第３回

評議員会

平成２１年１０月１９日

○小野寺事務局長

事務局長の小野寺でございます。

今回の評議員会の運営につきましてお諮りをしたいと思います。
本評議員会の議長につきましては、ご出席の評議員の皆様の中で互選により定めるこ
とと なっ てお りま すが 、議 長を 江口 評議 員に 引 き続 きま して お務 め頂 くと いう ことで
よろしいですか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○小野寺事務局長

それでは、これからの進行は江口評議員にお願い致したいと思います。

よろしくお願い致します。
○江口議長

本日は、評議員の皆様には大変お忙しいところ、ご出席頂きましてありがと

うございます。
本日審議をして頂く予定は、大変多うございますので、何分よろしくお願い申し上げ
ます 。な お、 ８月 の理 事会 で新 たに 赤羽 評議 員 、久 保評 議員 が選 出さ れて おり ます。
本日 ご出 席頂 いて おり ます ので 、自 己紹 介を お 願い した いと 思い ます 。よ ろし くお願
い申し上げます。

〈自己紹介省略〉

○江口議長

初めに定足数の確認を行います。事務局から報告をお願い致します。

○小林経営課長

評議員の現在数16名、定足数11名のところ、現在13名の方のご出席を頂

いて おり ます 。残 りの ２名 の方 から は書 面表 決 を頂 いて おり ます ので 、15名の ご出席
があ ると いう こと で定 足数 に達 して おり ます 。 従い まし て本 評議 員会 は、 有効 に成立
していることをご報告致します。
○江口議長

事務局の報告どおり、評議員会は有効に成立しております。

ただ今から、平成21年度第３回財団法人新宿区生涯学習財団評議員会を開催致します。
議事録署名人の選出を行います。
本日は、雨宮評議員と中澤評議員にお願いしたいと思いますが、ご異議ございません
か。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

では、お２人、よろしくお願い申し上げます。

議事に入る前に、事務局から報告がございます。お願いします。
○小野寺事務局長

それでは、事務局から１点ご報告を申し上げます。

今日、今年度初めて評議員会にご出席の方がいらっしゃいますので、若干経緯に触れ
ながら報告をさせて頂きたいと思います。
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私共生涯学習財団は、財団法人新宿文化・国際交流財団と機能統合をし、加えて昨年
12月１日 に施 行さ れま した 新法 に基 づく 公益 財 団法 人に なる べく 、こ の間 準備 を進め
てま いり まし た。 新し い法 律の 要請 に従 い、 過 日５ 月の 評議 員会 理事 会に おい て、寄
附行 為の 変更 とあ わせ て、 新法 施行 後の 最初 の 評議 員の 選定 方法 、並 びに 評議 員選定
委員 会の 設置 規程 等に つき まし て議 決を して 頂 きま した 。寄 附行 為の 変更 につ いては
６月15日 付に 申請 し、 ６月29日 で認 可を 受け ま した 。ま た、 最初 の評 議員 の選 定委員
会の設 置規 程の 施行 につ きま して も、 ７月21日 付で認 可を 受け たと ころ でご ざい ます 。
その後８月の評議員会、理事会の場において、理事の皆様や評議員の皆様にご推薦を
頂き まし た最 初の 評議 員の 選定 につ きま して 、 選定 委員 会を 開催 し、 本日 お配 りの名
簿のとおり選定をされましたので報告をさせて頂きます。
この選定委員会につきましては、９月18日に外部委員を含む５名の選定委員の皆様に
よっ て選 定作 業が 行わ れた とこ ろで ござ いま す 。評 議員 会、 理事 会か ら、 合計21名の
方の 推薦 を頂 きま した が、 その 後ご 本人 １名 か らそ の推 薦等 につ き固 辞さ れる という
旨の意見が、事務局に提出されました。
残り20名につきまして選定委員会の中で選定作業を進めて頂きましたところ、今後の
新規 事業 に取 り組 むた めに 、そ の分 野で 詳し い 方等 の補 充も 必要 にな るの では ないか
とい う意 見等 が出 され 、定 数は20名 です が、 新 しい 需要 に応 える ため にも その 枠を残
した 結果 、19名の 方の 選定 を行 いた いと いう こ とで 選定 され たも のが 、今 回の 名簿で
ございます。
雑駁でございますが、最初の評議員の就任予定者の名簿等につきまして、選定の経緯
についてご報告をさせて頂きます。以上でございます。
○江口議長

では、これより議事に入ります。

諮問第９号−（１−12）の理事の選任（案）について議題に供しますが、これらにつ
きましては、それぞれ採決致しますけれども、説明は一括して行います。
まず事務局の説明を受けます。事務局、お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

では、特にご発言がないようですので、質疑を終了致しまして順次採決をしていきた
いと思います。
諮問第９号−１について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○江口議長

ありがとうございます。異議なしと認め、諮問第９号−１の理事の選任は原

案どおり決定致します。
続いて、諮問第９号−２について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−２の理事の選任は原案どおり決定致しました。

次に、諮問第９号−３につきまして原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−３の理事の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第９号−４について原案どおり決定することにご異議ございませんでしょ
うか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−４の理事の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第９号−５について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−５の理事の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第９号−６について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−６の理事の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第９号−７につきまして原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−７の理事の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第９号−８について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−８の理事の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第９号−９について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−９の理事の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第９号−10について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−10の理事の選任は原案どおり決定致しました。

次に、諮問第９号−11について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−11の理事の選任は原案どおり決定致します。
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次に、諮問第９号−12について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第９号−12の理事の選任は原案どおり決定致しました。

以上 が第 ９号 関係 でご ざい ます が、 異議 なし と いう こと で原 案ど おり 決定 致し ます。
では、次に、諮問第10号−（１−３）の監事の選任（案）について、一括して事務局
の説明を受けます。お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

では、ご発言がなければ質疑を終了致します。お諮り致します。

諮問第10号−１について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第10号−１の監事の選任（案）は原案どおり決定致し

ます。
次に、諮問第10号−２について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第10号−２の監事の選任（案）は原案どおり決定致し

ます。
次に、諮問第10号−３について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第10号−３の監事の選任（案）は原案どおり決定致し

ます。
では、次に諮問第11号の会計監査人の選任（案）について事務局の説明を受けます。
お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

ご発言がなければ質疑を終了致します。お諮りします。

諮問第11号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第11号の会計監査人の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第12号の顧問の選任（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長
○雨宮評議員

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
雨宮です。

定款の１−８のところでも名誉会長、顧問制度というのがありますが、今の財団に名
誉顧問制度はありますか。
○小野寺事務局長
○雨宮評議員

現在の寄附行為上はございません。

今回の顧問制度、今説明がありましたが、従来の理事をやられていた方が

なる とい うこ とで 、私 達が 頂い た資 料に は観 光 協会 の会 長が 入っ てい まし たけ れど、
それ が今 回３ 名に なっ たと いう のは どう いう こ とな のか わか りま せん が、 余り そうい
う顧問制度とかというものについては、私は必要ないのではないかと思います。
理事会があり評議員会があり、その中できちっと議論されれば、私はそれでいいので
はな いか と、 顧問 とか いう 制度 は置 かな い方 が 、透 明性 が出 てい いの では ない かと思
うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
○小野寺事務局長

名誉会長並びに顧問制度は、今回初めて定款案の中に出てくるもので

すが 、具 体的 な議 決で ある とか 、私 共の 経営 等 に対 して 直接 影響 力を 持つ 立場 ではな
く、 それ ぞれ お持 ちの 見識 を、 経営 に効 果が 上 がる よう な形 で特 に相 談し たい 事項が
あれ ば、 この 方達 に意 見を 頂く とい うも ので 、 私共 の団 体経 営そ のも のに 直接 影響が
ある もの では ない とい うこ と、 合わ せて 今ま で のご 経験 等か ら役 に立 つ意 見等 を、頂
けれ ばと いう こと で設 ける もの で、 今後 この 財 団が より いい 方向 に進 むた めに は必要
な制度だと、私共は認識しているものでございます。
○雨宮評議員

特別、あえて反対するまでもないのですが、財団は確かに規模が大きくな

りま すけ れど 、理 事や 評議 員の 皆さ んの 中で も 十分 に見 識を 持た れた 方が いら っしゃ
る訳 です から 、そ の中 で議 論を して 頂け れば 、 もち ろん この 方々 が、 人材 的に 反対だ
とい う意 味で はな くて 、十 分に 理事 会、 評議 員 会で 運営 でき るの では ない かと 思いま
したので、意見を述べさせて頂きました。
○江口議長

他にご質問、ご意見ございませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○江口議長

では、お諮りします。
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諮問第12号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第12号の顧問の選任は原案どおり決定致します。

