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平成３０年度第２回臨時理事会議事録 

 

１ 日時 平成３０年１２月１３日（木）午後６時から午後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、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）髙徳信男 

（議長）理事長 荻本貞臣 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第２号議案 評議員会招集の件 

イ 第３号議案 規程等改正の件 

ウ 第４号議案 調布市せんがわ劇場の管理運営の件 

エ 第５号議案 次期指定管理者選定に関する件 

（２）協議事項 

ア 平成３１年度～４０年度 財団基本計画の策定に関する件 

イ 平成３１年度事業計画案の件 

ウ 平成３１年度収支予算案の件 

（３）報告事項 

ア 職員採用に関する件 

イ 平成３０年度事業進捗状況の件 

ウ 平成３０年度収支予算執行状況の件 

エ 平成３０年度利用者懇談会開催結果の件 

オ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

カ 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 

（４）その他 
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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、原島副理事長退任についての報告の後、事務局に定足数を確認した。

事務局から出席理事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。

続いて、配布資料の確認を行い、理事長が議長として開会を宣言した。 

（２）審議 

【審議事項】第２号議案 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２回臨時評議員会を平成３０年１２月２０日木曜日、文化会館

たづくり９階研修室で開催します。内容は、審議事項が１件、報告事項が１２件

及びその他案件です。 

 

【審議事項】第３号議案 規程等改正の件 

＜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 

 規程の改正が２件あります。 

 １件目は、「役員等の報酬及び費用弁償に関する規則」の改正であり、概要は、

常務理事の報酬に関して見直しの要請があったことによる改正です。こちらは、

調布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水準との均衡や、

各団体間での均衡を図る必要性を踏まえ、見直しの要請を受けたことによるもの

ですが、実際には市の監理団体役員の報酬見直しということで、他団体と統一で

行っているものとなります。 

 ２件目は、「臨時嘱託職員規程」の一部を改正するものです。有期契約労働者
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の無期契約化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成２５年４月１日に、改正

労働契約法が施行されました。同一の使用者との間で有期労働契約が通算５年を

超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない

労働契約、すなわち無期労働契約に転換されることが本法に定められたことを受

け、財団においては、有期雇用契約に該当する臨時嘱託職員について本規程を改

定し、本人の希望により無期転換を認めるものとなります。 

 

【審議事項】第４号議案 調布市せんがわ劇場の管理運営の件 

【審議事項】第５号議案 次期指定管理者選定に関する件 

 荻本議長から、第４号議案及び第５号議案について一括して説明を受けたいと提

案があり、全会の了承の下、事務局からそれぞれ説明を行った。 

＜結果＞ 

本２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 

 文化会館たづくりとグリーンホールの指定管理は、平成１８年度から始まり、

第１期が３年、第２期が５年、そして現在の指定管理期間が５年で、それぞれ指

定管理業務を担ってきました。現在の指定管理期間は、今年度が最終年度となる

ことから、調布市においても、来年度以降の指定管理についての審査が行われま

した。 

 また、せんがわ劇場の指定管理についても、調布市直営による管理から、芸

術・文化とその事業進捗に関する専門的知識・技能を有する財団への指定管理に

移行するための議論が調布市において重ねられてきました。 

 その結果として、平成３１年度以降は財団が特命による指定管理者候補者とし

て指定される運びとなり、今後文化会館たづくり、グリーンホール、そしてせん

がわ劇場の３施設の管理とそれぞれの施設を拠点とした事業を実施していくこと

になります。 

 調布市における審査は、文化会館たづくり及びグリーンホール、せんがわ劇場

の２つに分けられ、外部の有識者を含む「指定管理者候補者選定審査委員会」に

おいて２回の審査が行われ、２回目の審査では、財団が作成した「指定管理者事
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業計画書」を基にプレゼンテーションを行いました。平成３０年１０月３０日に、

文化会館たづくり及びグリーンホール、翌３１日にせんがわ劇場に関するプレゼ

ンテーションを行った後に、係長及び管理職が質疑応答に対応しました。 

 事業計画の概要を説明します。 

 まず、事業計画の概要について４点説明します。第１に、現在の財団を取り巻

く環境として、平成２９年度の文化芸術基本法の改正を受け、観光、まちづくり、

国際交流、福祉、教育、産業、その他の各関連分野における施策等の有機的な連

携を更に強化していく考え方を明確にしました。 

 第２に、組織の成果と環境の変化として、調布市との政策連携、市内団体や商

店街との連携、協働を幅広く展開し、地域との絆を深めていきます。 

 第３に、長期的視点により、状況の変化に対応できるような計画立案と運用に

より、諸課題に取り組む必要があります。 

 第４に、せんがわ劇場の指定管理運営を担うことにより、新たな施設の管理運

営とともに、３つの施設の連携による事業の相乗効果を高めていくことを重要な

視点としています。 

 指定管理期間は、文化会館たづくりとグリーンホールは、これまでの５年間か

ら１０年間の指定管理として拡大され、３施設の一体的活用による規模的なスケ

ールメリットと合わせて時間的なスケールメリットも見い出しながら運営してい

きます。 

 管理運営に関する基本的な考え方として、３施設の一体的活用による相乗効果

と規模的スケールメリットについては、施設管理面におけるこれまで長期にわた

る文化会館たづくり、グリーンホールの管理運営実績を生かし、今後も専門的な

人材が引き続き担い、また、せんがわ劇場においても、そのノウハウを生かしな

がら、業務の標準化、合理化、そして施設コストの削減を図っていきます。 

 事業運営は、文化会館たづくり、グリーンホールそれぞれの指定管理事業と市

民や調布のまちの独自性を打ち出した「調布国際音楽祭」や「映画のまち調布 

シネマフェスティバル」などの実施会場に、新たにせんがわ劇場が加わることに

よる地理的な拡大のメリットを明確なものとしていきます。 

 また、財団では、事業実施における「価値」、「ミッション」、「ゴール」に

ついて定めています。これまでにも、財団のミッションと館のミッションを定め
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てきましたが、改めて芸術・文化を専門的な分野として担い、事業を実施してい

く意義を芸術・文化の３つの「価値」を確認し「ミッション」を定め、そのミッ

ションに基づき事業運営を進めていく上での各施設のあるべき姿を「ゴール」と

して定めました。 

 続いて、文化会館たづくり、グリーンホールにおける１０年間の指定管理とい

う時間的スケールメリットについて、まず施設管理面では、東京２０２０オリン

ピック・パラリンピック競技大会後を見据えた長期的視点の下での利便性の向上

と、将来的な施設の改修計画やライフサイクルコストの適正化を図ること。 

 事業運営では、より長期的な成果目標及び指標により着実に実施していくこと。

地域、学校、協定機関などに加え、観光、産業、教育、福祉などの関連する分野

と効果的に連携しながらの事業実施と、そのことを可能とするための企画立案が

できる人材確保が可能となることをメリットとして考えています。 

 また、「オール調布」の視点から、芸術・文化の発信、まちの活性化、調布市

との連携をコンセプトに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への対応を見据えた各種事業を実施していきま

