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【平成２９年８月３１日公開】 

平成２９年度第１回たづくり・グリーンホール利用者懇談会 

 

１ 日 時  平成２９年７月１日（土）午前１０時から１２時まで  

２ 会 場  調布市文化会館たづくり１０階 １００１学習室  

（調布市小島町２丁目３３番地１）  

３ 出席者  市 民      ８人 

       事務局  １１人 

調布市：榊文化振興課長、半澤生涯学習交流推進課長  

財 団：吉田常務理事、土方事務局長、窪田総務課長、 

鈴木コミュニケーション課長兼たづくり事業課長、 

常廣総務課長補佐、土井コミュニケーション課長補佐、大割総務課施設管理係長、

藤堂たづくり事業課たづくり事業係長、阿部グリーンホール事業課グリーンホール

事業係長 

４ 資 料   

平成２９年度第１回たづくり・グリーンホール利用者懇談会（平成２９年７月１

日）要望事項対応表【平成２９年６月２０日現在】 

 

≪会議録≫  

１ 開会  

 

２ 財団あいさつ 吉田常務理事  

 

３ 出席者紹介  調布市及び財団出席者の紹介  

 

４ 連絡事項   発言者の注意事項 

 

○窪田総務課長 

 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから平成２９年度第１回たづく

り・グリーンホール利用者懇談会を開会します。進行につきましては、お手元に配付しま
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した利用者懇談会の次第に沿って進行させていただきます。 

 初めに、本日の配付資料を確認します。 

１点目、利用者懇談会の次第です。２点目、平成２９年度第１回たづくり・グリーンホー

ル利用者懇談会要望事項等対応表です。そのほか、机上に出席者票があります。 

 続きまして、当財団の常務理事の吉田からごあいさつ申しあげます。 

○吉田常務理事 

 おはようございます。４月から新しく財団の常務理事となりました吉田と申します。よ

ろしくお願いします。日頃から皆様方には、文化会館たづくり、グリーンホールをご利用

いただき、ありがとうございます。また、本日は今年度第１回目の利用者懇談会となりま

すが、雨の中、足を運んでいただき本当にありがたく思っています。 

 ご存じの方が多いと思いますが、財団はたづくり、グリーンホールという２つの施設を

中心に、調布市の芸術・文化・コミュニティの振興を図るという大きな使命を担っていま

す。平成２７年度が文化会館たづくりが開館２０周年という節目であり、今年度はグリー

ンホールが設立４０周年を迎えます。開館当時から多彩な舞台芸術活動を展開し、ホール

の歴史とともに調布市の文化施策も充実してきたと思っています。 

 なお、今年度からは、２０１９年のラグビーワールドカップ、それから２０２０年の東

京オリンピック・パラリンピックを契機とした文化プログラムという視点も加えまして、 

「１００年後の君へ。」というメッセージを込めた各種事業を展開し、新たにシンボルマ

ークやエンブレムも活用しています。 

 少し紹介しますと、３月から５月にかけては、１階のエントランスホールの空間を使い

「たづくり アスリート ワンダーウォール！」と題した展示を行いました。これはオリ

ンピック選手たちの驚異的なすばらしい身体能力を、アートを通して体験してもらうもの

で、大変好評でありました。 

 また、６月には「調布国際音楽祭２０１７」を開催いたしました。バッハの演奏、アー

トとの連携、次世代への継承をテーマに、お子様からご高齢者の方まで、全ての世代の

方々に多彩なプログラムを提供して、たくさんの方においでいただきました。 

 こういうことも日頃からたづくりやグリーンホールを利用していただいている皆様、そ

してまた、さまざまな形で財団を支援してくださっている学校、企業、商店街そして地域

の皆様方の力によるものだと感謝しています。今後も皆様からご意見、ご要望をいただき

ながら、より多くの市民に利用していただき、満足度の高い快適な施設運営を行ってまい
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りたいと考えています。 

 本日は限られた時間ではありますが、皆さんの忌憚のないご意見をいただければと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 続きまして、出席者を紹介させていただきます。 

 最初に、調布市側の出席者を紹介します。 

生活文化スポーツ部文化振興課の榊課長です。 

○榊文化振興課長 

 榊です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 生活文化スポーツ部生涯学習交流推進課の半澤課長です。 

○半澤生涯学習交流推進課長 

 半澤です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 次に、調布市文化・コミュニティ振興財団の出席者です。 

改めまして、常務理事の吉田です。 

○吉田常務理事 

 吉田です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 事務局長の土方です。 

○土方事務局長 

 土方です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 コミュニケーション課長兼たづくり事業課長の鈴木です。 

○鈴木コミュニケーション課長兼たづくり事業課長 

 鈴木です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 コミュニケーション課長補佐の土井です。 

○土井コミュニケーション課長補佐 

 土井です。よろしくお願いします。 
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○窪田総務課長 

 たづくり事業課係長の藤堂です。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 藤堂です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 グリーンホール事業課係長の阿部です。 

○阿部グリーンホール事業課係長 

 阿部です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 総務課長補佐の常廣です。 

○常廣総務課長補佐 

 常廣です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 総務課施設管理係長の大割です。 

○大割総務課施設管理係長 

 大割です。よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 最後に、本日、司会を務めます総務課長の窪田です。よろしくお願いします。 

 続きまして、連絡事項に移ります。この懇談会に際してのお願いなど連絡事項がありま

す。 

 まず、１点目です。お手元に配付してあります出席者票にご記入をお願いします。ちょ

うど前に札がございますが、特に座席番号の記入忘れのないように、お帰りの際は机の上

に伏せてお帰りください。住所欄には町名のみで結構です。もしくは所属する団体があれ

ば、団体名を記入いただき、そして氏名をお書きください。 

 ２点目です。この懇談会では情報公開用の会議録作成のため、録音をさせていただきま

す。これを要約した形でホームページ上に公表し、また、財団報ぱれっとには、抜粋した

形で掲載してまいります。 

なお、発言者の氏名は公表しません。 

 ３点目です。この会の終了予定時刻は１２時とさせていただきます。 

 ここで、初めてご参加いただく方もいらっしゃると思いますので、利用者懇談会につい
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て触れさせていただきます。この利用者懇談会は、日頃、たづくり、グリーンホールを利

