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会議録 

〇石井文化生涯学習課長 

本日はお忙しい中、WEB 会議形式での令和３年度第１回文化生涯学習プラン推進委員会

にご出席いただき、ありがとうございます。当初は、対面形式での会議開催を予定しており

ましたが、新型コロナウイルスの感染拡大状況をふまえ、できるだけ人流を避けるため、野

田委員長とご相談させていただき、WEB 会議での開催とさせていただきました。本日、文

化生涯学習課からは、村上部長をはじめ、粟生田課長補佐、髙橋課長補佐、田中副主査、加

藤副主査が出席をしております。どうぞよろしくお願いいたします。では、会議に先立ち、

村上文化生涯学習部長から挨拶いたします。 

 

〇村上文化生涯学習部長 

本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます。まん延防止等重点措置の

期間中ということで、対面会議が難しいという中、このような遠隔での開催となりましたが、

こういう形でも会議が開催できたことを非常に感謝しています。ありがとうございます。ご

存知のとおり、オミクロン株の感染力が非常に強く、特に感染者の数が爆発的に多く、保健

所の窓口に多大な負担がかかっている状況です。茅ヶ崎市も保健所政令市としてその責務

を担っているところです。職員の定数も決まっていて、予算も限られています。その状況の

なかでいわゆる BCP、業務継続計画という言葉も昨今耳にします。そういう現実が迫って

きている昨今です。そういう状況であるからこそ、自治体として、地方公共団体として、行

政として、文化や生涯学習とどうやって関わっていくべきなのか、さまざまなご意見がある

と思います。本日は、専門家の皆様に集まっていただきましたので、様々な視点からご意見

いただきまして、有意義な時間となりますよう、期待を申し上げまして簡単でございますが

ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

 

〇石井文化生涯学習課長 

それでは、令和３年度第１回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会につきまして、議事

を進めさせていただきます。それぞれのご自宅等からオンラインにて１０人の委員のご出

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。それでは、議事進行につきましては、

本委員会規則第４条第３項及び第５条第１項の規定により、野田委員長にお願いいたしま

す。 

 

〇野田委員長 

それでは、会議をはじめます。会議の進め方として、発言者以外の方はミュートをお願い

させていただくのと、意見交換等の際は、挙手ツール等を使用し、私からご指名させていた
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だいた方にお話をいただくというお約束事で進めさせていただければと思います。本日の

議題は２件とその他となっております。 

 

〔議題１ 今後のスケジュール（案）について〕 

 

〇野田委員長 

まず議題１の「今後のスケジュール（案）について」、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

では、「１．今後の委員会スケジュール（案）について」、ご説明いたします。資料１をご

覧ください。令和３年度から令和５年度までの時間を横軸にしたスケジュール（案）です。

ただ、新型コロナウイルス感染まん延の状況など先が見えない中ですので、先行きが不明瞭

な中での、流動性の高い案だと捉えていただきたいと思います。スケジュール案の説明の前

に、委員の皆様、すでにご存知のとおりですが、あらためて現在の茅ヶ崎市文化生涯学習プ

ランの状況をご説明させていただきます。茅ヶ崎市文化生涯学習プランは、平成２４年度か

ら令和３２年度までのプランとして策定され、平成３３年度つまり令和 3 年度、すなわち

今年度からは令和１２年度までを期間とする新しいプランが策定され、施行されている予

定でした。新たな文化生涯学習プランの策定作業については、令和 3 年度をスタートとす

る茅ヶ崎市総合計画及び実施計画と連動したものとすべく、総合計画に定めた将来の都市

像を実現するための実行計画である実施計画の策定状況を確認しながら、前期プラン推進

委員会委員の皆様とともに進めておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の

まん延の影響により、市の歳入の根幹をなす税収等の大幅な減少が予測され、その規模や期

間の見通しを立てることが難しいことから、実施計画の策定を 2 年間延期することとなり

ました。令和３・４年度の市の取り組みについては、短期的な方針として「事業実施方針」

を策定し、当該期間における事業の方向性等を示しております。そのようなわけで、実施計

画の策定延期をふまえ、新たな文化生涯学習プランの策定も見送り、当面の間、現プランの

期間を延伸することとなりました。ただし、現プランについては、昨年度、最終評価の答申

をいただいており、9 年間を総括しての課題と提言をいただいております。そして、そちら

をふまえた「当面の間の文化生涯学習事業推進方針」を作成しており、こちらで、評価のあ

り方の見直しの必要性など、現プランが抱える課題と今後取り組むべき方向性を示してい

ます。整理しますと、令和３年度・4 年度は、市全体の中期的な方策の方向性と具体的な手

段を定める総合計画の実施計画がありません。総合計画実施計画はこれから具体的な策定

作業に入り、令和５年度にスタートする予定です。そこで、こちらの文化生涯学習プラン推

進委員会スケジュール（案）は、実施計画の策定状況を見て、令和６年度に新たなプランを

スタートさせることを見込んでつくったスケジュール（案）となります。ただ、令和 6 年度

に新たなプランをスタートさせること自体、先行き不明瞭な状況のなかで、まだ決定事項で
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はありません。そちらも含めて、皆様と情報と認識の共有をさせていただきたいと思います。

まず、現状の確認をさせていただきました。 

 

〇野田委員長 

委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

〇山口副委員長 

コロナの第７波がおきるのではないかといわれているような状態で、どうやって計画を

進めていくかについて、新たにいろいろと考えだしていかなければならないし、これからは

スケジュールに組み込んだ状態でいかなくてはいけないと考えています。みなさんいかが

でしょうか。 

 

〇野田委員長 

具体的には例えばどういうことを検討したほうがよいか、アイデアはありますか。 

 

