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平成２８年度第２回臨時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２８年１２月１４日（水）午後６時から午後８時まで 

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、理事 山口昌之、理事 土方和巳（事務局長） 

（監事出席）髙徳信男、上原杉信 

（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２８年度第２回臨時評議員会招集の件 

イ 第８号議案 平成２８年度補正予算の件 

（２）協議事項 

ア 平成２９年度事業計画案の件 

イ 平成２９年度収支予算案の件 

ウ 任期満了に伴う理事候補者の件 

（３）報告事項 

ア 指定管理に関する第三者評価の件 

イ 平成２８年度事業進捗状況の件 

ウ 平成２８年度収支予算執行状況の件 

エ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

オ 平成２８年度利用者懇談会開催結果の件 

カ 評議員会の開催結果の件 

キ 市議会定例会報告の件 

ク 規定改正の件 

ケ ファンドレイジング進捗状況の件 

７ その他 

（１）ゲゲゲギャラリーの開設 
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（２）調布駅前クリーン作戦 

８ 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。事務局から出席理事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。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７号議案 平成２８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＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２８年度第２回臨時評議員会は、審議事項は１件、報告事項は９件、その

他案件として２件の予定です。 

 

イ 【審議事項】第８号議案 平成２８年度補正予算の件 

＜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 

補正の主となるものは、人事給与システムの更新に伴う資産取得支出と投資活

動収入に当たるものです。補正額は５４０万円余、財務活動収入は、リース資産

取得支出に充てるための収入と同額を計上しています。 

なお、このリース債務の返済に当たり、１年以内の短期の支出として長期借入

金返済支出に計上したもので、通常の事業活動支出の部の賃借料から８２万円余

りを振り替えています。 

（３）協議 

ア 【報告事項】指定管理に関する第三者評価の件 

議長から、「協議事項ア及びイの前に事務局より報告事項ア、イ、ウ、オの説
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明を受けたい」と提案。全会の了承のもと、事務局から説明を行った。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

本件については、公募によらずに、市の監理団体を指定管理者として指定して

いる施設を対象として、施設の管理運営状況や事業の実施状況等について第三者

的な視点から評価が行われたものです。 

評価委員は、市側によって学識経験者、中小企業診断士等が選定され、施設見

学、指定管理者からの説明、質疑応答などを行った後に評価を総合的にいただく

ものになっています。 

指定管理者側の説明及び評価の実施のための質疑応答については、事務局の係

長職以上が対応に当たっています。 

評価については、項目が５つあります。１つ目は施設管理と事業運営の一体的

実施によるメリットの活用、２つ目は市民ニーズへの対応、３つ目、市との連携

や市における施策推進への貢献、４つ目、指定管理業務に関する収支の状況、５

つ目、その他評価において必要と認められる事項、以上が視点となります。 

この評価の結果については、現在、市側の担当部署と評価委員において集計中

となっていますが、各評価委員からの意見を事務局で聞き取ったものとして資料

に掲載しています。 

主な内容としては、どの評価委員からも、財団は収支状況や評価の見せ方など

に課題をいただいてはいるものの、おおむねたづくりとグリーンホールの指定管

理者として十分に運営されているというよい評価が多かったものと認識していま

す。 

今後の展開としては、財団だけではなく、市の考え方の部分に言及されたもの

もある中で、たづくりとグリーンホールの指定管理については一体で行っている

からこそのメリットが多く、指定管理を一本化してはどうかという声や、せんが

わ劇場を指定管理としていないことに対する疑問の声などが挙がっていました。 

このほか、詳細な内容については記載のとおりですが、最終的に集約がされた

後に、市のホームページ等でこの情報が公開されることになっています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事 
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第三者の評価委員への説明は、口頭、それとも詳細な資料による形のどちらで

すか。 

常廣総務課長補佐 

事前に評価項目と選定審査委員会等における附帯意見をもとに資料を提示し、

当日は評価委員の方を対象に、この内容を説明しています。また、別の機会にも

う一度質疑応答の場面があり、事務局で回答しています。 

Ｃ理事 

第三者評価とは指定管理業務に対する評価ですか。それとも、それ以外のこと

についても何かありますか。 

常廣総務課長補佐 

主な考え方としては、指定管理者に対する評価になっています。しかし、評価

委員も施設の構造部分など、指定管理以外にも目が行きますので、そこはこちら

で総合的に答えました。 

Ｃ理事 

指定管理者としての業務以外のさまざまなことについても、しっかり答えられ

たということでよろしいですか。 

Ｄ理事 

質問内容も、指定管理から外れて回答しづらい部分があるのです。市に対する

要望的な意見もかなり出てきまして、これは市に対する要望、財団に対する要望

という形で、今回初めてなので、まだこれから試行錯誤になってくると思います。 

Ｃ理事 

今回初めてということで、次回からは総合的な評価をしてもらうほうが、より

効果的で有益な次の手が打てると思うので、その辺を注意していただきたいと思

います。 

Ｂ理事 

今回、評価委員との意見交換が行われたわけですが、いろいろなやりとりをす

る中で、その感想をお聞かせください。 

常廣総務課長補佐 

私ども財団は、高い評価を受けたと感じています。ですので、次の指定管理者

選定時には、監理団体である財団だからこそがすぐれているという点についてア
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ピールができると良いのではないかという感想を持ったところです。 

Ｂ理事 

評価委員の期待感に応えられるように、次期の指定管理も視野に入れて、自立

性をさらに強くして頑張っていただきたいと思います。 

 

