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令和元年度第１回 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会分科会 会議録 

 

議題 １．分科会長の選出について 

２．茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価について 

３．その他 

 

日時 令和元年１２月２３日（月）１６：００～１７：００ 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室３ 

 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 

（事務局）文化生涯学習課  

関山文化生涯学習課長、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 文化生涯学習に関する市民アンケート 

・ 資料２ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価骨子(案) 

  

会議の公開・非公開 公開 

 

非公開の理由  

傍聴者数 ０人 

 

（会議の概要） 

・分科会長（野田委員長）の決定 

・署名委員の指名（山口佳子委員） 

・その他議題２つ 
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〔分科会長の選出について〕 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

皆さま、こんにちは。 

本日はお忙しい中、ご出席をいただきありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから令和元年度第１回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推

進委員会分科会を開催いたします。 

 

本日は浅井委員から、ご欠席のご連絡をいただいております。 

今回は初めての分科会ですので、分科会長が決定しておりません。 

決定するまでは、事務局が仮議長として進行させていただきます。 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第６条により、分科会の会長は、当該分科

会に属する委員の互選により定めるとされておりますので、ここで、皆さんで決定して

いただきたいと思います。まず会長につきましては、どなたかお考えのある方は挙手し

て発言をお願いします。 

 

（大島委員→野田委員を分科会長に推薦） 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

それでは、野田委員を分科会会長にということでよろしいでしょうか。 

それでは、議題２に入ります。会議の議事進行につきましては、茅ヶ崎市文化生涯学習

プラン推進委員会規則第６条に基づき、野田分科会長にお願いします。よろしくお願い

いたします。 

 

〔署名委員の指名について〕 

◎議長（分科会長） 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

限られた時間の中ですが、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価という非常に重要なとこ

ろなので、時間を有効に使いながら進めていきたいと思います。 

ご協力をよろしくお願いします。 

議題に入る前に、本日の議事録署名人を指名させていただきます。 

山口委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〔議題１ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価について〕 

 

◎議長（分科会長） 

 では、議題２につきましては、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） 

では、「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。 

 資料は「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）」と「茅ヶ崎
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市文化生涯学習プラン最終評価骨子（案）」をご覧ください。 

 論点整理（案）は、11月 26日の第３回推進委員会の資料と同じものです。第３回推進委

員会に引き続き、こちらの論点を中心に総括的な議論をお願いしたいと思います。 

 「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価骨子（案）」は来年度に最終的に答申いただく際

の完成形をイメージしたものです。 

 

 （「最終評価骨子（案）について説明」） 

 

これら資料を用いて、まず最終評価の総括的な議論を進めていただきたいと思います。 

第３回推進委員会でもお伝えしましたとおり、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、改めて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）の具体的な機能分担、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

れているいろいろ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ました。 

 

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
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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、茅ヶ崎市民文化会館のリニ

ューアルなど、文化事業に関す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

文化事業のあり方が実現できたのではないかという論点です。 

 

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。 

 

 今後、１月、２月と分科会を予定しております。分科会のなかで、総括的な評価をまとめ

ていくことができればと考えておりますので、本日は第３回推進委員会と同様に大きな視点

で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（分科会長） 

事務局から説明がありました。 

また、4つの論点があげられましたが、これらについて、またこれら以外の論点について

も、現プラン全体を総括して、まずは自由にご意見をいただければと思います。 

今回は、過去 9 年間について全体を振り返って評価をした上で、次期プランに繋げてい

く。先ほどの山口さんの指摘では、①まなびの窓口がうまくいかなかった。②ガイドブック

について、生涯学習だけ取り出したが分量が多く持ち歩けなかった。③まなびの人材につい

て、プロの方なども入っていただけて非常にレベルが高いものから趣味で学ぶものなど多様

な講座ができた。④企業連携について、うまく連携できたなどのご意見がありました。 

出席者の方、お一人ずつご意見をいただければと思います。 

 

◎加藤委員 

総合評価に入っていますが過去のことが分からない。私は、平成 30年度から入りました

ので過去の評価の数値については分かるが、その中身が分からない。その点については何も

申し上げられない。ですから全体の評価をどのようにすれば良いかが分からない。 

◎議長（分科会長） 

あまり評価にこだわる必要はない。おっしゃることは市民の公募委員の方は皆さん一緒だ

と思います。率直に茅ヶ崎市の文化行政や生涯学習についてのご自身のご意見をいただけれ
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ばと思います。過去、９年間を完璧に振り返ることはできないので現状の認識ということで

