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  令和元年度第４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２５日（火）１３：００～１５：１０ 

 場所 茅ヶ崎市役所分庁舎３階 教育委員会会議室 

 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

野田邦弘分科会長、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、三橋主任 

会議資料 

 

 

・ 会議次第 

・ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価（案） 

・ 次期茅ヶ崎市文化生涯学習プラン構成案メモ 

・ 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 

・ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン策定基本方針 

 

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（大島光春委員） 

・議題２つとその他 

 

○事務局（髙橋担当主査） 

本日はお忙しい中お越しくださいましてありがとうございます。 

それでは、ただいまより令和元年度第４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。 

また本日新型コロナウイルスに関して国のほうからイベント等の主催者において感染防

止の観点から開催の必要性を改めて考えるよう要請がきておりますが、自粛要請を行うも

のではないという通知が今の段階では出ております。この会議におきましてはアルコール、

マスク等のご用意もしておりますので万全の体制の中で議論をお願いしたいと思います。

程よく換気などもしていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

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） 

 本日は第４回になります。茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価について、分科会とし

てはほぼ最後の議論になるかと思います。ブラッシュアップするということと、次期文化

生涯学習プランについて議論します。 

議題に入る前に、本日の会議録署名委員を指名させていただきます。大島委員にお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（髙橋担当主査） 

（資料確認） 

参考資料につきましては、次期プランを構築する上で、文化生涯学習プランは文化生涯

学習に関わる個別プランとなっておりますが、これ以外の分野との連携、全庁的な連動の

ために総合計画はもちろんのこと、各個別計画を意識する必要があるものとしてお配りし

ております。他にも様々な個別計画はありますが、特に関係が深く代表的なものをご用意

しました。 

都市マスタープラン以外は文化生涯学習プランと同じ令和３年度を始期とするもので、

現在策定作業中です。今後各審議会等の議論により内容が多少変更していく可能性がある

ものです。 
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資料の説明については以上です。 

○議長（野田分科会長） 

 議題１ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価について、事務局のほうから資料の説明

をお願いします。 

○事務局（光担当主査） 

 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価（案）をご覧ください。ここまで３回の分科会を

通して様々な意見等を出していただいたものを最終評価の案としてまとめさせていただい

ております。こちらで、本日気になった点を出していただき、３月末開催予定の推進委員

会に提出、最終的に来年度になりましたら総括の作業をお願いし、最終評価を作っていき

たいと思っております。 

前回から大きく変わった点は、資料の３ページ、第３章 現行プランにおける茅ヶ崎市

の文化生涯学習に関する取り組みについて、主な取り組みをまとめています。まだ一部、

庁内他課で行っている事業で記載のないものもあります。内容を加えていきたいと思って

いますが、今のところは第３章に現行のプランの中の取り組みを記載していこうと考えて

います。この中に記載のないものや気になる点がございましたら、後日メール等で教えて

ください。 

 続きまして、５ページ以降の評価の考え方になります。 

こちらの評価につきましては平成２７年度の実績からＳからＤ評価で行動目標及び重点

戦略ごとに５段階評価をしていただきました。評価基準欄が最終年度の目標達成に向けて、

目標が達成できるかどうかという視点で今まで評価していただいたものになります。 

こちらに基づいて８ページ以降、重点戦略と行動目標の課題と提言に、ご意見をいただ

いたものをまとめています。 

例えば重点戦略の１だと９ページの右側、元年度の指標がそれぞれの目標で出てきます

ので、そちらを踏まえた総括を、最後にこの委員会の中でまとめていきたいと考えており

ます。 

２４ページは現状では空白ですが、プラン全体の統括として、来年度に現行プランのま

とめを記入していく作業を最後にしていきたいと思っています。 

事務局では最終評価は５段階評価はせずに、文章で表現する方向で考えています。 

それぞれの指標に対する数値は元年度の数値が出てきますので、まとめた表を追記して、

達成できたものがどれだけあるか、達成できなかったものがどれだけあるかを踏まえた上

で、文化生涯学習プラン推進委員会の総括というかたちで作りあげていきたいと考えてい

ます。 

主なものは前回までのものを踏襲しておりますが、今説明した内容を一部修正させてい

ただきました。また本日の分科会の中のご意見もいただいて、こちらの資料を取りまとめ
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まして３月の推進委員会に提出します。 

その上で、次年度事務局で元年度の指標、達成状況等の資料を作り、総括を推進委員会

のほうでお願いしたいと考えております。説明については以上となります。 

○議長（野田分科会長） 

 前回の分科会のときに主に課題と提言について、まだ空白なところもあり、委員の皆さ

んの意見を事務局で反映させたものだと理解された上で、多くの課題と提言、そして総括

についてもご意見があればご意見をお願いします。 

 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

体系化について。 

○加藤委員 

 提言の最後の『文化資源の体系化を進めると「ちがさき学」のアウトラインが構築され

ていく。市民に何を学んでほしいかといった視点で事業展開をしないと、講座を行うこと

が目的化してしまう。』の「視点で」の「で」が強すぎるのではないかと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 決めつけすぎというか、これで学べと言っているようで、市民が選ぶのではないのかと

いうことですね。 

○加藤委員 

 そうです。市民目線でいくと、「視点でも」と「でも」なら良い気がしました。細かいこ

とですが。 

○議長（野田分科会長） 

 体系化する以上は、これよりはマストで学んで欲しいです、ということを伝えたいわけ

ですが、表現を間違うと上から目線でこれをやれとおかしく感じる。 

○加藤委員 

 読んでいてひっかかったところです。 

○山口委員 

 評価の方向性のところで、ポータルサイトが構築されているとありますが、ポータルサ

イトは誰がどこでどのように構築されているか全く見えていないように思いますが、これ

は市民目線のポータルサイトであるのか、支援者が作り上げたポータルサイトか、その辺

はいらないでしょうか。 

○議長（野田分科会長） 

 ポータルサイトとは、具体的に何のことを言おうとしていましたか。 

○大島委員 

 文化生涯学習ポータルサイト「マナコレ」ですか。 
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○事務局（髙橋担当主査） 

 当初の予定としてはそこが機能しているイメージだったのですが、停まってしまってい

ます。 

○山口委員 

 ないですよね。これはどうするのだろうと思いました。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 市のホームページの中で情報を展開していくというかたちの方針で進めています。 

○大島委員 

 ここでいうポータルサイトは市ホームページのことですか。 

 細かい文言についてですが、提言の一番上の文章「してもよいのでは」で止まっている

ので、「してもよいのではないか」にした方が良いのではないでしょうか。 

○議長（野田分科会長） 

 「するなど」でも良いかと思います。「してもよいのではないか」だと強すぎませんか。 

○大島委員 

 「よいのでは」で止めるのはどうかと思いました。 

○議長（野田分科会長） 

 実際問題、有料化するものは想定できますか。もし無料も残すのなら、有料と無料のど

こで線を引いているのか説明できないといけないですよね。その説明ができないのなら、

安易に有料化と言わないほうが良い気がします。 

○山口委員 

 その方法として、ひとつは有料化であるとか、というかたちで付けておいてはどうです

か。 

○議長（野田分科会長） 

 「有料化を検討するなど」でも良いのではないですか。 

○大島委員 

そうですね。 

○議長（野田分科会長） 

全て無料であるのが良いとは言えないと思いますが、やる以上どういう線引きをするの

かは必要となります。 

○加藤委員 

 回覧板で、茅ヶ崎市美術館は６５歳以上が有料化になるとありました。 

○議長（野田分科会長） 

 ちなみに私が横浜市教育文化センターでやっていたときは、最初からずっと有料でした。 
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○山口委員 