イ 【報告事項】平成２８年度事業進捗状況の件 

＜説明＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

総括としては、昨年、当財団設立２０周年という節目の年を迎え、これまで培

ってきた貴重なアーティストや地域コミュニティ、芸術・文化、コミュニティと

の連携や、実施してきた事業の振り返り結果を反映しながら、ミッション達成に

向けた取組と、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、市民の皆様の心の糧となる芸術・文

化、コミュニティの振興を推進しています。 

最初に、共催・独自事業についてご説明します。 

まずは、リニューアルして４年目となる調布音楽祭です。今年は、実施日を昨

年の４日から５日間とし、昨年から始まった古刹・深大寺でのオープニングコン

サートからスタートしました。無料公演を含む１３のステージを展開し、駅前広

場で展開したウェルカムコンサートなども含め、来場者は７，０００人余となり

ました。有料席の券売は３，６４０枚で、８５．６％の券売率となりました。 

たづくり内で行われた地元桐朋学園大学の学生、卒業生や市民音楽家によるス

テージ、市内外から演奏家を公募した３３人の若い演奏者から成るフェスティバ

ル・オーケストラやキッズコンサート、ジャズと幅広い展開とフィナーレを飾る

バッハ・コレギウム・ジャパンの演奏は、多くのお客様に感動を与え、音楽のす

ばらしさを身近に味わう場として大変好評でした。 

次に、市内アウトリーチ事業です。 

当財団の事業を外に発信できるチャンスと市内各地域で鑑賞できる事業を実施

することにより、芸術・文化を身近に感じるきっかけづくりとして、１年を通し

てさまざまな事業展開を図っています。 

特に今回は、調布駅前広場の整備事業による通称タコ公園が閉園になったこと
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にともない、午後５時３０分から薄暮の中、「さよならタコ公園～映画のまちの

公園で野外上映～」を開催しました。タコ公園へ最後のお別れを惜しむ方が、約

２，０００人訪れ、その様子が各メディアに取材されるなど、今までにないＰＲ

ができました。今後も当財団の得意分野で多様性のあるアウトリーチ事業を積極

的に取り組んでいきます。 

次に、「調布よさこい」は、開催時間前後は雨天だったにもかかわらず、述べ

約４万１，０００人の方にご来場いただきました。今年は調布よさこいを広く普

及するため、よさこい踊り体験会を開催し、その参加者を中心に初の限定チーム

を結成し、市内の踊り手と一緒に演舞を披露したほか、チーム全体で行った総踊

りなどを通してにぎわいの創出につなげました。 

また、踊りだけではなく、鳴子手づくりワークショップや、鳴子の絵付け企画

にも多くの方が参加し、幅広い展開のもと、事故もなく無事に事業を終えること

ができました。 

次に、広報事業の新たな取組として、財団報ぱれっとに、味な調べとして当財

団の事業とリンクする形で、地元のお店の顔が見えるグルメ情報を掲載し、より

多くの方に興味を持っていただけるよう取り組みました。また、掲載させていた

だきましたお店に、ぱれっとをはじめとした当財団の事業チラシを置けるラック

を無料提供し、新たな情報発信の拠点として積極的な広報活動に努めました。 

次に、文化会館たづくり事業になります。 

美術振興事業は、１階展示室と９階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。展示室においては３事業を実施し、合計で述べ１万８，４２６人

の来場がありました。特に６月から７月にかけて実施しました「ダンボールから

うまれたいきもの展」は、会期中、お子様から大人まで幅広い世代の方が訪れ、

述べ約９，０００人の方にご来場いただきました。 

また、８月から９月にかけては、「磁性流体彫刻とメディアアートのデザイン

展」を実施し、市内の電気通信大学の准教授でもある児玉幸子さんのユニークな

創作活動でもある磁力によって形状を変化させる磁性流体を用いた作品を展示し、

メディアに取り上げられるなど、地域に根差した新しい展示内容となりました。 

次に、芸術振興事業の音楽事業は、子どもも大人も一緒に楽しむクラシックコ

ンサート、「音楽のおくりもの」を７月に実施しました。午前、午後と年齢層を
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変えたプログラムにより、０歳から入場可能とした午前の部、「わいわいコンサ

ート」は、親子連れを中心に満席となり、お子様のクラシックデビューの場とし

て盛況に終了することができました。 

また、エントランスを活用した音楽会、「小さな小さな音楽会」を６回実施し、

７月に開催した「森の音楽隊がやってくる」では、「鹿、森へかえる。」をイメー

ジしたエントランスのライトアップ事業と、先ほど説明しました「ダンボールか

らうまれたいきもの展」とのコラボにより、一体感のある音楽会となり、子ども

から大人まで幅広い世代に喜ばれました。 

次に、演舞・舞踊事業については、たづくり８階にある座席数１０４席の階段

式の席による映像シアターを会場にし、「たづくりシアター寄席」をスタートさ

せました。このシリーズは、初めて落語に触れる方から熱心な落語ファンまで楽

しめるような演目を企画し、開演時間も工夫し、多彩な時間帯で開催しました。 

また、今年で１８回目を迎える「調布ストリートダンスコンテスト２０１６」

は、予選を通過した２０チームが、日ごろの練習の成果を感情表現豊かに 

パフォーマンスしました。その翌月には、「ストリートダンスフェスティバル 

２０１６」を開催し、これら２つのダンスイベントは、若い世代の技術向上及び

発表、情報交換の機会など、チームと来場者と一体感のあるイベントになり、大

いに盛り上がりました。 

次に、芸術・文化学習事業の「ちょうふ市民カレッジ」です。第１・四半期か

ら引き続き実施している講座を含め、２６講座を開講しました。そのうち、文化

庁の助成金を活用して、子ども体験教室を５講座開講しました。 

次に、ちょうふ市民・近隣大学等公開講座です。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については、先ほど説明した「鹿、森へか

える。」「ＳＥＡ ＤＯＭＥ」とテーマ性を持たせ、２つのライトアップ事業をエ

ントランスで行い、「小さな小さな音楽会」、展示室、ギャラリーのトークショー、

カフェなど、他の事業と連携することで、より効果のあるたづくりのイメージ 

アップにつなげました。今月も「Ｈａｐｐｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ２０１６  

ｆｅａｔｕｒｉｎｇ 小川剛」と題しました事業を実施しますので、お楽しみい

ただければと思っています。 
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また、後ほど詳細をご案内しますが、たづくり１階エントランスのメジロギャ

