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平成３０年度第２回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成３１年３月２７日（水）午後５時から午後６時４５分まで 

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５名、定足数３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、 

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）協議事項 

理事の選任の件 

（２）審議事項 

ア 第４号議案 基本計画の承認の件 

イ 第５号議案 平成３１年度事業計画の承認の件 

ウ 第６号議案 平成３１年度収支予算の承認の件 

エ 第７号議案 平成３１年度における資金調達及び整備投資の見込みについて 

オ 第８号議案 事務局長の選任の件 

カ 第９号議案 平成３１年４月１日付人事異動の件 

キ 第１０号議案 規程等改正の件 

ク 第１１号議案 平成３０年度補正予算（第１号）の承認の件 

（３）報告事項 

ア 評議員会の開催結果の件 

イ ファンドレイジング進捗状況の件 

ウ せんがわ劇場の進捗の件 

エ ラグビーファンゾーンについて 

６ その他 

７ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 
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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）協議 

【協議事項】理事の選任の件 

荻本議長から、「本協議事項は、関連する議案第８号の審議の際に一括して協

議を行いたい」との提案を受け、全会一致で了承された。 

（３）審議 

ア 【審議事項】第４号議案 基本計画承認の件 

＜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＞ 

大割総務課副主幹 

第２回臨時理事会において、本基本計画の素案を提示し、数点理事から指摘を

承りました。ここでは、指摘を踏まえ、加筆修正した事項を中心に説明します。 

組織体制について、事業運営に関する意思決定や連絡調整など、どのような会

議体で行っているか明示した方が良いとの指摘について、その概要を示しました。

理事会、評議員会のほか、日常的な会議体として運営会議、市との調整会議、事

業調整会議などがあり、適宜、組織横断的な情報共有、連絡調整を行っています。 

次に、良好な職場環境の維持向上に関して具体的に記載した方が良いとの指摘

について、その概要を示しました。健康診断の実施は当然のこと、ストレスチェ

ックを実施し、フィジカルとメンタル両面において良好な職場環境の確保に努め

ています。 

また、メンタルヘルスやハラスメントなどに関しては、外部の相談窓口を設け

て、職員に周知しています。 

 

イ 【審議事項】第５号議案 平成３１年度事業計画の承認の件 

＜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＞ 
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鈴木コミュニケーション課長 

本件は、第２回臨時理事会において、素案についての協議をお願いしました。

その際に、理事からは、事業計画の内容について、大きな修正案がなかったので、

内容は変更せず、全体的に文言の整理をしました。 

ここで改めて平成３１年度事業計画をまとめますと、新しい基本計画で定めた

「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年度からは、財団が調布市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

業展開を図っていきます。 

更に、次の観点から事業運営に取り組みます。 

第１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の機運醸成とレガシー継承に向け、独自テーマ「１００年後

の君へ。」のもと、様々な取組を実施します。 

第２に、施設管理運営では、誰もがアクセスでき、参加しやすい施設をつくっ

ていくことと、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。 

続いて、主な事業内容の最も大きなトピックスとして、ラグビーファンゾーン

や、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２０２０年に向けて段階的に事業を展開します。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
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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、

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」として包括し、調布市及び市内各団体と連携し、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、芸術・文化を通じた

シティプロモーションに財団全体で取り組んでいきます。 

また、「調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ」の目指すところを示したリーフレットを作

成しました。まず京王線沿線のイメージがあります。国立能楽堂、あるいは新宿

の京王プラザホテル、そして多摩センターのパルテノン多摩など、京王線沿線を

１つの地軸として連携した事業を能楽で見せていくことを示すリーフレットです。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

