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平成２４年度第２回臨時理事会 議事録  

 

１ 開催日時 平成２４年１０月３１日（水）   午後６時から午後８時１２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 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 土方和巳（事務局長） 

（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２号議案 臨時評議員会招集の件 

第３号議案 平成２５年度予算編成方針決定の件 

第４号議案 平成２４年１１月１日付け人事異動の件 

協議事項 

公益認定変更申請の件 

平成２５年度事業計画案の件 

報告事項 

代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

実施事業計画策定の進捗状況の件 

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１１月１日付け採用 職員採用試験結果の件 

寄附物品等の受入れの件 

その他 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

Ａ理事から事務局に定足数の確認がなされ、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。 

 

（２）【審議事項】第２号議案 臨時評議員会招集の件 
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   〔説 明〕 

Ａ理事 第２号議案、臨時評議員会招集の件について説明します。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ことから、第２号議案として 

お諮りします。 

平成２４年１１月２８日（水）午後６時から午後８時までを予定してい 

ます。この臨時評議員会の審議事項は、議事録署名人選出の件となります。 

報告事項は１０件あり、平成２４年度第１回及び第２回臨時理事会の開催

結果の件など会議日程のとおりとなります。 

 

（３）【審議事項】第３号議案 平成２５年度予算編成方針決定の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  第３号議案、平成２５年度予算編成方針について説明します。 

次年度の事業計画を作成するに当たり、事業の内容を提示するために

は、その規模を明確にするために、予算見積もりの作業が不可欠です。

すでに予算編成作業も開始していることから、公益財団法人調布市文化

・コミュニティ振興財団理事会運営規則第１２条の第２項により、本理

事会に付議し、事後の承認を得るためお諮りするものであります。 

今回の予算編成の大きなポイントは、新たに策定された平成２５年度

から平成３０年度までの６ヵ年の新基本計画を実行に移すための初年度

に当たるという点です。また、この新基本計画には、市民のニーズを把

握し、そのニーズに応えるため、コミュニケーション課という新しい課

を創設することが盛り込まれています。 

新設されるコミュニケーション課は、今後の財団や調布市民の芸術・

文化振興の発展に寄与できることも含み、新基本計画と整合性を図りな

がら、次年度の事業計画を遂行していかなければなりません。平成２５

年度事業の詳細については、事業課長から説明いたします。 

なお、調布市においても、平成２５年度は財政状況が非常に厳しいこ

とを踏まえ、経費削減に努めていきます。 

   〔質疑等の要旨〕 

〔結 果〕 

第２号議案、臨時評議員会招集の件、開催日までに議題の追加等が生じた場合には、理事 

長にその決定を一任することとし、原案のとおり出席者全員一致で可決した。 

〔結 果〕 

第３号議案、平成２５年度予算編成方針決定の件、原案のとおり出席者全員一致で可決し

た。 
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Ｂ理事  コミュニケーション課を新設するということですけれども、人員配置

は、今までの中のやりくりをするのですか。 

Ａ理事  現員の定数の中で割り振りして対応していきたいと考えています。 

Ｃ理事  平成２５年度の予算編成方針ですが、編成方針の具体的な項目は、留

意事項の部分が重点になっているのですか。編成方針が余り具体的に見

えてきません。例えば「魅力的な事業提案を常に考えながら、予算編成

を行います」とか、「所管事業の内容・目的・効果等を十分見直し、工

夫を凝らした編成を行います」というのは当たり前の言葉ではないです

か。それを担保するのが留意事項でしょう。これをもう尐し説明してく

ださい。 

Ａ理事  今までは旧基本計画に基づき事業を実施してきましたが、計画と現実

の市民ニーズとの間にはギャップが生じている部分があり、新しく設置

予定のコミュニケーション課では、マーケティング部門を置き絶えず市

民のニーズをリサーチし、毎年、ニーズに沿った事業へと移していく初

年度に当たります。組織もかなり手を加えて、人数もその中で割り振り

していきたいと思っています。 

現状では事業終了後の評価は、事業を行った職員が評価をしています

が、別の観点からの評価として財務指標などを盛り込んだ新たな評価基

準を加えていくことも大きな変更方針になっています。 

また、以前と同じ事業をそのまま繰り返す部分が、かなり見受けられ

ましたので古い事業は見直しを行い１０年位の長い期間、行っている事

業が結構ありますので、もう一度見直して新しい事業、市民ニーズに合

う事業をこれからは実施していきたいと思います。 

Ｃ理事  予算の執行又は編成の仕方について、ある程度、流動性を持たせて新

しい事業にチャレンジしていく姿勢ですよね。なおかつ今までの概念と

か事業に拘らず、チャレンジ精神旺盛な財団として予算編成も変わって

いくということだと思いますが、この予算編成に関わる主要な職員は、

どういうクラスの職員ですか。 

Ａ理事  平成２５年度から３０年度の基本計画は、係長クラスを中心に１年間

かけて検討してきています。その計画を実施に移す一番重要な時期とな

ります。平成２５年度の１年間は大きな変化があり、職員もすごく苦労

する部分があると思います。新設されるマーケティング部門では、実際

どのような形でニーズ調査をするのかといった未知の部分がかなりあり

ます。初年度はスピードは尐し遅いかも知れませんが、２年目以降はそ

の結果が大きく出てくると思います。 

Ｃ理事  今、Ａ理事からの説明を伺ったので、趣旨は十分理解できます。楽し

みな１年になると思うので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 
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Ｂ理事  平成２５年度の予算編成方針に「指定管理者として指定を受け続ける

ため、民間企業との競争にも勝ち抜いていける組織づくり」とあります

が、文化的なものは民間と比べられるものでもないし、表立ってこれだ

け利益が上がったなどとか、文化というのはそういうものではないと思

います。この部分は、どのように予算編成へ繋げていくのですか。 

Ａ理事  Ｂ理事が、ご指摘された点は確かにあります。また一方で、今は５年

間の指定管理期間となっており、その中で刺激がなくなって、１回決 

まったらそのまま同じような仕事を繰り返していくルーチンワーク的な

事業の繰り返しが、過去にあったかも知れません。その反省に立ち、民

間のよう経営努力的な意思も持ち進めていくということで、市民をない

がしろにするとか、今までやってきたものを無にするということではあ

りません。培ったてきたものは貴重な財産として引き継ぎ、なおかつ経

営的な考え方で取り組む考えです。事業を担当している職員はあまり経

費のことを考えないことがあったかもしれませんが、この事業の経費は 

どのようになっているのだという部分は、もしかしたら今までなかった、 

この点も含め、これまでの事業のいいところを取りつつ、職員一人一人 

が経営的な考え方で取り組んでいくということです。Ｂ理事のご心配は 

重々理解しています。民間と比べられない部分を捨てるということは決 

してありません。 

Ｂ理事  民間企業との競争にも勝ち抜いていけるような精神面を言うわけです

ね。文化は金額的云々ではない部分もあるでしょう。平成２５年度の予

算編成方針の中でその辺を分かり易く表して欲しいと思いました。 

Ａ理事  いろいろな意見をいただきましたので、それを盛り込んでいきたいと

思います。 

 

