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目 
的 

対 象 市民，文化遺産 

意 図 
文化遺産や伝統を後世に伝え，郷土への愛着をはぐくむ，文化遺産を保存し，学習素材やまちづく

りに活用する 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ146＞ 

歴史や地域ゆかりの文化・伝統を後世に残し，幅広い世代がふれることができるための基盤整備を推進します。 
 

 

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 文化遺産の数（国・都・

市指定等文化財）【☆】 
69件   71件 72件 74件 79件 

２ 実篤記念館の入館者数

（実篤公園利用者含む）

【☆】 
3万4,385人 3万7,149人 3万1,200人 ４万1,120人 3万500人 

 
◆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 文化遺産の数（国・都・市指定等文化財）【☆】 
文化遺産の総件数が７４件に達しました。 

内訳は，深大寺銅造釈迦如来倚像（白鳳仏）が国宝となりました。また，下布田６号墳が都指定史跡に格
上げされました。調布市文化財保護審議会が８回開催され，新たに佐須町の虎狛神社石鳥居と虎狛神社之
石碑が市指定文化財に加わりました。その結果，国宝１件，国重要文化財 1件 国史跡２件 国登録有形
文化財８件，都指定有形文化財１件，都指定史跡１件，都天然記念物１件，市指定文化財５９件となりま
した。 
 
 
２ 実篤記念館の入館者数（実篤公園利用者含む）【☆】 
武者小路実篤記念館では，平成３０年に実篤が追い求めたコミュニティー「新しき村」が１００周年に

なるのを機に，宮崎県木城町での調査を開始し，隣町高鍋町美術館での実篤関連特別展を受託するなど外
部へ積極的にアプローチしました。オンラインゲームとのコラボ企画は若年層の来館を全国から呼び寄
せ，武者小路実篤記念館入館者は，平成３０年度目標値を大きく上回る４１，１２０人となりました。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№20 地域ゆかりの文化の保存と継承） 

