
 

 

 
                    第２章 個票   
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№ 市民参加手続実践事業名 実施した市民参加手続
参加

延人数
所管課

1 調布市基本計画の策定 ※
委員会・審議会，説明会・意見交換会，
アンケート調査，パブリック・コメント 3,099 政策企画課

2 市民意識調査の実施 アンケート調査 1,382 政策企画課

3 調布市調布飛行場対策協議会の運営 委員会・審議会 19 政策企画課

4 総合教育会議の運営 委員会・審議会，パブリック・コメント 30 政策企画課

5 調布市公共施設見直し方針の策定 ※
説明会・意見交換会，アンケート調査，
パブリック・コメント 2,134 行財政改革課

6 行革プラン２０１９の策定 ※ 説明会・意見交換会，パブリック・コメント 88 行財政改革課

7 行財政改革推進会議の運営 委員会・審議会 8 行財政改革課

8 行革プラン２０１５（平成２９年度の取組状況）の公表 アンケート調査 0 行財政改革課

9 調布市行政評価（平成２９年度振返り評価）の公表 アンケート調査 0 行財政改革課

10 調布市情報公開審査会 委員会・審議会 24 総務課

11 調布市個人情報保護審査会 委員会・審議会 20 総務課

12 平成30年度窓口サービスアンケート調査 アンケート調査 536 人事課

13 調布市消防委員会 委員会・審議会 8 総合防災安全課

14 調布市生活安全対策協議会 委員会・審議会 9 総合防災安全課

15 市長と語る・ふれあいトーキング 説明会・意見交換会 115 市民相談課

16 せんがわ劇場運営委員会の運営 委員会・審議会 32 文化生涯学習課

17 市民活動支援センターの運営 委員会・審議会，説明会・意見交換会 138 協働推進課

18 地域福祉センターの運営 説明会・意見交換会 509 協働推進課

19 地域コミュニティの活性化に向けた支援の検討 説明会・意見交換会 87 協働推進課

20 調布市男女共同参画推進センター運営委員会の
開催

委員会・審議会 38 男女共同参画推進課

21 調布市スポーツ推進審議会の運営 委員会・審議会 18 スポーツ振興課

22 調布市スポーツ推進委員会の運営 委員会・審議会 223 スポーツ振興課

23 調布市子ども・子育て会議 委員会・審議会 121 子ども政策課

24 調布市次世代育成支援協議会 委員会・審議会 14 子ども政策課

1 平成３０年度　市民参加手続実践事業一覧

（（（（

（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）

（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）

（（（（
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№ 市民参加手続実践事業名 実施した市民参加手続
参加

延人数
所管課

25 調布市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 ※ アンケート調査 2,945 子ども政策課

26 調布市ひとり親家庭等アンケート調査 アンケート調査 475 子ども家庭課

27 調布市放課後対策事業運営委員会 委員会・審議会 8 児童青少年課

28 児童館運営会議 委員会・審議会 370 児童青少年課

29 乳幼児施設連絡会 説明会・意見交換会 134 児童青少年課

30 学童クラブ・ユーフォー利用状況調査 アンケート調査 1,571 児童青少年課

31 調布市地域福祉推進会議 委員会・審議会 97 福祉総務課

32 避難支援者連絡会 説明会・意見交換会 104 福祉総務課

33 調布市高齢者福祉推進協議会 委員会・審議会 142 高齢者支援室

34 調布市障害者地域自立支援協議会 委員会・審議会 191 障害福祉課

35 子ども発達センター事業の運営 委員会・審議会 8
子ども発達
センター

36 （仮称）調布市自殺対策計画～支え合い　認め合い
ともに暮らす～（素案）の策定 ※

委員会・審議会，アンケート調査，
パブリック・コメント 577 健康推進課

37 調布市受動喫煙防止条例（案）の策定 ※ 委員会・審議会，パブリック・コメント 232 健康推進課

38 調布市健康づくり推進協議会 委員会・審議会 27 健康推進課

39 調布市国民健康保険運営協議会 委員会・審議会 46 保険年金課

40 環境保全審議会の運営 委員会・審議会 40 環境政策課

41 調布市都市公園条例の一部を改正する条例案の
策定 ※

パブリック・コメント 1 緑と公園課

42 崖線樹林地（深大寺自然広場）保全管理計画の検討
※

説明会・意見交換会 47 緑と公園課

43 崖線樹林地（入間町２丁目緑地）保全管理計画支援
業務

説明会・意見交換会 75 緑と公園課

44 鉄道敷地公園（相模原線）の整備 ※ 説明会・意見交換会，アンケート調査 782 緑と公園課

45 鉄道敷地公園（西側端部）の整備 説明会・意見交換会 63 緑と公園課

46 調布市一般廃棄物処理基本計画の改訂 ※ パブリック・コメント 1 ごみ対策課

47 調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会 委員会・審議会 93 ごみ対策課

48 都市計画決定手続きに係る市民参加
（都市計画審議会の運営）

委員会・審議会 35 都市計画課

49 調布市景観審議会の運営 委員会・審議会 22 都市計画課

50 調布市景観まちづくり市民検討会 説明会・意見交換会 78 都市計画課

（（（（
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№ 市民参加手続実践事業名 実施した市民参加手続
参加

