
 

- 1 - 

平成２６年度第２回臨時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２７年２月２７日（金）午後６時から午後７時１０分まで 

２ 会場 調布市文化会館たづくり１０階１００２学習室 

３ 理事総数及び定足数 総数６名、定足数４名 

   （本人出席）大前勝巳、西村伸夫、八田主税、星野 健、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 

   （議案説明）土方和巳理事 

 

５ 内容 

（１） 審議事項 

     第４号議案 議事録署名人の件          

（２）報告事項  

  ア 平成２７年度事業計画案の件         

  イ 平成２７年度収支予算案の件         

  ウ 任期満了に伴う評議員候補者の件          

  エ 任期満了に伴う理事候補者の件        

  オ 任期満了に伴う監事候補者の件           

  カ 公益法人立入検査結果の件          

  キ 理事会の開催結果の件            

  ク 平成２６年度利用者懇談会開催結果の件    

  ケ 寄附物品等の受入の件            

（３）その他 

  ア 劣化診断の実施について           

  イ 職員の派遣の件                  

  ウ 職員の退職の件                  

  エ 平成２７年４月１日職員採用の件       
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６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

議長から、事務局に定足数を確認した。事務局から出席評議員５名であり、評議員

会運営規則第９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、本評議員

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議長

が開会を宣言した。 

 

（２）審議 

ア 第４号議案 議事録署名人の件          

＜結果＞ 

議事録署名人の件については、原案のとおり、出席評議員全員一致で可決した。 

 

（３）報告 

ア 平成２７年度事業計画案の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

基本方針としては、当財団は、平成３０年度までの６年間の運営方針を定めた

基本計画の運用の３年目を迎え、さらなる芸術・文化の振興とコミュニティの活

性化へ向けた事業展開を図る年となります。 

平成２７年度は、当財団設立から２０年の節目を迎えることから、これまでに

築き上げてきた市民や地域との絆を大切にし、２０周年を記念する事業を実施し

ます。事業運営では、次の３点を特徴とした事業を展開します。 

１点目に音楽事業の充実です。調布音楽祭をはじめ、各館で実施する公演事業

の拡充を図ります。また、市内各地域における事業を実施いたします。このほか

調布が誇る地域資源である桐朋学園大学との連携による事業の実施や、市民公募

による合唱団の結成による周年記念事業の実施など、地域の音楽力を生かした事

業展開を図ります。 

２点目は、調布の魅力を発信する展示事業の実施です。昨年より実施している 

「クリエイティブリユースでアート！」において、音楽事業と連携した事業展開

を図り、多角的に事業の魅力を発信します。 
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３点目は、マーケティングの強化です。本年実施した市民意識・ニーズ調査や

事業ごとに実施するアンケート調査の結果を各事業に反映し、新規の顧客とユー

ザーの満足度の向上に努めます。 

次に、施設の管理運営では、来館される全ての方に安全で安心して利用してい

ただける施設となるよう、利用者の立場に立った運営を心がけてまいります。施

設の維持保全では、日々の予防保全に努めるとともに、計画的に実施している工

事等では、調布市関係部署と連携し、施設の安全確保に努めます。 

次に、人材育成については、事業を運営する上でも、また施設の管理運営を行

う上でも大切となるアートマネジメント力の向上を図るため、本年に引き続き、

国や大学などが実施する研修会を積極的に受講する体制を作ります。 

このほか、寄附金や協賛金、国や民間団体が設立する助成金の獲得など、自主

財源の確保に努めます。 

次に平成２７年度重点事業について説明します。 

１点目に、調布音楽祭では、当財団と協定を締結している、バッハ・コレギウ

ム・ジャパンと連携した取組を引き続き実施します。 

２点目に、「クリエイティブリユースでアート！」は、音楽祭同様、平成２５

年度から実施して３年目を迎えます。調布の魅力をテーマに、作品となる素材の

収集から作品制作や展示を実施します。今回は初の試みとして音楽事業と連携し

た取組に挑んでまいります。 

３点目に、「第九とみんなで『わがまち調布』」は、財団設立２０周年及び調

布市制６０周年の記念事業として実施します。当財団、桐朋学園大学、そして公

募により集まった市民の皆さんによる合唱団を結成し、力を合わせて取り組みま

す。地域コミュニティの結束、地域の音楽力を活用した事業を展開し、調布市の

文化振興を推進します。 

４点目に、広報・マーケティング事業では、平成２６年度に実施した「市民意

識・ニーズ調査」や、事業の実施の際に参加者から得られたアンケート調査の結

果を分析し、基本計画に照らし合わせ、事業計画や事業実施に反映させてまいり

ます。 

５点目に、販売促進は、広報事業の１つとして掲げる販売戦略として市民ニー

ズを把握したチケット価格の減額の制度等の導入を検討してまいります。 
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続いて、事業内容について説明します。 

