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平成２５年度第２回臨時評議員会 議事録 

 

１ 日時 平成２６年２月２８日（金）    午後６時から午後７時５５分まで 

 

２ 会場 調布市文化会館たづくり１０階 １００１学習室 

 

３ 評議員総数及び定足数 

  総数６名、定足数４名 

 

４ 出席理事者数 ５名 

（本人出席）大前勝巳、西原 稔、花角美智子、福田活司、山本良子 

（理事出席）荻本貞臣理事長、原島敬之副理事長、吉田隆司常務理事、土方和巳理事 

（議長）西原 稔 

（議案説明）土方和巳理事 

 

５ 内 容 

（１）審議事項 

ア 第２号議案 議事録署名人の件 

 

（２）報告事項 

ア 平成２６年度事業計画案の件        

イ 平成２６年度一般会計収支予算案の件    

ウ 平成２５年度臨時理事会の開催結果の件   

エ 次期指定管理者選定の進捗状況の件     

オ 平成２５年度利用者懇談会（第１回・第２回）開催結果の件 

カ 寄附物品等の受入の件           

 

（３）その他 

ア 職員の退職の件               

イ 平成２６年４月１日付け職員採用の件    
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ウ 理事会及び評議員会の傍聴の件                

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

Ｆ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 

ア 第２号議案 議事録署名人の件 

＜結果＞ 

 本件について、定款第２１条に基づく議事録署名人として２名の評議員を選出す

ることを議決した。 

 

（３）報告 

  ア 【報告事項】平成２６年度事業計画案の件 

   ＜説明＞ 

   常廣総務課長補佐   

 当財団は現在、調布市文化会館たづくり及び調布市グリーンホールの指定管理者

として２期目の最終年度を迎え、昨日閉会いたしました第４回調布市議会定例会に

おいて３期目の候補者として審議され、決定したところです。その３期目の指定管

理期間の初年度にあたる平成２６年度は、当財団の基本計画及び両館の管理に関す

る基本協定書に基づき、芸術・文化、生涯学習、コミュニティの振興を図っていき

ます。 

 特に当財団の強みであります、平成７年の財団設立以降、１８年間にわたり、築

き上げてきました多くの市民や地域との絆をさらに深め、機動的かつ効率的な運営

に努めていきます。 

 具体といたしましては、広報・マーケティング活動やアウトリーチ活動を積極的

に行い、市民の多様なニーズを把握して、各館で実施する事業へ反映するとともに、

当財団の認知度の向上に努めていきます。 
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 次に、施設管理運営につきましては、省エネルギー対策や環境保護対策を積極的

に取り入れていきます。また、防災訓練の実施により災害発生時の速やかな行動に

対応できる体制づくりを推進するとともに、災害発生時の帰宅困難者や被災者の受

入施設となることから、市民にとって安全な施設であり続けるための整備等を実施

していきます。このほか、調布市の基本計画事業に掲げる「文化会館たづくりとグ

リーンホールの維持・補修」における各種改修工事におきましては、利用者の施設

利用における影響を最小に防ぐために、改修工事前からの事前周知と施設の安全管

理に努めていきます。また、安定的な財団運営を図るためには、自主財源の確保へ

向けた取組を積極的に進めることが肝要であると考えています。寄附金や各種助成

金を獲得するためのファンドレイジングなどの手法を取り入れ、自主財源の確保策

を推進していきます。 

 次に、２の事業内容につきまして説明します。 

 （１）美術振興事業につきましては、文化会館たづくり１階展示室を中心に展開

していきます。平成２６年度は展示に留まらず展示事業に関連したギャラリートー

クや講演会、ワークショップなどを実施して事業の内容をより深く理解できる機会

の提供に努めていきます。 

 （２）芸術振興事業は、文化会館たづくり、グリーンホールの館のミッションに

基づき、各館において館の特性を活かした事業展開を図っていきます。加えて、市

内各地において実施するアウトリーチ活動を積極的に推進していきます。 

 （３）芸術体験・育成事業は美術振興事業や芸術振興事業と連動した体験事業を

実施するとともに、育成の観点から次世代を担う子どもたちへ向けた事業を推進し

ていきます。 

 （４）映像文化事業は、各種映画・映像関連事業を展開するほか、市内４０を超

える映画・映像関連企業や調布市、調布市観光協会などとの連携を強化して「映画

のまち調布」のさらなる推進を図っていきます。 

 （５）文化祭事業は、先日「第５８回調布市民文化祭」が実行委員会や運営団体

の皆様のご協力のもと、事故もなく無事に終了することができました。平成２６年

度におきましても引き続き「第５９回調布市民文化祭」を実施していきます。 

 （６）地域コミュニティ活性化事業は、よさこい踊りをツールとして、地域コミ

ュニティの醸成を図っていきます。また、「調布よさこい」につきましては引き続
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きそのあり方等に関する研究・検討を進めていきます。 

