
令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

11 雇用・就労の支援  

主管課名 生活文化スポーツ部 産業振興課 

主管課長名 川見 大 電話番号 042-443-1219 

関係課名 
（組織順） 

男女共同参画推進課，福祉総務課，生活福祉課，高齢福祉担当，障害福祉課 

 

目 

的 

対 象 就労者，就労希望者，事業所 

意 図 就労していきいきと暮らすことができる 

◇施策の方向 

国，東京都等の関係機関や近隣自治体及び民間事業者など多様な主体と連携し，個々に応じた雇用・就労を支援しま
す。また，市内事業者の福利厚生の向上を促進します。 

 

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 「調布国領しごと情報広場」

における市内在住者の就職者数

【☆，◎】 

990 人 885 人 855 人 831 人 1,150 人 

２ 勤労者互助会の会員数【☆】 3,525 人 3,488 人 3,465 人 3,472 人 3,700 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 「調布国領しごと情報広場」における市内在住者の就職者数【☆，◎】 
  調布国領しごと情報広場」における市内在住者の就職者数は，雇用情勢の改善からハローワーク全体

の利用者が減少している傾向もあり，前年度と比較して２４人減の８３１人でした。なお，全体数にお
ける市内在住者の就職者数の割合は，６５％に達しています。 

２ 勤労者互助会の会員数【☆】 
 勤労者互助会の会員数は，新規加入者増加にむけて機会を捉えて周知に努めた結果，前年度と比較し
て７人増の 3,472 人となり，減少の歯止めに寄与できました。 

 
 

《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 「調布国領しごと情報広場」

全体の就職者における市内在

住者の割合 

地域住民や事業者のニーズに対応した就労支援に取り組

み，現状の市内在住者の就職者を増加させることを目標

とした。（産業振興課資料） 

61.0% 

（平成 29 年度） 

65.0% 

（令和 4 年度） 

２ 勤労者互助会の会員数 

勤労者互助会への加入を促進することにより，市内中小

企業等で働く従業員の福利厚生の充実を図ることを目標

とした。（産業振興課資料） 

3,465 人 

（平成 29 年度） 

3,500 人 

（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 11 雇用・就労の支援） 

 

◆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】 

１１－１ 雇用・就労に向けた支援 

雇用・就労に向けた支援について，調布国領しごと情報広場の運営参画，就労支援セミナーや就職面接

会，事業者向けセミナーの開催，ちょうふ若者サポートステーションの運営支援など国や東京都の関係機

関と連携して，積極的に展開しました。調布市が運営に参画している調布国領しごと情報広場は，平成

３０年度の来所者数が２万３,１１７人（対前年度３,４９６人減），就職者数は，１,２７４人（対前年度

１０８人減），うち市内在住者は６５％を超える８３１人（対前年度２４人減）であり，利用者が減少す

る中にあっても市民の就労を支援する役割を果たしました。また，調布国領しごと情報広場には，子育て

中のママや女性の就労支援拠点である「マザーズコーナー」が併設されており，働く女性の利便性を図る

とともにサポート体制の充実につなげています。平成３０年度の来所者数は，３,７７２人（対前年度

３４８人減），就職者数は，５５８人（対前年度８３人減），うち市内在住者は，半数を大きく上回る

３２５人（対前年度２１人減）であり，市内在住の女性の就労を支援しました。 

就労支援セミナーについては，ハローワーク府中との共催により，働きたいママのための就職支援セミ

ナー，子育てしながら働きたい方のためのセミナーを開催しました。また，ハローワーク府中や東京しご

とセンター多摩（東京しごと財団）と共催し，就職面接会などを開催し，就労に向けた支援を積極的に行

いました。 

ハローワーク府中とは，「地域雇用問題連絡会議」及び「『調布国領しごと情報広場』業務運営に関す

る協議会」，東京都労働相談情報センター八王子事務所とは「労働情勢懇談会」を開催し，情報共有を図

るとともに，雇用・就労の支援に向けた意見交換を行いました。 

平成２５年度に開設された，困難な問題を抱える若者の職業的自立を支援する「ちょうふ若者サポート

ステーション（厚生労働省委託事業）」（実施団体特定認定ＮＰＯ法人育て上げネット）では，パソコン

講習や就職セミナーを実施し，働くことに悩みを抱える１５歳から３９歳までの若者の就労や自立に向け

た支援を展開しました。平成３０年度は来所者数１,７１４人（対前年度１２３人増），うち７３人が就職

等の進路決定につながりました。 

高齢者の就労支援については，地域活性化包括連携協定に基づき，（株）セブン-イレブン・ジャパン

との共催で「シニア向けお仕事説明会」 を開催し，就労にも結びつきました。 

障害者の就労支援については，障害者の雇用についての理解を高め，雇用の促進と安定を図ることを目

的とした「障害者就労体験事業奨励金」について，障害者就労支援法人との連携に努めたところ，３年ぶ

りに１件の交付につながりました。 

１１－２ 就労者に対する支援 

調布市勤労者互助会の運営の安定と事業の充実を図るために補助金を交付しているほか，同会を市報や

ホームページでＰＲし，産業振興課窓口にパンフレットを配架するなど，加入促進支援を図っています。

一方，会員の高齢化に伴う廃業などによる退会等の影響が続いており，会員数，事業所数とも減少傾向に

あります。そのため，新規加入者を増加させるために，中小企業事業資金融資あっせんの通知文書に「勤

労者互助会の案内」を同封しているほか，平成３０年度は「よろず経営相談（アウトリーチ型相談）」の

際や，福祉作業所等連絡会の場で周知を図った結果，会員数減少の歯止めに寄与できました。 

このほか，様々な労働問題に対応するため，東京都労働相談情報センター八王子事務所と共催して，職

場復帰セミナーを開催するとともに，三鷹労働基準監督署，ハローワーク府中等とも連携し，調布駅前で

街頭労働相談を実施し，労働問題全般への意識啓発を図りました。 

  

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

○市内事業所の福利厚生事
業
・活動の支援

○勤労者互助会の加入のＰ
Ｒ支援

○勤労者互助会事業の支援

○勤労者互助会運営の支援

○勤労者互助会の加入のＰ
Ｒ支援

○勤労者互助会事業の支援

○勤労者互助会運営の支援

○勤労者互助会の加入のＰ
Ｒ支援

○勤労者互助会事業の支援

○勤労者互助会運営の支援

事　業　費 　　　（千円） 15,600 14,958 14,958

事務事業 調布市勤労者互助会の活動支援

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・産業労働支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 48 重点Ｐ － －

○調布国領しごと情報広場
運営への参画による就労相
談の充実

○ハローワーク府中と連携
した就労支援の実施

○就労セミナーや合同就職
面接会の開催

○ハローワーク府中と連携
した就労支援の実施

○就労セミナーや合同就職
面接会の開催

○ハローワーク府中と連携
した就労支援の実施

○就労セミナーや合同就職
面接会の実施

事　業　費 　　　（千円） 2,797 2,826 2,540

事務事業 調布国領しごと情報広場の運営参画

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・産業労働支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 47 重点Ｐ － －