よいと思います。 

 

◎加藤委員 

 先ほど、山口さんが４つの評価をされましたが、そこにこだわらずに将来方向の話でよろ

しいのでしょうか。総合評価の論議の最終評価のところにありましたので、それが必要なの

ではと思いました。 

 

◎議長（分科会長） 

過激なことを言えば現状認識があまりない。文化行政、生涯学習は良いことという前提か

ら入っている。これから人口動態など社会が変化してくる。それを見通しながら行政が出来

ること出来ないことを新しく定義しなおさないといけない分野である。市民のパワーを引き

出していくことも必要になる。そこで現状認識をある種の危機感を踏まえて、このテーマで

考えていくことが必要です。 

 

◎清水委員 

 現在、まなびの市民講師として参加しています。先ほどプロの方が入っているとありまし

たが、段々と仕組みが知られてきて若い方たちも積極的に講師として参加されている。講師

として参加しているので、その辺りは実感できるのですが、まなびの窓口については知らな

かったです。 

 

◎議長（分科会長） 

若い人が入ってきているというのは、音楽とかとっつきやすいものですか。 

 

◎清水委員 

 いろいろなジャンルです。自分の仕事に繋げたいなどの人も中にはいらっしゃいますが。

人材については変わってきたなというのは感じます。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

最近ですと、登録されている方が自分の知り合いに声をかけたりしている。 

 

◎清水委員 

 最初の頃なども市民活動団体に入っている人が広めていました。 

 

◎山口委員 

 その頃に、まなびのフェスティバルみたいなものを開催したいとずっと思っていました。 

 まなびの市民がこれだけいて、いろいろな分野に先生がいらっしゃるので、どんな形にす

るかは別として一緒に作品を作ったり歌ったりをしたいと考えていました。例えば、前の市

庁舎の一階を全て使用して、どこにでも寄れて話が聞けるような感じで一週間くらい開催で

きたら、まなび人材制度が皆さんにもっと伝わるのではないかと思っていたのですが、結局、

場所が使えないとか予算の問題があって、その時は夢に終わっていました。 
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◎事務局（髙橋担当主査） 

 規模は小さいですが、現在では「市民ふれあいプラザ」で開催されています。 

 

◎山口委員 

 そのような形で市民に知られてきているので、登録する方も増えたのではないかと思いま

す。 

 

◎清水委員 

 やはり人に知られるというのは重要です。それに比べると、ちがさき学やまなびの窓口と

いうのは全然知りませんでした。今あるのとは、別の構想があったのでしょうか。 

 

◎山口委員 

 市民ふれあいプラザがある本庁舎一階に、60 代の方を２，３人配置して資料さえあれば

十分に知られるのではないかと思うのですが。 

 

◎議長（分科会長） 

 大学でも就職相談室というのがあって、60 代くらいの校長先生がいる。ですが全然、学

生が行かない。専門家がいるのに行かない。 

 

◎山口委員 

 まなびの窓口という名前などについてもっと検討するべき。他から転入されてきた方が参

加される時も小さい子どもを預けられるかなどの質問が出来る場所が必要。 

 

◎議長（分科会長） 

 大島委員はどうですか。 

 

◎大島委員 

 茅ヶ崎市民文化会館が新しくなりました。市民が歩いて気軽に行ける場所で世界的な音楽

が聴けるというのは、すごく良いことだと思います。美術館についても面白い展示をしてい

る。ですから、そのことを知ってもらえれば人も入るし、人が入ることによって市民が文化

や芸術に触れる機会が増えて、展示内容などが面白いなと感じてもらえれば良いなと思いま

す。それに比べると、茅ヶ崎ゆかりの人物館や開高健記念館などは、一度行ったら二度は行

かないのではと思うので、その点をどうして行くか。場所も不便なところにあるので、自転

車で行ける人はよいが、その他の人はどうするかなどを考えていかないといけない。あとは、

図書館や文化資料館が別々の所管であるのが納得しにくい。文化ということを考えると一体

で運営・連携していくことを目指した方がいい。文化生涯学習部については、スポーツも入

っているので、柳島運動公園や野球場の活用についても疑問がある。 

 

◎議長（分科会長） 

 そこでは朝市などを開催していましたね。 
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◎大島委員 

 どのくらい親しめるのかということで、もっと活用機会があればと思います。例えば、ま

なびの窓口に関係するか分かりませんが、例えば私がサーフィンしたいと考えた時に窓口で

相談した場合に、どういう範囲で回答していただけるのか。少なくとも私には分からない。 

 

