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令和元年度第２回臨時理事会議事録 

 

１ 日時 令和元年１２月９日（月）午後４時から午後６時まで 

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６名、定足数４名 

４ 出席理事者数 ５名 

（本人出席）理事長 荻本貞臣、副理事長 山口昌之、常務理事 吉田育子 

理事 原島秀一、土方和巳 

（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）審議事項 

第４号議案 令和元年度第１回臨時評議員会招集の件 

（２）協議事項 

ア 令和２年度事業計画案の件 

イ 令和２年度収支予算案の件 

（３）報告事項 

ア 職員採用に関する件 

イ 令和元年度事業進捗状況の件 

ウ 令和元年度収支予算執行状況の件 

エ 令和元年度たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場利用者懇談会開催結果の件 

オ 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の件 

カ 評議員会の開催結果の件 

キ ファンドレイジング進捗状況の件 

ク 規程等改正の件 

ケ ラグビーワールドカップ対応の件 

（４）その他 

 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 
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 阿部事務局長から、加藤理事の欠席の報告の後、事務局に定足数を確認した。事務

局から出席理事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。続

いて、配布資料の確認を行い、理事長が議長として開会を宣言した。 

（２）審議 

【審議事項】第４号議案 令和元年度第１回臨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 

 令和元年度第１回臨時評議員会を令和元年１２月２０日金曜日、午後４時から、

たづくり９階の研修室で開催します。内容としては、審議事項が１件、報告事項が

１０件、その他案件となります。 

（３）協議 

ア 【協議事項】令和２年度事業計画案の件 

イ 【協議事項】令和２年度収支予算案の件 

 議長から、「協議事項ア、イの協議の前に、関連する報告事項イ、ウ、エの説明を

受けたい」と提案があり、全会の了承のもと、事務局からそれぞれ説明を行った。 

 

【報告事項イ】令和元年度事業進捗状況の件 

＜説明＞ 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 令和元年度は、財団の新基本計画の１年目に当たり、新たにせんがわ劇場の指定

管理者となったことにより、組織や各課・係の業務分担を大きく改編してのスター

トとなりました。 

 せんがわ劇場では、運営プランや事業を引き継ぎながら、また、たづくり、グリ

ーンホールの各係においても、これまでの成果を引き継ぎながら、新基本計画のも

とで事業の実施と運営体制の安定化を図りました。また、より多くの市民に芸術・

文化の楽しさを知っていただけるよう、友の会制度を改めて、ちょうふアートプラ

スというサービスを今年から開始しています。 
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 それでは、各課事業について報告します。 

１点目、共催・独自事業、芸術振興事業の音楽祭事業です。 

 「調布国際音楽祭２０１９」は、本年度、文化庁の文化・芸術創造拠点形成事業

として採択され、６月２３日から３０日までの会期で実施しました。 

 市内中学校・高校の吹奏学部と市民合唱による「第九」の演奏、山下洋輔氏の共

演などで熱狂的な幕開けとなった「オープニング・コンサート」のほか、恒例とな

った深大寺本堂での公演、「森麻季ソプラノ・リサイタル」「キッズコンサート」

の一部などで完売が相次ぎました。 

 今回で４回目を迎えるフェスティバル・オーケストラでは、今年、シンガポール

の音楽院推薦の学生たちが加わり、市内でホームステイをするなど、国際交流の推

進も図りました。調布ネタを盛り込んだ演奏会形式のオペラ公演のほか、例年行っ

ている無料のコンサートやキッズのコンサートを含めて、今回期間中の総来場者数

は９，６６０人で、昨年度から約１，７００人の増加となりました。 

２点目、映像文化事業、映画のまち調布シネマフェスティバルです。 

 今期は、映画のまち調布賞の投票キャンペーンと、１６ミリフィルムをまちに出

ていって上映するフィルムキャラバンを行いました。投票キャンペーンの主なもの

としては、シアタス調布の来場者への投票のお願いや、親子連れが多く訪れる調布

サマーフェスティバル、観光フェスティバルなどでの呼びかけをして、多くの投票

をいただきました。 

３点目、地域コミュニティ活性化事業（調布よさこい）です。 

 今年、布多天神会場が使用できないため、駅前広場の工事ヤードの囲いがとれた

場所をメインステージに、例年実施している甲州街道の流し踊りや、グリーンホー

ル大ホールでのフィナーレなどで大いに盛り上がりました。 

 例年の気温上昇の予想から流し踊りの時間帯を午後３時からにずらすなどの工夫

を行い、一部熱中症により看護師の手当てを受けた方が数人いましたが、救急搬送

や事故もなく、無事に事業を終えました。 

 また、関連事業として、「出前よさこい」を市内各所で実施し、よさこいをツー

ルとした市民のコミュニケーションの醸成を図りました。 

 ４点目、広報事業です。広報コミュニケーション係を中心に、財団全体で当財団

をアピールすることを心がけ、調布市の広報担当との連携を強化するとともに、財
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団報をはじめ、ホームページやツイッターの活用など、積極的な広報活動に努めま

