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午前９時５８分開会 

 

○事務局（菅野） 

 おはようございます。定刻ですので、これから始めさせていただきたいと思います。 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。事務局の菅野です。

よろしくお願いいたします。 

 本日は、ふなばし市民大学校運営協議会開催の前に、ふなばし市民大学校運営協議会の

委員の皆さまの委嘱状の交付式をさせていただきます。通常なら学長である松戸市長から

交付するところですが、学長及び副学長は公務がありますので、生涯学習部長の小出から

委嘱状の交付をさせていただきます。お名前をお呼びいたしますので、大変恐縮ですが、

その場にご起立をお願い致します。 

 辞令交付の対象であります生涯スポーツ課長の中田委員につきましては、公務のため欠

席のご連絡をいただいております。また、高齢者福祉課長の土屋委員も公務のため欠席の

ご連絡をいただいており、代理として田島課長補佐に出席していただいていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

（小出生涯学習部長より各委員に委嘱状の交付） 

○事務局（菅野） 

 引き続まして、生涯学習部長の小出よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○生涯学習部長 

 改めまして、おはようございます。生涯学習部長の小出と申します。 

 本日は多数の委員の皆様のご出席、まことにありがとうございます。先ほど委嘱状を交

付させていただきました。委員の皆様におかれましては、公私ともどもお忙しい中、ふな

ばし市民大学校運営協議会の委員を快くお受けいただきまして、まことにありがとうござ

います。重ねてお礼を申し上げます。また、今回、新たに２名の委員を迎えることになり

ました。どうぞ忌憚のないご意見をいただければと思っております。また、再任の委員の

皆様におかれましては、市民大学校に対する熱い思いをさらに出していただければと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、委員の皆様は既にご存じのことだと思いますが、本大学校は、いきいき学部、ま

ちづくり学部の二部制としており、これまで多くの修了生を輩出しております。そして、
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その修了生が地域に戻り、リーダー的存在となって地域を大いに盛り上げていただいてお

ります。これからもこうした修了生を多く出していくことが本市の活性化につながるもの

でありますが、そのためには事業の充実等がとても大切なものだと思っております。本大

学校をこれからも発展させていきたいと思いますので、委員の皆様のお力添えをいただき

ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 小出部長、ありがとうございました。 

 今回、委員の改選がありましたので、皆さんの自己紹介を兼ねて一言ずつご挨拶をいた

だきたいと思います。委嘱状を交付した順番で、上之園委員からお願いいたします。 

○上之園委員 

 私は市民大学校４期の健康学科２を卒業しまして、１０年目を今迎えております。いき

いき同窓会では、１０年たつと協力会員になります。会費も半分になりますけれども、引

き続き活動していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。上之園です。 

○鳥海委員 

 鳥海といいます。私は今の市民大学校の前身に当たりますスポーツ健康大学の６期を卒

業させていただきました。当時、平成３年度でございますけれども、その後いろいろとこ

ちらのほうのかかわりをいただきましてお務めさせていただいております。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

○花村委員 

 コーディネーター連絡協議会の花村と申します。よろしくお願いします。 

 私は、今の生涯学習サポート学科になりますが、２１年度卒でございます。入っていき

なり連絡協議会の役員を２～３年やりましたけども、最近また引っぱり出されまして、コ

ーディネーター連絡協議会の役員のほうをやらせていただいています。よろしくお願いし

ます。 

○松本委員 

 ボランティアサロンふなばしの松本秀夫と申します。よろしくお願いします。 

 私は、平成１９年度に現在のボランティア入門学科を卒業した者で、卒業と同時にボラ

ンティアサロンふなばしを立ち上げまして、当初３６人からスタートしましたけれども、

現在１１０名の会員とグループ団体が２つできました。このボランティアの活性化をさら

に進めたいと思いまして、市民大学校のまちづくり学部を一緒に盛り上げられたらと思っ
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ておりますので、これからもよろしくお願いします。 

○土屋委員代理（田島課長補佐） 

 市役所高齢者福祉課で課長補佐をしております田島と申します。本来ですと課長の土屋

が参るところでございますけれども、きょうは公務がございまして、私がかわりに出席さ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高山委員 

 おはようございます。船橋市で担当しています行政相談委員を７年ほどやっております。

市民大学校のほうは学びのコーディネーター学科を、花村さんは２１年ですが、私はその

後の２２年卒業でございまして、その後は同じようにコーディネーター連絡協議会の役員

をやって、今はルームサポーターをやらせていただいております。市民大学校運営協議会

も４年やりまして、今度は５年目になりますけれども、引き続きまたよろしくお願いしま

す。 

○荒谷委員 

 荒谷と申します。先ほど鳥海さんが言われました前身のスポーツ健康大学の１期生の荒

谷と申しますけれども、私のほうは、それを通して健康づくりということで、気功、３Ｑ

体操、ヨガを、皆さんの健康のために支援させていただいております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○川田委員 

