
 

- 1 - 

平成２８年度第２回臨時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２８年１２月２１日（水）午後６時から午後８時まで 

２ 会場 文化会館たづくり９階学習室 

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、西村伸夫、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） 

（議長）評議員 戸田毅 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第２号議案 議事録署名人の選出の件 

（２）報告事項 

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 

エ 指定管理に関する第三者評価の件 

オ 平成２８年度事業進捗状況の件 

カ 平成２８年度収支予算執行状況の件 

キ 平成２８年度利用者懇談会開催結果の件 

ク 理事会の開催結果の件 

ケ ファンドレイジング進捗状況の件 

６ その他 

（１）ゲゲゲギャラリーの開設 

（２）調布市駅前クリーン作戦 

７ 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、事務局に定足数を確認した。事務局から出席評議員６名であり、評

議員会運営規則第９条に基づき、定足数である過半数の出席者があることから、本評



 

- 2 - 

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、戸田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２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。 

＜説明＞ 

髙橋総務係長 

議事録署名人２名は、名簿順にて輪番制で行うことを評議員会で決め、これま

で行ってきました。その順番から、定款第２１条に基づき、本日の議事録署名人

は、山本評議員、西村評議員となります。 

（３）報告 

ア 【報告事項】平成２９年度事業計画案の件 

イ 【報告事項】平成２９年度収支予算案の件 

戸田議長から、「報告事項ア、イについて関連性があることから、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＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

平成２９年度事業計画案についてご報告します。まず、こちらの計画案につい

て、新たに項目を追加している箇所があります。４、実施事業の内容です。こち

らの表形式の枠内に、「現状と課題」の項目を追加し、現状や課題、事業の振り

返りをもとに掲載し、平成２９年度事業に対する取組姿勢をより分かりやすくす

るため明記しました。ご一読いただきますようお願い申しあげます。 

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、

また、「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
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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の開催を見据えて、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更なる

醸成に向けて、一層の創意工夫を図ります。さらに、芸術・文化を幅広く捉え、

スポーツ、産業、観光、教育、福祉など幅広い分野との連携、また、多摩地域も

含めた広域的な取り組みなど総合的に施策を推進します。 

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。更なるアートマ

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年度の特徴的な取り組み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、更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、

アウトリーチ事業の新たな展開について検討します。 

まず初めに、来年度で１５回目を迎えます調布よさこいです。今年度は出場 

チームが３４チームとなり、過去最多の出場となりましたが、イベントの規模か

ら考えると、３４チームが運行スケジュール上で安全に実施できる限界値となる

ことから、来年度から出場チームの制限を設けなければならないと考えています。 



 

- 4 - 

また、調布よさこい事業の振り返りとして、３つの視点を考えました。 

１つ目は、文化・コミュニティ振興の観点から十分な効果が上げられたかです。

よさこい踊りの視点からは、よさこい体験会、参加全チームで踊る総踊りなど初

の試みを行い、市民参加とコミュニティの視点からも大変好評でした。その一方、

観覧者、地元商店街の視点からは、新たな客層を見出すことと地域経済への寄与

にはより一層の工夫が必要と考えています。具体的には、例えば盆踊りやヒップ

ホップダンスなどの新しいメニュー化や、飲食を中心とした出店だけではない、

地元商店街などとの連携したイベントなど、実行委員会と対話をしながら、創意

工夫した展開を検討します。 

２つ目は、東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、特色をどう活かせ

るかということです。オリンピック・パラリンピックは、スポーツのみならず、

文化の祭典でもあり、和の精神が具現化された日本の文化を国内外に発信する絶

好の機会と考えています。 

「和」は、日本そのものを表すとともに、平和、調和、地域のつながり、世界

とのつながりなど多義的な意味があり、受容性が高い日本人、多様性のある日本

文化を象徴する言葉です。この後にご説明します事業にも大きく関連することで

すが、日本の文化の魅力を、国内はもとより、世界中に発信するとともに、世界

中の人々との交流を進める事業の１つとして、海外からのお客様、あるいは日本

にいる留学生などにも、浴衣の着用や無形文化遺産に登録された和食など、日本

の祭り、調布市の祭りとして、誰もが楽しめる夏の特色ある事業として魅力発信

に努めます。 

３つ目は、他の事業との連携や時期、広がりはどうかなどです。既に市内では、

他の夏のイベント事業が多く開催されていますので、連携できるところや開催時

期や時間の工夫など、時間をかけて実行委員会の皆様や調布市と柔軟に検討して

いきたいと考えています。 

また、事業収入の９割を占める市補助金ですが、協賛金などの積極的な獲得と

支出の見直しなど、より効果的、効率的な運営も図っていきます。 

次に、調布映画祭については、調布市のシネマコンプレックスを活用したまち

づくりの一環として、より「映画のまち調布市」ならではの特色ある事業展開に

する時期として、現在実施している映画・映像関連事業について、発展的な見直
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しの検討が必要とされています。 

