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平成２６年度第２回臨時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２６年１２月１８日（木）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 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、山口昌之 

（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６号議案 第２回臨時評議員会招集の件        

  イ 第７号議案 平成２６年度補正予算（第１号）の承認の件 

 

（２）協議事項  

  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           

 

（３）報告事項 

  ア 公益法人立入検査結果の件               

  イ 調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件        

  ウ 調布市グリーンホール事業進捗状況の件       

  エ 平成２６年度一般会計収支予算執行状況の件       

  オ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件      

  カ 平成２６年度利用者懇談会開催結果の件         

  キ 評議員会の開催結果の件                
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  ク 市議会定例会報告の件                 

  ケ 寄附物品等の受入の件                 

  コ 規程改正の件                     

 

（４）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            

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

理事長から、事務局に定足数を確認した。事務局から出席理事５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 第６号議案 第２回臨時評議員会招集の件 

＜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＞ 

神戸総務課長 

 平成２６年度第２回臨時評議員会は、平成２７年２月２７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。審議事項として１件、

議事録署名人の件、そして報告事項としては９件、平成２７年度事業計画案と一

般会計収支予算案の件、任期満了に伴う評議員候補者の件などの内容です。 

また、その他として４件、劣化診断実施、職員派遣の件、職員退職の件、職員

採用の件になります。 
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  イ 第７号議案 平成２６年度補正予算（第１号）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＞ 

土井財務係長 

今回の補正は、まず１点目にファイルサーバー、チームウェアのシステムの更

新に伴う資産取得支出と投資活動の収入を補足するものです。 

補正額は３８０万７，０００円です。財務活動収入としては、リース資産取得

支出に充てるための収入として同額を計上しています。２点目は、このリース債

務の返済にあたり、１年以内の短期の支出を長期借入金返済支出に計上したもの

で、通常の事業活動支出の部から５０万円を振り替えています。 

 

（３）協議 

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。 

続いて、事業内容について説明します。 
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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Ｐ

Ｒ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。 

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

に努めてまいります。 
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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てまいります。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事   

来年は市制６０周年、調布市民文化祭も６０周年、財団設立２０周年に当たりま

す。何か具体的に考えている事業などはありますか。 

岡野グリーンホール事業課長補佐   

詳細はこれから調整していきます。 

Ａ理事   

調布市民文化祭も、財団と一緒に運営していますので、冠をつけることなどが考

えられます。来年の５月から早速実行委員会が始まりますので、内容が具体的にな

りましたら、また教えてください。 

Ｂ理事   

重点事業を５項目上げています。これを重点事業にした要因は何なのかというの

が明確になっていません。財団の事業の中で重点事業と位置づけているものがこの

中では芸術振興事業と広報事業であり、コミュニティ事業が入っていないのです。

財団の柱の中の理念からいえば、コミュニティ事業は入れるべきだと思いますが、

これについて入っていないのはなぜなのでしょうか。 

中島コミュニティ振興係長   

重点事業にコミュニティ事業が入っていないという部分については、平成２６年

度の重点事業が、アウトリーチの事業を２５年、２６年と掲げておりました。平成

２７年度についても決して重点ではないわけではありませんが、事業数、内容とも

過去２年間で良化してきていることから、平成２７年度は、少し違う視点で重点事

業としておきたいという意思のもとに、芸術振興事業の範疇に入っている調布音楽

祭を提示しました。コミュニティ事業という名称は入っていませんが、音楽祭もそ

の範疇のものとご理解いただきたいと思います。 

Ｂ理事   

それは財団内部の話であり、市民の方々にとってどのような重要度があるかとい

うことを表していく必要があります。重点事業はしっかりとした柱を作っておかな
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いと、これだけを見た際に、芸術振興事業と広報事業だけが重点という話になって

