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平成２５年度第３回臨時理事会 議事録 

 

１ 日時 平成２５年１２月１８日（水）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 理事総数及び定足数 

  総数６名、定足数４名 

 

４ 出席理事者数 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、高徳信男 

（議  長） 理事長 荻本貞臣 

 

５ 内 容 

（１）審議事項 

   第９号議案 臨時評議員会招集の件 

（２）協議事項 

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         

（３）報告事項 

ア 第１回定時評議員会の開催結果の件          

イ 第１回臨時評議員会の開催結果の件          

ウ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件   

エ 平成２５年調布市議会定例会報告の件         

オ 平成２５年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件 

カ 平成２５年度調布市グリーンホール事業進捗状況の件  

キ 平成２５年度一般会計収支予算執行状況の件      

ク 次期指定管理者選定の進捗状況の件          
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ケ 平成２５年度利用者懇談会（第１回・第２回）開催結果の件 

コ 期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部改正の件   

サ 寄附物品等の受入の件                

（４）その他 

ア 理事会及び評議員会の傍聴の件 

イ 職員退職の件 

 

 

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、事務局に定足数を確認した。事務局から出席理事６名であり、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者があることから、本理

事会は開催要件を満たしていることが報告された。続いて、配付資料の確認を行い、

理事長が議長として開会を宣言した。 

 

（２）審議 

ア 【審議事項】第９号議案 臨時評議員会招集の件 

＜結果＞ 

第９号議案 臨時評議員会招集の件について、開催日までに議題の追加等が生じた場

合には、理事長に決定を一任することとしたうえで、原案のとおり出席理事全員一致で

可決した。 

＜説明＞ 

Ａ理事    

平成２６年度第２回臨時評議員会は、平成２６年２月２８日金曜日午後６時から８

時まで、会場は１００２学習室を予定しています。この評議員会では、審議事項が１

件、議事録署名人の件、報告事項が６件、平成２６年度事業計画案の件、平成２６年

度一般会計収支予算案の件、平成２５年度臨時理事会の開催結果の件、次期指定管理

者選定の進捗状況の件、平成２５年度利用者懇談会開催結果の件、寄附物品等の受入

の件となります。また、その他として１件、職員退職の件です。 
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（３）協議 

ア 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。 

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
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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ＰＲ

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
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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＞ 

Ｂ理事   

２点質問します。１点目、平成２６年度からの職員の方々の働き方、業務に対する

にあり方というのが、今までは業務を遂行していくというのがミッションだったと思

いますが、これからは、外へ出て行っていろいろな人たちといろいろなものをつくる

ということと、個人個人の資質を高めて事業を展開していくということに大きく切り

替わっていくところだと思います。それは、アートマネジメントいう概念を用いてや



 【議事録】第３回臨時理事会 

 

- 6 - 

ることだと思いますが、人材育成については、具体的にどのようなことを中心に取り

組むのでしょうか。 

もう一点は、広報事業についてです。今年度から組織が大きく変わって広報・マー

ケティングができました。広報・マーケティングの中で紙媒体、それからインターネ

ットによる広報を両立していくとありますが、これには予算の担保が必要だと思いま

す。紙媒体ごとの予算配分、力の入れ方、機能の使い方など、具体的に出ているので

あれば教えてください。 

常廣総務課長補佐   

人材育成について説明します。アートマネジメント人材というのは、市民と私たち

が携わっている芸術・文化を橋渡しするための大切な能力と考えています。具体的に

どういった事例があるかということを専門家から話を聞くとともに、日常の業務にお

ける市民とのやりとりの中で、勉強した成果をフィードバックしていくことが大事だ

ということが１つです。次に、自主財源の確保ということが今後、財団の中では必要

になってきます。例えば助成金の確保ですとか、寄附金を集めるというファンドレイ

ジングの具体的な方法についても、どのように行動に移していくことが効果的かとい

うことを調査しつつ、研修の中に組み入れることも考えています。 

徳永コミュニケーション課長   

広報事業について説明します。予算につきましては、平成２５年度の予算を大きく

上回らない中で紙媒体やインターネットの活用の手法などを検討しているところです。

大幅に予算額が増えることはありません。 

Ｂ理事   

人材育成の件については、明確な理念だと思います。特にアートマネジメントとい

う手法、考え方の中で、専門家の方々からいろいろな知識を得る、それを現場でフィ

ードバックして育成につなげるのだと。まさしくそのとおりだと思うので、ぜひその

手法をしっかり踏襲していただきたいと思います。人材育成というのは知識の上に立

った経験値だと思います。職員がたくさんの経験値を積めるような働き方、ないしは

仕事のあり方をみんなでサポートしながらやっていくことだと思うのです。それぞれ

の仕事は全員のものだという形で考えていただき、皆さんで経験値を積んでいただき

たいと思います。特に財団の場合は若い職員の方が多いので、その経験値を吸収する

能力は多分高いと思います。 
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次に、広報については、予算の増大はこの状況からすれば非常に難しいのはわかり

