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平成２９年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２９年４月２４日（月）午後６時から午後７時３０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５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 吉田育子 

理事 山口昌之、理事 土方和巳（事務局長） 

  （欠席）  理事 加藤弘子 

（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１号議案 平成２９年度第１回定時評議員会招集の件 

イ 第２号議案 平成２８年度事業報告の承認の件 

ウ 第３号議案 平成２８年度一般会計収支決算の承認の件 

エ 第４号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

オ 第５号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

カ 第６号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

キ 第７号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

ク 第８号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

ケ 第９号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

（２）報告事項 

ア 代表理事と業務執行理事の職務執行状況の件 

イ 評議員会の開催結果の件 

６ その他 

（１）財団内部での事業等の連携について 

（２）新聞等への掲載情報について 

７ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 
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 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１

０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２９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＞  

常廣総務課長補佐 

 評議員会の開催に当たり、理事会の決議が必要であることから、第１号議案と

して諮るものです。 

 平成２９年度第１回定時評議員会は、平成２９年５月１９日金曜日、午後４時

から、グリーンホール２階会議室を会場に開催予定です。 

 内容は、審議事項として、平成２８年度収支決算の承認の件、理事選任の件。

報告事項として、平成２８年度事業報告の件、ほかの案件となります。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 平成２８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２８年度事報告について説明します。 

 平成２８年度は、財団基本計画運用４年目であるとともに、第３期指定管理機

関の３年目として、これまで実施してきた事業の振り返りの結果を反映させなが

ら、ミッション達成に向けた取組を行いました。 

 事業運営については連携をテーマに掲げ、改めて財団、グリーンホール、たづ

くりのミッションに立ち返り、各館のつながりはもちろんのこと、地域コミュニ

ティとのつながりを強化した事業展開を図りました。 

 さらに、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた事業
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運営と、次の世代に未来と夢を残すレガシーの創出に向けた財団独自のシンボル

マーク「１００年後の君へ。」の制作など、持続可能な礎を築きました。 

 自主財源の確保については、市民及び事業参加者が寄附などをより容易にでき

るよう、事業を実施する場内への募金箱の設置や、協賛者の立場に立った創意工

夫した協賛メニューによる財団事業への理解と共感を広げた展開、補助金スキー

ムに合わせた事業の見直しなど、あらゆる角度から柔軟に取り組みました。 

 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

したオリジナリティーのある事業など、地域コミュニティと連携した芸術・文化

事業の展開をとお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、特徴的な事業の実施について課ごとに説明します。 

 コミュニケーション課では、地域資源との連携を深めた「調布音楽祭 

２０１６」の実施や、「調布市民文化祭」では、屋外のオープニングイベントと

なる「文化祭プラザ」の実施に当たり、調布市観光協会との連携による新たなに

ぎわいの創出を図り、幅広い年齢層の参加につなげました。 

 「調布市映画祭２０１７」では、テーマ性を持った上映作品を３日間で３４本

上映しました。このほか、市民から公募したひな人形の展示と、地元高津装飾美

術株式会社の協力により、着物を羽織るだけでお雛様、お内裏様気分を味わえる

体験コーナーや、新宿ゴールデン街のマスターが選ぶ映画のサントラの世界を楽

しむ２つのプレイベントと、市内の飲食店の協力によるランチスタンプラリー、

観光協会主催の「ぼくたちのトクサツ」の同時開催、市内映画・映像関連企業を

中心に、さまざまな団体と連携した事業運営により、上映とプレイベント事業な

どを含め２万６，０００人余の来場があり、大いににぎわいを見せた事業となり

ました。 

 広報・マーケティング事業においては、財団報ぱれっとの表紙を中心に、訴求

力があるデザインと、誰からも見やすい紙面構成としたほか、各事業のさらなる

発展を目指し、マーケティングクリニックを実施し、潜在化する課題の発見と解

決の提案を横断的に行いました。 

 たづくり事業課では、市内大学との連携により実施した「児玉幸子 磁性流体

彫刻とメディアアート展」において、美術展とあわせて作家本人が准教授を勤め

る電気通信大学による公開講座を実施しました。 
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 音楽講演の新シリーズ「おいしいクラシック」では、「ちょうふ市民カレッ

