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会 議 経 過 

１． 開会 

（会長） 

ただ今から、平成２６年度第２回東村山市総合計画審議会を開催する。開催にあたり、委員の欠

席などがあれば事務局より報告願う。 

 

（事務局） 

島田委員、櫻井委員、福嶋委員の３名が欠席となっている。 
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（会長） 

１６名出席ということであり、本会議は過半数を満たしているため、東村山市総合計画審議会条

例第４条第２項の成立要件を満たしている。次に、傍聴について会長が判断するとなっているが、

本審議会を非公開にする理由はないため公開にしたいと考える。傍聴希望者がいたら傍聴を許可し

たいが、本日、傍聴を希望している方はいるか事務局に確認したい。 

 

（事務局） 

傍聴希望者はいない。 

 

（会長） 

それでは、次第に沿って会議を進める。まずは市長よりご挨拶をいただきたい。 

 

２．市長あいさつ 

（市長） 

本日は足元の悪い中、またお忙しいところ平成２６年度第２回東村山市総合計画審議会にご出席

いただき感謝申し上げる。皆様におかれては、輝かしい新年を迎えられたことと心よりお慶び申し

上げる。 

今期の東村山市総合計画審議会は、平成２７年度で終了する第４次総合計画前期基本計画の総括

をしていただきながら、後期基本計画の策定にあたっていただくものである。後期基本計画の策定

にあたっては、可能な限り情報を集め、的確な分析を行い、市民の皆さまの様々な意向を把握する

ということで取り組んでいる。 

特に昨今、東村山市においても人口が減少していることから、特に減少の著しい２０代、３０代

にターゲットを絞って、昨年９月に開催した東村山ワカモノ会議 ムラカイ、また、年齢層を絞ら

ず広く市民の方を募り、昨年１０月に開催した東村山まちづくり会議の結果、毎年実施している市

民意識調査結果など、それらの分析結果を東村山市第４次総合計画後期基本計画基礎調査報告書

（案）としてまとめたので本日、ご説明する。限られた時間ではあるが大所高所よりご議論をお願

いしたい。 

本日は、庁内に今年度より、新たに設置した人口減少の原因分析とその対応を所管する部署であ

る都市マーケティング課の課長も同席している。今後、都市マーケティング課では、シティプロモ

ーションの実施にあたっての計画を策定していく。こちらは総合計画とも関連するものであり、今

後の地方創生として内政上の最重点課題として挙げられている、「まち・ひと・しごと創生法」に関

連する事業とも密接に絡むものである。市としてもこれに関連して地方版総合戦略を出さなければ

ならない。地方版総合戦略もこの総合計画に関連する部分があるため、それらについても都市マー

ケティング課より本日説明申し上げる。 

先日、西武鉄道の連続立体交差事業の着工式が執り行われたところである。東村山市駅周辺の約

４.５kmの高架化が進められる。ハード面での東村山市の大きな事業となる。 

関係者の多大なるご尽力に改めて感謝を申し上げて、冒頭のご挨拶とさせていただく。 

 

３．議題 

１）東村山市第４次総合計画後期基本計画策定について（今後５か年の方向性） 

（会長） 

それでは、次第に沿って議事を進行する。東村山市第４次総合計画後期基本計画、今後５か年の

方向性について事務局より説明をお願いする。 

 

（事務局） 

 ≪資料１に基づき、説明≫ 
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（会長） 

ただいまの説明について、委員の皆様から専門的見地からのご意見やご質問や日ごろ感じている

問題点などについてご意見いただきたい。 

 

（委員） 

今の分析結果等、後期基本計画の方向性についてはよくわかった。今ある財源でこれらの実施が

間に合うのかということが大きな問題である。道路や橋梁、鉄道の高架事業についてもお金がかか

り、今後の高齢福祉についてもお金がかかる中で全てをやることはできないため、どこにお金をか

けていくのかについて優先順位をつけていく必要がある。他市から人を招いて雇用しようと思って

も、東村山市はこれだけはやるけど、これはあきらめるというところ、「とかいなか」の特徴を生か

した選択と集中をしていく必要がある。鉄道高架の下を若者に入ってもらって活用してもらうなど、

そうした視点から検討していく必要がある。一般的に市民アンケートの回答者に高齢者の割合が高

い分、高齢者福祉に関する回答の比重が高く出ているものと感じる。 

 

