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令和３年度第２回定時理事会議事録 

 

１ 日時 令和４年３月２４日（木）午後３時から午後４時７分まで 

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） 

（議長）理事長 荻本貞臣 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第１号議案 令和３年度補正予算（第１号）の承認について 

イ 第２号議案 令和４年度事業計画の承認について 

ウ 第３号議案 令和４年度収支予算の承認について 

エ 第４号議案 令和４年度における資金調達及び設備投資の見込みについて 

オ 第５号議案 令和４年４月１日付人事異動の件 

カ 第６号議案 臨時評議員会招集について 

キ 第７号議案 臨時評議員会に提出する理事候補者名簿について 

ク 第８号議案 財団基本計画の見直しについて 

ケ 第９号議案 規程等の改正について 

（３）報告事項 

ア 評議員会の開催結果について 

イ ファンドレイジング進捗状況について 

ウ 調布市行政実務研修への職員派遣について 

（４） その他 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 

 阿部事務局長から、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
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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 

ア 【審議事項】第１号議案 令和３年度補正予算（第１号）の承認について 

＜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＞ 

白勢財務係長 

  

 当初予算額１４億５，９１４万７，０００円、補正額１，７４３万５，０００円

の減、補正予算額１４億４，１７１万２，０００円です。収入、支出ともに 

１，７４３万円の減額をしていますが、収支の差額はゼロ円で、当初の予算と変わ

りありません。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用制限等の措置や利用料金の全額還

付対応などにより、施設利用料金収入が当初見込みから大幅に減少しています。特

にグリーンホールでは、費用抑制してもなお施設の管理運営業務に支障が生じてい

ます。一方で、補助金については、一部事業の規模縮小に伴う事業費の減、また人

件費の減により、未執行額が発生しています。これらを踏まえ、財団運営及び施設

管理を安定的に行うため、補助金の減額とグリーンホール指定管理料の増額によっ

て当初予算の補正を行い、調整を図ります。 

  

 今回の補正では、投資活動収支の部、投資活動支出、事業積立資産取得支出 

１００万円を増額しています。これは本年度決算にて、令和７年度の財団設立３０

周年事業に向けた資金として積立を予定したものです。 

  

 

イ 【審議事項】第２号議案 令和４年度事業計画の承認について 

＜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。 
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＜説明＞ 

藤堂芸術振興事業課長 

 本件については、令和３年１２月に実施した第１回臨時理事会において提案した

事業計画（案）に基づき、皆様の意見、またその後の調布市との予算折衝状況等を

踏まえて、加筆修正、文言調整を行いました。 

 令和４年度も感染症対策と事業運営の両立を図りながら、引き続き財団独自のテ

ーマである「１００年後の君へ。」を掲げ、共生社会の推進、次世代への文化の継

承、地域資源の活用、次世代を担う芸術家、鑑賞者の育成等に取り組みます。 

 せんがわ劇場においては、市直営期から引き継いだ運営プランの見直しを図り、

たづくり、グリーンホール含めた３施設の一体的活用を推進します。このほか、ア

ウトリーチやワークショップ、文化ボランティアの活性化などを通じて、誰もが参

加できる創造、活動の場をつくります。 

 施設管理運営では、令和３年度から市が実施しているＥＳＣＯ事業を踏まえ、適

切な維持管理による施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減に取り組むとと

もに、文化会館たづくりの各施設で市が予定している改修工事について、利用者に

対する周知を適切に行っていきます。 

 組織運営では、多様な働き方と効率的な事務遂行のため、業務のペーパーレス

化、オンライン化を進めるほか、目標管理型人事評価制度を本格稼働し、組織の活

性化を促進します。 

 また、引き続きアートマネジメント人材の育成に努めるとともに、財務会計にお

いては、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、各事業規模の見直し、事務経費の縮

減、自主財源の拡充に努めます。 

 なお、施設管理の部分で、「災害対応については、令和３年度に締結した「災害

時における調布市への対応への協力に関する基本協定」に基づき、施設・設備を活

用しながら、市と緊密に連携して、地震、風水害など様々な想定で訓練を行いま

す」という表記を追加しました。 

 特徴的な取組と事業概要は、１２月以降、各事業の企画を具体化した結果を反映

し、文言を調整しました。一例を挙げますと、「生で聴く“のだめカンタービレ”