先ほど１０年間の基本計画が示されました。明確にビジョンが見えている素晴

らしいものです。平成３１年度はその初年度に当たります。計画は、組織全体を

どのように運営していくかというものになりますが、それを実現するには、それ

ぞれの職員が何をしていくかということが一番大事です。特に１０年間のスパン

の中で、来年度に初年度を迎えます。 

今日出席している職員一人ひとりに伺います。基本計画と事業計画を策定しま

した。将来――１０年後あるいは５年後でも良いです。自身がどのような立場で

どのようなことをしているように思い描いているのか。それがこの財団や地域に

とってどういう役割を担っていけるのかというイメージを持っていると思います。

計画は文章とか絵で描けますが、御自身一人ひとりのビジョンがないと、実現に

は遠いものになるので、その点についてお話しください。 

常廣総務課長補佐 

まず基本計画を策定するときに、財団のこれまでを振り返ってきた中で、設立

当初の財団は、文化会館たづくり、グリーンホールという建物の管理を委託され

た趣旨であったものが、計画を更新していくたびに、それだけでなく、芸術・文

化、地域コミュニティのことに関して、財団が調布市の中でリードしてほしいと

いう声が高まりました。この先１０年間は、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の関係で、ますます私たち
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が調布市にとって重要な役割を果たしていくこととなります。そして、存在をア

ピールしていく大きなチャンスでもあります。 

そして、５年後、１０年後には、財団が調布にとって大きな存在感を示す財団

であり、更に調布の芸術・文化を東京、日本、そして世界に示していくための財

団であるというところまで飛躍していけるのではないかという期待のもとに、こ

れから邁進してまいります。 

Ｂ理事 

御自身の１０年後のイメージは、組織のイメージではなくて、自分がどういう

立場で、どういうことをしているかというのはありますか。 

常廣総務課長補佐 

管理職が多く誕生している中で、私自身も管理職ですので、そのときには若い

職員が増え、新しい考え方も増えますから、ジェネレーションギャップも生じる

ことと思います。そういうことがないように、自分が主となって勉強して、若い

職員を引っ張っ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、今後１０年以内に、文化会館たづくりでは空調設備を

