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第２回鎌倉市鏑木清方記念美術館指定管理者選定委員会会議録 

 

日時：平成 30年８月 31日(金) 

午後１時 30分～午後４時 00分 

                                             場所：鎌倉市役所 議会全員協議会室 

 

出席委員：河野委員長、猿渡副委員長、伊藤委員、長坂委員、平沼委員 

事 務 局：藤田文化人権課担当課長、剣持係長、坂本職員、高宮職員 

 

１ 開会 

  ５名の委員全員が出席し、選定委員会が成立していることを確認した。 

 

２ 指定管理者選定について 

  事務局から、次のとおり説明した。 

(1) 第１回委員会からの経過報告 

   第１回委員会で審議した提案要項と審査基準について、内容の確定後、公益財団法人鎌倉

市芸術文化振興財団に提案を求め、８月９日に提出があった。 

事務局で、法人に関する応募書類を確認したところ、提案要項で提出を義務付けた書類に

記載漏れや不足などの不備がなかったことから、委員に事前送付した。 

(2) 審査について 

   審査については､審査基準に基づき、書類審査及びプレゼンテーション、ヒアリングの方

法で行う。総合的評価 16 項目は、５点満点で評価し、専門的評価として各委員の専門分野

について 20 点満点で評価する。最終的には、全委員の評価平均点を算出し、100 点満点の

７割以上である 70点に達した場合に、指定管理者として適格であるものとして選定する。 

７割に達しない場合は、提案者に対し、特に各委員の評価が低い項目や強い疑義のある項

目について、提案書の再提出を求めた上で、委員会で再審議し、指定管理者候補として適格

であるか否か最終決定する。 

採点は、ヒアリング終了後に事務局で集計し、７割に満たなかった場合は、提案内容の再

検討を指示する箇所を審議する。 

(3) プレゼンテーションとヒアリング方法の確認 

  提案者が入場した後、事務局からヒアリングの進行方法について説明する。提案者の自己

紹介後、20 分間のプレゼンテーションを行う。その後、各委員からのヒアリングに入る。

ヒアリングの時間は、概ね 30 分程度を予定しており、各委員のヒアリング内容が重複する

ことのないよう、事前にヒアリング内容、順番等を協議した上で執り行う。 
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３ 各委員のヒアリング内容確認 

  各委員の質問を予定している内容について確認し、次の内容及び順番でヒアリングすること

を決定した。 

【１巡目】 

(1) 伊藤委員 基本方針における優先順位の考え方について 

 (2) 長坂委員 人件費について 

 (3) 平沼委員 非常勤職員・パート・アルバイト等の雇用条件について 

 (4) 猿渡副委員長 市民サポートスタッフ等の採用について 

【２順目】 

(1) 伊藤委員 来館者数の減少傾向に対する原因の分析等について 

 (2) 長坂委員 美術品の貸出について 

 (3) 平沼委員 残業時間について 

 (4) 猿渡副委員長 翻訳料やコンテンツ制作費に係る予算について 

 

４ プレゼンテーション 

  （傍聴者２名入室） 

  （提案者 公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団４名入室） 

  

河野委員長：プレゼンテーションを始めてください。 

  財団：鎌倉市鏑木清方記念美術館は、鎌倉で創作活動を行った近代日本画の巨匠鏑木清方の

遺族から寄贈された旧居と作品資料をもとに平成 10 年に開館した。公益財団法人鎌倉市

芸術文化振興財団は、開館当初より、美術館の管理運営に携わってきた。清方が生涯手放

さずに手元に残した寄贈作品は、清方を敬愛している遺族にとって思い入れの深いもので

ある。美術館の原点である清方の画業と創作の画を後世に伝えたいという遺族の想いを大

切にしてきた。これからもその気持ちに真摯に応えていきたい。 

美術館は、今年の４月で開館 20 周年を迎えた。それを記念した式典には、遺族はもと

より、美術館に関わった所蔵家、関係者が出席した。美術館の活動が多くの方に支えられ

てきたことに感謝している。これからも信頼と実績を重ねられるよう努めていく。 

美術館の使命は、鎌倉市民の貴重な財産となった美術館と調査研究に基づく作品資料の

公開を通して、清方の画業をより多くの方に知ってもらい、未来に引き継ぐことと認識し

ている。展示事業を中心に、調査研究事業、普及事業を通して美術館の存在を知ってもら

い、多くの方に来てもらえるよう活動してきた。特に平成 18 年度以降、指定管理者とし

て管理運営を任されてからは、活動の幅を広げるため、子ども達が豊かな感性を育み、美

術に親しんでもらうワークショップや地域の文化施設を繋ぎ、地域の文化活動を活性化す

るイベント、多言語化によるサービスの向上を行ってきた。これらの活動についていくつ
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か紹介する。 