ます。配分の仕方として、紙媒体に例えば １００のうちのどのぐらいの配分をするの

か、インターネット関係のものにどのぐらいの配分をするのか、そこをしっかり押さ

えておかないと、さまざまな意見とかアイディアが出てもそれに注力できないと思い

ます。今のあり方が悪いというわけではなくて、皆さんが仕事の中で感じていらっし

ゃる、ないしは日常生活で感じていらっしゃる、紙媒体だけではない情報のとり方、

ないしは発信の仕方というのはたくさんあると思いますので、それに挑戦できるよう

な予算組みをしていただきたいと思います。 

また、調布市役所の中では、「さがす見つかるシステム」が既にスタンダードになっ

ています。財団の場合はそのシステムにまだ載っていません。やはり公的機関と市民

の方々は財団も市のほうも見ていると思います。そこにしっかり連動していくのだと

いう意識を持たないと、全く違う情報の取り方をされたり、使われなくなってしまう

可能性があるので、そこは課題としてしっかり取り組んでほしいと思います。 

Ｃ理事   

「クリエイティブリユースでアート！」という事業では、具体的にどのような内容

を考えているのですか。 

徳永コミュニケーション課長   

クリエイティブリユースというものを推奨する大月先生という方がいらっしゃいま

す。この方をプロデューサーにお招きし、まず市内各事業所で埋もれている廃材を集

めて、それを写真に撮ってカード化します。その段階で今まで埋もれていたような廃

材がアートになるというところまでを平成２５年度に進め、平成２６年度には、それ

らの廃材を今度は立体のアートにするという事業を実施していきます。実施方法とし

ましては、展示室を活用して、大月先生を筆頭にプロのアーティスト２名をお招きし

て展示室の中でさまざまなアートをつくりながら、そこに市民の方々を入れていくと

いうことで進めていく予定です。 

Ｃ理事   

市内ゆかりの作家とか市内の芸術家とか、そういう把握はできているのでしょうか。 

徳永コミュニケーション課長  

さまざまな方々に話などをお伺いしながら、市民ゆかりの音楽や、そのほかの芸術

作品に関する情報の収集等々に努めているところです。 
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イ 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年度収支予算について説明します。以下の内容は、１１月３０日現在の調整中

のものです。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、来年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。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｄ理事   

事業積立資産取崩しの理由は、事業費が足りないからではないですよね。事業を行うこ

とが市民の方々のためにとても有益だから、取崩しをして事業に充てるという意識をしっ

かりもっていただきたいと思います。なおかつ、取り崩した分を、自主事業収入を充てて

いくというか、それを目指して予算を担保していくという考え方であればよいと思います。

取り崩すことが決して悪いことでは全くなく、あるものはしっかり使う。その上で努力を

して自主事業財源をしっかりつくっていくのだという姿勢が出ていれば十分であり、皆さ

んそういう気持ちで取り組まれていると思います。市民の皆さんにもその辺は説明し、自
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信をもって事業に取り組んでいただきたいと思います。 

それから、もう１つ大事なことは、自主事業収入は見込みであり、達成できないことも

あれば、見込みよりもはるかに達成度が高い場合もあります。そのときのこともしっかり

考えて予算を組んでいただきたいと思います。 

Ｅ理事   

自主財源の確保について、平成２６年度の収支予算を見ますと、友の会と事業助成金、

あるいは支援金による収入がわずかに増となっています。全体としては事業活動収入の増

については、ほとんどが市の補助金、あるいは指定管理料ということです。事業計画案に

も自主財源の確保というものはかなり強調されていました、自主財源の確保は市から言わ

れ続けていて、財団としても取り組んできているところではありますが、実際にはなかな

か大きな成果としては出てこないと感じています。 

さらに、公益財団法人の性質上、事業に収益性を持たせることが非常に厳しくなってい

る中、財団として収入を得る手段をどこに求めるかであると思っています。 

土井財務係長   

まずは第一義的には、私たちの本業である、事業収入、チケット収入等を上げていく。

その上でまた、副次的なこの建物に関する収入等もあります。諸収入については今、自動

販売機の収入が年間で約６００万円あります。余りたくさん置いても飽和状態になってし

まうだけで、なかなか稼げない部分ではありますが、最大限効果的に設置したりとかでき

る部分があれば実施していきたいです。 

友の会の会費収入については、今、会員の種別のあり方も含め、検討中です。 

ファンドレイジングについては、今現在、各種助成金のトライを２６年度の事業に向け

て、民間、公的なところを問わず、各種助成金の申請を今２か所ぐらいトライしている状

況です。また、寄附金についても、日本の寄附の土壌というものが見えてこない部分もあ

りますが、ある程度見えてきたところで、どういった形で寄附を募ることができるかとい

う検討を進める必要性を認識しています。 

Ｅ理事   

ありがとうございます。収入の確保については、係ごとに取り組んでいくということに

なるだろうと思います。財団全体として財源の獲得に向けてどのように取り組んでいくの

かという意識を、まずは職員が共有していくことが大事です。アイディアを出し合い、財

源確保策をまとめて、確認しながら取り組むことにより、財政についても理解が深まって
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いくのかなと思っています。そういった取組の視点についてもぜひ一度検討されますよう、

よろしくお願いします。 

 

 

（４）報告事項 

ア 第１回定時評議員会の開催結果の件          

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２５年度第１回定時評議員会は、平成２５年３月２５日に開催されました。 

可決事項は７件、議事録署名人選出の件、平成２５年度からの２年間における当財団理

事選任の件でした。承認事項は２件、平成２４年度一般会計収支決算の承認の件、公益財

団法人調布市文化・コミュニティ振興財団平成２３年度決算訂正の承認の件でした。報告

事項は５件、定時理事会の開催結果の件、平成２４年度事業報告の件、平成２５年度事業

計画の件、平成２５年度収支予算の件、そして、公益財団法人調布市文化・コミュニティ

振興財団の事業に関する基本計画（平成２５年度～平成３０年度）の件でした。 

 