 皆様、初めまして。川田と申します。大変すばらしい委嘱状をいただきまして、むしろ

恐縮をしております。 

 今こちらの名簿のほうには人権擁護委員ということで記載されておりますけれども、そ

の前には本当にいろんな方にお世話になった経緯でこの席があったのだと思います。私も

実はスポーツ健康大学Ｓ１期というのに所属しておりまして、１年間生徒をやって、運営

審議員をやるよりも、いっぱい勉強させていただいたことを思い出します。１年間とても

楽しい思い出でした。今度それを逆に伝える立場になったんだなと思っております。皆さ

んと一緒にどんなことができるのかは全然わからないのですけれども、やってきたことが

活かされれば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。 

○事務局（菅野） 

 ここで、三橋委員が到着されましたので、委嘱状の交付をお願いしたいと思います。 

（生涯学習部長より三橋委員に委嘱状を交付） 
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○事務局（菅野） 

 では、三橋委員、自己紹介と一言ご挨拶をお願いたします。 

○三橋委員 

 大変遅くなりまして申しわけございません。三橋と申します。 

 市民大学校とのかかわりは、ちょうど市民大学校の立ち上げのときにボランティア学科

をつくるときからかかわらせていただいて、現在ボランティア入門学科のほうの専任講師

をさせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 引き続き、事務局のほうの自己紹介をさせていただきます。 

○生涯学習部長 

 改めまして、生涯学習部長の小出と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○社会教育課長 

 社会教育課長の二野と申します。皆さん、いつもお世話になっておりますけれども、今

回からまたよろしくお願いいたします。また、新しい委員の方に関しても、よろしくお願

いいたします。 

○社会教育課長補佐 

 社会教育課課長補佐の牟田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 市民大学校を担当させていただいております菅野と申します。学科は生涯学習サポート

学科を担当させていただいています。よろしくお願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 ふなばし市民大学校の田久保と申します。よろしくお願いいたします。担当しておりま

すのはスポーツコミュニケーション学科と園芸の１と２を担当しております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○事務局（黛） 

 同じく事務局を担当しております黛と申します。担当学科としましては健康学科と陶芸

学科を担当しております。よろしくお願いします。 

○事務局（大武） 

 ふなばしマイスター学科とパソコン学科の担当をしております大武と申します。よろし

くお願いいたします。 
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○事務局（池田） 

 池田と申します。どうぞよろしくお願いします。担当はボランティア入門学科、そして

一般教養の１と２を担当させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 ありがとうございました。以上をもちまして、委嘱状の交付式を終了させていただきま

す。 

 引き続き、会議の前に、資料の確認をお願いしたいと思います。座って失礼させていた

だきます。 

 レジュメは、ホチキスでとめた３枚つづりのものがあります。市民大学校運営要綱と最

後が運営協議会の要綱になっております。それから、これはあくまでも案ですが、入学案

内の案があります。また、新しくできました市民大学校のパンフレットを資料として準備

させていただきました。足りないものがありましたらお願いします。大丈夫でしょうか。 

 それでは、ふなばし市民大学校運営協議会の要綱第６条第１項に、「協議会の会議は必

要に応じて会長が招集し、その議長となる」とありますけれども、現在、会長が選出され

ておりません。会長が選出されるまでの間、事務局が進行役を担当させていただき、会長

が決まりましたら、その後に会長に議長として議事の進行をお願いする方法をとりたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（菅野） 

 ありがとうございます。 

 では、ただいまより、平成２９年度第２回ふなばし市民大学校運営協議会を開催させて

いただきます。 

 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及びこれに準ず

るものの会議は原則として公開することとなっております。このことから傍聴人の受付を

行いましたが、本日、傍聴人はおりませんでした。また、本会議は議事録を作成し、市の

ホームページで公開することとなります。そのため、会議終了時に議事録署名人として２

名の委員を選出し、署名をいただくことになっております。 

 では、議事第１号に入ります。会長、副会長の選出についてです。 

 ふなばし市民大学校運営協議会要綱第５条第２項に、「会長及び副会長は委員の互選に

より選出する」となっております。つきましては、互選は指名推選ということでよろしい
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でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（菅野） 

 ありがとうございます。 

 それでは、異議なしということで、指名推選で会長を選出させていただきたいと思いま

す。どなたかご推選をお願いいたします。 

○荒谷委員 

 そのまま引き続き、私は高山さんにお願いしたいと思います。 

○事務局（菅野） 

 ただいま荒谷委員から、高山委員を会長にという声が上がりましたけれども、いかがで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（菅野） 

 ありががとうございます。 

 それでは、高山委員に会長をお願いしたいと思います。 

 それでは、会長が決定しましたので、これをもって進行役の任を解かせていただきたい

と思います。 

 高山委員、会長席のほうへお移りいただいて、ご挨拶をお願いいたします。 

（高山委員 会長席に移動） 

○高山会長 

 ただいま皆様方の推薦により会長という大役を仰せつかりました。甚だ微力ではありま

すが、皆様方のご協力を得て本協議会に与えられた責務を全うしたいと思いますので、ご

協力の程よろしくお願いいたします。 

 市民大学校は、来年３０年度は１５期生が入ってまいります。住宅でいうと１５年たつ

とそろそろリフォームとか、住んでいる人によってはいろいろ考えなければいけないので、

市民大学校も１５年たってそろそろ最初の設計から少しは微調整をしていかなければなら

ない時期かなと思っております。当協議会は、例年３回しかやっておりませんけれども、

この３回の皆さんの熱い協議を、社会教育課のほうでもいつも議事録を毎回精査していた

だいており、より良い市民大学校をということで頑張っていただいております。皆様方の

更なる熱い協議を通じて市民大学校が「学ぶ・活かす・つながる」という市民大学校の本
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来の責務を発揮できるように、皆様方の協力を得て頑張っていきたいと思いますので、改

