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平成２９年度第４回臨時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成２９年１２月１４日（木）午後６時から午後７時５０分まで 

２ 会場 文化会館たづくり９階研修室 

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、吉村健治、山本良子 

（理事者出席）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 

（議長）評議員 山本良子 

５ 内容 

（１）審議事項 

第４号議案 議事録署名人の件 

（２）報告事項 

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 

ウ 公益法人立入検査結果報告の件 

エ 平成２９年度事業進捗状況の件 

オ 平成２９年度収支予算案執行状況の件 

カ 平成２９年度利用者懇談会開催結果の件 

キ 次期基本計画策定の件 

ク 理事会の開催結果の件 

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 

（１）せんがわ劇場の運営について
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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、新任評議員の紹介の後、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、山本評議員が議長として開会を宣言した。 

 

（２）審議 

【審議事項】第４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。 

 

（２）報告 

ア 【報告事項】平成３０年度事業計画案の件 

イ 【報告事項】平成３０年度収支予算案の件 

 議長から、「報告事項ア、イについては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。 

 

【報告事項ア】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
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「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

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、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
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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

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プログラム 

「Ｔａｚｕｋｕｒｉ Ａｒｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ＴＡＣ）」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、各館において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、若年層向けに、親子で楽しめるコンサートや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
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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。 

 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、今年度から映画・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

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ない状況です。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ことが分かります。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、年に一度の大きな映画の祭りとして平成２９年

３月までの期間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は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
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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、多くの方が映画

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ます。 

 次に、技術賞の概要（案）です。基本的には、一定の期間、市民投票でノミネ

ートし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

たいと考えます。 



 

- 7 - 

 あわせて、コミュニティの醸成と交流のため、市民参加という点ではノミネー

トを募集するだけでなく、映画祭の市民ボランティアと協働する取組を図りたい

と考えます。 

 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の同時開催や連携をとおして、

市全体が映画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って、検証、課題抽出、解決を重

ね、徐々に事業範囲を広げていきます。あわせて、映画は総合芸術と言われてい

るので、本映画祭を通じ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、定着化することによって、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

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、調整を図っていきま

す。 

 次に、文化祭事業です。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は、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。 

 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。 

 次に、活動援助事業は、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。 
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 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の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、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。 

 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、財政的な側面からは、本日１つの例示として、平成２８年度の

公演事業を中心とした事業収支状況などを精査し、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年度から開始し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、ナビゲータと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
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トは完売しました。 

 成功の要因として３点挙げられます。１点は、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、本形式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での講座を開講し、公演への関心を更に高め

るようにしました。 

 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、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、グリーン

ホールのスリジェのみで期間中５７０食が出る人気でした。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あ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様、

善竹大二郎様など、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、親子で来場すれば、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、良い意味でもう一曲ぐらい見たかったとの声もありました。 
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 このことから、単体の公演の収支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人まで無料で実施します。 

 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

グを目指しています。 

 

【報告事項イ】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、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、前

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となります。 

 次に、平成３０年度予算編成について原案を説明します。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ります。 

 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。本資料に前年

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。 
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 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言います。 

 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

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多く

の新聞にも掲載され、講評を博したエントランスの展示、たづくりワンダーウォ

ール、その第２弾を予定していることによる増、施設管理運営事業費では、仕様

の内容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。 

＜質疑等要旨＞ 

○ Ａ評議員 

 まず、映画について質問です。 

 技術賞が新設と伺いましたが、類似の映画フェスティバルは全国にも多々あり

ますが、調布の独自性や差別化していくものはあるのでしょうか。先行のものに

埋没しないのかと感じました。 

 一般の方たちにどう評価され、受容され、まちの活性化にどのようにつながっ

ていくのか聞かせてください。 

○ 鈴木コミュニケーション課長 

 「映画のまち調布」は、もともと調布市基本計画の重点プロジェクトに位置づ

けられている推進事業であります。どのようにして市内映画・映像関連企業約 

４０社ある中で独自性を打ち出していく映画イベントができるかについては、当

財団の考えだけでなく、市内映画・映像関連企業と調整してきました。 

 専門家による授賞式ですが、映画をつくるまち、つくる職人の方々が調布には
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多く、映画と関係の深い方たちがお住まいで、そのような方たちにいかにスポッ

