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令和 2 年度第 1 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 2 年 6 月 23 日（火曜日） 午後 7 時 00 分～午後 8 時 30 分 

開催場所 立川市女性総合センター（アイム）5 階第 2 学習室 

出席者 ［委 員］ 倉持 伸江 会長  楢崎 茂彌 副会長 伊東 静一 委員 

大𣘺 正則 委員  眞壁 繁樹 委員  梅田 茂之 委員 

竹内 英子 委員  難波 敦子 委員  宮本 直樹 委員 

岡部 君夫 委員  有田 真喜 委員  岩元 喜代子 委員 

［事務局］ 教育部長 大野 茂 

立川市生涯学習推進センター長 岡部 浩昭 

同 管理係長 新藤 博 

同 管理係員 大須賀 雄大（記） 

 

傍聴   1 名 

 

次第  1．辞令伝達 

2．立川市教育委員会教育部長 挨拶 

3．委員自己紹介 

4．会長・副会長の選出 

5．立川市生涯学習推進審議会の概要について 

6．会議の公開について 

（1）会議の傍聴について 

（2）会議録の作成について 

（3）委員名簿の公開について 

7．報告事項 

（1）立川市第 6 次生涯学習推進計画の策定について 

（2）令和 2 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会書面決議の結

果について 

8．協議事項 

（1）平成 31 年度第 7 回立川市生涯学習推進審議会 会議録について 

（2）立川市第 5 次生涯学習推進計画 平成 31 年度取組状況の進捗評価につい

て 

9．その他 

 

配付資料 1．第 10 期立川市生涯学習推進審議会委員名簿 

2．立川市生涯学習推進審議会について 

3．令和 2 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会書面決議の結果に

ついて 

4．平成 31 年度第 7 回立川市生涯学習推進市議会 会議録（案） 

5．「生涯審による進捗評価」について 
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会議内容 

 

1．辞令伝達 

 

2．教育部長挨拶 

（事務局・教育部長）こんばんは。教育部長の大野と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。この度は第 10 期立川市生涯学習推進審議会委員をお引き受けいただき

誠にありがとうございます。全体で 13 名おりまして、9 人の方が継続で 4 人の方

が新規となっております。令和 2 年度を初年度といたします第 6 次生涯学習推進

計画の策定に向けてご審議いただき、文教委員会にご報告いたしました。この後

は 6 月 26 日の教育委員会にかけまして正式に決定する運びとなっております。正

式決定いたしましたら皆様にお配りしたいと思います。また、本市の生涯学習に

つきましては、市民交流大学を中心に様々な講座を行っているところが特徴でご

ざいます。私は市民交流大学の企画運営委員会の委員として出席しておりまして、

本日の委員の中にも企画運営委員会の委員を兼任されている方もいらっしゃいま

す。こちらの審議会につきましては、立川市全体の生涯学習の推進についてご審

議いただくこととなっております。また、今日も議題にございます立川市第 5 次

生涯学習推進計画取組状況の進捗評価をしていただくことも大きな議題となって

おります。ぜひ、市民と協働した生涯学習の推進を念頭においてご審議いただき、

今後の生涯学習の方向性をご示唆いただければと思いますので、どうぞ、よろし

くお願いいたします。簡単ではございますが、私からの挨拶といたします。  

（教育部長退席） 

 

3．委員自己紹介 

 

4．会長・副会長の選出 

（事務局・管理係長）先に申し上げるべきでしたが、本日傍聴者が 1 名いらっしゃいます

のでご了承ください。 

（事務局・センター長）それでは、会長・副会長の選任をお願いいたします。条例の定め

により、会長・副会長を 1 名ずつ互選により選出をいたします。自薦・他薦を問

いませんがどなたかいらっしゃいませんか。 

（Ａ委員）推薦で、前年度からやっていただいている倉持委員と楢崎委員に引き続きお願

いしたいです。 

（事務局・センター長）ほかにご異議はございませんか。 

（委員一同）異議なし。 

（事務局・センター長）ご異議がございませんので、これをもって会長に倉持委員を、副

会長に楢崎委員が就任されました。席のご移動をお願いいたします。 

（事務局・センター長）倉持会長からご挨拶をいただき、その後楢崎副会長からご挨拶を

いただきたいと思います。以後、進行については会長にお願いいたします。  

（会 長）会長に選出いただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いしたしま
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す。前の期では第 6 次計画について議論をしてまいりましたが、来月には正式に