す。 

 また、経営管理では、人材育成と収支計画、自主財源拡充に取り組んでいきま

す。 

 人材育成は、今後１０年間を展望し、組織経営の中核に位置づけ、東京 

２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成とレガシー継承へ向

けて、引き続き「アートマネジメント人材」の育成に取り組むため、芸術・文化

分野の実務研修と、職層に応じた組織力・人材力を強化するための研修を体系的

に実施します。 

 財団は、調布市の監理団体としての側面があり、「豊かな芸術文化・スポーツ

を育むまちづくり宣言」はもとより、市の総合計画等、基本的な施策を踏まえた

事業展開をしていくことが大切です。今後ますます調布市の所管課と緊密に連携

し、方向性を確認、調整しながら職員の育成を推進していきます。 

 収支計画、自主財源拡充は、今後の１０年間において公益法人、指定管理者と

しての社会的責任を果たし、事業や施設管理運営など質の高い公共サービスを市

民に提供していくためには、安定的な財務運営の裏づけが必要です。財団事業の
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大半は公益目的事業であることから、引き続き指定管理料と補助金をその主要な

財源とし、同時に自主財源の拡充に努めていきます。 

 次に、せんがわ劇場の指定管理について、説明内容に追加となる事項について

説明します。 

 せんがわ劇場の指定管理期間は、文化会館たづくり、グリーンホールの１０年

間に対し、こちらは最初の指定管理期間となり、５年間となります。 

 これまでの事業の継続性については、平成２０年に開館したせんがわ劇場で策

定され、平成２５年度から３５年度までの方針として定められている「運営プラ

ン」があります。この運営プランを着実に継承し、せんがわ劇場の指定管理を担

うことで、これまで取り組んできた仙川地域との連携・協働、市民参加型の事業、

体験・育成型のアウトリーチ事業などの成果を受け継ぎ、今後も大切に育んでい

きます。その上で、文化会館たづくり、グリーンホールと連携し、ニーズに対応

した多彩で親しみやすい鑑賞事業、市民が気軽に参加できる企画の推進、次世代

を担う芸術家と鑑賞者の育成等に取り組んでいきます。 

 実施していく事業は、演劇事業、音楽事業、地域連携事業、アウトリーチ事業

などがあります。特に、せんがわ劇場の特徴的な事業とも言える「市民参加演劇

公演」、「サンデー・マティネ・コンサート」、「演劇アウトリーチ」、仙川商

店街との地域連携事業である「おらほせんがわ夏まつり」などを継承するととも

に、文化会館たづくり、グリーンホールの計画を含めた３施設の一体的な活用を

図り、事業面、広報面においてもスケールメリットを明確なものとしたいと考え

ています。 

 その他の内容は、文化会館たづくり、グリーンホールの指定管理者事業計画と

同様となります。 

 なお、財団の文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場の次期指定管

理者の決定は、現在開催されている平成３０年第４回調布市議会定例会において

上程されています。この３施設の指定管理について、平成３０年１２月１０日及

び１１日の文教委員会において認定されており、１２月１８日の本会議最終日で

議決されますと、財団が平成３１年度からの文化会館たづくり、グリーンホール、

そしてせんがわ劇場の３施設の指定管理者として決定されます。更に、これを受

け、今後、調布市と財団が基本協定を締結します。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

 何点か確認と質問をします。 

 まず１点目が、「指定管理者事業計画書」の内容とプレゼンテーションの内容

を含め、本日は理事会が開催されていますが、本内容の決定については、手続上

の問題は全てクリアされていますか。 

常廣総務課長補佐 

 今回、財団が特命で指定管理者候補者となり、指定管理者事業計画案の提出依

頼があり、プレゼンテーションをした時点で案で出しています。調布市議会で議

決されれば、財団が指定管理者として選定されますので、市の手続上の問題はあ

りません。 

Ａ理事 

 次に、事業計画内容について確認します。せんがわ劇場の指定管理期間が５年

間、文化会館たづくりとグリーンホールが１０年間で５年の差があり、指定管理

期間が館により異なりますが、財団として円滑に運営していけるということでよ

ろしいですか。５年間の指定管理期間と、１０年間の時間的スケールメリットで

は、せんがわ劇場の方が期間が短いです。その点について問題ないですか。 

常廣総務課長補佐 

 理想は３館ともに１０年かもしれませんが、せんがわ劇場は、既に「運営プラ

ン」が平成２５年から３４年までの１０年間で運用されていますので、後半５年

間を財団が継承し、財団の独自性を出してせんがわ劇場の運営をする次の５年で

何をしていくかというのを考える意味では、５年間は良いタイミングではないか

と考えています。 

Ａ理事 

 せんがわ劇場の「運営プラン」ができたのが平成２５年です。それから既に５

年が経過しようとしており、通常ですと５年で再構築をする時期です。それを継

承して、平成３４年までかけて、それから見直すという形ですが、通常の事業の

在り方からすると、指定管理者になるときに、一度見直すべきものがあると私は

思います。 

 それは、単なる継承という形で進めていくのが良いのか悪いのかということよ



 

- 8 - 

りも、それについて何か討議されたのかどうかです。通常ですと、例えば、文化

会館たづくりやグリーンホールでしたら５年で見直しをする。それは先ほど述べ

られた時代や社会の要請の変化があって対応することではないですか。しかし、

せんがわ劇場は見直しなしで５年間運営するのは、なかなか説明がつきにくい部

分があります。その点について、どのような見解を持っていますか。 

Ｂ理事 

 平成２９年１２月に開催されました第５回臨時理事会において次の説明をしま

した。平成２９年７月２６日付けで調布市から、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在り方を検討するに

当たり、芸術・文化に関わる専門的知識を有する財団と協議を願いたいという要

請がありました。これに基づき、平成３１年度に財団が指定管理者として選定さ

れた場合を視野に入れ、調布市と検討を重ねてきましたので、スムーズな移行が

できるよう努めてまいります。 

Ｃ理事 

 事業の在り方が平成３１年度から実施しやすいように事前に調整されています

か。 

Ｂ理事 

 新規事業を出さない形で、現行の事業を運営し、財団が運営しやすい形に調整

されています。 

Ｃ理事 

 直接担当されているのは岡野総務課副主幹ですか。この点について、どのよう

に考えていますか。 

岡野総務課副主幹 

 市直営と指定管理では運営方法に違いがありますので、完全ということはない

ですが、当初に比べればより良くなっていることを現場で感じています。ついて

は、しっかりと引継ぎし、事業を実施していくことができると考えています。 

Ｃ理事 

 現場でそのような感触があるなら十分です。 

 次に、平成３０年１０月に行われたプレゼンテーションの内容について、非常

に苦労されて作り上げたものだと思います。内容について説明してください。各
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担当から一言ずつお願いします。 

