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平成２４年度第２回臨時評議員会 議事録 

 

１ 開催日時 平成２４年１１月２８日（水）   午後６時から午後７時０９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、花角美智子、山本良子、西原 稔、西村伸夫 

（欠 席 者）平井裕介 

（理事出席）荻本貞臣理事長、吉田隆司常務理事、土方和巳理事 

（議  長）山本良子 

（議案説明）土方理事 

５ 議  事 

審議事項 

第２号議案 議事録署名人選出の件 

報告事項 

平成２４年度第１・２臨時理事会の開催結果の件 

実施事業計画策定の進捗状況の件 

平成２５年度事業計画案の作成状況の件 

指定管理者制度導入施設における評価の件 

次期指定管理者選定準備の進捗状況の件 

平成２４年度利用者懇談会（第１・２回）開催結果の件 

平成２４年１１月１日採用 職員採用試験結果の件 

平成２４年１０月１日付け事業課内部異動の件 

平成２４年１１月１日付け人事異動の件 

寄附物品等の受入れの件 

その他 

６ 議事の経過及び結果 

（１）  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５名、 

欠席１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

を行った。 

 

 （２）【審議事項】第２号議案 議事録署名人選出の件 

〔結 果〕 

第２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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   〔説 明〕 

Ａ理事  議事録署名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。 

         

（１）【報告事項】平成２４年度第１・２回臨時理事会の開催結果の件 

   〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、平成２４年度第１回及び第２回臨時理事会の開催結果につ

いてご報告いたします。 

        第１回臨時理事会では、職員採用試験の実施について可決しています。

また、定時評議員会の開催結果や利用者懇談会の開催結果、実施事業 

計画策定の進捗状況に関する報告を行っています。 

        続きまして、第２回臨時理事会になります。こちらでは、臨時評議員

会の招集、それから平成２４年１１月１日付け人事異動について審議を

行い、可決いたしました。 

        また、公益認定変更申請や平成２５年度事業計画案の経過報告を含む 

協議、代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告が行われました。 

         

（２）【報告事項】実施事業計画策定の進捗状況の件 

   〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、実施事業計画策定の進捗状況の件についてご報告いたしま

す。 

        策定委員会では、施設管理や市民カレッジなどのように、やるべきこ

とがはっきりとしている事業についてではなく、今後の展開としてどう

していくのか、案の作成のために会議を行っています。 

        内容は、アウトリーチ事業の展開、広報、マーケティング、見直した

ほうがいいと思われる事業について話し合っています。現在、係のほう

で再度検討し策定委員会で話し合いが途中のものもあります。平成２５

年度から平成３０年度までの基本計画の６年間にどういう事業を推進し

ていくのかといった目標設定なども検討しており、現在、策定を進めて

います。 

        財団のミッション、施設のミッションは、財団として取り組むべきこ

とをまとめたものになります。このまとめた内容に基づいて、財団の活

動を決めていくことになります。 

        財団のミッションに反していないか、館のミッションに合っているか

といったように、事業を考える上でのポイントとなるものがこちらの 

ミッションになります。 
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        次に、財団の柱となる芸術・文化、生涯学習、コミュニティの振興と

