
 

 

 
 
（１）総合戦略の位置付け・効果検証 

 
国は，急速な少子高齢化の進行に的確に対応し，人口減少に歯止めをかけ

るとともに，それぞれの地域で住みよい環境を確保し，将来にわたって活力
ある日本社会を維持していくため，「まち・ひと・しごと創生法（平成２６
年法律第１３６号）」（以下「創生法」という。）を制定しました。 
市では，創生法に基づき，地方創生の柱ともされる全国的な人口減少や地

域経済縮小の克服といった課題を共有し，市における地方創生の取組を実現
していくため，平成２７年１０月に「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦
略」（以下「総合戦略」という。）を策定しました。 
総合戦略は，「市民生活支援を基調とした安全・安心な暮らしの確保」，「安

定した人口構造を保持するためのまちづくりの推進」，「調布のまちの魅力の
発信による交流人口の増加と定住化の促進・まちの発展」の３つの視点によ
り基本目標を掲げ，基本計画の実効性を高めるものとして策定しています。
また，総合戦略と後期基本計画（令和元年度～令和４年度）に位置付けた施
策との関係を整理し，総合戦略の体系を基本計画の中に一体的に位置付け，
基本計画と総合戦略との有機的な連動を図り，引き続き，調布市における地
方創生の取組を推進していくこととしています。 
この総合戦略の取組成果の検証については，ＰＤＣＡマネジメントサイク

ルに基づく行政評価と連動させて実施しました。 
 

◆施策評価との連動  
施策評価においては，令和３年度の振返りの中で，基本計画におけるまち

づくり指標の現状を把握しました。 
 

◆事務事業評価との連動  
事務事業評価を活用した振返り評価結果（対象：９７事業） 

＜令和３年度の取組に関する実績評価＞  
※詳細は，参考資料④「施策・事務事業評価結果一覧」を参照 

 
◎ 

十分な成果を得た 

○ 

概ね成果を得た 

△ 

期待した成果を得られず 

事業数 ４１ 

 

５６ ０ 

 割合 ４２．３% ５７．７％ ０.０% 

 上記の表のとおり，事務事業評価を活用した振返り評価を行った９７事業

のうち，「◎」と評価した事業は４１事業，「○」と評価した事業は５６事業，
「△」は該当なしとなっています。 
このように，令和３年度は，令和２年度に引き続き，新型コロナウイルス

感染症の影響を受ける中で，後期基本計画の３年次目として，取組の創意工
夫に努めながら各施策・事業の着実な推進を図ることにより，各事業につい
ても，成果が得られたと評価することができます。 
 

 
【調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略】 
・平成２７年１０月に，令和元（２０１９）年度までの５箇年を計画期間として策定した。 
・人口，経済，地域社会の課題に一体的に取り組むため，市の実情に応じ，３つの視点に
よる基本目標，講ずべき施策に関する基本的方向，重要業績評価指標（ＫＰＩ）※など
を位置付けている。 

 ※Key Performance Indicator の略。施策の効果を客観的に検証するため，施策ごとに設定する成果目標  

・後期基本計画（令和元年度～令和４年度）に一体的に位置付け，基本計画と総合戦略と
の有機的な連動を図りながら，引き続き調布市の地方創生の取組を推進していく。 

【参考資料⑤】「調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組 



 

 

（2）総合戦略の体系 

総合戦略における３つの視点による基本目標と，基本計画（令和元年度～
令和４年度）に位置付けた全３１施策との関係を整理して示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

〈参考〉
国の総合戦略

調布市基本計画
令和元(2019)年度～令和4(2022)年度

各施策における指標
（ＫＰＩ）・主な事業

施策講ずべき施策に関する基本的方向

交流人口
定住化

結婚・出産・子育て
就労支援

安全・安心
暮らし

調布市人口ビジョン
〈参考〉
国の長期ビジョン
“2060年に
１億人程度の
人口を確保”

