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平成３０年度第２回臨時評議員会議事録 

 

１ 日時 平成３０年１２月２０日（木）午後６時から午後７時４５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 ４名 

（本人出席）宇津木光次郎、大前勝巳、吉村健治、山本良子 

（理事者出席）理事長 荻本貞臣、常務理事 吉田育子 

理事 土方和巳（事務局長） 

（議長）評議員 大前勝巳 

５ 内容 

（１）審議事項 

第２号議案 議事録署名人の選出の件 

（２）報告事項 

ア 規程等改正の件 

イ 調布市せんがわ劇場の管理運営の件 

ウ 次期指定管理者選定に関する件 

エ 平成３１年度～４０年度 財団基本計画の策定に関する件 

オ 平成３０年度事業進捗状況の件 

カ 平成３０年度収支予算案執行状況の件 

キ 平成３０年度利用者懇談会開催結果の件 

ク 平成３１年度事業計画案の件 

ケ 平成３１年度収支予算案の件 

コ 職員採用に関する件 

サ 理事会開催結果の件 

シ ファンドレイジング進捗状況の件 

（３） その他
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６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

 土方理事から、原島副理事長の退任、陶山評議員の退任と星野評議員の就任報告の

後、事務局に定足数を確認した。事務局から出席評議員４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、配布資料の確認、議事進行の確認に

続き、輪番制による議事録署名人が吉村評議員、宇津木評議員であることを報告した

後、大前評議員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 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、宇津木評議員となります。 

（３）報告 

ア 【報告事項】規程等改正の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 規程等の改正が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、調布市から見直しの要請があったことに伴う改正です。

こちらは、調布市の監理団体役員の報酬が見直されたことに伴う改正です。常務

理事の報酬に関しては、近隣他市の状況のほか、調布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、実際には調布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。 
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 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

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ています。同一の使用者との間で有期労働契約が通算で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より定められた

ことを受け、財団においては、有期雇用契約に該当する「臨時嘱託職員規程」を

改定し、本人の希望により無期転換を認める内容です。 

 

イ 【報告事項】調布市せんがわ劇場の管理運営の件 

ウ 【報告事項】次期指定管理者選定に関する件 

 議長から、「報告事項イ、ウについては関連性があることから、事務局から一

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。 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

 内容の説明に入る前に、これまでの指定管理者選定業務に関する流れを報告し

ます。 

 まず、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年度から開

始され、第１期が３年、第２期が５年、現在の第３期が５年で、財団が指定管理

者として選定されてきました。今期は、今年度が最終年度となることから、調布

市においても、次年度以降の指定管理について審査が行われました。 

 また、せんがわ劇場は、現行の調布市直営による管理から、芸術・文化とその

事業の進捗に関する専門的知識と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。 

 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

定されることが現時点で決定されています。今後、文化会館たづくり、グリーン

ホール、せんがわ劇場の３つの施設の管理運営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。 

 調布市における指定管理者選定の審査は、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
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定審査委員会」において２回の審査が行われました。２回目の審査では、財団が

作成した「指定管理者事業計画書」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日には

せんがわ劇場に関するプレゼンテーションを行いました。「指定管理者事業計画

書」とパワーポイントを用い、概要を説明した後、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

店街等との連携、協働を幅広く展開し、地域との絆を深めていきます。 

 そして、第３に、長期的視点により、状況の変化に柔軟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年間に拡大され、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を挙げています。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、施設コストの削減等を図ります。 

 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

より、地理的な拡大のメリットを明確なものとしていきます。 
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 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。これまでにも財団は、財団のミッションと館のミッションを定

めてきましたが、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。 

 詳細は、後ほど説明します。 

 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、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開催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きます。

学校、地域、協定機関等に加え、観光、産業、教育、福祉など関連分野と効果的

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とし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

ていきます。 

 財団は、調布市の監理団体としての側面もあり、「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となります。今後ますます調布市の所管課と

緊密な連携し、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。 
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 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

大半は公益目的事業でありますことから、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、文化会館たづくり、グリーンホール

の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年度から平成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、そして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

があります。特にせんがわ劇場の特徴的な事業である「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

上程されました。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承認されており、１２月１８日の本会議で議決され

