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令和３年度第２回臨時評議員会議事録 

 

１ 日時 令和３年１２月１７日（金）午後３時から午後５時まで 

２ 会場 文化会館たづくり９階研修室 

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 ５名 

（本人出席）菱木雄一郎、久保田哲司、八角千里、矢幡秀治、山本良子 

（理事者出席）理事長 荻本貞臣、副理事長 山口昌之、常務理事 吉田育子、 

調整担当理事 土方和巳 

（議長）評議員 八角千里 

５ 内容 

（１）審議事項 

第１号議案 議事録署名人の選出について 

（２）報告事項 

ア 職員採用について 

イ 令和３年度事業進捗状況について 

ウ 令和３年度収支予算執行状況について 

エ 令和４年度事業計画案について 

オ 令和４年度収支予算案について 

カ 令和３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につ

いて 

キ 基本計画の振り返り結果について 

ク 理事会の開催結果について 

ケ ファンドレイジング進捗状況について 

コ 規程等改正について 

（３） その他 

６ 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、新しい評議員の紹介、新評議員自己紹介、理事長挨拶の後、事務

局に定足数を確認した。事務局から出席評議員５名であり、評議員会運営規則第９条に
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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久保田評議員、菱木評議員であることを報告した後、八角評議員が

議長として開会を宣言した。 

 

（２）審議 

【審議事項】第１号議案 議事録署名人の選出について 

＜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＞ 

佐藤企画課長補佐 

 議案の概要について説明します。冒頭、進行のところで触れましたとおり、

議事録署名人２名は、輪番制で行うことを評議員会で決めており、これまで行

ってきました。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、

久保田評議員、菱木評議員となります。 

 

（３）報告 

ア 【報告事項】職員採用について 

＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

 報告事項ア、職員採用に関する件について説明します。 

 令和３年度に入ってから退職者が出たことに伴い、欠員補充のため、７月１

日付で２名、１０月１日付で１名の職員採用選考を実施しました。 

 ７月採用では、求める人物像を総合的なアートマネジメント人材として成長

を目指す方針としました。財団が指定した課題などの提出者８７人を選考対象

とし、書類選考、適性検査、２回の面接による選考を重ね、慎重に選考を行

い、２名採用しました。 

 次に、１０月採用では、求める人物像を、施設の維持管理に関する知識、経

験を有する人材、芸術・文化に関心を持つ人材としました。財団が指定した課

題などの提出者１６人を選考対象とし、書類選考、適正検査、２回の面接によ
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る選考を重ね、慎重に選考を行い、１名採用しました。応募者からの提出課題

を、当財団について調査、研究を要し、企画力、問題解決能力を測る内容とし

たことで、候補者の能力の的確な見極めができたと考えています。 

 

イ 【報告事項】令和３年度事業進捗状況について 

ウ 【報告事項】令和３年度収支予算執行状況について 

 議長から、「報告事項イ、ウについては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。 

 

【報告事項イ】令和３年度事業進捗状況について 

＜説明＞ 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 それでは、私から令和３年度上半期の事業進捗状況を報告します。 

 本年度は、財団基本計画の３年目に当たり、また、せんがわ劇場の指定管理

者としても３年目を迎えました。４月１日には文化会館たづくり、グリーンホ

ール分とせんがわ劇場分を統合して、財団ホームページをリニューアルし、３

館一括管理を推進しています。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言やまん延防止措置に合

わせて、全施設の利用停止や夜間区分の利用停止、また利用終了時間繰上げの

お願い等をしながら施設運営を行ったほか、文化会館たづくりの一部施設がワ

クチン接種会場となったことも加わり、一部の事業が中止、延期、変更となり

ました。実施した事業においても、調布市のガイドラインに沿って客席収容率

を５０％とし、マスク着用、検温、消毒、参加者の連絡先管理、社会的距離の

確保などの対策を図りました。 

 また、９月２７日付で、調布市と災害時における調布市の対応への協力への

基本協定を締結し、９月３０日には、初めてグリーンホールとたづくりを両館

使った避難所開設訓練を実施しました。 

 続いて、各課事業について、資料に基づいて報告します。 

 まず音楽祭事業です。 
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 「調布国際音楽祭２０２１」は、昨年のオンライン実施から、今年は会場で

