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令和 2 年度第 2 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 2 年 7 月 21 日（火曜日） 午後 6 時 30 分～午後 7 時 40 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 

榎本 弘行 委員  大𣘺 正則 委員  眞壁 繁樹 委員 

梅田 茂之 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］ 立川市生涯学習推進センター 管理係長 新藤 博 

同 管理係員 大須賀 雄大（記） 

 

傍聴   0 名 

 

次第  1．開会 

2．会長挨拶 

3．報告事項 

（1）新型コロナウイルス感染症に係る公共施設等の対応状況について 

4．協議事項 

（1）令和 2 年度第 1 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 

（3）立川市中学生の主張大会審査員について 

9．その他 

 

配付資料 1．公共施設等の利用について 

2．令和 2 年度第 1 回立川市生涯学習推進市議会 会議録（案） 

3．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表（令和 2

年度実施）各委員からのご意見まとめ 

4．第 40 回立川市中学生の主張大会における審査委員について（依頼） 

 

 

会議内容 

 

1．開会 

 

2．会長挨拶 

 

3．報告事項 

（1）新型コロナウイルス感染症に係る公共施設等の対応状況について 

（会 長）事務局よりご説明をお願いします。 
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（事務局・管理係長）資料 1 になります。新型コロナウイルスの東京都の新規感染者が 200

名を超えており、立川市内の感染者も増えています。4 月 6 日に初めての感染者が

でて、6 月末までは 19 人だったのですが、7 月に入ってからスピードを上げて 38

人まで増えました。3 か月で 19 人だったのが 1 か月で倍近くまで増えています。

資料 1 が立川市内の公共施設の対応状況でして市のホームページでもご覧いただ

けます。3 ページ目に図書館、地域学習館、学習等供用施設について記載がありま

す。ここのアイムも同様ですが、ステップ３になりますので、定員の半分で利用

という制限をかけています。今後も継続して利用の制限をかけていきますが、講

座などは始まっていまして利用される方が消毒液を持ち込んでご自身で消毒する

というようなご協力をいただいている状況です。資料 1 の中身は今後の状況に合

わせて変わっていく可能性もありますが、立川市の方針としては国や都の方針に

従って市の感染症対策本部で決定している流れになっています。具体的な対応と

しては、施設側も利用者側も消毒すること、マスクの着用、定員の半数という制

限がございます。市の主催する飲食を伴う集まりは控えさせていただいています。

カラオケに関しては感染リスクが高まることから気を付けていただくようお願い

はしているところですが禁止はしていない状況です。説明は以上です。  

（会 長）ありがとうございます。委員の皆様から何かご質問ございますか。 

（Ａ委員）一つよろしいでしょうか。あちこちの施設で利用している人たちが名前や連絡

先を書いて提供している話を聞くのですが、立川市はどのようにしていますか。 

（事務局・管理係長）立川市では利用する団体に連絡先を把握しておいてくださいという

お願いはしていますが、提出までは求めていません。提出までさせてしまうと個

人情報の収集となってしまうので行ってはいませんが、団体によっては毎月集ま

っていても連絡先を把握していないところもありますので全員と連絡がつく体制

をお願いしている状況です。 

（Ａ委員）ありがとうございます。個人情報の集め方で揉めたところがあるみたいで心配

な状況です。とある市では職員が集めたと言っていて「とんでもない」と伝えた

ことがあります。三多摩の公民館の役員会があって、そこで聞いたところ、来て

いた人たちは「とっておいてください。何かあったらお尋ねします。」という体制

で事務所側は個人情報を持たないという対応のようです。 

（事務局・管理係長）保健所では相手が役所であっても一切情報提供していただけないの

で、実際に陽性者が出てしまうと追いかけるのが大変になると思います。  

（Ｂ委員）今の件でよろしいでしょうか。立川市のスタンスということでよろしいでしょ

うか。 

（事務局・管理係長）そうですね。 

（Ｂ委員）福祉会館では名前とその日の体温を提出させていますが、それは現場の運用が

間違っているということでしょうか。 

（事務局・管理係長）福祉会館は高齢者がメインで使用されているということもあって、

学習館などの対応よりは厳しめになっているので、福祉総務課でより厳しいルー

ルを定めている状況です。 

（Ｂ委員）課によって違うということなのですね。ありがとうございます。  
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（Ｃ委員）Ａ委員と逆の質問になるのですが、立川市内で 38 名いて、それが誰かはわから

