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平成３０年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成３０年４月２７日（金）午後６時３０分から午後８時まで 

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 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） 

（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３０年度第１回定時評議員会招集の件 

イ 第２号議案 平成２９年度事業報告の承認の件 

ウ 第３号議案 平成２９年度一般会計収支決算の承認の件 

（２）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 

６ その他 

７ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 

荻本理事長から、出席理事５名であり、理事会運営規則第１０条に基づき、定足数

である過半数の出席者があることから、本理事会は開催要件を満たしていることが報

告された。理事長が議長として開会を宣言した。 

（２）審議 

ア 【審議事項】第１号議案 平成３０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 

平成３０年度第１回定時評議員会を平成３０年５月１５日火曜日、午後４時か
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ら、会場をグリーンホール小ホールにて開催を予定しています。本評議員会では

審議事項が２点、議事録署名人の選出の件、平成２９年度一般会計収支決算の承

認の件となります。 

また、報告事項として平成２９年度事業報告の件、平成３０年度事業計画の件、

平成３０年度一般会計収支予算の件などがあります。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 平成２９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２９年度事業報告について説明します。 

平成２９年度は、財団基本計画５年目であるとともに、第３期指定管理期間の

４年目を迎え、財団ミッションの達成に向け、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、各種事業や団体と横断的な連携を深

めながら、更なる芸術・文化の振興と地域コミュニティの活性化を図りました。

また、開館４０周年という大きな節目を迎えたグリーンホールでは、今後も地域

に根差した市民に愛されるホールを目指し、調布の地域資源を活用した記念事業

などを実施しました。 

事業運営については、ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０オリ

ンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京２０２０大会」という。）開催

を見据え、財団独自の次世代への継承テーマである「１００年後の君へ。」に沿

い、日本古来の伝統芸能の振興・裾野の拡大や調布ならではの地域資源を活用し

た特色ある芸術・文化の振興を図り、誰もが芸術・文化に触れることができる機

会を提供しました。また、改正された文化芸術基本法に含まれる新たな視点を意

識し、観光、産業、教育、福祉など様々な分野と連携した幅広い事業展開に取り

組むことにより、創造性豊かな市民の芸術・文化活動の拠点として、市民の幅広

い芸術・文化活動を支援しました。 

次に、平成２９年度の特徴的な事業の実施についてです。 

調布国際音楽祭は、第５回目の節目となる今回から、東京２０２０大会開催を
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見据え、事業名に「国際」を付加して開催しました。 

国際的に実力を評価されている海外アーティストによる深大寺本堂でのチェン

バロ演奏をはじめ、２年目となる「フェスティバル・オーケストラ」は、管楽器

も加えたフルオーケストラとし、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、交流を図りました。このほか、国際的な音楽家が出演

する演奏会やキッズプログラム、桐朊学園大学の学生、市内の音楽家が出演する

演奏会など、多彩なプログラムを展開し、調布ならではの魅力ある地域資源を生

かした音楽祭として実施しました。 

調布よさこい２０１７は、新たなにぎわいの創出に向けて、調布市観光協会と

連携し、第２６回調布観光フェスティバルを同日開催により実施しました。この

ことにより、調布駅周辺を中心とした南北の交流が生まれ、今後の調布の夏のお

祭りの新たな展開に向けて踏み出しました。 

「映画のまち調布」の推進は、「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！！」を実施したほか、これまで実施

していた調布映画祭を休止し、新しい映画祭の検討を行いました。 

併せて、市内アウトリーチ事業において、１６ｍｍフィルム上映会「ＦＩＬＭ

 ＣＡＲＡＶＡＮ」を新たに実施しました。 

「クリエイティブリユースでアート！」は、地域資源を活用して実施し、本展

示のほか、関連体験事業「フィルム缶にアート！」を地域の学校や団体の関係者

に紹介しました。その結果、市内小学校の特別支援学級から要望を受け、出張体

験事業を実施することができ、今後の展開につながる大きな一歩となりました。 

「ぼくらのブリック！」展は、東京２０２０大会の会場となる東京スタジアム

及び武蔵野の森総合スポーツプラザ周辺の町並みをレゴブロックで模した作品な

どを展示し、関連事業を含めて、文化会館たづくり開館以来、初めて会期中の来

場者が２万人を超え、世代を超えて楽しんでいただくことができました。 

能楽連続事業は、調布の地域資源である深大寺と関連の深い能について取り上

げ、カレッジ「能の学校」、体験型公演「能の学校・見本市」、舞台照明を使用す

る新たな演出による「御燈能 土蜘蛛」の連続事業を実施し、東京２０２０大会

を契機に、伝統芸能の普及、次世代への継承に取り組み、次年度以降の展開につ

なげました。 



 

