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平成２９年度第２回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成３０年３月２６日（月）午後６時から午後６時５９分まで 

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 吉田育子 

理事 加藤弘子、山口昌之、理事 土方和巳（事務局長） 

（監事出席）上原杉信、髙徳信男 

（議長）理事長 荻本貞臣 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第４号議案 平成２９年度補正予算（第１号）の承認の件 

イ 第５号議案 平成３０年度事業計画の承認の件 

ウ 第６号議案 平成３０年度収支予算の承認の件 

エ 第７号議案 平成３０年度における資金調達及び整備投資の見込みについて 

オ 第８号議案 平成３０年４月１日付人事異動の件 

（２）報告事項 

ア 評議員会の開催結果の件 

イ ファンドレイジング進捗状況の件 

ウ 規程改正の件 

６ その他 

文化会館たづくり館内におけるフロア変更の件 

７ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 

荻本理事長から、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。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４号議案 平成２９年度補正予算（第１号）の承認の件 
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＜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 

本件は、市補助金の一般事務費支出、委託費支出予算に２１１万５，０００円

を補正するものです。流用元は、管理人件費支出からの２１１万５，０００円と

なり、実際の総額の変動はありません。 

要因は、総務課において嘱託職員の病気療養などによる欠員状態が発生したた

めであり、これを人材派遣に代替したものです。人材派遣の場合は、支出元が委

託費からの支出となるために補正案件となります。 

 

イ 【審議事項】第５号議案 平成３０年度事業計画の承認の件 

ウ 【審議事項】第６号議案 平成３０年度収支予算の承認の件 

エ 【審議事項】第７号議案 平成３０年度における資金調達及び設備投資の見込み

について 

荻本議長から、「第５号議案、第６号議案、第７号議案については、事務局か

ら一括して議案書朗読と概要説明を受けたい」と提案。全会の了承のもと、事務

局から上記３点について一括して説明を行った。 

＜結果＞ 

本３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 

第５号議案を説明します。 

本件は、平成２９年１２月に行われた第２回臨時理事会において、素案につい

ての協議をお願いしたところです。その際に、理事の皆様から頂戴した意見を基

に、内容の精査を図りました。事業計画の内容について、全体的に文章を整理し、

簡潔に分かりやすい内容とすることに努めました。 

初めに、基本方針においては、ラグビーワールドカップ２０１９及び東京 

２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催を見据え、財団独自のテー

マである「１００年後の君へ。」を基軸とし、各館の特性を活かした魅力的で芸
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術性の高い取組を展開していきます。 

