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令和４年度第１回定時評議員会議事録 

 

１ 日時 令和４年５月１２日（木）午後２時５８分から午後４時１７分まで 

２ 会場 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 ４名 

（本人出席）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 宇津木光次郎、 

調整担当理事 土方和巳 

（監事出席）髙徳信男 

（議長）評議員 矢幡秀治 

５ 内容 

（１）審議事項 

ア 第１号議案 議事録署名人の選出について 

イ 第２号議案 令和３年度収支決算の承認について 

（２）報告事項 

ア 理事会の開催結果について 

イ 令和３年度事業報告について 

ウ 令和４年度事業計画について 

エ 令和４年度収支予算について 

カ ファンドレイジング進捗状況について 

カ 調布市実務行政研修への職員派遣について 

６ その他 

７ 議事の経過及びその結果 

（１）定足数の確認等 

 土方調整担当理事から、新任の宇津木常務理事、榊事務局長の紹介をした。引き続

き、榊事務局長の進行で理事長挨拶、人事異動職員の紹介の後、事務局に定足数を確

認した。事務局から出席評議員４名であり、評議員会運営規則第９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
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録署名人が八角評議員、久保田評議員であることを報告した後、矢幡評議員が議長と

して開会を宣言した。 

（２）審議 

ア 【審議事項】第１号議案 議事録署名人の選出の件 

＜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＞ 

森企画課法人運営担当係長 

 冒頭、進行で触れたとおり、議事録署名人２名は、名簿順にて輪番制で行うこ

とを評議員会で決め、これまで実施してきました。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、八角評議員、久保田評議員となります。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 令和３年度収支決算の承認について 

 矢幡議長から、「本件は、その関連として先に報告事項ア、イの説明を受けた

い」との提案を受け、全会一致で了承された。 

 

【報告事項ア】理事会の開催結果について 

【報告事項イ】令和３年度事業報告について 

＜説明＞ 

森企画課法人運営担当係長 

 報告事項ア、理事会の開催結果の件。令和３年度第２回定時理事会。期日、令

和４年３月２４日木曜日。決議の省略による開催。審議事項９件、報告事項３件

です。 

 続いて、令和４年度第１回定時理事会。期日、令和４年４月２８日木曜日。審

議事項３件、報告事項１件です。 

 続いて、令和４年度第１回臨時理事会。期日、令和４年４月１日金曜日。決議

の省略による開催。審議事項１件。 

 続いて、令和４年度第２回臨時理事会。期日、令和４年５月２日月曜日。決議

の省略による開催。審議事項は２件です。 

土井文化・コミュニティ事業課長 
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 これから令和３年度下半期の事業について報告します。 

 昨年の秋口から年末までは、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、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、グリーンホールが貸出し停止

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３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」の先行特別上映として、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１

００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。 

 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で上映し、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、音楽イベントの柳沢正史「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
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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。 

 本日出席している久保田評議員においては、シネマフェスティバルの実行委員

もお願いしており、上映作品の配給会社との調整や、上映作品に係るイベントの

ディレクションなども行っています。 

 久保田評議員、もしシネマフェスティバルで何か補足等あれば、お願いします。 

久保田評議員 

 簡単なところを申しあげると、４回目ということで、事務局の皆さんも一生懸

命頑張ってやっていますが、コンセプトをちゃんと練ってやったほうがいいので

はないかということで、ただ上映するのではなくて、映画のまちとして子どもた

ちというか、若い層にどうアピールするか、今までは宣伝というテーマがなかな

かなかった。今後については、宣伝というテーマを持って、財団報、市報もそう

ですが、年齢層が高めの人たちしか見ていないので、小さい子どもたちにも見て

もらえるようなテーマを、宣伝予算を計上して広げていくことで、映画のまち調

布シネマフェスティバルが継続的に、サステナブルにできたらといいなと個人的

に思いますし、事務局の皆さんも同じ願いだと思いますので、その辺はぜひ検討

ください。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 戻りまして、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 Ｍｏｔｉ