用されている方々と意見交換を行い、お寄せいただく意見などにより、よりよい運営を目

指すことを趣旨としています。スムーズな進行を心がけますので、ご協力のほど、よろし

くお願い申しあげます。 

 それでは、懇談に入る前に、前回、この利用者懇談会でのご意見に対するその後の対応

を確認いたします。要望事項等対応表の右の欄に太字下線で平成２９年６月２０日現在と

記した対応状況の部分に関しての確認です。 

 項目４、市民カレッジや近隣大学の公開講座を実施する際は、講座名、講座内容を的確

に表したものとしてほしい。公開講座はレジュメを配布してほしいというご意見をいただ

きました。６月２０日現在で、ちょうふ市民カレッジ、調布市内・近隣大学など公開講座

の講座名及び事前に広報する講座内容については、的確かつ市民の皆様に分かりやすい表

現となるよう努めます。また、市民カレッジ、公開講座とも、原則として講師にはレジュ

メの作成をお願いしています。実技系の講座など一部例外もあります。今後も各講師にご

理解いただけるように努めてまいります。 

 項目５、公開講座の内容を録音して残してほしいというご要望をいただきました。これ

に対しましては、著作権の問題が含まれるため、現状では難しい面もありますが、大学・

講師と協議の上、引き続き検討してまいります。 

 項目６番、市民カレッジなどは、昼間の開催だけではなく、土曜、日曜や平日夜間の開

催を増やしてほしいというご要望をいただきました。これにつきましては、企画段階、講

師との交渉・調整段階から、講座の内容・対象とともに、開催曜日・時間帯についても調

整してまいります。今後も、よりさまざまな市民の皆様に学びの機会を提供できるよう努

めます。ご要望の曜日・時間帯につきましては、アンケートや集客状況なども踏まえて、

的確な講座数を検討してまいります。 

 この内容も含めて、またご意見など賜りますが、ここからお１人ずつご意見を頂戴した

いと思います。発言時間の制限は特にありませんが、出席者の皆様全員からお話を伺いた

いと思いますので、全員の方が話す時間がとれるよう配分させていただくことがあります。

あらかじめご了承をお願いします。 

 発言がある場合には挙手をいただき、発言する方を私から指名する形で進めたいと思い

ますので、ご協力をお願いいたします。発言の前にはお名前をお願いします。それでは、

時計回りということで、私から見て左側の方からよろしくお願いします。 
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○Ｌ 

 Ｌと申します。先日、たづくりまつりという東部公民館に支援していただき実施してい

るお祭りで、むらさきホールと南北ギャラリー、３階の諸室、映像シアターを利用させて

いただきました。そのときに、むらさきホールの活動でしている方で、１階のステージ上

で私たちのグループの中にも音楽活動をしている人が、宣伝を含めて、市民のいろいろな

活動の一端を担う発表の場ということで利用させていただけたらと思っているのですが、

いかがでしょうか。 

音楽団体も結構あるので、そういう市民活動の一端を担うような広報や、舞台の利用は

今後考えられていますか。 

○大割総務課施設管理係長 

 現状のお話をしますと、貸出施設には当たらないところでありますので、利用者の皆さ

まには、ホールや諸室などの貸出施設をご利用いただいています。１階のステージについ

ては、市の事業か財団の事業で利用させていただいていますので、今後のことは調布市と

協議してまいりたいと思います。 

○Ｌ 

 やはりたづくりというのは、調布市の一番中心地でもありますし、一番の立地点でもあ

ります。利用者もどんどん増えていますので、そこでの活動の一端を担う音楽活動なりイ

ベントをされている方も結構いますので、そういう方の広報の場なり紹介の場があると、

市民の人も非常に分かりやすくていいのではないかと思いますので、検討していただけれ

ばと思います。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。ほかはよろしいでしょうか。次に隣の方、よろしくお願いし

ます。 

○Ｍ 

 Ｍです。今度、市が計画している駅前の大きい地下駐輪場ができると、グリーンホール

の階段は支えがないと使えないとか、工事をしているにも関わらず使えるのかとか、平成

３５年に撤去されてしまうとか、撤去されてしまったらグリーンホールの収容人数そのも

のが半分になってしまうとか、そういったことを市民は何も知りません。広報物にそのよ

うな話は出ていないと思うので、市民は知るよしもないところなのですが、どうなってい
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るのですか。 

○榊文化振興課長 

 市のほうからお答えします。まず、グリーンホールの階段ですが、地下駐輪場の工事の

期間に関しましては、工事は別の所管で行っていますが、階段は残したままで地下の工事

を進める計画で設計などをしておりまして、下のほうから支えるような形で、階段は安全

に使えるような形での工事を進めると所管からは伺っていますので、その間につきまして

は、安心してご利用いただける配慮をこちらとしてもしていきたいと考えています。 

 また、駅前広場の完成にあわせて、３５年度を目途にグリーンホールの外階段について

は撤去の方向性を市で決定しました。しかし、方向性だけが今決まっている状況で、市民

の皆様、ご利用いただいている皆様には何もお知らせしていないというところでは、今後

活動の場がどのようになっていくのだろうと大変ご心配いただいていることかと思います。

市としても、階段を撤去するという方針を決めたばかりでして、今後、グリーンホールを

まずどう使っていくのか、グリーンホールの機能をどうしていくかということについては、

近隣にある総合福祉センターや全体のまちづくりの中でこれから検討していく予定です。

その方向性がまだ市民の皆様にお示しできない状況でありますので、これまでの間、市民

の皆様には周知できていないのが現状です。 

 今後、まちづくり全体のお知らせを市民の皆様にしていく中で、併せて周知していきた

いと考えていますので、ご理解をよろしくお願いします。 

○Ｍ 

 階段がなくなったら、収容人員は本当に半分ぐらいになってしまうのですか。 

○榊文化振興課長 

 外の階段を撤去した場合、東京都の安全条例の関係で階段幅が決められていますので、

約６００席減になる予定です。ただ、それをそのまま使い続けるのかというところは今後

の検討となります。今後のホール機能のあり方について、これから市のほうで検討してい

くようになります。 

○Ｍ 

 今、築４０年ぐらいでしたっけ。 

○榊文化振興課長 

 そうです。 

○Ｍ 
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 階段を撤去してもらいたくないと思うのですが、建替えるなら別として、まだ４０年で

すから建替えしなくてもいいと思います。すばらしい階段、ぜひ残してほしいと思います。 

○榊文化振興課長 

 市の駅前広場の整備の中では、どうしても階段が残せない状況であるため、撤去すると

いう方向をお示ししたのです。 

○Ｍ 

 決まってはいますが、要望としては、ぜひとも階段を残していっていただきたいので、

よろしくお願いします。 

○榊文化振興課長 

 ご要望として受けとめさせていただきます。 

○窪田総務課長 

 お隣の方、お願いします。 

○Ｎ 

 前の方がおっしゃった広場の問題に関わっていまして、グリーンホールの階段の問題な

のですが、平成３５年に撤去ということはもう決まっていると。だけれども、地下駐輪場

の工事のために撤去する階段を地下から支える工事をしなければならない。かなりのお金

もかかると思うのです。しかも安全性が保障されるとは思えないようなとても無駄な工事

をするということが私たちは納得いかない。 

 第一に、階段が撤去されることも市民は知らないです。しかも、段階を撤去したら今の

規模が半分になってしまうとか、そういう重要なことを市民に知らせないまま決定して進

めていくのは、とても問題ではないかと思います。グリーンホールは、調布の文化活動の

中心として、多くの市民が関わっていますので、それをどうするかということは、もっと

市民に周知して、意見を集約してから決めるべきだと思います。 

 グリーンホールは今開館から４０年と言いましたが、５０年ぐらいすれば建替えの時期

になるし、今もいろいろ使い勝手などで問題があることは私も承知しています。３５年撤

去ということは６年後ですよね。建替えの時期が１０年後ということであれば、１０年後

まで今のまま使って、建替えということで市民の意見も入れて検討するのが筋だと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○榊文化振興課長 

