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平成２３年度第１回臨時理事会議事録 

 

１ 開催日時 平成２３年７月１２日（火）   午後２時３０分から午後４時９分まで 

２ 開催場所 文化会館たづくり９階 研修室 

３ 評議員総数及び定足数 

総数６名、定足数４名 

４ 出席理事数 ６名 

（本人出席） 理事長 荻本貞臣、副理事長 原島敬之、常務理事 吉田隆司 

理事 高岡宮子、理事 山口昌之、理事 大澤一仁（事務局長） 

（監事出席） 飯田廣己、髙徳信男 

（事務局出席）総務課長 中島素之、事業課長 柏木 肇、事業課長補佐 高田 充、 

事業課管理係長 常廣大助、事業課ホール事業係長 阿部珠子、総務課

財務係長 土井尚治、総務課庶務係長 岡野政博、総務課庶務係主任 

阿部直樹 

（議  長） 理事長 荻本貞臣 

５ 議  事 

協議事項 

平成２３年度の理事会及び評議員会の開催の件 

報告事項 

（１）第１回定時評議員会及び第１回臨時評議員会の開催の件 

（２）平成２３年第２回調布市議会定例会における経営状況報告の件 

（３）電気使用制限令への対応の件 

（４）基本計画策定の件 

（５）平成２４年度予算編成作業の件 

（６）平成２３年度第１回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（６月 

１１日実施）開催結果の件 

 

その他 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

冒頭でＡ理事が、事務局から理事総数６名全員が出席であり、理事会運営規則第 

１０条に基づき、定足数である過半数の出席により、開催要件を満たしていることを確

認し、続いて配付資料についての確認を行い、理事長が議長として、開会を宣した。 

 

（２）【協議事項】平成２３年度の理事会及び評議員会の開催の件 

事務局から説明を行った。 
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   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  単純な質問なのですけれども、日にちが決まっていたら定時だと思うの

ですけれども、臨時と定時というのはどのように解釈したらよろしいです

か。 

岡野庶務係長  定款でうたっている理事会を開催するのが定時理事会。年度初めの４月

と年度終わりの３月に１回ずつ、それが定時理事会になります。それ以外

で必要に応じて開催するのが臨時理事会となります。例えば今回のケース

でいきますと、基本計画策定委員会の報告や理事の皆さんにお話ししたい

ことがあって、お集まりいただきたいという場合には臨時の理事会となり

ます。 

 

（３）【報告事項】第１回定時評議員会及び第１回臨時評議員会の開催の件 

事務局からそれぞれの会議結果について説明を行った。 

 

（４）【報告事項】平成２３年第２回調布市議会定例会における経営状況報告の件 

事務局から市議会本会議での結果について説明を行った。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ理事  経営状況報告に関して、本会議の中で質疑があったということで、報告

がありましたけれど、特に質問の中で自主・自立に向けた取り組みに対し

てということで、大河議員からの質疑に対する答弁として、調布市の生活

文化スポーツ部長が当財団への寄附については、公益法人化により税制上 

の優遇の対象になったことから、寄附を積極的に募ることで財源を確保し、 

自立した運営に寄与できるということなどを答弁しています。 

独立した団体として、自主財源の確保は非常に重要な問題であり、当財

団としても、これまでも財源の確保には取り組んできていますが、公益財

団法人になったことにより、寄附者にも税制上のメリットがある団体に 

なったということも、市の言うとおり自主財源の確保の大きな手段になる

と私は思っております。 

そこで、寄附についての制度というのか、あるいは内容等について、現

在わかる範囲で結構ですので、説明をお願いします。 

それと、ただ寄附を待っているだけでは、寄附をしてくれる人は恐らく

いらっしゃらないと思いますので、財団として今後どう取り組んでいこう

〔結 果〕 

平成２３年度の理事会及び評議員会の開催の件について、原案のとおり予定として出席理事

全員一致で了承した。 
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としているのか、事務局サイドで考えがあったらぜひ聞かせていただきた

