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午後１時５９分開会 

 

○事務局（西本） 

 それでは、お待たせいたしました。定刻になりましたので、令和２年度第１回ふなばし

市民大学校運営協議会を始めたいと思います。 

 本日はお忙しい中、そして、暑い中お集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 まず、お手元の資料の確認をお願いしたいと思います。一番上にありますのが、令和２

年度第１回ふなばし市民大学校運営協議会の「次第」や「議題」等と書いてある紙ですが、

本日の会議の中では「レジュメ」と呼ばせていただいておりますので、よろしくお願いい

たします。その下に、それぞれ資料ごとにホチキスでとめてあります資料①、②、③、④、

４つまとめて置いてございますが、漏れ等ありませんでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして、報告事項がございます。本日、生涯スポーツ課長の竹中委員ですが、公用

のため欠席する旨の連絡を受けております。 

 それでは、会を進めてまいります。本日の次第の第一部といたしまして、委嘱状の交付

式を予定しておりました。本来、委員の皆様に手渡しで委嘱状交付するところであります

が、事情によりまして、委嘱状や辞令は既に皆様のお手元に置かせていただきました。こ

れより社会教育課長の牟田よりご挨拶を申し上げますが、委嘱状のお取り扱いにつきまし

ても併せてご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○社会教育課長 

 社会教育課長の牟田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。着座で失礼いたし

ます。 

 委嘱状の交付に当たりましては、学長の市長または副学長の教育長が出席してご挨拶申

し上げるべきところではございますが、他の公務との調整がつきませんでした。大変申し

訳ございません。ご理解いただければと思います。 

 先ほど西本からもありましたが、これまで委嘱状は委員の皆様に手渡しして交付してい

たところではございますが、コロナ禍におきましては、本庁でも数人の手を介して交付す

ることは控えて、机の上に置かせていただくという方法をとっている所属が多いというこ

とでございましたので、今回はこの方式での交付とさせていただきました。任期は本日か

ら令和４年８月１８日となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、改めまして、４月から社会教育課長を拝命しました牟田と申します。前職は
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薬円台にあります郷土資料館長でございます。 

 市民大学校では、平成３０年度と令和元年度の２か年をかけましてカリキュラムの見直

しを行い、本年度から新たなカリキュラムでのスタートを迎える予定でありましたが、新

型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、残念ながらやむなく休校としたところでございま

す。また、社会教育課で令和３年４月の施行を目途に策定事務を進めていました第三次船

橋市生涯学習基本構想・推進計画（通称 一番星プラン）につきましても、計画内容に新

型コロナウイルスの影響を踏まえる必要があること、また、上位計画でもあります第三次

船橋市総合計画と施策との整合を図る必要もあることから、策定時期を１年延ばし、令和

４年３月とすることとなりました。この新型コロナウイルスの影響によりまして、社会で

求められる生涯学習の内容や形式には変化があるものと考えております。計画の策定に当

たっては、その変化に十分に対応した内容であることが必要です。当然ながら市民大学校

の運営におきましても、例えばオンラインの活用でありますとか検討が必要になってくる

と思いますので、その際にはご意見、ご助言のほど、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 委員の皆様には、日頃から市政へのご協力を頂き、本当にありがとうございます。コロ

ナ禍の不自由に加え、この猛暑ですので、体調管理にご留意いただき、ますますのご活躍

を願っているところでございます。 

 繰り返しになりますけれども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（西本） 

 ありがとうございました。 

 今回、委員の改選がありましたので、皆様の自己紹介を兼ねて一言ずつご挨拶を頂きた

いと思います。名簿の順番に丸笠委員からお願いしたいと思います。名簿はレジュメの２

０ページになります。 

○丸笠委員 

 いきいき同窓会の丸笠でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 我々も市民大学校同様、春から開店休業の状態でございまして、今は来年度何をしたら

いいかというようなことで悪戦苦闘、来年のためにという日々を過ごしています。今日は

我々が来年どうするべきかを考える上で、ぜひ皆様のお話やご意見も参考にさせていただ

きながらやっていきたいと、そういうことも兼ねまして今日の委員会に出席させていただ

きました。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○櫻井委員 

 皆さん、こんにちは。スポーツと健康を推進する会の櫻井と申します。私、この運営協

議会というのは今日初参加ということで、運営協議会の普段やっていることは頭の中に入

っておりませんので、先輩の皆様方のご指導を賜りながら一つ一つ覚えさせていただきた

いと思っております。ご指導のほど、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それから、私たちはスポーツと健康を推進する会というところで活動しているのですが、

今年度はコロナウイルスの関係で事業という事業が全て中止になりまして、会員全員がむ

ずむずしているところですけれども、感染防止ということが第一ですので、皆さん我慢し

ながら今は控えているところでございます。来年活動できるようになればいいかなと期待

をしております。今後ともひとつよろしくお願いいたします。 

○岡委員 

 コーディネーター連絡協議会の岡 広光といいます。私も初めてこの運営協議会に参加

させていただきます。通称「コー連協」と言うのですが、できることをやっていこうとい

う方針でいろいろと計画はいたしておりますけれども、市のほうの方針で８月まで駄目だ

ったものが１０月まで駄目ということで、なかなか苦戦しながら、それでも計画だけは作

ろうということで、今日も私、薬円台公民館でいろいろ打ち合わせをしてきたのですが、

そういう形で進めていっております。初めてですけれども、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○子安委員 

 皆さん、こんにちは。ボランティアサロンふなばしの子安でございます。私も初めて委

員になりました。ご指導よろしくお願いいたします。 

 私どもは関係団体４団体ありまして、皆さんおっしゃるとおり、年次総会だけは一応オ

ンラインで今年度の事業計画あるいは昨年度の決算は承認いただいて、いつでもスタンバ

イできているのですけれども、公民館ですとか活動する場がこういう状況ですのでいろい

ろ制限されています。その中で、パソコンサロンだけは会場で使用条件を厳守しながらし

ていますけれども、ほかは、私が代表をしていますリハビリサロンも高齢者の集まりの体

操ですので、全くしていません。ただ、指導士の勉強会だけは何とか維持しています。こ

ういう状況ですが、皆さんご指導よろしくお願いいたします。 

○高山委員 

 皆さん、こんにちは。名簿の５番の高山達郎です。１０年ほど前から総務大臣の委嘱を
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受けた行政相談委員活動をしており、月２回ほどフェイス５階の相談室で市民からのいろ

んな行政への苦情・要望の相談を受けておりますけれども、新型コロナ感染予防のため、

しばらく休んでおりましたが、また７月から再開しています。 

 生涯学習のほうは市民大学校２２年度のまちづくり学部の学びのコーディネーター学科

修了で、その後、生涯学習コーディネーター連絡協議会に入り活動しています。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○荒谷委員 

