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平成２４年度第１回定時評議員会 議事録 

 

１ 開催日時 平成２４年５月１５日（火）   午後４時から午後６時まで 

２ 開催場所 グリーンホール小ホール 

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 ４名 

（本人出席）大前勝巳、花角美智子、平井裕介、山本良子 

（欠 席 者）西原 稔、西村伸夫 

（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、土方和巳理事 

（監事出席）飯田廣己、髙徳信男 

（議  長）花角美智子 

（議案説明）土方理事 

５ 議  事 

審議事項 

第１号議案 議事録署名人選出の件 

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平成２３年度

決算の承認の件 

報告事項 

（１）定時理事会（平成２３年度第２回、平成２４年度第１回）の開催結果

の件 

（２）公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２３年度事業報

告の件 

（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

画の件 

（４）公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２４年度一般会

計収支予算の件 

（５）公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団基本計画（平成２５

年度～平成３０年度）の件 

その他 

６ 議事の経過及び結果 

（１）財団職員の人事異動があり、事務局長、事業課長、事業課長補佐、管理係長が代わっ

たので就任者の紹介を行った。 

（２）定足数の確認等 

Ａ理事から事務局に定足数の確認を行ったところ、評議員総数６名のうち、出席４名、 

欠席２名であり、定足数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
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を行った。 

（３）【審議事項】第１号議案 議事録署名人選出の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  議事録署名人２人は名簿順にて輪番制で行うことを評議員会で決定し 

ています。その順番から、定款第２１条に基づく本日の議事録署名人は、 

Ｂ評議員、Ｃ評議員となります。 

 

議長から第２号議案の前に報告事項（１）及び（２）の２件を報告することが提案さ

れ、出席評議員全員一致で承認された。 

 

（４）【報告事項】定時理事会（平成２３年度第２回、平成２４年度第１回）の開催結果の件 

   〔説 明〕 

岡野庶務係長  まず、平成２４年３月２３日開催の平成２３年度第２回定時理事会で

は、平成２４年度事業計画の承認の件、一般会計収支予算の承認の件、

それから臨時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件等につきまして審

議を行い、承認及び可決されました。その他、代表理事及び業務執行理

事からの職務執行状況についての報告を行いました。 

次に、平成２４年４月２７日開催の平成２４年度第１回定時理事会で

は、定時評議員会の招集の件、平成２３年度事業報告の承認の件、平成

２３年度決算の承認などが行われました。 

 

（５）【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年度事業報告

の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  平成２３年４月１日に公益財団法人に移行し、新たな法律の下に運営

を開始しましたので、事業報告の前に法人運営全体に関して触れたいと

思います。 

法人運営に見合う役員構成のスリム化などを始め、理事会、評議員会

の機能、役割がこれまでとは違うことから、理事会運営などの見直しを

図り、新たな法律に基づく手続、事務処理手順などを含め、法人の基盤

整備に努めました。 

代表理事である理事長を中心に、業務執行理事が法人運営の舵取りを

〔結 果〕 

第１号議案、議事録署名人選出の件について、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 
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行うため、内部の情報伝達、市民の声など外部からの情報も共有し、利

用者サービスの向上などを掲げた運営方針の下、新法人への移行初年度

は概ね満足のいく運営ができたと考えています。 

それでは、事業報告の概要について説明します。先ほども申しあげま

したが、平成２３年度は公益財団法人化初年度として、また第２次指定

管理期間の３年目として、指定管理事業、独自事業、共催事業の３区分

の運営を行いました。 

その一方で、上半期は東日本大震災後の計画停電、節電の影響を受け、 

閉館または開館時間の縮減、事業内容の変更を行い、その結果、減収と

なりましたが、その後は概ね予定どおりの事業展開がなされ、芸術・文 

化の力で市民に笑顔と活気を取り戻すことに貢献できたと考えています。 

文化会館たづくりでは、芸術・文化のすそ野を広げるべく、美術ワー

クショップ、伝統芸能、体験教室、出張ストリートダンス講座などを実

施しました。また、市民の芸術・文化活動についても、調布美術展を始

め、調布よさこいや市民文化祭などを実施しました。 

グリーンホールでは、市内随一のホールとして質の高い６０の事業を

実施し、市民に感動を伝えることができました。さらに、平成２２年度

に相互協力提携に関する協定書を交わした市内在住でバッハ演奏の第一

人者である鈴木雅明氏が率いるバッハ・コレギウム・ジャパンによる公

開リハーサルを実施し、近隣市区にはない市民が気軽に上質な音楽に触

れる機会を提供することができました。 

実施事業の中で特徴的な事業の説明を事務局から行わせたいと思いま

すので、発言の許可をお願いいたします。 

 

