
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

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

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

生活文化スポーツ部
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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

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

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

（（（（
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№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

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

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
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№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

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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№

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。

新規・継続の別
ラグビーテストマッチに際して，東京都主催で実施した。

　協働したことによる成果

ラグビーテストマッチのパブリックビューイングや調布まちなかラグビーなどのラグビー体験を実施し，ラグビーワールドカップ

2019TMに向けての機運醸成を図ることができた。まちなかラグビーなどのラグビー体験は，安全かつ簡単なルールだったため，多
くの子どもたちの参加があり，参加者はラグビーの楽しさを体感できた。また，飲食や物産の販売など調布の魅力を伝える様々な
ブースを実施したことにより，調布の魅力をPRすることができた。

　協働に当たっての課題と対応

2019年，2020年に向けた継続的な機運醸成を図っていけるよう，今後類似イベントでのPRブース出展にあたっては，企画内容の
更新等も検討し，更なるPRを図る必要がある。

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報

市の役割 事業の企画・運営，市内広報

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）

東京都主催のもと，豊田スタジアムで行われたラグビー日本代表選（対ジョージア戦）のパブリックビューイングがシアタス調布で
開催された。また，調布駅前広場では，「調布まちなかラグビー」やラガマルくんの「ラグビー応援アンバサダー＠調布」就任式を
実施したほか，トリエ京王調布Ｂ館南北道路においては，飲食や物産の販売など調布の魅力を伝える様々なブースを出展した。

協働のパートナー 東京都 事業提案者 パートナー

16

協働事業名 ラグビーパブリックビューイング　2018　in TOKYO 所管部課名
生活文化スポーツ部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当

事務事業名
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

電話番号 042-481-7447

新規・継続の別
東京2020大会に向けた機運醸成を図るために実施した。

　協働したことによる成果

定員50名のところ，多数の応募があり，やむを得ず，抽選を実施した。無料招待事業を行ったことにより，競技の普及啓発及び大会
に向けた機運醸成に繋がった。

　協働に当たっての課題と対応

東京2020大会へ向けた各主体が実施するイベントについて，機を逸することなく，市として積極的にイベントに関わることで，市民
の機運醸成を図っていく必要がある。

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報

市の役割 事業の企画・運営，市内広報

協働のパートナー 公益財団法人日本水泳連盟 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
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

電話番号 042-481-7447

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

東京2020大会の調布市内開催競技の近代五種競技の種目の一つである水泳の国際大会（アーティスティックスイミング競技）にて，
市民向け無料招待事業を実施した。

15

協働事業名
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

所管部課名
生活文化スポーツ部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当
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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。

新規・継続の別
東京2020大会に向けた機運醸成を図るために実施した。

　協働したことによる成果

当日は，多文化共生社会の構築に向けた取組の一環として，様々な国の国歌・国旗を学ぶことができた。また，オリンピック・パラ
リンピックに向けた市民の機運醸成を図ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

2019年，2020年に向けた継続的な機運醸成を図っていけるよう，今後，企画内容の更新や，各主体との役割分担の見直し等に柔軟
に対応していく必要がある。

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報

市の役割 事業の企画・運営，市内広報

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）

「音楽のおもてなし」をコンセプトに，ソプラノ歌手の新藤昌子さん・コール・アンセム（合唱団）・調布市立第五中学校合唱部・
七福神などが，オリンピックの賛歌のほか，世界の国家とその国にまつわる名曲，さらに日本の名歌の数々の歌うコンサートを実施
した。コンサートとともに，国旗の解説を行った。また，市民合唱団のメンバーを市報にて募集し，結成し，合唱を行った。司会進
行，出演者等との調整，FM放送による情報発信などにおいて，調布エフエム放送株式会社に業務委託を行った。

協働のパートナー 調布エフエム放送株式会社 事業提案者 市

18

協働事業名 「世界の国旗・国歌」学ぼう！聴こう！歌おう！ 所管部課名
生活文化スポーツ部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当

事務事業名
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

電話番号 042-481-7447

新規・継続の別 複数の社会人ラグビーチームの活動拠点である府中市から，2019年，2020年に向けて地元市で連携した機
運醸成を図りたいとの提案があり，イベントを開催している。

　協働したことによる成果

社会人ラグビートップリーグチームやその活動拠点である自治体等の協力により，迫力あるラグビーの試合を身近に体感する機会を
設けることができた。また，各市がタグラグビー教室への参加者募集や各市民への広報を行い，延べ約2,500人の幅広い参加者を得
ることができ，各市の両大会に向けた取組の周知や観光PRにつながったほか，調布・府中・三鷹の各市が連携してラグビー競技の普
及に取り組んでいることをアピールする機会となった。

　協働に当たっての課題と対応

各市のPRブース出展内容や来賓者の確認など，複数市と事前に確認・調整の必要がある項目について，実行委員会全体の会議のほ
か，各市への質問事項及びその回答内容をメーリングリストで共有し効率化を図った。2019年，2020年に向けた継続的な機運醸成
を図っていくに当たり，今後，企画内容の更新や各市の役割分担の見直し等にも柔軟に対応していく必要がある。

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，各団体ＰＲブースの出展，広報

市の役割 事業の企画・運営，調布市ＰＲブースの出展，市内広報

協働のパートナー
ラグビーフェスティバル実行委員会

（府中市，三鷹市，サントリーサンゴリアス）
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
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

電話番号 042-481-7447

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

ラグビーワールドカップ2019
TM

日本大会，東京2020オリンピック競技大会7人制ラグビーの競技会場となる味の素スタジアムの近
隣自治体3市（調布市・府中市・三鷹市）が実行委員会を組織し，イベントを開催した。小学生を対象としたタグラグビー教室や，サ
ントリーサンゴリアス対リコーブラックラムズの多摩川ダービーのほか，各市の観光PRや両大会のPRパネル展示，ラグビー体験など
を実施し，両大会に向けて新たなラグビーファン層の開拓と地元市民の機運醸成を図った。

17

協働事業名 府中調布三鷹ラグビーフェスティバル2018 所管部課名
生活文化スポーツ部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当
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№
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19

協働事業名 調布サマーフェスティバル2018 所管部課名
生活文化スポーツ部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当

事務事業名
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

電話番号 042-481-7447

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

東京2020大会の開催２年前の時期に，カウントダウンイベントとして，調布市で行われるオリンピック競技を中心としたスポーツ体
験，東京ラジオ体操（みんなでラジオ体操プロジェクト），東京五輪音頭-2020-盆踊りや調布市応援アスリート指定セレモニーを行
うとともに，イベントのフィナーレとして，花火の打ち上げを行った。また，キッチンカーなどの出展を行い，イベントの賑わい創
出を図った。また，盆踊りやラジオ体操の映像収録を行うため，株式会社ジェイコムイースト調布局へ業務委託を行った。

協働のパートナー 調布市観光協会，株式会社ジェイコムイースト調布局 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

イベントの企画・運営をより円滑に実行できるよう，企画内容の早期決定や各主体との早期の調整などを図る必要がある。

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，映像収録

市の役割 事業の企画・運営，市内広報

20

協働事業名 ちょうふスクラムフェスティバルvol.2

事務事業名
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

新規・継続の別
東京２０２０大会の開催２年前にあたる時期に，カウントダウンイベントとして実施した。

　協働したことによる成果

当日は，スポーツ体験として，フェンシング体験，レーザーガン体験，自転車競技体験，ラグビーアトラクション，車いすバスケッ
トボール体験を実施し，参加した子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらい，調布市で行われるオリンピック競技の普及啓発を
図ることができた。当日は，テレビ中継等の効果もあり，延べ約5,000人の来場があり，各ゾーンを回りながら，フィナーレの花火
を楽しんでもらうことで，まちの賑わい創出を図ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

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）

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会の1年前イベントとして開催した。ラグビー体験イベント，元ラグビー日本代表選手の藤田
剛氏，中島修二氏，赤塚隆氏，吉田英之氏のトークショーを実施するとともに，ミス調布2017の３人によるラグビーファッション
ショーやラガマルくんのパフォーマンスを実施した。また，ラグビーにちなんだスタンプラリー，ケータリングカーの出展などを行
い，イベントの賑わい創出を図った。

協働のパートナー 調布市ラグビーフットボール協会 事業提案者 市

　協働に当たっての課題と対応

日程や会場の確保のため，パートナーのみならず，関係各所と調整を密にすることのほか，会場や天然芝の確保等，課題事項もある
のでパートナーと検討していく必要がある。

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報

市の役割

所管部課名
（電話番号）

生活文化スポーツ部
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当
　　　　　　　（042-481-7447）
スポーツ振興課（042-481-7496）

新規・継続の別
ラグビーワールドカップ2019TMの１年前イベントとして実施した。

　協働したことによる成果

当日は，調布駅前広場に天然芝のグラウンドをつくり，誰でも参加できるラグビー体験として，調布まちなかラグビー，すり抜けラ
グビー，ラグビー選手トレーニング体験を実施し，大人から子どもまで，多くの方にラグビーの楽しさを体感してもらうことができ
た。また，ラグビーにちなんだクイズラリーやキッチンカーの出展も実施したことにより，約1,500人の来場があり，まちの賑わい
創出を図ることができた。

事業の企画・運営，市内広報，準備等のサポート

協働事業の形態
共　催 実行委員会
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21

協働事業名 ちょうふスクラムフェスティバルVol.3 所管部課名
生活文化スポーツ部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当

事務事業名
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

電話番号 042-481-7447

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

味の素スタジアムで開催されたリポビタンＤチャレンジカップ2018　ラグビー日本代表対ニュージーランド代表戦のパブリックビューイングを調
布駅前広場で実施した。また，現役選手によるトークショーなどのステージイベント，ラグビー体験，飲食ブースなどを展開した。イベントPRやス
テージイベントの企画・運営，各種機材の手配等について京王観光株式会社へ業務委託を行った。あわせて，放映ライセンスに関する業務や放映機
材の手配・設置等について株式会社ジェイコムイースト調布局へ業務委託を行った。

協働のパートナー
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
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

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報

市の役割 事業の企画・運営，調布市PRブースの出展，市内広報

新規・継続の別
ラグビーワールドカップ2019ファンゾーンに向けたシュミレーションの１つとして実施した。

　協働したことによる成果

トークショーをパブリックビューイング開始前と試合終了後の２回実施したことにより，立ち見の方も含めて，広場全体が大きく盛

り上がり，ラグビーワールドカップ2019TM日本大会に向けた機運醸成を図ることができた。また，当日は，延べ約3,500人の来場
があり，ラグビーアトラクションやトライフォト，市PRブースを展開したことにより，ラグビーの魅力や市の魅力をPRすることがで
きた。

　協働に当たっての課題と対応

2019年，2020年に向けた継続的な機運醸成を図っていけるよう，今後企画内容の更新や各主体との役割分担の見直し等にも柔軟に
対応していく必要がある。

パートナー

22

協働事業名 東京五輪に向けてのＩＣＴフォーラム　in　調布 所管部課名
生活文化スポーツ部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当

事務事業名
オリンピック・パラリンピック，ラグビーワールドカップの
レガシー創出に向けた調査検討と機運醸成

電話番号 042-481-7447

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）

東京2020大会を契機とする観光開発や町興しへのICT新技術の活用に関して，市民団体，ICT推進団体，商工団体，自治体等を対象
とする講演を実施した。IMR（複合現実），スマートグラス，非言語情報などで強化したスマート観光支援など，各種取組を紹介し
た。

協働のパートナー ＩＣＴ推進東京フォーラム実行委員会 事業提案者

オリンピック・パラリンピック

ラグビーワールドカップTM

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報

市の役割 会場手配

協働事業の形態

新規・継続の別
観光開発や町興しへ寄与することができるため実施した。

　協働したことによる成果

前半では，ICTを利活用した観光開発や町興しに向けた各種取組について講演し，後半は東京2020大会やラグビーワールドカップ

2019TM日本大会の関係者の活動を紹介した。会場には，起業家，自治体職員など様々な職種の方が集まり，関係者含め約60名を超
える参加があり，観光開発や町興しへ寄与することができた。

　協働に当たっての課題と対応

東京2020大会を契機とする観光開発等を実施していけるよう，今後，企画内容等の更新等を検討していく。
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23

協働事業名 木島平村体験・交流事業 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 姉妹都市交流事業 電話番号 042-481-7139

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

調布市の姉妹都市である木島平村と，市民と村民との相互理解や人々の交流を図ることを目的に，木島平村の観光情報に詳しい木島
平村観光協会と協力し，また，市民団体である調布・木島平交流クラブとの共催により，それぞれ交流事業を実施した。春の田植え
体験やアスパラ狩り，夏のホタル観賞，秋の稲刈り体験など，四季折々の木島平村を体験できる内容として，各パートナーと共に企
画をしている。

協働のパートナー 木島平村観光協会，調布・木島平交流クラブ 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 文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 19芸術・文化の振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画調整

市の役割 事業の企画調整，参加者への周知

新規・継続の別
昨年度に実施した内容を振り返りながら，開催時期に合わせた体験事業を企画している。

　協働したことによる成果

木島平村の観光情報に詳しい木島平村観光振興局との連携により実施した体験事業においては，直近の木島平村の状況にあわせた企
画内容とすることができ，広く市民に村の魅力を知ってもらうことができた。また，会員の多くが市民である調布・木島平交流クラ
ブと共催する交流事業においては，実際に交流に参加する市民が企画にも携わることで，村の魅力を知る市民が継続的に村との交流
を図れる機会となっており，村への理解や愛着を深めることにもつながっている。

　協働に当たっての課題と対応

より多くの市民に事業に参加いただき，村の魅力を知っていただくためにも，より参加しやすく，参加者の満足度の高い企画となる
よう，各パートナーと検討を重ねていく必要がある。

パートナー

24

協働事業名 映画「ガラスのうさぎ」上映会 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 平和祈念事業の実施 電話番号 042-481-7139

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）

「映画のまち調布」にふさわしく，映画を通して平和の尊さを訴えることを目的として，戦争や平和を題材として描いた映画の上映
会を開催するもの。市民団体である「NPO法人　調布まちづくりの会」が主体となり，協力者を募って組織された「映画『ガラスの
うさぎ』上映実行委員会」と市との共催で実施した。

協働のパートナー 映画「ガラスのうさぎ」上映実行委員会 事業提案者

平和

指定管理・業務委託 関連施策※ 30平和・国際交流施策の推進

役割分担

パートナー
の役割

上映会の企画・実施

市の役割 市報・HP等による広報，市内公共施設へのチラシ・ポスター配布

協働事業の形態

新規・継続の別
平成18年度から上映会を開始し，平成21年度からは，実行委員会との共催の形態で継続して実施している。

　協働したことによる成果

市民団体が持つネットワークを活かして，実行委員会への協力者を募ることで，市民の主体性や自主性を活かした事業実施体制を整
えることにつながった。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーである実行委員会が中心となって上映会を実施しており，パートナーと市との円滑な連携が取れている。
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25

協働事業名 戦争体験映像記録DVDの作製 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 平和祈念事業の実施 電話番号 042-481-7139

