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令和 2 年度第 3 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 2 年 9 月 3 日（木曜日） 午後 6 時 30 分～午後 8 時 10 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   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］ 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   0 名 

 

次第  1．開会 

2．会長挨拶 

3．報告事項 

（1）令和 2 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第 2 ブロック研修会に

ついて 

4．協議事項 

（1）令和 2 年度第 2 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 

5．その他 

 

配付資料 1．令和 2 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第 2 ブロック研修会開催要

領 

2．令和 2 年度第 2 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） 

 

会議内容 

 

1．開会 

 

2．会長挨拶 

 

3．報告事項 

（1）令和 2 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第 2 ブロック研修会について 

（会 長）事務局よりご説明をお願いします。 
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（事務局・管理係員）資料 1 をご覧ください。都市社連協は 29 市町村を 5 ブロックに分け

ていて、立川市は第 2 ブロックに所属しているので、この案内が届いています。

第 2 ブロックは 6 市から構成されていて、各市の社会教育委員の方が集まって資

料に書いてあるような講演やグループ討議を行うといった研修内容となります。

日時は 10 月 4 日で午後 1 時半から 4 時 30 分まで、今年の幹事市であります東大

和市役所の会議室を使用して行う予定となっております。参加については希望制

となりますので、9 月 11 日までに事務局へご連絡ください。すでに参加を決めて

いる方がいらっしゃれば本日伝えてもらっても構いませんし、明日、案内に関す

るメールを送りますので、そちらにご回答いただいてもらっても構いません。ま

た、交通費が支給される研修となりますので、出席者が決まったら別途ご案内い

たします。質問がなければ、他の資料の説明もさせていただきたいのですが、い

かがでしょうか。（なし）資料番号を振っていないものになりますが、第 62 回全

国社会教育研究大会新潟大会の資料です。都市社連協の上に位置する全国社会教

育連合という組織が主催しておりまして、11 月 11 日から 13 日までの 3 日間で実

施される研修となっておりますが、内容については各自で資料をご覧ください。

参加を希望される方はすべて自費となってしまいますが、5 ページの申込方法をご

覧いただきながらご自身で申し込みをお願いします。今回に限ったことかもしれ

ませんが、関東甲信越静社会教育研究大会も同時開催されると聞いております。

こちらの説明は以上となります。続いて「立川の青少年」と「とうきょうの地域

教育」についてはお時間のある時にご覧ください。説明は以上です。 

（会 長）ありがとうございました。最初に説明のあった第 2 ブロック研修会なんですけ

れども他のブロックでは未定のところが多いのですが、第 2 ブロックは企画化し

て開催を決めているということです。研修会があること自体貴重な機会となりま

すが、研修内容も興味深いものとなっています。近隣市の委員さんとの交流とい

うのも非常に貴重な機会となりますので、会議を代表して何人かご出席いただけ

ればと思っています。10 月 4 日の午後、オンラインではなく現地で行われるよう

です。今日の段階で参加を希望されている方はいますか。私は行こうかと思って

います。（Ａ委員・Ｂ委員挙手）それでは、Ａ委員とＢ委員もご参加くださるとい

うことです。期限はいつまでですか。 

（事務局・管理係委員）9 月 11 日までにご連絡をお願いします。 

（会 長）ご予定等確認いただいて、このご時世ということもありますが、近隣市という

ことで移動も少ないので、良ければ参加をご検討いただければと思います。その

ほかの資料についてご質問等ありますか。 

（Ｃ委員）第 2 ブロックの研修会ですけれども何市あるのですか。 

（会 長）6 市です。定員人数は幹事市の東大和市を含めての人数なのかはわかりません

が。 

 

4．協議事項 

（1）令和 2 年度第 2 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。 
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（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 0 件です。何かございましたら会議終了後までにお願いします。ご

承認いただ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。何かこの件についてご質問等ございますか。（なし） 

（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）事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）資料 3 になります。コメント案の作成にご協力いただきありがとう