観客を迎えての実施に取り組みました。音楽祭全体のコロナ禍における対応

は、通常の館運営における対策のほか、各公演のインターバル、開場時間の確

保、オーケストラピットを使用した舞台拡張による演奏者同士の距離の確保、

スタッフや出演者と健康管理に関するルールの共有などを図りました。 

 また、音楽祭としては初めてせんがわ劇場を会場に加え、トーク＆コンサー

トを実施したほか、毎年好評の深大寺本堂でのコンサートには、昨年オンライ

ン音楽祭にも出演した鈴木秀美氏を迎え、チケットも早々に完売しました。昨

年、アートサポーターズとして財団全体でリニューアルしたボランティア制度

ですが、このコロナ禍により、今回の音楽祭が初めての大きなイベントとな

り、２９人の参加がありました。アートサポーターズの活動実績については、

後ほど御一読ください。 

 客席収容率が５０％以下となったこと、オープンスペースでのイベントがな

くなったことにより、観客数がコロナ以前の半数以下となり、財政的な影響も

少なくありませんでしたが、市民とともに、生の音楽による感動を届けられた

ことは大きな成果であったと考えます。 

 続いて、映像文化事業、映像文化・メディア芸術事業の「映画のまちシネマ

フェスティバル」の第４回日本映画の人気投票です。今期においては、映画の

まち調布ショーの投票キャンペーンを行いました。投票キャンペーンの主なも

のとしては、「投票ありがとう！ プレゼントキャンペーン」「『映画花束み

たいな恋をした』グッズ等プレゼント」を計２回行いました。このキャンペー

ンで約３，０００票の投票をいただき、トータルで１万４６５票の投票があり

ました。 

 次に、地域コミュニティ活性化事業「調布よさこい」です。昨年中止した

「調布よさこい」は、オリンピック・パラリンピック２０２０大会の影響によ

り、当初予定から旧甲州街道流し踊りの会場は使用せず、調布駅前広場会場を

メインステージとして準備してきましたが、新型コロナウイルスの感染者数が

増えてくる中、観客を集めることを断念し、くすのきホールで出演する団体ご

とに収録した映像を配信しました。 
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 このよさこいは、参加者が小さな子どもから高齢者、外国の方、障害のある

方など幅広い参加者が集い、楽しみ、交流を持てるというところから、共生社

会の実現に向けた事業という意味合いを持つことを認識し、調布市並びに調布

市福祉作業所等連絡会主催のパラアート展を同時開催として準備し、パラアー

ト展の作品の紹介や参加団体の紹介を映像に加えて、９月１１日から１０月１

０日まで配信しました。 

 ９月３０日の時点では、財団ユーチューブの閲覧者数３，９３０回となって

おり、過去最高の数字が出ています。また、関連事業として、「自分だけの鳴

子をつくろう♪ てづくり鳴子ワークショップ オンライン手づくり鳴子」を

実施しました。 

 次に、広報事業は、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も連携を強化するととも

に、財団報をはじめ、ホームページやツイッターの活用、積極的な広報活動に

努めました。 

 次に、文化会館たづくり事業、美術振興事業です。文化会館たづくり１階の

展示室と９階回廊ギャラリーにおいて、魅力ある作品の展示を実施しました。

１階展示室では、昨年度の４月に予定していた「中川平一風景画展」を３月か

ら年度をまたいで実施しました。残念なことに、３回目の緊急事態宣言でたづ

くりの利用停止に伴い、５月９日までの会期だったものが４月２５日までの会

期となりました。 

 続いて、「西巻茅子展」です。こちらは当初予定では７月１１日までの会期

でしたが、たづくりが新型コロナウイルスワクチンの接種会場となったため、

６月６日に終了、次に予定していた展示事業も中止とし、９月１８日から１１

月１４日まで、「タナカマコト展風、抜ける」を実施しました。 

 ９階リトルギャラリーでは、「暮らしに花を～色とりどりの花の世界～」

「ミニチュアフード＆ミニチュア陶芸展」と「羊毛フェルト『自由さと可能

性』」の３本の展示を実施しました。 

 続いて、文化会館たづくり指定管理事業、芸術振興事業の音楽事業です。

「小さな小さな音楽会」は、新型コロナウイルスがまん延する以前の令和２年

１月の実施以来、１年８か月ぶりに会場に観客を迎えて実施しました。感染防
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止対策のため、不特定多数の方が集まるたづくりエントランスホールではな

