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第２章 「プラン」の位置づけと評価方法  

 

２－１ 「プラン」の位置づけについて 

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

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

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

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

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

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

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

全庁的に文化生涯学習行政に取り組むためのプランとなっています。 

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

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

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

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

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

ランの１つとなります。 

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

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

して位置づけられています。 

 

２－２ 評価の全体像について 

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

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

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

を踏まえ必要に応じて見直しを行うことにより、計画の実効性を確保します。 

 

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

 

 

「プラン」では、５つの行動目標と３つの重点戦略で事業を推進することを目指してい



  資料１ 

ます。評価もこのようにマトリックス構造で行います。評価の全体像を図２「評価の全体

像」に示します。 

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

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

 

図 2「評価の全体像」（文化生涯学習プランより抜粋） 

 

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

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

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

に関係する各課の代表者から構成されているものです。 

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

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

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

います。 

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

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

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

 

２－３ 中間評価の結果について 

平成28年度は、24年度～32年度を計画期間とした「プラン」の中間評価を実施いたしま

した。平成28年8月に市長より諮問を受け、12月14日に答申を提出しました。中間評価の実

施により、「プラン」の計画期間の前半を振り返り、達成度と今後の課題・改善点を明らか

にすることができました。この答申を受けて、市では平成29年5月に「茅ヶ崎市文化生涯学

習プラン中間評価の結果」を策定し、「プラン」下半期の進め方を取りまとめ、今後はこれ

に沿って事業を進めていくこととしています。 
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文化生涯学習プラン平成２９年度各委員評価（行動目標） 

 

行動目標１ 機会の提供 

委員評価 Ａ：４人 Ｂ：３人 

評価の理由及び課題 

○（ア）「文化芸術に親しむ機会の提供」の評価指標である「事業への参加者数の伸び」「満

足度」では参加者数の合計のみが示されているが、事業ごとの数字を見ないとより的確な

分析と評価は難しいと考える。また、今後想定される人口減や高齢化の進捗をふまえた事

業内容や事業実施法の再構築を検討していく必要がある。（イ）「自己の充実に向けた学習

機会の提供」は相対的に成果をあげているように思われる。（ウ）「鑑賞から創造へと発展

していく機会の提供」はアウトリーチの定着化とないよう充実をはかるべきと考える。ま

た、目標全体について、情報伝達法をインターネットや SNS をより活用したものとするこ

と、受け付け事務など IT 化を推進し、省力化により，人手をできるだけ対人サービスの充

実に向けていくべき。 

○参加者数については、市民文化会館の長期休館のため 90％減となったが、平成 21 年度

を基準にした数値で見ても平成 28 年度まで 100％に達していない。これは企画力の減退、

高齢少子化による文化芸術活動の停滞などが考えられるが、新規開館後の年末までの企画

には、私の周りの市民も関心や参加意欲を示している｡このモチベーションに期待して B と

した。 

ただし茅ケ崎ゆかりの人物館については、私が市民公募委員で、城山三郎氏と南湖院院

長だった高橋誠一先生とのエピソードをボードに書いた。城山さんの文章に知人が複数感

想を述べてきたが、高橋先生については反響なしで、PR の差を感じた。市民の認知度が低

いという印象だ。 

○（評価）多種多様な事業が市内の各地域で展開されていることは評価できる。美術館で

実施された「茅ヶ崎市制施行 70 周年記念・ホノルル市・郡姉妹都市締結 3 周年記念ホノル

ル美術館所蔵キルト展」で茅ケ崎市美術館の歴代 2 位の展覧会観覧者を記録した。記録的

な観覧者数は評価されるべきである。 

（課題）キルト展は評判が評判を呼び、マスメディアでも取り上げられた。人々のニーズ

や心に訴える企画であれば参加者が増える好例だと思う。予算の規模などが大きく違うの

かもしれないが、他の事業も見習う部分があるのではないか。 

○ハードとしての拠点増による講座の増、参加者数の増は一定の成果をもたらした。多様

化する市民のニーズを捉える企画を推し進めていく実行力を見ることができる。文教大学

だけでなく、昨年は立正大学、今年は関東学院の協力も期待できそうです。人材の登用、

専門分野での掘り下げが可能になり人材バンクに繋がるとよい。 

○（ア）文化会館が休館していたのであるから事業参加者数の伸びの激減は当然のことで
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ある。代わりにアウトリーチ事業に取り組んだことは、その事業数、参加者数等が例年に

