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   平成３０年度第２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 その他 

 

日時 平成３０年８月２７日（月）１５：００～１７：００ 

 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室３ 

 

 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、吉沢堅治委員、 

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、浅井経子委員 

 

（欠席委員） 

海老澤宗典委員、須藤功委員、山口茂委員 

 

（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、髙橋担当主査 

 

会議資料 

 

 

・会議次第 

・資料１ 平成２９年度事業 施策の方向評価シート 

・参考資料１－１ 平成２９年度事業 施策の方向評価シート 

・参考資料１－２ 文化生涯学習プラン各課関連事業評価シー

ト 

・資料２「平成２９年度事業重点戦略評価シート」 

・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 

・重点戦略評価シート 評価記入用紙 

・行動目標評価シート 記入用紙 
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・重点戦略１に係るアイデアシート 

・「つながりとまなびあいのサロン」チラシ（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） 

・署名委員の指名（柴田委員） 

・１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 

配布資料確認。 

 議題１茅ヶ崎市文化生涯学習プランの進捗状況について、資料１「平成２９年度事業 施

策の方向評価シート（連絡調整会議）」から順にご説明する。 

この資料は中段までが文化生涯学習課事業の指標達成度と自己評価を記載したもので、

それを各施策の方向ごとに連絡調整会議に諮り、その評価結果をお示ししたものである。 

この評価方法については、元々施策の方向における指標内容は文化生涯学習課の事業で

あり、評価もその実績から行っていたが、文化生涯学習プランが市全体のプランであるか

ら、他課事業の実績が反映されるべきであるというご指摘を中間評価の際に推進委員会に

ていただいたので、他課の事業評価を参考とした評価となっている。 

評価の見方については、別紙「評価の見方」をご覧いただきたい。評価は「Ｓ」から「Ｄ」

までの区分としている。資料中段の「施策の方向としての評価（自己評価）」は、指標に対

する２９年度の実績値を、別紙「評価の見方」に沿って評価したものだ。各施策の方向の

個別事業については、参考資料１－１に詳細があるので後ほどご覧いただきたい。連絡調

整会議では、この施策の方向としての文化生涯学習課の自己評価をベースに各課の事務事

業評価内容を参考に総合的に評価をしている。 

また、連絡調整会議の評価の下には参考として庁内他課関連事業の評価を掲載している。

具体的な内容は参考資料１－２に記載がある。なお、ここでの評価は事務事業評価をその

まま記載しているので、中段の自己評価とは見方が異なる。 

では、行動目標１「機会の提供」から、各施策の方向についてご説明する。 

施策の方向（ア）「文化芸術に親しむ機会の提供」について。中段に記載がある指標「事

業への参加者数の伸び」につきましては、市民文化会館が大規模改修のため使用できなか

ったことにより実績が大幅に減少している。こちらの数字は美術館の入場者数、市民文化

会館のアウトリーチ事業参加者数、開高健記念館入場者数を足したものである。しかしな

がらもうひとつの指標である「満足度」は高く、今後の事業参加者が見込めることから施

策の方向としての評価（自己評価）をＢとした。これを受け、下段部分の連絡調整会議の

評価につきましてもＢ評価となった。課題としては、アウトリーチ事業の経験等を今後ど
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のようにつなげるか検討が必要という指摘があった。 

