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  令和元年度第２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.茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価について 

２.次期文化生涯学習プランについて 

３.その他 

 

日時 令和２年１月２１日（火）１４：００～１５：３０ 

 場所 茅ヶ崎市役所分庁舎６階集会室１ 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

野田邦弘会長、山口佳子委員、清水友美委員、 

大島光春委員、加藤幹雄委員、浅井経子委員 

 

（事務局）文化生涯学習課  

髙橋担当主査、光担当主査、加藤主任 

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） 

・議題３つ 

 

○事務局（髙橋担当主査） 

ただいまより令和元年度第２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。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。 

会議の議事進行につきましては、本委員会規則第６条に基づき、野田分科会長にお願い

いたします。 

 

〔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（野田分科会長） 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただいて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、本日の会議録署名委員を指名させて頂きます。清水委員にお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

では議題１の資料を逐一見てすすめていきたいと思います。 

行動目標１ 機会の提供から。 

○山口委員 

 前回と見比べて見ていますが、創造へと結びつかなくてはならないという前回の課題が

ありましたが、わかりやすい言葉でいいと思います 

○議長（野田分科会長） 

 行動目標２ 人材の育成と活用及び支援に移ります。 

 これは課題の欄が空白ですが、課題はありませんでしたか。 

○事務局（光担当主査） 

 前回は出ていませんでしたので。今日の議題の中で詰めていきたいと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 課題は絶対あると思います。空白だと気になります。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 大局的な話から、ひとつひとつやっていただいているところから入れていますので、今

日改めてひとつひとつの目標について、入れていくとよいかと思います。 

○議長（野田分科会長） 

学んだ人たちが講師として活躍していくということは十分なされていましたか。まだま
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だ足りないのであれば課題のところへ書いておいてもよいかと思います。 

○浅井委員 

 数字から出てくることではないですが、１０年間、毎回ここについてはすごくわからな

いと思ってきました。市民講師を育成することが人材育成なのですか。どういう人を育成

したいのかが漠然としている。 

○議長（野田分科会長） 

おそらくそれは文化生涯学習というものの大きなビジョンがまだ漠然としているので、

どういう人材かと言われたとき、人材のイメージも漠然としているのかなと思います。そ

の中のひとつに市民講師というのがあるのだろうけれども、おっしゃるようにそれだけで

はないはずです。 

○山口委員 

 さっきの論点の中にもありましたが、人材を何のために育成するのか。 

○議長（野田分科会長） 

人材の育成と言うが、人材とは何かが漠然としていると。それは一番大きなポイントで

すので書いたほうが良いですね。人材育成の場合の「人材」は何を目標としているかがあ

いまいである。芸術家を養成するのか、指導者のような市民を養成するのか、あるいは職

人を養成するのか、いろいろ考えられますから。おそらく全てになるのでしょうが、そこ

を書きましょう。 

○浅井委員 

どういう人材が必要とされているかという内容から検討していただかないと、最後まで

ここはわかりませんでした。 

○議長（野田分科会長） 

 そうです。だからそこは、次期プランではやりましょうと。そこは一番大事です。 

○大島委員 

そうですね。次世代、市民の皆さんがどうなって欲しいか、そこが人材なのか、そこに

働きかけられる人を育成することが人材育成なのか、そこは確かにあいまいで、最終的に

は市民の皆さんが人材育成されないと困るというところがあると思うので、そういう共通

認識のもとで、その表現を選べば良いと思います。 

○議長（野田分科会長） 

先進国の若者の意識調査をすると日本だけ突出して偏った結果が出ていて、社会意識な

どが非常に低い。自己肯定感も低いし、社会との関係性も最低でした。絶望的になるよう

なデータがたくさん出てきている。逆にだから次世代とどう向き合っていくのかというの

は大事です。現状分析が弱いというのは、そういうところもきちんと分析しないと。 

○山口委員 
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次世代もそうですが、多分まなびの窓口ができなかったのは、それを全体に把握し、そ

の人を見ながら、その人に対してこういう講座を受けるのはどうですか、こういうことを

してはどうか、などを提案できる人材がいなかったからのではないかと思います。 

○議長（野田分科会長） 

コーディネーターみたいなものですね。 

○山口委員 

深いところではないけれども、その人の言っていることを把握しながら導いてあげる。 

○議長（野田分科会長） 

図書館の司書のような感じですよね。 

○山口委員 

はい。 

○議長（野田分科会長） 

文化生涯学習のメンターというか、アドバイザーというか、そういうのもひとつ、人材

育成としてありますよね。 

では、事務局のほうでそこは課題のところでお願いします。 

他に何かございますか。 

○山口委員 

講座などいろいろ企画するとき、小学生や中学生などは授業がものすごく忙しいので、

４月が始まってからだと、こういうことをやれば小中学生に良いのではと思っても全くで

きない。事前にそういうプログラムを教育委員会と一緒に作ることができたらと思います。 

○議長（野田分科会長） 

来年からセンター試験が変わります。マークシートではなく、自分で考えて文章を書か

ないと受からなくなるのですね。そうなるとおそらく学校教育が変わってくると思います。

私立学校からすぐ変わってくると思いますが、今の学校では対応できないと思います。無

理だと思います。 

○山口委員 

プレゼンテーションができない。 

○議長（野田分科会長） 

ということは、生涯学習の出番が否応なく出てくる。学校教育だけ、生涯学習だけとは

言っていられない事態になるのではないかと思っていて、民間がそこをどんどんビジネス

化しているはずです。それでいいのかという話です。 

日本の高校生の考える力や長文読解力などがものすごく低下している。ラインやスマホ

をやっていることも原因らしいです。OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）の国際規格が

ありましたが、全部の領域で全般的に落ちて諸外国にも負けている。特に読解力のところ
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が落ちている。長文の理解力。考える力が無い。討論しない。そういうふうになってしま

