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平成２５年度第１回定時理事会 議事録 

 

１ 日時 平成２５年４月３０日（火）    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 議  事 

（１）審議事項 

第１号議案  平成２５年度第１回定時評議員会招集の件 

第２号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第３号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第４号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第５号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第６号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件   

第７号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第８号議案  平成２４年度事業報告の承認の件 

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年度決算の 

訂正の件 

第１０号議案 平成２４年度一般会計収支決算の承認の件 

第１１号議案 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）の承認の件   

（２）その他 
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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。 

（３）審議 

ア 【審議事項】第１号議案 定時評議員会招集の件 

＜結果＞ 

第１号議案 定時評議員会招集の件について、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２５年度第１回定時評議員会は、平成２５年５月１５日（水）、指定の時

間と会場で開催を予定しています。この評議員会での審議事項は、議事録署名人の件、

理事選出の件、平成２４年度決算承認の件、平成２３年度決算訂正の件があります。

また、報告事項としては、３月２５日に行われました平成２４年度第２回定時理事会、

本日実施の第１回定時理事会での議題及び審議事項として扱ったものを報告いたしま

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  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第３号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第４号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第５号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第６号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

第７号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

※ 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。理事が候補者本人である議案に関

しては、理事会運営規則第８条の規定により、その採決に関わらないこととした。 

＜結果＞ 

第２号議案  定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 原案のとおり、出席者全員

一致で可決した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐  理事の皆様の任期が平成２５年５月１５日開催予定の第１回定時

評議員会の終結をもちまして満了となります。つきましては、平成２４年１２月１７

日に開催されました第３回臨時理事会において、次期役員の体制は、現状を維持した

いということで承認、議決をいただいたところです。理由は、今年度が公益財団の認

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っています。

事業の中身に対する説明については、理事及び監事の皆様が聞き取りを受ける可能性

があるということが１点あります。また、調布市の監理団体の役員人事は調布市との

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承認を得ま

した。この第２から第７号の議案では、理事候補者名簿の提出についての審議をお願

いいたします。 

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

提出条件として書面表決の形による臨時理事会を行い、理事会の役員選定について理

事各位にお伺いすることとなります。 

 

 

ウ 【審議事項】第８号議案 平成２４年度事業報告の承認の件 

＜結果＞ 

第８号議案  平成２４年度事業報告の承認の件は、原案のとおり、出席者全員一致で承

認した。 

＜説明＞ 

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て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事業、独自事業、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
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基本計画の策定委員会においては、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年でございました。 

実施事業につきましては、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適用してまいりました。 

また、施設の管理運営につきましては、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、

施設利用者が安全で、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  文化会館たづくりに関する事業について、説明いたし

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」で

す。本年は、２０年に１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」は、１３９点の応募がありま

した。また、調布美術展歴代入賞者展では、歴代の金賞、銀賞作品の展示しました。 

 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。 
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 生涯学習事業につきまして、特徴的な事業をご説明いたします。生涯学習事業では、

「ちょうふ市民カレッジ」を前・後期合わせて５１講座を実施しました。当財団が実

施するカレッジ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」、「調布市民カレッジ展」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いて実施しました。 

 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

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、３万人を集めて事故もなく盛大に実施することができました。 

 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

と考えています。 

 毎年３月に実施している「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。 

岡野グリーンホール事業課長補佐  ホール事業係としましては、「バッハ・コレギウム 

・ジャパン」の公開リハーサル３回を含む全７１事業を実施しました。平成２４年度

の特筆すべき事業といたしましては、幼児期から舞台芸術に触れる機会を提供すると

いうことで、ジャズ公演では初めて０歳から入場できる「ＡＮＩＭＥ ｍｅｅｔｓ 

ＪＡＺＺ」、「はじめてのオペラ」では、公演前日にワークショップを行い、子どもた

ちが舞台上の大道具に自分たちで飾りつけをした状態で翌日の本番を迎えました。ま
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た、人形劇団プークによるバックステージツアーつきの「オズの魔法使い」といった

