第２回

理事会

平成２１年８月２７日

○中山理事長

皆さん、おはようございます。

本日は、お忙しいところをご出席頂きましてありがとうございます。また、日頃から
本財団のあり方について貴重なご意見を頂戴し、誠にありがとうございます。
それでは、定足数の確認を行います。事務局から、報告をお願いします。
○小林経営課長

理事現在数15名、定足数10名のところ、ただいま12名の方のご出席を頂

いて おり ます 。残 りの 方１ 名か ら、 書面 表決 の ほう を頂 いて おり ます ので 、合 計13名
のご 出席 があ ると いう こと で定 足数 に達 して お りま すの で、 本理 事会 は有 効に 成立し
ていることをご報告申し上げます。
○中山理事長

ただいま事務局から報告がありましたとおり、理事会は有効に成立してお

ります。
既にご通知申し上げましたが、これからご審議頂きますのは、財団法人新宿区生涯学
習財 団最 初の 評議 員候 補者 の推 薦、 およ び平 成 21年度補 正予 算（ 案） 、評 議員 の選任
についてです。
ただいまから平成21年度第２回財団法人新宿区生涯学習財団理事会を開会致します。
議事に入る前に、議事録署名人の選出を行います。本日は、武井理事と新田理事にお
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）
○中山理事長

それでは、両理事にお願い致します。

これより議事に入ります。
議案第９号、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員候補者の推薦について、まず
事務局の説明を受けます。事務局、お願いします。
○小野寺事務局長

議案第９号、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員候補者の推薦

についてでございます。
この議案につきましては、過日５月28日の理事会で、寄附行為並びに最初の評議員の
選定 方法 等に つき まし て議 決を 頂い たも のに 所 要の 申請 等の 手続 等を 行っ たと ころ、
認可が得られたために、この議案にしたものでございます。
詳しいこの議案の内容につきましては、事務局次長から説明させますので、よろしく
お願い致します。
○諏訪事務局次長

それでは、私のほうから説明させて頂きます。

今、局長のほうから申し上げましたように、前回の理事会でご審議頂きました、財団
法人 新宿 区生 涯学 習財 団最 初の 評議 員選 定委 員 会設 置規 程が 、東 京都 の認 可が ７月21
日に 得ら れた とい うこ とで 、７ 月21日付 で施 行 され まし た。 これ に伴 いま して 、最初
の評議員選定委員の委嘱を行ったところでございます。
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こちらの規程、第５条「候補者の推薦」に、候補者の経歴、それから候補者とした理
由、当 財団 ・役 員等 との 関係 等を 挙げ て推薦 す るとい うこ とに なっ てお りま す。 また 、
こちら の候 補者 を推 薦で きま すの は、 評議員 会 と理事 会と いう こと にな って おり ます 。
これに基づきまして、昨日行われました評議員会のほうで、９名の方のご推薦を得て
いる とこ ろで ござ いま す。 さき に理 事の 皆様 全 員に お送 り致 しま した 推薦 状で 、上が
ってきた方が、議案第９号に書いている方々でございます。

〈推薦状内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは、質疑に入ります。

議案第９号について、ご意見、ご質問のある方、お願い致します。いかがでしょうか。
○中山理事長
○小澤理事

どうぞ、小澤委員。
これでいうと、11番の谷頭先生ですけれども、現在、理事におなりになって

いる のが 、今 度、 評議 員に 推薦 され ると いう の は、 どう かと 思う んで すけ れど も、そ
の点いかがでしょうか。
○中山理事長

事務局、よろしいですか。

○小野寺事務局長

過日の理事会でもご説明を差し上げたかと思いますが、昨年12月１日

に新 しい 法律 が施 行さ れま して 、新 しい 法律 に 基づ く財 団と して 新た に立 ち上 げて頂
くという作業を、現在、進めているところでございます。
この中で、現在は民法34条の法人という立場でございまして、現在、法律的には理事
会も 評議 員会 も、 特段 、位 置づ けら れて いる と いう もの とは なっ てご ざい ませ ん。新
しい 法律 では 、評 議員 会は 議決 機関 とい うこ と で、 大変 大き な経 営に 対す る権 限を持
つと いう 立場 に変 わっ てき まし て、 そう いう 意 味か らも 、従 前の 理事 会と は理 事会の
性格 が異 なり ます し、 また 評議 員会 にお いて は 、こ れか ら重 要な 施策 の決 定を する機
関と いう こと にな った とこ ろか ら、 谷頭 様を ご 推薦 する とい うこ とで の推 薦書 を頂い
ているところでございますので、大変大きな役割になるというものでございます。
○中山理事長
○新田理事

