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平成３０年度第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成３０年５月１５日（火）午後４時から午後５時３０分まで 

２ 会場 グリーンホール小ホール 

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 ５名 

（本人出席）宇津木光次郎、大前勝巳、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 宇津木光次郎 

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２９年度一般会計収支決算の承認の件 

（２）報告事項 

ア 理事会の開催結果の件 

イ 平成２９年度事業報告の件 

ウ 平成３０年度事業計画の件 

エ 平成３０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 

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、平成３０年４月１日付昇任職員の紹介の後、事務局に定足数を確認

した。事務局から出席評議員５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、宇津木評議員が議長

として開会を宣言した。 
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（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。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 議案の概要について説明します。 

 議事録署名人２名は、名簿順にて輪番制で行うことを評議員会で決めており、

それに沿ってこれまで行ってきました。その順番から、定款第２１条に基づく本

日の議事録署名人は、吉村評議員、山本評議員となります。 

 

ア 【報告事項】理事会の開催結果の件 

イ 【報告事項】平成２９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、イについて事務局から説明を受け

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 

 報告事項ア、理事会の開催結果の件について報告します。 

 前回、平成２９年１２月１４日実施の平成２９年度第４回定時評議員会の後に

開催された理事会の内容について報告します。 

 平成２９年度第２回定時理事会は、平成３０年３月２６日に行われました。内

容は、審議事項が５件、主なものとして、平成３０年度事業計画の承認の件、平

成３０年度収支予算の承認の件がありました。報告事項は３件、評議員会の開催

結果の件などがあったほか、その他として１件の報告事項がありました。 

 続いて、平成３０年度第１回定時理事会は、平成３０年４月２７日に行われま

した。内容は、審議事項が３件、平成３０年度第１回定時評議員会招集の件、平

成２９年度事業報告の承認の件、平成２９年度一般会計収支決算の承認の件です。

報告事項は、代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件となっています。 
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鈴木コミュニケーション課長 

 報告事項イ、平成２９年度事業報告について報告します。 

 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、財団ミッション達成に向け、これまでの事業実施結果の分析と、

これまで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

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活

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
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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

祭りとして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。 

 「ボクらのブリック！」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街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。 

 「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？」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
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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、ホールで働く職員として緊急時の対応力の向上を図

りました。 

 Ｗｉ－Ｆｉの整備は、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（無料の

公衆無線ＬＡＮ）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。本結果を基礎に今後の事業計画に役立てて

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年度からの新た

な制度への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

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
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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

どもたちが初めて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、切り口を変えた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！！」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、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

クスの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って地域の公共施設でなければ見られない上質な旧作映

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、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、深大寺の２か所の地域福祉センター
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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への助言

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」のいずれの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

への活用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、

より効果的かつ効率的に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 

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。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

