
平成２８年度 第１回春日市総合教育会議 議事録 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

(1) 日    時  平成２９年１月３１日（火） 

           開会 午前９時 

           閉会 午前１０時 

(2) 場    所  春日市役所議会棟全員協議会室 

 

２ 出席者（構成員）の氏名 

   市 長      井 上 澄 和 

   教育委員会 委員長  段   美穂子 

委 員  山 形 幸 彦 

委 員  長 野   彰 

委 員  西 村 澄 子 

教育長  山 本 直 俊 

 

３ 構成員を除き会議に出席した者の職氏名 

   経営企画部長      内 田 賢 一 

地域生活部長      染 原 利 幸 

教 育 部 長      西 岡 純 三 

   経営企画課長      石 橋   徹 

   文化振興課長      内 藤 厚 幸 

   健康スポーツ課長      藤 井 謙一郎 

   教 務 課 長      大 川   剛 

   学校教育課長      金 堂 円一郎 

   社会教育課長      三 丸 瑞 恵 

   文化財課長      神 崎 由 美 

   図 書 館 長      金 堂 孝 義 

   社会教育課長補佐      市 場 結 実 

   社会教育課司書主査      楠 田 裕 子 

 

４ 議事の内容 

   別 紙 
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午前９時 開会 

 

○石橋経営企画課長 

  皆さんおはようございます。それでは、ただいまから平成28年度第１回春日市総合教

育会議を始めさせていただきます。私は司会を務めさせていただきます経営企画課長の

石橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは開会に当たりまして、本日の会議の主催者であります井上春日市長が、皆様

に御挨拶を申し上げます。 

 

○井上市長 

  一言御挨拶させていただきます。 

本日、平成28年度第１回春日市総合教育会議を招集させていただきましたところ、教

育委員の皆様におかれましては、公私ともに御多用の中、御出席を賜り、誠にありがと

うございます。 

日頃より、学校教育、社会教育、文化財といったそれぞれの教育分野において、実効

性を持った施策を力強く推進していただいていることに、深く感謝を申し上げます。 

昨年の総合教育会議では、文化とスポーツに関する事務の市長部局への移管について

協議をさせていただきましたが、皆様の御協力をもちまして、文化とスポーツを地域づ

くりや福祉などの施策と一体的かつ総合的に推進するための組織再編を成し遂げること

ができました。 

これも、この総合教育会議におきまして、私と教育委員の皆様との間で、十分な意思

疎通が図られ、本市の教育の課題や方針の目標等を共有しつつ、同じ方向性を向いて教

育行政を推進できているその成果であると感じております。 

本日の会議では、長年検討してまいりました、ふれあい文化センターの文化施設と市

民図書館への指定管理導入について協議をさせていただきたいと思っております。 

指定管理については、民間の力をお借りして、住民サービスの向上と経費節減の２点

を成し遂げるべく、これまで様々な施設に導入してきております。今回のふれあい文化

センターについても、詳細は後に担当所管の経営企画課長より説明をいたさせますが、

これまで住民に好評を得ている部分は残しつつ、広く民間事業者を公募し、民間の知恵

とノウハウを導入することで、住民サービス向上と経費の節減を図ろうと考えておりま

す。 

この後の協議におきまして、皆様と活発な議論をさせていただきますことをお願いを

申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○石橋経営企画課長 

  どうもありがとうございました。それでは早速ですが、議事を進めさせていただきま

す。お手元の資料に沿って進行させていただきます。 
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【１ 協議事項】 

 

(1) 春日市総合教育会議設置要領の一部改正について 

 

○石橋経営企画課長 

  まず、協議事項と書いておりますが、協議事項の(1) 春日市総合教育会議設置要領の

一部改正についてになります。 

  まず、２ページ目をお開きください。 

  昨年４月の、こちらの総合教育会議にも諮りましたけれども、組織再編により、総合

教育会議の事務局が組織の名称と組織の変更により総務部行政管理課から経営企画部経

営企画課と名称が変更になったものです。 

  設置要領の一部の改正理由についてはその部分になります。この部分、御承認いただ

ける方は挙手をお願いします。 

 

 （全員挙手） 

 

○石橋経営企画課長 

  ありがとうございました。全員賛成ということで、設置要領を変更させていただきま

す。 

 

 

(2) 春日市ふれあい文化センター（市民図書館を含む。）の指定管理について 

 

○石橋経営企画課長 

  続きまして、次の春日市ふれあい文化センターの指定管理について協議事項とさせて

いただきます。 

  めくっていただいて５ページ目をお願いします。 

  ふれあい文化センターと図書館の指定管理の導入につきましては、昨年５月の教育委

員懇談会の中で、皆様から多数の御意見をいただきました。その御意見をもって、内部

の検討会で所管と協議を重ねて、今度の３月に議会に出す予定です。その部分について

また改めて説明させていただきたいと思っております。 

  ふれあい文化センターへの指定管理の導入について、まず対象施設はふれあい文化セ

ンターになります。 

これは、文化施設と市民図書館ということになります。文化施設と市民図書館に施設

運営の専門性や公募に参入する事業者を確保する観点から、それぞれ個別に指定管理者

を公募しようと考えております。図書館は図書館の指定管理者、ふれあい文化センター
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の事業とふれあいについてはそれぞれの指定管理者の２社をそれぞれ別の指定管理者を