しまいます。例えば、コミュニティ振興事業として音楽祭を実施するという観点が

あるのなら、コミュニティ振興事業と名前をつけて、誰が参加するのか、誰と一緒

に作るのかを明示したほうが言いと思います。財団の解釈を明示することは良いこ

とではありますが、それだけでは片側通行に近いと感じます。この文言も含めて重

点事業の要素はどういうところにあるのかをもう一度考えてほしいと思います。 

職員の中で会議を行いながら、いろいろな条件を踏まえ、優先順位をつけると思

います。その際、各課が担当する事業のなかに、今年はこれを重点にしたいという

ものがあるはずです。市制６０周年だとか、財団設立から２０周年ということはあ

りますが、課としてこういう事業を重点にしたいというのがあると思います。それ

がここに出てくることが重点事業の意味合いだと思います。今５つ挙がっています

けれども、そこは改善してほしいというのが１点です。 

２点目に、広報・マーケティング事業についてです。ここは、重点事業は、市民

意識・ニーズ調査とアンケートの結果を分析すると書かれています。これは確かに

有効な手段だと思います。しかし、財団の事業はこれに頼っているというわけでは

ないはずです。職員の方々が自分の足と目で収集した情報をこの中にどのように反

映させるのかという説得力が余り感じられません。実際の広報・マーケティング事

業はここ２年機能していたのかどうかというのは職員間の中で話し合ったことはあ

りますか。 

菅原広報・マーケティング係長   

広報・マーケティングは何をするべきで、かつそれができているのか、できてい

ないとすれば何をすればよいのかといったことについては、職員間での明確にそれ

を議題とした会議は行われていないのが実情です。ただ、事業への関わり方につい

ては、今、グリーンホール事業課とたづくり事業課という事業の２課の調整会議が

あります。そこに広報・マーケティング係も参加し、アンケートや市民ニーズ調査

を踏まえた提案や私自身が団体販売などの際に聞いた要望などの傾向などを反映さ

せたり、印刷物作成の際には、必ず広報・マーケティング係を通させることにより

内容の提案をするなどしています。 
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Ｂ理事   

先ほど総務課長補佐からの説明で、職員が全員営業マンとなって、広報・マーケ

ティングを進めるという話がありました。営業マンの方々は、広報・マーケティン

グについてもっと話し合いをしていくことでその役割を発揮できると思います。私

はこの理事会の中で、２人とか１人という人数で広報・マーケティングができるの

か、体制は大丈夫かと何度も聞いてきました。重点事業として挙げるのであれば、

しっかりした予算や行動計画を作ることができるような話し合いをしていただきた

いと思います。そこから事業の成果や集めた情報のもとにこのような事業を作りた

いという話が出てくると思います。そうでないと、縦割になってしまいます。財団

の職員の方々の若さと能力があれば、縦割を排除し、行政には見られない躍動感の

ある話し合いや事業を作るチャンスがあると思います。一時期、基本計画の策定な

どの際には、良い体制で話し合いができたはずです。指定管理者選定時のプレゼン

テーションでも各方面でも評価が高かったです。日常的に話し合いが行われるよう

な雰囲気が作られるよう、そういう場を作り、みんなで話し合っていただきたいと

思います。 

神戸総務課長   

重点事業については、それぞれ各担当で思いを持っているところですので、改め

まして、次回の理事会までに修正を行い、ご提示させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

Ａ理事  

重点を決めてしまう必要はないのではないでしょうか。後で書かれたものに中身

があっても、重点を限定することで内容が軽くなっているようにも感じます。重点

事業には、５項目を挙げていますが、それ以外にも入れるべきものもあるのではな

いかと思っています。特定に事業を重点事業として重く掲げてしまうと異論がある

のではないかと思います。例えば、平成２７年度の主な事業という感覚で書いてい

ただければいいのですが、重点事業とした場合、これだけ多くの事業がある中で誰

が選んだのということになります。決めつることなく、重点項目のなかに「クリエ

イティブリユースでアート！」などの具体的な事業が入りますというように表記し

た方が、公平さがあるのではないかと思います。重要なことを一生懸命なさってい

ますので、文言については、ちょっと考えていただけたらと思います。 
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イ 平成２７年度収支予算案の件              