いった目的達成のため、各ジャンルの芸術・文化を手段とする先ほどの

ミッションと併せて、これまでになかった考え方になりますが、これら

を踏まえて事業の企画を行っていくことになります。 

        次に、組織になりますが、こちらは大きく３つに分かれ、事務局、た

づくり事業課、グリーンホール事業課となります。両事業課は館のミッ

ションを主に達成するための活動を行い、事務局は財団のミッションを

主に達成するための活動を行います。但し、ばらばらに活動するのでは

なく、市内に出て活動するアウトリーチ事業や館内で行う事業でも、連

携した事業を行うことで幅のある事業展開を予定しています。 

        次に、こちらは個別に策定委員会のほうで検討していた事項の１つで

すが、日活撮影所、角川大映撮影所を始め、映画関連企業が市内に数多 

くあることから、映画のまちをうたい、事業を実施していきましたが、 

財団としてこれまで明確な目標を表立って掲げていなかったこともあり、 

映画のまちに関する目標を財団としてどう捉え、事業を行っていくのか

ということで、まとめを行っています。 

        ここでは、調布市がどういう展開を考えているかではなくて、当財団

としての取り組みに向けた目標になります。ただし、調布市の映画のま

ちの考えに協力する前提で作成を行っています。大目標は、６年間で達

成するための目標ということではなくて、映画関連事業の基本的な考え

方であり、指標として事業計画、実施、成果の検証をしていくためのも

のになります。 

        策定委員会では、映画のまちについて、大目標のところにもあります

けれども、映画のまちはどこかと聞かれたら、調布と答えていただける

ようになることを目指していきます。現状で、映画のまちはどこかと市

民に尋ねても、恐らく調布とは答えていただけないと考えています。今

後は映画の上映だけでなく、さまざまな取り組みを行うことも考えてい

ます。今だ案として確定できていない点もありますが、現在、６か年の

まとめの作成をしています。 

 

（３）【報告事項】平成２５年度事業計画案の作成状況の件 

〔説 明〕 

神戸事業課長  平成２５年度事業計画案の作成状況の件についてご説明申しあげます。 

        現在、平成３０年度までの新たな事業計画を作成しているところで、 

その初年度である平成２５年度事業計画の現時点においてのたたき台に 

なります。事業の方針、あるいは方向性について、ご意見をいただけれ 

ば、その後精査し、練り上げてまいります。よろしくお願いいたします。 
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        現在、平成２５年度から６か年にわたる事業計画を策定中ですが、大

きなポイントは事業課を再編し、たづくり事業課、グリーンホール事業

課、コミュニケーション課の新設を伴う組織改正を予定しています。 

        コミュニケーション課の新設は、平成２５年度の目玉です。その内容

は、広報・マーケティング係とコミュニティ振興係からなり、財団の事

業等を積極的に広報したり、使用調査を実施し、芸術・文化、そしてコ

ミュニティに何が求められているのか市民ニーズをつかみ、事業に適切

に反映させるという、事務内容です。コミュニティ振興係は、市民や地

域とのコーディネーターとしての職務が期待されています。また、たづ

くり事業課とグリーンホール事業課につきましては、現時点では既存の

事業をそれぞれの建物ごとに整理しています。 

        新しく設置するコミュニケーション課ですが、その力を存分に発揮さ

せるに当たり、現状では難しい側面があります。検討を重ねた結果、一

部の既存事業については、これまでの事業効果の振り返りにより、平成

２４年度に比べ事業本数を精査する予定です。 

        それでは、主立った事業を中心に説明します。 

        美術振興事業は、引き続き鑑賞展示を通し、美術の振興を図ってまい 

ります。なお、公募展（仮称）は平成２４年度で１０回目を数えており、

今後の実施に当たっては、振り返りを実施する中で検討中です。 

        次に、芸術振興事業のたづくり分です。音楽事業ですが、くすのきホ

ールでの事業を１４本検討しています。クラシックでは、昼時短時間コ

ンサートを新規事業で予定しています。これまでのホッと・カフェ・コ

ンサートに替り、新たに昼時に短時間のコンサートとすることで、より

気軽に参加しやすい条件を整えます。また公演後、希望者に周辺飲食店

でのランチを紹介するなど、新たな顧客の創出を図ります。 

        平成２４年度、ストリートダンスコンテストで、調布市在住者が優勝

したことは記憶に新しいところです。平成２５年度におきましても、コ

ンテストとフェスティバルを両輪として事業を進めますが、新たに中学

校でダンスが教育課程として取り入れられましたので、学校との連携を

視野に入れ、地域に出ていき、すそ野を広げます。 

        次に、グリーンホールでの事業になります。クラシックなどの音楽事

業、演劇事業といった、市内随一のホールとして鑑賞を主眼とする本格

的な内容の公演や将来の観客を育成していくための子ども、若者向け事

業を実施します。 

        これまでポピュラーからクラシックまで幅広く事業を展開してまいり

ましたが、平成２５年度はクラシックを核に据えて、短時間コンサート

を中心に、気軽に参加できる音楽祭をバッハ・コレギウム・ジャパンの
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協力のもと目指します。また、平成２４年度は音楽祭サポーターとの連

