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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 

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 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【☆】 

53.3% 51.6％ 49.9％ 53.9％ 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

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 

85.8% 

会議室系 

79.８% 

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３０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方のうち市内公共施設
を利用した方の割合は５３．９％で，目標は達成できませんでしたが，前年度と比較すると, ４．０ポイ
ント上昇しました。 
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７１．７％で，前年度と比較すると，    
４．５ポイント上昇しました。 
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０．９ポイント上昇し８５．８％，会議室系は１．７ポイント上昇し７９．８％

となり，いずれも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３０年度は，１８７万５，９５６人となり，前年と比較すると   

７，６２９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。  

 
《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 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 

市内公共施設を利用した芸術文化にふれる機会や活動の場を

確保し，市民の芸術文化活動の促進を図ることを目標とし

た。（調布市民意識調査） 

53.9% 

（平成30年度） 

60.0% 

（令和4年度） 

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） 

市民の自主的な芸術文化活動を促進するため，各施設の適切

な維持管理や運営により，各施設の利用率を更に高めること

を目標とした。（文化生涯学習課資料） 

ホール系 

84.9％ 

会議室系 

78.1％ 

（平成29年度） 

ホール系 

87.0％ 

会議室系 

80.0％ 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 
１９－１ 市民の芸術・文化活動の促進 

（◆文化会館たづくり及び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，文化会館たづくり及びグリーンホールの第三期

（平成２６年度から３０年度まで）の指定管理期間の最終年度として，財団のミッション達成に向け，「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。 
特に，ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会を見据え，財団独自の次世代継承のテー

マである「１００年後の君へ。」を基軸に，「ｂｅｙｏｎｄ２０２０」プログラム認証事業を各種展開しま
した。その中で，深大寺とゆかりの深い能楽を様々な角度から取りあげる「調布能楽オデッセイ」では，
映画のまち調布ならではの試みとして，市内の風景映像を活用した「キネマ能楽」を実施しました。また，
調布市内の事業所からでる廃材・端材を活用してアート作品をつくる「クリエイティブリユースでアー
ト！」では，市内の福祉・教育・高齢者施設などで，体験事業「フィルム缶にアート！」を実施したほか，
たづくりエントランスホールで実施した「たづくりアスリートワンダーウォール！２」では，世界的な記
録の紹介をはじめ，アスリートたちにまつわる「驚き」を紹介し，東京 2020大会の機運醸成を図りま
した。 
（◆財団の共催・独自事業として） 
「調布国際音楽祭２０１８」では，オープニング・セレモニーとして，市内の高校や大学の吹奏楽部，

公募市民の合唱による「第九」の演奏を行うなど，市民の参加と交流の場を広げたほか，音楽祭では初と
なるオペラや，公募の若手アーティストによるフェスティバル・オーケストラ等を実施しました。さらに，
桐朋学園大学や深大寺など地域資源を活用した幅広い企画を実施し，調布のまちの活性化に寄与するとと
もに，国内外へ調布の魅力を発信しました。 
また，これまでの「調布映画祭」を見直し，市内の映画・映像関連企業，団体と連携し，作り手側にス

ポットを当てたイベントとしてリニューアルした「映画のまち調布 シネマフェスティバル2019」では，
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」を新設
し，授賞式の開催や上位作品を上映したほか，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。併せて，トークイベント，講座，
関連展示を実施したほか，図書館では，「出張！映画資料室」として，映画関連資料を展示しました。 
16回目を迎えた調布よさこいでは，猛暑に対応しながら実施し，調布市観光協会と連携した取組を含

め，市民の交流の活性化に努めました。 
（◆財団の広報・マーケティング事業について） 
年齢，障害の有無等に関わらず，すべての人が利用しやすい文化施設を目指し，参加者と利用者の拡充

に向け，リサーチと分析，プロモーション等に積極的に努めるとともに，芸術・文化の振興のみならず，
深大寺を中心とした観光，調布駅前を中心としたまちづくり，伝統文化を通した国際交流のほか，障害者・
高齢者などの福祉分野や，小中学校などの教育分野，映画・映像産業などとも幅広く連携が図られるよう
取り組みました。 
（◆せんがわ劇場について） 
「調布市せんがわ劇場開館１０周年記念式典」を実施し，せんがわ劇場の過去１０年間の歩みと未来へ

の展望を示した映像の上映や，劇場運営プランに基づいた特徴的なパフォーマンスを実施しました。 
演劇事業では，市民に舞台芸術に親しんでいただく「市民舞台芸術学校市民参加演劇講座」を開催した