（委員） 

報告書案を読んでいて、本当に大丈夫かという一抹の不安を感じている。人口の調査に関しては、

既に下回っている中で、もう少し厳しい目を向けても良いのではないか。報告書の数値では、低い

方がよいものが高く、高い方がよいものが低くなっている状況である。この先、生産年齢が減って

しまうということで、ひとえに税収にも直結してしまい、社会保障は増えるのに税収は増えないと

いう事態に陥る。連続立体交差事業は着工されて、それにかけなければいけないお金も今後もっと

増えてくる。今後かなり厳しい状況になってくる中で、都市間競争に勝っていかなければならない。 

 

（委員） 

例えば基本目標１で、東村山市の女性の就業率は多摩地域２６市中下の方だという点もあり、基

本的なまちづくりの考え方では、「子どもを持つ女性の有業率が高まる」といった表現があるが、整

合性はどうなのかというところがある。全体を見せていただき、つまり今後の市の方向性を、後期

基本計画を策定する段階でどのように所管と調整されていくのかが分からない。個人的には、何か

の方策を特化してくことが重要だと考えており、選ばれるというのは、どこと比べて選ばれるのか

ということである。若い世代に選ばれたいということであり、子育てができる東村山に引っ越して

もらえるようなまちを目指していってほしい。我々は、若い時も保育園が安いところに引っ越した

かった。このようにどの分野に特化するかという重点計画が必要ではないか。 

 

（委員） 

詳しくご説明いただき、資料もわかりやすかった。網羅的という話もあったが、網羅的であるの

も仕方がないのではないかと思う。重点化して、将来的には緑も増やすということが分かれば、市

民の方々も定住するのかなと思う。 

気になったのは、学校教育については既に充実してきていると個人的には感じているが、子ども

たちがエアコンなしでやっているのではないかと市民が不満に思っている場合もあり、既に市とし

て取り組んでいることを市民に伝えていないのではないか。特別支援教育についても教員サポータ

ーなど色々ときめ細かい施策に取り組んでいるため、これだけ取り組んでいる、子どもたちが学ん

でいるということを市民に情報として伝えることが大切である。観光については重要度が下から３

番目ということであるが、まちづくりとして賑わいのあるということを考えると、地蔵まつりや産

業まつりなど観光に結びつくようなイベントと、東村山市の魅力の一つである自然環境の良さとを

上手く活用した取り組みがあれば面白い。例えば少しお店を増やすなど、大変優れた史跡などの地
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域資源を生かした商店街等の活性化ができれば良い。 

 

（委員） 

このような細かい調査内容をご説明いただいた。この数があまりに多いため、ある項目の中のあ

るものは緊急的にやらなければならないといった優先順位、順序の区分けをしてはどうかと思う。

いずれにしてもやりたい項目が多いので、絞り込みが必要である。 

 

（委員） 

人口減少等によって財源的にも厳しいだろうと思う。商業の立場で資料を見ているが、多摩地域

２６市中２３番目ということであり、１以下は他に流出しているということである。武蔵村山市や

東大和市などは１.２７で、鉄道の公共交通機関が乏しいということであり市外に流出することが難

しいということか。東大和市は、商業施設が多数あるのでその点で市外へ流出する必要がないとい

うことか。逆に東村山市内には駅が多数あるのでお客さんは流出しやすいということか。規制緩和

によって大型店は２４時間営業できる中で、地元の小売店は客入りの減少や後継者不足など問題も

抱えており、なかなか地元へ影響を与える存在としては薄れていっているのが現状である。後期基

本計画の方向性について、産業振興ということの内容があり、よく勉強したつもりであるが、後期

基本計画の中で商店会の環境整備、歩道や駐車場、駐輪場等の整備を計画していただけるとありが

たい。販路の拡大についても、個々の店舗では経営基盤がぜい弱ということもあり、市の協力もい

ただきながらドリームスタンプについてももっと拡大していきたい。地域ブランドの強化や個性の

ある事業を展開していきたいと考えているのでそうしたこともお願いしたい。 

 