 

イ 第１回臨時評議員会の開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２５年度第１回臨時評議員会は、平成２５年１１月８日、書面表決形式により開催

されました。承認事項は、評議員選任の件でした。 

当財団評議員の平井祐介評議員が、平成２５年９月３０日付けで退任され、後任の評議

員としまして、福田活司氏の選任を理事長から提案、承認を得たものです。選出母体は、

調布市内企業「アメリカンファミリー生命保険会社」です。 

 

 

ウ 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 
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まず、上半期の組織の状況ついてです。今年度は、平成２５年度から３０年度までの財

団基本計画運用の初年度でした。財団、文化会館たづくり、グリーンホールそれぞれに定

めたミッションを達成するための大幅な組織改正を行い、人事異動もこれまでにない規模

であったことから、上半期は特に、業務運営方法などについて試行錯誤しながらの日々で

あったと言えるが、確実に成果を積み重ねてきました。今後も新たな事業展開について期

待しています。 

次に、次期指定管理者選定に関する対応業務についてです。平成２６年度からの文化会

館たづくり及びグリーンホールの第三期指定管理期間における特命による指名を受け、固

有職員が主体となり、１０月に実施される選定審査委員会でのプレゼンテーションに向け

た準備を行いました。また、上半期中に実施された前年度指定管理状況のモニタリングで

は、最高評価であるＳ評価を獲得し、財団がこれまでに実施してきた業務の正当性を、調

布市に対し的確に伝えることができました。 

  昨年までの基本計画策定に引き続き、固有職員が主体となって財団の方向性や将来像を

描き、形にしていく作業を行ったことは、今後の運営の主体となる固有職員の技量と団結

力を高めるよい機会となったのではないかと考えています。 

  なお、新基本計画には、市内アウトリーチ事業の拡大、広報・マーケティングの強化、

アートマネジメント人材の育成、そして自主財源の確保など「芸術・文化・コミュニティ

を振興する財団」としての特徴を掲げており、その内容は、他の団体にはない独自性が強

いものとなっています。財団設立以後、長きにわたり培ってきた市民や地域との関係性と

いう、財団のみが持つかけがえのない資産を十分に生かしながら、新たな客層の取り込み

にも尽力し、市民や地域とのつながりをさらに広げ、深めていってもらいたいと思います。

また、そのための人材育成が計画的に行われるよう、あわせてお願いいたします。 

副理事長 

人材育成については、固有職員２人目の管理職が誕生し、議会への経営状況報告や利用

者への対応など、重要な場面において固有職員が活躍する機会が増えつつあります。新基

本計画においても、事業企画のための専門的知識のみではなく、法務などについてもバラ

ンスよく理解し、市民に芸術の機会を提供できるアートマネジメント人材の育成を重点の

ひとつとして掲げていることから、引き続き日常業務上での育成（ＯＪＴ）と、日常業務

を離れた場所で体系的な学びを得る研修（ＯＦＦＪＴ）を効果的に用い、調布市の芸術・

文化の振興を担う財団職員の育成に期待します。 
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また、自主財源確保に向けて、今後も市政経営を取り巻く環境の厳しさが増すことは想

像に難くなく、財団の運営においては、自主財源の確保が至上命題として挙げられます。

これまで行ってきている自主事業チケット収入や施設利用料金収入の向上のための努力は

もちろんのこと、寄附金や各種助成金を獲得する「ファンドレイジング」のための工夫と

努力が不可欠となってきます。ファンドレイジングに必要なことは、事業の魅力を発信す

る力と、外部から集めた経営資源を通して活動や組織を成長させる力であり、職員がその

ためのスキルを学ぶ機会も必要となってくると思われます。そのスキルを学ぶための研修

への積極的な参加も視野に入れながら、さらなる広報・マーケティング機能によって、市

民や各企業に対し、財団の事業の有効性を積極的かつ効果的に熱意を持ってアピールし、

自主財源確保につなげていってほしいと思います。 

常務理事 

独自性のある事業の展開として、鑑賞事業における考え方のひとつに、調布市の地域性

を生かした芸術・文化資源や人材の積極的な活用があります。今年度上半期は、市内に居

住する写真家による富士山の写真展を実施しましたが、時期を同じくして富士山が世界遺

産に登録されたことから大変大きな反響がありました。さらに特撮展やだるま展、調布出

身の五味太郎氏の原画展など調布にゆかりの深い展示事業を実施することによって、これ

までにない多くの入場者数を得ることができました。今後も引き続き、調布という地域に

光をあてることによって、質の高い芸術を身近に感じてもらえる取り組みと環境づくりに

期待しています。 

また、ニーズの把握と事業への反映として、平日における１２時から１３時までの１時

間のコンサートが話題になり、大変満足度の高い事業となりました。中高年の女性をメイ

ンターゲットにしぼり、レストランとのコラボレーションで、終演後に有料の公演特別ラ

ンチを楽しめるようにしたことや、若手で実力のあるアーティストを用意したことなど、

時間帯や公演時間、価格、保育サービスなど、気軽に来られるための条件を満たす企画と、

ツイッターを使っての新鮮な情報発信など、これまでない取組が功を奏しました。今後も

的確なニーズの把握とともに、わくわく感の感じられる工夫と取組を期待しています。 

広報・マーケティングの取組として、新しい基本計画に沿って様々な事業がスタートを

する中で、従来に比べ広報及びマーケティングへの取り組みが充実してきています。財団

の発信力を強化し、広く財団への理解度を高めることによって、さらなる市民や利用者と

の信頼関係の向上を目指そうというものであるが、このことによる利用者数の増加も大き
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いと考えます。前述した事業についても、ニーズの把握とともに販売戦略やマーケティン