募集するように考えております。 

  ただし、施設全体については、ふれあい文化センターの指定管理を担うものが図書館

も含めて施設全体の指定管理を受けるという形で今考えております。 

  指定管理期間は、平成30年４月、来年の４月から４年間。平成34年３月末までという

ことを考えております。 

  公募期間は、３月議会で議決を得た後、４月以降から事業者の公募を始める予定にし

ております。 

  指定管理導入の論点ですが、まず文化施設と市民図書館に分けておりますが、文化施

設につきましては、皆様から御意見をいただきました文化サークルの維持とか音楽の玉

手箱事業の継続とかいうことにつきましては、市の文化行政の中心を担う主な事業につ

きましては、直営でいくか指定管理者が必ず実施すべき必須事業として残します。その

部分で仕様書を作って、ただそれ以外にいろいろとしていた事業は、あくまでも民間の

自由な提案により実施してもらうことを考えております。 

  これによりこれまでの市の文化行政を継承しつつ民間活力を市の文化事業に導入しよ

うと考えております。 

  それと次に経費節減効果。今指定管理を導入することによって試算をしてみましたら、

文化施設につきましては約1,000万円の経費削減が図られるということが出てきました。

これは主に職員の人件費に係る部分が大きい部分がございます。 

  続いて市民図書館につきましては、こちらでも出ましたボランティアの連携重視とい

うことがありましたので、ボランティアと連携して実施している事業につきましては直

営又は指定管理者が必ず実施するべき事業として残します。その他の部分につきまして

は、こちらも民間の自由な提案により実施してもらおうと。 

また、事業者からの提案により開館時間の拡大とか民間サービスで、また午前中の枠

を延ばすとか結構そんな部分についても可能性はあると考えております。 

  経費節減効果、図書館につきましては、図書館は事業をして収益を上げる施設ではご

ざいませんので、図書館については経費節減効果を見込んでおりません。あくまでも民

間活力の導入と提案を求めたいと考えております。図書館については、経費節減効果は

見込んでおりません。 

  先ほど言いましたボランティアとの連携。主催事業以外でも図書館の事業について、

ボランティアの方に活発にお手伝いしていただいております。その部分についてどのよ

うに指定管理者とつなぐかということで、募集要項、事業者を募集する募集要項の仕様

書の中で、ボランティアとの連携、支援について明確な業務として仕様書の中でこのこ

とはしてくださいという形で、今後、今以上にボランティアとの連携が低下しないよう

に今後市としても監督していく予定にしております。 

  ふれあい文化センター指定管理の導入につきましては、５月に導入の内容説明をして、

その後協議を重ねまして、皆様から御意見をいただいておりましたふれあいの事業の継
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続と図書館のボランティアとの連携については、仕様書の中で事業者を募集する際にす

るように、５月から今日まで担当所管と協議してきてこのような結論を出したところに

なります。 

以上で説明を終わりまして、皆様の御質問や御意見をいただきたいと思いますがよろ

しいですか。 

 

○段委員長 

  まず、この件については、経費節減効果が一番のメリットではないかというお話を事

前にも伺っていたのですが、今の御説明と資料においては、市民図書館に関しては経費

節減効果がマイナスということで、メリットはそちらの方ではないわけですよね。それ

でもこれを指定管理の方に移行していくというところの狙いが、いまいちちょっとつか

めないところがあるんですけれども。 

 

○石橋経営企画課長 

  マイナスになっている部分は、今回指定管理に出す部分で図書資料代を300万円ほど

ちょっと多めに出している部分がございます。 

それからなぜするかというと、前回の教育委員懇談会の時にも御説明したことを申し

上げますけれども、今まで図書館がいい運営をずっと続けていると。ただし、職員が開

館当初から採用している図書館職員がずっと今いる状態です。今のいい状態で図書館の

ことを知っている職員がいる状態で、指定管理にバトンタッチするという目標もござい

ます。経費削減というより、前回説明しました今の図書館は業務委託の職員と嘱託職員

と正職員と三層構造になって図書館を回している部分がございます。その部分の継続が

ちょっと厳しいものになってきたと。 

安定した図書館運営を行うには、図書館を管理できる能力がある職員がいる間に指定

管理に出して、指定管理をいいものにして、いい図書館を継続していきたいという狙い

の下に指定管理を導入しようとしております。 

 

○段委員長 

  と言いますと、今、非常に優秀な職員の方が多数いらっしゃるというお話で、この

方々がいなくなられた後の図書館のためということですか。 

 

○石橋経営企画課長 

  それも含んでおります。将来を見据えて図書司書を採用してきていない市側もありま

すが、年齢構成がちょっといびつになっていて、ずっと開館当初からいる図書司書がも

う50を皆さん過ぎております。その部分がある間にいい図書館への継続的に監視をしな

がら、今の状況を維持してもっとステップアップしていくためには民間の力も借りよう

かなという部分がございます。 
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○段委員長 

  司書の方を、今いらっしゃる間に次の世代の方といいますか、そういう優秀な方を育

てていくということもできるのではないかなと気もいたしますし、移行いたしますと、

ボランティア事業については懇談会の折にいろいろなお願いをして、そういう部分につ

いてはとても配慮していただいてとても良かったと思っているのですが、なかなかこう

耳に入ってくるのは、不安感を持っている方が多々いらっしゃると思うんですね。そう

いうところを推して、していくことがどうなのかなと。 

 

○石橋経営企画課長 

  おっしゃることは分かります。今実際に窓口は全部業務委託しております。そして、

児童カウンター、しらべものコーナーも嘱託職員に任せております。 

運営の中心を市の職員が行っておりますけれども、実際に経費削減ができない部分は

指定管理に出した上で市の直轄部門も残しますので、どこかが監督する必要があります

ので、直轄する部分が監督する部分ということで経費が削減できない形になっておりま

すが、こちらの部分だけで見れば経費が削減できます。運営だけで見たら。 

その運営する部分を、今の回す階層が３つあるものを同じ階層で図書館を回すことに

よって、スムーズにここが回るという狙いも指定管理を導入する狙いとしてございます。 

  図書館側で説明はありますか。 

 

