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平成２４年度第１回定時理事会 議事録 

 

１ 開催日時 平成２４年４月２７日（金）   午後６時３０分から午後８時０９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 ５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 山口昌之、理事 土方和巳（事務局長） 

（欠席理事） 理事 高岡宮子 

（監事出席） 飯田廣己、髙徳信男 

（議  長） 理事長 荻本貞臣 

５ 議  事 

審議事項 

第１号議案 定時評議員会招集の件 

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

事業報告の承認の件 

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平成２３年度

決算の承認の件 

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基本計画（平

成２５年度～平成３０年度）の決定の件 

報告事項 

平成２４年度第１回臨時評議員会の実施結果の件 

その他 

６ 議事の経過及びその結果 

（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がなされ、事務局から出席理事５名、欠席理事１名

であることから理事会運営規則第１０条に基づき、定足数である過半数の出席があり、 

開催要件を満たしていることの報告を受け、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。 

 

議長から報告事項を先に行いたい旨の提案があり、出席理事全員の了承を得た。 

 

（３）【報告事項】平成２４年度第１回臨時評議員会の実施結果の件 
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   〔説 明〕 

岡野庶務係長  決議の省略により平成２４年３月１３日付で開催しました第４回臨時理 

事会における平成２４年度第１回臨時評議員会の招集の件の決議に下づき、 

平成２４年度第１回臨時評議員会についても決議の省略により開催いたし

ました。主な内容につきましては、大澤理事の後任として土方理事の選任

を行い、可決となりました。 

 

（４）【決議事項】第１号議案 定時評議員会招集の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  評議員会を開催するに当たり、理事会の決議が必要であるため、第１

号議案としてお諮りいたします。 

平成２４年５月１５日（火）指定の時間と会場で開催を予定していま

す。定時評議員会では、審議事項が２件、議事録署名人の選出の件、平

成２３年度決算の承認の件となります。報告事項は５件となります。こ

の報告事項では、平成２３年３月２３日開催の平成２３年度第２回定時

理事会での議題と本定時理事会での議題等を報告します。 

 

（５）【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平成２３

年度事業報告の承認の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  平成２３年４月１日に公益財団法人に移行し、新たな法律の基に運営

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はじめ、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

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もと、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

〔結 果〕 

第１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。 
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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

による運営を行いました。 

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、調布美術展をは

じめ、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

に相互協力協定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。平 

成２２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

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、平成２２年度に比べ、４月の市内公共施設の夜間閉
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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、

平成２２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、平成２２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、平成２２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は

じめ、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

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」という事業名になります。桐朊学園

大学・堤学長をはじめ、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。 
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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、

いずれも平成２２年度比で３０件前後の減少となり、年間での利用率は

平成２２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、平成２２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、平成２２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。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  東日本大震災の影響で利用者数や利用料の収入が減ったということで

すが、その際に、回復基調を見せるまでの間に職員がどのような、回復 

をアピールする方策を取ったのかと、事業を通じて将来にわたる利用者、 

特に子どもや子どもを持つ親に対して、うまくアプローチできたのか。

その辺の満足度がどうだったかを教えてください。 

常廣事業 

課長補佐  東日本大震災の影響に関する施設の利用状況についてお話します。 

先程、事業課長からも少し説明がありましたが、入館者数は前年比で

１割ほど減少しています。原因の１つとして、４月は公共施設の夜間閉

〔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年度事業報告の承認

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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館を１５日間実施したことや電力使用制限令、図書館の長期休館、それ

