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平成２６年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２６年４月２８日（月）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 

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、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 内容 

（１）審議事項 

ア 第１号議案 平成２６年度第１回定時評議員会召集の件 

イ 第２号議案 平成２５年度事業報告の承認の件 

ウ 第３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 平成２５年度評議員会開催結果の件 

イ 寄付物品等の受入の件 

ウ 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 

Ｂ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１号議案 平成２６年度第１回定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。 
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＜説明＞ 

Ｂ理事 

平成２６年度第１回定時評議員会は、審議事項が２件、報告事項が４件の予定

です。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 平成２５年度事業報告の承認の件 

＜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＞ 

Ｂ理事 

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。 

事業につきましては、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。 

広報活動においては、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

てまいりました。 

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

等を実施してまいりました。また、当財団が平成２４年度に調布市に提案した中

長期計画への掲載事業のうち、調布市の基本計画事業である「文化会館たづくり

とグリーンホールの維持・補修」において計画された改修が予定どおり実施され

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

に努めてまいりました。 

常廣総務課長補佐 

平成２１年度から２５年度までの第２期指定管理期間の総括について、説明い
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たします。 

事業運営では、財団らしさをもった事業の拡充や、市民要望の反映などの課題

に対し、ワークショップや地域に出向く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ったほか、市民意識・ニーズ調査や事業アンケー

トの収集などの手法に加え、広報・マーケティング係を新設し、利用者のニーズ

を分析する取組を始めました。 

施設の改修検討や利用サービスの向上などについては、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し、それが調布市の基本計画事業に

採用されるなど、施設の計画的な維持保全に貢献し、また、施設利用サービスの

向上についても、利用者の立場に立った運営を図りました。 

平成２６年度からスタートする第３期指定管理期間におきましても、文化会館

たづくりとグリーンホールが利用者にとって親しみやすく、満足度の高い施設で

あり続けることができるよう、事業及び施設管理運営に努めるとともに、芸術・

文化の向上に取り組み、財団があってよかったと市民からいわれるよう、５年間

を運営してまいります。 

次に、平成２５年度の事業計画において、重点施策として掲げた４点について

報告いたします。 

１点目の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。具体としましては、文化会館たづくり

やグリーンホールで実施する事業と連携して行い、当財団事業の認知度の向上と

地域コミュニティの活性化を図ることができました。 

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

情報発信に努めるとともに、事業ごとに実施するアンケートなどによる市民要望

の把握に努めました。また、事業各部署と連携し、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、子どもや若者を対象とした事業を展開すると

ともに、若手の演奏家や芸術家などに活躍の場を提供することで、芸術・文化の

裾野を広げることに加え、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

極的な参加や、先進的に活動している会館から講師を招聘し、事例研修を行うな
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ど、アートマネジメント力の向上を図りました。また、芸術・文化に関する助成