他にはいかがでしょうか。
質問ですけれども、これは私達理事会の理事としても同じ立場ですけれど、

これ は殆 ど「 何と か協 会理 事」 とか 「課 長」 と かと いう よう に、 一つ のポ スト で推薦
にな って いま すね 。こ の人 が、 途中 で任 期が 変 わっ てし まう と、 これ はそ こへ 次の人
が入 るん です か。 その 人は その まま 任期 中い る んで すか 。こ の辺 の判 断は どう なんで
すか。
○中山理事長

事務局、お願い致します。事務局長。
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○小野寺事務局長

新しい法律で、求められていますのは、安定的な機関として設置する

ということが前提となっておりまして、任期は４年以上となってございます。
従いまして、今後着任のポスト等について、現職としては書いてございますが、ご本
人に特段の事情がなければ、継続してこの立場を維持するということになります。
ただ、区の行政組織でございますので、行政関係事業も多く取り扱っている関係上、
区の ほう の意 向等 の中 で変 わる 必要 があ ると い うこ とで あれ ば、 所定 の手 続を 経て変
更するという形になります。
○中山理事長

そうすると、いわゆる原則的には、各個々人を任命すると。ですから、職

指定 とか 、そ うい う考 え方 では ない 。し かし な がら 、組 織上 の必 要が あり 、そ の人の
ほうが適任の時には代わることもある、そういう考え方でよいわけですね。
○小野寺事務局長

そうですね。ポストではなくて、その御人について選任するというこ

とでございます。
○新田理事

そうしますと、例えば所属している団体から、「代わったから変えてくださ

い」と言ってきたらどうなるんですか。
○小野寺事務局長

そういうこともあろうかと思いますが、それは新たに設置された評議

員会の中で、その旨、審議して決定するということになってくるかと思います。
○中山理事長
○新田理事
○中山理事長
○橋本理事

よろしいですか。
わかりました。非常に大事なことなので聞きました。
そうですね。どうぞ。
前からの継続というのも結構重要だと、今、話に出たような気がするんです

けれど 、今 、こ の中 で前 から 継続 され る方と い うのは 、何 人位 いら っし ゃる んで すか 。
今まで、ちょっと形式が変わると言われました点ですけれども。
○小野寺事務局長

現況の評議員をされている方で、今後も引き続きというか、ご推薦を

受けている方は、この中で５名いらっしゃいます。
○新田理事

そうですか。では、半分以上変わるということで、かなり刷新されるという

形で理解してよろしいわけですね。
○小野寺事務局長

ええ、そうでございます。昨日の評議委員会の中でご推薦された方に

つき まし ても 、従 前と は大 きく 変わ った 方々 が 推薦 され てい ると いう こと にな ります
し、 今日 、議 決を 頂い た場 合に は、 これ が選 定 委員 会の ほう にこ のま ま回 りま して、
選定 委員 会の ほう が今 度は 客観 的な 目で 、こ の 財団 にと って 必要 な評 議員 を選 定する
という作業に入っていくものと考えております。
○新田理事
○中山理事長

ありがとうございます。
他にはいかがでしょうか。
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それでは、皆様のお手元に、最初の評議員選定委員会の設置規程等も参考までにお配
りし てあ りま すが 、こ の最 初の 評議 員候 補者 の 推薦 につ いて は、 第９ 号議 案に 示すと
おり、この方々を推薦するということでよろしいでしょうか。
質疑について、まだありますか。
○武井理事

評議員会のほうから推薦されていらっしゃる方は何人ですか。

○諏訪事務局次長
○武井理事

ここの方とは、全く別の方ですか。

○諏訪事務局次長
○武井理事

そうですね、全部で21名になります。

その中から、そうすると、この選定委員会で何人ぐらい選ばれるんですか。

○諏訪事務局次長
○武井理事

別の方でございます。重なっていらっしゃる方はいらっしゃいません。

そうすると。両方で20…。

○諏訪事務局次長
○武井理事

昨日、９名の方が推薦者として……

定款案では、15名から20名と考えているところでございます。

そうですか。わかりました。今度、なかなか出席される条件が厳しくなりま

すでしょう。ご本人が必ず出席しなければいけないという。
ありがとうございました。結構です。
○中山理事長

それでは、他にご意見、ご質問等はございませんでしょうか。

ご発言がなければ、この第９号議案について、質疑を終了してよろしいでしょうか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

