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令和３年度 

第２回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会 

（ＷＥＢ会議）会議録 
 

議題 １. これからの時代における文化生涯学習行政のあり方と

持続可能なまちづくりに向けた成果活用について 

２. その他 

日時 令和４年３月２５日（金）１４：００～１６：００ 

 場所 茅ヶ崎ゆかりの人物館 多目的館 

 出席者 

 

 

 

 

 

 

 

（ＷＥＢ会議により出席） 

野田邦弘委員長、山口佳子副委員長、 

清水友美委員、大島光春委員、加藤幹雄委員、 

岩本一夫委員、都浩一委員、豊嶋ときわ委員、 

金田雅恵委員、入江観委員、井上由佳委員、伊藤隆治委員 

（欠席） 

嶋田典子委員、沼上純子委員 

（事務局）文化生涯学習課  

村上文化生涯学習部長、石井文化生涯学習課長、 

粟生田課長補佐、髙橋課長補佐、田中副主査、加藤副主査 

会議資料 

 

 

・次第 

・資料１ これからの時代における文化・生涯学習行政の

あり方と持続可能なまちづくりに向けた成果活用について

（諮問）  

・資料２ スケジュール案（令和４年３月現在） 

・参考資料 市民ギャラリー、茅ヶ崎駅前市民窓口センタ

ー及び萩園市民窓口センターの今後の利活用について  

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴者数 ０人 
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〇事務局（石井文化生涯学習課長） 

それでは、令和３年度第２回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会につきまして、議事

を進めさせていただきます。オンラインにて１２人の委員のご出席をいただいております

ので、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第５条第２項に定める開催要件を満た

しておりますことをご報告いたします。また、この会議は公開となっておりますが、本日は

傍聴の申し出はございません。それでは、議事進行につきましては、本委員会規則第４条第

３項及び第５条第１項の規定により、野田委員長にお願いいたします。 

 

〇野田委員長 

それでは、会議をはじめます。会議の進め方として、発言者以外の方はミュートをお願い

させていただくのと、意見交換等の際は、挙手ツール等を使用し、私からご指名させていた

だいた方にお話をいただくというお約束事で進めさせていただければと思います。本日の

議題は１件とその他となっております。 

 

〔議題１ これからの時代における文化生涯学習行政のあり方と持続可能なまちづくりに

向けた成果活用について〕 

 

〇野田委員長 

まず議題１の「これからの時代における文化生涯学習行政のあり方と持続可能なまちづ

くりに向けた成果活用について」。市長から本委員会への諮問があるということです。 

 

〇事務局（村上文化生涯学習部長） 

それでは、市長に代わり私から諮問書を代読させていただきます。 

 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会委員長 野田邦弘様 

茅ヶ崎市長 佐藤光 

 

「これからの時代における文化生涯学習行政のあり方と持続可能なまちづくりに向けた成果

活用について」 

このことについて、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第２条の規定に基づき、次

のとおり諮問します。 

 

１ 諮問事項 

これからの時代における文化生涯学習行政のあり方と持続可能なまちづくりに向けた成果

活用について 
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２ 諮問理由 

これまで人口が増え続けてきた茅ヶ崎市にとっても、少子高齢化の進行とやがて訪れる

人口減少によってもたらされる、市内経済の縮小、市税の減収、社会保障関係経費の増加は、

避けることのできない課題です。 

本市が持続可能なまちであり続けるためには、人口構成の世代間バランスを保つこと、子

育て世代を呼び込み定住を促すこと、生涯にわたって安心して暮らし続けられる環境をつ

くる取組が必要であり、その視点に立った文化生涯学習施策が求められています。 

また、コロナ禍の経験を踏まえ、これまでの施策の手法を見直し、新たな社会システムに

対応するかたちで変革し、大きな推進力を生み出す取組が必要です。 

将来においても、誰もが文化芸術に触れることができる機会の充実といつでも知識や技

術を習得できる学習の場や交流の機会の創出を図っていくため、これからの時代に対応す

る文化生涯学習行政のあり方（重点的に取り組むべき施策とそのあり方、効果的な事業評価

の仕組み等）について、貴委員会の御意見をいただきたく諮問いたします。 

 

なお、諮問に関する詳細及び審議の進め方等につきましては、担当よりご説明します。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

では、諮問に関する詳細及び審議の進め方について、ご説明いたします。 

 諮問書にございましたとおり、委員に皆様におかれましては、人口減、税収減と、あらゆ

るものがダウンサイジングせざるを得ないであろうこれからの時代に向けて、さらにコロ

ナ禍という未曽有の危機を経験したことをふまえて、持続可能なまちづくりを実現するた

めに必要な、文化推進行政・生涯学習振興行政が取り組むべきことやその評価のあり方につ

いて、具体的に現状の施策や事業の評価をしながら、提言いただきたいと考えております。

ご意見をいただくうえでの論点は大きく２点、1 点目が「重点的に取り組むべき施策とその

あり方」、2 点目が「効果的な評価の仕組み」となります。 

 

【論点１】の「重点的に取り組むべき施策とのそのあり方」について、具体的にご説明い

たします。まず、さまざまな文化生涯学習振興のための取組が考えられる中で、持続可能な

まちづくりにつながる要素として、「人口構成の世代間バランスを保つ」「子育て世代を呼び

込み定住を促す」「生涯にわたって安心して暮らし続けられる」といったことがあります。

それらの実現に向けて、その価値を活かした成果活用ができる文化生涯学習施策というも

のを重点的に取り組むべき施策としてご意見をいただきたいと考えております。縮小社会

において限りあるリソースを、集中して取り組むべき施策とは何かという視点もいただき

たいと思います。また、その手法においては、コロナ前に回帰するのではなく、新たな社会

システムに対応する手法について、民間資金の導入などその財源確保のあり方などについ

てもご意見いただければと考えております。 
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こちらの論点に関連して、これまでの推進委員会でいただいてきた御意見から一部をま

