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平成２５年度 第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２５年５月１５日（水）    午後４時から午後５時４５分まで 

２ 会場 調布市文化会館たづくり９階 研修室 

３ 評議員総数及び定足数 

総数６名、定足数５名 

４ 出席評議員数 ５名 

（本人出席）大前勝巳、鈴木大輔、花角美智子、西村伸夫、山本良子 

（欠 席 者）西原 稔 

（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）大前勝巳 

 

 

５ 議  事 

 

（１）審議事項 

第１号議案  議事録署名人の選出の件           

第２号議案  理事選任の件    

第３号議案  理事選任の件 

第４号議案  理事選任の件   

第５号議案  理事選任の件 

第６号議案  理事選任の件 

第７号議案  理事選任の件 

第８号議案  平成２４年度一般会計収支決算の承認の件 

第９号議案  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 

（２）報告事項 

ア 定時理事会（平成２４年度第２回、平成２５年度第１回）の開催結果の件 

イ 平成２４年度事業報告の件 

ウ 平成２５年度事業計画の件 
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エ 平成２５年度収支予算の件 

オ 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 

（３）その他 

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）平成２５年４月１日付け人事異動に伴い、本会出席者における対象者の紹介を行っ 

た。 

（２）定足数の確認等 

Ａ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。 

（３）審議及び報告事項 

ア 【審議事項】第１号議案 議事録署名人選出の件  

＜結果＞ 

第１号議案 議事録署名人選出の件について、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。  

＜説明＞ 

Ａ理事  議事録署名人２人は名簿順にて輪番制で行うことを評議員会で決定しています。

その順番から、定款第２１条に基づく本日の議事録署名人は、Ｃ評議員、Ｄ評議員となり

ます。 

 

イ 【審議事項】第２号議案から第７号議案まで※一括審議 

第２号議案  理事選任の件     

第３号議案  理事選任の件 

第４号議案  理事選任の件   

第５号議案  理事選任の件 

第６号議案  理事選任の件 

第７号議案  理事選任の件 

※ 第２号から７号までの議案については、一括して議案概要を説明することとし、

第３号議案以降の議案書朗読は省略する旨、議長から提案し、出席理事全員の了
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承のもと、審議に入った。 

     なお、採決については、議案ごとに行った。 

＜結果＞ 

第２号議案  理事選任の件    

第３号議案  理事選任の件 

第４号議案  理事選任の件   

第５号議案  理事選任の件 

第６号議案  理事選任の件 

第７号議案  理事選任の件 

原案のとおり、出席者全員一致で承認した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐  第２号から第７号議案について一括で説明をいたします。現在の当

 財団の理事６名の任期が、この第１回定時評議員会終結時をもって満了となります。 

 任期満了に当たり、４月３０日に行われました定時理事会において可決された理事候補

 者の名簿は提示のとおりです。 

  なお、理事の選任につきましては、平成２４年１２月１７日に開催されました平成 

２４年度第３回臨時理事会におきまして、次期の役員体制は、現状を維持したいという

 ことで承認、可決がありました。理由は、今年度が公益法人の認定を受けて３年以内に

 実施される東京都の監査が入る見込みの年度となります。事業の中身に対する説明につ

 きましては、理事及び監事の方が聞き取りを受ける可能性があるということがまず１点

 です。 

  また、調布市の監理団体の役員人事につきましては、調布市との事前協議が必要とな

りますが、この協議の際にも現状の維持ということで理解を得ているところです。 

  なお、本件が可決された後には、５月１５日、本日の第１回定時評議員会における可

 決を停止条件としまして、書面表決の形による臨時理事会を行い、理事の役職について

 決定することとなっております。 

 

 

ウ 【報告事項】ア 定時理事会の開催結果の件 

＜説明＞ 
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Ａ理事  平成２４年度第２回定時理事会は、平成２５年３月２５日に開催されました。 

承認事項は、平成２４年度補正予算、平成２５年度事業計画、平成２５年度収支予算の

３件です。可決事項は、事務局組織の変更の件、職員処務規則の一部改正の件、理事の

職務権限規則の一部改正の件、就業規則の一部改正の件、平成２５年４月１日付人事異

動の件の５点です。報告事項は、代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件、公益

認定変更届け出の件の２点です。 

平成２５年度第１回定時理事会は、平成２５年４月３０日に開催されました。可決事

項は、平成２５年度第１回定時評議員会招集の件、定時理事会へ提出する理事候補者名

簿の件の２点です。承認事項は、平成２４年度事業報告、平成２３年度決算の訂正、平

成２４年度一般会計収支決算、事業に関する基本計画の４点です。平成２５年度から 

３０年度までの基本計画につきましては、活発な意見交換がされました。事務局におい

てその内容を反映させ、確定したものを後に報告事項オとして報告いたします。 

 

 