ました。これを受けて、財団が平成３１年度からの文化会館たづくり、グリーン
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ホール、せんがわ劇場の３施設の指定管理者として決定されました。今後、調布

市と財団で基本協定を締結していきます。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

 報告事項イの調布市せんがわ劇場の管理運営の件及び報告事項ウの次期指定管

理者選定に関する件について、調布市としての補足をします。 

 これまでの経緯については、事務局から説明があったように、このたびの第４

回調布市議会定例会で、地方自治法の規定に基づいて指定管理者の指定について

議決いただきました。文化会館たづくり、グリーンホールは継続・更新、せんが

わ劇場は指定管理者制度の導入になります。いずれに当たっても、これまでの調

布市文化・コミュニティ振興財団の実績を市としても評価し、特命での指定管理

者の選定をしました。 

 とりわけ、せんがわ劇場は、初の指定管理者制度の移行になることから、舞台

芸術を市民により親しんでもらうとともに、舞台芸術を楽しむ市民の育成、支援

の拠点としてのせんがわ劇場の更なる充実に向けて、引き続き「運営プラン」に

沿って、より安定的、継続的に事業が実施できるよう、これまでの「指定管理者

候補者選定審査委員会」における附帯意見、事業検証の仕組み、先ほど事務局か

らも説明があった、３施設の今後の連携の進め方などについて指定管理者となる

調布市文化・コミュニティ振興財団と検討したいと考えています。 

 これまでせんがわ劇場で展開してきた市民の芸術・文化に親しむ裾野の拡大を

図るための事業を継続するとともに、次世代の舞台芸術を担う人材の育成を目的

とした音楽・演劇事業を継続し、市が進めている「豊かな芸術文化・スポーツ活

動を育むまちづくり宣言」の趣旨に沿って、仙川地域のみならず、調布市内全域

での展開を図ることで、市内の芸術・文化の発展につながるように、今後とも調

布市文化・コミュニティ振興財団との連携強化に努めたいと考えます。 

 今後とも事業の運営に当たっては、皆様の御協力をいただければと考えますの

で、よろしくお願いします。 

Ｂ評議員 

 せんがわ劇場の指定管理を受けるに当たって、収益面における懸念はないので

しょうか。 
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Ａ理事 

 せんがわ劇場は僅か１２０の収容人数であり、単に収益を上げるのは厳しい状

況です。現在実施している事業を全て実施するのは難しくなると思います。 

 これまで培った実績は引き継ぎ、精査していくこととなります。グリーンホー

ル大ホールが１，３００席、文化会館たづくりくすのきホールが５００席、グリ

ーンホール小ホールが３００席、文化会館たづくりむらさきホールが２７０席で、

せんがわ劇場が１２０席、これらのホールを一体として管理し、活用していくこ

とを考えています。 

 せんがわ劇場で実施している事業を文化会館たづくり、グリーンホールで実施

することも可能ですので、全体的に経費のバランスを取っていくことを考えてい

ます。 

Ｂ評議員 

 ありがとうございます。 

 

エ 【報告事項】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。 

 基本計画（素案）の概要は、先ほど説明しました指定管理者事業計画とほぼ同

様の内容ですので、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、最初に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、ミッションの見直し、事業再編、人材育成等について検討を

行いました。 

 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。現基

本計画期間では、例えば、たづくり事業課、グリーンホール事業課のように施設

ごと、また、コミュニケーション課がそうですが、事業財源ごとの編制を採って
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きました。しかし、各施設で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において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

点とする事業課を「文化・コミュニティ事業課」、グリーンホールとせんがわ劇

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、「芸術振興事業

課」に音楽事業をはじめとする舞台芸術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評議員 

 平成３１年度～４０年度の基本計画策定に関する件で２点伺います。 

 １点目は、次期指定管理期間が５年から１０年に変更になる中で、長期的な視

点での対応が必要になります。市の施策との連動性や連携強化、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」に基づく取組における連携など、

