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平成２８年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２８年４月２４日（日）午後１時から午後２時３０分まで 

２ 会場 教育会館３０１・３０２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 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１号議案 平成２８年度第１回定時評議員会招集の件 

イ 第２号議案 平成２７年度事業報告の承認の件 

ウ 第３号議案 平成２７年度一般会計収支決算の承認の件 

（２）報告事項 

ア 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 

土方理事から、事務局に定足数を確認した。事務局から出席理事５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２８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。 

＜説明＞ 

髙橋総務係長 

平成２８年度第１回定時評議員会は、審議事項が２件、報告事項が７件です。 
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イ 【審議事項】第２号議案 平成２７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＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

平成２７年度は、財団設立２０周年及び市制施行６０周年という大きな節目の

年として、併せて平成３０年度までの基本計画が３年目となり、これまで培って

きた地域との絆を大切にするとともに、調布市の地域特性を生かした芸術・文化、

人材資源を活用し、積極的に事業展開を図りました。 

また、若い世代を中心とした層に向けた事業や地域の文化資源、人材を活用し

た独自性のある事業など、地域コミュニティと連携した芸術・文化事業の展開を

通した調布の魅力の発信及びコミュニティの活性化に努めました。 

次に、事業内容について説明します。 

市制施行６０周年を記念した事業と連携した、幅広い世代が楽しめる財団設立

２０周年記念事業など、脈を打つ形で年間を通して多くの特徴的な事業を展開し

ました。 

たづくりアートフェスティバルは、「見て！聞いて！感じて！ご家族で楽しめ

るアートイベント」をテーマに、これまで培ってきた貴重な地域資源や地域コミ

ュニティとのつながりを最大限に生かした１日限定のイベントを開催しました。

市制施行６０周年記念式典における「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまち

づくり宣言」を踏まえた今後の芸術・文化の振興を展開するに当たり、礎となる

取組となりました。 

次に、美術振興事業の充実については、調布の魅力を市内外に発信する展示事

業を実施しました。 

市内在住の作家による写真展では、「空の写真展」を開催し、市民からも調布

の風景が写り込んだ空の写真を募集し、展示と参加型によるより親しみのある写

真展となりました。 

名誉市民水木しげる氏の作品を活用した平和祈念事業は、戦後７０年の節目に、

水木しげる氏が体験した戦争を漫画と当時の新聞報道で紹介し、市内外から大き
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な反響がありました。 

「クリエイティブリユースでアート！」は、これまで参加者が別々であった廃

材収集ワークショップと作品制作を同一の参加者が行ったことにより、地域の事

業所などと参加者との交流を一層深め、芸術・文化の振興とコミュニティの活性

化を図りました。 

このほか、調布市と姉妹都市盟約３０周年を迎えた木島平村の作家による展示、

市制施行６０周年を記念して、調布市郷土博物館と共催した特別展など、年間を

通じ、調布の魅力の発信に努めました。 

芸術振興事業の推進の取組では、各館の特性を生かした事業展開をするととも

に、地域コミュニティと連携した取組を推進しました。 

調布音楽祭は、新たに調布の地域資源でもあり、緑豊かな自然環境にある古

刹・深大寺の本堂を会場に加え、さまざまな規模で幅広い世代をターゲットとし

たコンサートを実施しました。 

「第九とみんなでわが町調布」は、相互協力提携を交わしている桐朋学園大学

音楽学部の桐朋学園オーケストラと公募市民による合唱団が共演しました。オリ

ジナルの内容で音楽をより身近に感じていただくきっかけづくりの場とし、参加

者同士の交流を通したコミュニティの活性化を図りました。 

広報事業の強化の取組としては、ぱれっと倶楽部未加入者へのダイレクトメー

ル、週１回のメールマガジンの配信を新たに始め、多様化するユーザーへの情報

提供を図りました。 

マーケティング活動の実践は、平成２６年度に実施した市民意識・ニーズ調査

や事業実績などの結果から、時期や市民の価値に見合った事業展開及び情報発信

に努め、ファンドレイジングにおいては、戦略的に初段階にある取組を始めまし

た。 

たづくりイメージアップ事業の新たな取組は、文化会館たづくり開館２０周年

を契機に、館の魅力を発信する事業を実施しました。 

エントランスライトアップ事業は、エントランスホールで四季のイメージに合

わせたライトアップを行い、それに併せて「小さな小さな音楽会」を開催するな

ど、館の新たな魅力創出に取り組みました。また、たづくり内に応援バナー掲出

も行いました。 
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計画的な施設の維持保全については、安全・安心を第一に、利用者の皆様に不

