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   平成３０年度第３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１１月２０日（火）１４：００～１５：１５ 

 場所 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター いこりあ大会議室 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

野田邦弘委員長、山口佳子副委員長、木村誠委員、 

吉田大亮委員、海老澤宗典委員、浅野井孝志委員、 

柴田貴行委員、山口茂委員 

 

（欠席委員） 

木越壽子委員、吉沢堅治委員、南栄美子委員、 

須藤功委員、浅井経子委員 

 

（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、平本主事 

 

会議資料 

 

 

・会議次第 

・資料１ 平成２９年度事業の評価について（答申（案）） 

・参考資料１ 文化生涯学習プラン平成２９年度各委員評価 

（行動目標） 

・資料２ 文化生涯学習プラン 重点戦略１アイデアシート 

より 

 

会議の公開・非公開 公開 
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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（山口茂委員） 

・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） 

茅ヶ崎市文化生涯学習プランの平成２９年度の事業評価の原案について、ある程度固ま

ってきたのでこれを審議したいと思う。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。まず文化生

涯学習プランの２９年度事業評価については、お忙しい中ご対応いただきありがとうござ

いました。今回の諮問に対する答申案の作成は、前回８月２７日に開催した推進委員会で

の会議内容のとおり、１０月１１日に委員有志による打ち合わせを開催し、答申案の評価

内容について協議させていただいた。打ち合わせの場では、委員の皆様からいただいた評

価案及び成果、課題について協議した。その結果、行動目標及び重点戦略の評価案は事前

に配布させていただいた資料１のとおりとなっている。また評価の理由、成果、課題につ

いては、委員の皆様からいただいたものを取りまとめて事務局で作成することとなった。

資料１には事務局にて取りまとめたものを記載しているが、委員の皆様からいただいたコ

メントをもとに作成したものである。 

資料１について順にご説明する。まず「第２章「プラン」の位置づけと評価方法」につ

いてご説明する。平成２８年度事業評価の答申にも記載があったが、「２－１プランの位置

づけについて」では文化生涯学習プランについて茅ヶ崎市総合計画との関係性について記

載している。次に「２－２評価の全体像について」では、図２「評価の全体像」において

各項目の評価主体とその関係性を示している。最後の「２－３中間評価の結果について」

では、２８年度に実施した中間評価とその後のすすめ方についての記載をしている。なお、

「２－１」及び「２－２」は文化生涯学習プランの冊子からの抜粋である。 

２８年度の答申については、今ご覧いただいているページの他に「まえがき」、及び「あ

とがき」、そして「行動目標及び重点戦略の評価を加えたもの」で構成しているが、本日の

委員会ではこの評価の他に、答申全体の構成についても審議いただければと思う。 

続いて、評価案についてご説明する。「評価の基準の考え方」をご覧いただきたい。こ

ちらは庁内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にて施策の方向におけ

る評価と同様のかたちとなっている。 
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次に行動目標及び重点戦略の評価案についてご説明する。それぞれの指標等の下にある

※印は各指標の説明になっている。 

行動目標１から順にご説明する。各項目ともシート表面の内容は、前回ご提出した資料

とほぼ同じ内容のため、裏面の評価等についてご説明させていただく。 

 

行動目標１ 機会の提供 

行動目標に対する評価はＡ。理由としては、多種多様の事業が市内の各地域で展開され

ていること、施策の方向（ア）の文化芸術に親しむ機会の提供と（ウ）の鑑賞から創造へ

と発展していく機会の提供の満足度が高いことがあげられる。なお、評価の理由の一番下

に「（ア）（ウ）の満足度は９５％以上」とあるが、正確には（ア）は９４％であるので、

９５％前後と訂正させていただきたい。 

成果としては、茅ヶ崎市美術館で実施されたキルト展の来館者が多かったこと、市民文

化会館が休館している間にアウトリーチ事業に取り組んだこともあげている。 

課題については、情報伝達手段の工夫や事務のＩＴ化による対人サービスに対する人的

資源投入といった提言、また実績値の要因分析の必要性について記載している。なお、施

策の方向（イ）の「講座・イベントの定員に対する受講希望割合」が年によって乱降下し

ているという指摘を委員よりいただいた。一般的には講座内容だが、歴史や食等、健康に

関する分野は人気が高いという傾向があるが、学習機会の提供という観点から言うと、様

々な分野での講座の実施の必要性もあると考えている。今後とも講座内容や周知方法につ

いては研究をしたいと考えている。 

 