中心に大きな改修が行われます。グリーンホールは、恐らくこの計画の期間内で

建替えの可能性があります。特にグリーンホールの更新については、今までにな

い、新しい手法で整備される感じがしますので、そういう環境の変化に耐え得る

強い組織でなければならないし、私自身も環境の変化に耐え得る強い職員でなけ

ればなりません。 

今後１０年間で若い職員が入ってきますので、施設管理を的確にできる後進の

育成を中心にしていきたいです。 

佐藤財務係長 

１０年前と現在を比べて、この１０年で調布市民の方に財団という名前が大分

浸透しました。更に今後１０年間かけて、もっと広い範囲の皆様に調布を知って

もらえるような事業の取組をしていきます。 

財政的に、調布市に依存しているのが現状ですので、調布市民だけでなく、日

本中、世界中の方から一層広くお金を集められるような仕組みをつくり、ぜひ獲

得していきたいです。 
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Ａ理事 

御自身がそれを先導してやっていきたいと考えているのですか。 

佐藤財務係長 

ぜひ取り組みたいです。 

土井コミュニケーション課長補佐 

財団は来年設立２４年目になります。この４月を迎えるに当たって、指定管理

期間が１０年になり、調布市せんがわ劇場の指定管理を新たに担うことになりま

す。また、本年４月から財団固有職員に課長職が初めて誕生します。来年度が財

団の本当のスタートラインに立ったと感じています。 

これまで、調布市において、調布市せんがわ劇場、文化会館たづくり、グリー

ンホールを一括して指定管理を担い、様々な連携について議論されてきました。

この意味では、本年４月から「オール調布」の視点から捉えられるようになりま

した。調布市の文化施策を担う団体として、更なる発展を目指していきます。 

これまでは自己実現の要素が強く、仕事に臨んできました。この後は、若い新

入職員が気持ち良く仕事をできるよう、教育に力を入れ、１０年後は、私たちが

今担っている職責の部分を担えるような職員を育成していけるような人材になっ

ていたいと考えます。 

中島コミュニティ振興係主査 

１０年前、まだ出席職員が平場の立場であり、社会情勢もかなり異なっていま

した。この１０年で色々なことが変化してきています。２０年前は、インターネ

ットの黎明期であったものが、１０年ぐらい前から商業的な利用が促進しました。

現在は言うまでもありません。１０年先、この先に人のコミュニティがどのよう

に変わっているのかはまだ全く見えないところであります。 

１０年程前は、インターネットの普及でコミュニケーション様式が変わってい

くという話が出ていましたが、現在から将来に向けて、それが繰り返すのではな

いかと考えています。地域のコミュニティが重要になってくるという気がしてい

ます。私が色々な旅に出たりすると、そういうことを如実に思います。それが調

布市内だけということではなくて、公益性を持ったコミュニティであったり、人

とのつながりであったりします。あとは、ここ数年、高齢化ということもありま

すので、若い人ももちろんそうですが、年をとったときにどのような人生を送っ
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ていくか、どのような芸術・文化、コミュニティを携えていくかということが、

この１０年でこれまでとかなり違う考えが出てきます。 

財団として、コミュニティ事業としてあるとすれば、取り組んでいないことを

探していきたいとまず思っています。これが組織としてどういうことかというと、

新規事業を展開することはもちろんですが、温故知新、古いことも一度振り返り、

未来へ進むのも財団の使命です。以上のことを考えています。 

渡部広報・マーケティング係長 

財団は、現在は多摩地域だけではなく、東京都内の中でも誇りが持てる組織に

育ってきたと考えています。抽象的ですが、計画の中で色々な落とし込みがされ

ていますが、そのような思いで今この場にいます。 

今後１０年間の中で、行政や議会でも「文化のプラットフォーム」という言葉

が幾度となく出てきた中では、財団が調布市だけではなく、東京の中心を目指し

た「文化のプラットフォーム」を１０年後担っていければ良いかと思います。 

文化芸術基本法の中で、文化がまちづくり、観光、商工業、福祉、学校教育な

どと連携していくことが強く謳われていますので、調布市内における大事な要素

としての財団が１０年後にはでき上がっていてほしいです。 

１０年後の将来像を考えると、私がこの財団を誇りに持てるようになったよう

に、４月から入ってくる新入職員を含めて、財団と関われて良かったと誇りに思

ってもらえる財団組織をつくっていきたいです。 

藤堂たづくり事業課長補佐 

次期基本計画から、事業は３館横断的となり、また、グリーンホールと調布市

せんがわ劇場は同一の課の体制となります。これまでも事業連携はそれぞれに考

えていましたが、ここで組織として整備されます。今まで係ごと、館ごとで実施

していた事業を結びつけていかなければいけないというところで、舞台芸術だけ

ではなく、コミュニティの部分も含めてですが、これまで点やものをいかに絡み

合わせて面にしていくか。それを一部の地域ではなく、調布市全体で絡み合わせ

ていくかということが問われます。それは１年、２年でできることではなく、こ

こをスタートに１０年後はどうなっているか。それを絡めるためのことを自分自

身も色々やっていかなければいけないと思います。 

年を重ねるごとに、役職が上がっていくごとに見なければならない範囲は広が
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っていきますが、その分、関わる事業や、見えるものが広がっていきますので、