く、グリーンホール小ホールで事前申込制で実施する形で再開し、定員を超え

る申込みをいただきました。また、共催等事業では、提携事業として調布市民

オペラの名曲コンサートなど２本を実施しました。 

 次に、芸術・文化学習事業、「ちょうふ市民カレッジ」は、たづくりの全施

設利用停止や夜間区分の利用停止などに伴い、陶芸講座の夜区分などの一部は

中止、その他の講座については、日程と時間帯を変更して、市民講師講座や後

期で実施する講座のプレ講座を含め１９講座を開講しました。 

 次に、オリ・パラ関連事業です。今年で４回目となる「アスリートワンダー

ウォール！４」は、イラストレーター・高橋潤さんの展示を９月２６日まで実

施しました。 

 続いて、たづくり施設管理運営について説明します。入場者数は、前年度月

平均 

９万２，３１９人に対し、今年度は９万８，２２９人、４月から９月までの入

館者数は５８万９，３７４人となりました。 

 たづくり、ホール系の利用件数は１，８８１件、利用率は７０％です。 

 会議室系の利用件数は８，２０４件、利用率は５４％です。 

 利用料金収入は、月平均で約２７５万円となりました。 

 続いて、グリーンホールの指定管理事業です。 

 芸術振興事業、音楽事業については、１１月にグリーンホールで実施を予定

しています「フレッシュ名曲コンサート」のキャンペーンコンサートをせんが

わ劇場で実施しました。桐朋学園大学出身者の地元愛にあふれるトークととも

に演奏をお楽しみいただきました。 

 次に、共催等事業、協定事業では、桐朋学園オーケストラのグリーンホール

定期のほか、バッハ・コレギウム・ジャパンの公開リハーサルを行いました。

桐朋学園オーケストラは、１月にコロナ禍により中止となった公演と同じ指揮

者、ソリストを迎え、若い情熱あふれる演奏をお楽しみいただきました。 

 次に、提携事業です。こちらはポップス、落語、児童劇など７事業を予定し

ていましたが、１事業は緊急事態宣言の発令が決まったタイミングと重なり、

提携先の意向で中止、チケットの払戻しを行いました。この時期の公演は、発
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売日実施日において緊急事態宣言の発出と解除、再発出による状況の変化が大