○金堂図書館長 

  よろしいでしょうか。館長の金堂です。 

今、石橋課長が申しましたように、基本的に今の現状のサービスというのは、市民の

方、またボランティアの方から非常に好評を得ております。春日市独自の動きはあると

いうことでございます。 

  ただ、石橋課長が今申しましたように、職員の構造が三層構造になっておるというこ

とで、そこの意思の疎通というのが、やはり今のところ正職員が司書４名で回している

というところからしますと、そこのところの動きが、非常に今の現状では厳しいところ

があるという現状でございます。 

  それと併せて、それが一体化になりますと、そこのところで上手く指揮命令系統含め

て組織体制が動くのではないかということと、併せて、残すところは残す、いわゆるボ

ランティアとの連携というのはしっかりと残すという形をこれからもやっていきたいと

思っておりますし、併せて、サービスというのが今までにないサービスをしっかりと指

定管理の中で構築していただこうというところもございますので、今回のことは非常に

メリットがあるのではないかと考えているところです。 

 

○西村委員 
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  私もボランティアの方々が、とても今回の指定管理に関して不安に思っていらっしゃ

るという声を少し聞いております。それが、どうもやはりこう、その思いが私達に、そ

の思いがどこまで把握されているのかというのが、今、市の方がボランティアの方々の

不安材料をどのような所で把握されているのかというのをもう一度おさらいの意味を込

めてお聞かせいただきたいですけれども。 

 

○石橋経営企画課長 

  ボランティアの方とは現場の図書館が指定管理の説明を昨年の５月以降からずっと積

み重ねてお話を聞いております。 

その中で民間になったら私達の活躍する場がなくなるのではないかという心配を抱い

ておられますので、そのことをまず払拭することと、事業者を選ぶ際にこの部分は指定

で必ずお仕事としてボランティアとの連携は残りますよという形の仕様書を作って、募

集要項を作っていますみたいな形をですね、ボランティアの方と協議を重ねております。

図書館側が。 

それと図書館協議会というものがございまして、その中でもボランティアの方とか利

用者代表の方が入っておられますので、その中でも説明を続けているという形です。 

具体的な説明がありましたらお願いします。 

 

○金堂図書館長 

  併せてですね、先週ですけれども、１月25日の水曜日には図書館協議会の方達といわ

ゆる仕様書につきまして、中身につきまして御説明をして、そして図書館協議会の参加

者の方は会長、副会長を含めての同じ文庫連さんの方達も委員になっておられますので、

その方達と懇話会という形での説明をしております。 

５名参加で、この中では、統括責任者である館長、それから部門ごとの統括責任者等

についてはしっかりとした方をお願いしていただきたいというふうな御意見を説明の後

にいただいております。 

  また26日の木曜日には、子ども文庫・読書サークル連絡会の役員の方４名と３時間に

わたり、14時から17時まで３時間にわたり、この仕様書について御説明をさせていただ

いたところです。 

その中では、西村委員さんが言われました不安ですね、そこのところにつきましては、

引継書をしっかりと作って、そしてそれを基にスムーズな移行ができるようにしっかり

と引継書を作ってほしいというのが大きな、まずは御意見が最初に出てきたところです。 

それとやはりボランティア交流会の皆様との事前の打合せとか、今やっていることに

ついてもしっかりとお願いをしていただきたいということでございますので、こういう

ことにつきましては滞りなくやるということを含めて、お話をさせていただいたところ

でございます。 

その不安は、当然初めての経験で動きますので、残りますけれども、残らないような
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形でやっていくように、私ども現職員の図書司書ともこれからもしっかりと話をしてい

くと御説明させていただいたところです。 

 

○西村委員 

  ではそういうふうなボランティアの方々との説明会の場であったり、懇親会を今現在

多数開いていきながら丁寧に丁寧に御理解いただくように進めていらっしゃるというこ

とですよね。 

その中でボランティアさん達が要求されている引継書の作成であるとか、事前説明で

あるとか、そういうことに対して対応するということで、その時点でそういうことであ

れば指定管理ということも御理解いただけているというふうな段取りなんですか。今は。 

 

○金堂図書館長 

  この中では、一応御説明をした図書館協議会、それからサークルの連絡会の中でも基

本的には、はなからもう駄目だというような形ではなくて、やはりこういう動きの中か

らすると実情も分かるというふうな形ですので、この動きの中でより前向きな形での協

議というふうに私どももとらえたような形での発言もありましたし、私達もそのように

受け取ったところです。 

 

○西岡教育部長 

  職員の配置が三層構造になっていると説明がありましたけれども、実態としては正規

職員を完全な直営化ということを考えれば、正規職員を10人、15人と採用しないと図書

館運営ができないという状況があります。 

それは公務員、我々春日市職員を、正規の職員を今後増員するというふうなことは全

庁的に流れとしてはありません。 

それを埋めるために、今期限付きの嘱託職員。それから委託業者。いわゆる国が申し

ている同一労働同一賃金というふうな施設運営が、未来にわたっては非常に難しい職域

であると。 

それで、非常に優秀な嘱託職員の方であっても最長５年の雇用という、これ以上任用

するというのは法的に地方公務員法上許されている部分ではありませんので、それから

すると職員の配置自体も整理する時期。 

先ほど課長が申し上げましたけれども、今のノウハウをきっちり継承できるタイミン

グに来ているというふうに考えております。ぜひ民間の指定管理者の中できちんと雇用

できる賃金体系を委託料の中で構築できれば、しっかりとした人材が配置できるという

ふうに考えております。 

 