 無料だと申し訳なくも思ってしまう。 

○議長（野田分科会長） 

 有料化になると市の歳入になることにより、とても手続きが大変な点もあります。 

○加藤委員 

 そうですね。 

○議長（野田分科会長） 

 キャッシュレスのようにするとスムーズなのでしょうが。でも検討は必要だと思います。 

○山口委員 

 駐車場は Suica で通れます。そういう感じだと助かります。 

○議長（野田分科会長） 

 そういうのは良いですね。 

 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 

○大島委員 

 前回ここの課題のところで、情報格差の解消のようなことを入れていかなければならな

いという論題があった気がしますが、ここではどう入れられているのかがわからないので

すが、特に取り上げなくてよいと思われたということでしょうか。 

○議長（野田分科会長） 

 個人間での情報格差ということですか。 

○大島委員 

 そうです。 

○議長（野田分科会長） 

 情報リテラシーということですね。それは入っていないですね。入れましょうか。 

「個人間の情報格差、情報リテラシーの格差について、十分配慮した設計をする」とい

うことですよね。 

○大島委員 

 はい。 

○議長（野田分科会長） 

 ではそれを追加で入れてください。 

 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 

○議長（野田分科会長） 

提言の２番目の「市民が創造活動に参加したくなる事業展開を行ってほしい」という文

章を「市民が創造活動に参加したくなるような魅力的な事業展開を行ってほしい」と言葉

を補ったほうが良いと思います。 
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○山口委員 

 人材の発掘みたいな部分はどこに入るのでしょうか。 

例えば市内の学校に茅ヶ崎の著名人を呼ぶとか。それで教育的な意見を引き出させたり

するようなことはないのでしょうか。茅ヶ崎は文化レベルが高いので、そういうレベルの

人はたくさんいるのではないかと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 それは、市内の人材という資源の話ですよね。いろんな活動をしている作家や評論家や

芸術家など。そういう人たちの活用ということをしてということですよね。それは課題に

入れて提言に入れましょうか。 

「市内在住の制作活動に携わった作家や芸術家たちの活用がまだ十分ではない」という

ことが課題で、提言としては、「学校を始めとした学習の場とマッチングさせること。そ

のためには、データベースがいるかもしれない」けれども、そこまではいらないかもしれ

ない。 

前に議論しましたか。茅ヶ崎市としてはこういうものを作っていましたか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 人材に関してはないです。 

○議長（野田分科会長） 

 では、提言の中に「作る」というのも入れてしまいましょうか。 

 人材をどう定義するかでも違ってきます。例えば、商社の幹部を退職されて海外の事情

にすごく詳しい人がいると思います。作家や音楽家もそうですが。 

 １度、詳しい人を一斉に紙に書きだして、後で分類すれば良いと思います。 

 やはり著名な人でも、市から声がかかるとその気になる方もいます。忙しいからダメだ

とか、お金が安いからダメだという方もいると思いますが、市役所というのはそういう意

味で特別な存在だと思います。 

ちがさき学で年に１回著名な人に来てもらって講演会を実施するのもいいかもしれませ

ん。 

茅ヶ崎人材データベースでも何でも良いですが、仮称にしておいて、そういうものを作

って活用しましょうと。公開はせずに市が持っていれば良いと思います。個人情報ですか

ら。 

○議長（野田分科会長） 

 では行動目標にうつります。 

 行動目標１ 機会の提供 

○大島委員 

 主な取組みのところは、グレードアップして良くなったと思います。 
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○議長（野田分科会長） 

 書き出せばまだまだいっぱいあるのでしょうが、スペースが限られていますから。 

  行動目標２ 人材の育成と活用及び支援 

○議長（野田分科会長） 

課題の３番目の「人材が固定化している」という、人材とは何を指していましたか。受

講者のことですか。それとも講師のことですか。 

○事務局（光担当主査） 

 どちらもです。 

○議長（野田分科会長） 

 では両方書いておいた方が良いですね。「講師及び受講者、両方とも人材が固定化する

傾向がある」と。 

○清水委員 

 さっきの人材のマップのようなものは、こういうところに入れたほうが良いということ

でしょうか。 

○議長（野田分科会長） 

 そうなんですが、重点戦略に入れておくほうが重いというか、両方に入れておいても良

いと思いますが。こちらにも入れますか。 

さっきのものは育成にはならないのですよね。あくまで活用なのです。 

○加藤委員 

 活用ができていないことが課題です。 

○議長（野田分科会長） 

 市内に住んでいる講師、または講師相当の人材の把握及び活用が十分にできていないと

いうのが課題で、提言は、市内在住の講師候補を積極的に発掘、活用して市民とつないで

いく。 

 市民も結構そういう人がいるか知らないと思います。 

○山口委員 

 空き家なども相続などを扱う部署と組んでくれると、外に出すわけではないので、そう

いうつながりが取れたら良いと思います。 

行動目標３ 拠点機能の整備 

○議長（野田分科会長） 

課題の１番目の「施設をコーディネートできる仕組み」はどういう意味で前回言ってい

ましたか。 

○山口委員 

 多分同じような事業を、バラバラにやっているみたいというところです。 
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○議長（野田分科会長） 

 では施設ではなくて、事業ですね。 

○事務局（光担当主査） 

 施設間で特色がないというお話が出て。 

○議長（野田分科会長） 

 施設間の特色を明快に発揮できるように事業をコーディネートできるということですよ

ね。でも被るものはあると思います。仕方がない。わかっていればいいと思いますが。 

施設間の違いや設立指針を踏まえて、事業を全体としてコーディネートできる仕組みが

ないと、そういうふうに補ったほうが良いと思います。 

○山口委員 

 いろいろな公民館で特色を出そうと努力していたら、言っていることが二律背反のよう

な感じもするので、どちらのほうが良いのかなと思います。 

例えば横浜市の西洋館事業は、ひとつのテーマ、クリスマスならクリスマスというテー

マを設けて、うちはイギリス、うちはノルウェー、うちはハワイのクリスマスをやるとい

うのを各館の人たちが話し合って一斉にクリスマスというテーマで行う。そうすると人も

集まるし、各館の顔がわかるので話がしやすくなって、次は何をしようか発展があるので

はないかと思います。 

特色と、どういうふうにコーディネートすることと、どういうふうに合わせていくのか

ということが、なかなか難しいかなと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 そもそも施設間のミーティングはやっていますか。講座・事業などをやっているところ

の集まりのようなものはありますか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 定例的なかたちで事業や会議を行う組織体としてはないです。 

○議長（野田分科会長） 

 必要に応じて集まるということですか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 担当者同士が話しているというのが現状です。 

○議長（野田分科会長） 

 むしろそういう場で、館の違いをどうするかみたいな話や、さっきの傾向を分析したり

するのが大事で、それをやれば自然と事業のコーディネートになってくると思うのだけれ

ど、その前のそういう機能がなかったら、そもそもできないと思います。 

○山口委員 

 公民館とコミセン、使い方は全然違ってきますが、そういう事業をしようとしたら、こ
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っちのほうが広いからこっちでやってだとか、そういう話もできるのかと思いますけれど

も。 

○議長（野田分科会長） 

 社会教育課も含めてやっていくということを、来年度からぜひお願いします。 

○大島委員 

 私のメモには前回のお話の中で、単年度目標くらいで、社会教育・生涯学習連絡会議の

ようなものを作ったらどうでしょうといったことを書いてあります。 

○清水委員 

 私も今言おうとしました。 

○議長（野田分科会長） 

 そうですね。 

○大島委員 

 提言の中の下から４行目の「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」に入っているのかとも思います。 

○事務局（光担当主査） 

 できれば次のプランのところではと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 それはやって当たり前の話でしょうが、次期プランではきちんとした言葉を使って書い

て欲しいと思います。 

行動目標４ 文化資源の有効活用 

○議長（野田分科会長） 

私が１枚資料を用意しました。文化資源とは何かということを、辞書や学会などから引

っ張ってきたものなので、正しい視点はほとんどありませんが、目に見えるものの中で景

観とか、目に見えないものとしての伝統的な芸能やお祭りといった有形無形があるという

ことです。 

文化資源というのは、割と最近使われ始めた言葉で、日本発の言葉のようです。従来の

文化の捉え方をより拡張しようということなので、人々が作り出した全体が文化資源だと

いうことでいいと思います。 

従来どうしても文化財というと、神社・仏閣・絵画など、そういうものに限定しがちで

したが、そうではなく、食文化や景観のようなものも含まれますので、概念の拡張をして

いきたいということです。 

博物館、記念館のリストのようなものは何かありましたか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 それに特化したかたちで出しているものはありませんが、作成をすることは可能です。 
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○議長（野田分科会長） 

