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平成２９年度第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２９年５月１９日（金）午後４時から午後６時まで 

２ 会場 グリーンホール２階会議室 

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）宇津木光次郎 大前勝巳 合田 香、陶山隆行、西村伸夫、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 吉田育子 

理事 土方和巳（事務局長） 

（監事出席）上原杉信、髙徳信男 

 

５ 内容 

（１）審議事項 

第１号議案 議事録署名人の選出の件 

第２号議案 平成２８年度一般会計収支決算の承認の件 

第３号議案 理事選任の件 

第４号議案 理事選任の件 

第５号議案 理事選任の件 

第６号議案 理事選任の件 

第７号議案 理事選任の件 

第８号議案 理事選任の件 

（２）報告事項 

ア 理事会の開催結果の件 

イ 平成２８年度事業報告の件 

ウ 平成２９年度事業計画の件 

エ 平成２９年度一般会計収支予算の件 

オ ファンドレイジング進捗状況の件 

カ 規程等の改正の件 

（３）その他 

ア グリーンホール外階段の撤去について 
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イ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした取組について 

ウ グリーンホール開館４０周年記念ロゴマークについて 

 

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、新任理事、新任監事、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、西村評

議長が開会を宣言した。 

 

（２）審議 

【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２８年度事業報告の件 

 議長から、「第２号議案の前に報告事項ア、イについて事務局より説明を受け

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＞ 

常廣総務課長補佐 

１２月に行われました臨時評議員会の後、本日までに開催されました理事会の

内容について報告します。 

 平成２８年度第３回臨時理事会は、陶山評議員の選任に関する内容でした。 

 平成２８年度第２回定時理事会は、審議事項が６件、報告事項が５件、その他

として２件の内容でした。主なものとして、平成２９年度の事業計画及び予算の

承認の件と臨時評議員会に提出する理事候補者の件が審議されています。こちら

は吉田育子理事の選任に関する内容となり、平成２９年度第１回臨時理事会にお
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いて常務理事としての選任を互選により行っています。 

 平成２９年度第２回臨時理事会は、宇津木光次郎評議員を候補者として選任し

た件であり、この同時期に書面表決により開催しました臨時評議員会で選任がさ

れました。 

 

鈴木コミュニケーション課長 

 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期指定管理期

間の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、各課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、和の

テイストを取り入れた事業運営と、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。 

 施設の管理運営については、文化会館たづくりの入館者数が１１月に累計 

４，０００万人を突破しました。今後も引き続き来館者の満足度の向上のため、

窓口での対応やアンケートなどを通じて、利用者の声の反映に努めます。 

 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
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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

映したほか、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ひな様、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」の同時開催など、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、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、どなたで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。 

 あわせて、友の会制度について、調布市民がより一層芸術・文化に親しみ、参

加しやすくなるように新たな制度構築に向け、検討を開始しました。 

 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」では、美術展とあわせ、作家本人が准教授を務める電

気通信大学による公開講座を実施しました。 

 音楽公演の新シリーズ「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

創意工夫した展開で積極的に図りました。 

 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。 
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 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。 

 事業内容は、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した。 

 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、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も

会場に加え、国際的に実力を評価されているアーチストの演奏、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
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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て

の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地表の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×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、調布観

光協会とともに、「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、初めてとなる市内チーム全体で旧甲州街道を会場に行った総踊りなど

による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２

６講座を実施しました。 

 （８）活動援助事業は、今年度に貸し出し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環境の整備を行いました。 
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 （９）広報・マーケティング事業は、財団報ぱれっとを中心とした各種のツー

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。マーケティングでは、街頭フラッグ

やたづくり入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満足度が 

９７．３％となり、高い水準を維持しました。調布市の計画に基づき、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

るものに変更しました。また、グリーンホールでは、１階入り口風除室に視覚障

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。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１８

５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、文化庁が主催します「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、海外の文

化施設の運営方法などを学び、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、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。こちらの

カラー版になる資料です。これまでも、こちらと同様な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、その事業の目標値に対して、

実績で何％達成できたのかを視覚的に見やすくするため、レーダーチャートなど

を用いました。あわせて、お客様の意見や事業評価、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はありますが、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。 

