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平成２７年度第２回臨時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２７年１２月１６日（水）午後６時から午後８時５分まで 

２ 会場 調布市文化会館たづくり１０階１００２研修室 

３ 評議員総数及び定足数 総数５名、定足数３名 

４ 出席評議員数 ５名 

（本人出席）大前勝巳、合田 香、西村伸夫、八田主税、山本良子 

（理事者出席）副理事長 原島敬之、常務理事 吉田隆司 

理事 土方和巳（事務局長） 

（議長）評議員 大前勝巳 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第２号議案 議事録署名人選出の件 

イ 第３号議案 理事選任の件 

（２）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 事業実施方針（平成２８年度～平成３０年度）案の件 

エ 平成２８年度事業計画案の件 

オ 平成２８年度収支予算案の件 

カ 平成２７年度利用者懇談会開催結果の件 

キ 理事会の開催結果の件 

ク 寄附物品等の受入の件 

（３）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 

イ 名誉市民 水木しげる氏のご逝去に伴う献花台の設置について 

ウ その他 

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 
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議長から事務局に定足数を確認したところ、事務局から評議員５名の全員が出席し

ており、評議員会運営規則第９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、本評議員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、議長が開会を宣言した。 

 

（３）審議 

ア 【審議事項】第２号議案 議事録種名人の件 

＜結果＞ 

議事録署名人の件については、原案のとおり、出席評議員全員一致で可決した。 

 

イ 【審議事項】第３号議案 理事選任の件 

＜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＞ 

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、平成２７年度第３回臨時理事会において理事候補

者が決議され、このたび議案として提出されました。 

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

適任であると考えています。 

 

（４）報告 

ア 【報告事項】平成２７年度事業進捗状況の件 

＜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。 
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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。 

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
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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階エントランスホールでは、「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。 

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。 

次に、たづくりイメージアップ事業は、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人の入館者数であり、

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あり、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
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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。 

最初に、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です。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

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。 
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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。 

また、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。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

調布音楽祭は、アウトリーチを市内全域で実施しており、非常に評価していま

す。一方で、一部の有料公演では集客が充分に見込めなかった事業もあったよう

です。ロシア・ナショナル管弦楽団は、とても有意義な公演であったものの、集

客は半分に満たない状況です。これを踏まえ、次年度に向けてどのような対策を

考えていますか。 

土井コミュニティ振興係長 

６月２６日金曜日の公演は、曜日の設定と天候不順もあり、集客が伸びません

でした。次年度に向けて、公演ジャンルを変えてみるなど、根本的な見直しを図

り、プログラムを新たにする準備をしています。 

「マグナムトリオのすごい笛」も予定より集客が少なく、広報面で公演内容が

分かりづらかったという声をいただいていますので、次回はさらに分かりやすい

広報に努めます。 

ロシア・ナショナル管弦楽団も券売がかなり伸び悩みました。反省としては、

チケット料金が高額だった点があり、次回は、チケット代が高額にならない催し

物を企画してまいります。 

Ｂ評議員 

有効座席数と実際に売れたチケットの枚数について、招聘にお金がかかってい

る状況で収支がペイできたのかなど、少し分かりにくいです。入場者数の比率と

実際の収支についてどのように検討されていますか。 

土井コミュニティ振興係長 

全てではないですが、有効座席数の一定割合で収支が均衡となるように予算組

みをしています。ご指摘の公演は、予定の金額と差が開いているのは事実です。

この事業に関しては収支面で課題を残しました。 
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Ａ評議員 

