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平成２１年度第５回理事会議事録 

 

１ 日 時  平成２１年１２月１８日（金）午後６時００分から午後７時４０分まで 

２ 会 場  調布グリーンホール 小ホール 

３ 出席者  理事会現在数１０人，定足数７人 

      出席理事：７人 

表決書提出：２人 

      欠席理事：１人 

監  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 審議事項 

第５号議案 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 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 

 (1) はじめに 

   総務課長の進行で理事会が始まった。 

理事長から開会にあたっての挨拶を行った。 

平成２１年１２月１７日の第４回評議員会で選任された新任理事から挨拶を行った。 
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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，本理事会の効力について出席者が７人，委任状出席者が２

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 

理事会議長から議事録署名人に常務理事とＡ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。 

議長から報告事項（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

の提案を行い，出席理事に諮った。（「異議なし」の声あり） 

出席理事全員の賛成で，議長の提案通り，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。 

(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。 



 - 3 - 

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，お詫び申し上げます。

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。 

実は，昨日評議員会を開催しておりまして，そちらでもこの件について

ご報告させていただきました。その中でご質問が２点ございましたけれど

も，消費税は調布市のほうで払わないのかというご質問と，今年度を含め，

これ以降，運営への影響，特に財源確保の観点からどうかというご質問を

いただきました。以上が昨日の評議員会でのご意見ですが，この後，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



 - 4 - 

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，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，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。 

議 長  ただいま事務局から説明がございました。――飯田監事，どうぞ。 

Ｂ監事  事務局からの説明のとおりなのですが，監事の立場から理事の皆様にお

話をさせていただきたいと思います。 

本件につきましては，事務局から事の顛末について一定の確認がついた

段階で私たち監事に報告がございました。監事といたしましては，法人運
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営が適正に行われるために重要な役割を担っており，会計監査のみならず，

事業報告も含む業務監査を行う立場でございます。 

この報告があった後，私たちが平成１９年度に就任した以降の財団運営

状況の中で，消費税に関して，本日は欠席しておりますが，Ｃ監事とも確

認したところ，財産の状況，業務執行の過程においては，これまでこのよ

うな事実の確認をすることができませんでした。 

当財団としても，平成１８年度から新たにスタートした指定管理者制度

の中で，業務執行に当たっての人件費支出に際しては，消費税が不課税と

なっていることも本件事実の判明を遅らせた一因です。私たち監事といた

しましても，その責任の一端を強く感じております。市民の皆様を始め，

財団関係者の皆様には監事の役割を十分に果たせなかったことにつきまし

て，お詫び申し上げる次第であります。 

以後，法令遵守はもとより，新公益法人制度の公益財団法人を目指す観

点からの社会的信用が得られ，適正な財務執行を行う体制の強化に我々監

事も微力でございますが尽力していく所存でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ａ理事  結果的に納税するということですが，事の顛末と納税については，市民

の皆さんにどういう形で情報公開をされるのか。理事会と評議員会の中で

は，報告として情報公開されましたが，どうでしょう。 

もう一点，気付いてから納税するまでの手続については適正に行われて

いると思うのですが，不備がないよう，しっかり手続を踏んで納税してい

ただきたいと思います。 

事務局長  Ａ理事からのご質問ですけれども，まず情報公開についてです。透明性

の観点から，積極的に情報公開に努めておりますが，調布市との関連の中

で，既に議会にも状況の説明と顛末をご報告させていただいております。

評議員会，理事会の議事録が一般公開ということで情報開示になっており

ますので，その中で情報を見ていただく方法を考えております。 

あと，手続の関係について，新たな制度を導入する際には，消費税の部

分まで――行政は納税義務者ではありませんので，私どもも財団に派遣で
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来ていますけれども，どうしても税にちょっと疎いところが出てくるかと

思っています。やはり財団法人ですから，民間という感覚を持ちつつ，税

対策にも視点を向けていないと問題が生じることを今回，痛感いたしまし

た。この教訓を今後につなげて事務処理を進めていきたいと考えています。 

Ａ理事  はい。 

議 長  そのほかございますか。ございませんか。――どうぞ。 

Ｄ理事  市の視点からも皆様にお知らせします。これは，あくまでも財団の消費

税に対する取り扱いですが，指定管理料として支出している調布市も，十

分，消費税に対する知識，認識のもとで指定管理料の計算などを行うべき

だったところが希薄だったために，今回，財団にもご迷惑をかけたという

部分では，今後十分注意してまいりますので，よろしくお願いします。 

議 長  その他ございますか。――特段ないようでしたら，私から本件に関して，

総括的に一言申し上げたいと思います。 

この消費税の修正申告に関しては，私ども理事を始め，財団全体として，

この事態を重く受けとめ反省するとともに，改めて戒めるべき問題と考え

ております。これを教訓として，法令遵守はもとより，適正な事務執行に

今後努めるよう，私ども理事会としても業務執行に尽力してまいりたいと

思います。 

また，事務局にあっては，職員一丸となって適正な事務処理の検証につ

いて一層徹底し，再発防止に取り組むよう強くお願いいたします。 

議 長  ほかにご意見等ございますか。 

         （「なし」の声あり） 

(5) 審議事項 

第５号議案 公益財団法人への移行について 

事務局で議案朗読後，総務課長から第５号議案公益財団法人への移行についての説

明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ａ理事  今，スケジュールが詳細に出てきたのですが，スムーズに公益財団法

