補強設計件数　　　７件
　
○耐震改修等件数　　１件

○補強設計件数　　　０件

○耐震改修等件数　　１件

事　業　費 　　　（千円） 0 256,263 28,419

事務事業 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

所管部署 都市整備部・住宅課・住宅支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

0 0 0

計画コード 4 重点Ｐ ① 強いまち

事務事業 災害情報システムの維持管理・充実

○災害情報システム維持管
理
○防災行政無線移動系デジ
タル化整備（半固定・車
載・携帯）
○防災行政無線固定系デジ
タル化整備（屋外子局・戸
別受信機）
○防災行政無線固定系屋外
子局・MCA無線（H20導入
分）バッテリー交換
○防災行政無線デジタル化
管理委託（固定系・移動
系）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 6 重点Ｐ ① 強いまち

○流水式タンクの整備及び
適正な維持管理

○地下水を利用したろ過シ
ステムの設置及び維持管理

○流水式タンク維持管理

○地下水を利用したろ過シ
ステムの維持管理

○民間井戸の活用検討・協
定締結に向けた調整

○流水式タンク維持管理

○地下水を利用したろ過シ
ステムの維持管理

○民間井戸（生活用水な
ど）を利用した緊急時の水
の確保

○流水式タンク維持管理

○地下水を利用したろ過シ
ステムの維持管理

○民間井戸（生活用水な
ど）を利用した緊急時の水
の確保
・民間井戸水質検査

事　業　費 　　　（千円） 8,938 9,170 9,027

事務事業 緊急時の水の確保

所管部署 総務部・総合防災安全課・防災係

活
動
内
容

計画目標

計画コード 5 重点Ｐ － －

所管部署 総務部・総合防災安全課・防災係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○災害情報システムの維持
管理
○防災行政無線のデジタル
化の推進

○災害情報システム維持管
理
○防災行政無線移動系デジ
タル化整備（半固定・車
載・可搬・携帯）
○防災行政無線固定系デジ
タル化整備（親局）

○防災行政無線固定系屋外
子局・MCA無線（H20導入
分）バッテリー交換

事　業　費 　　　（千円） 268,858 250,810 151,008

（施策０１　災害に強いまちづくり）

基本計画事業取組実績

○災害情報システム維持管
理
○防災行政無線移動系デジ
タル化整備（半固定・車
載・携帯）
○防災行政無線固定系デジ
タル化整備（屋外子局・戸
別受信機）
○防災行政無線固定系屋外
子局・MCA無線（H20導入
分）バッテリー交換
○防災行政無線デジタル化
管理委託（固定系・移動
系）
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○貯水槽補修工事
　新規貯水槽設置工事
　地盤調査委託
　経年劣化貯水槽の整備

○消防施設除草

○消防施設維持管理用修繕

○貯水槽土地賃借料

○消火栓新設・維持管理等
負担金

○震災時水利不足地域にお
ける防火貯水槽の新設

○経年劣化防火貯水槽の整
備

○消火栓の新設・維持管理

○震災時水利不足地域にお
ける防火貯水槽の新設

○消火栓の新設・維持管理

○震災時水利不足地域にお
ける防火貯水槽の新設

○消火栓の新設・維持管理

事　業　費 　　　（千円） 118,869 108,587 54,373

事務事業 消防水利の整備・維持管理

所管部署 総務部・総合防災安全課・消防係

活
動
内
容

計画目標
平成３０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 9 重点Ｐ ① 強いまち

○下水道総合地震対策計画
に基づく事業の推進

○次期計画の検討

○耐震化工事
・管路補強工事　１１０ｍ

○市内幹線の耐震化に係る
基礎調査

○次期地震対策に関する基
本方針の策定及び市内管路
の簡易診断の実施

事　業　費 　　　（千円） 98,000 12,507 12,096

事務事業 下水道施設の地震対策の推進

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３０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 8 重点Ｐ ① 強いまち

○耐震補強・補修工事（６
橋）
・明照院橋ほか５橋
○補修実施設計委託（４
橋）
・日向橋ほか３橋
○飛田給スタジアム前歩道
橋補修工事
○品川通り歩道橋の撤去
（２橋）
○橋りょう長寿命化修繕計
画の策定

○橋りょう耐震補強補修工
事
・明照院橋ほか４橋

○飛田給スタジアム前歩道
橋補修工事
○品川通り歩道橋の撤去
（準備）
○橋りょう長寿命化修繕計
画の検討

事　業　費 　　　（千円） 26,500 352,310 156,617

所管部署 都市整備部・道路管理課・維持管理係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○橋りょうの安全確保の維
持

○耐震補強・補修（９橋）

○補修工事（９橋）

計画コード 7 重点Ｐ ① 強いまち

事務事業 橋りょうの耐震改修

（施策０１　災害に強いまちづくり）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○調布消防署本署の建替え
・仮設用地の借地

