
基 本 計 画 
(令和元年度～令和 10 年度) 

平成 31 年 3 月 
令和４年３月改訂版 





はじめに 

 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団（以下「財団」という。）は、平成７年３月に設立され、

調布市文化会館たづくり（以下「たづくり」という。）と調布市グリーンホール（以下「グリーンホール」

という。）の施設管理運営とともに、両施設を拠点として、芸術・文化の振興や地域コミュニティの活性

化等に取り組んできました。 

 平成１８年度には、公共施設の指定管理者制度が導入され、財団は、たづくりとグリーンホールの指

定管理者として、公共サービスの質の向上と維持管理コストの縮減に取り組み、また公益法人改革を受

け、平成２３年度からは公益財団法人として新たなスタートを切りました。 

 平成２７年度に、財団は設立２０周年を迎え、記念事業として、多くの団体や市民とともに、「たづく

りアートフェスティバル」を開催し、今後の事業の礎としました。平成２９年度には、グリーンホール

開館４０周年という大きな節目を迎え、「わが町調布に響け！歓喜の第九」を開催し、地域との絆を確か

なものとしました。 

 調布市では、平成２７年１１月に、市制施行６０周年を迎え、これを契機に、「豊かな芸術文化・スポ

ーツ活動を育むまちづくり宣言」が行われ、財団も市の監理団体として、同宣言の実現が重要な目標の

一つとなりました。 

 市民の自主的な文化活動がますます活発化し、財団の対する期待が高まる中、平成３１年度からは、

新たに調布市せんがわ劇場（以下「せんがわ劇場」という。）の指定管理者として指定されました。 

 財団は設立以来、様々な制度改革や環境の変化に柔軟に対応し、市民や地域と対話を重ね、一つひと

つの事業を大切に、丁寧につくり上げてきました。時代や環境が変わっても、その姿勢に変わりはなく、

このたび、策定した基本計画（令和元年度～１０年度）においても、市民や地域との連携・協働を深め

ていく方向性を改めて確認しました。 

 本基本計画は、今後の１０年間を展望し、財団設立の原点に立ち返りつつ、現状を大胆に見直し、時

代にふさわしい新たな事業の枠組を再構築したものです。すべての職員がこの計画を胸に刻み、着実に

実践していくことで、芸術・文化の振興、地域コミュニティの活性化等を実現していきます。 

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 
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第１章 本計画の概要 

１ 計画の要旨

（１）概要

 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団（以下「財団」という。）は、平成７年３月に設立され

て以来２３年間にわたり、調布市文化会館たづくり（以下「たづくり」という。）と調布市グリーンホ

ール（以下「グリーンホール」という。）の施設管理運営とともに、両施設を拠点として、芸術・文化

の振興や地域コミュニティの活性化等に取り組んできました。この間、調布市では、平成２７年１１

月に「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」が行われ、財団も市の監理団体とし

て、同宣言の実現が重要な目標の一つとなっています。また、調布市基本計画における施策にも「芸

術・文化の振興」が掲げられ、市との一層の連携が求められます。今後も財団は、たづくり、グリー

ンホール、さらに新たに調布市せんがわ劇場（以下「せんがわ劇場」という。）の指定管理者としての

責任を果たすとともに、社会状況の変化を踏まえて今後の１０年間を展望しつつ、これまでに培った

専門性やノウハウを発揮し、調布市の芸術・文化の振興、地域コミュニティの活性化等を実現してい

きます。 

（２）計画期間

年度 
平成・令和 

（西暦）

31/元年度 

（2019） 

2 年度 

（2020） 

3 年度 

（2021） 

4 年度 

（2022） 

5 年度 

（2023） 

6 年度 

（2024） 

7 年度 

（2025） 

8 年度 

（2026） 

9 年度 

（2027） 

10 年度 

（2028） 

基本計画 

たづくり・ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 第３期指定管理期間 

せんがわ劇場 第１期指定管理期間 

２ 計画の８つのポイント

 １  価値・ミッション・ゴール 

 「芸術・文化の３つの価値」（本来的・共同体的・便益的価値）を実現するため、財団は組織として５

つの「ミッション」を策定し、その次に位置づけるべき目標として、各施設を拠点とする事業と、施設

管理運営の「ゴール」をそれぞれ定めました。 

見直し

ミッション

事業のゴール 

事業の運営 施設の運営・管理と整

備

経営管理 

体系図 芸術・文化の３つの価値 
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 ２  ラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０大会への対応など事業の方向性  

 ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京２０２０大会」という。）の機運醸成とレガシー継承へ向け、財団は「１００年後の君へ。」という独

自のテーマとロゴマークを定め、これまで多くの事業を実施してきました。 

 これら世界的イベントを一過性の祝祭に終わらせず、そのレガシーを活用しながら、一つひとつの

事業を丁寧に積み重ね、継続していきます。また、「東京２０２０応援プログラム」や「ｂｅｙｏｎｄ

２０２０」の認証取得を積極的に進め、機運醸成に努めます。 

 ３  たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場の３館連携              

 今回新たに加わるせんがわ劇場においても、これまでの事業を継承しつつ、たづくり、グリーンホ

ールの事業とも連携し、３館それぞれの特性を生かしながら、全市的な事業展開を図っていきます。 

 ４  「調布市せんがわ劇場運営プラン」の継続と推進                

 財団は、「調布市せんがわ劇場運営プラン」（以下「運営プラン」という。）の達成に向け、せんがわ

劇場が１０年間築いてきた、舞台芸術事業と仙川地域との絆を継承し、さらなる発展を目指して事業

運営を進めていきます。 

 ５  人材育成                                    

 今後１０年を展望し、人材育成を組織経営の中核に位置づけ、東京２０２０大会の機運醸成とレガシ

ー継承へ向けて、引き続き「アートマネジメント人材」の育成に取り組みます。芸術・文化分野の実務

研修と、職層に応じた組織力・人材力を強化するための研修を体系的に実施します。 

 ６  自主財源の確保                                 

 今後の１０年間において、公益法人、指定管理者としての社会的責任を果たし、事業や施設管理運営

など、質の高い公共サービスを市民に提供していくためには、安定的な財務運営の裏づけが必要です。 

 財団の事業の大半は公益目的事業であることから、引き続き、指定管理料と補助金をその主要な財

源としながらも、収益事業や企業協賛金、外部助成金の獲得などにより、自主財源の拡充に努めま

す。 

 ７  災害時対応力の向上                              

 施設管理者として、災害発生時に利用者の安全を第一に、適切に消火活動や避難誘導を行うことが

できるよう、常日頃からの訓練が必要です。財団では、毎年実践的な自衛消防訓練を実施するととも

に、東京消防庁調布消防署主催の「自衛消防訓練審査会」への参加など、財団職員に加え委託事業者

を含めた緊急時対応の意識啓発を行っています。また、グリーンホールで「避難訓練コンサート」を

実施し、実際の観客の避難を含めた訓練による検証を行うなど、常に災害時対応力の向上を図ってい

ます。 

 ８  すべての人が利用しやすい施設                         

 平成２８年に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）

が施行され、平成３０年６月には、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律が施行されました。

たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場のバリアフリーの推進や職員への研修などを通じて、国籍、

年齢、性別、障害の有無等に関わらず、すべての人が利用しやすい施設を目指します。 
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第２章 管理運営に関する基本的な考え方 

１ 計画策定の背景 ―財団を取り巻く環境―                   

文化芸術基本法の改正 

 平成２９年に文化芸術基本法が改正され、翌年には同法に基づく文化芸術推進基本計画が策定されま

した。とりわけ、改正文化芸術基本法の基本理念で示された「観光、まちづくり、国際交流、福祉、教

育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携」については、財団にとっても重要な理念

として捉えていく必要があります。 

組織の成果と環境の変化 

 財団は、設立以来、調布市との政策連携、市内団体や商店街等との連携・協働を幅広く展開し、市民

や地域との絆を深めてきました。一方で、社会情勢の変化はめまぐるしく、情報通信技術の急速な発達

や人口減少時代の本格的な到来など、財団が設立された平成７年当時とは状況が大きく変わり、芸術・

文化と地域コミュニティが抱える諸課題は、一層複雑さを増しています。 

長期的視点での取組 

 変化が著しく早い現代社会では、長期的な展望を持ちつつ、状況の変化に柔軟に対応できるような計

画の立案と運用が求められます。市とのパートナーシップを一層推進し、市民や地域とともに、確かな

手応えのある事業をつくり上げていくためには、これまでにも増して丁寧に時間をかけて、諸課題に取

り組むべきであると考えます。 

せんがわ劇場の指定管理 

 舞台芸術を楽しむ市民の育成・支援、発信の拠点として平成２０年に設立されたせんがわ劇場は、調

布市の直営として運営されてきましたが、平成３１年度から、財団が指定管理者候補者として指名され

ました。たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場の３施設を一体的に活用し、事業の相乗効果を高め、

より幅広い事業展開を行っていく必要があります。 
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２ せんがわ劇場の運営                              

（１）指定管理以前       

 

①開館から平成２４年度まで 

 せんがわ劇場は平成２０年４月に、桐朋学園、白百合女子大学、調布市武者小路実篤記念館など、文

教・文化施設が集積し、芸術・文化に親しむ土壌がある調布市仙川に開館しました。開館から５年間は、

「調布市音楽・芝居小屋のあるまちづくりに関する管理運営」（平成１９年３月策定）に基づき運営さ

れました。 

 設置時の「基本方針」は以下のとおりです。 

 

 

 開館から３年を迎えた平成２２年度に「調布市せんがわ劇場運営検討委員会」が設置され、主として

以下の点で見直しが行われました。 

 

 

 この運営委員会では、平成２３年度から平成２４年度にかけて、平成２５年度以降の１０年間の中長

期計画等について、協議・検討が行われました。この検討をもとに、運営プランが策定されました。 

・専門的人材について、芸術監督に替え、分野別にコーディネーターを配置する 

・市民、地域団体、専門家、調布市で構成する「調布市せんがわ劇場運営委員会」（以下「運営委

員会」という。）を設置し、“音楽・芝居小屋のあるまちづくり”を推進する 

◇めざす姿 

 「舞台芸術を楽しむ市民」の育成・支援拠点 

◇運営に関する基本的な考え方 

 方針１ 多彩な市民参画の提供と市民主体性の確保 

 方針２ 貸出事業や鑑賞型事業だけでなく、舞台芸術者育成に集中させた事業展開 

  方針３ 利用者視点を重視した貸ホール事業 

※以下の記述は調布市が策定した「運営プラン」を基にしています。 
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②運営プランの概要 

 運営プランでは、開館５年を経て浮かび上がってきた課題を踏まえ、せんがわ劇場が目指す将来の

姿を、「市民・地域の文化が育まれ，まちの誇りとなる劇場」と定めました。 

 また、将来の姿の実現に向けて、次の４つの使命が定められました。 

 

調布市せんがわ劇場がめざす将来の姿 

 

（※上記の図表は「運営プラン」による） 

 

（２）指定管理以降       

①基本方針 

 運営プランの計画期間は、平成２５年度から令和４年度までとなっており、原則として同プランを継

承します。これまで取り組んできた仙川地域との連携・協働、市民参加型の事業、体験・育成型のアウ

トリーチ事業などの成果を受け継ぎ、今後も大切に育んでいきます。 

市民・地域の文化が育まれ， 

まちの誇りとなる劇場 

 

 

【劇場経営において重視する要素】 

市民・地域（自治会・商店街・学術機関・文化施設・企業 etc.）の力 

市民の元気力向上 

地域の活性化 
 

評価・検証 専門人材 資金調達 
情報の 

発信・収集 

建物・設備

の管理 

リスクマネ

ジメント 

協働・連携 

（１）市民・地域と共に地域の

芸術文化ネットワークを創造

します。 

（２） 舞台芸術を楽しむ市

民の裾野を広げるプログラム

を提供します。 

（３） 舞台芸術を通じ，次世

代を担う子どもたちや舞台芸

術活動者を豊かに育てます。 

（４） 市民の舞台芸術活動

を活性化する，利用者の視点

を大切にした施設貸出事業を

行います。  

   

【４つの使命】 
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②せんがわ劇場の使命と財団のミッション、事業のゴール 

 財団は、芸術・文化の３つの価値を実現するため、財団のミッションを定め、そのミッションを達

成するために各事業のゴールを定めています。せんがわ劇場では主として、舞台芸術にかかる「芸術

振興事業」を実施することになるため、グリーンホールと共通の「グリーンホール、せんがわ劇場を

拠点とする事業のゴール」（既述）が計画上の目標となります。 

 これら事業のゴールは、運営プランで掲げられた４つの使命と基本的に同様のものであり、その対応

関係は次のとおりです。 

せんがわ劇場の使命 
 たづくり、グリーンホール及び 

せんがわ劇場における事業のゴール 
   

使命１ 市民・地域と共に地域の芸術文化 

ネットワークを創造します 

 ◇ 多彩な人材・団体による持続的な 

  連携と協働    （たづくり） 
   

使命２ 舞台芸術を楽しむ市民の裾野を広 

げるプログラムを提供します 

 ◇ 多彩で親しみやすい鑑賞の場の提供 

      （グリーンホール、せんがわ） 
   

使命３ 舞台芸術を通じ、次世代を担う子ども

たちや舞台芸術活動者を豊かに育てま

す 

 ◇ 次世代を担う芸術家と鑑賞者の育成 

      （グリーンホール、せんがわ） 

 
   

使命４ 市民の舞台芸術活動を活性化する、利

用者の視点を大切にした施設貸出事業

を行います 

 ◇ 利用者の声を反映させた施設づくり 

       （３施設の施設管理運営） 

 

③財団の事業展開 

 前述のとおり、財団は調布市直営時期の取組成果を大切に受け継ぎつつ、たづくり、グリーンホール

で培ってきた事業とそのノウハウを統合し、地域に根ざした劇場の特色を生かしながら、企画性、新規

性に富んだ舞台芸術を創造・発信していきます。 

 せんがわ劇場単独での事業も充実させながら、たづくり、グリーンホールと連携し、ニーズに対応

した多彩で親しみやすい鑑賞事業、市民が気軽に参加できる企画の推進、次世代を担う芸術家と鑑賞

者の育成等に取り組んでいきます。また、他の市内公共施設との連携、せんがわ劇場での現行サポー

ター制度を他の財団事業で活用するなど、地域の劇場でありながら、市内全域を活動範囲に取り込む

ことで、舞台芸術の魅力を広く市民に伝え、市民の文化活動を総合的に支援します。 



 

7 

 

３ 規模的・時間的スケールメリットの活用                     

（１）３施設の一体的活用による相乗効果と規模的スケールメリット       

施設面 

 財団には、施設管理に関する専門的知

識や技能を有する職員が在籍しており、

３施設で共通して適正な施設管理運営が

可能となります。 

 たづくり・グリーンホールでは、財団

発足からの２０余年において、設備管理

や利用者サービスのノウハウが蓄積さ

れ、高い効果を発揮しており、利用者ア

ンケートでは、常に９５％以上の高い満

足度が得られています。 

 また、財団が実施する施設設備の修繕

は、たづくり・グリーンホールを合わせ

て年間で２００件を超える実績がありま

す。また、市が実施する工事等について

は、短期的、中・長期的な改修計画を財

団が積極的に提案しています。このた

め、両施設は、老朽化が進行しているに

も関わらず、非常に良好な状態で維持で

きています。ここにせんがわ劇場が加わ

り、相互の施設利用のノウハウを活用で

き、より質の高いサービスの提供が可能

となります。 

事業面 

 たづくり・グリーンホールでは現在、

それぞれの施設で指定管理事業として、

音楽や演劇・古典・舞踊などの公演を行

っています。それらに加え、両施設を一

体的に活用した事業を展開しています。

指定管理事業と独自事業では、財源が異

なるものの、それぞれの事業のメリット

を生かしながらバランスよく実施し、高

い相乗効果を得ています。 

 独自事業である「調布国際音楽祭」や

「映画のまち調布シネマフェスティバ

ル」の実施会場などにせんがわ劇場が加

わることにより、地理的に事業スケール

が広がるなど、新たな賑わいの創出が可

能となります。 

 グリーンホールを「大ホール」、たづ

くりのくすのきホールを「中ホール」、

せんがわ劇場を「小ホール」と捉え、施

設の規模や事業目的に応じた事業展開が

可能となるほか、市民の多様なニーズに

対応した幅広い事業展開が可能となりま

す。 

人材育成面 

 たづくり・グリーンホールにおいて、財

団発足後２０余年にわたり、芸術・文化事

業を推進してきた財団の職員を３施設に安

定的に配置し、計画的で効果的な人材育成

が可能となります。 

 また、芸術･文化分野に関する専門的知

識と、マーケティング、財務･経理、資金

調達、法務、広報等の経営管理に関するス

キルを併せ持つ「アートマネジメント人

材」の育成を推進し、せんがわ劇場を含め

た３施設の一体的管理が可能となります。 

 
ミッション 

の達成 

せんがわ劇場 

ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 

 たづくり 
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（２）より長期の視点を踏まえた時間的スケールメリットの活用       

