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平成２３年度第３回臨時理事会議事録 

 

１ 開催日時 平成２３年１２月１６日（金）   午後６時から午後７時４９分まで 

２ 開催場所 文化会館たづくり１０階 １００１学習室 

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 

（欠席監事） 髙徳信男 

（議  長） 理事長 荻本貞臣 

５ 議  事 

審議事項 

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平成２３年度

一般会計収支補正予算（第１号） 

協議事項 

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２４年度事業計画案の件 

報告事項 

（１）平成２３年度第２回臨時評議員会の開催結果の件 

（２）基本計画策定の進捗状況の件 

（３）平成２３年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件 

（４）平成２３年度調布市グリーンホール事業進捗状況の件 

（５）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

計収支予算執行状況の件 

（６）平成２３年度第２回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（１１月

１０日実施）開催結果の件 

（７）職員採用試験（平成２４年４月１日採用）進捗状況の件 

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）【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平成２３

年度一般会計収支補正予算（第１号） 
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Ａ理事から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  給与システムは具体的にどういう内容で、それと７１４万７，０００

円にプラス消費税、これは全体の金額ですか。それとも年額のリースで

すか。 

岡野庶務係長  先にシステムの内容についてお話します。今までのシステムは、イン

ターネットに接続しないで使用するタイプのものでした。新しいシステ

ムでは、インターネット接続が可能もので、給与計算、就業管理、人事

管理の３本を連動して運用するシステムを導入しました。 

土井財務係長  金額のご説明をさせていただきます。まず、７５０万９，０００円で

すが、こちらはシステムを一括購入したというイメージをしていただけ

れば、７５０万９，０００円をお支払いし、資産取得したということに

なります。この費用は、一時的にリース会社が立て替えて買っていて、

当財団が借り入れしているイメージを持っていただければいいと思いま

す。 

投資活動支出のリース資産取得ですが、貸借対照表上にリース資産そ

のものだけの価値としての金額が７１４万７，０００円。これは消費税

を除いた金額になります。 

Ｂ理事  最近、新しいビルを建てるとそういうシステムが必ず入っているので、 

いよいよたづくりも最新のシステムに替えたのかなと思いました。しっ

かり使っていただいて、いい現場にしていただければと思います。 

 

（３）【協議事項】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

案の件 

Ａ理事から説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ理事  平成２４年度は、現基本計画の最終年度として、その方針に基づいて

事業に取り組んで、やり残しのないようにしてください。 

ただし、決められたことだけ取り組めばいいという訳ではありません。 

〔結 果〕 

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平成２３年度一般会計収支補

正予算（第１号）について、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

〔結 果〕 

平成２４年度事業計画は、予算案とあわせて３月に行う定時理事会において成案として最

終的に決議を行うこととした。 
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理事の皆さんもご承知のとおり、今年度の第１回目の理事会で、平成 