そういう自身の立場から組み合わせを職員と相談し、事業全体もそうですが、職

員のつながりも自分の立場でうまく融合できるような人材でありたいです。 

究極的には、今まで芸術・文化に触れていない方に、いかに芸術・文化を日常

に取り組むことで豊かになってもらうかということと、調布のまちを誇りに思っ

てもらえるコミュニティづくりは、職員全員の力を結集し、財団の事業を結びつ

けていかないとできないことです。１０年後、それが結びついているように目指

したいです。 

立石たづくり事業課主査 

財団では、「１００年後の君へ。」という独自のテーマのもと、日々業務に取り

組んでいます。文化会館たづくりとグリーンホールは、指定管理期間が１０年と

なりました。１００年のうちの１０年目だということを念頭に置いて私は頑張っ

ていきたいです。１００年後に調布市があり、芸術・文化が親しまれていて、音

楽や映画が調布のまちにあるようにするためにはどうすれば良いかを日々考えな

がら事業をつくっていきたいです。 

ダボス会議という、スイスの小さなまちで、世界中の経済界のリーダーや有識

者が集まり、年１回、２月に話し合いをする場があります。その平成２３年の会

議のときに、１つの興味深い結論がありました。現在の小学生が、今存在しない

職業に就いている可能性は６５％あります。つまり、我々１０年後には、全く違

うことをしているかもしれないのです。小学生が大学を卒業してとなると１０年

ぐらいですが、１０年後には全く違うものが世の中にあり、簡単に言えば、私が

入職したとき、広報・マーケティング係はありませんでしたし、ＳＮＳやＱＲコ

ードも存在しなかったといった意味では、常に先を見て仕事をしていけるように

ありたいですし、逆に言えば、１０年後に花開いている技術や物は現在開発され

ています。１０年経った上で、１つ形になっているとなると、常に先を見る視点

が必要になってきますし、１０年後、私は、今から計算すると２０年後の未来を

見ながら仕事ができていれば良いです。 

髙橋たづくり事業課主査 

私は見方を色々変えられるようになってきました。１０年後、どうありたいか

と思うのは、１０年というこれからの時間を有効活用して、財団として新しい価
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値をつくれる人材になりたいと一番思っています。自分たちがいる存在価値もも

ちろんありますが、事業に携わったり、総務を経験し、色々な部署を経験してき

た中で、お客様と接して思ったことです。今までは５年という期間、短いようで

長いものでしたが、もっと長くなり、その５年プラス５年をもっと有効活用し、

財団の存在価値だったり、調布には財団があると思ってもらえるような財団にし

ていければと思います。 

組織が変わり、２４年経ちビルドアップしてきました。この基本計画がまた新

しく１０年になってきた中で、これが一番大事かと今思っていることがあります。

この計画自体は非常に素晴らしくて、もちろんこれを達成できれば良いのですが、

この計画を見て感じたビジョンを職員がどう共有して、共有を図った中でミッシ

ョンを達成していけるかというところで、その階段をきちんと踏んでステップア

ップしていく必要があります。 

大嶺施設管理係主査 

私は施設管理係で設備を担当しており、まず、文化会館たづくりとしては、大

規模改修が数年後にあります。今後どうしていくかを調布市と協力していきたい

です。 

グリーンホールは、向こう１０年の存続という方針が出ています。利用者が予

約している限りは、当日までずっと使われます。当日まで全ての設備が安全・安

心に使えるように提供していって、更なる信頼を得ていきたいです。 

私は設備管理を担当しているので、私が定年退職後、市にも修繕計画の提案が

できるような人間を育てるのが、この１０年間でなすべきことです。 

菅原グリーンホール事業課主査 

「調布国際音楽祭」は現在、大きく発展しており、その影響力の大きさを実感

しています。鈴木優人氏のお力や、企画内容に加え、職員、大学、市民、商店が

大きく関わり、「調布国際音楽祭」が調布の知名度を向上させてきた過程に携わ

ってきました。 

調布や財団、ホールの知名度が調布市民に限らず、より多くの人にとって楽し

い、心を満たされた記憶であったり、今後、楽しいこととして期待するものとし

て想起されるような存在になって、１０年間かけて更に進んでいけるよう、部署

異動はありますが、そのような気持ちを持って、それぞれの部署で仕事に邁進し



 

