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平成２４年度第２回定時理事会 議事録  

 

１ 開催日時 平成２５年３月２５日（月）   午後６時から午後７時５５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６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） 髙徳信男 

（欠席監事） 飯田廣己 

（議  長） 理事長 荻本貞臣 

５ 議  事 

審議事項 

第５号議案 平成２４年度補正予算の承認の件 

第６号議案 平成２５年度事業計画の承認の件 

第７号議案 平成２５年度収支予算の承認の件 

第８号議案 事務局組織の変更の件 

第９号議案 職員処務規則の一部改正の件 

第１０号議案 理事の職務権限規則の一部改正の件 

第１１号議案 職員就業規則の一部改正の件 

第１２号議案 平成２５年４月１日付け人事異動の件 

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 

公益認定変更届出の提出の件 

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５号議案 平成２４年度補正予算の承認の件 

〔結 果〕 

第５号議案、平成２４年度補正予算承認の件について、出席者全員一致で承認した。 
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   〔説 明〕 

Ａ理事  平成２４年度は電気料金の値上げにより４，０００，０００円の不足 

分について、補正予算を行うこととなりました。詳細については、財務 

係長から説明いたします。 

土井係長  東京電力の電気料金値上げにより、市指定管理料収入の当初予算額 

６９５，４５２，０００円に対し、４，０００，０００円の不足とな 

りました。よって４，０００，０００円補正したことにより、補正後

の予算額は、１，３７３，３８５，０００円となりました。 

 

（３）【審議事項】第６号議案 平成２５年度事業計画の承認の件 

〔説 明〕 

    Ａ理事  事業実施館、実施係が入り乱れていたものを精査し、それぞれの館で 

企画・実施を行う体制となるように事業を組みました。詳細な点につい 

ては事業課長から説明をいたします。 

神戸事業課長  財団のミッションは５点ありますが、総括すると調布市民の文化の 

       向上と地域社会の発展に寄与することを目的としています。 

        文化会館たづくりのミッションは３つあり、調布の文化の中心地で

あり、文化的シンボルを目指すとともに、芸術・文化の裾野を推進す

ることを目的とします。 

        グリーンホールのミッションは４つあり、文化の中心たる存在であ

るとともに文化的なシンボルをめざします。 

        これらミッションを平成２５年度の事業計画にも反映させています。 

芸術・文化事業については、学校教育を補完する講座など、事業の

方向性を明確にしました。 

施設管理運営については、ファシリティマネジメントの手法をとり

ます。施設について最少のコストで最大の効果を得る活動で、事後保

全でなく予防保全の取り組みを重要とする考え方です。 

実施事業の内容として、美術振興事業では、多くの市民の方に美術

を楽しむきっかけの場を提供し、その普及に力を入れていますが、幅

広い世代が楽しめるような展示の工夫や子ども・若者向けワークショ

ップ、講演会などの関連イベントも積極的に開催していきます。 

次に、芸術振興事業です。たづくり事業課では、芸術・文化の裾野

の拡大をするもので、具体的には、クラシック音楽、ストリートダン

〔結 果〕 

第６号議案、平成２５年度事業計画の承認の件について、出席者全員一致で承認した。 
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ス事業、エントランスホール音楽会などに力を入れ、グリーンホール