人化できるように私たちも最大限努力しなければならないと思っていま

す。これまでもかなりの時間をかけてこの準備を進めてきたと思います。
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スケジュールに沿って申請をして認可がおりると思うのですが，そこに

至るまでに東京都とかなりの詰めをされてきて，今お話しできる範囲で

結構ですので，感触，自信というか，お聞かせいただければと思います。 

総務課長  私はこの４月に当財団へまいったのですが，法律が昨年１２月１日か

ら施行となり，国の動向等この春までは模様眺めの状況だったという話

を伺っておりました。 

ところが，５月に入り，全体的に申請の動きが鈍かったからだと思い

ますが，東京都からまずは現在財団法人として活動している団体に声が

かかり，情報の提供，またご案内がございました。 

そこから，同じような多摩地区各市の集まりも７月，１０月にありま

したが，東京都の担当部署の方に参加していただき，話を伺いました。

東京都の説明から，市町村からの出資，出捐を財源としている団体は，

市町村監督の下，公益的事業を行っているので，私どもとしても公益財

団法人への申請に向う大きな一歩を踏み出せるといった感触を掴みまし

た。 

なお，東京都もこの春先以降，申請の作業を進めて欲しいと案内して

いますので，私どもと同じように，２３年４月から新公益財団法人をス

タートしたいと考えている市町村が多摩地区でもかなりの数があります。

東京都と相談する時間もなかなかとれなくなる可能性が，今現在も電話

等でのやりとりをしていますが，実際伺って相談したいという話をして

も，なかなか時間がとれないという話も現実としてありますので，この

冬場の作業がかなりタイトになると感じております。 

詳細な内容につきましては，今後，他市等とも情報交換をした上で，

東京都と調整を図り漏れがないように，新しい法律に基づいた手続です

ので，十分協議等をしながら現在作業に入っております。 

議 長  よろしいですか。 

Ａ理事  今のお話を聞いて，熱意を込めてこの作業に当たっていただいている

と感じましたので，とても心強くなりました。事務局長を初めとして，

皆さんには本当に大変な時期になると思いますが，ぜひ頑張ってくださ

い。 
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議 長  ありがとうございました。 

その申請については，しっかり検証しながら十分立派なものを出して

いただきたいと思います。そのほかございますか。 

     （「なし」の声あり） 

それでは，ご意見がないようですので，お諮りしたいと思います。 

第５号議案，公益財団法人への移行について，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。本件は出席理事全員一致で可決されました。 

(6) 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

についての説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ａ理事  私ばかり発言して申し訳ないです。今日は人が少ないものですから。 

先ほど周年事業の説明がありましたが，映像事業と音楽事業を柱とし

てこれから検討するとのことですが，その中で特に映像事業，映画のま

ち調布と言われるようなまちづくりに寄与できる事業でありたいとのご

発言でしたが，映画のまち調布というイメージを思い描けていないと難

しいと思うのです。専門家の方も理事の中にいらっしゃるので，西村理

事にどういうことが映画のまちというように想像できるのか，ちょっと

アイデアをお話しいただけると助かると思うのですが，いかがでしょう。 

Ｅ理事  映画のまちと呼ぶのはどうしてなのか，というのもあるのです。市内

に日活，角川と映画会社が２つあること。美術装飾会社の高津装飾も調

布に映画会社が来たときに京都から来たということ，あと特撮の分野で

着ぐるみを作製している会社が何件かあること，あと現像所もあります

し，探してみると調布は結構会社があります。だから，調布市民の方が

調布市にはこんなに多くの映画関連会社があることを知っているかどう

か，まずアピールしなければいけないと思っています。 

調布映画祭でも図書館職員が地図に会社の位置を表示してＰＲしまし
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たが，市民の方がみんな見に来るとは限らないので――日活，角川はわ

