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日 時：平成３０年８月１０日（金）１０時～１２時 

場 所：ふなばし市民大学校 第１教室 



午前９時５８分開会 

 

○高山会長 

 それでは、ただいまより平成３０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。 

 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ご挨拶をお願いいたします。 

○社会教育課長 

 改めて、皆さんこんにちは。いろいろご議論いただいている中で、今、市民大学校は節

目に来ておりまして、カリキュラムの見直しですとか広報の仕方、そういうものを多面的

なところでご議論いただいて、これを反映していきたいと思います。この中で、市民大学

校の設立から今まで運営協議会のほうには並々ならぬお世話になりました。今後も活発な

ご議論をお願いしたいと思います。いつもありがとうございます。 

○高山会長 

 二野課長、ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 まず初めに、議事第１号「副会長の選出について」です。 

 副会長であった上之園委員が退任され、現在、副会長がおりません。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ことにな

っております。どなたか推薦はありますでしょうか。 

 私といたしましては、いきいき同窓会より副会長をお願いしていましたので、藤井委員

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、副会長は藤井委員にお願いしたいと思います。 

（藤井委員、副会長席へ移動） 

○高山会長 



 藤井副会長、先ほどご挨拶いただきましたけれども、一言、就任のご挨拶をいただけれ

ばと思います。 

○藤井副会長 

 副会長に任命されました藤井と申します。運営協議会の内容は余りよくわかりませんけ

れども、市のホームページから議事録等を引っぱり出して中身を見たりしております。こ

れからいろいろ勉強しながらやらせていただきますので、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。 

 次に、議事第２号「平成２９年度修了生及び平成３０年度入学生について」、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。 

 資料の１をごらんになっていただきたいと思います。一番最初の「ふなばし市民大学校

応募者・入学者・修了者年度別比較表」でございます。４段あります。上から２段目をご

らんください。平成２９年度の状況です。２９年度の修了生は、まちづくり学部で１０１

名、いきいき学部が３７４名、合計４７５名が修了しました。入学者が５００名おりまし

たので、修了率として考えますと９５％の方が修了されております。 

 次に、平成３０年度の入学者数です。２ページ目をごらんいただけますでしょうか。３

０年度の入学生は、まちづくり学部で１０６名、いきいき学部で３９３名、合計４９９名

となりました。平成２９年度は５００名ですので、１名減という状況ですが、今年度はパ

ソコン学科が定員２５名増えておりますので、実際はそれ以上の減になっております。 

 また、応募者が定員に満たなかった学科は、一覧の倍率を見ていただきたいと思います。

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、いきいき学

部の健康学科２が１００％を欠けております。全体の応募者数としましては６３０名で、

全体として倍率は１．１５倍になります。しかし、入学決定後、入学辞退の届け出があり

まして、事前に決定している補欠者から補充をしておりますが、一般教養学科１及び２、

健康学科１も欠員状況のまま入学式を迎えております。８月１日現在の在籍者数が４８４

名おり、入学式からは１５名の退学者が出ております。 

 また、出願状況ですけれども、３ページ目の一覧をごらんください。最年長が８４歳、

最年少が３０歳です。最年長の方は一般教養学科１とパソコン学科３、生涯学習サポート



学科にもお一人おりましたが、生涯学習サポート学科の方は入学を辞退しております。一

般教養学科１とパソコン学科３の方は、頑張って今授業を受けております。最年少の方も

スポーツコミュニケーション学科で、学習に励んでおります。 

 また、この資料にはございませんけれども、連続して同一学科を２回以上落選された方

を優先してますが、３回目を応募された方が２３名おりました。そのうち２２名の方が当

選をされております。また、２９年度の学生で３０年度のまちづくり学部に応募された方

が３４名、そのうち入学された方が２５名おります。 

 また、４ページ目のアンケートの集計をごらんください。市民大学校への応募の目的は、

「自己啓発」が一番多くて８５％、続いて「仲間づくり」が４０％、「地域活動に役立て

るため」が２８％となっております。また、市民大学校を知るきっかけになったのは、

「広報ふなばしを読んで」というのが６０％で、一番多い状況になっております。 

 以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの議事２に関する報告に対しまして、何かご質問とかご意見がありましたら順

