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   平成３０年度第４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.委員長・副委員長の選出について 

２.茅ヶ崎市文化生涯学習プランについて 

３.平成３１年度文化生涯学習課事業計画について 

４.その他 

日時 平成３１年３月２５日（月）１４：１５～１６：３５ 

 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎５階 研修室 

 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

野田邦弘委員長、山口佳子副委員長、 

清水友美委員、大島光春委員、加藤幹雄委員、 

吉田大亮委員、海老澤宗典委員、南栄美子委員、 

太田克之委員、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） 

須藤功委員 

 

（事務局）文化生涯学習課  

関山文化生涯学習課長、 

滝田課長補佐、高橋担当主査、平本主事 

 

会議資料 

 

 

・会議次第 

・資料１－１ 委員名簿 

・資料１－２ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則 

・資料２－１ 文化生涯学習プランと平成３１年度文化生涯学

習課事業（第４次実施計画）との対照表 

・資料２－２ 文化生涯学習プランにかかる予定表（案） 

・資料３ 平成３１年度 文化生涯学習課 業務計画 

・参考資料１ 平成２９年度事業の評価について（答申） 
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・参考資料２ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン中間評価の結果 

 

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（清水友美委員） 

・３件の議題とその他 

 

○事務局（関山文化生涯学習課長）  

本日は年度末のお忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また、

本市文化生涯学習プラン推進委員の就任につきましてご承諾をいただき、合わせてお礼申

し上げます。ただ今より第４回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会を開催させていた

だきます。 

本日の推進委員会につきましては浅井委員より遅参のご連絡をいただいておりますが、

現在１２名の委員のご出席をいただいておりますので、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進

委員会規則第５条第２項に定める開催要件を満たしておりますことをご報告いたします。 

また、この会議は公開となっておりますが、本日は傍聴の申し出はございません。 

(資料配布確認） 

 それでは、本日は新しい委員の方もいらっしゃいますので、まず自己紹介をお願いした

いと思います。 

（委員自己紹介・事務局より欠席委員紹介） 

○事務局（関山文化生涯学習課長）  

ありがとうございます。皆様よろしくお願いします。 

それでは、会議次第に従いまして、推進委員会を進めさせていただきます。議題１につ

きましては、事務局で進行させていただきたいと思います。 

 

〔議題１ 委員長・副委員長の選出について〕 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

それでは議題１「委員長・副委員長の選出について」を議題といたします。お手元の資

料１－２「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則」第４条の規定に基づきまして、

委員長・副委員長の互選をお願いいたします。 

（委員長・副委員長の互選） 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

ありがとうございます。それでは委員長は野田邦弘委員、副委員長は山口佳子委員のお

二方にお願いしたいと思います。 

それでは、議題２からは、規則第５条に従いまして委員長に会議の運営をお願いいたし

ます。それでは野田委員長、山口副委員長におかれましては、席の移動をお願いいたしま

す。 
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○議長（野田委員長） 

 改めまして委員長を授かりました野田といいます。あまり形式的にならずに実際、実質

的に議論をしながら出来るだけいい政策作りにも貢献したいですし、この会議は年に４、

５回ありますので是非活発な議論をしたいと思っています。 

○山口副委員長  

（挨拶）  

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございました。それでは引き続き議事を進めてまいりたいと思います。先ほ

ど自己紹介の中でも「本当に何もわかりません」という方もおられますし、ここは何をや

るところか、おさらいの意味も含めて今日はやっていきたいと思います。 

署名委員については名簿順に今回は清水委員にお願いしたいと思います。 

 

〔議題２ 茅ヶ崎市文化生涯学習プランについて〕 

○議長（野田委員長） 

 では、議題２「茅ヶ崎市文化生涯学習プランの評価について」事務局から説明をお願い

いたします。是非わからないことがあれば遠慮なさらず積極的に聞いてください。 

○事務局（滝田課長補佐）  

 新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、はじめに文化生涯学習プランについ

て、簡単にご説明させていただきます。文化生涯学習プラン８ページ上から４段落目をご

覧ください。「茅ヶ崎市総合計画基本構想」における基本理念の一つとして、「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」を施策目標として掲げて

