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   令和元年度第３回 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会 会議録 

 

諮問 茅ヶ崎市文化生涯学習プランの最終評価について（諮問） 

次期茅ヶ崎市文化生涯学習プランの策定について（諮問） 

議題 １.文化生涯学習プラン最終評価及び次期文化生涯学習プラン

の策定スケジュール（案）について 

２.文化生涯学習プラン最終評価について 

３.次期文化生涯学習プランの策定について 

４.その他 

 

日時 令和元年１１月２６日（火）１４：００～１６：００ 

 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、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、浅野井孝志委員、柴田貴行委員、山口茂委員 

 

（欠席委員） 

山口佳子副委員長、須藤功委員、太田克之委員、浅井経子委員 

 

（事務局）文化生涯学習課  

村上文化生涯学習部長、関山文化生涯学習課長、 

永島課長補佐、髙橋担当主査、光担当主査、三橋主任 

 

会議資料 

 

 

・ 会議次第 

・ 資料１ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価及び次期プラン

策定スケジュール（案） 

・ 資料２ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価にあたっての論点

整理（案） 
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・ 資料３ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン策定基本方針 

・ 資料 4 次期茅ヶ崎市文化生涯学習プラン 骨子案（構成案） 

 

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（吉田大亮委員） 

・諮問と議題３つ 

 

〔（諮問）茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価及び次期茅ヶ崎市文化生涯学習プランの

策定について〕 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

ただいまより令和元年度第３回推進委員会を始めます。 

（出欠席委員の確認） 

本日は１４名中１０名の参加があるため、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、本日の傍聴の申し出はございません。 

会議に先立ちまして、佐藤光市長より「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価」及び

「次期文化生涯学習プランの策定」につきまして諮問させていただきます。 

○佐藤市長 

・「茅ヶ崎市文化生涯学習プランの最終評価について（諮問）」 

このことについて、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第２条の規定に基づ

き、次のとおり諮問します。諮問事項 「茅ヶ崎市文化生涯学習プランの最終評価につ

いて」 

・「次期文化生涯学習プランの策定について（諮問）」 

このことについて、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第２条の規定に基づ

き、次のとおり諮問します。諮問事項 次期文化生涯学習プランの策定について」 

 皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（関山課長） 

 以上で諮問を終了いたします。 

 それでは、令和元年度第３回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会について議事をす

すめさせていただきます。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。 

 

〔議題１.文化生涯学習プラン最終評価及び次期文化生涯学習プランの策定スケジュール

（案）について〕 

○議長（野田委員長） 

それでは第３回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会を始めてまいります。市長から

諮問をいただきましたので、諮問に沿って今日ここから議論を始めたいと思います。 
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本日は３つ議題があります。まずは議題１について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（髙橋担当主査） 

「議題１ 文化生涯学習プラン最終評価及び次期文化生涯学習プランの策定スケジュー

ル（案）について」ご説明いたします。資料１「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価及

び次期プラン策定スケジュール（案）」をご覧ください。 

冒頭市長からそれぞれの諮問がございましたが、これから約１年をかけて、現プランの

最終評価と次期プランの策定に係るご審議をいただきたいと思います。表の２段目、３段

目の「現プラン評価」「次期プラン評価」のところをご覧ください。まず「現プラン評価」

ですが、本日の会議から、最終評価の議論を進めていただきますが、それぞれの行動目標

等に係る指標の数値は、令和元年度の実績数値となりますので、数値が出るのは令和２年

度になってからとなります。 

現プランの最終評価は、プラン期間９年間全体を捉えてのご意見をいただきたいので、

今年度については総括的な議論を進めていただきたいと存じます。そして、その現プラン

の最終評価の議論から出てくる課題やご意見は、次期プランが解決すべき目標やミッショ

ンとして引き継がれるものと考えます。ですので、現プランの最終評価の議論を進めなが

ら、それを次期プランの策定につなげていくという、２つの諮問事項についての議論を並

行して進めていくというかたちになっていきます。 

そして、現プラン最終評価に係る答申は概ね令和２年７月頃に、次期プラン素案策定に

係る答申は令和２年１０月頃にお出しいただくようなスケジュールでお願いいたします。

その中で、議論いただくこの推進委員会の具体的な会議開催に係るスケジュール感として

は、いちばん上の段に記載のとおり、今年度は本日を含め２・３回、プラス分科会を２・

３回程度、来年度は４回、プラス分科会を３回程度と考えております。 

なお、皆様の委員任期としては、令和２年１２月１５日までとなっております。 

また、推進委員会での議論を進めるにあたり、市民意見聴取の場として、表上では「交

流サロン」と記載している、ワークショップ形式の「ふれあいとまなびあいのサロン」や

アンケートの実施を予定しております。そして、庁内の関係各課からなる茅ヶ崎市文化生

涯学習連絡調整会議での議論も行ってまいります。 

そうしたスケジュールを進め、まとまった次期プラン素案は、パブリックコメントでの

意見集約、市議会、庁議といったプロセスを経て、令和２年度末に計画策定となり、令和

３年度から具体的に始まっていくこととなります。 

現プラン最終評価の進め方、次期プラン策定についての進め方については、この後、議

題２、議題３で具体的にご説明させていただきますが、全体のスケジュール案についての

説明は以上です。 

○議長（野田委員長） 
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 ありがとうございました。こういうスケジュール感でやっていくということです。これ

につきまして何かありますか。この９年間が区切りを迎えるので次の議論にも入っていき

つつ最終評価をするということになります。 

○加藤委員 

 茅ヶ崎市文化生涯学習推進連絡調整会議が１１月末にあるということですが、こちらは

基本的には最終評価のほうを中心にして開催されているのでしょうか。それとも検討内容

としてプランナーのほうは特に無いのでしょうか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

こちらも最終評価と新プラン策定に係る議論についてこの会議をしてまいります。前後

しますが、資料３「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン策定基本方針」の６ページをご覧くださ

い。市の内部検討体制として茅ヶ崎市文化生涯学習推進連絡調整会議があり、その構成や

所掌事項を書いております。こちらの議論を踏まえて審議に活かしていただく流れになり

ます。 

○加藤委員 

 １１月の最後にマーキングがありますが、日にちはまだ決定していないのですか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 失礼いたしました。こちらはこの会議に先立ちましてすでに書面会議というかたちで実

施をしておりまして、このスケジュール等に関して、庁内各課から意見をいただいていま

す。 

○加藤委員 

承知しました。 

○議長（野田委員長） 

他によろしいですか。 

それでは議題１に関しては、これにて終了いたします。 

 

