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午前１０時００分開会 

○明石委員長 

 おはようございます。それでは定刻になりましたので、これより令和元年度第２回ふな

ばし市民大学校カリキュラム検討委員会を開催いたします。 

 では、これより議事に入りたいと思います。 

 きょうは、ふなばし市民大学校の学科改編についてでありまして、事務局から資料のご

説明をお願いいたします。では、資料１、２についてお願いいたします。 

○社会教育課長 

 社会教育課課長の二野と申します。よろしくお願いいたします。着座にて説明させてい

ただきます。 

 まず、資料１ですけれども、こちらに関しましては、これまでの議論を踏まえて、まと

めという形でこういう話し合いがされたことの確認ということで差し上げております。初

めの経緯と学部・学科についてはここに書いてあるとおりですけれども、そもそもこの会

議は、まちづくり学部の定員割れと、今まで人気があったいきいき学部も応募者が減少し

てきたということで、その課題として魅力ある授業の必要性ということです。授業内容に

ついては１６年当初からそれほど抜本的に変わっておらず、当初はそれぞれの４つの講座

等を含む３つの大学が合わさっただけで、文書化された正式な理念や目的が明確に定めら

れていなかったということなので、その目的を持ったカリキュラムが作成できない状況で

あったということで、前回、市民大学の設置目的、市民大学の基本方針ということで、こ

の基本方針には、「学ぶ場」「活かす場」「つながる場」ということを提示させていただい

て、それでいいのではないかというご意見をいただいた次第です。 

 これからの社会教育を取り巻く環境の変化として、①人生１００年時代。退職後の収入

や経済的な知識とか、健康増進と介護予防。 

 ②として、グローバル化によって、これから定住及びインバウンドの外国人が増加して

いきます。定住外国人に関しては、外国人が暮らすための日本の風俗・習慣の取得や、地

域住民と外国人の相互理解が必要になってくるだろうと。インバウンドの外国人の増加に

よっては、コミュニケーションの課題や観光ボランティアの人材の必要性、また地域の理

解。 

 ③として、地域コミュニティの衰退。困難を抱えた世帯が多くなっていって、地域活性

化のための仕掛けづくりや絆づくりを求めていく。 
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 そして、④貧困と格差、⑤技術革新とSociety5.0、⑥社会教育の提供主体の多様化とい

うような問題があるということで、これらの問題に対応していくことも市民大としては必

要であると。 

 学部については、学部構成検討の際の視点ということで、社会教育は自己の自発的な学

習という面と学習成果を地域に還元するという両側面があるということです。 

 ４ページになりますけれども、そういう側面から、まちづくり学部については、地域の

課題を解決するための学習を中心とする学部とする。地域課題の解決のためには、地域の

理解や地域団体の実習を必要とすることから、修学期間は２年でどうだろうという意見が

出ているところでございます。 

 いきいき学部については、学習内容として、主として自己啓発や自分探しの学習を中心

とするとまとめたところです。 

 運営体制としては、まちづくり学部といきいき学部のそれぞれの部分、点線が入ってい

ますけれども、将来的には委託していきたいと。ただ、すぐには全学部の全講師委託とい

うことは難しいので、令和２年度につきましては、まちづくり学部といきいき学部の各学

部の専任講師を委託、またはアドバイザー等により学部専任講師を確保することを考えて

いるというところで、今までの議論をまとめております。 

 それでは、具体的な学科について説明させていただきます。 

 まず、案１は、２年制を期間として当初考えさせていただきました。まちづくり学部は

２年にして、いきいき学部は１年という形です。２ページ目を開いていただいて、まちづ

くり学部はボランティア入門学科を廃止し、スポーツコミュニケーション学科と生涯学習

サポート学科、ふなばしマイスター学科については、生涯学習サポート学科が学習内容の

変更、ふなばしマイスターが学習内容の変更。 

 いきいき学部については、「一般教養」を「社会生活学科」へと名称を変更するととも

に、個人の趣味や教養だけでなく、健康長寿や介護予防、金融老年学等の知識の習得を目

指すような形で行っていきたいと考えていたところです。パソコン学科につきましては、

パソコン上級とパソコン入門と２つに分けます。園芸学科については継続、陶芸学科につ

いては廃止、健康学科については、１年間を３期に分けてスポーツと創作活動を通じて高

齢者の「自分探し」をサポートすると。ライフデザイン学科を新設し、高齢者の勤労意欲

への対応のみならず、定年前世代、主婦、若い世代を対象に起業支援や就労のための学習

を行うという形で整理をさせていただきました。 
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 ただ、整理していく中で、まちづくり学部を２年するのは、まだニーズもつかめていな

いこともあって、必ずしも全員が行く必要があるのかという疑問も、事務局側として出て

きました。 

 そこで、案２を見ていただきたいのですけれども、今までのところを修正して、ボラン

ティア入門学科は学習内容の変更。どちらかというとボランティア入門学科というのは、

下の３つ、スポーツコミュニケーション学科、生涯学習サポート学科、ふなばしマイスタ

ー学科、こちらにも共通するような基礎を１年間やる。その中で、それをベースに上級の

専門的なものを勉強するような形ではどうだろうかと。 

 一般教養学科については、先ほどの案１と同様に名称変更をする。パソコンについても

上級と入門に分ける。陶芸と（仮）こころとからだの健康学科という形で、先ほどの創作

活動をするというところを、どちらか一つを廃止する方向がいいのではないかと。ライフ

デザインについては、高齢者の勤労意欲への対応のみならず、定年前世代、主婦や若い世

代を対象に起業支援や就労のための学習を行う。授業料を高くとすることで、質の高い授

業を提供できるのではないかという形で考えたところが案２です。 

 次に、案３の２ページ目を見ていただきたいのですが。２ページ、３ページに書いてあ

るとおり、ボランティア入門学科を基礎的なボランティア入門のためにするという案２で

はなく、それぞれの学科の前提として必要ではないかということで、ボランティア入門学

科と生涯学習サポート学科、スポーツコミュニケーション学科とふなばしマイスター学科

の４つは一緒のような形で、２ページの下の図ですが、ボランティア入門学科と生涯学習

サポート学科は基礎となるところが重なりますので、委員の皆様方からも似ているものが

多いという話をいただいているのですが、そこは共通として必要なものはあるのではない

かということで、５、６、これはイメージですけれども、ボランティア入門と生涯学習サ

ポートの基礎となるところを、ほぼ一緒の内容で行って、その後にマッチング等をやって、

各ボランティア団体に体験をしてもらったり、講座の企画をしてもらうような形がいいの

ではないかということで、今、案３をつくっております。 

 案３に関しましては、ボランティア入門で、ボランティアの体験談、活動事例を学習す

ることで自分に合った活動を見つけてもらう。さまざまなボランティア団体の活動を実際

に体験する機会を創出するため、ボランティア団体等とのマッチングを行う。ボランティ

ア概論等や事例紹介等の講座を２コースの共通講座としたい。２コースというのは、ボラ

ンティア入門学科と生涯学習サポート学科です。生涯学習サポートコースとしては、地域
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の問題を洗い出して、地域の人たちとともに学び、実践できる人材を育成したいと。ボラ

