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第２回明石市行政評価委員会 要旨 

日 時 平成 22 年７月 28 日(水) 午前９時 30 分～午前 12 時 

場 所 明石市役所議会棟第２委員会室 

委
員 

井上 あい子（市民） 

岡野 秀章（公認会計士・税理士） 

古賀 智敏（大学教授） 

村瀬 孝志（市民） 

米田 耕士（弁護士） 

〔ふれあいプラザあかし西〕 

岸本福祉部次長兼福祉総務課長、吉野福祉施設担当係長、 

片岡福祉総務課主事 
所
管
課 〔明石市立知的障害児通園療育施設〕 

馬田障害福祉課長、福岡障害福祉課計画係長 

事
務
局

小川総務課長、田辺総務課行政改革係長、勝見総務課主事、 

松永総務課主事 

出 席 者 

傍聴者 ９名 

議 事 

１ 指定管理業務評価の所管課ヒアリング 

 ① ふれあいプラザあかし西 

 ② 明石市立知的障害児通園療育施設 

配 布 資 料 

資料１ ふれあいプラザあかし西 

     指定管理業務評価シート、施設パンフレット、指定管理者事業報告書、

評価対象業務に係る事前質問・回答一覧表 

資料２ 明石市立知的障害児通園療育施設 

指定管理業務評価シート、施設パンフレット、指定管理者事業報告書、

評価対象業務に係る事前質問・回答一覧表 

資料３ 指定管理業務評価の判定シート 

資料４ 明石市行政評価委員会運営要領及び新旧対照表（平成22年７月28日改正）

【主な議事内容】 

事 務 局 

・委員５名出席となり会議の定足数を満たしており、行政評価委員会の開催が

認められている。 

・資料４の運営要領の改正について、第８条第２項に定めていた傍聴者の会議

資料について、会議終了後ホームページにも掲載して公表しており、傍聴者

に配布したもののみを回収して持ち帰りを制限する必要はないため、委員会

終了後回収するとしていた旨の規定を削ろうとするもの。 

古賀委員長 
本日の委員会から第８条の改正を認め、傍聴者への配付資料は回収しないとし

たい。 

委 員 －異議なし－ 

 会議の進め方について 

 古賀委員長 前回の委員会で決定したとおりにしたいが確認したい事項はあるか。 

各委員 －特になし－ 
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 指定管理業務評価のヒアリングについて 

⑴ ふれあいプラザあかし西（Ｐ１～45） 

 福祉総務課 －業務説明（約 10 分）－ 

米田委員 専門家である指定管理者に対して市がどのような観点で指導監督できると考

えているのか。Ｐ36～37 で指定管理者に指摘、指導した項目を記載しているが、具体

的にどのような指摘をしたのか。 

福祉総務課 福祉総務課としては主に施設管理業務について指導している。子育ての部

分については子育て支援課が、健康づくりについては健康推進課がそれぞれ指導して

いる。具体的には、温度管理・湿度管理などでビル管理上基準に適合しているかどう

かをみながら、どのような形で基準を守ってもらうのかを指導していた。そして、検

診結果値の中で基準を超えているものがあれば、その指導も併せて行うとともに、電

気のデマンド管や最大電力使用可能値を下げるなどの指導もした。 

米田委員 指摘した内容について、指定管理者側に不十分な部分があったということか。

福祉総務課 管理がまずいわけではないが、よりよくするために、初期設定のまま使用

している部分などについては、施設管理者と直接話をしてよりよい手法を選択するよ

う指導している。 

 

井上委員 収益事業が入ってないのが残念。今後事業を継続していくうえで、費用削減

だけでは無理があると思うので、収益を増やす取り組みを考えてはどうか。参加料を

とると参加率が下がるので金額の設定は重要だが、これからは少しでも収益をあげ事

業者の負担を軽減できる事業を増やしていけばいいと思う。 

福祉総務課 ふれあいプラザで実施する事業は原則無料で、材料費や保険料などの実費

負担分は参加者にしている。また、当施設は総合福祉センターのように利用料金制を

採用しておらず、施設利用料金を指定管理者の収入とせず、発生した場合は直接市の

収入になるようにしている。 

井上委員 電話代や光熱水費の負担は考えてないのか。 

福祉総務課 その部分は指定管理者負担となっている。 

 