きく、いずれは客席使用率１００％となることを見込んで座席配置をしなが

ら、結果的に５０％以下で販売を停止するなど、対応に苦慮しましたが、こち

らも実施した６事業のうち、３事業は完売、ほかの３事業についても９割以上

が売れるなど、いずれも好調な売れ行きでした。 

 続いて、調布シネサロンです。こちらは７月１０日、１１日に、昨年度のシ

ネフェスで上映ができなかった「西部警察ＰＡＲＴ―Ⅲ」の最終回に、当時の

スタッフや出演者の特別インタビュー映像をつけたものを上映しました。 

 その他、映画のまち調布賞を複数受賞した『Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ ５０』

『カツベン！』の計３本を上映し、８月１８日に『映画 すみっコぐらし と

びだす絵本とひみつのコ』を上映しました。 

 続いて、グリーンホールの施設管理運営について説明します。グリーンホー

ルの利用件数は 

６２０件、利用率は７５％です。 

 利用料金収入は、月平均で約１９５万円となりました。 

 続いて、せんがわ劇場の指定管理事業です。 

 音楽事業です。今期は「サンデー・マティネ・コンサート」３件を実施しま

した。客席数を５０％以下、かつライブ配信、映像配信を行いました。映像配

信では、４月の回が５００以上と多くの方に視聴していただきました。 

 次に、「せんがわピアノオーディション」です。１０周年目ということで、

通常のオーディションに加え、記念事業として、歴代の受賞者によるガラコン

サートやジョイントリサイタルを実施しました。ガラコンサートは、集客に課

題が残りましたが、これまでのオーディションの１つの区切りとなりました。 

 また、「せんがわ劇場ｐｒｅｓｅｎｔｓ 東京混声合唱団スペシャルコンサ

ートｉｎ調布」と題して、文化会館たづくりくすのきホールで実施しました。 

 その他、音楽アウトリーチとして、緑ケ丘小学校でマリンバの演奏やレクチ

ャーを行いました。 

 次に、演劇事業です。昨年度から延期となっていた「第１１回演劇コンクー

ル」を実施しました。今回は目玉企画として「アフターディスカッション」を
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行いました。これはコンクール終了後に、専門審査員、市民審査員、出演団体

が疑問や作品に感じたことなどを話し合う場として開催しました。 

 次に、本来であれば、昨年度実施する予定であった第１０回演劇コンクール

の受賞公演です。今年度当初、５月、６月に実施を予定していましたが、新型

コロナウイルスの感染者数が増加していたため、再度延期となりました。ま

た、演劇アウトリーチは、第七中学校はしうち教室で２４回実施しています。 

 次に、隔年で実施している市民参加演劇公演、「その境を超えて～Ｂｅｙｏ

ｎｄ ｔｈｅ ｂｏｒｄｅｒ～」と題して、公演だけではなく、ワークショップ

も行う予定で準備しています。今期は、その中の１つである夏休み子ども表現

ワークショップを、新型コロナウイルスの影響で、当初の予定より定員を減ら

して実施しています。 

 その他、市民参加演劇公演に向け、ホール演目Ａ「確執を超えて～調布版ロ

ミオとジュリエット～」。ホール演目Ｂ「世代を超えて～ドキュメンタリー演

劇 あの時を振り返る～」、こちらはエピソードを公募した中から４本のエピ

ソードを具体化しました。今期はその稽古を行いました。また、１２月に実施

のクリスマス・メルヘン、「クリスマスがちかづくと」に向け、子役のオーデ

ィションを実施しました。 

 続いて、せんがわ劇場の施設管理運営について説明します。せんがわ劇場ホ

ールの利用件数は 

３５７件、利用率は７７％です。 

 施設利用料金収入は、月平均で約６６万円となりました。 

 

【報告事項ウ】令和３年度収支予算執行状況について 

＜説明＞ 

白勢財務係長 

 続いて、令和３年度第２四半期の収支状況について説明します。 

 まず、事業活動の収入の部です。今期の収入済額は６億９，３８４万３，６

９３円、執行率は４７．６４％です。 

 事業活動支出の部です。今期の支出済額は６億２，９３２万３３２円、執行

率は４３．１４％です。 
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 今期の事業活動収支差額は６，４５２万３，３６１円となりました。 