便をかけることなく、設備などの定期的な保守点検を行いながら、文化会館たづ

くりで１２４件、グリーンホールで６１件の修繕を実施しました。 

次に、事業内容は１１の事業項目に分けて説明します。 

美術振興事業は、財団設立２０周年、調布市制施行６０周年、調布市・木島平

村姉妹都市盟約３０周年などを記念して実施した事業により、多くの市民が主体

的に芸術・文化に関わり、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。 

芸術振興事業は、調布音楽祭をはじめ、多くの市民が芸術・文化に触れること

の心地よさを知り、だれでも気軽に参加できるよう企画した事業を提供し、市民

の多岐にわたる興味にこたえる事業運営に努めました。 

文化会館たづくりでは、鑑賞者の裾野の拡大を目指し、伝統文化に現代の視点

を加えた公演や、音楽とアートと朗読を結び付けた公演など、既存の枠にとらわ

れず、さまざまな角度から楽しめる事業を実施しました。また、くすのきホール

の能楽公演は、伝統文化に対する理解を深めるために創意工夫をし、より多くの

方に参加していただけるよう努めました。 

次に、グリーンホールでは、レベルの高い音楽やさまざまなジャンルの公演、

幅広い年齢層を対象とした事業により、多くの市民にホールに足を運んでいただ

けるよう努めました。 

体験・育成事業では、美術振興として、出展作家などによるワークショップや

トークイベント、市民参加の展示コーナーなどの参加型企画を積極的に取り入れ、

鑑賞者の裾野の拡大に努めました。特に芸術振興では、バックステージツアーや

舞台美術のワークショップなどを積極的に取り入れたほか、調布ゆかりの新進芸

術家などに出演機会を提供する事業など積極的に開催しました。 

映像文化事業は、市制施行６０周年記念事業の４か月連続映画企画の最後を飾

る２７回目の開催となった「調布映画祭２０１６」において、２８作品を上映す

るとともに、市内の映画・映像関連企業を中心に、調布市、調布市観光協会など

と連携を深めた事業を実施しました。 

ショートフィルム・コンペティションは、今年度から会場をせんがわ劇場に移

し、建物のライトアップや近隣の店舗に協力を依頼して飲食ブースの出店をする
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など、仙川の地域特性を生かした事業展開を図りました。 