○山形委員 

  私が一つ気になるといいますか。先ほどの西村委員の話にも関係するんですけれども、
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例えば指定管理になったとして４年間という長い時間がありますよね。 

この間の業者のサービス具合といいますか、利用者だったりとか、あるいはボラン

ティアの方の意見といいますか、この業者が入ってもらったけれども最初言っていたこ

とと違うじゃないかとか、それとか非常にフレキシビリティになってサービスが一辺倒

だと、そういうふうになった時に改善するシステムといいますか、そういうのはどう

いったものを考えておられますか。 

 

○石橋経営企画課長 

  所管する直営の部分の職員は残ります。そこの部分がモニタリングといいますか、利

用者の声を集めて指定管理者を監視する形にはなります。 

一応４年間の契約ですけれども、年度協定というものを毎年結びます。その中で年度

協定を結ぶ際に、昨年度の評価とかモニタリングによってこういうことがありますよと。 

それと月１回程度、事業者との協議を設ける場を指定管理者とは設けています。そし

て、前月こういう意見があったけれども改善はどうしますかみたいな形で、定例的な連

絡会を月１回今まで導入した指定管理施設については設けて、お客様の声とか利用者の

声、ボランティアの声を反映する仕組みを作っています。 

 

○山形委員 

  ということは、利用者あるいはボランティアと業者といいますか指定管理者との直接

の打合せというか、改善の話し合いの場が別に、もう一つルートがあるということです

か。 

 

○石橋経営企画課長 

  指定管理を出している部分と、その三者が入る場も場合によっては設けることもある

のかなと。市側と指定管理者とボランティアの三者が入る定例会を設けることも可能と

は考えております。そこの場で直接言って、お互いで改善点を話し合う。そういう場は

仕様書に何か書いてあるでしょう。 

 

○金堂図書館長 

  仕様書の中に、市と指定管理の方と三者で、教育委員会と図書館とそういう協議をす

る場を月１回は設けるのと、併せて必要に応じての臨時の連絡会をやるような形を考え

ております。 

 

○山形委員 

  非常にうがった考え方ですけれども、命令はできないわけですよね。市側からとして

は命令はできずに、あくまでも要望という形でしかできないわけですよね。指定管理者

に対して。 
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○石橋経営企画課長 

  業務委託ではなく包括的な施設の指定管理になりますので、命令という形より改善の、

当然協定に書いてあることは実施するという契約になりますので、そこの部分の実施を

していなかったら実施してくださいという命令という形より、契約違反になります。 

  あと一つ、４年と切っておりますが、再指定という形ができますので、当然事業者の

方は再指定をねらっていますので、ここで評判が悪いと再指定もないということになり

ますと最初受けた意味がございませんので、その分、市の言うことを聞かないというよ

りはお互いにできるところを探していくという形になると思いますけれども、当然事業

者の方も再指定を希望されてありますので、そこの部分でお互いの言い分を言ってでき

るところを見つけていくのかなと思いますが、基本は基本協定というものがございまし

て、それに基づいて年度協定を結んでいきますので、その部分の協定を守らないと契約

違反という形になるかと思います。 

  先ほどメリットの中で言い忘れた部分があって、これは私の私案ですが、まだ確定し

ておりませんけれども、今まで図書館運営だけに力を入れてきた職員が図書館を大きい

ことは任せることによって、学校図書館との連携をどうするとか学校図書館の運営とか

いう形にも図書司書の力を使える部分があるのではないかなと。これは私の私案ですの

で、まだそのメリットとしてはその部分もあるのかなと今は考えております。 

 

○段委員長 

  指定管理が随分広がってきているように聞いておりますけれども、近隣の自治体はど

のような状況なのかということと、もう一点、市民サービスの向上を果たしてもらう予

定と資料に書いてありますが、開館時間が広がるような、そういうのはとてもうれしい

なと思うんですが、どういうことを具体的に予定されているのか、その２点をお聞きし

たい。 

 

○石橋経営企画課長 

  近隣につきましては、財団への指定管理という状況があります。大野城市、那珂川町、

太宰府市。財団への指定管理という形になっています。 

財団と言いますけれども、市が100パーセント出資しておりまして、その中には市の

職員はいません。財団が雇った嘱託職員しかいませんので、実際のコントロールは誰が

しているのかなという形は若干あります。 

  そして、筑紫野市が直営ですけれども正式な司書は一人もいません。その状況で回し

ている状況になっています。 

 

○段委員長 

  それでは、民間はないんですね。近隣ではない。 
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○石橋経営企画課長 

  民間に指定管理を出しているのは、近隣では福岡市の東区に新しい施設ができました

けれどもそこは指定管理に出しています。あと一つは何でしたか。 

 

○段委員長 

  あと市民サービスの向上を果たしてもらう予定と書いてありますが、開館時間の延長

以外にどういうことが考えられるのかなとちょっと思うんですが。 

 

