
 

 

- 1 - 

平成２５年度第２回定時理事会 議事録 

 

１ 日時 平成２６年３月２９日（土）    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６階 ６０１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 ５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 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 

ア 第１２号議案 平成２５年度第１号補正予算の承認の件 

イ 第１３号議案 平成２６年度事業計画の承認の件 

ウ 第１４号議案 平成２６年度収支予算の承認の件 

エ 第１５号議案 平成２６年４月１日付け人事異動の件 

（２）報告事項 

ア 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

（３）その他 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

Ｅ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１２号議案 平成２５年度第１号補正予算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 



 

 

- 2 - 

＜説明＞ 

Ｅ理事   

補正の内容は２点です。１点目は、電気料金の値上げに伴い調布市文化会館た

づくりの指定管理料収入８６５万円の増額補正をし、たづくり施設管理運営事業

費の光熱水費支出を増額するものです。２点目は、たづくり館内職員及び委託業

者にＰＨＳ携帯電話を配付し、移動時及び緊急時の体制整備を図るためのリース

契約の補正です。 

土井財務係長   

補正額の総額については、１,５８２万 １,０００円です。電気料金の引き上    

げに関するものが８６５万円、館内ＰＨＳのリースの取得にかかる取引の件が約    

７１７万１,０００円の補正です。リース資産取得支出というものがあります。 

現金の出入りは今期においては伴いませんが、リース資産取得支出にかかる金

額として７１７万１，０００円であり、これに充てる収入が同額となり、リース

資産を計上するような形をとるために、ここに補正額を入れています。また、こ

のリース資産取得のために、リース負債が発生しています。このリース負債に充

てるための費用は、リース期間に従い月額で払っていくものです。金額について

は、財務活動支出のところ、長期借入金返済支出で４７万 ５,０００円を、事業

活動支出のたづくり施設管理運営事業費支出から補正しています。 

Ｃ理事   

館内ＰＨＳの関係なのですが、具体的な活用について教えてください。 

渡部施設管理係長   

受託職員も含めて活用しています。財団の職員では、施設管理係が常に所持し

ており、非常時にはさらに５台が使えるように準備しています。受託職員につい

ても、館内各所で作業している状況の中では、万が一の体制も含めて通常の業務

の中でも活用し、有効利用できていると考えています。緊急時用に導入していま

すが、通常の業務においても活用できるものとして有効に使っています。 

Ｅ理事   

緊急時に使えるというのが最大の利点ですが、日常においても、巡回警備や清

掃、その他対応があるため、定置場にいる受託者は少ないのです。そこで、何か
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あったとき一斉に呼び出すなど、いろいろな機能がついています。やはり３.１

１以降必要性を強く感じており、ようやく手に入りました。 

Ｆ監事   

リース債務発生による収入についてお聞きします。リース資産を購入し、収入

と支出が同時に発生することについて、わかりやすく説明してもらえますか。 

土井財務係長   

リース取引の会計処理は、リース支払総額が３００万円未満ですと月額の支払

額を費用処理することがリースの考え方です。ただし、リース支出総額が３００

万円を超えると、リース資産を資産計上をするという会計ルールがあります。資

産計上における会計処理としては、例えば７００万余りを借入し、一度収入とし

てから、物品を購入するイメージです。それをローンで支払うイメージが最もわ

かりやすいのではないでしょうか。 

Ｆ監事   

土井係長が言いたかったことは、今回のリース資産の計上取引を賃貸借取引と

して賃借料を支払いという取引ではなく、リース会社から７００万借りて、その

借りた７００万でＰＨＳを買ったという資産の購入取引として会計処理を行うこ

となのです。この７００万借りたという事実を、リース債務発生による収入とし

て処理し、収支計算書上は収入と見なします。一方ＰＨＳを買った７００万はリ

ース資産取得支出というような表現になります。 

Ｄ理事   

リース料というのはどうなのですか。 

Ｆ監事   

リース物件を借りる人にとっては毎月払うリース料は見かけ上、リース物件を

「借りていることに対して支払うお金」として映りますが、これをリース会計基

準では、先ほどお話ししたように７００万円を借りてＰＨＳを購入し、毎月の返

済額をリース料という名目でリース会社に支払う、ということにして会計処理を

行います。ただし、７００万円のお金を借りて、そのお金は直接ＰＨＳを納入し

た会社にリース会社から支払われるので、借りた７００万円は行って来いとなり、

手元のお金は一切動いていません。 
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イ 【審議事項】第１３号議案、平成２６年度事業計画の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞  