事務局からの発言に関して、議長が許可。 

 

神戸事業課長  それでは、平成２３年度事業の中から特徴的な事業を報告します。 

まず、文化会館たづくりですが、指定管理事業、美術鑑賞展示、「荒

井さんと絵を描こう！」です。１階展示室の壁面クロスの張り替え作業

を行う前に、児童を対象に展示室の壁面に伸び伸びと絵を描くワーク 

ショップを参加型の側面を持つ事業として実施しました。 

それから、美術振興展示では、第９回調布美術展を実施しました。前

年度は１２８点、平成２３度は１３０点の申し込みがありました。 

そして、エントランスホール音楽会では、みんなでつくる音楽会を震

災の影響もありましたが実施しました。 

次に調布市民カレッジ、伝統芸能体験教室になります。市内の子ども

を対象に伝統芸能の普及を目的に、生け花、日本舞踊、琴などに取り組
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みました。 

続きまして、文化会館たづくり施設利用状況になります。平成２３年

度は、東日本大震災の影響による計画停電に伴う閉館、また電力使用制

限による節電の影響と思われる入館者の減少など、施設利用者が減少し

ました。入館者は、前年度に比べ、４月の市内公共施設の夜間閉館自粛

の影響と思われる減として、４月は約２４％、そのほか１０月、１月に

も２０から１５％程度の入館者の減少が見られました。 

次に、施設利用件数になります。ホール系施設では４月に大幅な減少

などあったものの、その後は回復の傾向が見られましたが、その後は、

前年度と同程度の利用件数でした。続いて、会議室系施設では、４月の

利用率低下以降、なかなか回復せず、結果として、前年度比で２％の減

少となっています。取り消しのリスクは小さいものの、施設予約を控え

る傾向にあったと分析しています。 

次に、利用料金収入になります。施設利用件数と連動する部分もあり、 

年間で見ると、平成２２年度の６，７２０万円余に対して平成２３年度

は６，５５０万円余と、前年度比で約１７０万円、月平均で１５万円の

減収となりました。 

それでは、独自事業の内容になります。調布よさこいは広く市民のコ

ミュニティの醸成を目的に実施し、今回９回目を数えました。こちらも

震災の影響を受け、規模の縮小を図りましたが、「被災地に調布から元

気を」とのテーマにより、復興支援企画を実施しました。よさこい全体

で地元商店会等のご協力をいただく中で約２万９，０００人の観客動員

がありました。 

次は、３月に恒例の公演となった調布市民歌舞伎を共催で実施しまし

た。全国的にも稀な市民による歌舞伎公演を行う団体として、平成２４

年度も引き続き支援していきたいと考えています。 

では、次は、共催事業になります。毎年３月に実施している調布映画

祭です。平成２３年度は、特に平成２４年が日活創立１００周年という

ことで、一足早く１００周年記念として、浅丘ルリ子トークショーを始

め、多くの市民が来場し、好評を博しました。 

そして、調布市民文化祭になります。今回５６回目を数え、約３万 

５，０００人の参加がありました。今回、市民文化祭の参加者、観覧者

の部門別の実態調査を行いましたので、今後の運営に生かしたいと思い

ます。 

続きまして、グリーンホールになります。芸術・文化の振興事業とし

て、松下奈緒コンサートツアーを行いました。こちらは当初、チケット

を完売していましたが、計画停電の影響により開演時間を繰り上げての
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実施となりました。そのため、払い戻し対応が生じる場面もありました