そういった意味では、「四季」に関しては一定割合の販売状況から良好であり、

類似の取組を考えているということだとお見受けしました。 

次に、バッハ･コレギウム･ジャパンの公開リハーサルの関係で、前に合田評議

員からも公開リハーサルをぜひ活用してはどうかという話がありました。今後、

オーケストラの公開リハーサルについてどのようにお考えか伺います。 

岡野グリーンホール事業課長補佐 

公開リハーサルについては、全体の事業数を調整していく中で、他の事業の整

理も含めて検討していきます。 

Ａ評議員 

市民が良質な音楽に接する機会をできるだけ多く設けるのも我々の役目だと考

えていますので、ぜひ前向きにご検討ください。 

Ｂ評議員 

バッハ・コレギウム・ジャパンの活動というのは、おそらく調布の中でもある

程度は認識されているようです。だからこそ、調布でバッハ・コレギウムを聞く

という文化的なニュアンスが定着しています。反面、例えばロシア･ナショナル

管弦楽団は、調布で聞くということの意味に価値を見出しにくいので、券売が難

しいのではないでしょうか。 

桐朋学園オーケストラも、調布市にある協定を結んでいる大学とのオーケスト

ラ事業ということで、グリーンホール、たづくりのどの部分とマッチしたものを

提供するかという視点で事業を展開してください。バッハ・コレギウム、その他

のオーケストラ、桐朋学園オーケストラも、ホールや立地に適した展開となって

いけば、必然的に財団の皆さんも運用しやすくなるでしょう。 

Ａ評議員 

調布よさこいは、調布ふるさとまつりから端を発して現在に至っていると理解

しています。そして、市内２１チーム、市外１３チームと市外チームが多い状況

です。府中市などでもよさこいがありますし、財団２０年の節目を経て、よさこ

いのあり方を方向転換する時期に来ているのではないでしょうか。 

市外のチームがよくないという話ではないのですが、にぎわい創出につながる

部分が難しいところもありますので、例えば旧甲州街道を閉鎖している時間中に
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地域のイベント性のある企画を実施するなど、何か工夫ができないでしょうか。 

徳永コミュニケーション課長 

よさこいに関しては、調布のチームも多摩市や川崎市のイベントに出場してお

り、市外との交流という視点も持っています。 

また、市外チームが出場することで、踊り手さんのみならず、ご家族やファン

の方もついているので、そういった方々に調布のまちを歩いていただくなどと 

いった回遊性も求めながら、市外の方に調布を知っていただくいい機会になるの

ではないかと考えています。財団としては市外を減らすということではなく、今

後も交流を続けていきたいと考えています。 

Ａ評議員 

複数会場で実施していることから、運営する側も大変なのだろうなと想像しま

す。布多天神社、駅前広場、そしてグリーンホールでは前日イベントを開催し、

さまざま工夫を凝らしています。２０２０年のオリンピック・パラリンピックを

考えると、外国人の集客も含め、例えば調布音頭など様々な連携を市としても考

えていきますので、また相談していきましょう。 

Ｃ評議員 

よさこいが始まった当初は、本当に定着するのか心配でした。また、他市では

一般的な盆踊りをやって、よさこいもやっているという二極性があったのですが、

今はそのようなこともなく、よさこいは年齢を問わず参加しているようです。な

ぜよさこいなのかという気持ちも多少ありましたが、参加している方々が非常に

楽しんで、調布の方もまた他市に行っているようですので、このまま続けていく

のが妥当ではないでしょうか。 

Ｄ評議員 

よさこいは当初より参加者も増え、大変良い事業になりました。幼稚園から中

高年まで、裾野が広がっていくことも素晴らしいです。できればずっと続けてい

ただいて、オリンピックのときには、外国の方にも調布のよさこいはすごいねと

感じていただきたい。相模原市の東林間などは、よさこいではなく阿波踊りでメ

ジャーですので、調布も独自に進めてみてください。 

Ｅ評議員 

年々来場者が増加し、にぎわっているという感は強くしています。また、職員
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の皆さんも、前夜祭から始まり設営なり準備なりで大変でしょう。 