１点目の美術振興事業は、文化会館たづくり１階展示室を中心に展開します。

平成２７年度は平成２６年度に引き続き、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

会の提供に努めます。 

２点目の芸術振興事業は、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、各館の特性を生かした事業展開を図ります。また加えて、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ます。 

３点目の体験・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

進します。 

４点目の映像文化事業は、各種映画・映像関連事業を展開するほか、市内の 

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、映画のまち調布のさらなる推進を図ります。 

５点目の文化祭事業では、先日、第５９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

２７年度も、引き続き第６０回調布市民文化祭を実施します。 

６点目の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ります。また、調布よさこいは、引き続きそのあり方等

に関する研究、検討を進めます。 

７点目の芸術・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まい

ります。 

８点目の活動援助事業は、機材の貸出やサークルロッカーの貸出、印刷機の貸

出など、市内で活動する市民や団体のサポートを実施してまいります。 

９点目の広報事業は、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ります。 
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１０点目の施設管理運営は、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、快適に誰にでも優しい施設づ

くりに努めます。 

１１点目の人材育成は、これらの事業を実施する上で人材の育成が非常に重要

であることからアートマネジメント人材の育成に向けた取組を実施します。 

なお、平成２６年１２月１８日の第２回臨時理事会において、出席理事から、

この計画書案の重点事業には、コミュニティ事業に関する表記がないのではない

かという意見がありました。これについては、現在表記している５つの重点事業

においても、市民の皆様とともに事前の準備や当日運営などを行っていくコミュ

ニティと連携した事業があり、また、平成２７年度の事業全体においても、芸術

・文化を推進しながら、さらなるコミュニティの活性化を図る事業を予定してい

ます。これらの内容についてどのように計画書上に表現するかなど、再検討を進

めていきます。 

また、平成２７年度は、財団設立２０周年を迎えると同時に、調布市制施行 

６０周年でもあることから、その両方を記念する事業を実施し、これを契機とし

てさらなる芸術・文化、コミュニティの活性化を図っていく予定であり、詳細は、

調布市とも協議を重ねながら、具体について調整を進めてきています。このこと

についても、３月下旬の定時理事会の議案となる事業計画案に反映させ、内容の

充実を図りたいと考えています。 

財団の２０周年記念事業については、具体的な内容を詰めている最中です。そ

の第１弾の企画として、年に４回、各２週間にわたり、たづくりのエントランス

を四季折々の風景をテーマとしたライトアップを行う企画を実施予定です。初回

は、４月１日から１６日までの期間でスタートさせます。 

なお、４月１６日に実施予定の小さな小さな音楽会は、このライトアップとコ

ラボレーションさせた内容でお届けする予定です。 

また、館内及び館の外周に企業協賛ロゴなどの入ったバナーを掲出します。財 

    団及び文化会館たづくりは、年間約１８０万人超という来館者にＰＲができる効

果と、協賛をいただくことによる財源の確保を図ることも見込み、１年間にわた

り実施する予定です。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員 

エントランスのライトアップは、前回の評議員会の際に、私からも取り組んで

いただきたい内容として提案いたしました。これまでもクリスマスや七夕の時季

にライトアップを行いましたが、フォーシーズンということでの企画ですので、

さらなる魅力アップにつながると思います。市民からも高く評価された内容でも

ありますので、是非より積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 

イ 平成２７年度収支予算案の件 

＜説明＞ 

土井財務係長   

平成２６年１２月１８日第２回臨時理事会で報告した１１月１日現在の内容以

降、指定管理料や市補助金について、調布市との調整をひととおり済ませている

２月１９日現在の参考値について説明いたします。 

総予算は、１４億９７万２,０００円で、前年度と比較して、 

５,９０６万４,０００円の増となりました。主な要因は、職員定数の１名増、人

件費ベースアップ、各種周年事業の新規拡充分、施設管理事業費支出における電

気使用量の増、電話交換機の新規リースによる増です。 