金の申請に関する研修を行いました。 

このほか、固有職員がリーダーシップを発揮する機会が増えつつある中、後輩

職員の育成やセルフマネジメントに関する研修を実施し、職層に求められる資質

の向上に努めました。 

次に、３の計画的な施設の維持保全についてです。当財団が実施する施設の維

持保全としましては、定期的な建物や設備の点検により劣化状況の検証を行いな

がら、文化会館たづくりとグリーンホールにおける計画的な予防保全と緊急修繕

対応に当たり、利用者の皆様に対し、急な故障や不具合などによりご不便をかけ

ることのない施設貸出を行いました。また、調布市に対して提案を行った中長期

修繕計画のうち、文化会館たづくりでは空調設備の改修など、グリーンホールで

は舞台機構設備の改修などが実施されました。 

４の事業内容について説明します。平成２５年度は、財団、文化会館たづくり

及びグリーンホールそれぞれのミッションと当財団の基本計画に基づき、芸術・

文化、コミュニティの各事業と施設運営に取り組んでまいりました。 

美術振興事業は、文化会館たづくりの１階展示室と９階回廊リトルギャラリー

において、多くの市民が主体的に芸術・文化に関わり、その楽しさを享受できる

環境を整え、幅広い世代が楽しめる機会を提供しました。展示室で実施した竹内

トキ子写真展は、富士山の世界文化遺産登録も相まって関東キー局の情報番組に

複数回紹介されるなど、市内はもとより全国から多くのお客様を招くこととなり

ました。 

また、深堀隆介金魚作品展は、升や桶などに透明樹脂を流し込み、硬くなった

表面にアクリル絵の具で金魚を描く手法で、まさに命が吹き込まれたような作品

が多くの来場者を魅了しました。また、この事業は、会期中の来場者が４年ぶり

に１万人を超えた事業となりました。 

このほか、平成２５年度は国体の機運醸成を図る事業として、調布市と連携し

た事業を事業実施したほか、１月には新たな取組として、市内事業所等の協力を

仰ぎ、市内に埋もれる端材や廃材をアートにする「クリエイティブリユースでア

ート！」を実施いたしました。 

続いて、芸術振興事業は、文化会館たづくりとグリーンホールにおいて、各館
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の特性を生かした事業を展開いたしました。 

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、音楽以外にも恒例となりました落

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。 

公演に当たり、外部からの補助金を活用し、廉価なチケット価格設定を実現す

る事業を２事業実施いたしました。 

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い

たしました。 

また、調布市ゆかりの新進芸術家等に出演の機会を提供することで、芸術家の

育成の一助とともに、将来有望な人材の紹介に努めました。 

次に、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、２５回目となった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いたしました。 

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いたしました。 

文化祭事業は、「第５８回調布市民文化祭」を実施することができました。 

次に、地域コミュニティ活性化事業は、「調布よさこい２０１３」では気温 

３７度を超える猛暑の中、過去最高の３３チームの参加により大いに盛り上がり

来場者も過去最高の３万３，０００人となりました。 

このほか、「出前よさこい」を市内各地域で実施し、地域コミュニティの活性

化と市民相互の交流促進に努めました。 

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

がボランティアとして実施する講座など、年間で４１講座を実施いたしました。 

また、芸術系大学を中心に各大学の特色を生かした「ちょうふ市内・近隣大学

等公開講座」を、１２の大学から協力を仰ぎ、２４講座を実施いたしました。 

活動援助事業は、芸術・文化を通して市内の各地域コミュニティの活性化を図

るため、出演者の紹介や運営のアドバイス、音響機材やテント等の用具貸出を年
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間を通して実施いたしました。 

広報事業は、平成２５年度の重点取組の施策にも掲げられている事業で、新設

した広報・マーケティング係を中心に当財団の認知度向上に努めました。 

広報において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

と連携した分析に努めました。 

なお、本日は広報・マーケティングに関する資料を用意しています。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、掲載回

数も昨年と比較して増えています。 

「事業レポート」は、広報・マーケティング係が各事業に出向いた際に、記録

写真とともに、参加していない他係の職員にも事業を理解、知ってもらうきっか

けづくりとしてスタートした新たな取組です。  

広報・マーケティング係は、各係の横の連携を円滑に遂行する役割として今後

も努めてまいります。 

施設管理運営についてです。施設管理運営につきましては、指定管理者として

市民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。 

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

上がっているという結果を得ています。 

Ｅ理事 

施設の満足度が２ポイント上がったというのは、催物に対してなのか、施設利

用に対してなのか。施設が取りにくいということをよく聞きます。それは、満足

度などという類いのものではないと思いますが、いかがでしょうか。 

渡部施設管理係長 

貸施設利用者アンケートは、施設を利用する団体または個人あてにお配りして

います。催物に参加にいらっしゃった方のアンケートではありません。施設が取

りにくいという苦情も、アンケートの中で要望としていただいています。現状で

は、たづくりは、ホール系が７９％の利用率、会議室系が約７０％の利用率とい

う決して低い数字ではありませんが、財団ほか、行政の利用につきましても、優

先予約は調整を図るなど、改善しているところです。 
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Ｄ理事 

