第１回

理事会

平成２１年５月２８日

〈職員人事異動、紹介のため省略〉
〈資料確認〉
○中山理事長

皆さん、どうも、本日はお忙しいところをご出席いただきまして、ありが

とうございます。
また、日頃から本財団の事業のあり方について、貴重なご意見をいただいております
こと、誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、３月の評議員会において、新たに小栁理事、それから河原監事
が選 任さ れま した 。今 回が 初め ての 理事 会出 席 とな りま すの で、 小栁 理事 、河 原監事
から自己紹介をお願い致します。
まず、小栁理事、お願い致します。
○小栁理事

４月に新宿区の教育委員会事務局の次長になりました小栁でございます。よ

ろしくお願い致します。
○中山理事長
○河原監事

それでは続いて、河原監事、お願い致します。
やはり私も同様に４月１日に新宿区の会計管理者となりました河原でござい

ます。よろしくお願い致します。
○中山理事長

それでは、事務局、定足数の確認を行います。お願い致します。

〈定数確認・報告〉

○中山理事長

今、事務局から報告がありましたとおり、理事会は有効に成立しておりま

す。
ただ今から平成21年度第１回財団法人新宿区生涯学習財団理事会を開催致します。
議事に入る前に議事録署名人の選出を行います。本日は白井理事と小野寺理事にお願
いしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

では、両理事にお願いを致します。

これより議事に入ります。
議案第１号、平成20年度財団法人新宿区生涯学習財団事業実績報告（案）及び議案第
２号 、平 成20年度 財団 法人 新宿 区生 涯学 習財 団 収支 決算 報告 （案 ）は 一体 のも のでご
ざいますので、一括して議題に供させていただきます。
それでは、まず事務局の説明を受けたいと思います。事務局、お願い致します。

〈資料に基づく説明省略〉
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○中山理事長

大変な量ですね。

それでは、引き続きまして、会計監査報告を河原監事にお願い致します。
○河原監事

それでは、監査報告をさせていただきます。

その前に、大変恥ずかしいんですけれども、先ほど就任のところで会計管理者として
の就任 、今 年の ４月 １日 と申 し上 げま したけ れ ども、 昨年 の12月８ 日で ござ いま した 。
おわびして訂正させていただきます。
それでは本題に入らせていただきます。平成20年度の事業及び収支会計に関する監査
報告でございます。お手元の資料をご覧いただきたいと思います。
ただいまご説明がありましたとおり、５月22日にこの財団の事務室で、もう一人の監
事でございます税理士の神津先生と私で監査を実施致しました。
その内容でございますけれども、事業の監査のほうにつきましては、財団の作成致し
まし た事 業実 績報 告に 基づ きま して 、書 類の 審 査、 ある いは こち らか ら質 問を 致しま
して、事業のほうは当初の計画どおり着実に実施されていることを確認致しました。
もう一点の会計の監査でございますけれども、会計の監査につきましては、主に財産
目録 に記 載さ れて いま す内 容を 中心 に行 いま し た。 その 結果 と致 しま して は、 会計原
則に 基づ く処 理が され てお りま して 、財 務諸 表 に表 示さ れた 金額 につ きま して は公正
妥当であるということを確認致しました。
以上のとおり、監査の結果につきましては適正であることをご報告させていただきま
す。以上でございます。
○中山理事長

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。大変、事業内容も多岐にわたっておりまして、いろいろ
あると 思い ます が、 皆様 、事 前に も資 料をご 覧 いただ けて いる かと 思い ます 。ご 意見 、
ご質問のある方、どうぞよろしくお願い致します。どうぞ。
○新田理事

