
令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

16 活力ある産業の推進  

主管課名 生活文化スポーツ部 産業振興課 

主管課長名 渡辺 直樹 電話番号 042-481-7707 

関係課名 
（組織順） 

文化生涯学習課，街づくり事業課 
 

目 

的 

対 象 消費者，事業者，起業者 

意 図 商店街がにぎわう・市内消費が高まる，企業活動が活発になる・市内の創業者が増える 

◇施策の方向 

商店街の環境整備を促進し，その魅力を高めることで，魅力ある商店街づくりと市民の日常的な買物の利便性及び満
足度を向上させます。また，地域経済を支えている中小企業・小規模事業者の振興や創業支援を行うとともに，調布
市の特性を生かした市内産業の活性化を図ります。 

 

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 日常の買物が便利と感

じている市民の割合 

【☆，◎】 

69.5% 69.2％ 71.3% 73.8％ 80.0％ 

２ 市内商業者（小売業）

の年間販売額【☆，◎】 
— — — — 

2,100 億円 

（平成 29 年度） 

３ 納税法人数【☆，◎】 5,852 法人 5,976 法人 6,073 法人 6,283 法人 5,800 法人 
４ 産業労働支援センター

での創業等相談件数 
【☆，◎】 

417 件 531 件 488 件 651 件 700 件 

５ 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 日常の買物が便利と感じている市民の割合【☆，◎】
 平成３０年度の市民意識調査では，前年度より２．５ポイント増加し，７３．８％でした。平成２９年
度にトリエ京王調布がオープンしたことを契機に，ポイントが上昇しています。 
２ 市内商業者（小売業）の年間販売額【☆，◎】
 平成２６年度に目標値２，１００億円を達成しています。 
３ 納税法人数【☆，◎】 

平成３０年度の納税法人数は，基本計画策定時（平成２５年度）と比較して５１３法人増加し，前年度
と比較して２１０法人増加して，６，２８３法人となり，目標値の５，８００法人を上回りました。 
４ 産業労働支援センターでの創業等相談件数【☆，◎】

平成３０年度の創業等相談件数は，前年度と比較して１６３件の増加し，目標値には達しなかったもの
の，大きく件数を伸ばすことができました。 
５ 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 日常の買い物が便利

と感じている市民の割

合 

市内商店，商店街等の支援に取り組むことで，市民の 8 割が日常

の買い物が便利であると感じられることを目標とした。（調布市民

意識調査） 

73.8% 
（平成３0 年度） 

80.0% 
（令和 4 年度）

２ 市内商業者（小売業）

の年間販売額 

ラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会及び東京 2020 大会を

契機とした商業活性化を図ることで，市内消費を促進し，市内商業

者（小売業）の年間販売額を増加させることを目標とした。（経済

産業省「商業統計調査」（5 年毎）） 

2,114 億円 
（平成 29 年度） 

2,254 億円 
（令和 4 年度）

３ 納税法人数 
商工会への支援や中小企業等への経営相談等の取組により，納税法

人数を概ね維持することを目標とした。（産業振興課資料） 
6,073 法人 

（平成 29 年度） 
6,100 法人 

（令和 4 年度）

４ 産業労働支援センタ

ーでの創業等相談件数 

産業労働支援センターにおける相談件数を増加させ，新たな創業に

向けた支援の充実を図ることを目標とした。（産業振興課資料） 
488 件 

（平成 29 年度） 
520 件 

（令和 4 年度）

５ 映画・映像関連企業

と連携した取組の件数 

シアタス調布における上映会や「映画のまち調布」応援キャラクタ

ー「ガチョラ」の活用などにより，映画・映像に関連した各種取組

の充実を図ることを目標とした。（産業振興課資料） 

35 件 
（平成 29 年度） 

50 件 
（令和 4 年度）

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  
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（施策 16 活力ある産業の推進） 

 

◆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】 

１６－１ にぎわいを創出する商業活性化の支援 

 にぎわいのある商店街づくりに向けて，１７の商店会が実施した２５のイベント事業を支援しました。
 また，調布市観光協会と連携し，「デカ盛りウォークラリー」，「Ｏｈ！！辛チャレンジ」等を実施し，
市内回遊性の向上と併せ，にぎわいの創出に取り組みました。 

