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平成２３年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 開催日時 平成２３年４月２８日（木）   午後６時から午後８時１２分まで 

２ 開催場所 文化会館たづくり９階 研修室 

３ 理事総数及び定足数 

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、 

総務課庶務係長 岡野政博、総務課財務係長 土井尚治、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 

（議  長） 理事長 荻本貞臣 

５ 議  事 

第１号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団資産運用規

程制定の件 

第２号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団監事監査規

程制定の件 

第３号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団理事会運営

規則制定の件 

第４号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団評議員会運

営規則制定の件 

第５号議案 公益財団法人への移行に伴う規則等の改正等の件 

 

第６号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２３年

度事業計画の承認の件 

第７号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２３年

度一般会計収支予算の承認の件 

第８号議案 定時評議員会招集の件 

 

第９号議案 臨時評議員会招集の件 

 

第１０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

事業報告の承認の件 

第１１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

一般会計収支決算の承認の件 

第１２号議案 臨時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 
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第１３号議案 臨時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

 

第１４号議案 役員等名簿のホームページ公開の件 

 

第１５号議案 理事会傍聴の件 

報告事項 

公益財団法人への移行に伴う理事会及び評議員会の運営の件 

６ 議事の経過の要領及びその結果 

（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、開催要件の過半数で

ある定足数を満たしていることを確認し、続いて本会議の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。 

議長から議案審議に先立ち、報告事項 公益財団法人への移行に伴う理事会及び評

議員会の運営の件についての報告を先に行うことが提案され、出席理事全員一致で了

承した。 

また、議長から第１号議案から第７号議案までの審議について、新法人での追認決

議となり、理事及び監事は旧法人での審議の際にも在任し、議案内容に関しても承知

していることから第１号議案から第５号議案、第６号議案及び第７号議案をそれぞれ

一括審議の上、採決はそれぞれの議案ごとに行うことが提案され、出席理事全員一致

で了承した。 

 

（２）【報告事項】公益財団法人への移行に伴う理事会及び評議員会の運営の件 

事務局から報告を行った。 

 

（３）【決議事項】第１号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団資産運

用規程制定の件 

【決議事項】第２号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団監事監

査規程制定の件 

【決議事項】第３号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団理事会

運営規則制定の件 

【決議事項】第４号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団評議員

会運営規則制定の件 

【決議事項】第５号議案 公益財団法人への移行に伴う規則等の改正等の件 

それぞれＡ理事から説明を行った。 

〔結 果〕 

第１号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団資産運用規程制定の件につ

いて、平成２３年４月１日から施行するものとして、原案のとおり出席理事全員一致で可決 
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（４）【決議事項】第６号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成 

２３年度事業計画の承認の件 

【決議事項】第７号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成 

２３年度一般会計収支予算の承認の件 

それぞれＡ理事から説明を行った。 

 

議長から第８号議案及び第９号議案を一括審議の上、採決はそれぞれの議案ごとに行

うことが提案され、出席理事全員一致で了承した。 

 

（５）【決議事項】第８号議案 定時評議員会招集の件 

【決議事項】第９号議案 臨時評議員会招集の件 

それぞれＡ理事から説明を行った。 

した。 

第２号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団監事監査規程制定の件につ

いて、平成２３年４月１日から施行するものとして、原案のとおり出席理事全員一致で可決

した。 

第３号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団理事会運営規則制定の件に

ついて、平成２３年４月１日から施行するものとして、原案のとおり出席理事全員一致で可

決した。 

第４号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団評議員会運営規則制定の件

について、平成２３年４月１日から施行するものとして、原案のとおり出席理事全員一致で

可決した。 

第５号議案 公益財団法人への移行に伴う規則等の改正等の件について、平成２３年４月

１日から施行するものとして、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

〔結 果〕 

第６号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２３年度事業計画の承

認の件について、平成２３年４月１日から施行するものとして、原案のとおり出席理事全員

一致で承認した。 

第７号議案 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２３年度一般会計収支

予算の承認の件について、平成２３年４月１日から施行するものとして、原案のとおり出席

理事全員一致で承認した。 

〔結 果〕 

第８号議案 定時評議員会招集の件について、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

第９号議案 臨時評議員会招集の件について、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 
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（６）【決議事項】第１０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

