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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２月３日（月）１５：３０～１７：００ 

 場所 茅ヶ崎市役所分庁舎５階Ｅ会議室 

 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、 

 

（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 茅ヶ崎市文化生涯学習に関するアンケート結果につい

て（令和２年１月３０日現在） 

・資料２ 行動目標評価シート（案）、 重点戦略評価シート（案） 

・資料３ 次期文化生涯学習プランについて（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（加藤委員） 

・議題３つ 

 

〇事務局（髙橋担当主査） 

定刻となりましたので、ただいまから令和元年度第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、本日は傍聴

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、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。 

 

〇議長（野田分科会長） 

 今日は議題としては最終評価についての検討、次期文化生涯学習プランについての考え

方の原案について議論をしたいと思います。 

議事録署名人は加藤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〕  

〇議長（野田分科会長） 

（配布資料確認） 

 まずは先ほど開催した交流サロンの意見も踏まえて議論していきたいと思っています。 

では、事務局から本日の進め方について説明願います。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 資料１のアンケートについてですが、実施期間は２月１４日までです。こちらは１月３

０日現在の中間報告です。１１２名のアンケート協力をいただいています。アンケート結

果の分析等は期間終了後に行いますが、本日の資料として活用いただきたいと思います。

本日の交流サロンで出てきた意見を集約した成果物としての模造紙も会場に貼っています

のでご活用ください。 

本日は最終評価の総括的な課題認識と提言の部分まで大枠を固めていただきたいと思い

ます。そして３月の推進委員会までにもう１回分科会を開催し、課題認識と提言を固め、

最終評価から出てきた次期プランの目標設定・骨子案のベースづくりをお願いしたいと考

えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（野田分科会長） 

 ２点お願いがあります。今日の交流サロンの成果は箇条書きでよいので分類ごとに分け

てパソコンで入力してください。例えば「連携協力の仕組みづくり」はこういう意見があ
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った、というように整理して供覧にしていただきたいと思います。我々にも参考資料で配

ってください。議論はいらないと思います。 

 それからアンケートですが、現実の茅ヶ崎市の人口分布と数字も参考に入れてほしいで

す。例えば若者がとても少ないかもしれないから、それがどれくらいのバイアスになって

いるか知りたいので、現実の年代別の構成比何パーセントかというのを入れておいてくだ

さい。 

今までのところで御意見・御質問がなければ、最終評価につきまして個別に一つずつ整

理していきます。前回までに皆さんから御意見をいただいて、それが反映されていると思

いますので、内容を深めていきます。是非丁寧に見ていきたいと思いますが、まずは行動

目標１機会の提供について、ざっとお目通しいただいた上で何か気が付いた点があればご

指摘ください。 

 この文化芸術事業への参加者の目標が５５万人というのは何か根拠があったのでした

か。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 平成２３年度が総合計画の初年度だったのですが、その時の指標です。 

〇議長（野田分科会長） 

 指標の設定年度というのは１年間にここまでもっていきますという意味ですか。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 そうです。 

〇議長（野田分科会長） 

 現状はどれくらいですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 施策の方向（ア）をご覧ください。３０年度でいうと－４０％というところになりま

す。 

〇議長（野田分科会長） 

 ５５万人の－４０パーセントですか。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 この時は文化会館がまだオープンしていなかったので、文化会館については半分で

す。 

〇議長（野田分科会長） 

 それはただし書きで書いておいたほうがいいですね。平成２９年度は全く閉まってい

たわけですね。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

参考値としては２８年度までの数値がベースとなります。 
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〇議長（野田分科会長） 