 （７）芸術・文化学習事業は、「ちょうふ市民カレッジ」や「大学等公開講座」

など当財団ならではの事業展開を図り、市民の生涯学習活動の活性化を推進してい

きます。 

 （８）活動援助事業は、機材の貸出しやサークルロッカーの貸出し、印刷機の貸

出しなど市内で活動する市民や団体のサポートを実施していきます。 

 （９）広報事業は、広報・マーケティング係を中心に財団職員全員が当財団のＰ

Ｒを行う営業マンとなり、事業のＰＲや販売・集客へ向けた促進を図るとともに、

マーケティング活動を実施し、効果のある事業展開を図っていきます。 

 （１０）施設管理運営は、安全・安心を第一にファシリティマネジメントの考え

方を取り入れた施設の管理運営に取り組み、快適で誰にでも優しい施設づくりを努

めていきます。 

 これらの事業を実施するうえで、人材の育成は非常に重要であることから、平成

２６年度におきましてもアートマネジメント人材の育成に向けた取組を積極的に実

施していきます。 

 続きまして、事業内容のうち、平成２６年度におきまして特色のある事業につい

て４点説明します。 

まず、美術振興事業の「クリエイティブリユースでアート！」は市内事業所等か

ら出る廃材や端材を利用してアート作品を作り出そうという取組を展開いたします。

平成２５年度はステップ段階として、市内を街歩きして作品の素材となる廃材さが

しを実施します。新たな取組として注目いただければと存じます。 

次に、市内アウトリーチ事業の「出張ステージ」はこちらから市内各地へ出向き、

身近に芸術・文化に触れる機会を提供することを目的に実施します。平成２６年度

は、文化会館たづくりやグリーンホールで実施する事業と連動した事業を展開し、

当財団で実施する事業の認知度向上と芸術・文化をとおした地域コミュニティの活

性化を推進していきます。 

 次に桐朋学園大学オーケストラ演奏会です。なお、名称は仮称となっています。 

日本を代表する音楽大学の桐朋学園大学が有する学生オーケストラの公演機会を提

供するとともに、市民に将来有望なアーティストを紹介し、より身近に音楽を感じ

ていただける機会を創出することができることとして、桐朋学園大学と当財団で相
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互協力に向けた協定を締結する方向で協議を進めていきます。 

広報・マーケティング事業では、平成２５年度の組織改正により新設いたしまし

た広報・マーケティング係を中心に事業の魅力や施設の情報を的確に、わかりやす

く発信していきます。具体的には、財団報「ぱれっと」は担当者による編集会議を

重ねるなど、市民の目に留まる紙面づくりを心掛けていきます。また、インターネ

ットを活用した広報におきましても、時代に即した媒体への取組の検討など、既に

実施している取組とともに、効果がいかんなく発揮される情報発信を常に見定めた

タイムリーな情報発信に努めていきます。 

 

   ＜質疑等要旨＞ 

   Ａ評議員 

 前回の理事会でお諮りした資料ということですので、年度末までには若干の修正

はこれからかけるということでよろしいのでしょうか。 

   Ｆ理事 

 理事会でもご意見をいただき、また、この評議員会でもご意見をいただいて、そ

こでもう一度調整を行います。 

   Ｂ評議員 

 災害発生時の帰宅困難者や被災者の受入施設となっていますが、問題はありませ

んか。 

   Ｇ理事 

 今、荒天などのときにも生活文化部と連絡を取り合っています。災害のときの避

難はもちろんのこと、京王線の不通も想定する必要があります。以前と頻度が全然

違い、受け入れることができる規模のホール系の施設の空き状況を確認することな

どは、最近は、綿密にやり取りをしています。 

 Ａ評議員 

 帰宅困難者については、小・中学校は、地域の住民のための避難所という位置づ

けもあります。調布駅が交通結節点というところでは、都内から帰ってきた方が調

布以降には行けなくて、調布駅から人があふれてしまうということもあります。 

３.１１のときが最初なのでしたが、その後、同じような状況になりますと、市と

しても財団と協議し、受入の可能な施設の有無などについての確認などを行ってい
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ます。 

