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   平成３０年度第１回 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会 会議録 

 

議題 １ 文化生涯学習プランの平成２９年度の事業評価について 

２ 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）の構築及び体系化について 

３ その他 

 

日時 平成３０年５月２９日（火）１５：００～１７：００ 

 

 場所 茅ヶ崎市役所分庁舎５階 Ｅ会議室 

 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

野田邦弘委員長、山口佳子副委員長、 

木越壽子委員、木村誠委員、吉田大亮委員、 

南栄美子委員、浅野井孝志委員、 

柴田貴行委員、山口茂委員、浅井経子委員 

 

（欠席委員） 

吉沢堅治委員、海老澤宗典委員、須藤功委員 

 

（事務局）文化生涯学習課  

鈴木文化生涯学習部長、関山文化生涯学習課長、 

滝田課長補佐、辻担当主査、永島担当主査、 

高橋副主査、平本主事 

 

会議資料 

 

 

・会議次第 

・資料１－１ 平成２９年度事業 施策の方向評価シート(例) 

・資料１－２ 平成２９年度 施策の方向評価シート(例) 

・資料１－３ 平成２９年度事業 重点戦略評価シート 

・資料２－１ 重点戦略１「ちがさき学」を中心とした新たな

市民大学(仮称)の構築及び体系化を進めるため

の１０の視点 
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・資料２－２ 重点戦略１「ちがさき学」を中心とした新たな

市民大学(仮称)の構築及び体系化にかかる小さ

な枠組みでの試行実験について 

・資料２－３ 重点戦略１ 小さな枠組みでの試行実験につい

てのスケジュール(案) 

 

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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(会議の概要） 

・神谷優子委員の委員辞任の報告（新委員委嘱は委員改選まで欠員） 

・新年度事務局職員の異動報告、職員紹介 

・茅ヶ崎市文化生涯学習プランの平成２９年度の進捗状況について諮問（代読） 

・文化生涯学習部長挨拶 

・署名委員の指名（浅野井委員） 

・２件の議題とその他 

 

〔議題１〕茅ヶ崎市文化生涯学習プランの平成２９年度の事業評価について 

○議長（野田委員長） 

事務局より説明をお願いする。 

○事務局（滝田課長補佐） 

配布資料確認。 

議題１ 文化生涯学習プランの平成２９年度事業評価についてご説明する。本日「茅ヶ

崎市文化生涯プランの進捗状態」について諮問させていただいた。評価するための材料と

なる各指標の２９年度実績等については、次回の推進委員会にて示し、今回はシートの内

容評価についての様式などをご説明させていただく。 

まず評価の仕組みについて、昨年も説明させていただいたが、確認のため再度ご説明す

る。「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」６１ページに「４ 評価の考え方と計画指標」につ

いて、上から３行目「毎年度の評価・方向性の検討に加えて、中間評価時にはその時点ま

での取り組みを総合的に評価し、必要であれば見直しを行います。さらに、計画の最終年

である平成３２（２０２０）年度までに、文化生涯学習プランの達成度を改めて評価し、

次年度以降の新プランにおける取り組みについての検討を実施します。」と記載がある。

中間評価については昨年度に実施したので、今回の諮問を受けて、茅ヶ崎市文化生涯学習

プラン推進委員会として、平成２９年度の評価を行っていただく。 

次にプラン冊子６２ページをご覧いただきたい。評価の全体像について、上段の図１２

で示しているとおり、個別の事務事業の評価は事業担当課、施策の方向の評価は庁内関係

課の課長級の会議体である茅ヶ崎市文化生涯学習推進連絡調整会議でそれぞれ行うことと

なっている。 

次に資料１-１は、連絡調整会議が施策の方向ごとの評価を行うシートの例である。次回

の推進委員会ではこのシートに、現在は様式という形になっているが、このシートに評価

が記載されたものを示す。具体的に言うと、網掛けの部分に実際の評価が入ってくる。シ

ートの構成は基本的に昨年度のものと大きくは変わらないが、昨年度、委員の皆様から、

指標の実績に対する評価と他課関連事業の評価が、同じウエイトで扱われていることはお
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かしいのではないかというご指摘もいただいた。また、連絡調整会議の委員からも、双方

をどのようなウエイトで評価してよいかがわかりにくいという指摘もあった。これを踏ま

え、今年度の評価は原則として指標に対する実績をもとに評価し、他課の関連事業はあく

までも参考として記載したいと考えている。 

次に資料１－２は、施策の方向の各指標は文化生涯学習課の事業だが、指標に対する課

題と今後の方向性について記載したものとなる。昨年度のシートと異なる点として、中間

評価や昨年度の答申でいただいた指摘等を記載し、これらを踏まえ実績はどうであったか、

課題や今後の方向性はどうなのかといったことが１枚のシートでわかるようなつくりにし

た。 

続いて資料１－３は、重点戦略に関する評価シートである。こちらのシートも行動目標

のシートと同様に指標に対する実績と実施内容、課題、今後の方向性について記載したも

のを用意している。なお、重点戦略については、事務局での自己評価及び連絡調整会議で

の評価はないので、こちらのシートをもとに推進委員会で評価していただくことになる。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