岡野委員 １年目ということで、指定管理者の報告等の頻度を多めにするなどの配慮を

したか。 

福祉総務課 月報や四半期報告はもちろん、日常業務の日報についても毎日メールで指

定管理者から送ってもらい、気になる部分があれば直ぐに対応できるようにしていた。

  特に、立ち上げ時期の１月間はミーティングという形で週３～４回毎日のように行

って話をしていた。今は落ち着いて週１回程度のミーティングという形になっている。

岡野委員 特にクレームはなかったということだが、利用者にとって不便をかけるよう

なトラブルのようなものはなかったのか。 

福祉総務課 無料の施設ということもあり特に大きなクレームはなかった。逆にお褒め

の言葉が多かった 
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 岡野委員 今後、さらなる市民へのサービス提供、指定管理者へ指導にあたり、テーマ

として考えていることはあるか。 

福祉総務課 基本は仕様書に記載している内容を最低限やってもらい、事業を実施する

中で利用者から要望があれば、その都度改善を図っていく。 

 

村瀬委員 13 の質問に対し「正規作業、付随作業、間接作業、改善等の項目に分けてい

ない」と回答しているが、仕事内容を分けて従業員がどのくらい正規作業に熱中でき

るかの割合をみることが人の効率化の改善につながるのではないか。利用者に接する

正規作業にかける時間を多くすることが、市民のサービスの向上にもつながり、いい

施設とみなされるのではないか。 

福祉総務課 生産するという面しかない施設であればあてはまるであろうが、当施設の

業務の多様性を考えると、委員の言ったような区分けは難しい。 

村瀬委員 14 については、目標と実際の利用者のギャップを教えてほしいと思い質問し

た。目標と実績を比較することが、今後の問題解決につながるのではないか。実績を

挙げるだけでは目標とのギャップがどうなのかが分からないのではないか。 

福祉総務課 計画時の予測値として、指定管理者募集時に 7万 7 千人という来館見込み

者数を挙げている。 

村瀬委員 数値があるのなら、きちんと掲げて、目標値に近づけるために今後こうして

いくというアクションを考えていくべきではないのか。 

福祉総務課 数字だけをとれば、昨年度は目標に対して 96.2％という達成率で、ほぼ計

画通りとなっている。 

村瀬委員 15 で感度分析試算の実施を質問したが、「実施していない」、「条例で…」と回

答している。そもそも条例とは市民のために制定するもので、改正してでも利用者の

利便性が向上するようにすべきではないのか。 

  18 の課題というのは市民サービスの面での課題ということであり、その課題を十分

に考えてほしい。 

 

古賀委員長 １の質問に対して、形式的には回答のとおりかもしれないが、実際の指導

体制はどうなっているのか。日報やメールのほか実地調査で気がついた問題点や分析

結果を、市の内部でどのように処理しているのかを、文書管理も含めてどの程度体系

づけているのか。 

福祉総務課 指導監督マニュアルを作成しており、それに基づき指導している。それぞ

れの定例報告に基づく指導監督状況については書面で残し、その結果を指定管理者へ

フィードバックしている。 

古賀委員長 ミーティングや実地調査をしているが、１時間程度で状況をみればわかる

のか。それとも、最初から課題をもって行き、そこを中心に見るのか。 

福祉総務課 実際にどのようなミーティングをしたのかは、質問３に対する回答で記載

しているが、内容によっては１時間ですまないものもあり、２～３日続けて見に行か

ないと片付かない場合もある。概ね１時間程度の内容ということで、個々の問題に応
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 じて２～３時間、事務連絡だけであれば 30 分以内に終わる日もある。 

古賀委員長 どこも形態的には色んな方法をとっているが、制度があることと実際それ

がきちんと運用されているかは別問題だが、先程の発言のように、きちんと文書で残

すような体制づけがきちんとできているので問題はない。 

生じた問題に対して、時間的・予算上の制限の中でどれだけの対応ができて、実際

にその中からどのような経緯があり、どのような対応をしたかを後できちんと説明で

きるようにしておくことは大事なことである。 

 

