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第１章 はじめに 
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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回していくことが重要です。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） 
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「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お

り、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、ともすれば事業ごと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理解することに役立ちます。 

 

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は、事業を主に取り扱う担当課が評価を実施します。 

施策の方向ごとの評価は、担当課の評価を活用し、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。 

行動目標・重点戦略の評価は、施策の方向の評価等をもとに、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、外部評価を実施します。 

これらの評価は、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8月に市長より「プラン」の中間評価の諮問を受け、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、事業を進めています。 
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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．３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、次のとおりです。 

 

Ｓ評価 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評価 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評価 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評価 
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

必要があるもの。 

Ｄ評価 
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 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 平成30年度実績

平成21年度比10％
増(21年度実績
504,255人)

16%減
（423,497人）

4%減
(482,675人)

15%減
(430,199人)

92%減
(43,736人)

40%減
（303,000人）

「満足した」割合が
80％以上

96% 94% 94% 94% 96%

※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 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 平成30年度実績

100% 110% 53% 79% 72% 64%

「満足した」割合が
80％以上

82% 72% 85% 76% 80%

※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

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 平成30年度実績

年間10件以上 6件 8件 6件 7件 7件

「満足した」割合が
80％以上

97% 97% 97% 95% 95%

※３　市民文化会館創造型ワークショップ実施件数

指標

鑑賞から創造へと発展し
ていく機会の提供（※３）

満足度

満足度

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組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。

指標

事業への参加者数の伸
び（※１）

満足度

施策の方向（イ）　自己の充実に向けた学習機会の提供

　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。

指標

講座・イベントの定員に
対する 受講希望割合
（※２）

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。
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A
　施策の方向（ア）（イ）（ウ）について、全ての指標において、満足度が目標値を上回っている点。市
民文化会館の入館者が目標値を上回る勢いで伸びている点。美術館で開催した企画展（原安三郎
コレクション「小原古邨の版画」）が過去最高の観覧者数に上ったこと点等を評価し、Ａ評価とした。

成果

○施策の方向（ア）について
・美術館では茅ヶ崎の歴史の一端をもつ原安三郎コレクション「小原古邨の版画」を企画、全国的なメディアに取り上げられ観
客数も過去最高となった。このことにより、茅ヶ崎市美術館の知名度がUPし、茅ヶ崎の文化力のアピールや商店街の活性化等
にも繋がった。
・文化会館が平成３０年１０月にリニューアルされ、リニューアル後に市民が多数訪れており、茅ヶ崎ならではの企画展を開催し
たことと、市民に受け入れられ手多くの来館者があった。
・文化会館、美術館、開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館などの施設を使用して、市民へ文化芸術に親しむ機会を提供す
ることは順調に推移している。

○施策の方向（イ）について
・講座の内容によって希望者に偏りが生じている状況だが、ニーズが低くても質が低いとは限らないので、広い分野の講座を
用意することは重要。

○施策の方向（ウ）について
・機会の提供数が目標に達していないが、参加者の満足度が高いことは、優れた取組であるためと考える。

課題

行動目標に係る評価 評価の理由

○施策の方向（ア）について
・開高健記念館及び茅ヶ崎ゆかりの人物館について、週末のみ開館で20人/日程度しか入館者数がいない状況になってい
る。企画展やイベント内容についての工夫や情報伝達手段の見直し等が必要なのではないか。

○施策の方向（イ）について
・講座・イベントの定員に対する受講希望割合について、目標値に達していない。講座の内容等は魅力的な内容で実施して
いると感じるが、どのような講座の場合市民の関心が高く、どのような講座の場合に受講希望者が減るのか、その要因は何か
などを探る必要がある。

○施策の方向（ウ）について
・本施策の方向に関しては、創造へと結びつかなければならないと思う。発表の場の提供など継続して創造へとつなげる手助
けが必要。
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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 平成30年度実績

