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【事務局】 みなさんこんにちは。ただいまから、「平成２８年度実施 協働推進事業実施報告会」を

開催致します。本日は、お忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございます。本日の司会進行

を務めます市民自治推進課の前田と申します。よろしくお願い致します。開催に先立ちまして、市民活

動推進委員会の大江委員長よりご挨拶を申し上げ、各委員をご紹介いたします。 

 

【大江】 皆さま、こんにちは。ただいま、ご紹介頂きました市民活動推進委員会委員長の大江でご

ざいます。委員を代表いたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 この後ご報告いただく「協働推進事業」は、市民活動団体の皆さまと行政との協働を通じて、市民

活動団体の皆様の持つ独自のアイデアや手法を生かしたより良い公共サービスを創出し、公共サービ

スの担い手の多元化、適正化を目指す事業として、平成１８年度から実施されているものでございま

す。本日は、平成２８年度に協働推進事業として実施いたしました７事業について、事業の成果をご

報告いただきます。どの事業も、公益的であり、社会課題を捉えられているなど、市が直営で実施す

るより協働という手法を用いることで効果が期待できると見込んだ事業であり、今後の展開が楽しみ

な事業でございます。ご報告にあたりましては、事業の実施状況に加えて、協働プロセスや当事者評

価の結果についても、うまくいった点、逆に課題が残った点なども含めてご報告いただきたいと思い

ます。 

なお、協働推進事業については、報告会の終了後に、委員会としての評価を行います。我々委員と

いたしましては、事前にいただいた実績報告書や事業に関する資料と、皆さまからの発表を聞いた上

で、今後の活動の発展に向けてお役に立てるよう、また市民活動を推進する立場から、質問やコメン

トをさせていただきます。 

 引き続き市民活動推進委員をご紹介申し上げます。飯田委員でございます。伊藤委員でございます。

椎野委員でございます。秦野委員でございます。髙橋委員でございます。大江委員でございます。三觜

委員でございます。中川委員でございます。水島委員でございます。山田委員でございます。以上１０

名の委員で進めてまいります。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、本日の流れを簡単に御説明申し上げます。冊子の

１ページをご覧ください。本日は、行政提案型の協働事業が４事業、市民提案型の協働事業が３事業、

の全７事業の報告を予定しております。 

報告につきましては、１事業につき約１０分を予定しております。報告者の方は、時間内に報告が

収まるよう、ご協力ください。報告の時間管理について申し上げます。開始から５分、を経過したと

ころで、一度ベルを鳴らします。（ベルを鳴らす）次に、終了1分前に、再度、ベルを鳴らします。

（ベルを鳴らす）１０分経過した時点で、2度ベルを鳴らします。（2度ベルを鳴らす）報告者の方は、

速やかにまとめてください。1年間の成果を１０分でまとめることは大変なこととは思いますが、円滑

な進行にご協力いただきますようお願いいたします。 

 報告が終わりましたら、市民活動推進委員会委員から、事業に関する質問やアドバイスなどを頂きま

す。こちらも１０分以内を予定しています。質疑の途中で、ベルが鳴りましたら、その質疑を最後の質

疑とさせていただきます。質問される委員及び回答なさる団体の皆様には、できるだけ簡潔明瞭なやり

とりをお願いしたいと思います。また、報告会を円滑に進行するため、次に発表される団体の方は、前

の団体の報告中に、そちらで待機していただきますようお願いします。職員がご案内致します。 
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 ７団体の質疑応答が終了した後、講評、全体での意見交換を行いますので、各団体のみなさまは、ご

自身の報告をした後も、ご退出なさらないようお願い申し上げます。協働推進事業実施報告会の終了は、

１７時１０分頃を予定しております。 

なお、報告会の様子は、写真撮影をし、ホームページや広報紙、パンフレット等に掲載させていただ

く場合がございます。また、実施団体も、活動をＰＲするために写真撮影をすることがございます。予

め御了承いただきますようお願いいたします。それでは報告会にうつります。 

 

【事務局】 よろしいでしょうか。それでは、１番目の事業でございます。海岸利用におけるマナー

啓発事業。実施団体、サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ。事業担当課、環境保全課、農業水産

課、公園緑地課の皆様でございます。よろしくお願いします。 

【環境保全課】 皆さん、こんにちは。環境保全課の西山と申します。まず初めに私のほうから簡単

に説明させていただいて、その後サーフ90の小川のほうから説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 まず、海岸利用におけるマナー啓発事業といたしまして、平成28年４月よりサーフ90茅ヶ崎ライフ

セービングクラブと協働事業として開始いたしました。海岸を訪れたバーベキュー利用者等で口頭に

よる注意喚起やチラシの配布等のマナー啓発を行い、また海岸に設置してあるごみ箱のモニタリング

を行い、ごみの排出状況の調査等を行っていくことで、ごみを持ち帰り、またごみを放置させないと

いった意識づけ等を行ってきたものでございます。こちらは順調に進みまして、大きなトラブルもな

く行政としては高い評価をさせていただいてきたところでございます。 

 この後詳しく小川のほうから説明させていただきますので、お願いいたします。 

【サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ】 こんにちは。説明させていただきます。私のほうの報

告書は11ページから18ページまでがサーフ90の協働推進事業の報告となります。 

 まず実施日数ですが、そもそも４月１日から３月31日までの中で我々が活動するほかに、連休や祭

日を含めて今回は108日、目標は114日だったのですけれども、やはり台風や強風、砂嵐だと僕らが動

けなくなったり、カメラや機械類が全部だめになってしまいますので、そういう動けないものを含め

て108日でした。18ページのほうに全員が出た日数の日にちで割り振られております。 

 健全な予算の使い方をさせていただいたというのもあって、掲示のものに関しては我々のほうで作

成したりして、なおかつ印刷に関しては逆に市に協力していただいたりして、うまく回しながらやる

ことができました。 

 次のページの14ページから比較評価という形で出ておりますが、評価はお互いに高くついておりま

す。これは連携がとれているということもありました。平日でも報告しに来たり、何が足りないとか、

逆に役所が休みであってもだれかしらが通りかかって様子をうかがいに来てくれたりというのも、や

りとりの中にございました。特に農政さん、それから環境保全課さんは実際に海での事業もあるため、

海で会うことも多かったです。 

 ことしもスタートしているのですが、実際に３課さんと警察のほうもことしから２人、パトロール

に加わっていただいて、4月29日、5月３日、５日、７日と連休の最中もパトロールさせていただいて、

サザンビーチまで含めてチラシを配ったり呼びかけをしたりして、注意喚起をしてまいりました。 

 去年はごみを持っていってもらうトラックに対して「きょうはちょっと多いので、大型で来てくだ

さい」と連絡し合っていたのですが、ことしはおかげさまでバーベキューのごみを置いていく人間は、

連休中もゼロでした。トラックも普通の軽トラだけで済むような形で進めることができました。 
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 問題点としては逆にごみの持ち帰りは市の基本方針なので、それを守ってもらうということがまず

第一で、茅ヶ崎市の浜を使う以上はそれを守って、マナーを守ってやってくださいという呼びかけの

ほかに、近ごろは炭を置いていかないようにということで、炭というのは砂に返るわけではないので、

それも持って帰るような状態のものを今考えております。 

 ことしの課題は、炭つぼなどもある企業様に環境保全課さんのほうからお願いしてもらって幾つか

用意していただいたのもあります。まだ使い道をどのようにしていこうというのは、決定事項として

はできておりません。 

 結局モニタリングを行った結果、バーベキューのごみを捨てるような人たちは、少し周りのごみ箱

も少なくなってきたので撤去したいということがまず我々のほうの気持ちとしてあるのですが、こと

し１年もう一度モニタリングしてくれという指示が役所関係のほうからありました。そのために、今

回も写真撮影等を行って、状況を探っていくというようになっております。 

 現在のところ、もう周知が済んでいるということもあるので、新しいチラシができて、それを連休

中から配っております。実際にバーベキューは、今は砂浜のほうまで伸びています。ですから、位置

が全体的に広がったというのが現状です。ただし、ごみはないというような状況をつくるために、ず

っと浜のところも一つずつ歩いて配って注意喚起をしているというのが現状です。ただ、それが浸透

してきているせいもありますので、逆にこれから市で委託している駐車場のほうでもそういった運動

をしてもらいながら、チームがどんどん広がっていけばいいのではないかと思っております。 

 現状のところ、何も問題点なく、うまくスムーズにいっておりますが、自然環境だけがうまく合致

しなかったり、飛ばしてしまったりということもありますので、あとは自然の状況に合わせながら、

こちらが現場で実際の持ち帰り運動をやっていただくという形をとっております。 

 以上になります。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に移ります。大江委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それでは、どうぞ、ご質問のある方は挙手をお願いします。はい、どうぞ、水島さ

ん。 

【水島委員】 質問させていただきます。決算資料を見ると、１回当たりＦの人件費のところが30分

ごとになっているのですが、実際に今いろいろなお話を聞いていると、もっと活動の時間が１日当た

り長いように感じます。実際の活動のあたりをもう少し話していただけますでしょうか。 

【サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ】 人件費はとらざるを得ないといいますか、言い方はお

かしいですが、これは前の予算よりも縮めさせていただきました。というのは、ほかに必要なものが

出てきてしまったということがあって、まず広告看板を立てるのにこれだけお金がかかると思わなか

ったので、そういう足りないほうに最初の１年目の予算は回させていただいて、人件費はとらないわ

けにはいかないので、この状態で計上させていただいたという形になっています。ですから、１年目

は実際にその分が備品のほうに回ってしまったというのが現状です。以上です。 

【大江委員長】 ほかはいかがでしょうか。今のことと関連して、掲示板というのは、最終的には公

物なのですよね。公物であれば、それは直接経費的な意味合いなので、人件費を削って出すというの

は変な感じがするのですが、その点を行政のほうはどうお考えですか。 

【環境保全課】 掲示板に関してなのですが、確かに最終的には公物という形で、市のものにはなる

のですが、掲示板自体が手づくりに近いもので、ただそれでもお金はかかるというところで、サーフ

90さんとしてはそちらのほうに予算を回して、人件費のほうは少し減らしていただいたということに
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なります。 

【大江委員長】 ほかにいかがでしょうか。 

【サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ】 補足です。本当は予算をつけるまでに至らなかったと

いうのが理由です。市長さんとしても、農政水産課さんでも、環境保全課さんでも何とか予算をとろ

うとはしていただいたのですが、それがまだとれなかったというのもあるのと同時に、今回この掲示

板を僕らが先につくらなければいけないという部分が、伝えなければいけないものがなくて、実際に

修理もできなかったので、この周知事業をやる際に一番メーンとなるものだったので、逆に先につく

らせていただいてしまったという、間に合わせてしまったという経緯もあります。 

【大江委員長】 私はサーフ90さんのほうにご負担が強くかかってしまっているのがうまくないので

はないかという感じがしたので、伺いました。 

 では、伊藤さんどうぞ。 

【伊藤委員】 きょうもありがとうございます。いろいろなイベントを毎月のようにやっていらっし

ゃいますが、一番今後も続けるべきだと思うイベント、あるいは複数のイベントは、どういったイベ

ントが必要だと思われますか。 

【サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ】 イベント自体は実を言うと、公園緑地課さんがイベン

トでやるものに関しての申請を受ける場所なのです。でも、砂浜でやるのは、今度は県が許可をする

団体になります。そして、その情報は一切私のところに入ってきません。ですから、その場でどんな

人たちが来ると、何しろ公共事業、青少年協会さん、海岸さんのような方がやるときには前もって我々

に連絡をくれるのですが、そういったものの情報が入ってこないがために、今のところ何を残してい

いかとか、そういうのは全然わからない状態です。 

【伊藤委員】 わかりました。済みませんでした、ありがとうございます。 

【大江委員長】 じゃあ、飯田さん、どうぞ。 

【飯田委員】 ありがとうございます。３つの課が協働しているという割と珍しいタイプの協働事業

ではないかと思います。それぞれの担当課の方たちがどのような形でかかわっているか、分担のよう

なものをご説明いただければと思います。 

【環境保全課】 では、私は環境保全課から課の割り振りを説明させていただきます。 

 まず、環境保全課としては、海岸に限らず環境美化を担当していまして、中でも海岸におけるバー

ベキューごみ対策に関しては環境保全課が主に対応させていただくというところです。 

 農業水産課に関しては、水産という言葉から海浜にかかわる部分を担当させていただいている中で、

やはりそれに伴うごみも出てくるので、サーフ90さんとの関係がある中で農業水産課は含まれていま

す。 

 公園緑地課に関しては、ヘッドランドにイベントデッキというウッドデッキが設置されているので

すが、そこの管理及びその上でイベント等を行うときの許可というのを行っています。 

 海といってもいろいろな課がかかわってきまして、この３課で協働事業とさせていただいています。 

【飯田委員】 ありがとうございました。 

【大江委員長】 山田さん、どうぞ。 

【山田委員】 ありがとうございます。事業内容の評価の一番下の最終評価の理由の部分について、

１つ質問があります。１行目のところで海岸に関する情報共有、マナー啓発に関する第三者の感想な

どを、今年度、2017年度は改善していくということなのですが、具体的な方法などがもし決まってい

ましたら教えてください。 
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【環境保全課】 ありがとうございます。昨年度やらせていただく中で、施策93はやはり海岸で活動

しているので、その場で海岸利用者の方とお話しする機会の中で第三者のお気持ちや評価を受け取る

ことができたと思います。やはり市役所となると、そこの海岸に常駐しているわけではないので、ど

ういったところで満足を感じられたのかというのが不透明だったのではないかというところで、こと

し、今検討しているのは、アンケート形式でこういったマナー啓発をしたことによりごみの量が減っ

たと感じるのかどうか、もしくはどういったことを海岸利用者の方は望んでいるのかというようなア

ンケートをとれたらと思っています。それが後々の事業の方針になってくるのではないかと思ってお

ります。 

【山田委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 ではどうぞ、髙橋さん。 

【髙橋委員】 よろしくお願いします。協働事業として非常に効果があるということで、自分たちが

海岸方面へ取材に行くと「やっているな」というのを何度も見ています。海岸パトロールをした中で

発覚した課題を行政と協議してという一文があり、必要に応じて調整云々ということですが、どんな

課題が見えてきましたか。 

 あと、それからいろいろなセクションがかかわっていますよね。そういった中でどの程度の頻度で

行政と今まで打ち合わせをしてきたのかというところが気になりました。 

【サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ】 ここにもパトロール実施、役所のほうから出てパトロ