次に、諮問第13号の定款（案）について事務局の説明を受けます。お願いします。
○小野寺事務局長

それでは、諮問第13号、公益財団法人新宿未来創造財団定款（案）に

ついてご説明をさせて頂きます。
まず説明に入る前に、この名称がどのような形で決められてきたかについて、かいつ
まん でご 説明 させ て頂 きま す。 先程 ご説 明致 し まし たが 、私 共新 宿区 生涯 学習 財団と
新宿 文化 ・国 際交 流財 団が 統合 し、 新た な公 益 財団 法人 とし て来 年度 から 出発 する予
定で ござ いま す。 その 関係 上新 しい 団体 はど う いう 名称 によ って その 内容 を表 現し、
区民 の皆 様に 親し んで 頂け るの かと いう 観点 か ら、 みず ほ情 報総 研に 新名 称の 選定、
決定等の委託を行い、作業を進めてきたところです。
検討 委員 会は 学識 経験 者 や弁 理士 等多 様な 人材 ５名 の委 員で 編成 され てお り ます。
この 中で 、最 終的 に９ 月26日に この 候補 を選 定 する に当 たり 、新 しい 財団 名称 につい
ては 、言 葉の 寄せ 集め によ って 余り 長く なら な いこ と、 新た に出 発す る財 団で あるか
ら個 性的 な名 称で ある こと 、あ るい は便 益が 伝 わる こと 、幅 広い 世代 に受 け入 れられ
るも ので ある こと 、こ うい う観 点か ら候 補名 に つい て絞 り込 み等 をし て頂 いた ところ
です 。新 しい 財団 の抱 える 事業 につ きま して は 、事 業が 多様 であ るこ とや 、地 域との
関連 、気 づき や出 会い とい う、 新宿 とい うオ リ ジン を表 する こと が重 要等 の議 論がな
された結果、７つの案について順番をつけて提案を受けたところです。
この提案を受けた名称につき、現在理事会の役職員である者が４名集まり、この提案
をど う受 けと める かと いう こと で最 終的 な選 定 作業 を行 いま した とこ ろ、 第１ 番目に
推薦さ れて きま した 「新 宿未 来創 造財 団」を 、 採用し よう とい うこ とに した もの です 。
なお参考までに上位３番までの推薦の候補名は、「新宿未来創造財団」を始め「新宿
文化創 造財 団」 、「 新宿 文化 学び 財団 」がご ざ いまし た。 これ らの 中で 新し く出 発し 、
担当 する 業務 の広 さ等 から 考え て第 １に 推薦 さ れた もの が、 適当 であ ろう とい うこと
で決定をしたものでございます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長
○赤羽評議員

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
赤羽でございます。

定款の第２条に事務所という項目がありまして、普通、主たる事務所を東京都新宿区
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に置 くと いう こと は、 大体 普通 の一 般の 常識 で 言う と新 宿区 でよ ろし いん です かね。
その下の何丁目何番地とかいうことは書かないのですか。
○小野寺事務局長

当初はここを主たる事務所と考えておりましたので、今までどおり地

番号 まで 書い て都 の窓 口の 方と 調整 をし てき た 訳で すが 、そ こも 住所 地ま では 必要な
いというご指導を受けましたので、町名、地番等については割愛をしてございます。
○赤羽評議員

今回の統合の中で、どこに事務局があるかというのが、普通の一般区民か

らし てみ ると 非常 に大 きな 関心 事で あり まし て 、小 野寺 事務 局長 が、 先程 ここ を事務
局に 据え ると 言っ たこ とで 私も 理解 した ので す が、 本当 は定 款な んて いう のは 情報公
開さ れて 、一 番先 に一 般の 人の 目に 触れ る部 分 です よね 。だ から 、役 所は そう 言うか
もし れな いけ れど も、 実質 的に はど こが 中心 に なる のか とい うこ とが 、本 当は 明示さ
れた 方が 、特 に後 の第19号 議案 の組 織規 程で い くと 、ど こに 事務 局が あっ ても おかし
くない けれ ども 、他 に事 務所 が明 示し てある も のがど この 案に も載 って いま せん から 、
例え ばこ この 中で 住所 地を はっ きり させ てお か ない と、 一般 の区 民が 、ど こに 事務局
があるのかということがわかりづらいですよね。
だからその辺は、例えばこういう公益法人の審査といった部分では確かにそうかもし
れま せん が、 区民 への 情報 公開 から して みる と 、事 務局 の場 所は お知 らせ して あげた
方が 本当 は親 切、 もち ろん 私も 普通 は住 所地 と いっ て何 番地 なん て書 かな くて もいい
のか と思 いま すけ れど も、 今回 の場 合に 限り 、 そう いう こと も合 わせ てお いた 方が、
後々のことを思った時にはよろしいんではないかなと思ったのですが、どうですか。
○小野寺事務局長

はい、そうですね。そうだと思いますので、私共としては、こういう

指導 です ので 定款 その もの はこ のよ うに なっ た とし まし ても 、区 民の 皆さ んに 情報提
供す ると きに は、 事務 所の 所在 地あ るい はこ の 組織 が、 どこ にあ るか とい うこ とにつ
いても 、き ちん と分 かる よう に表 示し た上で 、 情報の 提供 をし てい きた いと 思い ます 。
○江口議長
○赤羽評議員
○江口議長

よろしゅうございますか。
はい。
他にございませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○江口議長

では、ご発言がなければ質疑を終了致します。

これから議決を行いますが、先程局長から説明がありましたように、定款・各種規程
及び 公益 認定 申請 書類 等に つき まし ては 、現 在 も東 京都 と調 整を 行っ てい る状 況です
ので、 今後 軽微 な表 現等 の修 正が 生ず る可能 性 もござ いま す。 修正 が生 じた 場合 には 、
その 修正 を理 事長 に一 任す るこ とで ご了 承頂 き たく お願 い致 しま す。 よろ しゅ うござ
いますね。
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（「はい」と呼ぶ者あり）
○江口議長

それでは、諮問第13号について原案どおり決定することにご異議ございませ

んか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

では、評議員現在数の３分の２以上の賛成があると認め、諮問第13号の定款

（案）は原案どおり決定致します。
次に、諮問第14号の倫理規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長
○小菅評議員

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はどうぞお願い致します。
大変崇高な倫理規程で大変結構だと思いますが、この倫理規程の公開とい

いま しょ うか 、発 信と いい まし ょう か、 どの よ うな 利活 用が でき るの か。 具体 的に区
民に 公開 でき るの か。 ある いは 職員 にど うい う 提示 がで きる のか 。今 考え てい る範囲
内で結 構で すか ら、 どん な倫 理規 程を 利活用 す るのか 、わ かる 範囲 で教 えて くだ さい 。
○諏訪事務局次長

事務局次長です。

定款及び規程につきましては、すべて区民に公開する予定でございます。また、もち
ろん 今ま でも この よう な形 で職 務に 当た って き たも ので はご ざい ます が、 この ような
形で 全職 員が 職務 に当 たる とい うこ とを 明ら か にす ると 、職 員自 身が 自覚 を持 つとい
う意味でも今回この定款をまとめた訳でございます。
○小菅評議員
○江口議長

ありがとうございます。
よろしゅうございますか。他にございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

ご発言がなければ質疑を終了致します。

諮問第14号につきましても、先程お願いしましたように修正が生じた場合には、その
修正を理事長に一任することをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第14号を原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

ありがとうございます。異議なしと認め、諮問第14号の倫理規程（案）は原

案どおり決定致します。
次に、諮問第15号の評議員会運営規程（案）について、事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉
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○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

特にご発言がなければ質疑を終了致します。

諮問第15号につきましても、前の諮問と同じように修正が生じた場合には、その修正
を理事長に一任することをご了承頂きたく思っております。
それでは、諮問第15号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

ありがとうございました。異議なしと認め、諮問第15号の評議員会運営規程

（案）については原案どおり決定致します。
次に、諮問第16号の理事会運営規程（案）について事務局の説明を受けます。
お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長
○久保評議員

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
この運営規程の第15条の権限、それから、16条の決議事項を見ますと、こ

の財団の執行機関だと思いますが、そう捉えていいですか。
○小野寺事務局長
○久保評議員

そのとおりです。

戻ってこの財団の定款の目的及び、４条の事業に触れて質問をしますけれ

ども 、目 的の 中に 「地 域コ ミュ ニテ ィに おけ る 人々 の交 流を 活性 化し 」と あり ます。
そし て、 事業 の４ 条の ４の とこ ろに 「次 代を 担 う児 童や 青少 年の 育成 」と いう のがあ
って、その次の７番目には「地域社会の健全な発展の促進」とあります。
こういう目的に沿って執行機関である理事会が運営、活動していくのだと思いますけ
れど も、 そう いう 観点 から 一つ お伺 いし てお き たい のは 、先 程諮 問９ 号で 決め られた
理事12名、この12名の方の平均年齢というのはどのぐらいかわかりますか。
○江口議長

事務局、わかりますか。

○小野寺事務局長

申し訳ございません。現在年齢の関係の資料は持っておりませんが、

私共 と致 しま して は、 体力 、能 力と もに よく 活 動さ れる 方、 活動 でき る方 とい うこと
でのバランス等については、十分考えさせて頂いたものと考えてございます。
○久保評議員