比べ多かったのかどうかわからないものの、評価できる。しかも、参加者の満足度は高い

水準を維持している。 

今後のことについては、連絡調整会議の指摘の通りであろう。 

（イ）受講希望割合の指標をみると年によって比率が乱高下している。講座・イベントの

内容によるところが大きいのか、ＰＲ等の在り方の影響なのか、あるいは開催時期等の条

件によるものなのか、その要因を分析することが重要であり、その上でＨ29 の「72％」の

意味を考える必要がある。また、現代的課題に関わる講座等では、市民のニーズからかけ

離れている場合も多い。ニーズは小さくとも社会的に必要な講座として受講希望割合が低

い値になることをよしとするか、市民に関心を持ってもらうよう工夫するか、講座を企画

する際には十分検討した方がよいであろう。 

満足度については８０～９０％は当たり前と一般にいわれている。そのように考えると７

６％は決して満足できる数値ではない。７６％にとどまった要因も探る必要がある。 

（ウ）機会の提供の指標がなかなか 8 件、9 件にならない。目標値が高すぎるのかどうかを

含め、その要因を探る必要がある。 

新規事業を行ったことは評価できる。ただし、文化会館が休館であったための代替事業な

のか？今回を機に継続・発展させる事業なのかわからないが、成果を今後に生かすよう努

めてほしい。 

〈全体について〉上述したように、指標の目標値に近づいたか否かの評価に終わるのでは

なく、指標の数値の意味するところ、言い換えれば背後にある要因を探り、改善すべきと

ころ、さらに力を入れていくところを分析する必要があると思う。その作業を通して、市

民のために必要な事業やサービスがより明確になると思われるし、次期のプランにはどの

ような指標の設定が望ましいのかが明らかになっていくと思われる。 

○市民文化会館の改修に伴う閉館により、「（ア）文化芸術に親しむ機会の提供」の事業へ

の参加者の伸び、「（ウ）鑑賞から創造へと発展していく機会の提供」の件数は目標には達

していないが、（ア）（ウ）の満足度は、９５％程度と高くなっている。総合体育館・図書

館の活用など場の工夫をしている。「（イ）自己の充実に向けた学習機会の提供」は、市民

まなび講座で、提供者だけでなく受講者のニーズを把握しつつ定員の設定についてのデー

タを蓄積していくことが望まれる。市民大学企画運営委員による講座の設定検討、一方で

市が開催し市民に働きかけたい新たなテーマの取り組みについては、初期は受講希望者割

合が低いと思われるが、希望者数により会場が変更になると参加しづらい面もあるので、

傾斜的な人数目標の設定もありうると思う。文教大学との連携は継続したい。 

○指標においての満足度は、既に３２年度の目標に達しているが、事業への参加者が伸び

ていない。これを踏まえ事業への魅力の周知、広報のあり方及び参加者のアンケート等の

分析・検証のうえ方策をする必要がある。特に原因の究明を早く実施し、事業に反映して

いくことが求められている。 
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行動目標２ 人材の育成と活用及び支援 

委員評価 Ａ：６人 Ｂ：１人 

評価の理由及び課題 

○民度の高い市民を多く抱える茅ヶ崎市として、支援者育成や市民講師育成は重要な課題

である。市民講師の場合、その知識水準、資質、教育力などの面で一定の水準が求められ

る。そこで、講座事業の場合は可能な限りカリキュラムを可視化し、シラバス（毎回の講

義内容等）を作成することなどを検討する 

○人材育成という面では、発表の場の充実という項目で目標より低いが、これは市民文化

会館の改修期間があったことを考慮してＡとした。 

ただ全般的に言えるのは、参加者の満足度は概して高いものの、場の提供の面で不足して

いる。これは市の財政が厳しい折、職員も増やせず、設定する時間的限界があるからであ

ろう。 

委員会でも「官から民へ」と市民委員から意見が出ているが、生涯学習支援者養成講座

受講者が増加しているので、その受講者ＯＢ／ＯＧ組織を結成し、彼らに場の設定を主体

的に担ってもらうことも必要なのではなかろうか。 

○（課題）生涯学習支援者との出会いは生涯学習のきっかけとなり意味がある。人材の育

成というと支援者の知識やスキルの向上のような印象を受けるが、支援者はもともと知識

やスキルは身につけているから支援者になるのであり、育成すべき点は指導力や出会いを

一度限りで終わらせない仕組みづくりである。その点を考慮した支援のあり方に絞るべき

だと考える。 

（評価）小中学生を対象とした学びフェスタなどの意欲的な事業、市民ギャラリーの運営

で、文化生涯学習活動を行う市民に発表の場を提供するなど適切な運営がされていると思

う。 

○世代を超えて人々を繋ぐコーディネーターの育成はますます重要になっています。まる

ごと博物館の活動、学びの市民講師等の活動も時間を経て定着し、次世代育成の段階に入

っていると思われる。多世代にわたる人材育成に取り掛かることの可能性があります。特

に地域にこだわる企業連携の講座に市の方たちの参加を呼びかけるとよいと思われる。 

○（エ）「文化生涯学習活動の支援者として育成された市民」数が大幅に増加したことは高

く評価できる。一方で「講座及び研修会の提供」が前年度の倍にはなっているものの目標

値にははるかに及ばない。「講座及び研修会の提供」を目標値に近づける努力をすれば 

「文化生涯学習活動の支援者として育成された市民」数がさらに増えるのかどうかを含め、

両指標の関係を分析する必要がある。 

（オ）文化生涯学習活動を推進する上で発表の場の充実は重要な課題であるため、指標の

数値は前年度を下回り目標値には程遠いが今後も取り組む必要のある施策である。ただし、

まなびの市民自主企画講座等の指標へのカウントはどうなっているのか？指標に反映され
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ていない事業がかなりあると考えてよいか？ 

