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第１章 はじめに 

「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」（以下「プラン」という）は、平成 24（2012）年 3月に、

文化に関するプランと生涯学習に関するプランを統合し新たに策定されました。本プラン

は、市長部局と教育委員会が連携・協働することで、茅ヶ崎市の文化生涯学習施策を全庁

的・総合的に取り組むことを目指すもので、その計画期間は平成 24年度～32年度です。 

「プラン」は、様々な分野・領域にわたり生涯学習の場を提供し、市民の知的関心や新

たな活動へのきっかけを提供すること、市民の間であらたな交流を生みだすこと、また新

たな文化の創造を支援し、文化と生涯学習における「きっかけづくりから成果の還元まで

のサイクル」を作り上げていくことを目指しています。それにより「みんながまなび未来

を創造できるまち」を市民が創っていくことが最終的な目的です。 

「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サイクルを機能させ、必要に応じて事業の評価・方向性を修正する必

要があります。 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会では、平成 30 年 5 月 29 日に、市長より「茅ヶ

崎市文化生涯学習プラン平成 29年度の評価について」の諮問を受けました。同委員会では、

この評価作業を行ってまいりましたが、ここに答申いたします。 

「プラン」の趣旨を活かした文化生涯学習を推進することにより、さまざまな階層の多

くの市民のみなさんが、自主的に生涯学習活動や文化活動を展開するようになることを目

指します。そのことが文化的で創造的な茅ヶ崎のまちづくりにつながっていくものと考え

ています。 

平成 30 年 12 月 

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 
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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
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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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第３章 評価 

３－１ 行動目標ごとの評価について 

行動目標ごとの評価については、Ｐ．５の「図２評価の全体像」にあるとおり、茅ヶ崎市文化

生涯学習推進連絡調整会議による「施策の方向ごとの評価」をベースに、茅ヶ崎市文化生涯学習

プラン推進委員会により評価しています。 

評価の基準の考え方は、次の通りです。 

Ｓ・・・・ 指標を満たしており、最終年度の目標達成に向けて予定以上に進んでいるもの。 

Ａ・・・・ 指標を概ね満たしており、最終年度の目標達成に向けて引き続き事業を進めるも

の。 

Ｂ・・・・ 指標を満たしていないが、最終年度の目標達成に向けて、今後成果が見込めるも

の。 

Ｃ・・・・ 指標を満たしておらず、最終年度の目標達成に向けてなお一層努力して事業を進

める必要のあるもの。 

Ｄ・・・・ 指標を満たしておらず、最終年度の目標達成が難しいため、事業手法の再検討が

必要なもの。 



平成32年度目標 H25 H26 H27 H28 H29

平成21年度比
10％増(21年度実
績504,255人)

15%減
（430,268人）

16%減
（423,497人）

4%減
(482,675人)

15%減
(430,199人)

92%減
(43,736人)

「満足した」割合が
80％以上

95% 96% 94% 94% 94%

※１　市民文化会館、美術館、開高健記念館の来館者総数

平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

100% 85% 110% 53% 79% 72%

「満足した」割合が
80％以上

82% 82% 72% 85% 76%

平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

年間10件以上 5件 6件 8件 6件 7件

「満足した」割合が
80％以上

97% 97% 97% 97% 95%

※３　市民文化会館創造型ワークショップ実施件数

　学びを中心として、市民が自らの活動や活躍の場を広げていけるような学習機会の提供を増やします。学んだ
だけで終わるのではなく、その後の市民の人生や暮らしに生かせる取り組みを増やすことを目指します。

