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午後２時００分開会 

 

○高山会長 

 それでは、定刻になりましたので、これより平成２９年度第１回ふなばし市民大学校運

営協議会を開催いたします。 

 初めに、事務局より資料の確認と報告があります。事務局、よろしくお願いします。 

○事務局（菅野） 

 事務局の菅野です。よろしくお願いいたします。 

 初めに資料の確認をさせていただきます。２種類あります。ホチキスどめしてあります

次第と委員さんの名簿と席次表が載っているものが１つ。あと、クリップでとめてあるも

ので、赤いインデックスで１番から５番までついている、表紙に「第１回ふなばし市民大

学校運営協議会資料」と書いたものがあります。２種類用意しました。よろしいでしょう

か。 

 運営協議会の会議に先立ちまして、本日は、生涯スポーツ課長の中田委員が公用のため

欠席する旨の連絡を受けています。また、吉村委員、山須委員につきましても、欠席する

旨の連絡を受けております。ただいまは、まだご連絡はないのですが、三橋委員は出席を

していただけるということで伺っておりますが、ちょっとおくれている状況でございます。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございます。 

 本日、船橋市情報公開条例第２６条の規定により、船橋市の設置する附属機関等の会議

は原則公開とされていることから、傍聴人の受け付けをいたしましたところ、傍聴の申し

出がありませんでしたので、ご報告します。 

 それでは、次第に従いまして順次進めさせていただきます。 

 初めに、二野社会教育課長さんより挨拶をお願いいたします。 

○社会教育課長 

 皆さん、こんにちは。雨の中、委員の皆様には来ていただいて、どうもありがとうござ

います。また、日ごろから市民大学校の運営に関してご尽力いただきまして、本当にあり

がとうございます。 

 詳しくは、今回の次第の中で入学者数と修了者数の報告があると思いますが、大体例年
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どおりということで、詳しい数字はまた後で説明させていただきます。今年度からは定員

を増やしましたので、すこし入学しやすくなってよかったのかなというところはあります。

また、それぞれの学部の運営等につきましては、これから皆様からいろいろご意見をいた

だくことになると思いますので、よろしくお願いします。 

 本日は、活発なご審議をよろしくお願いいたします。 

○高山会長 

 二野課長、ありがとうございました。 

 それでは、私からも一言挨拶申し上げます。 

 皆さん、改めましてこんにちは。きょうは猛暑が一休みということで若干涼しゅうござ

います。我々の任期も早いもので２年たちまして、多分、メンバーが全員そろうのはこれ

が最後かと思います。外の天気に負けないように熱い協議会にしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それとまた、きょうは議会開会中ですけれども、二野課長さん、土屋課長さん、牟田補

佐に出席していただきまして、どうもありがとうございます。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 まず初めに、議事第１号、「平成２８年度修了生及び平成２９年度入学生について」の

報告を事務局よりお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 平成２８年度の修了生及び２９年度の入学生についてご報告をいたします。資料の赤い

インデックスの１、「ふなばし市民大学校応募者・入学者・修了者年度別比較表」ご覧く

ださい。 

 平成２８年度の修了の状況につきまして、これは中段になりますけれども、まちづくり

学部１００名、いきいき学部が３５２名、合計４５２名の方が修了いたしました。入学し

た方に対する修了率ですけれども、９３％になります。パーセント的にはほぼ例年と同じ

状況になっております。 

 次に、平成２９年度の入学者の状況です。これは上段になります。まちづくり学部が１

０９名の入学者です。いきいき学部につきましては、課長の話もありましたけれども、本

年度より、一般教養学科２０名、健康学科１０名の定員増を行っておりますけれども、入

学した数が３９１名、両方で５００名という数字になりました。また、定員に満たなかっ

た学科が、まちづくり学部のスポーツコミュニケーション学科、ボランティア入門学科及
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び、いきいき学部の一般教養学科、健康学科、園芸学科になっております。 