事業課では、良質な文化の創造や参加しやすい鑑賞の場の提供をする 

もので、引き続き音楽事業を実施し、演劇舞踊事業などを実施します。 

次に、コミュニティ振興係が中心に音楽祭事業や市内アウトリーチ

事業を展開します。映像文化事業では、２５回目となる調布映画祭。 

文化祭事業では、調布市民文化祭の実施。地域コミュニティ事業では、

調布よさこいに取り組みます。 

続いて、芸術・文化事業です。芸術・文化への理解と活動を狙い、

市民カレッジ、市民講師講座を４０講座を開講予定しています。ちょ

うふ市内・近隣大学等講座は１２大学と連携して２４講座を予定して

います。 

次に活動援助事業です。財団が事業をとおして得た技術やノウハウ

を活用し、地域団体などに向けて助言、援助を展開します。 

次に広報事業です。これまで、財団の事業は評価されながら、市内

での認知に繋がらない点がありました。平成２５年度は広報・マーケ

ティング係を新設し、事業を含めた周知を行います。 

次に、施設管理運営です。利用者の立場に立った運営を心がけ、安 

全、安心はもとより、親しみやすい快適で、誰にでも優しい施設を目 

指します。また、年度末には大ホールで、開館以来となる舞台機構の 

大修繕が控えているため、体制を整えて対応します。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ理事  これは６ヶ年計画ですね。たづくりは利便性が良いから利用したい

市民が多く、財団の事業で施設が使えないことが多い。施設が取れな

くて困っている市民の言葉にも関心を寄せるべきでないか。あれもこ

れもやるのではなく、内容を吟味して事業を実施したらどうか。一人

の職員にかかる負担が大きく体を壊すのではないかが心配です。  

神戸事業課長  ご指摘いただいた側面があることは、認識しました。事業数につい

ては、検討していきたいと思います。 

Ａ理事  補足します。生涯学習については事業を精査して数を減らし事業に

ついて企画する時間を作っています。 

Ｃ理事  ミッションは明確で良い内容だと思う。それから、平成２５年度事

業計画案について、いくつか伺います。 

（１）平成２５年度事業計画案の中で芸術振興事業の文章がわかり

づらい。 

（２）計画全体に子どもとマーケティングという言葉がでてくるが、

マーケティングを行ったうえで年齢層を決めると思いますがど 

ういう手法で行うのか。子どもを事業の対象にする手法と、マ 
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ーケティングを行うのに予算は反映されているのか。 

（３）市民活動援助の中身は何か。用具の貸出だけなのか。情報提

供は、広報・マーケティング係も関わるのか。またこの係は２

人で回していけるのか。 

（４）２人しかいない係は他課との連携はどうなるのか。調査した

ものをどう生かしていくのか。 

渡部管理係長  わかりづらい文章は整理したいと思います。子どもを対象にする手 

法と、マーケティングの考え方は、様々な事業の中で培っていきたい。

マーケティングの予算は、市場調査委託やホームページなどに予算を 

つけています。市民活動援助はコミュ二ティ振興係と情報の共有化を 

図ります。広報・マーケティング係は、初年度は２人でどこまででき 

るか精査します。 

Ａ理事  広報・マーケティング係は２人だが、コミュニケーション課として

考え、運営会議で情報交換をします。 

Ｃ理事  計画がいいことと、実際に運営することと、話は異なってきます。

問題点を話し合える雰囲気があるのか。人材育成はどのように考えて

いるのか。 

岡野庶務係長  人材育成について、平成２５年度は組織改正の混乱もあるので、こ

れまでより研修数をおさえる予定です。集団ではなく、１人２人と 

いった小人数で外部の良い研修を選んで参加していきたい。 

Ｃ理事  研修を外部委託し、外部の風を取り入れるのはいいことですが、何

年かかってもいいので、財団独自の研修システムを確立させてくださ

い。 

 

（４）【審議事項】第７号議案 平成２５年度収支予算の承認の件 

〔説 明〕 

Ａ理事  平成２５年度は、組織体制の見直しに伴う自主事業収入減、管理人件

費の移管などがあります。収支予算について、詳細な点は財務係長から

説明いたします。 

土井財務係長  平成２５年度収支予算について説明します。総収入額、総支出額とも

に１，３３７，５２８，０００円となり、昨年度と比較し 

３１，８５７，０００円の減となっておりますので減額の要因について、

主だったものを説明します。まずは収入の部です。基本財産利息収入で 

〔結 果〕 

第７号議案、平成２５年度収支予算の承認の件について、出席者全員一致で承認した。 
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すが、平成２５年度中にすべての当法人で保有する債券が全て満期を迎 

