
 

- 1 - 

平成２７年度第３回臨時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２７年１２月４日（金）午後６時から午後７時４５分まで 

２ 会場 調布市文化会館たづくり１０階１００２研修室 

３ 理事総数及び定足数 総数５名、定足数３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 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７号議案 平成２７年度第２回臨時評議員会招集の件 

イ 第８号議案 臨時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

（２）協議事項 

ア 事業実施方針（平成２８年度～平成３０年度）案の件 

イ 平成２８年度事業計画案の件 

ウ 平成２８年度収支予算案の件 

（３）報告事項 

ア 平成２７年度事業進捗状況の件 

イ 平成２７年度収支予算執行状況の件 

ウ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

エ 平成２７年度利用者懇談会開催結果の件 

オ 評議員会の開催結果の件 

カ 市議会定例会報告の件 

キ 寄附物品等の受入の件 

ク 規則等の制定及び制定の件 

（４）その他 

ア 調布市「豊かな芸術・文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」について 
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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を確認したところ、事務局から理事５名の全員が出席し

ており、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、荻本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７号議案 平成２７年度第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＞ 

鈴木総務係長 

平成２７年度第２回臨時評議員会は、審議事項は２件、報告事項は８件を予定

しています。 

 

イ 【審議事項】第８号議案 臨時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

＜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 

１０月１１日に高岡理事が逝去されたことにより、現在、理事は５名体制と 

なっています。定款に基づき後任の方を候補者として臨時評議員会へ提出し、選

任するものです。 

候補者について説明します。 

候補者は加藤弘子氏、調布市文化協会副会長です。前任の高岡理事と同じく文

化会館たづくり及びグリーンホールを拠点とし、芸術・文化活動を実施している

利用者の代表としての視点で業務を執行していただくことから、候補者として適
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任であると考えています。 

なお、本件が可決された後、１２月１６日に開催する臨時評議員会において、

選任に関する決議を行う予定です。 

 

（３）協議 

ア 【報告事項】平成２７年度事業進捗状況の件 

議長から、「協議事項アからウの前に事務局より報告事項ア、イ、エの説明を

行いたい」と提案。全会の了承のもと、事務局から説明を行った。 

＜説明＞ 

徳永コミュニケーション課長 

平成２７年度第１及び第２・四半期の事業について報告します。 

総括としましては、市制施行６０周年並びに当財団設立２０周年という節目の

年を迎え、各種事業において記念事業を展開しました。 

最初に、共催・独自事業について説明します。 

６月２５日から２８日にかけて実施した「調布音楽祭２０１５」は、リニュー

アルして３年目を迎え、今年も協定を締結しているバッハ・コレギウム・ジャパ

ンや桐朋学園大学と連携した事業を展開しました。今年はグリーンホール、文化

会館たづくりに加え、名刹・深大寺の本堂を会場にオープニングコンサートを実

施することができました。 

市内アウトリーチ事業は、前半は音楽祭を中心に市内各所で実施したほか、各

館で実施する事業と連動した事業展開を図りました。新たな取組として調布駅南

口東地区再開発ビルに入居した子育て支援施設ａｏｎａを会場に、子育て世代を

対象としたコンサートを実施しました。 

今後におきましても、ａｏｎａを運営する団体などとの連携を深め、子育て世

代の鑑賞者増加を目指してまいります。 

次に、地域コミュニティ活性化事業の調布よさこいは、昨年に引き続き調布駅

南口広場を会場に加え、旧甲州街道の流し踊りを中心に３４チームの演舞を披露

しました。あいにくの天気ではありましたが、協力をいただいた３商店会をはじ

め、多くの実行委員の皆様のご尽力により、３万９，０００人の来場がありまし

た。 
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次に、広報事業は、ツイッターやフェイスブックによる事業紹介を実施したほ

か、視覚で当財団事業をＰＲする取組を昨年度に引き続き実施することで、当財

団の認知度向上に努めているところです。 

今後におきましても、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の情報発信事業者な

どとの連携に努め、積極的な情報発信を図ってまいります。 

次に、文化会館たづくり事業についてです。 

美術振興事業は、１階展示室と９階回廊リトルギャラリーにおいて、魅力ある

展示を実施しました。展示室では４事業を実施し、合計で２万１，３８８人の来

場がありました。特に８月から９月にかけて実施した「水木しげるの戦争と新聞

報道展」は、先日逝去された水木しげるさんご本人が来場され、その場面がＮＨ

Ｋのニュース番組で放送されたことも相まって、多くのお客様にご来場いただき

ました。現在１階エントランスでは、「名誉市民水木しげるさんを偲んで」と題

して献花台を設置しています。職員一同、当財団事業にご協力いただいたことに

感謝を申しあげるとともに、謹んでご冥福をお祈り申しあげます。 

次に、芸術振興事業の音楽事業は、財団設立２０周年事業として１公演を実施

したほか、音楽劇を１公演実施しました。音楽劇においては、美術振興事業と連

携した新たな取組を実施しました。 

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

実施しました。桐朋学園大学の学生さんに出演いただくなど、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。 