いずれにしても、すべてを行政が提供するということではなく、多様なステークホルダー

との連携が求められる時代なので、関係機関、団体、企業等と協力して発表の場の提供を

検討してはどうか。 

（カ）満足度の指標の値は必ずしも良いとは言えないが、活躍の機会・場の提供と支援等

は地域の活性化のためにも極めて重要な施策である。事業への市民の自主的な参加のみな

らず、市民が自主的に活躍の場をつくるような支援（研修、相談、場の開放等）も検討す

ることが望まれる。 

○「（エ）支援対象者の講座や研修会の開催による育成」は実施回数が目標に達していない

が、育成された市民数が目標を大きく上回っており、成果をあげている。新たなテーマの

講座やボランティア編集員の増加につなげたい。好調な理由を分析し、次年度以降の継続

的な取り組みにつなげてほしい。「（オ）発表の場の充実」は、発表者の開拓と場の提供が

セットになって実現するので、活動の担い手を（エ）の取り組みなどから（オ）につなげ

ていきたい。「（カ）文化に携わる人材育成などを支援する環境の整備」の取り組みを継続

することで、（エ）→（オ）→（カ）→（エ）→･･･の市民による自発的なサイクルをつく

っていくことが望ましい。市民講師の固定化は、長い期間で見て５年、１０年経つと入れ

替わりがあるというくらいが講座の安定にもつながりよいのではないか。 

○各種の事業を執行していくに最も重要な事は、人材の育成・活用及び支援が必要である。

現行の支援者講座の実績からみると、ある一定の成果はあった。今後は特に若い人が参加

できる講座を実施し、支援者の養成に努めていく。また広く様々な企業・団体などからの

人材集めなどの仕組みづくりの方策を考えていく。 

 

行動目標３ 拠点機能の整備 

 委員評価 Ｂ：５人 Ｃ：１人 評価不可能：１人 

評価の理由及び課題 

○拠点機能とは、場所の整備とネットワーク構築であるが、拠点施設整備が一段落し、今

後の課題はネットワーク強化である。社会教育課の「ちがさき丸ごと博物館」はよくでき

ているので、これをちがさき学の基盤にすべき。 

○拠点機能の整備という点では、やや C よりの B である。ハマミーナ学びプラザについて

は、浜見平団地自治会などの広報のせいか、団地住民の認知度も高い。また前回の参加者

が近所の知人を誘って参加するケースもある。ただし、まだまだ地域限定という面もある

ので、市全域にひろげたい。 

それに比べ「学びの窓口」は私の周りの市民がその存在さえほとんど知らない。私の同

級生だから高齢者であるが、在住 20～70 年で知らない人がほとんどであるから、その非認

知度は相当だ。市民広報の充実、公的施設間のネットワークに加えて、「窓口」といういか

にもお役所言葉でなく、もっと市民のニーズに合わせた情報交換の場がイメージできるネ
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ーミングとすべきだと思う。 