◎議長（分科会長） 

 所管が異なると、なかなか連携できない。国では博物館の所管が文化庁に変更になったり

している。行先は見えているので文化財とか博物館の所管は教育委員会ではなくなってきて

いるので、将来的にはここでの動きも一体になるようになるのでは。そこを、どういう風に

考えるか。先ほどの、茅ヶ崎ゆかりの人物館や開高健記念館の話はスタンプラリーなどして、

高齢者のまち歩きをよくやっているが、あれを市外に PRすれば人は来るのではないか。あ

とは受け入れになる。市が全てを担うことは出来ないので、民間にどう関わってもらうかが

課題。茅ヶ崎観光ボランティアはないんですよね。 

 

◎加藤委員 

 その辺の話はたくさんあるのですが、そこは考え方の違いがある。例えば、茅ヶ崎ゆかり

の人物館の活性化としてどう利用するかと、市民に対しての話と市外に対しての話を分ける

のか一緒にするのかなど。手段がちがうので。 

 

◎議長（分科会長） 

 市民に対しての PRがうまく出来ていないのではないかと感じます。 

 

◎加藤委員 

 その辺をちゃんとやってきたのか。将来に向けてのアイディアはいろいろありますが、ち

ゃんと現状を評価して次のステップに行っているのか。指標が違っていたり視点も考えない

と次のステップにはいかない。これから指標を作るけれど、成果とか評価など誰がやるのか。

市が分からないことを市民が分かる訳がない。本当に分かるためには、どうしたら良いかが

疑問。文化生涯学習課と社会教育課の統合、組織を統合するという意味ではなくて、やって

いることの機能を統合しないといけない。 

 

◎議長（分科会長） 

 組織統合は難しい課題である。 

 

 

◎加藤委員 

 機能として。同じような講座を開催するなど現在の課題としてある。そこについては早く

手をつけないといけない。市民から見ると、よく分からない。前回も申し上げましたが、お

金関係がどうなるのか。私が言うことによって予算を取れることが出来るのか。夢を描いて

大きなシステムを作ったとして動かさなければシステムではないですから。その辺をどう考

えたらよいか。その考えを外してよいのであればいろいろな提案があるのですが。 
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◎議長（分科会長） 

 アンケート調査に入りますが、その調査項目には、どういう講座が良いかという項目はあ

りますか。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

今回の案には入っていないです。 

 

◎議長（分科会長） 

 どんな質問ですか。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

全部で 30問くらいあります。概要で言いますと、どのようなことがあれば、文化芸術の

振興にもっと関心を持つようになるかなど。 

 

◎議長（分科会長） 

 生活実態調査みたいな。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 そうです。文化の分野と生涯学習の分野で。 

 

◎議長（分科会長） 

 要望についても聞いていますか。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 はい。どういった取組みに参加したいかを聞いています。 

 

◎議長（分科会長） 

 サンプル数はどれ位ですか。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 HPに掲載して、１月・２月に開催する講座でアンケートを取ります。どの位の方が回答

してくれるかで変わってきます。質問が多いので、なかなか難しいかもしれません。 

 

◎議長（分科会長） 

 10問くらいにしないと難しいですね。 

 

◎加藤委員 

 アンケートを取るときに過去とのデータ比較をしたいのかと。新規の仕掛けが入ってるの

かがよく見えなかった。例えば講座の有料化とか、他市との連携とか。また、年齢階層ごと

の生涯学習に対してのイメージが設定出来ているのかが気になっている。必要とされる情報
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が本当にその人に伝わる仕組みをどうやって作っていくか。フェイスブックを使用しなくて

ツイッターしかダメなど、そういう仕組みが本当に出来るのか。 

アンケートの中での広報の位置づけ。情報をどこで収集しているかという、市が扱う情報

と一般の情報が混ざってしまっているので、別々に扱った方がいい。また、講座の有料化、

寄付を知っているか・したことがあるかは分かるが、文化振興産業の在り方という質問が突

然出てくる。そういうところが、ぱっと見てよく分からなかった。お金のことに関しても、

足りない部分の穴埋めの仕組みや分担についても考えないといけない。 

 