が、満足度の高い実施結果となりました。 

次に、「偉大な芸術家の思い出」という事業になります。桐朊学園大

学・堤学長を始め、現在最高の演奏家３人で構成された調布オリジナル

公演として各方面から絶賛をいただきました。 

続きまして、演劇事業になります。劇団朱雀特別講演ですが、調布で

は久々の大衆演劇となり、老人クラブや生協など、これまでに購入実績

のない団体にあっせんができたほか、調布パルコとの連携のきっかけを

つくることができました。 

それでは、施設利用状況報告になります。利用件数は、７月以降、概

ね回復傾向ですが、４月から６月までの利用件数は震災による影響で、

いずれも前年度比で３０件前後の減少となり、年間での利用率は前年度

比で２％の減少となりました。 

それから、利用料金収入報告になります。４月は、たづくりと同様に 

夜間の開館自粛があり、前年度の同月では５１０万円余の収入に対して、 

３６０万円余と約１５０万円の減収となり、年間では、前年度 

４，７６０万円余に対しまして４，５２０万円余と約２４０万円の減収

となりました。 

次に、独自事業になります。共催・公演事業の一環である相互協定事

業のバッハ・コレギウム・ジャパンになります。平成２２年度に相互協

力提携の協定を締結し、平成２３年度には６月、７月、１２月に３回の

公開リハーサルを、それから、平成２４年３月に主催、バッハ・コレギ

ウム・ジャパン、共催、財団で東日本大震災チャリティーコンサートの

開催がありました。このチャリティーコンサートでは、古楽器の音を多 

くの市民に楽しんでいただき、芸術・文化の振興の一翼を担うとともに、 

市民とともに被災地復興の願いを届けることができたと考えています。 

 

（６）【審議事項】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平成２３

年度決算の承認の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  まず、事業活動収入の部になります。 

今期の決算額は１３億４，３６１万６，４３８円となり、執行率は 

９５．９６％となります。事業収入は、１億８，１１７万１，０９６円

〔結 果〕 

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平成２３年度決算の承認の件

について、原案のとおり、出席者全員一致で承認した。 
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で、予算に対して約３，０００万円の乖離があり、主な要因について説

明します。 

自主事業収入につきましては、昨年３月に発生した東日本大震災の影

響により、７月に実施した音楽祭は電気使用制限の影響により規模を縮

小し、当初１，１００万円余の予算計上をしていましたが、２１０万円

余の規模になっていることと市民カレッジについても震災の影響により

受講のキャンセルが生じ、受講料が伸びなかったためです。 

次に、事業活動支出の部の決算額は、１３億２，２８７万８，６０３

円で執行率は９５．８９％となりました。 

人件費に関しては、調布市における給与条例の改正を受け、支出額が

減額となり、予算額との差が、事業人件費は７４２万円余、管理人件費

については３９５万円余となりました。 

続いて、芸術文化事業費支出になります。決算額は２億３，６５４万

円余となり、２，５３９万円余の乖離となりますが、これも収入の部同

様、震災の影響により、音楽祭の規模が縮小したことと予定していたオ

ペラワークショップが中止になったことが主な要因です。 

次に、援助事業費です。予算規模は１７９万円余と他の事業に比べると

小額ですが、執行率は約５０％となります。市民との協働事業のために

計上していた市民活動支援費ですが、申し込みが少なかったために執行

残となっています。それから、情報事業費は、財団の広報紙である財団

報「ぱれっと」とチケットガイドの「なびじょん」の印刷の契約差金が

主な要因でございます。 

なお、市への返還金は、受託事業収入である図書館の管理委託料２万

２，４２５円、指定管理料９万１，４７０円、補助金１，２９２万 

８，５５３円、合計で１，３０４万２，４４８円の精算戻入を調布市へ

行います。 

正味財産増減計算書及び財務諸表についての説明を事務局から行わせ

たいと思いますので、発言の許可をお願いいたします。 

 

事務局からの発言に関して、議長が許可。 

 