 調布市では、「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」や文化芸術基本法の改正など

を踏まえ、高い水準による施設管理や事業展開が求められています。 

 財団は、今後１０年間の計画期間において、より主体的に芸術・文化事業を展開しながら、市との

パートナーシップによる連携・協働体制を強固なものとし、情報共有、事業等の企画提案、協議・調

整を緊密に行っていきます。また、たづくり・グリーンホールは、市が実施する事業の実施場所とし

て使用されることが多く、特にラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０大会の開催前後には

様々な事業が行われます。財団は、それらの事業実施に際し、施設管理者として知識やノウハウを積

極的に提供し、市との連携・協働による効果的な事業展開を推進します。 

 施設管理 

 たづくり・グリーンホールは、老朽化が進行し、今後は改修などによる施設運営コストの大幅

な増加が予想されることから、調布市と施設管理者である財団が、東京２０２０大会開催後も見

据えた長期的な視点を持ち、連携・協働することにより、市の施策や市民要望を反映した利便性

の高い施設づくりを行っていく必要があります。そのため、施設の改修計画等に関するノウハウ

を調布市と常に共有し、ライフサイクルコストの適正化に努めます。 

事業運営 

 公立文化施設に対する社会的ニーズが一層高度・複雑化している現状を踏まえ、事業実施に当

たっては、収支バランスを専ら短期的な経済性で捉えるのではなく、施設が果たすべき役割を明

確にしながら、より長期的な成果目標・成果指標のもと、着実に実施される必要があります。 

 芸術・文化の普及活動や地域、学校、協定機関等と連携した事業実施においては、短期間にその

成果を向上させることは困難な場合があります。計画期間が１０年となることにより、長期性・継

続性を重視した事業の企画・運営が可能となります。 

専門的人材の育成 

 公立文化施設の管理運営においては、知識や技能だけでなく、市の施策や施設の設置目的、芸

術・文化に関する法令を理解したうえで、観光、産業、教育、福祉など関連分野と連携・協働し

ながら幅広く芸術・文化事業を展開することができる人材が求められます。計画期間が１０年と

なることにより、長期的な視点に基づき、専門的知識を有する職員を安定的に確保し、職員間の

技能の共有や継承が可能となります。 
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４ 芸術・文化の３つの価値                           

価値と関係の三角形 

 芸術・文化の価値については、しばしば、以下の三角形を用いて説明されます。 

 なお、ここでいう芸術・文化とは、公的資金が投入された文化事業のことを指します。 

 

 これら３つの価値は互いに優劣はなく、それぞれ等価ですが、通常、職員は担当する事業におい

て、本来的価値を追求します。すべての事業のベースには、この本来的価値があるといえます。財団

のような専門家が活動する過程では、共同体的価値が創出されます。また、一般に行政は自らの文化

政策を客観的に検証する必要があることから、便益的価値を重視します。 

ミッションや事業の枠組の再構築にあたっては、財団や施設の存在意義を再確認すると同時に、こ

れら価値との結びつきを考慮に入れることが重要です。前述したように、３つの価値は互いに等価で

あることから、ミッション等にはバランスよく反映されていることが必要です。前基本計画において

は、便益的価値にかかる直接的な言及がなかったため、財団が置かれた具体的状況を勘案しながら、

この点での見直しが必要です。 

 

市民 

政治・行政 専門家（財団） 

本来的 

価値 

共同体的価値 便益的価値 

芸術・文化に触れること

で感動し、人間が人間ら

しく生きるための糧と

なること 

「美しい」「楽しい」 

芸術・文化活動が社会参加の場

となり、市民相互の理解と尊重

が深まること 

「社会参加」 

「市民相互の理解・尊重」 

芸術・文化の発展が経済活性化

やイノベーションをもたらした

り、教育や福祉など関連分野の

発展に役立ったりすること 

「役に立つ」「経済効果」 

共同体的価値に

は、財団のような

専門家が関係 

３つの価値 

３つの価値に 

関係する３者 

ジョン・ホールデン『文化の

価値とその正当性の危機－な

ぜ文化に市民からの負託が必

要なのか－』(2006年)による 
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５ 財団のミッション                               

 前計画期間では、財団と施設のミッションを策定しました。相互の関係を明確にするため、次期計

画期間では、財団（組織）のミッションと、その次に位置づけるべき目標として、各施設を拠点とす

る事業及び各施設に共通する施設管理運営のゴールを定めます。 

 

 

 

 芸術・文化は、人々の創造性や感性を育み、人間が人間らしく生きるための糧となるものです。こ

のような豊かな人間性を育む芸術・文化の普及・啓発、創造・発信を推進します。 

 

 

 

 

 芸術・文化を媒介に、地域コミュニティで市民がふれあい、交流することで、相互の理解と尊重を

深めます。また地域の多様な人材、団体が対等な立場で連携・協働し、芸術・文化を推進するための

プラットフォームの形成を促進します。 

 

 

 

 

 施設の安全性と快適性を基調に、利用者のニーズを速やかに反映できる弾力的な施設貸出と維持管

理を行います。 

 

 

 

 

 国籍、年齢、性別、障害の有無、経済的状況等に関わらず、誰もが芸術・文化を学び、親しみ、創

造することができるよう、施設の内外で活動の場をつくります。 

 

 

 

 

 調布のまちでは、豊かな自然と歴史を背景に、多様な人材や団体が、自主的な活動を営んでいます。

それらを生かして調布ブランドを形成し、創造的で活力ある地域社会をつくります。 
 

豊かな人間性を育む芸術・文化の推進 ミッション１ 

 

地域コミュニティの活性化と 

文化プラットフォームの形成 
ミッション２ 

利用者中心の弾力的な施設管理運営 ミッション３ 

誰もが参加できる創造・活動の場 ミッション４ 

地域の多様な特色を生かした調布ブランドの形成 ミッション５ 

共同体的価値 

本来的価値 

共同体的価値 

便益的価値 

３つの価値の下支え 
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６ 事業のゴール                                 

た
づ
く
り
を
拠
点 

    たづくりは４０以上の貸出施設で構成され、

様々な芸術・文化活動ができる複合施設です。こ

のたづくりを中心に、誰もが学習や鑑賞の機会に

触れ、親しむことができるよう、幅広く普及・啓

発事業に取り組みます。 
    

    人々が自然に集い、つながるたづくりを拠点

に、地域の芸術・文化に関する情報を積極的に収

集・発信し、調布の魅力を広くＰＲします。 

 

 

 
    

    市民のふれあい・交流の場をつくり、社会参加

の機会を開くことで、活気あふれる地域コミュニ

ティの創造と再生を推進します。 

 

 
    

    文化プラットフォームの形成と発展を通じて、

芸術・文化のみならず、観光、福祉、教育、産業

など関連分野における多彩な人材・団体と持続的

に連携・協働することで、ユニークで心豊かな調

布のまちをつくります。 

     

施
設
管
理
運
営 

    アンケートや窓口対応など多様な手段を通じ

て、利用者の声に耳を傾け、可能な限り反映させ

ることで、誰もがアクセスでき、参加しやすい、

人々が自然に寄り集う施設をつくります。 

 
    

    少子高齢化等の環境の変化により、今後ますま

す、財政支出の縮減と平準化が求められます。こ

のため、適切な維持管理による施設の長寿命化

と、徹底的な省エネルギー等によるライフサイク

ルコストの縮減に取り組みます。 
 

 

芸術・文化の裾野の拡大と普及 

 ミッション１  

 ミッション４  

 

芸術・文化の情報発信と提供の

拠点 

 ミッション４  

 ミッション５  

ゴール１ 

 

ふれあい・交流の場の創造と再生 

 ミッション２  

 ミッション４  

ゴール２ 

 

多彩な人材・団体による持続的

な連携と協働 

 ミッション２  

 ミッション５  

ゴール３ 

 

利用者の声を反映させた施設づ

くり 

 ミッション３  

ゴール４ 

 

施設の長寿命化とライフサイク

ルコストの縮減 

 ミッション３  

ゴール１ 

ゴール２ 



 

12 

 

 

     

グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル
・
せ
ん
が
わ
劇
場
を
拠
点 

    グリーンホールとせんがわ劇場は、調布におけ

る舞台芸術の拠点であり、地域に根ざした劇場の

特色を生かしながら、企画性、新規性に富んだ舞

台芸術を創造・発信します。 
    

    舞台芸術は、豊かな人間性と創造力を育む源泉

であり、市民ニーズを的確に把握し、音楽、演劇、

古典伝統をはじめ、幅広いジャンルの鑑賞事業を

行います。 

 
    

    地域に開かれた劇場として、市民参加型の企画

を積極的に展開し、舞台芸術を通じて、人と人が

つながる劇場を共につくります。 

 

 

 
    

    舞台芸術の価値を確実に継承していくため、

様々な体験・育成支援プログラムを展開し、次世

代を担う芸術家と鑑賞者を育成します。 

 

 

 

次世代を担う芸術家と鑑賞者

の育成 

 ミッション１  

 ミッション２  

ゴール４ 

 

企画性の高い舞台芸術の創造 

 ミッション１  

 

多彩で親しみやすい鑑賞の場

の提供 

 ミッション１  

 ミッション４  

ゴール１ 

 

市民が気軽に参加できる企画

の推進 

 ミッション２  

 ミッション４  

ゴール２ 

ゴール３ 
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７ 事業体系図                                  

 

全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ⅰ オリンピック・パラリンピックの 

機運醸成とレガシー継承へ 

向けた取組 

Ⅲ 映像文化・メディア芸術事業 

Ⅳ 芸術・文化学習事業 

Ⅴ 地域コミュニティ活性化事業 

Ⅵ 文化祭事業 

Ⅶ 活動支援事業 

Ⅷ 芸術振興事業 

事 

業 

の 

運 

営 

Ⅱ 美術振興事業 

経
営
管
理 

Ⅰ 組織 

施
設
の
運
営
・ 

管
理
と
整
備 

Ⅰ 施設管理運営事業 

・たづくりアスリートワンダーウォール！ ・クリ

エイティブリユースでアート! ・調布能楽 Odyssey  

・Chofu Art Spin(仮称) ・各種伝統文化事業(公

演、講座) ・オリパラ関係事業(メディア芸術

等) ・調布国際音楽祭 ・調布よさこい ・調布市

民文化祭 ・映画のまち調布 シネマフェスティバル  

・映画のまち調布 シネマフェスティバル  

・調布シネサロン 

・ちょうふ市民カレッジ ・ちょうふ市内近隣大学等公

開講座 ・市民講師講座 ・提携講演会 

・調布よさこい ・出前よさこい ・交流のかけはし 

・調布市民文化祭  

・音楽事業 ・音楽祭事業 ・演劇舞踊古典事業  

・提携・協定事業 ・市内アウトリーチ事業 ・地域

連携事業 

広報活動 ・財団報「ぱれっと」 ・財団ホームペー

ジ ・社会科(館内)見学 ・パブリシティ(新聞記事)

の活用  

宣伝活動 ・アウトリーチ ・体験イベント ・チラ

シ・リーフレット・ポスター ・ＳＮＳ ・パブリシ

ティ(無料催事情報欄)、フリーペーパー、専門誌の活

用 ・メールマガジン ・フィルムコミッションによ

る文化施設名の全国発信 ・デジタルサイネージ 

・利用者アンケート ・バリアフリーの推進 ・改修

計画の提案 ・温室効果ガスの削減、省エネルギー化 

・エレベーターホール・アートプロジェクト 

・消防計画の策定 ・自衛消防訓練の実施  

・自衛消防訓練審査会への参加  

・展示室での企画展  ・リトルギャラリー ・

TAC(Tazukuri Art Communication)・市内アウトリーチ活

動 ・クリエイティブユースでアート！(オリパラ企画)  

・コミュニティ用具の貸出し ・サークルロッカーの

貸与 ・印刷機の貸出し ・陶芸作品の施釉・焼成 

Ⅸ 広報活動/コミュニケーション活動 

Ⅴ 収支計画・自主財源拡充の取組 
・施設利用料金収入の着実な確保 ・寄附金の獲得 

・助成金の獲得  

・コンプライアンスの確保 ・個人情報保護 ・情

報公開への対応 ・環境への取組 ・暴力団排除へ

の取組 
Ⅳ コンプライアンス 

Ⅱ 人材育成 

アートマネジメント ・文化施策の動向、他分野と

の連携 ・経営管理領域 ・ダイバーシティ 

組織・人材力強化 ・新人（新卒採用）研修 ・若手

職員研修 ・中堅職員研修 ・中間管理職研修 

・組織体制 ・事務分掌 

Ⅲ 労務管理 ・働く環境のマネジメント ・職員へのフォロー体制 
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第３章 事業の運営 

１ 事業の全体像                                 

 

（１）事業のコンセプト       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ オリンピック・パラリンピックの 

機運醸成とレガシー継承へ 

向けた取組 

Ⅲ 映像文化・メディア芸術事業 

Ⅳ 芸術・文化学習事業 

Ⅴ 地域コミュニティ活性化事業 

Ⅵ 文化祭事業 

Ⅶ 活動支援事業 

Ⅷ 芸術振興事業 

事 

業 

の 

運 

営 

Ⅱ 美術振興事業 

・たづくりアスリートワンダーウォール！ ・クリ

エイティブリユースでアート! ・調布能楽 Odyssey  

・Chofu Art Spin(仮称) ・各種伝統文化事業(公

演、講座) ・オリパラ関係事業(メディア芸術

等) ・調布国際音楽祭 ・調布よさこい ・調布市

民文化祭 ・映画のまち調布 シネマフェスティバル  

・映画のまち調布 シネマフェスティバル  

・調布シネサロン 

・ちょうふ市民カレッジ ・ちょうふ市内近隣大学等公

開講座 ・市民講師講座 ・提携講演会 

・調布よさこい ・出前よさこい ・交流のかけはし 

・調布市民文化祭  

・音楽事業 ・音楽祭事業 ・演劇舞踊古典事業  

・提携・協定事業 ・市内アウトリーチ事業 ・地域

連携事業 

広報活動 ・財団報「ぱれっと」 ・財団ホームペー

ジ ・社会科(館内)見学 ・パブリシティ(新聞記事)

の活用  

宣伝活動 ・アウトリーチ ・体験イベント ・チラ

シ・リーフレット・ポスター ・ＳＮＳ ・パブリシ

ティ(無料催事情報欄)、フリーペーパー、専門誌の活

用 ・メールマガジン ・フィルムコミッションによ

る文化施設名の全国発信 ・デジタルサイネージ 

・展示室での企画展  ・リトルギャラリー ・

TAC(Tazukuri Art Communication)・市内アウトリーチ活

動 ・クリエイティブユースでアート！(オリパラ企画)  

・コミュニティ用具の貸出し ・サークルロッカーの

貸与 ・印刷機の貸出し ・陶芸作品の施釉・焼成 

Ⅸ 広報活動/コミュニケーション活動 

  「オール調布」の視点から芸術・文化発信 

  まちの活性化 

  調布市との連携 
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（２）事業別成果指標一覧       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価値・ミッション・ゴールを具体的に実現していくため、計画期間前半終了前年度である令和４年度と、後半終了前年

度の令和９年度にそれぞれ指標を設定します。 

事業名等 成果指標 平成 29年度 令和 4年度 令和 9年度 

1 
オリンピック・パラリンピックの機運醸 

成とレガシー継承へ向けた取組 

事業満足度 

(参加者・事業全体) 
86.6% 90.0% 93.0% 

2 美術振興事業 展示室年間総入場者数 ※1 33,083 人 33,350 人 35,000 人 

3 映像文化・メディア芸術事業 
シネマフェスティバル 

入場者数 
17,123 人 18,123 人 19,123 人 

ちょうふ市民カレッジ 
総参加者数 

1,182 人 950人 1,000 人 

ちょうふ市民カレッジ 

新規受講者率 
45.0% 38.0% 40.0% 

5 地域コミュニティ活性化事業 調布よさこい来場者数 45,000 人 45,500 人 46,000 人 

6 文化祭事業 
調布市民文化祭 
総参加者数 

33,972 人 35,000 人 35,500 人 

コミュニティ用具貸出件数 78 件 80件 85件 

印刷機利用件数 640 件 670件 680 件 

参加(入場) 達成率 70.0% 72.5% 75.0% 

せんがわ劇場認知度 63.4% 70.0% ― 

財団報「ぱれっと」の 

市民認知率 
38.1% 40.6% 43.1% 

ちょうふアートプラス会員数 ※2 1,818 人 3,000 人 5,000 人 

たづくり入館者数 1,868,327 人 1,890,000 人 1,910,000 人 

グリーンホール施設利用率 83.0% 84.0% 85.0% 

せんがわ劇場施設利用率 90.0% 91.0% 92.0% 

※1 平成 27～29年度平均値実績 
※2 平成 29年度は「ぱれっと倶楽部」の会員数 

9 広報活動/コミュニケーション活動 

1 
施設管理運営事業 
（第４章） 

芸術・文化学習事業 4 

7 活動支援事業 

8 芸術振興事業 
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２ オリンピック・パラリンピックの機運醸成とレガシー継承へ向けた取組       