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市では，戦争を体験された世代が年々少なくなっているなか，戦争の悲惨さ，平和の尊さを後世に語り継ぐため，市内に住む戦争体
験者に自身の戦争体験を語っていただき，その様子を映像に記録したDVDを作製し，保存していく事業を実施している。作製した
DVDは，市内小中学校に配付するとともに，幅広く市民が活用できるよう，市内図書館に配架している。

協働のパートナー 市民 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 平和

指定管理・業務委託 関連施策※ 30平和・国際交流施策の推進

役割分担

パートナー
の役割

自身の戦争体験の語り

市の役割 映像記録の作製

新規・継続の別
平成３０年度作成分は，市内在住の子どもにも参加してもらい，インタビュー形式で行った。

　協働したことによる成果

市民に自身の戦争体験を直接語っていただくことにより，多くの市民に，身近なところにある戦争体験について知ってもらうことが
でき，戦争や平和について考えていただく機会となった。
また，インタビュアーとして出演していただく子どもたちを，他の平和祈念事業である「親子で平和関連施設見学会」参加者から募
ることで，平和について学び，思いをもった子ども達の参加を得ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

協力していただける戦争体験者を募るため，他部署や関係者との情報交換が必要である。

パートナー

26

協働事業名 国際交流事業の実施 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 国際交流の促進 電話番号 042-481-7139

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）

本事業は，調布市国際交流協会が主体となり，外国人が日本の伝統文化に触れ，日本の良さを知ってもらうことを目的に実施してい
る。平成３０年度は，外国人が日本の文化に触れるバスツアーを実施したほか，外国人留学生との交流事業や外国文化の紹介展示，
オリンピック・パラリンピック関連事業として「やさしい日本語でおもてなし」に関する講座などを実施した。

協働のパートナー 調布市国際交流協会 事業提案者

文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 30平和・国際交流施策の推進

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・実施

市の役割 事業の運営補助

協働事業の形態

新規・継続の別 東京２０２０大会に向けた講演会や，国際理解講座，日本の良さを知ってもらえるツアー等を国際交流協会が
企画し実施した。

　協働したことによる成果

日頃の活動から国際交流事業にノウハウやネットワークを持つパートナーとの共催により，パートナーの専門性を生かした事業を実
施することができた。また，パートナーがサポートすることで，参加者同士の交流も深めることができた。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーである調布市国際交流協会が中心となって事業を実施しており，パートナーと市との円滑な連携が取れている。
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27

協働事業名 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 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 国際交流事業の実施 電話番号 042-481-7139

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

本事業は，東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え，外国人観光客等が安心して東京に滞在できる環境を整
えるため，街中で困っている外国人等に積極的に声掛けをして，道案内等の手助けをするボランティアを育成することを目的に，東
京都との共催により実施した。講座は受講者の語学力により，基本的な英語から学ぶ講座とおもてなしの精神について学ぶ講座に分
けられている。講座開催に当たっては，語学講座の開催にノウハウを持つ調布市国際交流協会の協力を得た。

協働のパートナー 東京都，調布市国際交流協会 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 文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 30平和・国際交流施策の推進

役割分担

パートナー
の役割

企画・講座の講師委託

市の役割 市報や市ホームページ等による参加者募集・会場の手配

新規・継続の別
平成27年度から実施しているが，現在まで多くの申込みがあり，年間を通して講座を行っている。

　協働したことによる成果

講座修了者は東京都の「外国人おもてなし語学ボランティア」として登録され，講座で学んだ語学やおもてなし精神を活用して日常
生活の中で自主的にボランティア活動を行う。東京2020大会に向けた東京都全体での取組であり，市民の関心も高く，市内でも多く
の方が講座を受講している。市における，東京2020大会に向けた機運醸成につながるとともに，市民がおもてなしについて触れる良
い機会となっている。

　協働に当たっての課題と対応

定員を超える申し込みが続いているので，より多くの市民が参加できるよう，講座開催回数等について東京都と調整していく必要が
ある。また，東京都との連携を図りながら，市独自の講座修了者向けフォローアップを開催した。引き続き通常の講座と併せてフォ
ローアップの実施を検討していく。

28

協働事業名 英語体験事業「木島平の大自然で英語を学ぼう！」 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 外国語体験事業の実施 電話番号 042-481-7139

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）

市在住・在学の小学5～6年生を対象に，木島平村で英語プログラムを実施するほか，野菜の収穫やバーベキューなどを実施した。英
語プログラムは，東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えたものであり，ネイティブ講師と英語でのコミュニケー
ションを通じて英語の楽しさを知り，農村体験では木島平の魅力を知ってもらうことを目的として実施した。

協働のパートナー 調布市国際交流協会，木島平村教育委員会 事業提案者 市

ボランティアを増やし英語プログラムの充実を図るなど，今後の事業継続に向けて，パートナーである調布市国際交流協会と連携
し，検討していく。

文化

指定管理・業務委託 関連施策※
19芸術・文化の振興
30平和・国際交流施策の推進

役割分担

パートナー
の役割

ボランティア・参加者の募集

市の役割 企画・バスの手配・英語プログラムの委託

新規・継続の別
子どもたちが英語の楽しさや木島平村の魅力を感じることのできる内容とし，３回目の開催となった。

　協働したことによる成果

調布市国際交流協会でボランティアを募集したことにより，英語プログラムの内容がより充実したものになった。また，今回は学生
ボランティアに協力してもらい，プログラム以外の場面でも子どもたちの安全確保に努めることができた。

　協働に当たっての課題と対応

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成
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29

協働事業名 パラアート展２０１９～ＣＨＯＦＵ‐ｆｕｆｕ～ 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 文化振興事業の支援 電話番号 042-481-7139

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

展示のテーマを「布」とし，洋服を制作する際に作られる白色の仮縫いサンプル「トワル」に市内の福祉作業所で活動する方々が自
由に着色や装飾するなどして制作した作品を展示した。更に，参加型のワークショップを実施したほか，作業所から募集したアート
作品の展示や作業所で製作しているお菓子の販売等，市内福祉作業所のＰＲに取り組むことで，障害者への理解を広げることができ
た。

協働のパートナー 調布市福祉作業所等連絡会 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 文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 19芸術・文化の振興

役割分担

パートナー
の役割

福祉作業所との連絡・調整

市の役割 事業の企画・作品募集

新規・継続の別 オリンピック・パラリンピック関連事業として実施。今後も障害者の芸術・文化の発展に貢献できるよう，関
係団体と調整し開催する。

　協働したことによる成果

作品を出展していただいた福祉作業所や，多くの関係者に来場していただき，障害のある方々の活動を広く発信することができた。
また，作品を通して，それぞれの個性・美しさ・芸術性をＰＲし，多文化共生の推進を図ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

本事業には，展示の企画等へ専門的な見知からアドバイス等をいただくため，コーディネーターにも関わっていただいている。より
効率的に企画調整を進めるとともに，各作業所の意見を企画へ適切に反映していくために，複数の作業所等から成るパートナーと
コーディネーターと市の役割分担について，明確にし，より円滑な意見交換の場づくりを行う必要がある。

市

30

協働事業名 調布市文化・コミュニティ振興財団との連携 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 文化振興事業の支援 電話番号 042-481-7139

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）

「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」に沿い，より多くの市民が優れた芸術・文化に触れたり，気軽に芸術・文化活動に取り組
むことができるようにすることを目的に，（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団との共催により，調布市国際音楽祭，調布よさこい，調布市
民文化祭，ショートフィルムコンペティション，映画のまち調布　シネマフェスティバル２０１９を開催した。
各事業の開催に当たっては，調布市文化・コミュニティ振興財団と協力し，開催に向け検討を行い，役割分担をして開催した。

協働のパートナー 公益財団法人　調布市文化・コミュニティ振興財団 事業提案者

文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 19芸術・文化の振興

役割分担

パートナー
の役割

各事業の企画・運営，各事業への参加者募集

市の役割 各事業の企画・運営に関する支援，市報掲載等による広報

協働事業の形態

新規・継続の別
各事業において東京2020大会に向けた普及・啓発活動を行った。

　協働したことによる成果

文化事業の運営に実績のある調布市文化・コミュニティ振興財団へ共催・業務委託することによって，魅力のある事業の企画・運営
が図れ，参加者の増加などの効果があった。平成３０年度は，「たづくりアスリートワンダーウォール！」，「調布能楽odyssey」，
「クリエイティブリユースでアート！」等を実施し，東京２０２０大会の機運醸成と賑わいの創出を図ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーである調布市文化・コミュニティ振興財団は，文化会館たづくりおよびグリーンホールの指定管理者として，当該施設の
管理・運営を担っている団体であり，各共催事業の準備に限らず，市と定期的に打ち合わせ等を行っており，日頃から意思疎通を図
ることで，各共催事業においても，円滑な運営に繋がっている。
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31

協働事業名 サウジアラビアとの文化交流 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 外国語体験事業の実施 電話番号 042-481-7139

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

平成30年度はこれまで築いてきたサウジアラビアと調布市との友好関係や国際交流の更なる発展に向けて，アラブイスラーム学院と
調布市との間で相互友好協力協定を締結するとともに，本協定に基づく事業として，アラブイスラーム学院から講師を招き，市民を
対象としたアラビア語講座を開催した。また，サウジアラビア文化展及び講演会を開催し，広く市民へ，サウジアラビアの文化に触
れ，異文化理解や国際交流を図る機会を提供した。

協働のパートナー
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，

調布市サウディアラビア友好会
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 文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 30平和・国際交流施策の推進

役割分担

パートナー
の役割

企画・運営，展示品等の貸与，留学生ボランティアの募集

市の役割 企画・運営，広報

新規・継続の別 2002FIFAワールドカップ日韓大会において，調布市がサウジアラビア王国代表チームのチャンプ地となった
ことをきっかけに交流が始まり，様々な文化交流事業を通じて友好関係を築いている。

　協働したことによる成果

サウジアラビア王国大使館文化部やアラブイスラーム学院と連携することで，普段なかなか目にする機会の少ない，サウジアラビア
の民族衣装や装飾品，伝統料理などに触れ，サウジアラビア文化を体験する機会を市民に提供することができた。また，サウジアラ
ビアからの留学生に事業へボランティア参加いただくことができ，来場者との交流を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

各事業の実施に当たっては，連絡を密に取り合うことで円滑な連携を図ることができた。一方で，企画内容等の検討の際に，本国へ
の帰国予定が急遽入ってしまったり，ラマダーン等に関連して打合せができなくなってしまう期間があったりと，臨機応変な対応が
必要となる場面も多く，事業担当者としても相手方の文化を理解した上で，より効率的な連携に向けて配慮する姿勢が必要である。

32

協働事業名 地域デビュー事業 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 生涯学習のまちづくり 電話番号 042-481-7745

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）

シニア層及び地域活動への参加を希望する市民を対象に，地域活動への参加のきっかけづくりを支援し，市民の自主的なまちづくり
活動を推進するため，まちづくり地域活動に熱心な方々による実行委員会を組織し，地域デビュー歓迎会を実施した。

協働のパートナー 平成３０年度地域デビュー推進委員会 事業提案者 市

役割分担を見直すことで，より市民目線に立った事業展開ができるよう努めた。また，企画の際に，生涯学習まちづくり推進員から
助言や指導を行った。

生涯学習

指定管理・業務委託 関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

地域デビュー歓迎会実行委員会を構成する講座の企画・運営

市の役割 市報による地域デビュー歓迎会の参加者募集・受付，会場提供

新規・継続の別
平成18年度に事業を開始し，その後継続して開催している。

　協働したことによる成果

シニア層や地域活動への参加を希望する市民にとって，地域活動や同世代とのコミュニケーションの楽しさを見出す機会となり，地
域活動への参加や地域での仲間づくりやを促すことにつながった。また，企画・運営を行った推進委員会もシニア層の方々が中心と
なっており，シニア層が地域で活躍する場を提供することにもなっている。

　協働に当たっての課題と対応

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成
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市

33

協働事業名 生涯学習サークル体験事業 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 生涯学習や市民活動の啓発 電話番号 042-481-7745

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）

シニア層の生きがい発見や地域との関わりを持つきっかけづくりの機会を提供することを目的として，生涯学習サークルと協力・連
携しながら，「生涯学習サークル体験事業」を実施した。市民が，実際のサークル活動に参加し，その楽しさを体験してもらうもの
であり，市が事務局として参加者の募集を行い，サークル体験の運営は生涯学習サークルが行った。

協働のパートナー 各生涯学習サークル 事業提案者

生涯学習

指定管理・業務委託 関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

生涯学習体験発表会の企画・運営

市の役割 市報等による参加者の募集

協働事業の形態

新規・継続の別
平成17年度に第1回目の「生涯学習体験教室」を開催し，その後継続して開催している。

　協働したことによる成果

希望する生涯学習サークルと体験事業を行うことで，活発なサークル活動を市民に対して周知することができた。また，協力サーク
ルの通常の活動を体験することで活動の様子を身近に感じることができ，地域活動を始めるきっかけづくりとなっている。

　協働に当たっての課題と対応

体験事業を実施するサークルが固定化してきているため，体験事業未実施のサークルと協働での実施ができるよう，サークルへの周
知を進める。

市

34

協働事業名 生涯学習サークル体験発表会 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 生涯学習のまちづくり 電話番号 042-481-7745

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）

生涯学習サークル体験事業に参加した方々が，そこで学んだ成果を発表することを通じて，継続した地域活動につなげていくことや
市民交流を促進することを目的に，サークル体験事業を実施した団体で「生涯学習体験発表会実行委員会」を組織して生涯学習体験
発表会を開催した。

協働のパートナー 生涯学習サークル体験発表実行委員会 事業提案者

生涯学習

指定管理・業務委託 関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・事業の実施

市の役割 事業の企画・参加者募集・会場提供

協働事業の形態

新規・継続の別 平成17年度に第1回目の「音楽でつくる生涯学習・市民活動体験発表会」を開催し，その後継続して開催して
いる。

　協働したことによる成果

シニア層を中心とした市民にとって，地域活動に参加するきっかけづくりの場となるだけでなく，その活動を継続していくことに貢
献している。また，協力サークルの通常の活動に参加することで活動の様子を身近に感じることができ，地域での市民交流の場にも
なっている。

　協働に当たっての課題と対応

参加サークルが固定化しており，新たにサークル活動を始めるきっかけづくりの場として，より効果的な事業展開が必要となってい
る。地域デビュー事業にノウハウや経験を持つ地域デビュー推進委員会との連携など，パートナーの特性を生かした事業として見直
しを図る。
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35

協働事業名 相互友好協力協定締結大学定例会 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 市民が主役のまちづくり大学事業 電話番号 042-481-7745

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

文化，教育，学術，スポーツ，芸術，国際交流の分野で援助，協力し相互発展を図ることを目的とし相互友好協力協定を締結してい
る地域の大学と連携の相談及び情報交換のために定例会を開催している。

