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平成３０年度 第２回 公益財団法人佐賀市文化振興財団第三者評価委員会の結果について 

 

 

 平成３０年１１月２２日（木）に開催しました、公益財団法人佐賀市文化振興財団

第三者評価委員会の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

 １ 開催日時  平成３０年１１月２２日（木）１０時から１２時 

  

２ 開催場所  佐賀市役所 大財別館４－３会議室 

 

３ 出席者   ・公益財団法人佐賀市文化振興財団第三者評価委員会：8 名 

          委員長：高島忠平 

委員：石丸義弘、重松恵梨子、徳永浩、富吉賢太郎、 

   平尾洋美、福成有美、峰悦男 

        ・公益財団法人佐賀市文化振興財団：5 名 

        ・事務局：4 名 

 

４ 議  題  平成３０年度上半期 実績評価について 

 （１）自己評価 

         （２）質疑応答 

         （３）採点 

         （４）集計 

         （５）総合評価・意見交換 

 

 ５ 会議の公開又は非公開の別  公開 

 

 ６ 傍聴者数  ０名 

 

７ 議 事 録（概要） 
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（１） 自己評価（文化振興財団） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価資料Ⅱ 自己評価

１）施設管理に関すること

① P22～24

② P1～6

③ P19

２）文化事業に関すること

④ P7～13

⑤ P8、11

⑥ P7～11

⑦ P7～11

３）財務に関すること

⑧ P17、18

⑨ P9～14

⑩ P15～17

《　公益財団法人 佐賀市文化振興財団　自己評価表　》　　公益財団法人 佐賀市文化振興財団　平成３０年度上半期実績

利用者目線で運営することを意識し、利用しやすい施設となるよう改善を図ることで、利用者の満足度が高いサービ
スを提供し、稼働率、利用者数を増加させることができたか。

文化会館の利用者数及び東与賀文化ホールの利用者数・稼働率は、目標値を達成でき
たが、文化会館の稼働率が達成されていない。

地域の文化サークルの作品展示、文化祭等の地域特性を活かしたイベントの開催支援や、福祉施設などでの芸術文
化に触れる機会の提供を通して文化振興を図ることができたか。

下半期に、地域の文化サークルの作品展示は東与賀文化ホールで開催予定。また福祉
施設でのアウトリーチを実施予定である。

将来の文化を担う子ども・青少年を育成する、鑑賞・体験事業を実施できたか。
文化会館ではワークショップ3企画、アウトリーチを4カ所で実施し、東与賀文化ホールで
はワークショップ2企画実施した。

評価項目 コメント（評価の理由等）

必要な保守点検、修繕、管理を行い、施設・設備の機能維持と利用者の安全確保に努めているか。 適切な保守点検、修繕を実施し、利用者の安全確保に努めた。

自
己
評
価

（
総
合

）

積極的な情報提供やセールスにより、文化事業の入場者数、稼働率の向上に努め、文化事業収入、利用料金収入
を増加することができたか。

前回の委員会「平成30年度の課題」

ホームページ、広報誌をはじめ様々なメディアを通し、広く施設及び事業の情報提供を行うことができたか。

B

A

A

地元出身芸術家の起用、市民参加型のイベントの企画、発想の転換による新しい企画を打ち出すこと等により、地域
文化の活性化を図ることができたか。

文化会館では、ワークショップでバレエ教室、和楽器奏者を起用、東与賀文化ホールでは
邦楽のコンサートと短歌教室のワークショップ、唐津の人形浄瑠璃を開催した。

ホームページ、フェイスブック、広報誌「新風」、MOTEMOTEさが、テレビ、ラジオ、新聞記
事・広告により広報活動に努めた。今回は文化会館30周年記念事業の記事への情報提
供を行った。

文化事業の入場者数を増やし、文化に親しむ市民層の拡大に貢献することができたか。
文化会館・東与賀文化ホールとも企画・事業実施時期を計画的に行い、入場者数・事業
数ともに昨年を上回っている。文化会館のアウトリーチが目標に届いていないが、下半期
で達する予定である。