 なお、今回の倍率につきましては、まちづくり学部が１．０８、いきいき学部が１．４

４、全体で１．３５倍になっております。昨年より定員が３０名ほど増えたのですが、１

３０名以上の応募者が減った状況になっております。原因についてはまだ把握はできてお

りません。また、今回の応募状況ですけれども、最年少がふなばしマイスター学科の２２

歳、最年長は８６歳の応募が３人おりましたが、そのうち１人の方がパソコン学科に合格

されて頑張っております。 

 次の資料、インデックスの３番、入学者のアンケートの状況の下の段を見ていただけれ

ばと思います。 

 今回、３回以上修了されて応募されている方は、まちづくり学部に２名。２回修了して

いる方は、まちづくり学部が８名、いきいき学部が２２名で、合計３０名。一度修了され

た方は、まちづくり学部は５０名、いきいき学部が１２５名、合計１７５名の方が応募さ

れております。 

 応募の動機につきましては、自己啓発が一番多く、続いて、仲間づくり、地域活動に役

立てるというふうに続いております。 

 また、市民大学校を知った原因につきましては、「広報ふなばしを読んで」が１番でし

た。昨年も開催いたしました「オープンカレッジ」に参加して応募された方は１７名、昨

年より１名多いという状況でございます。 

 次に、平成２９年度、今年度から行いました過去２回以上同一学科で落選した人の救済

措置についてご報告します。これは資料はありませんが、数字だけでご報告させていただ

きます。 

 過去２回以上同一学科で落選した人は、今回はいきいき学部のみの応募でございました。

全体で３９名おります。そのうち２８名が当選、２名が落選、８名が補欠、１人の方が抽

選をする前にキャンセルされております。今回、抽選をした学科を含めて、パソコン学科

以外は全員が当選になっております。ですから、落選とか補欠の方は全部パソコン学科の

方になります。若干ですけれども、２回以上落選された方も救済されているのではないか

と考えております。 

 また、同じく本年度より、２年連続して在校できる、まちづくり学部への応募ができる

ようにしましたので、その入学者の状況をご報告いたします。これも数字だけになります。

４学科とも入学者がおります。全体で３０名、２年連続して学びたいという方がありまし
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た。そのうち２６名が当選、１名が落選、３名が補欠となっております。落選と補欠につ

きましては、４名とも生涯学習サポート学科の学生になります。 

 以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告に対して、何か質問等、ご意見等ありましたらお願いします。 

 ２回以上落選された方の救済措置、それと、今年から２年連続で応募できることになっ

た報告もありましたので、それも踏まえまして、何かご意見、ご質問がありましたら。 

 松本委員、どうぞ。 

○松本委員 

 質問ということで。応募者が７１１人、過去は８４７人、８５０人と。これは極端に落

ちているような気がしているのですけれども、推定原因というのもまだつかんでいないと

いうことでしょうか。 

○事務局（菅野） 

 まだ把握していないけれども、推定ということでしょうか。 

○松本委員 

 ええ。 

○事務局（菅野） 

 まだちょっと把握し切れていないです。１３０名を超える方が応募されていない。ＰＲ

の仕方が悪かったのか、昨年と同じＰＲの方法だったのですけれども。ＰＲだけではない

かとは思いますが、気になっているところは気になっています。 

○松本委員 

 もう一つ、２年連続して受けていいという仕組みは、この時期やむを得ない仕組みなの

かなと感じましたけれども、約３０名の方というと１学科分ぐらいの人数が２年連続。去

年のルールどおりだったら、この２９名の方は本当は入れないということでいくと、まち

づくり学部のほうもかなり厳しい状況だったのかなというふうに感じましたけれども、い

かがなんでしょうか。 

○事務局（菅野） 

 数字的にはそのとおりだと思います。３０名の方が続けてということがありますので、

初めての方で落ちてしまった方もいらっしゃるのですが、そのとおりだと思います。 
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○松本委員 