 私からの説明は以上です。 

＜質疑等要旨＞ 
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Ａ評議員 

 事業評価シート、できれば当日資料ではない形でお配りいただけるとありがた

いと思います。またせっかくですから事業評価シートを説明いただけるとありが

たいです。 

鈴木コミュニケーション課長 

 各評価シートの内容について、担当から簡潔に報告いたします。 

立石たづくり事業課主査 

美術振興事業の評価シート、こちらはいわゆる展示室での事業の評価シートに

なります。 

 展示室での美術振興事業は、事業の特徴として、基本的に無料の事業であるこ

とと、ワークショップ等の開催もあります。その場合は参加者負担で教材費、材

料費等々をいただきながら事業を展開しています。 

 この事業は、たづくり事業課で所管する事業ですので、芸術・文化の裾野拡大

と普及というミッションのもと、主に４０代以下のお客様を増やしていこうとい

うテーマで実施しています。そのような意味では、平成２７年度からソーシャル

ネットワーキングサービスなど、いわゆるＳＮＳでの情報発信等々を実施してい

ます。 

 財務指標、活動指標、成果指標をごらんください。こちらの事業では、新規参

加者率と１日平均の入場者数を事業の１つの成果指標として用意して、事業の評

価を図っています。 

 また、１人当たりの事業費、自己資金率、事業参加者数、顧客満足率、新規顧

客率、１日平均入場者数という６つの項目で展示室事業の事業評価ステータスを

設定しています。 

 １人当たりの事業費は、原則として無料で事業を実施していることを加味した

数値です。自己資金率に関しては、平成２８年度から募金箱等々を設置しながら

自己資金率を高めていく取組をしています。 

 平成２９年度の事業においても、同様に引き続き自己資金率の向上のために募

金箱を設置するとともに、助成金の申請等々を行っていきます。 

 事業参加者数は、各事業に関して、１事業１００人を入場者数の目標として計

算していますので、そちらを足した合計が事業参加者数の人数となります。 
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 新規参加者数は、目標値より微増で推移しています。平成２８年度においては、

多くの展示室の事業の中で、公立文化施設では初めて実施するような展示事業を

行ったので、今後も目新しく、目に触れる機会が少ないような事業を実施し、新

規顧客率等々を上げていきます。 

 総括と事業評価については、近隣の自治体との差別化を図りながら、新進的な

作家の展覧会を多く開催してまいりました。今後も若年層をターゲットにして、

４０代以下の入場者の比率を上げていきます。 

 以上の内容を総括し、事業評価はＡとしました。 

Ａ評議員 

 顧客満足率はどのように算出されていますか。 

立石たづくり事業課主査 

 ご来場いただいた方からアンケートの項目をもとに集計しています。 

Ａ評議員 

 実施日が４月９日から３月１９日というのは、年度の中で７回されているとい

うことですが、この７回はそれぞれ違う内容で実施していますか。 

立石たづくり事業課主査 

 そのとおりです。各事業で評価していくと開催期間がそれぞれ異なりますので、

１事業当たりという形ではなく、全体でどのぐらいの人数が集まったかで評価をし

ています。 

Ａ評議員 

 一つひとつの評価をしないと評価が出てこないと思います。私たち評議員として

は、個別事業の理解が必要です。美術振興事業をまとめて評価するということは、

全体の評価としてはよくても、個別には差が生じていることもあると思います。そ

の辺はどうお考えですか。 

立石たづくり事業課主査 

 一個一個の事業に関しての評価は各担当、課内で評価を図っています。評価の視

点としては、こちらに載せているものとほぼ同じような形で財務指標、活動指標、

成果指標で評価を実施しています。 

Ａ評議員 

 どれが一番よくてどれがよくなかったか。平均値ではなくて、それぞれを本当は
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伺いたいです。ほかも全部見ましたが、トータルした形ですので、できましたら一

個一個の事業の内容について簡単でよいので、個別に報告をいただきたいです。 

 前回までの評議員会でもお話ししているとおり、今の事業報告を聞いた中では、

全体として全部がベターで全部がいい感じの評価ですが、必ずしも全部がベストで

あることはほとんどないわけでして、皆さんの中でどの辺が悪いところかという言

及がないという感じがします。なので、よいものとよくないものを一まとめにして

全体としてよいという評価ではなく、何がよくて何がよくなかったから、これは改

善したいというお話を本来は評議員会で伺えるとよいと思って発言しています。 

 細かなことを申しあげて申しわけないですが、もしよろしければ寸評を教えてい

ただければ。それ以降をお願いしていいですか。 

鈴木コミュニケーション課長 

 では、細かいところではなくポイントで、一つ一つの事業のトピックスと総括的

な面について、担当から説明いたします。 

立石たづくり事業課主査 

 たづくり事業課では、主に美術振興事業、芸術振興事業、芸術・文化学習事業と

３つの柱で事業を展開していますので、芸術振興事業から音楽事業の説明、最後に、

芸術・文化学習事業では、ちょうふ市民カレッジの説明をします。そういった形で

よろしいですか。 

Ａ評議員 

 お聞きしたいときは、また伺います。 

立石たづくり事業課主査 

 芸術振興事業、たづくり音楽事業に関して説明します。 

 たづくり音楽事業の該当ミッションで申しますと、組織のミッション、心の糧と

なる芸術・文化の推進、施設のミッション、芸術・文化の裾野拡大と普及をテーマ

に事業を展開しています。 

 実施形態としては、有料で実施しています。平成２８年度は年間で５本の公演を

実施しました。 

 表面の活動指標から説明しますと、事業参加者数は、５本の公演で２，２３８人

の来場があり、新規参加者数、１人当たりの事業費に関しては、従来と比較すると

大幅改善の傾向にあります。顧客満足率もアンケートで同様に実施していますが、



 