トライトを当て、映画のまちとしてのピンを立たせるかということついては、産

業にスポットライトを浴びせなくてはならないという観点と、財団としての芸

術・文化の推進、その点のグリップ感が新しいイベントには非常に大切であると

考えます。 

 そこでさまざまな提案が出てきましたが、映画をつくるまちとして何ができる

か、また、映画がつくられるまちとして、市民に対して、調布に住んでみて何を

感じられるかに関しては、つくるまちとしての映画をつくる苦労や大変さ、また

すばらしさが、鑑賞者の視点に立ち尐しでも分かりやすいものであれば、我々は

映画のまちとして、より誇りを持てるのではないかという検討に至りました。 

 この事業を最初に進めていく上では、非常に専門的な見地から入るところが一

部分ありますので、トークショー、あるいは上映を通じ、映画のつくり手側がい

かに大変であり、その積み重なったものがすばらしい芸術・文化に値するものな

のかを知っていただくとともに、可能であれば、鑑賞者を育てる、成長できるよ

うな取組ができるのではないかと考えています。 

 調布に映画企業が多い中でいかに独自性を出すかという観点から、本事業は中

長期的にも考え、定着感を持たせることによって、シネコンができており、映画

のまちとして、映画を見るときに感じる心の感受性を育てていきたいという希望

があります。 

○ Ｂ評議員 

 地元の産業と結びついていき、専門家の方たちにとっては大変理解が深まって

いき、これが一般の市民の人たちにとってマッチしていくと思います。華やかさ

の部分として、音楽の中でもバックステージのショーのようなものがあり、長く

続いています。どちらかというとほとんどの人が知らず、専ら業界人が知ってい

るものです。しかし、業界人の中では大変評価されて、名ピアノ調律師や、有名

なステージの専門家たちがおりますが、決して華やかなものではありません。 

 これを実施することは大変良いことですが、これと映画のまちとしての全体の

活性化と、シネコンを盛り上げていくのは御苦労だと思います。率直な感想は渋

好みだと感じます。物自体が良い取組ですが、これを長く続けて、意味あるもの

にしていくには忍耐と努力が必要であると思います。 
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○ Ｅ評議員 