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

　文化芸術の鑑賞は市民に心の充足をもたらします。心の充足に加えて、さらに茅ヶ崎の新たな文化の創造へと
発展していく機会の提供を進めます。

満足度

満足度

指標

鑑賞から創造へと発展して
いく機会の提供（※３）

※２　ちがさき市民大学、企業連携講座、文化に触れる（講座）、文教大学公開講座、立正大学デリバリーカレッジの定員に
対する受講希望割合

行動目標１　機会の提供

　市民が文化芸術に親しんだり、自己の充実に向けた学習をしたりするきっかけづくりとなる機会を提供します。
また、その意欲を維持し、創造などの活動に発展していくための機会の提供の充実を図ります。
　具体的には、市民が企画立案し、実施するまでの流れに積極的に関わっていく取り組みの拡大を目指します。
一方で、アクセシビリティ（情報やサービス、ソフトウェアなどを誰もが利用可能であるか）を重視し、会場で実施す
る形式の活動に参加することが容易でない方々に対して、インターネットの活用を拡大するなど、情報通信技術
の利用をはじめとして、機会を提供することを検討します。加えて、幼少期の子どもや若者をはじめとした様々な
市民が参加しやすい場を設定します。
　なお、総合計画実施計画においては、機会を提供することについて、定員に対する受講希望割合を100％にす
ることを目標値として設定しています。また、文化芸術事業への参加者数を年間延べ550,000人とすることを目標
値としています。

施策の方向（ア）　文化芸術に親しむ機会の提供

　文化や芸術に触れる機会を増やします。絵画のように継続的に展示されている文化芸術に加えて、その場でし
か鑑賞することのできない音楽や演劇等に親しむ機会を増やすことを目指します。

施策の方向（イ）　自己の充実に向けた学習機会の提供

指標

事業への参加者数の伸び
（※１）

満足度

指標

講座・イベントの定員に対
する 受講希望割合（※２）
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・ハードとしての拠点増は事業数や参加者の増をもたらし、一定の成果があった。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。
・（ア）、（ウ）の満足度は９５％前後と高くなっている。

評価の理由

成果

・茅ヶ崎市美術館で実施された「茅ヶ崎市市制施行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
ル美術館所蔵ハワイアンキルト展　Across The Ocean」では歴代２位の観覧者を記録した。
・市民文化会館が休館（平成２９年３月１日から３０年９月３０日まで）していた期間を活かし、積極的にアウトリーチ
事業に取り組んだことは評価できる。

課題

・目標全体について、情報伝達手段をインターネットやＳＮＳをより活用したものにすること。受付事務など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。
・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、実績値の要因を分析することにより、市民のため
の必要な事業やサービスがより明確になる。

行動目標に係る評価

Ａ
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平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

年間５回以上 1回 1回 0回 1回 2回

100人以上 111人 95人 61人 95人 174人

平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

年間10日以上 4日 3日 7日 8日 6日

※３　学びフェスタ、レインボーフェスティバル、まなびの市民講師ＷＥＥＫの総開催日数

平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

「満足した」割合
が80％以上

- - 78% 73% 74%

施策の方向（オ）　発表の場の充実

指標

講座及び研修会の提供（※
１）

文化生涯学習活動の支援者
として育成された市民（※２）

行動目標２　人材の育成と活用及び支援

　市民の文化生涯学習活動を支援する人（以下「支援者」という。）の知識や指導力を高めるための講座
や研修会を開催し、その成果を発揮する場を充実させることにより、支援者の育成を図ります。そして、
だれもが文化生涯学習活動の担い手となり、次世代へと伝えていくことができる環境をつくります。また、
文化に携わる人材の育成を支援する環境の整備を行います。
　一方で、支援者を個人に限定するのではなく、茅ヶ崎市自治基本条例において市民として定められて
いる学校や企業、各種団体などの関係者を積極的に活用します。
　また、個人が学んだスキルを生かす場を整備し、講座の講師やその周囲のスタッフとして活躍する
方々を増やすことを目指します。

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
　市民の文化生涯学習活動への支援者を対象とした講座や研修会を積極的に開催し、育成を進めま
す。

※１　生涯学習支援者養成講座開催回数
※２　まなびの市民講師、生涯学習支援者（ボランティア）、生涯学習支援者養成講座受講者の総数

指標

発表の場の提供（※３）

　文化生涯学習活動の結果、得られたものを市民が積極的に外に向けて発表するための場の充実を図
ります。その中でも、生涯学習活動において学んだ成果を講師として生かすことも積極的に進めます。