次お願いいたします。 

 松本委員。 

○松本委員 

 入学願書アンケートというのが４ページのところにありますけれども、応募の動機とい

うところがとてもいい結果が出ていると思います。これは学部別とか学科別に見た場合は

どうなのかなというのがちょっと気になったのですが、そういうデータはあるのでしょう

か。 

○事務局（菅野） 

 大変申しわけないですが、学部・学科別ではとっておりません。入学者もとっておりま

せん。 

○松本委員 

 わかりました。 

○高山会長 

 そのほかに何かご質問、ご意見ございますか。 

 川田委員、どうぞ。 



○川田委員 

 細かく年齢ですとか書いてあって、すごくわかりやすいのですけれども、やる場所とい

うのは、多分ここの場所が多いと思うんですね。地の利的に大変不便と言ったら失礼です

けれども、やはり皆さん夜だったりするから車で来る方も多いと思うんです。去年パンフ

レットを私たくさんいただいて随分配りましたが、私が住んでいるところが新京成の二和

向台ですので、まず一番最初に言われたのが、やはり遠いという意見と、「夜でしょ、遠

いわね」という意見を何人かから聞きました。そうすると、皆さん地の利的にはどの辺の

方が多く来ているのかなというのがすごく気になりました。配るにしても、皆さん広報も

同じように見ていると思うのですが、大体この近隣の方ですとか、アクセスがいいところ

に住んでいらっしゃるのかなというのが一つ質問です。お答えできる範囲で結構ですので、

今後パンフレットを配るときに、こうなのよということを一つでも二つでも言って入学し

ていただければいいなと思いますので、ちょっとその点を教えていただけたら。 

○事務局（菅野） 

 応募者の地域別の集計というのはとっておりません。ただ、学科の授業をやっている方

ですと、電車で来られたり車で来られたりという方がいらっしゃいますが、園芸学科はア

ンデルセン公園とか御滝公園の近くに借りているところがありますので、もっとこちらよ

りも不便なところになるかと思いますけれども、参加していただいていますので、不便を

ご承知で応募いただいているのかなと思っておりますが。 

○高山会長 

 川田委員、よろしいですか。 

○川田委員 

 わかりました。例えば、園芸学科はアンデルセン公園と御滝公園でやっているというの

は去年聞いていましたけれども、今思えば、やはりほかのところに目を向けたときに遠い

という意見だったのだなと。今度は「園芸学科だったらいいんじゃない」という勧め方に

変えてみます。 

○事務局（菅野） 

 申しわけありません。 

○川田委員 

 いえいえ、とんでもないです。 

○高山会長 



 特段なければ、次に議事第３号に移ります。「カリキュラム検討委員会及び広報委員会

について」、事務局、説明をお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 初めに、ふなばし市民大学校カリキュラム検討委員会についてご説明をさせていただき