一方で、旧甲州街道が非常に多くの方で埋め尽くされてしまい、その日一日商

売にならないという商店主の方々の声も耳にしています。来場者が近隣のお店を

ご利用になるような仕掛けなども、ぜひ検討してください。 

また、旧甲州街道、特に仲町通りの再開発に伴って空き地ができています。１、

２年は使われないという話も聞いていますが、広い場所が徐々に減ってきていま

すので、そういったところも活用できるように早目の協議を進めてください。 

Ａ評議員 

商店の間口を閉鎖してしまうことから、一部の事業者さんからは、売り上げに

影響があるので工夫が必要だねという声は毎年届いています。 

次に、文化会館たづくりの美術振興事業のうち、水木しげるさんの「戦争と新

聞報道展」は、１日に換算すると２５０人ほどの来場があり、調布と水木先生の

つながりの中でとても良い事業でした。一方、「みんな空の下」展は４２日間で

３，２００人ですから、１日に１００人入らなかったということになります。し

かしながら、とても良い内容でしたから、集客性などを考えると、期間設定など

に工夫の余地があるのかなと感じました。 

Ｂ評議員 

グリーンホールやたづくりでは、今まで知らなかった事業も含め様々な事業を

実施しています。グリーンホールも大小ホールあり、たづくりの中にも複数の施

設があり、せんがわ劇場があって、調布市には３館ありますが、３館全体でどの

ように展開しているのか。そしてグリーンホール、たづくりの本来性といいます

か目的、どのような使われ方を想定して運用しているのかお聞かせください。 

また、アウトリーチ等の事業について、調布の３館が利用者に向けてどのよう

に展開していこうと考えているのか教えてください。 

徳永コミュニケーション課長 

たづくり、グリーンホールは非常に近接しています。せんがわ劇場は市の東部

で、まずはその３館が点ではなく面でつながろうと考えています。 

また、桐朋学園大学も仙川から調布に校舎が移った状況も踏まえ、それぞれの

館の性質に合わせた事業を展開しています。せんがわ劇場の１２０人の定員では、

サンデーマチネコンサートや演劇など、特性を生かした事業を実施しています。
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当財団が管理するたづくりでは５００人のホール、そしてグリーンホールは 

１，３００人と３００人のホールいうことで、各館の持つ特性を活かして市民に

提供していくことが３館の融合ではないかと考えているところです。 

また、アウトリーチについては、館の事業と市民を結びつけていくという部分

に加え、地域コミュニティの活性化についても考えています。せんがわ劇場が実

施しているアウトリーチには教育の視点もあると聞いていますので、当財団とし

ても教育に関わる必要性も認識し、住み分けはしっかり行いながら、アウトリー

チについて考えてまいります。 

Ｂ評議員 

市民の方は、グリーンホールとたづくりが文化・コミュニティ振興財団の指定

管理で、せんがわ劇場が市の直営でやっているということは知りません。市報に

載ったり、財団報ぱれっとが配布されたり、情報の出方も違います。市民のため

には、面で運用され、かつエリアやキャパシティーなどをそれぞれ生かし、連携

をとりながらの運用を考えてください。 

また、アウトリーチにおいても、音楽や演劇など、いろいろなアウトリーチを

展開していくために、さらに機能的な取組を検討してください。展開とは、相互

の運用が円滑に連携することです。ホール貸出にしても、ソフトの展開について

も、ますます施設間のコミュニケーションを進めていく必要があります。 

Ａ評議員 

芸術・文化学習事業として、市内の大学連携の関係など、非常に多岐にわたり

活動しています。多くの参加機会を設定していることからも、大学連携の活用と

いう点で評価をしています。 

たづくりイメージアップ事業では、昨年から実施しているエントランスのライ

トアップは魅力向上につながる取組です。例えば七夕の時は１週間、７月１日か

ら７日という実施でしたが、もう少し期間を長く実施し、なるべく多くの方々に

見てもらえる機会を設定すればさらに良くなるのではないでしょうか。取組自体

は非常にすばらしい内容ですので、ぜひ積極的に臨んでください。 
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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

