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第 6回文化振興推進委員会会議録 
 

日時 平成 22年 7月 20日（火）午後 3：30～5：00 
場所 学園都市センター12階 第 2セミナー室 

 
出席者 委員 別紙名簿のとおり 
    事務局 市民活動推進部 峯尾部長 

学園都市文化課 青木次長 南部主査 田中主事 
 
1. 開会の挨拶 

市民活動推進部・峯尾部長から挨拶。 
今年度は計画策定から 5年目を迎え、計画期間の 10か年の折り返し地点。 
昨年秋に「第 2回ガスパール・カサド国際チェロ・コンクール in八王子」の開催。 
50 周年記念となる八王子まつりも、海外友好都市である台湾の高雄市から政府の代表団と子ども達
のパフォーマンス団も参加予定。 
平成 23年 4月 2日（土）には、JR八王子駅南口に新市民会館が開館。 
委員の皆様には、今後も市の文化振興について貴重なご意見ご提言を賜りますよう、お願い申しあげ

る。 
 

学園都市文化課長 
本日の欠席者は、飯塚委員、五味渕委員、篠本委員、黒田委員、委員の 5名。委員の過半数の出席に
より今回の委員会の成立を報告。本委員会は、原則公開。傍聴人なし。以後の議事進行を会長にお願

いする。 
 

これより進行は会長 
会長 それでは、次第に沿って進行。 
 
事務局から配布資料の確認。 
事務局 
（資料の確認） 

 1 事前送付資料 

  (資料 1)平成 21 年度取組状況のまとめ 

  (資料 2）平成 21 年度取組状況 

  (資料 3）平成 21 年度「重点項目」チェックシート（A シート、B シート） 

 2 当日配付資料 

  (資料 4）重点項目の評価結果 

  (資料 5）文化振興推進専門部会の部会員一覧 

  (資料 6)平成 21 年度重点項目一覧 

  (資料 7）平成 22 年度重点項目（案） 
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2. 平成 21年度取組状況について 
事務局 
(資料 1)平成 21 年度取組状況のまとめ及び(資料 2）平成 21 年度取組状況に基づき説明 
21 年度の目標に対し、その達成状況を所管課が自己評価した。 

結果は、A・B が 92％、C・D が 6％と事業目標の多くが達成されている。 

会長 
  何か意見質問等ありますか。 

全委員 
特に無し。 
会長 
事務局案を了承。 

 
3. 重点項目の取組状況について 
事務局 
(資料 3）平成 21 年度「重点項目」チェックシート（A シート、B シート）に基づき説明。 

重点項目は2通りあり、取組みの評価がCDだったものをAシート、評価内容に関わらず委員が重点項目とし

て取り組むべきだというものを B シートにしている。 

 

(資料 4）重点項目の評価結果に基づき、重点項目の委員会評価を行う。 
 

会長 
A-1「市民・企業メセナ意識調査を助成制度の検討と併せて実施」 
全員 D（改善されていない）評価で一致。 
次は、 
A-2「条例の制定について検討組織の設置」 
D（改善されていない）評価が 5。評価外（実施時期ではない、もしくは中止になった）が 2。 
数の上から D（改善されていない）評価でよろしいか。 
次は、 
A-3「市内美術大学と連携して美術展等を開催」 
A（改善されている）評価が 3。B（ある程度改善がみられる）評価が 4。 
数の上から B評価でよろしいか。 
学園都市文化課長 
所管課としては、彫刻展の作品出品者数の増加で Aとしている。 
委員 
コメント記入欄部分はその後どう活用されるのか。指摘したことが活かせないなら、書いても意味が

ない。検討の材料にしてほしい。 
学園都市文化課長 
委員の評価結果とともに所管に意見を伝える。アイデアや改善に繋げたい。 
委員 
A評価にすると、進歩がないと思い Bにした。彫刻展のことでは Aでも、他の大学との連携としては
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どうなのか。もう少し広げたらどうか。Aで満足しないで Bとすべき。 
会長 
多摩美との連携だけではなく、造形大と共催して市の美術館で特別展を開催したことを含め連携を評

