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令和２年度 第１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 

 

 

 令和２年７月１７日（金）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  令和２年７月１７日（金）１０時から１２時 

  

２ 開催場所  佐賀市役所 大財別館 ４階 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  令和元年度 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  １名 

 

７ 議 事 録（概要） 

 

 

 

 

 



 2 / 7 

 

（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 P21,22,28～30

② P1～7

③ P25

２）文化事業に関すること

④ P8～17

⑤ P8～17

⑥ P8～17

⑦ P8～17

３）財務に関すること

⑧ P20,23,24

⑨ P1,12～19

⑩ P20～22

《　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　令和元年度実績

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。

新型コロナウイルスの影響で、文化会館は2・3月で76件の中止、9件の日程変更で利用
者数・稼働率が目標に届かなかった。東与賀は3月に15件の中止があったが、利用者
数・稼働率は目標に達した。

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。

新型コロナウイルスの影響で文化会館は、アウトリーチ2本、東与賀は主催事業が2本中
止になった。
文化会館は、地域芸術家をアウトリーチで老健施設2カ所に派遣し、公民館活動として2カ
所を訪問した。
東与賀では、弓削田健介コンサートや東与賀町民文化祭への支援を行った。

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、アウトリーチを学校4カ所、児童養護施設1カ所、特別
支援学校1カ所で実施し、東与賀ではワークショップ3企画、地域創造の助成で公共ホー
ル音楽活性化事業として4カ所8公演のアウトリーチを実施した。

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。
2・3月は、感染症対策の消毒液設置や館内の広報を行った。

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「令和元年度の課題」

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。

さが仁○加や佐賀市在住の打楽器奏者・ピアニストによるアウトリーチを行った。

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・広告に加え、フリー情報掲載サイトにより広報活動に努めた。

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。
新型コロナウイルスの影響で、文化会館は主催事業1本、東与賀は2本が中止になった。
広報媒体への露出も積極的に行った結果、入場者数・事業数ともに目標値を上回った。

文化会館では、企業からの特別協賛金で九州管楽合奏団のコンサートを実施した。JAか
らの協賛予定だったにわか公演は新型コロナウイルスの影響で中止した。東与賀では、
地域創造の助成を受けてピアノリサイタル、宝くじの助成で海援隊のコンサートを実施し
た。

利用料金収入は、新型コロナウイルスの影響で、文化会館は予定された利用料金が938
万円、東与賀が79万円の減収となったが、両施設とも目標を達成している。
文化事業は、新型コロナウイルスの影響で、主催事業が中止になったことで入場者数・
収入ともに昨年より落ちているが目標には達している。

・佐賀新聞社、サガテレビとの共催事業（8本）は、広報宣伝効果により多数来場いただけた。
・宝くじ文化公演（海援隊コンサート）は、宝くじの助成を受けチケットは即日完売した。

・新型コロナウイルス感染症対策と感染症予防の周知・広報
・SAGAサンライズパークの工事と佐賀市と連携して進める施設整備期間中の施設利用者へ日程調整等を図りながら
  影響を極力少なくすること及び安全確保

①両会館とも稼働率の向上にあと少しの努力も必要だが、文化と触れ合う機会を与えるため、入場者数
　（利用者、稼働率の向上）にとらわれ過ぎないようにする。
②高齢化が進むなか、それらシニア世代が生活の中で親しめる事を基盤に持ってほしい。

①吹奏楽部の中高生を対象に、市民芸術祭の中で「九州管楽合奏団」（九州唯一のプロ吹奏楽団）による公開リハー
　 サルや公開クリニックの機会を提供するなど入場者数・利用率向上に取り組んだ。
②下半期に公民館や老健施設へのアウトリーチを企画実施した。

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

令和元年度に高い実績を収めた事項 令和2年度に向けた課題

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 

  ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府のイベント自粛要請により、2 月下旬か

ら貸館の中止・延期が発生した。また 3 月 15 日から 3 月 31 日まで休館した。2，3

月の中止は文化会館で 76 件、東与賀文化ホールで 15 件、納入済使用料を全額還付

した。 

・文化会館の利用者数は 381,636 人で、前年度に比べ約 37,431 人減少し、目標の

415,000 人の 91.96%。稼働率は 69.91%で、目標の 74.5%に 4.59 ポイント少なかっ

た。その減少の主な理由は、新型コロナウイルス感染症の影響で 3 月の催し物がほ

とんど中止や日程変更になったためである。 

・東与賀文化ホールの利用者数は 56,468 人で、前年度に比べ約 937 人減少したが目

標の 33,000 人を達成した。稼働率は 59.27%で、目標の 56.9%を 2.37 ポイント上回

った。2 月までの利用が過去最高だったことによる。 

・保守点検や修繕等は確実に実施し安全確保に努めた。 

・新型コロナウイルス感染症対策として、消毒液の設置や館内のソーシャルディスタ

ンスの表示をして注意喚起を行った。 

・情報提供は、特にフェイスブックの更新頻度を増やし、新たに動画や地域ごとのフ

リー情報掲載サイトへの情報発信を開始した。 

 

