東大和市子ども・子育て支援会議 第８回議事録
会議名

令和元年度 第８回 東大和市子ども・子育て支援会議

開催日時

令和２年１月３１日（金） １４：００～

開催場所

中央図書館２階視聴覚室

委員

（出席者） １０名
（欠席者）

１名

吉沢（子育て支援部長）、鈴木（子育て支援課長）
関田（保育課長）、越中（狭山保育園長）、新海（青少年課長）

事務局

小坂（子育て支援課子ども家庭支援センター長）、横山（保育課管理・給付係長）
榎本（子育て支援部副参事

傍聴者

子ども・子育て支援施策推進担当）、越野（保育課管理・給付係）

１名
１ 開会
２ 子育て支援部長挨拶
３ 議事
（１）「東大和市子ども・子育て未来プラン（素案）」に対するパブリックコメントの結果に
ついて

会議次第

（２）「東大和市子ども・子育て未来プラン」について
（３）「東大和市子ども・子育て未来プラン」等に係る市長答申（案）について
（４）専門部会からの報告
（５）市からの報告
（６）その他
４ 閉会
［事前配付］
東大和市子ども・子育て未来プラン
東大和市子ども・子育て未来プラン【概要版】

配付資料

パブリックコメント回答案（プラン・憲章）
［当日配付］
市長答申（案）
「平成３０年度実施状況報告書」修正箇所について

会議の結果及び主要な発言
１
事務局

開会

皆様、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから令和元年 度第８回東大和市
子ども・子育て支援会議を開会します。なお、本日、１名の委員から所用のため欠席との
ご連絡をいただいています。
２

事務局

子育て支援部長挨拶

それでは、議題に入る前に、子育て支援部長吉沢から、一言ご挨拶を申し上げます。

子育て支援部長

（子育て支援部長挨拶）

事務局

それでは、ここからの進行は会長にお願いします。よろしくお願いします。

会長

改めまして、皆様、こんにちは。本日もよろしくお願いします。
最初に、傍聴をご希望の方はいらっしゃいますか。

事務局

はい。お一人いらしております。
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会長

それでは、お通しください。
（傍聴者入室）

会長

では、お手元の会議次第に沿って進行させていただきますので、よろしくお願いします。
３

議事

（１）
「東大和市子ども・子育て未来プラン（素案）
」に対するパブリックコメントの
結果について
会長

議事の１番目、東大和市子ども・子育て未来プラン（素案）に対するパブリックコメントの
結果について、事務局からご説明をお願いします。

事務局

お手元に、事前配付させていただいた「東大和市子ども・子育て未来プラン（素案）」に
対するパブリックコメントの結果の資料をご用意ください。
本件は、昨年１２月４日から本年の１月６日まで実施した「東大和市子ども・子育て未来
プラン（素案）」についてのパブリックコメントの結果報告です。
ご提出いただいた意見の数は３件で、１名の方から頂戴しています。ご意見の詳細は資料
記載のとおりですが、子育て世代のサロンをつくるべき、海外との交流をするべきといった
内容のご意見でした。
なお、ご提出いただいたご意見は、今後の子ども・子育て支援施策等を検討する際の
貴重なご意見として頂戴しており、東大和市子ども・子育て未来プランへの特段の反映は
行っていません。
また、皆様に配付させていただきました事前配付資料１ページ目の２行目に、「次のとおり
の結果となりました」と記載してありますが、２月末に公開する際には、「次のとおりとなり
ました」に改めます。また、後ほどご説明させていただく「東大和市子どもと大人のやくそく」に
つきましても同様に改めますので、ご承知おきいただきたいと思います。以上です。

会長

ありがとうございます。本件について、皆さんからご質問、ご意見等はありますか。

委員

３番の「伝統文化の体験も必要です」というご意見に対する回答ですが、各学校等では、
授業の中で、「かるた」をやったりしているところもあろうかと思います。市の回答の中に、学校
でやっていることをもう少し入れてもいいのかなという気がします。

会長

ありがとうございます。このようなご意見がありましたけれども、事務局から何かありますか。

子育て支援部長

ご提案いただきありがとうございます。教育委員会とも調整しながら、記載の仕方を工夫
させていただきたいと思います。

会長

それでは、議題１「東大和市子ども・子育て未来プラン（素案）」に対するパブリックコメント
の結果については以上です。市側の回答に 多少調整が入ることについて、ご了承
いただければと思います。
（２）
「東大和市子ども・子育て未来プラン」について