 わかりました。 

○高山会長 

 私も松本委員と同感で、２６年度からオープンカレッジを行いました。その効果として、

まちづくり学部の入学者をふやしたいということでしたが、附属的効果として、２７、２

８年度がいきいき学部のＰＲにつながって、いきいきが７００台ということでかなりふえ

ました。ところが、３年目になってオープンカレッジも色あせたか、２９年度になるとい

きいきのほうも減ってしまった。これがどこら辺にあるのかは、また分析しなければいけ

ないのでしょうけれども。 

 それと、松本委員もおっしゃっていましたように、ことしから、まちづくりについては、

いきいきからまちづくり学部へ、連年でオーケーとなりました。まちづくり学部も、その

学科以外はほかの学科もオーケーですよとなりました。こういうことになって、かなりの

方が入ってきていまして、今、私はサポート学科のルームサポーターもやっていますが、

３０名中１３名は修了された方が入っています。 

 これは確かに幅広い方が勉強して、将来ボランティアをしていただくという趣旨からは

いいのですけれども、本来からすると、まちづくり学部の狙いというのは、やっぱり修了

後すぐに地域のボランティアをしていただくということになりますと、初めて応募した方

で落選している方も多分いらっしゃると思います。学部の構成の趣旨からして、まちづく

り学部の連年受験可というのは考えたほうがいいのかなという個人的な感じは持っている

んですけれども、そこら辺は、課長さん、いかがでしょうか。 

○社会教育課長 

 こちらについては、今すぐというわけではなくて、こちらの運営会議のほうにも何らか

の形でまた諮って、皆さんにいろいろ意見をいただいて。まちづくり学部はこの市民大学

の趣旨に合致して、自分から学んで、それを地域に還元して地域を活性化していくという

大目標があります。それに合致するところなので、活性化については、皆さんからご意見

をいただいて、また、逆にこちらのほうからも、こういうことを考えているんですけれど

も、どうですかという形で、いい方法を考えていきたいと思います。 

○高山会長 

 サポート学科は、ご案内のように、ことし４３名の応募がありました。抽選で３０名に

なって、ふたをあけたら１２～１３名の方が連年ということなので、ひょっとすると初め
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ての方が落っこちている可能性も、調べていませんけどありますので、そこら辺をどうい

う形で救済していくのか、やはり検討しなければいけない課題かなと思っております。 

 ほかに何かございますか。鳥海委員。 

○鳥海委員 

 私も同感なんですが、ここ３年間ほど、まちづくりについては何か対策を考えようとい

うことでいろいろやらせていただきました。特に、オープンカレッジをやったんですけれ

ども、その効果のなさに、正直なところ、自分ながらちょっと情けなかった。 

 前回の会議で、今年度は救済方法を取り入れようということになったんですけれども、

それすら目的を達成していない。私は、根本的に何か考えないといけないのではないかな

と。言葉が足りなくて失礼なことを申し上げるのですけれども、目先のことじゃだめだと。

根本的に、この市民大学そのもののカリキュラムから見て、事業内容を見て、検討する時

期が来ているのではないかと。というのは、今は、社会構成そのものが、大体７０歳ぐら

いまで働きますよね。６０歳定年、６５歳定年でぴたっと切りかえる方は少ないんです。 

 ですから、私たちのＯＢ会の団体も、私は４６～４７歳で卒業しましたけれども、今は

そういう人はおりません。私はそのまま３０年足したから年齢がわかると思いますが、そ

の年齢の方が卒業するんです、今。これですと、当時、大橋市長が考えられたものとは違

うんだということに我々みずから気がついて、大きな対策を考えないとだめだろうと私は

思います。それにはどうしたらいいのかと問いただされると、私も今のところ知恵はあり

ませんけれども、もう本当に根本的に考えないとだめだろうと、そう思います。 

 もう一つは、前回の会議のときにも申し上げましたけれども、オープンカレッジの会議

のときに、スポーツコミュニケーション学科というのが私なんですけれども、その学科と

ボランティア学科とサポート学科、内容が根本的に違うんじゃないのと。それを同一化し

て応募しても、いないから回すといっても、学生そのものはそんなに好んで行かないので

はないかと。その辺を冷静にみずからがただしていかないと、後手後手になるのではない

かなと。 

 私は運営委員をやらせていただきながらも、ちょっとまずいなと、私自身がまずいんじ

ゃないかなということを感じているこのごろでございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かありますか。 
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○上之園副会長 

 いきいき学部のほうですけれども、せっかく定員を増やしてもらって、最初は１００％

入学予定で、その後キャンセルで入学予定者がこれだけマイナスになったものなんですか。 

○事務局（菅野） 

 例えば、一般教養学科は１２０名ですけれども、１と２がありますので、６０名ずつ最

初に決めます。あなたは当選しましたと通知を出します。 

○上之園副会長 

 お受けになったわけで、その後ですね。 

○事務局（菅野） 

 その後にキャンセルをする方がいらっしゃいますので、キャンセルされますと補欠の１

番の方から順番に繰り入れをしていくのですが、日にちを切るたびに人数の入れかわりが

出てきまして、最終的に抽選をしましたけれども、定員が欠けてしまったという場合も出

てきておりますので、このような数字になってきています。 

○上之園副会長 

 定員どおり採用したんだけれども、キャンセルが出ているということ。 

○事務局（菅野） 

 はい。 

○上之園副会長 

 残念ですね。せっかく１回で入りたい人が１回目では落ちているわけですものね。 

○事務局（菅野） 

 補欠の方も１０人とか１５人とか決めるんですけれども、最後まで行ってしまって補欠

をとっていない状況になってしまったということです。 

○上之園副会長 

 わかりました。ありがとうございました。 

○高山会長 

 よろしいですか。 

 三橋委員。 

○三橋委員 

 私もほぼ同感なんですけれども、１つは、初めて希望された方も落ちているケースがあ

るというふうに伺いました。で、会長がおっしゃったように、ふたをあけてみたら２回目
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の人がかなり入ってらっしゃる。初めての方は逆に優先して入れたらいいのではないかと