ールしますという内容の人の割り振りとか、そういうものを僕らはいただいているのですが、そうい

うことにも実際に参加してくれるほかに、自分たちの公務でない日もパトロールではないですが、顔

を出して様子をうかがいに来ていただいているというのがあります。「何が足りない？」、「どうで

すか」という声がけもされています。そのほかに、僕は逆に平日、役所へ伺って、「こういったこと

をお客さんから言われている」、「ここはごみが残り過ぎているので、ここはどの課に言ったらいい

の？」という情報の交換、そこにはいませんが、美化財団とも一緒に組んでいますので、一番美化財

団さんとはごみの量とか、そういった統計もとって、報告書にまとめているということがあります。

そこからも今「茅ヶ崎、モデルケースとして使えるね」というところまで言われるようになったので、

もっとこのまま続けて、本来の持ち帰り運動そのものになるように、ごみをなくすことを僕らは目標

としているという状況になります。 

 ですから、先ほども言いましたが、本当は僕が公園緑地課さんのほうに、例えばイベントデッキで

は今週何があるかという情報をつかみに行かなければならず、それによってそこの団体がきちんと申

請しているかどうかという確認をした上でやってもらわなければいけないのですけれども、なかなか

その情報のやりとりがうまくできなかったということも一つあります。それを改善していくというの

もことしの課題ではないかと思っています。 

【大江委員長】 ありがとうございました。ちょうど時間になりましたので、これで終了とさせてい

ただきます。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 お待たせしました。続きまして、柳島キャンプ場協働運営事業、ＮＰＯ法人茅ヶ崎つな

ぐ海と森様、公園緑地課からの報告でございます。よろしくお願いします。 

【ＮＰＯ法人茅ヶ崎つなぐ海と森】 皆さん、こんにちは。ＮＰＯ法人茅ヶ崎つなぐ海と森の大芝で

す。よろしくお願いします。本日は柳島キャンプ場協働運営事業の平成28年度事業報告について報告
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いたします。 

 私たちは昨年度１年間柳島キャンプ場がより魅力的なキャンプ場になるためにさまざまな取り組み

などを行ってきました。そして、その中心となる考え方がチャレンジです。このチャレンジの気持ち

を持って、さまざまな運営やイベントなどを行ってきました。皆さんのお手元に20ページの資料があ

ると思うのですが、そちらの中で私たちは前年度比すべての項目においてプラスという形で実績を残

すことができました。その内容について、数字をもとにご説明したいと思います。 

 まず、年間実績です。利用者数は前年度２万人だったのが平成28年度は２万1000人、1000人以上ふ

えたという形になります。利用組数も300組ぐらいふえています。 

 気になる稼働率なのですが、前年度は46.6％だったのが51.9％、半分以上の稼働率を占めることが

できました。これはなぜかというと、これも数字を見ていただきたいのですが、実は柳島キャンプ場

の冬期の稼働率が前年度までは低かったのです。ここについて私たちは稼働率を上げようということ

で、さまざまな取り組みを行いました。例えば、冬のキャンプが心地よくできるような冬キャンプキ

ャンペーンというのをコーディネートしたり、さらには冬用の寝袋を購入してレンタルしたり、あと

は焚き火台なども新たに購入して、冬の楽しみ方を提供することができました。その結果の数字がこ

ちらになります。 

 まず、利用者数が1500人だったのが2500人、1000人以上ふえました。そして、利用組数についても

200組だったのが420組、倍以上ふやすことができました。そして、稼働率についても13.1％だったの

が25.1％です。私たちの目標値で前年度比10％というのを掲げていたのですが、大いに越すことがで

きました。 

 そして、次に見ていただきたいのがこちらです。利用料収入実績、柳島キャンプ場は利用料収入施

設なので、こちらについても見ていただきたいと思います。平成27年度は約1800万円ですが、平成28

年度はこちらになりました。何と大台1900万円台に上りました。これは私たちの取り組みで本当にこ

ういった効果が出たのではないかと考えております。 

 そして、私たちは先ほど言ったように、すべての項目においてプラスの数字を出すことができたの

ですが、唯一目標値として達成できなかった部分がこちらです。平日実績なのですが、利用者数が8400

人だったのに対してふえているのですけれども、8600人です。利用組数は1200組だったのが1300組で

ふえています。稼働率も31.3％から33.6％までふえていますが、微増でした。私たちは前年度比10％

というのを掲げていたのですが、やはり平日というのは非常に年間を通してこま数が多いのでなかな

か難しかったというのが実感です。今年度はもう始まっていますが、ここについても何とかクリアし

たいと頑張っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 そして、どうしてこのような数字を上げることができたかという点について説明させていただきま

す。一番の理由はこちらです。イベント実施というのを私たちはかなりやりました。まず、実施回数

が年間を通して110回行うことができました。さらに参加人数ですが、1638人もの方に参加していただ

きました。イベント実施のどういう効果があったかというと、参加していただいた方が通常利用のリ

ピート利用者になってくださいました。そういうことによって、通常利用の稼働率が上がっていたと

考えられます。 

 もう一つ私たちが工夫したのが、イベントについてターゲティングということで、例えば子供向け

のイベントとか、女性向けのイベント、さらにシニアの方に向けたイベントなど、ターゲットを絞っ

ていたのです。それによって満足度がかなり上がるので、そういった参加者の方が次のイベントにま

た来てくれます。そして、来た方がリピーターとして来てくれると、そういった好循環が生まれ、こ
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のように稼働率を上げることができたと考えています。 

 その他の取り組みとして、希少危険動植物の啓発、さらには環境保護、健康増進というテーマで運

営やイベントを行ってきたというのも１つの効果だったのではないかと考えております。 

 そしてもう一つがこちらです。子育てと両立した雇用創出です。これは直接利用者サービスにはか

かわっていないのですが、どういうことかというと、私たちは親子出勤というのを導入しました。今、

世の中は子供がまだ小さくてお母さんが働きに出られないという問題があるのですが、それについて

キャンプ場であれば子供を連れてきて一緒に働けるのではないかというような発想から、親子出勤を

採用しました。 

 そこでやはり才能、能力のあるお母さんが、具体的に言うと絵のうまいお母さんが看板をつくって

くれたり、イベントを発案してくれたり、非常に効果的でした。一方、お子様についても掃除を手伝

ってくれたり、ものを片づけてくれたりとか、非常に自立するようなところがありました。これは本

当に私たち雇用側もそうですし、スタッフ側にも非常にお互い効果があって、こういった形で社会に

貢献できたのではないかと考えております。これは年間通して136日、延べでありました。 

 その他の特筆すべき取り組みなのですが、こちらは何かといいますと、新しいロゴマークです。柳

島キャンプ場のロゴマークをつくりました。これはハンモックなのですが、海のほうを見て朝日をバ

ックにえぼし岩。これはどういうことをイメージしているかといいますと、柳島キャンプ場は湘南で

唯一の海のキャンプ場です。それをアピールするために、このようなデザインを採用しました。 

 このマークを、例えばバーベキュー用のライターに使ったり、あとはステッカーもつくりました。

そういったことによって、ステッカーを例えば車に張ったりとか、自転車に張ったり、ライターをほ

かのキャンプ場で使ったりして、そういった宣伝効果をねらっていて、そういった効果もだんだん出

ているのではないかと思っております。 

 そしてもう一つ特筆すべき点がこちらです。ＮＥＸＣＯ中日本株式会社様との協働事業です。これ

はどういうものかというと、ＮＥＸＣＯさんというのは高速道路をつくっている会社なのですが、こ

のＮＥＸＣＯさんから協働事業で一緒に何かやりませんかとお誘いを受けまして、実は私たちが柳島

キャンプ場をもっと魅力的にしたいということを伝えましたら、ＮＥＸＣＯさんも沿岸の高速道路沿

いの地域の活性化をねらっているという話をされまして、そこで共感しまして、こちらの事業が協働

になりました。柳島キャンプ場グランピング企画というものです。 

 これはどういうものかというと、こちらに画像もあるのですが、グランピングというのはグラマラ

スキャンピングといいまして、近年はやっていまして、見てわかるとおり、かなり豪華なテント、さ

らには中にベッドとか、ソファがある豪華なキャンプを野外でしようという企画です。この企画をや

って、キャンプ場の活性化、さらには利用者サービスを向上しようということで行いました。 

 さらに注目すべきは、この豪華なテントなどを買う財源をどうしたかというところなのですが、そ

れがこちらです。クラウドファンディングという手法を使いました。「私たちはこういう地域活性化

をやりたいです」といったときに、ウェブを通して「協賛してくれませんか。皆さん、賛成してくれ

ませんか」ということで、ある一定額まで募金が集まるとその募金額がもらえて、そこまで行かなけ

ればもらえないというシステムなのですが、私たちはこちらにあるように120万円ほどの財源をこのシ

ステムで確保することができました。 

 ちなみに、このクラウドファンディングは近年非常に多くなっていまして、京都の祇園祭の実行委

員会が全く同じものを使って1100万円を実行費に使ったという例もあります。 

 この中で私たちは、見てほしいのですが、テントの中のグッズなども実はキャンピングスタックさ
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んというアウトドアメーカーさんに提供いただいていまして、そういったご協力もありました。さら

にキャンピングスタックさんをご紹介いただいた広告代理店の方に、ご厚意で間に入っていただいて

います。 

 私たちはいろいろな方のご協力をいただいています。そういった形で協力団体は、実数で58団体・

個人、実は今回来られているマム04さんにもまた協力をいただいております。このように私たちはい

ろいろな団体・個人の方の協力をいただいて、柳島キャンプ場をみんなでつくってきました。そして、

市民施設としてみんなでつくり上げていくことができたのではないかと考えております。 

 これは今年度、平成29年度も始まっておりますが、そのような皆さんのご協力も得て、新たなチャ

レンジをしていきたいと考えております。どうぞ皆さん、ご協力をお願いします。 

 最後に現場スタッフの杉妻（すぎのめ）のほうから一言ありますので、よろしくお願いいたします。 

【ＮＰＯ法人茅ヶ崎つなぐ海と森】 ＮＰＯ法人茅ヶ崎つなぐ海と森の杉妻と申します。よろしくお

願いいたします。少し重複するところもあるのですが、補足させてください。 

 施設稼働率につきましては、前年度から5.3％アップ、平日は2.3％アップ、冬季は12％アップと目

標を達成いたしました。達成した理由を運営面と管理面で挙げますと、１つ目の運営面ではイベント

の企画と企業とのネットワーキングを行ってきました。日常の業務において特に特化したのは、通常

の業務のほか、目的別のイベント、先ほど大芝のほうから説明がありました内容、ああいうものを行

ってまいりました。また、今説明のありましたＮＥＸＣＯ中日本との協働事業なども行ってまいりま

した。 

 管理面で少し補足させてください。管理面では、日報記録によるスタッフ間の申し送りがスムーズ

にできたこと、またオンラインで情報共有をしてまいりました。スタッフ個人のスキルを生かして、

施設内の管理、修繕を行いました。 

 最後に、今後についてですが、さらなる平日の稼働率アップを目指すために、地域や企業など他団

体との連携や公式ＬＩＮＥの導入などを行い、地域住民が気軽に利用できるイベントや仕組みをつく

っていきたいと思います。平日利用者数を前々年度から1400人の増加で9800人を見込んでおります。 

 長くなりまして済みません。以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 それでは質疑に移ります。大江委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それではどうぞ、ご質問のある方、挙手をお願いします。 

 では、私から。いろいろな努力で稼働率を上げていらっしゃって、本来これは協働事業です。指定

管理に移ったりした場合には、その指定管理事業者の努力によって上がったある種の利潤に相当する

ものが事業者にある意味帰属するというような形になっていくと思うのですが、現在の段階では、こ

の報告の中では返納金として48万円返していらっしゃいますよね。それはそういうお約束の中でやら

れたのですか。つまり、努力されたことが事業団体のほうにうまく帰属していないように見えるので

すが、その点で何かもしコメントがあればお話しいただければと思います。どちらからでも。 

【ＮＰＯ法人茅ヶ崎つなぐ海と森】 返納金の50万円近くのほとんどは人件費を絞ったというか、努

力した部分です。来年度についてはまたイベントもふやす予定ですので、予算どおりにいくとは思う

のですが、最初に採用されたときに安全運転してくださいと委員さんからもあったので、それについ

てはかなり絞ってというか、丁寧にやっていたところの50万円というところがあるのですが、返納金

についてはそういうルールにのっとった返金です。 

【大江委員長】 ありがとうございます。どうぞ。 
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【三觜委員】 初歩的な質問かもわからないのですが、決算の中で租税公課が当初予算に比べてかな

り金額が出ています。この辺は何か見込みと違うものがあったのか、単純な計算方式でやると68万3000

円という数字になるのか、その辺のご説明をいただきたいと思います。 

【公園緑地課】 お答えします。こちらは当初法人税の地方税７万円だけを上げていたのですが、実

は税務署と相談したところ、要は負担金の収入が1000万円を超えているということで、消費税がかか

ることが途中でわかりました。そこで、急遽このように60何万円上げさせていただいたというような

経緯がございます。 

【三觜委員】 わかりました。 

【大江委員長】 では、秦野さん、どうぞ。 

【秦野委員】 ありがとうございました。冬季の実績、稼働率の幅は本当にすばらしいと思いました。

特にイベントの企画力としても抜群だといつも思っていて、冬の柳島からもエネルギーをひしひしと

感じていました。ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思います。 

 １件、私からは平日利用実績に関することでもあるのですが、当初は市外の方にも利用の対象を広

げるということで計画を立てられていたと思います。結果として2016年度はどのような状態だったの

かということと、もしこれからもう少し改善しようと思っていることがあれば、具体的な取り組みと

あわせて教えてください。 

【ＮＰＯ法人茅ヶ崎つなぐ海と森】 平日の市外の利用者の対策としましては、今までフェイスブッ

クを使って主にイベントなどの告知をしてまいりましたが、フェイスブックだけではなくて、新しく

ＬＩＮＥ＠というものを取り入れまして、一度利用していただいた方に登録いただくと、直接的にイ

ベントのお知らせが届くようなシステムなどを効果的に使ってまいりたいと思っております。 

【秦野委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。評価指標のところで、期末評価で３ページ、４ペー

ジに行政側で２点というのが３つあるのですが、そのうちの１つで３ページの真ん中にある「互いの

立場、役割を理解して事業を進めることができましたか」とありますけれども、これはどういったこ

とを評価されているのでしょうか。行政の方、お願いします。 

【公園緑地課】 では、説明させていただきます。一番下にも書いてあるのですが、１年目を通して

職員の方のレベル差が大分開いてきている部分があります。やはりアルバイトの方を雇っているとこ

ろもありますので、どうしてもレベルの差が１年を通して出てきているという実態がございます。 

 今後、２年目に関しては、そういった差もなくなるような教育をしていただくようにお願いしてい

るような状況にございますので、２年目以降はその部分が改善されることを期待しております。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。 

【大江委員長】 今の点について、団体のほうからは何かご発言がありますか。 

【ＮＰＯ法人茅ヶ崎つなぐ海と森】 スタッフ間で差が出てしまっているのは確かなことなのですが、

今後継続的にロールプレイングなどを行いまして、スタッフ間のレベル差がないように努力してまい

りたいと思っております。また、ミーティングなども重ねまして、ルールの確認ですとか、再度事細

かに行っていきたいと思っております。 

【大江委員長】 私から補足的に質問したいのですが、48ページの一番下の予算の妥当性で、有効に

活用されたかどうかというものがやはり行政側は２なのですけれども、これはどういう理由かお聞か

せください。 
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【公園緑地課】 こちらの２については、確かに返納金という形で人件費が削られた部分に関しては