そのため、財団の事業である調布映画祭も、上映中心の映画祭ではなく、映

画・映像関連企業が集積する調布市ならではの、他の地域ではまねのできない特

別なイベントとして再構築することも踏まえ、来年度は一度立ちどまり、事業を

振りかえることも含めて、調布市を初め、映画・映像関連企業、実行委員会と協

議、調整を図りながら、今後慎重に進めていきたいと考えています。併せて、シ

ネマコンプレックスの開業に合わせた映画イベント企画の実施を検討していきま

す。 

アウトリーチ事業については、地元桐朋学園大学、市民演奏家の方々との協力

を中心に、新たに開業する調布市駅周辺の商業施設での展開も含め、気軽に芸

術・文化に触れ合うきっかけづくりの場ができるよう積極的な展開を図ります。 

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の推進に努めます。また、広報と広告、宣伝、プロモ

ーションなどをそれぞれの役割に合わせて使い分けることで、より効率的かつ効

果的な成果が達成可能であると判断しています。 

広報の役割で一番多く担っているのが財団報ぱれっとです。平成２６年度の市

民意識ニーズ調査では、財団報ぱれっとを知っているという方が７９．４％、そ

のうち、「大変よい」「ややよい」という方が７６．７％となっています。今後も

ぱれっとの読者層を拡大すべく、財団事業と結び付く市内の飲食店の紹介やイン

パクトがある表紙など、魅力的な紙面づくりに取り組んでいきます。 

マーケティング活動については、財団を認知している市民の割合は５７．８％

であり、平成３０年度の目標である６８．０％まで時期を捉えながら話題性を継

続し、新聞記事などのパブリシティーを通して事業への市民参加、チケットの販

売促進などにつなげていきたいと考えています。 

さらに、各事業の課題については、内部の事業担当者へマーケティング 

クリニックを初めて導入しました。相談件数はまだ少ない状況ですが、第三者的

な視点で事業を工夫、改善できるよう、引き続き、事業担当者へサポートしてい

きます。 

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
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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。特に文化会館たづくりのミッションの１つである芸術・文化

の裾野の拡大と普及に鑑み、若い世代、つまり４０代以下の参加者をいかに増す

かで、裾野拡大につながるというところの視点に趣を置き、平成２６年度から継

続的に課内全体のテーマとしています。 

美術振興事業の柱である展示室では、気軽に美術を楽しむ機会の提供と、次世

代を担う若年層の参加拡大を念頭に、ワークショップの実施や新進アーティスト

の展示、若者に向けたＳＮＳによる情報発信を活用し、結果として入場者の４０

代以下の割合は毎年上がっており、平成２６年度は３０％、平成２７年度は 

４０％、平成２７年度の前半も４６％です。成果指標となる新規顧客率も毎年上

昇していますが、一方で、一日当たりの平均入場者数には微減が見られます。 

次に、リトルギャラリーでは、文化会館たづくり９階の回廊に設置した展示 

コーナーのため、成果指標をアンケート回収数と鑑賞者数としており、鑑賞者数

は継続的に増加しています。 

これらの事業展開とあわせて、東京オリンピック・パラリンピックの開催を見

据え、調布市ならではの地域資源を活用した事業や和のテイストをテーマにした

各種事業の実施、伝統芸能の発信と次世代への継承、美術による多様性の尊重を

目的とした事業の実施など、館の特性を活かした展開を図ります。 

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。あわせて調布市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、グリーンホー

ルのブランド力を高めます。 

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、調布市内の開催機運醸成につながる展示事業を実施します。 
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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、調布市