した。 

 ５点目、文化会館たづくり事業、美術振興事業では、文化会館たづくりの１階展

示室と９階回廊リトルギャラリーにおいて、魅力ある作品の展示を行いました。 

 展示室では、写真家であるハービー・山口氏による写真展や、６月下旬から８月

下旬に実施した福井利佐展「むしたちのおとのせかい」は、夏休み期間も重なり、

多くの子どもや親子連れが会期中に訪れました。 

 また、１１月４日で終了した「守破離」は、能に関する展示事業で、芸術振興事

業課と連携した「調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ」の一環として実施しました。 

 ６点目、文化会館たづくり事業、芸術振興事業の音楽事業です。 

 エントランスでの「小さな小さな音楽会」は、夏の夕涼みのコンサートを含めて

４回実施しました。また、子どものためのクラシックコンサートを実施し、多くの

親子連れに絵本の画像を投影しながら、音楽とお話を楽しんでいただきました。 

 ７点目、ちょうふ市民カレッジです。こちらは、通常の市民カレッジに市民講師

講座を含めた２３講座を開講しました。 

 ８点目、オリパラ関連事業です。今年で３回目となる「アスリートワンダーウォ

ール３」を、茂本ヒデキチさんという墨絵の作家にお願いして、躍動感のある墨絵

でラグビーワールドカップにちなんだ展示を実施しました。 

 ９点目、たづくりの施設管理運営事業についてです。 

 入場者数は、前年度月平均１５万６，３３０人に対し、月平均１５万４，５６４

人。前年度と比べて１，７６６人の減で、４月から９月までの入館者数は、約９２

万７，０００人となりました。たづくりのホール系の利用件数は２，５３１件、利

用率は８３％であり、例年の同期間と同等です。 

会議室系の利用件数は１万２，０５４件、利用率は７０％、例年同期と同等です。 

 利用料金収入は、月平均で５７１万円であり、例年同時期と同等です。 

 続いて、グリーンホールの指定管理事業の説明をします。 

 １点目、芸術振興事業、音楽事業では、大ホールのピアノの弾き込みと空き施設

の活用を目的に、「ホールであなたもピアニスト！」を実施しました。大ホールの

ステージで、スタインウェイのピアノを弾ける貴重な機会として、非常に人気のあ

る事業です。 
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 「生で聴くのだめカンタービレの音楽会」は今年で４回目の実施となりました。 

 このほか、「錦織健テノール・リサイタル」では、知名度の高いアーチストとよ

く知られた名曲の演奏をお楽しみいただくほか、１２月に行う「フレッシュ名曲コ

ンサート」に出演するピアニストによるキャンペーンコンサートを実施しました。 

 ２点目、演劇・舞踊事業です。「春風亭小朝第１１９回調布寄席」とともに、長

年継続している落語シリーズを実施しました。 

 ３点目、共催事業です。協定事業では、桐朋学園大学のオーケストラの定期公 

演、バッハ・コレギウム・ジャパンの公開リハーサルを実施しました。いずれも安

定した集客数で、市民への浸透ぶりがうかがわれます。提携事業では、自主事業の

補完をするべく、落語、演劇、バレエ、ポップスなど、幅広いジャンルの５事業を

実施しました。 

 グリーンホールの施設管理運営です。グリーンホールの利用件数は７８５件、利

用率は８３％で、例年同時期と比べて同等です。利用料金収入は、月平均で約３９

９万円であり、例年の同時期と同等です。 

 せんがわ劇場の指定管理事業の説明に移ります。 

 芸術振興事業の音楽事業では、市直営時代から引き継ぎました「サンデー・マテ

ィネ・コンサート」を９回。ワンコイン、５００円の有料コンサートとして、「サ

ンデー・マティネ・コンサート・プラス」を１回実施しました。初回の４月１４日

を始め、このうち６回はホールの定員数を超えるお客様が来場し、ロビーのモニタ

ーなどでも鑑賞しました。これまでのコンサートでも評判の高かった演奏家が出演

したことに加え、今年から市内全戸配布の財団報「ぱれっと」により芸術・文化に

関心の高い市民の目にとまったことが要因と考えられます。 

 来場者アンケートでは、仙川地域だけではなく、調布市の中央エリア、西エリア

から初めて来場された方も見受けられました。 

 また、調布市在住の演奏家である高橋多佳子氏を審査員長とする「せんがわピア

ノオーディション」を実施しました。 

 そのほか、ファミリー音楽プログラム、音楽アウトリーチなど、直営時代を引き

継ぎながら実施しました。 

 次に、演劇事業です。アウトリーチ事業、市民参加演劇事業の今期開催分を掲載

しています。 
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 演劇事業においては、毎年実施している演劇コンクールでファイナリストに選出