年間５回以上 1回 0回 1回 2回 2回

100人以上 95人 61人 95人 174人 167人

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 平成30年度実績

年間10日以上 3日 7日 8日 6日 6日

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

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 平成30年度実績

「満足した」割合が
80％以上

- 78% 73% 74% 79%

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

発表の場の提供（※３）

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。

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）

※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

施策の方向（オ）　発表の場の充実
　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。

指標
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○施策の方向（エ）について
・文化生涯学習活動の支援者について、今後は幅広い年齢層と企業団体などを巻き込み、リピーターだけでなく新たな人材
を取り込んで行く必要がある。
・支援者の活動モチベーションを維持向上するために発表の機会を多くするとともに、人材育成システムの再構築が必要。

○施策の方向（オ）について
・市民が自主的に活動の場をつくるような支援方法や成果を活かす場作り及び支援者の活用方法について、継続した検討
が必要。

○施策の方向（カ）について
・空き家、空き店舗等をリノベーションして､人材育成支援事業の拠点として活用するなど、新たな事業スキームを導入するべ
き。

行動目標に係る評価 評価の理由

B
　施策の方向（エ）について、講座及び研修会の提供についての指標は、目標値に達していない
が、育成された市民数が大幅に目標値を上回っていること。施策の方向（オ）について、市民講師
WEEKなどを実施し、次年度さらなる発展が期待できること。施策の方向（カ）について、ほぼ目標を
達していること。を総合的に考慮し、最終年度の目標達成に向けて、今後成果が見込めるものと判
断し、Ｂ評価とした。

成果

○施策の方向（エ）について
・文化生涯学習活動の支援者として育成された市民が目標値を大幅に上回った。
・まなびの市民講師及び市民まなび講座は市民にしっかりと周知されている。

○施策の方向（オ）について
・開催回数は目標に達していないが、新庁舎を活用し市民講師ＷＥＥＫを開催する等、内容を工夫し実施しているる。

○施策の方向（カ）について
・目標値80％に対して成果は７9％であり、ほぼ目標値に達することができた。

課題
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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 平成30年度実績

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%

まなびの窓口
66%
ハマミーナまなび
プラザ　85%

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%

まなびの窓口
74%
ハマミーナまなび
プラザ　83%

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 平成30年度実績

80％以上 - 16% - - -

80％以上 - 42% - - -

※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。

ネットワークを利用した
市民の満足度

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。

指標

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

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

　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。

指標

ネットワークについての
市民の認知度
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○施策の方向（キ）について
・「ハマミーナまなびプラザ」を中心として、市民へのまなびの窓口の認知度が向上している。

○施策の方向（ク）について
・ポータルサイト事業が停止状態となっているが、代替手段として、市民講師情報の掲載や講座情報の掲載等による情報の
充実化や、メール配信サービス、生涯学習ガイドブックの配布等によるネットワークづくり等、可能な範囲で事業に取組をして
いる。

課題

○施策の方向（キ）について
・年によって数値に変動がみられるので、その要因の分析や、中心拠点機能の認知度が、交流や相談の場の活性化に繋
がっているかどうか分析をすることが望まれる。
・利用者目線で考えると、「まなびの窓口」は学習機会の相談ができるようには見えない。市民ニーズに答えるためには、かな
りの改革が必要と考える。

○施策の方向（ク）について
・社会教育課の発信による「MaruhakuTV」との連携など、各課の連携強化が必要になってくる。

行動目標に係る評価 評価の理由

保留
　施策の方向（キ）まなびの窓口の認知度は目標値に比べ若干低いが、指標の数値は上昇傾向に
あり、市民満足度もほぼ目標を達成していると見ることができる。施策の方向（ク）については、ポータ
ルサイト事業が停止状態になっているため、設定された指標では評価することはできないが、まなび
の市民講師情報の市のサイトへのアップや生涯学習ガイドブックの配布など、他の方法で事業に取
り組んでいることは評価できる。

成果
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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 平成30年度実績

