
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

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

再掲 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

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

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

福祉健康部
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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※ 07共に支え合う地域福祉の推進

新規・継続の別 法務省が主唱している全国的な運動であり，今後もパートナーと連携を図り，効果・効率的な取組を検討し実
施する。

　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

複数の団体から協力を得ることができたことで，各団体の特性や日々の活動で培われたつながりを活かし，事業としても様々な方向
からアプローチすることができた。

　協働に当たっての課題と対応

各団体との連携に当たっては，団体独自の行事等を優先していただくなど，各団体の負担ができるだけ少なくなるよう配慮し，無理
のない範囲で協力いただけるよう呼び掛けた。

福祉

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

事業の運営（保護観察所との連絡調整）

市の役割 推進委員会事務局（事業の準備，各団体への連絡調整）

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）

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生についての理解を求めるとともに，それぞれの立場で力を合わせ，犯罪のない明るい社
会を築こうとする全国的な運動に取り組んだ。実施にあたっては，犯罪防止や青少年の健全育成などの活動を行っている団体による
実行委員会方式で取り組んだ。

協働のパートナー

社会を明るくする運動調布市推進委員会
（調布保護司会，調布・狛江地区更生保護女性会，調布市民生児童委
員協議会，調布市赤十字奉仕団，調布市健全育成推進地区委員会，調

布市青少年補導連絡会，市立学校ＰＴＡ　他）

事業提案者 市

95

協働事業名 第68回“社会を明るくする運動” 所管部課名 福祉健康部　福祉総務課

事務事業名 社会を明るくする運動の推進 電話番号 042-481-7101

新規・継続の別 戦後7４年が経ち，戦争についての認識が薄れていくなか，平和の尊さについて考える場を提供するため，パー
トナーと協力し事業を実施する。

　協働したことによる成果

それぞれの特性や専門性を活用でき，多くの市民の参加や協力を得ることができた。また，パートナーのまちづくりへの参加意識が
より高まった。

　協働に当たっての課題と対応

日頃からパートナー団体と円滑な連携を図り，継続的に事業を実施するため年間を通じた話し合いが必要である。

平和

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

事業の運営・準備，各団体との連絡調整

市の役割 事業の運営・準備，各団体との連絡調整，調布市遺族厚生会事務局

関連施策※ 30平和・国際交流施策の推進

協働のパートナー 調布市遺族厚生会 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 平和祈念祭の実施 電話番号 042-481-7101

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市民が平和の尊さを理解し，平和について考える機会を提供するため，戦没者の遺族で構成される調布市遺族厚生会との共催で平和
祈念祭を行った。
実施に当たっては，先の大戦で亡くなられた方々への追悼と今日の平和が永遠に続くことを願い，遺族厚生会が追悼の辞や碑文の朗
読等を行い，参列者全員で黙祷や献花を行った。

94

協働事業名 調布市平和祈念祭 所管部課名 福祉健康部　福祉総務課
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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。

当該事業の利用者が固定化し，新規利用者を増やすことが喫緊の課題。既存の広報活動（市報・ＨＰ掲載）のみならず，市関連施設
に各事業のポスターの掲示及びチラシの配架を依頼し，新規応募者への周知活動に努めた。

協働事業の形態

新規・継続の別
利用者から友人をお誘いいただき，新規の利用者を増やす取組みを行っている。

　協働したことによる成果

各主体が自主性を生かして実施できた。また，介護保険事業やサロンにない本格的なサービス提供を行うことで，外に出るきっかけ
となり健康づくりを推進することができた。

　協働に当たっての課題と対応

調布狛江麻雀業組合，東京ＹＷＣＡ国領，ソング布田，（公社）東京都柔道接
骨師会武蔵野支部調布地区，八雲台小学校地区協議会，調布市将棋連盟

福祉

指定管理・業務委託 関連施策※ 08高齢者福祉の充実

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，市報掲載

高齢者健康づくり事業 所管部課名 福祉健康部　高齢者支援室

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

高齢者健康づくり事業の推進 電話番号

事業提案者 市

96

042-481-7149

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

高齢者が認知症や寝たきりにならず，元気で生きがいを持って自立した生活が送れるよう，既存の商業施設等の営業時間外を活用して健康づくり事
業を実施する。（いきいき麻雀，ティーポットサロン，飲食店活用ミニデイ，柔ちゃん体操教室，健康ウォーキング教室，いきいき将棋同好会）
市は調布市高齢者健康づくり事業補助金交付要綱に規定する事業について，補助金を交付し，運営団体をサポートする。健康ウォーキング教室につ
いては，協働推進課の地域カルテに基づいて平成24年度から実施。

協働事業名

再掲

協働事業名 子ども・若者総合支援事業

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）

事務事業名 子ども・若者支援の推進

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

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，ひとり親世帯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。

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 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

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

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

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。
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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 「調布市とアフラックとのがん啓発・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書」に基づき，
協議を重ねながら，目的達成のための効果的な事業を検討し，実施している。

　協働したことによる成果

パートナーの持つネットワークや広報力を活かして，各事業において多くの市民の参加を得ることができ，広くがんやがん検診につ
いて普及啓発を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

協定に基づき，長期的・継続的な事業を実施するため，年間を通じたパートナーとの話し合いなど，円滑な連携体制の構築が必要で
ある。

福祉

指定管理・業務委託 関連施策※ 12生涯を通した健康づくり

役割分担

パートナー
の役割

企業として培ったがんの知識や検診の普及啓発のノウハウ・啓発ブース用のパネル等の提供など

市の役割 市民に対しての広報や市内関係各所との調整など

協働のパートナー アフラック生命保険株式会社 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 がん検診の充実 電話番号 042-441-6100

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

アフラック社と調布市の間で，平成22年2月に締結した「調布市とアフラックとのがん啓発・がん検診の受診率向上に向けた包括的
連携に関する協定書」に基づき，がんの正しい知識の普及啓発や，がん検診の受診の奨励やがん検診についての普及啓発を行うた
め，がん啓発ブースを出展したほか，小児がん経験者・がん遺児奨学金制度のための街頭募金を行い，がんの知識について普及啓発
した。

98

協働事業名
「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

所管部課名 福祉健康部　健康推進課

97

協働事業名 調布市障害者余暇活動支援事業「ほりでーぷらん」 所管部課名 福祉健康部　障害福祉課

事務事業名 調布市障害者余暇活動支援事業 電話番号 042-481-7094

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

主に重度知的障害のある方を対象とした余暇活動イベントを開催し，余暇活動の充実，運動不足の解消，ご家族の負担軽減を図るも
の。イベント開催に当たり，ボランティアや地域住民，関係機関の協力を得ることで，障害理解の推進を図ることも目的としてい
る。市や調布市福祉作業所等連絡会，相談支援事業所，ボランティアなどで実行委員会を組織し，イベントの実施及びイベント内容
の検討を行った。

協働のパートナー
ほりでーぷらん実行委員会

（市，調布市福祉作業所等連絡会，相談支援事業所，ボランティア）
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 福祉

指定管理・業務委託 関連施策※ 09障害者福祉の充実

役割分担

パートナー
の役割

イベントの企画運営，イベント内容の検討，事業の周知。

市の役割 事業費の拠出，イベントの企画運営，イベント内容の検討，事業の周知。

新規・継続の別 様々なイベント内容を検討し，スポーツチームとの交流事業等，普段外出の機会が限られた障害者が楽しむこ

とができるイベントを開催することができた。

　協働したことによる成果

調布市福祉作業所等連絡会やボランティアの協力を得て充実した人員体制を確保することができたため，配慮が必要な重度の障害者
も安心して参加することができた。また，送迎，昼食を提供することで，家族の負担を軽減することができた。

　協働に当たっての課題と対応

十分な人員体制を確保するため，継続的にボランティアの協力を得なければならない。そのため，近隣の大学にボランティア募集を
行う等の取り組みをしている。
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パートナー

99

協働事業名 歯と健康のつどい 所管部課名 福祉健康部　健康推進課

事務事業名 健康教育の推進 電話番号 042-441-6100

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）

市民に対し，歯と口腔の健康保持の大切さを啓発するため，歯の衛生週間に合わせ，８０２０（ハチマルニイマル）表彰式や講演
会，図画・ポスター・標語コンクールの表彰式を実施した。また，同日開催の環境フェア会場にて，無料歯科健診，歯磨き相談，指
模型などを実施した。

協働のパートナー 一般社団法人　調布市歯科医師会 事業提案者

福祉

指定管理・業務委託 関連施策※ 12生涯を通した健康づくり

役割分担

パートナー
の役割

専門的な歯科相談や講演会の開催，表彰式の運営等

市の役割 市民に対しての広報や８０２０（ハチマルニイマル）の表彰の準備・調整など

協働事業の形態

新規・継続の別 「生涯を通じた歯の健康づくり」を目的として，歯の衛生週間にちなみ，調布市歯科医師会と共催で歯科保健
への関心を高めるために各種催しを実施している。

　協働したことによる成果

パートナーの専門性を活用し，表彰式や講演会を行うことで，市民に対し歯と口腔の健康保持の大切さを普及啓発できた。

　協働に当たっての課題と対応

本協働のパートナーとは，様々な事業において市と連携する機会が多いため，各事業における連携だけでなく，日頃からパートナー
と情報交換を行うなど，円滑な連携を図ることで，より良い協働関係を築くことができる。

100

協働事業名 緊急医療救護所設置・運営訓練 所管部課名 福祉健康部　健康推進課

事務事業名 医療救護体制 電話番号 042-441-6100

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，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と「災害時の医療救護活動についての協定」を締
結している。また，調布市地域防災計画により，震災など大規模な災害が起きた際に，限られた医療資源の中で，一人でも多くの方
の命を救うため，市内8病院と東京慈恵会医科大学附属第三病院に緊急医療救護所を設置することとしている。協定に基づき，地域防
災計画に位置付けた緊急救護所設置場所において，平成25年度から順次救護所設置・運営訓練を実施している。

協働のパートナー
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
事業提案者 市

平成30年度は，北多摩病院において初めての訓練を実施した。また，慈恵第三病院では通信訓練を実施した。協定締結先である，調
布市医師会，歯科医師会，薬剤師会，柔道整復師会の協力を得ながら訓練を実施しており，各団体との調整や連携が重要である。

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
12生涯を通した健康づくり

役割分担

パートナー
の役割

各専門的見地による災害医療救護活動

市の役割 緊急医療救護所の設置訓練の準備，市報・市ホームページへの掲載

新規・継続の別 地域防災計画に位置付けた計９病院において，個々の訓練での成果を他病院での訓練に活かしながら，順次訓
練を実施している。

　協働したことによる成果

パートナーである各団体の専門性を活用し，治療の優先順位を決めるトリアージを行い，処置や治療，搬送を行うなど，災害時の医
療救護体制に備えている。また，災害時の医療救護体制については，各団体の協力の下，緊急医療救護所訓練の内容や医療用資器材
の備蓄等について毎月協議する体制を構築するなど，日常的な連携を図っている。

　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

167



 

168



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

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

環境部
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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。