展覧会においては、毎回様々なテーマを設けて収蔵作品を紹介する企画展のほか、美術

館で過去に展示したことのない全国の美術館やコレクターが所蔵する作品を特別展とし

て新たに紹介してきた。また、美人画といえば西の上村松園、東の鏑木清方として知られ、

特に関東を中心に知名度の高い清方の画業を全国の方に知ってもらうため、三島市、千葉

市での鏑木清方展や中国地方、四国地方の美術館では初となる鏑木清方の回顧展への企画

協力を積極的に行い、清方の紹介と美術館の周知を図ってきた。会場では、「素晴らしか

った」、「鎌倉に行ってみたい」、「身近に鑑賞できて幸せ」という感想が寄せられた。 

普及事業においては、子ども達に向け、学校教育で学ぶことが少なくなった日本画や木

版画を楽しんで理解できるように小冊子を作成したり、実際に日本画材を使用して絵を描

くワークショップを開催し、好評を得てきた。子ども達の作品は、鎌倉駅近くのギャラリ

ー50 で展示してきた。また、市内には様々なジャンルの文化施設が点在している。美術

館では、川喜多映画記念館、神奈川県立近代美術館、鎌倉国宝館などの文化施設と連携し

たスタンプラリーや相互割引、イベントの開催を行ってきた。また、地域で活動している

ＮＰＯ団体と連携し、小さな子どもを持つ世代に向け美術館に親しめるようなワークショ

ップ、紫陽花と鎌倉散策・美術鑑賞をセットに楽しむツアーなどを開催し、地域に根ざし

た活動を行ってきた。広報宣伝においては、ホームページのリニューアルを行い、急速に

普及したスマートフォンでの見やすさに対応するなど情報を得やすい環境を整えるとと

もに、特に若い世代に情報を伝える手段としてソーシャルネットワークサービスのツイッ

ターやフェイスブックでの情報発信を行うなど、美術館の周知をより充実させてきた。マ

スメディアでも取り上げられるようになり、ＮＨＫ「日曜美術館アートシーン」や「首都

圏ニュース」での紹介をはじめ、テレビ東京「美の巨人たち」、ＢＳ日本テレビ「ぶらぶ

ら美術・博物館」などでの美術館特集放映後は、来館者の大幅な増加につながってきた。

また、文化庁の補助金を得て、外国人に向けた美術館の紹介パンフレットを６か国語で制

作し、日本語、英語併記の収蔵品図録も発行した。ホームページにおいても英語化とフラ

ンス語化を行った。さらに、近隣の文化施設を紹介するポータルサイトを制作し、鎌倉の

寺社を含めた魅力を紹介してきた。 

以上の実績を活かし、これからの５年間、次の基本方針に基づいた活動を行っていく。

１つ目、心地よい施設の管理運営と市民に開かれた美術館運営を行う。美術館を訪れる多

くの来館者から、美術鑑賞とともに和風で落ち着いた空間に癒されるとの意見がある。こ

れからも職員全員がおもてなしの気持ちで来館者を迎え、美術館がもつ安らぎのある雰囲

気を保つよう努める。建設から 20 年が経過したことにより、建物や設備機器の経年劣化

は避けられないが、予防保全の考え方に立ち、計画的な保守点検を実施することで安全な

管理を行っていく。また、これまで行った展覧会アンケートでの満足度は９割を超えてお

り、高い評価を得ている。これからも市民の声を大切にした運営を行っていく。２つ目、

地域と繋がり、地域文化の発展に貢献する。これまでの文化施設との連携では、宣伝力の
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強化と施設間の有効な情報共有などを図ってきた。今後も近隣の文化施設、寺社のほか、