施策の方向（イ）「自己の充実に向けた学習機会の提供」について。施策の方向としての

評価については、２つの指標とも目標を下回ったが、受講希望割合及び満足度ともに８０

％に近い数値で推移していることから、今後の成果が見込まれるためＢ評価とした。連絡

調整会議の評価につきましても同様にＢ評価となり、課題としては今後も引き続き市民ニ

ーズに見合った事業展開の必要性について言及された。 

施策の方向（ウ）「鑑賞から創造へと発展していく機会の提供」について。施策の方向と

しての評価につきましては、指標のうち「鑑賞から創造へと発展していく機会の提供」が

目標に達しなかったが、満足度は継続して高いためＡ評価とした。連絡調整会議の評価に

ついても同様にＡ評価となり、課題としてはより多くの市民が文化芸術を鑑賞できる機会

の整備の必要性について述べられた。 

施策の方向（エ）「支援者対象の講座や研修会の開催による育成」について。施策の方向

としての評価について、指標のうち「講座及び研修会の提供」の実施回数が２回と目標を

下回ったが、「文化生涯学習活動の支援者として育成された市民」数は前年を大幅に上回っ

ており、成果があったと考えＡ評価とした。連絡調整会議の評価についてもＡ評価となり、

課題として、若年層を取り組む仕組みづくりを引き続き検討すべき旨の言及があった。 

施策の方向（オ）「発表の場の充実」について。施策の方向としての評価については、実

績は目標を下回ったが、発表の場の提供は継続して行っており、成果は見込めると考えて

Ｂ評価とした。連絡調整会議の評価についても同様にＢ評価となり、課題としてはより多

くの市民が積極的に発表できるような場やプログラム等の構築の必要性についての言及が

あった。 

施策の方向（カ）「文化に携わる人材育成などを支援する環境の整備」について。施策の

方向としての評価については、指標の達成率からＡ評価とした。連絡調整会議の評価とし

てもＡ評価となり、今後は市民が自発的に発表の場をつくっていけるような支援が課題と

の指摘があった。 

施策の方向（キ）「情報収集・交流・相談の場となる中心拠点機能の整備」について。施

策の方向としての評価については、指標は達成しなかったが、各事業とも取り組みを進め、

成果も見込まれることからＢ評価とした。連絡調整会議の評価としてもＢ評価となり、課

題として市民ニーズや情報集媒体が多様化する中での効果的な整備の必要性について言及

があった。 

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

について。施策の方向としての評価については、文化生涯学習ポータルサイトが平成２８

年度以降運用していませんが、情報提供は市ホームページやメール配信サービス等既存媒

体を活用して行い、一定の成果があったと考えてＣ評価とした。連絡調整会議の評価につ
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きましてもＣ評価となったが、課題として新規媒体の構築が困難な中で、庁内他課関連事

業において相互連携を図ることについて言及があった。 

なお、ポータルサイトについては文化生涯学習プラン推進委員会での審議事項である重

点戦略２にも記載があり、昨年度の答申では事業手法の再検討が必要である旨の指摘があ

った。このことについては、自課でポータルサイトを今後運営することについては難しい

と思われること、また現在は市ホームページ、メール配信、フェイスブック等の既存媒体

を活用して、一定の周知はできていると考えており、今後はアンケート等によりニーズの

把握につとめるとともに、他課との連携の可能性等の検討を進めているところだ。 

施策の方向（ケ）「文化資源の調査・研究、保存、維持・継承」について。施策の方向と

しての評価については、指標における目標には達成しなかったが、歴史資料の保存整理、

刊行物作成は概ね順調であったためＣ評価とした。連絡調整会議の評価案としても同様に

Ｃ評価としたが、課題としては現存する膨大な資料の保管・継承等についてのあり方及び

（仮称）公文書管理条例の制定に向けた検討を進めることについて記載があった。 

施策の方向（コ）「文化資源を活用した普及啓発活動の実施」について。施策の方向とし

ての評価については、指標に対する目標は達成しなかった。しかしながら昨年度は市制施

行７０周年を向かえた年であり、市制施行記念として市史講座以外でも市民大学や茅ヶ崎

ゆかりの人物講座において市史に関する講座を実施し、事業間の連携が図れたことから、

一定の成果があったと考えＢ評価とした。しかしながら連絡調整会議の評価としては目標

に対する実績が少ないことや前年度と比較しても下がっていることからＣ評価となった。

課題として「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」を中心に連携するなど、他の機関

との連携を深めるとともに市民と協力して魅力ある事業構築が必要である旨の指摘があっ

た。 

施策の方向（サ）「個人、団体、学校、企業等による枠組みを越えたしくみづくり」につ

いて。施策の方向としての評価については、目標を達成しているためＳ評価とした。連絡

調整会議の評価についてもＳ評価となり、さらに質の高い連携を目指すことについての言

及があった。 

施策の方向（シ）「行政間及び庁内関係部局の横断的な取り組みに向けた仕組みづくり」

について。施策の方向としての評価については、指標のうち「行政間等で連携した事業数」

は目標を下回ったが、「満足している市民の割合」は目標を達成しているため、成果が上が

ったと考えＡ評価とした。連絡調整会議の評価につきましてもＡ評価となり、庁内外の関

係機関との連携の必要性について言及があった。 

評価案の件数としては、１２の施策の方向中、Ｓ評価が１、Ａ評価が４、Ｂ評価が４、

Ｃ評価が３となった。 

説明は以上。 
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 続いて資料２「平成２９年度事業重点戦略評価シート」についてご説明する。 