ございました。皆様の修正案をもとに先週正副会長と事務局で半日ほどかけて中

身を調整させていただきました。ページによってですが、大きく修正を加えてい

るところとそうでないところがございまして、今日と次回の会議でご議論いただ

いて、次回の会議で完成形にしていくというスケジュールで進めたいと思います

のでよろしくお願いします。 

（会 長）ありがとうございました。夏休みの宿題ということでとりまとめいただきあり

がとうございました。副会長と事務局と調整させていただいているので、皆様が

ご提出いただいたものと表現が異なっていたり、構成が変更されている場合があ

ります。今日は改めて皆様と検討して委員会としての総評を確定していきたいと

思います。では「Ⅰ-1-①」から見ていきたいと思います。皆様からいただいたま

とめを反映しているのですが、すべてを反映できているわけではありません。載

せた方がいいものや余計な部分があれば今日の会議でご意見をいただいてひとつ

ずつ確定していきたいと思います。 

（Ｃ委員）メルマガの活用と書いてあるのですが、メルマガってなくなった時期っていつ

でしたでしょうか。たしか市からのメルマガはなくなったと書いてあった気がす

るのですが。 

（会 長）事務局どうぞ。 

（事務局・管理係長）確認します。 

（Ｄ委員）なくなりました。見守りメールみたいなものはありますけど、市全体のメルマ

ガはなくなって Twitter に統一されているはずです。 

（会 長）そうするとここは、「SNS の活用」に変えますか。 

（Ｃ委員）今ある媒体としてはそうですね。これが新たにメルマガを発行した方がいいと

いう意味合いで書かれている場合はこのままでいいと思いますが。  

（会 長）今まであったものがなくなって復活させるという意味なのか、メディアを使っ

て情報発信を行うことが多様な運営主体による事業の開催をより活性化させると

いうことなのかということだと思います。遡るよりは新しい媒体の方がいいよう

な気がします。 

（Ｅ委員）あわせてホームページの充実というところですけれども、市のホームページと

いう意味でしょうか。市のホームページを見ても生涯学習に関する記載は学習館

の案内くらいしかないですよね。そのような中でいうホームページの充実という

のはどのようなものをお考えになっているのでしょうか。 

（事務局・管理係長）いただいた原文だと「ホームページのさらなる拡充が必要だ」とい

うご意見になっています。それ以上の詳細な記載はないですね。 
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（Ｅ委員）生涯学習に関するホームページの中身というのは、学習館の案内ばかりで活動