先程触れた目的の「地域コミュニティにおける人々の交流を活性化し」と、

つま り「 地域 コミ ュニ ティ にお ける 人々 」、 そ れは いろ いろ な階 層の 人々 と読 んでい
いと 思う んで す。 そし て、 こう いう 生涯 財団 の 運営 の趣 旨か らし ても 、や はり 年齢的
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に幅 広く 青・ 中・ 壮と でき る限 り高 齢者 も、 そ して 、青 年代 表も いる 。そ して 、その
間の 中間 の人 達も いる とい うよ うに 理事 を決 め てい くの が、 法律 上の 問題 、規 則の問
題以前として大切だと思います。
それで聞いたのですが、名前だけ見ますとどう考えても僕の感じでは高齢者ばかり集
まっ てい る気 がし ます 。少 なく とも30代 、40代 の人 がい るん です かと 聞き たか った訳
です。
○小野寺事務局長

30代の方はいらっしゃいませんが、間もなく50かもしれませんが、50

前後 の方 等も 意識 的に お願 いを し、 新し く加 わ って 頂い た方 もい らっ しゃ いま すし、
新宿 区内 の、 久保 評議 員が おっ しゃ られ たよ う に、 いろ いろ な階 層に つい てき ちんと
した 見識 を持 って いる 方、 バラ ンス よく 経営 が でき ると いう 形で 選ば せて 頂い たつも
りで おり ます ので 、趣 旨で ある コミ ュニ ティ と か地 域社 会と いう とこ ろに つい て、き
ちんと見られる方によって構成されているものだと、私共としては考えております。
○久保評議員

最後にします。

そういうお答えが来るとはもう想像していましたけれども、何故ここで問題にしたか
とい うと 、９ 号で 問題 にす ると12名 に対 して 異 議が ある よう に聞 こえ るか ら、 だから
ここ はや めて 賛成 した んで すが 、こ こで 質問 し たの は、 将来 やは り若 い層 、中 年層、
高齢層と、バランスを考えて運営して頂きたいという希望です。
○小野寺事務局長
○江口議長

では、事務局の方は、意向を十分今後生かすように検討してみてください。

○小野寺事務局長
○江口議長

はい。

はい。

他にございますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

ご発言がなければ質疑を終了致します。

諮問第16号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第16号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口 議長

あ りが とう ござ いま した 。異 議な しと認 め、 諮問 第16号の 理事 会運 営規程

（案）について原案どおり決定致します。
次に、諮問第17号の役員等の報酬及び費用に関する規程（案）について事務局の説明
を受けます。お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉
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○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はどうぞお願いします。

特にご発言がないようですので、質疑を終了致します。
諮問第17号につきましても、軽微な修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任
することをご了承頂きたく考えております。
それでは、諮問第17号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第17号の役員等の報酬及び費用に関する規程（案）に

ついて原案どおり決定致します。
次に、諮問第18号の評議員選定委員会運営規程（案）について事務局の説明を受けま
す。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

特にご発言がなければ質疑を終了致します。
諮問第18号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたく考えております。
それでは、諮問第18号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第18号の評議員選定委員会運営規程（案）について原

案どおり決定致します。
次に、諮問第19号の組織規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉
○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

特にご発言がなければ質疑を終了致します。

諮問第19号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第19号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第19号の組織規程（案）について原案どおり決定致し
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ます。
次に、諮問第20号の監事監査規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長
○赤羽評議員

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
この監事のお１人に教育委員会の事務局次長さんが入っていらっしゃいま

して 、こ れは 例え ばお 立場 的な 中で 、制 約と い う言 い方 は変 です けれ ども 、あ ると思
うん です が。 他の 方達 は民 間の 方だ から いい と 思い ます が、 監事 の立 場が 重く なると
いう こと で、 こう いう 役職 の方 を充 てた 理由 と いう か、 あと 今申 し上 げま した 、逆に
言え ばそ うい う役 職の こと での 制約 を、 どう 解 消す るか はな かな か難 しい と思 うんで
すけれ ども 、お 考え にな って いら っし ゃるか と いうこ とも 少し お伺 いし たい ので すが 。
○小野寺事務局長

今お話があったような部分が、心理的には働かない、ということにな

ったらそうではないだろうとは思います。
ただ監事の役割を見た場合に、今まではどちらかといいますと会計監事と申しましょ
うか 、会 計上 のプ ロの 方が 監事 に従 事す ると い う形 のも のが 通常 でご ざい まし たが、
今後 新た に会 計監 査人 、公 認会 計士 集団 を会 計 監査 人と して 定め てい る関 係上 、会計
の部 分も 含め て、 財団 全体 の経 営に 係る 部分 に つい て監 査を 行う とい う立 場で ありま
すし、例えば訴訟提起のような権限を持つ、絶大な権限を持つ組織になる訳です。
一方、監事として会計のみに係わらない、財団の経営全般に対して広く見、指摘事項
等があれば文書にまとめて報告書の提出等が義務づけられている訳です。
そうしますと、会計のプロフェッショナルであっても、こういう形で監査報告書を出
すと いう こと にな りま すと 、や はり 事務 的に 優 れた 能力 を持 って いる 者の 配置 をしな
いと、 監事 全体 とし ての 役割 が十 全な ものに な らない とい うこ とも 考え られ ます ので 、
その 能力 を十 分に 保有 して いる 者も 加え て、 今 まで ２名 だっ たと ころ を３ 名に するこ
とによって、この役割がきちんと果たせるようにと考えたものでございます。
理屈上で言えば、行政のある部局の方であっても、それに左右されることなく監事個
人の見 識を 問わ れる とい う立 場に なり ますの で 、そこ はよ くバ ラン スを とり なが らも 、
監事 とし ての 立場 での 発言 を大 いに 期待 をし た いと いう こと から 、選 任を お願 いした
ところでございます。
○赤羽評議員

今のお答えでよく解ったのですが、例えば今回の選ばれた方は、人の部分

で選 定さ れた とい うこ とで 、役 職の 、次 回チ ェ ンジ する とき には 、同 じ立 場の 方とは
限らないという理解でよろしいんですか。
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○小野寺事務局長

そのとおりですが、監事につきましても仮に解任をするということに

なり ます と、 この 規定 にあ りま すよ うに 簡単 に 人が 入れ 替わ ると いう こと では なく、
その 役割 がき ちん と果 たせ ると いう こと で選 任 をす る形 にな りま すの で、 もち ろん替
わる とい うこ とは あり 得ま すし 、そ の手 続等 に つい ても 書い ては あり ます が、 その方
の役 職等 が変 わら れた とし ても 、こ の財 団の 監 事と して 必要 であ れば 継続 して その任
について欲しいということも、一方ではあるということでございます。
○赤羽評議員
○江口議長
○久保評議員

わかりました。
他にございますか。
実は15のときも、前の質問者と同じ感覚を持ったんです。具体的に言うと

執行 部で ある 理事 の中 に教 育長 並び に教 育委 員 長が 入っ てい る。 執行 部の 中に も中心
に教 育委 員会 の責 任者 が２ 人入 って いる 。そ う いう 執行 部の 仕事 を適 正に 行え たかと
いう 判断 をす るの はや はり 監事 、そ の監 事に 教 育委 員会 が入 って いる 。こ れは どんな
もの かと 思い まし たが 、先 程の 理由 と同 じよ う に、 ここ で言 うと また 問題 が起 きるか
ら、 今こ れに 対し ての もの も出 たか ら、 やは り 答弁 はこ の仕 事に 詳し い人 がい いとい
う、 僕は だか ら逆 だと 思い ます 。そ の仕 事に 詳 しい から こそ 、つ まり 親し いか らこそ
監事の役が務まるんですかと思うので、今の答弁は頂けません。
○佐原評議員
○江口議長
○佐原評議員

関連で。
はい。
今のお話、前者２人の話を含めて教育長、教育委員長、また教育委員会、

これは職務指定と受け取っていいのですか。
○小野寺事務局長

現職という意味ではそうですが、私共事業全体の中に理事全員の中で

目が 行き 届く とい う観 点か ら、 提案 をさ せて 頂 いた 訳で 、結 果と して 教育 委員 会の業
務も 大変 間口 が広 い大 変多 い事 業を 担当 して お りま すの で、 きち んと 仕事 がで きてい
るかを 、経 営者 の視 点か ら見 てい く必 要があ る という こと で選 んだ もの でご ざい ます 。
理屈で申せばそれの適任者であり、その職に現在ついているからということではなく、
その 個人 が、 十分 その 役割 を果 たし て頂 くで あ ろう とい うこ とで 選任 をし たと いうの
が、理屈上の選任理由でございます。
○久保評議員

もう一度聞くことになると思いますけれども、教育委員会の事務局次長は、

教育 委員 長並 びに 教育 長の 部下 です 。部 下が 監 査の 立場 で、 自分 の上 司に 対し て健全
な監 査を 行え ると 思い ます か。 あく まで もこ の 次長 の上 司は 、教 育委 員長 並び に教育
長で す。 そう いう こと から 考え たら 、区 民か ら この 問題 につ いて 疑惑 を持 たれ ても多
分説明できないと思いますよ。
以上です。ただそれまで言ったから、さっきの15でいいですよ。
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○江口議長