常廣総務課長補佐 

 皆で相当の努力をして取り組みました。当日のプレゼンテーションは、私が文

化会館たづくりとグリーンホールの指定管理の提案について１時間説明しました。

担当者が「指定管理者事業計画書」と概要版を作成し、プレゼンテーション用の

パワーポイント資料を作り、各提案について詳細に説明しました。 

 委員にはできるだけ分かりやすく詳細に、財団が１０年間をどのように担って

いくのか、時間的なスケールメリットと、特に３施設の連携に重きを置いてプレ

ゼンテーションしました。本理事会に出席している職員が取り組んだことですの

で、非常に一体感があったと私は感じています。その結果、委員からは、概ね好

意的な意見が出され、安堵しています。 

大割総務課副主幹 

 委員から厳しい質問が出されることを予想し、詳細に想定問答を作成しました。

その結果、比較的スムーズに進んだ印象です。 

佐藤財務係長 

 私は１０年間の収支計画を作成しました。せんがわ劇場では、具体的にどのよ

うな事業を実施しているかの聴き取りから始め、事業内容を勉強しながら事業計

画を立てることができたのが非常に自分のためになりました。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 私は、事業計画作成に全面的に従事したわけではありませんが、現在、財団が

担っている大きな事業が転換期を迎えており、向こう５年ぐらい大きく変革する

部分があるので、その思いが事業計画に反映していくような形を考えていました。

また、厳しい質問に対応できる準備もしました。 

 せんがわ劇場の事業計画については、仙川地域に熱心な方も多く、財団がせん

がわ劇場の管理運営を担ったときにどうなるのかという不安は多々あります。 

 「運営プラン」は４つの使命がありますが、財団の裁量があるような内容です。

その枠組みにおいて、現行の事業の位置づけ、目的を考えながら、構築していき

たいと考えています。 

渡部広報・マーケティング係長 

 ５年前に現行の５年間の指定管理者事業計画の作成とプレゼンテーションにお
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いても、メンバーの一員として準備に携わりました。今回、円滑に作成からプレ

ゼンテーションまで進行し、５年前と比べ、良いチームワークでできたと、心の

底から思った半年間であったと考えています。 

藤堂たづくり事業課長補佐 

 指定管理者事業計画は館ごとに作成しています。指定管理者事業計画の基とな

る「基本計画」策定の時点から、文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ

劇場で実施する事業を今後１０年間でどのように組み立て、整理するかは、事業

担当として苦労しました。指定管理者事業計画書を館ごとにまとめる際には、総

務課で音頭を取ってくれました。例えば公演事業においても、全体でどうやって

いくかということを皆で話し合えたということで、今後につながっていくと思っ

ています。 

立石たづくり事業課主査 

 本事業計画を作成する準備段階というか、係内の話し合いと、ヒアリング、上

長への上申の工程に携わりました。プレゼンテーションに参加した管理職だけで

なく、職員全体で作った事業計画書になったと感じています。 

髙橋たづくり事業課主査 

 今回、事業計画を改めて作成することになり、これまでは文化会館たづくり、

グリーンホールを見てきましたが、せんがわ劇場も指定管理の対象になったので、

仙川地域を今後どう展開していくかを職員全員で考えられたところは非常に意義

深かったと思います。 

大嶺施設管理係主査 

 係長を中心に検討・精査してきました。せんがわ劇場はこれまで行く機会がな

かったので、今回の事業計画策定に当たって見せていただいたので、非常に参考

になりました。 

阿部グリーンホール館長 

 これまでの事業を振り返り、今後の方向性について考える機会となりました。 

 グリーンホールは外階段の問題がありましたが、市民のための文化施設として、

各館の存在意義があります。各館の特性を考える機会になり、その中でも何の事

業が市民にとって求められているかというのを今回熟考しました。特徴的な事業

の意義は、多くの市民が関わって一緒に作り上げたものが求められていたと考え
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ます。これまでの色々な事業から過去に撮影した写真を探す中で、結局、市民の

笑顔がたくさん残っているような写真が私たちの中でも一番の糧になっている部

分だと改めて感じたところです。 

岡野総務課副主幹 

 私は研修中でせんがわ劇場にいますので、審査会時は、調布市側の立場で出席

しましたが、準備に当たっては、資料提供に努めていました。短い時間の中で非

常によくまとめていただけたと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

 １０年の指定管理期間を得たことに関しては、財団の運営への姿勢や、様々な

事業展開とその実績がある意味認められた部分と、信用性があったと感じていま

す。 

 その点を踏まえ、我々はこの１０年間に関して、業務への姿勢やビジョンをよ

り明確化し、しっかりとしたコンセプトの下に臨んでいく必要がこれまで以上に

あると感じています。そのためには、これから１０年間の事業計画の中で、発展

的な見直しを含め、当然のことですが、調布市と連携しながら強力に推進してい

くべきです。 

 加えて、せんがわ劇場の５年間というお話ですが、仙川という地域、市民、今

まで仙川で活動されてきた方々との様々な歴史ある事業と、財団の新しいエッセ

ンスを掛け合わせて、対話をしながら進めていく上では、良いタイミングの５年

間であると考えています。そういったことを全体的に含めて、走りながらの部分

と、我々が計画を持って進めていく部分と合わせながら、この新しい１０年と５

年を迎えていきたいと思っています。 

Ｃ理事 

 ありがとうございました。今御説明いただいて、とてもうれしく思います。財

団のプレゼンテーションは、前回もそうですが、とても高く評価され、他の団体

の方々からも模範となるようなものができています。指定管理者事業計画作成も

大変であったと思いますが、しっかりできていますし、展開の仕方も素晴らしい

です。特に体系的に物事が捉えられている表現の仕方は、財団ならではのノウハ

ウがしっかり蓄積できていました。 

 その中で１点、１０年という長い指定管理を受けた中で、事業はそれぞれの方
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向性があって良いのですが、多くの事業者が施設を管理していくという業務再委

託の中で、その透明性と市民に対する説明責任についてこの１０年間の中で疑わ

れてはなりません。どういった方法を取っていくのかを確認します。 

大割総務課副主幹 

 従来から、例えば設備管理、警備、清掃、受付、舞台というような、施設を維

持管理する上で基幹的な業務委託に関しては、プロポーザル方式で事業者を選定

してきました。５年に１度の見直しでやってきましたが、経過期間が１０年にな

っても５年に１度の見直しを実施することで、透明性を引き続き確保していきま

す。 

Ｃ理事 

 再委託先との信頼関係を含めて、例えば単純にコストが下がれば良いという問

題ではない部分が出てきます。そのときに、なぜ再委託をするのかという説明が

的確にできていないとなりません。その点の説明ができるように、１０年になっ

ても市民の方々に説明ができるような形でしっかり記録を残す、声を聞くという

業務を欠かさないようにしてください。 

Ｄ監事 

 ファンドレイジング、自主財源の確保に関してお聞きします。従来から寄附金

や協賛金、特に市民からの寄附金をいただいたときに、最終的には市の清算金の

中に埋もれてしまい、結果として、市民からいただいた寄附金は市に返還すると

いう構図ができてしまっています。 

 これを受け、本指定管理者事業計画書でも指摘がありますが、「創意工夫する

ことへのインセティブが働きにくく、大きな課題」になっており、それを受け、

「内部留保することを市と協議します」と記載されています。タイムスケジュー

ル的に、この問題に関しては、財団が市に申し入れ、「はいそうですか」という

問題ではなく、市の財政も厳しい折、ゼロ精算で財団が自主財源を獲得したら、

返還を言ってくると思われます。この点についての市との交渉、期限などの考え

方を説明してください。 

Ｂ理事 

 実は、本件に関して、調布市から調布市生活文化スポーツ部長をとおして話が

ありました。同じように、この文章の記述経緯について照会がありました。これ
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に対し、いつも監事からの指摘があり、補助金を獲得して尽力しても、それを市