 ６番のＮＰＯ法人日本３Ｑ体操協会の荒谷と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 健康づくりは自分の健康からと、まずはそういうような形の中で健康を売り物にして、

この３Ｑ体操を、今、スポーツと健康を推進する会の櫻井さんのほうと一緒に地域で進め

させていただいております。これからも頑張りたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○川田委員 

 皆さん、こんにちは。７番目の川田由美子と申します。つい何年か前に委嘱を頂いて、

あっという間に年月がたち２回目の委嘱状を頂きました。何回やっても一つ一つの課題を

よく理解しないでいる自分にちょっと腹が立ったりとかします。初めてだから何も分から

ないとか、何年やっても分からない私がいますので、共に勉強させていただければと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

○土井委員 

 ８番目の土井浩信です。この市民大学校は、もう十数年ぐらい前からお手伝いをしてい

て、この協議会委員というのも５～６年ぐらい前に一度担当しておりました。ただ、ちょ

っといろいろ事情がありまして、それからは失礼させていただいてました。３年前に定年

退官して、すぐこの市民大学校の生徒になり、園芸学科の第１コースのお勉強をさせてい

ただきました。その後、サークル活動を通してそのときの人たちと仲良く、今日もちょう

どサークル活動で畑で汗をかいてきたところですが、そういう形でやっておりましたら、

もう一回来いということを言われまして、役に立つかどうか分かりませんが、もう一度頑

張ってみたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○篠原委員 

 船橋市役所高齢者福祉課の篠原でございます。こちらの協議会の委員になって３年目に
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なります。議題もざっと見てのとおり今までと全く違うのは、コロナ禍の影響で様々な事

業、市の事業もそうですが、影響を受けているというところで、いろいろな形で報告があ

ると思います。市のほうの主催の事業であるとか、共催事業もいろいろな形で中止や延期

になっております。皆さんにもいろんな意味で不自由をかけてしまっている部分もあると

思いますけれども、ぜひコロナ禍を乗り切って今後につなげていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○捧委員 

 最後の市民協働課長の捧と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回から参加

させていただきます。 

 私ども市民協働課というところは市民活動サポートセンターを持っています。市民大学

校の卒業生の皆さんには、いろいろ市民活動の分野でご活躍いただいているところですけ

れども、このたびのカリキュラムの変更等で、こちらの大学校の生徒さんが市民活動のほ

うへつながるような取り組みが新しくできたらというふうに考えていますので、いろいろ

ご意見を頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（西本） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局職員から自己紹介をいたします。 

○事務局（田久保） 

 ふなばし市民大学校事務局の田久保と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今

年度で４年目、もし今年度開校していたら、ボランティア養成学科と新しく開校いたしま

したライフデザイン学科を担当する予定でございました。今年度もどうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局（西本） 

 私、西本と申します。昨年度に着任しまして２年目になります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 事務局の職員はあと３人いるのですが、１人が別室で対応中の高橋で、２人が出戸と亀

田ですが、その２人はコロナの関係で他部署の応援に行っているものですから、今日はこ

の場におりません。欠席ということで申し訳ございませんが、３名の紹介でございました。 

 これより、本日の次第の第二部ということで、協議会を開催いたします。 

 ふなばし市民大学校運営協議会要綱第６条第１項に、「協議会の会議は必要に応じて会
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長が招集し、その議長となる。」とありますが、現在、まだ会長が選出されておりません。

会長が選出されるまでの間、事務局で進行役を担当させていただきまして、会長が決まり

ましたら、その後は会長に議長として議事進行をお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（西本） 

 ありがとうございます。 

 では、ただいまより令和２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、１名の方から傍聴

したい旨の申し出がありましたことを報告いたします。 

 それでは、傍聴人の方の入場をお願いいたします。 

（傍聴人 入室） 

○事務局（西本） 

 傍聴人の方に申し上げます。お渡しいたしました傍聴券の裏面に記載されております遵

守事項をお守りいただきまして傍聴されるようにお願いいたします。 

 また、本日の会議は議事録を作成しまして市のホームページで公開することとなります。

そのため、会議終了時に議事録の署名人となる委員２名を選出し、署名を行うことになり

ます。 

 それでは、協議会を進めてまいります。 

 議題の１番目、「会長・副会長の選出について」でございます。ふなばし市民大学校運

営協議会要綱第５条第２項に「会長及び副会長は委員の互選により選出する。」となって

おります。つきましては、互選は指名推選としてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（西本） 

 ありがとうございます。ご異議なしということでございますので、指名推選で会長の選

出を行いたいと思いますが、どなたかご推薦お願いできますでしょうか。 

○荒谷委員 

 荒谷と申します。高山委員は行政相談委員をされて、また、市民大学校の修了生で生涯

学習コーディネーター連絡協議会ということもあります。よって、会長をぜひお願いした
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いと思いますが、いかがでしょうか。 

○事務局（西本） 

 ただいま、荒谷委員から高山委員を会長にというお声がありましたが、高山委員、いか

がでしょうか。お受けいただけますか。 

○高山委員 

 微力ではありますけれども、精いっぱい頑張りたいと思います。 

○事務局（西本） 

 ありがとうございます。（拍手） 

 それでは、高山委員に会長をお願いしたいと思います。 

 会長が決定いたしましたので、これをもって進行役の任を解かせていただきまして、こ

こからは高山会長に議長として議事進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

（高山委員、会長席に移動） 

○高山会長 

 ただいま会長に推薦いただきました高山です。よろしくお願いします。 

 当運営協議会、ちょっと間があきましたけれども新しいメンバーのもと、市民大学校が

今後ともより良い生涯学習につながるように、皆さんと前向きな積極的な議論を戦わせて

協議していきたいと思いますので、皆さんのご協力をぜひお願いいたします。 

 では、引き続き、議事に入ります。 

 副会長の選出です。副会長につきましても委員の互選により選出するとなっております。

つきましては、互選は指名推選としてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高山会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ご異議なしということですので、指名推選で副会長選出を行いたいと思いま

す。 

 どなたかご推薦をお願いいたします。 

○川田委員 

 川田でございます。今までの慣例で、いきいき同窓会からの委員に副会長をお願いして

いましたので、よろしければ丸笠委員にお願いできたらありがたいのですが、いかがでし
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ょうか。 