グリーンホールにおける映画上映会「調布シネサロン」では、リクエストの多

い時代劇を特集し、旧大映及び日活作品から８作品を上映し、当時を懐かしむ機

会を、映画を通して提供しました。 

文化祭事業は、事務局となる調布市文化協会をはじめ、調布市、調布市教育委

員会とともに６０周年記念調布市民文化祭を盛大に実施することができました。 

地域コミュニティ活性化事業は、市民、地域が集い、交流を促進することを目

的に「調布よさこい２０１５」を実施しました。当日は、残念ながら天候には恵

まれませんでしたが、平成２６年度から新たに加わった調布駅前広場会場では、

会場一面に踊り手が集まり、例年にないにぎわいの創出につながりました。また、

協賛方法を見直し、協賛メニューを多様化することにより、協賛金額が前年度比

で２６２％の増となりました。 

芸術・文化学習事業は、受講者層を拡大する取組を行いながら、「ちょうふ市

民カレッジ」を３１講座実施しました。また、市民が講師を務める「市民講師講

座」を８講座開講しました。このほか、「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」

は、芸術系大学を中心に１２大学の協力を得て、各校の特色を生かした２４講座

を実施しました。 

活動援助事業は、市民の自主的な活動を支援し、地域コミュニティの活性化を

促進するため、運営の助言や音響機材やテントなどの用具貸出を通して、市民ニ

ーズに対応した活動しやすい環境整備に努めました。 

広報事業は、認知度が高い財団報ぱれっとを主軸に、ホームページ、ＳＮＳな

どを活用し、広報を計画的に多角的に実施することで、多様化するユーザーへの

情報提供を図りました。また、ファンドレイジングにおいても、文化会館たづく

り開館２０周年という節目も相乗効果となり、寄附金や事業に対する協賛金など、

一定の成果を得ることができました。 

施設管理運営は、平成２７年度下期の貸施設利用者アンケートでは、満足度が

９６．１％となり、高い水準を維持しました。これまでと同様、アンケートなど

で寄せられた意見、要望に対しては敏速かつ丁寧に対応し、多くの方から愛され

る施設を目指し、きめ細やかなサービスを提供していきます。 

人材育成は、新たな取組として調布市へ職員を研修派遣するなど、計画的に研
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修を実施しました。また、当財団と千葉県、さいたま市の同業他団体間における

「劇場・音楽堂等スタッフ交流研修」へ職員を派遣するなど、組織力の向上にも

努めました。 

今後は２０１９年ラグビーワールドカップ、２０２０年東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催を視野に、調布ならではのさまざまな文化プログラム事業の

実施と、より一層の芸術の振興に努めてまいります。 

 

ウ 【審議事項】第３号議案 平成２７年度一般会計収支決算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２７年度の決算額です。まず、事業活動収入の部です。事業活動収入の合

計額は１３億５，２９７万４，６１６円、執行率が９７．８％でした。 

事業収入は、合計額が１億８，１０３万３，６６９円で、予算上の収入見込み

に対し、９３．１４％という数値でした。 

また、平成２７年度は、自主財源確保ということで、事業協賛や寄附の獲得に

力を入れ始めた年度とも言えます。これに関して内訳を説明します。 

助成金支援金収入は３９８万８，５２４円でした。助成金収入の内訳は、事業

に対する外部助成金と、事業に対する事業協賛金に分かれています。外部助成金

の内容は前年と同じですが、平成２７年度は、もともとの事業の予算規模等が低

くなっていることから８０万円弱のマイナスでした。 

一方で、事業協賛では積極的な働き掛けを行った結果、前年の約７４万円から

倍増の約１５０万円という収入を得ました。また、助成金とは別の項目として、

諸収入の中に広告掲載料収入が含まれています。２０周年記念のバナー広告、記

念パンフレットに対する広告を設け、約１５０万円の収入を得ました。 

また、寄附金収入は、前年の７万５，０００円から２６万１，８００円まで増

収しました。 

続きまして、事業活動支出の部です。事業活動支出の決算額は 

１３億５，１８３万１，７７２円で、執行率が９６．３４％でした。 
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支出は、たづくり及びグリーンホールの指定管理に係る支出を極力抑制したこ

とから、１３億円余の予算計上から１２億４，９００万円余に抑えています。こ

のことにより、事業積立取崩による収入への充当額は、予算上２，５００万円余

で計上していたものに対し、４２５万円余の取り崩しに抑えました。 

その結果、調布市への精算戻入額は、受託事業収入である図書館の管理委託料

が４万５，０００円余り、たづくりの指定管理料が５２万円余りとなり、合計額

は５６万７，５５８円となりました。 

続きまして、正味財産増減計算についてです。正味財産増減計算書の経常の増

減は、収支計算書の内容とほぼ同様です。 

経常外増減の部です。当期経常外増減額は０円となっており、今期の経常外の

損益は発生していません。平成２７年度末の正味財産の残高は、 

５億６，９０９万８，６６２円でした。 

貸借対照表について説明します。資産の部です。流動資産の流動資産合計は 

１億３，０７１万１，３６８円、固定資産合計は５億７，６３４万５，６１０円、

資産合計は７億７０５万６，９７８円でした。 

負債の部です。流動負債合計は１億３，３０３万８７８円で、固定負債と合わ

せた負債合計は１億３，７９５万８，３１６円でした。 

正味財産の部です。指定正味財産合計は５億円、一般正味財産合計は 

６，９０９万８，６６２円で、負債及び正味財産の合計は 

７億７０５万６，９７８円でした。 

続いて、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、１，１５４万７，２６４円の減。 

投資活動によるキャッシュフローは、４２５万８，２７０円の増。 

財務活動によるキャッシュフローは、５４０万１，１１４円の減。 

現金及び現金同等物の増減額は、１，０４０万４，４２０円の減。 

現金及び現金同等物の期末残高は、１億１，４４６万４７４円でした。 

Ｆ監事 

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２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの平成 