財団事業報告の承認の件 

Ａ理事から説明を行った後、議長の許可を得て、事務局の柏木事業課長から詳細説

明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  個々の事業で報告書を作成する際に、職員がどういう形で事業評価を

行っているのか。その報告事項を職員同士でどのように共有しているの

か。その辺の事務的なこととミーティングはどのようにしていますか。 

柏木事業課長  企画を立てる際、どういう形で実施するかについて係単位で打ち合わ

せを行い、ある程度の目標を定めます。それを課内で検討し、運営会議

を経た上で実施します。実施後、参加人数やどういう形で事業を実施し

たかの報告書を作成します。それが目標に対して、どうだったのかを担 

当者がコメントを書きます。その後、課長、事務局長とコメントを書き

ます。 

当初の狙いがうまくいったもの、いかないものそれぞれありますが、

どういう形で実施し、どういう部分がうまくいかなかったのか等を精査

しないと、来年度の企画なり、次に実施する事業への反映ができなくな

りますので、しっかりと評価を行うようにしています。 

Ｂ理事  その内容が知りたいのです。参加人数、事業の内容、収益なども大事

ですが、どんな工夫をして、どういう事業を作って、結果がどうだった

のか、またその結果を職員がどう感じているのかが一番大事なところだ

と私は思います。 

今度は理事会や評議員会でその評価について、こんな方法もあるので

はないか、こう改善をしたらいいのではないか、ここは素晴らしいとい

うような話も出れば、職員にとっても刺激になるし、会議のあり方とし

ても重要なことだと思います。ですから、形式的な事業報告書ももちろ

ん大事だと思いますが、そういったことが分かる報告書も、全てとはい

かなくても、抜粋でも出していただければと思います。 

特に、先ほど落語の成功事例がありましたよね。落語家の方から評価

をいただいて、通常の公的機関ではできないような事業を実施したと。

なぜその評価を得られたのか、職員はどういう苦労をしたのかという部

分が私の知りたいところで、それはこの財団の事業だけでなく、他の団

体、市民活動の中でも信頼を得るための方法として生かせる重要な財産

だと思います。ですから、そういったことも市民に知ってもらえるよう

〔結 果〕 

第１０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事業報告の承認

の件について、原案のとおり出席理事全員一致で承認した。 
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な財団づくりをしていただきたいと思います。 