Ｅ理事   

前回１２月に行われました第３回臨時理事会におきまして、本事業計画案につ

いてご審議をいただき、内容についてはおおむね異議のないこととして可決をい

ただいたところでございます。その後、改めて内容の検証を行い、お手元の資料

のとおり提案させていただくものです。 

常廣総務課長補佐 

１２月に行われました第３回臨時理事会において内容について審議をいただい

ています。事業の実際の実施案については大きく変更はありませんが、計画書自

体の構成について次のとおり変更させていただいています。 

     この計画書は、今後、市議会や市民の皆様にご覧いただき、趣旨を知っていた

だくものであるということを意識しまして、構成を見直しています。従来の事業

計画書は、財団の事務局の目線で作成して、事業の整理を行い、計画書にしてい

ましたが、第三者が一読しても全容がわかるものに再編成を行っています。 

冒頭の基本方針では、実施する事業の特徴的な点について掲げています。また、 

施設の管理運営の件と人材育成の件といった要点も記載し、最初の１ページで平

成２６年度の事業の特徴を理解してもらえるような形にしています。続いて、平

成２６年度の重点事業について掲出し、その後に事務的な事業の区分けに対する

詳細を触れるという形をとりました。 

人材育成のところでは、研修の内容も記載したほか、人材育成から組織力の向

上につなげるという意図を記載しました。実施事業の内容については、従来、た

づくりの事業、そしてグリーンホールの事業、独自事業といった、それぞれの性

格をもった事業が混在していた状況がありました。これをまず、最初に財団とし

ての独自事業及び市との共催事業を、次に、たづくりで行う指定管理事業、そし

て、グリーンホールで行う指定管理事業というように区分けしたうえで予算の考

え方とも統一されるよう、整理を行いました。 
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Ｄ理事   

指定管理事業は、当財団が指定管理者として実施する事業であり、独自事業と

いうのは財団が独自で実施する事業だと思いますが、指定管理事業というのはど

のように捉えたらよろしいのでしょうか。 

常廣総務課長補佐 

指定管理事業については、たづくりとグリーンホールを会場に、こういう事業

を実施するようにという指定が調布市からあったものです。それに対し、実際に

実施する事業について作成したものの平成２６年度分がこの計画になります。 

Ｃ理事   

平成２６年度は第３期の指定管理者としての初年度に当たります。今後５年間

を視野に運営に取り組んでいかなければなりません。事業の充実はもちろん、施

設の安定した運営も重要になってきます。 

そのような中、地球温暖化への対策ということを考えたときに、たづくりもグ

リーンホールも大規模な施設ゆえに、厳しい対応が求められます。具体的なとこ

ろで、温室効果ガスの削減もたづくり、グリーンホールも取り組んでおり、事業

計画の中に、８パーセントの削減目標達成を明確に記載しています。現段階にお

ける状況について教えてください。 

渡部施設管理係長   

温室効果ガスについては、東京都環境確保条例というものがあります。 

平成２２年度から平成２６年度で第１計画期間、平成２７年度から３１年度ま

でで第２計画期間となっています。その第１計画期間が平成２６年度までという

ことで、８パーセントの削減が目標となりますが、平成２２年度比でたづくりで

は約１０パーセント、グリーンホールでは約１６パーセント、平成２４年度末の

段階で削減することができています。平成２５年度につきましては、猛暑、大雪

がありました。特定温室効果ガスの発生の原因は電力になるわけですが、たづく

り、グリーンホールともに、ほとんどが電力で賄っているところでいえば、平成

２４年度と平成２５年度はおおむね同じ削減率でした。平成２６年度においても、

電気使用制限等はここのところ出てはいませんが、平成２３年度に行った電気使

用制限と同様の対応を行い、引き続き削減をしていきたいと考えています。 

第１計画期は、たづくりにおける削減を中心に達成が可能と考えています。 
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    Ｃ理事   

