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令和元年度 第１回 和光市民文化センター運営推進懇談会 会議要録 

                                                         

                                                   令和 元年１０月 ３日（木） 

１０時００分～１１時１５分 

和光市民文化センター会議室 

１ 開 会 

館長  本日は、和光市民文化センター運営推進懇談会の第１回目ということで、皆

様には、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 この懇親会につきましては、昨年まで文化センター運営委員会規程に基づき

開催されてきましたが、策定当時の所掌事項とは違い、色々な角度からご意見

等をお伺いするという主旨に変わってきたため、旧規程を廃止し、文化センタ

ー運営推進懇親会に発展的に改めさせていただきましたので、ご理解いただけ

たらと思う。よろしくお願いする。 

２ 挨 拶 

理事長  本日は、お忙しい中、和光市民文化センター運営推進懇談会にご出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

 和光市文化振興公社は今年４月から第４期指定管理５年間がスタートした。

また、年号が平成から令和に変わりました。我々、和光市文化振興公社といた

しましても今まで以上に皆様から忌憚のない意見をいただき、時代の変化に柔

軟に対応した文化振興並びに市民ニーズに沿った事業計画の運営を行って参り

たいと思う。それでは、どうぞ忌憚のないご意見をよろしくお願いする。では、

どうぞよろしくお願いする。 

３ 議 題 

⑴ 第４期指定管理（５年間）の基本方針について 

⑵ 令和元年度 実施済み事業計画及び今後の事業計画について 

※事務局より事業報告資料に沿って説明 

事務局  それでは、今年度４月より５年間、和光市民文化センターの指定管理者として

承認された、第４期指定管理期間の基本方針と事業計画につきまして、主要な

部分のみ、簡単にご説明致します。お手元の資料をご覧ください。 

 

 第３期指定管理期間では、「はぐくみ、つなぐ、ひろげる」のコンセプトで

事業運営を実施し、公社が主体となってある程度の成果と成熟が見られてきま

した。第４期指定管理期間では「集客」から「創客」へ”多彩な文化芸術発信

のまち和光“をコンセプトに運営を実施して行く。 

鑑賞型事業を中心とした従来は「集客」によって、まちの賑わいを創出してき

ました。それによって、まちの経済的効果も見込める。これからも、そういっ

た面は踏襲していきながらも、公共ホールとしてさらに次のステップへ進んで

いく段階であると考える。 
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 誰でもが「ソーシャルインクルージョン」を念頭に、誰をも排除しない社会

包摂を考慮した地域貢献型事業。つどい、参加し、体験する。文化芸術で人の

心に活力と潤いが生まれる。やる気や幸福感は、夢や希望、そして生きる力へ

と繋がっていく。文化芸術は、その享受によって、福祉の概念をも変えてしま

う可能性を持っている。 

 こちらから積極的に事業を発信し、誰もが関われる文化芸術事業を推進して

いくことが公共ホールの使命であると考える。 

 

 第４期コンセプト『「集客」から「創客」へ “多彩な文化芸術発信のまち 

和光”』実現のために、３つの理念として、 

◆ ミッション（使命） 

 →地域の文化拠点としての公共文化施設 

◆ ビジョン（あるべき姿） 

 →すべての市民（利用者）を視野に入れたサービス『社会包摂機能』 

◆ バリュー（価値観） 

 →つくる、のばす、つなぐ、つどうを定め各事業の推進に専念していく。 

 

 具体的な今後の文化振興への取り組みとしては、９つの取組み方針をもとに、

実施して行く。 

（１）市民の自主的で創造的な文化活動の場や機会の提供 

（２）市民・市民団体・企業・教育機関等と連携および支援 

（３）地域文化資源の保存・継承・発信 

（４）市民ニーズに応じた国内外の優れた舞台芸術などの鑑賞事業の充実 

（５）幅広い世代、さまざまな市民を対象としたプログラムの実施 

（６）文化の発信基地として文化に関する多様な情報の収集や発信 

（７）世代間・地域間・団体間交流事業など、さまざまな市民ニーズに対応し

て、地域アイデンティティの形成を支援 

（８）地域の文化人材の育成、起用、協働に向けた「人づくり」のための事業

展開 

（９）和光市が実施する各種文化行事等の委託及び協力 

となる。 

 また、以上の自主事業を「地域貢献型事業」「普及啓発型事業」「鑑賞型事

業」の大きく３つのタイプに分類し、計画して行く。 

 