と、今年は気候が夏はより暑く冬はより寒いという状況もあり、施設利

用が落ち込みました。 

それから回復のアピールについての前に、特に注意を払った点は、夜

間閉館や電力の使用制限により施設が使えなくなった場合、どうすれば

利用者が不利にならないかを考えて運営を行いました。 

考え方として、館は開いているのだから、電力使用制限令が出ても、

還付する必要はないという議論や実際そういった対応を取っている他の

行政地区に参考までに状況を聞いています。 

ところが、その考えで対応してしまうと、この会館は市民に対して親

切心がない会館だと思われてしまいますので、そうならないよう、３月

の震災の影響で、９月ぐらいまでの期間、どうなるかわからない。市民

が安心して施設を使える状態が整わないところは、開館していても、利

用料金が還付できない期間になったとしても、全額を還付しました。そ

うすることによって、この会館は利用者のことを第一に考えて運営して

いることを示せるよう対応を取りました。 

春には、エントランスホールに足場を組んで非常に目立つ形で補修工

事を行っていたので、大丈夫なのかという声も寄せられましたが、しっ

かりメンテナンスしましたので、安心してお使いいただけますと、窓口

や電話での問い合わせには一つ一つ丁寧に案内をしてきました。 

渡部管理係長  続いて、子ども向け事業の満足度についてお答えします。 

以前から０歳からのコンサートといった形で小さい子どもでも参加で

きる事業はありましたが、平成２３年度から新たに子ども伝統芸能体験

教室と美術鑑賞展示で子どもの美術ワークショップを実施しました。ま

だまだ子どもから参加料は取りづらい環境の中で、将来の調布の文化を

担う世代の子どもにどう芸術・文化を普及させながら取り組んでいくか

が大きな課題でした。 

平成２３年度は無料で実施して普及を図ることで、将来の調布の文化

を担う世代が育ち、将来的な希望が持てるのではないかと考えるように

なりました。実施初年度の事業なので満足度の高いご意見が多くありま

したが、今後の課題も多く、前向きに検討しながら改善していきたいと

考えています。 

Ｂ理事  両方の課題について、しっかり課題意識を持っているので、安心しま

した。特に利用者の視点で物を考えて行動できた点はとても大きなこと

だと思うので、これからもその視点を忘れずにいて欲しいというのと、

もっと踏み込んでできることがあればやってみようという姿勢もこれか

らどんどん出して欲しいと思います。 
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それから、子ども向けの事業については、課題を未来に向けた人材育

成、市民のレベルアップも含めてもっともっとやっていただければ、将

来も明るいし、財団に対する信頼も厚くなると思うので、しっかりやっ

ていただきたいと思います。 

Ｃ理事  東日本大震災の関係で事業そのものは自主的に日程の変更等をしなが

ら、全体的には順調に推移してきたということですが、事業そのものは

実施したとしても、事業そのものの実績、あるいは実態を細かく見てい

くと、特に市民カレッジ関係で受講者が非常に落ち込んでいます。加え

て、近隣大学等公開講座はさらに少ない状況で、これは地震の影響があ

るのか、受講者そのものが固定されてしまっているのか、そうしたいろ

いろな影響が考えられるのですが、この参加者、受講者の減少について

どのように捉えているか、教えてください。市民カレッジ、近隣大学等

公開講座の関係に限ってということでお願いします。 

神戸事業課長  まず、市民カレッジについてですが、ご指摘のとおり、平成２２年度

に比べ、平成２３年度は事業への参加率が下回る傾向があります。私ど

もの分析といたしましては、今、固定されているのかというお話があり

ましたが、やはり新規の参加者が減少している、それが一因としてある

と考えています。 

また、近隣大学等公開講座についてですが、こちらのほうは参加者そ

のものが少ないというところでは、ニーズとのアンマッチという要因も

あると思っています。 

また、事業につきましては事業評価を実施しています。事業評価は、

新規の参加者の方が多いことを評価する内容ということもあり、こちら

のほうに意をもって対応しています。大きなくくりでは、そのように分

析しています。 

渡部管理係長  今、事業課長から報告した点の詳細になります。 

調布市民カレッジは、平成２３年度は平成２２年度に比べ、定員に対

する参加者数は全体で１０％ほど減っています。現在、６ヵ年計画、平

成１９年から数えて５年目に当たりますが、全体の新規の市民参加率は

４０％で推移しています。その中で、平成２３年度は２０％と落ち込ん

でいます。この原因には、平成２３年度から公益財団法人となり、芸術

・文化を主とした事業に取り組むという中で、芸術・文化を強く意識し

た企画内容とした結果、カリキュラムが難解になり、市民ニーズとの乖

離が生じたものと推測しています。しかし、後期、１０月以降に始まる

講座については、その反省をカリキュラムに反映できたことから、ほぼ

持ち直すことができたと見ています。 

それから、東日本大震災の影響により、市民生活の先行きが不透明な
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中、通年講座のキャンセルが目立ち、また新規開発に影響が出たと推測

