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令和元年度第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 令和元年５月１４日（火）午後４時から午後５時４１分まで 

２ 会場 たづくり１０階１００２学習室 

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、森川文仁、山本良子 

（理事者出席）常務理事 吉田育子、理事 土方和巳 

（監事出席）上原杉信、髙徳信男 

（議長）評議員 山本良子 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第１号議案 議事録署名人の選出の件 

イ 第２号議案 理事選任の件 

ウ 第３号議案 理事選任の件 

エ 第４号議案 理事選任の件 

オ 第５号議案 理事選任の件 

カ 第６号議案 理事選任の件 

キ 第７号議案 理事選任の件 

ク 第８号議案 監事選任の件 

ケ 第９号議案 監事選任の件 

コ 第１０号議案 評議員選任の件 

サ 第１１号議案 評議員選任の件 

シ 第１２号議案 評議員選任の件 

ス 第１３号議案 評議員選任の件 

セ 第１４号議案 評議員選任の件 

ソ 第１５号議案 評議員選任の件 

タ 第１６号議案 平成３０年度収支決算の承認の件 

（２）報告事項 

ア 理事会の開催結果の件 



 

- 2 - 

イ 平成３０年度事業報告の件 

ウ 基本計画の件 

エ 令和元年度事業計画の件 

オ 令和元年度収支予算の件 

カ ファンドレイジング進捗状況の件 

カ 規程等の改正の件 

６ その他 

７ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

 阿部事務局長から、異動職員紹介の後、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森川評議員、

大前評議員であることを報告した後、山本評議員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 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＞ 

常廣企画課長補佐 

 冒頭、進行で触れたとおり、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、これまで実施してきました。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、森川評議員、大前評議員となります。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 理事選任の件 

ウ 【審議事項】第３号議案 理事選任の件 

エ 【審議事項】第４号議案 理事選任の件 

オ 【審議事項】第５号議案 理事選任の件 

カ 【審議事項】第６号議案 理事選任の件 

キ 【審議事項】第７号議案 理事選任の件 
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 議長から、「審議事項イから審議事項キについては、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６点について一括し

て説明を行った。 

＜結果＞ 

本６件は、原案のとおり、出席評議員全員一致で可決した。 

なお、決議については、一括でなく、１件ずつ行った。 

 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

 ただいま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

号議案までの５名が現在の理事の再任となり、第７号議案の１名が新任となります。 

 

ク 【審議事項】第８号議案 監事選任の件 

ケ 【審議事項】第９号議案 監事選任の件 

 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、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

なお、決議については、一括でなく、１件ずつ行った。 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

 それでは、監事候補者の件について説明します。ただいま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、第９号議案は、現在の監事の２名の再

任となります。 

 

コ 【審議事項】第１０号議案 評議員選任の件 

サ 【審議事項】第１１号議案 評議員選任の件 

シ 【審議事項】第１２号議案 評議員選任の件 

ス 【審議事項】第１３号議案 評議員選任の件 



 

- 4 - 

セ 【審議事項】第１４号議案 評議員選任の件 

ソ 【審議事項】第１５号議案 評議員選任の件 

 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、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

なお、決議については、一括でなく、１件ずつ行い、該当となる評議員は決議か 

   ら外れた。 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

 ただいま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１２号議案までの３名が現在の評議員の再任となり、第１３号議案から第１

５議案の３名が新任となります。 

 

タ 【審議事項】第１６号議案 平成３０年度収支決算の承認の件 

 事務局による議事進行の確認により、審議事項タの審議の前に、関連事項の報告

事項ア、イの報告を受けることとした。 

 

【報告事項ア】理事会の開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

 理事会の開催結果の件について報告します。 

 理事会開催結果の件については、前回、平成３０年１２月に開催されました評

議員会以降に行われた理事会の結果について報告します。 

 まず、平成３０年度第３回臨時理事会は、平成３１年３月１１日月曜日、決議

の省略、書面評決によって開催されました。内容は、審議事項として平成３０年

度第３回臨時理事会招集の件、臨時評議員会に提出する評議員候補者名簿の件が

ありました。 

 次に、平成３０年度第２回定時理事会は、平成３１年３月２６日火曜日、文化
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会館たづくり９階研修室で開催されました。内容は、協議事項として理事の選任