 例えば休みの日に茅ヶ崎に遊びに来た人が、駅前で手に取って歩くコースのようなこと

が書いてある半日くらいのコースのものなどがあれば。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 観光協会で発行したウォーキングマップですとか、茅ヶ崎全体の観光地図「ちがさきガ

イドマップ」があります。 

○議長（野田分科会長） 

 それに文化施設などは入っていますか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 入っています。 

○山口委員 

 目標の中に「文化を新たに発見・発掘する意識」とありますが、これが課題にも提言に

も出てこないのかなと思っています。どうやって新たに発見されるのか。相続で出てきた

りもするので、その部分がないと。庁内連携をお願いしないといけないのではと思います。 

○加藤委員 

 調査・研究・発見か。目標はもともとのものだから、入れるなら課題のところですね。 

○議長（野田分科会長） 

 文化財など、日頃からあたりをつけていますか。主だったお屋敷など。リスト化してい

るかどうかわかりませんが。そこと資産税課を連携させるとか。相続になるという話にな

れば、いち早く情報をキャッチして必要であればオーナーさんに話をするなど。だいたい

広い屋敷を分割して建売になり、駐車場になってしまう。それは阻止したいですね。 

○加藤委員 

 課題のところの２行目の「研究」の後に入れるかですよね。新たな発見だけでもいいで

すが、「調査・研究・発見について」。 

○議長（野田分科会長） 

 社会教育課の歴史建築物の担当と資産税課と連携して、所有権の移転が起こりそうなと

きには、個別に調査・研究して、必要とあれば話をするというのを制度化するというのは

必要ですよね。 

○山口委員 

 そこでオーナーさんと市が連携できていれば、残したものも他の市へ行ってしまうこと

もないかと思います。 

○事務局（髙橋担当主査） 

茅ヶ崎市として難しいところは、鎌倉や京都などでしたら歴史まちづくりの大きな位置

づけがあって、そういうものを大事にする、保護していくという方針があって、そこに向
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かって進んで行けますが、茅ヶ崎市の場合、何を拠り所にしていけるかという問題もあり

ます。今後どういう制度、どういう手法が大事なのかという問題はありますが、今後課題

や提言をいただくことで、市全体で課題を共有していけると思います。 

○議長（野田分科会長） 

 意識啓発というか、意識向上の件数などが必要かと思います。文化庁のそういう専門家

に来てもらって話を聞くとか、法律的には歴史まちづくり法がもうできていますが、実際

どうかというのはありますよね。 

○山口委員 

 京都や鎌倉、金沢は膨大にあると思いますが、茅ヶ崎は数えるほどしかない。それがあ

っと言う間になくなってしまうので、そういう制度がないのは当然だし、制度がないが故

に何もなくなることが目の前にあるわけで、制度がないからと言っていられないと思いま

す。 

当てはめるところが少ないので、逆にもっとできるのではないかと考えたりもします。 

 小田原辺りの山に保存樹林にしないのですかと聞くと、山だらけだからできないと言わ

れます。茅ヶ崎は航空写真で見ても何も無い。保存樹林を頑張るとか、そういうことも地

域によって違う必要性があるのではないかと思っています。 

 行動目標５ 連携・協働のしくみづくり 

○議長（野田分科会長） 

 課題の真ん中の「指定管理者制度を積極的に活用した方がよい」と前回そこまで言って

いましたか。指定管理者制度は一般的には失敗だと言われています。全部を拒否するわけ

ではないが、これだと強く活用した方がよいと断定になっているので、本当にやるのかと

いう話です。 

○山口委員 

 指定管理者制度も、うまくいっているのはやはり人です。そういう人がいれば指定管理

制度はあったほうが良いと思うし、全然動じないような人がいるとなぜ指定管理者制度が

あるのかと思ってしまいます。 

○議長（野田分科会長） 

 施設については、特定の種類によるが指定管理者制度も検討が必要かもしれないくらい

でよいのでは。おそらく手が挙がらないと思います。 

 民間企業が運営している図書館でうまくいっているところもいくつかありますけれども、

失敗しているものもあります。図書購入費で昔の旅行の本を入れたりして、重要な歴史の

資料を捨てたりしていた事例がありました。一方、街中で賑わって、良い運営をしている

ところもあります。 

 今出た意見を入れていただきながら、最後の２４ページの総括はそれぞれの４年度分の
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評価がありますので、それを踏まえて原案を作っていただいて、委員の皆さんに見てもら

うということでお願いします。 

 全体を通して、最終評価について何かご意見ありましたらお願いします。 

○加藤委員 

 もう一度スケジュールについて教えてください。 

○事務局（光担当主査） 

 本日いただいたご意見を踏まえたものを、次の３月に開催予定の推進委員会の中で出し

ていきます。次年度になりましたら、例えば２３ページの施策の方向の元年度のところが

空白になっていますが、重点戦略も行動目標も全て、そこを埋めた上で、改めて２４ペー

ジの総括というかたちで、原案を事務局で作成し、また皆さんからご意見をいただき、最

後の取りまとめをして最終評価を完成させます。 

○加藤委員 

 それは４月ですか。 

○事務局（光担当主査） 

 ４月以降です。集計に時間がかかりますので、おそらく６月か夏前くらいになるかと思

います。 

○浅井委員 

 前回お休みしましたので、可能ならで申し上げます。 

今まで９年か１０年間やってきましたので、やはり目標との整合性というものはきちん

と評価の関係で課題を出してくるというか、できなかったことはできなかったことで何故

できなかったのか課題になるだろうと思います。そこの整合性が、思いつきでお話が出て

いるのではないかというのが感じられます。 

全部やると大変だと思いますので、先ほど文化のところでお話しになっていたことが一

番そこに当てはまると思います。 

○議長（野田分科会長） 

 文化というと、文化資源のところですか。 

○浅井委員 

 いいえ。そこで議論されたことは、私が申し上げたいことに一番当てはまることですが、

目標に対して何かきちんと言っておかないと評価にならないのではないかと思います。本

当はそれで課題を出してくるものが、違うところから課題が入ってきているような気がし

ます。 

１０年前の目標ですから、今それがふさわしいかどうかということも検討しなければな

らないですが、それはそれで現状に合わせた課題だろうと思うのでいいと思います。が、

何か目標に照らし合わせたところを一言でも入れておかないとバラバラの評価表になって



- 14 - 

しまう可能性があるのではないかと思います。 

今までやってきたこの評価も、きちんとこれを前提にして課題を出す必要もあるわけで

すよね。そこの整合性をどうやって見たらよいのかと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 おそらく浅井委員がおっしゃっているのは、数量的な評価をメインでやってきているの

で、ここで言うと主な取組みのところ、これに対する評価が見えてないということですか。 

○浅井委員 

 それだけではなくて、目標に対して取組んだものが抜けてしまっています。そこをどこ

までひとつひとつ指摘するのか。全ては大変なので、重要なところだけで良いと思います

が、一言入れておかないとこれは何の最終評価なのかということになると思います。 

例えば、先ほどの行動目標４でしたら、市民が文化資源に関する知識に理解を深めて関

わっていくということと、普及啓発活動を継続的に行うということと、情報発信をすると

いう目標を分解して、それに対して本当はそこに１０年間の評価が入るのですが、その評

価がありませんから課題のところに入れたら良いと思います。できなかったとしたら、何

故できなかったのかを入れないとバラバラになってしまっていると思いました。全てをや

るのは大変なので重要なところだけ入れていただければ良いと思います。 

○加藤委員 

 その前に、このものは定型フォーマットですか。 

○事務局（光担当主査） 

 違います。 

○浅井委員 

 違うのですか。そうすると、最終評価から落ちるのですね。 

○加藤委員 

 これは市の中で決まっていて、このかたちで出すフォーマットではないということです

ね。 

○事務局（光担当主査） 

 はい、そうではありません。 

○浅井委員 

 もしもそうなら、目標の達成度がやはり評価になりますから目標との関係で記入したほ

うが良いと思います。 

あと、１０年前とは違っているところが出てくるところが課題とか提言のところにまた

入ってくると思います。 

○事務局（光担当主査） 

 そこがわかりにくいところですが、施策の方向で、目標というのは数字化したものを立
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てていますので、まずそちらができたかどうかというものが来年度出てきます。それを踏

