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午後２時５８分開会 

 

○高山会長 

 皆様、改めまして、こんにちは。定刻になりましたので、これより平成３０年度第３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事項があります。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。お世話になります。 

 初めに、資料の確認をさせていただきます。ホチキスどめをしたものが２種類あります。

２３ページになります平成３０年度第３回ふなばし市民大学校運営協議会資料というもの

と本日の次第があるものと２種類があります。あと、生涯学習フェアの報告書２冊をご用

意させていただいております。不足等がありましたらお申し出いただきたいと思います。

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におかれまして

は公務のため欠席の連絡を受けております。また、三橋委員におかれましても、不幸が入

ってしまったということで欠席の連絡を受けておりますので、ご報告いたします。 

 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、傍聴人の受付をいたしましたところ、傍聴のお申し出

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、二野社会教育課長より挨拶をお願いいたします。 

○社会教育課長 

 皆様、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。皆さんにご意見を

いただいて市民大学校がよくなってきて、今回の応募者のほうも増えたという報告もある

と思いますので、この場をおかりしてお礼を申し上げたいと思います。あと、活発なご議

論のほうも、またよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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○高山会長 

 ありがとうございました。 

 文字どおり平成最後の運営協議会になりますので、今の課長のお話もあったように、よ

りよい市民大学校、また、来年度の募集状況なんかの報告があると思いますけれども、変

更のあったところはそれなりに増えていますけれども、なかなか人が集まらないのは困り

ますので、皆さんと協議をしながら、よりよい市民大学校にしていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 初めに、議事第１号「平成３０年度修了生及び平成３１年度応募状況について」、事務

局より説明をお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 座ったまま失礼させていただきます。 

 厚いほうの資料をごらんいただきたいと思います。１ページ目をごらんください。こち

らは、修了式に学生さんに配付いたしました資料です。中に各学科ごとの修了者数を掲載

しております。 

 飛びますけれども、６ページを見ていただけますでしょうか。「ふなばし市民大学校応

募者・入学者・修了者年度別比較表」をごらんください。この数字は３月１８日現在、２

次募集を終えた段階での数字となっております。 

 平成３０年度の修了生の状況ですが、上から２段目、「平成３０年度」の欄をごらんい

ただきたいと思います。２学部合計で入学者が４９９名のところ、４６７名修了いたしま

した。修了率といたしましては９３．５９％でした。まちづくり学部につきましては、１

０６名のところ９３名の修了率が８７．７４％、いきいき学部につきましては、３９３名

のところ３７４名が修了いたしまして、率として９５．１７％になりました。学科別につ

きましては資料のとおりですが、平成３０年度は修了率１００％という学科がなかったこ

とがちょっと残念なことでございました。 

 引き続きまして、平成３１年度のふなばし市民大学校の学生募集についてご報告いたし

ます。公民館等に入学案内を配架いたしまして、ふなばし市民大学校ホームページ、広報

ふなばしに募集記事を掲載して、平成３０年１２月３日から３１年１月２５日まで、昨年

度よりも１０日間長く学生を募集いたしました。１月２５日当日消印有効で受付をしまし

たが、資料３ページを見ていただけますでしょうか、定数５５０名に対して５２９名の方
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から応募がありました。結果といたしましては、まちづくり学部２学科、いきいき学部３

学科４クラスが定員割れをいたしましたので、２月１５日から３月８日までの間、再度募

集をいたしました。定員を超えたパソコン学科１～３、陶芸学科１及び園芸学科１につき

ましては、２月１５日に公開抽選を行いまして当選者を決定したところです。 

 次に、資料５ページ、「ふなばし市民大学校出願状況一覧（２次募集を含む）」を見てい

ただきたいと思います。全体では５５０人募集のところ６０１名の応募があり、倍率とい

たしましては１．０９倍となり、昨年度よりは２９名少なくなっております。まちづくり

学部は１２０名募集のところ１１８名、いきいき学部は４３０名募集のところ４８３名の

応募がありました。学科別につきましては資料のとおりでございます。倍率につきまして

は２次募集を含めた数字となっております。定員を超えましたまちづくり学部スポーツコ

ミュニケーション学科及びふなばしマイスター学科、いきいき学部の一般教養学科１と園

芸学科２につきましては、多少受講生が増えても授業に支障がないため、ふなばし市民大

学校運営要綱第１０条のただし書きを適用させていただきまして、全員当選とさせていた

だきました。 

 資料６ページをごらんください。ふなばし市民大学校応募者・入学者・修了者年度別比

較表です。スポーツコミュニケーション学科は、この表の平成２８年度から３０年度だけ

でも２次募集を行っても定員に満たない状況で開校しております。資料にありませんが、

平成１６年に市民大学校となってから平成３０年度まで一度も定員に達せず、過去には開

校できない年もあった学科ですが、初級障がい者スポーツ指導員養成講習をカリキュラム

に取り入れた影響かもしれませんが、初めて定員を超え３５名の応募がありました。平均

年齢などについては表のとおりです。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問、ご意見等がありましたら、よろしくお願いします。お気づきの点も含めまし

て、ありましたらよろしくお願いします。 

○社会教育課長 

 私が質問するのもなんですけれども、スポーツコミュニケーション学科のほうの最低年

齢というのは女性の方で２５歳が一番若いのですが、去年に比べて全体的に若くなってい

るような傾向になっているのですか。 
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○事務局（田久保） 

 いえ、去年も６０歳くらいでした。スポーツコミュニケーション学科は夜間授業のため、

現役でお勤めなさっている方がいますので、他の学科に比べるとやはり全体的に毎回平均

年齢は低いです。昨年は人数が少なかったということもあって６０歳だったのですが、こ

としは３５人の中には比較的７０代の方も多かったということで６１歳を超えております

が、まちづくり学部の中では若い平均年齢と言えると思います。 

○社会教育課長 

 ほかに２０代も結構いるんですか。 

○事務局（田久保） 

 ２０代の方はお一人です。 

○社会教育課長 

 ３０代は……。 

○事務局（田久保） 

 ３０代がお一人、４０代が５人、あと５０代が４人ぐらいです。 

○社会教育課長 

 わかりました。 

○高山会長 

 ほか何かございますか。 

 では、私からちょっと一点。きょうの資料にはないのですが、申し込んでから実際の入

学まで辞退者が各学科多いところで２～３名、少ないところで１名ぐらいありますけれど

も、これは大体どういう方が辞退されているという分析をされていますか。 

○事務局（菅野） 

 統計をとったわけではございませんけれども、まず、就職をするという方がいらっしゃ

います。ご自身が就職をすることになって予定と違ってしまった。あと、ご自身がぐあい

が悪くなってしまった。また、家族の方がぐあいが悪くなってしまった。大体その３件ぐ

らいが多いところだと思います。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○藤井副会長 
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 学科ごとにオリエンテーションをやりますね。オリエンテーションが終わった後に入学

