
平成２１年度第２回評議員会議事録 

 

１ 日 時  平成２１年５月１１日（月）午後６時００分から午後８時まで 

２ 会 場  文化会館たづくり９階 研修室 

３ 出席者  評議員会現在数１１人，定足数８人 

       出席評議員：１０人 

       欠席評議員： １人 

同 席 者：常務理事 １人 

      事 務 局：事務局長，総務課長，事業課長，事業課主幹，総務課財務係

長，事業課文化・コミュニティ係長，事業課生涯学習事業係長，

事業課管理係長，事業課ホール事業係長，総務課庶務係主任 

以上１０人 

４ 議 事 

(1) 協議事項 

ア 第１号諮問 平成２０年度調布市文化会館たづくり事業報告について 

イ 第２号諮問 平成２０年度調布市グリーンホール事業報告について 

ウ 第３号諮問 平成２０年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団一般会計

収支決算について 

(2) その他 

５ 議事の経過及び結果 

(1) はじめに 

総務課長の進行で評議員会が始まる。 

常務理事から開会にあたっての挨拶を行った。 

総務課長から配付資料の確認を行い，評議員会議長に進行を引き継いだ。 

(2) 評議員会の効力確認 

議事に先立ち事務局から，本評議員会の効力について出席者が１０人であり，定足

数８人を満たしているので有効に成立していることを報告した。 

(3) 議事録署名人の選出 

議長から議事録署名人にＡ評議員とＢ評議員を選出することを出席評議員の了解



を得て，議事に入った。 

(4) 協議事項 

ア 第１号諮問 平成２０年度調布市文化会館たづくり事業報告について 

   （事務局朗読） 

    事業課長から事業報告の概要説明を行い，詳細については，各係長から説明を

行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

議  長  第１号諮問に関して，ご意見等ありますでしょうか。 

  Ｂ評議員  ２点質問があります。１点は，防災についてです。総論の防災訓練

がどの程度かわかりませんが，開館中に大地震が起きたと想定して何

らかの対処をしていますか。また，在館者が罹災した際の備蓄がある

のかをお伺いしたい。 

 もう１点は，調布市の管轄とのことですが，施設予約システムが非

常に煩雑化しており，利用者の立場からは改悪だと思います。なぜ複

雑になったのでしょう，また，数年前に私は利用者として，事前専有

が非常に多かったので，質問状を出したところ，事前専有の予約，例

えば市で文化祭のためや財団事業のためとか、できるだけ開示すると

公式に回答がありました。あれから数年経ちますが，事前専有の内容

開示は一切ありません。どうなっているのか，おわかりでしたら説明

ください。 

事業課主幹  防災備蓄の点ですが，大震災等があった場合の備蓄は調布市が準備

しています。財団としては備蓄していません。調布市の対策本部等に

委ねています。また，震災発生時の行動は、マニュアルを作成し，職

員，館内従事者に周知しています。 

 もう１点，予約システムですが，施設予約時に調布市や財団の事前

専有の内容がわからないという点ですが，今回の新システムで対応で

きればと思っていたのですが，新システムの機能になかったため，別

な形を考えています。例えばＰＤＦファイルなどで，事前専有の内容



をお知らせできればと今考えています。 

議  長  今のお答えでいかがでしょうか。 

Ｂ評議員  では，ぜひお願いしたい，内容がわからず３週続けて予約済の場合

もあります。私も自分の会のホームページがありますが，コメントを

入れるのは大変ではなく，気持があればできると思います。公開する

と回答していて，公開しないのは市民に非常に失礼だと思います。よ

ろしくお願いします。 

事業課主幹  ご指摘のとおりのような形で進めていきたいと思います。 

議  長  ほかにご意見ございますか。 

Ｃ評議員  ２点，質問です。１点は映画祭。６ページ目に，上映作品が２８本

に増加とありますが，これは昨年度と比べてどういう変化なのか。数

年間でどう展開して，昨年度はこういう特別の事情があって，本数が

増えただけで，また次年度以降は減るのか，それとも増えるのか，そ

れが報告でわからなかったので説明をお願いしたい。 

         もう１点は，生涯学習の市民講師講座，前期８講座，後期３講座，

講師の応募は何名で，うち何人採用なのかを知りたい。それから，市

民講師講座は，他の講座と比べて受講者にどういう特徴，あるいは評

価がされているのか，その辺も関心があり，報告にはないので，説明

をお願いします。 

文化・ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ係長  映画の本数ですが，平成１９年度が２３本，平成２０年度は２８本