 資料２では重点戦略の１から３について、平成２９年度の各指標についての結果と文化

生涯学習課の事業の実施内容と課題、今後の方向性について記載している。こちらの重点

戦略については、推進委員会の所管ということで庁内（連絡調整会議）での評価はしてい

ない。 

重点戦略１からご説明する。指標「ちがさき学」を知っている人であるが、現在、文化

生涯学習課で行っている、茅ヶ崎について知る、学ぶ、考える講座についてのそれぞれの

認知度を記載している。 

また、もう一つの指標であるポータルサイトについては、重点戦略２にも関わるが、平

成２７年度に運用を停止しており、２８年度に引き続き２９年度の実績値はなしとしてい

る。 

平成２９年度の事業実施内容としては、市史講座において南湖院に係る講座を実施、ゆ

かりの人物館が後期に「高田畊安（たかたこうあん）と南湖院（なんこいん） ∼ 東洋一の

サナトリウムと茅ヶ崎」を開催するなど、歴史や文化を取り扱うそれぞれの実施主体が、

同一のテーマで、それぞれの特性を生かした事業展開を行い、連動した。 

また、年１２回開催した市民提案型協働推進事業である子育て世代のための生涯学習交

流サロンが、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業とコラボレーションしてワークショ

ップを企画運営し、文化生涯学習活動を推進する市民同士の連携もできた。 

そのように、茅ヶ崎市の文化や歴史をはじめとする、まちを学ぶ機会は、施設面等のハ

ード面でも実施主体等のソフト面でも、個別の展開としては、非常に充実した状況をみせ

ている。 

今後は、中間評価や２８年度評価でも提言されているように、それら充実した展開を見

せている個々の事業や実施主体が、それぞれの特徴を生かした形で連携し、文化生涯学習

としての新たな価値をつくっていく仕掛けづくりを進めていくことが必要だ。 

そのためには、既存の個々の事業や活動の特性や機能を、実態に即してきちんと認識・

把握したうえで、戦略の枠組みを丁寧に組み立てる必要がある。 

２９年度のテーマ連携や多様な実施主体同士の連携のような事例を、さらに積み重ねて

役割分担や相乗効果を具体的にデザインしていく。 

２９年度の重点戦略１の説明については以上。 

なお、今年度の第１回推進委員会では、中間評価などの議論をふまえて重点戦略１の体

系図案を議論のたたき台にしながら、具体的な事例を小さな枠組みでとらえながら構築し

ていく、ということを積み重ねていくことで、「学びの機会」の体系を現実的な仕組みとし

て構築していくことを目指す方向性を打ち出した。 

今回、委員の皆様には「重点戦略１に係るアイデアシート」を配布させていただいた。
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重点戦略１を構築していくうえで、委員の皆様が描く「学びの機会の体系化」のイメージ