（施策１１　雇用・就労の支援）

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） 

12 生涯を通した健康づくり  

主管課名 福祉健康部 健康推進課 

主管課長名 川手 智子 電話番号 042-441-6100 

関係課名 
（組織順） 

スポーツ振興課，子ども政策課，保育課，子ども家庭課，生活福祉課，高齢福祉担当，介護保険担当，

障害福祉課，子ども発達センター，保険年金課，学務課，指導室，社会教育課 
 

目 

的 

対 象 市民 

意 図 生涯にわたり健康な生活をおくることができる，身近な地域で安心して医療を受けられる 

◇施策の方向 

市民が主体的に取り組む地域健康づくりや疾病予防を推進するとともに，疾病の早期発見・早期治療体制を充実しま
す。また，医療保険制度改革に適切に対応して保健行政の推進を図ります。 

 

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 健康だと感じている市民の割合【☆】 74.5% 73.9% 73.8％ 74.1％ 80.0％ 

２ 75 歳未満のがんの年齢調整死亡率

（10 万人当たり）【☆】 
76.6 人 72.6 人 64.2 人 70.2 人 

73.9 人 

（平成 27 年度）

３ 特定健康診査の受診率【☆】 52.8% 53.5% 54.0% 53.5％ 
60.0％ 

（平成 29 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 健康だと感じている市民の割合【☆】 
「調布市民意識調査（平成３０年１０月実施）」では，心身ともに健康だと「感じている」，「どちらかと

いえば感じている」を合わせた市民の割合は７４．１％であり，目標値を下回りましたが，基本計画の初
年度である平成２６年度と比較すると２．８ポイント上昇しました。 

２ ７５歳未満のがんの年齢調整死亡率（10 万人当たり）【☆】 
 ７５歳未満のがんの年齢調整死亡率は，昨年度より６人増加したものの，目標値は達成しています。 

３ 特定健康診査の受診率【☆】 

国民健康保険の特定健康診査受診率は，多摩２６市中２位の結果（法定報告値）となった前年度の水準
には及ばず，平成２８年度と同じ５３．５％となり，国の定める６０．０％の目標値には届きませんでし
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 健康だと感じている市

民の割合 

市民の健康づくり活動の取組を支援し，市民の 8 割が健康だと感

じられることを目標とした。（調布市民意識調査） 

74.1% 

（平成 30 年度） 

80.0% 

（令和 4 年度）

２ 定期的にがん検診を受

けている人の割合 

がんの早期発見により適切な治療につなげるため，各種がん検診

の充実や普及啓発に取り組み，定期的にがん検診を受けている市

民を 6 割にすることを目標とした。（調布市民意識調査） 

58.0% 

（平成 30 年度） 

60.0% 

（令和 4 年度）

３ 特定健康診査の受診率 

第 2 期調布市国民健康保険データヘルス計画（平成 30（2018）

年度～令和 5（2023）年度）に基づき，特定健康診査の受診率

を 59.5％まで増加させることを目標とした。（保険年金課資料）

54.0％ 

（平成 29 年度） 

59.5% 

（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 12 生涯を通した健康づくり） 

 

◆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】 

１２－１ からだとこころの健康づくりの推進 

 健康づくりについては，調布市民健康づくりプラン（第３次）（計画期間：平成３０年度～令和４年度）

に基づき，健康講座や出前講座を実施するとともに，市民が自主的に行っている「調布市民健康づくり始

める会」の活動や，市民が「健康活動ひろば」を利用して行っている健康づくり活動を継続して支援し，

市民の健康づくりを推進しました。 

 食育については，調布市食育推進基本計画（第３次）（計画期間：平成３０年度～令和４年度）に基づ

き，「食を通じたこころとからだの健康づくり」を基本理念とし，学校や保育園・幼稚園，企業，農家な

どと連携しながら事業を推進しました。また，市民の食育の認知度を高めるため，食育のポスターを作成

し，周知に努めました。 

 また，受動喫煙防止対策を推進するため，庁内連絡会を開催したほか，平成３０年度は新たに市民や関

係団体の代表を委員とする受動喫煙等対策推進検討会を開催し，広く市民等から聴取した意見を踏まえ，

平成３１年３月に調布市受動喫煙防止条例を制定しました。 

 さらに，市民のだれもが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し，共に生きることを支える

ため，市民や関係団体の代表を委員とする自殺対策計画策定委員会を開催し，広く聴取した意見を踏まえ，

調布市自殺対策計画（計画期間：令和元年度～令和６年度）を策定しました。  

１２－２ 早期発見・早期治療・重度化予防の充実 

 成人保健事業においては，健康増進法に基づく５がん（胃・大腸・子宮・乳・肺）と前立腺がん検診（Ｐ

ＳＡ検査），胃がんリスク検査（ＡＢＣ検診）を実施しました。また，医師会と胃がん等あり方検討会を

開催し，令和元年度からの胃内視鏡検査導入に向けた検討を行いました。受診率向上のため，がん検診実

施の周知に努めたほか，胃がん検診の土曜日実施や乳がん・子宮がん検診の無料クーポンの送付などに取

り組みました。また，精密検査が必要になった方には，その後の受診状況を確認し，精密検査を促すこと

により，がんの早期発見・早期治療につながるよう努めました。 

 母子保健事業については，乳幼児健診のほか，ゆりかご調布事業，こんにちは赤ちゃん訪問事業，産後

ケア事業などを実施し，妊娠早期からの切れ目ない子育て支援と親子の健康づくりを支援しました。 

 アレルギー事業として，保健師等による日常相談と月１回の専門医による相談事業，スキンケア教室，

アレルギー講演会を実施したほか，庁内連携会議を開催し，アレルギーの正しい情報・知識の普及啓発と

保護者の育児不安の軽減を図りました。 

 予防接種事業では，幼児のおたふくかぜ予防接種を開始したほか，先天性風しん症候群を予防するため，

風しんの抗体検査・予防接種の対象を妊婦等の同居者にも拡大し，疾病予防を図りました。 

 その他の事業として，３師会（調布市医師会，調布市歯科医師会，調布市薬剤師会）等の協力を得て，

緊急医療救護所訓練を実施するなど，災害時の医療救護体制の充実を図りました。また，新型インフルエ

ンザ等対策については，新型インフルエンザ住民接種の円滑な実施に向け，医師会と予診票についての検

討を行いました。 

１２－３ 国民健康保険事業等の実施 

第２期調布市国民健康保険データヘルス計画（計画期間：平成３０年度～令和５年度）を推進し，各保

健事業の実施により，引き続き，加入者の健康増進を図りました。 

また，平成３０年度から開始した国民健康保険新制度へ円滑に移行するとともに，引き続き，医療費の

適正化や国民健康保険税の収納率の向上に取り組みました。 

  

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

○保健事業の実施

○実施事業の効果測定及び
次年度以降の実施事業の検
討
・レセプトデータ分析の実
施

○データヘルス計画に基づ
いた保健事業の実施

○各保健事業の評価
○医療費分析の実施

○データヘルス計画に基づ
いた保健事業の実施
・糖尿病重症化予防事業の
実施
・受療勧奨事業の実施
・薬剤併用禁忌予防啓発
○各保健事業の評価
○医療費分析の実施
○医療費分析結果通知の実
施

○データヘルス計画に基づ
いた保健事業の実施
・糖尿病重症化予防事業の
実施
・受療勧奨事業の実施
・薬剤併用禁忌予防啓発
○各保健事業の評価
○医療費分析の実施
○医療費分析結果の公表

