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平成２１年度第３回評議員会 

 

１ 日 時  平成２１年１０月２２日（木）午後６時００分から午後７時３０分まで 

２ 会 場  文化会館たづくり９階 研修室 

３ 出席者  評議員会現在数１１人，定足数８人 

       出席評議員：８人 

委任状提出：１人 

       欠席評議員：２人 

同 席 者：常務理事 １人 

       事務局：事務局長，総務課長，事業課長，事業課主幹，総務課財務係長，事

業課文化・コミュニティ係長，事業課生涯学習事業係長，事業課管理

係長，事業課ホール事業係長，総務課庶務係長     以上１０人 

４ 議 事 

(1) 報告事項 

ア 

イ 

平成２２年度事業計画（素案）について 

ウ 

公益法人制度の移行申請に向けて 

エ １０月定期人事異動について 

利用者懇談会（６月１３日実施）結果報告について 

(2) その他 

５ 議事の経過及び結果 

 (1) はじめに 

総務課長の進行で評議員会が始まる。 

 常務理事から開会にあたっての挨拶を行った。 

 続いて，評議員に欠員が生じたため，新たに理事会で選出された評議員から挨拶

を行った。 

総務課長から配付資料の確認を行い，議長に進行を引き継いだ。 

(2) 評議員会の効力確認 

議事に先立ち事務局から，本評議員会の効力について出席者が８人，委任状１人で

あり，定足数８人を満たしているので有効に成立していることを報告した。  

(3) 議事録署名人の選出 
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評議員会議長から議事録署名人にＡ評議員とＢ評議員を選出することを出席評議員

の了解を得て，議事に入った。 

(4) 報告事項 

   ア 

     総務課長及び事業課長から概要の説明を行った。 

平成２２年度事業計画（素案）について 

    〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  今回から事業区分を細かく分けたと説明にありましたが，何か理由が

あるのでしょうか。 

事務局長  平成１８年度から私どもが指定管理者として市からたづくりとグリー

ンホールの管理を任されています。しかし，財団の自主性が指定管理事

業の中で非常に見えにくくなっていました。元来，たづくり館内だけで

なく，地域で実施する事業の企画があります。その辺を独自事業として

見せたいと。財団を外から見たとき，積極的に館外事業を行っているこ

とが見えるようにするために，事業区分を改めました。 

Ｃ評議員  こういう形にしたのは，例えば公益法人制度が変わったから取り組ま

なければいけないということなのですか。 

事務局長  そういうことではないのですが，全て指定管理事業という形で括って

しまうと，要は市からの委託業務としか見えなくなりますので，委託は

委託として，それ以外にも財団としての自主性を，外に向けて実施して

いるところをみせられるよう計画しています。 

Ｃ評議員  ということは，それなりに成長を遂げているとポジティブにみていい

のでしょうか。 

事務局長  たづくり館内ではスペースに限りがありますので，やはり外に向けて

発信する事業を大々的に実施していく必要もあると思っております。 

Ｄ評議員  平成２２年度事業計画（素案）の４ページで古典芸能鑑賞の部分にな

ります。内容を見ると，調布寄席，落語会，和太鼓，狂言ほかとなって

いますが，日本の古典芸能には能が当然入ると思います。しかし，素案

にも調布グリーンホール指定管理者事業計画書にも入っていません。も

ともとの計画書になく，事業計画にも入っていないのは，何らかの判断

基準があって削除したのか，それとも好ましくないと思われたのかを聞
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かせてください。それを聞いた上でもう一つ質問させていただきます。 

