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平成２２年度第１回評議員会 

 

１ 日 時  平成２２年４月２７日（火）午後６時００分から午後７時３０分まで 

２ 会 場  文化会館たづくり１階 むらさきホール 

３ 評議員現在数及び定足数 

現在数 １１人，定足数 ８人 

４ 出席者 １０人 

  出席者：山本良子，大前勝巳，金子邦彦，庄司友芳，竹内洋平，武田昇次，谷 和明， 

林 茂雄，渡辺達正，渡邉千景 

  欠席者：倉住 修 

同席者：吉田隆司常務理事 

  事務局：大澤一仁事務局長，中島素之総務課長，柏木 肇事業課長，高田 充事業課長 

補佐，土井尚治総務課財務係長，藤堂文子事業課生涯学習事業係長，常廣大助 

事業課管理係長，阿部珠子事業課ホール事業係長，岡野政博総務課庶務係長， 

阿部直樹総務課庶務係主任 

５ 議 事 

(1) 議 題 

ア 諮問事項 

（ア） 第１号諮問 平成２１年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団事業報告 

（イ） 第２号諮問 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 

計収支決算 

イ 協議事項 

（ア） 公益財団法人への移行に伴う最初の役員等候補者選任の進め方について 

（イ） 公益財団法人への移行に伴う定款の役員等の人数について 

ウ 報告事項 

（ア） 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団職員給与規程の一部改正について 

（イ） 人事異動に伴う新体制について 

(2) その他  

６ 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。 

常務理事から選任の挨拶を行った。 

総務課長から「ウ 報告事項 （イ） 人事異動に伴う新体制について」，新任の派 
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遣職員の紹介と新規採用者，内部異動者の紹介後，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 

議長が，本評議員会議事録署名人２人の選出について諮ったところ，Ａ評議員とＢ評 

議員を出席評議員全員一致で選出した。 

(4) 諮問事項 

ア 第１号諮問 平成２１年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団事業報告に 

ついて 

事務局から朗読と説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ａ評議員  保育サービスは，今期に初めてなのか，それとも，既に実施していて 

回数を増やしたのかどうかと，「『協働活動』では，出演謝礼の予算を 

確保できる団体の増加」とあるが，これがどう経営に影響するのか教え 

てください。 

柏木事業課長  保育については，今までも保育付きの事業を行っていましたが，保育 

サービスつきの事業を増やしました。 

Ａ評議員  具体的な回数とか実際に利用される方の傾向はどうですか。 

阿部ホール 

事業係長  ホール事業の保育サービスについては，利用が大変増えています。 

今までは保育サービスを付けても申し込みがないことも結構ありましが， 

現在は，財団の催しには保育があるという認識が若い方の間で広まって 

いるのが感じられます。 

大澤事務局長  保育サービスですが，鑑賞事業と生涯学習事業，特に市民カレッジ， 

公開講座で保育サービスを拡充しています。まだ生涯学習事業では申し 

込みは多くありませんが，場を提供することで，尐しでも学びの機会を 

子育て家庭にも提供できればと考えています。申し込み状況は，まだ財 

団の望んでいる形にはなっていません。 

Ｃ評議員  保育サービスは，業者委託ですか。 

柏木事業課長  市外の業者に委託しています。 

藤堂生涯 

学習事業係長  ３月まで文化・コミュニティ係の所属でしたので，説明いたします。 
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協働事業は，その地域の要望でコンサートなどの実施を通して地域の活 