まえた総括を最後にまとめたかたちで、こういったことが良かった、こういったことがで

きなかったから次のプランではこうしたほうが良いというものを今記載していくイメージ

なのですが、そこをそれぞれに作った方が良いかどうかですよね。 

最後のまとめとして、全体でこうでしたというものを数ページ書いたほうがわかりやす

いのか、それともそれぞれの重点戦略、行動目標ごとに記載していくかというところです

ね。 

○議長（野田分科会長） 

 両方必要だと思います。それぞれのところで目標を掲げてこうやってきました、それで

どうだったのか。今、浅井委員のおっしゃっている目標に対しての達成度は必要だろうと

思います。そこは簡単でも良いと思いますが、そういう対応するかたちでの形式が必要で

あるということと、それはまた総括のところでもコンパクトにもう１回必要なのではない

でしょうか。それが一番大事ですよね。 

○事務局（光担当主査） 

 指標のところにそういった視点で、例えば行動目標４でしたら２１ページのところが数

値的なことしか書いていないのでこの下に具体的に書いていく。 

○加藤委員 

 もう一度教えて欲しいのですが、出すのはこれだけでしたか。前に今までいろいろやっ

てきたもの、論議をして評価してやっていたものは、これに全て集約されてしまったので

すか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 最終評価の議論に関してはこちらに集約されていきます。 

今までたくさんのペーパーを見ていただいてきたものは、個別の昨年度の評価をいただ

くときの資料だと思います。 

○加藤委員 

 これがそのダイジェスト版かと勘違いしていました。 

○議長（野田分科会長） 

 よろしいでしょうか。後のフォローは事務局のほうでよろしくお願いします。 

 

〔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） 

 続いて、議題２ 次期文化生涯学習プランについて、まずは事務局から説明をお願いしま

す。 
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○事務局（髙橋担当主査） 

 次期文化生涯学習プランについて、ご説明させていただきます。 

 まず資料２の次期文化生涯学習プラン構成案メモを中心にご覧いただきたいと思いま

す。今後は、来年度に向けて次期プラン策定にあたって具体的に検討していきます。この

資料には、このような要素、ページ立てが必要なのではないかというところを記載してい

ます。一般的なつくりとして、表紙があり、市長挨拶があり、目次があり、こういう要素

が必要となってくるのではないかというところです。 

 本日の議論でも非常にたくさんのヒントが出てまいりましたが、これまでの分科会の中

では最終評価の作業を通じて、今回のプランの反省や次期プランへの提言へ落とし込むべ

きことや視点などがたくさん出てきたと思います。また、そういったところを反映するた

めに、こういったページ立てや、必要な要素をまずお示ししました。 

 また皆さんから、こういった視点ですとか、こういった方向性のものを見せたほうが良

いのではないかということや、ここまで目標を掘り下げすぎると逆に難しくなるのではな

いかといったところの考え方の参考になればとご用意したものです。 

これまでの最終評価での反省等も踏まえまして、こういった視点が新しいプラン策定で

は必要になるのではないかということを、左側に▼の文章で示しています。 

前プランの反省をふまえ、これからの時代にフィットするプランへということで、今日

の議論でも IT 技術の発達が著しい中でポータルサイトなどがなかなか追いついていけな

かった部分や、さらにこれから社会の変化がより激しくなってくると思いますので、そう

いう中でこのプランというものを出したときに、どうしたらフィットできるかというのは

大事な所かと思っています。 

先ほど土地利用のことなどもありましたが、そのあたりもこれから社会の変化の中で変

わってくると思います。目の前のことに集中してしまう部分もありましたので、よりダイ

ナミックなことが難しかったところもあったと思います。そういう意味でもこれからの時

代にフィットするプランがあるかと思います。 

また文化生涯学習の連動・統合という茅ヶ崎独自のコンセプトは継承していくものです

ので、さらにそこを意識していくようなものと、全市全庁的なプランとして機能するよう

他の計画との強い連動を図る。これまでの議論の中でも文化生涯学習課のものなのか、全

体的なものなのかというところで、なかなか立ち位置が難しいところもありましたので、

より全体的なものとして機能するためにはどうなのかというところも考えなくてはならな

いかと思います。 

まちづくりに寄与する文化生涯学習政策を意識するというところで、より文化や学びの

価値をまちづくりや他の分野において活用できるようなものにしていかなくてはならない

視点も必要かと思います。 
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 また、行政・市民、文化生涯学習に関わる全ての人にとっての共有指針となるプランへ

というところで、これからの時代の中では行政だけではなくて、より市民の方々、いろん

な団体の方々と一緒につくっていくことが必要になってきますので、そういった方々の共

通言語で捉えられるようなプランになっていく必要があるのではないかという視点です。 

 もちろんこれ以外にもたくさんのことがあるかと思いますので、こういったところを意

識しながら、それを具体的にどう表現していくかというのがこれからの作業になるかと思

います。 

 こういうふうにページ立てて、ひとつひとつやっていくと難しいと思いますが、基本的

にこれまでの議論や、以前示したものの中で、ある程度表現されているものを少しブラッ

シュアップして書き込んでいくことが設計図としての構成案です。 

簡単に説明させていただきますと、表紙や市長挨拶、目次は定型的なものとして入りま

す。 

第１章でまず計画の趣旨というところになってきますが、こちらは参考資料４ですでに

示しています茅ヶ崎市文化生涯学習プラン策定基本方針というものがございます。文化生

涯学習プランは茅ヶ崎独自のものですので、文化と生涯学習を連動しながら、きっかけづ

くりから還元までのサイクルをつくるという考え方のものは継承していきます。このあた

りの趣旨や背景などが、こちらで表現されていくことになります。 

続いて、計画の範囲と位置づけというところがポイントになってきます。参考資料１と

して、お配りした茅ヶ崎市総合計画。こちらが市の全体のプランで、まずこれに基づいて、

市のあらゆる個別計画等も進めていくというものになっています。 

こちらの素案は、１月２０日付で私たちに出されたもので、基本的に６月の議会で決定

します。なので、ベースはこちらで進んでいきます。 

５ページをご覧ください。計画推進に向けてというページに総合計画の構造について図

示されています。まず将来の都市像があって、それに向けて様々な政策目標を立ててそこ

に向けて進んでいきましょうというものです。その政策目標を具体的な事業としておとし

ていくというようなものが、その下の重点戦略になります。 

今進んでいる総合計画というものは、将来の都市像から実施計画の部分までが全部連動

していて、実施計画においては全部の個別事業が載っているかたちになっています。全部

の個別事業について担当課が決まっているというところまで決められているというもので

すが、今回の総合計画に関してはそういうことはせずに、実施計画は今後作っていきます

が、もう少し大きな思想で重点事業くらいの考え方でいくということです。 

今の総合計画では、目標も各課と連動してるので、今まで私たちは私たちの目標しかな

かったものが、複数にまたがるということもあり得るという構造になっています。実施計

画自体はこれから作っていきますので、どういうふうになっていくのかはその動きを見な
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がらになります。 