しないという方も多分毎年出てくると思うのですが、それはどういう傾向ですか。 

○事務局（菅野） 

 学習内容を聞いて、自分が求めていた学習内容と違うというのが一つだと思います。例

えば、園芸学科は畑がありませんので、アンデルセン公園や御滝公園のところに行ったり

しますが、自分は足が悪いので行けないとか、昨年の生涯学習サポート学科で事例がある

のですが、一般教養学科みたいに自分が受け身の立場で学習するのは大丈夫だったけれど

も、自分が学んでボランティアをするというところまでは自分には向かないとか、そうい

うものがあります。あと、いきいき学部につきましては、クラス会活動がありますよとい

う話をしておりますけれども、自分には向いていないという意見もあります。さまざまな

意見があります。 

○藤井副会長 

 それは入学案内に出ている部分もありますよね。クラス会活動がありますとかは。その

辺は前段でそれぞれ生徒さんは見ていると思うのですが、やっぱりオリエンテーションを

聞いて何名か辞退する傾向というのは毎年出てくると思います。 

○事務局（菅野） 

 毎年出ています。 

○藤井副会長 

 その辺はちょっと残念です。年齢も大分高くなってきているような感じもしますし、今

後定員割れだとかその辺がちょっと心配になってくる部分もあるかとは思っています。 

○高山会長 

 ほかに何かございませんか。川田さん。 

○川田委員 

 説明会を西部公民館で行いましたね。その成果というのは、あのときは結構ボランティ

ア入門とか直接いろいろお話を聞いていたようですけれども、あのときにいた方たちとい

うのは大体が入学してくれたのかな。 

○事務局（菅野） 

 後で「その他」でご報告しようと思いましたが、資料の２３ページ、一番最後を見てい

ただけますでしょうか。入学願書に応募の動機ですとか、どういうことで市民大学校を知

りましたかという項目があります。今、委員からご質問のありました「授業見学会に参加
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して」というのは下のほうのグラフの「オ」のところの７名、６０１名のうち７名が授業

見学に参加して決めたという方になるかと思います。 

○事務局（田久保） 

 補足をさせていただきます。授業の見学会は９月から１２月の２カ月間に行われた内容

で、それをごらんになってお越しいただいた方が多分この人数だと思います。ここには説

明会のときの参加の数は入っていないと思います。スポーツコミュニケーション学科は、

２人か３人が説明会に来てくださっているので、スポーツコミュニケーション学科の人数

の割合からすると、多くの方が来てくださったと感じております。 

 私からの補足は以上です。 

○事務局（菅野） 

 すみません、先ほどのはちょっと間違えておりました。取り消しいたします。申しわけ

ありません。 

○高山会長 

 私も当日見ていましたけれども、スポーツのところだけ長蛇の列がありましたね。 

 花村委員、どうぞ。 

○花村委員 

 こちらの結果だと、例えば生涯学習サポートなんかは減ったなという感じがしたり、ス

ポーツコミュニケーションは非常に増えたとか。ああいった点については、例えばスポー

ツコミュニケーションだと先ほどの資格みたいなものとの関連なんかもあるのでしょうけ

れども、今までの経緯を見ていると、大分力が入っていろんなところに変更が加えられて

手が打たれた結果かなとも感じたりします。 

 そういう意味では、ことしはいろいろ工夫がされている点があったり、あるいは説明会

があったりというようなことで、広報的な形でも大分力を入れたという点があるのですが、

去年の打たれた手とそれに対する結果との相関関係というか、その辺はどんな感じでござ

いますか。この点は非常に手を打ったから効果があったとか、この辺は欠けたからうまく

いかなかったのではないかとか、そういったことはどういうふうに見ておられるでしょう

か。 

○事務局（菅野） 

 広報委員会を設けまして、花村委員も広報委員のメンバーですが、広報委員会で練って

いただいて、いろいろアドバイスをいただいて、できることは対応させてもらったと思い
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ますけれども、結果的に応募者増という形では追いついていないと把握しております。 

○花村委員 

 説明会なんかは随分きちんと準備をされて、非常にしっかりとした説明会だったのでは

ないかと見ているのですが、ああいうものがうまく結果にリンクしていけば非常にいいと

思いますね。 

○事務局（田久保） 

 委員長、よろしいでしょうか。 

○高山会長 

 どうぞ。 

○事務局（田久保） 

 今の補足ですけれども、私どもも花村委員がおっしゃった点が、今回のカリキュラム検

討委員会と広報委員会が両輪で動いていくことによって効果が出せるように去年のこの委

員会からスタートしたので、一番の関心事ではありました。それで、広報課長のご尽力で

広報ふなばし１１月１５日号の１面に出していただき、それから、１２月１日号の学生募

集もいつもより枠を大きくし、それから、ＣＩＴＹ ＮＥＷＳ等でも流し、考えられるこ

とは全てやりました。それから、募集期間も延ばしましたので、今回どれぐらい伸びるか

非常に私たちも楽しみだったのですが、実は、１０日間募集期間を延ばすなどの策を打っ

ても、結局変わらなかったというところが事実でありました。 

 となると、広報だけではなく、やはり考え直していかなくてはいけないカリキュラムの

内容ですとか――カリキュラムを変えたところはこれだけ人数が増えたので、広報だけで

はなくカリキュラムにもう少し力を入れていく必要性が、さらに明らかになったと感じて

おります。ただ、それと同時に、やはり就業される方の多さというのもあるかと思います

ので、そのあたりは高齢者福祉課の資料もこれから見せていただいて、検証しなくてはな

らないと思っております。 

○花村委員 

 カリキュラムを変えた影響とか効果というのは出てきているという解釈ですか。 

○事務局（田久保） 

 そうですね。今回、ふなばし市民大学校全校共通として手を打ったのは、広報ふなばし

とＣＩＴＹ ＮＥＷＳの広報課の協力がありました。その後、実は記者会見もしておりま

して、やはり政策的に取り組むことがなければ記者会見には取り上げられませんので、今
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回パラスポーツ協議会を立ち上げ、船橋市が政策として障害者スポーツを推進ということ

