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平成２４年度第３回臨時理事会 議事録  

 

１ 開催日時 平成２４年１２月１７日（月）   午後６時から午後７時０３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 

協議事項 

平成２５年度事業計画案の件 

任期満了に伴う理事候補者の件 

報告事項 

第２回臨時評議員会の開催結果の件 

利用者懇談会（第２回）開催結果の件 

平成２４年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件 

平成２４年度調布市グリーンホール事業進捗状況の件 

平成２４年一般会計予算執行状況の件 

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）【協議事項】平成２５年度事業計画案の件 

〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、平成２５年度事業計画案の件についてご説明します。今回

から基本方針という名称ではなくて、「はじめに」と題して、作成して

います。 

〔結 果〕 

３月の理事会で成案として審議事項として上程することになった。 
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まず、平成２５年度事業計画の「はじめに」といたしましては、基本

計画を策定したことと、それに関する意気込みについて始めの部分でう

たっています。（１）平成２５年度の事業計画の策定に当たっての大枠

の方向性についてと、市の財政状況を踏まえて財団としても業務の効率

化などで協力していくことをうたっています。（２）人材育成の部分に

つきましては、幅広い知識や能力を求められているアートマネジメント

人材の基本的な要素の部分を書き出したのと、研修を実施していく旨を

うたっています。 

神戸事業課長  続きまして、事業活動の方向性につきましてご説明します。 

平成２５年度につきましては、新たに平成２５年度から３０年度まで

の実施事業計画を策定し、それが平成２５年度の事業計画と続きます。 

平成２５年度の事業計画のポイントとして２点あります。１点目は、

事業課を再編し、たづくり事業課、グリーンホール事業課とともにコ 

ミュニケーション課を新設します。広報・マーケティング、地域とのコ

ーディネート機能を強化します。また、２点目は、たづくり、グリーン

ホールと建物ごとに既存の事業を整理して、実施します。 

続きまして、それぞれの事業区分に従って平成２５年度の事業の方向

性について特徴的な部分を説明します。 

まず、芸術振興事業です。グリーンホールでは、質の高い芸術公演を

提供いたします。たづくりでは、誰でも気軽に参加できる企画、芸術・

文化へのきっかけづくりとなるような事業を展開します。 

次に体験・育成事業です。次世代を担う子供が芸術や文化への楽しさ

を感じ、将来の鑑賞者となるよう取り組みを進めます。 

続きまして、広報事業です。財団では良い事業をしているのに情報提

供が不足しているとの声をいただきました。今回、「ぱれっと」、「な

びじょん」の統合など、情報発信に意を持って広報の取り組みを進めま

す。また、ソーシャルメディアなども活用し、広報活動を強化する一環

で、現在試行中ですが、ツイッターの運用を開始しましたので、この場

を借りて、ご報告いたします。 

Ｂ理事  コミュニケーション課というのは、具体的にどのような内容になるの

ですか。 

神戸事業課長  コミュニケーション課の具体的な内容として２つの係があります。１

つ目は、広報強化のためマーケティングを行い、どのような事業が好ま

れているか、求められているかといったことを研究する広報・マーケ 

ティングの係があります。 

２つ目は、コミュニケーションをつかさどる係として、市民や地域と

のコーディネート機能を強化します。現在、文化・コミュニティ係では
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地域に出向いて行く出張ステージ、協働の形で地域と連携した事業に取