の件、審議事項として基本計画の承認の件、平成３１年度事業計画の承認の件、

平成３１年度収支予算の承認の件、補正予算の承認の件、このほか報告事項が４

件ありました。 

 次に、平成３１年度第１回定時理事会は裏面の内容となります。平成３１年度

第１回定時理事会は、平成３１年４月２６日金曜日、教育会館３０２、３０３研

修室で開催されました。内容は、審議事項として平成３１年度定時評議員会招集

の件、定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の件、同じく監事候補者名簿の件、

同じく評議員候補者名簿の件、平成３０年度事業報告の承認の件、平成３０年度

一般会計収支決算の承認の件、報告事項として代表理事及び業務執行理事の職務

執行状況の件がありました。 

 

【報告事項イ】平成３０年度事業報告の件 

＜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

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
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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あまりなかった「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「文化祭プラ

ザ」というものをしていましたが、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

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
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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。 

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
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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

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
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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。 

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、「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。 
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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評議員 

 多岐にわたる事業内容になりますが、平成３０年度の特徴的な取組という形の中

で少し確認します。 

 １点目は、調布映画祭をリニューアルして、今回初めて「映画のまち調布シネマ

フェスティバル２０１９」を実施しました。この実施結果の総括について、「第１

回映画のまち調布賞」の受賞といった特徴的な取組もあったわけですが、改めてど

のような成果があったと捉えているのか。また、実施した上での課題点、あるいは

課題というよりは、さらに改良を意識されている点がもしあれば、今回、３０年度

の１つの大きな新規事業ですので、確認します。 

 ２点目は、こちらもこれからの市にとっても３０年度の大きなイベントの１つに

なりますが、ラグビーワールドカップ、また東京２０２０大会に向けて、これも

「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」を踏まえた市との連携と

いう意味では、調布市文化・コミュニティ振興財団が文化プログラム推進にかかわ

る者として、どのような視点で事業を実際に実施してきたのか、そしてまた、その

評価。成果は説明がありましたが、ある意味、まとめた形の中でどのような視点を

持って事業を実施して評価しているのか。これは今後にもつながりますので、お話
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を聞かせてください。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 シネマフェスティバルについては、まず今回、全国初の試みである市民投票と、

経験豊富な映画人による審査で技術賞の選定を行いました。作り手側に着目した賞

ということで、地味なイベントになる可能性がありましたが、先ほど報告にあった

とおり、ジブリの協力や「八甲田山」のカメラマン・木村さんに協力いただきなが

ら、人が集まる工夫をし、目標人数であった２万人に対し、総来場者数としては全

体で２万１，４５２人ということで、成果というか、数値的には達成しています。 

 また今回、受賞者の方は普段着目というか、スポットライトを浴びる機会があま

りない方々でして、今回、シアタスのスクリーン１０という５００人キャパのとこ

ろで授賞式を行いましたが、大勢の人の前で表彰されるという機会がないことから、

とても喜んでいただけたところです。また、展示のブースのところにも、各受賞者

の方のプロフィールや写真、代表的な作品なども展示しまして、そちらのほうも喜

んでいただきました。 

 今回、第１回ということで、投票数の目標の１万票に対し、総投票数としては、

１万１，０００を超えました。投票数としてはまだ少ないので、これについては今

後に向けてもう少し増えるような取組も行います。 

 また、シアタス調布からの報告として、平成３０年度は、例年の動員数より１万

人ぐらい多くあったということと、そのうち、７，４００人ぐらいがシネマフェス

ティバルに来場した方だったということで、これは調布ならではの利点であるとい

うお言葉をいただきました。 

 課題としては、実施期間の３月が春休み期間の入口で、かき入れ時の期間に、以

前に上映した作品を扱うことは、映画業界としては収入が少なくなることから、そ

の部分は検討してくださいとのことでした。今年度は調整できなかったのですが、

次年度以降については、映画業界と当財団がお互いウイン・ウインになれるような

形で実施時期も工夫します。 

 続いて、ラグビーワールドカップの関係と、２０２０に向けての事業展開という

ことで、私どもでは、財団の独自のテーマ「１００年後の君へ。」を基軸に色々な

事業展開を行いました。 
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 昨年ですと、１階のエントランスホールで「たづくりアスリートワンダーウォー

