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平成３１年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 日時 平成３１年４月２６日（金）午後４時から午後５時４２分まで 

２ 会場 調布市教育会館３階３０２、３０３会議室 

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 ４名 

（本人出席）理事長 荻本貞臣、常務理事 吉田育子、理事 山口昌之、 

理事 土方和巳 

（監事出席）上原杉信 

（議長）理事長 荻本貞臣 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第１号議案 平成３１年度第１回定時評議員会招集の件 

イ 第２号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

ウ 第３号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

エ 第４号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

オ 第５号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

カ 第６号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

キ 第７号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

ク 第８号議案 定時評議員会へ提出する監事候補者名簿の件 

ケ 第９号議案 定時評議員会へ提出する監事候補者名簿の件 

コ 第１０号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

サ 第１１号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

シ 第１２号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

ス 第１３号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

セ 第１４号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

ソ 第１５号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

タ 第１６号議案 平成３０年度事業報告の承認の件 

チ 第１７号議案 平成３０年度一般会計収支決算の承認の件 
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（２）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 

６ その他 

 

７ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 

理事長から、出席理事４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）審議 

ア 【審議事項】第１号議案 平成３１年度第１回定時評議員会招集の件 

＜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＞ 

常廣企画課長補佐 

平成３１年度第１回定時評議員会、平成３１年５月１４日火曜日、会場はたづ

くり１０階１００２学習室で、午後４時からの予定で行われます。 

内容として、審議事項は、主たるものとして役員の選任、また評議員の選任の

件、平成３０年度の収支決算の承認の件があります。あとは、報告事項として平

成３０年度の事業報告、平成３１年度の事業計画、平成３１年度収支予算の件な

どがあります。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

ウ 【審議事項】第３号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

エ 【審議事項】第４号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

オ 【審議事項】第５号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

カ 【審議事項】第６号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

キ 【審議事項】第７号議案 定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件 

議長から、「審議事項イからキについて関連性があることから、事務局より一括
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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６点につ

いて一括して説明を行った。 

＜結果＞ 

本６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＞ 

常廣企画課長補佐 

第２号議案から第７号議案の件について説明します。こちらは理事の候補につ

いてです。 

５月１４日の評議員会をもって理事の任期が満了となります。第２号議案から

第６号議案までについては、現在の理事の皆様を候補者として再任により提案す

るものです。候補者については、第７号議案の該当の方が新任の予定です。また、

５名が再任となり、退任の理事はいません。 

 

ク 【審議事項】第８号議案 定時評議員会へ提出する監事候補者名簿の件 

ケ 【審議事項】第９号議案 定時評議員会へ提出する監事候補者名簿の件 

議長から、「審議事項ク及びケについて関連性があることから、事務局より一括

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。 

＜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＞ 

常廣企画課長補佐 

第８号議案、第９号議案について、５月１４日の評議員会をもって監事の任期

が満了となります。第８号議案から第９号議案までは、現在の監事の皆様を候補

者として再任により提案するものです。 

 

コ 【審議事項】第１０号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

サ 【審議事項】第１１号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

シ 【審議事項】第１２号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

ス 【審議事項】第１３号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 
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セ 【審議事項】第１４号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

ソ 【審議事項】第１５号議案 定時評議員会へ提出する評議員候補者名簿の件 

議長から、「審議事項コからソについて関連性があることから、事務局より一括

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６点につ

いて一括して説明を行った。 

＜結果＞ 

本６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＞ 

常廣企画課長補佐 

第１０号議案から第１５号議案について、５月１４日の評議員会をもって評議

員の任期が満了となります。第１０号議案から第１５号議案までは評議員の候補

者として提案するものです。このうち３名が再任となり、３名が新任となります。 

第１３号議案から３名が新任の評議員候補者となります。 

 

タ 【審議事項】第１６号議案 平成３０年度事業報告の承認の件 

＜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＞ 

土井文化・コミュニティ事業課長 

平成３０年度の総括としては、平成２５年度から平成３０年度までの財団基本

計画及び第３期指定管理期間の最終年度となり、この期間を振り返りつつ、新た

な財団の基本計画を策定する年度となったほか、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の開催を見据

えて、財団独自のテーマであります「１００年後の君へ。」を基軸に、「たづく

りアスリートワンダーウォール！ ２」を実施するなど、２つの世界的なスポー

ツイベントの開催を意識した事業展開を行いました。 

まず、「調布国際音楽祭」です。こちらは、オープニングコンサートとして、

市内の高等学校や大学の吹奏学部や公募市民の合唱による「第九」の演奏を行う

など、市民の参加と交流の場を広げました。また、地域資源である桐朋学園大学

や深大寺などの協力で調布ならではの企画を実施し、調布のまちの活性化に寄与
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するとともに、調布の魅力を国内外へ発信しました。 

