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令和２年度第３回 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会 会議録 

 

議題 １.委員長・副委員長の選出について 

２.茅ヶ崎市文化生涯学習プラン及び当面の間の文化生涯学習

事業推進方針について 

３.その他 

日時 令和３年３月２６日（金）１３：３０～１５：４５ 

 場所 茅ヶ崎市分庁舎６階コミュニティホール 

 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、 

岩本一夫委員、沼上純子委員、豊嶋ときわ委員、 

柴田貴行委員、嶋田典子委員、金田雅恵委員、 

入江観委員、井上由佳委員、伊藤隆治委員 

 

（事務局）文化生涯学習課  

村上文化生涯学習部長、石井文化生涯学習課長、 

粟生田課長補佐、髙橋課長補佐、 

永島課長補佐、光課長補佐、 

田中副主査、飯塚主任 

会議資料 

 

 

・会議次第 

・当面の間の文化生涯学習事業推進方針 

・文化生涯学習プラン推進委員会及び文化生涯学習プランにつ

いて 

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） 

○事務局（石井課長）  

本日は年度末のお忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また、

本市文化生涯学習プラン推進委員の就任につきましてご承諾をいただき、あわせてお礼申

し上げます。ただ今より令和２年度第３回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会を開催

させていただきます。 

本日の推進委員会につきましては、全ての委員のご出席をいただいておりますので、茅

ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第５条第２項に定める開催要件を満たしており

ますことをご報告いたします。 

また、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。 

なお、これまでは会議録への署名をいただいておりましたが、令和２年９月の茅ヶ崎市

附属機関及び懇談会等の会議の公開等運営に関する要綱の改正に伴い、行政事務のデジタ

ル化の推進に向けた事務の見直しの観点から、会議録への署名が不要となりましたことを

ご報告いたします。 

 

（資料説明） 

（委員自己紹介） 

 

○事務局（石井課長）  

それでは、会議次第に従いまして推進委員会を進めさせていただきます。議題１につい

ては、事務局で進行させていただきたいと思いますが、ご異議はございませんでしょうか。 

○全員 異議なし。 

○事務局（石井課長）   

ご異議がないようですので、事務局にて議事を進めさせていただきます。 

 

〔議題１ 委員長・副委員長の選出について〕 

 

○事務局（石井課長） 

それでは議題１「委員長・副委員長の選出について」を議題といたします。 

「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則」第４条の規定に基づきまして、委員長

・副委員長の互選をお願いいたします。事務局より説明をいたします。 

○事務局（光課長補佐）   

「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則」第４条「委員長及び副委員長」では「委

員会に委員長・副委員長１人を置き、委員の互選により定める」となっております。ここ
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で委員長１名、副委員長１名を選出していただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。皆様でご協議をお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

○加藤委員 

 長年この推進委員会の委員長と副委員長をやってこられた野田委員を委員長に、山口委

員を副委員長に推薦いたします。 

○全員 異議なし 

○議長 （石井課長） 

委員長・副委員長が互選いただけたようですので、会議を再開いたします。それでは委

員長・副委員長を発表させていただきます。 

委員長は野田委員、副委員長は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。 

それでは、議題２からは、規則第５条に従いまして委員長に会議の運営をお願いいたし

ます。 

 

〔議題２ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン及び当面の間の文化生涯学習事業推進方針につ

いて〕 

 

○議長（野田委員長） 

 指名を受けましたので議長として発していきたいと思います。山口委員から副委員長と

してひと言お願いします。 

○山口副委員長 

 今回は３つの委員会が統合したこともありますし、多方面からの参加者と、今までとは

違う視点も加えて、プラン推進委員会を運営していけるのではないかと思っております。

皆様の活発な意見をお願いします。 

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございました。それでは引き続き議事を進めて参りたいと思います。資料に

基づいて文化生涯学習事業の推進方針ということで論議したいと思います。事務局から補

足的に簡単にご説明いただけますか。 

○事務局（光課長補佐）  

「当面の間の文化生涯学習事業推進方針」１ページをご覧ください。 

まず「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」は、平成２４年度から令和２年度までを計画期間

とし、これまで培われてきた「茅ヶ崎」の文化資源を生かして、新たな文化を創り育てて

いくこと、また、多様化した市民の学習ニーズに対応した環境づくりを推進するとともに、

学習の成果を生かすことができる生涯学習社会の実現を目指して策定し、同プランに基づ



- 4 - 

き本市の文化生涯学習行政を進めてまいりました。 

市では、令和３年度からの次期計画に向けて、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会

の皆様のお力をお借りし、次期プラン策定に向けて分科会を設置し議論を深め、市民の皆

様とのワークショップを実施するなどして市民意見の聴取に努めてまいりました。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、市の総合計画に基づく実施計画の策定

が２年間延期となったことに伴い、文化生涯学習プランの計画期間及び次期プランの策定

についても、当面の間延伸することとなったため、令和４年度を目途に、改めて次期プラ

ン策定の必要性について検討することといたしました。このような経過を踏まえ令和２年

１２月８日に文化生涯学習プラン推進委員会より「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン最終評価」