ル ２」を実施して、その部分では色々な方が写真を撮っていたり、そこで見上げ

て立ちどまっていただいている方も多く見受けられました。 

 「クリエイティブリユースでアート！」という事業の中の「フィルム缶でアー

ト！」は、フィルム缶に調布市内の事業所から出てくる色々な廃材を入れて、その

写真を撮ってアートにしていこうというワークショップ的な事業ですが、こちらが

２０２０大会に合わせて開催予定の年齢や障害の有無等にかかわりなく参加できる

展覧会につなげる事業として実施しています。 

 また「調布市民文化祭」の中では、外のイベントでの「東京五輪音頭２０２０」

で全員で踊ったり、書道連盟にペインティングで実施して、大いに盛り上がるよう

な状況でした。 

Ａ評議員 

 １点目の「映画のまち調布シネマフェスティバル２０１９」は、１つはイオンシ

ネマさん、シアタス調布との連携が非常にうまくいったという個人的な感想です。

そういった意味では、映画・映像関連企業との連携をさらに充実していくような形

の中で今後も展開していただけるような形で、より一層情報交換しながら、企業者

さん、事業者、あるいは市民ニーズに沿った形で展開してください。 

 ２点目のラグビーワールドカップや東京２０２０大会、文化プログラムの中で今、

これも事務局の説明がありましたように、１つ大きな点は、誰もが参加できるよう

な事業という形で、共生、ノーマライゼーションに視点を置いて取り組まなければ

いけないので、そういった財団の思いも含めて、ぜひ実現してください。 

Ｂ評議員 

 １つ質問させてください。「新春ファミリー落語会」に未就学児が参加していま

すが、この未就学児の反応はどうだったのでしょうか。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 実は、この会は２回公演として実施し、１回目は結構元気な未就学児の双子がい

まして、賑やかではありましたが、噺家さんの話術の力で、それも笑いに変えてい

ただいたりしながら、何とか乗り切ることができました。 

 未就学児の反応としては、３歳、４歳になると、言っていることや仕草が面白い

ようで、それについては噺家さんに近寄っていって、扇子を借りて真似してみたり
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という様子も見られました。 

Ｂ評議員 

 古今亭志ん五さんが主演していますが、この方自体は歓迎していますか。 

土井文化・コミュティ事業課長 

 場数を踏んでいるため、子どもの扱いについてもうまくというか、それを笑いに

変えるということもできていて、非常に慣れた方なのかなという印象でした。 

Ｂ評議員 

 保育付きの事業がうまくいくというのは、少し明るいかなという思いをしました。 

 

タ 【審議事項】第１６号議案 平成３０年度収支決算の承認の件 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

前田財務係長    

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ｌ、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。 
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 なお、資金調達及び設備投資は発生していません。 

議長 

 本件に関しては、去る４月２４日に決算監査を行いました。ここで代表して髙

徳監事からその報告をお願いします。 

Ｃ監事 

 私たちは、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３

０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、定款及び会計法規に従い、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も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＞ 

Ｄ評議員 

 収支計算書では、事業収入が実績としては予算よりも下回っているようです。そ

の中で、先ほど国際音楽祭のコミュニケーション事業では、国際音楽祭のチケット

販売が一部厳しかった、伸びがなかったというお話もありましたが、今回、全体的

にグリーンホールの事業収入なども予算よりは実績が少し小さくなっていますが、

その辺の背景がもし分かれば、少し特徴的なものを教えてください。 

藤堂芸術振興事業課長 

 調布国際音楽祭の部分とグリーンホールの収入の関係を説明します。 
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 「調布市国際音楽祭２０１８」については、事業によって、例えば子ども向けの