中心市街地の活性化に向けては，京王線連続立体交差事業を契機としたソフト・ハード一体的なまちづ
くり推進事業や旧甲州街道沿道商店街の回遊性向上に向けた事業，調布駅前広場を活用したイベントを実
施しました。また，調布駅周辺のさらなるにぎわいの創出や，将来の調布駅前広場の自由度の高い利活用
に向けた検討を行ったほか，調布駅周辺を訪れた方の消費の動向や商業施設の利用実態を把握するための
調査を行いました。 
 調布駅周辺の回遊性の向上や市内商業の活性化に向け，シアタス調布や調布市商工会等と連携し，映画
の半券チケットの提示で，飲食店等の独自のサービスを受けられる半券サービス事業の取組支援や，商店
会の店主が講師となり，お客様に専門知識を伝えながらコミュニケーションを図ることで，顧客確保につ
なげる第２回柴崎つつじヶ丘仙川まちゼミ（２５講座）の実施等の商店街イベントを支援しました。 
 さらに，商店街の環境整備を支援するため，２３商店会の商店街街路灯電気料金の助成をしました。 

１６－２ バイ調布運動（市内消費）の促進 

 市内消費を促進するため，商工会と連携し，隔月に発行される地域情報誌１８２ｃｈ（イチハチニチャ
ンネル）や市ホームページで商店会や特色あるお店を紹介したほか，アプリ運営会社と連携したアプリに
よる市内の店舗紹介や，市内商店会主催のお祭りにて，スタンプラリー事業を実施することで，市内店舗
の紹介につなげました。 
 また，市の補助金を活用し，平成３０年歳末商戦を見据えた，調布市独自の「調布・歳末スクラッチカ
ード事業」の継続実施により，市内消費の喚起と商業活性化，市民生活支援を図る取組を展開しました。

１６－３ 市内事業所・事業者への支援 

市内事業所の事業活動を支援するため，中小企業庁等のセミナーや相談会などを積極的に情報提供する
とともに，販路開拓等を目指す市内事業所を支援するため，見本市等の出展費用の一部を補助しました。
また，中小企業等支援に関する包括協定を結ぶ５つの金融機関や商工会，日本政策金融公庫とは，事業承
継・人材育成・補助金等各種セミナーを実施しました。その他，生産性向上特別措置法の規定に基づき 
１１件の先端設備導入計画を認定しました。 

１６－４ 新たな創業への支援 

産業労働支援センターでは，経営アドバイザーによる創業相談を随時実施しましたほか，初心者向け創
業相談会，女性起業相談会等を定期的に開催し，シニア向け創業相談も不定期で開催しました。また，日
本政策金融公庫と連携した融資 相談会を毎月開催するとともに，新たに，東京都多摩地域事業引継ぎ支
援センターの協力を得て，中小企業者にとっての近年の課題である事業承継の個別相談を毎月開催するな
ど，相談事業の充実を図りました。 

セミナーについては，創業塾をはじめとして，各種セミナーを７回実施し，２２５人の参加がありまし
た。交流活動における初の試みとしては，調布市，三鷹市，狛江市及び稲城市の創業塾卒業者を対象に，
多摩エリア創業塾卒業生交流会を実施し，各市から２４人の参加者がありました。また，創業チャレンジ
支援事業（市内空き店舗等を活用した創業支援）では，市内で創業した４事業者を支援しました。国の産
業競争力強化法に基づく調布市の特定創業支援事業（e-プロジェクト）では，相談事業・セミナーにおい
て経営，財務，人材育成，販路拡大に関する知識を身につけた方に対し，知識を習得したことへの証明書
の発行を行い，１１件の証明書を発行しました。 