を上映しています。平成１９年度までは１会場１日３本の上映でした

が，２０年度は１日４本の上映で実施しています。上映日数自体は変

えずに，上映本数を増やしました。理由として２０回目の節目で予算

額が増えた中で実施しました。 

上映作品については，実行委員会で話し合っていただき，予算の許

す限りは上映したいと思っていますが，最近の作品は値段が高く，本

数については何とも言えません。 

 



生涯学習 

事業係長  市民講師について，平成２０年度の講座を実施するに当たり１８人

の応募があり，１１講座を行いました。市民講師講座はボランティア

の要素もあり，他の講座と比べて，謝礼を非常に安く設定しています。

報告書のとおり，ほぼ定員に達している状況で実施しています。また，

講師自身も市内在住，受講生も市民という形で，非常に身近な関係で

講座ができていると感じています。 

 ただ，前期の「アイロンで染色やさしい山の幸染め」と「ナチュラ

ルスタイルアレンジメント」ですが，応募がかなり少ない状況です。

この２講座は，材料費が他の講座に比べて高く，受講料が１万円を超

えてしまい，受講者が少なかったと考え，平成２１年度では，材料費

が高額な講座は回数を８回から４回にし，料金を安く設定して募集を

行ったところ，多くのお申し込みがありました。 

Ｃ評議員  講師は審査をして選んだのでしょうか？ 

生涯学習 

事業係長  書類審査と面接審査を行い８人に決定しました。 

Ｃ評議員  報告書のつくり方で，施設ごとの利用は毎月の変化など非常に詳細

過ぎるほどですが，月ごとの分析がなく，数字だけ出されても，ああ

そうですかと，見るだけです。むしろ，事業ごとに数年間，あるいは

財団が発足してからの変化を分野ごとに，どう変化してきたという形

で報告されれば，発展や問題点が私たちもよくわかりますが，現状で

はどういう視点での報告なのかよくわかりません。 

 ですから，少なくとも事業に関しては，分野ごとに経年的，量的，

質的にどう変化して，事業を実施してきたのかを報告していただかな

いと，評価はできない気がします。 

事務局長  今のお話は，Ｃ評議員からのご要望ということでよろしいでしょう

か。実は内部の手持ち資料として，平成７年の設立からこれまでの運

営に係る経費，入場者数，施設の利用状況など，数字でみる財団運営

の推移として，まとめています。また，各事業がどう変化してきたか，



これは参加者を重視して，参加者数を資料化したものもございます。

私どものほうで提出できる範囲で今後検討させていただき，お出しで

きるものは必要に応じてお出しいたしたいと思います。 

Ｃ評議員  事業には３つの分野があったと思いますが，それを参加者数なのか，

あるいは経費的にみるのか，職員がどれだけ力を入れているのか，そ

ういう形で大ざっぱな変化，この分野が特に伸びていて，この分野は

余り伸びていないとか，そういう形での分析をしてほしい。 

事業課長  問題の有無は別として，特にコミュニティ事業では参加者の高齢化

の問題があります。また，参加者の多様性が顕著で，１事業ではカバ

ーできない状況があり，その他の事業も重層的に用意しなければ，利

用者や市民の気持ちに応えにくいという実感はあります。 

Ｃ評議員  はい。もう１点，初歩的なことですが，コミュニティに関係して，

調布市民文化祭は各公民館を会場にしているのですね。それ以外のコ

ミュニティ活動振興事業に関して，地域福祉センターとありますが，

これはどういう意味なのでしょうか。 

事業課長  文化祭は，たづくりとグリーンホールで行う市民文化祭と，公民館

３館で行う地域文化際が連動して実施されています。また，交流のか