めましてよろしくお願いします。 

 では、引き続き、議事に入ります。副会長の選出です。 

 私、会長といたしましては、今までの慣例でいきいき同窓会に副会長をお願いしていま

したので、上之園委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 では、副会長は上之園委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

（上之園委員 副会長席に移動） 

○上之園副会長 

 ただいま副会長に選任されました上之園です。力足らずですけれども、精いっぱい頑張

っていきます。どうぞよろしくお願いします。 

○高山会長 

 では、議事第２号に入ります。ふなばし市民大学校パンフレットの作成についての報告

です。 

 事務局より説明してください。 

○事務局（菅野） 

 資料はこちらの資料をごらんください。ふなばし市民大学校運営協議会におきまして、

ふなばし市民大学校の周知不足を指摘されておりましたことから、市民大学校の認知度を

上げるため、この市民大学校のパンフレットを１万部作成させていただきました。公民館、

出張所等の公共施設や、市民大学校の修了生団体等に配布して、ふなばし市民大学校のＰ

Ｒをしていきたいと考えております。 

 二つ折りになっておりますので、開いていただけますでしょうか。真ん中にありますけ

れども、コンセプトとしまして「学ぶ・活かす・つながる」です。市民大学校で学んで、

その成果を地域に活かしていただいて、学びでできた新たな仲間とのつながりをもって地

域に担い手を担っていただくというイメージです。多くの方に市民大学校で学んでいただ

ければと思っております。 

 以上でございます。 

○高山会長 
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 ありがとうございました。 

 立派なパンフレットができましたけれども、何か質問等ございますか。 

 田久保さん、何か補足でありましたら。せっかくご苦労されたようですから。 

○事務局（田久保） 

 今回こちらの市民大学校のパンフレットをつくるに当たりまして、まず、ここが何をす

べきなのかというようなところから掘り下げて考えてまいりました。根拠法でしたり、社

会教育課の根幹である一番星プラン、それから、第３次船橋市地域福祉計画等から、この

３つの「学ぶ・活かす・つながる」というキーワードを出しました。 

 「学ぶ」は、通常の学ぶ生きると書く「学生」から、楽しく生きると書き、ここで学ん

だすべての学生さんが「楽生」さんになって欲しいという思いを込めての「学ぶ」という

こと。 

 次に、「活かす」というのは、地域の人財へ、人の財産と書く「人財」です。まちづく

り学部を卒業した方は、地域活性化のコミュニティーリーダーになっていただきたいとい

う学部の目的がございますので、地域コミュニティー活性化の人財育成を目的にするとい

う意味があっての「活かす」というキーワードを使いました。 

 「つながる」という言葉につきましては、地域の縁、それから、血縁という縁がありま

すが、知識を共有した仲間でつくる知識の縁という新しい縁、そういう知縁づくりをする

ための学部にいきいき学部はなっていく方向性を目指したいと考えました。ただ、いきい

き学部の目的は、個人の趣味だけではなく、そこを卒業した方がまちづくり学部に並ぶく

らい地域で活躍してもらいたいという思いがございますので、そういう意味をもっての

「つながる」というところで、知識を共有した仲間で新しい縁ができたらいいなと。 

 最後、「学ぶ」につきましては、どの学部にも共通しており、いきいき学部、まちづく

り学部を修了した方が、市民大学校で学んだことが全て地域でつながっていけばいいなと

いう意味で、矢印のサイクル等を真ん中に入れてみました。 

 ちょっと資料が手元になくて、もっときちんと説明できればと思いますが、一応そのキ

ーワードをつくった経緯というのは、そういう流れになっております。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 感想でもいいですが、何かございますか。 
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 松本委員さん。 

