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平成２７年度第２回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２８年３月２５日（金）午後６時分から午後７時２３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 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 加藤弘子、山口昌之、理事 土方和巳（事務局長） 

（監事出席）飯田廣己、髙徳信男 

（議長）理事長 荻本貞臣 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第１９号議案 平成２７年度補正予算第１号の承認の件 

イ 第２０号議案 第４回臨時評議員会招集の件 

ウ 第２１号議案 臨時評議員会に提出する「公益財団法人調布市文化・コミュニテ

ィ振興財団役員等の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則」の

件 

エ 第２２号議案 事業実施方針（平成２８年度～平成３０年度）の承認の件 

オ 第２３号議案 平成２８年度事業計画の承認の件 

カ 第２４号議案 平成２８年度収支予算の承認の件 

キ 第２５号議案 平成２８年４月１日付け人事異動の件 

（２）報告事項 

ア 平成２７年度利用者懇談会開催結果の件 

イ 評議員会の開催結果の件 

ウ 寄附物品等の受入の件 

エ 規程改正の件 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 
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荻本理事長から、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。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１９号議案 平成２７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＞ 

常廣総務課長補佐 

グリーンホールの施設管理運営事業費の修繕費を当初予算による実施見込みの

範囲を超えた修繕が生じていることから、指定管理料に５００万円を計上します。 

なお、本件は、平成２７年１２月の時点で予算増の必要性が認められ、緊急を

要する案件であったことから、調布市と協議を行い、調布市グリーンホールの管

理に関する年度協定の一部を変更する協定書を締結しております。 

理事会の決議は、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団理事会運営

規則第１２条の２のとおり、緊急の処理を要することから、理事長判断のもと、

理事会の決議を経ずに業務を執行し、この次の理事会にあたる今回の定時理事会

において、この取り扱いを含め、補正予算の承認をいただくものです。 

 

イ 【審議事項】第２０号議案 第４回臨時評議員会招集の件 

ウ 【審議事項】第２１号議案 臨時評議員会に提出する「公益財団法人調布市文

化・コミュニティ振興財団役員等の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改

正する規則」の件 

荻本議長から「第２０号議案、第２１号議案については、事務局から一括して

議案書朗読と概要説明を受けたい」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。 

＜結果＞ 

本２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＞ 

鈴木総務係長 
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第２０号議案、第４回臨時評議員会招集の件について説明します。 

平成２７年度第４回臨時評議員会は、決議の省略、書面表決により開催します。

審議事項は１件です。決議があったものと見なされる日は、３月３０日水曜日の

予定です。 

第２１号議案、評議員会に提出する規則の改正について説明します。 

当財団では、調布市から推薦のあった元職員が常務理事として職務遂行に当た

っています。このたび調布市から、平成２８年度に向けて市が推薦した元職員の

方に関する報酬に関して、近隣他市の状況のほか、市の再任用職員の給与水準と

の均衡や各団体間での均衡を図る必要性を踏まえた見直しの要請がありました。 

当財団においても、今後も常務理事として職務遂行に当たる人選を確保してい

ただくためにも、市の要請に対応し、平成２８年度に向けて規則の一部改正を行

うものです。 

なお、本件が可決された後、平成２７年度第４回臨時評議員会において、書面

表決する予定です。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

月例報酬を改定する内容は全く問題ないが、当財団は自主的な運営を掲げてお

り、私たちが判断すべきものではないかと感じます。 

 

エ 【審議事項】第２２号議案 事業実施方針（平成２８年度～平成３０年度）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＞ 

鈴木総務係長 

事業実施方針は、平成２５年度からの基本計画の折り返し地点を過ぎ、それぞ

れの事業における現状や課題を分析し、さらなる事業の充実を図るために、具体

的な取り組み、成果指標の再定義を行う必要性から、平成２７年度の下半期の期

間をかけて策定しました。職員全員が参加する全体研修に課題を共有するワール

ドカフェから始まり、若手職員を中心としたグループごとに、各事業につきまし
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て議論を深めることで、日ごろ実施している業務の目的を全体で再確認するとと