調布市基本計画の重点プロジェクト③
高齢者・障害者にやさしいだれもが安心して

住み続けられるまちをつくるプロジェクト

視点②（基本目標２）

安定した人口構造を保持する
ためのまちづくりの推進

総人口を維持しつつ，安定した人口
構成により，市民がいきいきと働き，
若い世代が安心して結婚・出産・子
育てできる地域を実現する。

●子育てしやすいまちと感じている市民の割合 50.0％以上（令和4（2022）年度）

●子ども家庭支援センターすこやかなど
で児童虐待に関する相談を受け付けて
いることを知っている市民の割合
50.0％以上（令和4（2022）年度）

●「調布国領しごと情報広場」全体の
就職者における市内在住者の割合
65.0％（令和4（2022）年度） など

【19指標】

《主な事業》
■出産子育て・応援事業
■子ども・若者への支援
■地域人材等を活用した教育の充実

など
【16事業】

調布市基本計画の重点プロジェクト④
にぎわいと交流のある活気に満ちたまちをつくるプロジェクト

調布市基本計画の重点プロジェクト⑤
人と自然が共生するうるおいのあるまちをつくるプロジェクト

まちの活力を生み出す都市をつくる
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成
施策24 安全で快適なみちづくり
施策25 総合的な交通環境の整備

にぎわい・交流のあるまちをつくる
施策14 市民スポーツの振興
施策16 活力ある産業の推進
施策17 魅力ある観光の振興

豊かな水と緑を大切に守り生かす
施策18 都市農業の推進
施策27 水と緑による快適空間づくり

良好な景観を創出する
施策21 良好な市街地の形成
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成【再掲】

視点③（基本目標３）

調布のまちの魅力の発信
により，交流人口の増加を図る
とともに，定住化を促進し，
まちを発展

調布のまちの魅力を高め，その魅力
を市内外に積極的に発信することに
より，交流人口の増加を図るととも
に，定住化を促進し，まちの発展に
つなげる。

●住みやすいと感じている市民の割合 95.0％以上（令和4（2022）年度）
●中心市街地が魅力的であると感じている市民の割合 70.0％以上（令和4（2022）年度）

●日常の買物が便利と感じている
市民の割合
80.0％（令和4（2022）年度）

●市内商業者の年間販売額
2,254億円（令和4（2022）年度）

●納税法人数
6,100法人（令和4（2022）年度）

●映画・映像関連企業と連携した取組
の件数
50件（令和4（2022）年度）

●中心市街地が魅力的だと感じている
市民の割合
80.0％（令和4（2022）年度）

●市民一人当たり公園面積
5.50㎡以上（令和4（2022）年度）

●市内に優れた景観があると感じている
市民の割合
90.0%（令和4（2022）年度） など

【40指標】

《主な事業》
■駅前広場の整備，鉄道敷地の整備
■「映画のまち調布」の推進
■東京2020大会等を契機とした
スポーツ振興による多面的効果の創出

■調布市観光協会事業の促進
など

【42事業】

調布市基本計画の重点プロジェクト①
防災・防犯の面で安全・安心に暮らせる
まちをつくるプロジェクト

地域の防災・防犯力を高める
施策01 災害に強いまちづくり
施策02 防犯対策の推進
施策05 学校教育の充実

災害に強い都市基盤をつくる
施策01 災害に強いまちづくり【再掲】

視点①（基本目標１）

市民生活支援を基調とした
安全・安心な暮らしの確保

高齢化・単身化による医療・介護
ニーズの拡大への対応，住民主体の
地域防災の充実などにより，安全で
安心な暮らしを確保する。

●調布市に定住意向がある市民の中で，調布のまちが安全で安心して暮らせると
感じている市民の割合 50.0％以上（令和4（2022）年度）

《主な事業》
■防災市民組織の育成
■調布市避難行動要支援者避難支援
プランの推進

■福祉人材育成事業の推進
■地域密着型サービスの整備

など
【39事業】

●災害発生時の避難所や家族等との
連絡体制を決めている市民の割合
避難所 75.0％，連絡体制70.0％
（令和4（2022）年度）

●市内刑法犯認知件数（暦年）
1,450件（令和4（2022）年度）

●市内の住宅の耐震化率
97.0％（令和4（2022）年度）

●防災教育の日の参加者数
30,000人（令和4（2022）年度）

●地域包括支援センターを知っている
高齢者の割合
65.0％（令和4（2022）年度）

など
【28指標】

雇用創出

施策11 雇用・就労の支援 施策13 生涯学習のまちづくり

施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成 【再掲】

主な基本目標における数値目標

産業振興

調布市総合戦略の基本目標

基本目標①

地方における
安定した雇用
を創出する

“まちづくり指標”“施策”