ホール事業係長  古典芸能鑑賞は，狂言を予定として載せておりますが，古典芸能の中

でも歌舞伎，狂言，能といった舞台で演じるものの中から，１つ取り上

げたいと考えています。そして，来年度については，まだ計画段階で，

未確定ですが，集客も考えつつ，最近，注目されている狂言師もたくさ

んいるので，今のところ狂言で計画しています。 

Ｄ評議員  いただいた平成２０年度事業報告書に狂言を実施したときの参加人数

が載っており，これを見ると能や狂言は，入場者，受講者は少ないとい

う印象を受けました。能となれば厳しさが増す可能性は，１つの判断基

準と思いますが，そういうことだけでいいのだろうかと。６月か７月，

牛久市で１，０００名以上入るホールでしたが，１階は有料で，２階は

教育委員会が小・中学生を無料招待して能を実施していました。どうい

う形にすれば実施できるのかを含めて考えていく必要性があるのではな

いか。２２年度に限らず，数か年の計画から能が難しいだろうといって

対象から外すのは，言われていることと実際に進めようとすることに乖

離があるのではないか。古典芸能は，年配の方が多いのは事実ですが，

どう広めていくのかという発想をもたずに，集客だけで考えるのは，い

ささか判断が狭いという印象をもちましたので，一応指摘だけしておき

ます。 

議  長  １２月に事業計画案として提出されて，そこからまた検討となります

ので，それまでに参考としていただいて，また案の中で取り上げられる

かわかりませんが，お考えいただけたらと思います。 

Ｄ評議員  ちなみに近隣では，三鷹や小平が実施しています。そうなると調布の

意図は大変というだけで足が踏み出せていないということなのか，ぱっ

とみて疑問に思いましたので。 

Ａ評議員  この計画は，これまでのことを評価した上で選別して，いい結果が出

ているから続けるという前提ですよね。１点だけ確認ですが，近隣大学

の公開講座が資料４ですと関連として，市民カレッジも含めて 

１，８６０万ほどの予算ですね。これは２２年度の中でやると。分け方

はわかりませんが，両方で１，８６０万使うわけですよね。前回も公開
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講座を効果的にするために，大学へ一方的に丸投げするのではなく，財

団から意見を出して，相手の大学に頼むやり方をしていかないと，大学

の都合だけだとよくないという話をしましたが，来年はそういったこと

を考えられているのか。従来どおり，ただお願いするのか。大分違うと

思います。その点で，どういうプロセスを考えているかお聞きしたい。 

事業課長  前回お尋ねの時と同じ答えになりますが，各大学の担当者，先生方に

表題や中身についてもこちらからご提案申し上げています。何回かの全

体会議をもち，あとは個別に担当の学部，また先生と適宜，カレッジ等

で掴んでいる一番旬な切り口でご提案し，双方で歩み寄った結果として，

内容を決めております。そのように内容を決め，昨年度は全体で８割を

超える受講者の参加がありました。公開講座は無料で実施していますが，

市民カレッジは有料講座で，人件費は別として，収支的に財団からの持

ち出しがないように実施しておりますので，その辺も含めてより費用対

効果，Ａ評議員がおっしゃるように私どもの考えと市民ニーズを大学に

お伝えし，お互いに意見を出し合いながら実施できればと考えておりま

す。 

Ａ評議員  関連して意見を。今年，公民館で実施したテーマと財団で実施したテ

ーマは完全にダブっていました。ということは，私自身が公民館で実施

したテーマと同じテーマを別の学部，後輩の先生がこちらでやられる。

また，来年１月に公民館で継続してやりたいということ。これは，どう

考えてもダブルブッキングだと思います。それがたまたまなのかもしれ

ませんが，世界同時不況という問題だと関心があるから，そういう場合

は何回やってもいいととらえるのか，それとも住み分けて実施したほう

がいいのか。今のお答えでいいのかどうかという気がします。 

事務局長  今，Ａ評議員からお話があったように，財団の役割として大きく担わ

なければいけない部分と，地域の公民館が担う生涯学習部分がスタート

するときにはある程度切り分けをしてきたつもりなのですが，財団の寄

附行為に大学レベル程度の教養講座と書かせていただいているのは，公

民館と財団が実施する部分を切り分ける，役割分担をするということで

大学レベル程度というとグレーゾーンはあるのですが，公民館と財団は
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別なものを企画し，実施しなければいけないという理念は持っているの