たいと思います。資料２を見ていただければと思います。田久保が説明しますので、よろ

しくお願いいたします。 

○事務局（田久保） 

 それでは、私のほうから説明をさせていただきます。資料２をごらんください。 

 まず、資料２の３ページをお開きいただきたいと思います。こちらのカリキュラム検討

委員会は、３月のこの運営協議会の中で議題に取り上げられて、入学者・応募者の激減を

受けて、その対策として何が考えられるかということで、魅力あるカリキュラムの検討と

広報の充実、この２点が挙げられました。 

 去る７月２０日（金）に第１回目のカリキュラム検討委員会を開催いたしましたので、

そのご報告をさせていただきます。資料２の１ページのカリキュラム検討委員会設置要綱

に基づいて選出された委員のご紹介をさせていただきます。こちらは資料の３ページにな

ります。 

 まず、明石要一先生ですが、生涯学習のほうではとても有名な先生なのでご存じの方も

多いかと思いますが、千葉大学の名誉教授でいらっしゃいまして、今、千葉敬愛短期大学

の学長をなさっておられます。この肩書きには書いていないのですけれども、実は明石先

生は、国の中央教育審議会（中教審）の生涯学習分科会というのがございまして、その会

長をなさっておられます。 

 それから、２番目の土井先生は、現在、習志野市の社会教育委員をなさっておられまし

て、淑徳大学の名誉教授ではあるのですが、専門は東京学芸大学出身の体育学専攻で、特

に野外教育の専門家でいらっしゃいます。 

 それから、３番目の佐谷委員ですが、私どもと同じような高齢者を対象にした江戸川区

総合人生大学のまちづくり学科の学科長さんでいらっしゃいまして、教員畑ではないので

すが、工学系の博士ということで、都市計画のコンサルタントをご本業になさっておられ

ます。ただ、財務省財政制度等審議会委員でしたり、川崎市地区まちづくり審議会委員、

大田区都市計画審議会委員など、幅広くまちづくりの分野で活躍をされているという実績

を買われての江戸川区のまちづくり学科の学科長さんでいらっしゃいます。 



 実は、ページが前後してまことに申しわけございません。資料２の８ページに「超高齢

化社会における生涯学習の在り方に関する検討会」の検討内容が平成２４年に出ているの

ですが、その委員の中に江戸川区の区長さんが入っておられます。その江戸川区長さんが

１５年前に立ち上げたのがこの江戸川区総合人生大学で、開校前からずっと運営にかかわ

っていらっしゃる佐谷委員ということで、国の関係の情報もいろいろお持ちかなというふ

うに考えております。 

 ４番目の鈴木攻三先生は、ご存じの方も多いかと思いますが、教員として現場はもちろ

んなのですが、学校教育部の指導課に長く在籍をしていた実績と、公民館長として３年間

の生涯学習部の現場経験をお持ちでいらっしゃいます。 

 それから、５番目は栗原薫子、こちらは船橋市郷土資料館の館長補佐でございます。専

門は考古学ですけれども、博物館運営をしているという点では船橋のありとあらゆる文化

に精通をしているということで、それぞれ５名の皆様が専門分野をお持ちでいらっしゃい

ます。 

 このカリキュラム検討委員会は、今までのカリキュラムの企画内容、実施方法などを検

証するために、広く知見を有する視点で第三者の方を選出しようということになりました。

結果、明石委員は国の中教審でまさしく生涯学習の方向性を検討しておられ、また、佐谷

委員は、先ほど申し上げましたように、区長が委員をやっていらっしゃる大学で現場の責

任者として活動なさっています。また、土井委員は、スポーツコミュニケーション学科や

健康学科の専門分野のエキスパート、それから、鈴木、栗原両委員は、行政と現場に精通

しています。それぞれの委員が大所高所から、カリキュラムはもとより市民大学のあり方

にもご意見をいただけるかなという期待を持って、今回委員にお願いをする次第でござい

ます。そして、７月２０日に初めてこの委員の皆様にお集まりいただいて、カリキュラム

検討委員会を実施いたしました。 

 次に、４ページをお開きください。横書きのＡ４資料、「第１回ふなばし市民大学校カ

リキュラム検討委員会報告」というペーパーをごらんいただきたいと思います。 

 この１ページの中に、なぜこの検討委員会が設置をされたか、それから、内部的な背景、

外部の背景、それから、私たちが抱えている問題点、実際に今回の検討委員会において出

された課題、それから、スケジュールの提示をしております。 

 第１回目の内容といたしましては、委員長・副委員長の選出、それから、市民大の概要

とかカリキュラムの現状を説明し、それを聞いていただいて、事前にカリキュラム等を送



っておりましたので、その課題についての検討が行われました。 

 私どものほうから、人生１００年時代の到来に備えて、新たな価値観を見据えた授業の

