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平成２６年度第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２６年５月１９日（月）午後４時から午後５時４５分まで 

２ 会場 調布市グリーンホール２階 会議室 

３ 評議員総数及び定足数  総数６名、定足数４名 

４ 出席評議員者数 ５名 

   （本人出席）大前勝巳、西原 稔、西村伸夫、八田主税、福田活司 

   （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 

   （監事出席）高徳信男、飯田廣己 

   （議長）福田活司 

   （議案説明）土方和巳理事 

 

５ 内容 

（１）審議事項 

  ア 第１号議案 議事録署名人選出の件 

  イ 第２号議案 平成２５年度一般会計収支決算の承認の件 

（２）報告事項 

  ア 理事会の開催結果の件 

  イ 平成２５年度事業報告の件 

  ウ 平成２６年度事業計画の件 

  エ 平成２６年度一般会計収支予算の件 

  オ 寄附物品等の受入の件 

  カ 給与規程改定の件 

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）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、また、説明員として事務局職員 

  の出席を求めたことを報告、続いて配付資料についての確認を行ったのち、審議に入っ 

  た。 
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（２）審議 

ア 第１号議案 議事録署名人の件 

＜結果＞ 

 本件について、定款第２１条に基づく議事録署名人として西原評議員、西村評議

員を選出することを可決した。 

 

イ 第２号議案 平成２５年度一般会計収支決算の承認の件 

 ＜結果＞ 

  本件については、原案のとおり、出席評議員全員一致で可決した。 

   ＜説明＞ 

    Ａ理事   

平成２５年度一般会計収支決算について、収支予算との対比で説明します。 

事業活動収入の部、今期の決算額は１２億８，１４６万１１１円で執行率は 

９６．１％でした。予算に対して乖離があるもので主な要因を説明します。 

自主事業収入については、決算額が６，０４０万２，１１３円で、予算と比較

して約２，３００万円余の差があります。要因は、助成金を申請していた事業に

おいて、交付が決定されたことから実際のチケット額を低目に設定できたこと、

そのほか各種公演の支出が抑えられたために相対的にチケット代や事業料を低く

できたことによるものです。 

次に、事業支出の部です。決算額は１２億６，３９６万８，５７１円で執行率

は９５．１６％となりました。予算に対しての乖離について、主な要因を説明し

ます。 

事業人件費支出の決算額は１億６，７９５万３，９６６円、管理人件費支出の

決算額は８，１２５万２，６０２円です。乖離の要因としては、病休や育児休業

等の社会保険料などの事業者負担分の執行がなかったことなどが挙げられます。 

次に、コミュニケーション事業費支出です。決算額は、 

６，５９７万３，１２１円で、調布よさこいの支出が抑えられたことと、財団報

ぱれっとに係る支出が抑えられたことにより、乖離が生じました。 

次に、たづくり事業費です。決算額は３，６５０万６，８６４円で、たづくり
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で実施したコンサートなどの舞台芸術の公演に係る費用と、市民カレッジに係る