ほか，親子で鑑賞し楽しんでいただく親と子のクリスマス・メルヘン「アリス」や，市，市民団体及び専
門家の三者協働の企画として，地域団体の作品と劇場自主制作作品４本から成る演劇祭を開催しました。 
さらに，開館１０周年記念事業「仙川まちなかコンサート」や２００回目を迎えた「サンデー・マティ

ネ・コンサート」をはじめとした音楽事業等の開催，地域の大学等との連携事業等の実施，市内の小・中
学校，福祉施設等におけるアウトリーチ事業の実施などにより，地域の活性化に寄与しました。 
（◆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「第６３回市民文化祭」では，市民の日々の芸術・文化活動の発表や

交流を図るとともに，調布駅前広場で実施した「文化フェスタ」で書道パフォーマンスや「東京五輪音頭
-２０２０-」を実施し，東京２０２０大会の機運醸成にも取り組みました。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。  
 また，芸術文化における共生社会の実現を目指し，障害者理解の更なる促進を図ることを目的に「パラ
アート展」を開催したほか，ホストタウンであるサウジアラビアについて，イスラーム文化の理解と文化
交流を図ることを目的に，アラビア語講座及びサウジアラビア文化展を開催しました。 
 

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，平成３０年度の利用者アンケートでは，満足度は９７．３％となりま
した。施設整備については，文化会館たづくりでは，受変電設備真空遮断器更新等を行いました。グリー
ンホールでは，受変電設備断路器更新や非常用発電機制御盤消耗部品交換等を行いました。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る中で，たづくり地下１階廊下に手すりの追加
設置，グリーンホールにおいて車いす席を増設するなど，バリアフリーの向上を図りました。 
 そのほか，グリーンホールについて，有識者から意見聴取を行い，１０年以内を目途とする施設更新に
向けた方向性の検討を行いました。 

 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策19 芸術・文化の振興） 

 
◆平成３０年度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，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活用し，宣言の周知・啓発と宣言に基づく取組の促進を図った。 

・ラグビーワールドカップ及び東京２０２０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）」や 

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

・財団では，「調布能楽オデッセイ」などにより，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ほか，

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！」の開催，関連体験事業「フィルム缶にアート！」を市内の福祉・

教育・高齢者施設等で実施した。市では，「パラアート展」や「サウジアラビア文化展」を開催するなど，東京２０２０大会に向

け，多様な芸術文化と様々な主体との連携による事業展開が図られた。 

・これまでの調布映画祭を「映画のまち調布 シネマフェスティバル2019」としてリニューアルし，「映画・映像がつくられるま

ち」である強みを生かして，市内の映画・映像関連企業，団体と連携し，作り手側にスポットを当てたイベントとして開催し，

延べ２万１，４５２人の来場があった。図書館では，「出張！映画資料室」を実施し，延べ1,143人の来場があった。 

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

・文化会館たづくり及びグリーンホールでは，公共建築物維持保全計画及び基本計画に基づき計画的な施設整備を実施したほか，

たづくり地下１階廊下に手すりの追加設置，グリーンホールにおいて車いす席を増設するなど，バリアフリーの向上を図った。 

・グリーンホールについて，有識者から意見聴取を行い，１０年以内を目途とする施設更新に向けた方向性の検討を行った。 

・せんがわ劇場では，「調布市せんがわ劇場開館１０周年記念式典」を実施し，せんがわ劇場の過去１０年間の歩みと未来への展望

を示した映像の上映や，劇場運営プランに基づいた特徴的なパフォーマンスを実施した。 

・文化会館たづくり及びグリーンホールについては，指定管理期間第３期の最終年度であったことから，せんがわ劇場については，

令和元年度から指定管理者制度へ移行することから，指定管理者の選定を行い，３館の連携による効果的な事業の推進を図ると

ともに，適切な維持保全，安全な施設運営，魅力ある事業展開などの視点から，調布市文化・コミュニティ振興財団を指定管理

者として選定した。 

評価 A 

【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「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文化会館たづくり及びグリーンホールについて，令和元年度か

らの第４期目となる指定管理者の更新において，指定管理期間

を１０年間として，引き続き（公財）調布市文化・コミュニテ

ィ振興財団を指定管理者として指定した。加えて，せんがわ劇

場について指定管理者制度に移行することとし，同財団を指定

管理者として指定した。 
 

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それぞれの館の特徴を生かした事業への取組と３館の連携によ

る効果的な事業の推進を図るとともに，新しいサービスの提供

については，３館以外の市内施設とも一体となった取組として

展開できるよう連携を図る。 

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 

 

 

 

 

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19 芸術・文化の振興） 

◆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 
（平成２７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」を行い，市として，子どもから大人まで誰もが芸術文化に親しみ，育むこ