います。本プランはこの政策目標を達成するための計画のひとつに位置付けられています。 

続きまして９ページ中段をご覧ください。プランの計画期間は平成２４年度から平成３

２年度までの９年間とし、各年度で評価を行うほか、中間評価と最終評価を行います。中

間評価は平成２８年度に実施し、最終評価を３２年度に実施する予定です。 

次に３１ページをご覧ください。文化生涯学習プランの基本理念についてご説明します。

基本理念は「みんながまなび未来を創造する文化生涯学習のまち ちがさき」で、これを

達成するための３つの重点戦略と５つの行動目標を掲げて取り組むとともに、市民が自律

的に活動することを意識した施策を展開します。行動目標は３２ページ以降に記載してお

ります。 

 次に茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会の所掌事項について、ご説明いたします。

９８ページをご覧ください。本委員会は茅ヶ崎市附属機関条例に基づき設置された附属機
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関です。茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第２条に所掌事項として「委員会は、

茅ヶ崎市文化生涯学習プランの策定及び変更並びに当該プランに基づく事業の推進に関す

る事項につき市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議するも

のとする。」となっております。なお、この文化生涯学習プラン推進委員会は、９８ペー

ジ中段に記載のある、庁内関係各課で構成する文化生涯学習推進連絡調整会議と並行して

進んでいきます。連絡調整会議で議論された内容について、この推進委員会でご審議して

いただく形で進んでいきます。 

次に６２ページをご覧ください。上段の図は事業評価の主体を示したものです。３２ペ

ージ以降に記載があるように、プランの５つの行動目標の下には１２の施策の方向があり

ます。この施策の方向については文化生涯学習推進連絡調整会議で評価し、本委員会では

その結果を受けて行動目標ごとの評価および重点戦略ごとの評価を行います。 

 次に資料２－１をご覧ください。最初の３ページまでは行動目標及び施策の方向に、実

際のどの事業が結びついているかを示しています。中央部分の「プラン下半期の進め方」

は、平成２８年度に実施した中間評価の結果を受けて、２９年５月に策定した今後の進め

方の方針を記載したものです。そして右側の「２９年度事業評価における成果・課題」は、

２９年度評価において委員の皆様からいただいたコメントを記載したものです。また、２

枚目の裏面には同様に重点戦略におけるプラン下半期の進め方や、２９年度事業評価にお

けるコメントを記載しています。 

 それでは、行動目標及び重点戦略ごとにプラン下半期の進め方及び２９年度事業評価に

おける成果・課題についてご説明します。なおプラン冊子に各行動目標及び重点戦略につ

いての説明がありますので、あわせてご覧ください。 

【行動目標１ 機会の提供】 

プラン冊子ですと３５ページに記載がございます。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、茅ヶ崎ゆかりの人物館を文化交流、ハマミー

ナまなびプラザを生涯学習の拠点として、各施設と連携した文化生涯学習活動の提供を行

い、また講座等の周知方法について精査するとしています。２９年度事業評価における成

果・課題といたしましては、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、及び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

とをあげております。課題につきましては、情報伝達方法の工夫や事務のＩＴ化による対

人サービスに対する人的資源の投入といった提言、また実績値の要因分析の必要性につい

ての指摘がありました。 

【行動目標２ 人材の育成と活用及び支援】 

プラン冊子には４２ページに記載がございます。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、文化生涯学習に係る人材の発掘だけではなく、
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育成支援も行うこと、生涯学習サポーター制度等を検討すること等があげられております。 

 ２９年度事業評価における成果・課題といたしましては、文化生涯学習活動の支援者の

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、発表の場の提供に対

する提言等がありました。 

【行動目標３ 拠点機能の整備】 

プラン冊子ですと４７ページ以降に記載がございます。 

施策の方向は二つございます。（キ）情報収集・交流・相談の窓口となる中心拠点機能

の整備、（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、です。

右側にはそれに関する事業が書いてございます。事業によっていつかの施策の方向を兼ね

ているようなところもあり、複数登場するものもあります。例えばハマミーナまなびプラ

ザの管理運営事業、生涯学習機会の提供などです。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、庁内の講座情報等様々な情報の発信方法の調

査研究、実施について延べています。 

 ２９年度事業評価における成果・課題といたしましては、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、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提言等について指摘がありました。 