の音楽会」については、クリスマスコンサートとして出演者を調整した結果、サッ
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クスやドラムを入れた編成とし、併せて小学校へのアウトリーチを行うという内容

に変更しています。 

 また、１０回目を迎える調布国際音楽祭については、本日お手元にチラシを配付

いたしましたので、詳細はご確認ください。 

 具体的な事業の記載については、市からの指定管理料や補助金の額が内定したこ

とや、準備過程での折衝状況を踏まえ、内容をより具体的に精査しています。 

＜質疑等要旨＞ 

山口副理事長 

 事業計画を拝見しました。とてもよく練られた計画になって良かったと率直に

思います。ぜひ職員の方々には、計画の実行と成果が上がるように努力を期待し

ます。 

 

ウ 【審議事項】第３号議案 令和４年度収支予算の承認について 

＜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＞ 

白勢財務係長 

 本予算は、令和４年度事業計画に基づいた内容です。 

 令和４年度の総予算額は１４億５，３４２万６，０００円、令和３年度比で 

５７２万１，０００円、約０．４％の減です。 

 市からの拠出金は、受託事業収入、市指定管理料収入、市補助金収入が該当しま

す。受託事業収入は８，３６６万５，０００円、市指定管理料収入はグリーンホー

ル、たづくり、せんがわ劇場を合わせて７億９４７万７，０００円、市補助金収入

は４億８，４２１万６，０００円です。市拠出金の合計は１１億９，３６９万３，

０００円となり、前年度の拠出金合計額に比べ２，０９８万７，０００円、約１．

８％の増です。 

 １２月理事会で説明したとおり、当財団のミッション実現と市民サービスの向

上、安定的な施設運営を図るため、令和２年度並みの予算を調布市に要望しました

が、令和４年度予算については、令和３年度と同額程度の市拠出額が示されまし

た。 
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 拠出金ごとの増減について説明します。 

 市補助金は、要望額４億９，３８７万７，０００円に対して、令和４年度予算額

は４億８，４２１万６，０００円の約１，５９４万円増となりました。 

 たづくり指定管理料は、令和３年度予算額５億２，１４８万円に対して 

１６０万円減の５億１，９８７万３，０００円。 

 グリーンホール指定管理料は、令和３年度、１億３，１０８万円に対して 

３，２１０万円の増となりました。修繕費１６１万円が増額となりました。 

 たづくり指定管理料とグリーンホール指定管理料の増減額１６０万円は、たづく

り改修工事に伴う事業分の指定管理料を振り替えたためのものです。 

 せんがわ指定管理料は、要望どおり３４４万円増の５，５３０万７，０００円と

なりました。 

＜質疑等要旨＞ 

原島理事 

 資料の作成と送付、いつもありがとうございます。そして、１２月の理事会のと

きと比べて、全体的な収入ボリュームも下がっている中で予算組みしていくのは非

常に大変だったことを推察する中で、１点質問したいと思います。 

 先ほど補正予算の説明の中で、特定資産取得資金として１００万円積み立てると

いうお話がありました。先ほどの説明の中では、令和７年度に３０周年の事業を行

うに当たって必要なので積み立てるというお話でしたが、今回の予算の中では、支

出の積立ては計上されていませんが、３０周年に向けて積み立てていくというの

は、ある程度計画的にという意味合いではなくて、余剰が生じたら積み立てるとい

う意味合いでしょうか。 

白勢財務係長 

 先ほどの補正で１００万円、令和３年度決算で積立て予定しているということ

で、現段階では令和７年度に向けて、できましたら毎年１００万円ずつ積立てを行

っていきたいと考えています。 

佐藤企画課長補佐 

 積立については、その年によって外部助成金などの獲得状況などに鑑み、最終的

に年度末に市とも調整を図りながら、積み立てていきたいと考えています。 

原島理事 
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そのときの状況を見ながら積み立てるイメージですか。 