 事務局におかれましては、資料作成御苦労さまでした。事業運営に関して２点

確認します。 

 第１に、調布市でも市制施行６０周年に合わせて「豊かな芸術文化・スポーツ

活動を育むまちづくり宣言」を行い、オリンピック・パラリンピック、ラグビー

ワールドカップを意識した取組を推進しています。こちらの内容に関して、東京

２０２０大会に向けて実際にどのような文化プログラムを実施したのか、また主

な成果について説明してください。 

 第２に、調布よさこいについてです。昨年度、観光フェスティバルと連携した

事業等に取り組んだことによる市民からの反応や今後の展開について確認します。 

藤堂たづくり事業課長補佐 

 東京２０２０大会に向けた文化プログラムは、平成３０年２月及び３月に実施

したレゴブロックによる「ボクらのブリック！」展です。本展は大変な人気を博

し、来場者数は文化会館たづくり開館以来初めて２万人を超えました。また、併

せて開催したレゴブロックを使って行うワークショップは全日程とも抽選になる

ほど人気がありました。オリンピック・パラリンピック会場となる施設をレゴブ

ロックで再現し、オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図りました。 

 また、能楽関係で連続の公演、またカレッジなども含めて事業を行いました。

こちらでは英訳付きのパンフレットなども用意し、外国人の方にも楽しんでいた

だきました。能楽の公演事業は、今年度以降も本格的に力を入れており、 

２０２０年の調布オリジナル新作能の上演に向け、毎年継続していく予定です。 

 また、「クリエイティブリユースでアート！」も２０２０年に、年齢に関係な

く、障害をお持ちの方も、様々な方が参加できる形のものを実施するという計画

をしており、それに向けて、まず「フィルム缶にアート！」のアウトリーチに力

を入れています。 

 そのほか、落語の公演や、カレッジの中でも伝統文化に関する事業を行い、

「ｂｅｙｏｎｄ２０２０」認証も多くの事業で獲得しています。 

鈴木コミュニケーション課長 

 ただいま報告したとおり、財団として、東京２０２０大会に向けた取組を非常
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に意識した事業を全体的に展開しています。 

 調布国際音楽祭は、「国際」という名前を敢えて付加し、海外からこの音楽祭

がどのような位置付けで捉えられているのか、あるいは日本在住・在勤の外国人

に、調布の地域資源を活用した音楽の祭典がどのように映るかといった意味を込

めて展開を図りました。 

 加えて、アメリカには本格的なハリウッドがありますが、調布には、古くは

「東洋のハリウッド」と言われた映画の地域資源があるので、世界的な映画・映

像という枠組みの中で調布のまちを感じていただきたいと希望しています。この

ような展開の意味も込め、シネコンのオープン記念事業や、市内映画・映像企業

と連携して行っている「映画のまち調布 シネマフェスティバル」といった展開

に結びつけていこうと考えています。 

 いずれの事業においても、我々は平成２８年８月に、立川の国営昭和記念公園

で開催された「東京２０２０ライブサイトｉｎ２０１６」において、深大寺の子

ども薪能を披露したことから、和のテイストや多様性を中心に様々な事業展開を

図りました。 

 基本は「１００年後の君へ。」であり、オリンピック・パラリンピックの文化

プログラム的な用語でいう「レガシー」と重なる部分もあるかもしれませんが、

我々の世代を超えた後の世代に対して、我々はどのような文化・芸術を担い楽し

んでいただけるかというところに着目しながら展開を行っています。一例ですが、

子どもたちへのお琴、お茶、生け花といったものも夏の期間に学んでいただき、

日本の伝統文化に親しんでいただく事業も展開しています。 

 これまで多くのお客様にいらしていただいていますが、数年後に大きな成果が

出るという期待も含めまして、市と連携しながら今後も進めていきたいと考えて

います。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 調布よさこいにおける連携について、市民からの意見と今後の展開について述

べます。 

 昨年の調布よさこいは、天候に恵まれ、来場者数４万５，０００人、前年及び

前々年は天候不順のため、若干人数が尐ない状況でした。天候の良い時期の平均

から比べ、来場者数が多かった昨年は、調布市観光協会と共同開催した観光フェ
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スティバルが良い影響をもたらしたものと考えています。観光フェスティバルに

ついても、正確な数値を把握していませんが、調布よさこいと同日開催した日曜

日については、他の日と比べ、多くの来場者数であったことは、非常に良い成果

であったと思います。 

 数年前からは、実行委員会においても、よさこい踊りだけではない、何か別の

素材を付加し、一層調布の夏のお祭りを盛り上げていこうという意見が出ていて、

平成２９年度の調布よさこいは、その第一歩を踏み出し、平成３０年度について

も、平成２９年度と同様に同日開催し、より同日開催を生かした展開ができれば

と考えています。 

鈴木コミュニケーション課長 

 京王線の連立立体交差事業が完成して初めて南北が交流を深められる良い環境

になりました。この環境を生かさなければ、調布の中心市街地の活性化、あるい

はにぎわいの創出はできないと考えています。今まで北側中心で行っていた調布

よさこいを、南側で開催しているイベントと連携することにより、より深めた南

北の交流を目指し、京王線の連立立体交差事業の一定の効果も考えながら、試行

的な取組を展開しています。数年後の駅前広場の活用も含めて市と調布市観光協

会と連携を図りながら、より多くのお客様がわくわくするような気持ちで調布駅

周辺に来ていただき、調布のまちを知っていただくことによって、調布の南北、

あるいは東西にある地域資源の魅力を感じていただく、幅広い展開を今後も考え

ています。 

 