です。ここのところに来まして，錯綜する部分が多くなっています。生

涯学習の役割を切り分ける組織的な部分が未熟な状態で，これは行政に

も生涯学習推進室というのがあり，そこで公民館，財団，行政がそれぞ

れ担う役割を鮮明にしませんと，今のような具体的に同じ事業が重なっ

てしまうという状況になりますので，事業の役割をある程度鮮明にして

いく必要があると思っています。 

Ａ評議員  情報を共有したほうがいいと思います。区分の問題もありますが，情

報が共有できないからこういうことが起きたという気がしますので。 

事務局長  私どももそういう意味で連絡会のようなものを設置し，連絡調整をす

ることを考えていきたいと思っています。 

Ｃ評議員  今，Ａ評議員の背景事情をお伺いして納得いきましたので，最初の問

題提起に関してだけお話ししようと思います。情報の掌握という点では

うちの大学も認識しておりまして，それで公開講座小委員会というもの

を立ち上げて，私が議長なのですが，前回，財団から提案をもらい，要

望に応じるのがいいのではと話したのですが，結構反対意見が出てきま

した。というのは，受講者の中にはとても詳しい人がいる。そういう人

がいる場合，専門家でないと対応できない。幾らニーズがあるといわれ

ても，ある程度の説明はできるけれども，本当に突っ込まれたら右往左

往する可能性がある。なので，専門の人でないと難しいという反対意見

がありました。うちの大学の特性として，分野が限定されますので，世

の中の人がうちの大学に期待されることはそれほど幅がないのではとい

う感じはしています。やはりどのようなプロセスで進めていくべきかと

いうのは，調布市民のニーズ，大学でできることを考えていかなければ

いけないかと考えております。 

議  長  私，生涯学習推進協議会という行政の委員会に参加しているのですが，

行政の推進本部というのがございますね。あの時点では財団の方はご出

席なのですか。 

事業課長  いいえ。 

議  長  その辺も協議会の中で出まして，推進本部の中に財団が入ってもいい
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のではとう話が出ました。行政と違うといえば違うのですが，調布市と

いう大きな括りでいえば，出席してほしいと，今，提案をつくっていま

すので，そこでも取り上げさせていただきたいと思っています。 

 ほかにご意見ございますか。 

        （「なし」の声あり） 

イ 新公益法人制度の移行申請に向けてについて 

総務課長から新公益法人制度の移行申請に向けてについての説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｃ評議員  表の見方を教えていただきたいのですが，多摩市は先行しているとい