佐藤企画課長補佐 

 そのような傾向にありますが、周年事業に向けて毎年１００万円という計画で積

み立てています。 

 

エ 【審議事項】第４号議案 令和４年度における資金調達及び設備投資の見込みにつ

いて 

＜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＞ 

白勢財務係長 

 第４号議案は、法人が重要な資金調達及び設備投資の見込みの有無について、次

年度事業計画、予算ともに議案として審議するものです。令和４年度において、資

金調達及び設備投資の見込みはありません。 

 

オ 【審議事項】第５号議案 令和４年４月１日付人事異動について 

 議長から、「本件は人事案件であることから、その関連として、先に報告事項

ウの説明を受けたい」との提案を受け、全会一致で了承された。 

 

【報告事項ウ】調布市行政実務研修への職員派遣について 

＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

 今後の財団を担う職員が財団とは異なる環境で視野を広げること、また調布市で

の行政実務研修を通じて、市と財団相互の交流を深めることなどを目的として、平

成２７年度から調布市への職員派遣研修を開始し、平成３０年度まで２人の職員の

派遣を行いました。 

 令和元年度から２年間は、当財団が新たに調布市せんがわ劇場の指定管理者とし

て指名を受けたことに伴い、派遣研修を休止していましたが、令和３年度から市へ

の職員派遣研修を再開しています。 
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 派遣の対象者は、主任職、係長職等の中堅職員です。人数は１人、派遣期間は原

則として１年としています。 

 

【審議事項オ】第５号議案 令和４年４月１日付人事異動について 

＜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＞ 

阿部事務局長 

 今回の人事異動の特徴として大きく２点あります。 

 まず１点目は、財団基本計画の３年間の状況を踏まえて、組織体制の見直しを図

った点です。具体的には、これまで３課８係であった体制を、３課６係に改編し、

組織体制及び組織基盤の強化を図りました。 

 ２点目は、係長相当職の主査という職名を担当係長に改め、適材適所に配置する

ことで指示命令系統の明確化を図り、業務を円滑に推進できる体制にしました。 

 今回の人事異動の具体的な内容としては事務局長の派遣期間満了に伴う、新たに

市からの派遣職員を含めた定期異動が１８人、昇任については、係長職への昇任が

１人、主任職への昇任が１人の合計２人。また、先ほど事務局から説明した調布市

への行政実務研修が１人となりまして、合計で２１人の人事異動となりました。 

 

カ 【審議事項】第６号議案 臨時評議員会招集について 

＜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＞ 

佐藤企画課長補佐 

招集理由は、令和４年３月３１日付、吉田常務理事の辞任に伴い、後任となる補

欠の理事の選任を行うためです。 

 

キ 【審議事項】第７号議案 臨時評議員会に提出する理事候補者名簿について 

＜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。 
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＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

後任理事は、宇津木光次郎現調布市総務部副参事です。 

 候補者として選任する理由について説明します。候補者は、一般財団法人法第 

１７３条規定の役員の資格等の除外要件に該当しないためです。 

 また、令和４年３月３１日付で調布市役所を退職予定であり、これまでに生活文

化スポーツ部長として文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場及び調布

市の文化振興に関する職務に従事した経験があり、また部長職として調布市政にお

ける要職にあったことから、芸術・文化の振興を担う財団が調布市との連携によ

り、事業を展開するに当たり、適任であると考えられたためです。 

 