まず最初に、諏訪さんを事務局次長に選ばれたことに心から敬意を表します。

もう 一気 に読 み上 げて 、そ れも 誰か が書 いた 原 稿を 読ん でい るよ うな 雰囲 気が ないの
で、 何で も聞 いて くだ さい 、答 えら れま すよ と いう よう な雰 囲気 で話 した こと に本当
に敬意を表します。やっぱり女性の時代の到来を告げています。
それから、数年前から監査という言葉は、昔は大体監査というと会計監査だったんで
すけ れど も、 最近 は事 業を 監査 する とい うこ と も入 って いる と、 一日 この 書類 を見て
本当に監査ができるのかな、ということに若干の疑問を感じました。
それから、これを先に送っていただいて、珍しく今回は見たので、幾つか申し上げた
いと 思う んで すけ れど も、 やは り私 は、 ここ に 書い てあ るよ うに 、商 工会 議所 の新宿
支部 会長 とい うこ とで 理事 にな って おり ます の で、 新宿 区の 中で ビジ ネス をや ってい
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る人 達が どう 思う かと いう こと をこ こで 言わ な けれ ばい けな い。 それ は私 達、 ここで
事業 をや って いる 人の 税金 がこ うい うと ころ に 入っ てき てい るわ けで すか ら、 それは
言わなきゃいけないという立場で若干まとめてきたことを申し上げます。
全体を通して、これがうまくいったかいかないというものの判断をやはり数で評価し
てい る。 前年 より 少な くな った から 何と か、 前 年よ り多 くな った から 成功 だと 言って
いる んで すけ れど も、 幾つ かの 事業 の中 に必 ず しも 数だ けで 評価 する もの では ないと
いう こと があ ると 思う んで す。 数だ け入 れよ う と思 った ら、 それ はそ うい う事 業をや
れば 数は 入っ てく るわ けで 、そ れは 変な 話だ け れど も、 木村 拓哉 さん を呼 んで 大パー
ティ ーを やれ ば人 は集 まる わけ で、 費用 対効 果 から 言っ たら 、彼 に出 演料 を払 ったっ
て集 まっ てく る人 のほ うが 多い ので 、数 だけ で 追う もの では ない とい うこ とを この財
団の 趣旨 から よく 考え て計 画し てほ しい と。 も っと 自信 を持 って 、数 は少 なか ったけ
れど も非 常に いい こと をや りま した と。 来て く れて いる 人た ちが 満足 しま した という
こと をも っと 前に 出し てい いん だと 。す べて が 数で もっ て私 たち は評 価さ れて いるん
だと思わないほうがいいと思うことが一つです。
それからもう一つ、今これから国会で非常に討議があって、しかも今度の選挙の大き
な争 点に なる のは 、や っぱ り高 齢化 の問 題と か 教育 の問 題が ある と思 うん です けれど
も、 この 財団 は新 宿区 の中 でか なり その 部分 を 受け てい る、 請け 負っ てい る財 団なん
です ね。 非常 に今 度の 選挙 の争 点の かな りの 部 分を ここ が請 け負 って いる とい う責任
感は持って欲しいと思っているんです。
例えば一貫して高齢者に対して、あなたたちは暇があるんだから、こういう場所を提
供す るか ら来 ませ んか と。 楽し んで くだ さい と 。特 に前 期高 齢者 、65歳か ら75歳の人
たちに 、い わゆ る我 々の 仕事 とい うか 、将来 に 参加し ても らわ なき ゃい けな いわ けで 、
もし 参加 して もら って 少し でも 収入 があ れば 、 イコ ール これ は税 金に 入る とい うこと
で、 借金 を増 やさ ない 材料 にな るん です 。そ れ を単 に企 業だ けに 、定 年制 を延 長しな
さい とい うこ とを 企業 だけ に求 めて いる んじ ゃ なく て、 行政 もや っぱ りこ うい う人達
に、 昨日 党首 討論 の中 で鳩 山民 主党 代表 がい き なり 三鷹 の例 を出 した んで すね 。これ
は参 加し てい る人 も、 親も 、そ れか ら子 ども 達 も、 みん な満 足し てい まし たと 。お金
を幾 ら払 った とい う問 題じ ゃな いと いう 、要 す るに 生産 性の ある とこ ろ増 え高 齢者を
もっと使うということを、ここで考えて欲しいと思っているんです。
それは例えば何かの認定証を出すとか、本当におれは生産性のある部門に参加してい
るん だと いう こと をや はり 思わ せて ほし いし 、 そう いう こと のシ ステ ムが でき てから
企業 に協 力し てく ださ いと いう のな らい いん で すけ れど も、 ただ 単に 企業 に定 年制を
延ば せだ のと いう こと を法 律で 決め て、 こう い う不 況の 時代 に企 業に 求め ると いうこ
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とは非常にやっぱり是じゃないと。これが僕のこの中のことです。
それからもう一つは、30万人の人口が新宿区にいるんですけれども、これの平均年齢
とか いろ んな もの が徐 々に 変わ りつ つあ ると 思 うん です 。割 合に 若手 の人 たち が移動
が多 いの で、 この 数年 の間 にや っぱ りこ ちら に も随 分マ ンシ ョン が増 えて くる し、そ
れか ら若 い子 達が 少し 離れ たと ころ へ出 てい く とい うこ とで 、数 年の うち に人 口動態
が変 わっ てく ると 思う んで すけ れど も、 これ か ら新 宿区 とい うの はど うい う人 口動態
にな って どう いう 人達 が住 むと ころ なの か。 １ 割が 日本 国籍 じゃ ない と言 って いる区
です から 。こ れか ら人 口動 態が どう なっ て、 ど うい う人 達に 何を やる とい うこ とを、
もう一遍長期ビジョンとして持つべきではないかというふうに思いました。
それから、企業ですと、数年やると１回、コンサルティングに頼むときもあるし、第
三者 に頼 むと きも ある し、 監査 法人 に頼 むと き もあ るん です けれ ども 、企 業で すと１
回、 無駄 がな いか 、無 駄と いう のは 要す るに 、 例え ば事 務局 長が 職員 の人 に鉛 筆はど
うし ろと か電 気は 消せ とか とい うこ とで 無駄 は 省け ない んで すね 。一 人一 人の 職員が
毎日 やる こと の中 で省 いて いか なか った ら絶 対 無駄 なん てい うの は減 って こな いんで
す。そ うい うこ とを 考え て、 何年 に１ 回は客 観 的な事 業分 析を して 貰っ たら どう かと 。
例えばやっているほうは満足だけれども、これは本当に効果があるのかどうかという
こと で、 何を やる べき かと いう こと を１ 回や っ ぱり プロ フェ ッシ ョナ ルな 人達 に尋ね
ると いう こと が国 も必 要で はな いか と。 この 辺 のこ とが 僕は 実は 今度 の政 権交 代とい
うの はど うい うも のか とい うこ とに 非常 にキ ー ポイ ント だと いう ふう に実 は思 ってい
るんです。
それで、やっぱり新宿で仕事をやっていてよかったと。これからも本社は新宿に置き
たい とい うと ころ にな らな きゃ いけ ない 。そ れ が、 例え ば高 齢者 に対 する 対応 ができ
てい る、 それ から 例え ばア ルバ イト を募 集す る とき に非 常に 募集 しや すい 区で ある、
それか ら例 えば ＰＲ をや ると そう いう 場所が あ る、と いう よう なこ とが 整っ てく ると 、
新宿 区に 仕事 が集 まっ てく るし 、新 宿区 に税 金 が入 って くる 。そ うい うこ とを ちょっ
と、これをずっと読んでいて思いました。
それからもう一つ、僕は自分が会計を学生時代にやっているので、この数字をちょっ
と見 たん です けれ ども 、受 託費 が多 くて 、意 外 とこ の中 で委 託費 とい うの が非 常に大
きな 金額 を占 めて いる んで すけ れど も、 これ は よく 言う 天下 りの 話が よく 出て くるの
と同じ よう に、 委託 をす ると きに 適正 なとこ ろ に適正 な価 格で 委託 をし てい ます かと 。
これ はか なり 公開 的に やっ てい るん です かと 。 もし かす ると 、新 宿区 の中 で、 それな
ら私 達も やら せて くれ とい う会 社が 新宿 区の 中 にあ るの では ない かと いう こと で、受
託の お金 と委 託と いう のは ここ を通 って 行く わ けで すね 。そ の間 で、 受託 の利 益も出