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 21,097 人で目標の 15,000 人を達成した。新型コロ

ナウイルス感染症の影響で主催事業 1 企画、アウトリーチ 3 ヵ所を中止したが、佐

賀新聞社、サガテレビとの共催事業が好調で目標を達成した。 

  ・文化会館は、アウトリーチを市内小学校 4 ヵ所、児童養護施設 1 ヵ所、特別支援学

校 1 ヵ所で実施した。また地域芸術家を老健施設 2 ヵ所、公民館 2 ヵ所に派遣した。 

  ・東与賀文化ホールの文化事業入場者数は 4,665 人で目標の 2,800 人を達成した。上

半期に小学校へのアウトリーチ 8 公演で 286 人が参加したこと、宝くじの助成で実

施した「海援隊トーク＆ライブ」が即日完売したためと考える。 

  ・東与賀文化ホールは、邦楽ワークショップと学生向けの吹奏楽のクリニックを佐賀

市出身の方を含むプロの演奏家に講師を依頼して実施した。 

 

３） 財務に関すること 

  ・公益財団法人は、期末の正味財産が、2 年続けて 300 万円を下回ると自動的に解散し

なければならないが、令和元年度は約 850 万円で問題ない。 

  ・利用料金収入は、文化会館で 118,253,450 円、東与賀文化ホールで 6,633,770 円とな

り目標を達成した。 

・オフィシャルパートナーは昨年に引き続き１１社であった。 

・文化会館は企業からの協賛金を得て「九州管楽合奏団クラシック＆ポップスコンサー

ト」を実施し、東与賀文化ホールは、（一財）地域創造の助成を受けて「岡田奏ピア

ノリサイタル」を、宝くじの助成を受けて「海援隊トーク＆ライブ」を実施した。 

・空調等の温度管理、運転管理をして、電気の使用量を減らし、経費節減に努めた。 
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（２） 質疑応答（概要） 