された団体のメンバーから一定のカリキュラムを受講した方で構成するドラマ・エ

デュケーション・ラボ、ＤＥＬのメンバーにアウトリーチの講師などを依頼し、実

施しています。 

 また、市民参加演劇事業においては、公募市民３１名の皆様と７月から稽古を開

始し、今期の部分ではありませんが、１１月１日から３日までの公演を実施しまし

た。 

 また、１２月に実施する親と子のクリスマス・メルヘン「銀河鉄道の夜」におけ

る主要キャストのオーディションを９月に実施しています。 

 そのほか、演劇コンクールも今年で１０回目を実施しており、表現ワークショッ

プの実施など、直営時代から実施している事業についても引き続き実施しています。 

 次に、地域連携事業です。市民サポーターへの説明会を実施しました。市民サポ

ーターは「サンデー・マティネ・コンサート」の受付など、せんがわ事業の各種事

業に参加しており、８月に商店街と連携して実施した「おらほせんがわ夏まつり 

ｉｎせんがわ」では、企画運営にも携わりました。 

 続いて、せんがわ劇場の施設管理運営の説明です。せんがわ劇場のホールの利用

件数は４６７件、利用率は８８％で、例年同時期と同等です。 

 なお、リハーサル室の利用件数等は、隣のページに記載がありますので、確認を

お願いします。せんがわ劇場の施設利用料金収入は、月平均で約７６万円、例年に

比較し、８月、９月の件数が少なかったことから、やや減収となっています。 

 

【報告事項ウ】令和元年度収支予算執行状況の件 

＜説明＞ 

前田財務係長 

 令和元年度第２四半期の収支状況について説明します。 

事業活動の収支の部、今期の収入済額は７億５，６９３万１，４９２円、執行率

は４８．８３％です。 

 事業活動支出の部、今期の支出済額は６億９，２０９万７，０１２円、執行率は

４４．５４％です。 
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 収入と支出について、年度の２分の１に当たる執行率５０％から開きのあるもの

について、要因を説明します。 

 文化・コミュニティ事業収入は、執行率３１．２４％です。これは文化・コミュ

ニティ事業のうち、事業収入がある事業で、９月までに実施完了した事業が少なか

ったためです。同じ理由から、対応する支出についても、文化・コミュニティ事業

費支出は、執行率３７．５２％と低くなっています。今後、大きな事業としては、

調布シネマフェスティバルを２月から３月にかけて実施します。 

 友の会会費収入は、執行率７７．９％という高い執行率になりました。今年度か

ら友の会制度を一新し、ちょうふアートプラスという名称で新規会員を募集しまし

たところ、多くの入会者を獲得できました。 

 諸収入は、執行率３０．２４％となりました。今期の主催提携事業実施数が少な

かったためです。 

 また、財団報「ぱれっと」への企業広告掲載が予定数より減少したため、広告収

入が減収しています。 

 次に、一般事務費支出は、執行率３３．０％と低い値になっています。これは、

租税公課支出の中で、消費税納付額を年度末に執行するためです。 

 そのほかの支出については、おおむね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６，４８３万４，４８０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た当期収支差額は、下から２行

目、６，３７７万９，９９８円となりました。 

 なお、この内容については、１１月１３日に実施された第２四半期定例監査にお

いて、監事の承認を得ています。 

 

【報告事項エ】令和元年度たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場利用者懇談会開催

結果の件 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

 利用者懇談会は、年に２回、７月の土日の昼間、１１月の平日の夜間に行ってい

ます。 
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 第１回目は、令和元年７月６日土曜日、午前１０時からたづくり９階研修室。第

２回目は、令和元年１１月１日金曜日、午後７時からたづくり９階研修室にて開催

しました。 

 ここ数回は、調布駅前広場とグリーンホールの機能のあり方への関心が集まって

おり、参加者が増加傾向にあります。また、新たに指定管理者として管理運営を行

っています調布市せんがわ劇場の運営を含め、施設貸し出しに関する相談などもあ

るほか、市庁舎の耐震工事に伴い、食堂がなくなっていることに対して、昼食をと

る場所が欲しいという声などの対策を講じてほしいという意見もありました。 

 そのような中で、その場で回答できるものについては、丁寧に説明の上、回答し、

また別途対応するなどして、利用者の声に応えていくようにしています。 

 

ア 【協議事項】令和２年度事業計画案の件 

＜説明＞ 

藤堂芸術振興課長 

 令和２年度は、令和元年度からスタートした１０年間の基本計画の時間的メリッ

トと、たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場の３館一体的活用による規模的メ

リットを活用しながら、いよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会

の開催年を迎えることを念頭に、柔軟で魅力ある事業展開を図ります。 

 引き続き、財団独自のテーマである「１００年後の君へ。」を掲げ、次世代への

文化の継承、多様性の尊重、地域資源の活用、次世代を担う芸術家、鑑賞者の育成

等を推進し、また、これまで各館で培ってきた市民や地域団体との関係を軸に、様

々な形で市民が参加できる場を広げ、市民に芸術・文化との新たな出会いを提供し

ます。 

 令和２年度の特徴的な取組を中心に説明します。 

まず、令和２年度の事業全体を包括する大きな取組は、（１）東京２０２０大会

に向けた取組があります。 

 大会期間中に実施する事業を「Ｃｈｏｆｕ Ａｒｔ Ｓｐｉｎ２０２０」として

包括し、オール調布の視点で、芸術・文化をとおしたまちのにぎわいを創出するた

めのシティープロモーションを行い、調布の認知度拡大や集客につなげることを目

指します。 
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 「たづくりアスリートワンダーウォール」「調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ」「クリエ

イティブリユースでアート！」などは、今年度に向けて積み重ねてきた事業の集大

成と位置づけるとともに、「調布・巡る・アートプロジェクト」などの新規事業も

取り入れて展開します。 

 一過性の祝祭に終わらせないよう、一つひとつの事業を丁寧に積み重ね、そこか

ら生まれた市民や地域との信頼関係や共生社会実現への取組をレガシーとして継承

します。 

 次に、各ジャンルの事業です。 

 美術振興事業です。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、市内各所で作品制作ワークショップを継