 映像産業で従事している立場として、今回映画祭のリニューアルの動きは大変

ありがたいことです。バックステージの理解を調布市民に、撮影所でどのような

思いでこれまで産業として働いてきたかの理解を含め、「映画のまち調布」で、

今一度市民の方に認識を持っていただき、一緒に市を盛り上げていけるような映

画祭になっていければと考えます。私どもとしても、全面的かつ最大限にバック

アップしながら共に歩み、良い映画祭にしていきたいので、よろしくお願いしま

す。 

○ Ｄ評議員 

 私は調布で育ちました。そこで働いている人たちの中で育ちましたので、今よ

りはもっとオープンな感じで、撮影所の中も自由に入ることができ、特にセット

などでは遊ぶことができるぐらいの状況でした。よって、映画のまちと言われた

ときに、子どものときに味わった感情が戻ってくるのかと多尐期待しています。

安全性などの問題もあるのでしょうが、撮影所そのものも余り閉鎖的にならない

ようになってくるといいと思います。特に、幼尐時から体感できることができた

ら良いと考えます。楽しみにしていますので、よろしくお願いします。 

○ Ａ評議員 

 様々な意見がありましたが、これまで映画のまちと調布が謳ってきた中で、映

画をつくるまちというのが事業計画に明記されたことが非常に嬉しく、期待して

いますし、何らかの形で関われたらと思います。 

 私は映画のメーキング的なものが好きで、このようなものがどのような技術に

よってつくられたかというものが後にテレビ、映画でも本編後に尐々紹介されま

すが、好きな方は多くいると思います。そういう方々が集うようなものになれば

いいと思います。 

 その中で、「地場の企業・店舗が「映画のまち」によるメリットを享受できて

いない」とありました。運営体制図の中に調布市商工会という名前が入っていま

すが、先日おいしいクラシックのＰＲに財団の職員が来ました。商店会長などが

集まっている会議があったのですが、直接的な意味で、調布駅近隣を中心に本事

業が展開されるのであれば、商工会だけでなく、「商店会」という文言もぜひこ

の中に加えていただきたいと思います。また、報道などでも紹介されていますが、
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トリエ、シアタスがオープンするのに伴い、この近隣の商店会が連携してつくっ

たエキモリの会という組織があります。その会に財団もメンバーに入ってもいい

と考えます。差し支えなければ加わっていただいた方が、このような取組も含め、

たづくりやグリーンホール、このような集客施設をいかに地域の商店に向かわせ

ていくかということも、この場に参加いただけることで、皆で協議できると思っ

た次第です。 

 更に、長期的な意味で、映画が好きな方を日本全国から集めてくれば良いと思

う一方で、技術者の方が調布には多数住んでいます。そのような方がもっと調布

に住みたくなるような施策が、これをきっかけとして展開できないかと思います。

調布市産業労働支援センターのＳＯＨＯオフィスであったり、年齢制限してもい

いですが、市内の映画・映像関連企業に勤める若い方に何らかの補助をするなど、

映画の技術がもう尐しコミュニティの中に根づいていくと思った次第です。 

○ 鈴木コミュニケーション課長 

 ありがとうございます。専門的な技術賞という点では、尐し玄人寄りかと私た

ちも感じています。ただし、それがあくまでも全てではなく、我々の持っている

生涯学習的な講座であったり、技術者が直接来て、分かりやすくお話しすること

ができる環境が調布にもあるので、可能であれば、授賞式の前後１か月間ぐらい

が市民の方、あるいは様々な団体の方が街中で映画の事業を行っています。その

ような仕組みづくりとしてフェスティバルを実施できればと考えています。 

 授賞式が話題になると、専ら授賞式に目がとらわれがちになりますが、それは

この事業の中の１つであり、シネコンとの連携というのも太いパイプとしてあり

ますので、最新の映画館で観る楽しさも引き続き皆様方に知っていただくことが

できます。まずは映画を御覧いただき、そこからスタートするという視点で取り

組んでいきたい。 

 加えて、商店街との連携というのがありました。シネコンのオープンは、市の

中心市街地活性化プランの中の大事な要素です。シネコンがオープンしたことに

関しては、まちづくりの活性化につなげていかなければならないという点では、

大変ありがたいお話がありましたので、調布市商工会も含め、エキモリの皆様方

と連携し、調布の中心地として、また尐し波及し、調布全体に広がるぐらいのイ

メージを持ちながら、事業展開を図っていきたいと考えます。 
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○ Ｃ評議員 