○調布署（本署）仮設用地
の借用
（令和２年度（本署）竣工
予定）

○調布署（本署）仮設用地
の借用
（令和元年度（本署）竣工
予定）

○調布署（本署）仮設用地
の借用
（令和元年度（本署）竣工
予定）

事　業　費 　　　（千円） 15,000 16,000 16,000

事務事業 常備消防力の維持・向上

所管部署 総務部・総合防災安全課・消防係

活
動
内
容

計画目標
平成３０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 11 重点Ｐ ① 強いまち

○消防ポンプ車の更新
・１台
○消防用品の購入

○ＡＥＤの維持管理

○消防ポンプ車の更新
・１台
○消防用品の購入

○ＡＥＤの維持管理

事　業　費 　　　（千円） 23,975 26,562 25,174

所管部署 総務部・総合防災安全課・消防係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○消防ポンプ車の更新

○消防用品の購入

○ＡＥＤの維持管理

○火災・災害時の現場無線
運用

○東京消防庁デジタル化に
よる受令機の整備

○消防ポンプ車の更新
・１台
○消防用品の購入

○ＡＥＤの維持管理

計画コード 10 重点Ｐ ① 強いまち

事務事業 消防団の対応能力の向上

（施策０１　災害に強いまちづくり）

基本計画事業取組実績
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

02 防犯対策の推進  

主管課名 総務部 総合防災安全課 
主管課長名 窪田 秀文 電話番号 042-481-7492 

関係課名 
（組織順） 

協働推進課，子ども政策課，保育課，児童青少年課，福祉総務課，緑と公園課，街づくり事業課，道

路管理課，学務課，指導室，社会教育課 
 

目 

的 

対 象 市内にいるすべての人 

意 図 安心して生活できる安全な環境をつくる 

◇施策の方向 

市民一人一人の身近な犯罪に対する防犯意識の向上と防犯行動の促進，地域ボランティアによる防犯活動の促進，市
民，地域，警察，行政の協力体制の維持・向上により，市民が安心して生活することができる犯罪のないまちづくり
を目指します。 

 

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 治安の面で自分の住んでいる地域

が安心して暮らせると感じている市

民の割合【☆，◎】 

81.0％ 80.4％ 84.４％ 83.3％ 80.0％ 

２ 市内刑法犯認知件数（暦年）【☆，

◎】 
2,002 件 1,790 件 1,576 件 1,721 件 1,900 件 

 

◆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 治安の面で自分の住んでいる地域が安心して暮らせると感じている市民の割合【☆，◎】 

  前年度（平成 29 年度）調査より１．１ポイント減少ですが，目標値を達成しています。 

  「防犯対策」については，市民意識調査の結果において，市民が普段のくらしの中で感じている市政全般に関す

る優先度として常に上位に入る市民の関心の高い取組であることから，令和元年度を初年度とする基本計画の重

点プロジェクトに位置付けました。 

 

２ 市内刑法犯認知件数（暦年）【☆，◎】 

  平成２９年の刑法犯認知件数に比べ１４５件の増加ですが，目標値を達成しています。 

  凶悪犯，粗暴犯は減少した一方で，自転車盗や万引き，特殊詐欺の件数が増加しました。 

 

《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 治安の面で自分の住んでいる地

域が安心して暮らせると感じてい

る市民の割合 

市民一人一人の防犯意識の向上と防犯活動の推進を図

り，市民の大多数が安心して暮らせると感じられるこ

とを目標とした。（調布市民意識調査） 

83.3% 

（平成 30 年度） 

90.0% 

（令和 4 年度）

２ 市内刑法犯認知件数（暦年） 

過去 5 年間の市内刑法犯認知件数の推移を勘案し，市

民がより安心して生活できる環境づくりを目指す目標

値とした。（警視庁資料） 

1,721 件 

（平成 30 年） 

1,450 件 

（令和 4 年） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  
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（施策 02 防犯対策の推進） 

 

◆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】 

０２－１ 身近な犯罪に対する防犯意識向上と防犯活動の推進 

身近な犯罪に対する防犯意識の向上のため，犯罪の発生状況や防犯対策などの生活安全に関する情報
を，市報，ホームページ，ツイッター，防災・安全情報メール，調布ＦＭ，ケーブルテレビなどの各種媒
体を活用して情報発信に努め注意喚起を図るとともに，ふれあい給食や出前講座，駅頭防犯キャンペーン
など市民とふれあう様々な機会を捉えた，防犯意識の醸成を図る啓発活動に取り組みました。 

特殊詐欺の被害撲滅に向け，刻々と変化する詐欺手口や被害発生状況，被害防止対策などについて，各
種媒体を活用した情報提供や具体的な犯罪事例による注意喚起により，被害防止に努めました。また，調
布警察署，調布地区防犯協会と連携して「防犯のつどい」や「振り込め詐欺撲滅キャンペーン」をはじめ
とする各種イベント，出前講座やふれあい給食を活用した啓発活動により被害防止に取り組みました。そ
の他，東京都と連携して６５歳以上の世帯を対象に自動通話録音機の貸し出しや落語や演劇を通して防犯
意識を醸成する「生活安全講演会」の開催，市で作成した振り込め詐欺防犯対策ＤＶＤの自治会，地域団
体等への貸し出しやホームページでの動画公開などの被害防止を図りました。 

防犯教育の推進としては，公立小・中学校におけるセーフティ教室や児童館における不審者訓練及び防
犯教室において，これまでの発生事件から予想される事案に基づき，犯罪に巻き込まれない心構えや自ら
が犯罪者とならない防犯意識の向上を図りました。 