ｏｎ ２０２１～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、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
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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。 

 次に、広報事業です。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」「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！」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、シネフェス関連イベントも兼ねて実施した「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

実施しました。模型展では、今まで男性のターゲットのものが少しでしたが、ア

ンケートを回収したところ、男性の比率が大幅に上がりました。 

 次に、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、引き続き感染拡大防止のため、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。 

 そして、「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
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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聴いたりする体験も行い

ました。 

 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が出演し、初心者でも分かりやす

く楽しめる内容で実施しました。また、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。前期の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「ゆかいな能楽入門講座」「リール動画をつくろう！」の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

を大きく受けた前年度の令和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は、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挙げられます。 

 ２５ページを御覧ください。年間の入館者は１３９万６，４７６人、月平均１

１万６，３７３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。利用料金収入は、月平均で３７６万４，８

１５円です。 
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 続いて、グリーンホールの指定管理事業です。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回目になります「生で聴く“のだ

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。 

 次に、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、くすのきホールで実施しました。 

 続いて、「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。 

 次に、１２月に行いました「Ｃｈｏｆｕ ＪＡＺＺ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ」は、

市内の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協力いただき、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。チケットは全席完売です。 

 次に、「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、手遊びなどの体験も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

いただく回を設けていましたが、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。 

 次に、イの演劇・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、参加学年を絞るな

ど、各園の協力がありました。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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 次に、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、共催等事業です。ふだんはグリーンホールで実施している協定事業の桐

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

者同士の間隔を空けるため、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。 

 次に、イ、提携事業は４公演実施しました。水木しげる氏生誕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。 

 次に、５８ページを御覧ください。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ていました。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。 

 続いて、７２ページを御覧ください。せんがわ劇場の指定管理事業になります。 

 芸術振興事業、ア、音楽事業です。こちらは「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。 

 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
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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年に実施予定でしたが、延期を重ね、よ

うやく実施できました。コンクールの副賞でもある劇場ホール及び付帯設備の使

用料無料の権利により、演者側で主催したものになります。 

 次に、演劇アウトリーチです。定例となったはしうち教室のほかに、７６ペー

ジの一番上、白百合女子大学の「白百合子育て支援ルームにて実施しました。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。こちらは「三匹の子豚」

をベースにオリジナルの設定のものとなっています。２回に分けての実施でした

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ページを御覧ください。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などの活躍もあり、

早い段階からチケットが売れ、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。 

 次に、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名まで無料招待しました。 
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 続いて、せんがわ劇場の施設管理運営です。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円です。 