２４年度の予算編成作業のスケジュールが示されています。その中に、

平成２４年度事業計画における検討事項等や予算編成における留意事項

が記されていたのですが、例えば現基本計画の最終年度となるため、過

去４箇年の検証結果や市民ニーズ調査結果を反映させる、さらに現基本

計画から新基本計画策定へ向けての足がかりとするための事業の実施、

さらに震災後の社会情勢などを予測した事業展開について検討して、事

業計画を策定するのだと思いますけれども、さらに予算編成の留意事項

等に関しても、事業積立基金を充当する事業の実施に留意していただき

たい、そんな視点が盛り込まれたものが理事会に諮られて、報告があっ

たわけです。 

これらの内容、視点が今回の事業計画や予算にどのように反映されて

いるのか、あるいは盛り込まれているのか、またどのように検討された

のかについて、事業計画や予算に関係している係長から、簡単で結構で

すので、お話をいただければと思います。 

阿部ホール 

事業係長  鑑賞事業を中心にご説明します。事業計画の指標の中にもありました 

が、ホール事業では、これから将来を見据え、厳しい経済情勢の中、集 

客が難しいところですが、やはり芸術・文化で安らぎをというところは、 

震災後、安らぎを求める気持ちがかなり高まっています。そういったも

のを反映するために、観客について広く育成するため、誰でも広く親し

める公演を中心に増やしていきたいと考えています。 

現状では、どうしても観客の高齢化が目立ちますけれども、やはり将

来を見据えて、若い人たちがたくさん集まる公演ですとか、若者とその

お子さんたち、将来に向けて子供たちへのきっかけづくりになるものを 

ということで、ワークショップ等を計画に厚く入れるようにしています。 

ワークショップ等については、どうしても参加できる人数が限られる

ので、回数を重ねる必要があるのですけれども、ここはやはり経費をか

けてでも小さいうちからきっかけづくりの場を提供するのがとても大切 

なことだと思っていますので、充実させるため予算に盛り込んでいます。 

あと、先ほど基金充当の話がありましたけれども、来年度、松竹大歌

舞伎の話が出ているのですが、松竹ですと通常の価格に比べて安く実施

できるものですから、松竹大歌舞伎を来年の古典芸能に考えています。

その際、尐しでも皆さんに近くで歌舞伎を観る機会を提供したいという

意味合いで財団の基金を充当して、チケット代金を尐しでも安く提供で

きればということで提案しています。 

また、次期の指定管理のこともありますので、財団のサポーターを拡
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充していきたい、財団のサポーターと言えば、ぱれっと倶楽部ですけれ

ども、先だって、パルコと話がまとまりまして、ぱれっと倶楽部の会員

証を提示すると割引を受けられるサービスを拡充して、会員の増加に努

めたいと思っています。 

藤堂生涯学習 

事業係長  生涯学習事業係の事業をご説明いたします。まず、芸術・文化の振興 

事業の中の美術展示ですけれども、予算は基本的にこれまでの予算と大

幅に変えることはなく、その予算の範囲内で内容を工夫していきたいと

思っています。 

平成２５年度以降の展開として、現在、美術振興は展示室だけで行っ

ていますが、これを市内全域に、展示室の外での美術振興事業も実施が

できないか、または市内若手作家を紹介する事業に着手したいというこ

とで、平成２４年度は、市内の若手作家を起用して、調布市内のギャラ

リーにも声がけをして、何か一緒に事業展開していきたいという事業計

画になっています。これによる予算の増減は特にありません。 

もう１つ、有料展示ですが、これまでの経緯から、やはり有料にする

と来場者が減ります。そこで、来年度は今まで展示室に余り足を運んで

いないファミリー層向け企画を今までと尐し違う形で実施しようと考え

ていて、ゴールデンウイークまで含めて有料の展示期間として尐し会期

を延ばしているので、入場料収入等の予算額が尐し変わっています。 

それから、調布美術展の歴代展を、これまでの１０年間でどんな成果

が出せたかも含めて実施したいと思っていますので、鑑賞事業にあった

予算を振興展示に一部移しています。 

次に、生涯学習事業の市民カレッジは、予算自体に特に大きな変動は

ありませんが、市民講師に多数の応募があったので、今年度よりも採用

枠を広げています。 

それから、公開講座について、現在、講座を行っている大学は調布市

近隣の様々な専門分野を持っている大学ですが、これから先、芸術・文

化を振興する財団として、芸術系の大学を加えてもいいのではないかと

いう話を係でしていまして、平成２４年度から尐しずつ増やしたい、平

成２４年度には、３校加えたいと思っていますけれども、今のところ２

校、新たに芸術系大学を加える準備まで進んでいます。その分の予算を

増額して計上しています。 

芸術講演会につきましても、なるべく芸術のことを語れて、市民に対

して芸術振興ができる著名な方に依頼するとして謝礼金の予算を尐し増

やしています。その他は、従来どおりの予算計上と思っています。 
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高田事業 