たづくりの入館者は、昨年に比べると５万人ぐらい増えています。一昨年前か

らは約１０万人の増加ということで、努力の結果が表れていると思います。 

例えば展示室をはじめとする事業の充実もあるでしょうし、エントランスホー

ルでの事業の取組も集客につながったと思います。調布音楽祭も、展示室絡みの

事業の展開など、非常に良い企画であったと思います。特に５月からの３か月だ

けで入館者が毎月２万人以上増えているなど、数字に表れる大変良い取組だった

と思います。もちろん広報の取組の充実も新たな取組みとして成果があったと思

います。 

一方、友の会である「ぱれっと倶楽部」の会員数が１，６５４人です。一昨年

は、１，９６９人であり、１年間で約３００人の減少です。取組としては、市内

の店舗とのタイアップにより、割引サービスを行うなどの展開がありましたが、

その中で減になっています。また、これまでグリーンホールの事業として位置づ

けてきたものが広報の事業に変わっています。友の会の位置づけが変わってきた

中で、人数が減となっていることについて、今後の取組は広報セクションとして

どう考えていますか。 

菅原広報・マーケティング係長 

ぱれっと倶楽部の会員数自体がここ数年にわたって微減を続けている一因のひ

とつは、会員向けに毎月発行していた「なびじょん」というチケット情報専用紙

と財団報「ぱれっと」を別立てで作成し、会員さんに毎月お送りしていたものを

平成２５年度から、「ぱれっと」にチケット情報を統合させたことがあります。 

情報紙統合による業務の省力化や経費を抑えることもできていますが、会員さ

んにとっては専用の会報がなくなったと認識されたようです。 

もう１点、現在グリーンホールが改修中であり、大ホールが使えない状況にあ

ります。これにより大ホールの事業ができないということで、年末ぐらいから新

しく売り出される公演数が減少せざるを得ない状況があります。そのため、会員

さんにとって、買える公演がなく、新規入会の動機付けが少ないことなども一因

として捉えています。 

今後については、平成２６年度は、会員さんで継続されなかった方に対し、継

続しなかった理由や期待するサービスを聞くアンケートを行います。また、年会
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費をいただいて一定のサービスを提供する方法は、旧態依然とした会員制度のあ

り方だという指摘も受けていますので、現状の手法を継続するか、メールマガジ

ンの導入などの新しいサービスを検討するなど、検証を進めてまいります。 

Ｄ理事 

ぱれっと倶楽部という制度がある以上は、会員数は最も目につくところです。 

会員増に対する努力は、今後もお願いします。 

次に一般学習室及び社会人学習室の管理運営です。社会人学習室については、

席数が２０で３万１，３８７人が利用しています。座席が２０席で 

３万１，０００人以上が利用されている状況は、非常に効率よく使われているよ

うです。これは、社会人の方が利用する時間が短く、回転が速いということなの

でしょうか。 

また、利用者の年齢層と使い方があるのでしょうか。例えば、パソコンの利用

が多いとか、読書での利用が多いというような実態をつかんでいるのであれば、

教えてください。 

渡部施設管理係長 

社会人学習室の利用は、一日平均で１００人弱というところです。利用されて

いる時間帯は、偏りがなく利用されています。社会人学習室の特徴は、机ごとに

仕切りと電源があり、パソコンや電卓、ＣＤ等でのリスニング学習に使うことが

できることがあり、年齢層の方にもバランスよくご利用いただいています。 

Ｃ理事 

学習室の設置目的と位置づけについて、社会人学習室は、学習活動の支援や市

民の生涯学習の推進にあると思いますが、施設管理運営の中に入っています。財

団としては、施設管理の一環、いわゆる貸施設として位置づけているものなので

しょうか。 

渡部施設管理係長 

施設の指定管理のひとつとして、当財団が指定管理を受けている事業です。    

Ｃ理事 

大きな事業目的に対しての効果的な利用ということで学習室を設けているとい

うことではなく、施設として貸し出しているということであれば、自主財源の確

保について真剣に考えていかなければならないなかで、有料化という意見もあっ
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たことと思いますが、いかがでしょうか。 