＜質疑等要旨＞ 

矢幡議長 

 資料３は皆さん見てきていますが、前回配られたものと大きく差し替わった部分

があれば教えてください。 

森企画課法人運営担当係長 

 中身は変わっていませんが、表紙が「令和３年度」というだけです。 

八角評議員 

 今、令和３年度事業報告の丁寧な説明がありましたが、冒頭で理事長からお話が

ありましたとおり、令和２年以降に始まったコロナ禍の影響は、市内の各種イベン

トや事業に大きく影響があったこの２年間でした。芸術・文化の分野においてもそ

れは例外ではなく、各事業やイベントを所管されている担当者は本当に苦労があり

ました。 

 そうした中で、この２年間、イベントを開催するに当たって様々な工夫、例えば

ライブ配信とか、このサイトも併用したハイブリッド型でやるですとか、文化活動

においても新たな潮流が始まったと感じました。 

 コロナ禍はいつか収まりますが、当面こういう状況が続きまして、開催するに当

たっても、例年どおりの内容や規模はなかなか難しい。引き続き創意工夫を重ねて

いく必要がありますが、この２年間、特に昨年度、様々な経験を踏まえて、これま

での振り返りと、今後その振り返りを踏まえてそれをどう生かしていくのか、令和

４年度につなげるのかをお聞かせください。 

 ２点目は、昨年度の事業ではありませんが、財団の職員を市の文化生涯学習課に

派遣して、市と財団とは文化振興に当たって緊密に連携を取ることが何よりも重要

で、今年も１人派遣しています。昨年１年間の職員派遣を通じて、文化振興に当た

って有意義な１年だったのかなと市も思っていて、そのことを踏まえて、文化・コ

ミュニティ振興財団として市への派遣をどう評価されているのか、それを今後にど

う生かされていくのかをお聞かせください。 



 - 11 - 

矢幡議長 

 コロナ禍で色々事情が変わってきた中で、どのような工夫をされたか。今後のこ

とは令和４年度のところでいいので、令和３年度のところでお答えください。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 コロナ禍における新たな対応について、おととし、令和２年度は、前半部分に関

してはほぼ中止をせざるを得なかった部分がありました。秋口ぐらいから何となく

できるのではないかというところから、市民文化祭について、令和２年度は配信と

関係者のみを入れる形で実施の工夫を凝らして、初めての体験だったので、編集や

収録についてはかなり苦労しましたが、一応収録が行えて、その年の感想では、今

まで見に来られなかった人が見に来られたというお話もいただいています。 

 そのときに、収録の機材を準備しまして、それを活用して色々な配信、去年で言

えば、よさこいの状況が悪くなってきた。８月２８日の感染者数が増えた頃だった

ので、そのときもくすのきホールで収録して、ユーチューブで配信するという流れ

で行いました。 

 あと、私どもが持っている事業では、市民カレッジで、先ほど購入したと言った

編集の機材とか撮影の機材を使って、オンライン講座を和３年度で初めて実施しま

した。こちらは実施方法のレクを含めた無料のプレ講座と、ちゃんと料金を頂いて

参加する本講座の両方で行いまして、無料のプレ講座はかなり人数がいましたが、

本講座の場合については人数が少なかったという宣伝の課題、あとは機材の使い方

も含めた勉強をしなくていけないという課題を持ちながら、昨年実施しました。 

藤堂芸術振興課長 

 芸術振興事業課です。同じく令和２年度は、音楽祭も含めてオンラインでやった

事業も多かったのですが、令和３年度は、いかに生でお届けするかに力を注ぎまし

て、例えば半分のときは２回に分けることで来場者数を確保するとか、予算の面で

もクリアすることもしました。 

 例えば、エントランスホールでできない小さな小さな音楽会とか、せんがわ劇場

のキャパの少ないところでやるサンデー・マティネ・コンサートなどは、配信をや

りながらでしたが、生で届く、生で味わうことの大切さを、お客様の声としてもた

くさんいただいていますし、私たちから見ても、配信ではできないというか、伝わ

らない生の芸術の大切さをすごく痛感した１年間でした。 
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 そのこと自体、３月にもアンケートの調査をしていますが、６割が生で見たい。

コロナ禍において、配信で見たいという方は数％で、どうしても生で見るほうがい

いという方が圧倒的多数を占めているという結果も出ておりますし、例えば４月か

ら発売した今年の音楽祭なども、色々な制限が取れた中では、コロナ以前にも増し

てチケットをお求めになる傾向がありまして、生で見ることに皆さんが飢えている

というか、期待していることをすごく強く感じました。 

 生でやるためにはもちろん感染対策をしなくてはいけないというところで、この

間、入り口でいかに消毒、検温をして、こういうことをやってお客様を安全に迎え

るかということに力を注いできました。中でもチケットレス対応のようなクレジッ

ト払い、ＱＲコードでの入場ということも試行錯誤を重ねています。 

 ただ、チケットレスのＱＲコードというのは、今、私たちのチケットシステムの

中でできる方法を取っていますが、世間の色々なＱＲコードの進みぶりから見ると、

正直少し惜しいところもございます。この分野は、博物館とかコンサート会場とか、

皆さんが行くときにも色々な面で進んでいるかと思いますので、今後、私たちもそ

ういったことを勉強しながら、取り入れられるものを取り入れていきます。 

八角評議員 

 この２年間、工夫を重ねながら、そのときの状況に合わせて柔軟に、事業の推進

に最大限取り組んでいただいたことは市も感じ取れています。この先の感染状況を

見通すことはなかなか難しいですが、２年間培った経験を生かして、令和４年度に

も引き続き事業を最大限できるように市も取り組んでいきますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