続します。また、夏休み期間に、これらのワークショップで制作した作品とアーチ

ストの作品を一堂に集めた展覧会を実施し、誰もが表現者として社会参加する多様

性と調和を、アートを通じて実現します。 

 続いて、芸術振興事業です。「調布能楽ｏｄｙｓｓｅｙ」は、深大寺に縁の深い

能楽を取り上げ、様々な切り口で展開しています。シリーズの集大成として、深大

寺のそばを題材にした、オリジナルの新作能を上演し、調布の魅力の発信と次世代

への伝統文化の継承に取り組みます。 

 「調布国際音楽祭２０２０」、８回目となる今回は、新たにせんがわ劇場も会場

に加えます。ベートーヴェン生誕２５０年に合わせ、オーケストラや特別編成の室

内楽、ピアノソロなど、様々な形式でベートーヴェンの交響曲全曲演奏に取り組み

ます。 

 また、せんがわ劇場で長年親しまれてきた「サンデー・マティネ・コンサート」

の発展形として生まれた有料公演、「サンデー・マティネ・コンサート・プラス」

をたづくりくすのきホールで展開します。 

 また、せんがわ劇場で、平日にも気軽に質の高いコンサートを楽しめるシリーズ

を開始します。 

 さらに、せんがわ劇場を中心とした演劇ワークショップ・フェスティバル、グリ

ーンホールを中心にしたミュージック・ワークショップ・フェスタを実施し、市民

が気軽に舞台芸術を体験する機会を提供します。 
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 「親と子のクリスマス・メルヘン」では、せんがわ劇場の事業から育った若手の

演劇人や市民サポーターとともにオリジナル作品を制作します。障害のある方にも

楽しんでいただけるヘルププログラムも実施し、舞台芸術を楽しむ市民の裾野を広

げます。 

 財団の組織改編に伴い、ホールでの鑑賞事業だけでなく、アウトリーチや普及事

業にも積極的に取り組み、芸術・文化に親しむ市民の裾野の拡大、次世代の鑑賞者

の育成、多彩で親しみやすい鑑賞の場の提供、また、３館それぞれの特性を生かし

た企画性の高い舞台芸術事業を推進することで、市民の芸術・文化活動を活性化し、

調布市の魅力を高めていきます。 

 （４）映像文化・メディア芸術事業では、第３回目となる映画のまち調布シネマ

フェスティバル」の一層の定着を図るとともに、「調布シネサロン」「ショートフ

ィルム上映会」「ゲゲゲギャラリー」などの各種映画・映像関連事業を実施し、映

像文化・メディア芸術の振興を図ります。日本語字幕つき上映や保育サービスの実

施など、誰もが利用しやすい幅広い市民ニーズに応えた事業を展開します。  

 （５）文化祭事業では、引き続き調布市、調布市教育委員会、調布市文化協会と

ともに、第６５回調布市民文化祭を実施します。 

 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ためにも、

若年層の参加を促すよう広報活動に努めます。 

 （６）コミュニティ活性化事業では、１８回目を迎える「調布よさこい２０２０」

において、引き続き調布市観光協会との連携や、調布よさこいの認知度向上の取組

を行うほか、出前よさこいなどの普及事業や講師派遣、鳴子の貸し出し等の支援事

業を通年で実施します。 

 よさこい流し踊りは、新たなコンテンツの導入や「東京五輪音頭」とのコラボレ

ーションにより、東京２０２０大会への機運醸成となるよう取り組みます。 

 また、コミュニティイベントへの参画や助言、地域の実情に合わせた環境づくり

をサポートします。 

 （７）芸術・文化学習事業では、東京２０２０大会を見据えて、「ちょうふ市民

カレッジ」の伝統文化関連講座の実施回数を増加し、大人向け講座、次世代を担う

子ども向け講座ともに内容の充実を図ります。 
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 （８）活動支援事業では、引き続き用具やロッカー、印刷機の貸し出しや焼成事