意見として今後十分その趣旨を生かすように運営して頂きたいと思います。

よろしゅうございますか。
○小野寺事務局長
○江口議長

はい。

では、他にご発言がなければ質疑を終了致します。

諮問第20号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第20号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第20号の監事監査規程（案）について原案どおり決定

します。
次に、諮問第21号の資金運用規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

ご発言がなければ質疑を終了致します。
諮問第21号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第21号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第21号の資金運用規程（案）について原案どおり決定

致します。
次に、諮問第22号のリスク管理規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉
○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

ご発言がなければ、質疑を終了致します。
諮問第22号につきましても、修正を生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第22号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第22号のリスク管理規程（案）について原案どおり決

定致します。
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次に、諮問第23号の経理規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

はい、お願いします。
○赤羽評議員

１点質問ですけれども、この財務会計は、例えば、今、区の方はいろいろ、

いわ ゆる ＩＣ Ｔと いう か、 かな り導 入し てこ の 数年 やっ てい ます けれ ども 、今 回のこ
の新 しく 流れ の中 でそ うし た財 務会 計シ ステ ム とい うよ うな こと とい うの は、 それだ
けお金があるのかないのかわからないんですけれども、どうですか。
○小野寺事務局長

実はこの今度の新々公益法人会計基準と申しますのは、一般の企業会

計に 大変 近い 内容 にな って おり ます 。後 ほど 事 業計 画、 予算 の方 では その 辺の 説明を
させ て頂 きま すけ れど も、 貸借 対照 表及 び損 益 計算 書に よっ て成 り立 って いる ような
予算 の組 み方 等も して いる もの で、 財務 会計 全 般が 、財 務諸 表に つい ては 民間 に準じ
た形 にな りま して 、い わゆ る公 会計 とは 大分 形 の違 った もの にな って くる とい う要点
です。
従いまして、現在私共の財団並びに文化国際交流財団の方が、それぞれ現在の方式に
よる シス テム によ って 経理 をし てい る訳 です が 、新 しい 要請 に基 づい た仕 組み に対応
でき るシ ステ ムに 変更 すべ く、 既に 業者 選定 等 も終 わっ てお りま して 、作 業に 着手し
てい ると ころ でご ざい ます 。新 年度 には 新々 公 益法 人会 計基 準に 基づ いて この 経理を
行うと いう 体制 を、 現在 整え るた めの 準備を 既 に行っ てい ると いう 状況 でご ざい ます 。
○赤羽評議員
○江口議長
○雨宮評議員

はい、わかりました。ありがとうございます。
他にございませんか。はい、お願いします。
11−10の契約のところですけれども、新宿区においても今入札等の中で低

価格 入札 等の 問題 が出 てい ます けれ ども 、今 ま での そう いう 点に つい ては 、こ こでは
指名 競争 入札 参加 者は 、信 用実 績等 を勘 案の 上 理事 長が 指名 する と、 こう いう ふうに
なっ てい ます ね。 この 辺は 何か 入札 のラ ンク な りそ うい うも のは 、財 団と して は何か
あるのでしょうか。
○小野寺事務局長

このランク等につきましては、区の方が作成しているものについても

参考 には させ て頂 きま す。 あと は指 名競 争入 札 の一 類型 だと 言わ れて いま すが 、広く
一般 の方 が参 加で きる よう な仕 組み もで きる だ け取 り入 れよ うと いう こと で、 受注希
望型 入札 制度 であ ると か、 こう いう もの も既 に 取り 入れ てい ると ころ で、 機会 の均等
とい う点 につ いて は、 今後 とも 留意 しな がら 廉 価で 質の いい もの の調 達に つい て心掛
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けていきたいと思っております。
○江口議長

よろしゅうございますか。他にございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

ご発言がなければ、質疑を終了致します。

諮問第23号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたく考えます。
それでは、諮問第23号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第23号の経理規程（案）について原案どおり決定致し

ます。
次に、諮問第24号の情報公開規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

ご発言がなければ、質疑を終了致します。
諮問第24号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第24号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第24号の情報公開規程（案）について原案どおり決定

致します。
次に、諮問第25号の個人情報保護規程（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉
○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○江口議長

特にないようですので、質疑を終了致します。

諮問第25号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたくお願いします。
それでは、諮問第25号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第25号の個人情報保護規程（案）について原案どおり
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決定致します。
次に、諮問第26号の特定費用準備資金等取扱規定（案）について事務局の説明を受け
ます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

特にご発言がなければ、質疑を終了致します。
諮問第26号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたく考えております。
それでは、諮問第26号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第26号の特定費用準備資金等取扱規程（案）について

原案どおり決定致します。
次に、諮問第27号の基本財産（案）について事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。

特にないようですので、質疑を終了致します。
諮問第27号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第27号の基本財産（案）について原案どおり決定致し

ます。
次に、諮問第28号の経営計画（案）について事務局の説明を受けます。お願いします。
〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。よろしゅ

うございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
○江口議長

ご発言がなければ質疑を終了致します。

諮問第28号につきましても、修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任するこ
とをご了承頂きたく考えております。
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それでは、諮問第28号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

ありがとうございます。異議なしと認め、諮問第28号の経営計画（案）につ

いて原案どおり決定致します。
次に、諮問第29号の事業計画（案）及び諮問第30号の収支予算書（案）につきまして、
一括して事務局の説明を受けます。お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。ご質問、ご意見のある方はお願い致します。どうぞ。

○大浦評議員

これは事業が大分多いですけれども、この事業につきましては一般から募

集す るの か、 ある いは 財団 から 御用 聞き みた い にし てい くの かど っち かと いう こと、
もう 一つ 、さ っき 地区 協議 会云 々と 言わ れま し たよ ね。 僕は 大久 保地 区の 地区 協議会
の長を やっ てい ます けれ ども 、ど のよ うな具 体 的な連 携を とる とい うこ とで しょ うか 。
○諏訪事務局次長

事務局次長でございます。

まず事業の内容ですけれども、その事業によって一般から例えば民間連携事業などは、
一般 から 募集 をす ると いう 形で 、皆 さん から ご 提案 頂い た事 業を 実施 する 場合 もござ
います。
更に地域との連携の中では、私共の方の地区担当等が地域の方とお話をした上で、ど
のよ うな 事業 をす るか とい うの を決 めて いく と いう 形に なろ うか と思 いま す。 それと
はまた別に、私共の方で企画させて頂く事業もあるということでございます。
地区協議会の方は、学芸課の方から説明致します。
○鈴木学芸課長

学芸課長でございます。

地区協議会等との連携事業ですが、既に一昨年度から始めているもので、具体的には
例え ば四 谷、 それ から 、榎 、早 稲田 等の 地区 協 議会 の方 々と 、地 域の 歴史 文化 の、要
するに 史跡 めぐ りや 文化 めぐ りが でき るよう な マップ をつ くる とか 、他 のと ころ では 、
地域 の写 真展 を行 うと か、 現在 も作 業中 のも の です けれ ども 、早 稲田 地区 の方 の榎町
のもの がで きま した し、 それ から 、現 在調整 し ており ます のは 、戸 塚の 特別 出張 所が 、
今度 新し く地 域セ ンタ ーが でき る訳 です が、 そ れに 合わ せる よう な形 で写 真展 の開催
と、 やは りま ち歩 きの 地図 をつ くる 。こ れは あ くま でも 地区 協の 方々 、要 する に地元
の方 々が どう いう もの をつ くり たい のか 、ど う いっ た魅 力を そこ から 見つ けた いのか
とい うの をお 話し 頂い て、 アド バイ スみ たい な 形で 私共 の博 物館 の職 員が 、一 緒にい
ろいろ協議をさせて頂いてつくり上げていくというものでございます。
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○大浦評議員

じゃ、大久保はまだですね。

○鈴木学芸課長
○大浦評議員
○江口議長

はい、これからでございます。よろしくお願い致します。
わかりました。いいです。

他にございませんか。どうぞ。

○久保評議員

すごくご苦労さんでした。長い説明で、それだけに頭がこんなになってし

まった。
事業計画というのはここで審議するのですが、区議会では全く予算委員会みたいなも
のです から 、一 様に 大事 なこ とだ と思 うので す が、そ れで 数点 お伺 いし ます けれ ども 、
この 項の14ペ ージ と15ペー ジに 両方 の頭 のと こ ろに 、「 『江 戸城 外堀 』の 普及 啓発を
21年度ま での 受託 事業 から 、補 助事 業へ の移 管 を行 う」 と、 同じ 文言 があ るん ですけ
れど 、受 託事 業か ら補 助事 業へ の移 管の 目的 は 何な のか 。そ して 、メ リッ ト、 デメリ
ットは何なのかということをお聞かせ頂きたいのですが。
○鈴木学芸課長