- 10 - 

ていきたいと思います。 

阿部グリーンホール館長 

調布駅前の工事が、最終形に近づいていて、グリーンホールも、恐らく新しい

ものに生まれ変わる形で現在進んでいます。そのような中で、グリーンホールの

次期指定管理期間が１０年になり、調布市せんがわ劇場も加わります。これまで

市の東部の離れた位置にあり、市中心部である調布駅と離れて独自展開をしてい

ると見られていた部分があります。それが今度、私どもの財団が管理運営するこ

とになり、調布駅前のグリーンホール、文化会館たづくりと一体となり、「オー

ル調布」の文化を見られるようになるのが今後のメリットです。 

現在、調布市せんがわ劇場では、アウトリーチなど様々な事業を展開していま

す。これまで調布市せんがわ劇場が独自で取り組んでいることから、私たちが学

ぶ部分があると考えます。また、私たちが既に持っているノウハウもあります。

一方、芸術・文化の素晴らしさを知らない方がまだ多くいらっしゃいます。どん

なにインターネットが発達して、映像で見ることができるようになっても、舞台

など芸術の良さというのは、インターネットを介して見るものとは大きく異なり

ますので、５年後、１０年後を見据え、その魅力を伝えていきたいです。 

私は、これまでグリーンホールで色々なことを経験し、そしてまた事業の企画

運営に従事してきましたが、その経験を若い世代に伝え、後進の育成に取り組み

たいと思います。 

岡野総務課副主幹 

３年間にわたる調布市への派遣研修で、行政の考え方や判断方法について、そ

の一端に触れることができました。 

また、調布市せんがわ劇場には、専門家と呼ばれているスタッフが複数いて、

財団とは異なる考え方で事業展開をされているのを２年間経験しました。研修の

経験を生かし、これまで調布市せんがわ劇場で実施されてきた音楽事業や演劇事

業を、財団で展開していくための整理をしていくことが課題です。 

指定管理期間初年度には、補助金申請の都合などがあり、現在のスタッフが事

業企画をしていますので、前年度分の直営状態を引き継ぐ形での事業展開になり

ます。実際に取り組んでいる中で、財団としての今後の展開を、「次世代芸術

家」という演劇集団の方々と協議しながら、良いものを組み立てていきます。 
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５年後の姿としては、初めの３年間で事業の見直し・再構築、次の２年間で展

開、やがては、仙川地域に加え、調布市全体に演劇系事業、アウトリーチに加え、

実際の舞台を見ていただく事業を展開していくことを考えています。財団の新た

な事業になりますので、職員に円滑に引き継げるよう取り組んでいきます。 

Ａ理事 

今、それぞれが発言された中で、とても大事なキーワードが幾つか隠れていま

した。例えば、人材育成に取り組むことや、人材が育成されるような環境づくり、

事業の創出をしていきたい、この財団も含めてまちにプライドを持ちたい、新し

い価値観を自分で創出していきたいという思いがあります。そういうことがビジ

ョンとして、それぞれの仕事の中で実現できるのは、この１０年が非常に良い機

会となります。皆さんの経験値もかなり高まってきたところで、新しい１０年間

を見据えた事業ができるというのは、ほかの組織にはなかなかない、とても恵ま

れた、良い環境になってくるはずです。 

１０年間の基本計画、毎年の事業計画を、無駄にせずに、しっかりと自分たち

の考え方を持ち出し、事業を進めていただきたい。とても素晴らしい御意見を伺

ったので、安心しました。ありがとうございました。 

議長 

皆さん方のそれぞれの思いや、それぞれの考えを発言いただいて、本当にあり

がとうございました。ぜひ皆さん方、本理事会を皆さんの共有する資産と捉え、

業務に邁進してください。 

 

ウ 【審議事項】第６号議案 平成３１年度収支予算の承認の件 

＜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 

第６号議案、平成３１年度収支予算について説明します。 

本予算は、平成３１年度事業計画に基づいた内容ですが、今年度、特に焦点と

なるものについて説明します。 

平成３１年度の総予算額は１５億５，５９２万９，０００円、平成３０年度比
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で１億５，８００円余の増です。増分のうち、調布市せんがわ劇場が新たに指定

