
平成２２年度第６回評議員会議事録 

 

１ 日 時  平成２２年１２月１６日（木）午後６時から午後８時５分まで 

２ 会 場  文化会館たづくり９階 研修室 

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，倉住 修，武田昇次，谷 和明，林 茂雄，渡辺達正 

表決書：金子邦彦，庄司友芳，渡邉千景 

欠席者：竹内洋平 

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 審議事項 

（ア） 第６号諮問 平成２２年度財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団一般会

計収支補正予算（第１号） 

（イ） 第７号諮問 公益財団法人への移行に伴う規則等の変更方法について 

イ 協議事項 

（ア） 平成２３年度公益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 

（イ） 評議員会及び理事会における発言者氏名の議事録への掲載について 

ウ 報告事項 

（ア） 平成２２年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況について 

（イ） 平成２２年度調布市グリーンホール事業進捗状況について 

（ウ） 平成２２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 

（エ） 平成２２年度第２回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（１１月１１日）

の結果について 

(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った。 

常務理事から開会にあたっての挨拶を行った。 
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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，本評議員会の効力について出席者が１０人，うち書面表決

書による出席が３人であることから，定足数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) 審議事項 

ア 第６号諮問 平成２２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

支補正予算（第１号） 

事務局から説明を行った。 

 

審議の結果，原案のとおり出席者全員一致で同意した。 

 

イ 第７号諮問 公益財団法人への移行に伴う規則等の変更方法について 

事務局から説明を行った。 

 

審議の結果，原案のとおり出席者全員一致で同意した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  この条文を全部読むのは時間がかかり過ぎるので，こう変更しました

というだけでは判断できませんから，改正理由の部分で，具体的に書い

てあると判断しやすいと思います。 

Ｄ評議員  この改正は，新公益法人のマニュアルに沿っての改正ですか。 

中島総務課長  これは，今回の移行手続に必要なものではなく，組織運営に必要な規

則・規程になります。「公益」という２文字をつければ，そのまま使え

るものが多いですが，新たに制定すべきものや条文の一部改正なりが必

要なものもあります。マニュアルに沿ってということではありません。 

Ｅ評議員  こういった変更は機械的にはできないものなのですか。 

中島総務課長  通常，規則・規程については，理事会，評議員会に諮り改正していま

す。ただし，今回，移行認定手続をすることによって，全体的に見直す

必要が出てきたので，進行方法を決めておきたいというのが理由です。 

(5) 協議事項 

ア 平成２３年度公益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 

事務局から説明を行った。 
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本件はこの案を基に，明日行われる理事会での協議を踏まえ，次回，成案として

諮れるよう，事務局は調整を行うことを出席者全員一致で決定した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  今年度から指定管理事業，独自事業，共催事業と分かれていますが，

