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平成２９年度第５回臨時理事会議事録 

 

１ 日時 平成２９年１２月１１日（月）午後６時から午後７時４０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、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）協議事項 

ア 平成３０年度事業計画案の件 

イ 平成３０年度収支予算案の件 

（２）報告事項 

ア 公益法人立入検査結果報告の件 

イ 平成２９年度事業進捗状況の件 

ウ 平成２９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 次期基本計画策定の件 

カ 市議会定例会報告の件 

キ 平成２９年度利用者懇談会開催結果の件 

ク 評議員会の開催結果の件 

ケ 規程等改正の件 

コ ファンドレイジング進捗状況の件 

（６）その他 

ア せんがわ劇場の運営について
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６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 

 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）協議 

ア 【協議事項】平成３０年度事業計画案の件 

イ 【協議事項】平成３０年度収支予算案の件 

 荻本議長から「協議事項ア、イの前に、報告事項イ、ウ、キの説明を受けたい」

と提案があり、全会の了承のもと、事務局からそれぞれ説明を行った。 

 

【報告事項イ】平成２９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 

 平成２９年度第１及び第２四半期の進捗状況について、特徴的な事業を中心に

報告します。 

 総括としては、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、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，魅力的で多様性に富

んだ事業内容と未来への芸術・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更な

る醸成に向けて、より一層創意工夫を図りながら、１年をとおして推進します。 

 最初に、共催・独自事業について説明します。調布国際音楽祭です。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、

音楽をとおして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回という節目の時期に合わせ、「国際」という言葉を付加し

て、「調布国際音楽祭２０１７」として開催しました。実施日は８日間にわたり、

無料公演を含む１６のステージを展開しました。駅前広場で展開したウエルカム
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コンサートを含め、来場者は約８，４００人余となり、有料席の券売は 

４，０３９枚で、７６．９％の券売率となりました。 

 サントリーホールとの連携によるチェンバーミュージック・ガラ・コンサート

からスタートし、ＮＨＫ―ＦＭ「古楽の楽しみ」の公開収録や、恒例になった古

刹・深大寺では、深大寺の僧侶による声明（しょうみょう）と深大寺初の海外ア

ーティストによるチェンバロ演奏は、木の香る和の空間である本堂と一体となっ

た濃密な世界を満席のお客様に楽しんでもらいました。 

 また、たづくり内で行った地元桐朊学園大学の学生、卒業生や市民音楽家によ

るステージは、各ホールの特徴をうまく引き出しながら、音楽のすばらしさを気

軽に楽しむ場として大変好評でした。 

 このほか、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 

バッハ・コレギウム・ジャパンのオール・モーツァルト・プログラムは、壮大な

スケールの演奏とともに多くのお客様の感動により幕を閉じました。 

 なお、調布国際音楽祭ならではの企画であり、２年目となったフェスティバル

オーケストラについては、後ほどグリーンホール担当から報告します。 

 今後についても伸びしろが十分ある事業ですので、課題を抽出し、より地域特

性を踏まえた音楽祭にするため、取り組んでいきます。 

 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、１年をとおしてさまざまな事業展開を図りました。 

 調布国際音楽祭と連動した企画３本と、地域と連携した「若葉の杜の音楽会」、

西調布・西光寺で開催された「ご近所寄席」を開催し、定着感のある季節の風物

詩として開催しました。 

 次に、映像文化事業、映画のまち調布、シネコンオープン記念、「甲冑・姫衣

装を着て時代劇俳優なりきり体験！」は、市民待望のシネコンが平成２９年９月

下旬にオープンしたことを記念し、市内映画・映像関連企業の協力により、開催

されました。映画やテレビで使われた甲冑や姫君衣装をプロが着付けする調布な

らではの体験イベントを中心に開催し、エントランスステージでは、映画「関ヶ

原」で使用された甲冑や大砲を展示し、石田三成陣営を再現したステージや、ブ

ルーバック合成が体験できる撮影ブース、調布市を代表する映画人によるトーク
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イベントなど、映画のまち調布にふさわしいイベントになり、多くのお客様でに

ぎわいました。 

 次に、地域コミュニティ活性化事業の「調布よさこい」です。開催時刻前後は

雨天であったにもかかわらず、延べ約４万５，０００人の方に来場いただきまし

た。東京２０２０大会の開催や、例年夏に開催される調布の花火が秋に変更とな

ったこともあり、初めて調布市観光協会と同日開催をしました。調布駅を中心に、

南北が一体となってにぎわいの創出に努めました。特にグリーンホール会場をよ

さこいチームと観光協会が時間を割り振って使用し、子どもから大人まで、それ

ぞれの特色が光るステージになりました。 

 次に、地域コミュニティ推進事業です。調布の季節を感じさせる代表的なイベ

ントである仙川駅前夜桜コンサート、國領神社千年乃藤まつりに音響機材などの

貸出しと技術サポートをし、地域コミュニティの交流の場に寄与しました。 

 次に、財団認知度向上事業では、映画のまち調布の推進として市と連携しなが

ら、フィルムコミッションを推進しています。たづくり屋上のロケを中心に実施

しており、これらの成果として、撮影されたドラマなどのエンドロールに当財団

の名前が掲載されることから、積極的な広報活動の１つとして今後も展開します。 

 次に、美術振興事業の美術振興展示は、文化会館たづくりの１階の展示室と９

階リトルギャラリーにおいて、魅力ある作品の展示を実施しました。 

 まず、展示室の「田村正樹展～時間（とき）の経過～」では、時の流れをテー

マに制作した質感の違う無彩色の作品を展示し、鑑賞者に想像力を働かせ、作品

の世界に吸い込まれるような空気感漂う展示となりました。 

 ６月からの「クリエイティブリユースでアート！」は３回目の開催となり、今

回が過去最多の入場数を記録しました。 

 ８月から９月にかけては、「マスダユタカのロードサイダー・アート展」を実

施しました。市内在住のマスダユタカさんが、どこか懐かしい昭和の香りが漂う

写真でできたポップアップ作品を展示しました。 

 また、たづくり９階にあるリトルギャラリーでは、市内アーティストの発表の

場、活躍の場として、調布市民の小さな貴重な個展スペースとして、今後も効果

的なＰＲを行いたいと考えています。 

 次に、芸術振興事業の音楽事業です。「おいしいクラシック」は、これまでに
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ない新感覚のトーク・アンド・コンサートです。おなじみの大作曲家たちの意外

な好物をテーマにしたエピソードと演奏を楽しめます。公演に合わせて近隣レス

トラン３店舗の協力により、ベートーベンにまつわる料理の特別メニューを展開

し、多くのお客様に利用いただきました。更に、商店街の方々を中心に公演の内

容を見ていただくことにより、テーマに合わせた料理の提供に協力してもらえる

よう、幅広な展開をし、食と文化から新たな客層とまちの活性化につなげます。 

 また、７月には子どもが初めてクラシックに触れ合うコンサートとして、「キ

ッズのためのはじめての音楽会」を実施しました。午前、午後と２回のプログラ

ムを実施し、著名なバイオリニスト・奥村愛さんたちが奏でる音楽と愛くるしい

オリジナルキャラクター・おんのすけも登場するなど、子どもたちから大人まで

が楽しめるコンサートになりました。このように、創意工夫した構成とクラッ 

シックと気軽に触れ合う取組を今後も定着できるよう、展開を図っていきます。 

 このほか、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

しました。 

 次に、演劇・舞踊事業では、今年で１９回目を迎える「調布ストリートダンス

コンテスト２０１７」の本戦を実施し、４１チームの中、予選を通過した２０チ

ームが日頃の練習成果を感情表現豊かにパフォーマンスし、若い世代の技術向上

及び発表、情報交換の機会となり、チームと来場者が一体感となるイベントとな

り、大いに盛り上がりました。 

 次に、芸術・文化学習事業 ちょうふ市民カレッジは、市民の芸術・文化活動

のきっかけづくりの場として実施しています。特に子ども向けのカレッジは、今

年から子ども伝統体験教室という名称から、未来へ日本の伝統をつなぐ意味を込

め、「ミライ伝統教室」に変更するなど、レガシーを意識した内容で実施しまし

た。 

 最後に、たづくりイメージアップ事業です。東京２０２０大会に向けて、たづ

くりエントランスホールを活用した「たづくりアスリートワンダーウォール」を

展開しました。本事業は、アスリートたちにまつわる驚きを体験してもらうため、

壁面や床面を使ってシルエットアートを展開し、多くの来場者から喜びの声をい

ただきました。今後も東京２０２０大会まで市民の機運醸成を目的とした事業展

開を図っていきたいと考えています。 
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 次に、施設管理運営についてです。まず、たづくり入館者数です。平成２９年