- 4 - 

「たづくり アスリート ワンダー ウォール！」は、東京２０２０大会の機

運醸成を目指し、実際の選手の歩幅や跳躍距離などを体感できる企画として文化

会館たづくりエントランスホールで実施し、大きな話題となりました。 

グリーンホール開館４０周年記念事業「わが町調布に響け！ 歓喜の第九」は、

相互協力協定を締結している桐朊学園オーケストラと公募市民合唱団が共演し、

市民との絆や地域のホールへの愛着を深めるとともに、市民の潜在力の向上を図

りました。 

「０～３歳児のためのはじめてのステージ～クラリネットってなあに？」では

東京文化会館と連携し、赤ちゃん連れの親子が初めて大ホール舞台に上がり、リ

ズム遊びなどを通じて音楽を体験、多感な子どものうちに音楽の楽しさを肌で感

じる機会を提供しました。 

「調布市グリーンホール避難訓練コンサート」は、東京消防庁調布消防署と協

力し、市民が観客として参加する初めての防災訓練として実施しました。コンサ

ート中に地震や火事が起きたときの避難誘導を実体験し、パニック抑止や市民の

防災意識を高めるとともに、ホールで働く職員の緊急時の対応力の向上を図りま

した。 

また、ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会開催を見据え、

文化会館たづくり及びグリーンホールでＷｉ－Ｆｉ設備を整備しました。 

マーケティング活動は、平成３１年度からの基本計画の策定を見据え、「市民

意識・ニーズ調査」を実施しました。本結果を今後の事業計画に反映していきま

す。 

また、市民が利用しやすい会員制度の検討を継続し、平成３１年度から新たな

制度に転換をする準備を開始しました。 

次に、事業内容について主な取組を説明します。 

美術振興事業は、文化会館たづくり１階展示室において、市内在住の作家や地

域資源を活用した展覧会を多く実施したほか、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いた

だけるプログラム「ＴＡＣ（Ｔａｚｕｋｕｒｉ Ａｒｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ

ｉｏｎ）」を実施し、ロゴマークなどを活用しながらブランド化に努めました。 

「クリエイティブリユースでアート！」は、「ｂｅｙｏｎｄ２０２０」プログ
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ラム認証と芸術文化振興基金及び公益財団法人朝日新聞文化財団の助成金を得て

実施しました。体験事業である「フィルム缶にアート！」は、素材の整理や手法

の見直しを行い、アウトリーチ事業として市内の小学校や児童館で実施しました。 

芸術振興事業は、改正された文化芸術基本法に言及されている「食文化」や

「地域連携」、文化芸術の経済への波及効果などについて、「食」にまつわるエピ

ソードとともに作曲家を取り上げるコンサートシリーズを継続し、飲食店と連携

した企画を実施するなど、地域経済にも波及する展開を図りました。 

古典・伝統事業では、「ｂｅｙｏｎｄ２０２０」プログラムの認証を多くの事

業で取得し、英訳付きのチラシやパンフレットを作成したほか、次代を担う子ど

もたちや子育て世代が参加しやすい工夫を凝らし、幅広い世代に向けて日本の伝

統文化の発信と継承を推進する事業を実施しました。 

開館４０周年を迎えたグリーンホールでは、調布の芸術・文化の未来を担う子

どもたちが本物のオーケストラを身近に聞くことができる機会として、「宝くじ

文化公演 ０歳からのオーケストラ」を実施しました。また、若年層の鑑賞者拡

大を図るため、若者文化を取り入れ、漫画を題材とする「茂木大輔の生で聴くの

だめカンタービレの音楽会」や声優を起用した「朗読劇×オーケストラ 星の王

子さま」など、切り口を変えて公演を実施しました。また、当財団と協定を締結

しているバッハ・コレギウム・ジャパンによる公開リハーサルや桐朊学園オーケ

ストラ公演など、地域の人材を活用した事業展開を図りました。 

体験・育成事業は、よりアートに親しみを持ってもらえるよう、各展示事業の

中で「ＴＡＣ（Ｔａｚｕｋｕｒｉ Ａｒｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」プ

ログラムを実施し、多くの参加がありました。 

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

人材の紹介と育成の一助としました。 

映像文化事業は、調布市、調布市観光協会及び市内映画・映像関連企業との協

力体制のもと、シネマコンプレックスとの連携を通じて、「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！！」や市内の

映画企業である高津装飾美術の協力による映画『関ヶ原』の展示など、「映画の

まち調布」ならではの特色を生かした事業を実施しました。 

また、調布映画祭は、本年度を検討及び準備期間とし、調布独自の強みである
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「映画・映像がつくられるまち」ならではの技術部門に焦点を当てた「映画のま

ち調布賞」を中心に、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「映画のまち調布シネマフェスティバル」として新たにスタートします。 