携は継続しながら、市民との交流も深めてまいります。 

        次に、映像文化事業の、調布映画祭です。本事業に市民一人一人が愛 

着と誇りを持てるように、ブランド力を高めることを目標に掲げました。

調布にゆかりのある映画会社の作品上映、市内の映画産業を深く掘り下 

げて紹介したり、市と映像関連事業との連携を強め、映像文化事業を進 

めます。 

        次に、文化祭事業です。調布市民文化祭につきましては、今月１８日

に終了しましたが、半世紀を超えて続く事業であり、市民の芸術・文化 

の発展を担う役目として、日頃から研さんを積んでいる市民の発表の場、

交流の場として、引き続き調布市民文化祭実行委員会と共催にて行いま 

す。 

        そして、地域コミュニティ活性化事業です。調布よさこいは、幅広い

踊り手の参加と開催地域となる商店街の方の協力をいただき、今年度は

約３万人の方にご来場いただきました。市内地域コミュニティの活性化

を念頭に置きながら、よさこい踊りのほか、出前よさこいなどを通じて

市民の交流を深めます。また、調布駅も地下化になり、よさこいの今後

について検討します。 

        次に、芸術・文化学習事業です。ちょうふ市民カレッジ、市民講師講

座、近隣大学等公開講座は、これまでの結果を踏まえ、分野によっては

精査をし、講演会は、財団事業を通じて芸術・文化へのより一層の理解

を狙いに、ほかの事業に付随しての実施とします。 

        次に、活動援助事業です。仮称ですが、これまで市内の各地域、団体

等からコミュニティや芸術・文化の振興を目的とした催し物を計画して

いる団体の相談などを受けていますが、今後も地域のコーディネーター

として、地域との窓口であることを意識して事業を進めます。 

        次に、広報事業です。広報を担う部署は平成２５年度から新設される

予定です。これまで財団では、各事業担当者が事務的に情報を発信して 

いましたが、戦略性をもって広報を専門で行う部署はありませんでした。

広報は市民との有効なコミュニケーションツールとしての機能があると 

の認識に改めて立ち、事業を進めます。 

        その中で、財団報ですが、こちらは広報紙「ぱれっと」とチケット情

報誌「ＳＴＡＧＥなびじょん」を統合し、これまでのコンサート情報な

どのほか、財団の事業紹介、市内の芸術・文化、コミュニティや地域コ

ミュニティのイベント情報も掲載し、活動する市民、参加する市民のた

めの情報誌として充実を図っていくなど、一歩踏み込んだ広報を展開し

ます。 
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        次に、施設管理運営です。今年度、市に中長期の修繕計画を提案して