○高山会長 

 ただいま、川田委員から丸笠委員を副会長にというお声がありましたが、丸笠委員、い

かがでしょうか。お引き受けいただけますか。 

○丸笠委員 

 微力ですが、分かりました。 

○高山会長 

 ありがとうございます。では、副会長は丸笠委員にお願いしたいと思います。 

 丸笠委員、副会長席のほうへお移りいただきまして、ご挨拶をお願いいたします。 

（丸笠委員、副会長席に移動） 

○丸笠副会長 

 ただいまご指名がありましたので、やらせていただくことにいたしましたが、私もまだ

２年目で、それほど事情に精通しているわけではありません。微力ではありますけれども、

高山会長の補佐として頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（拍手） 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 では、議題２「ふなばし市民大学校運営協議会要綱の一部改正について」に入ります。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（西本） 

 それでは、事務局より説明いたします。お手元のレジュメの１ページをご覧ください。

１枚めくったところに１ページがございます。 

 ２番目のところです。ふなばし市民大学校運営協議会の委員の任期は要綱の第４条に２

年と定めています。前の任期は、平成２９年１０月７日から令和元年１０月６日までであ

りました。新たな任期の委員就任依頼に際しまして、ふなばし市民大学校まちづくり学部

はボランティア活動や地域貢献に関心のある方の学びの場であり、市民協働の観点も重要

な要素であることから、学長が任命する委員として市民協働課長を加えることとし、それ

に伴って運営協議会要綱の一部改正を行いました。 

 レジュメの１ページの表になっております新旧対照表をご覧ください。市民協働課長に

委員としてご参加していただくのに伴いまして、委員の人数を「１０名以内」から「１５
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名以内」、そして、条文の（３）に「市民協働課長」を加え、それから、いきいき学部及

びまちづくり学部卒業生について、「４名以内」から「６名以内」に、そして、学識経験

者を「４名以内」から「６名以内」へと改正いたしました。 

 市民協働課長にご参加いただくことで、委員が今まで１０名だったのが１１名になると

ころではございますが、委員の人数を１５名以内とし、卒業生及び学識経験者の人数を６

名以内としましたのは、今後また新たな委員にご参加いただくことになった際に、要綱の

改正をしなくても済むようにとの判断によるものでございます。 

 新旧対照表に続きまして下に要綱の全文を掲載いたしましたので、併せてご参照くださ

い。 

 以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの運営協議会要綱の一部改正について、何かご質問ございますか。特段ないよ

うでしたら、次に進みます。 

 次に、議題の３「令和元年度修了生の集計及び修了式の中止について」、事務局より説

明をお願いいたします。 

○事務局（西本） 

 引き続き、事務局からご説明申し上げます。 

 レジュメは３ページになります。こちらに令和元年度の修了生の集計表を記載してござ

います。令和元年度は、まちづくり学部の修了生の人数が９５名、いきいき学部が３５５

名、合計で４５０名の学生が修了されました。入学された学生が全員で４７９名でござい

ましたので、９３．９５％の割合で修了されたことになります。 

 続きまして、修了式についてですが、３月８日に修了式を予定しておりましたが、新型

コロナウイルス感染症の影響によりまして、こちらもやむを得ず中止といたしました。修

了式の場で修了証書をお渡しするはずでしたが、それがお渡しできなかったものですから、

お渡しにつきまして校舎まで取りに来ていただくことも考えたのですが、ここに来るまで

に公共交通機関等を利用すると感染リスクも伴いますので、全学生に郵送いたしました。

その際に、学長からメッセージも頂きまして、修了証書に同封いたしております。レジュ

メの４ページ目と５ページ目に修了証書の見本と学長のメッセージを載せておりますので、

ご参照くださいませ。 
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 本来であれば修了式で学長から修了生に向けてお言葉を頂く予定でありましたので、そ

れに代わるものとして修了証書を送る際にメッセージの文面を入れたらどうかと考えたと

きに、近隣の市町村の同じような市民大学校に伺ったのですが、ほかのところではあまり

こういったことはやらなかったみたいで、うちはやりましょうということで、学長のメッ

セージを頂いて同封した経緯がございます。 

 また、年度末に修了生に対して１年間学んできたことについてアンケートをお願いしま

した。その集計を別冊の資料１にまとめておりますので、併せてご参照ください。こちら

の詳細な説明は割愛させていただきます。 

 説明は以上になります。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、何か質問とかご意見ありますか。 

 西本さん、アンケート結果で今回だけ何か特徴的なことがありましたか。 

○事務局（西本） 

 昨年度のものと突き合わせてみたのですが、元年度の修了生についてトピック的なもの

と申しましょうか、そんなに変わったものは見受けられませんでしたので、省かせていた

だきました。 

○高山会長 

 何かございますか。なければ、次に移ります。 

 次に、議題の４「令和２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（田久保） 

 それでは、私、田久保のほうから説明させていただきます。着座にて失礼いたします。

資料は、「資料②」と書かれたカリキュラム検討委員会資料をご覧ください。 

 それでは、２年間のカリキュラム検討委員会の概要を説明させていただきます。 

 カリキュラム検討委員会は、当運営協議会において学生の応募者数が減少したというこ

とが大きな問題となっておりまして、その主たる要因として「魅力的なカリキュラムでは

ない」「広報不足」という２点が挙がりました。そこで、平成３０年度よりカリキュラム

検討委員会及び広報委員会の２つの委員会を立ち上げ、課題解決に取り組んでまいりまし

た。 
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 カリキュラム検討委員会では、大きく３点について検討いたしました。１点目は、ふな