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

　人材育成を進めるためには、人材育成の場を設けるだけでなく、育成された後の活躍の場を含めた環
境の整備が欠かせません。ここでは、人材育成のための講座等に市民が自発的に関わっていくための
支援の積極化を図ります。

指標

満足度
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・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。
・地域にこだわる企業連携講座に市職員の参加を呼びかけるとよい。
・発表の場の充実は重要な課題であり、目標値を下回っているが今後も取り組む必要がある。
・多様なステークホルダーとの連携が求められる時代であり、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。
・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。
・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。
・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。
・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。企業・団体等から人材を集める等の
仕組みづくりを検討すべき。

・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評価できる。各種の事
業を進めるためにもっとも重要なことは人材の育成・活用及び支援であることから、支援者養成講座の
実績から見るとある一定の効果があった。
・小中学生を主な対象とした学びフェスタなどの意欲的な事業をはじめ、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なされている。

課題

行動目標に係る評価

Ａ

評価の理由

・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。
・コーディネーターの育成が重要になっているが、ちがさき丸ごとふるさと発
見博物館の活動、まなびの市民講師の活動も定着し、次世代育成の段階
に入っている。

成果
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平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

80％以上 - -

まなびの窓口
32%

ハマミーナまなび
プラザ　75%

まなびの窓口
44%
ハマミーナまなび
プラザ　80%

まなびの窓口
44%
ハマミーナまなび
プラザ　72%

80％以上 - -

まなびの窓口
45%

ハマミーナまなび
プラザ　79%

まなびの窓口
67%
ハマミーナまなび
プラザ　76%

まなびの窓口
67%
ハマミーナまなび
プラザ　70%

平成32年度目標 H25 H26 H27 H28 H29

80％以上 - - 16% - -

80％以上 - - 42% - -

　市内の公共施設は数多くありますが、これまではそれぞれの活動の連携が十分に取れていたとはいえませんで
した。そのため、公共施設間のネットワークを構築し、共通の生涯学習プラットフォームにおいて各施設で行われて
いる活動等について知ることができるような拠点の整備を進めます。

中心拠点機能についての
市民の認知度

中心拠点機能を利用した
市民の満足度

指標

行動目標３　拠点機能の整備

　市民が情報収集や情報交換ができる交流を促す場であり、文化生涯学習活動に関する相談ができる場としての
機能を備えた中心拠点をつくります。また、情報の共有化が図れるよう、公民館などの公共施設とのネットワークづ
くりを行い、拠点機能の整備を図ります。

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

　市民が文化生涯学習活動について知るための場を整備することに加えて、何をしたいのかを知るための場、仲間
を探すための場を整備し、市民同士のコミュニケーションをより活性化させていくことを目指します。

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

指標

ネットワークについての市
民の認知度

ネットワークを利用した市
民の満足度

※　施策の方向（ク）の指標に対する平成27年度の実績値は、文化生涯学習ポータルサイトマナコレ内のコンテンツである
「ちがさき文化アーカイブ」の認知度及び満足度を採用していますが、ポータルサイトの運用が平成27年度で停止したことに
伴い、ちがさき文化アーカイブも停止しており、平成28年度以降の実績は無しとなっています。
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・拠点施設整備が一段落し、今後はネットワーク強化が課題となる。
・市民が使いやすい広報媒体は数年で変化することもあり、その時期ごとに活用可能な手法の取り入れが必要。
・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。新たな市民大学（仮称）の通信教育とし
て位置しちがさき学の推進が可能になると思われる。
・ハマミーナまなびプラザの満足度が低下しており、市民ニーズの把握と効果的な情報提供についての分析解明が必要。
・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。
・まなびの市民窓口の認知度は低い。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ーミングとすべきだと思う。
・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。地域別や期間別に検索できるものがほしい。