 グリーンホールは開館４０年目を迎えまして、市民の方に愛されてここまで使われてい
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て、市民が使っている割合が８割ぐらいありますので、本当に市民の活動の場であること

は市でも認識しています。 

 確かに、地下駐輪場工事は大きな工事になると思いますが、市民に知らせていないとい

うところでは、私どもの所管としては、今の段階では階段を撤去する方向性しかお示しで

きません。ある程度の方向性が少し見えた段階で市民の皆様のご意見も伺いながら進めた

いとは思っているのですが、現状のままで使い続けられないのかというご意見につきまし

ては、私が市のほうに持ち帰ります。 

○Ｎ 

 方向性が見えないから市民には知らせることはできないということなのですが、いつも

方向性が見えたときは、もう決めたから変えられないという形でしか市民に知らされませ

ん。今の地下駐輪場とか広場の整備の問題もそうで、地下駐輪場を掘ることにとても問題

があるということで、私たちはいろいろ市にも申しあげていますが、「もう都市計画で決

定したから動かせない」の一点張りです。ですから、まだ方向性を決めないうちに先に市

民に知らせて、市民の意見を集約する中で方向性を決めていただきたいと思います。 

 階段に関しては、今申しあげましたように、全く不合理です。あと１０年そのまま使っ

て、しっかり計画を立てれば、よりよいものになると思うのに、無駄な工事をして、しか

も今の駐輪場が果たして市民にとっていいものかどうかもまだ分かりません。 

 私たちは今日もこれからアンケートを取りに路上に出るのですが、東急の前の放置自転

車のところで一度調査をしましたら、地下駐輪場ができても利用したくない、あるいは利

用するかどうか分からないという方が圧倒的です。利用すると答えた方も仕方がないから

ということで、ほかになければパルコのほうに行くとか、進んで地下を使うと言っている

方はいないのです。 

 そういう市民が望まない工事のために、市民が大事にしているグリーンホールの規模を

半分にするような計画が市民の知らないところで進行しているのは、とても納得できない

ので、それは検討していただきたいと思います。ぜひそれは強く伝えていただきたいと思

います。 

○榊文化振興課長 

 ご意見として承ります。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。では、隣の方よろしいでしょうか。 
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○Ｏ 

 Ｏと申します。私もそれほど活発に使っていたわけではなく、むしろグリーンホールと

かは利用者の立場だったのです。ただ、利用させていただいて、駅前だし、いろいろ催し

も…… 

 駅前にあるということもあるし、各種の催しを楽しませていただいている利用者の立場

なのですが、こちらにいらっしゃる方とともに駅前の樹木を守ってほしいというところか

ら運動が始まって、いろいろなことを知るようになったのです。地下駐輪場のことも樹木

を守るというところから始まって初めて知りましたし、グリーンホールの階段がいずれな

くなり、規模が小さくなることなどもつい最近知り、驚いたわけです。 

 私たちは多少運動に関わっていて知ることができましたが、関わっていない人はもっと

知らないのです。こういう大事なことが後から知らされるのは非常に不合理です。大きな

事業ですから、できるならみんなが納得した上でいろいろなことを進行したほうがいいの

ではないかと思います。知らないうちにできてしまった、でき上がったものは不満だとい

うことでは意味がないのではないかと思います。だから、やはり事前に知ってもらい、み

んなの意見を聞き、賛同者があったら進行するというのが順序ではないかと思います。グ

リーンホールの一利用者としてそう思います。 

 それで、行政は決まってしまったことだからとなるのです。幾らこれはまずいのではな

いかと言っても、決まってしまったことだからということになって、この順序が変わらな

い限り改善されないですよね。だから、順序を変えていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○榊文化振興課長 

 貴重なご意見ありがとうございました。所管だけで調整できる問題ではなく、駅前広場

の関係や地下駐輪場の関係を含め、今回いただいたご意見につきましては、該当する所管

に共有させていただきたいと思っています。 

○Ｏ 

 駅前の樹木ということから入っていったのですが、すごく大きな問題でした。駐輪場の

こと、グリーンホールのこと、ロータリーのこと、全体的な問題に広がってしまっていて、

グリーンホールについては、見取り図がいまいちはっきりしません。それなのに地下駐輪

場はつくる、木は撤去するというように進行してしまっているのです。 
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 未定といっても、どこまで変えられるのか、今決まっていないことも半分進行してしま

っているわけでしょう。だから、順序が逆だなという印象を受けます。既定事実の上にし

かグリーンホールのことも考えられないわけではないですか。地下駐輪場がまずできなけ

ればだめとか、階段を撤去しなければとかといったら、もうグリーンホールの運命は徐々

に決まってきますよね。だから、もっと全体像を明らかにして、それを市民に問うて、そ

れで進行するという順序にしていただけたらと思うのです。よろしくお願いします。 

○榊文化振興課長 

 ありがとうございます。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。それでは、お隣の方、お願いします。 

○Ｐ 

 Ｐです。２点あります。 

 グリーンホールの階段のことなのですが、駐輪場は、駅から少し離れると大きな広場が

あり、誰も駐輪していないところがあります。１回１００円だと書いてあって、私はたま

に持っていくのですが、東急の裏に幼稚園がありましたよね。そこの少し先のほうにある

のですが、みんな持っていかない。すぐ駅の店の前が便利だから置くのは、気持ちは分か

ります。だから、こんな難しいところを掘るのではなくて、そういうところを借りたらい

いのではないかと思います。 

 次にピアノ教室の話です。年に１回、グリーンホールの小ホールかむらさきホールを借

りて発表会をしていました。皆さんから優しく接してもらって、大きな舞台で弾けてとて

もうれしく思っています。 

 それで、ホールの貸し出しが１日か半日なのです。グリーンホールの小ホールを借りて、

発表する前にみんな１回は弾きたいのですが、午前、午後というように決められてしまう

と、お客様が来てくれる前に全部弾き切れないのです。だから、時間貸しみたいにすれば

いいと思っていたのです。１２時から１時までは職員の方のお休みで、貸し出しはしない

のです。だから、午前に借りる場合は９時から１２時まで、午後に借りる場合は１時から

４時半まで。だから、発表会の前に自分たちが１回弾きたいのですが、それができないの

で、１２時から１時までを時間貸しみたいにしてでもいいから、そのように融通がきくよ

うな貸し出し時間になるといいといつも思っています。働いている方には悪いと思います

が、割り増しになってもいいと思っています。 
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○窪田総務課長 