（委員） 

細かく基本的な話をいただいた。これだけ細かく仕分けした中において、実際にこれを作り上げ

ていくにはどれだけのものになっていくのか、というのが一つ不安に思う。基本目標の中の緑の保

全と緑化の推進とあるが、緑を残すとなると、相続の問題により変わってしまうということもある。

基本的なことを一つずつ改善していかないと、子どもたちが望んでいる豊かなまちづくりにつなが

っていかないのではないか 

高齢者福祉に関しては、やはりまちづくりとして活躍している東村山市社会福祉協議会との連携

も図っていくことが必要である。 

基本的なまちづくりの考え方、安心して暮らせるまち、いつまでも住み続けたいまちとある。先

日マスコミで報道された、管工事組合などとの大雪対策としての緊急対応活動は非常に良い取り組

みである。大雪の際に除雪活動などに力を貸してくれるというのは他市ではなかなかないのではな

いかと思う。地元業者をしっかりと育成していただけるような行政指導、行政からの支援も将来的

に必要ではないかと思う。子育てをするにあたって、若い世代の定住という言葉が謳われているが、

身近なところで雇用される、子育てができるという環境づくりについても行政に支援していただけ

ると変わってくるのではないか。そうしたことも踏まえて、一つ一つ確実なものにしていく必要が

あるのではないか。 

 

（委員） 

お話をうかがっていて、一番の問題は人口減少と高齢化、その部分にどう限りある財源を振り分

けていくかだと思う。一番大事なのは若年層が定住してその割合が増えていくことである。そこで

若年層にアピールするためには、保育園の数を増やし、女性も働ける環境を整えることが大切であ

る。また東村山市の都市計画道路の整備率が低い、道路が整備されれば市内にお店もできて、若い

人も移り住んでくるまちになるのではないか。道路整備と保育園にお金をかけていくと人口も増え
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市も活性化していくのではないかと思う。 

 

（委員） 

大変重要な点について、項目ごとに現状を分析し、将来を予測していただいたが、市全体として

どうなるのか、何が起こるのかが聞いていてよく理解できなかった。財政が大幅に伸びていくこと

ができない中で、財政状況に無理が生じてくることはほぼ明らかであろう。インフラ整備について、

インフラは富を生み出すための一つの装置だと思っている。そのため、そのような財政状況ではあ

るが、連続立体交差事業、都市計画道路にお金をかけ整備をして何を求めるのか、整備した結果、

東村山市として何をすることによって富を生み出すのかが重要だと思う。こうなることによって、

さらに何をすることによって次の段階にいけるかを考えていくことが大切である。 

 

（委員） 

色々と学ばせていただいた。思ったことは５年後、２０代、３０代の方々の人口減少を食い止め

るためにも、その方々の心を引き留めるために、若い方々が市内で買い物ができるように魅力的な

お店、高架下の利用などで魅力あるお店づくり、子育てに力を入れていくことが重要である。また

出生率を上げるためにも、自然も良いなど口コミで言えるように、子育て中のお母さん方が情報交

換できる場をつくっていただき、楽しく子育てが出来る東村山をつくっていただきたい。市民アン

ケートにおいて満足度が高い自然豊かなところを有効にＰＲし、５０景を巡りながら健康寿命を延

ばす楽しく健康づくりができるまちを目指していただきたい。 

 

（委員） 

市でこれまでの調査報告書を作成していただき、大概これはうまくいっているというのが出てく

るのではないかと当初思っていたが、総括のところを実際に読んでみると、逆に東村山市の実情や

他市と比較した東村山市の不足している点などが非常によく書けていると思った。 

一点わからなかったのが、１４歳へのアンケート調査の内容で、１４歳だけのアンケートによる

結果が非常に引用されているが、１７・１８歳の意見を入れても良いのではないかと思う。現在１

４歳の中学２年生が後期基本計画の終了年度のタイミングで２０歳になるということであるが、も

う少し年齢の幅を広げてみても良かったのではないだろうか。 

インフラをつくることで、また別なものを生み出すという発言があったが、大賛成である。鉄道

の高架は非常に素晴らしい計画である。東村山に向かっていく途中から上がっていくが、なぜもっ

と小平の近辺から上がっていかないのか。それによって鉄道をまたぎ、車が高架下を通ることが出

来るのではないだろうか。もう一つ、当市は府中街道と新青梅街道の道路と道路が平面交差してい

る状況であり、鉄道だけ上げても効果が大きくないのではないかと思った。この平面交差の改善に

ついては、やがて富を生むことになるだろう。まさに市内にある産業のみならず、外部からの呼び

込みにもつながり、財政が充実することで次のものにお金がかけられるようになるだろう。そうい

った意味では、緑も素晴らしいが、産業の活性化につながる施策も同時に大きく盛り上げていただ

きたい。 

 