エ 【報告事項】イ 平成２４年度事業報告の件について 

Ａ理事  総括といたしましては、平成２４年度は公益財団法人となった２年目として、

また、第２次指定管理期間の４年次目として、指定管理業務、独自業務、共催事業の３

区分によりそれぞれ運営を実施してまいりました。 

  加えて、係長職を中心に組織した基本計画の策定委員会において平成２５年度から６

 年間の当財団の骨格となる基本計画を定める中、各事業に対する当財団が実施する有用

 性などを検証しながら、これまで以上に事業に対する思いを深めた１年でした。 

  事業実施につきましては、事務事業評価による利用者の満足度、費用対効果、事務の

効率化等を検証し、満足度の高い事業を提供してまいりました。 

  また、施設の管理運営におきましては、職員の防火・防災意識向上のため、職員全体

による防災訓練を実施したほか、調布消防署が主催する自衛消防訓練審査会にも参加し

ました。また、貸施設を対象とした利用者アンケートを前期、後期の計２回実施し、施

設利用者に安全で快適に満足してご利用いただける施設運営に努めてまいりました。 

徳永コミュニケーション課長  まず、文化会館たづくりに関する事業につきまして説明

 します。 

  指定管理事業です。美術鑑賞展示、「宮澤正明 伊勢神宮写真展 伊勢神話への旅」
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です。 

本年は２０年に一度の遷宮の年として注目を集める伊勢神宮ですが、一足先に市民の皆

様を伊勢神宮の静ひつで神秘的な世界へお誘いし、伊勢神宮に息づく自然、伝統、文化

から日本の美を感じる機会を創出しました。 

 「空気美術展～空気で動くおもしろアート大集合！！～」では、美術展の開催期間中

にワークショップを実施し、美術を身近に楽しむ機会を提供しました。 

 調布市平和祈念事業、「大沼英樹写真展 忘れえぬ桜たち」では、ギャラリートーク

において作品説明を行う様子が新聞で紹介されるなど、３２日間で延べ ３,３００人余

の来場者があり、好評を博したとともに、作品を通して東日本大震災から日常にある平

和を考える機会となりました。 

 美術振興展示です。「第１０回調布美術展入選作品展」であります。１０回目の開催

となり、１３９点の応募がありました。また、最下段、調布美術展歴代入賞者展では、

歴代の金賞・銀賞作品を展示しました。 

 エントランスホール音楽会事業です。１階エントランスホールを活用し、市民公募に

よる「みんなでつくる音楽会」を６回開催し、市内の音楽愛好家の皆さんにステージを

提供しました。 

 ストリートダンス振興事業では、コンテストとフェスティバルを実施しました。１４

回目を迎える「調布ストリートダンスコンテスト２０１２」では、４１チームの出場が

あり、初めて調布市内のチームがグランプリを獲得しました。 

 生涯学習事業につきまして、特徴的な事業を説明いたします。 

 「ちょうふ市民カレッジ」は、前・後期合わせて５１講座を実施しました。その特徴

として開講している市民が講師を務める市民講師講座につきましても１６講座を実施し

ました。また、一部の講座においては、成果の場として「市民カレッジ発表会」、「ちょ

うふ市民カレッジ展」を開催しました。 

「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」では、新たに東京造形大学と日本映画大学の

２校を加え１１の大学と連携して、各大学が有する専門性と特色を生かした講座を展開

しました。 

芸術講演会は、当財団が実施する事業と連動性をもたせた事業展開を図り、平成２４

 年度は、音楽と伝統芸能につきまして実施しました。 

 独自事業です。広く市民のコミュニティの醸成を図ることを目的に、「調布よさこ
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い」を実施しました。調布の夏の終わりを告げる一大イベントとして定着した本事業も、