○（評価）「文化生涯ガイドブック」や「エコー・ちがさき」などの紙ベースの情報発信や

「まなびの窓口」での対面相談、メール配信やホームページでの情報発信など様々な手段

が使われていることは評価できる。 

（課題）その反面、発信される情報が多いと検索や選択に時間がかかり、必ずしも利用者

本位ではない面がある。利用者の利便性にも考慮した仕組みが求められる。 

○まなびの窓口にはまなびコーディネーターを育成し、各所への配置ができるとよい。知

りたいことに対する満足度は人によりそれぞれなので自ずと差が出ます。HP 活用で対応し

ていくことが望まれる。HP 充実が必須となる。社会教育課の MaruhakuＴＶと協力しち

がさきの文化、歴史のアーカイブが欲しい。ちがさき大楽の通信教育として位置し茅ヶ崎

学の推進が可能になると思われる。 

○（キ）ハマミーナまなびプラザの満足度が年々低下している要因を探る必要がある。認

知度も前年度に比べ減少している。市民が満足するサービスを提供できれば認知度は口コ

ミ等で飛躍的に伸びるのではないだろうか。まずは、ハマミーナまなびプラザに市民が何

を期待しているのかといった市民のニーズの把握及び、市民にとっての効果的な情報提供

は何かの分析・解明等に努める必要があろう。なお、この施策の主要な事業は文化生涯学

習に関する情報提供となっているが、市民がネット上で容易に情報検索を行える時代にな

っているため、行政による情報提供事業の見直しは必要のように思う。 

（ク）文化生涯学習ポータルサイトの停止により指標での評価は不可能である。そのよう

な中で、ちがさき文化アーカイブ（仮）の蓄積と MaruhanaTV との連携による発信等、可

能なところから新たな事業に着手したことは高く評価できる。アーカイブ作成の面でも市

民の参画と協力を求めてもよいように思う。 

○「（キ）情報収集・交流・相談の場となる中心拠点機能の整備」では、まなびの窓口、ハ

マミーナまなびプラザの市民認知度・利用満足度とも一定の評価がされていると考える。

現状行って支障のない情報提供は行われつつあると思う。「（ク）市内公共施設などのネッ

トワークづくり等による拠点機能の整備」については、ポータルサイトの停止はあるもの

の、他の媒体活用への方向転換を伴いつつ、目標達成を再び目指している。市民にとって

有効な使いやすい媒体は数年で変化してしまうこともあるので、その時期ごとに活用可能

な手法を取り入れることが必要だろう。 

○「拠点機能」の整備としてハマミーナまなびプラザが開設され、市民の認知度から見て

一定の成果があった。一方ネットワークに対する市民の認知度は、３２年度の目標値には

遠い結果になっている。全庁的な事業であるので、連携し速やかにネットワークの構築に

取り組む必要がある。 

 

 

 



  参考資料１ 

行動目標４ 文化資源の有効活用 

 委員評価 Ａ：１人 Ｂ：６人  

評価の理由及び課題 

○多彩で豊富な文化資源があるが、多くの市民にその存在や意義や価値が共有されている

とは限らない。特に若い世代に文化資源の存在や価値を伝えるため、SNS の活用など工夫

が求められる。 

○茅ケ崎市の歴史に関するヒアリング調査の実施などを評価して B とした。 

これからも生きた情報源である茅ケ崎で育った高齢市民の豊かな体験談などを積極的に

集めてほしい。このままだとゆかりの人物館も企画の種切れになってしまう。南湖院の成

立や歴史などなどもデータ的裏付けも必要だが、実際の患者は無理としても看護助手をし

た地元の生存者はいるはずである。その思い出や体験談を盛り込んで、親しみやすい内容

にすべきだと思う。もうタイムリミットが近づいている。茅ヶ崎市のフィールドワークを

市民参加型で充実すべきである。 

○（評価）旧南湖院第一病棟が登録有形文化財になったり、旧藤間家住宅が一般公開され

たりして文化資源の継承という意味で意義のある出来事が続いた。今後は座学やブックレ

ットによる紹介だけでなく、茅ヶ崎の歴史の一編が実地で体感できる機会が増えることを

期待したい。 

（課題）文化資源や拠点の施設が市内に散らばっており、公共の交通機関の利用には向い

ていない。市内のバス路線は駅に集まる路線は多いが、駅を挟んで東西、南北の路線がな

く不便である。文化生涯学習課の事業ではないが、市内での交通機関の利用について包括

的に考えてもらいたい。 

○茅ヶ崎市史ブックレットはテーマ別に作成され、軽く持ちやすいし、よく理解できる内

容となっている。市内の関連施設、民間の本屋さんでもっと手軽に入手できるとよいと日

頃感じている。インターネットでの入手可能性も考慮したい。アーカイブをテーマごとに

できるとよい。 

○（ケ）指標としている「文化資源の調査・研究、保存、維持・継承に関する事業への市

民の参加人数」が目標値に遠く及ばない数値となっており、しかも平成 27 年度以降年々減

少していることの要因を分析する必要があろう。ただし、歴史資料の整理保存、刊行物の

作成等は行ったことは評価できる。むしろ、「文化資源の調査・研究、保存、維持・継承に

関する事業への市民の参加人数」がこの施策の成果を表す指標となっているのかどうかに

ついても検討を要するように思う。 

（コ）「普及啓発活動」の実施」の指標が目標値に遠く及ばない数値となっており、しかも

前年度よりも著しく減少している。過去 5 年間で最も低い数値となった要因を分析する必

要がある。ただし、この施策の主な事業には茅ヶ崎ゆかりの人物紹介事業等も含まれてお

り、それらの事業と指標とは無関係なのか、主な事業と指標との関係を明らかにする必要

がある。 
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○「（ケ）文化資源の調査・研究、保存、維持・継承」は、自治体の責務として取り組むこ

とが必要な事項である。歴史資料の整理保存・刊行物の作成は順調に取り組んだが、保管・

管理については、公文書管理条例の制定が望まれる。基準となる条例の制定により、専門

家・学識経験者ではなくても市民が参加できる分野が明らかにでき、市民参加者を増やす

ことにもつながるのではないか。旧南湖院第一病舎の活用に向けて、現状で行える一定の

取り組みを行っている。「（コ）文化資源を活用した普及啓発活動の実施」は、実施件数が

減っている。市史講座、ゆかりの人物館事業以外の茅ヶ崎の文化資源を知るテーマ性や継

続性のある啓発の機会や、当面専門家が関わる分野が多いように思うが、いずれは行動目

標２のように市民が講師（支援者）となり啓発に携われる機会があるとよいと思う。 

○文化資源の調査・研究は文化生涯学習事業を継続していくための重要な事業である。目

標からみるとかなり低いが、重要性から考え、目標値をあまり意識せず引き続き市民参加

型の調査・研究を進めていく必要がある。なお、普及啓発活動については、参加者の意識

調査を実施する等を踏まえ、良い方策を考えていく必要がある。 

 