（１）調布市との連携「２０２０年に向けた調布市アクション＆レガシープラン２０１８」    

 調布市は、平成３１年のラグビーワールドカップ２０１９の開催、令和２年の東京２０２０大会の開

催決定を受け、平成２８年７月に「２０２０年に向けた調布市の取組方針」を策定し、調布市基本計画

や調布市まち・ひと・しごと創生総合戦略と連動した様々な取組を進めていくうえでの基本的な考え方

を示しました。 

 また、取組方針の具現化のため、「２０２０年に向けた調布市アクション＆レガシープラン２０１８」

が取りまとめられています。 

 

 

 
 上記のアクションのうち、特に「①たづくりアスリートワンダーウォール」、「②リユース素材を活用

した展示」、「③和の伝統文化等を学ぶ市民講座」、「④日本の伝統芸能公演の実施（ワークショップ付能

楽等公演）」、「⑤調布国際音楽祭、調布よさこい、調布市民文化祭<連動性のあるプログラム展開>」、「⑦

映画のまち調布 シネマフェスティバル」の６つの文化イベント等については、調布市との連携事業と

して明記されており、今後も引き続き積極的に取り組んでいきます。 

調布市との連携 

 

 

 取組テーマ④ 文化・国際交流・平和 

  ＜平成３０年度主なアクション＞ 

  文化・国際交流  

○文化イベント等の実施 

①たづくりアスリートワンダーウォール 

②リユース素材を活用した展示 

③和の伝統文化等を学ぶ市民講座 

④日本の伝統芸能公演の実施（ワークショップ付能楽等公演） 

⑤調布国際音楽祭、調布よさこい、調布市民文化祭＜連動性のあるプログラム展開＞ 

⑥東京 1964オリンピック関連資料展 

⑦映画のまち調布 シネマフェスティバル 

⑧障害者アート展事業 

⑨基金を活用した芸術・文化、スポーツ活動支援 

５つのテーマとレガシー創出に向けた取組 第２章 
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（２）取組方針       

 ラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０大会を一過性の祝祭に終わらせず、そのレガシーを活

用しながら、一つひとつの事業を丁寧に積み重ね、継続していきます。 

 また、「東京２０２０応援プログラム」や「ｂｅｙｏｎｄ２０２０」の認証を積極的に取得し、東京２

０２０大会の機運醸成に努めていきます。 

 さらに、これら国際的イベントの開催を契機に、インバウンドの取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）財団独自テーマの設定       

 財団では、ラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０大会を契機に、子

どもたちやその先の世代へと明るい未来と夢を残すため、「１００年後の君へ。」

との独自のテーマを定め、様々な事業を実施しています。 

 東京２０２０大会後もこのテーマのもと、共生社会の充実、地域との連携・協

働、伝統文化の継承、次世代を担う芸術家・鑑賞者の育成などに長期的な視野で

取り組んでいきます。 

平成31年

(2019)

令和2年

(2020) 令和10年

(2028)

東京 2020大会 

せんがわ劇場指定管理期間 

たづくり・グリーンホール指定管理期間 

機運醸成 

レガシー創出 

ラグビーワールドカップ 2019 

ｂｅｙｏｎｄ２０２０認証件数 13件（平成 30年９月末現在） 

東京２０２０応援プログラム認証件数 １件（平成 30年９月末現在） 

令和5年 

(2023) 
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（４）主な事業       

 
 アスリートにまつわるワンダー（驚き）を、たづくりエントランスホールの壁面アートで表現し

ます。 

 
 市内の事業所から廃材や端材を譲り受け、アート作品として再創造します。国籍、年齢、性別、

障害の有無等に関わらず、誰もが参加できる企画として推進します。 

 
 斬新な演出による公演、講座、ワークショップなど多角的な視点から能楽の魅力を発信、継承し

ます。 

 
 オリンピックイヤー（２０２０年）には、市内の多彩な人材・団体と連携・協働し、東京２０

２０大会へ向けた取組の集大成として実施します。 

 
 公演事業では和太鼓や落語などの古典芸能、講座（学習事業）では茶道、日本舞踊、書道、浮世絵な

どの伝統文化を積極的に取り上げます。 

 
 クールジャパンといわれる日本独自の魅力（マンガ、アニメ、ファッション、日本食等）に関連する

事業を実施します。 

 
 世界的音楽家の演奏のみならず、若手音楽家の育成・交流、市内高校生や市民の参加などを通じて、

地域の音楽祭であることの魅力を世界へ向けて発信します。 

 
 東京２０２０大会を契機に、よさこい踊りの魅力を再発見し、地域コミュニティの活性化、市民相互

のふれあい・交流を推進します。 

 

●調布よさこい 

●調布国際音楽祭 

●オリパラ関係事業（メディア芸術等） 

●各種伝統文化事業（公演、講座） 

●Chofu Art Spin（仮称） 

●調布能楽 odyssey 

●クリエイティブリユースでアート！ 

●たづくりアスリートワンダーウォール！ 
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 市民が日頃の文化活動の成果を発表することを通じて、市民相互の理解と尊重、文化コミュニティの

形成を推進します。 

 
 「調布映画祭」は平成３０年度に、「映画のまち調布 シネマフェスティバル」にリニューアルしまし

た。市内の映画・映像関連企業と連携し、「映画のまち調布」ならではの映画祭として、約１か月間に

わたり、様々なイベントを行います。 

 

（５）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●映画のまち調布 シネマフェスティバル 

●調布市民文化祭 

次のとおり設定します      

指 標 

◆ 芸術・文化の裾野の拡大と普及 

◆ 芸術・文化の情報発信と提供の拠点 

◆ ふれあい・交流の場の創造と再生 

◆ 多彩な人材・団体による持続的な連携と協働 

ゴール 

展示室 

年間総入場者数   

令和４年度 ３３，３５０人 

令和９年度 ３５，０００人 

ちょうふアートプラス 

会員数   

令和４年度 ３，０００人 

令和９年度 ５，０００人 

調布よさこい 

来場者数   

令和４年度 ４５，５００人 

令和９年度 ４６，０００人 

シネマフェスティバル 

入場者数   

令和４年度 １８，１２３人 

令和９年度 １９，１２３人 
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３ 美術振興事業                                 

（１）現状と課題       

 たづくりの展示室では、調布ゆかりの作家、現代アートの新進作家、親子向けの親しみやすい企画を

中心に、自主企画を年間４～５本、調布市文化生涯学習課や調布市武者小路実篤記念館、調布市郷土博

物館などとの共催事業を年間１～２本実施しています。 

 各展示では、ＴＡＣ（Tazukuri Art Communication）プログラムとして、ワークショップやギャラリ

ートークを行い、美術に親しむ機会の拡充に努めています。「クリエイティブリユースでアート！」は、

誰もが参加できる創造・活動の場であり、多彩な人材や団体と連携・協働しながら、市内小学校など各

施設へのアウトリーチも始めています。 

 展示室では近年、現代アートの面白さ、楽しさをわかりやすく伝える取組を推進したことから、入場

者数が増えているなど、一定の評価を得ています。一方で、もともと展示室として設計されたスペース

ではないため、館内での入口がわかりづらい、２４時間を通じた温湿度管理ができない、火災時にスプ

リンクラーによる水損事故の危険があるなど、施設上の大きな課題があります。 

 リトルギャラリーでは、市民の作品やコレクションを年間６回展示しています。近年では、鑑賞者の

創作意欲を喚起し、また出品作家の活動を活性化させることに重点を置き、様々なジャンルの作品を紹

介しています。一方で、たづくり９階にあるリトルギャラリーは元来、８階映像シアターの吹き抜け部

を活用した場所であり、館内での注目度が必ずしも高くないことが課題です。 

 

（２）今後の方向性       

 市民が美術に気軽に触れ、参加する機会を提供するため、ＴＡＣプログラム（ワークショップ、ギャ

ラリートークなど）を活用しながら、自主企画を中心に、今後も継続して調布ゆかりの作家や現代アー

トの新進作家の展示を行います。 

 オリンピックイヤー（２０２０年）までは、参加型企画である「クリエイティブリユースでアート！」

を主力事業として推進し、その後も参加団体等との連携・協働を継続します。ＴＡＣプログラムやアウ

トリーチを充実させ、地域との絆を深めていきます。 

 リトルギャラリーでは市民の作品を紹介することで、作家と鑑賞者双方の創作活動を活性化させ、美

術の可能性を広げていきます。 

 芸術・文化学習事業ともあわせて、アート系プログラムの充実を図ります。 
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（３）具体的取組       

 

 

 

展示室での企画展  リトルギャラリー 
 

 

 

 

ＴＡＣ（Tazukuri Art Communication）  ＴＡＣ（Tazukuri Art Communication） 
 

 

 

 

「フィルム缶にアート！」（市内アウトリーチ活動）  
「クリエイティブリユースでアート！」（オリパラ企

画） 
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（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 映像文化・メディア芸術事業                          

（１）現状と課題       

 映画祭の原点は、平成元年に実施された「シネマフェスティバル・イン調布」にあり、当時の所管

は調布市産業課でした。その後、名称と所管の変遷を経て、平成７年に財団の所管となりました。財

団の所管となって以降は、市民への新たな文化的環境の提供とコミュニティの活性化を目的に、公募

の市民で構成された実行委員会が運営主体となり、平成２８年には２８回目を数えるに至りました。 

 しかし、平成２９年９月に、調布駅前にシネマコンプレックスがオープンしたことを契機に、これ

まで名作映画の上映中心であった映画祭のあり方を見直すこととし、様々な関係者と協議を重ねてき

ました。そして、４０社以上の映画・映像関連企業が集積された、「映画のまち調布」ならではの独自

性があるシネマフェスティバルとして、リニューアルすることとなりました。 

 この「映画のまち調布 シネマフェスティバル」では、市民投票（令和２年度からは「日本映画人気

投票」と命名）でノミネートされた作品の中から、技術者などで

構成された選考委員会の選考のもと、「映画のまち調布賞」を授与

し、たづくり、グリーンホール、イオンシネマシアタス調布で、

受賞作品や投票上位作品をトークイベント付きで上映します。 

 「映画のまち調布賞」は主として、映画の現場を支える技術部

門（撮影賞/照明賞/美術賞/録音賞/編集賞）に贈られる賞であ

り、市民投票でノミネート作品を決定するのは、わが国では初の

試みです。ただし、技術部門を重視しているため、来場者数の点

でどれだけ結果を残すことができるかが課題です。 

展示室 

年間総入場者数   

令和４年度 ３３，３５０人 

令和９年度 ３５，０００人 

平成２７～２９年度平均値実績 ３３，０８３人 

指 標 

◆ 芸術・文化の裾野の拡大と普及 

◆ 多彩な人材・団体による持続的な連携と協働 
ゴール 

次のとおり設定します      
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 「調布シネサロン」は、グリーンホールを主な会場に、気軽に映画を楽しむ機会を提供し、映画の魅

力を再発見する上映会として実施しています。優秀映画鑑賞推進事業（共催：文化庁／国立映画アーカ

イブ）も活用しながら、幅広い世代へ向けて新旧の名作映画をバランスよく選定しています。 

 単なる上映会にとどまらず、財団の他の事業やシネマコンプレックスとの相乗効果を生み出し、映画

鑑賞者の裾野の拡大に努めています。 

 たづくり１階の「ゲゲゲギャラリー」では、名誉市民 水木しげる氏の作品を紹介しています。 

（２）今後の方向性       

 リニューアルされた「映画のまち調布 シネマフェスティバル」

は、平成３０年度が初回となるため、その効果はやや長期的に検

証していく必要があります。券売率や入場者数も代表的な指標と

して重視しつつも、市内映画・映像関連企業との連携・協働を一

層深め、映画と人、人と人をつなげることで、調布市、市関連団

体とともに「映画のまち調布」に新たな価値を生み出していきま

す。 

 「調布シネサロン」も商業映画を扱う事業であることから、映像文化・メディア芸術の多様な魅力を

紹介する「調布メディアアートラボ」を立ち上げ、主に子どもがショートアニメーションやインタラク

ティブアートに触れる機会とします。 

 

 「映画のまち調布賞」市民投

票 ※令和２年度からは「日本映画

人気投票」と命名」 

平成 30年４月 20日～ 

10月 14日実施 

目標投票総数１万票達成 

■「映画のまち調布」 

 調布市が映画のまちといわれるきっかけは、昭和９（１９３３）年に日本映画株式会社が京

王電気軌道多摩川原駅（現在の京王多摩川駅）前に多摩川撮影所を開設したことによるもので

す。その後、昭和３０年代の日本映画全盛期には、大映、日活、株式会社調布映画撮影所の３

か所で映画が制作され、調布市は『東洋のハリウッド』といわれるまでになりました。 

 「市民意識・ニーズ調査」でも調布のまちの文化的イメージ・シンボルは何かとの設問に対

して、『映画関連企業や映画館などの「映画のまち調布」』を選んだ人は、４人に１人となって

おり、調布のイメージ・シンボルとして映画のまちと自負している市民が少なからず存在して

います。一方で「映画のまち調布」といわれながら、映画館がないのは寂しいとの市民の声も

ありました。平成２９年、調布駅前に１１スクリーン、２，１００席を擁するシネマコンプレ

ックスがオープンし、６年ぶりに映画館が復活しました。このことから、市内には映画の歴史

から制作、上映とまるごと映画のまちが実現しています。 
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（３）具体的取組       

  
映画のまち調布 シネマフェスティバル ロゴ 調布シネサロン 

 

（４）ゴール・成果指標      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 芸術・文化学習事業                              

（１）現状と課題       

①ちょうふ市民カレッジ 

 芸術・文化に関する座学・実技講座を年間に３５講座程度実施しており、新規受講者の増加と４０

歳代以下の受講者の拡大に努め、一定の成果を収めています。講座終了後に、受講者らが自主的にサ

ークルを設立する場合があり、運営上の助言や備品の貸出しなどの支援を行っています。 

シネマフェスティバル 

入場者数   

令和４年度 １８，１２３人 

令和９年度 １９，１２３人 
指 標 

平成２９年度 １７，１２３人 

◆ 芸術・文化の裾野の拡大と普及 

◆ 多彩な人材・団体による持続的な連携と協働 
ゴール 

次のとおり設定します      
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 東京２０２０大会の機運醸成のため、平成３２年までは、とりわけ伝統文化分野を拡充しているほか、

近年では、公演や映画など、財団の他の事業と連携した講座も積極的に展開しています。 

 たづくりの開館以来、この２０数年において、市民のライフスタイルや嗜好の変化、情報通信技術の

発達等により、社会教育や生涯学習を取り巻く環境は大きく様変わりしており、時代に適応したサービ

スが求められています。 

 陶芸講座については、たづくり内の陶芸窯を活用しながら、５年で修了するプログラムを組んでいま

すが、受講生の減少等を考慮し、今後は、短期間の体験型講座へのシフトを検討します。 

 芸術・文化学習事業の本質については、芸術・文化をより一層楽しむための手段であるとする考え方

と、芸術・文化を学ぶこと自体が楽しいとの考え方があります。財団はこれまで、後者の考え方に立ち、

学習事業を独立したジャンルとして扱ってきましたが、前者の考え方も事業効率の点では有利な面もあ

り、検討を要します。 

 

②ちょうふ市内近隣大学等公開講座 

 平成２８年度までは１４大学で実施していましたが、平成２９年度からは単年度当たり７大学（大学

側から見ると隔年で実施）で実施しています。親子向けの講座やワークショップ形式の講座を取り入れ

ることで、４０歳代以下の受講生獲得に努めています。 

 近隣大学との連携という点では、必ずしも講座形式である必要はなく、今後は講座以外の形態での連

携を模索していきます。ただし、そのことにより芸術系大学以外とは連携が難しくなる可能性があり、

慎重な検討が必要です。 

 

③提携講演会 

 都内美術館などで開催の美術展の主催である日本放送協会などが企画する関連文化講演会の会場と

して申請し、広く美術に親しむ機会を提供しています。平成３０年度はこれに加え、箱根の岡田美術館

と連携した講演会を行いました。 

 

（２）今後の方向性       

 財団で実施する美術振興事業の TACプログラム、映像文化・メディア芸術や音楽それぞれの分野につ

いて、各担当係と連携しながら、学習事業を実施していきます。将来的には、各担当係が鑑賞事業や体

験事業などと合わせて、講座事業も企画することにより、総合的に芸術・文化の振興を図る体制の構築

も検討します。当面は、受講生の利便性を考慮し、独立したジャンルとしての学習事業の枠組を維持し、

講座事業を企画・実施します。また、講師や受講生が来館せずに参加できるオンライン講座にも取り組

みます。 

 市民講師講座は、市民の力を活用する事業として継続しますが、実績を重ねた講師には「ちょうふ市

民カレッジ」の講師として登壇を要請するなど、柔軟に対応していきます。※令和３年度から「ちょう

ふ市民カレッジ」に一本化 
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 ちょうふ市内近隣大学等公開講座については、「大学連携」という視点で大幅に見直し、「調布国際音