 はじめに、貸出区分の説明をさせていただきます。 

○大割総務課施設管理係長 

 貸出区分についてですが、午前、午後、夜間と分かれていまして、それはご存じかと思

います。多くの公共施設でそのようになっておりまして、条例上、規定されている貸し出

しの区分であります。 

 時間貸しについては、現状では条例でそうなっているとご理解いただきたいと思います。

そのようなご要望があるということは承りました。 

○阿部グリーンホール事業課係長 

 午前、午後、夜間と間の区分の１時間なのですが、区分の間には清掃も行っています。

午前に利用された方の後、次に使われる方が快適に使えるように、その１時間の間に清掃

や整備を行っています。そのために１時間とらせていただいているというのもご理解いた

だきたいと思います。 

○Ｌ 

 通しでそこを使うということが分かっていれば、そのまま１日貸りればよいのではない

でしょうか。 

○Ｐ 

 通しの場合はいいのですが、小さな会でこんなホールを使っていいのだろうかといつも

思うのです。みんなのお金でできたホールをこんな小さな会で１日借りて申しわけないな、

半日でいいのにと思って。文句ばかり言って悪いのですが、短くしたほうが回転して、当

たらない人たちも部屋が借りられるのではないかと思ったものですから。 

○Ｎ 

 では、例えば９時から１時ぐらいまで借りられればいい。 

○Ｐ 

 そう。それか１２時から４時ぐらいでいいのです。 

○Ｎ 

 でも貸出しは１時からですよ。 

○Ｐ 

 １時からだと、お客さんは主婦の人が聞きに来てくれるでしょう。そうすると１時半か
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２時にはついて、すぐ発表するようだから、練習する時間がないのです。 

○窪田総務課長 

 こちらについては今決めることができませんので、一応こういったご意見を頂戴したと

いうことを市側とも少し協議していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○Ｎ 

 あくろすはどうして時間貸しができるのですか。管轄が違うのですか。条例が違うので

すか。あくろすはいつも９時から１０時とか、９時から１２時とか。 

○土方事務局長 

 貸出の規則は施設に合う状況で設定しています。あくろすは短時間の会議などのが多い

のではないですかね。こちらはホールですので、発表会があると仕込みとか何かあります

ので、結構長い時間がかかります。使い方が異なります。 

○Ｎ 

 そうすると、施設によって決めることはできるわけですか。例えば、たづくりもそのよ

うに変えるということは、財団で決めればできると。 

○土方事務局長 

 市が条例を決めて、それに基づいて我々財団が指定管理者として運営しているのです。

大元は市のほうで貸出の規則を作っていますので、それが変わるのであれば変わっていき

ます。 

○Ｎ 

 では、あくろすも条例なのですね。 

○土方事務局長 

 それぞれの決まりで貸出は行っています。 

○窪田総務課長 

 それでは、次の方、よろしいでしょうか。 

○Ｓ 

 Ｓと申します。本日初めて参加させていただきます。 

 日頃、たづくりの学習室を利用させていただいています。ありがとうございます。本日、

ご意見をお伺いし、改善につながればと考えていますのは、たづくりの学習室、特に社会

人学習室の利用者のマナーについてです。 

 具体的には２点あります。１点目は、夕刻の社会人学習室では、少なからず何かしらの
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ものを口にしている利用者が多数見受けられます。学習室のドアを開けた際、においが充

満しており、とても不愉快な状況です。入口の注意書きでも全く効果がない状況で、そう

いう利用者がいた場合、都度、受付の方に注意をしてもらうことは、自己の学習が中断し

てとても煩雑です。 

 ２点目は、明らかに学習行為ではない利用者が常に学習室にいることです。競馬新聞を

広げてインターネットで馬券を買っている利用者もいます。また、パソコンでいかがわし

いビデオを見ている利用者もいます。こういった利用者を見つけた際、７階の管理者の方

に何度も相談しましたが、学習行為の定義ができないので注意ができないとご回答いただ

いています。 

 しかしながら、学習室の座席数は非常に限られており、社会人学習室の場合、待ち時間

が１時間以上になることも珍しくありません。やっと利用できるようになって、学習室に

入ってこういう利用者を見かけた際、疑問を持たざるを得ません。 

 以上について、よりよい利用環境にしていただければと存じます。 

○大割総務課施設管理係長 

 お答えします。８階の学習室ということですね。 

○Ｓ 

 ８階の社会人学習室です。 

○大割総務課施設管理係長 

 飲食に関しては一定のルールを決めてあります。ご利用の方の個々のマナーということ

で、それに委ねるしかないところもあるのですが、明らかに周りに対して影響がある場合

については、一人一人お声がけをさせていただいています。そのことについて、例えばお

客様のほうで一々受付に言わなければいけないのは煩雑であるというのはそのとおりです

ので、こちらから積極的にお声がけをさせていただきたいと思います。 

 ２点目について、競馬新聞を読んでいる方とかがいらっしゃるというご指摘があるのは

私も存じ上げています。何をもって学習というか難しいというのは、そのとおりでありま

して、競馬新聞を読んでいるから、そのことでもって私どもが行為をやめさせることはな

かなか難しいということであります。ただ、周りの方が不快になるような行為については、

常識の範囲内でお願いしますというようにお願いをしています。その行為をやめさせると

いうよりかは、常識の範囲内でお願いしますというお声がけはするようにしています。 

○Ｓ 
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 飲食の件についてなのですが、注意していただいているときのやりとりを見ていると、

