
４－５　行動目標最終評価

目

標

年月

平成27年2月

平成27年11月

平成29年9～11月

平成29年10月
平成30年9～11月

平成30年10月

27年度 28年度 29年度 30年度

Ｂ Ａ Ａ Ａ

課

題

提

言

行動目標１　機会の提供

　市民が文化芸術に親しんだり、自己の充実に向けた学習をしたりするきっかけづくりとなる機

会を提供します。また、その意欲を維持し、創造などの活動に発展していくための機会の提供の

充実を図ります。具体的には、市民が企画立案し、実施するまでの流れに積極的に関わっていく

取組の拡大を目指します。一方で、アクセシビリティ（情報やサービス、ソフトウェアなどを誰

もが利用可能であるか）を重視し、会場で実施する形式の活動に参加することが容易でない方々

に対して、インターネットの活用を拡大するなど、情報通信技術の利用をはじめとして、機会を

提供することを検討します。加えて、幼少期の子どもや若者をはじめとした様々な市民が参加し

やすい場を設定します。なお、総合計画実施計画においては、機会を提供することについて、定

員に対する受講希望割合を100％にすることを目標値として設定しています。また、文化芸術事

業への参加者数を年間延べ550,000人とすることを目標値としています。

評

価

・文化生涯学習事業をコーディネートしている部門がない。

・市民が気軽に文化に触れる環境が整えられてきていることは評価できるが、周知方法や再度訪

れたいと思わせる企画内容になっているか。施設の回遊性はどうか等様々な視点で検証していく

必要がある。

・市内に様々な施設ができたが、所管が分かれており市民から見ると分かりにくい。

・市内で様々なまなびの場が提供されるようになってきているが、参加している世代に偏りが見

られる。未来を担う若者たちをいかに参加させるかが課題である。

内容

茅ヶ崎ゆかりの人物館オープン

・今後は茅ヶ崎市の得意領域や課題を明らかにして、多様な部署・機関・団体等が共有できるビ

ジョンを設定し事業展開を図ることが重要。

・施設に関連した講座を実施し、施設と連携する等回遊性を持たせる仕組みを考える必要があ

る。

・転入者向けに茅ヶ崎の歴史等を紹介する講座等を開催し、地域へ愛着を持ってもらう取り組み

が今後求められていく。

・既存の仕組みにとらわれている印象を受ける。文化生涯学習行政に、新しい考え方をどう引っ

張ってこられるかを考え、様々な手法を用いて市民の幅広い意見を聴取していくべきである。

市民大楽ゴスペル講座コンサートを開催

行動目標に係る評価

茅ヶ崎市制施行７０周年記念・ホノルル市・郡姉妹都市締結３周年記念し、初

の海外との連携企画となる「ホノルル美術館所蔵ハワイアンキルト展－Across

The Ocean－」を美術館で開催

茅ヶ崎市民文化会館リニューアルオープン。こけら落とし公演「神奈川フィル

ハーモニー管弦楽団記念演奏会」市民無料招待、新日本フィルハーモニー交響

楽団特別演奏会等の記念事業を実施。茅ヶ崎市民文化祭で新装落成記念公演

「とうとうたらり」を実施

主

な

取

組
美術館開館２０周年記念「版の美　板にのせられたメッセージⅡ－原安三郎コ

レクション 小原古邨展－花と鳥のエデン－」は、歴代最多の観覧者数37,030

市民文化祭を市内の様々な公共施設を活用し実施

最終評価

年度



４－５　行動目標最終評価

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

-13% -15% -16% -4% -15% -91% -40%

439,771人 430,268人 423,497人 482,675人 430,199人 43,736人 303,000人

80％以上 94% 95% 96% 94% 94% 94% 96%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

100% 118% 85% 110% 53% 79% 72% 64%

80％以上 77% 82% 82% 72% 85% 76% 80%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年間10件以上 5% 5% 6件 8件 6件 7件 7件