大いに評価すべきところだと思うのですが、ただ本来定期的に行っている会議の中で必要な物品がお

およそ見込まれていたにもかかわらず、ちょっとそこの部分が買えていなかった部分がありますので、

本当に適切に使い切ったのかどうかで正直減点させていただいた部分となっております。 

【大江委員長】 では、最後にもう一回だれかどうぞ。 

【伊藤委員】 この事業報告はとても大切だと思っています。先ほどちらっと応援していただいた法

人とか個人の数が出ていましたが、それは何らかの形で公開できないものでしょうか。 

【公園緑地課】 委員のご指摘のとおり、そういったものは広く情報として出していくべきだと思い

ますので、その辺は例えばホームページですとか、市役所というところで載せたりというのを今後考

えていきたいと思います。 

【大江委員長】 では、ちょうど時間になりましたので、これで終了させていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 続きまして、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座の動画配信及び事業ＰＲ、ＮＰＯ

法人湘南スタイル様、担当課は社会教育課でございます。ご報告をお願いします。 

【湘南スタイル】 こんにちは。ＮＰＯ法人湘南スタイルの市川と申します。ちがさき丸ごとふるさ

と発見博物館講座の動画配信及び事業ＰＲという事業をやらせていただきました。 

 もともとこの事業の提案の背景といたしましては、茅ヶ崎を知って、茅ヶ崎をもっと好きになって、

誇りに思う人がふえることで町の活性化につなげていきたいというのが、このちがさき丸ごとふるさ

と発見博物館のコンセプトであります。これからの豊かな長寿社会に向けたまちづくりのためにも、

その社会を支える次世代を担う世代に茅ヶ崎の魅力をしっかりと継承していく必要があると思ってお

りまして、だからこそより多くの市民が茅ヶ崎について学べる機会を知って、その人に合った条件で

学べる機会を提供することが必要というところから始まったものであります。 

 ことし、この事業でやりましたことは、まず実際に講座が行われていて、丸ごと博物館のほうで基

礎講座というものをやっておりまして、その講座を10回動画に収めることを行いました。実際に撮っ

た動画をどこで公開しているかといいますと、ユーチューブのほうで公開しておりますのと、プラッ

トフォームとしてMaruhakuＴＶというウェブサイトを構築しました。このMaruhakuＴＶというサイト

の中では、講座の動画が見られることと、それからコラムであったりだとか、フェイスブックなどと

の連携をしております。 

 工夫した点といたしましては、動画１本に対してフルバージョン、それから単元ごとに見られるよ

うに、セクションごとに分けて提供しております。これはＰＣだけではなくて、モバイル、スマート

フォンであったり、タブレットで閲覧することができるということで、いつでもどこでも茅ヶ崎につ

いて学ぶ機会を提供しております。 

 それぞれの動画に関しても、もちろん講師の方の表情などもお見せするとともに、実際の講座で使

われているパワーポイントの編集をして、講師の方、それから担当課の方と協議しながら編集を行っ

てまいりました。 

 実際に10本公開したとともに、フェイスブックの連携をしておりましたので、実際に撮った動画の

中から、動画１本を見るのも難しいとか、動画に触れる機会が余りないという方もいらっしゃるとい

うことで、フェイスブックで動画の中のちょっとした部分を切り取って、これは年明けになったので
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すが、年明けから毎日２本コラムを上げて、フェイスブックユーザーの方にどんどんＰＲしていくと

いうことを行っておりました。 

 実際にこういったことを行いまして、サイトの構築、事業ＰＲというところも含めてこのプラット

フォームを構築したことと、動画を10本撮って、それをこれからも活用していくということになるの

ですが、実際に私も今茅ヶ崎で子育てをしておりまして、こういった茅ヶ崎の魅力を次世代につなげ

ていくということも非常に大切だと思っております。協働事業の中でということではないのですけれ

ども、この協働事業を通じて私たちが学んだことをどんどん体験していこうということで、例えば浄

見寺の桜とか、高砂緑地の川上音二郎・貞奴の記念碑であるとか、実際に自分の子供を連れていきま

して、茅ヶ崎の魅力を一緒に体験するということをしてきました。これは私たちだけではなくて、保

育園のお友だちとか、そういった人たちにもリアルにこれを伝えていきたいという思いでおりますの

で、今後も動画を見てそこに行ってみようということをやっていきながら、それをほかの方たちにも、

実際の私の活動としても伝えていきたいと思っております。えぼし号に乗ったり、七福神めぐりをし

たり、こういったこともしております。 

 実際にこれである意味リアルな効果があったと思うこととしましては、子供は４歳なのですが、４

歳の子供を連れて11月に丸ごと博物館のほうでイベントがありまして、茅ヶ崎のいろいろなシーンを

切り取った写真を壁に張ってあるブースがあったのですけれども、そこに子供を連れていきましたと

ころ、これも知っている、これも知っている、ここも行ったと、４歳ながら自分の体験と頭の中の風

景に収まっているのだなというのは非常に感じたところであります。 

 今後の課題としましては、スケジュールにも影響した部分ではあるのですが、よりよいものを担当

課さんとつくっていこうということがありまして、想定よりも編集は非常に時間のかかるものであり

ました。中身としては、クローズドの講座というところでは言えることもオンラインで公開するのは

難しいということであったり、資料の出どころであったり、そういったことの確認をとっていったり

することも非常に時間がかかったのと、難しかったということがあります。それから、文字起こしを

したテロップの修正であるとか、そういったところも非常に苦労した点であります。 

 それを今後解決していくというところでいくと、感じた課題という部分と、アンケートをとったこ

とがありまして、実際に講座を見てくださった方、オンラインで講座を見てくださった方の約40名の

方にアンケートをとりまして、いろいろなことを聞いてみました。「動画の内容をだれかに伝えたい

と思いましたか」とか、これは友人がトップだったのですが、ほぼご家族に伝えたいという内容にな

っていたかと思います。それから、「どんなときに視聴したいと思いますか」ということでいくと、

「夜にまとまった時間があれば、そこで見たい」というようなご意見もいただいたりしましたので、

こういったことと先ほどの課題を生かして、平成29年度の事業にしていきたいと思っております。 

 昨年度、スケジュールに少し影響が出たことがありましたので、早い段階でことしの編集スタイル

を確立して、講師、団体、担当課さんとの調整をしながら、月１本のペースで公開していければと思

っております。 

 私からは以上です。 

【社会教育課】 社会教育課の髙橋と申します。よろしくお願いします。 

 担当課としましては、今回は行政提案型の協働推進事業という形でこの事業を始めまして、昨年度

１年間はまず10本の動画を確実に上げるプラットフォームをつくるということをとにかく一点突破の

テーマとして考えておりましたので、まずそれができたということがすばらしかったと思います。つ

くる中ではかなり苦労しました。湘南スタイルさんにもかなりご無理を言いながら、最後の10本目の
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動画がまさに３月のぎりぎりというところでした。ただ、その分クオリティーの高い映像になってい

ると思います。 

 あとは、今回10本上げた動画は基礎講座がベースなのですが、50ページ、51ページにございますけ

れども、基本的に基礎講座の講師は市役所の職員です。茅ヶ崎のそれぞれのジャンルのことを一番仕

事としてやってきた人間なのですが、そのうちの２人はもう退職という形になって、市の職員ではな

い立場、臨時とかにはなりますけれども、変わっているので、そういった人間がきちんと話を残せる

という意味でも、継承の意味でも役に立ったのではないかと思っています。 

 今10本、プラットフォームが整って、どなたでも、どこからでも、今この場からでも茅ヶ崎のこと

を学ぶことができる状態になっています。あとはここからどう皆さんにそれをより使ってもらえるよ

うにするかというところにいよいよ入っていくので、これからまたことしも湘南スタイルさんといろ

いろな手立てを打っていくことになると思うのですが、それが非常に楽しみです。 

 先ほどのアンケートの中で、「夜まとまった時間で見たい」、ゆっくりして見たいという方が多い

とは思うのですが、最初は、理想としては例えば通勤の間にタブレットで見るとか、スマホで見ると

か、そんな生活スタイルもあるのではないかと思ったりしていて、いろいろな可能性がまだまだこれ

からありますので、じっくり、ただじっくりとも言っていられませんから、急いで手立てをつくって

いきたいと思っております。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に移ります。大江委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 では、どうぞ、ご質問のある方、お願いします。髙橋さん、どうぞ。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。私は全部はまだ見ていなかったのですが、何本か見

させていただいて、非常に興味深いというか、おもしろいというか、すごいなと個人的に思いました。 

 一応目標に掲げた平均再生回数600回というのがまだまだ大分という感じなのですが、見てもらうた

めのＰＲというのは今後どのようにしていくのでしょうか。 

【社会教育課】 そもそも600回という数値目標なのですが、まる博のもともとあるこの対象となって

いる講座というのが年２回開催されているのですけれども、その講座の１回の定員が30名です。年間

60名が受講できる講座になっているのですが、それをもっと多くの人たちに見てもらいたいと、ウェ

ブサイトを使ってその10倍ぐらい見てもらいたいということで、600という数字をまずは掲げました。 

 今回はプラットフォームの構築ということで、基本的にはウェブサイトのほうにユーチューブの動

画を埋め込む形で、プラットフォーム上で閲覧していただくということをベースにしています。報告

書の数値というのは、ユーチューブ側で再生された再生回数となります。報告書を作成した後の話に

なるのですが、埋め込みをした動画の再生はその再生回数に反映されないということが発覚しました。

基本的にはフェイスブックで告知したときにもプラットフォーム側に誘導してきていたので、その数

字はとても中途半端な数字になってしまいました。 

 ただ、ウェブサイト側、プラットフォーム側の数値はどうだったかというと、例えば一番最初にア

ップした動画でいくと、１つのページのアクセス数でいくと、1000回以上アクセスのあるページがあ

ります。どうしても２月、３月ごろにアップしたものは数値的には全然間に合わないところではあっ

たのですが、あとテーマによってみんなが興味を示しやすいものだったり、示しづらいものというの

はどうしてもばらつきが出てきてしまうところがあるのですけれども、その辺も先ほどのフェイスブ

ックで日常的なちょっとしたコラムのようなものをうまく活用しながら、あとはアンケート結果で夜



- 13 - 

の時間にという話もありましたので、そういう時間帯にも、例えばフェイスブックであれば予約投稿

などもできますから、そういう時間に少しネタを提供していきながら、サイトへ訪れていただくとか、

そういう小さなことからこつこつとやっていきたいと思っております。 

【大江委員長】 では、水島さん、お願いします。 

【水島委員】 講座はインターネットで拝見させていただきました。非常におもしろかったです。今

のアクセス数に関してはいろいろ理由があるということだったのですが、アクセス数の多いものを見

ると、非常に講座の画面に動きがあったりします。後半のものは動きがないとは言いませんが、割と

左側は文章とか箇条書きだけの画面で、右半分はひたすら講師の顔が大きく出ている、そういう時間

が非常に長いです。 

 ですから、見る側というのは関心を持って見るのですが、やはりその中で講座で使われている資料

やいろいろなものがもう少し工夫されて、番組のほうにも反映してくると、より見る方が楽しく見ら

れるのではないかと、そういう印象を持ちました。 

【大江委員長】 何かそれに関してコメントはありますか。 

【湘南スタイル】 まさにおっしゃるとおりで、講師の方が実際に使われているパワーポイントを見

やすいように整形したり、そういったこともしているのは確かなのですが、やはりより見やすいよう

に、特にスマートフォンで見る際には講師の顔がなくともパワーポイントのデータだけが大きく表示

されたほうが見やすいものがあったり、そういったご意見もいただいたりしているので、ことしの事

業の中ではそういったことを反映していきたいと思っております。 

【水島委員】 言い忘れてしまいました。講師が話しているのとテロップとが実際に大きく出ている

のですが、両方見ながら画面を見ると非常にいいと私は思いました。講師の声だけだと聞き逃すとき

もありますし、文字だけですと日本語的に少しおかしくないかなと、失礼ですけれども、わかりにく

いところがあるので、両方見ていると割とスムーズに講座自体が見られました。そういう印象を持ち

ました。 

【大江委員長】 では、伊藤委員。短めに。 

【伊藤委員】 フェイスブックは応援という形でどなたかが別に始めたということで、この辺はもう

少しはっきり書かれたほうが信用度が高まると思います。何か事情があるのでしょうか。 

【社会教育課】 この茅ヶ崎丸ごと博物館事業というものは、今回の協働事業の前段として、事業全

体が市民ボランティアさんと全部つくっている事業になります。あのフェイスブックページもその中

のボランティアさんが自主的に応援ページという形でつくりまして、その中でそちらを活用して、今

回湘南スタイルさんにMaruhakuＴＶの動画配信ＰＲにも使っていただいたというような形になってい

ます。もともとのつくり始めがそこだったという経緯になります。 

 いただいた質問の中で、別件になってしまうのですが、訂正させてください。申しわけございませ

ん。全然違ったところで、63ページの収支決算書の当初予算額の数字が間違っておりました。当初予

算額が324万6000円になっていますが、326万4000円の間違いでございます。失礼いたしました。訂正

をお願いいたします。 

【伊藤委員】 追加なのですが、MaruhakuＴＶのホームページにそういった事情をもっとはっきりと

書かないと、何となくよくわからない、怪しげなサイトになってしまうと思います。 

【社会教育課】 ありがとうございます。より皆さんにわかりやすく楽しんでいただけるような周知

をしていきたいと思います。ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、短く。 
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【山田委員】 ありがとうございます。今まで紙ベースの情報発信がメーンだった中、文字、動画、

写真ですぐにわかるようになって、本当にすばらしいと思っています。 

 １つ私から、計画書の中で協働事業の相乗効果において、既存のポータルサイトとの連携ができる

というのが他団体にない強みということでお話しいただいていたのですが、もしその具体的な取り組

みや効果が昨年度からもしあれば教えてください。 

【湘南スタイル】 ほかのポータルサイトということでいきますと、茅ヶ崎市が今運営している「お

いしい茅ヶ崎」というウェブサイトは、もともと湘南スタイルと農業水産課さんで行っていた協働事

業だったのですが、今は別の委託事業という形で運営されています。そこにこちらのイベントである

とか、そういったことを載せていただいたりしております。 

 それから、ポータルサイトというと語弊があるかもしれませんが、湘南スタイルがＳＮＳであると

か、それ以外の関係団体というか、知り合いの団体の方にシェアしていただくとか、そういったこと

で自分たちだけということではなくて、より多くの方に周知していけるのではないかと思っておりま

すので、今後ともその部分はより強化していきたいと思っています。 

【山田委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 それでは、時間もまいりましたので、この辺で終了いたします。どうもありがとう

ございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 続きまして、落書き防止、抑制のためのペイント事業、ＮＰＯ法人湘南スタイル様、広

