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目 
的 

対 象 市民，来街者 
意 図 市民がまちに愛着と誇りを持つ，多くの来街者が市内を回遊する 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ134＞ 

地域資源の魅力の向上と積極的な活用により，市民がまちに愛着と誇りを持ち，多くの来街者からも訪れたいと思わ

れる，にぎわいのあるまちづくりを進めます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ ロケ支援件数 
【☆，◎】 

101件 102件 109件 114件 135件 

２ 深大寺地域など観光振

興に満足している市民の割

合【☆，◎】 
70.8% 70.2% 72.6％ 69.5％ 80.0％ 

３ 調布市観光協会ホーム

ページアクセス数【☆】 

48万3,627

回 

48万194 

回 

38万6,945

回 

３１万7,205

回 
60万回 

４ 映画・映像関連企業と
連携した取組の件数【◎】 

16件 20件 22件 35件 25件 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ ロケ支援件数【☆，◎】 
ロケ支援件数は，映画のまち調布ホームページのリニューアルを行い，ロケ地・ロケ弁当情報の拡充や

市役所内での撮影など，積極的な支援により，前年度と比較し５件増でした。 
 
２ 深大寺地域など観光振興に満足している市民の割合【☆，◎】 
 深大寺地域などの観光振興に満足している市民の割合は，基本計画策定時の現状値７６．６％（平成 
２４年度）と比較し７．１ポイント減，前年度と比較し３．１ポイント減の６９．５％でした。 

３ 調布市観光協会ホームページアクセス数【☆】 

調布市観光協会ホームページのアクセス数は，基本計画策定時の現状値（平成２３年度）と比較し 
１６万３，８９４回減，前年度と比較して６万９，７４０回の減でした。 

４ 映画・映像関連企業と連携した取組の件数【◎】 
平成２９年秋の「イオンシネマ シアタス調布」の開業を契機に，「シネマでお出かけサポート」，「チ

ケット半券サービス」など株式会社イオンエンターテイメントと連動した取組のほか，「映画のまち調布」
応援キャラクターガチョラを活用したＰＲや，市民エキストラ参加のもと「時代劇撮影体験 調布ＰＲ動
画」制作など新たな事業を実施し，前年度より１３件増加しました。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№17 魅力ある観光の振興） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１７－１ 「映画のまち調布」の推進（総合戦略Ｇ－⑤） 
 市内の映画・映像関連企業・市民団体との連携を図りながら，映画・映像を「つくるまち」，「楽しむま
ち」，「学ぶまち」をテーマに「映画のまち調布」を推進しました。 
 市民・事業者等と連携・協力した小・中学生の映画づくりワークショップ「子どもたちと映画寺子屋」，
「調布ジュニア映画塾」などの支援や，高校生の「高校生フィルムコンテスト in映画のまち調布」の開
催，城西国際大学と連携した「商店会ＣＭ」の作成等，調布市ならではの世代に合わせた事業を展開し，
映画・映像を「つくるまち」の推進に取り組みました。 
 パッケージ化したフィルムコミッション事業（撮影支援）に積極的に取り組み，問い合わせ件数４３４
件，うち１１４件の撮影支援を実施しました。 
 映画を「楽しむまち」の推進として，乳幼児の親子を対象とした「母と子の映画寺子屋上映会」や，子
どもたちの映画デビューの場となる「ちょうふ親子映画上映会」を市民団体と連携し，開催しました。「ち
ょうふ親子映画上映会」は，上映だけではなく，映画のはじまりの機械を工作するワークショップなども
開催し，２日間で約１，８００人の来場者に映画の楽しさを伝えることが出来ました。 
 高校生フィルムコンテストの一環として，「映画撮影等技術講習会」や，一般公開していない角川大映
スタジオ撮影所内の見学及び講習会に実施など，調布市内の高校生を中心に映画・映像を学習する機会を
提供し，映画・映像を「学ぶまち」を推進しました。 
調布観光フェスティバルでは，「映画のまち調布」応援キャラクターとして「ガチョラ」の任命式を行 

い，市長から任命状が授与され，イベント等様々な場面で「映画のまち調布」の推進に取り組みました。 
平成２９年秋の「イオンシネマ シアタス調布」の開業を契機に，「映画が始まる前の広告上映（プレ 

アド）上映」，「栄光のランナー１９３６ベルリン 上映会」，「オープニングセレモニーにガチョラ登場」，
「東日本大震災復興支援映画 MARCH 上映会」，「シネマでお出かけサポート」，「チケット半券サービ
ス」，「調布市及び調布市観光協会の年賀PR上映」など，株式会社イオンエンターテイメントと連動した
新たな取組を実施しました。 
市民エキストラ参加のもと「時代劇撮影体験 調布ＰＲ動画」制作など新たな事業を実施しました。 
平成３０年度リニューアルする「映画のまち調布 シネマフェスティバル２０１９」に向け，実行委員