【行動目標４ 文化資源の有効活用】 

プラン冊子でいいますと５２ページ以降に記載がございます。 

施策の方向については２つございます。（ケ）文化資源の調査・研究、保存、維持・継

承、（コ）文化資源を活用した普及啓発活動の実施、などがあります。(ケ)については歴

史的公文書等の整理、保存や市史編さん事業、旧南湖院、などが入っております。（コ）

は茅ヶ崎ゆかりの人物館の事業や市史編さん事業それぞれ、市民大楽まなびーな、旧南湖

院第一病舎の活用に関する事業があります。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、文化資源の周知・情報発信等について述べて

います。２９年度事業評価における成果・課題といたしましては、旧南湖院第一病棟や市

史における取り組みについて、また指標「普及啓発活動の実施」が低いこと、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」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等についての指摘がありました。 

【行動目標５ 連携・協働のしくみづくり】 

プラン冊子では５６ページ以降に記載がございます。 

施策の方向は２つ、（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、（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、がござい

ます。（サ）につきましては市民大楽まなびーな、ハマミーナまなびプラザの管理運営事

業、生涯学習機会の提供などがございます。市では湘南広域都市行政協議会広域文化活動
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部会事務というような広域の事務も入っております。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、講座等の実施において共催することによって

双方メリットが生じる相手先の研究や、庁内各課等とのより緊密な連携について等につい

て述べています。 

 ２９年度事業評価における成果・課題といたしましては、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、

また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づくり等をあげています。 

【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】 

プラン冊子ですと６８、６９ページにございます。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、市が行う講座をコース別に分類して整理する

体系的な枠組みの整備、周知や様々な実施主体等との連携について述べています。 

 ２９年度事業評価における成果・課題といたしましては、ちがさき丸ごとふるさと発見

博物館の充実や「ちがさき学」の認知度の上昇や、「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・社会教育の一体化、官から民への

発想の転換等に対する提言等を記載しております。 

【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】 

プラン冊子では７１ページからになります。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、既存の各種媒体を活用し、庁内外の関係機関

と連携した情報発信の取り組みについて標記しています。 

 ２９年度事業評価における成果・課題といたしましては、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、またポータルサイトの持続可能な運営、Maruhaku

ＴＶとの関係等についての提言等がありました。 

【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】 

プラン冊子ですと７４ページから記載がございます。 

 プラン下半期の進め方といたしましては、小学生未満の子どもを含めた事業内容の充実

や、公民館等との事業との連携等について進めていきます。 

 ２９年度事業評価における成果・課題といたしましては、アウトリーチやまなびの市民

講師事業、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

人材の育成等をあげております。 

なお、中間評価の内容及び２９年度評価の内容につきましては、参考資料１「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（答申）及び参考資料２「茅ヶ崎市文化

生涯学習プラン中間評価の結果」をご覧ください。 

 続きまして、今後のスケジュールについてご説明いたします。資料２－２の「平成３１
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年度文化生涯学習プランにかかる予定表（案）をご覧ください。 