〔議題２.文化生涯学習プラン最終評価について〕 

○議長（野田委員長） 

議題２について事務局よりご説明お願いします。 

○事務局 

「議題２ 文化生涯学習プラン最終評価について」ご説明いたします。 

 資料２「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価にあたっての論点整理（案）」をご覧くだ

さい。 

 スケジュール案の説明でお話ししたとおり、最終評価に係る指標の数値は令和元年度す

なわち今年度の数値が反映されることで確定されるわけですが、平成３０年度事業評価及
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び中間評価以降の推進委員会における議論をふまえ、指標の数値目標からの評価以前に、

現プランが「策定当初に描いたビジョンを実現できたか」「中間評価等で課題とされたこと

が解決できたか」「解決できなかったならばその原因はどこにあるのか」等について総括的

に議論し、次期プランへとつなげるものとしていきたいと考えます。 

 そこで、平成３０年度事業評価及び中間評価以降の推進委員会における議論から抽出し、

事務局にて４つの論点案として整理しましたので、まず説明させていただきます。 

 

「論点１、文化生涯学習とは、市民の毎日のくらしや、全市全庁的な政策の共通基盤をな

すものであるが、現プランは全市全庁的なプランとしての機能を果たすことができていた

か。 

 プランの推進を支える、庁内における役割分担、連携のためのミッションの共有化が不

十分ではなかったか。」 

 平成３０年度事業評価の答申では、「部門間の連携の構築と継続のためにはミッションの

共有が必須ですが、そのためにはお互い何のために連携するのかを明確に言語化し共有す

ることが重要」といったご意見をいただいております。 

 

「論点２、講座等で、市民が学ぶ機会は多様で充実してきたと言える。 

しかしながら、生涯学習推進に係る役割・機能分担において、特に生涯学習行政（市長

部局）と社会教育行政（教育委員会）の具体的な役割分担、市民や企業等の民間部門と行

政の具体的な役割分担のビジョンが曖昧ではなかったか。」 

 平成３０年度事業評価の答申では、「ちがさき学に関しては、現状では市民に十分認知さ

れているとは言えず、今まで以上に広報に力を入れることが重要になります。また、庁内

で実施されている様々な講座等の連携も目標となるでしょう。」といったご意見をいただい

ており、論点１と重なる部分はありますが、特に生涯学習推進についての役割・機能分担

についての議論は多く展開されてきたと思います。 

 

「論点３、文化行政の推進においては、新たな文化施設の展開や文化資源を知る機会の充

実などが図られたが、プラン策定当初にイメージした、より多様な文化を継承し、創造に

つなげるダイナミックな事業がもっとできたのではないか。」 

 平成３０年度事業評価の答申では、「空き家、空き店舗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の検討も課題となるでしょう。」

といったご意見をいただきました。 

 現プランの期間中、茅ヶ崎ゆかりの人物館がオープンしたり、市民文化会館のリニュー

アルなど、文化事業に係る大きな動きはありましたが、より創造的でダイナミックな文化
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事業のあり方が実現できたのではないかというような論点です。 

 

「論点４、目標に対する指標設定は妥当であったか。評価をすること自体が目的化してい

なかったか。」 

 平成３０年度事業評価の答申では、「指標の妥当性の検討も含め根本的な事業のあり方の

改革を検討する必要がある。」「設定された指標では評価することはできなかった」といっ

たご意見をいただきました。 

 目標や指標設定についての議論はこれまで特に多く展開されてきたことであり、その課

題を乗り越えるべき術を次期プランでは反映させていくべきではないかという論点です。 

 

 もちろん、この４つの論点に限らず、委員の皆様からも闊達に論点やご意見をいただき

たいと思いますが、これまでの推進委員会においての議論で多く出てきていた論点を抽出

したものとして、まずはご説明させていただきました。 

 また、今後、限られたスケジュールの中での議論の進め方としまして、茅ヶ崎市文化生

涯学習プラン推進委員会規則第６条の規定に基づく分科会を置き、最終評価に係る議論を

深めていただければと考えております。 

 資料１のスケジュール案を再度ご覧ください。今年度、１２月以降というところで分科

会のスケジュール感をお示ししております。 

 分科会での議論をふまえ、推進委員会につなげていただければと考えております。 

 推進委員会の第４回のところは、分科会として集中した議論をし、それらをふまえて第

５回のところを第４回とすることも考えられます。 

 つきましては、分科会のメンバーについても本日お話し合いいただければと思います。 

 議題２についての説明は以上です。 

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございました。ここには大変重要なことが含まれていますので、今事務局か

らもご説明いただきましたように、これはあくまでも論点整理の案になっていますから、

これらについては我々も議論してきたところだと思います。ですが、これですべてが網羅

されていると思いませんので、他に入れたほうがいいものもあると思いますし、あるいは、

論点に取り上げられていても、こうではないのかという何かご意見あれば自由にご発言い

ただきたいと思います。市長からもありましたが、どうしても数値目標を立てると目標を

達成できたかどうか評価自体が目的となってしまうという弊害もあちこちで報告されてい

ますので、そういうこともここで取り上げられていますし、これまでになかった新たな手

法なども必要ではないかというのもあります。これまでの慣行にとらわれることなく、茅

ヶ崎の文化や生涯学習をどうやって発展させていこうか、ぜひ皆さん委員各自の考え方を
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自由に述べていただけたらと思います。あとで事務局のほうで取りまとめていただきます