 
◆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） 
２０－１ 歴史・文化遺産の保存と継承・活用 
・国宝に指定された深大寺銅造釈迦如来倚像（白鳳仏）が国立博物館から戻ってきたのを契機に奉迎式を
挙行しましたが，郷土博物館として，有職故実（時代考証）等の協力をしました。（５月２０日） 
・深大寺銅造釈迦如来倚像の国宝指定を記念して，学識経験者，ノンフィクション作家を招き７回連続の
講演会を深大寺本堂で開催し，国宝の顕彰と深大寺の歴史の学習の一助としました。 
・東京都文化財ウィーク（１０月から１１月）に合わせ１１月１日から１１日までを会期とし，深大寺白
鳳仏国宝指定記念展「はるかなる白鳳のほほえみ～深大寺釈迦如来像と寺のたから」を開催し深大寺地域
の観光振興につなげました。 
・２０２０東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成のため「東京オリンピックの資料展」を文化会
館たづくりで開催しました。また版画家関野凖一郎・洋作親子の版画展を調布市文化コミュニティー振興
財団と共催しました。 
・京都市の大政奉還１５０周年事業に協賛する形で大政奉還１５０周年記念特別展「近藤勇と調布の幕末
維新」を博物館本館１階で１０月から１２月に開催しました。市指定文化財「近藤勇養子縁組状」をはじ
め，近藤勇直筆の手紙等文化財級の古文書類や史料を展示しました。加えてロビー展として２月２４日か
ら１２月１７日まで新選組と近藤勇関連資料を展示して全国スタンプラリーの押印場所となることで，多
くの来館者がありました。 
・下布田６号墳通称狐塚古墳が調布市教育委員会の同意意見を踏まえ市指定史跡から都指定史跡に格上げ
になりました。 
・調布市文化財保護審議会を８回開催し市指定文化財の候補を選定し，審議しました。その結果，虎狛神
社石鳥居【市指定有形文化財（建造物）】及び石碑である虎狛神社之碑【市指定有形文化財（歴史資料）】
が指定されました。 
・国宝や市指定文化財の啓発のため調布の文化財第５５号・５６号を発刊し啓発したのをはじめ，オリン
ピックの機運醸成のため博物館だより７９号を発刊しました。 
・国史跡下布田遺跡保存活用検討委員会を３回開催し，平成３０年度の保存活用計画策定に向け審議しま
した。この計画書は平成３０年度に文化庁に報告し，史跡公園整備につなげていきます。 
・国史跡深大寺城跡第３郭のうち１９０．４９㎡を購入しました。また，２５０㎡の寄付を受けました。 
・第６０回調布市祭ばやし保存大会（記念大会）を開催し記念誌を作成し，市指定無形民俗文化財の保存
に努めました。 
２０－２ 武者小路実篤を核とした地域ゆかりの歴史文化・資源の保存と継承・活用 
・春の特別展「武者小路実篤の出版事情～『白樺』『大調和』」では実篤の活動を通じて明治・大正期の雑
誌編集や出版技術などの様子を学ぶ機会としました。 
・オンラインゲーム「文豪とアルケミスト」とのコラボ（共同）事業により実篤記念館を舞台に８月２日
から２７日の期間内に３，３２８人の来館がありました。全国規模で１０代・２０代の若者の来館者があ
り，リピーターも多く，記念館の周知につながりました。 
・秋の特別展では「素直に楽しむ 武者小路実篤と民藝」を開催し，親交のあった民藝の提唱者柳宗悦 
の収集品と実篤の愛蔵品を同時に展示し，美意識の共通性や相違を紹介しました。 
・実篤記念館で「実篤公園は縄文遺跡だった」コーナーを設け，博物館学芸員が解説を作成し,郷土博物
館では「おもちゃを愛でる～調布ゆかりの作家と郷土玩具」で実篤の描いた郷土玩具の絵が展示され， 
主管課，指定管理者の枠を超え，郷土博物館と実篤記念館の連携を深めました。 
・新しき村が平成３０年１１月に１００周年を迎えるのを期に，宮崎県高鍋町美術館の特別展「武者小路
実篤 新しき村 人間万歳」を展示事業全般にわたり財団が受託し開催しました。九州初の展示に県外か
らの来訪者も多く実篤の顕彰に貢献しました。 
・寄託を受けていた，実篤の代表作「真理先生」の原稿を調布市美術作品等取得基金で購入し，原資料の
散逸防止につなげました。 
・記念館の実篤研究の中心的役割と実績が認知され，各方面から美術作品，原稿，書籍等６９１点もの寄
贈がありました。その他，寄託も含め平成２９年度の収蔵総数は，８４２点にのぼりました。 
・収集作品・資料を速やかに整理し良好な状態で保存し，データベース化して管理し，レファレンスにつ
なげるよう努めました。 
・新しき村１００周年事業の一環で，宮崎の日向新しき村と埼玉毛呂山の新しき村の記録映像作製に取り
かかり，地元に残る新聞資料等の調査を開始しました。平成３０年度の100周年事業で発表する予定で
す。 
・ツイッターの記念館独自アカウントを開設し，若い世代への情報発信を行いました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№20 地域ゆかりの文化の保存と継承） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・国史跡下布田遺跡の保存では，７８０㎡が追加指定となり，指定面積が１万２，８２９．７５㎡となった。 

 遺跡の整備に向け，史跡公園の整備を最終目標に設立された調布市下布田遺跡保存管理計画策定委員会は，文化庁指示により遺跡 

 の総括評価を行うべく，調査評価委員会と名を改めて，３回開催した。 

・初のキリスト教史跡サレジオ神学院内キアラ神父墓碑と深大寺白鳳仏厨子の２件を市指定文化財に指定し，調布の地域文化資源と 

した。 

・深大寺城跡の第３郭保存活用に向け，３０５．５㎡余の用地を購入した。 

・広域連携事業の「第１６回多摩川流域郷土芸能フェスティバル」に，祭ばやし保存会から国領はやし連が参加した。 

・深大寺地域まるごと博物館事業の情報発信手段として導入したＡＲアプリをアンドロイド版に拡大し，言語は２６年度の日本語・ 

 英語に，平成２７年度は中国語・韓国語を加え，２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催に向け，多言語対応させた。 