調布市基本構想の基本目標①
共に助け合い，安全・安心に暮らすために

【防災】【防犯】【消費生活】

調布市基本構想の基本目標②
次代を担う子どもたちを安心して育てるために

【子ども・子育て支援】【学校教育】
【青少年の健全育成】

調布市基本構想の基本目標③
だれもが安心して，いきいきと暮らすために

【地域福祉】【高齢者福祉】【障害者福祉】
【セーフティネット】【雇用就労】
【健康づくり】

調布市基本構想の基本目標④
身近な学びと交流のあるまちをつくるために

【生涯学習】【スポーツ】

調布市基本構想の基本目標⑤
地域のつながりの中で，ぬくもりのある
暮らしをおくるために

【地域コミュニティ】

調布市基本構想の基本目標⑥
地域資源を生かした活力あるまちをつくるために

【産業】【観光】【都市農業】【芸術文化】
【歴史文化】

調布市基本構想の基本目標⑦
快適でより便利なまちをつくるために

【市街地整備】【都市空間の形成】
【住環境】【道路】【交通】

調布市基本構想の基本目標⑧
環境にやさしく，自然と共生するために

【地球環境】【水と緑】
【ごみ減量・処理】【生活環境】

施策03 消費生活の安定と向上

施策15 地域コミュニティの醸成 施策23 良好な住環境づくり

“基本目標”