平成２４年度で１０回目を迎えました。地元商店会等を含め、多くの市民、団体のご協

力により３万人を集め、事故もなく盛大に実施することができました。 

 共催事業です。３月に恒例となりました「調布市民歌舞伎」の公演を共催で実施しま

した。全国的にもまれな市民による歌舞伎公演を行う団体として、引き続き支援してま

いりたいと考えております。 

毎年３月に実施しております「調布映画祭」です。平成２４年度も、市内映画関連企

業との連携により、映画のまち調布の魅力を発信したほか、初めての試みとしてスタン

プラリーを実施しました。  

また、調布市観光協会との連携により、「映画のまち調布パーク」を開催し、にぎわ

いを創出することができました。 

 「第５７回調布市民文化祭」です。１０月１８日から１か月間にわたり 

３万７,０００人余の参加者がありました。文化会館たづくりを初め、グリーンホール

や公民館において市民による文化芸術の花を咲かせることができました。 

続いて、グリーンホールに関する事業についてご説明いたします。  

初めに、ホール事業係で実施した事業の総括としてご報告いたします。ホール事業係

では、「バッハ・コレギウム・ジャパン」の公開リハーサルを含む全７１事業を実施し

ました。平成２４年度は幼児期から舞台芸術に触れる機会を提供するため、「はじめて

のオペラ」や「ＡＮＩＭＥ ｍｅｅｔｓ ＪＡＺＺ」、人形劇団プークによるバックス

テージつき公演「オズの魔法使い」などを実施しました。  

古典芸能のジャンルでは、「調布寄席」や「松竹大歌舞伎」を実施したことに加え、

「新・純邦楽ユニットＷＡＳＡＢＩコンサート」では、和楽器体験ワークショップをあ

わせて実施し、日本の伝統芸能への興味を喚起しました。また、昨年から引き続き、落

語手習いを実施し、小学生を対象に若手落語家による落語の手ほどきを行い、身近に日

本の伝統芸能に親しみをもてる取組として事業展開を図りました。 

このほか平成２４年度において実施した事業のうち特徴的な事業につきまして、ご報

告いたします。中島卓偉「ストリングスタクイＬＩＶＥ ＰＬＵＳ＋ ｅｘｔｒａ」で

す。こちらは、以前に調布音楽祭のＬＩＶＥ ＰＬＵＳ＋に出演していた方との共演に

よる公演を行いました。券売も完売となり、好評でした。 

 先ほども総括のところで説明しました、「はじめてのオペラ」です。この事業は、講
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演前日にワークショップとして、子どもたちが翌日の舞台で使用する大道具に飾りつけ

をするというものでした。公演本番に関しましても、自分たちで飾りつけをした舞台と、

子ども向けとはいえ、本格的なオペラに途中退場もなく、来場されたお子さん達にも喜

ばれました。 

渡部施設管理係長  施設管理運営について説明いたします。 

調布市文化会館たづくり・グリーンホールの管理運営では、２館において貸施設利用

者アンケートを前期、後期の２回実施し、利用者の満足度と意見の抽出を行いました。

その結果、「どちらかといえば満足」も含め、９割を超える利用者から「満足してい

る」との回答を得ました。前期では９４.１％、後期では９４.８％ということでしたが、

各受託者と協力しながら改善を行い、ポイントアップにつなげることができ、このこと

からおおむね快適な施設利用がうかがえる中、寄せられた意見、要望をできる限り反映

して、安心・安全で快適な施設運営に当たってきました。 

平成２４年度については、数値目標を伴う節電要請はありませんでしたが、自主的に

取組を継続しました。この取組により、年間の使用電力量は平成２３年度とほぼ同程度

に抑え、若干の減とすることができました。環境へ配慮した運営を行うことができたと

考えております。これは近隣施設の調布市役所や総合福祉センターが増に転じたことに

比べても、利用者の協力のもとに実現できたことと感謝申し上げたいと思います。 

 組織の危機管理については、東日本大震災の教訓からＢＣＰ事業継続計画を立て、万

が一の際の組織運営の指針を立てました。職員の防火・防災意識の向上のため、職員全

体での地震想定訓練を２回、火災避難訓練を１回、調布消防署が主催する自衛消防訓練

審査会では、一号消火栓の部でグリーンホール隊が２位、易操作性の部でたづくり隊が

４位となりました。 

たづくりの入館者数は、２４年度については５万人の増となりました。貸施設の利用

率については、ほぼ前年並みであることから、大きな要因とはなっていないと考えてい

ます。 

天候による影響もさることながら、主な要因としては、第１に、東日本大震災の影響

から平成２３年度中は自粛・縮小傾向となっていたたづくりと、その周辺を拠点に開催

される各種イベントで、復興への契機などを背景に、調布市民文化祭を初め、商工まつ

り、観光フェスティバルなどのイベントにおける参加者が増となったことが考えられま

す。 
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第２に、前年度は中央図書館の貸出システムの入替に伴う休館による減から増となっ

たことが考えられます。この数値については、とらわれ過ぎることでいい事業、施設運

営がおろそかになり、本末転倒とならないよう、市民が集うコミュニケーション施設と

してのたづくりを今後とも目指していきたいと考えております。 

たづくり及びグリーンホールの利用率については、例年どおりの利用となりましたが、

主要な施設における利用についての傾向と分析から、さらなる利用率のアップと利用料

収入のアップに努めていきたいと考えております。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員  安心・安全への努力に関連し、セキュリティーの問題でお伺いいたします。 

知人が４月にトイレで倒れて、現在入院中なのですけれども、かなり入館者の方々の年

齢層が高くなっているように思うのですが、入館者の年齢層とか男女比などのデータは

ありますでしょうか。 

渡部施設管理係長  入館者数の男女の割合や、年齢構成についての調査は行っておりま

 せん。 

Ｃ評議員  何か起きるたびに、年齢が高くなってきているのではないかという不安が 

あります。雨が降ったときの例えば滑るとか、イベントがあったときの周辺の状況など

を考えますと、いろいろな意味で用心しなければいけないことがこれから多々あるので

はないかと思います。どこかでそのようなデータをとれるような状況があってもいいの

ではないかと思います。 

  それから、周辺の防犯カメラなどはどうなっているかも教えてください。 

渡部施設管理係長  たづくりの館内につきましては、館内には至るところに防犯カメラ 

を設置して、努めているところです。 

常廣総務課長補佐  建物の外は防犯カメラではなくて、巡回警備を定期的に行っていま 

すので、そこで何かがあれば、危険を捉えていく対応になっています。 

  あと、館内のカメラにつきましても、館内各所、特に死角になる箇所にもカメラを設

 置し、館内の中央監視室で警備員がモニターを常に監視しています。合わせて警備員が

 巡回の際に非常事態を確認したら、事務所に連絡をもらい、協力体制をとりながら対応

 しています。 

Ｃ評議員  駅前の広場が今現在なくなり、これから暑くなってきますと、たづくりの 
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西側に、日が落ちてくると青尐年が大分集まってきます。もちろん警備に回っていただ