会長

続きまして、議事の２番目、「東大和市子ども・子育て未来プラン」についてです。こちらも
事務局から、まずは説明をお願いします。

事務局

それでは、事前にお配りしている「東大和市子ども・子育て未来プラン」をご覧ください。
前回１１月の会議以降に行った修正や追加の箇所についてご説明したいと思います。
事前に送付させていただきましたカラー刷りのプランですが、大枠は１１月に提出させてい
ただいたものと変わっていません。文章の言い回しなどの修正や、数値等の訂正箇所を中心
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にご説明させていただきます。なお、ご説明させていただく箇所以外にも、改めて全体の
見直しを行い、必要な修正を行っていますが、軽微な修正についての説明は省かせて
いただきたいと思いますので、ご了承願います。
それでは、表紙をご覧ください。これまで、表紙は文字だけでしたが、ご覧のように、市を
象徴する多摩湖の写真にイラストを加えたものに変えています。
表紙をおめくりください。おめくりいただきますと、市長の挨拶が追加されています。
また、その右側のページ、こちらは目次ですが、ここでレイアウトがほぼ固まりましたので、
ページ番号を入れています。
また、１枚開いていただきまして、１ページ目の右側をご覧ください。奇数ページの右側
には、第何章の何々というインデックスをつけ、該当箇所を探しやすいようにしています。
続いて９ページ、計画の体系図の箇所をご覧ください。
左側の「国」の箇所です。これまでは、「子ども・子育て支援法」など本プランの関連法だけ
を記載しておりましたが、それらの法の上位法として、「児童福祉法（児童憲章）」があります
ので、加筆しています。また、それに合わせ、この枠には「法律」だけを記載することと
しましたので、従前は記載があった「子どもの貧困対策に関する大綱」は、法律ではないため
削除しています。
おめくりいただき、１３ページです。
こちらから第２章が始まりますが、グラフなどのデータに色がつきましたので、従前の白黒
のページよりも 見やすくなった と思います 。なお、お手元の資料には未 反映ですが、
１３ページ「年齢３区分別人口の推移」の棒グラフ、横軸の括弧内、西暦の表記が左側から、
２０１５年、１６年、１６年となっていますが、重なっている１６年のところから、１７年、１８年、
１９年となるように訂正をしています。
２１ページをお願いします。
（４ ）保育 施設待機児 童数の推移 の１行 目に 、「平成３０ （２０１９ ）年」とありますが 、
「平成３０（２０１８）年」が正しい形です。お手元の資料では未反映ですが、訂正を
行っています。
大きく飛びまして、５０ページです。
まず、基本目標１の４行目、「妊産婦や～」で始まる箇所ですが、要旨は変えて
いませんが、言い回しを変えています。
また、同様に、下の基本目標３の４行目中ほど、「充実を計画的に進める」の箇所は、
当初は「充実を図る」となっていましたが、「充実を計画的に進める」に修正をしています。
それから、右側のページ、基本目標５です。５行目の「経済的困難を」から始まる箇所の
後段も文言の組みかえを行っています。
こ れ に 伴 い 、 ５ ６ ペ ー ジ か ら の 「 第 ４ 章 施 策 の 展 開 」 に お い て も 、 ５ ０ 、５ １ ペ ー ジ
の基本目標と同じ言い回しをしている箇所があるため、合わせて修正をしています。
また大きく飛びまして、１１０ページをご覧ください。
１１０ページからが第５章で、数字で目標の設定をしている部分です。お手元の資料には
未反映ですが、今後、修正させていただく箇所が２点ございます。
１点目は、１１５ページをご覧ください。表とグラフがありますけれども、上の表では、
「令和２年度（２０２０年度）」となっていますが、下の棒グラフでは、「２０２０年度（令和２年度）」
と和暦と西暦の記載順が逆になっていますので、これを和暦（西暦）となるよう修正します。
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２点目は、１１６ページの表の一番下、対応施設の列に「令和元年４月１日」とありますが、
４月時点はまだ平成でしたので、「平成３１年４月１日」に修正します。
続きまして、前回資料からの修正です。
右側のページの１１７ページからの保育、幼稚園等事業の各年度の表をご覧ください。
１１７ページの上段、令和２年度の表を例にご説明させていただきます。
左側の項目、「特定教育・保育施設」・「保育園、幼稚園、認定こども園」の１号の数値は
「３９２」、そのすぐ下、「確認を受けない幼稚園」・「上記に該当しない」の数値は「６７７」に
なっているかと思いますが、従前は「保育園、幼稚園、認定こども園」の欄に「３９２」と「６７７」
の合計「１，０６９」が入っており、「上記に該当しない」の欄に「該当なし」を表す横棒が入って
いました。
幼稚園には２つの種類、園が保育料を定める私学助成の園と、保護者の課税状況に
応じて保育料が決まる新制度園があり、本来この二つを分けて記載するべきでした。しかし、
当初は全ての幼稚園の提供量が、「特定教育・保育施設」・「保育園、幼稚園、認定こども園」
に入ってしまっていましたため、私学助成の園分を「確認を受けない幼稚園」・「上記に該当
しない」に移す修正を行いました。
それから、「確認を受けない幼稚園」・「上記に該当しない」の３号の箇所には、２箇所とも
「横棒」が入っていますが、従前は、１・２歳のところに「１２」、ゼロ歳のところには「６」が入って
いました。正しくは、「１２」、「６」の数字は、「認可外保育施設」の提供量でしたので、「上記
以外」・「認可外・その他」に移す修正をしています。
なお、「認可外・その他」となっている欄は、従前は「幼稚園及び預かり保育（長時間・
通年）」となっており、全て「横棒」になっていました。
以上のことによる、「合計」の欄の数字に変更はありません。令和３年度以降も同様の修正
を行っております。
続きまして、１２３ページをご覧ください。
放課後子ども教室の目標事業量等の表です。これまでは、表が令和５年度で終わって
いましたが、計画期間に合わせ、令和６年度までの表としています。
１枚おめくりいただき、１２４ページです。
子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業）の量の見込みと確保策の表で す。
量の見込みと確保策の数字に変更はないのですが、一番下の「差引（Ｂ）－（Ａ）」の計算が
誤っていましたので、５年度分全てを訂正しています。
続きまして、１３５ページです。
１２番の要保護児童対策地域協議会運営事業の概要です。従前の文言が、子ども家庭
支援センターについての説明のみとなっていたため、「要保護児童対策地域協議会運営
事業」に焦点を当てた説明になるように、修正をしています。
おめくりいただきまして、１３８ページです。
一番上、「（５）認定こども園、幼稚園及び保育園と小学校等との連携」を新たに追加して
います。
続きまして、１４０ページです。
第１節の丸印の１つ目です。従前は、「『第２期東大和市子ども・子育て支援事業計画』、
『第１期新・放課後子ども総合プランに基づく東大和市行動計画』及び『第１期東大和市
次世代育成支援行動計画』に基づく対象事業等の実施状況について」毎年度ごとに 点検・
4

