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第 11 回 練馬区基本構想審議会 

 議事概要（確定版） 

 

日時：平成 21 年３月 14 日（土）午前９時 30 分～11 時 40 分 

場所：練馬区役所本庁舎５階 庁議室 

<<議事次第>> 

  １．開会 

  ２．答申たたき台（案）について 
  ３．答申のとりまとめまでの検討の進め方について 
  ４．閉会 

 

<<出席者（五十音順）>> 

  秋元和子、浅野祐介、岩崎久美子、上野定雄、大杉覚、大屋幸恵、高橋徳行、 

沼田美穂、林真未、三澤ちづ子、村松昭、山口不二夫、若井治子（以上 13 名） 

 

<<欠席者（五十音順）>> 

  秋山哲男、伊藤勝、本山裕一（以上３名） 

 

<<傍聴者数>> 

 10 名 
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１．開会 

■副会長 
・第11回練馬区基本構想審議会を開催する。会長が到着するまで議事を進行する。事務局

より委員の出席状況等について報告をお願いしたい。 

■事務局 
・13 名の委員が出席していることから、会議が成立していることを報告する。また、本日

の傍聴者は 10 名である。 
・本日は、健康福祉事業本部経営課長、学校教育部庶務課長、環境まちづくり事業本部経

営課長が出席している。 
■副会長 
・第９回、第 10 回審議会の議事概要および第１回～第３回の懇談会の議事概要の確定をし

たい。これで確定ということでよろしいか。（特になし）それでは、議事概要については

この内容で確定とする。 
・本日の進め方であるが、前回、答申の構成について大枠の方向性としては合意を得たも

のと理解している。その構成に基づき、前回までの審議会や懇談会での検討を踏まえて、

事務局が答申たたき台（案）を作成しているので、これをもとに本日は議論したい。また、

３名の委員からご意見をまとめたペーパーを提出していただいている。 
・本日は答申たたき台（案）を議論するが、すべてを議論しつくせないので、前半部分で

きれば 2 章までを検討したい。今後の答申のとりまとめまでの進め方についても協議をし

たい。 
 
２．答申たたき台（案）について  

■会長 
・答申たたき台（案）について事務局に説明をお願いしたい。 
■事務局 
－資料１～３に基づき説明 
■会長 
・各章を事務局に読み上げてもらい、文言・表現一つ一つについてご意見をいただきなが

ら固めていくという形で進めさせていただきたいが、よろしいか。 
（特に意見なし） 
・それでは、事務局にまえがき部分の読み上げをお願いする。 
■事務局 
－資料１（まえがき部分）読み上げ 
■会長 
・まえがきの性格上、全体を通して後ほど再度検討することもあると思うが、まずは現段

階でご意見をいただきたい。 
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■委員 
・「練馬格差」という問題について具体的に言及している。昭和 52 年の基本構想に基づく