【審議事項】第２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、原案のとおり出席評議員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。 

 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。 
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 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、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は、公演によっては若者向けの割引料金、

アンダー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、職員の尽力により前年が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、事業費支出

のグリーンホール事業費支出が、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、支出を極力抑制するなどの工夫を凝らし、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増減の部は、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、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。 
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 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 

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は増減ゼロとなっています。 

 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額が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。 

 資金調達及び設備投資については発生していません。 

議長 

 本件に関しては、去る平成３０年４月２５日に決算監査を行いましたので、こ

こで代表してＡ監事からその報告をお願いします。 

Ａ監事 

 私たちは、公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団定款第２５条及び

関連法令に基づき、平成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。 
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 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。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ評議員 

 改めて確認します。収支決算の内容については、事務局からも説明がありまし

たが、自主財源の確保について、どのような努力を行い、また平成２９年度にど

のような成果があったのかについて確認します。 

藤堂たづくり事業課長補佐 

 主に獲得した助成金について説明します。 

 「クリエイティブリユースでアート！」で、独立行政法人日本芸術文化振興会

及び公益財団法人朝日新聞文化財団から助成金をいただきました。こちらの助成

金は、「フィルム缶にアート！」事業を調布市内の施設、団体職員に紹介するこ

とに充当しました。その後、こちらの紹介イベントに参加してくれたところから、

事業実施依頼を受け、昨年度は調布市立第一小学校の特別支援学級で行いました。

本年度も続々と問い合わせをいただいており、別の市内小学校で実施したり、高

齢者施設など、様々なところから問い合わせをいただいています。本事業は今後、

このような施設の方々と連携して２０２０年の展示にも参加していただけるよう

に事業を展開します。 

 そのほかに、各事業において募金活動を行いました。これまでは公演終了後や
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無料の音楽会後に募金箱を持って職員が募金を募っていたのですが、年度の終わ

りに、「ＴＡＣ（Ｔａｚｕｋｕｒｉ Ａｒｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」

事業や、「１００年後の君へ。」のグッズを製作し、こちらも活用しながら募金

活動を行いました。特に平成３０年４月に実施した「小さな小さな音楽会」では、

「１００年後の君へ。」のグッズを活用したところ、一時は、募金箱の周りに人

だかりができるほどの募金をいただいています。 

 そのほか、各種公演のチラシ等に、広告を出していただくときの協賛金、また

毎年、「ミライ伝統教室」という、夏に実施している子ども向けの伝統教室でも

引き続き助成金をいただいています。 

Ｂ評議員 

 様々な制約がある中で、自主財源の確保に向けた取組を行っていることが分か

りました。引き続き色々な情報収集をしながら取組を進めてください。よろしく

お願いします。 

（３）報告 

ウ 【報告事項】平成３０年度事業計画の件 

＜説明＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

 報告事項ウ、平成３０年度事業計画について説明します。 

 基本方針は、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、本年度は第３期指定管理期間の最終年度

を迎えます。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内容や効果を検証し、市民の皆様の

心の糧となる芸術・文化の振興とともに、コミュニティ活動の振興を推進します。 

 まず、事業運営においては、ラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０大

会開催を見据えて、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、明るい未来と夢を彷彿とさせる事業展開を中心と

した各館の特性を活かした魅力的で芸術性の高い取組と、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、

文化芸術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、調布からの新
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しい芸術・文化の創造と発信に寄与します。 

 次に、施設の管理運営は、引き続き利用者の立場に立って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、施設の運用コストを最小限に抑えながら、施設利用の効果的な促進

を図ります。 

 次に、人材育成は、職員一人ひとりの専門的な知識を更に高めていくほか、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の育成を