（委員） 

今日の新聞朝刊に、マイナンバー制度に関連した記事が掲載されていた。私個人としては、今後

は、ますます生きづらい世の中になってくると危惧している。そういった中で、１－４の互いに認

め合える社会をつくるという点で、一番下の２行に「自治会」という言葉が出てくる。今までのお

話で、これだけ夢を語っていいのかと、地方創生どころではなく、東村山創生ではないかと思って

いるが、自治会をもっと堅固堅牢にすることの大事さ、これは東村山の企業にも関わってくる。災
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害やごみの減量、子どもの安全など様々なことはまず自治会から発生する。自治会の確たる存在は

何かというと、昔から築いてきた住民や事業者、住民の拠り所となる自治会でありこのまちを作っ

てこられた住民であり企業であると思う。 

東村山の企業がどうも元気がない。そこで行政の方に、ぜひとも東村山の企業の方々にもっと力

をいれていただき、それが多方面での活性化に繋がるのではないだろうか。 

 

（委員） 

色々と勉強になった。東村山市の面積が限られており、その中で理想的な人口密度のバランスを

想定されたことがあるか。東村山市は素敵なまちだと思って暮らしているが、あまりどんどん人が

入って過密になって、緑が減るのは嫌だと思う。ちょうど良い人数のバランスがあると思うが、そ

うしたものを設定して我々に示してもらえると良い。どんどん移り変わっていくため、理想的な人

口構成、理想的な緑の構成比について数値として明快な答えが出ないかもしれないが、もしかする

と今の１５万人というのがちょうどよいかもしれない。 

インフラと子育て、安心安全とあるが、文化的な面白みが重点施策の中で抜けているのではない

か。 

 

（委員） 

総括のところは、わかりやすく書かれているが、シティプロモーション、選択と集中によるまち

の強みをといった文章がすっと通ってしまうような気がする。専門分科会による検討結果、具体的

な将来に向かっての提案がたくさんあり、大変良いなと思った。緑を守るための条例、鉄道の高架

化の推進、人口減少、子育て、土曜日、日曜日の開庁、生活道路について具体的に踏み込んだ内容

もあり、コストの関係上やりにくいものもあるかと思うがそうしたところをぜひ生かしていただき

たい。 

東村山まちづくり会議の市長の説明の中で、多摩湖はサイクリングが有名であり、サイクリング

に特化したＰＲや観光コースの設定などが今後の対策として考えられるとおっしゃっていた。また、

避難所運営連絡会の開催を通したコミュニティの活性化などをこれからの話し合いの中で具体的に

書いていただけると良いなと思う。 

市民意識調査の結果報告の中で、みんなで進めるまちづくり基本条例の認知度や住民投票の条例

の内容で、署名を集めての住民投票という記載があるが、それを具体的にどのように活用していく

のかという点、認知をどう高めていくのかという点が気になった。 

 

（委員） 

概ね方向性としては良い内容になっていると思う。これが基本的に網羅されると豊かなまちにな

ると思う。やはり税収を上げていくためには、都市基盤、道路整備などが重要になってくるものと

思う。いよいよ着工式が行われ、連続立体交差事業が始まった。東西の通路を通路ではなく広場と

してつなげて欲しいといったご意見もあり、広場を中心にイベントが開催されると、東村山の魅力

に惹かれる若い人が遊びに来たり、お店ができるなどの効果が出てくるかもしれない。そういった

意味で今回の基盤整備、連続立体交差事業を上手く活用し、駅周辺の賑わいが出せると良いのでは

ないか。 

外側には豊かな自然を残しつつ観光化を進め、市外から人が流れてくるような施策をやっていた

だきたい。一方、文化的側面では、映画館等、美術館や博物館は市内にはない。若い人にはそうし

た文化的な刺激も必要であり、八国山のたいけんの里などの施設はもっと収益の上がる仕掛けをし

ていただき、市外から人が訪れるような戦略をどんどん盛り上げてやっていただきたい。 

そういうものを含めて、シティプロモーションと言う話があったが、東村山市は志村けんさんの



 

７ 

出身地であることを始め、日本エレキテル連合さんが東村山に住んでいるということもあり、そう

したことを活用していけないかだろうか。正福寺や地盤の良い部分などもシティプロモーションの

中でうたっていけると良いのではないか。 

 