ないという状況だと思うのですが、施設を使用していたかはわかるのでしょうか。 

（事務局・管理係長）保健所からは教えていただけないです。 

（Ｃ委員）そうなると、名簿は利用団体が持っているという中でマッチングはできないこ

とになりますよね。 

（事務局・管理係長）今現在はできていないです。 

（Ｃ委員）感染者と濃厚接触したかどうかわからないということになりますよね。  

（事務局・管理係長）一人だけの場合は追えないということになります。保健所の指導も

1 名の場合は閉鎖や消毒などの指示は一切ないので複数発生というクラスターに

なって初めて施設や市役所に連絡が入るということのようです。 

（Ｃ委員）一利用者として心配になってお聞きしました。ありがとうございます。  

（Ｄ委員）この間講座を実施した際に参加者の方に「感染したら知らせてください。他の

方にお伝えしますから。誰が感染したかは言いませんから。」とそのような言い方

をしました。強制はできないですけど教えてもらえた方がいいですよね。  

（会長）行政のルールと利用者のルールが違って当然だと思うのですが、利用に関しては

このルールを守らなくてはいけないということで、それより先はそれぞれの団体

のご判断になってくると思います。私からも質問ですが、声を出すとか吹奏楽と

か踊るとか活動の種類では制限されていないということでしょうか。 

（事務局・管理係長）していないですね。ただし、吹き矢ですとか飛沫感染のリスクがあ

るものについて掲示や窓口でお伝えはしているのですが、禁止をしているわけで

はないです。 

（Ａ委員）マスクをしながらコーラスして苦しくなったと言っている方がいて、マスクを

外しちゃいけないと指示を受けながら活動されている方もいました。 

（会長）年度当初に予定されていた主催事業は人数を見直しながら開催しているという形

なのですね。 

（事務局・管理係長）そうですね。 

（会長）ありがとうございます。学習館のお祭りはどうなったのでしょうか。  

（事務局・管理係長）学習館のお祭りは中止となります。ただし、錦学習館は今年の 3 月

に中止になりまして、次がだいぶ先で未定なので錦以外は今年度中止です。 

（会長）ありがとうございます。そのほかよろしいでしょうか。次の会議が 1 か月空いて、

9 月となりますが、適宜事務局から情報提供いただきつつ、皆様の方からも知りた

い情報あれば事前に伝えていただければ準備してくださると思います。また、皆

様の所属されている団体からの状況を情報提供していただけると幸いと思ってい

ます。西砂学習館でも子供向けの事業を実施されていると思いますが、今年は予

定通りでしょうか。 

（Ｅ委員）今ステップ 3 ということなので、子どもたちの数を大幅に減らして、学習室で

やっていたものを視聴覚室に変更しました。机の並べ方や補助の入り方、マスク

着用や手洗いの配慮もしています。飲食についても禁止して、お弁当を家に食べ

行くなどして午後のプログラムに参加していただく形で取り組んでいます。 

（会長）ありがとうございます。特徴的な活動でご報告いただいたこともあると思います
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が、夏休みも短くなってしまってその影響もあるかと思います。 

