
施策 07  芸術・文化の振興  （新施策１９  芸術・文化の振興） 

主管課名 文化振興課 

関係課名 
（組織順） 

生涯学習交流推進課，協働推進課，産業振興課，環境政策課，社会教育課，公民館，図書館，郷土博物

館，実篤記念館 

 

目 
的 

対 象 市民 

意 図 芸術・文化に触れる機会が提供され，芸術・文化活動が活発になる 

 
◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ64＞ 

 市民が芸術・文化を日常的に身近なものとして楽しみ，また，自らいきいきと芸術・文化活動ができるような環境

を整備することにより，文化の香り高い市民文化をはぐくむまちづくりを進めます。 

 
成 果 指 標 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 2３年度 平成 2４年度 

目標値 
（平成 24 年度） 

１  グ リ ー ン ホ ー

ル・文化会館たづく

り・せんがわ劇場を芸

術鑑賞で利用したこ

とのある市民の割合 

※見直し成果指標 

― ― 
25.4％ 

（ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ・たづくり

両施設とも利用） 指標数値を把握
するための調査
は３年に１度の

実施 
次回は２６年度 

50.0% ― ― 

58.9％ 

（ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ・たづくり

いずれか一方でも利用）

せんがわ劇場 

6.1％ 
せんがわ劇場 

14.4％ 

せんがわ劇場 

15.3％ 

２  グ リ ー ン ホ ー
ル・文化会館たづく
り・せんがわ劇場にお
ける自主事業への延
べ参加者数 
※見直し成果指標 

グリーンホール・ 

たづくり 

20 万 5,183 人 

グリーンホール・ 

たづくり 

19 万 6,758 人

グリーンホール・ 

たづくり 

16 万 4,289 人

グリーンホール・ 

たづくり 

17 万 6,490 人 

グリーンホール・ 

たづくり 

20 万 7,000 人

せんがわ劇場 

1 万 3,501 人 

せんがわ劇場 

１万 3,188 人

せんがわ劇場 

1 万 1,077 人

せんがわ劇場  

1 万 46 人 

せんがわ劇場 

1 万 3,700 人

合計 

21 万 8,684 人 

合計

20 万 9,946 人

合計

17 万 5,366 人

合計 

18 万 6,536 人 

合計

22 万 700 人

＊「見直し成果指標」は，基本計画策定後の社会経済状況の変化や，施策の成果の達成状況等を勘案し，見直しが適切，必要と思われるものについて，平

成 21 年度に見直しを図った成果指標です。新たに設定した指標については平成 19 年度以前の数値が未把握の場合があります。 

＊目標値設定の考え方は，調布市基本計画見直し成果指標（Ｐ294～P333）を参照してください。 

 
◆施策の体系 

07-1

施策07 芸術・文化の振興

＜基本事業＞ ＜基本計画推進プログラム事業＞ ＜所管課＞

芸術・文化を通した参加・交流の促進 文化振興課

グリーンホールの改修 文化振興課

芸術・文化に触れる機会の提供 B150 芸術・文化鑑賞事業の実施 文化振興課

07-3

B170
音楽・芝居小屋のあるまちづくりの推進（せんがわ劇場の運

営）
文化振興課

07-2 市民の芸術・文化活動の促進 B160

B190 文化会館たづくりの改修

芸術・文化施設の整備・運営 B180

文化振興課  
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指標 
データ 

１ グリーンホール・文化会館たづくり・せんがわ劇場を芸術鑑賞で利用したことのある市民の割合 
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ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ・たづくり　　

両施設とも利用
 

 
ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ・たづくり　　　

いづれか一方でも利用 

 せんがわ劇場利用

 

 

 

 

 

 
２ グリーンホール・文化会館たづくり・せんがわ劇場における自主事業への延べ参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆成果指標でみる達成状況 

１「グリーンホール・文化会館たづくり・せんがわ劇場を芸術鑑賞で利用したことのある市民の割合」 
 成果指標の数値把握は，市と（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団が３年ごとに共同で実施する「市民意識・

ニーズ調査」によるもので，平成２４年度の調査は実施しておりませんが，平成２３年度の調査では，たづくりが図書

館や生涯学習事業への参加，サークル活動への参加，グリーンホールは芸術鑑賞で活用されている傾向がみられ，３館

の特徴をいかした事業展開と目的にあった利用がされております。 

平成２４年度の市民意識調査の満足度調査によると，グリーンホール・たづくりなどを中心とした芸術・文化活動に

ついて満足している市民の割合は，７３．９％で，過去５年間の平均値を１．７ポイント上回っています。 

２「グリーンホール・文化会館たづくり・せんがわ劇場における自主事業への延べ参加者数」 
 文化施設３館で実施した自主事業への参加人数は，指標の８４．５％にとどまっています。原因は，指標設置時から

平成２２年度まで実施していた他機関との協働開催事業の参加者数（28,000 人）を計上していたことによるものです。

こうした減少要因がありながら，平成２４年度はたづくり・グリーンホールでは前年を約 12,200 人，７．４ポイ

ント上回る参加者がありました。 

せんがわ劇場での参加者数減少は，平成２３年度に引続き，鑑賞型から参加型の自主事業割合を多くしたこと，演劇

コンクールを実施しなかったことによるものです。 
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◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本事業別に記載しています） 
07-1 芸術・文化に触れる機会の提供 

