
№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

1 多摩川流域連携会議における構成各
市区との連携

事業協力，情報交換・情報提供 多摩川流域連携会議 政策企画課

2 多摩川流域１１自治体交流イベントラリー 実行委員会
多摩川流域１１自治体交流イベント
ラリー実行委員会

政策企画課

3 多摩川流域郷土芸能フェスティバル 実行委員会
多摩川流域郷土芸フェスティバル
実行委員会

政策企画課

4 地域活性化包括連携協定による取組 ※ 共催，情報交換・情報提供
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
及び株式会社イトーヨーカ堂

政策企画課

5 調布市　暮らしの便利帳の作成 事業協力 株式会社サイネックス 広報課

6 声の広報 事業協力
NPO法人　調布市民放送局，
東京YWCA国領　こだまグループ

広報課

7 フェイスブックを活用したフォトコンテスト 事業協力，情報交換・情報提供
市民
（応募者とフェイスブックの閲覧者）

広報課

8 調布地域情報化推進協議会の運営
事業協力，情報交換・情報提供，
指定管理・業務委託

ＮＰＯ法人調布市地域情報化コン
ソーシアム

情報管理課

9 地域防災体制の充実
事業協力，補助・助成，
情報交換・情報提供

防災市民組織 総合防災安全課

10 平成３０年度シェイクアウト訓練 事業協力
「災害時における放送等に関する
協定」締結団体

総合防災安全課

11 平成３０年度調布市総合水防訓練 事業協力
「災害時における応急対策の協力に
関する協定」締結団体

総合防災安全課

12 平成３０年度調布市総合防災訓練 事業協力
災害時における各種協定締結団体
（計21団体）

総合防災安全課

13 「中学生の税についての作文」表彰式の
開催

事業協力 武蔵府中納税貯蓄組合連合会 納税課

14 人権啓発協働事業 事業協力，情報交換・情報提供 調布市人権擁護委員 市民相談課

15 FINA　アーティスティックスイミングワール
ドシリーズ2018東京大会無料招待事業 ※

共催 公益財団法人日本水泳連盟
オリンピック・
パラリンピック担当

16 ラグビーパブリックビューイング　2018　in
TOKYO ※

事業協力 東京都
オリンピック・
パラリンピック担当

17 府中調布三鷹ラグビーフェスティバル
2018

実行委員会 ラグビーフェスティバル実行委員会
オリンピック・
パラリンピック担当

18 「世界の国旗・国歌」学ぼう！聴こう！歌お
う！ ※

指定管理・業務委託 調布エフエム放送株式会社
オリンピック・
パラリンピック担当

19 調布サマーフェスティバル2018 共催，指定管理・業務委託
調布市観光協会，
株式会社ジェイコムイースト調布局

オリンピック・
パラリンピック担当

3 平成３０年度　協働事業一覧
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20 ちょうふスクラムフェスティバルvol.2 ※ 事業協力 調布市ラグビーフットボール協会
オリンピック・
パラリンピック担当
スポーツ振興課

21 ちょうふスクラムフェスティバルVol.3 ※ 共催，指定管理・業務委託
東京都，調布市観光協会，
京王観光株式会社，株式会社ジェイ
コムイースト調布局

オリンピック・
パラリンピック担当

22 東京五輪に向けてのＩＣＴフォーラム in
調布 ※

共催 ＩＣＴ推進東京フォーラム実行委員会
オリンピック・
パラリンピック担当

23 木島平村体験・交流事業 共催，事業協力
木島平村観光協会，
調布・木島平交流クラブ

文化生涯学習課

24 映画「ガラスのうさぎ」上映会 共催
映画「ガラスのうさぎ」上映実行委員
会

文化生涯学習課

25 戦争体験映像記録DVDの作製 事業協力 市民 文化生涯学習課

26 国際交流事業の実施 共催 調布市国際交流協会 文化生涯学習課

27 外国人おもてなし語学ボランティア育成
講座

共催，事業協力
東京都，
調布市国際交流協会

文化生涯学習課

28 英語体験事業「木島平の大自然で
英語を学ぼう！」

事業協力
調布市国際交流協会，
木島平村教育委員会

文化生涯学習課

29 パラアート展２０１９～ＣＨＯＦＵ‐ｆｕｆｕ～ 共催 調布市福祉作業所等連絡会 文化生涯学習課

30 調布市文化・コミュニティ振興財団との連
携

共催，指定管理・業務委託
公益財団法人　調布市文化・コミュニ
ティ振興財団

文化生涯学習課

31 サウジアラビアとの文化交流 共催，事業協力
サウジアラビア王国大使館文化部，
アラブ イスラーム学院，調布市サウジ
ディアラビア友好会

文化生涯学習課

32 地域デビュー事業 指定管理・業務委託
平成３０年度地域デビュー推進
委員会

文化生涯学習課

33 生涯学習サークル体験事業 事業協力 各生涯学習サークル 文化生涯学習課

34 生涯学習サークル体験発表会 指定管理・業務委託
生涯学習サークル体験発表実行委
員会

文化生涯学習課

35 相互友好協力協定締結大学定例会 事業協力，情報交換・情報提供 相互友好協力協定締結大学 文化生涯学習課

36
平成30年度相互友好協力協定締結
大学連携事業「中学生のための大学
一日体験入学」

共催 相互友好協力協定締結大学 文化生涯学習課

37 電気通信大学創立100周年記念事業 ※ 事業協力 電気通信大学 文化生涯学習課

38 「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むま
ちづくり宣言」関連事業団体との連携

共催，事業協力 調布市文化協会ほか 文化生涯学習課

39 フードドライブの実施 事業協力，情報交換・情報提供
調布市消費者団体連合会，調布市
社会福祉法人地域公益活動連絡会

文化生涯学習課

（（（（

（（（（
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40 消費生活講座 共催 東京都 文化生涯学習課