域事業政策課の皆様です。よろしくお願いします。 

【広域事業政策課】 皆様、こんにちは。茅ヶ崎市広域事業政策課の曲渕と申します。本日はよろし

くお願いいたします。失礼いたします。平成28年度協働推進事業、落書き防止、抑制のためのペイン

ト事業について、報告させていただきます。 

 まず、激しく落書きが施されている西久保地下道において、アートペイントを施すことによって落

書き防止、抑制の効果を出すことと、２カ所の地下道近くに仮称河童徳利ひろばを整備する計画があ

ることに合わせて、地元の民話『河童徳利』を広く浸透させ、地域の魅力アップ、地域活性化に寄与

することという事業の成果目標を達成するために、地元の自治会や関係団体と十分協議や調整を重ね

て、ご理解をいただきながら事業を進めてまいりました。その中で、地元の浜之郷小学校の生徒の方

たちにも事業にかかわっていただくことにより、地域学習を通して地元の民話『河童徳利』を、次世

代を担う子供たちにも伝えることができたと思っております。 

 生徒の皆さんから感想文をいただいておりますので、一部紹介させていただきます。浜之郷小学校、

当時４年生のクラスの方たちが書いてくれた感想文なのですが、「自分たちが調べた『河童徳利』の

物語をトンネルにかけてよかった。落書きが減るといいです」、「いろいろな人の協力を通じて事故

を防ぐから、このアートペイントは10年後にも残されていると思います。僕たちがこのペイントに参

加できてとてもうれしいです」、「絵をつくるにはとても時間がかかって大変だなと思いました。絵

にはいろいろな気持ちがこもっているんだなと思いました」、「落書きをする人たちもこの絵を見て、

もう落書きはしないといいなと思いました」など、いろいろな感想を寄せていただいております。 

 また、地元の民話『河童徳利』を題材としたアートペイントを施すことにより、回覧やメディアを

通して地域への周知を図るなど、地元の民話『河童徳利』について広く周知することができたと考え

ており、地域の魅力アップや地域活性化に寄与することができたと考えております。 
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 アートペイントは平成29年度も現在進行中ですので、落書き防止、抑制の効果について現在のとこ

ろ直ちに測定することはできませんが、過去に実施した場所では効果が確認されており、当該箇所で

もペイントが完成した暁には効果が期待できるものと考えております。 

 さらには、アートペイントが施された場所は道路管理者が維持管理する上でも落書きを消す作業等

の管理費を抑制できる効果も期待できます。協働事業については、協働団体はアーティストとの関係

について、市は関係機関や地域との関係について、それぞれ強みを生かしながら、お互い協力し合い、

事業を進めていくことができたと思っており、結果として地域、行政それぞれが利益を享受できたと

考えております。 

 市からの報告は以上になりますが、次に協働団体のほうから報告させていただきます。 

【湘南スタイル】 それでは、協働団体のＮＰＯ法人湘南スタイルより皆様に報告させていただきま

す。報告書のページは69ページからになります。パワーポイントを使って報告させていただきます。 

 場所は先ほどのとおり、茅ヶ崎中央インター交差点西側地下道と西久保橋の地下道の２カ所になり

ます。この近くには将来的に河童徳利ひろばができるという計画があります。実際、やる前はこのよ

うに落書きがあふれていました。どちらも落書きがすごくあふれている状況でした。 

 ３つのポイントです。地元の伝承『河童徳利』を生かして、地元自治会や子供会、河童徳利保存会

を巻き込みます。そして、子供会の子供たちに行っていただくことで、地域の宝としてアートペイン

ト事業を展開していきたいと考えています。実際、地域の宝という、西久保には河童徳利の大きな看

板があります。今回、この看板を預かっている三堀園さんが駐車場及び道具置き場として協力してく

れております。 

 ちなみに、地元の方では、このように鶴嶺小学校の100周年のときに河童徳利の劇をやったという、

そういったものも出てきました。また、前にも言ったとおり、『まんが日本昔ばなし』でも使われて

います。 

 このように西久保と何回も出てくるように、まさに西久保が河童徳利の発祥の地だということが広

く知られているのではないかと考えております。 

 進め方のこだわりとしましては、とにかく初めから最後まで地元西久保の方々と調整を行って、意

向を聞いて進めていき、新たな動きをする場合には、茅ヶ崎市広域事業政策課を通じて、自治会長等

と調整して、了承をもらってから動いていくという形で進めていくことを心がけて、この１年間やっ

てまいりました。 

 事業実施体制については、ごらんのとおりです。しかし、変更点がありました。２つ目のところは、

当初子供会を予定していましたが、自治会のほうから浜之郷小学校とどうですかという話になりまし

て、浜之郷小学校に持ちかけますと、４年生がちょうど地元の教育で民話などを学ぶ時期なのでぜひ

やりたいということで、４年生３クラス113名が全員参加する形で行うことになりました。そして、そ

の作業もまた浜之郷小学校４年生が行うということになりました。 

 これが進捗状況です。まず１つ目、大きいのは、６月26日の西久保地区まち歩きということで、こ

ちらにつきましては湘南スタイルやアーティストが地元のことを知らなければいけない、地元の方々

とも関係をつくらなければいけない、そういうことから地域コミュニティーコーディネーターのＵＤ

ＣＣ、アーバンデザインセンター・茅ヶ崎の高見澤さん、茅ヶ崎市広域事業政策課を通して実現させ

て、まち歩きと意見交換をしました。こちらはまち歩き風景です。 

 その後は意見交換を行って、地元の方々、河童徳利ひろば準備委員会、三翠会、地元自治会長等々

がどういった思いを描いているのか、話を聞かせていただきました。こちらはその当時の自治会長さ
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んの家から出てきた紙芝居です。 

 その後、浜之郷小学校と一緒にやっていくことになりましたので、全３回ワークショップを行いま

した。１回目は７月８日で、まずは私たちがなぜこの事業をするのか、そして地元の思いとして、河

童徳利ひろば準備委員会の方にも来ていただいて、会長にも河童徳利、自分たちの子供のころからこ

んなことがあったんだ、あんなことがあったんだ、このように守ってきたんだというような話をして

もらいました。あとはアーティストにも来てもらって、アーティストの考えを聞いて、質疑応答をし

て、アーティストのことも知ってもらうようなことをやりました。 

 ８月以降です。基本的にはとにかくアート案を考えていくという流れです。そして、10月17日、２

回目はそのアーティストが考えて来た案についてそれぞれ発表して、４年生から意見をいただいてブ

ラッシュアップするという作業を行いました。 

 続いて11月21日、このとき最終候補案３案を説明して、選挙管理委員会の協力を得て、実際の投票

箱を使って、１人１票投票して、候補作を決めました。 

 その後、12月、その候補作案について地元自治会等々と調整を行って案を確定して、２月からペイ

ント作業に入りました。これが実際のペイント作業の風景です。 

 ２月28日には小学校４年生113人、風邪などで休まれている方もいるので、何人かはっきりできない

のですが、ほぼ全員の小学生たち、保護者がやってきて絵をかきました。これが塗る前と塗る後です。

下の部分を皆さんに塗っていただいたという経緯になります。 

 その後、３月にまた作業を進める中、一番下の男の子がいるのですが、この子は４年生で、春休み

中に手伝いたいということでやってきて、作業をしてくれました。こういったことが何件かありまし

た。 

 先ほどの４年生の感想は割愛させていただきます。このようにそれぞれ感想をいただきました。 

 広報実績です。１つ目が平成28年中については朝日新聞湘南版にも載りましたし、あとは「Ｔ－Ｓ

ＴＹＬＥ」という鶴嶺地区と茅ヶ崎西地区で発行しているフリーペーパーがあるのですが、こちらで

も３月から毎月のように、これぐらいのサイズで進捗報告をさせていただく形で広報協力をいただき

ました。それ以外の広報実績としては、タウンニュース茅ヶ崎版にもこのように載せていただきまし

たし、デイリーニュース（湘南）においても２月28日の風景が流れました。そして、３月５日、先ほ

ど発表がありましたが、丸ごと博物館講座の中で河童徳利ひろばについて講師が話をしてくれました

し、私たちも資料ＰＲをさせていただきました。 

 評価については、残念ながらまだ完成しておらず、５月末なので、現時点ではこの目的についての

達成度は正直測定できません。市の協働事業については、やはり市がかかわっているということがと

ても役立ちました。アーティストにとっても、私たちにとっても、地元警察の手続など、市がかかわ

っているからこそスムーズに進んだと思っております。 

 ３点目の地域の宝としては、子供会から浜之郷小学校４年生にという変更はありましたが、実際に

４年生の感想から大切にしたい思いを詰めることができたと思っています。 

 魅力発信については、ペイント案が決まるまで案の段階で公表してしまって、地元の人が了承しな

いのにどういうことなのかとなってしまったら困ることから、案が決まって、ようやく２月からフェ

イスブックページや湘南スタイルホームページ等々で発信していっております。こういった形で進め

ており、５月末に完成させて、６月にお披露目式をする予定でございます。 

 以上です。ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 
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 それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それではどうぞ、質問のある方、挙手をお願いします。では、伊藤委員、どうぞ。 

【伊藤委員】 決算がほぼ同じでもって、ウェブ制作30時間という数字が出ていますが、これは例え

ば湘南スタイルに掲載されているウェブ制作ですか。というのは、今見せていただいた、この前の記

録がどこかにあるのかと思って探したのですが、今あるのは４月以降のようです。私の見方が間違っ

ているのでしょうか。 

【湘南スタイル】 ウェブにつきましては、基本は２月からのフェイスブックページが主力になって

います。それを湘南スタイルホームページにつける形になっています。したがって、２月からフェイ

スブックページの運用を開始して、湘南スタイルのホームページはたしか３月につけたので、そこで

ラグはありますが、フェイスブックページのほうでは２月からで、更新作業をずっとやってきている

という状況になっています。 

【伊藤委員】 今は両方になっているのですか。 

【湘南スタイル】 両方というか、１本で湘南スタイルのホームページでも見られるということにな

っています。 

【大江委員長】 いかがでしょうか。お願いします。 

【山田委員】 担当課の方に伺いたいと思います。たしかこういう事業については、最初に決めると

きの話の中でも、アートはなかなかお金の換算が難しいということで、人件費ですとか、謝金ですと

か、いろいろ質問をさせていただいたと思います。１年間の活動の結果という意味でいくと、こうし

たものを協働でなすことによって、なかなかお金には換算できないようなアートの評価というのは、

市の中ではどのようにだんだんと価値が高まって、次の発注ですとか、今後の展開に向けていいヒン

トになっていくと、例えばそんな成果について、もう少しご紹介いただけるとありがたいです。 

【広域事業政策課】 アーティストの芸術性といいますか、そういうところの評価については委員さ

んがおっしゃるように、なかなか行政のほうでどれぐらいの価値があるのかというのを評価させてい

ただくことが難しいので、予算を計上させていただくときにも人件費ですとか、謝金のような形で計

上させていただきました。 

 今回の事業の目的としましては、落書きを防止する、または抑制するということと、地域のほうに、

地元の民話である『河童徳利』というお話を広く周知するという２点に重きを置いて事業を進めてま

いりましたので、その中でアーティストの方たちに活躍していただいて絵をかいていただいたわけで

す。 

 芸術性の評価に関しましては、絵が完成した後に、あるいは評価させていただくことになるのでは

ないかと思っておりますが、現段階として行政のほうで芸術性についての評価をさせていただくとい

うのはなかなか難しいと考えております。 

 以上です。 

【大江委員長】 済みません、中川さん、先に。 

【中川委員】 収支決算のところで、これはご提案いただいたときから人件費、特に事業総責任者賃

金と、プロジェクト責任者賃金というようなことで分かれたと思うのですが、この辺がわかりにくく

て、どなたがどのように使われたのかということが気になります。次の謝金のところで地域コミュニ

ティーコーディネートは地域との調整を十分になさっていましたので、非常に機能しているというの

はよくわかるのですが、この上の事業総責任者賃金、プロジェクト責任者賃金というものがこの事業

の中でどのような役割を果たしたのかを説明していただけるとありがたいです。 
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【湘南スタイル】 プロジェクト責任者賃金につきましては、私が担当しております。事業総責任者

は理事長の藁品が担当しております。役割としましては、プロジェクト責任者は基本的に地域コミュ

ニティーコーディネーターやアーティストコーディネーター、そして茅ヶ崎市と打ち合わせする際の、

要は議事録や議題のつくり込みや実際の調整活動も一緒にやるということをしております。アーティ

ストの絵の進捗管理等々も、私、プロジェクト責任者が担当しています。それぞれにかかった時間に

ついて、時給として支払いを受けているということになります。 

 こちらはどちらも湘南スタイルのほうで人件費について、別にこの事業のために組んだわけではな

いものがもともとありまして、それはたしか初めの審査会でも話を受けていましたので、その後でそ

れを提出したという記憶を持っているのですが、一応そういう形で、人件費については、要はこのた

めにもともと時給2000円で組んでいたというわけではないということになります。 

 事業総責任者のほうについては、藁品より皆様に回答させていただきます。 

【湘南スタイル】 プロジェクト責任者、市役所、地域、そういうようなところへ伺ったり、地元の

方に駐車場をお借りしたり、ものを置かせていただいたり、そういうようなことの調整に私が動いた

ところで、人件費を月６時間、計上させていただいたということでございます。 

【大江委員長】 では、どうぞ、伊藤さん。 

【伊藤委員】 先ほどフェイスブック、ホームページの話を申し上げたのはこの点にありまして、パ

ブリックアートの評価というのはいろいろな意味で難しく、まだまだ社会では認知しにくいです。先

ほどのパワーポイントを見ていますと、まあまあ何がされていたかわかるのですが、恐らくパブリッ

クアート、特に市民による市民のための市民のパブリックアートのようなものは、もっと記録、プロ

セスを露出したほうがいいのだと思います。フェイスブックなり、ブログなり、しかもフェイスブッ

クに対する筆者を湘南スタイルさんだけで背負うことなく、もっといろいろな人に書いてもらうこと

によって、藁品さんなり皆さんが何をしているか、アーティストが何をしているかというのがもっと

わかるようにすると、認知度が高くなっていくと思いますし、それこそが後世に残るパブリックアー

トの、現代ではツールになり得ると思いますので、ぜひともインターネット、ＳＮＳ等々にそういっ

た記録を、そんなにお金もかかりませんので、残していただけるとありがたいと思います。 

【湘南スタイル】 ありがとうございます。これまでやってきたまち歩き等々も水面下のことゆえに

なかなか出せなかった経緯があったのですが、絵の案も確定しまして進んでいる中で、今後、２期目

としては、１年前の話にはなるのですけれども、こういう経緯でやってきたということを順次フェイ

スブック等々に上げながら、発信していかなければいけないと思いました。ありがとうございます。 

【大江委員長】 ちょうど時間になりましたので、これで終了させていただきます。どうもありがと

うございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 ここで５分間の休憩をとりたいと思います。再開は３時30分とさせていただきます。 

 

（休憩） 

 

【事務局】 それでは再開したいと思います。子育て世代のための生涯学習交流サロンの運営事業、

マム04様、文化生涯学習課でございます。よろしくお願いします。 

【マム04】 よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。マム04を代表しております浜田

美紀です。よろしくお願いします。 
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【文化生涯学習課】 文化生涯学習課の滝田と申します。よろしくお願いいたします。 