 先ほど説明いただいた平成２８年度分で、入場者数が良好で、企画としても大

変良いと捉えている部分と、大蔵流のものは、企画としては良かったが、人がそ

れほど期待できなかったという説明でした。実施したが、この企画は良くなかっ

たと、もっと率直にネガティブな評価をされたものの紹介はありますでしょうか。

趣旨として、私はこれまでもコマーシャリズムの中にある演奏会の制作にも携わ

ってきましたので、集客が良いことも多くあります。公益財団法人ですので、企

画し実施したが、今後は取組として見直し対象となる事業があったのか、なかっ

たのかというのも伺いたいです。 

○ 鈴木コミュニケーション課長 

 多様なニーズを踏まえて公益性を追求するとともに、指定管理者として効率的

な運営と収益性について目標を達成していくというミッションがあります。さま

ざまな事業を展開している中で、全体的にネガティブな評価はしておりません。

一つひとつの事業が財政的にお金がかかり、さまざまなお客様がいらっしゃって

いますが、今は収益、あるいはお客様の来場が尐なくても、これをどのようにつ

なげ、広げていくかということが大きなミッションです。事業を評価するときに

は、マイナス面だけではなく、必ずプラスの効果があった、更に、次につなげて

いくために、改善していくという観点でいます。それを次にどう結びつけていく

かという解決をしながら進めている状況です。 

○ Ｃ評議員 

 公益財団法人として、また地域貢献のために、公金を投じている中で、指定管

理者制度下で、収益性が当然求められると考えます。しかし、収益のバランスが

取れ、赤字にならなければその事業が良いということではなく、それによって調

布市の文化や地域のコミュニティがより良くなっていくことが想定されるのが本

来の目的であると思います。 

 公金を投じることによって収益が上がらなくても、「種植え作業」と私たちは

呼びますが、地域にいろいろなものの種をまいていくことで、将来的にどうなっ

ていくかを明瞭に説明し、皆で理解し、それは市の当局や市民にも理解を求めな

がら公金を投じていく。それによって黒字の結果を得られなくても、必要な事業

運営であれば必ず実施することが公益財団法人として必要なことです。 
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 よって、収益性が当然必要なことですが、結果に大きく捉われ過ぎずに、ぜひ

必要な事業を展開していただき、むしろこれは地域のために投じていく必要がな

いであろう、財団として、例えばグリーンホールやたづくりの施設、そのほかコ

ミュニティの中で、この役割としては必要ないという評価も皆さんの中で実施し

ていただきながら行われていくのが良いと思います。そのような意味において、

収支が最優先という形で、事務局がそうおっしゃることは難しいので、評議員会

として、必要な先行投資としてぜひ捉えてお考えいただくような展開が良いと思

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。私が収益性という言葉を示したので、そちらの方に捉

えられてしまったと思います。当財団としては、芸術・文化の裾野を広げる、ど

なたでも参加しやすい場面づくりということでは、おっしゃるとおりであり、今

はまだ鑑賞者が尐なくても、行く末、我々が段階的に進めることによって、この

ようなすばらしい事業になり、多くの方々に愛されるものになっていくというと

ころの結びつきに関しては、日々真剣に考えていかなければならないと思います。 

 加えて、芸術・文化事業、生涯学習事業、コミュニティ事業の３つの事業がそ

れぞれ独立するものではなく、互いに結びつき合って相乗効果を上げていくこと

がミッションの根幹と成す部分です。その点については、今後市民の方のさまざ

まな意見、来場者のアンケート、当財団が実施している市民意識ニーズ調査や調

布市にも伺いながら、今後も多角的、多面的に事業を進めていきますので、よろ

しくお願いします。 

 

ウ 【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 

 この検査は、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の認定から３年以内、その後も３年毎に実施されてお

り、今回の検査が２回目となります。実施日は平成２９年１０月３日午後、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から３名が
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来訪され検査が行われました。当財団からは、常務理事、事務局長、課長職の出

席のほか、実務対応として、ガバナンス、財務、事業の３部門において担当職員

が説明に当たりました。 

 検査に先立ち、東京都側から事前準備の指示のあった資料を全て準備し、会場

に配備した上で検査に対応しました。 

 検査の結果、指摘事項について４点ありました。こちらについては、いずれも

次の機会から的確に対応していきます。 

 今後も適正な法人運営を行ってまいります。 

 

エ 【報告事項】平成２９年度事業進捗状況の件 

オ 【報告事項】平成２９年度収支予算執行状況の件 

 議長から、「報告事項エ、オは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。 

 

【報告事項エ】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年度事業進捗状況として、第１及び第２四半期の事業について報告し

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、年間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。まず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
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付加し、「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

ルカムコンサートを含め、来場者は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、卒業生の皆様や市民音楽