協働のパートナー 相互友好協力協定締結大学 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 生涯学習

指定管理・業務委託 関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・事業の実施

市の役割 事業の企画・参加者募集・会場提供

新規・継続の別
協定大学との連携を深めていくために，平成２２年度から実施している。

　協働したことによる成果

会議（4回）では，各担当課から案件を募集し，情報交換の場を設けたことで，新たな連携につなげることができた。また，新規事業
として相互友好協力協定締結大学全校と共催する「調布市協定大学ゼミ展」を企画し，令和元年度の実施に向け協議をした。

　協働に当たっての課題と対応

相互友好協力協定締結大学との連携に関する市民への情報発信に課題があり，今後連携実績をホームページに公開する等対応を行っ
ていく。

市

36

協働事業名
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」

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 市民が主役のまちづくり大学事業 電話番号 042-481-7745

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）

文化，教育，学術，スポーツ，芸術，国際交流の分野で援助，協力し相互発展を図ることを目的とし相互友好協力協定を締結してい
る地域の大学と，これから進路を決めていく中学生に対し進路を考えるきっかけとしてもらい，かつ大学との連携について知っても
らう機会とするため実施した。

協働のパートナー
相互友好協力協定締結大学
（東京慈恵会医科大学）

事業提案者

生涯学習

指定管理・業務委託 関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

事業の実施・会場提供

市の役割 事業の企画・広報・参加者募集

協働事業の形態

新規・継続の別
本事業は，調布市制施行60周年記念事業として実施した平成27年度から継続して実施している。

　協働したことによる成果

大学の特色を生かした専門性の高い事業を実施できた。市が市立中学校，近隣私立中学校，図書館などで周知チラシを配布し，各大
学も大学のホームページ等で周知することで，より多くの市民の参加を得ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

大学やテーマによりターゲットが異なるため，事業の実施目的やテーマを早い段階で確定させ，柔軟な対応を行う必要がある。
長く事業を継続させるには，各大学の負担を軽減する必要があり，学園祭・オープンキャンパス等に併せて開催するなど工夫してい
く。
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37

協働事業名 電気通信大学創立100周年記念事業 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 市民が主役のまちづくり大学事業 電話番号 042-481-7745

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

文化，教育，学術，スポーツ，芸術，国際交流の分野で援助，協力し相互発展を図ることを目的とし相互友好協力協定を締結してい
る電気通信大学の創立100周年記念事業を協賛し，電通大展やサイエンスカフェ等の事業の協力や市報での特集の掲載等を行った。

協働のパートナー
電気通信大学

（相互友好協力協定締結大学）
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 生涯学習

指定管理・業務委託 関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

企画・イベントの開催。会場全体の運営

市の役割 企画・イベント・広報の協力。会場提供

新規・継続の別
創立100周年記念事業として実施した。

　協働したことによる成果

市民向けに実施した「電通大展 in たづくり」では，セレモニー及びギャラリー展示で約1,500人が来場し，大学の魅力を市民に発信
することができた。また，調布ＦＭ「生涯学習市民活動のススメ」の番組の中で，93人の大学の教職員，学生に協力いただき，生涯
学習活動等の紹介を行った。

　協働に当たっての課題と対応

相互友好協力協定大学の連携担当の方ではなく，創立100周年担当の方との連携事業となり，既存事業との進め方が異なっていたた
め，積極的な情報共有が必要である。

市

38

協働事業名
「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

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 文化振興事業の支援 電話番号 042-481-7139

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）

市では，「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」を行い，子どもから大人まで誰もが芸術文化を育むことができる
場・つながる機会をより一層創出・支援するまちづくりに取り組んでいる。平成２９年度には宣言のシンボルマークを市民投票で決
定し，宣言に基づき，市民に芸術文化に触れられる様々な機会を提供する団体と共催や事業協力により連携し取り組んだ。宣言の啓
発とともに調布市の魅力を発信するために活用している。

協働のパートナー 調布市文化協会ほか 事業提案者

文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 19芸術・文化の振興

役割分担

パートナー
の役割

2019年のラグビーワールドカップ及び東京2020大会に向け，宣言の啓発とともに調布市の魅
力発信

市の役割 市報・ＨＰ等による広報，市内公共施設へのチラシ・ポスター配布

協働事業の形態

新規・継続の別
市の事業に使用するとともに市民団体等が実施する事業にも使用できる。

　協働したことによる成果

調布市文化協会をはじめ，各市民団体との共催により，市民文化祭・文化フェスタや，調布市伝統文化交流会等を実施し，地域の魅
力を高めるとともに，市民が身近に芸術・文化に触れる機会を創出した。

　協働に当たっての課題と対応

「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」及び宣言シンボルマークの市民へのさらなる普及・周知が必要であり，ス
ポーツ振興課と連携しながら，より市民団体が使いやすいよう利用方法の見直しを検討するとともに，宣言に基づく市民の活動とし
て，より積極的なＰＲを行えるよう，市の情報発信の充実を図る。
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39

協働事業名 フードドライブの実施 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 消費者啓発事業 電話番号 042-481-7140

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスの削減及びその活用を目的として，家庭や事業者から持ち寄った食品を市内福祉施設
等へ提供するフードドライブを調布市消費者団体連合会及び調布市社会福祉法人地域公益活動連絡会と連携し，年４回実施してい
る。

協働のパートナー 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 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 消費生活

指定管理・業務委託 関連施策※ 03消費生活の安定と向上

役割分担

パートナー
の役割

運営補助，広報活動，食品の分配

市の役割 場所の提供，広報活動，その他全体調整

新規・継続の別
平成26年度に試行実施後，平成28年度から単独で開催し，平成29年度以降，定期的に年４回実施している。

　協働したことによる成果

消費者団体や地域公益活動連絡会と連携を図ることにより，各々の情報発信ツールを使い，広く活動の周知を図ることができた。市
民の食品ロスへの意識が高まり，多くの食品が集まった。また，食品の分配先である福祉施設の状況を把握している同連絡会の協力
を得られたこともあり，集まった食品を無駄にすることなく必要とする方々に届けることができ，食品の有効活用につながった。

　協働に当たっての課題と対応

市民一人一人が問題意識を持ち，食品ロス削減のため主体的に取り組んでもらえるよう，更なる食品ロス削減への取組や普及啓発活
動が必要となってくる。食品ロス削減とその有効活用を目的としているフードドライブだが，今後は部署を超えての横断的な連携も
必要となってくるため，関係部署との情報共有や連携を強化していく必要がある。更に，市民団体「フードバンク調布」とも情報共
有し，連携を図っていく。

市

40

協働事業名 消費生活講座 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 消費者啓発事業 電話番号 042-481-7140

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）

多くの市民が消費生活に関する様々な知識を習得し，自主的な行動ができ，健全な消費生活を営むことができるよう支援することを
目的として，東京都と共催で消費生活講座を実施している。市が企画・提案した内容に基づき，東京都が講師の手配，謝礼支払及び
実験実習講座であれば器材準備などを担っている。

協働のパートナー 東京都 事業提案者

消費生活

指定管理・業務委託 関連施策※ 03消費生活の安定と向上

役割分担

パートナー
の役割

講師派遣，謝礼の支払い，実習講座の器材準備

市の役割 講座の企画・運営，会場・設備の提供，広報活動・その他調整

協働事業の形態

新規・継続の別
東京都の事業実施経験に基づき，市の企画する講座内容に合う講師を紹介してもらい，講座を実施している。

　協働したことによる成果

東京都と共催する消費生活講座のほかに，市単独開催の消費生活講座も実施しているが，東京都と共催することで，より多くの市民
への学びや情報提供の場とすることができた。また，テーマや講師選定に関しては，東京都のこれまでの実績などから，幅広いテー
マやそれに合致した講師を紹介をしてもらうことで，より充実した講座実施が可能となる。

　協働に当たっての課題と対応

講座内容が同様のテーマとならないよう，幅広い内容を企画していく必要がある。そのため，東京都のこれまでの実績等を活かし，
共催ならではのテーマ選定につなげていけるよう，更なる情報共有に努めていく。
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41

協働事業名 地域連携事業の実施 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（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

舞台芸術に親しむ場を広く提供することにより，地域のにぎわいと活性化に貢献することを目的に，仙川商店街協同組合，桐朋学園芸術短期大学及
び白百合女子大学とそれぞれ共催し，劇場を活用した事業を実施した。おらほせんがわ夏まつりinせんがわ劇場は，7月29日に開催された地元仙川
の夏まつり「おらほせんがわ夏まつり」では，親子で楽しめるイベントを実施した。白百合女子大学は，11月29日から11月30日まで「白百合お
たのしみ劇場」，「プログラミングであそぼう！」を実施した。桐朋学園芸術短期大学は，1月25日から28日まで「どんどこどん」（全6回）を実
施した。

協働のパートナー 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 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 文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 19芸術・文化の振興

役割分担

パートナー
の役割

主催者として事業企画運営

市の役割 事業運営協力（会場提供・制作支援・広報等）

新規・継続の別
前年度の反省を活かし，劇場と制作担当との連携において，よりスムーズな対応が図れた。

　協働したことによる成果

地域の商店街や学術機関との連携により開催したことで，気軽に演劇を観る機会を市民に提供できた。また，小さな子どもたちにも
舞台に触れる機会ができ，せんがわ劇場の事を知ってもらう良いきっかけとなった。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーの主体的な関りの下に実施される事業であるため，年度によってパートナーが実施可能な開催頻度や開催の時間帯等が変
動することがある。各事業を楽しみにしている市民も多いことから，パートナーに負担のかからない範囲で多くの市民に事業を楽し
んでいただけるよう，各パートナーと検討するなど，円滑な連携を図っていく。

パートナー

42

協働事業名 市民との協働によるせんがわ劇場事業の実施 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

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）

調布市せんがわ劇場がめざす将来の姿である「市民・地域の文化が育まれ，まちの誇りとなる劇場」を，イベントの実施を通じ市民，専門家及び市
が協働により達成することを目的とし，行政単独ではできない事業展開を図った。平成30年度は，「調布市せんがわ劇場開館10周年記念事業　仙
川・まちなかコンサート」，「調布市せんがわ劇場開館10周年記念式典」，「市民参加演劇講座」，「親と子のクリスマス・メルヘン『アリ
ス』」，「せんがわ演劇祭」，「第１１回JAZZ　ART　せんがわ」，「演劇アウトリーチ」，「第９回せんがわ劇場演劇コンクール」等を実施し
た。

協働のパートナー 調布市せんがわ劇場イベント実行委員会 事業提案者

文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 19芸術・文化の振興

役割分担

パートナー
の役割

主催者として事業企画運営

市の役割 事業運営協力（会場提供・制作支援・広報等）

協働事業の形態

新規・継続の別 せんがわ劇場がこれまで培ってきた地域ネットワークの総合力を発揮して，地域文化の新たな創造に繋がる作
品を提案した。

　協働したことによる成果

経験豊かな専門家が中心となり，身近に良質な芸術を鑑賞できる機会を提供できた。また，市民参加型事業や舞台芸術の普及啓発事
業など，舞台芸術を楽しみたい市民の裾野拡大につながる事業や，舞台芸術活動者を対象とするコンクールや舞台芸術の専門家と協
働で製作する舞台芸術公演など，次世代を担う舞台芸術活動者を育成する事業を実施した。

　協働に当たっての課題と対応

実行委員会は，公募市民のほか，仙川商店街や地元自治会の方，学識経験者，舞台芸術の専門家及び市職員で構成されている。舞台
芸術に関する知識など，委員によって差もあるが，様々な立場の委員が主体的に事業に関り，各委員の特性を十分発揮できるよう，
実行委員会での意見交換を密に行うことにより，円滑な連携を図っている。
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43

協働事業名 ちょうふ地域コミュニティサイトの運用 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 生涯学習情報システム（さがす見つかるシステム）の活用 電話番号 042-481-7036

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

「調布市生涯学習情報システム（さがす見つかるシステム）」の再構築を行い、平成29年４月に地域ポータルサイトとして「ちょう
ふ地域コミュニティサイト　ちょみっと」を運用開始した。地域に密着した情報を広く発信できるサイトとするため，市内の市民団
体とのネットワークを持ち，地域活動にも幅広い見識を持つパートナーであるNPO法人に業務委託し，運用及び活用促進を行ってい
る。

協働のパートナー 特定非営利活動法人　調布市地域情報化コンソーシアム 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 コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

課題の抽出・共有・検討，情報共有，改修作業

市の役割 課題の抽出・共有・検討，情報共有，会議の運営

新規・継続の別 市民活動支援センターホームページ開設等の実績を持ち，地域活動にも幅広い見識を持つNPO法人をパート
ナーとした。

　協働したことによる成果

パートナーであるNPO法人は，市民団体としての側面も有しているため，その提案及び意見は市民ニーズに近いものであり，システ
ムの機能改善及び活用促進等の提案を受けることができた。広範囲にわたる地域情報の中から市民が必要とする情報を発信していく
ことや，地域団体がシステムを使って情報発信する仕組みを整えていくことが重要であり，調布市の地域の特色・情報に精通してい
るパートナーの知識や経験を生かし，運用を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

多様化する市民活動やライフスタイルに対応するため，今後も機能・運用方法・活用方法等について，パートナーと引き続き検討
し，改善を図る必要がある。

市

44

協働事業名 ふれあいの家の管理運営 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 ふれあいの家の管理運営 電話番号 042-481-7122

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）

ふれあいの家は，小規模かつ身近な集会施設として，自治会等の地域住民で組織された各ふれあいの家運営委員会が指定管理者とな
り，それぞれの施設の管理運営を行っている。地域住民である運営委員会が使用申請に対する承認，利用料金の受領，カギの受け渡
し，軽微な修繕等の管理業務を行うことで地域のニーズに応じた柔軟な対応や利用者にとって親近感のある管理運営が実施されてい
る。

協働のパートナー ふれあいの家運営委員会（18施設） 事業提案者

コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※ 15地域コミュニティの醸成

役割分担

パートナー
の役割

日常的な施設の維持管理業務・施設の受付業務

市の役割 大規模及び全体的な施設の維持管理業務・代表者会議の開催

協働事業の形態

新規・継続の別 地域の身近な集会所として，地域のニーズに応じた管理運営を行うことともに，親近感のある施設提供を行う
ことで，市民が気兼ねなく利用できる施設運営ができた。

　協働したことによる成果

地域住民で組織された運営委員会が自主性を活かして施設を運営することで，地域の実情に沿った施設管理が行われ，利用者ニーズ
にきめ細かくかつ柔軟に対応することができた。

　協働に当たっての課題と対応

各運営委員会において組織の高齢化・固定化が組織の運営に影響を及ぼしはじめている。継続的に運営委員会が地域団体の運営メ
リットを活かしたふれあいの家の管理運営を行えるよう，幅広い視点から指定管理者制度の運用について検討していく。
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45

協働事業名 コミュニティ推進事業 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 コミュニティづくりの推進 電話番号 042-481-7036

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

コミュニティ活動及び市民の連帯感の向上に寄与することを目的に，自治会の設立・加入促進や地域コミュニティの活性化などのコ
ミュニティ推進事業に対し，必要な補助金を交付した。事業としては，安全対策セミナー，防災フォーラムや，緑ヶ丘・仙川まちづ
くり協議会と共催で実践的な防災訓練を実施した。また，勉強会や懇親会を通じて自治会のつながりを創出した。

