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第９回 練馬区基本構想審議会 

議事概要（確定版） 

 

日時：平成 21 年１月 31 日（土）午前 9 時 30 分～11 時 45 分 

場所：練馬区役所本庁舎５階 庁議室 

<<議事次第>> 

  １．開会 

  ２．「中間のまとめ」に対する意見募集の結果について 
  ３．「中間のまとめ」について寄せられた主な意見と検討の方向性について 
  ４．答申の構成とイメージについて 
  ５．今後の検討の進め方について 
  ６．各分野の目標と基本政策の検討等 
  ７．閉会 

 

<<出席者（五十音順）>> 

  秋元和子、浅野祐介、上野定雄、大杉覚、大屋幸恵、高橋徳行、沼田美穂、 

三澤ちづ子、村松昭、山口不二夫、若井治子（以上 11 名） 

 

<<欠席者（五十音順）>> 

  秋山哲男、伊藤勝、岩崎久美子、林真未、本山裕一（以上５名） 

 

<<傍聴者数>> 

 ７名 
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１．開会 

■会長 
・第９回練馬区基本構想審議会を開催する。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 
・委員 11 名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。なお、本日の

傍聴者は７名である。 
■会長 
・第８回審議会の議事概要、12 月の意見交換会の概要の確定をしたいが、事務局から一部

修正があるとのことなので、報告してほしい。 
■事務局 
・基本構想ニュース第４号で紹介している意見交換会での主な意見について、12 月９日の

参加者から発言の要旨に対する修正の申し入れがあった。具体的には、主な意見の一つ目

の「練馬区の文化への需要は非常に成熟しており」の部分は、修正以前は「練馬区の文化

産業は非常に成熟しており」となっていた。本日の配付資料１－２の該当部分についても

同様に修正させていただいた。 
■会長 
・修正部分を含め、確定でよろしいか。 
（異議なし） 
■会長 
・それでは第８回審議会の議事概要と意見交換会の概要をこの内容で確定する。 
・本日の進め方は、「中間のまとめ」について寄せられた意見募集の結果を踏まえて、今後

の検討の方向性を議論した上で、答申の構成とイメージについて、たたき台をもとに意見

交換を行いたい。その後、今後の検討スケジュールや答申を取りまとめていく検討の進め

方についての事務局案を委員におはかりしたい。さらに、時間の許す限り、「中間のまと

め」では十分に検討できなかった「分野別の政策」について議論することとしたい。 
 
２．「中間のまとめ」に対する意見募集の結果について 

■事務局 
－第９回審議会配付資料１－１に基づき説明 
・１－２～１－７についてはお目通しいただきたい。 
 

３．「中間のまとめ」について寄せられた主な意見と検討の方向性について 

■会長 
・「中間のまとめ」について寄せられた意見の主な内容と検討の方向性について事務局か

ら説明してほしい。 
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■事務局 
－第９回審議会配付資料２に基づき説明 
■会長 
・意見のまとめ方や対応の方向性についてご意見をいただきたい。 
・資料３の答申の構成案と合わせてご検討をいただく方が分かりやすい。これまでの議論

の中で抜けている論点があればご指摘いただきたい。 
■委員 
・「中間のまとめ」においてリーディングプロジェクトとして挙げられている例はどのよ

うなものであったか。 
■事務局 
・お配りしている区報特集号をご参照いただきたい。 
■委員 
・出席した意見交換会では、参加者からの要望として、練馬駅北口駅前の区有地の活用や、

