
平成２１年度第２回理事会議事録 

 

１ 日 時  平成２１年５月１２日（火）午後６時００分から午後７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１０人，定足数７人 

      出席理事：９人 

書面表決：１人 

監  事：２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) 審議事項 

ア 第１号議案 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号議案 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号議案 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 

   総務課長の進行で理事会が始まる。 

理事長から開会にあたっての挨拶を行った。 

第１回理事会欠席理事及び監事の紹介を行った。 

総務課長から配付資料の確認を行い，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９人と書面表決によ

る出席が１人であり，定足数７人を満たし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理事長とＢ理事を選出することを出席理事の了解を得て，

議事に入った。 

(4) 協議事項 



ア 第１号議案 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） 

    説明に先立ち，事業課長から評議員会で提出された意見について，次のとおり報

告した。 

   ○ 事業報告書について経年での変化を含め，目標や課題がわかりにくい，ジャン

ル別表示，チケット料金の明示など，判断材料となる表示をしてほしい。 

○ 新施設管理システムで，調布市や財団の先行予約の内容を開示してほしいが，

可能かとの質問があり，今後，順次開示していくと回答した。 

○ 市民カレッジの市民講師講座への講師の応募状況や受講生の講座への評価につ

いて質問があり，企画しにくい講座を市民講座で実施している点が受講生には大

変好評であることを報告した。 

○ 調布市内近隣大学等公開講座の内容決定プロセスについて，大学からの提案を

そのまま実施しているのかとの質問があり，学校からの提案だけでなく，財団か

らテーマを提案，双方で調整を図り講座内容を決定していると回答した。 

 

事業課長から平成２０年度実施事業の概要説明を行い，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  ただいま事務局から説明がございました１号議案につきまして，ご質

問ございましたらお願いしたいと思います。 

Ｂ理事  １点質問ですが，財団事業の一番の目的は市民の芸術文化やコミュニ

ティの醸成だと思います。その手法として協働という概念をもって事業

を行っていると思いますが，その進捗というか，方法について報告がな

いですよね。どういう形で協働を行い，結果，どういう協働を生んだか，

その辺がうまく表現できると，財団がもつ公益性とか，市民に対する接

し方が出てくると思いますが，多分現場の職員の方々はいろいろと感じ

ていると思います。その辺を報告書に反映できると，評価の仕方，協働

のあり方を理事会，評議員会で討議できるいい材料になるのではないか。

それが結果的には公益法人化につながるいい材料になると思いますが，

その辺について何か感じているとか，または苦労されている部分があっ



たら，特に文化・コミュニティ係長にはお聞きしたいと思います。 

文化・ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ係長  協働事業は，文化・コミュニティ係の中で協働活動とそのものを銘打