 ではご意見無ければ次にいきます。行動目標２ 人材の育成と活用及び支援について

ご意見ございますか。 

〇山口委員 

 最終評価の提言のところで、「支援者について、今後幅広い年齢層の市民・企業・団

体等を巻き込み、新たな人材を取り込んで行く必要がある。」とあります。全部丸投げ

に聞こえるので、「市も一体となり」とか、市もやっているという意味合いが含まれて

いるといいと思います。 

〇議長（野田分科会長） 

 具体的に、どのようにしましょうか。 

〇山口委員 

 まず頭に「市」がくるといいです。やはり市が関わらないと法的なことなど動けない

ことがあります。 

〇議長（野田分科会長） 

 では「文化生涯学習活動の支援者について、市も一体となり、より幅広い年齢層の市

民・企業・団体等を巻き込み、新たな人材を取り込んで行く必要がある。」でよいでし

ょうか。 

〇山口委員 

 それから機会の提供についてですが、提言のところで「機会の提供は十分にできてい

るので」とありますが、情報の発信が弱い部分があって受動的でしかない、能動的に行

く部分が弱いという話が全てにおいて出ているので、機会の提供が十分にできていると

いう提言は違うのではないかと思います。この一文を抜いていただいてよろしいでしょ

うか。 

〇議長（野田分科会長） 

 ではそうしましょう。 

〇大島委員 

 提言の一番下のところですが、「この部門は廃れていってしまう」という表現は後ろ

向きすぎる気がするので、廃れないためにどうする、としたほうがいいと思います。具

体的にどうすればよいでしょうか。 

〇議長（野田分科会長） 

 「様々な手法を用いて市民の幅広い意見を導入する」という形にすればよいのではな

いでしょうか。 

 では行動目標３ 拠点機能の整備にいきます。 
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〇山口委員 

 やはりまなびの窓口です。図書館など、学びを始めたい人が集まるところにチェンジ

するとか。 

〇議長（野田分科会長） 

曜日と時間を決めてやってもいいですね。広報やインターネットで周知して。固定す

れば広まっていくと思います。会場まで来れない人はその時間にスカイプなどで参加す

るとか。まなびの窓口は大事だと思います。引っ越してきた人が、日が経たないうちに

いい形で着地できたら市の印象が良くなると思います。 

〇山口委員 

 結婚して地域が変わっても、全然その地域の事がわからないとか、目の前にお神輿が

あるけれども子どもが参加できないというのは悲しいと思います。 

〇加藤委員 

 辻堂に近い東のほうにまなびの窓口はありますか。図書館はこちらにあるけれど、あ

ちらの方はなかなかこちらまで来れないですね。 

〇事務局（三橋主任） 

 出張所や公民館はありますが、まなびの窓口という立ち位置ではないです。公民館で

相談している方も結構おられると思います。 

〇加藤委員 

 地区も含めて検討してもいいかもしれませんね。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

公民館は学習相談のような機能を持っているべきであって、５館ありますが専門の職

員もおります。 

〇議長（野田分科会長） 

 社会教育主事が配置されているのですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 現在は社会教育主事が配置されているところとないところがあります。 

〇議長（野田分科会長） 

嘱託員で資格を持っている人もいれば、いない人もいるのですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 公民館ではありませんが、嘱託員では青少年会館の社会教育嘱託員が主事資格を取得

しています。 

〇議長（野田分科会長） 

 やはり落差がないようにしたほうがいいですね。同じように対応できて。相談員の研

修はやっていますか。 
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〇事務局（髙橋担当主査） 

 教育委員会では、嘱託員も含めた社会教育関係職員を対象に研修を実施しているので

すが、窓口の専門的なやり方に特化したものではありません。 

〇議長（野田分科会長） 

 あくまで社会教育課の観点ですね。文化生涯学習課ではなくて。そこがちょっと問題

ですね。 

〇山口委員 

 皆サポートセンターに行けばいいと思っていますよね。 

〇加藤委員 

 組織化はもちろんだけれども、もう少し検討しないといけないですね。 

〇議長（野田分科会長） 

 公民館・市民活動サポートセンター・図書館の役割分担等の連携が課題ですね。文化

団体の連合組織みたいなものはないですか。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 あります。市民文化祭は文化団体協議会が中心となっています。 

〇議長（野田分科会長） 

 そういう団体のチラシでもいいので、住民票を届けに来た時に渡せるようにしておく

といいと思います。セットにして「ようこそ茅ヶ崎市へ」とか。余暇時間を活用する方

々に向けて。 

〇加藤委員 

 転入者に歴史講座の案内を送ったらどうでしょうか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 以前いろいろなイベントのご案内を転入者の方々にお配りしたことはあります。する