いと思います。 

中島総務課長  ただいま寄附に関するご質問をいただきました。寄附税制の優遇という

点は、公益法人化する際の最大のメリットといってもいいかと思います。

幾つかメリットがあったわけですけれども、表に出る部分では、寄附税制

の優遇が非常に大きな点だったかと思います。 

当財団が公益法人化することによって受ける税制のメリット、また、常

務理事からご質問があった点については、寄附者側に対する税制のメリッ

トが新たに出てきました。 

この中身になりますけれども、法人側に対しての寄附の税制優遇はこれ

までも受けていた部分もあります。法人税、所得税、あとは例えば今回定 

款を制定しましたけれども、登記の際の登録免許税の免除などがあります。 

寄附者に対する税制の優遇では、地方税である市・都民税が、税額控除

という仕組みの中で恩恵を受けられることになります。これに関しては、

今現在、調布市の市民税課と事務的なやりとりをしておりまして、調布市

の条例に基づいて指定を受けなければ、市民税の優遇措置は受けられませ

ん。 

調布市では課税の時期がちょうど終わりましたので、今月末だったかと

思いますけれども、審査のための委員会が行われ、通ればこの４月１日以

降、財団に対して寄附をした方がいらっしゃれば、一定の条件、その方の

所得要件等がありますが、当財団に対して寄附があれば、市民税の税額の

計算をした後、最終的に一定の算定方法により算出した税額控除額を税額

から控除することができるという寄付者側のメリットが出てきます。 

所得税に関しては、税額控除ではなく所得控除ということになりますの

で、所得金額から扶養控除や保険料控除等のうちの１つとして控除するこ

とができる仕組みになります。 

もう１つ、所得税上では、税額控除も選択適用を受けることが場合に 

よってはできるという話があります。これには要件が２つありますが、１

つは、１口３，０００円以上の寄附が年間平均１００人以上あること。 

もう１つは、経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が５分の１以上あ

ること。所定の手続を経てそのことが証明されれば、当財団の場合は東京

都への手続きになりますが、その団体に対して寄附した人は所得税でも税

額控除を受けられるといった仕組みです。つい最近、６月３０日に国から

発表されたところですが、当財団の場合、現時点ではそれには該当しない

状況です。 

そのようなことで、税額控除、所得控除と寄附者にもメリットはありま

すので、これを実際どのように使っていくかということで、具体的にはホ
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ームページや財団報ぱれっとを使って、あからさまな寄附のお願いではな