101

協働事業名 公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業 所管部課名 環境部　環境政策課

事務事業名 地球温暖化対策の推進 電話番号 042-481-7086

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

調布市では，公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業について，市民等との協働により検討を進めてきた。本事業は，事業者に市の公共施設の屋
根等を貸し出し，再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用した太陽光発電事業を実施することにより，再生可能エネルギーの普及・促進，停
電時の電力確保，収益の一部を市や市域へ還元することを目的としている。公募型プロポーザルにより選定した「調布まちなか発電株式会社」は平
成２６年度から３４施設において発電を開始し，収益の一部を活用した啓発事業等を実施している。

協働のパートナー 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 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 環境

指定管理・業務委託 関連施策※ 26地球環境の保全

役割分担

パートナー
の役割

再生可能エネルギー等の普及啓発に係る検討

市の役割 公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業に係る進捗状況の確認等

新規・継続の別 平成25年１１月に「調布市太陽光発電に係る公共施設屋根貸し事業協定書」を結び，事業期間を２５年以内と
して事業を実施しているため。

　協働したことによる成果

市の公共施設を市民に屋根を貸出しし事業を実施することで，市内事業者の活用ができた。また，市内事業者が売電収益の一部を活
用し，市や市域への還元（セミナー等の開催）を実施することにより，市民の環境意識の高揚も併せて行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

パートナー（調布まちなか発電株式会社）と市との役割分担については，協定を締結し明確にその役割分担等を規定しているが，事
業期間が20年超となることから，事業の継続に向け，市側の人事異動等に伴う担当者変更に対する引き継ぎ等について，着実に実施
する必要がある。

パートナー

102

協働事業名 野川クリーン作戦 所管部課名 環境部　環境政策課

事務事業名 都市美化の推進と喫煙マナーの向上 電話番号 042-481-7087

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）

野川クリーン作戦は，国領小学校・調和小学校・第六中学校のPTAと子どもたちを中心とした地域住民組織と協働で野川河川敷の一
斉清掃を行うもの。清掃活動は主に3校の児童と学校関係者及び野川流域の地域住民が行い，市はゴミ袋や軍手等の清掃備品の提供と
ゴミの回収処理を行うという役割分担のもと，実施に向けた準備を進めた。

協働のパートナー 第六中学校教育懇談会 事業提案者

環境

指定管理・業務委託 関連施策※
27水と緑による快適空間づくり
29快適な生活環境づくり

役割分担

パートナー
の役割

地域住民組織が振り分けされた地域において，当日の運営等も含め野川河川敷の一斉清掃を行っ
た。

市の役割 ゴミ袋や軍手等の清掃備品の提供とゴミの各収集場所での回収処理を行った。

協働事業の形態

新規・継続の別
野川河川敷美化推進重点地区における美化活動として，継続的に実施していく。

　協働したことによる成果

野川周辺の地域住民等が主体的かつ能動的に清掃活動に関わることで，市民の地域への愛着や主体性を高めることができたととも
に，地域の実情に沿って実施できた。

　協働に当たっての課題と対応

年度当初の早い段階で，事前に計画やスケジュール等を共有し，パートナーとの合意形成において効率化を図る。
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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。

103

協働事業名 調布水辺の楽校 所管部課名 環境部　環境政策課

事務事業名 環境学習支援事業 電話番号 042-481-7086

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

子どもたちの自然体験学習を通じ，地域の交流を図りながら自然環境の保全意識を高めるため，市内公立小学校（20校）の児童（一
部の事業は4年生以上）を対象に，川遊びなどの体験学習を行った。実施に当たっては，調布水辺の楽校が中心となり，父母，市民ボ
ランティア団体，学校，行政の連携・協力により行った。

協働のパートナー 調布水辺の楽校 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 環境

指定管理・業務委託 関連施策※
26地球環境の保全
27水と緑による快適空間づくり

役割分担

パートナー
の役割

事業の企画運営などの事業の中心的役割

市の役割 市民の専門性を活かした事業委託

新規・継続の別
国土交通省が勧める「水辺の楽校」プロジェクトの発展を促すとともに，子ども達が自然体験の場として活用できるよう，市民・団体等が水
辺環境をはじめとしてその保全及び活用を推進するため実施。調布市は平成21年度から同省から認可を受けた。

　協働したことによる成果

多くの市民の協力を得ることで地域の特性に合った自然体験の機会を提供することができた。

　協働に当たっての課題と対応

事業主体となるパートナーに，次世代の担い手不足が生じていることから，地域の特性に詳しい市民団体等を積極的に取り入れ，次
世代へ引き継いでいく。

パートナー

104

協働事業名 環境フェア 所管部課名 環境部　環境政策課

事務事業名 環境情報の提供と環境学習事業の推進 電話番号 042-481-7086

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）

6月5日の環境の日に合わせ，調布市では，毎年6月の環境月間にあわせ，市民の方に環境を見つめ直し考える機会を持っていただく
ため，様々な展示や体験ブースを設けた環境フェアを開催し，市民団体・事業者・行政が一体となり，展示や啓発等を行った。
また，開催に当たり，参加団体との会議を2回実施し，イベントの内容などの情報共有や実施内容の意思決定を行った。
そして，フェア終了後に反省会を行い，次年度に向けての課題等を情報共有した。

協働のパートナー 第46回調布市環境フェア参加団体 事業提案者

環境

指定管理・業務委託 関連施策※ 26地球環境の保全

役割分担

パートナー
の役割

事業実施に向けた提案・合意形成を2回の会議で実施

市の役割 事業実施に向けた各参加団体の意向調整

協働事業の形態

新規・継続の別 イベントを開催することで様々な団体等と交流を図り，一体となりながら多くの方々に環境を見つめ直す機会
を持っていただくため開催していく。

　協働したことによる成果

イベント開催に向けて，各参加団体と連携しながら準備を行ったことで，参加団体の意向を反映した事業展開を図ることができ，よ
り良い運営ができた。また，市民団体・事業者・行政が一体となって実施したことで，行政だけでは行えない様々な展示・啓発を実
施できた。

　協働に当たっての課題と対応

イベント開催に向けた会議では，すべての参加団体が揃うことは難しいため，会議終了後，参加できなかった団体も含め，会議録や
配布資料を送付し，情報共有を図った。
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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。

105

協働事業名 緑と花の祭典 所管部課名 環境部　緑と公園課

事務事業名 緑と花の祭典の開催 電話番号 042-481-7083

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市内の緑化を推進するため，市内花卉園芸組合，植木組合，緑樹組合，花づくり研究会，盆栽生産組合等を役員とする緑と花の祭典
実行委員会を組織し，市との共催事業として開催した。草花や植木等の販売，花の種の無料配布，球根の安価販売，講習会，園芸用
アウトレット販売や緑化相談などを実施した。企画・運営は委員会が担い，市は事務局として携わった。

協働のパートナー 緑と花の祭典実行委員会 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 環境

指定管理・業務委託 関連施策※ 27水と緑による快適空間づくり

役割分担

パートナー
の役割

委員会を組織し，草花や植木等の販売を行う。企画運営は実行委員会が行う。

市の役割 事務局として携わり，花の種の無料配布，球根の安価販売，緑化相談を行う。

新規・継続の別
実行委員会での協議により，来場した方が楽しめるような参加型のコンテンツ（クラフト体験）を実施した。

　協働したことによる成果

実行委員会を構成する各団体の自主性を活かすとともに，団体間の連携を高め，それぞれの持つ特性を活かした役割分担の下，事業
を実施することができた。

　協働に当たっての課題と対応

「緑と花の祭典」は長年開催されているイベントであるが，「協働」の考え方に実行委員会委員の中にも多少の差異があると感じら
れる。
気候の良い時期の休日に調布駅周辺で実施することから，これまで以上に市民に親しまれ，より多くの方が楽しめるイベントとなる
よう，実行委員会で実施方法等について，さらに協議を深め，考えていく。

市

106

協働事業名 崖線緑地保全 所管部課名 環境部　緑と公園課

事務事業名 公園・緑地，崖線樹林地の保全 電話番号 042-481-7083

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）

市の緑の骨格といわれる貴重な崖線緑地の整備に伴い，ワークショップに集まった市民が任意団体を立ち上げ，市との協働により崖
線緑地の保全に取り組む事業である。都会に残った貴重なまとまりのある緑地の植生を生かした下草刈りや樹木のせん定などの緑地
保全活動により，崖線緑地の美観と快適な空間を保持し，市民に緑地の効果とともに，自然環境保全の大切さについて理解してもら
うことを目的としている。

協働のパートナー
凸凹森の会，若葉緑地の会，カニ山の会，入間・樹林の会，
若葉町３丁目第１緑地みどりといきものを大切にする会

事業提案者

環境

指定管理・業務委託 関連施策※ 27水と緑による快適空間づくり

役割分担

パートナー
の役割

崖線樹林地の保全に寄与する継続的な活動を行い，関係法令，緑の基本計画，合意書等を遵守す
る。

市の役割
活動団体への活動場所の提供，保全活動に関する情報提供及び支援，活動内容についての広報，
保全活動に対する指導助言などを行う。

協働事業の形態

新規・継続の別 崖線地区の保全活動を継続的に行っているが，活動にあたってケガや事故のないよう安全講習会を実施してい
る。

　協働したことによる成果

崖線緑地の整備に伴う市民参加の機会に集まった市民が，継続的に崖線緑地保全に関わることのできる機会を創出することができ，
市民の主体性を高めるとともに，自然環境保全についてより身近に感じてもらうことにつながった。また，地域の実情に合わせて活
動を行うことができ，周辺住民も参加できるような企画を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

「協働」に関する理解・意識共有をさらに深める必要があると考えることから，上記の５つの団体と緑と公園課で，定期的に連絡会
を開催し意見交換や各団体間の情報交換をした。
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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。

107

協働事業名 公遊園等清掃協力 所管部課名 環境部　緑と公園課

事務事業名 快適な公遊園の維持管理 電話番号 042-481-7083

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市内の公遊園において，近隣の自治会や老人会などの地域団体の協力を得て，清掃・除草などを実施した。清掃活動は地域団体が自
主的に行い，市は公遊園の面積に応じて謝礼金を支払った。

協働のパートナー 自治会・子ども会・老人会・地域グループ 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 環境

指定管理・業務委託 関連施策※ 27水と緑による快適空間づくり

役割分担

パートナー
の役割

近隣の自治会や老人会などの地域団体の協力を得て，清掃・除草などを行う。

市の役割 清掃・除草などを行った公遊園の面積に応じて謝礼金を支払う。

新規・継続の別 市民が身近な公園の清掃に携わることで，公園に愛着を持っていただくことができ，次年度の活動にもつな
がっている。

　協働したことによる成果

各公遊園の周辺住民や，日頃から公遊園を利用している市民が主体的に清掃活動に関わることで，パートナーの自主性を活かし，公
遊園に対する愛着や市民の主体性を高めることにもつながった。

　協働に当たっての課題と対応

新たな団体の参加もあるが，団体構成員の高齢化により活動を辞める団体も毎年発生しているため，参加する団体が増えるよう更な
る検討を重ねていく。

108

協働事業名 資源物地域集団回収事業 所管部課名 環境部　ごみ対策課

事務事業名 ごみの減量と資源化 電話番号 042-481-7812

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）

子ども会や自治会など，市内に所在する資源物の回収を行う市民団体（平成31年3月31日現在，267団体が登録）が，新聞・雑誌・
ダンボールなどの紙類やカン，ビン，布類，牛乳パックを集めて，資源物を再利用処理施設へ運搬する業者に引き渡している。市か
ら団体や業者へ奨励金を交付することにより，ごみの減量と自主的な資源循環の取組を推進している。