価して A評価にした。現状で満足すべきではないという意味では B評価でよい。 
委員 
同意見。 
委員 
より高いランクで改善できればと思い Bにした。 
会長 
Bにする。 
次は、 
A-4「八王子国際交流語学ボランティア制度の充実を図る」 
B（ある程度改善がみられる）評価が 7。Bとする。何か意見があれば。 
委員 
国際協会の存在を知っている方がどのくらいいるのか。存在の周知が、より必要ではないか。 
委員 
国際協会の存在や情報、役割などを私たちも知らない。一般市民の方も知らないのでは。 
委員 
設立して 3年目。前はボランティア団体だった。ここで行政と協働で立ち上がって試行錯誤しながら
動いている。 
市民活動推進部長 
なかなか会員が増えない。市民への周知が課題。PRを図ってまいりたい。 
会長 
A-5「国際交流推進特使の設置。特使ホームページの充実」 
B（ある程度改善がみられる）評価が 5。C（あまり改善されていない）評価が 2。 
委員 
今八王子にいる留学生である「特使」によって、八王子の文化を海外に発信していくことは、無理が

ある。ホームページの多言語化、メディアを使う等他の方法はどうか。特使は八王子の行事に参加し

ているが、そこから海外へ発信するのは難しい。C評価にした。 
委員 
もの足りない。これ以外の方策、アイデアはなかったのか。Cと考える。 
委員 
友好都市 3都市には文化を紹介しているのに、実際の取り組みの分類の方法がよくない。  
会長 
八王子文化の海外への紹介に対し、特使の任命が必ずしも有効ではないのではと疑問。考え直す必要

があるのでは。 
委員 
Bは改善が見られることだが、現状維持で改善されてないので Cではないか。 
市民活動推進部長 
特使に八王子をふるさととして思ってもらい、帰国後に八王子の文化を紹介してもらう、息の長い取
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組み。八王子にいる間は、地域の事業に参加して自国の文化を紹介してもらう。すぐに効果は出ない。

長い積み重ねによって交流をつなげる趣旨がある。 
委員 
特使に任命された方は、活動しているのか。 
市民活動推進部長 
防災訓練への通訳として参加、地域の高齢者の施設に訪問するなど、自国の文化を紹介など地道な活

動をしている。 
委員 
小学校の授業で勉強を教えるなど、活動は様々取組んでいるが、なかなか周知する機会がない。 
市民活動推進部長 
市の奨学金月額 1万円が抽選で決まるが、特使は優先枠があり、その代わり地域貢献を行ってもらっ
ている。 
会長 
主目的は特使を通して、八王子の文化をいかに海外へ紹介していくか。各活動と通じて得たものを彼

らがどう発信するか。そこにウエイトがあるため、まだ Bではない。 
委員 
日本で実際体験し、おもしろいと感じたことなどは海外に伝わる。 
会長 
Bではなく C評価とする。 
次は、 
A-6「空き店舗の利用、貸出」 
C（あまり改善されていない）評価が 4。D（改善されていない）評価が 3。 
委員 
毎年調査し、何か調査結果や具体的な施策を出せないのか。  
委員 
私も D。1 階の店舗は埋まっても空き店舗は埋まっていない。オーナーも借り手を捜す意思があまり
ないことがある。 
委員 
空き店舗の活用にウエイトがあり、調査だけでは前に進まない。オーナーの対応にもよるが、積極的

に活動を。実情がわからない。 
会長 
最終目的は店舗の活用である。現状では、Dで。 
市民活動推進部長 
文化としては、東京ガスの空きビルを伝統文化ふれあい事業に活用している。空き店舗の活用に対し

て、文化として何が出来るかということがある。 
委員 
家賃が安ければ様々な教室として借りたりできる。需要はある。 
会長 
D評価とする。 
次は、 
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A-7「生涯学習活動を行う市民に対する小・中学校施設の貸出拡大に向けた学校施設開放の仕組みづ
くりについて検討」 
C（あまり改善されていない）評価が 6。D（改善されていない）評価が 1。 
委員 
D評価。文化連盟で練習場を借りたくても、学校の施設はハードルが高く安全管理上の問題がありな
かなか貸してもらえない。 
会長 
数から C評価とする。 
委員 
A-2 の文化条例だが、ゆめおりプランの策定を待つとあるが、以前に前文を考えたと思うが、その後
どうしたか。 
学園都市文化課長 
市の大きな方針であるゆめおりプランの新しい方針を確認する。中止ではなく休止ということ。 
会長 
新しいプランを待たず条例を策定すべきではないかという疑問がある。既に現在の「ゆめおりプラン」