おり、平成２５年度はその６か年の１年目に当たります。グリーンホー

ルは、昭和５２年の開館以来３５年になりますが、初となる大規模な舞

台機構の修繕など、閉館を伴う大工事を予定しています。 

 また、引き続き来館された方に館内各施設を安心してご利用いただけ

るよう点検し、整備をするとともに、大震災の教訓を生かし、職員の防

火防災意識の向上に努め、防犯意識とともに危機管理意識のさらなる向

上を図り、ご利用の皆様の理解をいただきながら、より安全で安心して

ご利用いただける会館を目指します。 

        最後に、これからの事業実施の考え方になります。事業実施に当たり

企画立案、検証を充実させるもので、考え方として、常にニーズや事業

実施結果の検証を行い、新たなサービス等を反映させた事業を企画、実

施します。これまでの投資の継続による事業実施ではなく、顧客ニーズ

に合わせて事業を提供するマーケティングの発想による事業展開を図り

ます。         

Ｂ評議員  クラシックで、ランチタイムコンサートというのでしょうか、これを

新たに取り入れるということですけれども、どのくらいの頻度で行う計

画になっているのでしょうか。毎週とか、月何回とか。 

神戸事業課長  昼時短時間コンサートは、年に２回ということで、４月と１０月に予

定しています。 

Ｂ評議員  それでお昼時に１時間くらいなのですね。 

神戸事業課長  １時間です。 

Ｄ評議員  事業計画のたたき台で、予算額は要望だと思いますが、市も今予算編

成期で、大変厳しい状況にあります。先ほど、事業計画の考え方もあり

ましたが、効率性も基本計画に含め、ぜひ事業計画をブラッシュアップ

していっていただければと思います。 

Ｂ評議員  もう１点、たづくりとグリーンホールでそれぞれクラシック、子ども

向け、若者向けとありますけれども、２つの施設の使い分けと平成２５

年度で考えていることはありますか。 

神戸事業課長  平成２５年度からの考え方では、グリーンホールでは、市内随一のホ

ールということで、質の高いものをこれまでどおりの鑑賞という形で進

めます。たづくりでは、振興に重きを置き、お子さん向けであるとか、

または今後すそ野を広げていこうとか、例えば先ほど申しあげましたラ

ンチのコンサートにつきましても、クラシックに触れる機会を提供させ

ていただこうというような観点で進めていくことを考えています。 

Ｂ評議員  音楽の話だと、たづくりの方が絶対音質がいいですよね。コンサート

ホールとしては非常にすばらしい。ですから、質というよりは、内容と
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いうものを少し振り分けたほうが。たづくりはこういう特化したホール

なのだ、グリーンホールはもっと大人数で聞けるホールなのだとか、め

り張りをつけられるとよい。古楽器の演奏から現代音楽からクラシック

から、たづくりは相当オールマイティーに対応できます。その辺を少し

考えていかれるといいかなと思います。 

        それと、デパートの友の会との提携とかは具体的に考えられているで

しょうか。広報の中の連携というのがありました。 

神戸事業課長  １つは、デパートの会員カードと提携を進めています。デパートの会

員カードと提携することによって、そちらの広報に私たちの事業を掲載

いただくことを検討してます。 

Ｃ評議員  コミュニケーション課というのを新しく設置するということで、ツ 

イッター、フェイスブックを予定してますので、うまくやると、ツイッ

ターなどは結構情報が広がりますし、うまく取り入れるといいと思って

います。私もツイッターを見たり、フェイスブック等やっていますけれ

ども、見ている方が大勢いますので、ここのところは「いいね」がいっ

ぱい来るような面白いものをつくっていただければ、また違う意味で財

団の情報源ができると思っています。 

神戸事業課長  １つご報告をさせていただきます。ツイッターに関しては、ようやく

運用が開始できるようになりました。報告が後になって申し訳ありませ

ん。今回、１階エントランスにクリスマスツリーを設置し、その情報を

ツイッターで発信しているところです。新しい情報の提供、発信という

ことを念頭に置いて進めています。今後もこの流れを止めることなく進

めていきたいと思っています。 

議 長  ほかにございますでしょうか。 

 では、１つ。ツイッターとかフェイスブックは、専任でどなたかが就く

のですか。 

神戸事業課長  現在は、管理係で担っています。 

渡部管理係長  専任という形ではなくて、各事業部門から情報提供があったものを責 

任をもって管理係でツイートしています。個々でやるものでもなければ、

専任を置いてしまうと、その専任がいないときにはできなくなってしま 

うというデメリットがあるので、係として責任をもって発信していきま 

す。 

        現在は試行期間として運用しており、平成２５年４月をもって正式に

運用する予定で、約４か月間、課題などを抽出しながら改めるところを

みつけつつ、運用を考えていきたいと思っています。 

 

（４）【報告事項】指定管理者制度導入施設における評価の件 
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〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、指定管理者制度導入施設における評価の件について報告い