ンティア概論や事例紹介等の講座を、ボランティア入門と生涯学習サポートコースの２コ

ースの共通講座にし、一緒の授業をとるということです。 

 これは、社会教育を取り巻く環境の課題として、地域コミュニティの衰退に対応するた

めに、まちづくり学部のこの講座があるということで位置づけをしております。 

 スポーツコミュニケーション学科については、現在やっているもので、地域の健康増進

と介護予防ということで、各種スポーツ、身体活動を通して、笑顔あふれる健康な地域づ

くりを担う人材を育てることを目的とした講座となります。 

 ふなばしマイスター学科については、勉強してそこを発表するというところで終わって

いるので、それを一歩進めて、ふなばし学の学習や研究を通して「ふなばしの魅力」を再

発見し、在日外国人や国内外へ船橋の魅力を広く発信、紹介するような人材を育てたい。

これは、今現在のふなばしマイスター学科をより発展させるような形で考えております。 

 この中で、下にマイスター上級と書いてあるのですが、これは令和３年度より学科を開

始できないかと考えております。この中で、観光協会やその他団体と協働し、観光コース

の設定や実際に案内を行うことで、さらなる船橋の魅力を広く発信、紹介できる手段を身

につける。これはふなばしマイスター学科の卒業生、過去に卒業した人も入るような形が

いいのではないかというところで、検討するという意味で括弧がついている状態です。 

 内容が重複するので、ボランティア入門学科と生涯学習サポート学科を一緒にするとい

うのはありではないかと考えています。ただ、ボランティア入門学科は、あくまでボラン

ティアというものを供給する。生涯学習サポートは、地域で学習をする人を担う人、そう

いうお手伝いができる人を育てるということで、若干このあたりは目的が違うところがあ

るので、我々としてもまだ結論が出ていない状態です。 

 次、いきいき学部についてですけれども、名称は、今、「一般教養」といわれているも

のを、この名称を変更して、今まではどちらかというと本人の楽しみだけ、あと、絵画の

知識とか、観光とかそういうところの知識だけだったのですが、介護予防とか金融老年学

等の知識の習得を目指すような形を考えていきたいなと思っております。また、船橋は協

定している大学が何校かございますので、そちらに協力を求めて、大学の授業を体験でき

たらいいのではないかと考えています。 

 パソコン学科についても２コースで考えていましたけれども、パソコン入門と初級とで、

案１では上級になっていたのですが、入門は本当に初めて電源を入れるようなコースで、
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現在、市民大学校でやっているコースがこのパソコン入門です。これを４クラスやってい

るところですけれども、パソコンの初級、もう少し上のところを１クラスつくってもいい

のではないかという考えもあります。ただ、パソコンをやることの意義というのは、高齢

者のデジダルデバイド対策という側面がありますので、本来であれば、このパソコン４学

科プラス１、パソコン初級を１学科増やして、学科数を増やすという選択も考えたのです

けれども、場所の問題等がありまして、これは難しいだろう。とすると、現在、パソコン

入門の１つをやめてパソコン初級にするか、それとも４つのままでパソコンをやるかとい

う選択しかないと考えられます。こちらのほうについて、ご意見をいただきたいなと思っ

ております。デジダルデバイド対策というところもありますので、そこのところも考慮し

て、このあたりを委員の皆様のお話をいただきたいなと思います。 

 園芸に関しましては、そのまま継続のような形です。 

 今までの健康学科が、どちらかというとスポーツのみだったところを、こころとからだ

の健康学科という、仮称なのですけれども、この中で、軽スポーツや創作活動、陶芸とか

俳句とか絵画、そういうものを通してこころとからだの健康を保つということを考えてい

きたいと思います。 

 ライフデザインとしまして、高齢者の勤労意欲への対応のためにＮＰＯの立ち上げとか、

起業支援、就労につながる学習を行いたいと考えます。授業料につきましては、他の学部

よりも高めに設定していこうかなと考えております。それにより質の高い授業を提供した

いと考えております。 

 ４ページ目をごらんいただきたいのですけれども。夜間に開校する学校ということで、

スポーツコミュニケーション学科については、これまでも夜間に授業を行ってきたのです

けれども、ライフデザイン学科につきましては、セカンドキャリアや起業のための学習で

あり、定年前世代や主婦とか若い世代もできれば来ていただきたいと考えますので、集ま

りやすい夜間授業にしたいと考えております。 

 授業料は、いきいき学部については現在１万円ですけれども、新設のライフデザイン学

科につきましては、１万円よりも高い授業料でもいいのではないかと考えております。そ

の他の学部については、現行どおり１万円。まちづくり学部につきましても、より専門の

高い講義を提供することを考えていることから、今は無償なのですけれども、全学科５，

０００円程度とするということも考えております。 

 説明は以上です。 
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○明石委員長 

 二野課長、非常にわかりやすい説明、ありがとうございました。 

 今、課長からこれまでの委員会の審議の経過が資料１で説明されました。きょうは具体

的なカリキュラムの検討で、２つの学部があるのだけれども、その学部の学科構成とかコ

ース構成についてご意見をいただきたい。 

 ２つありますから、まず、まちづくり学部について、案１、案２、案３がありますけれ

ども、各委員のご意見、またご質問がありましたらお願いいたします。よろしくお願いし

ます。 

○社会教育課長 

 今現在、いきいき学部が１万円で、まちづくり学部は今、無料としております。    

○明石委員長 

 鈴木先生委員、全体を見られて何か。まず、まちづくり学部のほうですけれども、ご意

見ありましたら。 

○鈴木委員 

 資料の作成に当たり、いろいろと考案しながら、忙しい中大変だったと思うのですが、

ありがとうございました。 

 まちづくり学部といきいき学部ということで、まちづくりのほうですけれども、案１と

２と３の説明をお聞きしました。よく考えられているなというのはわかるんです。それで、

僕がいつも考えているのは、この間も委員長からお話がありましたけれども、人生１００

年時代に来たと。その１００年というものを、例えばどのぐらいの年齢ぐらいまでが外に

出られて、学べたり、自分の力を他に伝授したり、育てるほうに回るかということも考え

ると、６０歳で退職なさって、６５歳で退職する方もいらっしゃるし、その方々の今まで

の経験や知識やそういう力を、存分にいろんな方々に広めると同時に、その方が自分もよ

り学んでいく場というものが何年ぐらいなのか。人によってそれは違うと思いますけれど

も、人生１００年と言ってしまうと、じゃあ、９９歳、１００歳までこういうことが続け

られるかといったら、ちょっと難しいと思うのです。 

 そういう意味では、非常にコンパクトに縮小したもののいくつかの固まりというものが

あってもいいかなと。資料をこの間もいただいてよく考えていたんですけれども、学部の

中にコース的なものがいくつかこういうふうにあるといいのかなと、今、漠然と思いまし

た。 
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 年代で分けるわけではないですけれども、学部があって、その次にコース的なものがあ

ると、受講される方も、受講して学んだ方が今度講師に回っても、非常にうまくいくのか

なという気はします。大ざっぱな考え方で申しわけないですけれども。 

 案３なんかもよく考えられていて、今、課長さんからパソコンのことも出ましたけれど

も、じゃあ、ワードやエクセルができるようになって、パワーポイントも自分の思ったよ

うに作成できるようになったものが、どう生かされていくかというところがあるので、そ

ういうものがコースになっていくと、テクニックも技術もついたという方が、ほかのとこ

ろで活躍できる場に発展できるのかなという気がします。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。私の司会の不手際で、今、鈴木先生委員のお話をお聞きして