協働のパートナー 調布市自治会連合協議会 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 コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※ 15地域コミュニティの醸成

役割分担

パートナー
の役割

地域自治会の活性化に向けた取組の実施

市の役割
地域自治会・地区協議会などの団体情報の提供，会議への参加，広報協力（市報・市ＨＰへの掲
載など），財政的支援

新規・継続の別 自治会に対する効果的な支援を検討していく中で，コミュニティ推進事業を実施する調布市自治会連合協議会
に対し，必要な補助金を交付した。

　協働したことによる成果

自治会連合協議会の主体的な活動を，市が側面から支援することで，地域自治会の必要性や自治会として大きくまとまることの重要
性を市民にわかりやすく浸透させることができた。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーと定期的に意見交換の場を持ち，認識を共有した。また，パートナーの組織の会合（理事会）や各種活動をオブザーブ
し，パートナーの状況把握に努めた。

市

46

協働事業名 調布まち活フェスタ 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 コミュニティづくりの推進 電話番号 042-481-7036

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）

地区協議会をはじめ，市内のまちづくり活動（地域活動等）の更なる活性化を図るため，有志により実行委員会を組織して準備を行
い，地域の様々な団体による活動のＰＲや出展を通じて「多世代の誰もが楽しめるイベント」を実施した。

協働のパートナー 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 事業提案者

コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※ 15地域コミュニティの醸成

役割分担

パートナー
の役割

企画・イベント当日の展示物の作成。会場全体の運営

市の役割 広報・事務局のサポート

協働事業の形態

新規・継続の別 高校生からシニア世代まで幅広い世代の実行委員が，力を合わせ多くの市民に向けて市民活動をPRするため
の，誰もが楽しめる様々な企画の運営を行い，交流を図ることができた。

　協働したことによる成果

実行委員会を通じた実行委員同士のつながりやアイディアから，様々な企画の実施や多くの市民活動団体の出展が実現できた。多世
代の方々が実行委員として参加する事で交流が図られ，調布市の様々な魅力を共有し合うなど，互いに多くのことを学び取る体制を
整えることができた。

　協働に当たっての課題と対応

継続して開催することで，事業実施についてのノウハウは蓄積されてきているが，市民等で組織される実行委員のメンバーが各年で
流動的なこともあり，進行が事務局主導になる傾向がある。平成３０年度から市民活動支援センターが事務局を担っており，今後，
センターの持つ人脈など，強みを生かしながら，実行委員の確保や実行委員の主体性をより引き出すことにより，継続的に事業を実
施できるような体制を検討していく必要がある。
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47

協働事業名 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（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

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，運営団体を公益的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，市との協動事業と位置付け運営を行っている。運営に当たっては，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，設置者と運営団体の意思疎通を
図った。

協働のパートナー 社会福祉法人　調布市社会福祉協議会 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 コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※ 15地域コミュニティの醸成

役割分担

パートナー
の役割

施設運営（様々な市民活動を専門性や経験，場所，人的ネットワークを活かしてサポート）

市の役割 施設設置，運営への参加

新規・継続の別 地域で活躍する様々な分野の市民活動を行っている個人や団体に対し，それぞれの活動を相互に交流，連携さ
せるための拠点として支援を行った。

　協働したことによる成果

パートナーの専門性を生かし，市民のニーズに柔軟に対応し，各事業に多くの市民の参加を得ることができた。また，長年培った
ネットワークやコーディネート力を活用することで，市民参加の推進及び多くの市民活動団体の協力を得ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

市とパートナー間での認識の差が生じたり，運営委員会の意見がまとまらないことがある。そのため，運営委員会前に定例の打合せ
で情報共有を行うことで認識や情報の統一，方向性の確認を行った。また，月間・年間の事業の進捗状況の把握・管理を実施してい
る。

市

48

協働事業名
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）

所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 調布市いやしとふれあいの旅事業 電話番号 042-481-7122

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）

本事業は，特定行楽施設のある地域の人々や自然とのふれあいを通じて，市民の保養と心身の健康増進に寄与することを目的とし
て，京王観光株式会社，さくらツーリスト株式会社と事業協定を結び，市民への宿泊料金の割引や，調布発着のバスツアーを実施す
るもの。復興支援を目的としたプランも企画・実施した。各パートナーから企画を受け，市では事業紹介や参加者募集等の広報を
行った。また，各パートナーが宿泊料金を割引する優待施設を，市は宿泊費助成の対象施設としている。

協働のパートナー 京王観光株式会社，さくらツーリスト株式会社 事業提案者

コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※ 15地域コミュニティの醸成

役割分担

パートナー
の役割

プランの企画・実施・報告

市の役割 市報等での広報　事業全体の調整

協働事業の形態

新規・継続の別 専門性を伴う事業のため，利用者ニーズにあった企画を安全に実施するためには旅行分野に精通したパート
ナーと協働で行うことが必要。

　協働したことによる成果

対象となる宿泊施設の選定やバスツアーの企画・実施等旅行会社ならではの専門性を活かした調布市民向けの事業を実施している。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーが複数いるため，事業に対する考え方や各パートナーで把握している利用者ニーズや課題を共通認識とするため，定期的
に関係者が集まる機会を設けて情報交換等を行っている他，随時，連絡を取り合い調整を図っている。
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49

協働事業名 自治会といっしょに！キャンペーン 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 自治会を通した市政情報の提供 電話番号 042-481-7036

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

自治会組織の育成を図り，また自治会の輪を広げていくことを目的に，「自治会といっしょに！」をテーマとして，平成３０年1１月
の1ヶ月間を期間とし，キャンペーンを実施した。

協働のパートナー 調布市自治会連合協議会 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 コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※ 15地域コミュニティの醸成

役割分担

パートナー
の役割

勉強会の開催，PR用ティッシュの作成，キャンペーンPR活動

市の役割 市報及びホームページによる広報協力，場所の提供

新規・継続の別 自治会に対する効果的な支援を検討していく中で，自治会の連合組織である自治会連合協議会との協働事業を
実施することとなった。

　協働したことによる成果

自治会の役員を中心に勉強会・相談会を実施した。また，市民を対象にしたシンポジウムや安全対策セミナーを自治会連合協議会と
協働して実施した。勉強会等において自治会支援を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

自治会支援は継続して取り組んでいく内容である。次年度以降も引き続きキャンペーンとして継続的に取り組んでいくとともに，定
期的に加入促進を行うなど，年間を通じての支援を充実させていくことも必要である。効率的かつ効果的な進め方を検討する必要が
ある。

市

50

協働事業名 市民向けパソコン・タブレット講座 所管部課名 生活文化スポーツ部　協働推進課

事務事業名 市民団体との協働によるＩＴ講習の実施 電話番号 042-481-7036

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）

調布パソコンサークルが行う市民向けのパソコン講座等（エクセル・ワード・タブレット）を開催した。主な役割分担として，市が
市報及びホームページによる広報や講座を実施する会場確保を行い，講座の運営を調布パソコンサークルが担当した。

協働のパートナー 調布パソコンサークル 事業提案者

生涯学習，コミュニティ

指定管理・業務委託 関連施策※
13生涯学習のまちづくり
15地域コミュニティの醸成

役割分担

パートナー
の役割

講座の企画・運営全般・パソコン機器等の手配

市の役割 市報及びホームページによる広報協力，場所の提供

協働事業の形態

新規・継続の別 平成11年度の事業開始当初，市の企画で開催されたパソコン教室において募った，市民ボランティアのインス
トラクターが，調布パソコンサークルという団体を立ち上げ，パソコン教室を継続して実施している。

　協働したことによる成果

市民団体と協働することにより，費用面など市民がより受講しやすい環境を整えることができた。講座に参加しパソコンスキルを身
に付けることが可能となり，生涯学習の魅力を伝える機会となっている。また，市民活動団体が講師であるため，市民の方々にも親
しみやすく，講座受講後も継続した関係を築くことができるなど市民交流につながる機会にもなっている。

今後の事業展開の認識を共有化するために，打ち合わせの回数を重ね，意識の共有化を行った。
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51

協働事業名 男女共同参画推進フォーラム「しぇいくはんず」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 男女共同参画啓発・相談事業の実施 電話番号 042-443-1213

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

国の男女共同参画推進週間に合わせて，男女共同参画に関するイベントを開催するもの。参加団体を公募し，１０団体による実行委
員会及び
１１団体の協力により市民プラザあくろすで実施した。期間中，参加者は，スタッフを含め延べ１，７４２人であった。また，記録
集を２５０部発行した。

協働のパートナー 男女共同参画推進フォーラム実行委員会 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 男女共同参画

指定管理・業務委託 関連施策※ 31人権の尊重・男女共同参画社会の形成

役割分担

パートナー
の役割

会議への参加，フォーラムの運営

市の役割 会議運営，意見集約，資料提供，フォーラムの運営

新規・継続の別
新たな団体の参加を積極的に呼び込み，ネットワークを広げている。

　協働したことによる成果

多くの市民団体の参加や協力を得ることができ，実施した講演会や各種講座等について，フォーラムに対する新たな視点を取り入れ
ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

新たな参加団体を増やしていくとともにフォーラムを推進するため，実行委員が主体的に関わり，フォーラムの円滑な運営ができる
よう指定管理者の協力を得ながら事務局と共催していく。

市

52

協働事業名 女性のための起業セミナー 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 男女共同参画啓発・相談事業の実施 電話番号 042-443-1213

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）

女性の多様な働き方の一つとして，起業という選択肢があることを啓発し，起業への支援に繋げる。セミナーでは，起業経験のある
講師による講演のほか，産業労働支援センター，男女共同参画推進センター，日本政策金融公庫，多摩信用金庫の各担当者が事業の
紹介を行った。

協働のパートナー 日本政策金融公庫，多摩信用金庫 事業提案者

男女共同参画

指定管理・業務委託 関連施策※ 31人権の尊重・男女共同参画社会の形成

役割分担

パートナー
の役割

講師の手配，当日の事業紹介

市の役割 企画運営，会場確保，申込受付，広報

協働事業の形態

新規・継続の別
起業への支援に繋げるため，毎年１回実施している。

　協働したことによる成果

市の産業労働支援センター，男女共同参画推進センターに加え，共催者の日本政策金融公庫と多摩信用金庫の職員も参加すること
で，起業に向けた資金調達等について，より具体的・実践的なセミナーとなった。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーが複数いるため，準備段階からの情報共有が欠かせない。平成３０年度は参加者が少なかったため，今後は広報について
もパートナーのノウハウを活かして行っていきたい。
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53

協働事業名 小林愛子の手織りワークショップ 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 男女共同参画啓発・相談事業の実施 電話番号 042-443-1213

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

グアテマラで支援活動を行う講師が，現地の女性の生活を紹介しながら，女性の生き方について考える手織りのワークショップを実
施した。

協働のパートナー 点と未来デザインラボラトリー 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 男女共同参画

指定管理・業務委託 関連施策※ 31人権の尊重・男女共同参画社会の形成

役割分担

パートナー
の役割

企画・講師との折衝，申込受付，会場準備・撤収等

市の役割 会場の確保，広報の協力（市報掲載，チラシの配布）

新規・継続の別
H２９年度には，市の主催事業として同じ講師の講演会を実施した。

　協働したことによる成果

市民団体が行うワークショップについて，共催の形式をとることで市報掲載やチラシ配布等，広報をより広範囲に行うことができ
た。

　協働に当たっての課題と対応

市報の掲載内容や配布するチラシについて，市民団体が作成したが，記載事項等に関する調整に時間を要した。

市

54

協働事業名 写真展「スウェーデンのパパたち」 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 男女共同参画啓発・相談事業の実施 電話番号 042-443-1213

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）

本事業は，スウェーデン文化交流協会が企画し，育児休暇を取得したスウェーデンの父子の様子を写真展として紹介することによ
り，固定的な性別役割分業意識やワーク・ライフ・バランスについて考える機会とするため実施した。

協働のパートナー 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 事業提案者

男女共同参画

指定管理・業務委託 関連施策※ 31人権の尊重・男女共同参画社会の形成

役割分担

パートナー
の役割

広報チラシ作製・配布，展示物送料負担

市の役割 企画，広報，展示

協働事業の形態

新規・継続の別
期間限定で国内外を巡回する写真展として実施した。

　協働したことによる成果

市民の要望に基づいて急遽実施することとなったが，必要な費用を共催者と協力団体も負担していただいたため，市単独では予算が
不足する中でも開催することができた。

　協働に当たっての課題と対応

共催者が傘下の団体に広報活動を行うなど，市単独で実施する場合よりも広範囲に広報を実施することができた。
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市

55

協働事業名
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

所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 「映画のまち調布」の推進 電話番号 042-481-7180

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）

調布市ならではの地域資源である，映画・映像を「つくるまち」，「楽しむまち」，「学ぶまち」として，市内映画・映像関連企業や市民
団体などと連携した各種イベントを開催した。乳幼児を対象とした定期的な映画鑑賞会，小・中学生の映画づくりワークショップ，高校生
フィルムコンテスト，東京外国語大学の授業の一環で映画関連スポットを巡るツアー，映像美術の体験展示会「ＪＶＡ　ＦＥＳＴＡ
2018」，「映画のまち調布 シネマフェスティバル2019」関連企画の本格的撮影体験ワークショップや親子向け映画祭など，映画のまち
調布ならではの様々な事業を実施した。

協働のパートナー
子どもたちと映画寺子屋，調布まちづくりの会，角川大映スタジオ，日活調布
撮影所，東京外国語大学，日本映像美術協議会，映画のまち調布シネマフェス
ティバル2019実行委員会など

事業提案者

観光・魅力発信

指定管理・業務委託 関連施策※ 17魅力ある観光の振興

役割分担

パートナー
の役割

各事業の企画立案・運営

市の役割 各事業の企画立案・運営，会場確保，市報や市ホームページ等での広報，補助金の交付

協働事業の形態

新規・継続の別 各事業において，参加者の感想等を各パートナーが次年度の取組に反映するなど，より良い企画となるよう検
討を重ねながら実施している。

　協働したことによる成果

パートナーとの共催事業においては，パートナーが主体的に事業を企画し，パートナーの持つネットワークやノウハウを活かすこと
で，多くの事業協力者や参加者を得ることができた。また，映画・映像関連企業の協力により，本格的な映画制作を体験できる機会
の提供など，各パートナーの特性を活かし，乳幼児から大人まで幅広い市民が様々な角度から映画に触れ，興味を持っていただける
事業展開ができた。

　協働に当たっての課題と対応

市が補助金を交付している事業においては，継続的に事業を実施していくためにも，協賛金を募るなどパートナーである団体の自主
財源確保に向けた支援等を検討する必要がある。

市

56

協働事業名 映画のまち調布“秋”花火2018 所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 映画のまち調布“秋”花火2018 電話番号 042-481-7180

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）

広く市民にうるおいと憩いの場を提供し，併せて調布市の観光振興及び市内消費の活性化に寄与するため，ふるさと調布の名物とし
て市民に親しまれている花火を開催した。
開催に向けて，調布市観光協会，地元自治会，市等で「調布市花火実行委員会」を組織し，市内企業，警察，消防，各種団体等の協
力を得ながら，地域全体で取り組んだ。