が答申されました。 

こちらの「当面の間の文化生涯学習事業推進方針」は、同答申における「当面の間の文

化生涯学習行政の推進のあり方」に基づき、文字どおり、本市の当面の間の文化生涯学習

行政の推進方針を示すものであり、約１０年前に策定され最終評価も終了し、計画期間を

延伸する、茅ヶ崎市文化生涯学習プランを現在の状況に合わせて補完するものとして作成

したものとなります。当冊子に基づく事業展開及び進捗状況管理について、本委員会の中

で審議していくこととなります。 

また、本委員会は「茅ヶ崎ゆかりの人物館運営委員会」、「茅ヶ崎市美術館運営委員会」

における議論を統合し、両委員会において審議していた事項も含めた審議を行い、個々の

文化生涯学習施策だけではなく、市の文化生涯学習政策をより総合的に俯瞰した審議を行

っていただきたいと思います。 

続きまして、１ページ下段の茅ヶ崎市総合計画との関係性をご覧ください。茅ヶ崎市総

合計画とは、市の目指す姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、政策の基本的な

方向を総合的かつ体系的に定めたもので、まちづくりの指針となるものです。  

本市では、茅ヶ崎市自治基本条例第１８条第１項において、総合計画を定めるものと規

定されており、令和３年度から令和１２年度までを計画期間とし、市の目指す姿である「将

来の都市像」と都市像を計画的に実行するための政策の基本的な方向となる「政策目標」

を定めており、文化生涯学習政策は主として政策目標４「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」に位置付けられています。 

３ページから５ページ第２章 文化生涯学習に関する動向につきましては、国や県の動

向をまとめております。本日は説明を割愛させていただきますので、それぞれご確認をお

願い致します。 

６ページからは本市の文化生涯学習に関する状況を令和元年度の市民意識調査により分

析しています。本調査では、文化生涯学習に関する項目として「“生涯学習・文化”は全

ての項目で全体の重要度の平均を下回っており、相対的に市民の重要度が低い傾向にある」
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と指摘されています。 

９ページからの「第３章 文化芸術振興及び生涯学習推進に向けた取組方針について」

では、市の文化生涯学習行政の推進方針について記載をしています。こちらについては、

「文化生涯学習プラン」に記載の重点戦略・行動目標を現在の状況に合わせて補完するも

のとして定めたものです。 

こちらの方針に基づく具体的な事業展開や審議方法等については、８月に予定しており

ます次回の文化生涯学習プラン推進委員会の中で議論を進めていくこととし、本日は概要

の説明のみとさせていただきます。なお、当方針については、市の方針として市民に公表

しています。 

１０ページをご覧ください。ページ上段に記載があります現プランにおける３つの重点

戦略と５つの行動目標につきましては平成２４年に策定しました文化生涯学習プランにお

ける重点戦略と行動目標となっております。ページ下段における７つのポイントにつきま

しては、最終評価で答申いただいた当面の間の文化生涯学習の推進のあり方をまとめてい

ただいたものとなっております。そちらを踏まえ１１ページでその７つのポイントを踏ま

えた市の方針ということでまとめさせていただいております。こちらにつきましては今後

の審議の中で重要なポイントを占めることになりますので、ひとつずつ説明をさせていた

だきます。 

 

【１】 縮充した文化生涯学習行政の実現（政策全体のコーディネート機能の充実化）。 

人口減少や少子高齢化を見据えた中で、文化芸術や生涯学習により生み出される様々な価

値を持続可能なまちづくりに活かしていくという大局的な視点を持って、領域横断的に働

きかけていきます。 

 

【２】施設の特性を活かした運営。多様な学びの機会の醸成・多様な文化を育むことを目

指し、各文教施設の特性を活かしたオリジナリティーあふれる運営を意識するとともに、

施設間の連携強化に努めます。例として、文化交流のハブとしての「茅ヶ崎ゆかりの人物

館」、生涯学習の拠点としての「ハマミーナ」などを考えております。 

 

【３】まちの新しい文化をつくるための人材育成。「文化生涯学習を推進し、これからの

まちづくりに寄与する活動をする」人材や団体の育成を目指し、制度の充実を図ります。 

 

【４】新しい時代への機動力ある対応。新しい生活様式への対応、時代に合った文化的遺

産の保全継承のあり方など、社会状況や技術等の変化を把握し、一歩先を読んだ対応や施

策の立案を意識します。 
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【５】ＩＣＴ・ＡＩ・ＩОＴ等を活用した事業展開。新しい生活様式を踏まえ、時間と場

所にとらわれない文化生涯学習事業に触れる機会の提供によって、様々な世代の参加を促

すと共にＩＣＴ機器を利用できない方も参加可能な事業展開に努めます。例としてオンラ

インと対面のハイブリッド型の事業展開などを考えております。 

 

【６】人生１００年時代の生涯学習。人生１００年時代における、より多様で豊かな生き

方が志向される人生を踏まえ、キャリアに応じた生涯学習の機会の提供を図ります。災害、

新型コロナウイルス感染症等から命を守るための学び・地域課題解決への貢献に繋がる学

び・仕事に関する学びなど、様々な学びの様態がある中で、単に学習機会を提供するだけ

ではなく、目的に応じて適切に活用できることを目指した学習機会の充実を目指します。 

 

【７】評価のあり方の見直し。評価することを目的化するのではなく、評価結果を今後の

事業展開に繋げる議論へ結び付ける評価手法を検討します。例として市民意識調査などの

定性的なデータを活用した長期的な視点での推移の評価の導入、評価や全ての事業を評価

するのではなく重点的に取り組んだ事業についての評価等、評価結果を活用することを重

視した評価手法の見直しについて検討をすすめてまいります。 

 