次に、演劇・舞踊事業については、調布市にゆかりのある落語家による独演会

を実施したほか、和太鼓や能などの公演を実施しました。 

また、定着化している「調布ストリートダンスコンテスト」は６月に予選を、

７月に本選を実施しました。予選には３０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。 

次に、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

２５講座を開講し、うち市民講師による講座を５講座開講しました。 

「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」では、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しました。 
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次に、たづくりイメージアップ事業につきましては、財団設立２０周年事業の

１つとしてエントランスホールのライトアップを四季を通じて実施しています。

ライトアップの中で「小さな小さな音楽会」を実施するなど、各課連携のもと、

文化会館たづくりの魅力創出に努めています。今月も「ハッピークリスマス 

２０１５」と題した事業を実施します。 

続いて、施設管理運営です。 

平成２７年４月から９月までの文化会館たづくり入館者数は、約９３万人でし

た。月平均で１５万５，０００人の入館者数となり、前年度の同期間とほぼ同様

で推移しています。 

文化会館たづくりホール系施設の利用件数は約２，５００件、利用率は８０％

でした。また、会議室系施設の利用件数は約１万２，０００件、利用率は７０％

でした。いずれも例年と同程度ですが、高い数値で推移しています。 

今後も施設貸出におけるサービス向上と事業の充実により、入館者数の増加に

努めてまいります。 

続きまして、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。 

音楽事業を３公演、演劇・舞踊事業を２公演、共催等事業を１０公演、映像文

化事業を６公演の計２１公演の事業を実施しました。 

初めに、音楽事業です。「タンゴオリジン２０１５」は、本場アルゼンチンと

日本のトップアーティストの共演とともに、お客様もダンスエリアで踊ることが

できるプレミアムダンスシートを設定し実施しました。 

今回で４２回目となる「Ｊａｚｚ Ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｃｉｔｙ」は、井上陽

介カルテットにご出演いただき、ゲストに佐藤竹善氏を招き、盛況な事業となり

ました。 

また、こちらもシリーズで実施している「フレッシュ名曲コンサート」では、

若手ピアニストの公演を行い、１，０００人を超える来場がありました。 

次に、演劇・舞踊事業では、１１１回目を迎えた「調布寄席」と、毎年恒例の

「春風亭小朝独演会」を実施しました。どちらの公演も、昨年に引き続き入場者

数の獲得へ向けた取組が課題となっています。課題解決に向け、市民意識・ニー

ズ調査やアンケート等のご意見を参考にしながら取り組んでまいります。 

次に、共催等事業は、当財団と協定を締結するバッハ・コレギウム・ジャパン
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や桐朋学園大学の魅力を市民に還元する公演のほか、７事業をグリーンホール大

ホールで展開しました。中でも「松下奈緒コンサート」「葉加瀬太郎コンサー

ト」「柳家小三治独演会」の３公演は来場者が１，０００人を超える事業となり

ました。 

また、調布音楽祭の監修を務める鈴木雅明氏による古楽器の解説の講座は、募

集を上回る応募が寄せられ、人気の事業となりました。 

次に、映像・文化事業です。今年の調布シネサロンは「時代劇特集」として実

施し、６回の上映を行いました。これまでのアンケートで寄せられたリクエスト

から作品選定を行い、１９４０年代以降のさまざまな年代の作品を上映していま

す。来場者からは、「自分が生まれる前の映画だが興味があったので来た」「初

めて見たがおもしろかった」「やはり石原裕次郎の作品はいい」などのお声をい

ただきました。 

次に、グリーンホールの施設管理運営についてです。 

平成２７年４月から９月のグリーンホールの利用件数は約７５０件、利用率は

８２％でした。前年度と比較すると同様に推移しています。 

 

イ 【報告事項】平成２７年度収支予算執行状況の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２７年９月３０日までの上半期の状況を報告します。 

まず、事業活動の収入の部です。今期の収入済額合計は 

６億６，９０８万３，８３７円、執行率は４８．５６％でした。 

事業活動支出の部です。今期の支出済額は６億３，９６５万８，９２４円、執

行率は４５．７５％でした。 

支出については、年度の２分の１に当たる上半期終了時点で執行率５０％とい

う数値と開きのあるものについて、要因を補足します。 

グリーンホール事業費支出は、７，０００万円余の予算のうち、１，６００万

円余であり、執行率は約２３％です。こちらは、グリーンホール大ホールで実施

する規模の大きな事業が年度後半に多く予定されているため、現在のところ執行

率が低くなっています。 
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管理費支出の一般事務費支出は１，９００万円余の予算に対し、７００万円余

