
第 9回（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 議事概要 

 

１ 日時：平成 25年 10月 31日（木）15：00～ 

 

２ 場所：伊賀市役所 2階第 2委員会室 

 

３ 出席者： 

 【委員】9人 

 【事務局（市）】企画課長、企画課副参事兼係長、企画課主幹ほか 

 

４ 傍聴人：3人 

 

【会議概要】 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ  

  

事務局 これまで建設候補地の選定および事業計画について議論を頂きありが

とうございます。また、本委員会を 12 月まで延期することになり、引

き続きご協力をお願い申し上げます。本日は、これから事業計画を中心

に議論頂くために事務局(案)をお持ちしました。 

委員長 あと数回の委員会で、年末までに最終答申を上げる必要がありますの

で、委員の皆さま方には引き続き宜しくお願いします。今回は前回のご

意見を受けて、事務局で案を作成いたしましたのでご確認ください。 

 

３ 審議事項 

（１） 事業計画について 

事務局より配布資料の説明。 

 

委員長 組織表の中の館長は非常勤、副館長は常勤を前提としております。何か

ご意見ありましたらお願いします。 

委員 事業推進に広報とありますが、具体的な人物像、「こういう分野出身の

人がふさわしい」などというものはありますか。 

事務局 漠然とはしていますが、PR は重要であることから、行動力とかコミュ



ニケーション能力のある人物といった程度のイメージはあります。 

委員 それは学芸員でも良いということですか。 

事務局 学芸図書部門では、展示企画などを考える上で学芸員を配置することが

もっとも望ましいと考えています。この場合、事業推進部門について広

報や営業に関しては特に学芸員を配置する必要はないと考えています。

場合によっては、事業推進においても学芸員の方へのお手伝いを頂くこ

とはあるかと思います。 

委員長 各部門で、何名程度を想定していますか。 

事務局 前回の答申に基づいていうと、全体で 13名程を想定しています。 

委員長 細かな人数配分については今後の課題となるでしょう。 

委員 施設の規模によっても人数は変わりますね。 

委員 組織図では事業推進部門は学芸部門と分かれていますが、実際に運営を

行う際は常に連携をとるという考え方ですね。 

事務局 その通りです。決してタテワリではございません。 

委員 指定管理、直営などの運営形態は決められていますか。 

事務局 現段階では決まっておりません。  

委員 市の直営ならば資料１のような形態が予想されるが、運営形態が変われ

ば組織体制も変わるのではないでしょうか。 

委員長 市としての意向はありますか。 

事務局 市では運営形態についての検討は行っていませんが、現時点でベストと

考えられる運営形態というものを示させていただきました。 

委員 部門による分割的な運営もありえるということですか。 

事務局 そうですね。 

委員 人数はこれまでの議論のすり合わせで 13名としているのですね。 

委員長 組織内の人数配分も答申に含めることは可能でしょうか。 

事務局 どこまで踏み込んで議論するかにもよりますが、問題はございません。 

委員 忍者博物館もパートの方を多く雇っています。初めから全員が正社員と

いうのはなかなか難しいと思います。 

委員長 学芸員はともかくとして、部門によっては、市の職員が入ると、配置転

換などの問題が起こってくるのではないでしょうか。 

委員 市の職員が複数名いると、何名かずらすことで配置がうまくまわるでし

ょう。そのためにはある程度複数が必要ですね。 

委員 学芸員の割合は事前に検討しなければいけませんね。 

委員 事業推進は指定管理もありうるというお話でしたが、5年で更新される

ような純粋な指定管理でしょうか。 



委員 社会情勢の変化やトップが変わる可能性もありますので、市を中心にし

た業務委託で、館長・副館長さんは市が良いのではないかと個人的に思

います。指定管理制度も永久的に続くか不明です。 

委員長 以前から議論されていることですが、運営が途切れてもいけませんし、

永続性を考えるなら、市が直轄でやらないといけませんね。 

もし今の運営形態の話で了承いただけるのであれば、それを軸に進めた

いと思います。基本的に市が今より深く関わるということですね。 

委員 市の直営を基本として、学芸図書部門は業務委託にするということです

か？ 顕彰会の所蔵品を使うのであればそれが良いですね。 

委員 ちょっとお聞きします。５条適用とはどういう意味ですか。 

事務局 基本的に委託先を市長が決めるということです。 

委員 公募を行うのが原則ですが、そこに特例が設けられているのです。 

委員 忍者博物館の方でも、以前に同様の事例があります。 

委員長 まずは市が直営したうえで、部分委託をどこかが行うということです

ね。 

委員 それと合わせて懸念があります。これから規模が大きくなるにつれて、

学芸員の雇用に関して、情勢がかわって十年先に指定管理を受けられな

くなる場合、学芸員のクビを切らざるをえないという事態もおこりかね

ません。やはり市に雇用していただくことで安定すると思います。 

委員長 学芸部門も今は 2 名のみで、しかも事務仕事までさせられていますの

で、もっと拡充が必要ですね。身分保障としては、市で雇用して頂くこ

とが望ましいということですね。 