ＮＰＯ団体、学校などの教育機関との連携を強化し、互いに影響しあうことでより活動を

活性化させ、地域に愛される美術館を目指す。３つ目、清方芸術を広め、その価値を次世

代に伝えていく。これまでの活動の積み重ねにより、美術館には清方に関する問い合わせ

が増えてきている。そこで、美術館が所蔵する収蔵作品や資料による基礎研究にこれまで

以上に力を入れていく。将来的には、清方のことなら、全国のどの施設よりもわかるのが

当美術館となるような清方の画業を中心としたデータセンター機能を確立することを目

指す。４つ目、清方芸術の魅力を積極的に伝えるため、情報を発信していく。清方芸術の

魅力をわかりやすく伝えるため、新しい視点での展覧会やイベントを企画し、その情報を

様々なツールで発信していく。また、今回の指定期間には 2019 年ラグビーワールドカッ

プ、東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催される。この期間は訪日外国人の増

加が見込まれ、会場となる横浜や東京、藤沢の近郊である鎌倉は多くの外国人観光客が訪

れると考えられる。これまで整えてきた外国人に向けた環境を十分に活用し、また、オリ

ンピックの文化プログラムも充実させる。そうして国内外に情報を発信することで、清方

芸術の魅力、美術館の存在を周知し、新たな来館者の誘致、リピーターの増加を図り、年

間の来館者数 27,000人以上を目指す。 

続いて、５年間の事業計画の考え方について説明する。調査研究事業、展覧会事業、普

及事業に大きく分けて、それぞれテーマを決めて活動を進めていきたいと考えている。ま

ず、調査研究事業では、清方と弟子たちによる東京の美人画の系譜、子ども向け雑誌に描

いた挿絵、ゆかたなど商業デザインに関わった仕事などを調査し、その成果を叢書として

刊行する。これらの調査研究を踏まえ、日本画家として語られがちな清方の画業に新たな

光を当て、これを展覧会事業に活かす。一方で、美術館の収蔵品である日本画、下絵、挿

絵、資料、約 2,500点のデジタルアーカイブ化を図るため、１点ずつ作品資料の内容、制

作背景、社会的影響を詳しく調査し、作品資料の写真と解説文をホームページ上で随時公

開していく。また、展覧会事業では、調査研究の成果を展覧会で活かせるよう清方と同世

代の日本画家との関わりや当時の文化人、例えば落語家の三遊亭圓朝の生誕 180年や没後

120年をはじめ、作家の泉鏡花、日本画家の梶田半古、作家の大佛次郎など、それぞれ記

念となる年に清方との交流を紹介する特別展を開催することで、清方芸術の広がりを紹介

する。清方の没後 50年となる 2022年には年間を通して清方芸術の多面的な魅力を伝えて

いく。特に他館や個人コレクターが所蔵する作品を特別展で紹介し、将来的には現存する

清方作品の全容が美術館で鑑賞できることを目指す。 

学校の夏休み、春休み期間に開催する展覧会では、清方作品と日本画について、子ども

達にもわかりやすく解説したキャプションを設け、興味を持って楽しく鑑賞できるような

ワークシートを配布する。また、美術館へ足を運ぶきっかけとなるよう、子どもと同伴者

の入館料を無料とし、市内在住在学の高校生、大学生の観覧料は年間を通して全額減免の

無料とする。さらに客員研究員や市民サポートスタッフの調査研究した内容も取り入れ、
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市民参加を重視した展覧会作りを行っていく。子どもから大人、外国人、障害のある方ま