ラリーを、水木しげるさんの功績を展示するため、ゲゲゲギャラリーとし、 

メディアが取り上げた効果もあり、多くのお客様が来場されています。 

最後に、「東京２０２０ライブサイト ｉｎ ２０１６」は、さかのぼること８

月になりますが、東京都が主催します今後の２０２０東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けてイベントにおいて、調布市と連携して、深大寺で行われている

こども薪能を財団で発表のエスコートさせていただきました。 

このようなインバウンド事業も含め、今後も調布の特色ある芸術・文化、 

コミュニティを打って出るような形の積極的な姿勢で展開していきたいと考えて

います。 

続いて、施設管理運営についてです。 

平成２８年４月から９月のたづくり入館者数は、約９６万人でした。月平均で

１６万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。 

続いて、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、利用率は約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。 

今後も施設貸し出し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

加に努めていきます。 

阿部グリーンホール館長 

グリーンホール事業の進捗状況についてご説明します。 

グリーンホールでは、上半期、音楽事業を６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、合計２４公演の事業を実施し

ました。 

音楽事業のポピュラーの公演では、財津和夫コンサートが年配層向けのポピュ

ラー公演として安定した集客があり、ツアーファイナルとして盛況に終わりまし

た。 

クラシックでは、「茂木大輔の生で聴くのだめカンタービレの音楽会」で、公

演に先立ち、調布パルコのご協力でキャンペーントークショーをパルコ店内で行

い、２００人ものお客様でにぎわいました。続く８月６日の本公演では、 



 

- 9 - 

クラシック音楽を題材とする「のだめカンタービレ」の漫画をバックに投影し、

その中で取り上げられた音楽をオーケストラが演奏しました。関東では初めての

開催で、会場は満席となりました。なかでも２２歳以下のチケットを購入された

方が全体の２０％を占め、これまでのクラシック音楽の公演では見られなかった

多くの若いお客様を迎えることができました。 

演劇・舞踊事業では、１１３回目となる「調布寄席」と「春風亭小朝独演会」

を実施しました。どちらの公演も恒例事業でありながら、全アンケート回答者の

うち新規顧客が４０％程度と高い割合を占めましたが、さらなる入場者数の獲得

が課題となっています。 

次に、共催等事業では、協定事業を３公演実施しました。相互協力提携を交わ

しているバッハ・コレギウム・ジャパンや桐朋学園大学といった地域人材と連携

した企画により、市民にその魅力を伝えるとともに、地域の芸術・文化の振興に

努めました。 

また、提携事業は、自主事業を補完する事業として７公演を実施しました。市

民ニーズの高い、テレビで活躍している歌丸、円楽による落語会、それに布施明

のライブで、多くの市民がその卓越した話芸や円熟の熱唱に酔いしれました。 

最後に、映像文化事業、「調布シネサロン」では、「映像×舞台芸術」をテーマ

に６回の上映会をしました。本編の上映前には、映画のまち調布のＰＲ映像を流

し、映画のまち調布を推進しました。 

また、通常のシネサロンでは、来場者が高齢者に偏っているため、８月には、

夏休みキッズ特集として、「ミニオンズ」と「ＡＮＮＩＥ／アニー」を上映しま

した。財源確保のためにワンコインの入場料をいただきましたが、夏休みに気軽

に子どもと一緒に参加できる上映会として大変好評でした。 

このほか、先ほどコミュニケーション課からご説明した調布音楽祭では、有料

公演８事業を担当しました。中でも「鈴木雅明×下野竜也×フェスティバル・ 

オーケストラ」では、３３人の若い奏者から成る公募の弦楽オーケストラを運

営・制作面で支え、３日間の練習で自他とも認める高い水準にまで導き、調布な

らではの自主制作事業となりました。 

次に、グリーンホールの施設管理運営についてです。 

平成２８年４月から９月のグリーンホールの利用件数は、大小ホール合わせて
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７３４件、利用率は平均７８％でした。前年度と比較するとやや利用率が下がっ

ていますが、市の利用区分の適正化により、一般団体の利用は増えています。 

 

ウ 【報告事項】平成２８年度収支予算執行状況の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

９月３０日時点の状況報告となります。 

まず、事業活動の収入の部です。今期の収入済額は６億８，７８０万１９８円、

執行率は５０．１１％です。 

事業活動支出の部です。今期の支出済額は６億２，８６２万３，７９７円、執

行率は４５．８６％です。 

支出について、年度の２分の１に当たる執行率５０％という数値と大きく開き

のあるものについて要因を補足します。 

管理人件費の執行率が３９．１３％となっています。管理人件費は、総務課総

務係、財務係、そして総務課の管理職及び事務局長の人件費から成っていますが、

総務課総務係で３か月間欠員が生じ、給与支払い等がなかったことが主な理由と

なっています。その他の支出については、おおむね４０％台から５０％台で推移

しています。 

その結果、今期の事業活動収支差額は５，９１７万６，４０１円となっていま

す。 

このほか、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 

５，７７６万７，６７９円となりました。 

なお、本内容については、１１月に行われました第２・四半期の監査において

監査をいただいた内容であることを報告します。 

 

オ 【報告事項】平成２８年度利用者懇談会開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

今年度の利用者懇談会は、７月と１１月、計２回実施しています。７月は休日

の日中、１１月は平日の夜間に実施することで、幅広く参加できるような形を 
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とっていますが、ここ最近は参加者が固定傾向にあります。 