（Ｅ委員）例年は 5 回行っていますが、8 月の頭から中下旬の 3 回で企画しました。 

（会長）ありがとうございます。それぞれ特徴的な事業や活動があると思いますが、何か

ご報告等ある方いらっしゃいますか。 

（Ｃ委員）自治会連合会の話ですけれども、各地区の自治会連合会の町会支部の活動とし

て健康フェア・防犯講習会・防災訓練の 3 つ大きな柱がありますが、いずれも中

止の検討をしています。防災訓練だけは少しやろうという動きはありますが、健

康フェアは健康推進課が尻込みされているようで実現に向けて動けないという状

況です。ご存知かもしれませんが、楽市・よいと祭り・花火大会・各地区町民運

動会が中止となりました。栄町南部自治会が南部公園というところで盆踊りやお

祭りをやっていたのですがそれも中止となりまして、さすがに子どもたちの息が

詰まっている状況になりまして、夏休みに盆踊りの練習と称して有志で集まって

公園でやるというようなことはあったりします。屋外の活動を中心にして屋内で

の活動は基本的に中止という形です。 

（Ｆ委員）市民リーダーの活動も前半は取りやめて 9 月から再開できるか様子を見ていま

す。9 月の頭から再開するとしても人数を半分にする予定ですが、やれるかわから

ないです。 

（会長）ほかにいかがでしょうか。（なし）ありがとうございます。引き続き情報共有させ

ていただければと思います。 

 

4．協議事項 

（1）令和 2 年度第 1 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 2 になります。事前に確認をお願いしていますが、本日時点で

修正意見等はありません。何かございましたら会議終了後までにお願いします。

特段なければ市のホームページで公開させていただきます。 

（会長）ありがとうございます。何か修正していただきたい点やお気づきの点があれば、

後程お声かけください。 

（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）皆様、宿題に取り組んでいただきありがとうございました。お手元に資料があ

るかと思いますが、まずは事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）第 5 次計画の進捗評価の前に、第 6 次の計画が完成しましたので配

布させていただきます。本日は時間がないので中身について説明はできないので

すが、今後はこの計画に基づいて事業に取り組んでいくことになります。持ち帰

っていただいてご覧になっていただければと思います。第 5 次計画の評価をして

いただくときに第 6 次計画と照らし合わせながらご活用ください。 

資料 3 について、皆様からのご意見をまとめたものとなっております。13 項目に

及ぶ総評となるご意見のご提出ということで項目ごとにまとめてあります。本来、

皆様のご意見をひとつずつ共有させていただくべきなのですが、時間に限りがあ

りますので事前に資料をメールさせていただきました。ここに書きそびれたもの
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やお伝えしておきたいご意見あればいただきたいのと中には質問のような記載が