く、趣旨をご理解いただいて、当団体の様々な活動をＰＲしていく中で、

寄附を募るという考えで準備したいと思っています。 

Ｃ理事  阪神・淡路大震災の時はボランティア元年と言われました。東日本大震

災では寄附元年と言われているそうです。そんなこともありまして、社会

の流れもそういう状況になっています。寄附をしていただけるということ

は、裏を返せば財団の運営を理解していただけるということにもなります

し、そういう証しでもあるので、ぜひ寄附をいただけるような団体になる

というか、育てるというか、取り組んでいく必要があると思っています。 

Ｄ理事  公益法人化という言葉がかなり言われていますけれども、私の受けとめ

方は、今まで行ってきた事業とか財団のあり方が制度上に当てはめると公

益法人として合っているという形だと思うので、公益法人制度に合わせて

財団をつくり変えたという意識は全くないのです。ですから、市議会議員

からこういった質問が出てくるのはちょっと違和感があります。 

それから、財団法人にしろ公益財団法人にしろ、１個の独立した団体と

いうことなので、その中でいろいろな経営手法とか経営形態、または市民

サービスのあり方はみずから判断して決めなければならないことだと思う

のです。それが独立した団体としての正常なあり方だと思います。 

そのあり方について、職員、役員等も含めてどのようなサービスを提供

していくのかを考える立場であるので、市議会でのご質問は非常に貴重で

すけれども、多くは行政に対して財団をどう管理するのかということだと

思うのです。市議会議員の方も行政に対して発言するのではなくて、直接

こちらにおみえいただいて、アイデアなりご指摘なりいただきたいと思い

ます。 

まだ市役所の下請団体みたいな見方をされるのはいかがなものかと思い

ますので、ぜひ議事録に残していただきたいと思います。 

議 長  これは、会派への説明に行ったときにそういった質問があったのですか。 

Ａ理事  事前に各会派へそれぞれ現状報告を行う場面があります。その中でいろ

いろご意見をいただくのですけれども、総体として、やはり公益性がどう

いうところにあるのか、議員の皆さんもけげんな感じでみられていたとい

うのは現実あると思います。 

しかしながら、この財団自体は、名称は財団法人ですけれども、発足当

時から不特定多数の方に事業を提供するというのは、理念としてもってい

ました。ですから、今回の法律の改正に伴って、名称が公益になったので

すが、Ｄ理事の発言にあったとおり、内容的に大きく変わるところはあり

ません。 

しかしながら、一方で財源のメリットがあるというのは、寄附者を募れ
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ば財源として自主活動がもっと緩やかにできるというメリットがあるわけ

ですから、そのメリットを十分に発揮しようという説明を各会派にしてい 

ますので、それを確認する意味でこういう質問が出てきたと思っています。 

これで全てが説明できたとは思っていませんが、当財団に対する期待感を

持ってのご発言だと受けとめていますので、そういう考え方も一方である

ということですので、それは受けとめる必要があると思います。それぞれ

の回答については、行政の立場で答えていますから、それはそれとして、

一団体として受けとめていきたいと思っております。 

議 長  当財団としても、もっと広く多くの人に本当のことを知ってもらう努力

もしなければいけないかもしれません。 

 

（５）【報告事項】電気使用制限令への対応の件 

事務局から説明を行った。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  ここの施設はただではないわけですよね。皆さん幾らかでも料金を払っ

ているのですし、今、常廣管理係長から説明がありましたように、展示の

場合は照明を少し間引きをしたりして、作品の雰囲気が変わってしまった

り、不自由な思いをしているのです。そこにきて、エスカレーターが動い

ていないと、ある程度の年齢だと階段を上がってギャラリーを見に行くと

いうのは容易なことではないので、この間も動いていない、だめだと引き

返した人がいました。 

先ほど柏木課長に伺いましたら、逆に動かしていることで苦情があると

のことでしたがけれども、何ヵ月も、１年も前から会場を押さえて、いざ

実施となったら、スポットを間引きしますよ、暗い中でやってください、 

エスカレーターは動かしませんよ、階段を使ってください、それでもよかっ 

たらどうぞなんてとんでもないことだと思います。 

ある駅などでは、人が来ない時はエスカレーターが止まっています。近

くに行くとセンサーで動き出す。そこまで工事するのは大変でしょうけれ

ども、やはりこれだけ高齢化社会になって、エスカレーターが動いていな

いというのは。ギャラリーが何もやっていない時だったらいいですけれど

も、幾ら公共施設だってお金をちゃんと払っているわけですから、その辺

も考えた方がいいと思います。 

節電ということも間違っていないのですけれども、やはり使う者の権利

としてそこは考えていかないと。理事の中からも動かしてほしいという意

見があったことを残しておいてください。 

柏木事業課長  この部屋の照明を見ていただくと、通常１つの場所に３本ある蛍光灯を
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１本ずつ間引きしています。 