グリーンホール事業の映画上映会「調布シネサロン」では、シネマコンプレッ

クス開業を契機に有料化し、グリーンホール開館４０周年にちなんだ作品や優秀

映画鑑賞推進事業による上質な旧作映画を上映しました。中でも「東京オリンピ

ック」では、調布市と連携し、１９６４年の東京オリンピック関連の展示をロビ

ーで行い、東京２０２０大会へ向けた機運醸成に努めました。 

文化祭事業は、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 

６２回調布市民文化祭を実施しました。 

地域コミュニティ活性化事業では、西部、深大寺と２か所の地域福祉センター

で行う「交流のかけはし」事業を中心に、市内各地域のイベントづくりの助言や

援助を行いました。 

芸術・文化学習事業では、「ちょうふ市民カレッジ」や「ちょうふ市内・近隣

大学等公開講座」の各事業でもワークショップ形式を取り入れた講座や親子で参

加できる講座を実施し、より多くの市民に広く開かれた学びの場を提供しました。 

活動援助事業は、様々な用具、設備の貸出しや公演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した。 

また、市民要望を受け、貸出用の椅子や机を更新し、市内地域のイベントなど

の活動がしやすい環境の整備に努めました。 

広報・マーケティング活動は、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、情報バリアフリーの環境整備に努

めました。 

また、財団のミッションである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、各部署や市内事業者、教育、福祉などの各分野と連携して、より

効率的かつ効果的な財団及び各館のミッションの推進に努めました。 

施設管理運営は、平成２９年度の利用者アンケートでは、満足度が９７．６％

となり、極めて高い評価を得ました。 

また、省エネルギー化を推進した結果、電力使用量は使用量が最大であった平

成２２年度と比較し、文化会館たづくりでは約１７％、グリーンホールでは約 
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１３％削減しました。 

建物全体の長寿命化を図るため、設備不良の早期発見、早期対応に努め、文化

会館たづくりでは１５３件、グリーンホールでは５２件の修繕を実施しました。

併せて、文化会館たづくりでは、８階学習室座席管理システムをリニューアルし、

施設の利便性を更に向上させました。 

人材育成は、職層ごとに求められる能力の向上を図るための課題設定を行い、

職員一人ひとりが意欲的に学ぶことができる研修体系のもと、ｅラーニングによ

る基礎知識の学習と専門機関への出張による研修を効果的に実施しました。 

また、調布市への派遣研修を継続し、組織を牽引していくリーダー人材の育成

を図りました。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

平成２９年度事業の大きなテーマは、様々な団体と連携して事業を運営するこ

とでした。財団、職員にとって様々な分野との連携による成果や課題について、

各々の事業ごとに担当から簡潔に総括してください。 

藤堂たづくり事業課長補佐 

美術振興事業について、「クリエイティブリユースでアート！」で、２０２０

年に障害をお持ちの方や色々な年代の方を含めた展覧会の実施を考えています。

それに向け、様々な学校や施設の方に「フィルム缶にアート！」を体験していた

だくため、アウトリーチを実施しました。いつも展覧会にお越しいただいている

方向けに体験していただくことはこれまで実施してきましたが、それを特に市内

小学校の特別支援学級の子どもたちを対象に、いかに楽しく参加していただくか

をその場で実践することができました。初めての試みでしたが、今後のプログラ

ム企画の参考になりました。 

立石たづくり事業課主査 

古典・伝統事業について説明します。 

古典・伝統事業全体を通して感じたことは、文化会館たづくりと他の会館との

連携を強化していく必要性です。 

出演いただいた能楽師や実演家との打合せ等をとおして、密に連携を取りなが

ら事業を展開できましたが、打合せの段階で、他の団体との連携をより緊密にす
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れば、より円滑かつ効率的に実施でき、まだ広げられるネットワークは存在する

という実感を得ました。 

阿部グリーンホール館長 

音楽事業等について報告します。 

連携した成果として、開館４０周年で実施しました「歓喜の第九」における市

民との連携です。桐朊学園との協定に基づき、桐朊学園の方に様々な面で協力い

ただいたことと、市民の合唱団が加わりましたので、コミュニケーションを取り

ながら実施しました。 

グリーンホールの事業は、公演事業が多いので、普段は市の中に出ていくこと

は尐ないですが、１００人以上の市民の方から色々な声をいただき、市内でどん

なことが起こっているのか、私たちが新たに知る機会となりました。 

また、「０～３歳児のためのはじめてのステージ」では、今回初めて東京文化

会館と連携しました。東京の中心、ひいては日本の音楽事業の中心を担っている

東京文化会館との連携により、舞台上へ子どもに上がってもらい体験していただ

くなど、これまで私たちが知らなかったことを色々な面から教えてもらい、新た

な発見がありました。次年度以降も連携し、子ども向け公演のワークショップと

いう形で継続していきます。 

今回、他の会館の取組事例について深く知ることができ、今後は積極的に情報

収集をしていく必要性を感じました。 

土井コミュニケーション課長補佐 

映像文化事業の映画祭関連の事業と調布市民文化祭、地域コミュニティ活性化

事業の調布よさこいは、年間をとおして様々な団体とコラボレーションしていま

す。つながりを持てた印象はありますが、私たちがハブになって、各団体を結び

つけるまでには至っていません。 

映像文化事業について、映画祭は新しい内容で現在構築しています。映画産業

では横のつながりが深いことがあり、私たちが映画産業の中に入っていき、その

中で我々が勉強し、教えていただく場面が多く、日々打合せの中で色々な発見を

しています。 

今回、調布よさこい２０１７では、新たに調布市観光協会と連携し、観光フェ

スティバルを開催しました。観光フェスティバルにおける連携は一定の成果があ
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りましたが、調布よさこい実行委員会との連携では、今年度は共に盛り上げると