行動目標２ 人材の育成と活用及び支援 

行動目標に対する評価はＡ。その理由としては、文化生涯学習活動の支援者として育成

された市民数が目標値を大きく超えていること、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館やま

なびの市民講師の活動が定着していることがあげられる。 

成果としては、文化生涯学習活動の支援者が増加、文化生涯学習活動を行う市民に発表

の場を提供していることがあげられている。 

課題としては、発表の場の提供に対する提言を記載している。また委員の方から、指標

にまなびの市民講師の自主企画講座はカウントされているかというご質問をいただいた

が、こちらの指標については、まなびフェスタ、レインボーフェスティバル、まなびの市

民講師ＷＥＥＫの開催日数の合計であるため、自主企画講座についてはカウントしていな

い。 

 

行動目標３ 拠点機能の整備 
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行動目標に対する評価はＢ。理由としては、指標は達成していないが、まなびの窓口の

満足度、ハマミーナまなびプラザの認知度と満足度には一定の評価がなされていること。

ポータルサイトの停止はあるものの、他の媒体活用をはかっていることがあげられる。 

成果としては、様々な媒体で情報発信をしていること。ハマミーナまなびプラザの認知

度が高いことなどについてあげられている。 

課題としては、まなびの窓口の認知度が低いこと。また、情報発信における意見等を記

載している。 

 

行動目標４ 文化資源の有効活用 

行動目標に対する評価はＢ。理由としては、目標値に対する実績は低いが旧南湖院第一

病舎が国の登録有形文化財となったこと、旧藤間家住宅が一般公開となったこと、文化資

源の継承ができたことがあげられている。 

成果としては、旧南湖院第一病舎や市史における取り組みがあげられている。 

課題としては、指標の「普及啓発活動の実施」が低いこと、また「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」がこの施策の成果の指標として

どうであるか検討すべきであるということについて記載している。なお、施策の方向（コ）

の普及啓発活動の実施件数が２８年度に比べて減少しているが、この主な理由として、市

民まなび講座で講師となっていた職員の退職により、その講座が実施できなくなったこと

が大きな要因である。 

 

行動目標５ 連携・協働のしくみづくり 

行動目標に対する評価はＡ。理由としては、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、指標も目標値を達成していること。指標「行政間で連携した

事業数」は目標値には達していないが、他市町との連携が定着していることがあげられて

いる。 

成果としては庁内や他機関との連携の進展、アウトリーチの満足度が高いこと、公共施

設や企業との連携について一定の成果がある旨を記載している。 

課題としては、更なる連携強化に対する提言や、類似講座についての仕組み作り等があ

げられている。 

 

行動目標の１から５までの説明は以上である。 

続いて重点戦略に移る。 

 

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
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体系化 

重点戦略に関する評価はＢ。評価の理由としては、多様な取り組みを行っているものの

平成３２年度目標値には遠い状況にあること、体系化は長期的な課題であるが、着実に前

進することが必要であること等があげられている。 

課題としては、「ちがさき学」の体系化の推進、市民にアピールするためのネーミング

の重要性、生涯学習と社会教育の一体化、官から民への発想の転換等の提言等を記載して

いる。 

重点戦略１については、議題２の中でまた議論していただければと思う。 

 