 今後、委員の皆様には、茅ヶ崎市文化生涯学習プラン及び当面の間の文化生涯学習事業

推進方針に基づき、ご審議をいただく予定です。 

 本日は、プランの全体像とこれからの大きな方向性についてお示しをさせていただきま

した。次回の審議会においては同方針に基づく各事業等の計画及び進捗状況、また美術館

や茅ヶ崎ゆかりの人物館に関する運営等について事務局から説明させていただき、ご審議

をしていただく予定です。以上です。 

  

○議長（野田委員長） 

 ありがとうございました。ただ今、事務局から私たち茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進

委員会の答申を踏まえつくられた「当面の間の茅ヶ崎市文化生涯学習事業推進方針」をも

とに、プランの全体像とこれからの大きな方向性の説明がございました。コアな部分は１

１ページから１２ページの７つの方針で、これが今後茅ヶ崎市として目指すべき文化生涯

学習のガイドラインになっていくと思います。非常に抽象的で、具体的な館の運営や事業

の展開とは距離があると思いますが、これが大元になりますので、これを踏まえて現場か

らの声もどんどんあげていただいて、より良いものにつくり変えていけばいいかと思いま

す。皆さんの自由なご意見をいただきたいと思います。ご質問等がございましたらお願い
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します。 

○加藤委員 

 ７つのポイントがありますが、今回新たに茅ヶ崎ゆかりの人物館と茅ヶ崎市美術館と一

緒に論議していくというイメージがわからないので、そのあたりをお話しいただきたいで

す。 

○議長（野田委員長） 

 私も聞きたい点があって、文化施設は他にもあると思いますが、なぜこの２つなのか、

そこを教えていただきたいと思います。 

○事務局（髙橋課長補佐） 

 まず論議、審議の仕方に関しましては、市民参画のもとで文化と学びのあり方をつくっ

ていくというプランの考え方もありますし、そこから委員の皆様と一緒に考えていきたい

というのが大前提です。 

今回の委員会の統合に関しては、文化生涯学習行政全体を一体的・総合的に行っていこ

うという意図があります。これまで美術館運営委員会、ゆかりの人物館運営委員会という

個別の審議会があり、個別の審議を深めていただいていましたが、他の文教施設等も含め、

文化生涯学習政策全体における機能連携・連動、コーディネートの部分がより図られるべ

きではないかという課題の議論が従前よりありました。そのような課題意識・視点から、

こちらのプラン推進委員会の中で統合的に捉えていくという意図があります。 

○議長（野田委員長） 

他に館ごとの運営に関わる審議を行うような附属機関はありますか。 

○事務局（髙橋課長補佐） 

館ごとの個別のものという意味では各公民館で運営審議会がありますが、文化生涯学習

課所管のものは他にありません。文化生涯学習課所管ではもうひとつ、市史編さん委員会

という審議会があります。 

○議長（野田委員長） 

 加藤委員の、茅ヶ崎ゆかりの人物館と茅ヶ崎市美術館と一緒に論議していくイメージに

ついての質問についてはどうですか。 

○事務局（髙橋課長補佐） 

これから議論の仕方は委員の皆様と考えていきたいところですが、まず各施設等の個別

の特性・特徴・意義等を意識し、それぞれを文化生涯学習政策全体のなかでどのように活

用していくか、連動させていくか。美術館、ゆかりの人物館の他にも、ハマミーナ、市民

ギャラリー、開高健記念館、旧南湖院第一病舎など、文化生涯学習課所管施設だけでも公

共施設はさまざまあります。「当面の間の文化生涯学習事業推進方針」の７つのポイント

の２つ目にあるように、それぞれの特性を活かし、それらを再編成ないし有機的に組み合
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わせながら、「茅ヶ崎市の文化生涯学習」というものをどう底上げをしていけるかという