１６－５ 特性を生かした地場産業の振興 

 市内の映画・映像関連企業や市民団体と連携し，「調布ジュニア映画塾」，「高校生フィルムコンテスト
in 映画のまち調布」など世代に合わせた調布ならではの取組のほか，市民・事業者等が実施する「映画・
映像をつくる・楽しむ・学ぶ」機会となる活動に対する事業補助を８件（５団体）実施しました。 
 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」
では，市内映画・映像関連企業等と実行委員会を組織し，映画の作り手に焦点を当てた映画賞をはじめ，
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の開催など，調布ならでは
の取組を実施しました。 
 その他，映画のまち調布応援キャラクター「ガチョラ」の市内イベントへの出演や，「ガチョラ」ＰＲ
動画のシアタス調布のプレアド（本編上映前の広告）上映を実施し，「映画のまち調布」の推進に取り組
みました。 

 

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  
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利便性が高く快適で豊かなまち

事務事業 民間ノウハウを活用した中小企業・小規模事業者の支援

○創業支援
・ミニブルーム交流カフェ
の開催
・専門家による事業所訪問
・創業セミナーの開催

○経営課題の解決に向けた
支援（事業承継・人材育成
等の支援）
・専門家による事業所訪問
・中小企業向けセミナーの
開催

○創業支援
・ミニブルーム交流カフェ
の開催
・専門家による事業所訪問
・創業セミナーの開催

○経営課題の解決に向けた
支援（事業承継・人財育成
等の支援）
・専門家による事業所訪問
・中小企業向けセミナーの
開催

事　業　費 　　　（千円） 1,215 1,201 1,200

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○調布市商工会の活動，運
営の支援による市内商工業
の活性化

○調布市商工会の活動・運
営支援

○「バイ調布運動」の促進
・調布まちなかウォーキン
グ事業の支援
・商店街飲食店支援事業の
支援

○調布市商工会の活動・運
営支援

○「バイ調布運動」の促進
・商店街飲食店支援事業

○スクラッチカード事業

○調布市商工会の活動・運
営支援

○「バイ調布運動」の促進
・商店街飲食店支援事業

○スクラッチカード事業

事　業　費 　　　（千円） 37,900 58,650 58,650

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・産業労働支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○事業承継支援
○創業・経営支援
○人材育成支援

○創業支援
・ミニブルーム交流カフェ
の開催
・専門家による事業所訪問
・創業セミナーの開催

○経営課題の解決に向けた
支援（事業承継・人材育成
等の支援）
・専門家による事業所訪問
・中小企業向けセミナーの
開催

計画コード 64 重点Ｐ ③

事務事業 調布市商工会事業の支援

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・商業観光係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 63 重点Ｐ － －

○商店街のにぎわいの創出
のため，商店街の活性化を
支援

○商店街のイベント支援
○商店街の施設整備への支
援
○中心市街地活性化プラン
の推進
○専門家による商店街活性
化支援

○商店街のイベント支援
○商店街の施設整備への支
援
○中心市街地活性化プラン
の推進
○調布市商工会及び専門家
と連携した商店街活性化支
援
○調布駅前広場の利活用に
関する検討

○商店街のイベント支援
○商店街の施設整備への支
援
○中心市街地活性化プラン
の推進
○調布市商工会及び専門家
と連携した商店街活性化支
援
○調布駅前広場の利活用に
関する検討
○調布駅周辺来街者調査等

事　業　費 　　　（千円） 44,820 43,051 27,525

事務事業 商店街活性化の推進

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・商業観光係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 62 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち

基本計画事業取組実績
（施策１６　活力ある産業の推進）
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○新たな創業の支援，経営
課題解決に向けた支援

○創業経営相談

○創業経営支援セミナー

○創業支援施設貸出

○創業チャレンジ支援事業

○創業経営相談

○創業経営支援セミナー

○創業支援施設貸出

○創業チャレンジ支援事業

○創業経営相談

○創業経営支援セミナー

○創業支援施設貸出

○創業チャレンジ支援事業

事　業　費 　　　（千円） 12,891 10,175 9,116

事務事業 産業労働支援センターによる新たな創業の支援

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・産業労働支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 65 重点Ｐ － －

（施策１６　活力ある産業の推進）

基本計画事業取組実績
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17 魅力ある観光の振興  

主管課名 生活文化スポーツ部 産業振興課 

主管課長名 渡辺 直樹 電話番号 042-481-7707 

関係課名 

（組織順） 
広報課，文化生涯学習課，環境政策課，緑と公園課，都市計画課，図書館，郷土博物館 

 