と転入窓口にたくさん持っていくことになってしまうので、どれくらいの量を出すかと

いうのが課題になってきます。 

〇事務局（光担当主査） 

 今度浜見平地区にＵＲが団地の建て替えで転居が多くなるので、そこに合わせて３月

に施設を使ってイベントをします。目的を決めてピンポイントでというのがやりやすい

と思います。 

〇議長（野田分科会長） 

 一枚で、こういう人はここにご連絡ください、このサイトをご覧ください、と作って

おけばいいのではないですか。 

〇山口委員 

 何を渡しても皆さん捨ててしまうので、ファイルに最低限の連絡先だけは印刷してお
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いて、中は捨てられてしまっても問い合わせはどうにかなるようにと、いろいろな組織

で作っています。 

〇大島委員 

 ＱＲコードを印刷して、「ここにアクセスして」というのは有りですね。 

〇加藤委員 

 裏に宣伝を入れてもいいですね。 

〇山口委員 

 そういうファイルを作ると、中を捨てられてもファイルは使えるので捨てませんから

残ります。一覧になっていてＱＲコードが付いていれば、それ一つだけあれば何とかな

る。 

〇議長（野田分科会長） 

 他にいかがでしょうか。 

〇加藤委員 

 行動目標３の施策の方向（ク）で提言のところに何か抜けているのではないでしょう

か。課題があって、まなびの窓口まできて、もう一つ肝心なのが。 

〇議長（野田分科会長） 

 ここに具体的に何を入れたらいいでしょうか。 

〇加藤委員 

 ネットワークづくりについては、今不足していることと将来やらなければいけないこと

とが混在していて、同時に走らせるとか、そんな話になった気がするので、そこをまとめ

て。今すぐにでもやらなければいけないことにお金を掛けてやるのか、将来に向けて何人

か専門家に任せて検討させたらどうかという意見がありましたね。それは皆さん大体合意

だったと思います。それは先の話でどんどん変わっていくのだけれども、今すぐ何とかし

なければならないところもあるので、ダブルスタートで行くか。今すでに導入しているネ

ットワークがあればまずは導入だけしておき、将来に向けてはだれかに入ってもらって勉

強して考えるのか。そういったところの追加が必要かと思います。 

〇議長（野田分科会長） 

 とりあえず対処すべきことを具体的に書いて、かつ中期的な検討を少し付け加える。 

〇事務局（光担当主査） 

 公共施設端末のリニューアルが２年くらいの間に予定されておりますので、そのタイミ

ングに合わせてどこまで要望が通るのか、というのがあります。直近のところでは神奈川

県のシステムがあるので連携をする形で検索ができるように取り組みをしていますが、提

言のところでどう書くかですね。 
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〇議長（野田分科会長） 

 技術に関わる部分とそれ以前の問題があって、以前の問題でいうと社会教育課・文化生

涯学習課に分かれていて連携が取れていないということと、市民から見るとどこへ行って

いいか分からないというのがありますね。それは組織の問題で検討するのだけども、検討

していないと先に行けない部分もあって、二つ別れたままだとなかなか難しいと思います。

順序としていうと組織の在り方について検討するのが先のような気がします。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 指標は「ネットワークについての市民の認知度」とポータルサイトについて書いている

のですが、施策の方向の中で言っているのは公共施設間のネットワークの構築とプラット

フォームという部分なので、必ずしもポータルサイトという視点であるべきかどうかで考

えておいていただきたい部分です。 

〇議長（野田分科会長） 

 そうですね。それが一つあって、さらに先ほどに戻りますが、例えば公民館や図書館と

ここで紹介している施設の違いは普通の人はわからないですよね。そこが第一次的な課題

かと思います。 

〇大島委員 

 今おっしゃったように必ずしもインターネット上のネットワークの話ではなくて、公共

施設間のネットワークの話だったとすると、「ネットワークについての市民の認知度」は

２７年度しか書いてなくて、その後ないというのは、ネットワークを作る気がないのかと

いう話になってしまいますね。下を見るとポータルサイトの運用が停止したことでちがさ

き文化アーカイブも停止しているから書いていないんだということが書いてあって、整合

性が取れないと思います。 

〇議長（野田分科会長） 

 では施設間のネットワークは何かと考えたときにいろいろあると思うのですが、連絡会

議を定期的に開くというのがネットワークなのか、ネットワークと言っているけど中身が

ない。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 ２７年度しかないとのご指摘ですが、なかなかネットワークの構築という部分が何をも

