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平成２８年度第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２８年５月２０日（金）午後４時から午後５時４５分まで 

２ 会場 文化会館たづくり９階研修室 

３ 評議員総数及び定足数 総数６名、定足数４名 

４ 出席評議員数 ６名 

（本人出席） 大前勝巳 合田 香、戸田 毅、八田主税、山本良子 

（理事者出席）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 土方和巳（事務局長） 

（監事出席）飯田廣己 

（議長）評議員 合田 香 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第１号議案 議事録署名人の選出の件 

イ 第２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 理事会の開催結果の件 

イ 平成２７年度事業報告の件 

ウ 事業実施方針（平成２８年度～平成３０年度）の件 

エ 平成２８年度事業計画の件 

オ 平成２８年度一般会計収支予算の件 

カ 寄附物品等の受入の件 

キ 給与規程等の改正の件 

（３）その他 

  ア 調布よさこいについて 

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

土方理事から、新任評議員、異動職員の紹介の後、事務局に定足数を確認した。事

務局から出席評議員５名であり、評議員会運営規則第９条に基づき、定足数である過
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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、議事進行の確認に続き、Ｂ評議員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 議事録署名人の選出の件 

＜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。 

 

ア 【報告事項】理事会の開催結果の件 

イ 【報告事項】平成２７年度事業報告の件 

議長から「審議事項イの前に報告事項ア、イについて事務局から説明を受けた

い」と提案があり、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。 

＜説明＞ 

髙橋総務係長 

報告事項ア、理事会の開催結果の件について報告します。 

本件は、昨年１２月に行われた臨時評議員会以降に開催された理事会の開催結

果を報告するものです。 

１件目、平成２８年２月１２日、臨時理事会については、書面表決で開催しま

した。内容は、臨時評議員会に提出する評議員候補者名簿の件です。ここで、星

野評議員の退任に伴い、後任の戸田毅評議員を候補者とし、評議員会に名簿を提

出することで可決しました。 

２件目は、平成２８年３月２５日、定時評議員会です。議案として５件、補正

予算の承認、平成２８年度の事業実施方針及び計画、収支予算書の承認などがあ

りました。報告事項としては４件、利用者懇談会の開催結果、また評議員会の開

催結果などがありました。 

 

鈴木コミュニケーション課長 

平成２７年度事業報告について説明します。 

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
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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！聴いて！感じて！ご家族で楽しめ

るアートイベント」をテーマに、これまでに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

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
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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、時機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。 

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



 

- 5 - 

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

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
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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

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。 

 



 

- 7 - 

イ 【審議事項】第２号議案 平成２７年度収支決算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席評議員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。 

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。 
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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。 

 

議長 

本件に関しては、去る４月２４日に決算監査が行われています。ここで、監事

からそのご報告をお願いします。 

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。 

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
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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＞ 

Ｃ評議員 

１点目、収支決算について、助成金・支援金収入に関して４００万円ほどの実

績です。せんがわ劇場では、８００万円ほどの収入を得ており、なお補助金、自

主財源の確保の余地があるのか、今後を見据える中で、今年度の取組について教

えてください。 

２点目、基金の取崩予定２，５７０万円ほどが、４２０万円ほどだったという

内容で、２，１００万円ほどは留保できたと理解しています。主にどういった精

査、努力によって取り崩さなくてよかったのかを詳しく教えてください。 

鈴木コミュニケーション課長 

１点目、当財団は、ファンドレイジングも含めて自主財源の確保を多角的に展

開し、また、積極的に補助金を獲得していく姿勢は、以前と変わらず行っていま

す。民間の補助金等も活用しながら、補助金のスキームに合わせた事業も考えな

がら進めたいと考えます。 

常廣総務課長補佐 

事業積立資産の取崩を抑えた点について説明します。 

事業に関して、係る支出を抑えるとともに、特にグリーンホール事業での収入

増がありました。また、事業以外では、たづくりの施設管理の支出については、

予算計上の時点でプロポーザル等を行い、価格の精査が可能となった結果、 

約２，８００万円の支出の抑制ができています。また、グリーンホールの施設

管理については、修繕の補正等を行っている一方で、光熱水費、通信・運搬費で

支出を抑制できたため、当初予定よりも取り崩しを大幅に抑えることができまし
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た。 