議長から第４号議案の説明と関連する報告事項オの職員採用試験結果の件を先に行

い、続けて第４号議案を行いたい旨の提案があり、出席理事全員の了承を得た。 

 

（４）【報告事項】平成２４年１１月１日採用 職員採用試験結果の件 

【審議事項】第４号議案 平成２４年１１月１日付け人事異動の件 

〔説 明〕 

岡野庶務係長  平成２４年１１月１日付け採用職員採用試験結果の件について、報告

します。 

〔結 果〕 

第４号議案、平成２４年１１月１日付け人事異動の件、原案のとおり出席者全員一致で可 

 決した。 
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まず、平成２４年７月２５日（水）から８月１２日（日）までを募集

期間として、２０名の応募がありました。 

次に、８月１４日（火）から８月１７日（金）の間、書類審査を行い

１０名が書類審査を通過いたしました。 

次に、９月２日（日）第一次試験を実施いたしました。当日は書類審

査合格者１０名中７名が受験いたしました。 

翌日９月３日（月）から９月５日（水）の間、論文試験の採点を行い、

３名の第一次試験合格者を決めました。 

次に、９月１６日（日）、第二次試験として、面接を行いました。そ

の結果、３名の受験者のうち２名を合格者とし、９月２３日（日）に第

三次試験として、最終面接を行い、合格者１名を決めました。 

Ａ理事  続きまして、第４号議案、平成２４年１１月１日付け人事異動の件に

ついて説明します。 

事業課管理係に新人１名が配属となりました。先に実施した採用試験

の合格者です。 

なお、関連事項として平成２４年１０月１日付けで事業課内部異動が

あり、管理係の職員１名が生涯学習事業係に異動しました。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ理事  採用になった職員とは、いつお会いできるのでしょうか。 

Ａ理事  明日、財団の新入職員として１０時に辞令交付いたします。それ以降

に改めてご紹介という形です。 

Ｃ理事  いろいろな機会のためにも、理事会の中にオブザーバーとしてお呼び

いただければと思います。 

 

議長から、協議事項の公益認定変更申請の件及び、報告事項の実施事業計画策定の

進捗状況の件が関連していることから、一括して行いたい旨の提案があり、出席理事

全員の了承を得た。 

 

（５）【協議事項】公益認定変更申請の件 

【報告事項】実施事業計画の進捗状況の件 

 

   〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、公益認定変更申請の件及び実施事業計画策定の進捗状況の

件について説明及び報告します。 

報告事項と協議事項と２点になりますが、内容的には１本でお話をす

ることになりますので、よろしくお願いいたします。 

まず、平成２５年度以降の事業をどうしていくのかということで、事
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業課の係内で話し合いを行いまとめを行いました。 

現在、実施事業計画策定の話し合いを行っている最中になりますが、

新しい係割での各事業の割り振りにつきましては、後ほどお話ししたい

と思います。 

策定委員会では、施設管理や市民カレッジなどのように事業の展開に

ついてはっきりしているものではない、今後の展開について未定の部分

を決めるために会議を行っています。アウトリーチ事業の展開や広報、 

マーケティング、それから見直しをしたほうがいいと思われる事業につ

いて意見を出し合っています。 

現在、係内でもう一度検討することになっている案件や、話し合いの

途中のものが多く、理事会に報告できる形になっているのが、「映画の

まち」についてです。 

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まいりましたけれ

ども、財団としてこれまで明確な目標を表に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

いくかをまとめました。 

ここでは、調布市がどのように考えているかではなく、当財団として

の取り組みに向けた目標となっています。ただ、調布市の考える「映画

のまち」に協力しないということではなくて、協力しながらやっていく

ことを前提としながらも財団の目標として掲げています。 

なお、大目標については、平成２５年度から３０年度の間の目標とい

うことではなくて、映画関連事業の基本的な考え方、指標として計画、

実施、成果の検証をしていくためのものとなります。 

策定委員の話し合いでは、「映画のまち」と聞いて、どこだと思いま

すかと聞かれたら調布と言われるような状態になることを目指していけ

ればと考えています。現状では、市民に「映画のまち」とはと尋ねたと

しても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うえで妨げにならないような目

標として考えています。 

今、大枠でお話ししていますが、１つの目標に拘るということではな

くて、映画事業を振興することで柔軟に対応していく状態を構築するた

めに目標を考えましたので、この目標を基にどういう事業を展開してい

くのかをこの後、考えることになります。 

続きまして、東京都に提出する変更認定申請に使用するために作成し

ているものの案になります。この事業・組織図も策定委員会で話し合っ

ている内容を基に作成していますが、もう尐し見せ方の工夫などをして
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いきたいと思っていますので、最終的には項目が尐し増えるかと思いま

す。 

現状ですと、どの事業においても芸術の振興、育成などを含めること

になっているので、あえてこの図には書いていないのですけれども、そ

ういったことも目に見える形で項目を立て、財団のやっていることをア

ピールできる作りにしたいと思っていますので、最終案をお出しすると

きにはそういったところが修正されてきます。 

この変更申請に関しましては、皆様のご記憶にもあろうかと思います

けれども、公益財団法人移行時の分厚い提出書類があったと思うのです 

が、同じものをもう一度、内容を変更して提出することになりますので、

そちらの作業についても現在の実施事業計画の策定と同時並行で進めて 

いる状況です。 

続きまして、雑駁ですが、これまでお話ししてきたものを集約したも

のになります。運営会議で予算ヒアリングを行った時に出た意見がまだ

反映されておりませんので、そういった資料ということで、たたき台と

かっこ書きを付けています。 

まず、各事業のくくりにつきましては、先ほど事業・組織図に基づい

て、各項目のタイトルをつけています。 

それから、各事業を横断的に行うことを表現するために、これまで１

項目につき１つ割り振っていた定款上の事業区分を例えば、「寄附行為

第４条第４号事業」という書き方をしていましたが、今回からは表の一

番上に「定款第４条」と始めに項目を打ちまして、説明している事業が

定款の芸術・文化の振興事業、生涯学習事業、その他事業というように

関連している条文全部を表記する形を今考えています。 

それから、今までと変わっている表記の仕方としては、事業を担当す

る係名を落とし込んであります。美術振興事業であれば、たづくり事業

係と書いてあったり、音楽祭事業では、コミュニティ振興係、たづくり

事業係、グリーンホール事業係と協力して取り組むということで、関連

する係を全部書くような形になります。 

それでは、これまでの事業計画書と変更している点について、説明し

ます。 

まず、美術振興事業です。これまで美術鑑賞展示と美術振興展示と２

つに分かれていましたが、美術振興展示１本にまとめています。鑑賞も

振興の一環として、まとめて１つの項目としています。事業内容も、展

示だけでなくワークショップを取り入れた事業展開を予定しています。 

続きまして、芸術振興事業です。こちらは、たづくり事業係とグリー

ンホール事業係で音楽事業、演劇・舞踊事業と館ごとに分かれて実施す
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る事業がありますので、計画も係別になっています。これは、グリーン