であり、執行率は約３７％です。こちらは、２０周年記念誌の発行、給与システ

ム保守、消費税の納付等、高額の支出予定が年度後半に集中していることから、

執行率が低くなっています。 

その他の支出については、おおむね５０％で推移しています。結果として、今

期の事業活動収支差額は２，９４２万４，９１３円となりました。 

そのほか、投資活動収支及び財務活動収支を加えました当期収支差額は 

２，６７８万６，５６３円となりました。 

 

エ 【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、例年土日の日中と平日の夜の時間帯にそれぞれ開催していま

す。今回は７月４日土曜日の午前中に市民７人の参加がありました。 

なお、１１月に実施した第２回目につきましては、現在議事録の作成中である

ことから、次の理事会で報告する予定です。 

ここでは、概要を説明します。 

まず、１点目の懇談会の広報の件と２点目の開催時間について、いただいたご

意見を参考にしながら改善を図るということを説明しました。 

３点目は、施設利用時のＰＲ方法についてご意見をいただきました。全ての会

館利用者に対して公平性を確保しながら対応してまいります。 

４点目は、畳の汚れについて、掃除や畳替えについて説明しました。 

５点目は、音楽練習の場所についての要望をいただきましたが、平成２６年か

ら映像シアターでも合唱練習の利用を認めた経緯などを説明しました。 

６点目のモニターの表示内容と７点目の大会議場の音響についてご意見をいた

だきましたが、どちらも状況を確認し、必要であれば見直しを図ってまいります。 

８点目と９点目は、公開講座に関して、これまでの経緯や考え方を説明しまし

た。 

１０点目は、備品についてのご要望がありました。機材の制約があるものの、

既存の範囲ではご利用可能ということで納得をいただいています。 
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利用者懇談会につきましては、いわゆる施設のヘビーユーザーの方の出席が多

く、その要望は非常に多岐にわたっています。調布市とも連携しながら、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対応いたします。 

今後とも、利用者懇談会だけではなく、窓口やアンケート等で寄せられている

意見につきましては、実現性を検証し、可能なものは速やかに改善してまいりま

す。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ理事 

利用者懇談会の雰囲気として、財団または施設に対してどのような印象を持た

れているのでしょうか。 

鈴木総務係長 

従来禁止していた映像シアターでの合唱練習を認めた件に対し、改めて出席者

から感謝の言葉をいただきました。また、備品の故障や案内不足など、厳しいご

意見を頂戴することもあります。すぐに解決することが難しい要望もいただきま

すが、調布市とも連携をとりながら、財団として真摯に対応していく中で、理解

者を増やしていきたいと考えています。 

Ｃ理事 

職員に対する利用者の意見、励まし、要望があると思いますが、その辺はいか

がですか。 

鈴木総務係長 

 委託スタッフも含めて接遇がよくなったという意見を頂戴したことがあります。

引き続きスタッフ、業者の協力も得ながら来館者サービスの向上に努めてまいり

ます。 

Ｃ理事 

接遇面について、財団職員や委託業者全体の研修はやっているのですか。 

鈴木総務係長 

委託業者に関しては、事業者ごとに従業員教育の対応をお願いしていますが、

研修についても計画等を作成し、提出していただいています。日頃から担当職員

と意見交換をしながら業務を担っていただいていますので、一定の品質は保たれ

ていると考えています。 
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ア 【協議事項】事業実施方針（平成２８年度～平成３０年度）案の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

平成２４年に、財団と文化会館たづくり、グリーンホール各館のミッション、

そして平成２５年度から３０年度までの基本計画を策定しました。平成２５年度

からは、基本計画に基づく組織改編を行い、２年半が経過したところであります。

このたび、それぞれの事業における現状と課題を改めて分析し、市民意識・ニー

ズ調査やアンケート結果を踏まえ、ミッションの実現に向けてさらなる事業の充

実を図るため、事業実施方針の策定を進めています。 

対象期間は、平成２５年から運用している基本計画の後半３年間を対象とし、

現時点での課題や方向性を定義することで、最終年度に向け、各事業計画及び予

算に反映させていきます。 

本方針の策定のポイントを説明します。 

まず、既存のミッション、基本計画の体系化により、事業実施の際の目標・到

達点を明確にするため、現状と課題を分析した上で取組内容や成果指標を設定し

ました。今後３年間の事業の進捗度合の分析を行い、結果を迅速に反映しながら

市民ニーズに対応していきます。また、成果指標を明確化し、平成 

３１年度以降の次期指定管理者の選定に向け、課題解決型の取組を強化し、実績

を積み重ねていくことも意図しています。 

次に、マーケティング手法の導入です。市民意識・ニーズ調査やアンケート結

果等を分析し、顧客志向の事業実施に努めるとともに、新たな価値の開発に取り

組みます。 

また、事業分野と関連する事項として、組織的な課題である人材育成や資金調

達についても別記として掲載しました。人材育成については、引き続きアートマ

ネジメント人材の育成に努め、人材育成方針や人事評価制度について検討を進め

てまいります。資金調達については、自主財源率の向上を目指し、寄附金、協賛

金の広報面や制度の設計、助成金の獲得のための研究などを実施してまいります。 

本方針の策定に当たっては、職員全員が参加する研修を実施し、専門のファシ

リテーターのもとで現状分析と今後の取組に関する議論を深めました。固定観念

にとらわれない発想を促すために、参加者がグループを移動しながら多様な意見



 