◎山口委員 

 茅ヶ崎ゆかりの人物館が有料になりましたが人数のデータはどのようになっているので

すか。企画にもよると思いますが。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

有料化されてから減っています。茅ヶ崎ゆかりの人物館は展示館と多目的館に分かれてい

て有料なのは展示館になります。多目的館については無料で各種のイベントを開催していま

すので、こちらの入場者は増えており、教育的な利用などもあります。ですが、観覧料収入

という意味合いでは減っている状況です。これは、茅ヶ崎ゆかりの人物館のこれからの位置

づけと言いますか、元々が市民の方の郷土意識を高めることを目的としているのですが、一

方で有料化を含めた観光的な収入も含めたバランスを考えていかないといけない。 

 

◎議長（分科会長） 

 茅ヶ崎ゆかりの人物館だけで考えるのではなくて、隣に開高健記念館があり開高さんは作

家ですので、「書く」講座を開く中で視察などをプログラムに組み込むなど立体的な手法も

ある。単体では、ずっと同じ展示物だと来館者が来なくなるのは当たり前のこと。これは全

てのことについて言えるので、展示物が誰のものであっても同じことです。 

 

◎加藤委員 

 茅ヶ崎ゆかりの人物館など、そこだけというのではなく回遊性を考えた方がいい。例えば

文化人巡りなど企画してその一部として来館してもらうなど。すごく良い所だと思うのに、

なぜ市民の方がいらっしゃらないのかを考えると PRの仕方に問題があるのではと思う。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 実は 21日に、「ゆかりの人物バスツアー」と題して、旧藤間家住宅、南湖院第一病舎、茅

ヶ崎ゆかりの人物館と開高健記念館を巡るツアーを開催しました。今回、定員をオーバーす

るお申込みをいただきまして、参加者の中には、行きたかったけどなかなか足が伸びなかっ

たなどの意見がありました。今後も、同様の企画を展開し、街歩きや自転車巡りなどを開催

し南だけでなく北にもといった回遊性を持たせつつ、茅ヶ崎ゆかりの人物館は人がテーマと

なっているので、その辺をブラッシュアップしたいと思います。市民の方でも存在を知らな

い、知っているが足が進まないなどという方がいらっしゃるので、現状を把握して企画する。

次期プランの中でも目標としておきつつ具現化する方法を入れ込みたいと思います。 
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◎大島委員 

 バスツアーで、皆さんと一緒にバスに乗って行くというのは人気がありますが、一人でど

こかに行って勉強するというのは人気がない。バスツアーの成果とか街歩きの成果を記録し

ておき、それが茅ヶ崎学のコンポーネントになっていく。実際、市民の方が中心となって動

いているのをアーカイブしていって、それが積み重なったら自然にある部分は出来てくる。 

 

◎加藤委員 

 図書館と茅ヶ崎ゆかりの人物館、また茅ヶ崎館などでそれぞれ会場を作って回遊性を持た

せる。そうやって入り組ませないと、生涯学習でやっていることと近くなってしまう。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 今回、分科会をしておりますが、最終評価につきましては令和２年度中、７月を目途に答

申案を完成させていただきたい。この骨子案については、全体の構成、流れや柱を決定して

いただくためにご提示しているものです。ですから文章などもこれから変わってきます。 

 

◎議長（分科会長） 

 文化生涯学習の年表を作成していますか。大きい出来事だけ、茅ヶ崎市民文化会館や条例

が出来たなどサブ資料として人口動態を入れつつ、過去を遡ってどの様に発展してきたか分

かるものが良い。入館者数など入れないで構わないので事実だけ分かれば大丈夫です。あと、

社会教育課の動きも入れてもらえればと思います。 

 

◎加藤委員 

 ×印がついたり、ついていなかったりのイメージが良く分からない。その辺りの説明も加

えてください。あと重点戦略３のところで、主な取り組みのところはこれから入れるのです

か。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 その部分については、これから考えてまいります。 

 

◎議長（分科会長） 

 他に何かありますか。 

 

 

◎加藤委員 

 最終評価で気になった部分で、中間評価の概略を最終評価の中に入れるのですか。流れの

中で大きくステップを変更している。この資料をぱっと見ただけでは理解しづらい。もしく

は、中間評価についてはここを見てくださいといった注意書きなどの親切さがあってもよい

のではと思います。先ほどの年表の話ではないが、評価のストーリーなどもあった方がいい。 
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◎議長（分科会長） 

 １１月に論点整理をしましたが、もう一度お願いします。 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 第三回の推進会議でもお伝えしたとおり、最終評価に関わる数値は令和元年度の数値が入