ホールとたづくりの館のミッションに対応した事業を行うため、それぞ

れ係別に分けて書いています。グリーンホールはレベルの高い事業を実

施する、たづくりは普及事業として参加しやすいものを実施するという

区分けになります。 

また、これまで「小さな小さな音楽会」と「みんなでつくる音楽会」

と２つエントランスで事業を行っていましたが、これを一本化して、今

は仮称で「エントランスホール音楽会」として、年に１２回コンサート

を行うというものになります。 

一方、グリーンホール、大ホールを使用してプロモーターとの共催事

業を１０本程度考えていますが、本数については増減することもあろう

かと思います。 

音楽祭事業は、コミュニティ振興係、たづくり事業係、グリーンホー

ル事業係で実施とします。コミュニティ振興係が軸となり、たづくり事

業係とグリーンホール事業係がそれぞれ事業を担当するという形を考え

ています。 

続きまして、映像文化事業ですが、調布映画祭とグリーンホールで行

う映画上映の２つになります。 

続きまして、文化祭事業ですが、コミュニティ振興係が実行委員会形

式の事業を担当する係と位置付けていますので、担当係を生涯学習事業

係からコミュニティ振興係へと変更しています。 

続きまして、地域コミュニティ活性化事業になります。市内のアウト

リーチ事業、こちらはコミュニティ振興係がやはり軸になりまして、た

づくり事業係とグリーンホール事業係が市内で事業を行う形を考えてい

ます。 

続きまして、広報事業になります。財団報「ぱれっと」とチケット情

報紙「ＳＴＡＧＥなびじょん」と今までは２本立てで広報事業としてい

ましたが、一本に統合、まだ名称が決まっていないため、仮称で財団報 

としていますが、一本化した広報紙として事業のＰＲを行っていきます。 

その他、ツイッターやフェイスブックなど、即時性の高い媒体で、こ

れらを主な情報源とする層へ情報提供を行うこと考えています。 

それから、仮称で認知度向上事業になります。パブリシティの活用と

いうことで、新聞、雑誌といったものに取り上げてもらえるように情報

発信をしていきます。 

また、広報全般ということで、パブリシティとは別の話になりますけ

れども、雑誌ですとか、そういったところに広告を積極的に打っていく

というものになります。 
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なお、ぱれっと倶楽部は会員数の拡大を図るため、会員のチケットの

優先購入などの会員特典をアピールしていきます。 

事業展開が変わったところ、変わっていないところとございますけれ

ども、策定委員会での話し合いの結果をまとめていくとこのような形に

なろうかと思います。 

実際に理事会で平成２５年度の事業計画（案）として提出する際は、

この状態からさらに変更を行う箇所も出てくると思いますけれども、現

状のまとめとしてはこういった形になります。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  私たちは文化祭を一緒にやっていまして財団職員と接する機会が多く、

財団の職員は、こんなに事業をやっていて大丈夫なのだろうか、いつか、

誰か体を壊すのではないかと思うときがあります。 

やはりもう尐し縮小して、ここまでやらなくても私はいいと思うので

す。 

今回、大事な文化祭プラザをやっているときに、担当の彼はどこに 

行ったのと聞いたら、他の事業があってそちらへ行っていますというの

です。この一大事業をやっている時に、何で担当が他の事業までやるの

かと言ってしまったのですけれど、やはりもう尐し縮小して、ここまで

やらなくてもいいと思うのです。事業は一つ一つ理解した上で進めてい

かないと、ある程度の年齢になって、いろいろな文化を見たり聞いたり

自分でもやったりしてきていれば、こういうものだな、これは、こうや

ったら人が来るな、こうやったら安く上がるなとわかりますけれども、

あなたたち若い人たちがやるというのは大変なことだと思うのです。そ

れを理解した上でやっていかないと、時間に追われて、見ていて大丈夫

かな、体を壊さないかなと心配なのです。体を壊したら、元も子もない

と思うのです。 

ですから、もう尐し吟味して取り組んで欲しいのです。それから地域

福祉センターとか、外へ出張してまで事業をやるというのは、会場がな

いからやるのか、そこまでやる必要があるのか、そういうことが求めら

れているのかどうか、ちょっと聞いてみたい。何で５時過ぎて、夕方、 

遅番の人が車で行ってまでもそういうことをやらなければならないのか。

たづくりで充実したものをやれば、よいのではないですか。 

神戸事業課長  文化祭プラザ当日は、配慮が足りませんで、大変申しわけございませ

んでした。 

まず、１つといたしまして、これだけ事業が重なっていて平気かとい

うところでご心配、またご配慮いただいたと思っております。 

また、事業の多さというところでは、実際、私のほうでも確かに多い
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なというイメージを持っております。職員の健康状態、体調管理も自分

のほうで確認していかなければいけないところですが、事業精査は今後

させていただくところでもありますので、その点も踏まえた上で平成 

２５年度は進めていきたいと思っております。 

その中で今１点、地域福祉センターへ出張し夜になって事業をするこ

と、そこまで必要かということでお話をいただきました。主に文化・コ

ミュニティ係が担当しております。 

これまで財団の使命として、１つはこの会館の中での事業、１つは出

張して外に財団の事業をお届けしようというミッションを財団では持っ

ています。なかなか会館の方にお越しいただけない方に、出張して芸術

・文化、落語であるとか音楽などをお届けして芸術・文化を広めてい 

く、芸術・文化を活用して地域でのコミュニティを活性化していただく、 

そのような取り組みが求められていると考え館外に出ます。 

また、事業が午後２時から４時あたりから始まって、最終的に撤収し

て帰ってくると５時を過ぎることがあります。秋は事業が多いシーズン

であるため、このような勤務シフトが連日という場合もあります。この

ことについては健康状態をはじめ、考えなければいけないと思っており

ますけれども、財団のミッションとして館外の地域に出て行くこともあ 

ることを、ご理解いただければと思います。健康、体調につきましては、 

配慮してまいりたいと思っております。 

Ｂ理事  もう１ついいですか。岡野庶務係長が映画のまちの話をされましたけ

れども、役所の産業振興課でしたか。あの事業はすごいですよ。 

  前任の事務局長に、何で財団は一緒にやらないの、向こうを張ってや

られているのではないのと言ったことがあるのですけれども、あちらは

すごいですよ。会場づくりで風船を膨らませたりして。キンダー・フィ

ルム・フェスティバルでしたよね。 

Ａ理事  今、高岡理事がおっしゃったことについてですが、映画のまちは２つ 

の観点がありまして、産業振興から見た映画のまちという視点と、文化 

・芸術からの視点で見ている財団では、視点が違ってきます。  

映画関系事業は、市と財団が別々に動いているので、２ヵ月位前に財

団から産業振興課に声をかけ、財団の職員と産業振興課の職員が集まっ

て合同の会議を始めました。公民館を始め幾つかの市の部署で映画を 

やっているのです。このことから今度、産業振興課が声をかけ、関係す

る部署で集まって、調布全体で映画に関連する事業がどれだけあるのか

把握し、新しい形で取り組もうとしています。また来週以降に神戸課長

を中心に産業振興課と話すようになりますので、尐しずつ文化・芸術の

視点の映画と産業振興の映画の視点がかみ合うような形になってきます
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ので、尐しお時間をいただければと思います。 