光が丘地区での小学校再編後の跡施設の活用の問題について、審議会としても議論してほ

しいとの声を聞いた。答申に盛り込むかどうかは別としても、審議会でも検討すべき問題

ではないか。 
■事務局 
・練馬駅北口にある約 4,000 ㎡の区有地については、現在は駐輪場や保育園の仮設用地な

どとして暫定利用しているが、区として、今後の活用のあり方に関する基本構想（素案）

を示している。素案にはこれまでの検討を踏まえ、にぎわいの拠点とするなどの理念を掲

げており、今年度中には基本構想を策定し、来年度には整備運営事業者選定のための要項

作成を予定している段階にある。 
・光が丘地区では、児童数の減少に伴い地区内の８小学校を廃止し４校へと再編統合する

ことが予定されており、統合後の学校跡施設の活用について区民を含めた検討会議を開催

しており、３月には報告が出される予定である。 
■委員 
・練馬駅北口区有地の活用と、光が丘地区の小学校の跡施設活用は、練馬区にとって重要

な問題であり、検討状況についてはこれまでにも審議会の場で報告を受けるべきであった

と思う。 
■事務局 
・事務局としては、本審議会では、個別事業よりも区の将来のあり方についてご審議いた

だきたかったため、逐一報告していなかったが、委員には個別プロジェクトの進行状況を

ご報告したい。 
■会長 
・本審議会では議論の対象とはしないものの、個別事業の状況については検討にあたって

の参考として情報提供していただきたい。 
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■委員 
・基本構想では、教育のあり方について、子どもだけではなくすべての人が学ぶ場を幅広

く捉え、そこから地域コミュニティが生まれると考えるのであれば、学校教育だけではな

く、生涯教育も視野に入れている旨を明確にする必要があるのではないか。 
■会長 
・分野別の施策について、生涯学習に関して、教育委員会と区長部局との関係はどう整理

されているのか。 
■事務局 
・生涯学習は、教育委員会生涯学習部、文化については区長部局では文化国際課が所管で

ある。分野別政策のたたき台では、文化・生涯学習・スポーツと幅広く捉え、「区民生活

分野」の中で整理している。 
・子ども対象の施策については、現在の所管は教育委員会と区長部局で分かれている。分

野別政策のたたき台では「子ども分野」として整理している。 
■委員 
・「中間のまとめ」の重点プロジェクトにはワークライフバランスの考え方の普及とある

が、生活全体の中で子どもの教育や子育てを捉えるのであれば、現在の政策分野の分類は

見直したほうが良いのではないか。 
■副会長 
・出席した光が丘での意見交換会で出た意見として、「中間のまとめ」には就労者の視点が

抜けているとの指摘があった。就労している人の子育て環境やキャリアアップする際の学

びの機会にも関わるため、就労者の視点を強調してはどうか。 
 
４．答申の構成とイメージについて 

■事務局 
－第９回審議会配付資料３に基づき説明 
・「中間のまとめ」では地域コミュニティについての定義を注釈として示していたが、資

料３ ２ページでは、「２．今後 10 年の区政運営の基本姿勢」の冒頭に地域コミュニティ

の捉え方を示しているほか、一つ目の項目として「区民が主役のまちづくり」を掲げてい

る。 
・３ページの「３．未来の練馬を育む視点」は、「重点軸」としていたものを「未来を育む

視点」とした。また、「まちの魅力・活力を高める」としていた視点は、より具体的な表

現として、「（２）まちの魅力を引き出し、活力を高める」とした。「子どもの成長」の視

点は、「人を育む」と、より幅広い視点とした。 
・「７．基本構想を実現するために」について、「中間のまとめ」で示していた「区民参加・

参画の仕組みづくり」については、「基本構想を実現するための実施体制の整備」に入れ

ていた項目も含めて「（２）区民参加･参画と協働の仕組みづくり」として整理した。 
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■会長 
・資料２および３についてご意見はないか。 
・「各分野の目標と基本政策」や「ねりま未来プロジェクト」については後段で議論した