支出が抑えられたことにより、乖離が生じました。 

次に、グリーンホール事業費です。決算額は４，０１８万３，６９６円で、ア 

    イリッシュダンスの公演が宝くじ文化公演として助成金を受けられることが決ま 

    り、予算化されていた約７００万円が不用額となったことと、公演に係る費用が 

    全体的に抑えられたことにより、乖離が生じました。 

なお、たづくりとグリーンホールの施設管理に関わる支出と管理費、一般事務

費についてはおおむね予算どおりの執行となりました。 

その結果、受託事業収入である図書館の管理委託料を４２万４，２２１円、補

助金を８０１万１，８１７円、合計８４３万６，０３８円を調布市に対し精算戻

入することとなりました。 

土井財務係長   

正味財産増減計算書にある今期の経常外の損益はゼロとなり、発生しておりま

せん。従って、今期の期末の正味財産の残高は、５億８，２８９万３，５２４円

となりました。 

貸借対照表の資産の部です。流動資産合計は、１億１，１８１万４，９３９円

で、固定資産額合計は５億９，９１３万３，７７１円となり、合計は 

７億１，０９４万８，７１０円となりました。昨年と比較し、額が減っている要

因はリース資産の減価償却にあります。 

次に、負債の部です。流動負債計が１億１，８７２万７，５４４円で、固定負

債を合わせた結果、１億２，８０５万５，１８６円となりました。 

次に、正味財産の部です。指定正味財産の合計が５億円、そして一般正味財産

の合計が８，２８９万３，５２４円、負債及び正味財産の合計は 

７億１，０９４万８，７１０円となりました。 

キャッシュ・フロー計算書は、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、６４５万２，２７２円の減です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、６８２万９，２００円の減です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１，０６７万９，６６４円の減です。 

現金及び現金同等物の増減額は、２，３９６万１，１３６円の減となり、その

結果、現金及び現金同等物の期末残高は、１億４５６万３，５３６円となりまし
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た。 

財務諸表に対する注記、財産目録は後ほどご一読ください。 

Ｋ監事   

監査報告いたします。私たち監事は、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２５年４月１日から平成２６

年３月３１日までの平成２５年度における業務監査及び会計監査を行い、次のと

おり報告します。 

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、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ます。 

（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ます。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員   

これまでになく来館者も多く、満足度も高くなったということがあり、入館者

も５万人増えたということなのですが、自主事業収入は予算よりも 

約２，３００万円少なく、施設利用収入も減ってしまったということは、予算よ

り実績が減ったということなのでしょうか。 

土井財務係長   

自主事業収入は計画の段階での事業と、実際にやる事業が話を進めていく段階

で金額が変わってくる部分も生じます。そこで金額が安くなれば、その分チケッ

ト料金に反映させていくことから収入に影響します。 

平成２５年度は、約７００万円の規模の事業が１本、補助金対象となり、本来
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であればチケット収入で賄う部分を補助金で賄える形となったことから、チケッ

ト収入をかなり落として提供することができました。 

次に、グリーンホールの大きい会場の公演では、１本の事業の委託の関係の費

用が何％か低くなるだけでも年度を積み重ねていくと、かなり金額が低くなるよ

うな形もあり、事業規模の差によって、自主事業収入の予算と実績の差が大きく

出てきてしまう部分があります。 

次に、利用料金収入では、今グリーンホールは貸出を停止し、工事が行われて

います。工事期間は３月末から６月末となっていることから、施設利用料金につ

いては金額が予算より低くなっています。 

常廣総務課長補佐   

来館者が非常に増えている中で、利用料金収入がなぜ減っているかという質問

がありました。まず、来館者は確かに増えている一方、施設の利用率は、毎年７

割から８割の利用率というところで、同じぐらいの数値で推移しています。特に

平成２５年度は、貸施設の利用とは違うところで、例えば１階のエントランスを

活用した展示、展示室の活用などにより来館者が増えているという成果が出てい

ます。このようなことから、施設利用料金の収入と来館者の増が必ずしも同じよ

うに推移していないという状況があります。 

Ｃ評議員   

今後、こういった施設利用収入や自主事業収入が増えるような形でやっていけ 

ばよろしいのでしょうね。 

Ｅ評議員   

 ７００万円規模の事業に対する助成金を得ることができたという話がありまし

た。その結果、自主事業収入としての料金設定を下げることができたことから、

自主事業収入の決算額は、約６，０００万円という説明だったと思います。正味

財産増減計算書では、前年度と比較すると、自主事業収入が約１，２００万円減

少しています。７００万円規模の助成金獲得があったということは、受取助成金

支援金が増になるのでしょうか。 

土井財務係長   

宝くじの社会貢献広報事業である「宝くじ文化公演」という助成金制度があり

ます。これは、財団に対し、実際に助成金が収入として入るものではなく、助成
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元が事業にかかる費用を全額負担する制度です。財団が販売したチケットの収入