協働のパートナー 市民団体 事業提案者 市

より多くの市民に事業について知っていただき，参加団体を拡大できるよう，市報やホームページ，調布ＦＭのほか，広報誌「ザ・
リサイクル」等，様々な広報媒体を活用し，広く周知を行い，参加団体の拡大を図る。

環境

指定管理・業務委託 関連施策※ 28ごみの減量と適正処理

役割分担

パートナー
の役割

資源物の収集を行い，資源物の適正な資源化を行う。

市の役割 奨励金を交付し，活動資金として有効利用してもらう。

新規・継続の別
市報や市ホームページなどの広報により，例年，参加団体の拡大を図っている。

　協働したことによる成果

各団体が自主的に資源物の収集を行うことで，ごみ減量やリサイクルへの意識が高まっている。また，地域の方々が一緒になって資
源物の収集に取り組むことにより，地域のコミュニティづくりにも役立っている。
回収した資源物は，資源物回収業者への引渡し量に応じて，１ｋｇあたり８円の奨励金を市が交付しており，交付された奨励金は，
団体の活動資金として有意義に活用できる。

　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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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

109

協働事業名 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト 所管部課名 環境部　ごみ対策課

事務事業名 ごみの減量と資源化 電話番号 042-306-8200

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）

調布市は，使用済み小型廃家電製品に含まれる金・銀・銅をオリンピック・パラリンピック競技大会のメダルの製作に使用するた
め，オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が立ち上げたプロジェクトに平成30年3月29日から参画した。市内５箇所に
専用の回収ボックスやイベントなどで回収した小型家電を組織委員会の認定事業者に引き渡している。自治会などの団体は，使用済
み小型廃家電製品を自主回収して市に引き渡し，本プロジェクトに事業協力している。

協働のパートナー 自治会 事業提案者

環境

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

使用済小型家電の収集を行い，資源物の適正な資源化を行う。

市の役割 有用金属を効率的に回収し，売却を行う。

関連施策※ 28ごみの減量と適正処理
協働事業の形態

新規・継続の別
団体が自主的に使用済小型家電の収集を行うことで，ごみ減量や資源化への意識が高めることができた。

　協働したことによる成果

自治会が独自で回収した小型家電や市内５箇所に設置している小型家電専用回収ボックスのほか，イベント会場でも回収を行った結
果，メダル４個分に相当する金・銀・銅を抽出することができた。また，団体が自主的に使用済小型家電の独自収集を行うことで，
ごみ減量や資源化への意識が高まっている。

　協働に当たっての課題と対応

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は，メダル作成のために必要な予定数量の回収を見込むことができたため，
平成31年3月31日をもって事業は終了したが，市では，引き続き，使用済み小型廃家電製品の回収事業を実施しごみ減量や資源化へ
の意識向上を図る。今後も各団体の取組みなどを広報し，参加団体の拡充を図る。
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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

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

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

都市整備部
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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。

110

協働事業名 景観まちづくりの推進 所管部課名 都市整備部　都市計画課

事務事業名 景観行政事務 電話番号 042-481-7746

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市の景観形成に関する課題や将来像について，市民の視点から検討し，良好な景観まちづくりを推進するため，無作為抽出による依
頼や公募により，35名の市民で構成される景観まちづくり市民検討会を平成27年度から設置している。平成29・30年度は，景観の
基礎から景観形成重点地区である「深大寺」「国分寺崖線」を題材に，景観に関する調査・検討を行った。
また，2年間の活動成果として「調布の景観ー深大寺・国分寺崖線編ー」を，子どもたちの景観学習に活用できる内容で作成した。

協働のパートナー 調布市景観まちづくり市民検討会 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 都市整備

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

市の景観形成に関する課題及び将来像についての検討

市の役割 事業の企画・運営

関連施策※ 21良好な市街地の形成

新規・継続の別 平成27年度は屋外広告物，平成28年度は身近な景観づくり，平成29年度は「深大寺」をテーマにワーク
ショップ・意見交換を行った。

　協働したことによる成果

平成30年度は，市の景観形成上，重要な地区である深大寺も含む「国分寺崖線」をテーマに，「国分寺崖線」の景観の魅力を参加者
と共有，景観に関する調査・検討を行った。
市民との協働の下，市内の魅力的な景観資源の発見・共有が図られたほか，市の景観まちづくりの取組の普及啓発が図られた。

　協働に当たっての課題と対応

市民委員が参加しやすいよう開催時間を夜間に設定するほか，検討会の約１ヶ月前には事前に案内を送付する等の工夫を行った。ま
た，市民委員が興味を持ち，継続して参加してもらえるよう開催内容の工夫・検討を行った。

111

協働事業名 老後の住まい方　準備のススメ 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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）

東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業採択事業者をはじめとした様々な方々にご協力いただき，老後の住まい方というテーマ
に関心のある方を対象に，ミニ講演を４回，開催した。ミニ講演とあわせて，無料相談会，パネル展示を実施した。

協働のパートナー 東京都行政書士会，ミサワホーム株式会社 事業提案者 市

空き家問題をより身近に考える契機として，高齢者世代が抱える課題をテーマに，民間事業者のサービス・情報提供や地域包括等の
機能が連携した相談機会と情報発信の場を，市の空き家施策として初めて提供することができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提したうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割分
担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。

都市整備

指定管理・業務委託

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，会場全体の設営，講演，相談対応等

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局

関連施策※ 23良好な住環境づくり

新規・継続の別 住まい・住宅に精通した事業者と協働の下，市の空き家施策の推進の一助として，老後の住まい方という課題
や将来像について講演・相談会を実施した。

　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
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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

112

協働事業名 富士見町地区提案説明会 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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）

大学，ＮＰＯ法人に協力いただき，地域で活動される方々を主な対象に，地域における空き家の活用を考えるイベントを開催した。
はじめに空き家問題の概要や調布市の空き家問題への取組について説明を実施したうえで，学生のみなさんに用意いただいた模型や
資料を使いながら，参加者と議論を行った。

協働のパートナー
共立女子大学　家政学部　建築・デザイン学科　髙橋ゼミ，

ＮＰＯ法人　空家・空地管理センター
事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

役割分担

パートナー
の役割

企画，イベント当日に使用した模型・資料等の作成

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局

協働事業の形態

新規・継続の別 市民の参加と学術機関との協働により，市の空き家施策の推進の一助として，地域における空き家の活用につ
いて課題や将来像について意見交換等を行う機会を提供した。

　協働したことによる成果

大学連携事業として実施した，建築やまちづくり，空間デザインを学ぶ若い世代による空き家の利活用・再生に関する提案事業を地
区協議会等のコミュニティ活動につなげる取組は，まちの活性化において地域が抱える課題を共有する第一歩として，良い機会と
なった。

　協働に当たっての課題と対応

大学との連携は，学術的な要素を抑えつつ，地区協議会に対する丁寧なプロジェクトの説明と活動予定の共有が課題であり，事業や
ワークショップ等を通じ，多くの機会を持つことが成功の要因であると考えている。

市

113

協働事業名 あなたの空き家は大丈夫？空家対策虎の巻 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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）

ＮＰＯ法人に協力いただき，空き家問題に関心のある方を対象に，空き家問題のマイナス面について，事例等を示しながら紹介する
とともに，解決の方法について解説するセミナーを開催した。また，セミナーとあわせて，無料相談会を実施した。

協働のパートナー ＮＰＯ法人　日本地主家主協会 事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

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，会場全体の設営，講師，相談対応等

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局

協働事業の形態

新規・継続の別 空き家問題に精通した事業者との協働により，市の空き家施策の推進の一助として，家屋の適正管理と相続等
の法的手続きに関する課題等について，市民が気軽に相談できるよう講義・相談会を開催した。

　協働したことによる成果

空き家問題で直面する大きなテーマとして，家屋の適正管理と相続等の法的手続きに関する課題があり，全体に占める相談件数も非
常に多くなっている。ＮＰＯ法人との連携は，中立的な立場で，解決手法の提案や相談業務における連携が可能であり，広く市民に
有益な情報提供ができる機会になった。

　協働に当たっての課題と対応

空き家問題の解決を模索する取組において，当事者の認識にたどり着きにくい事例が散見されている。そのため，非営利的な団体と
連携し，行政の公平・中立的な視点から実施されるセミナーや相談会等の個別の機会だけではなく，一定の場所・期間における相談
等の機会提供を展開することが課題と考えている。

177



№

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

114

協働事業名 ひらいてハウス～とびだせＢＯＯＫ～ 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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）

大学とその学生のみなさんに協力いただき，親子を対象に，楽しみながら，いえやまちへの関心を持っていただくことを目的に，子
ども向けのワークショップイベントを開催した。

協働のパートナー 共立女子大学　家政学部　建築・デザイン学科　髙橋ゼミ 事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

役割分担

パートナー
の役割

企画，イベント当日に使用した模型・資料等の作成，講師

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局

協働事業の形態

新規・継続の別 市民の参加と学術機関との協働の下，市の空き家施策の推進の一助として，親子が楽しみながら，家・街への
関心を育める機会となるワークショップを実施した。

　協働したことによる成果

空き家問題という課題について，より広く市民と共有する機会を模索する中で，啓発事業を子どもを対象としたものに広げ，その保
護者にも住まいや空き家について考えてもらう貴重な機会につながった。大学との連携により実現された，工作作業を含めたワーク
ショップ形式での参加型事業は，空き家問題等に関心をあまり持っていなかった方々にも考える機会を提供できたと受け止めてい
る。

　協働に当たっての課題と対応

開催場所や連携大学，ワークショップの構成とアプローチ手法等を含めて，事業により広く市民参加の視点を盛り込むことが課題で
あり，今後の事業構築においても配慮すべき課題・対応と考えている。

115

協働事業名
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

所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

　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年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業採択事業者に協力いただき，主に実家・自宅の活用に関心のある方を対象に，
「快適に住み続ける」ための我が家の在り方や，空き家となってしまった住まいの「利活用の可能性」について，事例を交えたセミ
ナーを開催した。セミナーとあわせて，無料相談会を実施した。

協働のパートナー ミサワホーム株式会社 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 都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

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，会場全体の設営，講演，相談対応等

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局

新規・継続の別 住まい・住宅に精通した事業者と協働の下，市の空き家施策の推進の一助として，我が家に「快適に住み続け
る」ための課題や将来像について講演・相談会を実施した。

　協働したことによる成果

空き家問題をより身近に考える契機として，高齢者世代が抱える課題をテーマに，民間事業者のサービス・情報提供や地域包括等の
機能が連携した相談機会と情報発信の場を，市の空き家施策として提供することができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提としたうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割
分担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。
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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

116

協働事業名
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～

所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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30年度空き家対策の担い手強化・連携モデル事業に共同で取り組んでいる民間事業者をはじめとした様々な方々に協力いただ
き，国や東京都，近隣自治体の担当者，関係者，市民等の幅広い方々を対象に，先進的な空き家流通の事例紹介や空き家の新しい市
場流通の推進と利活用の可能性を見出そうとする調布市の取組について，基調講演を開催した。