り組んでいます。このような地域との関係を強化していく事業を主に担

っていく係になります。 

Ｂ理事  コミュニケーション課は市民とよりコミュニケーションを豊かにする

ことも含まれているのかと思ったら、あくまでも事業なのですね。対話

とかではなくて、本当にコミュニケーションと単純に考えて、市民と話

し合いながらとかではなくて、あくまでもコミュニケーション事業なの

ですね。出向いて行って事業をするわけですから。そこでもコミュニケ

ーションはできると思いますけれどね。 

中島総務課長  新設のコミュニケーション課は、市民との双方向の交流促進や市民と

の関係づくりを担い、芸術・文化を活用したコミュニティの活性化を目

指します。その中の広報・マーケティング係は、市民意識・ニーズ調査

や、策定委員会でも指摘されたように、広報力の強化や潜在的鑑賞者の

掘り起こしを戦略的に推進します。もう１つのコミュニティ振興係は、

市民との交流のきっかけとなることが求められ、文化事業が目的化しな

いように、事業実施後のコミュニティの活性化を目指します。職員は積

極的にコミュニティへ関与します。 

Ｂ理事  職員の人数が増える訳ではないのに新しい課を１つ作ることによって、 

成果としてこれはどうだったのですかなどと聞くのもかわいそうになっ 

てしまったら、何にもならないと思って。内容的にはわかりました。 

Ｃ理事  ４点質問したいと思います。 

         まず１点目、平成２５年度事業計画策定で質的充実と収入の確保と表

現されているのですが、これの具体的な方策というか、内容について伺

いたい。 

２点目が、映像文化事業で、映画制作者支援の各事業と連携し、関係

を築き、体系的な事業展開が図れるよう調整を行いますとありますが、

この調整というのはどういうことを調整と言っているのか。財団は、映

画のまち調布と市民に愛着を持ってもらうためにどんな事業をするのか

というところをもう尐し出していただきたい、この調整というのは何を

指しているのかを聞きたいと思います。 

         ３つ目が、調布よさこいです。事業計画の中で実行委員会を作って運

営とされていますが、今後、この実行委員会と財団との関係性はどのよ

うに進展させていくのか。内容を詳しく説明していただきたいと思いま

す。 

         次に、４点目、ソーシャルメディアを活用してこれから広報活動を進 

めていくとのことですけれども、ソーシャルメディアの活用に当たって、 

メディアの情報管理は誰が責任を持って行っていくのか。ソーシャル 
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メディアの活用は、有効だとは思うのですけれども、内容と管理によっ 

ては非常に誤解を招きやすい場面が起きると思うので、その管理を誰が、 

どのような形で進めていくのですか。 

岡野庶務係長  私から、質的充実と収入の確保の具体的な部分についてお答えします。 

         質的な充実については、基本計画の中でもうたっていますけれども、

ホールでやっているから鑑賞だけとかではなくて、他の事業とも横につ 

ながった事業を実施して充実を図るというのが質的充実の部分になりま 

す。 

         もう１つの収入の確保ですけれども、収入の確保と書くと、寄附金を

もらいましょうとかというのが最初に出てくると思うのです。それ以前

に、自分たちが企画した事業の券売ですとか、参加者数、当然予定の見

込みがありますけれども、物によっては届かなかったり、予定よりたく

さん来たりというのがあります。そういった下の部分、マイナスになっ

てしまった部分を減らしていくというのも１つの収入の確保なのではな

いかと思い、今回提示いたしました。 

中島文化・コミュ 

ニティ係主任  では、２点目の映像文化事業になります。映画のまち調布、これは財

団だけでなく、調布市全体で掲げていますが、現在、財団で映像制作の

支援という形で実施している事業でショートフィルム・コンペティショ

ンがあります。全国から３０分以内の作品応募していただき、優劣を決

めるのですけれども、若手制作者、ある程度キャリアがあり、実際に制

作されている方のコンペティションになります。 

 一方で、財団で把握している事業で、調布市の産業振興課で実施して

いる高校生のフィルムコンテスト、市民が中心になって市が支援してい

る中学生を対象にしたジュニア映画塾があります。調布のまち全体で映

像制作を支援している事業としてあるのは把握しています。 

         それから、ここでの調整というのは、財団ではショートフィルム・コ

ンペティションを実施していますけれども、調布市全体、調布のまち全

体で映画制作を支援することを１つの固まりとして、財団事業単独では

なくて、調布で行われている映像制作間である程度連携をとって、調布

市では映画のまち調布、制作者を支援するという形で、１つの大きな固

まりとして掲げて欲しい。こちらを調布市産業振興課と調整を今後行っ

ていければと考えています。その部分での調整という意味になります。 

         続きまして、よさこいを中心とした実行委員会形式についてです。市

民で構成された委員の企画に対して、本来的には財団が事務局として出

しゃばるのではなく、あくまでもサポートをする。そうすることによっ

て、市民の方同士の交流を醸成するというのが本来の立ち位置であると
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私は考えています。 