事業を行っています。 

 古典芸能のジャンルにつきましては、「調布寄席」や「松竹大歌舞伎」、「新・邦楽ユ

ニットＷＡＳＡＢＩコンサート」、こちらの新・邦楽ユニットの事業では、和楽器体験

ワークショップを併せて実施しました。日本の伝統芸能への興味の喚起を行っていま

す。 

 また、昨年度から引き続き「落語てならい」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を行いま

した。 

 施設管理運営につきましては、防災や震災時の対応に重きを置いて、職員及び受託

者で東日本大震災のときのことを振り返りながら、他のホール等の取組を交え、図上

訓練を行いました。災害発生時に尐しでもスムーズな対応ができるよう、取り組みま

した。 

 次に、グリーンホールの施設利用状況では、トータルとしては２３年度よりも７件

尐ない利用件数となっています。施設使用料金につきましても前年比２１万円弱の減

収となっています。 

 利用率が下がっている原因としては、２年度分の予約を俯瞰すると、市の施設予約

件数や、一般利用者の利用区分が細かくなっているなど、微妙な違いにより減になっ

ています。 

 利用料金の減収については、事前施設打合せの際に、舞台上で兹用できる備品など

があれば提案したことにより、収入が若干減っています。 

渡部施設管理係長  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

館において貸し施設利用者アンケートを前期、後期で２回実施しました。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、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、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たことにより、年間使用電力は平

成２３年度と同程度に抑え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
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きたと考えています。この数値につきましては、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きましては、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、消防署が主催する自衛消

防訓練審査会では１号消火栓の部でグリーンホール隊が２位、易操作の部ではたづく

り隊が４位となりました。 

 たづくりの入館者数ですが、２４年度については５万人増となりました。貸施設の

利用率についてほぼ前年並みであることから、そちらが大きな要因にはなっていない

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、商工まつりや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にな

ったこと、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

ら増になったことが考えられます。 

 入館者数については、数値に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

りを目指していきたいと思っています。 

 たづくり及びグリーンホールの利用率については、ほぼ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

プと利用料金収入のアップに努めていきたいと考えています。 

 

 

エ 【審議事項】第９号議案 平成２３年度決算の訂正の件 

＜結果＞ 

第９号議案  平成２３年度決算の訂正の件は、原案のとおり、出席者全員一致で承認し

た。 

＜説明＞ 

Ａ理事  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
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決算の訂正の件について、ご説明いたします。 

 昨年６月に東京都へ提出した平成２３年度決算書について東京都から、事業報告書

に添付した正味財産増減計算書内訳表に不備があり、収支相殺を満たせないとの指導

がありましたので、訂正を行うこととなりました。 

 内容については、現在収益事業に充当されていて本来公益目的事業に充てられるべ

き指定管理料や補助金を本来の形に戻します。 

本理事会で承認をいただいた後に、５月１５日に行われる評議員会で可決いただい

た後に、東京都への訂正の手続をいたします。 

 

 

オ 【審議事項】第１０号議案平成２４年度一般会計決算の承認の件 

＜結果＞ 

第１０号議案 平成２４年度一般会計決算の承認の件は、原案のとおり、出席者全員一

致で承認した。 

＜説明＞ 

Ａ理事  まず、事業活動の収入の部です。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、事業収入

 の中で予算額と決算額が大きいものについて説明いたします。 

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、助成金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用額となるため、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ことから、収入が尐なくなり

ます。自主事業収入の予算額と実績の差額は２,０６４万３,９３３円で、事業活動支

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

模となっています。 

 次に、事業活動支出です。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。内訳は、人件費につい

ては調布市における給与の条例の改正により支出額が減っていることと、昨年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。 
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 次の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。 

 次に、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めに計上していた市民活動支援費ですが、その申し込

みが尐なかったために執行残となっています。 

 次の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となりました。内訳につきましては、受託

事業収入である図書館の管理委託料が３万８，９９０円、指定管理料が 

１４８万１，７２６円、補助金が１３万５，４５３円で合計１６５万６，１６９円で

す。 

 正味財産計算書から始まります財務諸表については、事務局から説明いたします。 

土井総務課財務係長  財務諸表の正味財産増減計算書をごらんください。 

経常損益の部分につきましては、Ａ理事から説明があったものと内容がほぼ同様と

なりますので、省略いたします。 

経常外増減の部、今期は、経常外の損益は発生しておりませんので、こちらをゼロ

にしています。その結果、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。 

続いて正味財産増減計算書内訳表につきましては、２３年度から公益財団法人にな

りまして区分経理をいたしました。内容については、総括表と同じ扱いですので、ご

一読ください。 

続きまして、貸借対照表についてです。まず、資産の部です。流動資産合計が 

１億４，０５４万５，４１４円で、中ほどの固定資産合計は６億１，０１０万６７４

円となり、１行下の合計が７億５，０６４万６，０８８円となっています。昨年と比

較して金額が減っていますが、こちらは、リース資産の減価償却分が大きな要因とな

っています。  

次に、負債の部です。流動負債合計が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。 

次に、正味財産の部でございます。寄附金が昨年度まで５万円ありましたが、こち

らは寄附金を使用し当会館１階の展示室の備品を購入したため、正味財産合計が基本
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財産と同額の５億円となっています。また、一般正味財産の合計額が 