ることにより確定します。平成３０年度事業評価や中間評価以降の推進会議の議論を踏まえ

て指標の数値目標以前に、プランが策定当初に描いたビジョンが実現できたか、中間評価で

指摘されたことが解決できたか、出来なければその原因はどこにあるのかなど総括的に議論

して次期プランに繋げるものとして多くの議論から抽出したものを４つの論点にまとめた

ものとなっています。 

 

◎議長（分科会長） 

 連携といいますが、ミッションが共有されているかどうか。何か違う視点からの意見や補

足があればと思いますが。より進んで提案に繋がると一番いいと思います。 

 

◎加藤委員 

 論点１の３０年度の評価で「言語化を共有する」具体的なステップを明確にしてトライす

るというのは作ったのでしょうか。ステップが抽象的で分からない。 

 

◎山口委員 

 役割分担を明確化して、それを繋げれば。 

 

◎議長（分科会長） 

 社会教育と生涯学習の概念整理が国も不十分だ。文化芸術振興基本法が出来たのが 2001

年。それまで文化の法律がなかった。図書館法とか博物館法はあった。しかし劇場系を規制

する法律がなかった。ちぐはぐで、ゆっくり歩んできたのだけれど、元々バラバラなものを

くっつけているので整合性がない。ですから、ここではミッションを共有するために具体的

なプランが必要ということで大丈夫です。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 次は論点２にいきます。先ほど出てきた論点と重なる部分はあるかと思いますが提案させ

ていただいております。 

 

◎山口委員 

 市民まなび講座では、防災や環境など担当課が違うところでもテーマの繋がりから課を超

えた講座が開けるようなシステムがあればと思います。 

 

◎議長（分科会長） 

 防災では、建物の問題とかごみの問題とか全部繋がりますよね。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 浅井先生からいただいたご意見で、論点に関わっている例として防災としています。市民
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の方の生活に密着しているテーマから進めていくといったご提案もいただいています。 

 

◎議長（分科会長） 

浅井先生のところですが、茅ヶ崎市の得意分野というのはあるんですか。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 これはいろいろな部局も含めて魅力についての意見は多々あると思います。 

 

◎議長（分科会長） 

 それについてデータ化はされていますか。そういうのがないと外に打って出られない。 

 

◎事務局（光担当主査） 

 先ほどお話した「まなびウィーク」の中でも、防災をテーマにやるのはどうかといった意

見を文化生涯学習課から出して、横浜地方気象台の職員と茅ヶ崎から東北に派遣されている

職員とで二部構成でやることが決まりました。テーマと枠を作ったのでどうかと提案すると

話に乗ってくれる課は庁内を探せばいろいろとあると思う。何をやりたいかという発信をし

ないといけない。タイミングとテーマがあえばいろいろな人を連れてくる力になるかなと思

います。 

 

◎議長（分科会長） 

 次の論点３についてお願いします。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 文化生涯学習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となっています。 

 

 

◎議長（分科会長） 

 文化行政にはいくつかの系図があって、継承する部分もあれば作る、伝えていくというこ

ともあるので、ここで言っているのは継承し創造に繋がるようなダイナミズムが発揮されて

いたかということ。 

 

◎大島委員 

 この時の創造というのは、どういう意味をイメージして創造と書いているんでしょうか。 

 

◎議長（分科会長） 

 常に文化って同じものを同じ形で継承していくものではなくて、時代に応じた形で変えて

いきますよね。その部分が創造だし、全く新しいものが生まれてくることがない訳ではない

ですが。かつての国の文化行政が国宝とか重要文化財をただ保存しているだけだった。それ

ではダメだということで、今はもっと PR したり活用しようという流れになってきている。



13 

 

文化財法も改正されて来ましたからね。 

 

◎山口委員 

 確かに仏像の光背を外して後ろが見えた時はすごいことだと思いました。 

 

◎大島委員 

 それに近い発想や行動が茅ヶ崎にあったかどうかということ。 

 

◎議長（分科会長） 

 ２年ほど前に京都で東アジア文化都市をやったことがあるのですけれど、国宝二条城で現

代アートをやっているんです。普段、入ってはいけないというところに入っていって現代ア

ートが並べてあった。 

 