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 

重点戦略に関する評価はＣ。評価の理由については、生涯学習ポータルサイトが現在運

用されていないことによるものである。 

成果としては、ポータルサイトに代わる情報発信によるアーカイブの蓄積について記載

している。 

課題としては、ポータルサイトの持続可能な運営、「ＭａｒｕｈａｋｕＴＶ」との関係

性があげられている。 

 

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 

重点戦略に関する評価はＡ。評価の理由については、アウトリーチ事業の実施数、及び

満足度が高いことによるものである。 

成果としては、アウトリーチやまなびの市民講師事業についてあげている。 

課題としては、今後事業を継続するための支援者養成事業などを通した地域におけるサ

ポート人材育成などをあげている。 

 

行動目標及び重点戦略に関する説明は以上である。 

 

○議長（野田委員長） 

 行動目標５つと重点戦略３つについて、評価の原案とその理由、考え方、成果、課題に

ついて今説明があった。こういう方向で議論しようとしているが、全体をとおしてご意見

やご質問等があれば挙手願いたい。 

○山口副委員長 

 ８月２７日の評価と１０月１１日に有志で話をした際に、評価が変わっているものもあ

るが、その辺をそれぞれの方はどう考えていらっしゃるか。１０月１１日に変わった評価

でよろしいのかお聞きしてみたい。 
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○議長（野田委員長） 

 ８月に全体で会議した後に、１０月１１日に集まれる何人かで集まって、もう一度精査

をさせていただいた。その中で議論をして修正した箇所がある。具体的にお願いする。 

○山口副委員長 

行動目標１が前回ＢからＡに変わった。重点戦略の２が評価不可能という部分もあった

がそのままＣ。２７日と同じ評価になっている。その辺に関して皆様いかがか。それぞれ

に点数、評価をつけていただいているので、ご意見があろうかと思う。 

○議長（野田委員長） 

 今の山口（佳）委員のご指摘は、全体会議で作った原案に対して、２ヶ所修正をかけた

点がどうかということである。行動目標の１については、ＢからＡに格上げした。読んで

みると、満足度が９５％前後ということもあり、頑張ってやっているのではないかという

ことで、１０月の段階でそうさせていただいた。これが原案である。重点戦略２は情報通

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ということだが、評価でき

ないのではないかという話であったが、やはりＣ程度でつけておいて、今後についてはネ

ットワークづくりをすすめていくために前向きなことをやっていこうということで議論し

ている。この２ヶ所が変わった。それについて、もしご質問などあればぜひ出していただ

き、これでよろしいか議論させていただければと思う。 

ご異存なければこの原案のようにさせていただく。 

他に全体を通してお気づきの点などあれば。無ければ次の議題にすすませていただく。 

 今後の進め方について若干説明させていただきたい。委員の任期が１２月１５日までに

なっているので、１２月１５日を目途に答申というかたちで市長に提出するスケジュール

を想定している。このメンバーで作成してきたので、このメンバーで提出するということ

が原則であるが、いろいろな理由でそれがずれこむ場合もある。その時は１５日以降にな

るのかもしれない。 

答申にあたっては、今日は第２章から始まったが、これの前に「はじめに」という部分

が１ページ弱あり、最後に「むすび」が１ページ弱あるが、それは今現在入っていない。

昨年度は、委員長の私のほうで原案を作り、事務局と調整をして載せた。書き方について

の提案や自分がやってもよいという方がいらっしゃったら挙手願いたい。 

特段ご意見が無ければ、昨年と同様で私のほうで書こうかと思う。それでよろしいか。 

 

（一同 異議なし） 

 

○議長（野田委員長） 

今日あとで読み返し等された時に、修正などあれば事務局に連絡をいただいたりするか
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もしれないが、あっても微修正だと思うが、それに関しては１２月の中ごろに答申の予定

で時間がないので、今後の修正ついては委員長の私のほうに一任していただくということ

ですすめさせていただきたいがよろしいか。 

 

（一同 異議なし） 

 

