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第９回明石市長期総合計画審議会 分科会第４グループ（議事要旨） 

日 時 平成22年11月11日（木）9:30～12:00 

場 所 市議会大会議室 

出 席 者 三輪副分科会長、安達委員、黒岩委員、小阪委員、寺山委員、藤田委員、 

丸谷委員、水田委員、安原委員、 （計９名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

※委員出席状況の報告 

（事務局） 

・今回の審議会は各委員に出欠の確認を行う中で、できる限りご出席いただくように調整し 

た。会長とも相談の上、前回お配りしたグループ分けのメンバーから若干変更をしている。 

３ 議 事 

（事務局） 

－資料１、資料２に基づき、事務局説明－ 

・資料１は前回の議事要旨。ホームページ上で公開する。 

・資料２は前回の審議会や特別委員会でいただいた素案へのご意見などである。前回の審 

議会でいただいた意見や、今回いただくご意見、他のグループの審議内容なども含めて、 

次回の審議会で市の考え方等をお示ししたいと考える。 

（副分科会長） 

・本日は戦略計画の中身、特に戦略３「明石らしい生活文化を育てる」と、戦略５「一人ひ 

とりの成長を支える」を中心にさせていただきたい。もう一つのテーマである「計画推進 

の考え方」については、後々にご意見いただきたい。 

（委員） 

・前回、農地や農業について、地産地消など地元の食物をアピールするというご意見をいた 

だき、他の方も農業について深く考えていてくれていると思った。「明石らしい生活文化 

を育てる」の展開の方向の「自然の恵みを将来にわたり享受する」の説明文で、「明石は 

都市にあっても海やため池などの貴重な自然が残っています」と書かれているが、この文 

中に「農地の保全」なども入れていただきたい。 

（委員） 

・明石の自然がもっと残って欲しいと思っている。素案はかなり一般的なことが書いてある 

が、具体的に生物の多様性を守り育むだけではなく、そのための勉強を小・中学校の学習 

に取り入れるなどして欲しい。農地の保全も進めて欲しいと思っている。素案の中身がＣ 

Ｏ ２ の排出抑制など一般的な内容が多いので、明石らしい自然を守るために何をすべきか 
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というところを見つめるべきではないか。 