えます。その結果、現在と同じような内容の債券で運用した場合、この 

１月期と２月期の状況を見た結果、各債券の償還日から平成２６年３月 

末までの日割り計算で利息を計算すると、基本財産利息収入のトータル 

額が４，１５７，０００円となり、７７３，０００円の減となりました。 

次に事業収入の自主事業収入です。こちらは、基本計画策定時に事業 

本数を見直し、音楽事業や市民カレッジの本数を減らしました、これに 

より、９，６３８，０００円の減となりました。 

次に指定管理料収入です。調布市の財政状況を鑑み、施設管理におけ 

る経費において、短期的スパンの中で削減してもすぐに影響のない点検 

等を削減し単価等を見直した結果、１６，６１３，０００円の減、また、

一般事務費の研修の経費やコピー機等の借上げの内容を精査した結 

果、２６，７７３，０００円の減となりました。 

次に補助金です。市補助金収入については、平成２４年度において、 

調布よさこいの財源を約９，０００，０００円余りを事業積立預金の 

取り崩しに充てていたため、それを補助金に戻したための増、新基本計 

画の中で、共催、後援等の見直しを図り、舞台芸術事業への援助を 

２，０００，０００円から１，０００，０００円に見直したものによる 

ものです。 

続きまして支出の部になります。事業人件費については、組織体制の 

見直しにより総務課から一人が移管になったための増及び定期昇給分の 

増と１５，５０３，０００円の増となります。 

事業費の予算科目については、前年度の予算と単純比較できませんが 

増減の主な要因について説明します。 

まずコミュニケーション事業費です。こちらは調布市民文化祭、調布 

よさこい、調布音楽祭、調布映画祭などの運営と新設された広報・マー 

ケティングの費用となります。新基本計画の中で広報を一本化し、財団 

における広報誌、現行の「ＳＴＡＧＥなびじょん」と「財団報ぱれっと」

を統合し、３，９８５，０００千円の減となりました。 

次に、たづくり事業費とグリーンホール事業費については併せて説明 

します。 
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今までの展示事業については振興展示と鑑賞展示に分けていましたが、

新基本計画では、１本にまとめ事業本数も７本から６本に減らし、文化 

会館たづくり９階のリトルギャラリーを加えたものになります。事業本 

数の見直しにより、１，００２，０００円の減を図っております。音楽 

事業についてはたづくり、グリーンホール併せて１９本から１６本に変 

更し５，４６１，０００円の減となりました。こちらはたづくり事業費 

のみですが、市民カレッジの本数を５５講座から４０講座に、市内近隣 

大学等公開講座については３６講座から２４講座に減をし事業費につい 

ても２，４４８，０００円の減となっております。 

次に施設管理運営にかかる経費です。こちらは収入の指定管理料の中 

でも触れましたが、短期的スパンの中で削減してもすぐに影響のない点 

検等を削減し単価等を見直した結果、たづくりは１２，３３７，０００ 

円、グリーンホールは４，２７６，０００円の減、合わせて 

１６，６１３，０００円の減となりました。 

次に管理費です。管理人件費支出は、組織変更に伴い、一人を事業部 

門に移管していますので、人員減による減と嘱託職員の配置と定期昇給 

分の増を合わせた結果、３，２１４，０００円の減となります。 

一般事務費支出は、研修等の見直し、複写機等のリース方法の見直し 

を図り、４，２９１，０００円の減となります。 

次に投資活動支出の部の事業積立資産取崩収入です。こちらは市から 

の拠出金が減っている中で、事業の規模を維持するための、特定資産で 

す。事業積立預金を取り崩すもので、平成２５年度については、 

１２，８０４，０００円を予定しています。当該年度の中で、取り崩す 

金額が少なくなるよう努力します。 

財務活動収支の部です。平成２０年４月以降にリースを開始した、リ 

ース総額が３，０００，０００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の返済 

に充てる支出です。平成２４年度中において、財務会計システムがリー 

スアップを迎えることと、グリーンホールの小ホールのグランドピアノが 

リースアップを迎えることにより３，６７４，０００円の減となります。 
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予備費支出は、平成２３年度から正味財産増減計算書方式の予算書が 