○議長（野田委員長） 

 今、評価シートについて、要するにこれから取り組むものの書式について、従来から比

べると若干変更があったので説明があった。中身は次回構成になり、今日はあくまでフォ

ーマットの議論になる。今の説明でなにかご質問やご意見があればお願いしたい。 

資料１－１は、この委員会でも意見が出たように、庁内他課関連事業というところの評

価が上に上がっていたが、あくまで参考ということなので、下に入れ替えたということに

なる。資料１－２については、中間評価で指摘されたものを課題というところで、記述を

入れたということになる。資料１－３は特に変更はないということでよろしいか。 

○事務局（滝田課長補佐）  

 こちらも中間評価と２８年度評価について、施策の方向と同じようなかたちで記載して

いる。 

○議長（野田委員長） 

 何かご意見はあるか。ご意見が無いようなので、議題１については原案ですすめたいと

思う。後程でもご指摘などあればいただきたいと思う。 

 

〔議題２〕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

築及び体系化について 

○議長（野田委員長） 

内容について事務局より説明をお願いする。 
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○事務局 

議題２ 重点戦略１「ちがさき学」を中心とした新たな市民大学（仮称）の構築及び体

系化について、ご説明する。まず、資料２－１をご覧いただきたい。前回、３月３０日の

推進委員会で、新たな市民大学のたたき台としての体系図案を示させていただいた。あく

までも体系図「案」、イメージ図として作成したもので、こちらをスタートに、たたき台

として、具体的な議論を重ねていく必要がある段階のものである。 

今回配布した資料２－１は、前回示したたたき台を、今後具体化していくにあたり、議

論のポイントとなるところを、事務局にて１０の視点とし、改めて整理し記載したもので

ある。全市全庁的な、多種多様な文化生涯学習の機会を体系化していくという壮大な取り

組みなので、具体的なイメージを共有しながら議論を進めていく必要があると考え、改め

て１０の視点というかたちで示させていただいた。今年度第２回、第３回と、こうした視

点を共有しながら、一歩一歩具体化を積み重ねていくためのツールとして捉えていただけ

ればと思う。本日は、重点戦略１を動かしていくにあたり、今後このような視点を共有し

ながら、ご議論をお願いしたいというポイントのご説明と、それに基づく試行実験的な事

業のご説明およびご参画のお願いをさせていただきたい。 

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

系化」とは何か整理してみたいと思う。これは、茅ヶ崎市全体にある文化や学びの機会を

集約し、総合大学のようにコース化し、カリキュラム化して展開をしていくことで、生涯

学習を通して、新たな市民文化を生み出す市民の力を引き出していくことを目指すものと

考えている。その視点から、「（仮称）ちがさき学コース」や「（仮称）課題解決コース」

といった、大学の学部のような仮のコース立てをし、さまざまな庁内の講座事業を記載し

ている。皆様さまざまなご意見があると思うが、ここでポイントとして「なんのための体

系化か」というところを再認識する必要があると考えた。 

単純に全庁的に行われている学びの機会を網羅し、情報を集約しジャンルごとに分ける

だけであれば、「生涯学習ガイドブック」や広報ちがさきの講座のお知らせコーナーなど

で、一定のジャンル分けがされた情報発信の手段があり、そこから情報を得て上手に学び

をデザインされている市民の方は多数いらっしゃると思う。この体系化が目指すところは、

さまざまなジャンル分けをした学びの機会があり、それぞれのコースで本当にどのような

ことを学べるのかをきちんとデザインするとともに、総合大学的に、全体としてこのよう

な人材を育てていきたいというコンセプトを持って、カリキュラムデザインをすることだ

と考えている。 

では、この文化生涯学習プランに基づく（仮称）市民大学がどのような人材を育成した

いのか整理したものが⑩の記載の部分となる。市民は、この体系図にあるような、多種多
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様な学びの機会を通じて創造性を育む。別の言葉で言い換えれば、地域デザイン力を高め

る。課題が山積みの現代社会において、よりよく生きる。そして、そのような市民が増え

ることで、学びの成果の還元として、創造的なまちになり、誰もが「住まうまちのルーツ

から学び、これからの時代を豊かに生きる実感を得られる」、そんな市民文化が生まれて

いくことを目指して、その実現に寄与するカリキュラムデザインをする必要があると考え

るのがこの表の整理である。 

その具体的なイメージから逆算して、④⑤⑥⑦⑧の視点で記載しているように、それぞ

れのコースが提供する学びとはなにかを精査していく必要があるし、③のように「いつで

も、どこでも、だれでも、なにからでも」とあるが、本当にこういうことが実現できるの

かということも考えなくてはならない。現在の体系図案では、その多くが土曜日や平日の

日中に開催されており、現役の働いている方々は本当に学べるのか具体的なところも踏ま

えて考える必要があると思っている。 

この重点戦略１のなかでキーになってくると思われるのが、⑨の交流サロンの役割であ

る。市民同士の交流、学び合い、そこから新しい活動が生まれていくような場づくりが必

要だろうと考えている。 

このようにさまざまな視点があり、これらが具体化されてきて、今一度、この（仮称）

市民大学というものが、市民にとってどのような意味や価値を持つかを鑑みて、①の名称

について見直すプロセスも必要かと考えている。 

このような全容のイメージを共有して、今後、第２回、第３回の推進委員会での議論を

すすめていきたいと考えている。進めていくにあたり、机上で考えるだけでなく、全庁的

にどのような講座等の生涯学習の機会があり、それが具体的にどのようなものであり、ど

う組み合わせれば目指す人材育成の仕組みにつながるのか、実際の講座を見て、組み合せ

て見ていくようなプロセスも必要かと考えている。 

今回、具体的に取り組む事項として、資料２－２の「小さな枠組みでの試行実験」を企

画した。テーマや主催者等が異なる講座と受講者が、連動・連携する小さな枠組みを設定

し、体系化の試行実験を行う。その枠組みを動かし、実際に受講者の動きをつくり、受講

者の生
なま

の声をお聴きしたいと思う。 

今回は、体系図案における「（仮称）ちがさき学コース」「（仮称）趣味・教養コース」

に位置付けられるであろう２つの講座をピックアップし、そこに参加する受講生を対象に、

さまざまな講座情報を提供し、その動向を確認したいと思っている。また、その２つの講

座の受講者同士の「交流サロン」を設定し、学び合いの場を作りたいと思う。このプロセ

スの進捗や結果は、都度、推進委員会でご報告させていただき、推進委員会での議論の材

料としていただきたいと思っている。ぜひ推進委員会の皆様にも、この試行実験の場にお
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越しいただき、実際に体験していただければ、より実情に合った議論になっていくと思っ

