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今後の予定 

 第一回目(平成25年5月21日  済) 

 ・「現在の状況と課題」及び「今後の役割」 

 第二回目(平成25年9月25日  済) 

 ・「第一回目の修正案」及び「運営方法」 

 第三回目(平成26年2月20日  済) 

 ・「スケジュールの変更」 

 第四回目（今回） 

 ・「運営方法」 
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整備当初の目的と現在（前々回会議） 

○現  状 

  ・地域住民のコミュニティの拠点 

            一定の役割が終了 

  ・天体観測の拠点 

            機能の強化 

 

    施設の今後の役割（位置付け）が必要 
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今後の役割（前々回会議） 1/2 

コミュニティ施設としての役割の終了 

天文観測の拠点としての機能強化 

活発に行われている軽スポーツ、文化
サークルの場の提供維持 

 

 

  各活動を尊重しながら、天文部門の機
能強化 
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今後の役割（前々回会議） 2/2 

 他コミセンとの性格の違いを整理 

 天体に関する学習機会の提供、天体サーク
ル等の育成 

 軽スポーツサークル、文化サークルの活動
の場、学習活動の場などを提供 

 

 

     雄大な自然の中で天体観測学習その他学習活

動の場を提供する生涯学習施設 
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新たな西与賀コミセンの特徴（前々回会
議） 

天文科学 

サークル活動 軽スポーツ 

西与賀コミセン 

天体に関する学習の場 

レクリエーション・生涯学習 

強 化 

維 持 
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共存・融和 



天文分野強化への課題（前回会議） 

◎専門知識を有する職員や人員が少
ない 

  ・天体望遠鏡の取扱い 

  ・天体に関する解説・講座等 

 

 

  課題解決に向けた運営体制を要検討 
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運営体制の案（前回会議） 

【案１】指定管理制度の活用 

 

          天文分野及び施設管理を指定管理 
 

【案２】人員体制等を強化した直営 

 

          専門性を有する職員の充実を図る 
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検討案のメリット・デメリット
（前回会議） 

メリット デメリット 

指定管理 

・専門スタッフ常駐 

・天文企画の充実 

・民間活力の導入 

・学校と連携に不安 

・コストがやや高い 

・市の意識が薄れる 

市の直営 

・学校や市関係部
署と連携しやすい 

・コストがやや安価 

・市の意思が反映
しやすい 

・指定管理ほど企画
が充実するのか 

・常駐は難しい 

・柔軟運用に不安 
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前回会議でいただいたご意見（天文
分野） 

○夜の学校での出前授業 

○稼働率と利用者の達成度の目標設定 

○統一的なプログラムを展開する 

○大学生との連携 

 

 

★運営体制の議論の前に、子ども達等
ためにこの施設で何をやるべきかを
決めるべき 
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施設運営の目標（案） 

◎目標期間 

 ５ヵ年 

◎対  象 

 施設利用者 

◎目標設定(現在と比較) 
  ○天文に興味を持つ層を広げる第一歩となる施設へ 

 天体ドームの稼働率が３５％を超える(週2) 

 来館者数が約３０％増加する(20,000人) 

 利用者満足度を向上又は維持する(現98％) 
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具体的な事業案  1/2 

    目標を達成するために、将来にわたり実施
を検討する事業案は以下のとおり。 

１ 天体に関する学習の場として 
   (1) 定例観望会(既設) 
   (2) 特別観望会(既設) 
   (3) 名月観望会(新規：現在は特別観望会で対応) 
   (4) 七夕会(新規) 
   (5) 天体講座 
      ア  小学生への天体講座業務(新規) 
      イ  天体教室(既設) 
      ウ  天体ボランティア養成講座(新規) 
   (6) 気象講座(新規) 
   (7) 星空出前講座(新規) 
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具体的な事業案  2/2 

２  レクリエーション、生涯学習の場と
して 

  (1) サークル発表会(新規) 

  (2) カメラ講座(新規) 

３  両方に関係するもの 

  (1) 星空コンサート(新規) 

  (2) 星空祭り(新規) 

13 



今年度行った主な試行的事業①-1 

１  夏休み天体講座～真夏の太陽をみてみよう！～ 

    試行内容・・・昼間の観望会を行う(親子対象) 