Ｂ評議員   

 現状として、小学校が一応名目上なっていますが、今、老朽化している小学校も

あるようで、本当に受け入れられるだろうかといったようなことも話題になること

があります。グリーンホールも築年数が経っているので、心配をいたしました。 

Ａ評議員 

地域コミュニティ活性化事業について、調布よさこいについての検討は、調布駅

前の整備が大分進んできて、２７年度ぐらいには広場が整備されるという状況もあ

りますので、スピードアップしながらお願いしたいと思います。 

徳永コミュニケーション課長  

調布よさこい２０１４を含め、その後につきましては、今現在、調布駅周辺、中

心市街地の整備が進んでおりますので、それにしっかりと合わせた計画を立ててま

いります。 

Ｃ評議員 

桐朋学園大学との演奏会での経過に関しましては、いろいろな観点から、市と財

団の関係を緊密にしていけばよいのではないかと思いました。 

 

  イ 【報告事項】平成２６年度一般会計収支予算案の件 

   ＜説明＞ 

   土井財務係長 

 平成２６年度の収支予算案につきましては、現在も調整を行っているところです

が、１１月３０日現在の数値を１２月に行われた理事会の際に提出し、説明してお

ります。ここにおいても、同じものを用いて説明します。調布市の財政も大変厳し

い状況であり、その決定次第では、再度調整が必要になることも予想されます。 

予算規模は、１３億７,２９０万２,０００円で、前年度と比較して、 

３,５３７万４,０００円、約２.６％の増です。増額の要因は、今回、４月に迎える

消費税法の改正に伴う消費税の増税に当たるものが大半となっています。 

事業支出については、事業規模を現状維持しながら削減することを原則とします。

増額が難しいなかで、平成２６年度、「調布音楽祭」を実施するに当たり、平成２５

年度の予算規模より若干拡大して行うような形にしています。その分、自主事業収入
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であるチケット収入を増額するよう努力していく形のもとに、事業を拡大するために

予算を組んでいます。ちなみに、平成２５年度の音楽祭の予算額は、９００万円余で

す。平成２６年度は１,５００万円余となっています。 

また、現在、平成２６年度の事業活動収入は、事業活動支出の部分は賄えないこと

になりますので、特定資産であります事業積立資産を崩して収入に充てます。 

現在１,５００万円余を予算化していますが、３月の理事会までにこの金額を極力低

い数字にして予算確定ができるよう調整を図っていきます。また、事業活動収入にお

ける自己財源の増加等についても調整を図っていきます。 

なお、１２月の理事会において、意見と質問があわせて２点ありました。 

１点目は、事業積立の取り崩しについて、単に財政調整のための取り崩しではな

く、事業を意識した意味のある取り崩しをしていくようにとの意見でした。 

２点目は、事業計画案にある自己財源確保のための手段がどのようなものであるか

という質問でした。これについては、まずは公演等のチケット収入や市民カレッジ

等の受講料の収入といった事業収入を上げていくとともに、公的または企業の補助

金活用、寄附金収入による自己財源の確保について説明いたしました。 

 

   ＜質疑等要旨＞ 

   Ｃ評議員 

 寄附はなかなか集まりにくいと思われますが、どのように集めるのでしょう。 

   土井財務係長 

 東日本大震災以来、日本にも寄附の文化が割とあるような印象があります。しか

しながら、芸術・文化に関する財団への寄附との見方をした場合には、まだ成熟し

ていない感はあります。私たちが芸術・文化に対する寄附文化を成熟させていくと

いう役割も担っていく必要も感じています。 

寄附の募り方や寄附に関する勉強会を実施しているような団体の研修会などに職

員を参加させていきたいと考えています。 

   Ｆ理事 

 次年度以降、職員を研修に参加させようと考えています。私たちと似たような団

体で結構成功している事例もあるようですので、理想形に一歩ずつ近づけていきた

いと考えています。 
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  ウ 【報告事項】平成２５年度臨時理事会の開催結果の件 