Ｂ理事  かみ合うということは、一緒になるということですね。 

Ａ理事  そうですね。それぞれが別々の視点でやっていたのですが、力が合わ

さればもっといいものができるのではないかという新しい動きがここで

始まりますので、しばらくお待ちください。 

議 長  いただいた大切な意見を反映させてください。 

Ｃ理事  今、事業計画を作成している最中ではないですか。事業計画は市民ニ

ーズを入れて作成しているわけですよね。 

例えば、こんな市民ニーズがあったので、こんな調査をしたらこう 

だったとか、事業名で見ていったらこうだったとか、それをこのように

反映させていますとかというのはありますか。  

土井財務係長  今のご意見の中で、今、新しい組織の中で、コミュニケーション課を

新設し、広報、マーケティングに絡む部門と、先ほどのコミュニティ振

興係という外に出ていく部門の係を２つ揃えます。広報、マーケティン

グ係一方的に調査していってつかんでくるやり方と、コミュニティ振興

係が外に事業を持って出ていきます。外でのお祭りに携わったときに、

市民がどういうニーズを持っているかというのは、そのイベントの中で

交流を図った中で吸い上げてくるものだと策定委員会の中では認識して

おります。 

今のところ、今回この事業計画は出ていく事業にシフトしていくよう

な形、かなり大きいウエートを占めたいという意味合いで話し合いを続

けておりますが、そういった市民ニーズを吸い上げてくるという部分に

おいても、出ていく事業の中で市民と交流を図ってやっていくものと、

あとは月並みな言い方になってしまいますけれども、実際に事業をやっ

た中でのアンケートの回収や、今までもアンケートの回収をやっていま

すけれども、回収率を上げる努力とかも研究してやっていきたいと思っ

ておりますので、このような形で市民ニーズをどんどん把握できればと

思っております。  

Ｃ理事  その反映の仕方というのは、今まさに市民ニーズを既に取り込んでい

るので、それを事業計画に落とし込んでいくのだという形ですか。それ

とも事業計画を立てました、ところがニーズ調査をすれば若干の変更点

とか改善点が年度途中でも出るわけですよね。それも計画の中で柔軟に

変更をかけていくのか。それはどうなのですか。 

土井財務係長  年度の途中で強い要望等があれば可能な限り変更できるような形で対

応していきたいと思っております。 

Ｃ理事  市民ニーズといっても、声の大きい人の意見が反映されるだけではニ 

ーズにならないですよね。財団の職員がせっかく外へ出て仕事をされる。
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その中でいろいろなものを吸収して帰ってくるではないですか。それを 

財団の事業スタイルとして自分たちでしっかり構築しないと、言われた 

からやる、こういう雰囲気だからやると、なってしまうのではないかと、

とても心配な部分がある。そのあたりに高岡理事が心配する職員の健康 

など職場環境に反映されてしまうのではないか思うのです。この点を十 

分注意することが大切で、流動性を持たせることだけがいいわけではな 

く意識は持ちながらも、しっかり自分たちの仕事のスタイルを貫いて欲 

しいと思います。     

Ａ理事  今までマーケティングという手法について余り理解していなくて、市

民ニーズ調査票の結果だけを見たり、地域に出ていっても、声の大きい

人、小さい人、いろいろな方がいるので、それを精査する力というのは

まだ、職員が培っていなかった部分もあるのです。 

そのノウハウをしっかりつくって次年度からやっていこうという大き

な岐路になります。市民の声をこちらがうまくつかみ取れるかどうかに

よっても変わってくるのですが、今おっしゃっていただいたことは重要

だと思いますので、職員もそれをかみしめ、今いろいろと試行錯誤し、

どのような形の新しい部署を作ろうかと検討している最中です。お知恵

を拝借することもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

Ｃ理事  事業展開や組織編成が大きく変わるときには荷重がかかるので、無理

をし過ぎないで、ぜひ理事会の場も使って、いろいろな悩みとか事業の

方向性について、もう尐しフランクに話ができるように場づくりをして

もらいたいと思います。単に報告とか説明を受けても我々が言える意見

は本当に尐ない。ただ、理事長を始め、たくさんの経験を持っている方

が多いです。やはりいいヒントが出ると思うので、本当に忌憚のない職

員の疑問点とか方向性についてのアドバイスをもらえるようにしていた

だきたいというのが１つです。 

長くなりますが、もう何点か質問させていただきたいと思うのです。

事業計画の中で、例えば展示にしても鑑賞事業にしても、いろいろあり

ます。それは財団が作り上げてきた事業の中でも１つの大きなものに 

なっていますよね。それとまた別に市民の方々にいろいろ物作りをして

もらう。それは芸術やコミュニティでも、物作りをしてもらう作業をど

ういう形でやろうとしているのかというのがちょっとよくわからないの 

です。今、アートマネジメントというような話もあったのですけれども、

例えば、たづくりのどういう機能を利用して物作りをしてもらう、グリ 

ーンホールのどういう機能を利用して、鑑賞事業だけではない物作りに 

つながるような事業をして欲しい。 

それから、生涯学習がありますよね。さまざまな講習を受けた方がい
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らっしゃいます。その受けた結果として、いろいろな知識を持たれる。

その知識をどう生かしていこうとか、その生かし方についてはどのよう

なやり方をやっていきたいのだとかというのは、ここでは見えていない

ので、この辺りについてお答えいただけますか。 

阿部ホール 

事業係長  ホール事業では主に鑑賞を提供しています。先日実施しましたちょう 

ふ音楽祭では、市民サポーターに大分ご協力いただきまして、こうした

らいいのではないか、ああしたらいいのではないかと、１つ楽器体験の

コーナーを作るにしてもご意見をいただいて一緒にやるというようなこ

とを行いました。私たちが思っている以上にいろいろな方のご意見を伺

えて、これまでになかった見せ方ができましたので、こういった展開は

今後も音楽祭等で拡充していきたいと考えています。 

森生涯学習 

事業係主任  講座で身につけた知識をどう生かしていくかというところについては、 

生涯学習事業としては、芸術・文化に入っていくためのきっかけづくり

として行っておりますので、そこで知識を身につけた方がグリーンホー

ルの公演に行ったり、興味を持っている人は自分の活動を深めていくよ

うな形に移っていけばいいと考えております。 

陶芸とデッサンは段階的に行っているのですが、陶芸は初級、中級、

上級というようなレベル分けをして、身につけた知識をＫｉｄｓ陶芸の

指導員ということで、ご協力いただいています。 

ワークショップなど、物作りの方については、大学の公開講座につい

ても美術大学などを入れたりして、たづくり館内のいろいろな施設を使

いながら、芸術系講座を増やしていって、ワークショップ、物作りをし

ていく場を広げていきたいと思っています。 

中島文化・コミュ 

ニティ係主任  文化・コミュニティ係、今後の組織上ではコミュニティ振興係の中核 

に収れんされていくと思うのですけれども、今、文化・コミュニティ係

で行っている事業というのは、映画祭の実行委員であるとか地域に出る

事業であるとか、地域の方と触れ合う機会が比較的多いのです。 

その中で、１つの事業で関わった方々との連携を踏まえて、映画祭で

関わった方が実は音楽に造詣がかなり深い。それであれば音楽のほうで

うちの事業に関わっていただくであるとか、地域に参加して地域のイベ

ントを行った際に、いろいろな情報をいただいて、次の別の事業に展開

する、よさこいで関わった方がほかの事業で展開する。１つの事業でな

くて、複合的に広く関われる、それがコミュニティという認識をもって 

おりますので、現状もそういう形で動き出しているものを２５年度以降、 

より明確な形で出していきたいと考えております。 
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神戸事業課長  山口理事から、物作りということでご質問いただきまして、各係から