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございます。 

 

〔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） 

 重点戦略１の「ちがさき学」について体系化に着手した。これについて皆さんに書いて

いただいたシートを事務局で整理したものを用意してもらった。委員の方々の考えがどの

ようなものかと、その内容を理解した上で、今後どう取り扱っていくのか。具体的には、

１２月に予定される答申に入れるのか入れないのか、入れるとしたらどのように入れるの

かについてある程度決めていきたい。 

まずは重点戦略１の「ちがさき学」についての皆さんの自由記述がどのような内容であ

ったか事務局から説明していただきたい。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 それでは〔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事務局より説明申し上げる。資料２について、重点戦略１

を構築していく上で、委員の皆様のそれぞれに描くまなびの機会の体系化のイメージにつ

いて共有していただくものとして、皆様にお書きいただいたアイデアシートの記載事項を

転記させていただいたものである。内容を見て、学習者にとってのメリットや、行政が行

える範囲や大学等他機関との連携の推進についてなどのご意見があり、重点戦略１の方向

性について、より具体的に考えるためのアイデアをいただいている。 

５月の第１回の推進委員会で示した１０の視点から、主に体系図案の目的について、今

回のアイデアシートを皆様と考えて行く事で、より考え方がクリアになるのではないかと

考えている。今回の内容については、２９年度事業評価とは直接的につながるものではな

いが、今年度の議論などをどの程度まで今日の答申に記載するのかについてお話し合いい

ただければと思う。 

また、今、スライドに映しているのは１０の視点の後半の部分だが、視点９「交流サロ
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ンの役割について」試行的事業として、１０月４日に「つながりと学びあいのサロン」と