これら区分について教えてください。 

大澤事務局長  当初，事業は全て指定管理事業でした。それだと市からの委託で実施

する事業と市民の目には見えます。しかし，財団は独自に事業を実施す

るために設立された組織ですから，全て市からの委託事業なのはどうか

ということで市と協議を行い，たづくり及びグリーンホールを使って実

施する事業を指定管理事業としました。 

また，コミュニティ事業のように，この施設の外で実施する事業を独

自事業，ＮＨＫや新聞会社と共催で行う事業を共催事業としました。 

Ｃ評議員  この資料を見ると，指定管理は縛りがきつくて，共催は中間で，独自

は全く自由と受けとめていました。 

大澤事務局長  指定管理は，公共施設の管理が主体です。それに付随して行う事業と

して，館内で行う事業を指定管理事業としています。 

Ｃ評議員  要望になりますが，芸術・文化，コミュニティ，生涯学習が大きな柱

ですが，この３つの関係は横並びではなく，重なり合うものだと考えま

す。生涯学習関連事業，芸術・文化活動を行っている施設に相応しい，

そういうところでないとできないものにもっと重点を置くべきだと。生

涯学習センターや公民館，社会教育や生涯学習施設にできるものは手を

引くというか，生涯学習事業だから市民の需要があるもの全てやるとい

うスタンスよりも，芸術・文化活動と結びついた，文化教育，文化活動

の仲介者，すぐには無理ですが，そういう形で思考して，１０年後ぐら

いに，ここだとこういう講座があるね，生涯学習センターだったらこう

いうのがあるねというような形で，市民にもわかると思います。いろい

ろな意味で，講座の独自性，個性を追求したほうがいいと思います。 

柏木事業課長  今，Ｃ評議員の発言は，職員も感じている部分です。特に公民館事業

と財団事業の棲み分けが難しく，公民館を所管している教育委員会と公

民館の館長，それと生涯学習交流推進課がありますけれども，棲み分け

について会議を行っています。ただ，どうしてもグレーゾーンが生じて

しまうので，その辺は，同じような事業を違う場所がやっているという

ご指摘を受けない形で調整をしていく予定になっています。 

Ａ評議員  Ｃ評議員の発言に関連して，芸術活動，文化活動，生涯学習の重なり

を逆に感じています。どういう事業を展開しようとも，結局は芸術活動

の普及に全て当てはまると。芸術，芸能も含め，音楽，映像に関しても
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非常に多岐にわたる活動を支援していますが，例えば生涯活動云々，市

民講座などでも来られる方というのは，対象としては，６０代，７０代

の方を対象に集めないと人は来ないということです。そこで，その人た

ちに提供できるものは何かを考えるのですが，６０代，７０代がメイン

であれば，芸術系が一番集まると考えたこともあります。ですから，そ

こから外れてしまうと，ビジネスはともかく，余り集客も上がらないし，

財団の活動趣旨から外れてしまうと思います。 

仮定の話ですが，会場は学校施設を使って，子供たちや学生との提携

ができるのではないかと。明後日，白百合女子大学のコンサートホール

を使って行うそうですが，そういう事業もあっていいと思います。文学

等，教育事業として何かをやりたい場合，やはり芸術と絡めないと，財

団の趣旨に合わないと遠慮してしますように感じています。そういった

展開もあっていいと思いますが，そのあたりはどうなのでしょうか。 

柏木事業課長  その辺りは悩んでいる部分でもあります。範囲が広いということもあ

り，財団としてメインに考えているのは，やはり芸術・文化を中心にし

た生涯学習活動の支援という形を考えています。公民館は，生涯学習活

動をきっかけとして仲間やサークルづくりをメインにしてもらい，財団

の方向性としては，それを深く掘り下げる講座等を目指したいと思って

います。 

Ｅ評議員  情報資料の収集，提供のところで「インターネットの活用」とありま

すが，これはどれぐらい力を入れているのでしょうか。 

柏木事業課長  ホームページで情報公開を行っています。財団報等は紙面が限られて

いるので，ホームページで個々の事業情報を細かく公開しています。 

Ｅ評議員  どこかに委託しているのですか。 

柏木事業課長  基本プログラム作成は委託しましたが，記事等の内容については，職

員が作っています。 

Ｃ評議員  資料３の最初に（１）から（７）まで次年度の基本方針が掲げられて

いますが，事務的な内容が多いです。それで，分野，事業についての説

明と一致しない，矛盾しているわけではないのですけれども。活動につ

いて詳細に話されたことは（４）と（５）に集約され，（１），（２），

（３），（６），（７）は運営，大事なことですけども，基本原則に掲

げたものと実際の活動計画で具体したものが一致していない。計画を実

施するために必要なのかもしれませんが，つながっていない感じを受け

ますが，例えば，（４），（５）を幾つかに分けて，今年はここを充実

するという形でもいいと思います。 

大澤事務局長  基本方針は，凝縮して作り，７つ程度にしましたけれども，もう少し

つながる内容ということであれば，この部分は数に制限はないので，検
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討したいと思います。 