４月から９月の入館者数は約９３万人余でした。月平均で１５万５，０００人余

の来館者数となり、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７９％

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６７％でした。

いずれも例年と同程度であり、高い数値で推移しています。今後も施設貸出しに

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ます。 

○ 阿部グリーンホール館長 

 続いて、グリーンホール事業の進捗について説明します。 

 初めに音楽事業です。「大ホールでスタインウェイのピアノを弾こう・育てよ

う～ホールであなたもピアニスト」は、昨年度より開始した事業で、大ホールで

ピアニスト気分を味わってもらうことと、スタインウェイピアノを弾き込み、ピ

アノの状態を保つことを目的としています。受付初日で全枞が埋まるほどの人気

ぶりで、空きホールの活用にもつながっています。 

 「Ｊａｚｚ Ｆｒｏｍ Ｔｈｅ Ｃｉｔｙ」は、ドリンクを飲みながら、地元

でジャズバーの雰囲気を楽しんでいただくシリーズです。４６回目となる今回は、

紗理と中村誠一の親子を中心とするカルテットで満席となりました。 

 「茂木大輔の生で聴くのだめカンタービレの音楽会」は、昨年の好評を受けて

の第２弾となりました。今回は着ぐるみのキャラクター・マングースが登場し、

ロビーでは写真撮影に長蛇の列ができました。平日夜の公演となりましたが、ア

ンダー２２と称した２２歳以下で購入されたチケットが全体の４分の１を占め、

通常シルバー層の多いクラシック公演に若者を引き込むことができました。 

 演劇・舞踊事業では、昨年度好評だった朗読劇×オーケストラ「星の王子さ

ま」を再演し、若者に人気の声優が出演する公演として、チケットは即日完売し

ました。 

 また、古典・伝統分野では、ホール落語として、「春風亭小朝独演会」、林家正

雀師匠を核とする小ホールの「調布寄席」、それぞれ定例のシリーズとしてお客

様に喜ばれています。 

 続いて、共催等事業では、相互協力提携を締結しているバッハ・コレギウム・
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ジャパンの「公開リハーサル」を実施しました。公開リハーサルでは、昨年度末

から事前申込制を改め、当日受付にしたところ、気軽に参加しやすくなり、来場

者が増えています。 

 また、「桐朊学園オーケストラグリーンホール定期」では、地域人材である桐

朊学園大学と連携した企画により、地域の芸術・文化の振興に努めました。 

 提携事業では、アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラや「桂文珍・三

遊亭円楽二人会」など、おなじみの出演者による公演を実施しました。また、 

ＢＳ―ＴＢＳ「日本名曲アルバムコンサート」によるテレビ収録公演などもグリ

ーンホールの知名度向上に一役買いました。 

 映像文化事業の調布シネサロンでは、グリーンホール開館４０周年にちなんだ

作品や子どもたちに薦めたい作品を上映しました。これまでは無料で上映してい

ましたが、シネコンのオープンに合わせ、経費の受益者負担適正化のため、１人

５００円をいただくことにしました。８月に子どもたちに薦めたい作品として上

映した「ペット」は、夏休みに気軽に楽しめる上映会として親子連れでにぎわい

ました。 

 そして、９月からはシネコンオープン記念とし、「ニュー・シネマパラダイ

ス」など、映画そのものにスポットを当てた作品を上映し、夜の上映会でありな

がら、これまで尐なかった若いお客様が尐しずつ増えてきています。本編上映前

には、グリーンホール４０周年の記念動画や、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。 

 このほか、音楽祭事業では、キッズコンサートや「ツィマーマンのコーヒーハ

ウス」など、有料公演８事業を担当しました。中でも、フェスティバルオーケス

トラでは、今年は管楽器も加えたフルオーケストラを公募し、３５人の若い奏者

と各パートに加わった講師陣を運営・制作面で支えました。４日間にわたる濃密

な練習の中では、指揮者と対話をする場も設け、密度の濃い時間となりました。 

 また、この公演では、芸術・文化振興基金の助成を受けて多くの学生を招待し、

リハーサルから見学した学生は、本番に向けて音楽が変わるさまに目を見張って

いました。 

 次に、グリーンホールの施設管理運営です。グリーンホールの利用件数は、大

小ホール合わせて７４２件、利用率は７９％でした。前年度の同時期とほぼ同様
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に推移しています。 

 

【報告事項ウ】平成２９年度収支予算執行状況の件 

＜説明＞ 

○ 佐藤財務係長 

 収支予算執行状況について、平成２９年９月３０日時点の状況を報告します。 

 まず、事業活動の収入の部です。今期の収入済額は 

６億９，５８９万４，１６４円、執行率は４９．６４％でした。 

 次に、事業活動支出の部です。今期の支出済額は６億４，３０２万２，４４６

円、執行率は６４．４２％でした。これは年間契約等で執行が決まっている金額

も含むため、５０％より尐し多くなりました。 

 支出については、年度の２分の１に当たる執行率５０％という数値と開きがあ

るものについて要因を補足します。 

 グリーンホール事業費の執行率は３８．６８％となりました。グリーンホール

４０周年記念事業、大ホールで実施する規模の大きなコンサート公演事業が年度

の後半に多く予定されているため、執行率がやや低くなりました。その他の支出

については、おおむね５０％で推移しています。その結果、今期の事業活動収支

差額は５，２８７万１，７１８円となりました。 

 そのほか、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、 

５，１４９万９，９８６円となりました。 

 なお、本内容については、平成２９年１１月１５日に実施された第２四半期定

例監査において監事の承認をいただいています。 

 

【報告事項キ】平成２９年度利用者懇談会開催結果の件 

＜説明＞ 

○ 常廣総務課長補佐 

 平成２９年度利用者懇談会開催結果の件について報告します。 

まず、第１回懇談会は、平成２９年７月１日土曜日午前１０時から午後１２時

まで行われました。寄せられた意見、要望については、財団事業の市民カレッジ、

公開講座及び文化講演会などに関すること、たづくりのエントランスステージを
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市民活動の場として利用したいということ、たづくりの貸出施設の利用方法に関