   ＜説明＞ 

   常廣総務課長補佐 

 第１回の臨時理事会につきましては、５月１５日の定時評議員会において、平成

２５年度から２年間にわたる理事の選任を行いました。同日付の第１回臨時理事会

は書面表決とし、理事の役職の選定を行いました。 

平成２５年第２回臨時理事会は、書面表決による決議の省略により行いました。 

 第３回臨時理事会は、平成２５年１２月１８日に開催されました。議案が１件、

協議事項が２件ありました。このほかに報告事項が１１件ありました。 

 

  エ 【報告事項】次期指定管理者選定の進捗状況について 

   ＜説明＞ 

   常廣総務課長補佐 

    指定管理者候補者選定審査委員会に関する対応の状況を主に報告いたします。 

 調布市において、９月２４日に指定管理者候補者選定委員会が設置され、２度の

委員会が開催されました。この２度目にあたる１０月２４日の選定委員会におきま

して、当財団から委員会に対し、次期指定管理期間の指定管理者事業計画書につい

てプレゼンテーションを行いました。ここで、指定管理者事業計画書と、プレゼン

テーションについての２点を説明します。指定管理者事業計画書は、「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）を

ベースとし、調布市から提示された仕様書に対応させた内容としました。１０章に

わたる構成となっており、１章と２章は導入部分、計画の基本的な考え方や背景、

ミッションに触れています。３章は、事業についてです。 

 なお、指定管理事業の範囲は、たづくり・グリーンホールの館の中で行う事業が

指定管理事業であり、地域に出向いて行う事業や市民と連携して行う事業といった、

コミュニティ事業は指定管理事業には含みません。 

 しかしながら、これらの地域との連携、市民との交流といった事業は、財団の特

徴的な事業の一端を担うものであり、今後さらに力を入れていくことになるもので

あることから、指定管理事業と連携させながら行うものとして、計画書に記載しま

した。 
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 続いて、４章の施設の管理運営については、利用者の視点に立った管理運営と、

経営的な視点に立った維持管理業務、そして災害発生時対応等について明記しまし

た。 

 施設貸出においては、平等な利用の確保、利用促進として利用者の声を取り入れ

た運営、バリアフリーなど、設備の維持管理業務では、文化会館たづくり、グリー

ンホールのライフサイクルコストの最適化と建物全体の長寿命化を目的とした点検

整備、修繕・改修計画の提案を行っていくこととし、記載しています。 

 また、地震等災害時における事前対応、発生時対応等も重要であり、事前策とし

て適宜訓練の実施と危機管理マニュアル、ＢＣＰの策定、災害発生時としては帰宅

困難者の受け入れやＢＣＰにある非常時優先業務の実施などを明確に記載しました。 

５章、広報・マーケティングについては、広報を財団と市民の間に信頼関係を構築

し、財団のミッションを喚起すると同時に、これまで事業に参加したことがない市

民に対し、事業への参加を促す機会とし、積極的に取り組むものとしました。具体

的には、ぱれっとなどの広報媒体のほか、インターネットによる広報を展開してい

くことにより、タイムリーな情報発信を実施することとしています。 

マーケティングについては、事業へ参加しやすい、施設が利用しやすい方法や価

格の設定、また、事業に適した環境の提供により、 事業の魅力を的確に伝えるよ

う努め、市民が当財団の実施する事業によって豊かな時間を過ごし、いかに満足し

ていただけているかに配慮し、事業の企画運営とサービスの充実に取り組むという

ことを謳っています。 

 続いて、６から１０章については、当財団が指定管理事業をどのような考え方を

もとに実施していくのかという視点により、作成しました。 

 ６章の事業評価については、新たな発想のもと、市民ニーズに見合った事業を実

施するために、事業に見合った目標設定と達成度を常に検証し、現状や問題点を把

握し改善を図るためのものであること、７章の人材育成については、当財団に求め

られるアートマネジメント人材の概念をもととし、階層ごとに求められる能力開発

のための研修カリキュラムや、アートマネジメントに長けたアドバイザーを講師に

迎えての組織全体の研修の導入などを行い、財団職員の能力の底上げを行っていく

ものとしました。 

 ９章の法令遵守に向けた取組については、重大な問題の発生を事前に防止する取
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組であり、公平性や社会的信頼を保つものであること、当財団の安定した運営のた

