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午前１０時１０分開会 

 

○事務局（菅野） 

 本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 運営協議会の開催に先立ちまして、事務局から報告をさせていただきます。 

 高齢者福祉課長の土屋委員と生涯スポーツ課長の中田委員は、公用のため欠席をすると

いう連絡をいただいています。吉村委員につきましても、学校行事のために出席できない

ということで連絡をいただいております。今、松本委員と荒谷委員には連絡をしましたが、

連絡がついていない状態になっております。 

 それでは、次第に沿いまして順次進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 初めに、二野課長、挨拶をお願いいたします。 

○社会教育課長 

 おはようございます。社会教育課長の二野と申します。 

 いつも活発なご議論をありがとうございます。皆様の意見を少しでも反映して、市民大

学校のより良い運営をしていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 課長、ありがとうございました。 

 次に、高山会長、お願いいたします。 

○高山会長 

 皆様、改めまして、おはようございます。秋の深まりと同時に、また来年度の入学案内

を確定しなければいけない時期になりました。市民大学校のまちづくり学部つきましては、

今年初めて市民による学科の授業参観という形ができました。これも皆様方の協議の一つ

の成果ではないかと思います。本日は来年度の入学案内を中心に、皆様方の協力を得て活

発な協議会にしたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（菅野） 

 それでは、これより議事に入りますが、議事の進行の都合上、１号議案の後に３号議案、

３号議案の後に２号議案の審議をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 では、会長、お願いいたします。 



 2 

○高山会長 

 この運営審議会につきましては、情報公開条例に基づきまして公開が原則になってござ

います。本日の９時３０分から９時５０分までの間、傍聴の受け付けを行いました。お一

人の方のお申し込みがありました。傍聴人を入場させてください。 

（傍聴人 入場） 

○高山会長 

 おはようございます。傍聴人の方にお願いがございます。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傍聴人の遵守事項について守っていただき傍聴されますよう、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めに議事第１号に入ります。議事第１号は、「ふなばし市民大学校運

営要綱改正について」です。 

 事務局より説明をお願いしたします。 

○社会教育課長 

 おはようございます。先ほどご挨拶させていただきました社会教育課の二野です。座っ

て説明をさせていただきます。 

 お手元の資料で、「ふなばし市民大学校運営要綱の改正について（案）」ということで書

かせていただきました。 

 市民大学校の課題として３点今考えています。まず、いきいき学部は受講の申し込みが

多くて、毎年多くの受講できない人がいるという状況があります。あと、定員を超えた申

し込みについては抽選で学生を決定しているから、何回申し込んでも入学することができ

ないということもございます。それとは反対に、まちづくり学部については、定員割れを

起こしているような学科も散見されるということで、これに対して何かできないか検討し

ている次第です。これは、まだあくまでも案ですので、その点をご承知おきいただきたい

と思います。 

 まず、いきいき学部の定員をふやす方法として大きく①、②とあると思いますけれども、

①はクラスの数を増やす、②については１クラス当たりの定員を増やす、これについて検

討してみました。 

 次に、クラスを増やすことについてですけれども、一般教養学科・健康学科とも、統一

された授業ができないことや、学科担当職員の確保が難しいということが挙げられます。

パソコン学科については、総合演習室が確保できない。今、一日で全部やっているところ
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なので、また、日にちも増やすということになってきます。陶芸に関しても、焼成や作品