って構築というのか分かりにくいというのが正直なところです。そこでポータルサイトと

いうものを取り出して載せてはみたものの停止しています。このような状態であるものに

対しての提言としてはどうなのか、というところなのですが。 

〇議長（野田分科会長） 

 「そもそも論」に立ち返る必要があります。「あるべき姿を想定したときにずいぶん違

ってしまっている。その原因は何か。」という話があって、それとポータルサイトの話は
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基本的に違います。だから読んだ市民はちょっと混乱します。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 後で出てきますが、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

づくりの実現にもかかってきます。 

〇大島委員 

 確かにこれとすみ分けにくいというか、分かりにくいですね。 

〇事務局（三橋主任） 

 今日の交流サロンの話ですと、行動目標３は図書館や公民館との連携など、まなびの窓

口がいろいろなところにある、とかそういうところでしょうか。 

〇山口委員 

 生涯学習ガイドブックの編集会議の時に、いろいろな所で同じような講座があるという

のが問題になりましたね。各施設間のネットワーク作りをするとか。 

〇議長（野田分科会長） 

 社会教育・生涯学習連絡会議とか作ればいいと思います。年に１、２回大きな方向性を

考えて情報交換をする。ニーズが高いものなど被っていいものはいいと思います。全く知

りませんでした、でやっていたというのでは２つの会社みたいで良くないです。これは最

終目標で土台をいじれないので次期プランできちんとしないといけませんね。 

〇大島委員 

 今おっしゃった社会教育・生涯学習連絡会議を作るのであれば提言として入れますか。 

〇議長（野田分科会長） 

 それは次期のプランとしては目標が低すぎます。 

社会教育課と文化生涯学習課が併存している自治体は珍しいです。拠点機能を整備する

には前提として社会教育課と文化生涯学習課の機能強化を取り上げるというのが提言なの

でしょう。それがいつになるかわからなければ、とりあえずは連絡会議を単年度目標で設

置するというのは戦術的に有りだと思います。 

また市民が企画するようなものも考えるべきです。いつまでも市が独自でやっていくよ

りも、市から委嘱して社会教育課、文化生涯学習課共通の来年度の企画を作ってください

と。どちらでやるか割り振ってもいいかもしれないです。企業が入ってきてもいいと思い

ます。企画委員会のようになっていけば。その辺の表現を付け加えてください。 

では行動目標４の文化資源の有効活用についてご意見お願いします。 

〇加藤委員 

提言が文学的ですね。 

〇議長（野田分科会長） 

前にリストをお願いしていましたか。 
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〇事務局（髙橋担当主査） 

 いろいろなところで様々な視点から、何々資源というのを作っているものがあると思い

ます。 

〇議長（野田分科会長） 

 文化資源に関してですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 はい。例えば博物館の中でその資料を基にしているものですとか、我々も二市一町の文

化資源の事業をやっていて、そのようなリストはそれぞれに持っています。 

〇議長（野田分科会長） 

 それぞれというのは各課ですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

事業レベルであるところは、そうです。 

〇加藤委員 

 観光資源、都市資源、地域遺産などですね。 

〇議長（野田分科会長） 

 それを整理して全部出してもらえますか。文化資源という観点からやるのは意味がある

と思います。 

〇山口委員 

 でも建物資源だけでもたくさんあります。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 割といろいろな資源のアーカイブのリストはあっても、あまり活用されずに新しい事業