めに遵守するものとして、計画書に明記しました。また、暴力団からの不当な要求

の拒否や、調布市及び警察署が実施する暴力団排除活動への協力を明記しました。 

 １０章の収支計画については、この時点では、平成２５年度予算をベースに作成

しました。昨今の市政経営を取り巻く環境の厳しさから、自主財源の確保に努める

ことなどにより、収支の改善に努める必要があります。そのために、戦略的な広報

宣伝を行っていくことと、マーケティング機能強化による満足度の高い事業の企画

運営、サービスの充実を計り、収支改善につなげます。自主財源確保としては、基

本財産の運用収入では運用期間の見直し、施設利用料金収入では、さらなる利便性

向上などによる利用率向上、寄附金、助成金の獲得を行うなど、収入増のための取

組を充実し、収支改善に努めていきます。 

 続きまして、プレゼンテーションについて報告します。財団に説明のために用意

された時間は１時間でした。審査委員に対し、事業計画書の全容を、パワーポイン

トを活用しながら説明しました。特に事業に関連するところでは、指定管理事業計

画書の内容の中で、ポイントとなる内容については、実際に行った事業を具体例と

してとりあげることにより、イメージを持ってもらうよう、説明しました。 

 ５年前の前回の指定管理者選定に関する業務では、市からの派遣職員がプレゼン

テーションを含むほぼ全般において対応していますが、今回は、固有職員が中心と

なって資料作成、プレゼンテーション、その後の内容に対する質疑応答までを行い

ました。 

 委員からの質問を一度進行役のほうで受け止め、担当職員に振り、そこから回答

を行う形式をとりましたが、十分な内容の確認とスムーズな受け答えをすることが

できたことから、委員からも、財団職員がひとつのチームとしてまとまって受け答

えをしており、その一体感は好感を持って評価されました。その後、選定審査委員

会において、１０月３１日に指定管理者候補者として決定されました。 

 決定の際には、プレゼンテーション後に寄せられた質問と、プレゼンテーション

終了後の委員同士の意見交換の場において出された意見が、附帯意見として付され

ました。その内容については、１１月２２日の仮基本協定書の締結の際に、可能な

範囲で事業計画書に反映させました。 

 今回の指定管理者選定における作業は、固有職員としましては、ほぼ初めて取り
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組んだ業務であったことから、一連の作業に団結して取り組み、財団の役割、果た

すべき使命、そして市へのアピールの必要性などをあらためて理解し積極性をもっ

て取り組むよい機会となったと考えています。内容について、課題は残っています

が、それも次の段階に飛躍するための足掛かりとなるものと認識し、今後さらに調

布市にとって、財団はならなくてはならない存在であり続けるために、まい進した

いと考えています。 

 

   ＜質疑等要旨＞ 

Ｄ評議員 

 これから財団の事業がますます市民の皆様の期待に応えられるものとなり、発展

していくために、今回のこの資料の中では人材育成は大切であると思っています。

コミュニティ活動の振興という側面、アートの人材育成、アートマネジメントも非

常に大事なことだと思うのです。コミュニティ活動の育成という側面での人材育成

はどのように考えていらっしゃるのかということをお尋ねします。 

 もう一点は感想です。財団の活動をいろいろ取り上げられたパブリシティ、新聞

記事などの資料を見ていますが、今回の事業計画書の中では、財団で作成するホー

ムページ、財団報ぱれっとへの言及が主となっていて、いかにしてメディアに取り

上げてもらうかという戦略にも、更に踏み込んで検討してみてもいいのかなと感じ

ました。 

常廣総務課長補佐 

 コミュニティ活動における人材育成は、まず一番大きなものとしましては、地域

に出ていき、できるだけ市民の皆さんと接する機会をもつことが大前提であると考

えています。 

 体系的な研修ということになりますと、特に財団ではアートマネジメント力とは、

芸術・文化と市民をつなぐために私たちが何をしていくのかというものです。その

中で必要になってくるのはやはりコミュニケーション力ではないかと考えておりま

す。このコミュニケーション力や情報収集力については、採用の１年目の段階から

段階的に研修を実施します。また、いろいろな形で人の意見を聞くというコーチン

グの力や問題解決、市民と協力して物事を進めていく際の交渉力など、順次計画的

に研修を行いますが、後は実際に市民の方と接する現場で力をつけていくところも
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出てくるかと思います。 