の内容がほとんどないのではないかと思いまして、例えば市民交流大学の講座の

中身のご案内とかひとつのページを作って入れ込むとかの意図があって、ここに

記されているのでしょうか。 

（会 長）この項目ではないところに情報の項目があるので、詳細な情報提供のあり方に

ついては別のシートに譲りつつ、「多様な運営主体よる事業の開催」にとっても情

報発信が必要だということを掲載しておくことに意味はあると思います。では、

どういう表現が一番効果的かということで今のご提案だと思います。どういう言

い方がよろしいでしょうか。 

（Ｅ委員）その後に「積極的に情報発信を行っていく必要があります」となっているので、

情報発信を充実させていくという意味でとれば、この言い方で伝わるとわかりま

した。 

（Ｃ委員）Ⅱ-1-①の文言をそのまま使って「多様な媒体の活用による広報を進めていく必

要があります」って形にして、議論をそっちに振ってぼかしておくというのもい

いかもしれません。 

（会 長）それではこのような形でどうでしょう。「ホームページの充実やＳＮＳの活用な

ど多様な媒体の活用による情報発信を積極的に行っていく必要があります」。他の

シートにも振りつつこちらでも具体例をあげるということになるかと思います。

今の 5,6 行目以外のところで何か加筆・修正した方がいいところはありますか。  

（副会長）学社融合のところですが、立川市は学社一体と言い始めて、政府が融合と言っ

ているということですよね。ここは「学社一体」がいいのではないでしょうか。  

（会 長）そうですね。2 段落目の「さらに」のところですね。「学社融合」を「学社一体」

ですね。 

（Ｆ委員）「学社一体の取組みが緒についたばかりですが」とありますが、まだ緒についた

ばかりなのでしょうか。 

（会 長）他のシートのところで「進んできている」とあるので、進めた言い方にしまし

ょうか。「広がりつつありますが」とかはどうでしょうか。 

（Ｆ委員）広がっていると思います。 

（Ｇ委員）実際は取り組んでいると思うけど後半の「学校を中心とした…」そっちの方を

充実していく書き方の方が望ましいと思います。さらに充実させなきゃいけない

分野じゃないかと思うので、大きな枠としての文面で書けるといいのではないか

と思います。 

（会 長）それでは後半を少し変えて、「学社一体の取り組みは広がりつつありますが、学

校を中心とした各種運営主体の協働のさらなる充実を図っていく必要がありま

す」とかどうでしょうか。学社一体は他のシートでも出てくるところですが、協

働も大事ということに触れておくということです。それ以外はいかがですか。 

（Ｅ委員）最初の部分ですが、「市民交流大学を中心に…活動は、」だと日本語が。  

（会 長）日本語が変ですね。 

（Ｅ委員）それと 2 段目の「なっていますが」の後は、否定的な文章が来るのではないか

と思うのですが、「その成果が着々とでています」とするのであれば、「中核とな
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っており」の方が読みやすいと思います。 

（会 長）今のを踏まえて、「市民交流大学を中心に市民・団体・行政が協働して行ってい

る活動は」と直すか「市民・団体・行政が協働して行おうとする市民交流大学の

活動は」に直すか。 

（Ｅ委員）「協働して行おうとする」とすると何を行おうとするかがわかりづらいです。  

（会 長）「協働して行おうとする市民交流大学の活動」となるので「市民交流大学の活動」

に変わっていくということになります。2 番目の修正案だとですが。 

（Ｅ委員）1 番目の修正案がいいと思います。 

（会 長）それでは、「市民交流大学を中心に市民・団体・行政が協働して」この次が何で

すか。 

（副会長）「行おうとする生涯学習の活動は」ではないでしょうか。やはりおかしいですね。  

（会 長）市民交流大学を主語にしないとこの文章は成り立たないですね。ここは持ち帰

ります。意図はわかったので時間がもったいないですね。では、次のシートに移

ります。『Ⅰ-1-②』です。いかがでしょうか。 

（Ｅ委員）「より生涯学習を充実させて」よりは「生涯学習をより充実させて」の方がいい

のではないでしょうか。 

（会 長）そうですね。わかりやすい表現となりました。ありがとうございます。他には

いかがでしょうか。 

（Ｆ委員）「オンラインで講座を行う」というのは我々は普通に使うのですが、一般的に使

用していると思っていいのでしょうか。イメージがつかない方がいるのではない

かと心配になったのですが。 

（会 長）この半年の間にイメージがつくようにはなったのではないでしょうか。  

（副会長）これをやるには学習館に WiFi 環境をいれないとできないので、具体的にここで

それを要求する方がいいのではないかと。どうでしょうか。 

（会 長）オンライン講座を学習館でやるのに必ずしも WiFi が必要かと言うとそうではな

いので、事前に収録したものを見れるようにするのもオンライン講座なので、イ

コールではないと思います。一方で、こういう状況なので WiFi 環境を整えること

も大切ですというような文章を足してもいいのではないかと思います。  

（副会長）センター長、その方向が一定にはあると思っていいのでしょうか。  

（事務局・センター長）予算の時期なので、課題として考えていて 9 月中には決断しない

といけないとは思っています。 

（Ｆ委員）たまたま東京都の公民館の職員による打ち合わせがあって、国立市の報告によ

ると、一つの事業をリアルタイムで先生の話を聞く人と Zoom というソフトウェア

を使って会議に参加する人がいるという形態の事業になっているそうです。参加

者のネットワーク環境があるという状況になってきているので東京都の公民館連

絡協議会としてもオンラインで参加できる仕組みを構成しましょうという話にな

りました。 

（会 長）今までの話を取り入れると「学習館などで無料でインターネットに接続できる

環境を整備してください」というのもありかと思うのですが、いかがでしょうか。 

（Ｃ委員）最後の一文が 12 ページの別のテーマに丸投げしているような終わり方をしてい
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たので危惧していたのですが、途中で施設設備の充実を入れる話になってよかっ