率は低くなっています。 

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。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

グリーンホール事業収入が５，０００万円の予算現額に対して１，１００万円

と、今後３，８００万円稼がないと予算に満たない状況です。要因を教えてくだ

さい。 

岡野グリーンホール事業課長補佐 

今期、収入予算の大きい事業が後半に予定されており、現在チケット発売を 

行っています。昨日からさだまさしのチケットが発売となり、１日で３００枚以
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上を販売したことから、今後収入の増加が見込まれます。最終的には収入予算を

達成できるよう、券売に努めています。今後、発売開始となる公演も予定されて

います。 

Ｃ評議員 

１事業ごとの収支について、ロシア・ナショナル管弦楽団の収支の見込みはこ

こに出ていますでしょうか。 

土井コミュニティ振興係長 

音楽祭に関する収入については、コミュニケーション事業収入に計上していま

す。グリーンホール事業は終了していない事業があるので執行率は低いですが、

コミュニケーション事業は音楽祭が終了したことから、結果として収入予算を達

成できなかった状況です。 

Ａ評議員 

今回のことを踏まえ、次年度に向けてより工夫に努めてください。 

別件で、収入において既に予算よりも多く計上されているところがありますが、

この内容を説明してください。 

常廣総務課長補佐 

例えば自動販売機の販売手数料のほか、調布よさこいに関する企業等の協賛、

寄附金なども多くの方からご賛同いただきまして、これまでよりも多額の収入を

得ることができました。 

Ａ評議員 

積極的に収入を獲得していくという点では、予算を組むときも、それ相応の見

込みを入れてもいいのかなと思います。 

一方、支出は、中間の期間となりますが、創意工夫をする中で、今年度の上半

期において経費を節減できたという例はありますか。 

常廣総務課長補佐 

施設管理運営事業費支出において、今年度の契約の際、総合評価制度や価格競

争による精査ができたため、経費節減を図ることができました。 

Ａ評議員 

ぜひ創意工夫いただきながら、ファシリティマネジメントの分野で民間として

の努力を重ねてください。 
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グリーンホールでは、楽屋の化粧台の更新など、非常に努力が見られる部分が

ありますので、引き続き、利用者目線に立って快適な施設となるような創意工夫

に努めてください。 

 

ウ 【報告事項】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
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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

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。 

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。 

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。また、事業分野と関連する
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事項として、人材育成と資金調達についても別記として記載しました。 

なお、本方針は現在調整中ですが、先日、理事会で報告したところ、成果指標

の妥当性や中間年次における達成目標について、また、芸術・文化やコミュニ 

ティ活動に限定せずに、経済や観光振興とも連携した事業展望等について検討す

るようにとご意見をいただいています。役員の皆様からのご意見を反映させなが

ら策定を進めてまいります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

展示事業における成果指標として、平成３０年度の目標が１日平均１４０人と

あります。水木先生の新聞報道展に関しては平均２５０人程度だったことを考え

ると、より集客性、魅力ある内容にしていくということで、上方修正しても良い

のではないでしょうか。例えば「新聞紙とガムテープで彫刻作った！」展は平均

１６０人ぐらいでしたので、ぜひ平成３０年度を見据えながら、より良質なもの

を企画し、成果指標を高めながら、地域との連携も含めて策定をお願いします。 

Ｄ評議員 

映画事業に関しては、若い方の参加が課題として挙げられています。駅前の開

発もあり、シネコンができますし、調布市とも連携しながら何か実施したいです。

もっと映画のまちということを若者にアピールすべきですので、頑張っていただ

きたいと考えています。 

 

エ 【報告事項】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
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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る人材育成については、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します。 

平成２８年度の取組姿勢としては、先に述べました「連携」をテーマに掲げ、

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。 
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続きまして、事業内容について説明します。 