延人数
所管課

51 街づくり活動の支援 説明会・意見交換会 1,336 都市計画課

52 調布市空き家等対策計画の素案策定 ※ 委員会・審議会 10 住宅課

53 飛田給１号踏切の拡幅及びスタジアム周辺整備 ※ 説明会・意見交換会 28
街づくり事業課
道路管理課

54 調布都市計画道路事業（３・４・２１号線） ※ 説明会・意見交換会 20 街づくり事業課

55 調布駅前広場整備事業 説明会・意見交換会 140 街づくり事業課

56 柴崎駅周辺地区街づくり懇談会 ※ 説明会・意見交換会 49 街づくり事業課

57 調布市道路網計画における計画検討路線の検討 説明会・意見交換会，アンケート調査 85 街づくり事業課

58 自転車ネットワーク計画の策定
委員会・審議会，説明会・意見交換会，
パブリック・コメント 26 交通対策課

59 交通バリアフリーの推進 委員会・審議会 17 交通対策課

60 自転車駐車場の整備・有料化 委員会・審議会 14 交通対策課

61 建築審査会 委員会・審議会 55 建築指導課

62 調布市教育プラン策定 ※ 委員会・審議会，パブリック・コメント 66 教育総務課

63 教育委員会定例会 委員会・審議会 162 教育総務課

64 調布市立学校における室内化学物質対策推進
協議会

委員会・審議会 2 教育総務課

65 調布市防災教育の日 アンケート調査 9,501 教育総務課

66 調布市特別支援教育推進計画の策定 ※ パブリック・コメント 30 指導室

67 調布市社会教育委員の会議 委員会・審議会 55 社会教育課

68 公民館の運営 委員会・審議会，説明会・意見交換会 182
東部公民館
西部公民館
北部公民館

69 第３次調布市子ども読書活動推進計画の策定 ※
委員会・審議会，アンケート調査，
パブリック・コメント 29 図書館

70 調布市立図書館協議会 委員会・審議会 40 図書館

71 図書館利用者懇談会 説明会・意見交換会 45 図書館

72 調布市文化財保護審議会 委員会・審議会 43 郷土博物館

合　計　　 28,751

※印は，平成３０年度の新規事業（１７事業）です。

（（（（

（（（（

（（（（（（（（
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２  市民参加手続実践事業調査票  

   平成３０年度の市民参加手続実践事業について，概要をまとめた調査票を市の組織

（部）別に掲載しています。調査票の見方は下記を御参照ください。  

また，各取組及び公表項目は，平成２２年３月に策定した市民参加手続ガイドラインに

準じて設定しています。  

 

【市民参加手続実践事業調査票の見方】 

 

 

 

  

実践事業名には，実際に市民参加を行

った事業名を，事務事業名には，事務事

業評価の事務事業名を記載しています。 

実施段階ごとに，実施した市民参加手続につい

て，実施日・回数，参加延人数等を記載していま

す。備考欄には，委員会・審議会名やアンケートの

回答率等を記載しています。 

事業の説明と目的や方法に

ついて記載しています。 

市民参加手続実施に当たっての課

題と対応策を記載しています。 

 

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加を得るに当たっての課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

合　　計

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 電話番号

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

**
市民参加手続
実践事業名

所管部課名

「委員会・審議会」の場合，委員会等の名称と傍聴

者数を記載しています。 

「説明会・意見交換会」の場合，対象者と開催場所

を記載しています。 
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平成３０年度　市民参加手続実践事業一覧

№ 市民参加手続実践事業名 実施した市民参加手続
参加

延人数
所管課

1 調布市基本計画の策定
委員会・審議会，説明会・意見交換会，
アンケート調査，パブリック・コメント 3,099 政策企画課

2 市民意識調査の実施 アンケート調査 1,382 政策企画課

3 調布市調布飛行場対策協議会の運営 委員会・審議会 19 政策企画課

4 総合教育会議の運営 委員会・審議会，パブリック・コメント 30 政策企画課

5 調布市公共施設見直し方針の策定
説明会・意見交換会，アンケート調査，
パブリック・コメント 2,134 行財政改革課

6 行革プラン２０１９の策定 説明会・意見交換会，パブリック・コメント 88 行財政改革課

7 行財政改革推進会議の運営 委員会・審議会 8 行財政改革課

8 行革プラン２０１５（平成２９年度の取組状況）の公表 アンケート調査 0 行財政改革課

9 調布市行政評価（平成２９年度振返り評価）の公表 アンケート調査 0 行財政改革課

  行政経営部  
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№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。
　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