とめました。 

・ウィズコロナ・ポストコロナをふまえ、講座等のオンライン化を推進する（体の具合が悪

くて外に出られない方、引きこもりの方、海外の方等、顔を出さずに参加できる） 

・オンラインに触れたことのない方の最初の一歩となる機会の提供を図る 

・オンラインだからこそ楽しめる企画の研究と充実を図る 

・文化芸術活動、生涯学習活動に関する市民の関心を高め、意識を醸成していく機会の提

供・充実を図る 

・世代ごとへのアプローチ（高齢者、こどもなど、戦略的にターゲットを切り分ける）を明

確にする 

・時代に合わせた文化遺産の保存・活用のあり方の再構築を考える必要がある 

・イノベーションが起こりやすい環境をつくるための文化生涯学習施策（創造都市戦略）に

取り組む 

・「文学のまち 茅ヶ崎」「映画のまち 茅ヶ崎」といったテーマを掲げての文化都市戦略を

考える 

 

こうしたご意見等をふまえ、さらに深め、これからの時代における文化・生涯学習行政の

あり方において、持続可能なまちづくりに寄与するため特に重点的に取り組むべき施策と

そのあり方について議論をいただきますようお願いいたします。 

 

続きまして【論点２】の「効果的な評価の仕組み」について、具体的にご説明いたします。

こちらの論点については、令和２年度の最終評価にて振り返ったこれまでの評価の仕組み

の課題と反省から掲げたものです。まず、市の抱える現状をより良く改善し、さまざまな課

題を解決するにあたり、文化・生涯学習行政としてどのような施策や事業を展開すべきかを

考えることが本来重要だが、評価すること自体が目的化してしまっているのではないかと

いう課題が、最終答申で挙げられました。そして、固定指標に対する評価は、総合計画実施

計画の評価と重なる部分も大きく、文化推進・生涯学習振興の視点が弱かったという反省が

あり、これからの時代に対応する、そうではない評価のあり方をについてご意見を賜りたい

と思います。こちらの論点に関連して、これまでの推進委員会でいただいてきた御意見から

一部をまとめました。 

・客観的な数値目標を立ててそれをフォローするだけで終わってしまうのでは意味がない 

・施策や事業が社会にどういった影響を地域にもたらしたか、どう定着したか測っていく必

要がある 

・定量的評価だけではなく定性的な評価を組み込む（インタビュー評価など） 

・特徴的な施策や事業を取り上げて、内容をしっかりと知ったうえでの評価を導入する（グ

ッドプラクティス評価など） 
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・茅ヶ崎の文化生涯学習活動への市民の意識・関心・参加度を高めていくための議論につな

がる評価の仕組みがあるとよい 

・社会システムが変化していくなかでも、文化的なものが発展していくような仕組みを考え

る必要がある 

・文教施設の現場スタッフ（学芸員等）による事業評価が反映される仕組みがあるとよい 

 

こうしたご意見等をふまえ、さらに深め、これからの時代における文化・生涯学習行政の

あり方において、効果的な評価の仕組みについて議論をいただきますようお願いいたしま

す。 

 

そして、これらの論点をもとにご審議をいただく進め方、スケジュールの案についてご説

明いたします。資料 2 をご覧ください。こちらは１月の第１回推進委員会でお示ししたス

ケジュール案について更新したもののです。本日の委員会を経て、来年度８月に第１回、１

１月に第２回という推進委員会を経て、１２月までの任期中に、今回の諮問に対する答申を

まとめていただきたいと考えております。その間、情報交換会等の機会もいただくことがで

きればと考えており、こちらも委員の皆さまとご相談をさせていただきながら進めていけ

ればと考えております。議題１の諮問についての説明は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇野田委員長 

 ありがとうございました。市長からの諮問と、諮問事項についての説明がありました。２

つの論点を中心に、今日を含めて３回の委員会と、必要に応じて情報交換会などの機会をつ

くり、議論をし、答申にまとめていくということです。事務局から提示された論点をもとに、

今日は自由に委員からご提案などをいただければと思います。 

では、まず【論点１】の重点的に取り組むべき施策とそのあり方についていかがでしょう

か。最初に私から質問したいのですが、論点２の「効果的な評価の仕組み」について、「固

定指標に対する評価は、総合計画実施計画の評価と重なる部分も大きく、文化推進・生涯学

習振興の視点が弱かったという反省があり」とありましたが、これはどういうことですか。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

こちらの「総合計画実施計画の評価と重なる部分も大きく」に関しては、前実施計画は市

のすべての事務事業について評価指標をたてて、評価をしておりました。そして、そのすべ

ての事業について、指標に基づき総合的に評価していました。文化生涯学習プランでは、そ

こから各セクションが所管する文化生涯学習に関する事業を「関連事業」として取り上げ、

評価をしていく構造であったため、もともとの事業の評価が、総合計画実施計画のものと重

なっておりました。ここに関してもっと文化生涯学習の視点から、どういった成果が出たか
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というところをより深めるべきであったと思われるのですが、「固定指標の達成事項が 80％

の事業が多くある。だから評価 A とする」とか、そのような議論の時間が多くなってしま

ったという反省点がありました。 

 

〇野田委員長 

わかりました。文化や生涯学習の特質を十分配慮していなかったということですよね。定

量的な評価ではなく、定性的な評価を合わせていく必要があるということですよね。それで

は論点１からまずディスカッションして論点２にいきたいと思います。ここからは委員の

方の自由なご意見をいただければと思います。 

 