いますと、まちづくり学部といきいき学部を分ける必要がなくて、両方視野に置いて議論

をいただいたほうがわかりやすいと思います。今の話でもいきいき学部のパソコンも出て

きておりますから。 

 今、非常にヒントをもらったと思ったのは、私たちの発想は、お元気で、行って学べる

という発想でこれをつくっていますよね。人生１００年時代で、８０歳を超えて少し足が

不自由な方は、自宅でテレワークじゃないけれども、自宅学習なんていうのを考えたとき

は、アウトソーシングをどうするかという学びのあり方も多分変わってくる。まちづくり

学部は別として、いきいき学部の場合は自宅で学習するようなスタイルも今後出てくるか

もしれない。この想定は全部来てくれるものと思って組んでいるけれども、今の鈴木委員

の発想をお聞きして、そういうコースもどこかで視野に置いておかないと、この５年、１

０年ぐらいはいいけれども、その後のことを考えると、こういう構想は、１０年先、２０

年先を少し視野に置いておいたほうがいいだろうというご意見で、非常に刺激を受けまし

た。ありがとうございました。 

 そういう意味で、２つの学部のことについてご意見をいただければと思っております。 

 では、次、栗原委員、いかがでしょうか。 

○栗原委員 

 案３のまちづくり学部の中のボランティア入門学科と生涯学習サポート学科のところが、

最初の出だしのところで、同じ課目を受講するということを考えられていることの説明を

受けたのですけれども、これが大変いいのではないかなと思いました。というのは、重な

る部分が非常に多いというところが感じられましたので、別々な課目をそれぞれ初めから
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分かれてというよりかは、最初一緒にやって、途中からその人、その人の希望で分かれて

というのもいいのかなと思いました。 

 あとは、いきいき学部の中で、「こころとからだの健康」という、仮称になっておりま

すけれども、この発想もすごく私的にはすばらしいなと思ったところです。こころの健康

ということは、今まではあまり言えなかった部分ではあるのですけれども、最近は、世の

中、本当にいろいろな事件、今までなかったようなこともいろいろと起こってきますし、 

私事で恐縮ですが、仕事を退職された方と交流することがあります。そんな時に現役時代

よりもちょっと元気ないなと思うようなこともあったりします。 

そういうときに、こういうこころとからだ、両方の側面の科目が、ばらばらではなくて一

緒にあるというところがすばらしいなと思いました。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。私もいきいき学部の仮称「こころとからだの健康」というの

はうまく考えたもので、確かに軽スポーツ、ニュースポーツを含めて大事だけれども、こ

の創作活動というのがいいかなと思います。特に７０歳を超えると、これは鈴木委員が詳

しいけれども、声楽家というのはものすごく長生きするんです。体が楽器だから、声を出

すことによっていいという感じがする。物をつくるというのは、手を使う人ほど健康寿命

を保てる。絵画を創作するとか、俳句をつくるとか、そういう意味では体を動かすことと

創作することをドッキングさせるというのは、一つの目玉にできるかなと、私もそう思い

ました。この辺、鈴木委員どうですか。音楽的なものと、陶芸とか園芸とか。 

○鈴木委員 

 これは、子供も大人もみんな好きな分野だと思うんですよね。それで、創作活動をしな

がら、心も育っていく。じゃあ、心をどうやって育てるかといったら、理屈ではなくて、

お互いにつくり合っているのを認め合いながら、そこでつくり上げていくというその過程

で、豊かな心や、例えば相手を重んじる心や、人の痛さが分かる心というのがわかってく

ると思います。 

 特に、こういうものは目に見えるので非常にいいと思うんです。音楽の場合は目に見え

ないですけれども、そういうものを心で感じ合うというのがありますので、すばらしいな

と。言葉で言うと、健康というのは、身も心もとよく言われるのですけれども、そこに着

目したというのは非常にすばらしいなと僕も感じています 

○明石委員長 
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 ありがとうございました。 

 小学生を対象にこういう調査があるんですね。「学校で何が一番楽しいですか」という

と、トップに来るのが、給食と体育と図画工作と音楽。算数、国語の教科は後ろのほう、

掃除も後ろのほう。ある意味では、こころとからだの健康というのは、子供たちと同じよ

うな感じで、とにかく体を動かしたり、手を動かしたりするということが大事かなと思い

ます。そういう意味では、新規のほうをドッキングさせていくのはおもしろいかなという

感じがします。 

 それから、上のほうのまちづくりで、ボランティア入門コースと生涯学習コースをドッ

キングというか、学科としては束ねてコースで分けていくという発想法。これは、きょう

お聞きして、よく練られているなと。まだ素案でしょうけれども、下の図式を５月から３

月までの中で、前期が大体共通にやって、後期から２つのコースに分かれていくような構

想も考えていますよね。あとは、次回カリキュラムも出ますけれども、こういうような学

科とコース構成も考えているということは、新しい提案かと思っております。 

 では、佐谷委員。 

○佐谷委員 

 あまり体系になっていないかなというのをちょっと思っているところで、学部が２つあ

るのはいいと思うのですけれども、せっかく今回学科を再編するのであれば、少し体系的

に考えたほうがいいのかなと、見ていて思っているところです。 

 例えば、案２でいうと、スポーツと生涯学習と歴史という３本立てでいこうという感じ

ですけれども、それが本当にこの３つなのかなというのがありまして、江戸川総合人生大

学がいいというわけではないのですけれども、江戸川でいえば、まちづくりというのがす

ごく広いもの、それから、国際と、子育てと、介護・健康という４つの体系になっている

んです。それでいうと、今回、スポーツと生涯学習とふなばし学というのが、本当の体系

なのかなというのがちょっとよくわからないところです。 

 これまでは、そういう流れの中で来ていたので、その流れとして一つはあるのだと思い

ますけれども、地域課題を解決するための人材育成といったときに、じゃあ、子育て支援

をしたいと思う人はどこに入るのとか、例えば福祉をもっと勉強したいという人はどこに

入るのかというのが、その２つはすごく大きな地域課題だと私は思っているのですけれど

も、そういうところが体系的な感じではないので、なかなか難しいかなというところです。

そこはもう一回考えたほうがいいのかなと思いました。 
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 皆さん、おっしゃられたように、３つのコースみたいなものと共通基礎科目みたいなこ

とで、ボランティア入門とか、あるいは江戸川でいうと、今、行政は何をやっているのか

という、それこそ船橋の地域課題は全体としてどうなっているのだというような、共通的

な何かはあったほうがいいのかなと思っています。そういう共通部分と、専門になったと

きの３本立てというのが、果たしてこの３つなのかなというのがちょっと疑問に思ってい

るところです。 

 いきいき学部のほうも、なかなかここは難しいところではあるのですけれども、もう少

し体系的に考えると、何か違う体系があるのかなと思うのです。例えばライフデザイン学

科みたいなものは、非常にいいと思っているのですけれども、それがある軸の中で、ライ

フデザインというのが就業的な部分を支援するということだとすると、就業とは逆の１つ

のラインの中にこのいくつかがあるみたいな、何かそういう並びでもいいのかもしれない

ですけれども。ちょっとわかりづらいですかね、すみません。 

 体系というのが、役所の部署的な体系だけではない体系というのが多分あると思うので、

その中で、就業的なものとか、あるいはそれこそ創作的なものとか、そういうときにどう

いう学部が必要だろうかというのを、もう一回考えたほうがいいのかなと思うのです。そ

ういう１個の体系の中と、既存の学科の関係性を一回整理するといいのかなと思いました。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。今の佐谷委員のご指摘で気になったのは、子育て支援と福祉

