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令和４年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 日時 令和４年４月２８日（木）午後３時から午後４時３０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 ６名 

（本人出席）理事長 荻本貞臣、副理事長 山口昌之、常務理事 宇津木光次郎 

理事 加藤弘子、原島秀一、土方和巳 

（監事出席）髙徳信男  

（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４年度第１回定時評議員会招集について 

イ 第２号議案 令和３年度事業報告の承認について 

ウ 第３号議案 令和３年度一般会計収支決算の承認について 

（２）報告事項 

代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

（３）その他 

６ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認 

 榊事務局長から、事務局に定足数を確認した。事務局から出席理事６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 

ア 【審議事項】第１号議案 令和４年度第１回定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＞ 
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森企画課法人運営担当係長 

 私から、第１号議案、定時評議員会招集について説明します。資料１を御覧くだ

さい。令和４年度第１回定時評議員会を、令和４年５月１２日木曜日、たづくり

９階の研修室で開催します。 

 内容として、審議事項が２件、報告事項が４件及びその他案件となります。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 令和３年度事業報告の承認について 

＜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＞ 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 それでは、令和３年度の下半期の事業について報告します。 

 今期においては、秋口から年末まで、新型コロナの感染者数も減少傾向にあり

ましたが、年明けから感染者の増加が著しく、２月から３月にかけて実施をした

映画のまち調布シネマフェスティバルの上映などは、引き続きホールの定員の 

５０％の収容率で実施しました。 

 また、１月から３月までの間、天井工事のため、グリーンホールが休館となっ

ていたため、一部事業をくすのきホールで行いました。 

 それでは、資料１をお願いします。今期の特徴的な事業を報告します。 

 まず１０ページをお願いします。映画のまち調布シネマフェスティバルです。

第４回を実施し、映画のまち調布の推進を図りました。令和３年度においては、

ネットでの広報に注力し、ツイッターのフォロワーが１年間で３．７倍になりま

した。調布市民及びイオンシネマシアタス調布来場者による投票により選出され

たノミネート作品の中から技術賞を授与する「映画のまち調布賞」の授賞式と、

監督トークつきの「今はちょっと、ついてないだけ」の先行特別上映を、監督の

柴山健次さん、主演の玉山鉄二さん、深川麻衣さんをゲストに迎えて、シアタス

調布にて実施しました。同会場では、外国映画２作品とスタジオジブリ作品「魔

女の宅急便」によるシアタス調布シネマセレクションや、水木しげる生誕１００

周年の記念上映「ゲゲゲの鬼太郎」のテレビシリーズと劇場用映画などの特別上

映をシアタス調布にて実施しました。 
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 たづくりでは、受賞作品を中心とした上映会に受賞者や制作に携わったスタッ

フによるトークショーつき上映をし、チケットはほぼ完売の状況となりました。 

 シネマフェスティバルの展示関連は、受賞者関連の展示として「ＣＮＩＥ＿Ｗ

ＯＲＫＳ展」を行い受賞者のプロフィールのパネルや、調布市が撮影地となった

「花束みたいな恋をした」や「るろうに剣心」「天外者」の小道具や衣装の展示

をするほか、昨年実施できなかった図書館による「出張！映画資料室 さあ、映

画を見にいこう～調布の映画館今昔～」や、文化庁委託事業「アーカイブ中核拠

点形成モデル事業」の実証展示として「調布地区にて発見された映画資料でみる

映画のスタッフワーク」の展示を行いました。 

 そのほか、音楽イベントとして、柳沢正史「真空管アンプで聴く 映画と音楽

の素敵な出逢い」「井上あずみファミリーコンサート」「シネマミュージック・

ワークショップ」の実施や、今回初の試みとなる、調布駅の駅名看板やホームド

ア、案内板にステッカーを掲示するなどのプロモーション活動を、京王電鉄、ト

リエ調布の協力の下、行った結果、過去４回のうち一番多い２万２，０００人を

超えるお客様の来場がありました。本日、お手元に映画のまち調布シネマフェス

ティバルの報告書を置いていますので、詳しくはそちらを御覧ください。 

 次に、映像文化・メディア芸術事業の調布メディアアートラボです。１２ペー

ジを御覧ください。デジタルテクノロジーを活用した芸術表現や、メディアアー

トを体験する事業として、昨年度から実施しています。今年度は、電気通信大学

の准教授の児玉幸子氏を迎えて、「Ｖｉｓｉｏｎ ｉｎ Ｍｏｔｉｏｎ ２０２

１～道具とからだを動かして、変化する光と音、イメージで遊ぼう！～」を実施

しました。 

 次に、同じページの文化祭事業です。昨年度は、新型コロナウイルスの影響に

より配信を軸に、無観客や関係者のみでの実施を行いましたが、感染拡大防止の

ノウハウを蓄積したことや、新規感染者数の減少により、人数制限をしながら、

昨年できなかった催し物も実施しました。 

 次に、１５ページ、文化ボランティアです。事業の運営、写真撮影、ＳＮＳな

どの情報発信、モニタリングなど、様々な場面で市民ボランティアが活躍しまし

た。登録者数が昨年の２６人から５６人に増え、市民の文化芸術活動への関心の

高さを感じています。 
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 次に、広報事業になります。１６ページから１７ページにある財団報の発行や

ＳＮＳを活用した情報発信となります。 

 次に、１８ページをお願いします。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階回廊リトル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。展示室では、前期より引き続き実施した「タナカマ