っている。でも入試はそれに逆行するように考えて書きなさいとなっている。 

○山口委員 

でも、私立は小学生から皆タブレットを持っていて、もちろん電子黒板でプロジェクタ

ーで授業をして、先生はパソコンで答えは自分の端末で押す。こういった時が今後普及し

たときに、考えるという根本的な授業をどこかで入れていかないと先生はいらなくなって

いきますよね。 

○議長（野田分科会長） 

 そうですね。今の話でしたら AI でできますからね。AI のほうが上手にできる可能性が

あるから。でも先生がどこで必要かという議論が出てくるでしょうね。 

○浅井委員 

活用ですけれども、公民館は社会教育課だと思いますが、美術館や図書館で地域住民の

活用ということが法律に入っていますが、こちらではどの程度やられているのですか。積

極的に地域の方々を施設ボランティアとして活用されているのですか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

明確な位置づけとしてはやっていないと思います。 

ただ、茅ヶ崎の博物館で言えば、文化資料館などは、市民の方々と一緒につくってきた

仕組みはあります。ボランティア制度という明確な制度ではなく、そういうものが当たり

前にあったというような印象です。図書館ボランティアや美術館ボランティアという制度

としては弱い気はしています。 

○浅井委員 

 制度でなくてもいいのですが、そういうことがいろいろなかたちで行われているのなら、

プランの中で見えるようにしておいたほうがいいと思います。大事なことなので。そうい

うことが全く見えませんでした。 

○議長（野田分科会長） 

ボランティアの名称が良いのかという問題もありますが、市民の方の活動を公的機関な

どに入れていって連携しながらやっていく、それをぜひ明記しましょう。 

○大島委員 

できれば制度になっていたほうがと思いますが、それを目指すというところで良いと思

います。やりたいとおっしゃる方は結構多いです。博物館にいると、自分の時間を使って

貢献したいという方がかなりいらっしゃるので、制度を作るとかなり応募してくる方は多

いと思いますし、市内ですから交通費はそんなにかからないかもしれませんが、ボランテ

ィア保険のようなかたちで活動中の保障をするようなこともあるので、一人当たり年間数

百円くらいでやっていただけると思います。 
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○議長（野田分科会長） 

茅ヶ崎ゆかりの人物館などは集客を求めているのなら、観光ボランティアとして歴史を

勉強している地元の方を募集して、来月何日に１０人集まれば開催するとすると、市外か

らも来られると思うので、そういう仕組みを想定しながら入口を作っていくと。横浜は大

きな観光ボランティアがあって、今は横浜シティガイド協会と言っていますがすごく活躍

しています。講座をやると２００人くらい来て、市民だけだと１回行けば行かないでしょ

うけれども、市外の人も来ますからね。 

○清水委員 

平塚市美術館もボランティアあるようですね。茅ヶ崎ゆかりの人物館などでも活用すれ

ば盛り上がりそうですね。開高健記念館でもやりたい人はいると思います。 

○山口委員 

 今、中で説明している方は何人いらっしゃるのですか。 

○議長（野田分科会長） 

 フルタイムの人はいますか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 はい、います。 

○山口委員 

 ガイドブックの編集や企業連携の会議なども多分それに入りますね。企業連携のときに、

制度化とのお話がありましたが、ずっと個人名で行っていたものですから、「あなたは何

のために市と結び付けたがるのですか」と企業から尋ねられると「市民との連携を取りた

いと思いまして」と説明がなかなか難しかったのですが、「企業連携検討委員」という名

前をいただいて初めて、話がしやすくなったことがあるので、やはり制度化はあると良い

と思います。 

○議長（野田分科会長） 

では、行動目標３ 拠点機能の整備に移りたいと思います。 

○大島委員 

課題の最後のところに、「庁内の連携が上手くできていないと感じる場面も多い」とい

うことに対する提言が必要だと思います。 

施策の方向（ク）の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

がここに該当すると思いますが、はっきりそうだとは言っていないので、そういうところ

が何か提言のところかにあると良いと思います。委員の皆様のアイデアをお聞きしたいで

す。 

○議長（野田分科会長） 

文化生涯学習課がリーダーシップを発揮して引っ張っていくというような話なのでしょ
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うか。どっかから突出してやっていかないと多分動かないですよね。文化生涯学習課がリ