課長補佐  文化・コミュニティ係の事業での予算額の増減は多くありません。文

化・コミュニティ係は、館外に出て、市民の方と触れ合ってコミュニ 

ティを作ってゆくというのが根幹です。そのためにいろいろな手立てを

考えています。 

その中で、例えば出張ステージでは、空のペットボトルを持って行き、 

それを打楽器にして市民と一緒に音楽を演奏するという内容で実施して

います。今回は１回目だったので、来年度は市民参加の部分を膨らませ

ていければと考えています。それから、赤ちゃんのいるお母さんは音楽

に接する機会がなかなかありませんから、そういうところに出張して、

音楽を提供することも検討しています。 

また、出張ステージに参加していただいた市民の方から、うちの地域

でもできないかというお声がけをいただきまして、団地の集会所で協働

して、落語の出張ステージを作ることも検討を進めています。 

それから、調布よさこいですが、市民の踊り手さんたちが自分たちに

も踊れる曲が欲しいという要望があり、今年、踊り手の方と一緒に制作

しました。来年は、調布よさこいが１０回目となり、そこで市民の踊り

手たちが創ったよさこい踊りを披露する予定です。また、調布よさこい

に関しては、京王線立体化工事がどうなるかにもよりますので、工事の

進み具合に合わせて検討していきます。 

ストリートダンス事業については、市民チームの参加するきっかけに

なればと、審査員特別賞を１チームから、各審査員が１チームずつ選定

することによって、市民チームの参加率を上げ、レベルアップも図れた

らということを今検討しています。 

常廣管理係長  施設管理運営の面でお話いたします。まず、平成２４年度の事業計画、 

予算作成の作業を進めています。施設管理の予算はランニングコストで

すので、予算額の大きな変更という部分では反映しにくい面はあります

が、施設管理業務では、年度で区切った目標設定に拘ることはなく、常

に利用者の要望を吸収して、利用しやすい施設づくりに努めることが望

ましいと考えます。 

このことで、施設管理運営に関して、いろいろな課題が出てきますが、 

対応可能なものは随時解決を図ります。その中で優先の度合いを見極め

て業務執行を行っています。 

この考え方を踏まえて、平成２４年度早々に必要だと考えている３点

についてお話いたします。 

まず１点目は、災害対応の整備と強化です。３月１１日の東日本大地

震で建物自体に対する影響や利用者の安全確保、そして地震発生直後の
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職員の対応、その後、発生した停電時の運営などの課題が生じました。 

実際に体験したことにより必要性を感じた災害対策、事前に発生する

であろう事象を想定し対策するリスクマネジメントの考え方に欠けてい

た部分もありましたので、職員の技能と意識の向上と、館の運営におい

て有事の際の対応をルール化するなどの整備を行っていくことが必要だ

と考えています。 

２点目は、会館運営における委託業務の安定化についてです。本年度

に開催された理事会でも、たびたび話題となりました受付業務に関する

安定化や受付以外の受託業者である舞台操作、清掃、視聴覚、設備につ

きましても、職員がまず実態を理解するとともに、各受託者も利用者と

の接し方や災害発生時の対応など、これまで以上に会館スタッフである

という意識を持ってもらい会館運営を行っていく必要があります。 

３点目は、設備管理です。たづくりは開館から１５年以上、グリーン

ホールも大規模改修を経て３０年という期間が経過していて、機器設備

の経年劣化が進んでいます。当財団として手がけることができるのは、

軽微な修繕になります。他には、備品の交換なども出てまいります。こ

ういったものには積極的に着手しながら、建物自体にかかわる修繕は所

有者の行政に対応していただくことになるので、修繕の必要性を具体的

な資料などで財団から提示して、行政に作業をしてもらうように説明を

していく必要があると考えています。 

その他、節電対応はじめ、３月１１日以降、新たに取り組むべきこと

もありますけれども、利用者に極力不便をかけないよう、安心、安全、

そして快適な施設運営を行いたいと考えています。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｄ理事  市民カレッジについてですが、講座数をこなせばいいのではなくて、

どんな芸事でも、礼に始まって礼に終わると思います。今年度、講師を 

務めましたが、状況的にそうしたことを教えるどころではなかったです。 

年間に１４講座も実施するのは、準備等もあるので、これは荒行です。 

やはり年間５、６講座、時間をかけてやる。１回２時間を月３回ぐら

いやって、６ヵ月経ってやっと手が慣れるという程度なのに、２ヵ月か

そこらで、作品を作ってしまおう、これが終わったら、次はこの講座と

渡り歩いて済ますような人達もいるようですが、始まる前に、この講座

はこういうものです、この先生はこういう方です、といったものがない

ままに始まり、終わりました。 

公募に応募してくる人は、ある程度資格を持っていて、市民のために

尐しお役に立てたらという謙虚な人が絶対応募してくると思う。何も資
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格がない人は、こういう大きな組織がやっているものに応募してこない