41 地域連携事業の実施 共催
仙川商店街協同組合，桐朋学園芸
術短期大学，白百合女子大学

文化生涯学習課

42 市民との協働によるせんがわ劇場事業
の実施

実行委員会
調布市せんがわ劇場イベント実行
委員会

文化生涯学習課

43 ちょうふ地域コミュニティサイトの運用 指定管理・業務委託
NPO法人 調布市地域情報化
コンソーシアム

協働推進課

44 ふれあいの家の管理運営 指定管理・業務委託
各ふれあいの家運営委員会
（１８施設）

協働推進課

45 コミュニティ推進事業 補助・助成 調布市自治会連合協議会 協働推進課

46 調布まち活フェスタ 実行委員会，事業協力
まち活フェスタ実行委員会，
調布市市民活動支援センター

協働推進課

47 市民活動支援センターの運営 指定管理・業務委託 （社福） 調布市社会福祉協議会 協働推進課

48 いやしとふれあいの旅事業（宿泊料金
の割引，調布発着のバスツアー）

事業協力，情報交換・情報提供
京王観光株式会社，
さくらツーリスト株式会社

協働推進課

49 自治会といっしょに！キャンペーン 事業協力 調布市自治会連合協議会 協働推進課

50 市民向けパソコン・タブレット講座 事業協力 調布パソコンサークル 協働推進課

51 男女共同参画推進フォーラム「しぇいく
はんず」の開催

共催
男女共同参画推進フォーラム実行
委員会

男女共同参画推進課

52 女性のための起業セミナー 共催 日本政策金融公庫，多摩信用金庫 男女共同参画推進課

53 小林愛子の手織りワークショップ ※ 共催 点と未来デザインラボラトリー 男女共同参画推進課

54 写真展「スウェーデンのパパたち」 ※ 共催，事業協力
調布市社会福祉法人地域公益活動
連絡会，調布市国際交流協会

男女共同参画推進課

55 市内映画・映像関連企業や市民団体など
と連携した「映画のまち調布」の推進

共催，実行委員会，事業協力，
補助・助成，情報交換・情報提供

子どもたちと映画寺子屋，NPO法人 調布
まちづくりの会，日活調布撮影所，映画
のまち調布シネマフェスティバル2019実
行委員会…他

産業振興課

56 映画のまち調布“秋”花火2018
実行委員会，補助・助成，
情報交換・情報提供

調布市花火実行委員会,
調布市観光協会

産業振興課

57 商店街活性化の推進事業
共催，事業協力，補助・助成，
情報交換・情報提供

市内商店会，市内商業者，
調布市商工会

産業振興課

58 商工会事業の支援
共催，事業協力，補助・助成,
情報交換・情報提供

調布市商工会 産業振興課

59 地域経済活性化に向けた商業施設等
との連携

実行委員会，情報交換・情報提供 調布駅前から盛り上げる会 産業振興課

（（（（

（（（（（（（（
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60 観光協会事業の促進
共催，事業協力，補助・助成，
情報交換・情報提供

調布市観光協会 産業振興課

61 「水木マンガの生まれた街　調布」の推進
事業

事業協力，情報交換・情報提供
（株）水木プロダクション，境港市，
境港市商工会議所など

産業振興課

62
調布市・一般財団法人モバイルスマートタ
ウン推進財団インバウンド観光推進に関
するパートナーシップ協定

事業協力，指定管理・業務委託
一般財団法人モバイルスマートタウン
推進財団

産業振興課

63 就労支援セミナー等の開催 共催
ハローワーク府中，厚労省東京
労働局，東京都労働相談情報
センター八王子事務所　　…他

産業振興課

64 金融機関と連携した中小企業支援事業 事業協力
多摩信用金庫，三井住友銀行，
りそな銀行，みずほ銀行及び
みずほ信託銀行　　…他

産業振興課

65 第４２回　調布市農業まつり 事業協力，補助・助成 調布市農業まつり実行委員会 農政課

66 調布市体育協会との連携
共催，補助・助成，
指定管理・業務委託

（公社） 調布市体育協会 スポーツ振興課

67 FC東京とのパートナーシップに基づく
取組

共催，補助・助成，
情報交換・情報提供

ＦＣ東京 スポーツ振興課

68 夢を力に２０１８　パブリックビューイングin
東京 ※

共催，事業協力
公益財団法人東京都サッカー協会，
ＦＣ東京

スポーツ振興課

69
調布・福島フレンドリーカップ2018
【平成30年度被災地支援事業「スポーツ
交流事業」】

事業協力 調布から！復興支援プロジェクト スポーツ振興課

70 調布市民デーinジャイアンツ球場2018 共催 株式会社読売巨人軍 スポーツ振興課

71 FC東京２０周年記念試合「調布の日」事
業 ※

共催，情報交換・情報提供 ＦＣ東京 スポーツ振興課

72 第17回調布市サウディアラビアン
フットサル国際親善カップ2018

共催 調布市サウディアラビア友好会 スポーツ振興課

73 ジャパン近代3種シリーズ2018
第６戦調布大会

事業協力，情報交換・情報提供
(公社)日本近代五種協会，(公社)日
本近代五種協会近代３種委員会

スポーツ振興課

74 第２回調布市小学生タグラグビー大会 共催 調布市ラグビーフットボール協会 スポーツ振興課

75 FC東京石川直宏クラブコミュニケーター
講演会「すべてを力に」

共催，情報交換・情報提供 ＦＣ東京 スポーツ振興課

76 調布市小学生ドッヂビー大会 事業協力
調布市小学生ドッヂビー大会実行委
員会

スポーツ振興課

77 第5回調和SHCフェスタ　－パラスポーツ
を体験しよう！－

共催 調和SHC倶楽部 スポーツ振興課

78 調布市障害者スポーツ体験会 共催，情報交換・情報提供
公益社団法人東京都障害者スポー
ツ協会

スポーツ振興課

79 ＮＴＴ東日本バドミントン部地域感謝祭 ※ 共催 NTT東日本 スポーツ振興課
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80 子育て応援サイト「コサイト」の運営支援 事業協力
NPO法人　ちょうふ子育てネット
ワーク・ちょこネット