いう事業を開催した。そちらの実施報告をさせていただく。重点戦略１のプランニングを

具体的にすすめるために、多様な文化生涯学習の機会を提供する市主催の講座の受講生が

今回のような交流サロンに集い、人は学ぶことによってどのような意義やニーズがあるの

かといったテーマで和やかに話し合っていただき、受講生同士の新たなつながり作りのき

っかけとすること、また今後の文化生涯学習振興の担い手となるようなグループの育成に

寄与することを目的に開催した。本来は８月に開催予定だったが、台風の影響により延期

し今回の開催に至った。  

具体的には、「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座 基礎編」という社会教育課が主

催する講座、及び「いま知っておきたい経済学」という文化生涯学習課が主催する講座の

受講生有志を対象に、ワークショップ形式で文化生涯学習の機会について考える内容を展

開した。最初に予定していた８月８日には２０名の方の申込みがあったが、延期をしたこ

とで当日参加者は８名となった。しかしその分、それぞれの方がお話しできる時間を多く

とることができたので充実した内容になったと考えている。 

文化生涯学習課と教育委員会の社会教育課の両課の職員が共催し、ファシリテーター的

に参加をした。およそ２時間のサロンというかたちで展開し、具体的には、サロンの主旨、

すすめ方について参加者全員で共有したあとに、参加者の皆さんにじっくりと自己紹介を

していただく時間をとり、少し休憩をとったあと、このような講座があったらいいという

ことをお題にトークの時間を作った。最後に今後の活動、活躍の場の紹介をさせていただ

き、生涯学習ガイドブックなどの紹介をさせていただいた。その中で生涯学習サポーター

への参加意思を表明してくださる方もいらっしゃった。予定では終了後に１時間ほど会場

を開放して自由に交流する時間を用意していたが、サロンの中で皆さんのトークが盛り上

がり、終了時間を３０分ほどオーバーしたこともあり、実質的にはサロン事業の中で十分

にコミュニケーションの時間がとれたのではないのかと思っている。 

自己紹介の時、今回はそれぞれの講座の参加者が「学ぶ」というテーマに、共通の項目

で話していただいている。４０代から８０代までの参加者がいたが、かつて都内で近所に

住んでいたということが参加者同士で判明したり、戦後の食事で同様の体験をしたなど、

参加者同士の意外な共通点が出てきたりした。一方で学びたいことに対しては、興味や動

機の部分が非常に多様で面白い形が見えたと思う。 

その後、こんな講座があったらいいというお題でトークをしていただいた。参加者皆で

わいわいやるような参加型の講座や、核家族化がすすんでいる中で、自分たちにとっては

オイルショックや経験してきたことが今や教科書に載る時代であるので、高齢者が講師と

なって自分の経験や生きてきた時代というものを、若い人に歴史として伝えていく講座を



- 10 - 

したいという、参加者が講師になるような講座をしてみたいというご意見もあった。また、

生活をしていく中で必要なもの、例えば最近では「オレオレ詐欺」のような問題や、今回

は経済学講座で「ビットコイン」などのことも触れたが、わからないことも多い中で、例

えばこの枠までは損をしないという法律的な意識のように日常的に役立つ講座なども欲し

いという提案があった。 

今回、文化生涯学習課と社会教育課の両セクションが市長部局と教育委員会ということ

で、一緒にやっていくことが画期的であったので、ぜひ拡大していって欲しいというご意

見もいただいた。また、市が開催する多くの他の講座にも参加しているような方がたくさ

んいらっしゃって、主催する職員の人柄や専門性によって、醸し出す雰囲気がよかったり、

紋切型ではないよいものが提案されるので、ぜひそういう職員を応援したいというありが

たいご意見もいただいた。 

 今回のような交流サロンという事業自体はどうかと尋ねると、参加者同士で話したりコ

ミュニケーションをとる機会には、ぜひまた参加したい、こういう場を待っていた、とい

うご意見が多くあった。今後も今回のようなサロンを回数を重ねて開催していくことで、

重点戦略１全体の中で、より機能していくあり方を探っていきたいと考えている。 

 議題２の説明については以上である。 

○議長（野田委員長） 

ただ今、「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

について取り組みが報告された。どのようなことでも感想やご意見、ご質問があればお願

いしたい。 

○木村委員 

 「ちがさき学」というのは、茅ヶ崎の歴史や文化を学ぶという「茅ヶ崎を学ぶ」という

人と、茅ヶ崎で交流などがあって「茅ヶ崎で学ぶ」という目的と方法で分かれているが、

だいたい「ちがさき学」というのは「茅ヶ崎を学ぶ」になってしまっている。「茅ヶ崎を学

ぶ」を「茅ヶ崎で学ぶ」そして成長していく、というようにイメージを共通化していかな

いとなかなか難しいところがある。 

○議長（野田委員長） 

両方の面があると思う。ただ一般には「茅ヶ崎を学ぶ」というほうが多いのではないか。

参加された方は、実際参加されてみてどうであったか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 今回「茅ヶ崎を学ぶ」というところで見ると、多くの方がおっしゃっていたのが、ずっ

と住んでいても意外と茅ヶ崎のことを知らないところがあるので、そういうところを学び

たいというニーズもあった。一方で、この街で生きていくので、この中で友人を作り、茅
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ヶ崎を学んでいって、よりよい暮らしにしていきたいというものもあった。両方のニーズ