と思います。 

ですから、講師に対する扱いを改善していかないと失礼にあたると思

いますので、よく考えて実施してください。 

藤堂生涯学習 

事業係長  Ｄ理事にはいろいろご協力いただきまして、ありがとうございます。い 

ろいろな受講生がいるとは思いますけれども、例えばパンフラワーとはど

ういったものであるという説明など、こちらとしても事前にはそれほど多

くはできていないのは確かだと思います。 

市民講師の方は、経験のある方が多く、私たちももちろんそれを見な

がら決めさせていただいています。確かに、講座の受講生の中には、た

くさんの講座を受ける方がいて、いろいろな方がいらっしゃるので、ご

意見として受けとめて、今後に生かしていきたいと思います。 

柏木事業課長  Ｄ理事からお話がありましたように、講座を渡り歩いてしまうという

マイナス部分は感じますが、いろいろなことを体験して、きっかけづく

りにして欲しいという部分もあります。人によって向き不向きがありま

すので、いろいろなことをやってみて、自分に一番合ったものを見つけ

るきっかけづくりということもカレッジの大きな要素だと思います。 

ただ、Ｄ理事にいただいたお話も勘案しながら、今後のことについて

検討させていただければと思います。 

Ｂ理事  要望になりますが、基本方針が示されていますけれども、表現が控え

目過ぎて、今一つ伝わってこないと思います。というのは、例えば「何

かをしていきたいと考えております」という表現は、やはり方針として

相応しくないと思うので、「こうする」という形でしっかりと文言を整

理していただきたいと思います。それが財団の姿勢を表す文章なので、

慎重に書いていただきたいというのがまず１点です。 

それから、事業面についてですけれども、アートマネジメントを行う

舞台芸術に関する専門知識を有する云々とありますね。これが事業面の

中でとても重要だとうたわれているのに、事業計画の具体の中には事業

として取り上げられていません。どういう形でこれを図っていくのか、

それについてどのような予算をつけていくのかというのがこの資料の中

だけでは見えてこないので、新しい事業計画が作られる間の中でもとて

も重要な要素になると私は思います。財団の持っている能力とか資質を

高めるためには、やはり人材育成ないしは今ある個人の資質の向上が絶

対的に必要だと思うので、これを事業としてどう反映していくのかとい

うのはもうちょっとしっかり表現で書いていただいて、なるべくたくさ

んの方々からご意見をいただけるような資料づくりをお願いします。 
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それと、事業指標が示されていますけれども、これはかなり具体的に、 

