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佐賀市監査委員告示第３号 

 

平成２１年１２月２８日付けで提出された佐賀市職員措置請求（地域文化活用事業に

係る委託契約不履行に伴う委託料の返還請求）について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号（以下「法」という。））第２４２条第４項の規定に基づき監査を行ったので、

その結果を次のとおり公表する。 

 

平成２２年２月２２日 

                   佐賀市監査委員 松 尾 隼 雄 

 

 

                   佐賀市監査委員 嘉 村 弘 和 

 

第第第第１１１１    監査監査監査監査のののの請求請求請求請求    

 

 １１１１    請求人請求人請求人請求人    

   （省略） 

 

 ２２２２    請求書請求書請求書請求書のののの提出提出提出提出    

   平成２１年１２月２８日 

 

３３３３    請求請求請求請求のののの要旨要旨要旨要旨                                                                                            （（（（原文原文原文原文のとおりのとおりのとおりのとおり））））    

    

  １ 請求の要旨 

    佐賀市は、地域文化活用事業に係る平成１９年度、同２０年度、地域文化活用 

   事業実施業務及び地域資源データベースサイト構築業務の委託業務について、受 

託者からの業務完了報告と委託料の請求に当たり、「業務完了報告書」、関係資料 

に不備や成果の十分な確認を怠るなど業務委託契約の不履行があるのに、平成 

１９年度、地域文化活用事業実施業務委託料２,４１５,０００円、地域資源デー 

タベースサイト構築業務委託料２９４,０００円、平成２０年度、地域文化活用 

事業実施業務委託料２,４９９,０００円、地域資源データベースサイト構築業務 

委託料３１５,０００円を不当に支出した。 

 佐賀市長及び佐賀市教育長（委託者）は、業務委託料として受託者に不当支出 

相当額を返還させるよう勧告することを請求する。 
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 【別 紙】 

 １ はじめに 

① 平成１１年３月 郷土学習資料集『ふるさと佐賀市再発見』佐賀市教育委員会発行 

  （１,６００部 １,７００,０００円）                使用不可 

② 平成１３年３月 改訂（修正）版 郷土学習資料集『ふるさと佐賀市再発見』佐賀 

  市教育委員会 発行（１,６００部 １,７００,０００円）        再発行 

③ 平成１５年８月１５日号市報『さが』』 山本常朝誕生地の誤掲載（中の橋小路を 

枳小路）                          訂正・謝罪掲載 

④ 市ホームページ（平成１５年７月）平成１４年度「第３回図書館協議会の結果」の   

  誤掲載（平成１５年３月２０日開催の「第３回日新公民館運営審議会の結果」を掲 

  載）                                 訂正 

⑤ 平成１９年月開催の『さが学』モデル講座～さがの水ものがたり～テキストの誤記 

  載（１５箇所）                         正誤表配布 

⑥ 平成２０年３月 佐賀城本丸歴史館前マップ看板誤字３箇所（８６,０００円） 

                                     訂正 

⑦ 平成２０年７月 旧町名表示看板表示（１３,２００円）     表示板作り替え 

⑧ 平成１７年 「旧城下町の道標」の移設 無許可で現状が変更、移設位置が不適切。 

  （４４１,０００円）                      規定に抵触 

 以上いずれの事案もチェック体制の不備により、検査・監修が不徹底で、公費の負担 

増になっている。 

 

