
平成２２年度第７回評議員会議事録 

 

１ 日 時  平成２３年３月２５日（金）午後４時５分から午後５時５５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，金子邦彦，倉住 修，庄司友芳，武田昇次，谷 和明，

林 茂雄，渡辺達正 

表決書：竹内洋平 

欠席者：渡邉千景 

同席者：荻本貞臣理事長，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８号諮問 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 

（イ） 第９号諮問 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一

般会計収支予算 

（ウ） 第10号諮問 公益財団法人への移行に伴う規則等の改正について 

イ 報告事項 

（ア） 整備法第４４条に基づく公益財団法人への移行認定申請状況について 

（イ） 平成２２年度たづくり・グリーンホール利用者懇談会（１１／１１）の要望事

項等対応表のホームページ公開について 

(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。 

理事長及び常務理事が出席している旨，報告を行った。 

総務課長から配付資料の確認を行った。 

事務局長から３月１１日の地震対応についての報告を行った。 

事務局長からの報告後，議長に進行を引き継いだ。 

(2) 評議員会の効力確認 
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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１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 

議長から始めに報告事項（ア）を行い，前回の評議員会以降，これまでの間の公益財 

団法人移行に関する経過説明を事務局から行う提案がなされ，全員一致で了承した。 

 

事務局から報告事項（ア）の説明を行った。 

 

ア 第８号諮問 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 

事務局から説明を行った。 

 

４月１日に移行する新法人としての事業計画であることから，公益財団法人への移 

行登記を停止条件とした審議の結果，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  この後に説明される項目の一般会計収支予算書ですが，事業収入が前年

度より１，５９４万９，０００円増えている。この増を見込む意欲的な事

業は，大人向け芝居の早乙女太一だと思いますが，この部分で新たな顧客

を獲得するのですね。経済的な状況等々，取り巻く環境からすると，なか

なか難しい中で意欲的な数字を出していますが，どう達成しようと考えて

いるのか。 

土井財務係長  一般会計収支予算の項目でお話する予定でしたが，大人向け演劇の早乙

女太一は，チケット代が単価５，５００円で，１日２回公演を予定してい

ます。１回１，０００人を超える集客を見込み，２回公演で５，５００×

１，０００×２で１，１００万程度になります。普段のチケット代収入，

１本当たり，いっても４００万程度ですが，今回，早乙女太一の公演だけ

は特別に増収が見込める形になりました。 

Ｃ評議員  どこに特色があって，この数字が出ているのかが気になったもので，お

聞きしました。ぜひ目標を達成するように，取り組んでいただければと思

います。 

Ｄ評議員  事業の内容で，音楽や美術と比べて，演劇が比較的少ないと感じますけ

れども，これは市内の他施設，他団体との関係ですか。演劇というのは，

市民文化を考えた時に非常に色々な可能性を持っている領域だと思うので
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すけれども，その辺の位置付け，あるいは振興計画などはどのように考え

ているのか，お聞きしたいと思います。 

柏木事業課長  演劇には，様々なジャンルがありますが，仙川にある「せんがわ劇場」

とかち合わないような形で実施したいと思っています。演劇については，

「せんがわ劇場」が主に担うということで。 

それと芝居は，どうしても準備で日数がかなりかかりますので，そこで

３，４日押さえて準備を行う，市民への貸出しも行う，というのはなかな

か厳しいものがありますので，毎年１回程度は色々な形の演劇を提供しよ

うと考えております。 

 

イ 第９号諮問 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一般会

計収支予算 

事務局から説明を行った。 

 

４月１日に移行する新法人としての一般会計収支予算の件であることから，公益財

団法人への移行登記を停止条件とした審議の結果，原案のとおり出席者全員一致で同

意した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ評議員  新法人への移行に伴って，気になることは，平成２２年度決算は概ね確

定していると思いますが，決算の説明がないと新年度の予算と比較できま

せんので，その点で何か教えてください。 

土井財務係長  資料の用意がありませんが，全体として，１月末の収支に予測で２ヵ月

間の収支を加え，仮決算を行ったところです。現段階では，予算執行状況

として約２，０００万弱の剰余金が出る予測になっていますが，３月１１

日の震災関係で，施設使用料の返却，施設の修繕等でお金の出入りが発生

していますので，この剰余金は大分減ります。今の段階で，決算に関して

はこの程度になりますが，よろしいでしょうか。 

Ｂ評議員  新法人の予算に支障がないのであればいいのですが，その点について，

やはり精査しておかないと，スタイルも変わりますよね。とすれば，その

点に対して相当配慮しておかないと。今の話ですと，この１～３月の間に

２，０００万ぐらいの中からまた幾らか出てしまう。出ると，果たして新

しい法人に対しての財務の安定性はどうなるのか。その点を踏まえ，財務

の安定性をどう考えているのかお聞きしたいです。 

大澤事務局長  予算に対する剰余金，市には実質収支比率という概念があります。これ

は，予算額に対して不用額がどの程度になるか，それが大体３％から５％

の間であれば，正常な運営ができたと考えます。それを財団に置きかえる
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と，予算額が平成２２年度は１４億円で，この額の３～５％ですと，大体