一番目立つのが動いているエスカレーター、エレベーターだと思います。 

いい意味でも悪い意味でも、止めているか、動いているかによって、見た

人から節電をどう考えているのかというご意見をいただきます。 

南北ギャラリーに関してはどうしても目立つので、通常ですとエスカレ

ーターに乗って上がられることが多いです。もう１つ、エレベーターに関

しては４台とも止めないで運転していますので、エレベーターをご利用い

ただくということで、階段かエレベーターを選択していただいています。 

これから節電状況を緩和して、０％ということではなくて、グリーンホ

ールとたづくり双方の合計使用量で見た１５％減をしなければいけないの

で、そのあたりもお含み置きいただいてご理解いただくというところしか

今のところないのかなと。 

Ｂ理事  エスカレーターのところに、節電のため、エレベーターをご利用くださ

いと大きく書いておいてください。 

議 長  では、早速張り出すということでお願いしたいと思います。 

Ｅ理事  ７月１日からですけれども、現状はどれぐらいの電気使用量になってい

ますか。 

Ａ理事  参考までに７月１日から１０日までの数値になりますが、お知らせして

おきたいと思います。梅雨も明けて、気温も高くなってきて、大体３０度

を超えている日が続いていますが、たづくりについては、一番高かったの

が１，０００キロワットで午後２時から午後３時帯でした。その時の気温

が、３３度から３４度となっています。現状からすると１，０００キロ 

ワットをたづくりの電気使用料の上限値として維持しています。 

それから、グリーンホールも催し物によって違ってきますが、１０日の

日曜日で５１２キロワットが一番高く、続いて９日の土曜日、４７３キロ

ワットで、やはり時間帯は２時から３時台になっています。 

ただ、共同スキームが承認されているので、両館の電気使用量を併せて

全部で１５％ということになりますので、たづくりとグリーンホールで融

通しあえるので、今のところ心配はありません。 

議 長  たづくりで少しゆとりがあるという感じなのですね。 

Ａ理事  現状ですと電気使用量が高くて１，０００キロワットですので、契約電

力が１３５０キロワットであることから、１５％減した上限値は１，２０

２キロワットで多少のゆとりがあります。ただ、今言ったようにグリーン

ホールも催し物が大きいものもありますので、日々の節電を心がけている

という状況です。 

 

（６）【報告事項】基本計画策定の件 
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事務局から説明を行った。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  何か頼もしい感じがします。固有職員の方々がいつかたづくりやグリー

