
　　　年月日 　　　　　項　　　　目

平成23(2011)年
　　　　4月27日

平成23年度第１回公民館長・主事会議
　生涯学習推進計画及び地域生涯学習推進計画の後期計画の策定について

　　　　5月12日
平成23年度第１回社会教育委員会議
　諮問　平成25年度から平成29年度までの５年間にわたる「田辺市生涯学習
推進計画」の後期基本計画策定のための基本的な考え方

　　　　8月 4日
平成23年度第２回社会教育委員会議
　田辺市生涯学習計画の概要、後期基本計画策定の考え方について

　　　 10月 4日
平成23年度第３回社会教育委員会議
　前期の重点アクションプランの進捗状況について

　　　 12月 6日
社会教育委員会議グループチーフ会議
　今後の進め方について

　　　 12月10日
公民館分館長会議・研修会
　生涯学習推進計画及び地域生涯学習推進計画の後期計画の策定について

　　　 12月13日
平成23年度第４回社会教育委員会議
　前期基本計画及び重点アクションプランの総括、後期基本計画の方向性に
ついて

　　　 12月16日
平成23年度第２回公民館長・主事会議
　生涯学習推進計画及び地域生涯学習推進計画の後期計画の策定について

平成24(2012)年
　　　　2月21日

平成23年度第５回社会教育委員会議
　視察　沼津市社会教育委員会

　　　　3月26日
平成23年度第６回社会教育委員会議
　研修会　講師：堀内 秀雄 氏（和歌山大学理事・副学長）

　　　　4月21日
平成24年度第１回公民館長・主事会議
　生涯学習推進計画及び地域生涯学習推進計画の後期計画の策定について

　　　　4月23日
社会教育委員会議グループチーフ会議
　答申までのスケジュール確認、答申の方向性、地域シンポジウムについて

　　　　5月10日
平成24年度第１回社会教育委員会議
　地域シンポジウムについて

　　　　5月18日
社会教育委員会議グループチーフ会議
　地域シンポジウムについて

　　　　5月23日
第１回龍神地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　5月25日
社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

■資料10　後期基本計画の策定経過
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　　　年月日 　　　　　項　　　　目

　　　　6月 1日
社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

　　　　6月12日
社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

社会教育委員会議グループ②協議
　地域の教育力向上について

　　　　6月13日
社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

　　　　6月22日
社会教育委員会議グループ②協議
　地域の教育力向上について（読み聞かせ、図書整備の保護者と意見交換）

　　　　6月26日
第１回上芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

第１回本宮地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　6月28日
第１回芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

第１回大塔地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月 2日
第１回万呂地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

第１回上秋津地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月 3日
社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

第１回長野地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

第１回ひがし地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月 4日
第１回新庄地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月 9日
第１回秋津地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月10日
第１回中辺路地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて
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　　　年月日 　　　　　項　　　　目

　　　　7月11日
第１回三栖地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月17日
第１回中芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月18日
平成24年度第２回社会教育委員会議
　グループ協議進捗状況、後期基本計画の骨子（素案）、地域シンポジウム
について

第１回中部地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

第１回南部地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

第１回稲成地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

第２回龍神地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方について

　　　　7月19日
第１回秋津川地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月20日
第１回東部地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月22日
上芳養地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【ＪＡ紀南　上芳養支所】

　　　　7月25日
第２回本宮地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方について

　　　　7月26日
第１回西部地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方、計画策定スケジュールについて

　　　　7月28日
本宮地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【本宮行政局】

　　　　8月 1日
社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

　　　　8月 5日
龍神地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【龍神市民センター】

　　　　8月 6日
秋津地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【秋津多目的研修センター】
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　　　年月日 　　　　　項　　　　目

　　　　8月 7日
社会教育委員会議グループチーフ会議
　答申について

第２回上秋津地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方について

　　　　8月10日
新庄地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【新庄公民館】

第２回芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの内容について

第２回大塔地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方について

　　　　8月17日
第２回ひがし地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの進め方について

　　　　8月19日
大塔地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【大塔総合文化会館】

　　　　8月20日
社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

社会教育委員会議グループ②協議
　地域の教育力向上について

　　　　8月21日
万呂地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【万呂コミュニティセンター】

第２回秋津川地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの持ち方について

　　　　8月22日
三栖地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【三栖コミュニティセンター】

　　　　8月23日
東部地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【東部公民館】

　　　　8月24日
ひがし地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【ひがしコミュニティセンター】

　　　　8月25日
中芳養地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【中芳養公民館】

中辺路地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【中辺路コミュニティセンター】
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　　　年月日 　　　　　項　　　　目