った活動をしていますが，市民団体の要望に応えながら行うという点で，

ニーズを引き出すことと，私たちの知識，経験で応じられるかという問

題があります。できる範囲で対応していますが，市民の要望と自分たち

ができることが必ずしも一致せず，何年も継続していてもご理解いただ

けない部分が残ったまま進めているところもあります。一番大きいのは

金銭的な援助には限りがあり，なんとか金銭ではなく，ノウハウなどで

お応えできればと思いますが，一つ一つの事例を積み重ねてお応えして

いくしかないと思っています。 

現状としては，毎年実施の事業が多く，新規の団体は少ないのですが，

昨年，平成２０年度は，出張ステージを行った中から，今度，協働でや

ってほしいという要望も出始めました。 

このあたりのことは以前，Ｂ理事が評議員時代にもご相談させていた

だきましたが，少しずつ変わってきていると感じています。 

Ｂ理事  その件について，行政機関や財団，その他の機関で協働のあり方につ

いて一番進捗しているのは多分この場だと私は思っています。 

 ですから，協働についてもＰＲできる仕組みをつくっていただきたい。

特に今，市役所では協働のルールづくりをされているかと思いますが，

私は市民と協働するのにルールは要らないと思っています。職員の方々

が人間同士でお付き合いする中で，協働のあり方をケース・バイ・ケー

スで築く，それがルールだと思っていますので，財団職員の方々の努力

をわかりやすく表現できればすばらしいかなと思います。 

議 長  よろしいですか。事業課長，何か補足する点はありますか。 

事業課長  今，Ｂ理事からいただいたご要望については，今後，事務報告書で何

らかの形でお示しできればと考えています。 

議 長  ほかにご意見ありますか。どうぞ。 

Ｃ理事  平成１８年から指定管理者として，方針のもとに今回進んできて，理

事を務めてからのプログラムの内容をみますと，格段に充実しています。



非常に充実して，迷宮のように複雑になっているところもある。ただ，

文化政策は文化，芸術の振興だけではない状況になってきています。例

えばよさこいは何のためにやるのか。ということは場合によっては芸術

から，市民生活とか経済，ここにパイプが開かれる，いろいろな大学の

授業をやる，いろいろな大学から来てくださることはこのようにつなが

るという柱をどこかで明確化したほうがいいのかもしれません。 

 恐らく地域の中でいろいろな協働作業を行うというのは，そのまちに

文化をつくると同時に社会生活が豊かになる，お客さんがいっぱい来て

商店街も潤うとか，メリット，波及効果を与えられると思います。多岐

に渡る分，見にくくなっているという評議員会からの目標と課題という

のはそのあたりも関連するかもしれません。むしろもっと頑張っていた

だきたいと思います。 

事業課長  ありがとうございます。 

 Ｃ理事のご意見については，今後の事務報告書の中でもぜひ取り組み

たいと思います。 

議 長  これから努力してください。そのほかにご意見ございますか。 

Ｄ理事  報告ですから，これだけ立派になさっているのだったら異議なしとい

うことで。ご苦労さまでした。 

議 長  大変貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。 

 そのほかにご意見ないようでございますので，お諮りさせていただき

たいと思います。 

 第１号議案，平成２０年度調布市文化会館たづくり事業報告について，

承認することに異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 満場一致で可決とさせていただきます。ありがとうございます。 