正式な予算書となったため予備費の概念がなくなり計上しません。 

 

（５）【審議事項】第８号議案 事務局組織の変更の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  事務局組織の変更の件について、説明します。平成２４年４月２７

日に開催した平成２４年度第１回定時理事会で可決した公益財団法人

調布市文化・コミュニティ振興財団基本計画に基づき、事務局組織を

変更するものです。この体制で平成２５年４月１日から組織運営を行

います。 

        各係の主な業務内容としては以下のとおりです。 

        （１）総務課総務係は、理事会、評議員会、職員給与、たづくりの

自衛消防など財団全体に関することを所管します。 

        （２）総務課財務係は、これまで同様予算、決算、会計に関するこ

とを所管します。 

        （３）総務課施設管理係は、文化会館たづくり及びグリーンホール

両館の施設管理運営全体に関することを所管します。 

        （４）コミュニケーション課広報・マーケティング係は、広報、施

設利用者や事業参加者の意識調査及び分析に関することを所管

します。 

        （５）コミュニケーション課コミュニティ振興係は、市民と財団と

のコーディネイト、市民への援助や実行委員会形式の事業、音

楽祭事業のとりまとめに関することを所管します。 

        （６）たづくり事業課たづくり事業係は、文化会館たづくりのミッ 

ションに基づく、各種事業の実施運営に関することを所管しま 

す。 

（７）グリーンホール事業課たづくり事業係は、グリーンホールの 

ミッションに基づく、各種事業の実施運営に関することを所管

します。 

 

議長 第９号議案から第１１号議案までは、ただ今の事務局組織の変更などに関連して

の規則の一部改正であることから、一括審議を行うことについて出席者全員一致の

了承を得た。 

〔結 果〕 

第８号議案、事務局組織の変更の件について出席者全員一致で可決した。 
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（６）【審議事項】第９号議案 職員処務規則の一部改正の件 

         第１０号議案 理事の職務権限の一部改正の件 

         第１１号議案 職員の就業規則の一部改正の件 

 

   〔説 明〕 

Ａ理事  第９号議案及び第１０号議案については、先程の第８号議案の事務      

     局組織の変更に伴う一部改正になります。第９号議案の主な点は、第

３条、第４条で、平成２５年４月１日からの各課、係の設置及び課、

館における職員配置と、各係の所管事務の一覧を改正しています。 

第１０号議案は理事の職務権限について、これまでの事業課の業務

に関することを事務局組織の変更に合わせ、コミュニケーション課、

たづくり事業課、グリーンホール事業課、それぞれの業務に関するこ

とに改正しています。 

次に、第１１号議案です。高年齢者の雇用の安定等に関する法律の 

一部を改正する法律が平成２５年４月１日から施行となることに伴い、

当法人の職員就業規則の一部を改正します。当法人では、本規則第 

２０条で、定年退職の年齢を６０歳までと定め、勤務に支障のない場 

合は、６５歳まで再雇用すると定めています。主な改正点は、年金支 

給開始までのつなぎとして、再雇用年齢についての経過措置を定めて 

います。 

 

（７）【審議事項】第１２号議案 平成２５年４月１日付け人事異動の件 

   〔説 明〕 

Ａ理事  平成２５年度より、４課７係体制となります。市からの派遣職員３ 

名、昇任者３名です。平成２５年度調布市文化・コミュニティ振興財

団実施事業計画に基づき適材適所の配置をしました。 

 

（８）【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〕 

〔結 果〕 

第９号議案 職員処務規則の一部改正の件について出席者全員一致で可決した。 

 第１０号議案 理事の職務権限の一部改正の件について出席者全員一致で可決した。 

 第１１号議案 職員の就業規則の一部改正の件について出席者全員一致で可決した。 

〔結 果〕 

第１２号議案 平成２５年４月１日付け人事異動の件について出席者全員一致で可決し 

た。 
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理事長    まず、平成２４年度の事業全般についての、詳細は常務理事から報