も助成元に振り込みます。助成の条件として、チケットは定められた枚数以上を

販売する必要があり、規定枚数を超えた販売収入が財団の収入になります。 

よって、財団に対し、助成金や自主事業収入として入る金額は多くないことか

ら、財務諸表や収支計算書に７００万円規模の数字が反映されることはないとい

うことになります。 

Ｅ評議員   

この助成金は、財団の収支上には反映されないということですね。それは平成

２６年度にも当てはまるかもしれないということでよろしいですね。 

次に、自主事業収入については、積極的に増やしていく努力をされていると思

います。一方、友の会会費収入が前年と比較すると６３万円の減、年会費が一人

の会員につき２，０００円ということになると、相応の会員数が減少した年度に

なるかと思います。この要因を教えてください。 

徳永コミュニケーション課長   

友の会の会員数は、平成２４年度と比較しますと３１５人、１６％の減となっ

ています。全国的にこのような有料制の会員制度自体の減少傾向があります。ま

た、グリーンホールの休館、そして会員向け広報紙の見直しがあったことも要因

です。また、友の会では、当初から紙媒体による情報提供を行ってきましたが、 

最近では、ウェブ媒体やスマートフォンなどでさまざまな情報入手ができるよう

になったこともあり、会員の減少につながったと考えられます。 

平成２６年度は、退会者に向けてアンケート調査を行い、退会の理由等を調査

していくことを考えています。 

また、新制度の検討や部分の新たな財源確保、調布以外の団体の状況なども研

究していきたいと考えています。 

Ｄ評議員   

友の会の会員が増えることが望ましいとしながら、特に文化・芸術事業に関し

ては、難しい側面があることが理解できました。 

１つ提案なのですが、友の会の会員のチケット割引購入枚数には制限があると 

    思います。人気の高いプログラム以外では、制限を緩和するなどの工夫を加え 

    るなどし、トータルで収入増につなげてはどうかと思います。 
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Ｆ評議員   

友の会の会員は何人ぐらいなのですか。 

徳永コミュニケーション課長   

平成２５年度末で１，６５４人です。 

Ｆ評議員   

チケットの割引率はどのぐらいなのでしょう。 

徳永コミュニケーション課長   

原則は１０％です。 

Ｆ評議員   

その１０％の妥当性や特典の工夫で会員増加につなげる余地があるのかなど、

研究をされるとよいと思います。 

Ｆ評議員   

クラシックに関しては、なかなか厳しい状況もあるというところもあり、何か

しら関連づけて創意工夫を今後できればよいのではないでしょうか。 

 

イ 報告事項 

（ア）理事会の開催結果の件 

  ＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

平成２５年度第４回臨時理事会は、平成２６年３月２５日月曜日、書面決議に

より開催されました。議題は、平成２５年度第３回臨時評議員会招集の件です。 

概要は、平成２６年４月１日付の調布市の人事異動により、生活文化スポーツ

部長に八田主税氏が就任されたことに伴い、平成２６年３月３１日付で調布市を

退職、評議員を退任された花角美智子前評議員の就任期間である平成２７年度の

第１回定時評議員会までの評議員としての補欠選任を行う旨が提案され、可決さ

れたものです。 

平成２５年度第２回定時理事会は、平成２６年３月２９日土曜日に開催されま

した。議案は４点、報告事項が１点ありました。主なものとしては、平成２６年

度の事業計画案及び収支予算案の承認の件がありました。 
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平成２６年度第１回定時理事会は、平成２６年４月２８日月曜日に開催されま

した。議案が３点、報告事項がありました。主なものとしては、平成２５年度事

業報告、収支決算承認の件がありました。 

 