・実篤公園の良好な維持と美観の保持，来園者の快適な利用を図るために日常の維持管理に努めた。 

・実篤・白樺・新しき村の情報発信基地として，資料収集・展示・市制施行の周年行事の実施等各種普及事業を進めた。 

・武者小路実篤記念館は，市内小・中学校をはじめ，高等学校，大学との学校教育連携事業を進めるとともに，仙川を中心とした公 

民館，せんがわ劇場等の市内公共施設とも協力し，有機的連携事業を実施した。 

 

（平成２８年度） 

・調布市史跡下布田遺跡調査評価委員会の審議を経て，遺跡の価値を総括的にまとめ，文化庁に報告した。 

 この結果を受けて，２９年度から２か年計画で，史跡の保存活用計画を策定する。 

・伝統芸能の保存と継承では，第５９回調布市郷土芸能祭ばやし保存大会を実施し，市民が市指定無形民俗文化財の祭ばやしに触れ

る機会を提供した。２９年度は，第６０回大会の記念誌を発行し，記録映画を制作する等，記念大会に位置付ける。 

・実篤記念館の外部施設での企画展示や，夏休み自由研究サポート事業等を通じて幅広い年齢層が利用した。 

・実篤・白樺・新しき村の殿堂として全国的に美術館・文学館と情報交換・展示協力等を行った。平成３０年度の新しき村１００周 

年の記念事業につなげていく。 

（平成２９年度） 

・国宝深大寺銅造釈迦如来倚像（白鳳仏）の奉迎式では，郷土博物館として時代考証等の協力をし，天平の寺として有名な深大寺で

当時の装束や装飾品で雰囲気を盛り上げた。 

・７回連続の深大寺銅造釈迦如来倚像の国宝指定記念講演会では，毎回，深大寺本堂が満席となり，博物館主催講演会全１６回の参

加人数1,166人に大きく貢献した。 

・深大寺白鳳仏国宝指定記念展「はるかなる白鳳のほほえみ～深大寺釈迦如来像と寺のたから」では，東日本では最古の国宝仏の存

在を周知した。 

・懸垂幕や肖像写真の掲出，報道取材対応，市報特別号の発刊等，さまざまな国宝指定祝賀・啓発活動を行った。東京都に依頼し，

都立図書館における白鳳仏コーナーの設置や大宮駅，横浜駅，仙台駅での啓発，「東京の文化財第123号」4ページ5ページへの掲

載，３０年度とはなったが，6月号「広報東京都」の１面，とうきょう日和への掲載が実現した。 

・調布市文化会館たづくりで開催した「東京オリンピックの資料展」では，２０２０東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成

