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第６回文化振興基本計画策定委員会並びに平成２８年度文化振興基本計画推進懇話会 

 会議録 

開催日 平成２９年２月１３日（月） 

開催時間 午後２時２８分～午後４時１２分 

出席者 

委 員 
高島委員長、金子副委員長、白木委員、富吉委員、中野委員、 

西原委員、吉田委員 

事務局 
江副社会教育部長、宮﨑文化振興課長、横田副課長、福田専門

監、谷澤係長、江頭主査 

議 事 

○第二次佐賀市文化振興基本計画（案）について 

・パブリックコメントの報告 

・素案審議（最終） 

○第一次計画の進捗報告（文化振興基本計画推進懇話会） 

欠席委員 徳永委員 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

 

＜第６回文化振興基本計画策定委員会＞ 

○委員長 

 佐賀市の文化振興基本計画については、昨年から皆さんとともに策定をしてまいりました。一

応成案ができた後、パブリックコメントを市のほうで行われまして、そういうことでやっとまと

まったかなという気もしております。 

 それでは、早速次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

 本日の会議は、佐賀市審議会等の会議の公開に関する規定により公開となります。よろしくお

願いします。 

 本日の議事は、パブリックコメンの報告と、第二次文化振興基本計画の最終的な素案の審議が

あがっております。それでは、事務局のほうから説明をお願いします。 

○事務局 

 昨年の12月27日から今年の１月25日まで約１カ月間、市民の方に公表して意見を募集しました

ところ、３人の方から意見の提出がありました。 

 いただいた意見につきましては、意見に対する市の考え方をまとめて公表するとともに、意見

提出者に個別に回答を行う必要があります。 
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 パブリックコメントの制度は、市民から寄せられた意見を考慮して、よりよい最終案をつくり

上げることを目的としております。本日はこの寄せられた３つの意見について整理しながら計画

案の審議も同時に進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の「文化振興基本計画（案）に関するご意見と市の考え方」の資料をご覧くだ

さい。（要約、市の考え方（案）を読み上げて説明） 

 意見１ 

 １.第一次と第二次計画（案）との関連について 

 ２.文化財の保存と整備・活用について 

 （資料：葉隠発祥の地とその周辺の公園整備事業について） 

 意見２ 

１. 感性や想像力を育む文化体験 

２. 文化を伝えていくことの大切さを意識するようになるためには 

３. 魅力ある文化の街となるために必要なこと、力を入れることは 

 意見３ 

１. 子どもたちの文化体験について 

２. 文化を伝えていくこと、魅力ある文化のまちとなるために力を入れるべきことについて 

  

これらの意見を考慮して、事務局のほうでは、計画案の修正等は必要ないと考えておりますが、

委員の皆様の御意見をお伺いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 ただいま事務局のほうから説明がございました。パブリックコメントに提出された意見に対す

る市の考え方について、それから、第二次計画案の内容について、あわせて審議をしていきたい

と思います。 

 御意見があれば発言をお願いいたします。 

○委員 

 意見２の８ページのところ、「取り組むことは難しいと考えます」とありますが、もうちょっ

と何か･･･。文化振興課の部署の問題ではないので、ほかの部署につなぎますみたいな回答はで

きないでしょうか。 

○委員 

 文化振興計画とはやっぱりちょっとかけ離れているので、この計画ではあげられないと言って

あげる部分と、他の計画にあるのであれば、こういう計画ですと回答するのはいいんだけど、

「つなぎます」では、本当にそれが所管課でやってくれるかどうか。「つなぎます」と言ったの
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に何もないじゃないかって、逆にまずいのかなという気がするんですね。 