告することになりますが、前期の事業に引き続き、後期の事業もほぼ

予定どおりに実施することができ、現在の基本計画最終年度も何とか

終了までこぎつけることができました。 

現在の基本計画に基づく事業の評価に関しては、来年度から平成 

３０年度までを計画期間とした新基本計画に基づく、その期間における

実施事業計画の策定作業を今年度行った際に、一部の振り返りを行って

います。 

こうして、計画した年度の事業はほぼ終えましたが、今後事業全体

の最終的な振り返りを行っていく中では、定款に定めた芸術・文化の振

興など、財団の目的を達成することができたのか。地域社会の発展にど

のように貢献できたのか。 

改めてその成果に関して、ぜひ、辛口で自己評価をしていただきた

いと、職員にはお願いしたいと思います。 

  また、今年度までの基本計画が作られた時点と現在では、社会情勢

などあらゆる面において、置かれている状況にも変化が生じているこ

とは事実です。 

          市民が求めるものにも当然変化があると思われますが、これまで成功

しなかったものでも多少工夫することで、時流に合った企画となるも

のなど、これまでの実施結果の中には必ずヒントが隠れていると思い

ます。 

事業が終わってほっとしたい時期ではありますが、まだ温もりがあ

るこの時期にこそ、肌で感じたその思いをまとめ、新たな基本計画のス

タートにも生かせるよう、常に先を見越した仕事に結びつけていただき

たいと願っています。 

  次に、たづくり、グリーンホールに関する施設保全計画に関しては、

現場を預かっている立場として、市へ対する積極的な働きかけを行い、

市の工事費用の予算化に向けた対応も、現場に従事する受託者も含め、

施設管理担当者には骨を折っていただきました。 

          この間には、中央道の笹子トンネルの事故もあり、施設の経年务化へ
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の対応も、改めてクローズアップされてきたところでもあります。 

          これらの施設を保全していくためにかかる経費は、大変大きな金額と

なるものでありますが、市民にとってもなくてはならない施設である

ことからも、良い提案ができたと思っています。 

      そして、最後になりますが、この一年間を振り返りますと、公益財

団法人への移行後２年目の事業年度として、法人運営面では、固有職

員が中心となって仕事を進めていく体制についても、一定の形ができ

てきたというところが見えてきました。 

  次年度からは、新基本計画に基づいた事業展開、次の指定管理者選

定など、これまで積み上げてきたものからの成果が得られるよう、チ

ームワーク良く仕事を進めていただきたいと思います。 

          そのために、我々業務執行の先頭に立つ者も、もっともっと利用して

いただくなど、協力して参りたいと思います。          

   副理事長   私は、主に総務関係を職務範囲として見て参りました。 

          今年度後期では、公益認定の手続きに関する業務に動きがありました。 

         このあと、最後の報告事項でも詳しく説明があろうかと思いますが、 

１０月の臨時理事会の時点までは、来年度からは新基本計画に基づき事

業体系にも変更が生じることから、当初は公益認定の変更申請の手続

きを想定していましたが、その後東京都から、変更届出の手続きで良

いとの判断が出ました。 

          変更申請となった場合、公益財団法人への移行と同様の流れとなって

いたことから、変更届出の手続きとなったことは、事務処理面では大

幅な負担軽減となりました。 

       次に、今年度からは市からの派遣職員は３名となり、財団の固有職員

を中心に、自律した法人運営をさらに推進していく組織体制で臨んだこ

とが、理事長からのお話でもありました。 

          この自律した運営の推進のためには、職員の人材育成が欠かせないこ

とは言うまでもありません。 

          新基本計画に続き、実施事業計画の策定では、全職員が参加する研修

形式を取り入れるなど、計画策定の過程がまさに様々な能力開発の実
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践の場になりました。 