につなげた。 

・京都市の大政奉還１５０周年事業に協賛した特別展「近藤勇と調布の幕末維新」では市指定文化財「近藤勇養子縁組状」を初公開

し，全国スタンプラリーのポイントとなったため，来館者の増加につながった。また，養子縁組状に記載された新宿市ヶ谷柳町の道

場「試衛場」跡や調布初のキリスト教関連指定史跡ジョゼッペキアラ神父墓碑（サレジオ神学院内・遠藤周作「沈黙」の主人公のモ

デル・ハリウッド映画化）関連の文京区切支丹屋敷跡（キアラ神父の後輩に当たる宣教師シドッティ神父の遺骨が発掘されニュース

となった。）を巡る文化財ウォークが抽選となる好評を得た。 

・佐須虎狛神社石鳥居及び石碑である虎狛神社之碑が市指定文化財となったことにより，地元の文化財への関心が高まった。 

・国史跡下布田遺跡保存活用計画策定委員会による２か年にわたる保存活用計画の審議が始まり３回行われた。 

・国史跡深大寺城跡第３郭のうち１９０．４９㎡を購入した。また，２５０㎡の寄付を受けた。 

・第６０回調布市祭ばやし保存大会（記念大会）を開催し記念誌を作成し，市指定無形民俗文化財の保存に努めた。 

・春の特別展「武者小路実篤の出版事情」では実篤の活動を通じて明治・大正期の雑誌編集や出版技術などの様子を学ぶ機会とし，

秋の特別展「素直に楽しむ 武者小路実篤と民藝」では親交のあった民藝の提唱者柳宗悦の収集品と実篤の愛蔵品を同時に展示し美

意識の共通性や相違を紹介するなど，多角的視点での展示に努めた。 

・オンラインゲーム「文豪とアルケミスト」とのコラボ（共同）事業では期間中３，３２８人の来館があった。その後も全国から， 

１０代・２０代の若者のリピーターが多く，若年層への記念館の周知につながった。 

・相互の交換展示や学校との連携，夏休み自由研究サポート事業の共同啓発で主管課，指定管理者の枠を超え郷土博物館と実篤記念

館の連携を深めた。 

・宮崎県高鍋町美術館の特別展「武者小路実篤 新しき村 人間万歳」事業全般を財団が受託し開催した。九州初の展示に県外から

の来訪者も多く実篤の顕彰と啓発ができた。 

・寄託を受けていた，実篤の代表作「真理先生」の原稿を調布市美術作品等取得基金で購入し，貴重な原資料の流失防止ができた。 

・各方面から美術作品，原稿，書籍等８４２点の寄贈，寄託があった。 
 

◆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№20 地域ゆかりの文化の保存と継承） 

◆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 文化遺産の数（国・都・市指定等文化財）【☆】 
（目標値：79件 現状値：74件） ○ 

【要因・課題】 

慎重な審議により，正確な指定根拠を追求するため

に指定手続きが遅れた。着実な指定を目標とする。 

２ 実篤記念館の入館者数（実篤公園利用者含む）【☆】 
（目標値：3万 500人 現状値：4万 1,120人） ◎ 

【要因・課題】 

外部団体との連携事業や啓発による効果が大きな要

因と考えられる。 

   
◆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 

文化財の保存と活用 

①国史跡下布田遺跡保存活用計画策定委員会の審議は学識経験者

の助言により進んでいる。東京近郊の国史跡として文化庁も注目

している。 

②国史跡深大寺城跡の対象地公有化（用地取得）は２９年度で完

了した。 

 

地域ゆかりの歴史・文化遺産等の活用と継承 

③深大寺国宝銅造釈迦如来倚像国宝指定に係る周知啓発事業は一

旦終了 

④京都市が呼びかけた大政奉還１５０周年事業への協賛（近藤勇

の顕彰）は終了した。 

 

武者小路実篤を核とした特色ある事業の展開 

⑤郷土博物館と武者小路実篤記念館との連携事業は順調に進んで

いる。 

⑥武者小路実篤記念館収蔵品の整備と保存は，環境整備が整って

おりデータベース化がレファレンスに適切につながっている。 

文化財の保存と活用 

①国史跡下布田遺跡保存管理計画書の策定と整備計画への移行 

が課題である。 

②国史跡深大寺城跡の公有化は保存すべき対象地の拡大（史跡用

地追加指定）の段階である。 

 

 

地域ゆかりの歴史・文化遺産等の活用と継承 

③深大寺における国庫事業による文化財調査・啓発事業は継続す

る。 

④明治１５０周年事業は協賛へ移行する可能性がある。（近藤勇没

後１５０年） 

 

武者小路実篤を核とした特色ある事業の展開 

⑤学校連携における共同事業・展示協力・学芸員研修を継続する。 

その他の外部施設と連携していく。 

⑥武者小路実篤記念館収蔵品の整備と保存は館の柱としての位置

付けを継続していく。 

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 

  