楽祭」や「小さな小さな音楽会」での連携に代表されるような形で近隣大学との連携を推進し、講座形

式が適している内容については、「ちょうふ市民カレッジ」の中で実施していきます。 

 ※講座事業は令和元年度から「ちょうふ市民カレッジ」に一本化 

 芸術・文化学習事業の実施にあっては、自主企画の推進のみならず、市民講師講座、大学連携、近隣

事業者との連携などに積極的に取り組みます。美術振興事業とも連携したアート系学習プログラムも実

施していきます。また、新会員サービスである「ちょうふアートプラス」（後述）、チケットシステムの

有効活用等を通じ、引き続き受講生の拡大と自主財源の増加に努めていきます。 

 

（３）具体的取組       

 

 

 

ちょうふ市民カレッジ  市民講師講座 

 

 
提携講演会 
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（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 ※講座内容の精査により、指標値が一時的に減少します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 地域コミュニティ活性化事業                          

（１）現状と課題       

 地域コミュニティの活性化、市民相互のふれあい・交流を促進するため、「調布よさこい」を実施し

ています。平成３０年度には第１６回を数え、調布の夏の風物詩として定着しています。平成２９年

度からは、調布市観光協会と連携し、調布観光フェスティバル（以下「観光フェスティバル」とい

う。）と同日開催で行いました。よさこい踊りの普及・支援のため、市内各地域で「出前よさこい」や

講師派遣、鳴子・楽曲音源の貸出しを行っています。 

ちょうふ市民カレッジ 

総参加者数   

令和４年度   ９５０人 

令和９年度 １，０００人 
指標１ 

ちょうふ市民カレッジ 

新規受講者率   

令和４年度 ３８．０％ 

令和９年度 ４０．０％ 

平成２９年度 １，１８２人 

平成２９年度 ４５．０％ 

指標２ 

◆ 芸術・文化の裾野の拡大と普及 ゴール 

次のとおり設定します      
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 しかし一方で、「調布よさこい」は、地域コミュニティの活性化を主たる目的としているため、開催

当日の来場者側から見て、満足度が課題であり、観光フェスティバルなど、他のイベントとの連携に

より、来場者のニーズに応えていく必要があります。 

 また、地域コミュニティ推進事業では、財団も市内の地域イベントに参画し、助言することで、ふ

れあい・交流の場づくりを支援しています。 

 

（２）今後の方向性       

 「調布よさこい」は、地元商店街や地域団体の協力を得ながら、誰もが参加でき、楽しむことがで

きる夏のお祭りとして、今後も引き続き推進します。産業・福祉分野など他のイベントとの連携によ

り、新しい賑わいの創出ができるよう、工夫を重ねていきます。 

 少子高齢化が急速に進む社会にあっては、地域コミュニティの果たす役割がますます重要となりま

す。調布よさこいをきっかけとした地域イベントへの参画や助言等を通じて、後述する活動支援事業

と合わせ、ふれあい・交流の場の創造と再生を推進します。 

 

（３）具体的取組       

 

 

 

調布よさこい  出前よさこい 
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交流のかけはし（地域イベントへの参画・助言

等） 

 

（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布よさこい 

来場者数   

令和４年度 ４５，５００人 

令和９年度 ４６，０００人 
指 標 

平成２９年度 ４５，０００人 

◆ ふれあい・交流の場の創造と再生 

◆ 多彩な人材・団体による持続的な連携と協働 
ゴール 

次のとおり設定します      
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７ 文化祭事業                                  

（１）現状と課題       

 「調布市民文化祭」は、市民が日頃の芸術・文化活動や学習活動の成果を発表し、また市民相互の理

解と尊重、文化コミュニティの形成を推進するため、調布市、調布市教育委員会、調布市文化協会（以

下「文化協会」という。）とともに実施しています。 

 平成３０年度に調布市民文化祭は第６３回を迎え、たづくりやグリーンホールを会場に、いけばなや

工芸美術などの展覧・展示会、囲碁、将棋、演劇、民謡、歌謡などの大会・発表会が約１か月間にわた

り開催されます。長年にわたり育まれた調布の文化的財産を次の世代へ継承していくため、若年層の参

加を促進するための取組が必要です。 

 

（２）今後の方向性       

 文化協会の加盟団体では、高齢化が進んでおり、調布の芸術・文化を支える基盤の強化が必要です。

若年層が参加しやすいプログラムやイベント、積極的な広報などを通じて、文化プラットフォーム（対

等な立場でのゆるやかな連携・協働を可能にする枠組）の形成を推進していきます。 

 ※令和２年度からはオンライン配信を実施し、アクセシビリティの向上に努めています。 

（３）具体的取組       

 

 

 

調布市民文化祭（開会式）  調布市民文化祭（音楽祭） 
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（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 活動支援事業                                 

（１）現状と課題       

 市民の自主的な芸術・文化活動、地域コミュニティの活性化のため、テントや音響機材などコミュニ

ティ用具の貸出しを行っています。 

 たづくりでは、施設利用団体向けにサークルロッカーの貸与、印刷機の貸出しを行っています。 

 施釉・焼成事業では、たづくり内に設置された陶芸窯を活用し、市民が制作した陶芸作品を預かり、

素焼き、施釉、本焼きを行っています。 

 

（２）今後の方向性       

 コミュニティ用具の貸出し、サークルロッカーの貸与、印刷機の貸出し、施釉・焼成事業については、

いずれも市民や団体、地域コミュニティの自主的な活動にとって欠かせない支援となっており、これら

用具や機器等の適切な維持管理を行いながら、今後も確実に継続していきます。 

調布市民文化祭 

総参加者数   

令和４年度 ３５，０００人 

令和９年度 ３５，５００人 
指 標 

平成２９年度 ３３，９７２人 

◆ ふれあい・交流の場の創造と再生 

◆ 多彩な人材・団体による持続的な連携と協働 
ゴール 

次のとおり設定します      
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（３）具体的取組       

 

 

 
コミュニティ用具の貸出し  サークルロッカーの貸与 

 

 

 

 

印刷機の貸出し  陶芸作品の施釉・焼成 

 

（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

◆ ふれあい・交流の場の創造と再生 

◆ 多彩な人材・団体による持続的な連携と協働 
ゴール 

次のとおり設定します      
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９ 芸術振興事業                                 

（１）現状と課題       

①音楽事業 

 たづくりの音楽事業では、平日昼間のコンサートとして、大作曲家と「食」をテーマにした「おい

しいクラシック」をシリーズ化しています。近隣飲食店と連携して関連メニューを提供するなど、ク

ラシック初心者が親しみやすいよう工夫していますが、集客が伸び悩んでおり、プロモーションの改

善が課題です。 

 エントランスホールでの「小さな小さな音楽会」では、プロや音大生のほか、市民による演奏もあ

り、音楽を気軽に楽しむ機会として定着しています。ホールの公演にアクセスしにくい子ども連れ等

の参加を促したり、他の事業と連携した企画を実施したりするなど、裾野の拡大に努めています。 

 グリーンホールの音楽事業では、協定事業で培った地域団体との関係から、オリジナルの市民参加

制作事業を実施し、市民との交流が深まり、リピート率は目標を達成できています。公演内容はオリ

ジナルなものが多いにも関わらず、新規性や創造性をＰＲしきれず、目標の入場者数に届かないこと

がありました。「のだめカンタービレ」を題材にしたクラシック公演では、これまで来場の少なかった

若い世代の入場者を増やすことができました。 

 グリーンホール開館４０周年記念事業「わが町調布に響け！ 歓喜の第九」のように、市民参加型の

自主制作事業では、参加する市民らの口コミによって、自然に集客につながると同時に、市民相互の

信頼と尊敬やホールに対する愛着が高まるため、こうした事業類型を中核に据えることが必要です。 

コミュニティ用具 

貸出件数   

令和４年度 ８０件 

令和９年度 ８５件 
指標１ 

平成２９年度 ７８件 

印刷機 

利用件数   

令和４年度 ６７０件 

令和９年度 ６８０件 

平成２９年度 ６４０件 

指標２ 
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②音楽祭事業 

 「調布音楽祭」（現・「調布国際音楽祭」）は平成２５年度に、「バッハの演奏」、「アートの連携」、

「次世代への継承」の３つのテーマを掲げ、クラシック音楽を中心とした音楽の祭典として大きな変

革を遂げました。財団と協定を結んでいるバッハ・コレギウム・ジャパン（ＢＣＪ）をはじめ、桐朋

学園や深大寺などの協力を得て、年々規模は拡大し、ファンを着実に増やしています。 

 平成２８年度から、若手音楽家が中心である「フェスティバル・オーケストラ」を創設し、次世代

を担う音楽家の育成にも取り組んでいます。平成２９年度には、東京２０２０大会開催を見据え、調

布の魅力の国内外への発信力を高めるため、事業名に新たに「国際」という言葉を冠しました。さら

に、平成３０年度からは、駅前広場を活用した展開や、市内高校生による吹奏楽と市民合唱団による

「オープニング・セレモニー」などで市民参加の場を広げ、手づくりの地域の音楽祭として、新たな

音楽祭のあり方を提示しています。 

 

③演劇舞踊古典事業 

 「たづくりシアター寄席」では、公演の時間帯や内容を対象とする客層ごとに分け、気軽に鑑賞で

きる場をつくっています。また、グリーンホールの落語公演では、地元の寄席の魅力をＰＲしてきま

したが、提携事業による落語の本数も増えたことから、自主事業と相乗効果が得られるような工夫が

必要です。 

 演劇公演では、児童劇鑑賞教室のニーズが高く、幼児期にとって大切な鑑賞機会を等しく提供でき

るよう、関係者と調整のうえ、継続的に取り組んでいきます。一般向けの演劇では、出演者の知名度

に集客が左右される傾向があり、ホールの規模に適合した企画が必要です。 

 子ども向け事業では、夏休みや春休みの時期に合わせ、音楽または演劇の公演を行ってきました。

演劇公演では、バックステージツアーやワークショップと組み合わせ、劇場への関心を喚起する取組

を行ってきました。 

 ストリートダンス事業は、平成３０年度までにコンテストを２０回実施し、近隣でも例を見ない歴

史ある事業に発展しました。コンテストとは別に、ストリートダンスフェスティバルも開催し、市内

ダンサーの技術向上やダンサー相互の交流を促進してきました。近年は、ダンススクール等の普及に

より指導や発表の場が増えたこと、市内チームの参加が減少していることなどから、事業としての役

割を終えつつあります。 

 

④提携・協定事業 

 市民ニーズが高い有名なアーティストによる公演については、提携事業を活用し、劇場に親しむき

っかけとなっています。協定事業では、バッハ・コレギウム・ジャパン（ＢＣＪ）や桐朋学園の定期

公演等を行っており、市民の間でそれらの存在が地域の自慢となりつつあります。また、調布市民歌

舞伎とも協定を結び、歌舞伎公演のほか、バックステージツアーや体験講座を実施しています。 
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⑤市内アウトリーチ事業 

 指定管理・独自事業と連携し、市内各地域でサテライトコンサートや出前寄席、活動弁士付き無声

映画・１６㎜フィルム映画上映会などを実施しています。市内アウトリーチ事業は多彩で親しみやす

いもので、市民が気軽に芸術・文化を楽しむ機会を提供しています。 

 

（２）今後の方向性       

 少子高齢化による社会構造の変化に対応し、時代が求める文化施設のあり方に応えつつ、次世代を

担う芸術家と鑑賞者の育成に長期的な視野で取り組んでいきます。 

 地域に密着した劇場として、高齢者のニーズも踏まえつつ、多彩で親しみやすいプログラムを提供

します。また、親子向け事業を拡充し、舞台芸術の魅力を次世代へ継承していく契機とします。さら

に、国籍、年齢、性別、障害の有無、経済的状況等に関わらず、誰もが気軽に参加できる劇場となる

よう、事業と施設の両面で環境の整備を進めていきます。 

 舞台芸術の裾野の拡大という点では、鑑賞事業のみにとどまらず、体験事業やワークショップ、講

座事業などと連携し、多角的に取り組むことで、幅広い市民が劇場へ足を運ぶきっかけをつくりま

す。 

 地域に根ざした財団であり続けるため、バッハ・コレギウム・ジャパン（ＢＣＪ）や桐朋学園との

協定関係を継続し、市内の音楽ファンとともに、調布の音楽環境を発展させていきます。また、市民

が共に生きる絆を形成する地域の文化的拠点として、社会参加の機会を提供するため、市民参加型の

自主制作事業を推進します。 

 音楽事業では、鑑賞、育成、地域連携等を網羅した「調布国際音楽祭」を一つの頂点として、新た

な舞台芸術の創造と発信を行いつつ、ニーズに対応した公演事業を展開します。 

 「調布国際音楽祭」は、地域性や手づくり感を前面に打ち出すと同時に、調布市国際交流協会など

と連携し、「国際化」をさらに進展させます。期間中は、地域との連携・協働を一層深め、音楽と調布

の魅力を市内外に広く発信します。 

 古典・伝統事業のうち、落語では、提携事業を含めてホール落語を中核に据えながら、企画性に富

んだ寄席や若手を起用した寄席シリーズを行います。能楽については、東京２０２０大会へ向けて、

公演、体験、講座、展示、アウトリーチなどの事業を複合的に、複数年度にわたり実施します。この

「調布能楽 odyssey」では、日本の伝統文化を世界へ向けて発信するとともに、子ども深大寺薪能など

と連携し、次世代への継承に取り組みます。 

 演劇・舞踊事業では、ニーズが高い演目についてはグリーンホール大ホール、企画性の高い演目に

ついては、せんがわ劇場といった施設の特性を生かした展開をしていきます。また幅広いジャンルに

対応するため、提携事業を効果的に取り入れます。 
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（３）具体的取組       

 

 

 

おいしいクラシック  調布国際音楽祭 

 

 

 

茂木大輔の生で聴くのだめカンタービレの音楽会  わが町調布に響け！歓喜の第九 
 

 

 

 

たづくりシアター寄席  調布能楽 odyssey 
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せんがわ劇場における事業計画 

 

 

●次世代の舞台芸術活動者を育成・支援できるよう活動の場を提供します。 

●舞台芸術活動を行う劇団・グループを市民・地域に広く知ってもらい、地域との絆を育みなが

ら、「演じる人も観る人も、舞台芸術を楽しむ」催し物を実施します。 

●劇場で実施した市民参加演劇公演等により、公演を通じて相互のつながりができるように、一連

の企画を進行・実施します。また、そのメンバーが継続して劇場を拠点とした地域文化・芸術の振

興を支える人材になる取組を推進します。 

●市民の日常生活の中に「演劇を楽しむ」、「劇場に行く」というエッセンスを取り入れてもらえる

ようなプログラムを提供し、舞台芸術を親しむ市民の裾野の拡大を図ります。 

●経験豊かな出演者・スタッフや次世代芸術家との連携により、演劇をより身近に感じられるよう

なプログラムを実施します。 

●親子がともに楽しめる作品、さらに大人の鑑賞に堪え得る質の高い作品を扱った公演を比較的低

価格で提供します。 

 

 

 

第５回調布市せんがわ劇場 

市民参加演劇公演 

（平成２９年度せんがわ劇場 

事業実施例） 

 

市民参加 

演劇公演 

 舞台芸術の魅力を多くの人に届ける参加型の普及啓発事業として、舞台芸術を

楽しむ市民の裾野を広げることを目的として実施します。参加者一人ひとりに光

を当て、その人のための役を創造し配役する当て書きを紡ぎ合わせ、大きな物語

を創造します。 

演劇事業 
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●あらゆる世代に開かれ、気軽に音楽を楽しめるコンサートを実施します。 

●劇場でのコンサートが、市民の音楽への入口となり、その後本格的なコンサートの鑑賞へつなが

るよう取り組みます。 

●コンサートを継続的に実施することで、市民の劇場への愛着が芽生えるよう取り組みます。 

●多くの音楽家、市内の教育・福祉機関等とのネットワークを構築し、市内の芸術・文化の拠点の

一つとします。 

●多様なジャンルで、より質の高い演奏を企画することで、幅広いプログラムを提供します。 

●仙川には、世界的な音楽家を輩出してきた桐朋学園があることから、市民に「自分の街から羽ば

たく若い音楽家」を紹介し、応援してもらうことで、市民の音楽や劇場に対する関心が高まるよう

取り組みます。 

 

 

 

サンデー・マティネ・コンサート 

～午後への前奏曲～ 

（平成２９年度せんがわ劇場 

事業実施例） 

 

サンデ

ー・マテ

ィネ・コ

ンサート 

音楽事業 

 良質な音楽を鑑賞する機会を提供し、乳幼児を含む地域の人々に気軽に様々な

ジャンルの音楽に親しんでもらうことを目的として、毎月１・２回、日曜日の午前

中に無料で開催します。 
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●劇場外で行う演劇的身体訓練や表現活動を通して、演劇、音楽など芸術・文化に対する関心を高