を発表しましたので、それに準じて市民大も記者会見をさせてもらいました。あとは、個

人的に「ちいき新聞」と「船橋よみうり」の記者に依頼をして、何も変わらないいつもの

募集内容であれば出せないけれども、何かトピックスがあれば出せるということで、「船

橋よみうり」と「地域新聞」もパラスポーツの推進という切り口で記事にしてくださいま

した、本校のＰＲに加えてそういう働きかけの結果がつながってきたと見ています。 

○高山会長 

 松本委員、どうぞ。 

○松本委員 

 おっしゃるとおりカリキュラムを変えたのも大きいと思うのですが、私は広報の担当を

やっていて、一番感じたのは広報ふなばしです。一番後ろのページにも何を見て決めたか

というのがあります。第一印象の一番最初に引っかかったところだと思うので、さっきの

説明会とはまた違うかもしれませんけれども、もしこれがなかったらどうだったのか。要

するにカリキュラムの宣伝を今までと同じように枠の中だけでしていたらどうだったのか

というのがあって、ことしはオリンピックもあり何もありで特別だったのでしょうけれど

も、そういう中での広報活動がずばり当たったというのと、カリキュラムも私の見方でい

くとやっぱり当たったと思います。それは資格がとれるということで、私の仲間も何人か

がボランティア学科に行かないで資格のとれるほうに行くという人がいました。 

 あと、説明会のときに、誰が説明したか忘れましたけれども、非常にわかりやすかった。

ポイントはこことここで、こういう魅力のある学科ですよという説明をはっきりされてい

て、あのトーンで皆さんがほかでも説明すると、かなり魅力的な学科だなということで、

広報もよかったような気がしています。 

 何でボランティア入門学科に入らないのと聞くと、資格好きな人だったので資格がある

から、また、新しいことをやるというので入られたとは聞いていますけど、でも優先順位

の一番はといったら、やっぱり広報ふなばしで、この前広報課長さんですか、あの方がい

ろんな面で手を打ってくれましたよね。あれがなかったらと思うとぞっとするような内容

ではないか。それから、カリキュラムをわかりやすく、そして魅力的なものに変えるとい

うのはとても大事なことだなというのは印象として残りました。 

 もう一方で、私はきょう発言をやめようかと思ったのは、ボランティア入門学科がガタ

ガタに落ち込んでいるということで、見直しのいい機会だとは思いますけれども、卒業生
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にとっては非常によかったねという学科ですが、魅力の伝え方がまだ足りないのかなと。

カリキュラムで見直さなければいけないものもあるのだろうけれども、もう一方で、魅力

の伝え方というのはどうしていったらいいのかなというのをすごく感じました。 

 この中に、生涯学習と一緒にやったらみたいなことが書いてありますが、何か勘違いさ

れているようです。やっぱりボランティア入門学科というのは全然違う尺度でものを見て

いますから、ボランティア活動に対してフットワークが軽くなる人たちが育ちます。そう

いう意味だとか、非常に幅広い活動を見てその中から自分に合ったものを選ぼうとする姿

勢がボランティア入門学科の基本姿勢ですから、そういうところに来ていただける学生さ

んに、広報で魅力をどう発信していくかというのがとても大事なのではないかなと。もち

ろんカリキュラムも見直す必要はあると思っていますけれども。私はそういうふうに捉え

ました。 

○高山会長 

 どうぞ。 

○花村委員 

 ちょっと話がそれるかもしれませんけれども、市民活動に対してどのくらいみんなが参

加しているかとか、どういう活動をしているかと、アンケートを行政なんかも何年かに１

回出していると思います。それを見ますと、意外と市民活動の参加者というのは増えてい

ないんですよね。我々が常識的に見ると時代とともに市民活動が活発化してどんどん伸び

ていってというふうにイメージしていましたが、いろいろ調べてみたら意外とそうでもな

い。 

 こういうものってあまり盛り上がっていないのかなというふうに思ったりするのですが、

例の市民活動の運営委員会のメンバー、５００団体ぐらい市民の団体がありますよね、あ

そこを見ていると、やっぱり質的に随分変わっているのではないかと思われる部分があり

ますね。やり方も非常に発達してきているし、やっている内容もレベルが変わってきてい

る。そういう意味では、このカリキュラムが世の中の動きに対してどういう形で見ている

か。例えば国の方針なんかでも、高齢者をどう見るかというので、いわゆる高齢者迷惑扱

い（？）みたいなものが、一つの集団として完全な存在するものとしてそれを位置づけて

いくという、そういうふうに見ると、これ自身がどういう社会の一つの構成員になるかと

いうのはありますよね。そのことをカリキュラムレベルできちんと捉えて、それを反映し

た形で組み立てていくというふうにしないと、時代とのギャップがだんだん出てくる可能
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性があるのではないか。そこのところを埋め合わせるというようなことが求められている

のではないかなという気がします。 

○事務局（田久保） 

 後ほどカリキュラム検討委員会の報告でもお話しいたしますが、実は委員さんがおっし

ゃっていることは、まさしく今、花村委員がおっしゃったような内容でした。ボランティ

アというけれども、市内でどういう状況なのかをちゃんと把握していますかというふうに

言われても、こちらのほうからは何も回答ができないという現状でしたので、やっぱりそ

こから見直し、立て直しが必要だということ、求められていると感じております。 

 以上です。 

○藤井副会長 

 アンケートの中で「仲間づくりのため」という回答数が３１８名ということで、応募者

が６０１名で約半分です。船橋市のいきいき同窓会、市民大学の卒業生の会ですけれども、

平成３０年度と２９年度、修了者数がたまたま同じ人数ですが、２９年度にいきいき同窓

会に入会された方というのは８０数％ですけれども、平成３０年度は約半分、５０％ほど

の方がいきいき同窓会の会員になられました。要は再入学者、最近いろいろ問題になって

きていて、問題という部分はないんですけれども、再入学者の比率が年々増えてきている。

３割近くも再入学者が出ているのではないかというふうに私のほうでも考えているのです

が、今後、再入学者が増えてくると、前の会にも入っていますということで新たな会員が

なかなか増えてこないというのがいきいき同窓会の今の状況です。再入学者の比率など、

そういう情報を市民大学校のほうでも集めていただけると情報提供的に助かるのではない

かと考えているのですが、その辺はどのように……。 

○事務局（菅野） 

 応募のときに、同一学科を落選した場合にということで落選者はチェックをさせていた

だいているのですが、この方が応募しているかということについては全て把握しておりま

せん。今後皆さんの要望があるようであれば、データ的にどこまで拾えるかというのはち

ょっとわかりませんけれども、ことしの学生は応募しているというのは調べているのです

が、そこまではまだできていませんので、検討する課題の一つかなとは思います。 

○藤井副会長 

 平成３０年度は９０名近くが再入学者だということが情報として集めている人数です。

約２割ちょっとという形で見ているのですが、だんだん１００名になったりとか、そうい
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う形でどんどん増えていく状況に今後なってくるのではないかと考えているのですが、そ

うなると、いきいき同窓会のほうもなかなか人数的には増えていかないという状況が今後

見えてくるという、今そういう実態になっているので、私のほうでもちょっと危惧してい

るのですが。 

○事務局（黛） 

 委員長、よろしいでしょうか。 

○高山会長 

 はい、どうぞ。 

○事務局（黛） 

 今年度のいきいき学部の応募者ですけれども、そのうち過去４年間に在籍したことがあ

る方は１００名です。 

○藤井副会長 

 １００名ほどいますか。 

○事務局（黛） 

 はい。応募者の中で過去４年間で在籍しているのは、まちづくりも全部入ってしまいま

すが、重複者が約１００名ほどおります。 

○藤井副会長 

 １００名というと、修了生が４００名ぐらいなので２０％以上。 

○事務局（黛） 

 ２５％ぐらいでした。 

○藤井副会長 

 その辺でどんどん比率が高くなってくると、なかなか新たな会員というのが増えてこな

いという状況になってきているので、その辺ちょっと危惧しています。 

○高山会長 

 再入学の問題はいきいき学部だけではないですよね。確かに、勉学の機会、定員からい

って、どうやって確保するかということも大事ですが、まちづくり学部も本来は修了した

後は地域でまちづくりを、市民活動をやってくださいよという目的ですが、もう学ぶこと

がいっぱいで、サポート学科なんかも、ことし修了生の中で４つ終わりましたといって、

既にもういろんなことをやっていますから、これ以上市民活動はできませんという人が出

てきました。ですから、再入学の問題をどうするかは長期的にも検討していかなければい
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けない課題だと思いますね。 