オフィシャルパートナーが10社から11社に増加した。

文化事業収入・利用料金収入は、2施設とも昨年同期より増加している。

・満席の文化事業公演が、文化会館で3公演。（めざましクラシックス、立川志の輔、さだまさし）
・東与賀文化ホールで唐津人形浄瑠璃保存会の人形浄瑠璃を実施。
・文化会館で会員招待企画 秋川雅史コンサートを実施。会員増につながった。

・文化事業の入場者数の目標値を達成すべく、広報活動に力を入れる。
・友の会会員数増加について、新規および過去会員の掘り起こしを図る。
・オフィシャルパートナーの増加を図る。
・2019年全国総文祭、2023年国民スポーツ大会・全国障がい者スポーツ大会佐賀大会に向けた施設の改修、駐車場
 不足問題について佐賀市と連携して対応していく。

①他施設と関係なく利用者数、稼働率を上げること
②利用者数と稼働率は下がることが予想されるが、広報活動をさらに充実させてほしい。
③地域とのつながりを持ち、さらに広げていくこと。
④当面2019年全国総文祭の対策が大きな課題となる。市民の利用に不便が生じるのでは。
⑤フェイスブック等SNSやWebsiteでの情報更新のさらなる活発化に期待する。
⑥地元団体や地元出身者の企画は緒についたばかりで今後の取り組みに期待。
⑦駐車場問題。
⑧利用者へのサービス向上によるレストランの活性化

①H29年度下半期に市内3施設が工事のため休館し、利用者数、稼働率が上がってるが、自主事業の追加等に取り
　 組みながら利用者増を図る。
②財団だけの広報ではなく、佐賀市とも連携して行っていく。
③公民館への働きかけを行うとともに、地元芸術家の人材バンク登録増について佐賀市と連携しながら取り組んでい
　 く。
④施設利用にあたって適宜情報提供を行っている。
⑤ホームページやフェイスブックの更新の頻度に力を入れている。
⑥市民芸術祭の企画に地元団体・出身者を取り入れている。
⑦駐車場不足の広報に力を入れ、公共交通機関の利用や乗り合わせでの来館を促している。
⑧レストランと協議しながら利用者への広報活動を行いたい。

市内企業からの協賛金、国や関連団体等による助成金等を積極的に獲得し、事業に活用することができたか。

課題への対応状況

平成30年度上半期に高い実績を収めた事項 平成30年度下半期に向けた課題

経費の縮減を図り、経営の効率を高めることができたか。 適切な空調管理などで電気使用量の省エネルギーに努めた。

◎判定の基準
【Ａ】 高い成果を収めている 【Ｂ】 概ね良好な成果を収めている 【Ｃ】 向上の余地がある。 【Ｄ】 見直しが必要である 【Ｅ】 抜本的な見直しが必要である
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【佐賀市文化振興財団による自己評価の説明】 

 

１） 施設管理に関すること 

  ・文化会館の利用者数は、平成２９年度上半期に比べ約１万３千人増の約２１万人で、

目標の４１万人に対する達成度は５１％であった。稼働率は、前年度上半期に比べ

１．４３ポイント減の７１．６％で、目標の７４％にする達成度は約９７％だった。

稼働率が目標に届かなかった原因としては、大ホール、中ホールの稼働率は上がっ

たが、会議室は昨年まで利用していた団体の利用がなくなり、大ホール、中ホール

の控室利用が減ったことがあげられる。 

  ・東与賀文化ホールの利用者数は、平成２９年度上半期に比べ５，５００人増の２３，

３０２人、目標の３２，０００人に対する達成度は約７３％であった。稼働率は、

前年度上半期に比べ１０．５１ポイント増の５４．９３％で、目標の５２．５％に

対する達成度は約１０５％だった。 

・保守点検や修繕等は確実に実施し利用者の安全確保に努めた。 

 

２） 文化事業に関すること 

  ・文化会館の文化事業入場者数は、９，５２５人で、目標の１５，０００人に対する

達成度は６３．５％であった。これは、事業の企画、実施を計画的に行い、特に主

催事業７企画のうち「めざましクラシックス in 佐賀」「立川志の輔独演会」「さだま

さし 45 周年コンサート」の３公演が満席、「ジブリの思い出がいっぱい」「友の会招

待企画 秋川雅史コンサート」が８、９割の入場者数であったことによる。 

・文化会館では、アウトリーチで市内の小中学校４ヶ所を訪問した。また、地元のバ

レエ教室の講師や和楽器奏者を講師に迎えてワークショップを実施した。 

・東与賀文化ホールでは、地元の芸術文化団体の方を講師に迎えて短歌教室を実施し

た。また、初めて唐津の人形浄瑠璃を招聘して公演を実施した。 

 