けはし事業は，市内の地域福祉センター１０館，以前は調布市でコミ

ュニティ祭と銘打ち，地域福祉センター利用団体を中心に発表の場の

提供として実施していたものを，私どもが引き継ぎ，交流のかけはし

事業としてきました。 

 普段から地域福祉センターでの活動があり，そちらでの広がりを考

えたとき，地域福祉センター利用者や近辺にお住まいの方にも参加し

ていただけるよう，たづくり，グリーンホールを離れ，そちらに出向

いてという形で引き続き取り組んでおります。 

Ｃ評議員  そうすると，調布市の場合，施設の分布からいって，公民館よりも，

福祉センターがコミュニティ的な文化活動を考える場合の１つの区域

として現実的であるから，そうなってきているということなのですね。 



事業課長  ただ，先ほども申し上げましたが，地域福祉センターは高齢の方が

中心的に使用しているケースが多く，子育て世代ですとかそういう方

は，地域福祉センターより公民館のほうが多くいまして，世代間交流

の図りにくさが地域福祉センターにはあります。そういったところは，

たづくり，グリーンホールも含め，カバーしていく必要性を感じてい

ます。また，市と連携しながらの実施を考えています。 

議  長  よろしいでしょうか。文化祭は，今年度も各館とも実行委員会形式

で進めていきますので，実際にご参加くださって，ご自身の目で見て

いただくと一番ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは，ほかにご意見ありますでしょうか。 

Ｄ評議員  公開講座について質問です。１５ページからの部分で，これは趣旨

として，テーマ等は実施校に丸投げなのでしょうか。あるいは，要望

を大学側に出されているのでしょうか。 

生涯学習 

事業係長  基本は大学側の特色のある形でご提案いただいていますが，その提

案されたものが財団の希望と合っているか考えながら，担当者が調整

をしています。 

Ｄ評議員  と申しますのは，例えば１８ページの電通大をみると，募集１００

人に対して１０４人のときもあれば５１人という，この変動は一体何

なのかなと，テーマの問題なのか，それとも……。だから，こちらが

工夫する余地があるならば，こちらで今後，常に１００人になるよう

努力をしますので，ちょっとお伺いしたいのです。 

生涯学習 

事業係長  電通大さんにつきましては，例年，５０～６０人という数字ですが，

今年度最初の株取引というのが，ちょうど株が非常に暴落した時期と

重り，講座に過度な期待をもたれた方が大勢いたのが実際のところと

思っております。 

Ｄ評議員  ある意味，ニーズに応えられたということでしょうか。 



事業課長  そうですね。はい。 

Ｄ評議員  そうすると，他の講座は，思ったほど市民の方々に受けなかったと

いうことなのですかね。 

生涯学習 

事業係長  そこは難しいところですが，先ほど申しましたように，各大学の特

色を生かして行っていますので，電通大さんが全然違う分野の講座を

考えるよりは，電通大らしさを出していただきたいと考えています。 

Ｄ評議員  と申しますのは，電通大で今後，公開講座については窓口を１つに

しようということになり，このデータを拝見して，これはちょっとま

ずいなという感じがしたわけなのです。 

事業課長  公開講座の発足会が先日ありまして，その会で電通大さんやほかの

学校に対しても詳細なデータ，分析も含めてお渡ししていますので，

あわせてご覧いただければと。 

Ｄ評議員  例えば受講者の人がどれぐらいよかったといっているか，難しかっ

たとか，どうのこうのであるとか。 