子ども政策課

81 「こどもとフラット」の運営支援 事業協力，情報交換・情報提供
（社福）調布白雲福祉会，
NPO法人 ちょうふ子育てネット
ワーク・ちょこネット

子ども政策課

82 子育て情報誌の発行 事業協力 株式会社ホープ 子ども政策課

83 保育フェスティバル 共催 調布市保育園協会 保育課

84 子ども・若者総合支援事業 指定管理・業務委託 （社福）調布市社会福祉協議会
子ども家庭課
児童青少年課
生活福祉課

85 子ども・若者居場所事業 補助・助成 NPO法人　Kiitos 児童青少年課

86 調布市青少年健全育成地区親善ソフト
ボール大会

事業協力，指定管理・業務委託
調布市健全育成推進地区代表者
連絡協議会，調布市ソフトボール
連盟，民間企業

児童青少年課

87 健全育成推進地区委員会による有害
環境調査

事業協力 健全育成推進地区委員会 児童青少年課

88 健全育成推進地区委員会との連携 補助・助成 健全育成推進地区委員会 児童青少年課

89 調布市青少年ステーション（CAPS）の
運営

指定管理・業務委託 ＮＰＯ法人 ちょうふこどもネット 児童青少年課

90 児童館まつり 実行委員会 児童館まつり実行委員会 児童青少年課

91 児童青少年フェスティバル 事業協力 調布親子まつり実行委員会 児童青少年課

92 子ども・若者支援地域協議会運営支援業
務

指定管理・業務委託
一般社団法人とちぎ青少年自立援
助センター

児童青少年課

93 シンポジウム・合同相談会 ※ 共催
調布市子ども・若者支援地域ネット
ワーク

児童青少年課

94 調布市平和祈念祭 共催 調布市遺族厚生会 福祉総務課

95 第６８回“社会を明るくする運動” 実行委員会
社会を明るくする運動調布市
推進委員会

福祉総務課

96 高齢者健康づくり事業 補助・助成，情報交換・情報提供
調布狛江麻雀組合，東京YWCA国
領，ソング布田　…他

高齢者支援室

97 調布市障害者余暇活動支援事業「ほり
でーぷらん」

実行委員会 ほりでーぷらん実行委員会 障害福祉課

98
「がん啓発・がん検診の受診率向上に
向けた包括的連携」に関する協定に
基づく普及啓発事業

共催
アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）

健康推進課

99 歯と健康のつどい 共催 （一社） 調布市歯科医師会 健康推進課
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100 緊急医療救護所設置・運営訓練 事業協力
調布市医師会，調布市歯科医師会，
調布市薬剤師会，調布市柔道
整復師会

健康推進課

101 公共施設の屋根貸しによる太陽光発電
事業

共催，事業協力，
情報交換・情報提供

調布未来のエネルギー協議会，
調布まちなか発電株式会社

環境政策課

102 野川クリーン作戦 事業協力，補助・助成 第六中学校教育懇談会 環境政策課

103 調布水辺の楽校 指定管理・業務委託 調布水辺の楽校 環境政策課

104 環境フェア 事業協力 第46回調布市環境フェア参加団体 環境政策課

105 緑と花の祭典 共催 緑と花の祭典実行委員会 緑と公園課

106 崖線緑地保全 補助・助成
凸凹森の会，若葉緑地の会，
カニ山の会，入間・樹林の会　…他

緑と公園課

107 公遊園等清掃協力 補助・助成
自治会・子ども会・老人会・
地域グループ

緑と公園課

108 資源物地域集団回収事業 補助・助成 市民団体 ごみ対策課

109 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロ
ジェクト

事業協力 自治会 ごみ対策課

110 景観まちづくりの推進 事業協力，情報交換・情報提供 調布市景観まちづくり市民検討会 都市計画課

111 老後の住まい方　準備のススメ ※ 共催
東京都行政書士会，
ミサワホーム株式会社

住宅課

112 富士見町地区提案説明会 ※ 共催
共立女子大学，
ＮＰＯ法人　空家・空地管理センター

住宅課

113 あなたの空き家は大丈夫？空家対策虎の
巻 ※

共催 ＮＰＯ法人　日本地主家主協会 住宅課

114 ひらいてハウス～とびだせＢＯＯＫ～ ※ 共催 共立女子大学 住宅課

115 自宅・実家をうまく活用するための空き家
セミナー＆無料相談会

共催 ミサワホーム株式会社 住宅課

116
空き家対策における産学官金連携の新た
な可能性について～調布市の空き家市
場流通モデル構築の試み～ ※

共催 京王電鉄株式会社，多摩信用金庫 住宅課

117 京王シニア応援フェスタ ※ 共催，事業協力 京王電鉄株式会社 住宅課

118 空き家活かし方会議～調布・深大寺編～
※

共催，事業協力，
情報交換・情報提供

株式会社リビタ，空き家をスナックす
る会，京王電鉄株式会社，株式会社
みずほ銀行　…他

住宅課

119 住まいと空き家の利活用フォーラム
共催，事業協力，
情報交換・情報提供

東京都行政書士会，ミサワホーム株
式会社，調布市空家等対策検討委
員会，共立女子大学　…他

住宅課

（（（（
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№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

120 空き家の利活用セミナー＆個別相談会 ※ 共催，補助・助成
東京都行政書士会　調布支部，
東京都行政書士会　空家問題サ
ポートセンター

住宅課

121 空き家情報冊子「あなたの空き家大丈夫
ですか？」の発行 ※

事業協力

株式会社ホープ，京王不動産株式会
社　京王不動産調布営業所，京王運
輸株式会社　引越サービスセンター
…他

住宅課

122 空き家流通促進モデル構築研究会 ※ 事業協力，情報交換・情報提供 京王電鉄株式会社，多摩信用金庫 住宅課

123 「調布市空き家等に関する住まいの意向
調査」プロジェクト ※

共催
ミサワホーム株式会社，
株式会社ミサワホーム総合研究所

住宅課

124 調布市ふれあいのみちづくり事業 事業協力，情報交換・情報提供 自治会など計17団体 道路管理課

125 スケアードストレイト方式自転車交通安全
教室

共催，事業協力
調布警察署，
北ノ台まちづくりネットワーク

交通対策課

126 学校開放事業
情報交換・情報提供,
指定管理・業務委託

学校開放運営委員会 社会教育課

127 調布市成人式 実行委員会 成人式実行委員会 社会教育課

128 障害者社会活動支援事業
実行委員会，事業協力，
指定管理・業務委託

ディスコパーティー実行委員会，
調布のびのびサークル

社会教育課

129 社会教育振興事業 事業協力，補助・助成 学習グループ登録団体 社会教育課

130 リーダー養成講習会 指定管理・業務委託 調布市レクリエーション研究会 社会教育課

131 調布市公立学校ＰＴＡ連合会 事業協力，補助・助成 調布市公立学校ＰＴＡ連合会 社会教育課

132 こどもの緊急避難場所提供 事業協力，情報交換・情報提供
市内小学校ＰＴＡ校外委員及び健全
育成委員，協定締結機関

社会教育課

133 社会教育団体等の活動への支援 事業協力，補助・助成 社会教育関係登録団体 社会教育課

134 防災座談会 共催 若葉学校地区協議会 東部公民館

135 防犯座談会 ※ 共催 若葉学校地区協議会 東部公民館

136 地域文化祭 実行委員会
東部地域文化祭実行委員会
西部地域文化祭実行委員会
北部地域文化祭実行委員会

東部公民館
西部公民館
北部公民館

137 「子どもたちからの人権メッセージ」発表者
巡回作品展 ※

共催
多摩東人権啓発活動地域ネットワー
ク協議会，調布市人権擁護委員

東部公民館
西部公民館
北部公民館

138 多文化共生社会を目指して～ハートフル
コンサート ※

共催 調布市人権擁護委員 東部公民館

139 桐朋学園仙川キャンパス見学ツアー ※ 事業協力 桐朋学園大学 東部公民館
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№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