内容としてはいずれも共通で、館内の各施設の備品の手直しや入替の要望、そ

して休館日の設定や施設予約のルールに対する意見、要望、市民カレッジや公開

講座といった財団の主催事業に対する意見、要望など、施設、事業における利便

性の向上を望まれる声が聞かれています。 

懇談会の場では、財団としての見解を述べつつ、改善が図れるものについては

速やかに着手しており、中には既に解決を図ったものもあります。 

また、予算や設備の構造上、すぐに改善することが難しいものについては理由

を説明し、理解を求めています。事務局としましては、市民や利用者からの意見、

要望を伺い、意見交換ができる場として利用者懇談会を実施しています。 

また、インフォメーションカウンターでの手続の際や利用者アンケート、メー

ルなどでもご意見を広く承っており、この内容については、組織内で情報共有を

図りながら、施設等の使い勝手などの改善につなげています。 

今後もさまざまな形で利用者の皆様からの声を頂戴しながら、よりよい施設運

営と事業実施を行ってまいりたいと考えています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

利用者懇談会とは別に、利用者からの要望等に対する処理報告で、言われて初

めて改善できたものもかなりあるだろうと思います。それだけ利用者の方にとっ

てよい施設に近づいたと言えるので、良い提案と捉えて、できるものについては、

ぜひ前向きに対応していただきたいと思います。 

 

ア 【協議事項】平成２９年度事業計画案の件 

＜説明＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

基本方針としては、現在、平成２５年度から平成３０年度までの６年間の運営

方針を定めた財団基本計画に基づいた運営を行っており、第３期指定管理期間の

４年目を迎えます。また、グリーンホールは、開館から４０年という大きな節目

の年になります。 

事業計画策定に当たり、これまで実施してきた事業の振り返り結果を反映させ、
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また、「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」に沿い、

市民の皆様の心の糧となる芸術・文化、コミュニティの振興を推進します。 

まず、事業運営については、ラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０

オリンピック・パラリンピック競技大会開催を見据えて、これまで培ってきた専

門的な知識、幅広いネットワークを活用することで、魅力的で多様性に富んだ事

業展開と、未来への芸術・文化の継承を図ります。 

また、調布ならではの特色ある芸術・文化の振興と地域コミュニティのさらな

る醸成に向けて、一層の創意工夫を図ります。 

次に、施設の管理運営については、引き続き、利用者の立場に立った運営を行

うとともに、災害などへの備えを含め、安全・安心を第一とした快適で親しみや

すい施設を目指します。 

また、平成２８年度に実施された、「文化会館たづくりほか改修案策定及び実

施手法検討」の結果を受け、調布市が文化会館たづくりなどの大規模改修へ向け

た検討を本格的に開始するため、これまでの経験を活かし、調布市と連携してい

きます。 

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、当財団の目指すべき職員像を明確化し、

人材育成に関する基本方針を策定します。 

続いて、平成２９年度の特徴的な取組についてご説明します。 

基本方針に基づき、ミッションに沿って各課が横断的な連携を深めながら、工

夫を凝らした事業を展開することにより、さらなる地域コミュニティの醸成及び

芸術・文化の振興を図ることを目的に策定しました。 

まず、コミュニティ振興係は、来年度予定されている調布駅周辺の商業施設及

びシネマコンプレックスの開業に伴い、今後における調布よさこい、調布映画祭、

各種アウトリーチ事業の新たな展開について検討します。特に調布映画祭につい

ては、「映画のまち調布」としてシネマコンプレックスのオープンと連携してい

くべき事業です。現在のスタイルから発展的な見直しを慎重に検討する時間も必

要と我々では考えています。そのようなことから、来年度、一度調布映画祭を休

止し、立ち止まることも含めて、調布市を初め各団体と協議、調整を図りたいと

考えています。 
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次に、広報・マーケティング係は、利用者目線に立った良質なサービスの推進

と提供を目指し、広報・マーケティング活動に取り組み、各部署との連携を通じ

て、財団及び各館のミッション推進に努めます。 

次に、たづくり事業係は、芸術・文化の裾野の拡大と普及に重点を置き、各種

事業や団体との連携、これまでの事業分析と培ってきた専門的知識や実施手法を

活用し、創意工夫することで、幅広い市民が芸術・文化に触れることができる機

会の提供を図ります。併せて、東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据

え、多様性の尊重や地域資源を活用した事業を実施します。 

続いて、グリーンホール事業係は、これまで来館が少ない年齢層である幼児か

ら若年層を対象とした事業に力を入れます。また、調布の地域資源を活用する事

業を通して、地域の文化に対する市民の興味、関心を喚起します。 

続いて、３、事業内容についてご説明申しあげます。 

（１）美術振興事業は、多くの市民が主体的に芸術・文化にかかわり、その楽

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す。 

展示室では、子ども向けの展示や若い世代の創造体験事業にも取り組むととも

に、事業内容をより深く理解できる機会を提供し、芸術・文化の振興を図ります。 

また、調布市が東京オリンピック・パラリンピックの競技開催地となったこと

を踏まえて、調布市内の機運醸成につながる展示事業を実施します。 

リトルギャラリーでは、市内作家を認知してもらう取り組みを実施し、調布の

素晴らしさを再認識していただける事業展開を図ります。 

次に、（２）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活かした事業展開を図ります。昨年度

からスタートした、「食」と関連付けた音楽事業に加え、東京オリンピック・パ

ラリンピックの「東京２０２０文化オリンピアード」を意識し、日本の伝統文化

の発信と継承を推進する伝統芸能事業を実施するほか、開館４０周年を迎えるグ

リーンホールでは、協定を交わしている桐朋学園オーケストラと公募市民合唱団

の共演による記念事業を実施します。 

次に、（３）体験・育成事業は、美樹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、次世代を担う子どもたちへ向けた事業を推進します。 

次に、（４）映像文化事業は、映画・映像関連企業が集積する映画のまち調布
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の推進と、来年の秋に開業しますシネマコンプレックスや調布市、調布市観光協