協働のパートナー 調布市花火実行委員会，調布市観光協会 事業提案者

観光・産業振興

指定管理・業務委託 関連施策※ 17魅力ある観光の振興

役割分担

パートナー
の役割

安全・安心な花火運営・開催のための，警察・消防をはじめ関係団体との連携，会場受付，誘導
などの花火運営。

市の役割 補助金の交付，課題の共有・検討，情報交換・情報共有，会場運営への協力

協働事業の形態

新規・継続の別
地元企業や自治会等と連携し，協力を仰ぎながら，実行委員会を組織している。

　協働したことによる成果

調布の一大イベントである花火を，多くの市民の参加や協力を得る中で開催することができ，調布の観光振興や地域の活性化に寄与
することができた。

　協働に当たっての課題と対応

準備段階や開催後においてよりこまめにコミュニケーションを取り，協働の体制を築くことが必要と思われる。
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市及びパートナー

57

協働事業名 商店街活性化の推進事業 所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 商店街活性化の推進事業 電話番号 042-481-7539

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）

まちづくりと一体となった買い物環境の整備や，来街者増加に向けた継続的なイベントとして，商店会ごとの来街者の特徴やニーズを踏ま
え，各商店会主催事業をはじめ，柴崎つつじヶ丘仙川まちゼミ，調布CM等，地域に密着した取組を実施した。また，京王線連続立体交差
事業を契機とした中心市街地の活性化を推進するため，平成24年3月に策定した「調布市中心市街地活性化プラン」に掲げる活性化事業に
ついて，事業主体である地元商店会や教育機関・金融機関等と協議検討を重ね，事業を実施した。

協働のパートナー 市内商店会，市内商業者，調布市商工会 事業提案者

産業・労働

指定管理・業務委託 関連施策※ 16活力ある産業の推進

役割分担

パートナー
の役割

商店街活性化事業の検討及び実施

市の役割 補助金の交付，事業運営への協力，中心市街地活性化プランの進捗管理

協働事業の形態

新規・継続の別
各種活性化事業において，継続事業へ新たな商店会の参加を得るなど，より広範に事業展開を図っている。

　協働したことによる成果

商店会や事業者，商工会，金融機関，教育機関等との連携により，商店会が開催するイベントや振興事業の支援に加え，地域資源を
活用した観光施策とも連動させ，市内回遊性の向上及び地域経済の活性化に取り組んだ。

　協働に当たっての課題と対応

各団体が自主的に事業に取り組み，地元団体を中心とした事業の実施及び運営組織を構築していくことが課題である。
各事業ごとの連携のパートナーについて，固定化することなく関係団体を加えながら，活動の幅を広げられるような意識付けが重要
である。

市及びパートナー

58

協働事業名 商工会事業の支援 所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 商工会事業の支援 電話番号 042-481-7539

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）

市内産業の発展に向けて，調布市商工会の経営改善普及事業や地域総合振興事業をはじめ，商業部会，工業部会，建設業部会，サー
ビス業部会，青年部，女性部の部会活動を支援した。

協働のパートナー 調布市商工会 事業提案者

産業・労働

指定管理・業務委託 関連施策※ 16活力ある産業の推進

役割分担

パートナー
の役割

商工会事業の検討及び実施

市の役割 補助金の交付，事業運営への協力

協働事業の形態

新規・継続の別 市と連携する機会の多い調布市商工会とは，定期的な意見交換の場を設けながら，各種連携事業について情報
共有や協議を行いながら事業展開している。

　協働したことによる成果

市内消費を促進するため，市内商店会，市内商業者，商工会との連携のもと，スクラッチカード事業をはじめとする「バイ調布運動
（市内消費）」の促進に取り組み，地域経済の活性化につなげた。

　協働に当たっての課題と対応

各団体が主体的に事業に取り組み，地元団体を中心とした事業の実施及び運営組織を構築していくことが課題である。
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市

59

協働事業名 地域経済活性化に向けた商業施設等との連携 所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 調布駅前から盛り上げる会 電話番号 042-481-7539

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）

平成29年９月２９日に開業したトリエ京王調布・イオンシネマシアタス調布等を加え，大型店，市内商店会，商工会，行政が有機的
に連携することにより，地域経済の活性化に繋げることを目的に，「調布駅前から盛り上げる会」を定期的に開催した。平成３０年
度は，映画の半券を活用した割引サービスの実施や調布モール（Amazon内）の開設など，地域経済活性化を行なった。

協働のパートナー

調布駅前から盛り上げる会
（京王電鉄株式会社，イオンエンターテイメント株式会社，上布田商栄会，

小島商栄会（パルコ含む），調布銀座商栄会協同組合，調布中央商店会，天神
通り商店会，調布市商工会，公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財

団）

事業提案者

産業・労働

指定管理・業務委託 関連施策※ 16活力ある産業の推進

役割分担

パートナー
の役割

調布駅前における意見交換・事業協力など

市の役割 情報提供や，運営補助など円滑に事業・協議を推進

協働事業の形態

新規・継続の別 平成29年秋のトリエ京王調布・イオンシネマシアタス調布の開業を契機に，関連団体が連携することで，地域
経済の活性化に繋げるために連携体制の継続を目指した。

　協働したことによる成果

調布駅前の商店会・大型店等が集まり，トリエ京王調布の開業を契機とした協力体制や懸念事項の情報共有など，地域活性化が実現
するよう月に1度の定期的な連絡会を設けたことで，率直な意見交換を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

各団体の意向を踏まえ，どのような手法で，地域経済を活性化させるかが課題である。

パートナー

60

協働事業名 観光協会事業の促進 所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 観光協会事業の促進 電話番号 042-481-718５

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）

調布の歴史と映画のまち・芸術文化・スポーツなどの特色を有する市の観光事業の振興を図り，産業の発展と文化の向上に寄与することを目的とし
て，調布市観光協会と連携し，地域資源を活用した観光事業を実施するほか，観光案内所の運営支援や特色ある観光情報の発信や提供を実施してい
る。深大寺夕涼みの会や深大寺そばまつり等の古刹・深大寺を核とする魅力の発信事業や，観光フェスティバル・デカ盛り・Oh!!辛チャレンジ等の
市内飲食店との連携事業など，多岐にわたる観光・産業振興の取組を展開している。

協働のパートナー 調布市観光協会 事業提案者

観光・魅力発信

指定管理・業務委託 関連施策※ 17魅力ある観光の振興

役割分担

パートナー
の役割

観光協会事業の検討・実施

市の役割 補助金の交付，事業への支援

協働事業の形態

新規・継続の別
パートナーとの円滑な連携体制を活かし，様々な事業展開を行っている。

　協働したことによる成果

各観光事業を，パートナーとの連携の下，多くの市民や関係団体等の参加や協力を得ながら実施し，市民と一体となって成功を収め
ることができた。各関係団体がそれぞれの役割を全うしたうえで，楽しみながら事業に参加したことで，調布らしい特色のある観光
事業を実施することができ，各事業への集客にもつながった。

　協働に当たっての課題と対応

調布が一体となって事業を実施することができたが，準備段階や開催後において，より一層の協力体制を築くことが必要と思われ
る。
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市

61

協働事業名 「水木マンガの生まれた街　調布」の推進事業 所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 調布市名誉市民水木しげる氏関連事業 電話番号 042-481-7183

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）

市では，名誉市民である故・水木しげる氏に関連し，株式会社水木プロダクションの協力の下，庁用封筒，各種発行物などへのキャラク
ター活用など，各部署において水木キャラクターを活用した活性化事業を幅広く展開しており，「水木マンガの生まれた街　調布」として
特色ある観光事業を推進している。平成３０年度においても，市内にある鬼太郎グッズ専門店と連携した市のPRや，境港市等と連携した妖
怪検定のほか，水木氏の命日である11月30日を「ゲゲゲ忌」を中心に，水木氏ゆかりの地を巡るイベント等を実施した。また，平成３０
年４月から放送開始をしているアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第６期に調布市が登場していることから，制作会社の東映アニメーション株式会
社の協力の下，ゲゲゲの鬼太郎聖地巡礼マップ（第３弾まで）やアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」調布市特別住民票の発行，「ゲゲゲ忌」におけ
るアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」５０周年上映会など，「水木マンガの生まれた街　調布」として新たな取組を展開している。

協働のパートナー
株式会社水木プロダクション，調布市観光協会，境港市，境港市商工会議
所，東映アニメーション株式会社，イオンエンターテイメント株式会社，

一般社団法人アニメツーリズム協会など
事業提案者

観光・魅力発信

指定管理・業務委託 関連施策※ 17魅力ある観光の振興

役割分担

パートナー
の役割

水木キャラクター使用等にかかる使用許可，事業協力

市の役割 水木キャラクター活用事業の検討及び実施

協働事業の形態

新規・継続の別
パートナーとの円滑な連携体制を活かし，様々な事業展開を行っている。

　協働したことによる成果

水木キャラクターを活用した事業を多岐にわたり展開することにより，「水木マンガの生まれた街　調布」として特色ある観光事業
を実施することができた。また，アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」を活用した事業を新たに展開することにより，水木作品のファンに加
え，子どもから大人まで非常に多くのアニメファンも調布市へ訪問する機会が増えたことで，「水木マンガの生まれた街　調布」を
十分にＰＲすることができた。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーとの円滑な連携体制を維持していくとともに，パートナーとの意見交換の中で，特色ある新たな取組についても検討を引
き続き行っていく。「ゲゲゲ忌」については，より効果的に事業を継続するために，連携できる団体等を拡大していくことが重要で
ある。

パートナー

62

協働事業名
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

所管部課名 生活文化スポーツ部　産業振興課

事務事業名 インバウンド観光推進 電話番号 042-481-718３

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）

平成29年１０月に一般財団法人モバイルスマートタウン推進財団と「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」を締結し，増加する訪日外国人観光客等に対して，調布市と一般財団法人モバイル
スマートタウン推進財団が有する観光情報・ノウハウを活用し，相互連携により取り組むことで，観光関連情報，周辺の避難所情報
等を多言語化して提供するサービス「Guidoor（ガイドア）」を実施し，調布市のインバウンド観光推進を図っている。

協働のパートナー 一般財団法人モバイルスマートタウン推進財団 事業提案者

観光・魅力発信

指定管理・業務委託 関連施策※ 17魅力ある観光の振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，広報

市の役割 事業の企画，広報，施設との調整

協働事業の形態

新規・継続の別 2019年，2020年に向けて調布市のインバウンド観光推進を図りたいとの提案があり，協定の締結に至り，
インバウンド観光推進の事業展開を行っている。

　協働したことによる成果

「Guidoor」のウェブサイト（七か国語で表示可能）に誘導するＱＲコード付のパネル・ステッカーを，深大寺や各観光施設等に設
置することで，増加する訪日外国人観光客等に対して，調布市の観光関連情報，周辺の避難所情報等を提供することが可能となっ
た。

　協働に当たっての課題と対応

「Guidoor」を導入している自治体が増えている。多摩地域においても，広域連携の観点から，周辺自治体に導入を呼びかけをして
いくことが必要である。
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パートナー

63

協働事業名 就労支援セミナー等の開催 所管部課名 産業振興課　産業労働支援係

事務事業名 就労の支援 電話番号 042-443-1217

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）

就労に向けた準備，機会の提供を図るため，各種セミナーや就職面接会を実施した。

協働のパートナー
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，東京しごと財団，東京都産業労働局
事業提案者

産業・労働

指定管理・業務委託 関連施策※ 11雇用・就労の支援

役割分担

パートナー
の役割

各種セミナー等の主催・運営

市の役割 各種セミナー等の広報，会場の提供

協働事業の形態

新規・継続の別 たづくり，あくろすという駅から近い施設で開催することで，一定程度の集客が見込めることから，パート
ナー機関からは好評である。

　協働したことによる成果

この協働事業では，特に，若者・女性に対する就労支援を手厚くしており，就労支援セミナーに対する満足度は高い。セミナーを通
じて，就労に対する気運醸成を図り，就労意欲の向上につながった。

　協働に当たっての課題と対応

現在のように雇用環境が良い状況（平成31年4月現在，失業率2.4％）であると，公共機関が行う就労支援セミナー等は時期や内容に
よって参加人数は増減する。また，就労支援セミナーは，就職に直結する就職面接会と異なり，就労に対する心構えや，社会人とし
ての基礎知識の習得及びパソコン講習等実践に即したところに重きを置いている。各パートナー機関と連携しつつ，セミナーの企画
段階から参画し，受講者ニーズを汲み取って，より就労に直結する成果を出していく。

パートナー

64

協働事業名 金融機関と連携した中小企業支援事業 所管部課名 産業振興課　産業労働支援係

事務事業名 民間ノウハウを活用した中小企業・小規模事業者の支援 電話番号 042-443-1217

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）

市では，中小企業等に対するきめ細かな支援策を有する金融機関と連携し，調布市における中小企業等の振興及び地域経済の活性化
を図るため，5つの金融機関と，「中小企業等支援に関する包括協定」を締結し，協定に基づき，各種経営支援のためのセミナーを開
催した。

協働のパートナー
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，西武信用金庫
事業提案者

産業振興

指定管理・業務委託 関連施策※ 16活力ある産業の推進

役割分担

パートナー
の役割

セミナーの開催・運営

市の役割 セミナーの広報，会場の提供

協働事業の形態

新規・継続の別 平成３０年度は，各機関と合計８回セミナーを実施した。企画段階から，調布の事業者に合ったものを提供で
きるように調整を図った。

　協働したことによる成果

各協定締結金融機関との連携の下，各機関の主催する各種セミナーについて，各機関の市内店舗等に設置している広報スタンド等を
活用し，広く市民へ情報提供を行ったほか，市内中小事業者に対して適切な情報提供を行えた。

　協働に当たっての課題と対応

より実態に即した中小事業者支援を進めていくため，中小事業者にとっての課題・問題を抽出して，より事業者にとっての喫緊の課
題解決を手助けするように，各金融機関と連携していく。
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パートナー

65

協働事業名 第４２回　調布市農業まつり 所管部課名 生活文化スポーツ部　農政課

事務事業名 農業まつりの実施 電話番号 042-481-7182

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）

昭和５２年から毎年開催している調布市農業まつりは，市内の生産者団体であるJAマインズ，都市農政推進協議会等で実行委員会を
組織し，実施している。
平成３０年度も，農家の生産意欲の高揚と生産技術の向上，品質の改良等を目的とした品評会，農産物の直売及びチャリティー即売
などの事業を実施した。

協働のパートナー 調布市農業まつり実行委員会 事業提案者

産業・労働

指定管理・業務委託 関連施策※ 18都市農業の推進

役割分担

パートナー
の役割

運営全般（事業主催者）

市の役割 運営補助

協働事業の形態

新規・継続の別 市が継続して運営補助を行うことにより，長年にわたり事業が継続し，事業主催者との連携体制も深まってい
る。

　協働したことによる成果

市内の農業生産者等が安全・安心で新鮮な農産物等を持ち寄るなど，事業主催者の特性を生かして開催したことで，多くの市民参加
を得ることができ，都市農業に対する市民の理解促進や市内産農産物のアピールに繋がった。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーと市の役割分担や「協働」に対する共通理解に多少の差異が感じられるが，実行委員会等での意見交換により，合意形成
に努めている。

