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目 
的 

対 象 市民 

意 図 
平和の尊さを理解し，後世に語り継いでいく 
多様な文化が尊重される，多文化共生を推進する 

◇施策の方向 

市民一人一人が，国際交流を通じた相互の理解を深める中で，多様な文化が尊重され，平和に暮らすことができる共
生の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 戦争についての話をしたり，聞いたり

したことがある市民の割合【☆】 85.8% 85.2％ 82.2％ 84.9％ 90.0％ 

２ 国際交流・多文化共生事業の参加者数

【☆】 
1,833人 2,102人 1,862人 3,022人 1,600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 戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合【☆】 
 平成３０年度市民意識調査では，戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合は，
昨年度と比較して，２．７ポイント増加しました。特に１６歳から１９歳の若い世代では，９３，３％と
高い割合になっています。戦争体験者の高齢化が進んでおり，今後の継承が課題となっています。 

２ 国際交流・多文化共生事業の参加者数【☆】 
国際交流協会は，外国人の日本語学習支援，交流事業のほか，講座を行うなど国際交流の推進及び国際

理解・異文化理解の啓発に努めました。また，ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会に向け，お
もてなしの充実を図るため，市民向け語学講座「外国人留学生と楽しく交流」や「やさしい日本語でおも
てなし」，東京都との共催で，「外国人おもてなし語学ボランティア」の育成講座を開催しました。 
 市では，東京２０２０大会を意識した木島平村での英語体験事業を小学５年生・６年生を対象に実施し，
オリンピックの学習を通してあいさつや道案内など楽しく学び機運醸成につなげました。 
ホストタウン「サウジアラビア」の取組として，アラビア文化展，アラビア語講座を通じ，サウジアラ

ビアとの文化交流とイスラーム文化への理解を深める機会となりました。 
調布市人権擁護委員主催の「ハートフルミニコンサート」は，「多文化共生」をテーマにパネルディスカ

ッションを行い６５人の参加がありました。様々な事業展開により，国際交流・多文化共生事業の参加者
数は３，０２２人となり，目標値を大きく上回りました。 

 
《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 戦争についての話をし

たり，聞いたりしたことが

ある市民の割合 

平和に関する意識啓発を図る各種平和祈念事業の効果的な展開

により，市民の大多数が戦争について考える機会を持っているこ

とを目標とした。（調布市民意識調査） 

84.9% 

（平成30年度） 

90.0% 

（令和4年度） 

２ 国際交流・多文化共生事

業の参加者数 

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会や東京2020大会の

開催を契機とした国際交流・多文化共生事業の推進により，関連

事業への参加者数を増加させることを目標とした。（文化生涯学

習課資料） 

2,482人 

（平成29年度） 

3,000人 

（令和4年度） 

 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策30 平和・国際交流施策の推進） 

 