 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、当期収支差額６，

４２４万９，２０３円となりました。 

 収入と支出について、年度の２分の１に当たる執行率５０％から乖離のある

ものについて、主な要因を説明します。 

 今期も新型コロナウイルス感染拡大防止対応の影響が出ています。事業収入

は、友の会収入、諸収入が減少しています。文化・コミュニティ事業収入に該

当する市民カレッジや調布シネマフェスティバルの収入は１０月以降に計上す

るため、当期までの執行率は低くなっています。 

 なお、主な事業収入の収入源であるチケット収入は、前年度より回復してき

ました。 

 利用料金収入については、前年度より上昇していますが、３０％程度の執行

率となりました。 

 事業活動支出のうち、文化・コミュニティ事業費支出については、事業内容

の変更等に伴い費用が減少したため、低い執行率となっています。 

 そのほかの支出については、ほぼ予定どおりの執行率となりました。 

 なお、この内容については、１１月１９日に実施した第２四半期会計監査に

おいて監事の承認を得ています。 

＜質疑等要旨＞ 

矢幡評議員 

 せんがわ劇場で新しく音楽事業を実施し始めたことについては、要望があっ

たのか、利用率増加を見込んだのか。また、音楽での使い勝手などはどうなの

でしょうか。 

岡野芸術振興事業課副主幹 

 せんがわ劇場の音楽事業に関しては、直営の時代に設計した運営プランの中

にあった事業を実施することが基本にあります。その上で、財団がたづくり、

グリーンホール、せんがわ劇場の３館の指定管理者となった際に例えばせんが

わ劇場は入門編、グリーンホールやたづくり、くすのきホールでの事業は、発

展したものを実施するというような３館連携の考え方を導入しました。このこ
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とを音楽のアドバイザーの二人にも相談して、音楽事業の幾つかは直営プラン

から変更をかけています。 

 それに伴い、出演者も、せんがわピアノオーディションで入賞された方にサ

ンデーマティネコンサートやほかのコンサートにも出演していただいたり、自

身のプロモーションの方法を提案するなど、育成的な部分も含めて新たに展開

するようになっています。 

矢幡評議委員 

 音楽に力を入れているのはよく分かっているので、ぜひそういったことを進

めていけばいいと思います。 

八角議長 

 今、コロナ禍での事業の取組の工夫ということで、令和２年に入ってからは

コロナ禍の影響が大きく出たものと思います。施設の利用制限がある中で、オ

ンライン動画配信など様々な取組をしていますが、施設の利用者や市民からど

のようなお声をいただいているか教えてください。 

前田施設管理係長 

 施設を貸出停止していた期間や急遽コロナワクチンの接種会場となったこと

により、施設が利用できない期間がありました。その際には、大半がやむを得

ないと受け入れてくださる意見が多かったのですが、中にはとても残念がって

いる方からのご意見もあり、自分たちの活動場所として施設が使えないことが

大変残念だという声もありました。事情を説明し、最終的には施設の利用停止

についてご理解いただいきました。施設利用再開後の現在は、たくさんの方に

ご利用いただいています。 

八角議長 

 緊急事態宣言が明けて以降、今、東京都も基本的対策徹底期間に入っていて、

第６波の備えを引き続き対応しつつ、少しずつその明るい兆しが見えてきたと

ころで、各事業、効果的に引き続き推進に取り組んでいきたいと市も思ってい

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

エ 【報告事項】令和４年度事業計画案について 

オ 【報告事項】令和４年度収支予算案について 
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 議長から、「報告事項カ、オについては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。 

 

【報告事項エ】令和３年度事業計画案について 

＜説明＞ 

藤堂芸術振興事業課長 

 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団令和４年度事業計画案について

説明します。 

 令和４年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響を踏まえ、感染症対策

と事業運営の両立を図るため、創意工夫を凝らしながら事業に取り組みます。 

 第１に、事業運営では、東京２０２０大会のレガシー継承のため、引き続き財団

独自のテーマである「１００年後の君へ。」を掲げ、各事業において共生社会の推

進、次世代への文化の継承、地域の文化資源の活用、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、グリーンホールを含めた３施設の一体的活用を推進するとともに、社会

状況の変化に応じて、新たな視点で自主事業の制作に取り組みます。 

 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。 

 各事業の内容について、特徴的な取組を中心に説明します。 

 まず美術振興事業では、映画にまつわる物語をテーマに、材料の一部に映画フィ

ルムを使用したつづれ織り作品などを展示する「鬼原美希展 たびするおりびと」

を開催します。市の産業である映画を題材に、まちの資源でもある廃材を使用する

ことで、来場者に芸術・文化を身近に感じてもらい、地域振興と調布のブランド力

向上を目指します。 

 続いて、芸術振興事業では、「調布国際音楽祭」が１０回目の節目の年を迎えま

す。調布に３０年ぶりとなるＮＨＫ交響楽団や話題の国際的ピアニストらを招聘

し、テーマの１つとして掲げてきたバッハの音楽に改めて着目するとともに、未来
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を担う子どもたちの鑑賞機会や、若い音楽家たちの活動の場を広げ、それを支える