○松本委員 

前回、三橋先生が、楽しいというのがとても大事だというのがあって、なぜ学生の応募が

少ないかという中で、これを見たら「学ぶ」のところがすごく楽しそうなのと、それから、

「学ぶ・活かす・つながる」という言葉も、すごくわかりやすい言葉を選んでいただいて

いるなということで、これだと取ってくれそうだなという感じがすごくしました。 

 それから、私は今見たばかりなので、まだ正確な感想はできないですし、自分のところ

のボランティア学科ばかり見てしまいますけれども、どうしてもボランティア学科という

と車椅子だとか介護だとか、前回もそうだったのですが、どちらかというと障害者の写真

を入れてしまうことが多いんです。ただ、卒業された方は、特に男性関係は環境をやった

り国際交流へ行ったりということで、いろんなところへ行かれるので、これだけを見て障

害者の為のボランティアというと、一般の卒サラした人がすっと入るには結構ハードルが

高いと思います。そういう意味でいくと、写真の選び方も、これはＭＤエコネットさんと

いう山田さんのところで、非常ににこやかな明るい場で、笑っていそうなので、同じ障害

者の為のボランティア活動の写真でも受け入れやすいと思います。 

 それから、一番最後のページで応募者の少ない２学科を選んでいただいているのに感謝

します。２学科が４０人とか５０人の応募があれば、かなりうれしい話になるので、そう

いう点でもとてもよくまとまっているチラシだなと思いました。あくまでも見たばかりの

感想ですけれども、ありがとうございました。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 鳥海委員。 

○鳥海委員 

 前回の第１回目の運営協議会でご提案されたことの内容を、こんなに早く立派に生かさ

れたということについて、すごく感動とともに感謝しております。ありがとうございまし

た。あとは、このパンフレットがいかに知れ渡っていけるか、我々の仕事も十分含んでい

ると自覚しております。本当に感謝しております。よろしくお願いいたします。 

○高山会長 

 従前、公民館とか市の施設には入学案内はあるんですけれども、こういう市民大学校の

ＰＲ誌がなかったものですから、常時一年を通して置いていただければ非常にＰＲになる
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と思いますので、すぐ補充するような体制でお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 意見はよろしいですか。 

 では、引き続き、議事第３号に入ります。「平成３０年度ふなばし市民大学校募集・入

学案内（案）について」です。 

 事務局より説明してください。 

○事務局（菅野） 

 「平成３０年度ふなばし市民大学校募集・入学案内」については、まだ最終決定はして

おりませんが、次のように考えております。資料としましては、こちらのホチキスどめの

資料になるかと思います。 

 大きく変わるところは、パソコン学科が火曜日に２５人の定員で３回の授業を今年度は

行っておりましたが、月曜日と火曜日の２日間に２回ずつ、計４回の授業に変更いたしま

す。これに伴いまして、需要が多いパソコン学科の定員を２５名ふやします。３回（７５

名）から４回（１００名）に定員をふやします。会場は、引き続き視聴覚センターの総合

演習室をお借りして行います。 

 また、本年度より、まちづくり学部への２年連続しての応募と、１年を経過すれば再度

同じ学科に応募することを可能とさせていただきましたが、前回の協議会の中で委員の中

から、初めての人が当選できず２回以上の入学者が存在するというのは、初めての人を優

先するように改善できないかというご意見をいただきました。委員に発言の趣旨を再度確

認させていただきましたところ、まちづくり学部の定員を上回る応募のある学科の入学決

定に際しましては、当該学科が初めての人をまず優先するべきではないでしょうかという

ご意見でした。検討しました結果、まちづくり学部への応募につきましては、抽選となる

場合において、初めて当学科に応募する人を優先するというふうにさせていただきました。 

 また、応募期間を例年１２月１５日から行っておりましたが、１２月１日から１月１５

日としまして、再募集を考えますと、落選者に落選結果と二次募集の通知ができるように

日程を２週間ばかり早くさせていただきました。 

 大きく変わったところはその２点です。あとは、この案内の中に、いきいき学部のルー

ムアドバイザーさんの意見を取り入れて、共通講座の曜日を告知することといたしました。 

 以上です。 

○高山会長 
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 ありがとうございました。 

 委員の皆様にご意見を伺いたいと思います。ご意見のある方は、順次お願いいたします。 

 松本委員 

○松本委員 

 今のはとてもいいと思いますけれども、締め切りの期日が１月１５日ということで、今

まで１月３１日だったと思うんですね。クリスマスぐらいから始まって正月が終わってと

いう、ものの考え方によってはその期間はまだほかのことをしている。ここをしっかり選

ぼうという形でいったときに、１２月１日に応募開始というのは私もベストだと思ってい

るのですけれども、終わりをあえて１５日にしている。それは次のためだというお話です

けれども、そこを努力次第でカバーしていただいて、逆に１月３０日とか３１日という今

までどおりの締め切りにすることは難しいのでしょうか。 

○事務局（菅野） 

 １月３１日の場合、１月３１日を過ぎてから抽選をして入学者を決定します。その段階

で広報に掲載依頼をして二次募集をするという手続きをとりながら抽選をするわけですけ

れども、落選した方に二次募集がありますという通知が今までできておりませんでしたの

で、この期間を設けるために募集開始を早めて募集期間を同じ期間とらせていただいて、

その先立った時間を、落選通知を出すときに二次募集を告知する時間をとりたいと考えま

して、２週間ばかり募集期間を早めたという状況です。 

○高山会長 

 今まで２月上旬に抽選をしていまして、その抽選結果が届く前に二次募集の締め切りが

終わってしまったり、二次募集をやっていても自分が最初の１月段階で応募したのが入っ

たのか入っていないのかわからないというクレームや要望が結構出ていましたので、その

辺を勘案して、社会教育課のほうでは２週間早めて１月１５日に締め切る、そうすると抽

選が１月下旬にはできますよね。そうしますと、２月の二次募集に間に合うということで

はないかと思います。 

○松本委員 

 単純に足し算していくと、そういうことなのでしょうけれども、そこを単純に足し算し

ないでしのぐ方法はないのかなという話ですけれども。 

○高山会長 

 これはマンパワーが大変なんですよね。ここは５時で終了でしょう。そうすると連絡す
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るにも、なるべく早くと事務局をいつもつっついてはいたんですけれども、事務局のほう