グの考えかたを事業に反映した結果といえるものであるが、さらにパブリシティやインタ

ーネットの活用、館内でのＰＲを充実させていくことによって、事業への参加率や財団の

認知度の向上につながっていくことに期待しています。 

 

 

エ 平成２５年調布市議会定例会報告の件         

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

５月３１日から６月１７日まで行われた平成２５年第２回調布市議会定例会では、市長

報告として、当財団の経営状況の報告がありました。この件では、二人の議員から質問が

あり、当財団の所管部署である調布市生活文化スポーツ部長による答弁がありました。 

まず、日本共産党 雨宮幸男議員の質問は、１点目が、東京都の第三者機関による審査

に関して、公益財団法人への移行の際と移行後の各年度における指導された課題の具体的

内容と対応状況についてです。２点目、平成２５年度の指定管理料の内訳については、文

化会館たづくりでの施設運営におけるコスト縮減策について、また、前段でも関連の内容

があったとおり、リース資産の会計処理について適正に処理をしていることの答弁があり

ました。 

次に、元気派市民の会 大河巳渡子議員からの質問が５点です。１点目は、団体の透明

性を確保するための情報公開に関して指導されているか。２点目は、会員の増強について

という質問で、ぱれっと倶楽部の会員増強への考え方の答弁がありました。事業実施時の

ＰＲや優待店舗の拡大、魅力ある公演の実施といった価値あるサービスの提供とともに、

会報紙での情報提供の充実に取組み、会員数の増加が図れるよう努めることが答弁されて

います。３点目の基本計画の総括と新基本計画に向けての課題については、第２期目の指

定管理者として魅力ある事業の企画、利用者サービスを向上させる施設の管理運営を目標

に事業展開を図り、概ね計画どおりに実施することができたこと。課題としては、財団の

認知度向上と施設の計画的な維持保全について答弁がありました。４点目の新設したコミ

ュニケーション課と市の関係部署との連携についての質問に対しては、課の構成と所管す

る事業、それに広報面、事業面での市の所感各課と連携していることの答弁がありました。 

５点目の財団基本計画が公開されないことに対する質問については、後ほど、再度同内
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容の質問に触れますので、その際に説明します。 

次に、平成２５年１１月２９日から１２月１７日までの平成２５年第４回定例会につい

てです。資料は１２月６日現在の内容となっています。 

本会では、調布市グリーンホールの指定管理者の指定及び調布市文化会館たづくりの指

定管理者の指定についての議案が上程されました。議案に対し、元気派市民の会 大河巳

渡子議員からの質問があり、調布市生活文化スポーツ部長が答弁しています。 

財団基本計画の公表についての質問に対し、財団基本計画は、平成２５年度から５年間

の計画であり、計画スタート時点では、調布市の監理団体の活用の方向は示されたものの、

グリーンホールと文化会館たづくりの指定管理者の候補者になることが確実ではない状況

にあったこと。また、平成２４年６月に制定された「劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律」を見据え、他の事業者では持ち合わせていない、設立から１８年間にわたる活動の実

績と、その間に市民や各団体との間に築き上げた絆を資産とし、多くの利用者との意見交

換を参考に策定したものであるので、公表を差し控えたことの答弁がありました。 

２点目は、次期指定管理者の選定が特命であることに対しては、公募を上回る理由が必

要であり、次期の指定管理期間に期待するものと提案内容についての質問でした。 

財団は、公益財団法人として運営の公益性や透明性について、東京都及び調布市による

モニタリングなどを通じ、指定管理者としての要件を備えている団体であるという認識に

たち、指定管理者候補の選定の経緯や提案内容、指定管理者選定審査委員会におけるプレ

ゼンテーションが、職員が一致団結している雰囲気があり、審査後に、多くの審査員から、

好感をもって評価されたことなどの答弁がありました。 

次に、一般質問に関しては、公明党 平野充議員から、調布市の監理団体における、フ

ァンドレイジングに関する質問があり、行政経営部調整担当部長が回答しています。 

当財団では、財団基本計画において、ファンドレイジングの考え方を導入し、公益財団

法人にふさわしい外部資金の調達方法を検討していくこと、市においては、今後の寄附行

動の変化等、ファンドレイジングに関する情報把握に努めていくことの答弁がありました。 

また、２点目に市内の公共施設へのネーミングライツについての質問がありました。 

これについては、国内で初めて東京スタジアムで導入以降、全国に広まっているなか、調

布市では、ネーミングライツに限定せず、事業への企業協賛も含め検討しており、行革プ

ラン２０１３では、広告料収入１，０００万円以上の目標達成に向けて様々な手法による

自主財源の確保について検討していくことなどの答弁がありました。 
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オ 平成２５年度調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件 