でいつ来ても新たな発見があり、楽しめるような展覧会作りに取り組んでいく。 

次に普及事業では、外国人が美術館を楽しめる環境整備の充実を目指す。既に展示解説

文の英語対応、館の案内パンフレットやホームページの多言語化を進めており、外国人の

来館者数は平成 26年度調査の約 100人から徐々に増え、平成 29年度には３倍以上である

約 350 人となった。今後は英語対応のギャラリートークやワークショップを行うことで、

よりコミュニケーションを重視した取組に力を入れる。また、未来を担う子どもたちに向

けて、美術館スタッフが市内の学校に出向き、日本画の授業を行うなどの出前事業や修学

旅行の学習先として美術館へ寄ってもらうなどの働きかけを各地の学校や教育委員会に

行っていく。さらに平成 27 年度に発行した木版画の作り方についてわかりやすく解説し

た子ども向け冊子が好評だったので、明治の石版画について同様の解説書を作成、ワーク

ショップを実施するなど、日本の豊かな版画文化を子ども達に伝えていく。 

その他の事業として、美術館が中心となって制作したウェブサイト「鎌倉アート＆カル

チャーＭＡＰ」は、タイムリーな施設の情報提供で好評を得ており、今後さらに充実を図

り活用していく。また、補助金への積極的な応募を検討し、鎌倉の芸術文化に興味を持つ

人に対して、鎌倉に来訪したくなるような仕掛けづくりを行い、地域の歴史文化の魅力を

地域一体となって発信していく。 

これからの美術館の活動において、4つの目標を掲げて取り組んでいく。１つ目、障害

のある方や子育て中の母親などが気軽に来館し、楽しめる美術館を目指す。２つ目、清方

及び日本画の専門館として、内外から高く評価される美術館を目指す。３つ目、市民の信

頼を得て鎌倉市の誇りだと思ってもらえるような美術館を目指す。４つ目、美術館の安定

的な運営に欠かせない財源について、理解と支援を得られるようにあらゆる対策を駆使し

その達成を目指す。以上で説明を終了する。 

 

５ ヒアリング（質疑応答） 

  河野委員長：次にヒアリングを行う。伊藤委員から質問をお願いする。 

  伊藤委員：提案書を読んで、また説明を聞いて、非常に細かいところまで神経の行き届いた

計画だと感心している。ただ、文化芸術施設に対しては、文化を普及していくだけでなく、

地域との共存やオリンピックに向けてのインバウンドなど様々なことが課せられてきて

いる。それらに対しても細かく対応していて感心しているが、鏑木清方記念美術館は、小

規模美術館で、一個人作家のコレクションを中心とした美術館であり、予算的にも人材的

にも制限がある中で運営していると思う。あれもこれもやっていくのは理想的ではあるが、

優先順位をつけていかないとやっていけない。これまでの活動をみると、調査研究に大き

なポイントがあり、ここ数年は普及事業に力を入れているとの印象だ。今後様々な動きが

ある中で、例えば優先順位を変更していくだとか、新たな部分を強化するためのポイント

などがあれば考えを聞きたい。 
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  財団：これまでの活動からもまず調査研究があって、展覧会や普及活動ができている。基本