ている。 

第１回の試行実験の期間は、明日５月３０日から８月８日までの約２か月に開催される、

教育委員会社会教育課が主催する「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座（基礎編）」

と、文化生涯学習課生涯学習担当が主催する「いま知っておきたい経済学」の２講座を対

象とする。両講座の受講者には、それぞれの講座の情報をご案内や交流を促す。 

そして８月８日（水）の午後に、両講座の受講者やボランティア有志を対象に、交流サ

ロンを行い、ヒアリングを中心としたワークショップを行う予定である。それら試行実験

の様子を、第２回の推進委員会でご報告できればと考えている。これからいろいろな講座

が展開していくが、この詳細なスケジュールを資料２－３に記載している。ぜひ、この期

間の中で、委員の皆様のスケジュールのよいときにご見学いただければと思っている。大

きな方向性としては以上である。 

「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座」についてご説明させていただく。 

まず「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」というのは、茅ヶ崎市全体を博物館に

見立てて、その中で市民の皆さんが街の歴史や文化や自然等を調べて、その魅力を発信す

る茅ヶ崎市のエコミュージアム事業となる。教育委員会社会教育課が主管課だが、関係各

課が連携して取り組む全庁的な事業である。従来の博物館と比較すると、博物館が学芸員

という専門家が教えたり調べたりすることに対して、こちらは市民の皆さんがその役割を

担う取り組みになる。そういう機会を、市教育委員会を中心に作っている事業である。 

「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座」は、市民の方々３０人ほどを対象に、茅ヶ

崎のことを総論的に学べる機会を、約３ヵ月間、連続１１回講座で行う。講座の特徴とし

ては、過去の受講者がボランティアとなって、会場設営や受付、資料配布などの運営に関

わり、だんだんと担い手側になっていくといった特徴がある。そして、自発的な約８０人

規模のボランティアグループも生まれている。そこで講座を受けた方々は、実際に街歩き

ガイドのような、市内のことを皆様に知っていただく活動や、広報紙などを作るような活

動をし、学んだことを還元していくような取り組みをする。全国や海外からいろいろな視

察が来られる時にも、この学びの場から生まれたボランティアの方々が、市の職員と共に

対応などもしている。 

また「Maruhaku TV」はこの講座をライブで見られない方のために、動画配信で見られ

るようになっている。今、スマートフォンで見ていただくと、今度受ける講座の内容と同

じようなものが見られるようになっている。エコミュージアム活動の入り口として「ちが

さき丸ごとふるさと発見博物館講座」があるという位置づけになっている。 

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業では、多種多様な茅ヶ崎を知る取り組みをして
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いるが、今回「ちがさき学」等のカリキュラム化を考えていく上でも参考となると思うの

が、毎年度開催しているエコミュージアムの企画展という事業である。その中で、平成２

６年度に開催した「丸ごと１００」という企画がある。これは１００日間で茅ヶ崎のこと

を知る機会を１００個提案する事業である。具体的には、さまざまな茅ヶ崎を知ることが

できる機会が掲載されているガイドブックを作成する。茅ヶ崎を知る１００の機会がどう

いうものかと言うと、講座等の事業をひとつひとつオリジナルに作るのではなく、もとも

とある年中行事やイベントなどもそれに該当する。例えば、長年開催している郷土芸能大

会や出初め式などもその機会のひとつとして捉える。 

それから、さまざまな講座。市民の方が講師となり、例えば「茅ヶ崎と自転車」「茅ヶ

崎とイサムノグチ」「茅ヶ崎と映画史」というような講座をオリジナルで展開している。

また、市役所の職員も参加し、さまざまな講座を開催している。歴史・文化・自然に限ら

ず、例えば総合計画や観光事業などに関しても茅ヶ崎を知ることのできる機会として講座

を展開している。あとはまち歩き事業なども開催している。文教大学や、もともとある茅

ヶ崎の歴史を調査研究するさまざまな団体が参加していて、茅ヶ崎を知る機会を皆様にご

提案している。 

これから体系的なものを作るときに、こういうかたちで「ちがさき学」以外の他のコー

スも作り、学びの機会を提案していくものができればよいのではと考えている。 

今回、この「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座」と「いま知っておきたい経済学」

の２つの講座の参加者の皆さんを対象に交流サロンという場を設け、こういった学びの機

会が必要か、どんなものが文化生涯学習の場として必要かなど、ヒアリングをしていきた

いと思うので、その部分についてのご意見なども推進委員会の皆様にお聞きできたらと思

っている。 

重点戦略１の具体化へのイメージについてお話しさせていただいた。まず、試行実験へ

のご参加をお願いしたい。その場でどのようなことを受講者の皆さんにお聞きしたらよい

か皆様と考えていけたらと思う。また、大きな視点の中で、体系化をどうやっていけばよ

いのか、ご一緒に考えていければと思う。以上である。 

○議長（野田委員長） 

 ただ今報告があったように、体系図案をこのようなかたちで整理していこうとしている。

文化生涯学習課と社会教育課の２本立てで事業をしているので、それをクロスオーバーさ

せてみようというのが新しい提案、試行実験として資料２－２で提案されている中身にな

る。具体的には、社会教育課でやる「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座（基礎編）」

と、文化生涯学習課の「いま知っておきたい経済学」がそれぞれ開催されるが、それを８

月８日の交流サロンで交流してみて、それぞれどういう感想を持ったか。それをベースと
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しながら、今後の体系化に向けた弾みをつけていけたらよいのかということであると思う。

