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第２回調布市せんがわ劇場指定管理者候補者選定審査委員会 

議事録（要旨） 

 

開催日時 平成３０年１０月３１日（金） 

午前１０時３０分～１２時１５分 

                 開催場所 調布市文化会館たづくり９階研修室 

      

 

 

 

○Ａ委員長  では，皆様，おはようございます。ただいまから，第２回選定審査委員会

を開催いたします。 

 本日はお忙しい中，ご出席いただきまして，ありがとうございます。 

 本日の出欠について，事務局からお願いいたします。 

○事務局  本日，Ｃ委員からご欠席の連絡をいただいております。なお，Ｃ委員からは，

せんがわ劇場を含む東部地域では，公的施設の連絡会や各施設を回るスタンプラリーなど

を行っており，今後も地域と連携した事業を展開していくことで，地域に根ざした劇場を

目標としてほしいとの要望をいただいております。 

 以上です。 

○Ａ委員長  事務局の報告のとおり，Ｃ委員が欠席とのことですが，地域連携に関する

ご要望をいただきました。 

 それでは，配付資料の確認をお願いいたします。皆さん，お配りした資料をご確認くだ

さい。次第が１枚です。それから，第２回配付資料としまして，両面印刷でございますが，

傍聴のご案内，ホームページ上のプリントアウトです。それから，傍聴の受付簿，それか

ら，傍聴される方へのお願い，裏面がアンケート，そして，選定審査委員会の第１回の結

果報告，議事録です。それから，選定審査基準の紙，それから評価書です。ご確認いただ

けましたでしょうか。 

 そのほか，プレゼンテーション資料といたしまして，既にお配りいたしました，せんが

わ劇場の仕様書と事業計画書のご用意をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 
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 では，議事に沿って進行させていただきたいと思います。 

 

１ 議 事  

  (1)  委員会の傍聴について 

○Ａ委員長  初めに，議事の(1)委員会の傍聴についてでございます。本日配付しまし

た資料をお願いいたします。 

 第１回の委員会終了後，ホームページで傍聴のお知らせをして，傍聴の受付簿，注意事

項，アンケートを作成し，受け付けを行ったところ，傍聴希望の申請者が１名いらっしゃ

いました。公開につきましては，第１回の委員会で承認をいただいております。申し込み

を受理し，傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。では，傍聴を許可いたします。事務局，傍聴者の入場をお願い

いたします。 

     （傍聴者入場） 

(2)  第１回選定審査委員会の結果について 

では，議事(2)の第１回選定審査委員会の結果についてであります。事務局，お願いい

たします。 

○事務局  第１回の速記録をご覧いただけますでしょうか。第１回の選定審査委員会の

結果につきましては，本日議事録を配付させていただきました。お手数をおかけいたしま

すが，ご確認いただきまして，訂正等ある場合は，11月９日金曜日までにご連絡ください

ますようお願いいたします。修正後のものを第１回の結果としてホームページで公開した

いと考えております。 

 以上です。 

○Ａ委員長  ありがとうございます。第１回の結果を皆様に確認していただいた後，第

１回の結果として決定してよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは，皆様が確認したものを第１回の結果として決定し，

後日，ホームページで公表いたします。 

 (3)  選定審査基準について 

○Ａ委員長    議事(3)の選定審査基準についてです。事務局，お願いします。 
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○事務局  まず，評価書の説明をさせていただきます。まず審査項目及び評価項目です

が，こちらは指定管理者制度に係る事務処理方針第４条第４項第１号に基づき，審査項目

を９項目に分類し，その中で評価項目を24項目としております。こちらの項目は，調布市

から示した仕様書に沿って作成しております。 

 審査項目ごとに，評価項目として評価する内容を記載しております。上から１と２が財

団の運営方針と施設ごとの運営方針，３から８が事業の運営方針，事業体系，９から13が

施設管理に関する運営方針，14から16が広報，公聴等，17から20が経営の方針，収支計画

等総括的な部分，21が法令遵守，22が災害対策，23が利用者への対応等利用者，市民への

対応，24が新規指定管理を踏まえた取組となっております。 

 それぞれ項目ごとに仕様書項目，事業計画書の項目を示しております。 

 なお，第１回委員会の終了後に，新規の指定であることから，事業内容を確認する意味

においても，事業の運営に関する評価項目を追加したほうがよいというご意見をいただき

まして，審査項目の５番から７番に，市民・地域とともに芸術文化ネットワークを創造す

ることが期待できるか，舞台芸術を楽しむ市民の裾野を広げるプログラムを提供すること

が期待できるか，次世代を担う子どもたちや舞台芸術活動者を豊かに育てることが期待で

きるか，以上の３項目を追加しております。 

 次の評価と記載してある部分が，実際の評価点を記入していただく部分になります。 

 では，評価について説明をさせていただきます。選定審査基準をご覧ください。 

 １，評価方法ですが，特に優れている場合は５点，優れている場合は４点，普通の場合

は３点，やや劣っている場合は２点，劣っている場合は１点となります。 

 済みません，また評価書をみていただきまして，評価の右側に評価の理由を記載する部

分がございます。評価が４点から２点の場合は，理由の記入は任意といたしますが，５点

または１点をつけた場合は，どんなところが優れていたのか，またはどんなところが改善

を要するのかといった理由を必ず記載していただくようお願いいたします。 

 選定審査基準をご覧いただきまして，２の総合評価ですが，評価書の評価の一番下の欄，

後ほど事務局で点数を合計いたしまして，24項目，評価点の満点の120点のうち６割の水

準以上，72点以上の場合は適正，72点未満の場合は適正ではないという各委員の評価とな

ります。この６割の水準は，５段階評価の普通となる３点評価を合計した水準以上の６割

を目安とすることで，候補者として大きな問題はないということを確認するものです。 

 各委員の平均点での判断をもとに，後ほど委員会で審議し，委員会の審査を決定してい
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ただきます。 

 私からは以上です。 

○Ａ委員長  ありがとうございます。ただいま，議事(3)選定審査基準についての説明

がありました。こちらの基準に沿って審査を進めていきたいと思いますが，いかがでしょ

うか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。では，この基準に沿って評価をお願いいたします。 

 (4)プロポーザル審査の手順について 

○Ａ委員長  続きまして，議事(4)プロポーザル審査の手順についてです。事務局，お

願いいたします。 

○事務局  この後，10時45分から11時30分までプレゼンテーション，11時30分から11時

50分まで質疑応答及び評価書の作成を行っていただきます。11時50分から12時までの間に

提出していただき，事務局で確認，集計作業を行います。12時から委員会の結果を決定い

たします。 

 以上です。 

○Ａ委員長  ありがとうございました。この後，10時45分からスタートし，12時15分ま

でに委員会結果の決定ということでした。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。では，予定どおり10時45分から行います。今から準備をいた

しますので，しばらくお待ちください。 

     （財団入場） 

 

２ 公益財団法人調布市文化・コミュニティ財団のプレゼンテーション 

○Ａ委員長  では，準備が整ったようですので，これよりプロポーザル審査を始めます。 

 まずは10時45分から11時30分までプレゼンテーションとなります。では，どうぞよろし

くお願いいたします。 

○財団   ただいまから，次期指定管理者選定に係ります事業計画の説明を始めます。 

内容につきましては，お手元の指定管理事業計画書の概要となります。また，当日配

付資料といたしまして，カラーＡ３の概要版をお配りいたしました。また，皆様からみて

正面にありますスクリーンには，この概要版の内容を投影いたしますので，あわせてご覧
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ください。 