佐藤企画課長補佐 

 令和３年度、財団の主任職の職員を１名、文化生涯学習課に派遣しています。文

化生涯学習課は財団を所管している課でして、日頃、シネマフェスティバルや調布

よさこいなど、多くの事業でも連携しています。 

 今回の研修を通して感じたことが、調布市側から見えている財団像、このように

見えるだったり、職員ではなくて、一歩離れて見た財団の姿には様々な気づきがあ

ったと本人から報告を受けています。これから財団の仕事をする上で、新しい気づ

きがあったことが大きな収穫でした。 

 今後の事業運営において、調布市と財団の橋渡し役となることを期待して、必ず
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やそれが果たされると思っています。 

矢幡議長 

 派遣にはしっかりと意味があって良かったです。具体的な内容はよく分かりませ

んけれども、それは今後の成果に出てくると思います。 

 

イ 【審議事項】第２号議案 令和３年度収支決算の承認について 

＜結果＞ 

本件については、原案のとおり出席評議員全員一致で可決した。 

＜説明＞ 

白勢企画課財務担当係長 

 第２号議案、令和３年度当財団一般会計収支決算について報告します。資料１の

１ページから１８ページまでの内容になります。 

 初めに、収支予算との対比を基に説明します。資料１、１６ページ、収支計算書

を御覧ください。 

 令和３年度収支予算については、令和４年３月２４日付で補正を行っています。 

 当初予算額１４億５，９１４万７，０００円、補正額１，７４３万５，０００円

減、補正後の予算額は１４億４，１７１万２，０００円です。この内容について

は、令和３年度第２回定例理事会において承認をいただいています。 

 それでは、今期の決算額について説明します。 

 実績額の列、中段よりやや下にあります事業活動収入、合計額は１３億５，７１

２万１，４２２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です。決算額１３億５，７９６万５，３０４円、

執行率は９４．２７％です。 

 事業活動収支について、当初予算と実績の比較について説明します。新型コロナ

ウイルス感染防止対策は、収入に大きく影響を及ぼしていますが、前年度と比較

し、回復傾向にございます。 

 （３）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。 
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 （４）利用料金収入のうち、施設利用料金収入の実績額は７，１０９万２，１２

５円、執行率は７８．３％です。予算比約１，９６０万円の減となっていますが、

前年度より５，２００万円の増収となっています。 

 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、内訳は、たづくり９６万７，０６９円、グリーンホール８８万８，２８６円、

せんがわ劇場２０９万４，３７１円です。 

 補助金収入は３，０３８万８１９円です。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、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。 

 続いて、財務諸表について説明します。１ページの貸借対照表を御覧ください。 

 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、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。 

 続いて、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。 

 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。 
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 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。 

 ６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円の減です。投資活動によるキャッシュフローは１００万円の減です。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

減額は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を終わります。 

矢幡議長 

 本件については、４月２７日に決算監査が行われました。ここで代表して、髙

徳監事から報告をお願いします。 

髙徳監事 

 お手元の資料１、最後のページに監査報告書が記載されています。 

 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
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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。 

＜質疑等要旨＞ 

矢幡議長 

 手元の現金が大分減っているようです。大丈夫だとは思いますがという質問をし

てもいいですか。大きく減ったことで、何か大きな不都合などが生じないというこ

とであれば良いと思いますが。 

白勢財務担当係長 

 現金については大幅に減少していますが、補正を３月に行っています。グリーン

ホールの指定管理料を増額して、補助金収入を減額ということで、市からの拠出金

の金額が変わっています。そのため、指定管理料、補助金は市から年間頂ける金額

を毎月１２か月に割って頂いていますが、３月については、補正をかけるために、

グリーンホールの指定管理料と補助金の入金を取りやめて、補正が確定した後、４

月にグリーンホールを増額した金額と補助金を減額した金額で入金がございました

ので、３月末の時点で、通常よりグリーンホールと補助金の分の収入が少なかった

ことが影響しています。 

 