に返還する方法以外はないですかという意見があることをお伝えし、また周年事

業の積立金も検討していると回答しました。 

Ｄ監事 

 この点に関しては、尐なくとも市民の気持ちとしては調布市文化・コミュニテ

ィ振興財団の文化事業に対して寄附したというお気持ちがあるにも関わらず、結

果としては調布市へ寄附したことになってしまっている構図です。重要課題です

ので、スピーディーかつスケジュール感を持って取り組んでいただきたい。 

（３）協議 

ア 【協議事項】平成３１年度～４０年度 財団基本計画の策定に関する件 

＜説明＞ 

大割総務課副主幹 

 基本計画（素案）の概要及び検討経過について説明します。 

 概要は、先ほど説明しました指定管理者事業計画の内容とほぼ同様ですので、

ここでは割愛し、これまでの検討経過等について説明します。 

 基本計画の検討については、平成３０年４月から、課長、課長補佐、係長をメ

ンバーとする「基本計画等検討会議」を設置し、概ね週１回のペースで議論を重

ねました。 

 本検討会議では、最初の段階で集中的に現基本計画期間の振り返りと課題の抽

出を行いました。その後でミッションの見直し、事業再編、人材育成等について

検討しました。検討の結果、芸術・文化の３つの「価値」、「ミッション」、事

業の「ゴール」を核心とする体系の下で事業を構築していくこととしました。 

 また、本基本計画を具現化するための組織体制案について検討しました。現行

の基本計画期間では、施設ごと、例えばたづくり事業課、グリーンホール事業課

のように組織体制が組まれています。同時に事業財源ごとの編制でもあり、コミ

ュニケーション課は、補助金を事業財源としています。このような組織体制を採

ってきましたが、各施設で、例えば音楽事業では類似した事業を複数の課で実施

している場合があり、組織経営の効率性という点では、検討の結果、課題がある

ことが明らかになりました。 

 そこで、類似する事業の実施体制を一元化するために、文化会館たづくりを拠
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点とする事業課を「文化・コミュニティ事業課」、グリーンホール及びせんがわ

劇場を拠点とする事業課を「芸術振興事業課」とする体制案としています。具体

的には、「文化・コミュニティ事業課」に映像文化事業を一元化します。また、

「芸術振興事業課」に音楽事業をはじめとする舞台芸術に関連する事業を一元化

します。 

 なお、財団は、今後ますます組織経営と施設経営に関する企画的視点を持つこ

とが重要となるため、従来の総務課を「企画課」に名称を改める案です。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

 先ほどの指定管理者事業計画と同様の内容が記述されていますが、新たに組織

体制について述べられています。組織体制は、あくまでも組織の体制です。例え

ば、会議名、意思決定内容など、組織としての意思決定過程が記述されていませ

ん。通常の組織というのは、トップダウン、又はボトムアップでも良いですが、

人的な配置ではなく、物事を決める役割に応じてどのような組織を作っていくか

というのが大事な論点です。今後明示していく予定や考え方はありますか。 

大割総務課副主幹 

 平素を含め、理事会において最終決定をされます。また、意思決定過程に関す

るフローを追記します。 

Ａ理事 

 非常に重要な論点だと思うので、この組織体制の中に明確に表現してください。

様々な職員の意見を取り入れながら、それを柔軟に変えていく。会議体もそうい

うことが必要です。その意識がないと、それがなかなか浸透できないと思うので、

それは確実に表現いただきたいと思います。 

 もう一点、人材育成をこれから体系的に行っていくことが明確になっています。

これはそれぞれの職員のスキルアップを主に掲げた研修体系だと思いますが、一

方で、職員の方々にはスキルアップをすると同じように、職場環境の中で様々な

課題を抱えることが多い。その課題を抱えたときのケアの手段や仕方が記述され

ていません。例えば、仕事に対する様々な悩みや、内部での色々な問題が生じた

ときに、対応や相談機関（内外）について記載されていません。 

 困ったときに、どこへ相談すれば良いのかとなると、専ら上長になるのでしょ
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うか。上長に言えないこともたくさんあります。先輩・同僚に言えないこともあ

るかもしれません。それを解決するようなものが職場の中に備わっていないと、

安心して働くことができません。職場内部で対応できなければ、外部の色々な機

関を利用する必要がありますが、職員の年齢層は３０～４０代から、これから 

５０代に上がっていきます。組織の中枢を担っていきます。今は若いから良いが、

必ずや経営やマネジメントの難しさを考えなければならないときに、制度や仕組

みが欠かせないので、本事業計画の中に落とし込んでいただきたい。 

常廣総務課長補佐 

 現在も制度としては、外部機関への相談ができるような窓口や財団の産業医に

対する面談の機会設定など色々なケアの方法があります。ここには記載がまださ

れていない状態ですので、職員のフォロー体制という項目で記載を検討します。 

 

イ 【協議事項】平成３１年度事業計画案の件 

ウ 【協議事項】平成３１年度収支予算案の件 

 荻本議長から、「協議事項イ、ウの前に報告事項イ、ウ、エの説明を受けたい」

と提案があり、全会の了承の下、事務局からそれぞれ説明を行った。 

 

【報告事項イ】平成３０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３０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、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、財団独自のテーマである「１００年

後の君へ。」に沿い、各館の特性を生かした魅力的で芸術性の高い取組を実施し

ています。 

 また、市民の芸術・文化活動の拠点として、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の連携及び地域固有の文化資源の活用によ

り、市民誰もが芸術・文化に触れる機会を享受できるよう市民の幅広い芸術・文

化活動を支援し、調布からの新しい芸術・文化の創造と発信を図る一年として取



 

- 16 - 

り組んでいます。 

 共催事業、独自事業と文化会館たづくり事業について報告します。 

 まず、「調布国際音楽祭」です。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、地域資源や地域人材を最大限に生かし、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６

回目の開催となりました。実施日は８日間にわたり、無料公演を含む１８のステ

ージを展開し、調布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

約７，８００人となり、有料席の券売は３，６５１枚で、７１％の券売率となり

ました。 

 今回は、初めてグリーンホールで開催したオープニング・セレモニーと合わせ

て、調布駅前広場を利用した屋外クラシックイベントを同時開催しました。若手

演奏家やエグゼクティブプロデューサー・鈴木優人氏のサプライズ生演奏と、ケ

ータリングカーを活用した飲食等の展開により、音楽祭の新たな宣伝効果と賑わ

いの創出につなげ、街中を歩く市内外の方々が足を留めていただける屋外イベン

トとなりました。 

 また、文化会館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、趣向を凝らしながら、音楽の素晴らしさを手軽に味わう

