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ふなばし市民大学校第２回カリキュラム検討委員会議事録 

平 成３０年１０月９日 

於：ふなばし市民大学校 

 

午後２時０３分開始 

 

・明石委員長 

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２回ふなばし市民大学校

カリキュラム検討委員会を始めます。初めに事務局より資料の確認がありますのでよろし

くお願いします。 

 

・事務局（田久保） 

それでは事務局より資料の確認をいたします。会議次第が最初のページにありますが、

次ページから資料を添付しております。１が第１回カリキュラム検討委員会議事録、２が

第１回カリキュラム検討委員会指摘事項、３が平成３０年度、３１年度のカリキュラムの

配分一覧、４が３１年度のカリキュラム案、最後５が委員長からの課題、市民大学校と公

民館の講師の重複状況の資料。最後５の資料につきまして、菅野の方からご説明させてい

ただきます。 

 

・事務局（菅野） 

事務局の菅野です。よろしくお願いします。資料５ですが、平成２７年度から２９年度

の３年間で市民大学校を含め、各公民館等で重複している講師の数を重複人数として掲げ

ています。そのうち市民大学校の複数の学科で依頼している講師は何人かという形になっ

ています。スポーツコミュニケーション学科では、平成２７年度は１６人の講師に依頼し

ましたが、１６人のうち３人が市内の公民館等で講義をしています。そのうち１人は、市

民大学校の他の学科でも教えています。 

裏を見て下さい。こちらは講師名で平成２７年度から２９年度の重複について調べまし

た。重複している実人数は、２７年度２１人、２８年度１７人、２９年度２１人です。以

上です。 

 

・事務局（田久保） 

委員長、申し遅れましたが、会議録を作成しますので録音させていただきますことをご

了承ください。 

 

・明石委員長 

傍聴人はおありでしょうか。 
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・事務局（田久保） 

いらっしゃいませんでした 

 

・明石委員長 

船橋市情報公開条例第２６条により船橋市が設置する会議は原則公開ですが、本日は傍

聴の申し出がありませんでしたので、ご報告申し上げます。 

では初めに、三澤生涯学習部長のご挨拶をお願いいたします。 

 

・三澤部長 

三澤でございます。暑い中お集まりいただきどうもありがとうございます。また、第１

回の７月の会議の時には最初の会議であったにもかかわらず、大変、建設的で有意義なご

意見をいただきまして、私ども多くのヒントをいただいたところでございます。そして本

日はこちらにお集まりいただき、校舎での会議になります。第２回目もどうぞよろしくお

願い致します。 

第１回で皆様からいただいたご意見を基に、本日は３１年度のカリキュラムの変更案を

事務局の方で準備させていただきましたので、これについて忌憚のないご意見ご指導を賜

れればと思うところでございます。抜本的な直しというのは今回間に合わないということ

で、３１年度は従来の学部学科の中での変更、３２年度に向けてまたもう少しドラスティ

ックなご意見をいただき、改変案を引き続きご検討いただけたらと思うところでございま

す。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

・明石委員長 

私からも一言申し上げたいと思います。文科省の中教審の生涯学習分科会では、「人口減

少時代における街づくりをどうすればいいか」をキーワードに検討しています。これは内

閣の大きな課題で、厚労省も経産省も農水省もそういう視点で、人口が減ってきたときに

街をどうやって元気にできるか、皆さん議論している。中教審では他の省庁とは違う教育

上の論理で地域の活性化ができないか、に焦点を当てています。一番キーワードになるの

が公民館と博物館と図書館という、かつての社会教育施設の３つを大事にするということ

が議論されております。たとえば博物館を首長部局に持っていくという、もうすぐ答申が

出ますが、これは首長に任せるという案です。これまでは教育委員会が基本的に所管して

いましたが、首長の意向においては選択できる可能性ができる、という答申が出るはずで

す。中間報告では出ています。あとは図書館と公民館で学び直しをしながら、地域の活性

化につながるというのがあるだろう、と議論している。 

もう一つは、人生１００年時代の学び直しで、高等教育機関、専門学校、短大、大学含

めてどこかの高等教育機関で学び直しをする方向性はないかを検討しております。今回の

船橋の市民大学校のコンテンツをどう変えていくかは理にかなっているのです。タイミン
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グとしては非常に大事な時期に検討しているのです。ベースに人生１００年時代の生き方

を応援する市民大学校ですよ、ということをもっていかないと意味がないと思います。 

人生１００年時代というのは、０歳から２２歳までは大体家庭と学校で面倒見てくれる。

あとの２２歳から１００歳まで四分の三は学びを自力でしていかなければならない。２０

歳までは家庭と学校がサポートしてくれて学びの姿勢ができたが、これから四分の三の人

生は、自力で学習していくような仕組み作りをしていかなければならない。そのような視

点でもう一度、カリキュラムを見直していただきたい。 

それでは本日の会の流れは、カリキュラムについて事務局よりご説明いただきまして、

皆様のご意見をいただきたいと思います。 

それではまず、ふなばし市民大学校のカリキュラム素案についての改変の狙い、方向性、

改変の効果のご説明をお願いします。 

 

・事務局（田久保） 

まちづくり学部スポーツコミュニケーション学科といきいき学部園芸学科の１・作物の

分野と園芸学科２・花の分野の３学科を担当します田久保でございます。 

まず、スポーツコミュニケーション学科の素案をご覧いただきたいと思います。 

資料の４になります。スポーツコミュニケーション学科は、今回のカリキュラム検討委

員会が立ちあがった要因の一つでもあります、定員割れを起こしている学科でございます。

定員割れの原因を探ると、平成１６年度市民大学校開設前後に大きな違いがあり、今回の

カリキュラム作成にあたり、その点を意識いたしました。 

スポーツ健康都市宣言を機に開設されたスポーツ健康大学は、当時人気講座で定員は今

の倍にも拘わらず、定員を超える申し込みがありました。ただそれは順天堂大学に運営を

委託して、大学の講師陣が専門的な講義を行っていたことが、現在との相違点であると考

えられます。さらにスポーツ健康大学のＯＢの方々に伺うと、専門的な講義はもちろんで

すが、担当教授から地域のコミュニティリーダーの志を叩き込まれ、非常に充実した授業

内容で志とともに自信をもって地域に出られたという話をされておりました。実際、現在

市内で活動なさっているスポーツ団体のリーダーの方は、ほぼスポーツ健康大学当時の修

了生の皆さんです。 

第１回においても自信が持てるカリキュラムが重要というお話がありました。また資格

取得も自信につながるのではないかというご助言も受けまして、今回カリキュラム変更す

るにあたり、自信と資格取得という二つをキーワードにして素案作成しました。 

スポーツコミュニケーション学科のカリキュラムをその目的から６個のカテゴリーに分

けております。その中で大きく変えた内容は、上から二つ目、スポーツリーダーを養成す

るための専門知識を習得するということ、三つ目、地域活動を実践するための資格取得の

２点でございます。 

まず、スポーツリーダーを養成するための専門知識を習得するという項目ですが、スポ

ーツという専門分野に特化した学科ですので、体育学ご専門の土井委員にもアドバイスを
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いただきながら、地域で活動する際に必要な知識と合わせてリーダーとしての資質向上、