しています。平成平成２４年度前期分は既に募集が終わり、４月から開

講していますが、概ね平成２２年度以前の状態に回復していると見てい

ます。 

Ｃ理事  市民カレッジについては、特定のファンの方がかなりいますが、その

関係で、昨年度終了した講座を、今度は受講者自らがぜひ自分たちの手

で運営していきたいと会費を出し合い、会場を押さえ、講師と交渉し、

自分たちで資料を作っている。平成２３年度において、市民、受講者自

らが、自分たちで考え運営を始めるということがありました。 

渡部管理係長  １サークルありました。毎回いろいろな講座を実施するたびに、いろ

いろなサークルが誕生していく中で、平成２３年度は７０～８０人ぐら

いの大きなサークルができ、皆さん大変だったとは思いますが、大変喜

ばれ、運営もうまくいっているとお聞きしています。 

Ｃ理事  財団が一方的に事業を実施するのではなく、それを受講して、市民の

皆さんが自主的に継続して学ぶ、それが結果として出ているということ

が財団事業の非常にいい成果だと思っています。今後もそういう形で増

えていくのではないと思いますが、それに対して市民の皆さんも、財団

は非常にいい企画をしてくれているという見方があると思います。 

全体を見て、企画自体は良いと思います。ただ、先ほど事業課長から

もお話がありましたけれども、ある意味、リピーターだけで固まってい

るとなると、それでは限界がありますので、ぜひ新しい参加者、受講者

を発掘するというか、そういった企画、あるいは働きかけに力を入れて

欲しい。 

もう一点、イメージアップ事業ですが、現在、たづくりのエントラン

スホールに入ると、正面の舞台に大きなぬいぐるみがありますね。この

ぬいぐるみがあることで非常に明るい雰囲気、いい雰囲気かなと思うの

です。どちらかというと、エントランスホールそのものは無機質な感じ

の場所ですので、非常に和やかな、温かい感じになっていいなと思って

います。これは今、展示室で行われている展示の宣伝を兼ねている訳で

が、以前には映画祭の関係でディスプレーがありましたし、また山梨市

との連携で桃の花なども飾られることもあり、クリスマスツリーなども

ありまして、いろいろと季節感を出すなど努力している部分もあります

が、そういう演出をぜひこれからも続けてください。 

その中で、むらさきホールに向かって左側に展示スペースがあって、

映画祭の時には非常にいい効果を出していたのですが、事業が終わると

何も展示されず、そのままの場合もあります。展示スペースのバックが

黒で、どちらかというと暗いイメージになってしまい、会館へのイメー
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ジも余りよくないのではと思っています。現状では、たづくりへの入館