すること、そして、社会人学習室の利用に関すること、またこのほか、グリーン

ホールの今後の方向性に関することなどがありました。 

 続いて、第２回懇談会は、平成２９年１１月２日木曜日午後７時から午後９時

まで行われました。７月の懇談会において、グリーンホールの今後の方向性につ

いての質問があったことから、調布市から生活文化スポーツ部次長も出席してい

ます。 

 主な意見、要望としては、グリーンホールの方向性に関する意見がありました。

調布駅前広場の整備計画との整合を図る中で、グリーンホールの機能のあり方の

検討を含め、対応を図っていくと調布市から回答されました。 

 このほかには、前回に引き続き、文化講演会に関する意見、たづくり館内の施

設利用に関する意見などが寄せられました。 

＜質疑等要旨＞ 

○ Ｂ理事 

 利用者懇談会の市民の参加人数は、７月が８人、１１月が３人です。これにつ

いて、当該人数で利用者懇談会という形で位置づけが円滑にできているのかどう

か、財団ではどのように感じていますか。 

○ 常廣総務課長補佐 

 参加の人数が尐ないということについて、本懇談会に出席された方からも、広

報が十分かどうかという問い合わせもありました。受付で施設利用者に貸出施設

の鍵をお渡しする際に、懇談会のチラシもあわせて配付したり、インターネット

による広報、館内掲示など、さまざま手を尽くしています。 

 傾向を見ても、おおむね１桁の参加者でこれまで推移している中では、懇談会

として市民の声を聞く、開放する場は必要だと考える一方で、受付や７階事務所、

このほか直接職員に施設の利用要望を言ってくださる方もいますので、懇談会以

外の場であっても意見を聞くことができている部分もあります。 

○ Ｂ理事 

 たづくりやグリーンホールを利用された方を利用者と考えることは当然です。

その一方、これからの事業展開の仕方は、さまざまな機会の人たちと協力すると

書いてあります。ついては、既存の利用者だけでなく、今後利用をお願いしたい
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又は見込まれる方々を利用者懇談会に呼んで、一緒に考えてみるのも良い手法で

す。これから利用いただく方、利用いただきたい方を懇談会に呼んで、利用した

方と共にさまざまなテーマについて話し合ってみる。そうすれば、おそらく会議

の中身も変わると思いますし、意味合いも、未来に向けた利用者懇談会のような

形になるので、検討してはどうでしょうか。 

 

ア【協議事項】平成３０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期指定管理期間の最終年

度を迎えます。計画を着実に実行し、目標達成に取り組み、芸術・文化活動を担

う団体や市民一人ひとりの声が広く反映されるよう努めるとともに、これまでに

実施した事業の内容や効果を検証し、新たな財団の基本計画や文化振興施策につ

ながるような仕組みの構築を図ります。 

 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、財団独自のテーマである

「１００年後の君へ。」を基軸に、子どもたちやその先の世代へ向け、明るい未

来と夢をほうふつとさせる事業展開を中心とした広域的な連携や、各館の特性を

活かした魅力的で芸術性の高い取組を実施します。 

 また、市民の芸術・文化活動の拠点として、芸術・文化の力をとおして、生き

生きとしたまちづくりにつながるよう、文化庁の文化芸術振興基本法の改正に倣

い、芸術・文化の分野にとどまらず、広く調布の産業、観光、国際交流、スポー

ツ、教育、福祉など幅広い分野と連携し、心豊かな社会の発展に貢献します。 

 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、利用者からの意見、要望などに丁寧かつ敏速に対応

することで、利用者満足度の向上を図ります。 

 次に、人材の育成については、芸術・文化の振興とコミュニティを推進する職

員の更なる能力開発を図るため、地域との連携を意識したアートマネジメント力
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の向上を目指します。 

 続いて、平成３０年度の特徴的な取組について説明します。 

 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、更に創意

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、実際は本年にオープンしたシネコンですが、本

計画案上、「昨年」という言葉を使います。昨年オープンしたシネマコンプレッ

クスを含む調布駅前商業施設と連携を密にし、当財団の特色を活かした調布よさ

こい、映画・映像関連イベント及びアウトリーチ事業の新たな展開について検討

します。特に映画・映像イベントの柱である新しい映画祭については、市内映

画・映像関連企業や調布市との密な連携が重要となりますので、引き続き協議、

調整を図りたいと考えています。 

 次に、広報・マーケティング係は、市民意識ニーズ調査の結果と広報誌クリニ

ックの意見を踏まえた財団報ぱれっとの充実、ＳＮＳを活用した全国的な発信力

と効果的な宣伝、更には「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」の具現化の１つとして、より利用しやすい付加価値を持った新・友の会

制度への検討を行い、各協力機関との協議、調整、連携を深めます。 

 次に、たづくり事業課は、これまでの事業実施結果の分析と培ってきた専門的

知識や実施手法を活用し、各種事業や団体との連携や事業内容、参加方法などの

工夫を行い、幅広い市民が芸術・文化に触れる機会を提供し、観光振興を視野に

入れた事業展開を図ります。 

 あわせて東京２０２０大会の開催を見据え、レガシーとして市民の芸術・文化

への積極的な関わりや地域団体が相互に連携できる関係を醸成できるよう、「ク

リエイティブリユースでアート！」や「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ」など、多様性

の尊重や地域資源を活用した中期的な取組を実施します。 

 続いて、グリーンホール事業係は、これまで来館が尐ない年齢層である幼児か

ら若年層を対象とした事業に引き続き力を入れます。その一環として、グリーン

ホール単独では実施できない海外の最先端の教育普及活動を取り入れたワーク 

ショップを東京文化会館と連携して実施し、多感な乳幼児期から創造性や協調性

を育み、身近に芸術に触れる機会を創出します。あわせて、日本の伝統文化への
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興味を喚起するため、古典・伝統音楽を現代的な切り口で紹介する事業を実施し

ます。 

 続いて、事業内容について説明します。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、幅広い世代が楽しめる機会を提供します。展示室では、

各展示事業の中でギャラリートークや講演会、ワークショップなどを通じて子ど

もから大人まで、より広くアートに親しんでもらえるよう、プログラム「ＴＡＣ

（Ｔａｚｕｋｕｒｉ Ａｒｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」を実施します。 

 また、東京２０２０大会にあわせて実施予定の、年齢や障害の有無に関わりな

く参加できる「クリエイティブリユースでアート！」事業へのステップとして、

市内各所で体験事業「フィルム缶にアート！」を実施します。 

 次に、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、各館の特性を活かした事業展開を図ります。 

 文化会館たづくりでは、平成２８年度からスタートした食と関連づけたコンサ

ートシリーズを継続実施し、事業の定着と顧客獲得に向けて近隣の飲食店と連携

を図るほか、若年層に向け、親子で楽しめるコンサート、演劇公演を実施します。 

 グリーンホールでは、引き続き地域資源を活用し、協定を交わしている桐朊学

園オーケストラやバッハ・コレギウム・ジャパンと協力した事業を実施するほか、

未来を担う若年層向けの公演を多く実施し、市民にその魅力を伝えることで芸

術・文化の振興を図ります。 

 調布国際音楽祭は、レガシーとして後世に受け継ぐ事業に育てるため、多くの

世代が音楽に触れ合う機会を創出するとともに、多彩なプログラムと調布市の魅

力ある地域資源を活用した取組を推進します。 

 次に、体験・育成事業は、芸術・文化への興味・関心を高め、美術振興事業や

芸術振興事業に付随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

が芸術・文化の楽しさを感じ、将来の鑑賞者となることを目指します。 

 また、調布ゆかりの新進芸術家などに発表の機会を提供し、市内の将来有望な

人材を広く市民に紹介するなど、育成の一助とします。 

 次に、映像文化事業について、中核を担う調布映画祭は、上映を中心とした見

るイベントとして実施してきましたが、来年度から映画・映像がつくられるまち

である調布の強みを活かし、見ることだけではなく、参加・体験・学びをコンセ
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プトとし、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