安全・安心マップの作成支援では，子どもが不審者を見分けることは困難であることを踏まえ，不審者
が好む犯罪が発生しやすい危険な場所を判断する学習を，児童館・学童クラブを対象に，１６箇所の地域
で実施し，子ども自身の犯罪予防能力の向上に努めました。作成した地図は，各施設で展示するとともに
縮小版を作成し配布することで，家庭等での防犯意識の向上も図りました。 

地域における防犯力の向上を目指し，地域の防犯ボランティア団体やペットとの散歩の時間を活用した
見守り活動（わんわんパトロール）に対し，パトロール用ベストや防犯灯，防犯バンダナなどの防犯用品
の貸与，ボランティア保険の加入補助など自主的な防犯活動を支援しました。年末年始には２１の地域団
体と合同パトロールを実施し，日頃の活動に感謝を伝えるとともに，活動士気を高めることに取り組みま
した。また，防犯ボランティア団体に青色回転灯を貸与して実施する自主青色防犯パトロールについては，
犯罪が発生しにくい環境づくりに対する高い意識と，地域の安全は地域で守る高いボランティア精神に支
えられ，安全安心なまちづくりに多大な貢献をしていただいています。その活動に対し燃料費の一部を補
助するとともに，合同パトロールの実施や，警視庁の青パト講習会への参加など，活動の充実，技術面の
支援により活動の活性化，参加団体の増加に取り組みました。 

小学校通学路を中心に不審者から逃れて助けを求めてきた子どもを保護する避難場所として，地域の協
力者，商店，事業所などに登録いただいている「こどもの家」について，説明会等の周知を行い，継続を
含めて 2，870 件の登録がありました。 
 

０２－２ 犯罪抑止対策の推進 

犯罪抑止対策として，青色回転灯を装着した専用車両による子ども安全・安心パトロール及び夜間安
全・安心パトロールを実施しました。子ども安全・安心パトロールは，車両４台，警備員８人により小・
中学校，児童館施設を基本にその通学路までの地域を重点的に，下校時間の始まる時間帯から午後 9 時
３０分まで実施しました。下校時間帯には降車して声掛けを行うなど，地域の見守りボランティアとの連
携を図り，児童・生徒の安全確保に努めました。また，平成３０年度から学校の長期休校期間の日中に拡
充して実施しました。夜間安全・安心パトロールは，車両２台，警備員４人により，年間を通じて午後９
時３０分から翌朝までの深夜帯を重点的に，交番から遠い地域や明かりの少ない道路などを中心に実施
し，犯罪抑止に努めました。効果的かつ効率的なパトロール業務の遂行に向け，調布警察署，委託業者，
行政による連絡会を月１回定期的に開催し，犯罪発生状況の把握と抑止活動に向けた情報共有に努めまし
た。また，市民からのパトロール要請について，市職員による確認，点検を行い適宜重点パトロール地区
として指定することや，地域の自主的な防犯パトロールとの連携により，まちの声をパトロール業務に反
映させるなど，生活環境における不安軽減に努めました。さらに，職員を対象とした青パト講習会を開催
し，青色回転灯を装着した庁用車両を使用する際の防犯意識向上に努めました。 

子どもの犯罪被害抑止対策として，引き続き登下校時等に携帯できる防犯ブザーを小学校の新入学生に
配布するとともに，安全安心マップ作りを通じて，「こどもの家」に関する周知を図ったほか，学校開校
日の月曜日と金曜日の週２回，防災行政無線による子どもの見守り放送や調布ＦＭ放送により，地域の見
守り活動を呼びかけることで被害防止に努めました。子どもが事件に巻き込まれることを防ぐため，不審
者発生状況などを，調布市防災・安全情報メールにより保護者の皆さんに情報提供し注意喚起を促すなど，
子どもの安全確保に努めました。 
 犯罪の発生しにくいまちづくりについては，犯罪抑止に向けた環境整備について，調布警察署と連携し，
各地域での防犯指導に取り組むとともに，自治会や商店街などの地域団体に対し，東京都と連携した防犯
設備設置における補助制度の活用について広報啓発に取り組みました。 

 

２ 平成３０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

○子ども安全・安心パト
ロール実施

○夜間安全・安心パトロー
ル実施

○各車両にＡＥＤの装備

○事業の検証・見直し

○子ども安全・安心パト
ロール実施

○夜間安全・安心パトロー
ル実施

○各車両にＡＥＤの装備

○事業の検証・見直し

事　業　費 　　　（千円） 38,584 44,602 44,475

所管部署 総務部・総合防災安全課・生活安全係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○安全・安心パトロールに
よる犯罪の抑止

○子ども安全・安心パト
ロール実施

○夜間安全・安心パトロー
ル実施

○各車両にＡＥＤの装備

○事業の検証・見直し

計画コード 13 重点Ｐ － －

事務事業 安全・安心パトロールの実施

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策０２　防犯対策の推進）

基本計画事業取組実績

○地域住民の防犯意識の高
揚と自主的な防犯パトロー
ルの促進

○防犯パトロール用消耗品
などの貸与

○防犯意識啓発用品の配布

○地域団体による青色防犯
パトロールの支援

○防犯パトロール用消耗品
などの貸与

○防犯意識啓発用品の配布

○地域団体による青色防犯
パトロールの支援

○防犯ボランティア保険の
加入

○防犯パトロール用消耗品
などの貸与

○防犯意識啓発用品の配布

○地域団体による青色防犯
パトロールの支援

○防犯ボランティア保険の
加入

事　業　費 　　　（千円） 1,700 2,680 2,517

事務事業 地域での防犯パトロールの支援

所管部署 総務部・総合防災安全課・生活安全係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 12 重点Ｐ － －
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