の説明をさせていただきました。全体を通しまして、やはり振興という

ような観点があるのかなと思っております。つまり、これまでただ一方 

的に見るといったことではなく、それを実際に体験し、経験してもらう、 

そして広めていってもらうといったことで芸術・文化を振興する。私た

ちは、どちらかというとそちら側にシフトしているのかなといった認識

です。 

それが音楽祭のボランティアであったり、今、文化・コミュニティ係

の説明にありましたけれども、１つのきっかけがほかのところに広がっ

ていく形でコミュニティが広がっていくということが、これから求めら

れているのだというのが、実際の事業を通して実感しているというよう

なところです。平成２５年度も、その観点をさらに深めていきたいと 

思っております。 

Ｃ理事  事業計画の中に、いろいろな課が合同で事業を行う観点が出ているで

はないですか。それはとてもすばらしいことで、そういう意識で物事が

進んでいくと多分効果も、職員の方が説明されるように、自分たちが 

思った以上の成果が得られる可能性があると思うのです。やはりこれら

のことがたくさん生まれて市民の方々の生活の中に、芸術とか文化とか

コミュニティというものが自然と入っていけば、財団の仕事としては最

高の仕事になると思うので、特にコミュニケーション課という新しい組

織を作って皆さんが進めていこうと決めたことが、３年後、５年後には

きっといい結果として表れると思いますので、しっかり楽しくみんなで

やっていただきたいと思います。 

Ｂ理事  先ほど施設管理運営という中の、最後のほうに「利用者の立場に立ち、 

安全かつ快適で使いやすい施設運営に努める」とあったのですけれども、 

安全面からみたら、グリーンホールに館長がいないというのはおかしい

と思うのです。 

今は事業課長が兹務して、たづくりからグリーンホールを行ったり来

たりしていますけれども、もし何かあったときに館長を呼んでまいりま

すなどといって、館長が、いないのとなったときに責任問題はどこに行

くのだろうか。今は、本当にちょっとした事故が多いですから、やはり

館長がいないというのが、安全上尐し不備ではないかと思います。もう

１つは、安全、安全といいながら、今日、ここに来るときに職員にも 

言ったのですけれども、夕方の５時を過ぎてエスカレーターを上がった 

ところの北ギャラリー入り口の暗さですが、あれは本当に危ないですよ。

わかっている人であれば、ここの奥に行けば北ギャラリーの明るさがあ 

るというのはわかりますけれども、ああいう照明というのはまだ節電と 
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いうことが言われているのですか。 

岡野庶務係長  はい。 

Ｂ理事  それは仕方がないですけれども、それよりも何よりも館長がいないと

いうのは、私は問題だと思いますので、ぜひ復活させて欲しい。 

Ａ理事  考え方なのですけれども、計画の中では、今おっしゃったグリーンホ

ールの館長が必要ですという形の案はできているのですけれども、実際

に管理職の手配が、どうなるかちょっと見えません。高岡理事のおっ 

しゃった部分は、こちらは十分に理解しております。フロアの件はどう

ですか。 

渡部管理係長  今、岡野のほうでも節電は引き続いているということで、間引きして

いる部分はあるのですけれども、理事会の前にご意見をいただきました

ので、早急に確認に行きまして、善処しているところです。 

Ｂ理事  基本計画に書いてありますが、これは実現するのですね。 

Ａ理事  全体の人数とかいろいろな形がありますので、調整は必要です。 

Ｂ理事  新しくコミュニケーション課ができたり、グリーンホール館長とか、

人数的に無理難題があるのではないですか。 

Ａ理事  それを含めて全体的に調整してまいります。 

 

（６）【協議事項】平成２５年度事業計画案の件 

   〔説 明〕 

神戸事業課長  それでは、事業課より協議事項イ、平成２５年度事業計画案の件につ

いてご説明申しあげます。 

こちらにつきましては、先ほど庶務係長からもご案内がございました 

が、現在、平成３０年度までの新たな事業計画を策定いたしているとこ 

ろであり、その初年度であります平成２５年度事業計画につきましても、 

現時点においてのたたき台でございます。そして、事業の方針、あるい

は方向性なり、ご意見などをいただければ、そのうち精査をし、練り上

げてまいりますので、よろしくお願い申しあげます。 

また、庶務係長の説明と内容によっては重複する箇所もあろうかと思

いますが、確認の意味としてご理解いただきたくお願い申しあげます。 

現在、平成２５年度から６ヵ年にわたる事業計画を策定中でございます。 

その大きなポイントに事業課を再編いたしまして、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が

予定されているところでございます。 

そのうち平成２５年度の目玉であります新設のコミュニケーション課

の内容は、広報・マーケティング係とコミュニティ振興係の２係となっ

ておりまして、広報・マーケティング係の事務内容といたしまして、財
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団の事業等を積極的に広報したり、市場調査を実施し、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、市場ニーズをつかみ、事

業に適切に反映させてまいります。 

そして、コミュニティ振興係につきましては、市民や地域とのコー 

ディネーターとしての職務を行うところでございます。 

そして、たづくり事業課とグリーンホール事業課、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。 

そして、新しい課を設置いたします。その力を存分に発揮させるに当

たり現状の組織、また事業体制では難しい側面があり、検討を重ねてま

いりました結果、一部の既存事業につきましては、これまでの事業効果

の振り返り等により、事業本数を平成２４年度に比べ精査いたしてござ

いますので、その点もあわせてご報告申しあげます。 

それでは、事業につきまして主立ったものを中心に説明します。 

まず、美術振興事業といたしましては、引き続き鑑賞展示を通して美

術の振興を図ってまいります。 

なお、こちらは仮称で公募展でございます。こちらにつきまして、平 

成２４年度で１０回目を数えております。今後、実施に当たりましては、 

振り返りを実施する中で検討中でございます。 

次に、芸術振興事業です。たづくりの事業ですが、音楽事業といたし

まして、２５年度予定ですが、くすのきホールでの事業を１４本予定い 

たしております。クラシックでは、昼時短時間コンサート、仮称ですが、 

新規事業といたしております。こちらは、これまでのホッと・カフェ・ 

コンサートに変わり、新たに昼どきに短時間のコンサートをすることで、 

より気軽に参加しやすい条件を整えてまいるものでございます。 

また、公演後に、希望される方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ってまいります。 

ストリートダンスについては、ストリートダンスフェスティバルと、

ストリートダンスコンテストも併わせてご説明します。今年度、ストリ

ートダンスコンテストにおきまして、調布市在住者から優勝が出たとこ

ろは記憶に新しいところです。平成２５年度も、コンテストとフェス 

ティバルを両輪として事業を進めてまいります。今年度より中学校でダ

ンスが教育課程としても取り入れられてまいりました。学校との連携を

視野に含め、併わせて地域にも出ていき、すそ野を広げてまいりたいと

考えております。 

次に、グリーンホール事業です。クラシックなどの音楽事業、児童劇

などの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供、若者向けの
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事業を実施します。 