事業課長  はい，それ以外に要望も含め，リアルなところが全部出ております。 

Ｄ評議員  それは過去にさかのぼって拝見することはできますか。 

事業課長  そうですね，こちらでデータをもっているものであれば，お渡しす

ることは可能です。 

Ｄ評議員  わかりました。では，よろしくお願いします。 

議  長  ほかにご質問，ご意見等ございますでしょうか。お願いいたします。 

Ｅ評議員  １点だけ。今の関連で，大学との関係と公開講座の基本的な視点を

教えていただきたい。 

 それと，ニーズの有無ではなく，ひょっとすると大学が勝手にこう

いう講座はどうだといって，受けているような気がして，そこでずれ

ている感じがするのですが，どんどん大学のほうにこういう講座をや

ってほしいと希望を出すと意味がある気がします。遠慮されているの

ではないのかなという気がしますが，どうなのでしょうか。 



Ｄ評議員  そのとおりだと思います。むしろ我々としては外部からプレッシャ

ーがあったほうがいいのです。というのは，大学にとって一番楽なの

は，持ち回りでして，ですが，それではだめだろうと今言われていて，

希望をおっしゃっていただくほうが，大学としては動きやすいという

側面もあります。 

  議  長  はい。 

事業課長  今のお話を聞いて大変心強く思いました。提案したテーマはほかに

もありますが，調整の中でここに落ちついているのが事実でして，大

学の事情もあり，要望ばかりいうわけにもいきませんが，ただ，全体

として，重複している場合は，調整をさせていただいています。 

 また，学部の多い総合大学ですと，いろいろな切り口があると思い

ます。明治大学さんについていえば，マーケティングという分野が今

までにないジャンルで大変に好評でしたので，今年度，特に働いた後

に勉強できる場の提供としてこのテーマを用意しましたが，今後は法

律，裁判員制度が始まりますので，このあたりのテーマでご相談をさ

せていただきたいと思います。 

議  長  ほかにご質問，ご意見等ありますでしょうか。はい。 

Ｄ評議員  アンケートについてですが，後ろに出ていますよね。これは全部記

載されているという意味ですか。それとも代表的なものという。 

事業課長  項目としては，年度内にあった全部です。重複するものは，割愛し

ています。 

Ｄ評議員  質問ですが，同じ事柄について，別々の意見を言う人たちがいて，

対応に苦慮することはないですか。 

事業課長  正反対のご意見もありますが，これまでの経緯も踏まえ，ここの線

でお願いしたいということがありますので，双方にはそのような説明

をして，ご理解をいただくように努めています。 

議  長  ほかにご意見等がないようでしたら，お諮りいたします。 

 第１号諮問，平成２０年度調布市文化会館たづくり事業報告につい



て，同意することに異議はありませんでしょうか。 

        （「異議なし」の声あり） 

         それでは，同意いたしました。 

  イ 第２号諮問 平成２０年度調布市グリーンホール事業報告について 

   （事務局朗読） 

事業課主幹から第２号諮問，平成２０年度調布市グリーンホール事業報告につ

いて概略の説明を行い，詳細についてはホール事業係長，管理係長から説明を行

った。 

議  長  ありがとうございました。ただいま事務局からご説明がございまし

た第２号諮問につきまして，ご質問，ご意見等ございましたらお願い

いたします。 

〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  ２点あります。１点は，１１ページの収支に関して，収入が８８％