がこの話し合いのコミュニケーションをとる中でも出てきたと感じている。 

○議長（野田委員長） 

「茅ヶ崎を学ぶ」にしても、茅ヶ崎の何を学ぶか、ものすごく広い。 

○事務局 

それぞれが学びたい事は決まっていて、それぞれ自分の興味のある講座に来ていたと思

うが、今回のサロンで、講座内容への関心とは別に、こういう交流の場を求めていたと参

加された方がいるので、そういうコミュニケーションができていくことで、もともと自分

はまだそこまでは興味が無かったことが、仲よくなった方が受講を勧めてくれたから自分

も受講してみようという「茅ヶ崎を学ぶ」「茅ヶ崎で学ぶ」の両方を促進するきっかけにな

るのではないかと、事務局として今回実際にサロンを運営していて感じた。 

○議長（野田委員長） 

 結局、茅ヶ崎で学んでいく中で、茅ヶ崎を学ぶことになる。 

○木村委員 

仮想通貨の講座に参加したが、茅ヶ崎的仮想通貨というものがあるのかどうか。 

○議長（野田委員長） 

仮想通貨は地域通貨と親和性が高いかと思う。 

○木村委員 

 地域通貨もいろいろあるので、そういう次元で結びつければよかったのかもしれないが、

儲かるのか儲からないのか、リスクをどうとるかという視点で参加されている方が多かっ

たように感じた。 

○山口副委員長 

 交流サロンでは具体的なニーズが引き出されてくる道筋はありそうか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

いつもは講座を受けてすぐに帰っていく中で、自分の感想を述べる場がなかなか無い。

たくさんの方が、このような機会を設けたことで、そういった思いがかなりあふれ出てい

た。どんな講座がよいか質問したら山のように出てきていた。今回は４０代から８０代の

方の参加だったが、バランス的には高齢者の方が多かったこともあり、テーマに終活のよ

うなものも出てきた。やはりそれぞれの世代によっても出てくるテーマは違うと思う。こ

ういう機会を増やすことで、そういった幅広さも増えていくのかという実感を持った。 

○山口副委員長 

企業連携事業の「大人のための社会見学」でアルバックさんなど、茅ヶ崎の大きな企業

を訪問するときには比較的年齢の高い方が多いものだが、前回の見学会は少し違っていた。



- 12 - 

事務局のほうから説明をしていただきたい。 

○事務局 

１１月７日に茅ヶ崎市立図書館の講義室で、株式会社プレンティ―ズ代表の長谷川さん

に、起業の経緯や普段の営業する上で心がけていることなどを 1時間程度お話ししていた

だいてから、プレンティーズ本店へ移動し、実際にお店の見学などをさせていただいた。

「企業人から学ぶ」や「大人の社会見学講座」については、山口（佳）委員がおっしゃっ

たとおり、高齢の方が多い傾向があるが、今回は比較的３０代や４０代の参加者が多く、

質問などの内容から、実際に起業を考えているような方が３～４名ほどいらっしゃった。

参加者は全部で１２名ほどだったが、本店の前で参加者同士が話していたりした。高齢の

方は起業と言う視点ではないが、新たな学びとして、自分の知らなかった茅ヶ崎の企業人

の話を聞けてよかったという方や、もっと長谷川さんのような代表の方にお話をしてもら

える機会を作って欲しいという方や、実際に起業を考えている方からもアンケートの中で

こういった機会になかなか参加できないので非常によかったというお声をいただいている。 

○山口副委員長 

 ここで注目するのは年代層もあるが、平日の午前中からという時間帯でも、ニーズがあ

えば、このように年代層のさまざまな方が積極的な参加をしてくださることがわかった。

狙ったわけではなかったが、ニーズがきちんと満たされているということは、「ちがさき学」

にとって明るい方向性を見出したと思っている。どうしてそういう講座に出たかったのか、

交流サロンのように話し合えたら「ちがさき学」ももっと進んでいくのかと思った。 

○事務局（滝田課長補佐） 

今回こちらが思っていたよりも、起業を目指す、特に３０代くらいの方が多くいらっし

ゃったので、ものすごく盛り上がったと思っている。 

○山口副委員長 

 すごいエネルギーを感じた。 

○事務局（髙橋担当主査） 

今回のサロンでは、皆さんに自由にお話ししていただくというところもあるが、その前

段として付箋のついた紙を配り、たとえば「皆さんの今の気分はどうか」に対して「緊張

している」「普段どおりである」等を色別に出して質問にこたえてもらうことで、アイスブ

レイク的にいろいろな話を聞いていった。「文化生涯学習プランを知っているか」だとか、

意見も聞いていくなかで、「学びたい動機」という面では、皆さん深い理由がいろいろある

ところを、なるべく直感で考えていただくわけだが、「講座のテーマに興味があった」「単

純に楽しそうだから」「自分が世の中と何かつながりたいから」「何となく」と聞くと、答

えがまんべんなく分かれていた。全て出される方もいた。今回はきっかけとして出したが、
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わずか８人の中でもニーズは細かく分かれていくということを感じた。 