ジ」において、解説者によるプレ講座を実施したほか、初回テーマのショパンに

ちなんだ公演特別メニューを、たづくり、グリーンホール内のレストラン協力の

もと、１月から３か月間提供しました。コンサートのＰＲとレストランの利用促

進だけでなく、音楽と食の２つの文化からアプローチすることで、新たな顧客の

開拓につなげました。 

 また、エントランスホールを活用し、施設のイメージアップを図るとともに、

各事業のプロモーションを強化するなど、より市民が事業に参加しやすい方法を

創意工夫した展開を図りました。 

 次に、グリーンホール事業では、関東初公演として実施した「茂木大輔の生で

聴くのだめカンタービレの音楽会」は、オーケストラの演奏のバックに題材とな

った漫画の絵を投影し、若者が身近にクラシック音楽に親しめる機会を提供しま

した。 

 調布市民の潜在力を高める観点では、「ホールであなたもピアニスト！」を実

施し、空きホールを活用して、市民にスタインウェイピアノを弾いていただくこ

とで、ピアニストの気分を味わうことができる機会を提供し、市民の興味を引き

出しました。 

 次に、事業内容を１１の事業項目に分けて説明します。 

（１） 美術振興事業は、多くの市民が主体的に芸術・文化に関わり、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した。

特に展示室では、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、ギャラリートークやワークショップなどを通じて、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した。 

（２） 芸術振興事業は、多くの市民に、芸術・文化に触れることの心地よさを

知っていただき、気軽に参加できるような事業を提供するとともに、市民

の多岐にわたる興味に応える事業を展開しまいた。 

    音楽事業では、調布市観光協会と連携し、市民から調布市内の風景を撮

影した写真を募集し、そこから出演者がイメージする音楽を演奏する新た

な参加型事業を実施しました。 

古典・伝統芸能事業では、公演を単なる鑑賞の場にとどめることなく、
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伝統芸能がより身近に感じられ、伝統文化の継承を意識した展開を図りま

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

公演など、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へ

足を運んでいただけるよう努めました。 

   「調布音楽祭」は、たづくりとグリーンホールに、昨年度から深大寺の本

堂を会場に加え、国際的に実力を評価されているアーティストの演奏、 

キッズプログラム、市内の音楽家が出演する演奏会など幅広い展開を実施

しました。特に、公募により集まった若い音楽家による「フェスティバル

オーケストラ」では、世界で活躍する名指揮者や演奏家の指導により、若

手音楽家の支援、育成、交流を図り、実力派アーチストとアマチュアが同

じ舞台で熱き共演を繰り広げ、感動を生んだ演奏となりました。 

（３） 体験・育成事業では、芸術・文化への興味を促進させるため、美術振興

事業や芸術振興事業に付随したワークショップや楽器体験などの体験型企

画を実施し、次世代を担う子どもたちが芸術・文化の楽しさを感じ、将来

の鑑賞者となる事業を実施しました。 

（４） 映像文化事業は、先ほど説明した２８回目の開催となった「調布映画祭

２０１７」に加え、短編自主制作映画の世界「ショートフィルムコンペ 

ティション」は今年で２０回目を迎え、応募のあった８１作品から、グラ

ンプリ作品を含む１６作品を上映し、ショートフィルムの世界で活躍する

監督などをお招きし、上映とトークイベントを実施しました。あわせて、

ＪＡＸＡの協力をいただき、人工衛星から送られた超高精細画像を自在に

スクロールし、短編サイレント映画のように観望する上映会を実施しまし

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、映画と舞

台芸術をテーマに、多くの市民が楽しめる作品を上映するとともに、舞台

公演に来場するきっかけとなるように努めました。中でも、子ども向けに

夏休みに実施した「ミニオンズ」は、ワンコインによる上映会として家族

で気軽に楽しめる内容で、多くの子どもたちでにぎわいました。 

（５） 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
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教育委員会とともに、「第６１回調布市市民文化祭」を盛大に実施するこ