の素晴らしさを再認識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。今年度

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」を意識した事業を実施するほ

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。 

また、来年度で５回目を迎える調布市音楽祭ですが、今年度は予算額 

１，６９３万８，０００円に対して、収入の柱であります券売率が約８６％と高

く、自主財源比率は約７７％でした。昨年度は、予算額２，５３３万３，０００

円に対して、発券率が約６１％、自主財源比率が約５８％から比較いたしますと、

昨年度より自主自立面で大きく飛躍したと認識しています。これについては、各

種公演内容の精査と、例年よりも早い段階からスケジュールを組み、しっかりと

した公演のプロモーションが券売につながったことが大きな要因と考えます。 

しかし一方で、次世代の継承に当たる公募によるフェスティバル・オーケスト

ラの公演は、３３人の若い演奏家たちならではの新鮮で情熱的な演奏が好評だっ

たにもかかわらず、券売は約６２％と低く、来年度においては、この課題を解決

するべく検討を進めています。 

このように事業の振り返りをしながら、今後も桐朋学園大学、バッハ・コレギ

ウム・ジャパン、深大寺などの地域資源を活かした事業展開と国内外への情報発

信、子ども向けコンサートの実施、公募オーケストラの編成、音大生による事業

への参画による音楽文化の担い手の育成、各種コンサートの実施による質の高い

音楽文化を身近に触れ、親しむ機会の創出、地域との連携、事業者との協力、ボ

ランティアの育成によるコミュニティの醸成とにぎわう地域づくりと、これら４

つの柱を中心に展開していきます。 

あわせて、既に国内外で活躍されている当音楽祭のエグゼクティブプロデュー

サーの鈴木優人氏が、最近、各メディアに取り上げることが多くなったこと、先

日では、第１８回ホテルオークラ賞を受賞したことなど、各方面で活躍が目立っ

ていることや、海外実績のある演奏家が集まる国際的な音楽祭となってきたこと
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もあり、東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、「国際」という名

称も事業名に入れることも検討しながら、しっかりしたコンセプトを持って開催

運営に当たります。 

次に、（３）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、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

市の推進と、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、市内映画・映像関連企業と連携し、相互の協力体制のもと、市民が愛着と

誇りを持てることを目的に、調布映画祭を中心に各種映画事業も含めた新たな展

開について検討します。 

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。特に今年度からリニューアルした

「文化祭プラザ」は、調布市の文化・芸術の魅力の発信と集客につながったため、

今後も実行委員会と密に連携し、市民文化祭の華々しい屋外オープニングイベン

トとして定着感を持たせていきたいと考えています。 

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。 

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みます。 

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するとともに、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
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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、無料の無線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化する

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。 

今後についても、外部、内部とさまざまな意見や要望を幅広く聞きながら、場

合によっては立ちどまり、見直しができる時間と創意工夫をしながらスクラップ

アンドビルドができる業務体制と職場環境の構築を目指しながら、財団に課せら

れたミッションを推進していきます。 

常廣総務課長補佐 

本予算案については、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日時点での状況を報告します。 

平成２９年度の総予算額は、１４億６５１万円となっています。この総予算額

とは、財団全体の予算規模を指すものとなっています。 

予算編成の原案は、今、説明のあった事業計画案をもとに、市民意識ニーズ調

査、事業等アンケートの検証、理事、監事、評議員各位からの意見、自己財源確

保などの視点をもとに作成しています。 

なお、財団の予算については、調布市からの拠出金であるたづくりとグリーン

ホールの指定管理料、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、

拠出金の調整が主な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ものが予算の増分につながります。資料は、前年比

から特に増分として獲得する必要がある内容について記載しています。 

まず、市の補助金については、３億８，０７８万８，０００円で、前年比で約

１，１００万円の増です。 

コミュニティ事業の増分としては、調布市音楽祭、調布映画祭、広報・マーケ

ティング関連の市民意識ニーズ調査の実施分が純増分となっているほか、人件費

の定期昇給などの増があります。 

たづくりの指定管理料については５億５，６７０万円で、約４００万円の増と

なっています。 
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事業費としては、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、施設管理運営事業費では、修繕費等の増がありま

すが、特に館内のＷｉ－Ｆｉ設置整備費用については約２００万円の予算を計上

しています。この機器については利用者要望もあり、議員からも声が出ている状

況があり、市内でも主要公共施設と言えるたづくりへの設置として、ぜひとも実

現させたいものとして要求していきます。 

続いて、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。事業費として、４０周年記念で約２００万円、施設管理運営

事業費で約３９０万円の増があります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

オリンピック・パラリンピック３年前の２９年度の中で、特色のある事業の予

定が含まれているか、改めて確認したいと思います。 

コミュニケーション係で、よさこいの事業は飽和状態であると。内容の見直し

に関して、担当の係長からコメントをいただければと思います。 

映画のまちの関係は、来年の秋、シネマコンプレックスが開業ですが、今の時

点で見の直しの方向、拡充の方向について確認させてください。 

広報・マーケティング係ですが、ぱれっと倶楽部の会員数が横ばいの状況で、

ポイント還元をしたりという三鷹市の例もあるので、次年度に向けて工夫される

内容がありましたら教えていただきたいと思います。 

次に、たづくり事業課ですが、むらさきホールの活用ができていないと思いま

す。今後、財団として、特色のある形で創意工夫していく事業等がありましたら

教えていただきたいと思います。 

最後、グリーンホールですが、次年度に向けた創意工夫の内容と、桐朋学園大

学との連携について、例えば演奏の準備における地域開放プログラムもこの中に

含まれているか、教えていただきたいと思います。 

土井コミュニティ振興係長 

市民の方が気軽に参加できる催し物、着物とか浴衣を着て楽しめる和のテイス

トのイベントや、３年後につながるように、最近多く来ている外国の方々をもて

なすような催し物やよさこい等を検討しているところです。 
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シネマコンプレックスオープンに当たりまして、来年は今までの映画祭を休止