市

66

協働事業名 調布市体育協会との連携 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 調布市体育協会事業の支援 電話番号 042-481-7496

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）

広く市民にスポーツ，レクリエーションを普及・奨励し，市民の体力向上とスポーツ精神の涵養ならびに市民相互の融和を図ること
を目的に，（公社）調布市体育協会との共催により，調布市民体育祭，調布市民スポーツまつり，調布市民駅伝競走大会，調布市小
学生陸上体験教室，パラリンピアン講演会を開催した。調布市民体育祭や市民スポーツまつりの開催に当たっては，調布市体育協会
の下，各大会の実行委員会を設置し，開催に向け検討を行う等，関係機関の協力を得て開催した。

協働のパートナー 公益社団法人　調布市体育協会 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

各事業の企画・運営，各事業への参加者募集

市の役割 各事業の企画・運営に関する支援，市報掲載等による広報

協働事業の形態

新規・継続の別
各事業において東京2020大会に向けた機運醸成のため，競技の普及・啓発活動等を行った。

　協働したことによる成果

スポーツ大会やスポーツイベントの運営に実績のある体育協会へ業務委託することによって，各事業運営の効率化及び参加者の増加などの効果が
あった。平成３０年度の各大会参加人数は，第５８回市民体育祭９，４３２人，第６３回市民駅伝３７４チーム（１，８７０人），第３６回市民ス
ポーツまつり２５,０００人であった。また，調布市小学生陸上体験教室ではトップアスリートから直接走り方を学ぶことができ，８６人の小学生が
参加し，アスリート交流事業「パラリンピアンが考えるスポーツの力」では１３７人が参加した。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーである調布市体育協会は，調布市総合体育館の指定管理者として，当該施設の管理・運営を担っている団体であり，各共
催事業の準備に限らず，市と定期的に打ち合わせ等を行っており，日頃から意思疎通を図ることで，各共催事業においても，円滑な
運営に繋がっている。今後は，多様な主体との連携により，今まで以上の事業内容の充実を図るよう検討していく。
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市

67

協働事業名 ＦＣ東京とのパートナーシップに基づく取組 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 プロサッカーチームによる地域貢献活動支援 電話番号 042-481-7496

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）

FC東京とのパートナーシップに基づき，市民のスポーツ振興，青少年の健全育成，地域振興等，街づくりの推進に取り組んだ。調布
市少年サッカー連盟に加盟しているチームの子どもたち及びその指導者を対象とした「小学生対象のサッカー教室及び指導者講習
会」，市内在住・在園の年長児の親子及び市内在住・在学の小学生を対象とした「子どもサッカー体験教室」を開催したほか，障害
児者向けサッカースクール「あおぞらサッカースクール」の交流イベント「あおぞら交流会」を開催した。

協働のパートナー ＦＣ東京 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

各教室・事業等の企画・運営

市の役割 企画・広報・運営・準備等のサポート

協働事業の形態

新規・継続の別
各事業に例年多くの市民に参加いただいており，引き続きパートナーとの連携を維持強化していきたい。

　協働したことによる成果

ホームタウンとしてFC東京と連携したまちづくりを推進していくことで，市民がプロサッカーチームを身近に感じる機会にもなり，
サッカーに親しみを持つ市民が増え，市全体でFC東京応援していく機運醸成にもつながっている。
平成３０年度の各事業への参加者数は，小学生対象のサッカー教室及び指導者講習会372人，子どもサッカー体験教室167人，あお
ぞら交流会には延べ１１２人が参加した。

　協働に当たっての課題と対応

各事業は例年人気が高いため，より多くの市民が参加しやすいように，各教室等の開催回数や開催時期等について，パートナーと協
議・検討する必要がある。また，障害児・者を対象としたサッカースクールについては，障害福祉課及びＦＣ東京との連携をさらに
強化し，誰もがスポーツに親しむ機会の創出を図るため，事業の拡充を検討していく。

パートナー

68

協働事業名 夢を力に２０１８　パブリックビューイングin東京 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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7496

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）

公益財団法人日本サッカー協会企画のFIFAワールドカップロシアに向けた壮行試合としての位置づけとなる「キリンチャレンジカップ２０１８」パ
ブリックビューイングを公益財団法人東京都サッカー協会との共催で開催した。また，「ＦＣ東京のまち調布」としてＦＣ東京にも協力をいただ
き，ハーフタイムではＦＣ東京プレゼント抽選会を実施するなど，市民が気軽にサッカーに親しむ場を提供した。当日の会場内の様子は，試合会場
である横浜スタジアムで紹介されるなど，本会場と一体となった観戦の場が創出できた。

協働のパートナー 公益財団法人東京都サッカー協会，ＦＣ東京 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業企画，予算負担

市の役割 会場確保，事業運営，広報周知

協働事業の形態

新規・継続の別 FIFAワールドカップロシアに向けた壮行試合としての位置づけとなる事業で，全国都道府県で一か所のＰＶ企
画を実施した。

　協働したことによる成果

ＰＶの映像使用料や運営費用の一部は（公財）東京都サッカー協会が負担したため，市としては費用をかけずに市民へ観戦の場を提
供することができた。また，日本サッカー協会公認のＰＶとなったため，試合会場へＰＶ会場の様子が紹介されるなどの一体感を
持った演出もしていただいた。当日は120人が会場で試合を観戦し，ハーフタイムでのＦＣ東京グッズのプレゼント抽選会も大いに
盛り上がり，会場が一体となった盛り上がりを創出することができた。

　協働に当たっての課題と対応

事業直前まで運用変更や追加企画等の指示があり，対応に追われたが，全国一斉に開催された事業であり，調布市だけでなく他道府
県の会場との一体感を感じることができる事業となった。
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パートナー

69

協働事業名
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」】

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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7496

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）

東日本大震災後，屋外での活動を制限されていた福島の子ども達を招待し，夏休みの期間に調布の子どもたちとの交流を持つこと
で，互いに絆を深め友達をたくさんつくり共に励ましあって成長していけるよう，市民団体「調布から！復興支援プロジェクト」が
企画し，ＦＣ東京，調布市体育協会ほか多くの市民・団体の協力のもと，平成23年度から実施している事業である。平成30年度は，
選手やコーチを含め1２０人の参加があった。

協働のパートナー 調布から！復興支援プロジェクト 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

各教室・事業等の企画・運営

市の役割 広報・運営協力

協働事業の形態

新規・継続の別
平成29年度から引き続き，サッカー交流会場を参加者の体調を考慮し屋根のある会場にて開催した。

　協働したことによる成果

市民の自主的・主体的な被災地支援に向けた思いを支援し，スポーツを通じた福島と調布の子どもたちの交流という，継続的な取組
とすることができた。パートナーである市民団体は，様々な分野で市民活動を展開してきた方々が構成員となっており，幅広いネッ
トワークや地域活動のノウハウを持っているため，多くの市民や団体の参加や協力を得ることにつながっている。

　協働に当たっての課題と対応

平成23年度から継続して開催しており，日程や会場の確保のため，パートナーのみならず，関係各所と調整を密にする必要がある。
移動回数の多さによる負担等，課題事項もあるのでパートナーと検討していく必要がある。

パートナー

70

協働事業名 調布市民デーinジャイアンツ球場2018 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 ＦＣ東京等と連携したスポーツ振興等の推進 電話番号 042-481-7496

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）

ジャイアンツ球場での２軍戦を近隣地域の方々により楽しんでいただくこと，また，身近な地域でプロスポーツに触れ，楽しめる機会を確保するこ
と，さらには，子どもたちが身近にプロスポーツ選手と触れあうことによりスポーツに興味をもってもらうことを目的として，調布市と巨人軍との
共催で実施した。当日は市内在住・在学・在勤者は入場料が無料となり，事前応募のあった市内小学生らが打撃練習見学や選手と一緒に守備位置に
つく体験などをした。市内からケータリングカーが４台出店し，試合前には調布市のPRタイムが設けられ，調布市花火大会やラグビーワールドカッ
プ日本大会，東京２０２０大会などのPRを行った。

協働のパートナー 株式会社読売巨人軍 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業企画，予算負担

市の役割 事業運営補助，広報周知

協働事業の形態

新規・継続の別
平成27年度に開催したが，巨人軍からお声掛けいただき3年ぶりの開催となった。

　協働したことによる成果

共催したことにより，市は費用負担することなく市民にプロスポーツに触れ，楽しむ機会を確保できた。また，当日の入場者数は
１，７４９人（市民約４５０人含む）であり，市内外に調布市ゆかりのケータリングカーや市のイベントのPRを効果的に行うことが
できた。

　協働に当たっての課題と対応

選手と一緒に守備位置につく「オンユアマークス」は市内小学生を対象に参加者を事前に募集したが，定員を大きく超える応募が
あった。プロ野球選手と触れあえる貴重な機会でもあるので，定員の増枠などの検討が必要。
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71

協働事業名 FC東京２０周年記念試合「調布の日」事業

事務事業名 プロサッカーチームによる地域貢献活動支援
所管部課名

（電話番号）

生活文化スポーツ部
スポーツ振興課（042-481-7498）
産業振興課（042-481-7185）
行政経営部　広報課（042-481-7301）

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

パートナーシップを結んでいるFC東京がクラブ創設２０周年を迎えたことを契機に，ホームグラウンドである味の素スタジアムでの
試合時に，市民招待枠の設定に加えてスタジアム横の大青赤横丁にて調布市のPRコーナーや物産の販売を行った。また，京王線飛田
給駅の列車接近メロディをFC東京の応援歌に変更し，その記念式典を開催した。文化会館たづくりでは，調布の日を皮切りにＦＣ東
京写真展を開催した。

協働のパートナー ＦＣ東京 事業提案者 パートナー

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，場所の提供

市の役割 企画・広報・運営・準備等のサポート

協働事業の形態

新規・継続の別
ＦＣ東京の創設２０周年を契機として，パートナーとの連携の下，新たな事業として行うことができた。

　協働したことによる成果

FC東京のクラブ創設２０周年に当たって，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を発足し，事
業検討していた中で，約3４,000人が来場する味の素スタジアムで調布市のPRブースを設置できたことにより大きな効果が得られ
た。また，市民招待枠を設けたことにより，多くの市民に観戦の機会を創出したほか，市報や市ホームページ，市のＳＮＳ等で特集
ページや選手からのメッセージ等を発信し，FC東京の集客に貢献することができた。

　協働に当たっての課題と対応

FC東京がクラブ創設２０周年を迎える時期のホームゲームを事業日として設定しており，日程変更ができないため，ゲストや事業者
の事前の日程調整が必要であった。

パートナー

72

協働事業名
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

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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7496

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）

2002年日韓ワールドカップの際に，参加国の一つであるサウディアラビア王国代表チームが調布市でキャンプを行ったことを記念し
て，会場となった味の素スタジアム周辺地域で，継続的にスポーツを通じた国際交流と地域振興を行っていくことを目的として開催
している。
小学生の部では6チーム44人，大人の部では１２チーム１２３人の参加があった。

協働のパートナー 調布市サウディアラビア友好会 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業等の企画・運営

市の役割 広報・運営・準備等のサポート

協働事業の形態

新規・継続の別
パートナーと早い時期から調整し，開催することができた。

　協働したことによる成果

アラブイスラーム学院や留学生との交流，調布市サウディアラビア友好会の事業運営を把握する機会となり，市の委託事業だけでな
く，市民が代表となって行う事業の一例として，大いに役立っている。また，継続して行っていくことで２００２日韓ワールドカッ
プのレガシーとなっている。

　協働に当たっての課題と対応

午後に行われた大人の部は，台風の影響による荒天のために急遽プログラムの途中で中止となった。パートナー側の宗教的儀礼等に
も配慮が必要であり，開催時期の検討が必要となる。
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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。

パートナー

73

協働事業名 ジャパン近代3種シリーズ2018 第６戦調布大会 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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7496

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）

東京2020大会において市内にある東京スタジアムを会場として開催される近代五種競技からフェンシングと馬術を除いた３種目（水
泳・射撃＆ラン）及び２種目（射撃＆ラン）で行う全国大会の第６戦を調布大会として，競技の周知及び機運を盛り上げるために開
催された。
調布市民枠を設け，小学生の部（小学３年生から６年生），中学生の部の参加申込みを市で行った。

協働のパートナー (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 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・広報・運営・準備等のサポート

市の役割 事業の広報・運営協力

協働事業の形態

新規・継続の別
東京２０２０大会に向けた機運醸成を目的として，競技の普及にもつなげることができた。

　協働したことによる成果

平成２９年度に初めて実施し，今回が2回目の開催となるが，前回に引き続き参加した方やファイナル大会（決勝大会）に出場した方
がいるなど，市民への競技の周知の一助を担っている。

　協働に当たっての課題と対応

会場としてプール施設と，ラン及び射撃施設としてある程度広さのあるグラウンドが必要であるため，会場確保や調整が難しい。

市

74

協働事業名 第２回調布市小学生タグラグビー大会 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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7496

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）

調布市の小学生が，タグラグビーを通じて，心身の調和のとれた発達と生涯に渡って運動に親しむ資質や能力を育てるとともに，自
ら体力を向上しようとする意欲を高めるため，調布市ラグビーフットボール協会及び市内小学校の協力のもと実施し，平成30年度は
約325人の参加があった。

協働のパートナー 調布市ラグビーフットボール協会 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・広報・運営・準備等のサポート

市の役割 事業の企画・広報・運営・準備

協働事業の形態

新規・継続の別
多くの小学生が認知する定番の事業として実施することができた。

　協働したことによる成果

合計40チーム約325人の参加があり，大変な盛況のうちに終了した。学校により多少の違いはあるものの，教員の指導のもと，本事
業に向けて練習を積んだチームの出場もあり，小学生の間でも人気の大会として定着した。

　協働に当たっての課題と対応

参加者の多い大きなイベントとなっているため，調布市ラグビーフットボール協会及び市教育委員会との連携は不可欠であり，ま
た，運営についても多くの人員が必要となることから，新たな主体との連携や協会の体制を充実させるなどの課題がある。
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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。

市

75

協働事業名
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」

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 プロサッカーチームによる地域貢献活動支援 電話番号 042-481-7498

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）

ＦＣ東京の持つノウハウを活かした市民へのスポーツ振興の一環として，現役を引退された今でも知名度に優れ，様々な活動で視野
を広げている石川クラブコミュニケーターに，トップアスリートとして活躍された経験等の話をいただく市民向け講演会を行ってい
ただいたことで，市民への機運醸成を図った。

協働のパートナー ＦＣ東京 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

講師手配・広報

市の役割 企画・広報・運営・会場準備等

協働事業の形態

新規・継続の別
パートナーの持つ人材に協力いただくことで市民へのスポーツ振興を図ることができた。

　協働したことによる成果

当日は学生から高齢の方まで120人が参加し，石川クラブコミュニケーターからサポーターの応援で怪我を乗り越えられたこと，そ
して，引退された現在も様々なスポーツに関わって活動し続けている前向きな姿勢や考え方など大変貴重な話を聞くことができ，参
加者のスポーツへの興味・関心を高めることができた。