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。 

次に、貸借対照表内訳表です。こちらも先ほどの正味財産増減計算書の内訳表と同

じく区分経理をいたしました。後ほどご一読ください。 

次に、キャッシュ・フロー計算書をごらんください。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・フローは、６５４万４２７円

の増となっています。 

次に、投資活動のキャッシュ・フローは６万４，７８６円の増となっています。従

って、現金及び現金同等物の増減額は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、財産目録は、ご一読ください。 

また、数年前の理事会でチケットの売り上げ枚数の大体の規模を知りたいというこ

とでご要望をいただきましたので、昨年度から添付しています。こちらは各事業、各

券種の枚数と合計金額を出させていただいたものが載っていますので、ご一読くださ

い。 

続きまして、収支一覧です。各事業の事業規模がわかるような形になっていますの

で、後ほどご一読ください。 

議 長  本件に関しましては、去る４月２２日に決算監査を行いました。代表してＦ 

監事から、ご報告をお願いいたします。 

Ｆ監事  監査報告いたします。 

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。 
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  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。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事  現金、預貯金の管理は、これからどなたが行うのか、管理体制はどうなっ 

ているのか説明をお願いします。 

土井総務課財務係長  現金の管理は、財務係の職員並びに現金を扱っているグリーン

ホールの職員が毎日定時に現金の確認を行っています。月末時においては売上等も多

数入ってきますので、チェックを怠らず今後とも行っていきます。 

 預貯金は、銀行口座の管理を財務係で行い、総務課で、係長の管理と伝票のチェッ

ク等での管理職の総務課長並びに事務局長の管理で行っています。 

 また、銀行等の預金の登録印は、所定の位置に常備し、職員の目が届く場所に置い

て管理しています。 

 

 

カ 【審議事項】 第１１号議案 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の承認の件 

＜結果＞ 

第１１号議案、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団実施事業基本計画（平

成２５年度～平成３０年度）までの決定の件、原案のとおり出席者全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

Ａ理事  この事業に関する基本計画は、平成２４年度５月に策定しました当財団の基

本計画をもとに、実際に実施する計画事業についての背景や成果指標を明確に表現し

たものです。 

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
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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

２３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

明いたします。 
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 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。 

最後に成果指標についてです。計画の中で成果指標を新たに明示しているというこ

とは、先ほど触れたとおりです。その指標をどのような考え方でつくったのかを表に

記しています。それぞれ現状値、そして目標値、それが何から転用しているかという

ことを明記しています。これまでの財団の事業計画等では、個別事業における協議の

目標はありましたが、複数年の期間にわたる広い範囲、広義での指標が存在しており
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ませんでした。そこで、今後の基本計画では、実施事業の出発から着地点を明確なも

のとするために、成果指標というものを実施事業の進捗の度合いの分析に用います。

その結果を事業に迅速に反映し、市民ニーズに対応していくことになります。 

 この指標は、今回初めて作成したことから現時点のものとして記載しています。現

時点では、事業アンケートや市民ニーズ調査、調布市で行っています調布市民意識調

査などから数値を設定しています。こちらは２年後以降に、計画の見直しを行います

ので、その旨をご理解いただきながら、参照していただきたいと思います。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事  この計画は今年度スタートして２年後に改定するということを前提として 