会と連携を密にし、相互の協力体制のもと、市民が愛着と誇りを持てるような事

業展開を図ります。 

次に、（５）文化祭事業は、次世代のための文化交流とコミュニティ意識の醸

成を図る場として、引き続き、調布市、調布市教育委員会及び調布市文化協会と

ともに第６２回調布市民文化祭を実施します。 

次に、（６）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た調

布よさこいと、市内の地域団体などが主催するイベントへのサポートを行う地域

コミュニティ推進事業を実施し、地域コミュニティの醸成を図ります。特に「調

布よさこい２０１７」は、来年度で１５回目を迎えます。より多くの人が参加し、

交流を深めることができるよう、地域と一層の連携を図りたいと考えています。 

次に、（７）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、多様なニーズに応えながら、多くの市

民に広く開かれた学びの場を提供し、生涯学習活動の活性化を推進します。 

次に、（８）活動援助事業は、用具の貸し出しやサークルロッカーの貸し出し、

印刷機の貸し出しなど、市内で活動する市民や団体のサポートを実施します。 

次に、（９）広報・マーケティング活動は、魅力ある広報媒体と 

パブリシティーを活用した情報の発信に引き続き取り組んでまいります。 

マーケティングでは、魅力あふれる宣伝とプロモーション、調査と分析などに

より、事業担当者をサポートし、地域とのコミュニケーション力を高め、成果が

上がるよう努めてまいります。 

次に、（１０）施設管理運営については、安全・安心を第一とした快適で親し

みやすい施設を目指し、利用者の声の反映に努めます。特に文化会館たづくりで

は、無料無線ＬＡＮ設備の設置や８階学習室座席管理システムのリニューアルを

予定し、施設の利便性をさらに向上させます。 

次に、（１１）人材育成については、職層ごとに求められる能力を明確にする

ことで、ミッション達成に向けて職員一人一人が意欲的に取り組み、自ら成長し

ていく組織を目指します。 

なお、各事業の内容の平成２９年度実施予定事業に関しましては、表形式で掲

出しています。また、昨年度との変更点としては、枠内に現状と課題の項目を追
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加し、事業に対する取り組み姿勢をより分かりやすくするため明記しました。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｅ理事 

１点目は、ラクビーワールドカップと東京オリンピック・パラリンピックを、

イベント前、イベント中、その後に分けられると思います。財団が主眼にしてい

く方針はどのように考えていますか。 

２点目は、シネマコンプレックスの持っている機能と、財団の持っている機能

をしっかり分けていこうと記載がありますが、具体的にどんなことを行おうとし

ているのかを詳しく説明してください。 

鈴木コミュニケーション課長 

まず１点目については、今まで財団で培ってきた芸術・文化の事業を市内外、

さらには世界に発進するチャンスと心得ています。展開として、たづくりでも和

のテイストを中心とした事業を考えています。 

その次は、次世代の継承という意味で、なかなか触れにくい和の文化の敷居を

低くし、多くの方が訪れやすいものにし、訪れた方がお子様や家族へのつながり

から幅広に、また後生に受け継ぐ展開ができると考えています。 

そういったことを含め、事業展開を一年一年検証しながら、本番の２０２０年

を迎えたいと思います。調布市、民間、地域団体、市民の力も借りながら、オー

ル調布で行っていきたいと考えています。 

次に、映像文化事業の展開については、シネマコンプレックスをきっかけとし

て、より全国に映画のまち調布を推進していきたいと考えています。 

それにはまず、映画をつくるまちが、映画を見られるシネマコンプレックスが

できることで、どのようなものが多くの市民、あるいは調布全体で図れるのかど

うかを検討していき、そのなかで、館のそれぞれの特性、ミッションを活かした

ものを行うべく進めています。 

まず、シネマコンプレックスについては、有料の最新の映画劇場ですが、グリ

ーンホール、たづくりのホールを使った映画上映の展開は引き続き行っていくべ

きではないか、映画のまち調布として歴史ある古い映画をシネマコンプレックス

と連携して事業を行うべきではないかと考えています。 

併せて、調布映画祭は、今までは市民主体の実行委員会が事業の中心となって
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いましたが、映画をつくるまちとしての調布映画祭の見せ方も今検討しており、

映画・映像関連企業の方々ともお話をさせていただいています。 

そのためにも、今すぐどのような形でとははっきりとお示しできませんが、こ

のチャンスをもって、積極的な事業展開をしたいと思っています。 

Ｅ理事 

ラクビーワールドカップとかオリンピック・パラリンピックについて、調布だ

けで何かを完結すればいいというのではなく、さまざまな角度から連携を探るの

は必要だと思うので、計画に盛り込んでいただきたいです。スポーツ、産業、観

光、教育、福祉というカテゴリーだけではなくて、地域や人ということをもう少

し入れて考えてみていただきたいと思います。 

シネマコンプレックスの件について、グリーンホールやたづくりの貸しホール

とイオンが行う貸し施設と何が違うのかを考えておかなければいけないと思うの

です。くすのきホールや大ホール、小ホールの中ではどういったサービスができ

るのかをもう少し整理しておいた方がいいと思います。 

単に連携というだけではなく、必ず競合する部分があると思うので、そこに負

けないようなものを持っていく必要があります。私は、職員の資質は絶対にさら

に磨くべきだと思っています。その辺をしっかり事業計画の中に落とし、なおか

つ予算も付けられるようなものにしていただきたいと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックは、多摩地域などの

横の連携も少し見える形で表記したいと考えています。 

加えて、シネマコンプレックスの関係です。財団は、専門性といったところも

真摯に考え、シネマコンプレックスができたから、たづくり、グリーンホールが

さらに輝くといった場面がうまくできるように、創意工夫しながら進めていきた

いと思います。 

Ｆ理事 

それぞれの職員の方々は、今後の事業計画について、どういった思い入れを持

って取り組もうとしているのか、一言ずつ聞かせてください。 

土井コミュニケーション振興係長 

今回、事業計画をつくるに当たり、よさこいと映画祭については、ここで一度
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見直しをする時期に来ていると考えています。また、映画関連の事業については、

