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第１章 はじめに 

「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」（以下、「プラン」という）は、平成 24（2012）年３月

に、文化に関するプランと生涯学習に関するプランを統合し新たに策定されました。すな

わち、文化資源を活用した生涯学習の場を提供すること、また生涯学習の場を通じて新た

な文化の創造を支援し、文化と生涯学習における「きっかけづくりから成果の還元までの

サイクル」を作り上げていくことを目指しています。そして、茅ヶ崎市が「みんなでまな

び未来を創造できるまち」になっていくことを目的としています。 

 

「プラン」は文化行政で取り組むテーマと生涯学習推進行政で取り組むテーマを統合し、

策定されました。従って、市長部局は勿論、教育委員会との連携・教育を含め、全庁的に

取り組むためのプランになっています。 

 

平成 28 年度は、24 年度～32 年度を計画期間とした「プラン」の中間評価の年となりま

す。「プラン」を確実に実現していくためには、毎年度の事業の評価・方向性の検討をきち

んと行い、ＰＤＣＡサイクルをしっかり廻していくことが肝要ですが、さらには中間評価

をおこない、必要に応じて事業の評価・方向性を時点修正する必要があります。 

 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会では、平成 28年８月に、市長より「茅ヶ崎市文

化生涯学習プランの中間評価について」の諮問を受けました。ここに答申いたします。 

 

「プラン」策定後に茅ヶ崎ゆかりの人物館とハマミーナまなびプラザが開設され、また

茅ヶ崎市民文化会館の耐震補強及び改修と（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館の建設を控え

ています。このように、施設、設備などのハードの整備は着々と進んでいます。ハードの

充実に同期して、企画、運用などのソフトの充実を図ることが大きな課題です。充実した

ハードとソフトを市民の皆さんが活用され、「プラン」の目指す茅ヶ崎市の文化生涯学習が

実現されることを期待します。 

 

一方、「プラン」を取り巻く社会情勢や市民ニーズも変化しています。 

このような状況から、本中間評価に基づいて「プラン」の見直しも必要と考えます。 

この答申が、「プラン」の見直しに資すれば幸いです。 

 

 

 

平成 28 年 12 月  

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会  

委員長 小林 信武  
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第２章 「プラン」の位置づけと評価方法  

 

２－１ 「プラン」の位置づけについて 

「生涯学習」は、平成 23（2011）年度を初年度とする茅ヶ崎市総合計画基本構想におい

て、「共生社会」「環境」「協働」「安全・安心」とともに、政策共通認識（政策・施策に取

り組むうえで常に念頭に置くべき事項）に位置づけられました。その中では「生涯学習」

の視点を、「人々が生きがいを持ち、いきいきと暮らしていくためには、働くこと、子育て、

スポーツ、地域福祉、環境保全活動、まちづくり、地域活性化、行政経営など、生涯を通

してさまざまな分野で学び、学習の成果を生かす場があり、関わっていくことが重要」と

しています。そのため、「プラン」は、市長部局は勿論、教育委員会との連携・協力を含め、

全庁的に文化生涯学習行政に取り組むためのプランとなっています。 

また、茅ヶ崎市総合計画基本構想における基本理念の１つとして、「学び合い育ち合う 

みんなの笑顔がきらめく ひとづくり」の中で、「多様な機会に学び、活動し、交流する、

豊かな感性をはぐくむまち」を政策目標とし、「まなびを通して、自らが住むまちについて

知り、愛着を持ち、未来を創造する力をはぐくむ」を施策目標に掲げました。「プラン」は、

この施策目標を達成するための計画の一つに位置づけられ、また政策目標をリードするプ

ランの１つとなります。 

「プラン」は、これらを踏まえ、茅ヶ崎市総合計画を上位計画とし、今後取り組むべき

施策や事業の具体化を図るとともに、他の分野での施策の基本方針との連携を図る計画と

して位置づけられています。 

 

２－２ 評価の全体像について 

「プラン」を確実に実現していくためには、毎年度の事業の評価・方向性の検討をきち

んと行い、ＰＤＣＡサイクルをしっかり廻していくことが肝要です。また、社会情勢や市

民ニーズの変化に対応するため、計画策定後４～５年を目途に中間評価を行い、その成果

を踏まえ必要に応じて見直しを行うことにより、計画の実効性を確保します。 

 

図１「文化生涯学習プランの計画期間と評価の時期」（文化生涯学習プランより抜粋） 

 

 

「プラン」では、５つの行動目標と３つの重点戦略で事業を推進することを目指してい
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ます。評価もこのようにマトリックス構造で行います。評価の全体像を図２「評価の全体

像」に示します。 

このような見方は、ともすれば事業毎の評価になりがちになるという課題に対して事業

の横断的な評価が可能となり文化生涯学習事業の全体像を掴むことに役立ちます。 

 

図 2「評価の全体像」（文化生涯学習プランより抜粋） 

 

 

２－３ 中間評価の位置づけについて 

毎年度の個別の事務事業ごとの評価については、事業を主に取り扱う担当課が評価を実

施します。その評価を受けて、施策の方向ごとの評価については、達成度評価を活用する

形で茅ヶ崎市文化生涯学習推進連絡調整会議が評価を実施します。この会議は、「プラン」

に関係する各課の代表者から構成されているものです。 

その施策の方向ごとの評価等をもとに、市長の附属機関である茅ヶ崎市文化生涯学習プ

ラン推進委員会により、行動目標ごと、重点戦略ごとの外部評価を実施します。これらは、

毎年度実施し、中間評価及び最終評価時の「プラン」全体に関する評価の評価材料として

います。 

平成28年度は、24年度～32年度を計画期間とした「プラン」の中間評価の年となり、毎

年度におこなってきた評価をもとに、計画時点からこれまでの社会情勢等の変化に対応す

るため中間評価をおこない、必要に応じて事業の評価・方向性を修正することで、より効

果的に「プラン」を実現することをめざします。 

個別の事業、施策の方向、行動目標、重点戦略と複数の層で評価を実施することによっ

て、「どこが特にうまくいったために、全体の達成度が伸びたのか」「どこがうまくいか

ないために、全体の達成度が十分でないのか」といった視点からの評価も可能になります。 
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第３章 中間評価 

 

３－１ 総合評価 

平成 24年３月に「プラン」が策定されてから、４年半の折り返し点を過ぎ「プラン」の中間評

価を行います。 

本節では、「プラン」に関する基本的な課題、また社会情勢や茅ヶ崎市の施策からの「プラン」

への影響など、大きな視点で論じています。 

また、３－２ 行動目標ごとの評価について、３－３ 重点戦略ごとの評価についてで、それ

ぞれの視点で論じています。 

 

まず、第２章で述べているように、「プラン」は全庁的に文化生涯学習行政に取り組むためのプ

ランとして位置づけられています。この状況を端的に表しているのが、図３です。 

文化生涯学習行政で行われている総事業数は 244で、そのうち文化生涯学習課が主務の事業は

45 であり全体の約 18％でとなっています。むろん、事業ごとに「プラン」との関わりは軽重が

あるので数だけでは論じられませんが、「プラン」を評価するに当たっては全庁の関連事業を考え

る必要があります。 

 

図３「基本理念・行動目標・施策の方向の関係と事業数」 

 