家の皆様によるステージは、各ホールの特徴をうまく引き出しながら、音楽のす

ばらしさを手軽に味わう場として大変好評でした。 

 このほか、キッズコンサート、ジャズと幅広い展開を図り、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

ールと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、その他の公演については、グリーンホール担当から報告します。 

 今後においても伸びしろが十分ある事業のため、課題を抽出し、一層地域特性

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、当財団の事業を外部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、年間をとおしてさまざまな事業展開を図っています。 

 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、タイトルにもありますが、市民待望のシ

ネコンが平成２９年９月下旬にオープンにしたことを記念し、市内映画・映像関

連企業の協力により、映画やテレビで使われた甲冑や姫君衣装をプロが着つけす

る調布ならではの体験イベントを中心に、エントランスステージでは、映画「関
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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

クイベントを開催し、映画のまち調布にふさわしいイベントとなり、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。開催時間前後は

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花火が秋に変更された

こともあり、初めて調布市観光協会と同日開催をし、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は、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が中心ですが、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

れるなど、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１階展示室と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、調布市民皆様の小さな貴重な個展スペースと考えますので、
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今後も効果的なＰＲを行いたいと考えます。 

 次に、芸術振興事業の音楽事業です。こちらは先ほど一部触れた「おいしいク

ラシック」です。これまでにない新感覚のトーク・アンド・コンサートで、おな

じみの大作曲家たちの意外な好物をテーマにしたおもしろ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。今

後も商店街の方々を中心に公演にもできるだけ招待し、そこでこの公演のイメー

ジを持ってもらい、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い

展開を目指したいと考えます。 

 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

グラムにし、著名なバイオリニスト・奥村愛様たちが奏でる演奏と愛くるしいオ

リジナルキャラクター・おんのすけは、子どもから大人まで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を気軽に触れ合う

取組を今後も調布市に定着できるような展開に努めます。 

 また、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」の本戦を実施しました。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、情報交換の場となるよう、チームと来場者が一体感のあるイベ

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。子ども向けのカレッジですが、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が、東京２０２０大会に向けて、た

づくり１階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」を開催しました。この事業は、アスリートたちにまつわる驚きを体験してい

ただくため、壁面や床面を使ってシルエットアートを展開し、多くの来場者の方
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から喜びの声をいただきました。今後も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。 

 続いて、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９３万人でした。月平均で１５万５，０００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。 

 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すが、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、昨年度から始めた事業で、市民の潜在力

向上というミッションのもと、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。受付初日で全枠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人気シリーズです。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、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、通常高

齢者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、こちらも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

売でした。普段はアニメを見ている若者が、オーケストラによるクラシックを聞

くきっかけともなりました。 
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 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、相互協力協定を交わしている桐朊学園大学やバッ

ハ・コレギウム・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、昨年度末より事前申込制を改め、直接、当日並んでいただくことにした

ところ、気軽に参加しやすくなったと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・オーケストラや東西特選、

「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です。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、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、調布シネサロンでは、今年度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。これまでは無料上映

していましたが、シネコンオープンに合わせ、経費の受益者負担適正化のため、

１人５００円の入場料をいただくことにしました。中でも、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」では、夏休みに気軽に楽しめる上映会と

して親子連れで賑わいました。 

 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」といった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。 

 先ほど説明した音楽祭事業について、チェンバーミュージック・ガラ・コンサ

ートやキッズコンサート、「ツィマーマンのコーヒーハウス」など、有料公演８

事業をグリーンホールで担当しました。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、指揮者と対話する場も設け、密度の濃い時間となりました。 
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 また、本公演では、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。 

 このように、グリーンホールでは、市内最大の施設、文化の中心的存在として、

調布ならではのオリジナリティが発信できるような制作事業をも推進しています。 

 次に、グリーンホールの施設管理運営です。平成２９年４月から９月のグリー

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。

前年度同時期とほぼ同様に推移しています。 

 