コト展 風、抜ける」、そして「クリエイティブリユースでアート！×武藤亜希

子展 Ｃ＋Ｈ＋Ｏ＋Ｆ＋Ｕのかけら植物園」「映画イラストレーター宮崎祐治調

布映画地図展」の３事業を実施しました。 

 「クリエイティブリユースでアート！」では、市内の事業者から頂いた廃材を

使用することによって、まちの記憶を内包したカラフルな植物園を思わせるよう

な展示を実施しました。また、会場で廃材のミシン糸を厚紙に巻いて、市民の

方々が制作した「かけらの実」が飾られて、日数を追うごとに作品が育っていく

ような、参加型の関連イベントも実施しました。 

 また、シネマフェス関連イベントも兼ねて実施をした「映画イラストレーター

宮崎祐治調布映画地図展」では、調布市で生まれ育った宮崎祐治さんが、調布で

撮影された映画をまとめた本「調布映画地図」の描き下ろしイラストを中心に展

示をし、好評を博しました。 

 ９階のリトルギャラリーでは、深大寺のだるま市のだるまから生まれた、だる

チャンプロデュースの「元気が出るだるチャン～だるまさんの豊かな世界」と

「オカダカズミ陶展～そしてまた火を灯す」「模型展～僕のプラモデル」の３本

の実施をしました。模型展では、今まで男性ターゲットのものが少なかったので

すが、回収したアンケートの男性の比率が大きく上がりました。 

 次に、文化会館たづくり指定事業、芸術振興事業、音楽事業です。 

 「小さな小さな音楽会」は、引き続き感染拡大防止のための不特定多数の方が

集まるエントランスホールでの実施を控え、１月、２月は配信、３月はむらさき

ホールで実施しました。 

 また、「中川賢一の“はじめての”ピアノであそぼう！」は、昨年度までくす

のきホールで行っていた子ども向けコンサートの内容を変更し、会場をせんがわ

劇場に移して実施しました。当日は、調律師の協力の下、ピアノを解体し、ピア

ノの内部を見たり触ったり、ピアノの下に潜って音を聞いたりする体験も行いま
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した。 

 イ、演劇・舞踊事業では、「たづくりシアター寄席その九」を実施しました。

シリーズでは初めてとなる立川流の若手落語家に出演していただき、初心者でも

分かりやすく楽しめる内容で実施しました。新型コロナウイルス感染症の拡大時

期に当たり、販売途中で客席定数定員を５０％にする措置を取り、チケットは完

売しました。 

 次に、芸術・文化学習事業、ちょうふ市民カレッジです。２２ページを御覧く

ださい。前期講座から継続して実施している講座に加え、初めての有料オンライ

ン講座で「ゆかいな能楽入門講座」と「リール動画をつくろう！」２講座を含む

９講座を開講しました。 

 続いて、施設管理運営について説明します。新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた前年度、令和２年度と比較し、令和３年度は利用率、利用料金収入とも

に回復の傾向にありますが、令和元年度の水準にはいまだ及ばない状況です。回

復傾向の要因として、新型コロナウイルスとの共存、共生の意識が社会全体に広

がり施設利用につながったこと、施設利用制限の緩和が進んだことなどが考えら

れます。 

 一方、回復が抑制された要因としては、令和３年４月２６日から５月１１日ま

で、全施設の利用を停止したこと、５月１２日から５月３１日まで、全施設の夜

間区分利用を停止したことが上げられます。 

 それでは、２５ページを御覧ください。上段、表の左側となります。年間の入

館者は１３９万６，４７６人、月平均１１万６，３７３人となりました。 

 次に、２９ページを御覧ください。たづくりのホール系施設の利用件数は４，

１９８件、利用率は７５％です。 

 次に、３７ページを御覧ください。会議室系の利用件数は１万８，４３５件、

利用率は５８％です。 

 次に、４２ページを御覧ください。施設利用料金収入は、月平均で３７６万４，

８１５円です。 

 続きまして、グリーンホールの指定管理事業になります。ページ飛びまして、

５６ページを御覧ください。 

 芸術振興事業、ア、音楽事業については、５回目となります「生で聴く“のだ
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めカンタービレ”の音楽会」を実施しました。これまでのシリーズと同様、舞台

上への漫画イラストの投影を行いながら、今回は室内楽版として、原作にある貴

族のお城での音楽会を再現するようなプログラムをお楽しみいただきました。原

作漫画を読んでいた５０代のお客様のほか、２０代のお客様、初めてグリーンホ

ールへお越しになったお客様が大変多く、満足度も非常に高い公演でした。 

 １１月と３月に実施しました「ホールであなたもピアニスト！」は、大ホール

でスタインウェイのピアノを弾く体験ができる、毎回人気の事業です。１１月は

コロナ禍のため連弾を中止し、また一人でも多くの方に体験いただけるよう、１

人１区分までのお申込みとしました。３月についてはグリーンホールが改修中で

あったため、くすのきホールにて実施しました。 

 「フレッシュ名曲コンサート」は、ベテラン指揮者と桐朋学園出身のフレッシ

ュなチェリストが出演し、全席完売しました。 

 １２月に行いました「Ｃｈｏｆｕ ＪＡＺＺ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ」は、市内ラ

イブハウスと連携して実施しているジャズコンサートで、シリーズ２回目の今回

は、柴崎駅前のさくらんぼに御協力をいただきました。コロナ禍でドリンクサー

ビス等はかないませんでしたが、他の公演よりも男性のお客様が多いのが特徴で、

久しぶりの生演奏を楽しむ声が多く聞かれました。チケットは全部完売していま

す。 

 続いて、「シネマミュージック・ワークショップ」です。シネマフェスティバ

ルの期間中に行った東京文化会館のワークショップリーダーでもある、おとみっ

くのメンバーによる親子向けの事業で、手遊びなどの体験と併せて映画音楽をお

楽しみいただきました。市内の特別支援学校と連携し、障害のある子どもたちに

来場いただく回を設けましたが、感染症拡大の影響で学校側が辞退し、実施には

至りませんでした。 

 続いて、イ、演劇・舞踊事業では、２年ぶりに児童劇鑑賞教室を行いました。

市内の保育園、幼稚園の団体鑑賞を受け入れていますが、今年はコロナの影響に

より参加辞退した園もあったほか、定員数に制限を設けたため、参加学年を絞っ

ていただくなど、各園に御協力いただきました。午後の部は一般にも開放してい

ますが、親子で舞台を楽しめる貴重な機会として、例年よりも多くのお客様に来

場いただきました。 
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 第１２２回調布寄席は、客席定員の制限を考慮して、午前、午後の２回を実施