80％以上 95% 97% 97% 97% 97% 95% 95%

①　市民文化会館創造型ワークショップ実施件数　②アンケートによる満足した回答者の割合

平成21年度

(504,255人）比

10％増

①機会の提供件数

②満足度

年度別の実績
令和2年度目標指標

施策の方向（イ）　自己の充実に向けた学習機会の提供

②満足度

①ちがさき市民大学、企業連携講座、文化に触れる（講座）、文教大学公開講座、立正大学デリバリー

カレッジの定員に対する受講希望割合　②アンケートによる満足した回答者の割合

②満足度

①定員に対する 受講

希望割合

施策の方向（ウ）　鑑賞から創造へと発展していく機会の提供

①市民文化会館（30年10月リニューアルのため、平成29年3月1日～平成30年9月30日休館）、美術

館、開高

健記念館の来館者総数　②アンケートによる満足した回答者の割合

　学びを中心として、市民が自らの活動や活躍の場を広げていけるような学習機会の提供を増やしま

す。学んだだけで終わるのではなく、その後の市民の人生や暮らしに生かせる取り組みを増やすことを

目指します。

指標 令和2年度目標
年度別の実績

　文化や芸術に触れる機会を増やします。絵画のように継続的に展示されている文化芸術に加えて、そ

の場でしか鑑賞することのできない音楽や演劇等に親しむ機会を増やすことを目指します。

施策の方向（ア）　文化芸術に親しむ機会の提供

指標 令和2年度目標
年度別の実績

①事業への参加者数

の伸び

　文化芸術の鑑賞は市民に心の充足をもたらします。心の充足に加えて、さらに茅ヶ崎の新たな文化の

創造へと発展していく機会の提供を進めます。



４－５　行動目標最終評価

目

標

年月

平成27年7月

平成28年度

平成30年3月

令和2年2月

27年度 28年度 29年度 30年度

Ｃ Ａ Ａ Ｂ

課

題

提

言

評

価

・何のために人材の育成が必要かの視点が弱い。市民講師の人数や支援者向けの講座の回数が増

えればいいわけではない。

・現プランは、文化生涯学習におけるボランティアの活用状況等市民の活動状況が見えない。

・人材が固定化している印象を受ける。新しい人を巻き込むことを意識していくべき。

・次期プランでは、この分野でどういった人材を育成していきたいか、明確に記載したほうがよ

い。文化生涯学習のコーディネーターが必要ではないか。

・施設ボランティアや生涯学習ボランティアの活動状況等をもっと積極的に周知し、制度化を図

るべき。

・若い人たちが行政の制度を活用して、自分の活動範囲を広げられる仕組みが求められる。

・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。

・空き施設・空き家・空き店舗等を活用して､人材育成支援事業の拠点として活用するなど、新た

な事業スキームを検討するべき。

行動目標に係る評価

年度

最終評価

行動目標２　人材の育成と活用及び支援

　市民の文化生涯学習活動を支援する人（以下「支援者」という。）の知識や指導力を高めるた

めの講座や研修会を開催し、その成果を発揮する場を充実させることにより、支援者の育成を図

ります。そして、だれもが文化生涯学習活動の担い手となり、次世代へと伝えていくことができ

る環境をつくります。また、文化に携わる人材の育成を支援する環境の整備を行います。

　一方で、支援者を個人に限定するのではなく、茅ヶ崎市自治基本条例において市民として定め

られている学校や企業、各種団体などの関係者を積極的に活用するとともに、個人が学んだスキ

ルを生かす場を整備し、講座の講師やその周囲のスタッフとして活躍する方々を増やすことを目

指します。

主

な

取

組

内容

ハマミーナまなびプラザにて学びフェスタを開催

市役所本庁舎で市民ふれあいプラザコンサートを開始

第１回まなびの市民講師WEEK！を開催

第１回茅ヶ崎まなびWEEK!を開催



４－５　行動目標最終評価

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年間５回以上 5回 1回 1回 0回 1回 2回 2回

100人以上 112人 111人 95人 61人 95人 174人 167人

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年間10日以上 4日 4日 3日 7日 8日 6日 6日