行動目標５ 連携・協働のしくみづくり 

 委員評価 Ａ：７人  

評価の理由及び課題 

○庁内連携、学校との連携、民間企業、大学等との連携も進んでいる。連携先のアイデア

を引き出すことで、想定しなかった効果的取り組みが期待できるので、対等に企画に望む

べき。 

○実際に「美術みるっこプログラム」など好評で、さらなる発展を願ってＡとした。 

地元に本社のあるアルバックと地元の交流イベントも周辺住民に広く知られるようにな

っている。 

現在国立大学協会などでもリカレント（学び直し）教育に力を入れ、静岡大学などは地

元住民に好評だ。神奈川県は横浜国大が横浜市にあるため、やや遠い。しかし知り合いの

元副学長によると、神奈川県全域のリカレント教育にも力を入れるらしい。また湘南工科

大の元理事長によると、IT 関連のリカレント教育を充実させたいと言っていた。 

  現在の文教大や立正大に加えて、盛り上がるリカレント教育ブームを利用することも考

えるべきだ。 

○（評価）美術館を活用した協働推進事業や、市民提案型協働推進事業など参加者の好評

を得ている事業があり、評価できる。文化生涯学習課としては個々の事業を推進するだけ

でなく、類似した講座などの情報発信を行い、参加者の機会を逃さないような事業同士が

連動している仕組みづくりをして行く必要があると思う。 

○アウトリーチの満足度が高いという結果がある。他機関、他部所との連携が重要になっ

てきている。関連する方たちが、企業連携講座等に参加し研修のできる機会があるとよい。

地域を知る手掛かりとして、また、他団体との交流は多くの人々の考え方や市民のニーズ
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を知る機会となる。 

○（サ）教育機関や企業との連携講座の開催が定着してきていると見受けられ、評価でき

る。指標も３年後の目標値を既に達成している。連携・協働の実績を今後の財産とし、新

たなちがさき市民大学等にも生かせるとよいと思う。 

（シ）「行政間等で連携した事業数」の指標は３２年度目標値に達していないが、他市町と

の連携はそう容易なことではなく、それが定着してきているのは評価できる。そのような

事業を基盤に、公的施設、民間機関や団体・グループの市町域を超えた連携を促進しては

どうか。 

○「（サ）個人、団体、学校、企業等による枠組みを超えたしくみづくり」は、年間目標件

数を超ええ実施されており、現状では良好であり、今後も継続が望まれる。年少の子ども

たちを対象とする事業は、子どものみの移動参加は難しいことから、全市的に募集する内

容、近隣複数拠点で実施するもの、保育園・幼稚園など個々の団体を訪問していく事業と、

内容とあわせて分類して取り組むことが望ましい。「（シ）行政間及び庁内関係部局の横断

的な取り組みに向けたしくみづくり」については、事業数は目標を下回ったが、市民の満

足度は高い。２市１町の広域事業は続けたい。類似講座については市民のニーズとして別

の組織・部局での類似講座が必要ならば、講座の提供という観点からはよいのだが、市役

所内で分析し位置付け等を承知した上での実施が望まれる。 

○市民の多様な文化生涯学習事業に対応するには「行政指導中心型」から「発想の転換」

いわゆる民間企業資本の活用を考えていく必要がある。当該事業の施策の目標値から判断

し、市民・団体・学校及び企業等とも十分協議、推進してきている。引き続き連携強化を

図っていくことが重要である。 

 



文化生涯学習プラン平成２９年度各委員評価（重点戦略） 

 