３） 財務に関すること 

 ・文化会館、東与賀文化ホールの利用料金収入は目標に達した。 

  ・文化会館、東与賀文化ホールの指定管理料はそれぞれ目標の４８％、４９％で経費節

減を行った。 

  ・オフィシャルパートナーを１０社から１１社にできた。 

  ・適切な空調管理などで電気使用量の削減に努めている。 

 

 

（２） 質疑応答（概要） 

委員 オフィシャルパートナーは現在１１社で、企業にとってオフィシャルパートナーにな

ることは、広告の側面があると思います。財団がオフィシャルパートナーを広報誌等

に掲載をする時、１行に５社並べ、３行で１５社ぐらいが見てわかる最高ではないか

と思いますが、オフィシャルパートナーの上限数を考えておられますか。 

財団 上限数を設けることは考えておらず、裾野を広げるために、オフィシャルパートナー

を増やす取り組みを地道に続けて行きたいと思います。 

委員 昨年度、アバンセや美術館改修の影響で東与賀や文化会館のホール利用が増えたと思
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います。流れてきた利用者がホールを使われた時の感想を教えてください。 

財団 東与賀文化ホールは、遠い、駐車場が不便と言われていましたが、使用料金が美術館

やアバンセに比べて低廉なので、今年度も使われるところが４件以上あります。使い

勝手がいい、ホールの対応が丁寧という評価をいただきました。 

財団 文化会館は東与賀と違って料金が高いと言われますが、舞台が広い、搬入がしやすい

など利用された方には満足していただけたと思います。 

委員 ふるさと納税について、文化会館の主催事業のチケットを佐賀市の返礼品にできます

か。また、寄附をしたお金は文化会館に使ってくださいと指定できますか。 

委員 佐賀県のふるさと納税では、ＮＰＯ等を指定した助成があり、その中に一部公益財団

法人も入っています。財団がＮＰＯ等に指定してもらえるか佐賀県の県民協働課に確

認してみたらどうですか。 

財団 わかりました。 

委員 県の方によると返礼品目的は頭打ちらしく、何かに役立つことに意味を見出す人を開

拓したいそうです。文化会館に寄附をしたらこんなふうに生かされると打ち出して、

寄附をする人を広めていけたらと思います。 

事務局 佐賀市のふるさと納税には文化財のメニューはありますが、芸術文化のメニューは

ありません。寄附金を文化会館のために使ってくださいと指定はできると思います。 

委員 ホームページやフェイスブックでの情報発信は若い世代にはいいが、高齢化が進んで

いるので、高齢者への情報発信はアナログ的なことも考える必要があると思います。 

委員 新聞の読者欄にサンクトペテルブルグのコンサートに行ったという意見が載っていま

した。高校の時に父親から平成元年の文化会館こけら落とし公演のレニングラード（現

サンクトペテルブルグ）公演を聴きに行くぞと言われて行き、３０年後に今度は自分

が父親を車椅子で連れてきて、３０年前と同じ席で聴いたら父親はものすごく喜んだ

というものです。催物案内誌の新風などにこういう記事を転載したら、読者が事業に

関心を寄せるきっかけになると思います。 

委員 人はストーリーに感動します。広報では催物についての事実だけでなく、それに関す

るストーリーがあれば、より多くの人の関心をひきます。そのストーリーを良かった

と思えば個人がアウトプットできる時代です。個人のアウトプットをシェアしていけ

ば情報に触れる母数が増えます。例えば小学校の合同音楽会などについて、可能なら

写真をつけて文化会館でこんなことが行われていると伝えたらと思いました。 

財団 フェイスブックは主催事業に関するものを載せていました。合同音楽会など貸館の事

業の様子を載せるのは非常に効果的だと思いますので取り入れたいです。 

委員 来年職員採用をされるそうですが、広報能力のある方を採用するのも良いと思いまし

た。 

委員 学校での合同音楽会、合唱祭などは、音楽に親しむ方法の一つとして大切だとしたと

きに、例えば文化会館が合同音楽祭の開催に対して名義後援などで何らかの協力がで

きないでしょうか。学校の合同音楽会にはお父さん、お母さんが多数見に来るし、文