○石橋経営企画課長 

  事業についてお金を取るとか言ってはいけませんが、スポンサーを見つけてきてその

本を配置するとか人形劇をするとか、今まで多分図書館では厳しい部分があったのかな

と思います。スポンサーをつけて人形劇を呼んできて子供達に見せて本につなぐとか、

そういう自由な発想で民間の力ができたらいいなと考えております。 

  それと開館時間の件ですけれども、皆さん開館時間と思うとどうしても夜の部分を延

ばすことを想像される部分があると思いますが、今10時から開いている部分を朝９時と

か。 

結構高齢化が進んできますと、午前中の時間に早くから図書館に来たいという要望も

ございますので、後ろに延ばすより前に延ばすのもありなのかなと。それも提案には求

めますけれども、民間の発想で提案を求めたいという形で考えております。 

 

○山本教育長 

  今出ているのは、運用上の問題を言われているんですよね。 

あくまでも春日市の図書館は今の現状のままでいいのか。大きな改革であろうと私は

思います。 

今の春日市の図書館を更に飛躍させるというか、魅力を持つ春日市の図書館。そこの

きっかけが指定管理者制度だと私はそう思います。 

後は運用ですよね。ボランティアをどうするかとか、開館をどうするか、それは今か

らの話で。 

  だから、要は今までの春日市の図書館を更に魅力のあるユニークな図書館に市民に親

しまれるようにしようという発想を、民間の発想を導入しようというふうに受け止めな

いといけないのではないか。 

だから、コスト削減が目的ではありませんよね、使用料を取らないから、当然そうだ

ろう。 

そういう意味では、私は、いかに民間の活力を導入して今までにない春日市のすごい

図書館というか、そういうものが出てくるのではないか。それをものすごく期待してい

ます。そういう意味では私は思い切った改革ではないか。 
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これによく似ているなと思うんですね。これに反対なさる方は、ボランティアが今は

やっているけれどもできなくなると運用面に心配されているんですね。これはよく分か

ります。ちょうどあれに似ているなと思って。学校給食の民間委託によく似ていると思

うんですね。直営から民間委託にした時に小学校の給食をしましたよね。その質はやっ

てみたら非常に良かったと。 

何かそんなふうにとらえて、大きなシステムを変えるということだから、とにかくこ

れは今までにない魅力を持たせる図書館、それを目指していこうというそこのところを

押さえておかないといけないかなと私は思います。 

 

○石橋経営企画課長 

  教育長ありがとうございます。正に私達が言いたいことを代弁していただいた形にな

りますが、あくまでも行政側の立場よりは市民目線で、今まで開館して21年経ちます市

民図書館。そろそろ今までずっとしてきた部分を民間の力によって何か市民目線でもっ

と魅力的なものにできたらなという部分もございます。その部分も含めて指定管理の導

入を今回御提案させていただく形になっています。 

 

○長野委員 

  ４年間指定管理をするということですけれども、これに対する４年間の予算措置の考

え方をコメントいただきたいのと、一部直轄ということを言われました。 

多分何名かの市の職員の方がこれに対応するかと思いますけれども、その役割は今以

上に大変ではないかという感じがしております。管理という部分あるいはその辺りを業

者の方とそれから市民の方とも含めての、あるいは財政の方とも含めてのコーディネー

トをこの方はやっていかなければいけないというふうに思いますが、それに対するコメ

ントをいただきたいと思います。 

 

○石橋経営企画課長 

  財政の面ですけれども、４年間の契約になりますので債務負担行為ということで４年

間の総額を３月議会に出させていただいて、当初予算では毎年度の予算を計上させてい

ただくという形を考えております。 

  それと先ほど言いました、残った者は大変になると思いますけれども、複数名残すよ

うに計画はしております。返って今回は、運営面は指定管理に出しますけれども、総合

的な図書館の今後の在り方とか政策部門に特化した部分を考え、今まで手がつけられな

かった部分に手がつけられるのかなという前向きな部分もあるかなと思います。 

  もちろんその指定管理が上手くいっているかどうかを注視する必要がございますが、

先ほど言いました学校図書館との連携とか、今後の図書館運営をどうするかとか、将来

的な部分を見る視野が広がる部分があるのかなと前向きに考えております。 
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○西村委員 

  私も教育長が言われましたように、魅力ある図書館で在りたいというのは本当に強く

願うところですが、とは言えですね、運用のことに関してのやはり細かいところが、市

民が魅力ある図書館に生まれ変わるんだというようなことは重々うれしいことなんです

が、とは言え、利用の運用面でのとても細かいところがとても気になるんですよね。 

それはやはりどうしても市民のレベルで考えるのであれば、そこが一番大事にしてあ

げなければいけないかなというところなんですね。 

前回の教育委員会の時にもお話しましたけれども、先ほど必要に応じてというような

表現がありましたが、しばらくは年度当初の１年目に関しては、毎月故意的に市と指定

管理者と利用者である代表のボランティアの団体の方とかそういう方達を交えて、利用

状況の不備であるとか上手くいっているのかとかの確認も含めて、そういうことを必要

に応じてではなくあえてやっていただきたいというような思いがあります。 

それと先ほど長野委員が言われたように、確かに市の職員が上手くコーディネーター

役をやっていくことが本当に大事なんじゃないかなというふうに思います。 

例えば、利用者がこういうふうにしてほしいと言ったことに対して、窓口が本当は市

の職員なのか、それとも指定管理の長なのかというところで、利用者があっちに行った

りこっちに行ったりするようなことがないようにですね。一体誰が権限を持っているの

か、誰が命令機関を持っているのかというところが、ちゃんと明確になってあげないと

振り回されるようなことになりかねないかなというのがすごく思うところです。 

  それはもう前回も言いましたけれども、隣のスポーツセンターの利用状況が今本当に

そういう状態になっていて、アンケートは取っているけれどそのアンケートの答えはな

い。それから利用者部会もそういった利用者を交えた三者の連携会議はない。そういう

状態で言っていることの本当に繰り返しになりかねないと思うので、本当に何回も何回

も言いますけれども、そういう細かいところの市民レベルの魅力ある図書館であってほ

しいなというふうに思います。 

 