ものや深大寺のコンサートなど、ほぼ完売になったものもありますが、一部伸び悩

んだ事業がありまして、それを合算して全体的に見ますと、少々目標に達しなかっ

たところです。 

 目標に達しなかった事業について、出演者がまだ日本では知られていない方であ

るとか、少し実験的な要素を入れたコンサートが伸び悩んだ部分があり、私どもが

どのような形で広報していくかということに課題がありました。また、公演の一部

については、直前まで曲目が出せなかったものがあり、伸び悩んだところがありま

す。 

 もう１つ、実は金曜日の夜の公演が券売率４０％とかなり低い形になっていまし

た。出演者の知名度という部分もありますが、実は今年、同じ金曜日の昼の公演が

非常に好調でして、もしかすると金曜日の夜よりも昼間というほうが来やすい時間

帯だったのかもしれないということを今年の状況を見て感じているところです。そ

ういったことを今後また参考にしながら企画していきます。 

 そのほかのグリーンホールの公演では、「Ｕ２２割引」という若者向けの割引価

格の券が非常によく売れたために全体の収入金額が少なくなった公演があります。

逆に、若者向けの人気声優を起用した公演では、声優さんの知名度や若者の嗜好の

動向で、その時々によってつかみにくい部分もあり、出演者に左右された感があり

ます。 

Ｄ評議員 

 事業収入、あるいは指定管理料でやっている補助金が減額されれば、どうしても

事業にしわ寄せが来てしまうこともあります。工夫をされているというお話があり

ましたが、できるだけ歳入の確保に努めていただきながら、今お話しされていた事

業の検証を振り返りながら、改善に努めてください。 

（３）報告 

ウ 【報告事項】基本計画の件 

＜説明＞ 

大割企画課副主幹 

 昨年１２月の臨時理事会、臨時評議員会において本基本計画の素案を提示し、幾

つかの点で指摘を承りました。ここでは指摘を受け、加筆修正した事項について説
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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、調整をどのような会議で

行っているか明示したほうが良いとの指摘がありましたので、下の段の図表にその

概要を示しています。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。 

 良好な職場環境の維持向上について記載したほうが良いとの指摘がありましたの

で、当該ページにその概要を示しています。健康診断はもちろんでありますが、ス

トレスチェックを行い、フィジカルとメンタルの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をしています。 

Ａ評議員 

 今回、基本計画は、１０年の計画という形で策定されたわけです。内容について

はお疲れさまでした。 

 今年度からグリーンホールとたづくりは指定期間が５年から１０年になりました。

また、せんがわ劇場も５年間ですが、指定管理が新規に導入された中での今回の文

化・コミュニティ振興財団の基本計画、１０年間という形になります。 

 この中には、市の新しい基本計画が４年間実施されるわけですが、市の施策との

連携、整合も大事になってきます。そういった意味では、令和元年度からの基本計

画の進行管理、あるいは時期に合った見直しに関して、事務局としてどのようなお

考えを持っていますか。また、今年はラグビーワールドカップがあり、来年度は東

京２０２０大会もあります。先ほど来、文化プログラム事業に力を入れているわけ

ですが、そういったレガシーについても、この基本計画の中で加えていく必要が出

てくると思います。そういった意味での検証、見直し、進行管理を１点確認します。 

 また、この期間中には、やはり施設の老朽化の問題もありますので、老朽化に対

する施設管理上の課題、あるいは認識をもしお持ちであれば、概要で結構ですので、

お話しください。 

大割企画課副主幹 

 計画期間１０年と、たづくり、グリーンホールの指定管理期間に合わせてやや長

いものとなっていますが、大幅な見直しという意味では５年目、２０２３年度に行
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う予定です。単年度ごとの市からのモニタリングや行財政改革課などの指定管理者

の評価もありますので、市からも適宜評価いただきながら、内部でも、大きな見直

しという予定では５年目を予定していますが、３年目にも必要かと考えています。 

 次にオリンピック・パラリンピックについては、評議員指摘のとおり、当然市と

の連携の中でラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックの取組を推

進していくということで計画書上に記載しています。 

Ａ評議員 

 今回、長い計画になってくる形の中で、市の施策が４年単位で変わっていくとい

うのが市の基本計画の策定のあり方になっていますので、今後の市の基本計画の動

向なども十分連携していただきながら、そういった情報共有の場をしっかり持った

中で、今お話しになった進行管理を進めてください。 

 