幅広い年齢層の市民参加に向け，ワールドカフェ方式による対話型のワークショップ「ちょうふ未来会議」を３回開催するとともに，障害のある方
や子育て中の方も参加しやすいよう，手話通訳者や保育士の確保に努めた。会議開催に当たっては，事前に無作為抽出した満１６歳以上の約1,000
人の市民に案内状を送付し参加の呼びかけを行うとともに，各種イベント開催時にチラシを活用した案内を実施したほか，各駅及び市内の高校・大
学等へのチラシの配架や市ホームページへの掲載，市報など広く周知を図った。また，パブリック・コメント手続では，従来の方法に加え，市報に
掲載したハガキ形式での意見提出様式（切り取って切手不要で投函可）を取り入れ，より多くの市民からの意見の把握に努めた。

庁内案を決定した段階 パブリック・コメント 12月21日～1月21日 55
意見数136件，平成31年3月策定
※№6行革プラン2019の策定を含

む

合　　計 3,099

庁内案を決定した段階 アンケート調査 12月28～1月18日 1,178
基本計画策定に関する
市民アンケート調査
（回答率38.4％）

庁内案を決定した段階 説明会・意見交換会 11月4，7，11日 88
【ちょうふ未来会議】

市民（あくろす，教育会館）

構想段階 委員会・審議会 10月15日 4
総合計画策定推進委員会

（傍聴者0人）

庁内案を決定した段階 アンケート調査 8回 1,774
ちょうふまちづくりキャラバン
（商工まつり，市民スポーツ祭，
福祉まつりなど７種イベント）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 総合計画等の策定・推進事務 電話番号 042-481-7368

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

後期基本計画（令和元年度～令和４年度）の策定に当たり，検討の各段階に応じて市民と計画の検討状況を共有するとともに，今後の調布のまちづ
くりについて，より多くの市民の意見を把握していく観点から，新たな取組や開催方法に工夫を加えて実施した。その取組の一つとして，ワールド
カフェ方式のワークショップ「ちょうふ未来会議（調布市基本計画策定に関するタウンミーティング）」を開催し市民と市との対話を通じて，今後
のまちづくりに関する多様な市民意見の把握に努めた。また，基本計画策定に関する市民アンケートに加え，市内で開催される各種イベントにおい
て市職員が直接市民と接しながら，今後のまちづくりの優先度などに関するアンケート調査を行う「ちょうふまちづくりキャラバン」やパブリッ
ク・コメント手続を実施し，検討の各段階に応じた市民参加機会の確保に努めた。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

アンケートの回答期間中に，ハガキで協力依頼（既に回答済の方には御礼状）を送付し，回答率が上がるよう努めた。回答率は，年
齢が高くなるにつれて上がる傾向にあるため，若年層の回答率を上げることが課題である。また，市民がより回答しやすいよう，引
き続き設問内容，レイアウト等を工夫する必要がある。郵送による調査票の配布・回収に加え，インターネットによる回答もできる
よう実施した。

1
市民参加手続
実践事業名

調布市基本計画の策定 所管部課名 行政経営部　政策企画課

合　　計 1,382

事業実施段階 アンケート調査 10月10日～10月31日 1,382
調布市民意識調査
（回答率45.1%）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 市民意識調査の実施 電話番号 042-481-7369

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

「調布市基本計画」における各施策の達成度を測る「まちづくり指標」の現状値や，市民が日常感じているくらしの満足度，市が行
う施策に関する市民ニーズ等を把握し，今後の市政・まちづくりに活用するため，無作為抽出した満16歳以上の市民約3,000人に対
し，アンケート調査を行った。対象者に，調査票を郵送で送付し，返信用封筒及びインターネットにて回答していただいた。

2
市民参加手続
実践事業名

市民意識調査の実施 所管部課名 行政経営部　政策企画課
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№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

パブリック・コメント手続に関する意見提出人数が少ないことについての課題がある。市報・ホームページでの会議開催の案内を早
めに行うことをはじめ，効果的な周知方法や新たな傍聴者に対しても分かりやすい進行や資料構成，公開方法について検討が必要で
ある。

合　　計 30

計画策定・条例制定段階 委員会・審議会 3月28日 8
総合教育会議
（傍聴者1人）

庁内案を決定した段階 委員会・審議会 12月21日 12
総合教育会議
（傍聴者5人）

庁内案を決定した段階 パブリック・コメント 1月31日～3月1日 10 意見数33件，平成31年3月策定

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 総合教育会議の運営 電話番号 042-481-7368

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行（平成27年4月1日）に伴い，調布市総合教育会議運営規程（平成27年5月
22日施行）を定め，市長と教育委員会が，教育に関する大綱の策定や教育の条件整備など重点的に講ずべき施策などについて協議・調整を行う調布
市総合教育会議を設置した。大綱の策定に関すること，教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育，学術及び文化の振興を図
るため重点的に講ずべき施策に関すること及び児童，生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ，又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる
場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関することについて，協議，調整を行う。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