たです。撮影機材とかフェイスライトとかマイクとかの方が大切じゃないかと思

うので広くオンラインに対応できる設備というのを盛り込んだ方がいいのではな

いかと思います。 

（会 長）そうすると「学習館等でオンライン講座に対応できる設備を整備することが喫

緊の課題です」というのを入れていただくといいかと思います。他に何かござい

ますか。 

（副会長）「もしくは」は不要ではないでしょうか。どちらかではなくてどちらも進めた方

がいいかと思います。 

（会 長）それでは「もしくは」をとりましょう。ありがとうございます。続いて『Ⅰ-1-

③』です。お気づきの点はありますか。 

（Ｇ委員）学生との連携の在り方を「模索すべきです」と書いてあるんでけれども、何を

どう模索してもらえるのかと感じてしまいます。現役の時に感じたのですが学生

がボランティアも含めてきてくれるとなると、交通の便がいいとか大学に行く途

中にある学校という風になります。実際に 6 学習館のうち学生と連携できている

ところがいくつあるのだろうと思ってしまいます。私は学生に実費弁償を払うべ

きだと思っていて、学生に手弁当でボランティアに来てもらって、本当に喜んで

もらっているのだろうかと感じるくらいなので、模索するというのは具体的に何

を指しているのか、このような言葉で片づけてほしくないと思います。  

（副会長）私がまとめたのですが、当初は実費弁償制度についても記載していました。打

ち合わせの中で具体的にすぎるということで反対を受けてこうなっています。  

（Ｇ委員）実際にこれができるかはわからないのですが、立川市が考える生涯学習は若い

人材を投入していこうという考えですよね。具体的になってしまっているかもし

れないのですが、いい表現があればいいなと思います。 

（会 長）副会長からもありましたが、「在り方」とう言葉に集約してしまったのですが、

学生を送り出す私の立場からすると学生の教育活動として取り組む場合はお金を

もらうと困ってしまいます。あくまで学習教育活動の一環なので学びであり単位

であります。ボランティアや多少の有償ボランティアなど様々な連携や協働のあ

り方があると思います。ここで費用の話をしてしまうとひとつの在り方だけを示

してしまうことになってしまうので、連携の手段、方法、仕組みを研究するみた

いな言い方の方がいいのかなと思いました。 

（Ｇ委員）連携の在り方というよりは連携の仕組みの方が大切ですよね。後ろに隠れてい

るものを推測するには仕組みの方がいいと思います。 

（副会長）学生はやれば単位になるということ参加しているけれども、他の形で参加して

もらうということも大切で、錦と高松と柴崎はやってもらいやすい、砂川や西砂

だと大変かと思います。Ｇ委員の話を活かすと「有償ボランティアも含めて」と

書いてしまうのはどうでしょうか。 

（Ｇ委員）私はとてもそのように感じています。そうでないと地域格差になってしまうの

ではないかと思っています。ただ、エリアの中の大学生の発掘をしようという気

持ちは持っています。 
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（Ｅ委員）どうしてここに東京学芸大学の学生がこういう形で入ってきているのか経緯を