非常に重要な局面でこの係にいるので、ここでしっかり方向性を固めないといけ

ないと思っています。 

よさこいについても、来年度が１５回目に当たり、これを機に、夏のお祭りと

してのあり方を、意見を聴取しながら進めてまいりたいと考えています。 

調布音楽祭は新しいものになって４回目で、まだ見直しというところまではい

きませんが、この先、市民に親しみやすい、音楽に触れる機会を提供できるよう、

事業部門全体で挑戦しています。 

また、調布市民文化祭についても、様々な意見を聞きながら、少しずつ新しい

展開へ、新しい人が参加できるような仕組みを考え、落とし込んでいるところで

す。 

立石たづくり事業課主査 

芸術・文化を通じて、どのように社会に貢献できるかが１つの課題と考えてい

ます。その意味で、オリンピック・パラリンピックのレガシーも踏まえて、次世

代への継承が１つテーマとして挙がっています。 

事業計画案にはたづくり事業課の特徴的な事業内容を記載し、次世代への継承

や、多様性の尊重を一つ一つ反映し、事業を計画しているところです。 

中島コミュニケーション課主査 

コミュニケーションを重視する係として、地域のコミュニケーションやコミュ

ニティとの連携を再度重視していきたいと考えています。財団が設立されて２１

年となりますが、そのなかで培った各地域コミュニティとの密接な連携、信頼関

係をこれからさらに築き上げていきたいと考えています。 

少子化の時代において、たづくり、グリーンホールで行っている子ども向け事

業を望んでいる一面もありますので、地域での事業の展開を頑張っていきたいと

考えています。 

渡部広報・マーケティング係長 

事業という形ではなく、広報とマーケティング活動業務を展開させていただい

ています。平成２９年度も含めて全市域がフィールドだということで 

コミュニケーションを図っていきたいと思っています。 

また、調布市だけではなく、多摩地域全域における当財団のコミュニケーショ
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ン能力の向上も踏まえて広報・マーケティングを展開していきたいと考えていま

す。 

髙橋総務係長 

平成３０年までは、人材育成において非常に重要な期間であると考えています。

ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック、また、次期指定

管理者を見据えると、私たち職員が調布における価値創造というところで、人材

育成は欠かせないものだと思っています。 

事業計画案にも記載しているのですが、一番大事なことは、組織として成果を

出すことだと思います。オール調布という言葉が出ましたが、長期的な観点で、

職員のキャリア形成を支援し、ミッション達成に向けた活動ができる組織を目指

して計画を策定していきたいと考えています。 

大割施設管理係長 

たづくり、グリーンホールの入館者数等が頭打ちの状況が続いています。今年

度、調布市で大規模改修案の検討が行われていますので、どうすれば利用者から

の要望を実現できるか、これまでやってきたノウハウを活かし、来年度も引き続

き積極的に提案していきたいと考えています。 

阿部グリーンホール館長 

駅前の開発で、グリーンホールの見え方を大変危惧しています。特にグリーン

ホールは開館中で、魅力ある公演をたくさん行っているというように見えるよう

検討しているところです。 

来年、開館４０周年をきっかけとして、事業についても、市民と一緒に自主制

作の展開を図り、長期的に見れば、文化オリンピックのプログラムにもつながっ

ていくのではないかと思っています。 

Ｅ理事 

事業を行うときに、主体は誰なのかをしっかり明確にしていただきたいです。

そのなかで財団の立ち位置はどこになるのか見える形にし、事業計画のなかに明

記してください。 

シネマコンプレックス開業についても、シネマコンプレックスとたづくり・グ

リーンホールの違いは、何をもって利益とするのか。何をもってまちの利益、財

団の利益とするのかを明確に持っていれば、事業の中身もおのずとそれに沿った
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形になります。そのような表現をしっかり事業計画に入れていただきたいと思い

ます。 

 

イ 【協議事項】平成２９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、平成２９年度事業計画に基づき作成しています。現在も調布市

の担当課と調整を行っている最中ですが、１２月１日時点の状況報告をします。 

まず、平成２９年度の総予算額は、収入ベースで１４億６５１万円となってい

ます。この総予算額は、財団全体の予算規模を示しているものとなります。 

平成２９年度予算編成については、先ほどの事業計画案の内容をもとに、市民

意識ニーズ調査、事業等アンケートの検証、理事、監事、評議員の皆様からのご

意見、そして自己財源確保などの視点をもとに作成しています。 

なお、財団の予算は、調布市からの拠出金でありますたづくりとグリーンホー

ルの指定管理料、そして市補助金及び自主財源から成っており、市との予算交渉

は、指定管理料と市補助金の内容を確保していくものとなっています。収支バラ

ンスを見ながら予算を作成し、支出分が現状よりも増となるのが予算増という考

え方になります。 

資料は、前年比から特に増分として獲得する必要があるものについて記載して

います。この増分とは、指定管理料及び補助金の増分をいうものです。 

まず、市の補助金については、３億８，０７８万８，０００円を要求していま

す。前年比で約１，１００万円の増となっています。 

コミュニティ事業分の増としては、事業内容の見直しによる増のほか、人件費

の定期昇給などの増もこの補助金のなかには入ってきます。 

次に、たづくりの指定管理料は５億５，６７０万円で、約４００万円の増と 

なっています。 

事業費としましては、オリンピック・パラリンピック関連事業のブロック玩具

による立体作品の展示実施分の増です。 

そして、施設管理運営事業費では、修繕費等の増がありますが、特に管内の 

Ｗｉ－Ｆｉ設置整備費用としまして約２００万円を計上しているところです。こ
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ちらは現在、市でも計画、計上がされているようですが、私どもとしては、指定

管理者として利用者からの要望もあります。また、市議会議員の方々からも声が

出ているという状況では、財団でも市内の主要施設と言えるたづくりのＷｉ－Ｆ

ｉ設置はぜひとも実現させたいものとして要求を続けてまいります。 

次に、グリーンホール指定管理料は１億３，２４１万円で、約６００万円の増

となっています。この中で、事業費では４０周年記念事業になります「第九」で

約２００万円の増分があります。 

また、施設管理運営事業費では約４００万円の増があるという状況です。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｇ監事 