 また，説明に先立ちまして，資料の訂正を１ヵ所お願いいたします。計画書の11ページ

をお開きください。冒頭に近いところ，①に，「開館から平成24年度まで」という表記が

ございます。こちらは「平成24年」を「平成20年」に改めていただきたいと思います。大

変失礼いたしました。恐縮ですが，訂正のほどよろしくお願いいたします。 

 また，本日の説明に当たりまして，ただいまスクリーンに投影しておりますとおり，名

称の省略をさせていただきますので，あらかじめご承知おきください。 

 それでは，事業計画書１ページの事業計画の策定に当たってから説明いたします。 

 項目１の計画策定の背景についてです。 

 まず，(1)の概要です。財団は，平成７年３月に設立されて以来，たづくり，グリーン

ホールの施設管理運営とともに，芸術・文化の振興や地域コミュニティの活性化に取り組

んできました。 

 この間，調布市では，平成27年11月に，「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづ

くり宣言」が行われ，また，調布市基本計画における施策にも芸術・文化の振興が掲げら

れ，今後は調布市との一層の連携が求められております。 

 財団は，せんがわ劇場の指定管理者としての責任を果たすとともに，社会状況の変化を

踏まえた次期指定管理期間を展望しつつ，調布市の芸術・文化の振興，地域コミュニティ

の活性化などを実現していきます。 

 次に，(2)財団を取り巻く環境として４つのポイントをご紹介させていただきます。 

 まず１点目は，平成29年度の文化芸術基本法の改正です。基本理念には，観光，まちづ

くり，国際交流，福祉，教育，産業，その他の各関連分野における施策と有機的な連携が

あり，財団としても重要な理念として捉えていく必要があると考えております。 

 ２点目は，組織の成果と環境の変化です。財団は，設立以来，調布市との政策連携，市

内団体や商店街等との連携・協働を幅広く展開し，地域とのきずなを深めてまいりました。 

 一方で，社会的には，情報通信技術の急速な発達や，人口減少時代の本格的な到来など

の変容が進んでいます。 

 ３点目は，長期的視点での取組です。長期的な展望のもと，市とのパートナーシップを

推進し，状況の変化に柔軟に対応できるような計画立案と運用が求められます。 

 そして，４点目に，せんがわ劇場の指定管理運営です。舞台芸術を楽しむ市民の育成・

支援，発信の拠点として設立されたせんがわ劇場は，平成31年度から，財団が指定管理者
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候補者として指名されました。せんがわ劇場，たづくり，グリーンホールの３施設が連携

して，事業の相乗効果を高め，より広く地域コミュニティの活性化を図る必要があります。 

 続きまして，(3)指定管理期間についてです。今，スクリーンにも投影されております

ので，ご覧いただければと思います。せんがわ劇場の第１期指定管理期間は，平成31年度

から35年度までの５年間となります。 

 続きまして，項目２の計画のポイントです。１点目として，調布市との連携があります。

調布市の「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」を念頭に，財団は調布

市とのパートナーシップを強固なものとし，芸術・文化活動のために積極的に貢献します。 

 また，ラグビーワールドカップ2019，東京2020大会といった国際的イベントを一過性に

終わらせず，レガシーを活用し，一つ一つの事業を丁寧に積み重ね，継続していきます。 

 ２点目としまして，財団は計画の策定に当たり，価値，ミッション，ゴールの３つを確

認いたしました。後述いたします芸術・文化の３つの価値を実現するため，財団はミッシ

ョンを策定し，その次に位置づけるべき目標として，各施設を拠点とする事業と施設管理

運営のゴールをそれぞれ定めました。 

 ３点目に，せんがわ劇場運営プランの継続と推進についてです。せんがわ劇場では，現

在の調布市基本構想と基本計画が開始した平成25年度から平成34年度までの10年間におい

て，中期的な展開を見据えていくため，せんがわ劇場運営プランが策定されました。財団

は，プラン達成に向け，せんがわ劇場の舞台芸術事業と仙川地域とのきずなを継承し，さ

らなる発展を目指します。 

 ４点目に，せんがわ劇場，たづくり，グリーンホールの３館連携についてです。せんが

わ劇場において，これまで財団が推進してきた舞台芸術事業や地域との協働を継承しつつ，

３つの施設が連携し，特性を生かしながら，全市的に事業展開を図っていきます。 

 続きまして，３ページの項目３，せんがわ劇場の指定管理者としてでございます。 

 (1)の基本的な考え方につきましては，財団は，せんがわ劇場の設置目的である，「市

民の舞台芸術の創造及び発信の拠点とするとともに，身近に芸術・文化に触れる機会を提

供することにより，芸術・文化の振興を図る」，このことの達成と，さらなる地域コミュ

ニティの活性化などに取り組みます。 

 運営プランには，めざす将来の姿として，「市民・地域の文化が育まれ，まちの誇りと

なる劇場」が掲げられ，せんがわ劇場の４つの使命が示されています。 

 財団は，せんがわ劇場で行われてきた事業や市民参加の取組を継承し，財団が築いてき
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た人材やノウハウもあわせて活用しながら，劇場のさらなる発展を目指します。 

 次の(2)から(5)までに，運営プランの４つの使命を掲出いたしました。 

 まず１点目，(2)になります，市民・地域とのきずなの継承です。せんがわ劇場では，

仙川地域の商店街とのおらほせんがわ夏まつり連携事業や，桐朋学園，白百合女子大学と

の連携事業が行われてきました。財団は，市内の芸術・文化，コミュニティ，生涯学習活

動を行う個人・団体を対象に援助事業を行ってきた経験を生かし，せんがわ劇場と市民・

地域のきずなを受け継ぎます。 

 (3)質の高い舞台芸術事業の継承です。せんがわ劇場では，市民参加型演劇やサンデー

・マティネ・コンサートなど，質の高い舞台芸術事業が行われており，地域の皆様に親し

まれてきました。引き続き魅力あふれる事業を継承しつつ，財団が実施してきた調布国際

音楽祭やちょうふ寄席など，広く市民が親しめる舞台芸術事業を行ってきた経験を生かし，

さらなる質の向上と芸術に親しむ市民の裾野を広げていきます。 

 (4)次世代を担う子どもたちや舞台芸術活動者育成の継承です。せんがわ劇場では，次

世代芸術家による市内各施設へのアウトリーチ事業，ワークショップなどを行い，子ども

たちが舞台芸術に触れ合う機会を創出すると同時に，若手芸術家の育成に努めています。

ここに財団のアウトリーチ事業の経験を生かし，これらの事業を推進し，喜びや感動を次

世代に伝えていきます。 

 (5)利用者の視点を大切にした施設貸出事業です。せんがわ劇場が公平で使いやすい施

設であるよう，利用者の意見に迅速かつ積極的に対応いたします。また，利用者の個人情

報の適正な管理にも努めます。 

 (6)安定的・計画的な人材の配置と育成です。財団は，芸術・文化分野の知識に加え，

マーケティング，財務・経理，資金調達，法務，広報などの総合的なスキルをあわせもつ，

アートマネジメント人材の育成に努めています。職員が蓄積したノウハウをせんがわ劇場

の運営に生かし，また新たなノウハウを積み上げていくことが可能になると考えておりま

す。さらに，財団職員の安定的な配置と計画的な人材育成が可能となるため，継続性のあ

る事業や発展，そして地域との連携も強化していくことが可能となります。 

 (7)３施設の一体的活用と魅力ある事業の企画・実施です。たづくり，グリーンホール

では現在，それぞれの施設で音楽や演劇，舞踊，古典芸能などの公演を行い，高い効果を

得ております。ここにせんがわ劇場を新たな会場として加え，劇場で行う質の高い事業と

の連携を図ることで，地理的にもスケールが広がり，新たなにぎわいの創出が可能となり
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ます。 