・妊娠期から子育て期にわたる
切れ目ない支援

・困難を抱える子ども・若者の
自立支援

・個々のライフステージに応じた
切れ目ない雇用・就労支援

・オリンピック・パラリンピック
教育の推進

・新学習指導要領に基づく学校
教育の推進

・ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた環境づくりの推進

・事業者の働き方改革の支援

・オリンピック・パラリンピック，
ラグビーワールドカップを契機
としたまちづくりへの多面的効
果の創出

・スポーツ分野をはじめとする
様々な取組の展開，パラリン
ピックレガシーの創出

・三師会等とも連携した受動喫煙
防止対策の推進

・ユニバーサルデザインのまち
づくり

・利便性，にぎわい，うるおいの
ある市民交流を育む都市空間の
創出

・シェアサイクル導入などによる
市内回遊性の向上促進

・調布駅前周辺の複合商業施設
と連携したにぎわい創出

・シネマコンプレックスと連携
した「映画のまち調布」の取組
の展開

・映画のまち調布，深大寺などの
地域資源を活用した観光振興

・創業支援や中小企業の経営基盤
の安定・強化

・都市農業の振興と都市農地の
保全，活用

施策のポイント

・地域におけるトータルケアの
推進

・地域共生社会の実現に向けた
取組

・地域による見守りの推進

・福祉人材の育成

・高齢者の社会参加や生きがい
づくり

・障害者理解の促進，心のバリア
フリー

・地域の防災体制の充実，自助
意識の一層の醸成

・防災，減災対策

・防犯意識の向上，防犯環境の
整備主な基本目標における数値目標

主な基本目標における数値目標

基本目標④

時代に合った
地域をつくり，
安全なくらしを
守るとともに，
地域と地域を
連携する

基本目標③

若い世代の
結婚・出産・
子育ての希望
をかなえる

施策14 市民スポーツの振興【再掲】 施策19 芸術・文化の振興

施策20 地域ゆかりの文化の保全と継承

施策30 平和・国際交流施策の推進

＜関連する基本構想の基本目標＞

＜関連する基本構想の基本目標＞

＜関連する基本構想の基本目標＞

高齢者の暮らしを支える
施策08 高齢者福祉の充実

障害者の暮らしを支える
施策09 障害者福祉の充実

地域福祉を推進する
施策07 共に支え合う地域福祉の推進

調布市基本計画の重点プロジェクト②
子ども・若者の健やかな成長・自立を支援し

子育てしやすいまちをつくるプロジェクト

子育て環境を充実させる
施策04 子ども・子育て家庭の支援

子ども・若者の健やかな成長と自立を支える
施策06 青少年の健全育成

学校教育環境を充実させる
施策05 学校教育の充実

基本目標②

地方への
新しいひとの
流れをつくる

施策10 セーフティネットによる生活支援

施策12 生涯を通した健康づくり

施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成

施策26 地球環境の保全 施策28 ごみの減量と適正処理

施策29 快適な生活環境づくり

地域の防災力を高める Ａ
施策01 災害に強いまちづくり
施策02 防犯対策の推進
施策05 学校教育の充実
施策15 地域コミュニティの醸成

高齢者や障害者の暮らしを支える Ｃ
施策07 共に支え合う地域福祉の推進
施策08 高齢者福祉の充実
施策09 障害者福祉の充実
施策15 地域コミュニティの醸成【再掲】

強い都市基盤と良好な住環境をつくる Ｂ
施策01 災害に強いまちづくり
施策23 良好な住環境づくり

女性や若者などがいきいきと働ける環境
を整える Ｅ
施策11 雇用・就労の支援
施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成

子どもたちの健やかな成長を支える Ｄ
施策04 子ども・子育て家庭の支援
施策05 学校教育の充実
施策06 青少年の健全育成

21世紀の調布の街の骨格をつくる Ｆ
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成
施策24 安全で快適なみちづくり
施策25 総合的な交通環境の整備

まちの活力を高める Ｇ
施策14 市民スポーツの振興
施策16 活力ある産業の推進
施策17 魅力ある観光の振興
施策18 都市農業の推進

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けた取組の推進 Ｈ
施策14 市民スポーツの振興【再掲】

豊かな水と緑を大切に守り生かす Ｉ
施策27 水と緑による快適空間づくり

良好な景観を創出する Ｊ
施策21 良好な市街地の形成
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成【再掲】
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※目標年度については，調布市基本計画（令和元（2019）年度
～令和4（2022）年度）と連動させています。

※目標年度については，調布市基本計画（令和元（2019）年度
～令和4（2022）年度）と連動させています。

※目標年度については，調布市基本計画（令和元（2019）年度
～令和4（2022）年度）と連動させています。
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調布市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

〈参考〉
国の総合戦略

調布市基本計画
令和元(2019)年度～令和4(2022)年度

各施策における指標
（ＫＰＩ）・主な事業

施策講ずべき施策に関する基本的方向

交流人口
定住化

結婚・出産・子育て
就労支援

安全・安心
暮らし

調布市人口ビジョン
〈参考〉
国の長期ビジョン
“2060年に
１億人程度の
人口を確保”

調布市基本計画の重点プロジェクト③
高齢者・障害者にやさしいだれもが安心して

住み続けられるまちをつくるプロジェクト

視点②（基本目標２）

安定した人口構造を保持する
ためのまちづくりの推進

総人口を維持しつつ，安定した人口
構成により，市民がいきいきと働き，
若い世代が安心して結婚・出産・子
育てできる地域を実現する。

●子育てしやすいまちと感じている市民の割合 50.0％以上（令和4（2022）年度）

●子ども家庭支援センターすこやかなど
で児童虐待に関する相談を受け付けて
いることを知っている市民の割合
50.0％以上（令和4（2022）年度）

●「調布国領しごと情報広場」全体の
就職者における市内在住者の割合
65.0％（令和4（2022）年度） など

【19指標】

《主な事業》
■出産子育て・応援事業
■子ども・若者への支援
■地域人材等を活用した教育の充実

など
【16事業】

調布市基本計画の重点プロジェクト④
にぎわいと交流のある活気に満ちたまちをつくるプロジェクト

調布市基本計画の重点プロジェクト⑤
人と自然が共生するうるおいのあるまちをつくるプロジェクト

まちの活力を生み出す都市をつくる
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成
施策24 安全で快適なみちづくり
施策25 総合的な交通環境の整備