ぜひ、ご質問やご感想などをお願いしたい。 

○木越委員 

リサーチをされると言うことは、よいことだと思った。でも基本的なところで思い違い

があったのかと思う。体系図の②の『なんのための体系化か？こういう人材を育成すると

いうものか？』とあるが、今のご説明の中にも人材育成という言葉があったと思う。それ

は上から目線ではないかと思う。本来ならば市民に選んでもらえるような体系が今まで無

かったわけだから、そこを作っていかなければいけない。そういう使命があるのではない

かと思う。何故、市民に選んでもらわなければならないかと言うと、もっと大きな問題と

して、日本の国はどんどん人口が縮小していくので、選ばれなかったものは淘汰される宿

命にあると思う。そこをもう少しきちんと考えていく必要がある。そういう時代の流れに

対して育成するというのは少し言葉が違うように思う。あと、実験してみないとわからな

いことだが、「（仮称）ちがさき学コース」「（仮称）課題解決コース」「（仮称）能力

開発コース」「（仮称）趣味・教養コース」に今まで分けられなかったものが分けられた

のはよいことだと思うが、何かを選ぼうとして来た人は、本当に明確な目標があるわけで

はなく、やっていく中で学びたいとか、友達が欲しかったとか、だんだんと自分の目的や

やりたい事が明確になっていくのだと思う。そういう意味でフローチャートのように、イ

エスかノーかという体系にされてしまうと、逆に入っていきにくいと思う。そこが、「い

つでも、どこでも学べる」というところに矛盾すると思う。ひとつひとつのことは、実は

分かれているのではなく、オーバーラップしていると思う。結果的に能力開発になったか

もしれないけれど、最初の目的は友達が欲しかったというようなところに対して、もっと

ゆるやかに入っていける柔軟性を持たせたものでないと、逆に縛りが多く、やりにくいの

ではないか。そういう視点で、実験の結果や実験の方向性を言及していくのがよいのでは

ないかと伺っていて思った。 

○議長（野田委員長） 

木越委員の意見は、上から目線ではないか、と、もっと市民の主体性みたいなものが感

じられる言葉遣いを含めた表現ということであって、体系化そのものがダメだという話で

はない。 

○木村委員 

「人材」という表現を使わない教員が増えている。人を財産と見る発想自体が教育の発

想の貧困だとされる面もあり、まして市役所が人材育成という言葉を使用するのは時代の

ニーズから少し離れるのではと思う。 

「いま知っておきたい経済学」に参加を考えている。しかしテーマが一般的過ぎて、銀
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行主催の講座テーマのようだ。茅ヶ崎市民にとってこの講座をやる意味があるのかどうか。

もう少し市民に密着したかたちでやって欲しい。「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講

座」は市民に密着しているテーマでよいと思うが、見える化も含めて、さらに広がりを持

たせる工夫が欲しい。 

○議長（野田委員長） 

 事務局から何かあるか。 

○事務局 

 まず実験を積み重ね、これは市がやるべきものかという視点で、淘汰されていくものも

あるかと思う。今いただいたような視点を積み重ねながら体系化をすすめていきたいと思

う。 

○議長（野田委員長） 

今の「人材」という言葉も、「人づくり」ということなのかなと思う。他にあるか。 

○浅井委員 

 ②の「なんのために」のところは重要だと思う。ひとつやふたつで全体を縛るのではな

く、成果というのを出していかなければならないので、確認できるようなものを考える必

要があると思う。人材育成という言葉は、いっときこの領域でも使われなかったのだが、

最近使われるようになったので、また出てきたと思ったくらいだ。本当は他にいい言葉が

あればよいと思うが、なかなか無い。いい言葉があれば変えたほうが確かによいと思う。 

「なんのために」というところと関わって、まず、人材育成⑩のところの共通理解をし

ていただいたほうがよいと思う。もともとは人材育成のところに書かれているように、市

民の全てではなく、その中からやりたい方や適任の方が、支援者になるような支援者の育

成に持っていくものと理解していた。しかし⑩は、市民全体を、悪い意味ではなく、これ

から複雑な課題が山積するような社会の中で、課題解決をし、そして自分たちでまちを作

っていく、そういう市民になっていただく機会にしようというように読める。意味が若干

違ってくるので、そこを確認したい。両方やるのか、支援者の育成にするのか、それを確

認したうえで、何のための体系化なのかをきちんと捉えることになるのかと思う。 

もうひとつ「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座」も、市民が学芸員を兼ねるとい

うところは、参加者全体を学芸員のように考えるのか、その中の一部をボランティアみた

いな役割をはたしていただくのかはっきりしない。 

○議長（野田委員長） 

浅井委員から本質的なテーマ２つご指摘があった。ひとつは体系化の目的。支援者を育

成するということなのか。主体形成なのか。これから激動していくだろう将来の日本の中

で地域づくり、茅ヶ崎市民として何を考えていくべきか。どっちなのかということが１点
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と、もうひとつは、みんなが学芸員という話でよいのか。事務局のほうから、今時点の考

