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平成２１年度第４回評議員会 

 

１ 日 時  平成２１年１２月１７日（木）午後６時００分から午後８時００分まで 

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：７人 

委任状提出：２人 

      欠席評議員：２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，総務課庶務係長      以上１０人 

４ 議 事 

(1) 議 題 

ア 諮問事項 

第４号諮問 公益財団法人への移行について 

イ 協議事項 

平成２２年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団事業計画案について 

ウ 審議事項 

第１号議案 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団役員の選任について 

エ 報告事項 

（ア） 消費税の修正申告について 

（イ） 平成２１年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況について 

（ウ） 平成２１年度調布市グリーンホール事業進捗状況について 

（エ） 平成２１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状況

について 

（オ） 平成２１年度第２回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（１１／１２）

の結果について 

(2) その他 

５ 議事の経過及び結果 
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 (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うとともに，報告事項（ア）消費税の修正

申告について，の報告をはじめに行いたい旨の提案を行った。 

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。 

議長から常務理事の提案について，委員に諮った。（「異議なし」の声あり） 

出席評議員全員の賛成で，常務理事の提案通り，報告事項（ア）消費税の修正申告

についての報告を最初に行うことと決定した。 

(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７人，委任状２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 

評議員会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) 報告事項 

ア 消費税の修正申告について 

事務局長  それでは，消費税の修正申告について，ご報告いたします。 

公的施設の管理は，地方自治法の一部が改正され，指定管理者制度が

導入されました。改正前の規定では，管理委託として施設管理を行って

いました。制度施行後３年間の経過措置期間で指定管理者制度に移行す

る形をとりました。 

調布市では，この法律の適用により，文化会館たづくり及びグリーン

ホールの施設管理にあわせ，両施設を活用した事業を，平成１８年度か

ら３年間，当財団を指定管理者として，運営を委託しております。 

この制度での消費税の取り扱いですが，従前の形ですと，施設管理に

ついては委託料で，その他については補助金として，調布市から財源措

置されていました。この制度の導入で，これらが指定管理料という委託

料に一本化された請負業務という形になりました。従前の消費税の課税

対象外であった補助金，特に人件費にかかる消費税計算がされていない

ことが武蔵府中税務署の調査により確認されました。これにより，修正
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申告という事案が発生いたしました。 

その具体的な内容につきましては，人件費にかかる消費税が３ヵ年で

約４，６００万円という額になります。 

なお，この支払いの財源措置については，調布市と十分協議を行いま

したが，市の財政状況，来年度に向けた予算編成，現在大変厳しい状況

です。そのため，当財団に特段の配慮を求めてきているのが現状ですの

で，財団内部でも自主努力を行った中で対応したいと考えています。 

指定管理者制度を導入した際，事前に消費税の取り扱いについて，法

に照らし検証していなかったことが今回の事案発生の原因と考えます。

このような事態を招いたことを深く反省するとともに，おわび申し上げ

ます。大変申し訳ございませんでした。 

今後，法令遵守はもとより，日常業務の中で疑問を持つこと，正確な

事務執行の徹底を図ることや，より一層の監視体制を強化するため第三

者に経理執行のチェック機能の導入を図るなど，早急な再発防止に努め

ます。経過状況等に関しては，総務課長から報告いたします。 

総務課長  消費税の修正申告について，その経過等の報告をいたします。 

今年の７月から８月にかけて，現在作業を進めている新公益法人への

移行作業に当たり，新たな会計基準を導入する必要があり経理帳簿類の

精査を始めていました。そうした中，８月２８日，９月７日と武蔵府中

税務署の調査がありました。消費税に関しては，平成１８年度から平成

２０年度までの３ヵ年，指定管理料約６，３００万円を調布市へ返還し

たために，納税済みの消費税が還付されたという事実がありました。 

そして，この調査で，事務局長からの説明のとおり，税務署から消費

税に関する見解が示され，即日調布市に顛末を報告いたしました。 

これまでの事務執行状況について調査，検討し，指定管理者に移行す

る以前との比較など，事業の実態を通しての法的解釈など税務署と詰め

てまいりましたが，その見解に変わりはありませんでした。 

１０月から１１月にかけては，他団体の状況調査などを行い，当財団

と事業の内容，規模が比較的似ている府中文化振興財団を訪ね，指定管

理者制度のもと，その契約関連の事業実施の仕組みなど情報収集を行い，
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節税対策，消費税の支払いについて，調布市と協議を進めました。 