協働のパートナー 京王電鉄株式会社，多摩信用金庫 事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

役割分担

パートナー
の役割

企画，基調講演内容に含まれる「取組」における事業協力

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局，講演，記録作成等

協働事業の形態

新規・継続の別 地域のインフラを支える事業者との協働の下，市の空き家施策の推進の一助として，これからの調布（多摩）
地域における空き家の予防や利活用に関する課題や将来像について基調講演を実施した。

　協働したことによる成果

空き家問題をより身近に考える契機として，産学官金が連携した空き家市場流通の取組をテーマに，調布市における空き家問題の現
状や三者による協働事業について広く周知し，民間事業者のサービス・情報提供や市の施策が連携した情報発信の場を提供すること
ができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提としたうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割
分担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。

117

協働事業名 京王シニア応援フェスタ 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

京王電鉄が主催するシニア層向けのイベントを近隣市とともに後援した。イベントの協賛企業に協力いただき，多数の講演の一部と
して，自宅の活用や空き家対策のポイント，相続対策など，空き家に関連のあるテーマの講演を実施した。

協働のパートナー 京王電鉄株式会社 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 都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

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，会場設営，講師，相談対応等

市の役割 情報提供，広報

新規・継続の別 地域インフラを支える事業者と協働の下，市の空き家施策の推進の一助として，老後の住まい方という課題や
将来像について考える機会を提供するイベントの後援を行った。

　協働したことによる成果

空き家問題をより身近に考える契機として，高齢者世代が抱える課題をテーマに，民間事業者のサービス・情報提供や地域包括等の
機能が連携した相談機会と情報発信の場を，市の空き家施策として提供することができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提したうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割分
担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。
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情報交換・情報提供
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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

118

協働事業名 空き家活かし方会議～調布・深大寺編～ 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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）

様々な共催・協力を得て，空き家の活用に関心がある方々を対象に，実際の空き家を見学したうえで，その空き家の有効活用の検討
を通じ，参加者の空き家に対する理解や活用イメージの醸成を図る参加型イベントを開催した。また，イベント開催を通じて様々な
主体間のネットワーク形成を図った。

協働のパートナー

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，株式会社調布みつぎ不動産研究所，ＮＰＯ法人ちょうふこどもネッ

ト，社会福祉法人　調布市社会福祉協議会，調布市空家等対策検討委員会，多
摩信用金庫，ミサワホーム株式会社，株式会社ミサワホーム総合研修所

事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

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，会場設営補佐，ファシリテーターの手配等

市の役割 企画，会場・機材等の手配，広報，事務局，講師

協働事業の形態

新規・継続の別 市民の参加と事業者との協働により，市の空き家施策の推進の一助として，空き家に対する理解や活用イメー
ジの醸成を図り，様々な主体間のネットワーク形成につなぐ機会となるワークショップを実施した。

　協働したことによる成果

空き家問題をより身近に考える契機として，地域における実際の空き家を題材に，民間事業者のサービス・情報提供や地域包括等の
機能が連携した意見交換の機会と情報発信の場を，市の空き家施策として提供することができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提したうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割分
担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。

119

協働事業名 住まいと空き家の利活用フォーラム 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

様々な共催・協力を得て，市民や各種関係者を対象に，空き家問題への関心を高めることを目的に，様々な立場の方々からの視点で
空き家問題を考えるセミナーやパネルディスカッション，今後の空き家問題を提起する基調講演のほか，パネル展示，無料相談会，
空き家啓発パンフレットの配布などを一体的に行ったフォーラムを開催した。あわせて，子ども向けワークショップとして「ひらい
てハウス～とびだせBOOK～」も同時に開催した。

協働のパートナー

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，京王電鉄株式会社，多摩信用金庫，東京都行政書士会　空き家問
題サポートセンター，東京司法書士会，東京司法書士会　三多摩支部，ネクス
ト・アイズ株式会社，株式会社ミサワホーム総合研究所，株式会社みずほ銀行

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 都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

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，会場設営，講師，相談対応等

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局，講演，記録作成等

新規・継続の別 平成２９年度から，地域インフラや住宅，空き家問題に精通した事業者と協働の下，市の空き家施策の推進の
一助として，様々な観点からその課題や将来像について考える機会を提供するイベントを定期開催している。

　協働したことによる成果

空き家問題をより身近に考える契機として，多様な課題別に，民間事業者のサービス・情報提供や地域包括等の機能が連携した相談
機会と情報発信の場を，市の空き家施策として提供することができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提したうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割分
担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。
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情報交換・情報提供
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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

120

協働事業名 空き家の利活用セミナー＆個別相談会 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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30年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業採択事業者に協力いただき，空き家の利活用などに関心がある方を対象にセミ
ナーと無料相談会を開催した。セミナーでは空き家化の予防に有効と考えられる成年後見制度をテーマに実施した。また，本事業
は，開催時間帯を夜間に設定し，日中は参加することが難しい方を意識した取組とした。

協働のパートナー
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
事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

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，会場設営，講師，相談対応等

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局，講演，記録作成等

協働事業の形態

新規・継続の別 空き家問題に精通した事業者との協働により，市の空き家施策の推進の一助として，家屋の適正管理や相続等
の法的手続きに関する課題等について，市民が気軽に相談できるよう講義・相談会を開催した。

　協働したことによる成果

空き家問題をより身近に考える契機として，相続等の法的手続き等の課題を中心に，専門家のノウハウを活かした相談機会と情報発
信の場を，市の空き家施策として提供することができた。

　協働に当たっての課題と対応

空き家問題の解決を模索する取組において，当事者の認識にたどり着きにくい事例が散見されている。そのため，非営利的な団体と
連携し，行政の公平・中立的な視点から実施されるセミナーや相談会等の個別の機会だけではなく，一定の場所・期間における相談
等の機会提供を展開することが課題と考えている。

121

協働事業名 空き家情報冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」の発行 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

調布市の空き家等対策を推進するにあたり，空き家の適正管理への意識向上と啓発を目的に，ＰＰＳ事業者※に協力いただき，空き家情報冊子を発
行した。同冊子については，空き家予防対策のため，公共施設での配架，またはイベント等の事業実施時に配布を行っている。
※「自治体の財源確保」を軸として，自治体の歳入増加・歳出削減・市民サービス向上を支援するＰＰＳ(Public Private Sharing)事業を行う事業
者を指す。

協働のパートナー
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，三井不動産リアルティ株式会社　仙川セン
ター，ミサワホーム株式会社

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 都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

役割分担

パートナー
の役割

冊子作成，広告掲載等

市の役割 企画，協力事業者との調整，広報

新規・継続の別 広告や冊子作成における行政負担を軽減する取組をする事業者や空き家問題に関わる事業者との協働により，
市の空き家施策の推進の一助として，空き家等に関する課題等について市民が参考にできる冊子を発行した。

　協働したことによる成果

民間事業者が提供するサービスの利用を通じた官民連携の取組として，空き家等の課題に直面する当事者が必要とする情報の提供を
行う冊子を発行した。広告募集や冊子作成・編集を通じて，行政の費用負担が発生しない仕組みを利用し，行政窓口等における空き
家等専用冊子の配布を試みる貴重な機会となった。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性を念頭においた情報発信と課題提供を丁寧に連携事業者と共有し，効果的な課題と適切な役割分担をバ
ランス良く整理することが，事業の成功につながる要素であると同時に課題であると認識している。
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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

122

協働事業名 空き家流通促進モデル構築研究会 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

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）

国土交通省「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」に採択された，調布市，多摩信用金庫，京王電鉄株式会社という地域のイ
ンフラを担う官民が連携して空き家流通モデル構築を目指し，研究会（通年・複数回開催）を実施した。

協働のパートナー 京王電鉄株式会社，多摩信用金庫 事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

役割分担

パートナー
の役割

企画，事業案・議題等の提案

市の役割 企画，会場等の手配，広報，事務局，情報提供，記録作成等

協働事業の形態

新規・継続の別 地域のインフラを支える事業者との協働の下，市の空き家施策の推進の一助として，これからの調布（多摩）
地域における空き家の予防や利活用に関する課題や将来像について意見交換等を行う研究会を開催した。

　協働したことによる成果

これまでの空き家等対策において，課題解決に向けたアプローチ方法やその対象は，現時点で行政も民間も見出せていない現状があ
る。その中で，行政と電鉄，地域金融が目指す課題解決の取組は官民連携を通じてこそ実現可能な事業であり，本研究会を通じて今
後の協力事業者も見据えた調布市空き家等対策の施策の展開に繋がる議論を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提としたうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割
分担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。

123

協働事業名 「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 所管部課名 都市整備部　住宅課

事務事業名 空き家等対策事業 電話番号 042-481-7817

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

調布市とミサワホーム株式会社及び株式会社ミサワホーム総合研究所が協力して，空き家予備軍（新築後，１５年以上経過した戸建
住宅）の居住実態，次世代への継承に向けた取組状況，利活用意向等の把握を目的としたアンケート調査を実施した。

協働のパートナー 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 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 都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 23良好な住環境づくり

役割分担

パートナー
の役割

企画，調査設計・実施，報告書の作成，報告会の実施

市の役割 企画，広報等

新規・継続の別 住まい・住宅に精通した事業者と協働の下，市の空き家施策の推進の一助として，空き家予備軍の居住実態，
次世代への継承に向けた取組状況，利活用意向等の把握を目的としたアンケート調査を実施した。

　協働したことによる成果

これまでの空き家等対策において，課題解決に向けたアプローチ方法やその対象は，現時点で行政も民間も見出せていない現状があ
る。その中で，本事業は，官民が連携して初めて実現できる調査を行うことで，今後の協力事業者を見据えた調布市の空き家等対策
の施策につなげることができた。

　協働に当たっての課題と対応

官民連携においては，公平性の確保を前提したうえで，連携事業者と情報や課題を丁寧に共有し，効果的な課題解決と適切な役割分
担をバランス良く整理することが，事業の成功に必要な要素であるとともに，課題であると認識している。
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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

124

協働事業名 調布市ふれあいのみちづくり事業 所管部課名 都市整備部　道路管理課

事務事業名 道路維持管理事務 電話番号 042-481-7725

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）

市と市民が協働して市道，水路，けい畔，その他特定の公共空間の維持管理を行う活動であり，市内の町内会，自治会，学校等の市
民団体が清掃活動を行い，市は団体に用具類等の無償貸与を行っている。住民が主体的に清掃活動を行うことで，市道等の適正な維
持はもとより，地域全体の環境美化の向上と地域コミュニティの活性化にも寄与している。

協働のパートナー 自治会など計１7団体 事業提案者

都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 24安全で快適なみちづくり

役割分担

パートナー
の役割

市道等の維持管理活動（市道等の除草，清掃，除雪，及び市道等の状況に係る通報に関する活
動）

市の役割 活動支援（清掃用具等の支給，ボランティア保険の加入）

協働事業の形態

新規・継続の別 平成17年度の要綱施行から継続して実施しており，平成30年度末現在，参加団体は17団体となっている。参
加団体の主体的な関りの下，協働して実施している。