いう課題に取り組みます。 

これまで調布よさこいを１４回実施した中で、実行委員会は地域の方と踊り手

の方が分かれて運営していました。踊り手の中でもチームごとに活動してきまし

たが、昨年度から踊り手の方たちが自主的につながって共に練習するという交流

が生まれ、実行委員会の雰囲気は非常に良く、円滑に進んでいます。 

実行委員会の中での小さな輪ですが、今まで私たちが協力いただいている団体

等が手と手を取り合う形でできれば良いと感じています。 

立石たづくり事業課主査 

芸術・文化学習事業について説明します。この中で、特に「ちょうふ市内近隣

大学等公開講座」の内容に基づいて説明します。 

「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」では、調布市が協定を結んでいる大学

や近隣の芸術系大学に依頼し、文化会館たづくりで公開講座を実施していただい

たのが主な内容です。ここでは主に大学との連携という話について述べます。 

平成２９年度から大学との連携をより緊密にしていこうと、検討してきました。

これまでは財団から一方的にお願いする形で大学へ公開講座の依頼をしてきまし

たが、平成２９年度からは、大学と財団とが相互依存の関係を新たに築いていく

ことを目指してきました。調布で公開講座を実施するメリットを見つけていただ

き、私たちも可能な限り協力し、協定の利点を生かし、より長期的な良好関係を

築いていくという視点で大学との連携を強化してきた次第です。 

その中の課題に、財団と大学との日程調整があります。大学では入試や夏休み

など、各種行事があるので、大学の行事と財団のスケジュールを共有することを

今後の課題とし、より良い事業実施につなげていきます。 

渡部広報・マーケティング係長 

第１に、昨年度、ホームページにおけるウェブアクセシビリティ向上の一環と

してホームページへのルビ振出し、読みあげ、視覚障害者向けの色反転などの仕

組みを導入しました。 

第２に、美術振興事業における文化会館たづくりエントランスホールのクリス

マスツリー設置において、そのサポートに入り、福祉団体と連携しました。 

第３に、調布市商工会と文化がもたらす社会的な価値という観点で話し合いに
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参加させていただくようになりました。芸術文化の領域外に視野が広がる機会と

なっており、各課が様々な連携を実施するときにおいて、この経験を生かしてい

きます。 

全体として我々が事業を実施する際、文化の本質的な価値については取り組ん

でいますが、そのほかの価値について取組がまだ足りていないところがあります

ので、文化芸術基本法で謳う様々な団体との連携を推進していきたいと考えてい

ます。 

大割総務課副主幹 

施設管理運営について説明します。施設管理については、市民や市内団体との

連携は特段ありませんが、特に文化会館たづくりの大規模改修の必要性が年々高

まっていることもありまして、単に务化したところを修繕するだけではなく、時

代に合った機能改善ができるように、設備のメーカー、下請事業者、設計事務所、

建設コンサルタントのような専門的な事業者と水面下での連携、協力をしている

ところです。 

常廣総務課長補佐 

財団の事業は、法改正などの環境変化もあり、外部との連携が不可欠の状況と

なっています。そこでは、私たち財団職員の社会性、人間性が問われる機会が必

然的に増えていくと感じています。 

業務の中で、外部の関係者、例えば事業者、市民、行政職員など、様々な方と

コミュニケーションを取っていくことで社会性、人間性が培われる機会になると

思います。この状況を踏まえ、総務として、事業部門の後方支援をしていく必要

性が増大しています。 

そのために、芸術・文化に関する国の動向や内外の様々の情報についてアンテ

ナを張りめぐらせ、事業部門に提供していきます。また、労務管理では、常に職

員が健康で、前向きに業務に臨めるよう、研修やメンタルヘルスの支援も必要で

あると考えています。 

また、継続実施している調布市への派遣研修では、総務課の岡野副主幹を調布

市せんがわ劇場へ派遣していますので、本人から報告します。 

岡野総務課付副主幹 

平成２９年４月から調布市せんがわ劇場に派遣になり、管理運営及び事業運営
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を一通り俯瞰しました。１年間の業務経験で感じたことは、せんがわ劇場の事業