〇加藤委員 

まずは、諮問２の方で確認したいのですが、「人口構成の世代間バランスを保つこと」と

「子育て世代帯を呼び込み定住を促すこと」、「生涯にわたって安心して暮らし続けられる

環境を作る」取り組みが必要であり、この視点に立った設定ですよね。人口構成の世代間バ

ランスを保つことは大きな課題で、子育て世代を呼び込み、定住を促すことも定量的な計画

があって、これが目的になっているとすれば、これに沿った文化行政施策を立てるのだと思

います。そして、そこに合致しなければ、方向としてはずれてくるので、そこをきちっとや

らなければならないというように思います。人を呼び込むため、世代間バランスを保つとい

うことを単純に考えれば、新しい移住者の数が増えるか、子どもの数が増えるか、老人の数

が減少するか。そういう現象がないと世代間バランスはとれないので、その課題解決を文化

生涯学習施策に投げかけられたのだとしたら、それに対する対応が必要だと思います。「生

涯にわたって安心して暮らし続けられる環境」は、現在居住している人に対してどんなサー

ビスをするかということです。世代間バランスの話と、前と後ろが言っていることが違うの

で、それに対する対応をどうするか、もう一度論議し直す必要があるか気になったところで

す。具体的な話の展開が必要なのかなと感じています。 

 

〇野田委員長 

事務局から考えをお願いします。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

持続可能なまちづくりに向けてついては、市全体の課題であり、もちろん文化生涯学習施

策の推進だけで解決するものではありません。全ての施策分野において複合的にやってい

くことが大きなテーマです。そうした中において、文化や生涯学習がそれらの価値を生かし、

どのように寄与できるのかというようにとらえていただければと思います。さまざまな施

策を組み合わせてやっていくことだと思いますし、大きなビジョンでとらえていただけれ

ばと思います。 
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〇加藤委員 

市の優先順位が、一番目に人口構成の世代間バランスを保つこと、二番目に子育て世代帯

を呼び込み定住を促すことなので、これが優先順位になっているのかなと思います。文化生

涯学習施策もこの優先順位にしたがって考える必要があるのか確認したかったことです。 

 

〇野田委員長 

これがあらゆる施策を統率するものととらえるのか、自由に発想して文化と生涯学習が

発展する茅ヶ崎をイメージして、それがこれと矛盾しないかどうかを考えるのかというこ

とですね。そこが矛盾しなければ、むしろ文化生涯学習が活発な土地としてのブランドイメ

ージが上がるし、若い人は移住して来てくれると思います。ですので、自由に発想、議論し

て、矛盾していないと確認できればそれでいいのだと思います。そして、「お金がないから

何もできない」ではだめだから、フランクな議論をしながら、茅ヶ崎がどうしたら楽しくな

るか、暮らしやすいことにつながるのか、前向きに議論していくということでいいですよね。

日本全体が少子化であるので、市がどう逆立ちしても人口構成の世代間バランスを保つの

は無理です。他と比べて若干、若者が多いとか成功している自治体はありますが、結局は少

ない若者の取り合い合戦をしているだけで、日本全体としてどうかというところですよね。

茅ヶ崎の平均年齢は若干若いですが、そういう特性があったうえで、いいところをどう定

着・発展させていくかというところだと思います。 

 

〇加藤委員 

私もそう思います。要するに取り合いの話だから。茅ヶ崎とほかの都市とひと味違うとこ

ろを中心にお話していきたいです。 

 

〇野田委員長 

 ありがとうございました。他の委員の方、何かご意見ありますか。 

  

〇岩本委員 

 茅ヶ崎市が行う文化生涯学習に関する事業は、市の各部局に分かれていてすごく多いで

すよね。下水道河川部も関連する公共施設を持っていたり、市の 15 課ぐらいが事業をやっ

たり、何らかの拠点施設を持っていますよね。それらをどこまでプランの中で語っていくの

か、そういう施設で市民が何をやっているかまで細かく把握しないと、「茅ヶ崎の文化生涯

学習」というものを語れないのではないかと思います。そのことを、どのくらいの範囲まで

考えればいいのか。文化生涯学習部のやっていることだけに限るのか、いかがでしょうか。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 
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市の個別計画になりますので、対象とするものは市全体というふうにとらえていただけ

ればと思います。そのなかで文化生涯学習施策や事業がどのような価値を創出できるか。持

続可能なまちづくりに向けた成果活用をしていけるのかという大きなテーマですので、ま

ず、全体をとらえていただきたいと考えております。そこから方向性や手法を具体的にして

いく中で、ポイントを絞ってここを重点的に行ったほうがいいというようなことを議論い

ただけるとよいのではないかと思います。 

 

〇岩本委員 

どの範囲まで対象とするというか、ジャンル分けをすべきというか、ですね。例えば市で

プランを策定しても、プランの精神が行き届くところは限られてしまう。貸館事業の中でプ

ランを生かすのは実際には難しいし、一般に施設を使っている無数の団体の方々に、プラン

を読んでくださいといっても多分手元に行き渡らない。当初、文化団体協議会にさえプラン

の冊子がこなくて、こちらからくださいと言ってやっと１冊手に入った状態で、おそらく１

００ぐらいの団体があっても行き渡っていない。だから、実際に文化活動している人たちも

このプランを知らない。思いが伝わっていないのではないかと。せっかく一生懸命作っても

空振りになっていないか、どのように普及させていくのか。そのあたりがわかりにくいです

ね。 

 

〇野田委員長 

プランを冊子や紙媒体で配る時代は終わっていますので、ホームページに載せることで、

それを皆さんにどう伝えるか。メディアの使い方の変化に対応していく必要はありますね。

そこは課題ですが、切り替えていければいいと思います。 

 