いう気もしているんです。その上で、２回目、３回目の方に関しては、ある程度抽選なり

何かを……。初めて応募された方は逆に２回目以上の方たちよりも優先してお入れしてい

ただいてもいいのかなという気がしました。 

 それと、人数の問題もさることなんですけれども、学生の方から聞こえてくることで言

うと、ここは場所が不便だという声がすごくあるんですね。私自身もずっとやらせていた

だいていて、昔の図書館で市役所の近くだったときと比べて、いらっしゃる方が高齢の方

になっているというケースもあるのかもしれないけれども、やっぱり駅から厳しいなとい

うのと、今、僕は県の生涯大学で何学園か担当させていただいていますけれども、やはり

場所というのはすごく大きくて、生涯大学の場所をご存じの方も多いと思いますが、何カ

所か教えていて見ていて感じるのは、場所によって集まっている学生の数が全然違うんで

すよね。やっぱり、来る方の足のよさというのか、もう一回そのこともご考慮いただいて

もいいような気がします。 

 向こうからこっちに移ったときにがくっと減ったんですよね、どの学科も。ここの場所

を鑑みると、市内の方から、「ああ、ちょっとあそこは……」という声があるのかなとい

う気が前からしてはいるんです。 

○高山会長 

 将来ここに新駅でもできると便利になるんでしょうけど。 

○社会教育課長 

 そのとおりだと思います。ここは遠くて、私も駅から歩けと言われたら嫌だなと思うと

ころもあります。 

 場所について、ここの建物自体もかなり老朽化しているので、そういう意味では、場所

の移動をしたい。ただ、だからどこというのはまだ全然ないですけれども、移動したいの

と、もうちょっと利便性のいいところなり環境がいいところにしたいという考えはありま

す。わかりました。 

○高山会長 

 場所は借り物ですから、職員の方も大変ですよね。５時以降に残業もできないし、土日

は出勤できません。 

 

とりあえず、１はこの程度にします。 
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 次に、議事第２号、「オープンカレッジについて（報告）」、事務局より説明をお願いい

たします。 

○事務局（菅野） 

 今の話の中で鳥海委員から少しお話がありましたけれども、４月１９日水曜日に、この

市民大学校におきまして、平成２８年度のオープンカレッジの実行委員の代表の方にお集

まりいただきまして、平成２９年度のオープンカレッジの開催についていろいろと協議を

していただきました。 

 資料の赤いインデックスの５番を見ていただければと思います。過去３年間のオープン

カレッジの開催状況があります。この３年間、この表のとおり開催してきましたけれども、

鳥海委員からもありましたが、目立ってまちづくり学部への応募が増えたということには

なりませんでした。実行委員であった市民大学校まちづくり学部の修了生の団体の方々、

４月１９日にお集まりいただいた方々は、ＰＲの方法を再度検討しようではないかという

ことで、平成２９年度は検討の期間という形にさせていただくことになりました。 

 したがいまして、本年度は、まちづくり学部のＰＲの方法について検討してまいりたい

と思っております。本日、皆様のご意見があればお聞きしたいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

○高山会長 

 あわせて授業見学会の報告もされた後にまとめてしましょうか。 

○事務局（菅野） 

 授業見学会のご報告をさせていただきます。その他でお話ししようかなと思っておりま

したが、赤いインデックスの４をご覧ください。 

 昨年度、初めて、まちづくり学部の紹介を兼ねて授業見学会を開催しました。本年度、

平成２９年度も、このチラシの下の表のとおり、各学科２回ずつ開催しようと考えており

ます。広報ふなばしの９月１日号に掲載する予定になっております。また、公民館、出張

所など、５８カ所の公共施設にこのチラシの配架を依頼する予定になっております。また、

修了生の団体や青少年相談員の方たちにも周知して、ご協力を得ようというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、オープンカレッジについての報告と、まちづくり学部のＰＲの一環としてこ