（３）報告 

ウ 【報告事項】令和４年度事業計画について 

＜説明＞ 

藤堂芸術振興事業課長 

 それでは、私から令和４年度事業計画について説明します。資料４をお願いし

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。 

 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



 - 17 - 

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政策に取り組みます。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。 

 美術振興事業では、名誉市民・水木しげる氏の生誕１００周年を迎え、１１月

３０日の「ゲゲゲ忌」を含む期間に、市と共催で平和祈念展を開催します。 

 また、鬼原美希展では、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、来場者に文化・芸術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。 

 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つくります。 

 音楽事業では、若い世代に人気の講演、「“のだめカンタービレ”の音楽会」を

クリスマスコンサートとして、サックスやドラムを入れた編成で実施し、併せて

出演者による小学校へのアウトリーチを行います。 

 また、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公演を実施

します。 

 演劇事業においては、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」などを実施します。 

 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
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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、調布よさこいを強制社会を体現する事業の１つ

として位置づけ、「調布市アラート展」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、調布市民カレッジにおいて、オンライン講座の学習、

陶芸講座のリニューアル、市民講師講座の調布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。 

 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ー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「調布アートプラス」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行っています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。 

 また、災害対応について、令和３年度に締結した災害時における調布市の対応

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
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して、地震、風水害など様々な想定で訓練を行います。 

 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。 

 財務体系については、新型コロナウイルスの影響により、施設利用料金収入と

施設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。 

 ７ページ以降は、これらの事業を具体的にまとめたものになりますので、御一

読ください。 

＜質疑等要旨＞ 

山本評議員 

 財団の文化ボランティアは、人数も大分増えているようですが、どういう形で募

集して、そのボランティアが役に立つ立たないという判断はどこでしているのでし

ょうか。 

土井文化・コミュニティ事業課長 

 文化ボランティアの募集は、財団報やインターネットのホームページでも行って

いて、レセプショニスト研修で、チケットのもぎりや、お客様にどう接したら良い

かという実技をやってボランティアに就いています。昨年も６月ぐらいから音楽祭

の公演が始まりまして、色々活躍しています。 

 先ほど説明の中に入れた、ＳＮＳもやっているというのがありましたが、ＳＮＳ

については、使ってはいけない言葉とか、こういうことはしてはいけませんという

ことが結構ありますので、そちらも別途研修という形で先生をお招きして、教育的

な部分も含めて、そういったものもカバーしながら実施しています。 

 おかげさまで、今年も実はもう７０名を超えているので、本当に関心が高いのだ

なと感じています。 

山本評議員 

 納得しました。 

矢幡議長 

 先ほどの八角評議員が言ったことも今の内容に入っていました。ＳＮＳで情報発

信するのと、ウェブで色々なものを実行するのは非常に良いことで、ウェブで事項
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して、ふだんは来なくて、それを見て来るようになった人も多いと色々な場面で聞