行動目標に係る評価

Ｂ

評価の理由

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。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
目指している。

成果

・「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。
・ハマミーナまなびプラザは、地域住民の認知度は高く、利用者が他の人を誘って新規利用者を増やすこともある。
・ちがさき文化アーカイブ（仮）の蓄積とMaruhakuTV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。

課題
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平成32年度目標 H25 H26 H27 H28 H29

100人以上 35人 42人 63人 26人 19人

※１　市史調査・研究の協力者数

平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

年間50件以上 13件 20件 17件 28件 12件

※２　市史講座開催回数

行動目標４　文化資源の有効活用

　茅ヶ崎市における文化資源の調査・研究、保存、維持・継承を図ります。また、市民が茅ヶ崎市の文化資源に関
する知識や理解を深め、新たな文化を創造できるよう、文化資源を活用した普及啓発活動を継続的に行います。
　一方で、発掘・創造した文化を市民に対して広め、茅ヶ崎市民であることの誇りを持つような取り組みを進めてい
くことを目指します。文化を広めるための広報に加えて、文化を新たに発見・発掘する意識を多くの市民が持つた
めの情報発信を実施します。

施策の方向（ケ）　文化資源の調査・研究、保存、維持・継承

　文化資源の調査・研究は、市民の生涯学習活動の対象ともなり、継続的に実施していくことが必要です。ここで
は、文化資源に関わる従来からの継続的な事業に加え、市民参加による調査・研究を進めます。

施策の方向（コ）　文化資源を活用した普及啓発活動の実施

指標

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（※
１）

　文化資源は、「保存する」とともに、市民に存在や価値を積極的に広めていくことにより、ひいては市民全体によ
る維持・継承、価値の発見につながっていきます。ここでは、文化資源に関する情報発信を進め、市民の多くに自
ら住むまちの文化資源を知ってもらうための取り組みを進めます。

指標

普及啓発活動の実施（※２）
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成果

・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。
・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。
・茅ヶ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た。これからも生きた情報源である茅ヶ崎で育った
高齢市民の豊かな体験談などを積極的に集めてほしい。

課題

・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。
・専門性の高い分野であるが、いずれは市民が講師（支援者）となり啓発に携われる機会があるとよい。
・「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。
・「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。
・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。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。

行動目標に係る評価

Ｂ

評価の理由

目標値に対する実績は低いが、歴史資料の整理保存、刊行物の作成等を行ってい
る。旧南湖院第一病舎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。事業の重要性か
ら、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。
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平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

年間10件以上 12件 10件 11件 12件 13件

平成32年度目標 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

年間庁内10件以
上、 他市町村5件
以上

12件 10件 11件
庁内6件

他市町村3件
庁内6件

他市町村3件

80％以上 - -
2市1町美術展

79%

湘南の魅力発
見プロジェクト
92%

湘南の魅力発
見プロジェクト
83%

行動目標５　連携・協働のしくみづくり

　文化生涯学習行政を推進し、施策を展開する上で、個人、団体、学校、企業などの枠組みを超えた連携・協
働などの協力関係を構築します。中でも、学校との協力関係においては、連携を重視します。前述のように、
茅ヶ崎市民とは、団体や学校、企業、その他コミュニティで活動する組織を含んでおり、それぞれが実施を積極
的に担うことで、支援者としての活躍の場も増えていくものと考えられます。行政と市民の連携・協働のみにとど
まるのではなく、市内に存立する団体や学校、企業、その他コミュニティで活動する組織も連携・協働において
は重要な参加者であり、そういった多くの参加者が連携・協働に携わることができるようなしくみづくりを目指しま
す。
　参加が容易でない方々の文化に触れる場や生涯学習の場を提供するために、文化会館、美術館、コミュニ
ティセンターや公民館、図書館といった現在活用している施設に加え、養護施設、高齢者福祉施設などとの連
携を重視します。
　また、国・県・他市町村などの行政間及び庁内関係部局の連携による横断的な取り組みに向けて、連携のしく
みづくりを行います。