続いて、平成２７年度の支出の方針は、財団設立２０周年、文化会館たづくり

開館２０周年、市制施行６０周年となる年度であり、周年事業として新規で行う

事業や、例年実施している事業に冠をつけて拡充する事業もあります。周年事業

としての拡充及び増額は、極力、指定管理料や補助金などの増を押さえるために、

別途財源を確保して増額を図るよう、事業収入の増のほかに、各種助成金の獲得

や事業共催についても各課に要請しています。 

平成２７年度から広報・マーケティングの強化のために、財団職員の定数が１

名増員となります。これにより、さらなる自己財源の確保を模索し、事業収入等

に反映させるように努力いたします。 

寄附金は、予算上で１万円を計上していますが、平成２６年度の１月末時点の

実績は６万９,０００円であり、平成２７年度はこの金額を上回る目標設定を予

算に反映し、より多く寄附金を獲得できるような取組を図ります。 
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また、平成２７年度における収支予算について、事業活動収入だけでは事業活

動支出を賄えないため、事業積立資産取崩収入を３,４９５万９,０００円として

います。これは現時点の数字であり、予算確定期までにこの金額を少しでも減ら

せるよう、事業活動収入における自己財源の増加と事業活動支出の削減を図りま

す。 

Ｂ評議員   

市の予算は、本日から３月２３日までの会期で第１回定例会が開会しました。 

市の予算は３月２３日に確定する予定です。 

 

その他ア 劣化診断の実施について 

議長から「報告事項ウ、エ、オについては、平成２７年度に調布市で予定され

ているグリーンホールとたづくりの劣化診断と、その結果を受けた改修計画の策

定という財団にとっても大きな事業があり、この内容が関連してくることから、

先にその他アの劣化診断の実施について事務局から説明させたい」と提案。全会

の了承のもと、事務局が説明を行った。 

＜説明＞ 

渡部施設管理係長 

たづくり及びグリーンホールの劣化診断については、現時点では行政の予算が

確定していないため、財団から劣化診断の提案をしているという状況です。本件

は、調布市が実施する案件です。 

劣化診断は、建築物の劣化の度合いを概ね２０年スパンで測定し、適切な工事

と修繕を行うことで建物自体の長寿命化を図っていくものです。たづくりでは、

平成１６年度に劣化診断が行われた経緯がありますが、大規模リニューアルを想

定して実施したということではなかったようです。現時点では、平成２７年度時

点の建物の劣化状況を実施することで、建築機械、電気関係等のリニューアルの

必要性を測定しなければなりません。来年度実施した後は、財団が考える大規模

改修のスケジュールについても提案していきます。 

実際のリニューアルの計画策定は、調布市が行いますが、財団としても、指定

管理者としてパートナーを組んで積極的に提案等には臨んでいきたいと考えてい

るところです。財団が望ましいと考えるスケジュールに関する背景として、例え
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ば、グリーンホールでいえば、平成２６年４月から６月で舞台機構の工事で休館

していましたので、利用者に迷惑をかけられないことから、平成３３年度、今か

ら最も遠くて実施可能な範囲で改修が望ましいといったことなどがあります。 

なお、建物自体が調布市の建物になりますので、本来、調布市において全て改

修工事等は進められていくものですが、調査後に、結果の情報提供を受ける中で、

財団としては調布市に対し、改修工事の進め方などを提案することにより、財団

の存在を示していきたいという思いをもっているところです。私たちが普段、こ

の建物に密接に接していることからも、調布市に提案し、歩調を合わせながら対

応を進めていきたいと考えています。 

 

ウ 任期満了に伴う評議員候補者の件          

エ 任期満了に伴う理事候補者の件             

オ 任期満了に伴う監事候補者の件           

議長から、「協議事項ウ、エ、オについては、関連の内容であるため、事務局

から一括して説明を受けたい」と提案。全会の了承のもと、事務局から上記３点

について一括して説明を行った。 

＜説明＞ 

土方理事   

現行の評議員、理事及び監事の任期は、いずれも平成２７年５月に開催予定で

ある定時評議員会をもって満了となります。これを受け、それぞれの役職に応じ

た選任を行うこととなります。次期の任期は、評議員は平成２７年度からの４年

間、理事は２年間、監事は４年間です。選任の考え方は、現行の役員の継続をお

願いする方向で考えています。継続の理由は、評議員は、公益法人認定時から３

年次に実施される最初の立入検査までの運営において、一定の評価を得ているこ

とから、これまでの知見をもとにさらなる基盤の安定を図る必要があるためです

。理事及び監事は、長期修繕計画の策定に当たり、現役員による継続的な議論と

業務執行が望まれるために継続をお願いするものです。 

長期修繕計画は、施設の劣化診断を行い、たづくり、グリーンホールの大規模

修繕の計画の提案を調布市に対して行っていくものであり、今後の指定管理者と

しての財団の役割として大きな意味を持ちます。このようなことから、安定した
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財団運営が基盤となった上での課題への取組が必要となるため、継続をお願いす