が出るとそこからまたやり出すということで、非効率と感じるところはあります。 

〇議長（野田分科会長） 

 そもそも文化資源が何と何に分類されるかは誰も理解していないですね。東京大学大学

院に文化資源学というのはあります。ハード系ソフト系に分かれて、「お祭り」だとか「料

理」などたくさんあります。そういうジャンルだとか構造みたいな入れ物を作るぐらいは

やったほうがいいと思います。中は空っぽでいいから、それが出来ると、浜降祭は「お祭

り」に入る、となりますね。大学の研究室とか、他の自治体を参考にしたらいいと思いま

す。国は国で何々遺産とかカテゴリーを作るけれど、振り回されるだけでは縦割りになっ

て地域性が薄まってしまいます。カテゴリーを分類して構造化したら大事なものから当て

はめていけばいいですね。ちがさき学といってもそういう作業は避けて通れないと思いま

す。文化資源で何をやるのかというときに、体系的に網羅的に押さえていくというアプロ

ーチを何年か掛けてやればいいと思います。文化資源についてどのように分類するか僕の

ほうでも調べてみます。 
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 提言と課題について、「文化資源を整理し」というのは今言ったように構造化・体系化

していくということだと思います。分類し、カテゴライズしていくということです。一個

一個並べるのではなく階層構造を作っていく。 

〇山口委員 

 カテゴリーに分かれていれば前年から次どうなったか移動がわかりますね。 

〇議長（野田分科会長） 

 あとは人材資源もあります。どんな方が住んでいるか。有名人だけではなく、市に貢献

してくださる可能性がある方など。別荘でもいいと思います。学者、研究者、作家などい

ると思います。 

〇山口委員 

 文化人人材リストを作ったらどうかという話もあります。 

〇議長（野田分科会長） 

 昔ある市で作りましたが、作ったら終わりであまり活用されませんでした。 

〇山口委員 

 でも、この講座を誰にやってもらおうという時に使えるのでは。 

〇加藤委員 

 今は休止していますが、文化人クラブ（ボランティア団体）が活動している時に作家な

どを調査し、まとめたものがあります。 

〇山口委員 

 あの時は茅ヶ崎全体に人が少なかったのでリストが作りやすかったのです。もっと内密

な情報一覧があれば。 

〇議長（野田分科会長） 

 本当は文化資源の専門職を一人配置したらいいと思います。文化資源・人材資源の発掘

・構造化及びちがさき学の体系化を進める嘱託職員を募集して３年間配置するとかです

ね。ボリューム的にも内容的にも職員が片手間には出来ないです。 

〇山口委員 

 自転車で走り回るようなこともしないといけないかもしれないですね。 

〇議長（野田分科会長） 

 茅ヶ崎だったら回れますね。 

人にもよりますが、有名人でも市役所からお願いされたら喜ぶ人もいます。 

〇大島委員 

 プライバシーの壁はないですか。 

〇議長（野田分科会長） 

 あります。内部的なもので公開はできません。事業を企画するときに参考にするもので
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す。 

〇加藤委員 

アトリエなど未来に残してほしい文化資源が無くなってしまうからリストだけでもあれ

ばいいですね。 

〇山口委員 

相続税などが発生すると確実にわかりますが、個人情報の問題もあります。 

〇議長（野田分科会長） 

 では提言のところは今日の交流サロンも参考にしながら強化してください。 

 行動目標５ 連携・協働の仕組みづくりにいきます。 

〇山口委員 

 今市長名での表彰はどんなものがありますか。 

〇事務局（三橋主任）  

 市民文化祭などです。 

〇加藤委員 

タウンニュースを見るとスポーツが多いですね。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 市長賞ですと、民間の方から依頼されたものでも出すことがあります。 

〇山口委員 

 横浜に横浜マイスターという紫綬褒章のようなものがありますね。仕事で一定の基準を

クリアすると冠が付く。 

〇清水委員 

 藤沢もあります。 

〇山口委員 

 茅ヶ崎もあったらいいと思います。 

〇事務局（関山文化生涯学習課長） 

 技能賞はあります。 

〇山口委員 

 何か高揚させてくれるものがあるといいです。 

〇事務局（光担当主査） 

 アンケート資料の６ページ「（４）今より生涯学習にとりくみやすくなるためには、今

後どのような取り組みがあればいいとおもいますか？」では「学習の成果を評価する取組」

は一番回答数が少なくて、アンケート上では要望が少ないかと思います。 

〇山口委員 

 まなびの市民講師を１０年続けたとか。１０年続けたというのはそれなりの方だったと
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いうことだから。 