とができました。 

（６） 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

とを目標に、「調布よさこい２０１６」を実施しました。過去最大の３４

チームが出場し、初めて市内チーム全体で、旧甲州街道総踊りを実施し、

にぎわいの創出につなげました。 

（７） 芸術・文化学習事業は、次世代の育成と文化の継承を意識し、伝統芸能

など学校教育を補完する子ども向けの短期集中型の講座を実施するなど、

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」、市民が

講師を務める「市民講師講座」を合わせて４０講座実施しました。 

    このほか、「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」では、親子で参加で

きる講座を含め、芸術系大学を中心に１３大学の協力を得て、各校の特色

を活かした２６講座を実施しました。 

（８） 活動援助事業は、今年度に貸出用の音響設備やテントを、従前のものよ

り軽量で使用しやすいものに更新し、環境整備を行いました。 

（９） 広報・マーケティング事業は、財団報ぱれっと中心とした各種ツールに

より、広く市民に当財団の活動やミッションを伝え、市民のさらなる信頼

関係の構築とブランド力の向上に努めました。また、マーケティングでは、

街頭フラッグやたづくり入り口の柱のラッピングによるプロモーションを

新たに実施し、にぎわいの創出と宣伝、販路の拡充を図りました。 

（10） 施設管理運営は、平成２８年度施設利用者アンケートでは、満足度が 

９７．３％となり、高い水準を維持しました。調布市の基本計画に基づき、

バリアフリーを推進し、たづくりでは車椅子優先エレベーター内の鏡を足

元まで確認できるものに変更し、また、グリーンホールでは、１階入口風

除室に視覚障害者用誘導ブロックを追加設置するなどの改修を実施しまし

た。また、建物全体の長寿命化を図るため、設備の劣化に関して早期発見、

早期対応し、たづくりでは１８５件、グリーンホールでは７２件の修繕を

実施しました。 

（11） 人材育成は、文化庁が主催する「劇場・音楽堂スタッフ海外交流研修事

業」に、職員１名が全国公立文化施設協会から選抜されて参加し、海外の
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文化施設の運営手法などを学び、また、その成果を研修講師として全国か

ら公立文化施設職員が参加する研修会で発表しました。このほか、インタ

ーネットを活用したｅラーニングにより、職層ごとに求められる基礎的能

力を学び、出張研修やＯＪＴにつなげる手法を導入しました。 

 最後になりますが、平成２８年度事業を振り返る意味において、お手元

の資料にある事業評価シートを各課の代表的な事業を事例として試行的に

作成しました。これまでも、同様のシートは各事業が終了した段階でまと

めていましたが、記載内容をより分かりやすくコンパクトに表現し、事業

の内容を財務、活動、成果と各指標から評価し、その評価を視覚的に見や

すくするため、レーダーチャートを用いました。あわせて、お客様の意見

や評価、総括と各側面から評価したシートです。まだ試行的なシートです

が、今後各事業スキームに合わせて作成し、事業の振り返りを次年度の計

画や予算に反映し、効果・効率的に次につなげる取組を図っていきます。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

 この事業評価シートの内容を含め、各課から、再度ポイントを絞った説明をお

願いします。特に、「マーケティングクリニックをとおして事業担当者との連携

を図り」という文言がありました。参加者の利用度や満足度の評価も入れながら、

説明をよろしくお願いします。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 事業評価は「ショートフィルムコンペティション」の内容を参照してください。

繁忙時などは振り返りが難しいのですが、シート作成にあたり、昨年度実施した

事業についてもあらためて検証できました。また、事業評価シートについては、

課題があるものの、事業がよりよくできるかについて、評価をわかりやすく提示

できるかを議論しながら作成しました。 

Ａ理事 

 事業評価シートの該当ミッションは、組織のミッションと施設のミッションと

２つあります。その仕事は、組織のミッション、例えばここに書いてある芸術・

文化の振興とか、施設のミッション、芸術・文化の裾野拡大と普及は当然の作業

としてあるわけです。 
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 それ以外に、職責が持つミッションがあるはずです。というのは、課長であっ

たり、主任であったり、さまざまな役職から他課と連携し、どのようにミッショ

ンを共有しているのかということを知りたいのです。 

 組織は与えられた課題や業務を遂行するのは当然です。しかし、それ以上に、

組織をどのようにマネジメントし、市民サービスが提供できるかということも常

に話し合う必要があります。それが組織の活性化になると私は信じています。そ

のような議論をこのシートにまとめる、または事業報告の際に、どの程度まで話

し合えたかということを知りたいわけです。それを具体的に話していただければ

と思います。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 前回の理事会において、財団内の連携についての質問をいただきました。その