４，０００万前後だと，ある程度正常的な運営になっているとなります。 

今，財務係長から説明したように，２，０００万であれば，その率から

するとかなり少ない額です。３月分の執行等を整理しませんと最終的にわ

かりませんが，今の執行見込みでは，その辺になると推測できます。過去

の決算，約３，０００～４，０００万の間で剰余金が出ておりますので，

執行については安定が保てていると思っています。 

Ｂ評議員  もう一点だけ，資料２－２に寄附金という項目があります。１，０００

円という数字は，どういう意味で書かれているのですか。 

大澤事務局長  これは，予算計上という確たるものがないところでの科目設置的な要素

と考えていただければと思います。 

Ｃ評議員  ６ページ，７ページの細目ですが，芸術・文化事業費支出，コミュニ 

ティ事業費支出，生涯学習事業費支出とあります。例えば諸謝金支出を３

つ並べると，数字に随分増減があります。それと諸謝金という言葉の意味

がよくわからないのですが，どういうことを指すのですか。 

それから，印刷についてですが，例えば生涯学習の関係では，大きくマ

イナスになっているけれども，ほかのところはプラスや増減ゼロになって

いる。昨年度と比較して，相当動きがあるものだと思います。 

際立つところで，芸術・文化，コミュニティ，生涯学習の支出，委託費

支出など項目別に，数字の動きが大きいものを，わかりやすく説明してい

ただければと思います。 

土井財務係長  それでは，増減が大きいものについて説明いたします。 

まず，細目の芸術・文化事業費は委託費支出の減が大きくなっています。 

こちらは，平成２２年度，今年度で，１５周年事業のため若干増額して

います。グリーンホール等の演劇やコンサート事業等の出演料は委託費支

出になっています。ですので，１，５２３万５，０００円の減は，事業規

模を元に戻したためです。 

芸術・文化事業費ですが，減少がわかりやすいものだけ説明します。 

生涯学習事業費支出の印刷製本費はかなり減っています。多くの講座を

実施している中で，印刷製本費が減っている理由は，大学等公開講座で金

額の大きい印刷物を毎年作成していたのですが，自前の印刷機で印刷する

形にしたためです。あとは，個別の事業の仕方等も若干変更しています。 

Ｃ評議員  諸謝金とは何ですか。 

土井財務係長  諸謝金は，市民カレッジの講師にお支払いする謝礼金です。 

Ｅ評議員  計画についてはわかりましたが，今回，計画停電によって実際のスケジュ 

ールが変わってくることに対して，収入が減ってしまう，あるいは支出が

抑えられるのかもしれないですけれども，そのあたりはどのように計画を
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立てられているのですか。 

大澤事務局長  これは予算ですので，災害等が起きたのは，予算調整後ですから，施設

が使える状況であれば，予算の範囲で積極的に事業を実施していきたいと

思いますが，その辺は社会情勢等をにらみながら執行していかなければい

けないと思っています。周りの環境に十分配慮しながら事業を実施してい

きます。６月，７月あたりから地域イベント的な事業が入ってきますが，

それらが実施できる環境になればと思っていますので，その辺は慎重に進

めていきたいです。 

Ｅ評議員  もう一点あります。印刷費ですが，実際に私のところには，妻が旧姓で

仕事をしている関係で，郵便受けに２つ名前を並べています。同じ世帯で

すが，「ぱれっと」だけでなく，いろいろ市のものとか，必ず２つ来る。

それから，評議員宛てでいただいているので，１つの世帯に必ず毎月３通

来ている状態です。このようなことが他にもあると思いますので，そこら

辺を精査して，ある程度圧縮するとか，そういう部分で何とか抑えていく

こと等，何か考えられていますか。 

大澤事務局長  予算があればあるだけ使うのではなくて，事業の性格上，市民の目にイ

ンパクトのある印刷物も中には必要であると思っていますが，そうでない

ものについては，自前で印刷できるものは，印刷機を使って作るような分

類をこれからも精査している中で，今回，特に生涯学習について精査する

と決めています。印刷物に限った話ではありませんので，幅広く実行して

いきたいと思っています。 

 

ウ 第10号諮問 公益財団法人への移行に伴う規則等の改正等について 

事務局から説明を行った。 

 

４月１日から移行する新法人としての規則等であることから，公益財団法人への移

行登記を停止条件とした審議の結果，原案のとおり出席者全員一致で同意した。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｅ評議員  内容自体ではないのですが，資料３－７の２ページ，第１０条の２， 

「議長は，福数」というのは，これは誤字ではないのですか。 

中島総務課長  すみません。お配りしたものが間違っていました。訂正をお願いしたい

と思います。第１０条の第２項になります。「議長は，福数の議題又は」

の「福」の字です。訂正させていただきたいと思います。 

Ｂ評議員  理事会と評議員会の招集権者についてですが，評議員会は理事長，副理

事長，常務理事の順番に，理事会では理事長が欠けた場合は各理事となっ

ていて，事実上ナンバー２の副理事長が出てこないのはどういう意味なの
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ですか。 