ク 【審議事項】第８号議案 財団基本計画の見直しについて 

＜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＞ 

佐藤企画課長補佐 

 令和元年度からスタートした１０年間の基本計画は、今年で３年目となり、内容

の振り返りを行いました。各事業においておおむね計画どおりに遂行しており、前

回１２月の理事会で御報告したとおりです。 

 大きな修正点としては、ゴール成果指標の修正、組織体制、事務分掌の変更とな

ります。 

＜質疑等要旨＞ 

山口副理事長 

 再度確認したいことが３点あります。 

 １点目が、現状と課題についての認識はしっかりと書かれているので、非常に評

価できますが、これから現状と課題についての具体的な対応について、今考えてい

ることがあれば、それぞれの担当の方より、具体的な方向性について知見をいただ

きたいです。 

佐藤企画課長補佐 
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 企画課の課題としては、まず人材育成の点があります。アートマネジメント人材

の育成に力を入れなければいけません。計画から３年たって、少しずつ実行してい

るところですが、せんがわ劇場などの劇場運営では、近隣、他府県の事例としてい

ろいろな講師を招いて研修を受けるなど、そういった機会をもっと積極的につくっ

ていたいと考えています。 

森文化・コミュニティ課主査 

私は市民カレッジと芸術・文化学習事業の担当です。現状と課題としては、長く

続いた陶芸講座のリニューアルがあります。講師と調整して、今まで５年間のカリ

キュラムだったものを、初心者向けの講座が半年ごとで終わるような形で組み替え

て、短期間の体験型講座にシフトしていくことを検討しています。 

 市民カレッジでは、３館連携の実現の一環としてせんがわ劇場を会場にした講座

も考えています。 

 また、映像文化・メディア事業の調布シネサロンでは、来年度は文化会館たづく

りのくすのきホールが改修工事ですので、グリーンホール大ホールで活弁の上映も

含めて全ての上映を行う予定です。こちらも、優秀映画鑑賞事業という文化庁から

フィルムを無料で借りられる事業も活用しながら、洋画、邦画含めて様々な新旧の

名画作品をバランス良く選定して上映する予定です。 

白勢財務係長 

 収支計画、自主財源拡充の取組では、事業計画でも説明しているとおり、ここ近

年コロナ禍で、収支計画はこの基本計画の当初とは異なり、かなり厳しい状況で

す。その中で、事業規模の見直し、経費の縮減等々を行うほか、自主財源の拡充、

助成金等の獲得なども取り組んでいます。 

 助成金の獲得については、近年は各事業で複数取り組んでいて、獲得数も増加し

ています。協賛金などは、後ほどファンドレイジングで説明しますが、コロナ禍に

遭いまして、現在は控えています。寄附金、助成金等の自主財源の取組について

は、組織的な取組が行えるように、今後も努めていきます。 

前田施設管理係長 

 施設管理運営に関しまして、３館のハード面がありますが、そこで私が重要だと

捉えているのは、それに対応するソフトの部分です。お客様に一番近いところにい

る館内の最前線で活躍している受託業者をはじめ、たくさんのスタッフと連携しな
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がら、お客様の声を聴いて、より良い施設づくりに反映して、職員と受託業者と手

を取り合って運営していくように心がけていきます。 

常廣文化・コミュニティ事業課長補佐 

 この計画が令和元年度からつくられたもので、現在、令和４年では、この間、新

型コロナウイルスの感染拡大防止という考え方から、イベントの参加方法や情報発

信にウェブを活用する考え方が大きく入ってきています。もともとウェブ媒体への

移行をこの計画の中にも盛り込みましたが、想定よりも早くウェブが入ってきてい

る印象を持っています。 

 財団としては、令和３年度４月からホームページをリニューアルしたのと、利用

者の参加申込み、アンケートの回答、メールマガジンやＳＮＳへの情報の発信ま

で、職員の間にも、今まではおまけであったウェブの活用が大分主流になりつつあ

ります。そのスピードをさらに加速させながら、より良い情報発信ができるよう、

工夫を凝らした情報発信と事業展開をしていきます。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 私どもの課の事業は、市民文化祭、よさこい、映画のまち調布シネマフェスティ