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。 

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。 

本計画案等については、来年３月まで事務局内で検討を進め、策定していく予

定です。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

調整中の計画とのことで、詳細に関してはこれから詰めていくものと理解して

います。「連携」をテーマに掲げ、とても良いことです。先ほど合田評議員から

ありましたとおり、例えば東部地区のせんがわ劇場とより連携を持ち、これから

活弁士の映画の上映や、ショートフィルム・コンペティション開催が予定されて

います。一方でせんがわ劇場で実施している演劇や音楽を、例えばグリーンホー

ル小ホールやくすのきホールで実施するなど、相互の乗り入れも発展的にできる

と良いのではないでしょうか。３館の活動に関して、情報が分散しておりそれぞ

れの活動が分からないというありがたい指摘をいただいていますので、調布市で

も平成２８年度に向けて工夫をしていきます。 

１点、財団事業と連携した「さらなるコミュニティの活性化」を目指すという

点は、対外的または対内的どちらのことでしょうか。各団体と連携して、さらに

コミュニティの活性化につなげるという趣旨なのか、少し分かりにくく感じます

が、いかがでしょう。 

土井コミュニティ振興係長 

アウトリーチ事業においては、地域団体が主催するイベント等に出演する場合

もありますし、当財団が主催する場合もあります。地域から依頼されることもあ

れば、こちらからお願いして参加することもあり、様々な形での連携という趣旨

で記載しました。 

Ａ評議員 

分かりました。各団体との連携というところと、さらなるコミュニティの活性

化というものを結びつけると、より分かりやすいかもしれません。策定の際にご

検討ください。 

先ほど、平成２７年度の事業進捗状況報告において、よさこいに関する意見を

お伝えしました。独自事業として、事業費ベースで、１，０７０万円の予算を１

日で使用することを考えると、効果を最大化していく仕組みが必要です。既に

様々な取組を実施していることは承知していますが、市としても工夫を重ねてい

く必要がありますので、一緒に考えていければと認識しています。 
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Ｂ評議員 

各団体や地域資源を活用した連携について記載があり、先般、市が宣言された

「豊かな芸術文化･スポーツ活動を育むまちづくり宣言」でも、市内にある大学

などを活用するということが宣言されました。私はその芸術系大学の１つに勤務

しており、例えば「小さな小さな音楽会」やアウトリーチ、調布音楽祭にも私ど

もの大学の関係者が参画しています。そういう中で、例えば大学では、地域にい

かに大学力を還元しようかということを考えています。同時に、財団もせんがわ

劇場も考えています。このことを総括的にどのように展開していくかが重要です。 

例えば、教育的な分野での連携では、市内の教育機関も含めてのアウトリーチ

は抵抗なく実施できますが、イベント的な事業にどのように協力していくか。卒

業生も様々な場面でお世話になっています。そういう意味で、財団が独自で考え

ているもの、せんがわ劇場が考えているものをうまく整理整頓していくかことが

必要ではないでしょうか。 

また、誰に出演を依頼するかも重要です。声がけすればすぐに出てくるという

ぐらい、音楽や演劇に関しても条件は整っています。しかし、同じようなところ

に出演しています。 

それから、他市では全小学校に対するアウトリーチを行っているところがたく

さんあります。そういうものを実現していくことも含めて、ぜひいろいろなとこ

ろで相談しながら、実現に向けて検討を進めてください。 

 

オ 【報告事項】平成２８年度収支予算案の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

こちらの予算案は、先ほど報告した平成２８年度事業計画に基づいて作成して

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おり、前年比でマ

イナスが複数あります。 
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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

たイメージです。 

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、そして市民要望や役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。 

 

カ 【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。 

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ご意見をいただきました。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
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だきました。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、備品についてのご意見がありました。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。 

利用者懇談会につきましては、いわゆるヘビーユーザーの利用者様のご出席が

多く、その要望は多岐にわたっています。調布市とも連携しながら、さらなる利

便性の向上、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、利用者懇談会や窓口、アンケート等で寄せられ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＞ 