くのは必要なことだと思いますが、防犯カメラみたいなものが１つあるかないかで、何

かあったときの状況が違うかなという気がしています。ただ、防犯カメラは維持にお金

がかかりますので、１つあるだけ、あとはダミーでもいいのですが、何かあってもいい

かなという心配をしています。 

常廣総務課長補佐  貴重な意見としていただきましたので、今後、市のほうとの協議な 

どでも提案等考えながら行っていきたいと思います。ありがとうございました。 

Ｃ評議員  エントランスホールで音を出すこと、楽器は可能ですよね。でも、声を出す 

ほうは許可されていないように聞いているのですが、どうなのでしょうか。 

常廣総務課長補佐  音をスピーカー等を通して拡声し、楽器を使うことについてはお断

りしています。いわゆる歌については、エントランスホールが上のほうに音が抜けるよ

うな構造になっている関係から制限しています。インフォメーションで接客等させてい

ただきながら、音楽会を同時にやっていますが、受付にお越しになる方にも配慮する必

要があります。イベント自体でのルールは設けています。 

Ｃ評議員  もう一点、先ほどのオペラのワークショップですが、子どもたちが、オペラ

の舞台をつくってしまおうということで、大変よかったということですが、指導者がい

たのでしょうか。 

菅原広報・マーケティング係長   これは翌日２４の本公演と連動する形で行われたワ 

ークショップでしたので、一番メインの出演者となる彌勒忠史さんが講師として、全体

的な案内や子どものケアなどをしてくださいました。それ以外に、ほかにスタッフと職

員もつきまして、お子さん方が作成した舞台セットを使うというワークショップで、２

回行っています。 

Ｃ評議員  そのワークショップをやった結果の子どもたちの感想がどこかに伝わるよう

な形でされたのかなと。どうなのでしょうか。 

菅原広報・マーケティング係長  当日、参加の方にアンケートをとっています。また、

ワークショップへの参加者は、翌日の本公演のチケットをお求めになっている方が対象

でしたので、ご自分がつくったものが具体的に舞台装置として使われるところもごらん

いただくことができ、公演の満足度も非常に高かったです。 

Ｃ評議員  観客の方に、こうなのですよという説明もあったということですか。 

菅原広報・マーケティング係長  当日配るパンフレットの中で、舞台セットは、ワーク 
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ショップを通してつくったものであるということを説明しています。 

Ｃ評議員  それがあるとないとでは、子どもたちの思い出が違ってくると思いましたの

で、お伺いしました。ありがとうございました。 

 

 

オ 【承認事項】第８号議案 平成２４年度一般会計収支決算承認の件 

＜結果＞第８号議案 平成２４年度一般会計収支決算承認の件、原案のとおり、出席者全

員一致で可決した。 

＜説明＞ 

Ａ理事  まず、事業活動収入の部です。事業活動収入、決算額は 

１３億１,９２７万 ７,０１９円で、執行率は９７.０７％です。おおむね予定どおりの

執行率となりましたが、事業費収入の中で予算額と決算額が大きいものについてご説明

いたします。 

自主事業収入については、平成２４年度に宝くじ文化公演の助成金該当事業を実施し

ていますが、助成が決定されない場合を想定し、その部分を収支とも計上しています。

助成が決定された後は、その計上した予算額が不要額となるため、今回は約６００万円 

が減額となりました。また、支出額に合わせたチケット代を設定しているため、支出の

規模が小さくなればチケット代も価格を低く抑えるため、その分収入が尐なくなります。 

  自主事業収入予算額と実績の差額は２,０６４万３,９３３円で、下段の事業活動支出

の芸術文化事業費の予算額と実績額の差額は２,１３４万８,７９４円で、ほぼ同規模と

なっています。 

  事業活動支出についてです。事業活動支出の部については、決算額が 

１２億９,８３１万１,９８５円で、執行率は９６.０１％です。内訳ですが、人件費

については中心における基本条例の改正により支出額が減っていることと、また、４月

の人事異動により管理職が市に戻り、新卒者を採用したことによるものです。 

芸術文化事業費支出は、決算額が２億 ３,０８６万円余となり、２,１３４万円余の

減です。これは収入の部でも説明したところです。 

援助事業費です。予算規模は小さいですが、執行率が ６８.１２％となってい ます。

市民との協働事業のたびに計上していた市民活動支援費ですが、その申込みが 尐なか

ったために執行残となっております。 
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  情報事業費については４５３万円余の残ですが、財団の広報紙であります財団報「ぱ