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

系化機会の提供 

委員評価 Ａ：１人 Ｂ：４人 Ｃ：２人 

評価の理由及び課題 

○ちがさき市民大学（仮称）の体系化には着手したばかりであるが、より分かりやすい構

造設計と親しみの持てるネーミングが最重要である。高齢層に偏ることがないよう働き盛

りの年齢層や若者にもアピールする視点からの発送が必要であろう。さらに生涯学習事業

と文化政策を融合させるため，芸術系のものを意識的に組み込んでいくことも必要である。 

○FACEBOOK で「都市型エコミュージアム『茅ヶ崎丸ごとふるさと発見博物館』応援ペ

ージ」は時々チェックしているがその詳細に驚く。その努力を買って、Ｂとした。問題は

一般市民にどこまで知られているかであろう。最近ではハマミーナで開催された森上義孝

さんの「茅ヶ崎の昔の風景」が昭和の思い出で市民に懐旧の情をいだかせたようだ。また

私が最近参加した茅ケ崎市の市民講座では、仮想通貨のテーマが盛況であったが、参加し

た市民に聞くと、知識というより、投資対象として仮想通貨の仕組みを知りたい、という

ことのようだった。早稲田大学の教授の話は、その点では物足りなったようだが、証券会

社の投資セミナーではないのだから、私はむしろ良かったと思う。市民好みのテーマで民

間と張り合うことはないのだと反省した。 

○（課題）重点戦略１は平成２４年３月の「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」の発行時点か

ら必要性が認識されてきたにも関わらず、実施には至っていない。その間に「ゆかりの人

物館」や「ハマミーナまなびプラザ」ができ、事業数が増えただけでなく市内の各所で行

なわれるようになった。事業が市民の身近で行われているにも関わらず、選択肢が増え、

選ぶ側も「まなびの相談」を受ける側もタイムリーに最適なものを選ぶことが難しくなっ

ているのではないか。一刻も早い体系化が望まれる。 

（評価）残念ながら指標を満たしていない。 

○茅ヶ崎の歴史や文化を学ぶための構築は横の連携を可能にしていく要素である。文化、

歴史に関する事業の体系化は、生涯学習課、社会教育課等担当官による充分な検討を望み

ます。拠点が増え表現を可能にしていく機会が拡がっているのでチャンスを捉え、企画や

実行に他の課や市民を巻き込み考え実行するような体系化がのぞましい。 

○「ちがさき学」を知っている人の比率は「ゆかりの人物紹介事業」で飛躍的に増加して

いるものの全体的には 32年度目標値には遠い状態にある。 

中間評価の際に指摘されたように、他課の事業にも関わる長期的な課題でもあるので時間

をかけて取り組むことでよいが、着実に前進することが大事であり、また「ちがさき学」

の一層の普及に努める必要がある。 



○ちがさき学を中心とした新たなちがさき市民大学（仮称）の発想はよいと思う。２９年

度も多様な取り組みを行っている。ポータルサイトがなくても、行政からの発信は可能だ

が、一定の手続きで市民からの発信が保障されるとよいと思う。茅ヶ崎の文化発信や文化

面の連携の窓口として、どこに相談したらよいかわからない市民や団体等から問い合わせ

を受けた場合に向けて、文化生涯学習課が他課とのパイプを持ち、調整を継続して行える

ようにすることが今後も望まれる。 

○３２年度の文化生涯学習プラン終了時に「ちがさき学」の体系化が明記されている。さ

て、中間評価の時点で「ちがさき学」の考え方について説明が不十分であると指摘された。

一方、認知度は年々増えてきている。現時点では一応の評価ができる。なお「ちがさき学」

を含め官から民へと発想の転換をしていくことも検討する必要がある。 

 

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 

委員評価 Ｂ：３人 Ｃ：１人 Ｄ：２人 評価不可能：１人 

評価の理由及び課題 

○このテーマでは社会教育課の「Maruhaku TV」との関係が最重要である。両課の関係は

市民から見れば「連携」ではなく「協働」であり、将来的には組織統合を目指すべきであ

る。Maruhaku TVは、自然分野もカバーしているため「文化資源」と「地域資源」といっ

た用語の整理も必要かも知れない。また、Maruhaku TVには芸術系のものがないようなの

で、そこを追加していく。 

○ＦＡＣＥＢＯＯＫのページなど限られた予算の中で頑張っているという印象だ。しかし、

実績としてやはり物足らず、評価はＢだろう。 

現在、理工系の大学で、限られた予算内で研究活動の生産性を高めるために、高性能で

ありながら、低コストで導入も容易である新ベクトル型プラットフォーム“SX-Aurora 

TSUBASA”を導入したと聞いたことがある。これにより「いつでも自由に」高性能コンピ

ュータの利用が可能となったという。 

プラットフォームも日々進化しているようなので、茅ケ崎市でも研究してほしい。 

○（課題）重点戦略１の実現に合わせてポータルサイトを実現できれば良いが、持続可能

なものなのか不確定である。 

（評価）現時点では評価できない。 

○ポータルサイトがなくなり足踏みとなってしまった。MaruhakuＴＶ等茅ヶ崎市 HP 上

での解決が急務と思われる。インターネットでの講座は興味深くいつでもどこでも何から

でも学ぶことを可能にしている。誰でもの部分が難しい。紙面による冊子等も必要だ。ア

ーカイブの分野別蓄積があれば茅ヶ崎検定も可能になると思われる 

○ポータルサイト等の停止により、この重点戦略の内容を変えざるを得ないことは当然の

ことである。MaruhakuTV 等と連携して進めることでよいと思う。MaruhakuTV との連

携でアーカイブを公開しているはずであるが、指標にカウントされていないのはなぜか？



また、平成 27年度にはアーカイブ蓄積コンテンツ数は 105あったが、それはどこにいって

しまったのか？ 

○ポータルサイトにかわるネットワークや発信方法を決めて、何年間かはその仕組みを維

持することでアーカイブへの蓄積を促していく。分野によっては現時点でも文章上での蓄

積があると思うので、フォーマットを決めることで、文化資源のネットワークは良好にな

ると思う。 

○年々増えていく情報や資料等の文化資源を市民にどう提供していくかが重要である。ま

ず当該事業は全庁的な課題として認識し、取り組んでいく必要がある。３２年度の文化生

涯学習プランの計画終了時にはネットワークが完成し、市民が活用できるようにするため

にも、速やかに課題の解決に向けた検討をする必要がある。 

 