もお忙しくて、授業もやっていますし、どうしてもやっぱり遅れて、抽選結果はどうなの

というのは結構来ていましたよね。今回ちょっと２週間早めてやってみて、またそれを見

ては如何でしょうか。 

○松本委員 

 それもあるのでしょうけれども、申し込む側としては、正月が終わって１５日で締め切

りというよりは、やっぱり１日でも遅いほうがいいなという感じがあります。２０日でも

何でもいいとは思いますけれども、できる範囲というのが、私も実際の担当がわからない

のであれなんですが、応募するほうにとってみれば長いほうがいいに決まっているんです。

そこが事務局のほうにとってはべらぼうに大変なのは百も承知ですけれども、百歩譲ると

ここまではいいみたいなものがあれば、その期間まではしていただくという、それも熟考

に熟考してこの日にちだと言われてしまうとやむを得ないのですけれども、もう一度再考

していただけないかなと思います。 

○高山会長 

 当然、公民館等に置くのも２週間早くなりますし、市の広報も当然１２月１日号になり

ますよね。そうすると市民への周知徹底という点では１２月１日、また公民館では多分１

週間ぐらい前に置かれるでしょうから、早く情報を知る。そうすると、来年度に行ってみ

ようという人は、１２月から約４５日の検討期間があるということではないかと思います

けれども。 

○松本委員 

 それもあるのでしょうけれども、新年を迎えてという中で、じっくり選ばせていただく

というのもあるような気はしているのですけどね。立場でそう言っているだけなので。 

○社会教育課長 

 この期間につきまして、実はタイムスケジュールで線を引いていろいろ考えたところ、

募集期間については当然同じ期間を最低限とらなければいけないということがまず第一点。

あと、去年から倍率を２倍にしたりいろいろ変えて、過去の履歴等も考えないと抽選でき

ないということで、そこのあたりも時間がかかるような形になっています。 

 最も大きいのは、やはり広報に載せる場合と、二次募集の前に通知を出して、そういっ

た通知も届くまでに何日かかかりますので、そのあたりを考えるとかなりぎりぎりの時間

になっていると思います。そうは言いましても、来年度初回ですので、その状況を見て、
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もし検討することが可能であれば、なるべく期間は多くとったほうがいいのでそれはでき

ると思うのですけれども、今のところ想定上はこれが限界ではないかなと考えているとこ

ろです。 

○松本委員 

 わかりました。 

○高山会長 

 ほかにございますか。 

 先ほどの事務局の改正のところはわかりましたか。例を出しますと、今年サポート学科

に既に修了した人が抽選で入りました。４３名で３０名抽選したんですけれども、初めて

の人が落ちて２回目の人が入っているということで、やはりまちづくり学部は将来地域活

動をする方を優先すべきなので、なるべく初回の方を優先してくださいということで検討

していただいて、来年度は定員を上回るときは、その方は最初の抽選から外しましょうと

いうことにしたということですので、一歩前進かなと思います。 

 あとは、共通講座で何かないですか。 

 私が余り言って申し訳ないですけれども、いきいき学部からまちづくり学部へ、また、

まちづくり学部の他学科から、連年で入れるようになりましたので、生涯学習サポート学

科はクラスの３分１ぐらいは去年と同じ方がいるんです。そうすると全く共通講座は去年

と同じだねと、なかなか出席へのインセンティブが生じないねというご意見があります。

ですから、共通講座も、まちづくり学部は３回ありますので、できたら１回ぐらい変えて

いくような形で新しさを出していったらいかがかなと思いますので、ご検討していただけ

れば幸いです。 

○事務局（菅野） 

 いろいろなご意見をいただいておりますので、来年度はちょっと変えたいというのが一

つあります。また、会長の挨拶の中にもありましたが、来年度は市民大学校が１５周年に

なるということで、入学式といきいきとまちづくりの各共通講座でちょっと予算を多めに

要求しまして、今までとは違った共通講座ができるような企画をしたいと考えております。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 本件はよろしいですか。 

 どうぞ、花村さん。 
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○花村委員 

 去年かおととしかわかりませんけれども、１回卒業したら別の科に入ってもよろしいと

いう制度になったと思うのですが、２つ連続あるいは３つ連続してやる人たちというのは、

どのぐらいいるんですか。 

○事務局（菅野） 

２９年度のデータで、平成２８年度の学生が２９年度応募したという数字ですけれども、

スポーツコミュニケーション学科は３人の方が応募されて３人当選されています。ボラン

ティア学科は５名応募で、そのまま５名が当選されていまして、マイスター学科も８名応

募されて、そのまま８人当選しています。生涯学習サポート学科につきましては１６名い

ましたが、当選した人が１２名、落選した人が１名、補欠の方が３名という形になってお

ります。 

○花村委員 

 なぜかと言いますと、卒業した方が、私どもの場合だとコーディネーター連絡協議会と

いうところに入ってきて、それから現場に出ていくという流れになっているのですけれど

も、最近、卒業生が我々のところの組織に入る率が減っているのではないかというような

ことがございまして、その理由の一つに、ほかの学科に行ってしまうからというような話

が出ています。我々としてはもっと現場で楽しそうにやればみんなも来るし、特にサポー

ターみたいな人たちも、学生によく理解してもらうようなことをやるべきではないかとい

う話はしているのですが、その辺のところで、ほかのところでそういった問題が発生して

いないか。我々としては、せっかく卒業したのなら、一回現場に出て、ほかの科を勉強す

るにしても、現場で体験した上でもう一度、これはやはり自分に合っていないから行き直

そうとか、そのようなことのほうがいいのではないかと思うわけですが、その辺がこの制

度ではどのような状況になっているのかというのをちょっとお聞きしたかったのです。 

 