それから、財団独自の事業といいながらも、財団には市民と協働して

実施する事業がたくさんあると思います。その協働事業の範疇で、成功

事例や壁にぶつかっている事例もあるかと思います。特に、よさこいな

どは実行委員組織をつくっていますね。市民が多く参加されているとい

う中でいろいろな問題点、課題点、または成功例もあると思いますが、

その辺も報告書に入れ、検討できればと思います。今日わかるのであれ

ば、その辺の難しさ等を担当者から伺いたいと思うのですが、協働事業

のあり方について発言いただければと思います。 

柏木事業課長  よさこいについてですが、実行委員会形式で実施している事業です。

いかに地域の中に入っていくか、実行委員にどれだけ理解してもらえる

かというあたりがなかなか抜けられない壁だと思っています。 

ただ、実行委員会自体、とても意欲的であり、今年はちょっと違うス

テップを踏もうか、より地域に入るにはどういう方法があるのかを実行

委員会の中で模索したいという話も出ておりますので、楽しみにしてい

ただければと思います。 

調布映画祭では、少し悩んでいます。「映画のまち調布」と市でもう

たっていますが、調布市の映画の方向性は産業振興というスタンスに 

なっています。しかし、当財団は、芸術・文化系の展開をしなければな

らず、市とのズレがあります。 

もう１つ、実行委員の考える方向性ですが、企画した以上、多くの方

に映画を観て欲しく、新しい映画を中心に選ぶ傾向があります。調布映

画祭では、観たい映画よりも観せたい映画をと、無料で実施している関

係があり、新しい映画や皆さんが観たい映画については、映画館で観て

いただきたいなと。ただ、新しい映画でも、なかなか映画館で観られな

い映画もあり、そういった映画を提供していきたいと考えている事務局

と実行委員の考えが、なかなか折り合いがつかない。それから、実行委

員の中でもこういう企画をやりたい、ああいう企画をやりたいと、様々

な企画案が出て、すごく積極的なのですが、限られた時間の中で全て実

施することはできないので、どれを採用していくのかというあたりが悩

みの種です。 

もう１つ、映画祭の中で、調布市内の映画関連会社にもご協力いただ

き、展示を行っていますが、映画は観ても、展示の方をなかなか見ても

らえず、担当者の方でもどうすれば解決できるのか悩んでいるところ 

で、調布映画祭ではそのあたりをアピールしないと、調布が映画のま 

ち、撮影所があるというところのアピールになりませんので、ＰＲの方

法も工夫しないといけないというところが課題だと思っています。 

Ｂ理事  １つの方向性だと思いますが、市民の中に入っていく姿勢が感じられ
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るので、それは素晴らしいと思います。ただ、市民の中に入って物事を

作り上げるには時間もかかるし、迷いも多いと思います。でも、ぶれて

いないので、これからもしっかりやっていただければと思います。 

それから、子育て世代へ保育施設、保育機能を付けて事業を実施した

けれども、参加者は少ないという話でしたが、その問題は、そういうサ

ービスを制度として持っているだけで、財団はこういう形で皆さんを受

け入れられるのだという姿勢がアピールできていないのではないかと私

は思います。制度は作りました、だから来てくださいでは、参加する側

にはなかなか伝わらない。でも、そうではなくて、財団は常に全ての 

人、特に子育て世代の方へのしっかりとしたサポートをして事業を行っ

ていますというアピールを事業のパンフレット等を職員が市民のところ

に行く時にも出していけば、より効果的なアピールになって、財団に対 

するイメージ、これからの事業への参加という部分に広がると思います。 

こういうことが、これからの財団のもっと間口を広くする意識改革に

つながっていくような気がするので、その辺はもう少し注意して、もっ

と伸ばして欲しいと思います。 

Ｃ理事  出張ステージについて、地域に出向いてのコンサート、あるいは落語

などの事業につきまして、全部で１８回実施したという説明でした。非

常に大変な数だと思っています。 

財団では、出張ステージを芸術鑑賞事業ではなく、コミュニティ振興

事業に位置付けている。これは、この財団の１つの大きな特徴だと思っ

ていますが、実際面として、コミュニティの振興や地域交流という面で

の成果をこの２２年度に１８回実施した中で感じている部分がありまし

たら、事例として少し紹介していただければと思います。 

柏木事業課長  平成２２年度の出張ステージは、当初２０回を予定していました。そ

れを１８回にしたのですが、アルパという楽器を演奏する方にお願いし

て、フルートとの２人組でコンサートを実施しました。つつじケ丘にあ

りますお寺の住職さんが作曲した「思い出のアルバム」という曲があり

まして、曲は聞いたことのある人が多いと思いますが、調布の方が作ら

れた歌というのは、ご存じない方が多いのではと思いまして、その曲を

２人に演奏してもらい、一緒に歌うという企画を事業の中に入れたのが

１点。 

それから、１２月５日に実施した出張ステージ、仙川になりますが、

「子どもの遊びは人形演劇のはじまり」というタイトルで、お子さんに

自分の好きなぬいぐるみやおもちゃを持参していただき、その一つ一つ

を使ってストーリーを創る参加型の子供向け事業を実施しました。 

それから、楽器体験として、１月に「聴いてみよう！弾いてみよう！

琴」というタイトルで、単に聞くだけではなく、参加型の事業として実
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施しています。 