それでは、議案第９号、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員候補者

の推薦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）
○中山理事長

それでは、異議なしと認め、議案第９号は原案どおり決定致します。

引き続き、議案第10号の平成21年度補正予算（案）について、事務局の説明を受けま
す。事務局、お願い致します。
○小野寺事務局長

議案第10号、平成21年度補正予算（案）について、ご説明させて頂き

ます。
この議案につきましては、新宿区の実行計画によりまして、文化・国際交流財団と、
私ど も生 涯学 習財 団と の機 能統 合と いう 方針 を 受け まし て、 現在 、作 業を 進め ている
とこ ろで ござ いま す。 合わ せて 、新 法に 基づ く 新公 益財 団法 人と して の創 設を 考えて
いる わけ でご ざい ます が、 それ ぞれ の財 団で 現 在行 って おり ます 仕事 の仕 方等 につき
まし て、 また 、制 度等 につ きま して も、 若干 の 違い 等が ござ いま す。 新た な財 団とし
て出 発す るに 当た って 、例 えば 経理 、経 営財 務 上の シス テム を統 合す ると いう 作業等
が必 要に なっ てき ます 関係 上、 この 補正 予算 全 体は 、統 合に 伴う 経営 環境 を整 えるた
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めに必要な経費につきまして見積もったものでございます。
詳しい内容につきましては、次長から説明させますので、よろしくお願い致します。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは、今、説明のありました議案第10号、文化・国際交流財団と、そ

れか らこ の生 涯学 習財 団が 統合 する に際 して の 準備 をし てい く必 要な 予算 とし て、皆
様方 にこ れを お諮 りし てい ると ころ でご ざい ま す。 どう ぞ、 ご意 見、 ご質 問等 、お願
い致します。いかがでしょうか。
○武井理事

この新宿文化・国際交流財団というのは、今現在どこにあるんでしょうか。

○小野寺事務局長

東新宿という地名でございますが、新宿区立新宿文化センターという

のがございます。ご存じでしょうか。
○武井理事

文化センター、わかります。はい。

○小野寺事務局長
○武井理事

そちらの中に、事務局が設置されております。

そうですか。それで統合されるということは、移動ということですか。

○小野寺事務局長

執務の場所としましては、規模はともあれ、あそこにもきちんとした

拠点 とし て機 能を 発揮 する 必要 がご ざい ます の で、 事務 所機 能は 継続 され てい くもの
ということで、現在予定しております。
○武井理事
○中山理事長

ありがとうございました。結構です。
よろしいですか。他にはいかがでしょうか。どんなことでも結構ですので、

ご意見、ご質問等、お願い致します。
どうぞ、谷頭理事。
○谷頭理事

まだよく見えないんですけれども、２つのものが一緒になるということで、

この 予算 を増 やし ます ね。 あち らは あち らで 、 現在 の財 団と して やっ てい るわ けです
が、向こうの今後はどういうふうに予算がついていくんですか。
○小野寺事務局長

文化・国際交流財団のほうも、評議会、理事会での決定を受けまして、

現在 の寄 附行 為上 、存 続期 間は 明年22年 ３月31日ま でと する とい うこ とで 、既 に定款
変更済みでございます。
従いまして、そこで精算を一度する必要がございますので、現在の財務等についての
精算 は翌 年度 にか かる かと 思い ます が、 今年 度 中に 事業 の譲 渡、 ある いは 基本 財産で
ある とか 剰余 金、 繰越 金等 の寄 附の 先等 につ き まし ては 、今 年12月の 段階 で決 定され
る予定ということになってございます。
また、新たな財団につきましては、この生涯学習財団も、現在の財団の法人格という
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か内 容と は大 きく 変わ りま して 、新 設さ れる 新 しい 法人 の下 に、 私ど もも 一緒 に入る
こと にな りま すの で、 全く 別の 仕組 みの 中で 、 事業 や、 ある いは 人事 等は 引き 継ぎな
がら行っていくという形になってくると思います。
○中山理事長
○谷頭理事

