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平成２３年度第２回臨時評議員会議事録 

 

１ 開催日時 平成２３年１１月２５日（金）   午後６時から午後７時５１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 出席評議員数 ５名 

（本人出席）大前勝巳、西村伸夫、花角美智子、平井裕介、山本良子 

（欠 席 者）西原 稔 

（理事出席）荻本貞臣理事長、原島敬之副理事長、吉田隆司常務理事、大澤一仁理事 

（議  長）西村伸夫 

（議案説明）大澤理事 

５ 議  事 

審議事項 

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役員等の報酬

及び費用弁償に関する規則の一部改正の件 

報告事項 

（１）平成２３年度第１回、第２回臨時理事会の開催結果の件 

（２）基本計画策定進捗状況の件 

（３）公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２４年度事業計

画案の作成状況の件 

（４）平成２３年度たづくり・グリーンホール利用者懇談会（第１・２回）

開催結果の件 

（５）調布市市民税寄附金税額控除寄附金等指定申請結果の件 

（６）決議の省略による理事会及び評議員会の開催方法の件 

（７）節電状況の件 

（８）職員採用試験（平成２４年４月１日採用）実施の件 

その他 

６ 議事の経過及び結果 

（１）定足数の確認等 

冒頭で新任のＡ評議員、Ｂ評議員からそれぞれ挨拶を行った。 

続いて、事務局から、評議員総数６名のうち、出席５名、欠席１名の報告があり、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Ｃ理事から本会議の

配付資料についての確認を行った。 

 

（２）議案の審議状況及び議決結果等 

定款第１９条の規定に基づき、Ｄ評議員が議長となり、本会議の成立を宣した。 
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また、署名人にはＡ評議員、Ｂ評議員が選出された。 

（３）【審議事項】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役員等の

報酬及び費用弁償に関する規則の一部改正の件 

Ｃ理事から説明を行った。 

 

（４）【報告事項】平成２３年度第１回、第２回臨時理事会の開催結果の件 

事務局から説明を行った。 

 

（５）【報告事項】基本計画策定進捗状況の件 

事務局から説明を行った。 

 

（６）【報告事項】公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２４年度事業計画

案の作成状況の件 

事務局から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｅ評議員  計画案の中に、幼児、児童、子どもを対象にする案がかなり出てきてい

ますけれども、それは親世代とともに育てようということなのですか。そ

れとも、独自の形で進めようということなのでしょうか。 

柏木事業課長  内容にもよります。幼児を対象とした事業ですと、例えばグリーンホー

ルの幼児の体験事業では、お母さんも一緒という形になりますが、今年実

施した壁面に絵を描くという企画の展示は、お母さんたちも来ますけれど

も、小学生たちが自主的に絵を描くという形でしたので、事業の内容に 

よって一緒の場合と違う場合があります。 

Ｅ評議員  子どもから育てようというのは、基本的な何かビジョンがあるのでしょ

うか。 

柏木事業課長  財団では、将来的に音楽などの芸術を好きになってもらうには、比較的

早いうちから始めたほうがいいのではないかと考えています。 

〔結 果〕 

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役員等の報酬及び費用弁償に

関する規則の一部改正の件について、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 
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Ｅ評議員  確かに幼児のうちから芸術等に触れるのは悪いことではない、必要なこ