 ほかに何かございますか。 

○鳥海委員 

 私はスポーツコミュニケーションにかかわった者ですけども、やはり前から言ってきた

ことですが、カリキュラムの改革、これは計画的に２年過ぎたら改革に取り組むべきだと

思います。その理由は、現状の社会に合ったカリキュラムになっているかということです。

新年度のカリキュラムを見ますとパラスポの関係が入っていますけれども、これも私は長

くはいかないだろうと思っています。厳しい見方をしますけど一過性だろうと思います。

そのぐらいのものをそれぞれの学科の担当者は考えてカリキュラムを検討していかなけれ

ばいけないということが１つ。 

 ２つ目は、修了後の活動者がどのような動きをしているのか、これをやはり私は追及し

なければいかんだろうと思います。その責任はあると思います。それをなくして産みっぱ

なしでは育たないでしょう。私らが学んだころは追跡されていました。学生がスタッフに

なって、スタッフが学生を手伝う、そういうふうな好循環はありました。いつの間にかな

くなったとは言いませんけれども、似たようなことはやっていても根本的には違うという

ことで、私はこの件について２年前に講師に対する評価をつけたらいかがですかというこ

とも言いました。それぐらいの厳しさがなければ、これは淘汰するだろうと思います。 

 ３つ目は、千葉大の先生が今盛んに健康寿命日本一ということで発表しています。それ

をまさに捉えてやったのは船橋です。その体操を考えたのは茨城の先生なのですが、船橋

市が４年前から考えられて実際に始められたのが「公園を活用した健康体操」、それから

「シルバーリハビリ体操」、この２つが今すごく増えつつあります。シルバーリハビリ体

操修了生が現在約６００数十名います。その修了生の中にスポーツ健康大学の修了生も相

当数入っているということです。勿論コミュニケーション学科修了生も入っています。そ

れが今３０年経過して市内で活躍されているということです。船橋市の将来性を考えて実

施されたのが大橋市長です。やはりそのぐらいの長期的なビジョンで考え運営委員会に提

案、検討等をしっかり持たないと私はだめだろうと思います。前からきついことを言って

いますけれども、そんなふうに考えています。 

 それと、再入学者に対する考え方は、根本的な物の考え方を持たない限り悪循環につな

がっていくだろうと思います。これはスポーツコミュニケーションにも現象が出ています。

ことし修了されて、翌年はいきいき学部に入学してしまうんですね。これではもう地域で
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は本来の地域活動という気持ちはないわけです。それを悪いとは私言わないです。そうい

う人はそれでもいいんじゃないですか、やらないよりは。やはり船橋は健康都市でいたい、

健康な市民でありたいということが一つの狙いだろうと思います。それが今３０年経過し

て本当に活動できるようになって、私らみたいに７０歳になったんですが、そのときがあ

ったからこそ今あるんだということに気づいて修了生はやっていかなければだめだろうと、

そういう魅力のある学校にしてほしいなと、私は思います。今後活動できるかどうかはわ

かりませんが、陰ながら自分のできるところはやっていきたいなと思っています。 

○高山会長 

 ほかに何かございますか。 

 市民大学校の事務局のほうは修了生を送り出すことで精いっぱいなので、その後の活動

まで把握するというのは、本来は社会教育課のほうでやっていかないとなかなか難しいの

かなという感じはします。 

○鳥海委員 

 もう一つ申しあげると。 

○高山会長 

 はい。 

○鳥海委員 

 前にも言ったことがあるのですが、市民大学校というのは社会教育課の中ではなくて、

「市民大学校課」というぐらいの組織をつくらない限り私は無理だと思います。現状の市

民大学校は行き詰まっていると前にも言ったことがあります。「市民大学校課」あるいは

「部」、そのぐらいの組織改革まで考えられたらいかがですかということは言ったことが

あります。かなり厳しいと思います。一番大事なことは健康なんです。市民税を使って化

学薬品で生きていくのか、介護予防体操で生きて行くのかも考えながら、今の若い人をで

きるだけ活用して、市民が市民を助けていくというような考え方で行ったらいかがでしょ

うか。 

○高山会長 

 議事１号は、よろしいですか。 

 それでは、次に、議事第２号に入ります。「平成３１年度カリキュラムについて」、事務

局より説明をお願いいたします。 

○事務局（菅野） 
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 カリキュラムにつきましては学科ごとに担当者に説明させますので、よろしくお願いい

たします。資料は７ページからになります。 

 では、スポーツコミュニケーションからお願いします。 

○事務局（田久保） 

 それでは、資料の７ページをお開きください。スポーツコミュニケーション学科のカリ

キュラムにつきましては、前回の第２回の運営協議会でも今年度と来年度の比較をしたも

のを既に何回かお出しをしておりまして、前回お見せしたものと変わらず、専門知識とコ

ミュニケーションスキル、それから、リーダー養成、それから、障害者スポーツの理解と

実践というカテゴリーで組んでおります。前回お出ししたものと中身は変わっていないの

ですが、きょうのスポーツコミュニケーション学科のカリキュラムにつきましては、新た

に「分野」ということで、「場所」の隣に「分野」「内容」のカテゴリーを入れて、学生さ

んがきょうの授業の狙いは何なのかがわかるような内容にしたほうがよいというカリキュ

ラム検討委員会の委員からの指導もございましたので、今回その旨を含んでおりまして、

内容自体は変わっておりません。 

 あわせて後半の１５ページ、１６ページの園芸学科も担当しておりますのでご報告をい

たします。 

 園芸１につきましては、圃場がアンデルセン公園と御滝花園という民間の花卉農家をお

借りしている関係と、その期間につくる作物の種類が決まっておりますので、園芸１につ

いては平成３０年度と同様の流れで作るようにしております。ただし、ことしの反省を生

かし、御滝花園とアンデルセン公園でつくる作物が同じものがつくられていたので、重複

しないような内容にするように、講師と打ち合わせをしております。 

 最後に、１６ページの園芸学科２になります。こちらのほうもアンデルセン公園と御滝

花園の花卉農家の専門の先生、それからランと菊ということで、ほぼ今年と変わらないの

ですけれども、一つ、「趣味の園芸」というＮＨＫの番組にときどき出ていらっしゃいま

す園芸家の金子明人先生が、船橋ご出身、在住ということでいらっしゃいますので、今回、

思い切って講師をご依頼したところ、快くお引き受けいただきまして、学生さんにとって

はクリスマスプレゼントのようなタイミングで著名な金子先生のお話を伺うことができる

と。そこが園芸２の今回変わったところでございます。 

 以上です。 

○事務局（菅野） 
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 続きまして、資料８ページのボランティア入門学科についてご説明をします。担当は池