- 11 - 

微減しています。成果指標に関しては、参加目標達成率と新規の来場者数を指標と

し、両指標とも前年度実績からは向上しており、向上率でいえば、参加目標達成率

で１３１％、新規率で１０３％となっています。 

 事業評価のステータスは、１人当たりの事業費、自己資金率、事業参加者数、顧

客満足率、参加目標達成率、新規率という形で作成しています。 

 最終的に事業評価で、おおむね良好という形でＢと評価しています。主な理由と

しては、１人当たりの事業費、自己資金率等々に関しては目標を達成していますが、

事業参加者数が目標に達しなかった。参加目標達成率に関しても達しなかったとい

うところで、事業の成果指標に関してはおおむね評価が高く、目標を達成できてい

て、定性的なところに関しては高い評価を与えることができるのですが、事業参加

者数ですとか、事業にご来場いただいた皆様の数といった定量的な評価でまだ努力

が必要だというところで、おおむね良好ということでＢと評価をしています。 

Ｂ評議員 

 今の点で少し伺いたいのですが、５回やりました。前年度は何回やられています

か。 

立石たづくり事業課主査 

 昨年度が６回です。 

Ｂ評議員 

 この前年度実績は６回を含んで、今回は５回でということですね。 

立石たづくり事業課主査 

 はい。 

Ｂ評議員 

 その辺の比較としては、こういう数字の出し方で分かるものですか。回数自体と

１本の経費についてからいうと少し分かりにくいと思います。それぞれ見ている中

で、それぞれ相当違う演目がされていますが、それがまとめで評価されていると、

調布の、それもたづくりの事業として何が適切であるかという評価が私たちには見

えないのです。その辺はいかがですか。 

立石たづくり事業課主査 

 たづくり事業課でホール公演、さまざま実施していますが、全ての公演、全ての

事業に関して、施設のミッション、組織のミッションの達成のために事業を実施し
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ています。 

 それにおいては、ターゲット層、男女比といった細かい指標とか、ジャンルはさ

まざまあってよいものだと思っています。さまざまな事業、ジャンルがある公演に

おいても、成果指標は統一で参加目標、達成率、新規率を設定しています。なぜこ

の成果指標を設定しているかと申しますと、該当ミッションを達成するために何が

必要かといったところから成果指標を設定しています。 

Ｂ評議員 

 これはもしというか、前の評議員会でもお話ししましたが、それぞれについてど

のように集客がされて、かけたお金とそれで幾らどうなったかということがそれぞ

れの項目について説明があるとよいという話をしてまいりました。 

公益財団法人ですから、それはそういうことでよい部分はたくさんあります。し

かし、そういう中でありながら、それが評議員会の中で見えてこない表ではなく、

一つ一つこれはこうだったという説明をいただくような、説明文をぱっと見て分か

る表にしていただいて、後で出てきた事業評価シートと既存の資料をを合体して、

その中の個別な情報をぜひここに出していただいて、今後分かりやすいものとして、

私たちとしても、例えばくすのきホールは、本当にこれを実施してよいのかという

質問ができるような資料で提示いただければと思います。 

阿部グリーンホール事業係長 

 グリーンホールは、音楽事業のシートと演劇・舞踊事業、演劇と古典芸能事業が

同内容になります。また、映像事業、映画上映の事業のシートも作成しました。 

いずれの事業においても、組織のミッションとしては、心の糧となる芸術・文化

の推進で、施設のミッションとしては、多彩で良質な文化事業の創造をミッション

としています。 

 平成２８年度は、合計１１回、日にちとしては１０日になります。こちらの公演

は、グリーンホール大ホールの公演と、小ホールでやっていますジャズの公演２回

分、あと、２８年度から新規で入った「ホールであなたもピアニスト！」は、ほか

の大ホールの公演と異なり、全ての公演が満席で１，３００というわけではありま

せん。 

 小ホールの催しについては、机、椅子等を入れると２００人程度しか収容できま

せんので、どうしてもその公演だけで採算をとることが難しいような公演になりま
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す。 

 音楽事業全体としては、大ホールで実施するポピュラーな大きい公演で、小ホー

ルの公演の赤字を埋めるような見え方になります。ポピュラー公演でも年配層向け

の公演、若い人向けの公演があります。また、クラシックの公演では、どうしても

年配の方が多くなるものですから、若年層が入るような公演を実施するようにして

います。 

 指標については、今年度は割と若年層を集客することに力を入れていたものです

から、新規参加者率、年配者の方よりも若年層が前年度よりかなり増えています。 

 その下の１人当たりの事業費等です。マイナスというのは、事業の支出よりも収

入の方が多かったという意味ですが、必ずしも全ての公演が黒字になっているわけ

ではありません。先ほど申しましたように大ホールの集客がいいものでカバーして

います。 

 事業費の決算額には、共通経費、案内の経費や託児の経費が含まれていないため、

黒字がかなり出ているように見えますが、実際はここまでは出ていないのが実情で

す。 

 顧客満足率は、アンケート結果では８５％です。 

 成果指標としては、参加目標達成率とリピート率を指標としていますが、リピー

ト率が前年度実績よりも下がっているのは、若年層、新規顧客を取り込もうとした

ところ、比率としてはリピート率のほうが前年度よりも下がっているというような

見え方になります。 

 裏面はレーダーにしたものとなりますが、表面を反映したものとなりますので、

ごらんください。 

 次に演劇・舞踊事業です。グリーンホールで実施しているのが、演劇の事業２公

演と、古典芸能事業３公演で、古典芸能事業で小ホールのものが２公演入っていま

す。大ホールの催しは、今回、１人当たりの事業費のマイナスの額が多くなって、

黒字の額が多くなりました。 

映像事業です。「調布シネサロン」を継続して実施しています。全部で８日間実

施していますが、そのうちの２回分が有料公演で、そのほかは無料で行っている事

業です。シネサロンは財団設立当初から実施している事業で、定着度が高いです。

これまではかなり古い作品をやっていましたので、お客様の年齢層が非常に高い方、
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７０代以上といった方が多くなります。こちらも少しずつ若い方を取り込もうとい