 上段の表は本委員会等の３１年度の予定を記載しています。まず本委員会は３１年度に

５回の開催を予定しております。３１年度に審議いただく内容といたしましては、３０年

度の事業評価のほかに新プランの骨子案までを策定いただきたいと考えております。よっ

て、５月開催予定の第１回会議にて３０年度事業評価を諮問し、７月開催予定の第２回会

議にて答申案を策定いただきたいと考えております。その後答申を市長に提出し、１０月

開催予定の第３回会議にて現文化生涯学習プラン最終評価及び新プラン策定における諮問

をし、１２月開催予定の第４回会議にて検討いただき、３２年３月開催の第５回会議にて

新プランの骨子案を策定いただきたいと考えております。例年に比較して全体的にスケジ

ュールがタイトとなり、また３０年度評価、最終評価、新プラン策定と３つの案件につい

てご審議いただくなど、委員の皆様にはご負担をおかけいたしますが、よろしくお願いい

たします。 

 中段の表は文化生涯学習プランに係る年度別の予定表です。３２年度の欄をご覧くださ

い。３２年度は上半期までに３回会議を行い、７月開催予定の第２回会議にて現プランの

最終評価案を策定し、９月開催予定の第３回会議にて新プランの素案について策定いただ

く予定となっています。新プランはその後パブリックコメントの実施や市議会（全員協議

会）での審議を経て年度末に新プランが完成する予定でおります。なお、表の中段に連絡

調整会議とありますが、これは先ほどご説明いたしました市の関係課による会議体で、各

案を本委員会にて審議いただく前にこちらにて審議するものです。 

 また、３１年度及び３２年度は審議いただく案件が多いため、必要に応じて分科会等を

開催いただくこともあるかと思われます。重ね重ねではありますが、本任期中は例年に比

べてご負担が大きくなると思われますが、よろしくお願いいたします。 

 最後に下段の「次期総合計画スケジュール（案）」についてご説明いたします。こちら

は次期総合計画策定のスケジュールです。先にご説明したとおり、文化生涯学習プランの

上位計画に総合計画がありますので、文化生涯学習プランは総合計画策定の動向を見なが

ら作業を進めることになります。なお欄外に記載のとおり、総合計画の市議会への提案時

期が当初予定から６か月先延ばしになりましたが、詳細の作業工程がまだ担当課より示さ

れていないため、３１年度の予定は変更前のものを記載しています。 

ご説明は以上です。 

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございます。ただ今事務局から説明がございましたが、ボリュームがあった

のでわかりにくいところもあったと思います。文化生涯学習プランというのはそもそも何

であって、我々はどういった仕事をするのか、ということ、特に評価については行動目標

と重点戦略に分かれて毎年やっているということが原則です。来年度については平成３０



- 9 - 

年度の評価の他に２つあって、今のプラン全体の 9 年間の最終評価に着手するということ

が一点、もう一つは平成３３年度から始まる新しいプランの検討を始めるということ。こ

の３つの作業があるので、必要に応じて分科会を設置するかもしれませんので来年度はや

ることが多いです。 

資料２－１に行動目標が５つ、重点戦略が３つ書いてあります。これにそって評価を行

っていくことになりますし、新しいプランではこの柱建てでいいのかという議論も出てく

ると思いますので、切り分けつつ進んでいければと思っています。 

実際に評価については参考資料にあるような評価書をつくります。例えば行動目標１は

タイトルが「機会の提供」で、それについて具体的に取り組んできた事業について振り返

ってどうだったか、数字も出てきますし、いろいろな条件や環境の変化もありますからそ

れを踏まえて最終的に A とか B と評価を決めていくのです。A は学校でいうと「優」で B

は「良」のようなことになるのですが、それに基づいて次の年にフィードバックするとい

う作業になります。定量的にやっていきますが、必ずしも定量的に進まないときは定性的

な観点に沿ってやっていきます。 

何か質問はありますか。お気づきの点があれば戻っていただいてお尋ねください。 

では文化生涯学習プランについてはここまでにいたしまして、次に議題３「平成３１年

度文化生涯学習課事業計画について」について、事務局から説明をお願いします。 

 

〔議題３ 平成３１年度文化生涯学習課事業計画について〕 

○事務局（滝田課長補佐） 

 資料３「平成３１年度文化生涯学習課業務計画」をご覧ください。こちらは文化生涯

学習課の事業のうち主なものについて、３１年度の事業内容及びスケジュール等を優先

順位順に記載したものです。この中から主なものについてご説明します。 

 優先順位１「文化生涯学習プランの推進事業」につきましては、議題２にてご説明し

た内容ですので省略します。 

 優先順位３「歴史的公文書の整理、保存」につきましては、（仮称）公文書管理条例

を３２年の第１回市議会定例会に提案する予定で各種手続きや意見聴取、職員への周知

等を行います。 

 その他の主なものにつきましては、担当よりご説明します。まず文化推進担当に係る

ものについてご説明いたします。 

○事務局（高橋担当主査） 

平成３１年度の文化推進担当のほうから重点的な取り組み事業について簡単にご説明

いたします。 

優先順位２に、公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団との連絡・調整事務と
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あります。茅ヶ崎市の文化・スポーツの振興を目的に設立されております、公益財団法