- 10 - 

に触れるワールドカフェの手法を用い、担当係以外の職員からも自由闊達な意見

が数多く出されました。議論の成果は運営会議で報告するとともに、事務室内に

掲示をするなどして共有を図りました。 

若手職員を中心としたグループが各事業について主体的な議論を深めることで、

日常業務の目的を改めて再認識するとともに、多様な視点から財団の未来図を描

き、職場の活性化にもつながるものと考えています。 

その後、事業を担当する課ごとに方針の策定に入りました。担当者間で事業分

野ごとに課題や取組に関するシートを作成し、各係長を中心にとりまとめを行い

ました。項目としては、目的、ミッション及び基本計画上の位置づけ、事業実施

の方向性、具体的な事業、現状と課題、基本的取組、成果指標についてそれぞれ

記載しています。 

ここで、美術振興事業の展示室の事例を説明します。まず、現段階での現状と

課題についてです。平成２５年度以降、調布ゆかりの作家を取り上げ、ワーク 

ショップなど展示と連携した新しい企画についても工夫を重ねたことで、入場者

数は増加しました。しかし、新規顧客率がまだ課題であるとしています。そのほ

か、助成金の獲得についても求められています。 

これらを受け、基本的取組の内容として、３点挙げています。 

まずは外部資金の獲得と教育普及事業の拡大、メディアアート等の若年層向け

事業の実施と広報・宣伝活動の強化、最後に施設面での認知度の向上です。 

本事業における成果指標といたしましては、新規顧客率を３０％から３５％に、

１日平均入場者数を１２７人から１４０人に上げることを目標として設定してい

ます。 

なお、後ほどご協議をお願いしますが、平成２８年度事業計画案においては、

これらの視点を踏まえ、教育普及や大学との連携を視野に、メディアアートに関

係する展示についても計画しています。 

このような形で、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、施設管理運営についてそれぞれ記載しています。 

なお、本方針は、現在調整中の部分もあることから、理事の皆様のご意見を反

映させながら、来年３月までに策定を進めていく予定です。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ｂ理事 

美術振興事業については、特定のジャンルとのみ連携するように受け取れます。

美術、音楽と観光、産業などと広く連携はできないか、思い描いているものがあ

るのか、それぞれの担当からお聞かせください。 

藤堂たづくり事業係長 

平成２８年度に行う電気通信大学と実施する「メディアアート」は、展示とデ

ジタルスポーツの分野に係る予定で、スポーツ、この後あるオリンピック・パラ

リンピックを見据えた広がりにつなげられればと考えています。 

土井コミュニティ振興係長 

調布よさこいでは、踊り手と実行委員が地域の部会に分かれ、各部会では芸術

・文化とは異なるジャンルの団体に協力をいただいています。古くから幅広い分

野の皆さんに協力していただいているところです。 

今年度、よさこいを実施するに当たり、出店協賛を設け市内の化粧品会社に協

賛していただくなど、地域コミュニティの分野においては他のジャンルとの連携

の活動をより広めています。 

菅原広報・マーケティング係長 

芸術・文化に直結していないご要望も、何が求められているかを持ち帰り当財

団内で連携することもできると思いますし、財団を知っていただく機会づくりを

係で話し合っていますので、そういった役割、ジョイント部分を果たしていけた

らと考えています。 

岡野グリーンホール事業課長補佐 

これまでどおりクラシックに力を入れるとともに、若者向け事業においては、

ホールであまり実施されていないようなイベント、その意味でのプロモーターと

の連携を考えています。既存の事業にとらわれないチャレンジ的な企画も取り入

れていますので、その方向でしばらく進めたいと思っています。 

Ｄ理事 

地域人材の活用の中で、「市内には多くの実力あるアーティストがいます」と

書かれていますが、どのようなアーティストが市内にいて、活動しているかはな

かなか分かりません。そういうものが情報としてあれば非常にいいと思いますが、
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どのように考えているかを聞かせてください。 