事　業　費 　　　（千円） 31,989 26,548 16,157

事務事業 国保ヘルスアップ事業の推進

所管部署 福祉健康部・保険年金課・給付係

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 50 重点Ｐ － －

○集団検診の実施（胃がん,
肺がん）
○個別検診の実施（胃がん,
大腸がん,乳がん,子宮頸が
ん，前立腺がん）
○新たな胃がん検診の取組
検討
○20歳の女性に子宮頸がん
検診の受診啓発
○要精密検査者へのフォ
ロー実施
○がん検診推進事業（クー
ポン券配布，ポスター掲
示，相談事業等）

○集団検診の実施（胃がん,
肺がん）
○個別検診の実施（胃がん,
大腸がん,乳がん,子宮頸が
ん，前立腺がん）　
○新たな胃がん検診の取組
検討 　　
○20歳の女性に子宮頸がん
検診の受診啓発　    
○要精密検査者へのフォ
ロー実施
○がん検診推進事業（クー
ポン券配布，ポスター掲
示，相談事業等）

事　業　費 　　　（千円） 539,735 471,544 425,270

所管部署 福祉健康部・健康推進課・健康推進係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○がん検診の推進

○受診率の向上と要精密検
査者のフォローの充実

○集団検診の実施（胃がん,
肺がん）
○個別検診の実施（胃がん,
大腸がん,乳がん,子宮頸が
ん，前立腺がん）
○新たな胃がん検診の取組

○20歳の女性に子宮頸がん
検診の受診啓発
○要精密検査者へのフォ
ロー実施
○がん検診推進事業（ポス
ター掲示，相談事業等）

計画コード 49 重点Ｐ － －

事務事業 がん検診の充実

（施策１２　生涯を通した健康づくり）

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） 

13 生涯学習のまちづくり  

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） 

協働推進課，男女共同参画推進課，スポーツ振興課，環境政策課，社会教育課，公民館，図書館，郷

土博物館 
 

目 

的 

対 象 市民 

意 図 生涯にわたり学習し，学んだことをまちづくりに生かす 

◇施策の方向 

市民が生涯を通じて学習に取り組み，いきいきと豊かな人生をおくることができるよう支援するとともに，学んだ成
果が市民同士の交流やまちづくりに生かされるよう，生涯学習を振興していきます。 

 

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 生涯学習情報システムのア

クセス数【☆】 
5 万 9,654 件 ８万 9,996 件 8 万 3,014 件 6 万 6,799 件 6 万 8,000 件

２ 公民館や図書館の満足度

【☆】 
69.8% 70.1% 69.1％ 73.0％ 80.0％ 

３ 生涯学習情報システムの登

録団体数【☆】 
779 団体 768 団体 756 団体 748 団体 840 団体 

４ 学習の成果をまちづくりに
生かしている市民の割合【☆】 

16.0% 15.7% 15.3％ 19.3％ 25.0％ 

◆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 生涯学習情報システムのアクセス数【☆】 
 生涯学習情報システムは，利用者の利便性の向上を図るため，地域情報共有の中心的な役割を担うシス
テムとして平成２９年４月に「ちょうふ地域コミュニティサイト（ちょみっと）」としてリニューアルし，
アクセス数のカウント方法が変更しています。平成３０年度のアクセス数は，6 万６，７９９件となり，
前年度比１万６，２１５件の減となりました。

２ 公民館や図書館の満足度【☆】 
 公民館や図書館の満足度は，前年度と比較して４ポイント増加しました。公民館においては，地域特性
を踏まえた講座を実施し，多くの参加者に満足していただきましたが，利用者は減少傾向にあります。ま
た，図書館においては，高齢者等への宅配件数が引き続き増加しました。貸出利用全体は，減少する傾向
が引き続きみられますが，下半期は前年度より増加しています。

３ 生涯学習情報システムの登録団体数【☆】 

 高齢化等により活動を停止するサークル・団体が増えてきており，登録団体数はここ数年減少傾向にあ
ります。平成３０年度は，７４８団体となり前年度と比較して８団体の減となりました。引き続き，長期
的にサークル・団体活動が維持できるよう支援を継続していく必要があります。 

４ 学習の成果をまちづくりに生かしている市民の割合【☆】 
学習の成果をまちづくりに生かしている市民の割合は，平成３０年度市民意識調査では１９．３％とな

り，目標の２５％には届きませんでしたが，前年度と比較して４．０ポイント上昇しました。今後も生涯
学習のきっかけづくりや仲間づくり，また，学習の成果を生かす機会などの支援の充実が必要です。

 
《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 1 年間に生涯学習をした人

の割合 

市民団体，大学，民間事業者等との連携により，多様な学習のき

っかけづくりを推進し，市民の 4 割が生涯学習に年 1 回以上取り

組むことを目標とした。（調布市民意識調査） 

38.6% 

（平成 30 年度） 

40.0% 

（令和 4 年度）

２ 社会教育施設の満足度 

（上段：図書館，下段：公民館） 

市民に身近な生涯学習の場である公民館や図書館の満足度を向上

させ，学べる機会の充実を図ることを目標とした。（調布市民意識

調査） 

68.3％ 

41.2％ 

（平成 30 年度） 

75.0％ 

50.0％ 

（令和 4 年度）

３ 生涯学習情報コーナーのア

クセス数 

生涯学習情報コーナーのアクセス数を現状から増加させ，より多

くの市民が学びのきっかけを持つための機会創出を図ることを目

標とした。（文化生涯学習課資料） 

8 万 3,014 件 

（平成 29 年度） 

9 万件 

（令和 4 年度）

４ 学習の成果をまちづくりに

生かしている市民の割合 

学習の成果を生かす機会の提供に取り組み，市民の地域活動，学

習を通じた交流や仲間づくりを促進することを目標とした。（調布

市民意識調査） 

19.3% 

（平成 30 年度） 

25.0% 

（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１３ 生涯学習のまちづくり） 

 

◆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】 

１３－１ 学びのきっかけづくり 
多様な学びのきっかけづくりの一つとして生涯学習出前講座を実施し，平成３０年度は，１０４講座を

設け，８８件，２６９２人が参加しました。市民の関心が高い人気の講座は，「みんなで進める災害対策」
（１６件），「だまされないで！振り込め詐欺について」（８件）でした。 

また，シニア世代に向けては，継続的な学習活動を促すとともに，地域活動を始めるきっかけづくりと
して，生涯学習サークルや市民活動団体との協働により「生涯学習サークル体験事業」「地域デビュー歓
迎会」などを実施したほか，小冊子「地域デビュースタートブック」を作成しました。 
 情報提供及び相談については，生涯学習情報コーナーと市民活動支援センターが拠点となり，幅広い情
報収集と提供に努めました。また，市民の生涯学習や市民活動への参加を促進させることを目的として，
調布エフエム放送で，「生涯学習・市民活動のススメ」を年間５３回放送したほか，ちょうふ地域コミュ
ニティサイト「ちょみっと」の広報・普及に努めました。さらに，社会教育情報誌「コラボ」を年３回発
行し，社会教育に関する様々な事業や情報の周知を図りました。 

そのほか，平成３０年度は，生涯学習を始めるきっかけづくりとラグビーワールドカップ２０１９の機
運醸成を目的とした「はじめてのラグビー観戦講座・体験講座」を実施しました。 