しています。 

 次に、共催等事業では、ふだんはグリーンホール大ホールで実施している協定

事業、桐朋学園オーケストラをくすのきホールで実施しました。コロナ禍で舞台

上の演奏者同士の間隔を開けるため、舞台を張り出したことで客席数は減りまし

たが、学生たちの熱演にアンケートでも好意的な意見をたくさんいただきました。 

 イ、提携事業です。４公演を実施しました。水木しげる氏の生誕１００年を前

に、ゲゲゲ忌スペシャルバージョンで実施した「松下奈緒コンサート」や、本格

的なバレエを子どもたちに届けた松山バレエ団の「くるみ割り人形」は、制限緩

和を受けて客席定員５０％以上で実施、完売するなど、多くのお客様に舞台芸術

のすばらしさをお楽しみいただきました。 

 続きまして、５８ページ、調布シネサロンです。こちらは、「アーティスト」

という作品と、活動弁士と生演奏つきのサイレント映画ライブ「オペラの怪人」

と「ドタバタ撮影所」の２本、１月には優秀映画鑑賞推進事業として「愛を乞う

人」「幻の光」「ＧＯ」「ゆれる」の４本を上映しました。 

 次に、施設管理部分です。グリーンホール大小ホールは、改修工事のため、令

和４年１月１１日から３月３１日まで利用を停止しました。このことが利用件数、

利用料金収入に影響しています。 

 ６１ページを御覧ください。グリーンホールの利用件数は１，０１１件、利用

率は６８％です。 

 次に、６３ページを御覧ください。施設利用料金収入は月平均で１５０万８，

０４１円です。 

 続きまして、せんがわ劇場指定管理事業になります。７２ページを御覧くださ

い。 

 （１）芸術振興事業、ア、音楽事業です。「サンデー・マティネ・コンサート」

４件、７３ページ記載の「せんがわミュージックライブ」４件で、計７件の事業

を実施しました。どの事業も満員、あるいはチケット完売と、コロナ禍であって

も大変好評でした。 

 第９回せんがわピアノオーディション受賞公演は、令和３年度文化庁文化芸術

振興費補助金採択事業として実施しました。 
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 次に、演劇事業です。せんがわ劇場演劇コンクール第１０回グランプリ受賞公

演は公社流体力学、オーディエンス賞受賞公演は世界劇団の「天は蒼く燃えてい

るか」が実施されました。当初は令和２年に実施する予定でしたが、延期を重ね、

ようやく実施することができました。コンクールの副賞にある７日間の劇場ホー

ル及び付帯設備の使用料無料の権利による、演者側の主催で実施したものになり

ます。 

 次に、演劇アウトリーチになります。定例となった、はしうち教室のほかに、

７６ページの一番上の段、白百合女子大学の「白百合子育て支援ルーム２０２１

りすぶらん・あんふぁん」で実施しました。また、柏野小学校では、かねてから

準備してきた少人数かつ舞台装置も最小限とした鑑賞型アウトリーチの実験公演

として実施しました。「三匹の子豚」ベースにオリジナルの設定のものとなって

います。２回に分けての実施をしましたが、どちらも好評でした。アンケートに

おいても、演劇に関心を持ってもらえた感触があります。 

 次に、７６ページ中段から市民参加演劇、ホール演目Ａ「調布版ロミオとジュ

リエット」、ホール演目Ｂ「ドキュメンタリー演劇 あの時を振り返る」を実施

しました。それぞれ別々の参加者による演劇となっています。ホール演目Ａは、

「ロミオとジュリエット」の演劇の稽古中という設定の現代劇、ホール演目Ｂは、

６０歳以上の方からエピソードを募集し、１２件の応募のうち４エピソードを採

用し、舞台化しました。どちらも新型コロナ対策を含め、過去の市民参加演劇よ

りも少人数での実施となりましたが、好評でした。 

 その他、野外ダンスパフォーマンスをトリエＣ館の北側のてつみちで実施しま

した。また、演劇関連として、舞台美術と衣装の講座も実施し、各事業とも好評

でした。 

 次に、親と子のクリスマス・メルヘン「クリスマスがちかづくと」、同名の児

童書を初のミュージカル化しました。主役の子役は公募のオーディションで決め、

元劇団四季のプロの役者の方たちも参加しての舞台となりました。これまでもク

リスマス・メルヘンは好評でしたが、今回は子役のお母さんの活躍もあり、早い

段階でチケットが売れ、来場した子どもたちが歌いながら帰っていく姿を見るこ

とができ、とても好評でした。 

 ウ、地域連携事業です。桐朋学園芸術短期大学の演劇専攻第５３期の修了公演
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は「国語の時間」「その頬、熱線に焼かれ」の２本を実施しました。こちらはア

ートプラス会員を対象に先着で５名無料招待しています。 

 最後に、せんがわ劇場の施設管理運営について説明します。８０ページを御覧

ください。せんがわ劇場のホールの利用件数は８０８件、利用率は８３％です。 

 次に、８３ページを御覧ください。施設利用料金収入は、月平均で６５万１，

４８８円でありました。 

＜質疑等要旨＞ 

山口副理事長 

 幾つか確認事項と、皆さんからの意見をいただきたい。 

 コロナの影響とかの要因は置いて、それぞれの各事業、法人運営、施設管理、

大きな柱が３つあるのですけれども、１年間をとおして皆さん多分振り返りをし

ていると思うのです。その振り返りの中で、各事業、施設管理とか法人運営につ

いて、達成度というか、どこまで当初の計画を達成できているのか多分話し合っ

ていると思うので、どんな話合いがあって、それぞれの事業や法人運営、施設管

理についてどういう見解を導き出したのかというのがまず１点。 

 その中で、既存事業と新規事業と入っていると思うので、それぞれ質が違うの

ですけれども、特に新たな取組も含めて、今年度はもう事業計画をつくっていま

すが、来年度以降にもっと期待が持てる事業となり得るものがあれば、それにつ

いて、どういう結果だったのかと、今後どういう期待が持てるのかというのを説

明いただきたい。これが２点目です。 

 それと、既存事業は、大きな転換期を迎えた事業も多分たくさんあると思うの

で、そのことについてどういう方向性を、今年度、来年度も含めて持っていきた

いのかというのがあれば、それぞれ説明いただきたい。 

 以上３点です。 

佐藤企画課長補佐 

 大きな質問として２点ありました。昨年度、１年間の振り返りをした達成度と

か、どのように結論づけたのかというところが１点目。それについては、私、企

画課の課長補佐ですが、企画課としては、やはり皆さんの働きやすい職場づくり

というものを目指してやっています。 

 まず実現したのが、在宅勤務制度のきちんとした規定をつくったこと。それか
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ら、電子決済ですとか電子承認についても、まだ試行段階ではありますけれども、