（副分科会長） 

・一般論ではなくてもう一歩踏み込んで、明石の特性に応じた内容を書き込めないかという 

ご意見であった。 

（委員） 

・私は明石に住んでみて星が綺麗だと思った。子どもに誇れたのは星や海が綺麗などという 

ことで、それはわざわざ出かけなくても日々の暮らしの中にある。その中で10年計画では、 

そこに暮らす人たちがどう過ごして、どう感じて、どうこれから生きていくのかというと 

ころを計画に入れて、その検証をすることが大事。明石らしい生活を育てていくなかで考 

えていけることは、自然環境を守ることと、工場などの生産性とのバランスのなかで、誇 

れる自然や文化を守ることは非常に勇気や努力がいることである。自然の恵みなど将来に 

渡り残していけるものを考えた時、私が大事にしているのは、ごみの減量化と、花と緑と 

緑の景観。これらを10年間の計画の中にいかしたい。 

（副分科会長） 

・生活と産業、自然が循環しているということから、明石の特色が現れてきて、生活の中で 

空気を作っていく。そうした空気を大事にしていくことが生活文化のひとつであろうとい 

うご意見であったかと思う。 

（委員） 

・「自然の恵みを将来にわたり享受する」という展開の方向のなかの主な施策「自転車の利 

用しやすい環境を整える」について、バリアフリーな環境を整えるという提案がでている 

が、「自転車の利用しやすい環境を整える」のベースは安全・安心のバリアフリーや公共 

交通機関の利用促進など広い意味で捉え、自転車など利用を広める、促進するという観点 

があるのではないかと考える。ここに入れている意味がわからない。 

（事務局） 

・安全・安心のバリアフリーという側面もあるが、明石はもともと平坦な地形であるという 

特色をいかして、自転車を積極的に利用することで低炭素社会を作るという趣旨も大きい 

ということでここに入れている。 

（委員） 

・先ほどから、わかりにくいので具体的に書くべきだという意見が出ている。方向性を定め 

る計画をつくるという観点で考えると、どうしても様々な意味を包含した表現がでてくる 

と思う。そうしたなか環境問題を広げると、わかりにくくなる記載が増えていくように思 

う。自転車の利用が増えて、歩道が狭くて危険なので利用しやすい環境を整えるために、 

自転車が走りやすい環境を整えることがベースにあると考える。その結果として環境に優 

しくなるということ。戦略の上での配置は、この２点のどちらに重きをおくかということ 

だと思う。 

（副分科会長） 

・この計画の特色は、従来だと行政セクションに応じてテーマを立てる。これ非常にわかり 

やすい見方の一つだと思うが、戦略という観点で考えた場合、安全・安心や地域コミュニ 

ティなどのテーマに部局、分野が輻輳的に入ってくるのだと考える。これまでできなかっ 

たような部局間の連携した事業の項目を立てるなどの可能性でてくることも期待したい。
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ただ、文言についてはもう少しわかりやすいよう工夫する必要がある。 

（事務局） 

・「自然の恵みを将来にわたり享受できる環境」の中に、「自転車を利用しやすい環境を整 

える」を入れている理由について、表現が不足している部分も確かにあるが、例えば散歩 

やサイクリングなどにより自然を感じることができる環境をつくりたいという意味を含ま 

れている。 

（土木部） 

・先程の自転車の関係は、交通政策上の問題としてとらえるとご指摘はもっともである。低 

炭素社会の実現という目的があって、ここに入っているのではないかと考える。また自転 

車を使用すると健康の維持にもつながるので、ここには様々な要素が含まれていると感じ 

る。自転車を土木や交通として考えると、どうしても自転車交通のための整備や、駐輪場 

などになってしまう。低炭素社会の実現や、健康維持という視点はこれから重要であると 

も思うが、確かにこの戦略に含まれていることについて、違和感はある。 

（副分科会長） 

・自然を享受する、もしくは野外の生活を楽しむという視点では自転車も考えられるが、歩 

いて、ということもある。人が歩けるまちいうことも含めて捉えてもいいかもしれない。 

（委員） 

・自分の住んでいる地域の事を知っておかないといけないと考える。明石に長く住んでいる 

が、深く知っている訳ではない。明石のことや地域を知る人を増やしていくということを 

大事にしていく必要がある。学校教育の中で、明石の文化に触れる時間をもっと増やして 

いけばいい。 

（副分科会長） 

・明石の文化や歴史を知る機会を増やすということは、「一人ひとりの成長を支える」の教 

育分野にも大きく関わる非常に大事な事である。 

（委員） 

・生活文化という言葉について、芸術文化、スポーツ文化、食文化など文化は数多く考えら 

れるが、それらは並列であろうと考えていた。ここの表現は「明石らしい文化を育てる」 

だけでもいいと思う。生活文化の定義づけができたらいいと思う。 

・文化芸術という言葉が馴染みにくい。これは何を意味しているのか。芸術文化を意味して 

いるのか。 

・役所の組織は縦割り。昔はそれでもよかったのだろうが、社会が複雑化し、縦割り組織の 

間のどちらにも取れる問題が発生してきている。端的なのが幼保一元化や就学前、就学後 

などの表現ではないか。人が生きていくなかで、就学前、就学後、児童、青年、最近は後 

期高齢者まで、法律や制度によって年代で言葉を使い分けている。原点に戻ると人が生き 

ていくのにそのような呼び方は意識していない。政策を行っていくうえで、垣根を取り払 

っていくことが必要。子どもが就学前だから保育所の管轄、一方、教育を受けるから幼稚 

園という縦割り的な仕組みをなくすような政策をお願いしたい。 

（事務局） 

・生活文化は、明石には食べ物や歴史文化、自然、コミュニティといった様々な地域の特性 

があるが、そうしたその土地の特性を市民の生活の中に取り入れて、生活や人生を豊かに
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していくという意味を込めている。 