ンホールや何かを担っていくのだなと思って期待していましたけれども、

そういう人たちが皆さんこんなに立派になられて、若い人たちがここまで

やってきて、これからがすごく楽しみだなと。 

Ｄ理事  Ｂ理事からは親心の発言がありましたが、私からは固有の職員の方々が

作る取り組みですけれども、しっかり作ってこなければ理事会は通さない 

と言っておきます。通さないというのは意味がちょっと違うのですが、今、 

市の職員の方々が派遣されています。特に今、吉田常務理事、大澤事務局

長、柏木事業課長、私がこの財団に関わってから、この３人の方々はとて

も人間味もあり、能力が高く、皆さんの仕事を生かす最大の理解者だと思

っています。ぜひいらっしゃる間にたくさん胸をかりてどんどん議論を重

ねて、いろいろな失敗も含めて経験をして、自分たちの力でしっかりとし

た計画を作っていただきたいと思います。 

きっといい計画ができると思うので、期間がちょっと短いのですけれど

も、自信をもって作ってもらいたいと思います。作っている間には、不安

もあるでしょうし、また多少自信も深まると思いますが、両方あっていい

と思います。最後には作れたという達成感と未来に向かってそういった決

意が出るような計画にしていただきたいと思います。 

Ｃ理事  固有職員、全員が策定に関わるということで、非常にいいことだと思っ

ています。ぜひいいものを作ってほしいと思いますが、計画の考え方につ

いて１点だけ確認をしたいと思います。 

基本的な事項になりますが、今後６年間の計画ということで、財団に 

とって非常に大きな意味をもつものですが、今後６年間は計画に示された

こと以外には極端にいえば取り組まないと。あるいは、事業の見直しや廃

止をしないということなのか。例えば職員や市民からの新たな企画提案、

理事や評議員からの要望、地域との新たな連携事業の実施など、財団が積

極的に関わろうとすれば、幾らでも新規の事業が生まれる要素はあるはず

です。そういったものを生かせる計画なのかどうか。基本計画にないとい

うことで、６年間は新たな取り組みができないと考えるのか、その部分を

どう考えているのか確認をさせてほしいと思います。 

岡野庶務係長  基本計画策定委員会事務局として、決定ということではなく考え方にな

りますが、基本計画はかなり大雑把な、こういう方向でやりましょうとい

う内容になると思います。個別事業の名前を出して、この事業をやります

ということではなく、基本計画内の目標に合致していれば、別の新しい事
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業を全くやらないとは考えていませんし、当然、６年間の間には社会情勢

等により、変わってくると思います。 

例えば６年間を３年ずつに分けて、前期３年を実施してみて、後期３年

の前には見直しを行う必要もあると思います。むしろいろいろできる可能

性のあるものにしていったほうがいいと思っています。 

Ｃ理事  確かに財団の設立趣旨や柔軟性のある運営はこれから先も求められます

ので、余り計画に縛られるのもどうかということを感じています。今の説

明にありましたように、時代に合わせた地域事業なども実施できる視点も

持ち合わせた柔軟性のある計画にしていただければと思います。 

Ａ理事  この計画は来年をめどに作業を進めています。その後に、指定管理期間

が終わります。ですから、そこで指定管理者の立場を得るためには、しっ

かり作ることがまず当財団としてやらなければいけない大きな作業だと考

えます。 

今回、公益財団法人化が図られ、その次にこの計画を作り上げる、これ

をもって次期指定管理に臨む、そのスケジュールの中の１つとなります。

ですから、この基本計画を全員で作り上げたというところに運ばないとい

けないと思うので、Ｂ理事、Ｄ理事が発言されたように、理事会はすごく

期待感をもって激励していただける組織にもなっているので、いろいろな

形で市民に応えるものを作り上げてほしいと私も大きく期待していますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

Ｂ理事  余計なことかもしれませんが、常務理事、事務局長という大先輩がいら

っしゃるのだから、異動や定年退職になっても指導をお願いすれば、コン

サルタントでなくてもいいのではと思うのですが。所違えばやり方も違う

のですから。 

岡野庶務係長  コンサルタントについては、国の文化政策や補助金を受けられる体制等

幅広い話をしていただいています。所違えばというお話もありましたが、

言いなりなっているということではなく、ノウハウを伝えていただいてい

ます。お配りしている資料に当財団のミッションがありますが、自分たち

でこういうのが必要だろうと考えて出したものです。この先も進めていく

に当たっては、自分たちが調布市に対してこういうことをやったほうがい

いのではないかということで意見を出して、形にしていくものだと思って

いますし、そう進むようにしたいと思っています。 

 

（７）【報告事項】平成２４年度予算編成作業の件 

事務局から説明を行った。 

 

   〔質疑等の要旨〕 
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Ｃ理事  平成２４年度ですが、当財団にとって、大変大切な時期になると思いま