そういった視点も踏まえながら、今回、財団として次の１０年間、財団の主要な

目的でもある調布市の芸術・文化を、この事業計画の中でどのような形で育て、

発展させていくのかという視点で内容について伺います。 

 ２点目は、調布市は来年、ラグビーワールドカップ２０１９、また翌年には、

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、２つの大きな国際

的イベントが続きます。その中で文化プログラムなど、財団はこれまでも伝統文

化の継承・発展・啓発などの取組を通して市の魅力発信に取り組んでいますが、

財団には、文化プログラム等においての一層の活躍が期待されています。 

 現在、インバウンド対応などが大きな話題となっていますが、財団として海外

からのお客様をどのようにもてなすことを考えていますか。以上２点伺います。 

常廣総務課長補佐 

 １点目について回答します。本指定管理者事業計画期間には、初年度にラグ 

ビーワールドカップ２０１９、翌年には東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック競技大会があります。この２つの国際的イベントは、調布のまちの芸術・文

化の隆盛という点において、財団として、またとないチャンスであると考えてい
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ます。各大会の機運醸成に貢献し、レガシー創出を意識した事業展開を図るとと

もに、財団において「１００年後の君へ。」という独自のテーマを設定し、より

地域連携などの強化を深め、伝統文化の継承、次世代の育成、また多様性の尊重

などについて、１０年間という長期的な視野を持ち、新たに加わるせんがわ劇場

の管理運営も担っていきます。 

 また、文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場の３館が連携し、調

布駅周辺と仙川地区が面でつながります。広報面、会場面においてもメリットが

多いと思いますので、その点を活用した関連事業の展開を行っていきたいと考え

ます。 

藤堂たづくり事業課長補佐 

 ２点目の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期間の事業ですが、調布市と連携した様々な事業を予定して

います。中でも「調布国際音楽祭」、「映画のまち調布 シネマフェスティバル」、

「調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ」、「クリエイティブリユースでアート！」など、「音

楽のまち」、「映画のまち」、それから深大寺を含めた観光面や、地域の産業など

にも関わりながら、地域資源を活用し、調布の魅力を分かりやすく海外のお客様

にも発信できる事業を色々と予定しています。 

 また、既に関連事業で始めているものとして、英語でのパンフレット、チラシ、

字幕なども用意し、海外のお客様も鑑賞しやすくするような工夫をしています。 

阿部グリーンホール館長 

 ラグビーワールドカップ２０１９の試合開始前に「ホストシティパフォーマン

ス」というイベントがありますので、調布ならではの事業として、地元学生のブ

ラスと市民合唱団、調布出身の鈴木優人氏が指揮をして、「調布国際音楽祭」の

オープニングで歌う「歓喜の第九」の迫力ある演奏を考えています。音楽に言葉

の壁は関係ないので、どの国の方にも聞いていただけます。ベートーヴェンの

「第九」には、「人類皆きょうだい」という歌詞もあるので、世界平和を願うと

いう大きな目標を掲げながら、ラグビーワールドカップ２０１９を盛り上げられ

ると考えています。 

Ａ評議員 

 新しい取組にもこれから着実に取り組んでいく確認が取れました。ありがとう
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ございました。 