施策の方向（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

　行政が場を提供するだけではなく、これまでは連携が十分ではなかった学校や企業等の協力を得ることで、
より市民が文化活動・生涯学習活動に参加しやすいしくみの構築を目指します。

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しくみづくり

※２　庁内（レインボーフェスティバル、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館、市史講座、市民まなび講座、子育て交流サロ
ン、豊かな長寿社会に向けたまちづくりに関するプロジェクト）、他市町村（文化行政連絡会議、湘南の魅力発見プロジェ
クト、神奈川県歴史資料取扱機関協議会）

指標

個人、団体、学校、企業等
による枠組みを超えた事業
数（※１）

　行政においても、従来は別々の組織、部局において類似した講座を開く等、連携が十分でなかった面があり
ます。この点を改善し、行政の横断的なしくみを構築することに加え、市民にわかりやすい文化生涯学習推進
行政を目指します。

指標

行政間等で連携した事業数
（※２）

満足している市民の割合

※１ちがさき市民大楽、企業連携講座、文教大学公開講座、立正大学デリバリーカレッジ、生涯学習支援者養成講座、
文化に触れる、ＩＴ講習会、子育て交流サロン、学びフェスタ、美術館ワークショップ、「美術『みるっこ』プログラム」、ハマ
ミーナ魅力ＵＰ大作戦、市民文化会館改修工事期間を利用したメモリアル事業
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課題

・引き続き庁内や関係機関との連携が進んでおり、引き続き強化を図るべきである。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。
・類似講座については市内部でニーズ等を分析し位置付け等を承知した上での実施が望まれる。
・他市町との連携が定着しているので、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。
・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。
・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。

・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。
・アウトリーチが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。市職員も含
め関連する人たちが、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。
・実際に「美術「みるっこ」プログラム事業」など好評で、さらなる発展を願う。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。

評価の理由

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。
「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。