＜説明＞ 

土井財務係長   

１１月１日現在での調整額について説明いたします。現在、調布市の中でも予算

が固まっていない状況にあり、調布市の決定次第では再び大きな調整が必要になる

ことも予想されます。それについては今後、随時調整していきます。総予算額は、

１４億１，２８２万４，０００円です。 

前年度と比較しまして７，０９１万６，０００円の増となりました。平成２７年

度は、財団設立２０周年、市制施行６０周年となる年でもあります。事業について

は、周年として新規で行うものと、例年実施している事業に冠をつけて拡充して行

う事業もあります。事業の支出は、周年事業としての拡充及び増額については、極

力、指定管理料や補助金などの増を抑えるために財源を別途確保したうえで、事業

収入の増のほかに各種助成金の獲得や事業協賛についても増額を行っていきます。 

また、寄附金をより多く獲得できるような取組も実施しております。現在、２７

年度における事業活動収入では事業活動支出を賄えないため、投資活動収入の特定

資産取崩収入で１，４４５万９，０００円を計上しています。こちらは、予算の確

定期までにこの取り崩し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、また、事業活動支出の削減を目指し、調整しています。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事   

消費税はどうなっているのですか。総額は結構大きな額になりますよね。 

土井財務係長   

消費税は、現状８％で計上しています。今般、消費税の１０％が先送りになりま

したので、予算の規模のベースとしては８％のまま予算計上することとなります。 

Ｄ理事   

市の指定管理料収入がかなり増額になっていますが、この理由をもう一度確認さ

せてください。 
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土井財務係長   

指定管理料、市補助金も増額になっております。周年事業に係る部分は通常の事

業よりも充実させるように予算を計上しています。 

Ｄ理事   

それは市からの意向ですか。 

土井財務係長  

まずは財団の中から事業の中身について提示し、周年事業はまた別途調整という

形で進めています。昨年から歳入は若干伸びてはいるものの、引き続き市の財政状

況も厳しいということで、今この金額については予算要望額という形になっており

ます。年末ぐらいには、市から予算の内示がありますが、今後の決定については、

現在は不明です。 

 

  その他ア 劣化診断の実施について 

理事長から、「協議事項ウ、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、たづくりの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。 
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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。 

なお、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、利用者さんに迷惑をかけられないということから、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。 

神戸総務課長   

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になります。劣化診断は調布市の予算において、設備の劣化

状況を調査します。調査後には、その結果の情報提供を受ける中で、財団として、

調布市に対し、こういった形で改修工事を進めていったらいいのではないかという

ことを提案していくことで、財団としても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。また、私たちの方が普段この建物と密に接しているところもあ

りますので、調布市側にない情報を提案していけたらというところで、このような

大規模改修のスケジュールを提案させていただきながら、市と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。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事   

診断後のことについては、費用は市が負担する、アイディア、コンセプトは財団

が提案していくという形ですね。 

神戸総務課長   

そのとおりです。 

Ｃ理事   

ぜひ中核を担うようなプランをつくれるようにしていただければと思います。 

理事長   

過去にもいろいろな劣化の問題があり、それらを一つ一つ積み重ねていくと大き

な金額となります。改修は、調布市の予算の範囲からしかできないと思いますが、



 

- 12 - 

財団としても積極的に将来必要となる改修についての提案をさせてほしいというこ

とを行政とも話し合い、作り出したものです。 

 

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           

理事長から、「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＞ 

神戸総務課長   

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、安定した財団運

営が基盤となった上での課題への取り組みが必要となるため、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。 

理事長   
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ただいま事務局から説明があったことを基本に進めたいと考えていますので、よ

ろしくお願いいたします。先ほどの説明のとおり、グリーンホール、たづくりの改

修計画の策定は、現状を理解した上での対応がよりよい施設改修や施設運営につな

がりますので、現行の役員には、本計画の策定までは継続をお願いしたいという理

由からです。 

 

（４）報告 

  ア 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

務が行われているかの確認が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
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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。 

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。 

 

  ＜質疑等要旨＞ 

Ｅ監事   

ガバナンス部門と財務部門と事業部門と３つに分かれてやっていたわけですが、

検査員の方が３名来られたという趣旨は、それぞれの部門を担当されたということ

ですか。 

常廣総務課長補佐   

そのとおりです。 

Ｄ理事  

事業部門で、講師謝礼支払いの基準についてということなのですが、これはどう

いうことを指摘されたのですか。 

岡野グリーンホール事業課長補佐   

具体例として、市民カレッジについては講師謝礼が決まっており、書面化されて

いますが、それ以外の単発事業において、明確に謝礼基準が決まっておらず、それ

については、全ての事業に対して定めれば運用が円滑になるのではないかというア

ドバイスをいただきました。 

 