評価をすると記載していましたが、第５章記載の各事業についてのみ毎年度点検・評価を
行うことから、「及び『第１期東大和市次世代育成支援行動計画』」の文言を削除しています。
続きまして１４２ページからが資料編です。これまでの素案にはなかったものです。
子ども・子育て支援会議条例、委員名簿、審議過程等に加えまして、用語解説を箇条書き
にしています。
なお、お手元の資料では、１４２ページの見出し「１ 東大和市子ども・子育て支援会議
条例」が網かけから外れているので、上のピンクの網かけ部分にその文言を移したいと
思います。主な修正点は、以上です。
なお、今回は、「東大和市子ども・子育て未来プラン」の本編に加えまして、１０ページ程度
に内容を凝縮した「概要版」も配付させていただいています。こちらは本編の核となる部分を
抜き出したもので、文言は本編との整合性を持たせています。
駆け足でございましたが、事務局からの説明は以上でございます。
会長

ありがとうございました。何かご質問、ご意見等はありますでしょうか。

委員

２ページの（６）番の上から３行目に、「安心かつ安全」と書いてありますが、７ページ（２）の
上から４行目では、「すべての小学校就学児童が安全・安心」、「安心」と「安全」の順番が
反対になっています。これは統一されたほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。

会長

２ページでは「安心かつ安全」で、７ページでは「安全・安心」という部分ですね。

委員

ほかにも「安全」・「安心」を使用している箇所があると思うので、それらの箇所にも影響して
しまうのですが、この辺はいかがでしょうか。

会長

事務局どうでしょうか。

事務局

整合がとれるように修正を検討します。

委員

概要版についてもよろしいでしょうか。まず、概要版の３ページの数字の２の教育・保育
サービス等の状況の中の、「３０（２０１９）年」は、「３０（２０１８）年」が正しいと思うのです
けれども、いかがでしょうか。