続きまして、総合計画の３１ページにある「笑顔と活力にあふれ みんなで未来を創る

まち ちがさき」が、今回茅ヶ崎市の目指す将来の都市像となっています。「笑顔」「活

力」「みんなで」「未来を創る」の中に、それぞれの意味を解説として書いております。ま

ずこちらに向けて、さまざまな目標を立てて施策をうっていこうという構造となっており

ます。 

 続きまして、３４ページをご覧ください。 

第５章 政策目標として７つの目標が立てられています。こちらは将来の都市像に向け

て、目標を掲げて進んでいこうという構造になっています。私たちの文化生涯学習の部門

に関するものは、いろいろなところにまたがっていく可能性もあると思いますが、基本的

には４番の「誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち」が文化生涯

学習プランに関わるところになります。ここの部分の個別プランというのがベースとして

の考え方になっています。 

 さらに政策目標を書いてあります。４２ページをご覧ください。 

それぞれの個別目標がありますが、４番の「誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自

分らしく暮らすまち」のところが記載されています。２０３０年のありたい姿とか、それ

に向けての取組の方向性などが書いてありますが、この取組の方向性「①学びの機会の充

実と地域文化との創造の促進」が、文化生涯学習が担うポイントになってきます。特に１

番目と３番目が、それぞれ、文化と生涯学習に関わるところとなっています。ここは少し

難しいのですが、２番目は教育委員会の社会教育が取り組む方向性、４番目はスポーツ推

進課が取り組む方向性という考え方で構造を重ねています。目標に向けて成果指標として

右側に指標①「学びの機会や文化・芸術、スポーツに触れる機会が充実している」と思う

市民の割合ということで、この意識調査をしながらはかっていく、１０年間を見ていくと

いうような構造となっています。 

 またこちらの総合計画のほうは改めてご覧いただきたいと思いますが、まずこちらのベ

ースに則って私たちの個別プランも考えていくというものになっております。 

 計画の範囲と位置づけいう考え方になりますが、計画の範囲はどの目標の部分にのって

いるのか、位置づけというのは市の総合計画の中でどこに位置しているのかというような

話になります。 

ひとつ参考にしていただきたいものが、教育基本計画です。こちらも現在作成中ですの

で、今まさに策定に向けた議論がなされているところです。２ページをご覧ください。「計

画の範囲と位置づけ」として総合計画と連動して教育基本計画はどこの部分を担おうとし

ているプランなのかが書いてあります。先ほどありました同じく４番「誰もがいつでも学

べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち」というところと、１番の「子どもが希望を
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持って健やかに成長し、次代を担うひとが育つまち」。子どもたちの教育というところが、

この教育基本計画の守備範囲であるという考え方になります。 

基本的に私たちは４の政策目標をベースにした個別プランになっていくのですが、他の

分野に関しても横断的にどういうふうに提供していくか検討しながら進めていくというと

ころになっております。 

今日は総合計画と、教育基本計画と、茅ヶ崎市都市マスタープランのものだけをお持ち

しましたが、例えば男女共同参画であれば男女共同参画のプランがありますし、スポーツ

であればスポーツの推進プランがありますし、福祉であれば福祉計画があります。そうい

うものと連動しながら、それぞれの持ち分のところをどういうふうにやっていくかという

のがベースになってきますので、前提の部分で計画の範囲と位置づけをまず書いていかな

ければならないとなっています。 

構成案メモに戻りまして、まず計画期間というものがあり、１０年間と決まっておりま

す。あとは第２章の国や県の文化生涯学習に関する動向も改めて書いていく必要がありま

すし、その中で茅ヶ崎市はどういう状況かというところも書いていきます。それに関連し

て資料３としましてアンケートもとりましたので、その内容も記載していくようなかたち

になっていきます。これらを踏まえて新しいプランの材料になっていくというところにな

ります。 

また、構成案の第３章として「茅ヶ崎市文化生涯学習地域別概要」の案です。こちらの

部分については、都市マスタープランというものがあります。茅ヶ崎市まちづくり、その

都市計画のベースとなるマスタープランになります。 

１ページ目をご覧いただきたいと思います。都市計画法に基づいて作られた計画という

もので都市づくりの目標を設定していますが、全体体系図のところで、地域別構想という

ところが右下部分に中心市街地地域、南東部地域、南西部地域、北東部地域、北西部地域、

北部中央地域、北部丘陵地域と設定をされていて、中のほうを見ていただくと、それぞれ

の地域について将来像やどういうプランニングが必要か書いてあります。 

例えば１４、１５ページですと、中心市街地地域、南東部地域が書いてあります。中心

市街地であれば、さまざまなサービス機能等々が集約していることや、南東部は古くから

別荘地として選ばれてきた風土を継承するようなことでまちづくりの基本姿勢としていま

す。中心市街地には文化会館や市民ギャラリーや美術館などが集約されていますし、南東

部で言うと、開高健記念館やゆかりの人物館などの文化施設がありますので、例えばこう

いう地域軸での文化の特性を生かしながら、どういうまちづくりの中で文化の価値を生か

していくかという視点を考えるのが良いのではないかと思いました。このようなさまざま

な個別プランと連動していくことで、文化の価値を様々な面で全体として活用していける

ようなフックをかける意図でこういった案を出しています。 
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構成案メモに戻りまして、第４章のほうでは全プランの総括で、今やっています今回の

総括を踏まえて、どういうふうにしていくかというところで、第５章から基本理念、体系

図、目標ということで、具体的にどういうことをしていくかを考えていきます。地域別の

展開を書いていくのか、目標ごとの階層であれば、これをどこまでのレベルで書き込んで

いくか、さっきの総合計画は全部の個別事業をやっていくのではなくて、代表的なものを

やっていこうというものもありましたし、どの辺まで書き込んでいくかということもあり

ます。 

そして第６章では、主に来年度中心となるいろんなものがあるかと思いますが、評価や

進捗管理をどうするのかという構造が必要になってくるかと思います。 

最後には表紙や市長挨拶と同様に、これまでの審議経過とかそういったものを載せる。

概ねこういった構造になるのではないかとなっております。 

裏面は、前回の分科会でもお配りしましたが、現プランの目標立てとかを踏まえて、次

期プランはこのくらいの目標ではいかがでしょうかというところでお出ししたものです

が、こちらもまた、自由に皆さんのご意見をいただきながら考えていって直していきます。 

今日、こういった資料等を見ていただきまして、皆さんからこういった要素が必要では

ないかなど、いろいろなご意見等をいただければと思います。事務局でそれを落とし込み

ながら、新プランの構造をつくっていこうと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（野田分科会長） 

 アンケートについてお願いします。 

○事務局（光担当主査） 

 茅ヶ崎市文化生涯学習に関するアンケートの集計が終わり、結果をまとめました。１月

８日から２月１４日まで、約１ヶ月ほど行いました。回答者数は４１６人。１ページ目に

年齢別と前回ご指摘がありました茅ヶ崎市の人口分布との比較を載せております。やはり

全体的には６０代以上の方で約６割というかたちで回答をいただいている状況になりま

す。 

 ２ページ目に回答者の職業と茅ヶ崎の在住歴の内訳となっています。３ページ以降が今

回のアンケートの結果になります。プランに落とし込む段階ではグラフ化や、もう少し見

やすい形で展開していきますが、今回は参考資料ということであくまで数字のみの記載と

させていただいております。 

 結果につきましては、問１「文化生涯学習に関する意識調査」について回答項目ごとの

人数と割合を出しています。問１は５問全て自由記載の項目がありませんので、１～５ま

でのいずれかを選択するかたちになります。 

 ５ページ以降が問２「文化生涯学習全般に関するアンケート」になります。こちらは複

数回答可能で、どういった取組や事業展開があればもっと興味を持つか、そういった視点
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で設問を６問記載しています。それぞれの設問におきまして自由記述を設けておりますの

で、表の下にその他の意見としていただいた内容を記載しております。こちらについては

それぞれ回答数が多かったものを上から並べ替えたかたちになっています。アンケートの

取りまとめについては以上です。 

○議長（野田分科会長） 

 これはまだ案だと思うので、修正ができたらですが、１ページ目に調査方法を入れて欲

しいです。これは調査用紙を配ったのですか。インターネットではないですか。その部分

については記載してください。対象のところで一括しても書いて良いと思います。こうい

うところに来た人たちに調査用紙で配って回収と記載して欲しい。 

○事務局（光担当主査） 

 インターネットでも回答していただいております。 

○議長（野田分科会長） 

それを足した数字が４１６人ですか。 

○事務局（光担当主査） 

 そうです。紙とインターネットで４１６人です。 

○議長（野田分科会長） 

 やはり回答者の半分が６０代～７０代。グラフ化したらはっきりわかりますね。 

 今の説明に質問ありますか。 

○清水委員 

 インターネットはどのくらいの割合の回答でしたか。 

○事務局（光担当主査） 

 まだ割合まで出せていません。４番の回答者数の中に表記したいと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 次期プランの構成案メモ、及びアンケート結果について何かありますか。 