          また、多くの研修の機会を提供できたことは、職員個々のレベルアッ

プにつながったものと思います。 

       特に、約１か月間にわたる滋賀県文化事業団への派遣研修は、派遣し

た職員を始め他の職員への影響も、相当大きいものがあったと思います。 

将来この財団のあり方などを考えるときにも、この経験はきっと生

かされると思います。 

          ぜひこれからも、このような機会があれば積極的に参加するよう、情

報収集などもお願いしたいと思います。 

          最後に、今年度は産休の職員なども多くあったことから、フルメンバ

ーでの体制が組めなかった面では、職員への負担がかかったものと感

じています。 

          あの人がいなければ動かせないという事態にならないよう、事務処理

マニュアルの整備など、危機管理面における万全な態勢への備えについ 

て、全職員はこれにあたっていただきたいと思います。  

   常務理事  私から事業を中心とした報告をさせていただきます。最初に、今月

の８日から１０日まで行っておりました調布映画祭ですが、昨年より

も多くの参加者を得ることができ、好評なうちに幕を閉じました。 

年度内の大きな事業はほとんど終了しておりますが、今年度全体の

事業を振り返りますと、市民カレッジや芸術講演会等の生涯学習事業に

おいて一部参加者数の減少がみられたものの、全般的には予定どおりに

終了をし、一定の成果をあげることができたものと考えております。 

そのような中で、財団にとって大変重要な要素をもつ、利用者との

かかわりについてはどうだったのかということでありますが、一つは利

用者の意見の反映ということで、これには利用者懇談会がこれまでも大

きな役割を果たしてきているところではありますが、今年度も利用者と

の率直な意見交換を通して、報告書の方に記載している通り、財団と利

用者の双方にとって有益な成果が図られたものと思っております。 

さらに、もう１点、利用者が日頃たづくりやグリーンホールの対応

をどう感じているかでありますが、これについても約１か月程かけて、

受付や舞台スタッフ、警備員の対応の他、トイレの清掃状況や室温、照
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明など、利用者に直接関わる項目について、アンケートによる満足度調

査を実施いたしました。結果については、「満足」「どちらかといえば

満足」をあわせて９４．８％という大変高い評価をいただいたわけであ

りますが、今後も課題の把握や分析、改善を行い、事業者の皆さんとと

もに継続してその数値を高める努力を行っていくことが必要だと感じて

おります。 

続いて、事業効果の面からになります。まず、舞台操作及び視聴覚

業務についてプロポーザル方式を使って業者選定を行ったことによる効

果であります。価格と事業提案を合わせた総合評価によりまして、適切

な予算の執行及び利用者に対するサービスの安定が図られたものと思っ

ております。 

もう１つは、企画面における効果であります。今回初めて実施した

事業に０歳児から入れるジャズの公演がありましたが、大変子育て中の

お母さん方に好評でありました。今後も、こうした、時代を読み、時代

の動きに適応した事業の企画を通して、ともに社会への貢献を目指して

いきたいと考えております。 

  

（９）【報告事項】公益認定変更届出の提出の件 

     〔説 明〕 

岡野庶務係長   平成２４年１０月３１日（水）に開催されました、第２回臨時理事会で 

協議事項として、公益認定変更申請の件について、説明いたしましたが、 

その後、東京都と提出書類のやりとりを行ったところ、変更申請ではなく、

変更届出の中で変更になった部分の説明を記入するようにとの指示があり 

ましたので、報告事項の公益認定変更届出の提出の件として、提出資料を 

理事のみなさまに配付させていただきました。 

提出書類の一覧は以下のとおりです。 

（１）基本情報等です。 

（２）役員名簿は実際にインターネットで閲覧する場合に表示されるもの

です。 

（３）違反事項等がないことを確認する書類になります。 

（４）事業計画及び収支予算 

（５）事業・組織体系図については、特に変更はございません。 

（６）公益目的事業の書類は、以前提出した公益目的事業の変更になった
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部分を記入し提出するものになります。この書類では、どう変更を 

行ったのかについて記入しています。 

また、変更範囲が広いので、変更を行った事業については概要を、

変更のない事業については、変更がない旨を記入しています。 

更に変更を行う事業についてのみ、チェックポイントごとに解説

を記入しています。 

以前とは、区分のタイトルや番号が変更になっているので、新しい 

番号での解説になっています。 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後７時５５分、議長は閉会を宣し、解散した。 

 

 