業など、市民の芸術・文化活動のサポートを行います。 

 （９）広報・宣伝活動では、財団や各館の施設、施設利用者だけでなく、市内の

芸術・文化に関する情報を包括的に担い、市全体の芸術・文化の振興を図っていく

ことにより、文化プラットフォームの形成を目指します。 

 宣伝活動では、対象を絞り、体験イベントや公開リハーサルなどの関連企画、チ

ラシなどの戦略的な配布のほか、ＳＮＳやマスメディアを通じて多種多様な手法で

展開します。 

 （１０）コミュニケーション活動では、ちょうふアートプラス会員制度の周知と

ともに、会員の満足度向上に努めます。また、教育、福祉、商業、観光などの分野

とも連携し、地域の多様な人材、団体とコミュニケーションを深め、各事業におけ

る連携のコーディネートや渉外活動を担います。 

 （１１）施設管理運営です。「調布・巡る・アートプロジェクト２０２０」を実

施します。共生社会の実現をテーマに、３施設を一体的に活用した現代アート作品

の設置を行い、ウエブ上でのデジタルスタンプラリーなどの仕掛けを加えることで、

市内回遊性を生み出します。 

 また、文化会館たづくりでは、アートプロジェクトと連動し、「エレベーターホ

ール・アートプロジェクト」を実施します。 

 施設管理全体としても、利用者の声に耳を傾け、可能な限り反映させることで、

利用しやすい施設の運営に努めるほか、適切な維持管理による施設の長寿命化と省

エネルギー化によるライフサイクルコストの縮減に引き続き取り組みます。 

 （１２）人材育成については、引き続きアートマネジメント人材の育成に取り組

むとともに、財団固有職員の係長職、管理職への昇任が進む中でも、組織力、人材

力の強化に取り組みます。 

 また、これまで実施してきました「パラ劇場」研修を継続しながら、これまでの

成果を生かし全ての人が芸術・文化に親しむことができる施設になることを目指し

て実施事業に反映させていきます。 

 「調布・巡る・アートプロジェクト２０２０」においては、令和元年度入団の新

入職員研修の一環として、所属する課を超えてのプロジェクトを組み、組織内にお

ける横断的な連携と実際の事業運営のための能力向上を図ります。 
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＜質疑等要旨＞ 

Ａ理事 

 土井課長に確認します。今回、財団の組織が大きく変革された中での半年間でし

たが、この中で、実際組織が変わったことによって様々な課題が出たと思います。

課題の中にはプラスの面もあれば、改善をしなければならない面もあります。その

あたりはどう感じていますか。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 ４月に組織を改編して、色々なものが変わっていくことを想定し、準備してきた

ところですが、半年が終わり、想定どおりに進まない部分もありました。例えばシ

ネマフェスティバルが今回２回目を迎えるわけですが、想定の範囲内を超える業務

量であり、もう少し準備が必要だったと感じています。 

 また、組織改変により、従前のたづくり事業課とコミュニケーション課の事業を

そのまま継承して１つの課になっています。そのため、まだ１つの課だというマイ

ンドになっていないところは若干感じています。私としては、１つの課で頑張って

いく方向に早く向けさせることができれば良いのですが、まだ時間がかかるところ

です。 

Ａ理事 

 今出た問題点は、どういう形で改善していくつもりですか。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 業務分担も１年、２年やって見直して、配置については組織の中で相談しながら

調整していきます。 

 課としての一体感については、大きな事業を一緒に乗り越えていくことで私も含

め、職員も自覚できるところがあると思います。この後開催予定の調布シネマフェ

スティバルは、１つの係が所管していますが、足りない場合は、課全体としてはも

とより、ほかの課の応援もいただく形で一個ずつ乗り越え、一体感を得るきっかけ

となればと考えています。 

Ａ理事 

 協議している事業計画案は、来年度行われる事業です。来年度行われる事業に向

かうなかで、組織の中に課題が蓄積している状態だと認識しているわけです。この

ままいくと、事務量も人員配置も含めて適正な運営が難しい一面や違った展開も必
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要となるかもしれません。その中で、今までの課題をどうやってこの半年間で解決

するのか。それとも、解決せずに、年度の終了後に事業を総括して、改めて解決策

を見出すのか、その方針は決まっていますか。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 先ほどの「課として１つ」というところが鍵となっていて、職員おのおのの心の