4

すし 、自 分で やる より も委 託の ほう がい いと 、 プロ に任 せる 。受 託と 委託 の関 係につ
いて、 もう 一遍 よく 見て 、ど こに 頼む のか。 安 ければ いい とい うこ とじ ゃな いで すよ 、
僕が 言っ てい るの は。 どこ に頼 むと 効果 が上 が るか とい うこ とを もう 少し 分析 をした
ほうがいいのではないかと思いました。
要するに、100年に一度かどうか知りませんけど、急に新聞やテレビでインフルエン
ザの 話を 言わ なく なっ ちゃ った とい う変 なご 時 世で すか ら、 ぜひ 、中 山区 長が 一生懸
命や って いる 財団 です から 、腰 を据 えて 、昨 日 もど うい う国 にす るん です かと 言えと
言っ たけ ど、 余り 言わ ない んで すよ 、両 方の 党 首が 。今 景気 をよ くす るん だ、 今景気
をよ くす るん だと 。ど うい う新 宿区 にす るん で すか 、ど うい う財 団に なる んで すかと
いう こと をは っき り言 って 、そ れが 新宿 区民 が よく わか った と、 お任 せす るか ら頑張
って くだ さい と、 その ため に少 し税 金を 払う の はい いで すよ とい うぐ らい にな るよう
に頑張ってほしいと思っています。
一応これをもらったので、丁度一昨日商工会議所の役員会があったので、こういうこ
とだ よと 言っ たら 、そ うい う財 団が あっ たん で すか 、な んて 言っ てい る人 が実 は多い
ので 、だ から 、「 シテ ィマ ラソ ンを やっ たと こ ろだ よ」 と。 「あ あ、 そう です か、あ
れ教 育委 員会 じゃ ない の」 と。 僕が 客観 的に 見 ても 、新 宿区 の場 合、 教育 委員 会の分
担は 、例 えば 子ど もの 話が 出て くる けれ ども 、 何で 図書 館は 教育 委員 会で 、こ の財団
じゃ ない んだ と。 教育 委員 会と 財団 の役 割に つ いて 今日 は聞 こう と思 った けれ ども、
教育委員の方もいらっしゃるので、余り聞きません。
それだけです。生意気なことを言ってすみません。
○中山理事長

ありがとうございました。

今、新田委員からとても高い見地からいろいろご意見をいただきました。事務局のほ
うで、もし何か答えられるところがあったらお答えをして。じゃ、どうぞ。
○小野寺事務局長

大変根本的で大きな部分がありますので、短い時間ではなかなかとい

う部 分が あり ます ので 、今 伺っ た中 で、 私の 印 象を 含め て、 どう やる かと いう ことに
つい てま ずお 答え した いと 思う んで すが 、ま ず 数値 のみ で評 価を して いる ので はない
かと いう ふう なこ とで すが 、決 して 実際 はそ う では なく て、 指標 を設 定す る際 に、事
業の 内容 ・質 等に つい て吟 味を した もの をで き るだ け数 値化 しま せん と、 ご覧 になる
方がなかなか計れないという部分がありますので、やっております。
一例を申しますと、高齢者や子ども、障害者等に向けた事業の場合と、それから通常
一般 健常 者の 方を 対象 とし た事 業が ござ いま す が、 自主 事業 の例 で申 しま すと 、例え
ば１回参加費400円支払っていただいて、いわゆる受益者負担分です。それで、経費を
それ には 当然 かけ るわ けで すが 、経 費を 上回 る 参加 料が 取得 でき ると 、こ れは 収益に
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なり ます 。こ の収 益分 につ きま して は、 高齢 者 であ ると か、 障害 者で ある とか 、子育
て中の 家庭 であ ると かと いう とこ ろに 対する 事 業の中 で、 現在 大き な負 担が でき ずに 、
なか なか 社会 参加 がで きな いよ うな こと では 困 りま すか ら、 そち らの ほう の経 費に回
すと いう こと で、 結果 とし ては イー ブン の水 準 は確 保し よう と、 こう いう こと で実施
しているものでございます。
と申しますのは、自主事業は私どもの財団の財源でございますから、赤字になりまし
ても 質草 もご ざい ませ んか ら、 そう いう 意味 で はイ ーブ ンの 水準 をは かる とい うこと
でや って いま して 、一 個一 個の 事業 につ きま し ては 常々 、職 員と よく 話し なが ら、質
をき ちん と確 保す るこ とや 、先 ほど 指摘 があ り まし たよ うに 、社 会環 境の 変化 、人口
動態 の変 化、 それ らの 部分 もき ちん と見 た上 で 仕事 につ いて は位 置付 けて おり ますの
で、 まだ まだ 不十 分な 部分 はあ りま すが 、質 の 確保 とい う部 分に つい ては きち んと考
えているということですので、ご理解をいただければというふうに思います。
それから、前期高齢者の参加ですが、先ほども次長のほうから高齢者のライフアップ
講座 のと ころ で若 干触 れさ せて いた だき まし た が、 私ど もも 大変 、社 会と いう か、地
域経 営の 上で 、こ の世 代層 の方 の役 割と いう の は大 変大 きい もの ある とい うふ うに考
えて おり ます 。当 然、 日本 の高 度成 長を 支え て きて 、い ろん な意 味で 大変 な経 験をさ
れて きた 世代 でご ざい ます ので 、こ の方 たち の 力を 地域 の活 性化 に使 わな い手 はない
とい うこ とと 、高 いプ ライ ドを お持 ちの 世代 で ござ いま すか ら、 この 方た ちを きちん
と適 切に 対応 する とい いま すか 、そ うい うこ と が必 要だ とい うふ うに 思っ てい るんで
す。
従いまして、この方たちが地域で活躍された場合については、きちんとこの人達の活
躍、 能力 の発 揮に つい ては 検証 する とか いう 部 分に つい ては 、場 面場 面で 気遣 いをし
てい るつ もり でご ざい ます し、 先ほ どは 認定 証 みた いな ご提 案も ござ いま した ので、
そう いう こと も生 かせ る場 面が あれ ば大 いに 取 り入 れて やっ てい きた いな とい うふう
に考えております。
それと私ども、これは同感して聞いていたんですが、今の経営状況、大変広い範囲で
はご ざい ます が、 きち んと やっ ぱり 分析 ・点 検 をし て、 より 質の 高い もの 、よ り満足
度の 高い 事業 化を する と、 これ が大 変必 要だ と 思い ます し、 これ はも うむ しろ 数年に
一度 とい うこ とで はな くて 、日 々の 活動 の中 で やっ てい く。 小さ な気 づき がや はり大
事な んだ ろう とい うふ うに 心が けて おり まし て 、ぜ ひこ の辺 につ いて も、 きち んとし
た形 で事 業分 析を し、 利用 者の 皆さ ん、 区民 の 皆さ んに お返 しを した いと いう ふうに
思います。
先ほども決算のところで説明をさせていただきましたが、３億4,000万円からの財政
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運営 に対 する 助成 を受 けて いる 。こ れは 税そ の もの でご ざい ます ので 、私 ども 心がけ
てお りま すの は、 無理 や無 駄を 無く しな がら 、 広く 薄く 、多 くの 区民 の方 に税 源が行
き渡 ると いう こと につ いて はや っぱ り考 える と いう こと が大 事で 、そ の上 でも コスト
管理 とい う問 題に つい ては 常に 敏感 でな けれ ば いけ ない とい うふ うに 思っ てい るとこ
ろで ござ いま すし 、職 員全 体が そう いう 目で 事 業を 担当 して いる とい うふ うに 私ども
では理解をしているところでございます。
それから、委託、受託の関係でございます。これも時間がありませんので一例だけ申
しま すと 、例 えば 放課 後子 ども ひろ ばと いう と ころ につ きま して は、 今年 度２ 校は民
間が 受託 をし まし て、 契約 によ って 運営 をし て いる とこ ろが ござ いま す。 事業 の規模
ある いは 内容 等か ら比 較し まし ても 、私 ども は 民間 より も高 い受 託で 契約 をし ている
とい うこ とは ござ いま せん し、 むし ろ単 価か ら 見ま すと 、安 めの 単価 での 区と の契約
にな って いる と思 いま すの で、 仮に も天 下り の 組織 とし て事 業を 回す とい うふ うなこ
とは決 して ない だろ うと いう ふう に思 います し 、この 間、 まだ ２年 次な もの です から 、
財政 運営 上の 安定 度を 見き わめ なけ れば なり ま せん から 、現 在そ うい う形 での 受託を
して おり ます けれ ども 、こ ちら のほ うか ら、 経 費の 節減 効果 が継 続で きる とい う見込
みが 立て ば、 区の ほう には その 分、 受託 料を 落 とし て、 私ど もが 契約 する とい うこと
で、 これ も税 でご ざい ます ので 、結 果と して は 。そ うい う形 でや って いき たい と思い
ます し、 仮に もそ うい うこ とが 疑わ れる こと の ない よう に、 日々 気を つけ てま いりた
いというふうに思います。
図書館との問題につきましては、いろいろ全国的にも教育委員会部局でやっていると
ころ も多 うご ざい ます し、 いろ んな 考え 方が あ るの だろ うと いう ふう に思 いま す。社
会の 変化 の動 向を きち んと 見な がら 、私 ども の ほう も係 わる よう な必 要が あり 、そう
いう ニー ズが ある ので あれ ば、 また 真剣 に考 え る時 期が 来る のだ ろう とい うふ うに思
って おり ます ので 、大 変雑 駁で ござ いま して 答 えに なっ てい ない かも しれ ませ んが、
そういう覚悟で事業運営しておりますので、よろしくお願い致します。
○中山理事長