化事業の根っこの部分として発掘したら面白いという気はしました。 

委員 先日、文化会館のレストランで、公演前に食べようとしたがお客さんが多かったため、

結局食べられなかった。 

委員 レストランの運営は難しいと思うが、公演でお客さんが多い時はカレーなどすぐでき

るものだけにすれば、人手は少なくてもお客さんははけるのではないでしょうか。通
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常と同じメニューですると時間がかかります。先日３０分待ちましたが、開演に間に

合うには１５分程で食べ終えないといけない時間になったので、あきらめました。 

財団 その公演時は厨房も含めて４人で回していました。レストランの広さもあり、待って

いるお客様は順番、時間がわからない。悩ましいのはお客様が全然来ない時もあるの

で、固定的な従業員を雇えない、雇おうとしても来ない、臨時的に雇用しようとする

となおさらです。早めに１ヶ月後とかこの時間帯にとお願いが必要ですが、それも難

しい部分です。財団からレストランに情報共有をして、改善が図れるかを常に考えて

いかないといけないと思います。 

委員 駐車場の出入りに関し、動線の工夫ができないでしょうか。サンクトペテルブルグ公

演の帰りにタクシーで文化会館を出るまでに料金が１０００円を超えました。 

財団 昨年度、財団でした調査でも、西側の出入りの動線、信号機の時間の短さ、県の施設

から車が入り込むこと、東側信号機の時間の短さという問題があがりましたが、最終

的に警察も含めて協議するのは、県の総合グラウンドの改修工事に合わせるのがベタ

ーかなと思います。佐賀市と佐賀県が協議されていくと思いますが。 

委員 公共交通を使うとなればシャトルバスですが、大きいバスでなく、小さいバスを何台

かというのも一つの方法かなと思います。 

委員 大通りにタクシーの乗り場があれば、お客さんはそこまで困らないのではと思います。 

文化施設のレストラン経営は難しいらしいですね。 

財団 下関の文化施設では、レストランは公演時だけコーヒーや軽易なものだけでされてい

ますが儲からない。儲からないので他のレストランも経営されています。熊本県立劇

場のレストランは大きな事業がないときは頻繁に休んでいます。 

委員 レストランはイベントに合わせた臨時的なものにするか、常駐して儲かるものにする

かを選ぶ必要があると思います。そこに行くことがイベントになるようなレストラン

経営を選ぶなら、県立美術館や県立図書館のカフェのようにやり方はあると思います。

文化会館は会議室の利用が少ないそうですが、市内の貸し会議室は結構埋まります。

文化会館には１３０人の大会議室、２０人の小会議室もあるので、会議室利用がコン

スタントにあれば、軽食など何か出せるところがあってもいいと思います。神戸産業

振興センターのレストランは、会議室利用者に器に盛ったお弁当を１０００円で持っ

てきてくれます。そういうこともホールの動きが少ないときにできると思います。 

委員 例えば夕方１８時に開場とか、夕食をとらずに来る人が結構います。レストランは文

化会館の大事な機能だと思うので調査研究をしてほしいと思います。 

 

 

（３） 採点 （４）集計 （５）総合評価 

委員 文化会館や東与賀文化ホールを使ったエピソードをハッシュタグ付で投稿してもらい、

その中から賞のようにチケットを差し上げるとか、それほどお金をかけずに利用者が

情報を拡散してくれるようにしたらどうでしょうか。 

委員 今の意見は文化に興味のある人にはいいと思いますが、文化の位置づけを考えたとき

に、多くの人にとって文化はそれほど位置づけられていないように思います。 

委員 子どもや孫の話になると関心やついてくる人の数が増えるので、そういう人たちに興

味を持って来てもらえたら。例えば学校で芋を育てて、収穫したものはレストランで

料理をしてふるまって、利用者を増やしていく。文化に興味はないが、孫の発表会に
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は行くでしょうから。ストーリーの内容で対応できるところもあると思います。 