【報告事項オ】平成２９年度収支予算執行状況の件 

＜説明＞ 

○ 佐藤財務係長 

 続いて、平成２９年度収支予算執行状況の件について、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。実績額について、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予定が決まっている

金額も含むため、５０％より大分多くなりました。 

 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。これはグリーン

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日に実施された定例監査にお

いて監事の承認をいただいています。 
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＜質疑等要旨＞ 

○ Ｃ評議員 

 「調布国際音楽祭」という名前に変えたことによる財政状況の変化について説

明いただきたいのと、調布国際音楽祭実施後の財政バランスについて教えてくだ

さい。 

○ 土井コミュニケーション課長補佐 

 特に「国際」を付けたことによって大きく収支バランスを変えていません。主

に調布の魅力や、調布在住のミュージシャンを幅広く発信していくことを目的に

「国際」という名前をつけました。 

 券売の面においては、目標達成という点で若干追いつかない部分がありました。

グリーンホール担当から説明したフェスティバルオーケストラは、いろいろな若

いミュージシャンを紹介していくときに、今回初めて海外から指揮者を呼び、指

揮の指導のときにいろいろなディスカッションするなど、国際的な魅力あるコン

サートにできたと思います。 

 昨年の販売数が５００枚弱であったのに対し、今年の販売数は７００枚を超え

ており、変化が見られたところもあります。 

○ Ｃ評議員 

 音楽祭は当然収支があり、いろいろなアーティストやプロフェッショナルな人

材を招聘することによる出費があります。結局、音楽祭全体の開催に投じたお金、

先ほど最初に言った、赤字を考えずに投資する意味合いのあるものは大きな収支

があります。現在、日本の音楽界で、例えば毎年５月に東京国際フォーラムで実

施されているラ・フォル・ジュルネで、石川県や琵琶湖で開催されていたものが、

全部取りやめにかかっています。それぞれ独自のものを実施するか、縮小するな

ど状況が変化している中で、調布で音楽祭を実施することは意義が問われます。

その趣旨において、収支として成り立っているのかをお聞きしたいです。 

 意見としては、東京で既に幾つも同種のものが実施できる中で、調布で開催す

るのであれば、赤字にしてまで実施する意義がないので、収支としてバランスが

取れているのかをお聞きしたいです。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 収支としてのバランスが取れているかというと、当然出演者のギャランティ等



 

- 25 - 

も、著名な方を呼べば大きくなる部分はあります。御意見にもありましたとおり、

市民の中にクラシックの音楽を根づかせていくという大きな目標がありますので、

そのための種まきの考え方から、市からの補助金を投入している部分もあります。

年々市の補助金の依存率を下げていくような方策も考えていきたいと思います。 

○ Ｃ評議員 

 全体として、いくらぐらい投入しなければならないのですか。 

○ 土井コミュニケーション課長補佐 

 正確な数値を持ち合わせていないですが、本年は２，３００万円規模のもので、

現状であれば補助金は約５００万円の状況です。 

○ Ｃ評議員 

 種まきというのは、先ほどのように、ある程度将来性のある人たち、その子ど

もたちに対してとか、地域への文化向上がありますが、実はハイレベルなものの

音楽の催し物というのは、例えばオーケストラによる若手育成が全国レベルで行

われています。例えば、ＰＭＦ（パシフィック・ミュージック・フェスティバ

ル）や、小澤征爾さんの松本での活動に学生たちも多く参加します。このような

ものは既に日本の中である程度回っていて、それを今、調布でどのような価値が

あるのかということを見定める必要があります。 

 教育の場では、ほかの音楽祭とのバッティングはどう検証しているのかという

声があります。これだけ調布で実施する価値があるのかという意見がありました。 

 音楽でも同じように、他で実施しているものと、ここで実施していくものを重

ねていく中で、お金を投じる意味は検証されるべきです。当然良いものでありま

す。ただ、それをお金をかけてやっていくことと、それをここでやるのか、それ

をここでかけないで、他がやっているものをどう捉えていくのかということは大

事なお金の使い方の検証ですので、この点は改めて検討すると良いという意見で

す。 

○ 阿部グリーンホール館長 

 １点補足します。ラ・フォル・ジュルネなどの大型の音楽祭が、近年、各地域

で撤退していることは私も存じています。石川県の方と私はコネクションがあり

ますので、地域で何が起きているか、なぜラ・フォル・ジュルネが撤退すること

になったかも聞いています。 



 