取り入れて、在宅での勤務をしながら、上長にも決済してもらえる仕組みを今、

構築し始めているところです。まだきちんと運用できてはいませんが、そういっ

たシステムが進めば、より働きやすい職場ができると思っています。 

 それから、育児介護休業の法改正もこの４月にありまして、男性で育児休業を

取ってくれる職員も出ましたので、そういった点では男女どちらにとっても働き

やすい職場づくりを目指して、ある程度実施ができてきたとは感じています。 

 それから、質問の２点目の、大きな取組として今後期待を持てるものというこ

とですが、私としては、やはり働きやすい職場づくり、それから、企画課として

は、持続可能な職場環境づくりということを考えていますので、環境問題を考え

まして、ペーパーレス化に取り組むということで、電子端末を少しずつ導入して、

職員に配っていき、ペーパーレスの仕組みをつくれるようにとは考えています。

それはまだ少し時間がかかるところではありますけれども、徐々に進めていきま

す。 

山口副理事長 

 在宅勤務とか電子決裁とかも含めて、財団が実務的に行っているものがたくさ

んありまして、例えば財務管理もそうで、財団独自、単体で行うべき仕事である

けれども、本当に財団だけでやっていていいのか。例えば、様々な事務管理を一

元的にほかのところにアウトリーチできるような業務はないのですか。 

佐藤企画課長補佐 

 今御指摘のように、どこかにまとめて管理できないかというのは私も日頃から

考えているのですけれども、財務的なところとか人事的なところは独自でやった

ほうがいいのですが、アートマネジメント人材の育成では、近隣の市町村の同じ

ような財団に声をかけて、アートマネジメント人材の研修をやらないかとか、そ

ういったところができるのではないかとは考えていますが、まだ実現には至って

おりません。 

山口副理事長 

 業務量はなかなか減らないけれども、効率化しろという意味ではなくて、アウ

トリーチも含めて、財団の職員が１００％そのことに携わらなければならないと

いう固定概念は必要ないと思うので、特に研修も含めて他団体とか他市とか、ま
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たは他の機関と合同でやったほうがはるかに機能的だし、成果も多いものもある

と私は感じます。そういうのを企画するとき、ぜひこれからは、全てを財団で賄

うという意味ではなくて、様々な方向を考えながら、もしかしたら、このことに

ついてはほかの機関と手を組んだほうがはるかに効率的だし、成果も多いという

ものがあれば、どんどんこの場に提案していって、理事会の中でそういうことが

討議できれば、面白いのではないでしょうか。 

 多分、皆さんどこかでそんなことを感じることがあると思うので、そういうこ

とを事業報告とかの中には入れやすいのではないでしょうか。事業計画ではない

ので、もしかしたらこういうことができたら達成度が上がるというような表現が

できると思うので、その辺を少し工夫して、来年度以降やることができればいい

のではないか。これは意見です。 

森企画課法人運営担当係長 

 私、昨年までは文化・コミュニティ事業課の文化事業係に所属していて、４月

１日に企画課の法人運営担当係長になりました。昨年度の振り返りとして、文

化・コミュニティ事業課の部分で申し上げますと、その前のシネフェスが、コロ

ナでたづくりで上映できなくなってしまったことがあって、どうしても上映した

かった、例えば石原プロモーションの「西部警察」の映画を、シネサロンで７月

に上映することができたということで、柔軟な運営ができました。 

 それと、市民カレッジという講座の事業を行っているのですけれども、少し難

しかったのが、コロナで定員を半数にするかしないかということで、半数にした

というところもありましたが、ホームページが新しくなって、その広報の効果も

あって、ほとんどいっぱいになったということがありまして、カレッジの部分で

もうまくできたと考えています。 

 企画課になりまして、今、１か月で、先ほど佐藤のほうからも、私ども財団の

仕事のしやすい職場づくりという話が出ましたが、私が新人のときに入ったのが

今の企画課と同じ総務課だったのですけれども、そこでも、総務、企画課は会社

の縁の下の力持ちのような存在だと言われており、なおかつ仕事のしやすい職場

づくりということを考えたときに、法令の改正にしっかり対応するというところ

がまず１つと、仕事のしやすい職場づくりとして、電子決済とか、例えば会議で

もタブレットを使って行うとか、そういったところを進めてまいります。 
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 今年、４月に入ってみて、恥ずかしながら、法改正が意外と多いということに

気づいたところでして、先ほど育児介護休業法の話も出ましたけれども、そのほ

か、例えばパワハラ防止法とか、定年が１歳ずつ延びていくということに対応し

なければならないし、退職したとしても、その後の再雇用についても考え始めな

ければいけないということで、まだ勉強し始めたところではありますが、考えて

いるところです。 

山口副理事長 

 これまでの事業の達成度は比較的高かったと思っているということですか。 

森企画課法人運営担当係長 

 はい。 

白勢企画課財務担当係長 

 私の令和３年度振り返りですと、国が推進していますデジタル化という部分で、

財務のほうでは会計伝票の一部に電子承認システムを取り入れています。また、

今年の２月から電子契約を試行的に導入しています。そのほかキャッシュレス化

など事業のほうで活用しているところを、なるべく財務のほうでも対応できるよ

うにということで進めています。 

 そういったデジタル化というのは、本来、ペーパーレス化ですとか効率化が目

的になるのですが、文書保存の観点などから、デジタル化は導入しているのです

が、紙も併用しているところもありまして、まだ課題が大きいのですけれども、

電子契約については、近隣の財団で取り入れているところ、導入している団体も

少ないというところでは、先駆けて導入していることで、周辺の財団の見本とな

るような形で取り組んでいければと考えています。 

 あと、今後、期待の持てるというか取り組んでいきたいことですが、昨年から

自主財源の確保ということで、ファンドレイジングのことなど毎回報告していま

すが、利用料金収入が減収していく中で、財団の予算全体が今後も厳しい状況と

なります。収入を増やすか、それとも費用を節減するか、どちらかになっていき

ますけれども、できれば収入を確保するほうで積極的に取り組んでいきたいと思

います。 

 助成金の取組については、昨年も公立文化施設協会の支援員を派遣していただ

いて、事業担当と企画課のほうで職員が参加して、持続的な助成金の確保に向け
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た勉強などもしていますので、そういったところで人材の育成の部分と、実際に