際、事業の実施時期などについて内容を見ながら調整する事業調整会議を実施し

ていることを説明いたしました。 

 特に、昨年度から部会を設置し、ジャンルごとに話し合いをする場を設けまし

た。それまでは、連絡事項と事業提案の中身の議論が主体でしたが、財団の中で

大きな事業を行うときに、財団のミッションが複数折り重なっているような事業

もあります。その一例として調布音楽祭があります。 

 調布音楽祭は、グリーンホールで行っているような大きなコンサートから、た

づくり事業課で行っている裾野を広げる、きっかけづくりのためのコンサートや

イベントを実施しています。また、コミュニティ振興係では、コミュニティの醸

成面において、ボランティアの参加、アウトリーチ、地域の商店街などとの協働

の部分のミッションも踏まえて実施しています。事業調整会議では、各係の実施

事業の調整をしながら、この大きな事業を進捗しています。 

Ａ理事 

 明確なお答えをいただいて、ありがとうございました。今の土井課長補佐のお

話を踏まえて、それぞれの係から、その内容を絡めて報告いただきますので、よ

ろしくお願いします。 

渡部広報・マーケティング係長 

 広報・マーケティング係です。マーケティングクリニックに関しては、８件の

事業で担当者とコミュニケーションをとり、実際に事業に活かすことができまし
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た。今回提示した報告書上では、「さよならタコ公園」のイベントや、財団独自

のシンボルマーク「１００年後の君へ。」などに関わっています。 

 広報・マーケティング部門ということで、広報の面では前面に出ていますが、

マーケティングの部分では、各事業担当者をサポートする位置づけで１年間過ご

しました。各事業同士のコミュニケーションと言わせてもらいますが、理事の皆

様にご指導いただいたことにより、コミュニケーション能力という意味では、非

常に連携がよくなってきたと感じており、市民とのイベントなどでもコミュニケ

ーションがよく機能してきた１年でした。 

 ２９年度も引き続き同様な形で、マーケティングクリニックも含めて展開して

いきたいと考えています。 

Ｂ理事 

 エントランスの展示は、もちろん広報・マーケティングの部分でも大きな役割

を担うと思います。私が参加している団体などでも、「レベル的にかなり高くな

り、格段にステップアップしているのが感じられる。見せ方がうまくなっている

し、ポイントも掴んでいる」という意見を聞きます。そういう話を聞くと私はと

てもうれしいです。今のようなお話の中で、自分たちが自信を持ってコミュニケ

ーションをとって事業を展開していくことを常に連続してやっていくということ

が、評価に大きくつながるので、ぜひリーダーシップをとって、よりよいコミュ

ニケーションや会議手法もしっかり学んで、もう１つも２つもステップアップし

ていただきたいです。 

立石たづくり事業課主査 

 たづくり事業課では、係内の目標として、芸術・文化の裾野拡大と普及という

施設のミッションを担っていますので、そこから勘案し、特に４０代以下の来場

者数を増やすことを目標のひとつとして事業を実施しています。若い世代への波

及効果、訴求力を高めることが目標という意味では、平成２９年度から具体的に

動き出していくところですが、広報・マーケティング係によるクリニックを踏ま

え、展示室で行う事業のブランディングを図ることによって、若い世代により伝

わりやすい事業を実施することを予定しています。 

 平成２８年度の報告でも、展示内容の感想だけではなくて、展示室自体への期

待を込めた意見が多い。展示室では年間で６から７の企画を実施していますが、
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企画にお客様がついてくるのではなくて、展示室のファンを増やしていくことが