平成３０年度は，小型航空機墜落事故に関する経過報告や，新たな機種の航空機の調布飛行場の使用について協議を行った。
例年，必要十分な傍聴席の確保に努めるため，過去の開催実績や議題に応じた傍聴者数を見込み，可能な限り広い会場選定に努め，
会議資料を傍聴者へ配布している。
新たな協議事項等がある際は，東京都主導による住民説明会を開催するなど，調布飛行場周辺住民に理解していただけるような手法
も引き続き検討する必要がある。

4
市民参加手続
実践事業名

総合教育会議の運営 所管部課名 行政経営部　政策企画課

合　　計 19

事業実施段階 委員会・審議会 2月6日 19
調布市調布飛行場対策協議会

（傍聴者4人）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 調布飛行場対策協議会の運営 電話番号 042-481-7368

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

調布市調布飛行場対策協議会は，地域の自治会から推薦されている市民や学識経験者などで構成されている。
東京都調布飛行場の管理運営に関し，市民の生活環境の保全を図るため，飛行場及び関連施設の新設並びに改良工事（軽微なものを
除く。）に関すること，航空路線及び変更に関すること，離着陸の制限等の変更に関すること，騒音及び安全対策の基本的事項に関
すること，新たな機種の航空機の飛行場使用に関すること，飛行場管理者に対する要望事項に関すること，その他市長が必要と認め
る事項に関することについて協議し，その結果を市長に報告する。

3
市民参加手続
実践事業名

調布市調布飛行場対策協議会の運営 所管部課名 行政経営部　政策企画課
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№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

「ちょうふ未来会議」では，開催日時や参加方法などを工夫し，幅広い世代の市民に参加してもらい，行革プラン２０１９の内容に
ついて説明し，意見の把握に努めた。さらに，パブリック・コメント手続では，従来の方法に加え，市報に掲載したハガキ形式での
意見提出様式（切り取って切手不要で投函可）を取り入れ，より多くの市民からの意見の把握に努めた。

合　　計 88

構想段階 説明会・意見交換会 11月4，7，11日 88
【ちょうふ未来会議】

市民（あくろす，教育会館）

庁内案を決定した段階 パブリック・コメント 12月21日～1月21日 ※
平成31年3月策定

※参加人数は№1調布市基本
計画の策定に含む

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 行革プランの策定・推進事務 電話番号 042-481-7362

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

行革プラン２０１５を発展的に継承しつつ，社会環境の変化や法改正・制度改革，市民ニーズの多様化・複雑化など，新たな課題に
向けた取組を行うため，行革プラン２０１９の策定に取り組んだ。その中で，市民の意見などを把握するため「ちょうふ未来会議」
の中で，行革プラン２０１９の内容を説明し，市民意見の聴取に努めた。さらに，パブリック・コメント手続を実施し，市民参加機
会の確保に努めた。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

様々な施設を利用する市民等に対し，公共施設の利用状況，公共施設に関する意識などの確認や公共施設マネジメントの取組をＰＲ
するため，市内の各種イベントでアンケート調査を行った。また，「ちょうふ未来会議」では，開催日時や参加方法などを工夫し，
幅広い世代の市民に参加してもらい，公共施設マネジメントの取組について説明し，意見の把握に努めた。さらに，パブリック・コ
メント手続では，従来の方法に加え，市報に掲載したハガキ形式での意見提出様式（切り取って切手不要で投函可）を取り入れ，よ
り多くの市民からの意見の把握に努めた。

6
市民参加手続
実践事業名

行革プラン２０１９の策定 所管部課名 行政経営部　行財政改革課

合　　計 2,134

庁内案を決定した段階 パブリック・コメント 12月21日～1月21日 29 意見数37件，平成31年3月

構想段階 アンケート調査 7回 2,017

公共施設みなおし隊（商工ま
つり，市民スポーツまつり，
福祉まつりなど6種イベン

ト）

構想段階 説明会・意見交換会 11月4，7，11日 88
【ちょうふ未来会議】

市民（あくろす，教育会館）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 公共施設関係検討事務 電話番号 042-481-7362

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

令和２年度に予定している（仮称）公共施設マネジメント計画の策定に向けて，平成３０年度に公共施設見直し方針を策定すること
とした。その中で，市民の公共施設の利用状況や公共施設に関する意識などを確認するため，市内で開催される各種イベントにおい
て「公共施設みなおし隊」として，市職員が直接市民と接しながら，アンケート調査を実施した。また，「ちょうふ未来会議」の中
で，公共施設マネジメントの取組を説明し，市民意見の聴取に努めた。さらに，パブリック・コメント手続を実施し，市民参加機会
の確保に努めた。

5
市民参加手続
実践事業名

調布市公共施設見直し方針の策定 所管部課名 行政経営部　行財政改革課

48



№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

幅広い年齢層からの市民参加を得るため，当該冊子を各公共施設等に配架した。
今後も行革プランに関する取組の公表を行うに当たっては，継続して当該取組を実施していく。

合　　計 0

事業実施段階 アンケート調査 9月5日～（通年実施） 0

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 行革プランの策定・推進事務 電話番号 042-481-7362