図書館では，読書の喜びを通じ，自己の確立と形成から他者への寛容の精神を育むことにより，豊かな
地域社会が築かれることを目指して，講演会や読書会等の啓発事業を継続して実施しました。調布市立図
書館公式キャラクター「じろ」を活用した図書館活動の PR や図書館に親しみをもってもらう取組を行い
ました。公開講座や「初めての方のための読書会」，市内大学のオリエンテーションに参加し，学習のき
っかけづくりとしました。東京２０２０大会に向けて，図書館内の常設コーナーにおいて，大会に関する
情報や資料の提供を行っています。市内の都立高校と連携し，高校生が作成したマナーアップ・利用促進
のポスターを館内で展示するとともに，高校生への図書館利用への働きかけを行っています。また，子ど
もたちへの取組としては，小学生読書会やおはなし会，小学校と連携した図書館ガイダンス等を実施しま
した。乳幼児期からの読書の習慣を育むために，乳幼児と保護者を対象にしたおはなし会の回数を増やし
て実施し，子どもの読書に関わる大人に対しても，講座・講演会・読書相談等を行いました。そのほか，
「第３次調布市子ども読書活動推進計画」を策定し，子どもの発達段階に応じた読書活動を支援するため
の今後の指針を明確にしました。 
 男女共同参画推進課では，男女共同参画推進に関わる講座，講演会等の実施，また，社会状況にあった
通信を発行し，市民に考える機会を提供しています。 
１３－２ 学べる機会の充実 

図書館では，市民の多様な学習ニーズに応えるため，図書や雑誌など新たに約６万８，０００冊を受け
入れ，視聴覚資料や団体貸出を含めて年間延べ約２６１万点の貸出しを行いました。また，市民の調査活
動への支援の充実に取り組み，調布市に関する新聞記事・ポスター等のデジタル化を推進し，市民の調査
に提供できる情報の幅が広がりました。 

男女共同参画推進センターでは，男女共同参画社会の実現に向けた講座，講演会等の開催，並びに市民
との協働による事業「男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず」を市民団体による実行委員会形式で
実施しました。また，各事業は保育付とするなど，子育て中の市民が学べる環境づくりを行いました。市
民プラザあくろす指定管理者が自主事業として，３７講座を１８０回実施しました。 

また，公民館では，講演会・市民講座・高齢者対象・市民文化教室・国際理解・家庭教育・青少年対象・
平和祈念などの多様な事業を展開しました。 

調布市文化・コミュニティ振興財団では，「ちょうふ市民カレッジ」として，前期・後期・市民講師講座
合わせて３４講座を実施しました。また，芸術系大学を中心に市内や近隣の大学による特色を生かした「ち
ょうふ市内・近隣大学等公開講座」は７大学の協力を得て１３講座を実施しました。 

そのほか，「調布市多摩川自然情報館」では，展示室や学習室等多摩川を中心とした自然環境を学べる
場所を提供しました。 
１３－３ 団体の学びの活動支援 

「生涯学習サークル体験」や「地域デビュー歓迎会」を開催し，生涯学習サークルの会員増に努めると
ともに，学習成果を生かした地域貢献，コミュニティ形成に向けた支援を行いました。 

市民や生涯学習・市民活動団体が自由に生涯学習活動を行う場である，市民交流と作品展示のためのフ
リースペース「みんなの広場」について平成３０年度は，３，７８２団体，１万７，１１３人が利用し，
個人学習利用の１，４０７人と合わせると１万８，５２０人が利用しました。 

各小・中学校の PTA（１０校）が企画運営する「家庭教育セミナー」を支援し，実施校の保護者や，
地域住民，他地区の保護者（計６３７人）に対して学びの場を提供しました。 

また，公民館での地域文化祭をはじめ，公民館利用団体との共催事業や，各公民館利用団体連絡会での
意見等を公民館の運営に反映させるなど，公民館利用者の活動を支援しました。 

図書館では，生涯学習団体と協力し，分館の集会室や地域の集会施設で市民の読書・文化活動を推進し
ています。毎年２月に開催している「樟（くすのき）まつり」は４７回を数え，幅広いテーマを取り上げ
た文化講演会や文芸講演会，名画鑑賞会など１０の催しを開催しました。 生涯学習団体は（１７の読書
会を含む４０サークル），登録会員４３１人その他に図書館事業「初めての方のための読書会」は，参加
者が立ち上げた読書会で，登録会員２９人が活動しました。 
１３－４ まちづくりへの学びの成果の活用

市民の学習成果を発表する「生涯学習体験発表会」には１５団体が舞台発表し，延べ３３３人の参加が
ありました。また，４団体が展示発表（塗り絵・水彩画・版画・簿記）を行いました。 

「地域デビュー歓迎会」では，既に地域での活動を始めている市民をゲストに招き，同年代の身近な事
例を紹介するなど，自身の技能や資格，経験等の生かし方を学びました。また，この会の後，生涯学習ま
ちづくり推進員と市民活動支援センターの相談員が，フォローアップの会として地域デビュー相談会を実
施し，地域活動へのコーディネートを行いました。 

調布市文化・コミュニティ振興財団で実施した講座のうち，芸術・文化の裾野の拡大と普及を目指すた
めに市民が講師を務める「市民講師講座」を６講座開講しました。 

 

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

○資料・情報の選定，収
集，整理，提供，保存

○資料目録データの整備

○保存スペースの確保

○電算システムの更新及び
効率化の検討

○職員・嘱託員の能力の向
上

○資料・情報の選定，収
集，整理，提供，保存

○資料目録データの整備

○保存スペースの確保

○電算システムの検討

○電子書籍の導入検討

○職員・嘱託員の能力向上
のための研修

○資料・情報の選定，収
集，整理，提供，保存

○資料目録データの整備

○保存スペースの確保

○電算システムの検討

○電子書籍の導入検討

○職員・嘱託員の能力向上
のための研修

○資料・情報の選定，収
集，整理，提供，保存

○資料目録データの整備

○保存スペースの確保

○電算システムの検討

○電子書籍の導入検討

○職員・嘱託員の能力向上
のための研修

事　業　費 　　　（千円） 331,194 337,841 333,184

事務事業 図書館資料の収集・整理・提供・保存

所管部署 教育部・図書館・資料係・図書館サービス係

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 53 重点Ｐ － －

○地域デビュー歓迎会

○生涯学習サークル体験会

○生涯学習サークル体験発
表会

○地域デビュー歓迎会

○生涯学習サークル体験会

○生涯学習サークル体験発
表会

事　業　費 　　　（千円） 450 500 500

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３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○主にシニア世代の市民を
対象に生涯学習活動や地域
活動に参加するきっかけを
つくる
○サークルの団体活動を活
性化する

○地域デビュー歓迎会

○サークル体験会

○生涯学習体験発表会

計画コード 52 重点Ｐ － －

事務事業 シニア世代の学習活動及びまちづくりへの参加の促進

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策１３　生涯学習のまちづくり）

基本計画事業取組実績

○生涯学習情報システム
(さがす見つかるシステム)
活用による生涯学習情報の
提供を通じて，市民の学習
活動等を支援する

○生涯学習情報サイトの活
用促進

○システム改良による利便
性の向上

○システムの周知と積極的
な情報登録の促進

○生涯学習情報サイトの活
用促進

○システム改良による利便
性の向上

○システムの周知と積極的
な情報登録の促進

○ちょうふ地域コミュニ
ティサイトの運営と活用促
進

○生涯学習情報サイトの活
用促進

○システム改良による利便
性の向上

○システムの周知と積極的
な情報登録の促進

○ちょうふ地域コミュニ
ティサイトの運営と活用促
進

事　業　費 　　　（千円） 10,525 11,037 11,025

事務事業 生涯学習情報システム（さがす見つかるシステム）の活用

所管部署 生活文化スポーツ部・協働推進課・参加協働推進係，文化生涯学習課・文化生涯学習係

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 51 重点Ｐ － －
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○事業の実施
・青少年教育事業
・成人教育事業の実施
・高齢者教育事業の実施
・家庭教育事業
・国際理解教育事業の実施