  イ 調布市文化会館たづくり事業進捗状況の件        

  ウ 調布市グリーンホール事業進捗状況の件       

理事長から、「報告事項イ、ウについては、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。 



 

- 15 - 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

９月３０日までの当財団の平成２６年度事業進捗状況について報告いたします。

総括としましては、新たに定めました基本計画の２年目として初年度の振り返りを

行うとともに、ミッションに基づいた芸術・文化並びにコミュニティの振興事業を

展開しております。 

共催、独自事業です。７月４日から６日にかけて実施した調布音楽祭は、昨年よ

り形態を変え実施しており、協定を締結しているバッハ・コレギウム・ジャパンと

連携した事業を展開してまいりました。また、本年１月に新たに協定を締結した桐

朋学園大学音楽学部のオーケストラコンサートを協定締結記念公演として実施した

ほか、同大学の協力を仰ぎ、在校生や卒業生による演奏を楽しんでいただくことが

できました。 

 このほか、グリーンホールや文化会館たづくりを飛び出して、市内各地域におけ

るアウトリーチ活動を積極的に実施してまいりました。 

次に、昨年度に引き続き重点施策に位置づけている市内アウトリーチ事業は、市

内各地へ出向き、グリーンホールや文化会館たづくりで実施する事業と連動した事

業展開を図ってまいりました。今年度は特に各館で実施する事業との連動を意識し

た取組を図ることにより、地域コミュニティの活性化はもちろんのこと、当財団の

認知度向上につながる取組を実施してまいりました。 

調布よさこい２０１４です。例年の会場に加え、調布駅南口広場を会場として使

用したことから、過去最高の人出となった昨年度をさらに１万人上回る 

４万３，０００人の来場がありました。また、よさこい踊りをツールとして、市内

各地域へ出向き、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。 

  次に広報事業です。 

  当財団の公式のホームページもリニューアルし、わかりやすさを主眼とした構成

に心がけて制作しております。今後も、動画共有サービスの活用やさらなるＳＮＳ

の活用など、時代に即した事業展開を図るとともに、調布市広報課や市内情報発信

事業者などとの連携に努め、積極的な情報発信を図ります。 
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 次に、文化会館たづくり事業です。美術振興事業は、１階展示室と、９階リトル