に基づく原案があり、作るべきではないか。休止ではなく、作る姿勢を崩さず、策定できていないの

で、D評価ではないか。 
市民活動推進部長 
放棄したわけではない。休止ということばで実現できていないのは申し訳ない。永続性のあるものを

作ることを目的にしている。 
委員 
A-1について、八王子商工会議所への相談、企業へのアンケートなどに協力ができる。 
学園都市文化課長 
参考にさせていただく。 
会長 
B-1「八王子の歴史資料・文化資源の共同研究と発表」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価が 6。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
ていない）評価が 1。 
様々な提案がされている。B評価とする。 
次は、 
B-2「学園都市大学（市民大学）の運営。市に関連したシリーズ講座の開設等講座内容の充実を図る。」 
A（目標を達成できている）評価が 7。 
いちょう塾の実績を上げている。Aでいいですね。 
委員 
受講生数は、どうですか。 
学園都市文化課長 
年々右肩上がりで増加している。 
会長 
B-3「実行委員会との連携による市民文化祭の実施」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価が 4。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
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ていない）評価が 3。D（目標を大きく下回っている）評価が 3。 
C評価の方の意見を。 
委員 
C評価。集客の問題。内容はいいものをやっているが、人が集まらない。周知の方法が議題だと思う。 
委員 
B評価だが、同じくどうしたら周知できるか。市民文化祭があることを知ってもらうのはむずかしい。 
委員 
B評価。参加人数にはこだわらなくてよいのではないか。内容が人々に感動をいかに与えたかが大事。 
委員 
文化祭は、市民にいかに無料でいいものに、触れていただくかということを主にしている。市の税金

を使っているので、多くの人に来ていただきたい。しかし、まだまだ周知が足りない。 
委員 
市民美術工芸展では、初期のころは直接いろいろな人に声掛けしてやっと集まる状態だったが、現在

では、応募が多いので、すべての作品を展示するのに、色々工夫しています。 
会長 
参加は、現状で十分。周知の方法に問題。 
委員 
B評価。参加者数より、続けていくことに意義のある事業だと考える。なので、個人的には B。 
委員 
継続は、60回になる。 
市民活動推進部長 
60回はなかなかできないこと。 
会長 
継続性が大切。 
委員 
団体によっては、集客方法を考えているが、個人的な意見は無料ということが案外ネックなのでは。 
会長 
B評価とする。 
次は、 
B-4「助成制度の方向性、運用方法の検討と決定」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価は 1。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
ていない）評価は 3。D（目標を大きく下回っている）評価は 3。 
「実際の取組み」は、庁内検討組織の設置となっていますが、市の意見はいかがか。 
市民活動推進部長 
若きチェリストの基金ができたが、なかなかこれ以外はない。 
学園都市文化課長 
所管課としては D評価としている。 
市民活動推進部長 
企業メセナとセットの事業と考える。チェリスト基金も企業や市民からの寄附で成り立っているため。 
会長 
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D評価とする。 
次は、 
B-5「文化活動場所MAP等、文化情報を容易に得られる印刷物等の作成」 
A（目標を達成できている）評価は 4。B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価は 3。 
委員 
Bにしたのは、まだまだ余地があると思ったため。お金をかけない工夫などを考え、がんばって欲し
い。 
委員 
A評価。より一層この努力を続けて欲しい。 
会長 
A評価とする。 
次は、 
B-6「地元企業との連携の可能性、あり方の検討」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価は 1。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
ていない）評価は 4。D（目標を大きく下回っている）評価は 1。C～D評価が 1。 
委員 
B評価。よいアイデア。改善されている。 
委員 
C評価。企業側も気持ちはあっても出来ないのだろう。まだまだ目標まではいってない。 
状況としては C評価。 
会長 
C評価とする。 
次は、 
B-7「市内美術館が連携した鑑賞機会の創出。」 
A（目標を達成できている）評価は 5。B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価は 1。
C（あまり目標を達成もしくは維持できていない）評価は 1。 
委員 
より充実した継続を望む。A評価でよい。 
会長 
A評価とする。 
次は、 
B-8「小中学校で行われる国際理解教育のプログラム（授業内容）に対する助言や支援」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価が 5。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
ていない）評価が 2。 
委員 
C評価。色々な国との共存していくための理解を深めるための特殊な勉強であり、教育委員会と連携
を取り、もっと先生方の教育をして欲しい。全体的な評価としては Cとしたが、Bでよい。このコメ
ントを読んでいただければよい。 
会長  
B評価とする。 
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次は、 
B-9「まちの賑わいを創出する事業への学生と連携した取組みの実施」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価は 6。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
ていない）評価は 1。 
委員 
色々やっている。B評価でいい。 
会長 
B評価とする。 
次は、 
B-10「環境学習リーダー・環境診断士ほか地域の人材や環境学習に関するフィールドやイベント、環
境団体の活動などの地域情報の収集・提供」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価は 6。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
ていない）評価は 1。 
全委員 
B評価で異論なし。 
会長 
B評価とする。 
次は、 
B-11「学校インターンシップ制度によって小・中学校へ学生を派遣し、教育活動の補助を行うことで
大学の単位とする協定を市内大学を中心に結び、大学との連携を図る。」 
B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価が 6。C（あまり目標を達成もしくは維持でき
ていない）評価が 1。 
全委員 
B評価で異論なし。 
会長 
B評価とする。 
次は、 
B-12「常設展示、特別展、記念講演会の開催、絹の道資料館や遺跡公園での普及啓発展示」 
A（目標を達成できている）評価が 1。B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価が 6。 
全委員 
B評価で異論なし。 
会長 
B評価とする。 
次は、 
B-13「文化財及び博物館に携わる職員の育成」 
A（目標を達成できている）評価が 5。B（ある程度目標を達成もしくは維持できている）評価が 2。 
委員 
A評価。若手学芸員は何名ぐらいいるのか。 
事務局 
把握していない。⇒（調査の結果 9人） 
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委員 
A評価。元々専門的知識を持った職員の育成というのが目的。結果として若手学芸員が力をつけたの
か、つけつつあるのかも知りたい。スキルアップしたのかどうか検証が必要である。 
学園都市文化課長 
八王子城跡ガイドボランティアは大変好評を得ていて、来場者が増えている。そういう意味では学芸