会を１回，有識者会議を４回開催しました。 
１７－２ 地域資源を活用したにぎわいの創出（総合戦略Ｇ－⑥） 
調布市の観光振興の中心的役割を担う調布市観光協会の運営を支援し，豊富な地域資源を有する調布市

の魅力向上に取り組みました。 
平成２９年秋の「トリエ京王調布」の開設を契機とした調布の魅力発信・活性化の取組として，９月 

２３日（土）から１２月３１日（日）までを「調布１００日まつり」と銘打ち，７０を超える魅力的なイ
ベント等を実施し，一層の商業活性化の取組を実施しました。 
 深大寺周辺で実施される「鬼燈まつり」，「夕涼みの会」，「そばまつり」等の後援・協力を通し，調布市
の魅力の発信に努め，あわせて深大寺白鳳仏の国宝指定を広くＰＲしました。 
「野川灯籠流し」では，地域花火として４回目となるナイアガラ型の花火を開催しました。 
調布市観光ボランティアガイドへの研修等を全２回実施し，ガイド能力の向上を図ったうえで，深大寺

観光案内所の運営，深大寺周辺を中心とした観光客等への案内やガイドを無料で実施しました。 
オリンピック・パラリンピックと連携し，東京２０２０大会の機運醸成や競技の普及啓発を図ることを

目的に，開催の３年前に当たる日にカウントダウンイベントを行い，フィナーレに花火を打上げることで，
楽しみながら賑わいを創出しました。 
２６回目を迎える調布観光フェスティバルは，地域に密着したイベントで，観光振興を目的に市内のお

いしいものや特産品の販売，ダンスやプロレス等による迫力あるステージなど，調布にゆかりのあるゆる
キャラⓇも大集合し，にぎわいの創出に努めるとともに，飲食店舗にはリユース食器の利用をお願いし，
環境にも配慮して８月最終土日の２日間実施しました。また，夏の風物詩「調布よさこい 2017」，「ま
ちなかラグビー」と同時開催（日曜日のみ）とし，双方の来場者も交流し更なる賑わいを創出しました。 
調布市名誉市民・故水木しげる氏に対する変わらぬ感謝と敬意を表するとともに，その御功績を市民と

共有するため，命日の１１月３０日を「ゲゲゲ忌」と命名し，布多天神社と調布駅前広場でのイベントや，
ゆかりの地をめぐるスタンプラリー，シアタス調布でのアニメ上映会，トークショー等を実施しました。 
また，第４回Ｏｈ!!辛チャレンジを１月から３月まで開催し，調布の魅力を発信しました。 
映画のまち調布“秋”花火２０１７は，開催の一週間前に上陸した台風の影響により，花火打上場所で

ある中州付近の水位が上昇し花火打上資材を中州に運搬することができず「中止」となりました。 
深大寺春の和めぐりでは市内の映画・映像関連企業の協力のもと実施する本格撮影体験や，大人から子

どもまで楽しめるチャンバラ合戦，深大寺城跡史跡講義・見学会から，和のパフォーマンスまで，様々な
和を体験できるイベントを開催する予定であったが，荒天不良により「中止」となりました。 
１７－３ 特色ある観光情報の発信 
 ホームページをはじめ，ＦａｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒなどＳＮＳによる情報発信を随時行うこと
で，情報の拡散を図りました。 
 深大寺を中心にインバウンド（訪日外国人旅行）観光推進に資するため，一般財団法人モバイルスマー
トタウン推進財団と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，多言語情報サイト
「Guidoor」（ガイドア）を構築し，観光施設等に案内パネル・ステッカー等を設置し情報発信しました。 
近隣自治体と連携し駅や東京スカイツリー等で合同ＰＲを行い，観光情報を発信しました。 

 調布駅前広場では調布市観光案内所「ぬくもりステーション」にて，市内外の観光客等に向けた観光情
報の発信を行いました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№17 魅力ある観光の振興） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・映画・映像を「つくるまち」，「楽しむまち」，「学ぶまち」としての「映画のまち調布」の積極的な推進 

・フィルムコミッションの積極的な取組によるロケ支援数の増加 

・市内映画・映像関連企業に焦点を当てた特別企画展の開催による映画のまち調布のＰＲ 

・調布ゆかりのプロスポーツチームと連携したにぎわいの創出 

・ホームページ，フェイスブック等を活用した観光情報の積極的な発信 

・各種イベント等を活用した東北被災地の継続的な支援 

・調布市観光協会と連携した観光事業の積極的な推進 

・観光イベント等を通じた被災地復興支援の継続的な取組 

・カナダ・ケベック州との連携 

 