（イ）平成２５年度事業報告の件 

  ＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

平成２５年度は、平成３０年度までの新基本計画の初年度として、財団、文化

会館たづくり及びグリーンホール、それぞれに定めたミッションをもとに、事業

及び施設管理運営に取り組んでまいりました。 

事業については、長きにわたり培ってまいりました地域社会及び関係団体との

信頼関係、専門的な知識や技術の集積と経験を生かし、機動的、効率的な運営に

努められる組織体制に一新し、市民サービスの向上と芸術、文化、生涯学習、コ

ミュニティの振興を図りました。 

広報活動では、新設した広報・マーケティング係を中心とした積極的なパブリ

シティ活動により、多くの事業があらゆるジャンルのメディアに取り上げられ、

施設の認知度とともに当財団事業の認知度が向上するという成果もみえました。 

施設の管理運営では、定期的な建物や設備等の点検により、予防保全と緊急修

繕等を実施しました。 

人材育成については、アートマネジメント力の向上とともに、職員の資質向上

に努めました。 

平成２１年度から平成２５年度までの第２期指定管理期間の総括については、

まず、事業運営では、財団らしさをもった事業の拡充、市民要望の反映などの課

題に対し、ワークショップや出張ステージなどを行うことで、公益財団法人なら

ではの事業展開を図りました。 

施設の改修検討や利用サービスの向上などにつきましては、調布市に対し、施

設の長寿命化を図るための中長期修繕計画を提案するとともに、利用者の立場に

立った運営を図りました。 

次に、重点施策の実施についてです。 
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施策の１点目、アウトリーチ活動の拡大では、コミュニティ振興係を新設し、

市民や地域との双方向の交流促進を図りました。 

２点目の市場調査等の反映では、広報・マーケティング係を新設し、積極的な

情報発信など、市民が参加、利用しやすい環境整備に努めました。 

３点目の次世代人材の育成では、芸術・文化の裾野拡大と次世代の芸術・文化

を担う人材の育成に努めました。 

     ４点目の人材の育成では、国が実施するアートマネジメント研修への職員の積

極的な参加など、アートマネジメント力の向上を図りました。また、助成金の申

請に関する研修を行いました。 

次に、計画的な施設の維持保全についてです。当財団では、定期的な建物や設

備の点検により劣化状況の検証をしながら、各館の計画的な予防保全と緊急修繕

対応に当たり、施設貸し出しは年間を通して急な故障や不具合はなく実施するこ

とができました。 

次に事業内容についてです。美術振興事業は、たづくり１階展示室と９階リト 

ルギャラリーにおいて、多くの市民が主体的に芸術・文化にかかわり、また、幅 

広い世代が楽しめる機会を提供しました。 

芸術振興事業は、各館の特性を生かした事業を展開しました。文化会館たづく

りでは、クラシックコンサートやストリートダンス、古典芸能事業に至るまで市

民の多岐にわたる興味に応える事業運営に努めました。 

グリーンホールでは、レベルの高い音楽や音楽以外にも落語事業など、さまざ

まなジャンルの芸術公演を市民に提供し、芸術振興に努めました。また、外部か

らの助成金を活用し、廉価なチケット料金設定を実現した事業を２事業実施しま

した。 

     体験・育成事業は、美術振興事業や芸術振興事業に付随した体験事業を実施し

ました。 

映像文化事業は、市内に４０を超える映画・映像関連企業が集まる映画のまち

調布を推進する事業として、今年で２５回目を数えます調布映画祭をはじめ、グ

リーンホールでは、調布シネサロンや調布シネマセレクションを実施しました。 

また、調布市や調布市観光協会と情報を共有するため、「映画のまち調布」推

進委員会や「映画のまち調布」庁内連絡会に積極的に参加しました。 
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文化祭事業は、調布市文化協会と連携し、第５８回調布市民文化祭を実施しま 