れっと」の契約差金約３６６万円余が大きな要因です。 

  これにより調布市へ精算戻入を行うことになりました。内訳は、受託事業費収入であ 

る図書館の管理委託料を３万 ８,９９０円、指定管理料を １４８万１,７２６円、補助 

金を１３万 ５,４５３円で、合計で１６５万６,１６９円です。 

土井財務係長  今期の経常外の損益は発生しておりません。今期の期末の正味財産の残 

高は５億８,３１８万 ７６３円となりました。正味財産増減計算書内訳表は、公益目的

事業等の区分経理をいたしました。後ほどご一読ください。貸借対照表です。まず、資

産の部ですが、枠内の１２行目、流動資産合計が１億４,０５４万 ５,４１４円で、次

の中ほどの固定資産額合計は６億１,０１０万 ６７４円となり、合計は 

７億５,０６４万６,０８８円となりました。昨年と比較して額が減っている要因につき

ましては、リース資産の原価償却分が大きな要因となっています。 

負債の部です。流動負債計が１億５,７８９万７,７７８円で、固定負債を合わせた結

果１億６,７４６万５,３２５円となりました。 

正味財産の部は、寄付金を使用し、１階の展示室に備品の購入をしたため、指定正味

財産合計が基本財産と同額の５億円となりました。また、一般正味財産が 

８,３１８万７６３円、負債及び正味財産の合計は７億 ５,０６４万６,０８８円とな

りました。 

貸借対照表の内訳表です。公益財団法人の会計基準にのっとって区分経理をいたしま

した。こちらもご一読ください。 

キャッシュフロー計算書です。こちらは現金や預金等の増減を示したものとなります。

事業活動によるキャッシュフローですが、枠内１４行目は６５４万４２７円の増となっ

ています。 

投資活動のキャッシュフローです。６万４,７８６円の増となっております。したが

って、現金及び現金同等物の増減額が１,４４２万４,６０７円の減となりました。その

結果、現金及び現金同等物の期末残高が１億２,８５２万４,６７２円となっています。 

財務諸表に対する注記、また、財産目録も後ほどご一読ください。 

議  長  ありがとうございました。それでは、本件に関しましては、去る４月２２日 

に決算監査を行っております。ここで代表してＤ監事、報告をお願いいたします。 

Ｄ監事  それでは、監査報告をいたします。 
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私たちは、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団定款第２５条及び関連法 

令に基づき、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの平成２４年度におけ 

る業務監査及び会計監査を行い、次のとおり報告する。 

１ 監査の方法の概要 

  （１）会計監査について、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続

を用いて、財務諸表などの適正性を確認した。 

  （２）業務監査について、理事会等に出席し、運営状況を聴取し、関係書類の閲覧な

ど必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を確認した。 

 ２ 監査意見 

  （１）事業報告は妥当であり、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロ

ー計算書及び財産目録は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準並びに

関係法令、定款及び会計規程に従い、法人の財産及び収支の状況を正しく表示し

ているものと認める。 

  （２）理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大

な事実はないと認める。 

 

 

カ 【承認事項】第９号議案 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 

＜結果＞ 

第９号議案 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 原案のとおり、出席者全員一致で承認した。 

＜説明＞ 

Ａ理事  昨年６月に東京都へ提出した平成２３年度事業報告の正味財産増減計算書内訳 

表について、東京都から、不備があり収支相償を満たさないとの指摘がありましたので、 

今回訂正を行うことになりました。評議員会で承認いただいた後に、東京都へ訂正の手 

続をいたします。 
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キ 【報告事項】ウ 平成２５年度事業計画の件 

＜説明＞ 

Ａ理事  平成２５年度事業計画についてご説明いたします。 

  平成２５年度は、平成２４年５月に策定しました新基本計画の初年度となることから、

事業実施をするセクションを明確にし、その役割に従って機動的で効率性のある組織体

制で臨んでまいります。 

  また、平成２４年度６月に制定された劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、いわゆ

る劇場法を踏まえ、運営方針を明確化させるために、財団のミッションとともに文化会

館たづくりグリーンホールのミッションを定め、事業展開を図ってまいります。 

  施設の計画的な維持、保全につきましては、調布市の基本計画事業、文化会館たづく

りとグリーンホールの維持、補修における改修としてグリーンホールの舞台機構関係な

どの改修を行います。 

岡野グリーンホール事業課長補佐  それでは、私から事業に関してご説明いたします。 

  財団のミッションとしましては、さらなるコミュニティの活性化、利用者目線に立っ

た良質なサービスの推進など、取り組んでまいります。 

文化会館たづくりのミッションといたしましては、芸術・文化の裾野の拡大と普及、

芸術文化の情報発信と提供の拠点など。 

グリーンホールのミッションとしましては、多彩で良質な文化事業の創造、親しみが

 もて、参加しやすい鑑賞の場の提供などといったものを定めています。 

  次に、重点施策として４点掲げています。 

  まず、１点目は、アウトリーチ活動の拡大です。組織では、コミュニティ振興課を新

 設し、より市民や地域との双方向における交流促進を図ります。 

  ２点目は、市場調査等の反映です。組織では、広報・マーケティング係を新設し、こ

 れまで実施してまいりました事業ごとのアンケートに加え、積極的な市場調査を実施し、

 市民要望の把握や効率的な広報に努めます。 

  ３点目は、次世代人材の育成です。芸術・文化の裾野を広げるだけではなく、子ども

 や若者を対象とした事業を拡充し、地域や財団への関心を醸成するとともに、次世代の

 芸術・文化を担う人材の育成に努めます。 

  ４点目は、人材の育成です。公益財団法人や指定管理者制度を背景に、職員のアート

 マネジメント力の向上を念頭に人材の育成を図ってまいります。 
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  続いて、事業内容です。公益財団法人として求められている社会要請を踏まえまして、