 続きまして、今年度の実施済み事業 及び 今後の事業予定についてに説明す

る。実施した主な事業では、 

◆ ５月 １日 令和初日の開催となった、人気講談師 神田松之丞さんを招い 

た「サンアゼリア寄席 柳亭楽輔・神田松之丞二人会」 

◆ ５月２６日 サンアゼリア友の会会員様向けのイベントして実施した「サン
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アゼリア バックステージツアー」 

◆ ６月１５日 全国ツアーの初日はサンアゼリア！がお馴染みとなった「平原

綾香コンサートツアー２０１９」 

◆ ７月 ６日 和光市が誇るフルーティスト、長谷見誠さんのデビュー15 周年

の記念公演「長谷見誠ミュージックプレイス」 

◆ ８月１０日 障がいの有る無しを超えて、誰もが楽しめるコンサートとして

開催した「誰でもコンサート オーバー・ザ・ボーダー」 

◆ ８月２３日、２４日 

        和光市出身のタップダンサー、清水夏生さんを中心とした「ダ

ンス＆ミュージックショー アース・ビーツ・エモーション」。 

 この公演では、８月３日・１０日・１７日に小学生向けに「ダ

ンスワークショップ」を行い、その参加者が、２４日の本番ス

テージに出演しました。また、これに先立って、７月２７日に

は「マチナカライブ駅前ステージ」を開催して、公演のプロモ

ーションを実施した。 

◆ ８月３１日 九都県市防災訓練の一環として実施した、サンアゼリア初の

「避難訓練コンサート」などが前期の主な事業として挙げられ

る。 

 続きまして、後期の主な事業としましては、 

◆ １０月１９日 既にチケットも完売御礼となっている「高嶋ちさ子 わがま

ま音楽会」 

◆ １１月１７日 「梅沢富美男 和光特別公演」 

◆ １１月２５日 サンアゼリア初の口上披露公演となる「サンアゼリア寄席 

柳亭小痴楽 真打昇進披露公演」 

 来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた、国際色豊かな公演とし

て、 

◆ １２月２１日・２２日 オペラ彩公演 オペラ「ナブッコ」 

◆ ２０２０年２月１１日 サンアゼリア国際音楽演奏会 ベートーヴェン生誕

２５０周年「近藤嘉宏 究極のベートーベン 四大ピ

アノソナタを弾く！」 

◆ ３月１５日 全曲が超有名曲で構成された公演の「チェコ・フィル・ストリ

ング・カルテット」を予定している。 

 このほか、アウトリーチ事業といたしましては、今年度で１３年目となった、

「おんがくのたね♪」を和光市内の全小学校と中学校 1 校にて実施中である。 

 また、マチナカコンサートでは、イトーヨーカドー和光店との初のコラボ事

業としまして、１２月と１月に、２階エスカレーター前の催事スペースにてク

リスマスコンサートとお正月コンサートの実施を予定している。 

 

 以上で説明を終わる。 



4 

 