を乾燥させる場所がない。専任講師からも難しいのではないかと言われています。あと、

園芸学科についても、圃場と講義用会場が確保できないということなので、やるとすれば

新たなところを造成しなければいけない。現状のままでは対応が難しいということで、ク

ラスの増については難しいのではないかということです。 

 逆に、１クラス当たりの定員を増やすことについて、まず一般教養学科について講師に

確認したところ、授業については問題ないであろうと。ただ、どの程度かということでは、

教室は最大６６名であると。ルームアドバイザーに聞いたところ、学級づくりがまとまり

にくいというところがありますが、今５０名ですので、６０名ぐらいに増やすことは可能

ではないかとの話をいただきました。１学科１０名ずつ、２学科ございますので、ここで

定員２０名の増員が可能と考えております。 

 次のページをご覧ください。健康学科ですが、講師に確認したところ、授業については

問題ないと。屋外での授業の多い健康学科の講師にお聞きした結果、人数が増えても、支

障はないとのことです。現在の応募状況から５名ということで考えております。これによ

りまして、各学科５名ずつで計１０名ということを考えております。 

 それから、パソコン学科については、パソコンが２５台しかないということで増やすこ

とはできない。 

 陶芸についても、先ほどと同じ理由で焼成や作品を乾燥させる場所がない。 

 園芸学科については、圃場（特にアンデルセン公園）が狭いため難しいのではないかと

いうことです。 

 ２番目に、何年も申し込んでいるが受講できない人への対応としては、連続して落選し

ている人の当選確率の優遇措置を入れてはどうかと考えております。 

 まちづくり学部の定員割れについてですけれども、例年、まちづくり学部の一部の学科

には定員割れが起きているので、そのために応募しやすい体制を整える必要があるのでは

ないかということです。 

 ３ページ目の結論というところですけれども、いきいき学部の一般教養１・２と健康学

科１・２、それぞれ一般教養については１０名、健康学科については５名で、学部として

は３０名の増員が可能ではないかと考えております。 

 何度も落選している人の優遇措置としまして、同一学科を連続して２回以上落選した応

募者が３回目の応募の際に、現在、抽選時に当選カードを１人当たり１枚入れているとこ
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ろを３回以上の人には２枚入れるということです。なぜ３回以上かというと、下の表をご

覧いただきたいと思いますけれども、５年間で落選した人数ということで、１回落選、２

回落選、３回落選と、パソコンについては３回、４回、５回と落ちている方がいらっしゃ

るのですけれども、その他の学部については２回落選した場合は大体次は受講できるとい

うことです。ですから大体３回目の応募の際に入れれば、３回目を落ちるということは少

なくなるのではないかと考えております。 

 次のページで、まちづくり学部の定員割れへの対応については、現在、多くの方に受講

してもらいたいという考えから、いきいき学部、まちづくり学部とも、卒業した次の年度

については応募ができないような取り扱いになっております。いきいき学部の学生は、ま

ちづくり学部への翌年度の入学の申し込みができるようにするのがいいのではないかと考

えています。まちづくり学部の学生も、現在受講しているまちづくり学部の学科以外のま

ちづくり学部の学科に申し込みできるようにすることを考えております。ですから、まち

づくり学部のある学科を卒業した人が、また、同じ学科ではなくて違う学科であればいい

のではないかと考えています。 

 ただし、いきいき学部は定員が多いということなので、いきいき学部及びまちづくり学

部、それぞれ両方の学部の卒業生については、次の年はいきいき学部については１年置か

ないと申し込みができないという形を考えていきたいと思います。 

 ちょっとわかりづらい表現ですけれども、まちづくり学部のほうは入学申し込みの前に

１年待つという条項を撤廃したいと考えております。 

 事務局からの説明は以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

○社会教育課長補佐 

 一点ほど、申しわけありません。 

○高山会長 

 補足説明ですか。どうぞ。 

○社会教育課長補佐 

 ３ページをご覧いただいてよろしいでしょうか。落選の回数のところの説明ですが、例

えば一般教養学科１・２を見ていただきまして、１回目応募したけど落選した方が２２９

人いました。その２２９人のリストをつくっておいて、その中で２回目も落ちている人が
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１４人ということです。ただ、２２９人のうち何人申し込んだのかという、そこまでの数

字は、申しわけありませんがとれていないのですけれども、同一の人が落ちたというふう

に見ていただければと思います。一般教養学科ですと、２回目も落ちて、３年目また申し

込んだけれども落ちてしまった人がいる。そのあと申し込んだのかどうか、そこまではこ

れからは読み取れないのですけれども、見方としては、同じ方が落ちたということで見て

いただければと思います。お願いいたします。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 この課題にあります（１）から（３）につきましては、課長からの説明は、来年２９年