場として大変好評でした。 

 次に、地域コミュニティ活性化事業「調布よさこい２０１８」です。 

 今夏の猛暑を受け、当日の気温が３６度を超えたため、踊り手、観客の身の安

全を確保するため、旧甲州街道の流し踊りを１時間３０分繰り下げ、午後３時開

始とするなど、初めて猛暑による安全対策を施した事業となりました。しかし、

このような高温の中でも、ありがたいことに、延べ約３万８，０００人の方に来

場いただき、前回に引き続き、調布市観光協会と連携し、調布駅前広場のステー

ジを活用し、よさこいの演舞を披露することができました。 

 調布駅を中心に、南北が一体となって賑わいの創出に努め、また、グリーンホ

ール会場では、猛暑を避けるために、子どもから大人まで多くの観客が来場され、

幅広い活用ができました。 

 今後は、猛暑対策などのより一層の工夫と、地元商店街との更なる対話の連携

を推進し、コミュニティ醸成とまちの活性化の一助としてよさこい事業を進めて
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いきたいと考えています。 

 次に、美術振興事業の美術振興展示です。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。 

 展示室では、４月から６月まで「山口マオ絵本原画展 わにわに・ねこでんし

ゃ」を開催しました。「わにわに」シリーズは子どもに加え、大人にも人気の絵

本として長年愛され続けており、本展では、シリーズから３作品のほか、新作

「ねこでんしゃ」の原画も初公開しました。また、撮影コーナーやワークショッ

プ、館内にある図書館でのお話会などの関連イベントも開催し、原画ならではの

味わい深さや、たくさんの企画をとおし、絵本を体験するような感覚でお楽しみ

いただきました。 

 ７月から８月にかけては、「新聞紙のこよりによる動物アート 一ツ山チエ

展」を開催しました。野生に暮らす動物たちが、水辺で過ごすワンシーンをテー

マに、新聞紙でできた大きなカバなどの立体作品を展示し、リラックスしている

ような表情や躍動感を感じる姿など、まるで息づかいが聞こえてきそうなほどリ

アルで写実的な作品を展示しました。 

 夏休み期間であることと、親しみやすい動物アートにより、来場者が１万人を

超えるなど、大きな反響がありました。 

 ９月の山田元子展「トントン つくる からだ ドキドキ」では、身体の仕組

みの面白さをテーマに、金属や木材、大理石など様々な素材で立体作品を展示し

ました。銅版を熱し、叩いて曲げる工程を繰り返す鍛金技法で作られた新作の体

験型作品を紹介するほか、「身体の外から内へ」と題し、人体のパーツや臓器を

モチーフとした作品も展示しました。関連のワークショップも、親子を中心に大

盛況に終わることができました。 

 「フィルム缶にアート！」は、昨年度から依頼いただいた市内の様々な施設を

訪問し、より幅広い活動ができました。今後もより多くの方々がアートを通じて

社会参加できる仕組みづくりを構築したいと考えています。 

 次に、音楽事業です。音楽公演の新シリーズ、「おいしいクラシック」の４回

目となる公演は、モーツァルトにちなんだ公演特別メニューを、文化会館たづく

り、グリーンホール内のレストランの協力の下、３か月間提供しました。コンサ

ートのＰＲとレストランの利用促進だけではなく、音楽と食の２つの文化からア
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プローチすることで、新たな顧客の開拓につなげました。 

 ７月には、「親と子のための読み聞かせコンサート」を開催し、絵本の朗読と

本格的なクラシック演奏を組み合わせた、見て楽しい、聞いて楽しいファミリー

コンサートです。ホールの大きなスクリーンに絵本を活用した投映をしながら、

お話と音楽をお届けしました。 

 また、「小さな小さな音楽会」は、文化会館たづくりエントランスを活用して、

尐人数のアンサンブルによる演奏を６回実施しました。 

 次に、芸術・文化学習事業は、「ちょうふ市民カレッジ」です。受講者獲得に

向けてリーフレットを手に取りやすくするなど、サイズなど創意工夫した展開を

重ね、リピーターはもとより、新規の受講生や若い受講生の獲得に向け、幅を広

めた展開を図っています。 

 続いて、施設管理運営です。 

 平成３０年４月から９月の入館者数は９３万１，６７１人でした。月平均で 

１５万５，２７９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。 

 文化会館たづくりホール系施設の利用件数は約２，４２３件、利用率は８０％

でした。また、会議室系施設の利用件数は１万１，６９０件、利用率は６８％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について特徴的な事業を報告します。 

 まず、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、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。毎回全枠が埋まり、空きホールの活用にもつながっています。 

 続いて、「茂木大輔の生で聴くのだめカンタービレの音楽会」は、通算３回目

となりました。オーケストラのバックに、漫画のイラストや曲の解説を投映した

手法は、普段クラシックに馴染みのない若い方がホールに足を運ぶきっかけとな

り、２２歳以下のチケットが販売全体の２割近くを占め、他のクラシック公演に

はない高い比率を占めています。 
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 次に、演劇・舞踊事業です。朗読劇と落語公演を実施しました。小ホールで年

２回実施している「調布寄席」では、職員の情報収集や師匠との調整の結果、寄

席の楽しさを効果的に伝えられるようになり、大入りのお客様を迎えました。 

 次に、共催等事業です。相互協力提携を交わしている「バッハ・コレギウム・

ジャパン」の公開リハーサルを今回初めて平日夜に実施したところ、これまでは

来場できなかった仕事帰りの社会人や子ども連れの方も見受けられました。また、

同じく地域人材として協定を交わしている桐朊学園と連携したオーケストラ公演

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、自主事業を補完する事業として、グリーンホールでは初めて、

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカスを実施し、夏休み中の家族連れが、目の

前で繰り広げられるアクロバットに目を見張っていました。 

 そのほか、自主事業では実施が難しいビリー・ヴォーン・オーケストラや八神

純子、きかんしゃトーマスなど、お馴染みの有名アーティストらによる公演では、

子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が地元のホールへ足を運ぶ機会となりま

した。 

 映像文化事業、「調布シネサロン」では、ワンコインで、ホールの大スクリー

ンで大きな感動を提供する上映会として実施しました。平成３０年７月には、活

弁と生演奏付きで「第七天国」を実施し、「映画のまち調布」ならではの古き良

き映画のスタイルでの上映会となりました。 

 そのほか、夏休みの子ども向け映画「ＳＩＮＧ」や「ラ・ラ・ランド」は話題

の映画ということで、「調布シネサロン」では初めて大ホールの２階席を開放す

るほど多くのお客様で賑わいました。 

 また、「調布国際音楽祭」においては、グリーンホールでは有料公演を担当し

ました。今年から大ホールに会場を移した「オープニング・セレモニー」では、

市内の高校生と芸劇ウィンド・オーケストラ・アカデミーらによる吹奏楽と公募

市民の合唱団が「第九」を演奏しました。高校での１０日間に及ぶ出張指導練習

の甲斐もあり、多くの市民とともに華やかに音楽祭の幕を開けることができまし

た。 

 また、３年目となる「フェスティバル・オーケストラ」では、公募で集まった

３８人の若い奏者と、各パート講師陣を運営面で支えました。今年から事前の練
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習も広く公開し、本番に向けて音楽が変わる様も御覧いただきました。また、こ