性を目標にしています。始めは財団が出演者を派遣するため，出演謝礼 

が財団負担となり，継続を希望する地域には，自主的に運営できるよう， 

出演謝礼等の予算化等のお話をしています。その結果，地域で謝礼を用 

意し出演者を呼べる件数が増えたということです。 

Ａ評議員  そうすると，機材の提供とか，進め方，ノウハウの助言をすることが 

中心になっているということでしょうか。 

藤堂生涯 

学習事業係長  機材の提供は，コミュニティ用具として貸し出す制度があります。協 

働活動対象の場合は，財団で機材やオペレーター込みで用意することも 

ありますが，出演謝礼に関しては，地域で用意できるようになってきま 

した。 

Ｄ評議員  事業内容で，交流のかけはし，西部，深大寺，富士見，緑ケ丘とあり 

ますが，内容が不明なので，対象や内容を説明していただけますか。 

藤堂生涯 

学習事業係長  交流のかけはしは，以前はコミュニティ祭という名称で地域福祉セン 

ター利用者を対象としたお祭りでしたが，３年ほど前に地域福祉センタ 

ー利用者だけでなく，地域の他団体も一緒に地域交流を図るため，交流 

のかけはしと名称変更しました。２１年度からは，各地域の事情もあり， 

財団主催から地域主催としました。内容的には，これまでと同じ内容が 

可能なよう援助を行いました。 

Ｅ評議員  市民カレッジは，ターゲットをどの年齢層にしていますか。 

大澤事務局長  年齢層ですが，施設利用の年齢層を考えると，主に６０代からとなり 

ます。講座によっては，結構若い方の参加もあります。なので，保育サ 

ービスを拡充することで，若い利用者の拡大ができるのではと考えます。 

Ｅ評議員  もう１点，利用者の女男の割合はどうでしょう。 

大澤事務局長  本日，資料を用意していませんが，事業への参加は，どちらかという 

と女性が積極的だと感じていますが，男性も事業を選ばれて，料理教室 

などに参加しています。 

議 長  これは，データとして出てくるのでしょうか。 

大澤事務局長  参加者名簿がありますので，確認することはできます。 

Ｅ評議員  多分，女性が多くて男性が尐ないのでしょう。それで，２０代，３０ 

代が抜けているのではないですか。子どもと中年以降６０代の間をどう 

埋めていくかが課題だと思います。 
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Ｃ評議員  前から一度伺おうと思っていたのですが，野川のライトアップは毎年 

１回ありますが，市は全くかかわっていないのでしょうか。 

柏木事業課長  市は後援ではなく，警備の手伝いをしていると聞いています。 

議 長  私が聞いた範囲で確実ではないのですが，照明を設置する会社が中心 

となっていて，警察へ開催日を届出る際，警察から平日実施にしてほし 

いと言われているようです。あとは，地域のボランティアの方々が事前 

にごみ拾いなどの諸々を行っているそうです。市は協力という形でかか 

わっていますが，予算立はしていないように伺っております。 

Ａ評議員  企画の中でドリンク付というのが結構ありますが，一般的には，会場 

内での飲食はご遠慮いただくと思いますが，どういう経過なのか，参加 

者の反応等はどうなのか。 

阿部ホール 

事業係長  公演ごとに提供の仕方が変わりますが，クラシックでのドリンク付に 

ついては，飲み物代をチケット代金に含めまして，入場者全員にロビー 

で提供しています。最近は他所でも増えてきましたが，始めた時点では， 

付加価値をつけて，物珍しさを出した経緯があります。 

もう一点，ジャズ公演のドリンク付ですが，ジャズバーの雰囲気を出 

そうと，小ホール内では飲食可能なので，自席で飲みながら演奏を聞く 

スタイルで，和やかな雰囲気で，皆さんに楽しんでいただいています。 
 

審議の結果，原案どおり出席評議員全員一致で同意した。 
 

イ 第２号諮問 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 

計収支決算について 

事務局から朗読と説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｆ評議員  確認ですが，有価証券の基本財産は，５億円で間違いないですか。 

土井財務係長  有価証券の内容は５億になっています。実際の購入価格は，低い金額 

で購入しているので，その差額分を預金で保有していて，４６万余りが 

現金で，その他がすべて投資有価証券となっております。 

Ｆ評議員  平均利回りはどうですか。 

土井財務係長  平均で大体０．９から０．９５の間になると思います。 

Ｆ評議員  １％を下回ると，国債の利回りより低いですね。 

土井財務係長  基本財産で国債は保有していませんが，現状，地方債の年利が余りよ 

くない状態ではあります。 
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Ｆ評議員  一番安定している国債を保有しないで，地方債を買っている理由は何 