 ２ 請求の事由 

① 「地域文化活用事業」について 

 本事業の目的は、３点を掲げている。 

（１）地域文化の情報収集とデータベース作成 

  ・ 地元の人しか知らない地域資源や日常生活の中に埋もれている生活文化資源、 

歴史・文化的資源などの地域文化を掘り起こして整理し、次世代へ受け継ぐ。 

（２）地域文化保存・継承のためのルールづくり 

  ・ 地域行事、伝統文化、芸能、寺社仏閣ほか、地域に残る資源を保存・継承して 

いくために地域と市の役割を検討し、市で支援する事象についてルールを策定す 

る。 

（３）地域文化の活用方法の検討 

  ・ 収集・整理した地域文化について、学校教育・生涯学習での教材、佐賀市の百 

科事典、観光資源、観光案内板の整備、旧町名・旧街道名案内の作成など、様々 

な活用方法を検討する。 

・地域資源を生かした住民運動や、地域の歴史・知識を受け継ぎ、保存・活用し 

ていく組織のあり方を検討する。 
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② 事業の概要 

（１）本事業は、平成１９年度から３年計画で実施されている。 

  ・平成１９年度は、勧興、循誘、日新、嘉瀬の４校区をモデル校区として実施。平 

  成２０年度は、兵庫、蓮池、本庄、西与賀、巨勢、三瀬、諸富、久保田、東与賀の 

  ９校（地）区を対象に実施。平成２１年度は、残りの校（地）区を対象に実施され 

ている。 

・本事業は、各年度、地域文化活用事業実施業務と地域資源データベースサイト構 

築業務の２業務に分け、それぞれ単年度の委託事業て実施されている。 

・地域文化活用事業の実施に関し必要な事項について、調査審議するために、地域 

文化活用事業研究会（委員２０人）が設置されている。 

（２）業務委託契約 

  ・平成１９年度「地域文化活用事業実施業務」 

          業務内容 

          ①地域資源の収集及びデータベース化 ②地域資源の活用方法 

          の検討 ③資源保存のため、佐賀市が支援を行うためのルール 

          策定のための検討 ④委員会運営及び地区でのワークショップ 

          運営（資料作成・まとめ） ⑤資料、報告書作成 

          株式会社○○○○○ ２,４１５,０００円 

          平成１９年６月１４日～平成２０年３月３１日 

         「地域資源データベースサイト構築業務」 

          ・トップページデザイン ・地域資源（モデル４校区）データ整 

理 ・ホームページシステム構築 ・その他上記に伴う業務 

株式会社△△△△△△△△ ２９４,０００円 

平成２０年３月５日～平成２０年３月３１日 

  ・平成２０年度「地域文化活用事業実施業務」 

          業務内容 平成１９年度に同じ 

          株式会社○○○○○ ２,４９９,０００円 

          平成２０年６月２日～平成２１年３月３１日 

         「地域資源データベースサイト構築業務」 

          業務内容 ・ＣＭＳ設計構築 ・地域資源データ整理（平成２０ 

年度９校区） ・資源入力マニュアル製作、導入 ・その他上記 

に伴う業務 

株式会社△△△△△△△△ ３１５,０００円 

平成２１年２月１０日～平成２１年３月３１日 
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② 委託業務の実施状況とその結果報告 