ありがとうございます。

私のほうからもちょっと、時間がないので簡単に補足をしますけれども、今、新田委
員から ご指 摘い ただ いた 点は 、非 常に 根本に 係 わると ころ であ ると 認識 をし てい ます 。
そし て、 いわ ゆる 新宿 のま ちの 形と いう か、 人 口動 態と かそ うい った もの がど うなる
かと いう のは 、こ れは 本当 にど うい う人 達が 支 え手 とな り、 そし てこ のま ちで 、誰も
がよ く生 きら れる まち をつ くっ てい くた めに ど うす るか とい うと ころ で非 常に 大きく
係わります。
皆さんご存じのとおり、高齢化と言われているんですけれども、日本の国における高
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齢化 は、 地方 の高 齢化 はか なり もう 行き 着く と ころ まで 行っ た。 これ から の高 齢化は
首都 圏で す。 これ は私 も数 字を 見て 結構 恐ろ し いな と思 いな がら 、で も心 して やって
いこ うと 思っ てい ます のは 、平 成元 年と いう と 、こ こに いる 大人 の人 達か ら見 るとつ
いこ の間 とい う感 じで すけ れど も、 平成 元年 の 新宿 の高 齢化 率と いう のは13％ に至っ
てい ない んで すね 。そ れが 、実 は外 国籍 の方 々 を入 れる デー タが うま くと れて いない
ので 、日 本人 ので す。 それ で見 ます と、 日本 人 の高 齢化 率が 、平 成元 年の13％ に比し
て、現在の高齢化率はどのぐらいになっているかというと、20.45％ぐらいまで行って
いる と。 これ は大 変な 変わ り方 なん です 。こ の 後も もっ と変 わっ てい きま す。 年少人
口と の関 係で 見ま すと 、年 少人 口は 高齢 化と 比 べる とそ んな に減 って いな いん ですよ
ね。
これで長寿になってくるということはいいことなんですけれども、それをいいことと
して 支え られ るよ うな 制度 、シ ステ ムを ここ で 組み 立て 直さ ない と、 非常 に難 しいと
いう よう な状 況の 中で 、私 は実 は区 長の 立場 か ら言 いま すと 、勤 労者 仕事 支援 センタ
ーと いう 、地 域の 中で 働く とい うか 、生 産性 も 兼ね 備え なが ら人 がよ く生 きる という
よう なこ とを やっ てい く法 人も 片方 でつ くっ て いま すの で、 この 財団 とも 十分 連携を
しな がら 、そ うい った 地域 経営 とい うも のを 新 宿の 場で 考え てい きた いと 思っ ていま
す。
それから、図書館の問題につきましても、区の中で図書館をもっと広く、メディアセ
ンターのようなものと一体化をしながら、本当に区民や、それから多くの事業者の
方々 もそ こを 一つ の情 報の 場と して 活動 して い ける よう なも のと いう のが 必要 であろ
うな と。 今必 要な こと とい うの は、 いろ いろ お 話し いた だい たよ うな 、総 合化 をして
いく 、そ れで 全体 とし ての 力を 上げ てい くと い うこ とを 多く の皆 さん の参 画の もとで
やっていくことが重要であると思っています。どうぞよろしくお願い致します。
ほかに何か。どうぞ、白井理事。
○白井理事