03 消費生活の安定と向上  

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） 

総合防災安全課，ごみ対策課 

 

目 

的 

対 象 消費者 

意 図 安全で安心な消費生活をおくることができる 

◇施策の方向 

市民が，自らの自覚と判断により消費者トラブルから身を守り，安心して生活できる消費者となるよう消費者啓発の
充実を図ります。また，消費者トラブルに巻き込まれた市民に対して的確に対応できるよう相談員のスキルアップや
相談体制を整えます。 

 

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 消費者啓発事業への参加者数（ス

マートライフフェスタの参加者数

を含む）【☆】 

1 万 499 人 4,559 人 4,670 人 5,485 人 7,800 人 

２ 消費者相談に占める自主交渉率

【☆】 
76.8% 78.8% 78.1％ 83.0％ 70.0％ 

 

◆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 消費者啓発事業への参加者数（スマートライフフェスタの参加者数を含む）【☆】 

消費者トラブルを未然に防ぐための啓発として実施している消費者講座は，東京都と共催で「簡単な収

納テクニック」を保育付講座で行うなど，年間で５講座，１０７人の参加がありました。また，夏休み親

子消費者講座 1 講座，３９人の参加があり，幅広い年代を対象に消費者啓発を行いました。その他，出前

講座，１７講座，１,１５４人の参加者がありました。環境フェアでは，消費啓発パネルの展示や啓発チラ

シの配布等を行い，消費生活センターの周知に努めました。平成２９年度にスマートライフフェスタを見

直したことから，目標値は達成しませんでしたが，環境フェアでの啓発や電気通信大学新入生合同研修で

の出前講座等を行ったことから消費者啓発事業への参加者数は，前年度から８１５人増加しました。 

２ 消費者相談に占める自主交渉率【☆】 

消費生活相談員のきめ細かな対応が図られ，高い自主交渉率を維持し，昨年度から４.９ポイント上昇し，

目標値を達成しました。自主交渉率をさらに向上させるためには，継続的な啓発により市民一人ひとりの

意識改革と消費者力の底上げが重要です。 
また，社会的弱者への支援では，自主交渉の支援に合わせて，相談員があっせんすることにより交渉が

成立する場合も多くあります。 
 

《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 消費者啓発事業への参加者数 

現状の各種消費者啓発事業への参加者数を増加させ，市

民が安全で安心した消費生活をおくれることを目標とし

た。（文化生涯学習課資料） 

4,670 人 

（平成 29 年度） 

5,500 人 

（令和 4 年度）

２ 消費者相談に占める自主交渉率 

多様な主体と連携した相談体制の充実により，相談トラ

ブルに巻き込まれた市民への的確な対応を図り，特殊詐

欺等を除く自主交渉率を 8 割にすることを目標とした。

（文化生涯学習課資料） 

※自主交渉率…消費生活センターにおける相談件数のう

ち，相談員のアドバイスにより相談者自ら解決に取り組

むこととなった件数の割合 

78.1% 

（平成 29 年度） 

80.0% 

（令和 4 年度）

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  
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（施策 03 消費生活の安定と向上） 

 