手元に届くことになっております。本会議においては、計画が滞りなく進捗して

いるか確認していく必要がありますし、それに加えて、今年度は新型コロナウイ

ルスという予期せぬ状況に対して新しい生活様式の中でどのように学びを保証・

推進していくのかということについて、委員の皆様のそれぞれの立場からご議論

いただいて情報共有も図りたいと思っております。委員の皆様からのご助力いた

だきながら進行していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

（副会長）楢崎です。答申を作ったり、評価したりすることになると思いますが、それが

実際にどう活かされているのか、しっかり活かしてほしいということを強く伝え

ていくということも大事ですし、そのような観点をもって審議していくことをお

願いしたいと思います。 

 

5．立川市生涯学習推進審議会の概要について 

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）説明の前に、例年会議時間を 2 時間いっぱい行うことも多いのです

が、新型コロナウイルスの影響により市役所全体で会議の自粛をしていたり、こ

の会議室の窓が開かないこともありますので、今回と次回は会議の終了時刻を 20

時目標、遅くとも 20 時半には切り上げたいと考えておりますのでご協力お願いし

ます。 

それでは、資料 2 に基づいてご説明をします。初めての方 4 名いらっしゃいます

けど途中割愛させていただきます。委員の定数は 13 名で、学識経験者 5 名、関係

市民団体の代表者 5 名、関係行政機関の職員 1 名、市民公募 2 名以内と条例に定

められています。今年度について全 7 回、会場はこの場所を予定しています。報

酬は記載のとおりです。役割ですが、市民の生涯学習の振興を図るため、（1）市

長の諮問に応じ、生涯学習推進計画及び生涯学習の推進に係る施策について調査

審議し、答申する（2）生涯学習の振興に関する事項について、市長に建議するこ

とができる。（3）生涯学習推進計画に基づいて事業がなされているか点検・評価

する。次が特徴的になりますが、（4）各委員は社会教育法に規定する社会教育委

員を兼務し、その職務を行う。社会教育委員としても職務は 5 番に記載してあり

ますのでご確認ください。説明は以上です。 

（会 長）何かご質問はありますでしょうか。先ほど 2 枚の辞令をいただきましたが、市

長と教育長の両方から委員の役割を任命されているということになります。4.の

（2）に記載されています生涯学習の振興に関する事項について、市長に建議する

ことができるというのも私たちの役割の一つです。委員の皆様から問題意識や取

り扱ってほしいことがあればご提案等いただければと思います。よろしいでしょ

うか。不明な点があれば事務局にお伺いください。 

 

6．会議の公開について 

（会 長）事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）特に資料はございません。立川市の規則により会議は原則公開とさ
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せていただいております。希望者は傍聴することが可能です。会議録については

この会議の最後に事務局より要旨を読み上げさせていただいております。承認い

ただければ数日後に市のホームページに公開をさせていただきます。詳細の会議

録については次回までにご確認いただいて、会議で承認をいただくという形をと

っております。詳細の会議録は発言者のお名前を伏せて公開しております。ただ

し、名簿は公開しておりますのでご了承願います。 

（会 長）それでは、会議の公開について何かご質問ありますか。（質問なし）無いような

ので、会議を公開することと公開の方法について事務局の説明通りご了承いただ

けるか諮りたいと思いますが、ご異議ございますか。 

（委員一同）異議なし。 

（会 長）ありがとうございます。それでは、事務局の提案通り会議を公開させていただ

きます。 

 

7．報告事項 

（1）立川市生涯学習推進計画の策定について 

（会 長）事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）冒頭の部長の説明でほぼ説明が済んでおります。多少繰り返しにな

りますが、計画をご審議いただきありがとうございました。6 月議会で承認されま

したので、次回の会議でお配りをして公開について 7 月上旬を予定しております。

なお、素案からの大きな変更点はございません。計画については以上です。  

（会 長）ありがとうございます。今の件について、何かご質問ございますか。（質問なし） 

 

（2）令和 2 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会書面決議の結果について  

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係員）資料 3 をご覧ください。毎年 4 月の上旬に社会教育委員の業務とし