にぎわい・交流のあるまちをつくる
施策14 市民スポーツの振興
施策16 活力ある産業の推進
施策17 魅力ある観光の振興

豊かな水と緑を大切に守り生かす
施策18 都市農業の推進
施策27 水と緑による快適空間づくり

良好な景観を創出する
施策21 良好な市街地の形成
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成【再掲】

視点③（基本目標３）

調布のまちの魅力の発信
により，交流人口の増加を図る
とともに，定住化を促進し，
まちを発展

調布のまちの魅力を高め，その魅力
を市内外に積極的に発信することに
より，交流人口の増加を図るととも
に，定住化を促進し，まちの発展に
つなげる。

●住みやすいと感じている市民の割合 95.0％以上（令和4（2022）年度）
●中心市街地が魅力的であると感じている市民の割合 70.0％以上（令和4（2022）年度）

●日常の買物が便利と感じている
市民の割合
80.0％（令和4（2022）年度）

●市内商業者の年間販売額
2,254億円（令和4（2022）年度）

●納税法人数
6,100法人（令和4（2022）年度）

●映画・映像関連企業と連携した取組
の件数
50件（令和4（2022）年度）

●中心市街地が魅力的だと感じている
市民の割合
80.0％（令和4（2022）年度）

●市民一人当たり公園面積
5.50㎡以上（令和4（2022）年度）

●市内に優れた景観があると感じている
市民の割合
90.0%（令和4（2022）年度） など

【40指標】

《主な事業》
■駅前広場の整備，鉄道敷地の整備
■「映画のまち調布」の推進
■東京2020大会等を契機とした
スポーツ振興による多面的効果の創出

■調布市観光協会事業の促進
など

【42事業】

調布市基本計画の重点プロジェクト①
防災・防犯の面で安全・安心に暮らせる
まちをつくるプロジェクト

地域の防災・防犯力を高める
施策01 災害に強いまちづくり
施策02 防犯対策の推進
施策05 学校教育の充実

災害に強い都市基盤をつくる
施策01 災害に強いまちづくり【再掲】

視点①（基本目標１）

市民生活支援を基調とした
安全・安心な暮らしの確保

高齢化・単身化による医療・介護
ニーズの拡大への対応，住民主体の
地域防災の充実などにより，安全で
安心な暮らしを確保する。

●調布市に定住意向がある市民の中で，調布のまちが安全で安心して暮らせると
感じている市民の割合 50.0％以上（令和4（2022）年度）

《主な事業》
■防災市民組織の育成
■調布市避難行動要支援者避難支援
プランの推進

■福祉人材育成事業の推進
■地域密着型サービスの整備

など
【39事業】

●災害発生時の避難所や家族等との
連絡体制を決めている市民の割合
避難所 75.0％，連絡体制70.0％
（令和4（2022）年度）

●市内刑法犯認知件数（暦年）
1,450件（令和4（2022）年度）

●市内の住宅の耐震化率
97.0％（令和4（2022）年度）

●防災教育の日の参加者数
30,000人（令和4（2022）年度）

●地域包括支援センターを知っている
高齢者の割合
65.0％（令和4（2022）年度）

など
【28指標】

雇用創出

施策11 雇用・就労の支援 施策13 生涯学習のまちづくり

施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成 【再掲】

主な基本目標における数値目標

産業振興

調布市総合戦略の基本目標

基本目標①

地方における
安定した雇用
を創出する

“まちづくり指標”“施策”

調布市基本構想の基本目標①
共に助け合い，安全・安心に暮らすために

【防災】【防犯】【消費生活】

調布市基本構想の基本目標②
次代を担う子どもたちを安心して育てるために

【子ども・子育て支援】【学校教育】
【青少年の健全育成】

調布市基本構想の基本目標③
だれもが安心して，いきいきと暮らすために

【地域福祉】【高齢者福祉】【障害者福祉】
【セーフティネット】【雇用就労】
【健康づくり】

調布市基本構想の基本目標④
身近な学びと交流のあるまちをつくるために

【生涯学習】【スポーツ】

調布市基本構想の基本目標⑤
地域のつながりの中で，ぬくもりのある
暮らしをおくるために

【地域コミュニティ】

調布市基本構想の基本目標⑥
地域資源を生かした活力あるまちをつくるために

【産業】【観光】【都市農業】【芸術文化】
【歴史文化】

調布市基本構想の基本目標⑦
快適でより便利なまちをつくるために

【市街地整備】【都市空間の形成】
【住環境】【道路】【交通】

調布市基本構想の基本目標⑧
環境にやさしく，自然と共生するために

【地球環境】【水と緑】
【ごみ減量・処理】【生活環境】

施策03 消費生活の安定と向上

施策15 地域コミュニティの醸成 施策23 良好な住環境づくり

“基本目標”