人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団がございます。茅ヶ崎市の外郭団体です。文化生涯

学習プランの施策における効果的・効率的な実現に向けて財団と密接な連携を図りなが

ら文化推進事業を進めていきます。また市のほうで時代に即した行政経営の基本方針２

０１７というものがございまして、それを踏まえて財団の更なる改善支援を行っていく

というところが重点事業でございます。 

続きまして４番目の茅ヶ崎市美術館指定管理に関する事業です。茅ヶ崎市美術館は文

化推進担当のほうで所管をしている施設です。美術館の指定管理者である公益財団法人

茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団と連絡を密に取り合い、施設管理状況などを把握し、

市民サービスの向上を図ります。お手元に白黒のコピーで来年度４月より始まる企画展

「リチャード・ゴーマン 形情」のチラシをお配りしております。このような企画を来

年度も積極的にしてまいります。 

また、今年度は次期指定管理に係る手続きを進めてまいります。 

裏面をご覧ください。５番の茶室・書院管理運営事業も文化推進担当の所管です。図

書館横に松籟庵というお茶室があります。こちらも公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポー

ツ振興財団が指定管理者として入っておりますので、連絡を密に取り合い、指定管理状

況を把握し市民サービスの向上を図ってまいります。こちらも来年度、次期指定管理に

関する手続きがあります。 

６番目に市民文化会館の指定管理に関する事業があります。昨年１０月にリニューア

ルオープンをいたしました。こちらを使ってさらに様々な事業を積極的に行っていきま

す。こちらも今年度、茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団と契約を結びましたので、誰も

が気軽に文化・芸術に触れられる施設をテーマに展開してまいります。 

７番目、茅ヶ崎ゆかりの人物館運営事業です。８番にあります開高健記念館の隣に併

設して茅ヶ崎ゆかりの人物館があります。こちらも所管をしておりまして、庁内関係各

課や関係団体、地域との協力により様々な事業を展開してまいります。 

８番の茅ヶ崎市開高健記念館事業も同様で、来館して得られる知識や感動を伝えられ

る企画展、ワークショップなどに努め、茅ヶ崎ゆかりの人物館と連携した企画等を考え

てまいります。 

９番、旧南湖院第一病舎の活用に関する事業についてです。太陽の郷の中に登録有形

文化財として第一病舎が残っておりまして、そちらの管理も行っております。平成２９

年度に策定した「旧南湖院第一病舎等利活用基本方針」に基づき庁内各課・関係機関等

と協力し、今後の施設のあり方・活用に向け利活用についての検討を進めるともに、将

来的な整備を見据えた修繕を行います。 

 来年度文化推進担当の重点事業につきましては以上です。 
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○事務局（滝田課長補佐） 

続きまして生涯学習担当の事業についてご説明します。業務計画では１０番、１１番

１２番になります。 

まず１０番の生涯学習機会の提供ですが、生涯学習事業の実施計画全般が含まれてい

ます。３１年度の取組みといたしまして、市民・企業・大学・庁内各課との連携を図り、

市民の多様な学習ニーズに応えられるよう、学びの場及び発表の場を提供します、とな

っております。実際としては市民まなび講座、企業連携講座、他市との連携により講座

などを開催しております。スケジュールに学びフェスタとあるのは、毎年８月に、ハマ

ミーナで行っている市民講師紹介の事業です。毎年１１月のレインボーフェスティバル

でも市民講師の発表の場を設けたり、この表には載っておりませんが、年度末の市民講

師ＷＥＥＫでも発表の場を設けております。市役所本庁舎１階の市民ふれあいプラザで

行われ、来年度も行う予定です。 

１１番はハマミーナまなびプラザの管理運営事業にはハマミーナまなびプラザの管理

運営に係る経費が入っております。  

１２番の市民ギャラリー管理運営事業には同じく市民ギャラリーの管理に係る経費が

入っております。 

生涯学習担当からは以上です。 

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございました。新規事業は無いようですが、予算が大きく減ったりとか、特

筆すべきことはあれば補足していただけますか。前年通りと考えてよいですか。 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