トとしてリニューアルします。 

 本件について、新しい映画祭の案を説明します。 

 企画背景１「映画のまち調布」の現状です。 

 調布市の「映画のまち調布」を進める取組に関する市民意識調査では、映画事

業の取組の満足度は高いとは言えず、ほかの取組を優先すべきと考えています。

しかし、調布の文化的イメージ、シンボルとして捉えられている割合が高いとい

うことも分かります。また、財団が企画する事業での希望のジャンルでは、「映

画」と答えた方が最も多く、期待度の高さがうかがえます。 

 次に、企画背景２「調布映画祭の歴史について」です。市民中心の実行委員会

で選定した古き良き日本映画や準新作などの作品を上映することを中心とし、映

画館がない映画のまちにとって、年１度の映画祭として平成２９年３月までの期

間に２８回開催してきました。 

 次に、企画背景３「課題の抽出」です。これまでの調布映画祭の課題として３

点挙げられます。１点目は、まちの活性化につなげられていない。２点目は、市

内に点在する映画・映像関連企業と十分に連携ができていない。３点目は、映画

のまちとしてのＰＲポイント及び独自性の打ち出しが弱いという課題です。 

 次に、この映画のまちにこのような課題を解決する大きな転機が来ます。それ

が平成２９年９月に市民待望のシネコンがオープンしたことです。ようやく市内

で映画を見る環境が整いました。これを機に、今までの映画祭を改善するため、

調布市内映画・映像関連企業と発展的な見直しを検討しました。その結果、映画

をつくる目線で映画を楽しんでもらい、映画をつくるまちであるからこそ感じら

れる地域資源を活用し、芸術・文化として映画の価値を向上させる調布独自の特

徴あるイベントを開催することが必要という一定の方向性を示しました。 

 次に、「映画のまち調布」であることを唯一無二の財産として多くの方に映画

を見て、より広い映画の世界を知り、新たな楽しみを感じていただくことをベー

スに、目的、ターゲットを考えました。 

 また、その目的達成のためのイベント企画を考えました。主に地域資源を活用

し、芸術・文化としての映画の価値向上や、調布独自の映画祭として映画制作に

携わる専門技術者を対象に、映画をつくるまちならではの評価をする「映画のま
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ち調布技術賞授賞式」（仮称）を中心に、関連の上映会、トークショー、展示な

ど、映画のまち調布ならではのイベントを開催したいと考えています。 

 また、授賞式の目指すものは、グローバルな軸に寄せ過ぎず、しかしローカル

志向が強くなり過ぎないことです。映画業界人も納得するクオリティで、調布市

民も誇れる映画イベントにしていきたいと考えています。 

 次に、技術賞の概要です。基本的には、一定の期間、市民投票でノミネートさ

れた作品を映画業界が推薦する各部門の専門職で構成された選定委員会の選考を

基に、受賞者を決定したいと考えています。案の段階ですが、対象作品、賞の種

類、市民投票方法、開催時期を示しました。このように、市民投票でノミネート

作品を選び、技術賞を評価することはおそらく全国初の試みです。 

 次に、市内映画・映像関連企業、調布市文化振興課、産業振興課をはじめ、調

布市商工会、調布市観光協会などと各団体が目的意識を明確化し、相互に連携し、

オール調布で取り組むイメージと、本映画祭を運営する母体について、市内映

画・映像関連企業を中心とした実行委員会を発足したいと考え、既に企画段階か

ら市内映画・映像関連企業の方に相談しており、働きかけを始めています。 

 また、この実行委員会の中心的役割として、外部から有識者をアドバイザーと

して招聘し、多角的な助言をいただきながら、新しい映画祭の構築を進めていき

たいと考えています。 

 あわせてコミュニティの醸成と交流のために、市民参加という点でノミネート

を募集するだけでなく、映画祭の市民ボランティアとしても協働する取組を図り

たいと考えています。 

 次に、授賞式の開催期間は１か月前後で、調布市、市民団体、シネコンなどが

主催するイベント及び参加型のワークショップなどとの同時開催や連携をとおし

て、市全体が映画祭で盛り上がっているイメージができるか検討を進めています。 

 最後に、本映画祭を長期的な展望の視野に立ち、検証、課題抽出、解決を重ね、

徐々に事業範囲を広げていくこととあわせ、映画は総合芸術と言われているので、

本映画祭を通じて映画の芸術的側面を伝えるとともに、トークイベントや講演会、

講座など鑑賞者を育て、定着することによって、より多くの市民に映画・映像を

つくるまちとして愛される映画イベントの構築をしたいと考えています。 

 以上が新しい映画祭のイメージ案です。まだ案の段階であるため、不透明な部
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分もありますが、目的意識を明確に持ち、今後も映画のまち調布として誇れる映

画祭に向け、調布市や市内映画・映像関連企業と密に協議、調整を図ります。 

 次に、文化祭事業です。文化祭事業は、日々の芸術・文化及び生涯学習活動の

発表の場とするとともに、市民と相互に連携し、次世代につながる文化交流とコ

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６３回調布市市民文化祭を実施します。 

 次に、地域コミュニティ活性化事業です。来年で１６回目を迎える調布よさこ

い２０１８では、昨年に引き続き、調布市観光協会と連携し、調布の代表的な祭

りとして、地域の声を聞きながら発展的な取組をします。また、市内の地域団体

などが主催するイベントへのアドバイス、環境づくりなど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、芸術・文化学習事業は、大学教授や専門家による講座のほか、市民自ら

芸術・文化活動に取り組む契機となるよう、市民講師や講座修了生のボランティ

アによる市民の力を活かした講座を効果的に実施します。特に、東京２０２０大

会の機運を高めるため、日本の伝統文化を紹介する講座を充実させるほか、子ど

も向けに伝統芸能など学校教育を補完する講座や親子で参加できる講座を実施し

ます。また、芸術系大学を中心とした市内近隣の専門機関による特色を活かした

多様な研究成果を提供する講座を実施し、生涯学習活動の活性化を推進します。 

 次に、活動援助事業は、椅子やテーブルなどさまざまな用具、設備の貸出しや

後援名義の使用を許可することで、市民の芸術・文化活動を支援します。 

 次に、広報・マーケティング活動は、情報バリアフリーの環境整備の１つとし

て、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある市民でも、年齢的、身体的条

件に関わらず、ウェブで提供されている情報にアクセスし、利用できるよう、 

ウェブアクセシビリティの向上に取り組みます。 

 また、マーケティングでは、参加者と利用者の満足度最大化の推進ができるよ

う担当者をサポートするとともに、地域や団体とのコミュニケーション力を高め、

高い成果が得られるよう努めます。 

 次に、施設管理運営は、施設のライフサイクルコスト縮減のため、省エネルギ

ー化を推進するとともに、設備の务化状況を踏まえ、部品交換などを適切に実施

することで、建物全体の長寿命化を図ります。 
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 また、文化会館たづくりでは、エレベーター待ち時間のストレスを軽減させる