たづくり事業課としての目標というかゴールです。それを踏まえて、平成２９年

度からまた一歩、事業のブランディングという形に展開していくところです。 

 同様の意味では、先ほど評価をいただきましたエントランスの装飾では、たづ

くり事業課の事業や調布映画祭等のプロモーションも兼ねて展示しています。こ

れまでは、エントランスでの事業として完結していましたが、たづくりの来館者

だけではなく、公演、展示、市民カレッジといった事業のファンをより増やすた

めのプロモーションの場としてエントランスの事業を活用していく。もちろんた

づくり事業課だけではなくて、グリーンホールの事業、コミュニケーション課の

事業も同様です。広報・マーケティング係も含め一体となって事業のプロモーシ

ョンをしていく場を設けるなど、各課・係との連携を図りながら実施しています。 

大割施設管理係長 

 施設管理運営事業については、指標が比較的はっきりしています。入館者数と

施設利用率と施設利用料金収入、そして利用者満足度ということで、平成２８年

度は、目標・指標とすべき数字はおおむね達成されていると認識しています。 

 アンケートを実施しており、利用者の意見は、施設の予約がとりづらい、音楽

練習できる施設が少ない、エレベーターの待ち時間が長い、空調が効きにくいと

いう、以上の４点に大体集約されます。寄せられた声については、一つひとつ丁

寧に対応しているつもりですが、これらの４点は、財団の裁量では対応が難しい

ところがありますので、将来的に大規模改修などが行われるときは、市とよく協

議しながら、これらの点について少しでも改善できるように提案していきます。 

Ｄ理事 

 利用者の方は、施設について所有者が誰であるかは感じていません。その中で

財団は施設管理をしていて、利用者の方々からさまざまな意見をいただく場面が

多いと思います。そのときに、どのような対応を心がけているのか、またはどう

しても苦慮しているというところはありますか。 

大割施設管理係長 

 紙で書いていただくアンケートについては、連絡先が書いてあれば、お電話す

るなりして、なるべく声を直接聞いて対応するようにしています。直接意見を言

ってこられる方も含め、一人一人対応しています。 
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Ｄ理事 

 コミュニケーションをとっているということですね。 

大割施設管理係長 

 はい。 

Ｃ理事 

 それは大変なことですが、ぜひ続けてください。 

阿部グリーンホール館長 

 グリーンホール事業からは演劇・舞踊事業の評価シートをサンプルとして用意

しました。児童劇とか朗読劇、古典の事業３公演の５公演分が評価シートになっ

ています。古典の事業が小ホールで、ほかの３公演が大ホールの催しになります。

大小のホールでは席数がかなり違いますので、大ホールであった催しでどの程度

チケットが売れたかというところが評価にかなり大きく関与します。 

 活動指標にありますように、１人当たりの事業費がゼロとなっていますが、満

席になるような公演で、黒字になっています。この評価の妥当性については、引

き続き検討していきます。次に連携という意味合いでは、平成２９年度がグリー

ンホール開館４０周年ということをどのように見せていこうかという点が事業調

整会議の中でも議題として上がっています。広報マーケティング係とも連携し、

記念事業として「第九」を実施するほか、平成２８年度に年譜や映像、チケット

ケースなどを作成しました。 

 また、日常業務となるぱれっと倶楽部の運営等は、日々のお客様とのやり取り

はグリーンホールで行い、とりまとめの所管は広報・マーケティング係で担って

います。ここもまさに連携をとりつつ、少しでも楽しんでもらえる会になるよう

に運営しているところです。 

鈴木コミュニケーション課長 

 事業評価シートで我々が事業を検証していくことは非常に大切なことです。 

理事からお話のありました役職とか立場がいかにどういったもので、事業の評価

をしていく上で大切なのかを私も考えました。 

 財団のミッション、施設のミッションはありますが、役職、立場においては、

何をこの職場の中でミッションとして行っているか。リーダーシップ、マネジメ

ント、作業の効率化など、さまざまな点があると思います。私も含め、各役職者
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が明文化されていないチームとしてのミッションをどのように担い、コミュニケ

ーションを通して事業を行っていくかが重要です。 

 やはり組織がよりすぐれた仕事をするには、良いチームワークが重要です。お

互いに尊敬し、認め合っていかなければいけないので、今いただいたご意見をも

とに、新年度がスタートした段階において、ペーパーだけの評価シートではなく、

各々が何をミッションとして感じてやっていくかということも、職員同士コミュ

ニケーションを深めつつ進めてまいります。 

 