渡部施設管理係長 

個人学習室の有料化について、検討した経緯はあります。例えば、定員５０人

の貸施設の１区分での１人当たりの料金と、個人学習室の３時間ずつの利用の中

での料金徴収となると、人件費等コストの計上も含めて、利用料金を取ることが

有効かどうかを検討した結果、学習室を利用者学生や社会人の方が将来的に調布

の経済や芸術・文化の活動に貢献していただける可能性をとり、現状では無料利

用とする旨、昨年の利用者懇談会でも回答しています。 

Ａ理事 

新設した広報・マーケティング係とコミュニティ振興係は、平成２５年度は十

分に機能したのかどうか。また、課題があればお話しください。 

中島コミュニティ振興係長 

当係は、平成２５年度からコミュニケーション課コミュニティ振興係としてス

タートを切りました。前身の事業課文化・コミュニティ係の事業を多く引き継い

でおり、その中でも、会館による事業をたづくり事業課、ないしはグリーンホー

ル事業係のほうに移行し、主に館外活動及び市民との協働による事業に特化して

取り組んでいます。 

平成２５年度は、事業自体はある程度継続性がありながら、まだ地域のニーズ

を完全に捉え切れていません。今まで把握していたニーズよりさらに深いものを

探っている状態であり、そこが今後の課題であると認識しています。 

また、全体的に事業数や地域の方との接点が増え声をかけていただく機会も多

くなっています。職員の業務量の配分にも気を配っていきたいと考えています。 

菅原広報・マーケティング係長 

当係は２名体制でスタートいたしました。私自身も事業部署に長くいましたの

で、事業の実施に専念しているときに、誰かが広報宣伝に力を貸してくれたらど

んなにありがたいかと思いながら事業を実施していた経験があります。そういっ

た事業部署の夢を大きく集めたような部署でしたので、正直、どこまでできるの

だろうか、やるべきなのだろうかということを、常に考えながら１年間を過ごし

てきました。また、広報・マーケティングと名前がつけば、突然その分野に明る

くなるわけではありませんので、皆さんの力を借りながら試行錯誤と実績づくり
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をしてきた１年でした。 

そういった中で、広報紙など着手しやすい部分から始め、マーケティングなど

に取り組んだのは年が明けた時期でしたので、それなりの成果に至った部分と、

まだ本当に入り口がみつかったぐらいのものもあります。２名体制でこのまま当

面進んでいくのであれば、私たちが感じたような広報的、マーケティング的な考

え方をいかに財団の中に浸透させ、職員が事業に反映させていってくれるかとい

うことが今後進めていくべきことであると捉えています。 

Ａ理事 

資料がたくさん出ています。資料が出てくるということは、まさしく事業がう

まく回っていた、ないしは機能していたということだと思います。特に事業に参

加していない職員が事業を理解できるような活動についてもう少し詳しく教えて

ください。 

菅原広報・マーケティング係長 

例えば、とあるコンサートに職員が必要な人数だけが同行しますが、実際にど

んな音楽が演奏されたのかといったようなことは、担当としてその場にいても、

全てを聞くことはできません。お客様の対応などにあたっている職員は舞台のこ

とはわからず、舞台袖にいる職員は、お客様の反応は把握できません。事業自体

に携わっていない職員よりはその事業を理解できますが、全体像として把握する

ことは、なかなか難しいです。そういった中で、私どもがカメラを持ち、客席や

舞台の様子などを掴み、その雰囲気や寄せられた意見などを共有することで、お

互いに興味をもって、ほかの事業に結びつけることもできますし、仕事に対する

愛着や理解にもつなげていくことを狙いとし、実施してきました。 

それを写真撮影や、レポートを作成する練習も踏まえ「事業レポート」として

行っています。 

Ａ理事 

財団職員としての視点で事業をみて、職員に伝えているのか、それとも利用者

ないしは観客の方、ないしは出演者の方の視点をもって、それを職員の方に伝え

ているのか。どちらを優先させているのですか。 

 