Ｅ評議員 

施設利用時のＰＲに関するご意見というのは、例えば長時間借りている方が、

もう少しＰＲをしてくれないかというようなご意見だったのでしょうか。 

鈴木総務係長 

複数の部屋を借りてイベントを実施する際に、広報面でご協力をいただけない

かというご相談でした。他の施設利用者様もいらっしゃるので公平性を確保しな

がらの範囲となりますが、利用者のご意見を聞き、ご相談させていただきながら、

いい方法を一緒に考えていくと回答しました。 

Ｅ評議員 

そのようなリクエストがあった際に、市内の媒体や、行政にも無料でイベント

情報が掲載可能なシステムがありますが、そのような情報提供は行っているので

しょうか。 

鈴木総務係長 

当財団の広報紙とホームページにとどまらず、調布市の広報窓口、生涯学習・

市民活動情報システム、またその他の広報宣伝についても、できる限り情報提供

をしたいと考えています。 

Ｄ評議員 

ホールを使う立場では、例えば裏方さんがとても心地よく、受付なども取りや

すいということであれば、良い評判になることがあります。そのようなことが利
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用者懇談会に反映していけばよいと考えます。 

ところで施設の利用率はどの程度で推移しているのでしょうか。グリーンホー

ルとたづくりそれぞれ教えてください。 

常廣総務課長補佐 

ホール系の施設は約８０％、会議室系の施設は約７０％となっており、この数

値は１００％には至っておりませんが、稼働日数としては、使われない日はほと

んどありません。そういう意味では、利用率はかなり高いと認識しています。た

だ、競争率の高いものは１００％近いところもあれば、一方で、ニーズが少ない

専門的な施設では利用率が低い場合もあります。 

全体としては、施設が取りにくいという声を数多くいただいています。広く市

民の方に使っていただく施設ですので、行政の利用に対しても財団で調整をして、

できるだけ多くの市民に使っていただく努力をしています。 

したがって、利用率については、もちろん高いほうがいいとは考えますが、既

に高い割合ですので、あとは、利用率の低い施設にどうやってお客さんを呼び込

むかというところを考えて取り組んでいます。 

Ｄ評議員 

利用率が高い理由をどのように分析していますか。 

常廣総務課長補佐 

たづくりやグリーンホールは交通の便がよい点が挙げられます。また、せんが

わ劇場も含めた３館以外で音楽の利用ができる貸出施設、その他の芸術・文化に

関係する施設が少ないと認識しています。以上のことから、利用率は高く推移し

ていると考えています。 

Ｄ評議員 

料金体系はどのように作用していると考えますか。 

常廣総務課長補佐 

安価であると認識しています。 

Ｆ理事 

ちょうふ市民カレッジなどの生涯学習講座を実施していますが、その卒業生が

グループを結成し、その方たちがまた施設を利用します。そうすると、部屋の利

用率が上昇していきます。今、合唱の練習をする場が不足しているので、映像シ
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アターでも合唱できるような形で運営しています。特に音楽が顕著に増えており、

それはすごく良いことですが、私たちが２０年間やってきたことの成果と、２０

年前に開館した当時との状況が変わってきているということです。 

条例もありますが、市とも調整しながら、なるべく利用者の期待に応え、満足

していただけるように進めています。 

Ｂ評議員 

本格的な公演を実施し良いものを鑑賞してもらうということと、啓発として教

育的なことを行うということにも関係しますが、芸術・文化の裾野を広げるとい

う点では、市民がいかにこの施設を活用できるかが重要です。プロフェッショナ

ルからアマチュアまで、利用する市民に合わせたレベルで使える施設が少ないと

いうのは、東京都内のどこの地域でも指摘されています。調布全体での便宜を図

りながらミッションを実現させていくために、いかに裾野の人たちが使いやすく

活用できるかということが、運用面でも必要となってきます。 

Ａ評議員 

公共が提供できる施設にも限界があります。先ほど土方理事から説明いただい

たとおり、当初設置したときの用途と今のニーズに差異がありますので、常に工

夫をしています。また、平成２９年に開業するシネマコンプレックスには１１ス

クリーンが設置される予定です。防音設備もありますから、できれば、市民が活

用できるスクリーン、劇場という位置づけを与えられないか、協議、調整をして

います。多様な民間施設、大学、それから公共が持っているものを重ね合わせな

がら、まだ工夫の余地がある点について、さまざまな形で実現させていきたいと

考えます。 

 