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 

委員評価 Ｓ：２人 Ａ：４人 Ｂ：１人 

評価の理由及び課題 

○アウトリーチ活動の発展は望ましい姿である。今後は厳しい財政事情などの制約要因か

ら事業費も十分確保できなくなることも想定されるため、支援者養成事業などを通して、

地域におけるサポート人材を養成していくことも課題であろう。 

○能力開発コースが発展途上の感あり、ゆえにＢ。課題は厚生労働者『能力開発基本調査』

2017年度「高等機関での学び直しの実施状況」によれば、30代と 40代の学び直しへ参加

度も、現在の職場での資格やスキルへの要求が高い。ところが、自己啓発で阻害要因とし

て、半数以上の 57.5%が「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」を挙げている。企業や

労働者が学び直しに関して、教育環境で特に実施してほしいことは、44.2%が「夜間、土日、

休日等の社会人に配慮した時間帯での授業を開講していること」、文部科学省『社会人の大

学等における学び直しの実態把握に関する調査研究』2015年度）である。これらの調査結

果から、30~40代の中堅企業人（労働者）の多様なニーズに対応できるリカレント教育は、

休日などに参加できるものにすべきだ。 

○（評価）アウトリーチ事業により文化生涯学習事業にあまり縁のなかった若年世代に自

動、生徒にアプローチすることができたことは評価できる。 

（課題）評価を得ている事業が協働推進事業ということで継続性が懸念される。 

○NPO法人の活動は良いプログラムを生み出し多くの人の共感を得た。協働事業部分がな

くなっても魅力あるプログラムを企画推進することは必須である。学びの市民講師は制度

が定着し、新たな講師による新鮮なプログラムを見ることが出来る。次世代の積極的な参

加を望む。 

○アウトリーチ事業の実施は決して容易なものではないと思うが、実施数の多さに驚くば

かりである。満足度を含め高く評価できる。何らかの形でアウトカムを分析するとよいと

思う。 



○対象者の状況に応じて実施しているアウトリーチ事業は、参加者の増加や個々のニーズ

への対応ができてよいと思う。講座などの時期、時間帯の調整や支援者となる講師数が担

保できれば今後も盛んになるのではないか。 

○次世代を担う若い世代への取り組みや、学び講座においての幅広い市民ニーズに対応し

た講座の実施や受講者の高齢化への対応等、様々な事業を展開しながら連携・協働体制の

確立に向け取り組んでいることは高く評価したい。引き続き連携協力体制の維持に努めて

いく必要がある。 

 



文化生涯学習プラン 重点戦略１アイデアシートより 

 

アイデアシート１ 

【なんのための体系化なのか】 

市民大学の体系化は、茅ヶ崎市が考える文化生涯学習の全体像を可視化することにより、 

（１）自分が関心を持っている分野を発見しやすくなる 

（２）自分の学習、活動のポートフォリオがイメージしやすくなる 

（３）企業、大学、メディア、等民間セクターとの連携の開発、強化のツールとなりうる 

（４）市民からの事業提案やボランティアとしての参加もしやすくなる、などのメリット

が考えられる。 

 

【その他】 

④ちがさき学には、地形、気候、植生、水系、といった自然分野もいれるべき（Maruhaku 

TVにないようなので） 

これからの社会は IoT、AIなど IT技術が社会生活のあらゆる分野におよび、抜本的な変化

がやって来る。そこでは多くの職業が失われ、機械やプログラムにおきかえられる。その

ような将来の姿を理解し、それにどう対応していくかを市として、市民として考えること

は必須の課題である。そのような視点をちがさき学の中にももつ必要がある（参考文献：

藤原洋『全産業「デジタル化」時代の日本創生戦略』PHP 2018年など）。 

 

アイデアシート２ 

・茅ヶ崎市文化生涯学習プランは「ちがさき学」を中心にしたちがさき市民大学（仮称）

の構築及び体系化が３２年度末に達成し、又学んだことを生かすサイクルができているこ

とを明記している。 

・さて、本市ではまなび人材事業を中心とした様々な事業が実施され、一定の市民のニー

ズがあった。一方受け手である市民側の一部にはわかりにくいとの意見がある。 

・そこで、今回提案された（仮称）「ちがさき大楽まなびーな」についての体系図案は、市

民が講座を受ける際、多くの事業の中から自らの判断で選択できる様、大きな柱として４

つのコースに分類し、各コースごとに目的・内容及び方向性等について市民に分かりやす

く説明してある。 

・例えば、自分が市の歴史や文化を学びたいと思った場合は、（仮称）趣味・教養コースの

欄を見れば具体的な講座名等が書いてあるのですぐに判断できる。 

・この様に体系化する事によって多くの事業の中から市民が受講する時の道筋（道案内）

を明確にしてやるのが市民サービスの原点と思う。 

 