○委員 

 確かに、端的に見ると、農産物とかは地元の、佐賀のというけど、いろんな事情があってでき

ないこともあり得る。以前聞いたのは、「佐賀のイチゴが何でこっちで買えんとね」と言ったら、

「いや、実は出荷するときに向こうの市場のほうが高いからどうしてもそっちに行く」という、

それなりの理由があったんですよね。佐賀でとれたんだから、そのうちの何割ぐらいはこっちに

置こうとか、トータル的な共通理解があればできるけど、なかなかできない。難しいですよね。 

○事務局 

 「つなぎます」というのはちょっと難しいかもしれないですけど、「こういう意見があったこ

とは関係部署にお伝えします」なら問題ないのかなという気はしますけど。 

○委員 

 次のいいですか。11・12ページのところ、「文化体験ができる場所を」の回答で、「附属施設

で、使用料も安価になっていますので、利用方法への見直しは困難です」と書かれていますけれ

ども、法令とかがあるのであれば、御説明されたほうがいいかもしれない。 

○事務局 

 使用料の金額は条例で決まっている。ただ、具体的な施設の使い方については、条例で、練習

室やリハーサル室は練習にしか使えませんと書いてあるわけではないです。そこは、あくまでも

運用で、指定管理者の文化振興財団に運用マニュアルみたいなものがあるんですけど、その中に、

練習室は原則練習等の利用とし、発表会、コンサート等の本番は認めないと書いてあるというこ

とですので。 

○委員 

 実際に現場で施設の貸し出しをしている現状を申しますと、オープン当初は、施設のリハーサ

ル室、練習室の使用の用途は音楽や踊りのリハーサル、日常の練習会場というのが大前提にあり

まして、それにのっとって今のところ貸し出しをさせていただいております。お客様を呼んで、

そこで何かをするというような内容については、今のところ、貸し出し許可はしていない状況で

す。 

○委員 

 指定管理とかに変わってきて、公共施設のあり方がものすごく変わってくると、そこから指定

管理を受けた人が利益を得ることも可能になってくるので、そうなると、昔のままの考え方で果

たしていいのかなと。 

公共施設として、建設当初は営利を目的とした会場の使用はだめという考え方が全体的な話と

してあったはずなんですね。でも、管理がどんどん変わってきていると、参加料をとってワーク
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ショップをやる、そういうのも少し考えて収益を上げることもありかなということは思います。

ただ、ここで「それができます」と言える話ではないですけど、そういう提案があったなら、

やっぱり先々の検討としてですね。 

 だから、収益事業として借りる場合には、賃料が高くなりますよと。そうすると、指定管理と

しての収入はふえると、そういうのがあっていいと思うんです。ただ、それは文化振興財団の中

でと、市との指定管理の契約の内容によって変わってくるので。 

○事務局 

 もちろん、文化会館は収益を上げたらいけないとかではないです。委員が言われたように、利

益を上げるようなものは倍額であるとか、そういう料金設定になっておりますので、そこはいい

と思いますが、もともと条例の中での位置づけとしても、この楽屋とかリハーサル室、練習室と

いうのは、文化会館の附属施設という扱いになっています。メインはあくまでもホール、大ホー

ル、中ホール、イベントホールなどで、それに附属している施設ということで、大ホールで何か

をするための準備、リハーサルであったり、練習をするための施設であるという基本的な考え方

があるということになるかなと思います。 

○委員 

 そしたら、11・12ページのところは、「本来、本番の練習やリハーサルのための附属施設と

なっておりますので、御希望の両方への見直しは困難です」と言ったほうがいいですよね。使用

料が安価とか、そういう話じゃないので。 

○委員 

 入れないほうがいい。 

○委員 

 説明がつきやすいですね。 

○委員 

 先ほども話が出ましたが、文化会館も29年目になりますので、建設当時と今とでは利用者の

ニーズが変わってきていることは、実際現場で感じます。多分、建設当時はワークショップとか

はなかったと思いますので。 

お客様のニーズに沿った利用に何とか応えられるように、こちらも変えていければなという、

正直そういう考えもありますけれども、料金や実際の運用の兼ね合いとか、利用のされ方の問題

とかで、見直しするのも難しいというのも実際のところ、あります。 

○事務局 

 リハーサル室も練習室も、結構使われているんですよね。稼働率が非常に高いので、これがほ

とんど使われていないなら、何か別の使い道を、ということにもなりますが、本来的な練習や
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ホールの控え室としての使われ方で、かなり、８割とか使われている状況で、本来の用途と別の