で，その有料事業のうちの４３％で，３５分の１５が黒字だったと，

逆にいうと２０が赤字だと。何例か挙げられましたが，書き方として，

最初の表のところに赤字，黒字がわかるほうが良いと感じました。 

 そのことで質問ですが，この中で特に収益というか，黒字のものと

赤字のものの内訳で，分野的な特徴とか，個別のもので，平均的なも

のと，赤字が多かったものとあると思いますが，それらに関して何ら

かの傾向性を発見しているかどうか。あるいは，これは失敗だったと

とらえているのか，いや，少なくともよかったという形で評価されて

いるのか，その辺をお伺いしたいと思います。 

事業課主幹  ２０年度の事業については，黒字の本数などは今申し上げたとおり

ですが，１つの公演は赤字をある程度覚悟してと。もともと予算上で

もマイナスで実施となっていて，有料公演は収支を同程度に収めるの

を目標としていました。 

 それで，すばらしい公演であっても，昨今の経済事情があり，チケ

ット代が少し上がっただけでも売り上げに影響すると。しかし，下げ



ると収支がマイナスになってしまう。なるべく多くの方に，収支が同

程度のところ，年間トータルで収支の均衡を保てるような料金の設定

等を行っています。 

 それから，広報ですが，多くの方にお買い求めいただくために事前

の宣伝，これからも力を入れる必要を感じています。 

議  長  よろしいですか。 

Ｃ評議員  はい。それともう１点，１６ページ以降ですが，施設の利用件数と

利用率，平成１９年度と比較して平成２０年度が減少したと，それか

ら１９ページの利用収入を見ても，平成２０年は平成１８年，１９年

と比べて，平成１９年が特に多かったのかよくわかりませんが，その

辺，さっきの質問と同じようですが，平成２０年をどういう形でとら

えて，ここ数年間ちょっと下がったという事実があるのか，それとも

変動幅の中の１つにすぎないのか，その辺はどうなのでしょうか。 

事業課主幹  グリーンホール西側の都道が整備され，今まで西側に大型トラック

での搬入出をする場所がありましたが，道路の拡幅工事でそのスペー

スがなくなりました。大型トラック等はグリーンホールの駐車場に入

らず道路にとめて出し入れする形でした，大きな公演は大型トラック

で来ますので，そういう方の利用が若干減っていますので，利用料金

も昨年度に比べ若干減っています。確かに平成１９年度は例年に比べ

て利用が多かったのですが，それにしても平成２０年度は利用が少な

かったのは，そこの影響もあると感じています。 

議  長  ほかにご質問，ご意見等ありますでしょうか。お願いいたします。 

Ｆ評議員  本当に基本的なことで申しわけないのですが，Ｃ評議員と同じこと

を思いまして，結局，目標は一体どこに置いているのか解りづらい。

例えば大ホール利用率は７３％でした，あと２７％を埋めるぞ，何と

か１００％にするぞということが課題なのか，７３％は非常にいい数

値で，これが１００％になると，例えばメンテに入る暇もないという

ことなのかで，目指しているところがわからない以上，７３％はただ



の数値で，評価しようがなく，何に同意したらいいのかがわからない。 

 例えば先ほどの赤字のお話であれば，赤でいいではないかと。その

分だけ，この財団がいろいろ補てんして文化活動を支えているという

ステータスになると感じるわけですが，何としても収支を合わせなけ

ればならないのか。それとも黒になるものしかやらないと。特にグリ

ーンホールであれば，黒字のとれる企画を増やすのが目標なのか。そ

こら辺が，数字を見ても何とも評価しようがないところなので，目標

を少しで結構ですから教えていただければと思います。 

事業課主幹  財団の使命は，市民に文化芸術に触れていただくのが目標です，収

益を上げるためではありません。当然，収支的に赤字になるものだけ

でも，黒字になる公演だけをやるものではありません。かといって，

指定管理者としてある程度収益性を求められる中では，赤字を垂れ流

すことはできませんので，収入の確保，チケット売上げを伸ばす努力

も必要であり，平成２０年度当初に管理目標の設定をいたしました。 

議  長  今の関連ですか。 

Ｄ評議員  ええ。収益ですと，結局はチケットの価格で決まると思います。つ

まり，経済学の法則ではないけれども，いいところに来れば一番利益

が，利潤が上がる。この資料の中に，チケット価格があるといい気が

しますが，いかがでしょうか。情報として，これぐらいの価格で実施

しましたとか。それとも，種類があって，それは非現実的なのですか。 