議論をいただけたらと思います。具体的な議論は次回以降になっていくと思いますが、大

きな視点としてはそういう方向性のもと考えていただきたいと思っています。 

○議長（野田委員長） 

 加藤委員いかがでしょうか。 

○加藤委員 

ちょっとまだわかりにくかったです。 

○議長（野田委員長） 

体系的、総合的というと聞こえはいいですが、リストラだと思います。財政上の問題等

あるのでしょう。そういう状況下で、これまでの議論とちょっと違う視点が入る。そして、

そこをどうアジャストしていくか、そこのイメージがまだあげにくいというところですね。

しかしながら、事務局も同じように困難な状況ですから一生懸命やっていくしかない、と

いうところですね。今の点でも他の点でもよいですが、何かございますか。 

○岩本委員 

 過去の資料にだいたい目を通させていただきましたが、ある文章では、生涯学習と社会

教育が別物ではないという表現がみられます。茅ヶ崎市がつくられた文章の中にもありま

すね。ただ、生涯学習がいつ社会教育から分岐されてあえて生涯学習という名前になった

のか、その辺が実はよくわかっていないです。なぜわけたのか疑問のまま終わっています。

いまだに生涯学習というとそのなかに社会教育も入ってくるのか、あるいは社会教育のな

かに生涯学習が入ってくるのか、そういうことがきちんと整理されているのでしょうか。 

具体的に言うと教育委員会の社会教育課で扱っているものが、ここにほとんど抜けてい

るわけです。項目としてちょっと入っているだけで、公民館が何をしているか、その状況

等については議論されていない。あえて教育委員会の社会教育課でやっていることと、市

長部局の文化生涯学習課でやっていることは所管が違うから別物で、他領域に踏み込まな

いようにしているのか、踏み込んではいけないのか。だとすると、庁内トータルとして生

涯学習を考えるという文化生涯学習課そもそもの置かれた立場がどこに行ってしまってい

るのかというのは疑問です。特にこのプランの中では社会教育がもっとしっかり語られる

べきものではないのかという気がしていますがいかがでしょうか。 

○議長（野田委員長） 

事務局の見解をお願いします。 

○事務局（光課長補佐） 

 今回あえて「当面の間の文化生涯学習事業推進方針」１１ページからの７つのポイント

におきましても具体的な事業名を書いていないかたちとなっております。今までのプラン

の反省点として、プランを作った時点で具体的な事業名を明記したことで、そこが基準と
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なって、それ以外の他課の事業等を十分に巻き込みきれない面があったというのは、課題

として我々も感じているところでありました。今回の「当面の間の文化生涯学習事業推進

方針」においては、方向性だけを示させていただいておりますが、８月に開催する次回に

は、文化生涯学習に関連する庁内の事業も洗い出し、全庁的にどうやって進めていくのか

という議論ができるよう、調整したいと思っております。 

 岩本委員からご指摘ありました社会教育と生涯学習との違いについては、違いはあるの

ですが、私も正直、講座や施設管理などの現場の業務をしていると、担当としてどっちが

どっちだろうとわからなくなってしまう時があります。オンラインの世界での動画配信事

業などでは、さらに違いがわかりにくい状況にもなっておりますので、我々もこれから来

年度になったところで具体的に調整し、もう少しわかりやすくお示しできるようにしてい

きたいと考えております。 

○岩本委員 

 実際にはそんなことはないのでしょうが、公民館と文化財以外は文化生涯学習課に押し

付けてしまおうかみたいな話があって所管がこうなっているのかとなどと推測もしてしま

いますね。実際にはそんなことはないのでしょうけれど。しかし、逆にその一線を超えな

いと、この先なかなかまずいのではないかと思います。実際、各公共施設でやっている事

業ではほとんど同じような内容のものがあるのです。文化会館でやっている事業と同じよ

うな事業がコミセンでやっていたり、サポセンでやっていたり、公民館でやっていたりす

る。市民の立場で内容を見ると、どこが所管しているのか関係はないのにわかりにくい。 

市民がどういうかたちで生涯学習を実践しているのか、民間の事業や活動を利用してい

るのか。そういった点についてはなかなか難しくてトータルで議論できないかも知れませ

んが、市の社会教育と生涯学習で考えるのだったら、市がやっている事業の評価だけでは

なく、一般市民がやっているそういった活動についても何らかの調査をする必要がある。

そこがわからないと何が足りないのか、何が余っているのかわからない。その調査はとて

も大変な調査となるのでしょうが、どこかでやり始めないとわからなくなる。 

○山口副委員長 

 前期の委員会での答申として最終評価を出しましたけれども、その折に大きかった課題

に文化生涯学習課の生涯学習事業について広報が十分に足りていない、ということがあり

ました。その一方で社会教育課では、「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館」という、素

晴らしい講座をオンラインで誰もが見聞きできるような状態になっていた。これが両課で

横断して行えないのかという議論がありました。組織をもっと、縦ではなく横でつないで

いくことがこれからは必要なのではないかという意見が出ておりました。 

その辺を踏まえて、市長部局と教育委員会と市民がともに集って行う「交流サロン事業」

などを企画していただいて、その時にはいろいろな方、たとえば活動している一般市民の
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方が意見を言う場所が設定されて、満足度などもわかるようになってきていたのですが、