した。 

地域コミュニティ活性化事業は、調布よさこい２０１３では、過去最高の３３

チームが参加、来場者も過去最高の３万３，０００人となりました。 

次に、芸術・文化学習事業は、ちょうふ市民カレッジとして、大学教授や専門

家による講座のほか、当財団の特色の１つである市民講師講座や講座修了生によ

るボランティアによる講座など、年間で４１講座を実施しました。 

また、調布市内・近隣大学等公開講座は、１２の大学から協力を仰ぎ、２４講

座を実施しました。 

活動援助事業は、芸術・文化を通じて、各地域コミュニティの活性化を図るた

め、出演者紹介や運営のアドバイス、機材等の用具貸し出しを通年で実施しまし

た。 

次に、広報事業は、積極的な広報活動に努め、マーケティングにおいては専門

機関と連携し、分析に努めました。 

また、本日は、広報・マーケティングの資料を用意いたしました。 

１点目です。平成２５年度の事業を中心として記録しました写真集です。 

次に、平成２５年度より本格稼働しましたツイッターの活用状況です。ツイッ

ターは１日１件を合い言葉に、平成２５年度は６１９回ツイートをし、フォロワ

ーも徐々に増えてきています。 

次に、新聞や雑誌など、各種メディアに紹介された記事の掲載実績です。積極

的なパブリシティ活動に加え、調布市広報課との連携を強化したことにより、掲

載の回数も昨年と比較して増えてきています。 

次に、大判の表は、これらの記事が掲載されたものを表の形にして紹介してい

るものです。 

最後に、事業レポートです。こちらは、広報・マーケティング係が各事業に赴

いた際に記録写真とともに参加していないほかの係の職員に対しても事業を知る

きっかけづくりとしてスタートさせた、新たな取組となっています。 

 説明に戻ります。施設管理運営につきましては、指定管理者として利用者の立

場に立った運営を心がけ、安全・安心を第一に快適で誰にでも優しい施設運営に

努めました。 
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文化会館たづくり、グリーンホールとも近隣の公立文化施設と比較しても高い

施設利用率を推移し、貸施設利用者アンケートにおいても、前年比で満足度が上

がっている結果を得ています。 

平成２６年度以降におきましても、平成２５年度に実施した事業を振り返り、

さらなる芸術・文化の振興に努めてまいります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｅ評議員 

パブリシティに関して、一覧表を拝見すると例年よりも新聞、テレビ、雑誌等

で掲載量が非常に増えていることがわかります。１回当たりの費用換算として、

新聞やテレビに取り上げてもらうようお金を払った場合で換算すると、結構な費

用負担が求められたのだろうと思います。逆に新設した係、課によって、これら

がトピックスで取り上げられたということからすると、費用換算できないところ

もあると思いますけれども、非常に効果が上がったことと思います。 

例えば、これを費用換算して、広告料として一般的に何十万とかという、１回

当たりで換算した場合、どのぐらいの効果が上がったと考えられるでしょうか。

要は、パブリシティの効果として、費用を自ら払った場合の価格に算定したら、

どのぐらいの効果が上がったのかという質問です。 

次に、計画的な施設管理については、市と密接な部分でもあり、なるべく利用

者目線で予防保全などをお願いしているところです。特に急な故障など、不具合

への対応において、平成２５年度、利用者目線ということを配慮して維持管理を

したという点がありましたら教えてください。 

徳永コミュニケーション課長 

１点目のパブリシティ効果についてお答えいたします。平成２５年度１年間の

パブリシティの内容は、新聞の掲載３１回、テレビ４回、無料情報誌１１回、有

料情報誌４回、ウエブサイト２１回という結果です。 

この中で、新聞、テレビなど、広告換算しますと、新聞の通常の広告枠掲載で

３．５センチ×２段で１６万３，０００円という事例があります。これに照らし

合わせると、１６万３，０００円を３１回掛けて５００万５，３００円という数

字になります。 

次にテレビ放映では、４回のうち２回の放映につきましては、関東キー局の日
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本テレビとテレビ朝日の番組でした。２番組とも５分程度の情報を発信していた