並びにコミュニケーション能力の項目を新たに入れました。 

また２点目として、本年度本市では、船橋市パラスポーツ協議会を立ち上げ、障害スポ

ーツの普及を政策的に取り組むことになりました。そこで地域で障がいスポーツ指導者養

成も喫緊の課題になることから、まさしくそれはスポーツコミュニケーション学科の本領

発揮できる分野と考え、初級障がい者スポーツ指導者資格取得講座を、今回の素案として

挙げております。 

ただ、この件につきましては船橋市独自で実施することが不可能であり、また、市民大

学校の授業の一環として実施する形態も、資格の公認団体である公益財団法人日本障がい

者スポーツ協会では初めての事案ということで、現在協議中でございます。ただ、千葉県

と一般社団法人千葉県障がい者スポーツ協会からは共催として実施することについてご理

解を得ている状況です。結果として現在のカリキュラムとは大幅な変更内容となっており

ます。スポーツコミュニケーション学科の目的と取り組むべき事が明確になり、そのため

の資格取得ができることで学生の応募が増加し、スポーツリーダー養成につながるよう変

更いたしました。スポーツコミュニケーション学科については以上でございます。 

次に、いきいき学部園芸学科１・作物分野と園芸学科２・花分野のクラスも担当してい

るのですが、実習場所である圃場、花壇をアンデルセン公園や個人の畑を借用して実施し

ており、月に３回から４回で作付けできる作物や花の種類も限られ大きく変えられない事

情がありますので、来年はひとまず今年度と同様の内容で、園芸学科については進めたい

と思います。以上です。 

 

・明石委員長 

ありがとうございました。引き続きましてお願いします。 

 

・事務局（池田） 

まちづくり学部ボランティア入門学科といきいき学部一般教養学科を担当しています池

田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、ボランティア入門学科ですが、資料４の裏側、ボランティア入門学科カリキュラ

ム案をご覧ください。それと資料３の右側に、ボランティア入門学科のカテゴリーが７つ

あります。６番に「まとめ」というところが赤字になっています。ここが大きな変更点に

なります。前回、先生方にもご意見をいただきまして、まとめの部分を、グループで問題

点や解決方法を検討する、まとめる力をつけるようワークショップを取り入れることにい

たしました。これまでは演習を７回行い、個人で研究発表することはしていましたが、ワ

ークショップという形態を取り入れて、話す力や仲間を引っ張っていく力、まとめる力、

コミュニケーション能力・企画など自発的な力をつけていきたいと思います。地域のリー

ダー的存在となり、自信を持って活動していただければ、と思います。そんな達成感のあ

る授業にしたいと思います。 
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次に、「まとめ」です。例年各団体が子供向けイベントを企画開催する８月に実施してお