（平成２８年度） 

・映画・映像を「つくるまち」，「楽しむまち」，「学ぶまち」としての「映画のまち調布」の積極的な推進 

・フィルムコミッションの積極的な取組によるロケ支援数の増加 

・調布の観光資源である深大寺にて，市内映画関連企業と連携し，様々な「和」を体験できるイベントの展開 

・平成２９年秋のシネマコンプレックス開業に向けた関連事業者との連携 

・カナダ・ケベック州との連携 

・深大寺白鳳仏の国宝指定による観光振興 

・調布市観光マップの多言語化（英語・中国語〔簡体字・繁体字〕・韓国語）の発行 

・天神通り周辺の無料公衆無線ＬＡＮ設置事業の実施 

・調布市名誉市民・故水木しげる氏関連事業として「ゲゲゲ忌」を実施 

 

 

（平成２９年度） 

・映画・映像を「つくるまち」，「楽しむまち」，「学ぶまち」としての「映画のまち調布」の積極的な推進 

・フィルムコミッションの積極的な取組によるロケ支援数の増加 

・調布の観光資源である深大寺にて，市内映画関連企業と連携し，様々な「和」を体験できるイベントの展開 

・トリエ京王調布の開業を契機とした魅力発信事業として，「調布１００日まつり」と称してイベントなど７０を超える事業を多様な

主体と連携して実施 

・シアタス調布と連携し映画関連イベントの開催など，「映画のまち調布」の推進に向けた取組を数多く実施 

・「映画のまち調布」応援キャラクターにガチョラを任命 

・カナダ・ケベック州との連携 

・調布市観光マップの表紙リニューアル 

・調布市名誉市民・故水木しげる氏関連事業として「ゲゲゲ忌」を実施 

・調布の魅力をめぐるウォークラリーの実施（調布市観光協会との連携事業） 

・近隣市と連携したレンタサイクル事業の実施（三鷹市と小金井市との連携事業） 

・調布市魅力発信事業（東京都と連携したＰＲ動画を作成） 

 

 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ◎ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№17 魅力ある観光の振興） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ ロケ支援件数【☆，◎】 
（目標値：135件 現状値：114件） ○ 

【要因・課題】 

フィルムコミッション事業に積極的に取り組んだこ

とにより年々増加傾向にある。 

２ 深大寺地域など観光振興に満足している市民の割合

【☆，◎】 
（目標値：80.0％ 現状値：69.5％） 

△ 
【要因・課題】 

指標の対象が市民のため，観光振興施策に触れられ

ていない可能性がある。 

３ 調布市観光協会ホームページアクセス数【☆】 
（目標値：60万回 現状値：31万 7，205回） △ 

【要因・課題】 

SNSの普及等，ホームページのあり方自体の検討が

必要。 

４ 映画・映像関連企業と連携した取組の件数【◎】 
（目標値：25件 現状値：35件） ◎ 

【要因・課題】 

「イオンシネマ シアタス調布」と連携した新たな

取組を実施したため，目標達成。 
   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①「映画のまち調布」の推進 

 

 

 

 

 

 

②地域資源を活用したにぎわいの創出 

 

①シアタス調布の開業を契機に一層連携を強化し，更なる「映画

のまち調布」の推進に取り組む。また，調布の魅力発信につな

げることを目的としたロケの支援に積極的に取り組む。 

 なお，ロケ支援体制の構築・ルールづくりにおいては，狛江市

は業者委託，日野市は法人化することにより有料化に取り組ん

でいるが，調布市は行政主体で実施しており，今後体制の構築

を進めていく。 

②深大寺や水木キャラクター等の地域資源を活用するほか，観光

協会をはじめとした地域の多様な団体と連携を図りながら，更

なるにぎわいを創出していく。 

 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①特色ある観光情報の発信 

 

①調布市観光協会フェイスブック，ツイッターによる情報発信に

積極的に取り組んでいるが，ホームページの閲覧数は伸びてい

ない。 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・「映画のまち調布」の推進については，フィルムコミッション事業に積極的に取り組んだことにより，ロケ支援件数は年々増加した。 

また，平成２９年秋の「イオンシネマ シアタス調布」の開業を契機にシネコンと連携した事業を実施したほか，市内映画・映像

関連企業との連携し様々な世代を対象としたイベント・事業を実施したことにより，映画・映像を「つくるまち」，「楽しむまち」，

「学ぶまち」をテーマとした「映画のまち調布」を推進できた。 

・地域資源を活用したにぎわいの創出については，深大寺や水木キャラクター，ＦＣ東京等の調布市ならではの観光資源を生かした

地域活性化事業・支援を展開していき，各事業の参加者などからは好評を得られたものの，市民満足度は減少傾向にある。 

・特色ある観光情報の発信については，ホームページアクセス数は年々減少傾向ではあるが，その他のＳＮＳツールや紙媒体での情

報発信，多言語化対応，観光案内所の運営等を実施したため，来訪者が求める観光情報に対しては概ね対応できている。 

 