次に、市内アウトリーチ事業です。音楽系のアウトリーチのほか、東京都の文

化財ウイークの間に、白百合女子大学のめぐみ荘にて、能楽の体験と茶道の体験

のコラボである「能楽茶事（ティータイム）」を実施しました。また、「新春フ

ァミリー落語会ｉｎ染地」では、ふだんは落語などを見に来られない未就学児も

入場可能として落語会を実施しました。また、シネマフェスティバルを補完する

事業として、パルコ７階のレストランフロアの屋上にて１６ミリフィルムを上映

する「ＦＩＬＭ ＣＡＲＡＶＡＮ」や、今では恒例となりました、せんがわ劇場

で行いました「ご近所映画館ｉｎ仙川」にて、活動弁士付き無声映画上映会を実

施しました。 

次に、映像文化事業です。「映画のまち調布シネマフェスティバル」では、映

画・映像がつくられるまちである調布の強みを生かし、映画関連企業、協力団体

等の連携、協力のもと、市民投票により選出されたノミネート作品から技術賞を

授与する「映画のまち調布賞」を新設し、その第１回を実施しました。ノミネー

ト作品を上映するほか、「映画のまち調布シネマフェスティバル」の話題性を喚

起するため、これまで劇場のリバイバル上映等の機会が余りなかった「風の谷の

ナウシカ」や、市内の事業所の中で４Ｋリマスターが施された「八甲田山」を監

督のトークショーつきで上映したほか、トークショー、ワークショップ、関連展

示等を実施しました。また、自主制作・短編映画振興事業として、昨年に引き続

き、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）からゲストを迎えて、

「『めぐりあいＪＡＸＡ２０１９』―見上げて、見下ろす―」を実施しました。 

次に、文化祭事業です。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、文化交流とコミュニティ意識の醸成を図る場と

して、今年度も調布市、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」を実施しました。例年、開会後、最初の週末に開催していた

「文化祭プラザ」を今期から「文化フェスタ」に改名し、調布市書道連盟が東京

２０２０大会への応援メッセージ作成を書道パフォーマンスで披露したほか、調

布市民謡舞踊好友会が「東京五輪音頭２０２０」を会場に集まった方々と踊るな

ど、東京２０２０大会の機運醸成とにぎわいの創出を図りました。 

次に、地域コミュニティ活性化事業になります。地域での交流を活性化させる
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ための手段として、「調布よさこい２０１８」を実施しました。昨年に引き続き、

調布市観光協会と連携した取組や、「調布よさこい」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しました。 

このほか、市内の地域団体等が主催するイベントへの参画のアドバイスや地域

の実情に合わせた環境づくりのサポート、地域コミュニティ事業を実施し、自主

的な地域活動の推進に努めました。 

続いて、広報事業です。調布市広報課や地域メディアとの連携を強化するとと

もに、財団報をはじめ、ホームページやソーシャルメディアの活用など、積極的

な広報活動に努めるとともに、調布市民が利用しやすい新しいサービスの取組と

して、会員サービス「ぱれっと倶楽部」にかわる、市民が調布市に住んでいてよ

かったと感じられる新サービスの「ちょうふアートプラス」の平成３１年度から

の導入に向けた準備を各関係機関と連携して行いました。 

続いて、文化会館たづくり事業です。まず、美術振興事業になります。多くの

市民が主体的に芸術・文化にかかわり、その楽しさを享受できる環境を整え、幅

広い世代が楽しめる機会を提供しました。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通じて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 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ

ｔｉｏｎ）」を実施しながら、様々な世代が楽しめる展覧会を実施しました。公

開制作を伴った「一ツ山チエ展」では、会期中の入場者数が１万人を超え、連日

制作に子どもが参加しました。また、「山田元子展」では、体験型の展示やワー

クショップ等が人気を集めるなど、市民の創作に対する意欲、関心を高めること

ができました。また、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！」を推進しました。東京２０２０大会に合わせて開催予定の、

年齢や障害の有無にかかわりなく参加できる展覧会を見据え、体験事業である

「フィルム缶にアート！」を市内の学校、障害者施設、高齢者施設で実施しまし

た。多様性の尊重や共生社会の醸成への手応えを感じるとともに、２０２０年の

展覧会参加に向けて各施設とも調整を始めました。また、リトルギャラリーでは、

市内で活躍する作家の作品を紹介しました。細やかな手作業の数々は鑑賞者の評

価も高く、ワークショップや作品購入の問い合わせがあるなど、作家の活動の幅

を広げることができました。 



 