○議長（野田委員長） 

もしそういうニーズが少し見えたのなら、市の起業担当や産業政策をやっているところ

に行って、どうしたら次のステージに入れるか、仕事を振っていくというのではないが、

市民のリソースをこちらの業務とマッチングさせるということが大事だと思う。それが生

涯学習の大きなテーマである。こちらもリソースをたくさん持っている。ただ出会ってい

ないから。これは出会いの場なのだと思う。 

○事務局 

今回の「企業人に学ぶ」は産業振興課と連絡を取り合って紹介してもらった。その関係

もあって、産業振興課の職員も大人のための社会見学に参加して、次回、自分の課でも考

えてみたいと言っていた。 

○議長（野田委員長） 

 呼ばれたほうも、市が主催してくれたということで嬉しいと思う。次のチャンスにもつ

ながる。 

○事務局 

 今回、株式会社プレンティーズ代表の長谷川さんも講演するのは初めてだとおっしゃっ

ていた。 

○吉田委員 

私も茅ヶ崎商工会議所青年部で産業振興課さんとで茅ヶ崎で何か名物を作ろうというこ

とで、「わかめソルト」を市の飲食店さんに使ってもらった。実際に意見を聞き、パッケー

ジなどうまくできれば、道の駅のようなところに置けたらと思っている。商工会議所青年

部が配って今試してもらっている。この商品は風味があっておにぎりなどにも美味しい。 

○議長（野田委員長） 

 わかめに塩を足す。 

○吉田委員 

 そうである。意見を聞けるのはある程度ターゲットを絞った年代の人になってしまう。

もう少し広げられたらよいと思うがなかなか難しい。 

○議長（野田委員長） 

 年齢層はテーマ次第だと思う。歴史とかをやるとやはり年齢層が高くなるが起業とかだ

とそうでもない。 

○海老澤委員 

 今回のプレンティーズの長谷川さんは比較的若い。起業しようという同じくらいの年齢

の方が集まるのだろうか。自分もこれからやりたいという方ももちろんだが、講師の方が
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同じくらいの年齢の方のほうが、やはり親しみが持てそうな感じがしてそういう要因もあ