学芸課長でございます。

今年度江戸城外堀跡、ご存じのように江戸城外堀跡の保存計画というものが、新宿区、
港区 、そ れか ら千 代田 区と の３ 区と の共 同作 業 で策 定さ れま して 、今 年度 から その普
及啓 発活 動と いう もの を、 受託 事業 とし て私 共 の博 物館 、財 団で やっ てい るも のでご
ざいます。
受託事業から補助事業への移管ですが、補助事業とすることで、例えば財団としての
収益 も含 めて なん です けれ ども 、よ り魅 力の 強 いも のを 、い ろい ろな 博物 館及 び財団
で様 々な 歴史 探訪 等も やっ てお りま すの で、 そ うい う様 々な 事業 とう まく 連携 をとっ
て事 業展 開を して いき たい と、 そう いう こと か ら、 是非 受託 事業 では なく て補 助事業
とい うこ とで 展開 させ て欲 しい とい うこ とを 、 文化 国際 観光 課の 方と 協議 させ て頂い
た結 果、 一応 こう いう 形で いい ので はな いか と いう 内諾 を頂 いて いる とい うこ とでご
ざいます。
○久保評議員

目的はわかりましたけれども、簡単に言って受託事業というのは、内容は

何ですか。そして、補助事業というのは、内容は何ですか。
○小野寺事務局長

性格は多少変わってきますけれども、大雑把に言いますと、受託事業

につき まし ては 実施 事業 の内 容、 規模 、制度 等 につい て、 すべ て区 が持 って いる 基準 、
決まり事でもって請け負うという形になります。
補助事業になりますと、それに財団の特性を生かして、区の方で決めた枠外の部分と
の例 えば 連携 であ ると か、 別の 要素 を取 り入 れ て実 施す ると いう とこ ろに つい ては、
目的 その もの を失 わな い限 り、 財団 の工 夫に 任 せる とい う形 で運 営す るこ とに なって
まい りま すの で、 現場 に近 い声 を反 映さ せな が ら現 実的 な形 で事 業を 起こ せる という
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形に 変わ って きま すの で、 そう いう 意味 では 、 区で 決め たと おり とい うと ころ でなく
てそ の枠 を超 えて 行え ると いう 点で は、 補助 事 業に なる メリ ット は大 変大 きい と考え
ているところです。
○久保評議員

そうすると、区からの受託事業、区からお金が出る補助、それを財団が独

自で咀嚼して事業を展開するととればいいんですか。
○小野寺事務局長
○久保評議員

そうですね。基本的にはそういうことでございます。

ありがとうございました。

次は69ページですけれども、この最初に、「文化観光国際課所管事業より補助事業と
して移管」という内容を教えてください。次長。
○諏訪事務局次長
○久保評議員

はい。

要するに今までは観光国際課がやっていたけれども、今度お金を……

○諏訪事務局次長

受託しておりました。受託につきましては各所管がはっきりしており

ます ので 、文 化観 光国 際課 に予 算が つい てお り 、そ れが 委託 費料 とし て私 共が 頂くと
いう 形で すが 、補 助事 業と して 実施 され る場 合 は、 地域 文化 部の 外郭 団体 の補 助金と
して 来る とい うこ とで ござ いま す。 文章 とし て は少 しわ かり にく いか と思 いま す。申
し訳ございません。
○久保評議員

ありがとうございます。

それから、３番目ですけれども、友好都市との交流というのが結構細かく載っていま
すけれども、友好都市等というのは、「等」というのは何ですか。
○小野寺事務局長

友好都市の「等」のところでが、例えば友好都市が提携をして、きち

んと した 自治 体の 中で そう いう こと をや って い る訳 です 。そ うで はな くて 私共 にゆか
りが ある 、歴 史で ある とか 文化 であ ると か他 の 自治 体が いら っし ゃる んで す。 例えば
最近 です と和 歌山 県の 熊野 神社 の関 係で 、鈴 木 氏の 関係 で繋 がっ てい ると か、 あるい
は前 橋の 方で 関孝 和と の関 係で 繋が って いる と かと いう こと もご ざい ます ので 、そう
いうところも大切に「等」の中でおつき合いをしていきたいと考えております。
○久保評議員

よくわかりました。それで、こちらは友好都市との交流でやるんでしょう。

友好都市提携の事業はあくまで区別と、こういうふうにとればいいんですね。
○小野寺事務局長

いえ、そうではなく、私共が所管は区でございますけれども、個々の

場面 でそ うい う事 業を 私共 がお 任せ 頂い てい る 部分 がご ざい ます 。例 えば 伊那 市との
旧高 遠と の関 係で とい うこ とに なり ます と、 民 踊連 盟の 方を 派遣 した り、 ある いは中
学生を夏季の期間……。
○久保評議員

事務局長は質問を、僕の言い方が悪いんだか違って捉えていると思うんだ

けれ ども 、僕 はず ーっ と一 番近 い国 の韓 国と 提 携を すべ きだ とい うこ とを 、も うここ
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十五 、六 年言 い続 けて きて いる んだ けれ ども 、 なか なか やら ない 。そ うい う提 携を結
ぶと いう 仕事 はあ くま で区 で、 こち らは 提携 し た都 市と の交 流と いう こと にな ってい
るんですか。
○小野寺事務局長
○久保評議員
○江口議長
○久保評議員
○江口議長
○赤羽評議員

そのとおりでございます。

わかりました。
よろしゅうございますか。
はい。
次、どうぞ。
２点お伺いします。

この収支予算書を見ていると、結構基本財産の運用益というのが850万と、結構ある
と思 った んで すが 、先 程お 伺い しま せん でし た が、 結局 基金 が５ 億円 とい うこ とで、
これ はあ くま でも 生涯 学習 財団 の基 金を スラ イ ドし てと いう こと で、 考え てみ たら文
化国 際交 流財 団の 方に も基 金と いう のは おあ り にな るん です よね 。け れど も、 その基
金は 、今 回は こち らに プラ スに しな いで 、区 に お返 しす ると いう こと でよ ろし いんで
すか。
○小野寺事務局長

一応私共の方としましては、それに対しては、文化国際交流財団が来

年３ 月を もっ て解 散す ると いう 決議 をし てお り ます ので 、最 終的 にそ の財 産を どのよ
うな 形で もっ て処 理を する のか とい うの は、 こ れか ら文 化国 際交 流財 団の 評議 員会、
理事会の中で最終的には決定をされるということでございます。
私共が判断をしましたのは、今、区の方の出えん金が５億円、自主的に積み立てたの
が２ 億数 千万 円あ る訳 です が、 この 基本 財産 と 運用 財産 をも って すれ ば、 事業 計画ど
おり に行 えば 区の 方の 財政 的な 支援 は、 毎年 行 われ る運 営助 成が あれ ば十 分や ってい
ける とい う見 通し が立 ちま した ので 、新 しい 財 団は 基本 財産 ５億 円と 私共 が今 まで積
み上 げた 運用 財産 によ って 十分 賄え ると 、こ う いう こと でこ の予 算書 をつ くっ たとい
うことでございます。
○赤羽評議員

でも、私もこれだけの運用益があるんだったら、そんな奥ゆかしいことを

おっ しゃ らず にそ ちら の分 もし っか り頂 いて 、 大事 な大 きな 区民 に還 元で きる 法人に
なる 訳で すか ら、 局長 の考 えが ある んで すけ れ ども 、そ れは しっ かり また 今後 検討し
て頂いてもいいと思うんですよね。大体そういう流れでもう決まっているんですか。
○小野寺事務局長

いえ、来年の３月までは文化国際交流財団は、そのものが存続してい

る訳です。
○赤羽評議員

ええ、それ以降の話として。

○小野寺事務局長

今の法律で言いますと、現在の財団が現在ある財産を、解散と同時に
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どの よう に整 理を する かと いう 決議 をす るの は 今の 財団 です 。私 共が 決議 する のでは
なく て今 の財 団が 決議 する とい う形 にな って お りま すの で、 その 辺に つき まし ては、
思いはあるにしても具体的な発言はできないという立場でございます。
○赤羽評議員

わかりました。

もう一点ですけれども、こういった大きな変化のある時だから一言お願いというか、
例え ば野 球場 など の料 金で すけ れど も、 ９年 前 でし たっ け、 いわ ゆる 区政 改革 プラン
でか なり 料金 アッ プし まし たよ ね。 それ で、 例 えば 中野 区と か、 隣地 との 地域 のグラ
ウンドは、新宿区は比較的高目なんですよ。
だからこの際、こういう変化の時に例えばその利用料を、同じならばいいんですけれ
ども 、例 えば 中野 区と 比べ て突 出し て高 いと こ ろが ある んだ った ら、 少し 見直 しをし
てもら うと か、 ナイ ター も10月一 杯し か使え な いとい うこ とを 承っ たこ とも ある ので 、
こう いう 時期 です から 、温 暖化 とい うこ とに な って 、だ から11月 まで ナイ ター を使え
ると かそ うい うこ とも 是非 この 変化 の時 に、 な かな か普 段一 つの 行政 のも のは 変化す
るの は難 しい ので 、是 非こ うい う大 きな 変化 の 時だ から こそ 、見 直し をし て頂 ければ
ありがたいという声が常日頃あるもので、是非検討して頂ければと思いますが。
○小野寺事務局長