＜説明＞ 

徳永コミュニケーション課長   

平成２５年度第１及び第２四半期の事業について報告します。総括としては平成２４年

に策定した基本計画の初年度として、基本計画の定めるミッションに基づき芸術・文化並

びにコミュニティの振興事業を展開しています。私からは共催・独自事業と調布市文化会

館たづくりに関する事業について説明します。 

  ６月２１日、２２日に実施した「調布音楽祭２０１３」です。今年は協定を提携してい

るバッハ・コレギウム・ジャパンと連携した事業を展開してきました。また、桐朋学園大

学の協力を仰ぎ、桐朋学園大学の在校生や卒業生による演奏を楽しむことができました。

今後も、市内の貴重な文化資源を活用した事業展開を図っていきます。 

  次に、平成２５年度の重点施策でもある市内アウトリーチ事業は、市内各地へ出向き、

調布音楽祭や出前寄席との連動事業を実施してきました。このような市内へ出向き実施す

る出張ステージを積極的に実施することで、地域コミュニティの活性化はもちろんのこと、

当財団が文化会館たづくりやグリーンホールで実施する事業のＰＲとともに、当財団の認

知度向上へ向けた取り組みを今後も推進していきます。 

 次に「調布よさこい２０１３」です。開催直前まで天候不順に悩まされた今回ですが、

当日は絶好のよさこい日和で、出場者も過去最高、来場者も過去最高を記録しました。非

常に気温が高く、熱中症も心配されたところですが、大きな事故もなく無事に終了いたし

ました。また、よさこい踊りをツールとして市内地域へ出向き、地域コミュニティの活性

化を図った「出前よさこい」も積極的に取り組んだ事業です。 

 次にこちらも今年度の重点施策に位置づけている広報事業です。別紙当日配付資料とし

て、今年度取り組みました事業を写真で紹介するとともに、新聞などに掲載された記事並

びに今年度より本格稼働しましたツイッターによる事業紹介の画面コピーを用意しました

ので報告いたします。 

今年度新設いたしました広報・マーケティング係を中心に、財団職員全員で当財団の事

業をＰＲしているところです。今後も、調布市広報課との連携をさらに強化し、効率的か

つ効果的な広報事業に努めていきます。また、今年度から１階むらさきホール横の小さな

ギャラリー、「メジロギャラリー」を積極的に活用し、当財団の事業を紹介しています。

現在は、展示室で開催している五味太郎展との連動企画を実施していますので、お帰りの
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際にご覧いただければ幸いです。 

  次に文化会館たづくり事業です。美術振興事業は、１階展示室において５つの展示事業

を実施しました。「竹内トキ子写真展」は、富士山が世界文化遺産に選定されたタイミン

グでの実施であったため、テレビ局の取材などもあり、全国各地より注目を集める事業と

なりました。また、その後に６月から７月にかけて実施した「深堀隆介金魚作品展」では、

３５日間で１万 １,０００人余の来場者を数える大ヒット事業となりました。このほか、

今年は秋に開催された国体の開催記念事業として２事業を実施するとともに、平和祈念事

業として戦場カメラマンの「渡部陽一写真展」を開催するなど、調布市との共催事業を３

事業実施したところです。 

 芸術振興事業の音楽事業は、新たに実施しました「きらり・昼どき・コンサート」をご

紹介します。お昼の１時間という短い時間で気軽に楽しんでいただけるコンサートとして

実施しました。終演後にレストランと連携して公演特別ランチを設け、若手で実力のある

アーティストを起用するなど、新たな取り組みが好評を博しました。また、エントランス

を活用して実施する「小さな小さな音楽会」を６回実施しました。 

 演劇・舞踊事業は、「調布ストリートダンスコンテスト２０１３」を実施し、当日は出

場者を応援する人やダンスファンなど、一時は入場規制をするほどの来場がありました。

毎年市内を含めて近隣市からの出場も多くあり、若い世代を対象とした技術向上及び発表、

情報交換の機会を提供することができました。 

 芸術・文化学習事業の「ちょうふ市民カレッジ」では、前期講座として全部で２５講座

を開講し、うち市民講師による講座を４講座開講しました。 

 「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」では、６つの大学の協力を得まして、各大学の

特色を生かした講座を実施してまいりました。 

次に、文化会館たづくりの施設管理運営について報告します。たづくりのホール系利用

率は２,０５６件、７８％で、前年と同ポイントです。会議室系の利用率は 

１万１,７６３件、６９％で、前年比で１ポイントのアップです。いずれも例年並みでは

ありますが、他市の公共施設と比べ高い数値で推移しています。 

 また、７月中旬から約１か月にわたり実施した各施設利用者アンケートでは、会館スタ

ッフの対応や設備、清掃面など施設運営に関するアンケートを実施しました。その結果、

全体の満足度として前回の調査より約１ポイントアップの９５％を上回るお客様より満足

との評価をいただきました。今後も、アンケート内容のほか、利用者懇談会における要望
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や日々のご利用者の声を反映できるように取り組むことで、さらなる高い満足値を目指し

ていきたいと考えています。 

 

 