徳永コミュニケーション課長   

 パブリシティについては、調布市の広報課と連携を密にしています。具体例とし

ては、プレスリリースを発信した後、約１週間から２週間後に再度広報課さんにプ

レスリリースをお願いするという取決めをしており、１回に限らず２回、３回と取

り上げてもらうような方策をとっているところです。 

Ｅ評議員 

 広報・販売戦略・マーケティングの考え方については、販売戦略、マーケティン

グといった視点があるということはわかったのですが、具体的にどのようなことを

行っているのか、事例を教えてください。 

徳永コミュニケーション課長 

 販売戦略については、まず、ツイッターなどを通じて、今まで財団の事業等に取

り込めなかった方々へ発信することを強化しています。また、インターネットによ

るチケット購入システムの導入も販売戦略のひとつとしています。 

 

 オ 【報告事項】平成２５年度利用者懇談会（第１回・第２回）の開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２５年度利用者懇談会開催結果の件について報告いたします。詳細について

は、別途資料をご一読いただき、ここでは概要のみ説明いたします。 

今年度の利用者懇談会は、６月は土曜日の日中、１１月は平日の夜の時間帯に行

いました。 

まず、６月２９日の第１回利用者懇談会の報告です。理事会評議員会の傍聴の件、

たづくりの諸室利用時における料金徴収の件では、平成２４年１１月の利用者懇談

会において参加費の徴収を認める回答を行いましたが、物品販売も認めてほしいと

いうものでした。 

 施設利用に関する件では、昨今の施設利用率の高さゆえに思うように希望の施設

を抑えられないという方の声として寄せられました。抽選は公平に行われているか

という声、施設予約システムにおける改善要望がありました。また、たづくり８階

の個人学習室については、貸出施設に変更してはどうかという意見もありました。 
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市や財団の施設予約が多いのではないかという意見に対しては、行政や財団の利用

に関しては、随時必要性を検証し、市民利用に配慮を行っていることを説明しまし

た。たづくりの休館日の考え方につきましては、毎月の休館日における大規模点検

の実施や防災訓練等の実施、比較的施設利用の少ない９月と２月に２日間の臨時休

館日を設定し、毎月の休館日のみでは対応できない点検整備等を行っていることを

説明しました。 

 また、たづくりやグリーンホールで催物を行う際のＰＲに関するご意見でした。

掲示できるポスターの枚数、飾り付けの制限に関する声がありました。 

 続きまして、１１月に開催しました第２回利用者懇談会についてです。まず、理

事会・評議員会については、議事録の迅速な公開、理事評議員の構成について、開

催時期、そして傍聴に関するご意見がありました。２点目は、利用者からいただく、

ご意見などの集約や反映のしくみをお知りになりたいという方からの意見でした。

利用者懇談会のほかに、貸施設利用後のアンケート記入、メールや電話のほか、受

付や財団事務室で直接ご意見を承るほか、調布市に対しても定期的に報告を行って

いること、また満足度調査も行っていることを説明しました。 

 利用者懇談会については、議事録公開及び開催告知の迅速化への要望がありまし

た。映像シアターやくすのきホールの利用について、スタッフの対応が良くなった

とお褒めの言葉をいただきました。たづくりのエレベーターの待ち時間と階層表示

についてのご意見でしたが、エレベーターの運行システムと階層表示の考え方につ

いて説明しました。 

 市内近隣大学等公開講座のＰＲの件として、講座の詳細内容を事前に確認し、そ

れに基づく紹介を行ってほしいとのご意見、また、ぱれっとの紙質の変更について

のご意見などがありました。 

 利用者懇談会では、更なる利便性向上、芸術・文化活動がさらにしやすくなるよ

うな施設を求められる声をいただいています。利用者懇談会に寄せられている意見

につきましては、実現性を検証し、可能なものは速やかに改善に移していきます。 

 

   ＜質疑等要旨＞ 

Ｂ評議員   

 傍聴を希望される方は多いのでしょうか。 



- 14 - 

 