バル、ほかにもありますが、出会う方々、一緒にやっていく方々、そして複数の団

体が私たちの事業を支えているというところでは、人と人のコミュニケーションを

うまくとっていくのはなかなか難しいことです。そういった方たちといかに真摯に

向き合って、協力を得ながら、我々の財産と捉えて仕事をしていくことが課題、と

いう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、大切にしたいと思う部分です。 

 また、大切にしたことによって、その方たちがまた応援してくれたり、力を貸し

てくれたことが自分の財産、さらに財団の財産となっていることを自覚していま

す。引き続き、人と人とのつながりを大事にし、事業に当たっていきます。 

藤堂芸術振興事業課長 

 芸術振興事業課は、音楽や演劇、主に舞台芸術の分野を扱っています。この間も

様々な資金調達などをする中で、常にこちらの基本計画に立ち返り、自分たちの目

指すゴールはどういったものかを考え、調布の地域のニーズや調布の地域の特徴な

どを捉えながら、次の世代へいかに芸術・文化を継承していくかに取り組んできま

した。 
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 その中で、親子向けの事業を拡充したり、誰もが気軽に参加できる劇場となるよ

うに、共生社会の充実に向けた取組、学校へのアウトリーチ、様々な体験事業を拡

充しています。 

 また、せんがわ劇場、グリーンホール、たづくりを使って音楽事業を様々に展開

していますが、どういった組み立て、構成で課の事業をまとめるかについてもこの

３年間取り組んでいます。中でも音楽祭を手掛けている財団としてどのように展開

していくかということで、来年度からは音楽祭の時期だけではなく、ほかの時期に

も音楽祭を想起させ、関連する事業を入れていきます。そういった事業同士の結び

つきも考えて、構成しているところです。 

 また、今後、各施設の特性を生かして、どういったものをどの施設で実施するの

がふさわしいかということも課内で議論しています。ますます３館を上手に活用し

ながら、市民の皆様に気軽に参加していただける事業を組んでいきます。 

岡野芸術振興事業課副主幹 

 せんがわ劇場に関しては、指定管理期間が５年で、今月が終わるとちょうど３年

になりますので、１年目から取り組んできた事業の総括をしていく時期になりま

す。そちらを踏まえて、次の指定管理者制度の提出書類を作成していかなければい

けない時期が迫ってきています。 

 先ほど課長から音楽事業について、グリーンホールと連携するという話もありま

したが、演劇事業に関しては、初年度から一緒に演劇事業を制作しているディレク

ターチームを含めて、事業総括を行っていきます。それに応じて、次の５年間、ど

ういった事業展開をしていくかというのは、こちらに書いてある課題等を踏まえな

がら、新しく展開を考えていく時期になっています。 

山口副理事長 

 具体的な事例もあれば、まだまだ具体化が進まないところもあるなというのが感

想です。 

 私からは、令和元年度に１０年の指定管理を受けたときに、１０年というスパン

の中でのメリット、デメリットを職員の方々がしっかりとイメージして、将来像を

持っていただきたいと話したことを覚えています。これから令和４年度に入ります

が、見直しが必要な部分がかなり出ています。ということは、当初想定していたゴ

ールも多少時間も、質も、形も変わってくる可能性があります。そのゴールの時間



 - 12 - 

や形が変わることをしっかりイメージできるようにしておかなければ、利用者であ

る市民の方々にはその成果がなかなか伝わらない場面が多いと思います。今お話の

中でももうちょっと具体的に、何を解決していくのかというのを、項目が挙げられ

るところは挙げていく、挙げられないところはなぜ挙げられないかというのをしっ

かり認識しておけばいいのです。 

 職員だけで事業が成立するわけではなくて、我々財団が常に市民の方々、利用者

の方々とともに事業をつくるわけです。ですから、非常に難しい問題があります。

先ほど申しあげたように、イメージしながらも修正をかけて、具体的に認識してい

くという作業を繰り返してください。 

 ２点目ですが、職員の研修について、体系的に良く書かれていて、誰が見ても、