〇山口副委員長 

今、オンライン講座が２月に計画されています。みんなでこういう講座に慣れていく、こ

ういう講座の企画、講師やテーマを選んで実施していくことは、すばらしいと思っています。

これからみんなで考えて推進していければいいと考えています。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。今の山口委員のご意見は、この４回シリーズのオンライン講座

は良い企画なので、プログラム的なものとして続けていけばいいというアイデアかなと思

いました。この講座は２月でやるわけですが、４月以降の様子にもよりますが、こういう状

況が続くようであれば、山口委員の提案のように、我々の中でプレゼンできる方もたくさん

いますので、ご自分の仕事の紹介や、茅ヶ崎の文化生涯学習施策とのかかわりなど、委員会

の中だけでなく、市民向けにやっていくということもありかなと思います。それぞれ市民の

方々に向けて提案や意見表明をする等の機会を作っていけたらいいのかなとお話を聞いて

思いました。今のご意見について何かご意見ありますでしょうか。 

 

〇大島委員 

今の意見とても良いと思います。私も文化に関する市民の考え方を醸成していくという

のはとても賛成です。次期プランを策定するとすれば、あと２年位、何をやるのだろうとこ

のスケジュール表を見てもよくわからなかったのですが、今のように具体的に何をしよう、

予算のない中で、物理的に集まることができない中で、どうやって進めていくかというと、

オンラインを使った、みんなの意見やアイデアが出し合える場が作れればいいと思ってい
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ます。また、それ以外に何ができることがあるか考えていきたいと思います。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。オンライン講座の４回中３回がミュージアムやアートに関す

るテーマなので、議論に発展するようなことができればいいかなと思います。その前提には

多くの市民の方が視聴、参加することが必要だと思います。他に何かご意見ありますか。 

 

〇加藤委員 

このスケジュール表の説明はこれからされますか。今まだ前提の話だけですね。 

 

〇野田委員長 

案ですから、骨格的な話ですね。この上に何をのっけていくかという話です。 

 

〇加藤委員 

今回出されたスケジュール案、これまでと何が変わったのか。 

 

〇野田委員長 

説明できればお願いします。 

  

〇事務局（髙橋課長補佐） 

では、これからのスケジュール（案）について、具体的にご説明してまいります。繰り返

しとなりますが、令和６年度に新たなプランをスタートさせることを見込んでつくったス

ケジュール（案）となります。ただ、令和６年度に新たなプランをスタートさせること自体、

決定事項ではありません。実施項目の１番上の段に「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員

会」という項目がございます。現委員の皆様の任期は、令和４年１２月１５日までとなって

います。皆様の任期中に、正式な委員会は、今年度２回、来年度２回の計４回開催を見込ん

でおります。ただ、文化・生涯学習という広範囲にわたる内容の議題について充実した審議

を積み上げていただくには、厳しい回数だと思っています。ですので、情報交換会や交流の

機会を随時、つくらせていただきたいと思っております。そして、皆様の任期において、ど

のような議論をお願いしたいかというと、次期プラン策定の項目で、諮問「これからの時代

における文化・生涯学習行政のあり方と持続可能なまちづくりへ向けた成果活用について」

（仮）と書いております。コロナ禍をはじめとして大きな社会変動が続く今日、これからの

時代における文化・生涯学習行政のあり方をとらえることは非常に難しいことと思います

が、力を入れるべき事業や評価の仕方など、次回以降、論点を整理してご提示し、具体的な

議論をいただければと考えています。ひとつの論点の例として、「評価」についてあげます

と、これまでの推進委員会では、策定当初に設定した固定の評価指標に対して何％達成した
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ら A 評価、Ｂ評価といった評価付けをしていました。しかしながら、約１０年前に固定し

た評価指標で進捗状況を測ることは、変化の激しい時代においては、実態を把握するには機

能しなくなっているきらいがありました。市の抱える現状をより良く改善し、さまざまな課

題を解決するにあたって、充実した文化・生涯学習行政としてどのような施策や事業を展開

すべきかを考えることが本来重要なのですが、評価すること自体が目的化してしまってい

るのではないかという課題が、最終答申でも挙げられました。そして、指標に対する事業評

価は、総合計画実施計画の評価と機能が重なる部分も大きく、文化推進・生涯学習振興の視

点からの評価が弱かった、何のための評価なのかということが弱かったという反省があり

ます。そこで、皆様には、人口減、税収減と、あらゆるものがダウンサイジングせざるを得

ないであろうこれからの時代において、持続可能なまちづくりを実現するために必要な、文

化推進行政・生涯学習振興行政が取り組むべきこととその評価のあり方について、具体的に

現状の事業評価をしながら、提言いただきたいと考えております。そのようにして、いただ

いたご提言をもとに、新たなプランとして次期プランを策定するか、策定するならばどのよ

うなプランを目指すのかを、令和４年度末までに考えていきます。令和６年度に次期プラン

を策定するのであれば、実質的にその骨子となるような答申をいただきたいという考えで

す。そして、そのご提言を引き継ぎ、新たな任期の委員の皆さんで、令和４年度終盤から令

和５年度にかけては、具体的な策定作業を進めていこうという見立てです。以上のような、

令和５年度までのスケジュール観のもと、来年１２月までの残り約１１カ月の任期で皆様

と積み上げていきたいということを共有したくスケジュール（案）をご提示させていただき

ました。「議題１ 今後のスケジュール（案）について」の説明は以上になります。 

 