○公民館利用団体連絡会の
３公民館合同連絡会の実施

○事業の実施
・青少年教育事業
・成人教育事業
・高齢者教育事業
・家庭教育事業
・国際理解教育事業

○公民館利用団体連絡会の
３公民館合同連絡会の実施

○公民館利用団体共催事業
の実施

○事業の実施
・青少年教育事業
・成人教育事業
・高齢者教育事業
・家庭教育事業
・国際理解教育事業

○公民館利用団体連絡会の
３公民館合同連絡会の実施

○公民館利用団体共催事業
の実施

○事業の実施
・青少年教育事業
・成人教育事業
・高齢者教育事業
・家庭教育事業
・国際理解教育事業

○公民館利用団体連絡会の
３公民館合同連絡会の実施

○公民館利用団体共催事業
の実施

事　業　費 　　　（千円） 5,870 5,834 5,216

事務事業 多様な公民館事業の推進

所管部署 教育部・公民館・東部公民館

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 54 重点Ｐ － －

（施策１３　生涯学習のまちづくり）

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） 

14 市民スポーツの振興  

主管課名 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 

主管課長名 村上 法彦 電話番号 042-481-7508 

関係課名 
（組織順） 

福祉総務課，高齢福祉担当，障害福祉課，健康推進課，緑と公園課，指導室，社会教育課 

 

目 

的 

対 象 市民 

意 図 
だれもがスポーツに親しみ，楽しむことができる 
スポーツを通して交流がはぐくまれる 
だれもがスポーツを通して心身ともに健康になる 

◇施策の方向 

年齢や障害等を問わず，広く市民がスポーツに親しみ，楽しめる環境を整備します。また，ラグビーワールドカップ
２０１９ＴＭ日本大会と東京２０２０大会を契機としたスポーツの振興を通して市民の交流が盛んになるまちを目指
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 体育施設の年間利用者数

【☆】 
103万2,602人 106万2,566人 105万4,986人 108万56人 95 万人 

２ 運動を週に１回以上行っ

ている市民の割合【☆，◎】 
60.5% 61.7％ 62.7% 63. 9% 70.0％ 

３ ＦＣ東京等と連携したス

ポーツ事業の参加者数【☆】 
889 人 621 人 653 人 6５１人 900 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 体育施設の年間利用者数【☆】 
平成２６年度以降は目標値の９５万人を超える状況が続き，平成３０年度は１０８万５６人で前年度比

２．３％増となり，引き続き多くの方が施設を利用されています。今後も利用者の声や地域の特色を生か
した安全で利便性の高いスポーツ施設の整備に努めます。 

２ 運動を週に１回以上行っている市民の割合【☆，◎】 
平成２７年度以降は６０％を超え，微増となっています。平成３０年度市民意識調査では，まちづくり

指標で６３．９％となり，前年度から１．２ポイント増となりました。引き続き目標値の７０％達成を目
指します。 

３ ＦＣ東京等と連携したスポーツ事業の参加者数【☆】 

 平成２５年度から，「にこにこサッカークリニック」「子どもサッカー体験教室」「指導者講習会・小学生
対象サッカー教室」の３事業を対象としていましたが，平成３０年度は，「にこにこサッカークリニック」
を障害福祉課と連携して定期開催及び交流会を実施する「あおぞらサッカースクール」とし，参加者数や
対象年齢を拡充して事業の充実を図り，多くの参加者の定期的な運動の場を提供することができました。
スポーツ振興課が所管した「ＦＣ東京あおぞら交流会」には延べ１１２人が参加し，「子どもサッカー体験
教室」には延べ１６７人，「指導者講習会・小学生対象のサッカー教室」には延べ３７２人が参加しまし
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 体育施設の年間利用者数 

効率的・効果的な維持管理・運営により，より多くの市民が

安全で利便性の高いスポーツ施設でスポーツ活動を楽しめる

ことを目標とした。（スポーツ振興課資料） 

105 万 4,986 人 

（平成 29 年度） 

107 万人 

（令和 4 年度）

２ 運動を週に 1 回以上行っ

ている市民の割合 

気軽にスポーツや健康づくりに参加できる機会を提供するこ

とで，東京都スポーツ推進総合計画（平成 30（2018）年

3 月策定）に掲げられた「都民（18 歳以上）のスポーツ実

施率」の目標値 70.0％まで増加させることを目標とした。

（調布市民意識調査） 

63.9% 

（平成 30 年度） 

70.0% 

（令和 4 年度）

３ ＦＣ東京と連携したスポ

ーツ事業の参加者数 

ＦＣ東京と連携した様々なスポーツ事業を通じて参加者数を

現状から増加させ，スポーツの振興，市民の健康づくり，青

少年の健全育成などの推進を図ることを目標とした。（スポ

ーツ振興課資料） 

653 人 

（平成 29 年度） 

900 人 

（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 14 市民スポーツの振興） 

 

◆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】 

１４－１ スポーツ環境の整備 

スポーツ環境の充実に向け，基本計画に基づき，調布市民プール５０メートルプール用循環浄化装置改修工事，調
布市民プール受変電設備更新工事，調布基地跡地運動広場Ｅ２グラウンド脇道路浸透桝設置工事，調布市総合体育館
非常口等鋼製建具，会議室スライディングウォール改修工事，調布市民大町スポーツ施設管理棟改修工事など，施設
老朽化への対応及び利用環境向上のための施設改修工事を実施しました。 

また，多摩川児童公園内運動施設２面グラウンドバックネット修繕等の修繕も行いました。 
公益社団法人調布市体育協会では，総合体育館の指定管理者として，施設の日頃の点検等で不具合を早期発見し，

迅速な対応を行いました。また，施設を効果的に利用したプログラムを数多く企画・実施するなど施設の効率的かつ
効果的な活用を図りました。 

調布市で活動し，国際大会や全国大会等に出場する市内スポーツクラブまたは市内在住・在勤・在学の個人の活動
に対して「国際・全国スポーツ大会出場報奨金」を交付し，次世代アスリートの支援を行いました。 

１４－２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

市民が気軽にスポーツや健康づくりに参加できる事業として，公益社団法人調布市体育協会が運営する市の補助事
業「リフレッシュ体操スクール事業」は，これまで使用していた施設の工事もありながら，武蔵野の森総合スポーツ
プラザで実施するなど会場確保に努めました。合計２８コース，延べ９４９回実施し，３回の体験会を含め延べ
３万２，４６５人の参加がありました。 

市立学校の学校開放事業では，体育館の利用が延べ４，４３０日，１１万４，６８２人の利用があり，校庭の利用
が延べ１，４９８日，７万２，２３４人，教室等が延べ４５４日，８，５３３人の利用がありました。また，地域運
動会は１８地域で開催し，１万１，３８６人が参加しました。 