（委員） 

・意味は理解できるが、それに敢えて「生活」というのがいるのか。 

（文化芸術部） 

・人が生きていくということそのものも人の文化であると考えられ、文化という言葉は幅広 

いものだと思っている。文化芸術について文化芸術部で推進しているのは、伝統文化であ 

るとか、文化芸術ということ。生活文化と表現すると幅が広いため、文化芸術部ではその 

中でも文化芸術に絞ったところで推進していくことを考えている。たしかにここの表現に 

は違和感がある。 

（委員） 

・広い大きな意味での「文化」があり、その中に「生活文化」や「芸術文化」、「スポーツ 

文化」というものがあると理解していた。そういう意味でこの戦略のタイトルで「生活文 

化」という表現が、広い意味で「文化」だけでもいいのではないかと考えている。 

（事務局） 

・文化には様々なものがあるが、そうした区分けの「生活文化」ではなく、様々な明石の特 

性を生活の中にとり入れていくことを意味している。狙いとしては、生活文化は「文化」 

の中の一つのジャンルではない。 

（委員） 

・この戦略の内容や展開の方向を見ていたら、明石の良さが要約されており、それをアピー 

ルしていく内容であろうということが読み取れる。 

・個別計画の策定にあたり環境基本計画と文化芸術の計画に参加したが、その際、どちらで 

も明石の良さをマップにし、市民に良さをアピールしようということをしていたが、もっ 

たいないと感じた。ひとつにまとめて一緒に作成したらもっといいものになると思う。恐 

らくこれ以外にも同様のことが発生していると感じる。こうしたところをまとめて実施で 

きるようになればいいと思う。 

（副分科会長） 

・縦割り的な行政の課題へのご指摘と、行政施策として進める場合の効率的な執行について 

のご指摘であり、非常に大事なことである。 

（事務局） 

・問題解決をするうえで縦割りでなく横断的な取り組みをどう進めていくかということにつ 

いて、今後、総合的、横断的な取り組みを進めていきたいと考えている。 

（総務部） 

・縦割りの弊害や非効率性についてのご指摘だと理解した。一方で業務の効率性で考えると、 

それぞれが専門分野として取り組んでいくということは非常に大事だと考えている。これ 

からは今まで縦割りで済んでいた時代から、様々な複合的要素が混じりあうなか、それぞ 

れの部局が総合的に連携し実施していく必要性は重々理解している。それぞれの分野で法 

律の枠や関係省庁の枠があるので、今すぐすべて横軸で考えて実施していくことは難しい 

面があるが、このような視点でもって行政運営をしていくように頑張っていきたいと考え 

ている。 

（委員）
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・縦割りの利点もよくわかる。行政で既に体制ができ上がっているので、横の柔軟性を取り 