的には調査研究について力を入れていきたい。ただ、調査研究は手間がかかるため、一人

の職員に負担が偏ることがないように気を配っていきたい。また、オリンピックもあり、

外国人の来館者が増えることが予想されるため、次期指定期間はＰＲに力を入れたい。ホ

ームページのリニューアルを行い、国内外に清方を広める基礎は整ってきた。それに対す

るソフト面になる清方作品の紹介、先ほども説明したデータセンターを目指すという意味

では、まだまだ収蔵作品に対する調査研究の必要性を感じているので、力を入れていきた

い。 

  長坂委員：私は財務を担当しているので、お金の話をする。遺族から寄贈を受けた美術品な

どを公共の財産として管理するための方法として指定管理という制度がある。これまでの

実績や今後の方針をみると、指定管理料のウエイトが大きい。公益性、公共性、団体とし

ての規範性を内外から見られている。そのような意味でも団体の財務を指定管理者選定の

中でみていきたい。様式３と４に収支予算書があるが、第１回委員会での審議を経て、人

件費の内訳を提出してもらったが、プライバシーは守られることを先にお伝えしたい。団

体として労務管理の部分で、どのように人件費や人材育成などをなされているのかを教え

ていただきたい。 

  財団：はじめに美術館の人員構成を説明すると、館長の他に常勤職員として副館長、学芸員、

その他は契約職員や非常勤嘱託員という構成である。人件費を抑えた中で効果を出してい

くことに苦慮している。労務管理の基本として、３つの問題を意識している。１つは、公

益財団として恥ずかしくないようにコンプライアンスを徹底している。それから、当美術

館は、館長以外全員女性職員である。したがって、心身の健康はもとより、安心して働け

る職場づくりをしたい。最後に、職員がモラルアップしないと良い仕事ができない。モラ

ルアップを醸成するためにも工夫しながら、ベースアップや非常勤の職員にもモラルが低

下しないような対応をする。そのためにも、来館者数の目標値を達成し、収入を確保する

ことや補助金制度を活用していく。 

  平沼委員：支出を軽減させるという意味でも非常勤の方を採用しているということだが、 

非常勤の方を正社員にしていくとか、期間の定めのある方を期間の定めのない方にしてい

くというルールが設けられている。難しいこともあるとは思うが対応を考えているか。 

  財団：労務上、一番気を使っていることは常勤の契約職員についてであり、１年ずつ契約を

更改している。実際に、５年経過した職員と、本人との面談の上で契約を転換した。５年

の間の３年目で雇用条件を変えたりすることをやってきた。正規職員と非正規職員との仕

事のバランスには気をつけなければならない。一人ひとりの経験や能力、立場を考慮しな

がら仕事を割り振っていく。年に１回は常勤、非常勤に関わらず職員全員と面接をしてい

る。当然ながら、普段から相談には乗っている。幸いなことに、今のところ労使に関わる

問題の訴えはない。 

  猿渡副委員長：芸術分野の質問をさせていただく。非常に内容の濃い提案書を拝読した。調
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査研究に重きを置き、それをもとに展示事業や普及事業を展開されている。正規職員や非

常勤職員だけでなく、サポートスタッフや客員研究員の方々からの支えが非常に大きな力

になっているように見受けた。このような方々の人数や採用方法についてどうなっている

のか。交通費やお弁当代も出ていないのではないかと想像した。公募なのか、基準があっ

て自己推薦をしてきた方なのか、大学の先生からの推薦なのか、サポートスタッフをどの

ように迎え入れているのか聞きたい。 

  財団：市民サポートスタッフは完全に無給である。ただ、活動に関わる傷害保険には美術館

で入っている。平成 18 年度に初めて募集をし、現在は７名活動している。仕事内容は、

それぞれ違っていて、本人の希望によって毎週来ている方もいれば、子どもたち向けのワ

ークショップの時だけ来ている方もいる。現在は募集していないが、今後は英語対応の展

示解説を考えているので、英語が堪能な方のボランティアを募集していきたい。募集の方

法は、公募でどなたでも応募できるようホームページなどで告知している。客員研究員２

名は、調べものなど図書館に行ったりすることもあるので、月に数千円支払っている。 

  猿渡副委員長：客員研究員の募集の仕方はどうか。 

  財団：客員研究員は２名いるが、１人は日本画に精通した学芸員資格を有する方を紹介して

もらって活動している。もう１人は市民を代表した客員研究員ということで公募した。 

  猿渡副委員長：公募の条件として、日本画を専攻された方だったりするのか。 

  財団：結果的に学芸員業務に興味のある方が応募してくる。 

  猿渡副委員長：制限は設けていないということか。 

  財団：そのとおりである。 

  伊藤委員：ボランティアは、ワークショップをはじめ、今度は外国語のギャラリートークな

どを含めていくと負担が大きくなってくる。私は、昔いくつかの美術館でボランティア調

査をしたことがあるが、ボランティアマネジメントに失敗してトラブルを起こしている美

術館もあった。学芸員にとってもボランティアをコーディネートしていくことは大きな負

担になっていると思うので、あまり無理をしなくてもいいのではないかと考える。実績を

みると、ここ数年間観客が減っている。気張って観客を増やすことはないと思うが、減っ

ているものに関しては分析をして、どの辺に原因があるのかを考えていく必要があると思

う。どのような分析をしているのか。 

  財団：第２期指定管理期間では、平均２万６千人の来館者数だったのに対して、今期の４年

間では平均２万４千人と減ってしまっている。近隣にあった神奈川県立近代美術館が平成

28 年３月に閉館し、これまで美術館めぐりをしていた美術愛好家の足が遠のいてしまっ

た印象がある。また、猛暑や台風など、天候不順の影響は大きいと感じている。近隣の施

設と連携を取ってＰＲ活動に努力したい。近代美術館があったところに、鶴岡八幡宮が鶴

岡ミュージアムを 2019年にオープンするということで連携していきたい。 

  伊藤委員：若い方を集めていくということも課題だと思う。ＳＮＳなどの話題も出ているが、

これにも問題があって、インスタ映えといって館内で写真を撮る人もいる。海外の美術館
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では解禁する方向になっているが、美術館としてのポリシーを持つ必要がある。安易な妥