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

行革プランの今後の取組の参考とするため，アンケート票を添付した「行革プラン２０１５＜平成２９年度の取組状況＞」（冊子）
を各公共施設に配架することで，市民参加の機会を設けた。
アンケート票では，評価内容，評価結果，公表内容，公表方法，取組全般等について御意見等を伺うものとし，郵送，ファクシミ
リ，電子メール等で受領するものとした。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

開催日については，各委員の都合を考慮した調整を行うことで，可能な限りより多くの委員が参加できるよう努めた。
傍聴案内については，市報やホームページを活用し適切に行った。
傍聴者に対しても会議資料を配付することで，議題に関する理解を促すことができるよう努めた。
市における行財政改革の取組を効果的・効率的に推進することを目的として，今後も継続して当該取組を実施していく。

8
市民参加手続
実践事業名

行革プラン２０１５（平成２９年度の取組状況）の公表 所管部課名 行政経営部　行財政改革課

合　　計 8

事業実施段階 委員会・審議会 11月15日 8
行財政改革推進会議
（傍聴者２人）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 行財政改革推進会議の運営 電話番号 042-481-7362

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

市における行財政改革の取組を効果的・効率的に推進することを目的として，行政外部の広範な視点から意見を聴取するために調布
市行財政改革推進会議を開催した。
会議は，市民2人及び学識経験者4人をもって組織し（男5人，女1人），平成30年度は，（仮称）公共施設見直し方針（検討案）に
ついてや次期行革プラン（検討案）等について意見をいただいた。

7
市民参加手続
実践事業名

行財政改革推進会議の運営 所管部課名 行政経営部　行財政改革課
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№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

9
市民参加手続
実践事業名

調布市行政評価（平成２９年度振返り評価）の公表 所管部課名 行政経営部　行財政改革課

事務事業名 行政評価システムに基づく行財政運営の推進 電話番号 042-481-7362

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

行政評価の今後の取組の参考とするため，アンケート票を添付した「平成３０年度調布市行政評価（平成２９年度振返り評価）」
（冊子）を各公共施設に配架することで，市民参加の機会を設けた。
アンケート票では，評価内容，評価結果，公表内容，公表方法，取組全般等について御意見等を伺うものとし，郵送，ファクシミ
リ，電子メール等で受領するものとした。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事業実施段階 アンケート調査 9月5日～（通年実施） 0

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

幅広い年齢層からの市民参加を得るため，当該冊子を各公共施設等に配架した。
今後も行政評価に関する取組の公表を行うに当たっては，継続して当該取組を実施していく。

合　　計 0
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平成３０年度　市民参加手続実践事業一覧

№ 市民参加手続実践事業名 実施した市民参加手続
参加

延人数
所管課

10 調布市情報公開審査会 委員会・審議会 24 総務課

11 調布市個人情報保護審査会 委員会・審議会 20 総務課

12 平成30年度窓口サービスアンケート調査 アンケート調査 536 人事課

13 調布市消防委員会 委員会・審議会 8 総合防災安全課

14 調布市生活安全対策協議会 委員会・審議会 9 総合防災安全課

総務部

（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）

（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）

（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）
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№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

諮問内容及び報告内容が多くなることや，その分野が多岐に渡ることがあるため，審査会において委員が意見を出しやすいよう資料
の事前送付を行っている。また，審査会の開催日程について，より多くの委員が出席できるよう配慮している。
参加委員については，連続して務めていただいている方も多いため，その知識と経験を生かし，より良い運営に繋げていきたい。

合　　計 24

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

合　　計 20

事業実施段階 委員会・審議会
4月23日，7月25日，
10月25日，1月25日

20
個人情報保護審査会
（傍聴者0人）

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

調布市個人情報保護審査会は，調布市個人情報保護条例に基づき，平成12年4月1日に設置され，市民及び学識経験者によって組織す
る。内容や収集方法など，個人情報の例外的な取扱いを行う場合に，審査会は実施機関からの諮問について審議し，承認・不承認の
答申をする。また，個人情報の保護に関する重要な事項について審議し，実施機関に対して意見を述べる。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

市民参加手続
実践事業名

調布市個人情報保護審査会 所管部課名 総務部　総務課

事務事業名 個人情報保護事務 電話番号 042-481-7370

諮問内容及び報告内容が多くなることや，その分野が多岐に渡ることがあるため，審査会において委員が意見を出しやすいよう資料
の事前送付を行っている。また，審査会の開催日程について，より多くの委員が出席できるよう配慮している。
参加委員については，連続して務めていただいている方も多いため，その知識と経験を生かし，より良い運営に繋げていきたい。