委員 令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響が出てくる。文化事業で三密を避ける

ために入場者数を制限する代わりにチケット代を倍にすることは簡単にはできないと

思う。入場者数の制限をすると事業の実施はどうなるか。 

財団 国、県の考え方では、入場者数は収容人員の 50%にしなければいけない。今まで 5,000

円のチケットを 1 万円にしてお客様が入るかというと無理なので、興行をうつことは

できない。 

委員 アンケートに中学校の生徒さんが、九州管楽合奏団を見て感動して、Ａ４サイズの紙

に小さい字がぎっしり埋まるぐらい書き込み、勉強になったとあった。こういうのを

見ると文化は続けていかないといけないと思う。長年の歴史の中で今の姿がある。文

化を続けていくことについて、みんなが一生懸命に考えないといけない。 

委員 文化は日頃から培っていかないと続かないならば、ホールを安く貸し出して練習の場

などに使わせることができないか。見る人だけでなく、する人の気持ちを考えて運営

できれば、文化は続くのではないか。 

委員 先ほどの説明で、東与賀文化ホールは過去最高の利用率、文化会館は過去最高の利用

料金収入ということだった。要因として、佐賀新聞社、サガテレビとの共催事業など

で広告効果が高く出たこと、宝くじ助成金の海援隊の効果があったとのことだが、新

規の団体がコンサートで利用するようになったとか、他の要因は考えられるか。 

財団 東与賀文化ホールは、主催事業を増やしたこと、これまで使われていなかったコンサ

ートでの利用が増えたこともある。文化会館は、お客さんが入る事業を行ったこと、

できるだけ早い時期の 4、5 月から事業の着手を行ったことがあげられる。佐賀新聞

社、サガテレビとの共催事業は、広告映像が流れることでチケットが売れる。50 代以

上のお客様が多いので、スマホを見ている方ばかりではない。映像やチラシを見て来

られる方が増えている。 

委員 寄附を集めると言ってもどの企業も余裕がない。全国的には劇団四季が寄附を募って

何十億円か集め、宝塚は初日と千秋楽をネット公開してチケット収入を得ている。文

化会館はホールを貸すことでどういう価値づけをするかが重要になる。お金を集めな

いと持続しない。文化を持続しないと子どもたちや人の成長を止めてしまう。このア

ンケート等を見て、芸術を止めないためにお金を集めることを考えなければいけない

と思った。著作権の問題がクリアできれば、ネット配信も一つの方法かと。手段を変

えられることがあるか考えないといけないと思う。 

委員 ネット配信は許諾権を売ってくれるかの問題だと思う。それで解決するかというと解

決しないと思う。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている今、表現者として何

をするのかということを、文化会館などの施設の人たちに考えてほしい。 

委員 佐賀新聞社、サガテレビとの共催のメリットをどのように考えているか。 

財団 会館のチャンネルで出演者の選定をし、佐賀新聞社、サガテレビに提案することもあ

れば、逆に提案を頂くこともある。広報はして頂き、会館は券売のシステムがあるの

で、会館やプレイガイドでチケット販売等を行うというように、それぞれのノウハウ

を活かせることだと考えている。 

委員 九州国立博物館は自主事業を必ず新聞社と共催することで、広報をしてもらい入場者

を確保している。コロナの影響もありながら、これだけ入場者も増えているのは、共

催のせいもあると思う。もっと積極的にやったらいい。 
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（３） 採点 （４）集計 （５）総合評価 

委員 文化芸術イコール生活必要不可欠ではない、お金を生みやすくないとか、1 ランク下

の価値からスタートするが、家にいるとライブに行きたい、ダンスをしたいとか文化

芸術に対する恋しさ、さみしさを、この何十年の中で一番感じたのではないか。クラ

ウドファンディングで目標額をすぐに達成する文化団体が去年に比べて出ており、一

般の人たちの応援欲が強いこともわかってきた。そういうスキームを上手く取り入れ

たかで、文化団体が二分化していくことがわかる。演奏家は、自宅等で演奏した動画

を配信する方が増えた。自分が演奏している姿を配信しつつ、小さな画面では指を映

して、指の動きを見せている。自らが演奏をする視聴者にとっては、指の動きが見え

るのは非常に満足度が高く、その演奏家から学ぶことが大きいので、応援したいと寄

附をすることが定着してきた。財団は貸館をする場合に、例えば講演会や小さなイベ

ントは会議室でもできて、それをオンライン配信できるとか、ステージ上で演奏家の

指の運びなどの特に見てもらいたいところにカメラを数台設置してスクリーン上に示

せるとか、利用者に提案することで財団の価値を高めていく時期に来ているのではな

いか。他にも、プレミアムチケットを買った人には、公演後に俳優と Zoom で話せて

質問できる制度を考えることもできるのではないか。財団が提案者サイドに少し回る

だけで、おもしろいことができると思うので検討してみたらどうか。 

委員 映画の話だが、全国のミニシアターを支援するクラウドファンディングが 4 月末ぐら

いから始まり、3 億円以上集まっている。クラシック、落語などはファンの方たちが

おられるので、そこに単独、または全国のネットワークを使うなどして同じ様にする

こともできるのではないか。例えばオンラインのコンサートは、やる方も見る方も本

来の形ではないと承知の上でやって、お客さん側には応援という意味でお金を払って

もらうという呼びかけ方も不可能ではないと思う。映画館の窓口に立って肌で感じる

のは、営業再開したときに、戻ってこられたお客様は、すごく我慢したと言われてい

た。映画館がなくて平気な方もいらっしゃるが、必要としている方はおられる。ご年

配のお客様には、1 カ月間ずっと家にこもっていたら足を悪くして、今までは普通に

来られていたのが、再開時は杖をついて来られた方がいた。地域の文化施設に自分で

歩いて行って、誰かと話をして、映画を見て帰るという、その一連の日常の習慣が、

その方にはすごく大事だったということを感じた。一言に文化だから必要ないという

のは、考えが単純すぎると思う。 

委員 緊急事態宣言が解除になった時、精神的にすごく開放された。そこのところが文化だ

と。その原点を考えれば何かができる。今までの価値観を否定して、新しい何かを考

えてみようかということではないか。そして新しいものができていく。 

委員 応援欲を引き出すには、その根っこにある愛着を思い出すことが大事だと思う。歴史

があって、応援欲につながっていると思う。今から何ができるかを考えた時に、文化

会館は歴史がある。文化会館で卒業式や成人式に参加した子どもたちがいる。今まで

やってきたことをもう 1 回掘り起こして、あなたにとっての文化会館は何だったのか

を、思い出させるようなきっかけづくりは、発信できることではないか。応援欲を引

き出す仕掛けをどうつくるかが、重要になると思う。劇団四季がクラウドファンディ

ングをやったのも、宝塚のネット配信を多くの人が買っているのも、そこに愛着があ

るからだ。愛着を引き出す、歴史を引き出すきっかけづくりは、今からでもすぐにや

れることではないか。 
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委員 ホームページとフェイスブックのアクセスがあんなに多くてびっくりした。有効活用