つくってありますよね。成果指標が出ていますが、現状値から目標値が入っています。

これは５年後の指標なのですが、すべての項目が現状よりも大きくなっています。 

目標値が高くなっているということは、きっかけづけとか間口が広がって参加者や

関わる方が増えているというイメージですが、一方で人材育成は事業の進度によって、

具体的な人物の成長ないしはコミュニティの醸成が必要です。指標には表しにくい部

分があると思いますが、この辺は、２年後の改定のときに生かしていくということで

理解してよろしいでしょうか。 

例えば、アートマネジメントの能力というのは職員だけがもつものではないですよ

ね。市民の方々にも広く伝えていくものだと謳っています。この数値、具体的な人間

像というのは、２年後に作り、例えば２年間は間口を広げていろいろな方々と接して

会館ないしは事業に参加していただく。その後に進度によっていろいろな人たちを育

てていくとか、それはどうなのでしょうか。 

常廣総務課長補佐  まずは、この計画を２年置きに改定していくことについては、計

画書に記載してあるとおりです。そして、間口や参加者を広げることがある一方で、

人材に対する意識啓発については、もともとの２４年に策定した財団の基本計画に人

材の育成、意識啓発について記しています。例えば市民に対する意識啓発のために講

演を行っていくとか、そういったこともしながら事業にも反映させていきたいと考え

ていますので、具体的にどういう数値で示すかみたいなところは、今後マーケティン

グ活動などを通じて行っていくことになると思います。 

Ｃ理事  財団のもてる力を集中して人材育成を行っていくのだと思いますが、具体的
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な育成者というのを、絞って育成していかないと、コミュニティも芸術系のことも成

果としてあらわすのは難しいかと思うのです。ぜひ、２年後の改定をするときには、

そういった目標ができるような事業を２年間展開していただきたいというのが１つで

す。   

もう１点は、たづくりとグリーンホール、それぞれの施設のことなのです。施設の

安全性とか快適性というのは、利用される方にとっても重要なことだと思うのです。

職員の方々はそれをしっかり担保しようと頑張っています。それを利用者の方々が利

用されるわけですが、会館側から利用者の方々に、この施設が安全で快適だという指

標というか、努力というか、活動をしっかりみせていけるのかどうか、その辺はどう

でしょうか。 

渡部施設管理係長  安全性を具体的に数字などに示すことは難しいですが、法定点検

や保守点検などを含めてコンプライアンスをしっかり遵守しながら行っていく、その

あたりは報告書などには表記してあります。利用者に対してそういったところをプロ

モーションしていくことについて市民の方のご理解に努めていきたいと考えています。 

Ｃ理事  財団のレベルが上がれば上がるほど利用者の方々のレベルも上がってくると

思います。そのとき、安全とか快適とかという問題も含めて、利用者の方々に財団の

姿勢がしっかり伝わるような案内の仕方、広報をやっていただきたいです。ぜひこの

５か年の中で、いろいろなものを想定しながら、しっかりとみせていただきたいと思

います。 

 最後にもう一点、広報、マーケティング事業に今年度から力を入れていくとのこと

で、職員の方の配置について多尐不安がありましたが、財団全体としてこれに取り組

むという説明が前回ありました。あわせて、広報事業のあり方を、今までの財団報や

電子媒体や友の会のあり方から発展させていくというのがあるのですけれども、どの

ような絵を描き、どの位の期間で何をしていくのでしょうか。 

菅原広報・マーケティング係長  今私どもの部署が２人体制で、まず広報媒体として 

は財団報「ぱれっと」をメインに据えて、これを更に充実させていくというように考

 えています。 

現状では、財団の中身を伝えたり、市民の方と双方向の交流をする面と、事業にた

くさんの方に来てもらう、チケットの販売促進のための宣伝が今まで混在していて、

整理がついていないところがあります。 
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 単純には広報と宣伝が何に当たっているか、単なる宣伝ではなく広報のどういうと