わかりました。今後、削減目標がさらに厳しくなっていくということも考えら

れます。そういったときには新しい設備投資なども場合によっては必要となるか

もしれません。その辺は何か考えているところはありますか。 

渡部施設管理係長   

ソフトの面でできる削減については、開館以来、実施してきており、震災以降

はさらに市民の理解が得られてきたと感じています。第２計画期については１７

パーセントの削減目標があります。現状のままでは達成がなかなか難しいと考え

ています。削減方法としては高効率の機器の導入が最も効果的であり、機器の導

入に関する提案は調布市に行っているところです。 

Ｃ理事   

当然、財源の問題が出てくると思います。ぜひこれからも調布市ときめ細かな

情報交換をして、方策を探ってもらいたいと思います。 

Ｅ理事   

広報・マーケティングは、発足から１年が経過し、成果と来年に対する意気込

み。コミュニティ振興係では、市内アウトリーチの新たな戦略。たづくり事業と 

グリーンホール事業につきましては、特徴的な事業と今後の考え方などについて、 

一言ずつお願いいたします。 

菅原広報・マーケティング係長   

今年度、新たに広報・マーケティングという係ができ、事業に関する情報発信 

などを、一括するようにしました。また、調布市の広報課とも連携を深めた結果、 

いろいろなメディアにより一層取り上げていただけるようになったと自負してい

ます。 

マーケティングについては、事業ごとのアンケートの分析について、クロス集

計などの新たな集計手法を使って、より一層事業の改善に役立つようなデータを

得られるようにということで進めているところです。次年度は、３年に１度ずつ

実施している市民意識ニーズ調査の実施年に当たっていますので、利用者の意見

ともう１つ、利用していない方のご意見を伺うという両方に力を入れて進めてま

いります。 

中島コミュニティ振興係長   
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コミュニティ振興係担当の市内アウトリーチ事業についてご説明いたします。