（１）地域文化活用事業研究会の役割 

  ・地域文化活用事業研究会設置要綱では、事業実施に関し必要な事項の調査審議と 

あるが、これでは同会の役割が不明確。 

・同研究会によるデータベースの資源内容の点検、精査が滞り、監修が不十分。 

・同研究会の意見、提言が十分に反映されていない。 

（２）業務完了報告書、業務終了検査調書及び支出行為書 

  ・平成１９年度 地域文化活用事業実施業務（４校区） 

    完了報告日・請求日 平成２０年３月３１日・平成２０年３月３１日 

    検査検収日 平成２０年３月３１日 

    支出日・支出額 平成２０年４月２１日・２,４１５,０００円 

  ・平成１９年度 地域資源データベースサイト構築業務（４校区） 

    完了報告日・請求日 平成２０年３月３１日・平成２０年４月１５日 

    検収検収日 平成２０年３月３１日 

    支出日・支出額 平成２０年４月２５日・２９４,０００円 

  ・平成２０年度 地域文化活用事業実施業務 

    完了報告日・請求日 平成２１年３月３１日・平成２１年５月８日 

    検査検収日 平成２１年３月３１日 

    支出日・支出額 平成２１年５月２１日・２,４９９,０００円 

  ・平成２０年度 地域資源データベースサイト構築業務 

    完了報告日・請求日 平成２１年３月３１日・平成２１年５月１１日 

    検査検収日 平成２１年３月３１日 

    支出日・支出額 平成２１年５月２１日・３１５,０００円 

（３）支出の不当性 

  ・ 全業務完了報告書において業務委託契約の実施業務内容・作業内容が不十分で 

成果が認められない。特に本事業の基礎となる地域資源の収集及びデータベース 

化に疑問点が多い。 

  地域文化活用事業実施業務報告 

   平成１９年度：地域資源データと思量される資料１には嘉瀬校区のみで、 

          他３校区は添付されていない。 

          嘉瀬校区のデータで誤字脱字が多く、内容でも信じ難い。 

４校区の成果品が見当たらない、未完成の可能性が高い。 

   平成２０年度：９校区の地域資源データが件数で報告され、成果品の確認 

          ができない。 

  地域データベースサイト構築業務報告 
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   平成１９年度：報告書に添付の４校区の地域資源データに誤字脱字が多く、 

内容について信じ難い。校区によって貴重なデータが欠落し、 

バランスを欠いている。成果品の確認ができない。 

     平成２０年度：報告書の作業報告書では、成果が確認できず、資源入力が 

           できていない可能性が高い。 

   業務終了検査調書 

     地域文化活用事業実施業務報告、地域資源データベースサイト構築業務報告 

     で指摘した誤り、疑問点などについて、検査時点で指摘できず見過ごして適 

正に処理されたとの誤った検査調書が作成されている。全業務報告書の提出 

日が各年度末の３月３１日付である。検査調書の日付けも同じく各年度末の 

３月３１日の同日である。業務量の多さから見ると、時間的、物理的に同日 

検査は不可能である。その結果、誤った添付資料が、そのまま素通りしてい 

る。 

（４）終わりに 

  業務受託者の本事業に対する精通度。委託者（事務局・担当者）のノウハウの欠如。 

委託者・受託者・研究会によるチェック体制の不備。事業計画の期間に、時間的・ 

物理的に無理。これらが要因で不当支出の結果をもたらした。 

事業目的に反し、契約不履行を指摘し、不当支出に対する監査請求となった。 

（｢佐賀市職員措置請求書｣の原文のまま記載、ただし企業名については○、△としている） 

 

第第第第２２２２    請求請求請求請求のののの受理受理受理受理    

本件請求は、地域文化活用事業に係る平成１９年度、同２０年度の地域文化活 

用実施業務委託及び地域資源データベースサイト構築業務委託について、平成 

２１年１２月２８日に提出され、法第２４２条所定の要件を具備しているものと 

認め、平成２２年１月５日付けで受理した。 

なお、平成１９年度に実施された委託契約は、財務会計上の行為のあった日か 

ら１年を経過したものであるが、本事業の事業期間は、平成１９年度から平成 

２１年度までの３年計画の事業であることから、平成２０年度の委託契約と一体 

的なものと判断し監査対象とした。 

 

第第第第３３３３    監査監査監査監査のののの実施実施実施実施    

    

    １１１１    監査監査監査監査対象事項等対象事項等対象事項等対象事項等    

請求人が主張する、受託者からの業務完了報告と委託料の請求に当たり、業務完 

了報告書及び関係資料の不備や成果の十分な確認を怠るなど業務委託契約の不履 

行があるにもかかわらず、受託者に業務委託料を支出したとする行為が、違法又は 

不当な公金の支出であるか否かを監査対象とした。 
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 ２２２２    監査対象部局監査対象部局監査対象部局監査対象部局    

                本件監査対象部局は、教育委員会社会教育部文化振興課である。 

 

 ３３３３    証拠証拠証拠証拠のののの提出及提出及提出及提出及びびびび陳述機会陳述機会陳述機会陳述機会のののの付与付与付与付与    

                請求人に対し、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２２年１月１３日 

   に証拠の提出及び陳述の機会を付与した。 

 