事業の助成金のフレームに合わせて企画していくという取組を管理部門、財務と

してバックアップできたらと考えています。 

山口副理事長 

 自主財源と助成金というのは意外と不安定なので、その辺は悩みがあるのでは

ないですか。 

白勢企画課財務担当係長 

 助成金の募集ももちろん限られていますし、採択される数も限られている中で、

今、まだまだ可能性はありますので、積極的に応募している段階です。助成金だ

けではなくて、寄附金ですとか協賛金、そういった持続的に年間を通じて寄附を

いただけるような仕組みを考えていかなければいけませんので、ホームページ、

インターネットなども活用して、気軽に寄附をしやすいような仕組みだったり、

寄附に対するお礼であったりといった部分も、今は各事業のほうで協賛金や寄附

金を色々企画に基づいて募集していますけれども、組織としてもう少し継続的に

寄附を募れるような仕組みを考えていきます。 

前田企画課施設管理係長 

 私からは、施設管理関係で申し上げます。 

 令和３年度、１年間の振り返りをしますと、利用料金収入がやはり元通りには

なりませんでした。利用料金収入は、今、白勢からも話がありましたように、財

団の重要な収入源で、それに伴って支出も対応してまいります。ですので、収入

が減るということは、支出も抑制しなければいけないということで、今年度は収

入と支出の関係性で、支出を抑制するように工夫、係員で注意しながら予算を執

行しました。 

 あと、お客様の声を聞きながら施設管理運営をしていますので、お客様のじか

の声を日々聞いて、なるべくお客様の御要望を取り入れられないかということで

係員で相談しながら施設管理をしています。なるべく、制限をするという方向で

の答えではなくて、御要望を取り入れられないかと考えながらやっています。 

 そういったところで達成度は半々ぐらいと私自身は考えています。御要望に沿

えないこともあるということでは、１００％とはなかなかいきませんで、半分ぐ

らいとなります。 
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 次の年度に向けて、今年度新たな取組では、新しいわけではないのですが、今、

皆さん、エントランスホールを通っていただいて、本格的にたづくり館内の工事

が進んでいますので、館内の施設利用について制限を、お客様にはこれから御迷

惑をおかけする部分が大変多くなってまいりますので、そういったところでより

一層お客様の御要望、御不便をお聞きして、それに対応して今年度やっていきま

す。 

 それから、理事、評議員の皆さんからもキャッシュレスの対応をできないかと

いうお声も常々いただいていますので、ネット上での施設利用料金の支払いにつ

いては導入を調査、検討して進めてまいります。 

山口副理事長 

 施設管理の達成度は、１００％はあり得ないので、それに近づくように日々業

務されていると思うのですが、達成度を上げるために努力するわけではなくて、

利用者の方、ないしは安全・安心を踏まえて、それに向かっていくから達成度が

上がっていくという考え方なので、日々の業務の中で一つ一つのことを振り返っ

てやっていただけるというのはとても安心感があるので、これからもそういう形

で進めて、次回は５０％が６０％に思えるようにやっていただきたい。 

岡野文化・コミュニティ事業課長補佐 

 ４月１日から早いもので、もう１か月たとうとしていて、今、鋭意、各担当か

ら引継ぎを受けたり、事業はどんな様子だったのかという聞き取りをしていると

ころですが、今日は、すみませんが前職の話ということで、せんがわ劇場の話を

します。 

 先にまず達成度に関してですけれども、市民への芸術文化の提供という点では、

かなり高い達成度だったと思っています。 

 ただ、課題として、コンクールですとかピアノオーディションをやっていて、

受賞者のプロモーションというか、こういう方が受賞したというお知らせへの力

の入れ具合が足りなかったと感じています。全体としては、理事会やほかの会の

ときにも話していますが、やはり助成金の獲得が大きな課題だと思っていて、そ

れに向けて、特に文化庁の金額が大きいのですけれども、求められている体制が

存在していて、それにどこまで近づけるかというところも課題であって、今後は

そういったところをどこまで、何ができるのかというのが詰めていかなければい
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けないところです。 

山口副理事長 

 今、どこまで持っていけるかという話があったけれども、それは職員の方みん

なで共有しているのですか。 

岡野文化・コミュニティ事業課長補佐 

 はい、ミーティングの場で話合いをしています。 

山口副理事長 

 全職員がということで。 

岡野文化・コミュニティ事業課長補佐 

 はい。 

山口副理事長 

 例えば一部の職員だけがそういう方向に持っていきたいとか、そういうレベル

でないと認められないということを認識しているのではなくて、全ての職員がそ

ういうのを分かっている。 

岡野文化・コミュニティ事業課長補佐 

 係打合せの中で話をしています。 

山口副理事長 

 さっき、白勢さんが、組織全体として様々なことを共有化しながらいきたいと

おっしゃったので、課題があったり目標があったりするのだったら、振り返りを

するのは当然なのだけれども、リスクマネジメントも含めて、全職員がそれを共

有していないと、意思の疎通ができなくなってしまう。前回の理事会でも私は申

し上げましたが、例えば課長が、係長が何でこう言っているのかというのを理解

できなくなる。だから、ぜひ岡野さんも含めて、課題、求めるものがあるのだっ

たら、それをなるべく全職員が共有できるように努力してほしい。 

 一部の方だけが知っているというのはやはり良くないし、皆さんがそれをやり

ながら、自分の役割を認識するのが一番いいと思うので、その辺は各課とか各事

業ではなくて、組織全体とか全職員という観点から、必要であれば全職員、全事

業というように分けながらでいいので、やっていただきたい。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 まず１点目が、この間、３月に終わったシネマフェスティバルです。昨日も監
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査でその部分について監事から色々御指摘があったのですけれども、シネマフェ