え方などをお願いしたい。 

○事務局 

まず、「なんのための」というところで、この場の中でも、現在いろんな見方や求める

ものがあると思うので、丁寧にきちんと考えながら進めていきたい。今の段階で、支援者

を育成していきたい、主体者として考えていくような市民になっていただきたい、という

２つの視点はあるが、どこの部分をより大事にするのか、それをするためにどういう役割

をそれぞれのコースに作っていくのか、これから議論をしていく必要があると思っている。 

丸ごと博物館は、地域のことを自分たちで調べて地域のことを知り、自らその魅力を発

信してまちのことを好きになる。そこを一番大事にしている。そういう意味での学芸員と

いう使い方を、この事業の中でしている。 

○浅井委員 

 学芸員や支援者を配置することを考えるのか、誰でもやりたいときにやれるような、も

う少し軽いものなのか、その辺ももう少しきちんと考える必要がある。人材育成という言

葉は別として、支援者を育成するとしたらどうするのか。 

○議長（野田委員長） 

 そこまでの展望は今あるか。やりながら考えていくのか。 

○事務局 

 ヒアリングを通して受講者から、どうしていきたいかのニーズがこれから出てくると思

う。その中で、我々がどういう価値を提供していきたいかどうかも含めて考えられればと

思っている。 

○議長（野田委員長） 

今の話で言うと、市民がやりたいレベルと観光に来られた方にやって欲しいレベルが必

ずしも一致しないことがある。例えば京都のような観光都市は、ボランティアなどに皆お

願いしますとなってはいない。先のテーマになるかと思うが、そういう人たちが育ってき

て、量的にも増えてきたときにどうするかというのは市民に問われるし、そこは見識にな

ってくる。必ずしもそこは予定調和にはならないから、今からそこを予習しても詮無いこ

とかもしれないが、少し先走るとそう思う。そういうところで根拠を先取りすると、今か

ら考えておいてもよいと思う。両方なら両方でよいと思うが、設計をち密にやる必要があ

ると思う。やはりベースになるのは、市民の自己成長。人の輪が広がったり、自分から出

てきて前向きになっていくことが一番基本かと思う。 

他に何かご意見はあるか。資料２－２の交流サロンについて、感想でもよいし、やり方

に関する提案でも、ぜひお願いしたい。 
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○木村委員 

 男女共同参画課の講座がいろいろ出ているが、ほとんどが女性対象というのはなぜなの

か。周りの男性の中にもエクセルを学びたい、プレゼンの仕方をしたいという方もいるが、

男女共同と言いながら、ほとんどが女性対象であることを疑問に持たれていた。よいチャ

ンスなのでお聞きしたい。 

○議長（野田委員長） 

 文化生涯学習課としてではなく、茅ヶ崎市として何か議論はされているのか。 

○事務局 

 今回たたき台として出した体系図案の具体的な講座の項目は、生涯学習ガイドブックの

中のある部分を便宜的に入れている部分がある。便宜上出したもので、たまたま女性対象

が目立っているということである。集中しているわけではないと思う。 

○事務局（鈴木文化生涯学習部長） 

 男女共同参画社会というのは、今まで日本の歴史の中で女性が家庭の中にいて社会に出

ないという役割分担の慣習があり、そこを、女性にも社会に参加していただく機会を設け

るためにも、基本的な研修の場を設けて、女性にぜひ社会に進出してもらおうということ

である。女性の政策決定、要するにいろいろな審議会の場にも女性が今まで少なく、男性

がほとんどを占めていた。そんな日本的な風土の中に、女性にも政策決定する場に参加を

していただいて、女性の視点からの意見もいただく、男性の視点からの意見もいただく、

そういう中でこの社会を作りあげていこうという、まさしく社会に参加していただくため

の環境づくりのための講座を開催している。もともとの男女共同参画課は、女性の社会進

出等を目的としているところもあるので、講座がこういうものになっているところである。 

○木村委員 

 茅ヶ崎に限ったことではないと思うが、女性参画課でよいのでは、男女共同と言う必要

は無いのではないか、共同というのはおかしいというのが素朴な意見である。 

○事務局（鈴木文化生涯学習部長） 

名称等については、過去の歴史の中でいろいろご意見があった。中身はそういうことで

ある。ぜひとも女性にも社会に参加していただく。働く女性がやはり今までは少なかった。

今は当たり前に女性も社会進出して働いている。 

○木村委員 

男性の高齢者に向けてもエクセル初級講座なども開放して欲しいにも関わらず、何故女

性に限定するのかという素朴な疑問であった。 

○事務局（鈴木文化生涯学習部長） 

 今、担当から話が出たが、男女共同参画事業としてあがっているから、そう見られるだ
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けで、エクセル講座などは、公民館や文化生涯学習課の中でもそういう講座を設けている。