◆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】 

０３－１ 消費者啓発事業の充実 

（◆消費者トラブル情報の提供について） 

消費者トラブル情報の提供は，市ホームページを利用して，被害情報等を迅速に発信したほか，架空請

求詐欺に関する注意喚起について，地区協議会や民生児童委員に周知したほか，様々な契約トラブルにつ

いて，地域包括支援センターへ情報提供などを行いました。また，消費生活相談員が消費者トラブルを未

然に防止するためのコラム「生活ひとくちメモ」の市報掲載や，調布ＦＭ放送に出演し，消費者被害の注

意喚起を定期的に行いました。 

さらに，被害が拡大する恐れのある情報については，防災・安全情報メールで周知するなどトラブルの

未然防止に努めました。 

（◆消費者啓発事業について） 

東京都と共催で「簡単な収納テクニック」を保育付き講座として実施したほか，夏休み親子消費者講座

など，６講座，１４６人の参加があり幅広い年代に向け消費者啓発を行いました。その他，各地域で開催

する出前講座は，市内大学，自治会や地域包括支援センター等からの依頼により，１７講座，1,154 人

の参加があり，消費者トラブルの未然防止に努めました。その他，環境フェアに参加し，消費啓発用パネ

ルの展示や情報紙の配布などを行い，消費生活センターの周知に努めました。また，消費者教育推進大使

である調布市消費啓発用キャラクター「チー坊」が各種事業に参加し，消費生活センターのＰＲ及び消費

者被害の注意喚起を行いました。 

（◆中学校等への消費者啓発物の配布について） 

消費啓発用キャラクター「チー坊」の３コマ漫画とわかりやすいポイントを用いて作成した小冊子「生

活ひとくちメモ」を公立中学３年生に配布しました。 

（◆高齢者の消費者トラブル対策への支援について） 

巧妙化・悪質化する高齢者への消費者トラブルは，多くの高齢者が巻き込まれる危険性があり，高齢者

見守り部署との連携が必要です。地域包括支援センター連絡会に職員が出席したほか，福祉総務課及びこ

ころの健康支援センターと情報交換を行いました。 

被害が拡大する恐れのある消費者トラブルについては，地域包括支援センターに情報提供を行い連絡体

制のとりやすい関係づくりに努めました。 

また，架空請求詐欺について，敬老金贈呈の際，民生児童委員から注意喚起のチラシを配布するなど関

係者と連携を図りながら消費者トラブルの未然防止に努めました。 

（◆「食品ロス」削減の取組について） 

消費者団体連合会，社会福祉法人地域公益活動連絡会の協力のもと，フードドライブを年４回開催し，

消費者への意識啓発と食品ロスの削減に努めました。また，宴会時の食べ残しを減らすため，最初の３０

分と最後の１０分は皆で食べる時間を設けることを推奨する３０・１０（さんまる・いちまる）運動につ

いて，庁内放送で周知したほか，ごみ対策課では，広報誌「ザ・リサイクル」への掲載やイベントでのち

らしの配布など庁内連携を図りながら取り組みました。 

０３－２ 消費者相談の充実 

平成２８年４月に施行した「消費生活センター条例」に基づき，消費者相談を実施し，消費生活の安定

と向上に取り組みました。 

社会情勢の変化とともに被害内容も複雑・多岐にわたることから，国民生活センターや東京都での研修

のほか，関係機関との情報交換を行い消費生活相談員のスキルアップを図りました。平成３０年度の相談

件数は，１，５０２件で，前年度（１，２５４件）と比べ２４８件増加しました。増加の要因は，全国的

に発生した架空請求はがきによる相談によるものとなっています。また，相談員は相談業務のほか啓発・

教育事業も担っており，啓発事業等の実施や事前準備の対応に取り組みました。 

平成３０年度市民意識調査で消費者トラブルに関する相談を受け付けていることを「知っている」が，

２６．４％となっており，消費生活センターの認知度は，３割以下となっているため，引き続き認知度向

上に努め，誰もが気軽に相談できるよう相談の充実を図る必要があります。 

 

  

２ 平成３０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

○消費生活相談員の配置を
継続するとともに，弁護士
を法律顧問として，相談窓
口の環境整備

○全国消費生活情報ネット
ワークシステムを活用し，
迅速にトラブルの内容や問
題のある商品情報を市民へ
発信

○消費生活相談の実施



○消費者行政活性化基金の
活用による相談業務の充実

○消費生活相談の実施



○消費者トラブルに関する
情報提供

○消費生活相談の実施
  1,502件

○消費者トラブルに関する
情報提供

事　業　費 　　　（千円） 11,571 11,364 10,841

事務事業 消費者相談事業

所管部署 生活文化スポーツ部・文化生涯学習課・消費生活係

活
動
内
容

計画目標
平成３０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 15 重点Ｐ － －

○各年代層に対応する消費
者教育の推進及び教材の提
供
○社会状況，消費者の動向
及びニーズを把握し，イベ
ントをはじめ，各種講座の
内容や手法を精査し，啓発
に有効な事業を展開

○消費者啓発イベントの実
施

○消費生活相談員による啓
発活動（出前講座・出前授
業）

○各種啓発資料の作成及び
配布と消費生活センターの
ＰＲ

○消費者啓発イベントの実
施

○消費生活相談員による啓
発活動（出前講座・出前授
業）

○各種啓発資料の作成及び
配布と消費生活センターの
ＰＲ

○消費者啓発イベントの実
施

○消費生活相談員による啓
発活動（出前講座17回）

○各種啓発資料の作成及び
配布と消費生活センターの
ＰＲ

事　業　費 　　　（千円） 6,873 1,457 1,324

事務事業 消費啓発事業

所管部署 生活文化スポーツ部・文化生涯学習課・消費生活係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 14 重点Ｐ － －

（施策０３　消費生活の安定と向上）

基本計画事業取組実績
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04 子ども・子育て家庭の支援  

主管課名 子ども生活部 子ども政策課 

主管課長名 米内山 桂 電話番号 042-481-7639 

関係課名 

（組織順） 

男女共同参画推進課，保育課，子ども家庭課，児童青少年課，障害福祉課，子ども発達センター，健

康推進課，保険年金課，教育総務課，指導室，社会教育課，公民館，図書館 
 

目 

的 

対 象 子ども（出生前を含む），子どもの保護者 

意 図 
子どもが健やかに成長できる，多様なライフスタイルに合わせて，安心して子どもを産み育てるこ

とができる 

◇施策の方向 

子どもが健やかに成長し，だれもが安心して子どもを産み育てることができ，子育てを楽しく感じることができるよ
う，子育て支援サービスの充実を図るとともに，地域全体で支援し，子育てしやすいまちづくりを推進します。 

 