    【日  時】 

    ・平成２６年８月１３日（水） 

    ・９：２０～１２：００ 

    【内容】 

    ・天体望遠鏡を用いた太陽観察 

    【第１部】天体講座（太陽のしくみ） 

    【第２部】太陽の観察 

    【第３部】日時計の作製 
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今年度行った主な試行的事業①-2 

   【アンケート結果】 

    ○参加者数  ６６名（内  子ども４４名） 

    ○アンケート結果 

 

 

    ○主な自由意見 

          ･太陽を望遠鏡で見たのが楽しかった。 

          ･新しい言葉や太陽の秘密を知れてためになった。 

          ･黒い点の色やそういう小さいところも色々知れていい経
験になって良かった。 

          ･宇宙のことももっと知りたいと思った。 

         ・土曜日だけではなく星がみたい 
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大変良かった 良かった 
あまり良くな
かった 

無回答 
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今年度行った主な試行的事業② 

２  小学校への天体出前講座 

    試行内容・・・学校との連携 

    【開催日】 

    ・平成２６年９月２６日（金） 

    ・平成２６年１０月１日（水） 

    【対象】 

      西与賀小学校６年生(月と太陽を学習) 

    【内容】 

    ・天体望遠鏡を用いた太陽観察 

    ・月と太陽に関する説明 
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今年度行った主な試行的事業③ 

２  小学校による社会科・理科見学 

    試行内容・・・学校との連携、バス利用 

    【開催日】 

    ・平成２６年１０月２０日（月） 

    【対象】 

      諸富南小学校４年生 

    【内容】 

    ・天体望遠鏡を用いた太陽観察 

    ・西与賀コミセンの施設見学 
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試行的事業の成果 

○天候には左右されるが、昼間の観望会(太陽
観測)は好評(潜在的ニーズの掘り起こし) 

○昼間であれば小学校の授業と連携すること
は可能であり、専門的な話を授業で活かす
ことができた(実際に体験してもらう) 

○バスの利用については、野球場の駐車場を
借用することができれば問題ない 

18 



天文強化のための課題の振返り 

     天文科学に興味を持ってもらうための
拠点として機能しているのだが・・・ 

○十分な機会を提供できているかどうか
疑問（イベント等の企画・実効性の乏しさ） 

○天文に詳しい職員の配置が安定しない
（専門性、継続性の欠如） 

 

※天文に興味を持つ層を広げる第一歩と
なる施設になるために・・・ 
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運営体制（佐賀市案）  1/2 

◎指定管理による運営としたい 

【理由】 
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課  題 新運営体制 適  正 理  由 

潜在的ニーズの
掘り起こし  ① 

市の直営 ○ ・広報等を積極的に行うことにより
潜在的なニーズを掘り起こすことは
可能 

・昼間に常に望遠鏡を扱える体制を
整えるのは困難 

指定管理 ○ ・広報等は市と連携する 

・昼間は常駐することが可能 

実際に体験して
もらう  ② 

市の直営 △ ・事前に日時を決め、予約等を行う
ことにより可能 

・スピード感に課題 

指定管理 ○ ・専門、専任の職員が常駐するので、
いつでも天体に関する業務が可能 

※「○」･･･適正あり、「△」･･･どちらともいえない、「×」･･･適正なし 



運営体制（佐賀市案）  2/2 

◎指定管理による運営としたい 

【理由】 
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課  題 新運営体制 適  正 理  由 

イベント等の企
画・実効性の乏
しさ  ③ 

市の直営 △ ・企画は可能だが、この施設の売り
である専門性には乏しくなる 

・専任職員ではないので、片手間と
なり充実が困難 

指定管理 ○ ・専門、専任の職員が運営するので、
企画内容、運営ともに円滑に進む 

専門性、継続性
の欠如  ④ 

市の直営 × ・市の規程により同一職員を長期雇
用できないので、専門知識を持つ職
員の雇用が途切れるおそれがある 

指定管理 ○ ・専門、専任の職員が常駐するので、
いつでも天体に関する業務が可能 

※「○」･･･適正あり、「△」･･･どちらともいえない、「×」･･･適正なし 



今後のスケジュール（案） 

○市の方針を決定（平成27年1月末まで） 

○３月議会研究会にて説明 

○条例案の検討 

○条例案を議会へ提出（予定） 

（平成２７年度６月議会） 

○指定管理議案提出（予定） 

（平成２７年度１２月議会） 

○新運営体制開始 

（平成２８年度４月） 
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