１１月１３日，調布市は武蔵府中税務署へ出向き，本件は消費税が適

用されることを確認いたしました。そして，当財団に修正申告の対応に

ついて指示がありました。１１月２４日，調布市と消費税の修正申告の

財源措置などに関して協議を行いました。１１月２７日には，平成２１

年度の当財団資金により納税を行うよう回答がありました。 

お手元の資料にある消費税の仕組みは，指定管理者制度導入前と導入

後を表したものです。これまで調査を行ってまいりましたが，財団，調

布市，それぞれの事務執行担当，財務担当，そして管理者において，指

定管理者制度を導入することのみに目が向いていたことが本件に至った

大きな一因と考えております。事業手法によってかかる費用に相当な違

いが生じるなど，新たな制度の導入に当たり，さまざまな角度からの十

分な検証が必要であることを改めて痛感したところであります。 

本件の修正申告による納税に当たっては，本税以外の延滞税，加算税

が加算されることから，このことを重く受けとめるとともに，当財団事

業により利益を享受される市民の皆様への影響が出ないように努め，こ

れまで以上に気持ちを引き締め，二度と起こらないよう，各部門におけ

る危機意識を高め，再発防止への取り組みを行います。 

なお，調布市との協議及び税務署との調整の結果，１２月１０日木曜

日に修正申告を行いました。納税につきましては，評議員会及び理事会

への報告後の来週１２月２４日木曜日を予定しております。 

本件に関し，大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し

上げます。大変申しわけございませんでした。説明は以上となります。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ａ評議員  こういう問題は苦手なのですが，調布市が払うのではなく受けた側が払

うのですか。ちょっと基本的なことで，申しわけないのですが。 

事務局長  財団は，消費税の納税義務者であり，武蔵府中税務署に届け出ていま

す。市は地方公共団体なので，消費税の支払いは免除となっています。 

Ｃ評議員  税金の話はわかりましたけれども，会計処理は，この後どういう形で

処理されるのですか。 
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総務課長  １２月２４日に納税予定ですが，延滞税については，既に１０日に申

告を行いましたので，税務署から通知が来てから納税となりますので，

延滞税に関しては年明けになると思います。先ほどの金額についても，

延滞税が含まれた上での調整を行っています。 

また，市との協議のなかで市の財政状況は非常に厳しいこともあり，

実施予定の事業，施設管理費も含め，経費を極力残す方向で努力し，さ

らに２１年度予算の範囲内での不足分は，現在約９，０００万円の特定

資産，事業資金積立を支払いの不足分に充ててほしいと言われており，

事業の精査を行いながら３月まで待ち，基金の取り崩しが必要であれば，

３月に行います評議員会，理事会に諮らせていただき，今回の納税資金

に充ててまいりたいと，そのように検討しております。 

Ｃ評議員  このことが来年度の予算などにどんな形で影響すると考えていますか。 

総務課長  平成２１年度から５ヵ年の基本協定を結んでいますが，平成２１年度

単年度でも年度協定を結んでおります。この内容にも当然，この消費税

の関係は影響ありますので，調布市と協議して，年度の途中ではありま

すが，節税として切り替えられる部分は替えながら，また，来年度につ

いても，施設管理を委託料，事業費等を補助金のように，消費税を節税

した上で，事業の展開，来年度，また今年度について考えてまいります。 

Ｄ評議員  そうすると，財団の指定管理業務については消費税がかかり，財団の

事業運営については消費税がかからないということですか。この区分。

どちら側に消費税が課税されて，どちら側に消費税が課税されないと考

えたらいいのですか。 

総務課長  先ほど事務局長からの説明にもありましたが，指定管理料という，請

負契約，委託契約に対しては消費税がかかります。他市でやっているよ

うな形で，事業は補助金として市から支出する。補助という形のものに

は消費税がかかりませんので，そのような工夫をしたいと思います。 

その中身については，今後，市と詰めまして，内容を精査していきた

いと考えております。 

議  長  ほかにご意見等ございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 
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ア 諮問事項 第４号諮問 公益財団法人への移行について 

総務課長から公益財団法人への移行について説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

議  長  ご質問，ご意見等ございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

ご意見がないようでしたら，お諮りしたいと思います。 

 第４号諮問，公益財団法人への移行について，了承することに異議あ

りませんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

本件は出席者全員一致ということで，可決させていただきます。 

イ 協議事項 平成２２年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団事業計画案に

ついて 

    事業課長及び事業課各係長から平成２２年度財団法人調布市文化・コミュニティ

振興財団事業計画案について説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  事業計画書案の１ページの５番目に「財団設立１５周年に相応しい市