140 白百合女子大学キャンパス見学ツアー ※ 事業協力 白百合女子大学 東部公民館

141 親子環境教室「みつばちの学校」 ※ 事業協力 グッドモーニング仙川！プロジェクト 東部公民館

142

調布市公民館三館合同事業
感動を再び！講演と歌で織りなす希望の未
来～東京・札幌・長野とつなく東京２０２０大
会の「輪・和・話」

共催
調布市（東京２０２０大会組織委員会
との連携・調整）

東部公民館

143 読書啓発事業 共催，情報交換・情報提供 アカデミー愛とぴあ 図書館

144 図書館のハンディキャップサービス 事業協力
図書館に登録している音訳者・
点訳者・布の絵本製作者・
宅配協力員

図書館

145 市民の手によるまちの資料情報館の運営 事業協力
市民の手によるまちの資料情報館
協力者会

図書館

146 第61回調布市郷土芸能祭ばやし保存
大会

共催，補助・助成 調布市郷土芸能祭ばやし保存会 郷土博物館

147 縄文の杜プロジェクト「千色工房」 共催 市民 郷土博物館

148 「８ミリフィルムで甦る地域の記憶～ホーム
ムービーの日調布２０１８～」上映会

事業協力
市民
（フィルム提供者，運営ボランティア）

郷土博物館

149 地域文化講演会「京王沿線の近現代史」 共催 調布史談会 郷土博物館

150 文化財ウォーク「近藤勇ゆかりの地とその
周辺」

事業協力 近藤勇と新選組の会 郷土博物館

※印は，平成３０年度から新規に開始した事業（３１事業）です。

（（（（
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４  協働事業調査票  

   平成３０年度の協働事業について，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月に策定した協働推進ガイドブックに準じ

て設定しています。  

 

【協働事業調査票の見方】 

 

 

 

 

№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業

　※　当該事業の関連する「調布市基本計画（令和元年度～令和４年度）」の施策番号と施策名を記載しています。

**

協働事業名 所管部課名

事務事業名 電話番号

分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

協働のパートナー 事業提案者

　協働に当たっての課題と対応

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

市の役割

関連施策※

新規・継続の別

　協働したことによる成果

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成

 

平成２８年度から新規に実施した事業か，

平成２７年度以前から実施している事業な

のかチェックを入れています。 

記述欄には，「新規」の場合は事業開始の

きっかけやパートナーの選定方法等を記

載しており，「継続」の場合は前年度から

の変更点やこれまでの実績をどのように活

かしたのか等を記載しています。 

協働事業の説明と協

働の方法等につい

て記載しています。 

協働事業名には，実際に行

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。 

協働のパートナーの形態・名

称を記載しています。一つの

事業に複数のパートナーと

協働する場合があります。 

事業が，「パートナ

ー」，「市」どちらか

らの提案により協

働で行われること

になったのか記載

しています。 

協働に当たっての課題と対

応等を記載しています。 

協働したことによる成果を

記載しています。 

 

協働したことによる成果を

記載しています。 

 

平成３０年度から新規に実施した事業か，

平成２９年度以前から実施している事業な

のか，チェックを入れています。 

記述欄には，「新規」の場合は事業のきっ

かけやパートナーの選定方法などを記載

しており，「継続」の場合は前年度からの

変更点やこれまでの実績をどのように活

かしたのかなどを記載しています。 
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平成３０年度　協働事業一覧

№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

1 多摩川流域連携会議における構成各
市区との連携

事業協力，情報交換・情報提供 多摩川流域連携会議 政策企画課

2 多摩川流域１１自治体交流イベントラリー 実行委員会
多摩川流域１１自治体交流イベント
ラリー実行委員会

政策企画課

3 多摩川流域郷土芸能フェスティバル 実行委員会
多摩川流域郷土芸フェスティバル
実行委員会

政策企画課

4 地域活性化包括連携協定による取組 共催，情報交換・情報提供
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
及び株式会社イトーヨーカ堂

政策企画課

5 調布市　暮らしの便利帳の作成 事業協力 株式会社サイネックス 広報課

6 声の広報 事業協力
NPO法人　調布市民放送局，
東京YWCA国領　こだまグループ

広報課

7 フェイスブックを活用したフォトコンテスト 事業協力，情報交換・情報提供
市民
（応募者とフェイスブックの閲覧者）

広報課

  行政経営部  
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№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業

№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業

　※　当該事業の関連する「調布市基本計画（令和元年度～令和４年度）」の施策番号を記載しています。

事務事業名

1

協働事業名 多摩川流域連携会議における構成各市区との連携 所管部課名 行政経営部　政策企画課

企画調整 電話番号 042-481-7368

多摩川流域連携会議
（大田区,世田谷区,八王子市,府中市,調布市,日野市,狛江市,多摩市,稲城市,川崎市,町田市）

事業提案者 市

01災害に強いまちづくり
17魅力ある観光の振興
27水と緑による快適空間づくり

関連施策※

17魅力ある観光の振興
19芸術・文化の振興
27水と緑による快適空間づくり

実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

多摩川流域の全11自治体（平成30年度末現在）が，多摩川をテーマとした連携を企画・展開することを目的に平成25年4月から多
摩川流域連携会議を開催している。会議では，共通する行政課題や広域的な課題等について意見交換を行うほか，多摩川流域自治体
交流イベントラリーや多摩川流域郷土芸能フェスティバルでの連携した取組など，各自治体若手職員相互の人事交流・人材育成も目
的とし，市域を越えて広域的な視野で課題を捉え，連携して多摩地域の魅力向上に取り組んでいる。