事務局のほうではアンケートを集計した感じはどういうふうに受け止めていますか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 今回、茅ヶ崎在住歴をお聞きする中で３０年以上の方が４７％の内訳も４０年の方から

ずっと住んでいた方からこの差はあると思いますが、１０年から２９年の方も１００人以

上いらっしゃって、移住者というか、茅ヶ崎市のベッドタウンとしての特徴があるのかと

改めて捉えています。設問の仕方もありますが、そういった方々も含めて、「伝統的な祭

りや伝統的な建物などの存在が、地域にとって愛着や誇りになる」というところが２６９

人いらっしゃいますので、移住者に限らずそういったところはあるのかと改めてその価値

みたいなところを感じているところではあります。「文化財や伝統的なまちなみの保存な

どの文化的な環境に満足しているか」という項目には、若干満足が減るところも特徴とし
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ては面白いかと思います。 

 あとは４ページの５番目の質問で寄附に興味がありますかという質問で「興味がある」

という方が１、２番を足すと４０％以上と一番多い割合になりますので、そういったとこ

ろにご理解がある面が見られるかと思います。 

 個別に見ていますが、８ページの５番「生涯学習を通じて学んだ知識や技術をどのよう

に生かしたいですか？」という質問で、理想としては「地域や社会での活動に生かすため」

に生かしていただきたいと思ってしまいますが、一番高かったのは、当然だと思いますが

「自分の人生を豊かにするため」でした。こうしたところをどう仕掛けていくか、しかし、

「生かしたいと思わない」「学習したいと思わない」という方はいらっしゃらなかったの

で、そういったところもフリーアンサーなども含め、分析はしていこうと思います。茅ヶ

崎らしさ、茅ヶ崎ならでは、みたいなところも出てくるところもあったかと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 クロス集計もされると思うので、年齢ごとに見た傾向はどうかや、地域特性はどうかな

ども後で読み取れると思うので、ぜひそういう活用をしていただければと思います。 

 宿題が配られていましたが、加藤委員のほうからお願いします。 

○加藤委員 

 宿題でした次期生涯学習プラン検討案として、一番左側が市の総合計画の骨子です。今

事務局からご紹介がありました骨子ですが、これはネットから引っ張ったもので少し中身

が違っています。それに何が書いてあるのかが一番左側。真ん中の次期プラン案というの

がこの間いただいたもののある部分、そして３番目の基本目標案というものが、こういう

ことでどうだろうという私の個人的な考え方です。 

それから、それぞれのものの対象者や場所などの切り口にしたらどうなるか、これは自

分の頭の整理です。検討項目と言うのがセンターポイントというか、まとめ部分が無く、

やはり生涯学習というと狭いので、例えばバーチャルの文化生涯学習センターというよう

なものを作った方が良いのではないかというのが私の案です。 

強調文字でできることがキーポイントかと思います。例えば総合計画の政策目標４の「誰

もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち」とありますが、それのブレ

イクダウンしたものが、「いつでもどこでも」や「習得できるように」「学習の場や多様

な人が交流する機会を創出」がそれぞれキーだろうなと、その次のランクは「子どもから

大人まで」や「文化芸術」とか、そういうものをまとめて次期プランのところを見てみま

すと、たくさんのキーが中に入っています。 

例えば「日常に文化と学びの場面が溢れるまちづくり」と言うと、４つのキーが中に入

っているのではないかと思います。例えば「まちづくり」というのはここの目標の１に置

くのか、もっと全然上のレベルが違うところであるのではないかという切り口です。 
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次期プランが難しすぎるというか、何を言っているのかわからないので、目標はもっと

単純明確にするべきではないかと思いました。基本目標案のところに書いたのは「いつで

もだれでも文化に触れて学べる」ということではないかということです。切り口がそれぞ

れ「活動したい人が誰でも活動や活躍ができる」というのが２番目のところではないかと

書いてあります。 

１と２が基本。一番勉強できて活躍でき、その結果がまちづくりになれば良いわけです

から。その下の３つの目標はそれをサポートするような項目ではないかと思います。文化

と学びの蓄積と継承というものがあるとしたらやはりそれはやらなければならない。 

それから文化と学びの支援システムの構築というのは、基盤を作るというのはシステム

ですから、基盤と言うよりは仕組みをきちんと作らなければならないと書いてあります。 

最後のところは課題解決体制、要するに時代でいろんなものが変わっていくから、変わ

っていくことをちゃんとキャッチアップして、どう今の計画に反映していくか、今もある

だろうそういうチームをはっきりさせてつくっていけばまわるのではないかというイメー

ジです。 

対象者と書いてあるのは、例えば誰でもと言いますが、誰なのかということで、たくさ

ん書いた方が良いというので書いてあります。それから場所というのも大事で、前から言

っていますがやはり居場所は必要。近場が良いとか、そして距離の平等化など本当にある

のか、交流場所はあるのか。空欄のところはだいたい上と一緒だとかそういうイメージで

書いてあります。 

よくよく考えていたら文化生涯学習課というところで切ってしまうと狭まってしまっ

て、協力体制になってしまう。協力体制ではダメかなというのがあります。 

 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館というバーチャルな博物館がありますが、学習セン

ター的なものを設けて、そこへみんなが入ってやるようなことにしないと施設もそうだし

学びの中身もそうだし、きちんとした話し合いができないのではないかということがあり

ます。 

まるごと文化生涯学習センターが良いのか文化生涯学習まるごとセンターが良いのかわ

かりませんが、そういう建物があればそこで全部できるので一番良いですが、これから作

ることもできないので、そうした時にこんなものを作って、そこへ統合すればまとめると

きに話がしやすいのではないか。その中でそれぞれ具体的にどうやるかというのは右端の

ほう（ちがさき市民大楽、交流サロン、市民講師、文化会館、ゆかりの人物館などなど）

にいくらでもあります。 

野田分科会長から宿題をもらって、あなたが夢を描くとしたらどうかと言うと１番２番

の誰でもが学んで誰でもが活せるというのがいいなと思います。それをやるためにどうし

たらいいかというと、センター的なものをかたちでも良いから作って、そこで市民もみん
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なが論議して、できればよいのではないのかなぁというところです。 

 

○議長（野田分科会長） 

 今説明いただいた次期プランの案が、やはりいろんな要素がまぜこぜになっていて、そ

れを分解してすっきりしたと思います。行政の文章はそうなりがちなのですよね。違うこ

とをひとつの文章でまとめてしまっているので、それは後々大変になるので最初から切り

分けたほうがいいと思います。 

この加藤委員の案で良いなと思うのは、上の二つが基本で、後は条件整備というのが目

標、ただこれでいいかどうか、視点で落ちているものがあるとか皆さんからも言っていっ

ていただきたいし、これから残りの時間は、今の構成案も含めてどうしていくのか入口の

議論を進めていったらと思います。それはこれまでやってきたプラン推進委員会の反省も

踏まえて、よりいいものにしていくというのが我々の一番大きなミッションだと思うので、

大きな話も踏まえてぜひ皆さんのほうからご意見をいただければと思います。 

この加藤委員の案もすごくいいので、これも使っていったらと思います。特に基本目標

案のところ、これがベースになるかと思います。もう一度参考にしていただきながら。 

 バーチャルの文化生涯学習センターとは、要するにそういうサイトを作って、どこでも

いけるようにしておくということですね。 

○加藤委員 

 何かかたちを最初に作らないとわからないですから。そういうイメージです。 

総合計画の骨子の一番上の段で「いつでも どこでも」とありますが、「いつでも」は

いいですが、「どこでも」というのが本当に言葉として成立するのかというのがあります。

どういう意味なのかと思いました。 

○議長（野田分科会長） 

 スマートフォンで。若い人はもうパソコンは持たない。 

○加藤委員 

 どこでもというのが、自分の中では咀嚼できなかったです。 

○大島委員 

 そういう意味では、場として設定されたものでなくてもいいということなのかと思いま

す。今おっしゃったように、スマートフォンでもいいし、いろんなところでできる。その

気になったときに、時間が空いたときに文化に触れることができるとか、そういう意味か

と私も思います。 

まちづくりというものは、どこまで大きなことができるのかとは私も思います。 

○加藤委員 

目標２のところの次期プランのところにも「多様な場面における」「文化と学びの価値
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の」「創造的活用」とありますが、こういうのも非常に難しいと思います。総合計画骨子