ばし市民大学校の設置目的と基本方針の策定でございます。２点目は、カリキュラム編成

体制の確立についてでございます。３点目は学部・学科の見直しとカリキュラムについて

です。それぞれの概要をご説明させていただきます。 

 まず、資料②の表紙の次を開けていただきますと、「運営体制について」というページ

になっております。カリキュラムの編成についてでございます。カリキュラムを改編する

当たり、カリキュラム検討委員会で、今までの市民大学校のカリキュラムは誰が責任を持

っているのか曖昧であったというお話がありました。現状は開校当時よりカリキュラムは

抜本的に変わっておらず、基本的には担当職員が前例踏襲し、多少見直しをする程度で、

他学科との調整、連携等はございませんでした。そこで、今後はカリキュラムを大局的な

観点と専門的な知識・ご経験を持った方にご意見を頂いて定期的に見直し、共に進めてい

きたいと考えているところでございます。 

 こちらの資料のとおり、組織は位置づけとしては事務局の直下というふうに考えており

ます。特に、まちづくり学部は専門性が高く、我々行政職員ではなかなか体系立てたカリ

キュラムを作成することが困難なので、それぞれの専門家に就いていただきたいと考えて、

このような形にしております。 

 一方、いきいき学部につきましては、専門性の高いパソコン学科ですとか園芸学科は専

門家の方にカリキュラムを相談しておりますので、組織的にここに入る方というのは、い

きいき学部カリキュラムアドバイザーの方にくらしの教養とこころとからだの健康学科に

ついてアドバイスをいただくというふうに考えて、このような形態にしております。 

 次に、３点目のカリキュラムの見直しと学部・学科の見直しと具体的なカリキュラムに

ついてでございます。今の編成体制のページを１枚めくっていただきますと、今年度行う

はずであったカリキュラムを編冊しております。このカリキュラムにつきましては、人生

１００年時代に向かう社会環境の変化に伴い、平成２８年、平成２９年、平成３０年と

次々と国の中央教育審議会でも生涯学習のあり方が問われている中で、各カリキュラム編

成について念頭に置いたのは、人生１００年時代の充実した生き方をサポートする市民大

学校という点でございます。０歳から高校、大学までは家庭や学校が学びをサポートして

いましたが、学校を卒業して１００歳まで人生の４分の３は自力で学ぶことがこれからは

求められてくるようになりますので、生涯学習を推進する市民大学校として、人生１００

年時代を充実して生きるというテーマは重要な使命というふうに捉えました。 



 12 

 具体的に今回の改正点をご説明いたします。 

 まず、カリキュラム検討委員会で問題になったのは、昨年までのまちづくり学部のボラ

ンティア入門学科と生涯学習サポート学科が非常にカリキュラムの内容に類似点が多く、

２つの学科を分ける意味、また、そのすみ分けがどうなっているのかの曖昧さを指摘され

ました。昨年までのボランティア入門学科は１７年前の開校当時のボランティア大学を踏

襲しており、当時の目的がボランティア入門でした。皆様ご存じのとおり、１７年経過し、

今は市民協働課もできましたし、市内各地で様々なボランティア活動を行っていらっしゃ

る方が大勢いらっしゃるという現状になっております。また、ボランティアセンターでも

入門講座を開催していることから、市民大でのボランティア入門は初期の目的を達成し、

次のステップへ進む時期、すなわち市民協働の観点をもう少し学習の中へ移行する、そう

いう時期に来ているのではないかということで、「ボランティア養成学科」と学科名も変

えました。 

 内容については、このカリキュラムの１ページ目がボランティア養成学科のカリキュラ

ムでございます。今までは福祉分野が非常に多かったのですが、今回、市民協働の主体と

なるまちづくりに参画していただくための基礎知識ですとか実習を行うようなカリキュラ

ムにいたしました。講師には船橋市を含め各自治体や自治体のサポートセンター等でまち

づくりの実践をなさっていらっしゃる方をお呼びして講義を行います。また、現場学習と

いたしまして、船橋市と千葉市の美術学芸員の協力を得て、実は今年７月だったのですが、

新聞にも結構取り上げられた千葉市美術館のリニューアル企画展で美術館のボランティア

がギャラリートークをなさるので、その現場を視察し、その後、学芸員から講義を受ける

ような内容も予定をしておりましたが、こちらのほうは実施ができず大変残念に思ってお

ります。 

 ほかにも、本日お越しいただきました市民協働課長の協力を得てボランティアの実習団

体のマッチングを行って、修了後のボランティア活動につなげる仕組みの強化を図ってお

ります。さらに、カリキュラムの中に具体的には出ていないのですが、身近にできるボラ

ンティアもまだまだ大事だと考えておりますので、地域のボランティアにつながりやすい

仕組みを作る試行といたしまして、社会福祉協議会の協力を得て各学生の居住区の地区社

会福祉協議会で身近なボランティアに参加をしてもらう機会を作ろうというふうに考えて

おりました。 

 次に、カリキュラムの次のページを開けていただきます。生涯学習コーディネーター養
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成学科のカリキュラムになっております。先ほど、昨年までの内容についてのすみ分けが

少し曖昧だったということで、今回ボランティア養成学科は市民協働の観点をテーマにい

たしましたが、こちらの生涯学習コーディネーター養成学科は公民館の共催やお手伝いだ

けではなく、さらに地域の学びの仕掛け人となって地域活性化の中心的存在になってもら

える人材育成を目指すというような形ですみ分けをいたしました。 

 私ども市民大学校は一年間かけて人材育成をする部門ですが、修了後の人材活用が非常

に重要になってまいります。そこで、人材育成をする市民大学校、生涯学習担当課の我々

社会教育課、それから修了生の団体が三位一体で連携をしていく必要がございます。そこ

で、市民大学校の授業にも三者が関わりながら進めていくことで、修了生がスムーズに地

域に入って活動ができるようになっていけたらいいなというふうに今回はカリキュラムを

検討いたしました。 

 そのページ以降、次はいきいき学部の各学科についてですが、今まではカリキュラムの

根幹となる学習分野や領域が曖昧だったので、このカリキュラム検討委員会でのアドバイ

スを受けまして、人生１００年を見据えて各学科の柱となる分野を決めて詳細を詰めたカ

リキュラムになっております。 

 例えば、今の生涯学習コーディネーターのページを１枚めくっていただきますと、くら

しの教養学科のカリキュラムになってございます。こちらは５つの柱を、「船橋を知る」

「教養を深める」「健康を保つ」「金融を知る」「人間関係の変化を理解する」とし、それ

を具現化したカリキュラムになっております。 

 また、今のページの裏側に、こころとからだの健康学科となっております。今までは軽

スポーツ体験を中心に行っておりましたが、開校以来あまり抜本的な見直しをしておりま

せんでした。また、近年の酷暑や寒さの中で屋外活動を行うリスクも考慮いたしました。

特に意識したのは、自分では選択しない内容を行うことで脳に刺激を与える点、また、精

神衛生面の仕組みを知ることでストレスとうまく付き合うなどを含んでおります。 

 最後になりますが、このカリキュラムの一番最後のページをご覧ください。こちらは今

年度から新しく開講する予定でございましたライフデザイン学科でございます。こちらも

人生１００年時代を意識した学科でございまして、これからのセカンドキャリア、サード

キャリアを考える際の考え方、これからの自分をどうしたいか客観的に自分を見つめ直す

時間となる内容になっております。こちらも今年度は期待をして応募してくださった方が

たくさんいらっしゃったのですが、開校できず残念な形になっております。 
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 以上でカリキュラム検討委員会の大きな３つの点についての概略のご説明を終了させて

いただきます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 カリキュラム検討委員会での協議を踏まえましてカリキュラムを大幅に見直されていま

