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平成２２年度第６回理事会議事録 

 

１ 日 時  平成２２年１２月１７日（金）午後６時００分から午後７時４２分まで 

２ 会 場  調布市文化会館たづくり９階 研修室 

３ 理事会現在数及び定足数 

現在数 １０人，定足数 ７人 

４ 出席者 ９人 

  出席者：荻本貞臣，原島敬之，吉田隆司，大内紀久，高岡宮子，山口昌之，塚越博道 

  表決書：西原 稔，西村伸夫 

欠 席：山泉 進 

監 事：飯田廣己 

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１３号議案 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１４号議案 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。 
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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) 理事会の効力確認 

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９人，うち書面評決書に

よる出席が２人であることから，定足数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 

議長が本理事会議事録署名人２人の選出について諮ったところ，Ａ理事とＢ理事を出

席理事全員一致で選出した。 

(4) 審議事項 

ア 第１３号議案 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可決した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  事故車両を保険金で新しく買ったわけですよね。全損なので，修繕で

はなくて新車を購入したのですか。 

中島総務課長  本日の議案で可決後に購入の手配をする予定です。事故車両は，かな

り内部まで破損していて，修繕した上でも危険性が残る可能性もあるこ

とから新車で同じような軽のバンのタイプを購入予定です。 

Ｂ理事  保険料の５５万以上に費用がかかるということでよろしいですか。 

中島総務課長  はい。１００万円を超える額にはなります。それを消費税の還付の分

等，充当しようと考えています。 

Ｂ理事  ぜひしっかりしたいい車を買っていただきたいと思います。 

Ｃ監事  消費税の件で１つ補足いたしますと，還付２８０万云々がありました。

これは，昨年の暮れに消費税の問題で納税されていなかったものを追加

で納付しましたが，それを精査したところ，不課税分が含まれていて払

い過ぎていたとのことで，今年度，その還付分が入ります。 

 

イ 第１４号議案 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可決した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  一見とても形式的な手続のようですけれども，こういった形で着実に

評議員会や理事会の中に情報を出していただいて，進め方まで審議して
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いただくというのはとても好感がもてるし，安心できる方法だと思いま

す。こういう姿勢をぜひ最後までしっかりやっていただいて，公益認定

をとった後も，しっかりした事務手続をお願いしたいと思います。 

(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。 

 

本件は，昨日の評議員会での意見と，本日出た意見を踏まえ，次回，成案として

決議できるよう，事務局で調整を行うことを出席者全員一致で決定した。 

     （協議事項ア終了後，大内理事退席） 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｄ理事  指定管理事業や独自事業などは，話し合った上でそのように区分けし

たのでしょうか。 

大澤事務局長  今まで指定管理事業１本で進めていましたが，財団の独自性が見えな

くなっていることから市と協議いたしました。指定管理者として公の施

設の管理をしていますが，この施設を使用した事業を指定管理事業。コ

ミュニティ事業，よさこいや出張ステージ等，この施設の外，地域に出

向いて実施する事業を独自事業，芸術講演会等は独自事業に入る部分で

すけれども，あえて共催事業と位置づけています。 

Ｄ理事  わかりました。そうしますと，美術振興展示は，市と十分協議した上

で指定管理事業として続けていくのですね。 

大澤事務局長  指定管理事業，この施設の中で実施する事業ですから，展示事業につ

いては１階の展示室を活用しての事業になりますので，これ自体は指定

管理事業に位置づけています。 

Ｄ理事  公募展ですが，順位を付けるのは市民の活動として解せないと毎回言

わせていただいています。これは財団の方針ですから，いつか変わるこ

とを望んで。 

大澤事務局長  Ｄ理事から何度も意見をいただいていますが，平成１９年度から平成

２４年度までの基本計画があります。再来年で終わる計画ですが，既に

２５年度以降の基本計画について，今年度から打ち合わせを始めていま

す。２５年度以降の事業の中でそれも採り上げながら，方向性も検討し

ていきたいと思っています。 

Ｄ理事  ここに莫大な予算が付いているわけですから，別な方法に振り分ける

というのも１つの考えかと思います。 

Ｂ理事  まず基本方針に書かれたものを読んでみて，ちょっと謙遜し過ぎでは

ないかと。もう少し力強く書いて市民にもアピールしてください。 
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この財団の行っている事業には，多くの人たちが感動したり，生きが