委員 ８月３１日の「避難訓練コンサート」は、九都県市防災訓練の一環として実施し

たとの説明であったが、今回、九都県市防災訓練が和光市で開催されたから行っ

たのか。来年も実施するのか。 

事務局 避難訓練コンサートについては、今年度開催に向けて昨年度より計画していたと

ころ、九都県市防災訓練の開催があることがわかった。そこで、和光市役所の危

機管理室と調整を行い、同日に実施した。毎年「避難訓練コンサート」を開催す

るかどうかは未定ですが、数年に１回のペースで実施したいとは考えているとこ

ろである。 

委員 初めて開催したということで、評価はどうであったか。 

事務局 開催するに辺り、他ホールでの避難訓練コンサートに参加したりしてしっかり準

備が出来たと感じている。 

委員 初めて避難訓練コンサートということで、私も興味があり参加させて頂いた。評

価という点で、コンサート中の楽器の紹介が興味深く、初めての方にも親切で

とても良かったと思う。ただ、曲が短かった。邦楽をよく知っている者として、

曲の触りだけの演奏で非常に勿体ない感じがした。曲の演奏をもっとしっかり

やっても良かったと思う。 

委員 午前中の避難訓練から参加させていただいた。午前中はヘリコプターの実演があ

り、盛大に開催されていた。その後、お昼に自衛隊のカレーが振る舞われ、食

べ終わった頃にこの避難訓練コンサートが開催されていた。イベント全体の流

れとしてはとても良かったと思う。今回の避難訓練コンサートは、日頃の防災

訓練とは異なりお客様を入れた、コンサート中の避難訓練ということで、いつ

サイレンが鳴るのか参加者はわからない状況だった。そういった意味では、邦

楽コンサートをじっくり聴きたいという方には物足りないと感じたと思う。避

難訓練とコンサートいう２つの目的があったと感じる。コンサートの中盤にサ

イレンが鳴り、同時に地震の効果音もあり臨場感があった。初めての開催であ

ったがしっかりした流れであったので成功であった印象がある。ただ、邦楽を

しっかり聴きたい方や、あと、子どもの来場が多かったこともあり、少し騒が

しかった。「トトロ」の曲がプログラムに入っているなど工夫もされていたが、

邦楽ということで違った企画で実施していただいても良いのかなと感じた。 

委員 サイレンが鳴ってから避難までの時間が長いように感じた。実際に地震が起きた

際には一斉に避難すると思う。避難までの待っている時間が５分あったように

感じたが長くはなかったか。 

事務局 そんなに長くはなかった。また、今回の訓練は地震の後に火災が発生した想定で

あった。地震のみの場合、いつ避難するか異なってくると考える。また、地震

の発生と同時にすぐに外に出ることが安全であるとも言えないので、その辺り

は、地震の規模など総合的に考えて備える必要があると考える。今回は地震の

後の火災で避難と言うことで、火災発生から避難誘導という流れでは若干長く

感じる方がいたと思う。その辺りは案内のアナウンスなど、工夫していきたい。

また、実施後のアンケートでも演奏や子どもに対する意見が多かった。今回の
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主旨がコンサート中に避難するということであった。もっと主旨を参加者に理