教育の問題ということで、ご意見いただきましたので。

まず、教育委員会と生涯学習財団との関係について、もともとは教育委員会の中に生
涯学 習課 とい うの があ った のが 財団 のほ うに 、 かな り重 要な 部署 を担 って いる ところ
なの で、 独自 に機 動性 のあ るよ うに とい うこ と で多 分、 組織 改正 がな され て、 現在に
なっ てい ると 。そ うい う意 味で は、 今回 の事 業 計画 ５年 目の 最後 の年 だと いう 形です
が、 ここ の形 を拝 見さ せて いた だい て、 やは り 今ま での 教育 委員 会の 活動 の部 分を受
け継いだ形で事業がまずなされていることに感謝しております。
教育委員会として、新田理事が言いましたビジョンという形では、国の方針もあるん
です けれ ども 、10年後 の新 宿の 教育 とい うの を 見据 えた 上で 、教 育ビ ジョ ンと いうの
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を昨 年度 準備 しま して 、今 年か ら初 年度 とし て 実行 して まい りま す。 そう いう 中にや
はり 生涯 学習 財団 との 連携 とい うの がか なり 重 要に なり まし て、 今回 の事 業計 画の中
にも 、キ ャン プと か、 それ から 放課 後子 ども ひ ろば 、そ れか ら夏 休み の居 場所 づくり
等々 、そ れか ら郷 土愛 とい うこ とは もう 教育 目 標と して 前か ら新 宿で 掲げ てい ること
です けれ ども 、そ の郷 土愛 のた めの 、学 校増 え の歴 史博 物館 のパ ンフ レッ トを 配布し
てく ださ った りと か、 かな りし てく ださ って い るん です けれ ども 、そ うい う具 体的な
計画 が、 教育 委員 会の ほう とし ても 生涯 学習 財 団に 負う とこ ろは 多く なる と思 います
ので 、私 ども の委 員会 とし ては 、今 年初 年度 、 こち らは ５年 目で すけ ど、 また 新たな
生涯学 習財 団の 計画 に当 たっ ては お互 い連携 し ながら やっ てい きた いと 思い ます ので 、
よろしくお願い致します。
○中山理事長

ありがとうございます。

それでは、他にご意見ございますか。
どうぞ、谷頭理事。
○谷頭理事

私は区民の一人として、日ごろ周りで活動の中からちょっとご質問させてい

ただきます。先ほど新田委員に私１つだけ―、１つだけということはないんですけれ
ども 、非 常に 賛成 とい うの は、 数だ けで 事業 を 評価 しな い。 これ は従 来か ら私 、教育
委員 会の ころ から 、数 だけ 、数 字で 評価 しな い で欲 しい とい うこ とは 常々 言っ てきた
こと です ので 、ぜ ひと も内 容で 勝負 して いく よ うな もの をし てい ただ きた いと いうの
が１つございます。
それから、中高年ライフアップ講座とか、団体委託講座、いろいろやっていただいて、
成果 を上 げて いる とい うこ とな んで すが 、そ れ でそ の後 、住 民の 方た ちが 自主 グルー
プを つく ると いう のは 、そ れが 目的 で自 分た ち でや って いた だく とい うふ うに 育って
いけ ば一 番い いこ とで すし 、そ うあ って 欲し い なと いう こと で、 これ につ いて はその
後ど うい うふ うに なっ てい るの か、 後で 個人 的 に伺 いた いと 思っ てい ます ので 、その
後の経過をちょっと知りたいと思うことが一つございます。
それから、生涯学習館の管理運営の中でもありますけれども、この中で、団体の少人
数化 や高 齢化 とい うの があ りま すね 。各 生涯 学 習館 でも 非常 に既 存の 少人 数化 したグ
ルー プの てこ 入れ とい いま すか 、そ うい うこ と に非 常に 力を 入れ てい るん です が、な
かな かそ れが 成果 が見 えな いと いう ので 、高 齢 化し てい くこ とも ある んで すが 、住民
の健 康と か元 気で 長生 きす るた めに そこ が生 き がい にな って いる 人た ちが いっ ぱいい
るわ けで すね 。そ うい うせ っか くで きた 、生 涯 学習 とい うの は継 続学 習が 一つ の目的
でも あり ます から 、生 涯に わた って 、そ こで 居 場所 づく りと なっ て学 習し てい けるよ
うに 、も う少 しＰ Ｒそ の他 もし て、 力を 入れ て いた だき たい 。後 から それ を知 ったと
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いう 方も どこ に行 けば これ がわ かる のか 、本 当 に探 し探 して やっ とこ こに 来ま したと
いう 。だ から ＰＲ がな かな か必 要な 人の とこ ろ に行 き届 いて いな いと いう こと を切実
に感 じた もの です から 、も う少 し何 とか それ を して いた だき たい なと いう ふう に、そ
れは非常に思っております。
それからもう一点、あそこの記念館ですね、林芙美子の。記念館の入場者が大分増え
たということですが、今回、「放浪記」で森光子さんが2,000回とかあります。ああい
うこ とと の効 果と か、 何か そち らの ほう から 呼 び寄 せる とか 、そ うい う試 みと いうの
はございましたんですか。
○中山理事長

ありがとうございます。

○世良事業一課長

中高年ライフアップ講座、あと団体委託講座のほうのその後の自主グ

ループなんかの活動……
○中山理事長

そういう細かいところは、後で聞くとおっしゃっていただいているので、

後で具体的にしてくれませんか。
○谷頭理事

個別に伺います。

○中山理事長

そうしてください。今日、すみません、かなり議案が、それで午前中でこ

れを上げなければいけないので。
○鈴木学芸課長

ちょっと簡単に林芙美子の関係だけ。

放浪記はことしも大々的にやられておりますが、前回、平成18年度にもやはりそうい
った こと がご ざい まし て、 私ど もの ほう の記 念 館の チラ シ等 を、 向こ うも 取材 に来る
関係がございまして、置かせていただいて、例えば今年度のものについては3,500枚あ
ちら のほ うに 置い てい ただ いて 、で すか ら、 や はり その 効果 で多 くの 方が おい でにな
られているということでございます。
○中山理事長

よろしいでしょうか。他に何かございますか。よろしいですか。

それでは、これから議案の第１号について、原案どおり決定することをお諮りしたい
と思いますが、皆さんご異議ございませんでしょうか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

それでは、異議なしと認め、議案第１号は原案どおり決定致します。
それでは、議案第２号について、ご意見、ご質問のある方、これについては先ほど新
田委 員の ほう から 、あ る意 味で 言え ば含 めて ご 意見 もい ただ いた かと 思い ます が、議
案第２号についてご意見、ご質問のある方ありましたらどうぞ。よろしいですか。
それでは、議案第２号、平成20年度財団法人新宿区生涯学習財団収支決算（案）を原
案どおり決定することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