菅原広報・マーケティング係長 
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職員の視点は職員自身が持てる部分ですので、なるべくお客様の視点というの

で、どう感じるかというところを重視しています。 

Ａ理事 

今のお話から新設した広報・マーケティング係を評価できます。ところで、そ

れぞれの課では、この広報・マーケティング係をどう活用しようとしているので

しょうか。 

常廣総務課長補佐 

財団の認知度の向上の一環として、財団の魅力をできるだけ深いところまで市

民に知ってもらうことが大切です。認知度が低いということは、事業の内容がよ

くても、どの団体が主となってやっているかを知らない市民が多いということで

す。そのＰＲが足りないというのが今までの弱点でありましたので、そこが補完

できるというところで、広報・マーケティング係の新設に期待するところは非常

に大きいと考えています。 

土井財務係長 

広報・マーケティング係が新設されて、我々の事業を表に出せる機会というの

は、これからどんどん増えていくと思います。 

その結果、財団の事業をアピールができれば、資金を引っ張ってくる材料にで

きると考えます。それは、調布市から補助金をいただく際の重点となりますし、

指定管理料の増資の材料や寄附金も同様です。市民の方などに寄附をいただくと

きに、財団の事業などをアピールできるものを用意できていれば、このような事

業に力を貸していただきたいということを訴えかけることができます。また、企

業に協賛を求める際も同様であると考えています。 

渡部施設管理係長 

当係は、表舞台に出る部署ではなく、建物の管理は、１５０人ほどのスタッフ

でメンテナンスも含めて管理しています。広報・マーケティング係は、この組織

と建物をプロモーションしていくところですが、２５年度から裏方の部分につい

てもプロモーションをしていただくようになりました。お客さんと設備管理のス

タッフとのコミュニケーションのきっかけになれば、館への親しみを感じられ、

誇りに思える施設に徐々になっていくと思います。広報の場において、そういっ

たスタッフが取り上げられることにより、我々と同じチームの一員として、横の
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連携、つながりが強くなっていくのではないかと期待しているところです。 

藤堂たづくり事業係長 

当係は、事業を回していく担当に当たりますので、広報・マーケティング係と

連携し、実際の事業をよりよく宣伝していくという形になると思いますが、実際

に一緒に１年間やってみて、たくさん助けていただいていますし、実際にみえて

いない部分も多くあるということに気づかされています。 

それから、広報物も統一的な形でわかりやすく行うことや、チケットの効率的

な団体あっせんも行っていただき、効果的に事業を展開できていると考えます。 

今後も、財団全体としての社会への発信を一緒に行いたいと思います。 

中島コミュニティ振興係長 

広報・マーケティング係と同じ課で、席を隣にしています。たづくり事業課と

同様に自分たちでも広報活動は行いますが、広報・マーケティング係から俯瞰的

なところで広報のアドバイスをもらえることが非常に大きいと思います。また、

「事業レポート」のほうにもあったように、お客様から見る立場でのレポートが

あり、アドバイスをもらうこともマーケティングの要素だとしてあります。第三

者的な冷静な目での評価をフィードバックするという新たな目線を持ったという

印象を持っています。 

阿部グリーンホール事業課主査 

グリーンホールとたづくりでそれぞれ実施する事業の調整のために、事業調整

会議を実施しています。広報・マーケティングの職員は、網羅的に事業を見てお

り、第三者の目というのが効果的に使われていると感じます。事業提案に関して

も、実際に提案をしている担当部署の職員と一歩引いた位置でみている職員とで

は、見方が違います。それは効果的に今後も発揮されていくのではないかなと思

います。 

Ａ理事 

この新しい組織ができる際、係２人のみでは部署が孤立してしまうのではない

かと心配しましたが、それぞれの部署の方々が戦略的に広報を捉え始めて、十分

機能させているというのがよくわかったので、とてもよかったなと思います。 

新たな試みは、いろいろな結果を生みます。それは、財団の中だけではなく、

外部に対する効果が出てきますので、これからも広報・マーケティングのみなら
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ず、それぞれの課をどう活用するかということを考えていただればいいと思いま