成果

行動目標に係る評価

Ａ
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３－２ 重点戦略ごとの評価について 

重点戦略ごとの評価については、Ｐ．５の「図２評価の全体像」にあるとおり、茅ヶ崎市文化

生涯学習プラン推進委員会により評価しています。 

評価の基準の考え方は、次の通りです。 

Ｓ・・・・ 指標を満たしており、最終年度の目標達成に向けて予定以上に進んでいるもの。 

Ａ・・・・ 指標を概ね満たしており、最終年度の目標達成に向けて引き続き事業を進めるも

の。 

Ｂ・・・・ 指標を満たしていないが、最終年度の目標達成に向けて、今後成果が見込めるも

の。 

Ｃ・・・・ 指標を満たしておらず、最終年度の目標達成に向けてなお一層努力して事業を進

める必要のあるもの。 

Ｄ・・・・ 指標を満たしておらず、最終年度の目標達成が難しいため、事業手法の再検討が

必要なもの。 



指標 平成32年度目標 平成27年度 平成28年度 平成29年度

「ちがさき学」を知っている人 50％以上
（市民大楽18％）
（市民大学43％）

（市民まなび講座52％）

（市民大楽20％）
（市民大学28％）

（市民まなび講座26％）
（企業連携講座23％）

（市史講座21％）
（ゆかりの人物紹介事業29％）

（市民大楽25％）
（市民大学43％）

（市民まなび講座43％）
（企業連携講座20％）

（市史講座43％）
（ゆかりの人物紹介事業63％）

文化生涯学習ポータルサイト
を知っている人（※１）

50％以上 21% ― ―

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

「ちがさき学」を中心とした新たなちがさき市民大学（仮称）の構築及び体系化を図ります。

・　ちがさき市民大学の枠を広げて「新たなちがさき市民大学（仮称）」を構築し、複数の課や茅ヶ崎市文化・スポーツ
振興財団、市民団体等によって実施されているさま ざまな講座も含めた体系化を行います。
・　新たに茅ヶ崎市に蓄積されてきた歴史や文化を学ぶための「ちがさき学」を構築します。市主催の講座・企業との
連携による事業・市内の大学等の教育機関との連携事業等も含め、茅ヶ崎市を知るための講座を増やしていきます。
この「ちがさき学」の中では、既存の文化資源を学ぶだけでなく、新たな茅ヶ崎市の文化創造も進めることができるよう
なしくみの構築を目指します。
・　生涯学習活動において、学んだ成果を生かす場の構築を進めます。また、生涯学習交流サロンを設置し、自発的
な学習の支援と支援者の育成についても力を入れていきます。
・　新たに生涯学習に関するポータルサイトの構築を進めます。ここでは、市からの情報発信にとどまらず、市民からも
情報発信できる場としてのポータルサイトとなることを目指します。

重点戦略１の評価にあたっての方向性について

・　 重点戦略１については、平成３２（２０２０）年度末の計画期間終了時には体系化が達成され、学んだことを生かす
サイクルができていること、またポータルサイトが 構築されており、活用されていることを目標にします。
・　市民が文化生涯学習活動の際に、行政が提供している手段が使いやすくなったかということを念頭に評価を実施
します。具体的には、活用の度合いを評価するにあたっては、アンケート等を利用し、市民がどの程度使っているか、
あるいは文化や生涯学習の講座等への参加者がどの程度しくみを理解し、活用しているかを指標とします。
・　 新たなちがさき市民大学（仮称）の全体像については、参加人数やアンケート等での満足度を評価の指標としま
す。また、「ちがさき学」、ポータルサイトの認知度は各々５０％を目標とします。

※１　文化生涯学習ポータルサイト「マナコレ」は、平成25年度より運用を開始しましたが、平成27年度末に運用を停止したため、平成
28年度以降の実績は無しとなっています。

図４「重点戦略１のスケジュール」（文化生涯学習プランより抜粋） 

図5「重点戦略１の全体像イメージ」（文化生涯学習プランから抜粋） 
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重点戦略に関する評価

課題

・ちがさき市民大学（仮称）の体系化について、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想が必要であろう。
・文化、歴史に関する事業の体系化は、文化生涯学習課、社会教育課等担当課による充分な検討を望む。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。将来的には生涯学習、社会教育の一元化が望まれる（二重行政の一本化）。
・「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
なった結果、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。一刻も早い体系化が望まれる。
・「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を検討する必要がある。

評価の理由

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。しかしながら「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。

成果

「都市型エコミュージアム『ちがさき丸ごとふるさと発見博物館』応援ページ」の詳細には驚くべきものがある。また「ちが
さき学」の認知度は年々上昇しており、一応の評価ができる。

Ｂ
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指標 平成32年度目標 平成26年度実績 平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績

アーカイブ蓄積コンテンツ数 20 以上 2 105 ― ―

アーカイブ活用事業数 10 事業 9 9 ― ―

図６「重点戦略２のスケジュール」（文化生涯学習プランから抜粋）

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

　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を図ります

・　情報通信技術を用いて、茅ヶ崎市における文化資源を、「いつでも、どこでも、 だれでも、なにからでも」学
ぶことを可能にするために、インターネットなどを活用した戦略に取り組みます。
・　この戦略においては、これまでに収集・分析・評価を実施した茅ヶ崎市の文化資源を、インターネット上で
だれもが閲覧できる状態にすることに加え、複数の資源の歴史的なつながりや、探訪する上での参考となる
コース紹介などを実施します。
・　文章や写真だけではなく、動画によって散策コースを見たり、市民向けに行われた講座のアーカイブや浜
降祭や大岡越前祭のような伝統的な行事について動画での閲覧を検討します。