〇野田委員長 

委員の皆さん、ご意見・ご質問等、いただければと思います。いかがでしょうか、我々の

任期の話、それからその中でやること、これまでのやり方を反省しながら、どういうやり方

に改善していくか。評価のための評価ではなくて、実質的に文化学生涯習施策が発展するよ

うな方向は何かについて議論していくことになると思います。私たちは来年度いっぱいと

なりますので、この計画でいうと、令和４年の年内には大きな考え方、次の委員に引き継い

でいく案を作っていくことになると思います。あと４回の会議で、なかなかそこまで到達す

ることが難しいかもしれませんから、場合によっては自主的なオンライン会議を含めなが

ら検討しないといけないかもしれませんが、骨格的な議論はやっていくので、話の軸になる

ようなテーマ、日ごろ考えているテーマについて意見をだしていただければと思います。前

半はこのことについて議論したいと思います。 

 

〇山口副委員長 

文化行政について、すでにいろいろなシステムを変える過渡期にきている状況だと思い

ます。みんながオンラインでできるようになれば、オンラインも進化していくと思いますの
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で、形を変えた状態でも文化的なものが発展していくような仕組みを今考えるのが、役目で

はないかと考えています。どういうふうにするのかというのを今みんなで話し合っていく

ことによって、物理的なものを超えたものを新たに生まれさせなければいけないと思って

います。その役目をやってみるのもいいのではないかと思います。それが失敗だとか成功だ

とかじゃなく、世の中の流れがこうなっていくという部分を自覚し、把握していける文化行

政があってもいいのではないでしょうか。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。コロナがおさまったとしても、また集まりにくいことが起こる

かもしれないし、そこは全く予測がつかないです。今回は大きな経験をしたのですが、最初

の頃は茅ヶ崎市役所も Zoom はダメだということでしたが、こういうことができるように

なって、少し時間はかかりましたけど、どこの自治体もそういうところを辿ってきています。

みんなのスキルも少しずつアップしてきていますので、これまでにプラスして新しいやり

方もできます。例えば体の具合が悪くて外に出られない方、引きこもりの方、いろいろな人

も顔を出さずに参加できるし、オンラインのイベントのやり方も進化しています。一番進ん

でいるのは、YouTube で録画して公開するということもありですよね、海外の方も興味が

あればいつでも視聴できるので、公開講座はこういうことでやっていくというのもあるの

かなと思います。山口委員がおっしゃったように新しい可能性について、この委員会でモデ

ルを示しながらやっていきたいと思っています。今の論点に関してみなさんから何かあり

ますか。 

 

〇伊藤委員 

和光大学で社会人向け講座をやっているのですが、対面で授業をやるのが難しくなって、

Zoom を使ってオンライン講座を新しく取り入れるようになったわけです。そこで一番大き

な壁になっているのが Zoom を使ったことがない、ネットに関わってきたことがなく抵抗

がある人が多いことだったので、無料で Zoom の使い方講座を実験的にやってみました。

参加者の９割以上がご年配の方でした。ご年配の方はパソコンに触れる機会が少ないので

すが、社会人向け講座はご年配の方が多いので、皆さん教室まで通うのが難しい、でも講座

には参加したいから、オンラインで参加できるのであればということで Zoom の使い方講

座に熱心に参加してくれました。相模原市からの依頼で Zoom の使い方講座を講師として

開催したのですが、１回目は満員で、２回目の依頼もありまして、昨年９月に実施しました。

みなさん積極的にオンラインに関わりたい、講座に参加したいという意見が多かったです。

茅ヶ崎でもやっているかと思いますが、積極的に取り入れていくのも重要かと思いました。 

 

〇野田委員長 

１つ質問なのですが、講座に参加された方は、端末はスマホか PC、タブレットも持って
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いてインターネット通信回線を契約しているということでしょうか。 

 

〇伊藤委員 

一番の大きな壁はつながるところまでです。はじまれば難しくないので、Zoom を自分の

端末にインストールして参加することが一番大きい壁なので、スマホ版、PC 版、タブレッ

ト版の紙のマニュアルを作り配布しました。まず入ってもらうところまでサポートしまし

た。本当に初めての方が多かったです。 

 

〇野田委員 

伊藤委員の体験、とても参考になると思います。そういったケアが大事ですよね。ありが

とうございました。他に今のテーマについて何かご意見ありますか。 

 

〇加藤委員 

今伊藤先生がおっしゃったとおり、Zoom を使うとなると一番大変なのが立ち上げから参

加するまでです。私どもの団体でもかなり苦労しました。みなさんのノート PC を市民活動

サポートセンターに持ってきてもらって、疑似の Zoom 会議をプロジェクターで映しまし

た。実際に何回も同じ操作をしないと紙のマニュアルを渡してもできませんでした。集まっ

て横で指導してやっと Zoom ができるようになった経緯があります。そういうことも参考

にしてもらえたらいいと思います。 

 

〇野田委員長 

近隣のグループなら可能ですね。マニュアル読むところからハードルですよね。ありがと

うございました。他にご意見ありますか。 

 

〇清水委員 

Zoom はハードルが高いですが、Zoom ならではの楽しいことを体験すると皆さんのやる

気が出るのではないかと思います。先週に福島でコンサートをしたのですが、Zoom で湘南

の仲間とつながり、福島の会場では大きなスクリーンにお互いを映しながら、皆で演奏した

り踊ったりしました。Zoom ができない方でも、まずは Zoom の様子を映したスクリーンを

見ることで体験していただけると、Zoom の楽しさを分かっていただけます。音質が悪かっ

たり、音ズレの問題がある Zoom では、音楽をやることは難しいのですが、音質については

Zoom を「音楽モード」に設定することで改善するので、その場で一人ずつ説明しながら根

気よくやったらうまくできました。あるいは Zoom ができない人も、オンラインを楽しめ

る機会を作ったらいいと思います。音楽は Zoom ではズレてしまうので、みんなが各自で

演奏やダンスを撮影した動画を、後日編集して合わせて完成し、Youtube に上げていますが

が、ご好評をいただいています。講座の内容はリアルではできない Zoom やオンラインだ
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からこそ楽しめるものに工夫していければいいと思います。 