解して頂く必要があったと感じた。 

委員 文化振興の取り組みに「市民ニーズ」とありますが、具体的にはどのようなもの

か。 

事務局 公演等に関しては、日頃のアンケート等で具体的なアーティストの希望やジャン

ルの希望を含めて調査している。また、直接要望を伝えてくる方もいる。そう

いった調査や要望をできるだけ考慮した公演を計画している。また、公演以外

では、市民相談窓口を設けており、催し物の企画の相談などがある。一度、社

内で協議して実現可能なものは協催や助成などの形で支援、サポート等を行っ

ている。また、アーティストの紹介など様々な対応を行っている。 

委員 事業計画ではどのくらいがそういった市民ニーズであるのか。 

事務局 具体的はアウトリーチ事業のマチナカコンサートなどがある。ホールの外でのコ

ンサートなどは相談から実現したものである。また、地域のアーティストを支

援という形でコンサートもそうである。 

事務局 たとえば、障がい者がコンサートに行く際に、敷居が高いという意見があったの

で、「誰でもコンサート」という形で開催をさせていただきました。バリアフ

リー、ユニバーサルニーズとして展開した。そういった事業が市民ニーズ、公

共ホールとしての役割であると考えている。 

委員 「誰でもコンサート」は非常に好評であったと思う。健常者と障がい者、双方に

理解のある雰囲気があり、コンサート自体の質も高かった。ただ、参加者が少

なかったのが残念であった。ぜひ、続けていただきたい。 

事務局 お盆の時期や夏の暑い日だったこともあり、集客には苦労した。また子ども向け

事業は、子どもの体調の変化（病気の流行など）も影響してくるので、時期の

設定など難しいところもある。次回は今回の反省を踏まえて開催していきたい

と考えている。 

理事長 私はチケットの販促に力を入れている。その際に、様々な要望を聞いている。希

望を社内の会議で伝えるが、一部のニーズに偏った事業展開では、公共ホール

としての役割や、採算など様々な要素を考慮すると、要望の実現が難しい事が

ある。年代によって要望が異なるので、要望を全て実現することは難しいこと

もある。 

⑶ 令和２年度の方針と事業計画について 

⑷ 減免助成支援制度について 

※事務局より事業報告資料に沿って説明 

事務局  令和２年度の方針と事業計画について説明する。 

 現在、日本列島はラグビーワールドカップの日本代表の活躍により、大変盛

り上がっているところである。また、2020 年 は東京オリンピック・パラリンピ

ックの開催も、刻々と迫ってきている。同時に和光市の市制 50 周年という記念

すべき年度でもありますことから、東京オリンピック・パラリンピックと市制

50 周年を盛り上げる事業を企画しているところである。 
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 東京オリンピック・パラリンピックに向けては、国際色を高めるため、今後、

いくつかそういった事業を予定している。今年度からその準備は始まっており

12 月に開催、オペラ彩さんのオペラ「ナブッコ」公演から。 

 2020 年 2 月からは、「サンアゼリア国際音楽演奏会」と題しまして、その第

１弾として、「ベートーヴェン生誕 250 年記念 近藤嘉宏 究極のベートーヴェ

ン四大ピアノソナタを弾く！」を開催致します。悲愴、月光、ワルトシュタイ

ン、熱情、とサンアゼリア所有のピアノを活用した、有名曲の演奏会となりま

す。第２弾として３月には、チェコの首都プラハを拠点とした伝統あるオーケ

ストラ、チェコフィルハーモニー管弦楽団のストリングスメンバーによる、「チ

ェコ・フィル・ストリング・カルテット」公演。全てが超有名曲で構成された

プログラムとなるので、多くの皆さまに楽しんでいただける公演となる。シリ

ーズとして、来年度も計画している事業がある。これらでオリンピック・パラ

リンピックに向けた機運を高めて行く。 

 また、来年度は、「清水かつら記念 日本歌曲歌唱コンクール」の隔年開催の

年度なことから、第 18 回目の開催に向けて、日本文化の発信という意味でもあ

る事業として、現在、各種調整をしているところである。 

 和光市の市制 50 周年の記念事業としては、「清水かつら記念 日本歌曲歌唱

コンクール」も、もちろんそれに当たる事業となるが、和光市主催で 50 周年式

典のようなイベントが予定されるとも聞いている。 

 また、市民団体との和光市制 50 周年記念公演の開催に向けて準備をすすめて

いる。その他の大きな事業としては和光市制 50 周年記念展示会の調整をすすめ

ているところとなる。 

 

 続きまして、「減免助成支援制度について」をさせていただく。 

 