ウ 【審議事項】第３号議案 平成２８年度決算の承認の件 

＜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＞ 

佐藤財務係長 

 平成２８年度、当財団の一般会計収支決算について報告します。 

 収支予算との対比をもとに、平成２８年度の状況を説明します。 

 今期の決算額についてです。事業活動収入の合計額は 

１３億３，００３万６，８０２円、執行率は９６．９％となりました。 

 事業収入における当初予算と実績の比較について説明します。 

 自主事業収入は、コミュニケーション事業、たづくり事業、グリーンホール事

業の決算額が６，６１４万９，６２７円、予算に対する執行率は８５．９％とな

りました。 

助成金収入は４５０万２，０００円でした。内訳は、事業に対する外部助成金

と事業協賛金に分かれます。外部助成金の内容は前年と同様ですが、事業の予算

規模が高くなっていることから、約６０万円の増となりました。 

 協賛金は、５６件で約１４０万円、寄附金収入については、２７事業での来場

者と個人の方から、合わせて１３万円余の収入を得ています。 

 事業活動支出の部は、決算額が１３億２，６９４万６，６７６円で、執行率は

９６．８％となりました。 

 支出については、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、予算額１３億７，０００万円余りとしていたところを１３億２，０００万
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円余りに抑えています。 

 続いて、財務諸表について説明します。 

 正味財産増減計算書の経常の増減は、収支決算書の内容とほぼ同様となってい

ます。 

 当期経常外増減額は０円であり、今期の経常外の損益は発生していません。 

 正味財産の残高は５億６，９０９万８，６６２円となりました。 

 続いて、貸借対照表について説明します。 

 流動資産の流動資産合計は１億６，０５５万９，６１５円。固定資産合計は 

５億７，８８９万６９２円。資産合計は７億３，９４５万３０７円となりました。 

 次に、負債の部です。流動負債合計は１億６，３６１万２，７５１円で、固定

負債と合わせた負債合計は１億７，０３５万１，６４５円となりました。 

 次に、正味財産の部です。指定正味財産合計は５億円。一般正味財産合計が 

６，９０９万８，６６２円で、ページ一番下にあります負債及び正味財産の合計

は７億３，９４５万３０７円となりました。 

 次に、キャッシュフロー計算書をごらんください。 

事業活動によるキャッシュフローは４，３３０万５５３円の増となりました。 

 投資活動によるキャッシュフローは５６８万７，０６６円の減となりました。 

 財務活動によるキャッシュフローは２５９万６，９４０円の増。 

 現金及び現金同等物の増減額が４，０２１万４２７円の増となりました。 

 その結果、最下段、現金及び現金同等物の期末残高は１億５，４６７万９０１

円となりました。 

 なお、資金調達及び設備投資については発生していません。 

議長 

 本件に関しては、去る４月２１日に決算監査を行いました。ここで代表してＥ

監事から報告をお願いします。 

Ｅ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２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの平成 

２８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。 
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 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。 

 

エ 【審議事項】第４号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

オ 【審議事項】第５号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

カ 【審議事項】第６号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

キ 【審議事項】第７号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

ク 【審議事項】第８号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

ケ 【審議事項】第９号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

 議長から、「審議事項エからケ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６点につ

いて一括して説明を行った。 

＜結果＞ 

本６件は、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 

 第４号議案から第９号議案までの内容について、一括で説明します。 

 ５月１９日の評議員会をもって理事の皆様の任期が満了となります。本件につ

いては、平成２８年１２月の臨時理事会における協議を行い、同月に行われた臨

時評議員会においても協議内容を報告し、再任の方向で調整してまいりました。

第４号議案から第９号議案までは、現在の理事の皆様を候補者として評議員会に

提案するものです。 



 

- 15 - 

 選任の考え方について改めて確認します。選任は現行役員の継続をお願いした

いと考えています。継続の理由については、平成３１年度以降の次期基本計画策

定及び平成３０年度に実施見込みとなっています次期指定管理者選定に向けて、

現行計画の取組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。 

 