入れていくことが難しいということであると思う。せっかく「生活文化を育てる」という 

ひとつのジャンルで施策がまとめられているので、個別計画で実施していく際にはそれぞ 

れの分野で分かれて実施するではなく、他の計画はどうなっているのかなど決まっている 

ところから意見を聞く、重複している部分は連携するなどしていく。市民が協力したいと 

き、協力して一緒に運営していくなど、内容が近い個別計画同士は連携を図ると施策に広 

がりができると思う。部局同士の横の連携において、情報伝達のシステムが構築されたら、 

変わるのではないかと思う。 

（委員） 

・縦割りが悪いとは言っていない。縦を横で割ると今度は横割りの弊害が出てくるはず。絶 

対に100％は無理だから、割ったその谷間は絶対出てくると思っている。ただ谷間が出て 

きた時に、過去のしがらみなどという視点ではなく、住民の視点で捉えていただきたい。 

そういう視点で捉えると色々な事が出てくるのではないかと思う。 

（委員） 

・様々な事業を実施しているなかで、多くの分野をまたいでいる部分がある。戦略の１と４ 

や、３と４が連動しているように感じるし、部署で重複してくる部分が出てくる。各部長 

の間では情報が共有されているとは思うが、組織の下はどうか。別々に動いており、もっ 

たいないことが起こっている。パソコンなどを使い情報共有できるような、必要な情報を 

横に流す仕組みができたらいい。 

・安全・安心において、猛暑など気候変動、インフルエンザなど不測の事態が発生した際、 

すぐに対応する組織があり、いち早く対応できるので安全であるということ広く市民に知 

ってもらうことも大事である。 

・少子化、高齢化で人口が減っていくので、その後どのようなことが起こってくるというよ 

うな踏み込んだ二次的な予測がなされていない 

・人口は減っていく、人が逃げていくというような話が多いが、生活文化などではこれまで 

の忙しく働くという価値観から、少しゆとりを持ってゆっくりゆったり過ごせるような明 

石を目指すというような、価値観の変化などが未来へのワクワク感につながるのではない 

か。 

・すべて施策について、10年先を目指しているというわけではないと思われるので、早い段 

階から実践できる施策、例えば３年で動き出すような施策など、実践的な部分を見せると 

いうやり方もある。 

・明石時計のプロジェクトに関わっている際に気がついたのだが、若い世代の方で明石の事 

を知らない人が多い。明石の事を再認識し、知るという事が本人にとって楽しい勉強にな 

ると思う。高山右近の船上城や密蔵院、住吉神社の綺麗な夕日など、地元ならではの情報 

を知ると、得したというように感じる。そのような情報を知る事自体が市民としての意識 

や誇りにつながっていくのではないか。 

・安全・安心を掲げるなか、すべてが安全・安心にかたむくのではなくて、交通利便性の不 

足している部分を補ってより便利にし、市民に使い勝手のいいまちにするということがあ 

ってもいい。 

・教育の部分で、現在、小学校で１学年に１クラスとか２クラスしかないところがある。そ



- 6 - 

のままではコミュニティが小さすぎて、はぐくむものが少なくなってしまう恐れもある。 

校区割りが様々な問題を含んでいることは理解できるが、明石の担い手となる子どもの目 

線で問題を考えることが大事。どこかで議論しなければいけない。 

・魚の棚にアメリカのＣＮＮが日本の魚食文化の取材に来る。外部から見た時に魚や魚食文 

化が注目されたりするなど、つながりができてきていると思う。こうしたところを地元の 

人にも再認識していただく、わかっていただくような仕組みづくりをしていく必要がある。 

（副分科会長） 

・魚食文化は、戦略３の「明石らしい生活文化」の３つ目の展開の方向「食・海・時」を暮 

らしにいかすというに関わることで、明石のことを再認識することの重要性の意見であっ 

た。 

・少子化に対する対策が見えてこないというご意見については、今回の総合計画は子どもと 

いう観点が非常に大事であると位置づけているので、こうした小学校の問題が大事なとこ 

ろである。 

（教育委員会） 

・ご指摘いただいた少子化とそれに伴う校区の問題の現状は十分認識している。ただ､校区 

の問題は様々な地域の問題があり、非常に難しい問題であると認識している。子どもが少 

なくなると、ご指摘のように人と関わる機会が少なくなっていく。当然、校区の問題でも 

あるが、簡単に改善できるような事ではない。一方で、少子化によって子どもたちが人と 

触れ合う機会が少なくなることについて、例えば小学校だけで考えるのではなく、幼稚園 

や中学校などの連携や地域とのふれあいなどを取り込む事によって対応していきたいと考 

えている。 

（委員） 

・「明石らしい生活文化を育てる」の、生活の中に文化を取り入れるという考え方は大変良 

いと思う。 

・明石の地場産の野菜を知るために毎年、少年自然の家を借りて、小学校１から６年生まで 

の子ども達を対象に野菜バーベキューを実施している。今年は親子で明石の野菜を使って 

バーベキューをしたところ、応募者約20家族のほとんどが夫婦と子どもで参加していた。 

参加者のほとんどが、明石の野菜がこれほど美味しいというのを知らなかったと言ってい 

た。地元の食材のPRの大切さを知った。また、男女共同参画ということを考えて取り組み 

をしていく必要も感じた。 

・環境＆消費者フェアを実施し、実演と試食を兼ねて市民にアピールしたが、「知らなかっ 

た」という方が多かった。ＰＲの難しさを感じた。 

・施策に「教職員・保育士の資質」とあるが、子どもたちがよく放課後に来るが、ちょっと 

やかましく言ったりするとすぐ先生が泣くと言う。また日によって機嫌が悪いときがあっ 

たなどの指摘も受ける。先生も神様ではないから、いろんな事があることは理解できるが、 

人をつくる点で、生徒一人ひとりを見るという視点もつことが必要ではないかと思う 

・人を育てるという意味で、生まれる前の子どもに対する施策が必要なのではないか。 

・自転車の利用に関しては、単に利用しやすいだけでなく、乱暴な運転から高齢者や子ども 

など守るという視点も含めて整備して欲しいと思う。 

（教育委員会)
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・今回も総合計画では、教育にかかる比重も非常に大きいものであると認識している。戦略 