これはいいほうに出た面ですが、実は当初２０回という回数で企画し

ていました。同じ日の午前と午後という企画をせざるを得ない状況が何

度か続きました。これですと、準備と片づけに追われ、演奏が始まる前

と終わった後で地域の人とゆっくりと話をする時間もなく、本来コミュ

ニティ係で実施する出張コンサートではないということで、年度途中か

ら１日１ヵ所にしました。 

来年度につきましては、２０回から１５回に５回ほど回数を減らし、

地域の方と一緒に、ゆっくり参加できる形で事業の方向性を考えていま

す。 

Ｃ理事  単なる鑑賞事業に終わらせるのではなく、地域を巻き込んだ事業にし

ていくことが大事なことだと考えていますし、まして今、こういう時代

ですので、地域が元気になるお手伝いをする、あるいはきっかけとする

ような事業に育ててもらえればと思っています。ある意味、財団の存在

価値を非常に高める大きな機会になると思っていますので、ぜひ力を入

れて欲しいと思います。 

もう１点、広報をより効果的に行っていくことが必要だと思っていま

す。特にコミュニティ事業ですと、より多くの人が参加することで、そ

の幅がより広がっていくという効果があり、そういった意味からも、実

施前にはＰＲをしているのですが、成果の方の周知が追いついていない

ところがあるという気がしています。 

成果を知らしめる、あるいは知ってもらうことも非常に重要な意味が

あると思っています。例えばコンサートが終わればそれでいいというこ

とではなくて、ホームページを使い、簡単なものでも、参加者の感想な

ど、メッセージをその事業の後に常に載せていくなどして、ホームペー

ジを見た人がこういうことだったら私もぜひ次は参加したいと思えるよ

うな広報も必要かと思っていますので、ぜひその辺のところもあわせて

力を入れていっていただければと思っています。 

Ｄ理事  ３つの意見のうち最後の１つだけ答えてください。１つ目は、調布美

術展についてです。資料には、何人集まって、皆さんに喜んでいただき

ましたということが書いてありますけれども、Ｂ理事の発言にもありま

したけど、こうやりました、全て良かったような書き方ですが、よくな

かったことも踏まえながら報告しないと。 

この美術展については文化協会からずっと反対意見が出ています。 

本来、美術展というと皆さん上野に出品しますけれども、何万円、何

千円と出展料を払っているのに、この美術展は出展が無料で、しかも商

品券が出るということで、文化協会の加盟団体で５０周年を迎えた美術

協会が非常に強く反対した時がありました。しかし、財団と一緒に歩ん
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でいくには、そろそろこの辺で言うのはやめよう、財団の事業なのだか