としも授業見学会をやりましたけれども、それを拡充して、各学科２回授業見学会を２９

年度はやってみようということですので、両方を踏まえて何かご意見、質問等があればお

願いいたします。 

 オープンカレッジの実行委員会では、授業見学会は必ず充実してやってくださいねと、

それと、各学科の修了生でいろいろな活動をしていますので、その活動の際にそれぞれの

努力でまちづくり学部各学科の紹介をしていきましょう。それらを通して年度の入学者に

つなげていきたいと、２９年度は、オープンカレッジ全体的なものはちょっと休んでＰＲ

に集中してやっていきましょうと、こういう集約になっております。 

 三橋委員。 

○三橋委員 

 今、ホームページというのはどうなっているんですか。 

○事務局（菅野） 

 今の状況は、各学科の紹介程度とまちづくり学部の授業見学会の開催の予定が載ってい

ます。入学の案内のときには、案内と願書ですとか、そういうものはホームページで紹介

させてもらっています。 

○三橋委員 

 広報のことになりますけれども、今、割と新聞をとらない家庭が増えてきていて、そう

すると市の広報が入ってこないですよね。今、４０代、５０代の世代の方に聞くと、大体

みんなネットでいろいろなことを調べているということがあって、やはりネットの情報発

信というのをもう少し、そこら辺を充実するのも広報では一つの方法なのかなという気が

します。 

 ですから、今、ホームページだけでなく、僕らがかかわっている団体や活動もそうなん

ですけれども、ホームページに加えてフェイスブックとツイッターにページを出しますよ

ね。両方でアクセスしてくるという形があって、その辺も含めて、多くの市民の方がいろ

いろなところに情報を検索に行ったときにアクセスできるような仕組みづくりというのも

必要なのかなという気がしているんです。 

 ボランティア入門学科の方たちがボランティア活動を調べようと思うと、やはりネット

で調べるケースが多くて、どこかの修了レポートのときに、２年前だったか、書かれた方

がいらっしゃったんですけど、比較すると、船橋はなかなかアクセスしづらい、調べづら
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いというのがあります。ボランティア活動のことについてですけれども。僕自身も調べて

市川市と比べると、ボランティアの検索は市川市のほうが全然進んでいて、すぐにいろい

ろな情報に一発でアクセスできるようになっているんです。全体の行政のホームページの

あり方、情報発信のあり方にかかわってくるのでしょうけれども、市民大学校のほうもネ

ット関連のことはもう少し充実してもいいのかなという気はちょっとしています。 

○高山会長 

 ホームページとかフェイスブックの社会教育課の現状で何か発言できることがあればお

願いします。 

○社会教育課長 

 ホームページについて、確かに、市のホームページがちょっと見づらいという意見はあ

るとのことですが、そこら辺については、直接の所管ではないので、そういう話があると

いうことは伝えさせていただきます。 

 フェイスブックとツイッターについてですけれども、そこは少し難しいところもありま

すが、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

 情報発信については、確かに更新もないと、やはり見てくれる人は少ないので、そこは

努力していきたいと思います。 

 以上です。 

○高山会長 

 確かに大事ですけれども、難しいですね。生涯学習サポート学科の修了生団体にコーデ

ィネーター連絡協議会というのがありますけれども、その会はまだホームページを持って

いないんです。ホームページを何年か前に立ち上げようとして、いろいろ各公民館所属の

コーディネーターに聞いたら、その当時はまだ半分ぐらいが紙ベースで、「そんなことを

やったって、我々は開けないし、アクセスできないよ」と言われて、４～５年前にだめに

なったことがあります。ただ、やはりいろいろなツールが必要なことは間違いないでしょ

う。 

 ほかに何かございますか。松本委員。 

○松本委員 

 ちょっと気になったのが、先ほど説明のあった授業見学会は、私の伺っている範囲です

と、昨年は惨敗したというふうに聞いていまして、今回、そこで同じ轍を踏まないという

点ではどんなところを改善されたのかというのがちょっと気になっています。 
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○社会教育課長 