たします。 

こちらは平成２４年３月２６日付けの市長決定の調布市指定管理者制

度導入施設におけるモニタリング実施方針です。このモニタリングの実

施により、指定管理者による適切な市民サービスの提供を確保するとと

もに、指定管理者におけるサービス改善意欲の向上を図るためとされて

います。 

こちらの方針に基づきまして、施設ごとに指定管理者自身で行う一次

評価と施設所管部署、当財団では文化振興課が二次評価を行い、最後に

指定管理者と施設所管部署の総括が載ったものが調布市のホームページ

で公開されています。 

        たづくりとグリーンホール、それぞれ総合評価、Ａ評価ということで、

こちらが調布市のホームページで現在も公開されています。今回はＡ評 

価でしたけれども、今後につきましては、Ｈ監事からもアドバイスをい 

ただいておりまして、Ｓ評価を取りに行く項目を決めて、その年度の取 

り組みとしていってはどうかというご意見をいただいておりますので、 

そういった目標を定めて、積極的にＳ評価を取りに行く取り組みをして 

いければと思っています。 

（５）【報告事項】次期指定管理者選定準備の進捗状況の件 

   〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、次期指定管理者選定準備の進捗状況の件について報告いた

します。 

       次期指定管理者の選定につきましては、特命、競争問わず、選定委員へ

のプレゼンテーションが必要であると思われていることから、資料等の

準備を進めていきたいと思っています。 

現在作成中であります事業計画の内容が確定してからの作成になりま

すけれども、指定管理期間の事業推移を確定させまして、資料の作成を

行いたいと思っております。 

 続きまして、このプレゼンテーションに当たりましては、プレゼンタ

ーの選定、わかりやすいパワーポイントでの資料作成、本番に備えまし

て模擬プレゼンテーションを検討しています。         

 簡単ですけれども、次期指定管理者選定準備の進捗状況の件について

は以上となります。 

（６）【報告事項】平成２４年度利用者懇談会（第１回・２回）開催結果の件 

   〔説 明〕 

中島総務課長  それでは、今年度２回、６月１６日と１１月８日に開催しました利用
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者懇談会の結果について報告させていただきます。 

        ６月開催の第１回目での１６項目にわたる意見、要望に対して、新た

に踏み込んだ回答をしたものが大きく２点ございます。１つ目は、貸し

出しする部屋の使用に当たっての営利目的での使用に関する解釈です。    

これまでは貸し出した部屋、その場での参加費用の徴収、入場料金の

徴収、また福祉団体の作業品の販売などを行うこと自体、広い解釈によ

り営利目的につながるものとしてお断りしておりました。今回は、使用

目的が妥当なものであり、かつ例えば講習会の実施のような場合であれ

ば、講師謝礼金、消耗品費相当を上回るような利益は生じない収支計画

であると判断できる場合、その催しに係る参加費の徴収などの行為は了

承することといたしました。 

 ２つ目は、たづくり８階の映像シアターには控室がないことへの対応

としまして、８階の会議室を付随施設として同時予約可能なように規則

改正することといたしました。こちらは来年４月１日から施行予定とし

ております。 

        続いて、１１月に開催しました第２回目の意見要望に対しては、この

１１月の利用者懇談会では、普段なかなかいただけない発言ではありま 

すが、たづくりの会議室等は、近隣の施設に比べて禁止事項など少なく、 

利用者にとってとても使いやすい施設であり、そのことを伝えるために 

参加したという方がいらっしゃいました。 

        また、このような懇談会は、主催者側は担当者２、３人が出席する程

度で、参加者ともっと気軽に話し合える機会としてあれば、参加者も増

えていくのではといった提案もいただきました。そのほか、日頃の使い

勝手からの要望等もありましたが、資料での紹介にかえさせていただき

たいと思います。 

 最後になりますけれども、評議員会の非公開の決議に関するＦ氏から

の要望について、ご本人からもこの紹介に関し了承を得たので、ご説明

いたします。Ｆ氏は、利用者懇談会生みの親と言いましょうか、この会

の開催提案者で、もちろん欠かさず参加いただいています。 

        まず、要望の概略ですけれども理事会、評議員会の傍聴の件について

は、昨年度４月の第１回定時理事会、５月の第２回定時評議員会でそれ

ぞれの会議において非公開とすることが決議されました。しかし、その

第１回定時理事会の際にＧ監事からの発言に対する事務局からの説明が

ないままに決議が進められ、市民から出ている傍聴を希望する理由が、 

理事、評議員はわからないままに決している。このことは納得できない。

理事会、評議員会でこの理由を説明すべきだとして、６月１６日の利用 

者懇談会でＦ氏からご要望がありました。 
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        ちなみに、理事会では、７月２０日の臨時理事会において、傍聴を希 