にも書いてある矢印部分、これを具体的に落としていくというのは今までもやっています

が、そういうことがたくさん入っています。 

○議長（野田分科会長） 

 例えば英語に訳してみようとすると、いかに複雑かがわかります。英語ではひとつひと

つ具体的に表現するしかなくなりますから。１０年間耐えられるようなシンプルなものが

良いと思います。 

○加藤委員 

 そう思います。なので、目標３の「たしかな」と言う言葉も難しいと思います。 

○議長（野田分科会長） 

 これはいらないですね。 

○加藤委員 

 目標４も「市民と企業」となっていますが、市民と企業だけかという感じもします。 

○議長（野田分科会長） 

 清水委員からはいかがですか。 

○清水委員 

体系と関係ないですが、この間ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の事業で市役所でコ

ンサート等を開催しました。現代音楽等の新しいものを、特にお子さんに音楽やダンスや

ジャンルを問わず、自分が創作する方向で触れて欲しいと思っています。この前は、思い

切ってオール現代音楽にさせていただいたのですが、意外と皆さん人が集まって来まして、

すごい楽しんでくださって、来てくださった方がまずはグローバリズムの勝利なのですっ

て。 

○議長（野田分科会長） 

 曲はどのようなものをやったのですか。 

○清水委員 

 茅ヶ崎ゆかりの音を聴くというもので、私が川上音二郎の当時の台本を使った復刻演劇

のために作曲した曲と、国内外でご活躍されている現代音楽の作曲家に茅ヶ崎と音二郎を

テーマに作ってもらった不協和音のものと、山田耕筰が作ったアバンギャルドなものです。

２階からも皆さん見てくれてびっくりしました。地域に根差している山田耕筰が、ドイツ

に留学して新しいものに興味を持っていた時に作った曲だとか、それを言うと皆さん聴い

たことがない音楽でもすごく聴いてくださって、そういう土壌などを絶対何か作った方が

良いなと思ったのがひとつと、この間お配りした栃木県の山田耕筰の展覧会へ行ってきま

したが彼が音楽だけではなく、美術界にも、ダンス界にも、日本に帰ってきてもダンスを

振り付けしたり自分の音楽を演奏する建築まで考えたり、すごくグローバルなスケールで、
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ジャンルにとらわれず活動していたのを見て、川上音二郎も世界を回ったり、そういう総

合的な新しいものに興味を持ってもらったり、茅ヶ崎は総合的に活躍できる人や興味の持

ってもらえる人がいる土壌なのだと思います。この間もたくさんの人が観てくれたので。

歴史に基づいてかつ、新しいものをやる。お客さんから、音楽のまちだと打ち出さないの

かと言われましたが、音楽のまちは川崎とかでもうすでにうまくやっている。文化生涯学

習課のコンサートのときに配った茅ヶ崎と芸能というパンフレット、あれがすごいじゃな

いですか。川上音二郎とか、演劇界、團十郎、音楽は山田耕筰、映画は小津安二郎。貞奴

と山田耕筰は一緒に演劇をつくったりしていますから、すごいつながりがある。これをオ

ールジャンルで「藝能のまち茅ヶ崎」のように、とにかく売り出すわかりやすいものがあ

れば良いのではないかと思いました。 

まちづくりではないと今おっしゃっていましたが、逆に「何々のまち」として文化的な

ことを打ち出したほうが、それで一貫してわかりやすく総合的にいろんなものを、茅ヶ崎

では演劇や何でもあって、文化人の交流の場、文化の発祥の地だと売り出すのが一番いい

のではないかと勝手なことを考えました。 

○加藤委員 

 おもしろいですね。 

○議長（野田分科会長） 

 今の話は茅ヶ崎市ゆかりの作家と作曲家、それは文化資源という話ですし、まちづくり

で言うと創造都市ネットワーク日本に茅ヶ崎市は入っているわけだから、そういう打ち出

し方もありますよね。もうすでに雄三通りや、サザン通りとかやっているわけですから。 

あともうひとつ形で言うと市役所でコンサートはやっていませんか。 

○事務局 

 やっています。 

○清水委員 

 でもグランドピアノが欲しいです。 

○議長（野田分科会長） 

 ピアノは運ぶのですか。 

○事務局 

 ピアノ（アップライト）を１台置いてあります。うちの課の管理で年に４回ほど使用し

ています。 

○議長（野田分科会長） 

 横浜市役所はほぼ毎日やっています。あと意外と市議会の議場でやります。議会が開い

ていないとき。 

 では、大島委員、全般について。 
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○大島委員 

 今おっしゃったように、いろんな所で触れられるというのが良いと思います。市役所も

そうだし、もちろん美術館もあるし、文化会館もあるし、他の所でも良いのですが、あち

こちで芸術に触れられる、文化に触れられるというような構造が良いと思っています。そ

ういうことを積極的にできるような行動目標などがあったらいいなと思います。それはシ

ョッピングセンターみたいなところでもいいと思っているし、あまり肩肘張らずに、日常

的に触れていけるというところを目標にしたいと思います。 

 それが今言ったような芸術のイベントであっても文化のイベントであってもいいし、そ

ういうことに自然と触れられるような機会を増やしていけたらいいなと思っています。 

○議長（野田分科会長） 

 では浅井委員お願いします。 

○浅井委員 

 今お話がありました、単純化してわかりやすいものを作るということは大切だと思いま

す。 

ひとつ、まちづくりには考え方が２つあります。生涯学習のこともありますが、行政が

やるということでこの評価ははっきり言って甘い評価です。達成度の評価で。有効性とか

費用対効果を求められること。行政が圧倒的資金を投入したものに対して何を打ち出すの

か問われたときにそれに対する答えを持っていないと、この領域は無くなっていくだろう

と思います。 

まず茅ヶ崎市は生産人口が多いのでおそらく今は豊かなのだろうと思いますが、これか

らそういう時代でもなくなりますので、そこは市のために何をやるのかは入れておかない

と、勝手にそれぞれお金がかかるからやめなさいということになりかねないのではないか

ということです。そこを守り切れるという確信があるのでしたら地域づくりに関わらなく

ていいと思います。そこが怪しいのでしたら。やはり公的なお金を使うので、そこをどう

するかの答えを持っていないといけないだろうということです。良し悪しはいろいろある

だろうと思いますがそれがひとつです。どう考えるかは市民の方が選べばいいと思います。 

 また、バーチャルのところは大切なことだと思いますが、前回のところで結局できなか

ったことが行政としてできるのかということですよね。重点目標の２のところが結局ダメ

になってしまった。ただしこの総合計画のどこかに書いていますが、新しいツールといい

ますか、具体的に何をやるかわからないけれど、書いてあることは書いてありました。ど

こまでやる気があるのかわからないのですが、そういう確証がないとどうするのでしょう

かと思います。 

バーチャルどうのこうのって言わばプラットフォームだと思いますが、本当はすごく大

事だと思います。でも行政としてできるのですか。これを作るときも重要だとミッション
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が打ち出されて本当にその通りだと思ったのですが結局ダメだったのですよ。だから、そ