者も減っており、事業への参加者、受講者も減っているという状況の中

で、イメージアップを図るため、ぜひ設備の活用を真剣に考えていただ

きたい。その辺のところ、何か案というか、考えがあれば、教えてくだ

さい。 

常廣事業 

課長補佐  イメージアップ事業についてお話したいと思います。 

この事業は、なかなかクローズアップされないのですが、会館のイメ

ージアップを図るという位置付けで、エントランスホールのステージへ

の装飾、冬期にはクリスマスツリーの設置、この他、会議室系の施設に

季節の写真を展示することも行っています。 

それと、先程、常務理事の話にもありましたむらさきホール隣のスペ

ースの活用についても、イメージアップ事業の一端を担うと考えます。 

今後はこの事業が館全体のＰＲにどれだけ貢献しているかの評価も加

えながら行うことも必要だと考えています。 

平成２５年度以降の基本計画の中で、広報が今後の財団での活動の１

つの大きなポイントとなります。広報には、事業の広報だけではなく、

財団や会館の認知度の向上、それこそサービスの促進と広い意味でイメ

ージアップが必要になります。そのためにも、装飾などによるイメージ

アップだけでなく、施設の利用案内の工夫などもイメージアップになる

と思いますし、財団のＰＲにもなると考えています。補足ですが、エン

トランスにあるステージ上の展示は、クマのぬいぐるみを使用し、毎回

変わる装飾の様子を楽しみにしている固定のファンもいて、そういった

個人のホームページや地域情報のサイトなどでも取り上げられて、今回

こういう格好をしているよということで紹介してくれる方もいて、クリ

スマスツリーも１つの季節の風物詩的なものになって、今年も飾ってい

るねと親子で写真を撮っている風景もありますので、市民に対しては温

かい雰囲気を今でも提供していると考えています。 

それから、むらさきホール隣の展示スペースの活用ですが、元々あそ

こには会館の電気の使用状況ですとか、入館者数を表示するインフォメ 

ーションパネルがあって、そこを展示可能なスペースに改装しています。 

バックが暗いという話もありましたが、何か飾ったときにそれを浮き立

たせるために少し暗目にしています。これまでには映画祭等、財団の事

業関連のＰＲや調布市の映画関係の事業でも活用させて欲しいという申

し出もあります。 

ただし、昨年は電力使用制限など節電の観点もあり、使用を見合わせ

ていたために積極的にスペースを活用していませんでした。しかしなが
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ら、市からの利用要望や財団事業のＰＲにもっと活用していったほうが

いいでしょうし、活用させてくれという声をもらっているのも確かなこ

とです。そこに常に何か飾られていれば、展示スペースとしての認知度

の向上にもなると考えていますので、取り扱い方針などもこれからです

が、いろいろなＰＲに役立てていきたいと考えています。 

Ｄ理事  会議が始まる前に議長からも話があったと思いますが、こういった施設

は、気持ちよく施設を使っていただけないと、やはりまた使おうという気

持ちにならないこともありますし、渡部管理係長のほうでも日頃から館内

を回っているということで、指摘したところもどこどことすぐ回答できて

いましたので、館内を回られて気づいたところを今後は直していただける

のではないかなと思います。 

日頃から私も何回か施設を使わせていただいたり、ホールを使わせて

もらったりしますけれども、やはりお客様の目線の中できちんと気持ち

よく施設を使ってもらうために、日々見回って、修繕や補修、清掃等し

ていただければと思います。また、何年か経つと張り紙が劣化して色が

くすんできたり、若干破けてしまうこともありますので、そういうとこ

ろも、多少費用がかかるものと思いますけれども、利用者が見るところ

は綺麗に、気持ちよく使っていただけるようにしてください。 

Ｃ理事  グリーンホールの事業報告について１点だけ。 

バッハ・コレギウム・ジャパンの説明がありましたが、バッハ・コレ

ギウム・ジャパンとは、平成２２年度、財団と相互協力提携を締結して

いるという団体なのです。そのバッハ・コレギウム・ジャパンの指揮者

の鈴木雅明さんという方がバッハメダルという世界的にも非常に権威あ 

る賞を受賞されることになったという新聞報道等がありましたけれども、 

これは日本人初であり、非常に名誉なことだと思っています。これは 

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で、ご本人も

そうなのですが、財団としても協定を締結している中で、非常に名誉あ

ることだと感じています。 

そうした中で、阿部ホール事業係長を中心に進めてきたのですが、そ

の先見性もかなりのものと思っていますし、その労もきっとここで報わ

れたのではないかなと思っています。ぜひこの機会に、市民の皆さんに

バッハ・コレギウム・ジャパンという音楽の団体、あるいは鈴木雅明さ

んと財団との関係を広くアピールしていただいて、音楽の素晴らしさと

同時に財団の存在もぜひ宣伝して欲しいと思います。それについて何か

考えているところがありましたら、お話しいただければと思います。 

 