して、応援メッセージの募集とか、あなたのアイデア何かないですかとか、ちょっと

コーナーを設けていたら思わぬ何かが来て、採用されるものがあるかもしれない。 

委員 メッセージ募集はいいと思う。私にとっての文化会館というようなメッセージを募集

したらどうか。地元の昔ながらの映画館にカメラを据えて、昔、自分が通ったあの映

画館で観ているような雰囲気を楽しめるというサービスがあり、人気がある。 

委員 昨年の会議でお話した、サンクトペテルブルク交響楽団の演奏をお父さんと一緒に子

どもの時に見て、大人になってお父さんを連れてきたという、本当に感動するエピソ

ードがあった。みんなが共感して確かにあの時とか、こんな人がいたねとか。工夫を

しながら、面白がって応援してもらって、今の状況を乗り越えればと思う。 
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《　集計表　》　　令和元年度実績評価　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 240 202 84.2 A

① 80 68 85 -

② 80 64 80 -

③ 80 70 87.5 -

２）文化事業に関すること 320 272 85 A

④ 80 72 90 -

⑤ 80 68 85 -

⑥ 80 74 92.5 -

⑦ 80 58 72.5 -

３）財務に関すること 240 202 84.2 A

⑧ 80 68 85 -

⑨ 80 68 85 -

⑩ 80 66 82.5 -

◆総合 800 676 84.5 A

◆総合評価

・2～3月に新型コロナウイルスの影響があった中で、入場者
数、収益も前年より増加した。
・公民館や老健施設へのアウトリーチがより充実した。
・自主事業はメディアとの共催を積極的に行い、入場者数、
利用者数を拡大した。
・公の団体からの助成・補助金を活用した企画で利用料・利
用率ともに実績を上げ評価できる。
・全て工夫・努力でうまく運営されていると思う。令和２年
度が厳しいことが予想されるが、頑張って欲しい。
・広告宣伝（ＦＢ、共催など）よく頑張っていると感じる。
文化芸術による次世代育成も行っていただき有難い。コロナ
禍に負けない経営をどう進めていくのか。財団としてのコン
セプトや大切にしたいことなど、本質に立ち戻り、引き続き
良質な機会を作っていただきたい。

・新型コロナウイルス感染症対策と新たな生活様式にお
ける文化芸術・運営の在り方検討。
・クラシック、落語、ポップスなど分野は違っても文化
を求めている人は多数いる。何もしないのではなく、そ
の方たちをつなぎとめるためにアウトリーチ事業を充実
させるなど工夫をしていくことが大切かと思う。
・国・県・市の助成事業の活用。
・文化・芸術活動に関する「提案者・提案業務」として
の面を強化していく必要があるのではないか。単に誘致
と貸館をするより「提案できる財団」として独自性・有
価値性を高めていく方向を検討する時期ではないか。
・文化会館という発表の場としての機能、そして文化創
造の場としての視点から本来芸術文化の機能を考える必
要がありそうだ。
・共催事業以外のクラシック公演等の収益性の向上。
・正味財産300万円の死守（通期目標として）

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。

委員コメント

・メディア企業との協働のメリットがわかったことからさらに推進して頂きたい。
・稼働率が過去最高を推移していたからこそコロナがあっても今回の数字を出せたと感じる。
・収益の出ないイベントの見直しと収益の出るイベントの実施、提案による利用促進、寄附など
で市民を巻き込みながら収入を増やせるように攻めの姿勢で取り組んでほしい。

高い実績を収めた事項 令和２年度の課題

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

・子どもと保護者、そして学校の三位一体として喜ばれる企画を実施できている。
・アンケートの中学生コメントは感動した。コロナ禍に負けず文化芸術・子どもたちの成長をと
めないでほしい。貸館側のコンセプトや価値づけがより求められると思う。
・将来の文化を担う子ども・青少年を育成する、鑑賞・体験事業の実施に関して、アウトリーチ
等による向上が見られる。
・発想の転換による新しい企画という点では、新鮮味のあるものが目に付かなかった。

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。

委員コメント

・新型コロナウイルスの影響下でも努力され稼働率の向上が見られた。
・利用者の使い勝手が良い。
・利用者意識・ニーズ・マーケティングについては「オンライン」を意識できている。
・フェイスブックの他にツイッター、インスタグラムなど他のSNSも活用するといい。
・フェイスブックのインプレッションが高くなったのは継続したから。今後も続けてほしい。
・共催の事業に関しては広報活動がうまくいっている。