するという選択肢を持ちながら、シネマコンプレックスと一緒に協力してやって

いけるような展開を平成３０年度からスタートできればと考えています。 

立石たづくり事業課主査 

オリンピック・パラリンピックを契機に、諸外国の方々をおもてなしするに当

たって、我々日本人が自分たちの文化を紹介できるために、来年度以降、市民カ

レッジの中で、日本の文化を学習する講座を多く設け、小さい子ども向けの伝統

体験教室などを実施していきながら、日本の文化を紹介できるよう下地をつくる

ところを現段階で考えています。 

続いて、むらさきホールについて、交流や体験関係の事業、ワークショップの

会場として活用するなどを考えています。加えて、「小さな小さな音楽会」の拡

大版という形で、来年度に向けて、むらさきホールを使った無料のコンサートを

検討しています。 

渡部広報・マーケティング係長 

ぱれっと倶楽部の今後について、市民ファーストという考え方の中で、現状で、

ポイントの還元は計画の中でうたわれていませんが、平成２９年度は、市民に満

足いただける制度の改革に向けて動いていこうと考えているところです。 

阿部グリーンホール館長 

グリーンホールでは、子ども向けの公演の充実を考えています。音楽事業で、

宝くじ文化公演については、０歳から入れる公演が実施できる運びとなっていま

す。高齢化が問題となっているオーケストラの公演についても、若者が気楽に入

れるような趣旨で、今年度好評だった「のだめ」のような企画も検討しています。 

映画についても、昨年度好評でした子ども向けの上映会も、次年度もう少し回

数を増やして実施することを検討しています。 

グリーンホール４０周年記念事業における予定ですが、桐朋学園大学と協力し

「第九」を実施することを考えています。合唱等の練習では、グリーンホールや

たづくりを使います。 

地域開放は、ピアノを使っていないときに、市民にホールの開放を予定してお

り、その効果を見きわめながら、次年度以降も継続して数日間開放していくこと

を検討しています。 
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Ｂ評議員 

地域資源を最大限に活用と出ていましたが、地域資源とは具体的に何を指して

おり、現在までどのようにされているか。 

それと関連するのですが、市内全域での芸術・文化振興と普及自体が財団の大

きな命題であろうとは思うのですが、具体例としてどういうことをされていこう

としているのでしょうか。 

全般の話として、芸術・文化の振興と普及、学習意欲、活動のサポート、それ

から若年層の理解度等、その辺のバランス、全体をポリシーとしてどのように捉

えていこうと考えているかを伺いたいと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

まず、地域資源の活用について、どこをゴールにしていくかは、地域、場所、

銘柄によって違うと思いますので、対話を密にしながら歩んでいきたいと思って

います。結果的には、点と点になるかもしれませんが、調布市と連携しながら、

１つのパッケージ化といった方向性も見せていければと考えています。 

次に、市内アウトリーチ事業については、今年度、桐朋学園に加えて、市民演

奏家による高齢者の施設、保育園でのコンサートも企画しています。今後はニー

ズに沿った展開、そこで経験したこと、いただいたご意見をもとに、次なる発展

性を持たせていきたいと思っています。 

続きまして、全体です。財団は非常に多くの事業を展開しています。たづくり、

グリーンホールと大変恵まれた環境にあるので、ここは見る、体験する、聞く、

感じるといったことを、まだまだ点と点の部分はありますけれども、パッケージ

化して、よりお客様に分かりやすく伝えることが大事かなと思っています。 

活動のサポートもありますけれども、財団が皆様方の意見を幅広く受けとめて、

この財団がたづくり２０年で培ってきた歴史、グリーンホールが４０年という節

目、そしてオリンピック・パラリンピックと非常に恵まれた好機と思って、全職

員一丸となって進めていきたいと考えています。 

Ｃ評議員 

調布市は、豊富である地域資源を活かし切れているかというと、まだまだなの

かなと思います。ぜひコミュニケーションを通して活用されるとよいのではない

かという意見を申しあげたいと思います。 
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市内全域での芸術・文化振興とアウトリーチは、市内のあちこちで散発的に行