りましたが、今年度は１０月中旬から１２月までの体験活動を設けました。３１年度は８

月と１０月初めから１２月まで期間を延ばして実施するようにしました。過去のアンケー

トで体験活動は人気があり、長期間やりたいという意見が多かったので、今回は３か月取

り入れました。 

次に「１年を振り返って」です。以前から振り返りはしておりましたが、修了後にはま

ず何かボランティア活動に携わってほしいと思います。今までのアンケートを見ますと、

修了時に活動が決まっていない人が 63％いました。修了後、時間が経つと活動への関心が

低くなってしまいますので修了後にすぐ、活動できるような道筋をつける「１年を振り返

って」という講義にしたいと思います。 

カリキュラムが１５年間大きく変わっていなかった。やはりこの点も学生減の原因では

ないかと思います。市民大学校のボランティア入門学科を修了して、地域で活動していた

だいて、修了生の輪が広がればいいなと思います。助け合い、誰にでも優しい街になって

いって、さらに市民大学校の評判も上がり入学応募者が増える良いスパイラルにしたいと

思います。 

次に一般教養学科ですが、資料４の３枚目の裏をご覧ください。先生方からご意見を頂

戴しましたコミュニケーションの取り方については、１回目の授業に入れることにしまし

た。いきいき学部は仲間づくりということが目的ですので、まずコミュニケーションをと

っていただき、早く皆さんと溶け込んで１年間を過ごしてもらいたいということから、１

回目に取り入れました。 

次に「古典文学で俳句を詠む」ですが、アンケートを取りますと何回かやってほしいと

いうこともありましたので、来年度は３回実施し、海老川あたりへ出かけて一句詠んでも

らうような授業にしたいと思います。修了後も出かけたときに趣味として一句詠めるよう

な実力をつけてもらいたいです。 

次に「音楽から元気を」ですが、こちらも初めて入れました。全身で発声し、健康維持

を目的に考えています。また、「いつまでも健康な体で過ごすために」は、保健師に依頼し

ます。次に「大切なお金の使い方と貯め方」は、６０歳以上ですと貯め方というより、残

し方という方がいいかもしれませんが、大切な年金を賢く使って残すという知恵を今回、

取り入れました。その下の「お墓の話」は、とても人気のある講座だと思います。他課で

以前講座を行った時、すぐ満員になったと聞きました。早くから知識を得て不安を取り除

き、安心して過ごしてもらいたいと思っています。さらに人生１００年といわれています

ことから、次の「心の持ちようで人生１００年いきいきと」も不安なく豊かな心で１００

歳まで楽しくいきいきと過ごしてもらいたいという思いで取り入れました。以上です。あ

りがとうございました。 

・明石委員長 

はい、次、お願いします。 
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・事務局（菅野） 

生涯学習サポート学科を担当します、菅野と申します。よろしくお願いします。資料４

の３ページ目をご覧ください。生涯学習サポート学科につきましては、今年度とほぼ同じ

内容になっております。３ページの裏をご覧ください。他の学科と違いまして、市の基準

により、生涯学習コーディネーターという船橋市の資格がとれる学科となっております。

生涯学習サポート学科の活動の内容は、資料に基準を抜粋して入れました。４条１～５ま

で、イベントの企画運営及び、学習相談に関することから始まり、企画運営に関する助言

を行う生涯学習コーディネーターを養成する学科になっております。平成１２年に、生涯

学習コーディネーター養成講座を作り、カリキュラムがほぼ変わっていない状況になって

おります。この学科の大きな特徴は、実際に学生が講師依頼や、定員を決めて学習者を募

集するという、机上の企画だけではなく、プログラミングから実施を行うことが特徴とな

っております。学習内容は主に５つに分かれておりまして、船橋の地元を知る、生涯学習

とボランティアについて学ぶ、船橋の学びの場の体験、人間関係のスキル、情報収集を学

んで最後にはプログラミングをするという内容になっております。 

この一覧の１６.１７の課題ですが、課題１は各々個人が生涯学習事業に一市民として参

加してレポートを提出してもらう、課題２は公民館等のスタッフとしてボランティアを体

験してもらう、というのが４０コマ程度の授業となっております。ちなみに、生涯学習コ

ーディネーターは、平成１２年度から２９年度まで約４６０人登録されております。 

そのうち、生涯学習コーディネーターに登録した方が連絡協議会を設けて社会教育関係

団体として活動しております。そのメンバーは１９０人で、５つの公民館ブロックに分か

れて活動しております。前回の会議の中で、あまり活動していないのではないかとご意見

がありましたが、昨年度のコーディネーターの活動を調べたところ、（個人やブロック単位

のそれぞれ全て１として考えますと）２３の公民館で事業に携わっております。合計で８

８の講座をコーディネーターが企画しております。５ブロックの公民館職員と定例会議を

やっているところもありますし、７公民館につきましては公民館で、コーディネーターと

職員が定期的に会議をしている、という話も聞いています。以上でございます。 

 

・明石委員長 

では最後、お願いします。 

 

・事務局（大武） 

まちづくり学部のふなばしマイスター学科といきいき学部のパソコン学科を担当してお

ります。資料４のふなばしマイスター学科のカリキュラムを見ながらご説明させていただ

きたいと思います。主な改正案としましては、カリキュラムの１９.２０をご覧ください。

船橋の自然というのが続いておりますが、学生の受講のモチベーションを上げるという目

的を含めまして、環境政策課の計画に含まれております事業、エコカレッジというのがご

ざいますが、そのエコカレッジの修了証取得の必要な単位に認定させていただくことを検
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討しています。またその下の方に、３２番から３５番、研究報告発表会というのがありま

すが、こちらは今までは発表して終わりだったのですが、それをゼミ形式に変えまして、

学生へのフィードバックとか他の学生や先生の意見を参考にしていただく形にしようと考

えております。 

実は昨年から試行的に行っているのですが、担当の職員が行っておりますので、十分な

結果が得られていない状況です。来年度につきましては、講師を迎えて本格的に行ってい

きたいと考えております。 

それからその下３８から４０番につきましては、船橋の魅力を知って発表、案内できる

人の育成が、ふなばしマイスター学科の目的でございますので、ここのところを重点的に

授業を二コマ用意したいと思います。 

一コマ目は今年も行っているのですが意識づけ、２回目に研究報告書というのを作成し、

選んだテーマごとにグループ作りをして、３回目にグループ内で修了後の活動について道

筋をつけるという授業を行いたいと考えています。 

マイスター学科につきましては、４０回という限られた中で、魅力を伝えて、さらにそ

の伝え方まで教えて、色々やりくりをしているところではあるのですが、今後二面性とい

うことも含めて考えていきたいです。 

パソコン学科の方に移らせていただきます。資料４のパソコン学科のカリキュラムをご

覧いただきたいと思います。こちら、一番下に赤書きでタブレットの(１～４)の授業を考え

ております。市民の意識としましては情報通信技術に特化した機器の方に関心が移ってい

るのではないかということと、国が進めるデジタル化の流れに高齢者が取り残されないよ

うに、ということも含めて、時宜にかなったカリキュラム内容を検討しております。以上

です。 

 

・明石委員長 

以上４名の方からカリキュラム案のご説明がありました。これからは各委員の方々でご

意見をいただきたい。たとえば各学科が目指す方向性がカリキュラムに具体的に出ている

か、二つ目は定員割れを起こしているスポーツコミュニケーション学科とボランティア入

門学科のカリキュラムに関して、このようなカリキュラム案でいいのか、というのが２点

目です。３点目は定員は満たしているけれど生涯学習サポート学科、ふなばしマイスター

学科に関しましては、求められる人材活用につながるためのカリキュラムになっているの

か、という視点でご意見を頂ければと思います。よろしくお願いします。 

・栗原委員 

私は博物館の職員で、ふなばしマイスター学科の方々とお話しする機会もございます。

そこで気が付いたことは、私は細かい内容を把握していないので、その際は教えていただ

ければと思います。マイスターということで、船橋のいいところも悪いところもみんな知

っていると、それを生涯学習の中で市民に伝えていけるような人材を育成していくという
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のが目的の学科だと思っているのですが、１９番の船橋の自然と２０番船橋の自然となっ

ていますが、地形とか地質みたいな感じでしょうか。 

 

・事務局（大武） 

船橋の自然といっても、船橋の自然は多様でございまして、南にいけば海、北にいけば

河川や森林が残っていて、そこに多くの生物が生息しております。今年度は、三番瀬に新

しくできた環境学習館という施設がございますので、そこで貴重な干潟三番瀬を見ていた

だこうと考えておりますが、船橋の自然はそれだけではなくて、（大学校）前の川にはカワ

セミがいたり、稚魚が昇ってきたり、自然が残っているところも知っていただきたい。以

前から南部の地形にある自然と北部にある自然と二つの顔を持っている、ということを学

習してもらいたい、と考えていたところ、担当課である環境政策課からも同様の要望があ

り、共催という形で開催する次第です。 

 

・栗原委員 

わかりました。素晴らしいなと思うのですが、たとえば私は考古学の専門で、こちらの

授業の講師などもやっているのですが、地形の移り変わりの変遷であるとか、そういった

ことから今現在の地形であるということと、環境の変遷史とか、近いところで結びつけて、

液状化現象がどうして起きるのか、そこら辺も埋めていっていいのかなと思いました。た

とえば防災のことは防災であって、そういう地形の変遷の中でこういう危険性が生まれて

くるんだよ、とかもっともっと訴えてもいいのか、常々自分が講師をしている中で思って

おりまして、できれば、別のカリキュラムということではなくて、講師に依頼するときに

こういう内容をお願いします、という形で入れていくといいかと思います。 

 

・明石委員長 

せっかくですのでふなばしマイスター学科のところで、もう少しこうすれば、など何か

ありませんか。 

 

・佐谷委員 

ふなばしマイスター学科ですが、基本的には平成３２年度に学科構成も含めて、検討す

ると聞いていた。３１年度はつなぎの年とするような位置づけで、カリキュラムを考える

と伺っていたのですが、そういう意味でなかなか難しいと思うのですが、３２年度に行う

学科の再編などをどういう風に見据えて、３１年度のカリキュラムを検討されたのか、と

いうのをまず伺いたい。 

 

・明石委員長 

今年度と３１年度のつなぎのバージョンの流れを説明していただきたい。 
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・二野課長 