ーダーシップを発揮する。コーディネーターとしての機能を果たす。こういった視点で書

きましょう。 

○清水委員 

以前、どこかで文章で書いたかと思いますが、協働事業などで市民団体と一緒にやれば

市民側の気持ちがわかって良いのではないかと思います。 

○議長（野田分科会長） 

市民側の受け皿ができていればやりやすいですけれども、何か無いものかと思います。 

○山口委員 

協働事業も期間が限定されており、終わったとたんに撤収という面もあるかと思います。 

○浅井委員 

何をもって拠点機能とするのか。拠点の場所も無いのかわかりませんが、情報提供がま

ずありそうだということと、施設間のネットワークは市民の方々にというのは難しいので

抽象的に書いてありますが、具体的に何をやるのか見えないです。そういうことをきちん

とつめないと。 

こちらの指標のネットワークについての市民の認知度についても、市民の方は何をもっ

て知っていると言っているのか。このデータはハマミーナを知っているといった指標でし

たか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 はい、そうです。 

○浅井委員 

機能ですから、施設は施設で何をするのか、どこなのか、そこで持たせる機能はどうな

のか、きちんと考えたほうが良いと思います。 

○議長（野田分科会長） 

さっきの人材のところとつながりますが、例えば、拠点に何をしに行くのかと言えば、

自分がやりたいことをもっとはっきりさせて、そのプランはいつどこでやるのか知りたい

ことも大きいと思いますが、そういう人材もいないし、そういうことが今度どこでやって

いるのかもわからない。おそらくハマミーナとか図書館とかでやっているかもね、の「か

もね」の部分をはっきりさせましょうということだと思います。 

その他の機能もあると思いますが。市民の文化や生涯学習のニーズに対応する機能です

ね。人材もそうですし、場所も施設もそうだし、庁内のネットワークも必要。ネットワー

クというのは、人と人とのネットワークもあるし、施設間のネットワークもあるというこ

とですね。 

○清水委員 
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一市民として、たらい回しのような全くわからない印象は大きいので、一本化できない

かと思います。 

○加藤委員 

市民も何をしていいかわからないけれども、まずはどこかへ行って、病院で言うと総合

診療科のような機能も必要かもしれません。 

そこから具体的に何に落とすのか、拠点が足りないのかソフトが足りないのか。 

○議長（野田分科会長） 

時間が足りないのか。 

例えば、こういう感じのことをやりたいのだが、自分でもよくわからないという人がい

て、私は図書館が良いかと思いますが、図書館司書にそういうことをできる人がいて、今

市ではこういうことをやっていますと全て提示できるような。 

○加藤委員 

例えばケースを２つ３つ考えて、今言ったハードとソフトと不足機能を確認して、実際

システムにどう重きを置くか、そういうところをきちんと整備しないと、今の話では評価

はある意味ではできないかもしれません。 

○議長（野田分科会長） 

そうですね。 

○加藤委員 

拠点でハードのほうがしっかりすれば良いのか、ソフトさえしっかりすれば話が通じる

のか、両方とも必要なのか、そのケースによって違うので、それを全部やると大変ですが、

代表的なものを見て考えて、次のステップへうまくつながるかですよね。 

○議長（野田分科会長） 

あとやはり、今拠点機能や人材育成のリアルなところだけを考えてみると、インターネ

ットをもう少しすっきりさせて、ネットでもある程度までだれでも調べられるようにする

のは大事です。その上で相談ができるということが大事ですので。 

では次の行動目標４ 文化資源の有効活用へ行きます。これは課題も提言も空白になっ

ていましたので、この場で決めていきましょう。 

○浅井委員 

施策の方向（ケ）文化資源の調査・研究、保存、維持・継承に市民が関わるということ

は、とてもいいことだと思いますが、何故このように参加者数の増減が激しいのか。一番

多い時で６３人ですが、少ないときで１９人と下がったり、何があるのかわかりません。 

○議長（野田分科会長） 

 講座が違うのでしょうか。 

○事務局（髙橋担当主査） 
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そうですね。毎年、市史編さん担当のほうで、冊子等を作成していますが、そういった

中で原稿に関わっていただいた方や、テーマによって幅が出てしまうので、指標としてそ

こを意識して市民を巻き込んでいくという制度設計の問題もあり、こういったばらつきが

出てしまうということがあると思います。 

○加藤委員 

この計画は年度ごとにやるのでしたか。継続的な何かひとつ通してやるのではなく。だ

から今のような話になるのですね。 

そこもやはりシステムを考えたほうがよいのかと思います。これも１００人以上を目指

していて２８人だったりしますから。４分の１くらいですから。 

○議長（野田分科会長） 

どこかで、文化資源マップというかリストのようなものは作っていますか。 

MaruhakuTV くらいですか。紙媒体ではないですか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

そうですね。制作しているものはありますが、ただ明確にはありません。 

○議長（野田分科会長） 

出来たのはだいぶ前ですよね。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 そうですね。そういうものを積み重ねていきたいということはしていますが。 

○議長（野田分科会長） 

そういうものを毎年取り組んでいく、バージョンアップしていくというのはあるかと思

いますが、常に文化資源で何があるかという繰り返しに、また次の世代も含めてやって行

ったらと良いと思います。そうすると、ちがさき学のひとつのボディになると思います。 

○加藤委員 

そういうことを企画する人が足りないのか、間に入って引っ張って行く人が足りないの

か、やるための仕掛けの分析が必要だと思います。聞いていてもそこが見えない。 

○議長（野田分科会長） 

 そうですね。 

○山口委員 

文化資源の有効活用とは、こういう文化人が茅ヶ崎市にいたとか、こういう人が亡くな

って資料を提供したいと言っているようなことも含むということでいいのですか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

そうですね。 

○山口委員 

個人情報もありますが、相続ではっきりと出て来る場合が一番多いと思います。 
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市の財政的には難しいのならば、財団のようなものを作ってクラウドファンディングを