度の入学案内について改善したいということでございますので、皆さんのご意見が何かあ

りましたらお願いいたします。 

○上之園副会長 

 一つだけ質問いいですか。 

○高山会長 

 どうぞ。 

○上之園副会長 

 最後のページの最後の行ですけれども、いきいき学部はわかっています。１年置いて次

の学部・学科。ここの表現は、まちづくりのほうもそういうことになるのですか。まちづ

くりは翌年もいいようになるわけですか。 

○社会教育課長補佐 

 いきいき学部に対しては、人気があって今まさに抽選になっている状況ですので、いき

いき学部には両学部の方とも１年申し込みはできない。現状と一緒で１年待っていただき

たい。 

○上之園副会長 

 それは今後ともそういうことになるわけですか。 

○社会教育課長補佐 

 はい、そうです。 

○社会教育課長 

 そこは変わりません。 

○上之園副会長 



 6 

 まちづくりのほうはどうなんですか。毎年大丈夫なんですか。 

○社会教育課長 

 まちづくりの場合については、まちづくり学部のＡという学科を卒業したら、Ａをその

まま２年目も同じように応募することはできないのですけれども、ほかのＢというところ

については、応募ができます。 

○上之園副会長 

 それ以外ならば１年置かなくても大丈夫ですか。 

○社会教育課長 

 大丈夫です。 

○上之園副会長 

 了解しました。わかりました。 

○社会教育課長補佐 

 ちょっとわかりづらいですかね、表記が。 

○高山会長 

 確認しますけれども、いきいき学部もまちづくり学部も今までは１年待たないとほかの

学部に応募できなかった。来年からは、いきいき学部の修了生は翌年もまちづくり学部な

ら応募できますよと。これはよろしいですね。それと、まちづくり学部の方は逆にいきい

き学部には１年待ってくださいということで翌年はだめですよね。それと、まちづくり学

部の例えば生涯学習サポート学科を終了した人は、ほかの３学科ならば翌年でも応募でき

ますよと。こういう理解でよろしいですね。 

○社会教育課長補佐 

 そのとおりでございます。 

○高山会長 

 それを踏まえまして、皆さんからご意見がありましたら。 

 どうぞ、三橋委員。 

○三橋委員 

 私はいいのではないかと思いますけれども。 

○高山会長 

 ほかの委員の方はどうですか。山須委員。 

○山須委員 
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 私もこの第３の対応はいいかと思います。それで、一つだけ教えていただきたいのです

けど、パソコン学科の方は同じ人が５回落ちていると解釈するんですよね。ということは、

２回以上落ちた人は３回目が２倍とする。でもまた落ちちゃったら、終わり？ 

○社会教育課長 

 その年は難しいということで、また来年もう一回やりたいという意思があれば、また２

倍の確率で。ずっとこれで２倍になります。 

○山須委員 

 それで、２５台しかパソコンがないと書いてありますが、３０台に増やすのは……。 

○社会教育課長 

 それも定員のところで考えましたけれども、やはり会場の席のキャパシティがありまし

て、その中で、あそこのパソコンというのは講師のパソコンとつながっているんです。だ

から、ただパソコンを買えばできるというものではないので、そこはすぐには対応は難し

いということで考えています。 

○高山会長 

 ２６年度からまちづくり学部のＰＲのためのオープンカレッジをやっているのですけれ

ども、その副次的効果としていきいき学部のほうの応募者が増えて、特にパソコン学科が

３．５倍とか４倍とか、すごい倍率になっているんです。それで、パソコン学科について

事務局では内々もう１クラス増やせないかと。例えば、今、火曜日の午前と午後２クラス

やっていますけれども、その後にもう１クラス増やせないかというご検討もしていただい

たようですけれども、なかなかそこら辺は難しいねということで今来ています。 

○社会教育課長補佐 

 ちょっと１点だけ確認させていただいてよろしいですか。 

○高山会長 

 どうぞ。 

○社会教育課長補佐 

 山須委員が今おっしゃられた３ページの結論で、（２）何度も落選している人への優遇

措置の、「同一学科を連続して２回以上落選している応募者が――」、この後を「３回目以

降」と入れたらわかりやすいでしょうか。 

○山須委員 

 はい。 
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○上之園副会長 

 そういうことね。３回目だけじゃないよということ。 

○社会教育課長補佐 

 わかりました。では、ここは訂正させていただきます。 

○高山会長 

 それでは、１の議題はよろしいですか。 

 そうなりますと、当然、要綱絡みの点については要綱を改正しなければいけないのです

けれども、要綱につきましては事務局のほうに一任という形でよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○高山会長 