的なものを、生涯学習サポートとか、ボランティア入門のところで位置づけましょうとい

う意見だと思います。子育てをどうするかというのが地域にとって一番大きな課題なので

す。一つの学科で設けるのは難しいけれども、もう一度ボランティア入門コースと生涯学

習サポートコースを２つのコースに分けた場合、それをまとめる学科の名前をどうするか

を検討すると今のものが少しカバーできるかなと思います。そういう意味では、学校支援

ボランティアというのはどこに持って行くかとか、これは今、一番大事な問題でもありま

す。 

 では、土井委員。 

○土井委員 

 本当に遅くまでご苦労さまです。こういうのをやるのは本当に大変なことで、僕もすご

く悩んで考えては来ましたけれども、こうやって、ある程度まとまってきたのを見たとき

に、きょう初めて僕も、「ああ、そうか」と気がついたことがあるのですが、ボランティ
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ア入門コースというのは、いつも僕の中で引っかかっていて、何で引っかかっているのか

よくわからなかったんです。それが、今、「あ、そうなんだ」と思ったのが、ボランティ

ア入門というのは、結局はボランティアの理念だとか、使命感みたいなものだとか、ある

いはボランティアに対する精神みたいなものだとか、そうしたものが中心にありますよね、

一番底辺に。こうやって考えてみると、生涯学習サポートであろうと、スポーツコミュニ

ケーションであろうと、ふなばしマイスターであろうと、皆、それが底辺になくてはいけ

いない。ということは、生涯学習サポートとダブっているところがあると考えてきたけれ

ども、そうではなくて、皆ダブっているはずで、ダブらなくてはいけないというか、その

底辺になくてはならないものが、いわゆるボランティアの入門じゃないですか。だったら、

入門とかではなくて、応用分野とか領域は何かと考えたら、今、出てきたように学校の支

援だとか、図書館の支援だとか、病院の介護だとか、ボランティアだとか、いろいろなこ

とで、この中には含まれてこないボランティアのところがありますよね。それは、入門で

はなくて、地域ボランティア学科という形で、入門というレベルよりももう一つ上のとこ

ろですね。もちろん、福祉ボランティア、地域ボランティア学科の底辺には、ボランティ

ア入門の理念みたいなものが絶対になくてはならないということなのではないかなと、ち

ょっと思いました。 

 そうやって考えてみるとすっきりしてきて、だから、「入門」という言葉を取ってしま

って、全部の学科のカリキュラムの中に、ボランティアの入門みたいなものが入ってこな

くてはならない。そういうぐあいにしてカリキュラムを構成してやれば、何かすっきりす

る。すごくいいものになるのではないかと思いました。それが、今初めて僕の中でひらめ

いたことでした。 

 あとは、細かいことですけれども、「こころとからだの健康」というのは、僕も入りた

いなと。しかし定員が５０というのは、何故でしょう。今まで陶芸と健康で１１０人と５

０人じゃないですか。つまり１６０人が５０人になるという、これはどういうぐあいに考

えられたのですか。 

○事務局（田久保） 

 陶芸を入れたことが要因で、会場の１回あたりの収容人数が２５人という事情がありま

す。本来もう少し受け入れたいと思いますが厳しい状況です。 方法としては、定員を５

０人にし、陶芸と別内容を入れ替えで実施することも可能かとは思っているのですが、会

場確保や職員増員など現実的なものを考えてしまうと２５人が精いっぱいです。 
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○土井委員 

 技術的に可能かどうかということが一番大きい問題ですけれども、多分、かなり人気が

ある、応募者が多いのではないかなと思いました。 

 もう一つが、資料１で、今の中で出てきたことですけれども、市民大学校の基本方針で、

「学ぶ場」「活かす場」「つながる場」という方向を出していますよね。学ぶ場であるし、

つながる場という、この２つが一番大きいところで、市民の人たちの関心も高いところで

あると。ただ、大学校としては、あるいは市としては、それを活かすようになってほしい

という願いがある。ただ、これは並列ではなくて、「学ぶ場」であり、「つながる場」であ

って、そしてそれができ上がってきたら、「活かす場」へと発展していくという、多分そ

ういう方向になると思うのです。 

 「活かす場」ということは、あんまり表に出さない。それは私たちの、市としての願い

である。あんまり表に出してしまうと、将来、地域の何とかとか、収入、経済的な何とか

といったような言葉がここに出てきてしまうのですけれども、そういったようなことは、

人とつながって学ぶものができてきたら、どうしてもそっちのほうに行きたがるように絶

対になるのだと思います。 

 現実に、私も昨年、一昨年、園芸学科に入って、そっちに行きますものね、自然にみん

なが。それを最初の目的では入っていないけれども、あれを最初に言われてしまうと、ち

ょっと怖じ気づいて、「いや、それはちょっと待てよ」と思うのが一般市民の感覚だろう

と思うのです。そこのところは書き方の問題で、少し工夫したほうがいいかなと思いまし

た。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 まちづくり学部のところで、佐谷委員と土井委員が共通するのは、ボランティア入門と

いうのが、スポーツもふなばしマイスターも全部のところで共通していると思います。ま

ちづくり学部は、ボランティア入門は共通な課目として１時間、２時間、どこかで受講し

てもらう。そういう位置づけで行きたいというのは非常に大事なご指摘で、やはりまちづ

くりというのは、入門をどこかで押さえておかないといけないと思います。だから、ボラ

ンティア入門コースだけではなくて、みんなでやってもらうというのがまず１点あります。 

 そして、その次、生涯学習というのをもっと広く考えていただきたい。どうもこれまで

の生涯学習というのは狭くて、自己実現の生涯学習とあるけれども、例えば、子育てとか、
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子育てコンシェルジュを育成するとか、地域の絵本の読み聞かせをするとか、そういうよ

うなもの含めたいです。それから、福祉に対する、オリパラのパラも含めて、いろいろな

意味での障害を持った方も共生する時代というような形で、中教審でも生涯学習の範囲を

もっと広げましょうとなっています。委員の中で福祉の方がものすごく入ってきまして、

もっと福祉的な視点を生涯学習に入れないとだめですよと言われているんです。そういう

意味で、ここは次のカリキュラムを考える場合に、生涯学習サポートコースというのは、

もう少しウイングを広げていただけるとわかりやすいと、今お聞きして思いました。 

 そうしますと、まちづくりというのは、人を育てるんですよということ。その「人」は

いろいろありますけれども、かたい言葉で言えば、人材を育成するというか、地域を担う、

地域のコミュニティを担う人を育てていくんですよとなります。千葉県でも、知事部局で

は、どうやって人を育成すればいいか議論しています。これから、外国人の登録は大分ガ

ードが下がってきて、たくさん入ってきますよね。そういう中で、自前でどうやって人を

育てるか。産業的なものではなくて、地域で生き抜くための、コミュニティを支える人の

育成というのが大事になりますよ。それがまちづくりかな。コミュニティを支える人づく

りです。 

 いきいき学部というのは、言うなれば、自己実現、そのためのパワーを身につけるんで

すよ。そのパワーは、一般教養というか、市民としての知識、やはりＩＣＴの知識とか、

自分の体と健康を維持できなければだめですよと。人のお世話にならなくて、健康寿命を

延ばすような仕組みづくり。できたら、自分のライフデザインを自己設計できるような、

人生設計ができるようなことができればなと思います。 

 だから、ある意味では、いきいき学部というのはライフデザインをつくれれば終了だと

思います。そういうようなステップアップを考えてくれると、なるほどなとなります。そ

ういう２つの学部の位置づけを、なかなか佐谷委員がおっしゃるような体系まで行きませ

んけれども、そういう意味づけをしておかないと難しいかなということを、今、委員の方

の話をお聞きしながら思いました。 

 全然別件ですけれども、いきいき学部の一般教養で「金融」もありますけれども、全国

の税理士協会というのがありまして、不勉強で知らなかったのですが、税理士協会が各小

学校・中学校・高校・大学に行って税の体系を啓発するというのを行っています。法律で

決まっているんですってね。知らなかった。 

 それならば、学校教育だけでなくて、もっと市民の方にもやってもらうといい。だから、
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言ったんですよ。消費税から市民税、県民税から所得税から、そういうのを税の基礎・基