○議長（野田委員長） 

 おそらく推測になるが、ジェンダーを固定するやり方は、少し時代的な感覚から古いと

いう意見が出ているという文化生涯学習課に対する意見ということでよろしいか。 

○木村委員 

 それでよい。 

○議長（野田委員長） 

 そういうことは、細かいことのように見えるが、時代認識というのは大事だと思う。 

○木越委員 

 資料２－２について伺いたい。資料２－１で体系図に関し、流動的な部分があるとして、

それを検討するために行う実験だと思うが、例えば、上から３行目の受講生のなまの声を

聴きとあるが、具体的に「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座（基礎編）」に来られ

た受講生４０名に対してダイレクトに伺う感じであるか。 

○事務局 

今のイメージの中では、交流サロンを軸に考えていて、それぞれの講座を単純に計算す

ると１３０名くらいの方が対象になるが、全員が出席されるとは思わないので、その内の

有志の方にお集まりいただいて、生
なま

の声を聴くかたちになる。 

○木越委員 

 集めて伺う。かぶって受講している方の中から、来ていただける方となるのか。 

○事務局 

かぶっている方、かぶっていない方含め、来たい方となる。 

○木越委員 

 その時にこの体系図の話をされるのか。 

○事務局 

 より深い生
なま

の声がお聴きできるよう伝え方の工夫が必要だが、案があって、どうお考え

かお聞きできればと思っている。 

○木越委員 

どう考えるかと聞かれると、答えようがないかもしれないが、その辺のプランというか

考えていることはあるのか。 

○事務局 

できるだけやわらかい雰囲気の中で、皆さんが話しやすい空気でというところは考えて

いる。なので、この体系図をどう思うかと直球でお聴きするところもあるが、今回こうい

った学びの機会にどうして参加したのか、これから茅ヶ崎市として学びの機会を作る場合
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どういったものが欲しいかということも聞きながら、そこから意見の本質のようなところ

を抽出できるような場にできればと今は考えている。 

○木越委員 

先ほど体系図の話の中に、支援者のような市民の方と、これからやろうとする市民の方

との分かれ方あったと思うが、交流サロンに来られる方というのは、初めての方が多いの

か、支援者のほうが多いのかどちらなのだろうか。と言うのは、何がきっかけで、茅ヶ崎

市の文化生涯学習課の講座に出席するようになったのか。入り口を聞くことがすごく大切

だと思う。入り口がネット情報なのか、ガイドブックなのか、友達に誘われたのか、そこ

の部分が結構重要だと思う。あまり講座に来たこともない方なのか、何度も来られている

ような方なのかという段階によってちょっと違ってくると思う。 

○事務局 

実際これからどういう方が来られるかというのは、声をかけてみないとわからないので、

支援者寄りの方もいるかもしれないし、全く初めての方もいるかもしれない。そのあたり

も少し皆様に聞きながら、その都度、きっかけはどうだったのかや、その方から得られる

いろんなことを、人に合わせながら聞いていければと思う。できれば、さまざまな層の方

が来ていただければ一番よいと思っている。 

○木村委員 

「体系」と言うと、基礎から発展、応用とやっていく体系的な学問があるが、どちらか

というと「チャート」ではないかと思う。市民の方も、「体系」だと構えてしまうのでは

ないか。「体系」と言う言葉には違和感があった。「分類」か「チャート」など、もっと

わかりやすい表現でよい。 

○議長（野田委員長） 

「体系」というのは関係性や構造化ということであるが、どうしても日本の場合は、小

・中・高・大学のように考えがちで、そこは少し配慮が必要かもしれない。あくまで案な

ので、どんどん意見を出してほしい。 

○浅井委員 

交流サロンについてイメージされていることは、ひとりひとり、かなり違うのではと思

う。多様なご意見の中で、少しずつ進めていくのか、ある程度共通認識の中でやるのがよ

いのかわからないが、最初に私が感じたのは、常時市民の方が運営されているようなとこ

ろにいつでも行って、誰かと話したり、助けを求めにいくことができるような場を漠然と

イメージしていた。交流サロンとして何か開設されるのか。初動でかなり違うものが出来

てくる可能性がある。もちろん、随時作っていけばよいと思うが。 

○議長（野田委員長） 
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 最初は大事である。 

○浅井委員 

 市民の方がそれでイメージをしてしまう。なのでどうするか。 

○議長（野田委員長） 

 サロンは恒常化していこうというつもりはあるのか。 

○浅井委員 

場が必要であるのと、担い手は市民の方にやっていただくのがよいと思うが、いきなり

それが作れるのかなど、いろいろあると思う。 

○議長（野田委員長） 

そういうことを含めて、どういうものに考えていきたいかという、そういう意味で試行

的なものであると思う。１回で挫折してしまうかもしれない。今の浅井委員が言われたこ

とは非常にポイントで、将来的にはそういうサロン的な場があって、気軽に立ち寄れると

いうのがよいというのが基本であるということだと思う。 

○浅井委員 

場が提供できるのかわからない。 

○議長（野田委員長） 

実態が生まれ始めて、頑張って説得して場所を確保するというのはありえるが、根も葉

もないのに場所だけくれというのは無理かもしれない。 

事務局に伺いたいが、体系図案は教育委員会をはじめ他部局に持って行っても受け止め

てもらえる自然なものか。 

○事務局 

現場で各講座を企画運営している立場からすると、この体系図案が文字通りこのまま進

むことはまだまだ議論が必要と思う。コンセプトや方向性は共有できるものなので、ひと

つひとつ整理をして、それぞれのコースがどのような意義があるのかも考えながらデザイ

ンしなければと捉えている。 

○議長（野田委員長） 

この委員会としては、逆にエコミュージアムみたいな発想はなかった。そういう意味で

新しい試みになるのかという感想を持った。ただ、ミュージアムの捉え方によっては、古

いものだという批判も一方である。教育・行政に対する批判。お互いそれぞれ見解を持っ

ているのかもしれない。 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

 これは、たたき台の段階で３月に示したものである。庁内の連絡調整会議にも案という

かたちで諮り、方向性について大まか了承をもらった内容のものである。市民に見せる場
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合にはこの体系ではなく、先ほど木村委員からも、もっと親しみやすいわかりやすいもの