コロナ禍で事業が止まってしまった。もう少し横につなげられればという課題が、この委

員会では残っております。 

○議長（野田委員長） 

 山口副委員長のおっしゃるとおり、現状はそういったとおりで、これまでも議論してき

ています。ひとつ補足しますと、このことは茅ヶ崎市だけで完結できないところもある。

御存じのとおり、つまり、法律上の整合性がとれてないんですね。社会教育行政は文部科

学省の元にありますので教育委員会が所管なんです。一方で文化行政というのは文化庁な

のでちょっと所管が違うという、実に日本的で曖昧なところがあります。８０年代は文科

省が生涯学習と言ったものの、岩本委員のご質問のように社会教育と区別がつきにくい。

「社会教育」は英訳もできませんからね。国としては統一していこうという姿勢はあった

のだけれど、社会教育法はがっちりと体系立てられていて、図書館などは教育委員会所管

で、なかなかその制度を変えることは難しい。自治体の現場も気持ちは同じだけれど、文

化庁に制度改正についてとりあってほしいと言ってもダメと言われてしまったりする。た

とえば、まちづくりに活かすための文化財の空きスペース活用などを考えても、教育委員

会だけではなかなかできません。そうなると、現場から実績をつくっていくしかないとい

う状況に現実的にはなってしまっています。 

○沼上委員 

 社会教育委員の会議のメンバーはこちらの委員会のメンバーと委員構成が似ていて、学

校や幼稚園など、いろんな団体が意見交換をしています。その１年間の議論のなかでもっ

とも感じたことは、茅ヶ崎市の場合、この人口において公民館が５館しかないということ

なんですね。 

コミセンとか、市民が使える、憩える、交流できる公共施設はたくさんある。しかし、

茅ヶ崎市が職員を配置して、市民とともに活動できるのは公民館だけなんです。そこが、

公民館が他の公共施設と違うところです。だから、公民館を増やすことは不可能としても、

公民館をどう守っていくかは重要だと思います。指定管理者制度とかもありますが、今年

１年で学んだことは、公的な援助とか支援を受けて、学習を積んだ職員から直接影響を受

けることができる、市民に開かれたところが公民館なのかなと感じました。 

茅ヶ崎市における独自の、市民とともに交流できる場所をどう手探りしていくのか。美

術館やゆかりの人物館でも、文化に関わることでそこをどうデザインしていくのか。現在

のコロナ禍の状況ではなかなか館に足が向かないとか、閉塞感が出たり行き詰っていたり

する部分もありますが、２０３０年に向けて、高齢化が進んでいる茅ヶ崎でこれからどう

発展するのかが、今問われるところだと思います。 

ですから「当面の間の文化生涯学習事業推進方針」が出たので、これから現実的な具体
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案を出して、より実行力のあることを進めていけたらいいなと思います。財政難から令和

３年度の市民団体に係る多くの市の予算がカットされました。今まで茅ヶ崎の文化を広め

るためにがんばってきた団体の補助金がカットで、次年度はゼロからのスタートとなりま

す。ただ、お金がなくても人はいますので、やっぱり考えて、つくっていかないといけな

い。この委員会では、プロフェッショナルな方のご意見も強く前面に出していただいて、

一緒につくっていけたらと思います。よろしくお願いします。 

○議長（野田委員長） 

 他の委員の皆様からもぜひご意見をお願いします。今日は、このメンバーでの初回で、

全般にかかる話なので、こういう観点からそもそもこうじゃないでしょうか、みたいなこ

とでも結構です。 

○伊藤委員 

「生涯学習」いわゆる「学びの場」はあるんですが、市民が学んで、学んだことを個人

がためこんでいるだけでは足りなくて、それを外に出すことが大事だと思います。つまり、

個人が学んだものが社会のスキルアップにつながっていくような、個人のスキルアップの

サポートをしていくことが生涯学習なのかなと思います。また、企業がやるのではなく行

政が行うことなので、個人のスキルアップが地域のスキルアップにつながっていくことが

大事。自分だけではなく、それで得たものを地域のために活かすことができれば、それが

地域の活性化につながっていくのではないかなと。それで地域の文化意識が全体として高

まっていくのではないかなと、お話を伺っていて感じたんですけれどどうでしょう。 

○議長（野田委員長） 

私、まったく同意見です。 

○井上委員 

 私は専門として、博物館や美術館、ミュージアムを研究対象にしておりまして、そこで

「いかに学ぶのか」ということに関心を持っております。野田委員長がお話されましたと

おり、博物館は社会教育法の下にある博物館法に基づいて運営されており、かつては文科

省のもとにあったのですが、ここ数年の間で、正確な年は失念しましたが、文化庁に所管

が移ったんですね。 

博物館を文化庁が管轄するというその動きについては、実は業界の中でも「社会教育施

設ではなくなるのか」とか、いろいろな議論がされています。社会教育法のもとの博物館

と言うことは動かせないまでも、博物館法の見直しの議論や動きというのは行われていま

す。そのように法律・行政の面でも揺れ動いていますし、現場でも「そもそも実習制度は

どうなるのか」など揺れ動いています。また、いざ設置しようとしたときには、論議する

上で非常に大事なことになってきます。 

茅ヶ崎に話をもっていきますと、現在、中海岸にある文化資料館がリニューアルして浄
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見寺近くへ歴史文化交流館として移転するとのことです。博物館と名乗れない事情はいろ