本というのをどこかでやらないといけないというのは、ちょっとカリキュラムを考える場

合に必要かなと思います。権利も要るし、同時に義務のことも含めて、もう一度そういう

ものを考える場合として、いきいき学部の社会生活学科が必要となるのではないでしょう

か。それで、向こうの方が、お金は無しで来てくれるんです。例えば、千葉商科大学は寄

附講座で、１年間で１５回を全部その税理士協会が受け持ってくれるんです。そういうの

をやっています。なるほど、個人的には税はあまり詳しくないけれども、これからの高齢

社会においては、税の問題をどこかで身につけておかないといけないかなと思います。そ

の辺は、次回のカリキュラムを考える場合に、一つの大事な視点かなと思いました。 

 私個人は「パソコン」のほうがわからないのですけれども、これは、パソコンを案３で

は２つに分けているんですよね。案１、案２はこれまでのようなパソコンのものだったで

すけれども、案３では、パソコン初心者が、パソコンの使い方から、ワードやエクセル等

の基本的な操作を学ぶという、まさに入門コースですね。次は、パソコン初級というのが

あって、エクセルなどの操作を学び、パワーポイントの基本的な操作を学ぶ。 

 この辺は、次回のカリキュラムを見せてもらわないと何とも言い難いというか。民間で

パソコン教室をやっていますよね。その辺のプログラムを見せてもらわないと、市民大学

としてはどこまでやっていいかというのは、もし専門の方がいらっしゃればいいけれども、

私、個人は判断ができない。だけれども、こういうパソコンの学科は要るだろうというの

はわかります。 

 案３の、ふなばしマイスターの右のほうに、将来的には、定住外国人増加による課題と

しては、国際学科の新設を視野に入れるとか、この辺は佐谷委員がおっしゃったように、

国際科の問題もどこかで考慮しておかないといけない。 

○佐谷委員 

 国際学科というものの意味ですけれども、今、ふなばしマイスターのゴールが、外国人

に観光案内をするみたいな、すごく絞り込んでいるイメージですけれども、そうではなく

て、多文化共生ということで、一緒に暮らしていくということを、ボランティアベースで

どうやって支援していくかということが求められているのだと思います。 

 江戸川だと、日本語教室といって、外国人に来てもらうんだけれども、日本語で会話す

るという団体が２５～２６団体できていて、そういうボランティアベースで外国人を少し

支援するとか、あるいは日本語教室の中で、例えば、お茶を楽しむとか、そういうような
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こともやれていて、多分、船橋でもそれはあると思うのですけれども、暮らしの中で、ど

うやって一緒に生きていくかということが、これからすごく求められていると思うのです。 

 例えば、もうちょっとそういうのが進むと、外国人のお母さんが、小学校から来ている

プリントがよく読めないとかいうのが問題になっていて、そういうのを手助けしてあげる

とか、暮らしに密接に結びついているのだけど、行政だとなかなか手が回らないようなこ

とを、ボランティアベースでやっていくようなことの人材育成がこちらにも求められてい

るのではないかなと思っています。ふなばしマイスターはどちらかというと、船橋の歴

史・文化・産業をすごく勉強しましょうというところなので、ここに盛り込むのがなかな

か難しそうかなという気がします。だから、新設ということで、ここに書かれているのは

別学科のイメージですかね。そういうことなんですね。 

 ここの課題にある「インバウンド外国人の増加」というのは、そのためにこれをやるの

みたいな感じなので、課題も、どこかにありましたけれども、本来的には、愛着とかそう

いうこと、船橋をもっと知るということが、ふなばしマイスターの一番大きな関連ごとで

はないかなと思うのですが。 

○明石委員長 

 そういう意味では、福祉的になるのか、今、「多文化共生」とか「ダイバーシティ」と

いう言葉も言われますように、さまざまな背景を持った、障害を抱えた方も含めた共生と

いうのを、どこかで将来的には学科として設ける。そういうのを視野に入れておかないと。

今回そこまで行くのか、難しいでしょうけれども、そういうものを学科に残すためには、

何回も言いますけれども、生涯学習サポートコースをもう少し多様なものにしておいたほ

うがいいと思います。佐谷委員の提案は非常に大事なことなので、例えば千葉県でいうと、

千葉の市原はもう１５年前から、お父さんが日本人でお母さんが外国の方の場合は、おっ

しゃったように文字が読めませんから、特別な教室を設けて学校がやっています。それを

社会教育でやらなければいけない。 

 千葉県でいうと、浦安とかではインドの方が多い。一番日本で進んでいるのは、東京２

３区の豊島区で、１５％外国人の方が来ますから、常に学校自身が共生のことを考えてい

る。多分、船橋もこれからたくさんの方が入ってくる可能性が高いので、江戸川と同じよ

うな形で、視野に入れておく必要があるかと思います。それを今回、どこまで共生学科と

いうのを出すか、ちょっと時期尚早だけれども、そういうポイントを生涯学習サポートコ

ースの中に置いておかないと難しいかなと思います。 
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 そういう意味では、案３で、課題はまちづくりの統合検討と書いてありますよね。ここ

を次回までに事務方で検討していただけるといいかと思います。 

○佐谷委員 

 私、案３のふなばしマイスター上級が、上級まで行ってこれだけというのが一番違和感

があって、今、言ったみたいに、観光ボランティア育成というのは、必要性はあると思う

し、ボランティアの一つのテーマとしてはあると思うのですけれども、ここに持って行く

ために上級コースを設けるのというのが、何となく違和感があるところですね。 

 また江戸川の話で申しわけないですけれども、例えば、伝統工芸と大学を結びつけて、

商品開発をして、それをアンテナショップで売るというようなことも、船橋の歴史・文

化・産業を広めるための一つの手段だと思います。そういうのを江戸川でもやっていたり

します。 

 それから、例えば、和船を運航するボランティア団体がいて、そういう人たちが、新川

という川でイベントをするときに、和船を運航するボランティアも来てやってくれるんで

すけれども、そういうときに、自前で江戸川の歴史を踏まえた講談の脚本をつくって、講

談師も自分たちでやって、和船に乗りながら講談を聞くみたいなイベントをやったりもし

ているんです。なので、そういういろいろな広がりがありますし、それが観光というだけ

ではなくて、例えば、小学生に教えるとか、そういうことにも広がってくると思うので、

この歴史・文化・産業というのは、やりようによっては非常に広い内容になると思うので、

そこを観光ボランティアだけに狭めるのではない考え方があってもいいのかなと思ってい

ます。 

○明石委員長 

 その辺は、一応、令和３年度から考えているのでしょうけれども、ふなばしマイスター

の継続のカリキュラムを見て、新設のここだけはちょっと保留にしましょう。ふなばしマ

イスターはカリキュラムで上級のことができれば要らないし、足らなければ、観光だけで

はなくて、もっと船橋発情報発信というか、そういう意味の上級というのも考えられると

いう感じはしますけれども、その辺はまた次回に詰めたいと思います。 

 私個人は、きょう鈴木委員もいらっしゃいますけれども、このふなばしマイスター上級

というのは、音を通して船橋から発信するとか、そういうのも広く考えたいんですよね。

単なる観光ではなくて、観光も大事だけれども、もっと船橋の持っている資源というのを

外に発信できないか。そういう意味では、船橋の魅力を再発見し、発信・紹介する人を育
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成するというのはありますから。 