【基本理念】 【施策の方向】
文化生涯学習課 庁内他課 市全体

文化生涯学習課 14

庁内他課 121

市全体 135

（p.10）

文化生涯学習課 12

庁内他課 19

市全体 31

文化生涯学習課 6

庁内他課 18

市全体 24

文化生涯学習課 4

庁内他課 20

市全体 24

文化生涯学習課 9

庁内他課 21

市全体 30

（p.18）

【重点戦略】

（p.22）

（p.24）

（p.26）

３　幅広い市民のニーズに対応した文化生涯学習への連携協力体制

事業数合計 45 199 244

１　「ちがさき学」を中心とした新たなちがさき市民大学（仮称）の構築及び体系化

２　情報通信技術を用いた茅ヶ崎市文化資源のネットワークづくりの実現

５　連携・協働のしくみづくり

事
業
数

（シ）　行政間及び庁内関係部局の横断的な取り組みに向けたしくみづくり 4 7 11

事
業
数

（コ）　文化資源を活用した普及啓発活動の実施 2 1 3

（p.16）
（サ）　個人、団体、学校、企業等による枠組みを超えたしくみづくり 5 14 19

（p.14）
（ケ）　文化資源の調査・研究、保存、維持・継承 2 19 21

４　文化資源の有効活用

（キ）　情報収集・交流・相談の場となる中心拠点機能の整備 4 2 6

３　拠点機能の整備

事
業
数

（ク）　市内公共施設などとのネットワークづくり等による拠点機能の整備 2 16 18

事
業
数 （カ）　文化に携わる人材育成などを支援する環境の整備 3 2 5

（p.12）

（エ）　支援者対象の講座や研修会の開催による育成 4 9 13

２　人材の育成と活用及び支援 （オ）　発表の場の充実 5 8 13

7 108 115

事
業
数 （ウ）　鑑賞から創造へと発展していく機会の提供 1 6 7

【行動目標】 事業数

み
ん
な
が
ま
な
び
未
来
を
創
造
す
る
文
化
生
涯
学
習
の
ま
ち
　
ち
が
さ
き

（ア）　文化芸術に親しむ機会の提供 6 7 13

１　機会の提供 （イ）　自己の充実に向けた学習機会の提供
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次に、この４年間で文化生涯学習行政に大きな影響を与えた事業を地域ごとに見てみます。更

に、「プラン」の計画期間である平成 32（2020）年度までに予定されている大きな事業について

も触れます。 

茅ヶ崎市の中心地域では茅ヶ崎市役所本庁舎の建設が完了し、駅ビルのリニューアルに伴う茅

ケ崎駅周辺の整備も進められました。また、茅ヶ崎市民文化会館の耐震補強及び改修が計画され

ています。 

市の西部地区では、浜見平の再開発に伴いハマミーナまなびプラザが開設され、また南湖院第

一病舎が市に寄贈されました。今後、道の駅も計画されています。 

市の南部地区には、ゆかりの人物館が開設されました。 

市の北部地区では、下寺尾官衙遺跡群が国指定史跡になり、今後文化資料館が移転して（仮称）

茅ヶ崎市歴史文化交流館が建設されます。 

これらはいずれも、茅ヶ崎市の文化生涯学習行政の進展に大きな影響を与えている、また与え

ていくと思われます。 

 

一方、社会情勢の変化を見ると、茅ヶ崎市の人口は 24万人と増加しています。これは、日本全

体また神奈川県の多くの市町村で人口が減少していることを考えると喜ばしいことです。茅ケ崎

駅、辻堂駅近くのマンションの増加、また北部のみずき地区の開発が寄与していると思われます。   

高齢化に伴い、また若い世代にも、健康志向が強まっており、同時に東日本大震災の影響もあ

り、防災意識が高まっています。 

 これらの、茅ヶ崎市の施策や社会情勢の変化を的確に捉えていかなければなりませんが、これ

までの茅ヶ崎市の文化生涯学習行政はハマミーナまなびプラザやゆかりの人物館の開設と活用、

市民活動団体等との協働推進事業の推進などの成果を上げてきています。 

 今後、更に強化していただきたい点としては、次のとおりです。 

第一に、様々な主体等との連携強化です。周辺市町村との連携強化、また、現在縦割り組織の

弊害が見られる市庁舎内部の連携強化です。特に、特に２市１町（茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町）

との連携、公民館、図書館、コミュニティセンターなどとの連携は必須です。 

第二に、文化生涯学習の支援者、実行者の養成です。特に人材育成は最も重要な課題です。 

第三に、情報通信技術の活用です。ポータルサイトとアーカイブについては市民活動団体との

協働推進事業で進展してきましたが、28年度以降市のホームページを中心に行うことに方針転換

しています。これを良い方向へ導くためにも、担当する市職員の情報通信技術にかかる資質向上

が必要です。 
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３－２ 行動目標ごとの評価について 

 

行動目標ごとの評価については、Ｐ．５の「図２評価の全体像」にあるとおり、茅ヶ崎市文化

生涯学習推進連絡調整会議による「施策の方向ごとの評価」をベースに、茅ヶ崎市文化生涯学習

プラン推進委員会により評価しています。 

 

評価の基準の考え方は、次の通りです。 

 

 

Ａ・・・・ 指標を満たしており、最終年度の目標達成に向けて予定以上に進んでおり、指標

の上方修正も場合によっては必要となるもの。    

   

         

Ｂ・・・・ 指標を概ね満たしており、最終年度の目標達成に向けて引き続き事業を進めるも

の。       

         

Ｃ・・・・ 指標を満たしてはいないが、最終年度の目標達成に向けてなお一層努力して事業

を進める必要のあるもの。        

         

Ｄ・・・・ 指標を満たしておらず、最終年度の目標達成が難しいため、事業手法の再検討や

指標の変更または下方修正が必要なもの。    

   



平成32年度目標 H24 H25 H26 H27

平成21年度比
10％増(504,255人)

13%減
（439,771人）

15%減
（430,268人）

16%減
（423,497人）

4%減
(482,675人)

「満足した」割合が
80％以上

94% 95% 96% 94%

平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

100% 118% 85% 110% 53%

「満足した」割合が
80％以上

77% 82% 82% 72%

平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

年間10件以上 5件 5件 6件 8件

「満足した」割合が
80％以上

95% 97% 97% 97%

行動目標に係る評価

指標

事業への参加者数の伸
び

満足度

指標
講座・イベントの定員に対
する 受講希望割合

行動目標１　機会の提供

　市民が文化芸術に親しんだり、自己の充実に向けた学習をしたりするきっかけづくりとなる機会を提供しま
す。また、その意欲を維持し、創造などの活動に発展していくための機会の提供の充実を図ります。
　具体的には、市民が企画立案し、実施するまでの流れに積極的に関わっていく取り組みの拡大を目指しま
す。一方で、アクセシビリティ（情報やサービス、ソフトウェアなどを誰もが利用可能であるか）を重視し、会場
で実施する形式の活動に参加することが容易でない方々に対して、インターネットの活用を拡大するなど、
情報通信技術の利用をはじめとして、機会を提供することを検討します。加えて、幼少期の子どもや若者を
はじめとした様々な市民が参加しやすい場を設定します。
　なお、総合計画実施計画においては、機会を提供することについて、定員に対する受講希望割合を100％
にすることを目標値として設定しています。また、文化芸術事業への参加者数を年間延べ550,000人とするこ
とを目標値としています。

施策の方向（ア）　文化芸術に親しむ機会の提供
　文化や芸術に触れる機会を増やします。絵画のように継続的に展示されている文化芸術に加えて、その場
でしか鑑賞することのできない音楽や演劇等に親しむ機会を増やすことを目指します。

満足度

施策の方向（イ）　自己の充実に向けた学習機会の提供
　学びを中心として、市民が自らの活動や活躍の場を広げていけるような学習機会の提供を増やします。学
んだだけで終わるのではなく、その後の市民の人生や暮らしに生かせる取り組みを増やすことを目指しま
す。

施策の方向（ウ）　鑑賞から創造へと発展していく機会の提供
　文化芸術の鑑賞は市民に心の充足をもたらします。心の充足に加えて、さらに茅ヶ崎の新たな文化の創造
へと発展していく機会の提供を進めます。

満足度

指標
鑑賞から創造へと発展し
ていく機会の提供

　文化生涯学習プランの策定時には無かった、茅ヶ崎ゆかりの人物館、ハマミーナまなびプラザが開設さ
れ、機会の提供に係る文化生涯学習施設は充実してきた。これらの施設が連携し、回遊するような仕掛けを
作ることで、より有効的な活用へとつながると考える。
　参加者数が伸び悩んだり、変動が大きいなど、行政の考える市民ニーズと実際の市民ニーズとの間に乖離
があることが考えられる。
　なお、実際に参加した人の満足度は高いので、参加者数が少なくても充実した内容を提供できていると考
える。