うことで、成果指標②ターゲットとする世代の入場率については、５０代以下の方

がどれぐらいかという割合を示しています。平成２７年度年度実績で６％だったも

のが、平成２８年度は有料公演で子ども向けの映画を上映するようにしたものです

から、ターゲットとする世代の入場率がかなり高くなってきています。 

 これまで古い映画が多かったのですが、少しずつ新しい映画を増やしました。ま

た、グリーンホールを会場とすることから、２８年度については、舞台公演に関係

するような演目の映画を選定しました。そういったところはかなり評価が高くなり、

夏に上映したお子様向けの公演、「ミニオンズ」が夏休みに気軽に来られるという

ことで、大変好評をいただいているところです。 

Ｂ評議員 

 ありがとうございます。例えば小ホールの部分はキャパシティーの関係から収支

バランスを保つことが困難だというようなお話などを全体として教えていただきな

がら、しかし、公益財団法人としては、黒字にならなくても、価値があるから実施

しているのだという説明を前提としつつ、評議員会としては、個別の事業の継続の

必要性などについて意見を述べ、これに対して各課から説明をいただく。その検討

を評議員会でしないと、個別の演目の部分はなかなか分からないと思います。 

 

鈴木コミュニケーション課長 

 ありがとうございます。いろいろご指摘をいただきました。確認ですが、費用対

効果といった意味では、例えば内容の良い事業として費用をかけたにもかかわらず、

来場者が、席数の販売が難しい事業もあった場合、こういった側面から非常に効果

のある事業なのだと。そういったものが一目で分かるようなものがあればというよ

うなところでよろしいですか。 

Ｂ評議員 

 例えば、音楽に関していえば、たづくり、グリーンホール、それぞれでアイディ

アを絞って組んでいるものや、一方でプロモーターからのパッケージで提案を受け

て実施する事業もあります。 

 同じ音楽という分類でも一つ一つジャンルが違います。その辺をグリーンホール

の中で何が適しているのかということを説明いただきながら、皆さんとしては、こ
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ういう目的でこういうものを組んでいるのだという音楽の裾野を広げていくという

ようなコンセプトでなさっているのだが、裾野を広げていくために何を狙ってされ

ているのか、音楽の裾野というのは、どの辺をターゲットにされているのかという

説明につながると思います。 

 これまでの説明では、広いジャンルのものをどのようにカテゴライズするかとい

う難しさがありますので、その辺は皆さんの中で分析していただいたものが、この

表の中で分かるというのがやはりいいのだろうと思います。 

 映像や美術や多岐にわたる事業を取り扱う中でも、満遍なく実施しているようで

もその主旨などの解釈が実数として分かる。もう１つは、先ほどから申しあげてい

るように、裾野を広げるために黒でなければいけないという点は、私はとらなくて

もいいと思っているわけです。それが市民のためになっていく形で、必要なことで

あればどういう形でいくのかということ。しかし、それはそう思ってやっていらっ

しゃるのか、黒の予定だったのが赤になっているのか。これは毎年赤だが、市民の

ためには続けていきたいのだというポリシーを持って継続しているというお話だっ

たら、それはそれで説明をいただきたいと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

 今、いただいた指摘、意見については、事務局内でどのような形で見やすいもの

にするか、分かりやすいものにするかは今後、協議、調整します。ありがとうござ

いました。 

Ｃ評議員 

 調布よさこいの件です。当初から見ていますと活性化し、来場者数も増え、大変

にぎわっていることが分かります。その後、派遣チームという形でいろいろなとこ

ろに行っていますが、これはどういう形で動いていますか。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 派遣事業ということで、よさこいの市内チームの方々に市内のお祭りなどにお

声がかかったところに参加する場合と、こちらからお願いして、市内のお祭りの

ステージを使わせていただいて、各地域の皆様によさこいを知っていただけるよ

うに活動しています。 

 また、市内の学校や、新しくよさこいのチームをつくりたいという団体があり

ましたら、市内チームに依頼して教えに行く活動もしています。 
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Ｃ評議員 

 例えば、この中で特定の中学校のボランティアダンス部が多くの回数で各地に

出向いています。このチームが行くことに関しては、例えば財団がついていくと

か、学校の先生がついていくとか、そのような形をとっていますか。 

土井コミュニケーション課長補佐 

基本的に学校の先生がついてくださっていますが、財団の職員も必ず１人帯同し

ているような状況です。 

Ｄ評議員 

 これは本当にボランティアなのですね。ほかの団体はどうでしょう。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 出演料が出ているわけではなく、ボランティアで行っています。 