古賀委員長 利用者の満足度が高いというのは客観的な実績ということでいいが、現在

の利用者数が限界なのか、あるいはもっと増やす余地があると考えているのか。 

また、ＰＲについて、現段階でも十分に行っていると考えているのか、あるいは改

善する余地があると考えているのか。 

福祉総務課 正確なデータに基づいたものではないが、設立して１年目ということもあ

り、利用者の居住地のほとんどが二見町・魚住町地域という状況を勘案すると、全市

的にはまだ認知されてないという印象がある。また、稼働率も 30％代ということで施

設の利用の余地はまだ残っている。以上のことから、施設の認知度を上げていく努力

はこれからも必要であると考えており、広報による周知を継続する必要がある。 

 

村瀬委員 12 の利用料金については、質問のような視点で料金を設定してはどうかとい

う意味で、固定費や変動費を試算すること自体が有効性等を考えるうえで役立つ試算

だと考える。 

事務局も質問に対する回答を作成する時間をもっととるべきではないのか。質問に

対する回答をきちんと考える時間が足りないような気がする。 

福祉総務課 質問の中で、民間で同様の施設と仮定しているが、民間で同様のサービス

を提供している施設はない。条例で利用料金を制定しているが、料金設定にあたって

は、勤労福祉会館とふれあいプラザあかし西に最も近い貸館施設の１㎡１時間当たり

の設定単価と、空調料金を併せた単価に基づいて利用料金を設定した。 

村瀬委員 利用料金を変動費で算定しているが、民間なら高い固定費を考慮した料金を

設定する。コスト意識をもってほしいと思い、このような試算を一度しておくべきで

はないかということで質問した。 

 

村瀬委員 アンケートをたくさんとっているが、アンケート項目設定にあたって社会調

査士のような資格者はいるのか。 

福祉総務課、事務局 そのような者はいない。 

村瀬委員 アンケートの結果をグラフで集計して分析すべき。例えば参加者をみても

様々なイベントに対してバラツキがあることがわかる。このバラツキに対してどのよ

うな改善を行えばいいかを考えていけばいい。アンケートの結果に対しても、よかっ

た以上が何％あったと見るのではなく、グラフを利用して様々な評価をしていくべき。

データは多くあるはずなので、もっと分析して今後の活動に活かしていくべき。 
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 アンケートの「職員の応対」についても、前期と後期で比較項目が違う。継続性の

ある調査にしなければ良し悪しの判断ができないのではないか。 

 

米田委員 マニュアルは誰がいつどのように作成したのか。 

福祉総務課 オープン前に行政改革課（当時）の指導に基づき、その施設専用の内容で

年間スケジュールやモニタリングの仕方などについて記載したものを作成している。

⑵ 明石市立知的障害児通園療育施設（Ｐ47～73） 

 障害福祉課 －業務説明（約 10 分）－ 

米田委員 １年目においても具体的に改善を行っているが、将来的に改善する余地があ

ると考えている点があるか 

障害福祉課 障害児の一貫した支援を理念にしており、障害児の通園施設単独ではなく

発達支援センターを設け、従来はトラブルが発生し保護者からもうまくいっていなか

ったという声が聞こえていた幼稚園、保育所、小学校への入学から、中学校、高等学

校、就職といったライフステージの繋ぎ目ところを、うまくいくように充実させてい

きたいと思っている。 

米田委員 現在の指定管理者自体に不足していると思うことはあるか。 

障害福祉課 すでに職員の習熟度も高く、現在も研修や他施設への見学を行っているが、

今後も近隣施設の取組状況等を研究・見学し、療育に活かしてもらいたい。 

 

井上委員 保護者の意向にもよるが、今後は園児の幼稚園等への社会参加を積極的に進

めるサポートをしてほしい。 

  保護者間のネットワークはすでにあるようだが、ＩＴも駆使した応援支援サイトも

構築してはどうか。 

障害福祉課 当施設ができるまでは、保健センターで児童デイサービスのような「のび

のびランド」を開いていたが、そのときは参加した保護者のＯＢ会ができており、そ

の中でこれからの段階に向かってどういうふうにしたらいいのかなどについて情報交

換も行っていた。今回も同じようなネットワークづくりを構築したいと考えている。

 