（会長） 

いくつか気になったところがある。国家や地方自治体は、国民生活に関わるいずれの項目も拒否

できない。製鉄会社やガス会社などの民間企業と違い、国家や地方自治体は、総花的に施策展開を

考えていかなければならない存在である。総花的に施策展開をしつつも、そのうえで、行政が何か

に特化するということは、極めて重要な視点である。 

人を他所から連れてくるという発想を通常では考えがちだが、日本国憲法において居住移転の自

由、婚姻の自由もあり、人の動きを行政は管理できない。国家の象徴も自治体の象徴もある意味で

は自然現象だと大きく捉える必要もある。 

私は、港区と千代田区にて主に働いているが、東村山はいつも気になるまちだった。東に村と山

があって市であり、何が良いかというと、チャーミングな名前だということを意識している。 

昨今の観光地では、今時の若者が好むようなパワースポットがどこに行ってもある。東村山くら

い高層ビル以外は何でもある場所であれば、探し回れば、伝説があるところ、科学技術的に調べる

と地盤がちょっと変わっている所など、パワースポットになりえる場所が絶対あるのではないか。

全国を仕事で旅行していて、口コミで訪れてみる場所も多数ある。それを意識することが非常に大

切ではないか。 

最終的に今まで委員にいただいたご意見を事務局にまとめていただく。その前に、時間を限って

追加のご発言等があればいただきたい。 

 

（委員） 

いくつか質問がある。久米川の民間スポーツクラブの脇を通っている非常に太い道があるが、ほ

とんど車が通っていない。いつから通じるのか。それが知りたい。 

また、鉄道の高架化については、久米川駅から高架にすれば良かったのではないか。道路の交差

についても、野口橋の交差点が府中街道を有効に活用できていないポイントであるので、それをど

うにかすべきではないか。 

今後の東村山市を考えた場合、近隣他市との広域化という考え方もあるのではないかと思う。 

 

（事務局） 

ご指摘の民間スポーツクラブの脇の道路は、都市計画道路３・４・２６号線であり、所沢街道と

交差し、その後、全生園の北側をかすめながら、清瀬市を超えて新座市に行く路線である。全線開

通までには、時間を要す。鉄道の高架については、久米川駅の踏切までやらないのかということで

あるが、今回の連続立体交差事業では、ボトルネック踏切３箇所を除却することを基本としている

ため、久米川駅は対象外になっている。また、西武新宿線と、新青梅街道が空堀川のところで立体

交差しているので物理的に難しいこともあると考える。野口橋の交差点については、野口橋交差点

の北側、府中街道の拡幅が、昨年度、事業認可され、事業が進んでいるところである。野口橋交差

点を立体交差する予定はない。 

市の合併、広域化については現時点では市の方では、検討していないということでご理解いただ

きたい。 

 

（委員） 

体系図によると、後期基本計画期間は、前期基本計画の続き、後半部分かと思うが、前期基本計

画がまだ終わっていないので、スマイルプロジェクト、優先的・重点的に進めるべきプロジェクト



 

８ 

がどの程度進んでいるか、どこでやるかがわかると良い。 

 

（事務局） 

平成２８年度の市民意識調査も予定している。平成２８年度に入れば実績がみえてくるので、こ

れまでの成果を総括して報告することを考えている。時期については今の段階では未定であるが、

必ず総括は必要であると考えている。 

 

（会長） 

先ほど委員の意見の中にあったが、武蔵村山市の小売吸引力がなぜ低いかという点についてはい

かがか。 

 

（事務局） 

手元の資料が無いのではっきりとしたことを申し上げることはできないが、傾向として捉えられ

るものがある。多摩六都といわれる近隣市と武蔵村山市の仕事先は全く異なる。多摩六都の場合は

仕事先として東京２３区内が多いが、武蔵村山市の場合は東京２３区に出るというのは少ない。市

に駅が無いというのはその要因の一つであるかもしれない。５年前の総合計画基本構想策定時の調

査では、武蔵村山市の順位は９位であったのが、３位まで上がっている。大きな商業施設が小売吸

引力を集めているのが大きな理由であるかと思う。東大和市については私どもでは把握できていな

い。 

 

（会長） 

本日の各委員の意見の傾向について、事務局として集約すると、どのような傾向が見えるか。 

 