の公演では、芸術・文化振興基金の助成を受け、学生を招待したところ、今年は

市内の小学校からの申込みも多く、市民の注目度も上がっています。「フェステ

ィバル・オーケストラ」は、年に１度この時のみ集まる若い奏者が凝縮した練習

の結果だからこそ生み出せる一期一会の公演として、年々来場者も増えていると

ころです。 

 

【報告事項ウ】平成３０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３０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。今期収入済額は６億８，５６３万６，８１８

円、執行率は４９．１４％です。 

 次に、事業活動支出の部です。今期の支出済額は６億５，２５４万７１３円、

執行率は４６．７９％です。 

 収入と支出について、それぞれ年度の２分の１に当たる執行率５０％という数

値と開きのあるものについて、要因を補足します。 

 収入は、グリーンホール事業収入の執行率は３４．３９％となりました。これ

は音楽事業が年度後半に多く実施予定であることと、７月に実施した大規模演劇

事業のチケット販売が不振だったことがあります。友の会会費収入の執行率は 

２７．０１％、これは来年度からの友の会新サービスへの移行に向けて、入会数

が鈍くなっているためです。 

 支出は、概ね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３，３０９万６，１０５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、 

３，１７２万４，３７３円となりました。 

 なお、この内容については、平成３０年１１月１４日に実施されました第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。 

 

【報告事項エ】平成３０年度利用者懇談会開催結果の件 



 

- 21 - 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 利用者懇談会開催結果の件について説明します。 

 利用者懇談会は、年２回、７月土日の昼間、１１月の平日夜間に行っています。

ここ数回は、今後のグリーンホールの機能の在り方への関心が集まっていること

もあり、参加者が増加傾向にあります。 

 また、日常的に施設貸出等に関する相談もありますが、その場で回答できるも

のは丁寧に回答し、対応するなど利用者の声に応えていくようにしています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｅ理事 

 利用者懇談会に出席されている方々は、普段利用されている方だけですか。 

常廣総務課長補佐 

 基本的には利用されている方が参加されています。しかし、最近は、グリーン

ホールや、調布駅前広場の動向を気にされている方が参加されています。それが

また呼び水になっているのか、利用者懇談会に初めて参加される方も増えている

と感じています。 

Ｅ理事 

 ということは、固定化はしていないのですね。 

常廣総務課長補佐 

 一時期は固定化し、参加者が１桁台でしたが、最近は固定化しなくなってきた

と感じています。 

Ｅ理事 

 様々な課題があったから利用者懇談会に出席された方が多いと思います。利用

者懇談会の在り方は、次期指定管理が１０年になったことで、意味合いが変わり

ます。これまでは、利用された方々の意見を聞くというパターンが多いですが、

これからは、財団が利用していただきたい方々も含めて懇談会を開いた方が、よ

り幅広い意見を伺えます。趣旨・目的を変えてみるのも良いですので、参考にし

てください。 

 

イ【協議事項】平成３１年度事業計画案の件 
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＜説明＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

 協議事項のイ、平成３１年度公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団

事業計画案について説明します。 

 事業計画の概要は次のとおりです。次期基本計画で定めた芸術・文化の３つの

「価値」を実現するため、財団としての「ミッション」を５つ策定し、その次に

位置づけるべき目標として、各施設を拠点とする事業と、施設管理運営の「ゴー

ル」をそれぞれ定めました。 

 これらのミッションと事業のゴールを達成するためには、長期的な展望に立ち、

調布市とのパートナーシップを一層推進し、市民や地域と連携・協働しながら、

これまで以上に丁寧に時間をかけて事業に取り組む必要があります。 

 また、平成３１年度から財団はせんがわ劇場の指定管理者となるため、文化会

館たづくり、グリーンホールと合わせ、３施設を一体的に活用する事業展開を図

ります。 

 平成３１年度では、次の観点から事業に取り組みます。 

 第１に、事業運営では、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の機運醸成とレガシー継承に向け、「１００

年後の君へ。」の独自テーマのもと、美術振興事業、芸術振興事業、映像文化・

メディア芸術事業、芸術・文化学習事業、地域コミュニティ活性化事業などの各

事業を実施し、そこから生まれた市民や地域との信頼関係をレガシーとして着実

に継承していきます。 

 また、せんがわ劇場が新たな施設として加わることで、芸術振興事業を拡充し、

市民参加演劇など自主制作事業に積極的に取り組み、３施設を一体的に活用し、

新たな賑わいを創出します。 

 第２に、施設管理運営では、利用者の声に耳を傾け、可能な限り反映させるこ

とで、誰もがアクセスでき、参加しやすい施設を作っていきます。 

 また、適切な維持管理による施設の長寿命化と徹底的な省エネルギーなどによ

るライフサイクルコストの削減に取り組みます。 

 第３に、組織運営では、人材育成について芸術・文化に関する知識を深めると

ともに、市との政策連携、市民や地域、関連分野との連携を推進できる総合的な
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スキルを備えた「アートマネジメント人材」の育成に取り組みます。 

 自主財源の拡充については様々な工夫を凝らし、寄附金、協賛金、外部助成金

の獲得に努めます。 

 続いて、事業内容について説明します。基本計画に基づき、組織の「ミッショ

ン」、事業の「ゴール」達成に向けて、市内の多彩な人材・団体との連携・協働

を強く意識しながら、各事業を展開します。 

 一方で、市の財政状況や指定管理者制度の本旨を踏まえ、事務事業の合理化や

自主財源の拡充により、効果的、効率的な組織運営に努めます。 

 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 

ピック競技大会に向けた特徴的な取組は、「ラグビーファンゾーン」です。ラグ

ビーワールドカップ２０１９開催期間中の試合開始前、味の素スタジアムで開催

される「ご当地エンターテインメント」では、「調布国際音楽祭」オープニング

の「歓喜のブラス」を鈴木優人氏率いる学生ブラスと市民合唱団が演奏し、大会

を盛り上げます。 

 その他の事業概要として、次世代への文化の継承、多様性の尊重、地域資源の

活用、次世代を担う芸術家、鑑賞者の育成などを推進する観点から、各事業を実

施します。 

 文化会館たづくり館内を使用した「たづくりアスリートワンダーウォール！」

をはじめ、「クリエイティブリユースでアート！」、「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅ

ｙ」では、引き続きオリンピックイヤーである２０２０年に向けて段階的に事業

を展開します。 

 また、芸術振興事業、芸術文化学習事業においては、伝統文化を次世代に伝え

る公演や講座に取り組みます。 

 このほか、「調布国際音楽祭」、「調布よさこい」、「調布市民文化祭」、

「映画のまち調布 シネマフェスティバル」など、「２０２０年に向けた調布市

アクション＆レガシープラン２０１８」に記載されている事業については、文

化・国際交流の視点も踏まえ、調布市と連携して取り組みます。 

 更に、平成３１年度下半期からは、一連の事業を「Ｃｈｏｆｕ Ａｒｔ Ｓｐ

ｉｎ」（仮称）として包括し、調布市及び調布市内各団体と連携しながら、東京

２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組の集大成として、
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芸術・文化を通じたシティプロモーションに取り組みます。 