めます。 

●演劇のワークショップ等を通じて、自己と他者を尊重する心を養い、心豊かで多様性のある社会

の形成を目指します。 

●次世代を担う芸術家が、アウトリーチ事業を担当し、次世代を担う子どもたちを育成します。 

 

 

 

子ども向けアウトリーチ事業 

（平成２９年度せんがわ劇場 

事業実施例） 

 

 

 

●仙川商店街協同組合、桐朋学園、白百合女子大学などと連携・協働して事業を実施することで、

地域との絆を深めます。 

 

 

 

おらほせんがわ夏まつりパレード 

（平成２９年度せんがわ劇場 

事業実施例） 

 

演劇アウ

トリーチ 

 市内小中学校、児童館、福祉施設などにおいて、ワークショップを実施します。 

おらほせ

んがわ夏

まつり 

（仙川商

店街との

地域連携

事業） 

 せんがわ劇場が仙川商店街と連携し、地域の一員として事業に参加することで、

劇場内にとどまらず、地域を舞台に広く事業を展開していきます。 

アウトリーチ事業 

地域連携事業 
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（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 ６３．４％ 

参加（入場） 

達成率   

令和４年度 ７２．５％ 

令和９年度 ７５．０％ 
指標１ 

平成２９年度 ７０．０％ 

◆ 企画性の高い舞台芸術の創造 

◆ 多彩で親しみやすい鑑賞の場の提供 

◆ 市民が気楽に参加できる企画の推進 

◆ 次世代を担う芸術家と鑑賞者の育成 

ゴール 

次のとおり設定します      

せんがわ劇場 

認知度 
令和４年度 ７０．０％ 指標２ 
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９ 広報活動／コミュニケーション活動                       

（１）現状と課題       

 財団では、「広報」という用語について、「広告・宣伝」とは区別し、「社会の人々に広く知らせ、信頼

関係を構築するための活動」という意味で用いています。具体的には、広報紙の発行、ホームページの

運用、プレスリリース、取材対応などのことです。事務分掌上、「広報」は、広報マーケティング係が担

当し、公演事業などの「広告・宣伝」は当該事業の担当者が行っています。 

 広報紙やホームページでは通例、財団が直接関係する事業と、たづくりやグリーンホールなどの貸館

情報を掲載しています。しかし、「情報発信」に関して、財団に求められる真の役割を考えると、今後は

これにとどまらず、地域の芸術・文化に関する情報を収集し、広く社会へ向け発信していくことが望ま

しいといえます。また、一般的には広報展開も紙媒体から Web媒体に移行しつつあり、財団においても

時流に即していく必要があります。 

 会員サービスである「ぱれっと倶楽部」は従来、公演チケットの優先購入や割引などの特典を付与し

た有料会員制度をとってきました。しかし、今後も地域に根ざした財団であり続けるため、誰にとって

も開かれた施設であるために、会員サービス見直しの検討を進めてきました。その結果、後述するよう

に、「ちょうふアートプラス」として生まれ変わります。 

（２）今後の方向性       

①広報・宣伝活動 

 財団の広報活動は、財団や各館の施設、施設利用者だけではなく、調布市内の芸術・文化に関する

情報を包括的に担うことが、市全域の芸術・文化の振興につながります。今後は、それを可能にする

文化プラットフォームの形成を目指していきます。 

 宣伝（プロモーション）活動では、ターゲットを見据えたアウトリーチイベントや公開リハーサ

ル、体験イベントなどの関連企画、チラシやリーフレットの配布のほか、ＳＮＳ、新聞広告欄や催事

情報欄、専門雑誌、フリーペーパーなどのマスメディアを通じて多種多様なアプローチを展開できる

よう環境整備や活用促進を図っていきます。 

情報発信の点では、調布市武者小路実篤記念館、調布市郷土博物館との連携を開始し、市民が芸

術・文化情報を一元的に享受できるような環境を整備していきます。 

②コミュニケーション活動 

 会員サービスは平成３１年度に、「ぱれっと倶楽部」から「ちょうふアー

トプラス」にリニューアルします。新サービスでは、市民の年会費は無料と

し、音楽、演劇をはじめ、美術、映画、伝統芸能など、様々なアートをくら

しに「プラス」して、アートと人、人と人、人と地域が「縁」でつながり、

育みながら次世代につなげていくサービスです。 

調布市が掲げる「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」のプラットフォームの形

成を目指し、長期的な視点で継続的に取り組んでいきます。 
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 また、広報活動の本質は、相互の信頼関係を築いていくことにあり、日頃から芸術・文化団体だけ

ではなく教育、福祉などの社会的な組織、商業や観光、企業などの経済的な組織も含めた地域の多様

な人 

材・団体とコミュニケーションを深め、広義のマーケティング活動を行いながら、新たな価値の創出

に努めます。 

（３）具体的取組       

①広報活動 

 

 

・たづくり、グリーンホールイベント情報から、せんがわ劇場も

包括した市内すべての文化施設情報誌、また市内地域の芸術・文

化活動の情報発信と、カラーバリアフリーに配慮した色使いや、

障害者、外国人にも対応した音声コードなどの充実も目指しま

す。 

・12万 3,000部発行（４ページまたは８ページ構成） 

・毎月５日発行（年 12回） 

 

 

・市内文化団体、地域情報サイトとも連携し、相互に各団体の活

動内容へアクセスが可能となるような利便性の高いシステムを目

指します。 

 また、障害者や高齢者の芸術・文化への参加を推進、促進する

ため、より利便性の高いウェブアクセシビリティを目指します。 

 

 

 

・文化施設の社会的な役割として、小・中学生の社会科見学や職場体験を受け入れるなど、日頃

から文化施設に親しみやすい環境づくりを目指します。また、障害者や高齢者などが、より気軽

に文化施設に足を運んでもらえるよう、福祉・介護事業者やその利用者、家族などへの、文化施

設のアクセシビリティ向上に向けた施設紹介などに取り組みます。 

 

  

・新聞やテレビなど報道メディアは、高い社会性と客観性、信頼性の

あるメディアとして、より高い「文化施設のブランド」を構築するこ

とができます。長年培った、各メディアとの密な信頼関係を生かしな

がら、地域に根ざした文化施設として、東京都内だけでなく、全国的

なブランディングを行います。 

・主な新聞社：読売新聞、朝日新聞、定年時代、調布経済新聞 
 

財団ホームページ 

社会科（館内）見学 

パブリシティ（新聞記事）の活用 

財団報「ぱれっと」 
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②宣伝活動 

 

 

・文化施設以外の市内地域でも様々な芸術・文化の機会を提供することで、身近で気軽に芸術・文

化に触れ、それにより文化施設利用を向上させるシナジープログラムを開催します。 

 

 

・クラシック音楽や伝統芸能など格式が高く参加しにくいと感じている方へ、気軽に触れられる体

験として、制作・演劇ワークショップやギャラリートーク、バックステージツアー、楽器体験プロ

グラムなどの体験イベントを開催します。 

 

 

・気軽に手に取ることができる宣伝媒体として、読みやすく、わかりやすいだけではなく、財団報

「ぱれっと」と同様にカラーバリアフリーに配慮した色使いや、障害者、外国人にも対応した音声

コードの充実も目指します。 

 

 

・SNSで情報発信することで、公共情報に関心が薄いスマートフ

ォンユーザーへのアプローチが可能となります。トレンド入りさ

せるようなキーワードや、目を引く写真などを有効に活用しなが

ら、文化施設への関心が薄い層や、若年層などをターゲットに、

芸術・文化への興味・関心の入口となるよう、文化施設が生活の一部となる情報発信を目指します。 

・活用している SNS：Facebook、Twitter、Instagram、YouTube  

 

 

・新聞やフリーペーパーなどの無料の情報掲載欄などは、情報

の専門性や配布、発行スタイルの種類も多く、多くの市民への

情報提供として有効な宣伝媒体です。コストを要せずに活用で

きるので、多種多様なターゲットへの情報提供を目指します。 

 

 

 

・気軽にスマートフォンでも受け取れる情報として、文化施設で開催するイベントを中心に、連携

を目指す調布市武者小路実篤記念館や調布市郷土博物館など調布市の文化施設の情報もメールマ

ガジンを活用し、発信します。このことにより、文化施設が調布市における文化プラットフォーム

の一翼を担うことを目指します。 
 

チラシ・リーフレット・ポスター 

ＳＮＳ 

パブリシティ（無料催事情報欄）、フリーペーパー、専門誌の活用 

メールマガジン 

体験イベント 

アウトリーチ 
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・積極的に映画、ドラマ、情報番組の撮影ロケーションとしてサポートすることで、文化施設が全

国的な知名度を得て、市民が調布に愛着と誇りを持つきっかけとなることを目指します。 

 

 

・モニターを活用し、色彩豊かな動画コンテンツなどを取り入れる

など、魅力的な情報発信を目指します。また、市民の生活文化、ス

ポーツなど行政サービスの情報も積極的に発信し、文化施設が市民

の行政情報を得ることができるコンテンツの一部となることを目

指します。 

・設置場所：たづくり東館地下１階エレベーターホール・１階エン

トランスホール 

 

（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団報「ぱれっと」の 

市民認知率 

令和４年度 ４０．６％ 

令和９年度 ４３．１％ 
指標１ 

平成２９年度 ３８．１％ 

ちょうふアートプラス 

会員数   
令和４年度 ３，０００人 

令和９年度 ５，０００人 

平成２９年度 １，８１８人 

（「ぱれっと倶楽部」の会員数） 

指標２ 

◆ 芸術・文化の裾野の拡大と普及 

◆ 芸術・文化の情報発信と提供の拠点 
ゴール 

次のとおり設定します      

デジタルサイネージ 

フィルムコミッションによる文化施設名の全国発信 
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第４章 施設の運営・管理と整備 

 
１ 施設管理運営事業                               

（１）現状と課題       

①施設貸出 

 前計画期間では、利用者の立場に立つと同時に、経営的な視点を持つことを施設管理運営の基本方針

としてきました。平成２５年度以降、入館者数（たづくり）は１８５万人前後、ホール系施設の利用率

は約８０％（たづくり）、会議系施設の利用率は７０％（たづくり）、グリーンホール（大小ホール）の

利用率は約８３％であり、多摩地域の主要な公共文化施設と比較して、遜色のない高い数値を安定的に

維持しています。 

 貸施設利用者向けのアンケートにおいては、総合満足度が常に９５％以上であり、施設貸出の点で、

定量的にも定性的にも高い成果が得られているといえます。 

 また、せんがわ劇場は、ホールの利用率が例年９０％前後という高い利用率を維持しており、引き続

きサービスの充実に努めていきます。 

 

②施設設備の維持管理 

 施設設備の維持管理について、不具合の早期発見・早期対応に努め、たづくりで年間１２０～１８０

件、グリーンホールで年間５０～７０件の修繕を実施してきました。短・中長期的な改修計画を積極的

に提案するなど、調布市と緊密に連携しているため、施設全体を極めて良好な状態で維持しています。 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、エネルギーの使用に関して抜本的に見直し、施設利用者

等の理解と協力を得ながら、省エネに取り組んできました。平成２５～２９年度の平均年間電力量は、

最も多かった平成２２年度と比較し、たづくりで約１４％、グリーンホールで約２１％削減しました。 

 たづくりは平成７年の竣工から２３年が経過し、目に見えないところで設備の老朽化が進行し、特定

天井の改修や規制フロン全廃に伴う空調設備の更新など喫緊の課題もあることから、大規模改修へ向け

て早期の計画化が望まれます。グリーンホールは昭和５２年の竣工から、４１年が経過しています。平

成１２年には大規模改修を実施していますが、特に空調熱源設備（吸収式冷温水発生機）の老朽化が進

行しており、更新へ向けて早期の計画化が望まれます。 

 なお、グリーンホールは今後の存続期間を考慮に入れながら、劣化度と優先度を踏まえ、適切に維持

管理していくことが必要です。 

 せんがわ劇場は、竣工後１０年が経過し、今後、必要な修繕を実施するとともに、空調設備などの更

新計画の検討が必要です。施設設備の維持管理については、不具合の早期発見・早期対応に努めること

が、施設全体の良好な状態の維持につながります。せんがわ劇場においても、エネルギーの使用に関し

て抜本的に見直し、施設利用者等の理解と協力を得ながら、省エネに取り組んでいきます。 

全体 

 

 

 
施
設
の
運
営
・ 

管
理
と
整
備 

Ⅰ 施設管理運営事業 
・利用者アンケート ・バリアフリーの推進 ・改修

計画の提案 ・温室効果ガスの削減、省エネルギー化 

・エレベーターホール・アートプロジェクト 

・消防計画の策定 ・自衛消防訓練の実施  

・自衛消防訓練審査会への参加  
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（２）今後の方向性       

①施設貸出 

 

 

 利用者との窓口となる受付では、施設の総合案内に加え、施設予約、料

金徴収、チケット販売など多岐にわたる業務を行っています。国籍、年

齢、性別、障害の有無等に関わらず、誰もが参加できる施設となるよう、

親切で丁寧な案内に努め、場合により、筆談具やコミュニケーションボ

ードを用いた案内を行います。 

 施設貸出では、たづくり条例など設置条例に基づき、平等な利用機会

を確保するため、施設の使用申請があった際は、条例に定める制限事由に該当しない限り、承認する

こととし、抽選の申込みがあった際には、施設予約システムにより、平等な条件で抽選を行います。 

 また、受付は、利用者からの苦情・要望の窓口でもあり、苦情等があった際には、担当職員をはじ

め、館内の関係部署へ迅速に連絡し、その対応結果を情報共有します。苦情・要望については、施設

改善の好機と捉え、可能な限り、利用者の声を今後の施設づくりに反映させます。 

 なお、口頭や文書を問わず、寄せられた苦情・要望はすべて記録し、対応結果を含めて財団ホーム

ページ等で公表します。 

 

 
  

 

▼財団を中心とする連絡・報告体制 

 

財　　団

報告　連絡 通知　依頼

受付 舞台・視聴覚 学習室 設備管理 警備 清掃 駐車場・駐輪場

▼コミュニケーション 

ボードの例 

受付 
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 近年、舞台設備のデジタル化が急速に進展し、またホール系施設の利用方法も複雑かつ高度になっ

ており、舞台スタッフには豊富な知識と経験が要求されます。映像や音響に関する技術の進歩はめざ

ましく、関連設備のメーカーや保守点検業者と常に情報交換を行いながら、利用者の様々な要望に応

えられるようにしています。 

 ホール系施設では、市民の利用が活発化しており、打合せの際には、より良い催し物となるよう、

舞台設備の活用方法などを積極的に提案します。ホール系施設や会議室系施設には、個々に本来の利

用用途がありますが、必ずしもそれに捉われず、安全性等に支障がなければ、柔軟に対応しており、

今後も多様化するニーズに応えていきます。 

 

 

 平成２９年１０月に、８階学習室の座席管理システムをリニューアルし、利用者はタッチパネルに

より座席を選んだり、満席時には予約したりできるようになりました。今後も引き続き、誰もが無料

で利用できる学習施設として、利便性の向上に取り組んでいきます。 

 なお、学習室受付業務については、高齢者が生きがいと健康づくりを進め、活力ある地域社会づく

りに貢献するため、公益社団法人調布市シルバー人材センター（以下「シルバー人材センター」とい

う。）に委託しています。 

②施設設備の維持管理 

 

 

 施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を実現する

ため、施設設備の日常・定期点検を積極的に実施し、不具合の

早期発見・早期対応に努めています。また、設備の点検記録、

不具合情報、修繕履歴等をデータベース化し、一元的・体系的

な管理を行っています。これにより、設備管理の効率化と、迅

速で効果的な修繕対応が可能になります。 

 日常・定期点検を効率的、積極的に実施することにより、不

具合を早期に発見し、予防保全を重視した修繕を実施します。前述のように、たづくりでは年間１５

０～１８０件、グリーンホールでは５０～７０件の修繕を実施しており、このことが、施設の長寿命

化とライフサイクルコストの縮減につながっています。 

 なお、修繕に関して限られた予算の範囲内で、最大の効果を得るために、次のような修繕ポートフ

ォリオマネジメントを行い、優先順位を決めています。 

 

 

舞台・視聴覚 

学習室 

設備管理 
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▼修繕ポートフォリオ（数字は優先順位） 

 

 施設設備の維持管理に当たり、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「ビル管理

法」という。）、建築基準法、電気事業法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、消防法、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」とい

う。）、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「東京都環境確保条例」という。）な

ど、関連する法令を遵守し、公益法人として、また指定管理者としての社会的責任を果たします。 

 

 

 公共施設は誰にとっても開かれた施設であり、安全と防犯の確保が重視されます。館内巡回時に

は、高齢者、障害者、車いす利用者などに積極的に声かけを行い、支援の必要の有無を確認しなが

ら案内、誘導をします。積極的な声かけと親切で丁寧な案内、誘導により、結果的に盗難などが抑

止され、誰もが安心して、快適に利用できる施設をつくっていきます。 

 