　協働に当たっての課題と対応

FC東京のサポーターだけでなく，普段スポーツに触れる機会の少ない人に参加を呼び掛ける手段の検討が必要。市報，SNSでの周知
や応募方法を検討することでより幅広い層の参加を促したい。

市

76

協働事業名 調布市小学生ドッヂビー大会 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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7496

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）

小学生のスポーツ離れや体力低下を防止することを目的に，誰でも気軽にできるニュースポーツの交流大会として開催しており，平
成25年度から，市内で人気が高く，国体でデモンストレーション競技にもなった「ドッヂビー」を種目として開催していたが，平成
２９年度から名称を「調布市小学生ドッヂビー大会」とし開催している。大会開催に当たっては，調布市スポーツ推進委員会，市立
小学校PTA，学校開放運営委員会を中心に実行委員会を構成し，企画・運営を行っている。

協働のパートナー 調布市小学生ドッヂビー大会実行委員会 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

企画・運営，参加者募集，各小学校の出場チーム情報の管理

市の役割 実行委員会の運営支援（会場手配，日程調整，大会当日の運営協力）

協働事業の形態

新規・継続の別
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の公認プログラムとして開催した。

　協働したことによる成果

パートナーが主体的に交流会の企画・運営を行うことができており，実行委員会においても，構成団体同士の日頃の連携体制を活か
して，円滑な運営が図れている。また，各構成団体の持つネットワークを活用することで，安定した参加者数と運営実績を確保して
いる。

　協働に当たっての課題と対応

今回の実施については設備が十分な施設で開催できたが，次回以降開催場所の検討が必要。より多くの方に参加してもらうために，
福祉団体との連携に加えて，健常者への参加の働きかけを検討する必要がある。
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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。

パートナー

77

協働事業名 第5回調和SHCフェスタ　－パラスポーツを体験しよう！－ 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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7498

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）

障害の有無を問わず参加者を募集して，スポーツを通じた交流を図るイベントを，調和SHC倶楽部との共催により開催している。平
成３０年度は，市民大町スポーツ施設の体育館での舞台発表やおまつり広場の開催，調和小学校アリーナでのゴールボール・ボッ
チャの体験会，東京2020パラリンピック大会の展示を行った。調和小アリーナの体験会には260人が参加し，ロンドンパラリン
ピック　ボッチャ日本代表の秋元妙美氏の指導や交流試合を行った。

協働のパートナー 特定非営利活動法人調和SHC倶楽部 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，参加者募集

市の役割 市報掲載，運営補助

協働事業の形態

新規・継続の別
パートナーとの連携の中で，事業の地域への定着を図ることができた。

　協働したことによる成果

地域総合型スポーツクラブである調和SHC倶楽部との共催により，地域住民によるスポーツの振興及び障害者スポーツへの理解を促
進することができた。また，ゴールボール協会等各競技団体やスポーツ推進委員，学生ボランティア等と連携を図り，安全に事業を
進めることができた。

　協働に当たっての課題と対応

東京2020大会に向けて，より幅広い層に参加してもらうために，今回協力いただいた団体と引き続き連携を図っていくとともに，そ
の他の競技団体とも新たな連携を模索する必要がある。また，市HPやSNSでの広報の強化が必要となる。

市

78

協働事業名 調布市障害者スポーツ体験会 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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7498

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）

東京2020パラリンピック競技大会に向けて，障害の有無に関わらず皆で楽しめる体験会としてゴールボール，車いすバスケットボー
ル，ふうせんバレーボール，ボッチャ，HIPHOPダンス，フライングディスクの体験ブースを設置し，子どもから高齢の方まで200
人以上の方に体験していただいた。各競技の体験については，東京都障害者スポーツ協会等の団体と連携，また，車いすバスケット
ボールの元パラリンピアンである上村知佳氏にも協力をいただき，各競技のルールや基礎，楽しさを感じ取れるようにした。

協働のパートナー 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業実施場所の提供，講師の派遣，事業企画・運営

市の役割 企画・広報・運営・準備等のサポート

協働事業の形態

新規・継続の別
前年度より幅広い団体と連携して事業を拡充することができた。

　協働したことによる成果

東京都障害者スポーツ協会と連携することで，障害者に対応した設備の揃っている都立多摩障害者スポーツセンターで開催できたこ
とから，参加者の満足度を高めることができた。また，各競技の協会に協力いただくことで各ブースを円滑に運営することができ
た。

　協働に当たっての課題と対応

今回の実施については設備が十分な施設で開催できたが，次回以降開催場所の検討が必要。参加者の増加に伴い，福祉団体との連携
に加えて，健常者への参加の働きかけを検討する必要がある。
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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

79

協働事業名 ＮＴＴ東日本バドミントン部地域感謝祭 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 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 電話番号 042-481-7498

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）

市内を活動拠点とするＮＴＴ東日本バドミントン部を市民に認知していただき，チームとバドミントン競技に親しみを持っていただ
くこと，また，身近な地域で子どもがプロスポーツに触れ，楽しめる機会を確保することで競技人口が増加すること，さらには東京
2020大会では，市内の武蔵野の森総合スポーツプラザで実施されるバドミントン競技を体験することで，大会に向けた機運醸成を図
ることを目的として開催した。

協働のパートナー NTT東日本 事業提案者

スポーツ

指定管理・業務委託 関連施策※ 14市民スポーツの振興

役割分担

パートナー
の役割

事業企画，会場確保，事業運営

市の役割 広報周知

協働事業の形態

新規・継続の別
NTT東日本バドミントン部が調布市内に練習拠点を構えたことをきっかけとして開催した。

　協働したことによる成果

当日は事前応募のあった市内在住・在学の小学生６５人が参加した。少ない費用負担でトップレベルのプロスポーツ選手と触れあ
い，また，東京２０２０大会では市内で行われるバドミントン競技を体験してもらうことで，大会に向けた機運醸成に大きく貢献す
ることができた。さらには，参加者から調布市バドミントン連盟に加入したいという声が上がるなど，市のスポーツ振興にも大きく
寄与する事業となった。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーが所有する体育館での開催となったが，収容人数が少なく，参加人数が限定されてしまったため，広い会場での開催，ま
た，費用負担や契約の面で直前の調整も発生したことから，早期からの準備が必要。
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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

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

子ども生活部
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80

協働事業名 子育て応援サイト「コサイト」の運営支援 所管部課名 子ども生活部　子ども政策課

事務事業名 子育てに関する情報提供の充実 電話番号 042-481-7105

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

調布市子育て応援サイト「コサイト」は，市内の子育て関連施設や子連れで出かけたい店，子育てのヒントとなるようなコラム，地
域のイベント情報など，市内の子育てに関する様々な情報をまとめたサイトであり，市内で子育て中の母親たちが中心となるＮＰＯ
法人が運営を担っている。行政情報と民間情報を一つにまとめたことで，閲覧者は両情報を一元的に収集でき，利便性の高いサイト
となっている。また，運営団体が持つネットワークにより，地域や民間のきめ細かな情報の収集・発信を可能としている。市では，
サイトを周知するチラシを窓口に配架する等の広報支援を行っている。

協働のパートナー 特定非営利活動法人　ちょうふ子育てネットワーク・ちょこネット 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 子ども

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

子育てに関する情報提供の実施，市への情報提供

市の役割 広報支援

04子ども・子育て家庭の支援関連施策※

新規・継続の別
平成２７年度にサイトを開設し，少しずつ認知度も高まってきており，年々利用者が増えている。

　協働したことによる成果

ユーザーと同じく市内で子育てをしている市民が運営者となることで，当事者として必要な情報や関心を持つ情報を効果的・効率的
に発信することができるため，子育て中の母親が子育てに関する悩みを相談できる相手がおらず，孤立してしまうことを防ぐことに
もつながっている。また，サイトには子育てに関するイベント情報等も載っているため，ユーザーを街に誘い出し，同じ悩みを持つ
人たちのグループの紹介や専門機関への誘導等につなげ，顔の見える関係づくりにも寄与している。

　協働に当たっての課題と対応

継続的に運営していくための有料クライアント獲得が課題となっている。市としても，コサイトのさらなる認知度向上のため，広報
支援等について検討していく必要がある。

81

協働事業名 「こどもとフラット」の運営支援 所管部課名 子ども生活部　子ども政策課

事務事業名 子育てに関する情報提供の充実 電話番号 042-481-7105

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）

調布駅南口東地区の市街地再開発事業によって得られた市権利床を，子育て支援施策における行政課題への対応とともに，賑わいの創出を図るとい
う目的で，市内のNPO法人と社会福祉法人が一体的に運営する子育て支援施設（カフェ，一時預かり及び定期利用保育施設，子育てひろば）とし
て，両法人に無償貸付を行っている。調布駅前という利便性から，市内の多様な子育て支援団体等からの情報が集まるため，行政では得ることがで
きない情報も含め，市と法人とで様々な情報交換を行い，イベント等実施の際は周知活動へも協力している。

協働のパートナー
社会福祉法人　調布白雲福祉会（プレイセンターちょうふ運営者）

特定非営利活動法人　ちょうふ子育てネットワーク・ちょこネット（カ
フェ「aona」運営者）

事業提案者 パートナー

子育て応援サイト「コサイト」と同様，市内の子育て情報を官民問わずPRできる場であるため，多くの子育て支援事業の実施者や，
これから子育て支援事業を立ち上げたいと考えている市民などが多く集う場となっており，市内の子育て世帯の情報収集の場として
機能している。

　協働に当たっての課題と対応

市の情報をPRしてもらうことや，運営法人の情報を市でPRするなどのやりとりはできているが，「こどもとフラット」を活用した市
民の声の収集などについても今後検討を進めていく必要がある。

子ども

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

各種事業の実施，市政情報のＰＲ，市への情報提供

市の役割 各種事業実施の支援，市政情報の提供

04子ども・子育て家庭の支援

新規・継続の別
平成２６年度に運営団体のプロポーザルを実施し，平成２７年度から運営を開始している。

　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

関連施策※

補助・助成
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子育てに関する情報提供の充実 電話番号

事業提案者 パートナー

関連施策※

82

042-481-7105

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

子ども生活部と福祉健康部が連携し，民間会社との官民協働により，作成した子育て情報誌。妊娠期から子育て期にわたる切れ目な
い支援の推進に向けた取組のひとつで，主にこれから出産を控えた妊婦の方を対象に配布。出産後，市の子育て支援サービスを切れ
目なく受けることができるように月齢順に構成している。

協働事業名 子育て情報誌の発行 所管部課名 子ども生活部　子ども政策課

事務事業名

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

協働のパートナー 株式会社ホープ

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 04子ども・子育て家庭の支援

役割分担

パートナー
の役割

子育て支援情報誌の発行

市の役割 市政情報の提供

協働事業の形態

新規・継続の別 年度ごとに協定書を交わし，本誌の作成を行う（平成３１年度の情報誌発行に係る協定は平成３０年度１１月に締
結。）

　協働したことによる成果

本誌の発行に当たっては，協働相手が広告収入を基に編集・作成を行ったため，市の負担は０円で作成することができた。
また，市の子育て情報を提供するツールとして，ゆりかご調布面接等で妊婦の方を中心に配布し，活用することができた。

　協働に当たっての課題と対応

協働相手とは委託ではなく，協定書の締結により事業を行っているため，一方的な要望にならないようお互いに調整していく必要が
ある。
また，作成部数が３，５００部と限られていることから，広く市民に配布できない点が課題となる。

83

協働事業名 保育フェスティバル 所管部課名 子ども生活部　保育課

事務事業名 保育所運営事業 電話番号 042-481-7133

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）

市内全認可保育園が参加し，市の保育の取組について広く知ってもらうため，調布市保育園協会との共催により，保育フェスティバ
ルを開催した。実際に市内認可保育園で勤務している保育士が集まり，各保育園での子どもたちの様子をまとめたパネル展示や，参
加した親子に手遊びやうたなどを紹介するほか，育児相談コーナーを設けている。

協働のパートナー 調布市保育園協会 事業提案者 パートナー

子ども

指定管理・業務委託 04子ども・子育て家庭の支援

役割分担

パートナー
の役割

事業の計画・運営，展示物作成やお遊び保育のテーマ検討

市の役割 事業の計画・運営

協働事業の形態
共　催

新規・継続の別 年に1度，複数個所の市内公共施設で３～４日間開催している。より充実した内容となるよう検討を重ねながら
実施している。

　協働したことによる成果

実際に市内認可保育園で勤務している保育士が日ごろの保育園での活動を市民に紹介し，手遊び等を通じた保育活動を体験してもら
うことで，保育への市民の理解を深めることができた。また，参加する保育士においても，公立・私立を問わず，職員同士が交流す
る機会にもなっている。

　協働に当たっての課題と対応

パートナーの主体性や専門性を活かすためにも，保育園協会からの発意による取り組みと市が適宜連携していくことが重要である。
また，認可保育園のあらたな設置により協会に加盟する保育園が急増していることから，より多くの園の関わりや連携を促してい
く。
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　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

所管部課名
（電話番号）

子ども生活部　子ども家庭課
（042-481-7095）

子ども生活部　児童青少年課
（042-481-7536）
福祉健康部　生活福祉課
（042-481-7098）　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

電話番号 042-481-7536

パートナーと市との調整会議を毎月開催し，事業の現状，課題の分析，今後の方向性等を常に共有することで，より効果的かつ効率的な事業展開に
つながった。事業利用者の中には，取り巻く環境が複雑で支援の困難な例もあり，市として，関係機関・団体との連携を更に推進するとともに，相
談体制についても検討する必要がある。また，真に本事業を必要とする家庭に情報が届くよう，普及啓発を引き続き工夫していく。

85

市内において社会生活を円滑に営むうえで困難を有する子ども・若者の居場所提供事業を実施する団体に対し，事業に要する経費の
一部を補助することにより，困難を有する子ども・若者の自立した社会生活の実現を図る。

協働のパートナー

新規・継続の別
補助要綱を制定以来，実際に支援を行っている団体が活動しやすいよう，補助を行っている。

　協働したことによる成果

ノウハウやネットワークを持つ団体が，居場所の提供や利用者からの相談対応を行うことで，実態に即した支援を行うことができる
とともに，様々な問題を抱える子ども・若者に対する居場所の確保に繋がった。困難を有する子ども・若者及びその家族に対し長期
的・継続的支援を行うことにより，心身ともに安定し，生活習慣，食習慣の見直しが図られ，これらの活動が認められたことによ
り，平成29年度には，子供と家族・若者応援団表彰「子供・若者育成支援部門」で内閣総理大臣表彰を受賞した。

市の役割 補助金補助

NPO法人　Kiitos 事業提案者

　協働に当たっての課題と対応

補助対象を，困難を有する子ども・若者及びその家族からの相談に応じ，必要な情報提供や助言等の支援を行っている者としている
が，現状では，交付対象が１団体であり，今後，同様の活動を行う団体数が大幅に増えた場合には，その時点で見直しを検討する必
要がある。