 指定管理期間が５年から１０年に延び、財団の基本計画、指定管理者事業計画

も１０年になるので、長期的視点で、市民の要望に応え、１０年は短いようで長

いですし、市民のニーズも変わっていきますので、敏感に対応しながら、より市

民満足度の高い芸術・文化の振興に取り組んでいただきたい。 

 また、２つの世界大会は、調布市、また市民にとっても、またとないまちの発

展のきっかけになりますので、芸術・文化も含めて機運醸成に向けて取り組んで

いただき、しっかりとしたレガシー、思い出に残るような大会になるように、ぜ

ひ財団としてもその一助を担っていただく中で活躍をよろしくお願いします。 

Ｂ評議員 

 今、観光マップは調布市産業振興課が作成しているのですが、芸術・文化を紹

介した媒体がなく、年２～３回ほど海外の方をお呼びして調布を御案内する際に

は地図をお渡しするだけとなっています。財団として、外国語版のチラシなどを

作成するなど、ぜひ早目に調布市産業振興課と連携していただきたい。 

 パプアニューギニア独立国やイエメン共和国など、様々な国から年３～４回来

日され、調布にも来られます。そのときに何を御案内したら良いのか、いつも戸

惑います。調布飛行場を御案内しても小さいとおっしゃるし、国によっては、調

布の畑を見て「実験ですか」と言われます。スケールが違うということでしょう

ね。公共施設を御案内したときには、何を一番メインとしているかとよく尋ねら

れますので、ぜひ早目に作成していただけると良いと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

 これからインバウンド、海外の方をおもてなしする上で、言葉の障壁を認識し

ています。財団事業において、外国の方にお伝えしたいものについては、パンフ

レットの英語表記に既に取り組んでいますので、今後取組を強化していきたいで

す。 

 加えて、観光面では、調布市産業振興課との連携が非常に大切です。産業振興

課では、既に留学生を対象とした外国人の方へ、調布の地域資源を知っていただ

く魅力あるバスツアーなど、様々な事業を展開されていることを把握しています

ので、芸術・文化との連携が必要であると認識しています。 

 ハード面では、Ｗｉ－Ｆｉです。フリーＷｉ－Ｆｉは非常に大切な問題であり、
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調布市産業振興課が深大寺、一部商店街に整備し、文化会館たづくりもフリーＷ

ｉ－Ｆｉを整備しています。今後ハードとソフトの両輪で取り組んでいきます。 

Ｂ評議員 

 文書は、西暦表記を基本としていただきたい。今後、色々な元号を用いるよう

になり混同しやすくなるので、基本を西暦にし、元号を括弧書きにしていただき

たい。 

議長 

 検討していただくということでよろしいでしょうか。 

Ｂ評議員 

 分かりました。 

Ｃ評議員 

 私は大学卒業後、映画産業で一貫して勤めてきました。「調布映画祭」を平成

元年から開催され、実績を積まれ、それなりに素晴らしい映画祭が続けられてき

た中で、あえて今回、色々と見直しをかけられました。「映画のまち調布」とい

うことで、私ども含めてこれが資産であるということで作り手にスポットを当て

て、新たに年明けから大々的にリニューアルされます。指定管理期間が１０年に

なると伺っていますので、長い目でしっかりとした映画祭に育てていただくこと

を希望します。地域の映画祭として、私も全面的に協力していきたいと考えてい

ます。スタートは一地域の映画祭ですが、やがては東京あるいは日本の中で１つ

のインパクトあるものになり、また、邦画産業の更なる発展につながればと思い

ます。更に、業界をこれから担うような後進の育成にもつながればと思いますの

で、ぜひよろしくお願いします。 

鈴木コミュニケーション課長 

 調布のまちの独自性をいかに出すかということは、様々な点でこれから期待さ

れる場面が多いと感じています。その場面では、「映画のまち調布」と言われ続

け、昨年、市民待望のシネマコンプレックスが完成しました。行政に加え、財団

も様々な映画事業を実施してきました。今回原点回帰し、事業の再構築に取り組

んできました。「映画のまち調布」は、昭和８年から映画産業が栄えてきたまち

であるので、映画を支える作り手にスポットを当て、独自の映画の賞を授与する

方向で４回の実行委員会、また、１５回の有識者会議を重ねてきました。 
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 市内の映画・映像関連企業の皆様には大変御多忙のところ、財団、調布市の要

望に応えていただき、現在、両輪で進めているところです。我々は中長期的な視

野に立ち、映画の作り手をサポートすることは、同時に映画産業を応援すること

につながると考えています。更に、それが調布のまちの魅力の発展、産業振興、

観光振興につながるものであると考えていますので、引き続きよろしくお願いし

ます。 

議長 

 Ａ評議員からの１つ目の質問に対する回答で、常廣総務課長補佐からせんがわ

劇場に関する取組の話がありました。「映画のまち調布 シネマフェスティバ

ル」に関しても、地域の商店街との連携の枠組みが出来つつあるという話も聞い

ている中で、せんがわ劇場においても、仙川商店街などの地域の商店と密な連携

を取っていただき、商店街を通っていった先にある場所であり、立地的には色々

な連携も取りやすいところですので、一体となって盛り上げるその核となる施設

として、ぜひ一層推進していただきたい。 

 次に、「映画のまち調布 シネマフェスティバル」の映画に関することです。

ラグビーワールドカップ２０１９から東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会、どちらも多くの方が来る中で、映画に触れて帰ろうという動きがで