障害者スポーツについては，引き続き「ボッチャ」の普及を行いました。市民スポーツまつりでのブース出展のほ
かに，オリパラ教育の一環として，スポーツ推進委員が指導者となり，染地小学校と第三小学校の児童を対象に授業
内でのボッチャ講習会を行ったほか，ＮＰＯ法人調和ＳＨＣ倶楽部との共催事業「調和ＳＨＣフェスタ －パラスポ
ーツを体験しよう！－」では，ゴールボール体験のほかに，パラリンピアンを招いてのボッチャの交流会を行いまし
た。 

また，改修工事により時限的に味の素スタジアムに移設された「多摩障害者スポーツセンター」と連携し，「ＴＡＭ
Ａスポーツまつり」を市民スポーツまつりと同時開催し，「調布市障害者スポーツ体験会」をセンター内で実施し，障
害の有無に関わらず２００人の参加者が障害者スポーツやニュースポーツを楽しむなど，センターの周知及び障害理
解の促進を図りました。 

公益社団法人調布市体育協会が総合体育館の指定管理者として行うスポーツ施設の管理運営及びスポーツ振興事
業のセブンプログラムでは，車いすバスケットボール国際大会で海外チームの事前合宿への協力や，転倒予防のため
の体操，親子スイミングスクールや調布市民駅伝競走大会内で健康ランを実施するなどの障害者プログラムを行いま
した。また，東京２０２０大会への取組として，パラリンピアンを招いた講演会を実施する等，障害者スポーツの振
興を図りました。 
 ニュースポーツの普及については，昨年度に続き「小学生ドッヂビー大会」を開催し，７８５人の小学生が参加し
ました。また，大人向けには「ふらばーるバレーボール」，「キンボール」などの普及を行うとともに，スポーツ推進
委員が小学生等を指導する出前講座や交流会，障害のある方のスポーツ事業への協力などを行いました。 

調布市の三大スポーツイベントである第５８回調布市民体育祭は，夏季・秋季・冬季大会の２９競技に延べ
９，４３２人の参加があり，盛大に開催することができました。第３６回市民スポーツまつりは，延べ
２万５，０００人が秋のスポーツの一日を楽しみました。また，第６３回調布市民駅伝競走大会は，味の素スタジア
ムの工事の影響により，アミノバイタルフィールドでの開催となったものの，全３７４チーム１，８７０人の出場が
あり，各事業ともに無事に，そして大盛況のうちに終えました。 
 ラグビーワールドカップ２０１９日本大会や東京２０２０大会に向けた取組としては，「夢を力に２０１８パブリ
ックビューイング in 東京」や「２０１８ＦＩＦＡワールドカップロシアパブリックビューイング」を開催し，サッカ
ーワールドカップを契機とした市民のサッカーへの機運醸成を図りました。 

また，「ちょうふスクラムフェスティバル」でのまちなかラグビー等のラグビー体験や，昨年度に続き開催された
「調布市小学生タグラグビー大会」開催によるラグビーへの機運醸成事業，「ジャパン近代３種シリーズ２０１８第
６戦調布大会」への事業協力及び「調布市小学生陸上体験教室」や「ＦＣ東京石川直宏クラブコミュニケーター講演
会」，「ＮＴＴ東日本バドミントン部地域感謝祭」の実施を通し，多くの市民が競技やアスリートに親しむ機会の創出
を図りました。 

１４－３ ＦＣ東京等と連携したスポーツ振興等の推進 

FC 東京と関係部署間で情報共有を図るため，情報交換会を２回開催したほか，平成３０年１０月にＦＣ東京がク
ラブ創設２０周年を迎えたことを契機に昨年度庁内で設置した「調布市ＦＣ東京と連携したまちづくり等の推進に関
するプロジェクト・チーム」では，計４回の会議の中で，毎年行っている各課との連携事業のほか，２０周年記念事
業としての連携事業を行う等，市民のスポーツの振興，青少年の健全育成，福祉，地域振興など，延べ１９課３５事
業でＦＣ東京と協働して事業を実施し，市としても２０周年を盛り上げ，「ＦＣ東京のまち調布」をＰＲしました。

スポーツ振興課事業としては，平成２９年度まで主に知的・発達障害児を対象に実施していた「にこにこサッカー
クリニック」を，障害福祉課との連携により定期開催する「あおぞらサッカースク—ル」として実施しました。定期
的開催のスクール部分を障害福祉課，スクール生を対象とした交流会をスポーツ振興課が担当することにより，参加
者数や対象年齢を拡充して事業の充実を図っただけでなく，多くの参加者の定期的な運動の場を確保することができ
ました。あおぞらサッカースクール交流会には延べ 
１１２人が参加し，指導者講習会及び小学生対象のサッカー教室には子ども３１６人，大人５６人，子どもサッカー
体験教室には子ども１３３人，大人３４人が参加しました。 

そのほか，ＦＣ東京関連情報を市報や市ホームページ，ツイッター，フェイスブックで情報発信を行ったほか，Ｊ
１リーグシーズン終了後の報告会の開催や，２０周年記念事業としての写真展の開催などを行いました。 

また，読売巨人軍による２軍試合への市民無料招待企画「調布市民デー」を開催し多くの市民が試合観戦を楽しみ
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

○東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック大会開
催に向けての準備を推進

○スポーツボランティアの育成
○開催基本計画を踏まえた取組
の検討・実践
※事業費は，No.56「調布市体
育協会事業の支援」に計上
○オリンピック・パラリンピッ
クに関するスポーツイベント等
の検討・実施
・小学生陸上体験教室
・小中学生バレー体験教室

○スポーツボランティアの育成
○開催基本計画を踏まえた取組
の検討・実践
※事業費は，No.56「調布市体
育協会事業の支援」に計上
○オリンピック・パラリンピッ
クに関するスポーツイベント等
の検討・実施
・小学生タグラグビー大会
・アスリート交流事業
・車椅子バスケットボール体験
事業
・まちなかラグビー
・陸上体験教室

○スポーツボランティアの育成
○開催基本計画を踏まえた取組
の検討・実践
※事業費は，No.56「調布市体
育協会事業の支援」に計上
○オリンピック・パラリンピッ
クに関するスポーツイベント等
の実施
・小学生タグラグビー大会
・まちなかラグビー
・アスリート交流事業（小学生
陸上体験教室・パラリンピアン
講演会）
・障害者スポーツ体験会
・バドミントン体験会
・サッカーワールドカップパブ
リックビューイング
・ＦＣ東京講演会

事　業　費 　　　（千円） 5,000 5,574 3,950

事務事業 オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進

所管部署 生活文化スポーツ部・スポーツ振興課・スポーツ振興係

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 57 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち

○調布市体育協会事業への
支援及び連携

・市民体育祭
・市民スポーツまつり
・市民駅伝競走大会
・リフレッシュ体操スクー
ル
・その他の事業支援

○調布市体育協会事業への
支援及び連携

・市民体育祭
・市民スポーツまつり
・市民駅伝競走大会
・リフレッシュ健康スクー
ル
・フットサル大会
・中学校対抗競技大会等

○調布市体育協会事業への
支援及び連携

・市民体育祭
・市民スポーツまつり
・市民駅伝競走大会
・リフレッシュ健康スクー
ル
・フットサル大会
・中学校対抗競技大会等

○調布市体育協会事業への
支援及び連携

・市民体育祭
・市民スポーツまつり
・市民駅伝競走大会
・リフレッシュ健康スクー
ル
・フットサル大会
・中学校対抗競技大会等

事　業　費 　　　（千円） 39,465 41,535 39,416

事務事業 調布市体育協会事業の支援

所管部署 生活文化スポーツ部・スポーツ振興課・スポーツ振興係

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 56 重点Ｐ － －

○既存施設の維持保全・改
修
・総合体育館（会議室・建
具他改修工事）
・市民プール（50mプールろ
過装置・受変電設備改修工
事，トイレ改修工事設計委
託）

○既存施設の維持保全・改
修
・総合体育館（会議室・建
具他改修工事）
・市民プール（50mプールろ
過装置・受変電設備改修工
事，トイレ改修工事設計委
託）
・調布基地跡地運動広場
（E2グラウンド脇道路浸透
桝設置工事）
・大町スポーツ施設（管理
棟改修工事）