（事務局） 

委員の皆様からいただいた意見を大きく集約させていただくと、共通していたのが、２０～３０

歳代の子育て世代をいかに取り込んだまちづくりを行っていくか、それをするには都市基盤整備が

必要ではないかということだった。保育園整備も一つであるが、他に文化的施設をつくることも必

要ではないかという意見もあった。こちらも若者世代を取り込む方策としての意見であったと理解

する。また、道路整備ということも要望として多かった。道路整備によって、富が生まれる、産業

の基盤づくりや土地利用の増進につながる、そういった意味で、２０歳代、３０歳代を取り込んで

いくためにはまずは都市基盤整備が必要ではないか、それを全てひっくるめて市を売り込んでいく

というＰＲがますます必要であるといった意見がみえてきたところである。 

 

（会長） 

更に大きく分野にまとめるとどうなるか。 

 

（事務局） 

都市基盤整備、産業振興、子育て支援に集約されていたと思う。 

 

（委員） 

今の話にもあったが、都市基盤整備と産業振興、子育て支援については、どの委員も折に触れて

ご意見があったが、担当所管の方が本日この場にいない。詳細になると、核心についたところは回

答いただけないということであり、重要度の高い施策の市担当者はぜひ審議会にご出席していただ

いた方が良いかと思う。 

 

（会長） 

そういう緻密な議論は市議会でなされるべきであり、ここはオピニオンリーダーが集まって専門



 

９ 

的見地からのご意見をいただく場だと思う。説明要員を沢山いれるということは賛成できない。 

 

（委員） 

産業のことを考えると、大きな店舗が市に入って良いのかどうか。地場産業を守るために、京都

のように、大きな企業を市の中に入れないという方法もあるかもしれない。まず地元の経済、地元

の企業を大きくすることが大切であり、ここに市外から大規模店舗が入ってしまうとますます地元

の産業が衰退する。 

 

（会長） 

正しい考え方であると思う。大きな企業が東村山に乗り込んでくるかは現段階では分からない

が、万が一問い合わせが来たら少し冷静な視点で対応する必要があるのではないか。 

 

（事務局） 

ここで、国の動きが急変してきているということで、地方創生について簡単にご説明させていた

だきたい。このたび、まち・ひと・しごと創生法というのが施行された。交付金が国の平成２６年

度補正予算で出され、平成２７年度から実施予定である。本法では、仕事づくりを重要視しようと

いうことであり、地方都市の話のようなイメージもあるが、どう地元の商店会などを活性化するか

ということ、プレミアム付き商品券など、産業振興や子育ての振興をしながら、独自に力をつけて

欲しいということであり、地方がそれぞれに特色を持つ取り組みをしてほしいという趣旨である。

外から定住者を引っ張ってくる、東村山を知っていれば住む先として選んでいたのにという人を引

き寄せるため、総合計画ともからんでくることであり、委員の皆様にも、今後、ご協力をお願いい

たしたい。 

 

（会長） 

先ほど、事務局が集約した本審議会での意見集約としては、都市基盤、産業、子育て分野につい

て、特に力を入れていく分野であることを総括して、引き続き後期基本計画の策定作業を進めてい

ただくということでよろしいか。 

 

（委員一同） 

 異議なし 

 

４．その他 

（事務局） 

本日の議事録については、事務局でとりまとめ、会長と会長代理にご一読いただき、確認をいた

だくこととしたい。 

 

（委員一同） 

＜了承＞ 

 

（会長） 

本日予定された内容はすべて終了した。終わりに先立ち、ご挨拶いただきたい。 

 

（経営政策部長） 

足元の悪い中、また、長時間にわたって、後期基本計画の方針に向けて、様々な角度から、様々

なご意見をいただき感謝し、心より申し上げる。新たな方向性に向かって、次回またご議論をお願

いいたしたい。 



 

１０ 

市としても平成２７年度の当初予算の大詰めを迎えるところである。国会が昨年末、解散し、国

からの平成２７年度の地方財政計画が遅れるとともに、４月からの子ども・子育て支援新制度の動

向など、先行きが不透明な中、最後のまとめに入っているところである。前期基本計画の最後の年

度となるので、限られた財源ではあるが、計画に基づき事業を着実に推進し、後期基本計画につな

がるような予算にしていきたい。本日は闊達なご議論をいただき、感謝申し上げる。 

 

（会長） 

以上をもって閉会とする。 

                            ―以上― 

 