について書いていただき、共有させていただくためのものだ。体系化すると誰にどんない

いことがあるのかなど、自由にご記入いただき、意見を交換していただければと思う。 

なお、重点戦略１を駆動させる小さな枠組み実験のスタートとして、文化生涯学習課と

教育委員会社会教育課の共催で８月８日に開催を予定していた「つながりとまなびあいの

サロン」は、台風上陸の影響により延期とさせていただいた。延期の時期としては、１０

月４日を予定している。結果については、次回の推進委員会で報告させていただくが、委

員の皆様にもできれば実際にご参加いただき、今後の議論に反映させていただければ幸い

だ。 

 続いて、重点戦略２「情報通信技術を用いた茅ヶ崎市文化資源のネットワークづくりの

実現」についてご説明する。先ほど申し上げたように平成２７年度まで文化生涯学習課が

運用していたポータルサイト「マナコレ」及び生涯学習情報検索システムの停止により、

文化生涯学習課としてはアーカイブが存在していない。しかしながら、文化資源のアーカ

イブという意味では、教育委員会社会教育課が中心となって全庁的に進めている「ちがさ

き丸ごとふるさと発見博物館」事業が行政提案型協働推進事業の枠組みで立ち上げた「Ｍ

ａｒｕｈａｋｕＴＶ」というものがある。「文化・歴史・自然・人」等、茅ヶ崎のさまざま

な資源をテーマにした講座の動画や、それに係る情報をアーカイブ化して、インターネッ

ト環境があれば、いつでもどこでも学べるようにしてある。 

スライドのほうでスクリーンショットをご覧いただきたい。（ＭａｒｕｈａｋｕＴＶ、市

生涯学習のページ、茅ヶ崎ゆかりの人物館・ハマミーナのフェイスブックページ、プロジ

ェクターで紹介） 

ポータルサイトを新たに開設するのではなく、既存の取り組みを有効活用した展開を進

めてまいりたい。 

高度情報化の急速な進歩のなかで様々な情報発信ツールがあるが、各ツールを利用して

いる層に合わせた情報発信の整理が必要だ。今後についても、庁内の既存の情報発信及び

蓄積ツールと連携した情報発信や、他の情報発信ツールについての研究を進め、効果的な

情報発信を図っていく。 

 最後に重点戦略３「幅広い市民のニーズに対応した文化生涯学習への連携協力体制」に

ついてご説明する。 

 平成２９年度は美術館事業として市内の小学生から大学生を対象に、展覧会でのワーク

ショップのほか、博物館実習･触媒体験の受け入れなどのスクールプログラムを展開した。 

 また協働推進事業として「美術『みるっこ』プログラムを２８年度に引き続き実施し、

市内の保育園・幼稚園児を対象とした鑑賞出張講座を１７園２５クラスで実施し高い満足

度を頂いている。その他にもこれまでに引き続き庁内他課と連携した市民まなび講座を実
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施している。課題としては、限られた園や園児が対象となるため、一人でも多くの子ども

たちや人々に文化に触れる機会を提供できるような仕組みづくりが課題と考えている。そ

の中で平成３０年度は、鑑賞出張講座を事業委託化するなど、安定し継続した取り組み環

境を整備していく。また、鑑賞教育の普及に加えて、「美術による子育て支援」という新た

な価値の創出も意識しさらなる周知を図っていく。 

 資料２「平成２９年度事業重点戦略評価シート」についての説明は以上。 

○議長（野田委員長） 

事務局のほうから評価、重点戦略についての説明があった。これからは委員の皆さんの

ご意見をいただきながら修正をかけて、もう一度委員会を開いて確定する流れになる。忌

憚ないご意見をいただきたい。 

○吉沢委員 

膨大な資料を自宅まで送っていただいた。事前によく目を通し、気づいたことを申し上

げたい。私もこれまでいろいろな答申、意見書を出してきた。今まで振り返って整理の仕

方は平成２８年度がまとまった答申になっていると思う。いただいた資料に連絡調整会議

からの意見、文化生涯学習課の自己評価が出ている中で、最終的に委員も９月１８日まで

に委員からも評価を出すということになっている。事務局にお任せするのではなく、委員

がどう考えて当局側にどう答申していくか、どう整理していくか議論しながら方向性を出

していくのが原点だ。的を絞って委員会自体が方向性を出さないといけない。委員が出し

た評価をどのように整理していくか。これをぜひ委員長中心になってやってもらいたい。 

また、前回の会議資料２－１「重点戦略「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」がたたき台だと私は思う。これを今度

の答申の中にある程度入れていく。入れる場合には平成２８年の１１月に出した答申に、

新たに追加なり修正なり入れて、そして答申に出す形で進めてもらいたい。 

○議長（野田委員長） 

二つの点でご指摘いただいた。 

一つは事務局にお任せではなく、委員会の機能として答申の中身を詰めていくべきだと

いうこと。もう一点が、「ちがさき学」の体系化に向けた意味合いが示されているわけだか

ら、それは十分議論して答申の中にも示していくべきだということだ。 

○吉沢委員 

小委員会を１、２回やって、たたき台を作り、事務局に説明を聞いて、できないならま

た話し合う。最終的には予算執行する行政側に了解を取らないといけない。分科会でもい

いが、今年が無理なら来年度。来年度は体系図の課題と現状分析をしたほうがいいと思う。

今回は分析する必要はないと思う。 

○議長（野田委員長） 
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私の意見だが、皆さんに評価シートを書いていただいて取りまとめができた段階で、一