スティバル、実は６年ぐらい前から構想を練り始めて、今、お渡しした報告書に

もあるのですが、ここまでのものにするのに２年から３年ぐらいかかりました。

この４年ぐらいは、プログラムを実施する、授賞式を成立させるというところに

本当に一生懸命になっていて、ほかの部分が見えない状況だったのです。 

 今回やるに当たって、お招きした受賞関係の方から少しお小言をいただいた部

分がありました。それに関しては、案内が不十分だった部分があったのです。そ

のときに、一昨年とかにそれを言われたら、多分それをあまり感じなかったのだ

とは思うのですが、今回、改めてその方、あとお客さんの立場になったときにど

うかと考えたときに、このシネマフェスティバルをやるに当たって、お招きする

姿勢が少し足りなかったというか、そこまで到達していなかったのです。 

 今回初めてそういった部分を感じることができたのは、シネマフェスティバル

はある意味、来年度に向けては少し進化したものにできると感じています。これ

はうちの課の映画の担当のみとの共有になりますけれども、そういった部分を強

く感じたということは、みんなと共有しています。 

 ２番目の新しい取組は、少し小さいものになるのですが、先ほど企画からもオ

ンライン関係の話が出たのですが、もちろんオンラインは可能性をかなり秘めて

いるものです。今回、コロナ禍がなければ恐らくこんなに進まなかった部分がい

っぱいあります。我々も何かできないかということで、打合せとかをオンライン

でやるというのはもちろんのこと、令和３年度において初めてオンラインの市民

カレッジの講座を２講座やりました。 

 最初、いきなりオンラインを始めても、恐らくお客さんは混乱してなかなか来

ないということで、無料のプレ講座みたいなものを、やり方を教えるのも含めな

がらやって、そのプレ講座は非常に好評だったのですけれども、本番のお金を払

って来ていただくものは集客に少し苦労した部分があったので、こちらについて

は引き続き研究とか検証が必要ということをみんなで確認しています。 

 ただ、このコロナが薬とかワクチンの関係でだんだん緩んでくれば、もしかし

たら、オンライン講座というもの自体があまり必要ではないという部分もあるの

ですけれども、今後もう少し先の未来に向けては十分必要なものと感じています

ので、これは引き続き研究、検証してまいります。 



 - 17 - 

 ３番目に、よさこいを挙げるのですが、私がよさこいに関係し始めたのが２０

１５年なのです。２０１５年当時でも、このまま、よさこいだけ踊っていていい

のかと思いながら担当して、やはりこのままではいけない、変えていこうという

ことで、たしか自分が課長になった年に副理事長の家に当時の係長と一緒に話を

しに行ったのです。そのときに、新しい人を入れていかなければ駄目だよねとお

っしゃったのが心の中に残っていて、新しい人をどうやって入れていく、誰を入

れていくのかというのを考えながら事業を実施したのですけれども、去年初めて

障害者の団体とコラボして、パラアート展と同時開催したのです。 

 その結果、ふだん、よさこいに来なかった方とか見ていただけなかった方にも

届くようになったのです。というところでは、よさこいをやめる、やめないとい

うことではなくて、そういった市民の集いが色々な人が加わることによって場面

が展開していくということを感じた１年だったので、また来年、再来年に向けて

も新しい人を迎え入れていくということを、よさこいに関してはやっていきたい

と感じています。 

山口副理事長 

 今お話の中にあったように、例えば主催をしました、そこに関係する様々な団

体とかがあるではないですか。シネフェスなどは特に。ところが、忘れがちなの

はお客さんだったというような話が今あって、それに気がついて改善ができたと

いうことだと思うのですが、それぞれの事業には様々な側面があって、どこを向

いて事業を進めるかで、大きな気づきがあったりとか、それ以外に反省点があっ

たりとかするわけです。 

 振り返りのときに、自分たちのやっていた事業がどっちに向いていたのかとい

うのをちゃんともう一回考え直して、もしそれがとてもいい方向であれば、それ

を伸ばしていく。そうでなかったら向きを変えてみる。特に財団の場合の事業だ

ったら、御自身たちの企画とか発想力でそれが柔軟にできるので、ぜひ今、土井

さんおっしゃるように、向きを変えてみたら気づきがあったというような事業も、

それが施設管理であっても、向きを変えてみて新しい発見をして、また改善につ

なげていくというのは大事かなと。いい話を聞いたのでよかったです。 

藤堂芸術振興事業課長 

 昨年１年間は、昨年の４月はもう１年前のことなので大分状況が変わっていま
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すけれども、その前の年に中止とかオンラインとかで事業をやらざるを得なかっ