○石橋経営企画課長 

  西村委員、御意見ありがとうございます。御意見を肝に銘じて毎月定例的に利用者、

指定管理者と市側の連携を必要に応じてではなく毎月開かせていただきたいと考えてお

ります。 

  それと市民がどこにこのことを言えばいいかという分かりやすさについても、運営前

から研究して、市民の方がどこが窓口か分かりやすいように努めていきたいと考えてお

ります。 

 

○井上市長 

  他にございませんか。 
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○段委員長 

  繰り返し言うようですけれども、先ほど教育長が言われたような給食が民間委託に

なった時にですね、非常に学校現場でも、私はちょうど学校に管理職でいましたけれど

も、非常になかなかですね、学校が言った意見が向こうに伝わらない、改善できない、

職員が次々と交代になる。「えっ、またお辞めになったの」みたいな状況がずっとあっ

たんですよね。 

  それで、そういうことも含めて今課長がおっしゃったように毎月そういう連絡会等も

開かれてされますけれども、なかなかこちらの意見が通らなかったりとか、改善できな

かったりとかいうことが出てくるんですよね。 

  そういうことも含めて、やはり市の方もしっかりリーダーシップを持ってですね。も

ちろんみんな教育委員会も反対しているわけではないんです。より良い方向へですね、

この機会に。 

非常に春日市の図書館はいいよねという声もとても外部からも聞くんですよ。私もと

ても利用させていただいているんですが、いい図書館だなということを思っているんで

すよね。 

更に良い図書館になるためにですね、この機会にそういうところも含めて、いろいろ

な市民の方の期待も含めてよろしくお願いしたいなと思います。 

 

○石橋経営企画課長 

  御意見ありがとうございました。肝に銘じて今後ともいい図書館を目指して、指定管

理を導入したから悪くなったと言われないように、指定管理を導入して良くなったねと

言われるように、今から事業者募集と運営については進めていきたいと考えております。

ありがとうございました。 

 

○井上市長 

  他にございませんか。 

 

○石橋経営企画課長 

  よろしいですか。ないようでしたら、議題についていろいろ議論いただきありがとう

ございました。 

 

 

【２ その他（文化及びスポーツの市長部局移管について）】 

 

○石橋経営企画課長 

  ちょっとこの議題には書いておりませんが、前回の総合教育会議の時に文化とスポー

ツを市長部局に移管させていただきました。その後、この会議を通じて意見交換を継続
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していきますということをお約束しておりました。 

ですから、導入を４月にして、御意見がいろいろあるでしょうからそれをお伺いでき

ればと。おっしゃりたいことがありましたらお願いします。 

 

○西村委員 

  せっかくの機会なので、先ほどちょっと申し上げたんですけれども、健康スポーツ課

の方が本当に良くやってらっしゃると思います。私もよくお世話になるところなんです

が、やはり指定管理にすることによって、窓口が健康スポーツ課なのか、それともコナ

ミなのという、命令機関が本当にたらい回しにされることがすごくあるんですよ。私は

一体全体何回行けばいいのだろうっていう位に、大体どこなんだろうというような感じ

で。 

  だから言わば、どこかのせい、どこかのせいになっているような気がするんですよね。

そこが、今の図書館の説明を聞いているところでは、やはり市なんだというところは明

確なので、そこは市がもうちょっと決定機関をしっかり持っていただきたいというふう

に思うところです。 

  それと先ほど言われたように、必要に応じてというよりも、先ほど言いましたがアン

ケートとか取っているんですよ。体育協会の中のアンケートというのを各団体からそれ

ぞれ取っているんですけれども、そのアンケートの答えが未だかつてここ数か月ないん

ですけれども、それに対しての必ずアンケートへの返しをもらう。アンケートを取った

ならば、答えを出す場をぜひ取ってほしいというふうに思います。 

  今回、29年度に当たって利用者部会が開かれたんですけれども、その時もそういう意

見が多数出ていました。あれは一体どうなっているのかというような意見はごもっとも

だと思うんですけれども、そういうところでやはり市と指定管理者と利用者に対する連

携会議というのを毎月とは言いませんが、そうやってアンケートとかを取るのであれば、

そういう返しの場を作っていただけたらなというふうに思います。 

 

○石橋経営企画課長 

  持ち帰って、健康スポーツ課とか担当所管に。 

 

○井上市長 

  ちょっと具体的に、今、お話が漠然としているから、もうちょっと中身を調査して、

きちんとお答えできるようにしましょうよ。 

 

○石橋経営企画課長 

  内部で協議して、また御回答を差し上げたいと思います。 

 

○段委員長 



 - 15 - 

  学校対抗の長縄跳び大会ですかね。何大会というんでしょうか。 

 

○石橋経営企画課長 

  スポーツフェスタの部分ですかね。 

 

○段委員長 

  学校対抗の長縄跳び大会みたいなのがもう３回目位で、去年まで御案内が来ていたん

ですが、今年度、「えっ、今日あったの」ということがあったんですよ。「えっ、終

わったの」ということで、あれは非常に学校対抗で子供達の様子とかも見ていてとても

応援したいなという事業だったんですが、御案内がなかったものですから参加できな

かったんですよね。とても残念だったので。 

 

○石橋経営企画課長 

  申し訳ございません。 

 