よろしいでしょうか。
では、単に２つのものが一緒ではなくて、新しいものができるということで

すか。
○中山理事長

２つのものを、機能等を一緒にして、新たな公益財団法人として、今後、

運営を図っていくということです。
○谷頭理事

どっちがどっちを吸収とか、そういうことではなくてですね。それが、何か

よく分からないんですよね。
○小野寺事務局長

法律的なことでいいますと、片方は解散しますので、法律的には私ど

もの財 団が 引き 継ぐ 、吸 収す る形 にな ります 。 それは 、手 続上 の問 題で ござ いま して 、
実態 上は 、事 業等 につ きま して は全 面的 に新 し い財 団が 引き 継ぐ とい う形 にな ります
ので 、こ の法 人の 前提 が、 サー ビス の質 ・量 等 を低 下さ せず に、 統合 によ るメ リット
を今 まで 以上 に発 揮す ると いう 前提 でや って ご ざい ます ので 、後 ほど 報告 事項 の中で
若干触れさせて頂きますが、ご心配はないのではないかと思います。
○中山理事長
○武井理事

よろしいでしょうか。どうぞ。
当初予算というのは、この統合ということを予測しないで立てられたもので

すよ ね。 今度 、い ろい ろな 機能 統合 でい ろい ろ 増え てい きま すの で、 今ま での 予算の
中で……
○新田理事

補正予算を組む。

○武井理事

ええ、補正してですけれども、今までと金額は全く変わりませんよね、トー

タルのところ。
○中山理事長

どうぞ。少し具体的に説明してください。

○小野寺事務局長

今回、増額する部分で、帳じりの部分は変わらないわけですが、１億

円を 、当 初予 算の 段階 では 、基 本財 産を 取得 す る経 費と して 計上 させ て頂 きま した。
実際 に統 合作 業を 進め てく る過 程の 中で 、よ う やく この ７月 ぐら いに なり まし て、そ
の全 容の 部分 が見 えて きま した 。新 年度 を迎 え るに 当た って 何を 整え てお かな いと、
新し い財 団と して の運 営に 支障 があ るか とい う こと を、 現況 を全 部棚 卸し した 上で点
検致 しま した 。点 検致 しま した とこ ろ、 先ほ ど 次長 が説 明し まし たよ うな 事項 につい
て、今年度に対応していかないと支障が出るということが判ってきました。
従いまして、当初、基本財産を取得するという形で計上していた１億円の中から、約
5,700万円をこちらのほうの経費に回して、それでこの仕事を進めていこうということ
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にし た関 係上 、総 額の 増減 なし に、 内訳 の変 更 とい う形 で対 応す ると いう こと でござ
います。
○中山理事長
○武井理事
○中山理事長

よろしいでしょうか。
わかりました。
当初は、簡単に言うと積み立てとして持っておくというお金であったもの

を、 今回 、こ うい う必 要な 経費 が出 てき たの で 、統 合の ため の運 営に 必要 な経 費とし
て使わせて頂くという補正予算でございます。
○新田理事

小野寺さんにお聞きしたいんですけれども、この理事会の中で、この統合と

いう 話が いつ 頃か ら出 てき てど うか とい うこ と は、 はっ きり しな いん です けれ ど、統
合す ると いう 決断 は、 この 理事 会が する こと で はな くて 、区 が決 める こと です ね、基
本的 に。 そう いう 理解 でい いん です ね。 区が 決 める とい うの か、 統合 する とい う基本
的な ―今 、 新聞 で も、 全く 異 質の 会 社が 一 緒 にな ろ うと か、 そ の上 に ホー ル ディン
グ・ カン パニ ーを つく ろう とか とい う話 がし ょ っち ゅう 出て いる んで すが 、こ の統合
する とい うこ とに つい ての 、こ れか らの 時代 を 見て 、そ れか らい ろい ろな 経費 の節減
とか 少子 化時 代の 中で 、企 業は 統合 しよ うと 、 今異 質の もの でも やろ うと 思っ ている
んだ けれ ど、 これ を統 合し よう とい う決 断は 、 どこ で、 何時 され たの かと いう ことだ
け、教えてくれますか。後で説明があると思うんですけれども。
○中山理事長

では、手続やら、それも含めて。

○小野寺事務局長

この財団と致しましては、新宿区の実行計画が出た時点で、要するに

基本 財産 の全 額の 出資 者で ある 区の ほう の方 針 、計 画が この よう にな って いる という
こと を前 提と しま して 、私 ども 財団 の経 営す る 立場 上、 どう いう 統合 をす るこ とが財
団と して も一 番よ いも のな のか とい うこ とに つ いて 内部 検討 した 結果 、区 の方 針に沿
って やる こと のほ うの メリ ット が大 変大 きい と いう 判断 を致 しま して 、一 昨年 の12月
ぐら いに は、 私の ほう から 「区 の方 針に 従っ て 、そ うい う方 向で 取り 組ん でま いりま
す」 とい うお 話を させ て頂 いた とい うの が、 経 緯と して は、 大雑 把で ござ いま すが、
そういうことでございます。
○新田理事