 

〇野田委員長 

オンラインの活用について、特にどうやって導入についてケアしていくかという話です

が、清水委員から楽しい内容ならみんなくるよという話でしたが、導入部分であるとか内容

であるとか、この点についてポストコロナでの集い方として何かご意見ありますか。博物館

とか美術館とかでこういった取り組みはありますか。 

 

〇大島委員 

先進的な取り組みというわけではありませんが、講座もありますし、いろいろな会議や講

演会をオンラインでやっています。学会もほとんどオンラインで、対面でやることもほとん

どありません。旅費がつかないですむというのはありがたいところです。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございます。反対する意見はないので、市がやっている講座の類については検

討・実施されていると思いますが、文化生涯学習施策の中でも、取り組みやすいところから

取り組んでいけたらいいと思います。ぜひよろしくご検討ください。今回のオンライン講座

もこの辺のことを意識していけたらいいのかなと思います。他の論点でも何かありますか。 

 

〇大島委員 

今まで文化生涯学習プランを考えるとき、どこの館、施設で何をする、何人に設定して何

パーセント達成できたからいいとか悪いとか、それがメインの役割かもしれないけれど、も

っと文化というものを広く捉えて、施設の利用だけではないことを考えるべきなのではな

いかと思います。美術館に何人入ったというのも大事だけれど、美術ってどうやって楽しむ

ものだろう、文学ってどうやって楽しむものだろうとか、そういうところから文化を醸成し

ていける方法を提供したり、みんなで考えたり議論したりすることを活動の真ん中に近い

ところにもってきたらいいのではないかと思います。そのために時間を使えたらいいなと

考えています。茅ヶ崎で考える文化、文化生涯学習課を中心にした人たちが考える文化って

何だろうというところをもう少し議論できる場があればいいと思います。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございます。私も同意見です。客観的な数値目標を立ててそれをフォローする、

それで終わってしまうと意味がないと思います。たまたま話題になってドカンとくるもの

もあれば、とてもいい内容なのに客足が伸びないものもあると思います。それに一喜一憂す

ることではなく、茅ヶ崎の取り組みについて、あとから振り返ってみると、こういう成果が

でてきているよね、例えば子どもの学力が伸びてきているとか、そういうことにつながって
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くると思います。定量的評価だけではなく定性的な評価をどう組み込んでいけるか、委員会

でも以前から議論していますが、ぜひ我々の任期の間に、具体的な評価方法、社会にどうい

った影響を地域にもたらしたか、どう定着したか測っていく必要があると思います。測るの

はなかなか難しいので、いろいろな人のインタビューなどを中心にやって構成するとか、そ

ういう視点も必要だと思います。今後委員会の議論の柱として考えていきたいと思います。

皆さんもぜひ考えていただきたいと思います。今の点に関して、他にご意見ありますでしょ

うか。 

 

〇加藤委員 

検討内容として、大島委員がおっしゃったことが非常に面白いと思いました。人生１００

年の時代、大きく変わっていくことがたくさんあるだろうと思いますが、今までの計画が何

歳くらいに設定されているのかよく分かりませんが、スパンを広げたり、検討する場所をも

う少し狭めて具体的に論議したりさせてもらいたいと思います。 

 

〇野田委員長 

狭めるというのはどういう意味ですか。 

 

〇加藤委員 

年代を狭めるということです。例えば７０歳以上、８０歳以上とか細かくきっていくやり

方です。 

 

〇野田委員長 

子育て世代、リタイア組、高齢者とニーズは一致しないですからね。他にこういう議論し

たらいいのではないかというご意見ありますか。 

 

〇豊嶋委員 

私は幼稚園の園長ですが、小さい子からとても感性が豊かに育っていくと思います。児童

文化ということもとても大事だと思います。私の園では、廊下を美術館のようにして喜ばれ

ています。いろんな取り組みがあるなかで、年齢層を分けて、児童文化ということも大事な

ことなので、私はそちらの専門なので考えていることもありますが、このようなことはいか

がでしょうか。 

 

〇野田委員長 

児童文化については人間発達についてどのような影響があるか、重要な視点になります

ので、またご発言いただいて、つなげていけたらと思います。他にありますか。 
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〇山口副委員長 

文化を広く捉えて、美術や文化をどう楽しんでいくかということは、評価とかより前に進

んだ感じがしますが、捉えどころがないと思いますので、具体的にどういう捉え方、年代を

絞っていくのか具体的なことを進めていくための議論をしなくてはいけないと思っていま

す。いろいろな立場の方の意見があるので集めてみたらいいのかなと思いました。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。先ほどの加藤委員の意見をふまえて、それを具体化しないとい