ご要望は受けとめますけれども、いわゆる指定管理施設につきまして

は、 条例 の中 に料 金等 も丁 寧に 全部 事細 かく 書 かれ てお りま して 、そ の条 件の 中で経
営をするというのが指定管理者制度になっております。
従いまして、区の方の制度でそういう弾力的な運用ができるという形になれば、要す
るに 収益 と費 用の 関係 で私 共は 経営 して いか な けれ ばな りま せん 。収 益が 減っ て費用
は同 じと いう こと にな りま すと 、財 団自 身が 持 ち出 しを しな けれ ばな らな いと いう形
にな りま して 、こ れは それ こそ 雇用 から 何か ら 守れ ない とい う大 変な 非常 事態 を迎え
ることになるんです。
その要望を、区の方が受けとめて制度として対応するのであれば、私共の方もいろい
ろな 工夫 等も でき るの では ない かと 思い ます の で、 その ご意 見等 につ いて は区 にきち
んと 上げ た上 で、 どこ まで どう 対応 が可 能な の かに つき まし て、 話し 合い をし ていき
たいと思っています。
○赤羽評議員
○江口議長
○赤羽評議員

はい、よろしくお願いします。
よろしゅうございますか。
はい。

○小野寺事務局長
○江口議長
○佐原評議員

はい。

他にどうぞ。
単純な質問で恐縮ですけれども、先程次長の説明の中で、新しいのでも丁
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度同 じ時 期に 同じ よう なフ ェス ティ バル とか 、 レク リエ ーシ ョン とか が続 いて いたん
です けれ ど、 今度 統合 され る話 をさ れて いた ん です けれ ども 、幾 つぐ らい のフ ェステ
ィバルとかレクリエーション関係を、幾つぐらいに統合していくのか。
○諏訪事務局次長

事務局次長です。

別に数を決めている訳ではございませんし、先程計画のところで申し上げましたふれ
あい フェ スタ の方 につ きま して は、 １週 間前 後 のず れが ある ので 連携 でき れば いいな
とい うこ とで 、こ れも 決ま りで はな いの で、 今 後区 の方 を含 めて 話し 合い を続 けてい
こうということでございます。
現実的に何かを今すぐ統合して、フェスティバルを何かするとは考えておりませんの
で、 財団 と致 しま して は、 ４月 にレ ガス まつ り とい うの を実 施し てお りま すが 、これ
は機 能統 合す るこ とに よっ て新 宿文 化セ ンタ ー 等も 、連 携し てや って いき たい とは考
えて おり ます が、 その 他に マラ ソン のイ ベン ト 、秋 のス ポレ クの フェ スタ 等に つきま
しては、今までどおり、当面平成22年度は実施していきたいと考えております。
○佐原評議員

個人的には、シーズンに１週間置きぐらいに催しがあるというのは、恐ら

く準 備す るの も大 変だ ろう し、 出て いく のも 大 変だ ろう と思 うの で、 確か に数 が多け
れば 賑わ いが あっ てい いと は思 うの です けれ ど も、 やは りそ れだ け人 とお 金が かかっ
てく ると 思う ので 、で きれ ば統 合し てバ ーン と 花火 を打 ち上 げる よう なや り方 がいい
のかなと私は思っているんですけれども、そんなイメージでいくということですか。
○小野寺事務局長

できる分野では、今、佐原評議員がおっしゃられたように、可能な限

り統 合し て規 模の メリ ット を生 かし てい くと い う経 営戦 略を 、と って いか なけ ればい
けないと考えております。
○佐原評議員
○江口議長
○雨宮評議員

はい。
他にございますか。どうぞ。
国政の方は盛んに収益ということを強調されているんですけれども、もと

もと 新宿 区か らの 補助 金等 で運 営さ れて いる 事 業で あり 、や はり 区民 の皆 さん がどれ
だけ スポ ーツ にし ても 文化 にし ても サー ビス の 向上 があ った のか 。ま た、 各そ れぞれ
のサ ーク ルや 団体 が自 主的 な運 営を して いく 上 で、 やは り今 まで それ ぞれ 取り 組んで
きたと思います。
例えば多文化交流事業にしてみれば64ページに出ていますけれども、利益が上がるよ
うな とこ ろで はな い訳 です 。し かし 、そ の中 で も、 こう いう 全国 一外 国人 の方 が多い
新宿 区で の取 り組 みと して この 間や って きた 中 では 、そ れな りの 果た して きた 事業だ
と私 は思 って いる んで す。 そう いう 意味 では な かな かこ うい う収 益の 上が らな い、し
かし 、意 味と して は非 常に ある 、こ うい うと こ ろに つい ても 、収 益が 上が らな いとい
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うこ とを 理由 に今 まで の事 業が 縮小 した り、 そ うい うこ との ない よう に是 非今 後して
もらいたい。
同時に、先程の説明の中でも109ページの文化センターの事業、今まで文化センター
の財 団が やっ てき たい ろい ろな 取り 組み があ る と思 いま すけ れど も、 そう いう 中での
事業 を、 是非 独自 事業 でや って いた こと も十 分 に、 そう いう 人達 との 吸収 合併 のよう
な感 じに どう して もな りま すの で、 新た な財 団 をつ くる とい うこ とで 、実 質的 には今
まで のこ この 財団 が中 心的 にな って いく 訳で す けれ ども 、そ うい う方 々の 意見 も、十
分に 含め てや って 頂け れば と思 って いる んで す けれ ども 、そ の点 につ いて 聞か せて頂
ければと。
○小野寺事務局長

今、雨宮評議員のおっしゃいましたように、費用とは要するにお金、

財源 の問 題だ けで 私共 が実 施す る事 業を 見て は いけ ない とい うの は、 全く その とおり
でございます。
大雑把に申しますと、この事業計画の中で22年度に係る経費全体を見ますと、約25億
円で す。 その うち 実際 に指 定管 理の 事業 も含 め てみ まし ても 、実 際上 、要 する に実質
収支で見ますと収入というのは５億円ぐらいなものです。
ですから公的資金は、大雑把に見て20億ぐらいはこの事業のために入っているという
こと なの で、 私共 が収 益、 支出 と費 用の バラ ン スを 、収 入と 費用 のバ ラン スを 非常に
意識 して いま すの は、 例え ば指 定管 理と いう こ とに なり ます と、 幾ら で請 け負 うかと
いう よう な契 約に 基づ いて 行う もの です から 、 それ の水 準が 達成 でき ませ んと サービ
スも 削ら なけ れば いけ ない 。あ るい は人 件費 を 削る ため に職 員の 雇用 も守 れな いとい
う事態を招いてしましますので、これはきちんと経営として当初計画どおりやる。
例えば、自主財源を投入しているもの、これについてはプラスマイナスゼロの水準を
維持 しよ うと いう こと で、 職員 には 徹底 して い ると ころ です 。簡 単に 言い ます と、そ
れを 維持 しま すと 同じ だけ の事 業が 、翌 年度 ま た起 こせ ると いう こと です 。ず っと続
けて いけ るよ うな 形で 運営 をし よう とい うこ と で、 プラ マイ ゼロ の水 準と いう のは、
例え ばお 年寄 りや お子 さん 向け のも のに つい て は、 その 時点 で収 支は 赤字 にな ります
けれ ども 、一 般の 方が 参加 する もの につ いて は 多少 黒字 にな る。 黒字 の分 でそ の赤字
の分 が補 填で きる 水準 、こ れを 維持 しよ うと い うこ とで 、単 なる 売り 上げ を伸 ばそう
ということでの経営方針を立てている訳では決してないということです。
そういう意味から自主事業と指定管理事業については、きちんと目標値を達成できる
経営 を行 わな いと 、利 用者 の皆 さん やこ こで 働 いて いる 方達 にと って も、 責任 のある
経営 とは 言え ない とい う観 点か ら言 って いる 訳 で、 決し て収 益を 目的 にし てこ の全体
の事 業の 枠組 みを 組ん でい る訳 では ござ いま せ んの で、 その 辺に つい ては ご理 解を頂
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ければと思います。
○雨宮評議員

収益抜きでやれということを言っている訳ではないんですけれど、そうい

う新 たな 財団 がス ター トす るに 当た って 、そ れ ぞれ の違 った 中で 運営 され てき ている
だけ に、 そう いう それ ぞれ のと ころ から の意 見 等も 組み 込ん で頂 いて 、運 営を 図って
頂ければと思っています。
同時にこれは今、新しい財団ができる前に、私達にこういう説明を頂いていますけれ
ども、 基本 的に は新 しい 財団 が来 年ス タート を してす ぐに 新し い評 議員 会、 理事 会で 、
この 今の 事業 説明 を私 たち 頂き まし たけ れど も 、こ の説 明が あっ て実 際上 はス タート
すると、こういう流れになる。その辺の流れについて聞かせておいて頂けますか。
○小野寺事務局長