委員 小さな感動を常に発信していくことが大切です。新風１２月号裏面の深町さんの記事

を読んで、深町さんはそういう人なのかと知りました。人に興味を持つと、じゃあコ

ンサートを聞きに行こうかと思うことはあります。 

委員 e スポーツが今度国体の競技種目になるそうですね。時代が変わっているなと思いま

した。芸術文化は融通無碍、ある意味では社会的な広がりで変わっていきます。事業

として進める場合、制度は必要かもしれないが、受け入れる体制、態度を持っておく

必要もあると思います。文化会館の使い方もおそらく多様化してきていると思います。 

委員 文化会館は文化に対する核となる場所ということを押さえて、お手伝いはするけどコ

ントロールはしないという姿勢があれば大丈夫だと思います。 

委員 かつてサブカルチャーと言われたものは今でもサブカルチャーに位置づけられるのか。 

委員 サブカルチャーがメインカルチャーになっていると思います。昨日テレビでカラオケ

バトルをやっていましたが、昔はテレビで放映するものでもなかったと思います。 

委員 ゲームでホームランをよく打つので、プロの試験を受けに来るという話もあります。 

委員 いろんな意味で意識改革が必要です。お茶の水女子大学でトランスジェンダーの学生

を受け入れるようになりました。そこまで変化している時代の中で「文化とはこうあ

るべき」とすると仕損じるかもしれません。「ええっ。そんなこと」と思わずに「そう

いうことも考えないといけないのか」と思って道筋を探すことも必要です。 

先ほどの新聞の読者欄のような人が１人でも佐賀県民におられたというだけで、文化

会館が開催した 30 周年記念公演は大成功だと思います。来場者数だけでなく、あの

ような人が来場されたことに財団の人は自信を持って事業をやってほしいと思います。 

委員 僕もそう思います。入場者数は文化会館の大ホールで１８００です。佐賀市の人口か

ら考えたら何％。それでも事業はやらないといけないという。サブカルチャーはあり

ますが、根本は必要です。根本がしっかりしていないといけないと思います。 

委員 今までは見向きもしなかったことが、実は大切だと意識を変えないといけないことが

ありました。「委員からの意見は突拍子」と思われるかもしれませんが、恥をしのんで

思ったことを言って、それを財団の人がどう受け止めるかで変わっていくと思います。

「そんなこと言われても」では、そこで止まってしまいます。レストランの話なら「そ

れならすぐやれる」「おにぎりだけでもしようか」「今日の場合はカレーだけにしたら

どうなるか」としていかないと、改革はできないという気がします。こちらは言うだ

けで、される方は大変かもしれません。でもその中にひょっとしたらヒントがあるか

もしれません。 

委員 今日、タクシープールが大通りにあった方がいいという話がありましたが、アリーナ

構想の中でタクシープールがあれば文化会館利用者も利用できると思います。情報交

換をする中で、アリーナと文化会館がお互いに施設として補完し合えることもあると

思うので、情報交換があるといいなと思います。 

委員 アリーナには駅前からシャトルバスで行く、バスの方がいいとみんなが思ってくれる

ように考え方を変えないといけないですね。 

委員 駅から文化会館まで１．４ｋｍ。１４００ｍは歩ける距離です。遠くに感じる方は最

初から車になると思うので、１４００ｍと案内した方が、心理的にはいいような気が

します。 

 



 7 / 7 

 

 《　集計表　》　　平成３０年度上半期実績評価　採点の結果　委員コメント

満点 得点計 得点率 判定

１）施設管理に関すること 240 186 77.5 B

① 80 68 85 -

② 80 60 75 -

③ 80 58 72.5 -

２）文化事業に関すること 320 270 84.4 A

④ 80 70 87.5 -

⑤ 80 66 82.5 -

⑥ 80 66 82.5 -

⑦ 80 68 85 -

３）財務に関すること 240 190 79.2 B

⑧ 80 64 80 -

⑨ 80 64 80 -

⑩ 80 62 77.5 -

◆総合 800 646 80.8 B

◆総合評価

委員コメント

・市民芸術祭は周囲に足を運ぶ方、楽しみにしている方が多く、盛り上がっている雰囲気が伝
わってきた。
・市民芸術祭が根付いてきた感じを受ける。
・佐賀市に縁ある演者を立てるなどの工夫はとてもよい。
・東与賀文化ホールの利用率も好調。
・ホールに向かえない、向かいにくい子どもたちの施設や学校へのアウトリーチが進むと良い。
・小学校への訪問を含め裾野を広げる事業を実施している。