やってみるとか、どこかに移築するなどいろいろな方法を考え出していくような、何とか

意味のある文化資源として残していくような考え方や、故人となった文化人の窓口がわか

らない場合は、ひとまず文化生涯学習課が窓口になるとかも有効活用と言えるのではない

でしょうか。 

○議長（野田分科会長） 

文化生涯学習課は市の組織となるので、相続のような込み入った話は難しいところがあ

るので、本当は市民の NPO で文化財ネットワークのようなものがあって、そこが市とも連

携しながら役割を変えてやっていくのが理想だと思います。 

○山口委員 

 NPO化しようとはしていますが、その前にその土地自体が無くなってしまう場合がある。 

○議長（野田分科会長） 

 そうですね。だから、そこですよね。ゆかりの館はたくさんあるわけなので、それを増

やしていくコースにしていくとか。 

○山口委員 

 回遊性にしても、人材性にしても、文化的なひとつのテーマができるわけですし、そう

いった意味では見逃してはならないものです。お金の協力は無くても、そういったかたち

でできるような仕組みづくりをしていかないとと思います。 

○加藤委員 

 それを市民と一緒に。市民を巻き込んで。 

○議長（野田分科会長） 

市ができることは、相続の時に税制上の特例はできる可能性があります。文化政策とし

て、そういうことも検討していくと良いと思います。 

○山口委員 

市や税金だけに頼る時代ではないと思うので、そういうことを市民と一緒にやっていっ

て、企業もクラウドファンディングができる状態を、そういう制度を市でももっと勉強し

てさまざまなやり方を学んでいかなければならないと思います。 

○議長（野田分科会長） 

課題ですね。今後も想定されるそういう文化財、空き家になってきたときの代用につい

ては次期プランでも考えたほうが良いと思います。行政、市民、企業がそれぞれできるこ

とはあります。力を出し合って、保存活用に向けた検討をする仕組みを考えることが必要

だと思います。 

○山口委員 

もったいないです。市民の誇りだと思います。 
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○議長（野田分科会長） 

 ただ、やればやるで、また管理をどうするかなどが出てきますが。 

○山口委員 

 すごく大変だと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 それこそさっきのボランティアなども入れていかないと。 

○議長（野田分科会長） 

では次、行動目標５ 連携・協働のしくみづくりです。 

○浅井委員 

連携・協働については他がなかなかできないことを茅ヶ崎市はやっていると思います。

なかなかできるものではないところをできているという面もありますが、庁内が難しいと

いう声が聞こえてくる。市町村を超えて連携ができているという面もあるが難しい。 

要は意見で出しましたが、相手にプラスになるような仕組みをつくらないと乗っては来

ない。協力してくださいと頼むだけでは無理なので、向こうが得をするようなことをやら

ないと連携というのはなかなか難しいだろうと思います。そこは考えたほうが良いと思い

ます。 

また連携・協働のところで申し上げることかわかりませんが、先ほどかららたくさん出

ている話に関連して、施設に関しても、指定管理などを入れて良いと思いますがいかがで

すか。行政が大変すぎるのではないでしょうか。指定管理が良いかどうかはわかりません

が、市民の方に企画から全部やっていただくということですか。はっきり言って、市民の

方に任せたほうがもっと面白いことできると思います。 

○議長（野田分科会長） 

それはそうだと思います。明らかに。 

○浅井委員 

そうですよね。だからそれを思いっきりなさってみたらどうですか、というのがひとつ

あります。 

○議長（野田分科会長） 

そのために、さっきの人材育成とか、ネットワークづくりだとかですよね。だからそれ

を想定してやはりやって行くべきですよね。 

役所もどんどんスリム化していくでしょうし、予算も減っていくから、全てが今までの

ようにはいかないということが根本にあるわけです。 

○浅井委員 

NPO なども育っているのでしょうから、それは見違えるように変わると思います。 
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○議長（野田分科会長） 

 茅ヶ崎の市民力だったら問題なくできると思います。 

○浅井委員 

また生涯学習関係の事業を全て市民に任せている市があります。それは経済的に市民の

レベルが高く、一括行政がボランティアに任せてやっていますが、７０人くらいがすごい

数の事業をやっています。 

ところが全くのボランティアなのだと怒りの声も聞こえてきます。生活はできている方

たちなのでお金を出すことは必要ではないのかもしれないけれども、そういう人たちだけ

でやって良いのかという別の問題もありますが、経費を出すのが良いのか、例えば表彰す

るとか、ただ下働きをさせるのもどうかという問題もあります。 

○議長（野田分科会長） 

 無料の講座なのですか。安く有料にすれば良いと思います。 

○浅井委員 

それはそうなのです。本当はそういう仕組みをつくれば一番良いと思います。 

○山口委員 

企業連携などは相手先によって、向こうの品物や食事を付けるのが条件とか、そうする

と最初から実費を掲げておいて、関係者は誰もお金は受け取らないわけですから問題には

ならない。 

○議長（野田分科会長） 

茅ヶ崎市はすごくまじめで、自分たちでやらないといけないと思い込んでいますが、横

浜市くらいになると大きすぎてできない、もっとアバウトです。 

○山口委員 

 茅ヶ崎はものすごく厳しいですね。 

○議長（野田分科会長） 

でしょう。それが良いかどうか。どこでもそうですが、役所が余計なことをしている面

もあります。 

ですから、行政も大胆に考えて、自分たちに責任が無く、市民が責任を持ってやります

という実績が出てくれば、それで行けると思います。お互いに何かもったいない気がしま

す。 

今の連携先にもメリットがあるようなやり方ということと、民間にも施設を任せるくら

いの大胆な考え方が必要ではないでしょうか。公民館で言うと、杉並区がずっと先駆的に

ほとんど住民に任せてやってきた。区はほとんど何もやっていないのではないかと思いま

す。そうなったら楽ですよね。ただ交通費と実費はどこかで出さなければならないと思い
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ますが。 