い。 
■委員 
・答申の全体的な構成について、配付資料では分かりやすく示されている。人口 70 万の自

治体としては、意見数が少ないと思われる。意見交換会の開催期間は短かった。 
・最終的には、一方的な情報発信ではなく、フェイス・トゥ・フェイスのやり取りを通じ

て救うべき人に直接働きかける必要があるのではないか。この点を「区民参加・参画の仕

組みづくり」に盛り込んでほしい。 
■会長 
・区民との意見交換会の期間を延ばしても、意見は大きく増えることはないと思われる。

ご指摘のような具体的な点については、基本構想よりも長期計画に関わる内容である場合

が多い。 
・先日、区の職員を対象にした研修では、長期計画の策定に当たっては、所管部署の職員

が地域に出て住民の意見に耳を傾けることが必要であると講演した。こうした点について

も、答申本文に盛り込むか、付帯意見として記載することも考えられる。 
■委員 
・図書館や、照姫まつりなどのイベントで、区民に意見を書いてもらう場を設置するなど

の機会を増やす必要があるのではないか。区民も基本構想の策定に関わっていると感じら

れるようにするためには、単に情報を発信するのではなく、意見を聞き取る姿勢が必要で

ある。 
■委員 
・委員のご意見に賛成である。隣近所の付き合いを通じて地域コミュニティの存在を実感

できるはずだと思っていたが、「中間のまとめ」に対する区民からの意見として、地域コ

ミュニティの定義が分からないとの声が寄せられていることに驚きを隠せない。 
・また、練馬駅北口区有地の活用や光が丘地区での小学校統廃合の問題などでの検討状況

について私自身も知らず、区からの情報発信を十分受け止めていなかったことにも愕然と

している。 
・関町の意見交換会に参加したが、参加者も少なかったため、寄せられた意見も多くはな

かった。区民の間では将来のまちのあり方に対する関心が低く、地域コミュニティは十分

に形成されていないと実感した。 
・練馬区は基礎的自治体としては人口規模が大きい。人口 10 万人程度の自治体ならば、住

民が近所や地域のことを把握できる大きさである。とはいえ、70 万人の自治体としての

地域コミュニティを育てる仕組みも必要である。 
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■委員 
・資料３では「４．10 年後に目指す姿」の項目が新設されたとあるが、まず将来像が示さ

れ、その実現のための手段として「２．今後 10 年の区政運営の基本姿勢」が続いた方が

構成上は分かりやすいと思われる。 
■事務局 
・資料３では、区政運営に対する考え方と目指すべき方向性を示した上で 10 年後の将来像

を掲げるという流れを意識し構成した。10 年後の姿はキャッチフレーズ的な表現を考え

ている。 
■委員 
・意見交換会でも意見が寄せられたが、基本構想には分かりやすいキャッチフレーズを設

定した方が良いのではないか。 
■会長 
・資料３での構成も論理的に検討されたものとなっているが、目的と手段の関係を明確に

することが必要ではないか。 
・また、「３．未来の練馬を育む視点」と「４．10 年後にめざす姿」の書き分けについても

議論の余地があると思われる。このほか、「３．未来の練馬を育む視点」での書きぶりは

「６．ねりま未来プロジェクト」にも関わってくるはずである。構成については見直しが

必要と思われる。 
■委員 
・本審議会で議論を行う段階では資料３に示された構成案でも問題はないと思われるが、

最終的に答申や基本構想案をまとめる際には、論理的な展開よりも区民にとって分かりや

すいことを重視し、キャッチフレーズや目標を明確に示すものと理解している。 
・「中間のまとめ」に対し、地域コミュニティが指すものが分かりにくいという意見が多

く寄せられているが、人により解釈が異なり、定義の定まっていない概念である。 
・身近な問題を地域で話し合うことができる場が必要であると思う。会長が先日の学習会

で講演された地域コミュニティづくりの４つの類型をもとに、練馬区としての地域コミュ

ニティの定義が必要なのではないか。 
・重点軸に関しては、項目の名称を変えるかどうかはともかく、区民がそれぞれの立場で

出した多様な意見をまとめると、結果として総花的になってしまう恐れがある。「中間の

まとめ」で示した地域コミュニティは四つの政策分野を貫く重要な概念である。区民から

の意見を文言レベルの修正で反映させるのは良いが、これまでの審議会で積み上げてきた

議論の方向性を簡単に翻してしまって良いのか。 
■会長 
・答申の構成については、最終的に取りまとめる際には再整理する。 
・「中間のまとめ」では十分に議論が尽くされたわけではないが、地域コミュニティを前

面に出したいという審議会としての総意があった。審議会だけですべてを議論しつくせる
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わけではないが、委員の意見ももっともである。 
・横軸としての「３．未来の練馬を育む視点」と縦軸としての政策分野のどちらに子ども

や教育の問題を含めるかについては、本審議会としての考え方もあるが、庁内の取り組み

体制との関係も論点になると思われる。 
■委員 
・「２．今後 10 年の区政運営の基本姿勢」で３項目が示された上、「３．未来の練馬を育

む視点」でも３項目が示され、バランスが取れていない気がする。個人的には、基本姿勢

は「中間のまとめ」のように一つにまとめた方が良いと思う。 
・３ページ「（３）効果的、効率的な区政経営によるまちづくり」で、「効果的、効率的」

という表現が見出しに用いられることに違和感がある。本文に用いるのであれば問題ない

が、見出しの表現は「持続可能な区政経営によるまちづくり」などとしてはどうか。 
■会長 
・答申の構成はバランスの取れたものになるよう引き続き検討が必要である。 
・「効果的、効率的な区政経営によるまちづくり」に関しては、目標の実現手段と重なる