民の心に残る事業を提供する」。要するに，１５年たったことを１つの

記念として事業をしたいのだと思いますが，大体こういうものは，過去

１５年間，１４年間をどういう形で評価するかがあって，将来展望があ

ると思うのです。単に節目だからというのではなくて，実施するとなれ

ば当然予算措置は伴うわけですから，実施しないという選択肢もあり得

るわけです。 

お尋ねしたいのは，実施しないという決定ではなかったわけですよね。

どうしてなのか理由と，実施といっても，見ていると２ページに映画の

まち調布をこれでやるのだと。とりあえずは１事業だけですよね。今は

１２月ですから予算策定していくと。こういうことを実施するのであれ

ば，１５周年に相応しい行事内容が幾つかあって議論することだと思い

ますが，１つしかないというのは，言うほどのやる意欲があるのか疑問

です。その点はどうなのですか。２点です。 

事業課長  過去の評価ですが，事業計画にはご指摘のとおり表記してございませ
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んが，ご指摘いただいた映画との関連ですが，この財団が発足して，調

布市が実施していた映画振興事業を財団に移管し，調布市はかつて東洋

のハリウッドと言われ映画が盛んな地域で，現在も映画を制作する企業

が複数あるものの，市民の方たちにはなかなか浸透していない。特に最

近調布に住まわれる方が増えたことから，映画のまちをＰＲし切れてい

ないという評価があって，そのための事業として計画しています。 

今，事業内容の具体的な調整を図っており，ここでご説明を申し上げ

るレベルにはないので，具体的な事業内容をお話することは差し控えさ

せていただきますが，概算の予算措置も含めて，盛り込んでおります。 

また，クラシック鑑賞や，その他ホール系の鑑賞振興事業の中でも，

何本か企画しております。やはり調布市においては，グリーンホールが

昭和４０年代初めにでき，今現在はたづくりのくすのきホールもござい

ますが，ホール事業をこれまで市民の方たちにご案内をしてまいりまし

たが，クラシックを中心に皆さんの生活の中に色濃く根づいていると私

どもは評価しております。ただ，昨今の経済事情等を鑑みますと，完売

とは言っても今までのような勢いがないのを体感しておりますので，周

年事業の中で何か提供できないかということで，ご祝儀という言葉が適

当かどうかわかりませんけれども，できるだけ廉価で普段クラシック鑑

賞に足を運びにくいお客様も含めて提供したいと考えております。大き

くはこの２つのジャンルで周年事業を考えております。 

議  長  議長としてではなく，評議員の一人として質問させていただきます。

周年行事を５年区切りで実施する必要があるのかどうか。いろいろな予

算的な問題もあるかと思いますので，１０年ごとでもいいと思いますが，

５年という区切りにすべきかどうかも検討が必要かなと思いました。 

事業課長  ご指摘のとおりだと思います。やはり予算も伴うことですので，それ

ほど派手なことをするつもりはありませんが，一方で，財団の組織も含

めて次期の指定管理も含めて事業ともどもＰＲしていきたいという気持

ちがありまして，１５周年という冠を付けたいと考えております。 

特に税収の落ち込み，また，今回の消費税の追徴というところを考え

ますと，１５周年と打って出る予算状況にないことは十分承知しており
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ますが，知恵を絞り，状況に相応しい事業を予算の収支を含めてご提示

させていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

Ａ評議員  事業ではないのですが，市民の人に１５年頑張ってきたことを伝える

１つの方策として，例えば調布エフエムや市民放送局で取り上げてもら

うとか，予算的に負担のかからない手はあるのではないかと思います。 

事業課長  日ごろの事業でもそうなのですが，調布エフエム，市民放送局，Ｊ：

ＣＯＭ等とも事業の協力をお願いしております。著作権使用料等の問題

もあるので，どの事業も情報として流すことが可能というわけではあり

ませんが，最大限協力をお願いしてまいりたいと考えております。 

Ｃ評議員  １点だけ。こういう機会ですからユーザーの意見などいろいろなとこ

ろから聞いて，意見を代弁する形でやらないと，何となく各部からこう

だという議論をやると全く区切りにならず，ルーチンワークになってし

まいますので，留意されたほうがいいと思います。 

議  長  ほかにご意見ございますか。 

     （「なし」の声あり） 

ないようでしたら…… 

事業課長  済みません，議長。もし他にないようでしたら，Ｅ評議員から表決書

で意見を頂いているので，ご意見の紹介と対応について，ご報告いたし

たいと思います。 

前回の評議員会の時に平成２２年度事業計画素案の中で，古典芸能鑑

賞で狂言はあるが，能がないとの疑義を申しましたが，平成２２年度事

業計画案では，狂言の文言も抜けているのはどういう意味でしょうか。 

また，近隣市で能の鑑賞機会の提供が行われていることをどのように

思われているのでしょうか。というご意見を頂いておりますので，この

ことについての対応はホール事業係長からご説明いたします。 

ホール事業係長  この件に関しましては，前回の評議員会で能についてのご提案がござ

いました。その点を考慮して，古典芸能の公演については，まだ詳しく

決まっておりませんので，狂言を予定どおり行うのか，能を取り入れら

れるかどうか，これから検討したいと思っております。 

ですので，今回の計画案では狂言を外させていただきました。 
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山本議長  よろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

ウ 審議事項 第１号議案 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団役員の選任に

ついて 

総務課長から第１号議案 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団役員の選

任について説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｆ評議員  文化芸術に関してどのような経験とか見識をお持ちなのか，お願いし

ます。 

総務課長  調布市に関係している機関等から理事や評議員を選任しておりますの

で，事業だけでなく組織運営のことなどもみていただきたいという点も

あり，推薦依頼をしております。 

議  長  Ｆ評議員，よろしいでしょうか。 

Ｆ評議員  わかりました。 

議  長  その他，ご意見等ございますか。 

     （「なし」の声あり） 

ないようでしたら，お諮りいたします。 

第１号議案，財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団役員の選任

について，承認することに異議ありませんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

ありがとうございます。本件は出席者全員一致で可決いたしました。 

なお，任期は本日から平成２３年３月３１日までの前任者の残任期間

となり，被選任者はその就任を承諾した。 

次の議題に移ります。ここからの報告事項イからエにつきましては，

事務局から一括して説明をお願いし，質疑については個別に行いたいと

思いますが，いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

イ 平成２１年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況について 

事業課生涯学習事業係長，文化・コミュニティ係長，管理係長の３人から平成２１

年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況についての説明を行った。 
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ウ 平成２１年度調布市グリーンホール事業進捗状況について 

事業課ホール事業係長，管理係長の２人から平成２１年度調布市グリーンホール事 

業進捗状況についての説明を行った。 

エ 平成２１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状況について 

総務課財務係長から平成２１年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団一

般会計収支状況についての説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕※イ 平成２１年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況について 

Ｄ評議員  ３ページに美術・工芸など６講座ありますね。これらの講師の採用条

件，それと任期とか年齢制限はあるのでしょうか。同じ人がずっと何年

も何年も続くということですか。 

生涯学習事業係長  応募の多い講座につきましては，同じ講座を応募者がなくなるまで行っ

ております。 

Ｄ評議員  そうすると，１０年でも２０年でも続くと。 

生涯学習事業係長  希望がある場合は引き続き同じ講座を行っております。 

Ｄ評議員  これはすごく難しいです。ある特定の先生に生徒が付いてしまうと，

なかなか替えられなくなります。私もそれを経験しまして，７０歳を過

ぎても，７５歳を過ぎても生徒が離れないわけです。そうすると，ある

特定の人が８０歳ぐらいまでやられることだってあり得るわけです。で

すから，ルールとして，講師の採用条件，任期，年齢制限はある程度お

考えになったほうが，今後のためによろしいと思います。 

それで，私のところでも，任期を超しそうな場合は，次の方と２人で

交互にやっていただいて，その後に替わっていただくようにしています。

何らかの方法を考えられたほうが今後のためによろしいかと思います。 

事業課長  今のご意見は今後の選定に際して，ぜひ参考にさせていただきたいと

思います。ありがとうございます。 

議  長  ほかにご意見，ご質問等ございますか。 

     （「なし」の声あり） 

   〔質疑等の要旨〕※ウ 平成２１年度調布市グリーンホール事業進捗状況について 

Ａ評議員  減額団体というのはどういう団体のことでしょうか。 

管理係長  たづくりとグリーンホールの施設を利用する際に，利用登録後に施設
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をご利用いただきます。減額団体というのは，調布市内の市民団体で一