きるのは、調布ならではの利点です。映画のまちであることが、ラグビーワール

ドカップ２０１９や東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を見に

来られる方、強いて言えば、映画に触れるついでにラグビーを見に行くぐらいの

打出しができるような中心的役割を担えるのは財団であると思います。市民の

方々への映画文化への浸透や認知度向上、また誇りに思ってもらえるような取組

を担っていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

鈴木コミュニケーション課長 

 ありがとうございます。せんがわ劇場は調布市の東側に立地しています。「映

画のまち調布 シネマフェスティバル」では、まちの活性化の一助となる点も１

つの目標ですので、ぜひ調布市東部の方々にも「映画のまち調布 シネマフェス

ティバル」、あるいは様々な事業を通して「オール調布」で盛り上げていく努力

が不可欠です。まずは発信力を高め、来ていただいたお客様が人づて、あるいは

色々な事業を見に行き、評判や、多くの方々に着実に広がりを見せ、そして芸
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術・文化に興味のない方も、裾野の広がりを見せるかのように集まっていただく。

そのようなことを財団は、次期指定管理期間である１０年、せんがわ劇場におい

ては５年という計画の下、ぜひとも皆様方と対話をしながら進めていきます。評

議員の皆様から様々なありがたい応援のメッセージと受け取り、頑張っていきま

す。 

Ｂ評議員 

 私は、子どもの頃から日活株式会社や大映株式会社の作品を見てきました。小

学生時代から同じクラスの親御さんに大道具、小道具関係の職業に就いている

方々がいましたので、そういう方のお子さんは、今度またテレビに行ったりして

います。 

 そのような経験がありますので、ぜひアナログの部分と言える、映画が製作さ

れる前の段階にフォーカスすることが必要です。例えば、撮影時には、必ず調布

がどこかに入っているぐらいのことがあると良いと思います。撮影された場所を

商店街の何かに活用するとか、小学生に、多摩川のこんな良いところが映画に出

たというような、教育的なものにも広げるなど色々な形が考えられます。 

 例えば、洋朋や着物１つにしても、作り手がいてそれが出来上がります。それ

はアナログ的な要素ですが、そのような部分にスポットを当てられるのが文化会

館たづくりの意義であると考えます。 

 映画のまちと言いますが、具体的には何を指しているのかがまだ見えてきませ

んので、作り手の姿が見えたらと良いと思います。そこで働いているところのお

子さんたちも、自分の親がどういう仕事をしているのかが分かるぐらいのものが

あったら良いと思います。 

鈴木コミュニケーション課長 

 ありがとうございます。ロケーション支援、フィルムコミッションは現在、調

布市と財団で連携して行っています。単に撮影しただけではなく、そこがいかに

我々の生活と密着しているところであり、そのロケ支援がどうつながっていくか

ということが大切な点です。加えて、分かりやすいということが一番肝心なとこ

ろですので、積極的な展開を含め、重視しながら進めていきます。 

議長 

 指定管理者事業計画と基本計画に図や写真が多用され、分かりやすくなってお
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り素晴らしいと思います。 

 

オ 【報告事項】平成３０年度事業進捗状況の件 

カ 【報告事項】平成３０年度収支予算案執行状況の件 

 議長から、「報告事項オ、カについては関連性があることから、事務局から一

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。 

 

【報告事項オ】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、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

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１年として取

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。 

 まずは「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

ージを展開しました。調布駅前広場で展開したウェ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。 
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 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。 

 また、文化会館たづくり内で行われ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。この夏の

猛暑を受け、当日の気温が３６度を超えたため、踊り手、観客の身の安全を図る

ため、旧甲州街道の流し踊りを１時間３０分遅くして午後３時からとするなど、

初めて猛暑による安全対策を施した事業となりました。 

 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と連携

をし、コミュニティの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。 

 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。 

 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。夏休みと親しみやすい動物アートにより、来場者も１万人

を超える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、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。 

 その下、「フィルム缶にアート！」は、昨年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
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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

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」を開催しました。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

ミリーコンサートをお届けしました。 

 続いて、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いサイズにする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、幅を広げ