 それに関しては、前回は準備不足の面もありまして、申しわけなかったと思います。広

報のほうに載せる期間が非常に短いということがありましたので、今回は、本来ですとも

うちょっと早目にやりたかったのですが、去年よりは長目に、前もって９月の広報に上げ

るようにしました。ホームページにも掲載するよう予定しております。ですから、前回の

一番の課題は周知が十分でなかったのではないかということがありますので、今回は、そ

この周知をなるべく早目にして、いろいろな方に見ていただけるような形にしました。 

○事務局（菅野） 

 つけ足しになりますが、昨年度は公共施設にチラシを置かなかったかと思います。今回

は、先ほどお話ししました五十数カ所に置かせてもらう予定です。ホームページにはもう

載っておりますけれども、市の広報は９月１日号に掲載予定、各公共施設にチラシの配架

と考えています。 

○松本委員 

 私は前回もこの話に関して意見を言わせていただいたと思います。ボランティア入門学

科にこだわっている部分もあるかもしれないですけれども、私もサポート学科の卒業生で

もあります。応募してくる人たちのかなりの部分が、いきいき学部でもまちづくり学部で

も、どっちにしようかなという方が結構いらっしゃるんです。 

 要するに、絶対にボランティアをするんだと言って入ってくる人ももちろんいらっしゃ

るんです。その方々は、下手すると、オープンカレッジを開かなくても何もしなくても入

ってこられる方。それに対して、自分の楽しみも含めて、「いきいき学部にも入りたいけ

ど、もしかしたらまちづくり学部も楽しいのかもしれない」というふうな、その層を狙う

のがこの見学会の大きな意味なのではないかなと私は考えていまして、また、オープンカ

レッジもその層を狙うべきじゃないかというのが私の基本的な考えです。 

 だから、一つは楽しくなきゃいけないということと、もう一つは、いきいき学部の紹介

もしますという中で、まちづくり学部を主体に紹介していくような仕組みを何か考えても

らえると。 

 いきいき学部を聞きに来たけど、よく聞いてみたらまちづくり学部もおもしろそうだし、

無料だし、人の役にも立ちそうだから、こっちにしてみようかなという人が１０人も出て

きたら、これはめっけものじゃないかなということで、前回も言わせていただいたとは思

いますが、そこら辺が少し気になっています。今回はこういうことでスタートされている
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とは思いますけれども、また、私も一生懸命、今のお話も受けたので宣伝はさせていただ

きますけれども、ちょっと気になっているところです。 

○高山会長 

 確かに、授業見学会とあわせて、学科の紹介なりＰＲなり、わからない点に何か答えて

やる、そういう丁寧な説明というのは必要ですよね。サポート学科は、たまたま私のとき

に前回ありましたので、こんな授業をしていますよと、休憩中に市民の方に説明しました

けれども、そういった形で、授業を聞いて見てもらうだけではなくて、学科はこんなこと

がありますよと。「ちなみにほかの学科は」と聞かれたときに、事務局のほうで説明した

りできるような体制になれれば一番いいのかなという感じはしますよね。 

 それと、今、チラシが出ましたけれども、公民館で常日ごろ、市民大学校にはどんな学

科があります、どんな授業をやっていますというチラシを置いていないので、去年いろい

ろ検討していただいて、今年は、２９年度は、常時公民館に簡単なＡ３の１枚程度のチラ

シを置きましょうという話になったかと思うのですけれども、その点、そこら辺の進捗状

況は、菅野さん。 

○事務局（菅野） 

 今年度につきまして、予算をつけてもらいましたので、予算で印刷をしてもらって、Ａ

４の両面ぐらいになるかもしれませんが、形態はまだはっきりしていませんけれども、入

学案内よりも前に作りたいというふうに考えて今準備しているところです。 

○高山会長 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○社会教育課長補佐 

 今、ほかの市町村にもこういう形態があるということで、そういうところがどういうふ

うにチラシを作っているのか、それも取り寄せたりして、参考にして作ろうと思っており

ます。そういう状況でございます。 

○高山会長 

 よろしくお願いします。 

 どうぞ、鳥海委員。 

○鳥海委員 

 チラシを公民館に置くというお話をお聞きしましたけれども、船橋の広報が駅等に置い

てありますよね。あのように置く方法は難しいんですか。チラシも一緒に。というのは、
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公民館に置いても、公民館に行く人は決まっているんですよ。私どもの学科で欲しい方々

は働いていますので、はっきり言いますけど、見ないんですよ。生かすならばホームペー

ジです。ホームページを市民大学校独自で開発していかない限り、課長さんは言いにくい

よと言われるのが正直なところですけれども、我々がゴンゴン課長さんに押していかない

とだめだろうと思いながら今言っているんです。そういう方法を考えていかなかったら増

えません。結論じみたことを言ってしまいますけれども。 

 私どもの学科は働いている方です。６５歳を過ぎたけど役に立とうかという関心のある

方が何％いるかというところまで調べないとだめだと思います。関心は皆さん持っている

んですよ、国民は。ところが、そこまで行く前に、「生き生きと楽しく過ごそう。お金に

は困っていないんだけど働くよ。飲み代、遊び代に回すために」という、ざっくばらんな

言い方をしてしまいますが、そこを掘り返すということを根本的に考えたい。私が言って

いるのはそこなんです。 

 ですから、チラシを置くにしても、広報紙と同じように置けるような方法も考えてほし

い。ホームページをもうちょっと活用できるように、若い人ほどそちらを見ると思います

ので、ちょっと強調したいと思うのです。 

 今後は、課長さんをゴンゴン押していきたい。うるさくてたまらない、そのぐらいしな

いと課長も言えないと思うんですよね、立場上。 

○松本委員 

 ホームページの専門家ですよね。 

○鳥海委員 

 そうそう、わかって言っているんですけど。 

○社会教育課長 

 私はホームページはわかりませんよ。 

○松本委員 

 コンピューターの専門家だから。 

○高山会長 

 チラシの配架先については、いいチラシができれば、例えば、船橋駅近くにできたイン

フォメーションセンターにも置けますよね。政策企画課に持っていけば置いていただける

と思いますので、まずはいいチラシをつくっていただいて、公民館とか、あとはいろいろ

な駅の近くとか、そういうところにまた拡大していろいろ知恵を出してやっていけばいい
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のではないかと思います。 