けないので議論なり検討して、年齢層をどうするのかなど、以前やりましたけど分科会でも

いいから集まれる人だけ集まって議論したほうが良いかもしれませんね。オンラインの使

い方もそうですが、議論する機会をオンラインで設けたほうがよいかもしれません。それは

また相談させてください。他に何かございますか。ないようでしたら、議題２「令和３年度 

文化・生涯学習オンライン講座について」、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

「議題２ 令和３年度 文化・生涯学習オンライン講座（案）について」、資料２に基づ

き、説明いたします。こちらは、今後、推進委員会での議論を進めていくにあたり、せっか

くそれぞれの分野の専門家の方々、実践者の方々が、委員会にお集まりいただいているのに、

限られた会議回数・時間の関係で、それぞれの知見やお考えを、十分に委員間で共有し、審

議に反映しきれていないのではないかという考えをきっかけに企画したものです。本委員

会では、野田委員長をはじめ４名の学識経験者の先生方に委員となっていただいておりま

す。それぞれの皆様に、各分野のご見識をもとに、茅ヶ崎市の良さや課題、またそれぞれの

分野における最新動向等を、市民に公開するオンラインでの講座で語っていただこうとい

うものです。そのような視点から、４回の講座を、野田邦弘委員長、井上由佳委員、入江観

委員、伊藤隆治委員に、資料に記載した日程・テーマで行っていただきます。委員の皆様に

おかれましては、そちらを視聴いただくことで、委員同士がどのようなことをお考えかをよ

り知ることができる機会になりますし、事務局としても数少ない審議会を補完する情報を

いただけることになります。講師をしていただく先生方とは、それぞれにお打ち合わせをさ

せていただいているところですが、講座のなかで、これからの時代における文化生涯学習を

考えるうえでの論点なども提示いただきたいと思っております。説明は以上です。 

 

〇野田委員長 

私も含め、今回、講座を行う委員から、現在考えている講座の内容や、これからの時代を

考えるうえでの文化生涯学習への論点として提示しようと考えてらっしゃることがあれば、

それぞれお話いただけますでしょうか。 

では、まず私からは、創造都市についてお話させていただきます。入りやすいところから
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入りますが、日本の経済がここ３０年でかなりへこんでしまいました。３０年前の日本の経

済は、世界のトップ１０のうち７社が日本企業でしたが、今はトップ１０に入っていない状

況です。その原因はいくつかありますが、その１つは教育にあるのではといわれています。

OECD の調査で、中学校で、生徒に批判的に物事を捉えることをすすめているかというと、

日本だけあまりやっていない、批判的に物事をみる教育があまりできていないということ

いう調査結果がでています。日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ドイツの中高生

の５００人を対象に、自分のことをどう思っているかという調査を行いました。創造的、社

交的、頭がいい・・・など、ポジティブな項目を並べて選ばせるのですが、自分のことを創

造的だと思っている子が他国では３、４割ですが、日本では８％しかいません。世界中の中

学校の先生にも同じ質問をしたら他国では２０％台、日本は２％となっています。日本の学

校はきまりきったことを一方的にしか教えていない、批判的な思考を教えていないといえ

るデータです。文部科学省の考え方で、教育改革の中で最終的には主体性、多様性、協働性

が頂点にくるような教育をする、最終的には自ら課題を見つけて周囲と協力して解決する

力を養成するということを目指すということなのですが、現実的にはそうなっていないと

いうことです。学校で子どもたちが創造的な教育、批判的な思考を促すような、自分で考え、

クリエイティブなことにチャレンジしていくようなきっかけが日本の場合弱いということ

を示唆するデータだと思います。一方でコロナ前のデータですが、中学生に何になりたいか

聞いたら、男子生徒の１位はユーチューバーです。大人が考える子どもたちの将来像とはま

るで違うということになります。いずれ AI が今以上に社会の中へ入って労働が減っていく

と思います。だいたい半分ぐらいの仕事がアメリカではなくなるといわれています。事務作

業はなくなるし、働く量は減るので、人間に残っていく仕事はマネジメント、経営ややりく

り、ホスピタリティ、環境的な部分、クリエイティブな部分となります。企業の話はさっき

ふれましたけど、平成元年の世界企業ランキングのトップ１０に日本企業が７社入ってい

ますが、平成３０年ではトヨタが４２位、これが最高位です。トップ１０を見ると、データ

が古いですが、上の方は傾向があまり変わっていません。アップル１社の時価総額が、日本

の一般会計予算の３倍です。それだけ差がついています。GAFA が世界の経済の覇者です

が、ほぼ IT 企業です。なぜこのようなことを言うかというと、学校教育と日本経済の問題

をいいましたが、創造都市は都市の問題ですから、都市とは要するに文化のるつぼである、

文化を創り継承し、発展させ保存させるところが都市であるという考え方です。都市の本質

は創造性だという考え方で、ここ四半世紀ででてきたことです。最近亡くなりましたが、ピ

ーター・ホールという人が書いた「都市と文明」という本がありますが、ここで都市の本質

は創造性であるということと、これは歴史的、地理的に偏在するということを言っています。

ここに書いてありますが、１５から１６世紀のフィレンチェになぜか創造的な活動が集中

的におこっている、創造的な人材がたくさんいるということになります。こういうことを研

究したのがランドリーなどです。毎年、欧州文化首都というプログラムがあり、1985 年か

らやっているのですが、水戸市が選ばれて１年間を通していろいろな文化プログラムをや
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ります。文化を活性化するだけではなく、都市そのものを元気にしていくというものです。

ユネスコも創造都市ネットワークを 2004 年に立ち上げました。日本も１０都市ほど参加し

ています。茅ヶ崎市もこういうものにトライしていけばいいのかなと思います。今２００都

市ほど参加しています。文化庁も文化芸術創造都市という取り組みをやっています。東アジ

ア文化都市というものもはじまっていて、毎年日中韓の３都市で芸術交流をやるというも

のです。クリエイティビティ、創造性が注目されている背景には理由があるのですが、産業

革命以降の大量生産の時代が終わり、より付加価値が高い新しい商品、新しいサービスがど

んどんでてきていています。その多くが IT をはじめとした先端の科学技術に裏打ちされた

ものとなっています。新しい経済発展、新しいスタイルを確立し豊かな生活をやっていこう

とすれば、どうしても創造的に考えて必要なところにイノベーションしていかないといけ

ないということが言われていますが、日本がまだそこまで入りきっていないということで

す。オンライン講座ではそのあたりの話に論点をもっていきたいと思います。続いて、井上

先生、お願いします。 

 