また、国の文化・芸術政策の背景として、昨年、文化芸術基本法が改正されま

した。今回の改正は、文化・芸術そのものの振興にとどまらず、観光やまちづく

り、国際交流、福祉、教育、産業など、幅広い関連分野の施策を法律の範囲に取

り込むとともに、文化・芸術により生み出されるさまざまな価値を文化・芸術の

継承、発展及び創造に活用しようとするものであり、法律の名称も文化芸術基本

法に改められました。 

これらに鑑み、当財団も幅広い分野と連携し、併せて地域固有の文化資源の活

用により、市民誰もが芸術・文化に触れる機会と、調布から新しい芸術・文化の

創造と発信に寄与することを簡潔かつ明確に記述しました。 

次に、平成３０年度の特徴的な取組では、従前の各課・係に沿って事業名を表

記した内容を改め、トピックスとしてその取組内容をより簡潔、明瞭に記述しま

した。このことにより、平成３０年度の取組について、財団全体として各課・係

が横断的に連携して行うことがより分かりやすい表現となりました。 

続いて、事業内容です。こちらについても、全体的に文言を整理しました。 

特にマーケティング活動についてです。これまで表記していた広報事業は、通

年で積極的に継続した展開を図っていますので、ここではその記述を削除し、財

団全体として取り組むべき活動として、芸術・文化が共生社会の一助となる取組

と、他分野との連携により、マーケットを更に広げていく取組を記述しました。 

次に人材育成は、芸術・文化の振興を担う職員一人ひとりの専門的知識の向上

に加え、ニーズを多角的に捉え、幅広い分野と連携した施策を展開していく能力

の向上を目指し、体系的に人材育成を推進します。 

具体的には、文化・芸術施策を学ぶほか、問題解決能力やコミュニケーション

能力など、職層に応じた資質向上を図るための研修を実施していくことを記述し

ました。 

佐藤財務係長 

第６号議案 平成３０年度収支予算について説明します。 

本予算は、平成３０年度事業計画に基づいた内容となります。本年度、特に焦

点となるものについて説明します。 

平成３０年度の総予算額は、１３億９，７６３万６，０００円で、平成２９年
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度比で６５０万円余の減です。 

事業関連予算では、コミュニケーション事業費は、前年度実施しなかった調布

映画祭をリニューアルし、「映画のまち調布シネマフェスティバル」となること

による増、調布国際音楽祭関連の増があります。 

一方で、広報・宣伝に係る費用を各担当課に配分するなど、各種事業の精査を

実施し、全体としては支出減としています。 

たづくり事業費では、文化会館たづくりエントランスホールを使ったオリン 

ピック・パラリンピック関連事業実施による増がありますが、事業内容等の見直

しを図ることで収支のバランスを取っています。 

グリーンホール事業費は、今年度は開館４０周年記念事業として、大規模な事

業を実施しましたが、来年度は特段大規模事業の予定がないため、収支ともに減

となっています。 

事業関連支出においては、コミュニケーション課が実施する市補助金事業のう

ち、新規分となる事業支出の一部約２４０万円を事業積立基金から充当します。

施設管理に関する費用では、文化会館たづくり、グリーンホールともに管理運営

分の総支出の抑制を図っています。今年度からは、両館において難聴者が補聴器

やヘッドホンで場内の音声をクリアに聞くための集団補聴装置の機器レンタルに

関する費用を計上しています。 

市からの拠出金については、市指定管理料収入と市補助金収入が該当となりま

す。 

拠出金合計は１０億７，１００万円余となり、指定管理料収入が文化会館たづ

くりとグリーンホールを合わせて６億８，１００万円余で、前年比２９０万円余

の増です。 

市補助金収入が３億８，９００万円余で、５７０万円余の増です。市補助金収

入の増は、コミュニケーション事業費の削減を図ってはいますが、人件費の増分

が大きいことから、そのまま計上された形となっています。 

収支予算については以上です。 

続いて、第７号議案は、法人が重要な資金調達及び設備投資の見込みの有無に

ついて、次年度事業計画、予算ともに議案として審議するものです。 

平成３０年度において、資金調達及び設備投資の見込みはありません。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

事業計画書が完成し、説明いただいたように、簡潔な表現にまとまり良いと思

います。 

また、各課を横断した事業の柱をしっかり打ち出しているので、とても分かり

やすく、また市民にとっても良い資料となります。 

平成３０年度は指定管理者の最終年度を迎えます。新たな指定管理期間が平成

３１年度から始まります。それに向けて、各課で最も重要だと思われる課題は現

状でも把握されているかと思います。それを説明いただいた上で、次期指定管理

に向けてどのような活動をしていくのでしょうか。 

土井コミュニケーション課長補佐 

コミュニケーション課です。主に補助金を財源にしていますので、指定管理事

業とは直接関連はありませんが、来年度、映画祭をリニューアルするに当たって

は、市内の映画・映像事業会社と連携し、緊密に協力していく形態で実施すると

いう点において、連携を重視しています。 

他の事業についても、市民との協力や連携を図りながら事業を展開しているこ

とから、これらの成果を指定管理事業に良い影響を与えていく枠組みをつくって

いきます。 

藤堂たづくり事業係長 

たづくり事業課は主な事業が幾つかあります。まず公演事業は、現在文化会館

たづくりとグリーンホールにおいて各々公演事業を担っています。例えば音楽事

業、演劇、古典関係の事業についても、各館が実施しています。今後、指定管理

期間と基本計画が新たになるので、事業展開における連携の在り方について整理

していきたいと思っています。 

学習事業は、市民カレッジ、公開講座、様々な形で実施しています。しかし、

各々の事業が連携できるよう整理し、また、他の講演事業や展示事業との連携が

図れるよう、どのように再構築していくかが今後の課題です。 

また、展示事業は、来年度「フィルム缶にアート！」で、アウトリーチ事業が

取組の柱となります。市内、市外との連携について、一層広い視野で取り組んでい

きたいと考えていますので、この点についての考え方を整理していきたいと思って
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います。 