〇岩本委員 

もう一つ、ネスパビルの市民ギャラリー廃止の件ですが、施設そのものがなくなっていく

動きが既に始まっていますが、予算が削られていく中で、文化生涯学習を充実させていきま

しょうとあるが、どう同じ線路に乗せるのだろうというのも、大きな疑問です。 

 

〇野田委員長 

事務局からあればお願いします。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

まさにそこは、現在の文化生涯学習行政の直面する大きな課題と考えています。ただ、こ

れは文化生涯学習の分野だけではなく、あらゆる分野に関してダウンサイジングの議論は

避けられないとも思っています。その中で、確かにどう予算をかけられるのかも重要ですが、

一方でこの状況の中で何ができるかという視点でとらえていただきたいと思います。 
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〇野田委員長 

私の意見ですが、予算が削られるから事業が縮むというのは役所の発想でして、文化や生

涯学習には無尽蔵の力、というか市民のパワーや潜在的な力があると思います。例えばある

企業をリタイアされた方がいらっしゃって、現在は時間がある。世界中で商社活動をしてい

たというような経験やそこから得た貴重な話を、分かりやすく興味がわくような形に組み

立てて他者に伝えることはできますし、そういうことをやってもいいという人はかなりい

ると思います。基礎的なトレーニングは必要だと思いますが、仲介しながら、場所を提供し

てあげたり、フォローしてあげたりすることが、創造都市のベーシックな基盤づくりにつな

がると思います。個人の活動は必ずしも市の施策と一致しなくてもいいです。「私はこうや

って活動してきました」とお話していただいて、参加者と共有して、議論し、情報交換して

仲間づくりもできたら素晴らしいと思います。そういうことからひとつひとつ発展してい

けたらいいのだと思います。 

 

〇豊嶋委員 

茅ヶ崎市の文化生涯学習についてこの委員会で考えるというのは、とても大事なことだ

と思います。こういうところに目を向けて、心豊かになるために、このような話し合いをす

ることは大事だと思います。そして、やはり、子どもが見る目はとっても大事だと思います。

子どもは自然が大好き、みんな好き、だから茅ヶ崎大好き、そういう気持ちでいつもいます。

皆さんが考えていることが影響しあっていくことで、輝ける茅ヶ崎になるのではないかと

思います。 

 

〇野田委員長 

ご自身が考えているテーマについて、お話いただきました。市ができることは予算が伴う

ので、量的にはなかなか増やせないですよね。ですから、あまり市の予算を使わない形で、

市民ベースでスタートして、確定してきて伸びそうなら、市に予算が足りないと相談すれば

いい。市も市民の活動が活性化することを期待していると思います。 

 

〇入江委員 

要するに金がないという話ですね。十分考慮しなければならないが、一方で、「茅ヶ崎は

文化にこれだけお金を使う」という視点をなくしてはいけないのではないかと思います。こ

ういう状況の中で、例えば美術館の購入予算は現在ゼロですが、どうやって増やしていくか

という工夫も忘れてはいけないと思います。以前、自分が教育委員をしていたころからお話

していたのですが、茅ヶ崎市美術館が十分活かされているとはいえないと思います。特に学

校と美術館がもっと密接につながっていることが望ましいと、再三申し上げてきました。学

校現場は子どもたちの移動が難しい、そういう理由でなかなか足を運ばないのです。その後、
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学校現場と美術館の関係が深まっているかどうか、調査していただきたいです。文化生涯学

習課が仲立ちになって、教育委員会と美術館との連携を深めて、美術館が利用されるよう努

力していただきたい。また、長いこと美術館関係の委員をやってきて、文化生涯学習プラン

推進委員会が大きくなったことによって、枠組みの話が重点になってしまい、現場の具体的

な意見が生かされないことを案じていたので、委員長にはこういうことにもご配慮してい

ただきながらすすめていただきたいです。 

 

〇野田委員長 

私も感じているのですが、次の評価のことにもつながることですが、どうやって定性的な

評価を集めていくかということを考えていったらいいと思います。定性的な評価は言い換

えれば、お客さんの実感、生の声がわかっている現場の担当者レベルでの評価ですね。館長

や管理者レベルになると細かいことは報告する必要はないという考えになるかもしれない

ので、良いこと悪いこと含めて現場の声を集めていくことを意識的にやっていく。定性的な

評価、定量的な評価を揃えて、そこをふまえてディスカッションしないと、今おっしゃって

いたとおり枠組みの話ばかりで、抽象的になってわかりにくくなっている面があろうかと

思います。そこは改善点だと思います。貴重なご意見ありがとうございました。そして、学

校もコロナ禍でオンライン教育の機会が多くなっているので、美術館と学校側と相談しな

がら教材を作ることもできると思います。例えば「茅ヶ崎市美術館を知ろう」というテーマ

で、学芸員が出てきて案内しながらやるとか、学年に応じたものを作るとか。市民向けのオ

ンライン講座の一つのバリエーションとして子ども向けのものを、やる気がある学芸員さ

んがいたらやってみたらいいと思います。お金もかからず、うまくいくのではないかと思い

ます。参考事例として、金沢の 21 世紀美術館はすごいですよね、オープンした時から小学

校 4 年生全員を招待していて、その子どもたちは現在 20 歳ぐらいになっていますが、リピ

ーターになっている率が高いということです。時間をかけてじわじわ効いているそうです。 

 

〇大島委員 

入江委員の意見に共感するところが多かったです。１つは市にお金がないのであれば、お

金がある人に出してもらおうという発想があると思います。例えば文化庁とか文科省とか

公的機関もあるし、普及活動の助成をしているような企業等にアクセスする努力が必要だ

と思います。連携についても美術館の方も多分出前授業をやっていると思いますが、そうい

う活動をどう支援していくかということも考えていく必要があると思います。学校で美術

館に連れていくのは難しいとしたら、ぜひ保護者が連れていくような呼びかけをしていく

必要があると思います。どうすれば保護者が連れていきたくなるようになるのかはわから

ないけれど、私自身は職業柄、子どもが小さい頃から世界中の美術館、博物館に連れて行っ

ています。そういう親がいれば子どもは自然と行きたくなると思いますが、世の中みんなが

そうじゃないこともわかっているので、親に美術館や博物館に行く習慣をもってもらい、子
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どもと楽しんでもらう、そういう働きかけが学校以外の場にもあるのではないかと思いま