ギャラリーにおいて魅力ある展示を実施いたしました。展示室では、市内作家の中

川平一氏の「調布を描いて５０年」を実施し、多くのマスメディアに紹介され、全

国から１万人を超す来場がありました。また、８月から９月にかけて実施した「大

熊光男＆酒井志保ふたりのペーパークラフト展」は、テレビや雑誌などで活躍する

作家による作品展で、海外からの来場もありました。 

 続いて、芸術振興事業の音楽事業は、ホールコンサートとしてシリーズ化してい

るきらり・昼どき・コンサートや調布の星コンサートのほか、子ども向けコンサー

トを実施いたしました。子ども向けコンサートとして実施した音楽のおくりもので

は、午前、午後の２部制をとり、午前の部では、０歳から聞けるコンサートとして

コンサートデビューする多くの親子にご来場いただきました。また、エントランス

ホールを活用して実施する小さな小さな音楽会を６回実施いたしました。桐朋学園

大学の学生さんにも出演いただくなど、調布市が誇る貴重な地域資源を有効に活用

した事業展開を図りました。 

 演劇・舞踊事業は、調布ストリートダンスコンテスト２０１４を実施しました。

予選には４３チームが出場し、審査の結果、２０チームが本選に出場しました。今

回の特徴は、予選ではそれほど目立つことのなかったチームがグランプリを受賞し

たということで、これには審査員も驚きの声を上げておりました。また、年々、技

術の上達とともにチーム同士の交流の輪が広がっていることが会場をみていてもわ

かる大会でした。 

続いて、芸術・文化学習事業のちょうふ市民カレッジです。前期講座として２４

の講座を開講し、うち市民講師による講座を３講座開講いたしました。今年は「映

画のまち調布」を推進する取り組みの１つとして、市内の映画・映像関連企業の協

力を仰ぎ、６回のシリーズの講座を各社の特色を出した講師陣がリレー形式で実施

しております。 

次に、ちょうふ市内・近隣大学等公開講座です。６つの大学の協力を得て、各大

学の特色を生かした講座を実施いたしました。 

  次に、たづくりイメージアップ事業は、７月７日の七夕に「たづくりに星空を」

と題したエントランスホールで光を演出した事業を実施し、ＳＮＳなどで評価をい
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ただくなど、新たな取り組みとして成果のあった事業となりました。今後において

も、エントランスホールを活用した季節感のある企画を展開してまいります。 

また、本日からは、「ハッピークリスマス２０１４」と題した事業を実施してお

ります。１階のエントランスホールで行っておりますので、お帰りの際にぜひご覧

ください。 

次に、たづくりの施設管理運営です。上半期の入館者数は９４万２，４２９人、

前年度同時期比では、月平均で７，０００人増加の１５万７，０００人が９月３０

日までの増加の人数となっております。各種財団のイベントやエントランスなどの

憩いのスペースとして集客に影響を及ぼす事業を行っただけではなく、市民イベン

トの一つひとつの内容が、一層充実した内容になってきていることが影響している

と考えています。 

昨年度には１８０万人を超えており、今年度はさらに増の傾向となっており、引

き続き入館者の増加に向けて事業等に取り組んでまいります。 

施設利用率は、たづくりのホール系の利用率が２，３８４件、７７％で、前年と

ほぼ同値。会議室系の利用率は１万２，１５１件、７０％で、前年比１ポイントの

アップとなっております。いずれも他市の公共施設と比較すると高い数値で推移し

ています。 

また、グリーンホールとの両館で年に２回実施している、貸施設利用者アンケー

トは７月から８月にかけて実施いたしました。どちらかといえば満足という答えを

含む満足度は９７．５％となっており、２５年度９６．８％という結果から上がっ

ている状況です。今後もマーケティング分析等を行い、成果を上げていきたいと考

えています。 

続いて、グリーンホール事業の進捗状況について説明いたします。４月から６月

までの改修工事の関係で、事業は７月からの実施となっております。７月から９月

までの３か月間で音楽事業が２件、演劇・舞踊の事業が２件、共催等事業が３件、

映像文化事業３件、合計１０件の事業を実施しました。 

まず、音楽事業では、若手ギタリストの井上銘Ｇｒｏｕｐです。１１月に実施し

たフレッシュ名曲コンサートのプレ事業として、同事業のチケットをもっている方

には無料で入場していただけるキャンペーンコンサートを実施いたしました。両事

業とも今後のＰＲ方法について課題として認識しております。 
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続いて、演劇・舞踊事業では、１０９回目となる調布寄席、毎年恒例の春風亭小

朝独演会を実施いたしました。どちらも入場者数の増が課題であり、調布寄席では

舞台上にセットを組み、７月という暑い時期にあえて鰍沢という冬の噺を演じるこ

とで、通常の講座とは違った展開を図りました。また、春風亭小朝独演会につきま

しても、前回公演の後に、今後はもっと力を入れて公演をお願いしたいということ

をプロモーター経由でご本人に要望したこともあり、非常に好評な舞台となりまし

た。 

共催等事業では、バッハ・コレギウム・ジャパンの公開リハーサルを２回、そし

て柳家小三治の独演会を実施いたしました。バッハ・コレギウム・ジャパンの公開

リハーサルはどちらの回も３００人程度の応募があり、大変好評でございました。

柳家小三治の公演は大ホールで実施し、来場者数は１，１３０人と盛況でした。 

映像文化事業です。調布シネサロンは、今年度は宇津井健特集として上映を行っ

ています。見に来られた方からは、映画をみる前にイメージしていたものよりもみ

どころのある内容だったという声をいただくなど、好評をいただきました。 

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、大ホール 

１８５件、７８％です。こちらは７月から９月の時期のみで算出しております。小

ホールは３６６件、８６％ということで、前年比よりやや低くなっておりますけれ

ども、この後、繁忙期となってまいりますので、回復傾向にあると思われます。 

グリーンホールの利用料金収入は、大ホールが４月から６月まで閉館していたこ

とから、上半期の利用料金収入としては下がっていますが、７月以降は例年並みの

収入となってきております。 

 