Ｂ

10



　指標については、満足度について一定の水準は満たしており、80％以上、100％に近いところに上方修正
することで、指標達成への創意工夫が図られると思う。また、「事業実施回数」（機会の提供の回数）について
も指標とする必要があるのではないか。
　満足度は既に32年度の目標を達成しているが、事業への参加者が伸び悩んでいたことを踏まえ、テーマ
の魅力をしっかり市民に伝えるため、広報のあり方を今一度見直し、工夫を凝らす必要がある。
　事業への参加者数について、茅ヶ崎ゆかりの人物館、ハマミーナまなびプラザへの参加者も加えるべきで
ある。文化生涯学習の充実を図るために整備された施設である以上、策定当時の施設に加え、それらも含
めた参加者数が、指標にある「事業への参加者数」ではないのか。
　講座・イベントへの受講希望割合を指標としているが、定員の設定により割合が変動するため、受講希望
者数に変更すべきではないか。
　レインボーフェスティバルは、参加者も多く重要な機会として定着してきているので、「プラン」の主な事業に
加えるべきである。
　鑑賞から創造へと発展していく機会の提供については、茅ヶ崎市民文化会館創造型ワークショップを指標
としているが、茅ヶ崎市美術館等で行っているワークショップも加えた方が良い。また、鑑賞から創造へと発
展するプロセスが重要であるため、その点を評価する指標についても検討してほしい。
　また、講座等の受講者の中で、学習成果を活かして活動している事例を集めるなど、アウトカムに関わる指
標も検討すべきではないか。アンケートでは、実際に活動する時や社会生活の中で役立つ内容であるかも
意見聴取すべきである。

指標に関する意見

情報発信について
　参加者数が少なくても、満足度の高い事業を実施している。参加にまで至らない人に対していかに内容の
魅力を伝えるか、例えばＳＮＳやインターネットで参加者の生の声を配信するなど情報発信の仕方を工夫し
て欲しい。
事業の企画に関する内容について
　自己の充実に向けた学習機会の提供は市全体としては115事業もあり、文化生涯学習課の所管する７事業
のみに目を向けているのでは不十分である。所管外の、スポーツ関係、高齢者・障害対象の事業、環境学
習、公民館、青少年会館、海岸青少年会館、図書館、教育センター、子育て支援等幅広く市民に生涯学習
の機会を提供している。
　小中学生に参加の機会を与える事業では、５年生を対象に年１回で行っているが、本人の体調や天候等
で機会を逸する場合も考えられるため、それ以外にオーケストラや映像関連など、他の機会も加えられると良
い。
　また、「文化や芸術に触れる機会を増やす」としている以上は、茅ヶ崎市美術館・茅ヶ崎市民文化会館など
の施設の特性を活かした連続講座・関連講座を実施し、特定のテーマに沿った企画の実施が望まれる。
　「自己の充実に向けた学習機会の提供」として、様々な事業を実施していることに関しては意義がある。し
かしながら定員に達しない事業・満足度が低い事業についてはなぜそうなったのかを充分に検証した上で、
打ち切りや内容変更等を検討していく必要があると思う。また、勤労者のために時間や場所を工夫する必要
がある。
　行政の関わりを広報や会場の確保程度に止め、目的や開講の条件などを設けた上で、市民が企画・運
営・実施まで行う市民公募枠の事業を実施してみるのも良い。それにより、事業への理解が深まり、参加者の
増にもつながり、行政主体から市民参加型の学習機会の提供へと進んでいくのではないか。特に若年層や
定年後の人たちが気軽に参加できる講座が提供されることで、社会参加のきっかけづくりにもつながっていく
と考える。
　また、「鑑賞から創造へと発展していく機会の提供」として、見る側から行う側への流れを文化生涯学習課
が主体となるのではなく、茅ヶ崎市美術館・茅ヶ崎市民文化会館がそのような企画を行っていくべきである。
いずれは市民主体で企画から実施できるようになることが理想ではあるが、現段階では機会の提供について
引き続き行っていくべきである。
その他
　新しくできたゆかりの人物館をはじめ、茅ヶ崎市民文化会館、茅ヶ崎市美術館等の企画への参加者が、
年々減少していたが、平成27年度には盛り返している。なぜそうなったのかを検証するとともに、機会の提供
の量が少ないのか、ニーズにあった事業がされていないのか減少のしていた原因を探り対処が必要。

行動目標に関する意見
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平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

年間５回以上 5回 1回 1回 0回

100人以上 112人 111人 95人 61人

平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

年間10日以上 4日 4日 3日 7日

平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

「満足した」割合
が80％以上

- - - 78%

指標

満足度

施策の方向（カ）　文化に携わる人材育成などを支援する環境の整備

　人材育成を進めるためには、人材育成の場を設けるだけでなく、育成された後の活躍の場を含めた環境の
整備が欠かせません。ここでは、人材育成のための講座等に市民が自発的に関わっていくための支援の積
極化を図ります。

　文化生涯学習活動の結果、得られたものを市民が積極的に外に向けて発表するための場の充実を図りま
す。その中でも、生涯学習活動において学んだ成果を講師として生かすことも積極的に進めます。

指標

発表の場の提供

行動目標２　人材の育成と活用及び支援
　市民の文化生涯学習活動を支援する人（以下「支援者」という。）の知識や指導力を高めるための講座や研
修会を開催し、その成果を発揮する場を充実させることにより、支援者の育成を図ります。そして、だれもが文
化生涯学習活動の担い手となり、次世代へと伝えていくことができる環境をつくります。また、文化に携わる人
材の育成を支援する環境の整備を行います。
　一方で、支援者を個人に限定するのではなく、茅ヶ崎市自治基本条例において市民として定められている
学校や企業、各種団体などの関係者を積極的に活用します。
　また、個人が学んだスキルを生かす場を整備し、講座の講師やその周囲のスタッフとして活躍する方々を増
やすことを目指します。

施策の方向（エ）　支援者対象の講座や研修会の開催による育成

　市民の文化生涯学習活動への支援者を対象とした講座や研修会を積極的に開催し、育成を進めます。

施策の方向（オ）　発表の場の充実

指標

講座及び研修会の提供

文化生涯学習活動の支援者
として育成された市民
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　人材育成は最重要課題である。
全体的に支援者の育成という面では進んでいないと見受けられる。育成の面では学習したい市民の相談窓
口となるコーディネーターの育成にも力を入れるべきではないか。

行動目標に関する意見

情報発信について
　行動目標全体に言えることだが、そもそもこれらの講座等があることを広くかつ分かりやすく発信し、知らな
かった人を呼び込む方法を検討してほしい。
事業の企画に関する内容について
　教育委員会と連携して、学習支援の場で文化生涯学習活動を行っている市民の協力や、福祉関係部局と
連携して福祉関係施設での文化生涯学習活動への協力など、これまでと違った発表の場にも目を向けると良
いと思う。
その他
　支援対象者の講座や研修会の開催による育成について、支援者養成講座を行政側にスクラップする方向
の考えがあるのかと捉えられる。他の事業を全体を鑑み、事業に優先順位をつけていくのか、関係団体が行う
事業との住み分けを行い、マンパワーをこちらに振り分けるのか担当課として方針を定める必要がある。
　これまでの発掘をメインとした事業を継続しつつ、寒川町との連携で行っている支援者養成講座をはじめと
して、今後は「育成」にも力を入れるべきである。
　人材については、発掘と育成の二面があり、対象は個人と団体の2種類がある。これまでの施策は「こんなこ
とができる」という個人の発掘がメインであったが、受ける側の「こんなことを教えて欲しい」というニーズに沿っ
た個人、団体の発掘も対象にしてほしい。また、全くの無償では協力者に限りがある。受講者に受益者負担を
していただき協力者に若干でも報いる必要がある。まなびの市民講師などに対しては、長期間勤めていただ
いている講師への感謝状の贈呈など、士気高揚のための方策も検討してほしい。
　また、まなびの市民講師だけでなく、生涯学習コーディネーター、アーカイブ作成支援者等のまなびの市民
講師にとらわれない生涯学習支援者の養成を検討してほしい。