るものです。 

なお、常務理事、事務局長及び生活文化スポーツ部長は、市の方向性により決

定となります。 

 

カ 公益法人立入検査結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

公益財団法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査は、公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく検査で、公益財団法人の認定

から３年以内という時期で実施される検査です。 

平成２６年１０月２４日金曜日、午後１時から５時半まで、講評を含め、４時

間半にわたり実施されました。検査員は、東京都生活文化局都民生活部管理法人

課公益法人係からの３名の検査員です。内容は、常務理事挨拶、財団出席者紹介

の後、常務理事から事業概要等の説明をしていただきました。検査内容は、ガバ

ナンス部門、財務部門、事業部門、３つの部門に分かれて行われました。 

ガバナンス部門では、理事会、評議員会等の実施状況、役員選任手続状況等に

ついて適正な履行がされているかを実際の手続書類、議事録、登記書類等の確認

などを中心に検査されたところです。 

財務部門では、平成２５年度決算の内容についての検査、会計規程に基づいて

業務履行がされているかを帳簿類等の確認などを中心に検査が行われました。 

事業部門では、公益認定申請の内容どおりに事業が行われているかを、実施要

綱、事業報告書等をもとに確認することを中心として検査が行われました。 

検査の講評としては、文書による指摘はなく、口頭により、下記の内容につい

て改善するようにという指導がありました。 

ガバナンス部門では、業務執行理事からの業務報告の時期についてと、書面表

決による理事会に関する書類の保管方法の２点。財務部門では、借受金発生後の

長期間経過時の対応についてと、公益法人会計処理における監事報酬の配賦につ

いての２点。事業部門では、講師謝礼支払いの基準の定め方についての１点。 
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以上、口頭により改善するようにという指導を受けました。その他、さらなる

事務適正化のためのアドバイス等を頂戴しています。全体の結果を受けまして、

文書での指摘までには至らなかったということで、概ね適正に業務履行がされた

ということであり、講評外の言葉ではありましたが、検査員の方からは、検査に

当たって事前資料準備や実際の資料、諸手続がよく整理されており、これまでに

検査を行っている中では検査がしやすく、優秀であるという評価を頂戴していま

す。 

 

  キ 理事会の開催結果の件   

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

平成２６年度第１回定時理事会は、平成２６年４月２８日に開催されました。

内容は、審議事項が３件、報告事項が３件でした。 

     平成２６年度第１回臨時理事会は、決議の省略、書面表決により開催されまし

た。審議事項は２件、評議員の退任に伴う補欠評議員の選任に関するものでした。 

平成２６年度第２回臨時理事会は、平成２６年１２月１８日に開催されました。

内容は、審議事項が２件、協議事項が５件、報告事項が１０件、その他として４

件でした。 

 

  ク 平成２６年度利用者懇談会開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２６年６月２８日に行われた、第１回利用者懇談会の概要を説明いたしま

す。まず、以前から寄せられている理事会、評議員会の傍聴の件につきまして、

これまでの要望を受けて改めて、財団としては平成２５年度開催の理事会及び評

議員会で協議を行い、非公開とするというこれまでの決議を確認し、透明性につ

いては議事録の公開を行っていることにより担保しているということを説明いた

しました。 
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次に、ホールのデジタル化対応は、１０月１日からくすのきホールでの貸出と