- 7 - 

続いて、芸術振興事業です。文化会館たづくりでは、市民の多岐にわたるニー

ズに応え、多くの市民が芸術・文化に触れ、誰もが気軽に参加できるよう工夫を

凝らした事業を実施しました。平成２８年度から継続している食と関連づけたコ

ンサートシリーズ「おいしいクラシック」では、客層とテーマが一致し、近隣の

飲食店が当時のレシピをもとに制作したお菓子が人気を博すなど、地域経済への

波及効果が見られました。また、地域ゆかりの伝統芸能の発信と継承を推進する

「調布能楽オデッセイ」の公演事業では、「映画のまち調布」ならではの映像を

活用した「キネマ能楽」を実施しました。このほか、深大寺、国立能楽堂、京王

プラザホテル、多摩地域の会館など広域的な連携を図りながら、「調布能楽オデ

ッセイ」の事業全体をアピールする印刷物を作成するなど、東京２０２０大会の

インバウンドの核となることを目指し、その一歩を踏み出しました。 

続いて、ストリートダンス事業です。審査委員のアドバイス等による参加者の

技術向上への支援や、フェスティバル開催による交流の工夫を重ねてきましたが、

事業開始から２０年目の節目を迎え、事業としてこの目的を十分に果たしたこと

から、終了することとしました。 

続いて、芸術・文化学習事業になります。市民がみずから芸術・文化活動に取

り組む契機となるよう、大学教授や専門家による講座のほか、市民講師や講座修

了生のボランティアによる講座を実施しました。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たほか、親子で参加できる講

座や、市内団体等の協力を得て、伝統文化など学校教育を補完する子ども向け講

座などを実施するなど、多くの市民に広く開かれた学びの場を提供しました。企

画には市民の声を反映して集客に効果を上げたほか、申し込み方法などを見直し、

参加者の利便性を図りました。 

「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」は、芸術系大学を中心とした市内の近

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、市

民の生涯学習活動を推進しました。今後の展開についても大学側と意見交換を重

ね、より多様な視点で、講座形式にこだわらない大学連携を行っていく方針を固

めました。 

続いて、たづくりの施設管理運営です。入場者数は１８７万５，９５６人で、

前年度と比較して約７，６００人の増となりました。利用件数は、ホール系につ
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いては４，９２０件、利用率は８３％となり、会議室系の利用件数は 

２万３，７７７件、利用率は７０％となりました。 

続いて、グリーンホール事業になります。グリーンホールでは、市内随一の規

模を誇る文化施設として、市民が身近に参加できる多彩で良質な鑑賞の場を提供

しました。また、多感な乳幼児期からの創造性や協調性を育み、身近に芸術に触

れる機会を創出するため、東京文化会館と連携して、参加型事業「ミュージッ

ク・ワークショップ・フェスタ」を実施しました。 

続いて、事業の説明です。芸術振興事業の音楽事業、「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いただくことと、スタインウェイピアノを引き込

み、ピアノの状態を保つことを目的としています。毎回全枠がすぐに埋まってし

まい、空きホールの活用につながっています。 

次に、「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影した手法

は、ふだん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っ

ており、Ｕ―２２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

ない高い比率を示しています。 

続いて、「太鼓芸能集団 鼓童」です。こちらの公演は、東京２０２０オリン

ピックに向けた取組として、英語のパンフレットも準備しました。調布市国際交

流協会とも連携し、多くの外国人の方にも来場いただきました。 

「宝くじ文化公演」は、一般財団法人自治総合センターの助成を得て、東京シ

ティ・フィルハーモニック管弦楽団の演奏を青島広志さんの指揮と楽しいおしゃ

べりを交えて、気軽な料金設定でお聞きいただきました。 

次に協定事業になります。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３回、同じく相互協力協定を交わしている桐朋学園

のオーケストラ、グリーンホール定期公演を２回実施しました。桐朋学園オーケ

ストラ、グリーンホール定期では、徐々に顧客がついてきたことを受け、３０年

度から２階席も開放して実施しました。１月に実施した第１０回では当日券の売

り上げが伸び、初めて１，０００枚を超えるチケットを販売して大盛況となりま

した。 
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次に、提携事業です。自主事業を補完する事業として実施しています。若年層

向けに人気声優が出演する「人狼」や「サンドリヨン」を実施したほか、５０ペ

ージの最下段、「調布市民オペラ第２１回公演アイーダ」では、ゲネプロに市内

の小・中学生を招待し、子どもたちが初めてオペラを見る機会をつくっていまし

た。 

次に映像文化事業です。「調布シネサロン」では、グリーンホールを会場に、

気軽に映画を楽しめる機会を提供しました。上映作品は、文化庁、国立映画アー

カイブ、優秀映画鑑賞推進事業等を活用し、幅広い世代を対象に、新旧バランス

良く選定しました。また、当財団の公演事業やシネマコンプレックスの波及効果

を生むことができるよう、公演出演者などのドキュメンタリー映画や音楽事業に

つながるミュージカル映画などを上映し、単なる上映会にとどまらない事業展開

を図りました。また、近年人気が高まっている活弁・生演奏つき無声映画等で新

たな切り口から映画の魅力を紹介し、上映プログラムを充実させました。 

次にグリーンホールの施設管理についてです。利用件数は３０年度年間で、大

小ホールを合わせて１，５９５件、利用率は８６％でした。 

２月は平成２９年度に舞台設備改修による貸し出し停止期間がありましたので、

前年度と今年度では大きな開きがありますが、そのほかの月は、年間を通じてや

や微増で推移しています。 

＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

平成３０年度の事業報告を伺いました。多岐にわたる事業、お疲れさまでした。

その中で平成３０年度は、特に他団体との連携を含めて色々な機関や団体と協働

で事業したことが多かったです。それぞれの事業について、その成果や課題が発

見できたことがあれば、それぞれの方々からここでお話しください。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