Ｃ評議員 

 もう１つ、よろしいですか。財団の方を１名海外研修に派遣していますが、その

ことについて説明いただけますか。 

阿部グリーンホール事業係長 

 行かせていただいたのは私です。全国公立文化施設協会で海外研修という制度が

あります。こちらに応募して全国の公立施設から複数の応募がありました。小論文

等を提出し、選考されました。 

 全部で７人の研修生が講師と一緒に行きました。昨年度は１１月に１０日間ほど

アメリカのニューヨークを中心とする東海岸の公立施設に行き、劇場のバックステ

ージやアメリカは大学と劇場が一緒になっていろいろな事業を実施することがあり

ますので、そういったものを見学してまいりました。 

 研修生７名が全員事前に今自分がいる劇場で問題となっていることを小論文とし

たのですが、それに即して、ただ見学するだけではなくて、そこの施設でどのよう

なことを質問するか受け持ち、事前準備などを行ったうえで望みました。 

 オリンピック研修センターでアートマネジメントの研修会が毎年３日間ほど２月

にあるのですが、この成果を報告してまいりました。 

Ｄ評議員 

 参加されていかがでしたか。 

阿部グリーンホール事業係長 
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 日本とアメリカとで置かれた状況が違いますので、一概に比較することは難しい

のですが、アメリカは寄附の文化が非常に進んでいて、一方日本はまだ寄附文化が

根づいていないがゆえの課題があります。寄附はグリーンホールでも友の会という

制度がありますが、友の会が結局寄附につながっていくという考えをベースとし、

こちらの財団でも友の会制度をもう少し改めたらどうかという話が出てきています

ので、そこに少しずつ活かせるのではないかと考えています。 

Ｃ評議員 

 頑張ってください。ありがとうございます。 

 

【審議事項】第２号議案 平成２８年度一般会計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＞ 

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 

 ありがとうございます。本件に関しては、去る４月２１日に決算監査を行いま

した。ここで代表して上原監事から報告をお願いします。 

Ｅ監事 

 それでは、監査の報告です。 

 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２

８年度における業務監査及び会計監査を行った。ついては、次のとおり結果を報
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告する。 

 １、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る。 

 （２）理事の職務執行に関する不正の行為又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る。 

 以上で報告を終わります。 

 

【審議事項】第３号議案 理事選任の件 

【審議事項】第４号議案 理事選任の件 

【審議事項】第５号議案 理事選任の件 

【審議事項】第６号議案 理事選任の件 

【審議事項】第７号議案 理事選任の件 

【審議事項】第８号議案 理事選任の件 

 議長から、「第３号議案から第８号議案については、第４号議案以降の議案書朗

読の省略、事務局から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、出席評議員全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 本日、５月１９日の評議員会をもって、理事の任期が満了となります。本件につ

いては、平成２８年１２月の臨時評議員会において素案を報告し、再任の方向で調
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整を進めてきた結果、４月２４日に行われました平成２９年度第１回定時理事会で

理事候補者名簿について可決され、ただいま資料２の名簿案のとおり、理事を選任

していただくための審議をお願いするものです。 

 選任の考え方について確認します。選任は現行役員の継続をお願いするものです。

継続の理由としては、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

施見込みの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。 

 

（３）報告 

【報告事項】 

ウ 平成２９年度事業計画の件 

【その他】 

イ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした取組について 

ウ グリーンホール開館４０周年記念ロゴマークについて 

 議長から、「その他、イ、ウについては、報告事項に関連することからあわせて

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。 

＜説明＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

 私から報告事項ウ、平成２９年度公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財

団事業計画について報告します。 

 平成２８年１２月に開催しました平成２８年度第２回臨時評議員会において報告

した平成２９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２９年度事業計画を策定しました。 

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と

なります。 

 事業計画の策定に当たり、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、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
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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地域と

の連携や専門的な知識、幅広いネットワークを活用することに加え、多摩地域との

横断的な取組を図るなど、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、調布市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、より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、たづくり館内の利便性を高めるため、フリー

Ｗｉ―Ｆｉ設備を整備するなど、今後も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。 

 次に、人材育成においては、職層ごとに必要となる能力を明確にし、ミッション

達成に向けて、職員一人一人が意欲的に取組、自ら成長していく組織とリーダーと

しての人材育成を目指します。 

 続いて、平成２９年度の特徴的な事業について説明します。 

 コミュニティ振興係は、東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、地域

資源や地域人材を最大限に活かし、国内外に強くアピールできる文化交流と調布の

魅力を発信する音楽祭として、第５回目の節目に「国際」という言葉を付加して、

「調布国際音楽祭２０１７」として開催します。これについては、音楽祭のエグゼ

クティブプロデューサーである鈴木優人氏から「国際音楽祭」という名称を掲げた

いという意向がありました。 

 その理由としては、既に国際的に活躍する音楽家や若い演奏家が参画し、深大寺

や桐朋学園大学などの調布ならではの魅力あるコンサートやイベントを実施してい

ること。東京オリンピック・パラリンピックを契機に、音楽をとおして世界に調布

の魅力を発信できることなどからでありました。 

 それらを受け、当財団でも事業スキームを検証し、レガシーとして後世にも残せ

る事業に育てたいという考えもあり、第５回という節目の時期にあわせ、平成２９

年度から「調布国際音楽祭」としてスタートする内容です。 

 続いて、地域コミュニティの醸成を目的とした「調布よさこい２０１７」は、調
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布市観光協会と連携して、調布の一大夏祭りとして、新たなにぎわいの創出を目指