○佐谷委員 

 そうですね。そこまで広げるのであれば、また違うと思います。 

○明石委員長 

 ぜひ鈴木委員の知恵を借りて、鈴木企画から委託していただいて、音か音楽か、音発信

でもいいけれども、船橋の音というのは何だろう。 

○鈴木委員 

 名前を言っていただいたので、少し僕の考えを。今思いついたのではなくて、ずっと考

えていることなんですけれども。委員長も、教育のそうそうたるすばらしい方なので。 

 学校教育と生涯学習、つまり社会教育というのは、切っても切れないもので、学校教育

というのは生涯学習の基礎づくりなんです。 

 例えば、今いろんな話が出ていましたけれども、外国の子供らの日本語指導にしても、

保護者に対して、字が読めないので手紙のことにしても、それは私も指導課にいるころに

ずっとかかわってきました。だんだん外国の方の層も変わってきたりして、最初はブラジ

ルの子供が多くて、ブラジルに在住した方をボランティアで頼んでいました。そのときは

まだ国際交流課だったかな。頼んで学校に行っていただいて２時間ぐらい、それを繰り返

してもらって、子供が話せるようになってくる。子供が話せるようになってくると、学校

と親の通訳を子供がするようになる。それでも親御さんはなかなか日本語がうまくできな

い。そういう実情もあるし、だんだん変わってきて、中国の子供らは最初から非常に多か

ったけれども、スペイン系統の子供が多くなったりとか、その地域でもいろんな実態があ

ると思うんです。市原なんかも結構外国の子供たちが多いですし。 

 この市民大学に学びに来た方も、そういう実態を把握する。そうするといろんな学び方

ができてくるし、いろんな講座も出てくるんですけれども、船橋は船橋ですばらしいとこ

ろがたくさんあるし、すばらしい人材もたくさんいらっしゃいますので、何が今一番やら

なければならないことかというと、ここにお見えになる人は自分でやってみたいことにト

ライして来るわけなので、そのニーズというものをより把握しながら進んでいくのが一番

だと思います。これはいい内容だね、これ行ってみたいねと言って、来てくれなかったり、

さっき自宅でも研修というのがありましたが、来ていただくことを考えると、これだった

ら行くこともないかなと感じる方が増えると市民大学の意味がないので、「あっ、行って

みよう」という気になるニーズというのが非常に大事になってくると思います。 
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 そのためにも、学科は大きくなってもいいですけれども、学科の中でもいくつか分散し

てコースができたり、コース同士の連携や深まりや交流というものも必要になってくる。 

 この間の話になって申しわけないですけれども、僕が市民大学でちょっとやらしていた

だいたときに、午前と午後の方々の雰囲気というか、空気が違いますし、この方々が一緒

に１曲を通してやったらすごいことになるだろうなと思ったりしました。そういう場の提

供や、ニーズに応えられる設定というものが必ず必要になってくると思います。その方が

学んできたら、必ず絶対発信するはずなんです。自分のものだけではなくて。知り合った

方に話すだけでも発信していくし、だんだんそれが広まっていくと思うんです。具体的に

何だかんだということではなくて、そういう輪というものが、時間はかかるかもしれない

けれども広がっていくというところで、船橋はそういう底力を持っていますので、そうい

う方向で行かれたらいいと思います。 

 だから、特に「ふなばしマイスター上級」の、「上級」という言葉に僕は非常に違和感

があります。「上級」という文言は要らないのではないかと。ふなばしマイスターといっ

たら、いろんなことを学んできた方がよりできるようなイメージというか、そんな形でも

いいのではないかなとは思いますけれども。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 あとは、ほかに何かつけ加えることはございますか。 

○土井委員 

 「将来的にライフデザイン学部としての独立を視野に入れる」というぐあいに、学部と

して独立させるというイメージがちょっと……。 

○生涯学習部長 

 説明させていただいてよろしいですか。 

 実は今までの議論で、学部については、まちづくりといきいきの２つでいいでしょうと

いうふうになっているので、もともとは全然そんなことは考えずにそれぞれの中身をずっ

と職員たちと考えていたんですけれども、そんな中で、いきいき学部の中にライフデザイ

ン学科が入ってきたことの違和感というのが、時々いろんな人からの意見で出てきて、今

までいきいき学部というのは、どちらかというと楽しく学んで仲間をつくって、そこで自

分の自己実現をしましょうという学部で、そこにライフデザインという、これから働くだ

とか起業するだとか、そういうものが出てきたことで、今までのいきいき学部と違うんじ
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ゃないかということがあったんです。 

