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目 
的 

対 象 市民，来訪者 
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 

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，多くの来訪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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 
平成30年度 

１ ロケ支援件数 
【☆，◎】 102件 109件 114件 109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【☆，◎】 70.2% 72.6％ 69.5％ 76.0％ 80.0％ 

３ 調布市観光協会ホームページ

アクセス数【☆】 
48万194回 38万6,945回 31万7,205回 37万2,925回 60万回 

４ 映画・映像関連企業と連携し

た取組の件数【◎】 
20件 22件 35件 38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【☆，◎】 
調布市観光協会ホームページやロケ地情報専用サイトでロケ地情報を発信し，ロケ問い合わせ件数は，

前年度と比較して１３５件（約３０％）の大幅増だったが，ロケで多く使用される市庁舎の免震工事の影
響等により，受入ができなかったロケもあったことから，支援件数は，前年度と比較して５件減でした。 
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，基本計画修正時の現状値７０．８％（平成 
２６年度）と比較して５．２ポイント増，前年度と比較して６．５ポイント増でした。 
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，基本計画策定時の基準値（平成２５年度）と比較して 
４万３，９５７回減となっていますが，前年度と比較して５万５，７２０回増でした。フェイスブックや
ツイッターの利用など，多様化する情報取得方法の変化にも対応しました。 
４ 映画・映像関連企業と連携した取組の件数【◎】 
小・中学生向けの映画づくりワークショップや，高校生フィルムコンテストをはじめ，様々な世代に合

わせたイベントを実施したほか，「映画のまち調布シネマフェスティバル２０１９」では，本格的な映画撮
影を体験できるワークショップなど新たな取組を実施し，前年度と比較して３件増加しました。 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 「映画のまち調布（映画・