○社会教育課長 

 そのあたりの認識としては、せっかく受け皿の団体があって、実際としてはそこで勉強

したことを地域に還元するというのがまちづくり学部の大前提のところなので、自分の勉

強を、楽しみだけではなくて、還元しないのはどうかという意見はあると思います。 

 ただ、中にはこのコーディネーター連絡協議会に入りながらほかのところを受けている

方もいらっしゃいますし、卒業したら必ずそこの団体に入ってくださいとは、そこは難し
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いところで言えないので、市民大学校としては、こういう団体がありますからということ

を、なるべく勧奨していくような形では行っていきたいと思います。 

 もう一つ考えられるのは、例えばスポーツコミュニケーション学科をやったとしても、

ちょっと思っていたのと違うので、それについてはふなばしマイスター学科のほうに行っ

てみるとか、そういうのもありますので、そこは余り厳格にしないで、学んだことをなる

べく地域に還元してくださいということを、こちらのほうで話していきたいとは思ってお

ります。 

○花村委員 

 ありがとうございました。 

○高山会長 

 定員を埋めるのに汲々として、まちづくり学部に３つ、４つ行く人が結構ふえているの

かなという実態もありますよね。 

○荒谷委員 

 それはちょっとお聞きしたいのですが、定員割れだからといって補充するためにそうい

う人たちを入れるのですか。他団体の例で小さなことですが、いくつかの委員会がありま

す。一人がどこの委員会に重複して入っても構わないことになっており、古い人が好みの

委員会を掛け持ちするようになり、新しい人たちが入り難い状況で、所属委員会があちこ

ちになり、手薄になる委員会が出てくる可能性がでています。おもむきはやや違いますが、

市民大学校においても、いろんな人たちが重複して入ってきて学ぶことまでは、大いに結

構なことと思いますが修了した後に問題が残ります。 

 いきいき学部の場合は、本人のニーズに合わせて入り学んで自己完結しますが、まちづ

くり学部の方は、学んだことをいかに活かすかが問われ、各学科とも修了者ＯＢが様々な

活動を企画し取り組むにあたっては、実質的に一緒に活動してくださる方が欲しいのです。 

スポーツコミュニケーション学科に入っているということで、そのＯＢは当然頭数に入

れるのですが、「いや、私は○○○のほうの・・・」というようなことが起これば、現場

の担い手としては難しくなるのではと考えます。 

 定員割れにしないため、足りないところを補充するのに、他の学科の卒業生を入れるに

あたっては、そのような問題を生じることを考慮しながら、その人の資質や前に学んだ学

科に対する評価、考え方などを十分に把握する必要があると思います。 

運営のための数合わせはあまり好ましくありません。あくまで募集の段階から魅力ある
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カリキュラムをうたい、修了後の活動に夢を持たせるような広報で、真に気持ちのある人

を募ることが大事ではないでしょうか。 

○高山会長 

 鳥海委員、どうぞ。 

○鳥海委員 

 私は、今言われた荒谷委員さんと全く同じです。もし本日時間が許すならば、その他の

ところでお話ししようと思っていました。というのは、全く失礼なんですけれども、これ

をやるときに自分も同席していた一人ですから矛盾しているかもしれませんけれども、小

手先ではだめだということを前から言っているんです。というのは、まちづくり学部を卒

業したら地域のために活動します。やむを得ずできない方もいるでしょう。それを私は言

っているのではなくて、そのつもりで入学させたつもりが、翌年は同じまちづくりの他の

学科に行っている。私が知っている修了生で３人いるんです。これは我々そのものがやは

り反省しなければいけないと私は思っています。 

 と同時に、今言われましたようにカリキュラムに何か欠点があるのではないですかと、

前回の委員会でも申し上げましたけれども、これを根本的に見直す機関、委員さんが私は

必要だろうと思います。せめて３年に一遍は全面的に見直す。やはり共通講座にもその表

れがあるのではないでしょうか。私はそんなふうに先日事務局にお願いしました。やはり

カリキュラムの検討委員といいますか、何かそういうものを別に設けるべきでしょうと。

ここの会合では無理だと私は思いました。そのメンバーは、ここにいる委員さんとは別の

ほうがいいです。というのは、人が引きずってしまうんです。ですから別人で、しかもそ

の辺の専門を持っている方々を交えてやるべきだろうと。また、市民大学校の組織の中で、

どなたか専任の職員がそれにいないと私は無理ですということも言いました。事務局に失

礼かなとは思いましたが、そうでない限り変わっていかないでしょうと。そこまでスポー

ツコミュニケーション学科の担当者に私が言うこと自体が無理なのかな、失礼だなと思い

ながらも私は申し上げたんです。 

 ですから、もう一度申し上げますが、時間が許すのならば、きょうでなくても結構です、

本日この終わった後でも結構ですから、カリキュラム検討委員会とか検討委員のスタッフ

を立ち上げるべきだろうということを提案したいと思います。と同時に、共通講座もどこ

の学科へ行っても毎年同じものを聞いているというのは非常に情けない。人の口にふたは

できませんので、これが広がっていくんですね。私が申し上げているのは、４０人入った
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うちの４人ぐらいは、これはやむを得ないんです。ところが、もっと多くの方々から口か