いを感じているわけです。そういう人たちの気持ちが，この基本方針を

見れば，私たちがそう思うのも納得だと思えるような姿勢，力強さを出

して欲しいというのが率直な気持ちです。もし修正できるのであれば，

ぜひ職員の皆さんの気持ちも前面に出して，ここに書いてあるように歴

史の１ページを市民の皆さんと一緒に記すわけですから，そんな思いも

書いていただきたいと思います。 

もう１つ，今まで行ってきた事業は，継続事業にしろ新規事業にしろ，

とてもすばらしいものだと思います。継続することで多くの方が修練さ

れて成長されていく姿もあるかと思います。 

また，新しい事業ではいろいろな方が入ってこられると思うのですが，

１つ欠けていると思うのは，この財団で調査や研究が事業として余り採

り上げられていないと思います。例えば，調布市が掲げる「映画のま

ち」と言われても，果たしてそういうものを調査，研究する場があるの

かどうか。情報やこれから行おうとしている方針の中で，間口として一

番的確なのはこの財団の機能だと思うのです。 

そういった意味で，それらの調査や研究を職員，それから市民も入れ

て行ってみる。それをまちの事業の中にどんどん生かしていく。何しろ

独自の事業として発展させていく。映画を上映して，それが繰り返され

ていって，結果として映画のまちというわけではないではないですか。

私たちが積み重ねてくる調査とか研究とか愛情というものをうまくまと

め上げていく。時間がかかってもいいと思うので，それは全ての面にお

いてそうだと思います。ですから，職員にも調査や研究のチャンスを与

えていただいて，職員自身が成長できるような事業展開もしていただけ

れば，きっとまちの財産になると思うので，今回というわけではないの

ですけれども，ぜひそれも念頭に置いて事業計画を作ってください。 

Ｅ理事  この計画ですが，回数と予算額がありますが，参加見込み数や影響度

合いといった部分は，予測などはあるのでしょうか。 

柏木事業課長  回数の表示はしていますが，会場によって定員が違い，展示室は述べ

人数で，２，５００～３，０００人と出します。クラシックは，会場が

グリーンホール，くすのきホールと定員の違う場所を予定している関係

で，その時々個別に違う見込みになり，子供向けだと１，５００人，催

し物によって５００人という形で流動的になります。結果としては事業

報告で，この会場を使って何人という形になりますので，もう少し具体

に事業が決まってこないと予測はつかないというのが現状です。 

大澤事務局長  Ｅ理事からのご意見は，どちらかというと事業の目標値という感じで，

この事業は７回やるけれども，実際どのくらいの目標をもっているのか
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という意味でよろしいですか。 