徳永コミュニケーション課長 

桐朋学園大学出身者など、実力あるアーティストの情報は把握していますが、

全てにおいて充分に把握できておりません。私どもが把握している情報は、今後

できる範囲で活用することを検討したいと考えています。プロの演奏者について

は、協定を結んでいる団体を通じた情報提供なども求めたいと考えています。 

Ｄ理事 

もう一点、たづくりのイメージアップ事業として、エントランスホールは良い

雰囲気があります。３階以上は会議室中心で、無機質な空間の中に一点でも良質

な絵画があれば、そのフロア全体が生きてくると思います。まさに文化会館であ

ることを常に意識した施設づくりに努めていただきたいと希望します。 

Ｅ監事 

３点お話しします。１点目は、成果指標の内容そのものです。ほとんどは定量

的に書かれていますが、「音楽を鑑賞する、楽しめる機会が増えたと感じる市民

の割合」の「感じる」という曖昧なもの、中には「策定中」というのもあります

ので、指標そのものの妥当性を検証して、工夫するといいと思いました。 

２点目としては、目標値の最終着地点が平成３０年度になっています。これを

２８年、２９年、３０年と単年度にブレークダウンできたら、達成率がより明確

になる気がしました。 

３点目は、目標値そのものです。高過ぎるとあきらめてしまいますし、低過ぎ

てすぐにクリアされるものですと目標にならないということもあります。目標値

の妥当性の検証も必要なのではないでしょうか。 

Ｆ理事 

市民カレッジの応募者数が年々減少していると書かれています。この理由をど

う分析しているか、もし分かっていれば教えてください。 

藤堂たづくり事業係長 

企画内容に増減理由はあると思います。全体としては、市民の生活や嗜好が多

様化しており、その分析が難しいところがあります。回数の多い陶芸講座を例と

しても年々減少しており、ライフスタイルが変化しているのを感じています。 

Ｆ理事 



 

- 13 - 

市民カレッジは、財団の事業の柱の１つで、重要な部分を占めています。方針

が出ているということは、危機感を感じているところがあると思いますので、応

募者が増えるような努力はぜひお願いいたします。 

 

イ 【協議事項】平成２８年度事業計画案の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

基本方針といたしましては、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４年目を迎え、前半となる３年間の振り返りによる実施方

針の策定を行い、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。 

まず、事業運営につきましては、テーマとして「連携」を掲げました。組織内

部、職員間の連携の強化はもとより、地域との連携や調布市、関連団体との連携

など、さまざまな場面において縦横の連携を強化した、より強固な体制作りに努

めていくよう計画案を策定しています。 

なお、平成２７年度との変更点といたしまして、実施事業の内容において「集

客戦略」の項目を追加し、担当課のみで事業を実施するのではなく、広報・マー

ケティング係と連携した広報、販売、集客に関する取組姿勢を明記しました。こ

の取組により、マーケティングの視点を事業実施担当者もそれぞれが認識し、広

報戦略に取り組むことができる相乗効果を目指してまいります。 

次に、施設の維持・保全につきましては、これまで同様、利用者目線の運営を

心がけ、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につき

ましては、調布市関係部署と連携し、施設の安全確保に努めます。 

また、ミッションを達成する上で重要となります人材育成についてです。さら

なるアートマネジメント力の向上を図るため、研修体系を整え、計画的なキャリ

ア形成を支援してまいります。 

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

財源の確保にも引き続き努めてまいります。 

続きまして、平成２８年度の特徴的な取組につきまして説明申しあげます。 

平成２８年度の取組姿勢といたしましては、先に述べました「連携」をテーマ
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に掲げ、各課各係が財団や施設のミッションを意識した事業計画を策定しました。 

まず、コミュニケーション課コミュニティ振興係は、当財団の４大事業と呼ば

れる「調布音楽祭」「調布よさこい」「調布市民文化祭」「調布映画祭」を中心に、

地域や団体との連携を視点に事業を展開してまいります。また、調布よさこいで

成果を上げることができた協賛金の獲得を例に、各事業における財源確保へ向け

た規程類の整備を進めてまいります。 

次に、広報・マーケティング係は、各部署との連携をさらに密接にした取組を

展開するとともに、積極的な情報発信を図ることでミッションの推進に努めてま

いります。 

たづくり事業係は、事業間の連携を深め、各事業の認知度や集客率を上げると

ともに、ミッションで掲げる「芸術・文化の裾野の拡大と普及」に努めてまいり

ます。 

グリーンホール事業係は、調布市が有する豊富な地域資源を活用した連携事業

を実施するほか、若い世代へ向けた事業展開を図ってまいります。 

続きまして、事業内容について説明します。 

美術振興事業につきましては、文化会館たづくり１階展示室を中心に展開して

まいります。平成２８年度は、市内大学と連携した若い世代へ向けた創造体験事

業を新たに実施するほか、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

てまいります。 

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、各館において館の特性を生かした事業展開を図ってまいります。 