音楽祭事業は、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

時間のコンサートを中心に気軽に参加できる音楽祭、バッハ・コレギウ

ム・ジャパンからの協力のもと、目指します。 

また、今年度芽生えました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。 

映像文化事業は、調布映画祭になります。本事業に市民一人一人が愛

着と誇りを持てるよう、ボランティア力を高めることを目標に掲げてい

ます。調布にゆかりある映画会社の作品を上映し、市内の映画産業を深

く掘り下げて紹介いたします。市と映像関連事業との連携を強め、映像

文化事業を進めてまいります。 

次に文化祭事業です。調布市民文化祭につきましては、現在開催中で

すが、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、日ごろから研賛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ってまいります。 

次に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からの協力をいただき、今年約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

流を深めていきます。また、調布駅も地下化になるなど、進捗がありま

したので、よさこいの今後について検討してまいります。 

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については、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については、財団事業を通じて、芸術・文化へのよ

り一層の理解をねらいに、他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。こちらは仮称ということで、活動援助につい

てです。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の計画などの相談を受けております。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事業を

進めてまいります。 

次に広報事業です。広報を担う部署は平成２５年度に新設予定です。

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きましたが、

戦略性をもって広報を専門で行う部署ではありませんでした。改めて広

報は市民との有効な双方向性のコミュニケーションツールとしての機能

があると認識し事業を進めていきます。 

広報誌は、財団報「ぱれっと」とチケット情報誌「ＳＴＡＧＥなび 
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じょん」を統合し、市内に向けて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てまいりま

す。 

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いたし

ており、平成２５年度はその６年の１年目に当たります。グリーンホー

ルにおいては、昭和５２年の開館以来、３５年目で初めての大規模な舞

台機構の修繕など、閉館を伴う工事を予定しております。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、たづく

り、グリーンホールともに点検し、整備をすると、大震災の教訓を生か

し、職員の防火意識の向上に努め、防犯意識と、危機管理意識のさらな

る向上を図り、利用者の皆様のご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てまいります。 

最後になります。全体としてこれからの事業実施の考え方です。事業

実施に当たっては、企画立案、検証を充実させるもので、考え方といた

しましては、常にニーズや事業実施経過の検証を行い、新たなサービス

等を反映させた事業を企画、実施いたします。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ってまいります。 

荻本理事長  何かご質問ございますか。 

Ｄ監事  今までの事業は、組織でいくと予算ヒアリングの形式の組織、事業別

の組織になっていたのですよね。何かをやるという定款の目的に合わせ

た事業別の組織で、２５年度からは、今度は施設ごとで、たづくり、グ

リーンホールでやる事業と外でやる事業、どちらかというと場所別で組

織を分けたのですよね。 

神戸事業課長  はい。 

Ｄ監事  そうすると、例えば音楽事業でも場所別で分けるから、たづくりの音

楽担当の人がやって、グリーンホールの方も音楽をやるという事業別で

担当が２人できて重複し、今までと違う組織運営になるのではないのか

なと思っています。建物ごとに組織を変えた事情とか、どういう背景が

あってこのようにしたのかをちょっと教えていただけますか。 

岡野庶務係長  これまでの組織体系を変えて建物別にしたというところになるのです

けれども、指定管理者制度がありまして、今は特命で財団が指名されて

いますが、民間が入ってきて変わってしまうという可能性が高くもない

けれども、ゼロでもないという状況があります。そうなってくると、今

までのように財団として両方管理しているのだからということで、係別
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でそれぞれ事業をやっているというよりは、指定管理者を尐し意識した

状態で、館別にこの館の目的は何なのでしょうかというところから始 

まって、ミッションを策定して、館の施設にふさわしい組織になるよう

に考え直しているのが今回の案になります。 

Ｄ監事  わかりました。 

Ｃ理事  今、Ｄ監事からすばらしい質問をいただいて、明白に見えてきたので

すが、その中で、たづくりはどちらかというとハードルの低い物作りに

近い事業をされる。グリーンホールはよりレベルの高い鑑賞ないしは有

料でも耐え得るレベルのものをやりたいということですよね。 

岡野庶務係長  はい。 

Ｃ理事  ところが、たづくりの機能は事業を提供する場だけではない。そこを

きっかけとして新たなステージに行ってもらいたいのだと、さきほど森

主任もおっしゃっていましたね。ないしは、物作りが直接できるような

場にしたいということですけれども、たづくりでその目的は可能だと思

いますか。 

神戸事業課長  今、Ｃ理事からご質問いただきました。財団の中に新たにコミュニケ 

ーション課を設け、コミュニティ振興係というものを新設いたします。 

コミュニティについては、コミュニティ振興係が地域に出て地域と結ん 

でいくということでいけば、これまでのとおり出張事業のような地域と 

の関わりを深めていく事業をこちらの方で企画して、実際、たづくり事 

業係の方で実行するというような組織体制になっております。 

また、たづくり事業課でこれまでの生涯学習事業係での内容を踏襲す

るであるとかというところでは、概ねこれまで財団の中で培われてきた

内容は今後も継続して実施していくということで、そちらも新しい組織

の中に含まれておりますので、こちらにつきましてはご安心いただけれ

ばと思っております。 

Ｃ理事  それはすごくよくわかるのですけれども、たづくりで全部できないで

すよね。だから皆さんも外へ出ていくのではないですか。外へ行って事

業展開する。要するに、ピラミッドではないのですけれども、グリーン

ホールが芸術的な部分で頂点だとすれば、たづくりはそこを目指すため

ないしはそこでは違うステージのものを作っていくのだと。そこだけで

はできないものないしはもっと物づくりに近いところというのは、もっ

とまちの中にあるのですよね。本当はまちの中のものを掘り起こしてい

かないといけないというので、職員の皆さんは苦労して外に行きましょ

うという話を多分されると思うので、大変な仕事になると思うのですけ

れども、それは頑張っていただかなければいけない一番大事な根幹だと

思います。それは生涯学習であれ何であれ、たづくりの中だけで物事が
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進むわけではないということだと思うのです。 

そういう意味では、特に芸術の中でも演劇とか、せんがわ劇場がある

ではないですか。市民レベルからすれば、ほとんど活用の度合いが聞こ 

えてこない施設になっていますよね。そういうところも含めて、物作り、

芸術政策というものが本来どうあるべきかというのをちゃんと皆さんで 

しっかり持っていて、将来的には指定管理者の範疇を事業展開として 

もっと広げていくのだ、今のものを守るのではないのだというようなこ 

とも考えていただきたいと思います。今のは意見です。 

もう１つ、広報の中で、認知度向上事業とあるではないですか。これ

はすごく違和感があり意味がわからないので説明していただけますか。 

渡部管理係長   財団の認知度向上については、現在、３年に１度の市民ニーズ調査の

中で併せて図っているところですけれども、たづくり、グリーンホール

の認知度については、アンケートにお答えいただいた方の中での認知度

というものは８０％から９０％の高い認知度があります。財団の名称に

ついては、今まで３回実施の９年間の中では４５％から４８％で推移し

ています。 

今後、さまざまな事業をやっていく中で、例えば地域に出向いたりし

たときに、財団の名前をご存じなのか、そうでないかによって、最初に

出会ったときの信頼関係というところでいえば非常に大事なところでは

ないかと思います。大企業の名称を出せば、信頼できるところだなとい

うような皆さんの感覚がある中では、財団の名前を知っていただくとい

うところでは、信頼関係を築いて芸術・文化の振興にいそしんでいく上

で、非常に重要なものだという認識をもって２５年度以降取り組んでい

きたいと考えているところです。 

Ｃ理事  若い職員の方が多いので、対象は大人だけではないですよね。ここに

集う人たち、関係する人たちは本当に小さな子供からお年寄りまでい 

らっしゃる。そういう人たちもわかるような認知度のアップをぜひ創意

工夫して柔軟に考えていただいてやってみていただければと思います。 

 