し、後ほど分科会についても決めていきたいと思います。ぜひ皆さんにも参加いただけれ

ばと思います。 

 ４つの論点について、あるいはそれ以外について、振り返ってご意見をお願いします。 

○加藤委員 

論点の件で、この論点を切り口にしてやっていくと、足らない論点が出てくるのではな

いかと思います。 

○議長（野田委員長） 

 足らない論点を補足していただいていいですよ。 

○加藤委員 

今ここで論点が足りないのかと言われると難しいのですが、論議することによって出て

くるのではないかと思います。 

○議長（野田委員長） 

わかりました。おそらくそのレベルの議論は分科会での詳しい話になるのかと思います。

今日は議題もそこそこありますので、そこは分科会にぜひご参加いただければと思います。 

論点１だと全市的なプラン、全庁的なプランというものの切り分けが必要で、まず全庁

的というのをどうするか、全市的なものをどうするのかというのは少し違った問題だと思

います。まず全庁的なものができなかったら全市的なものはできないと思うので、順番か

ら言うと全庁的な連携体制、共通認識形成をどうするかだと思います。我々外部の人間に

はなかなかわかりにくいところかもしれませんが、市としての共通の了解があると無いと

では全然違うと思います。その上で茅ヶ崎はこっちを向いていくとなっていくと全市的な

連携、協力体制構築にもつながっていくと思います。 

皆さんのほうからいかがでしょうか。素朴にこの間、会議に出た感想でもよいです。こ

れからの次期プランにも反映させていくということもありますので、自由にご発言いただ

けたらと思います。 

○大島委員 

感覚的で申し訳ないですが、論点１の全市全庁的なプランとして機能を果たすことがで

きたのかという部分で、全市はよくわからないですが、全庁的な部分で、所管されている

文化生涯学習課ではどういう感覚があったのでしょうか。要するに答申なり、プランなり、

一番は現場だと思いますが、どのくらい意識されている、それに沿って行こうということ

を普段から意識されていたのか、それとも紙面に書いてあることは書いてあるが、日々の

仕事というのはいちいち答申に立ち返ってということは私の仕事ではあまりやらないの

で、感覚としてはどういう感じだったのでしょうか。それによっては、お題目が立派なら

良いのか、実質的にできることを議論していかなければならないのか、そこのところをこ
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こで皆さんで議論していても机の上だけの議論で終わってしまうのではないのかという感

覚のところをどなたか教えていただきたいと思います。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 文化生涯学習プランとして、当然ですが文化生涯学習課の事業につきましては意識した

中で展開をしております。毎回評価をいただきまして、そこに基づく課題に対して１００

％そこが解決できたかというところはありますが、意識しております。 

ただ一方で、文化や、生涯学習には広義の意味あいも強く、生涯学習で言うと、庁内の

当課以外の部局でさまざまな講座を展開しております。それらに関しては私たちの中でも

参考数値として、こちらの審議会にも資料を提出させていただいていますが、そこまでの

波及のようなところが文化生涯学習課としての捉えている部分で実現できたかというと、

個人的な感覚もありますが、少し弱かったかということは感じています。 

○議長（野田委員長） 

要は茅ヶ崎市政の中でこのテーマがどれだけ上位にあるのかということだと思います。

今のところそれほど上にはない。予算を見ればどのくらいの位置かわかるが、予算のカウ

ントの仕方もいろいろテクニカルなものがあって、社会教育課もあるし、ここだけの予算

でよいのかということもあります。 

要は、我々のミッションは何かというと順位を上げることだと思います。評価の話で終

わるのではなく、それはベースで必要なのですが、茅ヶ崎市の中で文化生涯学習部門をど

う押し上げていってトップまで持ち上がるのか、そのために皆さん貢献していただきたい。

２０２０年のオリンピックのあとに日本がどうなるか悲観的なことを言っている人がたく

さんいて、企業では２０２０年対策室などを作っています。それはポストオリンピックの

社会をどう捉えてどう手当てしていくか、もうすでに考え始めているのです。それをネガ

ティブに捉えることもできるし、ポジティブに捉えることもできる。 

私はポジティブに捉えることも必要だと思います。例えば、文化庁がありますが、これ

を文化省にするという議論が今あります。先進国はだいたい文化省ができていますが、日

本は文化庁なので格下になっています。これを文化省にするという意味は、文化というも

のを日本の国政の中でのランクをひとつ上げることです。現にスポーツ庁と官公庁ができ

ていますから、足し上げると最終的には文化省ができます。そういう運動を国会議員の一

部や政党の一部などはやり始めています。我々としては、これから２１世紀の地域経営を

考えるときに、文化と生涯学習は非常に重要になってくるのだということを、まずそれぞ

れの立場で考えたり、意見を言ったり、活動したりしていくべきかと思います。そのこと

が結果、経済や産業につながっていくというふうに私は思っています。そういう役回りも

あるので、ぜひ委員の皆さんにはご自覚をいただければと思います。 

もう大量生産で物を作って商売して儲かる時代ではなくなってきていますので、知的活
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動で新しい価値をみんなで作っていくという時代になっていくと思います。ちなみに補足

で言いますと、横浜市で２００４年に前の中田市長が文化芸術都市創造事業本部という組

織を立ち上げました。そこは関内地区の都市再生を文化でやるということで７～８年間く

らい存続しましたが、その間はありとあらゆる部署のひとつ上で仕事させてもらいました。

ここは特別な場所なので我々がやらせてもらうと、クリエイティブな人材を集めてくると

いうことをずっとやりました。リアクションも大きかったですが、成果は出たと思います。

行政組織はやはり縦割りになっていますから、なかなか特定のところだけ出せないのです

が、これから資源が限られてきて、人口も減って高齢化する中で、そういうことばかり言

っていてもだめになるので、どうやって文化生涯学習が大事なのかということを、根拠を

踏まえて主張できるかということが、この委員会の存続も含めたものになるのではないか

と思います。 

○清水委員 

 自分も文化を中心に音楽やアートを盛り上げるような市民活動をしていますが、圧倒的

にそういう興味がある市民の方は少ないという実感はあります。茅ヶ崎市の後援をとるの

も手続きなどで少し大変になっていて、もっと気軽にできるようになったらいいなと思い

ました。 

○議長（野田委員長） 

 どうしたらよいと思いますか。 

○清水委員 

 難しいですね。 

○大島委員 

博物館は社会教育に振り分けられますので、市長から教育委員会へ分かれたことも文化

を高めていく方法だったのかとも思いますが、私から見ると生涯学習と社会教育との違い

が自分でやっていてもよくわからない。一緒にやってしまったほうがいいこともたくさん

あると思います。分けてしまったのでその状態からどうするかということを今考えなくて

はならないのですが、一緒にできることは計画を立てる段階でも一緒にやって組み立てて

いったほうが、それぞれの良さなり、それぞれの立場なり、協力をしやすいプランができ

るのではないだろうかと思います。だから今どうしろということはないのですが、お互い

の風通しをよくしてプランを組んでいくほうが良いのだろうなと感じています。 

○議長（野田委員長） 

 社会教育と生涯学習は分けきれないとは思います。 

○加藤委員 

 今のお話の中で２つありましたが、論点１の中ではものすごくお話が広いので、この中

にすべて入ってしまいます。ここはもう少し分けて検討する必要があるように思っていま
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す。委員長がおっしゃったように、この文化生涯学習プランが文化生涯学習課の位置づけ