 ４４４４    関係人関係人関係人関係人のののの調査調査調査調査    

                監査に当たって、教育委員会社会教育部文化振興課を対象として関係書類を調 

査したほか、法第１９９条第８項の規定に基づき、関係人調査として、平成２２ 

年１月２１日、２５日及び２７日に文化振興課長外２名から、平成２２年２月 

２日に委託業務の受託者株式会社○○○○○（以下｢甲｣という。）及び受託者 

株式会社△△△△△△△△（以下｢乙｣という。）から、それぞれ事情聴取を行 

った。 

 

第第第第４４４４    監査監査監査監査のののの結果結果結果結果    

    

    １１１１    監査監査監査監査によりによりによりにより認認認認められためられためられためられた事実事実事実事実などなどなどなど    

                監査委員は、関係書類を法令及び判例などに照らし合わせるなどの調査を行う

とともに、監査対象部局の職員等から事情聴取するなどの方法により、監査を実

施し、その結果、次の各事実などを認定し判断した。 

 

（（（（１１１１））））    事実関係事実関係事実関係事実関係のののの確認確認確認確認    

            アアアア    陳述会陳述会陳述会陳述会におけるにおけるにおけるにおける請求人請求人請求人請求人のののの新新新新たなたなたなたな主張及主張及主張及主張及びびびび証拠証拠証拠証拠のののの提出提出提出提出    

請求人は、陳述会において本件措置請求の主旨を下記のとおり補足した。 

            （（（（アアアア）））） 財務会計上の損失は勿論のこと、佐賀市のイメージダウンにつながる様 

な、目に見えない損失が出てくる。 

   （（（（イイイイ）））） 業務内容として、佐賀市の歴史を語る上でも内容的な欠落が見られる。 

   （（（（ウウウウ）））） 先々まで間違いが間違いとして残り、簡単には修正が出来ないことも 

                        ある。間違いを正すために、さらなる費用が必要で無駄遣いにつながる。 

 

    さらに、請求人は新たな証拠書類を提出したが、提出された証拠書類につい 

   ては、財務会計上のものと認められなかった。 
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  イイイイ    監査対象部局監査対象部局監査対象部局監査対象部局からのからのからのからの関係書類関係書類関係書類関係書類のののの提出提出提出提出及及及及びびびび説明説明説明説明    

   （（（（アアアア））））    提出資料及提出資料及提出資料及提出資料及びびびび事情聴取事情聴取事情聴取事情聴取    

教育委員会社会教育部文化振興課から説明資料の提出を得たほか、前述 

（第３監査の実施 ４ 関係人調査）のとおり文化振興課職員及び本事業 

に関係した職員、受託者甲及び乙から事情聴取を行った。 

 

   （（（（イイイイ））））    教育委員会社会教育部文化振興課教育委員会社会教育部文化振興課教育委員会社会教育部文化振興課教育委員会社会教育部文化振興課ほかほかほかほか関係人関係人関係人関係人からからからからのののの説明説明説明説明内容内容内容内容    

 

     ａａａａ    地域文化活用事業地域文化活用事業地域文化活用事業地域文化活用事業のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    