５の展開の方向の「質の高い教育を推進する」の施策に「教職員や保育士の資質、指導力 

を高める」とあるが、子どもの教育のためには教職員の資質の向上が不可欠である。教職 

員の専門性や実践的指導力の向上は課題であると認識している。子どもたちに豊かな人間 

性を養うため、教職員としての使命感や高い倫理感の保持についての取り組みを考えてい 

る。具体的には教職員の研修やベテラン職員が若手の職員を育てる取り組みなどを充実さ 

せる事によって、教職員の資質の向上に取り組んでいきたいと考える。 

（委員） 

・実態や現状を良く踏まえて、知ったうえで資質の向上に努めてほしい。 

（副市長） 

・今度の総合計画の大きなポイントは、人口減少と少子高齢化。そこに有効な手を打つとい 

う事で、特に子育て施策の充実を図る事によって若年層を誘導することを大きな狙いとし 

ている。その中でも子育てについての大きなポイントは幼保一元化で、就学前の教育シス 

テムが時代の変化に適合していないという事で、国レベルで大きな議論となって、新たな 

システムをつくる動きがある。これまで行政では特に幼稚園と保育所運営を中心に力を入 

れてきたが、家庭崩壊が問題となるなか、その環境にいる子どもに対し、どれだけ家庭に 

入って有効なサポートができるのか。高齢社会の中で女性の労働を保障していくこととセ 

ットになるが、家庭の教育力だけでは良い人材が育てられない現状がある。国の動向も見 

ながら、就学前教育を幅広く充実させるというように総合的な施策として取り組んでいく 

事が大きな課題となっている。幼稚園や保育所だけではなく企業の力を借りながら、夜間 

働かなければならない人の子どもをどうするかなど、就学前教育の対策を総合的に取り組 

んでいく。 

・教育委員会も地域ぐるみで子どもを育てるという事をテーマにしているが、学校教育だけ 

ではサポートできないところを地域と連携して総合的に家庭の教育力を強めるサポートし 

ていくことも大きな課題である。地域の力を借りながら、様々な協力体制をもって、子育 

てや教育の新たな仕組みをつくっていくことが重要ではないかと考えている。 

（副分科会長） 

・就学前教育を含めた教育・子育て全般について、これまでの学校教育や保育の枠組みを越 

えたような形で総合的に捉えていくというお話を頂いた。そういった点が素案の中に入っ 

ているとよい。 

・基本構想全体についても、前回の審議会などで言えなかった点や不足していることがあれ 

ばご意見を伺いたい。 

（委員） 

・先ほどの委員の意見でもあったが、子どもが生まれる前の話が「主な施策」に見当たらな 

い。「人」に焦点を当てる総合計画であれば、予防接種や妊娠中の検査などということに 

なると思うが、生まれる前の子ども、胎児に焦点をあてた施策も必要。 

（副分科会長） 

・「一人ひとりの成長を支える」の展開の方向「子育て家庭を支える」というところに関わ 

る。「安心して子どもを産み育てられる環境をつくる」ことの大切さを書いているが、具 

体的な施策が無いという指摘である。
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（事務局) 