 減免助成支援制度につきましては、市民団体の事業を施設利用料金と附属設備

利用料金の両面から実施団体の負担を軽減する制度となっている。 

 平成 26 年度から制度は実施しており、今年度で 6 年目を迎えた。毎年約 15

団体前後の申請があり、同制度を活用して事業を開催されているところである。 

 今年度から、第４期の指定管理期間に入りましたが、市の財政も厳しい折り、

指定管理費も年々約５％ずつ削減されている状況。和光市文化振興公社の財源と

しては、和光市民文化センター施設の利用料金、また、そこで実施する自主事業

によるチケットの販売料金が主な収入財源となっている。 

 なお、10 月 1 日から導入された、消費税率の変更分につきましては、現在内

部に於いて、各種の見直しを行っているところで、現在調整中。 

 和光市民文化センターは、現在開館 26 年目となり、文化センター大・小ホー

ル施設本体だけではなく、ホールの各種設備備品に至るまで、年数的に修繕や機

器の入れ替えが必要な状況となっている。例えば、法律の改定などでエアコンの

フロンガス使用が禁止されたので、エアコンは修繕等でなく入れ替えが必要。ま
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た、ワイアレスマイクの周波数の使用規定が設けられたこともあり、こちらも入

れ替えが必要。そういった際に、何百万、何千万という費用が必要となっている

状況である。 

 これらの状況から、現状の「減免助成支援制度」につきましても、実施団体の

皆さまにはご協力をいただく必要が生じている。 

 減免助成支援制度では、制度では 3 割～10 割の割合で減免するということに

なっているが、現状、主に 7 割減免もしくは、10 割減免というカタチで運用し

ている。これにつきましても、今後は、6 割減免もしくは、9 割減免というよう

なカタチで、現状より 1 割程度多く各実施団体にご負担いただく方向で調整を進

めて参りたいと考えている。 

 皆さまのご意見をいただければと思う。 

  

 以上で説明を終わる。 

館長 それでは１つ１つ皆様からご意見をいただければと思う。 

まずは「令和２年度の方針と事業計画について」ですが、計画段階の事業もあ

る関係で、お見せできる資料が無い状況である。東京オリンピック・パラリン

ピックと和光市制５０周年に関連した事業を展開する計画。また、市制５０周

年については、和光市の予算や考え方があるので、調整等を進めているところ

である。具体的に、和光市は「国際色」という部分が弱いところがあるので、

オペラやベートーヴェンといった国際色の強い事業を２０２０年に合わせて計

画している。和光市とは和光市制５０周年記念展示の調整等を進めているとこ

ろ。では、「令和２年度の方針と事業計画について」ご意見やご要望をよろし

くお願いする。 

委員 来年は隔年開催の「清水かつら記念 日本歌曲歌唱コンクール」ということで、

今年は「靴が鳴る」が生誕１００年の年でした。来年は「叱られて」「あした」

が１００年の年にあたる。それに合わせてコンクールで「叱られて」をピックア

ップするのはどうか。もともと「叱られて歌唱コンクール」からスタートしてい

ると思うが、和光市のシティプロモーション、文化振興公社の事業計画にとして

あるのか。 

事務局 たしかにもともと「叱られて歌唱コンクール」であったので、１００年というこ

とで考えたい。 

委員 和光市民の出場が少ないように感じる。 

事務局 日本全国から出場者が来るような全国的なコンクールになったため、和光市民の

関心が少ないところに課題がある。賞金が出るコンクールということがあるため

か、コンクール全体を鑑賞するより、出場者の応援に来る方が多いなど課題があ

る。たしかに、委員から話があったとおり、「叱られて 歌唱コンクール」に戻

るとまでは行かないが、「清水かつら」に焦点を当てて、「和光市」色を強くす

ることも考えたい。課題曲に「叱られて」や「あした」を入れるなど。 

委員 来年、市制５０周年ということですが、和光市民文化センターでのイベントは和
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光市が主体で進めているのか。一緒にやるのか。 