- 26 - 

 ただ、調布で現在実施している音楽祭は、ラ・フォル・ジュルネのようなイベ

ントとは趣が異なります。本音楽祭は、バッハ・コレギウム・ジャパンであった

り、桐朊学園という音楽大学が地元にあるところから生まれた音楽祭です。また、

専らクラシックを推進するということのみが目的ではなく、元来音楽があるまち

調布で、映画のまち調布と並び、音楽がいかに調布の地域活性化に役立てるかと

いうところから生まれています。 

 中で参加している方には著名な方もたくさんいらっしゃいます。その方たちを

呼び有料で実施するだけではなく、そこにはＣＩＭＦというボランティアの方も

たくさん参加しています。ボランティアの方々も、参加者が年々増えています。

地元の音楽祭に、ぜひ自分も尐し何か関わりたい、役に立ちたいという方が市民

の中からたくさん生まれてきています。 

 また、フェスティバルオーケストラも今回助成金を獲得することができました

が、こちらにも桐朊学園の学生が多く参加しています。演奏水準についても、４

日間のみの練習で、非常に濃密な時間で良いものが完成しました。それが助成金

を獲得できるようなきっかけにもなりました。 

 この点で、調布の音楽祭がラ・フォル・ジュルネのように都心で開催している

音楽祭とは意味が異なります。この間、私は池袋の東京芸術劇場にて、現在日本

で行われている音楽祭の意義に関するシンポジウムに参加しました。地域で実施

されている音楽祭の成功事例として、調布国際音楽祭が取り上げられました。外

部から見て、調布で実施している音楽祭がいかに注目度が高いかというのは、さ

まざまな地域のホール職員から聞いています。草の根的ではありますが、尐しず

つ市民の方の間に音楽祭が浸透し、いかに調布の活性化に役立っているかという

ことを、尐しずつ示せているので、今後も続けていく意義があると考えます。 

○ Ｃ評議員 

 お話のように、当然形として、見え方として華やかなものがあるので、確かに

その評価の部分はあります。ただ、先ほどから述べているように、例えば公金を

投じて、地域活性化や、地域のためのものとして、同じ東京エリアの中で投じて

いくものの検証がされるべきだと思います。 

 地域資源を活用するものと、いろいろな形で地域の特性にない形でのお金の投

じ方みたいなものをうまく分別してもらって、収支バランスがその中で整ってい
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くのがよいのだろうと思います。先ほど言ったように、種まきの事業によるお金