平成３０年度の中で非常に大きな事業としては、「映画のまち調布シネマフェ

スティバル」を実施しました。この事業は、市内の映画産業並びに市内の飲食店

の店舗であったり、福祉団体であったりという色々な団体と手をとりながら実施

して、構想１年、準備１年という形でやりましたが、最終的に総来場者数は２万

人を超えまして、関係した方々には本当に喜んでもらいました。 
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授賞者の選定は、映画関係の職能団体、照明や撮影など、各種職能団体の方々

とも色々お話ししながら選定を行い、受賞された方にも非常に喜んでもらいまし

たし、映画産業の方々にも、これからの未来につながる映画人を輩出していける

かもしれないという期待も持ってもらいながら、事業を終了できたところです。 

また今回、シアタス調布が平成２９年にオープンしています。そちらとも連携

がうまくいきまして、今回、授賞式で一番大きな劇場をお借りすることができま

した。シアタス調布の支配人の方に、例えば調布駅構内でシネマフェスティバル

の宣伝をしてもらうなど、色々な尽力をいただいて、シアタス側も年間の動員数

の予定より１万人近く多くなったとか、１万人のうちの７，０００人ぐらいがシ

ネマフェスティバルの来場者であるなどの効果もありました。 

なお、今回市民投票を実施した投票数については今後さらに伸ばしていきます。 

Ｂ理事 

シネマフェスティバルを含めて、今回の連携事業はかなり相乗効果が生まれま

した。まちの中でもそういう話を聞くので、とても良かったです。これからも続

けていただきたいのと、この相乗効果も含めて来年以降どういうヒントがあった

のかなと。これからの事業展開に向けて、その辺はどうですか。特段これはとい

うのは何かありましたか。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

今回は１回目なので、御祝儀的に色々な協力を得られたのかなというところも

あります。２回目、３回目以降、と続けていくには、そういった方々たちのメリ

ットとなる部分がシネマフェスティバルにないと協力はなかなか得られないので、

そういった部分を関係団体とコミュニケーションをとりながら発見して、そうい

った価値をつけながら実施したら良いと考えています。 

Ｂ理事 

今回のシネマフェスティバルについて言えば、事業者の方が主体で色々な高評

価があります。しかし、その先に何があるかというと、一般の市民の方々や地域

にそれがどのように波及していくかということだと思うので、それを財団と事業

者の方々が両方考えて、地域でどうやって波及させていこうかというのをつくれ

る良いチャンスだと思うので、次回の開催のときには、ぜひ何かしらの展開をし

ていただきたいです。 
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藤堂芸術振興事業課長 

前任のたづくり事業の展示事業などでは、クリエイティブリユースでは、福祉

関係や、教育関係の機関と初めて連携しましたが、各施設に行って、皆さんが予

想以上に参加してくださった部分もありましたし、２０２０年の展覧会に向けて

これから一緒に作品をつくっていく上では、自由に発想してつくってくださいと

いうだけでは済まない施設などもありました。そこにはモデルになるものを持っ

ていって、一緒につくらなくてはいけない場面や、施設によって特徴や参加の仕

方が違ってくるというのは実際に行ってみて分かったことですので、そういった

ことを考えながら、市民の色々な方々に参加していただけるような展覧会という

ことで考えていくように引き継いでいます。 

「調布能楽オデッセイ」では、深大寺ゆかりの能ですが、調布だけではなくて、

広域的に海外からのお客様からも増やしていくために、国立能楽堂、京王プラザ

ホテル、パルテノン多摩など、京王線沿線の施設なども含めて連携し、また新た

な展開をしていくところですが、それぞれの立場を理解して、どういったことが

できるかというのを一緒に模索しています。 

音楽祭については、オープニングコンサートで、市内の高校生の吹奏楽部など

も参加するようになりまして、グリーンホールだけで練習するのではなくて、学

校で練習を実施するなど、そういう連携をとりながら、色々な年代の方に参加し

ていただけるようになっているというところでは、非常に良い連携ができてきて

いるのではないかと考えています。 

Ｃ理事 

市民と一口に言っても様々な方がいます。施設もそうだし、事業もそうだが、

あらゆる方面に向けて事業を開放していくという作業がかなり進んできて、とて

も良いです。これから、もう少しこれを進めていくとなると、多様性ということ

自体が施設として試される時期がすぐそこに来ています。多様性を財団がどうい

う観点で捉えて実現していくのかというのをしっかり持っていないと、様々な団

体の方々と連携するというのは、うまくいかなくなる可能性が高いです。だから、

せっかくここまで進捗してきたので、その辺をもうちょっと深掘りして、施設の

開放、事業の開放をどう進めていくのかというのをぜひ考えてください。 
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岡野芸術振興事業課副主幹 