図ります。 

 続いて、平成３０年度の特徴的な取組について説明します。 

 「映画のまち 調布シネマフェスティバル」は、調布市内に集積している映画・

映像関連企業、団体と連携し、映画・映像をつくるまちならではの独自性があるイ

ベントを展開することにより、映画・映像を楽しむ機会を創出します。 

 なお、開催期間は、平成３１年２月１６日から３月１０日までを予定しています。 

 ぱれっと倶楽部にかわるサービスへの取組は、市民が調布市に住んで良かったと

感じられる新サービスの提供に向け、各協力機関と連携した取組を推進します。 

 「フィルム缶にアート！」のアウトリーチ事業は、美術の分野で地域の産業に触

れながら創作活動を行う「クリエイティブリユースでアート！」の体験事業である

「フィルム缶にアート！」に多様性の尊重や共生社会への貢献を目指す社会包摂の

視点を取り入れ、市内各所で実施します。 

 伝統芸能の継承は、世界中で活躍し、高い評価を得ている太鼓芸能集団「鼓童」

の公演をはじめ、地域資源を活用した公演やワークショップ、講座などの様々な角

度から能楽を取り上げる「調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ（オデッセイ）」といった多様

な事業を実施します。 

 ミュージック・ワークショップ・フェスタは、海外の最先端の手法を取り入れた

参加型普及事業を東京文化会館と連携して実施します。 

 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

をとおして、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
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「ＴＡＣ（Ｔａｚｕｋｕｒｉ Ａｒｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」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、館の特性を生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、協定を締結している桐朊学園

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、初となるオペラを実施するほか、オリジナリティあふれる公

演と調布市の魅力ある地域資源を活用した取組を図ります。 

 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、映像文化事業は、映画・映像がつくられるまちである調布の強みを活かし

た「映画のまち調布 シネマフェスティバル」や、優秀映画鑑賞推進事業などの活

用や幅広い世代を対象にした作品を上映する「調布シネサロン」を開催し、より広

く、より深く映画・映像を楽しむ機会を創出します。 

 次に、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、次世代につなげ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、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図ります。 

 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
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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、市民が自ら

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

による市民の力を生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、調布市とも連携を深めながら生涯学習活動を

推進していきます。 

 次に、活動援助事業は、椅子やテーブルなど様々な用具、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。 

 マーケティング活動は、年齢や身体的条件に関わらず、全ての人のための文化

施設であるために、事業部門、施設運営部門が一丸となって、参加者と利用者の

拡充に向け、リサーチと分析、プロモーションなどに積極的に努めるとともに、

芸術・文化が共生社会の一助となるよう取り組みます。また、芸術・文化の振興

とともに、観光、まちづくり、伝統文化をとおした国際交流のほか、福祉施設や

小・中学校などの教育分野、映画・映像産業などとも幅広く連携が図られるよう

取り組みます。 

 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、設備の劣化状況を踏まえ、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っていきます。 

 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」を既に試行的

に取り組んでいます。 

 最後に、人材育成は、文化芸術基本法の改正により、幅広い分野との連携によ

る総合的な文化・芸術施策の振興を求められています。こうした現状を踏まえ、

芸術・文化の振興を担う職員一人ひとりの専門的知識の向上に加え、ニーズを多

角的に捉え、幅広い分野と連携した施策を展開していく能力の向上を目指し、体

系的に人材育成を推進します。 
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 このほか、調布市への派遣研修を継続し、多様な経験に基づき、組織を牽引す