カリキュラムが前回いただいた資料２の方に入っております。この中で指摘事項があり

まして、３１年度３２年度含めて、大幅に変えるのは難しいと事務局からも説明いただき

ました。その中でやはり共通となるような講座は必要ではないかということで、本来であ

れば、２年構成などにして基礎を１年目に、２年目に専門をやっていくというのがいいと

今のところ考えているので、今までなかった基礎となるようなカリキュラム、たとえばコ

ミュニケーションの取り方などを入れているのが、３１年度３２年度のつなぎとなるよう

意識したところでございます。 

 

・佐谷委員 

３２年度以降に２年体制にしたらとお考えということでしょうか。今、１年目は共通的

な授業を、たとえばまちづくり学科もいきいき学部も共通ですか。 

 

・二野課長 

まちづくり学部といきいき学部につきましてはこれからの議論によります。いきいき学

部に関してはたとえば、一般教養学科のカリキュラムの内容はいわゆるミニ知識みたいに

なるのですが、それだけではなく例えば資料３枚目の裏、コミュニケーションの取り方を

入れたり、という形で基礎となることを網羅する形で、カリキュラムの方を入れてきた、

というのはございます。 

あともう１点、ご指摘いただいたように、ただ講義だけではなく、グループワーク、ワ

ークショップなど、なるべく入れようという形で、カリキュラムを作りました。 

 

・明石委員長 

整理いたしますと、まちづくり学部といきいき学部がある、と。いきいき学部の方は、

今回は手直しはしない、まちづくり学部の４つの学科がありますよね、その辺を重点的に

検討した素案の説明だったわけですね。 

 

・二野課長 

はい。 

 

・明石委員長 

将来的にはこの二つの学部は残すのか、それともいい意味で合併していくのかは３２年

度に検討していきたいということですか。 

 

・二野課長 

今回こちらの方で、３１年度のカリキュラムを検討させていただきまして、２月ぐらい

にできると思いますので、つきましてはこちらで出ました意見を踏まえまして、２月に３
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１年度のカリキュラムが確定します。２月にまた会議をさせていただきますので、そこか

ら、いきいき学部を含めまして、どのような方向性にするか本格的に議論していきたいの

で、今回３１年度のカリキュラムのご意見をいただきたいと思います。 

 

・明石委員長 

そういうことでよろしいでしょうか。 

 

・佐谷委員 

つなぎとして、今回コミュニケーションとか 

 

・明石委員長 

まちづくり学部の４つの学科のカリキュラムを精査していきたいと。それでうまくいけ

ば３２年度のいきいき学部の方も、残す学科が出るだろうと思います。 

 

・佐谷委員 

それで実験的にやろうとしていると思うが、つなぎとして、今おっしゃられたように、

コミュニケーション、グループワークなどを取り入れてみた、という理解でよろしいでし

ょうか。ただそれもあまり一貫性がないですよね。入れているところと入れていないとこ

ろがありますよね。 

 

・明石委員長 

ふなばしマイスター学科のところでご意見があったのですよね。ふなばしマイスター学

科のところで原案は出ていますが、これでよろしいでしょうか、意見を聞きたい。 

 

・佐谷委員 

それでいうと、ふなばしマイスター学科についてはもっとコミュニケーションみたいな

ものを入れたらいかがですか。グループワークはこのゼミ形式で、ということですよね。 

 

・事務局（大武） 

そうですね、グループワークというよりは個人の発表に対して、学生や講師から色々情

報交換してもらうことを考えていますので、グループワークにつきましては、表の一番端

に○がついているところがありますが、そちらがグループワークを想定している授業でご

ざいます。 

 

・佐谷委員 

わかりました。３２年度に向けて二つの柱でいいのかどうか、コミュニケーションとグ

ループワークでいきたいのなら、４学科すべてで試してみる方がいいのか 
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・明石委員長 

大学では文科省の指導により１５回のシラバスがありまして、アクティブラーニングを

必ず入れなさい、討論やグループワークですね、調査レポートやグループワークとかコミ

ュニケーションとか、入れた方がいいですよ、と指示があります。それも大事ですが、船

橋のマイスターとはいい名前だと思うけど、何のマイスターか、これを見るとある分野に

偏っている。小学校３年生の社会科で、「私たちの船橋」を勉強するんですよ。それが全部

入っている。３年生で勉強したけれども、大人になって学習が定着しているかどうか。ジ

ャンルはいいけど深さが足りないから深くするのか、ジャンルが足りないから伸ばすのか。

これを見ると歴史的なものは多いが、たとえば、船橋は食がいいのにニンジンや小松菜が

取れるとか貝が取れるとか、食に関するものが出てこない。県外に行ったときは、船橋で

一番何が取れるか。つまり私が言いたいのは、船橋のことを県外や国外の方に、知らせる

んですよ、というミッションをはっきり出した方がよいでしょう。 

オリパラ市民ボランティアのことを県外や海外の方に伝えられる中身を構成しなおす。

すると船橋のお面をかぶった、有名なばか面踊りを紹介する。もう少し外から見てこれぞ

船橋、というのをリストアップしてくれるとよいでしょう。アンデルセン公園というのは

どこに載っていますか。県外や海外の方に交通渋滞しますよ、というメッセージを出す。 

言いたいのはコンテンツを組みなおしていただけるといい。せっかくいいところがある

のです。千葉県は観光立県と言っているが、船橋は観光市県と言えるのか、言える場合は、

一泊二日、二泊三日、一週間滞在できるコースをマイスターが学習していると、ホームペ

ージで紹介できる。それができたら認証バッジをあげる。例えば、食に関するマイスター

とか、全てを知っているマイスターとか、音楽には詳しいとか、何か認証制度を検討する。

キーワードはいいですよ。そのためには、ワークショップだとかコミュニケーションとか

は良いと思います。当然、魅力を紹介するということはコンテンツによって違ってくる。

たとえば、千葉にはないけど船橋にはあるとか、船橋の古墳は何を見たらいいのか。お願

いしたいのは、県外からの人々は船橋をどう見ているのかという視点も入れてくれると講

座を組みやすい。・・・それましたが、船橋は観光協会があるでしょ、その方々はどこに入

ってくるのですか。 

 

・事務局（大武） 

２７から３１まで船橋街歩きネットワークの方に依頼するのですが、それが観光協会の

下部組織になります。 

 

・明石委員長 

そうすると船橋のホテルとか商工会の方とかそういう人も講師に来てもらうとか、考え

られます。 

他に何かありますか 
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・土井委員 

実際現場で授業をやるのは何回ぐらいですか。 

 

・事務局（大武） 

現場で行う授業を読み上げますと、３番４番５番１７番１９番２０番２１番２２番２７

番２９番３０番です。以上です。４４分の 11です。 

 