協働のパートナー

自治体間連携

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

課題の共有・検討，連携イベントの情報交換・情報共有

市の役割 課題の共有・検討，連携イベントの情報交換・情報共有，会議の運営

関連施策※

協働事業の形態

共　催

新規・継続の別 会議の立ち上げ以来，各自治体の取組で連携することでより効果・効率的な取組を検討・実施するほか，新た
な自治体の参加も得るなど連携を広げながら定期的・継続的に開催している。

平成30年度の会議（3回）では，共通課題について意見交換を行ったほか，広域的な検討課題について継続的に連携・情報交換の場
を設けたことで，他業務においてもその連携を活かすことができた。また，調布市が狛江市及びNPO法人と災害時における無人航空
機（ドローン）を活用した支援活動等に関する協定を締結（平成29年3月）したことを契機に多摩川流域連携会議を通じて近隣自治
体に協定の輪が広がり（平成30年度末時点で多摩地域21市1区）より広域的な行政課題の解決につながる取組となった。加えて，民
間事業者が運営するウェブサイトと連携したまちの魅力向上に向けた取組の推進や，調布市と一般財団法人によるインバウンド観光
推進に関するパートナーシップ協定締結（平成29年10月）に基づく観光情報等の多言語サイトの活用により市域を越えた回遊性の向
上に向けて取組を進めることができた。

　協働に当たっての課題と対応

引き続き民間事業者やNPO法人等，多様な主体との連携拡大を図ることで，より広域的な行政課題の解決につながるよう会議の継続
的・発展的運営について検討していく必要がある。

2

協働事業名 多摩川流域11自治体交流イベントラリー 所管部課名 行政経営部　政策企画課

事務事業名 企画調整 電話番号 042-481-7369

事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

多摩川流域の自治体が連携して，それぞれの自治体で行うイベントをスタンプラリーで結ぶ多摩川流域11自治体交流イベントラリーを実施
した。一定数以上のイベントに参加した方に，抽選で各自治体の友好都市への旅行や特産品等の賞品をプレゼントするもの。市域外へイベ
ントの情報発信をし，各イベントへの集客効果を上げるとともに，地域住民の交流を通じた効果的な地域の魅力の発信を行うことを目的と
している。連携自治体の職員で実行委員会を組織し，各イベントにおける調整，賞品の決定，抽選の実施，各種広報等運営を行った。

協働のパートナー 多摩川流域１１自治体交流イベントラリー実行委員会
（府中市，調布市，日野市，狛江市，多摩市，稲城市，奥多摩町，大田区，川崎市，小菅村，丹波山村）

事業提案者 パートナー

自治体間連携

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報，参加者募集

市の役割 事業の企画，情報提供，広報

複数のイベントに参加し，抽選に応募した方は延べ863人に及んだ。昨年度の応募者は848人であり，また，連携自治体も平成２７
年度の10自治体から11自治体に増加しており、応募者数及び連携自治体数がともに増加していることからも、事業成果が出ているこ
とが窺える。PR方法として，チラシ・ポスターの作成，参加自治体の広報・ホームページの活用のほか，対象イベントの来場者に対
して，スタンプ台紙とともに参加賞を配布した。

　協働に当たっての課題と対応

現在，連携自治体の負担金や関係団体からの協賛金，東京都市長会の助成金を事業の財源としているが，同助成金が平成２９年度で終了してしまう
ため，財源確保が課題となっている。財源確保として，新たな補助制度の活用，連携自治体の増加，事業内容の見直しを検討している。

協働事業の形態

共　催 実行委員会

新規・継続の別
事業開始以降，連携する自治体が増えている。

　協働したことによる成果
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№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業

　※　当該事業の関連する「調布市基本計画（令和元年度～令和４年度）」の施策番号を記載しています。

3

協働事業名 多摩川流域郷土芸能フェスティバル 所管部課名 行政経営部　政策企画課

事務事業名 企画調整 電話番号 042-481-7368

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

複数の自治体間での連携のもと，多摩川流域の郷土芸能が一堂に会するイベントを開催することで，地域文化の振興及び地域交流の
促進を通じた効果的なまちの魅力の向上・発信を図るもの。郷土芸能を多摩地域最大のシンボルである多摩川と絡ませ，地域文化を
通した流域交流を育むことで，郷土芸能の活性化を図り，地域文化の振興のみならず一層のまちの魅力づくりを目指している。
各自治体職員で実行委員会を組織し，参加団体等との調整，会場運営協議等を行った。

協働のパートナー 多摩川流域郷土芸フェスティバル実行委員会
（府中市，調布市，日野市，狛江市，多摩市，稲城市，奥多摩町，小菅村，丹波山村）

事業提案者 パートナー

協働事業の形態

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野 自治体間連携

指定管理・業務委託 関連施策※
17魅力ある観光の振興
19芸術・文化の振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報，参加者募集

市の役割 事業の企画，情報提供，広報

新規・継続の別 平成12年度に5自治体で第1回を開催して以来，平成25年度の多摩川流域連携会議立ち上げなどを契機に参加
自治体も増え，平成29年度は9自治体の参加の下，開催することができた。

　協働したことによる成果

平成29年12月3日，多摩川の流域自治体で育まれた郷土芸能が一堂に会し，迫力の舞台を披露するフェスティバルを開催し，平成２
9年度で第18回目の開催となった。また，郷土芸能フェスティバルを盛り上げる付随イベントとして，郷土芸能フェスティバルに参
加する９自治体による第3回多摩川流域物産展を開催した。出店内容は，地酒，ワイン，生わさび，わさび漬け，こんにゃく，野菜
等，ふるさと多摩川にちなんだ物産を多くの方々に広くＰＲすることができた。

　協働に当たっての課題と対応

平成28年度までは東京都市長会の助成金や関係団体からの協賛金を当事業の財源としていたが，平成２９年度からは市長会の助成金
が半減してしたため，財源確保が課題となっている。財源確保として，実行委員会の構成自治体で負担金を拠出することで対応して
いる。

市

4

協働事業名 地域活性化包括連携協定による取組 所管部課名 行政経営部　政策企画課

事務事業名 地域活性化包括連携協定による取組 電話番号 042-481-7369

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市と事業者が相互に連携し，協働による取組を推進することで，地域や暮らしの安全・安心，地域防災・災害対策，地産地消と市産
品の販路拡大，地域の活性化，市政情報及び観光情報の発信，高齢者・障害者の支援，子ども・青少年の育成，食育・健康増進，環
境保全・リサイクルに関する取組など，更なる市民の安全・安心の確保や市民サービスの向上を図るため，株式会社セブン‐イレブ
ン・ジャパン及び株式会社イトーヨーカ堂と地域活性化包括連携協定を締結（平成３０年４月１８日）した。また，協定締結後の取
組の実効性を高めるため，定例協議の場として連携会議を開催（２回）し，定期的に事業の協議・調整を図った。