るリーダーの育成を推進します。 

＜質疑概要＞ 

Ｃ評議員 

 ２点質問します。 

 第１に、ただいま説明もありました、新たに調布映画祭を全面的にリニューアル

し、「映画のまち調布 シネマフェスティバル」としての新しい展開を図っていま

す。既に投票が始まったと聞いていますが、今現在どのような状況になっているの

か確認します。 

 第２に、事業に関連した質問です。指定管理者の更新、選考に向け、財団として

積極的に実績をアピールしていくべきです。更新に向けて指定期間の延長であった

り、新たな施設として調布市せんがわ劇場への指定管理者の導入に向けた取組など、

市も取組を進めていますが、そのような内容について、市との連携状況、あるいは

財団の今の基本的な方針、考え方について、差し支えない範囲で確認します。 

鈴木コミュニケーション課長 

 まず、１点目の「調布シネマフェスティバル」の投票状況などについて回答しま

す。平成３０年４月２０日から市内各地域で投票箱を設置し、投票をスタートして

います。 

 現在３週間ほど経過しましたが、まだ尐ない状況です。平成３０年１０月１４日

までが映画作品をノミネートができる期間ですので、まだ長いスパンがありますが、

スタート段階ではやや厳しい状況と考えています。初の取組ですので、投票用紙や

投票の内容をどれだけ皆様方にお伝えできるのかといった点に関する課題を整理し

ながら、修正、あるいは新たな見せ方を工夫していく必要があります。 

 課題については、投票用紙を含め、より分かりやすく伝える内容と、加えて、投

票率アップについては、打って出る取組をしたいので、各イベントや事業に私たち

が積極的に参加し、事業の取組内容を多くの方々に知っていただくタイミングを図

っていこうと考えています。 

 いずれにおいても、初めての事業ということもあり、調布市と連携したオール調

布としての取組を今後とも推進していくべきと考えています。また、この事業につ

いては、多くの映画・映像関連企業、あるいは映画のアドバイザーの方とも意見を
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交わしながら進めていますので、今後とも様々な場面で軌道修正を若干行いながら、

来年２・３月の開催期間に向けて誠心誠意取り組んでいきたいと考えていますので、

今後とも皆様方の御支援、御協力、御鞭撻をいただければ幸いです。 

常廣総務課長補佐 

 ２点目の指定管理の件について回答します。 

 指定管理期間については、平成１８年からの第１期は３年、その後、平成２１年

からの第２期、そして現在の第３期は５年での特命による指定を調布市から受けて

います。平成３１年度以降については、まだ不確定の部分もありますが、調布市せ

んがわ劇場の管理運営も含めた上で、１０年間の指定管理期間を検討中と伺ってい

ます。 

 また、財団についても、今年度をもって現行の指定管理者の事業計画及び当財団

の基本計画の最終年度となることから、新たな計画の策定作業をしています。こち

らについては、現在の社会情勢や、調布市の状況等を踏まえた新しい計画を策定す

るため、内部で協議を進めているのと、調布市せんがわ劇場に関しても、市の担当

課と意見調整しながら、今後の方向性を見定めながら計画を考え、事業内容につい

ても精査等をしていきます。 

 指定管理期間の長期化については、施設の維持管理に関して、大規模な施設の指

定管理を担ってきたこれまでの経験を生かし、長期的な視点の基に計画的な修繕等

が可能であることや、将来的に実施が見込まれる大規模改修についても、調布市に

対して改修の計画及び工事に関する現場からの助言として、長期的な視点による提

案等をしていくことが可能であると考えています。 

 また、事業運営についても、調布市内における人的又は文化的な資源と言える各

学校や関連企業、福祉関係の施設などとの強固な連携を更に継続していくことが可

能と考えており、また、これまで短期間の指定管理において単一の事業成果を図る

必要があったところが、長期になれば、事業の検証等を十分に行った上で内容の成

熟化を見込むことが可能になると考えています。 

 なお、長期化がなされた場合には、透明性の担保が一つ懸念材料として挙がると

考えていますので、こちらについては毎年の事業報告や行政により行われる定期的

なモニタリングの中で、内部でも検証を十分に行いながら、積極的に細やかな情報

公開ができるように尽力したいと考えています。 
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Ｃ評議員 

 様々な取組をされている中での現状、実績もあるので、それらの実績をしっかり

アピールしていただき、今後ともより効果的な指定管理、また、財団事業の充実が

市民サービスの向上につながると思いますので、そのような取組を進めていただく

ようお願いします。 

 

エ 【報告事項】平成３０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３０年度事業計画に基づいています。 

 平成３０年度の総予算額は１３億９，７６３万６，０００円で、平成２９年度比

で６，５００万円余の減となります。 

 事業活動収入のうち、市からの拠出金は市指定管理料収入と市補助金収入が該当

します。拠出金の合計は１０億７，１００万円余りとなり、指定管理料が文化会館

たづくりとグリーンホールを合わせて約６億８，１００万円余で、前年比で 

約３００万円の増、市補助金収入が３億８，９００万円余で、前年比で約５７０万

円の増です。 

 事業関連の予算の概要を説明します。 

 コミュニケーション事業費については、「調布映画祭」が「シネマフェスティバ

ル」になることによる増がありますが、事業内容等の見直しを図り、収支のバラン

スを取っています。 

 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大会関連事

業の実施による増があります。 

 グリーンホール事業費では、昨年度、グリーンホール開館４０周年事業を実施し、

今年度は周年事業がないことから、収支ともに縮小しています。 

 施設管理運営に関する費用では、文化会館たづくり、グリーンホールともに、総

体では支出の抑制を図っていますが、聴覚障害者向けの集団補聴装置の整備に関す

る費用を計上しています。 

 