美術鑑賞展示では，伊勢神宮を題材にした写真展や，「空気美術展」では，美術大学と連携した作品を展示するとと

もに，小学６年生までの２４人が作品づくりに参加，また，共催・公演事業のうち音楽事業では，相互協力協定を締

結しているバッハ・コレギウム・ジャパンによる公開リハーサルを３回実施するほか，芸術性の高い，また幅広い分

野の音楽事業を実施しました。その他にも，演劇事業，古典芸能や親子で楽しめるプログラムなども実施し，身近で

芸術文化に触れる機会の提供を行いました。映画事業のうち，「調布シネサロン」では，平成２４年に創立１００周年

を迎えた日活の作品特集と同じく７０周年を迎えた大映の特撮選を上映しました。 

07-2 市民の芸術・文化活動の促進 

調布よさこいは，１０回目を迎えることから，新しい踊りを制作し市内の踊り手で披露しました。また，市内各地

のイベントで出前よさこいを実施し市民相互の交流を深め，地域団体が実施する文化・交流事業に対しては，出演者

の紹介や運営のアドバイス，音響機材，テント等用具の貸出しをとおして援助を行いました。 

映画事業のうち，「調布映画祭２０１３」では，「映画のまち調布」を意識し，市内映画関連会社にちなんだ映画上

映，展示に加えて，スタンプラリー，映画音楽会等の関連企画の実施，また，第１６回ショートフィルムコンペティ

ションの表彰式と上映会を行いました。 

文化祭事業では，日頃の芸術・文化及び学習活動の発表の場とともに，市民が相互に刺激し合い，文化交流とコミ

ュニティ意識の向上を図る場として，調布市，調布市教育委員会，調布市文化協会と共に市民文化祭を実施しました。

音楽事業では，ちょうふ音楽祭２０１２で，市民が音楽の楽しさを知り，音楽に関わるきっかけを提供するための

複数のプログラムを実施し，その他子ども向けの「はじめてのオペラ」をシリーズ化し毎回好評な「調布の風コンサ

ート」や「ホッと・カフェ・コンサート」を実施しました。 

市民の皆様に定着した「小さな小さな音楽会」では，クラシック音楽のほかに，民族音楽など，触れる機会の少な

い楽器や音楽を提供し，様々なジャンルの音楽を生演奏で楽しめる機会を提供しました。 

芸術体験・育成事業では，「調布の星コンサート」として，調布市にゆかりがあり，将来活躍が期待される新人演奏

家の発表の場を提供し，地元の若い演奏家の育成・支援に取り組みました。 

せんがわ劇場では，第２回市民参加演劇で，地元の武者小路実篤をモチーフとした作品の上演や，専門家と市民が

協働して行う第12回アンサンブル公演を行いました。また，小品を繰り返し上演する事業を席数にあわせて「せんが

わシアター１２１」としてスタートさせました。 

音楽事業では，「サンデーマティネ・コンサート」が 100回を超え，更に上質なプログラムを提供する「サンデー

マティネ・コンサートPlus＋（プラス）」（有料500円）を新たにスタート，各種ファミリー音楽プログラム，ピアノ

オーディションなどを行いました。その他，仙川地域の協力も得て「JAZZ ART せんがわ」を7月に，「人形演劇祭

」を2月に実施しました。 

また，せんがわ劇場運営委員会は，25年度からの10年間の運営計画の策定に向けて協議を重ねました。劇場活動

を支えるボランティア「市民アンサンブル」は50人の方々が，年間を通じて活動しました。 

07-３ 芸術・文化施設の整備・運営 

調布市文化会館たづくり・調布市グリーンホールの管理運営では，「文化会館たづくり・グリーンホール貸施設利用

者アンケート」を前期・後期の計２回実施し，９割を超える利用者から「満足している」との回答を得ました。また，

事業や施設により親しみを感じていただくため，文化会館たづくりむらさきホール脇のスペースに，各文化施設で実

施中または，実施した事業の様子や過去の出演者のサイン色紙など，明るく楽しく展示するメジロギャラリーを設置

しました。 

施設管理では，特に使用電力について，利用者に配慮しつつ，空調や照明などのこまめな調節などの取組を継続実

施し，年間の使用電力量を，電力使用制限のあった平成２３年度とほぼ同程度にしました。 

文化会館たづくりは平成７年に竣工して１７年，グリーンホールは平成１２年に大規模改修を実施したものの，昭

和５２年に竣工して３５年が経過していることから，指定管理者からは，今後の維持保全計画と大規模改修について

提案されました。市ではこれを受け６年間にわたり計画的な改修を予定しています。 

せんがわ劇場では，施設利用アンケートにより，施設貸出の案内，確認方法や清掃等の改善をすすめました。開館

後5年となり，利用者が求める音響や舞台設備機器性能に対応しづらい場合もあることから，ホール設備の修繕計画立

案に着手しました。 
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