〇井上委員 

野田先生の回は、グローバルな視点から都市というものについてお話いただけるという

ことで、この講座は連続で聞いていただけるとつながりも見えてきてさらに面白いのかな

と思いました。私のテーマのミュージアムでは、茅ヶ崎市内のミュージアムを具体的に見て

いく中で、最初は俯瞰的な視点から、今、国際的にはミュージアムはどういう動きをしてい

て、何が大事とされているか、どういうことに人々は関心を持っているかをみていきます。

コロナ禍でミュージアムは閉館しなければいけなくなったところも多く、閉館するだけで

はどうにもならないので、だいぶ事前予約制などのシステムをとって密にならないような

工夫を重ねながらオープンするところが増えてきています。しかしながら、かつてのような

大行列をつくって展覧会を見に行く、という光景は戻ってきていません。新しい価値観のも

と、博物館運営を求められているというのが現状です。さらに日本のミュージアムはどうい

う状況なのかという話もしていきたいと思います。日本には約 5,700 の博物館があるとい

われていますが、国立や県立の大規模なものや、大半を占める中小ミュージアムもあるので

すが、それぞれがどんな特徴をもっていて、どんな役割を果たしているのか、意外と知られ

ていないのでそういうこともご紹介していきたいと思います。茅ヶ崎のミュージアムもど

んな活動をしているのかなどをお伝えしていきたいと思います。皆さんに聞きたいのです

が、Zoom のリアクションツールから、私が今からする質問に該当するボタンを押してくだ

さい。文化資料館、美術館、開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館の４つの施設について一

度は行ったことある人はボタンを押してください。ありがとうございます。すごいですね、

ほぼ全員行かれたということですね。このようにすると、聴衆のみなさんの様子を知ること

ができるので、質疑をふまえながらできたらと思います。この４つの全ての施設行かれた方

は、市民全体レベルに問うとまた違ってくると思います。委員の方々は日ごろから文化活動
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に日ごろから熱心に取り組んでいらっしゃるので、こういった成果があるということです。

堤の方に（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館という施設が 2022 年の開館を目指して準備が進

んでいると聞いています。ご存知の方も多いと思いますが、新しい動きも含めて茅ヶ崎のミ

ュージアムの魅力はどういったところにあるのか、褒めているだけでは研究者としていけ

ませんので、こういうところをもっと改善しなくてはいけない点なども含めてお話してい

ければいいと思っています。よろしくお願いします。 

 

〇野田委員長 

続いて、伊藤先生、お願いします。 

 

〇伊藤先生 

私は２月２６日を担当させていただきます。テーマとしては「新たなアートと茅ヶ崎」と

いうことで、２部構成でお話させていただこうと思っています。私自身は水族館をデザイン、

アートディレクションをしています。例えば東京都の葛西臨海水族園、福島県のアクアマリ

ンふくしまという水族館のデザインの全体監修をしています。高校の出前授業とか、社会人

向け講座等でよく取りあげるテーマは、また行きたくなる水族館をデザインするというテ

ーマ、要はリピーターですよね、どのようにまた来てもらえるような仕掛けを作るかという

ところを、デザインを通して行っています。もともと僕自身作品を作り、アートの方をやっ

ています。アートという切り口と、デザインという切り口、全く真逆です。アートはどちら

かというと自分が表現したい作品を作り上げる、デザインは消費者が求めているものを作

り上げる、全く真逆ですが、僕の場合は両方手掛けていることから、水族館だとどのように

またお客さんにきてもらえるように仕掛けていくかというところをやっています。そうい

うところでまず一つ考えています。もう一つは「新たなアートと茅ヶ崎」、アートを通して

街づくりを考えていくということを取り上げていく予定です。街づくりとアートというと、

パブリックアートといわれるものになりますが、パブリックアートが地域にどのように関

わっていくのか、地域文化にどのように貢献していくのかというところを取り上げていこ

うと思っています。実際、茅ヶ崎にパブリックアートがどのぐらいあるのか、あまり見たこ

とないのですが、これを機に茅ヶ崎市内を調査していこうと思っていますが、実は神奈川県

内はパブリックアートが多いです。茅ヶ崎という地域と、パブリックアートを含めたアート

について色々調査し、お話していければと考えています。そのような内容で進めていきます

のでよろしくお願いします。 

 

〇野田委員長 

入江先生は、本日、ご欠席ということで、事務局から、入江先生の講座についての説明を

いただけますか。 
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〇事務局（髙橋課長補佐） 

入江先生は、日本の風景画を代表する画家でいらっしゃいます。茅ヶ崎にお住まいになっ

て数十年、茅ヶ崎のさまざまな風景画も描いていらっしゃいます。そこで、入江先生には、

「作家 入江観」というところから見た茅ヶ崎というお話をしていただこうと思っていま

す。「蒼天の画家」といわれる入江先生に、茅ヶ崎の空と海と、そこから感じることなどを

お話いただく予定です。また美術館との関わりが深いので、期待することやこれからの美術

館についてなどもお話いただく予定です。よろしくお願いします。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。 

それぞれの講座で、今後の推進委員会での論点となる貴重なキーワードなどもでてきた

かと思います。先生方のお話を聞いて、委員の皆さん、ご意見・ご質問等、いただければと

思います。いかがでしょうか？ 

 