キ 【報告事項】理事会の開催結果の件 

＜説明＞ 

鈴木総務係長 

平成２７年度第１回臨時理事会は、平成２７年５月２２日に決議の省略、書面

表決により、開催しました。内容は、審議事項が４件、代表理事等の選定につい

てです。 

第２回臨時理事会は、８月５日水曜日、決議の省略、書面表決により開催しま
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した。審議事項は２件、西原評議員の退任に伴う、合田評議員の選任に関するも

のでした。 

第３回臨時理事会は、１２月４日に開催しました。審議事項が２件、協議事項

が３件、報告事項が８件、その他として１件でした。 

 

ク 【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について報告します。全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

りました。 

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を進めていきます。 

 

（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評議員 

１１月８日に実施した調布市制施行６０周年記念式典において、豊かな芸術文

化・スポーツ活動を育むという視点でまちづくり宣言を行いました。 

宣言では世界的な音楽家を輩出している大学の立地について触れ、また、技術
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というのは電気通信大学を、映画・映像製作は映画関連産業を意識しています。

加えて、国際的なスポーツ競技施設というのは味の素スタジアムほかであります。 

今後、老若男女、障害の有無にかかわらず全ての市民が、それぞれの状況に応

じて文化・スポーツ活動ができるような環境をつくるということ、これから育成

していく、促進していくという宣言文です。 

できれば、創意工夫をして活動場所を確保したり、場を提供する、活動を支援

するという点で、子どもたちやご高齢の方たちの活動への支援に取り組んでいき

たいと考えています。ロンドンオリンピックでは文化プログラムというものがあ

り、パラリンパックとあわせて盛り上がりましたので、ぜひ調布市としても財団

と一緒になって市民の芸術・文化を盛り上げていきたいという内容です。 

Ｂ評議員 

すばらしい宣言です。もちろん調布の中にも工業や農業やいろいろな要素が 

あって、その中に多用な部分があるということも承知しています。しかし、芸術

や文化、スポーツを１つの大事なものとして捉えていこう、そういうものを実現

していけるという点が大きな財産だと思いました。 

そういう意味で、この宣言を契機として、関係者が努力を続け、より一層展開

していくとよいのだろうなと感じます。これからの展開に期待します。 

 

イ 名誉市民 水木しげる氏のご逝去に伴う献花台の設置について 

＜説明＞ 

Ａ評議員 

１１月３０日にご逝去の報に接し、速やかに献花台を設置しました。献花台は

１２月２７日までの設置とし、２か月後の１月３１日に青山斎場でお別れの会が

催される予定と伺いました。この間、記帳、献花には他市他県からもお越しいた

だいている状況ですので、市において、水木先生のメモリアルコーナーを常設で

きないか検討しています。できれば水木プロダクションとも連携し、特徴的な内

容にしたいと考えていますので、またご相談しながら進めてまいります。 

Ｄ評議員 

とても速やかに設置されたのですね。 

Ａ評議員 
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水木先生の育った鳥取の境港は記念館がありますので、すぐに献花台を設置さ

れてようです。我々のも何か対応できないだろうかというのを財団と市で協議し、

翌１日の夜に設置が整いました。迅速な設置について、各方面から評価をいただ

きました。 

 