あめやガムはいいのだろうと答えていらっしゃる方がいます。利用開始するときに利用ガ

イドを受付の方がご説明されるときのあめやガムもだめですというところが徹底されてい

なくて、利用者の中にはあめやガムならいいと考えている方もいるので、そこは再度周知

徹底をしていただければと思います。 

○大割総務課施設管理係長 

 分かりました。 

○Ｓ 

 それと、パソコンの利用は、一般学習室も社会人学習室もできるということになってい

て非常にありがたいのですが、私も使うことがありますが、パソコンを使うことによって、

特に学習行為から逸脱している傾向が見受けられると思うのです。例えば、原則パソコン

は禁止して、パソコンはここで使ってくださいというような大テーブル専用で使ってもら

うような区分けの仕方もご検討いただけないかと思っています。 

○大割総務課施設管理係長 

 ご意見として承りました。 

○Ｓ 

 競馬新聞を広げて云々というのは、明らかに特定の個人でして、今日も来ています。再

三、管理の方にお願いしても、なかなか納得がいく見解をいただけません。明らかに不快

ですし、２０席しかない席をその方がほぼ毎日来て専有しているということは、市の財産

の２０分の１を競馬新聞で馬券を買う人、インターネットで馬券を買う人に提供している

と考えられなくもありません。税金を使ってギャンブルの場を提供しているというように

私は考えています。非常に不愉快です。ぜひ放置せず、市として何とかしていただきたい

と思っています。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。 

○Ｆ 

 私が前に提案したのは、学習室などやめたらどうですかと。部屋を借用したいのに申し

込みをしてもなかなか抽選に当たらないということで、学習室に充てているスペースを通

常の教室並みにして貸し出したらどうですかという提案をしたことがあります。これは採

用には至りませんでしたが、今お伺いして、何たることだと。本当に管理がなされていな
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いと思います。 

 実際に今言われたような税金の有効活用という面から見ると、全く不当な使い方をされ

ていて、それが実際上は野放しになっているのは、やはり管理者としての責任を感じてい

ただいて、適度に見回っていただいて、そういう人は排除するということをやっていかな

いとなくなりませんよ。難しいからといって済む問題ではないので、その点、管理をやっ

てください。お願いしておきます。 

○Ｓ 

 ありがとうございます。 

○窪田総務課長 

 続きまして、Ａの方、お願いします。 

○Ａ 

 Ａといいます。実は知り合いの息子さんが、学習室で勉強をしていて、よく会うのです。

家だと家族もいるし、なかなかできないのだけれども、学習室で公務員試験の何かを一生

懸命勉強しているらしいのです。彼にとっては、そういうところがあるのはすごくいいと

思って、中にはそういう人もいますよね。だから、２０席しかないのに競馬新聞でそこを

専有しているなんて、やはりそういう人は注意すべきかなと思います。 

 でも、無料の学習室をなくしてしまえ、普通の学習室にすればいいではないかというの

は極論というか、この例が合っているかどうか分からないですが、生活保護を使ってパチ

ンコをやっているとか、そういう人がいるから生活保護をなくしてしまえみたいな、そう

いうことにつながってしまう怖さを感じます。もちろん管理はきちっとしていただくけれ

ども、管理する側の難しさ、注意の仕方も難しいでしょうし、大変だと思います。でも、

なくしてしまえという発想をしていくと、１１階のみんなの広場だって、申し込めば無料

で使えるところは私たちにとってすごく大切な場所なのです。そういうところを無料なの

だからという発想ではなくて、そういうところがあるから市民が勉強できたり、みんなで

集まったりすることができるので、管理をきちっとしていただきたいというのは賛成です。

そういう人がいるのを今初めて聞いたのですが、なくしてしまえということは反対します。 

 次に、今まで出たグリーンホールの階段の問題は、私も聞いたのですが、例えば市内の

小学校、中学校の音楽会などの場として、グリーンホールはとても貴重な場所です。客席

数が１，３００席でしたっけ。平成３５年ということは実質５年後ですよね。階段が撤去

されると、計画だと６５０席ぐらいになってしまう。半分です。たづくりのくすのきホー
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ルは５００席ですよね。それと変わらない。１，３００席あるからいろいろな人たちが使

える。それがなくなってしまう。しかも駅前の一等地です。すごく大きな問題です。 

 もちろん市の計画もいろいろあるでしょう。所管だけの問題ではないのです。駅前をど

うするかと市民に示しながら、グリーンホールはどうしましょうか、階段はどうしましょ

うか、１０年後はどうしましょうかということは、すごく大きな問題なのです。そして、

それができるのは財団なのです。 

 例えば、今こういう計画が出ていますが、皆さんどう思われますかと。それこそ学校な

どにも知らせて、例えばアンケート、市民の声を聞く。こういう市民と話し合う場を設け

る。市報とかいろいろなものを使って知らせる。たづくりにも会報がありますよね。そう

いうものにまず情報を出していく。そして市民の声を聞く。それは財団のやることだと思

います。私たち市民にはできないです。 

 ですから、まだ計画段階だからこそ、そういうことをやって市民の声を聞いてほしいと

思います。このことは大事ですので、グリーンホールをどうするか、これからどうなって

いくかということで、きちっとこういう話し合いの場をまず別につくってほしい。 

 この年２回の利用者懇談会、すごくありがたい場なのです。私はできる限り出ようとし

ています。なぜかといったら、市民の声を届けるすごくいい場所で、まず聞いてくださる

財団の職員、それから本庁からも来てくださっても、市民はたったこれだけなのです。い

つも残念だと思うのですが、そうやって耳を傾けて、時間はかかっても、今まで私たちが

出したいろいろな問題を少しずつでも変えてきてくださっています。映像シアターも前は

有料の催しの開催は絶対認められませんでした。しかし、それができるようになりました。

これからグリーンホールが何年使えるか分からないけれども、そうやって市民の声を聞き

ながら、財団と一緒に、少しでも市民が使いやすい、いいものにしていっていただきたい。

そのために年２回ですが懇談会をやってくださって、そして協力してくださいます。 

 この間、３日間にわたり、たづくりまつりを行いましたが、財団が場所を提供してくだ

さいました。そういう協力がなかったら、市民のたづくりまつりはできないと思います。

そういう意味ではありがたいと思っています。今後もぜひ市民の声に耳を傾けて、市民と

一緒にやっていってほしいと思います。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。 

○Ｆ 
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 今の市民の声ですが、市長のふれあいトーキングというのは参加されたことありますか。 