とだと思うのですけれども、これは結果が出てくるまでが非常に難しいで

すよね。ですから、そういう意味からすると、例えば子育て支援課が一緒

に何かの形で動くとか、ここだけが独自で動くのかな、どうなのかなと、

思うのです。考え方とすると、すごく壮大なビジョンだと思います。だか

ら、幼児から児童に至るまでとなると、長期にわたって続けないと意味が

ないので、それには、やはりどこかと組んでいかなければ無理ではないか

な、財団だけの問題かなという気がしました。 

柏木事業課長  これも事業の内容によります。やはりホール系の事業はホールで行いま

すが、今年、その足掛かりとして、国領にあります子育てひろばにお邪魔

して、お母さんと子どもを対象に音楽を聞きながら行う事業を始める準備

をしています。ただ、先方の施設の都合もあるので、日程がまだ決まらな

いのですけれども、少しずつ地域に出て、幅広い年齢の方に働きかけて、

それが何年か経って、うまく実を結べばいいのですが、１０年計画、２０

年計画ということになると思いますけれども、やはり基本的には幅広い年

齢の方に働きかけていきたいと考えています。 

Ｆ評議員  映像文化事業に関して、調布映画祭とありますが、調布市では産業振興

課のほうでキンダー・フィルム・フェスティバルや再来週に高校生フィル

ムコンテストもある中で、調布市全体としての映画、映像関連事業を今、

どのような形で連携しているのか、どう進めようとしているのかをお伺い

します。なにか別々にやっているような感じを受けていまして、そのあた

りの財団での今後の進め方をお伺いできたらと思います。 

柏木事業課長  基本的な部分についてはＡ評議員にお伺いできればと思っているのです

が、調布市の考え方の中で財団が担う部分としては、調布が映画のまちで

あることをＰＲできるよう事業を進めています。キンダー・フィルム・フ

ェスティバルに関しては、特に調布が映画のまちだからということなので

しょうけれども、地域に根づいた事業にはなっていません。財団ではどち

らかというと、地域の映画会社の方と一緒になって、地域に根付いた事業

として、市民に知っていただくという役割分担があると考えています。 

Ａ評議員  映画については、文化という部分と映画産業という部分の両面から、大
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きな映画という捉え方をしたいと思っていますけれども、文化の面では、

図書館にいろいろな資料がありますので、そちらの部分と、映画産業とし

てのキンダー・フィルム・フェスティバル、高校生フィルムコンテストに

関しては、人材育成も含めて実施しているのですが、それを連携しなけれ

ばいけないというのはずっと検討課題でもありますし、連絡会を設けて、

横の情報を共有しながら、ぜひ調布市として映画のまちを進めていこうと

しているのですけれども、文化と産業という２つの切り口があり、大きく

アピールができておらず、まだまだ頑張っていかなければいけないという

状況にあります。 

柏木事業課長  補足をさせてください。調布映画祭に関しましても、映画を上映するだ

けではなくて、産業の部分も大きいので、産業まつりと一緒に実施して３

年目になります。ですから、いろいろな切り口があると思うので、やはり

幅広く連携していく１つのきっかけとして始めさせていただいていますの

で、お互いにそういうところをうまく協力し合えればと思っています。 

議 長  議長ですが、発言してもよろしいでしょうか。私も両方、映画祭と高校

生のフィルムコンテストに参加していて、今発言のあったように横のつな

がりをもうちょっとうまくやれば、映画のまち調布としてもっと大きな力

になるのではないかと思っています。来月、桐朊学園で高校生のフィルム

コンテストを実施します。集客の課題等いろいろあります。ですので、ご

協力願えたらなと思っています。 

事業同士の横のつながりというのは大事なので、本当に映画のまち調布

とうたっていくのでしたら、やっていったほうがいいと思っています。 

Ａ評議員  基本方針については、現在作成中ということですが、今年から公益財団

法人に移行して、社会的な責任が大きくなった部分で、もし具体の取り組

みですとか盛り込めるものがあれば入れていただきたいというのと、寄附

金の税制優遇もあり、ぜひ自主財源の確保についても盛り込んでいただけ

ればと思います。 

もう一点が、施設管理運営について、今年、３月１１日の東日本大震災

以降の防災意識の高まりを考えますと、防災計画を作って、それに基づい

て活動しているところですが、この管理運営の中でも防災対策について少
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し盛り込んでいただきたいと思います。 

Ｃ理事  Ａ評議員からお話をいただきました。基本方針も、実際、理事会の中で

も議論がありまして、人材育成についてもこの中に記載すべきではないか

というご指摘もいただいておりますので、今いただいたご意見をぜひこの

中に反映して、財団としても十分アピールしていきたいと思います。 

 

（７）【報告事項】平成２３年度たづくり・グリーンホール利用者懇談会（第１・２回）開

催結果の件 

事務局から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

議 長  本件は、配付された議事録にあるとおり、５月１２日の定時評議員会の

第７号議案、評議員会の傍聴の件で、出席者全員一致により、評議員会は

非公開とするという決議を行いました。そして、説明のとおり、理事会に

おいても、７月１２日の第１回臨時理事会において改めて理事会は非公開

とするということも、配付された議事録にあるとおり決議されています。 

ここで、公開をはばかる議事の際に退席することを条件に、評議員会の

傍聴についてはどうするかということであります。このことに関してご意

見をいただきたいと思います。今回初めて評議員になられた方は後ほど意

見をいただくとして、まずＦ評議員から何かご意見ありましたら。 

Ｆ評議員  意見が通るまで要望し続けるということですが、議事録も拝見させてい

ただきまして、理事会でも、そして私が前回参加しました評議員会でも、

この件についての取り扱いを決めました。それから何か状況が変わるとい

うほどの月日もたっていないので、会議で決まった方向で通していくべき

だと思います。 

Ｅ評議員  この方が評議員なりになりたいというご希望はわからないことはないで

す。なりたいという人はいっぱいいるかもしれませんね。ただ、個人の利

用者、あるいは団体の利用者が入っていないように思われているようなの

ですけれども、私もここの利用者の１人です。それと、一市民としての意

見を発言しています。ましてや、皆さんそれぞれ何らかの形で利用されて

いる方が出てきていると思います。 
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ただ、この方が参加したい本当の意味は何なのかが掴めないです。要す