４月１日からせんがわ劇場の指定管理者制度がスタートし、１か月経つところ

なのですが、走りながらのバトンタッチということで、なかなか慌ただしい１か

月となりました。バトンタッチを受けて、これまでも事業に関わられていた音楽

コーディネーター、桐朋学園の合田先生、短期大学の松井先生をアドバイザーで

財団にお迎えし、今後の事業の調整を行っています。 

それと並行しながら、演劇事業は前任の末永コーディネーターからバトンタッ

チして、末永コーディネーターの下でずっと研鑽を積んできた次世代芸術家グル

ープがあります。そちらの指導部の４名を財団でお願いして、演劇ディレクター

チームという名前で今後活動していただくことになっています。こちらの４名と

１年分の演劇事業の詳細を詰めてきました。そうした中で、今年度やるべき事業

の話と、すぐに予算編成の時期が来ますので、次年度分の演劇事業についてもあ

わせて話をしてほしいということでお願いしていまして、今そちらは同時並行で

話が進んでいます。 

今まで私が調布市に研修に行く前に行っていた財団の事業と比べて、細かいと

ころから色々な方が絡んでいて、やりがいがあると同時に、人間関係の難しさを

感じています。そういった部分を踏まえ、これまで直営で運営してきた事業の良

い部分と、今後、財団が運営していく良い部分と合わせた形で事業の展開をして

いければと考えています。 

初年度については、既に補助金申請の関係があって、ある程度レールが決まっ

ている部分はあるのですが、その中でも、カラーを出していけるようにしたいと

いうことで、ディレクターチームとお話をしています。 

４月１４日日曜日には、指定管理者制度に移行して最初の自主事業がありまし

た。「サンデー・マティネ・コンサート」ということで、出演者の方は有名な方

だったのですが、お話を聞くに、過去最高の入場者数だったということで、幸先

の良いスタートを迎えています。また、そのときに市民サポーターの方にも参加

いただき、メンバー紹介をするなど、良い関係が築けるように取組を行っていま

す。このままうまく運営していけるように頑張ります。 

Ａ理事 
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制度とか方針が変わるときは一番難しいときです。財団が指定管理者になった

ということで一番苦労されたのではないかと思いますが、岡野さんならではの事

業の進捗だったと思うので、とてもすばらしいです。ただ、これから財団が指定

管理者になってどう進めていくかというのは、方針が明確でないと周りの方々も

ついていきにくいところもあるし、特に運営が変わった後というのは、そういう

ことが問題視されることもあるので、岡野さんも含めて、強い意志でうまく乗り

切ってもらいたい。特に今年１年が勝負になるので、ぜひ頑張ってもらいたいで

す。 

立石舞台芸術係長 

私からは、「調布能楽オデッセイ」という事業の１つの成果を話します。 

私も異動で今の部署に配属されましたが、幸いにも引き続き「調布能楽オデッ

セイ」という事業に携わる幸運に恵まれましたので、今後ともやっていきたいと

思います。平成３０年度でのこの事業の成果としては、連携というテーマでお話

をしますと、国立能楽堂、京王プラザホテル、京王電鉄、そして他市の同業他社

という異なる種類の団体との連携がスタートしたところです。それぞれの立場と

か所在地の壁を超えて危機感を共有できたことと、目標とするものを共有できた

ことは良いことでした。実際に、調布市という単位を超えて意識の共有と連携の

維持というのは、未来においてはレガシーになっていくのかなと私たちは考えて

います。 

もう１つ、「調布能楽オデッセイ」の中で市内の伝統芸能の振興を進めていく

に当たっては、調布市内の地域資源、観光資源である深大寺の協力をいただきな

がら進めているところですが、調布市というまちが、日本一外国人が立ち寄る新

宿というまちと、外国人観光客があるサイトだと６位ぐらいに入ってくる高尾山

という観光地に挟まれた、京王電鉄という１本の電車で挟まれたまちであって、

そこに深大寺という古刹があるといったところは、今回連携を実施している同業

他社もそうですし、国立の独立行政法人もそうですが、持っているまちなのだな

ということを改めて認識したところでした。深大寺との関係も今後深めていきな

がら、遠回りになりますが、外から見て調布市はうらやましいなと思ってもらえ

て、それを受けて、調布市民の皆さんが調布に住んでいて良かったですとか、調

布のまちに誇りを持てるきっかけになる事業になれば良いです。 
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Ａ理事 