われて、地域資源をかなりロスしていると思います。できれば全体の連携の中で、

調布市内で効果的なネットワーク、活用方法をスタートされるとよいのではない

かと思いました。 

全体について、収支バランスが大事であると同時に、文化振興の文化という精

神的なものの展開を導くポリシーがもう少し大きく支配してもよいのではないか

という感想を持ったので、そういう質問をしました。 

Ｄ評議員 

人材育成として、アートマネジメント研修は具体的にどんなことをしているの

でしょうか。 

もう一点、４０代以下の参加者を増やすことが急務となっていることですが、

子どもとのセットを何か考えていますでしょうか。 

もう１つは、和のイベントに関して、オリンピック・パラリンピックを見据え

ているのでしょうが、言葉の問題はどのような形で解決しようとしているのでし

ょうか。 

髙橋総務係長 

アートマネジメント研修として、他市等の財団と交流を図る研修を実施してい

ます。また、文化庁が実施している芸術専門性の高い研修とあわせて、財団主催

で組織力強化研修など独自性のある研修を実施しています。 

立石たづくり事業課主査 

４０代以下の参加者を増やすとは、親子セットで鑑賞ができる公演など、親子

での交流、親子での世代の継承も意識しながら、ファミリーで参加できる事業展

開を検討しているところです。 

鈴木コミュニケーション課長 

和のテイストをどのように伝えていくのかですが、財団と国際交流協会が連携

しながら、様々なリーフレットやコミュニケーションとしても分かりやすい表現

で多言語化できる工夫をしたいと考えています。併せて、当財団ホームページで

すが、広報・マーケティング係とより精度の高い翻訳システムの検討に入ってい

ます。今後、ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックに向けて

積極的な展開を図っていきたいと考えています。 
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Ｅ評議員 

広報に関して、今現在、たづくりの市役所通り側に非常に大きなディスプレイ

があります。アフラック通り側にも掲示物などをしてもいいのかなという点で、

今後、シネマコンプレックスができたときからの人の流れを注意して見ておいて

もいいのかなと思います。 

もう一点が、情報発信について、地域の情報がなかなか市民に届かないという

現状があると思います。これは財団だけでなく、市内の公益、共益様々な団体が

同じような悩みを抱えている中で、オール調布市で団結していくことで、市民へ

情報が届く力にもなるかと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。 

Ｆ評議員 

シネマコンプレックスができ、平成３０年度の映画祭も変えていこうというこ

となので、期待しています。調布市は映画に携わる企業が多くあるので、うまく

引き入れてやっていきたいと思っています。またお手伝いさせていただきますの

で、頑張っていきましょう。 

Ａ評議員 

提案も含めて追加します。資料の関係で、５ページの（５）文化祭事業ですが、

市民文化活動を多岐にわたってやっていただいていますので、文言を足して表現

してあげるといいのではないか。 

（８）の活動援助事業は、機材を貸して多様な市民活動を後押しするというこ

とですから、こういったものに関して拡充の余地がありましたら、付記をしてい

ただきたいなと思います。 

７ページ以降に、実施事業の内容の記載がありますが、現状と課題で非常に分

かりやすい資料になっているのだろうなと思っています。そこに収入と支出側と

いうのが表現されて、各事業の収支が俯瞰できるようにしておくといいかなと 

思ったところです。 

芸術振興事業の中の調布市音楽祭に関しては、バッハ・コレギウム・ジャパン

にご尽力いただいているところですが、次年度に向けて、ぜひ桐朋学園大学の更

なる連携を期待するところです。 

６ページの人材育成の関係で、ぜひ固有職員が自発的に事業を構築し、さらに

来年、グリーンホールを１か月休館する機会に、人材育成で様々な工夫されると
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ありがたいと思っています。 

最後に、予算の関係で、事業費の増見込みが示されています。施設の利用料金

収入がマイナスで見込まれているのですが、もう少し強目で見てもいいのではな

いかだとか、そういった視点を今後においてもつなげていただけるとありがたい

なと思っています。 

議長 

重ねてオリンピック・パラリンピックについて、和のイメージ、日本という 

キーワードの中で、日本政府も東京都もきっとやるのでしょうが、調布市の特色

はないのかという質問です。 

鈴木コミュニケーション課長 

「和」というのは、捉えどころが非常に幅広い分野です。今現在、調布市で財

団とともに和の文化に取り組んでいる団体の方々にフォーカスして、そこが調布

市の和なのだといった面を出していきたいと思います。それには、音楽のまち、

映画のまちと多角的な和があると思いますので、そういったことも含めて出して

いきたいと考えています。 

Ｂ評議員 

よさこいだけではなくて、様々な形式、文化協会との連携の余地もあると思い

ます。市においても、ふるさとまつりのような流れの中で、産業振興課と財団が

連携して夏祭りという形で実施してもいいのではないかと考えています。調布市

音楽祭の中で、深大寺本堂でコンサートがあったり、調布市らしい音楽と寺社の

融合もできると思いますので、市においても連携をしながらやっていきたいと思

います。 

議長 

平成２９年度の調布映画祭の予定は、今年と大きく変わったように見受けられ

なかったのですが、具体的にはどのようなことを考えているのか。 

現状と課題のところで、成果指標は参加人数の達成率と想像しているのですが、

参加者の年代別の構成を指標としてとっていますか。 

土井コミュニティ振興係長 

調布映画祭について、現状、完全にできあがっているものではないので、この

段階では、現行と同じものを入れている状況です。来年は、シネマコンプレック
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スのオープンに合わせたイベント等も企画しているところです。 