るに、評議員会や理事会で話されていることがきちんと公開されていると

認識していないのかなという気がします。全部公開されていると、もしこ

の方が思われるのだとしたら、それ以上のものが何か欲しいのかなと。だ

から、目的が何なのかというところがちょっとわからないです。 

以前決まったとおりで私はいいと思います。 

中島総務課長  今、どういう意図があってなのかというお話が出ましたけれども、毎回

利用者懇談会にご参加いただいている方でして、私どもの気が付いていな

い点など、ご意見をいただきますし、これまで私が言ってこれがこうなっ

たと一覧表のような形で示していただいて、ご自身の実績みたいなことで

は誇っていると言いますか、これまで財団ができていなかったことをこう

いう指摘によって、こういう結果に結びつけたのだといつも発言されてい

ます。 

この方からすれば、自分が言った意見が、この件については取り入れら

れていないので、取り入られるまで発言するといった姿勢です。 

Ｅ評議員  気になるのは、公募という言葉が出てこないことです。公募という言葉

が出てくるならば、私はある意味で認めるところがあります。その方も含

めてほかの人も応募できるならば、私はこの方の言っている意味を取り上

げてもいいと思うのですが、公募という言葉が１つも出てこないので、我

が身が入れないというところに何か言及しているという気がしているので

す。公募という言葉が出てこないので。本来だったら公募でしょう。要す

るに、同じ土俵に上がりたいということであれば。 

議 長  今ご発言があったように、いろいろな方が良くしようとして言うのだっ

たらいいのですけれども、いつも同じ方だけというのはどうかというのは

そのとおりだと思います。長い目で見て、皆さん、私もということになれ

ば話は別だと思いますけれども。ありがとうございました。 

それでは、初めて出席のＡ評議員とＢ評議員からも、ご意見をいただき

たいと思います。 

Ａ評議員  より透明性の高い法人を目指していくのであれば、将来的には傍聴を可

能とすることの検討も必要だと思いますけれども、現状、議事録も全て公
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開していますし、専門員の方と利用者の方も評議員、理事に入っているの

で、現状、隠しているところがないので支障がないと思います。 

ただ、将来的に、より皆さんに透明性を強めて公開していくというとこ

ろは、ぜひ前向きに今後検討したほうがいいと思います。 

Ｂ評議員  一般企業でも商品を作るときは、アンケートやインタビューを必ずやる

と思いますけれども、インタビューという点で見ますと、市民意識ニーズ

調査で幅広く意見を聴取されていると。一方、インタビューというのは偏

りがあってはいけなかったり、意見が特化していたりすることがあります

けれども、これはわからないところなのですが、先ほど常連の方も多いと

いうお話とかを聞いたのですけれども、そういったインタビューをされる

方の選定をされる基準だとか、その辺はどうなっているのでしょうか。 

結論としては、客観的ないろいろなご意見をここに表出できる環境があ

るので、今お話しいただいた結論でいいと思うのですけれども、意見をい

ただいている方の客観的な選定がどのようにされているのか、教えていた

だければと思います。 

中島総務課長  インタビューについてですが、市民意識ニーズ調査は、無作為で調布市

内在住者から３，０００人を抽出して実施しています。それと、基本計画

の策定作業を実施している中で、広く意見を聞こうといった場合は、財団

の事業にかかわりのある団体などをターゲットに、個別の特化したご意見

も必要ではないかということで集めています。または、各事業では、事業

が終わるたびに参加者にアンケートにご協力いただいていますので、意見

収集の仕方はいかようにもできるとは思いますし、施設を利用されている

方々などは、日々、お話を聞いています。 

いろいろな場面において、ターゲットはいろいろな形で意識しながら変

えることも必要でしょうし、今現在はそのような形になっていますので、 

このご意見の方からも出ているような形以外でも、違うアンテナを張って、 

こちからの情報提供、またはいただくことは今後ますます必要になってく

ると思いますので、またご意見をいただければ、それを参考に、ほかの事

業の展開を考えていくときにも役立てたいと思います。 

議 長  他に意見がなければ、この件につきましては、市民の方から評議員会に
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おける見解を問われている部分でもございます。私のほうでまとめさせて