中に宿っていけば、様々な課題が解決に向かうと思います。 

Ａ理事 

 年度の途中で様々なことを改善するのは、あつれきもあるし、難しいことです。

でも、職員の方々の中に課題点とかフラストレーションが内在されてしまうと、余

り良い組織にはなり得ない可能性も出てきます。職員が持っている課題点や、課と

しての改善点、又は逆に言うと、メリットをちゃんと出さなければいけない。現状

を踏まえ、来年度、この事業計画にうたわれた事業を遂行するためには、このよう

な改革をしよう、こういう手法で進めようということについて、いつ頃話し合おう

ということぐらいまでは決めておいてもらいたい。理事会など、様々な会議のとき

には、私はそれを聞いていきますので、経過報告ができる状態にしてください。 

 次に、今年度から事業計画期間が１０年というスパンになりました。施設も３施

設一括での管理になったことによる時間及び規模的なメリットは聞きました。その

一方、デメリットで考えられるものがあるかどうか、全ての課の方から確認したい

ところです。 

常廣企画課長補佐 

管理する施設が増え、人員が増えたことにより、マインドがまだ同じ方向を向か

ずに、ばらつきが生じているところが課題と考えています。 

 そのため、私たちの計画や３施設一体での運営メリットがどこにあるかを常に確

認していく必要があると考えています。 

 また、今般、事務局で新たに財団調整会議というものが立ち上がりました。事務

局としての意思決定をする運営会議とは違い、全ての係の係長職以上が忌憚なく意

見を交換する場として設けていますので、一体となり話し合い、課題を出し合い、

同じ方向を向いていくという意味では、非常に大きな意味合いがあります。事務局

担当として、調整会議が円滑に回るにようにしていくことが、１つ大きな意味があ

るものと考えています。 
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前田財務係長 

 財務係としては、係の所管業務が大きく契約と会計とあります。 

 ３館の規模的なデメリットは、会計業務、契約業務が増加したことにあります。

これは、財務係の職員で工夫し、効率良く進めようといるため、今のところは問

題ありませんが、今度の４月に迎えます決算監査が初めての３館合わせての決算

になります。そこは注意して乗り越えたいです。 

 規模的なメリットは、第１回目がうまくいけば、今後３館を同時に会計処理する

ことは問題なく進めていけると考えています。 

大割企画課副主幹 

 施設管理の点ですが、前年度までは、せんがわ劇場は、施設自体はそれほど大き

くない、保育園を含めても３，０００平米ほどなので、運営は可能であると申しあ

げていました。しかし、規模的にはそれほど大きくないのですが、従来のたづくり

とかグリーンホールの施設管理と同じ質を保つ面で予想以上に手間が生じています。

しかし、これも時間が解決するのではないかと考えています。 

菅原文化事業係長 

 ３館の一体的な活用として、今後事業を実施する内容に合わせて最適な施設を使

えるということはメリットです。たづくりとグリーンホールは非常に近い距離だっ

たので、移動時間や荷物を運ぶ手間などは大きな問題ではありませんでしたが、せ

んがわ劇場は、車なり、電車なりに乗らないと移動できない距離ですので、人員や

必要な道具類をどのように手配し、活用するかは課題といえます。 

 もう１つは、心構えの話です。１０年はこれまでの５年という指定管理期間と比

べて２倍の長さです。常に１０年先を見据えて考えていかなければというところを

日常の業務の中でも思っていかないといけないと同時に、比較的若い職員が多かっ

た時代から、子育てや親の介護を行っていくことになる年齢層に変わってきた我々

が、いかに業務を滞りなく、良い事業をしながら、また自分のライフステージに合

わせた中で働いていけるかを見出していくのも、同じく１０年の課題です。 

渡部コミュニティ事業係長 

 イギリスでは、社会的処方せんという取組をしているそうで、私たちの体と同じ

ように精神もケアすべきで、アートはその両方ができるという考え方があります。

私たちの係では、コミュニティ事業、文化祭、あとは団体の文化活動の支援、文化
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ボランティアの活動の支援をしていますが、その活動をとおしてコミュニティの活

性化、その方たちの生きがい、やりがいを創造するお手伝いをしています。 

 文化・芸術自体は、美術を見て美しいとか、コンサートを聞いてすばらしいとか、

それ自体の価値と、その先の経済的な価値や教育的な政策の価値、最初に申しあげ

た医療的な価値もあって、その先の人として生きるための価値、色々な価値が文化

・芸術をとおして創造していけます。 

 文化・芸術が娯楽であったり、趣味というジャンルにずっとカテゴライズされて

きたことが多いですが、この１０年の計画の全てのミッションの先にあるのが、文

化・芸術を社会的な公共の財産にしていくことが、来年の２０２０年だったりする

のかなと思っています。文化・芸術のコンサートを（今日、明日やるのは）今まで

ずっとやってきましたが、そういった社会的な新しい価値をつくっていくのは、１

年、２年でできることではなくて、１０年というスパンを与えてもらっていること

で、時間をかけて成果を出していけます。 

 劇場は芸術のためではなくて、人のためにあるとおっしゃっている方がいて、時

間的、経済的に余裕がある方のホールではなくて、逆に、自治体が設置している劇

場は、社会的にも経済的にも一番遠い人たちのための施設でないといけないという

考え方に基づいています。そういった意味では、１０年間という時間的なメリット

には非常に価値があると考えています。 

髙橋広報コミュニケーション係長 

 広報としては、今、色々組織が変わって、事業がスタートして、軌道に乗りつつ

あります。財団報などにせんがわ劇場の情報が掲載できるようになり、「サンデー

・マティネ・コンサート」の集客につながっています。また、各事業で会員制度を

周知していて、会員数は３，０００人を超え、さらに伸びている状況です。 

 ２人しかいない係の中で、様々な人たちと関係性を結び、次の一歩をいかに早目

に動けるかを常に考えています。 

立石舞台芸術係長 

同じ財団が３館を使って事業を展開することで、チケットシステムの共有化や施

設の利用の方法といった部分に関して、一体になることによるメリットが市民にあ

ります。 
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 そういった意味で、施設を使った事業展開の仕方としては、３館を事業規模に併