使い方を検討する、というのはなかなか厳しいです。 

○委員 

 ここで言ってあるのは、基本的な音響設備も入ったり、ワークショップや音楽活動とかやりや

すい場所が佐賀市内にほとんどないということだと思うんですね。会議室だと音が跳ね返って全

然やれないので、そういう意味からいくと文化会館のリハーサル室とか練習室は使い勝手がもの

すごくいいんだと思います。 

○委員 

 ここの回答としては、基本的には練習とかリハーサルのためのところなので、見直しは難しい

ですと回答をきちっとしておいて、考え方としては、もうちょっと使いやすくするような考えに

は持っていかなきゃいけないのかなと思います。特に取り合いになると思いますね。市民会館が

使えなくなっただけで会議室が２つ、３つなくなっちゃうから。 

○事務局 

 ここの回答については、使用料云々は省きまして、附属施設本来の目的としての利用率も非常

に高い状況であり、利用方法の見直しは難しいというように整理させていただきたいと思います。 

○委員 

 すみません、聞いていいですか。葉隠発祥の地、地元自治会に委託とされていますけど、地元

から特段声が上がったりしてないですか。 

○事務局 

 地元に除草を委託していますけど、そこは契約関係でやっているので、特段問題はありません。

それ以外にも、直接的には聞いてないです。 

 ただ、昨年、確か西日本新聞に載りまして、非常に厳しいことを言われた経緯がございます。

ですから、次のステップをどうするかということは、市として考えていく時期に来ているとは

思っております。 

 内部的には、やっぱり事業を中断はしている状態なので、もともとの計画どおりやるという話

じゃなくて、若干見直しをかけたり、そもそもその葉隠発祥の地をどういうふうにして活かして

くか、そこは詰める準備をする必要があるのかなと思っております。 

○委員長 

 それでは、教育委員会に諮られます第二次佐賀市文化振興基本計画（案）についての御意見を

賜りたいと思います。 

○委員 

 全部目を通して読んでみましたが、41ページのところ、「「佐賀の七賢人」にゆかりのある史
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跡」と書いてあって、表現がどうかなと。いいかなとも思ったんですけど･･･。もともと七賢人

についてはいろいろあって、こういった中に入れるときは漠としたのがいいのかなと。７人とか、

８人とか、いろいろ言って、今度、教育委員会の副読本（佐賀の人物探検99）で99人あげてあっ

たでしょう。もう「「佐賀の賢人」にゆかりの」でもいいかなとか、ふと思った。 

○委員長 

 幕末・明治かな。大正、昭和ぐらい広がってきているんじゃない、賢人が。 

○委員 

 賢人と書いてしまうと、何で数字を入れていないのかとなるので、違う言葉を使われたほうが。 

○委員長 

 佐賀の先人。 

○事務局 

 ちょうど来年が維新150周年になるので、固定した七賢人とかはあまり使わないほうがいいか

もわからないですね。 

○委員長 

 ほかになければ。 

○事務局 

 御意見ありがとうございました。 

41ページの「「佐賀の七賢人」にゆかりのある」というところは、「佐賀の先人」という表現

で修正をかけようと思います。 

 本日の審議を踏まえてまとめた計画案を最終案ということで、今月末に行われる定例教育委員

会に諮ることといたします。 

 

＜平成２８年度文化振興基本計画推進懇話会＞ 

○委員長 

 それでは、議事３その他の、文化振興基本計画（第一次）の進捗報告をお願いします。 

○事務局 

本日は文化振興基本計画の策定委員会ということで皆様に集まっていただきましたが、お時間

をいただきまして、文化振興基本計画推進懇話会の内容を報告させていただきたいと思います。

（資料：佐賀市文化振興基本計画重点事業（第一次）進捗状況） 

 本日は28年度を主に報告させていただきます。 

 重点事業が５つございまして、まず１つ目、「佐賀市の文化人材登録制度の創設」について。

こちらはコーディネート機能を備えた制度創設ということで、文化振興財団が主体となっての取
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り組みがいいだろうという方向性は出ていましたが、財団のマンパワーにも大変な負担になるの