て定期総会にご出席いただいておりますが、今年は新型コロナウイルスの影響で

書面決議となりました。皆様にも議案についての確認書のご提出をいただき、そ

の結果がこちらの通知となります。結果としてはすべての議案について過半数を

もって承認されました。届いた意見については 2 枚目に記載されていますのでご

確認ください。また、活動報告として冊子をお配りしていますので、併せてご確

認いただければと思います。市の方針で書面決議の会議に関しても謝礼をお支払

いすることとなりましたので、確認書をもって出席したと判断して謝礼のお支払

いをさせていただきたいと思います。続いて年間スケジュールも配布しておりま

す。左側が生涯審で右側が社会教育委員関連のスケジュールですが、すべて出席

いただくというわけではなく、通知が届き次第、皆様にご案内しますので内容を

ご確認の上、出欠をご検討いただければと思います。ただし、新型コロナウイル

スの影響で開催方法が変更になることも予測されますので、通知をもってご判断

願いします。 

（会 長）ありがとうございます。それでは、今のご報告について何かご質問等ございま

すか。都市社連協という支部の社会教育委員の組織に立川市の委員として関わっ
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ているということです。そして組織のご報告と年間スケジュールについてご説明

いただいたということになります。（質問なし）よろしいでしょうか。前年度の活

動報告をございますので、後程お目通しください。 

 

8．協議事項 

（1）平成 31 年度第 7 回立川市生涯学習推進審議会 会議録について 

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）資料 4 になります。前年度 1 月に開催されました会議録が委員の皆

様には送付されていまして、確認を依頼しております。修正意見等ございません。

本日ご承認いただければ市のホームページにて公開させていただきます。  

（会 長）ありがとうございます。ここには名前が載っていますが公開されるときには伏

せてあります。今は確認用に記載されています。それでは、ご異議なしというこ

とで公開させていただきます。 

（2）立川市第 5 次生涯学習推進計画 平成 31 年度取組状況の進捗評価について 

（会 長）ご説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）資料 5 になります。表紙を除くと 13 ページございます。新しい委員

さんには第 5 次生涯学習推進計画を机上に配布しております。前年度までの 5 年

間の計画となっております。それぞれの年度で事業が進捗しているかどうかを評

価していただくということを今年度もお願いすることになります。評価表の 2 ペ

ージをお開きください。Ⅰ-1-①多様な運営主体による事業の開催の取組について

記載がありますが、計画に体系図がありまして、ここに記載されている 13 項目を

評価していただくことになります。目的、関係する主な事業、31 年度の取組状況

に記載のある数値は 31 年度の数値となっておりまして、事業の成果・課題・今後

の方向性までが事務局で作成しております。半分より下の 2.生涯学習推進審議会

によるコメントについてご作成いただき、10 月の第 4 回目で確定させるスケジュ

ールで行いたいと思っております。進め方をこの後説明させていただきたいと思

いますが、ここに書いてあるコメントは平成 30 年度のものを記載してあります。

31 年度に関してもこちらを参考にしながら総評をいただくことが進捗評価表の流

れとなります。例年と変わらないのですが、13 項目すべてに全委員さんからコメ

ントをいただきたいと考えておりますが、宿題という形で自宅にて作成していた

だくことをお願いすることになります。提出の期限は 7 月 10 日となっております。

新任委員さんには第 5 次計画を見ていただくということ、評価表の作りの確認、

配布している資料の読み込みをして、作成していただくということで無理なお願

いをしてしまうことになるのですが、31 年度の決算資料につきましても作成途中

ということで 31 年度の事業全体が把握しづらい状況でお作りいただくことが可能

かどうかも含めて、ご協議いただければと思います。次回が 7 月 21 日を予定して

いますが、昨年度までは各項目に対して担当を決めて最終的にまとめ上げるとい

う方法をとっていましたので、これらの内容についてご検討いただければと思い

ます。 

（会 長）ありがとうございました。第 5 次計画の 13 の取組ごとに評価を行っているとい
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うことです。それぞれの委員さんのご経験やご関心があると思いますので全員が