土井財務係長  まず、平成２３年度から公益財団法人へ移行したことに伴い、公益法

人会計基準の２０年度基準を採用したため、一部表示方法が違う部分や

新たに作成した書類がありますのでご承知おきください。 

それでは、正味財産増減計算書の説明になります。先ほどＡ理事から

説明のあった収支計算書は資金収支ベース、現金、預金の出入りを基準

にした計算書であるのに対し、正味財産増減計算書は実際に現金、預金
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の出入りのない取り引き、自動車の減価償却等になります。また、経常

損益と経常外の損益を分けることで、当期の予定していた活動に対して

の損益が詳しく見える形となっています。 

平成２３年度の経常収益計は１３億４，３６１万６，４３８円となり

ます。また、経常費用計が１３億４，３８４万３，６３７円となり、経

常損益は２２万７，１９９円の減となりました。平成２３年度は経常外

損益がありませんでしたので、その結果、一般正味財産増減額は２２万

７，１９９円の減となり、正味財産の期末残高は５億８，３１８万 

７６３円となりました。 

次に、貸借対照表ですが、まず、資産の部、流動資産合計が１億 

５，０７３万９，０７２円で、ページ中ほどの固定資産合計は６億 

３，１１３万４９４円となり、合計は７億８，１８６万９，５６６円と

なりました。 

次に、負債の部ですが、流動負債合計が１億７，１７６万８，８９２

円で、固定負債を合わせた結果、１億９，８６８万８，８０３円となり

ました。 

次に、正味財産の部ですが、指定正味財産合計５億５万円、一般正味

財産合計が８，３１３万７６３円、負債及び正味財産合計は７億 

８，１８６万９，５６６円となりました。 

次に、キャッシュ・フロー計算書になります。こちらは現金、預金等

の増減を示したものとなります。 

事業活動によるキャッシュ・フローですが、１，１４５万３，５７０

円の増となります。 

次に、投資活動によるキャッシュ・フローですが、７２１万 

６，７７５円の減となり、現金及び現金同等物の増減額が９２８万 

４，２６５円の減となりました。その結果、現金及び現金同等物の期末

残高が１億４，２９４万９，２７９円となりました。 

議 長  ありがとうございました。本件は４月２１日に、監事による監査が行

われました。その監査結果についてＤ監事から報告をお願いします。 

Ｄ監事  それでは、監査報告を申しあげます。 

私たちは、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団定款第 

２５条及び関連法令に基づき、平成２３年４月１日から平成２４年３月 

３１日までの平成２３年度における業務監査及び会計監査を行いました。 

次のとおりご報告申しあげます。 

１ 監査の方法の概要。 

（１）会計監査について、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思わ 

れる監査手続を用いて、財務諸表などの適正性を確認いたしました。 
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（２）業務監査について、理事会等に出席し、運営状況を聴取し、関係

書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当

性を確認いたしました。 

２ 監査意見。 

（１）事業報告は妥当であり、貸借対照表、正味財産増減計算書、 

キャッシュ・フロー計算書及び財産目録は、一般に公正妥当と認め 

られる公益法人会計基準並びに関係法令、定款及び会計規程に従い、 

法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものと認めます。 

（２）理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に

違反する重大な事実はないと認められます。 

 

（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２４年度事業計画

の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  本件は、去る３月２３日に開催した定時理事会において、定款第８条

に基づく承認を得ましたので、定時評議員会に報告します。 

この事業計画の作成にあたり、平成２２年度の理事会での検討を踏ま

え、また評議員会からもご意見いただき、まとめを行いました。 

基本方針では、公益法人への移行後の１年を振り返り、平成２５年度

以降の財団としての新たな基本計画づくりに全職員総出で取り組んだこ

となどに触れました。 

また、人材育成はとても重要であるとのご意見がありましたので、ア

ートマネジメントに関する研修へ臨む姿勢を記しています。良い人材を

育て、また、そのことを外へ向かって大いにアピールしていくことで、

新たな発展が見えてくることと思います。財団の将来のためにも、職員

への投資はこれからも大変重要だと思います。 

さらに、公益財団法人へのメリットと言われる寄附金の受け入れにつ

いても記し、自主財源の確保に触れました。このことは評議員会でのご

意見からも、市民の理解が得られるようＰＲを広く行い、積極的に取り

組みます。 

そのほか、７つの重点事項を踏まえ、財産運用を行います。具体的な

事業の中身に関しては、事業課長より説明を行わせたいと思います。発

言の許可をお願いします。 

 