  エ 平成２６年度一般会計収支予算執行状況の件       

＜説明＞ 

土井財務係長 

事業活動収入の部です。今期の収入済額は、６億３，１１８万９，３３８円とな

り、執行率は、４７．５２％です。 

事業活動支出は、６億２７７万２，５９１円となり、執行率は、４５．１５％で

す。５０％を欠ける要因について説明します。 

事業人件費、管理人件費は、予定どおりの執行です。 
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コミュニケーション事業費は３，４９７万８，４４４円で、上半期においては調

布音楽祭や調布よさこいを実施し、４８．０１％の執行率です。 

次に、たづくり事業費です。１，４９５万４，０５３円で、執行率３９．４７％

となりました。市民カレッジや展示事業については予定どおり実施していますが、

コンサート等の有料の公演の事業が下半期に多く実施されるため、執行率が若干低

くなっています。 

続いて、グリーンホールの事業費は、６１４万９，１６６円で、１０．２５％の

執行率です。こちらは上半期にジャズ・フロム・ザ・シティや調布寄席など、比較

的予算規模の小さな自主事業または自主の公演が行われており、グリーンホールの

大ホールで行う予算規模の大きな公演は下半期に集中しているため、執行率が低く

なっています。 

  施設管理運営事業費は、たづくり、グリーンホール、予定どおりの執行となって

います。 

 その結果、今期の事業活動収支差額は２，８４１万６，７４７円でした。また、

投資活動収支及び財務活動収支を加えた収支差額は２，４６４万４，７８２円とな

りました。 

 最後に、この収支状況は９月３０日現在のものです。寄附金は、１万５，０００

円となっておりますが、実際はこの時点で５万８，０００円入っております。 

１２月１日に改めてチェックしたところ、寄附金の部分に計上すべきものを助成

金支援金収入に計上しておりましたので、１２月１日付で訂正していることをご了

承ください。 

 

  ＜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は職員の方々の中で共有されている情

報ですか。 

土井財務係長   

監査の際に各係長に配付し、収支の状況を確認するとともに、事業報告について

も監査の報告として四半期ごとには必ず目を通しています。 

Ｂ理事   
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情報共有の場のときの意見交換などはありますか。 

常廣総務課長補佐   

監査の際に事業進捗状況という形で配付して、あとはこの内容について改めて振

り返りを行い、答えることができるように準備はしていますが、意見交換等は行っ

ていないです。 

Ｂ理事   

私が関心をもっているのは、監査を受けるタイミングではなくて、これを情報と

して共有したときに職員間でどういう話合いがされているかです。資料を作るのは

大変なことであり、それを一番共有しなければいけないのは職員同士です。これを

共有することがマネジメントです。それを定期的にというか習慣としてやっている

かどうかというのが知りたいところです。 

神戸総務課長   

つまびらかなところまでが共有できているかというと、そこはちょっと難しいと

いうところがあるかもしれません。監査のタイミングにおいては、確かに数字は、

内容等、事業の報告等はそれぞれの担当では作成いたしておりますので、各担当に

おいての大まかな内容は把握しているところです。 

Ｂ理事   

先ほどの広報、マーケティングのこともそうだと思うのです。やはり定期的に職

員同士で情報共有をして、いろいろな戦略を練るとか、営業方針を考えるにはかな

り重要な材料です。労力をかけて作るのであれば、これを活用する話し合いもやは

り職員がもたなければいけないと思います。そうでなければなかなか活性化しない

し、方向転換をするチャンスを逸してしまう場合があります。多分皆さん、そのこ

とはどこかで気づいているはずです。年に３回でも４回でもいいから、そういう努

力を惜しまずにやっていただきたいと思います。 

 

  オ 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 

 今年度は財団基本計画運用としては２年目に当たり、昨年度からの新組織体制に

おいても安定化がみられ、同時に平成３０年度までの５年間にわたる文化会館たづ
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くり及びグリーンホールの第３期指定管理期間のスタートを切ったところです。こ