ありましてご回答できるものはお答えしますが、この場で回答できないものは後

日お答えしますのでご了承いただければと思います。本日は、評価対象が 13 項目

あって、委員さん 13 名いらっしゃいますので、それぞれの項目の担当を決めさせ

ていただければと思います。資料の下にコメントを作成する欄がございまして、

担当者の方は皆様のご意見を踏まえて入力をしていただきたいと思います。次第

の最後に次回会議が 9 月 7 日と記載があるのですが日程調整を後程させてくださ

い。9 月 7 日に開催するとして約 1 か月後の 8 月 18 日までに事務局に提出してい

ただければと思います。本日担当者が決まりましたら、担当者を入力したデータ

を改めてメールをさせていただきます。資料 3 のホチキス止めの下の A4 の紙を使

いながらご担当者を決めていただきたいと思いますが、本日急遽欠席の竹内委

員・Ｇはどこの項目でも構わないとお電話がありました。ご覧の資料の下にホチ

キス止めの『教育委員会施策の点検・評価表』というのがございます。完成版で

はありませんが、次の教育委員会の定例会で了承いただければ確定という流れに

なっております。人数等多少変わるかもしれませんが講座の名称は変更の予定は

ありませんので、昨年 1 年間はこのような活動をしたという参考にしていただけ

ればと思います。この資料が 3 種類ございまして、第 5 次計画の 17 ページに計画

の体系がございます。計画の体系の一番右に 13 項目ありまして、この具体化の取

組というのが皆様に本日決めていただく項目となります。先ほどの教育委員会施

策の点検・評価表は体系の一番左側です。黒くなっている施策目標のⅠ、Ⅱ、Ⅲ

とありますが、一番大枠のところを評価しているものとなります。資料の説明は

以上となります。 

（会長）ありがとうございます。点検・評価表も参考になると思います。大きい項目が点

検評価の項目で、私たちは生涯学習の専門委員会なのでより細かい項目で見てい

くということになります。もう一度確認しますと第 5 次計画の 31 年度取組状況に

対して 13 項目ごとにコメントをいただきましたけれども生涯審としてまとめ上げ

ていかなくてはいけないので、それを作成する手順として 1 項目ずつご担当いた

だいて各委員さんから出された意見をまとめて 400 字くらいの文章を作成してい

ただきます。そのまとめた意見を正副会長と事務局で整えさせていただいて次回

の会議でお出しします。そこで不足や疑問があるところを検討しまして 10 月に仕

上がればセンター長にご提出する段取りになります。原則、やりたい項目を選ん

でいただくことがモチベーションにつながるのでいいかと思いますが、どれでも

構わないという方は空いたところで手を上げていただくのもいいかと思います。

より関心のあるものや普段から関わりのある項目という観点から選んでいただい

ても構いません。希望する項目のタイミングで手を上げていただければと思いま

す。やり方は大丈夫でしょうか。 

（Ｃ委員）事前に確認したいのですが、資料 3 の後ろに教育委員会の資料が「10」からし

かないのは理由があるのかと思いまして。 

（事務局・管理係長）これはまったく別物でして、参考資料としてください。 

（Ｈ委員）こちらはなぜ「10」なのですか。 
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（事務局・管理係長）消しておけばよかったですね。教育委員会のすべての施策が載って

