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目 
的 

対 象 市民，文化遺産 

意 図 
文化遺産や伝統を次世代に伝え，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 

地域ゆかりの文化資源や歴史・文化遺産を保存・活用することにより，次の世代に継承し，ふるさと調布に対する愛

着を育みます。 

 
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 文化遺産の数（国・都・市

指定等文化財）【☆】 
71件 72件 74件 ７７件 79件 

２ 実篤記念館の入館者数（実

篤公園利用者含む）【☆】 3万7,149人 3万1,200人 ４万1,120人 ３万8,384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）【☆】 
 文化財の指定総件数は７７件となりました。文化財保護審議会を６回開催し，深大寺所蔵の河鍋 暁斎
（かわなべ きょうさい）作「絹本（けんぽん）着色釈迦三尊十六善神図」を市指定文化財（絵画，歴史資
料）としました。また，旧武者小路実篤邸が国登録有形文化財となりました。これらの内訳は，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９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６１件となっています。 
２ 実篤記念館の入館者数（実篤公園利用者含む）【☆】 
武者小路実篤の新しき村が創立１００周年を迎えたことから，特別展やたづくりでの移動展を開催しま

した。また，各種講座や講演会の開催，朗読ワークショップや地域の学校との連携による事業の開催など，
実篤や記念館の活動の認知度を高める取組に努めました。引き続き，幅広い世代に良質な事業を提供し，
身近で親しむことができる，教育・芸術・文化の場となる様な事業展開に取り組みます。 

 
 
《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 文化遺産の数（国・都・

市指定等文化財） 

後世に残すべき文化遺産のうち，優先度の高いものから順次指定

の手続きを進め，毎年度1件程度の指定を行うことを目標とし

た。 

（調布市内の指定・登録文化財一覧（台帳）） 

74件 

（平成29年度） 

79件 

（令和4年度） 

２ 郷土博物館・実篤記念

館の合計入館者数（実篤

公園利用者含む） 

地域ゆかりの文化資源や歴史・文化遺産に触れられる場である両

施設における各種取組を継続することにより，現状の入館者数を

増加させることを目標とした。（郷土博物館資料） 

5万1,292人 

（平成25～ 

29年度平均） 

5万5,000人 

（令和4年度） 

  