とお金のつながりのところで、優先順位がはっきりするという、これはちがさき丸ごとふ

るさと発見博物館事業と全く同じです。その中でそれぞれの文化生涯学習課というものが

庁内に向けてどのくらい発信しているものかというのは非常に疑問です。市民が応援して

果たしてそこまで持ち上げられるのか、これはちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業の

ほうでも全く同じ思いを持っております。もちろん声を大にして立派な答申案を作ってや

るべしと言えば本当に動くのかというところが見え切らないので、そこが見えてくると良

いと思います。 

論点もプラスアルファにしたら、お金の面からの論点はどこに入ってくるのかというこ

とが見えない。やはりお金の切り口というのはこれからあると思います。これから先細る

中で、立派なプランを作ったとして入ってくるものが入ってこないとだめなのか、プライ

オリティを上げて比率を変えられるのか、そういうスタディをきちんとやらないといけな

いのかという感じがしています。 

論点でもそういうところをプラスアルファにしたらどうかと思います。 

○議長（野田委員長） 

お金ですね。 

○吉田委員 

 野田委員長、加藤委員が言われるように確かに予算が大切で、今茅ヶ崎市はいろいろな

問題を抱えて予算が必要な状態ではあります。私も文化を茅ヶ崎でも上げたいと思います。  

文化会館を使っていて非常に良い施設だと思います。もっと利用できるようなシステムも

必要だと思いますし、私が関わっている小学校５年生対象の劇団四季のミュージカルを見

せる事業がありますが、最初のころから青年会議所で関わっていて、その１番最初の子が

劇団四季に入る年齢になってそういう子たちが１人でもいれば私たちは成功だと思ったの

で、そういったことで興味を持ってくれることがもっと重なっていけばよいかと思います。 

 確かにここでプランを見ても興味がある人しか来ないし、ＰＴＡをやったときも、この

文化生涯学習課や社会教育課のような無料の講座もありましたが、広報をうまくやれば参

加率も少しずつは上がってくるとは思います。駅の近くで子育て世代のお母さんたちが集

まれるような講座というものも、これから考えれば少しずつ上がっていくのではないかと

思います。 

○海老澤委員 

こちらの文化会館がリニューアルして１年経ちます。使いやすい面もあれば、そうでな

い部分もお客様からいろいろな声をいただいたりして、これからいろんな部分をブラッシ

ュアップしていかなくてはならないというのと、離れてしまったお客様を取り戻したいと

いう課題もあります。先ほどおっしゃっていただいた、劇団四季の回もそうですが、昔、
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文化会館に学校行事で来られていた児童の方たちは結構元気がよかったです。挨拶をして

も結構返ってきていたのですが、ここ何年か意外と返ってこないと個人的に感じています。

ただこの劇団四季の回に来る子どもたちは、これからいい舞台が見れる期待感からかすご

く満ちているように感じられて、そういう面の育成には素晴らしい芸術などは必要なので

はないかと改めて思いました。 

また論点とは変わってしまいますが、先日別件で、６０～７０代くらいの市の開催する

無料の講座などによく出席されている男性の方がこちらに来て、会館の中で迷われてしま

って、うちのサインの出し方がなっていなかった部分ももちろんあるのですが、学びたい

という心はあるが自分が何を学べばよいのかわからない、とにかくこういうところで何か

開催されているから来てみた、改めて何か学びたいと相談を受けまして、なかなか返答に

難しいところでありました。 

○議長（野田委員長） 

図書館だと司書に相談しますよね。なので司書的な機能があってもよいのかもしれませ

んね。どういう分野がお好きなのかであるとか。 

○海老澤委員 

 いろいろ聞けば、こちらもきちんと説明ができたかもしれませんが、あまり納得いただ

けなかった部分もございました。そういうところもやっていけたらよいかと思いました。 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

ぜひ、そういう方は文化生涯学習課の窓口に相談に来ていただきたいと思います。生涯

学習ガイドブックという冊子も毎年作っておりますし、まなびの窓口も市民ギャラリーに

もありますので、ぜひご案内いただければと思います。 

○議長（野田委員長） 

 やはり本庁舎は敷居が高いのでしょうかね。文化会館なら気軽に行ける。 

○南委員 

私は社会教育のほうから来ていますので、話をよく聞いて、そういうことかと今初めて

理解したこともあります。確かに社会教育で出ていくと、公民館事業は５館ある公民館の

各館長さんから予算や内容を全て聞きました。新年度の事業もここで発表されると思いま

す。本当に膨大な事業計画というか、いろんなことをしています。無料の講座もたくさん

ありますし、子育て世代向けのものもあります。私が子育てしているころは、無料で託児

付きで公民館で母親が学ぶということもそんなに無かったですし、子どもと一緒に何かす

るというのもなかなか無かったです。本当に少なかったと思います。 

でも今は、市民がいろんな切り口で学べる講座というのがたくさんあって、そことこの

文化生涯学習とどういうふうに違うのかというのがあまりよくわからなかったのですが、

社会教育のところで公民館事業があれだけあって、ここでも何をするのですかと思ってい
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ました。さっきお金のこともおっしゃっていましたが、私も地元に帰れば青少年の健全育