市民の輪を広げることで、年間を通じて活気あふれるコミュニティを作ります。 

 音楽事業としては、若い世代に人気の公演「のだめカンタービレの音楽会」を初

めて吹奏楽版で実施し、公演の中に市内の中高生が参加できる場を設けるほか、せ

んがわ劇場では、勤労者層が仕事帰りに楽しめる平日夜のコンサートを開始しま

す。 

 演劇事業においては、東京２０２０大会を契機に、令和２年度まで実施した「調

布能楽Ｏｄｙｓｓｅｙ」から継続する伝統芸能ワークショップのほか、多様な市民

が創作体験を通じて相互理解を深めることを目指す「せんがわワークショップフェ

スティバル」を実施します。 

 また、毎年好評のせんがわ劇場「親と子のクリスマス・メルヘン」では、教育番

組などを通じて、ファミリー層に人気のアーティストらを迎えて「ヘンゼルとグレ

ーテル」を制作します。 

 映像文化・メディア芸術事業では、「映画のまち調布シネマフェスティバル」

「調布シネサロン」のほか、子ども、ファミリー向けにメディア芸術の多様な魅力

を発信するため、「調布メディアアートラボ」事業において、パフォーマンスグル

ープ「ＧＲＩＮＤＥＲ―ＭＡＮ」による体験事業を実施します。 

 文化祭事業では、市民の芸術、芸能、生活文化、娯楽の普及及び相互の交流を図

る場として、調布市、調布市教育委員会、調布市文化協会とともに、「第６７回調

布市民文化祭」を実施します。実施に当たっては、インターネットの活用などによ

り、誰もが鑑賞できる環境の整備を進めます。 

 コミュニティ活性化事業では、「調布よさこい」を、共生社会を体現する事業の

１つとして位置づけ、調布市パラアート展と協力し、誰もが参加できる社会づくり

に努めます。 

 芸術・文化学習事業では、「ちょうふ市民カレッジ」においてオンライン講座の

拡充、陶芸講座のリニューアル、市民講師講座の「ちょうふ市民カレッジ」への統

合などを行います。 

 活動支援事業、文化ボランティアにおいては、市民の主体的活動を支え、誰もが

活躍できる社会づくりに取り組みます。 
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 広報・宣伝活動では、令和３年度にリニューアルした財団ホームページを中心

に、ウェブアクセシビリティの確保と利便性の向上に取り組み、ＳＮＳなどを活用

しながら、新たな顧客を呼び込むための情報提供を行います。財団報などによる市

内全域への広報は、分かりやすさに比重を置くとともに、ますます需要が高まって

いるインターネットやデジタル媒体と連携させ、時代に即した広報・宣伝活動を行

います。 

 コミュニケーション活動においては、会員制度「ちょうふアートプラス」の充実

と周知を継続します。 

 続いて、施設管理運営では、感染症対策を確実に行い、利用者にも協力を求めな

がら、安全・安心な施設運営に努めます。また、引き続きバリアフリーを推進し、

誰もがアクセスでき、参加しやすい施設運営に取り組むとともに、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みます。 

 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は、利用者に対

する周知を適切に行っていきます。 

 最後に、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、職

員の意欲、やりがいを向上させることで、組織の活性化を促進します。 

 財務会計については、新型コロナウイルスの影響により、施設利用料金収入と指

定管理料の減収が複数年度にわたることが想定されることから、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。 

 

【報告事項オ】令和４年度収支予算案について 

＜説明＞ 

白勢財務係長 

 令和４年度収支予算案について説明します。 

 令和４年度予算総額は、１４億８，２３５万２，０００円、令和３年度予算総額

と比較して２，５７８万３，０００円の増、１．７％の増となります。 

 予算作成に当たっては、調布市における厳しい財政状況と新型コロナウイルス感

染拡大の影響を考慮しつつ、財団のミッション実現と市民サービスの向上ととも
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に、安定的な施設運営を図るため、事業の目的や効果を十分に点検して作成してい