11

事業実施段階 委員会・審議会 5回 24
情報公開審査会
（傍聴者0人）

042-481-7370

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

調布市情報公開審査会は，調布市情報公開条例に基づき昭和63年10月1日に設置され，市民及び学識経験者によって組織する。第三
者機関である審査会が，情報公開請求に係る公開決定等の当否について審議すること，また，情報公開制度全般の改善や情報公開の
重要な事項について，実施機関に意見を述べることにより，調布市情報公開条例の公正かつ民主的な運営を確保する。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

10
市民参加手続
実践事業名

調布市情報公開審査会 所管部課名 総務部　総務課

事務事業名 情報公開事務 電話番号
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№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

委員の欠席があった場合，委員会において意見やニーズを把握できない場合が考えられるため，開催日時の設定については事前に調
整を行うなどの配慮が必要。
平成28年4月に施行した「調布市審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき，市報や市ホームページ等で傍聴案内を行ったほ
か，会議資料を含む会議結果の公表を行った。

合　　計 8

事業実施段階 委員会・審議会 8月22日 8
消防委員会

（傍聴者0人）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 調布市消防委員会 電話番号 042-481-7348

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

調布市消防委員会は，消防団の円滑な運営を図るため，消防団員の定員・報酬・手当及び服務に関することや，消防施設の改善に関
すること等必要な事項について市長の諮問に応じて調査審議のうえ答申し，又は意見を述べる機関として，毎年開催している。委員
会は，学識経験者及び関係機関で構成する。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

より多くの市民意見を得られるよう，アンケートの設置期間を10日間設けるとともに，そのうち４日間は新入職員が各フロアのエレ
ベーターホールにて直接アンケートへの協力を依頼した。また男女や年代に偏りが無いように，協力を依頼する際の声掛けに留意し
た。

13
市民参加手続
実践事業名

調布市消防委員会 所管部課名 総務部　総合防災安全課

合　　計 536

事業実施段階 アンケート調査 11月12日～11月26日 536
窓口サービスアンケート調査

（回答率99.4％）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 職員研修事務 電話番号 042-481-7356

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

今後の窓口サービスにおける市民満足度の向上に資するとともに，地方分権時代に対応でき，市民から信頼される職員を育成するた
め，新入職員の接遇フォローアップ研修の一環として窓口サービスアンケート調査を実施した。

12
市民参加手続
実践事業名

平成３０年度窓口サービスアンケート調査 所管部課名 総務部　人事課
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№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

委員の欠席があった場合，協議会において意見やニーズを把握できない場合が考えられるため，開催日時の設定については事前に各
委員と調整を行うなどの配慮が必要。
調布市生活安全対策協議会は，調布市情報公開条例に定める非公開情報に該当する議題を取り扱うため，非公開で開催しているが，
平成28年4月に施行した「調布市審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき，市ホームページ等で会議結果の公表を行った。

合　　計 9

事業実施段階 委員会・審議会 7月24日 4
生活安全対策協議会

（非公開）

事業評価の段階 委員会・審議会 3月28日 5
生活安全対策協議会

（非公開）

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事務事業名 調布市防犯対策における連絡調整 電話番号 042-481-7547

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

市民の生活安全に関する意識の高揚及び犯罪，事故等を防止するための自主的な活動の推進を図り，もって安全な市民生活の保持に
寄与することを目的とし，市民の生活安全意識の高揚を図るための啓発や市民の自発的な生活安全活動に対する援助に関し，関係機
関と相互に協力，連絡調整を図るため，調布市生活安全対策協議会を設置する。協議会は，調布地区防犯協会会員のほか，調布警察
署職員，調布市消防団本部員，調布消防署職員，市職員で構成する。

14
市民参加手続
実践事業名

調布市生活安全対策協議会 所管部課名 総務部　総合防災安全課
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平成３０年度　市民参加手続実践事業一覧

№ 市民参加手続実践事業名 実施した市民参加手続
参加

延人数
所管課

15 市長と語る・ふれあいトーキング 説明会・意見交換会 115 市民相談課

市民部

（4）（4）
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№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

開催に当たっては，幅広い年齢層に参加していただくために住民基本台帳から無作為に抽出した市民に開催通知を送付し，参加を呼
び掛けた。参加者には事前に関心事項を聞き，できるだけ多くの参加者が発言できるように努めた。開催日は土・日曜日・祝日と
し，市報などで広く参加の呼び掛けを行った。また，手話通訳の導入や車椅子が入りやすいような会場配置などバリアフリーへの配
慮や一時保育を行うなど，参加しやすい環境づくりに努めた。

合　　計 115

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

事業評価の段階 説明会・意見交換会
8月19日，11月24日，

2月11日
115

市民
（教育会館，市民プラザあくろす）

042-481-7033

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

市民から市政やまちづくりについての意見や提案をお聴きし，市長が市の考え方などについて直接説明することにより，市政への関
心を高め一緒に考えてもらう機会を提供することを目的に実施した。また，円滑な運営を通じて多様な世代の意見などの把握に努
め，市政の施策に活かすため関係各課で情報を共有した。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