重点戦略２の評価にあたっての方向性について

・　重点戦略２については、平成３２（２０２０）年度末のプランの計画期間終了時に、ネットワークが完成し、市
民に活用されていることを目指します。
・　評価の実施にあたっては、アーカイブの蓄積状況、利用状況や、他の事業でもアーカイブを活用している
かを把握し、利用した市民の意見等も踏まえることとします。
・　重点戦略２の実現に向けて、次のようなスケジュールで進めます。
　①試験的に運用
　②課題等についての検討
　③重点戦略１のポータルサイト構築と合わせてアーカイブの立ち上げ
　④課題の検討を含めた、継続的なアーカイブの強化

※　重点戦略２の指標に対する平成27年度の実績値は、文化生涯学習ポータルサイト「マナコレ」内のコンテンツである「ちがさ
き文化アーカイブ」の蓄積コンテンツ数及び活用事業数を採用していますが、ポータルサイトの運用が平成27年度で停止した
ことに伴い、ちがさき文化アーカイブも停止しており、平成28年度以降の実績は無しとなっています。
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図７「重点戦略２の全体像イメージ」（文化学習プランからの図に追記）

重点戦略に関する評価

Ｃ

成果

・ポータルサイトに代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、アーカイブの
蓄積を促していくべきである。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。

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。
・MaruhakuＴＶとの関係が重要であり、将来的には組織統合を目指すべきである。
・年々増加する情報や資料等の文化資源を市民にどのように提供するかが重要である。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。

ポータルサイトがなくなり足踏みとなってしまった。社会教育課のMaruhakuＴＶ等
と連携して進めることでよいと思う。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。フェイスブック等限られた媒
体を活用して頑張っているという印象だが、実績としては物足りない。

評価の理由

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業（社会教育課） 

文化資料館 

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業（社会教育課） 

文化資料館 

景観重要樹木等（景観みどり課） 等 

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業（社会教育課） 
ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業（社会教育課） 

景観まち歩きマップ（景観みどり課） 
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指標 平成32年度目標 平成26年度実績 平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績

講座受講者の満足度 80% - - （みるっこ鑑賞出張講座　100%） （みるっこ鑑賞出張講座　100%）※１

市民向けアウトリーチ事
業

年間10回実施

9回
（学校連携　9回）

（市民まなび講座89
回）

39回
（学校連携　39回）
（市民まなび講座73

回）

52回
（美術館学校連携　35回）
（みるっこ鑑賞出張講座17

回）
（市民まなび講座85回）

77回
（美術館学校連携　52回）
（みるっこ鑑賞出張講座25

回）
（市民まなび講座58回）

図８「重点戦略３のスケジュール」（文化生涯学習プランから抜粋）

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

　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を図ります。

・　市民のうち特に次世代を担う子ども達の豊かな創造性、感受性をはぐくむことを目的とした茅ヶ崎市民文化会館
や茅ヶ崎市美術館等の事業として、施設外での事業実施や出前的事業（以下「アウトリーチ事業」という。）等を行
い、児童・生徒等が文化芸術に触れる機会の増加を図るとともに、アウトリーチ事業等を通して、文化に携わる人材
の育成・支援を図ります。
・　公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団や教育委員会との連携を図り、児童・生徒以外の世代に対して
も、段階的に実施していくことにより、今まで自発的に文化芸術に触れる機会が多くなかった市民の文化芸術に触
れる機会を増やします。
・　いつでもどこでもだれでも学ぶことができるよう、従来からのまなび講座（市職員による出前講座）を見直し、まな
びの市民講師や団体・サークル、企業等も含め、多彩なメニューから選択できるよう整備、発信していきます。

重点戦略３の評価にあたっての方向性について

・　学校等の活用状況に加え、その後の児童・生徒の美術館等の利用状況等、事業がきっかけと考えられる利用に
ついても評価の対象とします。また、参加することが容易でない方々を対象とした事業についても、同様に評価を実
施します。
・　満足度をアンケートで把握できる場合は満足度80％の達成を目標とします。また、市民向けアウトリーチ事業等
は、年間10回の実施を目標とします。

※１　美術「みるっこ」プログラムの一つとして行っている鑑賞出張講座の参加者アンケート結果
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重点戦略に関する評価