　協働したことによる成果

各パートナーの主体的活動により地域の実情によって実施できた。市道の適正な維持及び地域全体の環境美化の向上と地域コミュニ
ティの活性化に寄与した。

　協働に当たっての課題と対応

高齢化等により参加人数が減少している団体が発生している。ホームページ，広報「みち」等で市民へのＰＲを進め，参加団体の拡
大に努める。

125

協働事業名 スケアードストレイト方式自転車交通安全教室 所管部課名 都市整備部　交通対策課

事務事業名 交通安全の啓発 電話番号 042-481-7454

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

スケアードストレイト方式による交通安全教室で，目の前で交通事故を再現することにより，交通事故の衝撃や怖さを実感していた
だき，交通事故の当事者になった場合，刑事罰や損害賠償，被害者遺族の悲しみや，一生背負っていかなければいけないペナルティ
について説明。あわせて，交通ルールやマナーの向上を図る。

協働のパートナー 調布警察署，北ノ台まちづくりネットワーク 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 都市整備

指定管理・業務委託 関連施策※ 25総合的な交通環境の整備

役割分担

パートナー
の役割

会場調整・関連機関との日程調整，広報チラシ作成，イベントの運営

市の役割 関連機関との日程調整，実施委託契約，ポスター・チラシ印刷，情報発信，イベント運営協力

新規・継続の別
市立中学校で実施する他，地域団体と連携して，一般向けにも対象を拡大して実施している。

　協働したことによる成果

地区協議会を通じて土曜授業後の小学校の校庭で実施したため，小学校在校生や保護者など多くの方に参加いただけた。今回，アン
ケートの集計結果から，地域における通学路の危険箇所や普段歩き慣れた場所での，危険な行為や事故の原因を知ることができたな
ど，大変好評な声が寄せられ，交通ルールやマナーの意識向上に繋がった。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，地域の様々な交通意識を共有することができた。

　協働に当たっての課題と対応

引き続き地区協議会や学校・警察など関係部署と，多様な連携の拡大を図ることで，より効果的な行政課題の解決につながるようイ
ベントの継続的・発展的運営について検討していく必要がある。
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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

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

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

教育部
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№ 協働事業名 協働の形態 パートナー 所管課

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

（（（（
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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 より良い成人式を企画するために，会議の回数を十分に設け，話し合いに必要な時間を確保することができ
た。

　協働したことによる成果

成人式実行委員会は，はたち前後の若者で組織することにより，新成人対象者が興味を持ちやすい内容を企画している。実行委員会
では，成人式第２部アトラクションの企画のほか，新成人へ配布する案内状チラシや情報誌を作成しており，毎年度ユニークなデザ
インや内容が好評となっている。また，新成人式研究会主催の「第１９回成人式大賞 201９」において，奨励賞を受賞した。

　協働に当たっての課題と対応

実行委員の参加者は成人式対象前の１９歳が多く，新成人対象者が少ないことが課題となっている。引き続き，市報やホームペー
ジ，ツイッターなどでの募集の他，効果のある周知方法を検討していく。

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

成人式第２部のアトラクションについて，二十歳前後の若者で構成する実行委員会が内容の企
画・検討をし，当日の運営も行う。

市の役割 成人式第１部式典の運営及び成人式実行委員会の補助を行う。

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）

成人式の企画・運営にあたって，二十歳前後の若者からなる成人式実行委員会を組織し，若者のアイデアを積極的に取り入れた成人
式を実施した。実行委員については，市報やホームページで募集しているほか，市内の大学等からの推薦により決定している。ま
た，平成３１年調布市成人式においても，市内の企業であるアフラックから若手社員が実行委員として参加した。

協働のパートナー
 成人式実行委員会

（市報応募者，リーダー事業出身者，桐朋学園芸術短期大学学生，白百合女子
大学学生，アフラック社員，市職員）

事業提案者 市

127

協働事業名 調布市成人式 所管部課名 教育部　社会教育課

事務事業名 成人式の運営 電話番号 042-481-7488

新規・継続の別
総合開放運営連絡会を2回開催し， 各開放運営委員会との連携を図った。

　協働したことによる成果

地域住民を中心に組織された開放運営委員会に学校開放事業を委託をすることで，学校と地域の連携が図られるとともに，地域運動
会をはじめとする各開放運営委員会が実施する様々な事業をとおして，地域コミュニティーの形成に寄与することができた。

　協働に当たっての課題と対応

学校開放における運営委託費について，公費の適切な執行に引き続き周知を図っていく。また，安全面の観点から，地域運動会など
の運営委員会が実施する事業では，傷害保険の加入を徹底する。

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

年間の事業計画と事業実施，開放施設の管理運営

市の役割 各開放運営委員会との情報交換，総合開放運営連絡会の実施

協働のパートナー 学校開放運営委員会 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 学校施設の開放による市民のスポーツ活動支援 電話番号 042-481-7488

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

学校開放事業は，市民の生涯学習意欲を高め，心身の健全な発達に寄与することを目的に，一般開放及び総合開放の２つの事業形態
で学校施設を開放している。このうち総合開放は，地域住民を中心に組織された開放運営委員会に学校施設開放の管理運営，地域運
動会の実施，夏季休業期間におけるプール開放の実施等を委託している。また，各開放運営委員会との情報交換の場として，総合開
放運営連絡会を実施している。
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協働事業名 学校開放事業 所管部課名 教育部　社会教育課

187



№

情報交換・情報提供

新規事業 継続事業
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新規・継続の別 平成７年度に中央公民館の成人学級を社会教育課で引き継ぎ，その後平成14年度に現在の事業名称と事業内容
に改め，団体が入れ替わりながら現在まで継続している。

　協働したことによる成果

平成30年度は10団体が登録し，公開講座講師謝礼18件，保育士謝礼２４件を助成した。生涯学習の機会の提供だけではなく，保育
を伴う学習活動の中で地域コミュニティとしての役割も果たしている。広報活動においては，任意のタイミングで情報発信できる
ホームページの利点を活かし，急きょ開催中止の決まった公開講座の案内にも対応できた。

　協働に当たっての課題と対応

今後の課題として，今以上にグループ同士の情報共有を図りたいとの意見が一部の参加者から出ていることから，年次活動報告の活
用方法や年一回の全体連絡会の運用について，各団体の意見を聞いて次年度以降の進め方を検討する。

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

各学習テーマに沿った学習会の企画，運営，実施報告。講師の選定やチラシの準備を含む。

市の役割 講師や保育士への謝礼を支払う。市報掲載依頼やホームページ作成を行う。

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）

市民が自主的に学習活動を行う団体を「学習グループ」として登録し，市が公開講座の講師謝礼助成や学習活動時の保育士謝礼助成
などの費用の補助，市報や市ホームページへの掲載による広報活動の補助，年次活動記録製本の補助などを通して，各グループが学
習の成果を地域社会に還元するための支援をしている。グループ登録は一年ごとに行い，毎年5月から翌年3月末までをサポート期間
とする。

協働のパートナー
コミュニケーション学習会SMILE，たんぽぽの会，CCD，

子育てネット　kono kono，歴史サークル　芝蘭，まんぷくあおむし，
教育フォーラム・のどらか，つむぐ，ゆいまーる，調布サムルノリ

事業提案者 市
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協働事業名 社会教育振興事業 所管部課名 教育部　社会教育課

事務事業名 学習グループサポート事業 電話番号 042-481-7490

新規・継続の別 両事業とも，パートナーと連携して事業を行うことで，ノウハウや参加率等の面で効果的な事業運営が行えて
いる。

　協働したことによる成果

杉の木青年教室ディスコパーティーでは，同種のイベントを継続的に実施している団体と協働することで，障害者に対するきめ細か
な配慮のある事業運営を行えており，障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるイベントとして，例年，市内外から約２００人程度の
多くの方が参加している。また，のびのびサークルのパートナーである団体は，長期間にわたり当該事業の運営を行ってきたことか
ら，参加者の個々の個性に合わせた，配慮のある事業運営を行えている。

　協働に当たっての課題と対応

両事業とも事業運営を行う上で，パートナーである団体の人手不足や，市とパートナーの役割分担について，引き続き，検討を進め
る必要がある

障害者福祉

指定管理・業務委託 関連施策※ 09障害者福祉の充実

役割分担

パートナー
の役割

杉の木青年教室：ディスコパーティーに係る準備，当日の運営
のびのびサークル：年間を通じた事業運営

市の役割 両事業とも：会場予約や広報等

協働のパートナー
ディスコパーティー実行委員会

調布のびのびサークル
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
杉の木青年教室事業
のびのびサークル事業の推進

電話番号 042-481-7488

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

杉の木青年教室は，中学校特別支援学級を卒業した方を対象に，集団行動の中で円滑な人間関係を学び，社会性を向上することを目的とし，月に１
回程度様々なプログラムを実施している。プログラムのうち，毎年恒例となっている杉の木青年教室ディスコパーティ―では，継続的に同種のイベ
ントを実施している市民と協働し，誰もが音楽とダンスを楽しめる場を提供している。
のびのびサークルは，特別支援学級及び特別支援学校の在籍者・卒業生を対象に，ダンスやゲームなどのレクリエーション活動を月２回程度実施し
ている。
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協働事業名 障害者社会活動支援事業 所管部課名 教育部　社会教育課
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№
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新規事業 継続事業
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新規・継続の別
パートナーと連携を図ることにより，地域のニーズに合った事業を展開することができた。

　協働したことによる成果

調布市公立学校ＰＴＡ連合会と協働することにより，より地域のニーズに合った事業を展開することができた。また，様々な市の事
業にも積極的に協力いただくことができた。

　協働に当たっての課題と対応

ＰＴＡの役員の負担が増加し，生業にも影響が出るなど，多大な負担になっていることは，社会問題にもなっている。このため，調
布市においても，ＰＴＡ連合会の負担軽減や事業の見直しなどの具体的な要望があった場合は相談に乗っていきたい。

社会教育

指定管理・業務委託 関連施策※ 05学校教育の充実

役割分担

パートナー
の役割

地域の課題に即した事業の展開

市の役割 補助金を交付する。進学フェアの市報掲載依頼やホームページ作成を行う。

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）

市内公立学校20校の単体ＰＴＡの合議体である，調布市公立学校ＰＴＡ連合会では，毎年12月に開催する教育懇親会で，教育に関す
るテーマ（平成30年度は給食）をディスカッションをするほか，進学フェアの実施，各校の施設改善要望をとりまとめて市に要望す
るなどしている。市は，補助金を交付するほか，他機関との連絡調整を担っている。

協働のパートナー 調布市公立学校ＰＴＡ連合会 事業提案者 パートナー

131

協働事業名 調布市公立学校ＰＴＡ連合会 所管部課名 教育部　社会教育課

事務事業名 調布市公立学校ＰＴＡ連合会 電話番号 042-481-7490

新規・継続の別 昨年度実施した内容を振り返りながら，タグラグビーや季節のイベント等，時期に合せた内容を実施してい
る。

　協働したことによる成果

ゲームや野外活動について熟知しているパートナーと協働することで，多彩な内容の講習会を実施することができ，各講習会の受講
生も楽しみながら，リーダーシップを身に付けることができた。

　協働に当たっての課題と対応

各講習会の参加者数が年々減少しており，広報活動や運営方法について，引き続きパートナーと検討を進める必要がある。

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

各講習会の企画・運営

市の役割 各講習会の会場予約，広報等

協働のパートナー 調布市レクリエーション研究会 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 リーダー養成講習会の実施 電話番号 042-481-7488