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

２０－１ 史跡・文化財の保存及び活用 

・国史跡下布田遺跡保存活用計画検討委員会を２回開催し，計画書として取りまとめ，文化庁に提出しま

した。 

・国史跡下布田遺跡の周知を図る事業のひとつとして千色工房を３回開催し，分室において草木染を行い

ながら史跡の見学などを行いました。 

・企画展示「鉱物展」を開催し，博物館の多様な収蔵品について周知を図りました。 

・企画展「明治期の調布」を開催し，調布の明治時代を，教育・産業・戦争の切り口で紹介し，調布の歴

史を新たな視点から捉えることができました。 

・深大寺との共催による寺宝展を行い，白鳳仏だけでなく文書資料などの紹介を行いました。 

・郷土学習展を開催し，主に市内の小学３年生を対象とした「ちょっと昔の暮らし」を，体験学習を交え

て行いました。各学校の引率教諭からも自らの経験を交えて説明できるなど，児童だけでなく教師にとっ

ても効果のある学習となっていることがうかがわれました。 

・第６１回祭ばやし保存大会を開催し，市指定無形民俗文化財の保存に努めました。 

・近藤勇没後１５０年関連講演会「地域資料のなかの近藤勇」を開催し，資料に基づく幕末政局と新選組

をとらえた企画により新たな近藤勇像に目を向けました。 

・地域文化講演会「京王沿線の近現代史」を開催し，生活に密着している京王線の歴史を垣間見ることに

より参加者から好評を得ました。 

・文化財見学会を開催し，深大寺から深大寺城跡を巡りながら現地解説を行いました。 

・文化財講演会「狐塚古墳と多摩川流域における終末期古墳」を開催し，市域に残る古墳の位置づけなど

の解説を受けました。 

・「深大寺春の和めぐり」において深大寺城跡の講義及び見学会を行いました。 

・文化財保護審議会を開催し，深大寺所蔵の釈迦三尊十六善神図を審議し，新たに市指定有形文化財とし

て指定しました。 

２０－２ 地域ゆかりの文化を生かした事業の展開 

・春・秋の特別展，収蔵品によるテーマ展６回，たづくり展示室での移動展を開催しました。 

・春の特別展では講演会を実施し，講演と見学を合わせたことにより，展示と普及事業が効果的に行えま

した。 

・秋の特別展は，新しき村１００周年を記念した展示で，たづくり移動展と併せて，実篤の思想と新しき

村の歴史や時代ごとの評価など多面的に紹介しました。 

・夏休み期間に実施した自由研究サポートでは，多くの子どもたちが展示の鑑賞や工作を楽しみ，かつ成

果品を学校に提出できるようなメニューで取り組みました。 

・多摩川流域自治体交流イベントラリーへ参加し，府中市美術館，小金井市立はけの森美術館と併せて３

館でスタンプラリーを実施しました。 

・東京・ミュージアムぐるっとパス２０１８事業に参加し，実篤記念館の活動と周知と広報の拡充を図り

ました。 

 

  

２ 平成３０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３０年度における施策の成果についての総括 
・国史跡下布田遺跡保存活用計画を策定し，文化庁に提出した。 

・深大寺と共催展示の「焼失をのがれた国宝白鳳仏と寺宝の数々」は，深大寺本堂再建１００年記念として行われ，慶応元年の大

火をのがれた資料を展示したが，これらの資料は翌年度以降に国庫補助事業として実施する深大寺文書調査につながるものとなっ

た。 

・企画展「明治期の調布－教育・産業・戦争」では，近世の寺子屋から繋がる学校制度について特に明治時代の学校の変遷を明ら

かにしたり，調布におけるぶどう栽培とぶどう酒の醸造をポスターや広告を交えて紹介するなど，新たな調布の一場面を展示した

ことにより，様々な年代から好評を博した展示となった。 

・深大寺所蔵の釈迦三尊十六善神図は，河鍋暁斎の手による深大寺再建に関わる資料として，絵画としてだけではなく，深大寺な

どの歴史とも関わる歴史資料としての価値もあり，文化財保護審議会の審査を受けて，市指定有形文化財となった。 

・郷土学習展「ちょっと昔の暮らし」では小学３年生の社会科学習に役立つことを意識した展示内容としており，平成３０年度は

東京２０２０大会を意識した「１９６４年の東京オリンピック」の視点も取り入れた展示として，児童のみならず教師からも好評

を得た。 

・春の特別展では講演会を実施し，講演と見学を合わせた企画により，１，７００人余の入場者があった。 

・秋の特別展は，新しき村１００周年を記念した展示で，たづくり移動展と併せて，５，０００人を超える入場者があった。 

・夏休み期間に実施した自由研究サポートでは，ぬりえ，手のひら記念館，実篤ジグソー，調べ学習，拓本，鑑賞パズルなど多く

の成果品を作成することができた。 

・多摩川流域自治体交流イベントラリーへ参加し，実篤記念館では１，１００人余の参加者があった。 

・東京・ミュージアムぐるっとパス２０１８による実篤記念館の利用者は６００人余となった。 

 

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 

文化財の保存と活用 

①国史跡下布田遺跡保存活用計画の策定 

 

②深大寺展示（焼失をのがれた白鳳仏と寺宝の数々）とこれに引

き続く事業の展開 

 

 

地域ゆかりの歴史・文化遺産等の活用と継承 

③新しき村１００周年記念事業の実施（「新しき村１００年」，

「新しき村美術展」） 

文化財の保存と活用 

①国史跡下布田遺跡整備基本計画を翌年度から2年間にかけて

計画策定を行う。 

②寺宝としての文書資料（深大寺近代文書及び吉田包春下絵）の

国庫補助事業による調査・整理を令和元年度から3年間かけ

て実施する。 

 

地域ゆかりの歴史・文化遺産等の活用と継承 

③継続的な展示事業の実施と「友情」１００年を記念した通年企

画の実施。 

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 

文化財の保存と活用 

①国登録有形文化財真木家住宅は，日本館・洋館含めて寄贈を受

けたが，保存活用に向けての取組には至らなかった。 

文化財の保存と活用 

①真木家住宅に関して寄贈者との諸調整を行う部分があること

や，今後の活用に当たっては，若宮自然広場との一体的な活用を

視野に入れた取組が必要となってくる。 

 