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

80％以上 - - - 78% 73% 74% 79%①満足度

①　アンケートによる満足した回答者の割合

①発表の場の提供

①　まなびフェスタ・レインボーフェスティバル・学びフェスタ展・まなびの市民講師合同展の総開催

日数

施策の方向（カ）　文化に携わる人材育成などを支援する環境の整備

　人材育成を進めるためには、人材育成の場を設けるだけでなく、育成された後の活躍の場を含めた環

境の整備が欠かせません。ここでは、人材育成のための講座等に市民が自発的に関わっていくための支

援の積極化を図ります。

指標 令和2年度目標
年度別の実績

②文化生涯学習活動の支

援者として育成された市

民

①　生涯学習支援者養成講座開催回数

②　まなびの市民講師、生涯学習支援者（ボランティア）、生涯学習支援者養成講座受講者の総数

施策の方向（オ）　発表の場の充実

　文化生涯学習活動の結果、得られたものを市民が積極的に外に向けて発表するための場の充実を図り

ます。その中でも、生涯学習活動において学んだ成果を講師として生かすことも積極的に進めます。

指標 令和2年度目標
年度別の実績

①講座及び研修会の

提供

施策の方向（エ）　支援者対象の講座や研修会の開催による育成

市民の文化生涯学習活動への支援者を対象とした講座や研修会を積極的に開催し、育成を進めます。

指標 令和2年度目標
年度別の実績



４－５　行動目標最終評価

目

標

年月

平成25年4月

平成26年3月

平成27年4月

平成28年3月

27年度 28年度 29年度 30年度

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

課

題

提

言

年度

行動目標に係る評価

・施設が独自に事業展開するのではなく、施設の特色を生かした事業展開を戦略的に行う必要が

ある。

・市民が施設を活用しやすくなるよう施設の統廃合等も含めて、施設のあり方について長期的な

視点で検討していくべきではないか。

・まなびの窓口は、特定の場所ではなく、図書館等の市民がよく利用する施設を活用することも

検討すべきではないか。引っ越してきた人向けに実施する等目的を持つことにより今とは違った

展開が期待できる。

・次期プランでは施設とネットワークは分けて考えたほうがよい。施設の面では文化生涯学習事

業と社会教育施設がいかに連携を図るかが重要になる。事務局に社会教育課の職員が入ることも

検討してもよいのでは。

・施設間の連携について、コーディネーターとしての役割の部署がないと進まないと感じる。

行動目標３　拠点機能の整備

　市民が情報収集や情報交換ができる交流を促す場であり、文化生涯学習活動に関する相談がで

きる場としての機能を備えた中心拠点をつくります。また、情報の共有化が図れるよう、公民館

などの公共施設とのネットワークづくりを行い、拠点機能の整備を図ります。

主

な

取

組

内容

文化生涯学習ポータルサイト通称「マナコレ」運用開始

ハマミーナまなびプラザオープン

「マナコレ」及び「まなぶぅどこ行くの？」停止

評

価

・市内に様々な施設があるが、違いが分かりにくく、それぞれの特色が見えない。事業も施設が

独自で実施している傾向が見られる。施設を一体化していく取り組みが行われている時代だが、

施設をコーディネートできる仕組みがない事は大きな課題であると感じる。

・市民ギャラリーとハマミーナに設置されているまなびの窓口は、資料を集めても生涯学習全般

を説明できる人がいないと機能しない。

・茅ヶ崎市全体で文化生涯学習活動は盛んになったと思える一方で、事業の所管課や広報・ホー

ムページ等による情報発信等について、庁内連携が上手くできていないと感じる場面も多い。

・施設の話とネットワークの話を同じ目標にしたことにより、分かりにくい目標・指針になって

いる。

生涯学習ガイドブック検索システム「まなぶぅどこ行くの？」運用開始

最終評価



４－５　行動目標最終評価

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

80％以上 - - -
※１　32%

※２　75%

※１　44%

※２　80%

※１　44%