〇伊藤委員 

ちなみに受講者はどのように募集をされて、どのように登録するのですか？ 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

広報ちがさきの２月１日号でご案内をして、オンラインですので Web での申し込みにな

ります。チラシをご用意しておりまして、ホームページでご案内しております。QR コード

から読み取って、お申し込みページにいけるようになっております。委員の方は個別にご案

内します。 

 

〇野田委員長 

関連で確認ですが、このチラシはどこで見られますか？茅ヶ崎市文化生涯学習課のホー

ムページですか。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

はい。市のホームページで見られるようになっています。 

 

〇野田委員長 

広報だけだとなかなか集まらないのかなというのが心配でして、いつもの議論になりま

すが、私がやっている SNS とかに載せると市外からどっと反応があったりするのですが、

受講資格は市民でしたっけ？ 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 
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Zoom なので市内、市外と区別するのも難しいのですが、申し込みされる方がものすごく

多くなってしまった場合は市民優先と考えています。 

 

〇野田委員長 

市内、市外の区別の意味があまりなくなるので、定員の意味をどう考えるかですね。もし

茅ヶ崎のビジターを増やそうと考えるのなら、市内市外をやめたほうがいいと思います。茅

ヶ崎行ってみようかとなりますよね。市民の学習欲求、文化的欲求に応えるとなるとそうで

はないかもしれないけれど、そのへんも検討していただければと思います。他の講師の方も

そうだし、今ほとんどが若い人は特に SNS で周知するようになっていますので、広報だけ

だと高齢の方だけになってしまう可能性もありますので。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

ありがとうございます。整市が持っているオンライン環境、Zoom 環境の課題もあります

ので、また整理してご案内します。 

 

〇野田委員長 

他にないようでしたら、「議題３ その他」について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

資料３、４をご覧ください。こちらも今後の議論を進めていただくうえで、あらためてご

確認いただきたいものとしてご提示させていただきます。前回の委員会でも説明させてい

ただきましたが、本推進委員会は、今年度及び昨年度に廃止となりました、茅ヶ崎市美術館

運営委員会、茅ヶ崎ゆかりの人物館運営委員会での議論も統合的に行ってまいります。そこ

で、両委員会から、最終的な提言として、まとめられたことについて共有させていただきま

す。こちらもこれからの時代の文化生涯学習行政を考えていく上で、重要なポイントとなっ

ていくと思いますので、あらためてご熟読のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇野田委員長 

両委員会から引き続き本委員会の委員となられている井上先生、伊藤先生から、両提言の

ポイントについてコメントいただけますか。 

 

〇井上委員 

私は茅ヶ崎市美術館運営委員と、茅ヶ崎ゆかりの人物館運営委員を兼務していたのです

が、美術館の運営についての提言です。これまでだいぶ美術館で実現している内容ですが、

さらに前にすすめてもらいたいと思いを込めて委員で話し合ってきた内容になっています。

これらを同じ優先順位ですすめていくのは難しいですが、メリハリをつけてやっていかな
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ければならないと思います。コロナ禍においても美術の魅力を伝えていくということを地

道に続けていってほしいなと思います。このたび、美術館は「地域創造大賞」を受賞しまし

た。これは日本全国の公立文化施設を対象としたもので、県内では６例目ということで非常

に喜ばしいことであると思います。ここ数年間、美術館が取り組んできたことが、外部から

高い評価を得ているということを市民が知ることが大切かなと思います。委員会としては、

運営委員会は統合されてしまいますが、そこで実現していたような美術館側のスタッフと

市民代表や学識経験者が定期的に顔を合わせて情報交換をしていく場を継続していくとい

うことを、ゆかり人物館の方でも続けていただけたらいいと思います。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。何かご質問ありますか。 

 

〇山口副委員長 

美術館の広報の部分で、NHK の日曜美術館で紹介されますと、来館する車が横浜ナンバ

ーとかでいっぱいですね。こういう効果があるのだなと見ています。外に発信するというの

は続けていきたいと思いました。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。他になければ伊藤委員お願いします。 

 

〇伊藤委員 

茅ヶ崎ゆかりの人物館では大きく５つの項目にわけて、今後の運営についての検討をし

なければいけないと考えています。まず、最初に茅ヶ崎ゆかりの人物を増やし、アップデー

トしていく作業を推進していく作業を考えています。２つめは全ての施設に関わることで

すが、広報のあり方を考えていかなければならないと考えています。広報は情報発信もあり

ますが、それだけではなくしっかりした内容を伝えていく役割が重要と考えています。３番

目は、コロナ禍もあってオンラインを取り入れていくことが増えてきているので、積極的に

活用していくこと、まだまだ見えていない可能性がたくさんあると思うので、色々とチャレ

ンジしていかなくてはいけないし、さらに応用しながらさまざまな活用がみえてくるかと

思います。ゆかりの人物館ではオンラインを使った情報発信をしているのですが、さらに活

用して発見していければと思っています。４番目は文化資源をつなぐミュージアムのハブ

としての重要な役割があるのではないかと思っています。例えば茅ヶ崎市が所有する歴史

的建造物である南湖院であるとか、藤間家住宅であるとか、こういうところも連携していき

ながら、さらに美術館、開高健記念館などいろいろ調査もしていく中で、可能性をつないで

いく、そういうハブの機能を人物館で行えればと思います。人物館の建物も活用していけば

と考えています、５番目ですが、コロナ禍でいろいろな活動を制限されていますが、だから
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こそ、できる活動を考えていかなければ文化活動は前に進んでいかないので、積極的に取り