◎清水委員 

 私は現代音楽で新しいものをやっていますけれど、茅ヶ崎はコンテンポラリーダンスに力

を入れていた時がある、山田うんさんは茅ヶ崎出身。私もずっと出ていて音楽を担当してい

た時がある。茅ヶ崎オリジナルの市民との共同制作で何回も作っていて、私もダンサーとし

ても出ているし音楽も担当しました。茅ヶ崎の人は、新しい物好きというかマイペースとい

うか、皆さん参加型はものすごく好きです。 

 

◎山口委員 

 そういう新しい考え方とかをどう引っ張ってこられるか、美術館も夜開いて欲しいとも思

うし。 

 

◎議長（分科会長） 

 そうですね。曜日を決めたり月に一回夜開いたり考えてもいいと思います。 

 

 

◎清水委員 

 新しいことに抵抗を感じないように、子ども対象のワークショップなどを積極的にやるべ

きかなと思います。 

 

◎議長（分科会長） 

 そういうことは、いろいろなところに行った方がいいんですよね。横浜はクリエイティブ

シティと言い出してから 15年ほど経ちますから、本当に集まってきました。そうすると多

様な子ども達が育つ。茅ヶ崎市は規模が小さいから同じようにはいかないと思うけれど、あ

る種やり方を考えれば出来ると思う。 

 

◎清水委員 

 茅ヶ崎の人は新しいものを受け入れる度量があると思うので。 
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◎議長（分科会長） 

 この創造というのは、従来の文化行政がどうしても保存とか伝統を守るということに傾き

過ぎていたという反省があって、創造も重要だよねということ。最後の論点 4 については、

評価のための評価になってしまっているということですが、これについては皆さん意見が一

致すると思います。評価について問題があって指標の取り方がこれでいいのかということ。

指標の内訳がよく分からなかったりということもありました。 

 

◎大島委員 

 やはり数字が指標になりやすいというか、分かりやすいところに偏ってしまう。しょうが

ないかもしれませんが、それだけだと抜けが出てしまう。 

 

◎議長（分科会長） 

 量的な評価だけではダメですよね。 

 

◎大島委員 

 あとは評価する側が、本当にそのことまで分かって体感して評価できているのかというこ

とが私自身は辛いところでした。全部を見るとか参加するとかは無理なのですが、その中で

全てを評価しないといけない。 

 

◎議長（分科会長） 

 大島委員は静岡県立美術館などの評価資料、どう評価されますか。日本で最初に作った評

価シートなのですが。 

 

◎大島委員 

 そこを真似していろいろなところが評価シートを作り始めたので、あれは自己評価に使っ

ているところがある。そういう意味では、自己評価であったらいいと思うんです。自己評価

を見て、その自己評価を評価するみたいなところが実際的には外の人が出来る評価かなと考

えています。自分のところが自分のことを評価して、評価資料自体は外から持ってくるにし

ても、自分たちで評価をしてその後外部からの評価を受けるという形の方が、知って欲しい

ところと評価して欲しいところが正当な評価に近くなる可能性が高いと思っています。この

間の中間評価の時に、数値で来ているところもありましたが美術館や茅ヶ崎ゆかりの人物館

の方たちが、自分たちのところをどの様に評価しているかというところが見えなかった。そ

ういう物が見られるようになると、この評価が我々を評価することが目的になるのではなく

て、まずはそれぞれが自己評価していただいて、我々がその評価を評価する形がいい。 

 

◎議長（分科会長） 

 茅ヶ崎ゆかりの人物館を想定して、静岡のスタイルを考えていたら無理ですよね。やはり、

自己評価だけだと限度がありますからね。今みたいに自己評価をちゃんとやって、それを出

して外の目で見てもらうことが大事。今日のところは、これまでの９年間の振り返りという

話なんで雑談みたいな話になりましたけれど、分科会ですからこの様な形でざっくばらんな
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意見をいただければと思います。 

〔議題３.その他〕 

 

◎議長（分科会長） 

 それでは議題３「その他」について、事務局より何かありますか。 

 

◎事務局（髙橋担当主査） 

 アンケートに関するご意見などは、メールでも紙でも大丈夫ですのでお願いいたします。

次回は１月２１日を予定しています。今日の問題点を踏まえて、最終評価を深めていく形と

なります。 

 

◎議長（分科会長） 

 以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。お忙しい中長時間にわたりご審議いた

だきましてありがとうございました。これをもちまして、令和元年度第１回茅ヶ崎市文化生

涯学習プラン推進委員会分科会を閉会いたします。 

 

                       分科会長署名  野田 邦弘     

  

                                         委員署名    山口 佳子     

 