事務局 和光市では、担当課で和光市民文化センターだけではなく和光市内全体で５０周

年記念事業を検討している。様々な課から事業案を募り、計画している段階であ

ると認識している。和光市民文化センターの担当課は、総務人権課である。そち

らからいくつか５０周年記念事業として行う事業や予算を確保の相談などを進

めている状況である。 

委員 コンクールが有名になったことで和光市と言えば「清水かつら」が浸透している

と感じる。ぜひ、継続して事業を実施してほしい。 

委員 清水かつらの「叱られて」は代表作として有名であるが、作詞の曲は２００曲以

上ある。今の時代では考えつかないような詩が多く、女性的な感性の詩もあり、

詩だけではなく歌うことで理解することもある。また、我々が毎年開催している

演奏会では、参加団体に必ず１曲清水かつらの歌を歌うこととしている。私の活

動団体では楽譜集を揃えて、全曲制覇を目標に活動をしている。 

館長 ありがとうございます。ぜひ、メンバーの方にはコンクールへの参加、もしくは

ホールでの鑑賞をお願いしたい。多くの方にご来場していただければと思う。 

委員 清水かつらといえば、「童謡詩劇 うずら」がありましたが、今はどうなってい

るのでしょうか。 

事務局 童謡詩劇の公演を再度実施しようとすると、莫大な経費がかかるため実現してい

ない。ただ「うずら」作品の中の歌に関しては市内の児童合唱団「わこうっこ合

唱団」が披露している。 

委員 清水かつらがすごい人で、愛されていることはわかった。ただ、私は３０年以上

和光市に住んで育ったが、あまり詳しくは知らない。小学校で歌ったかもしれな

いが、覚えていない。また、国際色を意識した事業計画の話もあった。事業を実

施するのにお金がかかるということであれば、もっと焦点を絞って何をするのか

重点的にはっきりしたほうが良いのではないかと思う。 

事務局 文化振興公社は和光市の文化振興の一部を担っている。文化基本方針に謳われて

もいる。全てを清水かつらの事業にすることは出来ない。いろんな文化、事業を

展開するなかで、市民団体や支援団体に清水かつらを歌ってもらうことやコンク

ールを隔年で開催するといった形をとっている。和光市の文化振興も清水かつら

だけではない。文化振興の１つに清水かつらがある。清水かつらを発信している

努力はしているが、届いていない市民もいることは事実である。 

委員 以前、子どもが「みどりのそよ風児童合唱団」に所属していた。もちろん、所属

している児童は清水かつらのことを知っていた。しかし、市内の小学校では知ら

れていないのが現状であった。唯一、白子小学校は清水かつらのゆかりの地とい

うことで、学校のチャイムが「みどりのそよ風」であるため、多少は児童も認識

していると思う。だが、他の市内小学校での認知は無いと感じる。現在、生涯学

習課の学校開放講座の取り組みとして「わこうっこ合唱団」として、市内の全て

の小学生に案内をしている。そして、イベントで清水かつらを歌い文化を広める

活動をしている。自分の子どもの頃に比べると活動の範囲が大きくなっている
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が、全ての小学生までは届いていない現状がある。課題である認識もある。 