ら、口出しするのはやめようと４回目、５回目ぐらいからは、言わなく

なったのですが、この辺が一番燻ぶっているところです。こうやりまし

た、こんなに素晴らしい、しかし、考え方に反対している人たちもいる

ということを付け加えるだけでもいいと思うのです。そのようにして、

やはりいいところ、悪いところを包み隠さず出していったほうがいいか

なと。 

２つ目は、旧法人の最後の理事会でも発言しましたけど、公募で市民

カレッジの講師を募集している。でも謝礼が１人あたり４００円だと、

本当に４００円でいいのかは、やはり考えていかなければ。何の資格も

ない人は応募しないはずです。ですから、謝礼額について意見が出てい

ることも、少しは書いておかないと進展がないと思います。 

３つ目ですが、たづくりができてからインフォメーションは素晴らし

いスタッフにずっと支えられてきたのです。若いのですけれども、機転

もきいて、礼儀正しくてすばらしかったのですが、この４月から業者が

変わったのです。なぜ変わったのかと大澤事務局長に聞いたら、これは

調布市の方針でそのようになったと。４月１日はすごく混乱するという

ことで、大澤事務局長自らエントランスホールに立って応対していまし

たけれども、やはり変わる時は変わるで何らかの情報発信をしていただ

かないと、一番困るのは市民だと思います。ですから、そういうことが

どこでどのように決まるのか、せめて理事会や評議員会で報告するなり

していかないと、混乱するのが目に見えますし、今の方たちがどうこう

ではなくて、困るのは市民であって、その辺が残念だと。 

Ａ理事  私から最後の件について、お答えいたします。 

この館内には、複数の業者に業務委託をしています。その中で、受付

に限らず、契約のあり方という部分で、これは行政も常に考えていると

ころです。大体３年から５年で契約の見直しを含めて、契約の更新時に

指名競争入札という手法を用いて、少しでも経費の節減ができないかど

うかも含め、そういった手続を踏んでいるのですが、１５年間経過した

中では大きく企業の変更はこれまでありませんでした。 

しかしながら、平成１８年度に指定管理者制度が導入されました。指

定管理者の使命は、コストの削減とサービスの向上であり、そういう意

味では、いいサービスを提供する、それをできるだけ安価で提供できる

ということが指定管理者として行政から大きく求められています。 

ですので、昨年も何社かについて同じ手法をとった経過はありますけ

れども、業者が替わることはありませんでした。今回、受付業務に関し

て指名競争入札を行ったところ、これまで委託していた業者よりも安価

な札を入れた業者に決まりました。１５年積み上げてきたノウハウを 
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持っていますから、大変不安を感じながらこの１ヵ月間過ごしました。

本来であれば１００％のものを１００％継続しなければいけない話です

が、まだ十分なサービス提供ができている状態には至っていません。こ

れはもちろん受託した業者に経験を積んでもらい、市民とコミュニケー

ションをとりながらいいサービスを提供しなければいけませんし、私ど

ももその育成と指導を行っています。このことは、市民に影響が及びま

すので、そのことを受託業者にも十分伝えながら、ここで１ヵ月たちま 

した。１ヵ月間、我々も正直いって忍耐強くその受託業者を見ています。 

まだまだ至らないところがありますが、早く市民に迷惑をかけない形を

とりたいと思っています。 

私も今回、初めての経験でした。指定管理者である以上、できるだけ

安くということはありますが、本当に安くてよかったのか、入札を実施

する際は、注意しないといけないという反省点として残っています。で

すので、今後は、指定管理者である期間は、なるべく安定した業者に、

安定したサービスを市民に提供できるようにしないといけないと深く反

省しています。 

（７）【決議事項】第１１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

財団一般会計収支決算の承認の件 

Ａ理事から説明を行った後、議長の許可を得て、事務局の土井総務課財務係長から

詳細説明を行った。 

続いて、Ｅ監事から監査報告を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ理事  事業積立資産取り崩しに関して、内容的には事業の関係になると思い

ます。 

平成２２年度は、事業積立金を取り崩して事業を実施しています。そ

の内容は周年事業を実施したとのことですが、平成２３年度を見ると、

その活用はゼロです。事業積立資産をみますと８，３００万円積立てが

あるのですが、こうした積立金を周年事業にしか使用しないで積み立て

ておくという必要性があるのかという素朴な疑問を持っています。 

例えば、何年かごとに地域と一緒になって考え、連携した事業をこの

積立金を使って実施するとか、全職員を対象として、事業の企画、コン

ペなどを行い、職員又は理事会で審査し、採用企画事業を決めて、この

〔結 果〕 

第１１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決

算の承認の件について、本件は理事会での承認後、評議員会の承認も必要なことから、軽微

な修正があった場合には、理事長に一任することを条件に原案のとおり出席理事全員一致で

承認した。 
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積立金を取り崩して実施していくといった方法、いわゆる財団独自の事