・妊娠期から子育て期にわたる
切れ目ない支援

・困難を抱える子ども・若者の
自立支援

・個々のライフステージに応じた
切れ目ない雇用・就労支援

・オリンピック・パラリンピック
教育の推進

・新学習指導要領に基づく学校
教育の推進

・ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた環境づくりの推進

・事業者の働き方改革の支援

・オリンピック・パラリンピック，
ラグビーワールドカップを契機
としたまちづくりへの多面的効
果の創出

・スポーツ分野をはじめとする
様々な取組の展開，パラリン
ピックレガシーの創出

・三師会等とも連携した受動喫煙
防止対策の推進

・ユニバーサルデザインのまち
づくり

・利便性，にぎわい，うるおいの
ある市民交流を育む都市空間の
創出

・シェアサイクル導入などによる
市内回遊性の向上促進

・調布駅前周辺の複合商業施設
と連携したにぎわい創出

・シネマコンプレックスと連携
した「映画のまち調布」の取組
の展開

・映画のまち調布，深大寺などの
地域資源を活用した観光振興

・創業支援や中小企業の経営基盤
の安定・強化

・都市農業の振興と都市農地の
保全，活用

施策のポイント

・地域におけるトータルケアの
推進

・地域共生社会の実現に向けた
取組

・地域による見守りの推進

・福祉人材の育成

・高齢者の社会参加や生きがい
づくり

・障害者理解の促進，心のバリア
フリー

・地域の防災体制の充実，自助
意識の一層の醸成

・防災，減災対策

・防犯意識の向上，防犯環境の
整備主な基本目標における数値目標

主な基本目標における数値目標

基本目標④

時代に合った
地域をつくり，
安全なくらしを
守るとともに，
地域と地域を
連携する

基本目標③

若い世代の
結婚・出産・
子育ての希望
をかなえる

施策14 市民スポーツの振興【再掲】 施策19 芸術・文化の振興

施策20 地域ゆかりの文化の保全と継承

施策30 平和・国際交流施策の推進

＜関連する基本構想の基本目標＞

＜関連する基本構想の基本目標＞

＜関連する基本構想の基本目標＞

高齢者の暮らしを支える
施策08 高齢者福祉の充実

障害者の暮らしを支える
施策09 障害者福祉の充実

地域福祉を推進する
施策07 共に支え合う地域福祉の推進

調布市基本計画の重点プロジェクト②
子ども・若者の健やかな成長・自立を支援し

子育てしやすいまちをつくるプロジェクト

子育て環境を充実させる
施策04 子ども・子育て家庭の支援

子ども・若者の健やかな成長と自立を支える
施策06 青少年の健全育成

学校教育環境を充実させる
施策05 学校教育の充実

基本目標②

地方への
新しいひとの
流れをつくる

施策10 セーフティネットによる生活支援

施策12 生涯を通した健康づくり

施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成

施策26 地球環境の保全 施策28 ごみの減量と適正処理

施策29 快適な生活環境づくり

地域の防災力を高める Ａ
施策01 災害に強いまちづくり
施策02 防犯対策の推進
施策05 学校教育の充実
施策15 地域コミュニティの醸成

高齢者や障害者の暮らしを支える Ｃ
施策07 共に支え合う地域福祉の推進
施策08 高齢者福祉の充実
施策09 障害者福祉の充実
施策15 地域コミュニティの醸成【再掲】

強い都市基盤と良好な住環境をつくる Ｂ
施策01 災害に強いまちづくり
施策23 良好な住環境づくり

女性や若者などがいきいきと働ける環境
を整える Ｅ
施策11 雇用・就労の支援
施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成