す。特に１年前の理事会と今日とでは、レベルが高くなっていて、驚きました。

ありがとうございました。 

Ｄ理事 

利用者からの要望等に対する処理報告について、要望等は、利用者懇談会にお

いても本当にさまざまな内容が寄せられています。利用者懇談会については理事

会においても報告をいただいていますが、それ以外に利用者から、これだけ多く

の要望であるとか意見が１階のインフォメーションとか７階の事務室に寄せられ

ているということです。施設の構造等にかかわるものは、財政上の問題もあり、

簡単に答えられるものではないものもありますが、細かい部分については、本当

に随分と工夫しながら改善、改良しているということがわかります。恐らくこう

いうところに利用者は財団のよさを感じるのだろうと思っています。これだけ大

きな施設ですので、要望等がなくなることはないだろうと思いますが、これから

も、小さなことでも丁寧に、利用者の目線に立った対応をよろしくお願いいたし

ます。 

Ｇ監事 

事業報告書の添付資料は大変充実してきて、先日の監査の席でも高い評価をさ

せていただいたのですが、特に写真集。これがビジュアルで、今まで文章だった

ものが一見してわかるということで、百聞は一見にしかずというようなことで大

変よくなりました。そのときに一言、せっかくなので開催日がわかったらさらに

よくなると申しあげたところ、早速入れていただきまして、大変わかりやすくな

りました。ありがとうございました。 

 

ウ 【審議事項】第３号議案 平成２５年度決算の承認の件 

＜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＞ 

土井財務係長 

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

９６.１１％です。 



 

- 14 - 

事業収入は、予算に対し乖離が生じているものとしては、自主事業収入です。

６，０４０万２，１１３円で、予算と比較すると約２，３００万円の差がありま

す。要因は、助成金を申請した事業の助成金が決定したことから、その分に当た

る約７００万円を不用額としたものです。 

また、支出が抑えられればチケットの価格を抑えられることもあり、その分、

収入が少なくなっている形となっています。 

次に、事業活動支出の部です。事業活動支出は、 

１２億６，３９６万８，５７１円で、執行率は９５．１６％となりました。予算

に対し乖離が生じているものとしては、人件費に係る費用があります。事業人件

費の決算額が１億６，７９５万３，９６６円、管理人件費の決算額は 

８，１２５万２，６０２円となっています。まず、人件費については、病気休職

者や育児休業者の社会保険料等の事業主負担が執行されなかったこと、また、平

成２５年度における組織改正などを考慮して、理事・評議員会の増加を想定して

いましたが、実際の執行が少なかったところによります。また、職員や常務理事

の期末・勤勉手当を４．５か月分として予算計上していましたが、実績としては

３．９５か月分であったことが挙げられます。 

コミュニケーション事業費です。決算額は６，５９７万３，１２１円となりま

した。予算額との乖離の要因といたしましては、調布よさこいの支出が抑えられ

たこと、財団報「ぱれっと」を作成する費用が抑えられたことによります。 

たづくり事業費です。決算額は３，６５０万６，８６４円で、予算額との乖離

は、たづくりで実施されるコンサートや舞台芸術の公演に係る支出と市民カレッ

ジに係る支出が抑えられたことにより、数字が低くなっています。 

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、予

算との比較で約２，０００万の乖離があります。先ほど自主事業収入の部分でも

説明したとおり、助成金を受けることが平成２５年度中に決定したため、 

約７００万円が不要額となり、金額が抑えられているところと、公演に係る費用

が全体的に抑えられたことによるものです。 

なお、たづくり、グリーンホールの施設管理に係る支出、管理費、一般事務費

については、おおむね予定どおりの執行となりました。 

その結果、調布市に対し、受託事業収入である図書館の管理委託料を 
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４２万４，２２１円、補助金８０１万１，８１７円、合計８４３万６，０３８円