100人以上 42人 63人 26人 19人 28人

※１　市史調査・研究の協力者数

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 平成30年度実績

年間50件以上 20件 17件 28件 12件 9件

※２　市史講座開催回数

施策の方向（コ）　文化資源を活用した普及啓発活動の実施

　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組を進めます。

指標

普及啓発活動の実施
（※２）

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）

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組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。

指標
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○施策の方向（ケ）について
・市史への協力者の増加・資料の保管整理・市民ニーズの調査・市民への分かりやすい情報発信が必要。
・市史調査研究については、協力者の養成や研修の機会をつくったり、積極的に協力者を市のサイトなどで紹介するなどの
工夫をとおして、関心を高めていく必要がある。
・指標の実績値の変動が年によって大きく、その要因は何かを明確にさせる必要がある。
・市史調査研究は、専門的な知識技術が必要な分野なので、協力者の養成や研修機会の提供、表彰制度導入、協力者の
活動についての積極的な紹介等、実施できることはいろいろあるのではないか。

○施策の方向（コ）について
・行政間や庁内関係部局の横断的な連携を図っていく必要がある。
・4つの事業はいずれも社会教育課と共同で行うべき事業である。目標の達成度が低いのであればなおさら協力して進める
べき。50件の目標に対して実績が9件という数字からは、目標の立て方に無理があるといえる。

行動目標に係る評価 評価の理由

C ・施策の方向（ケ）（コ）ともに目標値を大幅に下回っており、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があることからＣ評価とした。

成果

○施策の方向（ケ）について
・歴史資料の整理保存、刊行物の作成は１つのテーマを集中的に取り上げることにより、内容の充実が見受けられた。

○施策の方向（コ）について
・茅ヶ崎館、旧藤間家住宅、旧南湖院第一病舎、氷室椿園内住宅などの、国指定登録有形文化財が市民に公開され、茅ヶ
崎の文化資源を知ってもらう機会を提供することができた。また、ボランティアの成長にも繋がっている。

課題
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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 平成30年度実績

年間10件以上 10件 11件 12件 13件 13件

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 平成30年度実績

年間庁内10件以
上、 他市町村5件
以上

10件 11件
庁内6件

他市町村3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%

湘南の魅力発
見プロジェクト
93%

※２　庁内（レインボーフェスティバル、劇団四季こころの劇場、茅ヶ崎丸ごとふるさと発見博物館、市史講座、市民まなび講
座、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）

満足している市民の割
合

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、学校との協力関係においては、連携を重視します。
　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。
　より多くの市民へ、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組に向けて、連携の仕組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。

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）

※１　ちがさき市民大楽,大人のための社会見学、企業人に学ぶ、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」、市民文化会館改修工事期間を利用したメモリアル事業

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

　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）
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○施策の方向（サ）について
・事業数が目標値を達成しており、内容も非常に幅広い年代へのアプローチが見受けられ高く評価できる。
・施設等から離れた学校としては、出前授業的にアウトリーチ事業を進めていただけることはありがたく、居住地学区によって
出てしまう「差」を埋めることができる面があるため、継続していただきたい。

○施策の方向（シ）について
・市民の幅広い世代のニーズに合った事業展開を実施しており、湘南広域文化事業の「湘南魅力発見プロジェクト」は好評
で満足度も高かった。

課題

○施策の方向（サ）について
・生涯学習サロンは、今後生涯学習計画を考える上で大切な仕組みである。
・新たな市民大学の構築は今後の核になる事業と思われる。残された年度の中で試行項目も明確にして次年度にトライして
頂きたい。
・協働推進事業は２年間のためコスト面等で課題がある。クラウドファンディングを募る等、行政の枠組み以外で事業を活発
化していけるあり方を検討しないと団体が自立できない。

○施策の方向（シ）について
・行政間及び庁内関係部局の横断的な取組に向けた仕組みづくりでは、他市町との連携をさらに強め、満足度が高くなる企
画にもチャレンジし続けて欲しい。
・行政間、施設間の連携や協働については、まだまだ各自の努力が必要。