ため、委員からのご意見のように、本文中の文言を活用することも考えられる。また、昨

今の経済状況を踏まえた表現とするかという点についても検討の余地がある。 
■委員 
・個人的には、目標を先に示し、その後に手段を記載した方が分かりやすく感じるため、「４．

10 年後にめざす姿」を冒頭に示すことが望ましい。 
・将来像をキャッチフレーズとして簡潔な表現とするとのことだが、「中間のまとめ」では

地域コミュニティの意味が分かりにくいという意見が多く寄せられた。「安心していきい

き暮らせる地域コミュニティを育む」という基本となる考え方が将来像として十分理解さ

れていなかったのではないか。将来像はキャッチフレーズで簡潔に示すことも一つの方法

だが、文章で分かりやすく説明することも必要である。 
・「３．未来の練馬を育む視点」と「６．ねりま未来プロジェクト」は重複する部分もあ

るため、項目を統合してはどうか。 
・「５．各分野の目標と基本政策」については、答申の付帯意見としての長期計画に盛り

込むべき施策と重複すると思われる。今後、長期計画に盛り込むことを想定しつつ、基本

政策について議論してはどうか。 
■会長 
・資料３では、答申の構成として１～４、５～６および７という三部構成を意識している

と思われるため、この点について分かりやすく再構成してほしい。 
■委員 
・資料３のままでは地域コミュニティに対する具体的なイメージがわきにくいため、区民

懇談会での具体的な議論を反映すれば良いのではないか。私の周囲の人でも新基本構想の

区報特集号を読んでいる人は少ない。自分が住む練馬区が良いまちになってほしいという
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思いは皆同じであり、区民にはイメージを分かりやすく伝えてほしい。 
・現在、区の補助金により、乳幼児を持つ母親の子育て支援のため、地図づくりに取り組

んでいる。若い母親の多くは、近所にも困りごとを相談できない状況にある。一番困って

いる人が声を出せない環境にあることは改善すべきである。 
■会長 
・本審議会では、抽象的な基本構想を具体的な施策に関わる長期計画と切り離して議論し

ているため、具体的なイメージを持つことが難しい。 
・区民とイメージを共有するためには懇談会や説明会などの場でできる限り分かりやすく

説明するしかないと考えている。ただし、きちんとした基本構想を作ることができなけれ

ば、その後の具体的な施策に関わる議論につながっていかない。 
・本審議会では長期計画は審議の対象とはなっていないため、今後、長期計画を策定する

に当たり、職員には分かりやすく区民へ周知するための相当な努力が求められる。 
■委員 
・答申の構成案では、地域コミュニティづくりが重要であるとの出発点と、そのために何

をすべきかというゴールが明確に示されている。一方で、「中間のまとめ」の４段構成も

分かりやすいものであった。「中間のまとめ」では「新基本構想の構造」であった項目が、

資料３では「未来の練馬を育む視点」となっているが、この項目は「４．10 年後にめざ

す姿」と合わせた方が分かりやすくなるのではないか。 
 
５．今後の検討の進め方について 

■事務局 
－第９回審議会配付資料４に基づき説明 
■会長 
・３月末までに答申を行うために議論の回数を増やしたいが、審議会の回数をこれ以上増

やすと定足数を満たせない場合も起こりうる。条例には分科会等の設置に関する規定がな

いため、会長の責任において懇談会の形で開催することとした。正直に言えば定足数の問

題だけがクリアできれば良く、懇談会においても傍聴も可能であり、傍聴者からの意見の

提出も可能である。 
・審議会懇談会では、基本政策や「ねりま未来プロジェクト」、地域コミュニティについて

議論を重ねたいと考えている。 
・本審議会の任期は答申を出すまでとなっており、場合によっては３月末以降も審議が続

く可能性もある。答申の時期を延ばし、現在の急激な経済情勢の変化を十分見極めること

も一つの見識であるが、できるだけ年度内には区長に答申を行いたいと考えている。 
■委員 
・懇談会では「ねりま未来プロジェクト」について検討するのか。 
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■会長 
・議題は限定することは想定してしない。 
■委員 
・「各分野の目標と基本施策」と「ねりま未来プロジェクト」のどちらが詳細な記述とな