た展開を図っています。 

 続いて、施設管理運営です。文化会館たづくりの平成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。 

 続いて、文化会館たづくりホール系施設の利用件数は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。即日全枠が埋まるほどの人気で、空きホールの活用にもつながっ

ています。 

 「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

段クラシックになじ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割近くと、他のクラシック公演にはない高い比率

を占めています。 

 演劇・舞踊事業では、小ホールで年２回実施している「調布寄席」で、職員の
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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られました。 

 続いて、共催等事業では、相互協力協定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９月に初めて平日夜に実施したところ、これまでは

来場できなかった勤め帰りの社会人や子ども連れの方も見受けられるようになり

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

純子ライブ、きかんしゃトーマスなど、おなじ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々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

ンで大きな感動を体験していただきたく実施しました。近くにシネマコンプレッ

クスがオープンしたこともあり、相乗効果で映画の来場者は増加傾向にあります。 

 ７月には、活動弁士と生演奏付きで「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、シネサロンでは初めて大ホール２階席を開放するほど多く

のお客様で賑わいました。 

 このほか、音楽祭事業では、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の練習の甲斐も

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

若い奏者と各パート講師陣を運営・制作面で支えました。今年から事前の練習を

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、本公演
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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

学生からの申込みが多く、市民の注目度も上がっているところです。 

 グリーンホールの施設管理運営について報告します。グリーンホールの利用件

数は、大小ホール合わせて７７６件、利用率は８２％でした。前年度の同時期と

ほぼ同様に推移しているところです。 

 

【報告事項カ】平成３０年度収支予算執行状況の件 

＜説明＞ 

佐藤財務係長 

 続いて、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。今期の収入済額は 

６億８，５６３万６，８１８円、執行率は４９．１４％です。 

 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

は音楽事業が年度の後半に多く実施予定であることと、平成３０年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影響しています。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。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ評議員 

 執行率は、大体どのぐらいのパーセントだと非常に安定していると考えられる

のですか。 
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佐藤財務係長 

 今回は４月から９月までの執行率ですので、事業の当初予定にも依るのですが、

音楽事業が年度の後半に多く予定されていたりなど、年度内での偏りが若干あり

ますので、概ね５０％が目安とお考えください。 

Ｂ評議員 

 もう尐し説明してください。 

Ａ理事 

 監事による監査を四半期ごとに実施しています。５０％ぐらいが１つの目安で

あり、逆に事業が後半にあると、執行は後半になります。そうすると、執行率が

３０％前後と低いのが出てきますので、今回は５０％ぐらいが妥当な数値である

という見方で結構です。 

Ｂ評議員 

 現状でまあまあ良いかというところでよろしいでしょうか。 

Ａ理事 

 はい。 

Ｂ評議員 

 分かりました。 

Ａ評議員 

 基本計画の中で、「映画のまち調布 シネマフェスティバル」リニューアルの

内容で評議員から意見が出ていました。事業進捗状況では、「調布映画祭」で、

今期イベント的なものは確かになかったのかもしれませんが、前半で市民投票等

や、ＰＲなども行っています。この点の記載は、「映画のまち調布 シネマフェ

スティバル」に前半から取り組んでいることを明記した方が良いと思いますが、

いかがでしょうか。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 「映画のまち調布 シネマフェスティバル」の事業進捗状況について説明しま

す。「映画のまち調布賞」を設定し、作り手に着目するための技術部門の賞を作

りました。市民に平成３０年４月２０日から１０月１４日までの間に、調布市内

の公共施設、シアタス調布、国立大学法人電気通信大学の図書館、トリエ京王の

Ａ館に投票ボックスを設置させていただき、おかげさまで１万１，１６８票の投
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票をいただきました。 