行動目標に係る評価 評価の理由

A
　施策の方向（サ）について、目標値に対して１３０％の指標を達成しており、今後のネットワーク形成
とその拡大が期待できる。施策の方向（シ）については、満足している市民の割合が市民ニーズや現
在の状況にマッチして順調に推移していることから、Ａ評価とした。

成果
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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．３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、次のとおりです。 

 

Ｓ評価 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評価 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評価 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評価 
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

必要があるもの。 

Ｄ評価 
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 平成30年度実績

「ちがさき学」を知っている
人

50％以上
（市民大楽10％）
（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％）

（市民大楽31％）
（市民大学48％）

（市民まなび講座50％）
（企業連携講座45％）

（市史講座51％）
（ゆかりの人物紹介事業61％）

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振興財団（現茅ヶ崎
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

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

B

評価の理由

・「ちがさき学」関係の事業の認知度は上昇しており評価できる。ただし、それでもまだ市民の50％前後に留まっているため、
さらに啓発及び市民の参画を図っていくことが望まれる。
・交流サロンを開催し、「ちがさき学」を中心とした新たな市民大学の構築、および体系化を進める施策は市民にとって必要な
施策である。
・市主催の講座の受講生が「交流サロン」に集い、意見交換することができたことは、高く評価できる。それぞれの学ぶ機会の
特性をよく見定め、それぞれの特徴を生かした形で連携し、新しい価値を見つけ出すことが大切になってくる。

　体系化を意識しながら様々な講義や参加者等による交流サロンを開催し、「ちがさき学」を知っ
ている人の比率が増加傾向にあり、指標を概ね満たしているが、体系化について具体的な姿が
見えてきていないことからＢ評価とした。
　市で主催している講座は、体系化することだけを目的とするのではなく、いかに多くの市民に
分かりやすく伝えるかといった視点を持って取組を進めてほしい。
　ちがさき学については、市民の文化生涯学習活動の基盤をなすものという位置付けのもと、市
民の地域への愛着や誇りを形成する事に貢献するものである。例えば市外から移転してきた市
民が、まずちがさき学を学び、自分の関心にもとづく学習活動・文化活動を展開していくきっか
けとなるものである。このような視点で「ちがさき学」に関連する講座の体系化を進めてほしい。

成果

課題

・行動目標全体として各事業の内容も充実し参加者の満足度は高いが、ちがさき学としての体系ができていない。
・「ちがさき学」は数字上、年々知られてきてはいるようだが、一般的に認知されている実感はまだない。
・まだまだ、市民には認知度が足りておらず、広報の必要が重要。
・文化生涯学習課と社会教育課及び文化振興財団によってそれぞれ行われている講座等の一元化ができれば良い。講座の
体系化は、主体的に動くのがどこかが決まれば、２０２０年まで待たなくても実現できる。
・現時点での「ちがさき学」の体系化を行うことで、不足している分野等の確認を行うべき。仮の枠組みでも時期を決めて市民
に明示していくことで、体系化のあり方も市民からの意見を取り入れる仕組みにできるのではないか。
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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 平成30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 - - -

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、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

・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。
・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。

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）

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）

丸ごと発見博物館事業（社会教育課） 

文化資料館 丸ごと発見博物館事業（社会教育課） 

文化資料館 

丸ごと発見博物館事業（社会教育課）等 

丸ごと発見博物館事業（社会教育課） 

景観まち歩きマップ（景観みどり課） 
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重点戦略に関する評価

B

成果

・「MaruhakuTV」との連携や市のサイトを活用した情報提供とネットワークづくりなどを行っており、積極的に情報発信をしてい
る。
・ポータルサイト、生涯学習情報検索システムが停止している中でも、市民の方々の活動とも直結していると思われる
「MaruhakuTV」との連携は、幅広い層へのアプローチとして大変有意義である。