 次に、美術振興事業では、平成３１年度の特徴的な取組として、１つ目は、

「クリエイティブリユースでアート！」のアウトリーチ事業を展開します。地域

の産業に触れながら、廃材、端材で創作活動を行う「クリエイティブリユースで

アート！」では、社会包摂の視点を取り入れ、市内の様々な方が参加する展覧会

を２０２０年に予定しています。 

 ２つ目は、「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ 破」の展示事業です。３年計画の２年

目に当たる「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ」では、能面などの展示を行い、美術的見

地から能楽への関心を高めます。 

 その他の事業概要として、展示室では、調布市ゆかりの作家や親子で楽しめる

展示企画を実施するとともに、より広くアートに親しんでいただける「Ｔａｚｕ

ｋｕｒｉ Ａｒｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」（ＴＡＣ）を実施します。 

 リトルギャラリーでは、市内で活躍する作家の作品・コレクションを紹介し、

市民の芸術・文化活動の活性化を推進します。 

 次に、芸術振興事業です。平成３１年度の特徴的な取組として、１つ目は「和

心伝心」を実施します。これは、伝統芸能を身近に感じ、その魅力を発見するた

め、伝統と革新の両面を併せ持つ三味線ほか、邦楽奏者が一堂に会する公演です。 

 ２つ目は、「調布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ 破」です。若手出演者を起用して、次

世代への継承を図るほか、字幕サービスにより、初心者向けガイド、聴覚障害者

及び外国人来場者への対応に取り組みます。 

 ３つ目は、記念公演の実施です。シリーズ企画「Ｊａｚｚ Ｆｒｏｍ Ｔｈｅ

 Ｃｉｔｙ」では５０回目となる記念公演を開催し、文化会館たづくりエントラ

ンスを会場としてきた「小さな小さな音楽会」では３００回記念となる公演をそ

れぞれ拡大版で実施します。 

 ４つ目は、「市民参加演劇」です。せんがわ劇場において演劇事業の自主制作

に取り組みます。スタッフ集めに始まり、脚本、演出、大道具製作など様々な作

業を積み重ねながら、次世代芸術家、市民サポーターなどの力を結集して実施し

ます。 

 その他の事業概要として、親子向け事業を拡充し、舞台芸術の魅力を次世代へ

継承していく契機とします。更に、国籍、年齢、性別、障害の有無、経済的状況
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などに関わらず、誰もが気軽に参加できる文化施設となるよう事業を推進します。 

 音楽事業では、財団が協定を締結しているバッハ・コレギウム・ジャパンや桐

朊学園のオーケストラ公演などを実施し、調布の音楽環境を発展させていきます。 

 また、鑑賞、育成、地域連携などを網羅した「調布国際音楽祭」を１つの頂点

として、新たな舞台芸術の創造と発信を行いつつ、ニーズに対応した公演事業を

展開します。このほか、「フレッシュ名曲コンサート」、「生で聴くのだめカン

タービレの音楽会」、「食」と関連づけたコンサートシリーズ、親子で楽しめる

読み聞かせコンサートや他館（東京文化会館）と連携した参加型ワークショップ

を実施します。 

 古典・伝統事業の落語では、引き続き「調布寄席」や若手を起用した「たづく

りシアター寄席」を行います。 

 演劇・舞踊事業では、市内の幼稚園・保育園児を対象とした「児童劇鑑賞教

室」のようにニーズが高い演目についてはグリーンホール、企画性の高い演目に

ついてはせんがわ劇場といった施設の特性を生かした展開をしていきます。 

 舞台芸術を楽しむ市民の育成・支援、発信の拠点として設立されたせんがわ劇

場での事業運営は、指定管理者として「運営プラン」を継承し、せんがわ劇場の

舞台芸術事業と仙川地域との絆を継承し、更なる発展を目指します。 

 次に、映像文化・メディア芸術事業です。事業概要としては、より広く、より

深く映画・映像を楽しむ機会を創出するため、「映画のまち調布 シネマフェス 

ティバル」を中心とした各種映画・映像関連事業を実施します。 

 また、「調布シネサロン」では、音声のない古き時代の映画（無声映画）を活

動弁士、生演奏付きで上映するほか、優秀映画鑑賞推進事業を活用して、後世に

残すべき名画の上映を続け、シネマコンプレックスでは上映できない３５ミリ 

フィルム作品の上映を実施することにより、幅広い市民ニーズに応えた事業を展

開します。 

 次に、文化祭事業です。「第６４回調布市民文化祭」を実施するとともに、長

年にわたり育まれた調布の芸術・文化の財産を次世代につなげていくためにも、

若年層の参加を促すよう広報活動などに努めます。 

 次に、地域コミュニティ活性化事業です。次回で１７回目を迎える「調布よさ

こい２０１９」では、昨年に引き続き、調布市観光協会と連携した取組や、「調
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布よさこい」の認知度向上を図るため、ワークショップやフォトコンテストなど

を実施するほか、市内各地域で展開する出前よさこいなどの普及事業や講師派遣、

楽曲、鳴子の貸出しなどの支援事業を通年で実施します。また、よさこい流し踊

りは、新たなコンテンツの導入や、「東京五輪音頭－２０２０－」のコラボレー

ションにより、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への機運醸

成の取組を実施します。 

 次に、芸術・文化学習事業です。平成３１年度の特徴的な取組としては、大学

連携の多様化に伴い、「調布市内・近隣大学等公開講座」を発展的に終了するほ

か、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた「ちょうふ

市民カレッジ」や芸術振興事業、映像文化事業などの中で新たに複合的な大学連

携に取り組みます。 

 美術展関連文化講演会は、都内又は近郊の美術館で開催される展覧会の主催団

体と連携し、市民の学習ニーズに応える事業を実施していきます。 

 次に、活動支援事業です。地域イベントをサポートするために、椅子やテーブ

ルなどの様々な用具、施設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・宣伝活動です。広報活動については、財団や各館の施設、施設利

用者だけではなく、調布市内の芸術・文化に関する情報を包括的に担い、市全域

の文化・芸術の振興を図っていくことにより、今後はそれを可能にする文化プ 

ラットフォームの形成を目指します。 

 また、日頃から芸術・文化団体だけでなく、教育・文化などの社会的な組織、

商業や観光、企業などの経済的な組織も含めた地域の多様な人材、団体とコミュ

ニケーションを深め、広義のマーケティング活動を行いながら、新たな価値の創

出に努めます。 

 宣伝活動では、対象となるターゲットを見据えたアウトリーチイベントや公開

リハーサル、体験イベントの関連企画、マスメディアなどを通じて多種多様なア

プローチを展開していきます。 

 次に、コミュニケーション活動です。財団が運営してきた有料友の会制度「ぱ

れっと倶楽部」を発展的に解消し、調布市民は無料でサービスを受けることがで

きる「ちょうふアートプラス」にリニューアルします。このサービスは、調布市
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が抱える「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」のプラット 