すけれども、何か委員の方でご意見とかご質問がありましたらどうぞお願いします。 

○土井委員 

 カリキュラムに関しては、今、田久保さんのほうから説明がありましたのは、全体的な

構造、形をきちんと積み直した――積み直したというか新しく全部組み換えたという言い

方のほうが正しいかと思いますが、過去のものは、いろんな要望があって、いろんなもの

ががさがさ講義の中に詰め込まれてきたけれども、じゃあ、これは一体どういう構造にな

っているかと見ると、全くそれが見えていなかった。それが新しくきちんと構造が変わっ

てきたということの説明でした。 

 それはまだ形ができただけで、そこに命を吹き込むかどうかということに関しては、そ

れを誰が担当するかということがすごく大きい要素になってきますけれども、その担当者

の名簿一覧を私は今回はすごく楽しみにしておりました。本当にわくわくするような方た

ちがいっぱいこの中に入っていらして、今年それが見られなかったのが本当に残念だった

なと思っております。そういう意味で、来年度ぜひ再出発のいい機会になればと思います。 

○事務局（田久保） 

 土井委員は２年間カリキュラム検討委員で大変お世話になりまして、このカリキュラム、

それから、組織体制も含めてアドバイスを頂戴しましたので、今のご意見も真摯に受け止

めて、事務局としても努力したいと思います。 

○高山会長 

 自己紹介で紹介しましたけれども、私は２２年度の生涯学習コーディネーターの前身の

学びのコーディネーター学科でしたが、このカリキュラムでもう一回学び直したいなとい

うインセンティブが働きました。ただ、ちょっと心配なのは、今の修了生団体とこれを修

了した人がうまくマッチングしながら学びの生涯学習コーディネーターとして継続してい

けるかなということですが、その辺はこれからの課題かなと思います。 

 その辺はどうですか、岡さん。 

○岡委員 
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 生涯学習コーディネーター養成学科でいきますと卒業したらコーディネーター連絡協議

会に入るのですが、我々は今度の新しいカリキュラムというのをそれなりに学んでいない

ので、新しく入ってきた人とどう一緒にやればいいのかなというのは正直ちょっと懸念材

料です。 

 我々の今までやってきたことは、公民館での共催事業というのをメインでやってきてい

ますので、それを外に出てフィールドでといったときに、なかなかイメージしにくいとこ

ろがあります。そういうことも必要だなと私自身は思うのですが、新しい卒業生の方とど

う一緒にやっていけるかというのは、私自身は楽しみにはしていたのですが、大きな課題

かなという考え方を持っております。来年そういう方が入ってこられないのでどうなるか

分かりませんけれども、できるだけ趣旨に沿った形で卒業生の方と一緒にやっていければ

というふうに私は思っております。 

○高山会長 

 ほかに何かご意見とかご質問はありますか。よろしいですか。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 次に、議題の５「ふなばし市民大学校運営要綱の一部改正について」、事務局より説明

をお願いいたします。 

○事務局（西本） 

 私からご説明いたします。 

 先ほどのカリキュラムのお話の中でもありましたけれども、カリキュラムの検討は学

部・学科の再編を見据えて行われまして、学科の名称変更ですとか廃止、新設、及び特別

講座が新設されたことに伴いまして、ふなばし市民大学校の運営要綱の一部改正を行いま

した。 

 別冊の資料④をご覧いただきたいと思います。１枚めくっていただきますと横向きの新

旧対照表がございます。この新旧対照表がこれから説明していく中で分かりやすいかと思

いますので、こちらに沿って説明したいと思います。左側が「新」、新しく改正したもの

で、赤文字が変更になったところでございます。 

 まず、第２条と第３条が新しく追加したところでございます。先ほどカリキュラムの話

の中で設置目的と基本方針を定めたとありました。今まで明文化されていなかったもので

すから、ここでしっかりと明文化したところでございます。設置目的としましては、「生

涯にわたって学び続け、その成果を個人の生活や地域の活動等に活かすことができるよう
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にするための学習環境を提供する。」としております。基本方針は読みませんが、大きく、

（１）学ぶ場、（２）活かす場、（３）つながる場、この三本の柱で基本方針を定めており

ます。 

 続きまして、それ以下、条文が２つ増えましたので条文の番号も２つずつずれておりま

す。第５条のところには、学科名が変更になりましたのと新設された学科等がありますの

で、その部分の変更を赤文字で示しております。 

 １枚めくっていただきまして裏面になります。新しい第６条のところですが、今まで、

まちづくり学部といきいき学部の２つの学部がありまして、まちづくり学部は受講料が無

料、いきいき学部は年額１万円を頂いておりました。新しく特別講座を設けまして、そこ

を年額２万円と設定したものですから、それを追加した条文になっております。 

 続きまして、第９条の入学資格です。右側をご覧いただきますと、今までまちづくり学

部は１８歳以上、いきいき学部は市内在住６０歳以上という区分けがあったのですが、今

回のカリキュラムの刷新によりまして、いきいき学部も含めて全て１８歳以上になりまし

たものですから、一文で表示することができました。「大学校に入学することができる者

は、市内に居住する１８歳以上の者とする。」というふうに改正しております。 

 第１０条以下も学科名変更ですとか新設に伴う変更が赤字で示されているところでござ

います。 

 めくりまして、第１２条です。第１２条はちょっと言葉が足りなかったところを追加し

た形で赤文字が少し入っております。 

 附則として、毎年連続して入学する場合の入学の制限があるところで、学科名が変更に

なったところの制限の注意書き、それを書いているところでございます。 

 もう１枚めくっていただきますと、入学願書も要綱で定めておりますので、入学願書も

改正を行いました。こちらの改正点としましては、学科名の変更ですとか新設もありまし

て、もう一つ大きなところで、パソコン学科については第１希望と第２希望を入学願書受

付の際に応募者の意向をお聞きする形になりましたので、このように願書を改正したとい

う紹介でございます。 

 以上になりまして、こちらは令和２年４月１日から施行ということになってございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 運営要綱の一部改正について、何かご意見、ご質問はございますか。 
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 最後の２ページに、整理したＡ４のものがありますね。 

○事務局（西本） 

 新旧対照表の続きに、全文も改めて記載しておりますので、併せてご参照いただければ

と思います。 

○高山会長 

 第二次一番星プランにも、「つながる」「学ぶ」「活かす」とありましたよね。その辺か

ら捉えているのだと思います。 

 何かございますか。 

○岡委員 

 すみません、ここに関連するかどうか分からないのですが、僕らの頃は、卒業したらほ

かの学科に１年間は移ることができないという規定があったのですが、２～３年ぐらい前

から卒業後すぐに違う学科へ移行できるというふうに変わっているのは、これは今年も変

わらないわけですか。 

○事務局（西本） 

 変わりございません。 

○高山会長 

 ほかにございませんか。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 次に、議題の６「令和２年度学生応募状況について」、事務局より説明をお願いいたし