成をしております。財政状況が厳しい中、今後はますますボランティアが重要になってく

ることが想定されます。 

自分たちは講師代ももらわず、無料で皆さんに何か教えるというその人材育成のところ

は、茅ヶ崎市はすごくたくさんあると思います。私も地元に戻ると会場さえあれば、コミ

ュニティセンターなどで無料で人を集めて講座をすることができてという、いろいろなノ

ウハウを知っている方がたくさんいます。ではそこを所管しているのはどこかということ

であったりする。 

縦割りで市庁内のことがよくわからないですが、コミュニティセンターは市民自治推進

課、社会教育は社会教育課、ではこの文化生涯学習課はどこなのかというふうになってい

て、よくわからなかった。市民のほうはいろんな窓口、切り口があっていいのですが、私

にはみんなで仕事をとりあっているように見えて、そこのところをもう少し協力してまと

めていいものを押し上げていくということも市では必要なのではないか。予算がない中、

市民に提供していくのは、本当に必要なものだとか、いいものを皆さんに、と考えていっ

たらどうかと思います。 

○議長（野田委員長） 

実際にとある自治体では窓口を１５時に閉めるところがあります。銀行みたいになって

きているのです。お金が無いとそうなります。 

９月にデトロイトに行ってきましたが、おもしろかったです。デトロイトは１９５０年

に１８０万の人口がいて、全米第５の都市だったのですが、人口が３分の１になっていま

す。トヨタに負けて自動車産業が全滅して、産業がなくなり大失業が起きたため、人口が

減って、犯罪が増えた。日本は空き店舗と空き家ですが、向こうは空きビルなのですね。

２０階の空きビルがたくさんあって、危険な場所がたくさん生まれた。 

そこが今すごくおもしろいことになっているのは、若い人たちがものすごい安い家賃で

自分がやりたかったレストランが出せるとか、そういうことになり始めていて、観光客が

ものすごく増えているのです。もともと大都市だったのでインフラができているので、メ

インストリートはものすごく活気づいています。 

また、役所がもうすでに機能していないです。例えば犯罪が起こっても警察が来ないの

です。日本もこれから下手すればそうなる。もう時間の問題なのです。だから市民も意識

を変えないといけない。これまでのように、文化生涯学習課、社会教育課とかそういうレ

ベルではなく、もう市民窓口みたいなものがひとつになり全部に対応する、その代わり全

部に対応する、ＮＰＯと連携するなど、市民は市民で市に期待せずに自分たちでできるこ

とをやり始めるようになるしかないのです。それが第２市役所みたいになればよいと思い

ます。それが新しい２１世紀後半の日本の形だろうと思いますが、それに乗り遅れた自治
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体から潰れていくと思います。実際デトロイトは財政破綻しました。もう市が用無しだと