事業課長からの発言に関して、議長が許可。 

 

神戸事業課長  まず、芸術・文化の振興事業、美術展示事業になります。たづくり１
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階展示室を活用し、市内作家や芸術性の高い作家の作品を紹介します。

平成２４年度は６展示を予定し、ファミリー向け展示として、現在、リ

サとガスパール＆ペネロペ展を有料で実施しています。 

今後は、宮澤正明、伊勢神宮の写真展。郷土博物館と共催で、収蔵品

から緑川廣太郎、鈴木亜男の絵画展を企画しています。なお、市内ギャ

ラリーとの連携も図りたいと考えています。 

次に、美術振興展示では、平成２４年度で第１０回目を迎える調布美

術展と併催で、歴代入賞者の作品展示を予定しています。 

音楽事業で１９の公演を予定し、子ども向けコンサートとして、親子

で楽しむオペラ「北風と太陽」、室内楽では、調布にゆかりのある堀米 

ゆず子のコンサートを実施します。若者向け事業では、「ゲゲゲの女房」 

で市民にも馴染みのある松下奈緒のコンサートを予定しています。 

次に、演劇事業では、古典芸能では久しぶりの松竹大歌舞伎になりま

す。歌舞伎は高齢者のファンが多いが、歌舞伎座などは遠くて行けない

という声に応えての実施になります。また、幼稚園・保育園児童劇鑑賞

事業では、「かさじぞう」、「さんまいのおふだ」を予定しています。

幼稚園・保育園の鑑賞教室を兹ねたものは、参加する各園にアンケート

を行い、内容を決定しています。 

次に、映画事業では、調布シネサロン。平成２４年度は１００周年を 

迎えた日活にちなんだ作品を上映します。また、５００円名画も実施し、 

映画鑑賞の機会の拡大と映画のまち調布の広報にも努めます。 

続いて、共催・公演事業では、相互協力提携を結んだ古楽器の演奏団

体、バッハ・コレギウム・ジャパンの公開リハーサル。初回は４月５日

に開催しましたが、合計４回の実施予定です。無料で公開することで、

従来のファンだけでなく、新しいクラシックファンも増やしたいと考え

ています。 

次に、音楽祭事業です。ちょうふ音楽祭はグリーンホール大小、くす

のき・むらさきホールを会場に、これまでの実績を踏まえ、鑑賞型、参 

加型の事業を中心に市民との協働を図り、音楽のあるまちを推進します。 

若者向けの内容としては、プロとアマチュアが出演するＬＩＶＥ ＰＬ

ＵＳ＋や、気軽にクラシックやポピュラーを楽しんでもらうワンコイン

コンサート、そしてバックステージツアーや子供たちに人気の楽器体験

といった内容を実施する予定です。また、今年は市民サポーターを募集

し、事業への協力をいただく準備も進めています。 

次に、エントランスホール音楽会事業、みんなでつくる音楽会は、既

に８月まで市民出演者が決まっていますが、さらに多くの市民の音楽愛

好家がステージに立つよう広報を行います。 
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次に、映像文化事業です。調布の文化資源である映像や映画について、 