Ｇ理事   

 数名の方から要望があります。 

Ｂ評議員  

 この意見は利用者懇談会のたびに違う方がおっしゃるのですか。 

   Ｇ理事 

    同じ方です。 

   Ｃ評議員   

    だんだんと質問、要望が細かくなってきましたね。 

   Ａ評議員 

 利用者懇談会で広く利用者の方の意見を聞くというところでは、いろいろなＰＲ

には努めていただいていると思うのですけれども、やはり決まった方しか出ていた

だいていないという状況なのですね。 

   常廣総務課長補佐 

 告知につきましては、毎月発行しています「ぱれっと」や館内の掲示、そして会

館を利用している方に最も直接伝える方法としては、貸出施設の利用者に対して、

時期が近づいてくると、施設の鍵を受付でお渡しするときに、一緒に開催告知のチ

ラシをお渡ししております。 

 あとは、実際に窓口やメール、郵送でも要望は寄せられていますので、利用者懇

談会も良い機会と考えつつも、窓口で寄せられた要望も同じように取り扱わせてい

ただき、対応しています。その面では、利用者懇談会で寄せられる意見がすべてと

いうことではなく、さまざまな場面で寄せられている市民の方の声に応えることが

できていると考えています。 

 

  カ 【報告事項】寄附物品等の受け入れの件について 

   ＜説明＞ 

   常廣総務課長補佐   

    寄附物品等の受入の件について報告いたします。 

 平成２５年１２月１日現在までにあった寄附の受領報告です。市民の方から、２

口２，０００円の寄附が１件ありました。 

 寄附の報告としては以上となりますが、公益法人の寄附における税制優遇、自主
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財源確保の必要性を受け、今後財団では、寄附制度について、また、財団の事業運

営及び施設管理運営の魅力を市民に周知することで理解を得ながら、寄付金の獲得

に努めていきます。 

 

（４）その他  

 ア 職員の退職の件 

   ＜説明＞ 

   常廣総務課長補佐   

 このたび、３名の職員から退職届が提出され、受理しております。この欠員につ

きましては、職員採用試験を実施することにより補充していきます。 

 

  イ 平成２６年度４月１日付の職員採用の件 

   ＜説明＞ 

   常廣総務課長補佐   

 平成２６年４月１日付による職員採用に向けた選考の作業を現在進めています。

３月１５日に最終選考を行い、候補者を決定することとなります。 

 

  ウ 理事会及び評議員会の傍聴の件 

   ＜説明＞ 

   Ｆ理事   

 報告事項オにおいて平成２５年度利用者懇談会の件として先ほど報告いたしまし

たが、評議員会の傍聴について再度検討してほしいという要望が複数人から出され

ました。趣旨といたしましては、税金が使われている施設の理事会、評議員会を傍

聴できないのは基本的におかしい、傍聴したい市民がいる限り公開すべきであるな

どの意見でした。 

この件については平成２３年度第１回定時評議員会及び平成２４年度第２回臨時

評議員会で審議いただきまして、いずれも非公開として決定しています。 

 

＜質疑等要旨＞ 

   Ｄ評議員 
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 理事会は経営者会議という性格もあって、経営内部の問題、また個人情報などい

ろいろな部分が出てきますので、継続的に傍聴は必要ないのではないかと考えます。

この議題を結構何度も議論していて、毎度蒸し返すようにもってきてしまうと、理

事会なり評議員会の決議は一体何だったのかという問題にもなります。 

 なので、全く同じような趣旨なのであれば、１回決めたことを何度も議論すると

いうのはどうなのだろうかとも思います。 

   Ｂ評議員 

 私も同意見です。Ｄ評議員がおっしゃるように、これまでの議論で公開はしない

ということで決議していますので。 

議長 

今回の議論の結論をまとめたいと思います。評議員会については、これまでの

議決どおり非公開ということでよろしいですか。 

 （異議なしの声） 

議長 

 それでは、評議員会の傍聴については、今後も非公開として扱うこととします。 

   Ｂ評議員   

 あと、利用者懇談会には、いつも同じ方が参加されているとのことでしたが。 

   Ｆ理事   

 毎回、１人ないし数人の新しい人が来るか来ないかです。来たとしても、そのと

きの雰囲気を見て、次回からは来ないという方が多くいます。 

   Ｅ評議員   

 懇談会の雰囲気で２回目以降は来ないという方がいらっしゃるとすれば、それは

非常に残念なことです。何かそういった方が気持ちよく参加できるような形をとっ

てもらいたいと思います。 

 

７ その他 

  今後の日程等の確認を行った。 

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後７時５５分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 

 