定の条件を満たしている団体の審査を行い，たづくりとグリーンホール

の利用料金を半額でお使いいただいています。 

減額団体になることによって，たづくりとグリーンホールを安定して

ご利用いただき，活動の支援という形で，調布市から指定管理の一環で

財団が認定しています。 

Ｆ評議員  グリーンホールだけでなく，先ほどＣ評議員からも１５周年に関して

何をやってきたのかという話が出ました。難しいでしょうが，何をして

いるのかを，市民にもわかりやすく書いたほうがいいと思います。 

だから，こういう事業をやっていると，ここはそういうことを審議す

るべき場なのかもしれませんが，例えば質の高い作品をなるべく良心的

な価格で提供する，あるいは市民の創作活動にいろいろな機会を与える

とか，柱があるわけで，それぞれの柱について今年度はどういう形で変

化があったのか。事業の評価というのは，そういうものだと思います。

それを言葉で書くのか，別な表現形態を使うのか。それが文化・コミュ

ニティ振興財団が持っているノウハウ，文化的な力の現れだと思います。

昨年と比べてどう変化が起きているのか。あるいは財団がどのように評

価しているのかをもう少し出した形で事業報告と一緒になって出てくる

と，よかったのか悪かったのかといえるけれども，これですと，予定ど

おりかなりの参加者が出て去年と同じだと。去年よりは少し上回ってい

るということが高齢化で団塊の世代がいろいろな活動に参加しているこ

とを含めた時に，同じ結果はむしろ後退なのか，海外旅行やスポーツ等

がある中で，文化も頑張っていると評価されるのか。その辺のところを，

毎年出したほうがいいと思います。それは市民の方に存在意義を訴えて

いくことになると思うのです。 

ここの問題ではないのですが，済みません，私の能力では，この書類

を見ただけでうまくいっているのかどうかを，恐らく間違いはないのだ

ろうけれども，評価することはできないです。市民の方でも難しいので

はないのかという感想です。 

事業課長  ただいまのご指摘は，これまでにも何度かＦ評議員を始め，皆様から
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いただいており，どういう形で事業報告書を変えるかを，検討を重ねな

がら試行錯誤しているところですので，今後，何らかの形で反映させて

いきたいと考えております。 

事務局長  今，事業課長からもご答弁させていただきましたけれども，Ｆ評議員

からもそういうご指導，ご助言を私どもいただいて，今，この表の中に

それを入れ込んで，網羅的にした場合，表がどうなるかということや，

別添で評価をしたものを準備できるのかどうなのか。私どもは，個々の

事業に対して事務事業評価を実際しているのです。去年の場合ですと，

それを総括的に公表しておりますので，こういうペーパーベースでお示

しできるものを決算までに何らかの形でつくり上げたいということで，

ご報告させていただいていますが，事業個々に検証を加えたようなもの

をこれからつくり上げて成果品としてご準備をさせていただければとい

うのが私どもの気持ちでございます。 

議  長  評価というのは表現方法によって随分違ってきますので，ぜひわかり

やすい形で作成していただければと思います。 

ほかにご意見等ございますでしょうか。 

Ｂ評議員  保育付の事業が増えてきて，それはいいことだと思うのですが，この

保育付事業の場合は，事前に申し込みになるのですか。申し込みが無い

場合や１人，２人の申し込みの場合もあると思いますが，事前に申し込

みがない場合は，その日は無しに，急きょ当日に保育でというのは受け

付けはないのですね。 

事業課長  派遣会社から保育士を派遣している都合で，どうしても事前申し込み

という形になりまして，当日についてはお受けできない状況です。 

議  長  ほかにご意見ございますか。 

     （「なし」の声あり） 

   〔質疑等の要旨〕※平成２１年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団一般会

計収支状況について 

Ｃ評議員  これは半期分だと理解しているのですが，これは基金どのぐらいで，

予想の利回りどのぐらいで想定しているのですか。それが１点。 

もう一点は，特定資産取崩収入はゼロになっていますが，年度末に資
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産売却か何かされるのですか。そこのところ２点をお尋ねしたい。 