◆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】 

３０－１ 平和社会の推進 

（◆平和祈念事業の実施） 

平和について考える機会を提供するために，戦没者を追悼し平和を祈念するため，防災無線により市内

全域へ黙とうの呼びかけ，広島，長崎平和祈念式典へ恒久平和を願う市長メッセージを送付しました。ま

た，公民館，郷土博物館，図書館などと連携し，平和事業連絡会を開催し，戦争のない平和な社会につい

て広く市民に考える機会を提供できるよう意見交換を行いました。 

国際交流平和基金を活用し，平和に関する取組を掲載した情報紙「ピース・レターちょうふ」は，夏の

平和事業の取組を中心に発行し，市立小・中学校の児童・生徒に配布し，若い世代が平和の尊さを学ぶ機

会の提供に努めました。そのほか，原爆展の開催，市民と協働で開催した映画「ガラスのうさぎ」の上映

会，調布市非核平和都市宣言３５周年を記念し上映した映画「この世界の片隅に」などを実施し，平和の

尊さを考える機会を提供しました。 

（◆戦争体験の継承） 

戦争体験を風化させることなく，後世に語り継ぐ取組では，戦争体験者に自身の戦争体験を語っていた

だき，その様子を映像に記録したＤＶＤを作製し，市立図書館や市内小中学校等に配布するとともに，そ

の活用についてのアンケートを実施し，今後の製作の参考にしました。また，原爆展や映画上映会で被爆

者の講話や講演会を行い，戦争体験の継承に努めました。さらに，調布市原爆被害者の会と調布市戦時記

録保存会に御協力いただき，生涯学習出前講座（協力編）に登録いただき，市民の平和学習の機会の提供

に努めました。 

３０－２ 国際交流と多文化共生の促進 

（◆国際交流と多文化共生の地域づくり） 

 国際交流協会（ＣＩＦＡ）では，定例サロンや文化交流など各種交流事業や日常生活で必要な日本語学

習の機会を提供するなど外国人に対しての様々な支援と交流を行いました。ＣＩＦＡフレンドシップデー

では，「調布で世界を知ろう」をキャッチフレーズに参加国の文化などの展示や舞踊を通し，友好を深め

ました。東京都と共催で実施した「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座は，外国人が安心して

過ごせる環境を整えることを目的に実施したほか，市と連携し，「やさしい日本語」でおもてなしに参加

できる機会の創造を目的に，講演会やワークショップを行い，市民のボランティアに対する意識向上に取

り組みました。 

市では，昨年度に引き続き，子どもを対象とした事業として，小学校５・６年生を対象とした木島平村

での英語体験事業を実施し，ネイティブ講師との交流を通して楽しく英語を学びました。海外への調布市

の魅力の発信を目的に調布市観光協会との連携事業として始まった「調布ぬくもりツアー」は，６か国 

１４人の参加で，深大寺のらくやき体験や味の素スタジアム周辺などを見学し，日本文化の体験や調布市

を知ってもらう機会になりました。なお，この体験を留学生自身が母国語でソーシャルネットワークを利

用し，調布の名所等として紹介しました。 

そのほか，文化，スポーツ，教育等でさらなる交流を深めるため，平成３０年６月に，アラブイスラー

ム学院と相互友好協力協定を締結しました。サウジアラビア文化展，アラビア語講座など様々な文化との

交流機会の創出により，異文化理解の促進を図りました。 

 
  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策30 平和・国際交流施策の推進） 

 
 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・平和施策については，国際交流平和基金を活用し，平和に関する取組を掲載した「ピース・レターちょうふ」の発行等，啓発に

取り組んだ。「ピース・レターちょうふ」は，小・中学生全員に配布し，若い世代が，平和の尊さを学ぶ機会の周知に努めた。ま

た，原爆展や映画上映会では，戦争体験を聞く機会を提供し，指標である「戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがあ

る市民の割合」の目標値達成に向け取り組んだ。 

・国際交流と多文化共生の促進では，国際交流協会で，定例サロンや文化交流など各種交流事業や日常生活で必要な日本語学習の

機会を提供するなど外国人に対しての様々な支援を行った。また，ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会を見据え，「外

国人留学生と楽しく交流」や東京都と共催で実施した「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座は，平成２７年度からの

受講者が，５００人を超え市民のボランティアの意識が高まっている。また，英語堪能者だけでなく「やさしい日本語」でおも

てなしに参加できる機会の創造を目指した講演会を実施しボランティアに対する意識向上に取り組んだ。 

・ホストタウンであるサウジアラビア文化展の開催，アラビア語講座などイスラーム文化の交流を行った。子ども向け事業として

は，市民団体との共催で，アラブイスラーム学院訪問を実施したほか，東京２０２０大会を意識した英語体験事業を２泊３日で

姉妹都市である木島平村で実施した。 

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戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割

合は，目標値達成は難しいが，平和事業に関する情報の発信，

戦争体験を直接聞く機会の提供に取り組んだ。 

 

①平和事業連絡会で，公民館，郷土博物館，図書館と情報共有を

図り，平和関連事業の周知を引き続き行い，効果的な事業実施

に向け取り組む。 

 

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30 平和・国際交流施策の推進） 

◆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） 

・戦後７０年の節目の年であり，たづくり展示室で「水木しげるの戦争と報道展」を実施し，9,000人を超える来場者があり，水木

氏の作品とともに，平和の想いを発信した。また，中学生１５人を被爆地である広島に派遣し，戦争の悲惨さや平和の尊さを学ん

だ。 

（平成２７年度～） 

・戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合は，ほぼ横ばいで，戦争体験者が減少するなか，継承についてど

のように取り組んでいくかが課題となっている。戦争体験映像記録は，動画ライブラリーでも視聴できるようにし，広く市民が戦

争体験を聞く機会を提供した。 

・国際交流と多文化共生の促進は，ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会に向けた取組も実施したことから，事業の参加者