 (8)安全・安心を提供する施設管理運営です。財団は，安全・安心を第一とした快適で

親しみやすい施設を目指し，利用者アンケートなどを活用しながら，声の反映に努めてき

ました。せんがわ劇場もまた，使いやすい施設となるよう，不備の把握と早期の改善に努

めます。また，日常・定期点検の効果的な実施により，予防保全を重視した施設管理に努

めます。さらに，施設の改修計画などに関しては，市と定期的に協議・調整し，ライフサ

イクルコストの適正化と施設の長寿命化に貢献いたします。 

 (9)３施設の一体的活用による管理運営コストの適正化です。せんがわ劇場の施設管理

運営に，たづくり，グリーンホールの両施設による豊富な施設設備や，市が実施する工事

等に対する積極的な提案をしてきた実績を加え，相互のノウハウを活用したさらに質の高

い公共サービスの提供が可能となります。また，３施設を専門的人材が一元的に維持管理

することにより，コスト意識を踏まえた業務の標準化と合理化を進め，施設コストの適正

化を図ります。 

 次のページ以降は，このたびの指定管理業務における提案として５点説明をいたします。

５ページをお願いいたします。 

 まず，提案１，管理運営に関する基本的な考え方についてご説明いたします。 

 まず，３施設の一体的活用による相乗効果と規模的スケールメリットです。こちらは，

施設面，事業面，人材育成面の３つの観点から説明をいたします。 

 まず，施設面です。財団には，施設管理に関する専門的知識や技能を有する職員が在籍

しておりますので，いずれの施設におきましても的確な施設管理が可能となります。たづ

くり，グリーンホールにおける二十余年の施設管理における実績に，せんがわ劇場の施設

利用のノウハウもあわせて共有することで，さらに質の高いサービスが可能となります。 

 次に，事業面です。現在，たづくり，グリーンホールでの指定管理事業としてさまざま

な事業を行っております。特徴的なものとしましては，調布国際音楽祭や映画のまち調布

フェスティバルなどがありますが，この実施会場にせんがわ劇場が加わることにより，地

理的な事業スケールが広がり，新たなにぎわいの創出が可能となります。また，せんがわ

劇場，たづくり，グリーンホールの各施設の規模や事業目的に応じた事業展開が可能とな

るほか，市民のニーズに対応した幅広い事業展開が可能となります。 

 次に，人材育成面についてです。長期にわたり専門的に事業を実施してきた職員を３つ

の施設に安定的に配置し，計画的に人材育成を行うことができます。後述いたしますが，
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芸術・文化に関する専門的知識と，マーケティング，財務，法務など経営管理における知

識も総合的に有するアートマネジメント人材を３つの施設にそれぞれ配置しながら，一体

的に管理をすることが可能となります。 

 続いて，６ページの内容をお願いいたします。項目の２，芸術・文化の３つの価値につ

いてご紹介いたします。 

 芸術・文化の価値につきましては，こちらに記載のとおりの三角形を用いて説明するこ

とができます。この青い三角形をご覧いただきますと，３つの価値が提示されております。 

 １つ目が本来的価値。こちらは，芸術・文化に触れ，美しい，楽しいという感動を覚え

ること。 

 ２つ目は共同体的価値。芸術・文化活動が社会参加の場となって，市民相互の理解と尊

重が深まること。 

 そして，３つ目が便益的価値。芸術・文化の発展が教育や福祉など関連の分野に役立ち，

経済効果につながること。 

 以上の３つの価値は互いに等価でありますことから，ミッションなどにはバランスよく

反映されていることが必要です。今後，財団が芸術・文化に関する事業を実施する際に，

ほかの分野との連携を意識しながら，地域コミュニティとの活性化にも寄与していくこと

が重要となってくることから，この点における見直しを行いました。 

 続きまして，７ページから９ページの内容です。財団のミッションと事業のゴールにつ

いてです。 

 次期指定管理期間のミッションは，財団のミッションの次に位置づける目標として，３

つの施設を拠点とする事業及び各施設に共通する施設管理運営のゴールを定めます。 

 ミッションは５つあります。このうち特に５点目の，地域の多様な特色を生かした調布

ブランドの形成については，調布のまちの特色を財団の事業に生かす新たな考え方として

取り入れました。 

 これに対し，施設を拠点とした事業のゴールが２つあります。こちらは施設ごとに設定

しており，事業面，施設管理運営面で分けております。 

 続きまして，10ページをお願いいたします。こちらにあります事業体系図では，財団が

実施する事業，施設運営，経営管理に関して項目の分類をし，末端に具体的な事業名称を

記しました。Ⅷの黄色く強調しております芸術振興事業に係る内容が，せんがわ劇場の指

定管理事業となります。 
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 ここからは，事業内容を主に説明しております。ただいまから説明する部分のみ，計画

書に記載がございませんので，一度スクリーンにご注目をお願いいたします。 

 財団が実施する事業のコンセプトは，こちらに記載しております３点でございます。 

 １点目，オール調布の視点から芸術・文化を発信していきます。各施設はさまざまな分

野と連携した幅広い事業展開と創造性豊かな活動の拠点となります。 

 ２点目に，まちの活性化です。市内のさまざまな団体を初め，商工事業者とも連携を図

り，財団の特色を生かしながら，新たな事業を展開していきます。 

 ３点目に，調布市との連携です。提案１の部分でも触れましたように，財団から事業や

施設の活用方法などについて積極的に提案，働きかけを行うことで，パートナーシップを

より強固なものとしていきます。 

 それでは，計画書の内容に戻っていただきまして，11ページ提案２，せんがわ劇場の運

営でございます。せんがわ劇場における事業は，財団の事業のくくりとしましては，芸術

振興事業となります。実際には，せんがわ劇場の運営プランを継承し，仙川の地域の皆さ

んと連携をしながら，運営に当たっていきたいと考えております。 

 せんがわ劇場は，平成20年４月に，桐朋学園，白百合女子大学，武者小路実篤記念館な

ど，文教・文化施設が集積し，芸術・文化に親しむ土壌がある仙川に開館いたしました。 

 設置時の基本方針には，めざす姿として，「『舞台芸術を楽しむ市民』の育成・支援拠

点」が示されました。その後，平成22年度に，調布市せんがわ劇場運営検討委員会が設置

され，見直しが行われました。その後，調布市せんがわ劇場運営委員会で，平成23年度か

ら24年度にかけて，平成25年度以降の10年間の中長期計画等について，協議・検討が行わ

れ，運営プランが策定されました。 

 12ページをご覧いただきますと，運営プランの概要としましては，開館５年を経て浮か

び上がってきた課題を踏まえ，せんがわ劇場がめざす将来の姿を，「市民・地域の文化が

育まれ，まちの誇りとなる劇場」と定められました。 

 また，将来の姿の実現に向けて，４つの使命が定められております。こちらに図表とし

て示させていただきました。 

 そして，13ページの(2)とあります，これからのせんがわ劇場についてです。 

 まず１点目に，運営プランの継承です。運営プランの計画期間は平成25年度から平成34

年度までとなっております。これまで取り組んできました仙川地域との連携・協働，市民

参加型の事業，体験・育成型のアウトリーチ事業などの成果を受け継ぎ，今後も大切に育
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んでまいります。 