Ｅ理事  ７回やって，予算がどのぐらいで，どのぐらいのお客様にみてもらう

という…… 

大澤事務局長  目標値の設定ということでよろしいでしょうか。 

Ｅ理事  そこがなされているのかなというのをちょっと知りたかったのです。 

柏木事業課長  ほとんどまだ確定していないので，調整中となっています。３月まで

に決まったものについては，こんな催し物を予定している，人数的には

このくらいを目標にしているという部分の話はできると思います。 

職員が企画する場合，必ず事業の内容，目的，集客がどのくらいなの

か，有料のものについては券売の収入，支出の予算組み等もあわせた事

業計画を作っています。 

Ｆ理事  一応，事業については寄附行為によって今７つの分類に分かれている

と思います。第４条各号で芸術文化の振興事業から情報提供まで。これ

は，公益財団法人になった際に定款に移ってくると思うのですが，事業

計画自体，組みかえをするということがあるのかないのか，時期的にい

つごろそういうのがもう一回出てくるのでしょうか。 

中島総務課長  １２月２日，公益移行認定の申請に関しての決議をいただきましたが，

この会議においては今現在使っている寄附行為の並べ方の順番のままに

しています。Ｆ理事の発言のとおり，移行するのですから定款にある事

業の並べ方に変えます。そういったい意味で，柱立てが変わりますので，

その辺はご承知おきください。今回，いとまがございませんでしたので，

従来のままの並べ方になっています。 

Ｆ理事  わかりました。もう一点なのですが，基本方針の中で，「２３年度は

公益財団法人として第一歩を踏み出す年」というところの中で，ちょう

ど中段あたりに「市民ニーズをとらえ創意工夫を凝らした事業運営を実

践していくことが求められていることを，改めて感じている」というお

話があったり「新たな歴史の１ページに市民の皆様に喜んでいただける

ような」という記載もあるのですが，特に２３年度，こういったものを

やるのだとか，これを充実したり，ボリュームをつけたいというものが

もし何かあれば教えていただければと思います。 

大澤事務局長  今回，公益財団への移行では，今ある事業をそのまま移行する前提で

います。事業の見直しを逐一していく中で，新たな取り組みを考えなが

らいかなければいけないのです。この館を中心に事業をこなしていまし

たけれども，２２年度からなるべく地域へ出向き，芸術・文化を知らせ

ていくところに精力的に取り組み始めている。それが象徴されるのが出

張ステージというもので，従前１０本実施していたものを今年度から２

０本に増やしています。それは何かというと，地域へ出向いて，地域の
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人に芸術・文化を知っていただく，また一方で財団を知っていただく。

そこで地域の方とお話をさせていただいてコミュニティの醸成につなげ

る。そういった取り組みも今年度から少しずつやっております。 

それから今年１０月，バッハ・コレギウム・ジャパン，調布在住の方

が率いる楽団と提携を結び，公開リハーサルを行い，無料で市民が生の

クラシックに触れる機会の提供も取り組み始めています。いろいろなニ

ーズで新しいものを入れつつ，外に向かって事業を展開していく形に財

団もなっていかなければいけないと思っていますので，その辺に重点を

置きながら２３年度も引き続き取り組んでいきたいと考えています。 

中島総務課長  先ほどＢ理事から，これまで十分やってきているということで，この

文面も少し謙遜しているというお言葉をいただき，ありがとうございま

す。ご意見をいただいた内容をぜひ言葉にあらわしたいと思います。 

 

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。 

 

理事会では，どのような議論が理事会，評議員会でなされ，どういう方向に行く

のかということを多くの市民に公開する責任があり，現状は全てを公開しているこ

とから，これまで同様，発言者の氏名を公開せずにＡ，Ｂ，Ｃで表示とすることで

取り扱っていくことを結論とし，出席者全員一致で決定した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  まず，会議を構成する私たちの役割として，会議の公開の仕方を決め

ておかなかったのは，事務局だけの責任ではなくて，私たちにも責任が

あると思いますので，その辺はともに反省したいと思います。 

なおかつ氏名の公開については，今，評議員の方々のご意見があった

ように，会議の内容についてはホームページなどでしっかり公開されて

いて，市民の方々が自由にその内容を閲覧することができる。また，そ

の内容について意見をいう場も利用者会議などがあるということなので，

非常に公正さが保たれていると思います。 

氏名の公表を恐れるわけではないのですが，必要のないことを殊さら

重要に考えて出す必要はないので，氏名の公表が必要であるような場面

が来たときには私たちがしっかり判断して出したいと思います。ですか

ら，今の時点では氏名の公表は必要ないと考えます。 

Ｄ理事  いつかこの場で話したことがあると思いますが，他の会で，何かの感

想として発言したことが実名で出たことがあります。調布市の公の会で

メンバーがこういう発言をしているということでクレームがついて騒ぎ
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になったことがあります。 