それでは、異議なしと認め、議案第２号は原案どおり決定致します。
それでは、引き続きまして、議案第３号の業績係数についてに入ります。事務局、説
明をお願い致します。
〈資料に基づく説明省略〉
○中山理事長
○新田理事

それでは、今の説明についてご質問、ご意見のある方、お願い致します。
これは職員の人は、こういうのを出されると異議なしなんですか。そのとお

りだと。
○小野寺事務局長

これはむしろ経営者判断ということで、このようにさせていただきた

いと思っています。
○新田理事

そうですか。

○中山理事長

社会情勢に対応してというところがあるということかと思います。税でこ

この 財源 がか なり 賄わ れて いる とい う中 での 判 断で ある とい うこ とで 皆様 にご 理解い
ただければということで。
○新田理事

もっと高くしてあげたらいいだろうなんて言う権利はないですよね、理事に。

だから異議ないです、これで。
○中山理事長

ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、質疑を終了致しまして、議案第３号、業績係数（案）について、原案どお
り決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

それでは、異議なしと認め、議案第３号は原案どおり決定致します。
引き続き、議案第４号、財団法人新宿区生涯学習財団寄附行為（案）について、事務
局、説明をお願いします。
○諏訪事務局次長

先ほど多少申し上げましたけれども、この議案の説明に先立ちまして、

平成22年 ４月 １日 に財 団法 人新 宿区 生涯 学習 財 団と 財団 法人 新宿 区文 化国 際交 流財団
を統 合す ると いう こと が新 宿区 の第 １次 実行 計 画に よっ て位 置付 けら れて いる ところ
でご ざい ます 。統 合に 当た りま して は、 質・ 量 とも 低下 させ るこ とな く、 双方 の事業
が一 層効 果的 に実 施で きる 体制 とす ると とも に 、観 光事 業も 担う こと ので きる ような
効率 的な 組織 を確 立す ると いう こと を目 標に 掲 げて 、今 作業 を実 施し てい ると ころで
ございます。
これとは別に、平成20年12月に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益
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社団 法人 及び 公益 財団 法人 の認 定等 に関 する 法 律が 施行 され まし た。 これ に伴 いまし
て、 一般 社団 法人 及び 一般 財団 法人 に関 する 法 律及 び公 益社 団法 人及 び公 益財 団法人
の認 定等 に関 する 法律 の施 行に 伴う 関係 法律 の 整備 等に 関す る法 律と いう もの ができ
まし て、 現在 、新 宿区 生涯 学習 財団 も、 新宿 区 文化 国際 交流 財団 も、 整備 法と 略して
呼ん でご ざい ます が、 こち らに 基づ く特 例財 団 法人 とい う立 場に ござ いま す。 この特
例財 団法 人は 、平 成25年11月末 まで に、 公益 社 団法 人及 び公 益財 団法 人の 認定 に関す
る法 律に 基づ き、 公益 財団 法人 もし くは 一般 財 団法 人、 どち らか への 移行 認定 を受け
る必要があるということでございます。
先ほど、実行計画に位置づけられている機能統合後の財団でございますけれども、こ
れは 新宿 区の 外郭 団体 とし て効 率的 に公 益事 業 を実 施す る必 要が ある と、 これ が使命
でご ざい ます ので 、こ れら 経営 上の 視点 から も 公益 認定 を取 得す ると いう こと は必須
であるというふうに考えているところでございます。
機能統合の方法かつ公益認定を受けるということを勘案した結果、どのような形で機
能統 合す るか 考え たと ころ でご ざい ます けれ ど も、 まず 、両 財団 を解 散し て、 新しく
一般 財団 を設 立す ると いう 方法 はご ざい ます け れど も、 とり あえ ず一 般財 団を 設立し
た後 に、 更に 公益 認定 を受 けな けれ ばい けな い とい うこ とに なり ます 。ま た、 整備法
で認 めら れて おり ます 特例 民法 法人 の吸 収合 併 とい う方 法も ござ いま すが 、こ ちらで
合併 をす る場 合、 合併 につ いて の諸 手続 を両 方 で進 める 必要 があ ると いう こと と、合
併後 の事 業年 度の 決算 が承 認さ れた 後に 公益 認 定を 受け なけ れば いけ ない とい うこと
で、 これ につ きま して も４ 月１ 日か ら公 益認 定 を受 ける こと が難 しい とい うこ とで、
それら のこ とを 勘案 致し まし て、 私ど もとし ま しては 、一 方の 特例 民法 法人 を解 散し 、
他方 の特 例民 法法 人が 事業 を継 承し 、そ の間 に 公益 認定 をと ると いう 方法 をと るとい
うことに致しました。
その結果、これまで文化活動や国際交流事業も手がけております新宿区生涯学習財団
が公 益認 定を 受け 、文 化国 際交 流財 団が ３月31日ま でで 事業 を終 わる とい う形 をとる
とい うこ とに した とこ ろで ござ いま す。 その 前 提で ござ いま して 、今 回の 寄附 行為の
改正をお願いするところでございます。
議案第４号の説明に移らせていただきます。
〈資料に基づく説明省略〉

○中山理事長

それでは、この第４号議案は、今説明にありましたとおり、４月１日の両

財団 の統 合を 前提 に、 現時 点で 生涯 学習 財団 の 寄附 行為 を変 更し たい とい う、 そうい
った議案でございます。これについてご質問、ご意見等ございますでしょうか。
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（「ありません」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

よろしいですか。

それでは、議案第４号、財団法人新宿区生涯学習財団寄附行為（案）を原案どおり決
定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

それでは、異議なしと認め、議案第４号を原案どおり決定致します。
次に、議案第５号、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員の選任方法（案）、ま
た議案 第６ 号、 財団 法人 新宿 区生 涯学 習財団 最 初の評 議員 選定 委員 会設 置規 程（ 案） 、
議案 第７ 号、 「最 初の 評議 員選 定委 員会 」委 員 の選 任（ 案） は、 これ は一 体の もので
ございますので、一括して議題に供させていただきます。
それでは、議案第５号、第６号、第７号について、まず事務局の説明をお願いします。
〈資料に基づく説明省略〉