エ 【報告事項】令和元年度事業計画の件 

＜説明＞ 

藤堂芸術振興事業課長  

本件は昨年１２月に行った平成３０年度第２回臨時評議員会において、平成３１

年度事業計画（案）として報告し、大きな指摘がなかったことから、その後、文言

等の整理を行い、３月の定時理事会において承認されたものです。改めて概要のみ

を説明します。 

 令和元年度は、本年度からの新しい財団基本計画で定めた「芸術・文化の３つの

価値」に基づく５つのミッションと、各施設を拠点とする事業及び施設管理運営の

ゴールを踏まえて、基本計画期間が１０年になったことによる時間的メリット、そ

して財団が新たにせんがわ劇場の指定管理者となり、たづくり、グリーンホールと

の３施設の一体的活用が可能となったことによる規模的メリットを活用して、次の

３つの観点から事業に取り組みます。 

 第１に、事業運営では、独自テーマ「１００年後の君へ。」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を実施します。 

 新たに加わったせんがわ劇場では、これまでの１０年間にわたる市の劇場運営を

引き継ぎ、市民参加演劇などの自主制作に取り組むとともに、３施設の一体的活用
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により、芸術振興事業の可能性を広げ、新たなにぎわいを創出します。 

 また、いよいよこの秋に実施されるラグビーワールドカップ２０１９と、来年に

迫った東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成とともに、

これらの大会を契機に、次世代への文化の継承、多様性の尊重、地域資源の活用な

どを推進していくため、調布市及び市内各団体との連携を深め、芸術・文化を通じ

たシティープロモーションにも取り組みます。 

 第２に、施設管理運営では、利用者の声に耳を傾け、誰もがアクセスでき、参加

しやすい施設をつくります。また、適切な維持管理による施設の長寿命化と、徹底

的な省エネルギー等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、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パートマネジメント人材の育成に取り組みます。ま

た、様々な工夫を凝らしながら、外部助成金などの獲得に努め、自主財源の拡充を

図ります。 

Ｅ評議員 

 今回、せんがわ劇場が令和元年度から新たに指定管理者制度を導入したわけです

が、指定管理者への新たな取組として、この間４月から円滑に移行ができているの

か、運営についてもスムーズな移行ができているのか、せんがわ劇場の担当もいる

ので、少しお伺いします。そういった事業名もあれば、受付窓口、業務委託という

形で今回新たな取組をしていますが、受付窓口などもスムーズに移行ができている

のか、トラブルなど起きていないか確認します。 

岡野芸術振興事業課副主幹 

 まず、事業については、前年度の段階で補助金の申請をしている関係から、中身

を大きく変えてしまうと、申請した内容と変わってしまいますので、そちらについ

ては、なるべく形を守っていくということで進めています。当然４月から引き継ぎ

を受けてスタートしていくので、慌ただしい部分は確かにありましたが、想定して

いたよりもはるかにスムーズに事業の展開を進めています。それも、旧直営時代の

コーディネーター制における音楽コーディネーターから引き続いて、音楽アドバイ

ザーとして合田先生と松井先生、桐朋学園大学と芸術短期大学の両先生に協力いた

だいている部分や、演劇コーディネーターのもとで長年演劇事業の補助をしてきた

次世代芸術家のメンバーが、４月１日からは財団に協力していただいていることも
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大きいです。そういった意味では、これまでやってきたことは、言葉での引き継ぎ