実は私共も、この手続について非常に迷ったりした部分がある訳です。

新し い法 律が でき た段 階で 、主 に内 閣府 の方 か ら発 信さ れて いる 情報 の中 で、 例えば
最初 の評 議員 のと ころ につ いて は、 新し い法 律 の根 幹を 占め る部 分だ とい うこ とから
法律 上も 規定 をさ れて いま すし 、そ の運 用に つ いて も丁 寧な 解説 をな され てい るとこ
ろです。
ところが、それ以外の機関については個別の説明はあるけれども、移行する際にどう
いう手 続と どう いう 決定 をす るか とい う部分 に ついて 、丁 寧で ない 部分 があ る訳 です 。
例えば今日の評議員会も、現在の寄附行為に基づき設置された評議員会であると、し
かし 、22年４ 月１ 日に 移行 する こと を前 提と し た議 案を 、扱 わな けれ ばい けな いとい
う問 題に あり ます よう に、 十分 その 辺の とこ ろ まで 配慮 が行 き届 かな かっ たの かとい
う部分もある訳です、制度上の問題で。
そこで今回私共は前段に少しお話をさせて頂きましたが、現在の寄附行為で規定され
てい る要 件と 新し い定 款の 中で 定め てい る要 件 を、 同時 にク リア する よう な形 で実際
には 進め てい かな いと 、新 年度 を迎 えた 段階 で 困る こと が出 てき はし ない かと 思って
いたところです。
従いまして、こういう形で進めておりますが、新しい評議員の方が着任するのは来年
の４ 月１ 日以 降に なり ます 。こ の評 議員 会や 理 事会 で、 今後 いろ いろ なこ とを 決めて
いった 内容 につ きま して は、 新し く選 ばれた 方 がまだ 着任 はし てお りま せん けれ ども 、
同質 、同 量の 情報 を皆 さん にき ちん とこ ちら の 方か ら提 供し てい き、 ４月 の段 階では
ある 程度 内容 が解 って いる とい う状 況で 着任 し て頂 ける よう に、 最大 限の 努力 をして
いきたいと考えております。
○小菅評議員

時間もたくさんないようなので短目に、意見というか要望になるかもしれ

ません。
事前に今日の評議員会の資料を、お送り頂きましてありがとうございました。大変な
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職員 のご 努力 がよ くわ かり まし た。 私も 就任 し て何 年か にな りま すけ れど も、 こんな
分厚 い資 料を 事前 に送 付頂 きま して 、作 るの も 大変 です けれ ども 、私 共も 大変 時間を
かけ て読 ませ て頂 きま した 。前 年度 に比 べま し て事 業の 計画 、領 域、 種目 とも 大変に
増えているということが言える訳です。
そういう意味では、今区長が提唱している協働事業の、最たる形態を踏む新しい財団
にな って スタ ート する ので はな いか と思 うん で す。 区民 にと って 大変 大き い期 待を背
負っ てい る割 に、 一つ とし ては 、２ つの 財団 が 、同 じく らい と言 って も法 人の 格が違
う財 団が 吸収 合併 、発 展合 併を する 訳で すか ら 、職 員間 の融 合を 具体 的に 図っ て頂き
たい 。こ れも 簡単 には いか ない と思 いま すけ れ ども 、お 互い にい い点 を認 め合 いなが
ら新 しい 財団 に向 けて スタ ート して 頂き たい 。 従っ て局 長あ るい は次 長は 、そ ういう
職員間の融合ということを私は前提として考えて頂きたいと思います。
２つ目は、今申したように職員の心身の負担というのは大変だろうと思います。そう
いう意 味で は人 事面 とか 事業 面で 初め の年で す から、 余り 局長 、次 長の 期待 に応 えて 、
ある いは 区民 の期 待に 応え てと いう こと で、 職 員の 皆さ んが 余り フル 回転 しな くて、
手を 抜け とい うの では なく 、あ る程 度こ れだ け の量 をこ なす とい うこ とは 大変 な負担
になる と思 いま すの で、 健康 面に 十分 留意し て 心身の 過重 負担 のな いよ うに 是非 局長 、
次長 はコ ント ロー ルを お願 いし たい と、 その 上 で新 しい 事業 を期 待し てい ます ので、
その点はよろしくお願いしたいと思います。
最後にもう一つ、この新宿区生涯学習財団という名称、あるいはレガスという名称は、
継承 は恐 らく しな いだ ろう し、 継承 しな いと す ると 何か 悪用 され ない か、 ある いは法
的に これ を使 って はい けな いよ うな 法的 な防 御 策が でき るの かど うか 、そ の点 は私も
不勉 強で すけ れど も、 この 新宿 区生 涯学 習財 団 とい う名 称、 レガ スと いう 愛称 、この
辺を今後どう生かすのか、もしわかったらその点を教えて頂きたい。
以上です。時間がないところをすみません。短めで結構です。
○小野寺事務局長

いずれも大事なことの指摘だと思います。職員間の融合という問題に

つい ても その とお りで ござ いま して 、そ れぞ れ いい とこ ろを 持っ てい る団 体が 一緒に
なる 訳で すか ら、 相乗 効果 を発 揮で きる よう な 形で 事業 を行 うこ とが 、区 民の 皆さん
に対 する 私共 の責 任と いう こと があ りま すか ら 、そ れを 担当 する 職員 が、 そう いう立
場に立ちきれることが必要だと思っております。
従って、今年度も別組織ではありますが、まず課長会等については、こういう議案等
もそ うで すが 、合 同課 長会 とい うこ とで 、一 緒 に課 長会 を行 って 情報 交換 を行 うとい
うこ とを やっ てお りま すし 、こ の事 業計 画を つ くる 際に は、 それ ぞれ 担当 者の レベル
から 、私 も全 事業 につ いて すべ て説 明を 受け て 、思 いも 含め て受 けと めた つも りでご
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ざいますので、それは事業に反映されているだろうと思います。
職員の心身の負担ですが、正直申しまして私も含めて目一杯の状況で、何とか今の要
請さ れて いる こと につ いて 応え よう とい うこ と で、 頑張 って きま した 。大 変疲 れると
思い ます が、 よく 仕事 をし たと いう 意味 では 、 職員 一人 一人 のこ の間 得ら れた 成果と
いう のも 大変 なも のが ある だろ うと 思い ます 。 幸い みん な一 応健 康で 現在 も仕 事をし
てい ると ころ です が、 その 辺に つい ても 必要 な 配慮 をし なが ら、 職員 の能 力が 生かせ
るような方向で運営をしていきたいと思います。
○小菅評議員

お願いします。

○小野寺事務局長

最後３つ目ですけれども、レガスの名称でございますが、これは新宿

区の 世論 調査 等も 見ま して もレ ガス とい う呼 称 が大 変定 着を して おり ます 。事 業にも
そう いう 呼称 が随 分つ いて おり まし て、 私が 耳 にす ると ころ では 、生 涯学 習財 団とか
新し い未 来財 団と かと いう こと では なく 、区 民 にと って 親し みの ある 場所 、団 体とし
てはレガスじゃないのかという声が大変大きく、多く頂いております。
従いまして、これは大事に継承をしていきたいと考えております。ただ先程ありまし
たよ うに 商標 登録 みた いな 形で 、他 の人 が使 え ない よう な形 で手 続を して いる かとい
うこ とに なり ます と、 そう いう 手続 はし てお り ませ んの で、 単に レガ スは この 団体が
使っ てい るか らい いの であ って 、他 の方 が使 っ ても 余り 意味 がな いと 思っ てい ました
ので 、い わゆ る権 利の 保存 のた めの 手続 等は 、 現在 のと ころ 行っ てい ない とい うこと
です。
○小菅評議員
○江口議長

ありがとうございました。
他にご質問、ご意見等ございますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○江口議長

では、ご発言がなければ質疑を終了致します。

諮問第29号、第30号につきましても、軽微な修正が生じた場合には、その修正を理事
長に一任することをご了承頂きたくお願い致します。
それでは、諮問第29号、事業計画（案）について原案どおり決定することにご異議ご
ざいませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第29号の事業計画（案）について原案どおり決定致し

ます。
次に、諮問第30号、収支予算書（案）について原案どおり決定することにご異議ござ
いませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○江口議長

異議なしと認め、諮問第30号の収支予算書（案）について原案どおり決定致

します。
では、次に、諮問第31号の公益法人認定書類（案）について事務局の説明を受けます。
お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長
○久保評議員

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はお願い致します。
31号の冒頭に、公益法人認定書類（案）についての最後に、「移行認定申

請書類 にか かる 変更 が生 じた 場合 には 、その 修 正を理 事長 に一 任す る」 とあ りま すね 。
この 理事 長一 任の 問題 は、 ９号 から31号 まで 議 長が 、「 意見 がな い場 合は 」と 言った
後で、決定の前に言われた言葉がずっとあるんですね。
それで、僕は議長の揚げ足を取るつもりでは決してないのですが、実は９号から31号
の中 で、17号 議案 の諮 問と 、そ れか ら、29号 議 案の 諮問 の事 業計 画、 この ２つ だけは
「軽 微な 修正 があ る場 合は 、理 事長 に一 任」 と 言わ れた 。特 別意 味が あり ます か。17
号と 、そ れか ら、29号 につ いて だけ 、「 軽微 な 修正 があ る場 合に は、 理事 長に 一任」
と言われたんですよ。意味があるのかどうか。
○諏訪事務局次長