れからますます財団が調布市における芸術・文化の振興と地域コミュニティの活性

化に向けて、これまでに培った能力を余すところなく発揮していくことが望まれて

いるところです。事務局にも新たに３名の職員が加わるなど、組織が活性化され、

事業企画等の新しいアイディアも取り入れられる場面も出てきているようです。 

事務局職員においては、部下や後輩を指導し、能力を引き出すために尽力するこ

とは、自分自身が成長していくための好機であるということを認識し、自己研さん

に努めながら、組織力の向上に努めていただくようお願いしているところです。ま

た、下半期には、公益法人認定から３年を迎えて東京都の所管部局により運営状況

における立入検査が実施されることとなり、この検査は平成２３年４月の公益財団

法人としての認定以降、その運営の方向性に誤りがないか、適切な事務処理、事業

進捗がなされているかを問われる重要な検査です。ここで改めて業務執行状況の振

り返りを行い、点検、確認、基本的な事項に立ち返って対応されるようお願いいた

します。 

  なお、前段に申しあげましたとおり、指定管理期間も３期目となりました。今後

ますます市民の皆様にとってなくてはならない財団であり続けるよう、独自性のあ

る事業展開と安心・安全な施設の運営を心がけ、業務に当たるようお願いいたした

いと思います。 

副理事長  

財団における危機管理は、安否確認システムと災害時の初動体制に関する要綱が

導入され、災害等の有事発生時には、財団職員の安否確認や出勤命令をメールで一

斉に行うことができるようになりました。災害時には極力早く初動体制を敷くこと

が重要となりますことから、システムの導入は施設利用者の安全を守るための大き

な一歩となっているのではないでしょうか。今後は、定期的に実施しているたづく

り並びにグリーンホールの防災訓練の際にこのシステムの運営を組み込むなどし、

リスクマネジメントの一端としていきたいと思っております。 

次に、自主財源の確保は、財団における今期指定管理期間の大きな課題となって

いるところでもあります。財団報「ぱれっと」への寄附に関する記事掲載や、７月

に実施された調布音楽祭では、イベントのチラシ上に寄附のお願いと申込みの掲載

を行った結果、少しずつ寄附に対する認知度の向上が図られているようです。その
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結果としましては、上半期において５件、５万８，０００円の寄附をいただくこと

ができました。 

  なお、下半期には、年度計画上にもうたわれているファンドレイジング研修への

職員参加も予定されております。研修で学んだ結果をもとに効果的な寄附金等の獲

得がなされ、安定した自主財源確保がなされるように希望いたします。 

自主財源の確保には、自主事業収入の向上、寄附金の獲得はもちろんのこと、国

などによる助成金の獲得並びに企業からの協賛など、あらゆる面での収入増を見込

んでいく必要があります。日ごろから各課、係で連携をしながら情報収集を行い、

自主財源の確保に努めていきたいと思います。 

 また、６月には豪雨やひょうの災害が発生し、調布市内でも地域によっては災害

を受けましたが、たづくり、グリーンホールとも事前準備や職員の待機などにより

万全を尽くすことができ、無事に開館することができました。今後も災害発生時の

フォロー等の確認と見直しを常に行い、安全・安心な運営に努めていくようよろし

くお願いいたします。 

常務理事   

私からは、今年度前期に実施されました事業について大きく２点、音楽祭とよさ

こいについて報告いたします。 

  最初に、調布音楽祭は、調布を音楽にあふれたまちにしたいという思いをもって

取り組んでいるところです。今年も子どもから大人まで、大変幅広く楽しめるよい

音楽祭になりました。桐朋学園のオーケストラの公演や市内４か所での地域と連携

したコンサートの開催、さらには市民の皆さんにも音楽祭のための寄附を募るなど

大変調布色の濃い音楽祭になったと感じます。さらに内外への発信力を高めていた

だきまして、市民に定着した音楽祭になることを期待しているところです。 

  次に、今年の調布よさこいは、これまでにない多くの来場者によって賑わいまし

た。ここ数年、回を重ねるごとに来場者の人数が増えてきており、今年はさらに大

幅な来場者数ということになりました。これは調布駅の南口にも会場を設置したこ

ととともに、毎年地域によさこいのチームを派遣したり、演舞指導の講師を派遣す

るなど、きめ細かくよさこい踊りの浸透に努めてきた努力の結果でもあると思って

います。数年後には調布駅前の形態も大きく変わっていくなかで、地域と連携しな
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がら、本来の目的でありますコミュニティづくりに向けた一層の交流の促進に取り