す。 

 

〇野田委員長 

大島さんのご意見に補足ですが、金沢の 21 世紀美術館では、小学校４年生を招待して、

その後、チケットを１枚あげるそうです。「今度はお父さんお母さんを連れてきてください

ね」と伝えるそうです。子どもから連れてってと言われれば行きますよね。そちらは有料で

す。子どもの来館を契機として、美術館に行く風習のない親が来るように働きかけをしてい

る、巧みなやり方だと思います。そういうアイデアですね。 

 

〇山口副委員長 

茅ヶ崎市の美術館は公園の中にあるということで、都市公園法の関係で、あの大きさ以上

に建てることできないという、法的なものに縛られています。そして、最初から設計する際

に、外と中を十分につなぐように、あの美術館はできています。本来、アトリエの先の向こ

う側の庭では子どもたちが走れるようになっているし、下の日本庭園にも細い坂道がある

など、色々な要素があるのですが、今は全く使われていない状態です。雄三通りから細い道

を入って、美術館の庭をぬけ、野球場通りの方にぬけるという構想を練ってありまして、面

積は少ないけれど、外を有効に生かす建て方を考えたのですが、開館当初と使用の状況は変

わっていないんですね。子どもの手を引いて、自然の中を歩いて美術館にいけると思って考

えていたのですが、悔しい思いがあります。美術館は次世代につないでいける総合的なもの

であってほしい。自然の中にある美術館ということで、次世代につないでいく場所として考

えてほしい、そう望んでいます。私もかつて子どもたちを東京まで美術館に連れて行ったも

のでしたが、茅ヶ崎に美術館ができて本当にうれしかったし、文化はそうやってつながって

いくものだと思います。人口構成の世代間バランスですが、生産年齢人口は 15 歳から 64

歳まで、茅ヶ崎市の全人口の約 60％にあたります。この状態をいい環境で保っていければ、

生涯にわたって安心して暮らし続けるということを考えて、少子化であってもそんなにバ

ランスが崩れることがないのではないかと思います。住んでいる人にいいまちづくりを合

わせてやっていけたらと思います。美術館などの文化的な施設は核になると思います。 

 

〇清水委員 

市民団体で活動し、まなびの市民講師にも登録していますが、コロナ禍になってから市の

施設は使っていないです。市の施設が使用できなくなって、活動が不安定になるわけです。

神奈川県、文化庁から助成を得て、民間の施設を借りてやっているという現状のなかで、市

民団体はどこも工夫して活動をしていると思います。ネスパビルから市民ギャラリーがな

くなるのは残念ですが、やる気とボランティア精神はあります。茅ヶ崎市民活動サポートセ

ンターが「こどもたいけん☆ワイワイまつり」をやりましたが、子どもたちはもうオンライ
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ンに慣れていて、そこに可能性を感じています。オンラインは文化を盛り上げるのに有意義

だと思います。 

また、市民団体は、民間の施設、企業とコラボすることに活動の光を見出そうとして頑張

ってもいます。例えば私の団体のメンバーは、ある水族館とコラボしたいということで、館

長さんと打ち合わせしてきたのですが、先方から事業をより良くするにはこういう方法が

ある、こういう方法なら無料でできるなど、具体的に教えてくれました。そのように企業の

協力を得ることが大事だと思います。例えば、NPO サポートちがさき主催の「こどもファ

ンド」が今年度スタートするので、私も以前からご相談を受けているのですが、子どもが審

査員をやって、子どもが企画を発案して、もちろんバックアップする大人が必要です。日本

の場合は、子どもがテーマだと寄付が集まる傾向があるので、子どもを中心としたものに力

を入れることが大事だと思います。私の活動を話したら、企業からも連絡が来て、コラボし

てくれないかと話がきています。企業も団体もやる気があります。 

それから、私が教えているピアノ教室の子たちは、コロナ禍で部活もできないでいます。

演劇部も、吹奏楽部も。卒業式など学校のイベントでの伴奏や指揮者に、オーディションで

選ばれても、練習は心の中で歌っているだけで、音楽が一番きついと思います。学校の教師

が担うのが難しいから、部活を民間に移行している流れもあると思います。音楽系の部活は、

楽器の調達や保管場所などいろいろな問題もあり、なかなか移行できないですが、成功事例

もあって、楽器屋さんが主体になってやっていたり、市のホールが主体になっていたり、指

定管理だったり、協力すれば突破できると思います。現場からお願いしたいのは、市の施設

はがんじがらめで、コロナ禍で使えなくなってしまいますが、広報に協力いただけることと

か、感染が拡大しても中止にならないよう、屋外や広い空間で、例えば美術館の庭や文化会

館・体育館の一角などを、市民団体向けに自由に使わせてもらえるようにするとか、お金を

かけなくてもできることの手助けをぜひお願いできないかと思っています。 

 

〇野田委員長 

民間との連携の在り方をお話いただきました。自分も行政での経験の中で感じてきたの

ですが、役所の流儀は予算がついてきたら仕事、予算がつかなかったら仕事じゃないんです

ね。仕事じゃないことをするのは×なんですね。文化や生涯学習の領域なんて、そんなこと

言っていたら何も進まないし、予算がなければ縮んでしまうわけです。民間と民間でコラボ

すれば、むしろ市の方が学んでいけばいいわけだし、アイデアは浮かんでくると思います。

そういうことこそ、これからの行政の果たす役割、つまりコーディネーターのような役割、

市民の方のパワー、企業の力をコーディネートしていくことが大事ですね。 

 