事　業　費 　　　（千円） 103,979 67,462 77,480

所管部署 生活文化スポーツ部・スポーツ振興課・スポーツ振興係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○既存施設の改修

○調布基地跡地（留保地）
スポーツ・防災公園の検討

○既存施設の維持保全・改
修
・総合体育館
・西調布体育館
・調布基地跡地暫定スポー
ツ施設
・多摩川テニスコート等
・市民プール

計画コード 55 重点Ｐ － －

事務事業 スポーツ施設の整備

（施策１４　市民スポーツの振興）

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

○サッカー教室の実施
・にこにこサッカークリ
ニック
・子どもサッカー体験教室

○指導者講習会の開催

○ＦＣ東京との連絡・調整
の定期的開催

○サッカー教室等の開催
・障害児・者サッカース
クール交流会（あおぞら交
流会）
・子どもサッカー体験教室
・小学生対象のサッカー教
室
○指導者講習会の開催

○ＦＣ東京との連絡・調整
の定期的開催
○ＦＣ東京との連携事業の
検討・実施
○地域のスポーツチームと
連携した取組

事　業　費 　　　（千円） 3,476 2,609 1,027

所管部署 生活文化スポーツ部・スポーツ振興課・スポーツ振興係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○プロサッカーチームと触
れ合う機会を多くつくり，
市民のスポーツへの意欲・
関心を高める

○サッカーを通じた子ども
たちの健全な心身の育成の
ための事業の実施

○連携強化のため，定期的
な交流の場を設ける

○サッカー教室の実施
・にこにこサッカークリ
ニック
・子どもサッカー体験教室

○指導者講習会の開催

○ＦＣ東京との連絡・調整
の定期的開催

計画コード 58 重点Ｐ － 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー，　

事務事業 プロサッカーチームによる地域貢献活動支援

（施策１４　市民スポーツの振興）

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） 

15 地域コミュニティの醸成  

主管課名 生活文化スポーツ部 協働推進課 

主管課長名 市瀬 秀 電話番号 042-481-7123 

関係課名 
（組織順） 

総合防災安全課，文化生涯学習課，福祉総務課，緑と公園課，都市計画課，教育総務課，社会教育課，

公民館 
 

目 

的 

対 象 市民，地域コミュニティ，市民活動団体 

意 図 コミュニティ活動が活発に行われるようになる，地域の一員としての連帯感を持つことができる

◇施策の方向 

市民が地域活動などに積極的に参加し，市民同士の交流が促進できるよう，地域コミュニティの形成を支援します。
また，地域の課題などについて，自分たちで取り組み，解決できるよう環境づくりを行います。 

 

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 地域の一員としての連

帯感を感じている市民の

割合【☆，◎】 

39.8％ 37.4% 40.0％ 35.8％ 50.0％ 

２ 地域コミュニティ施設

の利用件数【☆】 

上段：地域福祉センター

下段：ふれあいの家 

2 万 8,019 件 

 

1 万 3,262 件 

2 万 5,976 件 

 

1 万 3,538 件 

2 万 6,512 件 

 

1 万 3,464 件 

2 万 6,396 件 

 

1 万 3,110 件 

2 万 9,000 件 

 

1 万 5,000 件 

３ 地域活動に参加してい

る市民の割合【☆】 
26.1% 27.7% 26.0％ 26.4％ 33.0％ 

 

◆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 地域の一員としての連帯感を感じている市民の割合【☆，◎】 
平成３０年度市民意識調査では，過去５年間において最高値であった前年度と比べ４．２ポイント減の

３５．８％となりました。平成３０年度は，平成２８年度から調布市自治会連合協議会とともに行ってい
る自治会の加入促進と活動支援を，「自治会といっしょに！キャンペーン」として実施するなど，継続的な
取組を行いました。一人でも多くの方が地域の一員として連帯感を感じられるよう，今後も地区協議会や
自治会と連携した活動を継続します。 

２ 地域コミュニティ施設の利用件数【☆】 

平成３０年度の地域福祉センター利用件数は，前年度に比べ１１６件減の２万６，３９６件となりまし
た。また，ふれあいの家の利用件数は，前年度に比べ３５４件減の１万３，１１０件となりました。年度
による若干の増減は，改修工事による休館日の増減が大きく影響しているものと考えられ，地域福祉セン
ターにおいては，菊野台地域福祉センターが７箇月，ふれあいの家においては，野ヶ谷ふれあいの家と仙
川ふれあいの家が４箇月，それぞれ改修工事により休館しました。今後も引き続き利用件数の増加を目指
すとともに，両施設が市民同士の交流の場所となるよう施設改善に努め，併せて地域活動・市民活動の拠
点として機能するよう取り組みます。 

３ 地域活動に参加している市民の割合【☆】 
平成３０年度市民意識調査では，前年度に比べ０．４ポイント増の２６．４％となりましたが，依然と

して横ばい傾向は続いています。今後は，コミュニティ活動活性化を目的に開催している「えんがわフェ
スタ」，「まち活フェスタ」等のイベントを通じ市民活動への興味や参加を促し，人材発掘と交流の場とし
て一層機能するよう図るとともに，防犯・防災等を通じ地区協議会の活動にも関心をもってもらうなど，
一人でも多くの方が市民活動や地域活動に参加してもらえるよう，さらに努めます。 

 
《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 地域の一員としての連帯

感を感じている市民の割合 

地域コミュニティの醸成に向けた様々な取組により，
市民の半数が連帯感を感じられることを目標とした。
（調布市民意識調査） 

35.8% 

（平成 30 年度） 

50.0% 

（令和 4 年度）

２ 地域コミュニティ施設の

利用件数 

（上段：地域福祉センター， 

下段：ふれあいの家） 

計画的な維持管理により，より多くの市民が地域コミ
ュニティ活動の場として利用することを目標とした。
（協働推進課資料） 

2 万 6,512 件 

1 万 3,464 件 

（平成 29 年度） 

2 万 9,000 件

1 万 5,000 件

（令和 4 年度）

３ 地域活動に参加している

市民の割合 

市民の参加を促すことにより，市民の 3 分の 1 が何ら
かの地域活動に参加することを目標とした。（調布市民
意識調査） 

26.4% 

（平成 30 年度） 

33.0% 

（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 15 地域コミュニティの醸成） 

 

 