事業課主幹  その表はこちらの手持ち資料でありますので，おっしゃっていただ

ければ，差し上げます。 

議  長  データとして何かあったほうがよろしいというご意見ですか。 

Ｄ評議員  ええ。判断するのに，これぐらいだったらしようがないと思えるこ

とがあるのかなと。だからといって，価格を上げろ，下げろ，と言う

つもりではないですが，判断材料の１つになるという気がします。 

事業課主幹  今後，価格等を表の中に出すかどうかは考えさせていただきたいと

思います。 



Ｄ評議員  検討してくだされば。出せという意味ではありません。 

議  長  よろしいですか。 

Ｂ評議員  施設利用率というのは，来館者ではなくて施設を借り受ける率とい

うことですよね。それを無理やり１００％にしようとすると，当然，

赤字を伴う事業も入る可能性もありますよね。私は，もうちょっと向

上させたいのであれば，もう少し上質な施設にしないと，入場料に見

合う興行を打てないと思います。 

 ですから，いい興行をしようと思ったら，やはり大がかりに施設の

改善，それこそ大道具がホール裏にもってこられないようなホールと

いうのは，恐らくこの近辺にないと思うのですが，大体ありますよね。

せりで上げるようなところはほとんどないと思います。だから，そう

いうところまで改善しないと，いいオーケストラとか，歌舞伎にして

も，なかなか来てくれないと思います。いい興行を打てば，お客さん

も増えますので，そのような観点で考えることも必要だと思いますが。 

議  長  はい。 

事業課主幹  こちらの建物，調布市の建物です。市から指定管理者として委託を

受けて，事業を実施していますので，財団のほうで建て替えることは

当然できません，そういうご要望は常に市のほうにも伝えています。 

あと，調布の駅前広場の関係もありまして，グリーンホールの外階

段がなくなるような話もある中で，市にはいただいた意見を伝えなが

ら，考えていただきたいと要望しています。 

議  長  いろいろな事情がありますので，ご理解をいただくしかない状況の

ようでございます。ほかにご意見ございますか。 

Ｇ評議員  シネサロンですが，いただいた資料にも，月に１度グリーンホール

が映画館になる日と。日活さんが調布にゆかりがあるのはわかります

が，日中の時間帯，高齢者の方たちが来館されるのかもしれませんが，

例えば私の年代だと残念ながら観たいと思う映画がない。おそらく昔

の映画をずっと上映していくのでしょう，しかも大ホールで，この集



客で，ここは工夫の余地はないのでしょうか。調布は「映画のまち調

布」というタイトルを掲げていますが，月に１度，グリーンホールで

市民が見たいという映画が無料であって，先着順でどっと押し寄せて

くるような映画が上映されないかというのが私のささやかな希望で，

昔の映画でもよいので，いい映画はたくさんあるので，そうなったら，

行きたいなと思うのですが，そういった検討はないのでしょうか。 

事業課主幹  こちらに来られる方の年代は，会社を辞められた６０代以降の方が

大変多く，映画会社でも貸せる映画が限られている中で，今のお話し

を念頭に置きながらこれから検討していきたいと思います。 

 ちなみに，２１年度の４月は日活作品の「青い山脈」を上映しまし

たが，通常に比べお客様の入りが多かったこともご報告いたします。 

議  長  よろしいでしょうか。 

 予定の時間を過ぎていますが，このまま続行させていただきますが，

よろしいでしょうか。 

        （「異議なし」の声あり） 

 ただいまの２号諮問につきましては，いかがでしょう。ほかにご意

見等ありますでしょうか。 

 ないようでしたら、お諮りしたいと思います。 

 第２号諮問，平成２０年度調布市グリーンホール事業報告について，

同意することに異議はありませんでしょうか。 

        （「異議なし」の声あり） 

 異議なしの声がありました。本件は同意いたしました。 

 ウ ３号諮問 平成２０年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団一般会計

収支決算について 

   （事務局朗読） 

    財務係長から配付資料の訂正及び平成２０年度の一般会計収支報告を行った。 

議  長  ただいま事務局から説明がございました第３号諮問につきまして，

 ご質問等ございましたらお願いいたします。 



 〔質疑等の要旨〕 

Ｅ評議員  運用のところで，地方債や政府保証債でやっているということです