・土井委員 

意外と少ないですね。実際に現場で歩きながら、これは船橋の民俗的なものであるとか、

学ぶテーマが１つに特化している現場実習では無くて、歩いている限りは色々なものが入

ってくるという授業がいいのではないか、と。 

ふなばしマイスター学科を受けている方の何人かの話では、「意外につまらないんですよ、

教室が多くて」と。私はえっ、と思いました。私は当然、現場で案内したりする実習とし

ていろいろやっていると思っていたので、教室が多いというのは意外でした。たぶんマイ

スター学科に入ってくる人たちも、イメージとしてはそれをイメージされてくる方が多い

のではないか。ちょっともったいない気がします。すごく面白い学科なので。 

 

・明石委員長 

世界遺産の富岡製紙工場ありますよね。最後の演習であそこに行って、ボランティアガ

イドのうまい下手をチェックしてもらうのです。船橋ではどうするかというのを、自分で

学んで使うのがマイスターだから。そういうノウハウを、世界遺産のガイドで実際体験す

ると非常に納得します。最近、高齢者がバスで伊香保温泉とかに行って、昔のバスガイド

が楽しませてくれますよね、ああいう方たちに来てもらって研修してもらうとか。知った

ことを短く楽しく人に伝えるのがマイスターだと思っているので。 

 

・佐谷委員 

コミュニケーションですね。それを入れ込めばいいですよね。 

 

・明石委員長 

ある会社のバス旅行で一泊二日で行ったけども、本当にうまい。そういうのを考えると

マイスターはいきてくる。 

 

・鈴木委員 

この案を作るにあたって、ものすごい時間と労力を使ったということがわかった。委員

長と同じことを考えていたのですが、僕は車が好きなのでＢＭＷに乗っていますが、ＢＭ

Ｗの代理店に修理する一番のマイスターがいた。だんだんいなくなってきて修理が十分行
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き届かないとディーラーが言っていた。やはりここを受講して何か得たものを自分のもの

にしながら、人に伝えていく力が重なるとできてくる。そういうことをしたい人がここに

入ってくる。 

９月に文化ホールでロシアの人たちが来てコンサートをした。僕も企画させてもらった

が、僕は心配なのでグランドホテルにずっと泊まっていたが、案の定、金曜日に来て土曜

日がリハで日曜日が本番だったが、向こうの人はその土地のおいしいものが食べたいみた

いで、辛いラーメンが食べたいということで行きました。やはり食とか非常に大事で、船

橋はおいしい人参とか梨とか、そういうところを極める分野ができる人がいると、これは

俺に任せろみたいな、その人から色々広がっていくのではないか。 

それから、単年度、２年間の学習にしても、極めるには人と触れ合いながら学びあうと

いうことが大事で、触れ合う時間というのを急がずに、さっき言ったコミュニケーション

もそうですけども、お互い知りあうことによって学びが深まるので、コミュニケーション

は非常に大事かと思う。 

 

・明石委員長 

ありがとうございました。ボランティア学科に何かご意見をいただきたいのですが。ス

ポーツコミュニケーションの方は大胆な発想で総とりかえしてくれるようです。ボランテ

ィアのまとめのところでは赤字で書いてありますけれども、これでいいのか。ボランティ

アもきりがない、このボランティアに力を入れたいというのがあるのか、たとえば今でい

うと防災ボランティア、中・高・大学生のボランティアをどうするか。東金市と城西国際

大学とタイアップしていて２６名の消防団を市長が委嘱していて街の防災をやるというの

がある。障がい者スポーツも多様化した知的障害も含めた、インクルシブのボランティア

という塊を作っていくとか、考えられます。 

今回１６番目の認知症の問題とか子供食堂とか、今、色々な意味でそういうものが大事

で、脚光を浴びつつある。こういう風に並列にやった方がいいのか、時間数を分けてここ

に重点化するとか、というのはできないかなというのが１点。 

もう１点は、小学生のジュニアボランティアとか中高生ボランティアがありますね。船

橋のボランティアの実情と個々で用意しているのは、系統性があるのかないのか。船橋に

ある専門学校、大学の学生ボランティアの有り様はどうなっているのか、も検討してほし

いです。 

もう１点は、コーディネーターと同じですが、船橋市が把握しているボランティア団体

はいくつあって、分布はどうなってきているか。まず市が把握しているボランティア団体

と、把握はしていないが何かやっている。ここでいうと高齢者の絵本読み聞かせとか、今

は本当に多いですから。そういう方のボランティアはどこに行ったのかとか、こういうの

をしっかりしておくとサポート学科のコーディネーターが生きてくる。両方ペアで考えて

いただきたい。これがボランティアの入門だ、入門からコーディネーターに行く人いかな

い人はどう違うのか、全員がなるわけはない。私はボランティアコーディネーターとボラ
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ンティアマイスターは同じだと思っている。そのくらい幅広い知識と人間力がないとでき

ないと思っている。 

ちょっと細かいのですが、コーディネーターと生涯学習フェアとありますよね。どんな

内容ですか。 

 

・事務局（菅野） 

はい、できた当初は昭和の時代ですけれども、全国の公民館の研究大会のようなことを

やっていたのですが、ここ数年は学生が企画しております。コマ数で５つぐらいの集会活

動を行っております。 

 

・明石委員長 

そうすると、もしここが大きなイベントならば、ここで学習成果を発表させるという到

達目標を逆算させて、そのためにはこういう講座でやって、となってくる。生涯学習フェ

アでボランティアコーディネーターをするのがお正月みたいなものです。すべての活動成

果をここでさせるという、逆算をする。こういうことが見えるようにカリキュラムを組ん

でくれると助かります。大学でいうと卒論発表会とか修士論文の発表会とかありますよね、

それにこれが値しているのです。 

ボランティア入門とボランティアコーディネーターに関して何か意見ありましたらお願

いします。 

 

・鈴木委員 

今、委員長がおっしゃった生涯学習フェアというのはまだそういう形でやっているので

すか。発表というものを中心にやっているんですか。 

 

・事務局（菅野） 

学生が講座を企画して、市の広報で学習者を募集して受け付けて、抽選の場合は学習者

を決定して講座を開催するというところまで学生が行っています。 

 

明石委員長 

これは音楽とか文化は入っていないのですか。 

 

・事務局（菅野） 

音楽の発表会というのもあります。学生の企画によりますので年によって違います。あ

くまでも市民大学校主催でありますので、社会教育課主催の講座で運営については生涯学

習サポート学科の学生が行う、ということです。 

 

・明石委員長 
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日程的には２泊３日とかですか。 

 

・事務局（菅野） 

日程的には２月の上旬に５日間ぐらいです。一つのコマが一日２時間ぐらいの講座を、

同日、同会場に重ならないよう企画しています。 

 

・明石員長 

よく大学の場合は３日間とか４日間の学習発表会を行っているが、そういうことか。 

 