は、全般に渡り、規模の割には関係者が多く、コミュニケーション能力が一層不

可欠である職場であると実感しています。 

職員のほかに調布市せんがわ劇場の目的である次世代芸術家の育成という枠の

中で、次世代芸術家と呼ばれる人たちが約４０人、アウトリーチや演劇事業を嘱

託職員と共に企画を展開している現状もあります。 

また、東部地域の小学校をアウトリーチで訪問し、特別支援学級を卒業した生

徒たちが、次世代芸術家にあいさつに来る光景もあります。事業は、コミュニケ

ーションスキルを駆使した展開がされています。 

その一方で、施設管理面では、計画的かつ迅速な修繕対応の必要性を感じてい

ます。 

財団事業について、各担当から報告がありましたが、規模や連携相手は異なる

ものの、同じような取組をしていることを感じました。また同時に、改善できる

点も多々あると感じています。今年度、どのような改善ができるのかを考え、ま

とめていきます。 

鈴木コミュニケーション課長 

様々なアーティストや、団体の方々と連携することは易しそうで難しいところ

があると私は感じています。 

相手との連携について、我々の中では非常に大切な要素があると考えています。 

まずはビジョンです。私たちがしっかりとしたビジョン、展望を持つべきと思

います。次にミッション、目的です。私たちがしっかりと持って相手と一緒に取

り組み、相手の方々に意思を伝え、そして相手方の意思を酌み取っていくことで

す。次に最も大切なのはパッションです。熱意、情熱は非常に大切です。こうい

ったものが全て形となり、連携を取ることによって、我々は多くの事を学び、１

つのことが２つ、３つと広がりのある事業展開ができたことを職員は日々感じて

います。 

しかし、その一方で、継続性、持続性、一過性のものにしないようにしていく

ために、私たち職員として学ぶべきことは多々ありますし、人材育成の観点から

も、人間性を磨いていくことは大切なことです。まずは私たちが内部で連携して

いく必要性を認識していますので、この点を踏まえて今後の展開につなげていき
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たいと考えています。 

Ｂ理事 

職員の方々が様々な団体や人々と連携し、多くの気づきや、新たな価値観を自

身の中に形成してきています。その中で、感じていることや課題は、職員間で共

有化されていますか。その手法があるのでしょうか。あるとすれば、どのような

システムなのでしょうか。 

鈴木コミュニケーション課長 

事業部門において、事業調整会議を定期的に開催し、各課・係から方向性につ

いて情報提供、意見交換する場があります。メールもコミュニケーション媒体の

一つですが、フェイス・トゥ・フェイスで物事を進めていく体制を日頃から心が

けています。 

Ｃ理事 

以上のような連携の中で得られている情報や経験は、今後の仕事の仕方とか自

身の立ち位置をより明確にする良い材料です。その材料を文書にしろ、他の媒体

にしろ、財団のフォーマットとしてしっかり残しておかないと後世につながりま

せん。話し合いも当然大事です。しかし、その話し合いの場以前に、得られた経

験やノウハウをきちんと記録しておく作業をしなければなりません。それが、例

えば新たに職員が入ってくる、あるいは人事異動があったときに有用になるはず

です。よって、財団内の連携業務の中に、文書化して残しておくことが肝要です。

それが将来良い仕事になっていく可能性があります。 

その関連でもう一点お聞きします。調布の地域資源を発掘することは、財団の

得意分野です。今までの活動を振り返ると、発掘の方法や進捗状況はかなり高い

レベルまでに至っています。では、自分たちの財団が持っている資源を明確に持

っていないと、先ほど鈴木コミュニケーション課長が言ったように、ビジョンや

アクションは打ち出しにくいはずです。今考え得る財団が持っている資源は何な

のか、端的に言うことはできますか。 

土井コミュニケーション課長補佐 

地域コミュニティ事業は外に出ていくものです。調布よさこいは大規模事業で

あり、多くの方の協力を得て約１５年実施しています。これまで財団職員が積み

上げてきた関係性が非常に大きな財産になっています。そのおかげで調布よさこ



 