望する理由の説明を事務局から行いました。その結果、理事会としては、

昨年度の決議内容のとおりとすることを確認しました。 

        そして、なぜＦ氏が理事会、評議員会の傍聴を希望しているか、その

理由です。今年度の第１回利用者懇談会速記録抜粋にありますＦ氏の発

言部分でそれがわかります。それをここに全文掲載しましたので、この

部分についての朗読は省略させていただきます。 

        なお、利用者懇談会の参加者である特定の個人を扱うことになります

ことから、ただいまの説明部分、そのほかこれから評議員の皆様の討議

内容部分は、個人情報の保護に配慮した上で公開を行いたいと思ってお

ります。どうぞご発言は忌憚なく、ご自由にいただければと思っており

ます。         

議 長  ありがとうございました。ただいま事務局から、今年度開催した利用

者懇談会の結果について説明がありました。 

 特に理事会、そして評議員会の傍聴の件に関しては、傍聴を希望する

方から、平成２３年４月２８日に開催した定時理事会におけるＧ監事の

発言に対して、事務局から説明されないまま、理事会、そして評議員会

においても、それぞれの会の傍聴に関してこれまで決議してきている。

その説明をした上で、今一度傍聴に関する決議をという趣旨の要望が平

成２４年度６月１６日の利用者懇談会で出されたということです。この

要望を受けて、７月２０日に開催された臨時理事会では、事務局からそ

の説明を行った上で、改めて平成２３年４月２８日の定時理事会での決 

議内容である、理事会は非公開とすることが確認されましたが、皆さん、

いかがでしょうか。お感じになった点がありましたら一言ずつお願いい 

たします。 

Ｅ評議員  この件については、もう何度も議題として上がってきておりまして、

既に何度も議論をして、決議も出ております。また、それに対して事務

局からも丁寧な回答もされているようですので、この形でご理解いただ

くというように進めていただいていいのではないかと私は思います。 

Ｃ評議員  この件は結構議論されていますが、理事会、評議員会はしっかりと運

営しているわけで、理事会で非公開にすると決定したことですから、ご

理解いただけるよう、根気強く対応していくことだと思います。 

Ｄ評議員  今まで何度も議論があって、会議録ですとか、その提供の仕方は改善

しながら、より市民の皆様にわかりやすいようしていると思います。そ

の努力はこれからもしていく必要があると感じますけれども、現在の申 

し出に対しては、この間、理事会、評議員会でも議論されていますので、

今の結論でよろしいと思います。 
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        財団の回答の中でも、未来永劫受け付けないということではないとい