・土井委員 

大学の音楽のコンサート会場でやる、とそれをコーディネーターの人たちがどういう具

合に関わるとか、安全具合はどうかとか、受付はどうやって、案内はどうやって、のよう

なことを実際に学ぶ。それが一つあって他にまた別の企画があったり、というのを一週間

おきぐらいにやる。どうしても開催が２月頃になるので、寒い時期だからあまり外でやる

ことができない。室内になってしまいますね。 

話は違うが、実際にはそんなに自分たちで全部企画をして、というところまではいかな

い。実際にはかなりリードしてあげないと。社会教育課主催なので下手なことはできない。

一つは提案なんだけれど、今、申し上げたように寒い時期にやるので、外での活動が運動

公園とか使ってやるものを、８月とかに県民の森とかだと涼しいから良いのでは。早い時

期にやると、いかに自分たちができないかがわかって、それ以降、皆さんが具体的なイメ

ージをもってできるのではないかと思いました。実際にやるのは難しいかもしれないけど。 

 

・事務局（菅野） 

現在の一年の学習期間では、夏休みにやるのは難しいと思います。 

 

・明石委員長 

そういう意味ではボランティア入門学科がありますよね、たとえば障害者スポーツボラ

ンティアがあった時は、障害者ボランティアがたくさんいた中で、コーディネーターがコ

ーディネートして、発表したということでいいのか。 

 

・事務局（菅野） 

コーディネートするというイメージは、どちらかというとないと思います。市民と公民

館をつなげるパイプ役のようなイメージです。修了した後は、公民館の企画のお手伝いを

するというような形になっておりますので、名前がコーディネーターとなっていますが、

コーディネートするというイメージは少ないと思います。 

 

・明石委員長 
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そうすると、ボランティア入門学科と生涯学習サポート学科の違いは、はっきりさせた

方がいいですよね。そうしないと、どこが一緒でどこが違うのか、ということが出てくる。 

 

・土井委員 

そこも基本は自信をもって修了できるような、何か具体的な力が持てる実感がある内容

を、ここに視点を絞って中身を。たぶん中身はすごくいいと、今までの流れの中でそれほ

ど問題ないのではないか。自信を持てるようにするためにはその中身を、実際にどう献立

していくかがポイントになっていくのかと思います。先ほど申し上げたように、実際にボ

ランティアは、たとえば病院のボランティアは、どのような顔や態度で声掛けし、受け答

えをするのか皆さん悩むところです。その辺りを実体験するとか、見学できるようにとか、

どんどん取り入れてあげていったらいいのでは。 

 

・佐谷委員 

私もボランティア入門学科と生涯学習サポート学科が、将来的には差をつけないと、と

思います。 

基本的にはボランティア入門学科なので、あまりボランティアをしていない人がボラン

ティア入門で、経験のある人がコーディネーターになる、というように経験値で差をつけ

るのも一つの方法だと思います。あるいは合体させてもいいのかと思います。 

将来的な話で、内容的に言いますと、ボランティア入門学科はかなり偏りがあって、い

わゆる福祉系と国際交流、たとえば行政手腕を学ぶというのは、福祉と国際交流ぐらいで

すよね、ほかの学科との絡みもあるのかもしれないのですが、船橋では公園ボランティア

的なものはやっていないのですか。環境系な。そういうボランティアもありますし。それ

から健康体操みたいな形で、スポーツコミュニケーション学科はもっとリーダー的な人を

養成するのかもしれませんが、健康体操みたいに４．５人集まって健康体操しましょう、

というライトな健康づくりなんかも一つのボランティアのテーマだと思います。子育て支

援とか、乳幼児の色々な教育支援のボランティア活動も、船橋市レベルだとたくさんある

と思うのです。そういうのが実例にも行政支援にもないというのが、ちょっと偏りがある

のでは。 

今の船橋市のボランティアの実態を踏まえて、どういうテーマで皆さんに活動してもら

うかというのを検討された方がいいのかと思いました。もちろん福祉とか国際交流とかテ

ーマなので、あっていいと思うのですが、ちょっとバランス的なところですかね。 

あと生涯学習コーディネーターが、なかなか今の時代に合っていないのかな。平成３１

年度はこのプログラムでもいいと思うのですが、総合学習をコーディネートするというの

は、何？というのがあって、時代でいうと先ほどソーシャルキャピタルのお話がありまし

たけど、小さいコミュニティーでみんなで何かやっていこうよ、という、先ほどの健康体

操もそうなのですが、小さいコミュニティーで助け合いというか、地域の活動というか、

公園の花壇をやりましょうとか、公園で集まって体操しましょうとか、そういう小さい活
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動で、高齢社会なので遠くまで行けない人が社会性を構築されるというのが、望まれてい

るのかと思っていまして。 

この校舎に来るのに今日、大変だなと思って。ここに通うというのはモチベーションが

ある人だと思うので、そういう人たちもいていいと思うのですが、もうちょっと小さい地

域のコミュニティーで、みんなの活動をちょっと引っ張る人が、ここでコーディネーター

を養成するのであれば、そういう人たちなのかな、と思います。もちろん公民館とかと近

い概念だと思うのですが、あまり大雑把に船橋市全市のというイメージじゃないものを、

どうやって行政的にはサポートしていくのか、というのを考えられたらいいのかと思いま

す。なので、最後が生涯学習フェアというのが、そこか？というのがあるんですよね。来

年度はこれでいいと思います。 

 

・栗原委員 

私も、ボランティア入門学科のところでわからないところがあるのですが。学校への通

学の子供たちを見守ってくださる方たちは、この中に入っているのですか。 

 

・事務局（池田） 

入っていないですね。 

 

・栗原委員 

たとえば、私どもの博物館の方に来ていただいたのですが、貴重な展示品を借りてきた

ときに座って事故がないように見ている方がいるのですが、どうしても人が足りないとき

に、知り合いの生涯学習コーディネーターさんに電話したら、来てくださって、座って資

料の見守りと説明をしてくださって助かった経験もあります。博物館の職員は非常に少な

くて手が回らないことがよくあります。そんな時に、展示品に触ってしまう方々に注意し

ていただくだけでも非常にありがたいなと思うこともあります。そんな時に、ボランティ

アの方が来てくださるとありがたいなという気持ちになります。 

この１月に郷土資料館がリニューアルオープンしたのですが、近くにある薬円台小学校

の低学年の子供たちが、学校が終わるとやってくる。何を見てるというわけではなくても

毎日やってくる。私たちにかまってほしくて、館の職員にかわいがってもらいたい。ある

意味、博物館というよりは地域の子供の立ち寄り場所になっている。子供だけじゃなく毎

日来館する高齢者がいて、毎日本を読みたいとおっしゃって、机が１階のロビーに無かっ

たので、急遽長机を置きました。そこに座って小さな図書コーナーがあるので毎日読んで

らっしゃる方もいます。 

学校ですとか、博物館とかでのボランティアの活動についても触れていただけるとあり

がたいと思います。 

 