ころに力を入れていくかの整理を考えています。 

 インターネットなどに関しては、今ホームページの運用をしておりまして、ツイッ

ターも昨年度試行的に始めて今年度４月からが正式にスタートしました。ほかにも、

事業においてはフェイスブックの活用などもありますが、今の体制の中で、取捨選択

をしていくというところも含めて作業を進めてまいりたいと考えています。 

Ｃ理事  的確な現状判断ができていると思うので、今、とても好感がもてるお話で 

 した。 

インターネットによる広報媒体のほか、財団報、友の会にしても、送った先ないし

は会員の方というようにターゲットがかなり限られています。ただ、ネットの場合は

不特定多数の方が見ていて、そこから情報を得ていると思いますが、不特定多数の方

々がどのような情報の触れ方をしているか、分析をこれからするのかどうか。 

私だったら、財団の事業に興味があるから財団のホームページを見ることもあるか

もしれませんが、興味がなかったら見ないという可能性があります。一方で、興味の

あるホームページは、それぞれ別々に見なくてはなりません。ところが市民としてみ

れば、やっているところは別でも、市で起こっているイベントはみんな一緒だと思っ

ているわけです。そういったものを総合的に、見せる「さがすみつかるシステム」な

どもあります。いろいろなところと連携すればもっと広がる可能性があるものについ

て、今後具体的に研究成果を出していくことが必要だと思うのですが、その辺はいか

がでしょうか。 

菅原広報・マーケティング係長  調布市内のフリーペーパーでかなり充実したものが 

隔月で発行されていて、最後のページにインフォメーション欄があります。ほかのペ

ージは飲食店の紹介や、美容院の紹介なども充実していて広告のページとして運用さ

れているようなのですが、後ろのインフォメーションのページは無料で掲載していた

だけます。 

 たづくりの展示室も定例的に載せていただいているほかには、仙川のギャラリーで

したり、いろいろな市内のギャラリーがあったり、あるいは、たづくりを会場とした

貸館での音楽会が載っているなど、かなり集約されています。 

 遊びに行きたい、お出かけしたいという方にとっては、誰がやっているかというよ

りは、いつ、どこで、どんな内容のものがあるのかが重要になり、紙の媒体では早く
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も実現されつつあります。この情報誌をフィルターとした情報が一定のスペースの中

で提示されているように感じています。時代がどんどん早く移り変わって、皆さんが

手元でいろいろな検索ができる中で、どのように進めていくのがよいのか、状況を見

据えつつ、進めていきたいと思います。 

Ｃ理事  職員が負担を背負い込むのではなくて、いろいろな方々と一緒に、広報もマ

ーケティングもできるような体制でいいと思うのです。仕事がとても進んでくると周

りがついていけなくなる場合もあると思うので、ぜひ広い気持ちで広報をやっていた

だきたいと思います。 

 もう１点、私は全ての事業にとって協働というテーマがとても大事だと思っていま

す。基本計画の６か年計画の中には、協働をうたってある事業とうたっていない事業

があると思うのです。全ての事業について協働の精神、あり方を忘れずにやっていた

だければと思います。これがなければ指定管理として、行政ではできない、または一

般企業ではできない、財団独自しかできない事業が発展するとは私は思えないので、

ここに書いていなくても協働のあり方、協働の精神というのを、ぜひ入れていただき

たいと思います。これは意見です。 

Ｄ理事  文化協会では財団と一緒に文化祭を実施しています。もう５８回という、半

世紀を超えた市民の文化祭です。財団と一緒にやっているわけですが、基本計画の中

に、３万７,０００何がしかの人たちが来るのに、３万９,０００人が目標だとか、そ

れから、高齢化が進んで高齢者が多いので若い人たちにと。今、Ｃ理事がおっしゃっ

たように、協働してやっているものはどんどん市民と話し合いの場を設けていけば、

もっと高いレベルの文言も出せると思うのです。去年の担当者に「平均は何歳ぐらい

ですか」と聞かれたことがあります。 

やはり半世紀を超えたようなものにきちっと目を向けていかないと。市民の意見を

もう尐し聞く、協働してやっているものはもっと生かすという方向で作ってほしいと

思います。 

 それから、「ぱれっと」に文化祭の参加団体の募集記事が、いち早く出ました。そう

したら、多くの問合せが来ました。いかに多くの人がみているか。今はあれでも十分

だという人もいますしね。進化させてもっと立派なものになると思いますが、今のも

のも十分であることも頭に置いて進めていただけたらと思います。私は「ぱれっと」

は、すごくいいと思っています。 
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常廣総務課長補佐  今ご指摘いただきました内容などについては、今後レイアウト、