方向性の確立、それから、受け身の授業から能動的なかかわりができる授業への見直し。

それから、市の重要政策「健康寿命日本一」ということを、今、市長が一生懸命やってお

ります。また、オリパラの件ですとか、政策的な部分をカリキュラムの中に編成をする点。

こういう３点と、それから、社会環境が激変する中、開校１５年を経て、今後を見据えた

市民大学校になるためのカリキュラム編成に取り組みたいということを先生方にお願いを

いたしました。 

 その中で、ここに詳しくは書き切れないでおりますが、先生のほうからお話が出た点が

６点ほどありまして、まずは、建学の精神というのはどういうものがあるのかということ。

２点目は、修了後のアウトプットはイメージしていますかというご質問。３点目は、修了

後、学生さんたちは自信を持って卒業できているのですかということ。それから、船橋バ

ージョンの資格があったらいいねとか、特にスポーツに関しては資格をいろいろとれる部

分もあるので、スポーツコミュニケーション学科についてはもう少し資格授与というとこ

ろも考えたほうがいいのではないでしょうかというところ。４点目は、カリキュラムの責

任者が不在のような気がしますねというところで、江戸川でいう学科長のような専門講師、

江戸川はその道のスペシャリストの方が４学科にそれぞれ学科長さんがいらっしゃるので

すが、そういう専任講師というような形をとってはどうでしょうかというところのご意見。

それから、修了後に団体に加入することが目的なのでしょうかと、加入のにおいが余り強

いと逆に人は引いていってしまいますよというお話。それから、学科、人、授業の時間、

授業の評価の問題があるのかと、大きくこういう６つの印象をお持ちになったかと感じて

おります。 

 その中から今回実際にどういう課題が出たかというところは、このＡ４の右側にありま

す「検討委員会に出された課題」ということで７点ほどございまして、これをこれから私

どもが、下のスケジュールに書いてありますが、１０月の第２回目のカリキュラム検討委

員会に向けて準備をしていくという流れになっております。 

 具体的に、問題点の真ん中に①、②、③と書かれているものを、今回、Ａ４の資料の後

に添付をしております。①中教審の答申が５ページ、②の先ほど申し上げました江戸川区

長が委員をなさっている検討会の結果が８ページから１１ページ、③も中教審の答申で、

これが一番最近の答申になりますが、３０年３月８日の答申をそれぞれ資料として添付を



しておりまして、この中で言われていることが現在のカリキュラムの中に含まれているか

どうかということを、これから十分に検討してカリキュラムを作成していかなくてはいけ

ないなと思っております。 

 こちらの答申ですとか資料をいくつかつけましたのは、文科省でも高齢者教育の現状と

課題について整理するとともに、超高齢化社会においての、「プレ高齢者」という表現を

使っていますけれども、プレ高齢者を中心とする成人が取り組むべき学びのあり方も検討

をしています。 

 また、市民大学校は高齢者だけではなくて、まちづくり学部は１８歳以上を対象にして

いることから、若い世代にとっても学び直しの機会や学習成果を生かすことが可能な環境

整備も求められています。幸い国の動向に詳しい委員や、それぞれの専門分野に精通した

委員の皆様にお入りいただきましたので、この機会を有意義なものとして、私どもも充実

した委員会にして結果につなげていきたいと考えております。 

 カリキュラム検討委員会の内容は以上でした。 

 それでは、引き続きまして、広報委員会のご説明をさせていただきます。こちらは、同

じく資料２の１６ページをごらんください。 

 冒頭に申し上げたとおり、市民大学校の応募者が減少している中の一つとして広報の不

足、まだまだ市民大学校をご存じない方もたくさんいらっしゃるというお声も聞いており

ますので、やはり周知の方法が足りなかっただろうというところで、こちらのほうは運営

協議会の中の小委員会という位置づけで広報委員会を立ち上げさせていただきました。こ

ちらは来る８月２４日に第１回目の委員会を開催することになっておりまして、委員の皆

様は運営協議会から松本委員、それから、スポーツと健康を推進する会のほうから佐藤会

長、それから、生涯学習コーディネーター連絡協議会から会長の花村委員、それから、川

田委員、この４名に加え、やはり広報ということで船橋市役所の広報課の鈴木課長にメン

バーに入っていただいて、即効性のある広報の手段、もうすぐに３１年度の学生募集が始

まりますので、来年度に向けて即効性のある委員会にしていきたいと考えております。 

 私からのご報告は以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 本件につきましては、前回の３月２６日の本運営協議会で、市民大学校の広報関係、Ｐ