業としてこの積立金を使ってもいいのではないかと思っています。 

周年事業に使ってきたと。周年事業については当然のことながら時期

が５年、１０年と周期が決まっているので、本来は計画的に指定管理事

業に組み入れて、市からの増額の中で実施していくと思っていますが、

事務局としてそのあたりをどう考えているのか、聞かせてください。 

中島総務課長  積立金については、平成２２年度に約９，０００万円あったものの一

部取り崩しをして、１５周年事業に充てています。貸借対照表を見てい

ただくと固定資産の部に特定資産という形で事業積立資産、平成２３年

３月末の段階では８，３００万円ほどの金額になっています。 

この積立金ですが、公益財団法人への移行に伴い、特定資産は遊休財

産という扱いになり、金額は一年分の公益目的事業費相当額が保有の上

限となっていますので、公益財団法人への移行では、特に問題なく手続

はできました。 

この特定資産の使い道としては、予算が未確定の時期で、来年度の事

業に向けての契約行為がありますので、その際の担保としていること。 

また、不測の事態により実施不能になった事業が発生した場合、その

返金に充てる場合もあります。それから、周年事業については、市から

の指定管理料だけでは厳しい部分もあり、平成２２年度はそれに充てて

います。ですから、今後、事業に充てることは問題ないと認識していま

す。 

そのほか、事業の扱いについて、事業課長から考え方をご説明したい

と思います。 

柏木事業課長  現在、長期の基本計画を策定しようと職員が知恵を絞っているところ

で、理事会、評議員会からいただいた提案を持ち帰り、さらに検討した

いと思います。 

Ｃ理事  今お答えいただのですが、８，０００万円は本当に必要なのかと。 

５，０００万円にして、３，０００万円は事業に使えるのではないかと

いう単純な発想です。基本計画に載っていない、地域との連携や職員の

資質を高める事業といったものでも積み立てを取り崩しての実施はでき

ないのでしょうか。基本計画で決めた事業しか実施しないのであれば、

財団の発展はどうなのかと思ったりもしますし、やはり新しいことに常

にチャレンジしていく姿勢があってこそ市民の支持を得られると思いま

す。ですから、常に新しい風を入れていこう、積立金を使ってやってい

こうという気持ちがあれば、できないことはないと思います。 

いろいろ例え話をしましたが、それに拘る必要はなく、日常の事業と

は違った視点で見る事業、あるいは地域を見ることも、職員が認識を持

てるような形での事業展開があってもいいと思っています。これは私自
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身の要望であり、意見ですけれども、ぜひいろいろな機会をもって、検

討してください。 

Ａ理事  財団が１５年経過して、このままでいいのだろうか、たづくりとグリ

ーンホールを中心に事業を実施していますが、財団を市民の中にもっと

溶け込ませていくために必要な事業は当然あると思います。地域ででき

る、地域に持っていける事業が当然出てくると思います。 

吉田理事からの提案は、事務局としては、常々考えていますので、理

事会で協議させていただき、今後また新しい計画もできますし、その計

画に盛り込む一方で、単年度でこういうのはどうなのだろうという議論

が理事会でされればと思いますので、皆さんからのご意見を伺いながら

進めていきたいと思っています。 

Ｂ理事  今の議論の中に関連すると思うのですが、決算書の中には職員の資質

向上に関する予算組みをしているとかが、決算にも見られません。いろ

いろな事業を行うには、やはり職員一人一人の資質が大きく問われる場

面が多いと思います。資格なども含めて、職員が研修を受ける場を増や

して、市民が決算書を見て財団が内部でもしっかり努力していることが

わかる決算書づくりをしていただきたいと私は以前から切望しているの

で、必要であれば遠慮なく補正を組んでいただいて、ぜひそういった部

分で事業費を使っていただければ。 

これは決して管理費ではなくて、事業に直結することなので、事業費

としてしっかり認めていきたいと私も思うので、その辺も考えていただ

ければと思いますし、私もそれに参加していきたいと思います。 

 

