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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Ｐ142＞ 

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・文化活動を行えるような環境を
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。 

 

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 １年間で芸術文化を鑑

賞，または自ら芸術文化活

動を行った市民のうち，市

内公共施設を利用した市民

の割合【☆】 

52.3% 53.3% 51.6％ 49.9％ 60.0％ 

２ 文化会館たづくり・グ 

リーンホール・せんがわ劇 

場の施設利用率（ホール 

系・会議室系）【☆】 

ホール系

82.5％ 

会議室系

71.8％ 

ホール系

84.8% 

会議室系

79.1% 

ホール系 

83.7% 

会議室系 

82.2% 

ホール系 

84.9% 

会議室系 

78.1% 

ホール系

82.0％ 

会議室系

70.0％ 

 
◆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 １年間で芸術文化を鑑賞，または自ら芸術文化活動を行った市民のうち，市内公共施設を利用した市 
民の割合【☆】 
 平成２９年度市民意識調査によると，芸術文化鑑賞または芸術文化活動を行った人のうち約半数が市内 

公共施設を利用しておりますが，前年度と比較すると, １.７ポイント減少しました。 

また，同調査の，グリーンホール・たづくり・せんがわ劇場を中心とした芸術・文化活動に対する満足

度（「満足している」＋「どちらかといえば満足している」）は６７．２％で，前年度と比較すると， 

２．１ポイント減少しました。 

市内外を問わず，文化施設等で芸術文化の鑑賞や，自ら芸術文化活動を行った市民の割合は増加傾向に

あり，引き続き市民のニーズにあった魅力ある事業展開に努めます。 

 
２ 文化会館たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場の施設利用率（ホール系・会議室系）【☆】 
  利用率は，ホール系は１.２ポイント上昇し，会議室系は４.１ポイント減少しましたが，目標値を達成
しました。 
文化会館たづくりの入館者数は，平成２９年度は，１８６万８，３２７人となり，前年と比較すると 

１，２３６人の増となりました。施設貸出については，利用者の声を反映させ，満足度の向上に努めまし

た。  
 
 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№19 芸術・文化の振興） 

 
◆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） 
１９－１ 市民の芸術・文化活動の促進  
 （◆文化会館たづくり指定管理事業について） 
 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団では，文化会館たづくりの第三期（平成２６年度から
３０年度まで）の指定管理期間４年目として，財団のミッションと併せ「豊かな芸術文化・スポーツ活動
を育むまちづくり宣言」に沿い積極的な事業展開を図りました。 
ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会を見据え，「ｂｅｙｏｎｄ２０２０」プログラ

ムの認証を多くの事業で実施し，なかでも，東京スタジアム周辺の街並みをレゴ○Ｒブロックで模した作品
などを展示した「ボクらのブリック！」は，開館から初めて来場者が２万人を超え，機運醸成につながり
ました。また，次世代継承のテーマ「１００年後の君へ。」に沿い，日本の伝統文化の振興・裾野拡大と
して，「御燈能（みあかし）能 土蜘蛛」などを実施し，次世代への継承に取り組みました。 
「たづくりアスリート ワンダーウォール」は，オリンピック選手の跳躍距離などを体感できる企画と