いただきたいと思います。 

評議員会、理事会の傍聴に関する再度の要望がありましたが、これにつ

いては４月の定例理事会、５月の定時評議員会、さらには昨年行いました

評議員会、理事会での議論の結果に尽きると思います。現状では、どのよ

うな内容が評議員会、理事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の皆様に対しては十分に情報を開示されていると

考えることから、評議員会、理事会は非公開、そして発言者氏名は議事録

上、アルファベットで表記しています。この評議員会、理事会の傍聴の件 

につきましては、６月に行った利用者懇談会の席でもＧ理事から、この先、 

未来永劫、傍聴に関しては全く受け付けないということではないという

ご説明もございました。 

つきましては、この要望に関しましては、評議員会は非公開とし、先ほ

どご意見もありましたように、その必要性が生じたとき、状況判断がつく

時点までは理事会と同様に、今後、課題として取り扱わない。ということ

で皆様いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議がないようですので、この要望につきまして、出席者全員一致で非

公開としたいと思います。 

 

（８）【報告事項】調布市市民税寄附金税額控除寄附金等指定申請結果の件 

事務局から報告を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ａ評議員  ホームページや財団報で出しているとのことですが、その後の反応はい

かがでしょうか。 

中島総務課長  今のところ、寄附の申し出はありません。各種事業においては、その事

業に特化した形での協賛金というスタイルでいただいていますが、広く特

定しない形での寄附金については、残念ながらということで、何とかした

いなと。 

ただ、押し売りする代物と違いますので、その辺は難しいところです。
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寄附金税額控除指定を受けている調布市の指定団体が３７団体あり、財団

は３８団体目となります。幼稚園や保育園、社会福祉法人、学校、調布市

の医師会、これなどは公益法人をとった医師会としては全国初めてという

ことで記事にもなりましたけれども、そういった団体があります。聞くと

ころによると、寄附という文化自体がなかなか日本ではなじみがないとい

うことは伺っています。 

ただし、公益法人の移行に関しては、これが国としても大きな特典の１

つであるということはうたい文句にしていますので、評議員の皆さんの口

コミでも結構ですし、寄附するとこんな特典もあるよというようなことか

ら、ぜひ広めていければと、また、私どもとしては広めなければいけない

なと感じているところでございます。 

 

（９）【報告事項】決議の省略による理事会及び評議員会の開催方法の件 

事務局から説明を行った。 

 

（１０）【報告事項】節電状況の件 

事務局から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｅ評議員  質問ではないのですが、ちょうど節電の時期に写真展を開催しました。

そのときに、スポットライトの数が少ないので、少し暗かった。事前にそ

れをこちらも把握していなかったものですから、プリントの段階でそれが

わかっていれば変えることができたのです。スポットライトが当たって 

ちょうど良くなるようプリントをしていたものですから、ちょっと全体に

暗いイメージになってしまいました。事前にわかっていればよかったかな

という気がいたしますが、おかしなもので、だんだん慣れてきますと、こ

れが普通だと思って人は見るのだなと感じましたけれども、最初に飾った

時点で、一枚一枚がちょっと暗いということは感じました。 

やはり親切に説明があってもよかったかなという気はします。 

常廣管理係長  今のご発言のとおり、南北ギャラリーの利用については一番影響が出て

しまいました。節電の影響に関するご案内が非常に遅くなり、申し訳あり
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ませんでした。 

言い訳になってしまうのですが、７月１日から電気使用制限が始まると 

いうことで、それに先立ち、少しでも会館を快適に使っていただきたいと、 

電気使用量の制限緩和について国と調整を行っていまして、これが認可さ

れたのが６月１５日のことでして、２週間前という非常にタイトなスケ 

ジュールの中での運用となりました。そのことで、極力早くということは

考えていたのですけれども、ギリギリの調整になったことで、何とかなら

ないのという声はほかの方からもいただき、国への手続の説明等をしてご

理解いただきました。 

ただ、ご不便をかけてしまったことに変わりはないので、今後そういう

ことが起こらないで欲しいのですけれども、電気事情等わからないところ

がありますので、今回のような調整が入る場合には、極力早く利用者の方

にご案内して、少しでも不便がないようにお使いいただけるように努力し

てまいりたいと思います。 

議 長  冬の節電ということもありますので、引き続きよろしくお願いしますと

いうことと、慣れてしまったというご意見が今あったので、慣れたので、

皆さんも節電はやっていただきたいと思います。また来年の夏も、今年よ

り厳しいのではないかという意見も聞きますので、ぜひうまくやっていた

だきたいと思います。 

 