文言等の多尐の調整を図った上で、最終的に理事長のご判断をいただきながら修正も

していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

Ｇ理事  基本計画は、今後６年間の展望をまとめたものですが、これまでと違って、

財団とたづくり、グリーンホール、それぞれのミッションがしっかりと打ち出されて

いますし、課題認識もされています。さらに、目標値も設定されているということも

あり、目指すべきものは何かがわかりやすくなっていますので、全体的によくまとま

っているのではないでしょうか。ただ、これから職員が事業を実施していくに当たり

ましては、これまでどおりの事業であったとしても、従来どおりとか、これまでの事

業の継続という意識は捨てていただいて、事業の意味とか計画の意図するところを十

分酌み取り、それぞれ事業に取り組んでいっていただきたいと思います。   

財団として目指すべき目標、ミッションが明確になっていますので、これまでの事

業にど工夫、アイディアを取り入れ、事業効果を高めていくかが大事なことになりま

すし、求められていくと思っています。また、目標達成に当たり、新しい事業を生み

出すことも必要になってくると思っていますので、ぜひ基本計画をしっかり読み込ん

で、単なる絵に描いた餅にならないように、積極的に生かしていっていただきたいと

思います。 

３点ほど確認いたします。１点目は、美術振興事業の現状と課題の１つ目、「市内に

は民間の貸しギャラリーが幾つか点在し、広く市民の美術鑑賞の機会に貢献していま

すが、公的な普及の取り組みのさらなる支援が必要です」という表現をしていますが、

調布市全体の文化向上を図るとか、市民が自分の地域で身近に芸術・文化に触れるこ

とができる場所という意味で民間ギャラリーと共存していくというのは、双方にとっ

てメリットがあることで、非常にいいことだと思っているのです。協働という言葉が

出ていますが、協力し合って普及を目指していくとか、そういったことが現在調布市

の中に求められているといった形で表現できないかと考えています。 

  それから、人材育成です。職員のアートマネジメントの力を強化したり、あるいは

専門性の開発をしていくことが必要だというのは十分わかりますが、アートマネジメ

ント力の育成、意識啓発などを市民を対象に行っていくということです。この市民の

人材育成という言い方、ちょっとなじみがない部分があるのかなと思っていまして、

計画の方向というところで、なぜ市民を人材育成の対象に捉えるのかを若干触れても
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らったらいいかなと思っています。 

また、芸術・文化、コミュニティの振興という観点から市民を対象に行いますと書

いてあるのですが、芸術・文化の振興であればコミュニティの振興にとって市民の力

が必要だといったことも打ち出してもいいのかなと思いましたので、その辺、もし検

討ができるのであればお願いします。 

  また、成果指標の現状値の捉え方、表現の仕方ですが、根拠として引用している市

民意識調査であるとかニーズ調査の内容とは意味合いが若干異なる表現になっている

ものもあるかなと思っています。指標にするには若干無理がある、あるいは誤解を招

きやすい部分も若干感じられるところがあります。２年後に見直しするということな

のですが、もう一度、その辺を研究、検討していただければと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

Ａ理事  理事の皆さんからいろいろご意見をいただきましたので、全体的にもう一度 

確認し、適用できる部分は適用し、理事長の決裁に一任する形でお願いいたします。 

Ｂ理事  地域コミュニティの活性化事業の現状と課題というところで「地域コミュニ 

ティ活動への参加者の減尐、組織の担い手の高年齢化や固定化など、コミュニティ意

識の」云々とあります。以前もお話をしたと思いますが、ふるさと祭りから始まって、

よさこい祭り、ちょうど１０年になろうとしているところだと思います。もう１０年、

よさこい祭りを行い、ある程度の方々、固定的な方がご参加していただいて、ここ数

年でせっかく調布のまちが変わる中で、今旧甲州街道で行っていますが、今後駅前広

場等も大きく変わると思います。そこはまだ進んでいないところだと思いますが、６

か年計画でありますので、交流祭りの進化というか、市民祭りをもう一度考えていた

だけるようなものを、ちょっと盛り込んでいただけたらよかったのかなと思います。

意見でございます。 

中島コミュニティ振興係長  地域コミュニティ活性化を推進するためのツールとして 

よさこい踊りを採用しています。 

現在は、調布駅周辺の夏のよさこい祭りが一大イベントという形で行われています

が、本来は、よさこいを通じて地域を活性化することは、夏でなく通年行うものだと

私どもは考えています。そのため、地域での各イベントに出前よさこいといって派遣

をする、そのほか地域の皆さん対象に、踊っていくために指導者を派遣するなど、市

内全域での踊りの普及を通して地域コミュニティの活性化に寄与したいと考えていま
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す。 

Ｄ理事  よさこいの実行委員会では、どういう意見が出るのですか。私が聞く範囲 

では、楽しいと思うのですが、あれは誰が入れるのと。夏の暑い中での運営など、ど

 のような意見が出ているのでしょうか。 

中島コミュニティ振興係長  よさこいの実行委員会につきましては、踊りの部会と地

域の部会があります。今お話をいただいたほうは踊りの部会だと思いますが、現在の

ところ、調布よさこいのイベントに関しては、基本的にチームごとでの参加という形

があり、個人の方などが簡単に参加できるような状況がないと感じています。個人の

方に参加していただきやすい環境をつくることが今後の課題だと思います。 

  

（４）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。 

 