○Ａ 

 あります。 

○Ｆ 

 そうですか。それも１つの場だと思うので、市長に直に話をするのは有効です。 

○窪田総務課長 

 では、次、お隣の方お願いいたします。 

○Ｃ 

 Ｃと申します。私もグリーンホールの問題では、市民の声をどう伝えるか。ちょうどグ

リーンホールができた年に電気通信大学のオーケストラが第九をやりました。実は私、そ

のときから関わってきました。まだ使用基準だとかを決める前に働きかけて、都響の第九

がその前に開館主催であったのですが、利用者としては私たちが最初ということで、市民

のオーケストラや合唱とか大きな発表ができるのは都内でグリーンホールだけだったので

す。テレビのロケとかが優先されているホールではないかと思ったのですが、そうではな

く、一般の利用もできるグリーンホール、１，３００席のキャパシティでもオーケストラ

ピットがついて２００席潰すと１，１００になりますが、それでもオペラとかをやれる最

低限の広さだと思うのです。それすらもできなくなるということは、市民にとって非常に

マイナスです。 

 市長との話でも、いろいろ市民の意見を反映させるためには担当のところに伝えてもら

いたいということで、窓口はあると言っているのですが、今言ったように、やってもらい

たいのだけれども指定管理者という制度になって、財団は非常にデリケートな位置にいる

と思います。使い勝手については、確かに財団が責任を持ってやるのでしょう。建物のあ

りなしだと、きっと市役所サイドの意向だということで、どこへ話していけばいいのか、

意見の届け方が分からない。昔であれば、もっとグリーンホールが積極的に意見を集めら

れたのだけれども、それができないような状態になっています。 

 あとは、グリーンホールのときもそうだったと聞いているのですが、つくる過程につい

て私は把握していなかったのだけれども、とある設計士さんの意見が最初につくられて、

それを市のほうでもベストだと思ってやったのでしょうけれども、やはり市民の意見は十

分に反映されているとは言いがたかった。 

 たづくりをつくるときには、利用者会議も市がつくった推進懇談会というのに委員を送
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り出して検討したのだけれども、やはり当初考えたものは直せないということから始まっ

て、集めた人たちの意見が本当に反映されたかというと、それも不十分だったと思います。 

 ただ、その後、何とか変えてもらったのは、くすのきホールが多目的利用のものから劇

場型にしてもらったということで、音楽団体とかが使いやすいホールになって、大合唱で

なければ、むしろグリーンホールよりくすのきホールのほうが演奏しやすいということで

す。 

○土方事務局長 

 この場所がたづくりとグリーンホールを使っている方々の意見を聞くことができる場所

なので、そこに行政の人も出ていただいているのです。 

 今日、皆さんからいろいろな意見をいただいたのですが、財団が対応できる部分は財団

が対応して、市の対応になる部分は市に持ち帰っていただいて、市の中で全体で協議して

いただくような場所になっていますので、今おっしゃったことも全て市に持って帰って協

議していただくことになると思います。 

○Ｃ 

 榊課長とかは、市のほうに直接利用者の意見を持って…… 

○土方事務局長 

 そうです。今日、利用者の皆さんの意見としては、このようなものがありましたと。 

○Ｃ 

 確実にお願いしたいです。伝えておきますというだけで、強い要望を伝えて、では誰が

決定するのかというのが、この小さな市役所でさえ見えません。市長には、私も市長との

懇談会とかの中で伝えてありますが、担当するセクションのところに伝えるのがこの場で

あれば、３５年に撤去してしまうと、グリーンホールもグリーンホールとしての機能がな

くなってしまう。駐輪場をつくらなければいけないためになくなってしまうというのは、

やはり意思決定するところに市民の声が届いていなかったと今回も感じるところです。 

 樹木の会の方が言っていましたが、今、市が考えているものでなければ、支える工事が

可能であるならば、変更するというところまで素直に市民の声を聞き入れる気持ちを市側

で持ってもらいたいし、そういう意見が出ていることを伝えるというよりも、主張という

形で取り上げていただきたいというのが言いたいところです。 

 また単純に言うと、グリーンホールが５年後に使えなくなるなどというのは、とんでも

ない話です。違うところにつくるのであれば、つくるものができるまでは使い続けるつも
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りで、何とか市民にそういうホールを提供し続けますという意思で進めるようにお願いし

たいと思います。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。それでは、お隣の方、お願いします。 

○Ｆ 

 Ｆです。この利用者懇談会は、そもそも私が退職して、１３年前、たづくりのいろいろ

な行事を利用する頻度が増えてから、余りに運営が市民不在なので、市民の意見を直接聞

く会を設けなさいというように当時の財団の幹部に言ったのですが、全然動いてくれない

ので、市長にまで話を上げて、やっと１２年前に開催することになりました。以来、年２

回開催されています。特に今日みたいにグリーンホールの大々的な改修工事が市民の知ら

ない間に進んでいるということも分かったのですが、実際、この懇談会をやっていること

で税金の有効活用、それからたづくり、あるいはグリーンホールの運営の有効活用ができ

るようになっているのではないかと思います。 

 特に皆さんに事前にお配りしている議題に書いたように、市あるいは財団の担当の方は

人事異動でどんどんお変わりになるのです。今までどういう経緯を経てこのようになって

いるかを知らないままこの会に出席している方がいらっしゃったので、ぜひ今回は前の議

事録に全部目を通してくださいとお願いしてあります。そういうことで、せっかくの利用

者懇談会を活かせるようにしていきたいと思っています。 

 議題は事前に配付してありますので、全部は申しあげませんが、１点目は、美術展ある

いは遺跡の展覧会などの解説講演会を今までよく開いていただいていたと思います。これ

は事前の勉強に非常に役立ちますので、私もできるだけ参加しているのですが、最近その

頻度が減ってきたような感じがしています。今後ともぜひ頻度を多く開いていただきたい

です。そもそも、こういう展覧会の主催者にとってみれば、参加者誘致の上で、たづくり

での解説講演会は、紹介すれば喜んで講師を派遣してくれるのではないかと思います。今

までどうで、最近どうなっているかというご説明をいただきたいと思うのが１点目です。 

 ２点目、講演会などでアンケートを取られていますが、内容が年齢、住所、何分かかり

ますかとか、よかったですか、悪かったですかぐらいのもので、実際に講演会が済んだ後

でじっくり腰を据えて内容についての意見を書く時間がどうもとりにくいです。終わった

ら退場してくださいと言われているような気がします。内容について具体的に書き込める

時間がとれるような運営、アンケートのとり方をしていただきたいのが２点目。 
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 ３点目は、前に市民カレッジでやっていたオペラの講座を市民サークル活動に引き継い