- 13 - 

いは協力を得て成功しています。 

また、調布市民文化祭があります。調布市民文化祭や調布よさこいを通じて

色々な事業に出ていくと、調布よさこいの関係の方、また違う地域のイベントの

関係者が文化祭に関わっていたり、調布よさこいの関係でお世話になったところ

に行っても、調布市民文化祭の関係の方ですよねという形があることは、地域の

方々と我々が２０年かけて築き上げてきた関係性は大きな財産です。 

そしてこのような連携に関する、職員が有する経験やスキルも有用な財産です。 

藤堂たづくり事業課長補佐 

たづくり事業課は、多くの事業を実施しています。公演事業、展示事業、学習

事業、何か１つのテーマであっても、様々な切り口で事業を展開できることが強

みとなっています。例えば、これまで公演事業でお付き合いした方に次は学習事

業でお世話になるですとか、学習事業の切り口から他の事業に切り込んでいける。

このことは財団、たづくり事業課ならではの展開です。 

阿部グリーンホール館長 

グリーンホール事業では、「わが町調布に響け！ 歓喜の第九」を実施しまし

た。他に、調布国際音楽祭の中でフェスティバル・オーケストラのような一から

オーケストラをつくるものも実施しました。これらオーケストラや合唱団を一か

ら市民とつくっていく制作事業を実施できる職員が財団の中に育っていることが、

当財団の最大の資源であり、強みです。 

鈴木コミュニケーション課長 

日本全国で、芸術、文化、コミュニティの３つを１つの団体で取り組んでいる

行っている事例は、尐ないと思います。この３つを我々職員一人ひとりが意識し、

担っていることが私たちの大事な一番の資源ではないかと感じています。 

Ｃ理事 

明確な答えをいただき、非常に納得しました。 

財団の資源は、皆さんが気づかないところにも市民の方々は気づいています。

その資源の最大の活用者は市民かもしれません。しかし、その中で財団の職員が

自分たちの資源を定義づけ、活用する手法や成果を的確に分析できている状態に

あることは重要です。よって、たづくり事業課のように、他の事業に誘導してい

く発想をどの課でもしっかり持って事業展開していただきたいです。 
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また、事業における自主財源の確保は必要だと考えていますか。これは１つの

ミッションになります。本当に必要であって、どういう目標を立てなければなら

ないというものはありますか。自主財源の確保というミッションを掲げたからお

金を集める、財源を確保しなければいけない、そのためにものをやるというのは

違和感があります。もし何か思いがあるのでしたら、説明をお願いします。 

鈴木コミュニケーション課長 

我々は、調布市から指定管理料と補助金をいただいて運営しています。私たち

が事業を実施していく上での財源のありがたさや価値を肌で感じていかないと、

事業運営に対して費用対効果の道筋を作っていくことは難しいと考えます。 

そのために、自主財源の獲得よりも、私たちがまちへ出たり、色々なつながり

の中で我々を応援していただいている方々から一定の財源を得ることに関しては、

そこも１つのコミュニケーションの場面であります。加えて、我々にいただいた

財源をもとに、どういった事業をしていくべきかという責任も備わっていくわけ

ですので、財源を有効活用するのもそのとおりですが、我々に対しての責任の度

合いなど、見えない部分が非常に濃いのではないかと思います。 

加えて、当財団において、芸術・文化、コミュニティの振興を調布市で図って

いく上では、自主自立は大切な要素ですので、そういったことも含めて今後とも

自主財源の獲得は積極的に行うべきと考えています。 

Ｄ理事 

自主財源という概念を、例えば寄附金や協賛金又は入場料も含めて考えるだけ

ではなくて、自主的に使える財源の中で、これは私たちがどのように工夫して生

み出した事業資金だということが明確に分かっていれば良く、そういった概念で

やるべきものが財団では必要です。 

ですから、もう一度職員の方々の中で、どういう概念を持って自主財源だと思

えるのかを機会があったら話し合っていただきたい。次回理事会時には、ぜひ進

捗をお聞かせください。 

Ｅ監事 

各事業における収支状況に関する見方の資料は、どこに提出するのでしょうか。 

佐藤財務係長 

こちらの資料については、理事会及び評議員会での参考資料として作成しまし
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た。収入と支出、市拠出金の比率などを示した表になっており、各事業での市拠

出金の充当の度合いなどを目安として御覧いただければと考えています。 

常廣総務課長補佐 

評議員会の中で、個別の事業の収入や支出の内訳とバランスを知りたいという

話があり、できるだけ見やすい形で１つの表にまとめたものです。参考資料とい

うことで御覧いただければと思います 

Ｅ監事 

趣旨は分かりました。そうすると、これは評議員会で使うための資料として評

議員に事業の内容を説明するためのものと理解してよろしいですか。 

常廣総務課長補佐 

評議員会だけではなくて、もちろん理事の方々にも個別の事業はこういう収支

がありますということは御一読いただくために、情報提供しました。 

 

ウ 【審議事項】第３号議案 平成２９年度一般会計収支決算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

佐藤財務係長 

平成２９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２９年度の状況を説明します。今期の決算額

についてです。 

事業活動収入合計額は１３億６，１５４万４，８８８円、執行率は９７．１％

となっています。 

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。 

自主事業収入については、事業収入の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７，５８７万９，９７５円、予算に対する執行率

は８３％となっています。 

予算額と実績額の差が大きかったものについて説明します。 

事業収入のグリーンホール事業収入については、チケット販売が予想より伸び

なかったことが考えられます。要因は、公演によっては若者向けの割引料金、ア
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ンダー２２のチケットや関係者チケットが多くを占めたことにより、チケット単