協をして欲しくはないが、一方で若い人たちを呼び込みたいということもあり、どのよう

な方針を立てるのか、その辺りを見当しているか。 

  財団：来館者の動向をみていると、メディアの影響が大きいと感じている。ＮＨＫで取り上

げられたり、地元のミニコミ誌で取り上げられたりすると反響がある。いろいろな機関の

方とのパイプを広げているところで、それらの力を借りて目標の来館者数に戻したいと考

えている。 

  長坂委員：清方画伯の美術品の貸出などの許可はどのようにしているのか。 

  財団：作品の貸出については、事前の申請を経て行っている。際限なく貸出すと作品に対し

てストレスがかかるので、美術館で展示するスケジュールなども考えながら判断している。

事前に相談してもらうので、どの作品なら貸し出せるかを調整し、作品に負担が掛かるよ

うなことはしていない。貸出料はないが、ポジなど写真の貸出は、１点につき５千円とし

ている。 

  平沼委員：今度は正規職員について聞きたい。提案書をみると、調査や企画などやることが

たくさんあって、前向きでとてもいいと思いつつ、残業時間は大丈夫なのかという心配を

している。 

  財団：昨年の実績でいうと、一番残業の多い職員でも月間平均 20 時間を下回っている。時

間外勤務の対象が３人いるが、月間平均で 10 時間程度である。本人たちの努力によると

ころがまず何よりあるが、少ない人数でやっている。 

  平沼委員：法律上、残業できるのは 45 時間という目安があるので、それをかなり下回って

いるので安心した。 

  猿渡副委員長：充実したバイリンガル化の方向性を打ち出している。併せて、映像コーナー

のコンテンツを充実していきたいという提案としては素晴らしい内容が盛り込まれてい

るが、翻訳料やコンテンツ制作費もお金がかかる。予算手当として、指定管理料の中で行

われるのか、補助金や助成金の申請を考えているのか、補助金などが取れなかった場合は

どのように実現しようと考えているのか聞きたい。 

  財団：今回の提案では、補助金は見込んでいない。指定管理料の中で充てていこうと考えて

いる。予算の中で翻訳料を見込んでいるので、その中でやれる範囲でやっていこうと考え

ている。 

  猿渡副委員長：プロの翻訳者に頼んで、職員がチェックするということか。非常に特殊なフ

ィールドなので、プロといえどもすぐに使えるというものはまず出てこない。手堅い方向

性で考えている。 

  河野委員長：それでは、以上でヒアリングを終了する。提案者の皆さんは退席をお願いする。 

傍聴者についても委員会での決定により、会議の公開はここまでとなるので退席をお願い

する。 
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（傍聴者２名退室） 

  （提案者 公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団４名退室） 

 

６ 意見交換・最終採点 

  河野委員長：それでは、委員会を再開する。公開ヒアリングを踏まえて最終評価をする。最

終評価を行う前に意見はあるか。 

  全委員：意見なし。 

 

  （各委員採点） 

  （事務局集計） 

 

７ 結果報告 

  事務局：手元にお配りした集計表をご覧いただきたい。採点いただいた点数の平均値を合計

して集計した。合格点が 100点満点中 70点のところ、100点満点中 89点ということで合

格点に達した。 

  河野委員長：採点表を見て何か意見はあるか。では、89 点ということで合格点に達してい

るので、公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団を指定管理者候補者として決定してよいか。 

  全委員：異議なし。 

  河野委員長：審査結果報告書について、ご意見はないか。 

  猿渡副委員長：多言語化を含むユニバーサルミュージアムを目指す方向性を入れると良い。

多言語化だけではなく、老若男女、また、障害のある方もない方にも訪れやすい美術館と

してかなりきめ細かく提案に盛り込んでいた。 

  河野委員長：開かれた美術館というのを強調していた。 

  伊藤委員：足を向けさせるような仕組みを考えて欲しいということもあった方が良い。 

  河野委員長：審査結果報告書の内容については、先ほどご意見のあった「開かれた美術館」

ということ、また「もっと美術館に足を向けてもらえるような方策を講ずる」ということ

を加筆するということで、内容については委員長の私に一任いただいてよろしいか。 

  全委員：異議なし。 

 

８ 今後の予定について 

  河野委員長：今後のスケジュールを事務局からお願いする。 

  事務局：ただ今、ご審議いただいた結果を市長に報告し、指定管理者候補者を決定する。そ

の後市議会 12 月定例会へ議案を上程する。可決された後に市長が指定管理者として指定

をする。 

 

９ 閉会 