せて活用し、展開できることにメリットがあると考えています。物理的な移動や手

段の違いは、現時点ではデメリットですが、これを解決していけば、市民にとって

よりメリットが生まれていきますし、１０年を使って解決していかなければなりま

せん。 

 時間的なメリットについては今回、指定管理の期間が１０年になったということ

で、５年とは全く違うものになります。単純に考えて、１０年物と５年物の定期預

金で金利が同じなわけがない。１０年物の定期預金にするのだったら、５年物より

金利が良くないといけないし、それは市民にとってよりメリットがあるという意味

で、時間的なメリットも市民にとってのメリットです。 

 その意味で、我々職員にとって、デメリットというか課題になってしまいますが、

１,０００人以上が収容できるグリーンホールと、５００人入らない、１００人入ら

ない施設がある中で、芸術振興事業をやっていくに当たって基準がないと、一つひ

とつの評価は難しいし、外に向かって発信できるような成果を物語るにはまだ課題

が多いと感じています。 

岡野芸術振興事業課副主幹 

 せんがわ劇場は、他の２館と離れたところにいる関係上、リアルタイムでやりと

りができないデメリットがあり、全体が把握しづらい部分もあります。３館それぞ

れの規模に合わせた企画をしていく必要がありますが、まだ演劇チームもたづくり

・グリーンホールの全体見学などもまだうまくできていないところもあります。そ

ういったところは今後時間をとって取り組みます。 

藤堂芸術振興事業課長 

 時間的なデメリットは、１０年先がどのぐらい見通せるかというところにありま

す。特にグリーンホールはこれから建て替えという話があります。今と同じ環境で

はないという中で、情報も得ながら、考えていく必要があります。今の段階で１０

年後のことを考えていることと、５年ぐらいたって計画が見えてきた中で考えるこ

とはまた違ってくるなかで、継続して新しいことを考え続けなければいけないのは

なかなか大変なことだなと感じます。 

 また、３館一体的活用については、これまで館ごとに分かれて事業を実施してい

たという形態に慣れてしまっているため、事業のやり方がそれぞれ異なる傾向があ
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ります。１つの課として目指すものを１つにして、新たな第４の方法を合わせた新

しい方法を生み出すとか、それぞれがやってきたことを合わせるのが課題です。 

Ａ理事 

 今回の組織の変革は、特に市民のために使いやすい、ないしは市民のための財団

であるがための変革をしようと、職員が自分たちで決めてきたことです。 

自分たちのためではなく、市民のために変革したことから、今までの仕事の内容

と合わないところが出ているはずです。しかし、それは職員の方々しか解決できま

せん。誰のために自分たちが何をしたということさえ忘れずにいれば、必ずできる

と思うので、今の考え方の中でもっとお互いのコミュニケーションを深めて、ぜひ

進化させてもらいたいと思います。 

 それぞれの課題があったとしても、一挙に解決するのではなくて、この問題に関

しては年月、例えば５年とか１０年たったらこうなるように解決できたら良いと思

えるような事業を積み重ねていけば良い。しかし、規模の問題でデメリットがある

とするならば、それを早く話し合って、どうすれば一番良いのかというのを解決し

てほしいと思います。それは職員のためでもあるし、市民のためでもあります。で

すから、少なくとも１年後に、３館のデメリットがあるとするのであれば、それを

解決するようなしっかりした方策を話し合ってください。 

次年度は期待していますので、よろしくお願いしたいと思うとともに、今回の事

業計画書は、文章も計画内容もとてもすばらしいです。以前に比べたら、はるかに

よく練られています。これが実現できるようにしっかり見守ります。 

Ｂ理事 

 施設管理面で、「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」

という記載がありますが、具体的な取組の方法と、幾らぐらい削減できるのかにつ

いて、具体的な取組と、金額などが分かるようでしたら教えていただきたいと思い

ます。 

大割企画課副主幹 

人為的な努力による省エネルギー化は、上限に達しているのが現状です。 

 東日本大震災以降、節電の取組を本格化し、従前から約２０％の省エネを行い、

それ以降は大体横ばいで推移しています。これ以上の省エネについては、老朽化し
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た設備を更新することでしか抜本的な解決はできない状況ではありますが、取組自

体は継続していきます。 

Ｃ理事 

 電気の購入先の検討などはされているのでしょうか。また、寄附金、協賛金、外

部助成金などの増額のための計画などを教えてください。 

Ｄ 

 よさこい、音楽祭、映画祭など、各事業で企業から協賛をいただいていますが、

理事の皆さんも大口の協賛先などの情報があれば教えていただければと思います。 

大割企画課副主幹 

 電気の調達については、複数の電気事業者とも協議した結果として、最も金額の

低い事業者と契約しています。 

藤堂芸術振興事業課長 

 助成金について、今年度もいくつかの事業で助成金を獲得していますが、来年度

についても、音楽祭では１２月の初めまでに、民間含めて既に４団体に助成金を申

請していますし、せんがわ劇場でも新しいところにも助成金の申請をしています。 

 せんがわ劇場は、アドバイザーの助言を受けており、財団全体としても、評価者

研修といって助成を受けるための評価について学ぶ研修も受講するなど、助成金を

出す側が何を考えているかというのも学びながら、助成金が獲得できるように努め

ていますので、功を奏して、今までより多い助成金が獲得できれば良いなと考えて

います。 

 

イ 【協議事項】令和２年度収支予算案の件 

＜説明＞ 

前田財務係長 

 令和２年度総予算額について説明します。 

事業活動収入は、１５億８，２３３万３，０００円、令和元年度予算総額と比較

して３，２３２万１，０００円の増、２％の増となっています。 

 予算作成に当たっては、スクラップアンドビルドの考えをもとに、効率的かつ質

の高い事業運営を目指して、お客様アンケートの検証、理事、監事、評議員の方々

からの意見、自主財源確保などの視点をもとに作成しています。 
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 次に、全年度予算からの増額分について説明します。 

 財団の収入予算は、調布市からの拠出金である、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なっていまして、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っています。 