Ｃ評議員  指定管理者とか法令遵守の部分は１本にまとめて，文化事業を詳しく

述べたほうがいいと思います。別に事務局の仕事を過小評価しているわ

けではなく，外に向かって打ち出すにはそのほうがいいと思います。 

大澤事務局長  わかりました。意見として伺って，検討したいと思います。 

Ａ評議員  定義上，芸術活動と文化活動は基本的に同じようにしか聞こえない部

分があって，文化とは果たして何なのか。例えば生活文化等もあると思

います。例えば，季節で，調布地域で風物詩みたいなものがあるとか。

それは何も芸術活動が文化全てではないので，例えば学校が基点となっ

てもいいですし，定義上，もっと広げてもいいものもあると思います。

なぜ，文化活動イコール芸術活動に近い形で定義されるのかと。手を広

げ過ぎるのは良くないと思いますが，展開として考えてもいいのではな

いか。今，我々大学のほうでも少しずつ，調布市，財団に対して何か共

催できればなという道を探したい気持ちがあるので，何か事業に盛り込

めればと思います。 

柏木事業課長  コミュニティ事業というのは，地域に出ていく活動がメインで，地域

の方々と事業を共催で行います。そうしますと，季節感のある事業がメ

インになる場合もあります。例えば秋には神社等で祭がありますし，夏

には特に旧甲州街道で，最近は見られなくなりましたが，宿場町の竹

灯籠まつりですとか。やはり地域の方のほうがそういう感性が物す

ごくあるものですから，一緒に実施することによって，そのあたりのア

ピールができるのではと考えています。 

今回，初めて白百合女子大を会場に実施します。そういうことを一つ

一つ積み上げながら，地域の方や学校ともおつき合いができればと考え

ていますので，そこで新たな展開と報告ができればと考えています。 

 

イ 評議員会及び理事会における発言者氏名の議事録への掲載について 

事務局から説明を行った。 

 

評議員会では，これまで同様，発言者の氏名公開は行わず，ＡＢＣ表示を行うこ

とを結論とし，事務局から理事会に報告を行い，理事会において検討し，結論を出

すことを出席者全員一致で決定した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｄ評議員  議事録に氏名は公開しなくてもいいと思います。氏名を公開しなくて

も，討議されたことが議事録に記録されていればいいという考えです。 

Ｃ評議員  氏名の公開，例えば国会や議会のような場合には，当然，公開されて
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いるわけで，市に準じる組織ですから，そういった意味では公開しても