た事業を、リアルにいかに開催するかというのが昨年度のテーマだったという気

はしています。 

 昨年の音楽祭はもちろん半分でしかできませんでしたし、それでも、オンライ

ンでやっていたときとリアルでやるときは、お客様がいらっしゃるということで

その対応が全然違ったのですけれども、おかげさまで、去年１年間はそれほど中

止になることもなく、ただ、人数はその時々によって、半分になったり、いっぱ

い入れていいという時期があったり、また減ったりという、その対応をしながら

しました。最初は半分しか入れない想定で予算を組んでいるので、そういう意味

では、ある程度クリアしましたし、来場者数とか、お客様の満足度も設定した以

上に反応がとても良くて、そういう意味では達成度は高かったです。 

 リアルで開催することも、５０％とプラスアルファぐらいでしたら、いかに手

際良くお客さんを全部感染対策しながらやっていくかとか、ワークショップみた

いなものでも、どのようにしたら対策が取れるかということが、グリーンホール

でも、せんがわ劇場でもノウハウは大分積めました。 

 ただ、今、１００％になりまして、今年の音楽祭は既に大ホールが完売してい

る事業もあるということで、その完売しているお客様を感染対策しながら迎える

というのは１つの大きな課題となっています。 

 もう一つは、共生社会の取組を色々やってみたかったのですけれども、コロナ

が増えた時期だったり、相手先との関係とかもあって、その取組がまだなかなか

できなくて、それは令和４年度以降も続いていきます。ただ、その中で、コロナ

で一番大きな打撃を受けるのは、お客様がたくさん入れられないので収入が減っ

てしまう。調布市の税収も減っている中、予算が増えるわけではないという中で、

いかにお金をやりくりするかというところで、先ほどからもありますけれども、

助成金を取らなければいけないという意識はやはり職員の中にもかなり高くなっ

ていたのと、せんがわ劇場が次の運営プランを考えなければいけないだとか、事

業評価調書を新しくして試行しているところもあって、職員の中で、この事業は

何のためにどういうことでやっているのかというのを、文章を書かなければいけ

ないとかを含めて、考える機会がすごくたくさんあって、調布は一体どういう地

域なのだろうとか、どういう目的を持ってこの事業をやるとどういう人に訴えら
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れるかとか、そういうことがすごく考えられるようになってきました。 

 体制についても色々考えなくてはいけなくて、それも課内の人の入れ替わりと

かそういう外的要因も多分にありましたけれども、どうやったら課内の事業をう

まくこのメンバーで回せるかとか、それには新しい方法を取らなければいけない

のではないかとか、そういう話もできたので、この先につながる。令和３年度で

したけれども、それ以降のことを考えている時間がかなりありまして、その中で

若年層、まだ調布はファミリーが増えているというところもあって、子どもたち

にどうアプローチするかというのがすごく大事ではないかという話になりました。 

 それで、小・中学校のアウトリーチがなかなかできないというのがずっと課題

だったのですけれども、小学校の校長会だとか音楽の先生たちの集まりだとかに

行けるようになりまして、小学校のアウトリーチを始めたりとか、今年の連休明

けには中学校の音楽の先生たちに会うとか、少しずつそういう活動ができるよう

になってきています。 

 音楽祭については、理事の皆様方に大変な御協力をこれまでいただいています

けれども、助成金だけではなく、寄附金、協賛金の活動も、令和４年度の今年の

音楽祭に向けて３年度中からやっています。助成金を取るというのは助成金を出

してくださる相手に合わせて、この事業をこのように訴えようとか、そういうこ

とをいっぱい書いてきたわけなのですけれども、それが寄附金をお願いするとか

協賛金をお願いするときにもすごく役に立って、色々なところにそういう話がで

きるようになってきました。 

 １つ、失敗したというか、うまくいかなかったのは、文化庁の大きな助成金を

毎年音楽祭に取っていたものが、本年度は取れていないということがあります。

ただ、それは、助成金の仕組みが変わって、単体の事業だけではなくて、調布市

全体でどういう構想を持って事業を市がどのように進めていくかというのが問わ

る助成金だったのですけれども、そこで初めて市の文化生涯学習課と一緒に助成

金の申請書を書いて、財団の大きな事業を全部まとめて出したのです。 

 結果的には取れなかったのですけれども、そういう意味では、ちゃんと市とそ

のようなことを一緒に考えようという機会になったことと、来年、映画と音楽、

シネフェスと音楽祭を打って出るべきではないだろうかという話がまだこの辺の

段階ですがあります。音楽祭の関係で資金調達をする中で色々な方と会うと、映
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画に興味があるとか、シネフェスのほうからも音楽祭に興味があるとか、そうい

う声が聞こえてくるので、その辺りを今後うまくつなげて、２つの事業をうまく

回しながら、ＰＲしていけるといいと考えています。 

山口副理事長 

 達成度というのは、とても難しい言葉だと思うのです。例えば１００人入る事

業に１００人来たから１００％の達成度なのか。でも、コロナになってみたら、

半分の集客のほうが一人一人の満足度は高かったということも起き得るわけです。

でも、財団としての達成度といったら、やはり企画に１００人来た方が収益も上

がるし、いいに決まっていると思ってしまう。そうなってほしいし、なおかつ一

人一人の満足度も高いほうがいいと思うかもしれない。でも、ここ２年間で様々

な経験をして、本来の自分たちの達成度はどこにポイントを置くかというのは、

それぞれの事業で変わってきたような気がするのです。それをしっかり持ってい

たほうがいい。でないと、少しぶれたときには、人は増えたけれども、顧客満足

度は下がっているのではないかというようなことが分かるわけでしょう。それは

やはり大事なことなので、藤堂さん、ぜひその辺の分析は職員の方々としっかり

やっていただきたい。 

 それから、助成金が取れなかったという話があります。例えば、財団の事業単

体で取れなかったというのはあるのだけれども、でも、本来財団の持っている力、

財団という組織の背景には、たくさんの市民の方やたくさんの団体、協力団体も

含めて参加団体がいっぱいいるわけでしょう。でも、そういうものを持っている

組織は、一般の企業ではなかなかない。財団の最も強みとするところです。 

 自分たちが持っている背景、個人にしろ、団体にしろ、機関にしろ、行政にし

ろ、そういうものをフル活用してアプローチしていくというのは、財団しかでき

ないことなので、それは強みとして戦略を練って、もしやれれば、ほかの団体に

は決してまねのできないいいものができるはずなので、そこをもう少し進化して

いただければいいので、少し苦労は多いけれども、頑張ってもらって、お願いし

ます。 

常廣芸術振興事業課副主幹 

 昨年まで、たづくりの事務所で広報の関係をやっていたので、その辺の話から

入りますと、令和３年４月からホームページをリニューアルしてきたということ
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は、これまでの理事会でも何度か申し上げているとおりです。リニューアルした