〇事務局（光担当主査） 

 活動している方に対しての評価は有効なのかもしれないですね。確かに今そういう取り

組みはないです。 

〇議長（野田分科会長） 

 マイスターの場合はただ名誉なだけではなく、職人さんなどに与えてその人をブランド

化していくので経済的な利害にかかってきます。高く物が売れるようになったりするので。 

〇清水委員 

 藤沢だと和菓子屋さんや洋菓子屋さん、ガラス作家さんなどがマイスターになっていま

す。 

〇山口委員 

 学生が卒業していくときに就職に有利なように同窓会賞をあげています。 

〇議長（野田分科会長） 

 それは成績ですか。 

〇山口委員 

 同窓会賞は成績ではなく、どんなボランティアをしたか等を重視してあげています。学

部長賞、学長賞は成績かもしれないですが、同窓会賞は基準が違うほうがいいということ

で選んでいます。 

〇議長（野田分科会長） 

 横浜市には横浜文化賞というのがあって、長い歴史があります。そういうのはいいかも

しれないですね。際立った功績がある人を市長が表彰する茅ヶ崎文化賞とか。 

〇清水委員 

 ボランティアとか市民活動でもいいですよね。 

〇山口委員 

 市民講師は何も利益はないわけだから、賞状が一枚あるだけで励みになります。 

〇議長（野田分科会長） 

 市民活動をエンパワーメントするような表彰制度ですね。 

 では次に重点戦力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

築及び体系化に移りたいと思います。 

 提言のところで先ほど文化資源のことが出ましたが、そこにつながってきますからここ

に書いておいたほうがいいですね。文化資源を整理・体系化していく中からちがさき学の

アウトラインが見えてくるということです。 

〇加藤委員 

 提言の中の「講座を有料化する」というのは次のステップだと思います。今後の生涯学
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習の骨子というか肝になるところを書いたほうがいいのではないですか。有料化はその次

か、次の次のステップですね。やるべきところを提言の中に書いて、新年度にそこに力を

入れるなりしたほうがいい気がします。 

〇議長（野田分科会長） 

 全く同意します。どうしてそうするかも入れたほうがいいです。つまり「茅ヶ崎市民の

地域への愛着とか誇りを形成するための基礎的な取り組みとしてちがさき学を続けます」

と言ってしまったほうがいいと思います。転入してきた人がちがさき学を学んでみて、茅

ヶ崎はこういうところです、こういうお祭りがあります、というのがわかり、なかなかお

もしろいなとなれば有料化でもいい。人気がないのに有料化にしてもだめですね。  

〇加藤委員 

 プラスするのであれば、そこに市民からも今以上に支援や協力を得ていきたいとすれば

もう少し格好がつきますね。 

〇議長（野田分科会長） 

 では次に行きます。重点戦力２ 情報通信技術を用いた茅ヶ崎文化資源のネットワークづ

くりの実現。これも文化資源のマップとかリストがある程度あったほうがイメージできる

し、それがないと空理空論になる気がします。コンテンツが見えない。分布とか質量感、

特徴までわかったほうがいいと思います。順序としては文化資源の整理をして、その次に

どう見せていくか、活用するかの仕組みづくり。その中で社会教育課との連携とか組織統

合というのが出てくるから全部つながっているのだけど、スタートは資源のところかと思

います。機会の提供や人材育成も資源の活用という見方もできます。 

〇加藤委員 

 市民と行政の関わりを強化していくというのはすべてに流れるストーリーですが、責任

分担を含めて明確化することを書いてもらいたいと思います。 

〇議長（野田分科会長） 

 市と市民、企業間の機能分担、役割分担、責任の所在の明確化ということですね。どこ

か提言のところに入れておきましょうか。 

 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に参ります。

これも例えば企業との連携がうまくいっているという事例があったとして、企業を文化資

源に位置付けていいと思いますが、どのような企業が市にあるのか。企業の定義の判断が

いりますが。 

〇清水委員 

 現代音楽をやっている立場としては、作曲、即興演奏、ダンスなど受動的なだけではな

く自分で振り付けるなど、自分で作るというのことを小さい子ども達に体験させ、育む機

会を増やしてほしいと思います。 
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〇議長（野田分科会長） 