 財団及び文化会館たづくりとグリーンホールのミッションの実現に向けて、東京都へ提

 出している事業体系に合わせた指標により、調布市の芸術・文化活動の活性化を図るた

 めの事業展開を行ってまいります。 

  また、厳しい経営状況の中ではありますが、事業の効率化や質的充実と収入の確保に

努めるとともに、業務改善による経費の見直しを推進してまいります。 

  続きまして、実施事業の内容は、３の取り組むミッションと４の重点施策を踏まえた

 事業展開を図れるよう、取り組みを行ってまいりたいと思っております。 まず、美術

 振興事業、芸術振興事業です。次世代人材の育成ということで、子ども向け事業をたづ

 くり事業課及びグリーンホール事業課で実施を行っていく予定になっております。 

  次に、市内アウトリーチ事業についてです。この事業は、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連携して事業を実施していくと考えております。

 コミュニティ振興係が地域の要望を捉え、たづくり事業係とグリーンホール事業係が要

 望内容に応じまして、コミュニティ振興係とともに地域に出向きまして、事業を行う形

 を考えております。 

  次に、広報事業です。財団報の発行やパブリシティを通じて、財団の広報を的確に実

 施することで、財団の認知度と信頼性を高め、事業への参加者をふやしていこうと考え

 ております。 

  最後に、職員研修ということで、人材育成という点でアートマネジメントに関する研

 修を行いまして、職員のスキルアップを図り、市民への芸術・文化事業の提供を充実で

 きるよう取り組んでいきたいと考えております。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員  事業に関してではないのですが、４月２０日の藤まつりのときに、どういう 

わけか、昨年もことしも雨なのです。雨のときに、財団の方々がびしょ濡れのままやっ

ているのです。財団用の何かかっぱみたいなものはないのですか。 

中島コミュニティ振興係長  当日は、天気予報も際どいところがあり、職員のジャン 

パー等は用意していましたが、かっぱは用意していませんでした。外に出る事業が多く、

 今回も各種装備と機械を守るためのシートなどは用意したのですが、自分たちを守るも

 のを用意していなかったので、今後用意していきたいと思います。 
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Ｃ評議員  財団の人だとわかるようなかっぱというのか、レインコートはあるのですか。 

中島コミュニティ振興係長  そういうものにつきましては、今はないです。 

Ｃ評議員  外に出ることが多いですので。 

 お手伝いしていただいているというよりは、本当に率先してくださるでしょう。私たち

 としては、どうしようもないものですから、ぜひ、そう高いものではないので…… 

Ａ理事  検討させていただきます。 

Ｂ評議員 地域コミュニティ推進事業がありまして、今年度から新設されるような部門に 

かかわるところかなと思うのですけれども、内容として、芸術・文化の普及、振興を通

した地域コミュニティの活性化を目的に、地域でのイベントづくりへの参画、アドバイ

ス、地域コミュニティの実情に合わせた環境づくりへのサポートを行うとありますが、

これは具体的にはどういった……先ほどＣ評議員からありました藤まつりなどへ、要望

があれば、ああいったイベントなどを企画して、お手伝いいただけるみたいな理解でよ

ろしいのでしょうか。それとも、ほかに何か具体例がありましたら、よろしくお願いい

たします。 

中島コミュニティ振興係長  今お話しいただきました地域コミュニティ活性化事業、こ

ちら、事業と申しておりますけれども、今お話ししていたように、サポート業務的な部

分です。昨年度までは援助活動であるとか協働活動として行っているものでして、それ

をもう尐し地域を活性化させるという形、芸術文化をもとにという形でやっております 

ので、現在のところ、地域の団体さんのほうで、地元の活性化のためにやっている事業、

先ほどの藤まつりのようなものについてお手伝いをさせていただいているという形です。

ですので、これまで協働活動として行っていたものをそのまま、より広い形で行えるも

のと捉えていただければと思っております。 

Ｂ評議員  財団認知度向上事業という中に、パブリシティを活用した知名度向上を行う

 とあります。新聞への掲載や、テレビに放映がありましたら、ぜひそれを記録なりまと

 めていただきまして、何らかの形でご報告などいただければと思いますので、よろしく 

お願いいたします。 

 

ク 【報告事項】エ 平成２５年度収支予算の件 

Ａ理事  平成２５年度収支予算につきましては、平成２５年度から新たな基本計画に基

づき事業を展開するに当たり、事業支出の予算科目を大幅に変更しております。従来の
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事業費における事業人権費支出以外を削減し、新たな基本計画に基づいた事業費支出の

科目を新設いたしました。 

  また、総事業費においては、調布市における財政の厳しい中、財団におきましても施

設管理運営における乱用を見直し、施設の管理委託を削減しております。２４年度と比

較しまして ３,１８０万円余の減となっております。 

土井財務係長   

総収入額、総支出額、両方とも１３億３,７５２万８,０００円となり、昨年度と比較

 しまして３,１５８万７,０００円の減となっております。 

  減額の要因について主だったものを説明いたします。 

まず、収入の部です。基本財産利息収入です。２５年度中に当法人が保有する債券が全

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月期の状況をみた結果、各債券の償還日から２６年３月末までの期間を日割り計