２７年度における業務監査及び会計監査を行いました。 
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次のとおり結果を報告します。１、監査方法の概要。（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

どが適正であることを確認しました。（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ました。２、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、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、定款及び会計法規に

従い、法人の財産及び収支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＞ 

Ｄ理事 

特定資産の事業積立基金７，３００万円の使途について明確な基準は作ってい

ますか。 

常廣総務課長補佐 

事業積立基金は、特定の事業に使う目的で運用するものですが、決算時に収支

差額に乖離が生じた場合、取崩充当を行っています。極端に目減りすることがな

いように計画を立てて行っていきたいと考えています。 

Ｄ理事 

事業積立預金について、職員間でも役員の中でも使途について議論して、共通

認識しているということが文章として残す方向での下準備を早速始めていただき

たいと思います。 

次に、人事異動があり、前任者との引き継ぎは組織間でどういう形で行って、

その結果、どのような課題を持ったのかを各課の方々に伺いたいと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

前任からは、今後オリ・パラも含めた文化、芸術などの展開については、財団

としてテーマを絞っていかなければならない。また、組織横断的な取組も重要な

課題であることを確認しています。 

これまでの経験を生かしつつ、財団のスタッフと連携し、これからの輝かしい

時代に向け、市民から愛される財団運営を一歩でも進めていければと考えていま
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す。 

藤堂たづくり事業係長 

係長を含め、体制としてはほぼ継続しているので、新任の主査に担当業務と係

の運営について引き継いでいます。 

土井コミュニティ振興係長 

昨年赴任し、今年で二年目となります。長年実施している調布よさこいと調布

映画祭の今後の方向性について、職員間や一部の市民のなかでも話題となりつつ

あります。今年、来年というところで、組織一丸となって大きな変革の方向性を

見出していきたいと考えます。 

立石たづくり事業課主査 

異動になり、業務の引き継ぎに関しては、一から勉強しながら進めていきたい

と考えています。一方で、私がこれまで培ってきた市民を対象に行ってきた事業

の手法、視点、考え方を課、係のなかで生かしながら業務を進めていきたいと考

えています。 

中島コミュニケーション課主査 

１年空けて再度配属となりました。主に芸術・文化振興とコミュニティ振興に

つきましては、係長と調整を図りつつ、事業に当たっていきたいと考えています。 

調布よさこい、調布映画祭とも大きな事業です。遺漏のないよう注意し、円滑

に事務に努めたいと考えています。 

髙橋総務係長 

昨年度、人材育成について、今まで培ってきた基礎知識を全面に活用できるよ

う、３館合同の研修を行いました。また、２８年度から３０年度にかけての事業

実施方針のもと、スタッフ育成の研修などを財団組織全体で力がより出せるよう

に計画して実施していきたいと考えています。 

菅原グリーンホール事業課主査 

前任の広報マーケティング係に対し、マーケティングの取組と新ファンドレイ

ジングについて、手法を確立するよう、引継ぎを残してきました。 

グリーンホールについては、今後、駅前の工事による影響など、利用者への案

内が非常に重要であると認識しています。また、友の会、ぱれっと倶楽部につい

ても、引き続きこの会員制度が盛り上がるように取り組みたいと考えています。 
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また、今年度から事業部分の広報は、各事業部署に移管したこともあり、前任