 提言のところに鑑賞事業だけではなく、子ども達の想像力を伸ばすような創造型事業も

積極的に展開していくと入れておきましょう。 

〔議題２ 次期文化生涯学習プランについて〕 

〇議長（野田分科会長） 

議題２につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 議題２「次期文化生涯学習プラン」について説明いたします。 

資料は「資料３ 次期文化生涯学習プランについて（案）」をご覧ください。 

現段階の最終評価については、今日のご意見、交流サロンのご意見をまとめて最終評価

のシートに反映して次回ご提示したいと思います。 

これまで分科会では、現プラン９年間の最終評価を総括的な視点から進めてきました。

各行動目標及び重点戦略について、９年間の課題と提言をいただく中で、次期プランに引

き継ぐべき目標や、現プランで一定の成果を見て終える、あるいはさらに力を入れていく

目標・戦略、時代の変化に合わせて新たに立てる必要がある目標・戦略などが、浮き彫り

になってきたように思います。そこで、これまでの議論等をふまえ、次期プランにおける

施策の体系図案を作成しました。次期プラン策定方針でお示ししているとおり、次期プラ

ンは現プランのコンセプトを引き継ぐものですので、基本理念「みんながまなび未来を創

造する文化生涯学習のまち ちがさき」はそのままに、次の１０年において、その理念を

実現すべく目標や戦略を立てていきます。現プランを踏まえ、次期プランにどういうよう

な目標設定が必要になってくるかをイメージして書いたというところです。資料３右上に

ありますように、現プランは評価・進行管理が目的化する面が強かったのではないかとい

うことがあります。本来は文化生涯政策全体を推進することが肝心であるところなので、

目標設定を細かくしすぎているところが苦しいところかと思います。大局的に、目指すべ

き「指針」を大きく目標設定としたほうがいいのではないか、というところから次期プラ

ンは大きく目標付けをする案を出しています。大きな大目標からブレイクダウンして必要

な施策の方向性を３つ程度にしていくと考えているところです。次期プランのところに目

標を５つ書いてありますが、この目標という言葉もこれから考えていく必要があると思い

ます。現プランでは行動目標と重点戦略としましたが、キャッチフレーズ的にまとめてい

くのはどうかと考えています。特に目標２の創造的活用とか、目標３のたしかな文化と学

びの継承ですが、これまで指標設定の問題もあってかなり狭義な部分で考えていたり、目

の前のところを回すことで精いっぱいだったこともありますが、今回はダイナミックな創

造であるとか、継承というものに対しても、様々な相続や無くなってしまうものへの対応
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の仕方から、より継承される仕組みづくりを大きくとらえたほうがいいと考えます。目標