う意味ですか。 

総務課長  多摩市では，役員の中で新公益法人化への検討委員会を立ち上げたそ

うです。委員会で検討し，なるべく早くという方向性を出して，近隣１

１市中では都内でも早い方です。ついこの間，足立区で同じような財団

が認定されたと，公益法人のホームページに出ていましたが，多摩地区

では多摩市が早く，仮申請まで進んでいるそうです。 

Ｃ評議員  多摩市の公益法人というのは，調布市の公益法人と同じ性格のものな

のですか。 

総務課長  私どもとの比較ですと，私どもはホール事業だけでなくコミュニティ

事業なども実施していますので，若干違うような内容もあり，似ている

ところも，違うところもあります。 

Ｂ評議員  これで申請すると，いつごろ認可を受けられますか？ 

総務課長  それぞれの団体は，公益法人としての活動開始時期を目標に，手続き

を進めています。ただ，法的には認可を受けると２週間以内に登記をし

なければならないと定められていますので，審査に要する日数などを考

慮したスケジュールで準備を進める必要があります。 

Ｂ評議員  こちらのほうが多摩市より規模が大きいですから。多摩市のパルテノ

ン多摩は事業規模がそれほど大きくないので，早く認可がおりるかもし

れません。ありがとうございました。 

議  長  他にご意見，ご質問等ございますか。 

        （「なし」の声あり） 



 7 

ウ 

    総務課長から利用者懇談会（６月１３日実施）結果報告について説明を行った。 

利用者懇談会（６月１３日実施）結果報告について 

   〔質疑等の要旨〕 

Ｂ評議員  ３番目の調布市の美術展で審査員が変わったら落選したとありますが，

どのくらいが落選となるのですか。市が実施する場合，参加者全員分を

展示して，その中で受賞作品を決めるやり方で，横浜で採用していたア

ンデパンダン方式のように，出品者全員分を展示した上で，審査員３人

が公開で出展作品の中から受賞者を決める，というように見えやすくし

たほうが，調布市の場合はいいかと。全国的な公募展であれば，実力本

位でもいいと思いますが，地域社会で美術を啓蒙する場合には，全員分

を展示するのがいいと思います。 

事業課長  展示室のスペースに限りがあり，１３０作品前後を２分の１まで絞っ

ても，２段掛けになる状態です。多くの応募があり，全て展示するのが

理想ですが，展示スペースと作品数の兼ね合いを今後どうするか，展示

室に市民の作品を飾ることができるというのが売りの事業ですので，例

えば展示場所として，南北のギャラリーで実施すれば，ほぼ全ての作品

に近い数を展示できますが，そちらですと貸出施設ですので，どのよう

にしていくかは検討させていただきます。 

Ｂ評議員  有料の施設を使って全員の展示をできるようにするか，ある程度号数

制限して，全員を展示するようにするか。私は，ある程度の大きさがあ

ったほうがいいと思いますので，スペースを十分とって，１３０人全員

が出品できるのが一番いいと。多くの方が参加できたほうがいいと思い

ますので，ぜひとも全員参加型のコンクールにされたらいいと思います。 

議  長  今まで号数制限はあったのでしょうか。 

事業課長  号数制限ですが，１００号までとなっており，やはり大きな作品が多

いとスペースが限られてきます。 

Ｂ評議員  １００号は大き過ぎますよ。こういう場合は，大きくても５０号ぐら

いですよ。 

議  長  参考にしていただいて、次のときにはお願いいたします。 

 ほかにご意見等ございますでしょうか。 
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Ｃ評議員  ９番目の文章の意味がよく理解できなかったのですが，エレベーター

のことで適切であると書いてありながら，当初予定が３，０００人だっ

たのが現在６，０００人というのは，どういうことでしょう。 

事業課主幹  この会館を建てるときの見込みに比べ，現在の入館者数が大幅に多く

なっていまして，エレベーターの待ち時間が非常に長いと。これは前々

から利用者の方からご指摘を受けています。ただ，エレベーターの数を

増やすといっても，市でやっていただくことなのですが，物理的になか

なかできないと。そういう中で，変更可能な範囲で効率よくエレベータ

ーを運用できるプログラムとして，今運航しています。 

Ｃ評議員  見込みは狂ったけれども，その範囲内でベストな方式を採用している

と。最初に適切という表現が来てしまっているから。 

Ｅ評議員  こちらの対応表がどういった形で活用されているのか，私よく存じ上

げないのですけれども，２番のパイプ椅子の件や７番のホワイトボード

の件とか，意見された方がご存じでなかったということなのですね。実

際にはご意見をいただいた際に既にそういう対応がされていたのだけれ

ども，おっしゃられた方がご存じでなかっただけの話なのであれば，こ

の表に載せる意味があるのかなと感じたのですが，いかがでしょうか。 

総務課長  その場でのやりとりで，確定できるところは確定いたしまして，対応

表は，当日参加できなかった方もおられますので，利用者懇談会の結果

として公開しています。例えば，本日の資料では１０月３１日現在とあ

りますが，内容が動けばここに載せるようにして，お出しするという参

加者とのお約束で今まで動いてきています。 

Ｅ評議員  １点だけ確認ですけれども，２番のパイプ椅子を予備備品として整備

してほしいという意見があったから用意されたということなのですか。 

事業課主幹  利用者懇談会の席で，今度，和室を使用する際にたくさんパイプ椅子

を使うので，用意してくださいというお話があったのですが，懇談会の

場でなくても，窓口やお電話などでおっしゃっていただければ，できる

限りのことはさせていただいております。たまたま利用者懇談会に来ら

れた方が、近々催しがあり，椅子が必要ということで発言されました。

ですので，通常の窓口なり電話でも対応させていただいております。 
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議  長  先ほど１４名とおっしゃいましたが，１４団体ですか。 