       本事業は平成１９年度に、当時の産業部観光・文化課において事業年度 

      平成１９年度から平成２１年度までの事業として新規に実施されること 

となった。 

当初の目的及び期待される効果としては、【佐賀市には、佐賀城や幕末 

      から明治維新にかけて活躍した七賢人に因んだ歴史遺産だけでなく、地域 

に根付き伝承されてきた伝統芸能や、文化遺産が点在しているが、歴史の 

重みや文化の多様性を感じそれらを後世に伝えていこうとする活動は不 

十分である。このような状況下、佐賀市にある｢歴史｣｢文化｣｢伝統｣などの 

地域文化を再認識し、市内外に広く情報を発信していくことが必要となっ 

てくる。そこで、文化・歴史等の専門家や市民による歴史文化資源の掘り 

起こしを行い、観光の視点でも活用につながるよう実態調査及び評価を実 

施し、研究会で出された問題点の解決を図る】とある。また、事業内容と 

しては、【市民、専門家、文化や歴史を守っている人、郷土史家、観光事 

業関係者、市職員等で構成する研究会で議論し、資源の整理を行い、必要 

な事業内容や支援の方法等、今後の活用方法の方針づくりを行う。】とさ 

れている。 

       平成２０年度以降は機構改革等により、現在の教育委員会社会教育部文 

      化振興課に業務が移管されており、内容としても観光メインの視点から、 

生涯学習、地域おこし、学校教育のきっかけづくり等、教育委員会が主管 

課となるように変わってきたとされている。 

 

   ｂｂｂｂ    受託者甲及受託者甲及受託者甲及受託者甲及びびびび乙乙乙乙のののの業務内容業務内容業務内容業務内容についてについてについてについて    

受託者甲の業務内容は、初め文化振興課職員（平成１９年度は観光・文 

化課職員）が、各校区公民館等から借り受けた文献、書籍、資料をスキャ 

ニング（画像入力装置を用いて、写真や文章などの原稿を読み取り、デジ 

タル画像データに変換すること。）等により、書面化し、ワークショップ 

（各校区自治会から選出された構成員で組織した）の資料として作成して 

いた。ワークショップでは、資料を基に取捨選択し、もしくは新しい情報 
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を追加していた。受託者甲は、検討された物を持ち帰り、データとして整 

理していた。また、同時期に開催されていた研究会の運営や、同会におけ 

る地域資源の活用方法の検討、資源保存のため、佐賀市が支援を行うため 

のルール策定への提言や、会議のまとめなどを実施したとされている。 

文化振興課（平成１９年度は観光・文化課）では、受託者甲に対し、完 

了報告書に添付する地域資源データベースは、パソコン上で閲覧できる形 

と、紙ベースによる提出についても併せて求めていた。 

平成１９年度成果品の全てを、財務会計上の行為である支出命令書の添 

      付書類とするには膨大な書類でかさ張ることから、一覧確認できるとして、 

      成果品の一部である地域資源データから、番号、名称、所在地欄を抽出し 

一覧表として作成した一部を添付したとされている。平成２０年度分につ 

いては、完了報告書の中に校区ごとの地域資源データ数を集計させていた 

ため、かさ張る地域資源データそのものは添付していなかったとされてい 

る。 

    受託者乙の業務内容は、全２６校区の資源データを、ホームページに公 

   開するまでの一連の作業を、３年間に分けて実施するものである。 

平成１９年度の作業としては、ホームページシステムの構築、トップペ 

      ージデザインを担当者と協議しながら進めていたとされている。地域資源 

（モデル４校区）データ整理については、データ整理の意味として、イン 

ターネット上で閲覧、管理できるデジタルデータベース化のことで、デー 

タの中身を修正することではなく、監修や整理の方法を検討しデジタル情 

報に変換することとされている。平成２０年度の作業としては、公開コン 

テンツ（ページ）監修設計、サーバー構築（データ蓄積用サーバー設置構 

築）、他監修作業（マニュアル製作、導入、操作サポート等）を実施した 

とされている。 

 

ｃｃｃｃ    検査検査検査検査・・・・検収検収検収検収のののの方法及方法及方法及方法及びびびび成果品成果品成果品成果品のののの有無有無有無有無    

     業務終了報告書受理の際は、検査者である文化振興課副課長 (平成１９ 

年度は観光・文化課副課長）が検査・検収において、成果品の確認を行い、 

内容を審査して、成果の適否を判断していた。 

検査・検収当時の成果品について、資料提出を求めたところ、検査・検 

収当時の状態では残っておらず、監査時点での成果品の一部である地域資 

源データが提出された。これは、成果品の一部である地域資源データから、 

納入された後に、誤字・脱字の類が見つかり、随時修正し差し替えを行っ 

ていたためとされている。監査を実施する中で後日に、ほぼ原型に近い成 

果品の一部である地域資源データが復元され、資料として追加提出された。 

本格的な修正に着手したのは、請求人が指摘した平成２１年の８月頃以 
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降となるが、それ以前にも、随時修正し成果品の一部である地域資源デー 