15
市民参加手続
実践事業名

市長と語る・ふれあいトーキング 所管部課名 市民部　市民相談課

事務事業名 ふれあいトーキング運営事業 電話番号
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平成３０年度　市民参加手続実践事業一覧

№ 市民参加手続実践事業名 実施した市民参加手続
参加

延人数
所管課

16 せんがわ劇場運営委員会の運営 委員会・審議会 32 文化生涯学習課

17 市民活動支援センターの運営 委員会・審議会，説明会・意見交換会 138 協働推進課

18 地域福祉センターの運営 説明会・意見交換会 509 協働推進課

19 地域コミュニティの活性化に向けた支援の検討 説明会・意見交換会 87 協働推進課

20 調布市男女共同参画推進センター運営委員会の
開催

委員会・審議会 38
男女共同参画推
進課

21 調布市スポーツ推進審議会の運営 委員会・審議会 18 スポーツ振興課

22 調布市スポーツ推進委員会の運営 委員会・審議会 223 スポーツ振興課

生活文化スポーツ部
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№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

事業実施段階 委員会・審議会 11回 131
市民活動支援センター運営委員会

（傍聴者3人）

事業実施段階 説明会・意見交換会 1回 7
市民活動支援センター利用者会議

（傍聴者0人）

16
市民参加手続
実践事業名

せんがわ劇場運営委員会の運営 所管部課名 生活文化スポーツ部　文化生涯学習課

事務事業名 せんがわ劇場のあるまちづくりの推進 電話番号 042-481-7139

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

せんがわ劇場のあるまちづくりを地域全体で推進するために，市民・専門家・行政で構成する調布市せんがわ劇場運営委員会を設置
し，劇場の運営評価等を行った。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事業評価の段階 委員会・審議会
5月28日，10月16日，
1月24日，3月19日

32
せんがわ劇場運営委員会

（傍聴者8人）

運営委員会の開催に当たっては，例年どおり，午後6時30分からの開催とし，仕事をしている委員も参加しやすいよう配慮したほ
か，市報等により傍聴案内を行った。

17

合　　計

市民参加手続
実践事業名

市民活動支援センターの運営 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 市民活動支援センターの運営 電話番号 042-481-7036

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

市民活動支援センターは「市民活動は市民が支える」という観点から，運営団体を公益な社会貢献活動を行う（社会福祉法人）社会
福祉協議会に業務委託し，市民との協働事業と位置付け運営している。センターの運営に当たっては，幅広い分野で活動する市民や
NPO等から構成される，市民活動支援センター運営委員会において意見交換し，市民のニーズを運営方針に反映させるとともに，定
例の打合せの場を活用し，市と運営団体の意思疎通を図っている。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

32

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

138

運営委員会の開催に当たっては，仕事のある委員も参加しやすいよう，平日夜間の開催とするとともに，市報や市ホームページのほ
か，センター広報紙「えんがわだより」や運営団体である社会福祉協議会の広報媒体も活用し，幅広く傍聴案内を行っている。ま
た，市内で活動する多くの市民が利用する施設であるため，センター内に意見箱を設置するなど，運営に関して日常的に意見や要望
を寄せていただけるよう配慮を行っている。

合　　計
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№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

計画策定・条例制定段階 説明会・意見交換会 ８回 87

コミュニティ推進連絡会
（4回開催　延べ20人参加）

地区協議会連絡会
（4回開催　延べ67人参加）

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

市では，地域住民の福祉，文化の向上及び住民相互の連帯ときずなを深め，豊かな地域社会の形成を図るため，市内１０箇所に地域
福祉センターを設置しており，各センターでは様々な市民団体の活動が行われている。センター利用登録団体同士の交流及び情報共
有とともに，日頃から施設を利用している市民の意見を運営に反映するため，地域福祉センターごとに，利用者懇談会を開催してい
る。

　実施段階ごとの市民参加手続

18
市民参加手続
実践事業名

地域福祉センターの運営 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 地域福祉センターの登録団体利用者懇談会 電話番号 042-481-7122

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事業実施段階 説明会・意見交換会 20回 509
地域福祉センター利用者

（地域福祉センター全10館）

日頃からセンターを利用している市民の意見を把握するため，各センター登録団体の代表者へ懇談会開催通知を送るとともに，各セ
ンターへ開催案内のポスターを掲示し，広く周知を図った。また登録団体が普段利用しているセンターで開催する懇談会への参加を
基本としつつ，日程が合わない場合は，他のセンターで開催する懇談会への参加も可能とするなど，より多くの団体に参加いただけ
るよう配慮を行った。

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

19
市民参加手続
実践事業名

地域コミュニティの活性化に向けた支援の検討 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 地域コミュニティの醸成 電話番号 042-481-7036