○加藤委員 

そこに行くまでかなりステップがあったでしょう。そこをちゃんと追っかけていかない

と、急に行くとこけてしまう。 

○議長（野田分科会長） 

 まちづくりにつながっていきますからね。時間がかかりますが。 

では、重点戦略のほうにいきます。 

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。これは課題、提言が空白です。 

○浅井委員 

これはさっきも言ったように有料にすればどうかと思います。運営委員や講師に多少な

りとも還元して回るようにしたらどうですか。 

○議長（野田分科会長） 

 やはり、全て無料でやっていてはダメだと思います。 

○浅井委員 

 ただし、こういう差が出てきている時代ですから、参加したくても経済的に困っている

人たちに対するルートは、何か作らなくてはいけないとも思います。 

行政が何もかもやるのではなくて、有料にして、多少でも開催している方々にきちんと

返す。 

○加藤委員 

有料化にしたときに、何か法的に整備しなければならないことはあるのですか。 

○議長（野田分科会長） 

いえ、ないです。３０年前か４０年前くらいに有料化はやっていました。 

○加藤委員 

 配慮しなければならないことはあまりないのですね。 

○浅井委員 

 運営組織を市民のほうへ移動して、行政は支えるのはどうですか。 

○加藤委員 

規制などがあれば、そこの市民組織が忖度して活動するのですか。 

○議長（野田分科会長） 

市民組織があって、行政とも十分話し合って、これだけの予算でと委託して、まるごと

彼らがやって、成果報告をして、ここはこうですよねという話で次につなげていけば良い

と思います。 

○加藤委員 
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受け手側の準備、受け手側としてのやらなければならないことがあるのならそこをどう

するかを一緒にうまくやっていかないといけないと思います。外へ出すと常にそうは言う

けれど、そこら辺が気になります。 

方向は時間の問題でやらざるを得ないと思います。場合によっては、市が出てきて、受

け側の市民側に入って、シフトしていくこともあると思います。 

○議長（野田分科会長） 

 例として、市の OG や OB などの中で、割とそういうのに向いている方で、やる気のあ

る方に市民としてやっていただければとも思います。 

○加藤委員 

だから、そういうストーリーが書ける準備をつくることを一緒に検討していく。 

○議長（野田分科会長） 

ぜひそこは大事なところなので来年度の柱にしても良いと思います。むしろ茅ヶ崎の成

長的な宣伝になると思います。 

○山口委員 

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業は今、社会教育課になるのですか。 

○加藤委員 

一番の窓口はそうですね。 

○山口委員 

 ガイドしたときに、一人いくらとかいただくのですか。 

○加藤委員 

会が独自に開催する場合は資料代として２００円いただいています。コピー１０枚くら

いをベースにして。市と共催のときは基本的には無料。コピーは市に依頼する。 

有料にするなら有料にしてもよいのですが、有料にするときに、資料代くらいならいい

ですが、それ以上お金を取るとしたらそれなりのことをしなければならない。観光の許可

のようなものを取らないといけないのもあって、それはややこしくて大変だということで、

現在は自分の会独自開催のときは有料、市と共催は基本的には無料です。 

○山口委員 

まちづくりの関係であちこちへ出ますが、ガイドの方は結構高いです。３万円のところ

もありました。 

○加藤委員 

観光協会とボランティアは分けて、観光協会はそういうプロを作って、人を外から呼ん

で名物ガイドを作ることでやっていますが、「丸ごと」では全くの素人の人が、生涯学習

の勉強をしたい、それをきっかけにしてガイドをするために勉強する、自分が勉強して満

足を得ることが糧だ。ただし、会を運営するだけの最低の費用は欲しいから、それをなん
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とかしようということでやっています。 

例えば官公庁から観光協会がお金を得ていろいろ検討して、そこに入る場合にはお金が

いただける。そのもらったものをプールしておいて、それを使っていくというやり方で現

在やっていますが、財政的には非常に厳しいです。ですが、それをどう回していくのかが

これからの課題です。 

有料化にするときに２００円をいただいた場合、２００円というのは何なのかというの

をきちんとしないと。適正価格はいくらなのか。５００円をとっていいときはどういうと

きなのか。もう少しきっちりしたいなと思います。アバウトで良いで済むならばそれで良

いですが、その後ろをきちんとしておかないと、何かあったときにお互いに困らないよう

にしておかないといけないと思います。 

○山口委員 

資料を作るだけでも、資料を作る時間もかかりますね。 

○議長（野田分科会長） 

 横浜の戸塚は宿場町というだけで大きな観光資源が無いですが、まち歩きの人たちがど

れだけ来ていることか。毎週末２０～３０人の高齢者が集まっています。そういう時代に

もなってきていますから。茅ヶ崎もそういうのは絶対ありますから。 

○議長（野田分科会長） 

参加者も目が肥え耳も肥えてくる。お金をとっておいてこのレベルかという人も出てく

る。 

○加藤委員 

言いにくいですが、お金をとっていないというのは楽な面もあるのです。 

○議長（野田分科会長） 

無料だと仕方がないで済むことも、有料だと言いたいことも出てくる。 

○加藤委員 

基本は素人なのでご容赦願いますということでやっています。 

○議長（野田分科会長） 

でもやはり知識を持っていて、丁寧に説明していただけたらいいですよ。お金を払って

もいいなと思います。 

○加藤委員 

そうですよね。やはりお金はよく回るようにして、とは思います。 

○議長（野田分科会長） 

 どうですか。ちがさき学のところに落とし込んで課題か提言は書けますか。最終的には

そういうところを目指すのでしょうが。 

○加藤委員 
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これはしっかりやってほしいですね。市民からしたら、ボランティアがいろんなところ