○鳥海委員 

 もう一ついいですか。そのチラシを作るのを我々卒業生にやらせてもらえないですか。

無償でやりますよ。そのぐらいの労力は何とも思いません。採用するしないは市のほうで

決めちゃって結構ですから。そうすると活力が出てくるんですよ。 

 私が言いたいのは、裾野の活力がないとだめなんですよ。どんなに課長が頑張っても、

我々の裾野があっちを向いていたのではだめなので、課長のほうに向くようにベクトルを

しっかり持ちたい、わかりやすく申し上げますと。課長に魅力を感じると見に行きますか

ら。ですから、一つ仕事をやらせてみてください。 

○社会教育課長 

 それについては、逆に言うと、やらせるというのではなくて、お願いしたいです。 

○鳥海委員 

 採用するしないは別として、そういう機会も与えてもらえれば、結構いいものを持って

いる人はいっぱいいますよ。 

○社会教育課長 

 そうですね。わかりました。 

○高山会長 

 ボランティアといえば、２８年度までは、入学案内は、みんな各団体、我々が印刷して、

ちょっと大変だねということで、２９年度は外注にしていただきましたけどね。 

 ほかに何かございますか。どうぞ。 

○三橋委員 

 今言ったチラシとかパンフレットを作られて、千葉市だと銀行にも置いてあります。鳥

海委員がおっしゃったように、公民館は来る方が決まっているので、逆に言うと、もしか

したら市民大学校や何かは既に終わっている方も結構いらっしゃるのと、むしろそうでは

ない人たちに広報するという意味でいったら、銀行だとか飲食店だとか、そういうところ

にも置かせてもらえないのかなという気がします。「あっ、こんなのを船橋でやっている

んだ」ということ、それだけでも何か違うような気がするんですよね。 

○鳥海委員 

 もう一ついいですか。丸々一年かけさせてもらって、入学案内ではなくて、市民大学校

学校案内にかわるもの、またはそれになるものをＯＢに提案させていただいて、どんなも
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のを作れるかやってみたい。ページ数は何ページで、大きさはＡ４にするとか、両面刷り