努力によって「練馬格差」は解消したが、他にも新たな課題が生じているので、新たな基

本構想を策定することとしたという理解でよいのか。 
■事務局 
・基本的にそのような考え方で記述している。当時は下水道の整備、駅周辺のまちづくり

もまだ行われておらず、総合的な病院がないなど、インフラが十分整備されていないこと

もあり、その点についてはある程度改善されたが、新たな課題も生じているものと認識し

ている。 
■委員 
・昭和 52 年の基本構想には「練馬格差」という言葉は見られないようだが、「練馬格差」

という言葉が継続的にあるのか。 
■事務局 
・現基本構想に「練馬格差」という表現は見られないが、冒頭に「～高度成長による急激

な発展は、生活の利便さを増大したものの、練馬を都市としての基盤整備のともなわない

まま無秩序に膨張させ～」という文章が「練馬格差」を表している。当時の区民にとって

は、「練馬格差」という言葉はポピュラーだった。今の区民にとっては違和感があるかも

しれない。 
■会長 
・「練馬格差」という言葉は解消されたからこそ使用できる面もある。新しく練馬に住ま

われている方にはなじみのない言葉かもしれないので、言葉の使い方には工夫の余地があ

る。 
■委員 
・昭和 45 年から平成 15 年までの区議会議員時代は、毎日、行政とともに「練馬格差」の

解消に取り組んできた。その成果を知ってもらうためにもこの言葉はまえがきに掲載して

ほしい。当時は、下水道だけでなく上水道も整備されていなかったため、複数箇所で私設

水道を自らの手で整備した。現在も水道利用組合があり、2,000 世帯以上に水道水を供給

している。 
・「練馬格差」がどのような問題であり、どのように乗り越えて現在の区政があるかを知

ってほしい。 
■会長 
・「練馬格差」という言葉を使うことによって、ネガティブな面だけでなく、練馬区は最

も新しい区であるというポジティブな面を伝える意義もあると思う。 
■委員 
・「練馬格差」をあえてまえがきに掲載する意味は理解できたので、もう少し丁寧に説明

してほしい。格差社会というイメージもあるので、３つ目の段落の「練馬格差」にも、「」
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（括弧）をきちんと付けてしてほしい。 
■会長 
・注釈や用語解説を答申の段階で付けるのか、議会に諮る段階で付けるのか、ということ

はあるが、今の「練馬格差」のように解説が必要な文言についてはご指摘いただきたい。 
■委員 
・「練馬格差」の「格差」という言葉にきつい印象を受ける。世代によっても受け止め方

が異なる。「地域によってインフラ整備に違いがあった」などもう少し柔らかい表現にし

てはどうか。 
■委員 
・現基本構想の説明資料の中では「区の行政施設水準は他区にくらべて十分でなく～格差

是正が叫ばれる現状にあるが、人口の急増で格差解消が十分にはかれない傾向がみられ

る」と表現されている。行政や議会では「練馬格差」という言葉が使用されても、資料中

には「練馬格差」という言葉は使われていなかった。初めて読む人にも分かる表現にして

ほしい。 
■会長 
・「練馬格差」が示す状況があったということは示しつつも表現についてはさらに検討が

必要である。 
■委員 
・４つ目の「○」の新たな課題について、財政状況が厳しくなる中で、行政サービスにつ

いては、公的セクターだけではなく、住民も担い手とならざることを得ない現在の行政を

めぐる現況に触れる必要はないか。 
・地方分権の進展や特別区制度改革により練馬区の位置づけが重要となるとのことだが、

特別区改革で練馬区が消滅することもありうるため、表現に配慮が必要である。 
■会長 
・委員の最初のご指摘については、行財政上の課題としてまえがきに触れるべきであろう。 
・また、２つ目のご指摘については、将来的な制度改革の議論もあるが、基礎自治体とし

ての練馬区の姿を基本に据えているため、制度改革についても注釈が必要である。基礎自

治体としての練馬区を前提として、人口 70 万人を抱える都市としての練馬区をもう少し

強調しても良いかもしれない。 
■委員 
・練馬区という自治体が将来にわたっても存続しているという前提がなければ、今までの

この審議会での議論が無意味になってしまう。 
■委員 
・「１新しい基本構想の策定」の最後の「○」の部分で新基本構想の策定理由について言

及しているが、「都市の風格を高めていくため」という理由に違和感を覚える。｢練馬格差｣

は是正されたが、時代の経過を経て新たな課題が出てきており、その解決策を検討･確認
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するためという都市の発展の流れを示したほうがよい。 
■会長 
・人口 70 万の大都市としてのあり方について書いたと思われるが、再検討の必要がある。