行動目標に係る評価 Ｃ

　支援者対象の講座や研修会の開催による育成の指標として、「講座及び研修会の提供」については、生涯
学習支援者養成講座の実施回数、「文化生涯学習活動の支援者として育成された市民」については、まなび
の市民講師とそれ以外の支援者総数となっているが、数値が年々減少しているのは、実態等に即さないもの
になっているのではないか。
　文化に携わる人材育成などを支援する環境の整備については、事業そのものが曖昧であり、また満足度の
数値についても、現状はまなびの市民講師講座の受講者の満足度となっており、対象となる事業について
しっかり固めるとともに、支援事業と文化生涯学習課の自主事業との違いを明確にした上での進め方を考える
必要がある。また、ただの仲間としてではない自主活動グループの結成もこちらの指標となるのではないか。
　発表の場の充実については、日数よりも発表に出された件数や、発表者の満足度も指標となるのではない
か。

指標に関する意見

13



平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

80％以上 - - -

まなびの窓口
32%
ハマミーナまなび
プラザ　75%

80％以上 - - -

まなびの窓口
45%
ハマミーナまなび
プラザ　79%

平成32年度目標 H24 H25 H26 H27

80％以上 - - - 16%

80％以上 - - - 42%

指標

ネットワークについての市
民の認知度

ネットワークを利用した市
民の満足度

行動目標３　拠点機能の整備

　市民が情報収集や情報交換ができる交流を促す場であり、文化生涯学習活動に関する相談ができる場と
しての機能を備えた中心拠点をつくります。また、情報の共有化が図れるよう、公民館などの公共施設との
ネットワークづくりを行い、拠点機能の整備を図ります。

施策の方向（キ）　情報収集・交流・相談の場となる中心拠点機能の整備

　市民が文化生涯学習活動について知るための場を整備することに加えて、何をしたいのかを知るための
場、仲間を探すための場を整備し、市民同士のコミュニケーションをより活性化させていくことを目指します。

指標

中心拠点機能についての
市民の認知度

中心拠点機能を利用した
市民の満足度

施策の方向（ク）　市内公共施設などとのネットワークづくり等による拠点機能の整備

　市内の公共施設は数多くありますが、これまではそれぞれの活動の連携が十分に取れていたとはいえませんでした。そ
のため、公共施設間のネットワークを構築し、共通の生涯学習プラットフォームにおいて各施設で行われている活動等に
ついて知ることができるような拠点の整備を進めます。
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行動目標に関する意見

　市内公共施設などとのネットワークづくり等による拠点機能の整備については、当初の考えではハード的な
ネットワーク構築も含まれていたと思うが、かなりハードルが高く、進展が容易ではない。一方で、現在のネット
社会において、各公共施設での事業を統一フォーマットで集約し提供するといったネットワークなら現在の環
境でも充分に可能であると考えるので、多様な情報を収集・整理・発信する仕組みを構築してほしい。拠点機
能といった場合、施設の整備よりも利用という機能が重要である。
　また、市民提案型協働推進事業により進められてきたポータルサイトや生涯学習検索システムは、28年度よ
り市のホームページ上での運用に切り替わり、市のホームページからインターネットで情報が入手できるよう
になった。こちらの充実はもちろん必要だが、ネットで容易に情報を入手できるようになっている現在、まなび
の相談窓口は情報提供だけの機能では存在意義が薄いので、社会で活躍するための学習の助言や団体や
個人のニーズをうまくコーディネートする機能を持たせたり、他部局の情報もコーディネートできるようにするな
ど、学習相談のあり方についても再検討する必要がある。

行動目標に係る評価 B

　情報収集・交流・相談の場となる中心拠点機能の整備の指標については、認知度ではなく相談件数にした
らどうか。また、情報収集数、情報交換・交流の場として利用した市民の満足度も上げられる。
　市内公共施設などとのネットワークづくり等による拠点機能の整備については、現在の指標である「ネット
ワークの認知度80％」は現実的なものではない。努力は必要だが、目標値を引き下げたり、ネットワークに参
加した施設数やガイドブックによる情報提供数などを指標にすることも考えられる。

指標に関する意見

　「プラン」では、拠点機能の整備について「市民が情報収集や情報交換ができる交流を促す場であり、文化
生涯学習活動に関する相談ができる場としての機能を備えた中心拠点を作る。」と「情報の共有が図れるよ
う、公民館などの公共施設とのネットワークづくりを行う。」としている。前者については相談窓口の設置、ハマ
ミーナまなびプラザの設置と関連事業で進んでいるが、後者については、ほとんど進んでいないように見え
る。
　情報収集・交流・相談の場となる中心拠点機能の整備については、平成２７年度にハマミーナまなびプラザ
ができたことにより一定の評価ができる。しかしながら「まなびの窓口」機能についてはまだまだ認知度が低い
状況なので、積極的なＰＲが必要である。
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平成32年度目標 H24 H25 H26 H27

100人以上 32人 35人 42人 63人

平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

年間50件以上 23件 13件 20件 17件

指標

普及啓発活動の実施

　文化資源は、「保存する」とともに、市民に存在や価値を積極的に広めていくことにより、ひいては市民全体による
維持・継承、価値の発見につながっていきます。ここでは、文化資源に関する情報発信を進め、市民の多くに自ら
住むまちの文化資源を知ってもらうための取り組みを進めます。

行動目標４　文化資源の有効活用

　茅ヶ崎市における文化資源の調査・研究、保存、維持・継承を図ります。また、市民が茅ヶ崎市の文化資源に関す
る知識や理解を深め、新たな文化を創造できるよう、文化資源を活用した普及啓発活動を継続的に行います。
　一方で、発掘・創造した文化を市民に対して広め、茅ヶ崎市民であることの誇りを持つような取り組みを進めていく
ことを目指します。文化を広めるための広報に加えて、文化を新たに発見・発掘する意識を多くの市民が持つため
の情報発信を実施します。

施策の方向（ケ）　文化資源の調査・研究、保存、維持・継承

　文化資源の調査・研究は、市民の生涯学習活動の対象ともなり、継続的に実施していくことが必要です。ここで
は、文化資源に関わる従来からの継続的な事業に加え、市民参加による調査・研究を進めます。

指標

文化資源の調査・研究、保
存、維持・継承に関する事
業への市民の参加人数

施策の方向（コ）　文化資源を活用した普及啓発活動の実施
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情報発信について
　茅ヶ崎市の歴史や引き継がれるべき資料は、市民にとって重要な財産であることをもっとアピールしていきたい。
文化資源を紙媒体として保管するだけでなく、エッセンスをウェブ上に上げていく事も検討すべきではないか。ま
た、情報発信の方法を一方通行型にするのではなく、歴史的な場所に市民が足を運べるような企画をさらに実施し
てはどうか。
　「文化資源を活用した普及啓発活動を継続的に行う」という目標に対して、指標を見ても目標値にほど遠く、しかも
過去に比べて平成27年度の実績は減少している。普及啓発活動の実施の阻害要因を探り、さらに努力する必要が
ある。普及啓発活動の内容についてもわかりにくい。市民に認知してもらう努力を続けることが必要である。
　文化資源は活用にこそ本質がある。永年収集してきた歴史の資料や自然文化等に関連した貴重な資料などをい
かに多くの市民へ提供し活用してもらうかが重要である。その為には、文化資源の全てを掌握する総合窓口の一本
化を早急に考える必要があり、例えば、「茅ヶ崎ゆかりの人物館」が考えられる。　「茅ヶ崎ゆかりの人物館」は、市民
全体に一目で茅ヶ崎の良い所を見せてくれるので、さらなる情報発信や関連する事業の実施に期待したい。
　「開高健記念館」も施策の方向（ア）にはいるのか（コ）に移動したほうがいいのか再検討していただきたい。太陽の
郷博修館が新たな項目として（コ）に加わり、今後の展開を注目したい。
その他
  まず参加者の意識調査の分析をする必要がある。また、「市史講座」の開催についても、歴史好きの市民だけでな
く、活動団体や大学及び教育機関との連携を図りながら普及啓発に力を入れていく必要があるのではないか。
　ゆかりの人物館だけではなく、移転整備の決まっている文化資料館の活動も大きな役割を担っている。また、歴史
資料等、茅ヶ崎に冠したものは図書館にもあり、資料の活用が望まれる。
　ただし、記念館は、その冠した名前が時間とともに劣化するため、継続的な集客が難しい。記念館的な色彩を残し
ながら、現代的なニーズにマッチした施設整備の手法が検討されなくてはならない。また、民間の施設も含め文化
資源を幅広くとらえることも検討すべきである。
　また、幼稚園児など低年齢の子どもにも「茅ヶ崎を学ぶ」ということは大事なことなので活用しやすくなるとよい。