もに、多様な視点から財団の未来図を考えてきたところです。 

１２月の理事会でのご意見を反映させ、市制施行６０周年を機に行われた「豊

かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」や、２０２０年東京オリン

ピック・パラリンピックを見据えた内容で検討を重ねてきました。 

前回からの変更点を中心に説明します。 

まず、地域やほかの産業などといったジャンルとの連携につきまして、平成 

２８年度の事業計画においても取り組みの記載がありますが、先日３月２０日に

実施したたづくりアートフェスティバルの結果なども踏まえ、財団内外の多様な

資源との連携を強化しながら、オリンピックを見据えた観光、映画や商店街とい

った商工業、教育の分野と、幅広い分野との連携を深めていく予定です。 

次に、文化会館施設全体の雰囲気作りについて、たづくりイメージアップ事業

を発展させる形で、グリーンホールを含め、事業、施設、広報など各担当部署が

連携し、市民の方がわくわくする空間をプロデュースしていこうということで全

体のイメージアップに取り組んでまいります。 

また、成果指標は、可能な限り参加者数や入場員数、目標達成率といった客観

的な数値を採用しています。また、目標値を単年度ごとに細分化で設定し、年後

ごとの達成目標を明確に示しています。ここで策定した指標は、アンケートの項

目や事業評価と連動させていただく形をとり、事業の改善に向けて一体的に活用

していく予定です。 

このような形で、美術振興事業、芸術振興事業、映像文化事業、文化祭事業、

地域コミュニティ活性化事業、芸術文化学習事業、活動援助事業、広報・マーケ

ティング事業、施設管理運営それぞれ方針を記載しています。 

また、後半部分に人材育成と資金調達、ファンドレイジングについて記載して

います。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ理事 

昨年、調布市６０周年の記念式典で「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むま

ちづくり宣言」をしましたが、宣言を実行する施策の実施をお願いします。 

徳永コミュニケーション課長兼たづくり事業課長 
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調布音楽祭、調布映画祭を実施していることから、宣言に見合った事業を、平

成２８年度、そしてそれ以降においても展開し、調布市の文化振興の発展に努め

たいと考えています。 

Ａ理事 

基本取組の中で人材育成基本方針の策定とあります。「当財団として目指すべ

き職員像を明確にし」とありますので、目指すべき職員像の明確化とはどういう

形で明確化していくのか確認したいです。 

もう一点は、具体的な資金調達、ファンドレイジングの手法とか時期について、

３か年の計画について説明してください。 

鈴木総務係長 

目指すべき職員像は、職員間で議論を重ね、役員の皆さまからいただいた意見

等も反映し、明確にしていきたいと考えます。 

常廣総務課長補佐 

資金調達、ファンドレイジングは、各種事業の協賛と寄附を徐々に着手してい

るところです。財源をいただくためには、地域との連携が大きな比重があると考

えていますので、事業の内容と魅力を市の各種団体にいかにご理解、ご賛同いた

だけるかにかかっています。 

今年度も事業を計画する際、事業の中でどのように協賛を得て財源を確保して

いくかを一体で考えながら立てていきたいと考えています。 

Ａ理事 

最大公約数的な手法は、当財団の人材育成には合わないと思っています。特に

芸術文化とかコミュニティの中では、人間性とか才能、特性が非常に重要視され

ます。職員像は１つに凝り固まらないで、広い意味での人材育成を考えていただ

きたいと思います。とかく指定管理になると、仕様書に契約書のような文言が並

びます。それを達成する以上に、職員はこうでありたいというものをしっかりつ

くってください。 

次に、ファンドレイジングです。財団の資金を調達する上で、今までの事業を

作り上げてから寄附金、協賛金という集め方だけではなく、こんな事業を立ち上

げたらどうか、こんな事業をこのまちで芽生えさせたらおもしろいのではないか、

それに賛同してくれる方々を集める意味でも、ファンドレイジングの在り方はし
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っかり学んで、実現してください。これは３年間の中で必ず取り組むものとして、