後半でお話しいただいたことは、私にとってとても参考になります。特に伝統

芸能といえども、それが産業と結びつくなどし、様々な展開が望めます。特に調

布という地域性を外から見たときにどう思えるかという感覚を持てるのはとても

良いことです。ぜひ立石さんがこれから中心になって、調布の産業を含めて様々

なところにしっかりアピールできるようにしていただきたいと思います。 

髙橋広報コミュニケーション係長 

事業の関係で、平成３０年度は連携、協力がキーワードになっていました。そ

この観点で１点感じたことをお話しします。私は講座を担当していましたが、実

は前年プラス１００人ぐらい参加者が増え、今現状で市民カレッジを受けている

人が年間で１，２００人ぐらいいます。中でも１００人プラスになった内訳を見

ると、７割ぐらい新規の方がいて、特に連携したことによって、今回オリパラと

いうテーマで日本伝統文化に関する講座を実施していた中で、色々な企業や団体

と組むという切り口があったことによって新規の顧客が増えているところがあり

ました。 

日本伝統文化は、敷居が高かったという話を聞くのですが、こんな団体さんと

組むのだというところで気軽さを出せたりして、プラスの相乗効果がありました

ので、今後もそういったところをやっていければと思いました。 

Ｄ理事 

これまでの連携をされていたところ以外に、例えばこんなところと連携してみ

たいという思いはありますか。 

髙橋広報コミュニケーション係長 

市民カレッジは、これから５月開講で動いているところがありまして、「おい

しいクラシック」という講座がありました。今まではホールで食をテーマに音楽

を聞くというところでした。そこから一歩踏み込んで、スリジェを会場に「バッ

ハとコーヒー」というテーマでオリジナルブレンドのコーヒーを飲み、スリジェ

オリジナルのデザートプレートなどを一緒に味わい、音楽やトークを聞きながら

というような、食に寄っている講座を取り入れるという形になっていて、そのよ

うな形になると企業さんも商品開発に力を入れてくれて、バッハブレンドのオリ

ジナルのものを販売するという試みにも取り組んでいます。 
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Ｄ理事 

連携によって得られた成果が出ていると思うので、これからも続けてもらいた

いという思いと、進捗がかなり深まってきていると思うので、端的に言えば、そ

の講座自体が調布名物になる。またはそこから生まれたものが調布の名物となれ

るようなこともどんどんつくってください。 

渡部コミュニティ事業係長 

３０年度の報告ということですので、３月まで広報・マーケティング部門にい

ましたので、そちらについてお話しします。全体的な統括は土井課長、藤堂課長

からありましたので、そちらを踏まえて申しあげます。 

マーケティング部門ということで、３０年度は障害者対応というところで、劇

場が誰のものであるか、全ての市民であるための取組として、総務課と連携しな

がら全体の研修を進めてきたところです。 

また、市の文化施策であったり、都の文化施策の背景には、国の文化芸術基本

法の中で他分野、福祉であったり、まちづくりであったり、観光等の有機的な連

携において、様々な事業でシネマフェスティバルと映画産業の方々、美術関連で

は、クリエイティブリユースで福祉関係等々との様々な連携をしていますが、単

発の中での連携から、さらに５年後、１０年後には様々な分野との有機的な連携

を実現していくための３０年度から３１年度と考えて事業を進めてきました。 

Ａ理事 

すばらしいです。連携をすることによって様々な成果があり、また、様々な多

様性の中で事業をつくっていけることは、将来的にこのまちに生まれるであろう

様々な文化とか施策にまで反映していくことをしっかり見ながらやっていただけ

るというのはとても良かったです。ぜひそれを続けてください。 

菅原文化事業係長 

今回、私どもの部署が非常に大きな人事異動で、前任が全然いないという状況

で立ち上がった係で、私も今の部署に配属されましてから、去年が立ち上げだっ

たシネマフェスティバルの３０年度の報告を、３１年度の頭に各関係団体さんに

申しあげていくところから合流したところです。 

その中で特に感じたのが、映画のまちというかけ声ばかりではないかと言われ

ていたところに、今回は具体的な形として事業を立ち上げたところで、映画産業
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の方も喜んでくださったことと、末端の、最終的に映画を見た方のストレートな