いいという感じはします。 

ただし，現状，日本のインターネットの使われ方を見ると，「しろ」

と言うのは差し控えます。もう少し議論をしていって，でも一番大切な

のは，名前を出す・出さないより，なるべく具体的に，何が争点になっ

たか，どういう質問が出たかがわかるようにしてください。 

それを他の人が見て，こんなことが問題になっているということがわ

かる。市民なり，文化や芸術，コミュニティ活動に関心を持った人が，

離れていても，その経験を共有できることはとても大事なことだと思い

ます。私もいろいろ見て，こんなことが議論されているのだと知るわけ

です。まさに議事録の公開はそのためにあると思います。 

Ｅ評議員  質問なのですが，２ページ目に「１１月１１日開催した」云々，これ

はどういう趣旨の質問，意見なのですか。 

中島総務課長  年２回，利用者懇談会を実施していますが，そこに参加している方か

らのご意見で，自分が思っている財団運営のあり方などと，理事や評議

員で同じような意見を持っている方がいるのか，を知りたいとのことで

す。自分が要望する内容を，評議員会及び理事会の場で，場合によって

はその方に頼みたいとの発言もあり，そういった趣旨から議事録での発

言者の氏名公開をして欲しいとのご意見がありました。 

Ｅ評議員  氏名を公開すると，そういうことが起きるわけです。それを我々が好

ましいと思うか思わないか，それが判断基準になるのでしょうか。つま

り，市民からそういうアプローチがあった場合に積極的に対応すべきな

のか，我々としてはそういう人とは距離を持ったほうがいいのか。 

Ｇ評議長  他の会で氏名を公開したことがあります。話し合いには，いろいろ争

点があります。ある方はＡを支持し，別の方はＢを支持する場面があり

ました。そうすると，Ｂを支持した方のところに電話がじゃんじゃん入

りまして，何ゆえにＢを支持するのだということがありました。Ａを支

持したからありがたいという電話はありませんでした。その後，氏名を

公開しなくなったことがありました。 

Ｅ評議員  一種のハラスメントが起きるわけですよね。 

Ｇ評議長  その時は要望ではなくなってきていました。 

Ｅ評議員  大いにあり得るという気はします。 

Ｇ評議長  今現在，議論の内容は公開されています。その方は，それに対して云々 

ではないということですね。 

Ｃ評議員  資料にもありますが，今検討すべきかどうかは別ですが，氏名とは別

に傍聴についても考えるべきだと思います。また，その要望に応えてい

くことにも関係していると思います。 
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Ｄ評議員  私は考え方が違います。公開するべきではないと考えています。それ