田ですが、本日欠席しておりますので、かわりにご説明させていただきたいと思います。 

 カリキュラム検討委員会でいろいろとご指摘をいただきまして、健康づくりや子育て支

援も活動に取り入れたらどうかというようなご意見があったことから、カリキュラムの番

号が左端に出ていますけれども、２０番の「子育て支援」と２３番の「シルバーリハビリ

体操」をカリキュラムに取り入れました。 

 子育て支援につきましては、ご存じのように地域子育て支援課による事業で２４の地区

社会福祉協議会で子育てサロンというものを行っておりますけれども、若いお母さんたち

よりもおじいちゃん、おばあちゃんが多く参加して、「孫育」と言うらしいですが、そう

いうサロンになっているということで、そういう支援について講義をお願いするようにし

ています。 

 また、シルバーリハビリ体操につきましては、先ほどからもご意見が出ていましたが、

保健所の健康づくり課が担当しています。市民が支え合って健康づくりという事業を学ん

でいきたいと考えております。 

 また、２６番目の具体的活動事例ということにつきまして、包括支援課が担当していま

す「オレンジカフェ」と千葉県児童家庭課が担当しています「ふなばし子ども食堂ネット

ワーク」という運営内容について学んでいこうと考えております。 

 また、カリキュラム検討委員会の中でワークショップを取り入れたらどうかというご指

摘がありましたので、今まで個人で関心のあるテーマを自分で研究していましたが、後半

をワークショップという形にして、グループで研究発表するということにしております。 

 続きまして、生涯学習サポート学科についてご説明をいたします。９ページになります。 

 生涯学習サポート学科は、船橋市の生涯学習コーディネーターの登録及び活動に関する

基準があります。その中で、「生涯学習コーディネーター養成のための講座をふなばし市

民大学校まちづくり学部生涯学習サポート学科として実施する」と基準に定められており

ますので、生涯学習サポート学科はそのコーディネーターを養成する学科というふうに捉

えております。平成１２年に行われました生涯学習コーディネーター養成講座が前身とな

るわけですが、平成１６年度に市民大学校の一つの学科として続けられて、現在も行われ

ているものです。 

 ３１年度のカリキュラムにつきましても、学習内容はほぼ変わっておりません。内容的

には、「船橋の魅力を知る」「生涯学習とボランティアについて学ぶ」「市内生涯学習施設
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の現場を学ぶ」「人間関係のスキルを学ぶ」「情報収集と情報発信について学ぶ」「生涯学

習事業のプランニングの実施」ということで、大きく６項目に分かれた授業内容になって

おります。 

 平成３０年度との変更点につきましては、学校支援の学習にかえて、千葉大名誉教授の

長澤先生による生涯学習についての講義を取り入れたということが大きな違いになってお

ります。 

 以上です。 

○事務局（大武） 

 続きまして、次のページ、１０ページのふなばしマイスター学科についてご説明いたし

ます。担当の大武と申します。 

 １０月９日に行われたカリキュラム検討委員会でご指摘を受けまして、そのご指摘の内

容は１７ページにございます。Ａ３見開きの１７ページ、カリキュラム検討委員会の第２

回のところの④マイスター学科へのご指摘としまして、「・」で４～５個のご指摘があっ

たかと思いますが、このほかにもあわせますと１２個程度のご指摘を多々いただきました。

そのご指摘に沿った形でカリキュラムを大きく改編しております。昨年からの違いとしま

して取り立てて申しますと、社会科の授業が足りないということを受けたところで、小学

校３・４年生の社会科の副読本を編集していらして、かつ、校長先生も務められたという

方の計５回の社会科の授業を入れさせていただいたり、あと、観光協会とタイアップして

観光ルートをつくってみようという授業を全４回で入れてみたりということを盛り込んで

ございます。そのほか多々、委員のご指摘に従ってカリキュラムのほうを変えてございま

す。 

 カリキュラムには出てこないのですが、平成３０年度から学科をサポートしてくれる人

としてルームサポーター制度というのをマイスター学科独自に立ち上げました。他学科で

もルームサポーターはいらっしゃるのですが、マイスター学科の特色としましては、平成

２２年に立ち上がりましたマイスター学科の各年度から最低１人ずつぐらい修了生にお願

いいたしまして、計１２名のルームサポーターが学生の相談に乗ったり、研究報告書作成

の際のアドバイスを行ったりというようなサポートをしていただいております。これによ

って各年度のつながりが持てたこととか、学びたい人と教えたい人と、市民の中の好循環

がこの学科の中で生まれてきつつあるということを申し添えさせていただきます。 

 続きまして、担当しておりますのがパソコン学科でございまして、１３ページをごらん
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いただきたいと思います。 

 パソコン学科につきましては、前回お話し差し上げましたとおり、情報通信機器に特化

した学科を新たに考えていたところでございますが、他科との調整、足並みをそろえると

いうことを最優先といたしまして、平成３２年度以降の開設とし、来年度はその調整期間

とさせていただきたいと思います。よりまして、来年度については本年度と同様のカリキ

ュラム内容となってございます。 

 以上でございます。 

○事務局（菅野） 

 資料１１ページの一般教養学科についてご説明をします。これも担当は池田ですが、か

わりに私のほうから説明させていただきます。 

 一般教養学科につきましては広く浅く学習していこうということで、いろんな分野を学

んでいるのですが、学生さんの要望とかアンケート等で、いいお話は残して、希望がある

ものを入れていくというような形で毎年少しずつ変えておりますけれども、３１年度につ

きましては、４番にあります「音楽から元気を」という音楽のプログラムを取り入れたり、

人気のあります「源氏物語」を３回行ったり、昨年度から行いました「俳句を詠む」とい

う講座を入れたりしております。 

 一般教養学科は金曜日が授業の日ですが、源氏物語につきましては３回とも火曜日の曜

日設定になっております。これは、どうしてもこの先生の源氏物語を学びたいという担当

者と学生のアンケート等で、先生が金曜日は都合が悪いということなので、火曜日に日程

を変更してカリキュラムを組んでおります。 

 以上です。 

○事務局（黛） 

 続きまして、健康学科のカリキュラムについて説明します。担当の黛と申します。 

 １２ページをごらんいただきたいと思います。健康学科の授業の回数としては、共通講

座等を除きますと年間３２回、そのうち競技系のカリキュラムが１６回、体操系が８回、

その他８回というような構成になっております。新規授業としましては、２番のコミュニ

ケーションゲーム、３６番のボッチャ、この２つを新規の授業として取り入れてございま

す。 

 健康学科としては以上でございます。 

 続きまして、１４ページ、陶芸学科のカリキュラムについてご説明申します。 
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 陶芸学科につきましては、陶芸自体の授業の回数は今年度と同じ２８回で、湯呑みから