◆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】 

１５－１ 地域コミュニティの活性化に向けた支援 

２０ある小学校地区のうち１６の既存地区協議会に対しては，担当職員制による運営支援を行っている
ほか，助成金の交付を行い，地域コミュニティ活性化に向けた支援を行いました。また，染地小学校地区
において，地域の方と随時連絡を取りつつ情報交換会を３回行い，その過程で次年度１７番目の地区協議
会設立に向けて，具体的な準備に入ることとなりました。 
 また，地区協議会の代表者による「地区協議会連絡会」を年４回開催し，活動の協議，情報交換などを
行ったほか，平成３０年１２月には地域防災勉強会を開催し，地区協議会未設立の小学校地区（深大寺小・
柏野小・第二小・染地小）の自治会など地域で活動している方にも声掛けし，講義，グループワーク，事
例発表などを行い，地域交流の進展に努めました。 
 地域コミュニティの基本である自治会に対しては，加入促進とその支援を行うため，自治会の連合組織
である調布市自治会連合協議会の活動や運営のサポートを，地区協議会同様，担当職員制により行ったほ
か，平成３０年１１月には調布市自治会連合協議会と協働で「自治会といっしょに！キャンペーン」を実
施し，自治会への加入促進を図るなど，地域コミュニティの活性化に努めました。 
 さらに，個別の自治会に対しては，自治会掲示板の補修等や，自治会集会施設の改修等の助成のほか，
自治会加入の促進活動を行いました。 
 社会教育の分野では，地域の交流や市民の健康増進を図るため，学校開放運営委員会等の主催のもと，
地域運動会を開催し，１万１，３８６人が参加しました。また，１７の学校開放運営委員会では，各種ス
ポーツ大会，文化活動等を行い，多くの地域住民が参加しました。 
  

１５－２ 地域コミュニティ活動の場づくり 

地域コミュニティの活動拠点である地域福祉センターとふれあいの家について，安全で快適な施設とし
て利用いただくため，必要な修繕及び適切な維持管理を行いました。 
 １０施設ある地域福祉センターについては，菊野台地域福祉センターで大規模改修工事を行い，改修工
事に合わせ，２階のギャラリーコーナーの設置，駐車場の拡大を実現し利便性の向上に努めるとともに，
菊野台地域福祉センターを含む７の地域福祉センターにおいて手摺り等を新たに設置するバリアフリー
化工事を行い，利用者がより安全で快適に利用できるようにしました。また，利用者懇談会を年２回開催
し，各施設の要望や意見等を聴取し，今後の運営に生かしました。 
 １８施設あるふれあいの家については，野ヶ谷ふれあいの家で給排水，内装，電気設備等の工事，仙川
ふれあいの家で床改修工事を行い，適正な維持管理と施設の機能向上を図りました。また，ふれあいの家
代表者会議を年２回開催し，各ふれあいの家の円滑な運営に資するよう努めました。 
 また，地域コミュニティの活動の拠点となるよう，地区協議会や自治会連合協議会など地域活動を行う
団体が活動場所を確保できるよう，地域福祉センターやふれあいの家のほか，他施設の会議室やスペース
の活用を含め，コーディネートに努めました。 

１５－３ 地域コミュニティ活動への参加の促進 

 市民活動支援センター運営委員会や定例の連絡会議等を通じて運営団体との情報共有を図り，効果的・
効率的な事業が実施できるよう努めました。そうした中で，市民活動支援センターと協働でファシリテー
タ養成ＳＤＧｓ講座，ファシリテータ養成スキルアップ講座を実施し，地域活動や市民活動を行う地域の
リーダーの方々が，より効率的・スムーズに会議等を運営できるよう支援しました。 
 また，コミュニティ活動活性化を目的に，えんがわフェスタ２０１９を平成３１年２月に，第５回調布
まち活フェスタを平成３１年３月にそれぞれ開催しました。えんがわフェスタでは，「チャレンジ！ちょ
うふこども協力隊」として，小学３～６年生とその保護者のためのプログラムを実施し，将来的なコミュ
ニティ活動への一歩となるよう企画運営するとともに，昨年参加の親子が運営側として参加することも実
現できました。まち活フェスタでは，電気通信大学や京王電鉄など地域の様々な団体による活動ＰＲやイ
ベントにかかわる多くの方々の交流を通して地域活動の活性化を図り，地域の「つながりの創出」に努め
ました。 
 また，平成３０年１１月に地域活動情報誌「じょいなす」vol.１４を発行，防犯・防災を特集するとと
もに，地域コミュニティ活動，ＮＰＯ等の市民活動，サークル等の生涯学習活動など様々な地域活動を掲
載・紹介し，市内全戸へ配布することで広報・普及に努めました。 
 さらに，ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」の広報・普及を進め，市民活動，生涯学習の
きっかけとなるよう努めました。 

生涯学習の分野では，シニア世代の学習活動及びまちづくりへの参加の促進のため，生涯学習サークル
の協力により，年間を通して学習サークルに体験参加する「生涯学習サークル体験」事業を実施し，そこ
で学んだ成果を発表することを通して，市民の世代間での交流を図りました。また，公募による市民委員
が企画・運営する「地域デビュー歓迎会」では，平成３０年１０月に開催した「見つけよう広げよう新し
い仲間～踏み出そう最初の一歩～」をテーマに実施した歓迎会をはじめ，「調布再発見 バス＆徒歩ツア
ー」「男の料理教室」「ボランティアを一緒に考える会」の３講座，フォローアップの会を実施し，延べ 
１１８人の参加がありました。 

公民館では，各館ごとに利用団体連絡会を開催し，公民館活動の現状や課題について情報交換を行った
ほか，地区協議会等の地域で活動する団体と協働で，地域課題の解決に向けたテーマでの事業を実施しま
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

○センター事業の実施
・情報の収集・提供
・相談・交流・啓発事業
・市民活動・地域支援活動
の充実検討

○センター事業の実施
・情報の収集・提供
・相談・交流・啓発事業
・市民活動・地域支援活動
の充実検討

○運営団体の運営方法等の
検討

事　業　費 　　　（千円） 17,466 21,409 21,124

所管部署 生活文化スポーツ部・協働推進課・参加協働推進係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○センター事業を通した自
主的な市民活動・地域活動
のさらなる活性化の促進

○センター事業の実施
・情報収集・提供
・相談・交流・提供啓発事
業
・市民活動・地域支援活動
の充実検討

計画コード 61 重点Ｐ － －

事務事業 市民活動支援センターの運営

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策１５　地域コミュニティの醸成）

基本計画事業取組実績

○ふれあいの家の整備によ
るコミュニティ活動の活性
化

○既存施設の維持保全
　

○新規開設検討

○既存施設の維持保全

○新規開設検討

○既存施設の維持保全
・野ヶ谷ふれあいの家改修
工事
・仙川ふれあいの家改修工
事

事　業　費 　　　（千円） 25,732 6,328 14,598

事務事業 ふれあいの家の整備

所管部署 生活文化スポーツ部・協働推進課・地域コミュニティ係

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 60 重点Ｐ － －

○全２０小学校区におい
て，地区協議会の設立と活
動支援

※平成２９年度末現在
　１６地区

○２地区設立
（計２０地区）

○地区協議会の活動支援

○モデル事業の結果を踏ま
えた活動支援の充実

○２地区設立
（計１８地区）
※当初予算上は新規１地区
分を計上

○地区協議会の活動支援

○設立地区無し
（計１６地区）

○地区協議会の活動支援

事　業　費 　　　（千円） 10,884 9,019 8,137

事務事業 地区協議会の設立と支援

所管部署 生活文化スポーツ部・協働推進課・参加協働推進係

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 59 重点Ｐ － －
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