【文化生涯学習課】 同じく文化生涯学習課の平本と申します。よろしくお願いいたします。 

【マム04】 まず初めに、平成28年12月４日、中間報告時に提出させていただきました資料になりま

すが、13７ページの評価書、目標数値の記載に間違いがありましたこと、ご報告とおわび申し上げま

す。目標数値２と３です。今回のものは修正後の数値を記載させていただいております。今回の提示

資料の中では93ページになります。２、「当社の参加により、ほかの地域活動やイベントへの参加意

欲が増しましたか」という設問への意欲が増したとの回答数値、50％目標を70％目標に修正させてい

ただいております。３、「サロン参加者同士や講師・スタッフとの交流ができましたか」という設問

への交流ができたとの回答数値、70％目標を50％目標に修正させていただいております。活動指標の

ウとエにリンクしていますので逆表記になったことが確認できると思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 続いて、こちらの活動指針と目標数値についてご案内させていただきます。交流の機会となること

は、仲間づくり、次の活動や活躍の場の発見、リラックスができる環境づくりと参加者家族の笑顔に

つながる運営に欠かせない事柄であると考えています。ですが、昨年の運営開始当初、ヨガの体験を

するサロンでは、参加者それぞれが自分と向き合う時間を過ごすことになります。その中で、交流は

できるのであろうか、サロンごとにリラックスや子供と触れ合う時間という目的を充実させることと

並行し、達成ができることなのかという課題がありました。そこで目標数値を50％と設定させていた

だいたわけです。ですが、サロンの開催を重ね、参加者さんの抱える思いや悩みを聞くごとに、充実

した交流の機会になることの必要性を強く感じました。そこでミーティングで話し合い、担当課より

紹介を受け、他団体イベントに参加、勉強させていただき、今年度からはグループワークを用いる、

また、座談会の場で交流を深めることができるような運営の試みをしていきます。今年度は、交流の

機会となったと言ってくれる参加者さん70％を目指したいと思います。 

 また、事業成果、受益者評価の根拠となりますアンケート結果ですが、家庭にこもりがちになる子

育て世代に、当サロンにまた参加したい、イベントへの参加意欲が増したといった声をいただくこと

ができました。 

 また、こちらの資料のほうには提示していないことなのですが、事業成果をご報告させていただき

ます。講師として活動してくれたママ市民活動家さんがまなびの市民講師に登録をしました。まなび

の市民講師としての活躍、市主催イベントに講師として参加という文化生涯学習課の取り組み、そこ

から広報課の事業である商業施設、イオンの市役所ブースの壁画アート制作へとつながりました。そ

のことから、イオンからの依頼で空き店舗スペースへの壁画アートの作成、また、店舗にいてワーク

ショップを定期開催するという飛躍的な活動の場を広げるという結果を生んだわけです。 

 ２つ目に、私どもマム04へ、企画経営課や男女共同参画課の担当の方より市民委員の公募案内をい

ただきました。スタッフや関係者、参加ママさんに、市は市民の力を期待し活躍の場を用意している

こと、子育て世代の声を反映したいと。活動者へは託児の用意もされていることを伝えることができ、

子育て世代の意気を上げる結果となったと思います。 

 ３つ目です。市民活動講師のサロンで、子供とママが一緒に学び、学びの楽しみを知ろうという講

師の思いに共鳴した参加者が、お住まいマンションの集会室にて一緒に活動を盛り上げようとサーク

ルを立ち上げる検討をしています。私たちはその活動へ助言もさせていただいております。そして、

参加者ママの中から地域活動者として、協力者として、この事業に参加していただく機会が生まれま

した。保育園教諭をされていた参加者さんが専門知識の知見から力になれるのであればと言っていた
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だき、活動に協力いただいています。以上のような想像以上の成果を生むことができたことは、協働

事業ゆえの結果と感謝いたしております。 

 ですが、課題もありました。参加者の方々と同じ立場である市民ママたちが運営することで、座談

会ではたくさんの意見交換ができる環境となっております。ですが、その場で解決し切れなかった問

題にどう寄り添うかという点です。昨年度は次月の座談会フィードバックすることとメールでのフォ

ローという手段をとってきました。アンケートの記名は90％となっておりますので多くのフォローが

できましたが、今年度はそれにプラスしサロン開催報告とし、座談会で上がった声をホームページに

載せ、悩みを上げた方だけではなくホームページを閲覧した方々にも、悩みや困難を抱えているのは

自分だけではないと励みにしてもらえるような事業としていきます。また、専門知識を要する事柄へ

は悩みの解決に近づける講座を開催することで対策をします。具体的には、お子様の成長への不安に

対し、子供の成長、特性や療育について学ぶという講座を用意しています。 

 今年度の活動は、さらに充実した事業に向けて多世代との交流の機会を持てる企画、まなびの市民

講師で活躍の方々を講師とした企画、市内活動企業に協力をいただいた企画等を予定しています。今

後も、子育て世代が喜びを感じながら子育てができるような環境を、参加者の方々、協力者の方々と

ともに考え、市の取り組みをだれか任せではなく一緒に考えて参加できるような子育て世代をさらに

ふやす事業として成長していきたいと考えております。今後ともご助言とご協力、よろしくお願いい

たします。以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは質疑に移ります。大江委員長、よろしくお願いしま

す。 

【大江委員長】 では、ご質問のある方、挙手をお願いします。よろしいでしょうか。では、伊藤さ

ん、どうぞお願いします。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。少しずつ進化していく姿を見ていて心強い思いがす

るのですが、せっかくここまで来たので、次の段階に行くには、恐らくこういった報告書にイベント

時のアンケートの報告だけではなくて、定例会議であるとか担当課との会議のやりとりで明かせる範

囲のことを露出していったほうが、より多くの仲間やより多くの支援を得られるような気がします。

もし今でもそういった記録が残っているならば、ぜひともこういった場所やホームページなりで公開

されることができるのではないかと思います。いかがでしょうか。 

【マム04】 ありがとうございます。各打ち合わせ、ミーティング、あと当日の事業報告として各記

録は残してあります。そちらを開示することも可能なのですけれども、報告の資料がふえてしまうこ

とを懸念したということで今回は提示をしていませんが、ですので、大きな変化、あと私たちはこれ

を思っているということを、この抜粋という形で今回は提示をさせていただきました。今後は皆さん

に開示できるような手段を検討していきたいと思っております。 

【大江委員長】 それでは、まず秦野さん、それから山田さん、お願いします。 

【秦野委員】 ありがとうございました。私からは、年間参加者数の部分について質問があります。今

回の目標は200組ということで設定されていて、200～300組の親子の方にご参加いただいたということ

ですが、この方々のお住まいというか、エリアとして茅ヶ崎のどのあたりに住んでいる方が多かったか

とか、少し分析とかがされていたら教えていただけるとうれしいです。 

【マム04】 ありがとうございます。実は１年目は、「市内在住」、また「市外から」、その２通りし

か統計をとっていませんでした。今年度、４月からのサロンにおいて地域をお伺いし、地域ごとに皆さ

んに集まっていただいて座談会を開いたりという形にします。ですので、１年後に統計をお出しするこ
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とができると思います。どうもありがとうございます。 

【秦野委員】 わかりました。楽しみにしています。 

【大江委員長】 山田さん、お願いします。 

【山田委員】 済みません。資料でいうと多分90ページのところになるかと思いますけれども、「以上

の内容より」というところの最後のブロックです。協働ですから、「担当課からの助言、他部署への聞

き取り、取組事例、協力課の選出等があり、課題解決に向かうことができている」と。これは、マム04

の皆さんにとっても組織としての成長があるとお感じになっていることだと思いますけれども、１年間

の活動を通じて、実際に市民提案型でやってみて、こうした協働で、組織の中の成長というか実感でき

たところについてご説明いただいていいでしょうか。 

【マム04】 ありがとうございます。実は１年前、私がここに出てきて、スタッフの皆がこの会場に来

ているということがない状況でした。私がもちろん引っ張って、引っ張ってという形からスタートをし

ています。ところが皆の声から、私だけに負担がいくのではなく、次は私がプレゼンをしてみたいとい

う声がありまして、きょうもプレゼンの勉強に２人来ています。ですので、今後こうしてスタッフが伸

びていくこと、また参加者さんがスタッフになっていくこと、ママがだんだん社会に進出していくこと

に変わっていくと思います。事業の成果、また私たち内部の成果となっておりますので、今後とも見守

ってください。 

【大江委員長】 では、私から一つ。この評価を見ますと、今度、担当課と団体の評価がほぼ一致して

いて、違うところが数カ所くらいしかありません。それと、今回の発表でも、担当課のお声はまだ聞か

れていません。ですので、こういうタイプのいわゆる子育てサロン的なものはほかにも結構あると思い

ますが、そういう中で、市民提案型で出てきた、こういう特色のある一種のサロン活動に対して、担当

課はどういうふうに見てらっしゃるのか、協働の意義ということについてお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

【文化生涯学習課】 文化生涯学習課の平本と申します。こちらの文化生涯学習課の考え方としては、

こちらの中間評価にも、期末評価のほうにも記載させていただいているのですけれども、やはりマムさ

んが今まで活動をされてきた中で、サロンのスタッフの方たちが子育て世代で、子育てを経験されたこ

とがあるということで、やはり座談会のところとかで、例えば市の職員が行って悩みを聞くというとこ

ろよりも、実際に経験されている方たちのほうが悩みを打ち明けやすいというところがあると思いま

す。かつ、打ち明けられた悩みの中から、では次のサロンはこういう内容にしていこうというようなヒ

ントがその中に出てくると思うというところで、やはりマムさんがこれまで培ってきたスキルを生かし

ていただいているということで、協働としての効果というところがとても上がっております。 

 また、当課としても、講座の中で参加者の方が、どこの課も同じところがあるかもしれないのですけ

れども、どうしても高齢者の方の参加者数が多いというところがあります。やはりこれからの時代、若

年層をどうやってさらに巻き込んでいくかというところが課題であるのですけれども、まずは子育て世

代が外に出るきっかけづくり、その外に出たきっかけづくりの中で市のほかの活動などを知って、外に

出て、さらに地域の方と交流していくという面で、最初のきっかけづくりというところで、とても効果

を発揮していただいています。 

 また、今年度の話になるのですけれども、昨年度はまだ多世代交流というところまでは行けていけな

かったというところを、ことしは８月には丸ごとふるさと発見博物館さんとの協働で、高齢者の方と子

育て世代との交流のイベント、また10月に柳島キャンプ場で、多世代交流というイベントを一緒にキャ

ンプ場の皆さんとも協力して計画をしております。当課の目的とした多世代交流や生涯学習という点で
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とても効果を発揮していただいているというところで、とても感謝しております。以上です。 

【大江委員長】 時間的にはまだありますね。では、どうぞ。 

【椎野委員】 一つちょっとご質問したいのですけれども、子育て中のママということで、今いろいろ

な悩みや不安がありますよね。こちらに集まっている参加数の中に何組かいろいろありますけれども、

お父さんはいらしていましたか。 

【マム04】 お父さんの参加は２組ありました。平日お休みのお父さんがママと一緒に子供を連れてく

る機会が２組ありました。それ以外に土日開催イベントが２開催ありました。その中で３組と５組、計

８組の方がお父さんと一緒に参加されています。ですので、11組の参加となります。 

【椎野委員】 ありがとうございました。やはりお母さんが社会に進出するにはお父さんの力もなくて

はいけないので、もし土日とか休日でいらっしゃるときのほうが参加率が高いということならば、では

協力しながらそういうときにしてみようよということで、できれば今度そういう工夫もなさってみては

いかがかなと思いますので、お願いいたします。 

【マム04】 今年度に関しても７月に親子で走り方教室、運動会を楽しみになれるような家族をつくろ

う、そんな子供を育てようという機会を用意しています。ただ、土日の開催は参加者数がぐんと減って

しまうことを課題に思っております。ただ、その参加数が減った中でお父さん参加率は高いわけなので

すけれども、その課題を解決していけるように今後取り組みたいと思います。 

【椎野委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、時間が参りましたので、これで質疑応答を終わりにします。どうもありがとう

ございました。 

【マム04】 ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました｡ 

 

【事務局】 続きまして、美術「みるっこ」プログラム、ＮＰＯ法人赤ちゃんからのアートフレンドシ

ップ協会の皆様、文化生涯学習課の皆様からのご報告です。よろしくお願いします。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 よろしくお願いします。アートフレンドシップ協会か

ら、私、冨田と塩川、文化生涯学習課からは鈴木さんと関さんが同席いたします。よろしくお願いしま

す。みるっこプログラム事業は、つながりを持つ３つの形態で進めました。鑑賞出張講座、保育園や幼

稚園に出向き、年長児を対象に鑑賞についてガイドする講座です。Ｂ、冊子『みるっこGOGO美術館！』

を作成し、配布します。Ｃ、茅ヶ崎市美術館にて家族鑑賞会を実施。この３つを行いました。 

 それぞれについてご報告します。まず鑑賞出張講座です。実施数は幼稚園４園、６クラス、保育園11

園、11クラス、合計15園、17クラスを実施いたしました。こちらが様子です。グループで作品パネルを

見て語り合って、全体でもお話をしたり、冊子から８作品を取り上げてご紹介しました。また、別途、

作家さんからお借りした本物の絵を展示しまして、マナーに気をつけながら鑑賞をするという時間をと

ります。作品をヒントに園児さんも描いて合作作品を完成させるといった５歳児に対応した内容にと思

って、このような進め方をしました。作品は茅ヶ崎にゆかりのあるものを選びました。これは海岸の写

真なのですけれども、岡本喜久司さんという、この冊子の中にも取り上げてある作品と非常に似た景色

があるので、こういった茅ヶ崎ゆかりの作品をということで選んでいます。 

 園の先生方にアンケートを回答いただいた結果です。参加してよかったか。「とてもそう思う」と「そ

う思う」の合計が100％でした。大変ありがたい結果だと思います。「とてもそう思う」「そう思う」

の合計を以下に記載します。「多様な教育の機会になる」94％、「冊子が配布されてよかった」88％、
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「市が間に入って安心だった」88％、「保護者に鑑賞会を勧めたい」82％など、おおむね目標としてい