始まりまして抹茶茶碗まで約１０種類の作陶を行います。この陶芸学科では初歩を学んで、

卒業後は各公民館や老人福祉センターでスキルアップを図っているような状況でございま

す。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問がありますか。 

○藤井副会長 

 パソコン学科の１３ページ、１月９日の「いきいき同窓会説明会」は、９日ではなくて

１月８日ですよね。 

○事務局（黛） 

 私の原稿が間違えていましたので、申しわけございません。 

○高山会長 

 私から一点。マイスター学科の講座数が増えて、１年間で消化できるかなと前々から心

配していたのですが、これを見ると８月も授業を入れていますね。ほかの学科は大体８月

はお休みなのですが、学生さんは８月に来るということで理解を得られますでしょうか。

ちょっと心配なのですが。 

○事務局（大武） 

 授業の実質回数としては８月２８日の１回となります。その上の７日、８日については

相談会ということで任意の参加と考えております。ご希望のあった方のみの参加というふ

うに考えておりますが、７日については西図書館と飛ノ台史跡公園との共催ということで、

研究報告書というのを年度の終わりにご提出いただくのですが、その書き方、探し方、調

べ方ということを西図書館の場を借りてご説明させていただくというような内容になって

いるので、任意と申しましても、できればご出席と半強制的のような内容にはなっている

かと思います。 

 マイスター学科については、来年度は本当に盛りだくさんで、学生も正直混乱する授業

内容になっているかと思います。ただ、毎年度学生さんと対応させていただきまして、船

橋のことを調べたいと能動的にご自身から学びたいという方々が多くいらっしゃいますの

で、来年度については丁寧に対応させていただきながら、そうした学生の強い意志を信じ
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て開催していきたいと思っているところです。 

○高山会長 

 よろしくお願いします。 

 何かほかにカリキュラムでありますか。松本委員。 

○松本委員 

 ボランティア入門学科の説明のところで、８月が抜けているんですけど、８月は結構大

事で、体験学習ということを基本にしてそれぞれ施設に行ったり、いろんな団体に入って

活動されています。それをどう表現するのかというのはあると思うのですが、できること

ならば２カ所ぐらいは行っていただけませんかというふうな背中の押し方で皆さんに２～

３カ所行っていただいて、体験するというのはボランティア入門学科にとっては結構大事

な夏休みの活動ではないかなということで、どういう文章で入れたらいいのかわかりませ

んけれども、義務じゃないと言われれば義務じゃないから入れなくてもいいのかもしれな

いですけれども、何か項目があっても良いのかなと思います。 

○事務局（菅野） 

 先ほど説明不足でした。資料の８ページのボランティア入門学科カリキュラムの一番下

に、活動体験ということで８月に各施設に行ってもらいましょうということで書いてあり

ます。 

 ３１年度につきましては、さらに２回目として１０月から１２月にも活動してもらいま

しょうということで、ボランティア体験の回数を増やすようなカリキュラムにさせていた

だいています。 

○松本委員 

 ボランティア学科に関しては、ここのところ４、５年見ていて、学生さんなり修了生が

個人で発表したり個人で動く方が多いんですよ。実際に活動するときはやっぱりグループ

で活動するということで、ワークショップというのは結構大事だなと思っていたのと、や

っぱりこの体験学習を通して修了後もそれに関連するところに行かれている方も結構いら

っしゃるので、これもかなり強く背中を押さないとあれですけども、修了後はどう活動し

ているのという中では活動率を上げる効果がとても高いものではないかなというふうに思

っています。 

○高山会長 

 カリキュラムの件で何かありますか。特段よろしいですか。 
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 それでは、議事第３号「平成３０年度第３回カリキュラム検討委員会について」、事務

局からご報告お願いします。 

○事務局（田久保） 

 それでは、カリキュラム検討委員会の担当をしております田久保のほうからご説明、ご

報告をさせていただきます。 

 ３月５日に開催されました第３回カリキュラム検討委員会と年間のまとめということで

ご報告いたします。資料につきましては、１７ページ、Ａ３の折り込みの資料をお開きく

ださい。 

 今回第３回目につきましては、おおむね３点についての指摘事項がありました。まず、

１点目がカリキュラムに関する指摘事項、２点目が講師に関する指摘事項、３点目が運営

に関する指摘事項でございます。一つ一つにつきましては、ここに書かれていることでご

ざいますのでお読みいただければと思いますが、カリキュラムに関する指摘事項につきま

しては、当たり前のことが当たり前にできていなかったということが改めて露呈した結果

だと私は印象を受けております。その原因は、市民大学校が目指す方向性が曖昧であり、

目標を設定できないような組織も含めさまざまな要因が起因していると考えられます。そ

のため、本来行わなくてはならないＰＤＣＡサイクルすらも回せていないというのが現状

でございます。 

 カリキュラム検討委員の一連のお話を伺って、企業経営の教訓でよく使われます「ゆで

ガエル現象」に市民大が既に陥っていると受けとめざるを得ない厳しい印象を私は受けま

した。また、これもマネジメントシーンでよく使われますけれども、ダーウィンが「生き

残る種は、強いものでも知恵があるものでもない。変化に適応するものが種として存続し

ていく」というふうに唱えている言葉も脳裏に浮かびました。今後は、社会教育課、市民

大学校の存在意義を示す文科省の中教審答申を参考に検討を進めることが喫緊の課題とな

ってくると思います。 

 平成３１年度は、いよいよカリキュラム検討委員会が２年目に入ります。今後は文科省

の中教審、本日、１８ページと１９ページが平成３０年の１２月に出されたばかりの中教

審の答申の概要でございます。この中教審の概要を参考に検討を進めることになるのです

が、この文科省の中教審の答申のキーワードが「人づくり」「地域づくり」「つながりづく

り」となっており、基礎自治体の機関としてはその具現化が求められております。幸いに

も本校はこの３つを目指す学部のつくり方になっておりますので、先ほど鳥海委員からも
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おっしゃられておりましたが、今後は各コンテンツの整理、精選されたカリキュラム作成

と評価・チェック体制の確立を目指す必要性があると考えております。 

 今までの３回の内容を踏まえて、まず本校の理念・設置目標を明文化し、それに基づい

た学部、学科、カリキュラムの改編等を進めてまいりたいと考えております。もちろん理

念ですとか設置目標等、大局的な内容につきましては、事務局案をつくりまして運営委員

会にもお諮りしたいと考えておりますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 私からは以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問等ございますか。 