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） 
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◆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。 

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。 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○観光協会の運営支援
（観光協会事業の実施）

※事業費は，No.66「映画の
まち調布の推進」の事業費
の一部を含む

○観光協会の運営支援
（観光協会事業の実施）

※事業費は，No.66「映画の
まち調布の推進」の事業費
の一部を含む

事　業　費 　　　（千円） 11,000 19,677 19,567

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・商業観光係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○観光協会の運営支援と市
がパイプ役となり観光協会
と他団体との連携を図るこ
とにより観光事業を振興す
る

○観光協会の運営支援
（観光協会事業の実施）

※事業費は，No.66「映画の
まち調布の推進」の事業費
の一部を含む

計画コード 67 重点Ｐ － －

事務事業 調布市観光協会事業の促進

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策１７　魅力ある観光の振興）

基本計画事業取組実績

○市内映画・映像関連の地
域資源を活用した観光・文
化・産業などの分野におけ
る地域活性化の促進

○フィルムコミッション事
業の推進

○映画関連イベントの実施

○市内映画・映像関連企業
との連携した地域活性化の
取組

○フィルムコミッション事
業の推進

○ロゴマークの活用，促進

○映画関連イベントの実施

○市内映画・映像関連企業
との連携した地域活性化の
取組

○フィルムコミッション事
業の推進

○ロゴマークの活用，促進

○映画関連イベントの実施

○市内映画・映像関連企業
との連携した地域活性化の
取組

○広域連携によるロケツー
リズムの推進

事　業　費 　　　（千円） 7,332 12,529 11,287

事務事業 「映画のまち調布」の推進

所管部署 生活文化スポーツ部・産業振興課・商業観光係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 66 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

18 都市農業の推進  

主管課名 生活文化スポーツ部 農政課 

主管課長名 元木 勇治 電話番号 042-481-7586 

関係課名 
（組織順） 

環境政策課，緑と公園課，都市計画課，指導室，学務課 

 

目 

的 

対 象 農業者，農地，市民 

意 図 
安全でおいしい農産物を生産し，市民がそれを消費することができる。農地を保全する。市民が

農業とふれあい，都市農業への理解を深めることができる。 

◇施策の方向 

農業経営の安定化や後継者の育成を支援し，新鮮な農産物の供給や農地の保全・活用を図るとともに，地産地消や農

業体験など，多様な役割を有する都市農業を推進します。 

 

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 認定農業者の人数【☆，◎】 38 人 47 人 51 人 55 人 35 人 

２ 多様な農業の場の新規開設数

【☆】 
2 園 0 園 0 園 0 園 

3 園 

（平成 27～30 年度累計）

３ 生産緑地地区の年間追加指定

件数【☆】 
2 件 0 件 3 件 7 件 

20 件 

（平成 27～30 年度累計）

 

◆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 認定農業者の人数【☆，◎】 
農業経営の向上を図るため，経営規模の拡大，生産方式の合理化等の目標を定めて作成した「農業経営改善計画」