いろあるようですけど。公民館とかいろいろなたくさん館があるわけですが、とにかく移

転してまた新たな活動をしていくことになるのでしょうが、たとえば、いっそのこと教育

委員会をくっつけてしまってはダメでしょうか、と。茅ヶ崎市という自治体全体として、

もっと包括的にやってみたらいかがでしょうかとも思います。その方が市民としては自然

だと思うんです。それぞれ管轄が違うとすっきりしませんので、すべては「学びに絡むこ

と」として、小さな子どもからお年寄りまで包括する概念ですので、建設的な議論ができ

るのではないかなと思います。 

○入江委員 

新しい運営委員会ができまして、生涯学習についてのコアな理念をかためようというの

がその意図だと思いますが、一番大事なことは、コアな理念を超えて具体的に市民生活の

中で生涯学習や文化を個人個人がどう享受するかということを具体的に詰めていくという

ことが本来の運営委員会の姿だと思うので、そういう方向を目指して進めていただきたい

と思います。 

○金田委員 

 大学の立場から来ていますので、今まで大学のなかでの市民の方に向けての講座ばかり

にとらわれていたんですが、私たちの大学があまり交通の利便性がよい場所とは言えない

ところで、ご高齢になられた方には来にくくなってしまうことがありました。そこで、大

学で待ってるのではなく、公民館ですとかいろいろなところにこちらから出向いて、地域

の方に学びの機会をご提供できるように考えていかなくてはならないと感じています。皆

さんご存じかもしれませんが、本学は移転により、学生の半分が東京足立区の方に行くこ

とになりました。そこで６回講座を組み、それぞれの地域の学習センターで１回ずつ講座

を組むというものを初めて企画してみました。そういったものを茅ヶ崎のいろいろな場所

をお借りして実施していきたいと、そんなことを考えました。 

○嶋田委員 

 正直なところ何を申し上げたらいいのかわからないというのが今の状況です。中学校の

立場として、方針について良いでのはないかと申し上げることはできるんですが、具体的

に何かというとちょっと困っています。でも、たとえばコミセン、公民館、青少年会館と

か、地域の方々が学習ボランティアで使うにしても、所管がいろいろあってよくわからな

いとか、そのようなつぶやきは聞こえます。今後、議論が具体的なものになったら申し上

げられるかもしれませんけれど、今は何も申し上げられません。申し訳ありません。 

○柴田委員 

 小学校の立場からお話ししますと、当面のことでのお話であればコロナのことは避けて

通れないのかなと。学校も市のレベルの状況によっては、校外学習ですとか、あるいは子
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どもたちには不要不急の外出を避けてくださいというような発信をしなければならない状

況であります。一方で小学生、低学年は難しいかもしれませんが、高学年は保護者の方の

断りがあればいろいろなところに自ら出向いてということが認められる年齢になってきま

す。そういう子どもたちが訪れたり、あるいは学校の所在地によって施設が近いからとい

うだけではなくて、文化行政生涯学習の恩恵を受けられたりできるようなことが引き続き

できたらいいなと思っております。前の話で出たアウトリーチみたいなものをやっていた

だくのが非常にありがたい。それとあわせて子どもたちが自ら行きたくなるようなことが

できると行けるといいなと考えています。 

○豊嶋委員 

 年を取ったせいか、議論がよく聞こえない時があるんですね。とても良いお話を聞いて

いるのだけど途中で分からなくなっている。場所が広いからなのかよくわからないのです

けど。そのうえで、ピント外れになるかもしれませんが、わかりやすく考えたときに「な

るべく多くの方が学べるしかけづくり」というのを、自分の中でわかりやすくまとめてみ

ました。皆様が今おっしゃったように公民館ですとかコミセンですとか、そういうところ

でのしかけが、集まってくる人達の年代に合わされていることはよくわかるんですが、全

体で考えたときにどういうことがいいのかがつかめないんですね。私の場合は幼児教育と

いうことですので、小さい子連れが行けるところじゃないと行かれないんですね。騒いだ

らだめだし。そこで、幼児がいる家庭、赤ちゃんがいる家庭がどういうことを学んでいき

たいのか。それを考えるときには、幼稚園独自で考えるんですよね。私たちは人に迷惑か

からないように、たとえば、コロナの時には懇談会は外で、たとえば庭でしましょう、と

か。そうしたほうがまず気兼ねなくできる。そして、そこで何を学ぶのかっていうと園独

自で考えていくということをしています。 

年代別でいろいろなしかけというのは、私たちの年代でしたら開高健記念館に行ってみ

たいと思って行きます。他にもいろいろなところに行きたいと思って行きます。ですが、

小さいお子さん連れは行かれない。じゃあ、どういうふうにしかけをしてあげたら行ける

のか。そのことについて、もう少し丁寧に世代別にいろいろな意見を聞いてあげたらもっ

といいのかなと。ちょっとピントが外れてるかもしれませんが、そのように思いました。 

○沼上委員 

 「７つのポイントを実現するために」と考えた時に、次集まるとしたら８月ですよね。

私たちは８月に対面で会うまでに、どこまで今出たことを集約して具体化できるかという

ことをもっていかなきゃいけない。もっていこうというプランだと思います。プランは事

前に読んでるが、今この場で、具体案は今出てこないです。 

自分を支えているのは、たとえば子ども会の現役のママだとか、サロンのママとかです。

幅広い年齢層からの意見の吸い上げが大事だと思いますし、私たちはその人たちの代表で
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来ているので、幅広い市民のいろんなつぶやきや声を吸い上げてこそ、生きた文化生涯学