総務課長  １４名です。団体で何人か来ている方やお一人で来られている方もい

て，参加総人数が１４名ということです。 

毎年２回，実施しておりますので，参加された方からＰＲもたくさん

してくださいという声もいただきまして，ポスター掲示や財団報を使い

情報提供しております。 

Ｃ評議員  出席された皆さんの年齢層とか，出席された方々が利用者の代表者な

のか，偏っているとか，そういうことはありませんか。 

総務課長  前回はダンスをされているお子さんのグループの親御さんや中高年の

グループの代表者らしき方でしたり，いろいろな年代の方が参加されて

いますが，ご自身が使っていて使いにくい点というのを改めてその場で

という形での参加のようでした。 

Ｃ評議員  利用者が一言いいたくてということですね。 

総務課長  普段も何かあれば受付や７階の事務室でもお受けしますとＰＲしてい

るのですが，毎回参加されている方もいらっしゃいますし，新たな方と

いうことで，今回使ってみて気になったことがあるので参加された方も

いらっしゃいました。 

議  長  これ，情報公開されるのですよね。 

総務課長  はい。 

議  長  文章的な面で配慮が要るかもしれません。 

Ｃ評議員  何万人か何千人かわかりませんけれども，そのうちのサンプリングと

みていいのか，偏ったサンプリングなのか。ある意見が出た場合に，み

んなの意見を代表しているのか，つまり１人の意見の背後には何十人，

何百人とあると考えるのか，それとも偏っているのかとか，それをその

まま受け取るか，この意見はしっかり見極めて，この意見に対してはそ

の背後にどれぐらいの人がいるだろうかと読み取る必要があるかと。 

議  長  先ほどのＥ評議員の意見と内容的に同じという気がします。考え方に

ついて考慮してください。利用団体の方の意見を参考としてお聞きにな

るのには賛成ですが，利用団体全ての意見ではないということですよね。 

Ｆ評議員  話が戻りますが，エレベーターについてです。１階と図書館の４階、
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５階だけ止まるエレベーターが１基あると，そこに直接行きたい人は早

く行けて，ほかの階を使う人たちのエレベーターももう少し速く動ける

ようになるのではないかということで，図書館直行が１基欲しいという

声があったので，お伝えしておきます。 

事業課主幹  以前に直行の件も検討したことがありますが，それで効率的になるか

というとそうでもなく，疑問の残る結果でしたので，現在採用しており

ません。また検討させていただきます。 

Ｄ評議員  どの階に乗降客が多いかというデータは取ってあるのですか。 

事業課長  以前の検討時にサンプリング調査をいたしました。エレベーターの管

理運用会社にお願いして，データを取ったところ，直行エレベーターを

作ったときのデメリット，ほかの階までお客様が乗られることを考える

と，今の運用のプログラムが一番いいということで，直行エレベーター

は断念いたしました。その頃に比べましても，今はさらにお客様が日ご

とに増えていますので，事業課主幹が申し上げましたとおり，直行エレ

ベーターを作るのは非常に難しいと。根本的な解決は，８基に増やし，

エレベーターを増設するのが一番なのですが，予算的にも構造的にも難

しい状況です。 

Ｄ評議員  調査というのはいつ頃なさったのですか。 

事業課長  ２年ほど前になります。 

Ａ評議員  これを公開するのであれば，表現は慎重にされたほうがいいと思いま

す。少し紋切り型になっているところもありますので，ニーズにどうい

う形で対応するのか，表現の仕方がまずいと，中身が良くても誤解され

てしまいますので，表現は相当気を付けた方が。やはりちゃんと説明し

た上で、適切だというのが必要ですので，そこだけ工夫されたほうがい

いと。それから，書くのであれば，いろいろＰＲしたけれども，実際に

は１４名だったと書かれると先入観がなくなってきますので，工夫され

たほうがいいと思います。 

議  長  文章の作成に当たっては，またご検討ください。 

それでは、ほかにご意見ございますか。 

        （「なし」の声あり） 
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エ １０月定期人事異動について 

総務課長から１０月定期人事異動について説明を行った。 

   〔質疑等の要旨〕 

        （「なし」の声あり） 

   ２ その他について 

  総務課長  次回の日程ですが，１２月１７日もしくは２４日，どちらかを候補に

考えています。今後調整させていただきますが，通知が１２月になって

しまうかもしれませんが，よろしくお願いいたします。 

議  長  できるだけ早くにお知らせください。それでは，次回は１２月という

ことです。ほかに何かありますでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

本日の議題は全て終了とします。ご協力ありがとうございました。 

 以上をもちまして，平成２１年度第３回評議員会は閉会といたします。

ありがとうございました。 

 

                                 ――了――   

 

 

 

 