         しかし、実際には事業を行うこともありますので、現状では、Ｃ理事

の思いの中では、支援まで、実行委員会を一人立ちさせてとか、事務局

はまだ関わりが深いのではないかと思われている上での発言だと思うの

ですけれども、今後につきましては、コミュニケーション課の事業にな

りますので、連携は取りつつも、より独立した運営ができる形に持って

いければと考えています。 

渡部管理係長  私からは、ソーシャルメディア等の管理責任に関してになります。ソ

ーシャルメディアについては、メリット、デメリット、管理の難しさと

いうところでは、今、試行という形で慎重に実施しています。 

         調布市で先行して行われていますが、試行の運用方法については、都

内の他団体に伺いまして、ほぼ同様なスタイルを採用しています。 

         今、限られた職員にだけ権限を与えまして、情報発信していますが、

来年の２月ぐらいまでに課題などを抽出し、どう活用するのが運用上一

番適しているのかを模索していきたいと考えています。ツイッターや 

フェイスブックといった有名なツールは、やはり若者をこの財団事業に

引きつけていくために必要な媒体ですので、しっかりと責任が取れる形

で運用を考えています。 

Ｃ理事  それぞれしっかりした具体的で明確な方向性を持っているので、信頼

できると思いました。 

         その中で、映像文化事業の調整です。調布と行政だけではなくて、市

民の方々とも一緒に映画のまち調布というものがどういうものなのかと

いう共通理念が財団を中心にできればいいなと思います。多分、それぞ

れ思いが違うと思うので、この調整の中で連携がとれて、明確なものが

できたらすばらしいことになると思うので、ぜひ市民の方々を交えて 

しっかりしたものをつくっていただきたいと思います。 

         それと、よさこいについては、やはり実行委員会は自立性と独立性が

ないと本来の実行委員会ではないと思います。単なる運営主体という名

前はついていても、お手伝いにすぎない実行委員会では実行委員会と呼

べないと私は思うので、財団が苦労を多尐重ねても、しっかり自立、独

立できるような実行委員会をつくれるかどうかがとても大事だと思うの

で、それに向かって時間をかけて構わないと思うので、進めていただき

たい。 

         それから、広報事業については、今お答えいただいたように、とても 

重要なツールであると私は思っています。ただ、先ほど発言したように、

使い方によっては非常に財団の信用を落とすようなことも考えられるの 

で、しっかりした管理と、楽しい情報伝達を心がけていただければと思 



 - 6 - 

います。 

Ｄ理事  それでは、１点、聞かせていただきたいのですが、同じく広報事業の

関係なのです。「ぱれっと」と「なびじょん」の統合と地域コミュニ 

ティ情報の紹介も行うという、新たな展開を図りたいということだと思

うのですが、地域コミュニティ情報といっても非常にさまざま、物すご

い量があると思います。情報の収集、選択をどうするかということもい

ろいろと課題もあると思いますが、情報精査というのは量的なものも含

めてやはり必要な部分も出てくると思います。そういったところのイメ

ージは何か持っていますか。例えば、こういったものを取り上げていき

たいというものがあれば、教えてください。 

渡部管理係長  現段階で、イメージもなかなか難しいのですが、さまざまな情報があ

りますので、そういった意味では、取捨選択が必要になると思います。

地域全体が活気づくような、おらほせんがわの祭りであったり、大小さ

まざまな地域コミュニティイベントがありますので、できれば全てをと

思うのですけれども、実績などにも合わせた形での情報発信という形に

なっていくと思います。試行錯誤しながら取り組んでいきたいと考えて

います。 

Ｄ理事  地域に財団を理解していただくという意味で、やはり「ぱれっと」に

しても「なびじょん」にしても非常に重要なツールだと思います。そこ

に地域の情報を入れるというのは、これまでやっていない方法でもある

し、非常にいい手法だと思いますので、試行錯誤があるかもしれません

が、ぜひいい形で取り組んで欲しいと思います。 

 

（３）【協議事項】任期満了に伴う理事候補者の件 

  中島総務課長から理事選任までの日程、法令上の扱いなどを説明し、協議により人気満      

了に伴う理事選任に関する準備を進めることとした。 

 

（４）【報告事項】第２回臨時評議員会の開催結果の件 

〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、第２回臨時評議員会の開催結果の件について報告します。

審議事項１件、報告事項１０件でした。審議事項は評議員会の議事録署

名人の選出、報告事項につきましては第１回、第２回の臨時理事会の開

催結果、指定管理者制度導入施設における評価、寄附物品等の受け入れ

などです。  

〔結 果〕 

平成２５年４月定時理事会において、「定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件」とし

て上程することになった。 



 - 7 - 

（５）【報告事項】利用者懇談会（第２回）開催結果の件 

〔説 明〕 

岡野庶務係長  それでは、利用者懇談会（第２回）開催結果の件について報告いたし

ます。 

         １１月８日木曜日午後７時から午後９時まで参加者８名で行いました。 

         当日の参加者から提出された意見の主なものとして、グリーンホール

のリハーサル室の一般開放についてです。以前から利用者懇談会でいた

だいている意見ですが、今回は、改修の際に問題点を改善して貸し出し

できるようにしてくださいという要望内容になっています。 

         それから、活動場所について、市民センターの建替の時も会議室を増

やして欲しいと要望していたけれども、会議室は増えなかったと。たづ

くりの通路は広いので、有効に活用できるようにして欲しいという意見

が出ていました。 

         大きなところは、この２点です。 

         現在、今回の１１月８日分の要望事項対応表と議事録を作成しており

ます。完成次第ホームページで公開と、財団報へのＱ＆Ａの掲載を行い

ます。 

 