〇清水委員 

学校との連携も必要ですね。演劇部とか音楽関係などは、生徒たちがうちの団体のワーク

ショップにも参加してくるんですね。やる気のある市民講師はいっぱいいるので、学校の部



 

13 

 

活を補うことができればいいなと思います。 

 

〇野田委員長 

やりたくてもやるチャンスがないんですよね。文化庁ではコロナ禍への支援関連でかな

りの予算がついています。文化庁も処理しきれないぐらいの予算ついています。今年度ぐら

いでなくなるかもしれませんが。 

 

〇清水委員 

 プロの芸術家として、団体主催のコンサートなど活動の一部では、文化庁のコロナ禍に対

する支援の助成を２年間受けていますが、文化庁の場合、生涯学習としてのワークショップ

や観覧無料の成果発表などは支援されないため、市の協力が必要です。 

 

〇野田委員長 

茅ヶ崎市は創造都市ネットワークに入っているわけですから、例えばユネスコの創造都

市に手を挙げていく姿勢があれば、文化庁としても注目するわけだから、予算もつきやすく

なると思います。 

 

〇山口副委員長 

生涯学習推進委員になったときに、第一回の委員長をしていたのですが、企業連携をテー

マにしました。茅ヶ崎には大手の企業がいくつもありまして、みなさん非常に協力してくれ

ました。そうして常に企業連携をしてくることができましたが、大手だけでよいのか、どこ

にどんなお店があるのかとか、そういったことを市民参加でやらないかとか、さまざまな取

り組みを始めている途中でした。市が募集をして、協力が企業で、参加者は市民、という形

を作り上げて、活動を６～７年続けてきたのですが、コロナ禍で止まっています。オンライ

ンという方法を使って企業連携を復活できるんじゃないかと思います。 

 

〇野田委員長 

もう始まっているのであればオンラインで続けながら発展されていけばいいと思います。

マッチングが機能していれば、こんなことしたい人と、協力したい企業とたくさんあるわけ

だから、組み合わせを相談できるのが理想だと思います。コロナ禍でも続けられることだと

思います。 

 

〇井上委員 

どうしても縮小の議論、先細りの議論になってしまいがちなのですが、行政の仕事はこう

いうニーズがあるからという理由で増やしていくことが、かつては割とスムーズにやって

これたものと思います。この事業予算は切っていいのではないかと、見直しをして整理して
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いくということのほうが重要なのですが、そこには既得権が絡んだりして難しいことがあ

るとも思います。また、文化行政予算は広く拡大してきた時期が、ハード面ではバブルの頃

に施設建設などに伴ってあったかもしれませんが、ソフト面ではそういう時期が少なかっ

た、あるいはなかったのではないかと思います。だからこそ、そこは継続して切ることなく、

根本を崩してはいけないものであると思います。一度、小さくしてしまうと、大きくするの

は非常に難しいということが文化行政の難しさだと常日頃感じていますので、絶対守らな

ければならないところは死守したほうが良いと感じています。 

 

〇伊藤委員 

市外の人間として客観的に茅ヶ崎を見ると、人と人の距離が近いことと、地域と人の距離

が近いのが茅ヶ崎の魅力だと感じています。そうした茅ヶ崎の皆さんの活動を見ていると、

共通しているのは、「学び」がベースになっていることではないかと思っています。地域と

ともに学べる茅ヶ崎というのは魅力的ですし、地域性を生かしながらできることなのかな

と思います。一方で残念なことは、いいことをやっているけれど見つけにくい、探しにくい。

これは茅ヶ崎だけの問題ではないのですが、それを解決する窓口がひとつ欲しいし、あれば

入りやすいと思います。学びたい人も教えたい人もたくさんいると思うので、マッチングさ

せるような窓口が重要になってくると思います。茅ヶ崎はハイレベルなことが取りそろっ

ているイメージですが、そこを充実させるのは入り口の導入部分かなと思います。文化生涯

学習に関する課題として、広報の話もありましたが、情報発信の在り方などからいい形で、

すんなり入るルートを作ることが大事だと思います。 

 

〇野田委員長 

入り口がスムーズに入れるように、というご意見でした。 

 

〇金田委員 

市の予算が厳しい中での文化生涯学習施策ということで、大学の職員として思ったのは、

大学の施設などの資源をぜひ活用してほしいと思いました。コロナ禍なので十分ではない

ですが、大学の施設を使っていただく場合、文化交流事業の場合の施設利用料は基本的にい

ただかないので、考えていただければと思います。しかし大学の場所が便利な場所にないの

で、使い勝手が良くないのが気になるところです。大学の先生方に、大学あるいは市の施設

でお話していただくことも可能かと思います。そういった方向で考えていけば、茅ヶ崎市の

予算を使うことなく実現が可能だと思います。事務方の手が足りていないので、茅ヶ崎市文

化生涯学習課から知恵と人手を貸していただいて双方で連携しながら意義のある企画をし

ていけたらと思います。委員をさせていただきながら、茅ヶ崎市の博物館などに行ったこと

がないので、週末に行ってみようと思っています。安くて近くに美術館があるのは幸せなこ

となので、これをもっとアピールできたらいいと思います。 
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〇野田委員長 

文教大学の出前授業の話がありました。茅ヶ崎の駅の近辺で市の施設を借りて、先生に来

ていただくという話です。地元の大学の教員が来られると、市民の関心が高いです。東京の

有名大学の先生でもいいが、地元の先生に何かあれば相談したりできるし、私も相談受けた

りします。地元の大学の PR にもなります。 

みなさんから一通りご意見を伺って、あちこちの論点にまたがっていますので、任期の間

の進め方について何かあればご意見お願いします。 

 