（２）報告 

ア 【報告事項】代表理事と業務執行理事の職務執行状況の件 

＜説明＞ 

理事長 

 平成２８年度、前年の調布市制６０周年において行われた「豊かな芸術・文化、

スポーツ活動を育むまちづくり宣言」を踏まえ、市民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した。 

 昨年１１月には、財団の実施する事業をはじめ、多くの市民が芸術・文化に触

れる場所である文化会館たづくりの入館者数が、平成７年の開館から累計 

４，０００万人を突破しました。 

 ２１年間の長い年月をかけて、設立５０周年を迎えた調布市文化協会をはじめ

多くの皆様が施設の利用を通して、多種多様な芸術・文化に触れてきたことを改

めて実感しました。 

 事業においては、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック、その後の

展開も視野に入れた伝統芸能に親しむ事業や財団独自のシンボルマークの制作な

ど、工夫を凝らした取組がうかがえました。 

 今後も財団内のさらなる連携とこれまで培ってきた地域とのつながりを意識し

ながら、若い世代へのアプローチなど、芸術・文化の裾野の拡大と普及に努めて

もらいたいと思います。 

 施設管理においては、利用者アンケートで満足度が９７．３％となり、高い水

準を維持しています。今後もさまざまな意見、要望をいただくと思いますが、保

守点検や修繕を適時適切に実施するなど、安全を第一に考え、利用者の視点に立

ちながら、丁寧かつ迅速に対応してもらいたいと思います。 

 そのほか、調布駅前の整備事業に伴い、財団を取り巻く環境も変化しています。
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平成２９年秋には商業施設の開業が予定されており、これまでとは違う目的で調

布市を訪れる人が増加することも想定できます。 

 こうした環境の変化や市民のニーズを敏感に捉え、誰のために、何のために取

り組む事業なのかを常に確認しながら、それぞれの職務を全うしていきたいと考

えます。 

副理事長 

 初めに、指定管理に関する第三者的評価についてです。たづくり、グリーンホ

ール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実

施されてきました。 

 市民サービスの一層の向上につなげるとともに、指定管理者による施設のより

的確な管理運営や事業の実施の促進等を図ることが目的です。 

 こうした評価が行われますと、日頃の取組が大切であることを実感します。常

に自分たちの置かれている環境、市の政策との整合性、芸術・文化の世界で自分

たちが置かれている状況などを理解し、先を見据えながら業務に取り組んでいく

ことが大切です。 

 評議員からは、さまざまな意見が出ていますが、説明責任を果たすことが不可

欠であり、市と情報を共有し、意思統一を図りながら事業を進めてください。 

 今回の評価結果は、以後、指定管理業務における改善の取組等の確認や、次期

指定管理者の候補者を選定する際においても活用されることになります。 

 評価結果を踏まえ、その対応について議論を重ね、一歩進んだ財団運営が行え

るよう努力をお願いします。 

 次に、危機管理についてです。災害発生時の円滑に避難誘導等の対応が行える

ように、火災や地震を想定した防火訓練を実施しました。 

 今回は日曜日や夜間等で対応職員が少ない状況を想定した訓練でした。 

 財団職員は、市民、利用者の安全を最優先としなくてはなりません。 

 いざというときに的確に行動するためにも、あらゆる場面を想定してトレーニ

ングを重ねておくことが大切です。 

 全職員が訓練を繰り返すことで意識の中に落とし込んでいくように努めてくだ

さい。 

常務理事 
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 最初に、調布市映画祭についてです。 

 調布映画祭は、プレイベントの「映画のまち雛祭り」をはじめ、保育つき上映

や展示、親子で楽しめるワークショップなど、注目が集まる内容となりました。 

 エントランスホールでは、入館した瞬間に目につく展示を行うなど、ステージ

の装飾や映像と音楽を含め、空間を十分に活かした、目を見張る演出でした。 

 新たなステージに向けて、これまで長く続いてきたものを一度区切ることにな

りますが、今後の財団の映画事業は、調布市、民間企業、シネマコンプレックス

などとの相乗効果などの面でも注目されることになります。財団の独自性を持っ

て当たってもらいたいです。 

 また、地域、企業とのかかわりや助成金なども視野に入れて可能性を広げてい

くことができるよう、１年間しっかりと議論して、よりよいものをつくっていく

ことをお願いします。 

 次に、財団認知度の向上に向けてです。 

 財団事業の充実による認知度の向上が事業への協力や財源確保に欠かせない状

況において、たづくりエントランスでのコンサートや展示事業と連動したライト

アップなど、これまでの知識、経験を活かした取組を行っています。 

 また、名誉市民・水木しげる先生が描いた調布ゆかりの作品を展示した「ゲゲ

ゲギャラリー」の設置など、新たな発想による取組を展開することで、来館する

方々からは、たづくりに来ることが楽しみという声をいただくようになってきて

います。 

 今後、価値観がますます多様化していくことになりますが、こうした会館全体

のセンスアップを継続するなど、文化を育む土壌の掘り起こしに努めてもらいた

いです。 

 