 松本委員、どうぞ。 

○松本委員 

 カリキュラムの構成を見たりビジョンを見たりと、いろいろいいことだなと私も思って

はいるのですが、ここにも「開かれて」とか「つながる」という言葉があるので、できる

ことなら広報委員だったりここにいらっしゃる人たちに対しても、もうちょっと開かれた

お話が聞けたらなと感じているのですが、きょうは三橋先生が来ていませんけれども、そ

の辺は今後はどうされる予定ですか。 

○事務局（田久保） 

 「開かれた」と申しますと。 

○松本委員 

 こういう話、例えば極端なことを言ったら、傍聴してもいいですよということも含めて

ですね。 

○事務局（田久保） 

 それはもちろん傍聴は可能ですし、実際に今回は髙山委員長も傍聴においでいただいて

おりますので、私は逆になぜ傍聴がなかったのか不思議だったくらいでした。委員のお話

を直接お聞きいただいたほうがいいと思います。 

 それと、多分お忙しい先生方なので日程調整は難しいのですが、一度は運営委員会と意

見交換を行いたいと。ただし、その意見交換は過去の話ではなく今後の話、これからよく

するためにどうするかというお話に特化したことになってくると思いますので、今までこ
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うだったとか、この団体がこうだったとか、そういうお話になってしまうと非常に貴重な

時間が失われてしまうので、今後のためにどうしようという前向きな検討の機会は、意見

交換会という形で設けたいと思っております。 

○松本委員 

 わかりました。 

○高山会長 

 私も３月５日は２時間ほど傍聴させていただきましたけれども、決して運営協議会の会

長の立場ではなくて、一市民として真摯に傍聴させていただきましたので、大所高所から。 

○事務局（田久保） 

 そうでした。一市民で。 

○花村委員 

 よろしいですか。 

○高山会長 

 どうぞ。 

○花村委員 

 ここにある、例えば「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」、こういった類のも

のは、一般の市民活動というのはみんなやっぱりこういうものを念頭に置きながらいろん

な形で進めているだろうと思うのですが、船橋市の行政の中では実践している現場を持っ

ているところは市民協働課で、そこがやっているわけですよね。市民大学というのはそう

いう人間を育てて出していくところである。そういう意味では、非常に緊密な関係に本来

あるのではないかと思うのです。実際に育てる場と実践する場と。そこのところでもうち

ょっとお互いにつながりができて、一体になってものを考えることができないのかなと

我々一市民としては感じるところですが、その辺はどうですか。そういう可能性とか、あ

るいは、やろうという考えはあるのですか。 

○事務局（田久保） 

 花村委員がおっしゃることは、実は委員会の中でも話題になっておりました。それは議

事録をお読みいただければわかります。今回は議事録ではないので、箇条書きになってい

ますが、委員の中から、市民大学校として出口戦略がないと発言がありました。人をつく

ってもその後はどうするのかという戦略がない。それは、どうしても組織が教育委員会の

組織であることで硬直化をしているであろうと。そういう意味では、市長部局の特に船橋
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市であれば市民協働課とコラボをしていく必要性が非常に高いのではないかということを

やはり言われております。 

 市民協働課も理解をしてくれていて、ボランティアガイドという冊子があるのですが、

今回リニューアルをするということで、市民大学校も今までと違う内容で書いてほしいと

声がかかり今、編集中でございます。 

 今後要望したいと思っているのですが、２月に毎年、市民協働課のフェスティバルがご

ざいますので、そこに市民大学校のブースを１カ所出させてもらえないかと思っておりま

す。これは新年度の事業なので課長や補佐と相談しながらになってきますが、連携したい

と思っています。 

 それから、現在、一番星プランの計画の策定の中には、委員として市民協働課の補佐が

入っています。課長、そうですよね。 

○社会教育課長 

 入っています。 

○事務局（田久保） 

 組織的にも一番星プランの計画策定委員会に市民協働課が入ってくるので、これから今

までとは違う連携の仕方が見えてくるのではないかと期待をしているところでございます。 

○花村委員 

 やれるところから具体的に入っていくとか、あるいは、フェアの場なんかは最大限に活

用していただいたらいいと思います。 

 市民活動をやっている連中も、実際にはリタイアしたり、あるいは若い人も中にはいま

すけれども、日常の動きの中から活動に入り込んでいる人はいっぱいいるわけです。です

けど、実際にはそういうものを体系的に勉強する機会がなかったと。一般の社会みたいに

大学を出たら職場という機構ではなくて、まず現場に出てしまって、それからもうちょっ

と勉強したほうがいいのではないかと思い直して大学に行くというケースもあるので、そ

の辺もお互いにもっと行き来もあるということでもあると思うんですよね。ですから、な

るべくもっと近づけばいいものになっていくのではないかと。 

○高山会長 

 我々の任期も１０月で２年たちますので、先ほど田久保さんが言われたように、両協議

会、いい意味で若干温度差がありますので、ざっくばらんな意見交換でも一回設けたほう

がそれぞれにとっていいのかなという感じは傍聴してちょっと感じました。機会がありま
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したら、よろしくお願いします。 

○事務局（田久保） 

 はい。 

○高山会長 

 ほかに何かございますか。 

 ないようでしたら、次に行きましょう。 

 それでは、議事第４号「平成３０年度広報委員会活動報告について」、事務局お願いい

たします。 

○事務局（菅野） 

 菅野から説明させていただきます。資料は２０ページになります。 

 広報委員会におきましては、８月、９月、１１月と学生募集前に３回行いました。先ほ

ど来出ておりましたけれども、２１ページに資料としてあります。広報ふなばしの１１月

１５日号に、募集記事の前に１面に掲載していただいて広報活動をしていただきました。

下に委員名簿がありますが、５番目に広報課長が委員になっておりますので、課長にやっ

ていただいたということだと思います。 

 また、船橋市の広報番組で「ふなばしＣＩＴＹ ＮＥＷＳ」という番組があります。こ

れは１日２回１週間通して流すというＣＩＴＹ ＮＥＷＳですが、１１月５日にスポーツ

コミュニケーション学科と陶芸学科を取材してもらって、２回ずつ１週間放映してもらい

ました。また、１０月１２日には、「デイリーニュース」というケーブルテレビの放送局

がつくっているニュースなのですが、ボランティア入門学科の授業見学会の様子を放送し

てもらいました。今までと違って、広報で募集記事以外にも特集を組んでＰＲをしてもら

ったり、ケーブルテレビ等で広報活動をしていただいたということで、これは広報委員会

の大きな成果かなというふうに思っております。 

 広報委員会につきまして、簡単に私のほうから状況を説明させていただきましたが、松

本委員長がおりますので、松本委員長からまとめを言っていただければと思います。 

○高山会長 

 では、委員長から総括的なご発言がありましたら。 

○松本委員 

 あくまでも前年度との比較という尺度で見ていくと、やはり広報がすばらしかったとい

うのは、先ほどの２１ページを見ていただいて圧倒的ですよね。それから、募集要項に関
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しても、たしか２面か何かを使っていただいて、誰もが見るところに掲載していただいた