 ２点目に，せんがわ劇場の使命と財団のミッション，事業のゴールです。財団は，前述

しましたとおり，ミッションとゴールを定めております。せんがわ劇場では主にして，舞

台芸術に係る芸術振興事業を実施することになるため，グリーンホールと共通である，せ

んがわ劇場を拠点とする事業のゴールが計画上の目標となります。 

 事業のゴールは，運営プランで掲げられた４つの使命と基本的には同様のものとなり，

対応関係は13ページの図表のとおりとなっております。 

 財団全体として，せんがわ劇場，たづくり，グリーンホールの運営を包括的に行ってい

くため，共通のミッションとゴールを定め，３つの施設を一体のものと考え，運営をして

いきます。 

 そして，３点目，財団の事業展開についてです。財団は，これまでの地域に根ざしたせ

んがわ劇場の取組成果を大切に受け継ぎつつ，たづくり，グリーンホールと連携し，ニー

ズに対応した多彩で親しみやすい観賞事業，市民が気軽に参加できる企画の推進，次世代

を担う芸術家と鑑賞者の育成等に取り組んでまいります。 

 14ページから17ページの内容につきまして，具体的取組というところを説明いたします。 

 演劇事業は，ポイントとして，計画書のこの枠の中の６点がございます。 

 市民参加演劇公演は，舞台芸術の魅力を多くの人に届ける参加型の普及啓発事業として，

舞台芸術を楽しむ市民の裾野を広げることを目的として実施いたします。参加者一人一人

に光を当て，その人のための役を創造し配役する当て書きを紡ぎ合わせ，大きな物語を創

造していきます。 

 15ページになります。音楽事業のポイントは，こちらも枠の中に６点記載をしておりま

す。サンデー・マティネ・コンサートは，良質な音楽を鑑賞する機会を提供し，乳幼児を

含む地域の人々に気軽にさまざまなジャンルの音楽を親しんでもらうことを目的として開

催していきます。 

 16ページのアウトリーチ事業のポイントは，こちらも枠の中の３点でございます。演劇

アウトリーチでは，市内の小・中学校，児童館，福祉施設などにおいて，ワークショップ

を実施いたします。 

 地域連携事業では，こちらは枠の中に１点。仙川商店街協同組合，桐朋学園，白百合女

子大学などと連携・協働して事業を実施することで，地域とのきずなを深めます。おらほ

せんがわ夏まつりでは，せんがわ劇場が，仙川商店街と連携し，財団職員も地域の一員と
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して事業に参加することで，劇場内にとどまらず，地域を舞台に広く事業を展開していき

ます。 

 続きまして，17ページには，せんがわ劇場の認知度につきまして，平成34年度までの指

標，目標値を記載いたしました。このたび財団が３つの施設の管理運営を一体で行うこと

で，広報媒体なども共用となるなど，せんがわ劇場の存在を広く市民に知っていただくよ

い機会となると考えております。平成29年度の時点では63.4％という認知度が70％まで上

がるよう，努力をしてまいります。 

 続きまして，提案３の内容です。ここでは，オリンピック・パラリンピックの機運醸成

とレガシー継承へ向けた取組について説明いたします。 

 まず，(1)の調布市との連携，2020年に向けた調布市アクション＆レガシープラン2018。

こちらにつきまして，調布市では，平成31年のワールドカップの開催，平成32年の東京20

20大会の開催決定を受けた，2020年に向けた調布市の取組方針と，その具現化のための20

20年に向けた調布市アクション＆レガシープラン2018がとりまとめられています。このう

ち，６つの文化イベント等については，財団と調布市との連携事業として明記されており，

今後も引き続き積極的に取り組んでまいります。 

 続きまして，19ページの内容につきましては，引き続き，パワーポイントの画面もあわ

せてご覧ください。 

(2)の取組方針です。事業の方向性としましては，地域資源の活用，次世代への継承，

そして多様性の尊重，この３点を意識した事業展開を図ります。 

 なお，東京2020応援プログラムやビヨンド2020の認証を積極的に取得し，大会の機運醸

成に努めてまいります。 

 (3)「100年後の君へ。」についてです。財団では，今般の国際的な大会を契機に，子ど

もたちやその先の世代へと明るい未来と夢を残すため，独自のテーマである「100年後の

君へ。」をもとに，地域との連携・協働，伝統文化の継承，次世代を担う芸術家・鑑賞者

の育成，多様性の尊重などの目標を長期的な視野のもと取り組んでまいります。 

 (4)の主な事業，20ページの内容につきましては，８点記載してございます。こちらに

つきましては，いずれも各施設の特性を生かした事業や，地域コミュニティとの連携をも

ととしたイベントとなっております。内容につきましては，21ページにも続いております

ので，ご覧いただければと思います。 

 恐れ入りますが，ここで一度，10ページの事業体系図にお戻りください。 
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 こちらにあります，Ⅱの美術振興事業から，Ⅸの広報活動／コミュニケーション活動ま

でにつきましては，計画書の22ページから37ページまでの内容となっております。この部

分につきましては概略のみ説明をいたします。なお，せんがわ劇場の内容につきましては，

先ほど説明させていただいたとおりとなりますので，ご了承いただければと思います。 

 それでは，22ページの項目２とあります美術振興事業につきましては，ＴＡＣ（Tazuku

ri Art Communication）プログラムと題し，たづくりの展示室を活用した調布ゆかりの作

家，現代アートの新進作家，親子向けの親しみやすい企画を中心とした自主企画のほか，

他の市内の文化施設との共催事業を実施していきます。 

 24ページの項目３，映像文化・メディア芸術事業では，映画のまち調布ならではの特性

を生かした事業として，平成28年度まで実施した調布映画際を，調布駅前のシネマコンプ

レックスオープンを契機に見直しを図り，映画・映像関連企業が連携し，映画をつくるま

ち調布ならではの独自性があるシネマフェスティバルとして，平成31年２月にリニューア

ルをいたします。市民投票でノミネートされた作品の中から，技術者などで構成された選

考委員会の選考により，映画のまち調布賞を授与するという国内初の試みのもと，受賞作

品や投票上位作品をトークイベントつきで上映する内容を中心に開催いたします。 

 続きまして，26ページの項目４，芸術・文化学習事業では，東京2020大会の機運醸成の

ため，平成32年までは伝統文化分野を拡充するほか，近年では，公演や映画など，財団の

さまざまな事業と連携した講座も積極的に展開するほか，市内近隣大学などとも連携した

講座を実施いたします。 

 28ページ，項目５の地域コミュニティ活性化事業では，主に調布よさこいを実施してお

ります。平成29年度からは，調布市観光協会とも連携し，調布観光フェスティバルと同日

開催で行うなど，ほかのイベントとも連携しながら，地域コミュニティの活性化，市民相

互の触れ合い，交流を促進いたします。 

 29ページ，文化祭事業は，調布市民文化祭についてです。市民が日ごろの芸術・文化活

動や学習活動の成果の発表の場として，調布市，調布市教育委員会，調布市文化協会とと

もに実施をしています。長年にわたり育まれた調布の文化的財産を次の世代へ継承してい

くため，若年層の参加を促す取組も行っていきたいと考えております。 

 30ページの項目７，活動支援事業は，市民の自主的な芸術・文化活動，地域コミュニテ

ィの活性化のため，テントや音響機材などのコミュニティ用具の貸し出しを行っておりま

す。 
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 31ページの項目８，芸術振興事業（たづくり・グリーンホール）です。現在，財団が実