くので、ぜひともそれは有効活用してください。 

 今、京王多摩川の横に行政施設を建てていますね。 

八角評議員 

 京王電鉄の開発計画の中に、総合福祉センターの機能の移転を調整しています。

まだ地域の方々との意見交換を継続している状況です。 

矢幡議長 

 あそこは映画のまち発祥に近いので、そういったアプローチが財団としてあるの

かなと思ってお伺いしました。 

土方調整担当理事 

 その建物に関しての計画は、直接は現在考えていませんが、映画のまち調布シネ

マフェスティバルの実行委員会や、色々な会においては、調布市の中で映画のまち

というシンボリックなものが薄いという意見がありました。そこは市と連携しなが

ら、どういったものがつくれるのか、実際にお金がどのぐらいかかるのかというハ

ードルはありますが、駅を下りてすぐに映画のシンボリック的なものがあったらい

いなと財団も市も市民も思っているので、引き続き探っていきます。 

久保田評議員 

 ４ページの６番で、ちょうふ市民カレッジというテーマがあります。エキストラ

のクロキプロも市内にある映画関連業者で、大河ドラマのエキストラが多いですが、

そういうところで登録されている方がいる。市民の方々がエキストラの演技を勉強

するのは、映画のまち調布というテーマからすると分かりやすいテーマです。自分

の子ども、親戚、友達が出ていると必ず見に行きます。ということは、シネマフェ

スティバルでその上映をした場合には、市民の皆さんが必ず見に来てくれます。 

 そういうエキストラの勉強、カメラを見ては駄目だよという基本的なことを市民

カレッジで勉強してもらって、そういう人たちがクロキプロや、うちもボランティ

アエキストラを募集しているので、そういうところに来てくれる。あるいは、市で

やっているフィルムコミッション事業にも、ほかの作品で協力することができると

非常に連携が取れます。ですので、市民カレッジに参加してくれた大映のＯＢの方

がいますが、お芝居、演劇、映画に関わる人たちが増えるテーマをぜひ検討してく

ださい。 
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 歴史を勉強することも大事ですが、一方で、佐伯先生みたいに映画史を勉強して

いる方もいるので、映画を残せるまち、映画に出られるまちでもあります。そうい

う映画に関わる取り巻きが全部あるまちが調布だということでシネマフェスティバ

ルが成立していく。これは非常に有意義だと思うので、ぜひ検討してください。 

 

エ 【報告事項】令和４年度収支予算について 

＜説明＞ 

白勢財務担当係長 

 本予算は、令和４年度事業計画に基づいた内容です。資料５を御覧ください。 

 資料は、表紙がありまして２ページから３ページ目までが収入及び支出の概要、

４ページ以降が科目別の詳細を記載しています。 

 まず１ページを御覧ください。令和４年度の総予算は１４億５，３４２万６，０

００円、令和３年度比で５７２万１，０００円、約０．４％の減です。 

 ２ページを御覧ください。市からの拠出金は、受託事業収入、市指定管理料収入、

市補助金収入の３科目が該当します。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７億９

４７万７，０００円、市補助金収入は４億８，４２１万６，０００円です。 

 拠出金合計は１２億７，７３５万８，０００円となり、前年度の拠出金合計額に

比べ２，０９８万７，０００円の増、約１．６％の増です。 

 １２月の評議員会で御説明したとおり、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て

きましたが、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。 

 市指定管理料の約５００万円の増分の内訳は、グリーンホール施設管理費１６０

万円、せんがわ劇場施設管理費１４０万円、せんがわ劇場の利用料金収入の補填と

して２００万円という内訳になっています。市補助金の約１，６００万円分の増分

の内訳は、人件費１，０００万円、調布国際音楽祭等の事業費で３００万円、ニー

ズ調査実施が３００万円です。 

 

オ 【報告事項】ファンドレイジング進捗状況について 
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＜説明＞ 

白勢財務担当係長 

 令和４年度助成金、寄附金収入の状況を報告します。資料６を御覧ください。 

 助成金は、文化庁、日本芸術文化振興会など１４件の助成金を獲得しています。

前年度より約６００万円増となりました。これは１０番、文化庁の補正予算事業と

して実施したコロナ禍からの文化・芸術活動の再興支援事業補助金を活用したこと

による増額です。 

 寄附金は約２０万円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。計７件、３１万円相当の協賛をい

ただきました。７件のうち２件は物品協賛です。 

 

カ 【報告事項】調布市行政実務研修への職員派遣について 

＜説明＞ 

森企画課法人担当係長 

 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。 

 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。 

 

７ 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、議案の審議等を終了したので、午後４時１７分に議長は閉会を宣言し、

本会の全てを終了した。 

 