映像を"つくる・楽しむ・学
ぶ”まち）」を進める取組に

満足している市民の割合 

映画・映像に関連した「映画のまち調布」の各種取組を一層

推進し，市民の満足度を向上させることを目標とした。（調布

市民意識調査） 

69.0% 

（平成30年度） 

75.0% 

（令和4年度） 

２ 観光案内所への来所者数 

地域資源を活用した特色ある観光情報を効果的に発信するこ

とで，観光案内所への来訪者数を現状から増加させることを

目標とした。（産業振興課資料） 

8万1,815人 

（平成29年度） 

10万人 

（令和4年度） 

３ 調布市観光協会発信の

SNSのフォロワー数 

ラグビーワールドカップ及び東京2020大会を契機とし，調

布市観光協会公式ツイッターのフォロワー数を増加させ，特

色ある観光情報等を積極的に発信していくことを目標とし

た。（産業振興課資料） 

6,005人 

（平成30年度）） 

1万人 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

１７－１ 「映画のまち調布」の推進 

 市内の映画・映像関連企業・市民団体と連携を図りながら，映画・映像を「つくる」，「楽しむ」，「学ぶ」
をテーマに「映画のまち調布」の推進に取り組みました。 
 市民団体による小学生向けの映画づくりワークショップ「「つくる」子どもたちと映画寺子屋」，中学生
向けの「調布ジュニア映画塾」の開催支援や，「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「調布CM」の制作など，様々な世代に合わせた「映画のまち調布」ならではの
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。 
 また，「調布映画祭」をリニューアルして開催した「映画のまち調布 シネマフェスティバル 2019」
は，市内映画・映像関連企業等と実行委員会を組織し，市民投票と選考委員で選定する主に現場を支える
映画技術者に与える「第１回映画のまち調布賞」（撮影賞・照明賞・録音賞・美術賞・編集賞）の授賞式
や上位作品の上映，ジブリ作品「風の谷のナウシカ」や「八甲田山」の特別上映，トークイベント，講座，
関連展示のほか，本格的なセットの中でプロの指導を受けながら撮影体験できるワークショップ「ボクら
のたづくりスタジオ！」を実施しました。 
 また，映画・ドラマのロケ地を訪ねファンになる「ロケツーリズム」の推進のため，フィルムコミッシ
ョン（撮影支援）に積極的に取り組み，問い合わせ件数５６９件，うち地上波放送のドラマや商業映画を
含め１０９件のロケを支援しました。 
 映画・映像を「楽しむ」取組としては，市民団体と連携し，子どもの映画デビューを目的とした「ちょ
うふ親子映画上映会」を開催したほか，乳幼児の親子を対象とした「「みる」子どもたちと映画寺子屋」，
野外上映会の「ねぶくろシネマ」，「調布 River Side CINEMA」，日本映像美術協議会による「JVA FESTA 
2018 美事祭（みごとまつり）」などの開催支援を行いました。 
 そして，高校生フィルムコンテストに向けた「映画撮影等技術講習会」，「角川大映スタジオ見学講習会」
を開催し，映画・映像を「学ぶ」まちとしての取組を実施しました。 
 また，「映画のまち調布」応援キャラクター「ガチョラ」については，ガチョラが市内の各種イベント
等に出演したほか，「映画のまち調布 シネマフェスティバル」のPR動画や，ガチョラを紹介する「絵描
き歌」をイオンシネマ シアタス調布のプレアドで上映することで，ガチョラを活用した「映画のまち調
布」のPRに取り組みました。 
 イオンシネマ シアタス調布との連携としては，スマートグラス（字幕対応メガネ型端末機）の貸出サ
ービス，「映画のまち調布 シネマフェスティバル 2019」における「第１回映画のまち調布賞」投票キ
ャンペーン，授賞式や上映会の開催，ラグビーテストマッチ「リポビタンD チャレンジカップ 2018」
日本代表対ジョージア代表のパブリックビューイング，「若者から世界へ発信！Here is 「CHOFU」！」，
ゲゲゲ忌2018における「アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」５０周年上映会」，調布市及び調布市観光協会の年
賀PR，市内商店等と連携した映画チケット半券サービス，映画上映前の広告上映時間を活用した「プレ
アド上映」など，様々な取組を実施しました。 

１７－２ 地域資源を活用したにぎわいの創出 

 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。 
 ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に
向けた調布の魅力発信・活性化の取組として，「CHOFU２０１９・２０２０プロジェクト」と題し，様々
な地域活性化の取組を実施しました。 
 深大寺周辺で地域と連携して開催した「鬼燈まつり」，「夕涼みの会」，「そばまつり」，「ゆきあそび」，
「だるま市」，「季節の和めぐり」等を通し，調布市の魅力発信に努めるとともに，白鳳仏の国宝指定を広
くPRしました。また，調布市観光ボランティアガイドへの研修等を実施し，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，外国人を含めた観光客への案内やガイドを無料で実施しました。 
 ２７回目を迎えた「調布観光フェスティバル」は，観光振興を目的として，市内の観光スポットを巡る
スタンプラリー，レンタサイクルによる市内周遊，市内観光スポットの紹介のほか，市内のおいしいフー
ドや木島平村の特産品，「映画のまち調布」関連グッズの販売，「映画のまち調布」応援キャラクター「ガ
チョラ」によるパフォーマンス等によりにぎわいの創出に努めるとともに，出店者にはリユース食器の利
用を依頼し，環境にも配慮するなかで８月２５日，２６日に開催しました。なお，２６日は「調布よさこ
い」と同時開催したことで，双方の来場者が交流することでより一層のにぎわいが創出されました。 
 調布市名誉市民・水木しげる氏の御功績を称え，命日である１１月３０日を中心に開催した「ゲゲゲ忌
２０１８」では，アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第６期に関連した取組も実施し，調布駅前広場や布多天神社
でのイベントや，ゆかりの地を巡るスタンプラリー，シアタス調布でのトークショー付きアニメ上映会な
どを開催し，市内外から多くの来訪者を迎え，「水木マンガの生まれた街 調布」の推進に取り組みました。 
 また，「第５回Ｏｈ！！辛チャレンジ」と３年ぶりに復活した「第５回デカ盛りウォークラリー」を同
時開催し，調布の魅力発信に努めました。 
 「映画のまち調布“秋”花火２０１８」は，１０月２７日に開催し，最大８号玉の大玉を含めたスター
マイン，調布名物「ハナビリュージョン」，大富士滝など多彩なプログラムで約1万発の花火を打ち上げ
ました。また，オリンピック・パラリンピック担当と連携し，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２年前に当たる７月２４日にカウントダウンイベントを開催し，フィナー
レに花火を打ち上げることで楽しみながらにぎわいを創出したほか，８月１７日に開催した「野川灯籠流
し」では，地域花火として５回目となるナイアガラ型の花火を実施しました。 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策17 魅力ある観光の振興） 