習プランになると思うんです。高齢の方と関わっている方もいるし、赤ちゃんと関わって

る人、学校の先生もいらっしゃるから、いろんな観点、意見の吸い上げが可能だと思うん

です。なおかつ意見を分析できる学者もいらっしゃる、市民の声の吸い上げができる方も

いる、吸い上げかたを考える職員もいる。市民の方の幅広い年齢層の声を分析して、わか

りやすく具体的に結論を出していくにあたって、どういう段取りで進めていくのか。より

見える形ができればと思います。 

○加藤委員 

 何をどこまでやるのか、私たち委員の任期の２年間のスケジュールをもう少しきちっと

したいです。当面の話をしてますが、当面がどこまで当面なのか。実現するとなれば優先

順位つけて表現するような、そこしっかりしないとバラバラになってしまうのではないか

という個人的な心配をしています。短い時間ですよね、沼上さんおっしゃったように。要

するに、２年間の間に何をやらなければならないかきちんとしないと、８月になったらも

う４か月過ぎちゃう。じゃああと残り約１年で何ができるのか、もしやるならやることを

絞る、ということが必要ではないでしょうか。 

今までの委員会でも申し上げましたが、茅ヶ崎市には良い人材がたくさんいる。この人

たちに早くこのような話をして、支援団体なり支援してくれるであろう人たちに良い人材

がたくさんいるので、そういうことが早く公開できるようにしたいです。 

○大島委員 

 前の任期の委員会で、７つのポイントのところまでまとめてきたのですが、今日新しく

加わった方々にとって違和感ないものかは伺いたいです。私は評価の見直し自体は全体的

に賛成なのですが、私がそこで申し上げたのは、実際に行っている現場をよく見て、行っ

ている方もしくは行っている事業に参加した方からの感想をうかがって、その声を反映で

きる形で評価をしていかないとなかなか正当な評価できないのではないかということで

す。そのことを強く申し上げてきました。 

 井上委員がおっしゃった、文化庁とか文科省、所管の統合等の議論や、市長部局にある

ところと教育委員会が管轄するところがまだわかれているという問題についてですが、国

の方針が県内・市内におりてくると、知事、市長、教育委員会の考え方がポイントになっ

てきて、同じ哲学、文化をつくっていこうというときに意見の違いが出てきます。目標が

同じなのにやることが違うのは非効率的ですので、同じ立場で、場を設けて議論ができる

といいなと思います。文化会館、博物館、交流館などはハコモノ行政と揶揄されがちです

が、そのなかのソフトの部分は人がつくっています。市内で生活する人たちの文化の下地

づくりで貢献していけるものだと思っています。 

○清水委員 
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 昨年は市民団体やまなびの市民講師に登録している人は、生涯学習についてはコロナで

それどころではない状況でした。私は３０年以上ピアノ教室をやっていますが、学校行事、

イベントなどが中止になり、子どもたちは傷ついています。高校生も何にも楽しくないと

言っています。そのなかでピアノ教室も発表会もオンラインで行いましたし、市民団体の

震災１０年目イベントもオンラインでできました。子どもたちも喜んでくれたし、福島の

方も喜んでくださいました。オンラインを活用していたら、新聞社からの取材を受けまし

た。茅ヶ崎市も公民館やコミセンなどインターネット環境がないところがありますので、

拠点として市民がオンラインを使える環境を整えてほしい。誰でもオンラインを使える環

境づくりに重点的に取り組んでいただきたいです。 

○山口副委員長 

 前の委員会からみなさんと話していて、もっと交流サロンのようなものの拡大が改めて

必要だと思いました。また、清水委員がおっしゃったように、初めて気づきましたが、オ

ンラインでやれる環境がなく、やりたいけどできない状態ですね。市の施設ではほとんど

できない。これから設備的なものを考えていかなければいけないと思います。ＡＩの時代

というものを見据えて、予算化も必要になってくると思います。そして、どうやったら全

世代を置いてきぼりにせずできるのか。今後対面でどのくらいできるのか。ハイブリット

方式を取り入れるための準備が必要と思いますね。 

○沼上委員 

 公民館はオンラインの設備があるんですよね。 

○事務局（髙橋課長補佐） 

 現状では恒常的にできる施設の方が少ないと思います。現状では、多くの場合、ポケッ

ト Wi-Fi を使っています。 

○山口副委員長 

来年度はこの委員会が２回。どういうふうに行程を組んでいけばいいか考えていかなけ

ればなりませんね。さまざまな新しい試みが考えられると思うので、次回の８月の委員会

の時に見るのでは遅いのではないかとも思います。次の会議までに情報を集めて、８月に

は一覧になって検討できる状態にしておきたいですね。 

○議長（野田委員長） 

ありがとうございました。委員の方々がアイデアを出して、事務局と相談していくとい

う成り立ちですから、自分たちが責任もってやるという自覚で臨んでいきましょう。 

 

〔議題３ その他〕 

 

○議長（野田委員長） 
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最後、「その他」について。スケジュールの確認を事務局からお願いします。 