だきました。関東キー局で１本１５秒のＣＭを打ちますと、４０万円から７５万

円というのが相場です。４０万円で換算しますと、５分でおよそ１，６００万円

の換算になります。残り２本の番組につきましては、ＭＸテレビで放送していた

だきました。こちらは地方局ですので、１５秒の１本当たりの換算で４万円が相

場となります。こちらもニュース番組として１～２分の番組として放映されてい

ますので、１分と換算して２回で６４万円。よって、テレビは１，６６４万円、

新聞では５０５万円という試算です。 

渡部施設管理係長 

施設管理運営において配慮した点について説明いたします。 

予防保全と緊急修繕を心がけており、また、調布市のほうにも修繕計画を提出

し、１０年の計画の中に採用されました。修繕、保全関係については、おおむね

順調に履行し、利用者の方に迷惑をかけることはありませんでした。 

平成２５年度は、平成２４年度の施設利用者アンケートの中から、ウイークポ

イントであったところを心がけてポイントを挙げるよう努め、インフォメーショ

ン業務を中心にソフトの面の充実を意識しました。 

Ｅ評議員 

広報の効果が上がっているということが確認できました。ぜひ今後とも良質な

事業を展開し、関東近県も含め財団の事業に来ていただけるようなパブリシティ

をお願いいたします。 

また、施設に関しての内容で、利用者からの要望対応報告について教えてくだ

さい。今、ご答弁いただいた内容の中で、非常に良好な管理がされていることが

わかり、ありがたく思います。そのなかで、市の方に直接届いた声として２点触

れさせてください。 

文化会館たづくりの利用者からの要望のなかで、安全・安心の観点によるもの

だと思いますが、エレベーターの閉ボタンを押してから作動に掛かる時間の設定

がちょっと長いと感じています。これに関しては、市側にも直接意見が寄せられ

ました。 

次に、持病があって水分を補給したいという要望に対し、映像シアターでは飲

食が禁止であるという内容です。例えばこぼしても特に施設管理上、じゅうたん
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が汚れてしまうことがない水やお茶などの飲料水は、許容していくと利用者目線

で良好な形になるのかなと思います。市に届いた声ですので、ぜひ参考にして、

平成２６年度に向けてご検討いただきたいと思います。 

渡部施設管理係長   

エレベーターの開閉時間について、経過を説明いたします。過去に閉ボタンを

押すとすぐに扉が閉まっていましたが、早く閉まり過ぎるのは怖いという利用者

の要望を受け、閉ボタンを押した後、「ドアが閉まります」というアナウンスを

必ず入れた上で扉が閉じるように設定しています。ただ、そうはいってもお客様

の感覚によっては、時間が長く感じられるというところもあると思います。設定

時間は、いろいろな方のお話を聞きながら調整していきたいと思います。次に、

水分補給については、飲食禁止については条例施行規則等に根拠をもつものでは

なく、くすのきホールと映像シアターの椅子は固定式であり、ほかの施設であれ

ば、汚損があった場合、交換による対応も可能なのですが、椅子が著しく濡れて

しまった場合等は、次のお客様のご利用に支障を来すことから一応ご遠慮いただ

いています。 

お客様の症状に合わせて柔軟に対応できるよう、今後への要望ということでお

受けし、研究してまいります。 

Ｅ評議員 

特に熱中症などもありますので、利用者目線を加えて検討いただければと思い

ます。 

Ｃ評議員   

芸術・文化を調布で花開かせていくことは、このホールの大きな使命です。実

はクラシックというものの文化が今、世界的に、また日本でも急速に収縮してい

るのです。ＣＤは売れません。演奏会も特定のものはよく入るのですけれども、

そうでないものは非常に苦戦しています。音楽大学も全国的に応募者が減ってい

ます。桐朋学園は増えているのですが。 

そういった中、今、ホールに来る聴衆の年齢層が明らかに高くなっています。

比較的余裕があって、音楽を若い頃に親しんだ人が今、恐らくリタイアされて来

ています。２０年後、現在２０代、３０代の人にどれぐらいクラシックファンが

いるか、極めて不安であるということが音楽大学の将来像と関わっています。そ
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の中で非常に重要なのがアウトリーチです。 

 劇場やホールが中心となり、市の教育委員会を通して小学校、中学校にどのよ

うにアプローチをしていくか。そこで聴衆をどのように作っていくかが毎回大き

な議題になります。具体的にどのような交流促進を図ったのか。市全体でこれか

ら先、どのように教育委員会との連携を進めていくのかということが、ホールの

運営では非常に重要だと思います。 

徳永コミュニケーション課長   

アウトリーチ活動の拡大につきましては、平成２５年度の重点施策に掲げてい

ます。平成２４年度と回数を比較しますと、１５回ということで同数ですが、平

成２５年度につきましては、平成２４年度に５地域でしか実施しなかったアウト

リーチ事業を１３地域に広げ、市全体でアウトリーチ活動を行うことを心がけた

点が１点あります。 

また、音楽につきましては、今年も開催されますが、音楽祭のアウトリーチ事

業として市内で実施したこと、音楽以外につきましては、今回、映画のまち調布

ということで、無声映画を追加したという点があります。 

  