○諏訪事務局次長

まず、議案第５・６・７号の説明資料のほうをご覧いただきたいと存

じます。
提案理由のところでございますが、先ほど申し上げました一般社団法人及び一般財団
法人 に関 する 法律 及び 公益 社団 法人 及び 公益 財 団法 人の 認定 等に 関す る法 律の 施行に
伴う 関係 法律 の整 備等 に関 する 法律 第92条の 規 定に 基づ きま して 、最 初の 評議 員を選
任するためにご審議をお願いするものでございます。
この整備法第92条でございますが、特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧
主務 官庁 の認 可を 得て 、理 事が 定め ると ころ に よる と定 めら れて おり ます 。こ れに基
づきま して 、最 初の 評議 員の 選任 方法 を議決 い ただき たい とい うと ころ でご ざい ます 。
今回の整備法及び認定法によりまして、評議員会の役割が今までの役割と異なってま
いり まし た。 今ま での 評議 員会 とい うの は、 法 制上 は任 意の もの でご ざい まし たが、
今度 の公 益認 定法 では 必置 とさ れて いる もの で ござ いま す。 必置 とさ れた 評議 員会の
機能 と役 割で ござ いま すが 、今 まで は理 事会 が 諮問 する もの に意 見を 頂戴 する という
役割 でご ざい まし たけ れど も、 公益 認定 後の 評 議員 会の 役割 は、 財団 法人 の業 務の監
督や 、業 務執 行機 関で ある 理事 及び 理事 会を 監 督・ 統制 する とい う役 割を 担う ことに
なり ます 。会 計監 査人 の選 任や 解任 、そ れか ら 理事 の選 任・ 解任 、定 款の 変更 などを
議決 する 財団 運営 の最 重要 決定 機関 とな ると い うこ とで ござ いま す。 従い まし て、新
定款 の申 請前 に最 初の 評議 員の 設置 方法 を理 事 会で 決議 の上 、現 行主 務官 庁の 認可を
得なければならないというふうになっております。
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新制度における評議員は、財団がその目的から逸脱していないか監督する重要な立場
であ るた め、 その 身分 が大 変保 証さ れて おり ま す。 特に 税制 上の 優遇 措置 を受 けるこ
とに なる 公益 財団 法人 にお いて は、 広範 で強 い 権限 を持 つこ とに なり ます ので 、その
人選 が非 常に 重要 視さ れて おり ます 。公 益財 団 法人 の運 営が 特定 の団 体で すと か勢力
の利 益に 偏る 恐れ がな いよ うに 、不 特定 多数 の 利益 のた め適 正・ 公正 に行 われ るため
に、 評議 員の 人選 にお いて も当 該法 人の 運営 の 公正 さに 疑い を生 じさ せな い立 場にあ
る者であることが強く期待されているということでございます。
そのようなため、公益財団法人の評議員や評議員会の役割と機能は、これから作成予
定の新 定款 で定 義さ れる こと にな りま すけれ ど も、最 初の 評議 員の 人選 が偏 った 場合 、
その まま の人 選で 続く とい うこ とも 考え られ ま すの で、 今回 の理 事会 での ご決 定をい
ただくというところでございます。
以上で、議案第５号にちょっと内容を戻らせていただきます。議案第５号をご覧いた
だきたいと思います。
最初の評議員の選任は、当法人に最初の評議員選定委員会を設置して、当該選定委員
会において行う。
評議委員会選定委員会は、現行寄附行為上の評議員１名、監事１名、事務局員１名、
外部委員２名の合計５名で構成する。
この外部委員２名につきましては、次のいずれにも該当しない者を理事会において専
任す る。 この 法人 また は関 連団 体の 業務 を執 行 する 者、 また は使 用人 。過 去に 前号に
規定 する 者に なっ たこ とが ある 者。 （１ ）ま た は（ ２） に該 当す る者 の配 偶者 、三親
等内 の親 族、 使用 人等 を除 外す ると 。公 正な 立 場で 選ん でい ただ くた めに 、必 ず外部
委員 を２ 名入 れて くだ さい とい うこ とで ござ い ます 。こ ちら につ きま して は、 法の趣
旨に のっ とっ たモ デル ケー スと いう こと にな っ てご ざい まし て、 当財 団で もこ の方法
を採用したいというふうに考えているところでございます。
４のところにまいります。評議員選定委員会の運営についての詳しいものは理事会に
おい て定 める とい うふ うに なっ てお りま す。 こ れに 基づ きま して 、こ の選 任方 法につ
きまして、主務官庁の認可を受けた後ですが、議案第６号に移らせていただきます。
議案第６号で、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員選定委員会の設置規程
（案 ）、 これ を設 置し たい と考 えて おり ます 。 こち らの 、附 則を ご覧 いた だき たいと
思い ます が、 この 規程 は、 財団 法人 新宿 区生 涯 学習 財団 にお ける 最初 の評 議員 の選任
方法が 、東 京都 教育 委員 会の 認可 を得 た日か ら 施行す ると いう こと にな って おり ます 。
この 選任 方法 につ いて の認 可が 得た 後、 この 設 置規 程に 従い まし て、 最初 の評 議員選
定委員会を立ち上げたいというふうに考えております。
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こちらの設置の目的及び任務につきましては、先ほど申し上げましたように、整備法
に基 づく 特例 民法 法人 から 公益 社団 法人 及び 公 益財 団法 人の 認定 に関 する 法律 に基づ
く公 益財 団法 人に 移行 登記 の日 以降 、評 議員 に 就任 すべ き最 初の 評議 員を 選任 する役
割でございます。
なお、現在の評議員会は、その日までは存在するということでございます。
第３条の４項をご覧いただきたいと思います。選定委員会委員は、理事長が理事会の
承認 を得 て委 嘱す ると なっ てお りま す。 こち ら の規 程が 施行 され た後 、委 員を 委嘱し
ていただかなければいけません。
その委員につきまして、議案第７号をご覧いただきたいと存じます。
議案第７号、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員選定委員会設置規程第３条に
より、下記の者を選定委員会委員に選任する。
先ほども申し上げました公正な外部委員２名のところでございます。外部委員と致し
まし て、 東京 商工 会議 所新 宿支 部事 務局 長、 福 田様 。財 団法 人損 保ジ ャパ ン美 術財団
常務 理事 、東 郷青 児美 術館 館長 、小 口様 。こ ち らの ２名 にお 願い した いと 考え ている
とこ ろで ござ いま す。 更に 現行 評議 員１ 名と い うと ころ で、 小菅 評議 員。 更に 現行寄
附行 為上 の監 事１ 名と いう こと で、 河原 監事 。 それ から 事務 局員 １名 でご ざい ます。
こち らの 事務 局員 １名 、小 野寺 のと ころ でご ざ いま すが 、小 野寺 は常 務理 事の 立場で
ござ いま して 、評 議員 会は 理事 を選 任・ 解任 す る立 場で ござ いま すの で、 それ を選任
する 者に 理事 が入 って はい けな いと いう こと で 、財 団法 人新 宿区 生涯 学習 財団 参事、
新宿歴史博物館館長の林を入れたいというふうに考えているところでございます。
これらの委員は、財団法人新宿区生涯学習財団における最初の評議員選任方法が、東
京都 教育 委員 会の 認可 を得 、財 団法 人新 宿区 生 涯学 習財 団最 初の 評議 員選 定委 員会設
置規 程が 施行 され た日 以降 に委 嘱し たい とい う ふう に考 えて おり ます 。こ ちら ５名の
方につきましては、既に就任の内諾を得ているところでございます。
以上、説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い致します。
○中山理事長