だから、民間的な言い方をすれば、もう全株式を持っている区が決めた事を、

ここ の役 員会 はど うい うふ うに やろ うか とい う こと を審 議す る場 であ って 、こ の統合
することの意義とか何とかを討議する場ではないというふうに理解していいですね。
○小野寺事務局長
○新田理事
○中山理事長

ええ、そういう理解でございます。

わかりました。
少し補足しますと、基本方針は、区として区民の皆さんにもいろいろな形

でご意 見を 頂い たり 、お 示し して いる 実行計 画 の中で 決定 して いま す。 手続 とし ては 、
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例え ば財 団法 人の 新宿 文化 ・国 際交 流財 団が 、 いわ ゆる 解散 とい う決 定は 、そ の財団
とし て決 定し て頂 く。 そし て、 こち らに も、 一 昨年 にな るか と思 いま すが 、理 事会や
評議 員会 の中 でも ご報 告し たり 議論 して 頂い て いる 、そ うい うご 理解 を頂 けた らと思
いま す。 だか ら、 財団 とし ての 意思 を決 めて い くの は、 それ ぞれ の財 団と して 決めて
いくところでもありますので。
○小野寺事務局長

補足しますと、ここの財団の理事会として、最終的にどういう形かと

いう こと につ いて ご議 決頂 きま すの は、10月 に 予定 して おり ます 理事 会の 場で 、現在
は寄附 行為 です が、 新し い法 律に 基づ く定款 、 その定 款の 制定 に伴 う各 種事 業、 予算 、
これ から の経 営計 画等 につ きま して 、一 括し て 、制 度も 含め まし て、 この 理事 会の皆
さん にご 議論 頂い て議 決し て頂 くと いう のが 、 最終 的な この 理事 会の 意思 表明 の場と
いうことになってくるということでございます。
○新田理事

しかし、さっき言ったように、全株式を持っている区が決めた事だから、反

対だとは言えないということで理解していいんですね。
○小野寺事務局長

一つはそういう要素もございますが、提案させて頂きますけれども、

内容 も、 質的 なも のも 含め まし て、 事業 が大 変 充実 する とい うこ とが 検証 され てきま
した ので 、区 の方 針に より 私ど もが 意思 決定 す ると いう こと につ いて は、 当財 団の経
営と して も大 変よ い効 果が 得ら れる とい うこ と でご ざい ます ので 、そ の観 点か らご議
論、ご議決頂ければと考えるところです。
○新田理事
○中山理事長
○橋本理事

いや、解っていて聞いているので、すみません。
よろしいでしょうか。どうぞ。
機能統合に向けての補正予算ということですけれど、個々の題目にわたって

申し わけ ない んで すが 、一 番最 後に 、22年度 以 降の 拡充 とい うの は、 ユビ キタ スネッ
トワ ーク 事業 用タ ッチ パネ ル式 大型 モニ ター の 購入 、何 か特 殊な 機具 を、 ある 意味で
購入 する よう な予 算が 入っ てい るよ うな 気が す るん です けれ ど、 統合 に向 けて という
形から見てその辺についてはどうお考えになっていますでしょうか。
○中山理事長

具体的にお願い致します。

○諏訪事務局次長

統合は、文化・国際交流財団と私どもの統合の他に、観光ビューロー

機能 とか 観光 事業 も行 うよ うに と、 実は 区の 実 行計 画の ほう で位 置づ けら れて おりま
す。 この ユビ キタ スネ ット ワー ク事 業と いう の は、 後で また ご説 明申 し上 げる 機会も
あろ うか と思 いま すけ れど も、 新宿 区の 地域 と して の魅 力を 内外 に発 信し てい くこと
が、 新財 団と して の大 きな 事業 の一 つに なっ て くる かと 思っ てお りま すが 、そ のよう
な個 々の 、特 に博 物館 、学 芸課 を中 心に 、今 、 考え てい ると ころ でご ざい ます が、い
ろい ろな 新宿 区ゆ かり のも のに つい て、 ユビ キ タス ネッ トワ ーク を組 んで 、区 内の方
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も含 めま して 、区 外か らい らっ しゃ った 方に も 発信 して いく とい う、 今後 の新 財団の
大き な事 業と して 、22年度 から 充実 させ なけ れ ばい けな い事 業だ とい う位 置づ けでお
りま す。 その ため に、22年 度か らす ぐ取 り組 め るよ うに とい うこ とで 、今 回の 補正に
入れさせて頂いたということでございます。
○橋本理事
○中山理事長
○武井理事