 投票いただいた中から投票上位の２０作品を出し、アニメを除く形になります

が、そこから上映可能な邦画１０作品の中から撮影賞、照明賞、録音賞、美術賞、

編集賞という５部門の賞を出すことで現在検討しています。実際には平成３０年

１１月中旪以降、東京現像所の試写室を借りて、各職能団体、日本映画撮影監督

協会、日本映画テレビ照明協会の協力を得て、試写を行い、検討し、各賞の内定

という形で賞を決めました。本賞の受賞者は、現時点では内定段階ですが、平成

３１年２月上旪に受賞者を発表します。 

 また、平成３１年３月２日からの「映画のまち調布 シネマフェスティバル」

の上映会においては、選定に当たっている１０作品を文化会館たづくりくすのき

ホールとシアタス調布で上映します。こちらも平成３１年１月以降の発表になり

ますので、よろしくお願いします。 

議長 

 「映画のまち調布 シネマフェスティバル」は、事業進捗状況への記載はあり

ません。 

Ａ評議員 

 事業として進捗状況を記載しにくい部分があるかもしれません。「今期該当な

し」という表現よりは尐し丁寧な、補足的な説明を入れた方が良いと思います。

着実に取り組み、１万票以上の市民投票もいただいたということもありますので、

後期につながるような形で、前半に取り組んだ内容について補記があると良いと

考えます。 

土井コミュニケーション課長補佐 

 次回から記載いたします。 

 

キ 【報告事項】平成３０年度利用者懇談会開催結果の件 

＜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報告します。 

 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
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もあり、参加者が増加傾向にあります。 

 また、施設貸出に関する相談等については、その場で回答できるものは丁寧に

回答し、また別途対応が必要な件は個別に対応するなど、問題なく進捗している

ことを報告します。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ評議員 

 文化会館たづくり内のトイレ増設と洋式化への御要望が出ているのですが、和

式をなくすのですか。 

大割総務課副主幹 

 なくすということではなく、各フロアで和式は１か所は残ると思います。洋式

の方が特に高齢者を中心に要望がありますので、１つのブースに個室が１個しか

ないところについては洋式化をしています。 

Ｃ評議員 

 和式を残していただきたいと思う理由として、海外からのお客様が来館されま

すが、宗教上の関係で洋式を使わないことがあります。和式を探されたのに驚い

た経験があります。理由を尋ねると、宗教上と言われましたので、和式を残して

いただきたい。 

 

ク 【報告事項】平成３１年度事業計画案の件 

ケ 【協議事項】平成３１年度収支予算案の件 

 議長から、「報告事項ク、ケについては関連性があることから、事務局から一

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。 

 

【報告事項ク】平成３１年度事業計画案の件 

＜説明＞ 

鈴木コミュニケーション課長 

 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

いて報告します。 

 事業計画の概要としては、新しい基本計画で定めた芸術・文化の３つの「価
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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、以下のような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。」との独自テーマの下、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り、芸術振興事業の可能性が広が

ることで、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縮減に取り組みます。 

 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

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、事業内容については、特徴的な取組を中心に説明します。 

 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
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ック競技大会に向けた特徴的な取組として、「ラグビーファンゾーン」です。先

ほど説明した「調布国際音楽祭」のエグゼクティブ・プロデューサーの鈴木優人

氏率いる学生ブラスと市民合唱団が演奏し、大会を盛り上げる予定です。 

 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

をオリンピックイヤーである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

目を迎える「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。 

 次に、芸術振興事業の平成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、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。 

 次に、映像文化・メディア芸術事業です。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。 

 次に、文化祭事業です。引き続き、「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
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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、「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、映画・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。 

 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、設備の貸出しや後援名義の使用を許可することで、市民の

芸術・文化活動を支援します。 

 次に、広報・宣伝活動です。より積極的な広報・宣伝活動に加え、日頃から芸

術・文化団体だけではなく、教育、福祉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。 

 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。 

 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。 

 次に、人材育成です。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。 

 

【報告事項ケ】平成３１年度収支予算案の件 

＜説明＞ 
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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るものです。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、本予算額には、せんがわ劇場の予算も含んでいます。 

 まず、平成３１年度の総予算額は、収入ベースで１５億７，３００万円余です。

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っていま

す。この増額の内訳として、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。 

 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。 

 なお、増分とは、市拠出金である指定管理料及び補助金の増分を指しています。 

 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、一般事務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

による委託費の増分などがあります。 
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 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。せんがわ劇場指定管理料は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＞ 