　　　　8月27日
上秋津地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【上秋津農村環境改善センター】

　　　　8月28日
長野地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【長野町内会館　清瀧】

　　　　8月29日
芳養地域シンポジウム
　明洋中学校生・神島高校生・青年からの意見発表、ワークショップ
　【芳養公民館】

　　　　8月29日
秋津川地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【秋津川公民館】

　　　　8月30日
西部地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【西部センター】

　　　　8月31日
稲成地域シンポジウム
　ワークショップ　【稲成町民センター】

　　　　9月 1日
中部地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【中部公民館】

　　　　9月 4日
平成24年度第１回地域を創る生涯学習推進会議
　生涯学習推進計画の概要、後期基本計画策定方針、策定にかかる事務作
業、今後のスケジュールについて

　　　　9月 5日
南部地域シンポジウム
　ミニ講演、ワークショップ　【南部センター】

　　　　9月 6日
社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

社会教育委員会議グループ②協議
　地域の教育力向上について

社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

　　　　9月19日
社会教育委員会議グループチーフ会議
　答申について

社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

　　　　9月26日
平成24年度第３回社会教育委員会議
　グループ協議進捗状況、地域シンポジウムについて

　　　　9月28日
第２回南部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 10月 2日
第３回ひがし地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの報告書について
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　　　年月日 　　　　　項　　　　目

　　　 10月 3日
社会教育委員会議グループチーフ会議
　答申について

社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

　　　 10月 4日
平成24年度第２回公民館長・主事会議
　生涯学習推進計画及び地域生涯学習推進計画の後期計画の策定について

　　　 10月16日
第２回万呂地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

第３回龍神地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 10月17日
社会教育委員会議グループ①協議
　地域の人材育成について

社会教育委員会議グループ②協議
　地域の教育力向上について

　　　 10月19日
第２回上芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムでの意見について

　　　 10月23日
社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

　　　 10月24日
第３回南部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 10月30日
社会教育委員会議グループ③協議
　地域の課題解決について

第２回秋津地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの結果、地域生涯学習計画の協議について

　　　 10月31日
第２回東部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月 １日
第４回ひがし地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月 2日
第２回稲成地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの結果、地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月 7日
第３回芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの結果、今後の計画の進め方について

第２回新庄地域生涯学習計画策定委員会
　シンポジウムで出された意見の集約、地域生涯学習計画の協議について
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　　　年月日 　　　　　項　　　　目

　　　 11月 9日
第２回中芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムでの意見について

　　　 11月13日
社会教育委員会議グループチーフ会議
　答申について

　　　 11月20日
第３回秋津川地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月26日
第３回秋津地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議、承認について

第３回大塔地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月27日
第３回万呂地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

第２回中辺路地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月28日
第３回本宮地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月29日
第４回南部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

第３回上秋津地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 11月30日
第３回東部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 12月 5日
第３回新庄地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 12月 6日
第４回芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

第３回中辺路地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

第４回大塔地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 12月13日
第５回ひがし地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議について

　　　 12月17日
平成24年度第４回社会教育委員会議
　答申（案）、後期基本計画（案）について
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　　　年月日 　　　　　項　　　　目

　　　 12月18日
第４回龍神地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議について

　　　 12月20日
第２回中部地域生涯学習計画策定委員会
　地域シンポジウムの結果、地域生涯学習計画策定の協議について

　　　 12月25日
社会教育委員会議
　答申　平成25年度から平成29年度までの５年間にわたる「田辺市生涯学習
推進計画」の後期基本計画策定のための基本的な考え方

平成25(2013)年
　　　　1月15日

第４回万呂地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  1月16日
平成24年度３月定例教育委員会
　答申、後期基本計画（案）について

　　　  1月17日
第２回三栖地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

第６回ひがし地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

第４回本宮地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  1月18日
第５回南部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  1月21日
第２回西部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  1月22日
第５回大塔地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  1月23日
第２回長野地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

第５回龍神地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  1月25日
第４回新庄地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  1月28日
第４回上秋津地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

第３回中芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について
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　　　  1月29日
第３回稲成地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議、承認について

第４回秋津川地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議、承認について

　　　  1月30日
平成24年度第５回社会教育委員会議
　後期基本計画（案）について

第５回芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議、承認について

第３回上芳養地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画の協議、承認について

　　　  2月14日
第３回中部地域生涯学習計画策定委員会
　地域生涯学習計画策定の協議、承認について

　　　  3月 6日
平成24年度第６回社会教育委員会議
　後期基本計画について

　　　  3月13日
平成24年度３月定例教育委員会
　後期基本計画の承認
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