の精算戻入を行うこととなりました。 

財務諸表についてです。正味財産増減計算書の経常損益の部分は、収支計算書

について説明した内容とほぼ一致していますので、そこの部分については省略い

たします。 

当期経常外増減額が０円で、今期の経常外の損益は発生していません。 

今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。 

正味財産増減計算書の内訳については、平成２３年度から財団が公益財団法人 

になったことに伴い、区分経理を行っています。   

次に、貸借対照表です。 

資産の部の流動資産合計が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、 

資産合計は７億１，０９４万８，７１０円となりました。 

昨年比で額が減少しています。この要因は、現在、財団でリース契約を行って 

いるリースの資産の減価償却分が大きな要因となります。 

次に、負債の部、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。指定正味財産が合計５億円、また一般正味財産合計 

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。 

貸借対照表の内訳表は、正味財産増減計算書と同じように、平成２３年度の公

益移行に伴って区分経理を行った内訳表となります。 

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です。事業活

動によるキャッシュ・フローは、６４５万２，２７２円の減となっています。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、６８２万９，２００円の減。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１，０６７万９，６６４円の減。 

現金及び現金同等物の増減額が２，３９６万１，１３６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１億４５６万３，５３６円となっ

ています。財産目録と財務諸表に対する注記は、後ほどご一読ください。 

最後に、予算の科目は２５年度から各課に対応しています。従来、芸術・文化
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事業費が各課、各係にまたがっていて、わかりにくい収支計算書になっていたも

のを、今期より科目を見直し、事業報告と関連付けた見方ができますので、今後

こういった形で数字を提示していきます。 

議長 

本件に関しまして、去る４月２０日に決算監査を行いました。ここで、代表し

て監事からの報告をお願いいたします。 

Ｆ監事 

監査報告をいたします。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

り報告いたします。 

監査の方法の概要です。１点目、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まし

た。２点目、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まし

た。この結果、監査意見として、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ます。また、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。 

（３）報告事項 

ア 【報告事項ア】平成２５年度評議員会開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２６年２月２８日に開催された平成２５年度第２回臨時評議員会の件につ

いてです。議案が１点、報告事項が６点ありました。主なものは、平成２６年度

の事業計画案の内容についての報告、一般会計収支予算案の報告がありました。

次に、平成２６年３月３１日に開催された平成２５年度第３回臨時評議員会の報

告です。こちらは、書面決議による評議員会となっています。議題は、評議員選
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任の件となっています。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ました。これに伴い、平成２６年３月

３１日付で調布市を退職、そして評議員を退任されまし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

任が行われたものです。 

 

イ 【報告事項イ】平成２５年度評議員会開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２５年１２月１日以降、本日までにあった寄附の受領の報告です。寄附は

市民の方から２件ありました。 

いずれの方も、施設をよく利用していただき、財団の事業にも以前から回数を

重ねてご参加いただいたとのことです。財団報に寄附の告知をさせていただいた

ところ、ぜひ自分たちも協力をしたいというお声をいただいた上での寄附です。 

Ｂ理事 

寄附が増えた理由として、今まで「ぱれっと」では、寄附を募集していますと

いう書き方でした。今度は広報・マーケティングができて、皆様からの力をくだ

さいとか、ありがとうございますとか、親しみやすい表現とし、寄附の目的も明

確になってきていますので、その努力も結果に出ていると思います。 

 

  ウ 【報告事項ウ】給与規程改定の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

本規程は、平成２６年４月１日付で改正していますが、給与表の内容の追加が

主となるものです。概要としましては、既存の給料表の一般職員というところを

再任用以外の職員と表記しまして、６０歳での定年退職後に再任用となる職員の

給与表を最下段に追加したものです。 

 

 

７ その他 
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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。 

 