して，文化会館たづくりエントランスホールで実施し，話題性のある取組となりました。 
（◆グリーンホール指定管理事業について） 
 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団では，グリーンホールの第三期（平成２６年度から 
３０年度まで）の指定管理期間４年目として，積極的な事業展開を図りました。 
 グリーンホール開館４０周年記念事業「わが町調布に響け！歓喜の第九」は，相互協力協定を締結して
いる桐朋学園オーケストラと公募市民合唱団が共演し，参加者同士の絆が深まりました。また，調布消防
署と共催で避難訓練コンサートを実施し，市民の防災意識の向上と会館スタッフの災害時における対応力
の向上に努めました。 
（◆財団の共催・独自事業として） 
 文化の交流と調布の魅力の国内外への発信力を高めるため，事業名を新たに「調布国際音楽祭」として
実施した音楽祭では，公募により集まった若い音楽家が，世界で活躍する名指揮者や演奏家の指導を受け，
実力派アーティストと共演する「フェスティバル・オーケストラ」など若手音楽家の育成・交流を図りま
した。また，「映画のまち調布シネコンオープン記念 甲冑・姫衣装を着て時代劇俳優なりきり体験！！」
では，市内映画・映像関連企業と協力し，映画のまち推進に努めました。調布映画祭は，平成３０年度か
らのリニューアルを目指し，財団，市及び市内映画・映像関連企業で，「映画・映像がつくられるまち」
として調布独自の映画祭（「映画のまち調布シネマフェスティバル」）に向け検討をしました。 
（◆財団の広報・マーケティング事業について） 
 ウェブで提供されている情報にアクセスし利用できるよう，情報バリアフリーの環境整備を行い，年
齢・身体的条件に関わらず，情報収集できる環境づくりを行いました。また，「利用者目線に立った良質
なサービスの推進と提供」を目指し，市内事業者及び教育・福祉などの各分野と連携し，より効果的な事
業の推進に努めました。 
（◆せんがわ劇場について） 
 市民が直接舞台芸術に触れ，参加し，親しんでもらう市民参加演劇「わが町，ちょうふ」～もののけ，
の，け～の公演を行った他，「クリスマス公演」や「ファミリー音楽プログラム」等，親子で楽しめるプ
ログラムを実施するなど，子どもから大人まで地域の方々が気軽に劇場に足を運んでいただける取組をし
ました。その他，桐朋学園や白百合女子大，地元商店街等，地域の学校や団体と連携した事業を実施した
ことにより，地域の芸術文化の拠点として認知度が高まりました。 
（◆東京２０２０大会参画プログラム（文化オリンピアード）） 
調布市文化協会を中心に実施した市民文化祭は，６２回目を迎え，「調布が奏でる文化・芸術の調べ」

をテーマに２６団体が参加し，文化・芸術の市民交流を行いました。また，東部・西部・北部公民館にお
いて，地域文化祭を開催し地域の交流を図りました。  
 「障害者アート展～アール・ブリュットの世界へ～」は，市内福祉団体と連携し，芸術文化の新たな広
がりとなりました。また，「アラビア書芸展」は，イスラーム文化の理解と文化交流を目的に実施し，多
様な分野と連携した取組となりました。 
 
１９－２ 芸術・文化施設の整備・運営 
（◆文化会館たづくり・グリーンホールの管理運営について） 
指定管理者との定期的な会議や日常的な情報共有を図り，利用者の立場に立ち，安全，安心かつ清潔で

快適な施設を目指した運営を行いました。施設整備については，文化会館たづくりでは，地下１階電動式
移動棚の改修及びくすのきホール負荷設備更新等を行いました。グリーンホールでは，１階レストラン空
調機更新等を行いました。また，改修については，優先度，緊急性の観点から効果的な改修に努めました。 
さらに，Ｗｉ－Ｆｉ整備（無料の公衆無線ＬＡＮの整備）や，文化会館たづくりでは，８階学習室座席

管理システムをリニューアルし，利用者の利便性の向上に取り組みました。 
文化会館たづくりでは，「エレベーターホール・アートプロジェクト」を実施し，エレベーター待ちの

利用者に楽しんでいただけるよう努めました。 
 
 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№19 芸術・文化の振興） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団は，第三期指定管理期間の２年目として，財団の基本計画に掲げるミッションを

基に魅力ある事業の展開及び安全安心な施設管理運営に取り組んだ。 

・財団設立２０周年及び市制施行６０周年の節目として，芸術・文化の振興とコミュニティの活性化に関する事業に取り組んだ。 

 ・調布市基本計画事業で計画された文化会館たづくり自動火災報知設備及び誘導灯更新工事及びグリーンホール小ホール舞台照明負 

 荷設備改修工事を実施したほか，施設の利便性や安全対策として，効果・効率的な改修を行った。 

 ・芸術・文化のさらなる推進に取り組むため，「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」を行った。 

 

 

 

（平成２８年度） 

・「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」を意識した各種事業展開に努め，市民が芸術文化に親しめる機会を創出し

た。 

・東京２０２０大会を意識した「和のテイスト」を活用した事業展開やスポーツとアートを融合させたたづくりエントランスホール

の活用など，市民の機運醸成につなげた。 

・若い世代に向けたアプローチを積極的に行うなど，幅広い年齢層に向けた事業展開に取り組んだ。 

・くすのきホール改修工事による音響設備の改善 

・積極的なアウトリーチ事業の展開 

・横断的な連携による「ゲゲゲギャラリー」の設置 

・平成２７年度から引き続き実施した調布市民と木島平村民の囲碁交流は，文化交流の裾野の拡大を図った。 

・国内有数のオペラ団体である一般社団法人東京室内歌劇場と締結した「調布市民の豊かな芸術文化活動を育む包括協定」により， 

 市民がより身近にオペラ鑑賞ができる機会を提供した。 

 

 

 