　（ケ）この施策に関しては２１事業中１９事業を社会教育課が行っており、残りの２事業をなぜ文化生涯学習課が
行っているのか市民として理解に苦しむところである。文化生涯学習推進プランは社会教育課が教育委員会に属
し、文化生涯学習課が市長部局に属するようになる組織変更が理由で作成されたと理解している。その後の展開が
市民の利便性に寄与しているのか、施策の方向にとらわれない全体の枠組みから判断する総合的な評価が必要な
のではないか。

　文化資源の調査・研究、保存については、下寺尾遺跡群保存整備事業、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業
で大きく進展しており、平成32年度の目標に着実に近づいていることは評価できる。
　また、茅ヶ崎市の歴史についてのブックレットの発行も良いものが出来ている。もっと市民に周知して活用を図る必
要がある。
　一方で、文化資源の有効活用に向けての啓発活動の実施が目標値の半分にも達していない点は、今後の当該
事業を推進していくにあたり大変重要な問題である。

行動目標に関する意見

行動目標に係る評価 Ｂ

　　「文化資源の調査・研究、保存、維持・継承を図ります。」という目標に対して、施策の方向（ケ）では「ここでは、
…市民参加による調査・研究を進めます。」となっているため、両者の間にずれが生じている。そのため行政内部評
価では前者の観点から評価しているが、指標には後者の観点から「市民の参加人数」が取り上げられている。どちら
の施策とするのか、あるいは両者とも狙う施策とするのかを明確にし、それを表す指標を取り上げ、その指標に基づ
く評価を行う必要がある。
　この施策が「…市民参加による調査・研究を進めます」というものであれば、指標の数値はまだ目標値には程遠い
ものの徐々に伸びており、努力していることがわかる。目標値に向けて一層の工夫と努力が求められる。しかし、「文
化資源の調査・研究、保存、維持・継承」であるのであれば調査・研究件数等を取り上げることが望まれる。
　文化資源の調査・研究、保存、維持・継承に関する事業への市民の参加人数は、ちがさき丸ごと博物館友の会の
会員なども加えてよい。
　普及啓発活動の実施の件数には、市史講座の開催回数だけでなく、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の講座や
文化資料館で行われる講座も加えるべきである。
　具体的な事業を見ると限られた領域の普及啓発活動になっている可能性がある。例えば文化アーカイブの構築
事業などもここに位置付けてはどうか。

指標に関する意見
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平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

年間10件以上 12件 12件 10件 11件

平成32年度目標 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

年間庁内10件以
上、 他市町村5件
以上

12件 12件 10件 11件

80％以上 - - -
2市1町美術展

79%

指標

行政間等で連携した事業数

満足している市民の割合

行動目標５　連携・協働のしくみづくり
　文化生涯学習行政を推進し、施策を展開する上で、個人、団体、学校、企業などの枠組みを超えた連携・協働な
どの協力関係を構築します。中でも、学校との協力関係においては、連携を重視します。前述のように、茅ヶ崎市
民とは、団体や学校、企業、その他コミュニティで活動する組織を含んでおり、それぞれが実施を積極的に担うこと
で、支援者としての活躍の場も増えていくものと考えられます。行政と市民の連携・協働のみにとどまるのではなく、
市内に存立する団体や学校、企業、その他コミュニティで活動する組織も連携・協働においては重要な参加者であ
り、そういった多くの参加者が連携・協働に携わることができるようなしくみづくりを目指します。
　参加が容易でない方々の文化に触れる場や生涯学習の場を提供するために、文化会館、美術館、コミュニティセ
ンターや公民館、図書館といった現在活用している施設に加え、養護施設、高齢者福祉施設などとの連携を重視
します。
　また、国・県・他市町村などの行政間及び庁内関係部局の連携による横断的な取り組みに向けて、連携のしくみ
づくりを行います。

施策の方向（サ）　個人、団体、学校、企業等による枠組みを超えたしくみづくり

　行政が場を提供するだけではなく、これまでは連携が十分ではなかった学校や企業等の協力を得ることで、より
市民が文化活動・生涯学習活動に参加しやすいしくみの構築を目指します。

指標

個人、団体、学校、企業等に
よる枠組みを超えた事業数

施策の方向（シ）　行政間及び庁内関係部局の横断的な取り組みに向けたしくみづくり
　行政においても、従来は別々の組織、部局において類似した講座を開く等、連携が十分でなかった面がありま
す。この点を改善し、行政の横断的なしくみを構築することに加え、市民にわかりやすい文化生涯学習推進行政を
目指します。
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事業の企画に関する内容について
　参加者及び参加事業者が双方向で満足できることが重要な取り組みであるため、実績を地道に積み上げていく
こと、つまり持続することがしくみ作りとなる。その点でいえば、両者の満足度は高いといえるので、引き続き上手に
連携を取りながら実施していくべきである。
　生涯学習交流サロンは子育て中の年代に求められていることを満たしている。若年層を中心とした人の繋がりも
大きな役割を果たしている。新たなちがさき市民大学に結び付けることも考えられる。
　市民の多様な文化生涯学習の欲求への対応に当っては、今後は、「行政指導中心型」から地域の様々な人達、
団体、企業、及び教育関係機関等と連携し「市民協働型」で事業を執行して行く必要がある。
  また、まなびの市民講師と地域の大人たちから学ぶプログラムに出向いていただく橋渡しををするなど、視点を変
えて今あるものを生かす方向もあるのではないか。
  学校というと一般に小学校以上をイメージするが、幼稚園も学校教育法に位置付けられた学校なので、子育て講
座だけでなく、幼い頃から文化に触れる場となるように仕組みづくりに加えてほしい。
その他
  近隣の市町と連携する事によってより一層文化資源の有効活用が計られると考えられる。一方庁内に於いても、
文化生涯事業は、全庁的な事業である事を考え、相互の連絡・連携を十分にして行く事が肝要である。
　また、「連携」が自己目的化しないように、つねに連携の意義について問い直していく事も必要である。

 　最大の課題は庁内の連携である。「行政の横断的なしくみを構築することに加え、市民にわかりやすい文化生涯
学習推進行政を目指す。」とあるが、この種の試みは進展していない。庁内で類似した講座が開かれる時に広報活
動の協力がないなど、連携が取れていないことが明白な場合に接することがある。文化生涯学習事業は、全庁的な
事業である事を考え、相互の連絡・連携を十分にして行く事が肝要である。特に、公民館、図書館等との連携が非
常に重要である。
　施策の方向（サ）については、大学との連携による公開講座や連携講座、企業連携講座などで進展が見られ、市
民活動団体とも協働推進事業等により連携が進んでいる。
　行政が行政以外の個人や組織と連携するのは容易なことではない中でそれなりの努力がなされていると評価でき
るが、さらに事業数を増やすことが望まれる。
　施策の方向（シ）については、近隣市町との連携等に取り組んでいることは高く評価できる。広域連携は文化生涯
学習資源をさらに豊富なものにするため、できるところからでよいので連携事業の領域を拡大していくことが望まれ
る。二市一町美術展の次なる企画にも期待する。