議長から第１２号議案及び第１３号議案について、それぞれ臨時評議員会に提出

する評議員候補者であることから、一括して審議の上、採決はそれぞれの議案ごと

に行うことが提案され、出席理事全員一致で承認した。 

 

（８）【決議事項】第１２号議案 臨時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

【決議事項】第１３号議案 臨時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

それぞれＡ理事から説明を行った。 

（９）【決議事項】第１４号議案 役員等名簿のホームページ公開の件。 

Ｃ理事から説明を行った。 

〔結 果〕 

第１２号議案 臨時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件について、原案のとおり出

席理事全員一致で可決した。 

第１３号議案 臨時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件について、原案のとおり出

席理事全員一致で可決した。 
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（１０）【決議事項】第１５号議案 理事会の傍聴の件 

Ｃ理事から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  旧財団法人の理事会でも話が出たと思うのですが、理事会の場は、特

に今回、組織内容も変わりまして、大きく責任と経営に関する意見が出

されると思います。そういった意思決定の場に部外の方々が入ってくる

のは、個人を特定する意味でも余り好ましくないと私は思いますので、

現在行われている、議事録や役員名簿の公開で十分対応できております

し、また市民の方々についても利用者懇談会で意見を述べる場もあると

いうことなので、これ以上の透明性は多分ないのだと私は思います。理

事会の傍聴を自由に認めてしまえば、かえって理事会の中の混乱も多少

起きるのではという危惧もありますので、当面はこのまま続けて、その

後どうしても必要ということが我々で判断できれば、その方向性も否定

はしないという形でいきたいと思います。 

Ｃ理事  未来永劫に傍聴を認めないということではなく、現時点において、他

市の状況と比べても役員の経歴、また詳細な議事録を公開している状況

ですので、会議そのものについては公開しなくてもよいのではないかと

思っています。 

Ｆ理事  私も、先ほどＢ理事からの発言同様、理事会の議事録をきちんと公開

させていただいていますし、そういう意味では傍聴までしなくてもいい

かと思います。 

Ａ理事  私もこれまで評議員会並びに理事会にも出席していて、こういうたぐ

いのもののご意見を伺っていく中で、財団が果たしていく市民への情報

公開は、会議録の公開も含めて十分に広く公開されているというご意見

もいただいています。ですから、この審議の場に傍聴人が入るというこ

とになって、逆に発言することをあえて控えてしまい本来の理事会の機

能が薄れることも考えられますので、当面は傍聴を見送ってもいいと思

〔結 果〕 

第１４号議案 役員等名簿のホームページ公開の件について、本件は理事会での可決後、

評議員会の可決も必要なことから、軽微な修正があった場合には、理事長に一任することを

条件に原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

〔結 果〕 

第１５号議案 理事会の傍聴の件について、法的に定められた財産目録、事業計画書、予

算書などの資料の備え置き及び理事会、評議員会の議事録のホームページ公開により、財団

の運営状況を広く市民に公開していくことを前提に出席理事全員一致で、理事会傍聴は非公

開とすることで可決した。 
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います。 

Ｇ監事  監事の立場で公開、傍聴をしていただく必要はないと思いますが、１

つ気になるのは、調布市の場合には、懇談会の中とはいえ、そういうも

のが出てきたということは、何か市民の方、利用者の方にフラストレー

ションというか、理由があったのではないかという気もしないではない

です。ということは、傍聴云々という議論がテーマですけれども、その

原因としてどういうことがあったのかというのをやはり考える必要があ

るという気がしています。 

Ｅ監事  理事会があり、それに対する監督の機関として監事が存在していて、

その監事が理事会、評議員会で業務の執行を監督するということから考

えると、あえて外部の人にわざわざ公開するというのは少し論理の飛躍

ではと感じております。 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後８時１２分、議長は閉会を宣し、解散

した。 