※２　72%

※１　66%

※２　85%

80％以上 - - -
※１　45%

※２　79%

※１　67%

※２　76%

※１　67%

※２　70%

※１　74%

※２　83%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

80％以上 - - - 16% - - -

80％以上 - - - 42% - - -

①中心拠点機能につ

いての市民の認知度

①ネットワークにつ

いての市民の認知度

②ネットワークを利

用した市民の満足度

※平成27年度の実績値は、文化生涯学習ポータルサイトマナコレ内のコンテンツである「ちがさき文

化アーカイブ」の認知度及び満足度を採用していますが、ポータルサイトの運用が平成27年度で停止

したことに伴い、ちがさき文化アーカイブも停止しており、平成28年度以降の実績は無しとなってい

ます。

②中心拠点機能を利

用した市民の満足度

①②　市民アンケートによる認知度及び満足度の回答者の割合

※１　まなびの窓口　※２　ハマミーナまなびプラザ

施策の方向（ク）　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

　市内の公共施設の活動の連携について、公共施設間のネットワークを構築し、共通の生涯学習プラッ

トフォームにおいて各施設で行われている活動等について知ることができるような拠点の整備を進めま

す。

指標 令和2年度目標
年度別の実績

施策の方向（キ）　情報収集・交流・相談の場となる中心拠点機能の整備

　市民が文化生涯学習活動について知るための場を整備することに加えて、何をしたいのかを知るため

の場、仲間を探すための場を整備し、市民同士のコミュニケーションをより活性化させていくことを目

指します。

指標 令和2年度目標
年度別の実績



４－５　行動目標最終評価

目

標

年月

平成24年度

平成27年12月

平成29年10月

平成30年3月

平成30年3月

平成30年4月

平成30年7月

27年度 28年度 29年度 30年度

Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ

課

題

提

言

評

価

・文化資源を保存・維持について相談・支援する場がないため、文化財が失われている。

・市民参加による文化資源の調査・研究についてどのような企画・工夫を行っているのかが見え

てこない。

・市内の文化資源を整理し、毎年発信していくことが大切。文化施設の構造化・体系化を行い市

民に分かりやすく発信してほしい。

・市内には文化資源の他に観光資源・都市資源等様々な資源があるが活用しきれていない印象が

ある。文化資源とは何かカテゴリー分けし定義するとリストが出来ていく。こういったリストを

活用しながら、他の資源といかに結び付けるかが大切になってくる。

年度

行動目標に係る評価

最終評価

旧南湖院第一病舎が登録有形文化財に登録される

旧南湖院第一病舎等利活用基本方針策定

行動目標４　文化資源の有効活用

　茅ヶ崎市における文化資源の調査・研究、保存、維持・継承を図ります。また、市民が茅ヶ崎

市の文化資源に関する知識や理解を深め、新たな文化を創造できるよう、文化資源を活用した普

及啓発活動を継続的に行います。

　一方で、発掘・創造した文化を市民に対して広め、茅ヶ崎市民であることの誇りを持つような

取組を進めていくことを目指します。文化を広めるための広報に加えて、文化を新たに発見・発

掘する意識を多くの市民が持つための情報発信を実施します。

主

な

取

組

内容

第１回南湖院講座を開催

旧南湖院第一病舎の寄贈を受ける

市制施行７０周年記念『茅ヶ崎を彩った７０人』刊行

広報紙連載「茅ヶ崎ゆかりの人物たち」開始

小・中学生を対象とした市史講座を開催



４－５　行動目標最終評価

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

100人以上 32人 35人 42人 63人 26人 19人 28人

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年間50件以上 23件 13件 20件 17件 28件 12件 9件
①普及啓発活動の実