すため、創意工夫した展開を図ります。 

 次に、映画のまち調布の推進は、調布市と連携したシネマコンプレックスオープ

ンの特別企画とした映画イベントの実施と、「調布映画祭」については、平成２９

年度を検討及び準備期間とし、調布独自の強みである映画映像がつくられるまちと

して、見ることだけではない、参加、体験、学びをコンセプトに映画と人、人と人

をつなぐことで新しい価値をつくり出す映画イベントとして平成３０年度からスタ

ートします。 

 広報・マーケティング係は、市民意識・ニーズ調査の実施と広報紙クリニックの

意見を踏まえた財団報ぱれっとの充実や各部署との連携による事業別データの収集

と分析結果を踏まえたマーケティング支援を中心に、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て、財団及び各課のミッションの推進に積極的に努め

ます。 

 たづくり事業係は、芸術・文化の裾野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。 

 特に、東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、よきレガシーとして

形に残るブロック状の玩具を使用した展示の開催や美術による多様性の尊重や、共

生社会への貢献を目的とした企画の実施など、地域資源や伝統芸能を活用した事業

を実施します。 

 続いて、グリーンホール事業係は、開館４０周年という節目を迎え、桐朋学園大

学音楽部との協定及び市民合唱団参加による開館４０周年記念事業「（仮称）わが

町調布に響け！歓喜の第九」の実施を中心に地域資源を活用した公演事業の実施と

若年層を対象とした公演事業実施をとおして、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。 

 このほか、前回の評議員会で報告した１１項目にわたる業務内容について、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てまいります。 

 私からの説明は以上です。 

立石たづくり事業課主査 
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 私からは、その他のイに該当します東京２０２０オリンピック・パラリンピック

を契機とした取組について説明します。 

 当財団では、東京２０２０並びにラグビーワールドカップ２０１９を契機とした

取組の１つとして、資料にありますように、財団独自のシンボルマークを作成する

とともに、そちらのシンボルマークによる意思表明を体現するような事業を実施し

てまいります。 

 「１００年後の君へ。」というロゴタイプにあるとおり、我々の子どもたちや、

その先の世代に芸術・文化をとおして、明るい未来と夢を残すため、１００年後の

未来に思いをはせながら、さまざまな事業を実施します。 

 シンボルマークについては、「１００年後の君へ。」というロゴタイプには、 

１００年後の未来を思って事業を実施する財団の気持ちを込めて、重なる３つの輪

は３世代後、つまり約１００年後への文化の継承をあらわしています。 

 青い輪の中にある赤い輪は多様な個性、共生社会をあらわしていて、シンボルマ

ーク全体で未来に向けた文化継承と多様性を受容する社会を表現しています。 

 調布市においては、東京２０２０の競技開催自治体でして、スポーツ競技の実施

とあわせて文化プログラムの実施と大会に向けた機運の醸成が求められているとこ

ろです。 

 その中で、当財団としては、調布市の文化振興を担う組織として、行政や市民の

皆様から期待される部分も多くあります。しかしながら、大会組織委員会で認証し

ます文化オリンピアード等々については、厳しいマーケティングルールなど、大会

に合致した魅力的な事業であった場合でも公認されない場合が多々あります。 

 そこで我々としては、東京２０２０並びにレガシーの創造の取組について、独自

のビジョンを持って、財団の独自性と自主自立の姿勢を示しながら取り組んでまい

ります。 

 さらには、こちらのシンボルマークとビジョンを、行政をはじめ、市内の文化団

体の皆様や施設の利用の皆様などとも共有しながら、全国に向けて調布市の存在を

示していく取組へと発展させていきます 

 財団独自のシンボルマークについては以上です。 

 続いて、大会組織委員会や内閣府等々で認証を行っています文化オリンピアード

等々についての現状を報告します。 
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 平成２９年度の事業においては、大会組織委員会で募集をしている文化オリンピ

アードに承認された事業としては財団事業ではありません。しかしながら、内閣府

で承認していますｂｅｙｏｎｄ２０２０といった事業ですが、レガシーの創造に値

するような事業に対して内閣府が認証ロゴマークを付与する事業ですが、こちらに

関しては、今度行います「調布国際音楽祭」と展示事業であります「クリエイティ

ブリユースでアート！」の２事業が承認をいただいています。 

 今後、平成２９年度以降についても、この「１００年後の君へ。」というシンボ

ルマークとあわせて、内閣府、大会組織委員会の文化プログラムへの申請を続けて

いきたいと考えています。 

渡部広報・マーケティング係長 

 続いて、東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした取組について

の補足の説明になります。 

 たづくりアート・コミュニケーション・プログラムの頭文字をとったネーミング

のＴＡＣプログラムについてです。直接的に東京２０２０ではありませんが、既存

のアートプログラムの取組について、それを契機に、よりプロモーションを強化す

るという点から説明します。 

 事業内容については、たづくり事業の美術鑑賞事業内の取組ですが、この間、当

係が行うマーケティングクリニックの取組において、たづくり事業課と進めてまい

りましたので、当係から説明します。 

 展示室で開催される美術振興事業においては、かねてより鑑賞だけではなく、ア

ーチストと市民のギャラリーコミュニケーションや参加型の制作ワークショップな

ど、幼いお子様から大人の方、お年寄りまでが楽しんでアートに親しむことができ

る体験と体感の普及のイベントを事業ごとにプログラム開催してきました。 

 ＴＡＣプログラムは、新規に始める事業ではなく、既存の事業の中で開催してき

たプログラムに、改めてブランドイメージを付加することで、親しみやすさや発信

力の向上、より市民の皆様が参加しやすい環境などを整えるものです。そのシンボ

ルは、線で笑顔を描いたシンプルなもので、親しみやすいデザインとしました。笑

顔をあらわしている線は、たづくりの「た」をモチーフに、アートを介したコミュ

ニケーションの場であることから、作品を眺めている横顔のような、笑顔でこちら

を見ているような感じとし、平面の中に多様な表現を取り入れることで、このプロ
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グラムが目指す個々の多様な可能性を表現し、このブランドの親しみやすさと発信