言われる。市役所の人は何も手が出せない。あなたたちは破産したという感じです。日本

はそこまで極端なことにはならないとしても、じわじわそうなってきているので、文化生

涯学習もそうですが、予算の取り合いではなく、文化生涯学習がなぜ必要かということを、

そういうところからも説得できるように理論的にもきちんと勉強していかなければならな

いと思っていますので、ぜひ５年、１０年先の茅ヶ崎はどうなっているかということを考

えながら、やっていかないといけないのではないかと思っています。鳥取にいたらわかる

のですが、田舎のほうはすでにそういうことを始めているところがありますから。かえっ

て都市部のほうが安心しているのかと思います。でも高齢化に関しては首都圏が圧倒的な

スピードで始まります。田舎はそのピークを過ぎて安定期に入ります。首都圏は病気をし

ても入院できないとか、ベッドが足りないとかありますが、心の問題を扱うのはやはり文

化生涯学習が出ていかなくてはいけません。いろいろな物的サービスはよいのですが、心

の問題はやはり文化が出てくると思います。 

○浅野井委員 

 先日、市内の公民館で、男の料理教室に１０時から１４時くらいまで参加しました。そ

こで感じたことが、公民館に来ている８割が仕事をリタイアされたような方ばかり、後の

２割が小学生くらいで、その間の中間の年代を誰一人見かけませんでした。 

文化生涯学習プランに参加させていただいている身として、市でこういう催しをやって

いるのを知っているか周りの同年代の人に聞いても、開催していることも知らないし、存

在さえ知らないから調べる気にもならなかったという話もありました。以前、周知するた

めにＳＮＳなどのネットであるとか、それを利用したほうが良いというお話もありました

が、それを利用したとしても無駄なのではないか、それだったら、駅に嫌でも目に入るよ

うに広告などを打ったほうが、もう少し中間層の年齢を掘り起こせるのではないかと思い

ました。 

ちがさき学などでものすごくいいことをやっている反面、浸透しているのがもうリタイ

アされているような年代の方だけなので、今一度そのあたりの掘り起こしができればもう

少し盛り上がるかと思います。 

○柴田委員 

小学校のほうで見ておりますと、子育て中の方が文化のほうに進んでいくのは難しいか

なというところがあります。今、市内でもＰＴＡが尻すぼみになりつつある。自分たちの

学校の子どもたちのことは一生懸命にできるけれども、市Ｐ連から脱退しないと、それ以

上の余力はないというかたちになってきているところが増えてきています。 

○議長（野田委員長） 

 市Ｐ連は補助金が出るのですか。 
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○南委員 

 出ます。 

○議長（野田委員長） 

 脱退すると出ませんよね。 

○南委員 

 出ません。 

○議長（野田委員長） 

でも脱退するところが増えているということですね。 

○柴田委員 

増えているのです。結局、やりきれない。順番にいろんな役をやっていくということが

ちょっと耐え切れないとか、あるいはある学校で調べたら３００世帯くらいいる中で、時

間的にゆとりがあるという方は５パーセントくらいだったということで、そういうことは

ここにいるＰＴＡ役員の数くらいですねということになったということがあったので、そ

うなってくると、自分の子どものためにと思うと土日はスポーツや習い事などに力を入れ

ていくわけですよね。学校を支えていただいている方というのもいらっしゃって、推進協

の方だとか、そういう方たちも最初にお話しされるのが、自治会長も含めて高齢化が進ん

でいると。自分たちより下の世代は再雇用で働かなければならないと言われるとなかなか

頼めないという時代になっています。確かにいろんな活動をされる方、発表できるように

なる方、支援できるような方も増えてはいるのでしょうが、学校回りから見るとなかなか

それが見えて来ない。ゆとりのある人が少ない自分の時間の中でやっているのかなという

ような印象を持っています。 

学校のボランティアで来ていただいている方はやはりすごく高齢の方が多い。１０年た

ったときにこの方たちに来ていただけるかというとやはり苦しい。というところで、次の

代、次の代に、どう渡していくのだろうというのが課題かと思いました。 

○山口委員 

私も中学校ですが、今は教頭ですが教員だったころはずっとブラスバンドの顧問を３０

年くらいやっていました。何人か生徒は楽器を買っているのですが大人になってからは押

し入れの中に仕舞われて、活動する場所がないようです。文化会館は大変に立派なホール

で素敵な響き方もしますが一般の方からすると１４００席くらいもあって敷居が高い。 

もう少しこじんまりしたやれるようなところがたくさんあるといいのかなというふうに

は思います。公民館とかでよく音楽祭とかやっていますが、あれは公民館の方が企画して

出られる方はどうぞというかたちですが、そうではなくて、企画するのも市民がやって、

ああいうのがいいのでは、こういうのがいいのではと自分たちで企画して、そんなに大き

い感じでなくていいと思いますが、今度１日公民館借りたのでこんな感じでやりませんか



- 16 - 

というのを近所の人に声をかけるとか、そういう発展の仕方がいいのではないかと思いま

した。 

市長もおっしゃっていましたが、中学校の部活動は今フェイドアウトしている最中で、

ついに中学校の体育館も土日も全部開きますし、音楽室には素敵な打楽器がたくさんあっ

て冷房も完備されていますので、そういうものを活用していくのもひとつかと思います。 

○議長（野田委員長） 

教育委員会に使わせてくださいと頼む必要がある。 

イギリスに行ったときに、昼の校長と夜の校長が２人いました。夜の校長に１８時くら

いに切り替わる。そうすると、市民が使う。すごい合理的だなと思った。夜の校長がいる

のはいいと思います。年配者で構わない、柔らかな人物で。 

ありがとうございました。今の皆さんのさまざまなご意見を踏まえて何か。 

○大島委員 

今、最初のほうの予算がなかなかないということと、予算を取ることができれば、地位

をあげられるのではというところですが、委員長が言われた文化庁の助成金で文化クラス

ター形成事業というものを市内で応募されたところはありますか。 

横浜市の歴史博物館は昨年から応募して通りまして、去年と今年と来年までやっている

のですが、そういうものを取ってくることができると文化庁とのつながりの中で、茅ヶ崎

市でこういうことをやっているということが宣伝できるし、そういう文化クラスターを形

成するというその作業自体、どこの講座とどこの講座を組み合わせてこういう文化活動を

しますというような話し合いをする時点でも、横のつながりがいろいろできていいのでは

ないかと思います。 

その場所についても、先ほど言われた学校の音楽室かもしれないし、公民館かもしれな

いし、美術館かもしれないし、そういういろんなところで連携して、こういう事業をみん

なで盛り上げましょうという試みも悪くないと思います。 

うちの博物館でもできないかと思って、今年からいわゆる文化系だけではなくて、自然

系も仕組みが作られてそこに応募できないかと調べたのですが、元手がないとダメでした。

割合は忘れましたが、元手があって、これだけのお金を使って、これだけのことをやって

いるというものがあって、それに足して、これだけあればもっとこういうことができます

ねというプランの作り方をするのです。 

元手が全くないとできないですが、元手があれば何か頭を使えばできることもあるので

はないかと思います。そのような試みは考えたことはあるのでしょうか。 

○事務局（関山文化生涯学習課長） 

助成金を取るために申請をしてというところまではまだ至っておりませんが、横のつな

がりはやはり大事だと思っているので、文化生涯学習課だけの事業で完結するのではなく、
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うちはこういう事業をやっているけれど、そちらはどうかとか、では一緒にやろうという

ことも今年度できつつあります。 

市内バスツアーということで、文化施設が市内に点々としていたりしますが、それを市

のマイクロバスを借り上げて１日観光ができるような、点と点を線で結ぶような試みもや

っています。一度やりまして好評でしたので、今年度またもう一度やりたいと思っていま

す。 

講座自体のことについても、似通った講座がまとめられないかと思っておりまして、来

年２月に１つの試みとしてやるものがあります。 

○事務局（光担当主査） 

今まで生涯学習の分野で様々な講座を実施はしているのですが、実態として発信できて

いないという課題もありますので、例えば市内であれば県の衛生研究所さんや徳洲会病院

さんなどでも出前講座のようかたちもやっておりますので、そういったところを連携して

一体化して、講座を１週間の中でやっていくというパッケージ化のようなかたちができな

いかと考えております。そこに庁内の各課や市民の方で講師をしてくれるような人も声を

かけて、一定期間でまとめてやるということを２月の１週目に計画しているところです。  

そういったかたちで枠を作っていくことによって、いろいろ連携したり、協力してくれる

人が徐々に増えていければいいなと考えて、今回そういったかたちでやってみようと思っ

ています。 

○事務局（髙橋担当主査） 

助成金や補助金関係の研究は普段かなりしています。 

いろんな情報について、文化クラスターのものも見ていますが、結構多くのものが実行

委員会形式や、それに対する組織体制というところの諸条件がある中で、準備やさまざま

な課題を含めて考えているところですが、今申し上げた市民の方々との連携などが、だん

だん作られてきているところがあると思いますので、そういった中で事例がこれから出て

くるようになればといつも思いながらやっています。 

具体的な事例として挙がったものがないのですが、そういったところは常に意識はして

います。 

○議長（野田委員長） 

では、この辺の議論は分科会で掘り下げる話になろうかと思います。今日出たご意見も

踏まえたいと思います。メンバーですが、こういった分野の専門家に入っていただいた上

で、あとは皆さん希望で手を挙げていただいた方に参加いただければと思います。独断で

すが、専門家として浅井先生と山口副委員長は入っていただいてと思います。私を入れる

と３人。あと入っていただける方、いかがでしょうか。 

（委員、挙手） 
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では清水委員、大島委員、加藤委員にはお入りいただくということでよろしいですか。 

今は暫定的にそのメンバーということで決めさせていただくようにします。この中で日

程調整を図らせていただくということでお願いします。そして、全体のスケジュールにつ

いては、こちらをベースにしつつ分科会の進め方や深まり方、委員の皆さんのご都合など

もあると思いますので、フレキシブルに事務局で調整いただければと思いますが、よろし

いでしょうか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

承知いたしました。 

 

〔議題３ 次期文化プランの策定について〕 

○議長（野田委員長） 

では、次の１０年間について事務局から説明をお願いします。 

○事務局（髙橋担当主査） 

「議題３ 次期文化生涯学習プランの策定について」ご説明いたします。 

まず、資料３「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン策定基本方針」をご覧ください。こちらは

次期プランの策定にあたってのコンセプトをまとめたものであり、政策会議を経て決定さ

れたものです。中心となる部分について、いくつか抜粋して読み上げさせていただきます。 

 

１計画策定の趣旨をご覧ください。 

本市では、文化生涯学習に関する施策を総合的、効果的に進めることを目的として、茅

ヶ崎市文化生涯学習プラン（以下「文化生涯学習プラン」という。）を平成２４年３月に策

定しました。 

これまで培われてきた「茅ヶ崎」の文化資源を生かして、新たな文化を創り上げていく

こと、また、多様化した市民の学習ニーズに対応した環境づくりを推進するとともに、学

習の成果を生かすことができる生涯学習社会の実現を目指してきました。 

現プランの計画期間は、「茅ヶ崎市総合計画基本構想（以下、「総合計画」といいます。）」

と整合を図るため、令和２年度を目標に必要な施策を実施してきました。この間、施策の

進捗状況や社会情勢の変化等に対応するため、計画期間の中間にあたる平成２８年度に中

間見直しを行いました。 

現プランのもと、着実に取り組みを進めてきましたが、より取り組みを強化していくた

めには、全庁的な連携と機能的な役割分担、さらに個人、団体等、様々な主体との連携等

の推進が必要です。 

現プランが目標年次である令和２年度を迎えることから、現プランの課題及び変化の著

しい社会情勢を踏まえ「令和３年度を始期とする茅ヶ崎市文化生涯学習プラン(以下、「次
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期文化生涯学習プラン」といいます。)」を策定するものです。 