委員 市で雇用して、委託先に派遣もしくは出向するというイメージではない

でしょうか。 

委員長 事務局のご意見としてはいかがですか？ 市の職員自体は削減が進め

られていて、困難もあろうかと思われますが。 

事務局 例えば市から公益財団法人へ派遣する場合は、地方自治法で 3年以内と

の規定があります。学芸部門の場合でも同じです。 

委員長 正式の職員として雇用すると別の支障が生じるわけですね。 

委員 芭蕉翁顕彰会で雇用し、市からの財政的な支援は可能でしょうか。 

委員 現在、顕彰会の職員給与については市の職員の規定に準じています。 

事務局 独自の給与体系をもっているところもありますので、決して市の基準に

準じなくてはいけないわけではございません。 

委員長 ある財団で働いている人によりますと、財団の給与ではとても生活が厳

しいという話もあります。 



委員 全国的に学芸員の中でも、より良い給与や条件を求めて移動があると思

います。もちろん給与条件がすべてではありませんが。 

委員 そうしますと業務委託の場合は、雇用環境や身分保障を考えなくてはい

けません。 

委員長 この組織形態について、この見取り図で大きな問題点がなければ、この

方向で進めたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

委員 館長は常勤である必要があると思います。 

委員 実質副館長が館長のような業務を行いますので、図の中の副館長を館

長、館長を名誉館長とすることはできます。 

委員長 ただし最近、館長は非常勤ということが多いですね。 

委員 この場合おそらく館長は市の派遣になると思います。 

事務局 市の直営の場合、館長は派遣ではなく異動という形になります。 

委員長 個人的には館長は様々な対応が求められますので、市の職員より広い立

場の人間がふさわしいのではないかとも思います。 

委員 この館長は名誉館長に近い立場であって、実質館長は副館長が行うとい

うことで良いのではないでしょうか。 

委員 はっきりと館長は名誉職とすれば良いのではないでしょうか。 

委員長 懸念点として名誉職ですと、館の大きな方針について発言できないこと

もあります。館長が責任をもって関わることが重要であると思いますの

で。今後の重要な検討事項ではないでしょうか。 

大きな見取り図としては概ね御了承いただけますでしょうか。 

今後は配置のイメージなども答申に盛り込みますか？ 

委員 施設規模が不明確である以上難しいのではないでしょうか。 

委員長 前回の答申ではありましたね。 

事務局 先ほどあげました 13 名というのは、運営費のうちの人件費を想定した

うえで、これを逆算した人数になります。ある部門に何名というところ

までは議論しておりません。施設規模に対する必要人員ととらえていた

だければと思います。 

委員 細かい配分は省き、全体としての適正人数を定めればよいのではないで

しょうか。 

委員長 13名は館長を含めていますか。 

事務局 含めていません。副館長以下です。 

委員長 では、人数までは決めずに、これをベースに答申を行いたいと思います。 

続いては運営形態についてですが、これは前回資料と大きくはかわりま

せん。 



何か御意見、ご質問ありましたらお願いたします。 

委員 管理部門を行政が担当し、学芸部門と推進部門は業務委託ということで

すね。 

事務局 あくまでも案と考えています。そこでは市が一括で運営し、学芸図書部

門、管理部門については、それぞれ専門性の高い業務として外部委託者

に委託する一例と設定しております。さきほどおっしゃっていたのは、

学芸図書部門のみを外部委託するというお話かと思いますが、あくまで

も例ですので、管理部門も市で行うということはあり得ると思います。

例えば受付のみ別の委託先に委託することも考えられますが、委託先が

増えますと、その分組織が煩雑になることもあると思います。 

委員 組織はできるだけシンプルが望ましいと思います。 

委員長 先ほど市の職員は 3年でかわるとありました。管理部門についてはこれ

でも問題ございませんが、事業推進部門が 3年で変わると不都合があり

ますね。事業推進部門は限りなく学芸部門に近いですし、学芸図書部門、

事業推進部門は一括して行う方が良いという考え方もできます。 

委員 発信力の問題もありますので、事業推進についても行政の力が必要だと

思います。 

推進部門は、進んで他の部門と連携をとる方が良いと思います。そうな

ると現状の顕彰会では、対応が少し難しいのではと懸念します。 

委員長 事業推進部門は、行政側と学芸部門の両方からとるという考え方もあり

ます。 

少し整理しますと、館長、副館長は市の方で手当てするほか、管理部門

も市の職員が行い、学芸図書部門については記念館として業務を委託す

る、事業推進部門ではその両方から人員を配置するということでよろし

いでしょうか。 

事務局 答申では委員会としてはこのような運営方式が望ましいという書き方

で良いと思います。 

委員長 問題なければこの方針でもうもう少し詰めたいと思います。 

事務局 次回は今回議論いただいた内容をもとに、図を修正させていただきま

す。全体的な方針としては全体の運営を直営で行い、学芸部門・事業推

進については部分委託ということになると思います。 

委員長 年内の答申の中で組織形態、運営形態はきちんと出すとして、活動につ

いてはどの程度答申に含めるかという問題があります。 

現状の資料を読んでいただきご意見を頂きたいのですが、その前に次回

のスケジュールを確認する必要がございます。 

 