は，評議員が市民の代表として選ばれたなら公開する必要があると思い

ますけれども，それぞれの専門分野の代表として評議員を選んでいるわ

けですから，市議会議員のような場合には公開される必要があると思い

ますが，我々の場合は専門分野の１人として意見を聞きたいと言われて

いるわけですから，公開する必要はないと思います。そして，その意見

を聞く必要もないと思います。 

Ａ評議員  私もＤ評議員と同じで，特に公開する意味を感じません。例えば，誰

が言ったから問題になるのか，他の人が言ったら構わないのかというこ

とを感じるわけです。何を発言したのかは大事ですが，誰が言ったかに

よって反応が変わるのであれば，それはただのハラスメントにしかなら

ないような気はします。ですから，話し合われた内容がきちんと公開さ

れているのであれば，特にそれが誰がという，そこがなぜ必要なのかと

いうところは余り積極的に理解できないのです。 

Ｄ評議員  ですから，評議員を選ぶ時に調布市民の代表としての評議員を選べば，

その方は発言に対して責任を持つ必要があるかもしれません。だから，

評議員の選び方によって内容を公開するかを決められてもよろしいので

はないかと思います。 

Ｂ評議員  そのとおりだと思います。市民の方々に，ここで話し合われているこ

とに関心を持っていただけることは物すごく重要なことだと思いますし，

例えば議論が甘いとか，そのような指摘もあると思います。そういった

ことに関しては，私たちは謙虚に，Ｄ評議員が発言されたように専門分

野の１人として取り込むことは必要だと思います。誰がという部分では，

提案内容を討議する中で縛りが出てきてしまうのも，評議員会自体の本

意ではないと。怖がるという意味合いではなくて，正しい討議ができな

くなってしまう恐れも私は感じ取ってしまいます。そういう意味では，

発言者氏名については非公開であるべきだと思います。 

Ｅ評議員  ここまでの話の視点を変えてみて，例えば，そういう意見を持ってい

る人の気持ちを酌み取る仕組みがあって，理事会や評議員会に意見が伝

わることがわかれば，そういう意見を持っている人は，自分の意見が伝

わるとなれば，特に名前を知ろうとはしないのではという気がします。 

Ｂ評議員  利用者懇談会というのは，そういう場ではないのですか。 

中島総務課長  最後の報告事項にもありますが，ある団体の要望事項があった場合，

利用者懇談会の場で要望事項を伺っています。内容によって，すぐでき

るもの，検討が必要なものもありますが，それによって要望が満たされ

れば，次の回からは出席しなくなるという状況です。 

また，日頃から，受付窓口や事務室への電話などで，要望や疑問点な



 - 8 - 

どあれば，対応しています。この場でも協議や報告で採り上げています

ので，市民や利用者からの意見を吸い上げる場と考えています。 

議長  発言者氏名の公開を要望しているのはお１人だけですか。 

中島総務課長  今のところは。やり取りがかなり続いているものですから，今回の理

事会や評議員会でご意見を伺うことにしました。 

Ｃ評議員  その方がどういう意向を持っていて，それに答えるために公開するか

どうかを議論するのは変だし，する必要はないと思います。やはり事柄

の性質上，議事録を出すときに，評議員会の氏名は出すのか，出さない

のかという視点で考えなければと思いますし，社会的な状況が変化すれ

ば常識も変わってきます。現在の日本社会では，どちらかというと，隠

す方向にシフトしています。その理由は，トラブルが起きるとか，自由

に発言できなくなるからといって出さないのはやはり危険であると思い

ます。しかし，ここですぐに決まることではないと思いますから，公開

は現状のままで，なるべく具体的な情報を出してください。公開すべき

かどうかの議論で，こういう危険性があるからしないほうがいいという

議論は，結局，いろいろな議論等をどんどん内輪のものにしてしまい，

社会から切り離されていく危険性もあるし，自分たちのやっていること

の公正性，公共性をもっと打ち出していくというか，別に隠す必要はな

いというところを踏み外してしまうのではないかなと危惧しています。 

Ｆ評議員  私も，Ａ評議員，Ｃ評議員，Ｄ評議員が発言されたように，現時点で

は具体的な氏名は伏せたほうがいいと思います。 

議長  大体ご意見を伺いましたところ，現状としては，これまで同様，発言

者の氏名公開は行わないでＡ，Ｂ，Ｃで表記して，議論した部分は公開

する。言葉の表現は修正が入るかもしれませんが，皆さんに伝わるよう

な形で公開するということでよろしいですか。 

Ｅ評議員  要するに，現状どおりということですね。 

議長  そうですね。現状でも，公開する時には，市民の皆様にわかりやすい

表現で公開するということです。議事録を読みまして，意見は全部網羅

されていると理解しています。 

Ｅ評議員  ホームページに，そういう意見がある場合はこうしてくださいとか，

その意見がどのように処理されますとか書いてあると，多分，安心する

のではと思います。 

(6) 報告事項 

議長から報告事項のア 平成２２年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況に及び

イ 平成２２年度調布市グリーンホール事業進捗状況について，一括して事務局から

説明を行い，質疑に関してはそれぞれ行うことを出席者全員からの了承を得て，報告

事項に移った。 
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ア 平成２２年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況について及びイ 平成２２年度

調布市グリーンホール事業進捗状況について 

事務局から説明を行った。 

 

報告事項ア 平成２２年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況について 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  施設の利用ですが，会議室系施設は前年度とほぼ同じですね。私が知