毎回の理事会で進捗状況も含めて報告してください。 

Ｃ理事 

職員全体が参加して方針作りに取り組んできたことを評価し、若い人たちの意

見も入っていることを知っておく必要があります。 

そのようななか、イメージアップ事業ということで、ソフト面だけでなく、ハ

ード面の整備も重要です。文化会館たづくりのアトリウムの樹木がすべて撤去さ

れまして、偽木になりました。最近、都内等の大型ビルにおいて、屋上緑化、壁

面緑化、管内の緑化が設計に取り入れられ、それが施設の１つの売りにもなって

います。樹木、観葉植物の緑がエスカレーターを利用する人、図書館の利用者か

ら見え、良い雰囲気を感じさせていたのが、フェイクになったことは、施設のイ

メージを損ねるものになっていると感じています。これは市の工事だったのです

が、これについては、職員のみなさんはどういう考えでいらっしゃるかをお聞か

せください。 

大割施設管理係主任 

樹木の高低差とボリュームが少なくなりました。来年度以降の予算で、フェイ

クですが、少しずつボリュームを増やすことで改善ができると考えます。 

Ｃ理事 

市の施設だからといって、財団が管理を請け負っている以上は、その辺につい

ても十分に配慮する必要があります。 

アトリウムにしましても、樹木がフェイクになったことはやむを得ない、逆の

発想で心地よい空間を作っていく努力をいただければと思います。例えば、ライ

トアップについてもできないことではありませんし、イメージアップに利用でき

るような形で考えることができるでしょう。 

関連ですが、２０周年記念事業の一環としてライトアップ事業が行われました。

これまでにないすばらしいものができ、文化会館たづくりのイメージアップにも

大きく貢献しました。 

藤堂たづくり事業係長 

２８年度のライトアップ事業は、７月に、展示事業と「小さな小さな音楽会」

を合わせることを考えています。また、お子様に大変好評だったハロウィンとク
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リスマスにつきましても、引き続き行う予定です。クリスマスの時期には「小さ

な小さな音楽会」と合わせて実施したいと考えています。 

Ｄ理事 

９階にリトルギャラリーがありますが、動線も含めて非常に目立たないところ

にありますので、鑑賞者が少ない感じを受けています。市民にとって貴重なギャ

ラリーだと思いますし、ぜひ多くの方に見せたいのです。認知度の向上について

の考えがありますか。 

藤堂たづくり事業係長 

リトルギャラリーの告知は、１階のエントランスホール、インフォメーション

カウンターの一部展示、エントランスステージの上に展示したこともあります。

エレベーター内の掲示は、分かりやすい周知に努めています。それから、お子様

の目線で見やすいものというご要望もいただいておりますので、施設管理と相談

しながら工夫していき、市民の皆様により親しんでいただけるような空間を作り

まして、より多くの集客を目指していきたいと考えています。 

Ｄ理事 

たづくりに限らず、ギャラリーそのものが調布市全体でうまくとれないので、

お子さんも含めて今やっていることが話として伝わればよいと感じます。ぜひい

ろいろな形でのＰＲ、あるいは動線の確保等に努力をお願いします。 

Ｆ監事 

前回お話しした成果指標につきまして、今回は定量的数字が出ていますので、

ぜひこれを達成できるように頑張ってください。 

これは、監査のときにも少し触れたのですが、定量指標が整ってきますと、主

観で捉えたときにどうなのか。文化とか芸術といった面では、むしろそちらのほ

うが重要です。担当者のいろいろな感想が積もって財団のカラーになっていく面

もあるので、この次は定性指標へもぜひ目を配っていただけたらいいかと思いま

す。何か考えていることがあれば、お聞かせいただければと思います。 

鈴木総務係長 

定性の部分につきましては、各担当者、各係において、入場者数ですとか、収

益以外の部分でも評価の指標を持ちながらやっておりますので、引き続きそちら

を活用しながら、事業のサイクルを回していきたいと考えます。 



 

- 8 - 

Ａ理事 

今の監事のお話はとても重要で、コミュニティ活性化事業、よさこい祭りの成

果指標が参加人数で出ています。果たしてこういう評価の仕方をこの場で書くの

が妥当かどうかというと、事業の性格から何か足りない気がするのですが、担当

はその辺をどのように考えていますか。 

土井コミュニティ振興係長 

最終的に報告書に起こしたときに、コミュニティ推進に関する指標をどのよう

な数値であらわすか、現段階では難しいところです。今後どういった数値を設定

するとコミュニティの推進度が測れるのか模索したいと考えます。 

Ｂ理事 

事業の進捗をしながらも、内容、成果について実感を持てないという悩みを改

善する新しい取り組みを行ってみて、それを成果というより評価しながら、悩み

ながら前に進んでいっていただきたいと。ともに頑張りましょう。 

 