Ｒについては本協議会の小委員会、それと、カリキュラム検討委員会につきましては別途



に学識経験者等を中心とする専門委員会をつくるということでご了承願って、ただいま田

久保さんのほうから報告があったとおりでございます。 

 本件につきまして、何かご質問とかご意見がありましたら、順次お願いします。 

 三橋委員。 

○三橋委員 

 ボランティア学科に関しては、私ずっと専任講師でかかわらせていただいてカリキュラ

ムをつくってきているので、シラバスなんかも自分では持っているのですけれども、そう

いうのは今まで事務局にはお出しはしていないですが、もし可能であれば明石先生たちに、

どういう意図でこうやってきて、どういうふうな形で授業を組んできたかという説明をさ

せていただく機会があれば、それはそれでありがたいなと。 

 カリキュラム検討委員会と現場の実質的に責任を持たされている私とが遊離していくの

であったら僕は全然意味がないと思っているので、やはりそこはきちんと担当者とカリキ

ュラムの委員が意思疎通のできる仕組みをつくっていただければと思います。ほかの学科

でそういう専任の方がいらっしゃるわけではないかもしれないですが、ボランティア入門

学科に関しては私が専任講師ですから、ずっとカリキュラムの責任を持たせていただいて

いるので、ちょっとほかの学科と違うかなという気がしているのですが、その辺はどうい

うふうに。 

○事務局（田久保） 

 一応、次年度に向けてなので、今の段階でははっきり申し上げられないのですが、意見

交換をする場とかを持つ必要があるかなというふうには考えております。 

○三橋委員 

 意見交換というよりは、私が責任持たせてやらせていただいていることに対して、カリ

キュラム検討委員会がこういうふうにしなさいと一方的に指示が下りてくることで、カリ

キュラムを変えろとか、そういうようなことになるのは避けたいと思っているんです。 

○事務局（田久保） 

 それはないです。やはり現場がありますので。 

○三橋委員 

 現場の担当の講師との情報をきちんと直接お話しする機会がないと、検討委員会は全然

中身をよくわかっていないで検討してということになりかねないと思います。 

○事務局（田久保） 



 今までも同じ形だったので、これから少し視点を変えたり、国の動向等はあまり運営協

議会の中でお話がなかったような雰囲気もありますので、そういうところもこれからは意

識して動いていかなくてはいけないと思います。 

○三橋委員 

 言っている意味が違います、田久保さん。国の動向云々の情報だとか、それはわかりま

す。僕が言っているのは、カリキュラム検討委員会はカリキュラムの中身のことを検討さ

れるわけだから、担当の講師との意思疎通が交互にできるような環境がないと、一方的に

検討委員会が検討して答申を出したものを、例えばボランティア入門学科はこういうふう

にしなさいと下りてきたものを、私がそれをやらなければいけないというような状況は避

けたいという話。 

○事務局（田久保） 

 それは私どもも考えてはいないので……。 

○三橋委員 

 でも、組織的にはそうなってしまう。 

○高山会長 

 前回も、今、三橋委員が言われたことは議論したと思うのですが、このカリキュラム検

討委員会から出た答申を、即そのままカリキュラムを直して実施するわけではなくて、現

場でずっと積み重ねてきた専任講師中心のカリキュラムがあるところもあるので、そこは

総合的に検討して採用するというところを確認されていますので、そこら辺を含めて答弁

していただくと三橋委員も納得するのではないかと思います。 

○事務局（田久保） 