ありがとうございます。結構です。
よろしいでしょうか。何か、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。
22年以降、統合された段階では、その時は人件費も、大きくなっていくわけ

ですよね。当然、全体の予算も。
○小野寺事務局長

本日の議案の後にということで、報告のところで若干触れようという

ふう に思 って いた 件で ござ いま すが 、今 の点 に つき まし ては 、昨 日の 評議 員会 の中で
も質 問が 出ま した ので 、若 干触 れさ せて 頂き た いと 思い ます が、 機能 の統 合を すると
いう こと につ きま して は、 先ほ ど触 れて いる と おり 、両 財団 の行 って いる 内容 を全部
棚卸 しし て、 より 効率 的に 、よ りサ ービ スが 行 き渡 るよ うな 仕組 みを つく って いこう
とい うこ とで 、こ の間 、ず っと 作業 して きた わ けで す。 そう いう こと から 、現 在の事
業も 基本 的に はす べて 引き 受け て行 いま すし 、 その 事業 を担 当す る職 員等 につ きまし
ても 、新 しい 財団 が全 部引 き継 ぐこ とに なり ま すの で、 人件 費と いう 点で 言え ば、両
財団 の職 員、 現在 、私 ども 財団 には29名 の固 有 職員 と、 あと は契 約職 員等 で、 全体で
三百 数十 名い るわ けで すが 、文 化・ 国際 交流 財 団の ほう は、 プロ パー 、い わゆ る財団
職員 が12名と 、非 常勤 職員 の方 が14名、 現在 い らっ しゃ いま す。 それ ぞれ 、人 事・給
与制 度等 に違 いが ござ いま すの で、 お１ 方ず つ 私の ほう で説 明を 申し 上げ て、 変更の
ある 部分 につ いて 了解 を得 て、 それ で引 き継 ぐ とい う形 にな って まい りま す。 固有職
員に つい ては 、す べて 一応 、お 話し しま して 、 基本 的に は変 更条 件を 受け 入れ て、自
分の 身分 を新 財団 に移 行す ると いう こと につ い ては 、ほ ぼ同 意が 得ら れて いる 状況で
ござ いま す。 今後 、取 り急 ぎ非 常勤 職員 の方 、 私ど もは 非常 勤と いう 制度 がご ざいま
せん ので 、そ れら の労 働条 件等 につ きま して 丁 寧に 説明 して 、了 解が 得ら れ、 ご本人
たち の継 続雇 用の 希望 があ れば 、そ の方 たち も 含め て新 しい 財団 の職 員と して 迎え入
れていきたいというふうには考えております。
○武井理事
○中山理事長
○新田理事

わかりました。結構です。
よろしいでしょうか。どうぞ。
これは、起案して、初めに討議に上がったのは２年ぐらい前と言いましたね。

それ と今 と、 世の 中物 凄く 変わ って いる とい う こと はご 存じ です よね 。だ から 、その
起案 した 頃の 条件 みた いな こと で、 「統 合し た とき のメ リッ トは 何で すか 」と 、そう
いう こと をこ こで 聞い たり して はい けな いと い うこ とで いい です ね。 あの 頃と 今と、
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世の 中相 当変 わっ てい ます 。だ から 、「 もう 一 遍、 世の 中に 合わ せて 見直 そう ではな
いか とい う議 論は しな い、 して はい けな い。 そ れよ りも 、決 まっ たも のを どう 上手に
やるかということを議論してください」というふうに理解したほうがいいんですね。
○小野寺事務局長
○新田理事
○中山理事長

ええ。そのように期待しております。

わかりました。決まってしまっているんだから。
ご議論頂いておりますことは、私としては、今の時代、現在の状況にあっ

ても効 果的 で、 そし て、 かつ 効率 的で 、柔軟 な 区民需 要、 ニー ズに 対応 でき るよ うな 、
そうした新しい財団として運営できるようにしてまいりたいと考えております。
○小野寺事務局長