阿部ホール 
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事業係長  協定を交わしまして、公開リハーサルも大分定着してまいりまして、 

毎回５００名近くの方からご応募をいただいて、市民の方にもたくさん

参加していただいています。 

公開リハーサルの会を重ねていくごとに、鈴木雅明さんも皆さんのお

顔を見ながら、わかりやすい説明やお話を交えています。それがバッハ

・コレギウム・ジャパンのほかの演奏会ではない形でして、そういった

意味でも広く皆さんがこんな素晴らしいものをということで、アンケー

ト等を見ていますと、そういった団体と協定を結んでくださって、しか

も無料で演奏を聞かせてくださる機会をいただいて大変感謝していると

いうことで、少しずつですが、財団に対する評価が高まっているなとい

う印象は受けています。 

実際、バッハ・コレギウム・ジャパンは、外でも国際的にたくさん活

躍されているのですけれども、チラシ等に協力という形で財団名を入れ

てくださったりしていますので、先ほど事業課長から説明がありました

この間の東日本大震災等についても雑誌等で取り上げられておりますの

で、財団名の認知度の向上とかＰＲといった面では大分貢献できている

と思っています。 

この後も引き続きそういった面でＰＲ効果、もうちょっと鈴木さんの

お名前を借りてということになりますが、そういった国際的な団体を市

町村の団体が大きく応援しているということが財団としてのステータス

というか、ネームバリューの向上に貢献していると思いますので、また

これを機に、２４年度も公開リハーサル等を予定しておりますので、そ

の中で市民の皆さんにＰＲしていきたいと思っています。 

Ｃ理事  このことによって市民からの反応、反響もあると思います。これから

もバッハ・コレギウム・ジャパンとの関係を大事に育てていくというの

ですか、全体で努めていければなと思っています。その辺のところ、細

かいところをぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

（６）【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

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
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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。 

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

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
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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。 

次は、正味財産増減計算書の内訳表です。平成２３年度に公益法人へ

移行したことにより、公益事業、収益事業、法人会計の各事業区分別の

計算書を表示しています。 

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。 

説明について以上になります。引き続きまして、監査報告書を監事に

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

Ｅ監事  それでは、監査報告をいたします。 

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。 

次のとおり報告いたします。 

監査の方法の概要。 

（１）会計監査については、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。 

（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
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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。 

この結果を踏まえまして、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ます。 

 

 

（７）【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基本計画

（平成２５年度～平成３０年度）の決定の件 

   〔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はじめとして、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。 

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おります。 

以上、前回の理事会までにいただい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。５月 

〔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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１５日開催の定時評議委員会においても報告を行う予定です。 

なお、軽微な字句の調整などが生じた場合は、その修正を理事長に一

任していただくことで理事会としての決定をお願いいたします。 

 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ理事  確認を含めてですが、基本計画、これはこれでいいと私自身は思って