カ 平成２５年度調布市グリーンホール事業進捗状況の件 

＜説明＞ 

岡野グリーンホール事業課長補佐   

平成２５年度調布市グリーンホール事業の進捗状況の件を報告します。 

 平成２５年度から平成３０年度までの基本計画に基づき、組織変更及び課ごとのミッシ

ョンにより事業を実施しています。平成２５年度においては、旧ホール事業係において先

行して事業企画していた事業や、グリーンホール大ホールの改修工事の関係で実施場所と

実施を行う課の異なる場合もあります。新たに企画する事業については、ミッション及び

実施会場に留意して検討していますので、混在した状況は解消できると考えています。 

 上半期は、音楽事業５本、演劇・舞踊事業を２本、共催等事業を１１本、シネサロン５

本を実施しました。 

 上半期の特徴的な事業として、音楽事業では、補助金を受けての事業として、「宝くじ

文化公演」、「アイリッシュ・ダンス＆ミュージック」、「フレッシュ名曲コンサート」

を実施しました。補助金事業のため、市民には廉価な料金設定で提供することができまし

た。 

 演劇・舞踊事業では、定番となった「春風亭小朝独演会」、それから「第１０７回調布

寄席」を実施しました。どちらの事業も８月に実施をし、怪談話を取り上げています。

「ちょうふ寄席」については、来年の１月に実施予定の「第１０８回調布寄席」から、Ｐ

Ｒの仕方として演目を先に告知して広報を行うように方法を変更しています。 

 次に、共催等事業です。こちらは財団事業を補完するために実施している事業です。 

 次に、バッハ・コレギウム・ジャパンの公開リハーサルは、調布音楽祭においてバッハ

・コレギウム・ジャパンに協力していただいた効果もあったのか、これまで ３００人台

の公開リハーサルの入場者が、４９０人と大幅に増加し、これまで来場したことがない方

にご来場していただくことができました。 

 このほか、「加山雄三コンサート」や、「が～まるちょば東京ＪＡＣＫ」などについて

は、ほぼ満席の状態でありました。 
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映像文化事業では、作品の上映のほかに、今年度から「映画のまち調布」のＰＲを行っ

ています。こちらについては、どういったＰＲが効果的なのかについて現在、課において

検討しています。 

 続いて、グリーンホールの施設管理運営です。グリーンホールの利用率は７１２件、 

７６％で、例年比で４ポイント下がっています。財団と行政の利用を精査してきたものの

結果ということで引き続き市民が利用しやすい環境の構築を目指していきます。平成２６

年３月から６月末までの間、舞台機構の改修工事があります。これは開館以来初となる吊

物機構の本格的な改修となり、４月から６月まで大ホールが閉館となります。これにより

今期の利用料金収入が減少しています。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｆ理事   

調布よさこいは、昨年も参加者数が非常に多く、今年はそれを上回る人参加があったこ

とを感じています。チームの数も最多でしたし、延べ人数も一番多かったということなの

ですが、旧甲州街道の沿道を布田駅の近くまで、かなり多くの人たちが埋め、一生懸命応

援していたというような姿が見られ、本当によかったなと思っています。特に若い人や子

どもたちが多く、非常に活気があったという印象がありました。 

  そのほかの子ども向けの事業についても、大変活気を帯びている状況をこのところ感じ

ています。恐らく、調布の人口が増え続けている状況も影響しているのだろうなと思って

います。マンションや新しい住宅が開発され、子どもを含んだファミリー層が増えている

という、調布市の特有の一面もあるのかなと思っています。ぜひそこを意識して事業を企

画していただければと思います。新しく移ってきた人たちは、調布市に対しての期待もあ

ると思っています。ぜひそういう人たちに対し、調布はこんなにいいまちなのだというと

ころを示してほしいし、また調布には、このような財団もあるのだということを知っても

らういい機会でもあります。ぜひそういった視点をもってイベント、また企画に取り組ん

でいっていただければと思います。 

 

 

キ 平成２５年度一般会計収支予算執行状況の件      

＜説明＞ 
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土井財務係長   

 今期から予算科目のほうが、新しいミッションに伴った組織ができて、その組織に合わ

せた予算科目にしています。支出では、コミュニケーション事業費支出、たづくり事業費

支出、グリーンホール事業費支出、たづくり施設管理運営事業費支出、グリーンホール施

設管理運営事業費支出という形で科目を新設し、各事業の進捗状況がよりわかりやすくな

りました。 

事業活動の収入の部です。今期の収入済額は、６億４,１４３万４,７７１円、執行率は

４８.４２％です。概ね予定どおりの執行状況となっています。 

 次に事業活動支出の部です。事業活動支出計は、５億９,９２２万３,９０９円、執行率

は４５.３９％です。 

 特筆するところだけ説明します。まず、事業人件費支出では、６月に職員の期末勤勉手

当を支給する際、賞与の算定の期間が１月からの分も入っていることから、前年度の賞与

引当金から支出している結果、執行率が低くなっています。また、管理費支出の管理人件

費支出の部分についても、同様の理由により執行率が低くなっています。 

 執行率が低い形になっているものにグリーンホール事業費支出があります。 

１,７１８万５,８０８円で、執行率は約２５％ぐらいです。グリーンホールで行う芸術

・文化の事業が１０月以降に固まり、下半期を実施した結果、１００％に近い執行率にな

ると考えています。 

  あとは、概ね予定どおり５０％に近い数字で推移しています。その結果、上半期の事業

活動の収支差額は４,２２１万８６２円です。活動収支及び財務活動収支を加えました上

半期の収支差額は３,２９８万９,５３９円です。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ理事   

先ほどの事業の進捗状況と予算の執行状況について、理事会資料のほか、事務方ではど

ういう資料を作っていますか。例えば事業終了時の報告や事業の進捗状況についてはどう

ですか。 

徳永コミュニケーション課長   

事業ごとに報告書を作り、事業における執行状況を明確にしています。 

Ｂ理事 
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それについて話し合いというのはされることもあるわけですか。 