すべての項目の評価をしていただき、表ごとに総評のとりまとめを行いながら進

めていくことをイメージしています。何年かかけてこのやり方にたどり着いたの

ですが、評価することはとても大変で何をどこまで評価するかやそれぞれ観点が

違う中でも行政の取組の評価すべき点と改善点をチェックし、次に向かって提案

していくという重要な作業だと思いますので、委員の皆様には宿題という形でご

負担はおかけしますが取り組んでいただきたいと思っております。この進め方で

いいかという点につきまして、もう一度確認しますと、今日ご提案いただいた資

料と第 5 次計画を見比べながらご意見をシートの項目ごとにご記入していただき

ます。提出期限が 7 月 10 日で次回の会議が 7 月 21 日です。皆様の意見がそろっ

ていれば項目ごとにどのような意見が出てきたかを一覧表としてご提示するがで

きますのでその段階まで目指します。その次のステップとして、どの人の意見を

採用するか、どのようにバランスを取るかということを議論していくと膨大な時

間がかかるので、意見が出そろった段階で担当する項目のコメント案の作成を宿

題とさせていただくことになります。そのコメント案をもとに副会長と事務局と

文言のバランス調整を行い、9 月の会議でご提示して、作成の意図とずれていない

かを議論して 10 月の会議で完成という段取りで考えております。 

（副会長）7 月 10 日までには具体的な情報はご提示がない状態で各項目について意見を記

入するということになります。それと評価が厳しいところがあって、C 評価が連続

しているところや B から C に転落しているところがあります。例えば C 評価の項

目を重点的に検討する方法もいいのではないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

（事務局・管理係長）5 か年計画の最終年というところもございまして、ご提案いただい

た方法というのもご検討いただければと思います。 

（会 長）A 評価の項目を軽くしていいというわけではないと思います。例えば、各委員

さんにコメントしていただくときにこの表しか情報がないので情報がないので、

ほかに詳しい情報を知りたいということであれば、事務局に問い合わせていただ

くという方法をとっていただき、低い評価の項目はより熱心に各自ご検討いただ

くということでいかがでしょうか。13 人いらっしゃるので逆に A 評価の項目から

力を入れて評価いただくこともいいと思います。 

（Ｂ委員）第 5 次推進計画の評価の最終年度ということで、5 か年の評価の推移といいま

すか、当初と比較して何がどのように変わったという視点も必要ではないかと思

います。単年度評価が必要なことは理解できますけど、5 か年トータルで見る必要

性はないのでしょうか。 

（会 長）事務局から何かございますか。 

（事務局・管理係長）事務局としては単年度の評価は行っていただきたいです。ただし、

先ほどスケジュールを説明しましたが、今年度は進捗評価以外に主な議題が今の

ところはないので後半は議題がない状態です。昨年度の評価を年度末まで議論い

ただくことが正しいかという問題はありますが、ご検討いただく時間は確保でき

ると思います。 
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（会 長）ありがとうございます。Ｂ委員のおっしゃることはもっともだと思いますが、