で培った広報についての知識を当係で生かしていきたいと考えています。 

阿部グリーンホール事業係長 

グリーンホール事業係長、併せて館長職を拝命しました。駅前広場の工事の影

響によりわかりにくくなるかもしれないグリーンホールの開館状況を、市民の皆

様にわかりやすく伝えていくことなど、引き続き情報収集に努めながら展開して

いきたいと考えています。事業面では、第九の公演が大変好評であり、公演のみ

でなく、市民と一緒に合唱の練習をするなどの関わり方も持てましたので、これ

を生かして、地域の力ある人材の協力を得て、近い将来に合唱を取り込んだ事業

ができるよう、今準備しているところです。 

渡部広報・マーケティング係長 

調布市での派遣研修を終え、当係に配属となりました。マーケティングについ

ては、柔軟に隅々まで見ていきたいと思います。また、新たな取組にも着手した

いと考えています。ファンドレイジングに関しては、大枠はイメージを持ちつつ、

現段階は初段階にあると位置づけ、数年をかけてファンドレイジングアクション

を完成に結び付けるための組織体制において中心になっていければと考えていま

す。 

大嶺総務課主査 

文化会館たづくりが竣工から２０年を経過して、様々な機器の故障等が出てき

ています。グリーンホールも２０００年に大規模改修しており、たづくりと併せ

て大規模改修を市と協力していきたいと考えています。 

大割施設管理係長 

従来の路線を継承しつつ、より利用者の声を反映させながら施設を作っていく

という考え方で取り組んでいます。 

たづくり、グリーンホールとも老朽化が進んでいますので、大規模改修の検討

も含めて市と連携を密にしながら、施設の長寿命化と施設の維持管理コストの軽

減に努めていきたいと考えています。 

窪田総務課長 

人材育成は総務課部門で重要な役割のひとつであると認識しています。財団設

立から２０年という節目を過ぎ、新たなステージに進むに当たり、これまで利用
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者目線で業務に取り組めていたかどうかなど、研修等を通して職員全員で振り返

りをしていきたいと考えています。 

また、職員同士の円滑なコミュニケーションが達成できない限り、利用者目線

での業務はできないと認識しています。財団は少ない職員数ではありますが、ひ

とつになれば、組織として大きな力、強みとなり得るので、そのような職場風土

を醸成していきたいと考えています。 

常廣総務課長補佐 

私からは、日常業務という視点でお話をさせていただきます。 

総務課は、３つの係があり、特に総務係と財務係は連携を強めつつ業務を進め

る必要があることから、総務係と財務係を１つにして、事務所全体が見渡せるよ

うにレイアウトに手を加えています。両係の情報共有を容易にし、その上で各自

が率先して問題解決に当たることにより、漏れを防ぎ、連携の意識を高めつつ仕

事ができるよう、形に表したところです。 

Ｄ理事 

課題についてしっかり認識されているので、よかったと思います。 

予算も含めてどういう施設の改修等について事務局内で話し合っていますか。 

Ｅ理事 

文化会館たづくりの修繕費用や手法について、施設管理担当を中心に検討を進

めています。 

Ｃ理事 

選択肢を持ちつつ計画づくりをしていくことが大切です。その中で最良の方策

を選んでいくという形がよいでしょう。職員のコミュニケーションを高め、施設

の改修も含めて今後の指定管理、事業へよどみなくつなげていただきたいと思い

ます。 

もう一点、広報事業で得られた情報について、財団の中でデータベース化、共

有化はどのようにしているのかを説明してください。 

渡部広報・マーケティング係長 

施設利用者に関する情報は、データ管理の枠の中に入っています。地域情報に

関しては、地域に頻繁に出ている部署もあります。財団が持つ情報を地域側が吸

収し、地域情報は財団が吸収するということを継続してきており、それぞれが事
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業に生かしていくことはありますが、データベース化はこれからの課題と考えて

います。 

Ａ理事 

２０年間のなかで、財団の活動を通して入ってきているさまざまな情報は、財

団や市民にとっても大きな財産です。これが新規事業や新たな施設管理手法など

の構築に必ず生きてくると思いますので、広報・マーケティング係を中心に管理

していただきたいと思います。 

（３）報告 

ア 【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＞ 

Ａ理事 

初めに、財団設立２０周年記念事業についてです。 

平成２７年度は調布市制６０周年の年であり、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１年となりました。年度のスタートととも