大きく変わったのが優先順位６番の市民文化会館の指定管理に関する事業です。平成３

０年１０月１日のオープン前と後で指定管理料が大きく変わりました。あとはそれほど大

きくはないですが、美術館が開館して２０年経ちますので空調の修繕などのメンテナンス

で費用がかさんでいるということがあります。市全体に言えることですが、予算は削減傾

向ではあります。以上です。 

○議長（野田委員長） 

大きい変化はないようですね。文化生涯学習課としてここでやっていることも含みます

が、トータルに来年度どういったことをやるのかということを予算付きでご紹介いただき

ました。こういう活動の中で我々のポジションがあって、推進プランを作って運営してい

くということをご理解いただければと思います。 

○加藤委員 

スケジュールの表に「C３成長加速化方針を踏まえた」とありますが、Ｃ３とは何のこ

とでしょうか。 
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○事務局（高橋担当主査） 

 「時代に即した行政経営の基本方針」というものがあり、これが外郭団体等の経営改善

に関する考え方をまとめたものですが、その別称として「Ｃ３成長加速化方針」と呼んで

います。３つのＣは「Chigasaki Can Change」の頭文字です。 

○議長（野田委員長） 

次回から注釈を付けておいてください。 

○加藤委員 

スケジュールはここにあるのは決定事項ですか。 

○課長  

そうです。 

○浅井委員 

各事業のところに事業主体は市となっていますが、市以外があるのかということと、一

般管理事務と政策的事業の違いを教えていただければと思います。 

○事務局（滝田課長補佐） 

事業主体はほとんどが市ですが、ものによって県と市、国と県と市など、部署によって

は他の県が入ってくるようなところもあります。文化生涯学習課では市単独しかありませ

ん。性質区分は事業の内容によって呼び方が変えられており、一般管理事務は主に経常的

経費のものや義務的経費のものが入っています。政策的事業はそれ以外のものです。 

○浅井委員  

そうしますと政策的事業は経常でないということは例えば、市長によって変わっていく

ということですか。 

○事務局（滝田課長補佐） 

そうです。毎年の予算によって増減があり得るところになります。一般管理ですとある

程度、人件費など削れない固定経費が入っています。 

○浅井委員 

 ありがとうございます。 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

C３について補足をしたいと思います。文化生涯学習課では外郭団体は茅ヶ崎市文化・

スポーツ振興財団になりますが、この外郭団体への支援策等の見直しに関する考え方とい

うのが「Ｃ３成長加速化方針」の中の一つとして掲げてあり、それを踏まえた財団の経営

改善支援ということで、このスケジュールの中に落とし込んでいます。ただ、この方針の

中には他の部分があり、参考までに申し上げると、持続可能な体制に向けた各種制度の見

直し、受益者負担適正化に関する見直し、時代に即した行政経営を行うための働き方の見

直し、この４本柱があります。 
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○議長（野田委員長） 

 そうすると主に財政的な観点に立ちつつやっていくということですね。その中で文化生

涯学習課の中に財団が一つある。 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

 あとは受益者負担という部分で、特にＣ３ということでは落とし込んでいませんが、市

民文化会館は利用料金の適正化を受益者負担という考え方をふまえて行ったところです。

あとの施設についても今後見直していく方向でおります。 

○議長（野田委員長） 

 ではスケジュールの確認をしておきたいと思います。この委員会は４月以降に５回行う

予定になっております。必要があれば分科会なども設置しようということになります。 

議題３はこれで終わりたいと思いますが、全体を通して委員の方から確認をしておきた

いということはありますか。 

ないようですので事務局で補足があればお願いします。 

 

〔議題４ その他〕 

○事務局（滝田課長補佐）  

次回の会議予定ですが５月を予定しております。日程は委員長と調整してご連絡いたし

ます。本日会議終了後に任意で情報交換の場を設けさせていただきますのでお時間がある

方はご参加ください。 

○事務局（高橋担当主査） 

 「つながりとまなびあいのサロン」のチラシをお配りしておりますが、こちらは本日

お話しました重点戦略１に関するワークショップです。昨年度第２回まで実施しまして、

茅ヶ崎市が展開している講座の受講生・参加者の方々を中心に、こんな講座があったら

いい、さらに学びを広げるためにどんなことができるか、などサロン形式で話し合って

いただき、重点戦略１の体系化に係るヒントを得ていこうというものです。３回目は３

月２７日に市民ギャラリーで開催いたしますので、お時間がございましたら是非ご覧い

ただければと思います。 

○議長（野田委員長） 

 では次回につきましては日程を調整して皆さんにご連絡いたします。 

本日の議題につきまして審議を終了いたします。これをもちまして第４回文化生涯学習

プラン推進委員会を閉会いたします。 
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