オ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 
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＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 平成２９年度の収入の状況は、協賛金、助成金合わせて合計５９６万９，６４８

円となります。 

 寄附は、事業実施時の募金による寄附が２７件、個人から３件頂戴しまして、合

計３０件、９万５，７４５円になりました。 

 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いました。

また、助成金又は協賛金についても、各事業、セクションごとにアクションを行い

ました。引き続き、ファンドレイジングについて取組を進めていきます。 

 

カ 【報告事項】規程等の改正の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 当財団の規則・規程の改正について、平成３０年３月２６日現在で、平成２９

年度改正したものを報告します。 

 １点目は、給与規程の改正です。本件は、調布市の給与条例が一部改正された

ことに伴う改正です。東京都人事委員会勧告に準じ、勤勉手当の支給月数が引上

げになったことに伴い、当財団でも改正を行いました。 

 ２点目は、「役員等の報酬及び費用弁償に関する規則」の改正です。概要は、

常務理事の報酬に関して調布市から見直しの要請による改正で、市の監理団体役

員の報酬の見直しがあったことに伴う改定です。 

 常務理事の報酬に関して、近隣他市の状況のほか、市の再任用職員の給与職員

の給与水準等や、各団体間での均衡を図りました。 

 最後に３点目は、就業規則の改正です。「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ものです。概要は、予防

接種又は健康診断を受診させるための子の看護休暇の対象となる子どもを小学校

就学前から中学校就学前の子に改めるものです。 

７ その他 

Ｄ評議員 

 平成２９年度事業報告及び平成３０年度事業計画等をお伺いし、シネマフェス
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ティバルも含め、職員の創意工夫がひしひしと感じられ、皆様の努力に心から敬

意を表します。引き続き、しっかり取り組んでください。 

 「市民意識・ニーズ調査」の報告書を見ていて、情報提供の方法や、市民の自

由意見などが記載されています。共通事項として、財団の情報発信や告知につい

て知らないという方が多い中、情報提供については、インターネットを活用した

発信を強く要望されている意見が多数あります。以前も評議員会でお話したかも

しれませんが、調布市が積極的に推進している市内のイベント情報などを集約し

ているちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」という仕組みと財団ホー

ムページとの情報連携を真剣に御検討いただけないかと思います。情報が分散し、

市民の方々に伝わりづらい点をうまく集約していくことで、１人でも多くの方に

お伝えできる可能性につながります。 

 また、自由意見では、子ども向け催しのＰＲや要望が散見されているので、調

布市が関係している調布子育てカフェが調布駅前にある利点を生かした連携や、

調布子育て応援サイト「コサイト」と連携することで、これまで伝わらなかった

方々へ情報提供が可能になります。 

 こういうのは、多額の予算を投入すれば伝わるものかもしれませんが、一つひ

とつ地道に薄い層を積み重ねていく形での取組、連携が長い目で見て尐しずつ伝

わっていくことにつながっていくので、積極的に御検討ください。 

鈴木コミュニケーション課長 

 我々も様々なメディアや媒体を活用しながら事業の紹介をしていますが、まだ

まだ至らぬところがあるのも理解しています。先ほど御提案いただきました 

「ちょみっと」とは、積極的に連携が図れるよう取り組みます。 

 加えて、子ども向け公演のＰＲについて、「コサイト」という子ども向けの情

報ウェブサイトがあります。そちらの代表者とお話し合いをし、今後の財団の子

ども向け事業をどう発信し展開していくとより効果があるのか、あるいは、どう

したら市民の方々に多くの興味を持っていただけるかといった話し合いの場が先

日できましたので、今後も密な連携を図っていきます。 

 全体的に、以上のような媒体をフルに活用することが非常に大切であると我々

は認識していますので、今後ともよろしくお願いします。 
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 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、議長は閉会を宣言し、本会の全てを終

了した。 