をとの意見も出たので、その辺は考えていくべきものだと思っている。大枠はこのような

考えというのは、庁内でもまとまったところではある。具体的なところを、委員の皆様の

ご意見をいただきながら調整していきたいと思っている。 

○議長（野田委員長） 

役所の中で議論を構築させるためには、割と正確さが要求されるので、硬い言葉も必要

だと思うが、外に出していくときには、ひらがなを使ったり、やわらかい言葉に置き換え

たりするとよいかと思う。 

○浅井委員 

指摘されている④から⑧でよくわからないところがあるが、だいたい妥当だと思う。で

きるだけ間違った認識が広がらないうちに、この中の講座の事例を少し整理しなおして出

したほうがよいのではないか。④⑤⑥⑧は確かにそうだと思う部分もあるので、整理しな

おして、コースがこれでよいのかはわからないが、誤解が生じてもいけないので、作り直

していただいたほうがよいと思う。 

○議長（野田委員長） 

まず順序として考えるなら、コースを分けるかどうか。分けるとしたらコースを立てる

ことがまず先かと思う。今４つになっているが、３つがよいのか、４つがよいのか。今の

「（仮称）ちがさき学コース」「（仮称）課題解決コース」「（仮称）能力開発コース」

「（仮称）趣味・教養コース」の分け方でよいのか、もっといい案があるのか、そこが最

初かと思う。逆に言うと、こういう分け方でない考え方があるというご意見があればお願

いしたい。 

○木村委員 

身近なところで、終活の講座をぜひ入れてくれという声がある。 

○議長（野田委員長） 

 それはコースの中のことになる。 

○木村委員 

市への意見を出せる場をつくりたい。 

○木越委員 

課題解決コースになるのではないか。 

○議長（野田委員長） 

 やはり課題解決コースになると思う。幅広に定義しておいて、市に対する問題提起であ

るとか、セカンドライフセミナーもあるわけだから。この表は、今例示しているだけであ

るので、本格的に表を作るとなると、おそらくもっとかなり多くなると思う。 
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○木村委員 

 いろんな層が関心を持てるテーマ設定にしてほしい。 

○議長（野田委員長） 

まだ今この表の作り方が、少し似通っている講座が多いのかもしれない。 

ところで、講座名のあたまの「○」「●」「・」の表記の区別の意味は何か。 

○事務局 

 「○」も「●」も文化生涯学習課の主催事業であり、「・」は他課の主催事業である。 

○議長（野田委員長） 

 他課というのは、社会教育課を含む。 

○事務局 

 そうである。 

「●」はその中で、文化・芸術として捉えられるもので分けている。 

○議長（野田委員長） 

 作成時に凡例を入れていただくとよいと思う。 

 と言うことは、文化生涯学習課はこれを見ると、課題解決コースや、能力開発コースに

あまり無いということになるのか。 

 何かコースについて意見やアイデアはあるか。今のような終活が大事だという話を積み

上げて行く事も大事だと思うので、ご意見お願いしたい。 

○木村委員 

 課題解決コースの課題が非常に重く感じる。他のコースはやればよいが、課題解決は大

変だと思う。 

○議長（野田委員長） 

 これからの人口減少や高齢化なども課題解決できるのかもわからない。ものすごく大き

い一番シリアスな問題である。 

○木越委員 

 課題解決コースと能力開発コースは、本当に分けてよいのかというところもある。例え

ば、イクメン講座が課題解決に入っているが、どちらかというと、能力開発かと思う。イ

クメンも、本人にとっては能力開発だけれども、周囲にとっては課題解決かもしれない。

やはり分けるのが難しいのもある。 

○議長（野田委員長） 

 大学のカリキュラムアップがあるが、単純になっていない。それを作るのは大変だ。盛

んになってきたものから誰かが作るのかもしれない。コースというのは柱であるから、柱

が何本いるのか、それはやはりしっかり立てたほうがよいのではないかとは思う。 
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○木村委員 

高齢者・障害者向けＩＴ講習会が趣味・教養コースに入っているが、能力開発コースで

はないだろうか。市民参加による課題解決コースであるとか、茅ヶ崎市民の知性を高める

であるとか、括りを変えると市民の方もああそうかと参加しやすいと思ったりもする。 

○南委員 

公民館事業や青少年課の事業や、教育センターの事業などたくさん入っているが、チラ

シなどで市民に周知するときに、プランの何のコースのものかということも入れるのか。

それともまた別に、学びの講座として開催するのか。区分をしているのか。私は、公民館

の事業などに参加しているが、青少年課の事業などに参加しているが、そのお知らせをす

るときに、例えば「課題解決コース」のものであると市民の方に示していくのか。 

○議長（野田委員長） 

示す必要が無いとのご意見であるか。 

○南委員 

そうではない。これから、そうしていくのかという確認である。実は教育センターの出

前講座などは、教育センター主催で開催するので、課題解決コースの何なのかということ

を入れていくのかどうか。子ども会の入門講座も、急に課題解決コースと言われても、子

ども会は何もわからないと思う。 

○事務局 

これからの手法や、やり方の問題だと思っている。現段階では、これはこのコースで、

このような体系が出来たから、あなたはこのコースであるという位置づけをするやり方は

違うと思っている。ひとつひとつ積み上げていきながら、基本的にそれぞれの講座や、い

ろいろな取り組みがあるので、それとして存在していく中で、ゆるやかに、文化生涯学習

プランからのご提案をしていくような流れになるのかと思う。少なくとも上から網をかけ

て機能する性格のものではないと考えている。 

○南委員 

そこの辺りが市民としてよくわからない。 

○議長（野田委員長） 

 コースをチラシに印刷するかどうか。 

○南委員 

そういう細かいことではなく、課題解決コースや能力開発コースなどに入ったものと決

められて市民は学ぶのかということである。今、そういうことではないとおっしゃったが、

やはりこれは体系図として作ることは決定されているので、そこに、公民館の事業やいろ

んな課の事業をこのように入れていくことに対して、私は全然違うものをやるのだと思っ
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ていた。市民の人には、学ぶいろんな窓口があっていいと思うが、今現在、茅ヶ崎市にい