いて、たまたま生涯学習推進センターが担当する部分が 10 からだったということ

です。 

（Ｈ委員）こちらもローマ数字のとおりになっているとわかりやすかったですね。  

（会長）教育委員会は、教育委員会すべての施策をリストにしているので学校教育、生涯

学習、図書館などから構成されています。 

（事務局・管理係長）紛らわしくて申し訳ありませんでした。10、11、12 と振ってある数

字は無視してください。 

（会長）それでは、みなさんご希望は決まりましたでしょうか。上から聞いていって 2 人

以上希望者がいたら話し合いかじゃんけんで決めていければと思います。どこで

も大丈夫という方は二巡目で手を上げていただいてもらっても構いません。『Ⅰ

-1-①多様な運営主体による事業の開催』こちらを担当したい方はいますか。（な

し）一旦スルーします。『Ⅰ-1-②学びたい人が学べる機会の提供』こちらを担当

したい方いますか。（なし）『Ⅰ-1-③高等教育機関や民間との連携強化』こちらを

担当したい方いますか。（なし）『Ⅰ-2-①さまざまな交流の場の提供』こちらを担

当したい方いますか。（なし）『Ⅰ-2-②地域課題の共有化と解決に向けた学びの推

進』こちらを担当したい方いますか。（Ｂ委員挙手）それではＢ委員お願いします。

『Ⅰ-3-①参加しやすいしくみづくりの推進』こちらを担当したい方いらっしゃい

ますか。（なし）『Ⅰ-3-②学びに関わる市民や組織の連携と調整』こちらを担当し

たい方いらっしゃいますか。（Ｄ委員挙手）それではＤ委員お願いします。『Ⅱ-1-

①多様な媒体の活用による広報』こちらを担当したい方いらっしゃいますか。（Ｃ

委員挙手）それではＣ委員お願いします。『Ⅱ-1-②学習相談体制の充実』こちら

を担当したい方いらっしゃいますか。（なし）『Ⅲ-1-①地域人材の把握・育成・ネ

ットワークの構築』こちらを担当したい方いらっしゃいますか。（Ｆ委員挙手）そ

れではＦ委員お願いします。『Ⅲ-1-②地域課題の解決・将来世代の育成につなが

るしくみづくり』こちらを担当したい方いらっしゃいますか。（Ｅ委員挙手）それ

ではＥ委員お願いします。『Ⅲ-2-1 コーディネーターとしての職員の養成、研修体

制の強化』こちらを担当したい方いらっしゃいますか。（Ｉ委員挙手）それではＩ

委員お願いします。『Ⅲ-3-①公平で柔軟な施設利用の推進や学習施設の連携促進』

こちらを担当したい方いらっしゃいますか。（Ｈ委員挙手）それではＨ委員お願い

します。一周終わりましたけれども手を上げていらっしゃらない方はどれでも大

丈夫でしょうか。 

（Ｊ委員）Ⅰ-1-①がいいです。 

（会長）それでは『Ⅰ-1-①多様な運営主体による事業の開催』をＪ委員お願いします。 

（Ａ委員）よろしければ、『Ⅰ-3-①参加しやすいしくみづくりの推進』を担当します。 

（会長）それではＡ委員お願いします。Ｋ委員、進んできてしまっていますがどれか関心

のあるものありますか。 

（Ｋ委員）遠慮しているうちに進んでしまいました。それではⅠ-1-②をお願いします。 

（会長）『Ⅰ-1-②学びたい人が学べる機会の提供』ですね。Ｋ委員にやっていただくのが

いいかもしれないですね。残っている竹内委員・Ｇはご活動から考えると『Ⅰ-2-



7 

 

①さまざまな交流の場の提供』がよさそうですね。副会長はどちらがよろしいで

しょうか。 

（副会長）連携強化の方は会長が実際にやっていることだから第三者的に私がやった方が

いいかもしれないですね。 

（会長）そうですね、当事者性が高くなってしまいますね。それでは『Ⅰ-1-③高等教育機

関や民間との連携強化』が副会長で、『Ⅱ-1-②学習相談体制の充実』が私ですね。

全員決まりましたがやっぱり変えたいという方いらっしゃいますか。では、これ

をデータでいただけますか。 

（事務局・管理係員）用紙のご担当者の欄を埋めたデータを近日中にお送りしますので、

そこに入力してメールで返していただければと思います。 

（会長）項目ごとに資料 3 でみなさんの意見を寄せていただいています。これを 400 字程

度にまとめなくてはいけないので大変な作業になりますが、いろいろな観点が意

見に含まれていますから必ずしもすべてを入れることは難しいかもしれません。

同じ意味のことを違う表現で記載されているものもありますので、どのような表

現を選ぶかというのもそれぞれのご担当者でご検討いただければと思います。で

きるだけ他の委員さんのご意見を確認いただいて、取り入れられるものは取り入

れていただくのですが、800 字になってしまったとなると枠の中に入りきらないの

で、まずは 400 字程度でまとめていただいて会長・副会長・事務局で確認をさせ

ていただきますので原案としてお作りください。 

（Ｅ委員）以前に 27 年から 30 年の進捗評価表をいただいていますけど、400 字にまとめ

るとこんな風になりますよというものということでいいのでしょうか。 

（会長）そうですね。そちらも参考にしていただければと思います。それと 400 字といい

ましたが、多少の増減は大丈夫ということですので枠の中に納まるようにしてい

ただければ問題ないということです。その他作成するにあたって確認しておきた

いことありますか。 

（Ｈ委員）あくまでみなさんからの意見を集約するということでよろしいでしょうか。こ

こに載っているもの以外をどこからか持ってくるという話ではないということで

すね。 

（会長）まずはベースとしてご意見をまとめていただいて、事務局とも調整して会議体と

しても合意できるように作っていきますので、ご自身の観点も踏まえて作ってい

ただければと思います。 

（Ｂ委員）お詫びでございます。皆様のご意見を熟読させていただいてなるほどと感じさ

せるいい意見ばかりだったのですが、読み返してみると私の意見がこちらのペー

ジではなくて別のページの方がよかったなと気が付いてしまったので、混乱させ

るようで大変申し訳ないのですが資料 3 の 12 ページの上から 4 番目に私の意見が

ありますが、ここではなくてⅠ-1-②の 4 ページの方に書くべきだったと反省して

おります。 

（会長）ご訂正いただきありがとうございます。前から作成していますから後から振り返

ってみると違う場所だったというのはよくありますね。重なる部分もありますか

ら。他にもご自身が意見の修正・補足等ありますか。 
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（事務局・管理係長）この場でなくても後日事務局に言っていただければ、皆様に展開し