力を高めました。 

 デザインに当たり、最終的にはプロがグラフィック化を行いましたが、たづくり

事業課の美術チームと打ち合わせ、コンセプト、ラフ案を制作し、思いを表現しま

した。 

阿部グリーンホール事業係長 

 私からグリーンホール開館４０周年記念ロゴマークについて説明します。 

 平成２９年度には、グリーンホールが開館４０周年を迎えます。それを広く周知

するとともに、市民の文化の拠点としての歩みを振り返り、新たな歴史を刻む契機

とするために、４０周年記念ロゴマークとグリーンホールのロゴタイプを作成しま

した。 

 ロゴ制作に当たっては、グリーンホールの事業内容や特徴とあわせて４０の数字

とともに緞帳のイメージで劇場を表現したロゴマークとしました。ロゴタイプにつ

いては、音楽記号を取り入れた楽しいデザインとしました。 

開館４０周年記念事業としては、来年３月には第九の公演を予定、それからチケ

ットケースやグリーンホールの歩みを振り返る年譜と記念映像を作成しました。 

 グリーンホールの１階のロビーのガラス面に掲示していますので、お帰りの際に

でもごらんいただければ幸いです。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｆ評議員 

 事業計画の説明の中で、調布映画祭の開催について２９年度一旦休止をし、市民

参加も含めた新しい形でスタートを考えていきたいというお話がありましたが、映

画のまち調布、また、シネコンが秋にできるという中で、現在、見直しを図ってい

るもう少し具体的なイメージ、あるいは進め方等がありましたら、補足していただ

ければと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

 この秋に市民待望のシネコンがオープンするといったところで、今まで我々のほ

うでは市民の実行委員会が中心となった上映プログラムの映画祭を行ってきました。

我々が公共施設で上映プログラムを中心にやっていることに対して、一定の評価、

あるいは成果があったのではないかと認識しています。 



 

- 26 - 

 調布には、東洋のハリウッドと言われた映画のまちとしての歴史があり、文化が

あります。それらを中心とした映画祭に変換してもいいのではないかと我々は検討

し、今年度一旦事業はお休みして、この１年間で、今、市内映画映像関連企業と連

携しながら新しい映画祭の構築に向けて検討を進めます。 

 内容としては、まだ具体的なところにはついてはいませんが、映画の上映ではな

く、調布は映画が作られるまちということで、作られる側からフォーカスをした映

画祭、作る側からの視点、あるいは調布は歴史文化の中でさまざまな映画人を生ん

でいますので、映画人の活躍など、そういったことを中心に新しい映画祭にしてい

きたいと考えています。またこの映画祭については、調布市との連携も非常に多分

に含んでいる内容ですので、今後とも調布市との連携も含めながら、新しい映画が

作られるまちとしての映画祭を構築していきます。 

Ｆ評議員 

 「調布音楽祭」の「国際」という言葉をつけるということで、内容の展開の仕方

と経費的な変遷みたいなものはぜひしっかりとした報告を最終的には頂戴したいの

で、よろしくお願いいたします。 

 

エ 【報告事項】平成２９年度一般会計収支予算の件 

＜説明＞ 

佐藤財務係長 

本予算は、平成２９年度事業計画に基づいた内容ですが、今年度、特に焦点と

なるものについて概要を説明します。 

まず、平成２９年度の総予算額については、１４億４２０万４，０００円で、

平成２８年度と比較して３，２００万円余の増です。この中で、市からの拠出金

は、市指定管理料と市補助金の各収入が該当します。 

拠出金の合計は１０億６，０００万円余りとなり、指定管理料がたづくりとグ

リーンホール合わせて６億７，８１４万円余、こちらの数字は、前年とほぼ同額

となっています。一方で、市補助金の収入が３億８，８００万円余で、こちらは

１，４５０万円の増となっています。この市補助金収入の増分は、コミュニケー

ション事業費に関する部分と人件費の増分がそのまま計上されています。 

また、事業関連の予算について説明します。コミュニケーション事業費につい
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ては、調布音楽祭が調布国際音楽祭となることによる増。たづくり事業費では、

各種事業の見直しを行ったほか、東京２０２０関連事業としてのレゴ展の実施な

どによる増があります。ただし、事業内容等を見直し、収支見込み額を増やすこ

とにより、収支のバランスを図っています。 

グリーンホール事業費では、開館４０周年記念事業として、市民参加型の第九

公演、「わが町調布に響け！ 歓喜の第九（仮称）」があります。この公演の支出

約６２０万円の一部となる２１９万円について、事業積立基金から充当します。

施設管理運営に関する費用では、たづくりの管理運営分について、総体では支出

の抑制を図っていますが、その中で館内のＷｉ－Ｆｉ環境整備に関する費用を計

上しています。グリーンホールに関しては、前年と同額となっています。 

 

オ 【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２８年度の協賛金、寄附金などの収入の状況について報告します。 