るのか。 
■会長 
・いずれについてももう少し詳細に記述することとなる。あえて議題は限定することはし

ないが、主に分野別の政策や分野横断の視点についての議論に時間を割きたい。 
■委員 
・具体的な施策に関してはどの段階で議論するのか。 
■会長 
・ご質問の点については後ほど説明する。 
 
６．各分野の目標と基本政策の検討等 

（１）各分野の目標と基本政策（たたき台）について 

■事務局 
－第９回審議会配付資料５について説明 
■会長 
・「中間のまとめ」で示した別表「分野別の施策と重点軸との関係」に対して、区民から

は、現在取り組んでいる施策だけが取り上げられている、内容が細かすぎて方向性が見え

ないといった意見が寄せられている。確かに、分野別の具体的な施策は長期計画で取り扱

うべきものと考えられる。そのため、資料５では、分野別政策の方向性を示すため、各分

野で２～３の基本政策を示し、可能な限り具体的なイメージが共有できるように心がけて

いる。区民懇談会に参加していた委員にはぜひご意見をいただきたく、また引き続き審議

会懇談会でも議論したい。 
■委員 
・区民懇談会では教育分野分科会に所属していたが、将来像として人づくりをキーワード

としていた。資料３の「３．未来の練馬を育む視点」に「（３）自ら学び、考え、行動で

きる心豊かな人を育む」とあり、子どもの学校教育だけではなく生涯学習を含めた視点と

なっており、区民懇談会の意見は反映されていると思われる一方、基本政策の分野では「区

民生活分野」と「子ども分野」に分けられており、区民懇談会の議論を反映することはで

きるのか。 
■会長 
・資料５の意図をもう少し説明してほしい。 
■事務局 
・今回の整理は現在の庁内の所管とは多少異なっている。分野別の基本政策と「未来の練
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馬を育む視点」を一体的に議論すべきと考えている。子どもの施策も国の所管が文部科学

省と厚生労働省に分かれている。区民懇談会から示された子どもだけではなく人づくりが

重要であるとの提言は、横断的な「未来の練馬を育む視点」として反映させていただいた。 
■会長 
・学校教育以外の部分は区長部局でも対応可能なはずである。生涯学習を含めた「人づく

り」の考え方はどちらかと言えば基本政策の分野よりも横断的な視点で捉えた方が良いと

いえる。 
■委員 
・分野別に設置された区民懇談会での議論と、基本政策の各分野との関係はどうなってい

るのか。 
■事務局 
・答申への付帯意見として、区民懇談会の意見とこれまでの区民からの意見がどの部分に

反映されているかを明確にする必要があると考えている。 
■会長 
・区民からの意見も基本構想から長期計画、実施計画レベルと多様であるが、このあたり

を整理するとともに、基本構想に関連する意見については、意見を反映した箇所を明確に

した上で、採択しなかった意見については、採択しない理由も明記する必要がある。 
・加えて、長期計画についても同様に区民懇談会や区民の意見をどの部分に反映したかを

明記するよう、本審議会からの答申に含めたい。 
■委員 
・審議会懇談会で議論する際に、事務局によるたたき台と、区民懇談会での議論や区民か

らの意見との関係を整理してほしい。 
■会長 
・ご指摘のとおり、早い段階で区民懇談会の意見との対応関係を整理すべきであった。た

だし、第３回審議会あたりから、区民懇談会の意見を踏まえた資料が提出され、これま

での議論の参考として活用されてきた。答申案の検討途中で区民懇談会等の意見との対

応を示すことは難しいため、審議会懇談会での議論の中でご参照いただきたい。 
■委員 
・個人的には社会教育や生涯学習の取り扱いが気になる。「中間のまとめ」では、重点軸で

は「子どもの健やかな成長を支える」、分野別の施策では「子ども・教育」とあり、生涯

教育は分野別施策に含まれている。一方、本日示された「各分野の目標と基本政策」では

「子ども分野」とあり、「未来の練馬を育む視点」では「自ら学び、考え、行動できる心

豊かな人を育む」とあり、この部分に生涯学習を含めているとの理解で良いか。 
■会長 
・分野別の基本政策と横断的な視点の両方に子どもに関することが含まれているため、い

ずれかにまとめるなど整理することとしたい。 
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■副会長 
・四つの政策分野と三つの横断的な視点があるが、各分野の基本政策では、それぞれの視