とてもわかりやすく今後の方針が出ているので、私はとても評価できる

と思っています。多岐にわたる事業でありますけれども、これはやはり

次の６ヵ年計画につなげるという意味合いでやっていることだと思うの

で、そういう意味ではもうちょっとチャレンジ精神あふれる表現があっ

てもいいのかなと。そのチャレンジ精神溢れる表現というのは事業に反

映される。それについて、我々理事会とか評議員会の皆さんが評価した

り、応援したりというようなスタイルが一番いいと私は思うので、ぜひ

若い職員も含めて、次の事業計画づくりに向けてもっと大胆な取り組み

を、そして予算面でも事業のあり方でも、もっと表現していただいてい

いと思います。いま一つ覇気がないというのが感想です。 

中島総務課長  今、お話のあった、研修体制ですけれども、具体的には研修費用の中

で見込む考えです。ここ数年来、研修に関してはいろいろなものが知識

として必要だろうと職員も感じているところです。それで、今年、基本

計画策定の中でコンサルタントとして国などのいろいろな機関で活躍さ

れている方に研修方式を取り入れながら基本計画を策定していただいて

いる中でも、アートマネジメントという部分での人材育成は、他の文化

財団等でも必要性を訴えているという話も聞いています。 

そういった面から、ここでは当財団の研修体制、専門研修もあります

し、今、市民と協働して事業を進めるにはどうすればいいのかなどの基

本的な部分についても全体研修として、先月、１１月の休館日を使い２

日間にわたって実施しており、職員もやらなければいけない必要なもの

だという認識も高まってきています。研修復命書の研修結果などを見る

と、実際の平成２４年度の事業を検討する場面でその手法を使いたいと

か、外部の機関へ出ていく研修もやりたいという意見もあり、必要性が

あれば希望を出してもらい、サポートしていきたいと思っています。 

このアートマネジメントの手法については、各事業で仕掛けていくと

きに、具体的に個々の職員が結果として得たものをどのように使えるか

になりますけれども、そのサポートは研修体制の充実などで対応してい

きたいと思っています。 

Ｂ理事  研修がそれに当たるのだという意見は確かにそうだと思いますが、私

はそれ自体が事業だという見方ができると思います。研修というと、ど

うしても内向きなイメージがあると思うのですが、この財団については

特殊な研修をもっと取り入れて、事業として確立していただきたい。 

専門的な知識とか能力を身に付けるというのは、内部的なものだけで

はなくて、将来的にはこの財団の持っているそういう機能をいろいろな

機関、またはいろいろな団体に委嘱できるというか、言い方はおかしい
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ですけれども、出資ができるというような形ができると思います。それ

が財団としての事業の展開とか事業収入になる可能性が高いので、私は

もっと事業として確立できるようなところまでやって、職員には専門知 

識ないしは専門資質を身に付けていただきたいと思います。そうすれば、 

どんなことがあってもこの財団が必要だというように、市からも市民か

らも信頼を持ってもらえると思います。誰がやっても同じ仕事ができる

ではなくて、皆さんだからできる仕事というのはあると思うので、私は

そういうことが望まれると。 

 

（４）【報告事項】平成２３年度第２回臨時評議員会の開催結果の件 

事務局から説明を行った。 

 

（５）【報告事項】基本計画策定の進捗状況の件 

事務局から説明を行った。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ理事  これは検討途中で、決定ではないことを承知のうえで、答えられれば

答えてください。 

非常にわかりやすくまとまっていて、読みやすいのですが、端的に 

言って、現在の基本計画の中に芸術・文化振興実施の基本的な考え方が

あると思うのですが、それと新しい基本計画での考え方の主な違いがど

こなのか、よくわからないのです。 

当然ながら、今後５年間の取り組みの指針でもあると思っていますけ

れども、これからの時代を睨んだ新しい視点が当然あってもいいと思っ

ていますし、当然含まれているのだろうと思っているのですが、その辺

のところ、もし現時点で答えられるのであれば教えていただきたい。 

今の段階で、これでは読み取れませんというのだったら、次のときに

そういうものを含めた資料をいただければいいかなと思っています。そ

こからどうでしょうかというところをお伺いしたいのです。今の時点で

結構ですので。 

阿部ホール 

事業係長  簡単に説明いたします。配付資料に事業の体系図が含まれていないの 

で、わかりづらいですけれども、今回の基本計画を考えるに当たり、私

は事業を担当しています。事業班では今ある事業をこれまでケプト分析

で、これからも継続するもの、重複しているものを廃止してもいいので

はないかといった手法を学んでまいりましたので、現在ある事業をとり

あえず何が必要で何か重複しているから要らないとか、そういう整理を
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かけなくてはいけないと、今は新たな事業の体系図を作成中です。 