 協賛金については、８事業で１４０万１，０００円、そして助成金が２件で３１

０万１，０００円になります。 

 寄附については、募金形式で２３件、個人から１件、合計で１３万４，５５７円

をいただいています。寄附については、継続して各事業開催時に募金形式による働

きかけを行っており、多くの方から支援を頂戴しています。 

 平成２９年度についても、ファンドレイジングの取組として継続して進めてまい

りたいと考えています。 

 

カ 【報告事項】規程等の改正の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 当財団の職員給与規程の改正です。平成２８年１２月１日付のものと平成２９

年４月１日付のものがあります。それぞれ平成２８年１２月１日付のものについ

ては、調布市における給与改定の制度を受けた内容となります。また、平成２９

年４月１日付のものについては、調布市再任用職員が退職し、財団の固有職員と
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して採用した場合について、給与に関する必要事項を附則に定めたものです。 

 

ア グリーンホール外階段の撤去について 

＜説明＞ 

Ｇ理事 

グリーンホールの階段は左側にあって、今、駅前で工事が行われています。 

駅前の開発のなかで、グリーンホール大階段撤去の方向で調整されていくこと

が今年の第１回の市議会で決定したと市から報告がありました。 

 階段が撤去されたらどうなるかといいますと、小ホールは変わらないのですが、

大ホールの定員が現状の１，３０７から法律に伴い６４８人になってしまいます。

 これに対して、市から文書をいただいていますので、その説明の文書を読みあ

げます。 

 調布市グリーンホールの外階段は、調布駅前広場整備事業においても、現状の

階段を存続したままで使用可能とされてきましたが、平成２６年１０月に調布駅

前広場の整備を街路事業として事業許可を取得したため、外階段がロータリーの

歩行空間の支障となるので、将来的には外階段の撤去が必要となっていました。 

 それを受け、平成２７年度に調布市で外階段移設の調査を実施しました。その

結果、外階段を施設の外に移設するのは地区計画上の不都合があり、不可能であ

り、また、施設を改装して施設内に階段を設置する案は、東京都安全条例の関係

で収容人数が大幅に削減される結果となり、現実的ではありませんでした。 

 このような状況の中で、グリーンホールは２０２０年東京オリンピック・パラ

リンピックに向けた文化プログラムを展開する施設でもあり、可能な限り現状の

外階段を継続使用しながら施設の活用を図る方針での協議、調整をしてきました

が、調布駅前広場の整備計画との整合を図る中で、駅前広場の整備が完了となる

平成３５年度を目途に除去する方向で調整していく方針が平成２９年度第１回調

布市議会定例会で示されたということです。 

 屋外階段を除去し、現在ある内部階段のみを使用した場合、東京都安全条例上、

客席数は大幅な減となり、大ホール機能は維持できないと考えており、今後、施

設の利用状況、維持保全計画、利用者ニーズなどの施設を取り巻く環境やまちづ

くりの動向を含め、庁内関係部署で連携し検討するということです。 
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 グリーンホールの今後の検討課題を本財団としても調布市と継続的協議してま

いります。 

Ｆ評議員 

 今、事務局から説明がありましたとおり、今年の３月に、都市整備計画事業の

完成を前提とすると、平成３５年度までに階段を撤去する方向で調整していく方

針を市議会に表明しました。非常に急転直下の決定であり、階段撤去の方向で調

整していくということだけが決まって、その後のグリーンホール、あるいは総合

福祉センターの機能の維持保全、あるいは改修等々については、今後庁内で関連

する部局においてしっかり検討していくという状況になります。 

 随時、報告をしますし、この内容については、財団ともしっかり連携しながら、

私も意見は市にフィードバックしていきます。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

 グリーンホールが４０周年を迎えて、果たしてきた役割は大きいと思います。

京王線沿線にはたくさんの文化施設を持ちながら、調布市自体がこの規模のホー

ルを自己所有しない。例えば芸術・文化のものを除いても、成人式やいろいろな

公共的なものに役立ってきたものを持たないでこの先進もうとするのかというこ

とが、本来ならあわせて示されるべきであろうと思います。なので、そこの部分

が示されないまま、先が使えないのだという表明では、評議員会という話ではな

いかも分からないですが、全体としてはなかなか理解を得にくいことなのだと今

お話を伺いながら思いました。 

 この先、調布市は文化的なものの行政をどう捉えていくのか。この規模の調布

がオリジナルに持たなければいけない施設の所有をどう考えるのかが本来的には

あわせて表明されていく。持たないということは、駅前にシネマコンプレックス

はつくるが、文化的な事業などは縮小していくのだとも見てとれていきますので、

そういう意味では、あわせてどのように調布市がこういうものを捉え直していく

かなど、表明されるとよいかと今伺いながら思いました。 

 

７ その他 

Ｄ評議員 
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 エントランスホールの展示「たづくりアスリートワンダーウォール！」につい

て、市民の方からいろいろなお話を聞きます。お金をかけずに大変効果的な装飾

がされ、大変良いという評価を得ています。みんなが注目するので、見ていただ

くのと、実際にやっていただくのときっかけがどこかにあるといいと思います。

それを知った人が得意げにまたほかの人に話しているので、いいと思います。他

ではあまり見られない内容で、すばらしいと思いました。 

 

 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６時に議長は閉会を宣言し、本会

の全てを終了した。 

 