課題

・市民が使いやすいネットワーク環境をいくつか選択し、手軽に低予算で情報発信ができる体制を整えることで、コンテンツの
蓄積が行ないやすい仕組みをつくるべき。
・「MaruhakuTV」をはじめとする、庁内にある既存のメディアと連携することやホームページやSNSなど多様なメディアの特徴を
生かし、それぞれの特徴にあわせた利用方法を見極めることが大切。
・写真だけではイメージのつかみにくい事項には動画を配信することで「行ってみたいな」という気持ちが生まれるようなサイト
が立ち上がると良い。
・情報通信ツールの変化に上手に対応しながら情報発信して行く必要がある。

　ポータルサイトがなくなり足踏みとなってしまい、指標を評価できないが、ホームページ・メール
配信サービス・Facebooｋを活用する等、市民へ情報を伝える努力をしている点から、最終年度
の目標達成に向けて、今後成果が見込めるものと評価した。
　今後は、重点戦略としたこの項目の今後の方向性を明確にすべきである。例えば
「MaruhakuTV」を活用するのであれば、その運用体制などを含めてキチンと目標を整理し、事
業を推進していく必要がある。

評価の理由
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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 平成30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%） （みるっこ鑑賞出張講座　100%）

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）

46回
（美術館学校連携　36回）

（みるっこ鑑賞出張講座　10
回）

（市民まなび講座　59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、感受性を育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、文化に携わる人材の育成・支援を図ります。
・茅ヶ崎市文化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。
・市民向けアウトリーチ事業について、講座受講者の満足度80％達成・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

・今後は文化生涯学習活動へ参加が難しい市民等に学習機会を提供する手段等についても検討していく必要がある。
・こういった表現活動はあらゆる世代で興味がある人が多いので、多世代が交流協力しながら、行政との協働で実現できる場
があるとよい。

評価の理由

　市民向けアウトリーチ事業について、前年に比べて開催回数が減少しているが、開催回数・満
足度ともに目標を超えており、新たなニーズや意欲の創出を生み出している点を評価し、Ａ評価
とした。今後は、人生１００年時代の生涯学習社会で、社会のニーズに合わせた講座をひらき、
幅広い世代の人に文化や芸術などに関心を持ってもらえるような取組をしてほしい。

成果

・美術館と学校が連携することにより、次世代の子供たちに創造力や感受性が育っていると思う。
・「みるっこ鑑賞出張講座」の満足度が年数を重ねても変わらず、非常に高い事が評価できる。インターネットやスマートフォン
が若年層に急速に普及発展したデジタル化の世の中では、未来ある子ども達を対象としたアウトリーチが事業人と人がふれ
あえるコミュニケーションの場としても重要になる。
・子どもたちや子育て世代が美術に親しめる事業は、受講者の満足度も高く素晴らしい。
・子どもたちを対象としたアウトリーチ事業を始め、教員社会体験や高校生のインターシップの受け入れなど、意味のある連携
協力事業が行われていると思う。

課題
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第４章 むすび 
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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３０年１２月１６日～令和２年１２月１５日）  

氏 名 区 分 所 属 団 体 ・ 役 職 等 

清水
し み ず

 友
とも

美
み

 市 民 公 募 

大島
おおしま

 光
みつ

春
はる

 市 民 公 募 

加藤
か と う

 幹雄
み き お

 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 

太田
お お た

 克之
かつゆき

 公共団体の代表者 NPO法人茅ヶ崎市身体障害者福祉協会 

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 
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今後のスケジュールについて 

 

 

【令和元年度】 

 

○ 第３回文化生涯学習プラン推進委員会 １０月頃開催予定 

 

現行プラン３０年度答申書提出（市長へ） 

現行プラン最終評価（諮問） 

新プラン策定業務進捗状況説明 

 

○ ワーキンググループ（最終評価・新プラン意見交換について） １２月頃開催予定 

 

○ 第４回文化生涯学習プラン推進委員会 １月頃 

 

新プランについて 

 

【令和２年度】 

 

○ 第１回文化生涯学習プラン推進委員会 ６月頃開催予定 

現行プラン最終評価答申（案）検討 

 

○ 現行プラン委員評価・ワーキンググループ 

 

○ 第２回文化生涯学習プラン推進委員会 ８月開催予定 

 

現行プラン最終評価答申 
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