ための取組として、エレベーターホールアートプロジェクトを既に一部試行的に

文化会館たづくり１階で開始しています。 

 次に、人材育成については、職員一人ひとりの専門的知識を更に高めていくこ

とに加え、多角的に物事を捉え、状況に応じて自ら問題を解決する応用能力を備

えた人材を育成する組織風土の構築を目指します。 

 以上の事業計画案を検討するに当たり、現状と課題を検討し、事業に対する取

組姿勢とあわせ、財政的な側面から本日は１つの例示として、公演事業を中心と

した事業収支状況などを精査、検証し、作成しています。 

 ここで、検証事例として２点の事業を紹介します。１点目は、収支の良い事業

の例として、音楽事業、ウィークデーマチネコンサート「おいしいクラシック 

Ｖｏｌ．１～ショパンと地中海ポトフ～」を紹介します。 

 本コンサートは、くすのきホールにおける平日昼間のコンサートとして、平成 

２８年度から始めた調布オリジナルの新シリーズです。芸術振興事業においても

説明しましたが、クラシック初心者の方に加え、しばしばコンサートに行く方に

も足を運んでもらえるよう、食にまつわるエピソードという余り知られていない、

しかし、身近で親しみやすいテーマで、よく知られた作曲家を紹介するという趣

向で、ナビゲータが毎回変わるゲストの演奏家によるトークと演奏を楽しんでい

ただくシリーズです。初回は、これまでの当財団事業の実績から、市民の皆様に

人気の高いショパンのピアノ曲と仲道郁代さんの組み合わせで実施し、チケット

は完売しました。 

 成功の要因は３点挙げられます。 

 １点目は、平日昼間という中高年、主婦層の方々が参加しやすい時間帯に気軽

に聞ける長さと料金で、ターゲットとなる客層に人気の高い演奏家と内容を選ん

でいることです。 

 ２点目は、調布市民カレッジやバッハ・コレギウム・ジャパン公開リハーサル

など、当財団の他の事業を通じて市民の皆様がレクチャーコンサートという形式

への参加意欲が高いことを認識し、その形を取っていることです。コンサートに

先立ち、市民カレッジで同じテーマの講座を開講し、公演への関心を更に高める

よう工夫しました。 
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 ３点目は、平成２７年度までのシリーズを一部引き継ぐ形で、近隣レストラン

でコラボメニューを展開し、ＰＲしていることです。コラボレーションするレス

トランは、まずはたづくり、グリーンホールの店舗からスタートしましたが、ス

リジェだけで期間中５００食が出るほど人気でした。本シリーズは、平成２９年

度はベートーベンで実施し、平成３０年度はモーツァルトで予定しています。ま

た、取り上げられる食のメニューに合わせてコラボする飲食店も今後広げていく

予定です。 

 続いて、収入が予算を下回った事業例として、演劇・舞踊事業 大蔵流狂言

「附子・菌」を紹介します。 

 こちらは、本物の舞台芸術を子どもたちに提供する趣旨で実施した善竹十郎さ

ん、善竹大二郎さんなど、一流の演者による狂言の公演です。東京２０２０大会

を前に、伝統芸能を次世代に伝えていく機運が高まっていますが、子どもたちや

その親の世代にとって、普段触れる機会が尐なく、敷居の高い分野です。今後、

２０２０年に向けた事業展開を考える上でも、まずは会場に来ていただき、ニー

ズを探るところから始めました。学校の鑑賞教室でもおなじみの演目を、普段は

演じることのないベテラン演者たちが演じるとともに、親子での来場で、小学生

のお子様は２人まで無料という大胆な設定をしました。 

 １７１人の来場者のうち、小学生は５２人でした。アンケート結果でも４０代

以下が４０％であり、小学生と保護者の世代であることが推測できます。新規顧

客は７２％、満足度は「大変よい」が８４％であり、「やや不満」「不満」の回答

はなく、よい意味でもう一曲ぐらい見たかったとの声も聞いています。 

 このようなことから、単体の公演の収入という面では収支予算を下回りますが、

裾野の拡大と普及という見地からは一定の成果があると考え、平成２９年度にお

いても、３月に予定している能楽、御燈能「土蜘蛛」についても同様に、保護者

１人につき、小学生２人無料で実施します。 

 今後、古典伝統芸能分野の事業は、東京２０２０大会の文化プログラムを視野

に入れ、裾野の拡大・普及と事業継続による顧客の定着化、事業のブランディン

グを目指します。 

＜質疑等要旨＞ 

○ Ｃ理事 
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 事業計画の基本方針について、端的に言うと文章が長く、難解になっている印

象を受けます。例えば、１つの文章が終わるのに４行から５行という長い文章に

なっているので、もう尐し読みやすく、分かりやすくしてもらいたいというのが

まず率直な感想です。 

 続いて、数点質問します。これまで広くいろいろな分野の方々と交流を持ち、

連携を図るということを進めてきたことが、非常に進歩し、とても良い計画にな

っています。これはおそらく今後何年間も続いていき、財団の持つ意味が従前に

比べると非常に大きな変化として表れると思いますし、発展性があるという期待

感を持っています。ところが、このような発展性のあることについては、職員の

方々には相応の能力やスキルが必要となります。 

 本計画の中には、アートマネジメントの能力を高めるという内容がありますが、

研修や資格について、具体的な表記はありません。例えば、産業、国際交流、福

祉であれ、特別な分野の部分があります。特別な知識や技術が必要な部分もあり

ます。今後これらに対応した研修や資格を職員の方々が習得することも必要にな

ってくると考えます。その点について、本計画の中にすぐに実施できるかできな

いかは別としても、計画に組み込んでおかないと、アートマネジメントの能力を

高めれば財団の仕事ができると職員が刷り込まれてしまうことになります。この

点について新しい技能と能力を身につける機会を着実に設けてもらいたいです。

要するに、財団の職場の雰囲気を醸成するのは良いことですが、具体性がありま

せん。具体的なことで実行できるようにしてもらいたいです。 

 もう一点は、それを踏まえて、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・

パラリンピックに向けて、各課・係の職員が横断的な話し合いをしていますが、

現状でどのようなことをイメージし、思いを持ちながら取り組んでいるのかとい

うことを聞かせてください。 

○ 土井コミュケーション課長補佐 

 ２０１９年がラグビーワールドカップ、２０２０年には東京オリンピック・パ

ラリンピックがあります。幸いなことに、調布は都下でも唯一の会場となる点か

ら、財団や各館のミッションを達成するための事業をアピールしていくには絶好

の機会であると考えます。現在、我々が持っている力、持っているものを活用し、

皆さんに見てもらう機会が増えればいいのかと考えています。 
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○ Ｃ理事 

 誰に向かってアピールするとイメージしていますか。 

○ 土井コミュケーション課長補佐 

 市民の方はもちろん、調布市にある当財団が実施していることが、世界とまで

は言い切れなかったとしても、国内の方々に見ていただく良い機会であると思い

ます。 

○ Ｃ理事 

 そのとおりだと思います。２０１９年ラグビーワールドカップと２０２０東京

オリンピック・パラリンピックのときに、対象となる人たちをどのように捉えて

いるかというのも考えているのか、あわせてお聞きしたかったです。当然、現在

財団の持っているミッションを考えると、市民は当然対象となります。ワールド

カップやオリンピック・パラリンピックのときには、多くの人たちがこのまちを

訪れるわけです。そのときに、職員の皆さんが、ミッションの先にある人の顔、

どういう人たちのことを考えて、文化会館たづくりやグリーンホールを運営して

いくか、事業を組み立てていくかというのは非常に大事なことです。それは今か

ら実施していて、本計画にも入っている。その点を含めてどのようなイメージで

考え、本計画に落とし込んだかをもう尐し深く聞きたいと思います。 

 国際交流や福祉の分野がある。しかし、これらの分野はイメージしていくと、

会館のあり方や活用方法が全く変わってくるはずです。それを考えて計画に落と

し込んでいるという点はおそらくできていると思いますので、この点を含めてお

聞かせください。 

○ 土井コミュケーション課長補佐 

 コミュニティ振興係の事業所管で、調布よさこいがあります。本年度から調布

市観光協会とのコラボレーションにより、観光フェスティバルと同日開催とする

など、よさこいのみではアピールし得ない部分もあるので、市全体、更には大き

なくくりの祭りとして２０１９年のラグビーワールドカップや２０２０年の東京

オリンピック・パラリンピックでアピールしていきたいと考えています。 

 また、調布国際音楽祭は、各課を横断して実施している事業です。昨年までの

調布音楽祭という名称を「調布国際音楽祭」に改めました。「国際」という名称

を付ける思いとしては、単に外国で活躍している人を呼んでくるという内容には
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留まりません。調布市の魅力のあるものの発信もねらいの１つとしています。例