オ 【審議事項】第２３号議案 平成２８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＞ 

常廣総務課長補佐 

本件につきましては、１２月に行われました第３回臨時理事会におきまして、

素案についてのご協議をお願いしたところです。その際に、理事の皆様から頂戴

しましたご意見をもとに、内容の精査を図ったところです。ここでは主な変更点

について説明します。 

基本方針におきましては、１１月に調布市が市制施行６０周年記念式典におい

て行いました「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」を明文化

し、宣言の具現化へ向けた取り組みを推進する姿勢を表現いたしました。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックへ向け、機運の醸成はも

とより、競技会場であります自治体の文化施設として、文化プログラム等におけ

る事業の組み立てとして、観光、商工業、教育などの幅広な連携に努めるように

表現を追記いたしました。同様に、特徴的な取り組みにおきましても、市内商工
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者などとの連携や、観光振興の視点を取り入れた事業展開などの表現を追記して

おります。 

先日、盛況の中、閉幕いたしましたたづくりアートフェスティバルでもご覧い

ただくことができました市内団体や多くの市民との連携を、今後におきましても

継続的に推進し、事業展開を図ってまいります。 

各事業につきましては、事業実施方針と連動した計画策定に努め、事業実施方

針の一部修正に伴う修正を加えております。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ理事 

私も踊り手として最初から参加しています。会員の年齢が高く、昼間の暑いと

きのよさこい踊りがきつくなってきて、盆踊りのほうがいいのではないかという

意見が出ているのですが、いかがでしょうか。 

徳永コミュニケーション課長兼たづくり事業課長 

盆踊りのお声は承っております。よさこいは幅広な方に参加いただけるという

ことで、この先、継続するための実施に向けて、さまざまな検討を重ねたいと思

っております。 

Ｃ理事 

前回から表現も変わってきて、すばらしい計画書になったと思います。 

その中でオリンピック・パラリンピックの精神は、スポーツだけではなく、そ

の地域の芸術文化の振興もあります。それに向けた計画を実施していただきたい

と思います。 

それと、事業方針の中にある、いろいろな団体と共同して事業をという姿勢は、

当財団こそできるすばらしい機能です。これを念頭に、しっかりした計画を立て

て着実に歩んでいければ、市民のニーズにこたえていける、または未来を作って

いける事業ができると思います。 

 

カ 【審議事項】第２４号議案 平成２８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＞ 
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常廣総務課長補佐 

平成２８年度の総予算額は１３億７，４１０万円で、平成２７年度比 

２，９５０万円余の減となっております。減額の要因としましては、平成２７年

度に実施した当財団及びたづくりの２０周年記念事業分がなくなったことが主な

原因であるほか、調布音楽祭での一部事業規模の見直しなどがあります。 

また、事業積立取崩金の充当につきましても、平成２７年度予算では 

２，５００万円余りの取り崩しがあったのに対し、２８年度予算では約１６０万

円に抑えており、全体の予算規模としては、２７年度と比較して２．２％減なっ

ております。 

支出に関する総括です。事業収入が減のほか、施設の利用料金収入の減の 

２００万円というのは、来年度、たづくりのくすのきホールが工事のために一時

貸出停止になることによる減額を見込んだものです。 

市からの拠出金としては、市指定管理料収入と市補助金収入が該当です。指定

管理料がたづくりとグリーンホールを合わせて６億８，０００万円弱、市補助金

収入が３億７，０００万円弱で、合計が１０億５，０００万円弱となり、前年比

では約１，６００万円の増となっております。こちらの主な増分といたしまして

は、市補助金の人件費の定期昇給分の増と、コミュニケーション事業におきまし

て、よさこいの警備委託、また広報・マーケティングの広報紙発行分の増などに

当たるものが補助金収入として計上しているものです。 

続いて、支出の総括表です。事業費の支出は、事業費の減があるほかは、たづ

くりの施設管理運営に係る支出で１，５００円弱の減となっております。こちら

は平成２７年度に実施いたしました施設管理関係の委託業務の競争結果により減

額が可能となったものです。 

なお、人件費につきましては、定期昇給による増額とグリーンホール施設管理

運営事業では修繕費の増額があります。 

また、管理費の支出につきましては、人件費の増額と一般事務費でマイナンバ

ー制度への対応等による経費増があります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

重点的にどういうことを目的として今回の予算を組まれたのか、目玉事業も含
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めて説明してください。 