うお話もありますけれども、やはり将来的には前向きな検討が必要だと

いうように思っています。 

Ｂ評議員  少なくとも議事録は全部出ているわけですので、理事会、評議員会で

こういった決定がされたのならば、それでよろしい。お声はいろいろあ

るかもしれませんけれども、お声はお声として、こちらの決定で結構だ

と思います。 

議 長  評議員会傍聴の件は、平成２３年度第１回定時評議員会で評議員会議  

事録などをホームページ上で引き続き公開していくことなど、情報公開

はしっかり行っていくこととし、現時点では、評議員会は非公開とする 

ことを決議いたしました。また、その後情勢が変わってきたところでは、

再度審議する扱いとしたいと思っています。 

        このように再三傍聴に関する要望が出ていることは、財団に対して関

心を強く持っていただいていることの表れであると思います。私たち評

議員も、市民の文化向上、地域社会の発展に寄与するとした財団の目的

が達成できるように、このように市民からも注目され、我々に対して期

待していただいているということからも、財団運営にしっかりと関わっ

ていかなければならないことを改めて感じたところです。 

        今後とも市民の目線でこの財団運営が適正に行われるよう、その監視

役としての役割を果たしていきたいと考えます。そして、理事会、事務

局の機能が十分発揮できるよう、評議員会としても協力して、調布市の

芸術・文化の振興に力を尽くしてまいりたいと思います。 

        そこで、改めての結論としては、これまでの決議内容のとおり、評議

員会は非公開といたします。ただし、市民への情報提供をしっかりと行

い、また、これから先、社会状況の変化などが生じた場合には、その時

点で改めてこの件に関して審議を行い、決定いたします。このようなこ

とで皆様に確認いたしますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

        ありがとうございました。以上のとおり、本件は出席者全員一致でそ

の扱いを決定いたしました。 

        このほか、利用者懇談会に関してご質問ございますでしょうか。 

Ｄ評議員  さっき意見の中で、少人数でもうちょっとリラックスした形でやった 

ほうがいいのではないかというご意見があったということですけれども、

その運営方法について何か検討されていることはあるのでしょうか。 

中島総務課長  今回初めて出席された女性の方からのご意見でしたが、そのときも出

席者より財団の職員等の人数が多い状態だったのです。これではフラン

クな話もできないのではというので、気軽な会にということだったので
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すけれども、いや、最低このぐらいの人数はそろっていないと受け答え

できないだろうというようなＦ氏からの意見が出たところです。 

        なるべくリラックスした形で気軽にご意見が拾える場にというように

はこちらも当然思っているところであります。         

Ｄ評議員  大体決まった参加者はいるのでしょうけれども、やはりいろいろな方

に出ていただけるような場が少しでもできればと思いますので、改善で

きる方向があれば、ぜひ検討していただければと思います。 

 

議長から、続いての報告事項３件の説明を一括して行うことが提案され、出席者全員

一致で了承した。 

 

（７）【報告事項】平成２４年１１月１日採用 職員採用試験結果の件 

（８）【報告事項】平成２４年１０月１日付け事業課内部異動の件 

（９）【報告事項】平成２４年１１月１日付け人事異動の件 

  〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、平成２４年１１月１日採用職員採用試験結果の件と、平成 

２４年１０月１日付け事業課内部異動の件、平成２４年１１月１日付け

人事異動の件について、続けて報告いたします。 

        まず、平成２４年１１月１日採用職員採用試験結果です。最終的に合

格者は１名となりました。書類審査を経て、次に、論文審査、二次試験     

として、面接を行いました。 

 そして、三次試験は二次試験の合格者を対象に最終面接を行い、合格 

者を決めたというプロセスになります。 

        採用試験の結果につきましては、以上となります。 

 続きまして、１０月１日付け事業課内部異動の件になります。管理係か

ら生涯学習事業係に１名の内部異動がありました。 

        最後に、１１月１日付けの人事異動といたしまして、採用試験結果の

合格者１名が事業課管理係への配属となっています。 

（１０）【報告事項】寄附物品等の受入れの件 

〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、寄附物品等の受け入れの件について報告させていただきま

す。 

        平成２４年１１月２８日現在までにあった寄附の受領報告になります。 

これまで２件の寄附をいただきました。 

１件目は、市民カレッジに参加されている市民の方１名からになりま 

す。 

９月に５口、５千円の寄附をいただきました。 
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２件目は、１０月になりますけれども、東京調布むらさきロータリー

・クラブから、車いす５台の寄附をいただきました。この車いすは、現

在たづくりに３台、グリーンホールに２台、施設利用者にご使用いただ

けるよう配置しております。なお、この車いすの寄附につきましては、

１０月１０日（水）に贈呈式を行い、読売新聞にもその旨記事が掲載さ

れましたことを併せてご報告いたします。 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後７時０９分、議長は閉会を宣し、解散

した。 

 

 