に数多くの記念事業を実施してきたなかで、記念事業の最後を飾った「たづくり

アートフェスティバル」では、多様な施設が設けられた文化会館たづくりの特性

を十分に活用しながら、市民や文化財団、学校とも連携し、ひとつの事業を作り

上げることができました。このことは、２０年の歴史において、財団が今日に至

るまでに培ってきた財産が余すところなく発揮されたものであり、誠に喜ばしく

頼もしい成果でもありました。 

このたび発行した２０周年記念誌は、活動の軌跡の振り返りだけではなく、調

布市長からも寄稿があったほか、調布における将来の芸術の展望を見据え、鼎談

や財団と関わり合いの深い文化団体や市民のインタビュー企画もあり、人と人と

のつながりによって財団がここまで歩んできたということが強く感じられる、温

かみのある内容となりました。また、スマートフォンのアプリと連携させ、動画

を見ることができるなど、時代に即した試みもあり、魅力ある紙面づくりがなさ

れたと感じています。 

改めて２０周年という節目に当たる年度において、職員は大変な苦労があった

と思われますが、同時に大きく成長した１年でもあったのではないでしょうか。

今後において、平成２７年１１月の「豊かな芸術・文化、スポーツ活動を育むま
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ちづくり宣言」の趣旨や、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを視