市内アウトリーチ事業、出張ステージでは、平成２５年度は１５本の事業を行い

ました。平成２６年度におきましても、「どこで」「何を」「どのように」、こ 

の３点を充実させていきたいと思います。「どこで」ということにつきましては、 

これまで未実施の会場を探していきたいということ。これまでは、市内の地域福

祉センターを中心とした市の公共施設が多かったのですが、できるだけ地域の方

に足を運んでいただけるような会場を開拓していきたいと思っています。「何

を」については、ニーズの高い音楽、落語に加え、財団の事業を知っていただく

観点から、平成２５年度から「活弁士、活弁つきの無声映画」を実施しました。

天候的条件があり、集客は厳しかったのですけれども、お客様の反応が非常によ

かったことから、平成２６年度も３月に行われる予定の映画祭に向けてのアウト

リーチ活動として重点的に行いたいと思います。あわせて、たづくり事業課、グ

リーンホール事業課の各種事業と連携したアウトリーチも行っていきたいと思っ

ています。「どのように」ということについては、従前のアウトリーチ事業、出

張ステージにつきましては、私どもの担当部署が実施するだけで終始する場合が

多かったのに対し、平成２５年度、平成２６年度と地域の方との連携を考えてい

ます。自治会、地区協議会のほか、近隣大学、などとの連携がうまくいきつつあ

りますので、重点的に拡充していきたいと考えています。 

藤堂たづくり事業係長   

たづくり事業課の関連では、展示室での新しい事業は若い世代ということと、

今まで展示室でできなかった立体的な作品、それから調布の地域を色濃く打ち出

せるものということで、調布の地域から出る廃材を利用して若い方に作品をつく

っていただくという事業を展開します。平成２５年度は、実際に廃材を集めて、

展示するというところまでは実施していますので、こちらを実際に作品にしてい

くということを平成２６年度実施していきたいと思っています。また、たづくり

事業課では公演事業から講座事業からいろいろな事業を実施しており、それらを

うまくつなげていけるような事業展開をしたいと考えています。また、ほかの課

とも連携していきたいと考え、例えば、講座の中で映画のまち調布をアピールで

きるように、映画関連の講座についても力を入れています。平成２６年度に予定

しているものの中には、声優体験の講座があります。こちらはキンダー・フィル
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ム・フェスティバルのときに、最終回発表ができるような形にしたいと考えてい

ます。 

このほか、調布市民歌舞伎と連携した歌舞伎の講座の実施、落語事業は、まず

子ども向けの落語講座を実施した後に、コミュニケーション課と連動して出前寄

席に行く。さらに公演につなげていくというような形で連携することも考えてい

ます。子ども向けの事業についても各ジャンルに入れるようにしています。 

岡野グリーンホール事業課長補佐   

グリーンホールでは、市民だけではなくて広く対象を捉えて、多くの人に観て

いただきたいと考えています。２５年度、試行的に始めたのが、ケラケラ体験シ

ートです。通常の料金よりも安く設定したチケットや市民に対するサービスにつ

いても少しずつ増やしていきたいと考えています。 

また、桐朋学園大学と協定を結びましたので、力を入れて取り組んでいきたい

と考えています。具体的には、演奏会に人が来てよかったということのみではな

く、桐朋学園という大学があって、そこのオーケストラなのだという部分につい

てもあわせてＰＲできるような形でいければと考えています。 

Ｅ理事   

ありがとうございました。事務局の心強い事業に関する意思は感じ取れました

ので、期待しています。 

Ｃ理事   

震災への対応についてです。指定管理者として新たにスタートするということ

ですし、指定管理者としての責任を果たすという意味から、施設の安全管理、あ

るいは防災、そういったものに万全を期すというのは非常に重要なことです。万

が一、震災が起きたときに対応を図るのは、受託者の方も当然なのですが、職員

ということになります。自宅にいるときに震災が起きるということも十分考えら

れる中で、大事なこととして個々の職員の安否確認があります。安否確認システ

ムについての考え方などを教えてください。 

常廣総務課長補佐   

東日本大震災を教訓とし、財団では、事業継続計画を作成しているなかで、安

否確認システムの導入について記載しています。まず、非常時の連絡体制として

は、緊急管理体制の連絡網などは作成しているものの、大規模な災害が発生した
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場合には、通信の混雑等により円滑な連絡がとれなくなります。この状況を解決