れは私たちもわからないですね。 

○大島委員 

 そういう経験をされた後に、今回はどうしたほうが良いと思われますか。 

○浅井委員 

 ズバリ必要ですよ。時代の中で。だから逆に茅ヶ崎市としてそれをどう考えるのですか。

もちろんこの課で持たなくても良いです。 

○議長（野田分科会長） 

 これは次期プランだから、そこは重要だということで認識を持ち、必要なら強調してぜ

ひやっていくべきだとするのが大事ですね。 

○浅井委員 

 ICT の時代ではなく、AI の時代なのに、何もそれをやらないでどうするのかとは思いま

す。逆に私たちは必要ですと申し上げられるのですが、行政としてそれを検討していただ

きたいことだと思います。 

○加藤委員 

 これから統合しようとか、いろんなことをしようと思ったら、やらざるを得ないと思っ

ています。それができないとなったら本当はいらないわけだから。 

○議長（野田分科会長） 

 いろんなことにつながっていて、さっきのアンケート調査の半分くらいが６０代～７０

代になってしまっているから、そこも同じ問題の反対の側面だと思います。若い人たちが

ここでやっている事業に何故足が向かないのかということと、IT 化が進まないということ

がおそらく財政当局から見ると同じなのですね。ですから両方イノベーションしていくし

かないのでそこはぜひ強く次期プランでは行っていくと。 

○浅井委員 

 市の方針としてそこをどうするのか探っていただきたいと思います。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 私たちも今作りながら考えている中で、今回の資料の中で目標の階層をどのくらいまで

深くするか、その辺りまで連動してくると考えます。茅ヶ崎市財政健全化緊急対策の素案

を取りまとめたりしていて、かなり予算的に工夫を要する中で、必要なことはやっていき

たいし、手法をどうにか工夫してやっていく必要があるというのは考えています。その中

で、何々システムを作りますと言ってしまうと、できないとなってしまうかもしれません

が、こういう方向性でやっていく、その辺をどう設計していくのか私たちが考えて探って

いく必要があるとは思っています。 
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○議長（野田分科会長） 

 他の事業をカットしてでも需要がありますよという姿勢で臨まないと、特に重要だと言

わないとなかなか通らないかもしれませんね。 

○山口委員 

 これから小学生にプログラミングの授業が入るという時代です。１０代にしてＡＩは触

らないと立ち遅れもいいところで、やはり最優先にしていけば乗り切れると思います。 

○議長（野田分科会長） 

 ぼやぼやしてたら民間企業がやってしまうのですよね。そのほうがいいかもしれない。

市が乗ればいいのだけれど。でもやはり市の立場、市民としてはもう少し細かなところで

やりたいですよね。 

○山口委員 

 私たちは NPO を作ろうとしていますが、NPO でないと活動できないのでという行き詰

まりを感じたものですから。 

さっき清水さんがおっしゃった茅ヶ崎と藝能のパンフレット、あれは茅ヶ崎市美術館の

１５周年のときに作ったものなのです。ずっと川上音二郎を追っていく中で９代目團十郎

を音二郎が、小津さんを是枝さんがということで、今是枝さんが茅ヶ崎館にいる状態で、

それを骨子にしていくのであれば、いくらでもやっていくだけの力のある人はいると思う

ので、そういう人を協働でいれるための組織づくりというか、システムとか、それはお金

のかかることではなくて、お金が無いのはみんなわかっているので、こういう事業に対し

てはどうしたらクラウドファンディングできるだろうか、それをやはり市が旗を振ってく

れていれば固定資産税のところにも入れるし、詳しい情報がわかればどこをどう接するか

というのはみんなが考えればいいことで解決していくと思います。 

 AI に関しても、IPC に関しても、小学生のような若い人たちがどんどんプログラミング

をしていくような時代ですから、５年後には中高生が背負ってくれるかもしれないですよ

ね。その時にどれだけの伝統と歴史とか、茅ヶ崎が形作ってきたものをそこに組み込むよ

うに用意してあげられるのかというのが大切なのではないかと思います。用意しましょう。 

○議長（野田分科会長） 

 改めて用意というのはどういったことですか。 

○山口委員 

 ずっとやってきて、この前の宿題というもので、いろいろ枠をはめながらやってみたの

ですが、文化と学びの場面のあるまちづくりですよね。これは出前講座とか、そういう人

材を充実させるとか、発表の場の充実だとか、そういった文化資源を知る論点。どこをど

うすると知ることができるのかとか、そういうところの積み重ねであるのかなと思います。 

また「たしかな文化と学びの継承」、これは何だろうと思いました。すごく芸能人が多
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いとか、茅ヶ崎の土壌が何かを生んできたなど。そういったことも情報としてきちんと集

めることができないといけないし、交流や相談で、図書館がもう少しいろんな資料を出し

てくれないと、これについて聞いても中の人が知らないとか、これは出せないとかで、も

っと情報がどこにいけばわかるのかという部分を図書館は持っていて欲しいとすごく思い

ます。図書館だけではないですけれども。 

それから手法。市と市民と企業による連携とか、市と市民と学校による連携とかいろい

ろ考えたときに、やはりこれをしましょうと言ったときに、庁内連携がなくて、全部を回

らないと話が終わらないとか、小学校でこういうことを話したいというと、その話の内容

についてまず教育委員会に行って、防災だったら防災対策課に行って、中でつながらない

ものなのですかといつも思います。生活自体が切れているものではなくて、つながってい

るものだから、こちらで全部をやるということではなくて、何をどういうふうに組み合わ

せていったらいいかということを連携させないと、内部の連携が一番かなと思いました。

だから、これについては、そういうレベルで良いのかということも踏まえていただきたい

です。 

○議長（野田分科会長） 

 文化のまちのように、先ほど清水さんもおっしゃたけれども、そういう大きなビジョン

で掲げると違ってくるのですよ。これは文化のまちづくりになるのではないかと言えるこ

とで、話が前向きに進むけれども、学校からすればそういう位置づけが無い中で、何故こ

れをやらなければならないのという話ですからね。 

横浜市もそうでした。組織の作り直しですからね。創造都市事業本部みたいなものをつ

くって、そこに市長が直轄で部長を置いて、都市計画局も公安局も口出しができなくなっ

たのです。関内地区については。それまでは全部同じだったのです。こっちがいいと言っ

てもこっちがダメといったらできない。それを口出しできなくした。何故かと言えばそこ

に市長が出したから、私たちは自由にできた。 

だからやはり大きい都市ビジョンみたいなものがポンと出てくると、文化のまちづくり

みたいなものが出ると、文化生涯学習でそのためにはいろんなこと、コンサートなどどん

どんやっていきましょうとなる。 

例えば横浜でもみなとみらいで大道芸のようなことをやっているでしょう。あれはみな

とみらいが野毛というところで始めたのが、だんだん広がっていって行政というより地権

者が OK して、そういうのをあちこちでやっています。土日くらいですけれど、まちの賑

わいということには貢献しているかと思います。私たちがやっているのは身近にある文化、

そういう問題意識を持ちつつ、やはり文化生涯学習課、社会教育課とか、そういうレベル

ではなく、市の一番大きなところに文化のまちみたいな、それを支える資源力とかがある

ということですから。 
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 時間を過ぎましたがいかがでしょうか。他に何かありますか。 

今日かなりの資料をいただいていますので、関連するところは総合計画からピックアッ

プして、加藤委員から出た構成案をもう一度ご覧になった上で、それぞれの委員の中でイ

メージをつくっていっていただけたらと思います。 

〔議題３. その他〕 

○議長（野田分科会長） 

 分科会はこれでお終いですね。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 はい。 

○議長（野田分科会長） 

 何もなければ事務局からお願いします。 

○事務局（髙橋担当主査） 

今日、資料を改めてお渡ししました。次の案を作っていきたいと思っておりますので、

大変お手数なのですが、３月８日までにメールでそれぞれご意見をいただければと思いま

す。自由なかたちで構いません。それを踏まえて、また考えていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（野田分科会長） 

 ご意見というのは議題１の最終評価についてもということですか。 

○事務局（髙橋担当主査） 

 主に次期プランについていただければと思います。 

 次期プランの今日のお話とか、構成案、ご意見等をいただきまして、そこからもっとブ

ラッシュアップしたもの、たたき台になるものをまた次回ご提示したいと思います。 

 今、新型コロナウィルスの関係もありまして、会議が開催できるかどうか検討を要する

ところもありますが、３月の末に推進委員会を予定しております。議会が３月２４日まで

ありますので、２５日以降で考えておりますので、その際はよろしくお願いします。もし

かしたら書面会議というかたちになるかもしれません。 

事務局からは以上です。 

○議長（野田分科会長） 

 皆さんのほうから無ければこれで終わりにしたいと思います。 

 本日はお疲れさまでした。 

○事務局 

 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    大島 光春         