りたいのは，この施設としてはこういう利用割合で定着しつつあること

がわかる。あるいは，いろいろな団体や市が使いたいと言っているけれ

ども，時間帯等の希望でもうこれ以上は改善できないという感じなのか。

ただ何％と言われても，この％が何を意味しているのか。特に去年と同

じになる理由があるのか。その辺を説明してもらえれば。 

それと，ホール系施設ですが，グリーンホールも含めて大きな違いが

あって，減額団体，一般団体，特に減額団体の利用が増えていて，市や

財団の使用が減っています。これをどう評価するか。団体や個人の活動

が活発になってきて素晴らしいと評価するのか，市や財団で使用できず

困っているのか。その辺の評価をお伺いしたいです。 

柏木事業課長  会議室系施設は空きが少ない状況で，会議室を増やして欲しいという

要望が利用者懇談会でも出ています。 

ホール系施設は，市の事業が年の早い段階に企画されて，土・日曜日

の施設が埋まってしまい，市民が申し込める空き施設が少ないとの苦情

がかなりあり，市や教育委員会と調整を図り，使う頻度を抑えてもらっ

た結果が今回の数字に出ていると考えています。 

ただ，市も会議をする場所がなかなかないとい事情もあり，不特定多

数の市民を対象とした事業に関しては，受け付けています。 

Ｃ評議員  事業については，色々なことを実施していますが，活動状況を説明す

る時に評価，あるいは変化についてのコメントも入れて欲しいと思いま

す。それは，生涯学習活動やコミュニティ活動にしろ，昨年と比べてど

のように変わったのかを振り返るとともに，専門家に評価してもらうこ

とが必要だと思います。それは事業が悪いという意味ではなく，側面か

ら評価をしてもらって改善していくシステムを持ってもいいと思います。

だから，事業報告も，側面評価でこういう評価がされて昨年度よりも良

くなったとか，未解決の問題点があるという形の報告がいいと思います。 

柏木事業課長  事業が終わった段階で職員が個々の事業評価の報告を行い，それにコ

メントを入れて，次回の事業の参考にしています。事業の実施形式，実

施した感触をピックアップして報告する形で，次回から報告に加え，評
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価をいただけるということであれば。 

Ｃ評議員  言い方が良くなかったですね。個々の事業についてではなく，美術鑑

賞事業というカテゴリーがあって，その中で日本の美術に関してはどれ

ぐらいのウエイトがあったとか，施設の報告はグラフがあり非常にわか

りやすいので，事業も同様に全体を総合して傾向がわかるようにグラフ

化する，グラフ化するためには５～６つぐらいのインデックスがあって，

今年はこの事業が何％で，前年は何％あり，このように変わったとか，

そのような形で作ってあると，変化がわかると思います。 

あるいは，今年は３つの活動のうち，参加者が芸術分野はかなり増え

たけれども，コミュニティのほうはそれほどでもなかったとか，去年と

同じだったとか，そういう形で整理してあるとわかりやすいです。 

柏木事業課長  それは，最後の事業が終わった段階でということで。事業報告の中で，

１年間の数字と前年度比は出ますが，今の段階では事業の途中ですから，

難しいと思います。年度替わりの時に前年度事業の対比した説明ならや

りやすいと思います。検討させてください。 

Ｃ評議員  それをやるためには，並べられている題目を幾つかに分類する視点が

ある程度なければできないと思います。ですから，「ベスト・オブ・世

界遺産」「ＴＨＥ世界遺産」は同じカテゴリーですが，それ以外をどう

分類するのか。プログラムを組む時に，１つに偏らないようにしている

と思います。そういうものを目安にして，比率や参加者の増減。それは

市民の要望がどうなっているかにもつながると思います。あるいは専門

家に一度委託してもいいと思います。 

柏木事業課長  わかりました。では，検討させてください。 

Ａ評議員  今の話ですが，同じことを考えていました。個々に対する評価ではな

く，そういう分類があった時に，講座の開始時間によってどのような集

まり方をしてくるのかという考え方もあります。単に合計した数値を出

すのではなく，どの部分に対してどういう集まり方をしている。あるい

は，昼間に参加する人の傾向が出れば，何か見えてくることもあると思

います。集まりが悪かった講座があったら，別の時間帯に設定する，あ

るいは時期をずらすと，人が集められるのではないか。 

そういう観点で考えると，データをとって後から考えるのでは遅くて，

先に欲しいデータというのがなければ収集できませんから，年度末より

も，事業計画時に今年はこういうデータを収集しようと決めて，必要が

あれば専門家に委託することも検討したほうがいいです。 

柏木事業課長  今年度から映画に関してスタート時間の変更をしました。仕事帰りの

方にも来ていただきたいので，設定時間を１時間ほどずらしています。 

先日も上映を行ったのですが，比較的サラリーマンの方も来場してい
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ただけるようになりました。事業を企画する際，時間とターゲットにつ