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 子育てしやすいまちと感じている
市民の割合【☆，◎】 

（子育て支援サービスに満足している
市民の割合） 

36.0% 
 

（54.1%） 

－ 
 

（51.9％） 

－ 
 

（50.６％） 

－ 
 

（59.4％） 

50.0％ 
 
－ 

２ すこやかなどで児童虐待に関する
相談を受け付けていることを知って
いる市民の割合【☆，◎】 

33.2% 35.9% 36.0% 37.6％ 50.0％ 

３ 保育施設整備率【☆，◎】 
42.0％ 

（平成 28 年 
4 月 1 日時点） 

43.5% 
（平成 29 年 

4 月 1 日時点） 

49.4% 
（平成３０年 

4 月 1 日時点） 

50.3％ 
（平成 31 年 

4 月 1 日時点） 

53.6％ 
（平成 30 年 

4 月 1 日時点） 

４ 認証保育所等の利用者のうち，低・
中所得者層のすべての世帯に保育料
を助成する。【◎】 

100.0% 100.0% 100.0％ 100.0％ 
100.0％ 
（令和元年度） 

５ 就職相談会に参加する事業者が定
める募集人員の半数の採用【◎】 

21.7% 9.1% 29.2% 44.4% 
50.0％ 
以上 

（令和元年度） 
 

◆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 子育てしやすいまちと感じている市民の割合【☆，◎】 

 平成３０年度は数値の把握に至りませんでしたが，「調布市民意識調査」による「子育て支援サービスに
満足している市民の割合」は，平成３０年度は５９．４％となり，平成２９年度と比較して，８．８ポイ
ント上昇しました。 

２ すこやかなどで児童虐待に関する相談を受け付けていることを知っている市民の割合【☆，◎】 

平成３０年度の「調布市民意識調査」の結果，回答者の３７．６％の方が「児童虐待の相談機関を知っ
ている」と回答しています。平成２９年度と比較して，１．６ポイント上昇しました。 

３ 保育施設整備率【☆，◎】 

平成３０年度に実施した保育施設整備（認可保育園１園，認証保育所から認可保育園への移行１園）に
より，１６３人の定員拡大を図った結果，保育施設整備率（平成３１年４月１日現在）は，５０．３％と
なり，平成２９年度と比較して０．９ポイント上昇しました。 

４ 認証保育所等の利用者のうち，低・中所得者層のすべての世帯に保育料を助成する【◎】 

 認証保育所等の利用者に対しては，世帯の市民税所得割課税額に応じて保育料の助成を実施しています。
平成３０年度は，保育料助成区分の５区分全てについて助成額を増額し，認証保育所等に通園する低・中
所得者層すべての世帯に対して保育料を助成しました。 

５ 就職相談会に参加する事業者が定める募集人員の半数の採用【◎】 

保育士等の就職相談会を２回実施し，延べ２７事業者からの募集に対して，１２人の採用がありました。
採用割合は４4．４％となり，前年度の２９．２％から大幅に上昇しました。目標である募集人数の半数
の採用には至りませんでしたが，参加事業者からは，このような機会の継続を求める要望が出ており，募
集人数に対する採用割合は増加傾向にあります。 

 

《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 子育て支援サービスに満足して
いる市民の割合 

子育て家庭をはじめとしたニーズを踏まえた様々な取組に
より，市民の 7割が市の子育て支援サービスに満足してい
ると感じられることを目標とした。（調布市民意識調査） 

59.4% 
（平成 30 年度） 

70.0% 
（令和4年度） 

１ 平成３０年度の振返り ― 現状把握  
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２ すこやかなどで児童虐待に関す
る相談を受け付けていることを知
っている市民の割合 

児童虐待の未然防止を図るため，市民の半数が児童虐待に
関する相談先を知っていることを目標とした。（調布市民意
識調査） 

37.6％ 
（平成 30 年度） 

50.0% 
（令和4年度） 

３ 保育施設整備率 

公的保育サービスの現状の定員数を増加させ，待機児童解
消に向けた取組を推進していくことを目標とした。 
（子ども政策課資料） 
※保育施設整備率…就学前児童人口に対する公的保育サービス（認

可保育園，認証保育所，家庭福祉員（保育ママ），共同実施型家庭

的保育事業（グループ型保育施設））の定員の割合 

49.4％ 
（平成 30 年） 
4 月 1 日時点） 

55.0% 
（令和4年度） 

 

 

◆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】 

０４－１ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援 

子ども条例の理念に基づき，平成１９年５月５日に行った「いじめや虐待のないまち宣言」を多くの子どもたちに
知ってもらうため，いじめや虐待のないまちの実現のＰＲ事業として，小学校６年生までの児童を対象に，宣言にち
なんだ絵を募集し，ごみ収集車へのラッピングによる啓発を図りました。 
子ども家庭支援センターすこやかを拠点として，相談事業・一時預かり事業，学習・交流事業などを実施しました。

平成２９年度からすこやか保育，トワイライトステイで導入したインターネット予約を産前・産後ヘルパー事業にお
いても開始し，利用者の利便性の向上を図りました。 
「調布市子ども基金」と「調布市若人の教育振興基金」を統合した「調布市子ども・若者基金」を活用し，地域に