度小委員会を設けたらどうかと思っている。それを踏まえて次の委員会を開催することに

したほうが、より緻密な議論もできてくるのではないか。 

「ちがさき学」の体系化についても、来年度といわず今年議論してその中身を深めて、

かけるものがあれば答申の中に出していければいいと思う。議論の深まり具合だと思うの

で合わせてやっていけばいいかと思っている。 

○山口副委員長 

前回の会議で体系化について１０ほど課題が投げらており、それを踏まえて話し合いを

したと思うので、これにもう少し課題のところに積み重ねをして体系化も入れて、今回ど

こまで進んだかということを、前回の答申にきちんとつなげていくことが大切なのではな

いか。話す機会も少ないので分科会もあるといいと思う。 

○関山文化生涯学習課長  

今の重点戦略１の体系化に対するご意見ありがとうございます。事務局としても重点戦

略１については委員の皆さんのお考えを知るために、今回９月１８日までにお書きいただ

くもの。これを取りまとめ、先ほどの評価の部分と合わせた議論をいただければと思う。

そこでまた論点がはっきりしてくるかと思う。よろしくお願いしたい。 

○議長（野田委員長） 

重点戦略１に係るアイデアシートのことは、アイデアシートだからラフなもので結構だ

し、ご自分の考えを書いていただければと思う。まとめるようなものでもないが、イメー

ジを広げていく意味合いかと思う。 

○吉沢委員 

これだけでも時間をかけるのは大変だ。前回は委員が書いたもの一つだけ載せたことも

あった。そういう整理の仕方もあるのではないか。１４名の委員全員の意見を集めて整理

するのは大変だ。その考え方を今日説明していただけると思っていた。前から気になって

いた。 

○木越委員 

昨年までは皆さんの意見をまとめたものを原案として事務局からいただき、委員長、副

委員長、有志の数名で、ダブっていたり文言に矛盾があったりするものを整理し、委員会

の有志の原案として皆さんにお示しした。そして承認を得て最終のものにした。漏れなく

皆さんのご意見をいただくのは大切なことだと思う。立場や所属団体も違うわけだから違

う意見が出てくることは意味があると思う。 

○吉沢委員 

一度全委員さんから出されたものをまとめて出してもらったことはある。それだけの量

の意見から答申の中にどの部分を入れたのかわからない。せっかく各委員さんから出して
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もらって、どう活かしていくか委員長にお話を聞きたい。あるいは、これだけ委員から意

見があった中で当委員会としてこれだけ精査しながらこういう方針にしたということがわ

かるように、市長に出すときに答申の下のほうに参考に入れてもらおうかとも思った。 

○議長（野田委員長） 

今のご意見は皆さんから出たご意見が、どういう手順、基準でピックアップしたり修正

したり削除したかが不透明なのではないか、だったら添付資料で現物を付けておいたらい

いのではというご意見だ。それはいいと思う。ただ矛盾する意見も出てくる場合もあるの

でどちらかを取るか、合成するか、手順は必要になると思うが。現物としてＡ案Ｂ案があ

っても構わないと思う。 

○吉沢委員 

事務局が整理して委員会に出すというのではなくて、それ以前の問題をきちんと示した

ほうがいい。前回の様に一人ずつ、一つだけ、「機会の提供」は誰、「人材育成」は誰、と

いうように答申の中に入れていったのは非常に良かった。 

○浅井委員 

 一応この委員会の委員は市民の代表として選ばれている方々なのだから、その方々が評

価をしたということは基本的には全て載せるべきだろうと思う。書かれているものの中に

は実態がわからないために間違っていることを書いているものもある。そこについては委

員会で「これはこういうために落としました」という理由が必要だが、それをしないと書

く気にならない。せっかく皆さん時間を使ってお書きいただいているものだ。評価の基本

だと思っているので、載せるべきだろう。 

○議長（野田委員長）  

一般論として評価について、自己評価と外部評価のやり方があるが、これはどちらかと

いうと自己評価をベースにして修正をかけるやり方だ。外部評価の場合はかなり委員が権

限を持ってやっていくので、その面でいうと自己評価報告書に近いと思う。そこは根本的

に議論になるかと思う。 

○木越委員 

どう扱っていいかわからない意見に対して「どなたが書かれましたか」と投げかけても

決して返ってこない。 

○浅井委員 

意味がわからないものは事務局を通してうかがってよい。 

○木越委員 

全体の参加者がいる場で決着すれば次に進めるが、そこを事務局に任せてしまうと停滞

するので、その場で「これはやめます」ということに反論も出ないからということでその

意見は落とすということにしていたと思う。 
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吉沢委員から何年か前には分担を決めたこともあったというご意見があったが、その時