Ｗｉ－Ｆｉ設備は、調布市の予算でつくって、ランニングコストをうちが負担

するという予算の立て方になっているのですか。 

常廣総務課長補佐 

こちらで設置した場合として計上しているものです。１２月の末か１月で内示

が出てきますので、方向が決まってくれば、こちらも適正な形に合わせていくこ

ととなります。 

 

ウ 【協議事項】任期満了に伴う理事候補者の件 

＜説明＞ 

窪田総務課長 

現行理事の任期については、平成２９年５月に開催予定の定時評議員会で満了

となります。これを受け、新たに選任を行うことになります。理事の任期は、平

成２９年度定時評議員会から２年間です。 

選任の考え方は、現行役員の継続をお願いしたいと考えています。 

継続の理由は、平成３１年度以降の次期基本計画策定及び平成３０年度に実施

見込みの次期指定管理者選定に向けて、現行計画の取り組みや成果を踏まえた継

続的な議論と業務執行が望まれるため、継続をお願いするものです。 

なお、常務理事、事務局長は市の方向性により決定となります。 

（４）報告 
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エ 【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 

財団を取り巻く環境の変化に関連してです。 

調布駅前の再開発に向けた工事が本格化し、調布のまちは、いよいよ大きく変

貌を遂げようとしています。 

そして、昨年、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年の東京オリンピック・パラリンピック

を迎えようとしている今、芸術・文化を取り巻く環境も変容し、今後ますます当

財団の存在意義と真価が問われていくことになろうかと考えています。 

先日、事務局職員から業務執行状況の報告を受けたところです。そのなかでは、

これまで実施してきた調布音楽祭、調布よさこい、調布映画祭などの事業も、こ

れまでに培ってきた当財団ならではの魅力を大切にしながらも新たな展開を図る

べく、検討が始まってきているとの説明がありました。取り巻く環境の変化に呼

応するような新たな展開に期待を感じている今日です。 

新規事業を推し進めるということは、業務を多様化させるものでもあります。

また、職員一人一人に係る負担も大きくなる面もあろうかと思っています。ここ

で十分なる検証を重ねつつ、思い切った事業の取捨選択を試みることで、持ち得

る能力、予算が有効活用され、利用者のさらなる満足度向上につながっていくも

のと考えています。 

下半期には、調布映画祭などの事業があるほか、次年度に向けた準備も始まる

こととなり、多忙な毎日が続くことになろうと思いますが、体調に気を付けなが

ら、管理には十分留意をしながら、確実性を持って業務に当たっていただくこと

とお願いいたします。 

副理事長 

まず、自主財源の確保についてです。 

今期指定管理期間において、自主財源確保が重要な課題の１つでもあり、成果

向上のために尽力することをお願いしてきました。 

昨年度からは、協賛金獲得のためのメニューを工夫するなどし、増額を図るこ

とができています。また、寄附金については、今年度から事業実施会場において
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募金形式で寄附を募るなどし、一定の成果を上げていることができていると感じ

ています。 

助成金についても獲得に向けたチャレンジを積極的に行い、引き続き助成金事

業の実施状況や企画書の作成に関する分析と研究を行いながら、財源の確保に努

めていっていただきたいと思います。 

次に、職員の勤務についてです。 

今年度に入り、上半期には大幅な人事異動が生じたこともあった中、今日に至

るまで、事業実施時に大きな事故なども発生せず、日常業務も滞りなく進捗して

いるとの報告を受けたところです。日ごろの事務局職員の尽力に感謝を申しあげ

ます。一方、時間外業務は増加傾向が見られ、事務事業に無理のある状況を生み

出していないかが気になるところです。 

特に理事会に出席している係長職以上の職員は、勤務実態に事務効率化や組織

マネジメントの成果が顕著にあらわれるということを認識しておく必要がありま

す。係において個々の職員の業務の進捗状況の管理を十分に行いながら、この要

因を十分に分析・理解し、過剰な時間外勤務、偏りのある業務分担などがあれば

是正し、労働環境の改善を図ることに尽力をお願いします。 

常務理事 

私からは、事業の推進面から２点ご報告をさせていただきます。 

最初に、アウトリーチ活動についてです。 

アウトリーチ活動については、より多くの人に、身近に、また気軽に芸術・文

化に親しんでもらおうと、市内のさまざまな場所で実施していますけれども、自

治会や地区協議会、また、大学等との連携によって、さらにそれらがよい効果を

生み出しています。００００ 

前期においては、調布駅前公園、通称タコ公園の閉園に合わせて行いました野

外上映会が、夜間にも関わらず、予想以上の人手を呼び、マスコミの反響を生み

出しました。子育て世代の母親や子どもたちの目線に立った企画が、多くの市民

のまちへの愛着を呼び起こすという形になりましたけれども、今後も単なるイベ

ントに終わらせることなく、人の心に残る財団ならではアウトリーチ活動に努め

ていただきたいと思います。 

続いて、イメージアップ事業についてですけれども、昨年度、２０周年を記念
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して実施しましたたづくりのライトアップ事業ですが、今年度、これがさらに他

の事業とのコラボレーションによって大きな成果を上げてきていると感じていま

す。この８月には、光をデザインし、エントランスホールを海の中にいる雰囲気

にし、さらにコーヒーなども楽しめる「ＳＥＡ ＤＯＭＥ ＣＡＦＥ」を出現さ

せたことにより、ホールに冷たいイメージを持っていた利用者の方から、今度は

ぜひ孫を連れて来たいというような喜びの声をいただいたということがありまし

た。 

指定管理者にとって、利用者の満足度を高めることは最大の目標であり、また

喜びでもあります。今後も利用者の小さな声を拾い、財団ならではの発想と連携

によってさらに温かみのある、来館するのが楽しくなるような空間づくりに努め

ていただきたいと思います。 

 

カ 【報告事項】評議員会の開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２８年度第１回定時評議員会は、平成２８年５月２０日に開催されていま