おける市民主体の子育て支援活動に対する支援を引き続き行うとともに，平成30年度は，新たに大学等在学者に対
する生活支援や芸術文化・スポーツ活動支援等に，基金を活用しました。 
調布駅南口の「セントラルレジデンス調布」内に，親子で気軽に飲食ができる子育てカフェ「aona」と，子育て

ひろばや一時的・定期的な預かり保育機能を有する「プレイセンターちょうふ」の運営を支援しました。 
児童青少年課では，児童館における子育てひろば事業で，専門の相談員や月１回の助産師による相談事業を実施し

ました。また，専任の事務補助員を順次配置するとともに，地域に根ざした子育て支援の身近な拠点として，健康推
進課や子ども家庭支援センターすこやか等と連携を図りました。 
男女共同参画推進課では，グループ相談事業「ほっとサロンしぇいくはんず」を定期的に開催し，育児中や親子関

係の悩みを参加者で共有したり，親子で育児法を体験する講座を実施しました。また，講演会や講座，相談等の実施
に際しては，保育付で実施し，子育て中の市民の参加に配慮しました。 
図書館では「第３次調布市子ども読書活動推進計画」を策定し，親子で絵本やわらべうたを楽しむ０～２歳児向け

おはなし会と幼児から小学生向けおはなし会を中央図書館と１０分館で７０８回開催し，６，５１４人が参加しまし
た。 
子育てをしている保護者に対する経済的支援策として，児童手当を支給するとともに，乳幼児・義務教育就学児に

対する医療費自己負担分を助成しました。また，幼稚園や認証保育所等に通う家庭に対する支援やベビーシッター等
利用料助成事業を実施しました。 
ひとり親家庭への支援として，児童扶養手当や医療費助成等による経済的支援を実施するとともに，平成３０年度

から高校卒業程度認定試験合格に向けた支援や通信制高校と併せてサポート校に通う子の学費支援を新たに開始し
たほか，就労支援や自立支援などの相談業務を実施しました。また，今後のひとり親家庭支援施策の参考とするため，
平成２９年度に引き続き「ひとり親家庭アンケート調査」を実施しました。 

０４－２ 子どもの健やかな成長の支援 

子ども家庭支援センターすこやか内の児童虐待防止センターを拠点として，相談事業などにより虐待を未然に防ぐ
とともに，要保護児童対策地域協議会や関係機関と連携し，児童虐待の早期発見，早期対応に取り組みました。また，
児童虐待の発生を予防するとともに，家庭における安定した児童の養育が可能となるよう，養育支援が必要な家庭に
対し，居宅を訪問し，養育に関する指導，助言等を行いました。 
平成３１年２月には，要保護児童の早期発見と児童虐待の未然防止のため，調布警察署と情報共有等に関する協定
を締結しました。 
母子保健事業では，妊婦に対して専門職が面接を行う「ゆりかご調布」事業を実施し，妊娠早期から状況把握に努

めるとともに「産後ケア事業」を開始し，産前産後の母子を支援するほか，「こんにちは赤ちゃん訪問」事業を引き
続き実施し，妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実を図りました。 
子ども発達センターでは，発達に遅れやかたよりのある，又はそのおそれのある子どもやその家族を対象として事

業を実施しており，平成３０年度末の在籍児は６４５人でした。児童福祉法に基づく児童発達支援事業（通園事業）
は，専門性の確保と療育内容の充実を図るとともに，委託事業者との連携により，安定的な運営に努めました。児童
福祉法に規定された障害児相談支援事業では，計画作成，モニタリングを延べ1８０件実施し，子どもの生活全体を
とらえた総合的な相談支援，関係機関との連携を図りました。 

０４－３ 保育サービスの充実 

保育園待機児童対策として，平成３１年４月１日の開設に向けて，認可保育園１園の誘致・整備及び認証保育所１
園の認可化により，合計163人の定員拡大を図るとともに，新たな待機児童対策として，新規開設園等の空きスペー
スを活用して１・２歳児を受け入れる「年度限定型保育事業」を創設し，ソフト・ハードが一体となった待機児童対
策を実施しました。また，子ども・子育て支援法に基づき，保育の質の維持・向上を図ることを目的に，市内の特定
教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に対して指導検査を実施しました。 
学童クラブ施設の整備については，平成３０年４月１日に第一小学校地域に「かみふだ学童クラブ」，調和小学校

地域に「調和小学校学童クラブ」を開設し，第三小学校地域では，平成31年1月15日に，第三小学校学童クラブか
ら「かみいしわら第１・第2学童クラブ」へ移転開設をしました。また，若葉小学校地域においては，平成31年４月
1日の開設に向け，準備・調整を行いました。 
さらに，既存の学童クラブでは受入れが困難な障害児が利用できる学童クラブ施設について，調布心身障害児・者

親の会をはじめとする関係団体との設計等の協議・調整を終え，整備工事に向けた準備を行いました。 
保育従事者の確保に向け，市内保育事業者と連携して就職相談会を２回実施し，保育従事者 12 人の採用につなげ

ました。 

 