組んでいってほしいと思います。 

その他として、たづくりの１階にある軽喫茶の植え込みをイングリッシュガーデ

ン風にリニューアルいたしました。景観というと大げさかもしれませんが、ちょっ

としたイルミネーションも飾られており、文化会館のイメージアップにつながった

と思っております。市において景観条例が制定されたということもありまして、た

づくりとグリーンホールもこれまで以上に多くの皆さんに親しまれる施設となるよ

うに快適な施設づくりに取り組んでいただきたいと思っております。 

 

  カ 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。 

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

りまし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
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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さんの協力のもと、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、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

を感じますという意見もあって、これ以上の言及はありませんでした。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｄ理事   
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合唱の練習は限られた施設でしかできない状況があります。音楽練習室は音を吸

収し過ぎてしまって合唱には合わないということで、皆さん場所探しに大変苦労し

ていたのですが、映像シアターはいいアイディアです。午前中は利用率も高くない

ので、積極的に貸し出したらよいのではないでしょうか。これは利用者懇談会の成

果ではないかと思います。 

 

  キ 評議員会の開催結果の件                

  ク 市議会定例会報告の件                 

  ケ 寄附物品等の受入の件                 

  コ 規程改正の件                     

上記４点については、理事長提案により、書面報告とした。 

 

（５）その他 

イ 職員の派遣の件 

＜説明＞ 

神戸総務課長   

本件は、財団職員を調布市に派遣するものです。調布市には公共的団体等職員受

入研修要綱があり、今回はこの要綱に沿って派遣を実施する予定でおります。この

派遣は、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

解と協力をより深め、相互の事務事業の効率的運営に資することを目的としている

ものです。派遣の対象には財団の係長職を考えております。市管理職の引き上げを

想定する中で、今後、要となる係長職である職員に財団とは異なる環境で視野を広

げてもらうためのものです。１年間に１人を派遣、おおむね３年間の中で試行的に

実施したいと考えております。 

理事長   

この件は、数年前からいろいろと協議を行ってきています。将来的に継続して調

布市から財団の管理職に来ていただけるということも難しい状況下にもあり、プロ

パーの職員を育てていこうという考え方も大切なのではないだろうかという考え方

から、市長部局と時々話し合いをさせていただき、正式に申し込んだのは今回が初

めてであります。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事   

研修期間は１年ですか。 

神戸総務課長   

１年です。 

Ｃ理事   

大体どのような部署に行くのですか。 

理事長   

現在はまだ決まっていない状況です。やはり財団の運営に必要な部署にという要

望は出してあります。行政との財政問題で予算等のいろいろな話し合いをしていく

には、市役所の中を理解していないと話ができないだろうということもあります。 

 

ウ 職員の退職の件 

エ 平成２７年４月１日職員採用の件 

理事長から、「その他ウ、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＞ 

神戸総務課長   

まず、職員の退職の件について報告します。平成２６年９月３０日付で職員が１

名退職いたしました。この欠員の補充につきまして、平成２７年４月１日付職員採

用に向け採用試験を実施中です。このたびの職員採用に際しましては、財団の認知

度の向上とイメージアップの機会とも捉え、財団ホームページ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。説明会は、常務理事

から財団の概要や運営方針について、総務課長補佐からはミッションと具体的な事

業についての説明を行い、そのほかにも職員との座談会なども交えながら実施いた

しました。 
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  ＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事   

財団の職員採用、インターネット上に多く出ていました。だから応募が多かった

のではないですか。 

神戸総務課長   

応募者数は、前回の１３４人から今回１７７人に増えており、取組の成果もある

のではないかと考えています。 

 

 

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。 

 