はそれぞれの行動目標に基づいて何人かで分担を決めてやった。一人で全部書くのではな

く一人の人が数個書いてダブらせていくことはやっていた。 

○議長（野田委員長） 

それもやり方としてはありかと思う。厳密にいうとその人の意見が荷重的に多く不公平

ではないかという意見も成立しないことはない。それも含めてどういうやり方をするか議

論していきたい。小委員会の権限が大きすぎるとすれば、定期的に連絡していただき何度

か修正したりフィードバックしていくことで改善していくかと思う。事務局としては膨大

な資料の修正、整理をしなければならないのでスケジュールありきになりがちなところが

あるから、時間をかけながら、必要な時にテキパキやることが大事だ。 

やり方、方法論についての議論が続いているが、大事な事なので皆さんのほうからご意

見があれば出していただきたい。後ほど中身の話もできると思う。 

○木越委員 

機会があってお願いできればと思ったのだが、生涯学習ガイドブックも見せていただい

たし、資料１－１もそれぞれの施策の方向でどういう事業が展開されているかということ

も目を通してきたが、この膨大なもののごく一部しか私は知らない。もしここで、これら

の団体の推進の方がその事業については今年どうだったかという見解を持っていらしたら

うかがいたい。 

○議長（野田委員長） 

 今問題提起があったが、ご指摘があればぜひ共有したい。 

○山口副委員長 

交流サロンにヒントがあるのではということで参加させていただこうと思っていた。１

０月４日の交流サロンにそういった要素は含まれているのかご質問したい。 

○事務局 

文化生涯学習課だけではなく、いろいろな課がいろいろなテーマで講座を展開している

が、参加した方々が交流できる場を作り、どんなことが学びたいのか、なぜ学ぶのか根本

的なことを聞ける場にしたい。またサロンのようなものを繰り返していく中で、文化生涯

学習事業の支援者となっていただけるような仲間作りができたらということで設定したも

のだ。中止になってしまったが前回は文化生涯学習課主催の講座「今知っておきたい経済

学」と社会教育課担当の「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館」の受講者の中から参加者

を募ったところ定員いっぱいの２０名の応募があった。次回もその方々にもご案内する予

定だ。また前回から時間が経ってしまったが、その方々がどんなことに興味を持ち、どん

な学びのニーズを持っているか、テーマだけでなく希望時間帯なども含めて聞いていける

場にしたい。１回で終わるのではなく、何回か繰り返していきながら様々なニーズ、また
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文化生涯学習事業の支援者になっていただける方を掘り起こしていける場にしたいと考え