ら口へ広がっていくというのが非常に情けない。それにかかわっている本人も私自身も大

いに反省しているところでございます。その辺のところをお聞き取りいただければと思い

ます。 

○高山会長 

 荒谷委員、鳥海委員の問題点は大きな問題なので、きょうは幸い部長も出席されていま

すので、きょうの皆さんの熱い意見を聞きながら、また社会教育課のほうで検討していた

だきたいと思います。 

 カリキュラムでいいますと、サポート学科は皆さんご存じのように毎年専任講師とルー

ムサポーターを交えて、学生のアンケートを踏まえてどれがいいかということで少しずつ

入れかえてはいますけれども、ほかの学科は、聞くところによると担当者がカリキュラム

の編成をされているということなので、鳥海委員の言われるような方向性も一つの方法か

とは思いますけれども、ご検討してください。 

 それでは、その他に入りますけれども、何か今までのこと以外でありましたら。 

○三橋委員 

 幾つか入学資格の中の年度が違っているのではないかと思うのですが、ボランティア入

門学科と生涯学習サポート学科とパソコン学科、「船橋市在住で平成２９年４月１日現在

で１８歳以上……」、出願の制限が「平成２８年度ボランティア入門学科を修了見込みの

方」というのは。 

○社会教育課長補佐 

 すみません、２ページのスポーツコミュニケーション学科の年号が正しいですね。全部

もう一度訂正させていただきます。すみません。 

○三橋委員 

 正しいのは、「平成３０年４月１日」と「２９年度」ですよね。 

○社会教育課長補佐 

 はい。 

○高山会長 

 ほかに何かございませんか。 

 せっかくの機会ですので、議事以外でも何かありましたらどうぞ。 

○松本委員 
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 私の先ほどの議論の中で、この会があるたびに、学生の意見というのはアンケートでと

られているのは知っているのですけれども、卒業生がカリキュラムに関して卒業後に意見

交換をする場を設けていただきたいと毎回お願いしています。できれば、そういう場を設

けてほしいなと思っています。 

 私どもは、カリキュラムに対し、卒業生の話を聞いていますと、鳥海委員ほど危機感は

持っていないんです。だから、悪い評判もないんです。それから、内容的にもそれほど不

満はないのですが、ここをこう入れかえてほしいとか、小さなことを毎年ブラッシュアッ

プするのに、私が別に入る必要はないですけれども、そういう意見を言いたいという人た

ちを何人か集めて声を聞いていただいて、カリキュラムをつくっていただけたらというの

が要望です。 

 それから、大きな話が出た後に小さな話で申しわけないですけれども、３ページ目のと

ころに写真が載っています。私は写真を非常にシビアに考えています。写真というのは一

番インパクトがあるんですけれども、実を言いますと、ボランティア入門学科というのは、

ボランティアの基本的な考え方だとか各種ボランティアの紹介が大きな役目です。そうい

う意味でいくと、みんなで打ち合わせをしている場面というか、三橋先生がよくやられる

のですけど、グループに分かれてグループ討議をさせたり、そういう場面の写真のほうが

本来はメインのはずです。写真としては。もちろん体験もやってはいるのですけれども、

どっちがメインですかというと、そちらのほうの座学的な部分というのがメインで、いろ

いろなボランティア活動を学びましょう。そしてその中で自分に合った活動を選びましょ

う、ということがこの学科の大切な狙いだと思います。 

 私に言わせると、まちづくり学部４学科は、全てボランティア学科です。その目線でい

くと、この写真だけを見てしまうと、この学科は、障害者のためだけのボランティア学科

かというふうに見られるので、私はいつも注意して見ているわけです。皆さんほどシビア

でなく、楽しそうな、明るい写真を選んでほしいなというのが基本にありまして、もし時

間があるようでしたら、スペースはちょっと下げて、ここにもう一つ入れればいいなとさ

っき見ていましたが、ほかで小さい写真も使われていたみたいなので、何か考えていただ

けたらと思います。大きな話の後に小さな話ですが、よろしくお願いします。 

○高山会長 

 ご検討をお願いします。 

○荒谷委員 
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 このふなばし市民大学校のキャッチフレーズ、これは全部に値することです。「学ぶ・