とができる場・つながる機会をより一層創出・支援するまちづくりに取り組むことを明確化した。 

（平成２７年度～） 

・文化会館たづくり及びグリーンホールは，利用者の安全・安心の確保に向け計画的に施設整備を行うとともに，市民ニーズの把握

に努め，快適に利用できるよう改善を図った。 

・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。 

（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」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。 

（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」のシンボルマークを作成し，宣言の周知及び宣言に基づく取組の促進を

図った。 

（平成３０年度） 

・せんがわ劇場について，平成３１年度から指定管理者制度へ移行することとし，文化会館たづくり及びグリーンホールと合わせて

３館の連携による効果的な事業の推進を図るとともに，適切な維持保全，安全な施設運営，魅力ある事業展開などの視点から，調

布市文化・コミュニティ振興財団を指定管理者として選定した。 

・図書館は，「映画のまち調布シネマフェスティバル」で，「出張！映画資料室」（旧映画の図書展）を実施した。また，ラグビーワー

ルドカップ及び東京２０２０大会に向けて資料を収集し，展示を行うとともに後世に関連記録を残す取組を実施している。 

評価 A 

【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２４年６月２７日 劇場，音楽堂等の活性化に関する法律の施
行。 

 
③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
おける施策との有機的な連携，「年齢，障害の有無又は経済的な状
況」にかかわらず等しく文化芸術の鑑賞等ができる環境の整備等の
基本理念が追加。 

④平成３０年６月１３日 障害者による文化芸術活動の推進に関す
る法律の施行 

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文化施設３館（文化会館たづくり，グリーンホール，せ
んがわ劇場）の役割分担と連携体制の明確化，市の施策
との連動 

③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。 

 
 
 
④引き続き，調布市福祉作業所等連絡会と連携しながら，
パラアート展の開催などにより，障害者による芸術文
化活動を支援する。 

都
や
近
隣
自
治
体
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 

 
②２０２０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方針を踏まえた，事業展開を図る。 
 
 
 
②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。 
 
 
②施設の老朽化，バリアフリー，トイレの洋式化等課題がある。 

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。 

  
②公共施設全体の計画の中で調整を図る。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策19 芸術・文化の振興） 

◆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 

〇２０１９・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。 

・文化芸術基本法に基づき，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

篤記念館との事業・人材育成等における連携を通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。 

・図書館では，映画関連資料の収集や「出張！映画資料室」の実施によって，「映画のまち調布」を推進する。 

○ラグビーワールドカップ・東京2020大会に関する資料の収集・整理・提供・保存 

 
◆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 
・「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」の周知・啓発，宣言に沿った市民の芸術・文化活動の促進・支援 

・東京２０２０大会を契機とした多様な主体との連携による文化プログラムの展開。 

・「パラアート展」の継続実施など，芸術・文化における共生社会の実現に向けた取組の推進 

・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）のそれぞれの館の特徴を生かした事業への取組，３館の連携に

よる効果的な事業の推進 

・東京２０２０大会に関する資料の収集・整理・提供・保存。 

・グリーンホールの１０年以内を目途とする建替えを見据えた整備方針（令和元年度策定予定）に基づく取組の検討 

 

 

◆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 

・ラグビーワールドカップ及び東京2020大会への取組については，庁内横断的な連携のほか，東京都，組織委員会をはじめ，多

様な主体との連携により，芸術・文化のみならず幅広い分野での取組を展開し，有形・無形のレガシー創出を図る。 

・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。 

・シネマフェスティバルは，調布市文化・コミュニィティ財団のほか，文化生涯学習課，産業振興課，図書館，郷土博物館など全

庁的な連携に加え，市内外の映画・映像関連企業・団体との横断的連携による取組を推進する。 

 

 
≪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」 

・「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」に沿った市民の芸術・文化活動の促進・支援 

・芸術・文化を通じた市民や団体の交流促進 

 

■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・ラグビーワールドカップや東京２０２０大会を契機とした多様な主体との連携による文化プログラムの展開 

・東京２０２０大会に関する資料の収集・整理・提供・保存 

 

■連携テーマ4 「パラリンピックレガシーの創出」 

・「パラアート展」の継続実施など，芸術・文化における共生社会の実現に向けた取組の推進 

・東京２０２０大会に関する資料の収集・整理・提供・保存 

 
  



（施策19 芸術・文化の振興） 

 
【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，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。 

 

○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・文化の様々なイベントを包括的にプロモーションする「Ｃｈｏｆｕ 

Ａｒｔ Ｓｐｉｎ （仮称）」の取組を検討している。 

・パラアート展の継続開催。 