岡野委員 12 の質問にも挙げたが、予算時より収入が増えている要因は何か。 

障害福祉課 平成20年度末の施設ができる直前に当初の計画を立てる段階では想定して

なかった制度改正があり、児童通園施設について５％程度単価をＵＰさせることにな

った。また、利用者が予想より多かったことから収入の増になった。 

岡野委員 Ｐ49 の「④翌年度の事業計画」の予定に指定管理料の減額改定を記載してい

るが、平成 21 年度収支の決算で使用料収入が増になったために指定管理料を減にした

ということか。 

障害福祉課 それも一つの要因だが、初年度に設定した通園バス、パソコンの管理シス

テムなど維持管理の経費の変更部分を見直し減額した。 

岡野委員 減額改定はいいが、知的障害事業という非常に重要な取組みなので、あまり

お金に縛られずに、積極的な施策の推進にも力を入れて運営していってほしい。 
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 村瀬委員 質問 13 の想定対象者というは市内の発達障害児のことで、施設受入総数 33

名でのカバー率はどれぐらいなのか。 

障害福祉課 成人も含めて知的療育手帳を持っている方は３月31日現在で1,700名程度

いる。 

村瀬委員 質問 14 の入園待機者の回答の人数はこの程度の人数なのか。 

障害福祉課 施設に申し込みしている方で入所できていない人の数です。 

村瀬委員 質問 15 の回答で、利用者が様々な療法を受けているということだが、療法の

結果どのように変化しているのか。 

障害福祉課 個々に発達度合いを検査する方法があり、定期的に発達具合を検査し、次

の展開を考えるようにしている。 

村瀬委員 質問 17 は、検査等で利用者にいい結果がでたら、職員への報酬、激励をし、

きちんと評価するようにしたらやる気も上がるのではないかと思い質問した。 

村瀬委員 質問 18 はこの施設で他にない特徴的な取り組みがあるかを聞きたかった。 

障害福祉課 最初に申し上げた発達支援センターを仲介しての取り組みは、他に例のな

い明石市独自の新しい取組みです。 

村瀬委員 質問 19 の回答では、施設や指定管理者の都合のことが主になっているが、市

民からの要望等に対する計画はないのか。 

障害福祉課 明石市内の児童のデイサービス施設は当施設のみだが、周辺の神戸市西区

や加古川市にも施設はあり、明石市内からそちらに通っている方もいる。市内の施設

だけでカバーしなければならないという訳ではないが、通園のことなどを考えると、

できるだけキャパを増やすためにも民間業者の参入もお願いしたい。 

村瀬委員 当施設は三つの団体が管理しているが、発達支援センターだけが自前でこれ

が指定管理者にならないのはなぜか。 

障害福祉課 知的障害児・発達障害児の一番の問題点が教育との関係で、学校とのやり

とりがあり、教職員に参加してもらう必要がある。現役の教職員を民間で雇うのは難

しいということで直営にしている。 

 

古賀委員長 アンケート調査は何月頃に実施したか。 

障害福祉課 デイサービスについては、６月～３月のイベントごとに実施した。 

古賀委員長 調査の結果をみると「普通」という回答が多かったようだが、年度の途中

から職員体制の増員を行い、開始時間も４月から変更したがその成果はまだわからな

いということでいいのか。 

障害福祉課 その通りです。 

米田委員 アンケートの取り方について、現在は指定管理者で取っていると思うが、市

の観点で市がアンケートを取ることは検討しないのか。できにくい、すべきでないと

いうことがあれば考えを教えてほしい。 

障害福祉課 通園施設についてはアンケート取ることも可能だと思うので、今後は市か

らの意見も取り入れたアンケートを取っていきたい。デイサービスについては、イベ

ント開催の都度は難しいができるだけ市の意見も入れたアンケートに取りたい。 
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 村瀬委員 指定管理者の職員への評価、フォローの頻度をあげることは考えないのか。

障害福祉課 職員の満足度については、指定管理者側で施設長が十分話し合いをし、そ

の中で職員の意見を取り入れていると聞いている。 

 