活かす・つながる」、これを学んだらそれを活かすためにどうするのかというようなもの

をカリキュラムの中に、それで初めて人とのつながりができるという、これはキャッチフ

レーズの基本姿勢だと思いますね。これをそれぞれの学部の人たち、サポート、ボランテ

ィア、そういう人たちがここの底辺のところで、上をもうちょっとやりたいとか、何かし

たい場合には、自力でそこのところの勉強をする。専門の第二部みたいな形でつくられる。

それをこういうところの中にお願いするのは、やはり無理な部分があるのかなと。それは

まちづくりに関してですけれども。 

 コミュニティー学科もそうです。卒業しましたからそれで終わりではなくて、今までの

先輩の人たちと今度は第二の専門の学ぶところを、コミュニティー学科そのものが自主的

に勉強する場面を自分たちでつくっていかなければいけない。これが「学ぶ」ということ

だと思います。だから、市に要請して、こういうものをつくってくれ、ああいうものをつ

くってくれではなくて、ここは全く学ぶところ、ご自分自身がどういう形で学ばせてもら

えるのか、今度はそれを活かすためにはどうするのかというのを考えていく学校でないと、

常に与えられたものをどうするのかというだけではやっぱり育たないと思います。この

「学ぶ・活かす・つながる」が自分のものになってこない。だから、自分たちで次の専門

をつくられればつくられたほうがよいのではないかという気がします。 

 コミュニティー学科も、先ほど鳥海さんが言うように、ここで皆さんが学んでくださっ

た、それを先輩の人たちと一緒になってどういう形で今後つくっていくか。カリキュラム

はその都度では大変だと思うのですけれども、そういうふうに変えていく。専門のところ

をそこでお勉強をした人たちがつくるべきではないかという感じがいたします。常に役所

のほうで、こういう形でどうですか、ああいう形でと提案するだけではなくて、みずから

自分たちがつくっていかないと、いつまでたっても同じではないかなという気がいたしま

す。 

 だから、どこかで１つ事例をつくって、そういう形をそれぞれの４つのまちづくり学科

でやって成功していただけると、それに倣ってそれぞれが、大いに競争ではないですけれ

ども、それぐらいのつもりでやられたほうが、いいまちづくりのそういうものが生まれる

のではないかと思います。 

 だから、あっちに人が足りないからこっちへどうぞとか、同じところは１年おいたら次

に入れますよ、ではなくて、自分の入ったところに信念を持ってやっていただけるような
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ものをそれぞれの科でつくられたらどうでしょう。そういう意気込みがそれぞれのまちづ

くりの中にはあると思います。松本さんのところのボランティアの学科でもそうです。生

涯学習サポートでもそうです。マイスターはたまたまいませんけれども、前身のスポーツ

健康大学がどういう形でコミュニティー学科をつくっていったかとか、そういうような勉

強会をつくるという上の段階があるということも一つ。同じところで、いつも底辺で人を

誘うだけで終わらないような形でしていただきたい。「いただきたい」ではなく、してい

ただかなければいけないのかなというのを感じます。 

○高山会長 

 大変大きな問題ですね。１５年たって今の制度設計でいいのかどうか、そこら辺も踏ま

えて我々も知恵を出しながら、皆さんと検討して行きましょう。また社会教育課のほうで

も検討をお願いします。 

○荒谷委員 

 ともに手を取り合って。 

○高山会長 

 ましてや専門性というと、１年でなくても２年でもいいんですよね。例えばマイスター

とサポートを一緒にして、１年間は共通講座でやって２年目に分けていくという形の２年

生講座だって、これからは市民大学校にあってもいい時代になったのではないかと思いま

す。その辺も踏まえてまた協議していきたいと思いますので、今日の熱い協議の議事録を

読んでいただいて、社会教育課でよろしくお願いします。 

 ほかに何かございますか。 

 では、ないようでしたら、本日の協議会において審議いただく案件は以上です。 

 本日の議事につきましては、全て終了いたしました。 

 今回の会議録署名人ですが、鳥海委員と三橋委員にお願いしたいと思います。よろしい

でしょうか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 ありがとうございました。それでは、鳥海委員、三橋委員、よろしくお願いします。 

 これをもって本日の協議会は終了いたしました。委員の皆様には議事進行にご協力いた

だき、また、活発な熱いご意見を出していただきまして、ありがとうございました。 

 最後に、二野社会教育課長さんから何かありましたらお願いいたします。 
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○社会教育課長 

 皆さん、ご意見ありがとうございました。運営協議会、まさに市民大学校を運営するた

めにすごく有益な意見が出ました。 

 いろいろなご意見の中で一番多かったのが、やはり１５年たって新たな体制が必要であ

ろうということと、それには根本となるのがやはりカリキュラムであろうということで、

それについては事務局としても理解しまして、何らかの形で検討委員会などがもしできる

のであれば、それをやっていきたいと思います。 

 あわせてここの場所が５時１５分で閉まってしまうというところもありますので、その

ためには、今いるマンパワーの中でマンパワーを上げるというのが一つの方法、また場所

も含めて、今カリキュラムの２年制という話も出ましたが、それも含めて考えていきたい

と思います。その際は、今回の意見の中にも出ていますけれども、委員だけではなくて、

卒業生の方などなるべく広いところで意見をとっていきたいということで、大変参考にな

りました。またよろしくお願いしたいと思います。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、平成２９年度第２回ふなばし市民大学校運営協議会を閉

会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

午前１１時０３分閉会 