　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図るとともに，地域で活躍できる人材の養成を図ることを目的に，中学生対象のジュニアリーダー講習会，高校
生対象のシニアリーダー講習会，高校生以上対象のレクリエーション講習会を実施。各講習会の企画・運営を地域団体である調布市
レクリエーション研究会が行っている。
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協働事業名 リーダー養成講習会 所管部課名 教育部　社会教育課
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協働事業名 こどもの緊急避難場所提供 所管部課名 教育部　社会教育課

事務事業名 こどもの家 電話番号 042-481-7488

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

子どもたちの登下校中や放課後の安全を地域全体で見守るために，有事の際の緊急避難場所を提供する目的で，平成12年に八雲台小学校ＰＴＡの校
外活動として始まった。現在は市内小学校20校のＰＴＡ校外委員や健全育成委員の自主的な活動として継続し，平成31年3月末時点では2,870件
が登録されている。このうち約560件は商店や病院などの協定締結機関である。社会教育課は事務局として，活動の広報，名簿のとりまとめの他，
目印となるプレート等の作成，登録者全体の傷害保険の加入など費用面の負担をしている。

協働のパートナー 市内小学校ＰＴＡ校外委員及び健全育成委員，協定締結機関 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

担当区域内の登録・削除等の受付と，社会教育課への報告

市の役割 報告に基づく名簿の更新と，プレート作成，傷害保険加入

関連施策※ 02防犯対策の推進

新規・継続の別 平成12年に八雲台小学校ＰＴＡの校外活動として始まり，現在は市内公立小学校全20校と，協定締結機関9団
体，市関連施設などと連携して事業を継続している。

　協働したことによる成果

学区域の現状をよく知る校外委員と連携し，名簿上の登録のみでプレートの掲示がない家庭などに通知を送り，一定期間の猶予を経
たのち一括削除を行うなど，現状に則した名簿となるように運営できている。

　協働に当たっての課題と対応

上記のように，より実効性のある名簿とするため，今後も多くの校外委員に校区単位での名簿管理・活用を勧めてもらい，当課は新
規登録者増を目的とした広報やサポートを担うという分業を行っていく。また，協定締結機関等への登録推進は当課が中心となって
進めていく。
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協働事業名 社会教育団体等の活動への支援 所管部課名 教育部　社会教育課

事務事業名 社会教育団体等の活動への支援 電話番号 042-481-7488

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）

社会教育関係登録団体の行う公開講座，展示会，発表会等の社会教育振興に寄与する事業に補助金を交付し，市民の自主的な社会教
育活動を促進し，市の社会教育の発展を図る。

協働のパートナー 社会教育関係登録団体 事業提案者 市

補助金の交付及び広報活動の支援により各申請団体内の日ごろの学習・練習の成果や自己実現の場を提供できた。

　協働に当たっての課題と対応

社会教育関係団体の多様な活動の機会をサポートすることで，共同学習・相互学習を推進し，活動の成果を地域還元するため，補助
金交付団体が活動の成果を発表する際には市報やホームページを活用し，広く市民に周知を図り，市の社会教育の更なる発展に繋げ
ていく。

生涯学習

指定管理・業務委託

役割分担

パートナー
の役割

事業の実施

市の役割 補助金の交付，事業の広報活動の支援

関連施策※ 13生涯学習のまちづくり

新規・継続の別 平成２９年４月１日に調布市社会教育関係登録団体活動事業補助金交付要綱を制定して以来，社会教育関係登
録団体を対象に補助金を交付している。

　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 補助・助成
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多様な公民館事業の推進

若葉学校地区協議会 事業提案者 パートナー

134

電話番号 03-3309-4505

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

若葉学校地区協議会の防犯委員会の企画した「防犯座談会」を実施した。内容は，講演「地域の特殊詐欺対策」を調布市総合防災安
全課職員が講演し，手口が巧妙化し被害が拡大している特殊詐欺についての手口を学び，地域でできる防止対策をグループによる話
し合いを行い，地域での共通認識を深め被害防止に役立つ知識を高めるもの。東部公民館は，会場の提供と広報活動を行い，情報の
共有を図った。

協働事業名 防災座談会 所管部課名 教育部　東部公民館

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

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・運営，広報，参加者募集

市の役割 会場提供・広報・情報提供

協働事業の形態

新規・継続の別 情報交換や情報共有は，定期的に継続して行われることに意義がある思われる。市の取組と連携することでよ
り効果がある。新たな参加者を増やすためにも共催として広報活動のバックアップが必要。

　協働したことによる成果

年に１度「防災座談会」を連続して行っている。市民の方と行政（消防署・警察・市職員）が一緒に防災知識を深め現状の取組の情
報交換ができていることが有意義である。
市民や多数の自治会の交流の場・地域の学習の拠点として，公民館を活用していただけた。

　協働に当たっての課題と対応

毎年「防災座談会」が行われてきているが，今まで参加したことがない市民に参加していただくよう，今後，取り上げるテーマや広
報の手法を検討する余地がある。
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協働事業名 防犯座談会 所管部課名 教育部　東部公民館

事務事業名 多様な公民館事業の推進 電話番号 03-3309-4505

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

若葉学校地区協議会の防犯委員会の企画した「防犯座談会」を実施した。内容は，講演「地域の特殊詐欺対策」を調布市総合防災安
全課職員が講演し，手口が巧妙化し被害が拡大している特殊詐欺についての手口を学び，地域でできる防止対策をグループによる話
し合いを行い，地域での共通認識を深め被害防止に役立て知識を高めるもの。東部公民館は，会場の提供と広報活動を行い，情報の
共有を図った。

協働のパートナー 若葉学校地区協議会 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 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・運営，広報，参加者募集

市の役割 会場提供・広報・情報提供

新規・継続の別 情報交換や情報共有は，定期的に継続して行われることに意義がある思われる。市の取組と連携することでよ
り効果がある。新たな参加者を増やすためにも共催として広報活動のバックアップが必要。

　協働したことによる成果

平成３０年度にはじめて「防犯座談会」を行った。市民と行政（警察・市職員）が一緒に防犯知識を深め現状の取組の情報交換がで
きていることが有意義である。
市民や多数の自治会の交流の場・地域の学習の拠点として，公民館を活用していただけた。

　協働に当たっての課題と対応

平成３０年度にはじめて「防犯座談会」が行われたが，多くの市民に参加していただくよう，今後，取り上げるテーマや広報の手法
を検討する余地がある。
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協働事業名 「子どもたちからの人権メッセージ」発表者巡回作品展

事務事業名 多様な公民館事業の推進
所管部課名

（電話番号）

教育部　東部公民館
（03-3309-4505）

教育部　西部公民館
（042-484-2531）

教育部　北部公民館
（042-488-2698）

実行委員会 事業協力 補助・助成 分野

小学生の子どもたちが身近にある人権問題の考えを作文にまとめメッセージにして発表する会を，多摩東人権啓発地域ネットワーク協議会主催で実
施している。素晴らしいメッセージを発表会だけに留まらず，作文原稿を展示し，広く市民へ人権についての大切さを改めて考える機会を提供し，
人権意識の高揚を図る。調布市人権擁護委員との共催事業として実施し，市内３館ある公民館を巡回展示する。調布市からの発表者は３名。また，
東京都人権啓発センターから，著名人による人権メッセージパネル展示及び人権に関する書籍展示及び閲覧コーナーを設けた。

協働のパートナー 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 事業提案者

生涯学習

市

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

小学校への協力依頼，事業の企画

市の役割 会場提供，設営，情報提供，広報活動

協働事業の形態
共　催

新規・継続の別 公民館３館で展示することにより事業効果が発揮できる。多くの市民に人権意識の高揚を図るため継続して実
施いくこが望ましい。

　協働したことによる成果

人権擁護委員，学校，東京都人権啓発センター等，各関係機関の協力があり実施できた。各公民館を巡回展示することで多くの市民
に鑑賞する機会が提供できたことで，人権啓発に繋がった。

　協働に当たっての課題と対応

人権擁護委員，学校等，地域での連携が大切であり，関係を保持していくことが必要。令和２年は発表会開催市が調布市となること
から，更なる事業展開を検討していく。
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協働事業名 地域文化祭

所管部課名
（電話番号）

教育部　東部公民館
（03-3309-4505）

教育部　西部公民館
（042-484-2531）

教育部　北部公民館
（042-488-2698）

事務事業名 地域文化祭の実施

地域文化祭は，市内３館ある公民館の各館利用団体の代表者で構成された実行委員会が主体となり運営。調布市民文化祭の開催中の
10月～11月の８日間，開催している。各地域文化祭では，サークルや団体の学習成果発表の場を設け，多くの市民に観覧や体験をし
てもらうなど誰もが学習への参加ができる機会を周知することを目的としている。実行委員会は，団体間の交流の場となり，成果発
表の場は，地域住民との交流にもつながっている。

協働のパートナー
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
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

実行委員会の運営，事業の企画・運営・参加・広報活動

市の役割 会場提供・設営，実行委員会資料協力・情報提供，広報活動・受付事務，事業費の助成

新規・継続の別 毎年，各公民館の利用団体から輪番制で役員を選出し，館ごとに実行委員会を構成し，それぞれ館の特色を活
かした地域文化祭を開催している。

　協働したことによる成果

各公民館を利用しているサークル・団体と地域の方の参加や協力を得ることができた。地区協議会，近隣中学校，福祉作業所からの
参加者もおり，各館の地域の実情に沿った交流の場となることができた。また，実行委員会形式で実施したことにより，各サークル
の主体性を活かした事業展開を図ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

実行委員会の役員は，輪番制により選出されるため継続性がないこともあり，公民館からのサポート（資料作成，助言，相談など）
が必要となっている。今後は，実行委員会が自主的に運営できるようにつなげていきたい。また，実行委員会の運営に関して負担感
を感じている方も増えている。実行委員会の開催日数の見直しについても検討が必要。
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協働事業名 多文化共生社会を目指して～ハートフルコンサート 所管部課名 教育部　東部公民館

事務事業名 多様な公民館事業の推進 電話番号 03-3309-4505

　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大会やラグビーＷ杯の会場市となる調布市には，多くの外国人来訪者が予想される。広く市民に多文化共生について一
緒に考える機会を提供する。１部は多文化共生をテーマにしたパネルディスカッションとして，東京に住む外国人に話を伺いなが
ら，多文化共生について一緒に考える。２部は箏を通じで和文化に触れる「ハートフルミニコンサート」と箏の演奏体験を通じ和文
化に触れる機会を提供した。

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

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・運営，広報，参加者募集

市の役割 会場提供・広報・情報提供

新規・継続の別 情報交換や情報共有は，定期的に継続して行われることに意義がある思われる。新たな参加者を増やすために
も共催として広報活動のバックアップが必要。

　協働したことによる成果

多文化共生を含む人権全般についての事業実施は，公民館単独では難しいこともあり，地域で活動している人権擁護委員を中心に企
画運営を行ったことにより，外国人の人権，多文化共生について周知する機会を得ることができた。また，普段公民館を利用したこ
とのない市民に来館していただいたことで，公民館の事業等について周知することができた。