えば、これまでに３回実施した深大寺でのコンサートは、調布の魅力を発信する

ものの１つです。また、プロを目指す演奏家を集めた「フェスティバルオーケス

トラ」も、当財団がバッハ・コレギウム・ジャパンと協定を締結しているからこ

そ実現できる企画として世界に発信できる事業展開と捉え、本事業計画に反映さ

せています。 

○ 藤堂たづくり事業係長 

 Ｃ理事からの質問に関して、たづくり事業課で取り組んでいる事業があります。

こちらのキーワードとして、調布の産業、観光、国際交流、その他オリン 

ピック・パラリンピックに関したキーワードはさまざまあります。それぞれ合わ

せて事業が幾つかあるので紹介します。 

 まず、「クリエイティブリユースでアート！」という事業があります。当事業

は、調布の廃材を使って、若い方に作品をつくっていただき、紹介するという事

業です。元来調布の産業などと関わりのある事業でしたが、２０２０年に向けて

は、障害を持った方、また年齢に関係なく、子どもから高齢の方まで多様な方々

が、バリアがない状態でアートに参加できる形を計画し、取り組みやすい形とし

て、フィルム缶の中にいろいろ素材を入れていく「フィルム缶にアート！」とい

うものを実施しています。それを現在、アウトリーチで市内で展開するというの

を実施しています。 

 先日、調布市立第一小学校の特別支援学級で実施し、障害を持ったお子さんに

もとても楽しんでいただき、良い作品をつくるということを私たちも勉強しまし

た。今後はそれを積極的に普及させ、３年後には多くの方々と共にアートができ

るようになり、やがては障害を持った方、さまざまな年齢の方と共に芸術に触れ

ていける形で残していきたいと、現在取り組んでいます。 

○ 立石たづくり事業課主査 

 「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ」を紹介します。 

 基本方針でも触れている「１００年後の君へ。」という独自のテーマを我々で

設け、事業を展開しています。本件もオリンピック・パラリンピックが契機とな

っていますが、オリンピックはわずか３年後であります。オリンピック・パラリ

ンピックをきっかけに考えるのであれば、我々としては１００年後先を見据えて



 

- 21 - 

事業を実施していくと考て、「１００年後の君へ。」という事業のテーマをつくり

ました。当該テーマから逆算し、「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ」の事業も、対象を

変えながら実施していく予定です。 

 「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ」は、３年後にオリンピック・パラリンピックが開

催される年に１つのゴールを迎える形で計画的に来年度から実施していくところ

です。対象は、これから未来をつくっていく子どもたち、そして、未来にバトン

を託す大人双方を対象にしています。日本の伝統芸能を普及させていくことを１

つの大きなテーマとし、調布ならではの地域資源を活用しながら実施することで、

調布市の魅力の再発見と全国に向けての発信を意識しながら事業を展開していく

予定です。 

○ 阿部グリーンホール館長 

 グリーンホールでは、先ほど土井から説明しました音楽祭がまず１つ挙げられ

ます。この中のフェスティバルオーケストラの運営等はほとんどがグリーンホー

ルで実施しています。この音楽祭については、本年度から助成金を獲得でき、地

元の高校生が多くいらっしゃいました。このような場で形成できた関係性から、

築いた絆から発展させ、高校生にオープニングに関わっていただくことで計画し

ています。 

 調布の音楽祭は、地域でできる音楽祭のあり方として良いものを実施するのは

当然ですが、それだけではなく、地元の市民が関わる音楽祭として外部団体から

も非常に注目されていますので、この点は今後もたづくりと連携して進めていき

たいと考えています。 

 グリーンホールが独自でできることとして、たづくりでは実施できない古典分

野では、和太鼓など大きな音が出るようなものは、グリーンホールの大きな舞台

を使用しないとできないので、この点を実施していきます。 

 最先端のものを取り入れていく点で、グリーンホールのみではできないものと

して、東京文化会館と協力して開催するワークショップがあります。本ワークシ

ョップは、グリーンホールだけではなく、たづくりを含めていくつかの会場を使

用し、ポルトガルの劇場と連携した企画となりますが、将来的には継続実施でき

るよう現在調整を進めています。こちらは子どもから、クラシックに限らず、広

く音楽をリズムや歌といった視点で、さまざまな体験イベントが中心となります。
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１度に参加できる人数は尐ないですが、それを何回か重ねて２０人ぐらいで実施

します。子どもから身近にできることで、学校の音楽の授業とは違った切り口で、

財団でしかできないものであります。こういったグリーンホール単体でできない

外部と協力していく事業を、今後もグリーンホールとして実施していきたいと考

えています。 

○ 鈴木コミュニケーション課長 

 調布市が多摩地域唯一の競技会場であることに関して、オリンピック・パラリ

ンピックは平和がテーマであり、当然スポーツがあり、文化があります。文化と

いう面では、我々は大変ありがたい環境で仕事していることを、まずは感謝する

ことが必要です。加えて、現在さまざまな事業展開を図っていますが、このよう

な事業を単体で実施するのではなく、そこにはスポーツや健康づくり、産業、観

光振興、平和、国際交流、教育、そして最後には大きなまちづくりというテーマ

がありますので、そのような点を芸術・文化でつなげられないかという局面で、

我々は事業を考えていく必要があると考えています。 

 このような千載一遇の大きなチャンスに対して、我々職員がどれぐらい本気で

事業に当たっていけるかということは、この数年は非常に重要な期間です。また、

そこを通過した後に、我々の幹となり枝となるような力の力量、あるいは考え方、

発想もできます。先ほど立石から「１００年後の君へ。」の説明もありましたが、

中長期的に将来を見据え、各館の特徴を活かしながら進めていきたいと考えてい

ますので、よろしくお願いします。 

○ Ｃ理事 

 ありがとうございました。本計画の中には、多様性を尊重して事業を進めてい

く言葉が多く出てきます。多様性を尊重するのは、当然今後、日頃から求められ

ていくことですが、職員の方がそのことを尊重することによって、多様性を持っ

た視点を多く持つことだと思います。それには、先ほど申しあげたように、職員

の方々がさまざまな分野についてもっと深く知る必要があります。研修等は必須

だと思うので、実現していただきたい。 

 映画祭の新しい取組が出てきています。これが実現できるのも、皆さんが日々

努力して、さまざまな機関と連携しながら実施してきたという積み重ねがあり、

出てきています。おそらくこれは実現できます。だから、そういったことを含め、
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本計画の中に、ぜひそれぞれの職員の方々の顔の見えるような計画ができるよう

にしっかり取り組んでください。 

○ 議長 

 ただいま報告しました中に、いろいろと意見をいただきましたので、修正など

変更点がありましたら、次回の理事会でお諮りします。 

 

イ 【協議事項】平成３０年度収支予算案の件 

＜説明＞ 

○ 佐藤財務係長 

 平成３０年度収支予算案の件について説明します。本予算案は、先ほど協議い

ただいた平成３０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

と調整を行っていますが、平成２９年１２月１日時点での状況を報告します。 

 まず、平成３０年度の総予算額は、収入ベースで１４億６４７万円であり、全

年度の１４億２００万円余から４００万円余の増額となりました。 

 なお、総予算額とは財団全体の予算規模を指しているものです。 

 平成３０年度は、平成２５年度から運用している財団基本計画の最終年度に当

たります。計画に位置づけた５つのミッションの達成を目指すとともに、平成 

２９年度の実施結果、状況を受け、引き続き、調布市の新しい文化の創造発信を

推進します。また、２年後となる２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ

クの文化プログラムに向けた取組を継続して展開し、更なる芸術・文化、コミュ

ニティの振興を図っていきます。 

 このほか、各事業費等の予算は、事業等アンケートの検証、理事・監事・評議

員等からの意見、自己財源確保などの視点を基に作成しています。 

 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、指定管

理料と市補助金の獲得のための内容となります。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増分となります。 