Ｂ評議員 

 美術振興事業では、「能楽ｏｄｙｓｓｅｙ」の展示事業があるとのことですが、

能面等の展示の流派はどちらですか。 

立石たづくり事業係主査 

 既存の流派で言いますと、観世流の能楽で使われている能面の展示に加えて、

新進の覆面の作家がいます。 

Ｂ評議員 

 面打ち師ではなくて覆面ですか。 

立石たづくり事業係主査 

 面打ち師とは別に、我々がいつも公演等々で出演いただいている能楽師と、

色々なコラボレーション作品等々を使って実施します。それに関連して、観世流

といったこれまでの能面の展示に加え、未来の能面、能楽の形というイメージで、

様々な形で、美術的な見地から能楽にスポットを当てる展示をするというイメー

ジでお考えください。 

Ｂ評議員 

 もう依頼済みということですか。 

立石たづくり事業係主査 

 交渉をしているところです。 

Ｂ評議員 

 舞台で使われるぐらいの面打ち師だと時間も結構かかりますので、早目が良い

かと思います。 

 

コ 【報告事項】職員採用に関する件 
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＜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の開始に伴い、財団では職員定数

が増となります。これに伴い、平成３１年４月１日付けの新規職員の採用選考を

実施してきました。 

 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、適性検査、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、内定を出します。 

 

サ 【報告事項】理事会開催結果の件 

シ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

 議長から、「報告事項サ、シについて資料の確認をもって報告とする」とした。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ評議員 

 ファンドレイジング進捗状況の件、協賛金等々、財団として自主財源の確保は

大変重要な取組です。事業の魅力を高めて認知度を高めたり、様々な視点で副次

的な効果もありますが、金額の多寡は別として、現状のファンドレイジング進捗

状況の結果についての財団としての現状認識、着実に実行できているのか、計画

どおりなのかという点をお聞きしたい。また、現状における課題認識、今後の対

策等々の考えがあれば教えてください。 

 市も募集を間もなく締め切りますが、鉄道上部の新しい公園整備に当たってク

ラウドファンディングを初めて導入し、なかなかの人気もあるという話を聞いて

います。事業の中身をいかに市民にアピールするかということもありますが、市

民ばかりでなく、全国的な内容の中でのファンドレイジングという取組も必要で

すので、現状の実施状況、進捗状況と課題について教えてください。 

佐藤財務係長 

 平成２９年度の寄附金は２７件、１１万円余でしたが、今年度に関してはまだ

年度途中ですが、現時点で２８件、１３万円余の寄附金をいただいています。 

 協賛金は３３件、１０１万５，０００円という状況ですが、こちらもまだ年度
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後半の「映画のまち調布 シネマフェスティバル」が残っており、昨年度は８８

件で１３０万円余の協賛金をいただいていますが、今年度は、年度途中で１００

万円を超えています。この後、「映画のまち調布 シネマフェスティバル」で多

くの協賛金をいただけることを期待しています。 

 金額について報告しましたが、財団としては、件数が増えているところに着目

しています。件数が増えているということは、財団の事業に共感、応援してくれ

ている方が増えていると認識しています。これは、私どもの事業が着実に皆様の

お手元に届いていて、ファンが増えているのだと認識しています。 

 今後の課題として、現在財団では、寄附金については事業実施時に募金箱を設

置していることに加え、ゆうちょ銀行の振込用紙を用意しています。今後は、イ

ンターネット決済による方法なども検討していきます。 

Ａ評議員 

 時代が変わる中で、色々な寄附のあり方も出てきていると思います。事務局か

ら回答があった件数、共感をいただけるような人々を増やしていくことが大事で

す。その中で金額も伸びていくと良いと思っていますので、まずは財団の事業内

容の充実を図り、認知度を高め、共感する人を増やしていくような取組をしっか

り考えてください。 

（４）その他 

Ｂ評議員 

 文化会館たづくりに来館することが多いのですが、最近来館する楽しみが増え

ました。建物が冷たくなくなったという感触があります。これまで階段を余り利

用しなかったのですが、最近、階段を歩きたいという思いもあります。また、私

が担当しているグループの人たちも、階段をよく歩くようになりました。楽しい

建物になったような気がします。 

Ａ評議員 

 私もそう思います。 

 

 事務局から、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４５分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 