 

 不特定多数の人々が利用する公共施設の清掃では、美観の維持に加え、衛生的な環境の確保によ

って、感染症の拡大を防止することが重要な責務となります。清掃スタッフは、嘔吐物の処理方法

をはじめ、衛生的な環境確保について、正しい知識を習得し、常に訓練しています。ビル管理法で

は、環境衛生管理基準が定められ、また東京都には独自の「指導基準」があり、業務内容が近接す

る設備管理とともに、これら基準に基づき、適切な環境衛生の管理を行います。 

 貸出施設では、利用区分間における短時間での清掃が要求されるため、作業の標準化、マニュア

ル化が重要です。しかし一方で、利用者等から突発的に清掃を求められることもあり、標準化と合

わせ、柔軟で迅速な体制を構築し、質の高いサービスを提供します。 
 

6 3 1

8 4 2

9 7 5

老

朽
化
の

度
合
い

法令・安全性など義務の度合い

警備 

清掃 
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満足
77%

どちらかといえば満

足

20%

どちらかといえば

不満
2%

不満

0%

無記入

5%

 

 

 

 たづくりの地下１階・２階には、施設利用者のための有料駐車場があり、約１６０台が収容でき

ます。警備と同様に、利用者に対する積極的な声かけなど、コミュニケーションを大切に、安全で

快適な駐車場管理を行います。 

 

 

 

 たづくりの地下駐輪場は２段ラック式であり、上段への上げ下ろしは、必要に応じて駐輪場スタ

ッフが補助しています。２段ラック式を利用しにくい高齢者や乳幼児連れには、優先的に平置き部

分を案内するなど、柔軟に対応します。 

 なお、駐輪場案内誘導業務は、学習室受付と同様、高齢者が生きがいと健康づくりを進め、活力

ある地域社会づくりに貢献するため、シルバー人材センターに委託します。 

 

（３）具体的取組       

①利用者アンケート 

 年１回、貸施設利用者向けにアンケートを行っており、平成２５年度以降では、総合満足度は常に 

９５％以上（「どちらかといえば満足」を含む。）であり、極めて高い評価を得ています。アンケートで

寄せられた記述意見については対応結果を含め、すべて財団ホームページで公表しています。 

 今後も引き続き、アンケートを通じて、課題の抽出と迅速な解決を図り、利用者の声を施設づくりに

反映させます。 

 せんがわ劇場においても、アンケートなどを通じて、課題の抽出と迅速な解決を図り、利用者の声を

施設づくりに反映させます。 

▼平成２９年度貸施設利用者アンケートの結果 

 

 

 

 

駐車場 

駐輪場 
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②バリアフリーの推進 

 調布市バリアフリー特定事業計画に基づき、平成２４年度から集中的にバリアフリーの推進に取り組

んできました。 

 たづくりでは障害者優先トイレ内の整備（目隠しカーテンの設置、人感センサーによる照明スイッチ

の自動化、車いす動線確保のための洗面台小型化、大人が使用できるおむつ交換台の設置等）などを実

施し、駅前周辺の整備または施設の大規模改修に合わせて実施するものを除き、同特定事業計画をすべ

て完了させました。 

 また、特定事業計画のほかにも、自主的にバリアフリーの推進に取り組み、集団補聴装置のリニュー

アル、音楽練習室や８階スタジオの段差を解消するスロープの設置、和式トイレの洋式化、廊下や階段

への手すりの設置など、利用者からの具体的要望に基づき、実施してきました。今後も、せんがわ劇場

も含めて、利用者の声に耳を傾け、誰もがアクセスしやすい施設をつくっていきます。 

【館内事例】 

 

 

 

 

 

③改修計画の提案 

 平成２８年度に調布市において、「調布市文化会館たづくりほか改修案策定及び実施手法検討業務委

託」が行われ、財団は改修案策定等に積極的に協力しました。今後も、休館したうえでの大規模改修を

理想としつつも、財政状況等に応じて、優先順位をつけながら、効果的、効率的な改修計画の提案を行

っていきます。 

 なお、優先度が特に高いのは次のものです。 

グリーンホール 

楽屋側階段に手すり

を設置 

たづくり 

地下１階廊下に手すり

を設置 



 

51 

 

▼たづくりで優先度の高い改修 

分野  内容 
 

建築 

 くすのきホール、エントランス等特定天井の改修 

エレベーター・エスカレーターの更新 

（日立製は令和２年、東芝製は令和６年に部品供給停止となる

ため） 

屋上防水改修 
 

電気 
 自動制御機器の更新 

照明器具の更新 
 

空調 
 熱源機器の更新  

（フロンＲ２２が令和２年に全廃されるため） 

 

▼グリーンホールで優先度の高い改修 

分野  内容 
 

空調  熱源機器の更新 

 

④温室効果ガスの削減、省エネルギー化 

 第３次調布市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガスの削減と省エネルギー化を推進しま

す。同計画の削減目標によれば、平成２６年度の総排出量を基準として、令和２年度までに総排出量を

３．２％以上削減かつ「中長期的に見てエネルギー消費原単位平均１％以上の低減」を目指すこととな

っています。 
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 温室効果ガスの排出やエネルギーの使用は、主として電力とガスの消費によるもので、割合の最も多

いのが空調設備、その次が照明設備です。これまで空調設備のきめ細かな運転管理と、不要な照明の間

引きを積極的に行い、電力等の削減を実現してきましたが、既に限界に達しつつあり、今後は、老朽化

した設備の更新時に、省エネ度が高い機器を選定することにより、温室効果ガスの削減と省エネルギー

化を推進していくことが必要です。老朽化が進行し、かつ更新による省エネ効果が高いと想定される主

な設備は以下のものです。 

 

▼たづくりで省エネ効果が高い設備改修 

分野  内容 
 

空調  熱源機器の更新 
 

電気  照明器具のＬＥＤ化による更新 

 

▼グリーンホールで省エネ効果が高い設備改修 

分野  内容 
 

空調  熱源機器の更新 

 

⑤エレベーターホール・アートプロジェクト 

 たづくりに寄せられる苦情・要望で最も多いのが、「エレベーターの待ち時間が長い」というもので

す。この原因は、乗降利用者に比べ、設置台数が少ないことにあります。大規模改修時にはエレベータ

ー増設の検討が必要ですが、それまでの当面の間、待ち時間のストレス軽減のため、東館１階及び７～

１２階エレベーターホール等にアート作品を設置する「エレベーターホール・アートプロジェクト」を

実施しています。 

【エレベーターホール・アートプロジェクトの実施例】 

 

 

 

東館１階エレベーターホール  東館７階エレベーターホール 
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（４）ゴール・成果指標       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たづくり入館者数 
令和４年度 １，８９０，０００人 

令和９年度 １，９１０，０００人 
指標１ 

平成２９年度 １，８６８，３２７人 

◆ 利用者の声を反映させた施設づくり 

◆ 施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減 
ゴール 

次のとおり設定します      

グリーンホール 

施設利用率 

令和４年度 ８４．０％ 

令和９年度 ８５．０％ 
指標２ 

平成２９年度 ８３．０％ 

せんがわ劇場 

施設利用率 

令和４年度 ９１．０％ 

令和９年度 ９２．０％ 
指標３ 

平成２９年度 ９０．０％ 
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２ 防火・防災計画                                

（１）現状と課題       

①自衛消防訓練の実施 

 自衛消防訓練は、迅速・的確に人命の保護と災害の拡大防止の措置を取れるようにすることを目的と

して実施します。管理権原者の義務（消防法第８条第１項）や、防火管理者の責務（消防法施行令第３

条の２）の中で消防計画を作成し、年２回以上訓練を実施することが法令により定められています。 

 たづくり・グリーンホールでは年２回、自衛消防訓練を実施しています。館内事業所を含め、たづく

りは毎回概ね１００人、グリーンホールは概ね５０人が参加しています。訓練では、具体的な事例をも

とに、参加者が自ら考え、行動するような実践的な内容とし、訓練後には振り返りの時間を設けて、知

識・技能の定着を図っています。 

 

 

 
全体説明会  館内各所での訓練 

 
 

平成 26年度 
 １回目  防火・防災の基礎知識（レクチャー）、地震～火災訓練 
    

 ２回目  火災、地震対応について（ワークショップ、ロールプレイ） 
 

平成 27年度 
 １回目  平成 26年度 1回目と同様 
    

 ２回目  クイズ形式によるワークショップ、地震～火災訓練 
 

平成 28年度 
 １回目  東京消防庁調布消防署員講和、起震車・階段避難車等体験 
    

 ２回目  DVD上映、防災副受信機の使い方、グループ演習 
 

平成 29年度 
 １回目  地震発生時と火災発生時の違い～地震限定訓練 
    

 ２回目  火災想定訓練 煙対策、支持搬送訓練 
 

平成 30年度 
 １回目  地震初期対応と要支援者（視覚障害者、聴覚障害者、外国人）対応 
    

 ２回目  震災当日における対応の図上訓練 
 

自衛消防訓練実施内容（たづくり） 
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 平成２９年度には、グリーンホール大ホールにおいて、東京消防庁音楽隊の協力のもと、「避難訓練コ

ンサート」を開催しました。当日は多くの市民の参加があり、新たな取組として高く評価されました。 

 

 

 

避難訓練コンサート（大ホールにて安全防護訓練）  避難訓練コンサート（避難誘導） 

 

 
 

平成 26年度 
 １回目  自衛消防訓練審査会（東京消防庁調布消防署主催）参加 
    

 ２回目  火災、地震対応について（グループワーク、消火器の実技訓練） 
 

平成 27年度 
 １回目  火災発生時の避難誘導訓練と消火器の使い方の確認と実習、DVD上映 
    

 ２回目  火災発生時の連携、消火栓・消火器の位置確認、消火栓の扱い方実践 
 

平成 28年度 
 １回目  自衛消防訓練審査会（東京消防庁調布消防署主催）参加 
    

 ２回目  優良防火対象物認定に伴う火災総合訓練、予測活動限界時間内訓練 
 

平成 29年度 
 １回目  火災発生時の避難誘導と避難経路の確認、消火器の使い方の確認と実習 
    

 ２回目  避難訓練コンサート（実際にコンサート中に一般客を避難誘導） 
 

平成 30年度 
 １回目  自衛消防訓練審査会（東京消防庁調布消防署主催）参加 
    

 ２回目  地震・火災発生時の避難誘導訓練と消火器の使い方の確認と実習、DVD 上映 

 

 せんがわ劇場においても、災害発生時に速やかに消防活動が取れるよう、訓練を実施していきます。 

自衛消防訓練実施内容（グリーンホール） 
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②自衛消防訓練審査会への参加 

 たづくり・グリーンホールでは、消防法に基づき、施設の

特性や実態に即した消防計画を策定しています。消防計画

は消防法上、施設内の事業所ごとに策定し、運用するもので

すが、財団はこれまで両施設において、統括防火（防災）管

理者となり、積極的に防火・防災意識の向上と、消防用設備

の点検、自衛消防訓練等に取り組んできました。 

 自衛消防隊を組織し、日頃から消防用設備の自主点検や、

消火・避難訓練を実施しています。自衛消防隊は例年、東京消防庁調布消防署主催の自衛消防訓練審査

会に出場し、優秀な成績を収めています。 

 

③優良防火対象物の認定 

 グリーンホールは、平成２９年１０月に、東京消防庁調布消防署から調布市内では初となる優良防火

対象物に認定されました。 

 

 

 

 

 

自衛消防訓練審査会の様子  自衛消防訓練審査会 

 

 

 

優良防火対象物認定証  優良防火対象物認定通知書交付式 

【近年の実績（たづくり隊）】 

 平成２８年度 準優勝 

 平成２９年度 優勝 

 平成３０年度 優勝 
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④ＢＣＰの策定 

 平成２３年３月に発生した東日本大震災では、企業・団体において、ＢＣＰ（事業継続計画）の重要性

が注目されました。ＢＣＰとは、大規模災害のような非常時にあっても、重要業務を中断せず、また中断

したとしても、早期に復旧させるため、事前に計画・準備し、継続的な見直しをするプロセスのことです。 

 財団では、ＢＣＰを策定し、たづくり及びグリーンホールの指定管理に関する規則第２条に定める指定

管理業務を「非常時優先業務」と指定し、施設管理運営に関する業務以外は、積極的に縮小・停止するこ

ととしています。また、せんがわ劇場においても、同様の取組を実施していきます。 

 

⑤危機管理マニュアル 

 財団では、平成２２年１月に危機管理マニュアルを策定しました。地震などの大規模災害、新型インフ

ルエンザの流行等を想定し、あらかじめ対策の手順を決めておき、随時、周知・訓練を行うことで、非常

時に備えています。 

 

⑥緊急参集制度 

 たづくりは、地震等の災害時において、帰宅困難者や被災者の一時収容可能施設とされています。消防

計画やＢＣＰは、帰宅困難者等の受入れを想定し、実践的な内容としています。 

 大規模災害時であっても、重要業務（施設管理運営）を中断させることができないため、財団では、安

否確認・一斉通報システムを活用して、職員の緊急参集制度を構築しています。このシステムは、比較的

軽度な災害（例：入口前の雪かきが必要な程度の降雪時）でも、積極的に運用し、災害対応力の向上に努

めています。 

 

⑦救命救急講習（普通救命講習）の実施 

 心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法、止血法など、緊急時の応急処置に

ついての技能を習得します。講習会は年１回開催し、東京消防庁調布

消防署、公益財団法人東京防災救急協会の協力のもと、財団職員に加

え、館内事業所のスタッフも合同で受講します。 

 

 

⑧災害時における避難所対応 

令和元年度の台風 19 号による多摩川氾濫をきっかけとして、たづくり・グリーンホールを一次避難所

として開設する際には市に協力する内容の「災害時基本協定」を令和３年９月に締結しました。 
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休館時 閉館時

館内点検 避難誘導 館内点検

二次災害の防止 館内点検 二次災害の防止

職員の緊急参集 二次災害の防止 職員の緊急参集

安否・被災状況把握 職員の緊急参集 安否・被災状況把握

安否・被災状況把握

開館準備 応急処置 現金等の調達

貸出再開 修繕・復旧 支払・契約締結

災害復興

文化生涯学習課・利用者・受

託者等へ連絡・調整

行
政
と
の
連
携

（
帰
宅
困
難
者
・
被
災
者
支
援
等

）

事業継続計画方針立案・体

制確立

施設予約対策 設備管理対策 財務対策

ＢＣＰ発動時のフロー

非常事態の発生

開館時

初期対応 初期対応 初期対応

当日

～

数日～

１か月～

数か月～
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（２）今後の方向性       

 東日本大震災から得た最も大きな教訓は、その場の危機に対応するだけでなく、日頃から、危機に備

えて、計画・準備しておくことの重要性です。一般に前者は「危機管理」、後者は「リスクマネジメント」

といわれています。 

 前述のとおり、財団では、自衛消防隊を組織し、日頃から、消防用設備の自主点検、消火・避難訓練

を行っています。またＢＣＰを策定し、重要業務（施設管理運営）を中断させず、中断したとしても、

早期に復旧させるため、常に態勢を整えています。これはリスクマネジメントを重視した取組ですが、

今後もこの方向性を継続し、強化させます。 

 なお、せんがわ劇場は、仙川保育園及び仙川ふれあいの家と一体の建物になっていることを踏まえ、

災害や防犯などの緊急時対応を含め、利用者等の安全・安心を確保する観点から、仙川保育園及び仙川

ふれあいの家との連携を強化します。 

                ▼危機管理とリスマネジメントの違い 

初期対応  緊急復旧   定常復旧 平常状態 

危機発生 

危機管理 

リスクマネジメント 

平常状態 
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（３）具体的取組       

①消防計画の策定 

 施設の実態に即した消防計画を整備し、火災の未然防止とともに、緊急時の被害を最小限に抑えます。

消防計画の策定により、職員及びスタッフの法令遵守、災害対応体制を明確化し、危機管理対策に努め

ます。 

 

②自衛消防訓練の実施 

 法令に基づく全館規模での自衛消防訓練を年２回実施し、防災知識及び意識の向上を図ります。地震

発生時と火災発生時の来館者の安全確保、災害収束後の安全点検などの方法が異なることに留意したう

えで訓練のプログラムを作成し、会館スタッフ全員が訓練に臨みます。 

 

 

◇自衛消防隊 

 本部隊、各地区隊で構成した自衛消防隊を組織しています。自衛消防組織は、火災発生時に館内全域

において速やかな対応がとれるものであり、夜間、土日祝日の少人数体制時においても、滞りなく利用

者の安全を確保できるよう、体制を整えています。 

 

 

③自衛消防訓練審査会への参加 

 たづくり・グリーンホール自衛消防隊は、東京消防庁調布消防署が主催する自衛消防訓練審査会に出

場します。審査会への出場に先立ち実施する訓練を通して、職員の技能と防災意識の向上を図ります。 

◇内容 

✓ 身の安全確保、消火活動、館内放送、通報連絡、避難誘導、救護など 

✓ 各項目の部分訓練の実施により習熟度向上を図るとともに、全館一斉

総合訓練で各項目を網羅した内容を実施します。 

隊長

副隊長

応急救護班安全防護班避難誘導班初期消火班連絡通報班  
本部隊 

地区隊 
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全体 

 