職員であれば自分がどのような研修を受けていけばいいかが分かるようになってい

ます。ただ、その中でも縦割り的なイメージが強い印象があります。 

 具体的に言うと、例えば経営に関する業務のマネジメント、リスクマネジメント

と中間管理職以上などのカリキュラムイメージに関する記述があります。マネジメ

ントというと、管理職が行うイメージがありますが、必ずしもそうではない一面も

あります。それぞれの職員の方々が事業を担当します。もちろんその事業もマネジ

メントしていくことが前提で事業を担当します。少なくとも若手、中堅でも、マネ

ジメント能力を研修でしっかりと学ばないと、自分が何をやっているのか、どこに

位置しているのかが分からなくなってしまう。そうすると、何が起きるかという

と、中間管理職の方と若手や中堅の方々との意思疎通が難しくなる面が多いので

す。 

 例えば、課長がリスクマネジメントを考えていろいろな事業計画の中で発言を

し、修正をかけていきたいと思っている。ところが、それが若手や中堅の職員の

方々には理解できない部分が出てしまう可能性が高いのです。これは何のために修

正をかけているのか、これは何のために事業の変化が求められているのかというの

を説明するときには、業務のマネジメントとか、リスクのマネジメントが分かった

上でお互いに話し合わないと、全く違うことを考えている場面が増えてきてしま

う。多分皆さんもそのことで悩まれていることが多いと思います。 

 専門性を高めるという意味ではなくて、リスクマネジメントとか業務のマネジメ

ントというのは、どの職員でも学べる環境をつくっておき、共通認識の中でお互い
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が問題解決するというやり方をしていく必要があります若手や新入職員もそうです

が、自分たちはこれを学ばなくていいということではない。そこはしっかりもう一

度構築し直して、共通認識を持ってもらいたいです。 

 もう一点は、リスクマネジメントがあります。多くの場合は、災害対応のときの

危機管理とリスクマネジメントと分けてしまいます。それは災害対応のときだけの

話です。でも、先ほど申しあげたように、事業の中や組織運営の中でもリスクはた

くさんあるわけです。そのリスクについて、どういうリスクがあるかというのを、

特に今日ここに来ている職員の方々が理解しているか、ないしは具体的なイメージ

ではなくて、具体的な項目としてこういうリスクがこの組織やこの事業の中にある

のかというのは持っていらっしゃいますか。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 シネマフェスティバルを私どもはやっています。その中で、映画のまち調布賞の

授賞式をやるのですが、そこには多くのお客さんとか、多くの関係者の方がお見え

になります。今回、私たちにはお招きするという視点が足らず、授賞式の式典の進

行ばかりに目が行ってしまった結果、来賓の方やお客様に不快な思いをさせてしま

いました。そういったものもリスク管理の中に含まれるということを、今回学びま

した。 

 例えばグリーンホールはフルであれば１，３００人が来場することになります。

あまり急いで入場させると事故につながるリスクもありますので、事前準備の段階

で、人員配置は結果的に余剰が出たとしても警備的な部分を手厚くすることは心が

けるようにしています。 

山口副理事長 

 それは、１つの事象に対するリスクですね。事業というのは、計画段階から実

行、そして全てのことが終了する。なおかつ、それを検証するまで全てが事業にな

ります。その中でリスクはたくさんある。リスクというのは、職員の皆さんが抱え

ている負担ではなくて、この事業を行うに当たって、どういうことが想定されて、

どんなことが起きていくのか。それに対する対応はどうしていけばいいのかという

全てがあるわけです。そういうのを細かく分類化して、自分たちがそういうことに

遭遇したときには、こういう対応ができますというものを備えておくことが大事で

す。 
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 災害のときには、様々な機関や様々なところと連携しながら、こうなった場合に