施している芸術振興事業は，舞台公演事業を軸として実施しており，近隣の飲食店と連携

したコンサートや，若手音楽家と市民公募による演奏家が融合した編成となるオーケスト

ラ公演など，財団のオリジナルの自主制作事業を行っております。また，バックステージ

ツアーやワークショップなどと組み合わせ，劇場への関心を喚起する取組も行っておりま

す。 

 住んでいる地域や小さなお子さんのいる家庭など，劇場にアクセスがしにくい条件にあ

る方々にも足を運んでいただけるよう，公演の時間帯やチケット料金，施設の充実などの

工夫，アウトリーチ事業も充実させながら裾野の拡大を図っております。 

 35ページの項目９，広報活動／コミュニケーション活動につきましては，財団では，広

報という用語について広告・宣伝とは区別し，社会の人々に広く知らせ，信頼関係を構築

するための活動という意味で用いております。広報活動は，財団や各施設，また施設利用

者だけではなく，調布市内の芸術・文化に関する情報を包括的に担い，文化プラットフォ

ームの形成を目指してまいります。 

 宣伝活動では，ターゲットを見据えたアウトリーチイベントや公開リハーサル，体験イ

ベントなどの関連企画，チラシやリーフレットの配布のほか，ＳＮＳ，新聞広告欄や催事

情報欄，専門雑誌，フリーペーパーなどのマスメディアを通じて多種多様なアプローチを

展開していきます。 

 また，販売戦略例といたしましては，他の会場でのチケットの販売，公演に付随したプ

レイベントやアウトリーチの実施と実施会場でのチケットの販売，また講座事業と連携し

た音楽公演などにより，新規顧客の拡大を図っていきます。 

 また，コミュニケーション活動につきましては，36ページの内容となります。会員サー

ビスが挙げられます。財団が運営してきた有料友の会制度ぱれっと倶楽部を発展的に解消

し，ちょうふアートプラスという内容でリニューアルいたします。さまざまなアートを暮

らしにプラスするサービスとし，市内の文化施設とも連携し，市民が芸術・文化情報を一

元的に享受できる仕組みをつくり，中長期的には事業内容の連携も目指します。 

 37ページから39ページにかけまして，具体的な取組といたしまして，現在の財団の広報

活動について詳細を記述いたしました。こちらでは，広報紙やホームページ，パブリシテ

ィーの活用のほか，文化施設に親しみをもってもらう活動として，社会科見学も積極的に

受け入れております。 
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 宣伝活動では，アウトリーチや体験を個別の事業に組み込むほか，ＳＮＳの活用などを

通して事業のプロモーションを行っています。 

 また，映画のまち調布での活動の一環として，フィルムコミッションも積極的に行って

おります。 

 続きまして，提案４，施設の運営・管理と整備についてです。 

 まず，40ページ，項目１の施設管理運営事業についてです。 

 せんがわ劇場の維持管理について，施設貸し出し面では，せんがわ劇場ではホールの利

用率が例年90％前後という高い利用率を維持しております。なお，たづくり，グリーンホ

ールの施設管理運営についても，利用者の立場に立つと同時に，経営的な視点をもつこと

を施設管理運営の基本方針とした運営を行い，貸し施設利用者アンケートには，総合満足

度が常に95％という評価をいただいており，施設貸し出しの点で高い効果が得られている

と考えております。 

 せんがわ劇場におきましても，引き続きサービスの充実に努めてまいります。 

 また，施設設備の維持管理につきましては，せんがわ劇場は竣工後10年が経過し，今後，

必要な修繕の実施とともに，空調設備などの更新計画の検討が必要となります。施設設備

の維持管理については，不具合の早期発見・対応に努め，施設の良好な状態を維持してい

きます。 

 また，たづくり，グリーンホールでは，東京電力福島第一原子力発電所の事故以降，省

エネルギー化に取り組んでおり，せんがわ劇場においてもエネルギーの使用に関しては抜

本的に見直し，施設利用者などの理解と協力を得ながら，省エネルギー化に取り組んでい

きます。 

 なお，40ページの中段から43ページまでの施設管理運営全般における具体的な取組とい

たしましては，せんがわ劇場が誰もが参加できる施設となるよう，親切で丁寧な案内，対

応を心がけ，常に利用者が使いやすい施設づくりのための運営を行っていきます。 

 44ページから46ページまでの，利用者アンケートや利用者懇談会などを通じて寄せられ

た要望，苦情があった際の情報共有，対応結果につきましては，内部での情報共有の後，

速やかに対応し，その結果につきましては公開をしてまいります。 

 また，バリアフリー推進についても，積極的に取り組んでまいります。 

 47ページ，48ページの項目２，防火・防災計画についてです。 

 まず，(1)の自衛消防訓練の実施です。訓練の実施につきましては，自衛消防訓練は消
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防計画を作成し，迅速，的確な人命の保護と災害の拡大防止を目的とし，年２回以上実施

することが法令により定められております。せんがわ劇場における災害発生時には，速や

かに消防活動がとれるよう，訓練を実施していきます。 

 なお，これまでに，たづくり，グリーンホールにおいても館内の全事業者を参加対象と

した自衛消防訓練を実施してまいりました。特徴的な取組として，平成29年度には，グリ

ーンホール大ホールにおいて，東京消防庁音楽隊の協力のもと，避難訓練コンサートを開

催いたしました。当日は多くの市民の参加があり，新たな取組として高く評価をされまし

た。 

 このほか，大規模災害のような非常時にあっても，重要業務を中断せず，また中断した

としても，早期に復旧させるため，事前に計画，準備をし，継続的な見直しをするＢＣＰ

（事業継続計画）の運用や，大規模災害等を想定した危機管理マニュアルの運用を行って

いきます。 

 なお，49ページには，ＢＣＰ発動時のフローを掲載しておりますので，ご一読いただけ

ればと思います。 

 50ページの緊急時対応としましては，緊急参集制度や救命救急講習の実施による職員の

対応技能の向上により，万全な対応をとります。 

 (2)の今後の方向性としましては，東日本大震災から得た最も大きな教訓としまして，

日ごろから危機に備えた計画，準備をしておくリスクマネジメントの重要性を認識してお

ります。財団では，このリスクマネジメントを重視した取組を継続し，強化をしていきま

す。 

 次に，提案５になります経営管理についてです。52ページ項目１の調布市による指定管

理業務のモニタリングにつきましては，これまで毎年，指定管理状況の評価をいただき，

平成26年度からの期間中におきましては，最高評価となるＳ判定をいただいております。 

 また，54ページから56ページの内容につきましては，平成28年10月に行われました第三

者的評価結果を踏まえた管理運営となります。こちらには，参考としまして，たづくりの

指定管理に対する評価結果を記載いたしました。５つの観点からの評価員による意見及び

課題が掲出され，見解の提示と検証，取組を進めました。 

 続きまして，57ページ項目３の人材育成についてです。 

 指定管理者制度の導入以来，公共文化施設では，効果的，効率的に芸術・文化をマネジ

メントする知識，技能の習得が急務となりました。さらに，芸術・文化に関する専門的知
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識と経営管理的スキルをあわせもつアートマネジメント人材に求められる能力は，劇場な