 

経
営
管
理 

アートマネジメント ・文化施策の動向、他分野と

の連携 ・経営管理領域 ・ダイバーシティ 

組織・人材力強化 ・新人（新卒採用）研修 ・若手

職員研修 ・中堅職員研修 ・中間管理職研修 

Ⅴ 収支計画・自主財源拡充の取組 
・施設利用料金収入の着実な確保 ・寄附金の獲得 

・助成金の獲得  

・コンプライアンスの確保 ・個人情報保護 ・情

報公開への対応 ・環境への取組 ・暴力団排除へ

の取組 
Ⅳ コンプライアンス 

Ⅱ 人材育成 

・組織体制 ・事務分掌 

Ⅲ 労務管理 ・働く環境のマネジメント ・職員へのフォロー体制 

Ⅰ 組織 

第５章 経営管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 組織                                     

（１）組織体制       

 事業財源（補助金／指定管理料）ごと、施設（たづくり／グリーンホール）ごとに事業課を構成する

組織体制を一部修正し、たづくりを拠点とする事業課を「文化・コミュニティ事業課」、グリーンホール、

せんがわ劇場を拠点とする事業課を「芸術振興事業課」とし、類似する事業の実施体制を一元化します。 

 また、財団は今後ますます、組織経営と施設経営に関する企画的視点を持つことが重要となるため、

従前の総務課を「企画課」と名称を改めます。 

 

事務局

企画課

企画経営係

施設管理係

文化・コミュニ
ティ事業課

文化事業係

広報・コミュニティ事業係

芸術振興事業課

舞台芸術係

せんがわ劇場制作係

グリーンホール、 

せんがわ劇場 

を拠点とする 

事業課 

たづくり 

を拠点とする 

事業課 
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（２）事務分掌       

 

課 係 分 掌 事 務 

企 画 課 企画経営係 

 

１ 財団印の管理に関すること。 

２ 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。 

３ 事務事業の進行管理に関すること。 

４ 理事会及び評議員会に関すること。 

５ 人事給与、福利厚生及び職員研修に関すること。 

６ 定款、規則、規程等の制定改廃に関すること。 

７ 調布市との連絡調整に関すること。 

８ 個人情報の保護及び情報公開に関すること。 

９ 課内の庶務に関すること。 

10 指定管理者に関すること。 

11 財団の経営企画及び事業計画の立案に関すること。 

12 その他財団の庶務に関すること。 

13 予算、決算及び会計に関すること。 

14 金銭の管理に関すること。 

15 契約に関すること。 

16 資金調達及び基本財産の運用に関すること。 

17 備品の管理に関すること。 

18 その他財務に関すること。 

 

 施設管理係 １ たづくり、グリーンホール及びせんがわ劇場の施設設備の維持

管理に関すること。 

２ たづくりの使用承認及び料金徴収に関すること。 

３ たづくりの駐車場及び駐輪場の管理に関すること。 
 



 

63 

 

 

課 係 分 掌 事 務 

文化・コミュ

ニティ事業課 

文化事業係 １ 映像文化・メディア芸術事業の企画及び実施に関すること。 

２ 美術振興事業の企画及び実施に関すること。 

３ 芸術・文化学習事業の企画及び実施に関すること。 

４ 課内の庶務に関すること。 

 広報・コミュ

ニティ事業係 

 

１ コミュニティ活性化事業の企画及び実施に関すること。 

２ 文化祭事業の企画及び実施に関すること。 

３ 市民団体の支援に関すること。 

４ 芸術・文化振興事業に係る市民との連携に関すること。 

５ 財団の広報に関すること。 

６ 情報発信事業に関すること。 

７ 渉外活動に関すること。 

８ 会員サービスの企画に関すること。 

 

芸術振興 

事業課 

舞台芸術係 １ 芸術振興事業の企画及び実施に関すること。 

２ グリーンホールの日常的な施設設備の維持管理に関すること。 

３ グリーンホールの使用承認及び料金徴収に関すること。 

４ グリーンホールの駐車場の管理に関すること。 

５ 事業のチケット販売に関すること。 

６ 課内の庶務に関すること。 

 せんがわ劇場

制作係 

１ 芸術振興事業の企画及び実施に関すること。 

２ せんがわ劇場の日常的な施設設備の維持管理に関すること。 

３ せんがわ劇場の使用承認及び料金徴収に関すること。 

４ 事業のチケット販売に関すること。 
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（３）意思決定・責任体制       

 職層、業務ごとに、各々の職責・役割に応じて活発に調整・検討・議論等を行い、組織全体として統

一的かつ効率的な組織経営、事業展開を実施します。また案件に応じ随時、調布市とも調整しスピード

感のある意思決定を図っていきます。 

 事業間の連携、スケールメリットを生かした全体の取組は、各事業課長・係長から成る事業調整会議

で検討し、戦略的かつ効果的な事業展開を図ります。 

 

 

各会議の概要 

 会議名 目的 構成員 開催頻度 

最高決定 

意思機関 
理事会・評議員会 基本方針、予算・決算を決議 理事、監事、評議員 年２回 

執行機関 運営会議 

理事会で決定した基本方針を

具現化し、日々の事業展開の中

心となり、様々な課題を審議 

常務理事、事務局長、課

長、係長 
週１回 

組織・事業運

営・調整・連

携機関 

調布市との例月ミ

ーティング 

財団全体の事業・事務につい

て、調布市と情報共有を図ると

ともに、運営会議で方針が示さ

れた課題について、具体化に向

け検討 

課長、係長 毎月 

調整会議 

財団全体としての事業戦略の

企画調整。効果的な事業展開、

連携事業の企画立案。実施にお

ける調整。 

課長、係長、主査 毎月 

各種プロジェクト

チーム 

組織課題に関する情報共有、議

論、解決に向けた検討 
課題に応じて決定 随時 

 

理事会 運営会議

調 布 市 と の 例 月

ミ ー テ ィ ン グ

各種プロジェクト
チーム

調整会議
各種プロジェクト

チーム
評議員会
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２ 人材育成                                   

（１）現状と課題       

 指定管理者制度の導入以来、公共文化施設では、コス

ト削減と事業の質の向上が求められ、効果的、効率的に

芸術・文化をマネジメントする知識・技能の習得が急務

となりました。 

 さらに、芸術・文化に関する専門的知識と、経営管理

に関するスキルを併せ持つ「アートマネジメント人材」

に求められる能力は、次の２点から大きく変容していま

す。 

 第１に、平成２４年度の劇場法の制定は、劇場（文化

施設）のあり方や役割を見つめ直す契機となり、垂直方

向に深く掘り下げられました。第２に、平成２９年度の

文化芸術基本法の改正は、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等の関連分野との連携

が謳われ、求められる能力は水平方向に拡張されました。 

 アートマネジメントが対象とする領域は極めて広いことから、研修計画は、財団のミッションや

社会情勢の変化に対応していくことが肝要です。 

 

 

劇
場
法
の
制
定 

文化芸術基本法の改正 
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前計画期間における取組実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アートマネジメント 

組織・人材力強化 

○アートマネジメント系研修への参加（平成 26～30 年度） 

文化庁・公益社団法人全国公立文化施設協

会主催研修（毎年実施）、大学主催研修 

○階層別研修の体系化 （平成 28～30年度） 

組織に必要な人材のスキルや経験を定義し、階層別によるｅラーニングと出張（集合）研修を

組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」を設計。出張（集合）研修を実践的スキル習得

に特化させ、ｅラーニングを基本的知識の事前習得と位置づけた（「反転学習」）。これによ

り、個々に応じた能力開発と、出張（集合）研修のレディネス（学習準備性）形成を促進する

ことで、研修成果を増進させた。 

○人事交流・派遣研修 （平成 27年度） 

文化庁委託事業「劇場・音楽堂等スタッフ

交流研修事業」３館交流事業（財団、公益

財団法人さいたま市文化振興事業団、公益

財団法人千葉県文化振興財団） 

中堅職員の育成を目的とし、他県及び他市

の文化財団職員との交流研修を実施。助成

金を得て、１名派遣 

○調布市への職員派遣研修の実施（平成 27～30 年度） 

財団固有職員の中核を担う職員の育成と人

事交流を実施 

○海外研修への派遣 （平成 28年度） 

文化庁委託事業スタッフ交流研修事業 

公益社団法人全国公立文化施設協会加入

団体応募者から選抜され、１名派遣 

▼派遣先：米国 ピッツバーグ、ニューヨークほか 

▼派遣期間：11日間 

○講師派遣 （平成 28～29 年度） 

平成 28 年度文化庁委託事業「全国劇場・音楽堂

等事業アートマネジメント研修会」ほか 

○自己啓発支援制度 （平成 26～30 年度） 

申請者に対し、職務遂行に必要な知識・技能

習得のための助成金を支給 

○広報研修への派遣 （平成 30年度） 

公益財団法人セゾン文化財団主催「舞台芸術の広報・宣伝」に職員が選抜され、１名派遣。動

員数増加、新規観客開拓を図るための広報・宣伝方法(販売促進、営業方法)の実践手法を習得 

○文化政策への理解 （平成 26～30 年度） 

アドバイザーによる国の文化政策関連研修

を主催し、最新動向を収集 



 

67 

 

人材育成の成果 

 

 「アートマネジメント人材」育成のための研修を継続的に受講し、文化施策への理解を深め、全国の

公立文化施設における先進事例や業界における課題について学んだ知識を事業及び施設管理運営業務

に反映させるなど、職員の視野が広がり、従来にはない事業を展開することができました。 

 具体的には、個別に完結させていた様々な事業を、鑑賞事業と体験育成事業（ワークショップなど）

を連動させて実施したり、施設管理運営の視点から、施設の特性を生かし、たづくりエントランスホー

ルのライトアップとコンサートのコラボレーションなど、包括的な事業運営を行うことが可能となり

ました。また、市民をはじめ、他の芸術・文化に関する団体や地域の企業に出向き、意見や要望に耳を

傾けながら、双方にとってプラスになるような交渉ができるようになり、職員自らが企画したワークシ

ョップのレクチャーを行うなどの事業を展開しています。 

 

 ファンドレイジングの重要性について理解を深め、事業協賛金、寄附金及び外部助成金の獲得力を向

上させ、成果につなげることができました。（５ 収支計画・自主財源拡充の取組 （３）③助成金の

獲得） 

 

 係長職以上の職員を対象に実施し、財団とは異なる環境において職務に当たる中で、調布市の動向を

肌で感じる機会となったと同時に、市の成熟した組織のもとで勤務に従事したことにより、組織を牽引

していくリーダー人材の育成を図りました。 

 

 デジタルツールならではの要素を活用することで、動機づけと学習効果の向上を目指し導入。デジタ

ルとアナログを組み合わせた「ブレンディッドラーニング」、ポータビリティ、学習内容の分解による

コンパクト化（マイクロラーニング）の利点を生かしました。階層別による出張（集合）研修の前段階

としてｅラーニングで知識習得と効果測定を実施することで、研修内容の定着を向上させました。 

 

 すべての人のための文化施設を目指すために、障害者対応に関するワークショップ等を導入し、全職

員が取り組んでいます。前計画期間においては、先進的な事例を有する文化施設の取組について学び、

理解を深めました。 
 

ダイバーシティ研修（「パラ劇場」）の実施 

ｅラーニングの導入 

調布市への職員派遣研修 

ファンドレイジング（自主財源の確保） 

アートマネジメント 
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（２）今後の方向性       

 今後１０年を展望し、人材育成を組織経営の中核に位置づけ、

東京２０２０大会の機運醸成とレガシー継承へ向けて、引き続き

「アートマネジメント人材」の育成に取り組みます。 

 芸術・文化分野の実務研修と、職層に応じた組織力・人材力を

強化するための研修を体系的に実施していきます。 

 財団は、調布市の監理団体としての側面があり、「豊かな芸術文

化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」はもとより、市の総合

計画等、基本的な施策を踏まえた事業展開をしていくことが大切

です。今後ますます、調布市の所管課と緊密に連携し、方向性を

協議・調整しながら、職員の育成を推進していきます。また、演

劇などの自主制作事業の企画運営ができる人材を育成します。 

（３）具体的取組       

 

 

「気づき」「研修」「場の提供」「アフターフォロー」を統合したトータル人材育成体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財団職員として、各職層における職責・役割を認識し、専門性と総合性を発揮する職員を育成する

ため、課題解決に資する体系的な研修体系を整備・展開します。 

  １０年間を見据えた組織整備 

  事業の検証、成果・資源の顕在化と共有化 

  個の把握と個への対応を踏まえた能力開発 

人材育成体系 

基礎力診断 

フィードバック 

日常業務 

プロジェクト 

基本方針 

 

気づき 

補充・強

化 

学び 

実践 

ｅラーニング 

自己啓発 

研修（Off-JT） 

計画的 OJT 

専門力 

基礎力 

組織・人材力強化 

アートマネジメント 
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ｱｰﾄﾏ
ﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄ

組
織
・
人
材
力
強
化

ステージ

全体研修

自己啓発
支援制度

ｅラーニング講座 ｅラーニング講座

テーマ別研修

専門研修 アートマネジメント関連研修、経営管理領域関連研修

出張研修と類似する講座を選択

スキルアップ助成

出張研修

ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
研
修

階層別研修 階層別研修 階層別研修 階層別研修

ｅラーニング講座 ｅラーニング講座

新人（新卒採用） 若 手 中間管理職中 堅

ダイバーシティ研修（「パラ劇場」） すべての人のための文化施設を目指す取組 

 財団オリジナルの研修であり、障害者対応に関するワークショップ等を通じて、文化施設におけ

るハード、ソフト両面の課題を発見し、解決へ導くスキルを習得していきます。職員は、この研修

で習得したことを事業の現場に反映させ、国籍、年齢、性別、障害の有無等に関わらず、すべての

人が芸術・文化を楽しむことができるよう、文化施設への参加を促します。 

※研修としては令和２年度で終了し、以後は各事業で実施していきます 

階層別研修の強化 

文化施策の動向の把握、他分野との連携のノウハウ 

 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、大学等主催、アドバイザーなどによる研修を引き

続き活用していきます。特に、他文化施設の先進事例、オリンピック・パラリンピック施策、伝統

文化、障害者芸術、地域活性化策などを重点的に強化します。 

経営管理領域の知識・スキル習得 

・経営、マーケティング、財務・経理、資金調達、法務、広報の各領域の知識を習得します。 

・習得した知識を実務に応用するスキルを習得します。 

 最新の人材育成手法を取り入れ、体系的な研修体系を立案します。職層の役割に応じた能力開発

（問題解決、マネジメントなど）やロジカルシンキングなどの習得に注力します。 

研修体系 

組織・人材力強化 

▼研修体系イメージ図 

アートマネジメント 
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             組織を統括・牽引する立場として、部下の指導・育成を習得する 

          

カテゴリー カリキュラムイメージ 

コア 
・管理職の役割と心構え 

・人と組織のマネジメント 

・業務のマネジメント 

・リスクのマネジメント 

 

             組織から求められている能力や役割行動を認識し、自身の課題を把握し、 

             解決を促す 

カテゴリー カリキュラムイメージ 

コア 
・心構え、役割行動（仕事の進め方、周囲への働きかけ方、企画、改善提案、後輩

指導） 

対人理解・ 

コミュニケーション 

・自己理解 

・コミュニケーションスキル 

・情報の伝え方 

・信頼関係づくり 

課題解決力 ・提案力の習得  

 

             自らの業務姿勢を改めて見直す機会を提供する 

         

カテゴリー カリキュラムイメージ 

コア ・入職からこれまでの振り返り ・今後の仕事への取組姿勢 

対人理解・ 

コミュニケーション 

・自己理解 

・コミュニケーションスキル 

・情報の伝え方 

課題解決力 ・業務改善力の習得  

 

             社会人としての意識・行動を定着させる 

             ※中途採用は、経験・スキルに応じて個別に対応 

カテゴリー カリキュラムイメージ 

コア 

内定者フォロー ・オリエンテーション ・学生から社会人へのパラダイムシフト 

導入 ・社会人としての仕事への理解と心がけ 

・社会人としての基本習慣 

・職場のコミュニケーション 

・報連相 

・ビジネスマナー 

・ビジネス文書 

・財団についての理解 

・仕事の進め方 

フォローアップ ・業務の現状点検 

・仕事の基本（PDCA など） 

・職場のチームワークとコミュニケーション  

 