文化事業の入場者数を増やし、文化に親しむ市民層の拡大に貢献することができた
か。

地域の文化サークルの作品展示、文化祭等の地域特性を活かしたイベントの開催支援
や、福祉施設などでの芸術文化に触れる機会の提供を通して文化振興を図ることがで
きたか。

将来の文化を担う子ども・青少年を育成する、鑑賞・体験事業を実施できたか。

地元出身芸術家の起用、市民参加型のイベントの企画、発想の転換による新しい企画
を打ち出すこと等により、地域文化の活性化を図ることができたか。

委員コメント

・無駄を省き、必要な修繕に努めている。
・駐車場と車の出入りに問題。
・レストランの運営に課題。
・東与賀文化ホールを初めて利用する人が増え固定的に利用したいと思う人が増えて喜ばしい。
・オフィシャルパートナーの増加に努力している。個人寄付やふるさと納税等を活発に実施して
頂きたい。
・家庭へ情報が届くようなイベント一覧、計画表（2～3月分）が発送できたら。
・フェイスブックはリーチ数やプレビュー数を確認、ハッシュタグの活用など工夫をすれば閲覧
数が増える。地道な作業だが、集客数、利用者数につながる方法の一つだと思う。
・フェイスブックの更新頻度は高くないが発信は続き評価できる。求心力のある投稿に期待。
・ストーリーのある投稿は読み手（受け手）を動かし、次のファンへつながると思う。

評価項目

必要な保守点検、修繕、管理を行い、施設・設備の機能維持と利用者の安全確保に努
めているか。

利用者目線で運営することを意識し、利用しやすい施設となるよう改善を図ること
で、利用者の満足度が高いサービスを提供し、稼働率、利用者数を増加させることが
できたか。

ホームページ、広報誌をはじめ様々なメディアを通し、広く施設及び事業の情報提供
を行うことができたか。

市内企業からの協賛金、国や関連団体等による助成金等を積極的に獲得し、事業に活
用することができたか。

積極的な情報提供やセールスにより、文化事業の入場者数、稼働率の向上に努め、文
化事業収入、利用料金収入を増加することができたか。

経費の縮減を図り、経営の効率を高めることができたか。

高い実績を収めた事項

・利用者、利用料金とも目標達成できて、努力されているの
がわかる。
・満席のイベントが３つもあり、盛り上がり、市民にも届い
ている印象があった。
・上半期の自主事業、特にサンクトペテルブルグ交響楽団招
致は素晴しかった。
・東与賀文化ホールの利用者がスタッフの対応を評価してい
たのは喜ばしい。
・オフィシャルパートナーの数が増えたのは高く評価でき
る。
・満席公演が３つあった事は良かった。

平成30年度下半期の課題

・オフィシャルパートナー増加のために入場券を進呈す
るなどして見返りを。
・レストラン運営の調査研究。
・裾野を広げること、イベント参加者以外をどう取り込
むか。イベント時以外でも市民の集まる場所になれば。
・多様な情報の市民への伝達（新聞記事、投書等）
・ストーリーやエピソードを効果的に使用する心理的な
広報があれば良い。
・高齢化が進む中で、それらを対象とした視点も必要。
・（タクシープール、駐車場に関し）三溝線が一車線に
なれば車の往来に影響するかもしれない。情報収集、課
題解決に取り組んで頂きたい。

委員コメント

・オフィシャルパートナーの確保の努力が成果を出している。
・ふるさと納税など、今後に期待したい。
・経費縮減から効率の最大化の方に基準をシフトさせる方が前向きであろう。
・レストランの経営努力、よろしくお願いしたい。