徳永コミュニケーション課長   

事業系の係では、事業ごと、係会議、課内会議等々を進め、事業報告、事業案の計画等

を行っています。 

Ｂ理事   

情報の共有化はとても大事なことです。今のお答えで十分満足できました。ありがとう

ございます。 

 

 

ク 次期指定管理者選定の進捗状況の件          

＜説明＞ 

Ａ理事 

  調布市において指定管理者の更新に係る取組の方向性が議論され、次期指定管理者候補

者、いわゆる特命候補者として、７月２５日に当財団が選定されました。次に、外部の委

員も加わり、指定管理者選定委員会が開催され、１０月２４日に当財団が指定管理者候補

者として決定、仮契約を締結しました。最後に、１２月１７日、調布市議会において次期

指定管理者の決定が議決されました。選定審査時等の当財団の対応状況の詳細は、総務課

長補佐の常廣から説明します。 

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
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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。 

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
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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、ほぼ初めて取り組んだ
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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＞ 

Ｃ理事   

基本計画策定から指定管理を議決いただくまでの大変長い期間、本当にお疲れさまでし

た。ありがとうございました。 

 最後は高評価をいただいて、好感をもてるという言葉までありますので、皆さんの中で

も大きな成果だったのだと思います。現場のトップの方がいるので、一言ずつご発言をい

ただければと思います。 

土井財務係長   

財務係長として、事業に係る部分について意見提示を行いました。今回、５か年の収支

計画を作成し、このプレゼンに臨んだ結果、行政の方から厳しいご意見をいただきました。

自己財源の確保というを謳ったものの、自己財源確保の意気込みが若干弱く捉えられる収

支計画表となってしまいました。厳しいご意見をいただいた中で、数字の修正を行ったも

の野、さらなる努力を続けていかねばならないと感じています。 

  これを反省し、次回の５年後の選定のときには、この５年の中で我々が自己財源の確保

というものに必死になって取り組んでいく決意表明もしています。改めて自己財源の確保

を目標に掲げていくという意気込みを持っています。 

渡部施設管理係長   

  私は、施設管理の部分においてプレゼンテーションを行いました。全体的な部分でいえ

ば、実際のイベント等よりは目立たないところではあるのですが、指定管理の根幹にある

のは、やはり施設の管理ということで言えば、最も重要なところではないかなと考えてい

るところです。 

  今回、審査委員からの評価もお聞きになったとおりですが、５年後に向けて学ぶところ

もたくさんあるでしょうし、改めて５年後にいいプレゼンテーションができるよう、日々

努力していきたいと思っています。 
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藤堂たづくり事業係長 

私は、たづくり事業係が管轄している非常にさまざまな事業の方向性をまとめました。

パワーポイントによる資料製作が初めての経験で、いかに効果的にみせるか。まだまだだ

とは思いますが、今後も良いプレゼンテーションができるよう、頑張っていかなくてはい

けないと思いました。 

  また、資料を作りながら、一緒にやっている係長職以上の職員とは、意見交換がいろい

ろできたかと思うのですけれども、主任以下の職員とも共有して、財団職員一丸となって

進めていきたいと感じています。 

中島コミュニティ振興係長   

 コミュニティ振興係が扱っている事業というのは、基本的に全て独自事業であり、今回

の指定管理選定におけるプレゼンテーションの事業計画書には余り直接的には触れられる

べきものではないものです。ただ、先ほど常廣からも説明がありましたように、独自事業

というのは財団のミッションに非常に密接な関係があり、当然、指定管理をしている文化

会館たづくり、グリーンホールの事業にも密接な関係があります。プレゼンテーションの

場においては、独自事業である調布よさこいや地域における事業についても非常に関心を

持っていただき、質疑応答もさせていただきました。 

 今後は、独自事業として地域に出る、もしくは市民の方と協働して事業を行うというこ

とや、人材育成の面もあります。独自事業で培ったコミュニケーション力を、館内の指定

管理事業に、また、指定管理事業で培っている芸術・文化の蓄積を市内各地に提供できる

ように、連携を図りたいと考えています。 

菅原広報・マーケティング係長   

 資料作成の際は、各係長が担当する業務をまとめ、それを精査していくという形で進め

ていきました。広報・マーケティングを説明するのはかなり難しいことで、今回は、たづ

くり事業課のきらり・昼どき・コンサート、金子三勇士という実際の公演を例にとり、事

業企画の場面ごとの広報・マーケティング活動ということで説明しました。 

 それによって感じたことは、いかに漠然とした、わかりにくいものをわかる形にして伝

えていくかが、通常の業務の中でも非常に重要であるということでした。何をどのように

伝えると伝わるのかということを、日常の業務にどんどん反映させていけるようなきっか

けをつかめたように思っています。 

 係長以上の職員の間では話し合いが持てましたが、スケジュールが厳しい中で、それ以
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下の係の職員や実際の事業を担当者との十分な意見交換をする時間が持てなかったので、