ます。 

（Ｈ委員）寿教室がここに入っているのは生涯学習としていいのか感じたものですから考

え方を教えていただきたいのと、18 ページ書かせていただいた講座情報システム

というものを教えていただきたいです。 

（事務局・管理係長）2 番目の講座情報システムは何年か前に運用を中止しています。 

（事務局・管理係員）補足させていただきますと平成 29 年度から廃止となっています。講

座情報システムというものが施設予約システムと並行してあって、どのような講

座が実施されるかをみることができたのですが、アクセス数が伸びず活用されて

いなかったため廃止となっています。 

（事務局・管理係長）その分「きらり・たちかわ」を充実させたという流れもございます。  

（Ｈ委員）すごくいいと思ったのですけどね。何年に廃止ですか。 

（事務局・管理係員）平成 29 年度から廃止になっていたと思います。 

（事務局・管理係長）寿教室の件は後日でもよろしいでしょうか。 

（Ｈ委員）はい、わかりました。考え方を教えていただきたいと思います。  

（Ｂ委員）今の件でよろしいでしょうか。寿教室について少し違和感があるかもしれませ

ん。高齢者施策になるので。 

（Ｈ委員）福祉施策ですよね。もし寿教室を入れるのであればシルバー大学も入れなくて

はいけないのかなと思います。 

（Ｂ委員）シルバー大学も寿教室も広報の部分では「きらり・たちかわ」に掲載していて

市民交流大学の一講座という位置づけになっています。市民交流大学は、市で実

施される講座はすべて含まれるということもあってここに登場しているのではな

いかと思います。 

（Ｈ委員）シルバー大学が入らないのはどういった理由からなのでしょうか。  

（Ｂ委員）シルバー大学も入るべきなのでしょうが、進捗評価表に書いていると切りがな

いから入ることはなかったと私はそう捉えています。そういうのは多くあると思

います。 

（Ｈ委員）現段階ではそういうことだと理解しましたけれども今後どのようにしていくか

というのは整理していただけたらと思います。 

（会長）どの部署が主催している活動であっても立川市民交流大学というシステムのもと

すべてが生涯学習という考え方が立川市にあって、教育委員会が行っているもの

でなくても生涯学習というとらえ方をして、福祉であったり子育て支援であった

り男女平等参画であったりとそれぞれが狙いをお持ちになっていて、評価表につ

いては評価する側の意図があるので、すべてが網羅されているわけではないとい

うのがあるようです。いまのようなご意見をいただくことによって項目に新たに

追加するなど気づきにつながることと思います。説明は後日詳しくあるかもしれ

ませんが。 

（Ｈ委員）ありがとうございます。よろしくお願いします。 

（会長）ほかに何かございますか。（なし）進める中で何かありましたら事務局へご連絡お

願いします。 
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（副会長）私が担当する 6 ページですが、Ｅ委員のご意見の二つ目ですがコーディネータ