古賀委員長 明石市独自の取組みとして発達支援センターを通じての連携を挙げていた

が、具体的にどのような形で成果・実績がでているのか。 

障害福祉課 通園施設、デイサービスの施設から幼稚園へうつる者もおり、平成 21 年度

は直接小学校に行った者はいないが、今後は小学校へ入学する者もでてくると思う。

その際に個人情報の関係もあるが、子どもの特徴などの情報を的確に次のライフステ

ージの担当者に受け継いでいる。また、支援者間だけでなく、保護者からも子どもの

情報を次のステージに活用できるようにしている。 

具体的には、保護者に子どもの普段の記録をノートに書いてもらい、次の支援者に

渡すと同時に施設での様子も保護者に情報提供する。そして、保護者の了解を得て、

支援者同士が情報交換をしている。ノートについては、保護者からも是非利用したい

という声があり、実際に今年度幼稚園への訪問引き継ぎの際の支援者同士の話し合い

の場に活かせており、徐々に広がっている。 

また、保育所に対しても発達支援センターから指導しており、保育所から小学校へ

あがる際のつなぎをどうするかをワーキンググループで取り組んでいる。 

古賀委員長 デイサービスの利用者の実態をみると、定員 10 名に対して 5.47 名となっ

ており、もう少しキャパがあるように思うが、希望者が多数いるというわけではない

のか。 

障害福祉課 5.47 名は出席した者の実績で、申し込みはもっといる。申込者全員が毎回

参加できているわけではなく、身体の調子や保護者の都合等もあり出席率を上げるこ

とは難しい。何名かの欠席を見込んで 10 名以上受け付けることもできなくはないが、

欠席者がなく実際来てみたら一杯だったという状況になるとまずいので、１回で 10 名

以上の申し込みを受け付けないようにしている。 

 

－評価シート記入・休憩－（15 分） 

 評価の判定に関する意見交換・全体協議について 

⑴ ふれあいプラザあかし西 

 米田委員 市の指導監督状況については、マニュアル作成し、それに従って指導・監督

している点と特に不都合な点も見受けられないので「Ａ」とした。また、市民サービ

スの向上については、アンケート結果をみると満足していると窺えるが、その要因が

指定管理者制度にしたためかどうか窺えなかったので「Ａ」とした。 

井上委員 初年度の割に事業を実施しているようにみえる点と、特に問題点もでておら

ずマニュアル作成に力をかけ、それに基づいて改善している点から、不適切なことが

ないと判定し、市の指導監督状況は「Ｓ」、市民サービスの向上は「Ａ」とした。 

岡野委員 市の指導監督状況は「Ａ」、市民サービスの向上も改善の余地があると思うの
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 で「Ａ」とした。 

村瀬委員 市の指導監督状況は、アンケートの結果を有効に活用していない点から「Ｂ」

とした。 

  市民サービスの向上は、安価で立派な施設であるので「Ａ」とした。 

古賀委員長 市の指導監督状況については、初年度にしては一定の実績、成果があるう

え、マニュアルを作成しているが、実際にどのように使っているかがわかりにくく、

具体的なフィードバックの内容については見えにくいことから、大いに認められると

の評価はつけにくく、「Ａ」とした。 

  市民サービスの面についても、アンケートの結果は良かったが、アンケートのあり

方、項目の選び方に問題があると思い「Ａ」とした。 

 

古賀委員長 市の指導監督状況については、３名が「Ａ」で「Ｓ」と「Ｂ」がそれぞれ

１名づつ、市民サービスについては全員が「Ａ」ということで、変更がないようなら、

委員会としての判定は多数決で決定し、両項目とも「Ａ」としたい。 

 

村瀬委員 行政評価委員会というのは判定をつけることよりも、評価対象になった事業

について改善点を指摘してあげるべきだと思う。そういう意味で、評価を「Ａ」にす

ると、所管課はそれで満足して改善点はないと思ってしまうことを心配している。 

古賀委員長 評価は評価で、「Ｂ」とすると文字通り「あまり認められない」ということ

になる。いい評価をつけて、改善点をたくさん挙げることは矛盾しないと思う。 

 