Ｃ評議員 

１点目の自主財源の確保に関しては、他の公共文化財団の事例も参考にしなが

ら、積極的な取組をお願いします。 

施設管理におけるコストの縮減に関しては、市からの指定管理料について市に

返還金が生じる可能性もありえますので、検討してください。 

Ｂ議長 

各事業において、入場者数、収入等に対する評価手法と私たち評議員がそれを

どのように理解することができるかを教えてください。 

常廣総務課長補佐 

事業については、内容、収支とも個別で評価を行っています。その内容の評議

員の皆様への紹介の仕方は、今後検討させていただきたいと思います。 

Ｂ議長 

皆さんの中での評価を評議員会が理解し、考え方について質疑する。全体とし

て、財源確保や支出については、改善の余地も生じると思います。次回以降、事

業ごとの評価と収支を報告してください。 

鈴木コミュニケーション課長 

外に発信していくという意味では、各事業を多角的に捉え、効果が出ているの

かをしっかり考えながら、創意工夫、横断的な取組を図り、よりよい方向に進め

ていきたいと思います。 

Ｄ評議員 

有価証券について、国債の評価額が高いものがあります。売却した場合に、財

団の基金にスライドすれば、活用できる額が増えると思いますが、何か考え方は

ありますか。 

常廣総務課長補佐 

金利政策などの背景から、国債、地方債、政府保証債などは評価額が上昇して

おり、売却した場合には、利益が発生する状況です。一方で、売却した場合には、

新たな債券をもって運用する必要が出てきます。この時点で現在の債券を上回る

条件のものは見つけにくい状況もあり、現時点で売却するのではなく、長期的に

安定した収入が得られる満期保有を考えています。債券の売却収入の扱いについ
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ては、今後も検討を進めたいと考えます。 

Ｄ評議員 

かつてアルゼンチン国債の例などもあり、安全かつ有利な形での運用だろうと

思います。とりわけ、国債に関しては、時期を見定めながらの運用を工夫してい

ただきたいと思います。 

（３）報告 

ウ 【報告事項】事業実施方針（平成２８年度～平成３０年度）の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２５年度から３０年までの財団の基本計画があり、これに関する実施方針

ということで、１２月の評議員会でも意見等をいただきました。内容について、

１２月時点からの変更点を中心に説明します。 

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組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、特徴的な取組におきましても、市内商工者な

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。 

 

エ 【報告事項】平成２８年度事業計画の件 

＜説明＞ 

鈴木コミュニケーション課長 
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平成２７年１２月に開催した、平成２７年度第２回臨時評議員会において報告

した平成２８年度事業計画（案）について、評議員会やその後に開催した理事会

の意見を反映し、平成２８年度事業計画を策定しました。 

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年間の振り返り及び時点修正を行い、

調布市制施行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」の具現化に向け、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、事業運営については、テーマとして「連携」を掲げました。当財団の内

部職員間の連携の強化はもとより、これまで培ってきた地域との連携や、調布市

関連団体との連携など、さまざまな場面において横断的な連携と強固な体制づく

りに努めていくよう計画案を策定しています。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックへ向け、機運醸成はもと

より、競技会場である自治体の文化施設として、文化プログラムなどにおける事

業の組立として、観光、商工業、教育など、幅広い分野との連携を深めていきま

す。 

次に、施設の維持保全については、これまで同様、利用者目線の運用に心掛け、

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などについては、

調布市関係部署と連携し、施設の安全確保に努めます。 

次に、ミッションを達成する上で重要となる人材の育成です。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

援します。このほか、地域メディアなどとの連携による当財団の積極的な情報発

信とともに、寄附金と協賛金、国や民間団体が設立する補助金の獲得など、自主

財源の確保に努めます。 

続いて、平成２８年度の特徴的な取組について説明します。 

平成２８年度の取組姿勢としては、「連携」をテーマに掲げ、各課、各係が財

団や館のミッションを意識し、工夫を凝らした事業計画を策定しました。 

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

展開します。また、平成２７年度の調布よさこいで成果を上げることができた協
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賛金獲得を例に、各事業における財源確保へ向けた規定の整備を進めます。 

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、多角的な情報発信を図ることでミッションの推進に努め

ます。 

たづくり事業係は、事業間のより一層の連携を深め、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ります。 

このほか、前回の評議員会でご報告した１１項目にわたる事業内容について、

基本計画で掲げる当財団及び各施設のミッションに沿って着実に実施します。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｅ評議員 