感想が制作側の方々の心にも響いたというのが今回の振り返りの中で非常に感じ

るところです。市民にこのように感じてほしかったという言葉をアンケートの中

にかなり見つけることができたようでして、苦労があった反面、皆さんのモチベ

ーションが高まっているというのもありますし、花火が大きかったことで、さら

に色々な映画産業の方々がこちらに目を向けてくださっているという時期だと感

じています。そういう意味では、財団だけの力というのは小さいものですので、

大きな映画にまつわる流れとなるように、うまく実績を広げていけたらと思いま

す。 

Ｂ理事 

例えば、シネマフェスティバルにしても、財団にとって最も重要な役割は、市

民と直結して色々なことを話すことができ、伝えられるチャンスが大きいという

ところです。そのことについて財団では、今回はどういうところに注力したとい

うのはありますか。 

菅原文化事業係長 

これまでの映画祭というのが、無料だから来ているという方の層が多かったよ

うに感じられます。今回、映画祭の形自体を新しくし、入場についても上映は有

料としたところ、選んで映画を見たいという興味のある方の層がだんだん形成さ

れつつある第一歩になったというのは感じ取れるところです。映画を好きだから

見るという層を新たに生み出していくこと、広げていくことが１つの重要なポイ

ントだと感じています。 

Ｂ理事 

我々が考えなければならないのは、興行としての映画を成功させることよりも、

市民の方々にどうやって伝えていくかということです。例えば財団が広報をする

際に、ターゲットとか、伝え方など、言葉等も含めてしっかり財団で練っている

かどうかというのが大事です。例えば、障害者に伝える、子どもに伝える、何に

伝える、それぞれ言葉が違うはずです。そういうところをしっかり練られていれ

ば、もっと間口が広がるし、もしかしたら財団がそういうことを行っていること

が映画産業の方々にとっても新たな発見とか、アプローチの仕方に変わっていく

可能性が高いので、菅原さんが中心になって、新たな価値づくりというか、物事
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に対する取り組み方の形式をもう一度つくり上げてもらいたいです。よろしくお

願いします。 

大割企画課副主幹 

施設管理運営についてですが、貸し施設利用者向けにアンケートを行っていま

して、「どちらかと言えば満足」を含めますと９７．３％の極めて高い満足度で

す。 

ただ一方で、事業でも施設でも多様性の尊重を求められていまして、直接的に

は障害者対応ということですが、若干の課題があると感じています。ハード的に

は予算の限界がありますが、ソフト面で東京２０２０大会を強く意識して、一つ

ひとつの事例に丁寧に対応していきます。 

常廣企画課長補佐 

財団の運営面について、他団体との連携は、総務の立場上、余りなかったわけ

ですが、平成３０年度は、特に３点、せんがわ劇場の引き継ぎに関する業務、指

定管理者事業の計画の策定、それと職員採用がありました。こちらは行政の仕事

を引き継ぐことと、新たな人材を迎え入れるというところで、ここにいる職員全

員で取り組んだことですので、非常に大きな意義を感じています。 

人材育成に関しましても、とりわけ課題を設定して、今後体系的に取り組んで

いくことをうたっていますが、何よりも、こういった３点のことに職員が一丸と

なって取り組んだということが人材育成の成果でもあったと感じています。 

Ｃ理事 

具体的な事業を展開する部署は、直接人と触れ合うことがある。総務系と言わ

れるところではそれがなかなかできないと思われがちですが、実は事業を展開す

るためには、どうしても担保しなければならない大事な部署です。そこがしっか

り固まっていないと、せっかくの事業も進捗ができないので、常廣さんを中心に

やってください。 

特に人材育成については、体系的な人材育成方針を財団は持っています。ほか

の調布市の外郭団体は、それぞれの専門分野の人材育成はかなり進んでいても、

体系的なことにはなかなか踏み込めていない部分もあります。これから財団は、

特化した目標、目的のもと、人材育成に関しても、体系的な部分は、どういうも

のを体系的なものとして考えていくかというのを職員に対し、しっかり見せてい
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く。それを担保する予算とか、例えば採用とか人事も含めて多くの方々が関心を

持てるように門戸を広げて、育成のためのプランをつくってください。 

 

チ 【審議事項】第１７号議案 平成３０年度一般収支決算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

前田企画課財務係長 

平成３０年度当財団の一般会計収支決算について報告します。 

初めに、収支予算との対比をもとに３０年度の状況を簡潔に説明します。 

事業活動収入合計額は１３億６，３４１万８，３１４円、執行率は９７．７％

です。 

事業活動支出の部は、決算額１３億６，０３６万５，１７８円。 

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を御覧ください。

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。 

３０年度末の正味財産の残高は、５億６，９０９万８，６６２円となりました。 

続いて、貸借対照表について説明します。 

まず、資産の部です。資産合計は７億１，５１１万８，１７８円です。 

次に、負債の部です。負債合計は１億４，６０１万９，５１６円です。 

次に、正味財産の部です。負債及び正味財産合計は、 

７億１，５１１万８，１７８円です。 

次に、キャッシュフロー計算書を御覧ください。こちらは現金や預金等の増減

を示したものです。現金及び現金同等物の期末残高は、 

１億３，６６２万８，６２２円となりました。 

なお、資金調達及び設備投資は発生していません。 

議長 

本件に関して、４月２４日に決算監査を行いました。監査結果の朗読をお願い

します。 

Ｅ理事 

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
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基づき、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの平成３０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。 