１に日常に文化と学びの場面があふれるまちづくりとありますが、機会の提供、人材育成、

情報発信などの部分はサイクルとして日常的にあるものとして大きくとらえたほうがいい

のかもしれない、そこから個別のものを判断していくというのがいいのかもしれない、と

いう考え方をしています。目標４と５については手法とそれを支える仕組みが必要であろ

うというところです。まず目標４では皆さんもこれまで様々な現場で感じられてると思い

ますが、クラウドファンディング等も含め、この分野独自の財政政策をきちんと考えてい

かなければならないと思います。目標５については市民も含めた行政の役割分担です。そ

れぞれ現プランから矢印で次期プランと結びつけています。行動目標５から矢印が出てい

ないのですが、こちらは目標５へ矢印が入ります。他にもここにつながるだろうとか、つ

ながらないから終わるのか、というのもあるかとは思いますが、そういったことを図式化

したものでありますので今後これをベースに考えていければと思います。 

また、一番下に重点戦略という項目は終了とあります。重点戦略２の情報化・ネットワ

ークの部分に関しては様々な問題はありますが、情報化の技術の進歩に最初の目標が追い

付かなくなってしまったこともあるので、書き込んでしまうと問題になってしまうところ

もあります。最終的には指標設定の問題になってくるかと思いますが、個別に一つ一つ見

ていくのではなく、それぞれに代表するものを目標のところに書いていくような形のあり

方がいいのではないかと思います。今申し上げたところは、今までの分科会の議論の中で

出てきたところを集約しております。抜けがあるところとか、違うかなというところがあ

るかもしれませんが、事務局として話をしているところです。本日は、案をお示しさせて

いただき、詳細な議論は次回の分科会でしていければと思います。議題２については以上

です。 

〇議長（野田分科会長） 

 今日は検討する時間が足りませんので、分科会だけではなく委員会全体の宿題とさせて

いただきます。宿題というのは、これにとらわれすぎないで真っ白なキャンバスから考え

てください。矢印がありますが、矢印があると前を引きずりますから見ないようにしてく

ださい。全くのご自分のキャンバスに自分の理想の絵を描いてください。それを皆で議論

しながら、この原案も含めてより良いものを作りたい。格調高くて格好良いものを作って、

いいなと思えるものにしたいです。そのために基本的なところを抑えたいのですが、基本

理念は変えません。「みんながまなび未来を創造する文化生涯学習のまち ちがさき」を

引き継ぐという事務局の思いです。これまでの委員会の議論がどうしても評価のための議

論になっていたから、不十分な指標の立て方もあったかもしれませんが、あくまで指標で、

１０年間目標は何なのか指し示すものだから一番重要なものになると思います。目標とい

う言葉も書いていいということなので、例えば夢とか理想とか、何でもいいので名称から
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考えていただき、宿題の一つですが、例えばビジョンでもいいと思います。言葉の持つ想

像力、喚起力が違ってきます。僕の意見ですが、例えば「あふれる」とか「確かな」などの

あいまいな言葉はこれからは外したいです。これは評価になじまない言葉です。「あふれ

る」というのは８０％以上、では何の８０％なのか議論しないと意味がなくなるので、よ

り科学的な表現と夢を感じさせる現実的なところも踏まえて考えたいと思います。目標が

５つあって、そこに３個でも５個でもぶら下がるものも併せ、大事なものを束ねたものが

１、２、３、となっていくとなっていくと思います。重点戦略はなくていいと思いますが、

それも含めて考えていただきたいと思います。ほかの自治体の総合計画や民間企業の評価

の高いところが参考になると思います。評価もしますので、評価のしやすさも観点として。

これからの議論の中心になっていくと思いますので宿題を忘れないで、それぞれ発表して

ください。これに関してご意見はありますか。 

〇加藤委員 

 重点戦略２で情報通信の話を項目に分けて、という話がありましたが、ここはもう少し

考えなければならないと思うのですが。 

〇議長（野田分科会長） 

文化資源はどのように考えたらいいかメモを作っていこうと思いますので、これについ

ては次の分科会で引き続き議論をしていきます。次期目標はいつまでが締切ですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 大目標としては３月２９日です。次期目標案をいただいた後、次期推進委員会を設けた

いと思います。 

〇議長（野田分科会長） 

今総合計画を作っているのですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

そうです。 

〇議長（野田分科会長） 

 それは来年度ですか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 はい。 

〇議長（野田分科会長） 

それとも整合性が取れていないといけないですね。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 そうですね。資料も量がありますのでメール等でお送りしたいと思います。 

〔議題３ その他〕 

〇議長（野田分科会長） 
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では事務局のほうから最後に何かありますか。 

〇事務局（髙橋担当主査） 

 次回分科会の開催は、２月２５日を予定しております。詳細はまた御連絡させていただ

きます。 

〇議長（野田分科会長） 

 他になければ令和元年度第３回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会分科会を閉会い

たします。ありがとうございました。 

 

 

 

                                        分科会長署名  野田 邦弘        

  

                                         委員署名    加藤 幹雄        

 

 