連携をテーマに掲げて、今持っているつながりをさらに広げていくということ

ですから、大きな期待を持っています。 

今後を見据える中では、この機に、実施してきた事業に関して一度立ち止まり、

伸ばすところは伸ばし、見直すところは大胆に見直して、次につなげていくと良

いと思います。 

Ａ評議員 

事業計画の中で、観光、商工業との連携も深めていくということですが、現時

点で具体的な案などはありますか。 

鈴木コミュニケーション課長 

観光、商業の連携については、商工会、調布市観光協会といった団体との連携、

加えて我々が地域のコミュニティにも顔を出し、会話をしながら、これからの文

化・芸術の裾野の広がりに向けて、積極的な展開をしたいと考えています。 

 

Ａ評議員 

私が理事を務めている観光協会と商工会の理事会の中で、財団の事業や取組が

話題となる機会がさらに増えていくことを期待しています。 

商店街や個人商店は、調布駅の北側にあります。職員がそこに出向き、さまざ
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まな意見交換をしながら、連携の可能性を広げてほしいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

オ 【報告事項】平成２８年度収支予算の件 

＜説明＞ 

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１，５００万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。 
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また、管理費の支出につきましては、人件費の増分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。 

 

カ 【報告事項】寄附物品等の受入れの件 

＜説明＞ 

髙橋総務係長 

平成２７年度寄附の受領報告です。 

寄附は全部で１３件ありました。内訳は、現金が９件、２６万１，０００円、

物品の４件となっています。現金寄附は、現段階で昨年度と比較し、３倍以上の

１８万６，０００円の増となりました。 

財源確保の取組を強化していく中で、調布映画祭やアートフェスティバルの協

賛と併せて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。引き続き、

多くの方に財団事業に共感いただき、さまざまなご支援をいただけるよう、職員

一丸となって取り組みます。 

 

キ 【報告事項】給与規程等の改正の件 

＜説明＞ 

髙橋総務係長 

全部で９件あります。概要について報告します。 

まず、職員の給与に関する部分については、調布市における給与制度の改定を

受け、昇給基準の変更、扶養手当、地域手当、住居手当をそれぞれ変更していま

す。また、新入職員に関する部分については、就業規則に定める身元保証制度を

廃止しました。臨時嘱託職員の待遇は、忌引休暇日数を調布市に合わせる形で変

更しています。 

また、マイナンバー制度の施行を受け、個人情報に関する規定類を整備しまし

た。ガイドラインに沿って特定個人情報を取り扱うことはもちろん、個人情報保

護や情報公開についても、調布市及び外郭団体での取り組みなどを参考に改正を

行いました。 

会計規則・規定については、固定資産及び什器・備品の定義を変更することに

より、会計上の取扱いを改正したものです。 
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最後に、処務規則の一部改正は、グリーンホールの係長職を設置するという内

容となっています。 

７ その他 

ア 調布よさこいについて 

＜説明＞ 

Ｇ理事 

３月の理事会及び前回の評議員会で、調布よさこい及び調布ふるさとまつりにつ

いてご意見をいただきました。評議員会においても、調布よさこいを実施するまで

の経緯について再確認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。本理事会の原島副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。 
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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、

調布よさこいは継続することとなりました。 

Ｆ理事がご出席していますので、補足等があればよろしくお願いします。 

Ｆ理事 

私も当時は青年会議所等に所属していました。今まではふるさとまつりというこ

とで、観光や産業に接したさまざまな事業を祭りとして実施していましたが、財団

ができて、財団が実施する事業という中で、市民のコミュニティの育成ということ

で変わってきたところです。 

その後１０年を経て、もう一度見直しをして、今１４回になりました。調布市内

各地域に根付いてきて、コミュニティができているのではないかと思っています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員 

よさこいは、１５回という節目を見据え、事業自体は、にぎわいの創出、市内消

費の喚起という点ではまだまだ見直しの余地があるので、行政側と事業者側と市民

との対話の中で、発展的な内容を見出せると良いと思います。 

調布映画祭も、今まで積み上げてきたものを整理しながら、民間との連携も含め、

ぜひ発展的な内容を見出せると良いと思います。 

調布音楽祭も、事業費、枠組みに関して見直しを図ってきていると思います。少

し立ち止まることも含めて、行政側と一緒に展開できると良いと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