今現状、成果指標としては人数でとっていて、年齢構成の数字は持っています

が、出してはいない状況です。今のご意見で、この先、入れさせていただくよう

な方向性でいきたいと思います。 

議長 

私自身が上映とか展示を見たときに、高齢の方が非常に多いなと感じました。

もし若年の方が少ないのであれば、対策もとられたほうがよいかなと思っての質

問でした。 

もう１つ、来年の映画祭の予算案を見ると、内容が決まっていない中で予算が

増加するというのは、どのような内容からでしょうか。 

土井コミュニティ振興係長 

メインビジュアルを変更して、プロモーションにお金を使って、様々な年齢層

にアプローチできるような施策を考えつつ、現行の映画祭をやるのであれば、今

年の予算よりは少し多くなっている状況です。 

鈴木コミュニケーション課長 

調布映画祭は実行委員会形式のため、財団は市内外の方々と連携を保ちつつ実

施に向けて運んでいるところであり、シネマコンプレックス開業に合わせてのイ

ベント開催も含みつつ、まだ検討の余地があります。まだ案ですので、次回には、

もう少しコンセプトが明確になるのではないかと思っています。 

議長 

私のような民間企業の人間の目からしますと、具体的な計画がない中で、これ

だけ大幅な予算増というのは理解しにくかったので、次回までに具体的な内容を

ご説明いただければよろしいかと思います。 

 

ウ 【報告事項】任期満了に伴う理事候補者の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

現行の理事の任期が平成２９年５月に開催予定の定時評議員会で満了となりま

す。これを受けまして、新たに選任を行うこととなります。なお、次期の任期は、

平成２９年度からの２年間です。 
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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の策定及び平成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に継続をお願いするものです。 

なお、常務理事、事務局長ついては、市の方向性により決定することを申し添

えます。 

 

エ 【報告事項】指定管理に関する第三者評価の件 

＜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、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は、係長職以上が対応に

当たりました。 

評価については、５点あります。１つ目、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点目、市民ニーズへの対応、３点目、市との連携や市に

おける施策推進への貢献、４点目、指定管理業務に関する収支の状況、５点目、

その他評価において必要と認められる事項になっています。 

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が聞き取った内容として資料に掲載しま

した。主な内容としては、いずれの評価委員からも財団の収支状況や評価の見せ

方などに課題をいただいているものの、たづくりとグリーンホールの指定管理者

として十分な運営がされているという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は一体であるからこその 

メリットが多く、指定管理を一本化してはどうかという委員からの声や、せん
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がわ劇場を指定管理としていないことに関する疑問の声なども上がっていました。 

このほか、詳細な内容については、今後さらに集約がされた後に、市側から 

ホームページで公開されるという話になっています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員 

今回の第三者評価は、市において第三者的な視点でチェックした内容です。一

部指摘事項があったところですが、資料の作成、説明員として十二分に対応して

いるという一定の評価がなされています。 

 

オ 【報告事項】平成２８年度事業進捗状況の件 

カ 【報告事項】平成２８年度収支予算執行状況の件 

戸田議長から、「報告事項オ、カについて関連性があることから、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＞ 

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

向けた取り組みと市制施行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年間を通して推進しています。 

最初に、共催・独自事業についてご説明します。 

リニューアルして４年目となる調布市音楽祭です。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、無料公演を含む１３のステージを展開しました。来場者は 

７，０００人余となり、駅前広場で展開したウェルカムコンサート、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、フェ

スティバル・オーケストラ、キッズコンサート、ジャズなど幅広い展開と、フィ

ナーレを飾るバッパ・コレギウム・ジャパンの演奏は、多くのお客様に感動を与
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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は、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、年間を通して様々な事業展開を図っています。 

特に今回は、調布市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

とに伴い、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。この企画は、子ども向けアニメの屋外上映と

タコ公園の思い出をつづった自主制作のスライドショーを行い、タコ公園へ最後

の別れを惜しむ方が約２，０００人訪れ、その様子を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。今後も単なるイベントで終わらせるのでは

なく、人の心に残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より広

く普及するためのよさこい踊り体験会や参加者全員の総踊りと鳴子のワークショ

ップ、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

終了することができました。 

次に、広報事業の新たな取り組みとしては、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、掲載したお

店に、ぱれっとを初めとしたチラシなど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、子ども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、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
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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

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になり、お子様のクラシックデビューとして

盛況に終了することができました。 

次に、演劇・舞踊事業については、今年度から初めてたづくり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、シアター独自の空間が生み出す噺