   
◆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 
・国史跡下布田遺跡及び国史跡深大寺城跡の計画の進捗については現時点での目標に到達しているといえる。 

・市内文化財の指定や保存活用に関しては，市において，文化財を保存し活用するという考え方が定着し，その両立に努めている。 

・白鳳仏の国宝指定を核として様々な啓発活動を行い，インバウンドにつながった。 

・博物館は，一般財団法人武者小路実篤記念館を指定管理者とする主管課となって４年が経過したが，協力関係が生まれ相互に好影

響が出た。 

・一般財団法人武者小路実篤記念館の努力により外部機関，団体との連携，協働が進み，幅広い年齢層に認知され支持されるように

なった。その結果が目標をはるかに上回る入館者数に反映されている。 

 

評価 Ｓ 
【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№20 地域ゆかりの文化の保存と継承） 

◆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） 
◎国宝指定された深大寺銅造釈迦如来倚像（白鳳仏）や，今ある指定文化財に限らず，深大寺に所蔵されたそのほかの古文書・美
術品等，未指定文化財を深大寺の学芸員と連携して国庫補助を活用して再調査する。併せて市指定文化財は，着実に指定数を増や
して行く。それを足掛かりに，ソフト的な施策を産業振興の観光部門や広報課等と協力して実施し，深大寺地区の魅力を高めて， 
２０２０年に調布を訪れる人々に深大寺観光を通して日本の魅力を発見してもらう。 
・国史跡下布田遺跡の利活用のため，整備基本計画策定から設計，施工を経て史跡公園の実現を目指す。 
・国登録有形文化財真木家住宅について正式な保存活用計画の策定に着手し，周辺の若宮自然広場や凸凹山公園を所管する緑と公

園課と連携して，一体的整備ができるよう検討を進める。 
 

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東日本大震災や熊本地震による被災地文化財の修復（文化財レスキュ
ー）のため，被災地以外の文化財に対する国庫補助金の選定基準が厳しく
なった。 
②平成３１年4月1日の文化財保護法の改正により，文化庁は，文化財
の保存・管理という視点から，外国人観光客の増加に伴って，観光庁が提
唱するインバウンドの拡大と連携すべく，文化財の活用を重要視するよう
になっている。市町村が作成した活用の地域計画を国が認定すれば，市町
村は，独自の判断で，史跡に仮設案内所を作るなど必要な措置を講じるこ
とができるようになった。 
③文化庁の機能が，２０２１年に東京から京都に移転することが決定され
たため国庫補助や史跡の保存活用の相談がしにくくなる。 
 

①文化庁や東京都教育庁に機会あるごとに積極的に

伺うことにより必要性を訴えていく。 

②深大寺白鳳仏の国宝指定を契機に市を挙げて啓発

に取り組んできたが，文化庁は国宝指定後の市の啓発

の取組を評価し，効果のサンプル，好事例として取り

上げられた。 

③国庫補助手続きや史跡保存のアドバイス等を調査

官から直にうけてきたが，東京でできるよう，調布市

が加盟している全国史跡整備市町村協議会や東京都

文化財保存整備区市町村協議会と連携して要望して

いく。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①東京都の指定文化財は市の指定を格上げする形が多い。また，都指定か
ら国指定になるものもある。 
②府中市・国分寺市が武蔵国府，武蔵国分僧寺・国分尼寺を日本遺産にす
る活動を共同で行っている。 
③全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会の総会が２０１９年度東京
で予定されている。東京の開催市の順番は調布市になる。 

①特に歴史的価値があると考えるものを候補として

挙げて指定して保護することに努める。 

②天平の寺深大寺を擁する調布市としても東京都文

化財保存整備区市町村協議会の会員であるため，府中

市及び国分寺市と協力していく。 

③下布田遺跡の史跡整備が形になっていない状況で

あるため，今回は国指定史跡下野谷遺跡を有する西東

京市に開催市をお願いすることになった。 

 

 