 
  

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20 地域ゆかりの文化の保存と継承） 

◆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～） 

・国史跡下布田遺跡保存活用計画を策定し文化庁に提出したことは，整備基本計画の策定につながるものである。 

・深大寺と共催展示の展示は国宝白鳳仏を中心として，平成２８年度から３か年に渡り実施したが，これらの実績などから翌年度以

降の深大寺文書調査につながるものである。 

・深大寺所蔵の釈迦三尊十六善神図は，絵画としてだけではなく，深大寺などの歴史とも関わる歴史資料としての価値も含めて，市

指定有形文化財となったものである。 

・郷土学習展では小学３年生の社会科学習に役立つことを意識した展示内容としており，平成２９・３０年度は東京２０２０大会を

意識した視点も取り入れた展示を行った。 

・武者小路実篤記念館は，これまでの実績と信頼を活かしながら，市民が広く誇り得る文化の拠点として，身近で親しみのある教育，

芸術・文化の場となるように努め，より良質で魅力ある事業展開を行ってきた。 

・武者小路実篤記念館ではオンラインゲームとの共同企画により実施した事業により，若年層の来館者の大幅な増加につながった実

績がある。 

 

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３０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。引き続き，市は，市内文化財の活用を図りながら，調

布の魅力を高める取組を推進するともにその魅力を市内

外に発信していく必要がある。 

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
自
治
体
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，武蔵国分寺・国分尼寺を日本遺産に

する活動を共同で行っている。 

 

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。 

 

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５年が経過。新たに令和元年度から１０年間の指定

管理期間となる。 

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，施設の老朽化対策やバリアフリー対

策が必要。今後，施設について中・長期的な展望が必要 

 

②子ども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） 

◆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 

市内の文化財を適切に保存管理し，調布の文化遺産を後世まで引き継いでいくことを継続的に実施していく。その中の計画的な事

業として次にあげる事業などを進めていく。 

・国史跡下布田遺跡整備基本計画の検討，策定（令和元年度・２年度） 

・国史跡下布田遺跡整備基本設計（令和3年度），実施設計（令和4年度） 

・深大寺近代文書等の調査 

・真木家住宅維持管理と保存活用に向けた取組 

 
◆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 
・郷土博物館及び武者小路実篤記念館による東京２０２０大会関連企画展示の実施 

・国史跡下布田遺跡整備基本計画の策定 

・深大寺近代文書等の調査 

 

 

◆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 

・下布田遺跡の保存活用に当たっては周辺の住環境との調整を図りつつ，歴史的・文化的要素を取り込みながら，だれもが憩える

公園的な部分を広く周知しながら検討を進めていく必要がある。 

・様々な文化財を保有する深大寺との連携は継続的に実施していく必要がある。令和元年度から３年度にかけて深大寺近代資料調

査を実施するほか，適宜，深大寺所蔵の文化遺産について文化財指定の審議を検討していく。 

・深大寺，深大寺城跡，深大寺水車館など深大寺周辺の文化財，文化財施設の活用について，庁内関係部署や観光協会などとも連

携しながら進めていく必要がある。 

 

 

 
≪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3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・各大会における事前の取組から，大会実施期の様々な場面などについて，適宜記録を残し，将来歴史的価値のある資料とな

り得るものや映像等を確保し，適切に管理保存することにより，次世代以降の博物館事業やその他の事業に有効に活用するこ

とができる。 

・庁内関係部署における大会関係の様々な資料の作成や取得について，総務課公文書資料係と連携して記録資料の収集に取り

組むことにより，次代の調布市民の貴重な資料として活用することができる。 

 

 
  



（施策20 地域ゆかりの文化の保存と継承） 

 
【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，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。 

 

○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） 

・下布田遺跡公園としての整備 

・文化財の適切な保存活用が図られる 

 

（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） 

・公園施設に加えてガイダンス棟などの管理施設の設置や活用に向けてのＡＲ，ＶＲ技術の導入 