（１１）【報告事項】職員採用試験（平成２４年４月１日採用）実施の件 

事務局から報告を行った。 

 

（１２）その他 

Ｅ評議員  先日２２日にグリーンホールを１日使わせていただきました。そのとき

のことを述べさせていただきます。 

使用にあたっては、１年間にわたって準備を行いました。前年度とある

ホールを使わせていただいたとき、舞台から客席におりる階段があります

よね。２つ、小さい階段ですね。その階段からの落下する人が多発したの

です。舞台が明るくて、登壇した人がそこから下りるときに、落差がある
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ものですから、それで落下する人がすごく多かったのです。顕彰式典なも

のですから、登壇する人の年齢層が高いこともあったのですが、落下者が

多かったということでそれを非常に気にしまして、今回はグリーンホール

で事前にご相談いたしまして、ライトの問題などもお願いしました。そう

しましたら、今回、落下者はおかげさまで１人もいませんでした。 

それと、ちょっと節電の関係もあるかもしれないのですが、舞台上に法

務省関係の幹部と主催者側が、それもみんなご年配の方々が３時間座って

いるわけです。前年度は照明でとても暑かったのですが、今年はそれがな 

かったと。どういうライティングをしたのかわりませんが、とても良かっ

たと言われました。 

それから、もう１つは、桐朊の学生、研究生の方々に音楽を演奏してい

ただきました。その時点で、音の広がりが物すごくいいと。それで、調布

市以外の団体が借りることはできるかという問い合わせが来ました。だか

ら、本当によかったのだろうなと思います。 

ただ、ちょっと気になった点ですがあります。私は、イベントを担当し

ていて、３階のリハーサル室を使いましたが、３階にはトイレがありませ

ん。シャワー室があるので、排水の関係はあるので、トイレがあればと。

次の大改修か何かのときにでもできたらいいなと思いました。 

それから、階段の手すりがどこにもないのです。３階からドレスを着た

方が下ります。そのときに、楽器をもち、ドレスで下りるときに、手すり

が全然ないので、何かあったら。そういう方々でなくても、やや高齢の方

がお使いになる場合なんかも手すりがあったほうがいいと思いました。 

それから、舞台上で使う折り畳みイスです。軽くて滑らないのはいいの

ですが、座っている皆さん、すごくおしりが痛いというのです。私はそこ

に座ったことがないので。大ホールのイスは小ホールのイスと違うのです

ね。非常におしりが痛いとみんな言っていました。 

それから、エレベーターの設置が３階までどこかにできないものかなと

思いました。 

それから、リハーサル室に衣装かけがありますが、物すごいドレスでは

なくて、ヒールを履いてちょうどぐらいの丈のドレスが全部引きずってし
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まうのです。多分、高さが普通のしかないのだと思います。男の方の衣装

も、ズボンをそのまま、上着の下にぶら下げた状況で吊るします。そうす

ると、やはりギリギリです。ですから、舞台衣装用の衣装かけ、そんなに

高いものではないから、できたら用意していただけるといいのではと思い

ました。以上です。利用者として。 

Ｃ理事  事前の打ち合わせに入るとき、私も少しご一緒させていただいて、舞台

スタッフとの打ち合わせを行いましたが、利用の部分は特に問題なかった

と受けとめられますけれども、個々にいろいろ問題点があるというご提案

をいただきましたので、これはまさに利用者の声ということになりますの

で、十分受けとめたいと思います。できるところから速やかに対応したい 

と思います。ぜひまたご利用の宣伝のほうもお願いしたいと思いますので、 

よろしくお願いいたします。 

Ｅ評議員  もう一点、済みません。言いそびれました。事務室及び関係者の態度が

とても良かったという意見もありました。何回も舞台を下見させていただ

きました。本当に、またかと多分思われたかと思うぐらいに下見させてい

ただいたのですけれども、その都度、同じように説明してくださったので

す。私も何回か参加したのですが、メンバーが変わると同じことを質問し

ているのです。それでも、それに関してとても良く説明してくださいまし

たので、ありがたかったと思います。それで、式典等含めまして進行予定

と１分しか差がありませんでした。とてもうまくいったということで、調

布・狛江地区なのですが、鼻高々で終わりましたので、ありがとうござい

ました。 

Ｃ理事  やはり舞台利用については事前の打ち合わせというのが物すごく大事に

なってくると思いますので、細かく細かくやればやるほど、緊密な形でで

きると思います。 

 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後７時５１分、議長は閉会を宣し、解散

した。 

 