管理に加わることによる事業予算の増分が８，３００万円余となります。ほかに

は、職員数が増えることによる増や、定期昇給などによる人件費に係る増が 

５，０００万円、残りは事業費と一般事務費の増などが要因となります。 

事業関連の予算では、オリンピック・パラリンピック関連事業の実施による増、

「調布国際音楽祭」関連の増がありますが、事業内容の見直しを図ることで収支

のバランスをとっています。 

事業関連の支出においては、「文化・コミュニティ事業課」が実施する事業の

うち、事業支出の一部約４９０万円、「芸術振興事業課」が実施する事業のうち、

事業支出の一部１００万円を事業積立基金により充当します。内容は、いずれも

市補助金事業です。 

施設管理に関する費用では、文化会館たづくり、グリーンホール、調布市せん

がわ劇場の３施設の一元的な維持管理により縮減を図ります。 

市からの拠出金については、市指定管理料収入と市補助金収入が該当となりま

す。拠出金の合計は１２億３，０００万円余となり、指定管理料収入が、文化会

館たづくり、グリーンホール、調布市せんがわ劇場を合わせて７億５，４００万

円余、市補助金収入が４億７，６００万円余です。市補助金収入の増は、職員数

増による人件費の増分、管理施設が１館増えることによる一般事務費の増分など

が計上されています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｃ監事 

念のための確認ですが、指定管理料収入は、文化会館たづくりは、昨年が５億

５，５００万に対して今年が５億７，０００万、グリーンホールは、昨年が１億

２，５００万に対して今年が１億３，２００万で増えたというのは、今年は施設

の修繕を重点的に実施するということで予算がついたのではなく、内容は何も変

わらなくても、平成３１年１０月に消費増税が予定されているので、今年は増え

るのですね。 

佐藤財務係長 

はい。支払額は増えますので。 

Ｃ監事 
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了解しました。 

土方理事 

組織が変更となり、事業も入り組み、事業も変わっています。 

 

エ 【審議事項】第７号議案 平成３１年度における資金調達及び設備投資の見込み

について 

＜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 

第７号議案については、法人が重要な資金調達及び設備投資の見込みの有無に

ついて、次年度事業計画、予算ともに議案として審議するものです。 

平成３１年度において、資金調達及び設備投資の見込みはありません。 

 

オ 【審議事項】第８号議案 事務局長の選任の件 

【協議事項】理事の選任の件 

本件は、協議事項の理事の選任の件と関連するため、承認のとおり、協議事項

と第８号議案を本項で審議する。 

＜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。 

＜審議事項説明＞ 

常廣総務課長補佐 

事務局長の選任について説明します。 

平成３０年度までは、理事１名が使用人理事として事務局長を兼務していまし

たが、平成３１年度からは、事務局長は事務局の職員とし、理事とは兼務しない

形となります。事務局長の候補者は、阿部光 調布市監査事務局次長です。 

なお、この任期については、いわゆる労働者派遣法により、３年を超えない期

間が原則となりますので、任期として平成３１年４月１日から平成３４年３月 

３１日までの予定と記載しています。 

＜協議事項説明＞ 
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常廣総務課長補佐 

また、平成３１年度以降、当財団の理事に「調整担当理事」を新設する理事の

選任について説明します。 

財団が平成３１年度から、新たに調布市せんがわ劇場の指定管理者として指名

されるに当たり、財団内部や諸関係団体との調整事項が増加することへの対応に

関する執務を行うものです。 

また、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競技が調布市で開催されることに伴い、財団が所管する施設

の利用や事業展開において、調布市及び諸関係団体との連携強化を図ることへの

対応に関する執務を行うものです。 

当該理事は常勤役員とし、業務執行権は持たないものとします。 

次に、報酬は、週４日勤務する常勤役員という扱いとなるため、「役員等の報

酬及び費用弁償に関する規則」第２条の常勤役員に該当する報酬を支払うことと

なっています。 

 

カ 【審議事項】第９号議案 平成３１年４月１日付人事異動の件 

＜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＞ 

Ｄ理事 

第９号議案、平成３１年４月１日付人事異動の件について説明します。 

平成３１年度は、財団の新たな基本計画、文化会館たづくり、グリーンホール

の１０年の指定管理期間、そして調布市せんがわ劇場の５年の指定管理期間が開

始する、財団にとって重要な転換期となります。これに伴い、財団の組織名称や

構成を含めて一新しました。組織体制は、「企画課」「文化・コミュニティ事業

課」「芸術振興事業課」の３課８係体制となります。 

異動は、適材の職員で対応すべく配置とし、また、新入職員４人を配置してい

ます。 

また、平成３１年９月にラグビーワールドカップ２０１９、来年度は東京 

２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が始まりますので、それに対応
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するため、強化した体制でもあります。財団が成長する大きなチャンスと捉えて