ます。 

○事務局（西本） 

 私からご説明申し上げます。レジュメは７ページからになります。レジュメの７ページ

をご覧くださいませ。 

 こちらに令和２年度の出願状況一覧というものがございます。上の表が昨年度の１２月

２日から１月２４日にかけて募集した際の集計になります。学科ごとの申込者数と平均年

齢と最高年齢、最低年齢の集計になっております。申込者数は一番下に合計がありますが、

５４４名でした。昨年度は５２９名でしたので１５名上回った結果になっております。 

 その下の表は、同じく募集状況の一覧ですが、括弧して「２次募集含む」とあります。

１２月時点の募集の際に、定員に満たなかった学科につきまして２次募集を行いました。

これを２月１７日から３月９日にかけて行いまして、それを合算したものが下の表になり
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ます。申込者数の合計が６１６名、こちらも昨年度が６０１名でございましたので、同様

に１５名上回った結果になってございます。 

 続きまして、８ページの表ですが、平成２９年度からの比較が分かる資料になってござ

います。一番上が令和２年度で、定員が５２０名のところ、先ほどのとおり６１６名の応

募がありました。定員を超えた学科につきましては抽選会を行いました。補欠の順位も決

定しておりましたけれども、抽選会の後、様々な理由によって辞退される方もいらっしゃ

いました。辞退がありましたら、補欠で待っている方がいらっしゃれば順次繰り上げ・入

学決定を行いまして、入学予定者の欄の下ですが、４月１日の時点で５１０名の方が入学

予定者ということになってございます。 

 ページをめくっていただきまして９ページをご覧いただきますが、この表は、４月１日

時点の入学予定者５１０名の方の集計で、地区別、郵便番号別、年齢別、ブロック別、男

女別と細かい集計になっておりますので、ご参照ください。 

 それから、１０ページですが、駆け足になってしまって申し訳ありません。横長のカラ

ー印刷になっておりますけれども、こちらは入学願書の裏面にアンケートを書かせていた

だきました。そのアンケートの集計結果でございます。ちょっと文字が小さくて申し訳ご

ざいません。問いの１番目は「応募の動機について」、問いの３番目が「どのように市民

大学校を知ったか」、右側の問４は「どのように学生募集を知ったか」ということの集計

になっております。もう一枚めくっていただいて１１ページに、実際に願書の裏面に記載

したアンケートの問いの文面を記載していますので、こちらと併せて見ていただけるとお

分かりいただけるかと思います。 

 アンケートの結果としましては、応募の動機は複数回答ですが、「自己啓発」が半数近

くを占めております。続いて、「仲間づくり」「地域活動に役立てる」となりました。どの

ように市民大を知ったか、これも複数回答可にしておりますが、やはり「広報ふなばしを

読んで」が一番多い結果になっております。続いて「知人の紹介」ですとか「入学案内を

読んで」ということになっております。新たに追加したのが問４ですけれども、どのよう

に学生募集を知ったかについては、やはり「広報ふなばしを読んで」が一番多くて、次に

「入学案内を読んで」「知人の紹介」「ホームページ」と続いております。 

 学生募集の広報活動としましては、今回いろいろ新たな取り組みを行いました。１２ペ

ージをご覧いただきたいと思います。 

 広報活動一覧ということで、新たに取り組んだものを載せてございます。まず、上から、
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「自連協だより」の１月号に学生募集の記事を載せさせていただきました。これは、たし

か全戸の配布だったと思います。次に「地域新聞」です。こちらの記事の掲載日が漏れて

おりまして申し訳ございません。それから「船橋よみうり」の１２月７日号に掲載をしま

した。また、社会福祉協議会の「ふなばし福祉」１月号の紙面にも学生募集の記事を掲載

させていただきました。 

 今度は、入学案内の配架およびポスターを掲示した場所の紹介でございます。こちらも

新たな取り組みだったのですが、上の２つ、市役所１階の千葉銀行の前の市民文化ホール

のラックと、同じく市役所１階の正面入口に商工振興課のラックがありまして、市民文化

ホールと商工振興課のご協力をいただき１２月２５日から１月２４日の期間、入学案内を

置かせていただきました。 

 続きまして、都市計画課が管理しております「みんなの掲示板」という、市内に１８か

所ある掲示板です。こちらは２週間の期限がありまして、１月５日から１８日にかけて、

職員で貼りに行きました。 

 次に、市民活動フェアです。これは市民協働課さん主催のイベントがありまして、フェ

イスビルの５階、６階で行われていたのですが、１２月２２日からポスターを掲示させて

いただきまして、２月１日のフェア当日にはブースを開設させていただき、そこで市民大

のアピールをさせていただきました。 

 次に、デジタルサイネージです。ＪＲ船橋駅と京成船橋駅を結ぶ連絡通路に電光掲示板

があるのですが、そこに１月１５日から２４日まで表示させていただきました。こちらの

表示は人気があって非常にたくさんの広告が表示されておりまして、私見ていましたら、

広告が一サイクルするのに大体１０分くらいかかっていました。その１０分の中で市民大

のポスターが表示されたのが１５秒ぐらいだったと思いますが、目にとまれば目立つので

すが、なかなか目にとまる機会がなかったのかなといった状況でございました。 

 次に、一番下のヘルシー船橋フェアです。東武百貨店６階で行われておりましたこの期

間に入学案内を置かせていただいたのと、１月１９日は日曜日だったのでお客さんが多い

だろうということで、私どもが会場で入学案内を手配りさせていただきました。 

 こういった新しい取組もした上で今回応募増にもつながったのかなと思うのですが、こ

ういった取組は次回以降も引き続き継続しながら、また新たな広報手段がありましたら、

お知恵を頂きたいと思っております。 

 続きまして、１３ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらは入学を検討してい
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る方を対象とした学部学科説明会というものを１２月の７日と８日、７日が東部公民館、

８日が市民文化ホール２階のリハーサル室というところで行いました。事前に広報で案内

を載せさせていただきまして、電話申込み受付で参加者を募りました。この完了報告の１

番目と２番目が電話申込みの数とそのうち欠席された方、当日飛び入りで参加された方、

実際の出席者数という集計になっております。２日間で７９名の方が参加されまして、そ

のうち実際に応募された方が４５名いらっしゃいました。参加された方のアンケートをと

った結果、３番目が興味を持たれた学科の集計になっております。これは複数回答になっ

ております。 

 このときの様子が１４ページに写真を掲載してございます。上が東部公民館、下が市民

文化ホールのリハーサル室です。こういった状況でプロジェクタとスクリーンで映像を投

影しながら説明をさせていただきました。 

 最後に１５ページ目になります。上の表は、先ほどの４月１日時点での５１０名の入学

予定者に対する年齢の分布になっております。１０歳刻みではありますが、こういった年

齢の分布になっておりますのでご参照ください。今年度からいきいき学部の入学条件が６

０歳以上から１８歳以上といたしました。いきいき学部の入学予定者３６７名のうち６０

歳未満の方は１５名、約４．１％の割合でございました。 

 以上で説明を終わります。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 ２年度の学生募集について、何か質問とかご意見ございますか。 