その中で、音楽と美術、映像、古典芸能といった芸術・文化をジャン

ル分けをして、そこに入ってくる事業として、グリーンホールやたづく

りは調布市で芸術を扱うメインとなるホールであるということで、一番 

上にまず鑑賞事業をもってきました。そして、それを支える事業として、 

きっかけの場づくりとして生涯学習が入ってくる。そして、それらの事

業を横に人々がつながっていくようにするのがコミュニティ事業なので

はないかと考えました。 

それを体系図に、四角の表を作って、そこに事業を落とし込んでいき

ますと、同じ縦横のところで重なってしまう事業がやはり幾つか出てき

ます。今後そういうところを整理して、表の穴が埋められていないもの

を新たなものとして事業展開ができるのではないかと、それを文字に起

こしたところがこちらの文章になります。 

Ｃ理事  その職員の検討の中に加えていただければと思って聞きたいのですけ

れども、資料を見ましたが、この文章の中に協働という文字が１箇所も

入っていません。協働事業について、皆さんはどう考えているのだろう

かと思っています。３月に大地震があり、コミュニティの推進は非常に

重要性を帯びてきています。当財団としても、それをしっかり受けとめ

る必要が当然あります。まして、今後はこれまで以上に市民や団体、あ

るいは地域の人たちとの協働というスタンスを強めていく必要があるの

ではないかという時代の背景もあると思います。 

それに加えて、前回の理事会でもＢ理事から協働に対する考え方、あ

り方についてもきちんと示すべきだという発言がありましたけれど、そ

ういう状況の中にあって、当財団がコミュニティの推進を大きな柱とし

ている以上は、やはり協働から逃れることはできないと思っているので

すが、そういう考え方をきちんとここに載せるべきだと思います。ある

いは、方向性を示すべきだと。 

資料の最後のところで共催、後援等の考え方とありますが、これは協

働の１つの手法であって、まず協働の考え方があって、それに付随する

ものだと思います。その辺はどういう議論をされたのでしょうか。 

藤堂生涯学習 

事業係長  協働という言葉については、確かにこの中にあえて入れていない部分 

もありますけれども、協働という言葉は今まで職員の中でイメージがバ

ラバラで、どう考えているかという中で、市民の活動をサポートしてい

く、市民と一緒にやるというのはどういうところに現れてくるのかとい

うのを、資料には書いていません。ただ、市民活動を活性化させる芸術

・文化事業の考え方の中に出てくるところですとか、まだ書き込めてい
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ない部分だとは思うのですけれども、コミュニティの中ですとか、そう

いったところが分散してしまっています。市民と一緒に何かするという

考え方を排除しているわけではないのですけれども、その辺がまだわか

り難いのかもしれません。 

確かに、最後の共催、後援等の考え方のところで、これだけでは不足

であるというのもなるほどと思います。市民と一緒にやっていくものが

やはりこの中に含まれていて、どういった意味合いで協働をやっていく

のかを尐し入れていたつもりなのですが、策定委員会で決めた章立ての

とおりにしかまだこれを組んでいません。市民活動や市民とのという章

立てがない中で、私たちもどこに入れようかと悩んでいたので、今いろ

いろなところに散ってしまっているというのが現状だと思います。 

Ｂ理事  Ｃ理事にしっかりと発言していただいたので、とてもありがたかった

のですけれども、どんな事業でも事業を行うときの基本的な考え方が必

要だと思います。そのときに、協働という理念をすべての事業に反映さ

せていくのだというように職員が自分たちに命題をつけていかないと、

協働はできないと私は思います。 

文書に書いてある、書いていないということも大事だと思うのですけ

れども、それはなぜかというと、この財団の事業は行政がやる事業では

ないわけです。行政がやるのだったら行政がやればいいことなので、そ

うではない私たちがやる事業だからこそ協働というテーマが一番大事で

あり、一番期待されているところだと私は思います。 

そういう意味で、どんな事業であっても協働の理念を持って実施して

いくのだと最初に持ってこないと、協働はあり得ないということをまず

申しあげたいと思うので、これからワークショップをやるにしても会議

を行うにしても、そういう理念をまずみんなで確認し合って、この事業

についてはどんな協働の手法とか、どんな協働の問題点とか、どんな課

題とか、成果が見込めるのかということを考えながら事業計画を作って

いけば、私はかえって楽しいと思います。 

それが先ほど申しあげたようなチャレンジ精神溢れる新たな事業展開

につながっていくと思うので、多分それはＡ理事や柏木事業課長が一番

望んでいる職員の姿だと思うし、その姿こそがやはり市民が一番接した

い、行政の方々とは違う、もうちょっと心に響くような接し方ができる

財団であると私は思うので、その辺をもうちょっとみんなで考えてみた

らいいのではないでしょうか。 

 

議長から報告事項、平成２３年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況

の件及び平成２３年度調布市グリーンホール事業進捗状況の件の説明を続
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けて行うことが提案され、出席者全員一致で了承した。 

 

（６）【報告事項】平成２３年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件 

【報告事項】平成２３年度調布市グリーンホール事業進捗状況の件 

事務局から続けて報告を行った。 

 

（７）【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２３年度一般会

計収支予算執行状況の件 

事務局から報告を行った。 

 

（８）【報告事項】平成２３年度第２回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（１１月

１０日実施）開催結果の件 

事務局から報告を行った。 

 

（９）【報告事項】職員採用試験進捗状況の件 

事務局から報告を行った。 

 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後７時４９分、議長は閉会を宣し、解散した。 