とか一部カラー刷りとか、そういうものを具体的に言っていただいて、我々理事会のほう

にぼーんと投げかけてほしいんですよ。できるかできないか、私はできると言うと思いま

す。自分の卒業された学科ですから、その辺は燃えているものがあると思いますので、あ

と１０年するとちょっと命が危ないので、今のうちにひとつお願いします。自分で言って

いる限りは自分もやろうという気持ちを持っていますので。 

 今、スポ健のほうは平成修了生に力を注いでいるんですよ。ここで早く育てないと我々

の責任だということで、そういう気持ちがあるものですから、ひとつその辺のことも考え

ていただきたい。学校案内ですね。 

○高山会長 

 貴重なご提案が鳥海先生から。大分燃えていますけれども。 

○鳥海会長 

 燃えています。きょうは課長を見ちゃったから元気が出てきたんです。 

○高山会長 

 ただいまの議事はよろしいですか。 

 それでは、その他で、事務局、何かありますか。 

○事務局（菅野） 

 平成２８年度の市民大学校の在学生のアンケートの集計、遅くなりましたけれども、ま

とめましたのでご報告させていただきます。インデックスの２番ですけれども、青いイン

デックスで１から１０あります。各学科ごとにまとめてありますが、インデックスの１０

番をご覧いただければと思います。 

 設問の６で、まちづくり学部では、修了後の活動について、「予定がある」「検討中」と

いうのが４分の３を占めておりまして、また、設問１では、地域活動や自治会活動、ボラ

ンティア活動などに生かしたいという声が多く、まちづくり学部の目標であります地域の

コミュニティリーダーの育成ということについて、達成されているのかなと思っておりま

す。 

 次に、同じく１０番の中の６ページをご覧ください。 

 いきいき学部につきましては、生きがいづくりや仲間づくりを目的としていますけれど

も、設問１で、８８％の方が、「十分に達成し、満足している」「ほぼ達成し、満足してい

る」というふうに答えていただいています。 



 17 

 クラス会については、設問４で、「よかった」という方が７０％、「よくない」と３名の

方が答えておりますけれども、これについても、仲間づくり、生きがいづくりについて達

成できているのかなというふうに考えています。 

 １番から９番までが各学科の集計になっておりますので、参考にしていただければいい

かなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○高山会長 

 貴重なアンケート結果の集計の報告、ありがとうございました。何かぱっと見てご意見

とか気がついた点がありましたら。 

 松本委員、どうぞ。 

○松本委員 

 内容的にも納得できるようなものが多いのですけれども、タイミングは、いつアンケー

トをとられましたか。 

○事務局（菅野） 

 アンケートをとった時期ですか。 

○松本委員 

 とった時期です。 

○事務局（菅野） 

 １月ごろではなかったかなと。 

○松本委員 

 授業がほぼ終わりかけているところぐらいでとったということですか。 

○事務局（菅野） 

 そうです。初めではないです。半分以上たってからです、間違いなく。 

○高山会長 

 今、菅野さんのほうから、１ページの問６の説明が例示でありました。卒業後の「活動

予定がある」「検討中」を足すと６４％ですけれども、本来はここら辺が８割ぐらいは欲

しいのかな。「ない」が１８％。例えば、サポート学科で来年やりますかと言ったら、来

年はまたほかの学科へ行くので忙しくてできませんという方が何人かいらっしゃって、そ

ういう方の数も入っているのしょうけれども、やっぱり、まちづくり学部が終わったら８

割ぐらいの方の「やってみたいね」という数が欲しいなという感じはしますね。 

 特段ありませんか。松本委員。 
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○松本委員 

 アンケートを１月ごろにとられたということですけれども、ちょっと気になっているの

は、私ども卒業生、毎年卒業する人たちと懇談会を持って、去年も１８名ぐらい我々のボ

ランティアサロンに入ってこられました。１月ごろというのは、まだ卒業演習があって卒

業し切れていないということで、変なことを書くと落とされるんじゃないかという意識も

ちょっとあると言うんです。それは冗談かもしれないけれども。だけど、卒業するとほっ

として本音が話せるというところがあって、僕は、そういう意味でも、タイミングという

のはどこなんですかということを確認させていただいたんです。それが本当かどうか、今

の人は高学歴化して頭のいい方が多いので、かなりぴしっぴしっと書かれているとは思い

ますけれども、とはいえ、そういう部分もちょっと残っているかなというところがちょっ

と気になっています。 

 アンケート結果も大事ですが、ボランティア入門学科の場合は、追いかけてみると、最

初の年というのは、入学時に１００人いれば、大体３０人は既にボランティアをしている

人がボランティア入門学科に入ってきています。残りの７０人が、これから何か地域でお

役に立てればという感じの方々。これはアンケートのこっちも大体合っていると思って見

ています。 

 私自身も、具体的に自分たちの学科をとっています。卒業時には、大体５割の人はこれ

から何らかの形で活動したいと言ってくれています。だから、２割増しぐらい。でも、ほ

かの人はまだ探していたり模索している人が多くて、２年後に実際にアンケートを追いか

けてみると、年に１回でもボランティアをしたことがあると言ったら入れたということま

で入れて、同じようなとり方をしていて、約９割の人が何らかの形で活動を開始している

んです。３年後ぐらいになると少し落ちますけれども、今度は逆にリーダーをやる人がふ

えてくるということがあって、そういう意味では、ほかの学科は違うかもしれませんが、

ボランティア入門学科の人は、出だしはちょっとエンジンがかからないけれども、結構後

半では活動している人が多いなという印象です。 

 このアンケートは納得できる答えが多くあったので、今度うちの理事会でも皆さんに説

明させていただきたいと思います。 

○高山会長 

 特段よろしいですか。 

 きょうは二野さんと土屋さんがお見えになっていますから、例会に増して活発なご意見
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が出たんじゃないかと思います。 

 それでは、本日の協議会においてご審議いただく議事は以上ですが、特にご質問、ご意

見等がなければ、以上で議事を終了させていただきます。 

 本日の議事については全て終了いたしました。 

 なお、議事録の署名を上之園委員と荒谷委員にお願いしたいと考えておりますけれども、

お願いできますか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 それでは、両委員に議事録の署名をお願いいたします。 

 これで本日の協議会は終了となります。委員の皆様には議事進行にご協力いただき、あ

りがとうございました。 

 最後に、事務局から何かありましたら。 

○社会教育課長 

 どうも本当に活発なご審議ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 

○社会教育課長補佐 

 すみません、資料のほうに一部訂正がございます。赤いインデックスがついている５番、

オープンカレッジの２７年度の実施日ですが、１１月２９日の誤りです。ホームページに

は１１月と直したものをアップします。２７年１月２９日となっていますが、１１月２９

日の誤りです。申しわけございません。訂正をよろしくお願いします。 

○高山会長 

 訂正は２７年度の１１月です。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

午後２時５６分閉会 