 今回は広報委員会に頑張っていただきまして、１３ページ、１４ページにあるように、

学部学科の説明会を２回開いていただきました。従前は１回ですけれども、その成果もあ

りまして３１年度に比べると若干増えていますけれども、８ページの資料にありますよう

に、３０年度、２９年度に比べると若干応募者が少なくなっています。２９年度、２８年

度辺りはオープンカレッジもやりましたので、その影響でいきいき学部が増えたというの

もありますが、いろいろなところでＰＲしてもなかなか応募者の増大につながらない。こ

れもまた１つの課題で、その一環としてカリキュラムを直していますけれども、これもま

た次回以降、当協議会でもしっかり協議していかなければいけない課題なのかなと思って

います。 

○事務局（西本） 
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 あと、新たな広報先、こういったところに記事を出したらどうかですとか、ポスターを

貼ったらどうかですとか、もし何かそういったお知恵がありましたら、後日でも結構です

ので教えていただきたいと思います。 

○高山会長 

 本議題はよろしいですか。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 次に、議題の７「令和２年度休校について」、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（西本） 

 私からご説明いたします。資料はレジュメの１５ページになります。 

 ４月２１日に開催されました第１８回の船橋市新型コロナウイルス感染症対策本部会議

におきまして、市主催のイベントですとか施設事業につきまして、８月末まで中止とする

という判断がなされました。 

 ８月末まで中止ということで、９月から授業開始ということも考えたのですが、９月か

ら授業を行ったとしましても授業数がほぼ半減してしまうことになり、市民大学校は１年

を通して学ぶ場でございまして、カリキュラムも系統立てて１年学んで目的を達成すると

いう中で、授業数が半減してしまうと学習の目的が達成できないということがございまし

て、今年度はやむを得ず休校といたしました。 

 学生には、４月２４日付で全学生に文書をお送りしました。内容としましては、休校が

決定した旨、及び今年度入学が決定した学生さんにつきましては、来年度にそのまま入学

できますよということ。また、入学するかどうかの意向確認を後日行う旨を通知文の中に

盛り込んでお知らせをいたしました。この通知文を出すまでは授業はどうなるのかという

お問い合わせの電話が何件かあったのですが、この通知文を出してからはそういったお問

い合わせはなくなっております。 

 また、８月７日に開催されました同じ対策本部会議におきまして、同じく市主催のイベ

ントですとか施設事業につきましては、さらに１０月末まで中止とする判断がなされまし

たことを補足いたします。 

 以上でございます。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 今年度の休校につきまして、何か質問とかご意見ございますか。 
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 私から１点いいですか。１５ページの２段目に「４月２４日付で全学生に郵送し、休校

を決定した旨と来年度への入学を許可する旨」ということで、次の議題とも関係するので

すが、今年休校が決定して来年度また希望をとるというのは、どういうタイミングになる

のでしょうか。 

○事務局（西本） 

 今、予定として考えておりますのは、例年１２月から募集を行います。その時点で応募

してくる方は、大体来年度の予定が分かって行ってみようかと応募してくると思いますの

で、同じように１２月頃に「来年どうされますか」とお気持ちを伺おうかと考えています。 

○高山会長 

 現時点の方針は分かりました。８月に入りまして、９月、１０月も市主催事業が中止に

なりましたね。これが仮に今年いっぱい中止になったときには、そのスケジュールがまた

ずれ込むということなのでしょうか。 

○事務局（西本） 

 今私が申し上げた１２月というのは、確かに今時点での考えでございますので、今後コ

ロナウイルスがどうなっていくか分かりませんけれども、その影響によってまた事業です

とかそういったものの中止の期間が長引いてくるようであれば、また考え直さなければい

けないと思うのですが、その辺は状況に応じて考えていきたいと思います。 

○高山会長 

 分かりました。 

 何かございますか。なければ、次の議題に移ります。 

 次に、議題の８「ｗｉｔｈコロナの状況下における令和３年度の授業について」、事務

局より説明をお願いいたします。 

○事務局（西本） 

 レジュメの１６ページをご覧ください。よくテレビで目についた「ｗｉｔｈコロナ」と

名前をつけましたが、要は令和３年度もコロナと付き合っていくことになるのではないか

ということを想定して、令和３年度はどのようにしたらいいかということで書かせていた

だきました。今のところ収束が見えないばかりか第２波到来のような状況となりまして、

今後もそういったことが長く続くことを見据えて、令和３年度もコロナと付き合いながら

授業を実施するとなれば、どうしていくべきかというところで書かせていただきました。 

 基本対策としましては、これもテレビ等でさんざん言われていることではあるのですが、
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改めて書かせていただきますと、学生さんにはマスクの着用と登校時・下校時に手指の消

毒をしていただくこと。登校前には体温を測って、熱がある場合や体調不良時には登校を

しないことをお願いしたいと考えております。 

 次は事務局側の対応になるのですが、授業の前に消毒を行います。授業で使う机とか講

師が使うマイクとかパソコン、そういった触るものをその都度消毒することが必要なのか

なと考えております。 

 授業の行い方につきましては、ここが教室になった場合、長机がありまして通常３人掛

けなのですが、そこは両端に２人掛けにして間隔を空けるとか、窓開け換気、出入口の扉

も開け放して換気をするなどを考えています。 

 また、いきいき学部に共通講座というのがございまして、いきいき学部の全学生が一堂

に会して講義を受ける機会があります。その会場が今まで勤労市民センターでしたが、や

はりディスタンスを確保するとなるとちょっと手狭になってしまいますので、市民文化ホ

ールへ変更するとか、そういった対応をしていきたいと思っています。 

 それから、グループワークで机を並べて班ごとに集まって討論等をする場合に、向かい

合う形になりますので、今よく見かけるようなアクリル板等を置いて、面と向かっての飛

沫飛散を防ごうと考えております。また、アクリル板等を置くことで、グループで模造紙

を広げて書き込んで最後に発表するといった授業はちょっと難しくなってくるのかなとい

う考えもありますが、そういった対応をしていかなければいけないのかなと思っておりま

す。 

 コロナの状況において、ほかに何かいいアドバイスなどがあればお聞かせいただければ

と思って議題に上げさせていただきました。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問とかご意見ございますか。アドバイス的なこともあればお願いします。 