ことによって、運用もしやすくなりましたし、情報が整理されたことによって、

ＳＮＳとの連携とか活用もある程度定着しつつあるので、そういう意味では一定

の成果があったと考えています。 

 また同時に、ホームページとかウェブは、広報するだけではなくて、色々運用

について調べていたら、障害を持っている方はホームページに書いてある文字を

読み上げソフトで聞いて情報を仕入れるというような、道具としてウェブを使う

という考え方が今世の中に広まりつつあるということと、道具として使うという

意味では、例えばイベントの参加申込みとか、チケットの代わりにＱＲコードを

持ってきて入退場の確認をするというような、使うものというところが今注目さ

れているので、そこをこれからどうしていくかということが今後の課題の１つと

考えています。 

 先ほど何人かの職員からもあったように、このコロナ禍で色々な制限があって、

制限があったからこそオンラインとか配信という新しいやり方が出てきていて、

そういう１つの制限がいい意味で飛躍のバネみたいになっているところがこの財

団では非常に大きいと考えています。 

 私はせんがわに異動になったので、これから３館連携をさらに意識した事業展

開を図っていきたいと考えている中で、小学校に今まで財団の事業のチラシをそ

の都度配ってもらっていたのですが、それが令和４年度から制限がかかるように

なりました。配れるものの種類が限られて、広報としては、それだったら、子ど

も向けのイベントを１つにまとめたチラシを作って、それを一遍に配ってもらっ

て、情報を持ってもらおうということをやろうとしているので、これもまた制限

による工夫ですし、そういう工夫が財団の３館連携の取組の中で横断的に強まっ

ていくようになると、また新しいものが生まれていきますので、新しく配属され

た場所で自分のやることを発信しながら、横のつながりを強めていきたいという

のが、今、私の考えているところです。 

山口副理事長 

 横のつながりは大事で、さっきの藤堂さんの話にもつながるけれども、それが

できるのがやはりいい。ぜひ実現をして、来年の今頃、また同じような話をして

くれたらうれしいです。ありがとうございます。 
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ウ 【審議事項】第３号議案 令和３年度一般会計収支決算の承認について 

＜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＞ 

白勢企画課財務担当係長 

 第３号議案、令和３年度一般会計収支決算について報告します。 

 まず初めに、収支予算との対比を基に令和３年度の状況を説明します。資料３、

１６ページ、収支計算書を御覧ください。 

 今期の決算額について説明します。 

 まず、中段よりやや下にあります事業活動収入、合計額は１３億５，７１２万

１，４２２円、執行率は９４．３％です。事業活動支出の部については、表の下の

ほう、事業活動支出計の部分、決算額１３億５，７９６万５，３０４円、執行率は

９４．２７％です。 

 事業収入のうち、文化・コミュニティ事業収入、芸術振興事業収入の実績額合計

は、２，９５０万９，１００円、執行率は７４．８％です。前年度の執行率２０％

と比較して回復傾向にあります。 

 令和３年度の調布市拠出金に関する収入について説明します。当初予算と実績の

差額が市への返還金になります。調布市への精算戻入額は、受託事業収入である図

書館の管理委託料が７６９万８，５７５円、指定管理料収入は３９４万９，７２６

円、内訳については、たづくり分は９６万７，０６９円、グリーンホール分は８８

万８，２８６円、せんがわ分は２０９万４，３７１円です。 

 補助金収入は、３，０３８万８１９円です。こちらは主に人件費の変動によるも

のです。 

 次のページ、投資活動収支の部について、投資活動収入、翌年度寄附取崩収入２

５７万８，０４０円は、調布国際音楽祭に充当しました。 

 投資活動支出は、事業積立資産取得支出１００万円、翌年度寄附取得支出４６万

円、合計額１４６万円です。 

 続きまして、財務諸表について説明します。資料３の１ページ目、貸借対照表を

御覧ください。 
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 まず、Ⅰの資産の部です。１、流動資産の合計は２億２７９万９，２１４円、

２、固定資産の合計は５億７，０７６万２，６０４円、資産合計は７億７，３５６

万１，８１８円です。 

 次に、Ⅱの負債の部です。１、流動負債の合計は２億２７９万９，２１４円、

２、固定負債と合わせた負債合計は２億２７９万９，２１４円です。 

 次に、Ⅲの正味財産の部です。１、指定正味財産合計は５億４６万円、２、一般

正味財産合計は７，０３０万２，６０４円、負債及び正味財産合計は７億７，３５

６万１，８１８円です。 

 なお、２ページ、貸借対照表内訳表は、公益目的事業等の区分経理をしたもので

すので、御一読ください。 

 続きまして、３ページ、正味財産増減計算書を御覧ください。正味財産増減計算

書の経常増減については、収支計算書の内容とほぼ同様です。 

 １枚めくっていただき、５ページ、真ん中にあります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おりません。 

 指定正味財産増減の部です。受取寄付金４６万円、指定正味財産から一般正味財

産への振替額２５７万８，０４０円、当期指定正味財産増減額２１１万８，０４０

円、今期末の正味財産の残高は５億７，０７６万２，６０４円となりました。 

 次のページの正味財産増減計算書内訳表については、公益目的事業等の区分経理

をしたものですので、御一読ください。 

 次に、８ページの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。事業活動によるキャッシュフローは１億３１５万７，

３７１円の減、投資活動によるキャッシュフローは１００万円の減、財務活動によ

るキャッシュフローは２７万４，１５８円の減、現金及び現金同等物の増減額が１

億４４３万１，５２９円の減です。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は１

億４，４５５万６，４７６円となりました。 

 なお、資金調達及び設備投資は発生しておりません。 

 次ページ以降は、財産目録と財務諸表に対する注記ですので、御一読ください。 

 以上で決算についての説明は終わります。 

荻本議長 

 本件については、４月２７日に決算監査を行いました。ここで代表して、髙徳
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監事から報告をお願いします。 

髙徳監事 

 では、上原監事と私で昨日監査しました結果について報告します。 

 お手元、資料３の最後のページに監査報告書が添付されています。こちらを読

み上げます。 

 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、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの令和３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、定款及び会計規程に従い、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または法令若しくは定款に違反する

重大な事実はないと認める。 

 

（３）報告 

【報告事項】代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

議長から、「報告事項について資料の確認をもって報告とする」とした。 

 

（４）その他 

 事務局より今後の日程等の確認を行った。 

 加藤理事の退任挨拶の後、議案の協議等を終了したので、午後４時３０分に議長は

閉会を宣言し、本会の全てを終了した。 

 