・明石委員長 
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はいありがとうございました。 

それでは最初のスポーツコミュニケーション学科について、ご意見をいただきたいと思

います。 

かなりスポーツコミュニケーションマイスターに近いと思っているのですが、まさにイ

メージに合う、スポーツリーダー育成のための専門知識の習得で、具体的になっています

よね、私はこのイメージでやっていかないと生き残りは難しいと思っています。そこでお

聞きしたいのは、これだけ質が高いと、従来の講師だけでは足りないので、たとえば順天

堂大学や他の大学と連携していかないと質が保てない。これは資格も取れるそうで、外部

の団体ともつながりがあって基礎的な学習があり、リスクマネジメントも、スポーツ栄養

学もあり、中身としては非常に大学のスポーツ学科に近い講座になっているな、と思いま

す。鈴木先生、何か音楽の方ではあるんですか。 

 

・鈴木委員 

今もう一回見せていただいて、ほとんど赤の方が多いじゃないですか。相当お考えにな

って。やはり体が資本なので健康が大事だし、そういう意味でいつも僕が考えているのは、

僕は今、６５歳ですが、人生１００年だから生涯学習に向かって、たとえば僕が８０歳に

なった時に、今と同じ行動力が持てるかといえば持てないと思うんですよ。だからその年

代年代に合ったもの、本人が希望するだろうけど、だんだん動けなくなった時に、動ける

方が先輩のところに訪問できたらいい。一言でいうと、机の上で勉強するのも大事ですけ

れども、体験に勝る勉強はないと思うので、そういうものをちょっと入れていくと、いい

のではないか。つながりもできてくるし。ちょっと抽象的ですが。 

 

・明石委員長 

鈴木先生のお話をお聞きして、ＮＨＫのラジオ体操ありますよね。ずっと以前はみんな

元気で立ったままやっていましたが、椅子に座る人が出てきたりしていますね。今度はベ

ッドで寝たラジオ体操が出てきてもいいですよね。ご意見に触発されて、ステージステー

ジに合ったスポーツコミュニケーションがいいと思います。 

 

・鈴木委員 

ＮＨＫの体操も１回１回違うのですよね。動き方にしても毎回同じじゃないんですよ。

それによってピアノ伴奏も変わるわけですよ。だから打ち合わせがものすごく大変だ、と

ＮＨＫで見ました。 

 

・明石委員長 

これ本当によく考えてくれていて、ぜひトライアルでやっていただいて、まず講師をど

うやって集めるか、大切になります。 
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・田久保 

これについては、体育学の専門家の土井委員のアドバイスをいただき作成いたしました。

そういう方がいないと専門分野に特化した内容は、私たち行政職員では作成出来ない内容

でした。 

 

・土井委員 

一番最初にキャンプ協会のインストラクターの話があったと思うが、あれはキャンプ協

会がやっているが、キャンプ協会だけではなくて、レクリエーションだとか統合して、新

しく総合的な資格を出す、ということになって、自然体験活動指導者リーダー、ネイチャ

ーエクスペリアンスアクティビティーリーダー、頭文字をとってＮＥＡＬという資格を出

している。これも最初のリーダーの資格を取るのが１８時間、そんなにハードルは高くな

い。ここに組み入れることができればと思った。これで、先ほどご心配されていたこれだ

けの講師を取るのはなかなか自信がなくて。こういうことを少しずつ縮めていって時間を

かけて、そして土曜日、県民の森で１日授業をやって、残りの１２時間分を          

もう一つ、読み替えができる授業があるので、それを読み替えていけば、もう少し短い時

間でできるのでは。その辺りのことも含み入れていただいてご検討いただく。 

 

・佐谷委員 

このプランの初級障がいスポーツ指導員自体、来年やることは非常にいいと思うのです

が、ずっとやっていくと需要がなくなるのかなと、養成員ばかり増えていくこともあるの

か。お二人の話から、障がい者を指導するときに可動域が狭いとか、何か気を付けなけれ

ばいけないところがあると思うんですね。障がい者のスポーツ指導というとハードルが高

いのですが、たとえば高齢者のスポーツ指導とか、今おっしゃられたのは自然の中でのス

ポーツ指導とかこのテーマ自体は何年かやってみて柔軟に変えていくみたいな、あるいは

高齢者だったらニーズが多いので、何年かやっても養成員は足りないぐらいかな。来年は

これでいいと思うのですが、長期にはこの講座内容は考えられるかな、と思いました。 

 

・土井委員 

おっしゃったとおり、この資格を出すのが障害者スポーツ協会で、福祉スポーツ協会で

はないので、将来的に軌道に乗れば、全部、福祉スポーツと名前を変えれば高齢者も含め

てしまえば、その方が活動の幅が広がります。 

 

・明石委員長 

ありがとうございました。それで議論したいのは、先ほど話がありましたけれど、市民

大学でやる講座と公民館でやる講座のすみわけはどこを見ればわかるのでしょうか。この

前、第１回で重複を避けるとか、すみわけをしなくてはならない。ここまで来るのは相当

モチベーションが高くないと来られないとかあるので、この講座は市民大学校でやる、公
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民館は本学でサテライトでやっていただくとか、そういうすみわけがわかるようなカリキ

ュラム構成をだしていただけると理解しやすい。 

 

・事務局（田久保） 

つめきれなくて申し訳ございません。引き続きの課題とさせていただきたいと思います。 

 

・明石委員長 

４つの学科の大きなコンテンツらしきものが見えて来たと、それを視野に置きながら２

６公民館の講座と調整しながら、これがダブっているとか、細かいことは別として、大き

く見えてくると、次年度の本校でやるカリキュラムがはっきりしますね。 

 

・二野課長 

それに関して、市の方は財政的に苦しい、そういう中で公民館というのはどういうのが

あって何をやっているのか。そういうのが明石先生の教育審議会など、私も読んで考えて

いるところなのですが、公民館がこれからどういった形になっていくのか、まずそこを詰

めていって、おおもとは社会教育がどうなっていくのかを考えて、船橋の公民館はどうい

う姿を描くべきか、そのためにはどういう運用形態、直営や指定管理も含めて、色々ある

と思います。こういう社会教育を目指すために公民館はこういう風に、市民大学校はこう

いう人材をこういう形でやる、まさに今後、考えていかなければならないところだと思っ

ています。 

と言いながらも、公民館一般の話だけではなく、船橋では２６の公民館が各地域コミュ

ニティーにあるので、強みになると私は考えているのですが、財政当局としては統廃合す

べきでは、という話もあります。そこも含めて船橋としては統廃合するのは簡単、でもこ

ういう形で生かしていきたいと考えているところで、来年度、生涯学習の基本計画を作り

ますので、その中で反映させて考えたいと思います。委員の皆様には今後もご意見いただ

きたいと思います。今のところは、このように大まかに考えているとしか言えない状態で

す。 

・土井委員 

公民館も指定管理になるのですか。 

 