ている。まだ試験的なところなので委員の皆様にもご参加いただき、課題を見出していけ

ればと思っている。 

○議長（野田委員長） 

先ほど自己評価という言葉を使ったが、その原案がここに示されている。ここには書か

れていないことで気づきがあればご発言いただければと思う。 

○木越委員 

文化団体協議会ではいかがであったか。 

○吉田委員  

施策の方向（オ）「発表の場の充実」に関してだが、今年は市民文化会館が使えなかった

ことにより、図書館、総合体育館などいろいろな場所でやれた。映像演劇部会としては、

老人福祉センターでコントをしたり、昔の駄菓子を売ったりという催し物をしたが、多く

の人に来ていただいた。市民文化会館とは違って、よりお客様に近かったため、それを見

た人からお芝居をやってみたい、触れてみたい、という声をもらえた面では、市民文化会

館が使えなかったことによって、そういうものができたという機会になった。 

○議長（野田委員長） 

市民文化会館というと敷居が高いという感じを持っている方もおられる。 

○吉田委員 

市民文化会館でお芝居を見るとなると演者とお客の隔たりがあるが、使えなかったこと

により温泉施設でカラオケするような感覚で見れたと見ることができたと思う。こういう

のもいいなと思う。 

○吉沢委員 

市民からの多様な要望を行政側が全部受けていくと予算や人員など大変な面があるか

ら、官から民へ事業をシフトしていったほうがいいのではないかという話が前からあった

中で文化団体協議会ができた。各部会のほうでは事業は若干伸びているのか。 

○吉田委員 

文化団体協議会は市民で作っている団体だ。こちらから文化祭の際には場所の提供のお

願いをして、それぞれ琴、三味線、書道など、みんなある程度のお金を出し合ってやって

いる。毎年課題なのは高齢化なので、若い人をどう取り込むかはポータルサイトなどで市

と連携し合ってやれていると思う。 

○議長（野田委員長） 

事務局の原案についても是非お気づきの点があればご意見いただきたい。 

○浅井委員 

資料１で９ページの施策の方向（ケ）で自己評価のところは「評価の理由及び課題」で



- 13 - 

指標に対して実際はどうだと具体的にわかる。こういう裏付けがほしい。しかし７ページ

の施策の方向（キ）は「評価の理由及び課題」には主観的に「成果が上がっていると見込

める」とあり、５ページの施策の方向（オ）にも「成果が見込めるととらえ」とあるが、

根拠がほしい。きちんとした根拠があればもっと評価をあげてもいいと思う。よくなる可

能性がある。指標に達成しなかった理由をここに書くかどうかは別の問題だが、改善の余

地があるのではないか。 

○議長（野田委員長） 

今のご意見は具体的な根拠、背景をできるだけ書いてほしい、それがプラスに働く場合

もあるということだ。 

○浅井委員 

 それからここに書くかどうかは別として、指標を達成していないときに行政としてきち

んと理由を把握しておいていただきたい。指標どうこうではなく、その裏にある問題が大

事だ。そこに問題がなければ指標としてあげたほうがおかしい。 

○議長（野田委員長）  

指標は変えられないが、どれだけ達成したかの度合いがあると思う。指標自体に見直し

が必要ということも書いていいと思う。 

１０ページの施策の方向（コ）「文化資源を活用した普及啓発活動の実施」では数値は昨

年より半減以上減っているが評価はＢになっている。理由だけみるとＣではないかと思っ

てしまうが、Ｂにした思い入れを具体的に示してもらうといいと思う。 

○浅井委員 

「順調に実施した」ことも大事だが、施策の方向にあるように、実施したことによって

文化資源を市民に知っていただく啓発活動に寄与したということにもう少し何かほしい。 

○議長（野田委員長） 

今の時勢は数量的なもので量れという大原則があるが、担当者レベルで感じるものも何

かあると思う。それも大事なことであるから何らかの用語を使って伝える努力もしていた

だきたい。字面だけで読むと担当者の主観的な評価に読めてしまう。数値だけで全部やる

というのも問題があると思うので、そこの含みのところをどうするかだ。 

○浅井委員 

８ページ施策の方向（ク）については無くなっているものを評価してどうするのか、と

思う。まず指標では評価できない。ここに書いてある内容で、既存媒体で効果が上がった

何かがあればＣではもったいないとは思うが。これは評価するのか。 

○議長（野田委員長） 

２７年度だけ意識調査したのは何か理由があったのか。 

○関山文化生涯学習課長 
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２７年度まで存在していたから数字が出ている。 

○浅井委員 

施策の方向のところでネットワーク構築が大事だと言っているので、ポータルサイト事

業がなくなったからこの指標は使えない。違う観点でネットワーク構築というものを何か

言えればいいが、それがホームページやメール配信などの既存媒体でいいのか。 

○事務局 

２７年度に無くなったポータルサイト事業に代わるネットワークやポータルサイトの役

目をどうしていくか、施策の方向をどう進めていくか。全庁的な取り組みとして、先ほど

ご紹介したＭａｒｕｈａｋｕＴＶなどで文化資源をアーカイブ化して市民に発信していく

ことをやっている。 ここに市史の情報や文化資源の情報なども提供して展開しているの

で、こういったものも既存のものとして活用していけると思う。これだけではなく庁内に

ある様々な資源を活用していくことでネットワークを推進していく。  

○議長（野田委員長） 

このサイトはとてもよくできていて、十分だと思っている。（ク）のために作られたとな

ると役所の中の組織間の調整の話だけなのかと思う。たとえば（サ）であれば個人、団体、

学校、企業の連携だからネットワークという言葉を使っていない。（ク）の場合市内公共施

設など主に役所の中の既存のところの連携だと思う。 

○木越委員 

行動目標３と重点戦略２は毎回混乱がある。職員の異動で過去の誤解がある気がする。

バーチャルなネットワークは重点戦略２に限定したものだったと思う。（ク）は人と人との

密な交流などのアナログなほうを言っていたと思う。どこかで取り違えてしまってしまっ

たのではないか。 

○議長（野田委員長） 

（ク）は具体的に事業や取り組みをやっていることがあるかどうかだ。 

○木越委員 

 旧庁舎だったころは椅子と机しかない部屋で相談事業をしていた。はっきり思い出せな

いが、もっと相談事業を重点的にやるべきだという話の中で出たことだと思う。だから７

ページ（キ）でハマミーナまなびプラザが出来たことによって窓口で相談できるようにな

ったことは評価できる。しかし（ク）は２５、２６年度が（－）になっていて、２７年度

でなぜ数値が出てきたのか。 

○鈴木文化生涯学習部長 

そのことについては再度確認する。 

ポータルサイト自体が協働事業であり２年でやっているので１年目はデータ入力など構

築するのにかかっている。おそらく２７年度についてはポータルサイトが立ち上がったと
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いうことで指標評価できるようになったということと、ハマミーナに拠点が整備されたこ