常廣総務課長補佐 

総務課です。次期指定管理者の選定、更に基本計画については、準備を進めて

いきます。他に、前回理事会で山口理事からお話いただいた人材育成に焦点を当

てて取り組んでいきたいと考えています。 

研修については３点あります。 

第１に、法人運営に必要となる知識習得や資格取得です。たとえば、財務や施

設管理です。 

第２に、職層に応じた資質の向上です。若手職員、中堅職員、更に平成３０年

４月１日付で管理職への昇任職員もいるので、リーダーシップの向上などが求め

られます。 

第３に、文化・芸術に関する専門的知識の習得です。専門的知識では、芸術・

文化にとどまらず、文化芸術基本法の改正に伴い、産業、教育、福祉などの各分

野との連携が生じることが想定されます。文化芸術基本法でも連携は強く謳われ

ていますので、考え方や事例を学ぶ研修もこれまでも実施してきましたが、今後

更に強化し、組織全体の底上げを図りたいと考えています。 

総務課については、施設管理もありますので、担当から説明します。 

大割施設管理係長 

施設管理について説明します。入館者数、施設利用率、施設利用料金収入につ

いては頭打ちの状況が続いています。単年度で成果が見えにくい業務ですが、１

万人でも１％でも上昇ができるように地道な取組を続けていきたいと思っていま

す。 

阿部グリーンホール館長 

グリーンホールは、今年度４０周年を迎えました。 

第九公演では、市民合唱の皆さんと約半年間かけてコミュニケーションを取っ

ている中で、市民がいかに市民活動の拠点としてグリーンホールを大切に思って

いるかということを強く感じました。 

このような点から、市民と協働していく事業を今後の計画の中に取り入れ、強

く打ち出していくべきと考えます。 

また、公演事業においてうまく連携を図れていない部分がありますので、次期
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基本計画策定で、尐数精鋭で大きな成果を出せるよう検討していきたいと考えて

います。 

鈴木コミュニケーション課長 

事業総括として述べます。 

まず、今後の大きなテーマは、次世代への継承です。次世代へいかに芸術・文

化の振興を継承していくか、またコミュニティをつなげていくかが大きな軸にな

ると考えています。 

そのために今回、ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピックの世界的なスポーツイベントが調布で開催されることは、

我々としても非常にありがたいと思っています。この機会を活用し、次世代にど

のように継承していくかが大きな課題であります。 

その方策として４点挙げます。 

１点目は、調布ならではの地域資源を活用した独自性のある事業を展開してい

きます。 

２点目は、観光、まちづくり、福祉、教育など、幅広い分野との連携です。 

３点目は、多様性を尊重することです。多様なバックグラウンドを有している

人々が芸術・文化に触れ合い、心が豊かになるような取組を我々は積極的に実施

していくべきと思っています。 

４点目は市民活動の支援です。このことが最も大切であると思っています。市

民に喜んでいただく取組も財団事業と並行して実施していくべきであると考えて

います。 

 以上のような次世代につなげていく大きな目標を掲げ、その方策として４つの

施策を打ち出していくべきと考えています。 

岡野総務課付副主幹 

せんがわ劇場について述べます。 

調布市議会において、指定管理者制度導入検討が正式に市議会議員に報告され

ました。現在、財団側で指定管理者の指定を受けられるように情報収集等を行っ

ています。 

現在、専門家とせんがわ劇場の業務を第三者視点から見たときの検討課題の抽

出を行っています。 



 