（平成２９年度） 

・「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，各種事業の展開に努め，市民の誰もが芸術文化に親しめる機会に

取り組んだ。また，宣言のシンボルマークを作成し，今後，宣言に基づき，事業を促進していく。 

・ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会を見据え，「東京２０２０大会参画プログラム（文化オリンピアード）」（４

事業）や「ｂｅｙｏｎｄ２０２０」プログラムの認証（１０事業）を実施し，機運醸成につなげた。 

・日本の伝統文化の振興・裾野の拡大を図り，次世代への継承に取り組んだ。 

・財団では，地域資源を活用した展示「クリエイティブリユースでアート！」のほか，関連体験事業「フィルム缶にアート！」を市

内特別支援学級で実施。市では，「障害者アート展」の開催など多様な芸術文化と様々な主体との連携により，東京２０２０大会に

向けて大きな一歩となる事業展開が図られた。 

・市民文化祭や調布市民と姉妹都市木島平村村民との囲碁交流など，芸術・文化を通した市民交流の促進を図った。 

・グリーンホール及び文化会館たづくりでは，調布市基本計画事業で計画された施設整備のほか，優先度，緊急性の観点から効果的

な改修に努めた。さらに，Ｗｉ－Ｆｉ整備（無料の公衆無線ＬＡＮの整備）や，文化会館たづくりでは，８階学習室座席管理シス

テムをリニューアルし，利用者の利便性の向上に取り組んだ。 

・せんがわ劇場では，学校等に積極的なアウトリーチ事業を展開した。また，子どもも参加できる事業を地域と連携して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆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№19 芸術・文化の振興） 

◆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 １年間で芸術文化を鑑賞，または自ら芸術文化活動 
を行った市民のうち，市内公共施設を利用した市民の割 
合【☆】 
（目標値：60.0％ 現状値：49.9％） 

○ 

【要因・課題】 

市外での活動等も増えているが，約半数は市内公共

施設を利用している。特色ある事業展開と，子ども

のころから芸術文化に親しめる環境整備が必要。引

き続き目標値達成を目指す。 

２ 文化会館たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場

の施設利用率（ホール系・会議室系）【☆】 
（目標値：ホール系 82.0％，会議室系 70.0％  
現状値：ホール系 84.9％，会議室系 78.1％） 

◎ 
【要因・課題】 

施設利便性の良さもあり，安定的な利用率となり，

目標値を上回る見込み。 

  
◆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「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，多様な分野と連携し，市民が芸術・文化にふれる機会の創出

に努め，十分な成果を得ている。 

②芸術・文化を通した市民交流の促進。 

 

 

③芸術家・文化人や地域資源の活用・連携によるまちの魅力づく

り。 

 

④財団事業のアウトリーチ事業を中心にせんがわ劇場で実施し，

市内文化施設３館（たづくり，グリーンホール，せんがわ劇場）

の連携やせんがわ劇場の効果的な運営方法など検討した。 

 

①産業・教育・福祉などさまざまな分野とさらなる連携を図る。 

 

 

②市制施行と共に育んでいる市民文化祭をはじめとする芸術・文

化を通じた市民や団体の交流。せんがわ劇場では，市民参加型の

演劇講座や音楽事業に気軽に参加できるよう取り組む。 

③世界的に活躍する著名なアーティストを多数輩出している桐朋

学園や白百合女子大学などの地域資源の活用と連携による事業の

展開。新たな芸術家の支援を行う。 

④引き続き，せんがわ劇場の効果的な運営方法の検討を行う。新

しいサービスの提供については，３館以外の市内施設も一体とな

った取組として，効果的に推進できるよう取り組む。 

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老朽化，バリアフリー，トイレの洋式化等課題がある。 

 

①公共施設全体の計画の中で調整が必要。 

 

   
◆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 
・「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，地域資源の活用と多様な分野と連携し，各種事業の展開に努め，

市民の誰もが芸術文化に親しめる機会に取り組んだ。 

・ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会に向け，日本の文化の継承や，たづくりエントランスの活用など様々な事

業を実施し，機運醸成につなげた。 

・文化会館たづくり及びグリーンホールは，計画的に施設整備を行い，利用者の安全・安心に努めたほか，市民ニーズの把握に努め

改善を図り，快適に利用できるよう努めた。 

・調布市文化協会を中心に実施する市民文化祭をはじめ，市民講師による文化実技講座など，市民文化の向上と，芸術・文化を通じ

た市民や団体の交流を促進した。 

・せんがわ劇場では，桐朋学園，白百合女子大学，商店街及び地域団体等と連携した事業展開をしたことにより，地域の魅力を高め

ることに寄与したが，市の東部地域以外にも，せんがわ劇場の認知度を高めることが課題となっている。 

 