調布映画祭を核として事業を進めます。また、市内の映画関連企業や各

種団体と連携し、映画のまち調布を盛り立てます。調布映画祭２０１３

では、既に実行委員会が立ち上がり、鋭意事業を進めます。 

次は、文化祭事業です。調布市民文化祭は、調布市文化協会を中心に、 

市民による文化祭として引き続き実施します。また、今年度、平成２３

年度に実施したアンケートを基に、新たな年齢層の集客を調布市文化協

会とともに検討したいと考えています。 

次に、コミュニティ活動の振興事業になります。交流育成事業、調布

よさこいです。開催する地域の商店会とも連携が進み、市民同士が交流

できる事業として誰でも参加できる企画を用意します。 

次に、生涯学習事業、芸術・文化学習事業、ちょうふ市民カレッジで

は、座学系、実技系を合わせて５５講座を予定しています。 

また、市民講師講座では、公募の市民講師による講座や市民カレッジ

で得た技能や知識を調布における生涯学習に生かす循環型の事業として

推進しています。 

次に、調布市内近隣大学等公開講座です。平成２４年度、今年度は東

京造形大学を加え、３６講座で実施する予定で準備を進めています。 

次に、広報事業です。各事業のＰＲを行い、チケットの売り上げにつ

ながるよう努めます。 

次に、施設の管理運営事業になります。文化会館たづくり、グリーン

ホールとも時宜を得たメンテナンス等を行い、わかりやすい利用案内の

作成や対応を行うとともに、防災訓練等を実施し、危機管理意識の向上

を図り、安全かつ快適な施設となるよう運営します。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ評議員  この事業計画ですが、昨年度と比べてどういう工夫をしたのか、違い

がよくわからなかったので、違いについてもう少しわかりやすくなると

いいと思います。 

神戸事業課長  昨年度との違いがわかりにくいというご指摘でしたが、今後そのよう

な形での説明を心がけたいと思います。 

先程の説明の中から例として取り上げますと、今回、６月２３日、 

２４日でちょうふ音楽祭を予定しています。去年は震災の影響で規模を

縮小して小ホールのみでの開催でした。今年度は大・小ホール、くすの

き、むらさきホールを使い実施します。 

Ｃ評議員  調布よさこいは、かなり定着していると思いますが、参加人数は年々

増えているのでしょうか。というのは、よさこいと、地域で行われる一
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般的な盆踊りとは参加する層がかなり違う気がします。 

常廣事業 

課長補佐  今、旧甲州街道を中心に実施しています。例えば、平成２２年度のよ

さこいは延べ２万７，０００人が参加し、平成２３年度では延べ２万 

９，０００人の参加と、増加傾向にあります。 

要因としては、集まって踊るだけでなく、同時開催で、不動商店会の

ハッピーまつり、上布田ご縁の市、調布商店会、布多天神社に会場があ

りますので、地域に根づいた形が少しずつ出ていると思っています。 

平成２４年度はこれまでと同じ形で考えていますが、今、実行委員会

も立ち上がり、新しい企画を含め、どうしていくか話し合いも始まり、

いろいろな方が気軽に参加できる形を検討していければ、さらに盛り上

がりを見せると考えています。 

Ｃ評議員  人数が増えているのは大変いいことだと思いますが、一般的な盆踊り

などに少しずつ出前で行ってもいいのではという気がします。踊り手、

観客も広がりを見せていると思いますが、ある種の末端までは行ってい

ない感じがします。 

常廣事業 

課長補佐  盆踊りにではないですが、出前よさこいを実施しています。市内の各

所に、調布よさこいとは別にいろいろなところによさこいチームを派遣

しています。調布よさこいオフィシャルチームの藍心の他にも市内のよ

さこいチームが多くありますので、そちらのチームを派遣しています。

派遣場所としては、深大寺ほおづき祭、各小学校の夏祭りなどがありま

す。今、回数を正確に記憶していないので、後ほど確認しますが、２２

年度より２３年度のほうが回数を増やしています。できるだけその地域

に密着した形で実施し、根づかせたいと思っています。 

Ｅ評議員  毎月広報物等で生涯学習、コミュニティ活動、あと芸術活動まで幅広

く企画し、かつ市民参加型で、下の年代層も循環していく形で、立体的

にプログラムを組んでいて非常に素晴らしいと思います。 

会館の利用率、公共施設の利用率から見ても、他の施設は６割程度な

のに対して、８割の利用率を維持している、後で質問しようと思ったの 

ですが、いろいろな苦労により利用率が高くなっていると思っています。 

平成２４年度の事業計画の中で、特にこういう活動というのは、それ

を担う人材、職員の感性というか感度が非常に大事なのだと、そういっ

た中で、マネジメント人材に必要な要素を研修に取り入れると書いてあ

り、こういったところは非常に大事な要素だろうと思います。 

質問は、従来から多角的に事業を行っている中で、さらに高みを目指

してマネジメント人材の育成に必要な要素として強化するのはどういっ
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た観点で人材の強化を図っていくのかを聞かせてください。 