タの差し替えを行っていたとされている。修正箇所や修正に至った理由な 

ど、修正の経過を把握できる記録を残さなかったことは、適切でない事務 

処理として認めている。 

   検査・検収の方法としては、１日だけの検査ではなく、ワークショップ 

  時点での修正や、その後においても随時、成果品の一部である地域資源デ

ータの確認、修正を繰り返し行い、検査の日までに成果品として納品され

たと述べている。誤字、脱字の類がその後において、多数指摘されている

ことは見落としであったと、検査・検収の不備を認めている。 

 

     ｄｄｄｄ    誤字誤字誤字誤字・・・・脱字等脱字等脱字等脱字等をををを見見見見つけたつけたつけたつけた場合場合場合場合のののの処理処理処理処理についてについてについてについて    

   文化振興課（平成１９年度は観光・文化課）において、誤字・脱字等が 

見つかった（指摘を受けた）場合の修正手順については、最初に参考とし 

た文献等を確認し、スキャニングによる変換誤りか単純な誤字なのかを検 

討し、最終的に判断できないものは、有識者に助言及び所見を求め、修正 

を行うかどうかを判断したとされている。 

 

ｅｅｅｅ    地域文化活用事業研究会地域文化活用事業研究会地域文化活用事業研究会地域文化活用事業研究会のののの役割役割役割役割についてについてについてについて    

       地域文化活用事業研究会設置要綱によると設置目的は、｢本市の地域文 

      化活用事業の実施に関し必要な事項について、調査審議するために、地域 

文化活用事業研究会を設置する。｣とされている。 

       研究会の役割としては大きく分けると２つある。１つめは、地域文化の 

      情報収集とデータベース作成のための資源の保存・継承の方向性検討、資 

源の活用方針検討及び事業化に向けた検討、２つめは、地域文化保存・継 

承のためのルールづくりであり、保存・継承すべき資源について、伝統芸 

能、伝統工芸等の項目ごとの検討とされている。 

 

２２２２    監査監査監査監査のののの結果結果結果結果    

（（（（１１１１））））    結結結結        論論論論    

                    本件措置請求については、監査委員の合議により、次のとおり決定した。 

    本件委託料の支出については、事務手続きに不適切な点が認められるが、請求 

    人が主張する不当とまでは言えず、本件請求はこれを棄却する。 

    

（（（（２２２２））））    監査委員監査委員監査委員監査委員のののの判断判断判断判断    

本件請求において、請求人は、受託者からの業務完了報告と委託料の請求に 

当たり、業務完了報告書及び関係資料の不備など業務委託契約の不履行がある 

にもかかわらず、市は成果の十分な確認を怠り、業務委託料を不当に支出した 
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として、受託者に対して不当支出相当額を、返還させるよう佐賀市長及び佐賀 

市教育長に求めていると解する。 

   このことについて、事実関係などの確認及び監査対象部局や関係人による説 

  明の結果に基づき、次のように判断する。 

 

アアアア 請求人が主張する、受託者甲が作成した、地域資源データには誤字・脱字が 

多く、内容が信じ難く、業務内容が不十分で成果が認められないとしているこ 

とについて、請求人が主張するとおり、委託業務終了時点では、誤字・脱字が 

大変多かったことを、文化振興課の関係人調査においても確認した。しかしな 

がら、誤字・脱字の類が多いということから、それだけで直ちに、その業務全 

体が無価値なものとまでは、必ずしもいえないところであり、受託者甲は成果 

品として完成させるまでの過程（ワークショップへの資料提供や研究会の運営、 

膨大な地域資源データの整理等これらも委託業務の範囲である。）を、誠実に 

実施していることは確認される。そうであれば、成果品の一部である地域資源 

データが、誤字・脱字の類が混在することを理由として、委託業務が全体とし 

て履行されなかったとまではいえないものと判断する。また、受託者乙の業務 

については、委託内容のとおり実施されていると判断する。 

さらには、請求人から証拠書類として提出された事項について、文化振興課 

が資料として提出した、監査時点での成果品の一部である地域資源データとの 

全件突合を行った。その全てが請求人の主張どおりに修正が行われているわけ 

ではないが、文化振興課において検討を行ったとする報告を受けたことから、 

監査時点では請求人が主張している部分についての誤字･脱字の類は解消され 

たと判断する。 

 