子どもたちの健やかな成長を支える Ｄ
施策04 子ども・子育て家庭の支援
施策05 学校教育の充実
施策06 青少年の健全育成

21世紀の調布の街の骨格をつくる Ｆ
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成
施策24 安全で快適なみちづくり
施策25 総合的な交通環境の整備

まちの活力を高める Ｇ
施策14 市民スポーツの振興
施策16 活力ある産業の推進
施策17 魅力ある観光の振興
施策18 都市農業の推進

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けた取組の推進 Ｈ
施策14 市民スポーツの振興【再掲】

豊かな水と緑を大切に守り生かす Ｉ
施策27 水と緑による快適空間づくり

良好な景観を創出する Ｊ
施策21 良好な市街地の形成
施策22 地域特性を生かした都市空間の形成【再掲】
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※目標年度については，調布市基本計画（令和元（2019）年度
～令和4（2022）年度）と連動させています。

※目標年度については，調布市基本計画（令和元（2019）年度
～令和4（2022）年度）と連動させています。

※目標年度については，調布市基本計画（令和元（2019）年度
～令和4（2022）年度）と連動させています。
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（３）「地方創生推進交付金事業」の取組状況 
 

    地方創生に係る国からの財源措置については，この間，市としても，実施を予定
していた各事業のうち，当該交付金の対象となる場合については，施策の成果向上
につなげることと併せて，貴重な財源確保の観点からも積極的な活用を図っていま
す。 

 
＜これまでの地方創生関連交付金の活用状況＞ 

 

  

 

１ 地域住民生活支援等緊急交付金（平成２７年度）  

●地方創生先行型 １１事業（基礎交付：８事業，上乗せタイプⅠ：２事業，上乗せタイプⅡ：１事業） 
・地方版総合戦略の策定事業 
・地方版総合戦略の策定に先行して行う事業であって地方版総合戦略に位置付けられる見込みのもの 
（交付金活用事業）認証保育所等保育料助成事業，深大寺周辺観光ＰＲ事業 ほか６事業（基礎交付金） 

福祉人材育成事業，「映画のまち調布」推進事業（上乗せタイプⅠ：先駆性のある事業） 
防災意識啓発事業（上乗せタイプⅡ：地方版総合戦略の早期策定が条件）  

●消費喚起・生活支援型 １事業 
 ・地方版総合戦略の策定を前提に，その事業として，地域における消費喚起やこれに直接効果を有す

る生活支援策を推進 
（交付金活用事業）商工会によるスクラッチカード事業 

 

２ 地方創生加速化交付金（平成２８年度） ２事業 
 ・先駆性を高め，レベルアップの加速化を図る事業 

（交付金活用事業）地域子ども・若者育成支援総合事業，調布の地域資源を活用した魅力発信事業  
 

３ 地方創生推進交付金 

（平成２９年度：１事業 平成３０年度：２事業 令和元年度：２事業 令和２年度：１事業 
  令和３年度：交付金活用事業該当なし）  
 ・地方版総合戦略に位置付けられた事業のうち，自主的・主体的な取組で先導的なものについて， 
  財政的に支援 

（交付金活用事業）ＩＣＴを活用した情報発信による観光振興及び地域経済活性化促進事業  
                               （平成３０年度～令和２年度） 

 

４ 総事業費・交付金充当額・事業数（令和３年度までの実績）  

年度 総事業費 交付金充当額 事業数 

平成２７年度 ２億５，４３０万円余 ２億３，１６０万円余 １２事業 

平成２８年度 ６，９６１万円余 ６，９３１万円余 ２事業 

平成２９年度 １，２１６万円余 ６０７万円余 １事業 

平成３０年度 ２，４４０万円余 １，２２０万円余 ２事業 

令和元年度 ３，４００万円余 １，７００万円余 ２事業（H30 から継続） 

令和２年度 ３９９万円余 １９９万円余 １事業（H30 から継続） 

令和３年度 ０円   ０円 ０事業 

合計 ３億９，８４６万円余 ３億３，８１７万円余 ２０事業（継続事業含む）  

 