イ 第２号議案，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。 



 〔質疑等の要旨〕 

議 長  ただいま事務局から説明がございました第２号議案につきまして，ご

質問等ございましたらご発言をお願いいたします。どうぞ。 

Ｃ理事  たしか予算のときにこの企画をつくって，どのぐらい集客率かと話題

になったと思います。いろいろな事業を実施されて，いずれまた，集客

率等が報告書にそれぞれまとめられると思います。 

 例えば３ページ目のグリーンホール大ホールでやったアキコ・グレー

スや稲本響など非常に話題の人ですね。恐らく東京文化会館でやったら

満席になると思います。どうしてこの集客率だったのか非常に不思議で

す。これだったら集客率を上げるのに，市内のみならず市外に対しても

情報を提供して，ただ市外と市内の人と料金を変えるとか何か，グリー

ンホールの半分しか入らない矢野顕子さんとか，ほかだったら満席にな

ります。そのあたり，広報のあり方という問題が残っていて，そのあた

りの方針は考える必要が課題としてある感じがします。 

事業課主幹  やはりＰＲをしっかりとしなければと思っております。 

 前々から決まる公演もありますけれど，公演によっては販売から公演

の実施日までが短い場合もあります。そういうことでＰＲの仕方を考え

たいと思っています。ポスターも調布市内の駅や京王線沿いの駅にも張

っていますし，また，公演に興味をもつような団体にＰＲしています。

それでも集客が悪い公演もありましたが，これからもＰＲに努めていき

たいと思っております。 

Ｄ理事  意外とクラシックとか，そういうものは当たり外れがありますよね。

何をやるにしても，講演会も予想外に多くの方に来ていただいたことが

あります。ただ，グリーンホールに１,３００人入るのに客席はまばら

な入りで緞帳が上がると，市民として非常に恥ずかしい思いがしますの

で，大ホールではなく，くすのきホールにすればよかったのにとか。出

演者はまばらな客席をみて，見下げた目で私たちをみているのかな，私

たちはお金を払っているのにな，などと思いながら，とても後味が悪い

です。職員で素人の方ではＰＲは難しいのではないかと思いますが，Ｃ

理事に相談するとか，そういう感じで進めるといいのではと思います。 



 アンケートの最後のほうに秋川雅史さんをぜひ呼んでくださいという，

２６ページの上のほうに意見としてあるといいましたけれども，私はこ

の方の大ファンで，文化祭でもお呼びしたいと。市民文化祭ですから，

そんな予算はないのですが，私は自腹で出しても構わないから来てほし

いという思いがあって，プロダクションに何度もアタックしていますが，

グリーンホールで３,０００円やそこらで観られる方ではないです。紅

白歌合戦に出たら，皆さん１万円出さなければだめだという感覚でいな

いと。ここに書けるような人ではない，もう今は雲の上の人だと。やは

りプロを呼ぶということは難しいということ。ただ，やはりグリーンホ

ールの大ホールで客席がまばらのときに，すばらしいクラシックの演奏

なのに，逆に周りがすごく気になる。だから，そうならないように皆さ

んも考えてやったほうがよろしいのではないかと思います。内容はすご

くいいのです。ただ，その反面，調布市民は意外とレベルが低いのかと

か，いろいろ思ってしまうので，やはりもう少し考えてください。 

Ｃ理事  こんなにすばらしいホールでやっているのがうらやましいなとよその

市からみられるようにすればいいのですよね。そうすると，他市から電

車に乗ってやってきますよね。そして潤ってくる。そのあたりを少し考

えてはいかがでしょうか。 

事業課主幹  客席がまばらなときは出演者も観客側も同じという，今，ご指摘でし

たが，アンケートの中にこんなに立派な公演なのにお客さんが少ないと

いうお声もいただきました。集客の予想を立てて，大ホールまたはくす

のきホールと当然検討していますが，今後はもっとしっかり吟味をして，

なるべく多くのお客様が入るように鋭意努力したいと思います。 

 それから事業報告書の秋川さんの件ですが，また報告書の書き方につ

きましても，検討させていただきます。 

議 長  なかなか難しい問題だろうと思いますけれども，ぜひひとつ努力して，

多くの人に来ていただくようにしたいと思っております。それでよろし

いですか。 

Ｄ理事  結構です。 

議 長  そのほかございますか。 



 ご意見がなければお諮りしたいと考えております。よろしいでしょう

か。 

 それでは，第２号議案，平成２０年度調布市グリーンホール事業報告

について，承認することにご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 全員一致で可決させていただきました。ありがとうございます。 

ウ 第３号議案，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い，監

事に監査報告をお願いした。 

〔監査報告〕 

Ｅ監事  では，監事を代表しまして，私から監査報告を申し上げます。お手

元の監査報告書に従って報告いたします。 

 私たちは，財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団寄附行為第

１９条の規定により，平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日ま

での平成２０年度における会計及び業務の監査を行い，次のとおり報告

いたします。 

 １，監査の日程。 

 平成２１年５月１日金曜日に，当調布市文化会館たづくり９階応

接室におきまして監査を実施いたしました。 

 ２，監査の方法の概要。 

 (1)会計監査について，会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と

思われる監査手続を用いて，財務諸表などの正確性を検討いたし

ました。 

 (2)業務監査について，理事会等に出席し，運営状況を聴取し，

関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて，業務執行

の妥当性を検討いたしました。 

 ３，監査意見。 



 (1)収支計算書，正味財産増減計算書，貸借対照表及び財産目録

は会計帳簿の記載金額と一致し，法人の収支状況及び財産状態を

正しく表示しているものと認めます。 

 (2)事業報告書の内容は，真実であると認められます。 

 (3)理事の職務執行に関しては，法令または寄附行為に反する事

項はないものと認めます。 以上です。 

 〔質疑等の要旨〕 

議 長  ありがとうございました。ただいま監査報告をいただきました。 

 それでは，先ほど事務局から説明がございました第３号議案について，

ご質問がございましたら，ご発言をお願いいたします。 

Ｂ理事  個々の数字は，監査報告をいただきましたので，指摘する面はないと

思いますが，全体の事業と運営について，財団の体質としてどうしても

管理費というか，高コストにみられがちだと思います。高コストという

のはかかっている費用の金額が大きいという意味だと思いますが，使っ

た費用に対してどのぐらいのサービスが市民に提供されたかが一番大き

な問題だと私は思います。 

 その中で，特にグリーンホールの事業は，いろいろな催し物がありま

す。それに収益があって，損益が出てくると思いますが，ホール事業に

ついては特に市民に愛されるホールといった目標があれば，運用の仕方

で，低コストで高サービスを実現できると思います。今，職員の方々が

行っているサービスは人的，物質的にも限界がある。なおかつ，グリー

ンホールは，かなり老朽化していて，決してお客様が満足できるホール

ではないと思います。 

 例えばボランティアの方々を使って各種サービスをホール事業の中に

取り入れる手法をとれば，費用の割には高サービスが市民に提供できる

と思います。それはたづくりも同じですが，いろいろな事業について，

使っている費用よりも高サービスが提供できる体制をつくっていく努力

をしていけば，損益計算書には出ない大きなサービスが評価されると思

うので，その辺も視野に入れ次期決算には，そういうものの評価を反映

できる決算報告にしてください。 



議 長  事業課長，お願いします。 

事業課長  今，Ｂ理事からのご意見につきまして，今後の事業報告で，皆様にお

伝えできるよう考えていますので，お時間いただければと思います。 

議 長  そのほかございますか。 

 それでは，ご発言なければお諮りいたしたいと思います。 

 第３号議案，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，承認することにご異議ございませんか。 

      （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 満場一致をもって，可決されました。 

 それでは，続きまして，第２のその他について，事務局から何かござ

いますか。 

事業課長  「調布よさこい」の日程についてご報告いたします。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  続いて総務課長，どうぞ。 

総務課長  次回の日程について，ご報告させていただきます。例年９月，１０月，

秋口に行っております。今後，日程調整し，早目にご通知申し上げたい

と思います。 

議 長  なるべく早く連絡をお願いいたします。そのほか何かございますか。 

 ないようでございますので，それでは，きょうの審議事項につきまし

て，すべて終了することができました。ご協力大変ありがとうございま

した。 

 閉会に当たり，副理事長から挨拶を行った。 

議 長  ありがとうございました。 

 それでは，以上をもちまして，平成２１年度第２回理事会を閉会とさ

せていただきます。大変長時間ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