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、市補助金及び助成金やチケット収入などの自主財源で構成

されています。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。 

 財団予算は、収入と支出の比率を考慮して作成しており、収支差額が前年度より

増加するものが予算増額分となります。 

 前年度からの増額分について説明します。 

 市補助金は、前年度予算比約２，５６０万円の増です。人件費が主な要因です

が、事業については、調布国際音楽祭が１０回目に当たりますので、それに伴う拡

充と、市民ニーズ調査実施のための費用による増加になっています。 

 たづくり指定管理料は、前年度予算比約２，１０７万円の増。 

 グリーンホール指定管理料は、前年度予算比約１，１５３の増。 

 せんがわ劇場指定管理料は、前年度予算比約３４４万円の増です。 

 ３館の指定管理料のうち、たづくり、せんがわ劇場は、施設の改修工事に伴う利

用料金収入の減少を見込んでいます。ほか３館とも施設維持管理費用を令和２年度

予算並みの費用を予算として要求しています。 

＜質疑等要旨＞ 

矢幡評議員 

 ＥＳＣＯ事業を簡単に説明していただけますか。 

前田施設管理係長 

 設備を省エネ改修することで光熱水費が削減できます。その削減の額で設備を更

新し、支出の負担を少なくしながら、環境負荷も減らすことができるという事業で

す。 

矢幡評議員 

 例えば照明をＬＥＤ化してランニングコストを減らすといったことでしょうか。 

前田施設管理係長 

 はい。 

八角議長 
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 私から少し補足します。今説明がありましたとおり、省エネ化を図る設備改修の

メリットを生かして設備の整備に充てる、民間活力を活用したという観点ですが、

今回、調布市地球温暖化対策実行計画の事務事業編の中で、たづくりの省エネ化率

が決まっています。それを実現するために今回、空調の熱源機器などを更新する。

もともとたづくりは平成６年度に建設がありましたので、今２５年以上経過してい

ます。 

 主に空調の熱源機器の更新が２５年経過している中で、モントリオール議定書の

中でフロンの規制がありまして、特にフロンＲ２２というものに規制がかかってい

ます。それが２０２０年１月全廃されていますので、フロンの補充においては入手

が困難である、早急に対応する必要があるということが今、市の基本計画の中にも

定められています。それを今回、ＥＳＣＯ事業ということで、省エネ化に係るメリ

ットを生かして更新します。 

 設備の更新に当たっては、空調の熱源機器を中心に、エレベーターやエスカレー

ターの改修、照明のＬＥＤ化を一体的に実施することで、環境面でのメリットのほ

かに、財政的なコスト縮減を図ることができる見込みです。令和３年の当初予算の

中でも、債務負担行為１０年議決をいただいて、予算化を図って、今まさに改修工

事が進んでいます。ＥＳＣＯ事業は、市役所の庁舎もかつて実施したことがあり、

たづくりでも設備更新型のＥＳＣＯ事業ということで今、取組を進めている状況で

す。 

矢幡評議委員 

 費用だけではなく、例えばＣＯ２削減の目標値も数値化されているということで

しょうか。 

八角議長 

 省エネ化率とＣＯ２の削減率、それから光熱水費の削減額を事業者が保証し、環

境面でも取組を推進しながら、設備を更新していく。その省エネ化の率は、さっき

言った環境部が作っている地球温暖化対策実行計画の事務事業編の中で目標値を定

めていまして、令和７年度がその実行計画の最終年度ですけれども、そこまでに３

０４トンＣＯ２を削減します。それを実現するためには、１０％以上省エネ化やＣ

Ｏ２削減を図らなければいけないという中で、条件設定のうえ、プロポーザルでＥ
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ＳＣＯ事業の導入に係る事業者を提案したところ、今年の１１月に契約の締結をい