協働のパートナー 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン及び株式会社イトーヨーカ堂 事業提案者

生涯学習，観光・労働，福祉等

指定管理・業務委託 関連施策※ 行革プラン01

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報，参加者募集

市の役割 事業の企画，情報提供，広報

協働事業の形態

新規・継続の別 物販・飲食サービスに留まらず，公共料金の収納や証明書等の発行，いわゆるコンビニ交付など公共サービスの一端を担
い，地域貢献に資する取組を展開する事業者と相互に連携し，協働による取組を推進することで，さらなる市民サービスの
向上に寄与することが期待される。

　協働したことによる成果

市と事業者が相互に連携し，協働による取組を推進することで高齢者等の見守り活動，住民票等のコンビニ交付の周知，生涯学習出
張相談による学びのきっかけづくり，観光情報等の魅力発信，シニア雇用の促進，福祉作業所による生産品の販売など，更なる市民
の安全・安心の確保や市民サービスの向上につなげることができた。

　協働に当たっての課題と対応

協定締結の取組の実効性を高めるため，定期的・継続的に協議の場である連携会議を開催し，連携事業の調整及び見直しを図ってい
く必要がある。
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　※　当該事業の関連する「調布市基本計画（令和元年度～令和４年度）」の施策番号と施策名を記載しています。

新規・継続の別 視覚障害者等に適切に市政情報を伝えられるよう，読み上げる項目について市とパートナーで協議しながら継
続している。

　協働したことによる成果

市民自ら地域情報を発信することを目的に活動するNPO法人や，障がいのある人もない人も，幼児から高齢の方まで「共に生きる」
ことをテーマとし活動している団体に協力していただいており，本取組が各パートナーの活動目的にも合致するとともに，市として
も市報の内容を紙媒体以外で提供し，視覚障害者等にも適切に市政情報を伝えることができた。

　協働に当たっての課題と対応

利用者から，カセットテープを再生する機器が自宅になく利用することができないとの意見が出ているため，カセットテープ以外の
媒体で録音できるよう，機材の更新を含めた検討のほか，他団体との連携を模索する必要がある。

福祉

指定管理・業務委託 関連施策※ 行革プラン04

役割分担

パートナー
の役割

市が指定した市報の内容をカセットテープに録音

市の役割 録音する市報記事の選定，カセットテープの複製・送付

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市報定例号及び新春号の年２４回分（１回につき約１５本）をボランティアの協力によりカセットテープに録音し，視覚障害者等の
希望者に郵送配布している。

協働のパートナー
特定非営利活動法人　調布市民放送局

東京YWCA国領　こだまグループ
事業提案者 市

6

協働事業名 声の広報 所管部課名 行政経営部 広報課

事務事業名 市政情報の提供 電話番号 042-481-7301

新規・継続の別 平成26年度から平成29年度まではNTTタウンページ株式会社と協働し，「調布市生活ガイド」を含むタウン
ページとして発行していた。

　協働したことによる成果

公費負担なしで，A4判フルカラーの（168ページ（予定））冊子を作成することができた。令和元年度7月に市内全戸配布し，暮ら
しに役立つ手続きをはじめ施設の情報・市の魅力を広く提供することができた。また，転入者には市民課・神代出張所窓口で配布し
ている。

　協働に当たっての課題と対応

平成26年度から平成29年度まではNTTタウンページ株式会社と協働し，毎年「調布市生活ガイド」を含むタウンページを発行して
いたが，平成30年度からはNTTタウンページとの協働による作成ができなくなった。そのため，令和元年度からは株式会社　サイ
ネックスとの協働により「調布市　暮らしの便利帳」として２年に１回冊子を発行していく。今後は2年に1回の発行となるため必要
な情報を精査し掲載していく必要がある。

観光・魅力発信

指定管理・業務委託 関連施策※ 行革プラン04

役割分担

パートナー
の役割

冊子の編集や発行，配布。掲載広告の募集

市の役割 市政情報の提供，内容の校正

協働のパートナー 株式会社　サイネックス 事業提案者 パートナー

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

事務事業名 市政情報の提供 電話番号 042-481-7302

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市民の暮らしに役立つ各種手続きや施設の情報，行政情報などを掲載する，「調布市　暮らしの便利帳」を株式会社サイネックスと
協働し，発行している。なお，製作及び配布における，市の公費負担はない。

5

協働事業名 調布市　暮らしの便利帳の作成 所管部課名 行政経営部 広報課
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協働事業名 フェイスブックを活用したフォトコンテスト 所管部課名 行政経営部 広報課

事務事業名 市の魅力発信 電話番号 042-481-7302

事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

「わたしの好きな調布」をテーマに，応募作品の中から，広報課などでの一次審査を通過した作品を市の公式フェイスブック上で公
開し，「いいね」の数が多かった写真を表彰した。

協働のパートナー 市民（応募者とフェイスブックの閲覧者） 事業提案者 市

　協働に当たっての課題と対応

市公式フェイスブックの認知度をさらに高めるため，フォトコンテストを継続して実施する。新たな調布の魅力発見や魅力発信のた
め，より多くの方が参加しやすいよう，新たなSNSによる募集やテーマ設定，周知の方法等をさらに工夫して行っていく。

観光・魅力発信

指定管理・業務委託 関連施策※ 行革プラン04

役割分担

パートナー
の役割

写真の応募，市の公式フェイスブック上での審査に参加

市の役割

7

新規・継続の別 市公式フェイスブックの認知度を高め，調布の魅力発信をさらに充実させるため，フェイスブックを活用した
フォトコンテストを実施した。

　協働したことによる成果

市報，市HP，ツイッター，フェイスブック，調布FM放送などで周知を行ったところ，６０点の作品の応募があった。実施期間中に
市の公式フェイスブックのフォロワーが６０人増加した。

フォトコンテストの実施と周知，作品の募集，審査通過作品や表彰作品の公開，結果報告

協働事業の形態
共　催 実行委員会
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平成３０年度　協働事業一覧