（６）【報告事項】平成２４年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件 

平成２４年度調布市グリーンホール事業進捗状況の件 

〔説 明〕 

神戸事業課長  それでは、平成２４年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件、

調布市グリーンホール事業進捗状況の件について説明いたします。 

         平成２４年４月１日から９月３０日までの指定管理事業並びに独自事 

業は、たづくり、グリーンホールとも概ね計画どおりに進捗しています。 

ここでは、特徴的な事業を中心に、一括してでご説明いたします。 

 では、調布市文化会館たづくり指定管理事業です。始めに美術鑑賞展

示です。宮澤正明伊勢神宮写真展「伊勢神宮への旅」は、展示に併わせ

て実施した。付随のイベントも満員となりました。 

         次に瀬谷豊絵画展は、東日本大震災を題材にした作品に着目した新聞

２社から取り上げられ、こちらも好評のうちに終了しました。 

 続いてストリートダンス振興事業です。第１４回目のコンテスト開催

で、出場４１チームの中から初めて調布市在住者が含まれているチーム

がグランプリを獲得しました。 

         次にちょうふ市民カレッジです。前期に予定されていた講座は、１講

座以外は全て開講され、一部を除き終了しています。継続中のものも含

め、いずれも生涯学習のきっかけ作りになればと考えています。 
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         続いてたづくり施設利用状況報告です。施設利用者は、４月に関して

は震災直後の昨年、同時期より増加に転じています。他の月は、これま

で減尐傾向でした。しかし、今期９月は増加に転じました。敬老手当の 

申請手続きがたづくりで行われたことによる特殊要因も考えられますが、 

今後も注視します。 

次に調布市文化会館たづくり独自事業です。調布よさこい２０１２で

す。８月２６日（日）に開催し、来場者は３万人を超えました。 

         続いて地域交流事業は、染地の出前寄席、国領では、絵本歌・遊び歌

のステージを実施しました。 

         続いて活動援助事業は、地域の方々が実施するイベントの活動援助を

行っています。仙川駅前での夜桜コンサートを始め、合計８本の事業に

音響スタッフなどとして協力しました。 

続きまして、グリーンホールの事業進捗です。指定管理事業では始め

に芸術・文化の振興事業です。クラシック、ポピュラーなどを９本、演

劇４本、シネサロン６本の事業を実施しました。その中で、音楽事業で

すが、ホッと・カフェ・コンサートは、文字どおりほっとなるものを提

供する事業で、２回開催しており、どちらも満員のうちに終了していま

す。今後も工夫を凝らした事業を進めます。 

         続きまして施設の管理運営の利用件数です。年度当初に動きがありま

したが、利用件数はほぼ例年並みと分析しています。 

       続きまして、独自事業です。共催・公演事業では、８件の事業を行い

ました。バッハ・コレギウム・ジャパン公開リハーサルを２回実施し、

柳家小三治・三三親子会、そして、安藤裕子２０１２ＡＣＯＵＳＴＩＣ 

ＬＩＶＥで多くのお客様に楽しんでいただきました。 

         続きまして、ちょうふ音楽祭です。６月２３日、２４日にグリーンホ

ール大ホール・小ホール、たづくりくすのきホール・むらさきホールを

活用し、市民からボランティアを募り、事業に協力をいただきました。

今後も市民との連携を図っていきます。 

 

（７）【報告事項】平成２４年度一般会計予算執行状況の件 

〔説 明〕 

土井財務係長  それでは平成２４年度上半期の収支状況について説明いたします。 

         まず、事業活動収入計ですが今期までの収入済額は、 

６億５，９６８万２，９２０円、執行率は４８．６８％となり、概ね予

定どおりの執行となっています。 

      続きまして、事業活動支出の部です。今期までの支出済額が 

６億２，２２２万３，５３０円となります。執行率は４６．１５％と 
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なっており、こちらも概ね予定どおりの執行状況となっています。ただ

し、若干５０％を欠ける形となっていますので、補足的な説明をさせて

いただきます。 

         まず、事業費の中の芸術文化事業費支出が、現在、１億１，２００万

余り執行している状況になっています。未執行額が１億４，０００万余

りですが、こちらについては、グリーンホールの鑑賞事業等で事業規模

の比較的大きな催し物が後半、秋以降に控えていることと、現時点では

既に終わっていますが、文化祭も秋以降となっています。また、３月に

調布映画祭という大きな催し物を控えているところから、執行率が若干

低い形となっています。 

         また、施設管理運営事業費については、一昨年ぐらいまでは執行率が

若干この時期低めの形で推移しておりますけれども、 

２３年、２４年と執行率、時期に合わせてパーセンテージも伸びてお

り、こちらの要因が高く、概ね予定どおりの執行となっています。 

         その結果、今期までの事業活動収支差額は、３，７４５万９，３９０

円となりました。 

 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後７時０３分、議長は閉会を宣し、解散し

た。 

 

 

 