するために、安否確認システムの導入を進めています。 

このシステムは、まず災害発生時には全職員に対して一斉にメール送信が行わ

れ、また各職員から、安否状況や出動の可否を携帯電話などのモバイルツールで

返すことができるというシステムです。これは公の通信網を使わずに、システム

をつかさどっているセンターを経由してやりとりをすることになります。それに

よって、初動体制を速やかに確立することが可能になるというものです。 

Ｄ理事   

財団の認知度の向上について、これだけ財団が長く活動をしているなかで、財

団というのがまだ知れていないのか、それとも内容が知れていないのか、皆さん

はどれが理想だとお思いになるのか。これだけ一生懸命やっていらっしゃるのに、

もっと認知してほしいとはどういうことなのかということを、具体的に教えてく

ださい。 

徳永コミュニケーション課長   

財団の認知度向上ということで、これまでアンケート調査などにおきましても、 

たづくり、グリーンホールを知っていらっしゃる市民の方々は非常に多くいらっ

しゃいます。しかしながら、文化・コミュニティ振興財団という名前、財団が行 

う事業となりますと、認知度はこれまで非常に低かったという部分がありました。 

そのため、平成２５年度からの財団基本計画において、財団認知度を向上させ

ていく旨をうたっております。 

平成２５年度は、市内各地で行ったアウトリーチ事業において、名前を出すた

めにのぼり旗の掲出や、着るものの工夫、事業の際にはインタビューボードを設

置するなどしてＰＲに努めています。 

Ｄ理事   

これだけのことをやっていらっしゃるのですから、私も一理事として、一市民

として、いいなと思ったものは、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財

団というところがやっていると説明しています。 
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Ｃ理事   

事業計画の作り方については、本当に努力をされてきていると思っています。

実際、基本方針の中で平成２６年度に取り組んでいくことが明確に記してあると

いうことは本当によいことだと思います。 

この事業計画も財団の基本計画に沿ったものであるということですので、冒頭

に、基本計画を意識した記述を加えたほうがよいと思います。加えて、特徴など

についても精査をされてはいかがでしょう。 

さらに、自主財源の確保についての記述については、今後、力を入れていかな

ければならないことから、いま少し意識を強めた表現に改めていただくよう、検

討をお願いいたします。 

常廣総務課長補佐   

Ｃ理事からのご助言をもとに文言の整理を行い、改めて理事長に確認させてい

ただきたいと考えています。 

Ｄ理事   

「ぱれっと」が戸別に配付されています。これはすごく好評で、非常に大事に

読まれているということを感じています。それは、カラー刷りで、とても見やす

いということがあると思うのです。市民の方が、半年以上前のものが保管されて

いたりして、ここまでとっておいてくれたのだと、嬉しくなります。とても評判

がいいということをお伝えしておきます。 

エ 【審議事項】第１４号議案、平成２６年度収支予算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞  

Ｅ理事   

平成２６年度は、６か年基本計画の２年目に当たり、また、平成２６年度から

平成３０年度までの新たな指定管理の初年度でもあります。そのようななか、厳

しい財政状況下の中で、事業規模を維持しながら、可能な限り支出を圧縮し作成

いたしました。予算規模は１３億 ４,１９０万円余で、前年度に比べ４３８万円

の増です。 
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土井財務係長   

収入の部です。基本財産利息収入は、平成２５年度中に今まで保有していた債

券が全て満期を迎え、現状の状況に鑑み、運用方法を検討した結果、従前までは

５年間の期間で運用していたものの、景気も上向いているというような報道もあ

りますが、債券市場は景気がいいような状況ではありませんでした。ここで運用

の周期、期間を見直し、長いもので２０年、中間のもので１５年、そして一番短

いものは１０年で運用することとし、約５０８万５，０００円の収入、予算を組

むことができました。また、その期間での景気の動向もチェックしながら、中長

期的に見直しを図れるように、１５年、１０年というような債券を保有すること

としています。 

次に、事業収入です。自主事業収入は、コンサートやイベント等のチケット収

入、また市民カレッジ、講座等の受講料収入が充てられるものです。事業規模と

本数を精査した結果、約９００万円の減となっています。 

指定管理料収入は、前年度と比較して約１，１００万円の減となっています。

こちらは、予算を組む際に、平成２６年４月１日から消費税が増税になっていま

す。その増分を見込んだ分と、支出を圧縮するという考え方から、支出を抑えた 

形とし、約１，１００万円の減としています。財団運営にかかる一般事務費など 

を補助金のほうに移した結果、減となっています。 

次に、補助金の収入になります。補助金の収入は、 約２，３００万円の増で 

す。一般事務費の費用を補助金にもってきていることによります。 

続きまして、支出の部です。事業人件費につきましては、６７万 ５,０００円

の増、同じような規模で推移しています。コミュニケーション事業費は、前年度

と同額程度での推移です。たづくり事業費は、事業の規模と本数を精査し、  

４８３万円の減としました。グリーンホール事業費もたづくり事業費と同じ考え

方により、約２００万円の減としました。施設管理運営事業費は、消費増税にか

かる部分が大きく、また、可能な限りの支出削減を見込んだことにより、たづく

りのほうは約１,５３０万円の増、グリーンホールは約３２０万円の増です。 

投資活動収入の部です。事業積立資産取崩収入は、景気の厳しさから、市の指

定管理料、補助金ともに減っている状況にあります。その中で事業の規模を維持

するために財団で保有する事業積立預金を取り崩すものです。平成２６年度につ
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いては、１，３６３万２，０００円を予定しています。こちらは、当該年度の中