○事務局（光課長補佐） 

 今後のスケジュールですが、委員の皆様からもご意見いただいてるので検討いたします

が、当初の予定では令和３年度に２回、８月と３月の開催を予定しております。日程、実

施方法等につきましてはまた改めてご連絡させていただきます。次回の開催予定の委員会

では、本日ご説明させていただいた方針に基づいて令和３年度の各施設等の事業説明、及

びそちらに関する審議の方を進めさせていただく予定となっております。こちらにつきま

しては、改めて事務局の方で検討して皆様にお示しさせていただきます。時間の関係もあ

りますので、最後に現在開催中の今後実施予定の文化生涯学習事業に関するご案内を簡単

にさせていただきたいと思います。 

○事務局（永島課長補佐） 

 市史編さん担当しております永嶋です。茅ヶ崎市史ブックレット２２ですが、２年前か

ら企画をしておりまして、やっと３月に刊行することができました。表紙の写真は市民の

方からご提供いただいた写真です。令和３年度は予算削減の中ではありますが、「ヒスト

リアちがさき」という本を刊行していこうと考えています。広報紙で２か月に１回、ゆか

りの人物を紹介するコーナーがありますが、令和３年度も継続して掲載していく予定です。

１月に写真展を行いましたが好評でしたので、令和３年度もやりたいと考えています。 

○事務局（髙橋課長補佐） 

ご審議いただく中で、さまざまな個別事業があるということで、いくつかご紹介させて

いただきたいと思います。ただいま、市史ブックレットを紹介させていただきましたが、

ゆかりの人物館では同ブックレットと連動した企画展を令和３年度に開催いたします。茅

ヶ崎ゆかりの人物館は海沿いにありまして、開高健記念館と隣接しています。ゆかりの人

物館につきましては、茅ヶ崎ゆかりの人物館運営委員会でご審議いただいた、新しいこれ

からのゆかりの人物館のあり方として「文化交流のハブとして次世代を作るミュージアム」

という大きなコンセプトもあります。そこに向けて調査研究事業をきちんとやっていきな

がらその成果をまちづくりに還元していこうと、コロナ禍でなかなか運営が難しいなかで

はありますが、今学芸員たちと方向性を考えているところです。企画展「人物でみる

CHIGASAKI 1964」は、４月２９日から開催予定です。また、明後日３月２８日まで「茅

ヶ崎と海、人とスポーツ」という令和２年度企画展を開催しております。開高健記念館も

現企画展は３月２８日まで開催しています。令和３年度４月２９日からは、好評いただい

ている企画展でありますがコロナ禍により多くの方が来られない状況でしたので、引き続

き「開高健の世界２０２０」展を開催いたします。 

旧南湖院第一病舎は、かつて東洋一のサナトリウムと言われ明治３２年につくられた結

核療養所でした。登録有形文化財となったその文化資源の活用をどのように展開していく
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か、どのように維持していくかも私たちのテーマです。開高、ゆかり、特に茅ヶ崎の南側

に点在する施設を歴史と紐づけながらどのように価値を発信していくか、そこから新たな

ものを生み出していくかということが、今後より重要なテーマとなっていくと思っていま

す。 

今後審議会では直面する課題についても報告させていただきます。どこから手を付けて

いいか、コロナ禍の中で止まってしまった事業もあるので、改めて一つひとつの事柄を１

から積み上げていくという手法になるかもしれませんが、まずはこのような施設がありま

すということを皆様に知っていただきたいと思います。 

○事務局（粟生田課長補佐） 

文化会館、美術館、松籟庵における令和３年度の事業について説明させていただきます。

これらの施設に関しては、市の直営ではなく、指定管理者の茅ヶ崎市文化スポーツ振興財

団により施設の管理運営、事業の実施をしていただいております。本日美術館の資料を配

布させていただきました。美術館事業では８つの展覧会を実施する予定です。そのうち４

つの企画展については、現在の世相を反映したものですとか、美術館の収蔵作家を掘り下

げるもの等個性的な内容となっています。４月から６月にかけては、公立美術館では初め

ての藤田道子さんの企画展「ほどく前提でむすぶ」を開催します。これまで作家が製作し

たシルクスクリーンや、近年取り組んでいるアニメーションや紙の作品、展覧会のタイト

ルにつながるリボンの大規模な空間作品を展開する予定となっています。 

文化会館の事業では、茅ヶ崎市とホノルル市・郡との姉妹都市協定締結７周年と文化会

館リニューアル３周年を記念して、財団と茅ヶ崎市との共催でＮＨＫの公開番組の収録で

すとか、文化公演事業など２公演を開催する予定となっています。この他にも文化会館で

は市民の方に文化に親しみを感じてもらうために、さまざまな事業を企画しております。 

最後に茶室・書院 松籟庵事業ですが、令和３年度で３０周年の節目を迎えるので、こ

れを記念して文化会館と連携した映画上映、講演会を実施するほか、季節に合わせてた事

業を展開することで、茶道をはじめとした日本の伝統文化の魅力を伝えるような事業を展

開する予定です。 

○事務局（光課長補佐） 

 「動画で学ぼう」について説明させていただきます。茅ヶ崎市が公式の YouTube チャン

ネルを持っております。コロナ禍でなかなか対面の講座ができないという中で、各課でさ

まざまな動画を作成して掲載しております。QR コードもついておりますのでぜひご覧い

ただきたいと思います。今年度は２００～２５０本くらい動画を作成しております。オン

ライン茅ヶ崎市民文化祭は今年度は文化祭６０周年ですが、対面で開催できないのでオン

ラインで配信しております。先日三曲演奏会ということで YouTube にアップしたのです

が、かなり多くの方に見ていただき、北マケドニア共和国の大使の方にも見ていただいて
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おります。YouTube だと世界中どこでも見ることができるので、コロナの状況にかかわら

ず、生涯学習の分野では力をいれていきたいと考えています。 

○議長（野田委員長） 

ありがとうございます。委員の皆様、質問はよろしいですか 

○岩本委員 

 市史ブックレットありがとうございます。刊行物として茅ヶ崎の歴史年表はないんです

よね。茅ヶ崎の歴史年表だけを１冊にしたらいいと思います。 

○事務局（永島課長補佐） 

 ありがとうございます。 

○沼上委員 

 １０ページの７つのポイントですが、前年度までの委員のみなさんが作成されたという

ことで、みなさんの努力のかたまりをたたき台にしているんだなと、ここまで絞り込んで

つくられるのは大変だったと思います。ありがとうございました。 

○議長（野田委員長） 

 その他、なければ閉じたいと思います。次回はこういう形か書面になるかわかりません

が、８月を予定しています。その間時間がありますので、事務局か私までご意見、アイデ

アなど交流しながら進めていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

以上 

 