 ということで、本改正を踏まえた要綱の改正については事務局のほうに一任いたします

ので、改正をお願いいたします。また、改正内容につきましては次回の協議会でご報告く

ださい。 

 次の議題に移ります。 

 先ほど、議事の変更をしていただきましたけれども、来年度の入学案内の改正も絡みま

したので、「平成２９年度ふなばし市民大学校募集・入学案内（案）について」の議事に

入ります。 

 事務局のほうからご説明をお願いします。 

○事務局（菅野） 

 資料の後ろのほうに、「ふなばし市民大学校入学案内・願書」ということで、２９年度

の案があります。ほとんど昨年と変わりはないのですけれども、皆様から指摘されたまち

づくり学部の修了後の活動状況が、前は入っていたけれども、写真を入れた関係で抜けて

しまったというお話があったものですから、修了後の活動の情報をまちづくり学部のほう

には載せさせていただいております。基本的には変わったのはそこだけです。 

 あと、まちづくり学部の修了生にお手伝いをいただいて、今はＡ４の両面になっていま

すけれども、Ａ３の二つ折りで重ねて、製本作業を皆様にお手伝いしていただいたのです

が、今回２８年度から予算を計上しましたので、印刷業者さんのほうに印刷をして製本ま

でしていただくようになりました。今年から修了生の皆さんのお手伝いはなくなりました

ので、それだけ報告させていただきたいと思います。今までお手伝いありがとうございま

した。 
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○高山会長 

 ありがとうございました。 

 本件につきましては、昨年、少し写真等も入れてビジュアルにしたらどうかということ

で入れていただきまして、確かにビジュアルになった反面、卒業後の活動の方向性がわか

らないので、市民の方がこれを見てちょっと混乱したねという反省も踏まえまして、従来

載っていた修了後の活動についても入れていただいたということです。 

 これにつきまして何かご意見等がありましたら。 

 確認ですけれども、今いただいた資料は、定員なんかは昨年のものになっていますけれ

ども、これは当然、今日の協議を踏まえてアップ・ツー・デートのものに変えるというこ

とでよろしいですか。 

○事務局（菅野） 

 最終的に確定した数字を入れさせていただきます。 

○高山会長 

 それも踏まえまして、皆さん何かありましたら。 

 よろしいですか。それでは、本件は終了いたしました。 

 次に、新しい議事になります。オープンカレッジの進捗状況について、事務局よりご報

告お願いいたします。 

○事務局（菅野） 

 同じく資料の中に、カラーの両面刷りの資料があるかと思います。前回の運営協議会で

もご報告させていただきましたけれども、基本的に第２・第４水曜日にまちづくり学部４

学科の修了生で組織する団体の方にお集まりいただいて、実行委員会を組織してオープン

カレッジについて検討をしております。このチラシを見ていただければわかるかと思いま

すが、１１月２７日に中央公民館で行うことが決まっております。講堂ではウエルカムミ

ュージックということで、東京芸術大学同窓グループの３人の女性でトリオを組んでいた

だいた演奏を３０分程度行いまして、その後、基調講演ということで、全国生涯学習まち

づくり協会の理事長さんに１時間ぐらいのお話をいただいた後に、まちづくり学部の各学

科の紹介をしていただいて、その後、福留先生を中心にパネルディスカッションという形

で行う予定になっております。 

 詳細はこれからさらに講師の福留先生との打ち合わせ等も必要になってくるかと思うの

ですが、これから１１月２７日に向けて代表が中央公民館の職員と細かな打ち合わせをし
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たりということで、ＯＢの方にお世話になりながらこの企画をさせていただいております。 