で取り崩す金額が少なくなるよう努力していきます。 

財務活動収支の部は、リースの関係の費用で前年度比で約１,０００万円減っ

ています。平成２５、２６年度において返済が完了するものが何点かあることか

ら、返済にかかる費用が １,０５０万円ほど減っています。 

また、平成２３年度から公益財団法人に移行するに当たり、区分経理を正味財

産増減計算書をベースにした予算書を作成することが義務づけられています。 

最後に、平成２５年度から新基本計画に合わせて、従前の予算科目の体系から

今現在の形に整理いたしました。これによって事業計画や報告書等を作成する際

に、事業計画上の事業、課、予算配分が一目瞭然となり、事務の軽減をかなり図

ることができています。 

Ｃ理事   

平成２６年度は、指定管理者の初年度であるなか、予算の特徴はどこにあるの

でしょうか。限られた予算ですので、重点配分があってもいいと思っています。

全体を見渡す中で平成２６年度予算の特徴的なところを幾つか教えてください。 

土井財務係長   

全体を通して、基本的には圧縮傾向にありますが、個別の事業では、調布音楽

祭、調布映画祭、調布よさこいなど、市民が集うような催し物については予算を

増額しています。また、出張ステージなど、事業のノウハウが蓄積できているも

のなど、予算自体は精査しつつも、内容を厚くする工夫もなされており、重点と

しては市民の集うところについて金額を増額しているという見方が財政上は見え

る形になっています。 

Ｆ監事   

基本財産の利息収入の説明で、運用が２０年、１５年、１０年の長期国債で回

すことについてです。長期になるほど金利は高くなり有利になります。しかし、

景気が上向いて市場の金利が上がってくるときに、国債の値下がりのリスクが当

然出てくるおそれがあります。長期で投資するからにはその辺の市場金利上昇の

見込みをどのように考えているのでしょうか。 

土井財務係長   
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リスクを念頭に置きながら、また、市からの拠出金が減っている状況にありま

す。最初は長期のリスクをかなり重くみていたので、なるべく短いものというこ

とで探していましたが、市の財政状況が厳しく、今回、指定管理のプレゼンテー

ションの中でも自己財源の確保を強くうたっているところから、利率を稼ぐ方向

で、現状で年利１．１パーセント位で運用できるようにし、２０年、１５年、 

１０年という形で運用することといたしました。 

利益を重視する場合、全て２０年物に投資すれば、単年度の利息収入はさらに

大きくなりますが、この先、景気が上がる場合のリスクもあることから、現状で

２０年、１５年、１０年という形にさせていただいています。 

Ｆ監事  

現状で金利が低い物件しかないことはよく理解しています。また、１パーセン

トを切るという現状もあることから、苦労はよくわかりますが、１０年以上の長

期の国債を買った時に、将来において市場金利が上がってくると、今度はそのと

きに得るべき利益を逸失してしまうというリスクに対して、どう対処するのでし

ょうか。国債が値下がりしてしまったら、現在の財団の会計上、評価損を注記し

ます。満期までその国債を保有する限りにおいては評価損を注記するだけで済み

ますが、金利のいい国債に乗り換えるために５億のうち１億を満期前に売って含

み損をクリアするとします。すると会計上、残りの４億の国債について含み損を

評価損として予算外で処理する会計処理に変更しなければなりません。結果とし

て、正味財産増減計算書にそれが出てきます。保有しているだけで評価損が増減

していくので、責任問題として、収入予算が少なくなったことよりも、評価損の

変動を意識する必要があります。 

土井財務係長 

現状の方針では満期保有となっています。この検討をする際、今後、長い目で

みたときの景気動向の予想がつかない部分がありました。現状では満期保有の方

針は変えることはないと考えています。 

神戸総務課長   

債券につきまして、今回、利息収入について合計５００万ぐらいを１つの目安

として、それが確保できる債券を購入したというところがあります。ただ、長期

保有に対してのリスクは当然ありますが、満期保有を前提とした運用を第一と、
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基本財産そのものの５億円は確保していくといった方針ということでご理解いた