 

 

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№19 芸術・文化の振興） 

◆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） 
◎２０１９・２０２０年を契機とした，芸術・文化が身近に感じられるまちづくりと地域資源のさらなる魅力発信，市民の文化活

動の広がりの創出。「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」に基づく事業の促進。 

・文化芸術振興基本法の一部を改正する法律に基づき，産業，スポーツ，国際交流，教育，福祉など幅広い分野との連携及び地域

固有の文化資源の活用。 

・市内文化施設３館（たづくり，グリーンホール，せんがわ劇場）の連携，効果的な事業の実施のほか，郷土博物館，武者小路実 

篤記念館など事業・人材育成等において連携した市民サービスの向上の検討。 

・障害者アートなど芸術・文化の広がりと芸術文化活動の支援。 

・芸術・文化を通じた市民や団体の交流促進と活動の支援。 

・施策名の検討（仮：芸術・文化の推進） 

 

 

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 

①文化プログラムの推進に向けた取組 
  東京２０２０公認文化オリンピアード 
  東京２０２０応援文化オリンピアード 
   beyond２０２０プログラム 
②平成２９年６月２３日 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律の
施行。法律名が，「文化芸術基本法」に改正され，各関連分野における有
機的な連携及び環境整備に「年齢，障害の有無又は経済的な状況」にかか
わらず等しくできるようにする旨が追加。 
 

①市及び財団事業においても文化プログラムの推進

に取り組んだ。市民団体等の活動についての活動支援

が課題。 

 

②福祉・教育・産業など幅広い分野との連携が規定に

追加されており，さらなる連携の推進を図る必要があ

る。 

 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①東京都では，平成２７年３月３１日，東京２０２０大会の開催やその先
を見据えた，今後の芸術文化振興における基本方針となる「東京文化ビジ
ョン」を策定 
②東京２０２０大会に向けて，首都圏の劇場やコンサート会場が改修工事
などで閉鎖し，施設が不足する「２０１６年問題」がある。 
 
 
 
③２０２０年４月から東京都では，「Ｔｏｋｙｏ Ｔｏｋｙｏ 
ＦＥＳＴＩＶＡＬ」，東京２０２０大会組織委員会では，「東京２０２０ 
ＮＩＰＰＯＮ フェスティバル」を開催予定。 
 

①方針に沿い，事業展開を実施している。 

 

 

②首都圏のホール改修に伴う調布市のホールへの影

響は，機材等の搬入の難しさもあり，現在のところは

ないと考える。引き続き，市民の利用に影響がないか

注視していく必要がある。 

③情報収集に努め，連動した事業の展開など検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

そ
の
他 

①市民意識調査では，満足度が高く優先度は低い施策となっている。 
 

①現状の満足度を維持していくために，市民ニーズの

把握に努め事業を実施する。 

 

 

 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№19 芸術・文化の振興） 

◆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，自らの関心や生活スタイルに合わせ，芸術・文化の鑑賞や芸術・文化活動に参加します。 

・事業者は，地域特性に合わせて，市民が芸術・文化にふれる機会や場の提供に協力します。 

 
 
＜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） 

・市内文化施設３館（たづくり，グリーンホール，せんがわ劇場）のほか，郷土博物館，武者小路実篤記念館などと事業・人材育

成等において連携し，市民サービス向上に向けた取組の検討を行う。 

・東部地域にある公的施設や大学等の教育機関が連携し，地域の特色を活かした芸術・文化活動の促進を図る。 

 

 

○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） 

・調布にゆかりのある芸術家・文化人の活用 

・桐朋学園大学など連携大学との連携強化 

・映画・映像関連企業との連携による事業計画 

・新たな芸術家・文化人の発掘と支援 

・市民と協働による文化力の発信 

・スポーツ，観光・教育，福祉など幅広い分野との連携 

・オリンピック・パラリンピック競技開催地としての文化プログラム実施とまちの魅力発信 

 

（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） 

・調布市文化・コミュニティ振興財団では，事業運営において幅広い分野との連携を深め，取り組む。 

・多様な主体との連携のもと市内全域で取り組む芸術・文化祭のようなイベント「（仮称）１００年後の君へ。Ｃｈｏｆｕ  

Ａｒｔ Ｓｐｉｎ ２０２０」の取組を検討している。 

・障害者アート展の開催。 

 

 