- 8 - 

事業評価が大きな課題となっているので、指定管理者導入に向けて手続を進め

ていきたいと思います。 

事業として引き継いでいくべきものとして、現状では市民参画とインキュベー

ション、支援事業が主軸となっていますので、指定管理者導入後も展開されてい

くことが望ましいと考えています。 

Ｂ理事 

これまで職員が積み上げてきた様々な事業があります。各課の報告を聞き、

様々な角度で軸ができてきたと思います。それぞれの職域の中での課題やあるべ

き姿が的確に述べられています。 

その上で、異なる視点から考えたいと思います。次期指定管理、基本計画を遂

行する上で、どのような形態で指定管理を獲得していくか。職員のみで考えるの

か、あるいは色々な機関の方々も含めて、新規顧客の開拓も含めて会議を設けて

いくのか、スタンスは決まっていますか。 

鈴木コミュニケーション課長 

連携するという点において、まずは情報共有をしていくべきと思っています。

各機関、団体の課題や背景、歴史があります。話し合いを重ねてきた部分、また、

財団の考え方や課題、実績を総合的に鑑み、意見交換も含めて、集約してまとめ

ていく方向であるべきと考えています。 

Ｂ理事 

私が述べた理由は、財団が大きく打ち出している連携という言葉があるからで

す。多様性を尊重する話がありました。計画策定、指定管理獲得において、財団

でなくてはならないという理由づけが根拠づけられるのは、専ら財団独自の考え

方ではないと思います。他機関、様々な部署や市民団体の方々からも意見を聞き、

その意見を反映して指定管理や基本計画策定を遂行していく形態をつくっていく

ことこそが、財団にしかできない仕事であるわけです。ついては、この点をもっ

と強く打ち出していただきたい。 

求められるからではなく、自分たちから行動するパターンをつくり、様々な機

関や団体に、財団の軸を説明し、新たな計画策定や企画立案をしていただきたい。

基盤が強固になると思うので、次年度期待しています。私も色々なところに顔を

出しますので、本日発言されなかった職員も軸をつくり、そこの場で意見を述べ
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ていただけるよう期待しています。 

 

エ 【審議事項】第８号議案 平成３０年４月１日付人事異動の件 

＜結果＞ 

出席の異動予定職員より決意表明を求めた後、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＞ 

土方理事 

今回の人事異動は、次期指定管理者選定、せんがわ劇場指定管理者導入に向け

た準備及び東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会、文化プログラ

ムの実施の財団運営に対応するための体制構築を図ったものです。 

（３）報告事項 

ア 【報告事項】評議員会開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２９年度第４回臨時評議員会は、平成２９年１２月１４日に開催されまし

た。審議事項が１点、報告事項が１０点、その他として１点ありました。主な内

容は、平成３０年度の事業計画案及び予算案についての協議、また第２回利用者

懇談会開催結果の件などがありました。 

 

イ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

平成２９年度の収入状況を報告します。協賛金が全８事業分、助成金が全４事

業分で、合計が５９６万円余となっています。 

寄附については、事業実施時の募金による寄附が２７件、個人から３件、合計

が３０件で９万５，０００円余となっています。寄附については、継続して各事

業開催時の募集形式による働きかけを行っています。引き続き、ファンドレイジ

ングについて取組を進めていきたいと考えています。 

特に今年度においては、募金による寄附を実施しまして、当財団の事業に共感
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いただいた方から多くの寄附を頂戴できたと考えています。平成３０年度につい

ても、ファンドレイジングへの取組を更に進めていきます。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ理事 