　協働に当たっての課題と対応

３者（調布市人権擁護委員，調布市市民相談課，東部公民館）での共催事業のため，実施目的をお互いに共通認識し，広報等周知方
法について双方協力の下，実施していくことが必要。

市
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協働事業名 桐朋学園仙川キャンパス見学ツアー 所管部課名 教育部　東部公民館

事務事業名 多様な公民館事業の推進 電話番号 03-3309-4505

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）

東部公民館のある調布市東部エリアと同じ地域にある桐朋学園学内を大学職員に案内いただき，普段見学が難しい学生の音楽練習風
景や施設の見学を行った。見学終了後，希望者には学食を利用できるよう配慮していただいた。

協働のパートナー 桐朋学園大学 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

実行委員会の運営，事業の企画・運営・参加・広報活動

市の役割 会場提供・設営，実行委員会資料協力・情報提供，広報活動・受付事務，事業費の助成

協働事業の形態

新規・継続の別 地域の大学をより身近に知っていただくため，また，大学との連携を強化するためにも，継続して事業を実施
していくことが望ましい。

　協働したことによる成果

見学を行うことにより，地域に根差す大学の活動状況を知ることができ，より身近な存在となった。

　協働に当たっての課題と対応

年１回公民館でコンサートを開催する際には，桐朋学園大学の学生やＯＢに出演を依頼しており，地域連携がさらに強まった。今後
も大学と連携を強化し，様々な事業を展開していきたい。
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協働事業名 白百合女子大学キャンパス見学ツアー 所管部課名 教育部　東部公民館

事務事業名 多様な公民館事業の推進 電話番号 03-3309-4505

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

東部公民館のある調布市東部エリアと同じ地域にある白百合女子大学には，国登録文化財施設「めぐみ荘」があり，通常一般公開は
行っていないが，期日限定で見学会を実施している。大学の協力を得て，めぐみ荘を含む普段見学が難しい学内見学ツアーを大学職
員の説明により実施し，見学終了後，希望者には学食を利用できるよう配慮していただいた。

協働のパートナー 白百合女子大学 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

学内調整，案内，資料提供

市の役割 広報・情報提供

新規・継続の別 地域の大学をより身近に知っていただくため，また大学との連携を強化するためにも，継続して事業を実施し
ていくことが望ましい。

　協働したことによる成果

見学を行うことにより，地域に根差す大学の活動状況を知ることができ，より身近な存在となった。

　協働に当たっての課題と対応

見学ツアー参加者の年齢層が高く，当初，計画していた若年層の参加が殆どなく，広報など周知方法について検討が必要。
調布市と相互友好協力協定を締結している大学であり，様々な場面で連携し事業を展開していくとともに，今後も大学の広報担当や
教授とも連携を強化していきたい。

市
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協働事業名 親子環境教室「みつばちの学校」 所管部課名 教育部　東部公民館

事務事業名 多様な公民館事業の推進 電話番号 03-3309-4505

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）

仙川で環境緑化，養蜂を行っているボランティア団体（グッドモーニング仙川！プロジェクト）の協力を得て，小学３年から中学生
までの児童・生徒と保護者を対象に，みつばちの生態を学び，巣箱の見学，はちみつの搾取，レモネード作りを行った。また，みつ
ばちの生態から環境について学び，地域で活動している団体の活動を紹介し，地域連携を図った。

協働のパートナー グッドモーニング仙川！プロジェクト 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・運営・広報活動

市の役割 会場提供・設営，広報活動

協働事業の形態

新規・継続の別
地域の市民団体と更に連携を強化するため，市民団体と調整しながら継続実施できるよう努めていく。

　協働したことによる成果

みつばちの生態を学ぶことで，身近な環境問題について親子で学ぶ機会を提供することができた。また，地域で環境活動を行ってい
る団体の紹介も行い，団体活動を知ることで環境問題について考えるきっかけ作りと地域との連携を図ることができた。

　協働に当たっての課題と対応

地域貢献している団体を多くの市民に活動を紹介し，地域住民との連携を更に強化できることが望ましい。また，協働の形態を変え
るなど継続して事業実施を行い，行政との連携も強化していく。
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協働事業名
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」

所管部課名
（電話番号）

教育部　東部公民館
（03-3309-4505）

教育部　西部公民館
（042-484-2531）

教育部　北部公民館
（042-488-2698）

事務事業名 多様な公民館事業の推進

第１部講演会：オリンピックの意義や日本での過去に開催された３回のオリンピックの歴史やエピソードなどを学んで，東京２０２０大会にどのよ
うに携わっていくか考える。
第２部：オリンピックにちなんだ歌や日本の各大会開催時に流行した歌を参加者たちと歌う。
この講演と歌をとおして，東京２０２０大会成功の市民意識を高める機会を提供する。また，調布市オリンピック・パラリンピック担当とは，ポス
ター，チラシ掲載のロゴ使用の申請，承認についての調整をお願いした。

協働のパートナー 調布市（東京２０２０大会組織委員会との連携・調整） 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 13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

広報・情報提供，東京２０２０大会組織委員会との連携・調整

市の役割 広報・情報提供，東京２０２０大会組織委員会との連携・調整

関連施策※

新規・継続の別
公民館活動を，市民に広く周知する事業として，継続して実施することが望ましい。

　協働したことによる成果

オリンピック関連事業の位置づけとして開催するにあたり，東京２０２０大会ロゴを使用することで，承認事業として実施すること
ができ，事業ＰＲに一定の効果があったと考えられる。東京２０２０大会のロゴ使用には使用条件があるため，大会組織委員会との
連携・調整役として市のオリンピック・パラリンピック担当の協力を得て，ロゴ使用を行うことができた。

　協働に当たっての課題と対応

ロゴ使用にあたり，申請から承認までの期間を要するため，早めの事業企画，進行を行う必要がある。
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協働事業名 読書啓発事業 所管部課名 教育部　図書館

事務事業名 成人利用者の読書活動の推進 電話番号 042-441-6181

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）

市民の読書活動を支援し，集会・行事活動を促進するため，時事問題や文学に関する講演会や読書会，公開講座，文学散歩，作品展
示等の読書啓発事業を１９事業実施し，そのうち10事業を２月に樟まつりとして開催した。

協働のパートナー アカデミー愛とぴあ（生涯学習団体） 事業提案者 パートナー

「アカデミー愛とぴあ」の会員の高齢化が進んできている。パートナーの役割分担となっている企画・立案，講師の手配，事業運営
の部分について，図書館としてどのように協働していくかを検討する。

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・立案，講師の手配，事業運営

市の役割 会場確保，講師謝礼支払い，広報活動，事業運営

新規・継続の別
読書啓発事業であるという意識の共有の積み重ねを事業等で活かすことができた。

　協働したことによる成果

多くの市民に参加していただくことができた。市民の多様な集会・行事活動を実現することができた。

　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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市

144

協働事業名 図書館のハンディキャップサービス 所管部課名 教育部　図書館

事務事業名 図書館のハンディキャップサービス 電話番号 042-441-6181

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）

文字情報を得るのに障害のある市民への情報保障を目的として，音訳・点訳・布の絵本製作・提供等のハンディキャップサービスを
行った。これらのサービスの実施に当たっては，音訳者・点訳者・布の絵本製作者等各種養成講座を修了した市民の協力を得て事業
を進めた。
また，図書館への来館が困難な市民への図書館資料の宅配サービスを，市民協力員の協力を得て実施した。

協働のパートナー 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 事業提案者

生涯学習

指定管理・業務委託 関連施策※
09障害者福祉の充実
13生涯学習のまちづくり

役割分担

パートナー
の役割

音訳，点訳，布の絵本製作及び図書の宅配

市の役割 リクエスト受付，資料収集，資料製作，資料貸出，協力者の養成

協働事業の形態

新規・継続の別 継続的な事業を進めていくために協力者は常に研さんを積む必要がある。引き続き協力者を養成・研鑽する場
を提供するため，指導者の確保等に努めたい。

　協働したことによる成果

多くの市民の参加と協力を得て，市民が図書館事業の理解を深める機会ともなり，市民としてもやりがいを持つことができた。ま
た，それぞれの市民が持つ専門性を活用でき，図書館業務の効率化にもつながった。

　協働に当たっての課題と対応

点訳・音訳・布の絵本の製作には専門的な技術を必要とするため，平成30年度も音訳者・点訳者・布の絵本製作のための各養成講座
を実施した。また，音訳者・点訳者・布の絵本製作者による自主勉強グループの活動支援を行った。継続的な事業を進めていくため
に協力者は常に研鑽を積む必要がある。引き続き協力者を養成・研鑽する場を提供するため，指導者の確保等に努めたい。また，宅
配協力員については，意欲的な協力者を得るよう広く事業のPRに努めたい。
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協働事業名 市民の手によるまちの資料情報館の運営 所管部課名 教育部　図書館

事務事業名 市民との協働による地域資料の提供 電話番号 042-441-6181

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）

魅力ある地域情報の提供のため，調布の文化・歴史・芸術・生活情報などについて市民自らが調査し，「市民の手によるまちの資料
情報館」として情報を発信した。図書館は，市民協力員打合せの支援，協力員証の発行，調査活動に必要な資料の用意，市民のまと
めた情報を図書館ホームページに掲載する等，市民の主体的活動のサポートを行った。

協働のパートナー 市民の手によるまちの資料情報館協力者会 事業提案者 パートナー

市民の手によるまちの資料情報館協力者会のメンバーを幅広い年代に広げることが必要である。また，市民協力員打合せの支援，協
力員証の発行，調査活動に必要な資料の用意，市民のまとめた情報を図書館ホームページに掲載する等，市民の主体的な活動をサ
ポートしていく。

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

調布の文化・歴史・芸術・生活情報などについて市民自らが調査

市の役割
市民協力員打合せの支援，協力員証の発行，調査活動に必要な資料の用意，市民のまとめた情報
を図書館ホームページに掲載する等，市民の主体的活動のサポート

新規・継続の別 平成17年度の事業開始以来，月1回の定例協力者会を開催しながら，市民の手による情報収集と発信を行って
いる。

　協働したことによる成果

市民自らが主体的に調査した情報を活用し，調布の文化・歴史・芸術・生活情報などを発信することができた。

　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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協働事業名 第61回調布市郷土芸能祭ばやし保存大会 所管部課名 教育部　郷土博物館

事務事業名 郷土の歴史・文化を核とした展示・普及事業の推進 電話番号 042-481-7656

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

市指定無形文化財「調布の祭ばやし」の保存と後継者育成を目的に，その保持団体である祭ばやし保存会（平成30年度末現在，大人
はやし連11チーム・子どもはやし連4チームで構成）との協働（調布市・調布市教育委員会・調布市郷土芸能祭ばやし保存会共催）
により，文化会館たづくり「くすのきホール」等において年1回，お互い対等な関係で祭ばやし保存大会を実施している。

協働のパートナー 調布市郷土芸能祭ばやし保存会 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 文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 20地域ゆかりの文化の保存と継承

役割分担

パートナー
の役割

施設担当者との事前打合せ，会場設営と片付け，祭ばやしの演奏と踊りの実演など

市の役割
会場予約，理事会運営，ポスター・チラシ等作成，施設担当者との事前打合せ，会場設営と片付
けなど

新規・継続の別 昭和33年に第1回調布市郷土芸能祭ばやし保存大会が開催されて以降，パートナーとの役割分担を見直しなが
ら，定期的に打ち合わせを行い，円滑な運営に努めている。