音楽事業や古典伝統事業において新たな取組を実施するほか、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てまいります。 

次に、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

してまいります。 

次に、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て、

「映画のまち調布」のさらなる推進を図ってまいります。 
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続きまして、文化祭事業は、今年度実施した「６０周年記念調布市民文化祭」

に引き続き、関係各所との協力のもと、「第６１回調布市民文化祭」を実施して

まいります。 

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 

ティの醸成を図ってまいります。 

「調布よさこい」は、当日のみならず、「出前よさこい」などの普及や楽曲、

鳴子の貸し出しといった支援のほか、ワークッショップの実施などによる魅力の

発信に努めてまいります。 

次に、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。 

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。 

広報事業は、本計画にも記載がある「集客戦略」に向けた取組を担当各課と連

携を深め、当財団が実施する事業のさらなる周知に努めるとともに、財団認知度

向上に努めてまいります。 

施設管理運営につきましては、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、快適で誰にでも優しい施設づ

くりに努めてまいります。 

人材育成につきましては、大学や各種団体などの専門機関が実施するアートマ

ネジメント関連の研修に参加し、多方面に長けたアートマネジメント人材の育成

に努めてまいります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ理事 

芸術・文化事業は観光分野へ、コミュニティ事業は産業分野への展開を考えて

みてはいかがでしょうか。今のままでは、事業の広がりという面で思った成果が

出ない可能性も考えられます。事業計画の中にも様々な分野への連携という概念

をしっかり広げ、計画自体もそういった文脈を入れていただきたいと思います。 
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ウ 【協議事項】平成２８年度収支予算案の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

この予算案は、ただいま協議をいただきました平成２８年度事業計画に基づき

作成しているものです。現在も調布市の担当課と調整を行っている最中であり、

現時点での状況を報告します。 

平成２８年度の総予算額は１８億８，５５３万３，０００円であり、前年度、

平成２７年度の１４億３６０万２，０００円から１，８００万円余の減額となっ

ています。予算書では事業活動収入、事業活動支出と列記していますが、前年比

でマイナスが複数あります。 

事業に関する予算では、例えば事業収入、事業費支出どちらも平成２７年度は

設立２０周年記念事業を行っていたために、増となっていた分が通常規模に戻っ

たとイメージをしていただければ分かりやすいかと思います。 

また、市指定管理料収入、市補助金収入につきましては、実施の事業、そして

施設管理運営における収支から市に対して要求をしていく金額となります。 

市との予算調整につきましては、極力収支差額を少なくして、拠出金を少なく

していくこととなりますが、財団としては、財団基本計画とミッションはもとよ

り、事業計画、そして市民要望や理事、評議員の皆様のご意見などを踏まえ、魅

力ある事業展開と安心・安全、細やかな市民サービスが提供できるような予算案

にしてまいりたいと考えています。 

文化会館たづくりは開館から２０年、グリーンホールは開館から間もなく４０

年を迎えようとしている中で、有料の貸出施設として機能していくためにも、施

設の修繕や備品の交換というのは生じてまいります。 

各種事業においては、来場者が増加し、満足度も高い事業を実施していますの

で、その部分については引き続き予算が獲得できるように調整を図りたいと考え

ています。理事の皆様方にも、引き続きご協力をいただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事 

財団の努力によってコストの減につなげたもの、平成２８年度の収支に反映で
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きたものや取組があれば教えてください。 

常廣総務課著補佐 

特徴的なものとして文化会館たづくりの施設管理運営事業費の支出の減が挙げ

られます。施設に関する業務委託につきましては、プロポーザル、総合評価で入

札を行っています。この成果により、コストの削減による価格の適正化と品質の

向上を同時に達成できています。 

 

（４）報告 

ウ 【報告事項】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 

上半期の執行状況を報告します。 

本年度は、第３期指定管理期間は２年目の後期にあたります。 

本日の理事会の協議事項にもあるように、事業実施方針については、平成２５

年度から運用している財団基本計画を基としながら、これまでの課題を振り返り、

今後さらに事業の充実を図るための指標などを定めていくことになってまいりま

す。 

市民からの多様な要望に対応すること、またニーズを先取りする新しい発想を

生み出すことにつなげるためにも、これまでの２年間で明らかになった課題を解

決できるようなものとなるよう、引き続き慎重な議論を進めていってもらいたい

と考えています。 

今年度は、調布市制６０周年であり、また財団は、文化会館たづくりの開館と

ともに設立２０周年に当たる節目の一年を迎えることができました。 

文化会館たづくりの来館者は３，７００万人を超え、グリーンホールとともに

調布市の芸術・文化になくてはならない施設となり、財団もまた地域との一体性

を持った事業展開が注目されつつあることを感じているところであります。 

下半期におきましては、文化会館たづくり全館で行うアートフェスティバルや

記念誌の発行などを控え、職員の皆さんにとって多忙な一年となることと思いま

す。 

体調管理には十分留意しながら、充実した２０周年となるようご尽力をお願い
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します。 