家さんとの臨場感と開演時間の工夫により、多くのお客様に楽しんでいただきま

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。こちらについて

は、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。 

次に、たづくりイメージアップ事業については、「鹿、森へかえる。」「ＳＥＡ

 ＤＯＭＥ」とテーマ性を持たせた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がり

ました。 

続いて、「東京２０２０ライブサイト ｉｎ ２０１６」です。こちらのイベン

トですが、８月になります。東京都が主催する、今後の２０２０東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けたイベントにおいて、調布市と連携して、深大寺子ど

も薪能を発表しました。今後もこのようなインバウンド事業も含め、調布市の特

色ある芸術・文化、コミュニティを打って出るという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。 

たづくり入館者数についてです。平成２８年４月から９月の入館者数は約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。 
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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。 

常廣総務課長補佐 

収支予算実行状況について、９月３０日時点の状況を報告します。 

まず、事業活動収入の部は、今期の収入済額が６億８，７８０万１９８円で、

執行率は５０．１１％です。 

事業活動支出、今期の支出済額は６億２，８６２万３，７９７円、執行率は 

４５．８６％となっており、科目ごとの執行率を見ても、概ね４０～５０％とい

うところで推移しています。 

この結果、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。また、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、この内容については、１１月に行われました当財団の内部監査において

も報告し、承認されたものとなっています。 

Ｄ評議員 

有料入場者が何人かを示さないと、内容の評価やお金をかけてやる価値を一体

どこで判断するのでしょうか。全体のバランスがどうたったかが示されないと、

この事業をやっている価値が共有できないのではないかと思います。この辺のこ

とがきちんと説明されることが必要です。評議員会としては、この辺のバランス

が見てとれる資料が必要ではないかと思います。 

土方理事 

この資料は９月末日までの事業進捗状況で、１年を通して行っている事業もあ

ります。次回のときにはご指摘のものを示すことができると思いますので、いま

しばらくお待ちください。 

議長 

平成２９年度の予定の中で、全部ではないのかもしれないですが、成果指標を
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事業ごとに設定しておられるということですが、そちらも今おっしゃった報告に

は評価がされますか。 

Ａ理事 

１年を通して評価する事業と、単発で行い評価が出ている事業があります。決

算の評議員会の時には、ある程度の資料で示されると思いますので、いましばら

くお待ちください。 

Ｅ評議員 

文化会館たづくりのエントランスに関しては、休める場所の工夫も求められて

います。雰囲気をつくることやスペースを有効活用いただくとよりいいかなと思

います。 

市議会から、一般学習室に関して、受験や試験の時期などは飽和状態であると

の意見が出ました。それに対応するために、時間もしくは期間を区切って、みん

なの広場、１０階の諸室も含め、有効活用面積の最大限の活用をご検討いただき

たいと思います。 

予算の実績表のお話をいただきました。とりわけ文化会館たづくりとグリーン

ホールの光熱水費が、予算と比較すると大分低い額で推移しており、収支で見る

と、今年度少し余力があるのではないかと思っています。予算を有効活用する中

で、文化会館たづくりであれば、ウォシュレット型のトイレになっていないとこ

ろも含めて、あと３か月余ある中で、今後の施設改善という点で何かお考えがあ

りましたら、お聞かせください。 

大割施設管理係長 

ご指摘のとおり、光熱水費については余剰が出る見込みです。一方で、たづく

り、グリーンホールともに施設の老朽化が進行していますので、修繕費を中心に

流用させていただければと思っています。ご指摘のように、ウォシュレット等も

含めて検討してまいりたいと思っています。 

Ａ評議員 

利用者から考えますと、ウォシュレットが一般的であり、２０年前の施設でも

あるから、段差解消も含めて休館はとれない中で施工になると思いますが、細か

な対応をぜひ工夫いただければというところです。 
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キ 【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月で計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、幅広く参加いただけるような形

をとっていますが、ここ最近は参加者が固定傾向にあります。 

内容としては、館内の各施設の備品の手直しや入れかえの要望、休館日設定や

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事業に

対する意見、要望など、施設、事業における利便性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

速やかに実施し、中には既に解決したものもあります。 

また、予算や設備の構造上、すぐに改善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。事務局としては、意見、要望を伺い、意見交換が市民や利

用者の方とできるようにということで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や利用者アンケートでの聞き取

り、メールなどでも意見を広く承っており、その内容については、組織内で情報

共有を図りながら、施設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

営と事業実施を行いたいと考えています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ評議員 

参加の３人と４人は同じ方なのか。もう１つは、グリーンホールとたづくりの

利用者はたくさんいると思うのですが、どういう方が来るのか、そのための広報

はどのようにされているのでしょうか。 

常廣総務課長補佐 

まず、お越しになる方は固定傾向にあり、財団、施設について古くから非常に

興味、関心を持っている方がいらしていると認識しています。私どもとしては、

ほかの手法でも意見を伺っているので、利用者懇談会が全てではないと認識して

います。 
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広報については、ホームページ、館内への掲示、特に人が集まるエレベーター