 ウ 平成２６年度事業計画の件 

    ＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

それでは、私から、平成２６年度事業計画の件につきましてご報告します。 

    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となるよう、編成を行いました。 

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。 
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     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は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。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ評議員   

事業報告のところでパブリシティの効果に関する説明がありましたが、平成 

２６年度に力を入れていきたい取組があれば教えてください。 

次に、調布よさこいに関しまして、１０年を目処にこれまでの経過の中で見直

しをというような声もあったと聞いています。調布駅周辺の工事をきっかけに、

今年度は駅前広場が使えるようになっていますが、その活用も視野に入れた計画

があるのかも含め、今後のよさこいについて教えてください。 

徳永コミュニケーション課長   

パブリシティについて、平成２６年度も平成２５年度同様、積極的なパブリシ

ティ活動に取り組んでまいります。平成２５年度に調布市の広報課と連携させて

いただいたところをさらに強化し、地域メディアの方々とも連携をとり、調布ら

しさというものをしっかりと出せる広報に取り組んでいきたいと考えています。 

調布よさこいの駅前広場の活用は、既に今年度の実行委員会がスタートしてお

り、駅前広場の活用について検討しています。早速、キックオフイベントと題し

まして、この６月に駅前広場を会場によさこいのイベントを行う予定です。 

Ｂ評議員   

地元の地域のメディアとの連携も深めていくという中で、１つ提案です。地元

のメディアである以上、ほかの大手のマスコミに流すようなプレスと同じような

ものをいただいても一体感がない印象があります。そこに大手の方がいても構わ

ないのですが、市役所の広報の方も含め、メディアの方向けに交流会的なものを

開いてみると良いと思います。 
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Ｅ評議員   

アウトリーチに関しては、非常に重要な内容であるということでした。平成 

２６年度に特色のある活動として予定されているものについて教えてください。 

次に、桐朋学園大学オーケストラ演奏会（仮称）の企画に関連した質問です。

今後桐朋学園大学との連携による新たな取組があれば教えてください。 

徳永コミュニケーション課長   

平成２６年度の４点の重点事業の中で特徴的なものとして、１点目の「クリエ

イティブリユースでアート！」では、市内の事業所等のご協力をいただき、端材

や廃材をアートに活用しようという事業として平成２５年度から進めています。

平成２６年度は、その集めたものを形にするという年になっており、力を入れて

いきたいと考えています。 

２点目に、文化会館たづくりのくすのきホールにデジタルシネマパッケージと

いうデジタル映像の映画が上映できる機器が導入されます。映画のまち調布を推

進するものとして、これを活用した事業展開を図りたいと考えています。 

３点目に、自主財源確保へ向けた研修を取り入れていきたいと考えています。 

Ｅ評議員   

デジタルシネマパッケージにおいては、今、市内の映画関連企業と連携するな

ど、旧作の映画であってもデジタル化されて非常に鮮明に上映できるようになり

ますので、こけら落としから利用率を高めていければよいと思います。 

映画、映像関連では、調布映画祭の際に、エントランスホールに、照明でシル

エットを描写した演出がありました。とてもよい風情があるので、映画祭のとき

のみならず、季節感によってエントランスで影絵などをやっていくと、映画、映

像という点で非常にいいのかなと思います。 

次に、市側において１階のカフェと１２階のレストランのプロポーザルを行っ

た結果、平成２６年度から事業者が変わりました。これを機に、できれば新しく

なったカフェやレストランで、音楽を聴きながら食事を楽しめる内容など、特色

ある展開ができるといいのではないかと思います。 

Ｄ評議員   

 平成２５年度においていろいろな企画の中で、集客率が芳しくなかったものの

要因を振り返り、平成２６年度は、振り返ったものをどう反映させ、また、広報



 