 今、会長がおっしゃったとおりで、一応、私どもは方向性をこういうところで先生方に

お伺いして、その方向性を踏まえた上で運営委員会にまた諮ってカリキュラムをつくって

いきます。１００％このカリキュラム検討委員会で指示されたことをやるというふうには

私どもも考えてはいないので、そこは先生と意思疎通をしながらさせていただきたいと考

えております。 

○高山会長 

 前回もありましたが、サポート学科については３人の専任講師制をとっていますので、

その辺も踏まえて、いいところはまた、もちろん改善しなければいけませんし。 

 ほかに。松本委員。 



○松本委員 

 三橋先生と同じような意見なのですが、きょうもこれを見せていただいて、すごく立派

な資料ですし、それから、国の目線からも見てということで、専門家チームはいいチーム

ができたと思いますが、もう一方で、原発事故のときによく言われたのがリスクコミュニ

ケーションという言葉です。専門家だけで議論してしまうと、逆に学生さんなり、間に入

っている人たちが理解できないまま進んでしまうことがあります。これはこれで進めるこ

とに賛成ですが、我々も意見が言えるような、この場でなくてもいいですが、例えば資料

を事前に我々のほうにも配ってもらえるとか、そのときにコメントを書いたものを田久保

さんにお渡しして、こんな話もありましたよというふうな展開も、専門家から見たらつま

らないことかもしれませんけれども、船橋市民の目で見たときには、これはこんなふうに

感じていることも伝えながら議論していただくと、最終的にみんなが納得するものが早く、

その後の展開もスムーズに出てなるような気がします。そういうチャンスの場もあるとい

いなというふうに、きょうこの資料を初めて読んで、それからメンバーも見て、すばらし

いとは思っているのですが、そういう場も仕組みの中に組み込んでいただけたらと思いま

した。 

○事務局（田久保） 

 はい、ありがとうございます。 

○社会教育課長 

 今の意見は確かに、現場のほうを考えないで、いわゆる机上の空論でカリキュラムをつ

くるのはいかがなものかという話で、まさにそのとおりだと思うので、その点については

実際に今行われているカリキュラムを委員の先生方にお渡しして、もし現在の講義にシラ

バス等があればそちらのほうも提出いただいて、どのような意図でこのような授業をして

いますよというのを委員の先生方のほうに見ていただく。 

 実際に佐谷委員さんなんかは講義も長くやっておられる方で、学者だけではなくて現場

で講師をやっているような方も入っていただきました。その中で今まで積み上げてきた歴

史というのもありますので、それは全部なしですよというようなドラスティックな話では

なくて、積み上げてきた中で今後の市民大学校の方向性の提言をいただいて、最終的にそ

の制度を組み立てるのは、また最終的な責任は学長を含めたところになると思いますので、

提言を聞いた中で、こっちの方向性で行こうとか、そういう話はあると思います。そうい

う意味で、実際に教えている方のご意見はこれから賜りたいと思います。よろしくお願い



いたします。 

○高山会長 

 花村委員。 

○花村委員 

 一つは、このカリキュラム検討委員会というのは、本委員会とはどういう関係にあると

考えたらよろしいのでしょうか。 

○社会教育課長 

 前回の会議でもお話ししたのですが、カリキュラム検討委員会というのは運営協議会と

は別に第三者という形の観点で、当然こちらの情報は提供しますけれども、いわゆるフラ

ットな考え方のもとで検討していただくと。とは言いましても、運営については運営協議