その他につきましては、平成２６年度、本年度（平成２７年度）と継続して６

名の新入職員を迎えました。組織の活性化にとって人材が最も大切であり、職員

においては後輩を適切に指導し、みずからも自己研さんに努めてください。 

副理事長 

９月１２日に、調布市で震度５弱を記録した地震があり、安否確認システムに

よる緊急参集が発動しました。出勤した職員により初動本部を設置し、館内の安

全点検を行うとともに、システムを用いて全職員３９名の安否確認を行いました。

地震発生から１５分以内に半数以上の職員の安否を確認し、開館時間前には全施

設の安全点検を済ませ、通常どおり開館することができました。引き続き、緊急

時の体制の確認と訓練を常に行い、安心・安全な運営に努めていただきたいと思

います。 

今期指定管理期間において、自主財源確保を重要課題の１つとして取り上げて

いますが、今年度は特に調布よさこいにおいて協賛金獲得のための工夫を随所に

取り入れ、一定の成果が得られたことは、大きく評価できるものと考ええます。

事業協賛は、相手先の企業、団体に対し、どれだけメリットを感じてもらえるか

がポイントとなるので、協賛の方法や特典について引き続き工夫を重ね、他の事

業においても成果を上げていくようお願いします。 

また、寄附金についても、昨年度から実施した専用口座の開設やパンフレット

配布などによる広報が実を結びつつあります。個人からの寄附や問い合わせも増

えてきており、今年度は昨年度を上回る成果を期待しています。今後も全職員が

連携しながら自主財源の確保に努めていってください。 

また、今期は、１２年ぶりとなる労働基準監督署による立入検査が行われ、職

員の勤務実態などについて細部にわたる調査が行われました。指摘事項は無かっ

たものの、労務管理のさらなる適正化を進めるよう確認されました。特に理事会

に出席している係長職以上の職員は、勤務実態に事務事業の効率化や組織マネジ

メントの成果が顕著にあらわれることを認識し、労働環境の改善につなげていっ

てほしいと思います。 

常務理事 

私からは、事業を中心とした職務執行状況について報告します。 
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最初に、幅広い年代の参加に向けた取組です。文化会館たづくりのミッション

には、芸術・文化の裾野の拡大がありますけれども、前期においても、若者を初

め、幅広い年代の参加を目指してさまざまな取組がなされてきました。 

展示室の事業とくすのきホールでの公演との連携は、エントランスホールでの

ワークショップの開催や、作品そのものの展示につながり、それぞれの事業に大

変多くのファミリー層も呼び込むことができました。 

また、「小さな小さな音楽会」では、エントランスのライトアップ事業と連携

して、初めて夜間に実施し、子どもや学生、サラリーマンなど、従来にない多様

な世代の参加を得ることができました。今後も係間の連携を生かした柔軟な事業

展開をとおして、さまざまな年代層への働きかけをお願いしたいと思います。 

続いて、財源確保の取組についてでありますが、自主財源の一環として、広報

紙への広告掲載や寄附の募集を行っていますが、例年、音楽祭やよさこい等の事

業においても、幅広く協賛金の獲得に努めているところです。 

今年は、調布よさこいにおいて協賛方法の見直しが行われ、協賛広告の細分化

や広告デザインの工夫などによりまして、収入の獲得に大きな成果が見られまし

た。ただ、協賛者にとって協賛というのは、単に宣伝という面だけではなくて、

事業への期待や取組への応援の意味が含まれているものでありますので、今後も

財団のＰＲに努めるとともに、事業の質を高めていく努力をぜひお願いします。 

最後に、財団設立２０周年記念事業についてです。 

今年は、文化会館たづくり及び財団が設立されて２０周年の年であり、前期に

おいても周年ならではの企画や事業が多数実施されてまいりました。初めて実施

した深大寺本堂での有料コンサートや、四季折々にエントランスホールを彩るラ

イトアップ事業は、これまでの財団やたづくりのイメージを変えるものであった

と思っています。 

今期の展開としまして、新たに２００人もの市民が舞台で歌う「第九」のコン

サートや、たづくり全館を使って実施しますアートフェスティバルがありますけ

れども、これらをきっかけに、さらに親しまれる施設づくりと文化の高まりを期

待しています。 
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オ 【報告事項】評議員会の開催結果の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