ですか。 

土井財務係長  運用を開始するタイミングもありますが，財団規定の中で購入できる 

ものとして，国債，地方債，政府保証債の３種が規定されています。 

その当時，国債の購入も視野にありましたが，規定内で尐しでも利回り 

の高いものを選んだ結果が，地方債の運用となりました。 

Ｆ評議員  国債より低い利回りの地方債を持ち続ける理由が不明です。予算全体 

で利息収入はそれなりのシェアを占めていますね。それを高くしていか 

ないと，これから色々と支出するので，収入増を図るためには利回りの 

いいものにする必要があるのでは。 

それから，法人移管する際に，国債を持たない姿勢に意味があるのか 

がわからない。今後のことを考えると，尐なくとも国債をもつ意味はあ 

ると思いますが，いかがですか。利回りの点からも，国債に対する評価 

の点からも，あえて国債を保有せず他の債権を持つのは，結果的には利 

息収入に対しては消極的と見られてもしようがない。尐しその辺を考え 

てはどうですか。 

大澤事務局長  Ｆ評議員からのご指摘についてですが，国債の運用は，基本財産では 

なく，事業積立基金で，現在，利付の２年国債で３，０００万ほど預金 

しています。この利率が，２年物で０．３％です。先ほども話が出まし 

たが，債券の価格は上下しますので，買い付けるタイミングがあると思 

いますが，現在，基本財産については５年物で保有していますので，年 

数を短期，中期と切り替え，利率の現状を掴みながら運用する必要性も 

あると思っています。今，基本財産で保有しているのは，地方債ですが， 

債券については，国債から政府保証債の間では，ある程度安全性が担保 

されますので，そういう持ち方をしております。 

以前，Ｆ評議員から，社債についてご提案いただき，近隣市の基本財 

産の運用状況を調べたのですが，社債を購入している団体は，調査した 

範囲ではほとんどありませんでした。金子評議員からご指摘いただいた 

国債についても，今後，運用を検討してみたいと思います。 

Ｆ評議員  私が申し上げたのは，いきなり社債を持てということでなく，なぜ地 

方債を基本的に持って，国債は２年なのか。２年程度では，一般の定期 

預金の金利と同じようなものでしょう。だから，５年，１０年の国債に 

シフトしたほうがいいだろうと。それで，色々な方，例えば市の財務関 
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係の方と話をさせてもらって，尐しノウハウをいただきながら，将来的 

には社債までやらないと，運用収益，利息収入が上がらず全体の収入増 

につながらない。 

もう一点は，例えば補助金が，今２億円ですが，ずっと入る保証はな 

いので，市の財政が逼迫すると減る可能性がある。そう考えると，せっ 

かく５億円の基本財産があるのですから，うまく運用しないと，収入が 

安定的に確保できない。そこを指摘しているので，改めて尐しお考えい 

ただければと思います。 

大澤事務局長  その辺は十分考えながら運用していきたいと思いますので，ぜひまた 

色々とご指導いただきたいと思います。 

議 長  それでは，Ｆ評議員，またお知恵をお貸しください。 
 

審議の結果，原案どおり出席評議員全員一致で同意した。 
 

議 長  続いて，協議事項になります。この協議事項２件については関連性が 

あることから一括して協議したいと思いますが，よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

(5) 協議事項 

ア 公益財団法人への移行に伴う最初の役員等候補者選任の進め方について及びイ 公 

益財団法人への移行に伴う定款の役員等の人数について 

事務局から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｆ評議員  役員等の責務のうち，評議員のところで，「広範で強い権限を付与さ 

れている」と抽象的ですが，具体的にどういうことを指すのですか。 

中島総務課長  評議員の責務ですが，新法人に移行した場合，予算や人事権の関係は 

評議員会で決議することになります。それらを「広範で強い権限を付与 

されている」と示しました。 

Ｆ評議員  では，現在の評議員会と理事会の関係と新法人は違うと。 

中島総務課長  はい。それらの内容は，本日，内閣府作成の「よくある質問」の抜粋 

になりますが，役員に絡んだ部分を配付しています。 
 

審議の結果，原案どおり出席評議員全員一致で了承した。 
 

(6) 報告事項 

ア 財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団職員給与規程の一部改正について 
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事務局から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ａ評議員  時間外手当についてですが，「その勤務が午後１０時から翌日の午前 

５時までの間にある場合は，１００分の１７５」とありますが，これは 

６０時間を超えた場合についてのみですか。 

中島総務課長  ６０時間を超えた場合についてのみ適用でございます。 

(7) その他 

事務局から次回の開催予定日の連絡を行った。 

 

以上をもって全ての議事を終了したので，議長は閉会を宣し，解散した。 