だければと思います。 

Ｇ監事   

１０年を超えて１５年と２０年の国債を買うというのは相当リスクが高いと思

うので、熟考していただきたいと思います。将来の世代に対してリスクを先延ば

しするというか、売却すればそこから先は時価評価ということで、会計上もかな

りリスクが高まり、かつ満期前の売却は会計方針の変更を伴うことになります。 

神戸総務課長   

基本財産の運用は、今後検討課題になってくるということは、改めて受けとめ

させていただきます。現状のものに関しての保有につきましては、満期まで保有

していくということで、現状では進めさせていただきたいと思います。 

オ 【審議事項】第１５号議案 平成２６年４月１日付人事異動の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞  

Ｅ理事   

今回の異動は、新人職員の育成及び平成２５年４年１日の組織改正から１年と

いうことを配慮し、最小限に抑え、事業継続の安定を見据えたものとなっていま

す。 

（３）報告事項 

ア 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

Ａ理事  

次期指定管理者決定までの取組につきましては、上半期から引き続き、次期指

定管理者選定に関する対応業務を行い、１月３１日には調布市との基本協定を締

結することができました。選定委員会において財団から委員会に対して行った１

時間に渡るプレゼンテーションは、中核を担う係長以上の固有職員が中心となっ

て行い、財団職員の一体感が浮彫となる内容であったと報告を受けています。ま

た、委員からは多くの質問が寄せられ、関心と期待の高さが伺えるものとなった

ようであります。次年度からの第三期指定管理期間においても、調布市、そして
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調布市民からの期待に応えるべく、基本計画やミッションに基づきながら、心の

こもった事業と施設の運営に当たっていってもらいたいと考えています。 

次に、市民サービスの向上への取組につきましては、年末年始にかけて市が実

施した施設予約システム及びチケット管理システムの入替に際しては、財団職員

もデータ確認や関連機器の更新作業にあたったところであります。これらのシス

テムは文化会館たづくり、グリーンホールの運営の根幹のひとつといえるもので

あり、かねてから市民要望として寄せられていた施設予約手続の利便性向上、イ

ンターネットによるチケット購入手続の導入などが実現する運びとなり、更なる

市民へのサービスの向上につながっていくものと考えています。 

導入から３か月が経過しようとしていますが、市民からの問合せについては、

懇切丁寧な対応を心がけ、利用者の満足度向上につなげていってもらいたいと思

います。 

その他としましては、当財団では、４月からは３名の新たな人材を迎え入れよ

うとしているところでもあります。事務局においても、新風が取り込まれること

に期待を抱く職員が少なくないのではないだろうかと考えています。 

この機会に改めて公益財団法人の職員としての自覚を確認していただくととも

に、新入職員の十分な育成に当たっていただきたいと所望いたします。 

Ｂ理事 

市の財政援助団体を対象とする監査が１月から２月にかけて調布市監査委員に

より行われました。３月２８日付けで結果報告があり、一部内容について課題が

与えられたものの、財務に関する諸業務の状況については大きな問題はなく良好

との報告を受けています。 

現在、当財団は、事業等の予算において、指定管理料や調布市からの補助金と

いった諸財源の区分整理や公益法人会計基準に準じた実務を併せて行っており、

その執行監理は繁雑にならざるを得ないところでありますが、そのようななかで

問題なく実務が行われているという評価が得られたことに対しましては、安堵を

覚えるとともに、事務局の日々の適正な業務執行に改めて感謝を申しあげます。 

次に、災害対応については、今年の冬は、雪害という言葉が用いられるほどの

記録的な大雪に見舞われ、市民の暮らしにも大きな影響があったなかで、文化会

館たづくりとグリーンホールは、無事に開館し、予定していた事業等も中止され
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ることなく行われました。この背景には、来館者の安全確保のために職員が早朝