た内容を提供できたかなと思われます。 

 子供たちについて、こちらも「とてもそう思う」と「そう思う」の合計を記載します。「講座中に活

発に発言していた」100％、「美術について新しい学びを得た」100％、「互いの意見を知る機会になっ

た」94％、「日ごろない意外な面が見受けられた」88％など、「５歳児に合っている内容だ」というコ

メントを書いてくださっていたり、「すべての意見に共感してくれたので、子供たちは自由に発言し、

とても楽しそうだった」といったお声もいただきました。 

 講座後、園児さんの変化ですが、大きくこの３つに分かれます。まず、作品について思い出して語る

という園児さんの変化、それから、描き方が変わった、より丁寧になる、技法が変わるといった変化、

あと鑑賞への動機づけの変化もありまして、「今回の講座後にご家庭で美術館に行きましたという家庭

がありました」ということを教えていただいた園もありました。「このような講座が今後もあるとよい

か」という問いに対しては、「はい」94％、「いいえ」０％、「どちらとも言えない」とお答えくださ

った園としては、園児を美術館に連れていって鑑賞講座を受けたいというようなお声もありました。そ

の場合、遠い園の場合ですが、市の送迎バスの利用など何か確保されたら、なおよいなというご意見を

いただいております。 

 次に、冊子「みるっこGOGO美術館について」です。冊子は、委員さんにはもう既に昨年度お手元に配

布されていました。皆様も、もしお持ちでいない方は、そちらに置いてありますので、おとりになって

いただけたらと思います。5000部作成し3800部を配布済みです。残りは29年度の冊子が完成するまでの

上半期の期間中に引き続き配布いたします。配布先としては、ごらんの市内の年長児ほか、公共施設な

どで配布しております。鑑賞出張講座のときに、園児さんに「直接おうちの人と見てね」とお渡しして

いるのですが、ものすごく大喜びで、「きょう見た絵だ」とか「きょう見ていない絵だ」とか、いろい

ろと、とても興味を持っておうちの人と見るというつもりで持って帰っている様子でした。 

 それから、鑑賞会のご報告です。春季所蔵作品展にて、６回実施しました。申し込み170名、参加107

名、うち子供が52名でした。どうしても親子連れの申し込みですと、だれか風邪を引いたりすると全員

お休みとなりますので、このような状況になっています。こちらが様子です。まずパネルを見ながら、

鑑賞の様子やマナーの解説を聞いていただき、展示室に入ります。５歳から10歳くらいまでのお子さん

と大人が一緒に鑑賞をしました。子供も発言を聞いたり、自分一人で見る時間をとって、またお話をし

たりと、それぞれ深まりながら鑑賞をしています。 

 アンケート結果は、大人の方が51名で全部回答をいただいています。「茅ヶ崎市美術館で有料の展示

を子供と鑑賞したことがあるか」という問いに対しては、「今回が初めて」という方が73％で、美術館

にそもそも来たことがないという方がいらっしゃるきっかけになったのではないかという結果だと思

われます。「鑑賞会に参加してよかったか」は、「とてもそう思う」73％、「そう思う」も合わせて、

とても好評だったかなと思います。以下は、「とてもそう思う」と「そう思う」の合計を記載しました。

「家族だけで鑑賞するときの参考になった」90％、「美術館へ行きやすくなった」83％、「保護者向け

の冊子が配布されてよかった」81％などでした。 

 これは年齢別にどういう違いがあるかなと思って、お子さんが好みや意見を伝えていたかどうかにつ

いて、年齢ごとでグラフにしてみたのですが、言葉を話さないゼロ歳児であっても好みや意見を親に伝

えていたのが「そう思う」という割合が40％を超えていて、やはり鑑賞という場で直接お子さんと１対

１で対話するという意味ではコミュニケーションがとてもとりやすい場所になるのかなという感じが

します。それから、こちらは「人への配慮や作品保護などマナーがわかったようだ」というふうに親御
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さんが感じたかどうかの質問なのですが、これに関しては４歳以上から「とてもそう思う」という親御

さんがぐっとふえまして、やはり社会的な行動がとれるかというところは３～４歳のあたりが境目なの

かなという感じを持ちました。「今後もこのような鑑賞会に参加したいですか」という問いに対しては、

52名の回答で「はい」が49名ですので、また今年度も頑張って行いたいと思います。「友人に知らせた

い」という方や「家族も次は一緒に」という方もいらっしゃいました。 

 協働することによって効果的だったこととしましては、やはり園への周知は市からの呼びかけによる

信頼性というのは本当に助かります。それから、美術館が所蔵する作品を冊子化することができました。

使用許諾の確認などを市のほうに大変ご助力いただきまして、画像のデータの提供など、団体独自では

大変難しいことがクリアできました。一般家庭への周知も、文化生涯学習課で広報ちがさきのカラーの

特集ページで組んでいただいたので、とても効果が高かったです。団体独自企画では配布できない場所

へのチラシの配布なども協働ならではだと思います。ちなみに、アンケートの結果で知ったきっかけの

最多は広報ちがさきでしたので、やはり広報ちがさきの力は大きいなと感じます。 

 本事業で掲げた目標は、このような教育の多様化や子育て支援、生活充足感、文化継承支援、それか

ら美術のある茅ヶ崎、子供の笑顔のあふれる茅ヶ崎といった幸福感、そういったものを挙げたのですが、

一定量達成できたかと思われます。これからもまた改良を重ねたいと思います。課題としては、出張講

座は20クラスを目指していたのですが、１年目は進行がおくれまして17クラスにとどまりましたので、

スピードアップをと思います。あと、２年目を終了した後この事業をどうするかというのが次の今年度

の課題です。本事業はスタッフ10名で実施いたしました。ありがとうございます。 

【文化生涯学習課】 最後に、私、文化生涯学習課の鈴木より、主に昨年度実施してきて評価できる点

について申し上げます。市の職員とか美術館の学芸員らが園や学校関係に出向いて出張講座を実施する

ということは、人的余裕もなく、また市の職員の専門性もないということから、アウトリーチ事業を実

施するということが課題としてありました。その課題について今回、協働という手法を用いまして、そ

の事業の一部をアウトフレンドシップ協会さんのほうに担っていただくことで実現できた事業だと思

っております。また、事業の参加者の方からも大変評価も高いお声をいただいておりますし、満足度は

得られたのではないかと思っております。また、事業を通しまして美術鑑賞をご家族で楽しんでいただ

く契機になったのではないかと思いますし、茅ヶ崎市の美術館の周知にもつながったのではないかとい

う点で大変評価をしております。以上です。 

【事務局】 ありがとうございます。それでは、質疑に移ります。大江委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 どうぞご質問のある方。では、伊藤委員。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。赤ちゃんのアートフレンドシップ協会がどんどん発展

していく姿を見て心強いのですが、もう一歩深めてパブリックアートでとかインダストリアルデザイン

とか、日常にあるもの、あるいはきょう午前中にげんき基金のことがあったと思うのですけれども、茅

ヶ崎の名物や遺跡を見たり鑑賞したりする講座を生涯学習課さんでもＮＰＯでもできる段階に来たの

ではないかと思います。いわゆるアートアートしたものではなくて日常にある着るものや建築物とか、

そういったことは可能性としてないでしょうか。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 あると思います。まず、いろいろ思っていることがあ

って、例えば市役所や図書館に実は絵画作品や彫刻作品はたくさん飾られているのですけれども、素通

りされてしまっていて、全然興味を持っていただけていない現状があります。もう既にある文化という

ものに、もっと目を向けていただくような企画をぜひと思っております。ほかにも絵画ということにこ

だわっているわけではないので、今おっしゃっていたインダストリアルデザインとか屋外にあるものも
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含めて、店舗などにあるものでもすごくおもしろい商品などもあるので、いろいろとアートの幅を広げ

て、いろいろ活動をしていけたらと思います。ありがとうございます。 

【伊藤委員】 先ほどの落書き防止のアートもぜひ。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 そうですね。見学会とかいいと思います。ありがとう

ございます。 

【大江委員長】 ほかにいかがでしょうか。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございます。大したあれではないのですけれども、110ページの事業

内容の評価で、事業計画書のスケジュールどおりに実施できたかという部分で、団体評価と行政評価と

では２ポイントの差があるのですけれども、これの見解の違いは何なのかと思って質問してみました。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 事業の最終評価のほうですね。こちらは、冊子をつく

るに当たり、作家の許諾をとったり、作品の選定をしたりですとか、もろもろ時間がかかりまして、当

初は夏休みより前に全部、作品の冊子ができ上がって、鑑賞講座も夏前後から始めたいという目標にし

ていたのが、９月以降10月過ぎから講座を実施するというふうにちょっとずれ込みましたので、そのあ

たりで団体としてはもうちょっと頑張りたかったということで、低く評価をつけさせていただきまし

た。 

【文化生涯学習課】 今、冨田さんのほうからもご説明があったのですけれども、所管課としても想定

していた以上に調整事項がかなり多くて、例えば保育園の担当課ですとか、美術館ですとか、作品の著

作権管理者の方へ許諾をとったりですとか、前例にないような事務が発生していました。私担当者自身

もいろいろ調整をしながら進めていたのですけれども、予定よりも少しおくれぎみでの進捗になってし

まったという現状がありました。ただ、手探り状態ではあったのですけれども、団体さんと協力をして

いきながら９月から事業を実施することができまして、20クラス想定のところ17クラスという、クラス

数としては目標に達成はしなかったのですけれども、一応、昨年度実施すべきことは予定どおり進める

ことができたのではないかということで、行政側は４をつけさせていただいております。 

【大江委員長】 では、秦野さん。 

【秦野委員】 ありがとうございました。本当に、参加者の方の声の集計と分析がすばらしいなと思い

ました。例えば社会性が４歳になってから身につくのだというあたりからの視点があったりとか、本当

に受講前後の親子の心の動きが見えるようだったので、ぜひこれは来年度もこのような形での分析を期

待しています。１点、私からはコメントになるのですけれども、協働推進事業を卒業後についても、こ

の２年目から始められるのではないかと思っております。１人当たりの事業費が215円というところま

で分析をされているので、今後の費用獲得の目安になると思いますし、同時に方法としても受益者負担

がいいのか、第三者から得るのか、委託事業に切りかえていくのか、そのあたりも担当課と協議を進め

ていっていただけるといいのかなと思います。 

【大江委員長】 ちょっと私から１つ。午前中にげんき基金のほうがあったのですけれども、その２つ

のプロジェクトと考えた場合に、その２つのプロジェクトの関係はどういうふうに理解したらいいので

すか。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 関係というのは、私どものほうでどう思うかというこ

とですか。 

【大江委員長】 そうですね。どういうふうに同じ団体の中で、この２つのプロジェクトの関係性を考

えているか。相乗効果があるとかないとかを含めてです。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 相乗効果としては、実際になのですけれども、げんき
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基金のイベントにお見えになった親子さんが、お子さんがかいた作品を家に持って帰って、お子さんが

すごくうれしくて、おじいちゃんやおばあちゃんにも見せて、わーわー言っていて、みるくプログラム

の鑑賞会のチラシもお渡ししてあったので、「こういうのがあるけど行ってみる？」とお母さんが誘っ

たら、「行く、行く」という感じでお見えになったことがありました。それは、わざわざメールを申込

時に、このような経緯で申し込みましたと書いてくださったりということがありました。それは大変つ

ながりがあって、しかも喜んでいただいたということで、うれしいなと感じております。 

【大江委員長】 ほかはいかがでしょうか。では、山田さん。 

【山田委員】 場合によっては、ちょっと答えにくいことになってしまうかもしれないのですけれども、

こういうご提案のときに、文化事業ですので、結局はアウトリーチといっても最後は美術や美術品を通

じたコミュニケーションということで、一方通行ではなくて、提案したものがまたさらに返ってきて、

さらなる美術品やアートの再評価というところになれば、先ほど伊藤さんもおっしゃるような、さまざ

まなアートの振り返りや見直しが団体の皆さんとも、それから市の担当課の皆さんでも合わせてでき

る。つまり、市の宝が再評価されていくというところにつながる点では大変期待できるところだと今伺

っていて思います。つまり答えにくいとはそういうことなのですけれども、その辺を想定しながら、一

方通行ではなくて双方向の再評価の可能性とか期待は、今の協働の仕組みの中で機運として高まってい

るのでしょうかというところをちょっと伺いたいところがあります。その辺お答えにくいかもしれない

けれども、ちょっと教えていただけるとありがたいと思いました。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 済みません。ちょっと双方向の意味としては何ですか。

市民の方に「あ、茅ヶ崎、こんなに美術品があるんだ」と思っていただくとかという意味ですか。それ

とか、美術品自体の内容を自分のものとして生活を豊かにしていただくとか、そういうことですか。 

【山田委員】 というアウトリーチを通じて、そのアウトリーチ成果は、市にも団体の皆さんにも、ま

た別の価値や意味としてはね返ってくるはずですと。つまり、そこでよく理解していただけてよかった

ということにとどまらず、その理解や評価がさらに美術品の再評価につながったり、今の担当課の皆さ

んの仕事のあり方につながったりとか、それから団体の皆さんのアートを提案する評価の方法の改善に

つながったりとか、循環していくものではないかと思うので、その辺の可能性やきっかけを教えてくだ

さい。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 わかりました。まず鑑賞出張講座という園児さんに対

しての講座は、私ども出張してということは初めての試みでしたので、最初どういう反応があるのかな

というのは、やはり正直気になるところでした。園ごとにも園のカラーがあって違うのかなとか、いろ

いろなことを考えながら毎回行ったのですけれども、結果としては子供たちは絵画にとても興味を持つ

し、またその話をするということがとても大好きなのだということに気づきました。実施する内容をこ

れからもっとこういうふうに改善したほうがいいとか、そういうことにはすごくつながったと思いま

す。 

 あと鑑賞会も来ていただくことによって、どんどん認知していただくことがとにかく大事だと思いま

す。あと、よく定点観測みたいに半年とか１年置きくらいに美術館に来ていただくと、お子さんの成長

がすごく手にとるように、また違う面でわかりますとお伝えしているのですが、そのように生かしてい

ただくと、美術展を展示する学芸員さんとかも多分すごくうれしいでしょうし、いろいろな輪が深まれ

ばなと思います。 

【文化生涯学習課】 ちょっと難しい質問なので答えになるか、ちょっとわからないのですけれども、

園に出向いたり、家族鑑賞会を通じて今回初めて美術館に来られたという方も大変多かったので、今回
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に限らずリピーターとして今後いろいろな展覧会で数多くのゆかりの作品をご紹介しておりますので、

美術館に足を運んでいただくことで、いろいろな面で今後お子さんの成長に反映させていっていただい

たり、うちの美術館の学芸員のほうも、そういった来ていただいた方からのご意見を通して、より発展

的に美術館の運営に努めていけるようになっていければいいなと思っております。よろしいですか。 

【山田委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 では時間になりましたので、これで質問を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 

 