にポータルサイトのようなものを持っているのです。丸ごと博物館基礎講座というものが

あって、市民が関わるということが、市のいろいろことに関わるきっかけにはなっていま

す。ポータルサイトとして、より広範囲に皆が近寄れるそれがちがさき学というかたちで

出てくればと思います。 

丸ごと博物館の講座だとなると、間口が急に狭まってしまう。市民はもっと全方位で考

えているので、なるだけ間口を大きくしておいて、選べるようなかたちは絶対に必要だと

思います。我々は実際に活動していて思います。 

基礎講座をやってくれる講師の人が皆契約社員だったりして、いなくなってしまってい

て、いないから誰か代わりにやって欲しいという話になってきています。講師とはいった

い何なのか。市民に対するサービスを作るための講師をどこから着手するか。ひとつひと

つ考えていかないとと思います。ちがさき学は茅ヶ崎のこういうポータルのひとつのベー

スに何が何でもして欲しいと思います。 

○山口委員 

説明できなかった人がそこで講師になって、その翌年は素晴らしく成長します。 

○加藤委員 

人材を吸い上げることが少ない。茅ヶ崎はそういうことが多くてもったいないと思いま

す。 

○議長（野田分科会長） 

要点を整理すると、多彩な人材がいるので、そういう人たちにたどり着いて、その人た

ちが活動するような入れ物としての枠としてちがさき学みたいなことと、いろんな講座の

ベースになるものがちがさき学だからその位置づけが必要だということと、最終的には観

光ボランティアみたいなものが生まれていくようなベースを作るちがさき学ということで

すね。 

○加藤委員 

 いろんな団体が生まれていくといろんな活動が生まれていくと思います。 

○大島委員 

前回の論点２というところに先ほどの課題もまとめられていて茅ヶ崎の得意料理と言い

ますか、そういうものも明らかになっていない。明確な主張やエビデンスになっていない

という話があったので。 

○議長（野田分科会長） 

それを探るということや、発見する、見つけるというのが大きいテーマです。絶対ある

と思います。データを見ていたら様々なデータが出てきます。こういう特徴があるという

のは必ずあるはずですから、あとはその特徴をどういうふうに評価していくかです。。 
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次に行きましょう。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。 

○浅井委員 

これについては、社会が様変わりすることは誰もが予想しています。この総合計画でそ

の観点が全くないというのがすごく不思議です。いつまで旧態然とした感じで通用するの

ですか。この項目自体は良いですが、新しい時代のことが何も入っていません。 

前回もこの１０年間で、この重点戦略が潰れてしまったように、何もできないものなの

か。今 AI が入ってきて、ビッグデータや位置監視を使うようになってどうするのですか。

社会は全然変わります。でもまだどう変わるかわからない。今こうしてくださいとか、こ

うしたら良いでしょうということは無責任で言えません。 

○議長（野田分科会長） 

おそらく我々が扱っている文化生涯学習の情報とは、オープンデータになっていくよう

な性格のものですから、売り買いをするようなものではないので、ある種の公共財なので、

いかなる時代になろうとも、デジタルと言う形態で世界に発信していくということだと思

います。そういうふうな収集・加工・発信の仕方を常に心がけていく必要があるというこ

とは最低限言えると思います。 

もっと言えば、英語にしていくということもあるのかもしれません。確かに浅井委員が

言われるように先が読めませんからね。 

○山口委員 

 何ヶ国語にするとか。 

○議長（野田分科会長） 

行政の実務のところで AI が入ってきていますから、定型的な戸籍とか、人がやらなくな

る。 

○山口委員 

オペラを聴いても３ヶ国語で出ます。やはり、そういうふうにしていかないといけない

のかもしれない。 

○議長（野田分科会長） 

 とにかく情報通信技術の発達が早いので、なかなか先が見通せないということは課題く

らいにはなるのではないでしょうか。 

○加藤委員 

ネットワークづくりは必要です。技術的な問題と、やるべきことは、もう少し切り分け

て考えたら良いと思います。 

技術的な問題は今言ったようにいろんなものが出てきますよね。見通しができないけれ

ど、やらなければならないことはこの全体を機能させるためにたくさんあると思います。 
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○議長（野田分科会長） 