いますので、全職員が一丸となり、調布市の芸術・文化の振興に貢献するという

強い意思を持って臨んでまいります。 

 

キ 【審議事項】第１０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 

第１０号議案、規程等改正の件について説明します。 

本件は、平成３１年４月１日付の財団規則及び規定の一部改正についての内容

となります。 

まず、規則、規定等の改正について、次の４点あります。 

１点目は組織改正に伴う改正、２点目は臨時嘱託職員の休暇制度に関する改正、

３点目は就業規則における職員の休暇の取扱いに関する改正、４点目は、職員の

給与に関する改正です。 

組織改正を伴う改正について、課及び役職の名称等が変更となります。このこ

とにより、表の左側に記載している各規則及び規程にある課の名称、又は役職の

名称を変更する必要があります。 

なお、規則・規程が定めている業務執行に関する詳細への変更は特にありませ

ん。 

臨時嘱託職員規程の改正については、従来、嘱託職員の休暇制度は、正職員の

内容と異なり、休暇、休業及び職務の制限について、定めがないものがありまし

た。しかし、財団内において、調布市せんがわ劇場も含め、嘱託職員の活躍の場

が重要となってきている中で、労働組合と当局が交渉を重ねた結果、休暇等の制

度の見直しを行い、より働きやすい職場環境づくりを行っていくための改正とな

ります。 

就業規則の一部改正については、働き方改革推進法の施行に伴い、労働基準法

第３９条に規定される年次有給休暇の取扱いについて、使用者側が労働者に一定

以上の日数の休暇を取得させる義務が生じることを受けての改正、また、財団に



 

- 16 - 

おける既存の休暇制度の整備を行うものです。 

改正労働基準法の施行が平成３１年４月１日であり、経過措置や猶予等も設け

られていないことから、確実な実行が求められているものです。 

給与規程の改正について、調布市職員の給与の額について、東京都人事委員会

勧告に準じ、職員の給与月額及び期末手当及び勤勉手当の支給割合が変更となっ

たことに伴い、改正するものです。これに準じ、調布市の監理団体職員の給与額

も改定となります。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｂ理事 

就業規則の一部改正について、現状はどうなっていますか。年次有給休暇、休

憩などです。 

常廣総務課長補佐 

取得状況などでしょうか。 

Ｂ理事 

はい。 

常廣総務課長補佐 

取得状況を組織全般で見ますと、労働基準法で規定されている年間５日以上の

年次有給休暇取得、50％以上は取得されていることが望ましいという見方がある

中で、全体として取得できています。ただ、業務や部署による偏りが出ている現

状ですので、労働基準法改正を機に、適正な労務管理が求められていることを認

識しています。時間単位の年次有給休暇の取得方法と、半休制度を制度化してい

きますので、休暇取得の促進、また、「仕事のやり方」を各課で見直していくこ

とを併せて行い、適正化を図ります。 

Ｂ理事 

今後バランスを取り、法令遵守を着実にできるということでしょうか。 

常廣総務課長補佐 

全体の管理は総務課で行います。ただし、時間外勤務や勤務時間は、所管課長

に委ねられていますので、まずは原課で適切に労務管理することを第一義としま

す。組織全体の管理や通年の状況、法令遵守状況のモニタリングを総務課で行い

ます。 
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Ｃ理事 

定例監査において、監事からも、休暇取得状況などについて意見をいただいて

いますので、今後は、所管課の課長が適切に管理し、総務課と所管課でダブルチ

ェックという形で執行する形にしていきますので、よろしくお願いします。 

Ｂ理事 

ありがとうございました。特定の組織や個人にしわ寄せが行く場合が多くなり

がちです。それが労働環境を非常に悪化させる原因になってしまうことが多いの

で、業務内容や、仕事の仕方を見直すことも必要ですので、ぜひ横断的に、的確

に話し合いながら業務に当たってください。 

 

ク 【審議事項】第１１号議案 平成３０年度補正予算（第１号）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 