とで相乗効果が出てきたと思われる。その次の年からは協働事業が終了し、委託契約がで

きなくなったことにより、ホームページ上で補完していくことにした。文化生涯学習課だ

けが持っているデータだけでは足りないので、今後の方向性としては、例えば先ほどご紹

介した「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館」のデータもあるのでリンクを張るなど、他

のデータに飛んでいけるような窓口を作りたい。ホームページもそれぞれ出来てはいるが、

市民にとってはあちこち見なくてはならない。それらを一つにまとめてリンクを張り、現

在図書館のほうでもいろいろなデータを作ろうとしているので、茅ヶ崎市内だけではなく

様々な団体が持っているデータについてもリンクを張っていけば、そこから情報を持って

いける。そのようなことを視野に入れて進めてなくてはいけないと思っている。 

○議長（野田委員長） 

「ちがさき学」のベースになり、市民がここから入っていくというような重要なところ

だ。 

それでは今後の進め方の確認をしたい。本日配布した「行動目標評価シート記入用紙」

及び「重点戦略評価シート記入用紙」は９月１８日までに、事務局までお寄せいただくよ

うお願いする。また、「重点戦略１に係るアイデアシート」については、記入要領をご覧

頂き、こちらも９月１８日（火）までに事務局までご提出いただく。その後、小委員会を

開催する。そこでは皆さんから出た意見をまとめたものをたたき台として整備してまとめ

ていく作業をする。次の委員会で原案を出し、さらに議論をする。小委員会は１回だけと

いうより、議論が必要であればやり取りをさせていただく。 

○浅井委員 

確認だが、自己評価についてはこの評価でよければ「構いません」でいいのか。 

○議長（野田委員長） 

 フォーマットに「評価の理由及び課題」があるから、そこにはご自身の評価の理由を書

いていただく。一致していれば一致しているということでよい。 

○浅井委員 

昨年までは、参考資料のような形で独立して書いていた。それに対して自己評価をベー

スにして第３者が客観的に意見を言うという評価だと全然違ってくる。 

○議長（野田委員長） 

 実際やることは変わらないと思う。 

○関山文化生涯学習課長 

 この資料１は文化生涯学習課が自己評価したものに対して、庁内で組織される文化生涯

学習推進連絡調整会議で評価をしたものだ。 
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○議長（野田委員長） 

言いたいことは、文化生涯学習課の自己評価ではなく、茅ヶ崎市の評価だということだ。

これがすべて満点でもペケでもないから、これを踏まえて、資料やご自身の経験、評判、

インターネットの情報など含めて評価を書いてほしい。 

○吉沢委員 

「重点戦略１に係るアイデアシート」は３０年度の「ちがさき学」に向けて書いていく

のか。 

○議長（野田委員長） 

これから「ちがさき学」の体系化を進めていくことに向けて、各自のイメージを書いて

いただく。あくまで案なので、また変わってくると思う。 

○吉沢委員 

３０年度の事業の中に「ちがさき学」というものの体系図が出されたが、それに基づい

ての関連をここに書けばよいのか。 

○議長（野田委員長） 

議論を踏まえてくことは必要だが、アイデアシートだから自由にお書きいただく。 

○鈴木文化生涯学習部長 

そのために５月の第１回の議事録をつけさせていただいた。 

「体系化」のイメージは、それぞれ委員さんの中で描いているものが違うと思う。事務

局としてこの案を出したけれども、違うというご意見もあろうかと思う。この形で集約し

ていくのか、もしくはもっと違う形があるのではないかということを議論していただくた

めのご意見をいただきたい。 

○議長（野田委員長） 

いくつか要素がある。構造的にしっかりできているか、コースのネーミング、個々の関

係、言葉遣い、印象などいろいろな観点から考えられる。 

○吉沢委員 

 これは今度の答申には関係ないのか 

○議長（野田委員長） 

 進捗
しんちょく

状況やできた範囲で載せることはできる。 

〔議題 〕その他 

○議長(野田委員長) 

 その他、事務局から何か。 

○事務局 

今回の評価については９月１８日までにいただければと思う。 
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推進委員会自体は今後１０月下旬か１１月中旬あたりに１回やり、評価についてはそこ

で確定させていただく。１１月の下旬あたりに答申という形を考えている。 

 分科会を実施する方向性を打ち出していただいたので９月末頃から１０月上旬を考えて

いる。また交流サロンが１０月４日に予定されている。 

 今年度は委嘱の年度になるので団体などから推薦いただいている方には、再度推薦のご

依頼させていただくことになると思う。 

○議長（野田委員長）  

委員の皆様は他にご意見表明したい方は。 

おられないようなので、第２回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会を閉会する。あ

りがとうございました。 

 

  

 

                                        委員長署 野田 邦弘       

 

                                            委員署名  柴田  貴行       