価が下がったことが考えられます。 

利用料金収入の施設利用料金収入については、平成３０年２月にグリーンホー

ルが工事のため１か月間休館したことが要因として考えられます。 

補助金等収入については、産前産後休暇を取得した職員が１名いたことによる

人件費支出の減が主な要因となります。 

また、助成金支援金収入は４５８万円です。これは事業に対する外部助成金で

すが、職員の努力により前年が２事業、３１０万円だったところ、４事業、 

４５８万円に増えています。このほかに、外部からのファンドレイジングとして

は、調布よさこい、調布国際音楽祭、各種公演事業等への協賛金は５４件で約 

１４０万円、寄附金収入については２４事業での来場者と個人の方から合わせて

１１万円余の収入を得ています。 

次は、事業活動支出の部についてです。決算額は 

１３億５，８４９万１，７５２円、執行率は９６．９％です。 

また、支出について予算額と実績額の差が大きかったものとしては、（１）事

業費支出のグリーンホール事業費支出は、規模の大きな公演を予定していたもの

が中規模の内容に変更となったことにより、予算額より減となります。 

全体的には、収入が予定どおり見込めない事業については、支出を極力抑制し、

予算額１４億１００万円余としていたところを 

１３億５，８００万円余となります。 

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計上の増減については、収支計算書の内容とほぼ同様と

なっています。 

前年度と比較して増減の大きかったものとしては、受取補助金等の市補助金収

入があります。前年度比１，５００万円余の増は人件費の上昇分となります。 

当期経常外増減額はゼロ円であり、今期の経常外の損益は発生していません。

平成２９年度末の正味財産の残高は、５億６，９０９万８，６６２円となります。 

貸借対照表について説明します。 

まず、資産の部です。流動資産の流動資産合計は１億４，０９８万２６８円で、

固定資産の固定資産合計は５億７，５８３万７，５５６円となり、資産合計は 
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７億１，６８１万７，８２４円となります。 

次に、負債の部です。流動負債、流動負債合計は１億４，４０３万３，４０４

円で、固定負債と合わせた負債合計は１億４，７７１万９，１６２円となります。 

次に正味財産の部です。指定正味財産合計は５億円、また一般正味財産合計が

６，９０９万８，６６２円で、負債及び正味財産の合計は 

７億１，６８１万７，８２４円となります。 

なお、貸借対象表の内訳表は、公益事業、収益事業、法人の各事業区分別の計

算書となります。 

次に、キャッシュフロー計算書です。こちらは、現金や預金等の増減を示した

ものです。事業活動によるキャッシュフローは１，８１１万５，９０７円の減と

なっています。 

次に、投資活動によるキャッシュフローの増減はゼロ円となっています。 

次に、財務活動によるキャッシュフローは３０５万３，１３６円の減、現金及

び現金同等物の増減が２，１１６万９，０４３円の減となります。 

その結果、現金及び現金同等物の期末残高は１億３，３５０万１，８５８円と

なります。 

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。 

なお、本内容は監事による監査承認をいただいていることを申し添えます。 

議長 

本件に関しては、４月２５日に決算監査をいただいていますので、ここで代表

してＦ監事からその報告をお願いします。 

Ｆ監事 

監事を代表して監査報告をします。 

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２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成 

２９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。 
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（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、業務の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、定款及び会計規程に従い、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）理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実はないと認める。 

（２）報告 

【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 

＜説明＞ 

理事長 

平成２９年度は、平成２９年６月に文化芸術基本法が改正されたこともあり、

私たちが取り組んでいる芸術・文化の振興において、観光や産業、教育、そして

福祉などの様々な分野と連携し、従来よりも更に幅広く事業展開を図っていくこ

とが求められることが改めて明確となり、１つの節目の年度であったのではない

かと考えています。財団内部において、各課が横断的な連携を更に深くし、各種

事業については、東京２０２０大会を見据えながら、調布市内はもちろんのこと、

対外的に発信力のある事業を行ったことと思います。 

グリーンホールでは、開館４０周年記念事業として行った「わが町調布に響

け！ 歓喜の第九」の公演や避難訓練コンサートの実施など、市民にとってこれ

までにない事業の見せ方があり、今後ますます市民に愛されるホールとして、更

なる可能性を感じさせられました。 

文化会館たづくりでは、展示室で実施した「ぼくらのブリック！」展において

は、東京２０２０大会の会場となる東京スタジアム及び武蔵野の森総合スポーツ

プラザ周辺の街並みを、レゴブロックにより精密に再現し、その素晴らしさがマ

スコミでも取り上げられるなど、広く注目を集め、２万人を超える来場者があり

ました。 

また、秋には、調布駅前の大型商業施設がオープンし、中でもシネマコンプレ
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ックスは、映画のまち調布において市民待望の施設であったと言えます。これを