います。今後、この基本計画に沿って、事業計画を立てると思いますけ

れども、それに当たって策定委員だけでなく、職員全員が意見、あるい

は考え方を寄せて、作ることに意義があると思っています。これは財団

全員がそういう認識を持っているとは思っています。 

ただ、基本計画に沿っての具体的な事業の組み立てとなると、これま

で行ってきた事業を精査する、場合によっては廃止することも出てくる

かもしれませんし、さらに目標が明確になっていますので、それに沿っ

て事業を新たに作り出すことも必要になってくると思います。 

ただ、個々の職員にとっては、これまでやってきた事業にそれぞれ思

い入れもあれば、考え方もあるのかなと思って、難しいところもあるの

ではないかなどと思ったりもしているのですけれども、その辺のところ

は今後どういう形で進めていこうとしているのか。今の時点で結構です

ので、わかる範囲で教えていただければと思います。 

岡野庶務係長  この基本計画に基づいて、今年度４月１７日から、これまでかかわっ

てきたコンサルタントにも協力を要請し、平成２５年度以降の具体的な

実施事業計画の策定の作業に入りました。入りましたと言っても、まだ

始めたばかりですので、具体的に決まった事項はないのですが、この基 

本計画に基づいて、現状の事業に囚われることなくゼロベースで考えて、 

事業をそれぞれの係で考えてみるという状況です。係によってはまだこ

れから打ち合わせを始めるという段階です。 

進め方ですけれども、常廣補佐を中心にこれまで同様、係長以上のメ

ンバーで策定委員会を結成して議論するとともに、また全体研修の形を

取り入れ職員全体で話をする場を設けて検討を進めていくことになりま

す。 

Ｃ理事  大いに議論していただくことは結構だと思いますので、ぜひみんなの

意見がうまく網羅されたいい実施事業計画になるようにお願いしたいと

〔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基本計画（平成２５年度～平

成３０年度）の決定の件について、軽微な文言の修正が生じた場合は、理事長に一任するこ

とを条件に原案のとおり、出席者全員一致で可決した。 
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思います。よろしくお願いいたします。 

Ｂ理事  決定する前に一言聞いておきたいことがありますので、現場の中で責

任をもたれている各係長さん、それぞれ。 

職員の方々が一致協力して計画づくりに取り組んだ結果ですよね。私

が前回の理事会のときにも申しあげましたけれども、計画は計画づくり

をするためにやったわけではなくて、もちろん実施するためにやったと

思うのですが、それぞれ皆さんがこの計画の中でどれを重点的に、ご自

身で中心的にやってみたいなと思っていることがあれば、それを言って

いただきたい。 

というのは、職員それぞれがいろいろな仕事を持ち、いろいろな部署

で今までやってこられたと思うのです。皆さんは、多分いろいろな知識

を持っていると思います。その中でも、やはり自分はこの財団の中でこ

の辺を重点的に伸ばしていきたいというものがあれば、ぼんやりしてい

てもいいので、聞かせてください。 

土井財務係長  私はこれを一応足かけ２年間携わらせていただいて、今の理事のお話

の回答になるかわからないのですけれども、今回、この基本計画をつく

るに当たっては、本当に職員全員でつくったものとなっています。この

成果物に対しても非常に重要で大切なことだと思っていますが、この財

団を動かす、市の中で財団の事業を動かすためには、みんなでやってい

くという作業が必要になってくると思います。 

今回、２年間の中で、この成果物をつくるに当たっては、全員が等分

の意見を反映しているものではないのですが、職員が各々集まって意見

を述べる、議論するということを、この財団が発足してもう１７年の中

で、これまでそういう機会がなく、今回初めて与えていただいた中で、

いろいろな意見交換ができて、本当は事業と事業を融合しても良いもの

が、今までそういうことがなかったためにできなかった。今回これをや

ったおかげで、ある程度事業を発展させるきっかけが見つかったのでは

ないかと私自身は思っていますが、これから基本計画をつくったことを

通して、私たち職員がそれを財団の中でつなげていくことができれば、

市内で行う事業等についてもどんどん輪を広げていくことができるので

はないかと考えております。 

したがって、中身については、専門的なことはほかの方にバトンタッ

チしたいと思いますが、今回、ステップを踏むに当たっての準備がこれ

によってできたのではないかと思っています。 

岡野庶務係長  今、土井からこれまでの流れの話がありましたので、私のほうはざっ

くばらんに答えを出していきたいと思うのですけれども、個人的にはコ

ミュニティ事業に力を入れたいと思うのですが、立場的には全体の進行
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管理、それから今までずっと弱いといわれていた広報、販売戦略、マー