○山本教育長 

  実はですね、組織が変わった関係で、今までの情報の流れが、これは教育委員会に流

したらいいのか分からなくなっている。 

  私も行かなければいけないのか、去年は行ったけれども今年は全然入っていないとか、

どうしても組織が変わったから情報の流し方をちょっと整理すれば。 

 

○石橋経営企画課長 

  この場を設けて良かったと思っております。所管と協議して確認したいと思います。 

 

○段委員長 

  文化的事業の方もそうなんですよね。少年少女合唱団とかいろいろありますけれども、

そういう御案内をいただいていたんですけれども、なかなかないなということもちょっ

と感じていますので、できればもう一度整理してもらいたい。 

 

○井上市長 

  それは、ちょっと分からないですけれども、教育委員会事務局から離れたから、一応

は市長部局でという対応という意味で変わりましたか。 

 

○内藤文化振興課長 

  そうではなくてですね、原則、昨年度まで御案内していた事業に関しては、教育委員

さんに関しても御案内しなさいということで指示を出しております。 

後は、議会の所管委員会が総務文教委員会から地域建設委員会に変わったので、そち
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らの方は変えさせていただいておりますが、それ以外については昨年度と今年度は同様

の措置を取らせていただいております。もしかすると、漏れがあったかもしれませんの

で、もう一度点検いたしまして。 

 

○井上市長 

  それは、今後変わる可能性はありますか。 

 

○石橋経営企画課長 

  ないです。 

 

○井上市長 

  市長部局に変わったから教育委員会とは一応距離を置くような形でという、それはな

いですね。 

 

○石橋経営企画課長 

  ないです。連携しながらという形でお約束していますから。 

 

○段委員長 

  今後も協議を続けるということでよろしいですね。 

 

○井上市長 

  ということで、完全なミスということで、どうぞよろしくお願いします。 

 

○石橋経営企画課長 

  申し訳ありません。 

 

○山本教育長 

  例えばこんなのがありますよね。今までは教育長が挨拶だった。所管課だから。今は

市長の挨拶になっています。その時に私は所管課ではないから、時々案内が来る場合と

来ない場合がある。 

 

○井上市長 

  案内がなかったりするわけですね。 

 

○石橋経営企画課長 

  分かりました。その辺りは整理させていただきたい。 
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○井上市長 

  そこは、抜本的にきちんと考えておかないといけない。 

 

○石橋経営企画課長 

  移管した理由は、連携してしやすいようにという形で移管させていただいたのがメイ

ンの理由でございます。 

  だから、他の部分と連携してしやすいように移管して、決して教育委員会から抜くと

いう形でした理由ではございませんので、そこの部分は所管ともよく協議をしながら、

あくまでも市全体でいくという形で移管させていただいた理由がございます。 

  ですから、別に今までと変えなくてもいいのかなと思いますので、もう一度所管と協

議を持ち帰ってさせていただきます。 

 

○井上市長 

  漏れをきちんとチェックして。 

 

○石橋経営企画課長  

  分かりました。 

 

○段委員長 

  よろしくお願いいたします。 

 

○山本教育長 

  前向きでいきましょう。 

 

○石橋経営企画課長 

  他はよろしいですか。 

 

○西村委員 

  主催者側からしてみれば、市長部局になっているのであれば、教育委員会には、教育

長には御案内しなくていいんじゃないかとか。よかれと思ってですよ。大変だろうから

と。 

そこのところが明確なような明確でないというか。各団体の勝手な判断になっている

ようなところもあるので。大変だろうな、教育長はと思いまして。 

 

○山本教育長 

  西村委員も御存知のように、コミュニティ・スクールになったら、学校だけが関わる

教育委員会は駄目だと思います。だから、やはり連携というか両方していただいた方が。 
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○石橋経営企画課長 

  子供を育てる上では、学校教育と社会教育と社会体育とございますので、その辺りを

全部見ていただく教育委員と私どもも考えておりますので。 

 

○段委員長 

  そのように去年もそういうお話だったかなと思うんですけれども。 

 

○石橋経営企画課長 

  すみません。意思が伝わっていなかった部分も。その部分も持ち帰って。ありがとう

ございました。いい場になったと思っております。 

 

 

【３ 市長総括】 

 

○石橋経営企画課長 

  最後に市長の所感を求めたいと思います。 

 

○井上市長 

  いろいろ貴重な御意見、耳の痛い御意見も含めてたくさんいただいてありがとうござ

いました。 

  ただ、私から一言言わせてもらうと、民間委託というのは、私は一つの流れだと思っ

ております。そして、実は春日市はどこよりも早く日本一先に民間委託を進めてきたと

ころなんですね。さっき御意見がありました保育所とか、小学校の学校給食。これも相

当な混乱がありました。 

  例えば、保育所からいきますと、保護者の方から不安で相当、その担当のところにも

苦情が来たようでございますけれども、結果的には民間委託した所から子供がたくさん

入っていくんですね。民間は駄目だと言いながら。これは実際にそうだったんです。民

間委託した所から子供が圧倒的にそこから優先的に入っていくんです。 

  もう一つは、これは今だから言えるんですが、当時は職場の中から、行政の中から担

当が不安を持って、自分達の職場が失われる、仕事が取られるということで、どうもそ

ういったことをいろいろ情報を流しておったということもはっきり分かってきましたけ

れども、そういうものなんですね。 

  指定管理の良さ。そしてまた物足りないところもあろうと思います。先ほど山形委員

からも出ましたけれども、４年間という指定管理の期間が長いのか短いのか。 

  先ほど段教育委員長がおっしゃったように、民間委託をやって、当初は誰がやっても

混乱するんですね。変えたら。それが結果的には落ち着いて、今はそういう苦情はほと
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んどないというふうに思います。 