菅原広報・マーケティング係長 

平成２６年度、２７年度は、財団報ぱれっとに対する提案を受け、次年度はデ

ザインについて対応させるとともに、年度初めなど、ページ数を増やす号をつく

り、具体的な対応ができるように計画しております。初めに発行する４月号につ

きましては、財団が今年１年間をどのように送るのか、展示事業などにつきまし

ては、情報提供により積極的に取り組むための予算を強化しています。 

土井コミュニティ振興係長 

２７年度と比較すると２８年度は減少していますが、よさこいは、安全管理的

上の予算について計上しています。映画祭にしても、他の事業についても拡大し

てきているところで、そういった人員の確保の部分を厚くさせていただいていま

す。 

藤堂たづくり事業係長 

事業的に予算を厚くしたところはそれほどないのですが、展示事業の中で備品

の交換とか、展示室の環境を整えるための予算は増やしています。そのほか公演

事業につきまして、新しい企画が幾つか出ていますので、そのために予算を増額

しているというよりは、その規模に合わせた予算をみんなで検討して付けたとい

う形になっています。 

岡野グリーンホール事業課長補佐 

クラシックについては、例年どおりの本数を維持しながら、ポピュラー系の事

業について、中高校生を対象に引き続き実施します。また、コンサートのほか、

若者向けの演劇も増やしていきたいと考えています。予算が限られていて、ご高

齢の客層向けについては、提携事業で喜ばれるようなラインアップを用意したい

と考えています。 

Ａ理事 

安全管理やいろいろな面で、限られた予算の中で集中的に資金を投下するのは

難しいかと思うのです。ぜひファンドレイジングの手法なども取り入れて、予算

以上に自らが発信した事業ができるようにしっかり話し合っていただきたいと思

います。予算の中身についてはしっかりした執行をして、評価をしてください。 
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キ 【審議事項】第２５号議案 平成２８年４月１日付け人事異動の件 

＜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 

今回の人事異動の観点の１つとしては、若手職員の登用があります。今後財団

を背負っていくこととなる係長相当職を中心に、若手職員を登用することにより

職場全体を活性化させたいと考えています。 

コミュニケーション課では、広報・マーケティング係につきまして、２名から

３名体制になっていたものを、財団全体で確立しつつある広報業務においては、

広報物のチェック等、今まで広報担当に集中していた広報紙の校正の部分を全課

で行い、その部分を減らしてマーケティングを強化するという形で２人で担当い

たします。コミュニティ振興係は、町に出ていっていろいろな方とコミュニケー

ションを図る事業を多く実施する大変な職場です。こちらのほうに１名増員を図

る予定です。 

また、財団の職員が大きな視野を持ち、係長職の市の派遣を昨年から実施して

いたものを管理職までにその幅を広げて、将来を見越した形で対応を、こちらの

ほうの人材育成を図ります。今回はグリーンホールの岡野課長補佐が調布市に派

遣となります。 

また、今、調布市に出向中の係長職の渡部は、今度戻ってまいりまして、コミ

ュニケーション課の広報・マーケティング係長となります。 

 

（３）報告事項 

ア 【報告事項】平成２７年度利用者懇談会開催結果の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

利用者懇談会は、例年、土日の昼間と平日の夜間の時間帯にそれぞれ行うこと

になっています。 

第２回目は１１月５日木曜日、夜間に市民の方７名にご参加いただきました。

ここでは概要のみ説明します。 
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１点目は、大会議場の音響の件です。設備面でのすぐの変更は難しいという部

分と、音響スタッフによる確認や調整、ソフト面でのサービス向上に努めていく

ということで説明しました。 

エレベーター前のモニターについては、適宜見直しを図るということで回答し

ています。 

施設内の貸出施設、備品に関するご意見は、対応できるものはすぐに対応し、

お客様の要望にこたえています。 

たづくりを初めとする文化活動の場の不足についてご意見をいただいています。

引き続き市や財団での施設の利用を最小限にとどめて、調布市全体で新たな活用

の工夫を検討するということで、文化振興課から回答がありました。 

また、リトルギャラリーの広報は、事業方針や事業計画にも触れてありますと

おり、積極的な収支に向けて実際に行動を開始しています。 

文化講演会は、締め切り後の申し込みや講演会の質問の時間について意見があ

りました。締切後の申込みは、検討の結果、電話での追加の申し込みに加え、講

演会当日も空席があれば参加可能ということでルールを変更しています。また、

質問時間につきましても、引き続き講師の先生との情報共有に努めているところ

です。 

利用者懇談会は、常連の利用者の参加が多く、寄せられる要望は非常に多岐に

わたっています。調布市とも連携をとりながら、さらなる利便性の向上、芸術文

化活動がさらにしやすくなるように要望にこたえていきたいと思っています。 

今後とも懇談会以外にも窓口やアンケートなどで寄せられる意見につきまして、

実効性を検証し、可能なものは速やかに改善してまいります。 

 