を市に提出し，市が認定した認定農業者が平成３０年度は，前年度より４人増加し５５人となりました。 

２ 多様な農業の場の新規開設数【☆】 
農業体験ファーム，市民農園，ふれあい体験農園などを平成２７年度から平成３０年度までに３園の新規開設の目

標に対し，平成２８年度までに２園が新規開設しました。平成２９年度，平成３０年度は新規開設には至りませんで

したが，農業体験ファームについては，平成３０年９月１日施行の「都市農地の賃借の円滑化に関する法律」に基づ

き，新規開設に向けて，引き続き，農業者等に対し制度の周知を行います。 

３ 生産緑地地区の年間追加指定件数【☆】 

都市における農地が持つ緑地機能や防災機能など多面的な機能を生かした良好な都市環境を確保するため，生産緑

地地区の追加指定を平成２７年度から平成３０年度までに累計２０件行うとの目標に対して，生産緑地地区の追加指

定を平成２９年度までに５件，平成３０年度は平成２９年６月の生産緑地法の一部改正により，下限面積緩和などが

盛り込まれ，市として条例化した面積要件を加えて７件の追加指定を行いました。 
 
《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 認定農業者の人数 

農業経営に意欲ある認定農業者について，市内の農業就業人口※の

約 2 割程度に増加させることを目標とした。（農政課資料） 

※平成 27（2015）年農業就業人口：348 人（農林業センサス）

55 人 

（平成 30 年度） 

70 人 

（令和 4 年度） 

２ 多様な農業体験の

場の新規開設数 

農業体験の場の開設に向けて計画的に取り組ことで，2 年に 1 箇所

程度新規開設する目標とした。（農政課資料） 

※多様な農業体験の場･･･農業体験ファーム，市民農園，ふれあい

体験農園，学童農園 

0 園 

（平成 30 年度） 

2 園 

（4 箇年累計） 

（令和元～4 年度）

３ 生産緑地地区の年

間追加指定件数 

限りある都市農地を保全していくため，生産緑地追加指定の現状の

件数を増加させることを目標とした。（農政課資料） 

7 件 

（平成 30 年度） 

20 件 

（4 箇年累計） 

（令和元～4 年度）

４ 市内農家の農産物

直売所を利用してい

る市民の割合 

地産地消を進めていくため，都市農業に関する取組を関係機関と連

携して推進することにより，農産物直売所の利用促進を図ることを

目標とした。（調布市民意識調査） 

56.0% 

（平成 30 年度） 

60.0% 

（令和 4 年度） 
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（施策 18 都市農業の推進） 

 