　協働したことによる成果

祭ばやしは調布の伝統芸能であり，市の無形民俗文化財に指定されている。祭ばやしが調布に伝えられたのは，幕末から明治の中頃
にかけてと考えられているが，市内の町ごとに存在していた「はやし」（はやしの演奏は5人一組で楽器を演奏）の中には，後継者が
いないため絶えてしまったところもあった。後継者を育成するために，昭和31年にパートナーである祭ばやし保存会が創立され，当
時8チームだったものが，現在は子どもチームを含め15チームを数えるまでになり，伝統文化の継承に繋がっている。

　協働に当たっての課題と対応

引き続き，祭ばやし保存会との役割分担の見直しを図りながら，定期的に打合せを行い，意思の疎通を図り，円滑な運営に努めてい
く。

パートナー
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協働事業名 縄文の杜プロジェクト「千色工房」 所管部課名 教育部　郷土博物館

事務事業名 郷土の歴史・文化を核とした展示・普及事業の推進 電話番号 042-481-7656

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）

国史跡下布田遺跡について，貴重な縄文時代晩期の遺跡であることを，市民をはじめ，一般に広く周知するとともに，幅広い活用を
図ることを目的とした事業。下布田遺跡に自生している植物を利用した草木染の他，自然観察会を催しており，遺跡の価値について
の説明も行っている。事業の企画，草木染の講師，材料の一部の準備，実施日当日の運営等を協働で行っている。

協働のパートナー 市民 事業提案者

文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 20地域ゆかりの文化の保存と継承

役割分担

パートナー
の役割

講師，事業の企画・運営・広報

市の役割 事業の企画・運営全般，広報，参加者募集

協働事業の形態

新規・継続の別
下布田遺跡の保存整備事業を推進することにより，一層，重要な歴史遺産であるとの認識が深まった。

　協働したことによる成果

協働のパートナーと参加者が，下布田遺跡及び文化財の保護について深く理解することになり，郷土の歴史についての愛着が増した
と考えられる。

　協働に当たっての課題と対応

協働者である市民の負担感を減少させ，継続的な市民協働事業として成功させるために，博物館のボランティア組織を整備するなど
組織的な体制作りが必要と考えられるが，現在は，試行段階でもあるため，導入には至っていない。いずれ，問題・課題の抽出によ
り体制を整備し，より広がりのある事業へと発展させたい。
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協働事業名
「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

所管部課名 教育部　郷土博物館

事務事業名 郷土の歴史・文化を核とした展示・普及事業の推進 電話番号 042-481-7656

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

毎年10月の第3土曜日は「ホームムービーの日」として地域や家庭に眠るフィルムを持ち寄る上映会が各地で行われている。映画のまち調
布においても，日常の暮らしの記録や地域の記憶を伝える映像を保存するため，毎年10月に上映会を開催している。平成30年度は「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～」として上映会を開催するとともに，昨年度に引き続き，柴崎のつつ
じヶ丘ハイムを会場に，「ホームムービーの日」開催の後，地域に出向いて地域の昔の映像を見る上映会を実施した。

協働のパートナー 市民（フィルム提供者，運営ボランティア） 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※ 20地域ゆかりの文化の保存と継承

役割分担

パートナー
の役割

フィルムの提供，上映フィルムの選定，フィルム状態の確認，当日の上映と司会進行，上映会に
合わせた資料の展示

市の役割 会場の予約，広報（市報，市ホームページ，チラシの作成・配布）

新規・継続の別 当初，上ノ原地域の昔の映像上映会として開始したが，現在は全市域からの参加者を対象として教育会館で開催している。
平成30年度は，住民からの要望を受け，つつじヶ丘ハイムに出向いての関連上映会を開催している。

　協働したことによる成果

例年開催している上映会では，映画や映像に専門知識を持つ市民にボランティアとして協力いただいており，その専門性を活かして8
ミリ資料の展示の解説なども対応いただいているほか，事業を継続する中で協力者が増えている。つつじヶ丘ハイムでの上映会は，
昨年度に引き続き，過去の上映会に参加した地域住民から，自分たちが会場の予約や設営等を行うので，ぜひ上映会を実施してほし
いと依頼があって実施したものであり，事業が浸透してきたことがうかがえた。

　協働に当たっての課題と対応

将来的に地域の映像資料のアーカイブ化を目指して，地域や家庭で眠っている８ミリフィルムの掘り起こしを進めることが課題であ
る。平成30年度の上映会では，調布の映像が少なかったため，機会を捉えて地域映像資料の収集について，市民に協力を呼びかける
必要がある。

パートナー
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協働事業名 地域文化講演会「京王沿線の近現代史」 所管部課名 教育部　郷土博物館

事務事業名 郷土の歴史・文化を核とした展示・普及事業の推進 電話番号 042-481-7656

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）

調布市の歴史や文化について広く調査・研究・普及活動を行う市民団体である調布史談会からの提案により，文化会館たづくり映像
シアターを会場として，平成30年11月10日に地域文化講演会「京王沿線の近現代史」を共催で実施した。

協働のパートナー 調布史談会 事業提案者

文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 20地域ゆかりの文化の保存と継承

役割分担

パートナー
の役割

配布資料印刷，当日受付，司会，会場設営，講師謝礼の支払い，講演記録の執筆依頼と会報誌掲
載

市の役割 講師への依頼，会場の予約，広報，申込受付，看板作成，パソコン等の用意

協働事業の形態

新規・継続の別 市民団体からの提案を受け，市がサポートする形で，地域の歴史や文化財について普及啓発する良い機会と
なっている。

　協働したことによる成果

市民団体の自主性や専門性を活かして，対等なパートナーとして事業を実施することができた。

　協働に当たっての課題と対応

依頼する講師や配布資料の印刷量等によっては，役割分担の見直しを検討する必要がある。昨年度と異なった点としては，平成30年
度は配布資料の印刷と当日司会をパートナーが担当した。引き続き，双方の意思疎通を図りながら，協働実施を継続する。
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新規・継続の別 文化財ウォークは例年開催しているが，テーマは年によって変えている。市単独で開催したこともあるが，設定したテーマ
に精通した事業協力者が見つかる場合には，今後も協働実施によって，より質の高い内容での実施に努めたい。

　協働したことによる成果

市内の新選組研究団体である「近藤勇と新選組の会」の同行により，地元ならではの話や，博物館職員とは異なる視点からの解説が
加わり，参加者の郷土の歴史に対する理解がより深まったと考えられる。

　協働に当たっての課題と対応

テーマやコースによっては，協働のパートナーを見つけられないこともある。現地での説明協力や近隣区市との共催実施などについ
て，今後も企画段階から検討していきたい。

文化

指定管理・業務委託 関連施策※ 20地域ゆかりの文化の保存と継承

役割分担

パートナー
の役割

史跡・文化財についての解説

市の役割 企画，広報，参加者募集，行事保険加入，引率，解説

協働のパートナー 近藤勇と新選組の会 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 郷土の歴史・文化を核とした展示・普及事業の推進 電話番号 042-481-7656

　事業の概要（協働を行った事業の説明と協働の方法など）

文化財ウォークは，市内や近隣区市をフィールドとした徒歩での文化財巡りで，例年，東京都が主催する秋の「東京文化財ウィー
ク」期間にあわせて開催している。平成30年は，近藤勇没後150年に当たる年であったため，「近藤勇ゆかりの地とその周辺」を
テーマとし，市内の新選組研究団体である「近藤勇と新選組の会」の同行解説により，調布市・三鷹市の関連史跡等を巡った。
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協働事業名 文化財ウォーク「近藤勇ゆかりの地とその周辺」 所管部課名 教育部　郷土博物館
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【参考】市民参加手続の組織別実施状況

平成30年度 平成29年度 増　減 平成30年度 平成29年度 増　減

行政経営部 9 6 3 6,760 1,416 5,344

総務部 5 8 △ 3 597 752 △ 155

市民部 1 1 0 115 161 △ 46

生活文化スポーツ部 7 8 △ 1 1,045 1,061 △ 16

子ども生活部 8 8 0 5,638 2,558 3,080

福祉健康部 9 9 0 1,424 1,391 33

環境部 8 6 2 1,102 935 167

都市整備部 14 12 2 1,915 4,630 △ 2,715

教育部 11 9 2 10,155 3,489 6,666

小計（市民参加手続） 72 67 5 28,751 16,393 12,358

市政関連相談 － － － 2,222 2,064 158

合　計 72 67 5 30,973 18,457 12,516

【参考】協働事業の組織別実施状況

平成30年度 平成29年度 増　減

行政経営部 7 7 0

総務部 5 4 1

市民部 2 2 0

生活文化スポーツ部 65 54 11

子ども生活部 14 12 2

福祉健康部 7 8 △ 1

環境部 9 8 1

都市整備部 16 5 11

教育部 25 15 10

合　計 150 115 35

部　　名

部　名

事業数

参加延人数事業数
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◆市民参加・協働実践状況報告書に関するご意見・ご感想をお寄せください 

 

 今後の市民参加・協働の取組における参考とさせていただくため，本冊子

「平成３０年度市民参加・協働実践状況報告書」の内容等を踏まえ，皆様の

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 【提出方法】 

   「郵送」，「ファクシミリ」，「電子メール」などにより，ご意見・ご感

想をお寄せください。 

 

 【提出様式】 

   様式の指定はございません。 

   ※裏面に参考様式を掲載していますのでご活用ください。 

 

 【提出先】 

   〒182-8511 調布市小島町 2-35-1  

   調布市役所行政経営部政策企画課（市役所 5 階） 

   ファクシミリ：042-485-0741 

   電子メール ：seisaku@city.chofu.lg.jp 

 

 

＜例＞ 

  ・市民参加と協働の取組全般について 

  ・調査結果，各実践事業の取組内容について 

  ・本調査の公表内容，公表方法について        など 



「平成３０年度市民参加・協働実践状況報告書」に関するご意見・ご感想 
 

◆ご意見 

※改善等に関するご提案をいただける場合は，できるだけ具体的にお願いします。 

市民参加事業名 
・協働事業名 

取組等に関する意見・改善等の提案 など 

  

  

  

 

◆ご感想 

※「市民参加の取組」，「協働の取組」に関し，どのような内容でも結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

切 
 

り 
 

取 
 

り 
政策企画課宛        〒182-8511 

調布市小島町 2-35-1 調布市役所 5 階                     

                ＦＡＸ：042-485-0741 

☆ご意見等をお寄せいただいた方の「年代」・「お住まい」について 

お聞かせください（該当するものに○をつけてください。）。 

 

年代： 10 歳代以下 ・ 20 歳代 ・ 30 歳代 ・ 40 歳代 

    50 歳代 ・ 60 歳代 ・ 70 歳代 ・ 80 歳代以上 

お住まい： 市内（町名：        ） ・ 市外 

 

ご協力ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           平成３０年度  市民参加・協働  

               実践状況報告書  

 

          発行日  令和元年８月  

          発  行  調布市  

          編  集  行政経営部  政策企画課  

              〒182-8511 調布市小島町 2-35-1 

              Tel 042-481-7368，7369 

          印  刷  庁内印刷   

 

 

登録番号  

（刊行物番号）  

201９－117 