イ 【報告事項】評議員会開催結果の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

平成２７年度第２回臨時評議員会は１２月１６日に開催されました。可決事項

は２件、議事録署名人選出の件と理事選任の件。報告事項につきましては８件、

事業進捗状況の件、収支予算執行状況の件、事業実施方針案の件、事業計画案の

件、同じく平成２８年度収支予算案の件、利用者懇談会開催結果の件、理事会の
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開催結果の件、そして寄附物品等の受入の件でした。その他として、調布市によ

ります「豊かな生活文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」について情報提

供を行っています。 

２点目に、第３回臨時評議員会です。こちらは２月２０日付け、書面表決形式

により開催を行いました。承認事項は評議員の選任です。星野健評議員が、平成

２７年１２月３１日付けをもちまして退任され、後任の評議員といたしまして、

戸田毅氏の選任を理事長から提案し承認を得ています。戸田評議員の選出母体と

いたしましては、星野評議員と同じく、市内企業でありますアメリカンファミリ

ー生命保険会社です。 

 

ウ 【報告事項】寄附物品等の受入の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

平成２８年３月１５日までにあった寄附の受領報告、両面に記載があります。

寄附は合わせて１３件、内訳は現金が２６万１，０００円、物品は４件となって

います。特に現金の寄附は、昨年と比較して３倍以上、１８万円余りの増額とな

っています。自主財源確保の取り組みを強化していく中、その後も調布映画祭や

たづくりアートフェスティバルの協賛などといった事業協賛とあわせて、地域の

方から多くの支援をいただいています。 

平成２８年度以降も引き続き多くの方に財団事業に共感していただき、ご支援

を頂戴できるように、職員一丸となって取り組みを進めてまいります。 

 

エ 【報告事項】規程改正の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

概要につきまして、まず初めに、職員の給与に関する部分につきましては、調

布市における給与制度の改正を受け、昇給基準の変更、扶養手当や地域手当、住

居手当それぞれ変更しています。 

また、新入職員に関する部分におきまして、就業規則に定める身元保証制度を

廃止ということで変更しています。 
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臨時嘱託職員の待遇につきまして、忌引休暇日数を調布市に合わせる形でこち

らも変更しています。 

また、マイナンバー制度の施行を受けまして、個人情報にに関連する規程類の

整備を行いました。法に定めるガイドラインに従いまして、マイナンバー情報を

厳格に取り扱うことはもちろん、個人情報全般や情報公開制度につきましても、

調布市や他の外郭団体での取り組みなどを参考に改正を行っています。 

続きまして、会計処理規程の変更が。こちらは固定資産及び什器・備品の定義

を変更しました。会計上の取り扱いと実際の現実に即した運用を合わせる形での

改正となっています。 

最後に、処務規則の一部改正は、グリーンホールに係長を設置する内容となっ

ています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｅ理事 

マイナンバーに関する取り扱い方を定めるための新規の制定は，今までの個人

情報管理に関する規程を書き換えということですか。 

鈴木総務係長 

新しく作ったマイナンバーの規程と整合性をとる形で、その他の個人情報保護

規程や情報公開規程も変更をかけています。全部で３つの規程を合わせた形にな

ります。 

Ｅ理事 

管理担当課と責任者を教えてください。 

鈴木総務係長 

総務課が担当し、総務課長が取扱責任者となります。 

Ｅ理事 

総務課の体制はどういう形でマイナンバーの取り扱いにあたりますか。 

鈴木総務係長 

ガイドラインに沿った形で、厳格に管理をすることにしています。収得や廃棄

についても適正な形で運用を構築したところです。 

 

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２３分に議長は閉会を宣言

し、本会の全てを終了した。 

 

 