で、今５年目になります。財団の職員の方にも非常にお世話になり、今７０人ぐらい、有

名な評論家の先生のご指導をいただいています。 

 映像シアターでのスクリーンの映像の縦横比が合っておらず、せっかく先生にご準備い

ただいた映像が満足に見られないことがあったので、担当の方に相談したら、先生がご準

備になるＤＶＤをお借りできれば、どのように調整できるか検討してみますということで、

先生にＤＶＤをお借りするように今の代表に言ったところ、そんな面倒なことは先生にお

願いできないと断られたので、私が直接、上級の担当の方に相談したら、先生のお手元に

置いてあるＤＶＤプレーヤーのリモコンのアスペクトというボタンを押しさえすれば、縦

横比が簡単に調整できるのが分かり、うまく見られるようになったのです。 

 当初に相談した担当者はそれを知らないままで、そうですかというようになればそれで

済んで、あとはずっと我慢している状態が続いていたはずなのですが、やはり財団の担当

の中で、分からないことがあれば上級者に聞いて、財団が持っている技術は全部最大限活

用できるようにしていただきたい。要は、分からないことは聞く。それから、上級者は下

の人に十分技術の伝承をするということをやっていただきたいと思います。 

 ４点目は、前回、１１月に国立音大の安川先生のオペラの講座をお願いしますというこ

とで、平成３０年度開講の講座以降で検討しますということになっていたのですが、その

後の状況はどうでしょうか。そろそろ１年を切りましたので、先生のご予定を入れていた

だく上で、もう打診をなさっていると思うので、その経過はいかがですかということ。 

 ５点目は、５Ｗ１Ｈ意識の徹底ということです。今日の要望事項等対応表の項番２、休

憩場所を増やしてもらいたいということで、前回、１階ロビーに丸テーブルと椅子を置い

て休憩もできるようになっていますが、それ以外の階でも休憩できるようにしてもらいた

いという要望があることに対する回答なのですが、調布市と協議しますということ。昨年

１１月の提案に対して、６月の返事でいまだに調布市と協議しますというままになってい

るのは、いわゆる５Ｗ１Ｈ、誰が、いつ、なぜ、どのように、いつまでにという仕事の原

則が無視されている。これは市役所全般の問題として、５Ｗ１Ｈの意識徹底をぜひやって

いただきたいと思います。 

 これは、いわゆるお役所仕事ということで、私が勤めていたのは民間なので、民間に勤

めている我々から見ると、検討します、協議しますという回答までは出るのですが、いつ

までにというのは、まず出てこないです。これでは仕事にならないので、ぜひそういう意
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識を持って仕事をしてもらいたいと思います。 

 それから、冒頭に言い忘れましたが、この懇談会を始めるときに財団に話をつけて、市

の当時の生活文化センターに市からも出ますねと私が確認したら、最初は財団とだけやっ

てください、何か問題があれば市からも出ますというのが当時の副部長の回答だったので

す。それは財団の指導監督をすべき部署なのですが、年間１４億もかけて運営する財団の

指導監督を当時の市はその程度の意識しか持っていなかった。本当に大きい問題だと思い

ます。単にお飾りで、指導監督部署ですと言いながら、指導監督する意識は当時全くあり

ませんでした。 

 今いろいろ問題が出ていますが、財団で処理できる問題と市が動かなければいけない問

題といろいろあります。特に市はそういう意識を持って動いていただきたい。単にここに

出ているだけではなくて、そういう要望が利用者から出ているというので、市の行政部門

としてぜひ動いていただきたいと思います。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 １番から４番目まで回答いたします。 

 １点目の美術展の関連講演会は、ＮＨＫが主催して、開催地の募集という形でＮＨＫさ

んがいろいろなところに声をおかけになるのです。それに私たちが手を挙げて実現する事

業になっています。こちらは大変人気の高い事業だということを私たちも認識しています

ので、積極的に手を挙げるようにしています。手を挙げると、割と高い確率で実現します。 

 開催数は、今、年に２、３回のペース。それ以上に増やそうとしても、ＮＨＫさんから

募集が来るかどうかということがあります。最近では平成２７年度に５回実施しています

が、その年はＮＨＫさんから募集が多かったということです。それ以外は大体年に２、３

回のペースで実施しています。私どもとしては今後も積極的に申し込むつもりでいます。 

 ２点目なのですが、講演会でアンケートを書く時間についてです。特に今の美術展関連

講演会は、最後に皆さんに招待券をお配りします。その関係で、混雑しないように、こち

らのブロックの方ご退室くださいというアナウンスを入れるので、何となく退室してくだ

さいという雰囲気が出ている可能性があるとは思っています。なので、次回から、席を立

った後でもロビーでゆっくり書けるようなスペースを設ける対応をさせていただきたいと

思います。あと、お帰りになってからもゆっくり書けるように、アンケートには必ずファ

クス番号が入っています。なので、お帰りになってからゆっくり書いて出していただいて

も大丈夫です。 
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 ３点目の視聴覚機器のことなのですが、一応、内部でも視聴覚担当でもいろいろ検討し

た結果、今後組織的に対応して、いろいろ情報共有するように努めますので、よろしくお

願いします。 

 ４つ目のオペラの講座ですが、来年度の講座の候補ということで、ほかの講座と同じ扱

いで、講座の候補の１つとして挙がっています。まだ来年度の講座決定には至っておらず、

実は毎年のスケジュールとして、７、８月ぐらいにラインナップを出して、それから先生

の交渉に入ります。スケジュール的には夏から秋にかけて先生方と具体的な調整に入るの

で、今現在はまだ交渉に入っていない段階です。 

○Ｆ 

 先生に打診はされましたか。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 それもこれからです。 

○Ｆ 

 要するに、打診をしてやっていただけるかどうか。時期は分からないけれども、お願い

できましょうかという打診はそろそろしておかないと、１年後の問題ですから。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 これからの交渉になります。 

○Ｆ 

 内容を決めてから打診したのでは、先生がだめだとおっしゃるかもしれませんし。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 年間のスケジュール的にはそういうタイミングなので、１１月にいただいて、今までの

間はまだそのタイミングではなくて、正にこれからです。 

○Ｆ 

 ほかの２つの市でもやっていらっしゃるので、多分お受けいただけるだろうとは思って

いるのですが、よろしくお願いします。 

○大割総務課施設管理係長 

 ５点目についてお答えします。ご指摘のとおり、そのような意識で仕事をしてまいりた

いと思います。 

なお、調布市と協議しますということの中身を改めてご説明します。休憩場所について

は、おっしゃるように１階のエントランスなどに増設してきたところであります。現状で
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は、これ以上の増設が困難であるということを長期的な視点に立って調布市と継続的に協

議をしてまいりますという意味でありました。言葉足らずで申しわけありません。 

○Ｆ 

 できないという回答は極めて簡単なのです。いかにしたらできるかを考えるのが仕事で

あって、なぜできないのかご説明をいただかないと、できませんということでは、どうも

納得できない。これを問題提起したのは私ではなくて、ほかの方でしたが、協議はなさっ

たのですか。 

○大割総務課施設管理係長 

 現状では、場所を見出すことができませんので、施設の大きな改修時などには可能かも

しれないので、そのことを市とこれから協議していくということです。現状では困難であ

るということです。 

○Ｆ 

 要は、例えば折り畳みの椅子を置いておくとか、そういうことでも休憩場所になるので

はないですか。改修計画の問題ではなく、今は休もうと思っても１階のロビーと１２階に

は椅子がありますが、そのほかの階にはない。 

○大割総務課施設管理係長 

 あと、２階のくすのきホールの横にも。 

○Ｆ 

 ２階もありましたかね。だから、そういう要望に対してなぜできないのかというご説明

をいただかないと、みんな納得しないままになってしまいます。 

○土方事務局長 

 最初は１階に休憩場所を増やしていましたが、エスカレーターで上がった右側にも椅子

を置いて、そこもイスとテーブルを増やしました。そのほか、Ｆさんの言った折り畳み椅

子は考えていなかったので、それはそれとしてアイデアをいただきますが、今の段階で使

い勝手的にはぎりぎりになってしまったところで、今言ったアイデアもあると思いますの

で、それも含めてもう一回検討させてもらいます。 

○Ｆ 

 よろしく。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。これで皆様からご意見を頂戴しました。本日は大変貴重なさ
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まざまなご意見を頂戴しました。今後もたづくり、グリーンホールの運営を市とも連携を