２０年の節目で、各事業を精査し、積極的なＰＲも含めた文化・芸術の広がりに

つなげていくという意味では、今、非常に良いタイミングだと思います。調布の駅

周辺において環境的にも大きく変わります。市民ニーズのマーケティング調査を行

いながら、我々もそのような場にできるだけ顔を出して、対話しながら積極的に進

めていきたいと思います。 

Ｇ理事 

調布よさこいは、市、あるいは商店会がどれほどのかかわりを持つのかを整理し

ながら取り組まないと、財団主体で全体事業として運営していくのは難しいと考え

ますので、検討をお願いしたいと思います。 
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これから先、よさこいを市民祭りのひとつとして実施するか、あくまでもコミュ

ニティを中心とした事業として、財団が担っていくのか、整理も必要ではないかと

思っています。 

Ｃ評議員 

財団だけで実施する内容ではありませんので、市及び事業者さん、実施主体であ

る実行委員会の皆さんにも声をいただきながら、変えるときは変えるということで

協議していきたいと思っています。 

別の事項について質問します。１点目、事業報告の表記で、表頭に人数の「人」

とか席数の「席」と記述し、以下は省略していますが、全ての項目に単位が記載さ

れている方がわかりやすいと思いますので、様式の見直しも含め、工夫をお願いし

ます。 

２点目、財団から調布市に職員派遣を受けて、１年間研修した事例があります。

派遣後の効果をぜひ報告してください。 

渡部広報・マーケティング係長 

市民部の納税課に配属されました。滞納整理を行う部門で１年間過ごさせていた

だきました。 

直接的に財団とかかわるところで言えば、私どもの原資となる指定管理料と補助

金の基になる市税の徴収部門の整理に携わりました。改めてこの財団が行政組織の

パートナーであり、一員であることを実感しながら、調布市民に対して公益的かつ

効果的、効率的な税の使い方というものに、より意識を高めるに至ったと感じてい

ます。 

もうひとつは、調布市という６０年になる組織の体制について、非常に勉強にな

ったということがあります。当財団は、昨年設立２０周年を迎えましたが、この間、

プロパーの採用等を行っていく中では、まだまだ未熟なところがある中で、互いに

経験したところを補い合いながら、各課、手を取り合って歩んできた２０年だった

のかと感じていました。 

調布市は、施行６０周年ということで、私どもの組織よりも組織の運営と経営で

ははるかに成熟しているような印象を受けました。当財団は、職員同士手を取り合

い、一丸となって仕事をしてきたわけですが、調布市という発展している組織にお

いては、各課に責任と信頼が相互にある中で、しっかりとした組織運営があること
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が非常に印象に残っているところです。 

財団も２１年目に入ったところですので、今後の３０年、４０年とぜひこの組織

にも同様の運営を息づかせていきたいと感じました。 

Ｃ評議員 

人事交流として考えると、調布市もあれば、他の財団、もしくはこの財団が受け

入れるケースもあると思います。また、この間調布市から職員の派遣をしていると

ころですが、２０年たつ中で、今後、より自立的な組織となるような工夫もしてい

く必要があります。 

Ｄ評議員 

アートフェスティバルに足を運んだ際、一事業において、小さい子どもたちが、

自分の身の回りにあるものが知らないうちに芸術になって、それが評価されるとい

う流れを見たときに、大変よかったと思いました。 

また、私の友人が調布に来るときは、世界的に有名になっているスリジェのお菓

子を目当てに来るのです。ちょうど映画祭の上映に並行して作られたお菓子も、私

は知らなかったのですが、来た方は知っていました。 

そのように、コミュニティと文化が確実に成熟しつつあることを感じました。金

銭的な面はよく分かりませんが、努力が目に見えた形で少しずつ出てきていること

は、調布に住んでいてうれしいことだと思いましたので、なお一層励んでいただき

たいと思いました。 

Ｃ評議員 

本日の資料の中に、文化会館たづくり及びグリーンホール利用者から要望等々の

対応の報告があり、非常に評価されている項目が見受けられます。評価を受けたこ

と、一方、改善をしたこともホームページでお披露目いただいて、より近しい、寄

り添っているという、サービス業としての情報提供に意を尽くしていただくといい

と思います。 

 

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５時４５分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 

 