イ 【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 

 ４月１日付で２回の臨時評議員会が、いずれも書面評決により開催されました。

第１回臨時評議員会は、吉田隆司理事の退任に伴いまして、後任として吉田育子

理事を選任した案件です。第２回臨時評議員会は、八田主税評議員の退任に伴い、
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宇津木光次郎評議員を選任した案件となります。 

 なお、本件については、調布市の４月１日付の人事異動に伴い、生活文化スポ

ーツ部長の異動があったことを受けての選任となりました。 

 

【報告事項】その他 

Ｃ理事 

 岡野副主幹が４月１日から調布市へ出向していますが、今回から理事会、評議員会

へ出席します。 

 調布市からせんがわ劇場に出向しているなかで、どのようなミッションを与えられ

て仕事をしているのか、あるいは同じ芸術・文化を担っているせんがわ劇場として、

その現状を感じ取ったところの報告をお願いします。 

岡野総務課付副主幹 

 せんがわ劇場の現状などについて報告します。 

 現状としては、事業の企画実施に関しては、音楽・演劇の各コーディネーターと専

門嘱託員、せんがわ劇場で実施された演劇コンクールで優勝した劇団の代表で構成さ

れた次世代芸術家と呼ばれるメンバーであたっています。行政職員は、総務的なポジ

ションで職務にあたっています。このほか、ホールスタッフと呼ばれる施設の管理運

営に携わるメンバーや事業実施をサポートする市民サポーターの皆さんなど、多くの

方が参加しています。 

 このような中、主に市民参加の演劇系事業を中心に、事業の計画から実施までの流

れを見聞することを研修の一環として、今年度活動することとなりました。 

 従来の財団での議論の方法や事業組み立てとは手法の異なる面もありますし、演劇

事業に特化した視点となっていることからも現状で自分自身に落としこめていない部

分もありますが、いろいろと勉強になっています。将来のことは未知数ではあります

が、仮に財団で劇場を運営することになった場合のシミュレーションも行うことがで

きればと考えています。 

 

８ その他 

（１）財団内部での事業等の連携について 

＜説明＞ 
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土井コミュニケーション課長補佐 

 財団内部での事業等の連携について、財団では今、事業調整会議を実施していま

す。月１回の定例会には課長、各係長、主査及び事業担当者が出席し、財団の事業

運営に関わる事項について協議しています。その中で、各課・係が連携して事業を

行うことを目標に、情報の共有化を図りながら、業務遂行を円滑に図ることを目的

としています。 

 また、協議内容のうち、組織的な意思決定を要するものについては、その案件を

会議に諮るものとしています。 

 来たる平成３１年度からの新しい事業計画の策定に役立てられるよう、昨年から

ジャンルごとの部会も並行で実施しています。 

 

（２）新聞等への掲載情報について 

＜説明＞ 

阿部グリーンホール館長 

 新聞等への掲載情報について説明します。 

 今年、グリーンホールが開館４０周年を迎えることを広報でプレスリリースとし

て発行したところ、読売新聞から取材を受けました。年譜については、今、１階ロ

ビーに掲出しており、ここで開館当初からの様子の写真等も掲載していますという

ことと、最後に私から、グリーンホールにお越しいただき、日常を離れた晴れの場

として、また、明日への活力を得られるような場になればという思いを伝えたとこ

ろ、最後の締めくくりの言葉として扱っていただきました。 

 もう一点は、協定を締結しているバッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木雅明、優

人親子について、「選択」という雑誌の４月号に掲載されました。音楽専門家向け

の雑誌ではなく、一般人、財界人向けということで、鈴木雅明氏、優人氏の一家が

どれだけ音楽界で活躍されているかが端的に、コンパクトにまとまっています。 

 

 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７時３０分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 
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 上記の議事の経過の要領及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席し

た理事長及び監事は、記名押印する。 
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