イイイイ 請求人が、｢校区によって貴重なデータが欠落し、バランスを欠いている。｣ 

と主張している点は、業務内容そのものの問題であり、本件においてこれを財 

務会計上の行為とみるにはあたらず、住民監査請求の対象とならないため、監 

査の及ぶところではないと判断する。 

 

３３３３    監査委員監査委員監査委員監査委員のののの意見意見意見意見    

            監査の結果については、前述のとおりであるが、本件請求について監査を実施す 

る中で、地域文化活用事業の事務執行において今後留意すべきと思われる点が見受 

けられたので、次のとおり意見を付す。 

 本事業の進め方については、当初のスケジュール等作成に工夫が必要であったと 

考えられる。ソフト事業に対して、あまり型をつくるということに問題はあるが、 

市担当部局、協力者、受託者の業務内容や役割分担を十分に検討していなかったこ 

とが、今回の不備発生につながった要因であり、反省すべきことである。 
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 文化振興課（平成１９年度は観光・文化課）における委託業務の検査・検収では、 

請求人が主張するような数多くの誤字・脱字等を気づかずに、検査を通してしまっ 

たことや、３年間の計画ということで、３年目に完結すれば良いという意識が伺わ 

れ、平成１９年度、平成２０年度のデータチェックに不備があった点は、大変、憂 

慮する問題であることから、今後の検査・検収の方法について見直しを図られたい。 

 また、委託業務完了時の成果品の一部である地域資源データが、当時の状態で保 

存されていなかったことは、５年間保存しなければならないと規定した、佐賀市文 

書規程からすると不適切であった。 

 請求人には、本事業そのものを否定するわけでは無く、むしろ協力し、より良き 

ものにしたいという強い意図と、地域資源データの出来具合の現状を誰かが言わな 

ければならないという気持ちが感じられる。 

請求人が主張する、校区によって貴重なデータが欠落し、バランスを欠いている

という点については、監査の対象外と判断したが、この主張は参考意見として考慮

する必要がある。ホームページ公開後は、請求人に限らず、一般市民等からの修正

や要望が数多く寄せられると考える。正すべきところ、追加すべきところは、歴史

の専門家や、各地域のワークショップの考え等を柔軟に取り入れ、内容がより充実

したものとなるよう、監査委員は求めるものである。また、本事業において、地域

資源データをデジタルデータベース化しており、内容の変更や追加は、本、冊子等

と比べると、比較的容易に出来ると考えられ、そのことにより請求人が主張する費

用の増加につながらないような取り組みを期待する。 

 

 最後に、本事業の今後のスケジュールとして、平成２２年４月にホームページ開 

設が予定されている。請求人が指摘した事項のほかに、監査を進める中で誤りと思 

われる箇所が複数見つかっている。ホームページ公開までの短い期間であるが、担 

当部局は、遅滞することなく、内容を十分精査し、間違いを限りなく無くすよう求 

めるものである。佐賀市教育委員会が発信するホームページ掲載内容は、佐賀市の 

評価にも直結されるものであることから、事前において十分な確認が行われるよう 

重ねて強く要望する。本監査を実施する中で、ワークショップの中での連帯感や、 

やる気の醸成も出てきているという意見も確認できたことから、既に地域連帯の一 

助になっていると考えられる。 

佐賀市教育委員会は、子供から大人までの市民全体に親しまれる、佐賀市の誇り 

となるお宝台帳を作り上げられることを期待する。 