練馬の大都市としての風格・責務を明確にするということを、表現に配慮して伝えてほし

い。 
■事務局 
・ご指摘の点については理解した。現在の案は、ややいろいろな要素を盛り込み過ぎた感

がある。 
■委員 
・70 万人都市として区が発展を遂げ、その役割を区として全うすることが基本構想策定の

目的とは思っていなかった。区民懇談会から一貫して、区の発展よりも、区民の幸せが区

政の目的であると理解している。 
■会長 
・区民の幸せを大きくしていくことが区の最大のミッションであり、そのために区がさら

なる発展を遂げるということを明記してほしい。 
■委員 
・構成イメージ図について、第１章と第２章の関係が独立しているように見えるが、どの

ような関係か。 
■事務局 
・事務局としても悩んでいる。本来は、上に「10 年後にめざす姿」があり、その下に「区

政経営の基本姿勢」があるべきだと思うが、そうすると、分野別の縦軸と横軸の関係をう

まく示すことができず苦慮している。 
■会長 
・第１章が、第２章だけでなく、第３章、第４章とも関係していることを示す必要がある。

われわれは縦軸と横軸の整理を十分理解しているが、より分かりやすい図となるよう意見

を出してほしい。初めて目にする人にはいろいろな解釈もあると思うので、事務局にアド

バイスしてもらいたい。 
■委員 
・第２･３章は縦軸と横軸のクロスであり、第１章の実現に向けたものである。「10 年後に

めざす姿」と「区政経営の基本姿勢」は果たして同等なのか。皆が「10 年後にめざす姿」

に向かうようにしてはどうか。また、第４章が最も重要のように受け取られるが、あくま

で手段に過ぎないので、分かりやすいようにレイアウトを見直してほしい。 
■事務局 
・第３･４章の取り組みが将来像に反映されるというスパイラルの関係を示したいが、縦軸

と横軸の関係も示せるよう見直したい。 
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■会長 
・分かりやすくするために図を載せているのに、逆に分かりにくくなるのは困る。 
■委員 
・基本構想で重要なのは、皆が目標として前に進める将来ビジョンの提示である。第１章

の「10 年後にめざす姿」を中心にしたらどうか。そういう意味では、まえがきの表現と

して、冒頭の議会の議決を経るというのは手続きに過ぎないので、区民と区が手を携えて

ともに進む将来ビジョンであるということを冒頭に示すべきである。 
■事務局 
・過去からの経緯を先に示しているため現案のようになっているが、ご指摘の点について

は検討したい。 
■会長 
・基本構想の位置づけを知らない区民もいるため、議会の議決については触れたい。文章

の順番については検討してほしい。 
・構成イメージ図は一番使われる図となるので、現在目指している姿が何か分かるように

示してほしい。 
・それでは、次に第１章について、事務局から説明をお願いしたい。 
■事務局 
－第１章「１ 10 年後にめざす練馬区の姿」の委員案、事務局案について紹介 
・事務局案については、「創造都市」は会長の学習会での講演から示唆をうけたものであり、

「ともに未来へつなぐ」は地域コミュニティを意識し、「人・まち・みどり」はねりま未

来プロジェクトを意識して盛り込んだものである。事務局としては、この審議会で案を１

つに決めるのではなく、いくつかの案を出していきたいと考えている。 
■会長 
・委員案１～３をどう取り扱うのか、また、各提案者から補足があれば意見をお願いした

い。 
■委員 
・案１が最も区民になじみやすいと思う。事務局案は区報でよく見かけるような文言が並

んでいるイメージである。 
■委員 
・事務局案が委員案１～３を取り入れていてよい。 
■委員 
・練馬ならではという観点から、「みどり」という表現を入れてはどうか。また、人とのつ

ながりなど、地域コミュニティを表す言葉も入れたほうがよい。「10 年後にめざす練馬区

の姿」として、誰もが見てすぐに練馬と分かるものにしてほしい。どこの区か分からない

ようなキャッチコピーは避けたい。 
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■委員 
・「10 年後にめざす練馬区の姿」について事務局案は解説が付いているが、キャッチコピ

ーだけにするのか。キャッチコピーを説明する文章も付けたほうがよい。 
・案１については、対象を区民だけではなく、イベントなどで来る人も含めている。事務

局案は、キャッチコピーとしてよいが、対象が区民や区に偏っているため、自分自身のイ

メージしている将来像からずれてくる。通勤･通学者や遊びに来る人にも基本構想が関わ

るのか、それとも居住者のためのものなのか。練馬区の将来像は区民だけでないことを伝

えたい。多くの来街者にも「ふるさと都市ねりま」を感じてほしい。 
■会長 
・事務局案だけでなく、他の案にも解説文章は付けたほうが良い。 
・練馬区では、条例などで「区民」をどのような範囲に定義しているのか。 
■事務局 
・条例などでは「区民等」と表現している。例えば、「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条

例」では、「区民等」を「区内に居住する者、区内に存する事務所または事業所に勤務す

る者および区内に存する学校に在学する者」と定義している。これに来訪者も含めて考え

ることはできるだろう。区として全般的な定義はなく、計画、条例ごとに必要な範囲で定

義している。他自治体の基本構想でも広範な区民が定義されており、新基本構想でも同様

に定義をすることはあり得る。 
■会長 
・自治基本条例の検討の中で区民の定義付けが行われていると思われる。他の自治基本条

例の事例でも活動する人・学ぶ人、団体も含めることが多い。また、個人だけでなく法人

格の有無に限らず団体も含まれることが多い。法律上の住民に限るのであれば「住民」と

すべきだが、基本構想の中でも「区民」の用いられ方が異なる部分が出てくるだろう。 
■事務局 
・（仮称）自治基本条例の区民懇談会の提言では、「住民」「事業者」などが定義付けられ