№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

8 調布地域情報化推進協議会の運営
事業協力，情報交換・情報提供，
指定管理・業務委託

ＮＰＯ法人調布市地域情報化コン
ソーシアム

情報管理課

9 地域防災体制の充実
事業協力，補助・助成，
情報交換・情報提供

防災市民組織 総合防災安全課

10 平成３０年度シェイクアウト訓練 事業協力
「災害時における放送等に関する
協定」締結団体

総合防災安全課

11 平成３０年度調布市総合水防訓練 事業協力
「災害時における応急対策の協力に
関する協定」締結団体

総合防災安全課

12 平成３０年度調布市総合防災訓練 事業協力
災害時における各種協定締結団体
（計21団体）

総合防災安全課

総務部
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　※　当該事業の関連する「調布市基本計画（令和元年度～令和４年度）」の施策番号と施策名を記載しています。

新規・継続の別 防災市民組織の活動を市が補助することで，より効果・効率的な訓練の実施及び資機材の購入等市としての防
災力が向上している。

　協働したことによる成果

毎年度実施している市民意識調査の結果からも見て取れるように，例年，地震等に対する防災対策に市民の関心が高く，各団体が自
主性を活かして各種活動を実施できた。また，防災講演会や出前講座等に多くの市民の参加を得られた。

　協働に当たっての課題と対応

防災は地域での自助・共助が欠かせないが，自治会等の組織に属していない市民への啓発としての講演会や訓練を行い，災害発生時
の体制づくりに多くの市民が携わる意識啓発に取り組んでいる。

防災

指定管理・業務委託 関連施策※ 01災害に強いまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

災害発生時の体制づくり，防災用品の備蓄物資等の充実，啓発活動

市の役割 補助金の交付，防災講演会や出前講座での防災意識の啓発

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

防災市民組織の育成及び充実を図り，市民の防災意識の高揚と市民生活の安全確保を図るため，次の事業を行う。
①防災市民組織に対する補助金の交付　②東京都主催の防災市民組織リーダー講習会への参加　③防災市民組織説明会の実施　④防
災に関する出前講座　⑤防災講演会　⑥立川防災館体験学習会　⑦総合防災訓練等の各種訓練
（④から⑦については防災市民組織育成独自のものでなく，市民に対する防災意識の啓発事業として行っているもの）

協働のパートナー 防災市民組織 事業提案者 市

9

協働事業名 地域防災体制の充実 所管部課名 総務部　総合防災安全課

事務事業名 防災市民組織の育成 電話番号 042-481-7346

新規・継続の別
調布市地域情報化基本計画の趣旨に基づき実施している。

　協働したことによる成果

地域情報化基本計画の考え方に沿って調布市の地域情報化は，これまで「市民の手による」ことをテーマとして進めてきたことか
ら，市民の主体性を尊重し，地域情報化の取組について活発な意見交換をすることができた。

　協働に当たっての課題と対応

情報化社会の進展に伴い，市民等の「地域情報化」に対する考え方が多様化する中，取組を決定する上で合意形成に時間を要するこ
とが多くなっている。

役割分担

パートナー
の役割

地域情報化における市民向けの事業の企画・立案等

市の役割 会場用意，庁内周知等

協働事業の形態

協働のパートナー ＮＰＯ法人調布市地域情報化コンソーシアム

コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※
行革プラン01
行革プラン05

協働事業名 調布地域情報化推進協議会の運営 所管部課名 総務部　情報管理課

事務事業名

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

地域情報化基本計画推進事業 電話番号

事業提案者 パートナー

8

042-441-6117

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市民・事業者・教育機関等が今後の地域情報化について自由に議論し，情報提供，意見交換を行う「議論の場」として「調布地域情
報化推進協議会」を開催している。平成30年度は，地域情報化の現状や課題等についての市民アンケートを実施し，市民の手による
地域情報化推進に寄与する取組に活かすよう活動を行った。
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今後も市の防災力を高めるため，自治体や事業所等，多様な機関と積極的に協定を結び，適宜連携していくことが重要である。庁内
横断的な連携により，他部署における各種団体の情報や連携した取組の情報を共有し，各種団体等の活動状況を的確に把握してい
く。

協働事業の形態

新規・継続の別
各協定団体で連携し，訓練を行うことで，災害時においても，効率的に活動が行えるため実施している。

　協働したことによる成果

実際の災害時においても円滑に水防活動を行えるよう，水害時における相互の活動体制を訓練の中で情報共有することで確認するこ
とができた。

　協働に当たっての課題と対応

事業提案者

防災

指定管理・業務委託 関連施策※ 01災害に強いまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

訓練の参加

市の役割 事業の企画，運営

042-481-7346

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

集中豪雨に伴う水害及び台風による河川の氾濫等を想定した実践的な水防活動技術の習得と，水防部隊の機動的な運営により，水防
態勢の万全を期する。「災害時における応急対策の協力に関する協定」締結事業者の水防活動に関する協力の下，訓練を実施した。

協働のパートナー
「災害時における応急対策の協力に関する協定」締結団体

（建設業協同組合，管工土木事業協同組合，植木組合，消防庁調布消防署，
建設防災連合会）

災害の程度・種別により異なるものの，放送内容等事前に確認・調整の必要がある項目について検討していく。

市

11

協働事業名 平成30年度調布市総合水防訓練 所管部課名 総務部　総合防災安全課

事務事業名 調布市総合水防訓練 電話番号

協働事業の形態

新規・継続の別 防災訓練は一度経験すればよいものではなく，継続していくことが重要である。より市民や事業所に参加して
いただけるよう創意工夫していく。

　協働したことによる成果

実災害時にも調布FMやJ:COM等の協力により災害情報について放送するが，事前にシュミレートできたことで相互間でイメージ共
有を図れた。

　協働に当たっての課題と対応

事業提案者

防災

指定管理・業務委託 関連施策※ 01災害に強いまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

シェイクアウト訓練内容の放送

市の役割 事業企画，運営

電話番号

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

シェイクアウト訓練とは，大勢が一斉に参加する防災訓練であり，参加者は同じ日時に屋内にいれば机等の下に身を隠し，屋外では
身を低くしてかばん等で頭を守る行動を起こすもの。市では，震災時に，第一にわが身を守る行動を市民に身につけていただくとと
もに，市内で一斉かつ一体となって取り組むことにより，防災・減災意識の高揚を図ることを目的として，「災害時における放送等
に関する協定」締結事業者の協力の下，訓練を実施した。