事務局

ご指摘ありがとうございます。修正させていただきます。

委員

概要版の中にも、「安全」・「安心」を使用している箇所が５ページ、７ページに
ありますので、そちらも整合が取れるようご修正をお願いします。

会長

貴重なご意見ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。
（少し時間を取り、委員が資料を参照）

会長

みなさんよろしいでしょうか。
今まで出たいくつかの微調整等を含め、今後さらに修正点が出てくることがある
かもしれませんが、事務局としての修正のリミットはいつまでですか。

事務局

後ほどご案内しますが、このプランに関する市長への答申は、２月７日を予定しています
ので、週明けの２月３日までにお願いできればと思います。
後ほど、意見書等をお配りしますので、３日中でしたら簡単な修正等は可能かと思います。
以上です。

会長

ありがと うございます 。 それでは 、皆さんにもう一度 ご覧 いただいて、気 づいた点が
ありましたら、２月３日中に事務局までご意見を寄せていただければと思います。
それ以外は、お手元にお配りさせていただいたこの案どおりで、当会議として市長へ
答申するということでよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
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会長

ありがとうございます。
（３）
「東大和市子ども・子育て未来プラン」等に係る市長答申（案）について

会長

続きまして、議題の議事３番「東大和市子ども・子育て未来プラン」等に係る市長答申（案）
についてです。ここでは、いわゆる鑑文としてつける答申書そのものについてご審議を
いただければと思います。まずは、事務局からご説明をお願いします。

事務局

はい。当日配付の資料１をご覧ください。
こちらにつきましては、プランの策定に関することを諮問に従って答申をするというような
形式をとっています。また、もう一点、「平成３０年度実施状況報告書」についても、あわせて
市長へ答申をしていただきます。
当日配付資料の２をご覧ください。こちらは「平成３０年度実施状況報告書」の１２ページで
す。既にご承認をいただいている部分ですが、文言の一部修正についてご承認をお願い
したいと思います。
子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業）の平成３０年度の実施状況の下から
３行目、「真に必要なケースに本事業を活用し、平成３０年度の…」という箇所を「生活の安定
を図ることを基本とし、必要な場合には本事業を活用しました」に改めさせていただきたいと
思います。以上、ご承認いただければと思います。よろしくお願いします。

会長

ありがとうございました。それでは、平成３０年度の実施状況報告書についてはご覧
いただければと思いますが、答申書そのものについて、ご意見を賜ればと思います。
（少し時間を取り、委員が資料を参照）

会長

いかがでしょうか。何かご質問、ご意見等はありますか。

事務局

会長、よろしいでしょうか。資料１、答申書案の１枚目裏面にも、先ほど委員からご指摘
いただいた基本目標３の文章が出てきます。「安全・安心」、「安心・安全」どちらの言い回し
にするのか、市全体で言い回しを決めている部分がありますので、どちらにするかも含め、
会長、副会長にもご相談させていただいた結果で修正させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

会長

ありがとうございます。「安心」・「安全」の語順を含め、２月３日までにいただいたご意見を
全て勘案した上で、最終の姿にするということでよろしいでしょうか。
よろしいようであれば、この内容で市長に答申させていただきます。なお、答申は、２月７日
金曜日の午後１時１０分から市長公室においてさせていただきます。
本会議の会長である私と、副会長の２名で出席させていただいて答申ということにしたいと
思いますが、よろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）

会長

ありがとうございます。
（４）専門部会からの報告

会長

続きまして４番目、専門部会からの報告です。専門部会長から報告をお願いします。

専門部会長

それでは、専門部会からご報告させていただきます。
本 日 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 の 前 に 開 催 され ま し た 専 門 部 会 に お い て、 市 か ら
「東大和市子ども・子育て憲章へのパブリックコメントに対する市の回答」について、報告が
ありました。
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事前配付資料「パブリックコメント回答案」をご用意いただき、３ページをお開きください。
まず、概要としては、１５人の方から延べ５０件の意見があったとのことでした。
次に、ご意見の内容ですが、肯定的な意見は少なく、文言への修正案や「やくそく」という
形式へのご意見が中心であったとのことでした。
また、回答案の１番のご意見をご覧ください。こちらのご意見をもとに、市において、
左右が、これまでの案よりもさらに呼応するような配置に修正を行ったとのことで、それが、
１９ページの修正前、２０ページの修正後になります。網かけの部分です。
これらの説明を受けた後、全ての内容を確認し、審議をしました。
審議の結果、専門部会としまして、代表の子どもたちの自由な意見・提案やアンケート、
教育委員会等の各団体への意見聴取、そして、本会議における審議により策定してきた
ということ、これまでの過程を重視し、パブリックコメントのご意見に基づく修正は、先ほどの
配置のみとして、その他の大きな修正は行わないということで、本回答案及び憲章の修正に
ついて承認とすることといたしました。
本会議においてご審議をいただければと思います。よろしくお願いします。以上です。
会長