せっかくですから、先ほど、事業の棚卸しをしたということをお話し

しま した が、 職員 にと って は、 長年 継続 した よ うな 事業 等に つい ては 、大 変思 い入れ
等が ござ いま すが 、今 の時 代に かな って いな い もの 、あ るい は財 団が 行う には 相応し
くな いよ うな もの につ きま して は、 職員 は大 変 辛か った と思 いま すが 、そ この ところ
につ いて は、 もう ゼロ ベー スで 見直 しを して 、 当然 そう いう 形で 積み 上げ を行 ってま
いり まし たの で、 理事 会の 皆さ んに も納 得し て いた だけ る事 業の 提案 がで きる ものと
考えております。
○中山理事長

それでは、他にご質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○中山理事長

それでは、議案第10号、平成21年度補正予算（案）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）
○中山理事長

ありがとうございます。

それでは、異議なしと認め、議案第10号は原案どおり決定致します。
引き続き、議案第11号、財団法人新宿区生涯学習財団評議員の選任について、事務局
の説明を受けます。お願いします。
○諏訪事務局次長

現在の評議員の小松政子評議員および平間しのぶ評議員から、辞任の

届け がご ざい まし た。 これ に伴 いま して 、評 議 員に 欠員 が生 じる ため 、後 任と 致しま
して 、財 団法 人新 宿区 生涯 学習 財団 寄附 行為 第 22条第２ 項の 規定 に基 づき 、区 議会の
推薦 を経 まし て、 赤羽 つや 子、 久保 合介 議員 を 評議 員と して 選出 して 頂き たい という
ことでございます。以上でございます。
○中山理事長

それでは、質疑に入ります。

議案第11号について、ご意見、ご質問はございますでしょうか。お願い致します。
ご発言がなければ、質疑を終了致しますが、よろしいでしょうか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
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○中山理事長

それでは、議案第11号、財団法人新宿区生涯学習財団評議員の選任につい

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）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第11号は原案どおり決定致します。

続いて事務局から報告事項がございますので、事務局、報告事項についての説明をお
願い致します。
○諏訪事務局次長

先ほどから、多少、ご質問も出ておりますけれども、前回５月の理事

会以 降の 財団 統合 並び に公 益法 人と して の認 定 申請 の作 業の 進捗 状況 につ いて 、ご報
告させて頂きます。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは、今、事務局から、公益法人の認定および統合作業の進捗状況に

つい て説 明が あり まし た点 につ いて 、ご 質問 、 ご意 見等 ござ いま した ら、 どう ぞお願
い致します。
この財団の統合、それから公益法人認定を受けていく作業というのは、この資料をご
覧頂 きま して もわ かり ます よう に、 大変 、具 体 的に は膨 大な 作業 を、 現在 、事 務局が
行っ てお りま す。 それ も、 平成22年 ４月 に新 財 団と して 発足 する とい うこ とで 、非常
にス ケジ ュー ル的 にも 厳し い中 で、 財団 職員 、 努力 して おり ます こと をご 報告 させて
頂きます。
何かございましたら、どうぞ。
○谷頭理事

今、ざっと拝見して、あそこの多文化共生の、あれも含まれるんですよね。

大久保病院のこちらなんかに入っている。
○中山理事長
○谷頭理事

ええ。
そうすると、本当に範囲が広くなって大変なことと、今、事務局から説明が

あり まし たけ れど も、 大変 な膨 大な こと にな る かと 思っ たん です が、 何か 覚悟 のほど
はという感じが……。（笑声）
○小野寺事務局長

決して自信はないんですが、覚悟は決めているところでございまして、

幸い 、職 員の 能力 にも 恵ま れて いる とい うこ と もご ざい まし て、 今後 、も っと 深く掘
り下 げた 議論 をし なが ら、 少な くと も今 まで の レベ ルが 大き くや はり 上向 きに 転ずる
という形の水準を確保すべく、今後も努力を続けてまいりたいと思っております。
○谷頭理事

それとともに、削ぎ落とす部分も相当出てくるのかなというのが、ちょっと。

削ぎ 落と して いく 部分 、取 捨選 択し て、 必要 な もの と必 要で ない もの 、そ れも 相当出
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てくるのかというのを少し。
○小野寺事務局長