ているが、区としての全般的な定義はない。区民懇談会では、「住民」を「区内に住所を

有する者」、「区民」を「住民、区内に在勤・在学する者および活動する者」、「事業者」を

「区内において事業活動をする者」と定義し、「区民等」として「区民および事業者」と

している。 
■会長 
・施策の内容によって定義は異なるが、住民以外の人を含めた包括的な表現が必要である。 
■委員 
・説明文に関しては、趣旨がきちんと盛り込まれている。 
・各委員案も事務局案も、地域コミュニティを主とする議論があったことを踏まえ、厳し

い行財政の中で重要となる人のネットワークや信頼感、互酬性という言葉が入っており、

しっかりとした印象を覚える。 
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■委員 
・キャッチコピーとしての表現は難しいが、区民目線での表現が必要ではないか。「ほっと

する」「あたたかい」といったイメージの表現を盛り込めると良いかもしれない。 
■会長 
・講演会で「創造都市」についてお話したが、「創造都市」を入れてほしいとは言っていな

いので誤解のないようにお願いしたい。 
■副会長 
・子どもが、「練馬発」つまり、外から人が集まってくるような、自慢できるようなまちで

あると良いと言っていた。 
■会長 
・基本構想については、小中学生など子どもから意見を聞くと面白いだろう。地域の魅力

を引き出して外から人が集まるという視点も重要である。 
■事務局 
・第１回審議会で配付した資料のうち、職員研修の結果を本日も委員へ配付している。職

員案を見ても「みどり」や地域コミュニティを基盤とした「協働」や「支え合い」は多く

提案されているので、こうした点は含めていきたい。 
■会長 
・説明文をつけるとすれば、事務局案のような書きぶりになるが良いか。 
■委員 
・委員案１に不足しているのは「みどり」だけで、「みどり」を追加すれば案１の採用で良

いのではないか。 
■会長 
・多数決で決められなくもないが、ここで一案に絞るのではなく、ここでは併記し、答申

の段階で改めて検討してはどうか。 
■委員 
・4 月までにある程度のことを決めるものだと思ったため、あまり決定を先送りばかりして

いると事務局の負担が大きくなることもあり、決めるものは決めた方が良いのではないか。 
■会長 
・先送りにするのはこの事案だけである。ここは全体にかかわるため、後で立ち返ってま

た検討したい。 
■委員 
・「練馬発」に関する意見は斬新であるが、産業などの政策も反映して考える必要があるの

で、後ほどまた検討しても良いと思う。 
■委員 
・「地域コミュニティ」や「地域力」が織り込まれているとよい。地域とふれあうだけで

なく、人と人とのふれあいの中で生まれてくるものを強調したい。 
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■会長 
・地域コミュニティによる付加価値について触れてほしいということかと思うが、ねりま

未来プロジェクトでもこうした点は言及されているので、また後ほど議論したい。 
・次に、「２ 区政経営の基本姿勢」に移りたい。 
■事務局 
－第１章「２ 区政経営の基本姿勢」を読み上げ 
■副会長 
・第 9 回審議会で示された構成案では「（１）区民が主役のまちづくり」で「さまざまな地

域課題の解決をめざす」とあったが、本日の案では、「さまざまな地域の活動」と後退し

ている印象を受けた。変更した理由は何か。 
■事務局 
・さまざまな活動を幅広く対象とするという趣旨である。例えばスポーツ活動の中に地域

課題の解決を見出すことは難しい。また、課題の解決とするとやや堅苦しくなるため、区

民が楽しみながら区を良くしていくということを念頭において変更した。 
■副会長 
・さまざまな課題があるが、その解決手段として町会が機能していないために地域を見直

そうという議論であったのに、ただ「コミュニティ」という表現が分かりにくいだけで、

だいぶ省かれてしまった感がある。信頼感などの言葉は出ているが、それをどのように築

いていくかは示す必要がある。また、厳しい行財政の中で、住民自治で解決すべき課題が

増えているので、やはり課題解決という表現は残しておいたほうが良いのではないか。 
■事務局 
・ご指摘の点は 20 ページに「地域コミュニティをはぐくむ方策の検討と実施」として示し