員が講座講習を開いているというのは充実してきている。成果については、所管課に確認する。 
会長 
A評価とする。 
 
4. 次期文化振興推進委員会委員の就任について 
事務局 
現在皆さんの任期が今月末 7月 31日で切れる。現在の委員さんは策定から関わり、策定時の思いを
継続させる意味でも、引き続き委員に就任していただければと、事務局側で考えているがいかがか。 
2年任期か。 
事務局 
はい 
委員 
新しい人は入らなくていいのか。今回はよいが、来年の今頃の時期がきたら行政側の提案をいただき

たい。 
委員 
同じ意見。新しい人を入れて意見を取り入れたほうが活性化する。 
会長 
今ご指摘のように部分的に入れ替わっていったほうが良いと考える。今回の就任についてはよろしい

か。 
全委員 
了承。 
 
5.その他 
事務局 
資料 5 文化振興推進専門部会の部会員一覧。 
文化振興推進専門部会の部会員の変更を提案したい。 
環境政策課が追加。環境部門の取組みがありながら、どの課も参加しておらず、政策を担う環境政策

課を追加したい。 
国際交流課は 学園都市文化課から分離し独立したため、追加したい。  
削除となっているところが 2 つ。子育て支援課、児童青少年課。実際の取組みが現在のところなく、
政策部門の子どものしあわせ課が参加しているため。  
新しい専門部会の部会員の選択の基準は 2つと考えている。 
各分野の政策担当課であること。または、取組み項目が 5個以上ある課のいずれかで考えているがい
かがか？ 
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全委員 
了承 
会長 
今後の評価方法について、私からの改善提案。 
第１項目 
今の方法よりも、各所管課の自己評価をまとめて、文化振興推進専門部会で内部での評価を行い、そ

れを委員会で審議するという方法に変えていけないか。 
第２項目 
施策の分類が重複するなど多すぎるため、整理すべきである。事業項目を精査しまとめるべき。 
第３項目 
毎年単年度ごとに評価しているが、もともと施策を実施するときに短期、3年以内であれば中期、長
期等の分類に基づいて評価する方法があるのではないかと思う。今日どうのという話ではないが、も

う少し見直しする部分があるのではないか。 
学園都市文化課長 
一番の改善しなければいけないのは、内部組織の専門部会で、議論を活発にしていかなければならな

いということ。きちんと内部組織で検討、評価して議論の経過を踏まえ、委員の皆さんに評価をして

いただくというような手順や流れを作りたい。 
大変貴重な御意見なので、提案として受け止め、施策の分類も計画を見据えながら検討する。  
また委員の皆さんへ御提案する。 
会長 
他になければこれで閉会とする。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
  

 