◆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】 

１８－１ いきいきとした農業経営 

・農業経営の向上を図るため，経営規模の拡大，生産方式の合理化等の目標を定めて作成した「農業経

営改善計画」を市に提出し，市が認定した認定農業者及び認定農業者以外で農業経営に意欲のある農業

者が行う農業用機械設置事業に対して，都市農業育成対策事業補助制度を活用した支援を３３件実施し

ました。 

・市民ニーズが高い安全，安心で新鮮な農産物を生産する有機栽培を推進するため，ＪＡマインズ農業協

同組合と連携し，希望する１１０件の販売農家に耕作面積に応じて有機質肥料を配付しました。 

１８－２ 農のある地域づくり 

・市内で生産された農産物のＰＲのため，「農産物直売所マップ」を市内公共施設等で配布し，市内農

産物の消費拡大，調布農業の情報発信に努めました。 

また，マインズショップや市内大規模小売店直売コーナー等で安全，安心で新鮮な調布産の農産物を

販売しているＪＡマインズ農業協同組合直売会や市内農家が調布駅前広場で開催するマルシェを支援

し，地産地消を促進しました。 

・多様な農業体験の場として，市民農園を市内の計１２園５６８区画（平成３１年３月３１日現在）で

市民に提供するとともに，農業体験ファーム５園１５９区画の管理運営に対し支援したほか，姉妹都市

の木島平村における調布市民向け市民農園の開設など，農業にふれあえる場の確保に努めました。 

・学童農園（米２校，野菜１校），ふれあい体験農園（枝豆・とうもろこし・白菜，大根，４０世帯参

加）の事業を通じて，農業者と市民との協働，農業体験の参加者同士の交流など，農業を通じてのコミ

ュニティ形成や食育の推進を図りました。 

・学校における食育の推進として，市内産農産物を活用した給食献立の実施や学校農園，社会見学など

の授業で農家の方から市内農産物を学ぶ取組が引き続き実施されました。 

・市民と農業者との交流，農家の生産意欲や農業技術の向上，農産物の品質の改良などを図るために，第

４２回調布市農業まつりを平成３０年１１月１７・１８日の２日間，市役所前庭で開催し，農産物の展示

品評会，農産物の即売，農業相談などを行いました。 

１８－３ 農地の保全・活用 

・都市の農地は，安全，安心で新鮮な農産物を供給する場だけではなく，災害時における避難場所となる

こと，生活に潤いや安らぎを与え良好な住環境を形成すること，食育や環境教育の場となること等多面的

な機能を有していることから，都市農地の保全に努めるため，生産緑地地区の追加指定を推進しました 

（７件，0.387ｈａ）。また，市内に残る水田の保全に必要な農業用水を確保するため，水路の維持保全

作業を行った水利組合５組合に対し，農業用水路しゅんせつ事業補助事業で支援しました。 

・生産緑地地区でも開設できる農園主が主体となって実施する農業体験ファームの運営に対し，支援を行

い，良好な農地の保全を図りました。 

・里山の保全と活用では，佐須地区での生産緑地の買取申出により，土地開発公社が先行取得しました。

引き続き，調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画に沿った活用について関係部署と共有し

ました。 

１８－４ 都市農業振興に向けた推進体制づくり 

・都市農業進行基本法を踏まえ，計画的な都市農業の振興を円滑に推進するため農業振興計画を策定する

準備を進めました。 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策１８　都市農業の推進）

基本計画事業取組実績

○農業体験ファームの運営
補助

○新規農業体験ファームの
開設に向けた農地の確保

○農業体験ファームの施設
整備に対する補助

○農業体験ファームの管理
運営補助

○農業体験ファーム開設
（１園）

○農業体験ファームの管理
運営補助（189区画）

○農業体験ファームの管理
運営補助（189区画）

事　業　費 　　　（千円） 6,260 1,890 1,890

事務事業 農業体験ファームの充実

所管部署 生活文化スポーツ部・農政課・農政係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 69 重点Ｐ － －

○「都市農業活性化支援事
業」を活用した営農集団の
支援

○「都市農業育成対策事
業」を活用した意欲ある農
業者等の支援

○「都市農業育成対策事
業」を活用した農業者への
支援

○「都市農業活性化支援事
業」を活用した営農団体へ
の支援（拡充）

○「都市農業育成対策事
業」を活用した農業者への
支援（拡充）

○「都市農業活性化支援事
業」を活用した営農団体（1
団体）への支援（拡充）

○「都市農業育成対策事
業」を活用した農業者（33
人）への支援（拡充）

事　業　費 　　　（千円） 8,000 40,958 37,461

事務事業 農業経営の支援

所管部署 生活文化スポーツ部・農政課・農政係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 68 重点Ｐ － －
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

19 芸術・文化の振興  

主管課名 生活文化スポーツ部 文化生涯学習課 

主管課長名 榊 美佐 電話番号 042-481-7035 

関係課名 
（組織順） 

協働推進課，産業振興課，環境政策課，社会教育課，公民館，図書館，郷土博物館 

 

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）
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（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 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。 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○「調布市公共建築物維持
保全計画」「必要工事等一
覧」に基づいた施設維持の
ための改修を実施。財団が
作成した平成25年度から平
成30年度までの維持保全計
画を基に，６年間にわたり
計画的な改修を実施

○文化会館たづくり施設改
修工事等

○グリーンホール施設改修
工事等

○文化会館たづくり施設改
修工事等

○グリーンホール施設改修
工事等

○文化会館たづくり施設改
修工事等

○グリーンホール施設改修
工事等

○グリーンホールの今後の
在り方について有識者から
意見聴取

事　業　費 　　　（千円） 319,239 150,259 139,860

事務事業 文化会館たづくりとグリーンホールの維持・補修

所管部署 生活文化スポーツ部・文化生涯学習課・文化生涯学習係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 72 重点Ｐ － －