ありがとうございました。専門部会からご報告いただいた内容について、ご意見等は
ありますでしょうか。
（少し時間を取り、委員が資料を参照）

会長

特段のご意見はないようですので、専門部会から報告いただいたこの内容について、
本会議としても承認するということで、よろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）

会長

ありがとうございます。
せっかくパブリックコメントとして市民の皆さんからいただいた貴重なご意見ですので、
９月に予定されている市制５０周年記念式典から後、実際に今度はこの内容で我々市民の
一人ひとりがそれらを共有するために、普及・啓発、あるいは周知の活動を続けて
いかなければなりませんので、その際には、今回のパブリックコメントに寄せられた意見も
上手に活用できれば幸いかなと思います。

会長

それでは、今後のスケジュールについて事務局からご連絡いただきたいと思います。
よろしくお願いします。

事務局

憲章に関する今後のスケジュールについてご連絡申し上げます。
本会議の後、２月２１日から開催されます令和２年第１回市議会定例会で、議案として
この憲章について提案させていただきます。そして、その議会で議決されれば、その後、
制定となります。
なお、議決されましたら、９月２６日開催予定の市制５０周年記念式典において、本憲章の
発表をしたいと存じますので、その際もご協力賜りますようお願いいたします。私からは以上
です。

会長

ありがとうございました。
（５）市からの報告

会長

続きまして、今度は議事の５番、市からの報告です。青少年課、保育課から報告があると
いうことですので、青少年課、保育課の順で報告をお願いします。
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事務局（青少年課）

青少年課です。青少年課からは、４点報告させていただきます。
初めに、東大和市立学童保育所運営委託についてです。
東大和市立学童保育所運営委託については、昨年の１０月から１１月にかけて
プロポーザル方式による事業者選定を行い、令和元年１１月２６日に、優先交渉権者が
株式会社こどもの森に決定しています。
その後、１２月２６日の夜に、学童保育所利用児童の保護者の方と、選定された株式会社
こどもの森との顔合わせを行いました。そこでいただいた保護者の方からのご意見等も
踏まえ、契約締結に向けた協議を進めているところです。
今後についてですが、２月に入ってから引き継ぎを開始し、４月からの運営委託に向けて
準備を整えていきたいと考えております。
続きまして、２点目、放課後子ども教室スタッフ研修についてです。
今年度の放課後子ども教室スタッフ研修は、「ボランティア育成のための遊びのワーク
ショップ」と題し、放課後子ども教室のスタッフだけではなく、市報やチラシなどで広く呼び
かけ、これからボランティア活動を行うことを考えている市民の方なども参加していただきたい
ということで実施しました。当日は１４名の参加があり、放課後子ども教室のスタッフの有志が
６つの遊びのブースを設置して、実践的なレクチャーをしていただきました。
今後も放課後子ども教室スタッフの資質の向上や、ボランティアの確保に努め、放課後
子ども教室の充実に努めてまいります。
３点目、令和２年度学童保育所・ランドセル来館利用受付についてです。
令和元年１２月２日から令和２年１月１８日までの期間、令和２年度の学童保育所及び
ランドセル来館利用の１次受付を行いました。現在は、２次受付を行っているところです。
今回は、申請者の方が申請しやすいよう平日だけでなく、１２月２１日、１月１８日の２日間、
土曜受付を行い、１月７日、９日は、夜間受付を１７時３０分から２０時まで会議棟で行い
ました。なお、土曜日はそれぞれ、５５名、５６名の申請があり、夜間はそれぞれ、２０名、１９名
の申請がありました。
また、１次申請終了時点で、学童保育所は８２９名の方からの申請があり、ランドセル来館
は２０４名の方からの申請がありました。近日中に入所決定通知等を発送する予定です。
最後４点目は、かみきただい児童館まつりについてです。
令和２年２月１５日、午後１時３０分から上北台市民センター内において、かみきただい
児童館まつりを開催します。皆様、ぜひお越しください。以上です。