施

①　市史講座開催回数

①　市史調査・研究の協力者数

施策の方向（コ）　文化資源を活用した普及啓発活動の実施

　文化資源は、「保存する」とともに、市民に存在や価値を積極的に広めていくことにより、ひいては

市民全体による維持・継承、価値の発見につながっていきます。ここでは、文化資源に関する情報発信

を進め、市民の多くに自ら住むまちの文化資源を知ってもらうための取組を進めます。

指標 令和2年度目標
年度別の実績

①文化資源の調査・研究、保

存、維持・継承に関する事業

への市民の参加人数

施策の方向（ケ）　文化資源の調査・研究、保存、維持・継承

　文化資源の調査・研究は、市民の生涯学習活動の対象ともなり、継続的に実施していくことが必要で

す。ここでは、文化資源に関わる従来からの継続的な事業に加え、市民参加による調査・研究を進めま

す。

指標 令和2年度目標
年度別の実績



４－５　行動目標最終評価

目

標

年月

平成27年度

平成28年度～

平成28年8月

平成29年度

平成30年4月

平成30年4月

平成31年4月

令和元年5月

28年度 29年度 30年度 元年度

Ａ Ａ Ａ Ａ

課

題

提

言

評

価

・連携先がメリットを感じられるような仕組みを構築することが重要である。相手方から連携を

求められるような仕組みを考えていく必要がある。

・施設について、指定管理制度等を積極的に活用したほうがよい。

・市民に事業を任せていったほうが面白いことができるのではないか。

・市民にインセンティブを与える仕掛けを作り、市民が喜んで受講するようになれば、連携した

いという部署や機関、団体は増えるのではないか。例えば、「ちがさき市民大学」を受講した

り、文化芸術活動に参画したりして、一定基準を満たした人を市長名で表彰する仕組みを作るな

どがあげられる。

・庁内外を問わずもっと積極的に連携していくべき。他市町村との連携はもっとできるのではな

いか。

・「子育て世代のための生涯学習交流サロン」や交流サロン等をとおして、様々な世代の声を聞

く機会を作る必要がある。市内の大学等に声を掛けても良い。

年度

行動目標に係る評価

最終評価

委託事業にて「美術『みるっこ』プログラム事業」による鑑賞出張講座を市内

保育園・幼稚園で開催開始

委託事業にて「子育て世代のための生涯学習交流サロン」開催開始

行動目標５　連携・協働のしくみづくり

　文化生涯学習行政を推進し、施策を展開する上で、個人、団体、学校、企業などの枠組みを超

えた連携・協働などの協力関係を構築し、学校との協力関係においては、連携を重視します。

　行政と市民の連携・協働のみにとどまるのではなく、市内に存立する団体や学校、企業、その

他コミュニティで活動する組織も連携・協働においては重要な参加者であり、そういった多くの

参加者が連携・協働に携わることができるようなしくみづくりを目指します。

　より多くの市民へ、文化に触れる場や生涯学習の場を提供するために、文化会館、美術館、コ

ミュニティセンターや公民館、図書館といった施設に加え、養護施設、高齢者福祉施設などとの

連携を重視します。また、国・県・他市町村などの行政間及び庁内関係部局の連携による横断的

な取組に向けて、連携の仕組みづくりを行います。

主

な

取

組

内容

2市1町美術展開催

湘南広域都市行政協議会 広域文化活動部会（２市１町）で「湘南の魅力発見プ

ロジェクト」が始動

ハマミーナでしろやまフェスタ開催

ひとづくり政策領域会議市制７０周年記念事業「茅ヶ崎伝統文化プロジェク

ト」にて雛飾り等の展示

ホストタウン登録記念イベント「マザー・テレサの国北マケドニア共和国を知

ろう」を開催

委託事業にて「ハマミーナ魅力ＵＰ大作戦」開催開始



４－５　行動目標最終評価

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年間10件以上 12件 12件 10件 11件 12件 13件 13件

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

庁内10件以上 12件 12件 10件 11件 6件 6件 6件

他市町村5件以上 0件 0件 0件 0件 3件 3件 3件

80％以上 - - - 79% 92% 83% 93%

①行政間等で連携し

た事業数

②満足している市民

の割合

①　庁内（レインボーフェスティバル、劇団四季こころの劇場、茅ヶ崎丸ごとふるさと発見博物館、市

史講座、市民まなび講座、豊かな長寿社会に向けたまちづくりに関するプロジェクト）、他市町村（文

化行政連絡会議、湘南の魅力発見プロジェクト、神奈川県歴史資料取扱機関協議会）　※　27年度は2

市1町美術展・28年度以降は湘南の魅力発見プロジェクト　②アンケートによる満足した回答者の割合

①　ちがさき市民大楽,大人のための社会見学、企業人に学ぶ、文教大学公開講座、立正大学デリバ

リーカレッジ、生涯学習支援者養成講座,文化に触れる,ＩＴ講習会、子育て交流サロン、学びフェスタ,

美術館ワークショップ,「美術『みるっこ』プログラム」、市民文化会館改修工事期間を利用したメモ

リアル事業

施策の方向（シ）　行政間及び庁内関係部局の横断的な取り組みに向けたしくみづくり

　行政においても、従来は別々の組織、部局において類似した講座を開く等、連携が十分でなかった面

があります。この点を改善し、行政の横断的なしくみを構築することに加え、市民にわかりやすい文化

生涯学習推進行政を目指します。

指標 令和2年度目標
年度別の実績

①個人、団体、学校、企

業等による枠組みを超え

た事業数

施策の方向（サ）　個人、団体、学校、企業等による枠組みを超えたしくみづくり

　行政が場を提供するだけではなく、これまでは連携が十分ではなかった学校や企業等の協力を得るこ

とで、より市民が文化活動・生涯学習活動に参加しやすいしくみの構築を目指します。

指標 令和2年度目標
年度別の実績