１７－３ 特色ある観光情報の発信 

調布市観光協会公式ホームページや市ホームページをはじめ，フェイスブックやツイッターなどＳＮＳ
による情報発信を計画的に行うことで，情報の拡散に努めました。 
インバウンド（訪日外国人観光客）観光推進のため，一般財団法人モバイルスマートタウン推進財団と

のインバウンド観光推進に関するパートナーシップ協定の締結により構築した「Ｇｕｉｄｏｏｒ（ガイド
ア）」を活用した観光スポットの情報発信を行いました。 
また，近隣自治体と連携し，新宿駅や都庁で合同観光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，市内外の来訪者に向けた観光情報

の発信を行いました。 
２０１９年，２０２０年に向け，調布市観光マップの多言語版や英語併記の「調布・深大寺散策マップ」

をリニューアルしました。 

 
 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
（平成３０年度） 

・映画・映像を「つくる」，「楽しむ」，「学ぶ」をテーマとした「映画のまち調布」の積極的な推進 

・ロケツーリズムを目的としたフィルムコミッションの積極的な取組によるロケ問い合わせ件数の増加 

・シアタス調布と連携した映画関連イベントの開催 

・「映画のまち調布」応援キャラクター・ガチョラを活用した「映画のまち調布」の推進 

・「映画のまち調布 シネマフェスティバル２０１９」の開催 

・カナダ・ケベック州と連携した映画上映 

・調布の観光資源である深大寺にて，様々な「和」を体験できるイベントの展開（調布市観光協会との連携事業） 

・調布市名誉市民・水木しげる氏関連事業として「ゲゲゲ忌」を実施 

・「調布観光フェスティバル」の開催（調布市観光協会との連携） 

・調布市観光マップ多言語版のリニューアル（調布市観光協会との連携事業） 

・調布の魅力を巡るウォークラリーの開催（調布市観光協会との連携事業） 

・「映画のまち調布“秋”花火2018」の開催（調布市観光協会及び調布市花火実行委員会との連携） 

・京王線列車接近メロディの導入（仙川駅・柴崎駅・飛田給駅） 

・２０１９年，２０２０年に向けた魅力発信の取組として「ＣＨＯＦＵ２０１９・２０２０プロジェクト」の展開 

・フェイスブック，ツイッターの利用など，多様化する情報取得方法の変化に対応 

評価 Ｓ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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シアタス調布との連携を一層強化し，更なる「映画のまち調布」

の推進に取り組む。また，ロケ支援に積極的に取り組むことで，

神奈川県綾瀬市，千葉県いすみ市・茂原市など先進事例を参考

にロケツーリズムの推進を図る。 

 

②深大寺や「水木マンガの生まれた街」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主体と連携を図り

ながら，更なるにぎわいを創出していく。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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，目標値

に至らなかった。今後は，ホームページに拘らず，多様化する

SNS等様々な媒体を活用し，効果的な情報発信に取り組む。 

 

  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策17 魅力ある観光の振興） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
・映画・映像関連企業・市民団体等と連携し，映画・映像を「つくる」，「楽しむ」，「学ぶ」をテーマとした「映画のまち調布」の積

極的な推進に取り組んだ。 

・「ロケツーリズム」を目的としたフィルムコミッションの積極的な取組によるロケ支援を行った。 

・観光協会をはじめ多様な主体と連携しながら，調布の魅力発信，来訪者の増加につながる様々な事業・イベントを実施した。 

・深大寺や「水木マンガの生まれた街」等の地域資源を活用した取組を行った。 

 

評価 Ｓ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

  

 

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令和元年６月に観光庁が公表した「持続可能な観光先進国に向け
て」における今後の取組の方向性として，外国人旅行者数を 