なったデジタルシネマプロジェクターについての仕組みや利用について、説明い

たしました。 

複数寄せられた意見としては、音楽練習での施設の利用に関するものがありま

した。音楽等、音の出る催しは限られた施設での貸出とさせていただいているこ

とから、要望が多く寄せられたものです。 

次に、サポートや見守りが必要なお客様に対する温かいサポートをという要望

がありました。こちらは、会館の職員とスタッフを対象に１０月にこれに関連す

る検証を行い、知識等の習得に努めております。 

このほか、施設内の環境整備に関する要望として、トイレ、照明、空調に関す

るご意見が寄せられました。 

また、貸出施設の備品の配備や条件の緩和について、例えば南北ギャラリー、

その他諸室に予備の椅子を置いてほしいという意見については、財団の考え方と

しては、法令の遵守や安全の確保については必須となりますので、その部分につ

いてはご理解いただきながら、柔軟に対応できる内容については対応させていた

だいているところです。 

そのほか、事業に関するご意見です。市民カレッジに関して受講料の払い戻し

を求めるというご意見については、基本的には応じていないということを説明し

ております。 

続いて、平成２６年１１月６日木曜日に行われた、第２回利用者懇談会の内容

です。 

まず、６月の利用者懇談会に対して、その後の経過について説明しました。映

像シアターでの合唱練習に関するご意見に対しましては、６月の時点でこのご意

見を出された方の所属する団体の協力のもと、実際に会場で合唱練習をしていた

だき分析を行った結果、１１月からは一部条件のもとで合唱練習を可とする運用

に変更いたしました。 

また、この回後半には、利用者懇談会に初めて参加された方から、懇談会にお

いてあらかじめ議題を決めて議論したほうがいいのではという声があったほか、

別の方からは利用者懇談会の成果を問う声があったり、一方でテーマが決まって

しまうと自由な意見が挙げられなくなるのではないかという声も頂戴しておりま
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す。テーマを設定した上での議論というところでは理事会、評議員会において財

団の事業等に関する議論を行っていることを説明し、理解を求めました。 

次に、市民カレッジに関するご意見としまして、６月にあった内容についてさ

らに返金を求めるという意見がございました。この方は指導監督部署でございま

す生活文化スポーツ部に交渉の相手を移しておりましたが、返金はしないという

回答があったということで、ここで改めて見解を求められていますけれども、別

の出席者からは、これからこういう講座をやめてほしいとか、改善してほしいと

いう意見をおっしゃられているということであればわかるが、受講料返金という

ことには疑問を感じるという意見もあり、これ以上の言及はありませんでした。 

 

ケ 寄附物品等の受入の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

平成２６年１２月１日現在までにあった寄附の報告です。寄附は個人から３件、

法人から２件いただいています。個人からの分が３万８,０００円、法人からの

分が２万円で、合計は５万８,０００円です。 

なお、ここでの報告は１２月１日現在のものになりますが、これ以降、１月末

までにさらに寄附を頂戴しています。 

寄附金の獲得については、公益法人の寄附における税制優遇、自主財源確保の

必要性等を受け、引き続き寄附制度について、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獲得に努めてまいります。 

 

（４）その他 

イ 職員の派遣の件 

＜説明＞ 

土方理事   

本件については、財団職員を調布市に派遣するものです。将来的には、財団か

ら調布市の管理職の引き上げが想定されており、このような状況下で財団を担っ

ていく係長職が財団とは異なる環境で視野を広げることと、調布市での実務体験

を通して、財団職員の資質の向上、市と財団相互間の理解と協力を深め、相互の
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事務事業の効率的運営に資することを目的としています。 

派遣の対象は、財団の係長職で１年間に１人を派遣、概ね３年間の中で試行的

に実施いたします。調布市には公共的団体等職員受入れ研修要綱があります。今

回、調布市と協議を行った後、正式に申し込んだ結果、この要綱に沿った派遣が

認められました。 

 

  ウ 職員の退職の件 

  エ 平成２７年４月１日職員採用の件 

議長から、「協議事項ウ、エについては、関連の内容であるため、事務局から

一括して説明を受けたい」と提案。全会の了承のもと、事務局から上記２点につ

いて一括して説明を行った。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

平成２６年度の財団職員の２名の退職と、広報・マーケティングのさらなる充

実のために、コミュニケーション課広報・マーケティング係の１名増員について、

調布市と協議を行った結果、増員が認められることになったことから、平成２７

年４月１日付の職員採用試験を実施した結果、１７７件の応募者があり、その中

から３名を合格とし、採用する予定です。 

このたびの職員採用試験については、財団の認知度の向上とイメージアップの

機会とも捉え、ホームページの内容の充実や就職情報サイトへの情報掲載のほか、

事前に説明会を実施いたしました。説明会では、財団の概要や事業について、職

員との座談会なども交えながら行い、常務理事からは財団の概要や運営方針につ

いての説明、総務課長補佐からミッションと具体的な事業について説明を行いま

した。 

なお、この様子は、インターネット上の動画配信などの新たな試みを加えなが

ら実施いたしました。 

   ＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員   

すばらしい取組だと思います。説明会には、どのくらいの参加がありましたか。 
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常廣総務課長補佐   

説明会は、９１件の申込があり、参加者は約６０人でした。参加者からの活発

な質問等もあり、職員との懇談も行うなど、よい説明会になりました。 

 

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１０分に議長は閉会を宣言し、 

本会の全てを終了した。 

 

 

 