 なお、増分とは、市拠出金である指定管理料及び補助金の増分を指します。 

 まず、市補助金は３億９，３６４万５，０００円で、前年比で約９３０万円の

増です。コミュニティ事業の増分として、調布国際音楽祭で約１２０万円、調布
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映画祭で約１７０万円などがあり、広報・マーケティング関連で減額を予定して

いる部分もありますが、人件費の定期昇給などの増があり、全体として増額とな

ります。 

 たづくりの指定管理料は５億５，７６８万３，０００円で、約５９０万円の増

となります。事業費として、オリンピック・パラリンピック関連事業として、エ

ントランスの展示、たづくりアスリートワンダーウォール、その第２弾を予定し

ていることによる増があります。施設管理運営事業費では、仕様の内容を見直し

による委託費の増があります。 

 次に、グリーンホール指定管理料は１億３，０４２万８，０００円で、約 

４００万円の増です。事業費として、前年度まで広報・マーケティングのコミュ

ニケーション事業費として補助金に計上していた広告宣伝費を移管することによ

る計上で、約２００万円の増です。ほかには、大規模事業の本数を減らしたこと

による自主事業収入の減で、全体として増額となります。 

 

（３）報告 

ア 【報告事項】公益法人立入検査結果報告の件 

＜説明＞ 

○ 常廣総務課長補佐 

 本検査は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づくもの

で、初回は公益財団法人認定から３年以内、その後も３年ごとに実施される検査

となっています。前回は第１回目として平成２６年１０月に実施されており、今

回が２回目の立入検査となります。平成２９年１０月３日火曜日午後の時間帯で、

講評を含め４時間半にわたり実施されました。 

 立入検査は、東京都生活文化局都民生活部管理法人課公益法人担当により行わ

れ、財団から、常務理事、事務局長、課長職の出席のほか、実務対応として、係

長職を中心とした各業務の担当職員が説明に当たりました。 

 検査に先立ち、事前準備資料、東京都から指示があったものを全て準備し、会

場に配備した上で対応しました。 

 検査の内容は、ガバナンスに関する部門、財務に関する部門、事業に関する部

門のそれぞれの検査対応を行いました。 
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 本検査の結果、立入検査結果で講評をいただいています。１点目は評議員会の

議事録の作成方法について、２点目が役員改選時の手続について、３点目に事業

計画開始年度の前日までの事業計画確定に関する書類手続について、４点目に会

計に関する費用配賦の考え方についてです。本件については、いずれも次の機会

から的確な対応を図ります。 

 なお、東京都からの正式な検査結果の報告については、検査終了からおおむね

２～３か月程度で書面によりなされる予定で、おそらくこれから到達するものと

思われます。 

 また、検査が完了した法人の名称は、東京都公益認定等審議会の報道発表資料

に掲載される予定です。 

 全体の結果として、講評において、検査員から検査に当たっての事前資料の準

備と実際の資料、諸手続については、当財団は非常に良く整理されており、これ

までに検査を行っている中では検査がしやすく、優秀であるという評価を頂戴し

ました。 

 今後とも適正な法人運営が図られるように事務局としても尽力しますので、理

事並びに監事の皆様には引き続き指導賜りますようお願いします。 

 

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 

○ 理事長   

私からは、財団ミッションに関連した内容を報告します。本年６月に文化芸術基

本法が改正され、誰もが等しく芸術鑑賞ができる環境の整備ということで、年齢、

障害に加え、新たに、「経済的な状況にかかわらず」にという視点が追加されまし

た。そのほか、観光やまちづくり、福祉、教育といった分野を取り込み、これまで

以上に他分野と連携した文化芸術施策が推進されていくことが期待されています。

「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」や東京２０２０大

会の文化プログラムなど、芸術・文化を取り巻く環境の変容に伴い、ますます財団

の存在意義と真価が問われることになります。当財団においても子どもたちやその

先の世代へ明るい未来と夢を残すために「１００年後の君へ。」をコンセプトとし

て様々な事業を展開しているところです。今後、次期財団基本計画の策定にあたっ

ては、引き続きこうした環境の変化に即した計画を立てる必要があります。これま
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でに取り組んできた事業の検証と市民の声の反映を意識し、市民と文化の関係性に

ついて十分な議論のうえ、東京２０２０大会後のレガシーにつながる実効性のある

計画となるようお願いいたします。事業の見直しや新たな事業の検討においては、

他の芸術文化団体の取組などが参考になることもあります。時には他団体の施設を

直接訪問し、情報を収集するなど、様々な視点から各職員が知恵を出し合い各課・

係間の横断的連携により、進めてください。 

 

○ 副理事長 

     自主財源の確保について報告します。財団として、自主財源の確保は、重要な位

置付けであり、これまでも成果向上のための取組をお願いしてきたところです。協

賛金や助成金の獲得について、協賛メニューの工夫や助成金情報の収集など積極的

なチャレンジにより、昨年の同時期と比較して増額となっています。また、寄附金

額は、昨年と同様に推移している一方で、寄附の件数は増加しており、尐しずつで

はあるが財団の事業に理解を示す方が増えてきたともいえます。東京２０２０大会

の助成金獲得に向けては、調布市は競技開催地であることから、期待ができる位置

にあると思います。引き続き、自主財源の確保のために、様々な角度から策を講じ

積極的にチャレンジしていくことを期待しています。 

次に、時間外の縮減に向けてです。働き方改革が推奨される中で、現場から様々

な声が出ていると報道されています。時間外を減らす運動は良いことであっても、

仕事の量が減っていないため、根本的な解決には至らず、素直に喜べないというも

のです。ここ数年、財団では職員の新しいアイディアや行動力が結集され、様々な

事業を展開しているが、その一方で時間外が縮減されない状況もあるようです。 

     市民の心の糧となる芸術文化を推進していくことは勿論ですが、これを担う職員

の健康面への配慮も大切にし、職場内での和をもって効率的かつ効果的に取り組ん

でもらいたいと思います。そのうえで、管理職や係長職による指導や助言は大きな

意味を持ってきます。仕事の精査と創意工夫により時間外を縮減し、心身ともに健

康で働き続けられる職場環境づくりに努めていただくようお願いします。 

○ 常務理事 

はじめに、芸術･文化･コミュニティ事業の推進についてです。開館２０周年を契

機として取り組みをはじめた新規事業が尐しずつ軌道に乗り始めています。例えば
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調布国際音楽祭は、「国際」を冠したことで、これまで以上に幅ひろい世代に、芸

術性の高い鑑賞や参加の機会を提供し今後の展開が期待されます。美術分野におい

ては、「多様性」や「社会包摂」といったテーマを盛り込んだ事業展開がなされた

一方、カレッジ事業については新たに、新規受講者や若年層への働きかけが功を奏

し、顧客の定着や裾野拡大に繋がっています。「調布よさこい」、「映画のまち調

布」「市民文化祭」など、調布市民とゆかりの深い事業については、今後より一層

財団の枞を越えて、行政関係者はもとより、市民や調布市文化協会をはじめとする

各種団体と連携し、東京２０２０大会とその後のレガシーを視野に入れた財団独自

の取り組みである「１００年後君へ。」に繋がる事業実施に努めてもらいたいと思

います。 

次に、バリアフリー対応です。障害者差別解消法における合理的配慮が求められ

るなか、当財団のバリアフリー対応については、筆談や介助犬の対応を徹底してい

るほか、ホームページでも施設のバリアフリー情報を掲載するなど、法の趣旨に 

沿った対応を推進していると思います。新聞報道によると、全国の文化施設では、

視聴覚障害者等の利用者への対応は、一部に限られていることが報じられていまし

た。こうした現状に対して財団としては、今後さらに事例を積み重ね、障害者への

理解を深め、誰もが利用しやすい施設となるよう取り組んでください。 

 