新人（新卒採用） 

中間管理職 

中  堅 

若  手 
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３ 労務管理                                   

（１）働く環境のマネジメント       

 財団では、就業規則、各種規程を整備し、適切な労務管理に努めています。また、法改正情報を収集

し、随時、制度改定に対応しています。また、社会保険労務士と顧問契約を締結し、人事・労務に関し

て専門的見地から定期的に助言を得ています。 

 本計画期間では、「働き方改革推進法」の施行が順次予定されているため、規程整備・運用など着実に

対応していきます。また、管理部門に加え、事業部門にも労務管理に関する意識啓発、教育などを実施

し、組織全体で取り組んでいきます。 

 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」の考え方を取り入れ、従

業員の健康管理・健康づくりを推進し、働きやすい環境を整備していきます。 

 

※「健康経営®」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。 

 

（２）職員へのフォロー体制       

 労働安全衛生法に基づき、健康診断やストレスチェックを実施し、予防的観点から職員のフィジカル、

メンタル両面のケアを行い、職場環境の改善に取り組んでいきます。 

 職員が労務上の悩みやトラブルを抱えている場合の対応として、外部機関への相談窓口、産業医との

面談機会などの仕組みを整備しています。職員が安心して働ける環境を整備していきます。 
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４ コンプライアンス                               

（１）コンプライアンスの確保       

 職員が遵守すべき基本的な事項は、職員就業規則に定めています。さらに、服務規律の確保について、

必要に応じて注意喚起するとともに、職場研修などを通じて、法令遵守及び規律の確保に努めています。 

 事業の実施においても、法令遵守の徹底を図るため、各種研修会へ参加するなど関係法令を習得し、

その理解を深めています。特に音楽著作権については、一般社団法人日本音楽著作権協会に演奏利用の

申込みをし、適正に報告を行っています。 

 

（２）個人情報保護       

 財団は、施設の利用者や事業の参加者などの個人情報を適切に保護することは大変重要な責務である

と自覚し、「個人情報の保護に関する法律」、ガ

イドライン、「公益財団法人調布市文化・コミ

ュニティ振興財団の管理業務に関する個人情

報保護規程」等に基づき、施設管理運営や事業

運営を行い、個人情報を適切に管理します。 

 また、財団ホームページに規程を公開し、周

知を図っています。 

 

①個人情報取扱いのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

②情報セキュリティ対策 

 情報資産を機密性のレベルに応じて適切に管理し、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的

安全管理措置、技術的安全管理措置の各種対策を講じています。また、情報資産への侵害が発生した場

合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時の対応体制の整備を図ります。 

個人情報の取得
個人情報データ
ベースの整備

個人情報の
利用・管理

【個人情報保護規程】 

１個人情報の収集について 

２個人情報の適正管理について 

３個人情報の目的外利用の制限 

４個人情報の開示、訂正、利用停止、削除について 

５保有個人情報の開示義務について 

６指定管理者としての個人情報の保護 

利用目的の通知・

公表し、取得す

る。 

データベースの整備と

更新。また保有個人情

報目録を公表し、本人

の知り得る状態にお

く。 

利用目的の範囲内かつ業務遂行上必要な

限度内の利用。漏洩・滅失または毀損を

防ぎ厳重に管理する。 
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③マネジメントサイクルの構築  

 随時、点検・確認を行い、個人

情報管理のあり方を見直し、継続

的な業務改善を行うマネジメン

トサイクルを構築します。 

 

④職員への教育 

 個人情報保護や情報セキュリ

ティに関し、職員全体の意識向上

と、漏洩事故を未然に防ぐことを

目的とし、様々な事例について、

職員研修を実施します。また、守

秘義務は、就業規則上の義務であ

ることを併せて周知徹底します。  

 

（３）情報公開への対応       

 「公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団の管理業務に関する情報公開規程」に基づき、個

人情報を除いて、積極的な情報公開を実施します。 

 また、施設の利用方法（変更の告知等）については、パンフレット、受付窓口での説明、ホームペー

ジなどで、わかりやすく丁寧に広報を実施します。その他、たづくり・グリーンホールで定期的に実施

している利用者懇談会で寄せられた意見と、それに対する財団の見解を広報紙やホームページで公開し

ています。利用者からの声を真摯に受け止め、より良い施設運営を実施します。 

 

（４）環境への取組       

 財団は、省エネ法や東京都環境確保条例に基づき、積極的に省エネルギー化と特定温室効果ガス削減

に取り組んできました。今後も引き続き、すべての業務において環境負荷の低減に努めます。 

 

（５）暴力団排除への取組       

 調布市暴力団排除条例（以下「暴排条例」という。）に基づき、暴力団排除活動において積極的な役割

を果たすよう努めるとともに、調布市及び警察署などが実施する暴力団排除活動に関する施策に協力し

ます。暴力団から不当な要求があった場合は、これを拒否するとともに、業務の円滑かつ適正な執行を

確保します。また、施設の使用の目的または内容が暴力団の活動を助長しまたは暴力団の運営に資する

こととなるものと認めたときは、暴排条例に基づき施設使用を制限します。 

•自己点検

•職員への教
育・啓発

•法改正による
規程見直し

•安全管理の見
直し

•取得・管理

•技術的対策

•受託事業者へ
の指導

•規程整備

•管理体制整備

基本

方針
運用

点検・

確認
見直し

継続的な業務改善 
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５ 収支計画・自主財源拡充の取組                         

（１）現状と課題       

 財団の収入の大部分は、市からの指定管理料と補助金が占めています。平成２９年度の実績では、そ

の割合は約８３％に上ります。少子高齢化と人口減少社会の本格的な到来を考慮すると、より一層の自

己財源の拡充が求められます。 

 近年では、市民が気軽に、魅力ある財団事業を応援することができるよう、ノベルティグッズを用意

するなど工夫を凝らし、寄附金や協賛金の増加に取り組んできました。しかし一方で、施設管理運営で

コスト縮減に努め、指定管理料に余剰金が生じると、内部留保せず、調布市に返還してきました。この

状況では、創意工夫することへのインセンティブが働きにくく、大きな検討課題となっています。 

 

 

 

 

 
 

文化会館たづくりの収支構造（イメージ）

収  益 費  用

施設利用料・附帯設備利用料

指定管理料

チケット収入・協賛金等の事業収益

公益目的事業

協賛金等の事業収益

収益事業利益（や他館から）の繰入

駐車場運営収益

自動販売機・コインロッカー・コピー機収益

預りチケット販売収益・事業の資料販売収益

目的外貸出の施設利用料・附帯設備利用料

図書館の施設管理業務

行政使用部分の施設管理業務
その他

図書館・行政使用部分の施設維持管理経費
・人件費　等

指定管理事業 施設の維持管理経費・事業費・人件費　等

独自事業 自主事業経費・人件費　等

収益事業 維持管理経費・人件費　等

グリーンホールの収支構造（イメージ）

収  益 費  用

施設利用料・附帯設備利用料

公益目的事業 指定管理料

チケット収入・協賛金等の事業収益

預りチケット販売収益・事業の資料販売収益

自動販売機収益

目的外貸出の施設利用料・附帯設備利用料

指定管理事業 施設の維持管理経費・事業費・人件費　等

収益事業 維持管理経費・人件費　等
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（２）今後の方向性       

 今後の１０年間において、公益法人、指定管理者としての社会的責任を果たし、事業や施設管理運営

など、質の高い公共サービスを市民に提供していくためには、安定的な財務運営の裏づけが必要です。 

 財団の事業の大半は公益目的事業であることから、今後も引き続き、指定管理料と補助金をその主要

な財源としながらも、収益事業や企業協賛金、外部助成金の獲得などにより、自主財源の拡充に努めて

いきます。 

 事業収入の増加や施設管理運営コストの縮減により、単年度収支で余剰金が発生した場合、翌年度以

降の周年事業等に備えた積立金として、内部留保することを市と協議します。 

 
 

（３）具体的取組       

①施設利用料金収入の着実な確保 

 各施設の施設利用料金と附帯設備利用料金は、収入の大きな柱ですが、施設利用率とともに頭打ちの

傾向にあります。しかしながら、今後も利用者の声を反映した施設づくりに取り組み、施設利用を一件

でも上積みし、利用料金収入を着実に確保します。 

せんがわ劇場の収支構造（イメージ）

収  益 費  用

施設利用料・附帯設備利用料

指定管理料

助成金等収益

参加者負担金

指定管理事業 施設の維持管理経費・事業費・人件費　等公益目的事業

平成31
（2019）

平成33
（2021）

平成34
（2022）

平成35
（2023）

平成36
（2024）

平成37
（2025）

平成38
（2026）

平成39
（2027）

平成40
（2028）

1年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

文化会館たづくり
25周年

事業

30周年
事業

グリーンホール
45周年
事業

50周年
事業

せんがわ劇場
15周年
事業

20周年
事業

周年事業計画のイメージ

館名
平成32
（2020）
2年目

東京2020大会
関連事業

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和 10 令 和 元

２ 
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②寄附金の獲得 

 近年、芸術・文化活動に対する寄附の認知度が増しています。今後は、寄附のしやすさ、動機づけに

工夫を凝らし、ノベルティグッズやインターネットを活用したクラウドファンディングなど、幅広い選

択肢を用意します。 

 

③助成金の獲得 

 文化庁、一般財団法人地域創造、日本芸術文化振興基金などの外部助成金を積極的に獲得します。助

成金に関する情報収集を日常的に行い、財団内で共有し、自主財源の拡充に努めます。 

 

直近４年のファンドレイジング実績 

 

 

 

 

 寄附金、協賛金、公募助成金等の獲得については、外部の専門家をアドバイザーとして招聘し、国

の文化政策の動向や公立文化施設におけるファンドレイジングの考え方、文化庁の公募助成金獲得に

向けた申請のポイントなど具体的な部分に至るまでのレクチャーを受け、成果に結びつけています。 

 寄附などが容易にできるよう、事業を実施する会場内への募金箱設置や、協賛者の立場に立ち、財

団事業への理解と共感を得てもらえるよう、創意工夫した協賛メニューの提示を行いました。 

 また、公募助成金の獲得においては、補助金スキームに合わせ事業内容を検証するなど、工夫を重

ねた結果、助成金の獲得件数及び金額の増加を図ることができました。 
 

 

26年度 27年度 28年度 29年度
件数 9 10 28 27
金額（円） 75,000 261,000 134,557 110,478

主な寄附者 事業参加者、市内法人、個人

26年度 27年度 28年度 29年度
件数 2 3 2 4
金額（円） 3,311,000 2,506,524 3,101,000 4,580,000

主な獲得先 公益財団法人東京都歴史文化財団（フレッシュ名曲コンサート）
文化庁（カレッジ伝統親子教室事業）

公益財団法人朝日新聞文化財団（クリエイティブリユース）

26年度 27年度 28年度 29年度
件数 33 52 73 88
金額（円） 744,006 1,482,000 1,401,000 1,369,000

主な獲得事業 調布よさこい、調布国際音楽祭、調布映画祭、たづくり事業、グリーンホール事業

協賛金

寄附金

助成金

独立行政法人日本芸術文化振興会（調布国際音楽祭フェスティバルオーケストラ、クリエイティブリユース）

ファンドレイジング研修成果を生かした成果事例 
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調布市文化・コミュニティ振興財団 収支計画（令和元～10 年度） （単位 ： 千円） 

中科目 
元年度 
(2019) 

2 年度 
(2020) 

3 年度 
(2021) 

4 年度 
(2022) 

5 年度 
(2023) 

基本財産利息収入 5,926 5,926 5,926 5,926 5,926 

事業収入 173,744 174,144 174,544 174,944 175,344 

  たづくり事業収入 16,832 16,932 17,032 17,132 17,232 
グリーンホール事業収入 43,162 43,262 43,362 43,462 43,562 
独自事業（コミュニケーション事業）収入 15,884 15,984 16,084 16,184 16,284 
せんがわ劇場事業収入 475 475 475 475 475 
受託事業収入 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 
友の会会費収入 1,050 1,150 1,250 1,350 1,450 
諸収入 14,297 14,297 14,297 14,297 14,297 

利用料金収入 132,876 132,876 132,876 132,876 132,876 

  たづくり利用料金収入 84,349 84,349 84,349 84,349 84,349 
  グリーンホール利用料金収入 38,327 38,327 38,327 38,327 38,327 
  せんがわ劇場利用料金収入 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 

市指定管理料等収入 727,300 727,300 727,100 726,900 726,700 

  たづくり指定管理料収入 549,919 549,919 549,819 549,719 549,619 
 グリーンホール指定管理料収入 125,292 125,292 125,192 125,092 124,992 
 せんがわ劇場指定管理料収入 52,089 52,089 52,089 52,089 52,089 

市補助金収入（人件費除く） 94,795 91,795 91,795 91,795 91,795 

  （うち せんがわ劇場補助金） 4,904 1,904 1,904 1,904 1,904 

助成金支援金収入 22,214 22,214 22,214 25,214 25,214 

  （うち せんがわ劇場助成金） 17,634 17,634 17,634 17,634 17,634 

寄附金収入 110 210 310 410 510 

その他収入 130 130 130 130 130 

収入合計 1,157,095 1,154,595 1,154,895 1,158,195 1,158,495 

事業費支出(人件費除く） 1,128,821 1,126,821 1,127,121 1,130,421 1,130,721 

コミュニケーション事業費支出 84,470 83,770 84,170 84,470 84,470 
たづくり事業費支出 38,212 38,312 38,212 38,212 38,212 
グリーンホール事業費支出 56,660 55,960 55,960 58,460 55,960 
せんがわ劇場事業費支出 30,446 29,746 29,746 29,746 32,146 
たづくり施設管理運営事業費支出 700,459 700,459 700,459 700,459 700,659 
グリーンホール施設管理運営事業費支出 168,390 168,390 168,390 168,390 168,590 
せんがわ劇場施設管理事業費支出 50,184 50,184 50,184 50,684 50,684 

管理費支出（人件費除く） 28,274 27,774 27,774 27,774 27,774 
一般事務費支出 28,274 27,774 27,774 27,774 27,774 

  （うち せんがわ一般事務費） 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 

支出合計 1,157,095 1,154,595 1,154,895 1,158,195 1,158,495 

たづくり２５周年 グリーンホール４５周年 せんがわ１５周年

※平成 29 年度収支決算額を基に積算
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 調布市文化・コミュニティ振興財団 収支計画（令和 6～10 年度） （単位 ： 千円） 

中科目 6 年度 
(2024) 

7 年度 
(2025) 

8 年度 
(2026) 

9 年度 
(2027) 

１0 年度 
(2028) 

基本財産利息収入 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 

事業収入 175,744 176,144 176,544 176,944 177,344 
  たづくり事業収入 17,332 17,432 17,532 17,632 17,732 
グリーンホール事業収入 43,662 43,762 43,862 43,962 44,062 
独自事業（コミュニケーション事業）収入 16,384 16,484 16,584 16,684 16,784 
せんがわ劇場事業収入 475 475 475 475 475 
受託事業収入 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 
友の会会費収入 1,550 1,650 1,750 1,850 1,950 
諸収入 14,297 14,297 14,297 14,297 14,297 

利用料金収入 132,876 132,876 132,876 132,876 132,876 
  たづくり利用料金収入 84,349 84,349 84,349 84,349 84,349 
  グリーンホール利用料金収入 38,327 38,327 38,327 38,327 38,327 
  せんがわ劇場利用料金収入 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 

市指定管理料等収入 726,500 726,300 726,100 725,900 725,700 
  たづくり指定管理料収入 549,519 549,419 549,319 549,219 549,119 

 グリーンホール指定管理料収入 124,892 124,792 124,692 124,592 124,492 
 せんがわ劇場指定管理料収入 52,089 52,089 52,089 52,089 52,089 

市補助金収入（人件費除く） 91,795 91,295 90,795 90,295 89,795 

  （うち せんがわ劇場補助金） 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 

助成金支援金収入 25,214 28,214 28,214 28,214 31,214 
  （うち せんがわ劇場助成金） 17,634 17,634 17,634 17,634 17,634 

寄附金収入 610 710 810 910 1,010 

その他収入 130 130 130 130 130 

収入合計 1,158,495 1,161,295 1,161,095 1,160,895 1,163,695 

事業費支出(人件費除く） 1,130,721 1,133,521 1,133,321 1,133,121 1,135,921 

コミュニケーション事業費支出 84,470 84,470 84,470 84,470 84,470 

たづくり事業費支出 38,212 41,012 38,212 38,212 38,212 

グリーンホール事業費支出 55,960 55,960 55,960 58,460 55,960 

せんがわ劇場事業費支出 29,746 29,746 29,746 29,746 32,246 
たづくり施設管理運営事業費支出 701,559 701,559 702,459 701,559 702,559 
グリーンホール施設管理運営事業費支出 169,490 169,490 170,390 169,490 170,490 

せんがわ劇場施設管理事業費支出 51,284 51,284 52,084 51,184 51,984 

管理費支出（人件費除く） 27,774 27,774 27,774 27,774 27,774 
一般事務費支出 27,774 27,774 27,774 27,774 27,774 

  （うち せんがわ一般事務費） 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 

支出合計 1,158,495 1,161,295 1,161,095 1,160,895 1,163,695 

たづくり３０周年 グリーンホール５０周年 せんがわ劇場２０周年

※平成 29 年度収支決算額を基に積算
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