２ 平成３０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

○医療費助成を実施するこ
とにより子育て家庭の経済
的支援を実施

○義務教育就学児の医療費
の一部を助成

○義務教育就学児の医療費
の一部を助成

○義務教育就学児の医療費
の一部を助成

事　業　費 　　　（千円） 302,830 402,839 388,675

事務事業 義務教育就学児医療費助成

所管部署 子ども生活部・子ども家庭課・家庭福祉係

活
動
内
容

計画目標
平成３０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 18 重点Ｐ － －

○医療費助成を実施するこ
とにより子育て家庭の経済
的支援を実施

○未就学児の医療費（保険
診療分のみ）の自己負担分
を助成

○未就学児の医療費（保険
診療分のみ）の自己負担分
を助成

○未就学児の医療費（保険
診療分のみ）の自己負担分
を助成

事　業　費 　　　（千円） 471,493 510,580 513,400

事務事業 乳幼児医療費助成

所管部署 子ども生活部・子ども家庭課・家庭福祉係

活
動
内
容

計画目標
平成３０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 17 重点Ｐ － －

○情報誌の作成及び発行

○子育て支援サービス相談
員の配置（３人）

○子育て応援サイトへの支
援

○情報誌の作成及び発行

○子育て支援サービス相談
員の配置（３人）

事　業　費 　　　（千円） 7,050 7,018 6,895

所管部署 子ども生活部・子ども政策課・子ども政策係，子ども家庭課・家庭福祉係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○子育て支援情報誌「元気
に育て!!調布っ子」の発行

○子育て支援サービス相談
員による子育て相談の実施

○子育て支援施策の周知活
動の充実を図るとともに，
新たな広報媒体・周知方法
について検討・実施

○情報誌の作成及び発行

○子育て支援サービス相談
員の配置（３人）

○子育て応援サイトへの支
援

計画コード 16 重点Ｐ － －

事務事業 子育てに関する情報提供の充実

（施策０４　子ども・子育て家庭の支援）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○待機児童対策として，民
間認可保育園や認証保育所
等の整備・誘致により受入
枠の拡大

○待機児童の状況を踏まえ
て検討

○認可保育園の開設誘致１
箇所
（１５７人の定員拡大）

○市内認証保育所の認可保
育所への移行支援１箇所
（６人の定員拡大）

○年度限定型保育事業の実
施

○認可保育園の開設誘致１
箇所
（１５７人の定員拡大）

○市内認証保育所の認可保
育所への移行支援１箇所
（６人の定員拡大）

○年度限定型保育事業の実
施

事　業　費 　　　（千円） 0 463,261 424,473

事務事業 待機児童対策の推進

所管部署 子ども生活部・子ども政策課・子ども政策係

活
動
内
容

計画目標
平成３０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 21 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

○いじめや虐待の相談・通
報に応じ，関係機関と連携
した支援・ケア

○オレンジリボンキャン
ペーン等の虐待防止対策の
推進

○調布市要保護児童対策地
域協議会の運営により，関
係機関とのネットワークの
強化

○いじめや虐待についての
相談への対応（すこやか虐
待防止ホットライン）

○オレンジリボンキャン
ペーン等による児童虐待防
止の周知及び啓発

○調布市要保護児童対策地
域協議会の運営

○いじめや虐待についての
相談への対応（すこやか虐
待防止ホットライン）

○オレンジリボンキャン
ペーン等による児童虐待防
止の周知及び啓発

○調布市要保護児童対策地
域協議会の運営

○いじめや虐待についての
相談への対応（すこやか虐
待防止ホットライン）

○オレンジリボンキャン
ペーン等による児童虐待防
止の周知及び啓発

○調布市要保護児童対策地
域協議会の運営

事　業　費 　　　（千円） 32,566 30,314 31,317

事務事業 児童虐待防止センター事業の推進

所管部署 子ども生活部・子ども政策課・子ども政策係

活
動
内
容

計画目標
平成３０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 20 重点Ｐ － －

○学習・相談支援事業の実
施

○アウトリーチの強化（家
庭訪問）
○学習支援対象者拡大(ひと
り親家庭の親)

○ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援事
業

○ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援促
進給付金の創設

○学習・相談支援事業の実
施

○アウトリーチの強化（家
庭訪問）
○学習支援対象者拡大(ひと
り親家庭の親)

○ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援事
業

○ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援促
進給付金の創設

事　業　費 　　　（千円） 8,634 26,435 22,674

所管部署 子ども生活部・子ども家庭課・相談係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○相談支援の実施
○学習支援の実施

○学習・相談支援事業の実
施

○検証を踏まえた取組

計画コード 19 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 ひとり親世帯の子ども学習・相談支援事業

（施策０４　子ども・子育て家庭の支援）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○学童クラブ施設の整備
・２箇所

○障害児学童クラブの施設
整備

○学童クラブの施設整備
・２箇所

○障害児学童クラブの施設
整備

事　業　費 　　　（千円） 28,256 118,018 341,532

所管部署 子ども生活部・児童青少年課・放課後児童係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○近年，入会希望者の増大
等による育成環境の改善が
必要な地域が増加している
ことから，計画的に施設を
整備

○学童クラブ施設の整備
・放課後子供教室事業との
連携による利用状況を踏ま
え計上

○障害児学童クラブの施設
整備

計画コード 22 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 学童クラブ施設の整備

（施策０４　子ども・子育て家庭の支援）

基本計画事業取組実績
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