【事務局】 それでは、最後の事業でございます。これから働きたいママのための起業・就業支援事業

でございます。うみのあお、そらのあお様からの報告です。担当課は男女共同参画課、雇用労働課の皆

様です。よろしくお願いします。 

【うみのあお、そらのあお】 28年度事業のご報告をさせていただきます。私は、うみのあお、そらの

あお代表の橋本と申します。よろしくお願いします。初めに、団体のミッションですが、私たちはだれ

もが自分らしく仕事と子育てを両立できる社会を目指して、地域に新しい働き方を創造・提案する活動

を行いますというミッションを置いて活動をしています。改めて、今回の事業に取り組む背景というか、

どのような課題意識でいるかというところのご説明からさせていただきます。 

 ちょっと時代をさかのぼりまして、出産後の女性のライフコースがどのように変わってきたかという

ところのお話からしていきます。まず80年代、90年代は、雇用機会均等法等はあったのですが、事実上

はまだ産休・育休が整っておらず、実情は女性はお茶くみとか寿退社、一般職みたいなものが時代をあ

らわすような言葉で、ライフコースとしては、ほぼ選択肢なく専業主婦というのがマジョリティーでし

た。2000年代になってようやく実質的な制度が整い、まさに私や岸田がそうだったのですが、2000年代

に出産をして、大手企業とかであれば、ある程度働けるみたいな移行期でした。ただ、多数は専業主婦

で、働き方も今ほどは働きやすい機運が高まっていないという状態でした。そして2010年代、成長戦略

に女性活用みたいなことが言われたり、イクメン、イクボスといったところで、ただ単に女性が職場に

いていいよというだけではなく、力を発揮してねみたいな機運が高まってきたのが今の状況かなと思っ

ています。私たちの先輩女性たちの頑張りによって、女性が働く権利みたいなところが獲得されてきた

のがここまでの流れだったかなと思っています。 

 では、今はどのような課題感で活動しているかというところでいくと、選択できるような形にはなっ

たものの、すごく極端な二択になっているのが現状かと思います。専業主婦か、あとはもういろいろな

ＣＭとかで炎上しているのを皆さん見ていただいていると思いますが、バタバタで子供とは十分にかか

われない厳しいワーキングマザー生活、専業主婦の方は自分の手で子育てをしたいけど、ああいう働き

方ではないと働けないのかしらと二の足を踏んでしまうし、ワーキングマザーの方は私自身もそうだっ

たのですが、子供とのかかわりはこれでいいのかなとか、会社で勤める以外の選択肢はないのかなとい

うように、すごく揺れる気持ちでいました。しかも茅ヶ崎市に関しては専業主婦が60％というのが現状

です。今回、私たちがやっている事業の課題感としては、ばりばりのワーキングマザーでも専業主婦で

もない間の働き方という選択をもっと選びやすくなることをしていきたいという思いから事業を実施

しました。プレおしごと講座に関しては、家庭に軸足を置きながら緩やかにキャリアを積む、柔軟な働

き方をもっと選びやすくというのをキャッチフレーズにやってきました。 

 そういった課題感、思いを持ってやってきた事業ですが、大きく３つの事業をやってきました。１つ

目はプレおしごと講座、働き方についてお伝えする講座です。それからもう一つは起業サポート。昨年
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実施する中で、では実際にやってみようと思った方の具体的な支援、例えば広報はどうするのかとか価

格設定はどうするのかとか、そういう起業のサポートをするプログラムが必要ということで、その準備

をしてきました。それからもう一つがリモートワークあっせん検討。在宅で働くみたいなことを企業さ

んと組んで何かできないかというような調査の下調べ等をしようというところでやってきました。 

 まず実施事業のプレお仕事講座に関しては、３つのコースを設けました。これは実際にある程度柔軟

に働いていらっしゃる方のパターンを出してきた中で、物をつくって売るというお仕事をされている

方、それから自分でお教室みたいなものをやってらっしゃる方、あとは在宅でいろいろ事務やライター

などの仕事をしてらっしゃる方と大きく３つあったので、それぞれのパターンに応じて働き方のご紹介

をする講座を実施しました。まず、この講座の振り返りです。各講座の申込状況は、次のようになって

います。講座への満足度ですが、「非常に満足」と「やや満足」を合わせて100％というところで、非

常に高い満足度が得られました。 

 また、今回のこの講座に関して、目標を、「働きたいという意欲が講座の前後でどれくらい変わった

か」、それから「働き方のイメージがわきますかということに関して、わくとおっしゃった方がどれく

らいふえたか」、それから「具体的に行動するときに何をやればいいかのイメージがわくか」という３

つの質問をして、どれか１つでも前に進んでいくという人が50％というところを目標にしていました。

ところが、結果からいくと72％の方が「意欲」「働き方のイメージがわくか」「実際に何から行動する

かがわかるか」という、いずれかのポイントが進むという結果になっていました。特に就業意欲に関し

ては働き方の講座と銘打っていたので、もともと働きたい意欲が高い方が多く、ビフォアーの時点で

93％の方が意欲があるということになっています。働き方のイメージについても、やや進んでいる、そ

して行動イメージについても進んでいるというような形になっています。 

 中身を見ると、働き方のイメージや行動イメージについては、わかるとはっきりおっしゃった方の数

字が大きく伸びています。こういう働き方は何となくふわっとした情報はあっても、ではどのような時

間の使い方でとか、どのように営業をかけてとか、そういう情報は今、余り世の中に出ていなかったり、

ましてやそれをやろうと思ったときに、まずこれをやって、あれをやってというアクションプランまで

は世に出回っていないので、やはりそれを講座でお伝えすることができたかなと思っています。 

 これは講座に出た後、希望者の方に、実際の起業手続や個人事業主登録の仕方をお伝えする講座を設

定していました。その講座には受講者の約半数の方がそこに参加していただいています。そこに出られ

た方に、講座が終わってからきょうまでに何か行動しましたかということをお聞きしたところ、58％の

方が何らか行動されていました。例えばパソコンを買いかえてクラウドソーシング、在宅のワークを始

めましたみたいなことをおっしゃったり、ネイリストの資格を取りましたよとか、英語のレッスンをお

試しでお友達にやりましたとか、そういったお話をされていました。 

 また、２月に、もっと小規模の10名程度で同窓会という形でヒアリングをしたのですが、この中では

フランチャイズ契約をして学習塾を開業しましたという方もいらっしゃったり、実際にもうチラシも立

派なものをつくられて、お教室の広報を開始していますとか、自分で商品開発をしてグッズの販売を始

めましたとか、いろいろな方がいらっしゃいました。このように、思いを行動のイメージとか意欲とい

う部分だけではなく、具体的に行動されていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。 

 また、もう一回アンケートをとると、就業に当たっての不安というところでいくと、今度、自分が具

体的に何をやっていくかというところのサポートがもうちょっとあるといいなということだったので、

そこは29年度、起業サポートという形で実施してまいります。また、先ほどお伝えしたリモートワーク

あっせん検討というところで今回、調査を実施しました。調査は企業さんへの聞き取り、それから未就
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学児を持つ母親への就業意識調査というところで、どんなことがクリアになるともっと働く選択肢が広

がるのかなとか、あとお母さんが働きたいというだけではなく、企業さんにとって人材の不足感とか、

こういうことがあれば、もうちょっと働いてもらえるとか、そのあたりの聞き取りもしてきました。 

 調査報告書は非常に長かったので、結果の概要だけお伝えしたいと思います。これはお母さんの結果、

それから企業の結果を２つちゃんと組み合わせて、裏表から見た結果になります。就労意向がありなが

ら働けない主な理由は、保育の当てがないというものと、希望の条件に合う仕事がないというものが出

てきました。希望の条件に合う仕事がないというのが何なのかというのを見ていったところ、まず未就

学児がいたら保育が入れないから働けない。では幼稚園に入ったとなったら、幼稚園は10時から２時、

そして７～８月は２カ月間お休みというところで、やはりそれに合致する条件というのはなかなか少な

い。また、就労中の方も今回、調査で140名の回答をいただいたうちの半数がそうだったのですが、働

き続けている方も、もう大半の方、７割以上の方は働き方を変えて続けているというのが見えてきまし

た。 

 また、企業のほうは慢性的に人手不足感があるのですが、専門性や資格が求められる仕事、あとはこ

の日、この時間に来てねというところで不足しているということが見えてきました。また、週に２日と

か、10時から14時という求人はふえてきつつあるなという流れをすごく感じました。ただ、身もふたも

ない現実といいますか、働く職種と働き手のスキルによって選択肢の幅が大きく異なっているところも

やはり調査結果から見えてきました。なので、今後の施策としてやっていく必要があるなというのは、

これは私たちではできないのですが、やはり保育の拡充は絶対必要だなということが確認できたのと、

私たちがやっていけるところは、いろいろな働き方の条件の整備とか、あとは働き手のスキル開発はや

はり避けて通れない部分だなというところも見えてきました。 

 ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、以上で報告とさせていただきます。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは質疑に移ります。大江委員長、お願いします。 

【大江委員長】 では、どうぞご質問のある方、挙手をお願いします。 

 では、すぐに出ないようなので、もし少し補足的に１～２分お話があれば、どうぞ。 

【うみのあお、そらのあお】 今回、協働でやることができて、本当にすごくよかったなと思いました。

それは講座というところでも、ほかの団体さんもおっしゃっていますけれども、やはり集客で信頼性が

すごくあったというところもありますし、調査というところに関しては企業さんとか個人の方にかなり

突っ込んだ質問をたくさんしたので、多分どこのだれかわからない団体には答えていただけないことを

たくさん教えていただけたかなと思います。データとしていただけたというのは、やはり行政と一緒に

やることができたというところです。あと、個人的な話のネタが聞けたのは、やはり団体がいたからと

いうことで、協働というところのよさがすごくたくさんあった事業だったなと思っています。 

【大江委員長】 ご質問、いかがでしょうか。では伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤委員】 120ページの上から３番目の枠の２番で、「協定書で決めた役割分担は適正でしたか」

という評価に対して、行政のほうは３点ということで、どの点がよくなかった、あるいは違っていたと

いうふうにお思いでしょうか。 

【男女共同参画課】 こちらは協定書で定めた時点で、かなり綿密に調整がとれまして、協定書の想定

どおりにできたという意味で３をつけさせていただいているところです。 

【伊藤委員】 ある意味ではよかったということですか。 

【男女共同参画課】 とてもよかったです。 

【大江委員長】 ほかにいかがでしょうか。 
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 今、29年度が始まっているところなのですよね。29年度が終わる段階で、先ほどもグループで出まし

たけれども、この後どういう展開があるかということがだんだんと頭の中に出てくるところなのですけ

れども、今はまだ年度が始まったばかりですけれども、今の段階でどういう可能性が出てくるだろうか

ということについて、もしあればお願いします。 

【うみのあお、そらのあお】 実は既に動き出しておりまして、今度は逗子市のほうで、逗子市と逗子

創業支援ネットワークさんと団体でセミナーを実施しています。これは創業セミナーという形なので、

働き方としては創業という形に限られてはしまうのですが、柔軟な働き方を選びやすくというコンセプ

トで、人に伝えていくという活動はほかで委託をとったりとかという形で続けていけそうだなというの

が今見えてきています。 

【大江委員長】 この働き方という問題は、茅ヶ崎市の問題というよりは、最初のご指摘のように湘南

地域に割と共通してある問題だと思います。したがって、その成果を湘南地域に返していくというのも

一つの提案がありますし、ずっとこれまで茅ヶ崎と一緒にやってきたことを踏まえて、茅ヶ崎市という

フィールドで何か展開するということについては、どうなのでしょうか。 

【男女共同参画課】 協働推進事業につきましては29年度で終了するということになるのですけれど

も、今ありましたセミナー形式とか講演会のような形ですとか、いろいろな形で何か茅ヶ崎市のほうに

も関係を継続していただきたいなとは考えていますが、今の段階で具体的にこういった形でというイメ

ージはまだできておりません。 

【大江委員長】 いかがでしょうか。どうぞ、山田さん。 

【山田委員】 済みません。今の委員長の質問と余り変わらないというか、もうちょっと突っ込んで聞

きたいところがありますので、そのイメージをお答えいただければと思っているところがあります。と

いうのは、この市民提案型の事業は、カテゴリーとしてママという立場の方々について、今もご説明が

あったように、非常に広範な多様性と可能性が存在しているということが、やればやるほど明らかにな

っています。そうすると、そのスタートラインに着いてもらうための仕組みがもうちょっと支援やサポ

ートが必要であるのと同時に、今、委員長からも質問があったのですけれども、社会的な意味における

働き方とか、社会的な意味における働き方の整備というのが、提案についても施策についても多分、同

時に必要であろうと。そこがうまく重なることによって、こうした取り組みがさらに完成の方向に近づ

いていくというのが見えてきたというお話ですので、そういう協議のあり方ですとか、今後の次の１年

間の担当課の皆さんとの話し合いにおいて、そういうテーマみたいなものがさらに出てくると協議も深

まるでしょうし、協働の成果として非常に大きいなと考えるところがあります。 

 質問というよりは何かお願いとコメントに近いのですけれども、多分そういった発展の可能性が見え

てきたというところは、自分自身も大変おもしろく聞かせていただきましたし、もしもそのような可能

性があれば、一歩踏み込んで、その辺の協議もあわせてしていただけるのは重要ではないかと思いまし

た。あえて質問すれば、そういうチャンスがありますかという聞き方になると思うのですけれども、そ

の辺については今、印象としていかがでしょうか。 

【雇用労働課】 雇用労働課の河野と申します。ありがとうございます。今、雇用労働のほうでも全国

的に社会的に問題となっている働く人が減少という中で、お母さんたちを有効に使うという言い方はあ

れですけれども、働いていただくということが重要だと思っています。茅ヶ崎市においても、現状、今

ある企業さんも人手不足という形で、今回、団体さんのほうと私たちのほうでアンケートを項目を練り

ながら実施させていただきました。その結果についても短時間なら働けるよとか、そういう意見があり

ましたので、このアンケートをもとに、企業さん、茅ヶ崎市内の事業所さんに提供して、こういう働き
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方ならできるということで、働き手の不足という面も解消できるのではないかというような提案はさせ

ていただきたいと思っておりますので、そういう機会はつくっていきたいと思っています。 

【大江委員長】 どうぞ、伊藤さん。 

【伊藤委員】 先ほど働く女性たちの図式で80年代から始まっていたのですが、私が経験した70年代は、

いわゆるキャリアウーマンという、ごくごく芽生えがあった時期なのです。その人たちの経過をたどる

と今後の行く末が一つ見えてくるところがあります。一つは介護、それからもう一つは、今おっしゃっ

た保育です。保育は整備されるかもしれない。ところが国が撤退することを含めて、介護とか社会的な

環境が、いわゆる子供ではなくて上の家族に対する手当がなくなってくる状況が感じられます。その辺

に関して役所の方と法人の方はどういうふうに、恐らく少しずつそういうところが出てきていると思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

【うみのあお、そらのあお】 ダブルケアは今まさに議論になりつつあります。介護ははっきり言って

子育てとの両立よりも、もっとシビアに捉えています。なので、まずこれである程度、筋道が見えない

と、次がちょっと考えられないのではないかなというふうに代表個人としては考えています。今回、調

査をした中で、たくさんディスカッションを担当課と私たちで繰り返してきていたのですが、その中で

介護の話もたくさんありました。実際アンケートをとる中でも、介護と子育てを両立されている方がア

ンケート上に出てらっしゃる方で３名は確認できていますし、介護について特別、設問を設けていない

のに出ているということは、多分もう既に結構いらっしゃると思います。起こってきている問題で難し

いということは理解しているけれども、具体的な地点にまだ何も描けていません。 

【伊藤委員】 ぜひそういった生の声を余裕があるときに行政や議員さん、あるいは世間一般に発信し

ないと、お母さんたちやお父さんたちが困る状況が目に見えていますので、ぜひともお願いします。 

【大江委員長】 では、また椎野さん、最後なのですけどお願いします。 

【椎野委員】 いろいろお話を伺ってまいりまして、今の件もすごく大事なことですが、先ほど行政の

方がおっしゃっていましたけれども、ママたちがこういう働き方ならできるよということを企業に申し

出るというようなお話がありました。そうではなくて、今後は、お母さんたち、働き手のスキルを上げ

るというようなことが今後の課題だと先ほどおっしゃっていましたけれども、その辺をやはりこのよう

なことならできるよということで相手方に伝えるのではなくて、私たち女性でも、どんなことでも、こ

ういうことならスキルアップしているからできるよということを企業なりに持っていくというところ

がやはり大事ではないかと思います。そのためには、スキルアップはどのようなことを考えているのか

教えてください。 

【うみのあお、そらのあお】 今回のこの講座もまさにそこなのですけれども、働くのが０・100では

ないのです。ブランクがあって、さあ働こうではなくて、本当に短い時間、細々とだけど続けていくこ

とで衰えなかったり、時代の流れについていったりします。スキルをつけるというのは、資格をすごく

取るとかプロになるということだけではなく細々とでも続けていって、仕事の幅をちゃんと持った上

で、子育てを手離れしてもう一回働くという道があるので、それで今回０・100ではない、間の働き方

を選びやすくするというのはスキルを落とさない、ちょっとディフェンシブな言い方ですが、何かディ

フェンシブなりのスキルアップというのは、柔軟な、緩やかな働き方をしながらキャリアを断続しない

ということ自体がスキルアップだと思っています。 

【椎野委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、時間が参りましたので、これで終了させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 
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【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 この後、全体意見交換会を行います。各団体の皆様、担当課の皆様は、そのままお席にて