ファンドレイジングの結果をどのように考えていますか。 

常廣総務課長補佐 

金額は、目に見える形で上昇していないものの、件数は毎年増加しています。

事業実施ごとに募金形式で呼びかけているものについても、事業内容が良かった

と寄附してくださる方が増えているので、来館者から共感を得るという形で表れ

ています。金額を上げていくことが今後の課題となります。 

Ｄ理事 

寄附を募る方法はどのようなものがあるのですか。 

阿部グリーンホール館長 

グリーンホール事業関連でお答えします。出入口に募金箱を設置し、寄附を募

っている旨の表示をしています。それ以外に、バッハ・コレギウム・ジャパンの

公開リハーサルなどでは、職員がアナウンスし、出口で来場者に呼びかけていま

す。 

公開リハーサルのときには、来場者が余韻が残っている中での呼びかけが功を

奏し、御協力いただいていることに感謝しています。 

藤堂たづくり事業係長 

たづくり事業課の事業です。展示室入口に募金箱を設置しています。また、公

演では「小さな小さな音楽会」や講演会において、終了時に職員が募金箱を持っ

てお声がけをしています。無料の事業の方が獲得しやすい傾向があります。 

更に、本年３月からの取組として、展示室ではＴＡＣ（たづくりアートコミュ

ニケーション）という関連事業の缶バッジを製作しました。２００円以上寄附さ

れた方に１個差し上げています。平成３０年３月に終了したレゴ展では、非常に

多くの募金をいただいています。また、「１００年後の君へ。」マークの缶バッジ

も今回製作し、今後使用していきます。公演事業の際も、「１００年後の君へ。」

を出しながら募金をお願いし、ＴＡＣの缶バッジと同様に、一定の寄附をいただ

ければ差し上げるという形で展開していきたいと考えています。 
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Ｄ理事 

募金をされる方は、募金された結果を明確に思い描いていらっしゃるのですか。

または、余韻によるものでしょうか。 

阿部グリーンホール館長 

公演後の余韻に起因するものもあると思います。しかし、それ以外にも、個人

の方から大口の寄附をいただいています。例えば、チケットを購入いただいた後

の財団職員の対応に感謝され、大口の寄附をいただきました。 

常廣総務課長補佐 

特に個人からの寄附は思い入れが非常に強く、財団職員の対応や、財団の事業

を期待いただいていることから、同じ方が毎年寄附してくださっているという方

がいらっしゃいます。 

Ｄ理事 

募金する方にとって、募金行為自体に価値を置く方と、一方で、その後の成果

に期待する方もいらっしゃいます。それぞれのお考えや、意識が満足されるよう

な在り方ができればいいと思うので、今後も検討してください。 

鈴木コミュニケーション課長 

寄附、協賛など大変ありがたく思っています。 

財団の活動を尐しでも理解していただき、また、お客様が望まれる芸術・文化

の一助となるように考えています。様々なお気持ちで我々にいただいているので、

どのように事業に役立っているのか、見せ方を工夫していくことが想定されます。

今後も引き続き、真剣に考えていきたいと思っています。 

 

ウ 【報告事項】規程改正の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

当財団の規則・規程の改正について、前回平成２９年１２月開催の理事会以降

に改正となったものについて報告します。 

１点目は、給与規程に関する改正です。概要は、調布市の給与条例が一部改正

になったことに伴う内容です。東京都人事委員会勧告に準じ、勤勉手当の支給月

数が引き下げになったことに伴い、財団でも改正を行ったものです。 
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２点目は、役員等の報酬及び費用弁償に関する規則の改正です。概要は、常務

理事の報酬に関するものです。こちらは、市の監理団体役員の報酬の見直しがあ

ったことに伴う改定となります。 

３点目は、就業規則の改正です。調布市職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則が一部改正されたことに伴うものです。概要は、子どもの看護休

暇の対象となる子どもを、予防接種、もしくは健康診断を受けさせるための対象

を小学校就学前から中学校就学前の子に改めるものです。 

８ その他 

文化会館たづくり館内におけるフロア変更の件 

＜説明＞ 

大割施設管理係長 

平成３０年度の調布市の組織改正において、文化会館たづくり１１階にあります

生涯学習交流推進課と文化振興課が統合され、「文化生涯学習課」となります。本

組織改正に伴い、１１階にあります生涯学習交流推進課の事務所機能が市庁舎８階

へ移転されます。したがいまして、１１階フロアの構成が次のとおりとなります。 

生涯学習情報コーナーとみんなの広場の受付は現状どおりとなります。変更がス

ポーツ・保養施設インフォメーションコーナーが平成３０年３月末に移転します。 

調布市観光協会と花火大会実行委員会が平成３０年４月２３日及び２４日で市庁

舎から移転します。 

 

事務局より、今後の日程等の確認を行い、議案の審議等を終了した。午後６時５９分

に議長は閉会を宣言し、本会の全てを終了した。 

 