Ａ

評価の理由

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。様々な事業を展開しながら連携・協力体制の確立に向け取り組んでき
ている。

・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る。
・評価を得ている事業が協働推進事業であり、継続性が懸念される。

成果

・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いる。講座等の時
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。
・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アプローチすることができた。
・まな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できる。次世代の積極的な参加を望む。

課題
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第４章 むすび 

「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」平成 29 年度の評価結果をとりまとめました。まず、行

動目標について。「行動目標１ 機会の提供」では、ハマミーナまなびプラザなど拠点が増

えたことなどにより参加者数も増加しており、順調に推移しました。「行動目標２ 人材の

育成と活用及び支援」についても、順調な機会の提供増をうけて目標値を超える成果が得

られました。「行動目標３ 拠点機能の整備」については、「まなびの窓口」「ハマミーナま

なびプラザ」の認知度･利用満足度は一定の成果・評価を得ていますが、目標数値に達成す

るには一層の工夫が求められます。「行動目標４ 文化資源の有効活用」については、目標

値への達成度は低いですが、旧南湖院第一病舎が国登録有形文化財に登録されたなどの成

果もありました。「行動目標５ 連携・協働のしくみづくり」では、教育機関や企業との連

携講座の実施が定着してきており、これが新たなちがさき市民大学等にも活かせるように

発展させることが求められます。 

次に重点戦略について概括します。「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」については、「ちがさき学」を知っている市民

は 32 年度目標値にはほど遠い低い数値となっています。しかし、ちがさき学を「（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」に大きく分類し、これを構造化・体系化する検討が始まりました。市民のみ

なさんの声をこの作業に反映させながら、より良い内容にするため検討を進めて行く必要

があります。 

「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」は、

教育委員会社会教育課等、他課との役割分担の明確化を図り、二重行政を避けると同時に、

アーカイブの分野別蓄積と活用を検討することが急務です。「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」は、その実施件数が多く成果が上がって

います。また、NPO法人との協働推進事業である美術「みるっこ」プログラムの満足度が

非常に高いことは特筆すべきです。 

文化政策と生涯学習政策を統合した「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」は、全国的にも珍

しく、これがフル回転することにより茅ヶ崎市民の生活の質向上と創造的なまちづくり推

進に貢献すると確信します。 
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茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会委員名簿 

任期２年（平成２８年１２月１６日～平成３０年１２月１５日） 

氏 名 区 分 所 属 団 体 ・ 役 職 等 

木越
き ご し

壽子
と し こ

 市 民 公 募 

木 村
き む ら

誠
まこと

 市 民 公 募 

吉沢
よしざわ

堅
けん

治
じ

市 民 公 募 

吉田
よ し だ

大亮
だいすけ

 公共団体の代表者 茅 ヶ 崎 市 文 化 団 体 協 議 会 

海老澤
え び さ わ

 宗
むね

典
の り

公共団体の代表者 茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 

南
みなみ

栄美子
え み こ

 公共団体の代表者 茅ヶ崎市社会教育委員会議 

須 藤
す ど う

功
いさお

 公共団体の代表者 茅ヶ崎市老人クラブ連合会 

山口
やまぐち

佳子
よ し こ

 事 業 者 の 代 表 者 茅 ヶ 崎 商 工 会 議 所 

浅野
あ さ の

井
い

孝
たか

志
し

学 校 の 代 表 者 茅 ヶ 崎 市 私 立 幼 稚 園 協 会 

柴田
し ば た

貴
たか

行
ゆき

 学 校 の 代 表 者 茅 ヶ 崎 市 小 学 校 長 会 

山 口
や ま ぐ ち

茂
しげる

 学 校 の 代 表 者 茅 ヶ 崎 市 中 学 校 長 会 

野田
の だ

邦
くに

弘
ひろ

 学識経験を有する者 鳥 取 大 学 教 授 

浅井
あ さ い

経子
きょうこ

 学識経験を有する者 八 洲 学 園 大 学 教 授 

平成３０年４月４日現在 
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