が，平均利回り何％になっていますか。 

財務係長  平成２０年度中に買い替え等をしています，内容は収支計算書に入

れていますが，当初は年利０．４％が平均のものを保有していました。

昨年末から今年の３月までに買い替えたものは，今，年利で０．９％

のものまで購入できました。 

Ｅ評議員  運用原則は地方債までですか。決まっているのですか。 

財務係長  国債，政府保証債，地方債というのが財団の規定で決まっています。 

Ｅ評議員  私は別の団体でも理事を務めていますが，そこはもっと広げていま

す。社債も格付がありますから。余りにも利回りが低過ぎるでしょう。

国債だって一時期は１.何％あって，これは平均流通どのくらいかわか

りませんが，新規に購入する場合，余りにも低過ぎると思います。定

期預金並みでしょう。資料を見ると，全体で収入減，支出も減で，努

力はされています。特に支出は。しかし収入はどんどん減っているわ

けでしょう。そうすると，５億円の基本財産を持っていて１％に満た

ない利回りで，規定だからというのなら，規定を変えればいいのです

よ。ほかの財団でもやっていますよ。せめて比較的格付の高い社債で

運用する。このままでいくと，後で法人の性格をめぐる議論とも関係

しますが，どうなっていくのかと心配になるのです。別に変えたから

といって，財団の性格が大きく変わるわけではなく，持っている財産

をできるだけローリスクでもローリターンでもね。それを考えないと，

これは５億円の財産をほとんど使っていないということでしょう。問

題があり過ぎませんか。 

事務局長  確かに，おっしゃられた安全な社債も考えられますが，私どもの預

かっている資金源は市からいただいている財源であり，第一に安全性

を考え運用しています。国債，地方債，政府保証債まで，国がバック

についているものでの運用にとどめております。Ｅ評議員が言われた，



安全な社債でもいいのではというのは，今後規定の改正も出てきます

ので，市の財務とも協議を行って，検討させてください。 

Ｅ評議員  もう１点は，債券の種類が，例えば東京都の都債や調布の債券とか，

そういう地元関連のものがあっていいと思います。ほかの市の社債を

買っても余り評価されないのではないか。その辺について何か今まで

再検討されたことはないのですか。 

事務局長  以前に抵当証券を一度やりましたが，これはかなりハイリスクにな

りますので，もう少し安全性を重視しての運用ということで，今の範

囲にとどめています。今後もし購入が可能であれば都債も含めて手を

広げて検討していきたいと思います。 

議  長  ご意見ありがとうございました。ほかにございますか。 

 ご意見がないようでしたら，お諮りいたします。 

         第３号諮問，平成２０年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興

財団一般会計収支決算について，同意することに異議はありませんで

しょうか。 

        （「異議なし」の声あり） 

 異議なしの声をいただきまして，ありがとうございます。本件は同

意いたしました。 

(2) その他について 

事業課長  １点だけご報告をさせていただきたいと思います。 

 例年８月の最後の日曜日に開催しています「調布よさこい」ですが，

今年は毎年同日の午前に開催される防災訓練が拡大して実施されるこ

とに伴い，安全確保の観点から，１週先送りとし，９月６日の日曜日

に実施となりました。 

議  長  続いて，お願いいたします。 

総務課長  次回の日程についてご報告申し上げます。 

 例年９月もしくは１０月，秋口に実施しております。また今後，日

程の調整をし，早目にご通知申し上げたいと思っております。 



議  長  ありがとうございます。９月６日のイベントの延期については，他

県，他市からの参加が多いようですが，その告知は。 

事業課長  例年他市から参加の方々には，防災訓練の予定が内示された段階で

ご連絡をしておりますし，今後また「ぱれっと」等を通じて広報には

努めてまいります。 

議  長  わかりました。ほかに何かございますか。 

 ないようでしたら，本日の審議事項についてはすべて終了すること

ができました。申しわけございません，時間が延長いたしましたが，

ご協力ありがとうございました。 

 以上をもちまして平成２１年度第２回評議員会を閉会とさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 

 