分野 子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 06青少年の健全育成

役割分担

パートナー
の役割

困難を有する子ども・若者への居場所提供

市

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成

協働事業名 子ども・若者居場所事業

事務事業名 子ども・若者支援の推進

補助・助成

新規・継続の別 平成27年度から事業を開始し，パートナーと市との調整会議を定期的に開催することで，現状や課題を共有し
ながら，より良い支援の提供に努めている。

　協働したことによる成果

パートナーである調布市社会福祉協議会は，長年に渡り市の地域福祉を担ってきたことから，様々な福祉のノウハウや市民ボランティアの育成など
の実績を持つ。分野横断的に様々な関係機関とも円滑な連携がとれており，柔軟な運営が行われている。
平成30年度の子ども・若者総合支援事業利用者数は，全体で延べ6,944人（内訳は相談事業4,048人，居場所事業502人，学習支援事業2,394
人）となり，平成29年度から2,137人増加した。

　協働に当たっての課題と対応

指定管理・業務委託 関連施策※

04 子ども・子育て家庭の支援
06青少年の健全育成
10セーフティーネットによる生活支援

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画・運営，相談対応，学習コーディネーターやボランティアの募集・管理

市の役割 事業の企画，広報，利用申請

協働事業の形態

子ども・若者支援の推進

市

共　催 実行委員会 事業協力

事業提案者

事務事業名

貧困の連鎖を防止するとともに社会的に困難を抱える子ども・若者の自立を支援するため，ひとり親家庭における日常生活や学習に関する
相談及び学習機会の提供を行う「ひとり親家庭の学習・相談支援事業」（子ども家庭課），概ね15歳以上の不登校やひきこもり等の子ど
も・若者を対象に相談や居場所提供を行う「子ども・若者総合相談等事業」（児童青少年課），生活困窮世帯等の中学生の学習を支援する
「生活困窮者自立支援事業」（生活福祉課）を一体的に展開する「子ども・若者総合支援事業」を平成27年度から実施している。

子ども

協働のパートナー 社会福祉法人　調布市社会福祉協議会

84

協働事業名 子ども・若者総合支援事業

分野
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新規・継続の別 平成３０年度までに４８回の開催をしており，毎年児童の健全育成のためにはどういった内容にすべきか等を
検討し，改善を加えながら開催している。

　協働したことによる成果

多くの市民の参加や協力を得ることにより，子どもたちの健全育成に寄与した。

　協働に当たっての課題と対応

小学生の人数が集まらず，棄権となってしまった地区があるため，ソフトボール大会に全地区が参加できるよう，引き続き健全育成
推進地区委員会と連携を図っていく。

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 06青少年の健全育成

役割分担

パートナー
の役割

会議運営，大会への参加

市の役割 会議運営，資料提供，意見集約

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）

青少年の健全育成の一環として，調布市健全育成推進地区委員会の20地区を1ブロック4チームに分け，年に一度夏休みに，小学生の
ソフトボール大会を実施する。事業を円滑に実施するため，調布市健全育成推進地区代表者連絡協議会及び調布市ソフトボール連盟
の協力を得て，審判員の派遣を依頼している。また，グラウンド整備業務について調布市ソフトボール連盟に委託するとともに，会
場設営運営業務について民間企業に委託している。

協働のパートナー
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
事業提案者 市

86

協働事業名 調布市青少年健全育成地区親善ソフトボール大会 所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

事務事業名 健全育成推進地区委員会による地域健全育成活動の推進 電話番号 042-481-7536

子ども生活部　児童青少年課

市

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

87

協働事業名 健全育成推進地区委員会による有害環境調査 所管部課名

事務事業名 健全育成推進地区委員会による地域健全育成活動の推進 電話番号

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

042-481-7536

健全育成推進各地区委員会委員が，７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の取組の一環として，｢東京都青少年の健全な育
成に関する条例｣に基づき，市内の店舗を巡回し，指定図書等の区分陳列の状況や，深夜立入制限施設の青少年に対する深夜の立入制
限の掲示の有無など，適切になされているか調査を行うもの。

協働のパートナー 健全育成推進地区委員会 事業提案者

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 06青少年の健全育成

役割分担

パートナー
の役割

巡回調査，結果報告

市の役割 交付金交付，会議運営，資料提供，意見集約

東京都による不健全図書類に関する調査など，類似した活動が存在することもあり，健全育成推進地区委員会において実施する有害
環境調査の位置づけや実施方法等について，様々な意見が出ているため，各調査の違いや特徴を整理し，当該調査の有効性を高める
方法を検討するなど，引き続き，協働への理解を求めていく。

協働事業の形態

新規・継続の別 各地区委員会の取組を地区間で共有したり，地区同士で連携することで，より効果・効率的な取組を検討・実
施している。

　協働したことによる成果

地域にある店舗の指定図書等の区分陳列の状況を的確に把握することができた。
また，青少年のために日々活動し，交流もある健全育成推進各地区委員が調査を行うことにより，抑止力として青少年の非行・被害
の防止効果が非常に高い。

　協働に当たっての課題と対応
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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。

新規・継続の別 各地区委員会の取組を地区間で共有したり，地区同士で連携することで，より効果・効率的な取組を検討・実
施している。

　協働したことによる成果

各地域をよく知り，他の地域活動団体や学校等との幅広いネットワークを持つパートナーとの協働により，多くの市民の参加や協力
を得ることができ，子どもの健全育成に寄与した。

　協働に当たっての課題と対応

協働のパートナー 健全育成推進地区委員会 事業提案者 市

協働事業の形態

青少年の健全育成には，地域のつながりや多くの子どもたちの事業への参加が重要である。引き続き，青少年と地域の大人が世代を
超えて交流し，あわせて青少年同士の親善が深められるよう健全育成推進地区委員会の活動を支援していく。

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 06青少年の健全育成

役割分担

パートナー
の役割

青少年の非行防止及び啓発活動，青少年の社会参加及び社会貢献を促進する活動，青少年の意見
表明，体験発表及び行政参加に関する活動，青少年の体育，文化及びレクリエーション活動

市の役割 交付金交付，会議運営，資料提供，意見集約

共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

事務事業名 健全育成推進地区委員会による地域健全育成活動の推進 電話番号 042-481-7536

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

調布市健全育成推進地区委員会の活動に対して交付金を交付することにより，地域における社会環境浄化の活動及び非行防止活動並
びに青少年の社会参加及び地域活動の機会を充実し，青少年の健全育成を図っている。

88

協働事業名 健全育成推進地区委員会との連携 所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

市

89

協働事業名 調布市青少年ステーション（CAPS）の運営 所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

事務事業名
青少年ステーション（ＣＡＰＳ）における中・高校生世代の
健全育成

電話番号 042-481-7534

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）

青少年の健全育成を目的とし，主に中・高校生世代を対象に多様な分野（スポーツ，音楽，ダンス，クラフト，パソコン等）の活動
を支援する。それぞれの分野において専門知識を有するスタッフが，中・高校生世代の要望を満たす事業展開を図る。また，多感な
年代の様々な悩み・相談に対応する相談事業も行う。四半期毎の事業報告において，事業実施状況や利用者のニーズ及び課題等の確
認を行い，予算や運営方針に反映して各種事業を展開している。

協働のパートナー NPO法人　ちょうふこどもネット 事業提案者

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 06青少年の健全育成

役割分担

パートナー
の役割

事業運営

市の役割 施設維持管理

協働事業の形態

新規・継続の別 平成15年度の開設後，専門性のある人材の安定的かつ継続的な配置や，事業内容の充実を図るため，平成19年度か
ら，プロポーザルによりNPO法人ちょうふこどもネットに運営を委託した。さらに平成30年度から令和４年度まで
の５年間は，業者指定により，同法人に運営を委託している。

　協働したことによる成果

青少年に健全な居場所を提供し，様々な分野の事業を実施，また，利用者を中心とした実行委員会が主催する大規模なイベントを実
施し，利用者拡大に繋げた。また，つつじヶ丘児童館ホールを活用し，中・高生世代のフリースペース事業を実施し，利用者拡大に
繋げた。今後も，利用者自身で企画・立案・運営などできるよう自主性を育むとともに，各種事業，臨床心理士による相談事業など
を継続し，利用者拡大を図っていく。

　協働に当たっての課題と対応

開館から１０年以上経過する中で，運営に対する客観的な意見を把握する仕組みについて検討する必要がある。また，つつじケ丘児
童館ホールを活用した中・高校生世代のフリースペース事業の充実を図る。今後，利用者のニーズを確認し，東部地域の児童館での
フリースペース事業の展開も検討する。
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№

情報交換・情報提供
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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 毎年，児童館まつり実行委員会と情報や課題の共有を行うことでより効果・効率的な取組を検討・実施してい
る。

　協働したことによる成果

実行委員会との協働をとおして，各児童館ごとに地域のつながりを深めることができた。児童館まつりでは，児童館メンバーズ（児
童館や地域のリーダーとなる小学3年生以上の児童）などの子どもたちによる自主企画や，模擬店・ゲーム・工作・幼児コーナーな
ど，各館のテーマに基づいた企画を行い，地域の多くの子ども達が楽しんで過ごし，地域の方に児童館の活動を知ってもらう機会に
もなった。

　協働に当たっての課題と対応

児童館まつりを通じた地域とのつながり，連携を一層深めていく。引き続き，児童館も積極的に地域のイベント等に出向いていく。

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 06青少年の健全育成

役割分担

パートナー
の役割

会議運営，児童館まつり参加

市の役割 会議運営，意見集約

協働のパートナー 児童館まつり実行委員会 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 児童館児童健全育成事業の推進 電話番号 042-481-753４

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

児童館における児童の日常活動の活性化及び文化の向上を図り，健全育成の充実に寄与することを目的として，健全育成推進地区委
員会の委員，児童館ボランティアなどにより実行委員会を組織し，児童館まつりを企画・実施した。
実行委員会は市内11館の児童館ごとに組織され，各児童館を会場に，日頃からの利用者を中心とした地域の子ども達に楽しんでもら
えるよう，それぞれ特色を活かした開催を行った。

90

協働事業名 児童館まつり 所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

市

91

協働事業名 児童青少年フェスティバル 所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

事務事業名 児童館児童健全育成事業の推進 電話番号 042-481-7534

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）

児童青少年フェスティバルは，市内全11箇所の児童館と青少年ステーションCAPSが，調布親子まつりと同日開催するイベントであ
る。このイベントを通じて，子ども達に優れた技術や文化を伝えながら，親子の触れ合いや地域住民との交流を深める。

協働のパートナー 調布親子まつり実行委員会 事業提案者

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※ 06青少年の健全育成

役割分担

パートナー
の役割

事業運営，課題の共有・検討・情報共有

市の役割 事業運営，課題の共有・検討・情報共有，会場確保

協働事業の形態

新規・継続の別 毎年，親子まつり実行委員会と情報や課題の共有を行うことでより効果・効率的な取組を検討・実施してい
る。

　協働したことによる成果

調布親子まつりと同日開催することで，より多様な舞台やブースを展開し，来場者の満足度を高めることができる。また，地域の団
体との連携に繋がる。

　協働に当たっての課題と対応

現状では，調布親子まつりとの同日開催が両イベントのメリットとなっており，より効果的な事業展開に向けてパートナーと意見交
換しながら，現在の実施体系を継続していく。
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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。

042-481-7536

市

92

協働事業名 子ども・若者支援地域協議会運営支援業務 所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

事務事業名 子ども・若者支援の推進 電話番号

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

子ども・若者育成支援推進法第１９条に基づき設置した「調布市子ども・若者支援地域ネットワーク」が効果的に機能するよう，同法第２
１条に基づく子ども・若者支援調整機関として，ネットワークに関する事務を総括するとともに，社会生活を営むうえで困難を有する子ど
も・若者への支援が適切に行われるよう，構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ，必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わ
せるなど構成機関等相互の連絡調整などの業務を行う。

協働のパートナー 一般社団法人とちぎ青少年自立援助センター 事業提案者

子ども

ネットワーク内の連絡調整，会議運営，研修会・講演会等の企画運営

市の役割 ネットワーク内の連絡調整，会議運営，研修会・講演会等の企画運営

協働事業の形態
共　催 実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

新規・継続の別
パートナーと市が連携しながら，ネットワークのより良い関係性の構築に努めている。

　協働したことによる成果

パートナーである一般社団法人とちぎ青少年自立援助センターは，東京都若者社会参加応援事業の認定団体であり，子ども・若者支
援業務の知識・経験が豊富であることから，本ネットワークの調整機関を担っている。平成３０年度は，年３回ネットワーク会議を
開催し，支援機関相互の業務内容等についての理解促進に努めるとともに，本ネットワークを広く市民に周知する機会として，市と
連携し，シンポジウム・合同相談会を企画・運営した。

　協働に当たっての課題と対応

04 子ども・子育て家庭の支援
06青少年の健全育成

指定管理・業務委託 関連施策※

役割分担

パートナー
の役割

ネットワークの各構成機関が対象とする年代の範囲が幅広いため，より円滑に事業推進していくにためには，本ネットワークの運営
のあり方について，本事業者と協議を重ねながら検討していくことが必要である。

93

協働事業名 シンポジウム・合同相談会 所管部課名 子ども生活部　児童青少年課

事務事業名 子ども・若者支援の推進 電話番号 042-481-7536

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）

子ども・若者育成支援推進法第１９条に基づき設置した「調布市子ども・若者支援地域ネットワーク」の取組みの１つとして，シンポジウ
ム・合同相談会を実施。本事業の目的は，困難を抱える子ども・若者の支援者や保護者を対象に開催し，調布市子ども・若者支援地域ネッ
トワークの周知を図るとともに，若者たちが社会参加へ向けた一歩を踏み出すきっかけとして開催した。

協働のパートナー 調布市子ども・若者支援地域ネットワーク 事業提案者 市

子ども

指定管理・業務委託 関連施策※

04 子ども・子育て家庭の支援
06青少年の健全育成
10セーフティーネットによる生活支援

役割分担

パートナー
の役割

市民に対する合同相談会での相談・情報提供

市の役割 シンポジウム・合同相談会の企画・運営

協働事業の形態

共　催

新規・継続の別
平成３０年度に本ネットワークの周知の一環として，初めて実施。

　協働したことによる成果

当日の参加者数は８５名であり，ひきこもり等の課題を抱える子ども・若者への支援に関する関心の高さが伺えた。シンポジウムで
は，教育・自立援助・子育てと異なる分野の専門家から見解等を伺い，困難を抱える子ども・若者の保護者だけでなく，支援者に
とっても参考となった。また合同相談会では，本ネットワークの構成機関のうち１２箇所がブースを設置し個別に相談対応を行った
ほか，チラシ等の配架を行い情報提供を行った。

　協働に当たっての課題と対応

参加者に対する本事業の満足度等のアンケート調査結果や調布市子ども・若者支援地域ネットワーク会議での話し合いにより，対象
者の明確化や実施場所の選定など，課題点等を整理した。今回の課題点等を踏まえ，より良い企画となるよう，来年度の事業に反映
させていく。
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