今回は今後の５年が目指す形にいかに近づけていくかを、全ての職員が意識を共有できる

ように進めていきたいと考えています。 

岡野グリーンホール事業課長補佐   

 私は、事業説明の担当として、他の係長がまとめたものを引き受けて、発表しました。

何かを審査する場で説明する機会が余りなかったので、良い体験ができたと思っています。 

 事業の説明を行ったなか、独自事業に質問が集中したことに対し、審査員の視点もわか

り、勉強になったので、今後に生かしたいと思います。 

常廣総務課長補佐   

 当日は、総務に関する説明と質疑応答の進行を務めました。準備作業では、事務局とし

て総務係で私とほか２人の係員を中心に作業を行いました。スケジュール等の調整につい

ては課題も残しましたが、今回、財団の固有職員が中心となり作業にあたったことに大き

な意義を感じています。 

 計画書の内容は、これまでの事業から具体例を紹介しましたが、これからは新しい提案

が出てきたときに、ほかの職員が批評するということに留まらず、実現のために持ち得る

知恵を出し合って、その提案を認め合いながら作業していくことが、これから新しい財団

をつくっていくことになるのかなという思いを強くしたところです。 

Ｃ理事   

ありがとうございました。とてもすばらしいチームワークだったと思います。私もほか

の団体にいろいろな場面で顔を出すことがありますが、自ら考えて計画して実行に移すと

いうことができ、それも計画づくりから参加しているということが非常に高く評価されて

いるのです。この高い評価をぜひ自信につなげていただき、今後５年間、市民の方々と一

緒に事業を進めていただきたいと思います。私もとてもうれしく思います。ありがとうご

ざいました。 

 

 

ケ 平成２５年度利用者懇談会（第１回・第２回）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。今年度の利用者懇談
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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、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。 

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
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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。 

 

 

コ 期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部改正の件   

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部改正の件について報告いたします。 

財団職員の期末手当及び勤勉手当の支給に際しましては、職層ごとに基本給に一定の率

を乗じる、加算額というものがあります。 

このパーセンテージについて、当財団の財政援助の母体であります調布市において職務

に応じた給与水準の適正化を進めるということにより改正されたことを受け、当財団の規

程をあわせて改正するものです。 

改正内容は、係長職で７％から６％、主任職で５％から３％にそれぞれ変更となったも

のです。主任職につきましては、経過措置ということで、平成２５年１２月１日、平成２

６年３月１日及び同年６月１日を基準日とする期末手当並び勤勉手当の加算割合は４％と

なります。この規程の施行日は平成２５年１２月１日です。 

 

 

サ 寄附物品等の受入の件                

＜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。 
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２ その他 

（１）理事会及び評議員会の傍聴の件 

＜説明＞ 

Ａ理事   

理事会及び評議員会の傍聴の件について説明します。 

 本件に関しては、平成２３年度第１回定時理事会及び平成２４年度第１回臨時理事会に

おいて協議し、いずれも非公開とすることで可決しています。しかし、平成２５年度第１

回利用者懇談会及び平成２５年度第２回利用者懇談会において再び理事会・評議員会の傍

聴に関して意見をいただきました。趣旨としましては、税金が使われている施設の理事会

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

ど意見の意見です。今回は、いつも意見をいただいている方を含め、数人の方から同様な

意見がありました。 

Ｃ理事 

ただいま説明がありましたように、利用者懇談会において、前回、前々回と市民の方か

ら新たな視点で傍聴に対する要望が出されているという経緯があります。これまでと違っ

た展開となっていることもありますので、少し時間をかけて検討をする必要もあるのでは

ないかと思っています。 

Ｄ理事 

  傍聴の件については、理事会でこれまで２度議題として取り上げ、いずれも、理事会は

非公開とすることと確認をしています。理事会の決議は重たいものであり、私たちもそれ

相応の責任のもとに決定をしています。その意はご理解いただきたいと思います。 

Ｅ理事 

  財団は公益法人として都から認可を受けており、独立した団体として位置付けられてい

るものですので、市の施設であっても、独自の判断があってもよいのではないかと思いま

す。ただ、何人かから同様の意見が出ていますので、そのことについては認識をしておく

ことが必要かと思います。 

Ｇ監事 

  市の施設である以上、情報の透明化が大事ですが、これについては、議事録の公開を行

っており、透明性について十分に担保はできています。情報の公開については拒否してい

るということにはならないと思います。 
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Ｂ理事   

先ほど、利用者懇談会の報告もいただきまして、利用者の方々には当財団に本当にいろ

いろな角度から貴重なご意見をいただいていることと、とてもありがたく思っています。 

  また、理事会・評議員会の傍聴の件についてもご意見をいただいています。ここは理事

会の席なので、理事としての立場で考え方を申し上げたいと思うのですが、私たちは業務

のあり方について、または財団の運営についてここで討議をします。そして、その結果を

もって財団が運営されているわけなのですが、その評価については評議員会という組織が

しっかり機能しておりまして、そこでしっかりした討議または審議が行われています。  

我々の職務に当たっても報告をさせていただいた中で、課題点、問題点があれば評議員

会からのご指示をいただきながら改善に努めてまいりたいと思いますが、傍聴に関しては、

理事会は経営者会議という性格もあります。経営内部の問題または個人情報、いろいろな

部分が出てきますので、原則的に傍聴は必要ないのではないかと思っています。また、私

たちがこの件に関してはどうしても傍聴していただきたいという案件がありましたら、利

用者の方々も含めて市民の方々に傍聴をお願いすることもあると思うのですが、現時点で

は評議員会も含めこれまでの議決とおり必要ないと考えています。 

議長   

ただいまＢ理事からご発言がありました内容でよろしければ、そのように決めさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

議長  

ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。 

 

（２）職員退職の件 

＜説明＞ 

職員の退職の件について説明を行った。 

 

（３）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。 