発言した内容が変にとらえられてしまい，電話がひっきりなしに鳴っ

て，眠れない思いをしました。会議中は，わからないから質問する，そ

の意見によって皆さんがどう思うかという投げかけもするわけですから，

同じようなことが起きるかもしれないとなると，怖いことだと思います

ので，やはり名前は伏せていく，Ａ，Ｂ，Ｃとするのが，いいと思いま

す。 

Ｆ理事  今，Ｄ理事から他での話がありました。こういう財団や法人ではなく，

調布市ではいろいろな審議会であるとか協議会であるとか委員会をもっ

ていますけれども，その中には各専門機関の代表の方もいれば，最近は

公募の市民の方も多数入っています。そういう審議会，協議会の議事録

等の取り扱いについては，会議の公開制度というのが必ずついてきます。

これは傍聴の求めがあれば傍聴を入れる。そのためには開催の２週間ぐ

らい前には公表したり市報に出したりする。それと，議事録については

全文の議事録，さらに氏名の公開がほとんど徹底されているような形で，

今，市役所の中は動いています。 

それと財団の理事会が同じでなくてはいけないということは全然違う

のですけれども，やはり考えていく必要があるのは，これから公益財団

法人になるということ。公益的な仕事をする組織であるということと，

組織でいうと，理事というのは一種の経営者だと思うのです。ですから，

経営者であるなら，発言に責任をもつ必要性もあるのだろうとは思いま

す。ただ，いろいろなとらえ方がありますので，話し言葉でいるうちは

いいのですが，それが活字になると別な表現に映ったりして誤解を招い

たりすることも十分あるので，その辺は公開する前段で必ず皆さんに目

を通していただくことも必要かと思います。 

ただ，評議員会から出た意見は非常に貴重な意見で，氏名を出すとい

うことも見方によれば大事かもしれませんけれども，どういう議論がさ

れているのか。ただ集まって異議なしで終わるのではなくて，いろいろ

な意見が交わされた結果，方向づけがされたのであるならば，それはそ

れで意義があることだろうと私は思いますので，評議員会の意見も尊重

しながら，皆さんの意見のとおりになればいいと思います。 

Ｇ理事  今，皆さんからお話がありましたように，評議員会でも話が出ており

ますけれども，基本的に内容が一番肝心であります。今後，また課題で

はあると思いますけれども，今時点では氏名公開はなしで行ったほうが

いいのではないかと思います。 

Ａ理事  確かに今，Ｆ理事がおっしゃいましたように，時代の背景にやはり公

表，公開の流れというのはあります。私自身もそのように思っておりま
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す。そんな中，恐らく三多摩の中ではこういった形で議事録をここまで

詳細に公開しているところはないという状況を先ほど事務局から説明が

ございましたし，全国的に見てもそういうところはなかなかないと思い

ます。 

先ほどもお話がありましたけれども，大事なのは，誰が何をどう言っ

たのかではなくて，財団が市民の税金を使って，本来の目的である市民

の文化の向上，あるいは地域社会の発展というものにどう公益性を発揮

し，事業を進めているのかということ。あるいは，市民に目を向けた運

営を行っているのか，手続等に問題はないのかというところ。そういっ

た取り組みの状況を市民に明らかにすることだと思っています。 

まして，発言者の氏名を出さなければ，それら用をなさないというこ

とであれば，当然ながら公表も必要だと思います。現状の方向で十分に

運営に対しての透明性が確保できていると思いますので，現状のまま名

前を伏せたほうがいいと考えています。 

Ｃ監事  私も評議員会のご意見を承りまして妥当かなというようなことで，誰

が言ったかではなくて，何が議論されたかということが重要なことで，

将来的には確かに情報公開という趣旨から，公開の議事録の中に氏名を

入れることも必要になってくるかもしれませんが，それはほかの財団等

の方法も見ながら対応していくことも必要だという気もしていまして，

この時点で当財団は氏名を公開するという方向に変更する必要性も特に

ないと思います。 

(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，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。 

 

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。 

 

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。 
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(7) その他 

事務局から次回日程の連絡を行った。 

 

副理事長から閉会にあたっての挨拶を行った。 

 

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―― 