ろいろある講座を、ここのところにはめ込んでいくのか。新しいものを考えて作っていく

のではないのか。 

○事務局 

 既存の講座をはめ込む形で考えている。そこに文化生涯学習プランとしての新しい価値

を付加したい。 

○議長（野田委員長） 

それぞれの講座について開設する目標というのはあると思う。ＩＴ講習だったら、エク

セルのこのレベルに達することを目標にするために何回コースがあるだとか。今もそうだ

が、求められていて到達したかどうかということで、予算が増えたり減ったりするので、

役所の中では必要なのだと思う。 

○木越委員 

今のご意見は結構本質的なものだと思うが、重点戦略が何のためにあったのかというこ

とであると思う。最初におっしゃったように、②の「なんのための体系化か」に関わって

くるところで、既存の事業に参加している人にとっては全く意味が無いというか、そうい

うことに関わってくる。根本的に何故これをやろうとしたのかというところに立ち返らな

ければ、と伺っていて思った。 

○議長（野田委員長） 

 （仮称）ちがさき大楽まなびーなの体系図ということか。 

○木越委員 

 そうだ。６８ページに重点戦略について、どうして体系化が必要なのかと書いてあるが、

このプランが出来たときには、社会教育課から文化生涯学習課が出て、文化生涯学習のプ

ランが全くない、ゼロのところから、こういうものを作っていこうとスタートした。その

時には体系化がないとわかりにくいという考え方があったので、重点戦略の筆頭にあげら

れたわけだが、今現在、文化生涯学習課が出来てから１０年近く経ち、事業も軌道に乗っ

ていて、今のご質問は、本当にその体系化が必要なのかという投げかけだったと思う。本

質的だと思った。 

○議長（野田委員長） 

 量的にも質的にもある程度今あるから、わざわざ体系化する必要もないということか。 

○南委員 

それは皆さんご存知だと思う。社会教育課で各公民館の館長が揃い、講座の内容を逐一

伺い、資料もいただいたけれども、すごい講座の量である。それこそ、高齢者から赤ちゃ

んまで、いろいろと考えて社会教育の公民館の講座は網羅していると思う。基本的なこと
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を聞いて申し訳ないが、それをきちんとこのように分けて、市民の人に知らせるための構

図なのか。 

○木越委員 

私の考えであるが、何もなかった時には、こういうものが必要だったと思うが、例えだ

が、すでに言葉を知っている人には文法が必要ないが、これから新たに外国語を学ぼうと

いう人には文法が必要だという考え方がある。それと同じで、すでに事業を享受している

人にとっては、あまりありがたみは感じないが、新たに茅ヶ崎市に入ってきた人や、リタ

イヤされて別の時間の使い方を考えている方や、人生のステージが変わって自分の時間の

使い方を考えている、何かを新たに始めようとしている人にとっては、すごく必要なので

はないかと、今伺ってから、１０年前のことを思い返して、今そう思った。 

○議長（野田委員長） 

議論の前提だと思うが、茅ヶ崎市として一本化されていないということだろう。前回の

事業、また次の事業、その他に他課もあるわけで、それぞれ自分たちはやってきた。それ

でよいのか。基本はそこであると思う。そこをまず１本化して、全体でこういうのだとい

うことがわかるようなものにしていく。確かに公民館は事業が多いが、公民館は公民館で

問題も多い。問題を明らかにしていくということは、他と接触したり、議論したりするこ

とから始まるのかとも思う。体系化は、より効果的にわかりやすくやるべきかと思う。た

だ、その分け方や活用はまた別途の話である。他にご意見はあるか。 

一応、いろんな意見が出ていると思うので、ぜひ参考にしていただいて、修正するもの

は修正していただければと思う。ぜひコースについては、どのような分け方がよいか、ご

提案いただきたい。他にご意見がないようなので、議題２については以上にしたいと思う。 

 

〔議題３〕その他 

○議長(野田委員長) 

 その他、事務局から何かあるか。 

○事務局 

次回推進委員会については、内容は２９年度の事業評価が視点になると思う。時期的に

は８月の後半、２７日の週を考えている。少し先になるので、日程や場所はまたご連絡さ

せていただく。 

○議長（野田委員長） 

その他、委員の方から何かあるか。 

○木村委員 

なるべくこの講座に参加していただきたい。 
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○議長（野田委員長） 

資料２－３の小さな枠組みでの試行実験である。２つの講座をクロスオーバーさせる。

８月８日に交流サロンがあるので、ぜひお時間を調整していただいて、８月８日をひとつ

の山として、この結果を８月の委員会で議論するので、できるだけご参加いただければと

いうところである。 

○浅井委員 

余計なことかもしれないが、文化生涯学習課が開催する講座は趣味・教養だけではない

と思う。例えば、「いま知っておきたい経済学」も、確かに教養かもしれないが、これか

ら生きていくためには必要という書き方を少しすれば、課題解決になる。茅ヶ崎市の課題

解決、あるいは市民の課題解決になるような観点も大事なのかと思う。 

○議長（野田委員長） 

我々委員は、アドバイスできても決定権はないが。 

 では、本日の会議は終了する。どうもありがとうございました。 

  

 

                                           委員長署名  野田 邦弘       

 

                                            委員署名   浅野井 孝志      