ーとしての職員の養成の項目の方に移した方が参考になる意見かなと思うのです

が、こちらにあるのは何か意図があるのでしょうか。 

（Ｅ委員）高等機関にしてもどこの機関にしてもつなぎ役であるコーディネーターの役割

が重要だということを書きたかったと思います。文書を読ませていただいたら学

芸大で 2 名の受講者がいたとありますが、帰ってきて庁内での研修体制が整って

いるのか、そうでないとコーディネーターとしての役割を果たせないのでないの

かと思いました。ここではコーディネーターが高等機関と他の機関をつなぐのに

重要な役割を果たしているということを書きたかったのだと思います。  

（副会長）わかりました。 

（会長）連携強化するためにはつなぐ人が必要ということですね。一方、Ｉ委員の担当さ

れるコーディネーターとしての職員の養成にも両方関わっていますね。  

（Ｅ委員）市としてコーディネーターの養成につながっているのかどうか、文書を読ませ

ていただいたときに庁内でうまくいかなかったと書いてあったので養成につなが

らないのかなと思いまして書かせていただきました。 

（会長）コーディネート能力については第 6 次計画の方でもだいぶ議論があったと思いま

すので大事なご指摘だったかと思います。 

(3)立川市中学生の主張大会 審査委員について 

（会長）事務局より説明をお願います。 

（事務局・管理係長）資料 4 になります。社会教育委員の役割として依頼がありました。

団体審査員 1 名、個人審査員 1 名の選出をお願いしますが、例年団体審査員は 2

名ですけれどもコロナの影響で 1 名となっております。11 月 3 日の文化に日にた

ましん RISURU ホールで行われる予定ですが、個人審査員に関しては大会当日に加

えてご自宅で作品の原稿を審査していただくことになります。9 月 29 日には審査

会もあります。今日はこの審査員を決めさせていただければと思います。  

（会長）団体審査員が当日のみの審査、個人審査員が中学生の作文を読んで審査して当日

の審査も行います。現時点では、今年もこの行事はやるということですけれども

今後どうなるかわからないかもしれません。例年立候補で決めていますが、やっ

てもいいという方はいらっしゃいますか。 

（Ｂ委員）はい。 

（Ｅ委員）Ｂ委員はどちらを希望されているのですか。 

（Ｂ委員）私は個人審査員を希望します。 

（Ｅ委員）私も個人審査員をやってみたかったです。今年、人権作文が無くなってしまっ

たのでそれだったらやってみようかなと思いまして。Ｂ委員が希望されるのであ

れば 3 日の団体審査員の方でも。 

（Ｂ委員）過去にやらせていただいて 3 回目になるので初めての方にお譲りした方がいい

かないう気もしております。 

（会長）去年はやっていないですか。 

（Ｂ委員）もう 5 年ぶりくらいにはなると思います。ちょうどいいくらいは間が空いたか

なと思っています。 
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（Ｅ委員）教育実習が 9 月に入っているので、わがままを言わせてもらって 11 月 3 日の団

体審査員でいいでしょうか。 

（会長）それでは、個人審査員をＢ委員に、団体審査員をＥ委員にお願いします。 

 

5.その他 

（事務局・管理係長）事務局から 1 点。前回の会議で頭出しをさせていただきましたが、

生涯審と企画運営委員会の評価等について、まだイメージをつかみきれない部分

が多々あると思いますが何かご意見等ありましたら本日いただければと思います。

次回 9 月の会議の際も確認させていただきたいと考えています。 

（会長）いかがでしょうか。生涯審で行っている評価と企画運営委員会で行っている評価

を一体化するというお話だったと思いますが。 

（事務局・管理係長）企画運営委員会自体がなくなるのではなく、評価の部分を生涯審で

行っていくというイメージです。情報が足りないかと思いますので今後もこちら

からも情報提供させていただいて、何かございましたら単純なご意見等でも結構

ですのでよろしくお願いします。 

（会長）ありがとうございます。続いて次回の会議日程について 9 月 7 日以外の候補を協

議できたらと考えておりますので、ご予定のわかるものをお出しください。（中略） 

難しそうなので 9 月 7 日のままでいきましょうか。ありがとうございました。短

時間で会議を終了することができました。いつものように宿題を課してしまって

申し訳ありませんが進捗評価のとりまとめをいただきますようお願いいたします。

本日の会議はこれで終了いたします。ありがとうございました。 

 