総量としましては、先ほども言いましたように、質・量を落とさずに

事業 の組 み立 てを 行い まし たが 、内 容的 には 不 要不 急の もの であ った り、 もう 今の時
代状 況に 合わ ない 継続 事業 等に つい ては 、思 い 切っ た見 直し をさ せて 頂い てご ざいま
すし 、今 すぐ 事業 とし て拡 充し なけ れば なら な いよ うな もの につ いて は、 重点 的に予
算配 分し 、組 み立 てを 行っ てい ると ころ でご ざ いま すの で、 もう 少し 内容 につ いての
具体 化が でき た段 階で は、 少し でも 早く 、理 事 の皆 さん には その 内容 につ いて 情報を
お届 けし て、 議論 して 頂け れば と思 って おり ま すの で、 十分 、期 待に 応え られ る内容
になるのではないかと思っています。
○新田理事

事務局長、ですから、今、何かを削いで新しいものをやるとか、もう少し重

点的 にや ると いう こと は分 かっ てい るん です が 、そ うい うこ とを 徹底 的に 詰め るとい
う場は、この理事会にこれからあるんですか。
○小野寺事務局長

議案として提案させて頂きますので、一つ一つの事業につきまして、

予算 の規 模、 ある いは 実施 する 内容 等に つい て 、で きる だけ 具体 的な 形で 作成 したも
のについて、皆さんにお届けしたいと思っています。
従いまして、それをご覧頂いて気づかれた点等につきましては、今現在は10月を予定
して おり ます が、 その 場で 議論 し、 決定 して い ただ けれ ばと 思い ます ので 、議 論の場
は、 十分 では ない かも しれ ませ んが 、10月の 段 階で 設定 して いき たい と考 えて おりま
す。
○中山理事長

今回の財団統合の大きな目的は、新宿における文化や人々の交流、生涯学

習を、総合的に、より効果的に行っていけるようなものとしたいということです。
ですから、いわゆる事業の縮小を図ろうとか、人の縮小を図ろうとか、そういうこと
では なく て、 より 総合 的に 、効 果的 に行 える よ うに した いと いう こと で、 それ で統合
を図っております。
ですから、これまでの事務方の議論としては、先ほど事務局長からお話を致しました
よう に、 時代 のニ ーズ にマ ッチ した 形で 見直 し を図 る。 そし て、 原則 的に は、 現在行
って いる 仕事 をす べて 引き 受け て、 それ をよ り 効果 的に 再編 して いく とい う考 え方で
あるということでございます。
他に何か、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。
それでは、この全体像を、10月に皆さんにご議論いただけるようなものとしてお見せ
する とい うこ とで 、今 、大 変な 準備 を進 めて お りま すの で、 また そう した 中で ご意見
をいただければと思っております。
最終的には、それが新年度の事業計画になり、予算として皆さんのところにまたお諮
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りすることになるということでいいわけですね。
○小野寺事務局長
○中山理事長

はい。

それでは、よろしいでしょうか。

それでは、この公益法人認定および統合作業の進捗状況、大変タイトな作業日程の中
で行 って おり ます が、 事務 局、 職員 も懸 命に 努 めて おり ます ので 、ど うか ご理 解を頂
きたいと思います。
それでは、事務局、それ以外に連絡事項、報告事項等、何かございますか。
○小野寺事務局長
○中山理事長
○武井理事

特にございません。

皆さんのほうからは、よろしいですか。
この新しい、今、事業を進めていらっしゃるステージのところの、例えば一

番下 の「 地域 還元 」と いう 言葉 です けれ ど、 ち ょっ と何 か違 和感 があ るよ うな 気がす
るん です 。ボ ラン ティ アの 方た ちに 是非 参加 し て頂 いて 、こ の事 業を 積極 的に 進めて
いきたいという意味ですよね。ではないんですか。
○小野寺事務局長

私どもが意図してこういう表現を使っていますのは、自立した活動が

でき るま で、 私ど もが 側面 援助 を徹 底し て行 っ てい きま すと 。そ こで 培わ れた もの、
成果 のも のに つい ては 、自 分た ちの グル ープ だ けが 享受 する ので はな くて 、地 域の皆
さん にそ の成 果を 還元 して くだ さい とい うた め に使 った 用語 です 。で すか ら、 私ども
も支 援す るけ れど も、 他の 地域 の方 達の ため に 、そ のグ ルー プが 今度 は役 立つ ように
して くだ さい とい う思 いを 込め て、 こう いう ス テー ジの 分類 をさ せて 頂い たと いうこ
とでございます。
○武井理事
○中山理事長

わかりました。
よろしいでしょうか。

それでは、皆様、お忙しいところをありがとうございました。
本日の本年度第２回の理事会は、以上をもって閉会と致します。
どうも皆さん、ありがとうございました。
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