それでは、議案第５号、第６号、第７号についてご意見、ご質問のある方

は、どうぞよろしくお願い致します。
今回、いわゆる法が変わってきている中で、事務局からの説明にもありましたように、
評議 員会 とい うの が大 変に 大き な権 限を 持っ て きま す。 これ まで の評 議員 会の 役割と
大き く、 先ほ ど説 明に あり まし たよ うに 、機 能 が変 わる わけ です ね。 そう した 中で、
この 点に つい て、 今ご 説明 した よう な形 での 、 まず 評議 員を 選定 する 委員 会の 委員の
選任についてお諮りしているのが第７号議案でございます。
これについて何かご質問、ご意見等。大変制度が変わるということで、わかりにくい
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点が 割に ある かと 思い ます ので 、ご 疑問 な点 、 もし くは ご意 見等 ござ いま した ら、ど
うぞよろしくお願い致します。
（「ありません」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

よろしいでしょうか。

それでは、まず各議案ごとに決定をさせていただきますので。まず、議案第５号、財
団法 人新 宿区 生涯 学習 財団 最初 の評 議員 の選 任 方法 （案 ）を 原案 どお り決 定す ること
にご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

それでは、異議なしと認め、議案第５号は原案どおり決定致します。
次 に、 議案 第６ 号、 財団 法人 新宿 区生 涯学 習財団 最初 の評 議員 選定 委員 会設 置規程
（案）を原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

それでは、異議なしと認め、議案第６号は原案どおり決定致します。

次に、議案第７号、「最初の評議員選定委員会」委員の選任（案）を原案どおり決定
することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

それでは、異議なしと認め、議案第７号は原案どおり決定致します。あり

がとうございました。
それでは次に、引き続き、議案第８号、財団法人新宿区生涯学習財団理事による副理
事長の選任（案）について事務局の説明を受けます。お願いします。
○諏訪事務局次長

生涯学習財団副理事長につきましては、平成20年度より２名というこ

とで 寄附 行為 の改 正を した とこ ろで ござ いま す 。し かし 、平 成21年度 ３月31日 に渡部
前副理 事長 がご 退任 され てお りま して 、現在 １ 名の副 理事 長が 空席 とな って おり ます 。
つき まし ては 、寄 附行 為第15条 １項 １号 の規 定 に基 づき 、欠 員と なっ てい る副 理事長
について互選をお願い申し上げるものでございます。
以上です。
○中山理事長

それでは、副理事長の選任に関しまして、立候補もしくは推薦などはござ

いますか。
どうぞ、小澤委員。
○小澤理事
○中山理事長

後任の小栁理事が適任だと思いますけれども、お諮りください。
今、小栁理事との発言がありましたが、よろしいでしょうか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○中山理事長

では、もう１名の副理事長は小栁理事に決定したいと思います。

それでは、今日の議題はこれで、皆様にお諮りするものはすべて終了でございますが、
その他、何かご意見ございますか。よろしいでしょうか。
それでは、特にないようですので、以上で議事を終了致します。
事務局より報告・連絡事項はありますか。どうぞ。
○小野寺事務局長

それでは、お願いでございますけれども、この議案等でも現在審議し

てい ただ いた わけ でご ざい ます けれ ども 、こ の 先、 実は 公益 認定 を受 け、 その 形で来
年度 当初 に出 発す るた めに は、 さま ざま な法 律 上の 手続 等、 求め られ てい るこ とがご
ざいます。
従いまして、通常ですと年に４回程度の理事会でございましたけれども、今年度こう
いう 事情 がご ざい ます ので 、必 要な 都度 、皆 さ んの 審議 をい ただ き、 議決 をし ていた
だく 場面 が必 要に なっ てく るか と思 いま す。 当 面、 通常 です と、 ５月 の決 算以 降は10
月の中 間決 算な り翌 年度 事業 とい うこ とにな り ますが 、そ の間 に１ 回ま たは ２回 程度 、
それ から 公益 認定 申請 を行 うに つき まし て、 諸 規定 等の 全面 改正 等、 大変 ボリ ューム
のあ る仕 事を やっ てい く関 係上 、10月以 降も 新 年度 まで に２ 回程 度、 理事 会を 招集さ
せて いた だい て、 ご審 議い ただ く場 面が あろ う かと 思い ます ので 、お 忙し い中 大変恐
縮で ござ いま すけ れど も、 こう いう 事情 でご ざ いま すの で、 ご理 解の 上、 ご協 力を賜
りたいと思いますので、よろしくお願い致します。
○中山理事長

今、事務局長からお話し致しましたように、来年４月１日に新たな公益認

定を 受け た法 人と して スタ ート をし てい くた め に、 大変 ボリ ュー ムの ある 仕事 を事務
局と して もし 、そ して 、こ の理 事会 でお 諮り し て決 定を して いく とい うよ うな ことが
ござ いま して 、大 変に お忙 しい とこ ろ恐 縮で は ござ いま すが 、ど うぞ 皆様 、ご 協力を
お願い申し上げます。
本当にどうもありがとうございました。
本日はこれで、この理事会は終了とさせていただきます。皆さん本当にお忙しい中、
ありがとうございました。
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