ということ。それから、２１ページを見てもわかるのですが、中身の文章もとても魅力的

に書かれていたということで、それが一番大きい貢献をしてくれたなと、比較としては大

きかったなと思います。 

 募集期間の延長は効果がなかったという話ですけれども、もし悪いほうに働いていない

と判断されるのであれば、この募集期間というのは長いほうが私はいいと思っていますけ

れども、もう一度皆さんで検討していただければと思います。 

 それから、学部学科の説明会は、残念ながら決定するまでの期間が長かったこともあっ

て、例えば市民大学の学生さん募集のポスターの下やチラシには書けなかったということ

があったので、この辺もどうやって集める広報活動をするかということも含めて、それか

ら場所の問題も含めて展開していくと、学部学科の説明会というのはとても意味があるも

のではないかなと感じています。定量的な結果が出ていないのがとても残念ですが。 

 あと、ことしは出だしでチラシやポスターの見直しもしたということで、そういう意味

では前年よりはかなりの手は打ったけれども結果が出なかったということで、やっぱり魅

力あるカリキュラムがないのか、または、その魅力を伝える広報がまだまだ不足している

のか。特に配架方法ですとかソーシャルメディアに関してまだまだ手を打っていないのか

なというところもあります。 

 また、前回もなかなかやれなかったのですが、この円グラフの中も本来もっといろんな

項目があって、例えば広報ふなばし以外のものでいうと、私のほうでいろんな公開講座を

やっていると、若い人たちは結構「ちいき新聞」からの応募が多いんです。そういう意味

でも、まだまだいろんな広報を打っていただけそうなところに、どうやって入り込んで打

っていただけるのかみたいなことも、ＭｙＦｕｎａも含めて話し合って、何か手が打てた

らなと思います。 

 それから、先ほども出ていました市民協働課は、去年も僕はお願いしたつもりでいるの

ですが、２月２日のフェアにブースを設けませんかという話をしたとは思います。結果的

には、しようがないので私がボランティア入門学科のチラシを貼らせていただきました。

こっそりではありません、ちゃんと許可をとって貼らせていただきましたけれども、そう

いう形のことをさせていただきました。今言っていた市民協働課は、昔から私言っている

のですが、まちづくりという点では同じ共通項なので、そことの連携を密にして、あそこ

が企画するものに関しては、市民大学のコマーシャルも打っていくというぐらいの関係が
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できてくるといいのではないかなと。あと、ボランティアセンターとももっと関係を密に

していいのではないかというふうに、私はそれも広報の一つになるのではないかなという

感じがしています。 

 何しろ広報部会としては、本当はあの２１ページを見ていたら、これはいっぱい来るな

と思っていたのですが、思った以上に来なかったということで、まだまだ魅力ある何かが

欠けているんだなというふうに大反省しています。大なたを振るうというのもあるのでし

ょうけれども、もう一方で、あまり金をかけずにという部分もとても大事だというふうに

認識していますから、そういう中で打てる手をまたみんなで話し合って詰めていけたらと

思っています。反省の弁。 

○事務局（田久保） 

 やれることは今回本当にご指導いただいたということと、あとは、説明会も広報委員長

や皆さんのアイデアで実現できたものでした。きっと広報ではない何かというところが大

きな原因だと思うので、それを事務局としては早く見きわめなければいけないというのが、

今回の次年度に向けての命題になってくると思います。 

 来年度は、学部・学科を改編します。今回スポーツコミュニケーションだけのカリキュ

ラム改編だったので、スポーツコミュニケーションだけは広報で別枠で出ていましたが、

来年度、市民大学校として大きく変われば、それこそまた新たなＰＲになると、大きく期

待をしているところなので、引き続き力を入れていきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○高山会長 

 川田さん、副委員長として何かありますか。 

○川田委員 

 初めての広報委員会の立ち上げだったので、助言というよりも、何から手をつけていい

かわからないような状態で始めた広報委員会だったと思います。だけど、いろいろな意見

を全部吸い上げてやってくれたことと、結果、一番心配だったスポーツコミュニケーショ

ンがこんなに増えたというのは、私的には成果を一つ大きく出したものであり、１年目だ

ったらこれでよしとしなければいけないのではないかなと思います。 

 何も成果が出なければ残念でしたねということなのでしょうけれども、そうではなく、

ポスターから始まって、そういうものを変えたりとか、説明会もあのときに西部公民館し

かあいていないということだったので、あれがもう１カ所できたらとか、場所が変わって
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いたらどうだったかなと思うと、次年度はもう少し早くから動けるので、そこに期待をし

てまた新たな目標に変えていけばと思います。松本委員長から落ち込むようなご意見がこ

こで出るとは思わなかったので、いやいや、もう十分で、松本委員長には感謝しておりま

す。 

○高山会長 

 ＰＲという観点では、学部学科説明会と授業見学会、あれはやっぱり広報以外では車の

両輪でしょうからね。ありがとうございました。 

 その他、事務局、何か特段ございますか。 

○事務局（菅野） 

 生涯学習フェアについてご説明をさせていただきます。資料２２ページをごらんくださ

い。 

 生涯学習サポート学科の学生とスポーツコミュニケーション学科の学生が企画をして運

営したものです。あと、サポート学科の修了生団体の生涯学習コーディネーター連絡協議

会の方に１講座行っていただきました。期間は２月１日から２月１５日までの約２週間の

間に、この表のとおり７回開催しました。しかしながら、２月９日のスポーツコミュニケ

ーション学科の学生が企画しました「はさまウオーク」につきましては、前日の雪のため

に、飯山満・高根地区は坂道が多く、雪で転んでけがをしては困るということもありまし

たので、中止とさせていただきました。参加人数等についてはこの表のとおりになります。 

 以上です。 

 あと、続けてよろしいでしょうか。 

○高山会長 

 どうぞ。 

○事務局（菅野） 

 先ほどお話しさせていただきましたが、２３ページに入学願書による応募の動機等のア

ンケートの集計をさせていただいております。６０１人の方から複数回答オーケーという

ことでとっておりますので、例えば入学の応募動機の上のほうの表で５１５人の方が「自

己啓発」と言っているのですが、６０１人の割合にしますと８５％が「自己啓発」だとい

うふうに捉えていただければと思います。円グラフから見ると半分ぐらいに見えるのです

が、実際は６０１人に対して５１５人おりますので、８５％の方が「自己啓発」、また、

「広報ふなばしを見て」という方は６６％の方が回答されております。 
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 以上です。 

○高山会長 

 菅野さん、ほかに報告はないですね。 

○事務局（菅野） 

 はい。 

○高山会長 

 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、３０年度の応募状況、また、

３１年度以降の市民大学校のあり方等について、長期的な課題も踏まえていろんな意見が

出たと思いますけれども、それらを踏まえまして、これからまた関係機関等でご協力、審

議をしていただきたいと思っております。 

 特にご質問、ご意見がなければ、以上で議事を終了させていただきます。 

 本日の議事につきましては全て終了いたしました。 

 なお、議事録の署名を藤井委員と松本委員にお願いしたいと考えておりますが、よろし

いですか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 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ありがとうご

ざいました。 

 最後に、総括的に二野課長から何かご発言ありましたら、よろしくお願いします。 

○社会教育課長 

 きょうはどうもありがとうございました。いろいろな意見、厳しいご意見もいただきま

したけれども、来年度に向けてそのような意見も考えながらカリキュラムのほうを検討し

ていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 

午後４時２３分閉会 