第１１号議案について説明します。 

本件は、市補助金の一般事務費支出、委託費支出予算に１４０万円を補正する

ものです。 

流用元は、事業人件費支出からの１４０万円となりますので、実際の総額の変

動はない形です。要因としては、総務課総務係において、嘱託職員の採用を実施

予定だったものが、欠員状態が発生し、人材派遣により代替したものです。人材

派遣の場合は、委託費からの支出となるために補正という案件になります。 

（３）報告事項 

ア 【報告事項】評議員会開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

評議員会開催結果の件を説明します。 

まず、平成３０年度第２回臨時評議員会は、平成３０年１２月２０日に開催さ

れました。審議事項が１点、報告事項が１２点、その他の報告事項がありました。

主な内容として、平成３１年度以降の文化会館たづくり、グリーンホール及び調
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布市せんがわ劇場の指定管理に関する件、基本計画の件などがありました。 

次に、平成３０年度第３回臨時評議員会は、平成３１年３月１１日、書面評決

の形で開催されています。審議事項は、評議員の選任の件です。 

 

イ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

＜説明＞ 

常廣総務課長補佐 

それでは、ファンドレイジングの進捗状況の件について説明します。 

寄附金は、事業でカウントしたところでは３８件です。合計の金額が 

１７万２，７１１円です。寄附は継続して、各事業開催時に募金形式による働き

かけなども行いました。このように、寄附については、引き続きファンドレイジ

ングの取組を進めます。 

続いて、協賛金が全６事業です。この中で協賛の件数を延べでカウントします

と４１件で、金額が１０６万８，０００円です。 

また、助成金を獲得しています。助成金は外部の団体から３件獲得し、このほ

かに４００万円余という金額が助成金として獲得しています。 

 

ウ 【報告事項】せんがわ劇場の進捗状況について 

＜説明＞ 

岡野総務課副主幹 

調布市せんがわ劇場の引継ぎ等の概要について説明します。まず、財団内部の

調布市せんがわ劇場の引継ぎ、調整を担う調布市せんがわ劇場引継ぎプロジェク

トチーム、木村総務課長をＰＴリーダーに会議を行いました。内部の会議とコー

ディネーターの現調布市せんがわ劇場コーディネーター、音楽コーディネーター

及び演劇コーディネーターそれぞれから１０年間の取組内容を伺い、引継ぎを行

いました。実務を担っている調布市嘱託職員からも、事務系の引き継ぎを順次行

っていますので、この後、事務引継ぎを予定しています。 

指定管理者１年目は、これまでの内容を継承していきます。その上で改善点の

洗い出しをし、変更・改善していきます。 

３年目ぐらいまでは、トライアンドエラーの形で、調整期間のような形になり
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ますが、これまでの調布市せんがわ劇場の良さ、財団としての良さを合わせた形

で事業の構築をしていく必要があります。 

また、施設管理について、新たな事務室の建築確認の承認が出たところで、本

格的に引越作業が進みますので、初日に間に合うように、事務所と受付事務所の

体制を整えていきます。 

それと、調布市に返却する備品などもありますので、早目に進めていきます。 

 

エ 【報告事項】ラグビーファンゾーンについて 

＜説明＞ 

Ｃ理事 

ラグビーワールドカップ２０１９の試合日程は、平成３１年９月２０日から平

成３１年１１月２日までになります。 

ファンゾーンとは、ラグビーの試合が始まるまで特設ブースで色々楽しんでい

ただき、そこから会場である味の素スタジアムまでバスや電車で行き、試合を観

戦するという事前の施設のことをいいます。なおかつ、チケットがない方はグリ

ーンホールでその試合を見ていただく、このような施設になっています。 

これは、東京都が決めたもので、調布市と有楽町の施設２か所になります。調

布駅前の広場を使い、市町村のブースもできますが、ほとんど東京都による展開

になります。 

議長 

この件について、慎重に対応しなくてはならない部分もあるので、財団として

の考え方は、市長部局にもしっかりと申しあげます。 

８ その他 

特になし 

 

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、午後６時４５分に議長は閉会を宣言し、本会の全て

を終了した。 

 