 例えば、この教室ですと、くらしの教養がマックス６０名ですよね。ですから、ここで

そういう対策をしながらやっていかなければいけないというイメージになりますよね。そ

れとかワークショップも今までありましたけれども、例えば生涯学習コーディネーター養

成講座の「いいとこさがし」だと発表会の原稿を皆さんで作ったり、生涯学習フェアの発

表会だとか、どうしてもみんなで共同作業がありましたけれども、それらへの対応も当然
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必要になってきますね。 

 ほかに何かございませんか。特段なければ、次の議題に移ります。 

 次に、議題の９「令和元年度優良市民大学認定について」、事務局より説明をお願いい

たします。 

○事務局（西本） 

 私からご説明いたします。レジュメ１７ページをご覧ください。 

 一般社団法人学び・まちづくり推進機構が運営する全国市民大学連合事務局より、平成

３０年度までの市民大学の活動内容に関する調査が行われました。その中で「学習成果が

地域に生かされている優良市民大学」として約４００の市民大学から今回第１期の２５団

体に推薦をいただきまして、優良市民大学認定証が交付されました。その認定書の写しを

次の１８ページに掲載しましたので、ご参照いただきたいと思います。 

 こちらの調査対象と方法ですが、過去に全国生涯学習市町村協議会が調査した市民大学、

大学の研究論文などから把握した市民大学・講座、さらに応募があった団体及び直接呼び

かけた団体など、現在も何らかの卒業組織があるとされる約４００の市民大学について現

状を調査したということでございます。 

 聞くところによると、こういった市民大学の形態を持つものは、すごく大ざっぱですが、

全国に２，０００から３，０００ほど存在するそうです。その中の４００の市民大学につ

いて調査をされたそうです。さらにその中から運営委員が直接関わった市民大学で条件に

合致するもの約５０について検討、選定したということです。特に調査員が直接講座に関

わったものから３０を選定して、さらに現状調査などをして、先導的な市民大学２５を第

１次の優良団体に推薦したということでございます。 

 認定証の下に代表として福留さんというお名前がありますけれども、こちらは聖徳大学

名誉教授で全国市民大学の代表ということで、平成２７年度に生涯学習部の管理職を対象

とした研修の講師としてお招きしたこともございます。恐らくその縁なのかなということ

もあります。 

 審査の視点としましては、下に書かれているとおり、①学習活動が修了後も卒業生組織

によって継続されているか、②学習成果が地域・まちづくりに生かされているか、③成果

が具体的に地域に残されているか、こういった視点から選ばれたということでございます。 

 その報告でございました。以上です。 

○高山会長 
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 ありがとうございました。 

 何かご質問はございますか。 

○岡委員 

 この優良市民大学というのは、今年度からですか、過去からある制度なんですか。 

○事務局（西本） 

 今回が第１回になっております。初めてこういった認定を行って、第１期ということで

２５団体が選ばれたということです。 

○岡委員 

 毎年やっていくということですか。 

○事務局（西本） 

 毎年これからも行うそうです。 

○岡委員 

 １回選ばれれば、もう次は選ばれない。 

○事務局（西本） 

 第２期には駄目らしいですが、第３期以降はこちらから申し出をすれば参加できるとい

うことを聞いております。 

○高山会長 

 福留先生は、オープンカレッジの講師として以前に中央公民館に来ていただいて講演を

してもらったことがあります。 

○岡委員 

 これは選ばれたら、こういう賞状を頂けるだけですか。 

○事務局（西本） 

 そうです。名誉なことです。 

○高山会長 

 何かございますか。 

 それでは、その他、事務局で何かございますか。 

○事務局（西本） 

 もう少しお時間を頂いてもよろしいでしょうか。もう１点だけご報告させていただきま

す。 

 レジュメの１９ページをご覧いただきたいと思います。その他ということで１つ上げさ
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せていただきました。 

 今、市のホームページに「ふなばし生涯学習チャンネル」というものを開設しておりま

す。船橋の生涯学習について市民の皆様に分かりやすく、また身近に感じていただけるよ

うにと、職員が作成したオリジナルの動画を配信しているものでございます。ここで市民

大学校からも動画を配信していくことになりました。お家にいながら市民大学校の授業を

体験できるようにと考えまして、市民大の授業の講師ですとか修了生にご協力いただきま

して、おおむね５分から１５分程度の動画を作成しております。今年度授業が休校になっ

てしまったこともありまして、入学予定だった学生や、広く市民の方にも市民大の授業を

体験していただきたいと思っております。 

 今予定しているのが学科ごとにありまして、ふなばしマイスター学科からは「船橋かる

た」を使用した船橋の名所クイズ、全部で５回予定しておりまして、順次公開していく予

定でございます。次もふなばしマイスター学科のところで、こちらも「クイズ形式で庚申

塔の謎を紐解く『船橋迷所クイズ』」ということで、こちらは今後撮影予定になっており

ます。くらしの教養学科では、３Ｑ体操ということで荒谷先生にもご協力いただいており

ます。ありがとうございます。「気功の呼吸法で内臓を強化し病気に負けない体づくりを

目指す」ということです。こころとからだの健康学科では、「簡単にできるフレイルチェ

ック（老化のチェック）と予防」ということで、前編で体力チェック、後編で運動プログ

ラムの紹介という内容です。園芸学科１（野菜）では、夏野菜・秋冬野菜の育て方ワンポ

イントアドバイスを。園芸学科２（花）では、花緑ウォッチングということで、アンデル

セン公園の花緑係職員による花の見どころ紹介です。この動画配信につきましては、８月

２６日の定例記者会見で発表予定になっております。その後、順次公開してまいります。

こちらは、ネットで「ふなばし生涯学習チャンネル」で検索していただけると見つかるよ

うになってございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。 

 私、２６日の定例記者会見後に順次公開と申し上げましたが、園芸学科２の花緑ウォッ

チングにつきましては、時期的なものもありますので、実は今日から見られるようになっ

ております。ぜひご覧いただければと思っております。 

 私からは以上になります。 

○高山会長 

 「ふなばし生涯学習チャンネル」の市民大学校授業のＹｏｕＴｕｂｅ配信ですが、私も

本日少し時間があったので田久保さんにパソコンでちょっと見させてもらいましたけれど
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も、本当によくできています。ぜひ皆さんも見ていただいてＰＲしていただけたらと思い

ます。 

 特段ございませんか。 

 それでは、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、特にご質問、ご意

見等がなければ、以上で議事を終了させていただきます。 

 なお、議事録の署名を櫻井委員と岡委員にお願いしたいと考えていますが、櫻井委員と

岡委員、よろしいでしょうか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 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していただき

まして、ありがとうございました。 

 これをもちまして、令和２年度第１回ふなばし市民大学校運営協議会を閉会いたします。

ありがとうございました。 

 

午後３時２４分閉会 