そ
の
他 

①郷土博物館周辺は急速に市街化が進展し，場所が分かりづらくなってい
る。また，利用者からは，施設が古く狭い，展示資料が少ない等の意見が
寄せられている。 
 
②一般財団法人武者小路実篤記念館が指定管理者となり，郷土博物館が主
管課となって４年が経過。指定管理者の努力で，入場者は高水準を維持し
ている。今後の入場者の維持継続が必須である。 

①開館以来，４４年が経過しており小口の修繕で対応
している状況のため，施設の老朽化対策が必要。 
②子供から高齢者まで楽しめ，繰り返し来館できる施
設を目標・課題として，将来のファン育成をめざし，
両館が協力しての交換展示や共通の夏休みのイベン
ト情報等を企画・発信していく。 
 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№20 地域ゆかりの文化の保存と継承） 

◆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，地域にゆかりのある歴史・文化について理解を深め，次世代への継承に努めます。 

・事業者は，文化遺産の保存や調査について協力します。 

 
 
＜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） 
・西調布界隈の魅力の一つとするため，国登録有形文化財（建造物）真木家住宅についての保存活用計画の策定に関し，近隣公園
の整備を進める緑と公園課を含む環境部との調整・情報の共有が必要である。 
・実篤を核とした特色ある事業の展開 展示・普及事業の充実や入館者拡大のための継続的なＰＲ及び市内小・中学校への働きか
け実施に当たって，主管課である郷土博物館と学芸員同士の研修交流や共同でのＰＲを行う。また，１０代から20代の嗜好のマ
ーケティング等において両館の協力関係を前進させるとともに相互の収蔵品を交換展示して，不足を補完，カバーし合う。 
 

○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 
・深大寺銅造釈迦如来倚像の国宝指定を契機に調布の魅力の一つとして啓発活動に努めた。来訪者の数も増えてきた。従来から深
大寺地区をモデル地域とした「地域まるごと博物館構想の推進」事業として活動を展開する中で博物館が蓄積してきた名所，旧跡，
文化財等の情報や，観光に資する散策コースをさらに充実し，自ら発信するだけでなく，産業振興課や広報課に提供していく。 
・武者小路実篤記念館のオリジナルミュージアムグッズは民間企業との提携による実篤チョコや飴をはじめとして人気が高く，自
主事業の大きな収入源となっている。少しずつ新商品を加えているが，仙川の地域の名物の一つとして，啓発にもつながる商品開
発を継続するほか，交流の深い文学館，美術館等へ販路を広げて行く。新しき村１００周年を迎えた３０年度を契機に，実篤関連
の展示を予定している機関の企画制作を受託し，実篤の顕彰や実篤記念館の情報発信につなげる。 
 
（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定または検討している取組，課題など） 
・オリンピック・パラリンピックで調布を訪れる外国の方々にも観光を楽しんでもらえるよう，今後も地域の歴史文化遺産の案内
や情報発信を産業振興課や広報課と連携し継続していく。 
・武者小路実篤の魅力を幅広い世代に周知し，展示の企画制作を他の文学館等に提案する等，郷土の文豪の情報発信を継続的に行
う。 
・武者小路実篤記念館とせんがわ劇場，東部公民館，桐朋学園等との協力，有機的な連携を進める。 
・再訪者（リピーター）を増やしていくことを目指す。若年層に人気のオンラインゲームとのコラボ企画が１０代，２０代の若者
の来館につながった。学術的，文学的な信頼性や研究を担保しながらも，今後の記念館の継続性を維持していく一つのヒントとな
りうる。今後も，このような企画を手掛けていく。 
・「武者小路実篤」と彼が所属した「白樺派」，異なる個をお互いに尊重しながらコミュニティーを築きあげてきた「新しき村」を

３つの柱に据えて研究する。この活動を通して各地の美術館，文学館等との交流が広がりを見せる中，３つの柱について，研究の

殿堂・情報発信基地を目指す取組を進めていく。指定管理の主管課として郷土博物館は，引き続き連携し，サポートしていく。 