深めながら進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 また、今後何かお気づきの点がございましたら、利用者懇談会に限らず、７階の事務室、

またお電話でも結構ですので、お声かけいただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○Ｎ 

 よろしいですか。先ほどのグリーンホールの階段の件で、財団としてはどのように考え

ていますか。市に対して財団が意見をおっしゃるということは…… 

○土方事務局長 

 財団としては、市に意見は言っています。私たちはいろいろな事業をやっている中で、

この事業は実施が難しくなるとか、我々から市に伝えてあります。 

 市の計画はこういう計画になったのですが、私たちの事業では、こういう形で今まで階

段を使って、約１，３００席のホールでの事業を行ってきました。今後財団が事業を実施

する上においての課題は市に出してあります。指定管理者としての立場もありますので、

我々としては、財団の事業を実施する上の課題点として、市に要望なりは出してあります。 

○Ｎ 

 それから、さっき私、階段に関する話しかしませんでしたが、ここで出た意見でいろい

ろ改善してくださって、映像シアターで参加費の徴収が認められるようになったというこ

と。もう１つ、物品販売禁止ということで、私たちは講師の著書を売りたいとお願いして

ありました。今回は募金活動として認めてくださるということで、何らかの活動に寄附す

るからということで書籍を販売できて、とても改善されたと思ったのです。中には、本当

にそういう活動と関わらない著書そのものを売りたいという方もいらっしゃいます。私た

ちがお呼びするような方たちは、ベストセラー作家とかではないので、一般の書店では手

に入りにくいような本もありますし、大体は著者割引で販売してくださいますので、市民

にとっても助かるのです。あと、先生のお話の内容がよく分かる助けにもなりますので、

書籍販売に関しては、募金ということでなくても認めていただきたいという要望は強く思

います。 

○大割総務課施設管理係長 

 書籍については、書籍だからだめということではなくて、物品の販売が営利に当たると

いう解釈を現状ではしています。何をもって営利に当たるか当たらないかというのは、ど
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ちらかというと市の判断になりますので、ご意見として承りました。 

○Ｎ 

 決して儲けようという形ではなく、もちろん私たち団体には何も入らないわけですが、

著者の方にお礼も十分にできないので、せめて著書を販売したいという希望です。 

○土方事務局長 

 おっしゃっている気持ちは分かります。趣旨は理解できますので。 

○Ｎ 

 ぜひそれは改善していただきたい。 

○土方事務局長 

 可能になるかは分からないのですが。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございます。どうぞ。 

○Ａ 

 たづくりで３日間お祭りを行った件で、私も３、４年お祭りのお手伝いをしています。

大勢の方が来てくださって本当にありがたかったのですが、去年、ギャラリー内の小さな

ステージで、琵琶サークルの演奏がありました。琵琶の音は小さいので、ギャラリーの中

に紹介コーナーを設けて、そこで弾いたりしながら周りの人に琵琶の説明をしたのが身近

ですごく親しみが持てたということで、今年もそういう特設ステージをつくって演奏した

ということです。 

○Ａ 

 琵琶サークルってなかなか渋いし、メジャーではない楽器に入るのかなと思って、そう

いう宣伝も兼ねて、年に１回のたづくりまつりで発表の場があるのですが、エントランス

ホールのステージで演奏するのはいつも桐朋音大とかプロの方たちなのですが…… 

○土方事務局長 

 市民の演奏家の演奏もあります。基本的には財団の主催なり市の主催でしかあの場所は

使っていません。１階は受付もあるので、音の問題や来館者の通路確保もあります。小さ

な小さな音楽会という事業をメインで行っているのですが、市民の方も出演しています。

それとたづくりまつりが同じタイミングにはまずならないと思うのですが、そういう場が

あります。 

○Ａ 
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 そうですか。知らなかったものですから。 

○土方事務局長 

 年５回ぐらいあります。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 小さな小さな音楽会は年１２回あるうち、５回ぐらいは市民の方のものです。１回に３

団体ぐらいで、特に審査はなく、先着順になっています。先着順なので、今年度も結構埋

まってきています。 

○Ａ 

 だから、それをお祭りの３日間の期間に琵琶とか、あそこで音楽系をやっていらっしゃ

る、そういうのはないのですか。 

○土方事務局長 

 それはタイミングですので。 

○Ａ 

 それを合わせて、今後検討していただきたいということです。 

○土方事務局長 

 趣旨は分かります。ただ、市民の場があるということはまず認識していただきたいと思

います。 

○Ａ 

 そうですね。 

○Ｌ 

 それは先着順なのですね。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 先着順です。 

○Ｌ 

 申し込みは直接来館しないとできませんか。 

○藤堂たづくり事業課係長 

 お電話でいただいてもお受けできます。 

○Ｌ 

 後で詳しく教えてください。それと、展覧会の話がありました。ここの財団では専属の

学芸員とかはいらっしゃるのですか。 
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○藤堂たづくり事業課係長 

 学芸員の資格を持っている職員はいますが、学芸員として雇っているわけではありませ

ん。ですので例えば、下の展示室に専属の学芸員が必ずいるというわけではないです。 

○Ｌ 

 いろいろな企画、１階のギャラリーでありますが、ああいうのは全部学芸員が目を通し

た企画、運営があるのかなと素人判断で思っていたのです。なかなか内容も良いので。 

○土方事務局長 

 意見は当然入っています。 

○Ｌ 

 そうですか。分かりました。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。あとはよろしいでしょうか。（一同、同意） 

 それでは、次回の利用者懇談会ですが、１１月の平日の夜間を予定しています。まだ具

体的な日程は確定しておりませんが、またホームページ、広報誌ぱれっとでお知らせして

まいりますので、よろしくお願いします。 

○Ｆ 

 以前は議事録の発行にずいぶん時間がかかっていましたが、前回、１１月の議事録は１

月時点で出ていました。約束どおりに進めていただいてありがとうございました。ただ、

この対応表が１週間前というのは要改善ですから、よろしくお願いします。 

○窪田総務課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、平成２９年度第１回利用者懇談会を閉会とさせていただ

きます。本日はありがとうございました。 

 

 

                                 ――了―― 