（７）【報告事項】代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

   〔説 明〕 

理事長  始めに代表理事であります私からご報告をさせていただきたいと思い

ます。 

平成２４年度は、事務局長、事業課長も替わりまして、また、新人１

人が加わり、事務局体制も新たにスタートいたしました。これまでの上

半期を振り返ってみますと、職員採用試験のように予定外として実施し

たものもありましたが、そのほかの事業に関しましては、おかげさまで
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ここまで予定どおりに進めることができたところでございます。 

事業の関係につきましては、この後、常務理事から触れていただける

と思います。それ以外、年度当初には、一昨年度から取り組んでまいり

ました新たな財団基本計画が策定でき、そして現在、それを実践するた

めに必要な事業に関して、実施事業計画の策定作業などが進められ、事

務局との打ち合わせの機会などには、その進捗状況について報告を受け

るなど、関心を持って注目しているところであります。 

公益財団法人への移行作業を始め、この基本計画、実施事業計画の策

定に関し、職員の皆様には、これまで相当ご苦労をおかけしたと考えて

おります。しかしながら、そのことで職員の皆さんは一回りも二回りも

人間的に成長できたのではないだろうか、このように考えております。 

このような財団の将来を検討していく作業など、若い職員が多い職場

として、これまでは自分たちが先頭となって進めてこなかったことも、

今は自らが主役となり進めていかなければならない立場に、ここで環境 

が変わってきたのではないでしょうか。現在行っているこれらの作業は、

財団にとって今後も必要である人材育成につながることを現場で実践し 

ていただけるものと思っております。 

人の意見を聞き議論し、そして全体をまとめていく、こういった過程

はとても重要なことであり、たとえ経験が浅い人の意見、尐数の意見で

あっても、的を射ているような、ほかにはない発想で、チャレンジのし

がいある提案などもあろうかと思っております。ぜひスケジュールに追

われることなく、組織内で議論する機会を十分に持って、職員間で納得

のいくものとなるよう仕上げていただきたいと考えております。 

また、この職務執行状況の報告では触れておりませんけれども、たづ 

くり、グリーンホールは経年劣化が著しい状況であります。ちょうど今、 

調布市では平成２５年度以降１０年間の新基本計画の策定作業中という

タイミングもありまして、当面この６年間に必要と思われる修繕計画に

ついて、その見積もりも併せて作成し、調布市への働きかけをこの夏場

までに精力的に行ったところであります。 

かかる費用は相当なものであり、また、芸術・文化面は市にとっても

優先的な手だてが厳しい分野でもありそうでありますが、市民に最高の

芸術・文化を届けるその器がしっかりとしたものでなくてはという思い

から、指定管理者という立場ではあっても積極的に提案を行った次第で

あります。その節は、管理係の皆さんには、資料作成等、大変であった

と考えておりますけれども、この場をお借りしてお礼を申しあげたいと

思います。 

副理事長   それでは、私の職務執行状況について報告をいたします。 
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私が担当する総務部門等の上半期における内容に関してとなります。 

まず、平成２３年度の決算を始めとする事業報告に関して、この６月

に東京都へ定期提出書類の提出がありました。これは、公益財団法人へ

の移行後、初めて行う作業でした。この手続は、東京都では公益目的事

業比率を始めとして、認定した内容との相違がないかなど、その内容に

より、場合によっては立入検査、認定取り消しなどの監督処分へとつな

がる重要な手続であります。 

数字的な内容などは、両監事に詳細にわたり監査いただいていること

でもあり、安心して書類作成できたところであります。おかげさまで、

何事もなく作業を完了することができました。このように初めて行う事

務作業に関しても、これまで行ってきた新法人への移行作業などを経験

してきたことにより、事務処理のレベルアップが図れてきたものと思い 

ます。職員の皆さんも大変だったと思います。ありがとうございました。 

また、当初から予定ではありませんでしたが、９月末をもって退職予 

定者が出たことから、昨年度に引き続き、職員採用試験を実施しました。 

募集から採用決定までは、昨年度の実施経験も十分に生かすことがで

きました。今回の募集に当たっては、技術系の資格獲得者を募集要件と

したことから、昨年のように１００人を超えるような申込者はありませ

んでしたが、財団としては必要な人材を確保できた試験であったと思い

ます。 

そして、理事長も触れていましたが、本年度は新たな基本計画策定が

できたことから、そのために必要な実施事業計画の策定が大きな事業の

１つであります。そのとりまとめは総務課が行うものとなりますが、こ

れまでにこの作業のために相当な時間を費やしてきているようです。焦

らずに納得のいくものとして仕上げていきたいと思っております。これ

からの実施事業は、新たな事務局体制により実施していくことになりま

すが、ぜひ職員の皆様は、夢を持ってこれからの事業を進めていただき

たいと思います。 

執行部隊となる職員のやる気が市民に伝わることにより、それに連携

が生まれ、また新たな展開も見えてくるものと思います。自分たちだけ

で考えることは当然必要でありますが、さまざまな人材、あらゆる資源

を活用していくことは、地域に根差した我々財団だからこそできる強み

であると思います。 

常務理事   私から、前期におけます職務執行の状況についてご報告させていただ

きたいと思います。 

今年度につきましても、非常に幅広くさまざまなジャンル、あるいは

事業に取り組んできているわけでありますけれども、特に前期におきま
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して、効果的であり、かつ特徴的であった事業につきまして報告をさせ