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 ４１５万７,０００円となり、

７７万３,０００円の減となっております。 

  次に、事業収入、自主事業収入は、基本計画策定時に事業の本数の見直しを行い、音

 楽事業や市民カレッジの本数を減らしております。これにより、９６３万８,０００円 

の減となりました。 

  次に、指定管理料は、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

 期的なスパンの中では削減してもすぐに影響に出ない部分、点検については削減し、ま

 た、単価等を見直した結果１,６６１万３,１００万円の減、また、一般事務員の研修や

 経費をコピー機等の借り上げの内容を精査した結果 ２,６７７万 ３,０００円の減とな

 りました。 

  次に、市の補助金収入につきましては、２４年度において調布よさこいの財源を約 

９００万円余りですが、事業積み立て預金の取り崩しにより充てていたものを補助金に

 戻したため、こちらは増となっております。 

  また、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  

２００万円から１００万円に見直したことによるものでもあります。 

  続きまして、支出の部です。 

  まず、事業支出、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１人が 

事業部門への移管となっているため、事業人権費は増となっております。また、定期昇 
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給分の増、合わせて１,５５０万３,０００円の増となっております。 

  以下、事業費の予算科目については皆減皆増となっています。前年の予算と単純比較

はできませんが、増減の主な要因について説明いたします。 

  まず、コミュニケーション事業費となります。こちらは、調布市民文化祭、調布よさ

 こい、調布音楽祭、調布映画祭などの新設された運営と、新設された広報・マーケティ

 ング係の事業の費用となります。 

  新基本計画の中で広報を一本化し、財団における広報紙、チケットガイド「なびじょ

ん」と財団報「ぱれっと」を統合しました。その結果、約４００万円余り、 

３９８万５,０００円の減となっております。 

  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一緒に説明いたします。ま

 ず、今まで展示事業は、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、それにこの建物、今、同じフロアの９階

 にありますリトルギャラリーを加えたものです。事業の本数の見直しを図ったことによ 

り１００万２,０００円の減となります。 

  音楽事業につきましては、たづくり、グリーンホール合わせて前年は１９本から 

１６本に変更し、５４６万１,０００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講座にし、市民近隣大学公開講座に

 ついては３６講座から２４講座に減をし、事業費についても ２４４万 ８,０００円の

 減となっております。 

  次に、施設管理運営に係る経費です。収入の指定管理料の中でも触れておりますが、

 短期的なスパンの中で削減しても影響のない点検等を削減、また、単価を見直した結果、

 たづくりにつきましては１,２３３万 ７,０００円の減、グリーンホールにつきまして

 は４２７万６,０００円の減、合わせて１,６６１万３,０００円の減となっております。 

  次に、管理費となります。管理人件費支出は、組織変更に伴い、１人を事業部門に移

 管しておりますので、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３２１万 ４,０００円の減となっております。一般事務費支出につきましては研修等

 の見直し、また、複写機のリース方法の見直し等を図り、４２９万１,０００円の減と

 なっています。 

  続きまして、投資活動支出の部の事業積立資産取崩収入です。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、特定資産であります事業積立預金を取り崩す
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 ものです。２５年度につきましては１,２８０万４,０００円を予定しています。当該年

 度の中で取り崩す金額が尐なくなるよう努力いたします。 

続きまして、財務活動支出の部です。こちらは、平成２０年４月以降にリースを開始

したリース総額が３００万円以上の物件について、２３年度中にリース資産と計上し、

その当該年度において支払う負債についての返済に充てる支出です。平成２４年度をも

って財務会計システムがリースアップを迎えることと、調布市グリーンホールの小ホー

ルのグランドピアノのリースアップを迎えることにより、３６７万４,０００円の減と

なっております。 

続きまして、予備費支出は、２３年度から正味財産増減計算書方式の予算書が正式な

予算書となっているため、予備費の概念がなくなりました。したがって、予備費は計上

しておりません。 

次に、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団収支予算の事業別区分経理の

内訳表は、公益法人会計基準で、事業区分を分けた公益目的事業と収益事業に分けた予

算書となっておりますので、こちらのほうもご一読ください。 

  また、先ほど説明した最終的な横書きの収支予算の内容と数字が、計算していくと 

１６万円ほどの差異が出ております。こちらは、今までどおりの収支計算書方式の予算

書の形と、今回２３年度からの正味財産増減計算書方式の予算書の意味合いが違ってき

て、先に説明したものが現金の出入りをベースにした予算書となります。正味財産増減

計算書につきましては現金の出入りのない減価償却等も含んでいることから、若干差異

が生じてますので、ご了承ください。 

 

 