単年度評価を行った上でないと経年評価を行うことは難しいと思うので、31 年度

の取組を計画と照らし合わせて評価していくことは必要だと思います。過去には

長期的な評価をセンター長からしていただいた記憶がありますが、生涯審として

総括や次期計画の取組で重点を置いてほしい項目など委員の皆様のご関心があれ

ば議論してみるのもいいと思います。今のところ諮問はありませんが、このよう

な状況なのでいつどのような議論が必要になるかわかりません。今後のスケジュ

ールについては委員の皆様のご意見を聞きながら進めていきたいと思います。ご

提案ありがとうございます。 

（事務局・管理係長）会長からもお話ありましたが、評価の材料がないということですけ

れども公にお出ししているものがないというだけで立川の教育という冊子で公開

する予定の原稿はありますので、修正が加わることを前提でこの会議にはご提供

させていただくことは可能です。 

（Ｃ委員）4 月に入って以降の講座の開催はほぼゼロに等しく、それでよかったのかとい

う問題があります。やっと動き出して、どのような講座を実施するかなど評価に

つながる資料をご提出いただいて、評価していくしかないと思います。  

（会 長）進捗評価は今年の 3 月までのものになりますが、コロナの影響は多少あったと

思います。ただし、大きく影響しているのは今年度ということになります。第 6

次計画はこの状況を想定せずに作られているので、注視していかないといけない

と思います。 

（Ｄ委員）確認させていただきたいのですが、事業成果・課題・今後の方向性は事務局で

作成されていて、今までの様々な取り組みに関してまとめてくださったというこ

とですか。それに対して私たちがどのように考えるかということでよろしいでし

ょうか。 

（事務局・管理係長）その通りです。 

（Ｄ委員）ほかの情報がなくてこの部分しかわからないのですが、それで作成してしまっ

て構わないということでよろしいでしょうか。 

（会 長）はい、問題ありません。取組状況が事実関係の記載で事業の成果・課題・今後

の方向性がその事実をどのように読み取ったかの自己評価となります。それに対

して私たちが委員の立場で評価するということになります。数値の読み取り方が

事務局と異なってもいいですし、評価そのものがおかしいとお考えになってもか

まいません。 

（Ｄ委員）ありがとうございます。 

（Ｂ委員）初めての方はこの表だけ渡されてもどうしたらいいのかと感じるところがある

と思います。ただ、Ｅ委員が錦学習館をご利用されているということですけれど

も利用者視点で記載したり、自治会視点で記載したり、いろいろな角度から評価

していくというのがポイントになると思います。今期の委員は 6 学習館そろって

いるのでそれぞれの学習館の状況を盛り込んだ形の評価になるのもいいかと思い

ます。 

（会 長）ありがとうございます。子ども、大人、シニアなどそれぞれの目線でご意見い
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ただくのがいいと思いますし、この表に記載されているのは会議を経て作られた

総評となっているので、時間や手間がかかっています。ただし、皆様がご提出す

る宿題の段階では、きれいな文章になっていなくても箇条書きで結構ですので

様々な視点や観点で記載していただくことが大切となります。期限の締切につい

ては事務局と調整次第となりますがいかがでしょうか。 

（Ｄ委員）締切は最大 1 週間くらい後ろ倒しになっても大丈夫でしょうか。 

（事務局・管理係長）1 週間と言ってしまうと厳しいものがあります。目標は 7 月 10 日で

すが、皆様からの意見をすべて並べて表にしていく作業だけですので、翌週にな

っても大丈夫です。 

（Ｆ委員）宿題は電子データでいただけるのでしょうか。 

（事務局・管理係員）説明が漏れてしまいましたが、会議後に電子データを送付させてい

ただきますので、メールでご返信いただければ手書きの必要はありません。  

（会 長）期限は 10 日で、質問等あれば事務局に問い合わせをお願いします。ご了承いた

だいたということでよろしいでしょうか。 

（Ｄ委員）基本的な質問となりますが、例えば、学習相談の充実という記載がありますが、

私としては小学生や中学生の学習を思い浮かべてしまうのですが、ここでいう学

習というのは生涯に渡るという観点から学校教育は含まれないという認識でよろ

しいでしょうか。 

（事務局・管理係長）学社一体を目指してはいますが、学習相談というと１階の相談コー

ナーを思い浮かべる方が多いかと思います。いろいろな相談が寄せられて専門部

署に割り振るような業務を行っていますが、地域学習館についても同様の相談コ

ーナーとしての役割を担っています。学校教育を含めても構いませんが、実態と

してはどこかをご案内するに留まることになるかもしれません。 

（会 長）理念としては学校教育も家庭内教育も社会教育も含まれていますが、計画とい

う観点からはそれぞれ専門の部署がありますので、ここでは学校以外の生涯学習

施設における学習相談という範囲設定がされているかと思います。それぞれの部

署が出されている事業を確認して、この学習相談と学校の学習相談がより連携し

た方がいいとご提案いただいても構いませんが、実態としては申し上げたような

整理がされているかと思います。 

（Ｄ委員）理念としては含まれるがこの審議会として扱うのは、別にしているという理解

でよろしいでしょうか。 

（Ｃ委員）別というと少し語弊があるかもしれません。例えば、子ども向けや大人と一緒

に参加できる地域の講座が行われていますが、子どもが参加しやすい環境づくり

を考えていくのも我々の役割のひとつだと思います。 

（Ｄ委員）わかりました。ありがとうございます。 

（会 長）第 6 次計画に学社一体の記載がありますが、地域の活動と子どもとの協働を深

めていくことができたらさらに展開されると思いますし、今後、子どもたちの学

習相談についても連携やアイデアが出てくるかもしれません。今後、深い議論が

出てくるかもしれませんが、その取っ掛かりとしてここに記載していただければ

と思います。ほかにご質問等ありますか。（質問なし）近日中に事務局からデータ
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が届くと思いますのでよろしくお願いします。 

 