ていただきたいと思います。 

非常に注目を集めた事業につきましては、やはりバッハ・コレギウム 

・ジャパンとの提携事業であったのかなと思っております。バッハ・コ

レギウム・ジャパンとの協力に関する提携につきましては、一昨年に締

結を行ったものでありますけれども、今年の６月にその音楽監督であり

ます鈴木雅明氏が、日本人で初めてヨーロッパで大変権威のあるバッハ

メダルといった賞を受賞されました。このことによりまして、この提携

事業そのものが非常に価値の高いものになったのではないかと思ってお

ります。 

受賞につきましては、ＮＨＫテレビを始め、新聞等で大変数多く報道

されまして、くすのきホールで行われました公開リハーサルにおきまし

ても、大変多くの市民の皆さんが駆けつけていただきまして、大きな祝

福が寄せられていたということがございました。今後もより一層、鈴木

氏とも連携を深めていく中で、調布市の芸術・文化への取り組みである

とか、財団に対しての市民の理解といったものが深まっていくことを 

願っております。 

もう一点、７月に実施いたしましたストリートダンスコンテストです

けれども、先ほど事業課長も触れておりましたが、１４回目にして初め

て市民のチームがグランプリを受賞しました。財団としましては、早い

時期からダンスを通してその普及であるとか若者同士の交流の推進に取

り組んできたという経緯があるわけでありますけれども、今回の受賞に

つきましては、市内の子供たちにとりましても、ある意味励みになるも

のだったのかなと思っております。 

今年度から、実際に中学校の授業にもこのストリートダンスが取り入

れられるということになっておりまして、ストリートダンスそのものが 

さらに身近な存在になっていくということが考えられるわけであります。

学校はもちろんですけれども、地域への浸透であるとか地域との連携を 

通しまして、さらなる若者同士の交流に向けての事業の実施と、新たな 

事業を工夫をもって展開していっていただければと思っております。 

続きまして、その他ということでございますが、２点ございまして、

１点は最初に理事長からお話がございました。施設改修に関する協議と

いうことで、グリーンホールとたづくりの施設改修につきまして、短期 

的、中期的な視点から、調布市の担当部署と具体的な協議を行いました。 

たづくりにつきましては、建設から１８年目、グリーンホールについ

ては既に３５年が経過しているという状況がございまして、両施設とも

に施設、あるいは設備の劣化等に適切に対応を図っていく時期が来てい
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るということから、双方で協議を行ったものであるわけですけれども、

施設改修に向けては大変大きな予算が伴ってまいりますので、今後も継

続して市と協議を行ってまいりたいと思っております。 

その他の２点目でございますが、寄附の関係でございます。前期の間

に、財団に対しまして２件寄附の申し出がございました。８月に財団報

によりまして寄附のお願いをしたこともございまして、個人の方から現

金の寄附が１件、それから社会奉仕団体から物品、車いすをご寄贈いた

だきました。前回の理事会におきまして寄附金の扱い等について議論が 

あったわけでございますけれども、まずは財団の趣旨であるとか、運営、 

事業について広く市民の方に理解していただくことが非常に大事なこと 

であると思っております。さらなる親しまれる財団づくりに向けまして、 

一体となって努力をしていければと思っております。 

 

議長から、報告事項の指定管理者制度導入施設における評価の件及び次期指定管理

者選定準備の進捗状況の件については、関連があることから一括して説明を行いたい

旨の提案があり、出席理事全員の了承を得た。 

 

（８）【報告事項】指定管理者制度導入施設における評価の件 

【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、報告事項ウ、指定管理者制度導入施設における評価の件及

び報告事項エ、次期指定管理者選定準備の進捗状況の件についてご報告

いたします。 

まず、報告事項ウになりますけれども、平成２４年３月２６日付けで

調布市長の決定ということで、調布市内の指定管理者制度を導入してい

る施設においてモニタリングを実施して、市民サービスの向上を図りな

さいといった決定がなされています。 

これに基づきまして、施設ごとに指定管理者自身で行う一次評価、そ

れから、施設の所管部署、当財団でいきますと文化振興課で二次評価を

行いまして、最後に指定管理者と施設所管部署でそれぞれ総括というこ

とで、こちらは２３年度分になりますけれども、その年の評価を作成す

るようになっています。 

既に調布市のホームページで今現在、文化会館たづくりとグリーンホ

ールとそれぞれ館ごとに指定管理者制度導入施設の評価結果というもの

が公表されております。 

たづくり、グリーンホールともに総合評価はＡ評価、良好ということ

でした。今回、チェック項目すべて○ということで、おおむね期待した
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水準という評価なのですけれども、今後は期待よりもすぐれた水準の◎

がつけられるよう努力していきたいと思います。 

続きまして、次期指定管理者選定準備の進捗状況の件になります。こ

ちらにつきましては、再三、話が出てきておりますけれども、次期指定

管理者の選定の準備についてというものになります。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いうことが予想されておりますので、そのプレゼ

ンテーションに向けた資料の準備等を進めていくスケジュール、考え方

の案になっていきます。 

まず、資料の作成につきましては現在、平成２５年度以降、事業計画

の策定をしているところですが、こちらが完成した後に、指定管理期間

の事業の推移について予定、進捗の推測を出しまして、指定期間に対す

る資料の作成を行います。そして、その資料をもとに、誰がプレゼンタ

ーとして審査のときに話をするのか、また、プレゼン用のパワーポイン

ト資料の作成ですとか、本番のプレゼンに向けて職場内で模擬プレゼン

をやっておいたほうがいいのではないかということで、そういったこと

の検討を行っております。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｄ監事  この評価の話なのですけれども、独立行政法人などの研究機関ですと

か、第三者が入って、その団体のやっている事業そのものを結構厳しく

評価するという制度がありまして、実際に評価を受ける側も、この項目

についてはＳ評価をとりに行こうとか、これはＡ評価でしようがないと

いうことで、評価をとりに行くという姿勢が結構強いのです。漠然と努

力しますというよりは、例えば施設の設置目的に従ったサービスの提供

及び事業の実施の項目を今年はＳ評価をとりに行こうとか、そういった

積極的に評価をとりに行くという姿勢をもつと良いのではないかと思い

ます。例えば文化会館たづくりはＳ評価を取ったとなれば、アピール度

が強くなって、指定管理者の更新のときにも優位に働くというような長

期的な視点を持って、これを逆に利用するということをやられるといい

のではないかと思いました。よろしくお願いします。 

Ｆ理事  指定管理者については、市のほうで導入したわけですけれども、市で 

指定管理者を導入した目的というのは、コスト面の効果ももちろん大き

いのですが、そういうところで事業の充実を含めた市民サービスの向上

が一番大きな目的だと思っています。これまでもさまざまな事業とか施

設管理を通して、多くの市民から財団、あるいはたづくりとかグリーン

ホールが親しまれたり、調布市民で良かったと思っている方もいるので

はないかと思います。 
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そういった施設づくりを目指してきたわけでありますけれども、先ほ

どもちょっと話がありましたが、子供から高齢者の方、家族の方たちを

含めて非常に幅広い方たちにさらに愛され、親しまれる施設を目指して

努力していかなければならないと思っております。 

２６年度から新たな指定管理者という形で選定されるわけですけれど

も、選定に当たっては、当然、職員だけでなくて、理事も一丸となって

その意味を考えていく必要があると思っております。職員の皆さんにと

りましては、これまで苦労して取り組んできた１年半ですから、２５年

度からの事業計画をベースにして、これまでどおりやるのだということ

でなくて、まさに財団でなければならないのだといった気持ちを前面に

出して準備を進めていっていただきたいと思っております。 

 

（９）【報告事項】寄附物品等の受け入れの件 

   〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、報告事項カ、寄附物品等の受け入れの件について報告いた 

します。 

平成２４年１０月３１日現在までにあった寄附の受領報告になります。 

寄附は２件ございました。 

１件目は、市民カレッジに参加されている市民の方から５口 

５，０００円の寄附がありました。 

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台の寄附がございました。この車いすにつきまして 

は、現在、たづくりに３台、グリーンホールに２台、会館利用者に、ご 

使用いただけるよう配置済みとなっております。 

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、読売新聞にも記事が掲載され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８時１２分、議長は閉会を宣し、解散し

た。 

 

 

 

 