いては考えているのですが，具体的なデータに基づいて判断するまでに

は至っていないというのが実情です。そのあたりも併せて検討させてく

ださい。 

Ａ評議員  補足になります。保育付き講座ですが，実際やってみて保育利用者は

ゼロであったと，報告にありますね。アイディアとして成立しても，そ

れが予測どおりになるかは実際にやってみなければわからない。だから，

データを取って，そこで初めてわかることもありますので，アイディア

が悪いわけではないし，それが外れたからといっていけないということ

ではないと思います。だから，データの積み上げが必要なのです。 

Ｂ評議員  基本的なことですが，ホールの利用率はどういう計算式で出されてい

るのでしょうか。 

常廣管理係長  利用率の計算ですが，たづくりとグリーンホールは同じ貸出区分，午

前・午後・夜間と１日を３つに区分していますので，まずそれを３と数

え，開館日数を掛けて，そこにホール系でしたらホール系施設が全部で

６つありますから，それを掛けることで分母が出ます。あとは，実際に

使用された区分数が分子になり，それを使ってパーセンテージを算出し

ています。 

Ｂ評議員  この８０％というのは一般的には結構高い率だと思います。多分，相

当埋まっているのではないかなという気がしたので，実態はどうなのか

と思ったものですから，聞いてみました。 

 

ウ 平成２２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 

事務局から説明を行った。 

エ 平成２２年度第２回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（１１月１１日）の結

果について 

事務局から説明を行った。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  参加者は何名ですか。 

中島総務課長  １１名です。 

議長  利用者団体の数からすると大変少ないですね。 

中島総務課長  協議事項でも触れましたが，大体出てくる方が固定されていますが，

施設の使い勝手の点で要望がある団体の場合は，その都度，参加者が初

顔ということがあります。要望がそこで大体満たされると，次の会には

参加しないという状況になっています。 

議長  むしろ，利用者団体で来られない方はどうして出てこないのかという
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理由がわかれば。 

中島総務課長  財団報，ホームページ，チラシ，ポスターで案内をしています。毎回

参加する方の中には，参加者が少ないのは，財団報の記事が小さいから

で，人目に付くよう記事を大きくすることと，利用者懇談会で採り上げ

た内容でこのように改善されたという記事にすると参加者が増えるので

はないかという意見も出ています。いいほうに考えると，様々な要望が

少しずつでも改善されてきて，それぞれの団体からの要望が一定程度，

満たされてきたのではないかと思っていますが，ＰＲについては引き続

き工夫していきたいと思います。 

Ｃ評議員  参加者の数ではなく，それが利用者の本当の要望なのかどうか，ここ

に出てきたから答えなければいけないとは思えないので，内容に触れま

せん。ここで出ているのは，運営，管理にかかわる質問ばかりで，利用

者の声というのは，芸術・文化活動の内容があっていいと思います。市

民文化について，要望が出てくるような市民の集まりが基礎になって，

それに応えていく形になるべきだと。ですから，プログラムの内容に関

することが市民の議論でもメインでもいいと思います。もし，そんなこ

とを話しても仕方がないと市民が思っていると，かなり離れてしまって

いますね。その辺，いろいろ出てくるような仕掛け，工夫をしたほうが

いいと思います。 

大澤事務局長  財団が展開している事業では，参加者からアンケートを毎回とってい

て，その事業に対する要望は吸い上げられると思っていますが，この利

用者懇談会は自由討議で，事業よりも施設を利用していての問題点，こ

ういう使い方をしたい，ここはこう変えたほうがいい，という声が多い

ようです。ですので，Ｃ評議員が発言されたような要望もこの中で酌み

取れればと思いますが，出席される方の要望は施設の傾向が強いので，

財団が施設をどう運営，管理していくかの意見が多く見受けられます。 

Ｃ評議員  それはわかりますが，施設の要望が多いのであれば，受け止める必要

はあります。言いたかったことは，もっと違う形の働きかけがあっても

いいのではないかということです。 

 

(7) 報告事項 

事務局から次回日程の連絡を行った。 

 

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。 

 

                                 ――了―― 