お待ちください。 

 それでは、全体意見交換会に移りたいと思います。大江委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 どうも皆様、長時間お疲れさまでした。もう少し、あと15分か20分くらいお時間をい

ただいて、きょう報告いただいた全部で７つの事業を通して、それは皆さんお聞きになった上でお変わ

りになったこととか、それから、この協働推進事業について、さらにこういうふうにしていったほうが

いいのではないかとか、どのようなことでも結構ですので、自由な意見交換の時間を持ちたいという趣

旨で設けたところでございますので、積極的にご発言をいただきたいと思います。もちろん、こちらの

委員の側も投げかけをしてくだされば結構です。では、どうぞ、山田さん。 

【山田委員】 今回、皆様から提出いただきました報告書を拝見して、大変勉強になったところも、す

ばらしいなと思うところも多くて、ありがとうございました。ここは大変おもしろい指摘だったので、

さらに聞こう聞こうと思って先ほど時間がなくて聞けなかったのですけれども、66ページのところに、

湘南スタイルの動画配信の事業ＰＲについて中間評価の記述が書いてありまして、ここが大変おもしろ

かったのですけれども、「委託事業であった場合、仕様が決まっていて、その範囲内での仕事となって

しまうけれども、協働なので、もっとすばらしいことができる、あるいはできたと考えられます」とい

う団体の方のコメントが書いてありまして、実はこのようなコメントを踏まえて、これは行政提案です

ので、市の方はこのコメントをどのようなお感じになったのかというのを教えていただきたいと思いま

す。その辺、お願いできますでしょうか。 

【社会教育課】 社会教育課の髙橋です。ありがとうございます。このところは、個人的なところにも

なってしまうかもしれませんけれども、実はすごく共感をしているところでもあります。実際これから、

例えば協働推進事業の枠組みというところが２年間で終わる中で、次年度以降、例えば継続をする中で、

市の枠組みでいうと、恐らく市が継続するならば委託利用というような枠組みの中でやっていくという

のが多分、ほかの枠組みがなかなかないというところになってくると思います。そうすると、委託契約

を結んで仕様書に基づいてやっていく、あるいはそこに載っていなければやらないというような、ただ、

今の枠組みでやれば、私たちはすごく、いつも、もっとこれをやろう、あれをやろうという対等なパー

トナーとしてやってこられたところがすごくあって、そこら辺がよかったので、今後もしその形でも継

続するのであれば、それを進めていきたいと思いますけれども、それが例えばそういうことを感じ取ら

ない職員であったりとか……これはよくないな、そういう外部委託契約、いわゆる契約書に基づいてや

るという関係性の中であれば、ならない可能性もあると。だから、そこにおいて、今後協働というもの

を考えていく中で、単純に下請にならない協働のあり方みたいなものを、システムを今後考えていく必

要があるのではないかと、私が言うのもあれなのですけれども、そういうことは常に思っているところ

です。ですから、行政の考え方と言ってしまうと、済みませんが、ちょっと語弊があるのかもしれませ

んけれども、一担当者としては、そういうことを思いながら常に仕事をしているところです。済みませ

ん、ありがとうございます。 

【大江委員長】 山田さん、いいですか。 

【山田委員】 はい。 

【大江委員長】 確かに委託契約というのは、旧来の行政の委託契約だと、かなり仕様をがちっと固め

て、そのようにやってもらうというのが多いことは確かなのですけれども、もっと緩やかな委託契約も
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あり得るわけです。契約の仕方とかを工夫すれば、対等な関係での委託契約もできてくると思います。

それは行政のほうの委託契約の枠組みをどう考えていくかということとも関係するので、それはぜひ行

政サイドで工夫していただきたいと思います。それでは、どうぞ。 

【文化生涯学習課】 文化生涯学習課の平本と申します。茅ヶ崎つなぐ海と森さんに参考でお聞きした

いのですけれども、報告書を見ていても非常に多様なイベントをやられていて、本当にすごいと思いま

す。あとは民間のＮＥＸＣＯさんと協働でクラウドファウンディングとかも利用していて、いろいろな

活動をされているなと思って本当におもしろかったです。うちの交流サロンも、うちの課としてもそう

なのですけれども、やはり多世代交流とかというところは今後、重要視されてきていると思います。今、

柳島キャンプ場さんでやっている各種イベントで、年代を限った講座、例えばママキャンプとかだけで

はなくて、多世代交流を生むようなイベントとかで実際にやられていることであったり、今後やろうと

したりしている中で、こういうことに取り組んでいきたいとか、あとは限った参加者ではなくて多世代

を巻き込むためにこういう仕掛けをしているとか、そういうことがあればぜひ今後イベントという中で

参考にさせていただきたいので、教えていただけますでしょうか。 

【大江委員長】 お願いします。 

【茅ヶ崎つなぐ海と森】 茅ヶ崎つなぐ海と森の大芝です。多世代交流という点については、先ほどご

紹介しなかったのですけれども、実際に行った部分がありまして、焚き木ライブというものがあります。

これが実は確かにいろいろな団体さん等のご協力をいただきまして、WAWACINEMA（ワワシネマ）さんと

いう、皆さん知っている方がいると思うのですけれども、茅ヶ崎市内で映画をやっている団体さんとタ

イアップして行いました。それは多世代、だれでもいいですよという形で、キャンプを楽しんでくださ

い、キャンプ場を楽しんでくださいという趣旨で行ったものです。そういった先ほど言いましたように

ターゲッティングというのはもちろん大切なのですけれども、また一方で、そういった多世代、大きな

枠の中で皆さんに来てもらうというのも実は並行して行っています。その規模なのですけれども、やは

り先ほど言いましたように、いろいろな団体さんの知恵をお借りして、その中でやっていくというのが

非常に効果的だったなと考えています。私たちだけで持っている力もあるのですけれども、別の力を持

っているところを合わせることによって、やはり２倍～３倍になります。そういったところでの協働、

いろいろな方の知恵を借りてやっていく、そうすることによって大きなものができていくというのが、

やってみて非常に感じたところであります。もし参考になればと思いますが、済みません、ありがとう

ございます。 

【文化生涯学習課】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 柳島キャンプ場は、冬のキャンプというあたりから思っていたのですけれども、結構、

企業を巻き込んでいろいろな企画ができたり、例えばアウトドアの雑誌と結びつくとか、いろいろな可

能性がありますよね。ですから、それはやはり場があって、ある種の環境があって、そういうところを

ベースに展開するという特徴というか属性があるという感じがします。かつ将来的には指定管理に移行

する可能性もあって、それも要するに場があるから指定管理というものが出てくるわけです。例えば最

後のうみのあお、そらのあおの活動なども何か場があれば指定管理というものにひっかけて何か活動を

やっていくということがあり得ると思います。いろいろな多様なことができるような場の用意というの

は、行政としてもできる可能性があるかなとは思いますが、一方で公共施設の再編計画とか縮小とかと

いう大きな流れがある中で、そこはせめぎ合って難しい部分があるかと思います。 

 ちょっと難しい質問ですが、その辺について行政側で何かこういうことがあり得るのではないかとい

う発想があれば、ちょっと伺いたいなと思います。あるいは、その団体のほうで、こういう具体的な空
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間とか、それは別に何か永続的なものでなくて時々借りればいいということもあるかもしれませんけ

ど、公共が用意している空間のあり方がもう少し変われば、もっと自分たちの活動もこういうふうにな

るのではないかというお考えとかがあったら、ちょっと伺いたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 ちょっと質問が難しいでしょうか。では、ちょっと撤回しまして、伊藤さんのほうに行きましょう。 

【伊藤委員】 先ほどの山田委員の話で委託契約の話が出たと思うのですが、私も以前、委託契約とは

何かということで外部研究会を開いたことがあるのですけれども、国の結ぶ委託契約を含めて実に千差

万別なのだという理解をしております。我々この委員会としては、協働推進事業以降について責任を持

って設計できる立場ではないのですが、協働推進事業以降どうなるかという話で、委託契約の話あるい

は指定管理等の話が出てきます。その辺について法人の方々、市民団体の方々、それから担当した課の

方々はやはり知恵を絞り合って、委託契約というのはどこまで柔軟にできるのかということをぜひとも

研究を進めていただきたいと思います。全国の2000市町村の中でさまざまな形の委託契約が行われてい

ますし、国レベルでも億単位の話から数十万円単位の話まで、さまざまなものがありますので、ぜひと

も委託契約とはこうだと決めつけないで進めてほしいと思います。 

 というのは、協働推進事業はやはり現在の状況ですと、これ以上長くもたせる、何年も何年も続ける

ことはできないと思うので、我々としても何らかの形で助力は委員としてできると思うのですけれど

も、やはり枠組みを考えるのは現場の当事者である皆さんだと思います。ぜひともそういう研究会を、

官民合同でもいいし、市役所の中で進めてもらいたいと思います。コメントです。 

【大江委員長】 今のご意見に対して。では、中川さんが続けて。 

【中川委員】 協働事業の今後の展開が行政の枠組みの中で、委託契約になったときに起こってくる事

態は、かなりいろいろなところで問題になっていると思います。今、動きとしては協働契約条例という

ものをつくったらどうかという、日弁連のほうから提案の動きですとか、横浜では新しい協働環境をつ

くる研究会みたいなものを市民の人たちがやっております。それは子育て支援拠点を委託として受けて

いるＮＰＯの方たちを中心にした制度提案みたいな形で、役割分担表というものをかなり丁寧に行政と

市民との間でつくっているというような動きも出ているわけです。いろいろな工夫の中で進んでいるの

ですけれども、やはりそのときに、先ほどお話があったように、現場の職員が協働的な感覚と言ったら

おかしいですけど、柔軟な枠組みをつくり上げるかどうかということを市民とやりとりをしながら、ぜ

ひともあきらめないで新しい仕組みをつくるということを今後とも努力していただきたいなというの

は私からも思います。 

【大江委員長】 今の伊藤さん、中川さんのご意見に対して何かレスポンスはありますか。結構重たい

話になってきましたが。どうぞ。 

【ＮＰＯサポートちがさき（市民活動サポートセンター指定管理者）】 これはディスカッションした

いなと思うテーマの何かとてもいいヒントをいただけたかなと思います。協働推進事業の先にどんな形

があるかは、それは受益者市民にとって、やはり保証されなければいけないことであれば、どのような

形かで継続してもらいたいと思うところがありますが、今その仕組みがないかなと思っています。それ

から今、企画部のほうで、提案型民間活用制度、民間委託化提案というような募集もあったりして、私

たちはそれをどう選択して、どう一緒にやっていけばいいか本当にわからない状態なので、ぜひきょう

いろいろな提案が出ましたので、これから行政とＮＰＯや企業や内閣も含めてなのですけれども、どう

やっていろいろなセクターが一緒になって望ましい形のまちづくりができるのかというところは、何か

こういう場を立ち上げていけたらいいかなというふうには個人的には思いました。 

【大江委員長】 何か市民活動推進委員会の中にそういう検討部会みたいなものがつくられれば、一つ
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はあるかなと思います。今ふと思いついて単なる思いつきなので、あとは事務局の人とも行政ともちょ

っと議論しながら、普通だったら企画とか企画調整畑のほうにできてしまったりするのでしょうけど、

何かこの延長でそういうことを議論できる場があったほうがよさそうだなという感じはします。ですの

で、少し考えてみたほうがいいと思います。それと今のお話だと、割と典型的なものを行政から民間へ

と移行する形と、それから、きょうのご報告の中に多々あったのですけれども、何か新しい領域を切り

開いていく。これはもともと行政がやっていた範囲ではないのだけれども、協働でやってみると、どう

やら非常に公共公益的な部分があって、長期的に見ると茅ヶ崎、自治体における活力の増進につながっ

ていく。例えば働き手がふえて税収が上がるとか、つまらない話になってしまうといけませんけど、そ

ういう何か地域や居住、生活の豊かさというものが違った形で膨らんでいくような領域を開拓している

部分があるように思います。そういうところは単なる民間移行というものとは違ったものであって、そ

こは今、協働でやっていて、きっと両者ともなかなかおもしろいねと思っているところではないかと思

います。そういう部分はもっとほかの領域にもある可能性があるので、そこを何とか開拓していくよう

な協働というものを、この協働推進の立場としてはもうちょっと探ってみたいなという感じはします。 

 大体時間が15分から20分くらいと言ってきたのですけれども、何かまだご発言が足りないという方が

そちらもこちらもいらっしゃれば、山田さん、もう少し何か。いいですか。それでは、大体意見がほぼ

出尽くしたようなので、またこういう機会がございますので、そのときにまたいろいろとお話を伺えれ

ばと思います。それでは、この全体意見交換の場は、それで終了させていただきます。どうもご協力あ

りがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。最後に再びになってしまいますが、大江委員長よりごあいさつ

をお願いいたします。 

【大江委員長】 我々はきょう８時40分に集合して、こちらのほうと、また向こう側も朝からおつき合

いいただいている方もいらっしゃると思いますが、非常に長い時間、非常に充実した報告と質疑を行う

ことができたなと思います。これまでやっていた中でも、きょうはかなり充実した部類に入るのではな

いかなという感じがします。それだけ市民力が上がってきたということでしょうし、あとそういうもの

が発揮できないと、どうも停滞してしまうという状況も進んでいるということかもしれません。でも、

そちらのネガティブな点ではなくて市民力が上がってきたと、そして、そういうことができる環境がだ

んだん整ってきたという、それは茅ヶ崎市のこれまでの長年のご努力が背景にあって、そうなってきて

いると思いますけれども、何かとても心強く思える１日だったなと個人的には思います。 

 ということで、皆さんに感謝申し上げますとともに、今年度続けてやっていらっしゃる団体が多いの

で、ぜひいい成果を出していただいて、そしてきょう最後に議論があったような、その先どういうふう

になっていくのだろうというところについても、それぞれのプロジェクトといいますか事業の中で考え

てご提案いただければと思います。きょうは本当に長時間ありがとうございました。これで終了させて

いただきます。 

【事務局】 以上をもちまして、平成28年度実施協働推進事業実施報告会を閉会いたします。長時間に

わたり、ありがとうございました。 
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