 ただ、これも今までの皆様のご議論の中にあったように、人生１００年時代になってき

て、また、今までは６０歳で定年退職した人が今は６５歳まで、もしかしたらこの後７０

歳まで働くようになってくる。そうすると、余生を過ごしましょうみたいな、そういうの

ではできない年代が増えていって、やはりお金もある程度稼ぎたいだとか、地域のボラン

ティア活動以外で自分が社会とつながって、それを半分仕事にしながらやりたいという人

が出てくる。そういうニーズに応えるものとして、今回ライフデザイン学科を出したわけ

ですけれども、ではそれがいきいき学部の中にあっていいのかと。もし大きく人生１００

年時代を見据えて、市民大学校のもう一つの新たなストリームになっていくのだとすれば、

ここでニーズの確認をしながら、もう少し、例えば一回ここで下げてしまったパソコン上

級とかもそうですけれども、パソコン上級というのは発想としては、パソコンの知識のあ

る程度ある人がそれをもう一回仕事にも使えるようにブラッシュアップしましょうという

発想だったみたいです。そういうようなものが、今までのいきいき学部とは違うものとし

て束ねて、ライフデザイン学部というタイトルがいいのかどうかわかりませんが、新たに

市民大学校はこういうことを始めますと打ち出すという方法ももしかしたらあるのではな

いかという議論があって、まさにきょう、委員の皆様にそのことについてどう思うかをお

伺いしてみたいなと思って、ちょっとだけ頭出しして、今、土井委員に見つけていただい

て、ここでご議論いただけると本当にありがたいなというふうに思っております。 

○土井委員 

 私の中では違和感はないです。起業するにしろ、何かを立ち上げることのノウハウを学

ぶにしても、一番基本にあるのは人と人とのつながりではないですか。人と人とのつなが

りというものを大切にして、そして学ぶ、それを生かすということ、この３本の柱でいけ

ば、全く違和感なくてここに置いておいていいなと私は思います。 

 そのことは逆に強調したほうがいいと思う。そのつながりがなかったら何も始まりませ

んよということがベースにあります、だからここにありますよ、というぐあいに置いてお

いていいのではないかと僕は思います。 

○明石委員長 

 あとはほかにどうでしょうか。今、部長が言われましたように、ちょっと皆さんのご意

見をうかがいたいです。このまま置いて、将来的にはこういう立ち上げも視野に入れてい

ますよということですけれども。 



 20 

 私個人も、土井委員と同じように当面はここに置いておいて、中身の蓄積で、本当にニ

ーズが高くて学部まで発展するような可能性もあるかもしれないという感じがします。ま

だわかりませんけれども。ここは３０代と５０代の方の学習率が一番高いんです。要する

に、３０代というのは企業は自前で学習のチャンスを与えられませんから、自分でお金を

出してものすごく学習しています。５０代の前半から、そろそろ次のライフステージを考

えて、投資をしてやろうかというのが高いんです。やはり人生１００年時代をどう生き抜

くかというのは、６０歳まで待てなくて今から準備したいと。 

 ですから、今回ライフデザイン学科を用意したときに、どういう層が見えるか。それを

見て今回のプランは、昼間よりも夜間にやってみたいということ。一番交通網がいい船橋

で、どういう場所で設定すれば来ていただけるか。ある意味では船橋の駅前の若者センタ

ーあたりにこのコースを用意してもいいと思います。ここだけは駅に近いところでやって

みるとか、そういう試みをやってくれると、自分の人生を自分で設計するという、まさに

いきいき学部の人のお世話にならないというのが生きるかなと思います。そういう意味で

は、非常に期待の持てるプランかなという感じはしております。 

○佐谷委員 

 私は、あっていいと思いますけれども、ほかの部署でこれに類することはやっていない

んですか。 

○社会教育課長 

 起業のほうについては、商工部門のほうがやっております。ですから、そことかぶらな

いような形で、また、逆にそこと協働して事業を組み立てていきたいなと考えています。

市役所だけでなく商工会議所等も起業支援というのはやっていますので、ここだけではな

い、ほかの部署でもやっていますという話です。 

○佐谷委員 

 ここでやってもいいとは思うのですけれども、教育委員会的なやり方がまたあるのかな

とは思うのです、違うやり方というか。協働でやってもいいとは思うのですけど。 

 品川区の大崎の図書館がビジネススタートアップにすごく力を入れていて、図書館って

そういう意味ではデータベースもいろいろ使えますし、たくさん本もあるし、それから、

サポートする人もちゃんと設けて、こういう講座的なものもやっていると思いますが、か

なり特化したビジネス図書館みたいなことをやっているんです。あれはかなり教育委員会

的なやり方かなというふうに思っていますので、何かそういう強みを生かした就業支援と
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か起業支援がやれるとおもしろいのではないかなと思います。 

○明石委員長 

 今の話を受けまして、ここはもう当然、高校とか大学とかとタイアップしていかないと

いけません。従来の教育委員会だけのやり方ではこういう業を起こす育成は難しいと思っ

ています。ですから、課長がおっしゃるように、商工労働課とかを含めて、それをこのラ

イフデザイン学科に人を集めるというような発想でいかないといけません。役所の縄張り

で別々にやっても意味がないと思っています。その辺を役所を越えたことでやっていただ

くといいかなという感じはしております。 

○栗原委員 

 私、郷土資料館にいるわけですけれども、「ふなばしマイスター」の「ふなばし学（船

橋の歴史・文化・産業等）」の学習ということで講師をやっておりますこちらを卒業した

後にどうするということを、ご担当の方ともお話をさせていただいたりすることも結構あ

るわけです。実際に、もう大分前になるんですけれども、飛ノ台史跡公園博物館にいると

きに、市民大学校の卒業生の方たちにお手伝いいただいたこともあったんです。ただ、そ

のときにまだこうしようという形が決まっていなくて、たまたまそのときの飛ノ台の館長

が公民館などに長くいた方で、市民大の卒業生たちが活躍できる場がなかなかないんだと

いうことで、博物館のいろいろなことを手伝っていただいたこともあったんです。 

 今回もここの中に「ふなばしの魅力」を広く発信、紹介する人材育成をするというよう

な言葉でも述べられているのですけれども、もうちょっと一歩進めて、具体的に、例えば

博物館での展示解説ができるようになるよとか、そういったことももうちょっとうたって

いただいてもいいのかなと。それに当たっては、郷土資料館とか飛ノ台の博物館にもご相

談いただけると、こういう学生さんを募集するときに、ここを出るとこれができるのねと

いうイメージが沸くのかなという感じがするし、実際のところ、飛ノ台も私どもの郷土史

旅館も数名の職員でやっているので、この前マイスター学科の方たちが来られて私が担当

して展示解説をしましたけれども、質問がばんばん出てきて、想定していた時間に終わら

なくなってしまったんです。 

 その後に、学生のほうから、「展示解説をやっていただけるんですか」という質問が出

て、私も何と言ったらいいかなと思ったのは、結局、急に来てやってと言われてもできな

い状況なんです。というのは、やはり職員の数が少ないからです。そういうときに、「申

しわけないですけれども、１０人以上で、事前にご予約いただければできないこともな
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い」みたいな言い方をしてしまったわけですが、前もって市民大学のほうのカリキュラム、

卒業生の活用ということで、生涯学習施設とも事前にお話をしていただけると、卒業後の

活躍できる場の具体的なイメージが沸くのかなと思ったところです。 

○明石委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。この新しい構想を出す場合に、例えば記者会見をしますよね。

記者からどんな質問を受けるか。「今回のふなばし市民大学校の目玉は何か」と言われた

ときに、私たちが何を答えるのかがこれから大事かなと思います。今のところは設計図を

描いていますけれども、船橋にどれだけこだわっているか。市民大学校は佐倉もあるし、

江戸川も、いろんなところでやっていますよね。そういう中で船橋という地域が抱える課

題に対して応えていくというのが大事かなと思います。そうすると、外から見ると６０万

人を超える船橋では若い層、３０代の方が増えてきているなというのがありますよね。外

国の方も増えてくる。千葉県全体で外国人登録は全国で６番目に多いんです。 

 千葉県は６番が好きなんです。県民の日は６月でしょう。人口は６２９万人ですから。

人口の数も全国で６番目に多いです。外国人の登録も６番目に多いんです。そうすると、

多様性の都市部である。都市部の東京湾を抱えるけれども、何か違う、海洋都市的な面も

あるかなと。その辺を、ふなばしマイスターのときにもう少し船橋のあり様を捉え直す。

そこでは食の問題もこの中入れていただきたい。ふなばしマイスターというものを、もう

少し文化、産業とか歴史だけではなくて、もっと広く考えていただけるといいかなという

のがあります。 

 その辺、ぜひ次回にお願いしたい。次はカリキュラムを考えていきますけれども、その

ときに、外から見て、だから船橋はこういうようなものをつくったというのを、今日だけ

でなくそういう問題意識を持っていただいて、もう一度この素案を考えていただけるとい

いかなという感じがします。 

 大体用意したものがありまして、案３のほうで行かせていただくという方向でよろしい

でしょうか。かなり問題提起を出しています。まず、案３のほうで行っていただくという

こと。 

○佐谷委員 

 ボランティアコースと生涯学習サポートを統合するということですか。 

○社会教育課長 
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 それに関して、まだ私どものほうも答えが出ていなくて、次回までに検討、整理してい