どの文化施設の役割が定義された劇場法の制定と文化芸術基本法の改正により変容してき

ております。 

 58ページと59ページには，たづくり，グリーンホールの現指定管理期間におけます人材

育成の取組実績を掲出しております。 

 アートマネジメント分野では，全国各地の当財団と類似する公立文化施設の先進的な取

組事例などについて学ぶ研修会や，文化庁が主催する海外派遣研修におきまして，全国の

公立文化施設協会加入団体の応募者から業務実績などを勘案した選抜を受け，財団職員が

アメリカに派遣されたほか，広報の研修などにおいても職員が選抜されるなど，職員の能

力が評価されたことによる新たな成果もみられました。 

 組織・人材力の強化においては，階層別研修の体系化を図ったほか，調布市への派遣研

修を継続し，中核を担う職員の育成を図りました。 

 この成果により，文化施策において得た知識を事業などに反映することが可能となり，

また，市民や団体，地域の企業との交渉力の向上や，職民みずからが企画したワークショ

ップのレクチャーを行うなど，対外的に人と接するコミュニケーション能力も高まってき

たと考えております。 

 全ての人のための文化施設を目指すために，障害者対応に関するワークショップなどを

導入して行ったパラ劇場という研修では，職員全員が取り組み，施設の変革の一助として

まいります。 

 研修体系のイメージにつきましては，61ページ，62ページの図表をご覧いただきますよ

うにお願いいたします。また，60ページに一度お戻りいただきますが，今後の方向性とし

ましては，東京2020大会の機運醸成とレガシー継承へ向けた，アートマネジメント人材の

ための芸術・文化各分野の実務研修と，組織力，人材力強化のための研修を体系的に実施

していきます。 

 また，調布市の監理団体としての市の総合計画など，基本的な施策を踏まえた事業展開

をしていくためにも，職員の育成を推進していきます。 

 続きまして63ページの項目４のコンプライアンス・個人情報保護・その他留意事項につ

いてです。 

 財団の運営に関する法令には，個人情報保護，情報公開規程のほか，施設管理運営に関

しては，環境保護に関する法令などが対象となります。コンプライアンスの強化は，重大
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な問題を招かないような事前防止策としての効果に加え，市の監理団体，公益法人として

の社会的信頼を保ち続ける効果につながると考えております。 

 なお，暴力団排除への取組に関しても重点を置き，不当な要求に対する施設貸し出しの

制限や暴力団排除活動といった，反社会勢力に対しても毅然とした対応をとってまいりま

す。 

 65ページ以降の項目５の収支計画・自主財源拡充の取組についてです。 

 財団の事業の大半は，公益目的事業であることから，引き続き，指定管理料と補助金を

その重要な財源としながらも，自主財源の拡充に努めてまいります。 

 具体的な取組といたしまして，１点目に，施設利用料金収入の着実な確保，そして，寄

附金の獲得，助成金の獲得，以上の３点があります。こちらにつきましては，自主財源確

保の取組の強化のため，財団では，外部からアドバイザーを招聘し，国の文化政策の動向

や公立文化施設におけるファンドレイジングの考え方，文化庁の公募助成金獲得に向けた

申請のポイントなどの具体的な部分に至るまでのレクチャーを受けています。 

 現在は，事業を実施する会場内への募金箱の設置や，協賛者の立場に立ち，財団事業へ

の理解と共感を得ていただけるよう，創意工夫した協賛メニューの提示を行いました。 

 また，公募助成金のスキームに合わせ事業内容を検証するなどの工夫を重ねた結果，助

成金の獲得件数及び金額の増加を図ることができました。67ページに記載しておりますの

で，ご覧いただければと思います。 

 なお，寄附金や協賛金につきましては，金額の上昇という視点では一進一退がある状況

ではありますが，件数の増加につきましては，事業参加者や地域の団体，企業などからの

共感をいただいた結果と捉え，さらなる増額に向けて努力をしてまいりたいと考えており

ます。 

 68ページは，財団の平成31年度から35年度の収支計画になっております。この計画表に

は，たづくりの指定管理料，グリーンホールの指定管理料，せんがわ劇場の指定管理料，

そして市補助金に係る収支を含め一括で掲載しております。 

 今後，財政状況が厳しくなる中，施設に関しては修繕費用などの適正な計上を行いつつ，

自主財源の確保により，市からの拠出金である指定管理料及び補助金の適正化を図ってま

いります。 

 以上で事業計画書の説明をさせていただきました。これをもちまして私からの説明を終

了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。 
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○Ａ委員長  ありがとうございました。 

  

３ 質疑応答 

○Ａ委員長   続きましては，質疑応答となります。おおむね11時30分から11時50分ま

でが質疑応答，評価書の作成といたします。質問，ご意見，ご要望等ございますでしょう

か。 

 では，私から１点，質問と要望でございますが，先ほどのプレゼンテーションでは，ア

ウトリーチの言葉がたくさん出てこられて，非常に頼もしく思っております。私の専門は

音楽ですけれども，20年ほど前から財団法人地域創造の公共ホールの活性化事業のアーテ

ィストとして，千を超えるアウトリーチを全国でやっているのですが，質問がございまし

て，そのアウトリーチにつきまして，体系的な実施，それから長期的なアウトリーチの計

画，これは財団全体としてなのですけれども，例えば，５年間で小学校の全児童にアウト

リーチの演奏や演劇の公演を行うとか，全小学校の４年生に10年かけて体系的に毎年でき

るアウトリーチを実施するとか，都市部なので小学校が多いので難しいとは思うのですけ

れども，そういう長期的な計画や体系的な実施につきましてお考えをお願いいたします。 

○財団  現在，財団のアウトリーチにおきましては，地域に私どもが実施している事業

等の出演者等を連れていき，地域の方にみていただくというようなアウトリーチの方法を

実施させていただいております。 

 どちらかというと，教育的な部分というところではなくて，こちらは地域コミュニティ

の醸成の部分で寄与しているというところがありまして，地域の方に私たちのやっている

ことをみていただくことを中心にやっておりました。 

 今回，せんがわ劇場の指定管理を受けさせていただくに当たっては，現在，せんがわ劇

場で行われている教育的な演劇のアウトリーチや，音楽のアウトリーチの部分につきまし

て，参考にさせていただきながら，今後，長期的な計画等についても検討させていただき

たいと思っております。 

○Ａ委員長  ありがとうございます。私ごとになるのですけれども，全国いろいろアウ

トリーチ活動いたしまして，各市で毎年，市内の全小学校の全児童にアウトリーチ活動し

ていたり，毎年４年生にしているということがあるのですけれども，例えば東京でも西東

京市で３年かけて全小学校でアウトリーチを実施しているというところもあったりします。

私も桐朋学園でいつも公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団の皆様にはお世話
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になっております。調布国際音楽祭とかで，例えば深大寺のコンサートをしたりとか，そ