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＞ 

Ｃ理事 

率直に今回の決算を終えてどう感じられましたか。 

前田企画課財政係長 

ここは間違いが許されないところですので、先日の監査において監事の点検ま

で無事に終えたことに安堵しています。 

Ｃ理事 

全ての数字に目をとおした感想はどうですか。 

前田企画課財政係長 

ボリュームが多いので、間違いがないようにというのは非常に難しいことであ

ると感じています。４月の短い期間で決算業務を行わなければいけませんので、

短い期間に皆さんの協力をいただいて何とか終えられました。 

また、自己財源である事業収入、寄付金収入の獲得について、これからますま

す力を入れて取り組んでいきたいと考えています。 

Ｃ理事 

全ての職員の方々は、前田係長のチェックが気になるところですが、またこれ
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からも頑張ってください。 

 

（３）報告 

【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 

理事長 

平成３０年１０月に、たづくり・グリーンホール１０年間の、そして新たにせ

んがわ劇場５年間の指定管理者選定委員会が実施され、当財団がその指名を受け

るに至りました。 

財団は、多様性と調和、未来への継承を目指した独自のテーマである「１００

年後の君へ。」を基軸とし、いよいよ本年に調布のまちでも実施されるラグビー

ワールドカップ、そして来年に控えた東京２０２０大会を見据え、多様な文化・

芸術プログラムの企画と実施を目指してきました。 

現在は、財団の歴史的転換期にあると同時に、調布市にとってもその歴史に刻

まれる重要な時期にある。こうした背景を踏まえて、改定作業を重ねて策定した

財団の基本計画に定めたミッションとゴールを、財団職員全員が常に意識し、そ

の着実な達成に向けて努力と実績を重ねていく必要があります。 

そのためには、これまで以上に調布市や関係団体、市民との協働を広げ、財団

職員一人一人が調布市の芸術・文化の発展に貢献するという高いモチベーション

を持ち、すべての事業に主体的に関わり、その結果を検証しつつ発展させていく

ことが求められます。 

これらを実現していくためには、事業の精度を向上させていくことはもちろん

のこと、コスト意識や人材育成、ファンドレイジング等、財団の基礎力のたゆま

ぬ研鑽への努力も欠かすことはできません。 

財団の設立から２０余年が経ち、新たな施設の指定管理者としての信託に応え

ていくためにも、困難な状況下でも「できない」理由から考えるのではなく、ア

ートマネジメント人材として専門性を高めてきた職員それぞれが協力しあい、１

０年後、そして１００年後の調布市を思い描きながら、さらなる高みを目指して

成長していくことを期待します。 

次に、今年度からリニューアルとなった「映画のまち調布シネマフェスティバ

ル」は関係各団体の協力のもと、市民投票により作り手の技術者に賞を授与する
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という形にリニューアルしました。映像が作られる街として、アピール度の高い

事業展開を行うことができたことは評価に値します。作品鑑賞だけにとどまらず

調布の映画の歴史、映像産業を支える技術者に焦点をあてたことで、より深く作

品を鑑賞する機会に恵まれました。今後は市内外のより多くの人に、この事業に

興味関心を持ってもらう仕組みづくりと、事業を取り巻く文化・産業団体との連

携を強化し、調布ならではの事業展開を考案することを期待します。また、アン

ケート結果を分析し、来館者の目線に立った運営面の見直しを行うとともに、助

成金・協賛金・寄付金も視野に入れて、費用対効果も念頭においた事業展開をお

願いいたします。 

 

常務理事 

財団認知度の向上に関しては、、子どもから大人までを対象としたワークショッ

プ音楽事業、「クリエイティブリユースでアート！」における「フィルム缶でアー

ト!」、３年計画で進められている「調布能楽オデッセイ」など、鑑賞だけに留ま

らない事業を展開することは新しい層に参加してもらう機会となり、芸術文化の価

値を知ってもらうことにもつながります。今後も当財団らしい企画を期待します。 

次に、すべての人に芸術文化に親しんでもらうことを目的とした研修である「パ

ラ劇場」においては、視覚・聴覚・身体の障害のある当事者から貴重なことを学ん

できました。実践に生かせるよう普段の努力をお願いします。 

そして、安全・安心・快適な施設管理については、設備の確実な点検、市民の声

を反映させた手すりの増設のほか、エレベーターアートプロジェクトやグリーンホ

ールのガラス面の装飾、ゲゲゲギャラリーの展示など、文化施設らしさを感じても

らえる取り組みがされており評価できるものとなりました。今後も利用者視点を大

事にしたホスピタリティに溢れた施設となることを望みます。 

 

８ その他 

特になし 

 

事務局より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５時４２分に議長は閉会を宣言し、本会の全て
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を終了した。 

 