さっきの文化資源のリストかマップを、まず何があるのかというのができていないので、

それを１回作ることが先だと思います。 

それを作りながらこれをどう活用するかという話で、その時にインターネットというの

は一番のツールになりますから。 

○加藤委員 

 それから技術的な進展はちょっと別にしておいていただきたい。 

○議長（野田分科会長） 

若い世代になればなるほど、ほとんどインターネットだけになってしまっています。も

う本さえ読んでいません。それが良いかどうかという話もありますが。 

大英博物館もそうですが、基本的に全コンテンツを配信するみたいになってきています。

グーグルなどは世界の辞書を全部入れると言っていますし、そうなるとリアルはいらない

位な話になっています。そういう時にアナログの議論をしても仕方がないという気はしま

す。 

ただコンパクトな茅ヶ崎市ならではのメリットはあるので、まち歩きなど Face to Face の

ところとどうつなぐかということもありますよね。とっかかりとしてはまず、インターネ

ットにアクセスするのが間違いないので、そこは外せないと思います。 

○浅井委員 

大事なことは、データをとにかく蓄積しないとだめですね。 

お金がかかりますが、かからない方法でやるのか、お金をかけてやるのか、やらなかっ

たところは終わりです。 

○議長（野田分科会長） 

次期プランに際しては、きちんと専門的な調査機関に我々が進むべき方向を調査研究し

てもらったほうがいいと思います。ここでいい議論をしても、先端的なこと、専門的なこ

とをまだ十分把握しているとは思えません。茅ヶ崎市のことをじっくり１年くらい調べて

もらって、こういうふうになっているから、ここに持っていったほうがいいのではないか

を我々が議論できたら良いと思います。 

○大島委員 

特にこの情報通信技術のところは、素人では手に負えないやり方と言うのが便利なやり

方にしても、データの集め方にしてもあると思います。 

○議長（野田分科会長） 

ありますね。 

○大島委員 

例えばうちの博物館では、どんなものが欲しいというところまでは博物館の中で出しま
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すが、そこから先、それをどうやって表現するか、どういう形でネットワーク化するか、

ホームページのデザインであるとかは一旦コンペでやる形にせざる負えない。やはりそこ

までの専門技術は館内の人たちだけではまかなえない。そういう形にしなければならない

と思いますが、これの書き方をどうすればいいのかと思います。 

また今この事業は止まっていますよね。何故止めてしまったのか、止める理由があった

と思います。お金が無いだけなのか、もしくはお金が効果的に使えないだったのかわかり

ませんが、その理由はこれから先通用しないと思います。この方法は広報もそうだし、デ

ータベースとしてもお金が比較的にかからないでできる話なはずなのです。 

○議長（野田分科会長） 

近い将来、紙の広報はなくなります。移し替えていくような作業がずっと続いていくの

で、あらゆるものが紙ではなくなると思います。そういうふうな見通しの元で考えたほう

が良いと思います。 

今回 ICOM（国際博物館会議）で博物館の定義が変わろうとしましたよね。もう保存・収

集・展示という話ではまったくなくなっています。博物館は社会のために貢献すると言っ

ています。定義が全然違っています。議論がペンディングになってそれはまだ通りません

でしたが。 

○大島委員 

これも今とは違う形になっていく。 

○加藤委員 

 大島委員がおっしゃられるように、今やらなければならないことがあるでしょう。 

○議長（野田分科会長） 

例えば博物館と公文書館と図書館が一体物だとなりつつありますが、現場では所管が違

うからなかなかそれが進まないですよね。 

○加藤委員。 

将来展望は専門家が入って、システムデザインして、やれば良いのだけれど、今やらな

ければならないこと、そこはきちんとしておくべきではないですか。 

○議長（野田分科会長） 

 行政も我々も、もっと勉強していかなければなりませんし、我々としても専門的な知見

を入れながら考えていかなければいけないと思います。 

○山口委員 

先端医療の病院と博物館の情報システムや建物はできたときには時代遅れと言われてし

まいます。３年くらいかけてそのための建物を作るので、できたときには遅れているわけ

です。５年前の脳外科の MRI を収めるための大きさと、最先端の今の機械を入れるとまる

っきり大きさが違っている。博物館を今作っていますが、中身は難しいだろうと思います。
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遅れたものにならないようにと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 境港でホールを作る委員をやっていますが、最初の設計は８００席の劇場型固定椅子で