野に入れながら、次の１０年でのさらなる大成がなされるよう、職員一同、研鑽

していくことを願っています。 

職員の採用については、３月末をもって職員２名の退職があったことにより、

平成２８年７月１日付の新規採用試験を実施しています。６月議会での経営状況

報告に向けた業務と並行した選考作業となることから、繁忙を極めることと思い

ますが、体調管理に留意をしつつ、業務遂行をお願いしたいと考えています。 

Ｂ理事 

マイナンバー制度が施行され、いよいよ実務面における運用も始まってきてい

ます。個人情報の取り扱いをより慎重に行っていく必要がある中で、新制度の導

入ということから、運営方法は社会的にも模索段階であり、財団内においても、

当初は業務量の増加が見込まれます。運用方法に問題がないかを常に見直し、効

率性を図られるよう検証を重ねながら、ミスのない業務として確立させていって

ほしいと思います。 

次に、人材育成についてです。全国公立文化施設協会が毎年実施している文化

庁委託事業、劇場・音楽堂等スタッフ交流研修において、当財団と置かれている

環境や課題が共通するさいたま市文化振興事業団、千葉県文化振興財団との３館

合同の交流研修が行われました。常勤の職員が相互派遣により交流し、課題を抽

出し、解決し、つなげるという形態の研修は全公文でも初の試みということで、

実験的な要素もあったと思われます。その中で芸術・文化振興に関わる財団が置

かれる現状の理解が深まり、新たな発想を生み出すための足掛かりとできたこと

は、参加職員だけでなく、聴講した職員にとっても大きな刺激となったのではな

いでしょうか。また、研修の準備から運営まで、全公文と綿密な打合せを重ね、

形にしていった総務職員にとっても、企画調整能力の向上のために好機であった

と考えています。 

事業の多様化が進むにつれ、職員に求められる資質が高まる一方、効率的な業

務運営がなされるよう職場環境を保持していくことも大切です。メンタルヘルス

やハラスメントの防止に関する研修なども継続して実施することにより、職員同

士が気を配り、お互いを高め合うことができるような組織づくりに努めていって

いただきたいと思います。 
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Ｃ理事 

最初に、調布音楽祭への取組についてです。 

平成２８年度も質の高い、調布ならではのよさを持った音楽祭になることを期

待しています。既に有料公演のチケットが販売されていますが、それらの周知と

前宣伝に向けて、２月１９日に記者会見を行いました。当日は、プロデューサー

であるバッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木優人氏と音楽祭の監修の鈴木雅明氏、

財団からは私が会見に臨みましたが、報道関係者は２０人を超え、音楽祭への関

心の高さを感じました。年々音楽祭の評価も高まってきていることを実感してい

ますが、引き続きアピールとチケットの販売に向けて努力をお願いします。 

次に、財団、文化会館たづくりの２０周年については、平成２７年度は従来の

事業に冠をかぶせたもの、事業の拡大を図ったもの、さらに新規の事業として実

施したものなど、さまざまな記念事業が行われました。グリーンホールで行った

「第九とみんなでわか町調布」は、桐朋学園のオーケストラと約２００人の公募

市民が圧巻の合唱を聞かせてくれましたし、たづくり全館を会場として実施した

「たづくりアートフェスティバル」も、子どもから高齢者まで非常に幅広い入場

者を呼び込むなど、２０周年に大変ふさわしいものになりました。これも多くの

ボランティアや団体との連携、協働が功を奏したものと思いますが、調布の四季

を彩ったライトアップ事業とともに、ぜひ今後の事業にも生かしていっていただ

きたいと思います。 

最後に、財団の認知度の向上に向けてです。市民を対象にしたニーズ調査によ

ると、グリーンホールやたづくりの認知度は非常に高いものがありますが、財団

を知っている、あるいは事業を知っている市民の割合は、２０年を経ても５割か

６割という状況があります。財団への理解が事業への協賛につながり、また財源

確保に欠かせない中においては、少しでも認知度を高めることが必要です。その

一環として、平成２７年度も財団チームとして市民駅伝に出場しました。警察、

消防など、大変多くの事業所や団体、チームを抑え、２７年度もまた第１走者が

トップで球技場に戻るということもあり、大きな拍手を浴びたところです。 

どのような形であっても、今後も若い事業所らしく、さまざまな角度から市民

に良い話題を提供し、認知度の向上に努めていただきたいと思います。 
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７ その他 

（１）調布よさこいについて 

＜説明＞ 

土方理事 

３月の理事会及び１２月の評議員会で調布よさこい及び調布ふるさとまつりにつ

いて様々なご意見をいただきました。理事会において、調布よさこいを実施するま

での経緯について再確認をしていただくために説明します。 

調布ふるさとまつりは、夏の風物詩として、子どもたちの心のふるさととなるこ

とを目的として調布市主催で、昭和５２年から平成６年度まで開催されました。平

成７年度の当財団設立に合わせて調布市から財団に業務が移管され、平成１４年度

まで継続してきました。平成１５年度からは、事業目的もコミュニティの育成に変

更し、財団主催事業として生まれ変わり、現在に至っています。 

次に、主体事業の変更について説明します。調布ふるさとまつりは、調布駅南口

広場の盆踊りのほか、平成７年度、９年度においては多摩川でいかだレース、平成

１０年度、１１年度においては調布駅前広場で妖怪まつりなど、様々な事業を実施

していました。このような中、長い年月を経て事業自体が不鮮明となり、成果を達

成し切れない状態が数年続いたため、過去にふるさとまつりに携わっていた有識者

に集まっていただき、検討会を開催し、方向性について話し合いました。 

平成１３年度に調布ふるさとまつりのあり方について第１回検討委員会を開催し

ました。本理事会のＣ理事長を委員長として２年間協議をしてまいりました。その

結果、調布市から移管された調布ふるさとまつりの当初の目的は達成できたので、

ここで終了するという結論に達しました。 

平成１５年度からは、調布ふるさとまつりに代わり、調布よさこいを実施するこ

ととなりました。事業の目的は、財団のミッションである地域コミュニティの育成

であります。イベントが目的ではなく、各地域での調布よさこいの練習や地域間で

の連携、交流などを通して地域のコミュニティが育ち、それが大きくなり、調布市

全体のコミュニティの育成を図ることが主な目的です。このように調布市全体のイ

ベントから財団固有のイベントに変化しました。 

平成２５年度には、調布よさこいを開始してから１０年で見直しをかけるという

当初の考えがあったようで、平成２４年度の１０周年を機として検討を重ねた結果、
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調布よさこいは継続することとなりました。 

Ｃ理事長 

ふるさとまつりにずっと携わりながら、最後の実行委員長、検討委員会の委員長

も務めました。長年実施した中で、あり方について財団も含め検討し、市民同士の

コミュニケーションがよりよくできないかというところで、全国の様々なイベント

なり事業も含めて検討した中で、商店街の方々とか地域で活動している様々な団体

の方、子どもからお年寄りまでが参加できて、見ても楽しい、また１年間を通して

イベントに関わりながら当日を迎えることができることから、調布よさこいに変遷

したと認識しています。 

 

 

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２時３０分に議長は閉会を宣

言し、本会の全てを終了した。 

 