 

 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№17 魅力ある観光の振興） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・映画・映像関連企業・市民団体との連携 
・ロケツーリズムの取組 
・映画・映像を「つくる」「楽しむ」「学ぶ」をテーマとした取組 

◎ラグビーワールドカップ２０１９・東京２０２０大会を契機としたにぎわいの創出 

・調布市観光協会の組織強化 

・効率かつ効果的な情報発信企画の取組 

・民間活力を導入したシェアサイクル事業の促進 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

・平成 28年 3月に観光庁が策定した「明日の日本を支える観光ビジョ
ン」では，2020年目標の訪日外国人旅行者数は4,000万人（2015
年の約 2倍），訪日外国人旅行消費額は８兆円（同２倍超），日本人国
内旅行消費額２１兆円（最近5年間の平均から5％増）とされた。 

・観光ビジョンによる主な施策（2020年までに主要観光地の100％ク
レジットカード対応化，無料 Wi-Fi環境と SIMカードの相互補完の利
用促進，世界水準のDMO形成，文化財を核とした観光拠点化整備） 

・平成２６年１０月２４日，京都市において，京都市，公益社団法人日本
観光振興協会，「世界文化遺産」地域連携会議の共催により『世界遺産
サミット』が開催された。 

・平成２６年１２月２２日，訪日外国人旅行者数が１，３００万人を達成
した。 

・平成２７年度の訪日外国人旅行者数は１，９７４万人であった。 
・東京２０２０大会において，スポーツの祭典とともに，文化の祭典とし
て，文化プログラムの実施に向けた文化庁の基本構想の発表（目標値）
イベント：２０万件，参加人数：５０００万人 

 

・深大寺を中心とした観光地のクレジットカード対応

化の促進 

・無料Wi-Fi環境の整備促進 

 

・映画・映像関連事業者と連携し，訪日外国人旅行者

を誘致できるような「映画のまち調布」ならではの

事業展開 

 

 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

・平成２６年３月に観光庁が策定した「観光立国実現に向けた多言語対応
の改善・強化のためのガイドライン」等を踏まえ，東京都は内容をより
充実させた東京都版ガイドラインとして「国内外旅行者のためのわかり
やすい案内サイン標準化指針」を改定した。 

・平成２７年１月，東京都は，東京の食を楽しむウェブサイト「ＥＡＴ 東
京」を開設した。 

・区部や近隣市において，民間活力を導入したシェアサイクル事業が展開
されている。 

 

・サインや等の多言語対応化の推進 

・観光振興のみならず交通政策の視点も踏まえたシェ

アサイクルの検討 

 

 

そ
の
他 

・平成２９年秋，調布駅前のシネマコンプレックスを含む複合商業施設の
開業 

・平成３１年度にラグビーワールドカップ２０１９が東京スタジアム（味
の素スタジアム）で開催されることが決定 

・平成29年3月，深大寺白鳳仏が国宝指定 
 

・平成２９年秋竣工予定であるシネマコンプレックス

開業を「映画のまち調布」施策の拡充に向けた好機

と捉え，「映画のまち調布」ならではの魅力的な事

業の充実を図る 

・白鳳仏の国宝指定を契機とした更なる観光振興の推  

進 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№17 魅力ある観光の振興） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，まちの魅力に愛着と誇りを持てるよう，地域資源を大切にします。 

・事業者は，地域資源を大切にするとともに，来街者に対しておもてなしの心を持ち，きめ細かなサービスの提供に努めます。 

 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・映画のまち調布の推進やロケ支援に当たっての事業連携や公共施設の活用など，施設の所管部署との連携強化 

・多摩地域が一体で取り組む観光地域づくりための広域連携 

・ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０大会を見据えた，調布駅前広場や深大寺をはじめとする外国人等の観光客誘致

につなげるおもてなしイベントの支援・取組のための市内店舗，商店会，商工会等との連携強化 

・調布市観光協会の組織強化に向けた関係団体との協議 

・観光商業振興，交通政策，スポーツ振興，健康増進等多様な施策と連携した民間活力によるシェアサイクル事業の促進 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・「映画のまち調布」 

・調布花火 

・水木キャラクター（水木マンガの生まれた街） 

・古刹・深大寺周辺地域 

・京王電鉄株式会社やシネマコンプレックスと連携した調布駅前広場の換気塔(列車風緩和坑)等をはじめとした新たなスポット 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・映画のまち調布応援キャラクター「ガチョラ」の活用等 

・観光振興施策の情報発信の強化 

 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


