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 資料編 

 

１ 川越市生涯学習基本計画審議会条例 
                      平成二十六年十二月十九日 

                         条例第七十六号 

 （設置） 

第一条 生涯学習基本計画に関する事項について審議するため、川越市生涯学習基

本計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （組織） 

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、

市長が委嘱する。 

 一 学識経験者 

 二 市内の公共的団体等の代表者 

 三 学校教育機関の代表者 

 四 前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者 

 （任期） 

第三条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第五条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第六条 審議会の庶務は、文化スポーツ部文化芸術振興課において処理する。 

 （委任） 

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が

定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 川越市生涯学習基本計画審議会委員名簿 

 

 会長 遠藤 克弥  副会長 松本 紀美子  

分 類 所 属 氏 名 

１号委員 

学識経験者 

東京国際大学 遠藤 克弥 

尚美学園大学 真下 英二 

東洋大学 関 直規 

２号委員 

市内の公共的団体 

等の代表者 

川越市自治会連合会 櫻井 晶夫 

川越商工会議所 鈴木 陽一 

川越市PTA連合会 小島 智子 

川越市子ども会育成団体連絡協議会 松本 紀美子 

川越市交通安全母の会 鈴木 良枝 

川越市老人クラブ連合会 原 伸次 

川越市体育協会 河野 哲夫 

川越市文化団体連合会 市川 秀郎 

川越人権擁護委員協議会川越部会 谷島 恵美子 

川越市ボランティア連絡会 米原 民子 

３号委員 

学校教育機関 

の代表者 

川越地区私立幼稚園協会 保坂 幸 

川越市校長会 岩沢 庸夫 

埼玉県高等学校長協会川越ブロック 大野 好司 

４号委員 

市内に住所 

を有する者 

公 募 鈴木 光雄 

公 募 宿久 修 

公 募 小林 貞子 

公 募 矢野 礼美 

  ※敬称略、順不同。 
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３ 川越市生涯学習推進会議設置要綱 
 

（設置） 

第１条 本市の生涯学習基本計画の策定及び生涯学習施策を総合的に推進するた

め、川越市生涯学習推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議の所掌事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）生涯学習基本計画の策定に関すること。 

（２）生涯学習基本計画の推進に関すること。 

（３）その他生涯学習の推進に必要なこと。 

（組織） 

第３条 推進会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、文化スポーツ部長の職にあるものをもって充て、副会長は教育総務部

長の職にあるものをもって充てる。 

３ 委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 会長は、推進会議を招集し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 会長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意

見を聴くことができる。 

（検討部会の設置） 

第５条 会長の指示を受けた事項について調査研究及び調整を行うため、別表２に

掲げる課等の職員による検討部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、文化芸術振興課長が招集し、会議の議長となる。 

３ 部会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くこと

ができる。 

４ 部会において検討した結果は、推進会議に報告するものとする。 

（庶務） 

第５条 推進会議及び部会の庶務は、文化芸術振興課において処理する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか委員会に必要な事項は会長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

 （平成26年11月19日 市長決裁） 
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別表１（第３条関係） 

政策企画課長 職員課長 市民活動支援課長 男女共同参画課長 市民センター推

進室長 文化芸術振興課長 スポーツ振興課長 国際文化交流課長 美術館長 福

祉推進課長 こども政策課長 健康づくり支援課長 環境政策課長 教育総務課長

地域教育支援課長 中央公民館長 中央図書館長 学校管理課長  

 

別表２（第５条関係） 

政策企画課 職員課 市民活動支援課 男女共同参画課 市民センター推進室 文

化芸術振興課 スポーツ振興課 国際文化交流課 美術館 福祉推進課 こども政

策課 健康づくり支援課 環境政策課 教育総務課 地域教育支援課 中央公民館

中央図書館 学校管理課 
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４ 計画策定の経緯 

 

年月日 審議会等 協議事項等 

平成27年３月16日 
第1回川越市生涯学習推

進会議 

・第三次川越市生涯学習基本 

計画の策定について 

平成27年４月24日 
第1回川越市生涯学習基

本計画審議会 

・委嘱書の交付 

・正副会長選出 

平成27年６月25日 
第２回川越市生涯学習推

進会議 

・第三次川越市生涯学習基本 

計画骨子案について 

平成27年７月３日 
第２回川越市生涯学習基

本計画審議会 

・諮問 

・第三次川越市生涯学習基本 

計画骨子案について 

平成27年８月31日 
第３回川越市生涯学習推

進会議 

・第三次川越市生涯学習基本 

計画素案について 

平成27年９月13日 
第３回川越市生涯学習基

本計画審議会 

・第三次川越市生涯学習基本 

計画素案について 

平成27年10月13日 
第４回川越市生涯学習推

進会議 

・第三次川越市生涯学習基本 

計画素案について 

平成27年10月22日 
第４回川越市生涯学習基

本計画審議会 

・第三次川越市生涯学習基本 

計画素案について 

平成27年11月10日 庁議 
・第三次川越市生涯学習基本 

計画について 

平成27年11月25日

～ 

平成27年12月24日 

意見公募手続 

・「第三次川越市生涯学習基本 

計画（原案）」に対する意見

募集 

平成28年１月29日 
第５回川越市生涯学習基

本計画審議会 

・意見公募の結果について 

・計画答申案について 

平成28年２月12日 答申 
・第三次川越市生涯学習基本 

 計画について（答申） 

 

 

 

 

 