ケティングのところにやはり力を入れてやっていかなければいけないと

思っています。 

阿部ホール 

事業係長  私はずっと事業を担当していまして、今回これの策定に当たって、こ 

のミッションにもありますけれども、たづくりやグリーンホールが市の

中心になるようにという表現がありますが、その名に恥じないように、

市民が文化や芸術に触れてみたいと思ったときに、真っ先にグリーンホ

ールやたづくりに行ってみれば、何かわくわく楽しいことがあるとまず

は思ってもらえるような場所にしていきたいと思っていますので、これ

からもそういった事業をやっていきたいです。 

そのためには、財団の名前をもっと広く、グリーンホールとたづくり

の名前はニーズ調査等でも皆さん結構知っているけれども、そこを財団

が管理してやっているということは意外と知られていませんので、それ

をやっているのが財団であって、財団の人たちがこんなに楽しいことを

やって、あそこに行くとおもしろいことがあると思ってもらえるよう、

広くＰＲしていく部分をやっていきたいと思っています。 

渡部管理係長  私自身は、１１年間事業に携わってきて、１年半がグリーンホール、

９年半が生涯学習事業をやってきましたけれども、この財団として、市

民との活動、文化・コミュニティ事業を来館されていない市民も含めて

一番力を入れていかなければならないと思います。 

この１７年間でいろいろな課題も多くある中で、やはり課題が多いと

いうことは期待も大きいのかなと思っておりますが、館外での活動、事

業についてしっかりした芯のある事業の組み立てが必要だと考えていま

す。 

立場上、管理係ということで、まずは館自体を気持ちよく使っていた

だけるような環境整備をしっかりしていきたいと考えています。 

常廣事業 

課長補佐  私はこの基本計画の策定に当たりまして、２年間という時間があった 

中で、施設管理に関するところの章と、広報、販売戦略、マーケティン

グの部分を主にやってきました。 

施設のところでは、前々から理事会や評議員会などいろいろな場でよ

く言われていた、安心、安全、快適な施設という言葉がありました。今

回の東日本大震災があって、それから１年間、施設管理をしてきた中で

は、やはり市民に安心して使ってもらえる、信頼してもらえる施設管理

をこれからも続けていきたいと気持ちを新たにしています。 

もう１つ、私は施設管理係長という立場でしたが、それが今度、課長
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補佐という重責を拝命したと同時に、文化・コミュニティ係で地域に出

ていく事業に力を入れていくことになります。何人かの係長が今言った

ように、やはりコミュニティ事業、市民との協働をこれからどのように

していくのかが１つの大きなポイントだと思います。そういうことが出

てくるということは、やはり課題であるというところと、ひょっとする

とその辺がちょっと弱いのかなというようなところを係員もしくは職員

全体が感じているのかなという気もしております。 

４月に入って、約１ヵ月弱たって、私も館から外へ出て行ってあいさ

つしたりとか、文化・コミュニティ係の係員の動きを見ていて感じるの

は、やっていないわけではない。今までの動きを見ていても、草の根的

な活動とか非常に細かいところで市民とコミュニケーションをとってい

るところはとっているのです。ところが、それがなぜ評価されないかと

いうと、それをうまく形にして、財団は調布市の各地域でこういうこと

をやっていますということをアピールする力が足りないのではないかな

と。せっかくやっているのに、やはりアピールしたりとか、形として財

団がこういうことをやっていますということを言わないことには市民に

は伝わりませんので、そういうところで広報やマーケティングとか、販

売戦略も必要になってくると思いますので、そういった自分たちがやっ

ていることを常に市民にアピールして、財団はこれだけいいことをやっ

ているのだなということをわかってもらえるような事業計画であったり

とか、事業の進め方ということで、これから取り組んでいきたいと考え

ております。 

Ｂ理事  抽象的な質問に明確に答えていただき、これこそ事業計画を作った大

きな意義だと私は思います。私も皆さんのことを胸を張って、市民の方

々と接点を作っていきたいと今、本当に思いました。すばらしい企画が

できたので、これに向かって努力していただきたいと思います。ありが

とうございました。 

 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後８時９分、議長は閉会を宣し、解散した。 

 

 

 

 

 

 