ており、行政としては、ここを区民に分かりやすく説明する必要があると認識している。

地域課題の解決のためというカテゴリーで限定すると、区民にとって何か課題を解決する

活動でなければならないような堅苦しい印象を受ける。 
・「中間のまとめ」に対しては、これ以上区民に負担を押し付けるのかという意見が多く

見られ、事務局として苦慮しているところである。 
■会長 
・幅広い区民活動は（１）で盛り込み、地域課題の解決のための地域コミュニティの必要

性は（２）で謳えば良いのではないか。 
■委員 
・大都市では、隣の顔も見えないような関係が形成されており、様々な面で地域コミュニ

ティを充実させる必要性があり、この点については基本構想のどこかで触れておきたい。

キャッチコピーは難しいにしても、「区政経営の基本姿勢」の前文で近所付き合いが少な

くなっていることを示す、あるいは未来プロジェクトの「自立して未来を拓く人をはぐく

む」で、課題を解決するためのプロジェクトの提案を明記してはどうか。 
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・現案では、地域コミュニティが円滑に形成されているかのように読み取れ、地域コミュ

ニティに関する説明がないと審議会の思いが伝わらないように感じる。 
■会長 
・地域コミュニティに関する現状分析はあまり細かく掲載できないが、確かに分かりやす

く説明する必要がある。 
■委員 
・「（１）区民が主役のまちづくり」について、主語が区民となっているが、区民を主語と

すると区民への役割が大き過ぎてしまう。あくまで主語は区であり、「区は、区民が地域

コミュニティをはぐくめるよう支援を行う」というように、区の役割を明記すべきである。 
・「ふるさと都市ねりま」はキャッチコピーに使った方がよい。 
■委員 
・「（１）区民が主役のまちづくり」の「さまざまな地域の活動」は文化活動を含んでいる

とのことだが、そうした活動の中で、課題解決のノウハウを持った人を介して課題解決

につながることもあれば、活動場所等の課題を解決するために区と協働することもある。

そうした意味では、「さまざまな地域の活動」のままで良いと思われる。 
■会長 
・ソーシャルキャピタルのような直接的な目的でなくとも、何かの時に役立つ関係の重要

さを（１）に、もう少し直接的な地域課題の解決については（２）に書き分ける整理で良

いと思われる。 
■委員 
・町会・自治会の寄り合いで新基本構想の話をすると、現在以上に負担を強いるのではな

いかという懐疑から新基本構想の評判は大変悪い。区民が主体となってコミュニティをは

ぐくむという文章を読めば誰でも、区は何をしてくれるのかという疑問を持つ。 
・（３）の持続可能な区民経営の内容は書いてある通りだが、言葉が抽象的で生きていな

い感じがする。効果的・効率的な手段を選択するとあるが、世界的な不況の中で苦労して

いる民間の人たちにも納得できるような区政経営の書きぶりにしてほしい。 
■会長 
・（３）の表現については、専門用語だけではなく、区民が思いを持って読めるような表

現としてほしい。 
・区が地域コミュニティをはぐくむとすると、やりすぎとの受け止め方もあり、一方で地

域コミュニティに押し付け過ぎないように文言を検討しなければならない。 
■委員 
・「区民が主役のまちづくり」と言われると、何か魂胆があるのではないかと疑ってしま

う。「主役」よりも「主体」という言葉が良い。実態に即した表現にしてほしい。 
・なぜ区民が「主体」とならなければならないのかについて、「まえがき」で「時代の経過

に伴い～新たな課題が生じています」とあるが、都市基盤の整備だけでは解決できない新
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たな課題が生じていることをはっきりと打ち出さなければ、地域コミュニティの必要性が