 以上です。 

○高山会長 

 ありがとうございました。 

 今回３回目になりますまちづくり学部ＰＲのオープンカレッジ、従前のウエルカムミュ

ージック・基調講演に加えまして、修了生団体とのパネルディスカッションをやってみよ

うというのが今回の特色でございます。 

 オープンカレッジにつきまして、ご意見ありますか。 

○三橋委員 

 ちょっと質問ですけれども、これの案内というのは広報とこのチラシだけですか。 

○事務局（菅野） 

 現在、広報の１１月１日号に掲載する予定になっております。このチラシにつきまして

は、市内２６の公民館、出張所、連絡所、それから、船橋の駅前にフェイスビルがありま

すが、そちらに昨日ぐらいから置けるような状態になってお配りをしております。委員の

ほうからは、さらにミニコミ誌だとかそういうところにもちょっと考えてくれというお話

がありますので、その辺については今検討中でございます。 

○三橋委員 

 これは市のホームページには出ていますか。 

○事務局（菅野） 

 市のホームページは今検討していて、やりますという方向で。 

○三橋委員 

 この前も千葉市の子供のイベントに関わって、いろいろな方から意見をいただいたんで

すが、広報が新聞折り込みで、でも、今、新聞をとらない家庭が増えていて、広報も市役

所に言わないと届けてもらえないからということで、むしろネットで情報収集する方のた

めに、ホームページにきちんと情報が出ていないと行きわたらないというようなご意見を

いろいろなところで耳にしていて、それでちょっと質問させてもらいました。 

○事務局（菅野） 

 ホームページといっても、このチラシを掲載する程度になってしまうかと思いますけれ

ども、計画はしております。 

○高山会長 
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 広報掲載は確かに１１月１日ですけど、情報伝達というのはやはり早いほうがいいので、

最低でも４５日前ということで、一応４５日前には26公民館のほうに届くように、そろそ

ろ出ているのではないかと思います。 

 あと、先ほど私が挨拶した中で、このオープンカレッジの一環として、今年は特色とし

まして、まちづくり学部４学科の授業参観をやっていただいたんですけれども、それの説

明もちょっと。 

○事務局（菅野） 

 「その他」でご報告しようかと思いましたが、生涯学習サポート学科とふなばしマイス

ター学科は既に終了しております。生涯学習サポート学科は３人のお申し込みで３人の方

に来ていただきました。ふなばしマイスター学科につきましては、４人の応募があって５

人の方が来ていただいて、それぞれ終了しております。残りのボランティア学科とスポー

ツコミュニケーション学科は、今のところ応募者がいないという状況になっております。 

○高山会長 

 これもやはり広報伝達という問題があると思います。我々実行委員としてはオープンカ

レッジの直前の１１月にやっていただけたらということもお願いしましたけれども、なか

なか講師の関係、部屋の関係等もありまして、今年は１０月に１回だけですけれども実施

していただきました。ただ、広報が出たのが１０月１日で、サポート学科はすぐ７日に１

回目ということで、なかなか市民のほうに情報が伝わらなかったのかなと。いい企画でご

ざいますので、来年も是非やっていただいて、その時には、広報伝達もちょっと改善して

いかなければいけないかなと思っております。 

 オープンカレッジ、何かございますか。 

 ありがとうございました。ここまでで議事の１号、２号、３号が終了しました。 

 それでは、最後になりますが、「その他」について、事務局、何かありましたらお願い

いたします。 

○事務局（菅野） 

 ございません。 

○高山会長 

 本日の協議会においてご審議いただく議事は以上ですが、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。 

○事務局（菅野） 
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 署名人を予定していた方がお二人お休みになっていますので、前回、署名をしていただ

いたお二人を外して、鳥海委員と上之園副会長さんにお願いしたいと思うのですが。 

○高山会長 

 よろしいですか。議事の署名です。 

○上之園副会長 

 今日の議事ですか。 

○高山会長 

 はい。では、上之園委員と鳥海委員ということでよろしいですか。 

（両委員 了承） 

○高山会長 

 これで本日の協議会は終了となります。委員の皆様には議事進行にご協力いただきあり

がとうございました。 

 改めまして、課長、最後にお言葉がありましたら。 

○社会教育課長 

 本日はどうもありがとうございました。 

○高山会長 

 それでは、これをもちまして平成２８年度第２回ふなばし市民大学校運営協議会を閉会

いたします。委員の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

午前１０時４０分閉会 