協働のパートナー
「災害時における放送等に関する協定」締結団体

（調布FM放送，J：COM）

042-481-7346

市

10

協働事業名 平成３０年度シェイクアウト訓練 所管部課名 総務部　総合防災安全課

事務事業名 シェイクアウト訓練
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№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業

　※　当該事業の関連する「調布市基本計画（令和元年度～令和４年度）」の施策番号と施策名を記載しています。

市

12

協働事業名 平成３０年度調布市総合防災訓練 所管部課名 総務部　総合防災安全課

事務事業名 調布市総合防災訓練 電話番号 042-481-7346

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

いつ起こるかわからない震災に備え，「自分たちのまちは自分たちで守る」という地域での互助精神の高揚と防災行動力の向上を図
るとともに防災関係機関との連携を強化し，災害時の迅速な応急活動態勢を整えるために，医療やボランティア，放送，建設業，ラ
イフライン等，災害時における様々な分野に関する協定を締結している，各種協定締結団体の協力の下，調布市総合防災訓練を実施
した。

協働のパートナー 「災害時における各種協定」締結団体（計21団体） 事業提案者

防災

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

訓練の参加

市の役割 事業の企画，運営

関連施策※ 01災害に強いまちづくり
協働事業の形態

新規・継続の別
各協定団体で連携し，訓練を行うことで，災害時においても，効率的に活動が行えるよう実施している。

　協働したことによる成果

実際の災害時においても円滑に活動を行えるよう，災害時における相互の活動体制を訓練の中で情報共有することで確認することが
できた。

　協働に当たっての課題と対応

今後も市の防災力を高めるため，さらに自治体や事業所等，多様な機関と積極的に協定を結び，適宜連携していくことが重要であ
る。庁内横断的な連携により，他部署における各種団体の情報や連携した取組の情報を共有し，各種団体等の活動状況を的確に把握
していく。
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平成３０年度　協働事業一覧

№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

13 「中学生の税についての作文」表彰式の
開催

事業協力 武蔵府中納税貯蓄組合連合会 納税課

14 人権啓発協働事業 事業協力，情報交換・情報提供 調布市人権擁護委員 市民相談課

市民部
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№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業

№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業

　※　当該事業の関連する「調布市基本計画（令和元年度～令和４年度）」の施策番号と施策名を記載しています。

関連施策※ 31人権の尊重・男女共同参画社会の形成

新規・継続の別
昭和24年の人権擁護委員法が制定され，各種人権啓発事業の協力を行っている。

　協働したことによる成果

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成

人権擁護委員の活動支援など，各種事業を展開したことにより，人権教育・啓発事業の参加者数は，小学校朝礼での人権講話児童数349
人，中学生人権作文参加者1,527人，小学生子どもたちからの人権メッセージ参加者340人，人権の花運動実施校児童数1,072人，東部公
民館での人権作文展来館者数2,070人，東部公民館での多文化共生社会を目指すパネルディスカッション及び箏の演奏会参加者数65人，
合計5,423人となり，引き続き各事業の実施と参加の呼び掛けを協力することで，広く市民や子どもたちに対し，人権に関する教育・啓発
ができた。

　協働に当たっての課題と対応

当市の人権啓発活動は，子どもたちへの活動が中心で，成人に改めて人権の大切さの理解を深めてもらうことは，大変難しい取り組
みと考えている。一人でも多くの市民に人権意識が浸透するよう人権擁護委員と一緒に考え，今後の啓発活動の支援を行っていく。

人権啓発

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営・PRブースでの啓発活動

市の役割 事業の調整，連携イベントの情報交換・情報共有，会議の運営協力

分野

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

法務大臣から委嘱を受けた調布市の8名の人権擁護委員は，主に人権相談，人権侵犯に関する調査・救済活動，人権啓発活動を行って
いる。特に小学生・中学生を対象とした人権啓発活動には力を入れており，市は委員の活動支援を行った。また，調布市の委員独自
の取組として，市内の小・中学校の学校訪問，小学校朝礼時の人権講話の実施，福祉まつりでの人権啓発PRブースの設置においても
市として事業協力を行った。

協働のパートナー 調布市人権擁護委員 事業提案者 パートナー

14

協働事業名 人権啓発協働事業 所管部課名 市民部　市民相談課

事務事業名 人権教育・啓発事業の推進 電話番号 042-481-7033

新規・継続の別
中学生が税について考える良い機会として捉え，継続して実施している。

　協働したことによる成果

納税貯蓄組合連合会が募集する中学生の「税についての作文」は，将来を担う中学生が，身近に感じた税や学校で学んだ税またテレ
ビや新聞などで知った税を素材として作文を書くことにより，税について関心を持ち，正しく理解してもらうことを目的として実施
している。また，作品募集にとどまらず，市が独自で表彰式を行い，顕彰することにより，中学生に作文を通して，税について考え
る気運の醸成につなげている。

　協働に当たっての課題と対応

「中学生の税についての作文」表彰式においては，例年，武蔵府中納税貯蓄組合連合会，立川都税事務所を来賓として招き，プレゼ
ンターを依頼している。引き続き，両団体に表彰式開催事業の理解を求めるとともに，良好な関係を維持しながら，円滑な表彰式の
遂行に取り組んでいきたい。また，中学生やその家族をはじめとする市民全般に税についての関心・理解を促進したい。
また，納税貯蓄組合連合会の事務局を担う武蔵府中税務署と適切な事務分担を引き続き調整するとともに，事務の効率化を図ってい
きたい。

子ども

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

中学生に対して，「税についての作文」作品募集

市の役割 中学生に対して，「税についての作文」表彰式の開催

関連施策※ 行革プラン32

協働のパートナー 武蔵府中納税貯蓄組合連合会 事業提案者 市

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

事務事業名 収納事務 電話番号 042-481-7214

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

租税教育推進活動の一環として，納税貯蓄組合連合会が毎年実施している中学生を対象とした「税についての作文」の作品募集と連携し，
調布市主催で，市内中学生の「税についての作文」表彰式を開催している。表彰式には，同組合が来賓として出席をしている。
※納税貯蓄組合連合会は，納税貯蓄組合法に基づき，税の納期内完納達成のための納税資金備蓄を直接の目的として設立されている団体
で，税の広報活動も推進している。

13

協働事業名 「中学生の税についての作文」表彰式の開催 所管部課名 市民部　納税課
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