れから白百合女子大のほうで子どもたち対象のコンサートのアウトリーチをしたりとか，

そういう取組をしていらっしゃるのは十分承知でございます。ぜひ，子どもたちの教育の

一環として，教育委員会と連携をいたしまして，共通したミッション，例えばアウトリー

チで音楽とか演劇を聞いて音楽とか演劇を好きになるのではなくて，例えばみんなの夢を

育てていきたいとか，夢の玉手箱みたいな，そんなミッションを置いて，アウトリーチ活

動を体系的に，特に小学校かなとは思うのですけれども，やっていただけたらとてもうれ

しく思います。 

○財団  ありがとうございました。ぜひ今後もアドバイスなどいただきながら，活動を

広げていきたいと考えておりますので，どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

○Ａ委員長  ありがとうございます。ほかに何か質問等ございましたら。Ｄ委員，よろ

しくお願いします。 

○Ｄ委員  50ページの緊急参集制度，たづくり等の中には，せんがわ劇場も入るという

ことでよろしいですか。 

○財団  緊急参集制度や，こちらの防災に関する内容につきましては，今まで，たづく

りとグリーンホールで実績がございますけれども，もちろん，せんがわ劇場でも同じよう

に行っていくことは重要なことだと考えておりますので，システムをつくっていきたいと

考えております。 

○Ａ委員長  Ｄ委員，ありがとうございます。では，ほかにご質問等ございますでしょ

うか。Ｅ委員，お願いいたします。 

○Ｅ委員  大きく２点お伺いしたいと思っております。 

 まず１点目ですが，今回，事業の運営に関してのさまざまなご提案のご説明をいただき

まして，過去これまで行われていた事業を，運営プラン等に基づいて今後も継続していた

だけるといったようなところがみえてきたことは大変うれしく思っている一方で，今まで

財団さんのたづくりやグリーンホールで実績のあるさまざまな取組を，せんがわ劇場を拠

点にして行っていくといったような可能性です。ここについてどのようにお考えなのかと

いうことをお伺いしたいのと，質問の２点目になるのですが，そういった点も含めまして，

現在の要員，財団側の人員体制，あるいは新たにせんがわ劇場を指定管理の対象に組み込

むことによって，組織体制，例えば部門がどうなっていくのかなど，人員や組織体制につ

いてどういった方向となるご予定かということ，２つお伺いさせていただきます。 
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○財団  ２つご質問いただきましたけれども，いずれも重要なポイントとなってきます

のは，たづくりとグリーンホール，そしてせんがわ劇場の３館の連携というところが鍵に

なってくるのかなと思います。 

 先に事業を実施する体制をご説明申し上げたいと思うのですけれども，８ページをご覧

になっていただけると，グリーンホール・せんがわ劇場を拠点とする事業のゴールとなっ

てございます。この目標を達成するための事業を実施する体制について，本年度，私ども，

この計画とは別に，基本計画というのを定めるのですけれども，その中で具体的に検討し

ております。この計画書の中には，まだ検討段階ということでお示しできていないのです

けれども，この計画を達成するための体制について，今検討しているところでございます。 

 また事業につきましては，今，たづくりとグリーンホールでやっている事業は，それぞ

れの指定管理事業以外にも，２つをまたがってやっている独自事業，例えば音楽祭ですと

か，文化祭などがあるのですけれども，そういったものの会場としても，もちろん，せん

がわ劇場と一緒にやっていきたいと思います。あと，会場の規模に合わせてできるもの，

できないものがあると思うのですけれども，こちらでやっている事業についても，せんが

わ劇場でできないかということはぜひ検討してまいりたいと思っております。 

 あと，現在も，せんがわ劇場を会場に私どもが実施している事業もあります。その他，

仙川の地域で既にアウトリーチなどの活動も行っていますので，事例を担当からご説明い

たします。 

○財団  既にせんがわ劇場でもやらせていただいているのは，映像の事業です。せんが

わ劇場ではスクリーンと客席の位置が近く，映像事業がやりづらい部分がありますが，我

々は映像の事業の部分についてはノウハウがありますので，今現在，継続的に映像のアウ

トリーチで，活弁士つきの映画をここ３年ぐらいやらせていただいております。こちらの

ほうは，毎年観に来ていただいている方もいますし，大変ご好評の中実施させていただい

ています。 

 来年度以降も，映像の事業がせんがわ劇場では，今もっていないコンテンツになると思

いますので，引き続きやらせていただこうと思っております。 

 また，当方のアウトリーチですけれども，毎年，白百合女子大学さんとコラボレーショ

ンというか協力いただきまして，クリスマスのコンサートですとか，例年，秋にめぐみ荘

で落語をやらせていただいたり，今年は狂言をやらせていただいたりということも行って

いますので，引き続き来年度以降もやらせていただきたいと思っております。 
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 以上です。 

○Ｅ委員  はい。ぜひ今のようなお考えを進めていただきまして，指定管理期間が終わ

るであろう５年後のときには，財団さんにお任せして，ますます調布の文化振興が進んだ

というような状況が生まれることを望んでおります。 

○Ａ委員長  ありがとうございました。ほかに何かご質問等ございますでしょうか。 

 最後に，先ほどのＥ委員の質問と重複するところもあるのですけれども，せんがわ劇場

では，ことし初めて行ったまちなかコンサート，ずっと行っていて評判を呼んでいるサン

デー・マティネ・コンサートや演劇事業，それから演劇やピアノのコンクールとか，いろ

いろな事業があると思うのですけれども，まだ決まっていないのでお答えしにくいかもし

れませんが，事業の継承と新事業，もちろん財団になられましたらブラッシュアップして

新たな事業も起こしていかれると思いますし，連携事業をますます活発化していくと思う

のですけれども，お答えできる範囲で結構ですが，新しい事業と継承していく事業のバラ

ンスについて，どういうことを考えていらっしゃるか，お伺いしてもよろしいでしょうか。 

○財団   今，質問いただきましたけれども，これまでせんがわ劇場で行ってこられた

事業につきましては，まずは運営プランの継承がありますので，私たちは，今までせんが

わ劇場で行ってきた事業については，引き続き大切に行わせていただきたいと考えており

ます。そこに，私たち財団で今まで取り組んできた事業ですとか，あとは３館連携で行う

ことによって，また新しい側面も生まれてくると思いますので，そこについては工夫をし

てまいりたいと思います。 

 まず次の５年間では，運営プランの継承ということを最も重視して，その他につきまし

ては，この計画を遂行していく中で，皆様のいろいろなご意見を踏まえて，見直しをぜひ

図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○Ａ委員長  ありがとうございました。ほかにご意見，ご質問等ございますでしょうか。 

 では，質疑応答を終了いたします。財団の皆様，本日プレゼンテーション，ありがとう

ございました。 

○財団  どうもありがとうございました。 

○Ａ委員長  また，傍聴につきましても，これより審査になりますので，ここまでとさ

せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
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     （傍聴者・財団退出） 

     （評価書作成） 

 

○Ａ委員長  では，集計結果がまとまり次第，また再開したいと考えておりますので，

もちろんまだ出していない方もいらっしゃると思いますが，よろしくお願いいたします。 

  

     （集計中） 

 