知らないのですが、このような内容を専攻している学生ということですよね。地

域にいる学生とか若い世代に生涯学習の取り組みの輪に入ってもらうことも大切

だと思います。専門的な学生と一緒に取り組んで大きな流れを作っているのであ

れば、そういった説明がないとわからないという気がします。 

（Ｇ委員）何年か前に学芸大の学生との連携で活動に広がりが出て、学生の視点も入って

違った形で展開されたので意義のある活動だと思います。地域の中で活かされな

いエリアもあるので、そこを考えてほしいという意味から仕組みという部分でフ

ォローすることができるかもしれないと感じました。Ｅ委員が言っていることは

もっともで、エリアにいる若い世代を発掘して活動の中に取り組んでいくという

ことがもう一つの方法だと思うので、それらを含む仕組みという言葉の意味は幅

が広いのかなと思います。 

（Ｂ委員）幸学習館でも学生に来ていただいて一緒にやっているのですが、自分たちだけ

でやっているときに出てくる発想とは違っています。幸の方では学生と関わりた

いという方もいますし、学生も企画を出してくれてお互い教えあう形になってい

るので、そういった方向で進めていってほしいと思います。それと交通費を稼い

だアルバイト代から使うしかないという現状を考えると仕組みを考えていただく

のがいいかと思います。 

（Ｇ委員）立川市に大学が多くあれば活動の幅が違ってきているのかもしれませんが、学

芸大との連携というのは画期的だったし、錦の活動なんかもとてもよかったと思

います。大学側からすると実費弁償をしてくれと安易にいうことはできないだろ

うし、授業の一環で行っていたりするから断定的なことは言えませんが、今は「仕

組み」という言葉でしか表現できません。若い世代の方が参加して変わってきて

いるという実績を共有して実施していく仕組みになればいいと思います。  

（Ｅ委員）今のお話を聞いて、「東京学芸大学との連携により…幅が広がりました」にして、

「今後も多様な学びを若者世代と一緒に」という形に変えてみるのはどうでしょ

うか。学芸大学の学生と限定しないように、ここの文章はつなげないで、幅広く

若い世代と連携しあっていく仕組みとなるように変えていく方がいいと思います。 

（会 長）ありがとうございます。一方でここのお題は高等教育機関と民間との連携強化

になります。つまり、他組織との連携をどう強化するかがお題となるので若い世

代の参加を促すことだけでありません。個々人の若者というよりは教育機関や集

団とどう連携していくかが主眼となります。ただ、今のご提案はとても分かりや

すく、前半の文章「幅が広がりました」で切った方がよさそうですね。「今後多様

な学びを」次に続くのは「若者世代」というよりは高校や大学がよさそうなので、

「高等教育機関等と共に作り上げていく」という風にするとシートにも合致しま

すし、今日ご議論いただいた部分とも合うと思います。 

（Ｅ委員）すみません、最後の「緊急の課題」は「喫緊の課題」ではないでしょうか。  

（会 長）それでは、「緊急」を「喫緊」に直しましょう。続いて、『Ⅰ-2-①』です。この

項目についてはいかがでしょうか。 

（副会長）下段の文は、「世代間交流も」というのが主語ですよね。「関わり進めてきてい
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る」というのは「関わり進んできている」にしないと文脈が変ではないかと思い