○舞台芸術振興事業の実施

○施設・設備の維持管理

○舞台芸術振興事業の実施

○施設・設備の維持管理

○開館１０周年記念事業の
実施

○舞台芸術振興事業の実施

○施設設備の改修

○事務室の移転

○開館１０周年記念事業の
実施

○管理運営形態の検討

○舞台芸術振興事業の実施

○施設設備の改修

○事務室の移転

○開館１０周年記念事業の
実施

○せんがわ劇場指定管理者
の選定

事　業　費 　　　（千円） 83,600 96,197 96,842

事務事業 せんがわ劇場のあるまちづくりの推進

所管部署 生活文化スポーツ部・文化生涯学習課・文化生涯学習係（せんがわ劇場）

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 71 重点Ｐ － －

○文化会館たづくり指定管
理事業
・芸術・文化の振興事業
・施設の管理運営他

○グリーンホール指定管理
事業
・芸術・文化の振興事業
・施設の管理運営他

○財団独自・共催事業

○文化会館たづくり指定管
理事業
・芸術・文化の振興事業
・施設の管理運営他

○グリーンホール指定管理
事業
・芸術・文化の振興事業
・施設の管理運営他

○財団独自・共催事業

○第４期指定管理者の選定

事　業　費 　　　（千円） 984,973 1,071,080 1,066,997

所管部署 生活文化スポーツ部・文化生涯学習課・文化生涯学習係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○指定管理者である（公
財）調布市文化・コミュニ
ティ振興財団による，文化
会館たづくり，グリーン
ホールにおける「芸術振興
事業」，「施設管理運営」
等指定管理事業の実施

○財団による独自，共催事
業の実施

○文化会館たづくり指定管
理事業
・芸術・文化の振興事業
・施設の管理運営他

○グリーンホール指定管理
事業
・芸術・文化の振興事業
・施設の管理運営他

○財団独自・共催事業　

○次期指定管理者の選定

計画コード 70 重点Ｐ － －

事務事業 芸術・文化事業の実施（文化会館たづくり・グリーンホールの指定管理事業及び補助事業）

（施策１９　芸術・文化の振興）

基本計画事業取組実績
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

20 地域ゆかりの文化の保存と継承  

主管課名 教育部 郷土博物館 

主管課長名 小林 正雄 電話番号 042-481-7656 

関係課名 
（組織順） 

総務課，環境政策課，緑と公園課，都市計画課，指導室，社会教育課，公民館，図書館 

 

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  
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（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。 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○展示活動の実施

○教育・普及事業の実施

○武者小路実篤を核とした
特色ある事業を充実させ，
地域教育・文化向上へ貢献
し，全国へ特色ある事業の
魅力を発信

○展示活動の実施

○教育・普及事業の実施

○展示活動の実施

○教育・普及事業の実施

○展示活動の実施

○教育・普及事業の実施

事　業　費 　　　（千円） 11,724 11,658 11,324

事務事業 武者小路実篤を核とした特色ある事業の展開

所管部署 教育部・郷土博物館・管理係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 75 重点Ｐ － －

○展示・普及事業の推進

○「子どもはくぶつかん」
の推進

○学習機会についての情報
発信

○学校教育連携事業の推進

○地域の魅力発信事業の推
進

○展示・普及事業の実施

○「子どもはくぶつかん」
の実施

○学習機会についての情報
発信

○学校教育連携事業の実施

○地域まるごと博物館の推
進

○展示・普及事業の実施
・白鳳仏関連事業の実施

○「子どもはくぶつかん」
の実施

○学習機会についての情報
発信

○学校教育連携事業の実施

○地域まるごと博物館の推
進

○展示・普及事業の実施
・白鳳仏関連事業の実施
（移動展１回）

○「子どもはくぶつかん」
の実施（４回）

○学習機会についての情報
発信

○学校教育連携事業の実施
（延べ３５校）
○地域まるごと博物館の推
進

事　業　費 　　　（千円） 2,986 4,195 2,627

事務事業 郷土の歴史・文化を核とした展示・普及事業の推進

所管部署 教育部・郷土博物館・事業文化財係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 74 重点Ｐ － －

○保存・整備に関する検討

○史跡の保存管理と周知

○保存活用計画策定・計画
書刊行

○保存・整備に関する検討
・保存活用計画策定委員会
開催（３回）

○史跡の保存管理と周知

○保存活用計画策定・計画
書刊行

事　業　費 　　　（千円） 1,775 6,993 5,390

所管部署 教育部・郷土博物館・事業文化財係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○保存活用計画策定の検討
○整備基本構想策定の検討
○整備基本計画策定の検討
○地権者交渉（用地取得）
○地権者交渉（追加指定）
○用地取得
○管理の所管変更及び登記
○史跡内外確認調査の実施
○外部団体発掘資料の整理
○史跡の保存管理と周知

○保存・整備に関する検討

○史跡の保存管理と周知

計画コード 73 重点Ｐ － －

事務事業 国史跡下布田遺跡の整備・活用

（施策２０　地域ゆかりの文化の保存と継承）

基本計画事業取組実績
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