行動目標に係る評価 Ａ

行動目標に関する意見

　連携･協働したことが成果ではなく、行政の効率化や市民サービスの向上に繋がったかどうかが指標であるべきで
あるとも考えられる。その観点からすると行政担当者やサービスの受益者である市民のアンケート調査なども必要で
はないか。
　「文化生涯学習行政に関して、市の各部局の役割がうまく連携しているか」と云ったアンケート調査も必要ではな
いか。
　なお、事業数に数える事業の明確化が必要であり、すでに目標値を超えてしまっている指標については、目標値
の見直しが必要ではないか。
　また施策の方向市（シ）について、目標値が「年間庁内10件以上、他市町村５件以上」となっているので、実績値
も分けて表示した方がよい。
　また、　「仕組み」をどう考えるかの具体的な検討も必要である。連絡会議などの設置が考えられるが、会議を増や
せばよいという考えには疑問がある。

指標に関する意見
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３－３ 重点戦略ごとの評価について 

 

重点戦略ごとの評価については、Ｐ．５の「図２評価の全体像」にあるとおり、茅ヶ崎市文化

生涯学習プラン推進委員会により評価しています。 

 

評価の基準の考え方は、次の通りです。 

 

 

Ａ・・・・ 指標を満たしており、最終年度の目標達成に向けて予定以上に進んでおり、指標

の上方修正も場合によっては必要となるもの。    

   

         

Ｂ・・・・ 指標を概ね満たしており、最終年度の目標達成に向けて引き続き事業を進めるも

の。       

         

Ｃ・・・・ 指標を満たしてはいないが、最終年度の目標達成に向けてなお一層努力して事業

を進める必要のあるもの。        

         

Ｄ・・・・ 指標を満たしておらず、最終年度の目標達成が難しいため、事業手法の再検討や

指標の変更または下方修正が必要なもの。    

   



指標 平成32年度目標 アンケート調査

「ちがさき学」を知っている人 50％以上
（市民大楽18％）
（市民大学43％）

（市民まなび講座52％）

文化生涯学習ポータルサイト
を知っている人

50％以上 21%

　　　重点戦略　1　　「ちがさき学」を中心とした新たなちがさき市民大学（仮称）の構築及び体系化

「ちがさき学」を中心とした新たなちがさき市民大学（仮称）の構築及び体系化を図ります。

・　ちがさき市民大学の枠を広げて「新たなちがさき市民大学（仮称）」を構築し、複数の課や茅ヶ崎市
　文化振興財団（現茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団）、市民団体等によって実施されているさま ざま
　な講座も含めた体系化を行います。
・　新たに茅ヶ崎市に蓄積されてきた歴史や文化を学ぶための「ちがさき学」を構築します。市主催の
　講座・企業との連携による事業・市内の大学等の教育機関との連携事業等も含め、茅ヶ崎市を知る
　ための講座を増やしていきます。この「ちがさき学」の中では、既存の文化資源を学ぶだけでなく、新
　たな茅ヶ崎市の文化創造も進めることができるようなしくみの構築を目指します。
・　生涯学習活動において、学んだ成果を生かす場の構築を進めます。また、生涯学習交流サロンを
　設置し、自発的な学習の支援と支援者の育成についても力を入れていきます。
・　新たに生涯学習に関するポータルサイトの構築を進めます。ここでは、市からの情報発信にとどま
　らず、市民からも情報発信できる場としてのポータルサイトとなることを目指します。

重点戦略１の評価にあたっての方向性について

・　 重点戦略１については、平成３２（２０２０）年度末の計画期間終了時には体系化が達成され、学
　んだことを生かすサイクルができていること、またポータルサイトが 構築されており、活用されている
　ことを目標にします。
・　市民が文化生涯学習活動の際に、行政が提供している手段が使いやすくなったかということを念
　頭に評価を実施します。具体的には、活用の度合いを評価するにあたっては、アンケート等を利用
　し、市民がどの程度使っているか、あるいは文化や生涯学習の講座等への参加者がどの程度しくみ
　を理解し、活用しているかを指標とします。
・　 新たなちがさき市民大学（仮称）の全体像については、参加人数やアンケート等での満足度を評
　価の指標とします。また、「ちがさき学」、ポータルサイトの認知度は各々５０％を目標とします。

図４「重点戦略１のスケジュール」（文化生涯学習プランより抜粋）  

図5「重点戦略１の全体像イメージ」（文化生涯学習プランから抜粋） 
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Ｂ

　５つの業務内容を軸に平成24年度から平成32年度までの実施計画を立て、そのうちの４つの業務内
容については前半の５年間で検討、構築することとなっている。
　「ちがさき学」の検討は、現時点では一部で市民が総論的に茅ヶ崎を知ることを「ちがさき学」として使
われている。茅ヶ崎を知ることは文化生涯学習課の事業だけではなく他課の事業内容にも関連するの
で長期的な課題となっている。
　生涯学習交流サロンの検討・設置は、平成27年度は場所の確保ができず情報提供にとどまっていた
が、平成28年度は市民提案型協働推進事業として実施し好評を得ている。
　ポータルサイトの構築は、平成26年度に市民提案型協働推進事業として文化生涯学習課のポータル
サイト「マナコレ」が作成されたが、平成28年度からは市ホームページ上での運用となった。
　 「ちがさき学」における関連講座の整理は、「市民大楽まなびーな」として構成された。しかし「ちがさ
き学」は現時点では前述したように茅ヶ崎を知るという漠然とした概念で使われているためどこまでがち
がさき学との関連講座なのかという点ではまだ考慮の余地があると考える。
　ちがさき市民大学の体系化は、平成28年度からとなっているが、上記の図「学習機会の提供・支援者
育成事業『ちがさき市民大学』（仮称」）が「市民大楽まなびーな」に展開されつつある。今後の５年間で
は「市民大楽まなびーな」の内容及びその体系の中で使用した文言について関係者に丁寧に説明し、
体系を実のあるものにしていかなければならない。なぜなら重点戦略１のタイトルで「ちがさき学」を掲げ
た以上、「ちがさき学」の扱いを「市民大楽まなびーな」にどのように反映させるのか、あるいは将来的な
課題とするのか考える必要がある。また「ちがさき市民大学」（仮称）は同名の事業があるため混乱を避
ける必要があるからである。

　重点戦略１として、「『ちがさき学』を中心とした新たなちがさき市民大学（仮称）の構築および体系化」
となっているが、表題を「『ちがさき学』の体系化」としてはどうか。現段階ではまだちがさき学自体、どの
ような体系で行っていくかが定まっていない。また、ちがさき学の構成も決まってないため、「企業やボラ
ンティア活動等の学習成果の活用を目指す領域」、「生きがいづくり・健康づくりの領域」、「家庭・日常
生活で学習成果を生かす実用的な技能領域」、「茅ヶ崎の歴史や文化の領域」、「環境、高齢化、防災
等の領域」を、知識・技術獲得分野と応用分野で構成する等が考えられる。
　個別には講座授業は一定のボリュームで開催されている。これらを通して「ちがさき学」が目指すべき
理念･方向性（例:個性ある文化都市ちがさきづくり）とそれをブレークダウンした指針を策定してはどうか
（文化、教育、まちづくり、生活等幅広い分野）。また、このプロセスに広く市民を参加させることで、ちが
さき学を知っている市民50％という数値目標も現実味を帯びてくる。
　併せて、ちがさき学も含んだ学習体制の枠組みとしての「市民大楽まなびーな」と、「一般教養および
現代の課題講座」を「市民の市民による市民のため」に行う「ちがさき市民大学」とは、まったく別の考え
方で存在しているものであることを分かり易く市民に周知していく必要がある。
　ちがさき学を学ぶ事の目的を市民とともに、高邁な理念とそれを具体化した言葉として明文化する事
が重要ではないか。
　受講者同士の勉強会、交流会などを支援する仕組みづくりは、市で推進している「豊かな長寿社会に
向けたまちづくり」において、引きこもり高齢者等をつくらないためにも極めて重要である。
　市民の学習や文化活動へのモチベーションを維持するような仕組みをつくることも考えられる（例えば
表彰制度）。