 

２計画策定の背景についてはそれぞれお読みいただくとしまして、次に、３計画の位置

づけをご覧ください。 

次期文化生涯学習プランは、本市の文化生涯学習の分野における目指すべきビジョンを

示し、その達成に向けた施策を体系的に定める計画です。茅ヶ崎市自治基本条例第１８条

第３項では「行政の各分野における政策を体系的に定める計画は、総合計画と整合を図っ

て策定され、又は改定されなければならない」と規定しています。現在、策定に向けた取

り組みを進めている次期総合計画との整合を図り策定します。 

 

現在、次期総合計画の策定作業も進められているところであり、この動きを見ながら、

次期文化生涯学習プランの策定作業も進めていくということになります。 

 

 ４計画策定の基本姿勢をご覧ください。 

次期文化生涯学習プランの策定にあたっては、次の事項を基本姿勢とします。 

（１） 現プランのコンセプトを継承したプランづくり 

（２） 文化生涯学習施策を大局から俯瞰したプランづくり 

（３） 市民参加によるプランづくり 

 

これらの３つの基本姿勢のもと、進めてまいります。 

 

５計画の構成及び期間をご覧ください。 

構成としては、現プランにおける「文化行政と生涯学習振興行政の統合による効果的な

施策の展開」というコンセプトを継承しつつ、国及び県の動向や社会情勢の変化等に対応

したものとします。 

また、茅ヶ崎市総合計画等、他の計画との整合を図りつつ、本市の文化生涯学習施策を

大局から俯瞰したものとします。 

期間は、中長期的（３０年程度）な展望を持ちながら、計画期間は１０年とし、概ね５

年を目途に中間見直しを検討します。 

 

１０年間という期間については、総合計画と同じくしたものであり、連動を意識したも

のです。 

 

６計画策定の体制、７計画策定スケジュール案については、ご覧のとおりです。 
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この策定基本方針をもとに、次期プラン策定の議論を進めていただきますようお願いい

たします。 

 全体を総括して申し上げれば、「文化生涯学習に関する施策を総合的、効果的に進めるこ

とを目的」とする現プランのコンセプトを継承しつつ、現プランの課題及び変化の著しい

社会情勢を踏まえた次期プランを策定しようということを示したものとなっています。 

 

 続いて、資料４「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン骨子案（構成案）」をご覧ください。 

 こちらは、次期プランを策定していくにあたって、最終的にどのような体裁のものをつ

くっていくのかのイメージを掴んでいただけるように作成したものです。 

 表紙に書かせていただいておりますように、令和元年度中までに、骨子案を完成したい

と考えております。骨子案では、全体の構成、具体的には全体の流れや柱建てまでを決定

したいと考えております。 

 現在、この資料４に記載している文章は、過去の答申や、先ほどご紹介した「策定基本

方針」等からの転記を中心に構成したもので、骨子案づくりの具体的なイメージを共有す

るためのものであり、あくまでも（仮）のものです。 

 記載内容等は、これから大きく変容していくことも前提としたものとして認識くださる

ようお願いします。こちらを皆さんとの議論の中で作り上げていくということです。 

 

 イメージの共有のため、中身を説明させていただきます。 

 まず、冊子の作りとして、２ページに市長からのメッセージがあり、３、４ページに目

次となっています。５ページに、プラン策定にあたっての考え方、６ページに、文化生涯

学習に係る茅ヶ崎市の現状を記載しているような形になっています。 

 特に茅ヶ崎市の現状の（２）「文化生涯学習に関する市民アンケートより」として、市民

アンケートの結果を掲載したいと考えております。 

 具体的にはこの１２月末から来年２月にかけて文化生涯学習に係る基礎調査を行うもの

で、アンケートの質問項目案については、１２月初旬をめどに皆様に送付させていただき、

１２月下旬の分科会にて皆様にご意見をいただいたうえで、実施をしていく予定です。 

 ７ページ・８ページ「国と県における文化生涯学習を取り巻く状況」。こちらもアタリで

文章をいれておりますので、文化行政の部分が非常に薄く見えますが、あくまでも今は仮

の記載なので、今後こうした骨子案・素案策定に向けて、つくりあげていくこととなりま

す。 

 そして、同じく８ページ「プランの位置づけ」ということで、まず、この次期文化生涯

学習プランを策定するにあたっての基本的事項を示していきます。 
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 続いて、９ページから１１ページ「前文化生涯学習プラン総括」ということで、現プラ

ンの最終評価の内容をこちらで記載していきます。 

 ですので、来年度、答申として出される最終評価のエッセンスがこちらに転記されてい

くイメージとなります。 

 大局的な総括と、各重点戦略及び行動目標に関する総括を記載していきます。 

 こちらの議論について、主に１２月下旬及び来年１月下旬の分科会、２月初旬の推進委

員会で進めていただきたいというところです。 

 そして、それら「前文化生涯学習プラン総括」をふまえて、１２ページから１５ページ

まで、次期プランが目指すものや目標について記載していきます。 

 １３ページの体系図はまったく仮のものですし、１４・１５ページの政策目標として仮

に６つの枠を記載していますが、今は空っぽになっています。 

 これらは、今後、現プラン最終評価の議論から見えてくる課題やさらに伸ばしていくべ

きところなどを反映して、設定されていくことになります。 

 今年度末の骨子案では、柱建てとしてこれらの目標が決まっていくようなスケジュール

感で進めてまいりたいと考えています。 

 目標についての指標設定の仕方なども現在は書いておりませんが、これからの議論にお

いて当然入ってくる内容と考えます。 

 １６ページ以降は、推進体制や評価体制、参考資料として策定経過などを記載していく

項目となります。 

先ほどの庁内会議のお話もさせていただきましたが、今回もこの推進委員会に先立ちま

してスケジュールのあり方、記載のあり方等、また捉えるべき文化生涯学習のあり方等に

ついてもご意見等々いただいています。 

例えば文化振興としては、「次の２局があるように感じる。ひとつがプロの芸術家や専門

的な担い手の存在と彼らが作り出す芸術、芸能文化財が、周りの人々や景観・風土などに

影響を与えて地域の文化力を上げていくトップリード的な文化振興の部分と、学校教育や

社会教育の中で文化活動の教育を受けたものが、生涯学習活動として自主的、自立的に文

化活動を継続し、文化活動の草の根を広げていくボトムアップ的な文化振興というものが

あり、それぞれの文化振興もこの道程の中で、行政が何を行っていくべきかという視点を

計画に組み立てていくべきではないか」といった意見や、あるいは「目指す将来像、基本

姿勢を導き出した理由や、将来像を表す状態というのはどのような状態なのか、というこ

とについて具体的に書いていくことで、どのような政策目標ができていくのか考えていく

べきだ」というような、さまざまなご意見もいただいております。 

ですので、そういった意見や、皆さんからのご意見を踏まえてまず骨子案より作ってま

いりたいと思います。 
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 なお２０ページ、２１ページには、推進委員会規則も記載しています。 