〇大島委員 

茅ヶ崎市の全部の施設を見たことある人ってそんなにいないと思っています。見て歩く

機会、委員の方がまとまって行って、その場で議論する機会があれば、発想もしやすくなる

と思います。文化生涯学習の分野だけではなく、社会教育課所管の新しい博物館の施設や、

茅ヶ崎市に何があるかを知る機会を委員会の中で作っていただければと思います。 

 

〇野田委員長 

 事務局と相談させてください。ぜひ施設ツアーをやれたらいいと思います。参加できる方

は全員ではないかもしれないが、予定がつく方だけでも生の声を聞く機会を持つことはい

いことだと思います。 

 

〇山口副委員長 

市では「生涯学習ガイドブック」を出しています。本もホームページにも載っていますが、

公民館の地図なども載っていますので、それを見てまわるのもいいのではと思います。 

 

〇加藤委員 

検討の順序ですが、スパンを狭めて、対象とする具体的な年齢構成とかを論議していきた

いです。子どもを中心に話が展開していましたが、年齢構成から行くと、高齢者も多くいる

ので、そこをカットされると高齢者として今後の活動が大変なので大事にしてほしいです。

活動のポータルサイト、入り口は非常に大事で、初めての人を後押しするときは入り口がな

いと対応できません。その課題に対して、例えばちがさき丸ごとふるさと発見博物館の「基

礎講座」、ゆかりの人物館の「ゆかりラボ」などがあり、そこでは新しい人が入ってきてい

ます。そして、個人では対応できないことも、グループ化してコミュニケーションとったり

することで、そこから新たな発想や学びが生まれてきているので、そういった事例を十分検

討していけたらと思います。新たにリタイアされた方には、高齢者が多いので、高齢者も大

事にして生涯学習を確立していきたいと思っています。対象年齢やスパンを考えながらい

ろいろと相談させてほしいです。 
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〇野田委員長 

子どもと高齢者、どちらが大事とかではなく、市民の年齢階層ごとのニーズは一致してい

ないので、切り分けながらきめ細かにやる知恵ですね。委員会でアイデアを出しながら、で

きることできないことを仕分けしていこうと思います。 

 では、次に【論点２】効果的な評価の仕組みについて、ご意見・ご提案などお願いいたし

ます。評価すること自体が目的化してしまっているのではないか。定量評価のシートがあっ

て、数字に振り回されているのではないかという反省がある。定量評価は重要ですが、定性

的な評価をどう汲み取っていくのか、これまでの評価の在り方について、ご意見あればお願

いします。 

 

〇岩本委員 

茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団の事業評価で、理事が評価点をいれるという項目があり、

理事として自分はこれを拒否したのですが、まず事業が 100 以上あってそれらを全部見て

いるのかというと見ていないわけです。見ていないものを評価できないので、やれと言われ

るなら担当する事業を分けて、見学できるようにしてもらうとかしないと、評価できないで

す。 

 

〇野田委員長 

そもそも理事が評価するのはおかしいですね。評価は外部の人が利害関係なくやるもの

ですから、関係者だと都合のいい評価になることは見え見えです。現場の担当者がどう感じ

たか、それを評価者が共有しないといけません。特徴的なところをピックアップして、イン

タビュー形式でやるとか。一定数の量的評価ができるアンケートも一つの目安にはなりま

すが、こういうところが良かったという点などを、しっかりピックアップしなければいけな

いと思いますね。今回の評価の在り方についても８月にやりますが、またみなさんにもご相

談したいと思います。 

それでは、「議題２ その他」について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

「その他」については、２点のご報告があります。 

まず、２月に野田委員長、井上委員、入江委員、伊藤委員に講師を務めていただきました

オンライン講座「茅ヶ崎と文化・生涯学習」についての実施報告です。２月 18 日は「創造

都市の視点からみた茅ヶ崎という都市」で野田先生、22 日は「ミュージアムと茅ヶ崎」で

井上先生、25 日は「美術と茅ヶ崎」で入江先生、26 日は「新たなアートと茅ヶ崎」で伊藤

先生に、それぞれお話をいただきました。各テーマで、先生方から茅ヶ崎市への期待やご提

案などいただき、それぞれに活気のある内容になったと思います。またこういった機会を作
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っていきたいですし、ご覧いただけなかった委員の皆さまにもまた何らかの形で見られる

ように、共有できるようにしていきたいと思います。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。講師を務めていただいた各委員から感想などあれば、コメント

をお願いします。 

 

〇入江委員 

アナログな人間なので、オンラインでの講座は初めてやりました。一番残念なのは現場で

自分の話がどのように伝わったのか、反応が分かりにくいこと。何らかの形で反応があると

いいと思いました。早くコロナを脱して対面でできたらいいと思っています。 

 

〇井上委員 

オンラインだと一方通行になりがちで、聴衆の方がどういう思いで聞いているかわから

ないので、質問を投げかけてお答えいただきました。その結果、参加者の３分の１の書き込

みを紹介しながら話をすることができ、市民がオンラインスキルを身に着けていることを

感じられました。これから全て対面は難しいかもしれませんが、ハイブリッドのような形で

やっていくのがいいのではと感じました。 

 

〇伊藤委員 

オンラインは、大学の授業でやっているので、オンラインでできることを活かしていきた

いです。例えば現地からの中継。えぼし岩からの中継で自然と触れ合うとか、なかなか現地

へは足を運べない人に中継して届けるというのは、オンラインだからできることだと思い

ます。そういう講座をやっていくと面白いと思います。 

 