中島総務課長  それの件については，法律でそのような規程をとっているのをそのまま

引用しております。ただし，そこで代行の順序を決めるであるとか，そう

いった取り決めを，新法人に移行した時，運営の中で決める予定です。 

理事長に事故等あった場合，その招集権者は副理事長が，また各理事か

ら独自に議案がある場合は各理事から招集することができるという部分が

法の趣旨です。ですので，あえて評議員会のように順序を定めず，各理事

という定めにしています。 

Ｂ評議員  今のと関連して，理事会運営規則の第５条第１項では「各理事が理事会

を招集する」とあり，第２項では「招集権者でない理事」という表現があ

りますが，そういう理事がいるのですか。権限的に全員が招集権者である

のでしょう。違うのですか。 

岡野庶務係長  解釈としては，理事会は理事長が招集する。ただし，理事長が欠けた場

合に各理事が理事会を招集することができるとしているのですが，この２

項は，ただし書きに分岐していない状態，理事長が欠けていない状態で，

招集権者でない理事が理事長に対して理事会を開いてほしいと。その目的

事項を記した書面をもって理事会の招集を請求することができると考えて

います。 

Ｂ評議員  厳しいですね。法的な理解というのは，第１項が優先です。そして，第

２項はその補助的なものでしょう。そういう解釈でいいのですか。 

中島総務課長  公益法人団体の運営等のサポートをしている公益法人協会という団体が

ありまして，そこの規則をベース作っています。ここでも確認を行い，Ｂ

評議員の発言にもありましたが，この順序については，今，職員から説明

しましたけれども，そういった招集の仕方でそこは問題ないという確認を

したところです。 

それと，本件の規則等について，改めて新法人でも審議をしていただく

ことになります。いただいたご意見を含め，文言の問題なりは詰めていき

たいと思っております。 

Ｂ評議員  正直いって，違和感を覚えます。ですから，きちんと書いたほうがいい

と思います。誤解のないような規程にしたほうが，誰が読んでもわかるよ

うにしておくということです。 

Ｃ評議員  資料３－４の理事長と書いてある５条で，（３）に「毎事業年度毎に４

箇月を超える間隔で２回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告す

る」とあり，資料３－６の第４条，「定時理事会は，原則として３月及び

４月（又は５月）に開催する」「臨時理事会は，必要があると認めたとき

に開催する」と書かれていて，この２つの項目はどのように読むのか。つ

まり，３月，４月というのは翌月ですよね。ここに「４箇月を超える間隔



- 7 - 

で２回以上」という部分との関わりが，どうなっているのか。 

それから，開催の日程が随分少なく計画されていますが，理事，評議員

の方は，実際上は実務の方たちのやることについて追認という形だけのも

のになりはしないかなと。この文言をみる限りにおいては，つまり，これ

から理事になる方も，評議員になる方も，力を発揮していかなければいけ

なくなるだろうという事態の中で，議論をする機会が非常に狭められてい

る印象を受け，それで本当にいいのだろうかと。そういう心配を抱きます

ので，この２点について，考えを聞かせていただければと思います。 

中島総務課長  １点目から説明します。当財団及び移行後も事業年度は４月から３月と

定めています。職務権限規則の第５条第３号で，「毎事業年度毎に４箇月

を超える間隔で２回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告する」

というのは，４月から始まり，次が１１ヵ月後の３月となり，間隔は４ヵ

月を超えています。 

もう一点，理事会の回数が少ないのではということですが，定款につい

ては，最低限の法律に合った回数設定等されています。例として，評議員

会の頻度については，定時評議員会は決算を審議するため５月に予定して

いますが，その１回だけを定時と定めています。理事会は，３月，４月と

定めていますが，もう２回ぐらいはやらなければ業務の執行をみていただ

けないと思っています。ここはまた，理事会は理事会，評議員会は評議員

会の中で，そのことを含めて討議していただいて，業務の執行なり，評議

員会は評議員会のほうで必要な監査をしていく立場になりますので，どの

ような回数設定にするかについても決めていただこうと考えています。 

Ｃ評議員  新しく始まる財団が，よりよいスタートを切れるために努力していける

体制にしていただければなと思い，質問いたしました。 

Ｆ評議員  評議員会は何回やるの。 

中島総務課長  定時評議員会は決算という形になりますので，この新しい４月１日から

スタートする公益財団法人に移行した後に行う定時評議員会が１回です。

後は，必要に応じて臨時という扱いで開催するようになります。 

Ｆ評議員  年間何回とは決まっていない？ 

中島総務課長  決まっていません。 

Ｃ評議員  理事長が必要と認めたときとなっていますね。 

Ｆ評議員  少ないですね。 

中島総務課長  定款に，評議員会で決議する項目を謳っています。該当事項が発生する

場合に理事会を招集して，定時評議員会の日時を決める，議題を決める，

そして招集する手順になっています。 

 

(5) 報告事項 
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報告事項イ 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／ 

１１）の要望事項等対応表のホームページ公開について 

事務局から説明を行った。 

 

(6)その他 

閉会にあたり任期最後の評議員会となることから，出席した評議員よりあいさつを 

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― 