- 17 - 

を行っていくのかが課題となると思います。 

もう１つは、桐朋学園大学の学生による演奏会は、できるならば中学生や高校

生に聞いていただけると良いチャンスになると思います。余り年齢が変わらず、

一緒に勉強している学生が演奏することを特色として打ち出していくと、よりア

ウトリーチに近づいてくるのかなと思います。これは学校側とまた今後相談しな

がら進めていけばよろしいかと思います。 

徳永コミュニケーション課長   

平成２５年度の集客が芳しくなかった事業のひとつに文化会館たづくりくすの

きホールで行った「ひびけガラクタ！うたえのこぎり♪」という音楽会がありま

した。こちらは子ども向けの公演です。ワークショップもつけた内容でした。毎

回事業でアンケートを実施しており、この事業に来場された方にもお答えいただ

いたのですが、今回のチラシ、ポスターの内容が実際の公演内容と乖離があるよ

うな表現ではないかというような意見がありました。実際に来た方々は、来てみ

ると大人も楽しめる内容だねという言葉をいただきました。しかしながら、ポス

ター、チラシ等に関しましては、少し子どもっぽいという部分もあったため、う

まく興味を集めることができなかったのかなという面もあります。平成２６年度

以降は、事業と密接に関連づけたような内容の広報媒体づくりを心がけてまいり

たいと考えています。 

 

  エ 平成２６年度一般会計収支予算の件 

＜説明＞ 

土井財務係長   

平成２６年度は平成２５年度に策定した基本計画の２年目に当たります。事業

規模を維持しながら細かい見直しを行い、また、消費税増税についても反映させ

た結果、事業活動収支の部と投資活動収支の部の収入の部、財務活動収支の部の

収入の合計は、１３億４，１９０万８，０００円となりました。昨年度と比較す

ると４３８万円の増となっています。 

自主事業収入の部では、事業規模の大きさと事業本数を精査したために 

８９６万５，０００円の減となっています。 

次に、指定管理料収入です。財団の組織運営に係る費用の一般事務費支出の財
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源を補助金に移管したことによる減と、消費税増税を反映した結果、 

１，１１７万４，０００円の減となりました。 

次に、補助金収入です。一般事務費支出の財源の移管が主な要因となり、 

２，３８６万３，０００円の増となっています。 

続きまして、支出の部です。たづくり事業費については、計画上の事業規模が     

    小さくなったことと、事業本数の精査により４８３万円の減となっています。 

次に、施設管理に係る経費です。消費税の増税と細目の見直しをした結果、た

づくり施設管理運営事業費支出については１，５３０万４，０００円の増、グリ

ーンホール施設管理運営事業費については３２０万９，０００円の増となりまし

た。 

次に、投資活動収支の部です。事業積立資産取崩収入の予算は、 

１，３６３万２，０００円です。市からの拠出金が減ってくる中、事業の規模を

維持するために、特定資産である事業積立預金を取り崩します。当該年度の中で

努力し、この事業積立預金を取り崩す金額が少なくなるように努力してまいりま

す。 

次に、財務活動収支の部です。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、リース資産として計上しています。リー

ス資産に対して、当該年度に支払う負債についての返済に充てる支出です。平成

２６年度は、文化会館たづくりのくすのきホールのグランドピアノ、照明制御機

器などの比較的リース料が高いものの物件がリースアップを迎えることにより 

１，０５０万１，０００円の減となりました。 

なお、予備費支出については、平成２３年度から公益法人会計の基準に移行し

ており、予備費支出については計上しておりません。 

 

  オ 寄附物品等の受入の件 

    ＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

平成２５年１２月１日以降、本日までにありました寄附の受領の報告です。 

寄附は２件ありました。１点は、市民の方で３口３，０００円。もう１点は、同 

じく市民の方から、５口５，０００円の寄附をいただきました。 
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寄附金に関しましては、昨年度から行っている広報による寄附の呼びかけや、

受入方法の工夫を重ねることにより、成果を上げることができるように努力を重

ねてまいります。 

 

  カ 給与規程改定の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐   

概要は、既存の給料表の一般職員を再任用以外の職員としまして、６０歳での

定年退職後に再任用となる職員の給与表をそこに追加したものとなっています。 

 

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。 

 

 