事務局次長でございます。

基本的にはすべて軽微な修正と考えておりまして、ないことを願いますけれども、大
きな 修正 があ った 場合 は、 再度 理事 会等 の決 定 を受 けな けれ ばい けな いと 考え ており
ます。
ただ定款や規程につきましては、てにをはの軽微なところと、それから、表現につい
てか なり 東京 都の 方で 指摘 をさ れる 場合 が多 い ので 、表 現等 につ いて も、 意味 の内容
が変 わら ない 場合 は軽 微な 修正 とし て、 表現 等 の変 更に つい ても 、一 任で きる ものに
つきましてはお願いを申し上げたいということでございます。
○久保評議員

実はその軽微な修正というのは、軽微というのはどこからどこまでを指す

のか とい う問 題と 、そ れか ら、 それ がな くた だ 修正 を理 事長 に一 任と した 場合 に、も
っと大きな問題に遭遇する。
定款の変更については評議員会の権限です。評議員会が定款の変更をすることはでき
る。 承認 する こと はで きる 。で すか らこ の９ 号 から31号 の中 の定 款を 除い たら 、すべ
て定 款に かか わる 諮問 だと 思う 。そ こで 単な る 修正 は理 事長 一任 であ った ら、 まるっ
きり評議員会は要らない。
だから、軽微なという意味が入るのだろうと思うんですよね。それでなければいけな
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いと も思 うし 、そ の場 合に やは り軽 微と は何 か とい うこ とだ けは 、事 務局 の方 で一定
の見 解を 持っ てい た方 が、 後で 区民 から おか し いと 言わ れた 時に 乗り 越え られ ると思
うので、そういうことを言いたかっただけで、わかりますか。
○小野寺事務局長

ええ、わかります。当然ここは諮問機関でございますから、ここでの

意見 をき ちん と受 けた 上で 、理 事会 もそ のま ま 伝え てい きた いと 思い ます し、 まして
や今 後は 定款 等の 変更 その 他に つい ては 、評 議 員会 の決 定権 限と いう こと があ ります
ので 、本 来根 幹に かか わる 部分 を理 事長 が任 せ られ ると いう こと は、 当然 無効 になり
ます ので 、そ うい う通 常考 える べき こと につ い て、 十分 考慮 した 上で の範 囲内 という
ことで考えております。
あとは、軽微というのはどの範囲まで言うのかという問題も、当然議論になるところ
でし たの で、 私も 定款 の事 業の とこ ろで は、 例 えば ガイ ドラ イン 上で17の 事業 が書い
てい ます が、17の 事業 では 表現 し切 れな いと い う事 業が ある ため に私 共は そう いう表
現を 使っ たと 、た だ審 査を する 側は 私共 の定 款 に定 めた ９号 事業 の表 現が 、こ れとこ
れは 一緒 につ けて やる こと によ り、 内閣 府が 示 して いる ガイ ドラ イン に適 合す るから
その よう に変 えな さい と言 われ た時 に、 例え ば ９号 事業 が８ 号事 業に なっ て、 事業の
中身 は全 然変 わら ない のに 、号 数を １つ 削っ て ２つ のも のを １つ にし たと いう のが、
これ は根 幹に 係わ るか らだ めと いう こと では な く、 実質 的な 内容 が大 きく 変わ らない
限り は、 軽微 な変 更と して ご承 認を 頂け れば と いう つも りで ご説 明を させ て頂 いたと
ころで すが 、今 、久 保評 議員 の言 われ ている こ とにつ いて はも っと もだ と思 いま すし 、
きち んと 受け とめ て、 仮に もこ この 評議 員会 で の諮 問に 対す る意 見そ の他 につ いて、
ないがしろにすることがないよう心していきたいと思います。
○久保評議員

その点はよくわかりました。

あと１点あるんですけれど、それはこの９号から31号までの諮問の中に、大体最後の
部分 に改 廃の 問題 が出 てい るん です よ。 それ が ３種 類あ る。 １つ は評 議員 会の 決議に
基づ いて 改廃 を審 議す る、 その 次は 理事 会の 決 議に 基づ いて 改定 の審 議を する 。そし
て、もう一つ、これは３つあるんですよね。
○小野寺事務局長
○久保評議員

それと監事があります。

そうそう、監事会、改廃が監事会であったり評議員会であったり理事会で

あっ たり する 、そ れを 一つ 一つ の説 明を して く ださ いで はな いで す。 一般 論と してこ
の３ つの 機関 の改 廃権 限と いう のは 、一 体ど こ にど うい う違 いが ある のか と、 これは
理事会です、これは評議員会です、これは監事ですと、わからなくなってしまうよ。
○小野寺事務局長

これも少し説明不足だったかもしれませんが、現在の寄附行為で求め

られ てい る評 議員 会、 理事 会、 監事 等の 役割 と 、今 諮問 し決 定し て頂 いた 定款 による
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役割等がそれぞれ違っている訳です。
現在の評議員会は、寄附行為に基づく評議員会ということで開いておりますので、寄
附行 為に 基づ くも のだ けで やり ます と、 新し い 定款 の部 分と の係 わり がな くな ってし
まう 。新 しい 定款 に係 わる 部分 を決 議、 決定 等 をす るの が問 題で はな いか とい う指摘
を受けるおそれがある。
しかし、新しい評議員だけの選任事項についてだけは、きちんと丁寧に国の方で定め
ていた けれ ども 、そ の他 の役 職員 が移 行まで の 間の必 要な こう いう 事務 手続 につ いて 、
どこ がど のよ うな 権限 を行 使し てや ると いう こ とが きち んと 謳わ れて いな いと いう、
大変迷うところが現在の制度上ある訳です。
従いまして、まだ施行はされておりませんが、新しい定款で求められているそれぞれ
の役 割の 部分 と、 今の 寄附 行為 で求 めら れて い る役 割の 部分 を、 両方 重な るよ うな形
で決 めて いき たい とや って いる 訳で 、例 えば 今 の例 で言 いま すと 、理 事会 が決 定する
とい うも のに つい ても 、あ えて この 評議 員会 の 場に 諮問 をし たと いう こと で、 確かに
非常 に分 かり 辛い 部分 では あり ます けれ ども 、 こう いう 過渡 期に ある とい うこ とで止
むを 得な い事 情だ ろう と私 共は 思い まし て、 古 いも のと これ から 来る もの が混 在した
形で ご説 明し た関 係上 、大 変わ かり づら い説 明 で申 し訳 ござ いま せん が、 結果 、明後
日行 われ る理 事会 にお いて も、 評議 員会 の権 限 で決 める 部分 につ きま して も、 今の理
事会 の係 わり の部 分も 考慮 した 上で 、す べて 議 案と いう 形で 、提 案を させ て頂 くとい
う形 で進 めて いき たい と考 えて いる とこ ろで 、 歯切 れが 悪い 説明 で大 変申 し訳 ござい
ませんが、そういう事情でございますのでよろしくお願いします。
○久保評議員
○江口議長
○久保評議員
○江口議長

ありがとうございました。よく分かったとは言わないけれども、結構です。
よろしゅうございますか。
はい。
では、質疑を終了致しまして、今ご意見もなされました諮問第31号につきま

して も、 修正 が生 じた 場合 には 、そ の修 正を 理 事長 に一 任す ると いう こと をご 了承頂
きたくお願い申し上げます。
それでは、諮問第31号について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

異議なしと認め、諮問第31号の公益法人認定書類（案）について原案どおり

決定致します。

〈資料内容についての説明省略〉
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以上が予定されておりました議事でございますが、事務局の方から報告事項があるそ
うでございますので、お願いします。
○小野寺事務局長

つい直前の議論に関係するところでございますが、私共としましては、

これ から 、東 京都 とい いま すか 、都 は権 限を 持 って おり ませ んの で、 そこ で設 置して
おり ます 審査 会等 との やり とり 、動 きの 中で 、 今日 決定 して 頂い た内 容の 中で 、軽微
とは 言え ない 大き な変 更を 伴う 変更 を求 めら れ た場 合に は、 再度 お諮 りす る必 要があ
るという認識でおります。
その関係上、従前でございますと職員の給与規程を初めとし、12月に予定している評
議員 会、 理事 会で はそ の申 請手 続が 間に 合わ な い場 合に は、 改め て評 議員 会、 理事会
にお諮りする必要が出てくる可能性がございます。
皆さん大変お忙しい方ばかりで申し訳ございませんが、来年の４月に何としてでも公
益認 定を 受け るた めに 必要 な手 続で ござ いま す ので 、そ の際 には 大変 ご迷 惑か とは思
います けれ ども 、再 度招 集さ せて 頂き ますの で 、ご出 席方 々よ ろし くお 願い した いと 、
報告事項として申し上げておきたいと思います。よろしくお願い致します。
○江口議長

以上で予定している事項を終了致しますけれども、皆さんの方からこの機会

に是 非と いう こと がご ざい まし たら 、時 間が 大 分経 過し てお りま すが 、お 受け 致した
いと思いますが、よろしゅうございますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

はい。

では、今日は長時間にわたりまして、ご審議頂きましてありがとうございました。
これをもちまして評議員会を終了致します。どうもありがとうございました。
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