ます。 

（会 長）世代間交流が進んでいるということを言いたいのでしょうけれども、日本が少

し変ですね。「企画運営に関わるなど進んできていると思います」これで主語と述

語の関係性がとれますかね。このシートはこれで大丈夫でしょうか。時間的にも

う一つくらいいけるでしょうか。では、続いて『Ⅰ-2-②』です。いろいろとご意

見を切り張りしてしまったので、簡潔にまとめすぎた感じになってしまいました。 

（Ｇ委員）最後の「地域活性化講座をより充実させ」のところが、私もそう思うのですが、

回数等の問題を解決するためにはお金が足りないと考えています。何か新しいこ

とをしようと思っても何か一つを削らないとお金が回らないから、先立つものが

ないと何を工夫すべきなのかもわからないといって、頭打ちになってしまいます。 

（会長）こちらもＧ委員のご意見をこういう表現に直しているのですが、考え方はいろい

ろあって、地域活性化講座の枠そのものを増やすという予算増という方法や地域

活性化講座として行っていたものを必要ということであれば他の事業として独立

させるという方法あると思います。そういったことも含め発展性を考えてこのよ

うな表現になっています。 

（Ｅ委員）最後の「一つの方法として検討してください」となっていますが、何を検討す

るのでしょうか。 

（会長）日本語がわかりづらくなっていますが、地域活性化講座ですね。  

（Ｅ委員）「地域活性化講座がこういう問題を解決するための一つの方法です。だから検討

してください」という意味でいいのでしょうか。 

（会 長）地域活性化講座を「充実」させることが解決するための一つの方法になるとい

う意味ですね。 

（副会長）最後の文は言っていることがよくわからない気がします。原文をご提案いただ

いたＧ委員はどのように変えるべきだとお考えですか。 

（Ｇ委員）地域課題の共有化と解決に向けた学びの推進ですよね… 

（会 長）前の文章とつなげてみますか。 

（Ｅ委員）ここもよくわからないです。「学習館と運営協議会の間でも協力」とありますが、

いつも協力しています。 

（Ｇ委員）各学習館というのは他館のという意味ですか。 

（Ｃ委員）「各学習館の間の」と書いたのは私なのですが、横の連携という意味で拾ってい

ただいていると思います。 

（Ｄ委員）まとめの担当をしたのは私なのですが、原文では「解決に向けた取り組みを各

学習館間で協力できるような形に努めてください。」というＣ委員のコメントを引

用したのですが、調整をいただいてこの文章になっているのだと思います。  

（会 長）ここは調整するのが難しくて、横の連携を文章にするのが大変で元の文章を読

み解くのにも時間がかかってしまって、理解した上で直したつもりなのですが、

読み直してみるとよくわからないですね。「横の連携」と入れてしまった方がいい

かもしれないですね。ここは「6 学習館」としてしまった方がいいですかね。「取

り組みを地域学習館 6 館の間でも」ですね。「協力できる…」 
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（Ｃ委員）取り組みを「協力」なのか「共有」なのか読んでいて気になりました。  

（会 長）「共有」ですかね。 

（Ｂ委員）「回数等の問題を解決するために」の部分がわかりづらいのですが。  

（会 長）ここは混乱の元なので、「地域活性化講座をより充実させていくことが大切です」

の方がシンプルでいいのではないでしょうか。 

（Ｇ委員）当たり前な気もしますが…。 

（会 長）答申や提言ではなく、評価の総評なのでいいと思います。具体的な表現のとこ

ろもありますが、具体的なところまで詰めてしまうと数回の会議ではまとめるこ

とが難しくなってしまいます。ただ、ここで出た提案というのはセンター長がい

ますので、何らか反映されることの期待を持ちながら進めていければと思います。

13 項目のうち 5 項目終わりました。宿題ばかりで申し訳ないのですが、残りの部

分を読んできてください。気づいたところやおかしいところありましたら事務局

に送ってください。出してもらって、正副会長、事務局でもう一度集まりますか。

いつごろまでに出せればいいですか。 

（事務局・係委員）2 週間くらい前には出してもらって早めに打ち合わせをさせていただ

きたいです。 

（会 長）9 月 25 日はどうでしょうか。では、事務局あてにご提出ください。 

 

5.その他 

（事務局・センター長）市の動きを説明したいと思います。今月は明日から 10 月 1 日まで

市議会の本会議が始まります。これと並行して来年度予算の要求が始まっている

ところです。本日もいろいろな意見をいただいていますので、地域活性化講座の

あたりとかは各学習館にお話をさせていただいて、どのような予算要求をしてい

くかを検討してまいります。（中略）学社一体という理念のもと、学習館や市民交

流大学を軸に予算編成に取り組んでまいります。本日はありがとうございました。 

（Ｃ委員）今の予算の関係ですれども、高松学習館で体温計やアクリル板が直接買うこと

ができなかったということで、予算が足りなかったのかよくわかりませんが、社

会福祉協議会のコロナ対策助成金を活用して、一サークルが購入したものを社会

福祉協議会の方からは「なるべく皆様で共有してください」とありがたい言葉を

いただいたのでそれを設置させていただいているという状況です。予算が出せな

い状況というのは少し考えていただかないとどうにもいかなくなると思います。 

（Ｄ委員）今触れていただきましたけど社会福祉協議会では急遽、募金を募りまして、あ

っという間に 300 万円くらい市民の方から寄付をいただきました。それを市民活

動している団体さんに申請をしていただいてお支払いしています。まだ若干の余

裕が残っていて、有効に活動の中で活かしていただいている状況です。国から補

正でおりてくるお金は桁が違うかと思いますので、ぜひそこをご活用いただきた

いという期待でおります。 

（会 長）ありがとうございます。市の動きで知っておいた方がいいところというのを報

告していただきたいと思いますし、みなさんの方から説明してほしいところがあ

りましたら事前に事務局に伝えていただければと思います。他に何かございます
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か。（なし）それでは、本日の第 3 回生涯学習推進審議会を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

 