財務係長  １点目の基本財産運用収入ですが，年利が平均０．９％あたりで想定

しております。なので，５億円×０．９ということで，予算現額として

は４５０万円，収入済み額が２１０万円余りとなっております。 

特定資産運用収入につきましては，事業積立預金というものになりま

すが，定期預金その他，２年物の国債と大阪市の公募公債があり，国債

が今０．５％，大阪市が０．３％の年利で運用しています。 

２点目の取り崩しについて，今，事業積み立ての資産を財源に組み立

ている事業がありまして，３月に実施予定の映画祭をこの事業積み立て

を使い実施する計画になっています。ですので，３月の実施時に取り崩

しをして，収入として認識していきたいと考えております。 

Ｃ評議員  特定資産運用収入というのは，予算自体と実績が余りにもかけ離れて

いますが，それはどうしてですか。今の低利回りで，収入が５２万円入

るという算出基準がよくわからない。 

財務係長  昨年の予算計上時には９，０００万円の事業積立資産がありましたが，

これを財源充当に使わない予定でしたが，現段階で多少取り崩しが必要

な状況がみえてきましたので，短期の運用のものと定期預金でいつでも

取り崩しができる形に移行させたものですから，予算現額に対して，こ

の収入済み額になっています。今回につきましては，収入の利権が入る

日程がまだ先のものがほとんどですから，現段階では４１，６９８円と

なっています。 

議  長  ご理解いただけましたでしょうか。 

Ｃ評議員  いや，なかなか（笑声）。これは下半期にそれだけ入る予定になって

いるわけですか。 

財務係長  短期のものや利率の低い定期預金に金額が大きいものを置いたので，

今回は予算５２万円で組んでいますが，恐らくこの半額程度になるので

はないかと思っています。 

Ｃ評議員  多分そうでしょうね。執行的に考えると，ほとんど満たされない。昨

年来の低利回りを考えれば，そういう予算を組むこと自体に問題がある。

今の話を聞くと１％を下回っているのでしょう。そうしたらとても無理
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でしょう。だから，もう一回聞きますが，基金は幾らあるの。 

財務係長  基金は９，０００万円ですね。 

Ｃ評議員  それが特定資産運用のほうで。 

財務係長  はい。特定資産が９，０００万円です。 

Ｃ評議員  何か工夫したほうがいいと思います。アドバイザーを求めるとか，ほ

かの財団でやっているでしょう。そういうことをしないと，１％を超え

ることはなかなか難しい。 

議  長  ご意見を参考にして……事務局長どうぞ。 

事務局長  今，Ｃ評議員にご助言いただきましたので，他市の状況も見ながら考

えていきたいと思います。 

議  長  ほかにご意見，ご質問等ございませんでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

オ 平成２１年度第２回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（１１／１２）の結果

について 

総務課長から平成２１年度第２回たづくり・グリーンホール利用者懇談会 

（１１／１２）の結果について説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｆ評議員  参加者１０名とは多いとは言えないですが，人数についてはどのよう

に判断されますか。つまり，いろいろなところで利用者懇談会を開いて

いてもほとんど集まらない。一応形は続けているけれども，困ったとい

うようなことを聞くことも多いのです。財団では，この１０名という数

をどのように受けとめているのか。 

総務課長  利用者の方々から広く意見をいただくため，ご意見箱の設置やメール

などで意見収集もしております。やはり，今回出席の方々も常連の方で

すが，新しい方が少ない状況で，何かあれば教えてください，ご意見を

くださいと申し上げていますが，仕切りとして利用者懇談会のような場

も欲しいというご意見があります。 

Ｆ評議員  少ないから駄目ということではないのです。余り不満や問題が無いか

ら来ないと。何か大変なことがあれば皆さん集まってくると思いますが，

１０名というのは特に問題がないからだとお考えかどうかです。 
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事務局長  この件については，実際にご出席いただく方々から何でこんなに少な

いのだ，ＰＲが足りないと随分おしかりもいただくのですが，私どもも

１ヵ月前からホームページや財団報「ぱれっと」に掲載して，こういう

場がありますからぜひご参加いただき，ご意見をちょうだいする場があ

りますということをＰＲしているのですが，固定の市民の方がいらっし

ゃるというのは常々で，市民の方から強い要望があると直接事務所です

とか，受付で申されることが多いと受けとめておりますので，これを実

施することに意義があり，人数にこだわっているわけではなくて，集ま

ったのが結果的に１０人なり，その前ですと，１５，１６人，来ていた

だいていますので，その中で意見をいただければと思っております。 

議  長  ほかにご意見ございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

（5） その他について 

総務課長  次回の日程ですが，来年３月２６日金曜日，午後６時から本日と

同じ９階の研修室で開催予定です。よろしくお願いいたします。 

議  長  次回は来年の３月２６日金曜日ということです。お忙しい時期か

と思いますが，どうぞ皆様，ご出席をお願いいたします。 

ほかに何かございますか。 

     （「なし」の声あり） 

特にないようでしたら，本日の議題については，全て終了するこ

とができました。以上をもちまして，平成２１年度第４回評議員会

は閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 

 

 

 

 