は増えている。外国人人口は年々増加しており，外国人が安心して生活できるよう引き続き環境整備をしていく必要がある。 

（平成２８年度～） 

・平和施策については，国際交流平和基金を活用し，平和に関する取組を掲載した「ピース・レターちょうふ」の発行や平和宣言の

継承のため，市役所前庭に宣言等パネルを設置（平成２９年度）する等，啓発に取り組んだ。「ピース・レターちょうふ」は，小・

中学生全員に配布し，若い世代が，平和の尊さを学ぶ機会の周知に努めた。また，原爆展や平和祈念講演会，映画上映会等で，戦

争体験を聞く機会を提供し，指標である「戦争についての話をしたり，聞いたりしたことがある市民の割合」の目標値達成に向け

取り組んだ。 

（平成２９年度～） 

・サウジアラビアとの交流は，これまでのアラブイスラーム学院訪問のほか，より市民との交流を深めるため，文化祭プラザでの交

流やサウジアラビア留学生の和文化体験，文化展，アラビア語講座など交流の推進を図った。平成３０年６月には，文化・スポー

ツ・教育など様々な分野でさらに交流を深めることを目的にアラブイスラーム学院と相互友好協力協定を締結した。 

（平成３０年度） 

・調布市非核平和都市宣言から３５周年であったことを祈念し，映画の上映会と被爆体験者の講演会を行った。 

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戦争体験者の高齢化による減少 

 

②平成３０年１２月８日，第１９７回国会（臨時会）において「出入

国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が

成立し，同月１４日に公布（平成３１年４月１日施行）  

 

①可能な限り，ＤＶＤの作製により，戦争体験者の生の

声を記録し，後世に残す。 

②市内在住外国人は増加傾向にある。相談体制など外国

人が暮らしやすい環境整備が課題。 

都
や
近
隣
自
治
体

等
の
動
向
等 

①平成２８年２月，東京都は，「共に活躍する」という考えに立ち， 

東京都多文化共生推進指針を策定。 

②戦後７０年となった平成２７年度は，１４市が，広島・長崎へ市民 

を派遣した。 

①他自治体の動向にも注視。調布市基本計画の基本的取

組の体系に多文化共生の促進を位置づけ。 

②平成２７年度，調布市でも広島平和派遣事業を実施。

令和元年度から継続実施に向け効果的に取り組む必要

がある。 

 

そ
の
他 

①ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会に向け，市民ボラン

ティアの意識が高まっている。 

 

②２０２０年は，戦後７５年と「調布市国際交流平和都市宣言」３０

周年の節目の年である。 

 

①設立２５周年を迎える国際交流協会や相互友好協力協

定を締結している大学の学生など，ボランティアの活

躍の場の機会の創出について庁内連携した取組が必

要。 

②周年となる事業の検討を行う。 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策30 平和・国際交流施策の推進） 

◆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 

・戦争体験者の高齢化が進んでおり，戦争体験者の記録の継承が課題である。今後は，これまでの記録の活用や若い世代が平和の尊

さを考えるきっかけとなるような事業のさらなる工夫も必要である。 

・中学生の被爆地への派遣の継続的な実施。他事業との連動など効果的に取り組む必要がある。 

・事業と連動した国際交流平和基金の周知を行い，基金の充実に取り組んでいく。 

〇ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会に向け，市民の国際交流やボランティア意識の高まりがある。市民の活躍の場と交

流の機会が増えることで，多様な文化への理解が深まり，多文化共生の推進が期待できる。 

・ホストタウンとして登録しているサウジアラビアとの交流を推進する。 

 

 
 
◆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 
・調布市国際交流平和都市宣言３０周年の節目の年を踏まえ，中学生の被爆地への派遣事業をはじめ，広く市民が平和の尊さについ

て考える機会の創出 

・東京２０２０大会を契機とした多文化共生の理解促進 

 

◆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 

・平和事業については，公民館，郷土博物館，図書館などと情報共有・連携し効果的に取り組む。 

・東京２０２０大会を見据えた平和・国際交流事業の展開については，国際交流協会，オリンピックパラリンピック担当との連携

が必要である。 

 

 

 

 
≪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」 

・ラグビーワールドカップや東京２０２０大会を契機としたおもてなしの取組や多文化共生のまちづくりの推進 

・東京２０２０大会と連動した平和事業の展開 

 

 
  



（施策30 平和・国際交流施策の推進） 

 
【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，多様な文化への理解を深め，お互いの人権を尊重します。 

・市民は，平和の尊さに対する認識をより一層深め，戦争の記憶を風化させないよう次の世代に伝えます。 

 

○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） 

・和文化体験や観光などの地域資源を活かした外国人のおもてなし 

・名誉市民である水木しげる氏の作品や遺品などを活用した平和事業の取組 

 

（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） 

・ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会に向け，地域資源を活かした事業の展開を検討 

 