ウ その他 

Ａ評議員 

「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」には、多様な市民活

動、芸術・文化活動を育み、コミュニティが醸成される場の確保ということがう

たわれています。グリーンホールに関しては転用が難しい部分がありますが、例

えばたづくりのエントランスに、丸テーブルを置いていただいており、コミュニ

ティが進むような場にもなっています。消防法などを順守することが前提ですが、

もう少し広げ、市民が集えるような場の工夫、コミュニティ空間の演出というも

のをできないだろうかと考えております。 

また、フロアの有効活用として２階の北ギャラリー、くすのきホールの北側の

自動販売機のある休息所等々も工夫しながら、有効活用できるところを見出して

いければと考えていますので、市と指定管理者である財団で協議、調整をしてい

きたいと思っています。 

Ｅ評議員 

平成２８年度事業計画案の中に、「連携」をテーマに掲げるということで、内

容が洗練されておりすばらしいなと思っています。計画の中に「地域資源を活用

した連携事業に取組」という言葉があるのですが、地域資源は活用するだけでな

く、まちづくり宣言にもありましたが、育むという視点をぜひ盛り込んでくださ

い。資源というのはいろいろなもの、例えば人材も含まれると思います。施設に

ついても、育むという言葉が正しいかどうか分かりませんが、育てていかないと、

思いどおりの使い方はできないのではないでしょうか。 

具体的な例として、３月末に施設の認知度向上を目的として謎解きゲームが開

催されます。とても面白そうで、ぜひ私も家族を連れて参加したいとは思ってい

るのですが、内容を見ると、企画制作に大手企業の名があります。調布にも地域

を何とか活性化しよう、回遊性を向上しようということで、謎解きゲームで頑張
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っている団体があります。企画趣旨などもあり、なかなか一緒にというわけには

いかないかもしれませんが、事業に関わる機会を設ける方法はないでしょうか。

地域で頑張っている人たちが事業に関わることで成長すると思います。そのよう

な視点もぜひ持って進めていただきたいと思います。 

すばらしい職員とノウハウがあり、一般の市民団体からしてみれば莫大な予算

を持っているので、ぜひ地域を育てていくという形でも地域資源を捉えていただ

きたいと思う次第です。 

Ａ評議員 

バイ調布運動というスローガンがあります。できれば市内で消費しましょう、

市内の事業者に活動してもらいましょう、それが還元していろいろな活動にはね

返ってくるという趣旨です。ぜひ地域の連携という点を含め、平成２８年度に向

けて工夫していければと思いますので、よろしくお願いします。 

Ｂ評議員 

市内の資源を発掘したり活用する場合は、運用側の能力が求められます。そう

いう意味では、今の指摘は、財団職員の皆さんの能力が求められる部分だと思い

ます。例えば先程申しあげたようにお金をかけてやるものがいいのか、事業者を

育てる視点が大事なのか、あるいは身近なところで解決できるのか、選別する能

力が必要となります。 

ご苦労があると思いますが、いろいろなノウハウを持つ市内の各機関や団体と

連携し、有効活用していくことで、職員自身が持つ能力を一層発揮していくこと

に繋がると思います。 

Ｃ評議員 

財団に対する良い評価はあると思いますが、そういうものはあまり表に出てき

ていないようですが。 

Ｆ理事 

利用者アンケートでは高い評価もいただいています。また、個々に、後日お礼

をいただくことがありますが、あえてそれは掲出していません。 

Ｃ評議員 

個々に載せていないということですね。それと、今はスマホ、インターネット

の時代ですので、イベントの終了後などに、すごくよかったというような記事が
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出ますよね。財団が関わっているものも数多くあります。その中に財団も関わっ

たという広報がもっとできないのかと常々思っています。主催者の動きは出てき

ても、財団が裏で貢献しているという部分があまり見えてきません。宣伝も兼ね

どこかに出てきてもいいのではないかと思います。 

 

 

引き続き、事務局から、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８時５分に議長は閉会を宣言

し、本会の全てを終了した。 

 