重点戦略に関する意見

指標に関する意見

　文化生涯学習推進プラン策定後に出来たゆかりの人物館、ハマミーナまなびプラザによって、従来で
きなかった事業が可能になったことや、社会教育課のちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業でもちが
さき学があることを踏まえ、庁内全体を見渡した指標の見直しが必要である。
　『ちがさき学』そのものの定義があいまいであるので、「『ちがさき学』を知っている人」あるいは『ちがさ
き学』を構成すると思われる要素の知名度を指標とするのは適切ではない。むしろ、誰にでも分かり易く
「茅ヶ崎のことをよく知っていますか？」と云った設問に変更すべきである。
　また、ポータルサイトについては、仮にポータルサイトの存在を知っても使わなければ意味がない。サ
イトへのアクセス数など客観的な数値を指標とすべきである。

重点戦略に関する評価
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重点戦略　２

指標 平成32年度目標 平成26年度実績 平成27年度実績

アーカイブ蓄積コンテン
ツ数

20 以上 2 105

アーカイブ活用事業数 10 事業 9 9

図６「重点戦略２のスケジュール」（文化生涯学習プランから抜粋）

情報通信技術を用いた茅ヶ崎市文化資源の
ネットワークづくりの実現

　情報通信技術を用いた茅ヶ崎市文化資源のネットワークづくりの実現を図ります

・　情報通信技術を用いて、茅ヶ崎市における文化資源を、「いつでも、どこでも、 だれでも、なにか
　らでも」学ぶことを可能にするために、インターネットなどを活用した戦略に取り組みます。
・　この戦略においては、これまでに収集・分析・評価を実施した茅ヶ崎市の文化資源を、インター
　ネット上でだれもが閲覧できる状態にすることに加え、複数の資源の歴史的なつながりや、探訪す
　る上での参考となるコース紹介などを実施します。
・　文章や写真だけではなく、動画によって散策コースを見たり、市民向けに行われた講座のアーカ
　イブや浜降祭や大岡越前祭のような伝統的な行事について動画での閲覧を検討します。

重点戦略２の評価にあたっての方向性について

・　重点戦略２については、平成３２（２０２０）年度末のプランの計画期間終了時に、ネットワークが完
　成し、市民に活用されていることを目指します。
・　評価の実施にあたっては、アーカイブの蓄積状況、利用状況や、他の事業でもアーカイブを活用
　しているかを把握し、利用した市民の意見等も踏まえることとします。
・　重点戦略２の実現に向けて、次のようなスケジュールで進めます。
　①試験的に運用
　②課題等についての検討
　③重点戦略１のポータルサイト構築と合わせてアーカイブの立ち上げ
　④課題の検討を含めた、継続的なアーカイブの強化
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図７「重点戦略２の全体像イメージ」（文化学習プランからの図に追記）

重点戦略に関する意見

　「プラン」の目指す「いつでも、どこでも、なにからでも」を可能とするインターネットなどを活用した戦略
の実現を全庁的な問題ととらえ、全ての情報等を一元化した「ちがさき文化アーカイブ」の為の組織づく
りの整備を図る必要がある。
　文化生涯学習ポータルサイトや生涯学習ガイドブック検索システムが、市民提案型協働推進事業で
構築され、充実に向けた取り組みを行っている途中で、改めて市ホームページ上での運用に引継ぎと
なったことは残念である。しかしながら市のホームページでは見つけにくい。
　ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業については、茅ヶ崎市ホームページ上に立派なサイトが構築
され、基礎講座の動画配信も新たな協働推進事業として開始されているものの、全庁的なネットワーク
づくりという点では全体的に遅れている。
　市外の人々にも活用できるようなアーカイブにすれば、茅ヶ崎市の魅力を広め、観光客などを増やす
ことにも貢献するのではないか。また、コンテンツとともにアーカイブを閲覧した人、アーカイブを参考に
現地を訪れた人等のTwitterをも紹介すれば茅ヶ崎市の魅力づくりに相乗的な効果を期待できるのでは
ないか。
　文化・生涯学習・観光といった分野では、庁内連携にとどまらず、近隣自治体（藤沢、鎌倉、平塚、寒
川等）と連携したサイト作りも課題となる。その際は、神奈川県などと十分調整をおこなうべきだ。市民と
ならんで市外からの観光客のニーズもふまえたサイト構築にも視点を向けることが求められる。
　認知度ＵＰのために、携帯アプリ（たとえば「ポケモンＧＯ」のようなもの）を利用したり、一目でわかるよ
うな「お散歩ＭＡＰ」やイラストでの説明などを作成し、高齢者や小さな子供にも分かるような、楽しんで
学べるような工夫も必要ではないか。

指標に関する意見

　　重点戦略１の指標になっている「文化生涯学習ポータルサイトの活用」を重点戦略２の情報通信技
術を用いた茅ヶ崎市文化資源のネットワークづくりの実現に移すことも考えられる。
　指標については、市ホームページのアーカイブ案内ページのコンテンツ数（13件）と市全体でのアー
カイブを活用した事業数として12事業（１回/月）にそれぞれ変更したほうが良い。
　また、アーカイブページへのアクセス数を追加してはどうか。

　茅ヶ崎市における文化資源を、「いつでも、どこでも、だれでも、なにからでも」学ぶことを可能にするた
めに、インターネットなどを活用することを目指し、平成24年度に「生涯学習ガイドブックデータ検索シス
テム」平成25年度に「文化生涯学習ポータルサイト　マナコレ」が行政提案型協働推進事業として開始
された。これに伴い、コンテンツとして写真などを中心とするアーカイブが構築された。
　この面では、順調に進んできている。
　しかしながら、市の方針変更により平成27年度でマナコレは閉鎖された。市独自でこの事業を続ける
方針であるが、現在のところ実現していない。生涯学習ガイドブック検索システムも同様な状況にある。

B重点戦略に関する評価

丸ごと発見博物館事業（社会教育課） 

文化資料館 

丸ごと発見博物館事業（社会教育課） 

文化資料館 

丸ごと発見博物館事業（社会教育課） 

丸ごと発見博物館事業（社会教育課） 

景観まち歩きマップ（景観みどり課） 
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重点戦略　３

指標 平成32年度目標 平成26年度実績 平成27年度実績

講座受講者の満足度 80% - -

市民向けアウトリーチ事
業

年間10回実施
9回

（学校連携　9回）
（市民まなび講座89回）

39回
（学校連携　39回）

（市民まなび講座73回）

図８「重点戦略３のスケジュール」（文化生涯学習プランから抜粋）

幅広い市民のニーズに対応した文化生涯学習への連携協力体制

　幅広い市民のニーズに対応した文化生涯学習への連携協力体制を図ります。

・　市民のうち特に次世代を担う子ども達の豊かな創造性、感受性をはぐくむことを目的とした茅ヶ崎市民文化会
　館や茅ヶ崎市美術館等の事業として、施設外での事業実施や出前的事業（以下「アウトリーチ事業」という。）
　等を行い、児童・生徒等が文化芸術に触れる機会の増加を図るとともに、アウトリーチ事業等を通して、文化に
　携わる人材の育成・支援を図ります。
・　茅ヶ崎市文化振興財団や教育委員会との連携を図り、児童・生徒以外の世代に対しても、段階的に実施して
　いくことにより、今まで自発的に文化芸術に触れる機会が多くなかった市民の文化芸術に触れる機会を増やし
　ます。
・　いつでもどこでもだれでも学ぶことができるよう、従来からのまなび講座（市職員による出前講座）を見直し、ま
　なびの市民講師や団体・サークル、企業等も含め、多彩なメニューから選択できるよう整備、発信していきます。