 改めてのご説明になりますが、この推進委員会の所掌事項は、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、又は建議するものとする、となっておりますので、改めましてどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上、議題４について、次期プラン策定に係る基本方針と進め方の案についての説明で

した。以上です。 

○議長（野田委員長） 

では、３年から１０年間の次のプランについて、こんな感じというあくまで骨子案・構

成案と基本方針、これも案だと思いますが、報告されました。ここまで決まっていると思

われるかもしれませんが、あくまでこのようなイメージだというサンプルとして理解して

いただいて、中身はこの議論の中でつくっていくというふうにお考えください。 

今までの反省として目標評価委員会のような感じがしたので、委員会の名前も「文化生

涯学習プラン推進委員会」から「プラン」を取ってしまったらよいのではと思います。「プ

ラン」が入っていると、「プラン」に引きずられるのですが、要するに文化生涯学習を推

進する、それが実はプランなのですが、プランも作るし、プランの進捗も管理するけれど

全般をやるというくらいのイメージで「プラン」を取ってしまったほうが、より大局的な

自由な意見が出る気もします。ここは皆さんの意見もお伺いしたいし、検討していただき

たい。そうなると規則の変更にもなります。私からの意見です。 

皆さんからはどうでしょうか。これまでの、先ほど市長に答申したものは昨年度のもの

ですが、これからは１０年間こういうふうにやったほうがいいということが今だったら言

うことがあると思いますので、ぜひ未来志向の立場でご意見いただければと思います。 

○加藤委員 

検討していくプロセスを市民がいつも見られるようにする仕掛けというものはいらない

でしょうか。今までは答申案をつくって、パブリックコメントがあって、出来上がった形

に対してとなる。その前の段階でいつも見えるような形にできないものかと思います。そ

のプロセスを見せることが大事なことではないかと思います。例えば交流サロンというも

のがあって、交流サロンの方々が検討委員会の傍聴席に来て、場合によっては意見を言っ

ていいのかもしれない。決まっていくプロセスを見てもらうのがいいのではないかと思い

ます。 

○議長（野田委員長） 

同感です。どういうやり方がいいかは別にして、委員会の中でクローズにやっていくだ

けではなくて、オープンにやっていく。その時に完全にオープンにするのもひとつだし、

誰か推薦するのもあるし、例えば公民館の館長に１０人ずつ出してというやり方やいろん
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なアイデアがあると思います。ネットを活用するということだけではなくて。ネットでい

くら出してもだいたい市のホームページは見てはくれません。 

これも分科会で議論になっていくことかと思います。ぜひ、今のようなご意見、アイデ

アでもよろしくお願いします。 

○事務局（髙橋担当主査） 

ひとつ、すみません。先ほど委員長のご紹介の中で基本方針は案ではなく決定事項です。 

○議長（野田委員長） 

すみません。訂正します。基本方針は案ではなく決定です。 

当然ですが、政策目標など、現状に引きずられることなく、よりよいもの、より時代に

即したものにバージョンアップしていくべきだと思いますので、ぜひそういった観点でも

ご意見いただければと思います。今後これは議論が始まるわけですから今日はこういう入 

り方をするという案が示されているのでそれについて、これでいいかどうかです。 

一応こういうスケジュール感とアウトプットイメージがあって、これに向けてこれから

作業していくということになると思います。特にございませんか。 

私からの要望ですが、ぜひ文化と生涯学習の枠に閉じこもらずに、これからの地域社会

がどういうふうに変化していくのかという大きい視点から、先ほど中学校の件もありまし

たし、小学校のＰＴＡの件もありましたし、そういうふうにいろんなことがどんどん変わ

っていっていますので、そういうことを踏まえてある意味先取りをするかたちで、文化生

涯学習というコンテクストで何が考えられるのか、何が言えるのか、何ができるのかとい

うことを、ぜひポジティブなかたちで打ち出していくのがいいのかと思っています。 

模範になるものも含められたら素晴らしいなと思うので、ぜひ地域がよりよくなってい

くイメージにつながるものにしたい。おそらく文化芸術が人の心を豊かにするからお金を

くださいということは通らなくなるのです。心を豊かにするけれども、さらに地域にとっ

てのこういうメリットがありますよということを言っていかないと。もう文化庁も予算が

無いですから。１０００憶園くらいに増えましたが、これから伸びずにどんどん国の予算

も減っていくと思います。 

よろしいですか。では、今日のこの原案については基本的にこれでＯＫということと、

より詳細な議論については分科会でやっていくということにさせていただきたいと思いま

す。その他事務局のほうから何かありませんか。 

 

〔議題４ その他〕 

○事務局（髙橋担当主査） 

ではその他ということで繰り返しになりますが、次回の日程スケジュールについてご説

明させていただきます。先ほど議論の中で分科会のメンバー構成等についての案が出まし
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たので、こちらの方々については１２月下旬、１月下旬のほうで分科会の調整をさせてい

ただきたいと思います。 

また、今日お手元に冒頭に文化生涯学習課でやっている事業のチラシを置かせていただ

きましたので、いくつか紹介させていただければと思います。 

（文化推進担当、生涯学習担当、市史編さん担当より、各事業、講座の情報提供） 

 以上、ここで紹介しきれないほど様々な文化生涯学習事業を文化生涯学習課だけでも展

開しておりますが、ぜひこういう情報も皆さんに提供していただこうと思っておりますの

で、ご覧いただくなり、ご意見いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございます。委員の皆さんから何かありますか。 

それでは今日の委員会はこれにて散会とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

   

                                          委員長署名  野田 邦弘           

  

                                         委員署名   吉田 大亮           

 