会が諮問機関ですので、ですから両方から意見を聞きまして、それを総合してカリキュラ

ムをつくっていきたいと市としては考えています。 

 田久保のほうからもお話がありましたけれども、同じ話になってしまいますが、広報委

員会についてはこの運営協議会の分科会という位置づけになりますので、カリキュラム検

討委員会と広報委員会とはちょっと位置づけが違うということで、前回の資料を見ていた

だけると理解できるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

○花村委員 

 ありがとうございます。それと、今のお話を聞いていたら評価をきちんとしたらという、

非常にその辺が大事なところかなと思うのですが、ＰＤＣＡの一つの流れの中での評価に

なると思います。 

 よく大学なんかでやられているのは、実際に授業そのものの内容とか先生の教え方とか、

そういった点で学生に直接最終評価をさせるという指導は結構あります。最後は一番よく

知っている人がということから、そういう評価も評価項目の中に重要なものとして入れた

らどうかと思うのですが、その辺、評価についてどういうふうなお考えをお持ちなのか。 

○社会教育課長 

 これも１回目の検討委員会のほうで明石先生のほうから出たのですが、明石先生も大学

の教授なので、大学の授業の終わりに、小さいカードに「きょうの授業はおもしろかっ

た」とか、「もうちょっと教えてほしかった」とか、そういうのを実際にやられているそ

うです。事例があるよと教えていただきましたので、それがすぐに来年度からできるかど

うかわからないですけれども、そういうふうに何らかの形で生徒たちの声も反映したり、



アンケートもせっかくとっているので、このアンケートのほうも、例えば先ほど川田委員

のほうから言われたように、もっと地域別にとって分析するとか、そういうことができる

ようにしていけたらと思っています。ありがとうございます。 

○高山会長 

 今、第１回の報告を聞いて安心しました。運営協で日ごろ議論している例えば建学の精

神はあるのかとか、修了後のアウトプットの問題とか、資格授与の問題とか、カリキュラ

ムの責任者、修了後の受け皿団体、まさに当運営協議会でここ２～３年議論したことと方

向性は全く同じですね。ですから、運営協議会は運営協議会でまた協議していただいて、

改めてできたカリキュラム検討委員会で議論していただいて、両者を合わせてよりよい市

民大学校という方向に持っていけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかに何かございますか。 

 なければ、その他、事務局、何かございますか。 

○事務局（菅野） 

 平成２９年度の学生のアンケートの集計ができておりますので、ご報告させていただき

ます。資料３になります。 

 １ページ目から４ページ目までがまちづくり学部の集計です。５ページ以降がいきいき

学部になります。２ページ目の問３では修了後の活動について聞いていますけれども、

「予定がある」「検討中」が７８名で８４％、１ページ目の設問では「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」という声が多くありました。 

 ５ページ目をごらんいただきたいと思います。いきいき学部におきましては、生きがい

づくりや仲間づくりを目的としております。設問１では、これに対して聞いているわけで

すけれども、１９７名、８４％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」という回答をしております。 