・二野課長 

そういう話が多いので、実際、船橋の場合は、図書館の方は指定管理一部を導入しまし

た。１館直営、３館指定管理、その評価については今、行われているところで、まだ 1 年

ですから今後５年間の指定期間で本当によくなったという形にしていきたいと思う。財政

の話も一つありましたが、図書館に関しては議会でも話しているのですが、やはり人材が

問題で、今まで公民館とか図書館は、長い間、公民館行政や図書館行政に携わったものが

辞めていって、１年２年の職員が多くなってくると、経験が足りない。学芸員についても
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同じところがある。専門職の割合、専門職はどうしても固定化する。固定化するのはいい

こともある。ノウハウが蓄積する、考えながらやっていかなければならないので、お金だ

けではなく人材面も考えていかなければいけないと思います。 

 

・明石委員長 

別件ですが、島根県の石見銀山がある町は、３つの町が合併しました。町長さんが公民

館をつぶさないで１５、６館残したんです。そこの公民館は街の生活基盤センター的な役

割を果たします。そして若い職員は公民館と市民センターに３年間勤めるのです。そうす

ると相談から色々公民館のことがわかってくる。そうすれば地域が衰退しない。学校や公

民館が統廃合すると、ああいう地方は元気をなくす。若い職員が意図的に３年間勤め、修

行させる。そして、また本庁に戻っていく。 

二つ目は、指定管理で難しいですが、東京の中央区は児童館と認定こども園を指定管理

している。そのかわり年３回第三者委員会がありまして、利用者の人と学識経験者の人が

来て、自己点検をしています。そうすると指定管理は緊張する。任せっぱなしはだめです。

特に利用者の意見を取り入れる仕組みを、年３回義務付けている。そういう条件がないと

指定管理はうまくいかない。 

 

・三澤部長 

今、公民館の指定管理というお話が出ましたが、現時点で公民館を指定管理にして、と

いう方向で考えているわけではないのですが、行財政改革推進会議というところから、か

なり厳しい提言が出ております。すべての部門において指定管理を考えるようにと言われ

ている中で、公民館や博物館や何かも聖域にはいられない、という状況です。 

もう一つは、２６公民館が老朽化しており、その保全のための工事さえもなかなか予算

がつかないという中で、公民館の改修のためにどこまで投資をするのか、多額の投資をし

てまで全館残すのかといった意見の議員さんも出てきております。そういうことも含めて、

今後の公民館を考えていかなければならない、とはいってもさまざまな施設がある中で、

公民館や博物館というのは、簡単に指定管理になるということではなく、メリットデメリ

ットをよく考えて、検討して行くということを補足させていただきたいと思います。 

船橋の公民館は各コミュニティーにあるということで、公民館を中心とした街づくりが

古くからおこなわれている都市でもありますので、それを簡単にやめてしまうということ

は、生涯学習部としては今は考えていない、と申し上げておきたいと思います。 

 

・明石委員長 

課長が心配されているように、中教審では公民館の生き残りを、３つのキーワードで示

しています。一つは防災防犯の拠点にする。二つ目は子育ての相談とか、若いお父さんお

母さんの多い中で子育て相談の拠点にする。三つ目が中高校生の居場所にする。それが地
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域の活性化につながる。それをやらないと公民館はいらないといわれる。ぜひそれを考え

てほしいです。 

 

・佐谷委員 

地域包括システムとかそちら側との連携はないのですか。 

 

・二野課長 

地域包括に関しまして、どちらかというと高齢者対策、たとえばシルバーリハビリ体操、

高齢者の機能維持のための体操は、公民館と所管課が共催という形でやっています。私よ

り部長の方が詳しいと思うのですが、船橋の健康ポイント、健康に配慮したウォーキング

とかポイントをためて、船橋のブランドの産品みたいなものがもらえる、というのが高齢

者対策の拠点としてはあります。 

 

・佐谷委員 

それはどこがやるのですか。 

 

・二野長 

それは所管課と公民館です。 

 

・三澤部長 

健康政策課というところがやっていて、公民館のいくつかの館にタブレット端末みたい

なものを置いておりますが、公民館の事業とはちょっと違うのです。ただ、シルバーリハ

ビリ体操が、かなり指導士の養成が進んでいて、いろいろな公民館や自治会館などで、シ

ルバーリハビリ体操が行われているということは一つの特徴でもあるのかと思います。 

 

・明石委員長 

ありがとうございました。あと一つ、私のお願いなのですが、難しいかもしれませんけ

ども、本校のカリキュラムを改定するときには、大学との連携を視野に、たとえば放送大

学がありますよね。放送大学のネットを通した学習内容は、一般教養とかボランティア入

門とか、そういうのはここでクリアできます。そういう履修カードをもらい、後は順天堂

大学があったり、東邦大学があったり、得意な分野があるところはそことコラボする。先

ほどお聞きしたら船橋市と千葉大とか東邦大学は包括協定しています。そういう包括協定

をうまく利用しながら、一番大変な、講師をそこから来ていただく。大学は人材をお持ち

だから。人材交流の面と、ネットで上げる場合に、これから大学も生き残りをかけてネッ

トでアップする。各大学も検討しているので、船橋のこの講座は使ってもいいですよ、と

アピールする。全部自前でやるのは財政的にも厳しいので。利用できるのはまず放送大学。

地域に貢献したいと試行錯誤している。副学長はこのままでは放送大学に明日はないと思
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っている。その辺を検討していただければと思います。あと全体的にご意見ありますか。

無ければありがとうございました。 

では、第２回はこれで終わりますが、次回は２月の予定です。これまでに事務局には議

事録を反映したカリキュラムを作成していただきたいと思っています。２月についてはカ

リキュラムの報告とともに、今後の市民大学校の在り方についての議論を進めたいと思い

ますので、よろしくお願いします。では次回は市民大学校の目指すところ、学部と学科を

どうするのか、３１年度はこのままいくけれど将来的にはどう持っていくのか、期間とか

授業形態をどうするかの検討をしていきたいと思っております。また各委員会が現段階で

事務局が調べておいてほしいことがあればご意見をお願いいたします。 

では、本日の協議会において審議をいただいた事項は以上でございます。特にご質問ご

意見がなければ、以上をもちまして終了したいと思います。なお議事録の署名を土井委員

と栗原委員にお願いしたいと思います。では本日の協議会を終了いたします。委員の皆さ

まには進行にご協力いただきましてありがとうございました。では最後に事務方から何か

ありますか。 

 

・事務局（田久保） 

はい、本日は遠いところありがとうございました。学生さんたちが学んでいる現場を先

生方にもご覧いただきたかったことと、職員もこういう機会がなければ、先生方のご意見

を直接お伺いすることができないということで、不便なところをお越しいただきました。

ありがとうございました。それでは本日のご意見を反映したものを、それからボランティ

ア団体の把握についてが、今日、何回か出ておりますので次回の課題と考えております。

また２月の開催におきましては、事前にスケジュールの確認をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

 

・明石委員長 

今日はご苦労様でした。 

 

午後３時５３分 終了 