きたいなと思っております。 

 今のところ、そこも中でいろいろ議論になりまして、統合したとしても、対象とする範

囲がどちらかというと生涯学習サポート事業という、地域の学習するグループのお手伝い

というのが一番最初の出発点だったと。ボランティア入門はいろいろなボランティアを体

験してもらって、その中で自分が進みたい、例えば観光ボランティアだとか、福祉ボラン

ティア、子育てのほうのボランティアとか、そういうのが当初のコンセプトだったのです

けれども、やはり議論の中で委員の方からも、基礎となるところは、３つ、マイスターに

とってもそこは必要なところなのではないかというご指摘をいただいたので、そこは共通

にしてコースを分けると。コースを分けるのが、今回一番近い距離にあるのが、ボランテ

ィア入門と生涯学習サポートですので、ここについては１つの学科として募集して中でコ

ースを分けるのか、それとも２つのコースとして並列させておいて、その事業を共通でや

っていくのかというのを、現在検討しているところです。 

○明石委員長 

 その辺を次回までにかためていただけると議論しやすいです。 

○社会教育課長 

 そこをまとめて、あとはそれぞれの予定ですけれども、学科でどういう学習内容をやる

か。そこが一番肝の部分になると思いますので、そこが提示できたらいいなと考えており

ます。 

○佐谷委員 

 いきいき学部も案３の構成ということですかね。ここも私はすごくバラバラ感があるの

で、もうちょっと考えてほしいんですけれども。 

 先ほどおっしゃっていたように、ライフデザイン学科を除くと、一般教養と、パソコン

と、園芸と、こころとからだの健康というのがあるということですよね。これが、なぜこ

の４つなのか。一般教養はまだしも。そうすると、パソコンと、園芸と、こころとからだ

の健康、この３つということですか。なぜこの３つなんですか。 

○社会教育課長 

 これはもとの成り立ちで、パソコンは当時、みんながパソコンを習いたいなというとこ

ろがあって、そういうニーズから発想しています。そもそも、いきいき学部が一番目指し

ていたところが、例えば園芸とか、パソコンとか、一般教養とか何かをツールにして、み
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んなで仲間づくりをしていこうという形でしたので、当時人気のあったパソコンと、公民

館等ではできない園芸と、あと、こころとからだの健康というのは、前は軽スポーツに特

化していました。そのためこういう構成になっていた次第です。ですから、今、パソコン

とか園芸、特にパソコンはまだかなり人気がありますので、ここについてはパソコン初級

を入れるかどうか、そこは次回までに検討していきたいと思いますけれども、やはりこの

学科については今現在の構成を生かすというのでこういう形になっています。 

○佐谷委員 

 例えば音楽とか、そういうものももうちょっとあってもよさそうな、あるいは、今さら

ですけれども、外国語みたいな、カルチャーセンター的に言うと、そういう鉄板的なもの

がありますよね。そういう中で、教室の制約とかがいろいろあるからこの３つなんだと。

教室の制約というと、園芸なんかはなかなか難しそうなところなのに入れているというと

ころですよね。今までの流れをそんなにひっくり返すのは難しいと思いますけれども、な

ぜ３つかをちゃんと説明できるような考え方を示していただいたほうがいいのかなと思い

ます。 

 あと、数に限定があるんですか。それはないんですか。 

○事務局（田久保） 

 実はこのいきいき学部は、市民大学校の前身の高齢者福祉課が主催していた老人大学と

いうのがありまして、そのコースをそのまま踏襲しているので、コースが当時からこれだ

ったというところが正直な実情ではあります。なので、私たちも自分たちで立ち上げてい

なかったので、なぜこの学科かというのを、今非常に目からうろこが落ちるような思いで、

もう一度原点に帰って検討しなくてはいけないなというふうにご意見を伺いました。 

○佐谷委員 

 例えば、こころとからだの健康のところにある軽スポーツと創作活動というのは、別に

２つに分けてもいいわけですよね。軽スポーツは軽スポーツで。 

○明石委員長 

 学科、コースを分けるということですね。 

○佐谷委員 

 学科ですね。学科を２つに分けて、軽スポーツとダンスみたいに、体を動かす系と創作

活動的な、いわゆるここで書かれているような、陶芸とか俳句とか絵画みたいなもの、こ

れを一つにまとめている意味もちょっとわからないというか、いろいろご事情があっての
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ことだとは思いますが、対外的に説明をできるように何か考えられるといいのかなと。例

えば先ほど言ったように、音楽がないなというところはあります。 

○事務局（田久保） 

 実は、こころとからだの健康の中に音楽というのも入れていましたけれども、どこかで

抜け落ちてしまいました。やはり音楽は必須だと考えておりますので、入れる予定ではお

ります。 

○明石委員長 

 その辺をぜひ、学科を１つでやって、コースをブレークダウンするのか、学科を分ける

のかを考えてください。こころとからだの健康というのは非常に大事なキーワードなんで

す。この３つはまず押さえておいて、音楽と、あと食育がないね。あとは陶芸とか、俳句

とか、絵画とか、そうやって分けてくれると、ここは非常に大事な講座になると思います

から、その辺を少し考えていただけると助かります。 

○佐谷委員 

 あと、「こころ」という名称で言うと、例えば傾聴とか、カウンセリングまではいかな

いですが、対人関係の何かを学ぶというようなこともあっていいと思うので、それをどこ

かと一緒にするのか、それだけで独立はなかなか難しいと思うのですけれども、この「こ

ころ」というのがすごくこの文面からは読みづらい。タイトルにはあるんだけれども。 

○事務局（田久保） 

 コミュニケーションスキルというようなイメージです。 

○佐谷委員 

 そんなことですよね。そういうものとか、あるいはセルフでも、うつにならないように

自己肯定感を上げるとか、そういう講座もあります。あるいはアンガーマネジメントみた

いな、怒りをどうやって対処していくかみたいなものもあるので、コミュニケーションだ

けではない、今、「こころ」というのは、マインドフルネスまで入れるとすごい広いこと

で重要だと言われているところなので、独立するかどうかは別として、「こころ」と書い

てあることで言うと、そういうものも何か考えていただいてもいいのかなとは思いました。 

○明石委員長 

 それは大事なご指摘で、今一番売れている本が、心のうつをどう自分で治していくかと

いうもので、自己啓発も含めて非常に本が売れているんです。それだけいろんな問題を抱

えている。例えば、ビルをつくる建築がありますね。大成建設とか、錢高組とか。３０年
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前までは精神科医、カウンセラーが一人でよかったんです。今、２人要るんですって。納

期に追われて、切った張ったの土建業の方たちの心の病が非常に増えてきている。そうい

う意味では、「こころ」というのもあるし、「からだと健康」で、ここは一つの目玉になれ

るかなという感じがしますから、少し検討していただければと思います。 

○土井委員 

 ただ、ほとんどの公民館で結構やっているようなことは、この市民大学校のレベルでは

特に取り上げなくてもいいのかなとは思います。 

○佐谷委員 

 その辺のすみ分けもありますね。 

○明石委員長 

 そういう意味では、最後に申し上げようと思ったんですけれども、土井委員がおっしゃ

るように、船橋は公民館が力を持っていますよね。だから市民大学校と公民館のすみ分け

を考えていく。そこで、次回が大事になってくるんです。次のカリキュラム。それはもう

公民館でやっているから、公民館でできないことをここでやる。そういう形を考えていた

だけるといいかと思います。ありがとうございました。 

 まだまだあるかとは思いますけれども、こういう形でこれをまた事務方で精査していた

だきまして、次回、９月に第３回目を開催したいと思います。第３回目は、今日いただい

た案３を中心に、もう一度学科構成も考えさせていただいて、どういう教育内容を考えて

いますよという、それを踏まえて全体の学科の名称とかコースとかを検討していきたい。

それが次の９月でありまして、あの後１１月か１２月ごろ、成案をつくれればという見通

しでございます。よろしいですか。 

○明石委員長 

 では、以上をもちまして、第２回の委員会を終わりたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 

午前１１時４０分閉会 

 

 