好機と捉えたシネコンオープン記念企画は、今後の映画事業の新たな展開が期待

されるイベントとしてにぎわいを見せました。映画関連の事業においては、調布

映画祭の次の展開に向けて、関連企業と綿密な打合せを行いながら企画を練り上

げている最中ですが、理事会、評議員会をはじめ、市の関係各課に情報の提供を

行いながら、思い切りのある新しい切り口の企画を打ち出していくことに期待し

たいと思います。 

最後となりますが、平成３０年度は、平成３１年度から新たにスタートする基

本計画の策定、次期指定管理期間に向けての準備があり、財団にとって非常に重

要な１年となります。現行の基本計画の運営状況を改めて振り返りつつ、財団が

持ち得る新たな可能性をアピールし、また、市民に還元ができるよう職員が一丸

となって準備に取り組んでほしいと思います。 

副理事長 

はじめに、昨年１０月に行われた東京都による公益法人への立入検査について

です。これは３年ごとに実施される検査であり、当財団としては、平成２６年度

の実施に続き２度目の検査となりました。 

内容は、ガバナンス、財務、事業の各部門に対して実施されるもので、前に執

行状況の確認や点検を入念に行い、当日の検査についてもきめ細かい対応をする

ことができ、結果として概ね良好との講評をいただくことができました。一部指

導事項があった案件については直ちに解決を図り、引き続き公益法人としての正

当性が認められる運営を進捗することをお願いします。 

次に、本年３月には、武蔵府中税務署により、当法人の税務状況調査が実施さ

れました。税務が関連する全ての業務が範囲となったことから、給料支払い、年

末調整事務に始まり、事業に関する契約や実務の内容にまで踏み込んだ調査とな

り、総務課を中心に改めて事務処理状況に神経を張りめぐらせる対応となったこ

とと思います。調査結果としては、顧問税理士の尽力もあり、大きな問題もなく

完了したことは、経理専門の職員がいない状況においては特筆に値すると言えま

す。 

これを機に、更なる業務の制度を高めるとともに、調査官から質問事項などを

改めて整理し、今後の業務に遺漏がないようにお願いします。 
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最後に、ファンドレイジングについてです。 

財団の自主財源確保のための努力を求められている現状下において、寄附金の

獲得や協賛金、助成金の獲得については年々増加傾向にあることは喜ばしいこと

です。 

寄附金の獲得については、事業実施会場での募金形式による寄附が定着してい

るほか、事業関連グッズの配布などによるブランドイメージの強化も相乗効果と

して見られていることは、単なる資金調達にとどまらず、新しい事業展開にもつ

ながりを持たせる結果となっているとも言えます。 

また、協賛金獲得に向けた活動においても充実が見られるほか、公的機関から

の助成金獲得についても、職員が実施事業に愛着を持ち、事業自体の意義を十分

に認識した上で申請していることが成果として表れてきています。 

今後も資金調達の手法や助成金が受けられる事業の検証などを進め、アンテナ

を高くしながら業務に当たっていただくことをお願いします。 

常務理事 

はじめに、芸術文化・コミュニティ事業全般について述べます。 

グリーンホール開館４０周年記念事業は、周到な準備と練習の成果を発揮し、

これからの調布の音楽文化に夢と希望を感じさせてくれる内容となりました。市

民参加型の事業は、地域社会の絆や社会参加の機会を提供するという昨今の社会

包摂の理念にもつながり、今後も積極的な事業展開をお願いします。 

「調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ（オデッセイ）」は、東京２０２０大会の文化プロ

グラムの趣旨からも、調布の魅力を発信する好機です。平成２９年度は能楽のレ

クチャー講座、ワークショップ、公演の鑑賞をとおして幅広い世代に能の魅力を

発信しました。新作能の公演を目指すとともに、更なる工夫を凝らして能楽の世

界を楽しむ市民の裾野の拡大に努めるよう取り組んでください。 

平成３１年３月にリニューアル予定の「映画のまち調布 シネマフェスティバ

ル」については、市内映画・映像関係者や有識者の協力を得て、全国初となる映

画技術者に焦点を当てた賞を設けるなど、新たな取組への大事な１年となりまし

た。調布市における映画の取組について重層的に発信できる最大の好機となりま

すので、関係部署と連携を密にし、大きなチャレンジに挑戦してもらいたいと思

います。 
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次に、たづくりイメージアップ事業です。 

文化会館たづくりのエレベーター待機時間を解消するための取組として、アー

ティストによる写真展示が開始されました。更に、階段利用が楽しくなるよう、

壁面に調布と縁のある世界の国々の写真がアーティスティックに展示されるとと

もに、上った先の窓には自然と動物を描いたテキスタイル風絵画が出現するなど、

斬新なアイデアで好評です。今後も利便性や快適性などを念頭に、施設全体でア

ートや文化を体感してもらえるような日常の施設管理をお願いします。 

次に、避難訓練コンサートです。 

調布市グリーンホールにおいて、東京消防庁音楽隊の協力を得て、コンサート

中に地震が発生という想定のもと、避難誘導訓練が実施されました。これまで施

設ごとに定期的に防災訓練は実施されていますが、市民鑑賞者を招いての訓練は

初めてであり、新たな気づきや反省点、課題も明らかになりました。子どもから

高齢者、障害者、外国人など、災害時に安全に避難することが困難な方への対応

については、普段の生活の中で意識することや訓練を繰り返すことで身について

いくものですので、更なる努力をお願いします。 

 

事務局から、今後の日程等の確認を行った。 

議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣言し、本会の全てを終了した。 

 

 

 