ク 【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月に行われた理事会以降に開催されました評議員会の開催結果についてご報告

いたします。平成２９年度第１回定時評議員会が、５月１９日（金）、グリーンホ

ール２階会議室で開催されました。審議事項は、平成２８年度一般会計収支決算の

承認の件、理事選任の件など、報告事項は平成２８年度事業計画、平成２９年度事

業計画及び収支予算など、その他の件として３件を報告しました。 

２点目の平成２９年度第３回臨時評議員会は、決議の省略による開催とし、平成 

２９年１２月１日（金）を決議のあった日とし、書面表決により行われました。 

内容は、評議員選任の件ということで、角川大映スタジオ株式会社の西村伸夫評議

員の退任をうけ、後任として吉村健二評議員が選出された件となります。 
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ケ 【報告事項】規程等改正の件 

＜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、平成29年４月以降施行となったものについて

報告します。１点目は、就業規則の改正であり、概要は、調布市において、介護を

行う職員の仕事との両立を支援する観点から、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改正となります。 

２点目は、職員給与規程の改正です。調布市において、東京都人事委員会勧告に

準じ、給与制度の総合的見直しに対応するとともに、東京都及び近隣市の制度との

均衡を図るため、給与制度が改正されたことを受け、改正します。 

 

コ 【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年度の現在の収入の状況を報告します。協賛金が全７事業分、助成金

が全１件で、合計が１５０万６千円となります。 

寄附は、事業実施時の募金による寄附が１９件、個人から３件、計２２件で 

６万２，３７６円でした。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ます。引き続きファンドレイジングの取組を進めてま

いります。 

 

オ 【報告事項】次期基本計画策定の件 

＜説明＞ 

○ 常廣総務課長補佐 

 次期基本計画策定の件について、概要を報告します。 

 現行の基本計画が平成３０年度までのものとなっており、次期平成３１年度以

降の基本計画の策定作業をこれから随時行います。作成については、平成３０年

７月末までの完成を目途としている最中です。平成３０年１０月頃に次期指定管

理者選定のプレゼンテーションが行われることが想定されます。これに先立ち、
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平成３０年夏の時期には、事業計画の策定と次年度の予算編成が入りますので、

これらの内容に計画が反映できるようにしておく必要があります。 

 策定における視点としては、現行基本計画をベースとし、財団、たづくり、グ

リーンホール、各館のミッションの確認と再構築を行うこと、また、現時点にお

ける財団を取り巻く環境事象を踏まえた一部改定と見直しを経て、ミッション、

計画、そして内容に応じた組織の見直しなども行います。また、事業評価及び現

行計画の進捗状況などの検証及び市民ニーズ調査の結果の反映等も踏まえて行い

ます。 

 このほか、先ほどから事業計画でも審議されている次期計画期間が東京オリン

ピック・パラリンピックの開催時期に当たり、文化プログラムの実施や、文化へ

の対応なども国全体の流れを組み入れた計画とする必要があります。また、当財

団、調布市により実施されている各調査や評価結果の分析、役員・市議会の声な

ども反映させます。 

 次期基本計画期間については、次期指定管理期間と重なることがあるので、指

定管理の選定に当たってもメリットやサービスの向上、施設の大規模改修なども

踏まえたものとして、構成は分かりやすさを重視したものとし、従来の計画から

更に実用性が高いものとして策定することを考えています。 

 なお、せんがわ劇場の管理運営や、次期指定管理などについては方針が固まり

次第、項目との関連を含め、慎重な作成を行いたいと考えています。 

 

カ 【報告事項】市議会定例会報告の件 

＜説明＞ 

○ 常廣総務課長補佐 

 平成２９年市議会定例会の報告に関して、当財団に関連する内容についての概

要を報告します。 

 平成２９年６月に行われた平成２９年第２回市議会定例会では、市長報告とし

て、当財団の経営状況の報告がありました。当該内容は、本年４月の当財団第１

回定時理事会における決算報告とほぼ同じ内容となります。本件では、２人の議

員から質問を受け、当財団の所管部署である調布市生活文化スポーツ部長による

答弁がありました。 
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 ２名の議員から質問がありました。１点目は、日本共産党・雨宮幸男議員から

の質問で、市内の文化振興を図るために、当財団を核として市内各文化施設相互

のプラットフォームについての現状と検討内容について質問がありました。この

答弁として、豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言及び東京オリ

ンピック・パラリンピックに向けた文化振興としては、調布市として大きな意味

をもたらすものであり、財団にとどまらず、市内全域での芸術・文化を網羅した

取組が必要である。そこで財団が、せんがわ劇場を会場とした事業実施による連

携、実篤記念館の移動展などのたづくりでの隔年実施と、市内各公民館と連携し

た市民文化祭等の実績があり、市民自らが主体性を持つための担い手として各施

設の特徴を活かして横断的な事業を実施することを引き続き検討していくという

説明がされていました。 

 もう一点が、元気派市民の会・大河巳渡子議員からの質問が２点ありました。

本件については、豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言の実現に

向けて財団では事業が進められていること、そして、グリーンホールの４０周年

の節目の年で、館の将来について市民的に関心が高まってくる中で、財団は市民

からいろいろな意見を求められているところとは推察するが、館のミッションの

実現等どのように図られているか、どのように意見を伝えたかを教えてほしいと

いうことでした。 

 この答弁として、グリーンホールは著名な音楽家の公演や鑑賞教室、成人式、

各発表の場として多くの方に愛されている施設であり、財団の主催事業をはじめ、

数々の全国的に誇れる良質な事業等を実施していること。そして、老朽化やバリ

アフリー対応などの課題があるものの、財団は指定管理者としてのノウハウを最

大限に活かした管理運営を行っていることです。そして、財団からは、施設の使

用に制限が生じた場合には、財団の事業や今後の市民活動に関する影響も十分に

配慮する必要があるという意見を市に出している。今後、市としては、駅周辺の

まちづくりの動向等を踏まえた総合的な調整を図りながら施設のあり方を検討し

ていくところであり、財団としても、引き続き利用者の視点に立った施設の管理

運営を行い、芸術・文化の振興に努めていくと回答しています。 

 もう１点は、市直営の劇場運営を行うことが宣言に立った運営につながると認

識しているが、そこはどうかということで、財団は現在、指定管理者としてたづ
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くりとグリーンホールの施設管理運営を行いながらせんがわ劇場を会場とした事

業の展開で連携を図っていることがあり、今後、運営のあり方については改めて

検討を進めたいと回答しています。その中で、財団として市全体の芸術・文化振

興を進めていくに当たっては、せんがわ劇場の管理運営を担うことも選択肢の１

つとして考えていると回答されました。 

 このほかについては、一般質問で各議員から財団に関する質問がされています。 

 

（３）その他 

ア せんがわ劇場の運営について 

＜説明＞ 

Ａ理事 

 平成２９年７月２６日付で、調布市生活文化スポーツ部長から財団事務局長宛の

文書です。 

 内容は、せんがわ劇場が平成３０年４月に開館１０周年を迎えるに当たり、これ

を契機として今後のあり方を検討するに当たり、芸術・文化に係る専門知識を有す

る当財団に協力を願いたいという内容の文書です。 

 裏面においては、その内容が記されています。主な内容として、平成３１年度に

当財団を指定管理者として選定した場合を視野に入れ、検討を重ねていくことです。 

 

 事務局より、今後の日程等の確認を行った。 

 以上をもって、議案の協議等を終了したので、午後７時４０分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 