フォームを目指し、様々なアートを暮らしにプラスしながら、子どもから大人、

障害の有無等に関わらず、全ての調布市民がそれぞれに合った活動をとおして豊

かな芸術・文化活動を育むまちづくりを推進していきます。 

 次に、施設管理運営です。調布市の計画に基づきバリアフリーを推進し、障害

者などから要望があった際には、合理的配慮を行うことで、誰もがアクセスでき、

参加しやすい施設を作っていきます。 

 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軽減を図る

「エレベーターホール・アートプロジェクト」を引き続き実施します。 

 次に、人材育成です。芸術・文化に関する専門的知識と経営管理に関するスキ

ルを併せ持つ「アートマネジメント人材」に求められる能力は、劇場法の制定と

文化芸術基本法の改正により、従来にも増して深められ、かつ拡大しています。 

 今後１０年を展望し、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の

機運醸成とレガシー継承へ向け、引き続き「アートマネジメント人材」の育成に

取り組むため、芸術・文化分野の実務研修と職層に応じた組織力・人材力を強化

するための研修を体系的に実施していきます。 

 また、「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」はもとより、

市の総合計画など、基本的な施策を踏まえた事業展開をしていくために、調布市

の所管課と緊密に連携し、方向性を確認、調整しながら、職員の育成を推進して

いきます。 

 以上で平成３１年度事業計画案の説明を終了します。 

 

ウ 【協議事項】平成３１年度収支予算案の件 

＜説明＞ 

佐藤財務係長 

 平成３１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３１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る最中ですが、平成３０年１２月１日時点での状況を報

告します。 

 なお、この予算額には、せんがわ劇場の予算も含んでいます。 
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 まず、平成３１年度の総予算額は、収入ベースで１５億７，３００万円余であ

り、前年度の１３億９，５００万円余から１億７，８００万円余の増額となりま

した。この内訳としては、せんがわ劇場に係る増額分が１億３，０００万円余、

文化会館たづくり、グリーンホールに係る増額分が４，８００万円余で、合わせ

て１億７，８００万円余の増額です。 

 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。 

 次に、平成３１年度予算編成について原案を説明します。平成３１年度は、新

しい基本計画がスタートします。また、財団が新たにせんがわ劇場の指定管理者

となることから、文化会館たづくり、グリーンホールと合わせた３施設を一体的

に活用し、引き続き調布市の新しい文化の創造・発信を推進していきます。 

 また、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文化会館たづくり、グリーン

ホール、せんがわ劇場の指定管理料、市補助金及び自主財源から成っており、調

布市への予算要望は、指定管理料と市補助金の獲得のための内容となります。予

算作成に当たっては収支バランスを見ながら作成し、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。 

 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４億１，００２万５，０００円で、前年比で約２，０００万

円の増です。映像文化事業関連の増分として、「映画のまち調布 シネマフェス

ティバル」で約５５０万円、一般事業費の指定管理料に係る消費税増税分で約 

７５０万円、広報・宣伝・コミュニケーション活動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。 

 文化会館たづくりの指定管理料は５億８，８７８万６，０００円で、 

約３，３００万円の増となります。事業費として、オリンピック・パラリンピッ

ク関連事業や、陶芸窯の修繕を予定していることによる増です。施設管理運営事



 

- 29 - 

業費では、最低賃金上昇による委託費の増などがあります。 

 次に、グリーンホール指定管理料は１億３，６４６万６，０００円で、 

約１，１００万円の増です。事業費として、有料公演本数を減らすことによる自

主事業収入の減で約２４０万円の増です。施設管理運営事業費では、最低賃金上

昇による委託費の増などがあります。 

 続いて、せんがわ劇場分の予算要求額について説明します。  

 市補助金は４，５１８万９，０００円で、内訳は、消耗品、車両購入費などの

一般事務費が４９０万４，０００円、人件費が４，０２８万５，０００円となり

ます。せんがわ指定管理料は８，５４８万３，０００円で、内訳は、せんがわ劇

場事業費が３，５２９万９，０００円、せんがわ劇場施設管理事業費が 

５，０１８万４，０００円となります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｄ監事 

 定例監査時にも議論がありましたが、調布市の平成３１年度予算での消費税の

協議は、この予算にはどのようにしてそれが反映されているのか、説明をお願い

します。 

佐藤財務係長 

 消費税の増額については、監事から指摘いただいたとおり、年度末に行ってい

る財団の指定管理料の精算の仕方からすると、４月から３月までの１年分全てが

１０％になるということで間違いがないことは確認しています。それによって増

額が７５０万円になりますが、現時点でこのまま市に要求しています。ただ、代

替案としては、例えば契約を４月から９月までと、１０月から３月までの半年で

分けるという方法があります。あるいは、若干難しいかと思いますが、３月３１

日までに契約をすることで経過措置が適用されて、１年分、８％で済むという代

替案は一応提案していて、調布市の担当課で現在検討されています。 

（３）報告 

ア 【報告事項】職員採用に関する件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 平成３１年度からのせんがわ劇場の指定管理開始に伴い、財団では職員定数が
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増となります。これに伴い、平成３１年４月１日付け採用の新卒・中途採用の選

考を実施しました。 

 求める人物像をアートマネジメント人材、共感力・コミュニケーション能力、

リーダーシップの３点に絞り込み、書類選考、適正検査、グループ討議、集団面

接、個人面接の５回にわたる選考を重ね、慎重に選考を行いました。 

 平成３０年１２月８日に最終選考となる理事者面接を終え、内定を出す予定で

す。 

 なお、内定は、平成３０年第４回調布市議会定例会において、財団が文化会館

たづくり、グリーンホール及びせんがわ劇場の次期指定管理者となることが議決

された後になります。 

 

オ 【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 

カ 【報告事項】評議員会の開催結果の件 

キ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

 荻本議長から、「報告事項オ、カ、キについて資料の確認をもって報告とする」

とした。 

（４）その他 

事業積立預金の債券運用について 

＜説明＞ 

佐藤財務係長 

 事業積立預金の債券運用について報告します。 

 財団の事業積立預金は、約６，９００万円ありますが、そのうち、５，０００万

円を地方債で運用しています。その債券が今月２６日で償還、満期を迎えるため、

次の投資先を選定しました。 

 参考として、現在保有している債券、第１０１回大阪府公募公債は、既発の５年

債を購入しまして、利回りが０．２７％で今まで運用してきました。今回の選定に

当たり、５年前後の物件を探しましたが、現在５年の物件は利率が０．０２％と非

常に低く、現状と当程度の利息収入を得ることができないことから、年限を１０年

に延ばして各証券会社に提案を依頼しました。 

 ３社から希望する条件に合致した提案があり、償還までの運用収入総額が一番大
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きい第４３８回大阪府公募公債に決定しました。 

 

  事務局より、今後の日程等の確認を行った。 

  議案の協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。 