会長

ありがとうございました。続いて、保育課からお願いします。

事務局（保育課）

保育課です。保育課からは、２点ございます。
１点目、保育園４月入園の１次申請の結果についてです。まず、結果の通知は１月２３日に
発送をしています。申請件数は５２７名で、昨年と比べ５０名程度、申請が少なくなって
います。特に０歳児が少ない状況です。しかしながら、保育士不足等の問題から、十分な
受入が難しいということもあり、今年度も前年度と同程度の数の待機児童が、特に１歳児、
２歳児で発生するのではないかと考えています。
２点目は、保育園４月入園の２次申請の受付についてです。２月１日から２月７日までの
１週間、２次申請の受付を行います。１次の利用調整を行った後に、まだ空きがある園等に
お申し込みいただくので、そこでたくさんの方が入れるということではないのですが、そちらに
また数名、数十名のお申し込みがあるのではないかと考えています。以上です。
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会長

ありがとうございました。青少年課、保育課からの報告に対してご質問やご意見はあります
でしょうか。

委員

学童保育所・ランドセル来館利用受付の件についてです。土曜の受付が両回とも５０名を
超え、夜間の受付は２０名前後の受付があったように、合計約８３０件という中で、１００件や
４０件というのは大きい数字ではないでしょうか。土曜日だけで全体の約８分の１、１２．５％を
占めるということになりますので。市も大変かとは思うのですが、効果があったものと思います
ので、これから先も、可能であれば続けていただければと思います。

会長

ほかにはいかがでしょうか。

事務局

子育て支援課です。「東大和市子ども・高齢者見守りネットワーク～大きな和～」の協定

（子育て支援課）

締結について追加で報告をさせていただければと思います。
これまで、市及び社会福祉協議会では、高齢者を対象として、「高齢者見守りネットワーク
～大きな和～」を実施してまいりましたが、今後は見守りの対象を子どもにも拡大することで、
子どもと高齢者の安全安心や虐待の未然防止・早期発見を図ることとなりました。
今現在、 ６７団体からご協力をいただけるということでお話をいただいており、事務を
進めています。
また、今までは、社会福祉協議会にはコーディネート役として間に入っていただいており、
協定は事業者と市の二者で結んでおりました。しかしながら、今回は、社会福祉協議会
にも協定に加わっていただき、事業者・社会福祉協議会・市の三者で協定を結ばせて
いただきました。
なお、情報につきましては、今後、市報や市の公式ホームページ、議会への情報提供、
庁内と関係機関への説明といった形で、順次周知を進めていきたいと考えています。
ご協力よろしくお願いします。以上です。

会長

ありがとうございます。この追加の報告に関し、ご質問等はありますか。よろしいでしょうか。
（６）その他

会長

最後の６番目、その他ですが、皆さまから何かありますか。ないようであれば、事務局から
お願いします。

事務局

はい。次回の子ども・子育て支援会議の開催日についてご連絡を申し上げます。
これまで皆様には、３月にも会議を開催するということで予定させていただいて
おりましたが、「東大和市子ども・子育て未来プラン」についての審議が一段落したことも
あり、急ぎでご審議いただく議題がないことから、３月の会議は行わないこととしたく存じます。
なお、皆様には、製本された「東大和市子ども・子育て未来プラン」ができ次第、
送付させていただきます。また、「東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て
憲章）」については、市議会において議決をいただきましたら、あわせて報告をさせて
いただければと考えています。
また、４月以降、新年度の開催につきましては、開催日程が決まり次第、速やかに皆様に
お知らせいたします。計画策定がない年は、５月から６月くらいに新年度第１回の会議を開催
していることが通例ですので、令和２年度も同様に５、６月頃に第１回の開催を考えて
います。日程が決まっておらず大変恐縮ですが、来年度もどうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
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会長

ありがとうございました。それでは、最後に何かありますでしょうか。

事務局

事務局です。子ども・子育て未来プランの策定にご協力いただいた委託事業者様に、
今日もおいでいただいておりますが、今回がご出席される最後の会議となりますので、
一言ご挨拶をいただければと思います。

委託事業者
会長

（委託事業者挨拶）
ありがとうございました。お疲れ様でした。ほかに何かありますか。
４

会長

閉会

特にないようですので、以上をもちまして、第８回子ども・子育て支援会議を閉会させて
いただきます。長時間お疲れ様でした。重ねまして１年間、皆様、お疲れさまで
ございました。ありがとうございました。
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