・委員発言のとおり、その部分は主な施策の中では抜け落ちている部分だと思う。戦略１ 

「安全・安心を高める」の展開の方向「健康に暮らせる期間を延ばす」で、健康づくりの 

施策を挙げているが、生まれる前から子ども、大人、高齢者といった一人の人生を支えて 

くという視点もあってもよい。いただいた意見を検討させていただきたい。 

（保険・健康部） 

・現状でも母子の健康診査やワクチンの接種、母親教室を実施している。例えば安心して子 

どもを産み、安心して子どもを育てられる医療保険体制の推進などの施策を入れるかにつ 

いて、事務局と相談したいと考える。 

（委員） 

・近くには大学があり、様々な若い世代向けの高齢福祉や障害福祉など生活に密着する教育 

をされている場面があるので、ＮＰＯや地域のコミュニティを活かすという観点で、それ 

らを活かしていければよいのではないか。地域のコミュニティのなかに、近くの大学や高 

専の教育観を活かしていくということも必要。 

（副分科会長） 

・他の戦略についても何かありましたら。 

（委員） 

・戦略計画の戦略の柱について、１から５の数字を打っているがどのような理由でこの順番 

にしたのか。最後の５番目に「一人ひとりの成長を支える」に子育ての施策が含まれてい 

る。戦略の考え方から、１番に子育て支援を含んでいる戦略を持ってきた方がいいのでは 

ないか。 

（副分科会長） 

・最後に一番大事なところを持ってくるという考え方もあるが。 

（事務局） 

・５つの戦略の設定については、子どもが健やかに育つような社会をみんなでつくっていく 

にはどのような分野が重要かということから、５つの視点「安全・安心」から「一人ひと 

りの成長」まで５つを設定している。それぞれの順番について、安全・安心は全ての人の 

生活のベースにあるという理由で、１番にしている。ただ、特に５つのなかで優先順位を 

つけるという意図で並べてはいない。 

（委員） 

・より多くの人に該当するのが「安全・安心」の１であると思う。明石自体を良くする方向 

に持っていくために、施策に関わる人が多い順に並べているのかと考えていた。一番目が 

最も目を通しやすいので「安全・安心」を市民の多くが見ることになるので、一番が「安 

全・安心」であることは良いと思う。でも、「人の育ち」が目標であるのに、最後にある 

ということになると、読まない人は多くなるのではないかとも思う。 

（副分科会長） 

・全体の流れのなかで工夫していただきたい。 

（委員） 

・「まちを元気にする」の「明石のファンを増やす」のなかの主な施策の「観光資源の更な 

る魅力の向上と創出を図る」に、現在ある魅力になりえる場所を守るための仕組みをつく
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ることを加えて欲しい。自然環境が都市部から見るとかなり魅力的なのではないか。昔か 

ら続いている水を確保するための水路がため池につながっており、最終的に海までつなが 

っている。その間に農地、畑などに水を供給し、絶滅危惧種も含めた生態系が育まれてい 

る。水路や農地を守っていくだけの体制がないから、住宅地に変わっていく。それらを守 

ることは地産池消にもつながる。したがって魅力の創出だけでなく、保全という観点も必 

要。 

（副分科会長） 

・これらを観光資源にという考えですか。 

（委員） 

・観光資源は、明石の魅力全般であると思う。海外などでは古い町並みなどが保全されてい 

るが、法律などで国が規制しているので、統一感がある町並みが残っている。明石市は二 

見の農地などは自然を感じられるようになっているところもあり、環境志向の人などには 

十分観光資源になりえる。それに限らず明石の良さを守っていければよい。 

（副分科会長） 

・「生活文化を育てる」の「自然の恵みを共有できる環境をつくる」のなかで全体的に自然 

環境を守るというニュアンスがある。 

（委員） 

・自然環境だけでなく明石瓦など文化や伝統なども全部含めて魅力である。そうしたものを 

継続的に守る事が大事なのではないか。 

（委員） 

・暮らしの安全・安心では雇用や経済力も大事である。働くことへの支援や体制の整備はど 

の部分に入るのか。 

（事務局） 

・就労については、「まちを元気にする」の主な施策として、「多様化する就労ニーズに対 

応した就労環境の整備を進める」に含まれる。就労に結びつく能力の開発、職場の就労環 

境の整備の働きかけも含めてここで述べている。就労の根本として地域の産業を振興して、 

雇用の場を創出していくことは大事なところで、それぞれの個別計画を策定する中で振興 

策を進めていきたい。 

（副市長） 

・行政の役割分担では、県が中心となり雇用対策を進める。市ではシルバー人材センターな 

ど高齢者の就労の支援や女性などの就労能力を高めるような取り組み、緊急経済対策とし 

て就労相談といったように補完的な役割になる。 

（副分科会長） 

・今日の議論の軸となっているのは、今回の戦略は人が育つということから、都市が順調に 

成熟していくための５つテーマを掲げている。それが必ずしも従来の部局に対応するもの 

ではない。これまでとは異なった自由な発想からの視点や施策展開により、従来では発見 

できなかったような事を盛り込んでいくという視点も望まれるというご意見でもあった。 

様々な部局との連携・調整なども含めて個別計画のなかで対応していくという進め方が大 

事であるというご意見であった。 

（事務局）
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・各グループからいただいたご意見は事務局でまとめ、お送りしたい。 

・次回は全体会で、12月21日火曜日の午前10時から、市議会大会議室での開催を予定してい 

る。 

・傍聴者には素案のチラシと意見募集実施のお知らせを配付している。意見があればよろし 

くお願いしたい。 

４ 閉会