 収入と支出の比率を考慮して予算作成しており、収支差額が全年度より増えるも

のが予算増額分となります。 

 令和元年度予算額からの増分について、主なものを説明します。 

 市補助金は、４億５，４９２万円から４億９，１９４万６，０００円、 

約３，７００万円の増です。内訳は、オリパラ関連、プロモーション、アートスピ

ンとして約１，１００万円の増、調布国際音楽祭として約６００万円の増、人件費

として約１，７００万円の増、そのほか、消費税の増税分ほかとして３００万円の

増です。 

 たづくり指定管理料は、５億７，０３０万２，０００円から 

５億８，２１５万６，０００円、約１，１００万円の増です。内訳は、施設管理運

営事業費、調布・巡る・アートプロジェクトなど、約１，１００万円の増です。 

 グリーンホール指定管理料は、１億３，２４５万３，０００円から 

１億３，８５５万８，０００円、施設管理運営事業費、チケットシステムの入替と

して約６００万円の増です。 

 せんがわ指定管理料は、５，２０２万４，０００円から５，３９１万円、 

約２００万円の増。内訳は、演劇公演、オリパラ関連として約５０万円、施設管理

費、電話交換機更新として約１５０万円です。 

＜質疑等要旨＞ 

Ｅ理事 

 事業収入は、売上に当たりますが、売り上げでカバーできなくなっている部分を

調布市による拠出金の増分とする必要があるのでしょうか。税金が使われるわけで

すから、事業収入は努力して上げなければいけないところではないかと思うところ

です。 

Ｃ理事 

 本来、市側で実施する事業であっても、文化・芸術に特化した部分は、財団が関

わることになります。令和２年度は、オリンピック・パラリンピックの実施年であ
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り、支出として見込む必要のある予算が増えていく傾向があります。その辺りの状

況は御理解ください。また、助成金及び寄附金の獲得に努力しております。 

 

（４）報告 

ア 【報告事項】職員採用に関する件 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

令和２年１月１日付財団職員採用選考の結果についてです。 

 令和元年６月１０日付で職員が１名退職し、その欠員の補充ということで、職員

採用選考を実施しました。選考に当たっては、求める人物像をアートマネジメント

力、コミュニケーション力、そしてリーダシップを有する人材とした明確化を行い、

応募者から提出課題を求める際には、当財団について調査研究を要し、企画力、問

題解決力を図る内容とした課題の提出を求め、能力の的確な見極めを行いました。 

 ８月からインターネットでの募集を開始し、適性検査や個人面接など４回にわた

る選考を重ね、慎重に選考を行いました。 

 応募者数は、最初のインターネットの申し込みの段階では約３６０件。このうち、

財団が指定した課題などの提出があった約１６０件を正式な選考の対象として、最

終的に内定を１名としました。 

 

オ 【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 

議長から「別添の報告書の確認をもって業務執行状況報告とする」とした。 

 

カ 【報告事項】評議員会の開催結果の件 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

 前回４月に行われた理事会以降に開催された評議員会の開催結果について報告し

ます。 

 令和元年度第１回定時評議員会が５月１４日火曜日、たづくり１０階で開催され

ました。審議事項が１６件。議事録署名人の件、理事選任の件、監事選任の件、評

議員選任の件、平成３０年度収支決算の件等で、いずれも可決又は承認となってい
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ます。報告事項は７件。理事会の開催結果の件、平成３０年度事業報告の件、基本

計画の件、令和元年度事業計画の件、令和元年度収支予算の件などでした。 

 

キ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況の件 

＜説明＞ 

前田財務係長 

 令和元年度のファンドレイジング資金調達の進捗状況について説明します。 

 まず、今年度獲得することが決定している助成金について報告します。文化庁、

地域創造など、６件の助成金を獲得しています。 

 次に、協賛金について報告します。調布国際音楽祭は５件、調布よさこいは１６

件、いずれも企業・団体から協賛を受けています。このほか、調布よさこいで２件

の物品による協賛を受けています。 

 最後に、寄附金について報告します。財団主催公演の会場ロビーや、１階展示室

内で寄附金用の箱を設けて寄附を募っています。ほかに１団体と個人の方３名から

寄附をいただいていまして、当財団の公益目的事業に充当するようにします。 

 

ク 【報告事項】規程等改正の件 

＜説明＞ 

常廣企画課長補佐 

１点目、財団会計処理規程の改正です。財団会計処理規程第３４条における「毎

日の現金の出納管理について、出納責任者が行う」となっていたものを、実情に合

わせ「現金取扱員が行うもの」と改めています。 

 ２点目、財団臨時職員の賃金の支給に関する規程の改正です。東京都の最低賃金

が改定になったことに伴い、事務補助員の時間給及び日給の額をそれに合わせる形

で改めました。 

  

ケ 【報告事項】ラグビーワールドカップ対応の件 

高橋広報・コミュニケーション係長から、２０１９年のラグビーワールドカップ

のプロモーションに取り組みとして、調布市とともにラグビーワールドカップの機

運醸成の一助として実施した、調布市で開設しているインバウンド向けの「ＧＵＩ
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ＤＥ ＴＯ ＣＨＯＦＵ，ＴＯＫＹＯ」という専用サイト内に財団で作成した調布

の魅力発信のためのＹｏｕＴｕｂｅ動画やフェイスブック動画掲載を行った。この

詳細について、実際の動画を観ながら説明を行った。 

  

（５）その他 

 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、議長は閉会を宣言し、本会の全てを

終了した。 

 

 