委員 和光市は昔、大和町であった。清水かつらが作った「大和音頭」がある。昔はそ

れで盆踊りをやっていた話を聞いた。そこで、童謡の会でもメンバー全員で手振

りだけでも踊って歌うことを検討している。 

委員 「大和音頭」の詳細について説明させていただく。「大和音頭」は２曲ある。昭

和２２年に１番初めに作られた「大和音頭」が１番～１０番まである。その後、

教育委員会が曲を加えてレコードにしたのが昭和３４年のもの。４番までの物に

なる。若干、歌詞が違う。 

委員 小村三千三が作ったものは。 

委員 最初の「大和音頭」である。 

委員 私の娘と孫や「童謡詩劇うずら」に参加していた。とても良い経験であった。再

演が難しいとのことで、提案がある。コンクールの際に、うずらの名曲を合唱す

るのはどうか。市民とコンクールを繋ぐという意味でどうか。 

事務局 貴重なご意見ありがとうございます。たしかに、市民の方にコンクールにご来場

していただくことが課題の１つですので、様々な角度、意見を参考に計画してい

きたいと考える。 

委員 成増で開催されている「童謡まつり」との連携は出来ないのか。 

事務局 成増の童謡まつりは、幼稚園や小学校の様々な合唱団が、清水かつらを中心にし

た童謡の発表をしているイベントである。また、１日中ステージ入れ替り立ち代

わり発表するという形式である。盛り上がってはいるが、子どもが出るステージ

を見る親御さんが多く、出演者で観客が入れ替る。よって、大人の部になると極

端に少なくなるなど、出演者が中心で、一般向けという感じがないという印象を

感じている。連携となるとこちらの事業に出演してもらうことなどが考えられ

る。ただ、和光市と成増で事業展開や振興の目的が違う部分が多いと感じる。 

事務局 「和光市の文化振興として公社が進める清水かつら」と「市民団体が盛り上げて

進める清水かつら」がある。市民団体の物は公社への相談や公社の協力するもの

である。和光市民文化センターを使って事業を行うこと。または、和光市と成増

の団体が一緒に事業をしたいということがあればそれの協力など。市民団体の活

動に関しては、公社が決めるものでは無い。市民活動は団体主導で進めるもので

あると認識している。いろんなパターンで文化、事業を担っていく。 

委員 毎年４月に和光市でコーラスフェスティバルが開催されている。来年は周年事業

ということで、清水かつらの「ペダルを踏んで」を全員で歌う企画があるとの情

報がある。 

館長 ありがとうございます。時間もあるので、次の「減免助成支援制度」に移る。こ

ちらは市民団体と協定の基、減免という料金の支援をする代わりに、公社の事業

とは違う文化を発信していただいている。ただ、指定管理料が少なくなる現状、

先程のうずらのような大きな事業の実施が難しくなっている。また、事業評価で

は、外部の方よりアウトリーチ事業、無料コンサート等をやめるべきとの指摘も

ある。文化振興の１つにマチナカコンサートや小学校へ派遣演奏などがあり、増
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えているのも実状である。消費税もあがり、施設利用料の見直しも行っている。

この減免支援の団体にも１割程度負担額を増やす事も検討する。先程、収入源と

してチケット代収入という説明がありましたが、自主事業の収入はほとんど無い

に等しい。収入の殆どが施設利用の貸館での利用収入である。そういった点を踏

まえて、この提案は伺いというよりお願いする。市民団体にも負担していただく

ことで、今後も支援をしていく体制を維持したいと考える。ご意見をお願い。い

かがか。 

委員 これはいつから実施、対象となるのか。また、７割と１０割の違いは。 

事務局 年に２回、６月と１１月までの申請がある。その申請をもとに審査委員会で割合

を決定した後、各団体へ減免割合を通知している。７割と１０割の違いとしては、

公社での実施より費用等が市民団体で行ったほうがより事業であるかなど総合

的に判断して１０割という形で決めている部分がある。規定では３割から１０割

と定めているので、減免割合を変更することができる。今回は説明会をするか、

各団体にお手紙等でお知らせするかなど皆様からご意見をいただき、ただいきな

り割合を変更するのではないようにしたい。 

委員 よくわかった。 

館長 ほかにいかがか。内々の事情もあるので難しいことだと思う。減免助成支援制度

については、事情のもとに現在の考え方を皆様にはご理解いただければと思う。

変更をする際には、各団体へ事前に調整をした中で、お互い予算があることなの

で、ご意見聴きながらやっていきたいと考えている。文化の発信する努力をして

いる。また無償の事業も増えていることで支援が難しい部分が増えていることも

ご理解いただければと思う。 

委員 自主事業の収入が少ないとの話があった。どういうことか。 

事務局 公益財団法人として利益を出してはならないということがまずあります。また、

自主事業は、買い取り公演も含めて完売をしても何十万、何百万儲かるような物

はないのが実状である。貸館が利用料金の収入が１００％ある。それで減免助成

やアウトリーチ事業などやりくりしているところである。 

委員 指定管理料が５％どのように減らされているのですか。 

事務局 指定管理期間ごとに減っている。人件費など厳しいところがある。ご理解いただ

けると助かる。 

４ 閉 会 

 