かると思うのです。それ以外の会社のアピール度が足りないと思います。 

だから，意外と調布に住んでいて角川の前を通った場合，ああ何かあ

るな程度で，日活も工場かなみたいな感じで，わかり難いのですけれど

も，市からのアピール度が足りないのかなというのがあります。 

よく映画のまち，映画のまちと言っていますが，例えば高校生フィル

ムコンテストなど，日活，角川は初めからお手伝いしていますが，やっ

と前回から来客人数が増えたなと。それもやはりアピールだと思います

が，結構いい作品を高校生は制作しています。今年度で５回目，段々と

レベルも上がっていますし，もっと市民の方に観ていただいて，さすが

調布の高校生は違うのだというのが伝わればと思います。 

市のほうは，広報で流していると言っていましたが，「ぱれっと」とか，

調布エフエムや１８２チャンネル等でももっとアピールしてもいいと思

うのですが，現状では，アピール方法の改善が必要だと思うのです。 

一度，たづくり東側に映画看板を作りましたが，あれも奥多摩の方に

結構あるので，二番煎じだったと思うのです。看板も著作権や版権だの

何とかで，意外と難しいものがあり，うまくはいっていなかった。 

なので，何度も言うように，調布には２つ映画会社があることをもっ

とうまく出していければいいのですが，特撮の会社もあります。調布市

内にある白組にいる山崎監督なども三丁目の夕日とか，結構やられてい

る監督ですし，探すとすごい会社がいっぱいあるのですけれども，もっ

たいないなと。調布は本当に一番あるのですけれども，何でそういうと

ころがアピールできないのかなという思いがあります。 

この前，商工会の青年部で，日活と角川と深大寺で，いかに観光をあ

わせて映画をアピールできるかという，ちょっとしたものをやっていた

のですが，そういった会をもってアピールしてもいいのかなと思います。 

Ｄ理事  市の視点として，これは非常に難しくて，何をもって映画のまちとい

うイメージを市民が持つかは，恐らく昭和３０年代，４０年代の映画の

まちのイメージは，やはり映画制作，撮影所を基盤にして，そこでいろ

いろな方が働いて，いろいろな関連会社があって，市内にも映画に関連
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する仕事の方が多く住んでいたのを，何となく映画のまちと言われてい

たと感じるのです。 

では，調布市が映画のまち――どう取り組んでいけばいいかというと，

映画制作の活性化と，観光振興として，撮影所，あるいは関連会社をど

う観光的な見方ができるのか。あとは，たづくり，グリーンホールで実

施している文化振興，映画を文化としてとらえ，それを発信していく。

それも地元商店会がどうバックアップしていくかなど，それぞれ頑張っ

て盛り上げないと，まちづくりまで発展しないという気がしています。 

ですので，商工会のこの間のお話の中にも，深大寺も含めて，やはり

フィルムコミッションや調布に来るといろいろなロケをやっているとか，

テレビでこの場面は調布のどこどこだったとか，常にどこかの施設で映

画が上映されているとか，何かしら全市を挙げて何か取り組まないと，

市民には映画のまちというイメージが伝わらないと思います。ＰＲしつ

つ，様々な分野，映画を文化と捉えるものもあれば，産業振興と捉える

ものもあれば，まちづくりという商店街の活性化も含めて，映画を題材

として協力していくしかないと思います。 

来年ＮＨＫのドラマで調布が舞台になることも映画のまちをＰＲして

いくひとつの起爆剤になればと考えておりますので，ＰＲについてはま

た頑張っていきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

Ａ理事  今日はパネルディスカッションをするつもりはないので，難しいとい

うことはよくわかりました。一緒に頑張りましょう。 

議 長  各方面からのご意見をいただいたので，ぜひこれを参考にして，より

良いものにしていただきたいと思います。そのほかございますか。 

     （「なし」の声あり） 

ここからは報告事項ですので，イからエにつきまして，事務局から一

括して説明いただき，質疑については個別に行いたいと思いますが，そ

のような進め方でよろしゅうございますか。 

     （「異議なし」の声あり） 

それでは，事務局からご説明をお願いいたします。 

(7) 報告事項 
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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。 

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。 

議 長  ただいま，事務局から説明が終わりました。それでは，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，ご質問等があれば

お願いいたします。ございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

なければ，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，ご質問があればお願いいたします。ございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

なければ，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，ご質問があればお願いいたします。ご

ざいませんか。 

     （「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）の結果についての説明を行った。 

議 長  ただいま，たづくり・グリーンホール利用者懇談会の説明をさせてい

ただきました。ご意見ございますか。 

     （「なし」の声あり） 

それでは，ご意見がないようですので，第２ その他に移らせていた

だきたいと思います。事務局からお願いいたします。 

総務課長  次回日程についてです。来年３月２９日月曜日，午後６時からたづく
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り９階研修室で理事会を開催予定しております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

議 長  事務局から説明がありましたように，次回日程は，来年３月２９日月

曜日，午後６時からたづくり９階の研修室で開催を予定しておりますの

で，お忙しいことと存じますが，よろしくお願いいたします。 

他にございますか。――特にないようですので，本日の審議事項は全

て終了することができました。ご協力ありがとうございました。 

それでは，閉会に当たりまして，副理事長から一言ご挨拶をお願いい

たします。 

副理事長から閉会にあたっての挨拶を行った。 

議 長  どうも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５回理事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―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