＜スケジュールの確認＞ 

次回：12月 5日 13：00 

次々回(最終)：12月 19日 

 

委員長 次に施設の活動計画、施設計画について御意見をいただけないでしょう

か。 

委員 活動計画ですが、様々な内容が盛り込まれていて、それがすべて出来れ

ばよいと思いますが、ただし現状を踏まえますと、今の芭蕉翁記念館が

もつ長所、どこにもないものを前面に出して活動計画に入れた方が良い

と思います。今のままでは少し総花的に過ぎるかと思います。 

専務理事 平成 13 年に指定管理者制度が設けられ、芭蕉翁記念館活動と顕彰会活

動が分けられています。記念館活動では夏休みの俳句教室、蓑虫庵での

体験教室があります。芭蕉翁顕彰会としては芭蕉祭事業、芭蕉講座など

を行っています。実態としては芭蕉祭が大きなウェイトをしめておりま

して、記念館活動としては少し手薄と感じています。それを踏まえてや

らなければいけない活動を考えなくてはいけません。 

また、顕彰会は資料をもっておりますので、そういったものを研究者に

提供するなどの活動が必要だと思います。 

委員 所蔵している書籍や作品については大変充実しており、他の芭蕉関連施

設に比べても断然多いのですが、現在は展示するスペースがないのが現

状です。 

委員 何があるのかすらわかりにくいのが現状ですので、ここではそれをもう

少し前に出さなくてはいけないと思います。 

委員 今、遷宮館ができていますが、そちらの展示は非常に見やすく、興味を

挽きたてるものでした。 

委員 見やすいというのは非常に重要であると思います。 

委員長 やはり所蔵品の豊富さは圧倒的だと思いますが、それらが研究者に対し

ても開かれていることが望ましいと思います。また、もう一つ芭蕉のふ

るさととして、芭蕉があってこそ現代の俳句文化が続いたということか

ら、もっと大きな俳句俳諧をとらえた視点があるべきだと思います。 

また、全国でこれだけ俳句関係の施設があるというのは、文学の分野と

しては珍しいでしょう。しかし現在は、記念館どうしの連携もとられて

いません。今後連携を深めるとともに、芭蕉翁記念館がその中心施設に

ならないといけないと思います。 

委員 運営形態について詳しく書かれていますが、そのうちでどこを強く出す

かという強弱を考えなくてはいけません。ただし展示方法については、



未定ですので、今後の検討が必要と思います。現状の記念館は貴重な資

料がたくさんあるが窮屈に展示されていて見づらい、そのため素晴らし

さが伝わらないという問題もあります。それも踏まえて次の段階とし

て、展示手法を検討しなければいけないと思います。例えば中庭を配置

し、そこに芭蕉の俳句に出てくる植物等があると、施設全体として芭蕉

のムードが盛り上がるような内容になると思います。 

委員長 この委員会で細部にわたって書くことは困難ですが、本日おっしゃられ

た内容を多少盛り込んで答申案としたいと思います。 

今日お配り頂いたものを踏まえて、もう少し踏み込んだものを作成でき

ればと思います。事務局としては問題ございませんでしょうか。 

事務局 事務局としては皆さまのご意見を踏まえたいと思います。基本計画につ

いては以前に承認いただいておりますので、それらを踏まえた上でまた

ご協議いただければと思います。 

委員長 この委員会としては 12 月で終わりですが、その先を見据えて議論を行

う機会はございますか。 

事務局 具体的に記念館をどのようにするかということを考えなくてはいけな

いと思います。ただし、本委員会では踏み込んだ議論は厳しいのではな

いかと思います。細かい議論については別途その場を設けたいと思いま

す。 

委員 答申の後は建設の検討が必要と思いますが、施設の活かし方については

今回の答申に含めないと、次の建設の検討の際に活かされないことが懸

念されます。 

委員長 図書館や庁舎の進捗はいかがでしょうか。 

事務局 庁舎については中間案として 4つの候補があります。それを受けて市民

の意見を受けております。10 月末には一定の方向性を定めたいと考え

ています。 

事務局 図書館は 10 月半ばに最初の委員会を行いまして、庁内でも検討を進め

ています。図書館についても年度内に一定の方向性を決める予定です。 

委員 仮に図書館跡となった場合は動線が難しいですね。また同様に 2階が書

庫というのも、そのまま流用されるとなると不便かと思います。 

是非新記念館は悔いのない立地にしていただきたいと思います。 

委員長 本日はどうもありがとうございました。次回もどうぞ宜しくお願いいた

します。 

 

【次回】 

平成 25年 12月 5日 13：00～ 



※次々回(最終)：12月 19日 

以上 