４ 審 査 

○Ａ委員長  では，皆様，評価書をお出しいただきましたが，何か意見等ございますで

しょうか。Ｅ委員，どうぞ。 

○Ｅ委員  きょうの時点ではまだ仕方ないと思うのですが，結局，人の問題が非常に重

要だと思います。 

○Ａ委員長  人員の問題ですか。 

○Ｅ委員  人員と，ローテーションなども含めまして，公益財団法人調布市文化・コミ

ュニティ振興財団さんがアートマネジメント人材の育成に取り組んでこられているのは大

変すばらしいことだと思うのですけれども，まず，そもそも，業務規模に適正な人の数を

確保できるのかという問題もあります。そういった点で期待が大きい分，組織体制，人員

の確保，育成については非常に気になるところですので，その点に関して，なるべく早い

段階で具体的なことがみえてくるといいと感じております。 

○Ａ委員長  ありがとうございます。直営から指定管理になるときの移行期というのは，

人員の確保も含めて，すごくデリケートな問題です。 

○Ｅ委員  何が正解といったことについてではなく，いかに早く確実な体制を整えてい

くかといったところの部分が気になっております。 

○Ａ委員長  ありがとうございます。Ｄ委員，何かご意見ございますか。 

○Ｄ委員  ここの10年間，市で運営していたということもあるのでしょうけれども，や

はり人事異動があると，２年ないし３年ごとに館長さんがかわったり，あと担当の事務局

の方がかわったりというのは，私がやっているときも２人，３人ぐらいかわっているので

す。館長さんもかわっています。だから，事業を続けるためには，１年，２年のスパンだ

と，ちょうどなれたところで切られてしまうという感じがするので，公益財団法人調布市
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文化・コミュニティ振興財団さんになった場合に５年間の指定期間があるので，５年間は

やってほしいということはあります。 

○Ａ委員長  指定管理で公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団が継続してや

ることによって，ミッションやその他の継続性など地域に知ってもらうということですね。 

○Ｄ委員  はい。そういうことが必要だと思います。 

○Ｅ委員  それは，指定管理になるからまたでき得ることという意味で，利点なので，

私も全く同じように。直営ではできなかったことをぜひやっていただけたらなと思います。 

○Ｄ委員  今までは直営の難しさがあったでしょうから。 

○Ａ委員長  私も指定管理のところ，直営のところ，さまざまの方たちとかかわってき

て，でも，指定管理と直営にかかわらず，やはり人かなという感じはするのです。ただ，

その方が異動する悲哀，悲しさはやはり確かにありました。例えば宮城の芸術財団も直営

だったのですけれども，その方が物すごく熱心でいらっしゃったのですが，その方が異動

されたときに，その事業の継承性が少しあやふやになってしまうということがありました

し，指定管理でも，その当該の方が向いていない方がずっとやっていることの怖さもある

と思うのですけれども，Ｄ委員，Ｅ委員がおっしゃっていることは100％共感できるので，

そういう方がなっていただけるといいかなというのは，こういう財団法人の方が，本当に

そこに適職かどうかというのは，私もそうですし，みんなそうです。どこにいる人も適職

な方が長くミッションを安定的にやってくださればいいですね。Ｂ委員どうぞ。 

○Ｂ委員  あの建物は，公設民営の保育園とふれあいの家の複合施設になっています。

今回，財団が管理するということによりまして，しっかりと平常時から顔の見える化とい

う関係性をとっておいていただいて，非常時に何があっても，単館だけで動くのではなく

て，複合施設全体で動けるような体制づくりといったものを目指していただきたいという

ことを付帯として入れていただきたいと思います。 

○Ａ委員長  ありがとうございます。そうですね。仙川保育園は私も子どもが一時保育

でお世話になっておりまして，あそこは同じ建物なのです。どうぞ。 

○Ｆ委員  せんがわ劇場はこれまで市民と地域と芸術・文化をつくり上げてきたという

ところでは，そのよさというものを継続していただきながらも，今後は財団のこれまで培

ってきたノウハウを生かしながら，新たな企画にも取り組んでいただきまして，サービス

の向上ですとか，効果的な事業運営に努めていただきたいと思います。 

○Ａ委員長  そのとおりですよね。財団のノウハウを生かして，事業の継続性はもちろ
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んあってほしいですけれども，やはり新たなものを生み出していくというのは大事です。

ありがとうございます。 

○Ｅ委員  次の運営プランというのは，前年度の今の時期ぐらいに固まるという形なの

ですか。 

○Ｆ委員  前年度に固める形になるかと思います。 

○Ｅ委員  ５年間のうちの３年間は既存の運営プランで，後半の２年間が新しい運営プ

ラン。運営プランは市が中心となってとりまとめていくのですか？ 

○Ｆ委員  今後の運営プランについては，どうつくっていくかということがあります。 

○Ｂ委員  そうですね。そこは今現段階ではまだ決めておりませんけれども，今後検討

する課題であると思っております。 

     （集計結果配付） 

 

５ 結果発表 

○Ａ委員長  ありがとうございました。では，集計の結果が出まして，９名全員適正と

いう結果となりました。 

 今，付帯意見といたしましては，せんがわ劇場は保育園とふれあいの家が同じ建物にあ

りまして，その方たちとの連携，顔がみえて，非常時に何かあったときに，保育を必要と

する幼児，赤ちゃんがいますので，非常時のときの対応とか，そういうところをどうやっ

て関係性を築いていくかというところのご意見。 

 それから，新たな事業プランを継承していく中でも，それだけにとどまらず，財団のノ

ウハウを生かした新たな芸術・文化の住民サービスを構築していただきたいということ。 

 それから，平成35年度以降ですか，それか，財団がまた独自に，運営プランの作成をど

のようにしていくかということ。そこに市の協力性とか，そういうところをどのようにつ

くっていくかということ。 

 それから，人員の確保の問題。人員の確保というのは，適正な人員，そして適正な方の

確保の問題をどうするかということ。 

 それから，地域との連携をさらに深めていくような事業を起こすことを求めていくとい

う形の意見が出てまいりました。 

 この内容につきましては，本日の委員会の結果とともに事務局でとりまとめ，整理し，

委員長に確認の上，付帯意見として反映いたします。 
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 また，本日の議論を踏まえ，事務局と団体との協議による事業計画等の見直し，その結

果を委員長が確認し了承を得ることで，妥当な水準に改善されたこととしたいと思います。 

 では，先ほども申し上げましたが，委員の結果は９人全員適正という結果でございまし

た。この結果から，委員会の結果として適正としたいと思いますが，いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。では，委員会の結果として適正といたします。 

 なお，本日の委員会の結果は，第１回とあわせて各委員に確認いただきます。 

 では，次第に沿って進めてまいりたいと思います。２，その他，(1)今後の予定につい

てです。事務局，お願いいたします。 

○事務局  では，今後の予定について説明いたします。 

 本日の委員会の結果につきましては，委員の皆さんに確認していただいた後，11月上旬

に市長へ報告いたします。11月中に仮基本協定を締結，平成30年第４回調布市議会定例会

に指定議案の提出，平成31年１月に指定管理者の告示・基本協定の締結となります。 

 以上です。 

○Ａ委員長  事務局から今後の予定について報告がありました。よろしいでしょうか。 

 それでは，これで第２回選定審査委員会は終了いたします。委員会は今回で終了となり

ます。２回にわたり，ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 