中島総務課長  平成２２年度、２３年度、足かけ２年をかけて、平成２５年度からの

基本計画の策定作業は全職員対象で行いました。これまでは、係長職以

上のポジションが市からの派遣職員で、そういったメンバーで計画物の

検討をしていましたけれども、平成２５年度以降の新たな６ヶ年、平成

３０年度までの新基本計画では、固有職員を中心に作業を行いました。 

作業は、委託形式を取り、派遣で来ていただいた会社の方が国の機関

等でも活躍されて、他団体、私どもと同様の団体情報も持った方で、事

業計画及びその評価をしていくには、そこで働く人材の育成が非常に大

事だといった話の中でアートマネジメントという言葉が出てきて、専門

的な人材の育成が非常に大切だというところから、研修のシステムにつ

いても、いろいろな形で一般的な研修はありますが、芸術関係の研修体

制についても、その方自身もその分野に非常に詳しいこともあり、事業

計画を策定するにあたり、アートマネジメントの観点を取り入れていく

ことになりました。それらを踏まえ、既に研修体制に手をつけ始めてい

ますけれども、事業計画の文面でも表記して、職員それぞれが意識しな

がら、日々の仕事に取り組むとして、人材育成を柱としています。 

Ｆ理事  この場をお借りして、評議員の皆様に報告したいと思います。 

平成２３年度の事業報告、あるいは平成２４年度の事業計画の中でも

説明がありましたが、バッハ・コレギウム・ジャパンの活動について、

かなり重視しています。 

このバッハ・コレギウム・ジャパンは、オルガンやチェンバロ、ある

いは古楽器を演奏する、世界的に活動されている団体です。一昨年、こ

のバッハ・コレギウム・ジャパンを率いている鈴木雅明氏が調布市民と

いう縁もあり、調布市文化・コミュニティ振興財団と相互協力提携に関

する協定書を交わし、無料で公開リハーサルを市民の皆様に提供し、こ

れが大変好評を得ています。 

この鈴木雅明氏がバッハメダルというバッハ作品の演奏に貢献した世

界的な音楽家に贈られる賞を日本人として初めて受賞することが決まり

ました。バッハ・コレギウム・ジャパンとしても名誉なことですが、我

々財団としても非常に名誉なことです。 

６月にドイツで表彰式が行われるということで、評議員の皆様のお耳

に入るかもしれませんが、報告させていただきました。 

 

（８）【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年度一般会計

収支予算の件 

   〔説 明〕 
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Ａ理事  平成２４年度一般会計収支予算について説明します。 