からの除雪作業に尽力したことがあります。職員一人ひとりが来館者の安全確保

を意識することは大切なことであり、引き続きそのような意識を持ち続けていた

だきますよう、お願いいたします。 

また、災害対策面では、２月に実施した文化会館たづくりの防災訓練は、財団

職員、各受託業者が一堂に会し、災害対応における講義や机上訓練といった内容

としたことは、マニュアルを追うだけではなく、不測の事態への対応について熟

考する機会となったと思われます。地震や火災だけではなく、予期せぬ異常気象

やライフラインの停止など、災害発生の際は直ちに管理体制がとれるよう、日頃

からシステムの構築などにあたっていただくよう、お願いいたします。 

最後に、下半期においては、次年度の収支予算も見えてくる中、市税の減収傾

向による市政経営の厳しさを受け、その調整に難航したものと思われます。今後

は寄附金や各種助成金を獲得する「ファンドレイジング」に積極的に取り組む必

要があることから、スキル習得はもちろんのこと、寄附金の獲得については、広

報媒体によるＰＲなどを効果的に扱うことにより、市民における制度自体の認知

度を高めていってもらいたいと思います。 

なお、４月１日からの消費税率が変更となるが、その前後の出納処理等につい

ては、特に確実な業務執行をお願いいたします。 

Ｃ理事   

下半期も予定した事業については全般的に順調に推移して実施されました。今

回新しく取り組んだ事業、また新たな企画を盛り込んだ事業も含めまして、私か

ら改めて報告いたします。 

まずに、アウトリーチ事業についてです。従来の音楽や落語に加え、新たに活

弁士つきの無声映画を商店会や児童館で実施するといった新しいスタイルを企画

したことにより、映画のまち調布にふさわしい事業展開が図られました。 

今後もこうした幅広い視点に立った企画を通して、地域との連携を深め、さら

に新たな観客層の掘り起こしをしていただけるようお願いいたします。 

続きまして、震災復興支援としての事業の実施についてです。今回、調布市と

岩手県の遠野市との都市間交流事業の一環としまして、財団主催で「遠野物語」

の公演と遠野の文化を紹介する展示会を開催いたしました。これまでも両市の間
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では震災ボランティアや物産展などの交流活動が行われており、こうした文化交

流事業の実現によりまして、さらなる友好関係と、震災復興に対しての財団の姿

勢についても広く内外にアピールすることができたと考えています。今後もそう

した社会への貢献活動も視野に入れた企画と、公益的な団体にふさわしい事業展

開に努めていただくようお願いいたします。 

３点目に、公募による展示事業です。店舗、あるいは事業所から出た廃材等を

利用したオブジェ制作や展示を初めて実施したもので、一定の成果が得られたも

のと考えています。参加者が１５歳から３５歳までの公募による若者であったと

いうこと、また、対象エリアが調布駅を中心とした店舗であるとか事業所という

かなり地域性に富んだ事業だったということがその理由です。今後も継続してい

く中で、アート作品としてはもちろんですけれども、調布の新たな発見、また若

い世代の美術振興につながっていくことを願っています。 

最後に桐朋学園との協力関係の充実についてです。この１月に桐朋学園大学音

楽学部と相互協力提携に関する協定を締結いたしました。これにより、質の高い

桐朋学園オーケストラの公演を市民の皆さんに身近に楽しんでもらえるようにな

ります。この締結を機といたしまして、さらに財団と桐朋学園の双方によい効果

がもたらされ、また地域活性化につながっていくよう、努力していただきたいと

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。 

 