ではないかという懸念もあり、進めることができないでおりました。昨年２月のこの会議で、で

きる範囲でスタートさせたらとの御意見があり、その後財団のほうと話し合いをしまして、今年

度末の創設に向け、財団のほうで手続を進めてもらっております。ぎりぎりとなってしまいまし

たが、本年度内にスタートさせたいと思っております。 

 ２つ目の「文化振興基金の創設」についてですが、こちらのほうは運用益の見込めない現状や

管理・運営体制の構築の難しさなどから実現できておりません。第二次計画では重点事業にあげ

ておりませんが、次世代育成に向けての支援であるとか、文化施設の整備、活用などを重点的に

行っていって、文化芸術活動の支援を進めていきたいと考えています。 

 ３つ目の「文化財の調査・研究・公開の充実」についてですが、こちらのほうは、三重津海軍

所跡や東名遺跡を中心に行ってまいりました。 

 平成28年度は、まず東名遺跡関連でいいますと、28年10月3日の告示を受けて、東名遺跡が史

跡に指定されました。その史跡指定記念として、シンポジウムや企画展の開催を行っております。

また、埋蔵文化財センター基本構想等検討委員会を設置しまして、２月１日に第１回目を開催し

たところです。２回目を３月に予定しております。出前講座を市内小学６年生を対象に行ってお

りまして、貝輪づくり、編みカゴワークショップも継続して開催しているところです。 

 続いて、三重津海軍所跡の関連ですが、こちらのほうは、発掘調査、出土遺物分析調査、歴史

文献調査を行いまして、現在は史跡整備に伴う船屋地区の確認調査を行っております。三重津海

軍所跡の保存・整備・活用に関する計画策定のため、整備基本計画策定委員会を開催しました。

これは三重津世界遺産課主体で行っておりまして、今年度は４回予定しております。 

 公開、活用の面では、肥前国庁の歴史講座や芸能祭を開催しまして、好評を得ております。 

 文化財指定関連については、尼寺一本松遺跡出土遺物の市指定が年度内に告示される見込みと

なっております。 

 登録有形文化財（建造物）への登録については、水ヶ江の旧百﨑家住宅主屋が昨年11月に答申

されました。大隈記念館については、市観光振興課により、今、具申を行っております。 

 また、構口公園整備事業に伴う発掘調査を行いまして、これによって江戸時代にかかっていた

橋の土台が発見されて、この場所が佐賀城下への東入口であったことが明確になりました。 

 また、見島のカセドリ行事のユネスコ無形文化遺産の再提案を３月に予定しています。審査は

来年、平成30年の予定となっております。 

 続きまして、４番目の「佐賀城跡の保存・整備」についてですが、佐賀城天守台の発掘調査及

び報告書の刊行、古文書講座、出前講座の実施などを継続して行ってまいりました。佐賀城跡の

保存・整備について、平成28年度には佐賀城西堀西側護岸石垣修復整備に伴う発掘調査、そして、
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佐賀城東堀裏御門橋南側の石垣護岸確認調査を行いました。 

 ５つ目、最後の「佐賀市民芸術祭の開催」ですが、佐賀市民芸術祭は平成25年度から本年度ま

で４回開催してまいりました。４回目となる昨年11月の芸術祭では、初めて屋外での企画に取り

組むなど、新たなことに挑戦しながら取り組みを続けております。４回目にして、目標としてい

た総入場者数１万人超えを達成し、年々、市のイベントとして定着してきております。今後も

ジャンルの拡大、広報の充実、そういった課題への対策を行いながら継続していきたいと考えて

います。 

 続きまして、成果指標の資料をごらんください。 

（資料：佐賀市文化振興基本計画（第一次）の成果指標のとおり） 

○委員長 

 事務局のほうから第一次計画の進捗状況について報告がございました。御意見があれば伺いた

いと思います。 

○委員 

 数値目標に「文化会館入場者数」がありますけど、文化会館でも、ＡＫＢみたいなのを呼んだ

ら、わっと人が来るけどなかなかそうはいかないとでしょうね。どこでも、利益を出すようなの

を呼びたいけど、そういうわけじゃない。 

○委員 

 そうですね。結構、今年度も有名アーティストは実際、文化会館にも来ているんですよ。大

ホールで満席になるような。ただ、そういうのは大手のプロモーターが握っていらっしゃるし、

それをいざ会館の自主事業としてしようとすると、もうとてつもない予算がかかる。入場料も高

いですが、委託費として払う金額も、今財団でしている事業からするとかけ離れているんじゃな

いかと思われます。 

○委員 

 2,000人ぐらいだとペイしないでしょう。やっぱりアリーナみたいな万という数字が入らない

と。 

○委員長 

 文化会館でやる限界があるでしょうね。 

○委員 

 舞台装置とかも、今はそういうアリーナ形式対応の大規模なものが多くなっていて、いわゆる

文化会館のような箱つきはなかなか･･･。それに合わせてまた演出、舞台装置をつくり直さない

といけないとか、パッケージしないといけなくなったりもあるみたいで。 

ただ、昨年12月にありました、朝夏まなとさん。やっぱりああいう佐賀にゆかりがあって、佐
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賀出身で初めて宝塚トップになられて、その凱旋公演ということですごく反響が大きかったです

ね。 

○委員長 

 カセドリの行事だけど、以前、後継者問題が課題になっていたけど･･･。 

○事務局 

 後継者のことについては、地元は非常に悩まれておりますけれども、実際、見島のカセドリの

範囲といいますか、集落の20軒ぐらいでやっていらっしゃいます。伝統文化、伝統芸能というこ

とで、エリアは変えないという考えで行っておられます。 

○委員 

 関連してですけれども、結局のところ、芸能だけ残しても何の意味もないわけです。そこの裏

にある精神性であったりとか、宗教的なものも含めてですよね。そういったものがなくなってし

まって形だけ残しても、残したことにはならないので、それこそ地域の枠組みは当然変えない。

少々の融通をきかせるぐらいはあるかもしれませんけれども、そこを変えてしまえば、それこそ

文化財でも何でもないし、伝統芸能でも何でもないと個人的には思っていますので、そういった

ところまで含めて支援をしていただければなと思う。行政のほうからもそういう目線で見ていた

だければありがたいなというふうには思っています。 

○委員長 

 ほかに御意見ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、これで議事は終了いたしますので、事務局にお返しいたします。 

○事務局 

 委員の皆様には、１年間本当に熱心に議論していただきましてありがとうございます。おかげ

様で何とか形にすることができたのかなと思っております。 

 皆様には、文化振興基本計画推進懇話会の委員も委嘱させていただいておりまして、そちらの

ほうの任期があと１年間残っておりますので、引き続き来年度もよろしくお願いいたします。 

 本日は本当にありがとうございました。これで終了いたします。 

 

午後４時12分 閉会 

 