平成２７年度第１回定時評議員会は、平成２７年５月２２日に開催しました。

可決事項は１５件、議事録署名人選出の件、平成２７年度からの当財団理事、評

議員及び監事の選任の件でした。 

承認事項は１件、平成２６年度収支決算の承認の件でした。 

報告事項は６件、理事会の開催結果の件、平成２６年度事業報告の件、平成 

２７年度事業計画の件、平成２７年度収支予算の件、寄附物品等の受入の件、そ

して給与規程等の改正の件でした。 

続きまして、平成２７年度第１回臨時評議員会は、平成２７年８月１３日、書

面表決により開催されました。承認事項は、評議員選任の件でした。 

西原稔評議員が、平成２７年７月３１日付で退任され、後任の評議員としまし

て、合田香氏の選任を理事長から提案、承認を得たものです。合田評議員の選出

母体は、西原前評議員と同じく、市内音楽大学である桐朋学園大学です。 

 

カ 【報告事項】市議会定例会報告の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

６月１１日から６月２９日まで行われた平成２７年第２回調布市議会定例会で

は、市長報告として当財団の経営状況の報告がありました。この内容は、４月 

３０日に開催した当財団第１回定時理事会における決算報告とほぼ同様です。こ

の件では２人の議員から質問を受け、当財団の所管部署である調布市生活文化ス

ポーツ部長による答弁がありました。 

まず、日本共産党・雨宮幸男議員の質問は、１点目がたづくり及びグリーンホ

ールの大規模改修に向けた取組についてでした。たづくりの劣化診断とグリーン

ホールの屋外階段の移設検討結果を踏まえて整備していくとの答弁がありました。

２点目は、武者小路実篤記念館などとの連携についてでした。これまでに培って

きたノウハウを相互に活用して事業を共同してつくり上げるという答弁がされま

した。 
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続きまして、元気派市民の会・大河巳渡子議員からの質問が２点です。１点目

は、団体のガバナンスを補完する組織の開催について。２点目は、市民、障害者、

女性への雇用配慮とバリアフリー対応についてでした。ガバナンスを補完する組

織については、評議員会と監事による監査について説明があり、年度内での事業

検証を行う機会の確保について協議すると部長より答弁がありました。障害者等

の雇用については、委託業務も含めて協議・検討していくということと、市民や

女性の雇用につきましても継続して配慮を促していくとの答弁がありました。バ

リアフリーについては、施設・設備面の改善に加えて、引き続き研修等で人的対

応に努めていくと答弁がされました。 

 

キ 【報告事項】寄附物品等の受入の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

平成２７年１１月２０日現在までにあった寄附の受領報告です。寄附は８件あ

りました。内訳は現金が４件２２万１，０００円、物品が４件です。特に現金に

よる寄附は、現段階で平成２６年度と比較して約３倍、１４万円以上の増額とな

ります。 

これは、本年度から振込用紙と一体となった寄附案内チラシを作成したことに

加え、ファンドレイジングに関する研修等を実施した成果を踏まえ財源確保の取

組を強化しており、今回も過去に事業等で連携した経緯のある方や、地域の方か

ら多くのご支援をいただくことができました。 

また、調布よさこいにおける協賛について報告します。協賛は広告的な側面を

生かして担当部署が一丸となり、市内の事業者様等にアプローチした結果、全部

で２６件８４万円という結果となりました。 

引き続き、多くの方に財団事業に共感していただき、さまざまなご支援を頂戴

できるよう、職員一丸となって取組みを進めていきます。 

 

ク 【報告事項】規則等の制定及び改正の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 
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職員就業規則の改正につきましては、調布市における条例の改正を受けて改正

しました。内容としては、お子さんの看護休暇の対象年齢の引き上げに関する改

正です。 

続きまして、労働安全衛生管理規程は、労働安全衛生委員の人数を労働安全衛

生法に準じた構成とするために改正を行いました。 

３点目は、被服貸与規程を改正しました。職員はスタッフジャンパー等の着用

が定着してきたこともある関係から貸与品内容を見直し、事務服を廃止しました。 

最後に、協賛募集に関する規定を新たに制定しました。先ほどもご報告しまし

たが、これまでの寄附募集に加えて、事業の趣旨に賛同していただいた方から金

銭や物品をいただく際の取り扱いについて定めました。より多くの方からご支援

をいただけるように、引き続き自主財源の確保に努めてまいります。 

 

（５）その他 

ア 【その他】調布市「豊かな芸術・文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」に

ついて 

＜説明＞ 

Ａ理事 

１１月８日に開催されました、調布市制施行６０周年記念式典におきまして、

「豊かな芸術・文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」が行われました。荻本

理事長も宣言文の読みあげの１人となりました。 

この宣言の背景には、市制施行６０周年、市民文化祭６０周年、たづくり開館 

２０周年、来たるラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックなどを

踏まえて行ったものと思います。 

趣旨は宣言文のとおりです。このことにより、私たち財団の活動において、少し

追い風が出てきたと思います。 

 

 

引き続き、事務局より、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４５分に議長は閉会を宣

言し、本会の全てを終了した。 