ケ 【報告事項】オ 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年度から平成３０年度）の件 

＜説明＞ 

Ａ理事  平成２５年度から平成３０年度の計画ですが、現在、指定管理の４年目で、平

成２４年で第２期目の指定管理が終わります。今度、指定管理の継続も当然目指してお

ります。その中で、調布市では基本計画を策定して、また、国では劇場法が制定されま

して、そのような内容を全部盛り込んで、係長が１年間をかけて検討し、いろいろな思

いが込もった計画になっています。 
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常廣総務課長補佐  平成２４年５月に、当財団では平成２５年度から３０年度までの基

本計画を策定しました。平成２５年度から６年間の財団運営の根本となる考え方、基本

的な構想であり、４月からは、この基本計画に沿った組織と事業運営をスタートさせま

した。そして、今説明しているのが事業に関する基本計画です。ここでは、この議案に

該当するものを、事業に関する基本計画というので説明を進めます。 

 この２つの基本計画の根底には、財団と、管理する２つの施設のミッションがありま

す。 

 事業に関する基本計画とはどのようなものか、体系立て、表しています。目的・対象

・意図から始まり、計画事業の実施まで順序立てて進んでいくという、この構成は、全

ての事業に対して一貫させています。 

 続いて、事業の基本計画の背景となるものに触れておきます。 

 まず、背景の１つ目として財団設立趣意があります。この中に「多様化し高度化する

市民の活動や要望に応えるために行政の限界や制約を克服した新たな組織や枠組みで弾

力的な運営と事業展開を行うことが求められている。芸術文化の振興のための事業の実

施、市民の自主的文化活動の育成、コミュニティ活動の振興及び多様な学習に応えるた

めの生涯学習事業を実施していく」とあります。 

 ２つ目、市民意識・ニーズ調査です。これまでに行っている直近のものでは、平成２

３年度に実施しているものがあります。 

 ３つ目、平成１９年度から２４年度の事業に関する基本計画。これが、今議案として

私が説明しているものの１つ前のバージョンになるということです。 

 また、財団がみずから作成し掲げていたもののほかには、次の２点があります。１つ

目に、調布市基本計画です。この中に、「調布らしい芸術・歴史文化が身近に感じられ

新たな世代に受け継がれていくまち」をつくり上げるための芸術・文化の振興がうたわ

れています。 

 ２つ目に、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」、略称で劇場法です。その概要は、

劇場みずから芸術を発信し、地域発展を支える広場として存在すること、次に、劇場、

音楽堂等の設置者、すなわち主に地方公共団体と運営者などが相互連携協力することの

明確化、そして、国及び地方公共団体が取り組むべき事項を明確化し、劇場、音楽堂等

を取り巻く環境の整備等の進捗ということがあります。 

次に、劇場法を計画に取り込む必要性と調布市基本計画の相互の関連について、説明
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いたします。 

 まず１つ目に、劇場法と調布市基本計画との相互関連につきましては、今後仮に地域

ひいては全国に存在する劇場等が法律に則っているか否かにより存続を見極める傾向が

生じた際に、劇場があり続けるためのくさびとなるものです。２つ目、近隣各地施設、

各地域行政に先んじて劇場法を見据えた計画を策定していることは、指定管理者制度な

どにおいて大きなメリットとなるとともに、当財団からその重要性を発信することによ

り、財団の存在価値が増すものとなります。 

 次に劇場法の概要についてです。１つ目は、劇場、音楽堂等の定義として、文化芸術

活動を行う施設と人的体制により構成され、創意と知見をもって公演を企画、実施する

ということ。２つ目は、実施する事業の明確化、劇場みずからが芸術を発信し、地域発

展を支える広場として存在する。すなわち、これは貸館のみに頼らずに、自主的に事業

を発信するということです。それと劇場、音楽堂等の設置者、運営者などの役割の明確

化と相互連携協力というのが劇場法の概要です。 

 次に、指定管理者制度と基本計画の関連についてです。劇場法の中に、さらに「劇場、

音楽堂等の事業の活性化のための取り組みに関する指針」があり、その中に指定管理者

運用に関する事項があります。設置者が創造性及び企画性が劇場、音楽堂等の事業の質

に直結するという施設の特性に基づき、事業内容の充実、専門的人材の養成と確保、事

業の継続性の重要性を踏まえた方策を検討しなさいという表記があります。つまり、指

定管理者として私たち財団が指名を受けようとする場合には、この指針に基づいた提案

ができているか、すなわち、劇場法と市の基本計画に私たちの計画が、それを背景とし

て関連づけたものになっているかをアピールすることになっていくわけです。 

 次に、アートマネジメントについてです。芸術と市民のニーズを結びつける手段のこ

とをアートマネジメントと言い、企画制作能力だけではなく法務的なこともよく理解し

たバランスのとれた人材をアートマネジメント人材といいます。基本計画上の人材の育

成というのは、このことを意識したものです。 

 

 

（４）その他 

ア 理事選任について 

＜説明＞ 
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常廣総務課長補佐  任期満了に伴う理事の選任については、このたび可決、成立をしま

したので、同日、決議の省略の手続による第１回臨時理事会も成立し、公益財団法人へ

の移行後、第２期目の理事長以下の体制に関しても決定いたします。 

 

イ 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５時４５分に議長は閉会を宣言し、本

会の全てを終了した。 

 

 

 