まだ、その当時は民間委託をしたてでしたから。まだ、本当に始めの頃でしたから。

やはりお互いにぎこちない面があったと思いますけれども、しかし、サービスだけが結

果的に全然落ちていない。 

また、コストもかかっておりません。図書館も経費削減はないと言いましたけれども、

将来的に見ると、私は必ず差額は出てくると思っておりますけれども。 

  それから、一番大事なことは財団ということがあります。財団というのはプロパーで

す。専門家です。その専門である仕事です。これが本当にいいかどうか。 

  皆さん簡単に財団というと抵抗がなかったけれども、私が市長になって２、３年経っ

た頃でした。ふれあい文化センターを直営で行くか、財団で行くか。一時期、財団も職

員の派遣という形でやりましたよね。良かったなと思ったんです。 

財団でやっているところがいろいろと頭打ちになっておったんです。私はその時に財

団の理事の方と一緒に、財団とはどういうものか、どういう問題があるのかと。 

一見見たら専門家の集まりですから、ものすごく芸術文化のレベルが上がると思って、

大阪の枚方市かどこかに行ったんですね。そこの部長が言われたことが、私は去年の春

に派遣されてきました。私の仕事は職員の首切りですと言われた。財団の職員の首切り

とは何ですかそれはと聞きましたら、プロパーというのは自分達で全部仕事をやるから、

自分達で自分の仕事の量を決めていると。これ以上できないと言ったら、それっきりで

終わると言うんです。誰も指摘できないと言うんです。 

春日市の場合は、財団でも職員を派遣して２年か３年ごとに変えていったんです。だ

から、組織評価が出るんです。この職員はよく仕事をしていたなとか、次の職員はいま

いちじゃないかとか。いわゆる比較ができてくるんですよね。 

だから、財団でやったらとか、うちはよそのことを言う必要はないんですけれども、

実際はそういう問題が現実にはありました。 

それから、指定管理をやっていく中で、当初は混乱があるかも分かりません。今のス

ポーツセンターもそうです。恐らくこれは指定管理にしなくても、直営でやっても最初

は混乱すると思います。アンケートをいくら取っても、これはやはり落ち着いてくるま

で。 

ただし、直営でやると人件費が５倍、10倍かかると思いますね。それだけ正規職員を

入れていかないといけないから。そういうコストの問題もある。何と言ってもコスト抜

きでは考えられないと思います。 

今は、図書館は指定管理しますが、経費削減にはなっておりません。ボランティアの

人達がもっと増えてきたり、そういう形で必ずこれはサービスの向上とともに。 

私がなぜこれを言うかというとですね、私は今日もありますが、職員とのランチトー

クをやるんです。名前は絶対言いませんけれども、職員との質疑の中で、図書司書の方

とも話したんですね。本音でいろいろと話をしていたら、「図書館の委託で来ている職

員の方達はかわいそうですね。私達と比べると給与が安いんですよ。」と言うんですよ。 
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私はそれを聞いた時に、かわいそうですねというよりもそれが民間の実態ですよとい

うことを知って欲しかったんですよ。そういう厳しい差の中で仕事をやりこなしていか

なければいけない。 

４年間という指定期間の問題がありました。実は２年にしようかという話もあったん

です。１年ではいくらなんでも酷だろう。資本投資もしないといけないし、職員を訓練

していかないといけない。必ずしも最初から100パーセントの仕事はできないだろう。

だから、３年にしようか４年にしようか、これはあまり長くなるとあぐらをかいてしま

うよと。４年経ったら見直しますよ。そして再公募、もう一度公募しなおしますよとい

うことを常に言っているんです。 

そうすると、先ほど石橋課長が言いましたように、民間というのは今の指定管理は恐

らく全国でいろんな所で実績を積んであるところですよ。 

ところが、１か所でも春日市で悪かったということで、全国にぱっとネットで広がり

ますよ。そうすると、その会社は致命的になります。これが公務員と違うところなんで

す。公務員は失敗で済まされるけれども、民間は命がけですよ。そういうものがあるも

のですから、職員が長い間かけて、これは私が指示したわけではありません。やはり指

定管理、民間委託というのを取り組んでいこうと。 

実は、春日市役所の市民課の一部はもう民間委託をしています。市の職員じゃないん

ですよ。守秘義務の問題もありました。内部で検討しました。 

私はもっともっと市役所の仕事そのものを民間委託していかなければいけないという

ふうに思っております。必ずやっていこうと思っております。これは公務員の仕事だと

いうことも、これからは民間でやれる時代になってくると思います。 

それぐらいの意気込みでいかないと、これから先の少子高齢社会で行政は生き残って

いけないと思います。公務員という意識で仕事をしていたのでは、これは必ず経費を節

減せざるを得なくなってきますから。税金が減ってくるわけですから。 

だから、そういう気持ちでこれからやっていくためにも、いろいろ聞くだけでなく、

どんどん言っていただいて、注意もしていただいて、御叱正をいただきながら、結果的

により良いものにしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ皆様方これから

もそういう厳しい御意見をいただきながら進めさせていただきたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。今日は本当にどうもありがとうございまし

た。 

 

○石橋行政管理課長 

  どうもありがとうございました。 

  以上を持ちまして、第１回の春日市総合教育会議を終わります。どうも今日はありが

とうございました。 

 

午前１０時閉会 