伝わらないのではないか。 
■会長 
・「主役」はなじみがある表現なので使われているが、決められたことをやるのではなく、

区民が「主体」であることを伝わるようにしなければならない。 
■委員 
・「さまざまな地域の活動」が地域コミュニティに結びつくような表現となっているが、

疑問である。何かの活動に参加していないといけないような印象を受けるが、漏れてしま

う人がたくさんいるのではないか。 
■会長 
・既存の組織や団体に意図しない形で属すことができず、やむを得ず孤立している人を受

け止めるということを示してほしいということである。 
■事務局 
・地域コミュニティをはぐくむのは行政だとは考えていない。行政としては、もし地域で

コミュニティをはぐくめないのであれば、区民間の関係づくりを支援するというスタンス

である。 
・本来、地域コミュニティは、住民の関心や活動によって自然発生的に生まれてくるはず

のものだが、それが希薄になっているので、支援するというのが区の基本的なスタンスで

ある。地域コミュニティは区民自らがはぐくみつくるものであるというのがベースとなる

考え方である。 
■委員 
・同感である。一方で、ここは「区政経営の基本姿勢」であるため、区としてやることを

書くべきではないか。区がサポートをするという表現があっても良い。そうすると、（１）

と（２）を分ける意味がないように思われる。 
・（１）では地域コミュニティ活動への参加の促進、（２）では、区政への関心を高めるた

めに区がなすべきことを示してはどうか。 
■事務局 
・三つに書き分けている部分を二つに分ける方法もあるが、主体の取り扱いについては考

え方が一致していないような気がしている。現在、行政主体が強い部分と、区民主体が強

い部分が併記されている。行政計画として行政主体で統一すべきと思うが、中間のまとめ

の時点では、区民と一緒につくっていくという視点を強く打ち出したため、その表現が残

っている状況である。 
■委員 
・事務局のスタンスには同感である。ただし、教育分野での地域力の低下が叫ばれている

中、地域コミュニティがない、あるいは再生が必要な地域においては何らかの人為的な働

きかけが必要であると考えている。行政は地域コミュニティが機能するような基盤づくり
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の支援や地域の人材の発掘や能力向上に対する支援など、脇役でありながら種火となるよ

うなサポートを行うという記述を若干でも盛り込んでおいたほうが良いのではないか。 
■委員 
・区民懇談会の提案を反映してもらった分、区民主体性が強くなったという裏腹の関係が

見られる。 
・区民に任せる部分や区が支援する部分をはっきりと書き分ける必要があるのではないか。 
■会長 
・これまでの各委員の意見を総合すると、主語の使い分けもあるが、区民が主体であるこ

とが大前提である一方で、何の支援もなく完全に自立しているというのはいかがなものか

ということである。（２）は区が、主体である区民とどうやって区政を進めていくかとい

うことを書き分けてはどうか。 
■委員 
・ここは区政経営の基本姿勢であるため、主語は区とすべきである。主役という言葉の使

用も避けたほうが良い。 
・区民には、地域活動に参加する人と、参加していない人がおり、区は地域コミュニティ

に入っていくことができない区民に対する支援と、既に積極的に活動している区民への支

援の両方が必要である。現在のような（１）（２）のような書き分けではなく、このよう

な書き分けにしてはどうか。 
■会長 
・現行の書き分けを前提とすれば（１）についてのご意見だと思う。具体的な支援内容に

ついては最後の実現手段等に掲載されるべきものと思われるが、ご指摘のような考え方が

分かるような表現が必要かもしれない。 
・時間が少なくなっているため、今後のスケジュールについて議論したい。 
 

３．答申のとりまとめまでの検討の進め方について 

■事務局 
・次回には、答申たたき台（案）全般についてご意見をいただきたいが、次回１回でとり

まとめは難しいと思われる。 
・本日のような逐語チェックについては集中したほうが良いということで、次々回は、委

員の都合が良い４月４日（土）の 10～12 時、13～15 時の通しで集中的に審議したいと

考えている。 
・当初は３月を目途にとりまとめを想定していたが、もう少しご協力をお願いしたい。 
■会長 
・事務局任せにしてもよいが、区民の思いや各委員の思いを反映させていくためにも、４

月４日、あるいは場合によってはそれ以降も引き続き議論させていただくかもしれないの

で、ご協力をお願いしたい。 
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■事務局 
・連休明けの３月 23 日までにご意見をペーパーにして提出してもらいたい。 
■会長 
・今後は、細かな文言のやり取りとなるため、紙で意見を出してほしい。 
■事務局 
・基本構想ニュースは、１～２月分を近日中に発行する予定である。今回は 2 名の委員に

メッセージを寄せていただいているので、次回配付予定である。 
 
４．閉会 

 
（以上） 

 