重点戦略３の評価にあたっての方向性について

・　学校等の活用状況に加え、その後の児童・生徒の美術館等の利用状況等、事業がきっかけと考えられる利用
　についても評価の対象とします。また、参加することが容易でない方々を対象とした事業についても、同様に評
　価を実施します。
・　満足度をアンケートで把握できる場合は満足度80％の達成を目標とします。また、市民向けアウト　リーチ事
　業等は、年間10回の実施を目標とします
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重点戦略に関する意見

　これまでは、「アウトリーチ事業」として学校連携講座や市民まなび講座が主な活動になっている。「幅広い市民の
ニーズに対応した文化生涯学習への連携協力体制を図る」目的から言えば、今まで文化生涯学習や芸術等に比較
的関心が薄かった市民、特に20代～50代の参加を得る為、身近な施設である公民館、図書館、コミュニティセンター
等を活用し利用増を図る必要がある。また、若者や学生が企画・立案から参画できる事業の展開を図ることも必要で
はないか。
　さらに「従来からのまなび講座を見直し、まなびの市民講師や団体・サークル、企業等も含め、多彩なメニューから
選択できるよう整備、発信していく」ことも引き続き努力してほしい。従来からの市民まなび講座は利用が漸減している
ようであり、その理由として、行政の目線での講座で、市民目線での市民が必要とする情報提供になっていないか、
再検討を要する。
　また、児童・生徒対象というと小学校以上なので、幼稚園などの幼児施設の子どもたちも含めた事業内容があるとよ
い。美術の鑑賞出張講座（年長クラス対象）や美術「みるっこ」プログラムの実施には期待が大きい。
　受講者の評価については、科学的手法にもとづき、継続的に実施し、その分析と結果公表が必要である。特に児童
生徒については、単に感想を求めるだけではなく、一定期間後の児童生徒の人間発達状態を追跡調査するコホート
分析を行う事も検討してほしい。
　地域の人々（高齢者等）の協力を得て、土曜学習や放課後子供教室などを活用することも考えてみてはどうか。

　次世代を担う子供たちを対象にしたアウトリーチ講座等はとても重要であり評価できる。指標の実績値を見ても平成
26年度の学校連携は９回であったのに平成27年度は39回に激増している。茅ヶ崎の人材育成にもなるので事業の継
続を望む。事業のボリュームは適正だと思われる。
　また、児童・生徒対象というと小学校以上ということになるが、幼稚園や保育園などの子どもたちも含めた事業内容と
して美術の鑑賞出張講座（年長クラス対象）や美術「みるっこ」プログラムの実施には期待が大きい。
　アウトリーチ事業を実施する理由として、住んでいる地区により機会の提供に差が生じることを避ける狙いと、高齢化
により外出しにくくなった市民に地元で機会を提供することもある。その意味で浜見平にハマミーナまなびプラザがで
きたことは、周辺の市民への住民サービスが改善されたと感じられる。

指標に関する意見

　何を持って「市民向けアウトリーチ事業」とするのか明確にする必要があるのではないか。例えば、市民まなび講座
の回数をカウントするのであれば、平成32年度目標値を再考する必要がある。
　さらに、重点戦略３は行動目標５（サ）と差別化して発展させるのか、それとも別の方向を目指すのか再検討も必要
ではないか。
　学校連携、市民まなび講座など、事業を種類別に分けて指標を設定した方がよい。満足度も事業の種類別にとるよ
うにした方がよい。目標値は目標となるように実績より少し高い数値を掲げるとよい。さらに事業数だけではなく参加人
数も指標として加えてもよいのではないか。
　また、アウトリーチ事業においては、コーディネータ（学校では受け入れ教員）や参加アーティストの評価も実施すべ
きである（それぞれの立場の違いから、同じ事業への評価が大きく異なる事が多いため）。
　なお、講座受講者の満足度のアンケート調査を直ちに行うこと。各種事業を執行した場合には、できるだけ受講者
からのアンケートを取り、事業の傾向や執行等の参考にし、講座内容の向上を図ることが必要である。

重点戦略に関する評価 Ａ
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第４章 むすび 

 

「プラン」の内部評価として事業担当課による「個別の事務事業ごとの評価」、茅ヶ崎市

文化生涯学習推進連絡調整会議の「施策の方向性ごとの評価」、茅ヶ崎市文化生涯学習プラ

ン推進委員会の行う「行動目標ごとの評価」「重点戦略ごとの評価」「「プラン」全体に関す

る評価」にて、計画期間の前半を振り返り、達成度と今後の課題・改善点を明らかにする

ことができました。 

 

計画期間の前半を終えた中で、行動目標、重点戦略の指標がすでに目標値を超えている

もの、また設定の目標値が現実と乖離しているものや、達成度を測るためより相応しい指

標を設定した方が「プラン」の推進を図れるものなどがあるようです。今回の中間評価に

基づき、指標の的確な設定の必要性を感じます。 

 

「プラン」の進行管理において留意すべき点は、評価の内容を「プラン」の進行管理方

式ＰＤＣＡサイクルのＡ（アクション）につなげることが必須であることです。 

文化生涯学習行政の推進に必要な取り組みについては、活発な議論の中で的確な現状把

握を行った上で、改善や「プラン」の推進のための貴重なアイデアを数多く提案されてい

ます。それを放置することなく今後に活用するためにも、十分な時間をかけながら内部と

外部双方の評価を丁寧に読み取って整理し、優先順位を決定し次年度以降の方向性の策

定・実施（アクション）が確実に行われるよう、取り組みの実践的な体制づくりが重要で

す。 

 

平成 24年度に「プラン」がスタートしてから現在まで、茅ヶ崎ゆかりの人物館とハマミ

ーナまなびプラザの開館、市民大楽まなびーなの開校など、着実に市民の文化生涯学習活

動参加への入口が増えました。平成 32年度に市民の 50％が文化活動・生涯学習活動に参加

するという「プラン」の目標に向け着実に歩みが進んでいると感じています。これからの

「プラン」後半においては、学生や若い世代を含めた幅広い世代の市民が文化生涯学習活

動に参加したくなるようなソフトの充実、情報の提供方法、より良い活動が生まれるため

の個人、団体、機関などのネットワークづくりの工夫を期待します。 

 

全国でも珍しい文化行政と生涯学習推進行政を統合し策定された「プラン」の基本理念

「みんながまなび未来を創造する文化生涯学習のまち」を目指し、「きっかけづくりから成

果の還元までのサイクル」の確かな構築にむけ、今後も茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進

委員会委員一同協力してまいります。 
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茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会委員名簿  

中間評価策定期間（平成２８年８月１２日～平成２８年１２月１４日）  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏 名      区 分          所 属 団 体 ・ 役 職 等                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き ご し

木越 
と し こ

壽子 市 民          公        募 

こ ば や し

小 林 
の ぶ

信
た け

武  市 民          公        募 

よ し ざ わ

吉 沢 
け ん じ

堅治 市 民          公        募 

吉田
よ し だ

 大亮
だいすけ

 公共団体の代表者  茅ヶ崎市文化団体協議会  

す ぎ や ま

杉 山 
た か こ

貴子   公共団体の代表者  公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 

佐々木
さ さ き

 淳子
じゅんこ

（ 9月 30日まで）  

向谷
むこうたに

 朱
あけ

美
み

（ 10月 1日より）  

公共団体の代表者  茅ヶ崎市社会教育委員会議  

須藤
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 公共団体の代表者          茅ヶ崎市老人クラブ連合会  
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 公共団体の代表者          茅ヶ崎市身体障害者福祉協会  
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 学 校 の 代 表 者          茅ヶ崎市私立幼稚園協会  
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尚 之 学 校 の 代 表 者          茅ヶ崎市小学校長会  
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 学 校 の 代 表 者          茅ヶ崎市中学校長会  
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邦 弘 学識経験を有する者  鳥取大学教授  
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 学識経験を有する者  八洲学園大学教授  

 

 

 


	1,2
	3
	4,5
	6-8
	9
	10,11
	12,13
	14,15
	16,17
	18,19
	20,21
	22,23
	24,25
	26,27
	28
	29