の投入の仕方と、良い音楽祭であるという評価と、それを代替するものが他に近

くで求められる可能性があるときに、お金をどのように投じていくかということ

の価値を言いたいということです。 

 調布のためのみに投じなければならないお金の使い方と、代替のものが他に求

められるもののときに、良いものを実施しているから良いという見地ではなく、

このエリアでその価値を受けることができないのであれば、それを投入していき

ます。しかし、他で実施していく価値があるのであれば、それを敢えてここでそ

れなりのお金、助成金を投入してやる必要があるのかということの問題を整理し

た方が良いという意見です。 

○ 鈴木コミュニケーション課長 

 財政的な面は、当財団がこの事業を今後続けていく面でも非常にウエートの大

きい部分だと当然認識していますし、先ほども申したとおり、指定管理者として

求められる収益性も大きな点です。しかし、この音楽祭は、むらさきホール、エ

ントランスのステージなど、無料で鑑賞できるものが多いプログラムです。これ

は桐朊学園大学の皆様の御協力にも得るところですし、また、市民の演奏家が自

身の発表の場として本音楽祭に幾つかもの団体様が出ています。プロ演奏家が演

奏して楽しむ場面と、無料で楽しめる、また、市民の方が演奏を自分の発表の場

としてできる場面、そのような音楽祭ではないかと認識しています。 

 当然財政的な側面を考えながらも、まずは市民がどう感じこのイベントを楽し

んでいただいているかはアンケートやニーズ調査により、一つひとつ我々も検証

しながら進めていきますので、今後もよろしくお願いします。 

 

カ 【報告事項】平成２９年度利用者懇談会開催結果の件 

キ 【報告事項】次期基本計画策定の件 

ク 【報告事項】理事会の開催結果の件 

ケ 【報告事項】規程等改正の件 

コ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

 山本議長から、「報告事項カからコについて一括で説明いただきたい」と提案が

あった。 
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＜説明＞ 

○ 常廣総務課長補佐 

 まず１点目、利用者懇談会は年２回、夏期の昼の時間帯と秋期の夜の時間帯で

開催し、今年度は、いずれも施設に関する意見があったほか、グリーンホールの

今後の方向性について興味・関心が寄せられた内容でした。 

 ２回目は、調布市生活文化スポーツ部の次長にも出席いただき、調布駅前広場

の整備計画と整合を図る中で、グリーンホールの機能のあり方の検討を含め、対

応を図っていくという回答がされています。 

 続いて、次期基本計画策定の件について説明します。当財団では、現在平成 

２６年度から平成３０年度までの基本計画を策定し、運用していますが、こちら

が３０年度までのものですので、次期３１年度以降の計画の策定作業を行ってい

きます。現行の計画をベースとしたもので、各ミッションの確認と再度構築を行

うための作業が主となります。ここに事業評価及び現行計画の進捗状況などの検

証、市民意識ニーズ調査結果の反映等が含まれます。次期の期間がまさに東京オ

リンピック・パラリンピックの開催期間に当たり、文化プログラムの実施や、新

しい文化への対応など、国の動向も組み入れた内容とすることと、更に当財団、

又は調布市で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、また

調布市の基本計画等も反映させていくこととなります。 

 なお、次期の期間は、指定管理期間の年数や本日のその他の項目にあるせんが

わ劇場の管理運営など、今後方針が固まっていくものもありますので、これも含

めて慎重な作成に入りたいと考えます。 

 続いて、理事会の開催結果の件です。第３回臨時理事会は、決議の省略による

開催で、当理事会ではこのたび選任された理事で、互選により各役職を選定する

内容です。 

 続いて、第４回臨時理事会は、こちらも書面評決により行われ、内容は評議員

選任の件で、西村評議員から吉村評議員に改選された内容です。 

 そして、第５回臨時理事会が先日平成２９年１２月１１日月曜日に行われまし

た。こちらは、今この評議員会でいろいろ議論いただいていますが、ほぼ同内容

のことが理事会においても協議され、事務局としても報告事項として取り上げた

内容となります。 
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 そして、報告事項ケ 規程等改正の件です。当財団の就業規則の改正があった

ものと、職員給与規程の改正があったものが該当となります。 

 最後に、ファンドレイジング進捗状況の件です。こちらは、平成２９年度現在

の収入の状況となりますが、協賛金が全７事業分、助成金が現時点で収入が入っ

ているものとして１件、合計が１５０万６，０００円です。 

 寄附は、事業実施時の募金形式による寄附が１９件、個人から頂戴しているも

のが３件で、合計が２２件、６万２，３７６円です。寄附は、継続して事業開催

時に募金形式による働きかけを行っていきたいと考えます。また、協賛金等もメ

ニューを増やすなどし、引き続き獲得ができるように努めます。 

 

８ その他 

（１）せんがわ劇場の運営について 

＜説明＞ 

Ｆ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５０分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 