す。説明にもありましたが、現基本計画の最終年度になるわけです。しっ

かりと一つ一つの事業を振り返り、集大成のつもりで取り組まなければな

らないと思います。 

職員全員が単に例年と同じように事業を実施するといった考えではなく

て、この間の課題や検証を整理し、平成２５年度からの新たな事業計画に

繋がなければならない年だと思っています。 

土井財務係長から説明があって、平成２４年度の事業計画における検討

事項、また予算編成の留意事項が書かれていますが、非常にいい視点だと

感じました。特に市民ニーズ調査の結果の反映とか、こうした大きな震災

が起きているわけであって、震災後の社会情勢といったもの、あるいは境

遇をどう事業とか運営に生かしていくのか、施設の安全性であるとか、人

と人の絆、これまで以上に地域コミュニティーの重要性が増していますの

で、当財団の役割をどう果たすのかを考えていかなければなりません。ぜ

ひその辺も含めて、取り組んでください。 

また、公益財団法人としての独自性とか自主自立に対しては、先ほども

いろいろと議論がありましたけれども、調布市議会の見方もいろいろです

ので、なお一層気を引き締めて、自主財源の確保にも努めていかなければ

ならないと思っています。その辺の具体的な取り組みについては、次の機

会に説明いただくことになるかと思います。先ほど事務局長からも話があ

りましたけれども、再来年には指定管理者の新たな指定が待っていますの

で、全職員が真剣に状況を認識して、先を睨み新たな気持ちで予算編成に

取り組んでください。 

 

（８）【報告事項】平成２３年度第１回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（６月 

１１日実施）開催結果の件 

事務局から説明を行った。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ理事  傍聴の関係ですが、前回の理事会と評議員会において、私から役員名簿

の公開の件と併せて説明をしまして、お諮りさせていただきました。もち

ろん傍聴の否定ということではなくて、団体としての情報公開をどこまで

拡大していくのか、会議を含めまして、どこまで公開していけばいいのか 

といった一定の判断についても確認をさせていただいたと考えております。 

まさに近年、市民参加、市民協働という時代にあるわけです。そういっ

た中で、役員会という会議の性格についても考慮しながら、どこまでの公

開が必要かという判断が必要なところもあると思います。 
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現在のところ、当財団では議事録での発言内容の公開と役員等の選出母

体の公開、さらに利用者懇談会での情報提供など、他市に比べますと十分

に透明性の確保に努めている状況にあると考えます。 

当財団でも、現時点においてはここまでの公開でよいのではないかとい

う判断に立ったものであり、決して未来永劫、傍聴させないということで

はありません。ぜひその辺のところを理解してもらう必要があると思いま

す。 

Ａ理事  第１回の理事会の中でこの件を皆さんの総意としてまとめました。支障

のない範囲で傍聴をしたいという意見もありますが、理事会の傍聴は行わ

ないと決めているわけですから、一意見に対して理事会がまたどうという

ことはないと思います。 

議 長  いろいろご意見ありますけれども、その方向でよろしいですか。 

それでは、私からお話を申し上げて、皆様方にご判断をいただきたいと

考えます。 

当理事会、評議員会の傍聴、議事録の発言者の氏名公開に関する再度の

要望がありましたのは、今ご説明したとおりです。これにつきましては、

４月の定時理事会、５月の定時評議員会、さらには昨年度に行いました評

議員会、理事会での審議の際の議論に尽きることではないだろうかと考え

ております。現状におきましては、どのような内容が理事会、評議員会で

議論されているのか、議事録そのほか公開している資料により、市民に対

しては十分に情報開示がなされていることから、理事会、評議員会は非公

開、そして発言者氏名は議事録上アルファベット記載としているところで

ございます。 

要望されている方からは、要求が満たされるまではこの要望を出し続け

るとおっしゃっているようでございますけれども、理事会、評議員会の傍

聴、議事録での発言者の氏名公開の件については、利用者懇談会の席でも

Ｃ理事から先ほどご発言いただいたようなご説明をさせていただいている

ところでありますし、今後もこれらの件については、まったく受け付けな

いということではないことも説明してきているところであります。 

つきましては、本件に関しては、その必要性を生じてきたといえる状況

判断がつく時点までは、議題として取り扱わないということでまとめさせ

ていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

ありがとうございました。それでは、この件につきましては、出席者全

員一致でそのように決定しました。 

 

（９）その他 
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事務局から、次回日程についての連絡及び昨年度の車両事故に関する保険処理が完了

したことを報告した。 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後４時９分、議長は閉会を宣し、解散し

た。 

 