す。可決事項、承認事項、報告事項については、記載のとおりとなっています。 

続いて、平成２８年度第１回臨時評議員会については、平成２８年７月２７日

に、書面表決形式により開催されました。承認事項は、監事選任の件ということ

で、前監事の退任を受け、補欠選任されました監事の選任について可決をしたも

のです。 

 

キ 【報告事項】市議会定例会報告の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

６月の平成２８年第２回調布市議会定例会では、市長報告として平成２７年度

の当財団の経営状況報告がありました。こちらの内容について、２人の議員から

質問がありました。 

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

ールの劣化診断の結果、熊本地震を踏まえた大規模改修へのスタンスについてと
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いうことでした。こちらについては、たづくり、グリーンホールとも修繕計画案

の策定を進めているところでして、その実施手法の検討も含めて今後検討してい

くということが説明にありました。 

２点目は、たづくりを初めとします諸施設間でのプラットフォーム化について

の質問です。特に平成２７年度は、諸施設等のプラットフォーム化の事例として、

６０周年を迎えた調布市民文化祭が、調布市文化協会を中心とし、芸術・文化活

動に親しむ市民の発表の場として、たづくり、グリーンホールを初めとする市内

各施設で横断的、かつ広範な施設の連携がされているという旨が答弁されていま

す。 

続いて、元気派市民の会・大河巳渡子議員からの質問が１点ありました。 

内容は、第三者視点から年度内での事業検証を行う機会を確保されたようだが、

その取り組み内容と今後どのように拡充を図り、改善につなげ、創意工夫され、

組織の自立を目指していくのかという内容でした。 

当財団では、第三者的な視点から審議を行う機関として評議員会が設置されて

います。ここで、この開催時期を平成２７年度から改めまして、この開催の中で

前年度の運営状況、当該年度の事業計画等を主体とした審議、当該年度の事業の

状況や次年度事業計画等を審議するなかで、評議員の意見を反映させた事業運営

ができるような形としたということが答弁されています。 

 

ク 【報告事項】規程改正の件 

ケ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

荻本議長から、「報告事項クと報告事項ケは一部関連があることから事務局よ

り一括して説明を受けたい」と提案。全会の了承のもと、事務局から説明を行っ

た。 

＜説明＞ 

髙橋総務係長 

今回、規程の改正が２件あります。特に８月１日付で改正した寄附金等の取扱

規程については、自主財源確保の促進を目的として、事業実施の際に募金箱を設

置することに伴い、募金の手続について明記いたしました。４月１日の件につい

ては、記載のとおりとなります。 
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続いて、報告事項ケのファンドレイジング進捗状況になります。こちらは寄附、

募金について一覧で記載があります。現在のところ、１２月１日現在となってい

ますが、合計で６万２，８５１円寄附がありました。内訳としては、募金が１１

件、寄附金の申し込みが１件となっています。 

協賛金です。５月から１１月の自主事業において、４事業３７件の協賛金の申

し込みがありました。合計は８８万５，０００円です。 

助成金についてです。平成２８年度分としては、文化・芸術振興費の補助金と

いうことで、市民カレッジで１５万１，０００円、１件獲得しています。 

平成２９年度に向けて申請しているものについては、「クリエイティブリユー

スでアート！」などの事業は、最大１００万円という助成額のものにチャレンジ

しています。 

自主財源確保は、課題として組織全体で取り組んでおり、寄附金の取扱規程の

改正もその一環です。昨年度の寄附の実績と寄附希望者の状況を踏まえて、より

気軽に、かつ円滑に寄附が行えるように、制度の構築も着手しました。 

募金箱を各事業で設置していますが、少額寄附の活性化促進につながっており、

新たな財源確保の手法として成果が見えつつあります。 

また、今後としましても、協賛金、助成金を獲得すべく、積極的に申請を行い、

あわせて寄附について周知、啓発をしていきます。 

事業実施終了後を狙って、まだ興奮冷めやらぬ参加者、来場者の方々に共感い

ただいたところに的を絞って、財団の今後の事業に寄附をというところでお声が

けしていきたいと思っています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｇ監事 

努力の結果、寄附が増えてきたので、将来に備えて繰り越しのお金を残してい

く決算が組めるように調布市と交渉していただければ、この結果が将来にますま

す生きてくると思います。 

９ その他 

（１）ゲゲゲギャラリーの開設 

（２）調布駅前クリーン作戦 

＜説明＞ 
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渡部広報・マーケティング係長 

ゲゲゲギャラリーは、たづくり１階むらさきホールの横にありますギャラリース

ペースとなっています。開館当初はビル管理システムのメーター等が展示されてい

たので、その名残がガラスケースに網が入っていたりして残っていますが、約８年

前のビル管理システムの入替に伴い、このスペースを約３年半前からメジロギャラ

リーとして、財団のイベントのＰＲ等に活用してきたものを、昨年お亡くなりにな

りました水木しげる先生が今年１周忌を迎えるに当たり、リニューアルしたもので

す。先日、調布市が「ゲゲゲ忌」の一連のイベントを行うことに合わせて、１１月

２３日にオープンしています。 

会期に関しましては、３月３１日という予定で記載していますが、調布を描くシ

リーズということで、先生に２９作品描かれた作品がありますので、こちらを順次

入替しながら展開していきたいと思っています。 

水木先生は、名前が世界中に知れている先生であることから、調布市も含めて非

常に発信力、ブランド力のある方だと感じています。これにより、たづくり初め、

財団も含めて全国的にブランド力、発信力のある組織に中長期的に育てていけたら

と考え、今後に期待しているところです。 

髙橋総務係長 

（２）の調布駅前クリーン作戦について説明します。 

こちらは、平成２８年１０月２１日に実施しました調布駅前クリーン作戦です。

財団の社会貢献活動の一環として参加しました。当日は、１７名の職員が同じジャ

ンパーを着て、たづくりの前や調布駅前周辺のごみ拾いを行いました。この際に、

ジェイコムなどの取材もあり、よいＰＲになりました。 

 

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４分に議長は閉会を宣言

し、本会の全てを終了した。 

 