前の掲示などにも力を入れています。また、施設利用の際、利用者にお部屋の鍵

を渡すときに、利用者懇談会のチラシを配っていますが、その方は受付で言って

いくことが多いので、なかなか人が集まらない原因になっていると考えています。 

 

ク 【報告事項】理事会の開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

本件は、５月２０日にありました定時評議員会以降に行われている理事会の開

催結果についての報告となります。 

まず、平成２８年度第１回臨時理事会は、７月２７日に書面表決による開催と

なっています。 

審議事項は、監事選任の件です。飯田廣己前監事の退任を受けて補欠選任され

ました上原杉信監事の選任に関する内容となっています。 

続いて、平成２８年度第２回臨時理事会の件です。こちらは先週１２月１４日

に開催されました。内容は、審議事項が２件、協議事項が３件、報告事項が９件、

その他として２件となっています。記載のとおりの内容で行われています。 

 

ケ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

＜説明＞ 

髙橋総務係長 

寄附については、事業で募金箱の設置を進めています。事業に参加してくれた

方が趣旨や公演内容に共感いただき、興奮冷めやらぬなか募金を行っていただく

というところがあり、少額寄附の促進につながっている状況です。 

協賛金については、５月から１１月までで、４事業３７件あり、８８万 

５，０００円の協賛をいただきました。 

また、助成金については１件です。ちょうふ市民カレッジで、平成２８年度の

文化・芸術振興補助金を１５万１，０００円獲得しました。 

助成金の表の２から５ですが、参考として、平成２９年度実施予定の事業で申

請したものです。 
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自主財源の確保が課題となる中、協賛金、助成金の獲得など組織的に取り組み

を進めている状況があります。今後も寄附や協賛、助成金の獲得を組織全体で進

めていきたいと思っています。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員 

２の協賛金についてですが、表の１、２に関しては、広告料収入的な要素があ

るのかなと思いますので、その協賛の中身、内容を教えていただければありがた

いと思います。 

土井コミュニティ振興係長 

協賛金の内容ですが、調布市音楽祭については、総合のパンフレットの広告協

賛という形でお金をいただいている状況です。調布よさこいについても、各会場

のステージのバック幕、ステージの蹴込みの部分とか、金額を分けながら広告料

収入としています。また、ホームページ等でも少額ながら協賛していただいてい

る状況です。 

Ｄ評議員 

事業費と財源が連携していると、よくやっているという評価にもなると思いま

すので、ぜひ工夫いただければと思います。 

 

８ その他 

（１）ゲゲゲギャラリーの開設 

（２）調布市駅前クリーン作戦 

＜説明＞ 

渡部広報・マーケティング係長 

昨年１１月３０日に調布市の名誉市民である水木しげる先生がお亡くなりになり、

今年、調布市が先生をたたえ、その命日をゲゲゲ忌として一連のイベントを開催し

ました。そのイベントと連携する形で、たづくり１階むらさきホールの横に、水木

先生の作品に出会えるアートギャラリーを開設しました。 

この場所は、もともと施設管理の表示板等がありましたが、ビル管理システムの

更新により、空いたスペースを有効に活用したものです。そのため、ガラスにワイ
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ヤーが通っているなどその名残がありますが、水木先生が調布市を描いたシリーズ

をいつでも鑑賞できるスペースとして、また、たづくりの新たなスポットとして、

水木ファンを中心に、市民だけではなく、都内または全国からお客さんに親しんで

いただくことで、たづくりと財団の価値、ブランド力を高められるよう、今後も水

木プロの協力のもと、末永く取り組んでいきたいと考えています。 

会期は３月３１日までとしています。現在、調布市を描くシリーズが２９作品あ

りますが、その１４作品を第１シーズンとして展示させていだいています。資料裏

面には、読売新聞のほかに、全国放送である朝の情報番組「グッドモーニング」ほ

か、ＭＸテレビなどで取り上げていただいた旨の記録をさせていただいています。 

髙橋総務係長 

調布市駅前クリーン作戦について説明します。平成２８年１０月２１日に実施の

駅前クリーン作戦ですが、社会貢献活動の一環として参加しました。当日は１７名

の職員が参加し、駅前周辺やたづくり前などのごみ拾いを行いました。当日はジェ

イコムなどの取材もあり、財団としてもよいアピールができたと思います。 

 

＜質疑等要旨＞ 

Ｅ評議員 

むらさきホールは、一般の方はどうも閉まっている施設ではないかと思ってし

まいます。コンサート等含め、多目的ホールなのだということを演出できるとい

いのではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

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８時に議長は閉会を宣言し、戸田

評議員の退任あいさつの後、本会の全てを終了した。 

 

 

 

 

 