井上委員 評価とは別に改善ポイントとして、当事業だけのことではないが、市の将来

の財政難を考えると大きい意味での収益事業を検討していただきたい。 

岡野委員 改善ポイントとして、アンケートのやり方などを今後考えてほしい。 

古賀委員長 アンケートは、やり方によって結果が全然違うものとなり、信頼性の高い

成果をだせるかにも影響がでてくる。また、市が主体となってアンケートの項目を選

ぶことも重要だが、実態が反映されるようなものになるよう工夫していく必要がある。

以上のことから、アンケートのやり方について検討する余地があることをコメントと

して付け加えてはどうか。 

米田委員 建物の保守管理の面と、子育て・健康づくりの面が一つの指定管理者になっ

ているが、両面の指導は観点が違うので、連携をうまくやっていってほしい。 

古賀委員長 指導した内容を文章で書くことはできるが中身がわからないため、その実

態をみるためにヒアリングをやっており、そのことに意味があるが、実際問題 10～30

分の質疑応答で全てを把握するのはかなり限界がある。 

市は、何らかの見える形で指定管理者に対する指導状況を示す説明責任があり、相

手が納得するように説明する努力をしてもらいたい。 

村瀬委員 文章で書くと本当のことはわからないので、全部定量化し、数値を使ったも

のにすれば実態を表すものになる。文章で書けば、様々な受け取り方ができ評価も変

わる。また、文章なら書く人も悪いようには書かないが、数値であれば作文できない。
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 古賀委員長 極力裏付けのデータをだして相手を納得させることは重要であり、委員の

みなさんにできるだけ連帯して認めてもらわないといけない。相手に納得されないな

らいかに納得してもらうか、そのことに対して最大限のことをしていただきたい。 

 

村瀬委員 事務事業については今後全部数値化されるのか。 

事務局 数値化できるものもできないものもあるので、できるものは数値化する。 

古賀委員長 例えば日報に対して、それを見て O.K だというのも一つの評価だしそれに

対してどんなふうに対応しているか、問題があったことに対してどのようにフォロー

しているかが具体的であればいい。制度と実際は別になっている場合が多いが、今後

はいかに実効性があり、実際に運用されているかが非常に大事になってくる。 

 評価については多数決であり、各委員変更がないようなら、委員会としての判定は

市の指導監督状況については多数決で「Ａ」、市民サービスについては全員一致で「Ａ」

とさせていただきたい。 

各委員 －異議なし－ 

⑵ 明石市立知的障害児通園療育施設 

 米田委員 市の指導監督状況について、専門家に対する指導は難しいとは思うが、本来

のアンケート結果に対し具体的な改善点がみられたので「Ｓ」とした。また、市民サ

ービスの向上については、アンケート結果をみると満足していると窺えるが、その要

因が指定管理者制度にしたためかどうか窺えなかったので「Ａ」とした。 

井上委員 特殊性があることに対しても誠意を持って対応していることと、将来の取組

みについても説明があったことから指導監督状況は大いに認められる。また、市民サ

ービスの向上という意味では、発達支援センターを仲介して新たな事業に取り組んで

いるという観点から大いに認められる。 

  今後は、保護者間の集まりなどに対しても、私的な集まりに終わるのではなく、さ

らに細かい部分までの支援体制を継続できるように取り組んでもらいたい。 

岡野委員 市の指導監督状況は、年度中に対応を変更させたり、計画に反映させている

こと、さらに他の施設との連携に当たって市が主体となって取り組んでいることなど

から「Ｓ」とした。また、市民サービスの向上は、１年目ということでさらに改善の

余地があるのではないかと思い「Ａ」にした。 

  改善ポイントとして、デリケートなソフト面に対してネットワークを構築させるよ

うなサービスを提供し、お金も必要な部分には費やしてほしい。 

村瀬委員 市の指導監督について、市はもっと市民のニーズを把握するべきであると思

い「Ｂ」にした。また、市民サービスの向上では、対象者数の把握が十分にできてい

ない点をもっと改善をする必要があり「Ｂ」とした。 

古賀委員長 市の指導監督について、支援センターとの連携による成果を見ていくうえ

で、具体的にこんな形で反映できているというものがあると納得しやすいのだが、そ

の部分が少し弱い。また、デイサービスなどの利用者数が定員数との間に差がでてき

ており、この差を埋める方法を考えもう少し改善する余地はあると思い「Ａ」とした。
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   市民サービスの向上については、アンケートの意見を反映はしているが、その成果

は今後でてくるもので、希望どおりの満足が得られたかという面では、今後見ていか

ないとわからないために「Ａ」にした。 

 

 以上まとめると、市の指導監督状況については多数決で「Ｓ」、市民サービスについ

ても多数決で「Ａ」ということで委員会決定とさせていただきたい。 

  なお、評価だけでなくコメントについても是非記載してもらいたい。 

 

  報告書については、今回の結果を踏まえて事務局で案を作成し、それを基に次回の

委員会で報告してもらい、まとめていきたい。 

⑸ 次回の委員会について 

 事務局 次回の委員会の開催日程・会場について確認。開催通知は省略。 

 