だけではなくて、そういったメンバーから直接話をしてもらうことによっても吸収

できていますので、混乱なくある程度スムーズに進めていると私自身は思いました。

混乱する懸念もありましたが、そういったことはなく、職員の頑張りによってスム

ーズに進められています。 

 もう一点の受付の部分の引き継ぎですが、こちらも引き続き窓口業務で残ってい

ただいた方がいまして、そちらの方が中心になって４月１日以降、市民サービス公

社で新たに雇用されている方への説明など積極的に補助していて、そちらについて

も大きな混乱はなく、受付事務も進んでいます。基本的なスキームとしては問題な

く、現在進んでいます。 

 まだチケット発売をしていない部分もありますので、今後システムの操作講習だ

とかを改めて行って、問題のないように進めていきます。 

Ｅ評議員 

 ありがとうございました。早く地域の方々にも認められて、また認知されるよう

な形の中で、せんがわ劇場は１０年を経過して、新たな１０年に向けたスタートが

切れればと思いますので、大変だと思いますが、事業、あるいは業務についても 

フォローしていただきながら、しっかり進めていただきたいと思います。 

 もう１点、令和元年度の大きな特徴としては、ラグビーワールドカップの話が先

ほどあったと思いますが、９月２０日から１１月２日まで、ラグビーのワールドカ

ップがいよいよ行われる中では、これを機会に、財団として調布の芸術・文化をど

のような形でＰＲしていくのか。調布の文化の良さ、あるいは調布らしさをどうや

ってアピールしていくのか。情報の提供、あるいは情報を誰にどうやって届けてい

くかというのは大事なことかなと思いますが、そういった認識について１点。 

 また、ラグビーワールドカップにおいては、チケットが買えない人たち、調布に

来た人たちが、ファンゾーンで様々な体験をしたり、飲食をしたり、グリーンホー

ルでパブリックビューイングも企画予定されていますが、ファンゾーンにおいての

関係機関との調整、連携は非常に大切になります。ファンゾーンで盛り上げて、次

の東京２０２０大会、ライブサイトも同じような形で駅前広場とグリーンホールで

実施していく予定が今組まれていますので、様々な世代、市民、来街者、あるいは

芸術・文化に携わっている人たちにとって、ファンゾーンも１つの大きな文化プロ
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グラムの事業として活用しなければいけない点です。まだ見えない点が多いですの

で、今分かる範囲の中で、文化・コミュニティ振興財団としても、ファンゾーンな

ど、どのような形でかかわって協力していけるのか。先ほどグリーンホールで横断

幕を掲げているという話も新しい取組ですが、そういったことも含めながら、今お

考えがあれば聞かせてください。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 ラグビーワールドカップの開催期間中に、今現在進行中の「アスリートワンダー

ウォール」のラグビーバージョンを検討して、準備に入っています。こちらについ

ては、ラグビーワールドカップの開催期間中、９月２０日から１１月下旬までとい

う形では、そこをカバーするような形で、調布にその期間ずっとやっているものの

催し物として少し宣伝して、その周りでやっている財団の芸術・文化の事業を軸に

してプロモーションをかけて、人を呼び込むような仕組みを考えています。こちら

については、今現在はっきりとは決まっていませんが、市役所の広報課や、オリン

ピック・パラリンピックの担当と詰めて、現状では、ユーチューバーを活用したプ

ロモーション等も企画しています。そちらで訪日する外国人に対して、調布の中で

どんなことをやっているのだろうという紹介ができれば、ファンゾーンにもまた来

ていただけますし、ファンゾーンの中でうちの事業の宣伝ができれば、たづくり、

グリーンホールに足を運んでいただけるという部分では、大きく貢献できると考え

ています。 

Ｅ評議員 

 確かに多角的な視点取り組まないといけない、ただホームページに載せれば伝わ

るものでもないので、様々な手法を使いながら、届けるべき人にとっての一番良い

やり方を様々工夫していただきたいと思います。これは文化コミュニティ振興財団

事業全体にもかかわることなので、ぜひ新しいチャレンジなども検討していただき

ながら工夫してください。 

 

オ 【報告事項】令和元年度収支予算の件 

＜説明＞ 

前田財務係長   

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
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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

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。 

 

カ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

平成３０年度の状況として報告します。 

 寄附については、事業実施時の募金による寄附が４１件で、合計額が 

１７万６，６９５円でした。引き続き寄附に関しては、各事業開催時の募金形式に

よる働きかけなどを行います。 

 裏面の内容を御覧ください。協賛金は全６事業の分で１０９万８，０００円とな
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りました。助成金が全４件で、合計が４５０万９，０００円となります。全て含め

まして、引き続きファンドレイジングの取組を図ってまいります。 

 

キ 【報告事項】規程等の改正の件 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐   

本件は、平成３１年４月１日付の財団規則及び規程の一部改正についての内容

となります。 

まず、規則、規程等の改正について、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

おける既存の休暇制度の整備を行うものです。 

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
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も改定となります。 

 

 

７ 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。 

 以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後５時４１分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 

 