るのかと思う。 

○吉田委員 

一般的に、広く皆さんに来てほしい。「起業したい」や「この事業に参加したい」という

方だけでなく、本当に広く一般の人に来ていただいて、本来ならばその斬新な意見を吸い

上げて、本当ならそういう交流サロンができたら一番いいと思う。 

○議長（野田委員長） 

まず見方を変えれば、茅ヶ崎のブランディング化であると思う。 

○山口副委員長 

 「茅ヶ崎を学ぶ」にしろ、「茅ヶ崎で学ぶ」にしろ、開催時間が非常に影響すると思って

苦慮してきたが、開催時間もテーマによって考えればよいのだと、テーマがよければこう

いう時間帯が成り立つということを初めて思った。 

○議長（野田委員長） 

 「わかめソルト」のように目に見える商品があれば話がはずんでよい。 

今回、社会教育課との共同事業ということで試行的にやってみたことで見えてきたこと

もあるし、今後「ちがさき学」の体系化を引き続きやっていこうという中で、今回の答申

にこれをどう入れ込むかという課題がひとつある。一応答申は２９年度のプランの評価だ

から、「ちがさき学」のことについて話す場ではないのだが、一番重要なものであるので、

それをどのように委員会でやっているかということは書いておいた方がよいと思っている。

検討中であるという骨格くらいを書いてもよいかと思う。何かご意見などあればお願いし

たい。軽くその辺の経緯について触れておく、あるいは、おぼろげな形についてこういう

方向でやっていくということでよろしいか。 

○山口副委員長 

 今回のプレンティーズの講座は産業振興課で、これからはそういった庁内の横の連携を

すすめてつなげていく。そこだけでやるのではなくて、サロンのように市民とつなげてい

くということが、もっと広がりを生む要素になるのではないかと思う。 

○議長（野田委員長） 

そうだと思う。おそらく産業振興課は産業振興課なりに、いろんな業種ごとや業種交流

などやっておられるだろうけれど、そこはそこで、ある程度かたまってきているところが

あるだろうから、それを時々ガラガラポンとやる。生涯学習というのは、一番緩やかなも

のなので、それは新鮮なことだと思う。 

○木村委員 

 文教大学の連携はどのセクションであるのか。 
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○事務局（滝田課長補佐） 

文教大学については各課でやっているかと思う。うちでは、公開講座というかたちで文

教大学の先生に市民対象に文教大学で講座を委託授業でやっていただいている。 

○議長（野田委員長） 

今のご指摘の、市の中の連携ということは留意して、どこかで記述するのがよいかどう

か考えてみる。一応当たり前のことではあるが、縦割りのところがあるから、当たり前の

ことが難しい。 

 他によろしいか。「ちがさき学」の体系化の取り組みについては、「このように進めよう

と思う」と軽く入れておきたいと思うがよろしいか。 

議題の２については以上にする。 

 

〔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（滝田課長補佐） 

まず今後の予定について。答申はこれから委員長に「はじめに」と「むすび」を書いて

いただき、また全体的に答申が出来たら理事者に提出したいと考えている。現在の委員の

任期が１２月１５日なので、できればそれまでに市長への提出を行いたいが、新市長が就

任したばかりなので、日程調整等も含めてずれ込む可能性もあるかと考える。日程につい

ては後日連絡させていただく。１２月１５日を過ぎた場合でも、今までの委員でまとめた

答申であるので、今回までの委員の皆さまのご出席をいただければありがたいと思ってい

る。 

 現在の委員の任期は１２月１５日までとなる。会議としては今日で最後になる。２年間

ありがとうございました。 

次期委員について、公募委員は決定している。団体推薦の委員も推薦をいただいている

ところである。次の委嘱については、来年の３０年度第４回の推進委員会の日に会議前に

委嘱をし、その後に推進委員会を開催する形を考えている。来年２月か３月を考えている

が、日程等についてはまた調整してご連絡する。 

○事務局（鈴木文化生涯学習部長） 

 本当に任期の間、ありがとうございました。１２月中に答申ということであるが、議会

等の日程もあるため、その合間をぬってということになろうかと思う。ぜひとも委員の皆

様がまとめられたご意見であるので、ご参加いただければと思う。本当にありがとうござ

いました。今後ともよろしくお願いします。 
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○議長（委員長） 

 このメンバーで集まるのは今日が最後となる。先ほど事務局からもあったが、公募委員、

非公募委員を含めて、何人かの入れ替えがある。今回で退任される委員の方、長い間ご苦

労様でした。ありがとうございました。 

 今説明があったスケジュールでやっていく予定になっている。繰り返しになるが、もし

お気づきの点が全体を通してあれば、連絡いただきたい。基本的には修正については委員

長の私に一任させていただいたので、私のほうで預からせていただいて、あわせて「はじ

めに」と「むすび」を書いて体裁を整えようと思っている。その作業にこれから入る。１

２月の間のどこかで答申となる。 

今日予定した議題は以上となる。 

以上をもち、本日の会議を終了する。長時間にわたりご審議いただきありがとうござい

ました。平成３０年度第３回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会を閉会する。 

  

 

                                           委員長署名  野田 邦弘      

 

                                            委員署名   山口 茂       