 次に７ページを見ていただきたいと思います。こちらではクラス会について聞いており

ます。「よかった」というのが１４５名で７４％、また、「よくなかった」という方が４名、

２％の方が答えております。こちらも仲間づくり、生きがいづくりについては、十分に達

成できているのではないかなと感じております。 

 簡単ですけれども以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 



 ただいまの２９年度修了生のアンケート集計結果につきまして、簡単な報告がありまし

たけれども、何か質問とかありませんか。 

 松本委員。 

○松本委員 

 「修了後の活動について伺います」という２ページ目の問３、「活動の予定がある」と

「活動予定検討中」というのが８４％ということで、若干ここは不安が残るところですけ

れども、実は私ども修了生で、２年目、３年目を追いかけたことがあります。そうすると、

２年目になるとほとんどの人が、私の同期の３６人に関しては９５％が何らかの形で地域

で活動しているというふうになっています。修了時、もしくは、それよりちょっと前ぐら

いのときは、まだ検討中という方も結構いらっしゃいます。その後、受け皿団体に入り、

そこで仲間と話し合い、先輩の動きを見ることにより、活動を始める修了生が多くいます。

ボランティア入門学科の場合は、おかげさまで修了時より、修了後、活動している方が増

えていくというのが実態だと思います。 

○高山会長 

 大事な論点ですよね。特に、さっきもカリキュラム検討委員会で修了後の受け皿団体の

話もありました。前も言っていますけれども、まちづくり学部は当該学科以外は翌年応募

できますので、修了後はまたほかの学科に行きたいとか、入っている方も既にほかの学科

の活動をやっていますから、その学科の修了後は団体に入れませんとか活動できませんと

いう方が多いので、まちづくり学部の本来の目的であります修了後は即地域活動という観

点からすると、大学をつくった趣旨が最近ちょっとずれてきているのではないかなという

感じがしています。 

 ほかに何かございませんか。 

○荒谷委員 

 いろいろと、今までやられたカリキュラムのつくり方とか大変なご苦労があったと思う

のですけれども、私のほうで一つ提案させていただけたらいいかなと思いまして、カリキ

ュラムの立案に向けてのスポーツコミュニティ学科の提案ということで皆さんにお配りさ

せていただきました。 

 まず、卒業後の活動を支援する。いろんなものを持っていらっしゃる方がいらっしゃい

ますので、そういう人たちに向けて支援していただけたらもっとやりがいがあるのではな

いか。また、自分のところの生徒さんをこういうコミュニティ学科に推薦するというよう



な形もできるのですが、学んだことをどういうふうにして生かしていけるかということで

す。 

 たまたま今回は「３Ｑ体操の奨め」ということで、船橋市は健康づくりの政策として地

域保健課の監修のもとで公園を使った健康づくりを推進しています。そして、船橋市スポ

ーツと健康を推進する会が中心にかかわって３Ｑ体操を実施。最初はモデル公園として３

カ所からスタートして、現在は２７公園に拡大、目標は５４公園の実施を目指して頑張っ

ております。 

 ３Ｑ体操協会は、ことしの６月９日に船橋市と災害時における被災者の運動に関する協

定を結びまして、災害時に避難所が開設されたときの運動処方を担当するということで、

この８月２６日に５カ所で行うのですが、その中のモデルとしてＮＰＯ法人日本３Ｑ体操

がその流れの中に入れさせていただいて、その後どういうふうに実施していくかというこ

とをやります。そういうふうにして災害時のためのお手伝いをします。 

 そして、ふだんは各自治会等の防災訓練とか、国際交流の外国人の宿泊研修というのが

あるのですが、そこにも出向いていって皆さんと一緒にやるということです。これらの事

業に、グループをつくって、そういう人たちが卒業してから「さあ」ではなくて、勉強し

ている間にいろんなところに、これはたまたま３Ｑ体操ですけれども、卒業生の中にこう

いうような活動をしているところに行って見学をしていただいて、実態を見ていただいて、

卒業後にどういうふうに取り組むかということも必要なのかなと感じます。ですから、卒

業してしまってから、「さあ探しなさい」ではなくて、そういうきっかけづくりをしてあ

げるのも一つの方法かなと。だから、カリキュラムの中にどういった形かはわかりません

けれども、入れていただければありがたいかなと思って提案させていただきました。 

○事務局（田久保） 

 ありがとうございました。実は、ことしから現場を体験するということで、公園を使っ

た健康づくりにも学生が見学に行ってレポートを書いてくると。やはり現場を知らないと、

こちらが授業をするイメージが湧きませんので、今回入れさせていただきました。またそ

の結果を見て、来年どういうふうに進めていくかというのを検討したいと思っております。

ありがとうございます。 

○高山会長 

 卒業の前にカリキュラムの中に入れて。貴重な提案です。 

○荒谷委員 



 いろんな団体がありますから、実際に今２７の公園でやっていらっしゃる。そういうと

ころをご自分の好きな時間帯に行って見学をなさる。そして、実態を知る。その中に今度

はカリキュラムとしてグループづくりとか、一人でもできるんですよという気があれば、

「やりなさい」ではなくて、一人でも発信することができるということを教えてあげると

いうか、現場を見るとか、そういう実態が必要なのかなと。 

○高山会長 

 ほかに特段なければ、以上で議事を終了させていただきます。 

 本日の議事は全て終了いたしました。 

 なお、議事録の署名を荒谷委員と川田委員にお願いしたいと考えますが、よろしいでし

ょうか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 それでは、お二人によろしくお願いします。 

 本日の協議会は、これで終了です。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。 

 

午前１１時０２分閉会 