はこうします。ここを貸します、ここをどうします、このときはどこと連携します

というのがある。事業継続のための計画があるように、各事業には、例えばよさこ

いにしろ、シネフェスにしろそれぞれの事業にはそういうリスクが必ず内在してい

るので、そのリスクを認識しないままに事業を行った結果、もしかしたら、利用者

や参加者の方々が不満足だったり、被害もあるかもしれない。そうならないよう

に、リスクは必ずどこの事業でも内在している。その分析をしっかりして、その対

応をどうできるのか。 

 実を言うと、できないことがほとんどです。人材が足りないし、お金もない。そ

ういうことを認識しながら、１つの事業に取り組むのと、認識をせずにやるのとで

は大きな違いが出ます。会社や店の経営にあたってはそういうことを毎日考えま

す。どういう顧客に対するリスクや事業計画に対するリスク、ないしは資金とか継

承とか、全てのリスクに備えて常に手を打っています。 

 同じように、１つの事業でもそういったことが必要なわけです。このことについ

て、新入職員の方に直ちに理解してくれというつもりは全くないのですが、今日こ

こに来ている職員の方々には、そういうリスクをしっかり踏まえた上で事業をつく

っていただきたい。その上で、こういった業務のマネジメントとかリスクのマネジ

メントを考えて仕事に取り組んでいることを、新人であろうが、若手であろうが、

中堅であろうが、みんなが理解しながら１つのことをやっていただきたい。そうす

れば、かなりの部分で職員間でのあつれきとか、意思の疎通ができないことへの悩

みは少しずつ改善されていきます。 

 今日からでも、明日からでもできることがあると思うので、頭の片隅にそれを入

れて、自分たちがこれから行おうとしている事業、事業計画に沿ってやる事業の中

に、どんなリスクが内在しているかを少し考えていただいて、事業に取り組んでい

ただきたいと思います。 

荻本議長 

 今日の理事会は、皆さんと良い意味での討論ができたと感じています。ぜひこれ

からも、この場だけで終わることなく、何かありましたら、私たちにもいろいろ話

していただいて、共に考えていきたいと思います。 
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ケ 【審議事項】第９号議案 規程等の改正について 

＜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＞ 

佐藤企画課長補佐 

 今回新たに策定した要綱が３件、規程が２件です。 

 １点目は、職員の人事評価に関する規程、２点目は、在宅勤務に関する要綱、３

点目は、係長職以上の職員が本人の希望により降格することができるための要綱、

４点目は、職員が異動希望等の有無を申告できるための要綱、５点目は、電子帳簿

保存法の改正により、電子取引における電子データの保存が義務づけられたことに

対応したものです。６点目から裏面に続きます１４点目までは、組織体制の変更に

よる係の統合等に係る規程改正、育児・介護休業法の改正による規程等の一部改正

となります。 

 

（３）報告 

ア 【報告事項】評議員会の開催結果について 

＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

 前回１２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の報

告です。令和３年度第２回臨時評議員会を令和３年１２月１７日に開催しました。

審議事項は１件、報告事項は１０件、令和４年度事業計画の件、令和４年度収支予

算の件、基本計画の振り返り結果の件、理事会の開催結果の件などでした。 

 

イ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況について 

＜説明＞ 

白勢財務係長 

 助成金は、文化庁、日本芸術文化振興会など１２件の助成金を獲得しています。

寄附金は約２０万円の金額の寄附を受けており、当財団の公益目的事業に充当しま

す。コロナウイルスの影響により、昨年度、募集を控えていました協賛金は、映画

のまち調布シネマフェスティバルから再開しました。こちらは２月２８日現在１件
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と記載していますが、現在計７件、３１万円相当の協賛をいただいています。７件

のうち２件は物品協賛となっています。 

 

（４）その他 

 事務局より今後の日程等の確認を行った。 

 吉田常務理事の辞任挨拶の後、議案の協議等を終了したので、午後４時２２分に議

長は閉会を宣言し、本会の全てを終了した。 

 

 

理事会の議事については、出席した理事長及び監事が議事録に記名押印をすること

としているが、やむを得ない事情による監事２人の欠席のため、出席した理事長に一

任する。 

 

上記の議事の経過の要領及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席し

た理事長は、記名押印する。 

 

 