〇野田委員長 

ある学会ではイベントやる時にPeatixを使っています。終わった後に感想文も書けます。

今回の講座では 100 名の参加があったということで、オンラインだと気軽に参加できるの

も利点だと思いますし、今後にぜひつなげていけたらと思います。 

 また、もう１つの報告について、事務局からお願いいたします。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

 市の文化施設の１つである、茅ヶ崎駅前のネスパ茅ヶ崎ビルにある市民ギャラリーに関

する報告事項です。 

 参考資料１「市民ギャラリー、茅ヶ崎駅前市民窓口センター及び萩園市民窓口センターの

廃止等並びにネスパ茅ヶ崎ビル等の今後の利活用について」についてご説明いたします。茅
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ヶ崎市では、人口減少や少子高齢化等、社会情勢の大きな転換期を迎えていることから、将

来にわたって持続可能な財政運営のためにすべての公共施設、市有財産を対象に統合、複合、

廃止、利活用を検討しています。そのなかで、ネスパ茅ヶ崎ビルですが、令和５年９月末、

市民ギャラリーと茅ヶ崎駅前市民窓口センターを廃止し、空きスペースを民間活用の場と

して利活用することを目指しています。市民ギャラリーは平成４年の開館以来、多くの方に

ご利用いただいてきたのですが、利用率の低下等が課題になっており、一方で、市民文化会

館は平成 30 年にリニューアルして、展示室がギャラリー機能を補充しているほか、会議室

などもあります。ギャラリーを廃止し、市民文化会館の展示室等の施設をより活用していく

ことによって、市民文化会館を文化芸術振興の拠点として、より一層の機能強化を図ってい

くという考え方です。そして施設廃止によって歳出の抑制と、空きスペースの活用による収

入の増加を目指していくものです。参考資料でお配りしております全員協議会の資料の最

後のページには、今後のスケジュールがございます。 

 

〇野田委員長 

 何か質問はありますか。 

 

〇加藤委員 

 参考資料にある、市民ギャラリーの利用率のデータは、最新が令和２年度のものを使って

いますが、コロナ禍の影響を受けた状況ですよね。比較に使うにはどうかと気になっていま

したが。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

 最新は令和 2 年度のもので、その利用率がコロナ禍の影響で極端に落ちるということは

認識しています。一方で、コロナ禍以前も低下傾向であることも数値で捉えられています。 

 

〇野田委員長 

 加藤委員、いかがでしょうか。 

 

〇加藤委員 

 あまりよくわかりませんでした。データとしてはいかがなものですかね。 

 

〇野田委員長 

 報告になっているということは、市の担当部署で決定してしまっていることですよね。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

政策としての方向性ということですので、御意見等はパブリックコメント等でいただく
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ことができます。 

 

〇野田委員長 

必要であればパブコメの方に出していただいて、意見を伝えられるということですね。他

に何かありますか。 

 

〇岩本委員 

 代替施設として市民文化会館が挙げられていますが、市民ギャラリーは年間４０以上の

団体が使っていますよね。それがそっくり文化会館の展示室に移行が可能だとお考えです

か。どのようにお考えなのか。文化会館の展示室はあまり空いてなくて、新たに借りるのは

大変です。市民ギャラリーでは年間通して土日は埋まっています。土日だけでも４０～５０

週あり、それだけの団体が使っていますよね。それが流れるところとすると文化会館しかな

いが、受け入れられますか。 

 

〇事務局（石井文化生涯学習課長） 

 おっしゃるとおり、多くの数の団体にご利用をいただいています。そこで施設を１つ無く

すということになれば、他の施設で全てを吸収して全く影響はないということはない、とい

うことを説明してございます。ただ、文化会館は３０年度にリニューアルして、展示室は３

つのパターンで使えるように機能を拡充してオープンしています。しかし、リニューアル前

と比較して稼働率が上がっていない状況であり、拡充した機能を十分に使い切れていませ

ん。市民ギャラリーに限らず、今まで増やし続けてきた公共施設を整理していこうという全

体方針が出ている中で、市民ギャラリーと文化会館が近くにある。完全に吸収しきれるかと

いうと必ずしもそうではないけれど、他の施設に比べれば距離的に近い、文化会館を改修し

て機能を高めている中で、条件としては他の施設と比べると影響が少なく、活性化の効果も

あるものだという判断で、こういった施策を打ち出したところです。 

 

〇岩本委員 

ネスパビルはそもそも、長谷川書店が入るのが難しく、公共施設が一緒だったら渋々OK

ということで建った建物です。今回公共施設は無くなり、長谷川書店は残るわけです。当初

の約束が反故にされてしまうということではないですか。 

 

〇事務局（石井課長） 

 長谷川書店さんのお話ですが、市として当然承知しております。その協定の中で１０年間

は公共施設として活用するという約束があったと聞いています。その期間は既に過ぎてい

ますが、長谷川書店さんに事前にお話をさせていただいたうえで、市の方としても苦渋の選

択ということでご理解いただいています。 
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〇岩本委員 

長谷川書店のイメージを悪くしないよう望みます。 

 

〇野田委員長 

 この問題はなかなか難しいです。これまでの常識にとらわれない新しい時代に向けた考

え方、実際に実例が出てきているわけですが、まだ決定事項ではないですし、そういう方向

で市が進めていますが、どれだけパブリックコメントが寄せられるかというところです。ご

意見あれば、話し合いの場を作るとか何らか対応をしていかないといけませんね。市は市な

りにちゃんと調べたうえで決断をしようということであれば、議論が足りていないのかも

しれません。 

 ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。ないようでしたら、事務局から

他にありますか。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

次回の日程について、ご案内させてください。 

令和４年度第１回推進委員会は、8 月頃を予定しております。 

また委員の皆様のご予定を調整し、ご案内させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 

〇野田委員長 

それでは、お時間となりましたので、終了とさせていただきます。 

 