予算規模は、１３億６，９３８万５，０００円で、平成２３年度と比

較して３，０５３万２，０００円の減で、率にして２．２％の減となり

ます。 

初めに、事業活動収支の部の事業活動収入です。自主事業収入ですが、 

コンサートや演劇等の鑑賞型自主事業のチケット収入や市民カレッジの

受講料になります。９，３１０万円で、平成２３年度と比較して 

１，８８８万５，０００円の減で、率にして約１７％減です。要因とし

ては、平成２３年度に実施した演劇のチケット単価が高かったこと、 

ちょうふ音楽祭の事業を精査し、会場などの規模の適性化を図ったため

です。 

次に、受託事業収入ですが、図書館の管理委託の受託事業収入と自動

販売機の販売手数料や各種物販手数料になります。 

事業収入の合計は１億９，２４３万９，０００円で、平成２３年度と

比較して１，８８８万５，０００円の減となります。 

次に、市指定管理料収入になります。６億９，５４５万２，０００円

となり、平成２３年度と比較して、９８７万９，０００円の減となりま

した。主な要因として、平成２３年度まで施設管理維持経費の修繕は資

本的支出に該当するものがあり、平成２４年度から行政に移管し実施す

るため、修繕費の減となりました。また、チケット管理システムが再リ

ースとなったことで、リース料が低くなったためです。 

次に、補助金等収入になりますが、３億１，２２１万６，０００円で、 

１，５８６万４，０００円の減となります。要因としては、調布よさこ

いが１０回を迎えるに当たり、事業積立金を充当したためと職員人件費

が新陳代謝のために減となったことによります。 

事業活動収入計は１３億５，５１６万４，０００円となります。 

次に、事業活動支出ですが、１３億４，８２２万８，０００円で、平

成２３年度と比較し５，１４３万９，０００円の減で、率にして３．７

％の減です。要因としては、事業費支出の事業人件費支出は、 

１億６，３０２万７，０００円で、職員の新陳代謝による減で、平成 

２３年度と比較して７７３万５，０００円の減です。 

次に、芸術文化事業費支出ですが、２億５，２２１万８，０００円で、 

平成２３年度と比較して９７１万７，０００円の減となります。要因と

しては、チケット管理システムの再リースとちょうふ音楽祭の規模の適

性化によるものです。 

次に、情報事業支出ですが、６，７２２万４，０００円で、平成２３

年度と比較し６１６万円の減です。要因としては、財団の印刷物に係る
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経費の印刷部数の見直し及び平成２３年度契約実績で、財団報「ぱれっ

と」とチケットガイド「なびじょん」を合わせて４００万６，０００円

の減及び視聴覚機器のリース料を財務活動支出の長期借入金支出に振り

替えたため、２１５万４，０００円の減となります。 

次に、施設管理運営事業費支出ですが、７億２，５５６万５，０００

円で、平成２３年度と比較し２，７４３万１，０００円の減です。要因

としては、指定管理料の減要因と同様の理由ですが、資本的支出に該当

する修繕費を行政に移管したことと、賃貸料を財務活動支出の長期借入

金支出に振り替えたためです。これに管理人件費及び一般事務費を加え 

た結果、事業活動支出は１３億４，８２２万８，０００円となりました。 

次に、投資活動収支の部、収入の部ですが、事業積立取崩収入として

１，４２２万１，０００円の基金の取り崩しを予定しています。主なも

のとしては、調布よさこいへの事業費への充当や、平成２４年度に実施

予定の松竹大歌舞伎、鑑賞しやすいよう、チケットの価格を抑えるため

に充当するためです。 

次に、投資活動支出の部ですが、事業積立預金の利息の積立額として

１２万５，０００円を計上しています。 

次に、財務活動支出の部ですが、平成２０年４月以降にリース開始し

たリース総額が３００万円以上の物件については、平成２３年度中にリ

ース資産として計上し、その当該年度に支払う負債については、主に施

設管理運営事業費の賃貸料支出から財務活動支出の部、長期借入金支出

に振り替えたため２，１０３万２，０００円の計上となっています。 

予備費支出につきましては、平成２３年度から収支予算書の形態が正

味財産増減計算書となったため、予備費の概念がなくなり、計上してお

りません。 

 

（９）【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基本計画（平成２５

年度～平成３０年度）の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  平成２２年１１月から次期基本計画策定の作業を開始し、その間、理

事会への報告を行い、ご意見をいただきながら、進めてまいりました。

本日、基本計画を決定するにあたり、この基本計画の特徴的な点などの

概要について説明します。 

まず、基本計画の基本的な考え方を始めとして、大きく１０項目から

なる計画になっています。 

まず、財団のミッション、それから指定管理者として指定を受けてい 

るたづくり及びグリーンホールのミッションを定めました。 
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次に、基本計画の策定に際しては、全係長を中心とした策定委員会を

立ち上げ、約１年半をかけてまとめました。この１年半の間には、全職

員を対象とした研修形式での検討も行い、作業に取り組みました。 

次に、平成１９年度から平成２２年度までの４年間で実施した事業の

振り返りやニーズ調査を行い、事業の評価、検証を行いました。 

次に、広報、販売戦略、マーケティングの検討を行いました。 

最後に、関係者からのヒアリングでいただいたご意見についても、参

考で附帯意見として後ろに記しています。 

以上のとおり、前回の理事会までにいただきましたご意見なども反映

させ、ここに平成２５年度からの基本計画としてまとめることができま

した。 

 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後６時、議長は閉会を宣し、解散した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