ただいて、今まさに工事を行っているという状況です。 

矢幡評議員 

 その目標値をクリアしていくということもあるということですね。 

八角議長 

 そうです。 

久保田評議員 

 市の補助金の割り振りはどのように決められていますか。全体で２，５６０万円

増になります。その内訳は５項目あります。これら各項目が増えることはいいこと

だと思いますが、例えば映像文化・メディア事業は６０万という記載があります。。 

土井文化･コミュニティ事業課長 

 この補助金の割り振りは、枠があるということではなくて、我々も事業を実施し

ていく中で、各事業の組立ての中で増えてくる部分が増額となります。例えば、財

団の職員の人件費は、定期昇給によって増えています。映像文化・メディア芸術事

業については昨年度と比較したときに６０万円分多くもらいたい、こういう事業を

実施したいので増額を要求しているものです。 

 

カ 【報告事項】令和３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

開催結果について 

＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

 令和３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につ

いて報告します。 

 利用者懇談会は、年に２回、７月の土日の昼間、１１月の平日夜間に行っていま

す。 

 ここ数回は、グリーンホールの建て替えに関する質問が多く、市民の関心が高い

ことがうかがえます。調布駅前のまちづくりに関することも含め、意見、要望を多

くいただきました。その場でその場で回答できるものは丁寧に回答し、また別途対

応するなどし、利用者の声に応えていくようにしています。 

 



 

 - 17 - 

キ 【報告事項】基本計画の振り返り結果について 

＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

 基本計画の振り返り結果について説明します。 

 令和元年度からスタートした１０年間に基本計画は、今年で３年目となります。

内容の振り返りを行いました。 

 振り返り結果の概要は、各事業においてミッション、事業のゴールについておお

むね計画どおりに遂行している。新型コロナウイルス感染拡大における事業変更に

も動画配信などの新しい手法を取り入れて前向きに対応した。東京２０２０大会の

レガシーとして、財団独自テーマ、「１００年後の君へ。」を引き続き掲げてい

く。 

 組織編成について、基盤強化のため、一部見直しを検討するという結果になりま

した。修正案については、次回理事会に提出予定です。 

 

ク 【報告事項】理事会の開催結果について 

＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

 前回５月に行われた評議員会以降に開催された理事会の開催結果について報

告します。 

 令和３年度第２回臨時理事会が、令和３年５月１２日金曜日、決議の省略に

より開催されました。審議事項は３件、理事の選定に関する件で、いずれも可

決しました。 

 次に、令和３年度第３回臨時理事会が令和３年１２月１０日金曜日、午後３

時からたづくり９階研修室で開催されました。審議事項が１件、評議員会の招

集の件は可決されました。協議事項が２件、報告事項が９件でした。 

 

ケ 【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 

 令和３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。 
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 今年度獲得することが内定している助成金は、文化庁、日本芸術文化振興会など

１１件です。 

 ９番、文化庁の助成金は、文化庁の令和２年度第３次補正予算事業として、コロ

ナ禍を乗り越えるための文化・芸術活動に対する支援事業です。グリーンホールと

せんがわ劇場の９事業を申請し、採択されました。 

  次に、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

で寄附用の箱を設けるほか、寄附金募集チラシを配架し寄附を募っています。 

 

コ 【報告事項】規程等改正について 

＜説明＞ 

佐藤企画課長補佐 

 規程等の改正の件について説明します。 

 １点目は、財団職員の就業規則の一部改正です。介護休暇等の証明書類について

改めたもの、職員の苦情相談窓口について定めたもの、慶弔休暇の始期について、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて特例を定めたものです。 

 ２点目は、財団臨時嘱託職員規程の改正です。同一労働同一賃金の観点から、臨

時嘱託職員のうち、対象となる職員について期末手当を支給するものです。 

 ３点目は、財団臨時職員規程の制定です。以前は臨時嘱託職員規程の中に臨時職

員に関する規程が含まれていましたが、臨時職員のみに関する規程をこのたび制定

しました。 

 ４点目は、同じく財団臨時職員規程の改正です。東京都の最低賃金引上げに伴

い、１０月１日から臨時職員の賃金を改正しました。 

 

（４）その他 

 事務局より、今後の日程等の確認を行った。 

 以上をもって、議案の協議等を終了したので、午後５時に議長は閉会を宣言し、本

会の全てを終了した。 

 

 