２０２０年４，０００万人，２０３０年６，０００万人等の目標を着
実に達成すると同時に，地域社会における経済利益の最大化，悪影
響の最小化により「持続可能な観光先進国」の実現が示された。 

②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。 

③平成３０年に訪日外国人旅行者数が初めて３，０００万人を超え
（３，１１９万人），ここ５年で３倍となった。 
（平成２５年１，０３６万人） 

④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） 

⑤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：５，０００万人 

 

①②③④ 

深大寺を中心とした観光地のキャッシュレス対応化の促

進 

 

①②③④ 

無料Wi-Fi環境の整備促進 

 

①②③④⑤ 

映画・映像関連企業と連携し，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
自
治
体
等
の
動
向
等 

①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。 

②平成２７年１月，東京都は，東京の食を楽しむウェブサイト「ＥＡ
Ｔ 東京」を開設した。 

③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。 

④平成３０年に東京都を訪れた外国人旅行者は，１，４２４万人（前
年比３．４％増）で過去最多となった。 

①②④ 

サインやマップ，ホームページ等の多言語対応化の推進 

 

③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 

①平成２９年秋，調布駅前にシアタス調布を含めた複合商業施設トリ
エ京王調布が開業 

②ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会が東京スタジアム（味
の素スタジアム）で開催されることが決定 

③平成29年９月，深大寺白鳳仏が国宝指定 
 

①シアタス調布の開業を「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 

②組織委員会や東京都と連携した取組 

③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） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・映画・映像関連企業・団体との連携による「映画のまち調布」のより一層の推進 

・近隣自治体や民間事業者等との連携によるロケツーリズムの推進 

・観光協会の組織強化 

・深大寺や近藤勇等の地域資源を活用した取組 

・「水木マンガの生まれた街」の推進に向けた有識者懇談会からの提言を踏まえたより一層の取組 

・水木しげる氏生誕１００周年を見据えた取組 

・シェアサイクルを活用した市内回遊性の向上 

・様々なツールを活用した効果的な観光情報の発信 

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

・市内消費・地域経済の活性化に向けた観光振興 

 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
☆映画・映像関連企業・団体との連携による「映画のまち調布」のより一層の推進 

☆近隣自治体や民間事業者等との連携によるロケツーリズムの推進 

・観光協会の組織強化 

・深大寺や近藤勇等の地域資源を活用した取組 

・水木しげる氏生誕１００周年を見据えた「水木マンガの生まれた街」の推進 

・都市整備部との連携によるシェアサイクルの普及 

・様々なツールを活用した効果的な観光情報の発信 

・東京２０２０大会を契機としたにぎわいの創出 

 

◆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 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・映画・映像関連企業・団体との連携による「映画のまち調布」の推進 

・近隣自治体や民間事業者等との連携によるロケツーリズムの推進 

・観光協会の組織強化 

・深大寺や近藤勇等の地域資源を活用した取組 

・水木しげる氏生誕１００周年を見据えた「水木マンガの生まれた街」の推進 

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

・民間シェアサイクル事業者と連携した市内回遊性の向上 

 

 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ2 「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」 

・映画・映像関連企業・団体との連携による「映画のまち調布」の推進 

・近隣自治体や民間事業者等との連携によるロケツーリズムの推進 

・観光協会の組織強化 

・深大寺や近藤勇等の地域資源を活用した取組 

・水木しげる氏生誕１００周年を見据えた「水木マンガの生まれた街」の推進 

・シェアサイクルを活用した市内回遊性の向上 

 

 

■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・東京２０２０大会を契機としたにぎわいの創出 

 
  



（施策17 魅力ある観光の振興） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

       ●  

        

 

 ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 

 
 
◆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，来訪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。 

 

 

○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） 

・２つの撮影所をはじめ４０社以上の映画・映像関連企業が集積する「映画のまち調布」 

・古刹・深大寺や「水木マンガの生まれた街」などの地域資源 

 

 

 

（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・映像関連企業が集積する立地を生かし，フィルムコミッションの積極的な取組によるロケツーリズムの推進 

・SNSをはじめ，多様な媒体を活用した効果的な情報発信 

 