9．その他 

（会 長）事務局から何かございますか。 

（事務局・管理係長）何点かございます。例年 19 時開始となっていますが、30 分早めて

18 時 30 分から開始したいと考えておりますが可能でしょうか。 

（会 長）いかがでしょうか。（異議なし） 

（事務局・管理係長）それでは次回から 18 時 30 分から開始させていただきます。また開

催通知にも記載させていただきますが、通知についてもご報告がございます。 

（事務局・管理係員）開催の通知方法についてですが、今までは郵送とメールの 2 通りで

ご案内をさせていただいておりましたが、郵送を廃止してメールだけにしたいと

考えています。いかがでしょうか。（異議なし）ありがとうございます。それでは、

次回のご案内からメールのみとさせていただきます。 

（事務局・管理係長）もう一点ありまして、資料番号振っていないのですが立川市民交流

大学企画運営委員会会議資料（仮）の用紙をお出しください。企画運営委員会で

も点検・評価を実施しています。内容が違う部分もあるのですが、事務局として

は重なっている部分が多く、似たような進捗評価しているという認識がございま

す。すでに企画運営委員会は開催されているのですが、企画運営委員会で行って

いる点検・評価を生涯審の中で合わせて実施できないかと頭出しをさせていただ

いたところです。初めて参加される方にはいきなりのお話で申しわけありません

が、企画運営委員会では実際に実施される事業の方に集中していただいて生涯審

で全体を評価したいと考えておりますので、次回の会議でご意見いただければと

思います。企画運営委員長のＧ委員が本日出席されていますが、状況としてはい

かがだったでしょうか。 

（Ｇ委員）ご説明いただいた通りではございますが、評価に関しては毎年事業方針を立て

て評価をして、翌年度の事業方針を立てるといった形で単年度のサイクルで回し

ています。こちらの会議でも 5 か年計画を単年度評価していますので、重なる部

分について割いている力を有効的に使いたいというのが事務局の考えだと理解し

ております。市民交流大学の事業方針というのは発足当初は複数年計画で途中か

ら単年度計画になり、近年は安定していて計画の内容もあまり変わっていないと

いった状況です。厳密に市民交流大学事業だけではなくてそれに関連する議題が

多くなっていまして、例えば地運協や学校コーディネータ―の取組が重要だとい

う話があって計画を立てるとか評価をするとなると市民交流大学だけの枠組みで

は偏った意見になりかねないと個人的に感じているところであります。全体的な

枠組みとしてこちらで評価していただくというご提案は一理あると思っておりま

す。 

（事務局・管理係長）ありがとうございます。あくまで事務局の考えをお伝えしているも

ので、Ｇ委員は企画運営委員会のことをよくご存じなのでお話いただいたという

ことですので誤解のないようにお願いいたします。 

（事務局・センター長）私からもよろしいでしょうか。企画運営委員会と生涯審の点検・
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評価を拝見いたしまして、重なっている部分があると感じました。重なっている

部分に関しては、生涯審のような大きな枠組みの中で評価することができるもの

があるなと思いましたし、C 評価の項目は企画運営委員会で力を注いだ方が市民や

団体のためになるだろうなと感じました。事務局として早急にとは考えていませ

んが、重なっている部分に関しては一本化できないかと考えておりまして、企画

運営委員会は現場として地域の意見を聞いたり、C 評価を B 評価にする取組を検討

するような形にしていきたいと思ったのが私の感想です。 

（事務局・管理係長）早く効率化できれば別ですが、すぐというものではなく来年度から

開始できればと考えているので、ご意見等いただければと思います。 

（会 長）こちらは議事というよりは検討中というご報告のようですので、それぞれの審

議会の役割を再定義するということとも関わるし、来月に第 6 次計画をいただい

たときにどのように生涯学習の全体を進めていくかが明確になると思いますので、

改革についても今後ご意見をいただければいいのではないかと思います。事務局

からその他ありますか。（なし） 

センター長からもお話ありましたが、この間のコロナの対応状況について次回の

会議で所管の施設や事業についてご報告いただけると委員の皆様とも共有できま

すのでお願いしたいと思います。 

次回の会議は 7 月 21 日（火）18 時 30 分からアイムの第 2 学習室で行います。委

員の皆様も会議で共有したい事項がありましたら資料をお持ちいただくか事前に

事務局にご相談ください。活発に情報交換しながら進行していきたいと思います。

本日の会議は終了となります。ありがとうございました。 