したが、それを後で設計変更し可動式にしてフラットに変えました。昔の考えでそのまま

やろうとしていましたがやめました。 

○浅井委員 

茅ヶ崎の職員の方でデータサイエンスなどを養成しようとかは話していませんか。国は

やっきになってやっています。そういう人がいないとこれからやっていけません。 

○議長（野田分科会長） 

横浜市立大学はデータサイエンス学部を作りました。 

○浅井委員 

あれも手探りですからね。そういう人を育成しないとにっちもさっちもいかないのでは

ないですか。そういう人たちを中心に考えたら良いと思います。 

○議長（野田分科会長） 

AI をどうかませるかという問題があります。文化資源もかなりのボリュームになるの

で、それをどういうふうに分類し、階層化、構造化していくのかはなかなか難しいです。

その上で活用ができれば。 

○大島委員 

そういう人を雇い入れて、市の仕事を任せて１～２年は良いと思いますが、その後、そ

の人も遅れた人になってしまう問題があります。 

○浅井委員 

 今、何にしても無料講座がサイトで開かれています。どんどん勉強していけば良いと思

います。 

○大島委員 

 勉強する時間が与えられれば良いのですが、業務に追われて、アップデートする時間が

無くなってしまって、その人が古くなってしまうということは、最先端の学問分野ではよ

くあります。やはり大学にいて教員をやりつつ研究をしていかないと時代の最先端でいら

れないところがあると思います。それを県でもそうですが、最先端の人を雇い入れても研

究を行う時間とお金を与えないとその人がどんどん古くなってしまうということを考え

て、それが可能になった時点で、というか保障して雇わないといけないと思います。 

あとは１人や２人という少数でやっていると、その人たちの考えが優先してしまって、

他の人たちが意見できないというか戦えないようになってしまうので、ある程度多くの人

数を雇わなければならない。そうしたときにアウトソーシングしたほうが安上がりな場合

があるという話です。 
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○議長（野田分科会長） 

その通りですが、アウトソーシングするにも、クライアント側にある程度の知識のレベ

ルが必要です。まずそれをつけないと、間違ったところへアウトソーシングしてしまう。 

○大島委員 

それはあると思います。 

○加藤委員 

 判断できないわけですから。レベルがないといくらやってもダメだと思います。 

○議長（野田分科会長） 

最後、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。こ

れは、主な取り組みが入っていませんが、入れられますよね。 

○事務局（髙橋担当主査） 

そうですね。アウトリーチ系の取り組みを入れます。 

○議長（野田分科会長） 

繰り返しになりますが、アウトリーチで何をやろうとしているかも必要ですよね。やれ

ば良いというものでもない。 

また前もお話ししていましたが、これからクリエイティブな人材が必要となってくるか

ら、そういうものを子どものときから作っていこうということで、そういうときに芸術な

どが役に立つのではないかということです。 

AI が入ってくれば、人間の創造性が必要となってきますので。 

○加藤委員 

昔は業務をしっかり作っていないとシステムができなかったのですが、今は逆ですね。

新しいシステムを持ってきて、業務を入れてしまう。 

逆に全体の構造改革は新システムを導入することによって変えてしまうくらいの発想も

いいのかもしれない。昔はそうではなかった。 

○議長（野田分科会長） 

 と言いますか、企業も何をやっていいかわからなくなってしまったのですよ。昔は製品

を作っていました。 

○加藤委員 

今から１０年くらい前からそういうのが増えてきました。古い人にやらせるとそのシス

テムが固定化してしまうので、そうではなくて新しいシステムを持ってくれば使うことに

よって全部が変わる。ひょっとしたら今の中にそういったものがあるのかもしれません。 
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〔議題２. 次期文化生涯学習プランについて〕 

○議長（野田分科会長） 

 では議題２の次期の文化生涯学習プランについて事務局からお願いします。 

○事務局（光担当主査） 

 具体的には前回の推進委員会及び第１回分科会、そして本日の第２回分科会を通して、

現プランの最終評価に係る議論を深めていただいております。こうした最終評価の議論か

ら、並行して次期文化生涯学習プランの目標となるものを抽出していく作業を進めてまい

ります。 

 そこで、次回、２月３日に開催予定の第３回の分科会では、議論をふまえた事務局案を

提示していきたいと考えております。 

 また、それに先立ち、同日には、次回の第３回分科会の前に「茅ヶ崎の未来の文化生涯

学習について考えよう！」という市民ワークショップを開催します。 

 

スライドにて、当日の案について、ご説明します。 （説明） 

 

１３時半から１５時まで時間をとっております。ワールドカフェ方式でグループに分け

まして、今皆様にお話ししていただきました、行動目標の１～５、こちらのほうをテーマ

に、最初に概要と考え方を説明させていただきます。 

もっとこうしたほうが良いのでは、こういう課題があると、今、ひとつずつ皆さんにお

話ししていただいたのですが、それを市民の方で話し合っていただいて、そこに出た意見

をそれぞれ書き込んでいただくように考えております。 

各グループについては、実際に業務に携わっている職員が１人ずつリーダーとして入り

ますので、皆さんは市民の方と一緒にいろいろな意見交換をしていただければと考えてお

ります。 

野田委員長につきましては全体の進行役として、各グループに入らず、全体を回ってい

ただきます。 

このやり方等についてご意見などありましたら、次回２月３日の開催通知を送る際に書

かせていただきたいと思います。 

 ここで出てきた意見などを踏まえまして最終評価、先ほどの課題と提言にこの後の分科

会の時間で埋め込み作業をしていきたいと思います。ここで生まれた課題などは次期プラ

ンにつなげていくようなかたちでの検討をしております。説明につきましては以上です。 

○議長（野田分科会長） 

 このワークショップの定員２０人というのはどこから出てきた数字ですか。 
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○事務局（光担当主査） 

部屋が３０名程入る広さで、各グループを６名で考えていまして、こちらの委員さんと

職員が入ると約１０名になりますので、残り２０名を公募というかたちで現在募集してお

ります。 

○議長（野田分科会長） 

もし、人が多く集まれば、断らずに受け入れればよいと思います。断られたら一生関わ

らなくなってしまいます。皆さんから何かございますか。 

なければ、次の議題に移ります。 

〔議題３. その他〕 

○議長（野田分科会長） 

 では事務局からお願いします。 

○事務局（髙橋担当主査） 

次回の日程につきましては、２月３日月曜日１３時３０分から１５時までをワークショ

ップ、１５時３０分から１７時まで分科会ということで、長丁場となりますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

またその際には今日本当に深く広がりのある議論をしていただきまして、これを案とい

うかたちで最終の評価や案に落としたものに作りたいと思います。 

プラス、次期プランの目標案というのもお出しできるのではと思っております。 

何かまたありましたらご連絡をいただければと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 それでは本日は閉じたいと思います。ありがとうございました。 

 

   

                                          委員長署名  野田 邦弘           

  

                                         委員署名   清水 友美          

 