資料２ 



アイデアシート３ 

①「大楽」という名称はエンターテイメントのように受け止められる可能性がある。名称

は体系化の目的や内容が決まった時点で考え直したほうが良い。 

 

②何かを始めたいという人が希望にあったものを見つけやすい仕組みが必要である。場所、

内容、実施日、対象者などで検索できれば便利である。 

 

③「学べる」という言い方は誤解を招くかもしれない。市の講座は原則無料で、教える側

も市民が講師の場合無償であることが多い。現実問題として学び続けるためには無料・無

償は不可能で、この体系化にあるものは学ぶきっかけ作りのものがほとんどである。 

 

④郷土について学ぶことが原点だとおもう。例えばちがさきの地質について学んだ結果、

身近な問題である防災について発展すること、またその逆もありえると思う。 

 

⑤「問題解決コース」はやや誇張なのでは？「身近な問題」程度ならば理解できる。 

 

⑥内容的に「初歩の能力解決」なのでは？ 能力開発は費用が伴うものである。ここでは

きっかけ作りにすぎないので名称が大げさに感じる。 

 

⑦生涯学習の意義にも通じると思う。暮らしやすいまちづくりには市民が知り合いになる

仕組みが必要である。市民が知り合うきっかけは自治会が活動している、地元の小中学校

に通っている、地域に祭がある、など、様々な理由があるが。文化生涯学習事業は住んで

いる地域の枠を超えて趣味や興味を通して人が知り合うきっかけになるという点で必要な

事業である。社会教育課にも共通点はあるが、市長部局のもとで事業ができるので文化生

涯学習課の方が市民に対して包括的に働きかけることができるはずである。 

 

⑧特に意見なし。  

 

⑨市が目指しているものは交流サロンにとどまらず、この体系図づくりのベースになるも

のなので関係者に説明する機会を設けることは必要である。  

 

⑩人材育成で 支援者の知識を高めるというのは現実的に即していないように思う。支援

者になる人はすでにそれぞれの分野で腕を磨いているはずである。支援者に援助できるの

は指導力や受講者を集めること、集いの場の提供なのではないか？ 生涯学習はやればや

るほど時間やお金がかかるものであり、経済活動の領域になると文化生涯学習課では支援

できないと考える。 



 

アイデアシート４ 

〈体系化について〉 

学習プログラムの体系化といった場合、一般には学問の体系に基づき専門家が学ぶ順序な

どのプログラム間の関係や受講条件、領域等を設定することであろう。生涯学習にあって

は学習者が自由に学ぶことを基本としているので、学習者が自分のニーズに合わせて体系

化（プログラム間の関係づけ）できるように支援すると考えてはどうか。 

具体的には、 

①いくつかのコースに整理して、学びたいプログラムを選択できるようにする←現在の案

のコースなど。（現在のコース案はさらに検討した方がよいと思う。） 

②初級、中級、上級、専門あるいは理論編、実践編等の整理ができればそれがわかるよう

に表示する（ただし、実際には極めて難しいと思う） 

③学習成果を社会で生かす観点で学習プログラムの道筋をつくる（例えば資格取得や観光

ボランティアになるための道筋） 

 

〈その他〉 

・行政主催講座だけでなく、もっと民間のものも取り入れてはどうか。特に、学習成果を

職業などで生かせるように、専門学校、県立高等学校の専門科等と連携できないか。徐々

に拡大を図ることでもよいが、そのようなことを検討していかないと、学習成果を生かす

ことを可能にする新たな市民大学の実現は難しいと思う。 

・いろいろな自治体で、名称は様々であるが高齢者大学・大学院が設置されており（設置

母体は福祉関係行政が多いと思う）、多くのところで盛況であると聞いている。仕組みは自

治体によって違うが、ゼミなどを卒業要件にするなどして好評を博している。そのような

事例を参考にしてはどうか。もちろん、茅ヶ崎市の場合は対象は高齢者に限定せずに市民

一般でよいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アイデアシート５ 

「学びの機会の体系化」を進めることで、市民にとって、また当初は講座を調整・提供す

る主体となる可能性が高い市にとって、現在は行われていないが、ニーズのある分野の学

びの機会を設定する際の基本データになると思われます。 

ニーズや実施講座分野の偏りは、市民の主体的な生涯学習参加という側面からはあってよ

いと思いますが、不足している分野への手立てを考える際には必要となります。 

また、市民にとって、自治体として市民に啓発が必要な分野・講座が行われているか確認

する手立てにもなると思います。 

さらに、当初は受け手であって市民の中に、いずれは提供する講師側にという道筋が描け

るイメージ図があるとよいと思います。 

 

 

課題解決コース 
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