点への対応や基本姿勢を示すべきではないのか。 
■会長 
・可能な限り対応することとしたいが、厳密な整理は難しいかもしれない。 
■委員 
・資料５ ４ページの子ども分野の目標が「次代を担う子どもがのびのびと育つまち」と

あるが、「のびのび」という表現もルールを守れないというイメージが想起される恐れが

ある。区民懇談会での議論に配慮した点は理解できるが、「中間のまとめ」の通り「すこ

やか」で良いのではないか。 
■会長 
・文言の表現に関しては、審議会懇談会にて検討することとしたい。 
■委員 
・そもそもこれまでの議論では分野別の基本政策に目標は設定されていなかった。たとえ

ば環境まちづくり分野の目標は「人と環境が共生した魅力あるまち」であるが、「未来の

練馬を育む視点」でも、「まちの魅力を引き出し、活力を高める」とあり、分野別政策の

目標を設定したためにかえって混乱を招いている。分野別政策の目標が必要かどうかも含

めて検討すべきではないか。 
■会長 
・分野別政策の方向性を示す文言が必要とは思われるが、分野別政策に目標を設定するか

否かについては懇談会にて検討することとしたい。 
 
（２）ねりま未来プロジェクト検討資料について 

■事務局 
－第９回審議会配付資料６に基づき説明 
■会長 
・中間のまとめでは重点軸とリーディングプロジェクトとして示していたが、政策の領域

によっても整理の仕方が変わってくることが想定される。 
・今回の資料では「未来の練馬を育む視点」のうち「豊かなみどりを育み、活かす」に関

して「ねりま未来プロジェクト」のたたき台を示している。ここでは最近策定された「み

どりの基本計画」を実現することが重要であるが、このほかに関連する計画もあるため、

検討資料①に示すように関連する基本方針についても整理することとしている。 
・基本構想では個別事業に言及することはできないため、所管組織や区民の検討組織、関

連区民団体や地域コミュニティの力についても整理することが重要である。 
・「まちの魅力を引き出し、活力を高める」「自ら学び、考え、行動できる心豊かな人を育

む」について、「豊かなみどりを育み、活かす」と同じように総合的に検討するのではな



 12 

く、アニメ産業や人づくりなど焦点を絞り、練馬区としての特徴を前面に出しつつ整理す

ることも考えられる。 
■委員 
・環境まちづくり分野には、みどりや環境のほか、交通やまちづくりなども含まれている

が、「ねりま未来プロジェクト」はみどりに特化した内容となるのか。 
■会長 
・その通りである。「中間のまとめ」の段階ではあえて網羅的に整理を行った。 
■事務局 
・答申の構成案では「未来の練馬を育む視点」と「ねりま未来プロジェクト」の項目が離

れているとのご指摘もあり、記載内容によっては再整理の必要もあると考えている。「ね

りま未来プロジェクト」で示す内容としては、資料５でお示しした分野別の基本政策と同

様に、大まかな方向を示すものであり、具体的な事業レベルに言及するものではないこと

をご了解いただきたい。 
■会長 
・基本構想本体には含められないが、「ねりま未来プロジェクト」については具体的に検討

を行ったということで、答申の際に参考資料を別添することも考えられる。 
■委員 
・審議会懇談会では、みどり以外の分野についても検討する予定なのか。 
■会長 
・その通りである。懇談会では他のプロジェクトに関しても資料６に相当する検討資料を

お示しすることとし、複数の分野にまたがる横断的な視点からご議論いただきたい。 
・懇談会の場ですべてを決定することはない。最終的に審議会の場でおはかりしたい。 
■委員 
・いずれの懇談会においても検討するプロジェクトや基本政策の分野はすでに決まってい

るのか。 
■会長 
・懇談会には、関係所管職員の同席をお願いしたい。 
■事務局 
・日程的に厳しいが可能な限り対応したい。初回となる２月４日は、第２回以降での検討

事項を設定することを含め、各分野についてご意見をいただく形としたい。 
■会長 
・１回目は全分野についてご意見を出していただいた上、第２回以降は各分野について掘

り下げた議論を行うこととしたい。出席できない委員には書面などでご意見を提出してい

ただきたい。 
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７．その他 

■事務局 
－基本構想ニュースについて説明 
 
８．閉会 

 
 

（以上） 