組んでいくことが重要だと人物館の方では考えています。文化生涯学習プラン推進委員会

でも共有できる部分でもありますので、人物館だけではなく、さまざまな団体、施設と連携

をとりながら茅ヶ崎全体を一つにまとめていけるような活動をしていけるように考えてい

ます。ゆかりの人物館の今までの経験、実績を活用していただければと思います。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。両委員のコメントふまえ、委員の皆さん、ご意見・ご質問等、

いただければと思います。いかがでしょうか 

 

〇大島委員 

お二人からのお話と全体について、事前に提出していただいたものを読ませていただい

て、その通り進めていくのはいいと思いますが、各館への提言については、本当ならば外部

の集まった委員ではなく、館で働く方々がまとめて報告してくれるような体制が必要だと

思います。私が勤めている県立の博物館では運営委員という制度をとっていません。博物館

で働く人が考えていけるスタッフでないと、運営が難しいと思います。マネジメントとか、

オペレーション、ガバナンスを話し合える、そういうスタッフがそれぞれの館に欲しいと思

います。文化生涯学習プランに意見を出してくれるような体制が必要ではないかと思って

いて、私が同じ立場なら意見を言いたいし聞いてほしいと思います。自分たちの館をどうし

たいのか、どうやっていきたいのかを自分たちでまとめて公表することが必要だと感じて

います。５年ぐらいで運営者が替わる指定管理の体制でいいのか、スタッフの体制、雇用の

こと、将来のこと全部含めてこういう場で話しあえる方が望ましいと感じています。ゆかり

の人物館は学芸員がどのぐらいいるのでしょうか。美術館は館長、学芸員の方がいるのは知

っているのですが、そうしたことも、ぜひ今後運営委員会の場で議論してよりよいものにし

ていけたらと思います。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。貴重な意見ですね。ゆかりの人物館には学芸員は配置されてい

ますか。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

ゆかりの人物館に関しては、指定管理ではなく、直営で市職員が運営しています。学芸員

発令はないのですが、かつて市史編さん事業を担当していた学芸員の資格を持った職員が

中心となって、専門のアドバイザーの先生にも入っていただいて運営をしています。 

 

〇野田委員長 
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運営委員会は統合されたけれど、専門的なスタッフを配置していて専門的な業務をこな

していると理解していいですか。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

はい。 

 

〇野田委員長 

さきほどの大島委員のご意見は、実際にマネジメントに携わる人の意見を出してもらっ

たらどうなのかという話なので、どういう形がよいかは別として、委員会の中で、ゆかりの

人物館や美術館のあり方について、議論していく必要があると思います。他に何かあります

か。 

 

〇山口委員 

令和３年１月２２日にまとめた茅ヶ崎ゆかりの人物館の答申ですが、最後のページにあ

る、かつて市内に存在したというところの文章からすると、速水御舟のアトリエというのは

今このような状態で、相続が絡むと無くなるのが早いので、一年前の資料が寂しく読んでい

ますが、こういうものをどこで守るのか、こういう提言も一緒にしていければと思いました。 

 

〇野田委員長 

 古民家の保存や活用は、今後も増加することを想定しています。山口委員も専門的な活動

されていますので、こういうことをテーマに委員会で議論してもいいし、オンラインで番外

編でもいいので、議論していければと思います。他に何かありますか。 

 

〇清水委員 

 御舟の件については以前にアトリエも見せていただき、アトリエに関わるトークイベン

トも自分のラジオ番組で取材放送しましたので、茅ヶ崎に保存してほしいです。美術館のこ

とも長年取材させていただいていますが、学芸員さんが変わることで、美術館の方針、企画

も変わっていくことを実感していますので、大島委員がおっしゃっていましたように、まず

は施設のスタッフさんの意見が重要だと思いました。あとは小さいお子さんについて、私の

団体では幼児専門の講座の開催はなかなか難しいのですが、子どもから大人まで年齢性別

関係なく対象にしており、福島と茅ヶ崎が交流した Zoom コンサートでは４歳から８０代

まで、障がいのある方も参加してくれました。私自身は、音楽や美術のハードルを下げて、

市民の誰もが楽しめるオンライン講座をやっていきたいと思います。３月６日にサポセン

主催で「こどもたいけんワイワイまつり」が開催されますが、そこでも茅ヶ崎の音楽や文化

をテーマにした「赤とんぼ音頭」と「浜降サンバ」の Zoom 講座をします。姉妹都市のホノ

ルルとも、昨年 Zoom で現地とつながり「赤とんぼ音頭」を踊ったり交流できましたので、
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オンラインだからこそできることを、市民の皆さんに楽しんでいただけたらよいと思いま

す。 

 

〇伊藤委員 

私は和光大学で社会人向け講座をやっているのですが、２月２２日にオンライン講座を

やります。内容はレクチャーコンサートで、1 部は講座、２部はコンサートという形です。

私が担当して５回目になるのですが、ジャズバンドのメンバーが講師を務めて、私が司会を

します。本来であればホールでやるのですが、コロナでできなくなったので、オンライン併

用でやります。ハイブリッドでやるのは、これが初めての挑戦なので、うまくいけば茅ヶ崎

でもこのような取り組みもできるのかなと思って、テスト運用してみます。茅ヶ崎でもうま

く運用できたらいいと思って紹介させてもらいました。 

 

〇野田委員長 

ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。 

ないようでしたら、事務局から他にありますか。 

 

〇事務局（髙橋課長補佐） 

次回の日程について、御案内させてください。次回、第２回委員会は、３月末を予定して

おります。３月２５日を第一候補と考えていますが、また委員の皆様のご予定を調整し、最

終的に決定しご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇野田委員長 

それでは、お時間となりましたので、終了とさせていただきます。 

 