合　　計 87

まちづくり活動の輪を広げながら，地域の方々との議論を通して将来のコミュニティの在り方を検討するとともに，地域コミュニ
ティ活動が活発になるような支援策を検討することを目的に，コミュニティ推進連絡会及び地区協議会連絡会を定期的に開催した。
地域活動に精通したコミュニティ推進協力員（平成30年度末時点で5名に委嘱）や，地域活動を実践している地区協議会（平成30年
度末時点で市内16小学校区で設立・活動）の代表者等とコミュニティ支援策について意見交換を実施している。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

それぞれの連絡会の開催に当たり，各構成員が参加しやすい時間帯の開催としている。行政からの情報提供の比重が大きくなる傾向
にあり，情報提供の方法に工夫が求められている。

合　　計 509

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

59



№

人

№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

20
市民参加手続
実践事業名

調布市男女共同参画推進センター運営委員会の開催 所管部課名 生活文化スポーツ部　男女共同参画推進課

事務事業名 男女共同参画推進プランの推進 電話番号 042-443-1213

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

男女共同参画推進センターの事業について，男女共同参画社会の実現を目指した適切な運営を検討するため，市民及び学識経験者か
ら成る運営委員会を設置している。また，平成28年度より，市内において女性の職業生活の推進に関する取組を効果的かつ円滑に実
施するため，男女共同参画推進センター運営委員会を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第
23条に基づく協議会」として位置付け，当該協議会について，構成員は男女共同参画推進センター運営委員会の委員を兼ね，男女共
同参画推進センター運営委員会の中で開催することとした。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事業実施段階 委員会・審議会
6月25日，9月20日，
12月10日，2月21日

38
男女共同参画推進センター
運営委員会（傍聴者3人）

合　　計 38

　多様な市民参加・意見の把握に向けた課題と対応（時間・場所等参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

運営委員会の開催に当たっては，委員の意向を聞いたうえで，各委員の参加しやすい夜間の時間帯に開催することとした。

21
市民参加手続
実践事業名

調布市スポーツ推進審議会の運営 所管部課名 生活文化スポーツ部　スポーツ振興課

事務事業名 スポーツ推進審議会の運営 電話番号 042-481-7496

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

スポーツ推進審議会は，市におけるスポーツの推進を図るため，市長の諮問に応じて，スポーツの推進に関する重要事項について調
査・審議し，答申するとともに，これらの事項について市長に建議するため，スポーツに関する学識経験者及び知識経験を有する者
並びに関係行政機関の職員のうちから，各所属団体等の属する長からの推薦をもって委嘱する委員１０人以内で組織している。
平成３０年度においては，次期基本計画におけるスポーツ振興についての意見や，２０１９年・２０２０年を契機としたレガシーの
創出についての意見などいただいた。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事業評価の段階 委員会・審議会
6月28日，1月29日，

3月28日
18

スポーツ推進審議会
（傍聴者０人）

18

　多様な市民参加を得るに当たっての課題と対応，実施段階ごとの課題と工夫（参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

市民参加にあたっての委員選定について，様々な分野からの推薦による委員が参加したことで，色々な立場からの活発な意見交換が
行えている。さらに効果的な議題設定を検討していくことが必要である。

合　　計

60



№

人

　※1　実施段階は，「構想段階」,「庁内案を決定した段階」,「計画策定・条例制定段階」,「事業実施段階」,「事業評価の段階」から選択しています。

　※2　実施した市民参加手続は，「委員会・審議会」,「説明会・意見交換会」,「アンケート調査」,「パブリック・コメント」から選択しています。

　市民参加手続としての「委員会・審議会」とは，委員に市民を含むもの，または，会議を公開し市民が傍聴できるものを指します。

　※3　日付を記入しきれない場合は，回数を記載しています。

　※4　「委員会・審議会」の参加延人数は，職員数を除き傍聴者数を含んでカウントしています。

22
市民参加手続
実践事業名

調布市スポーツ推進委員会の運営 所管部課名 生活文化スポーツ部　スポーツ振興課

事務事業名 スポーツ推進委員会の運営 電話番号 042-481-7496

　事業の概要（市民参加手続を実践した事業の説明と市民参加手続の目的など）

スポーツ推進委員会は，誰もが気軽に楽しめるレクリエーション的要素の強いスポーツ「ニュースポーツ」を紹介・普及し，地域ス
ポーツ振興を図るため，学校長及び学校開放運営委員長推薦で市内に２０ある市立小学校関係者から各１名づつ，調布市レクリエー
ション研究会員１人の計２１人で組織している。

　実施段階ごとの市民参加手続

(1)実施段階※1 (2)実施した市民参加手続※2 (3)実施日・回数※3 (4)参加人数※4 備考

事業評価の段階 委員会・審議会 12回 223
スポーツ推進委員会

（非公開）

223

　多様な市民参加を得るに当たっての課題と対応，実施段階ごとの課題と工夫（参加しやすさへの工夫，情報提供の工夫など）

スポーツ推進委員の活動を広く周知するためテレビ広報ちょうふにてスポーツ推進委員の活動等を説明した。新任委員を受け入れや
すくするため研修等を積極的にしていく必要がある。

合　　計

61
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