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平成 30 年度第１回静岡市市民自治推進審議会 会議録 

日 時 平成 31 年２月 27 日（水） 午後１時から午後３時 

会 場 静岡市消防局葵消防署 ５階 52 会議室 

出席者 【委 員】 

     日詰委員（会長）、小山委員（副会長）、天野委員、海野委員、五味委員、 

渡嘉敷委員、沼田委員、松平委員 （会長、副会長、以下五十音順） 

10 名中８名の出席により会議は成立（金川委員、牧田委員欠席） 

    【静岡市】 

     企画局長 

     企画課長 

企画課分権・広域連携推進担当課長、係長及び主査 

     市民自治推進課長 

市民自治推進課市民協働促進係長、主事 

     駿河区役所地域総務課長 

     政策法務課主幹 

議 事 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

（１）平成 29 年度市民参画手続の実施状況について 

資料１－１～資料１－８に基づき、平成 29 年度市民参画手続の実施状況等について

説明。（市民自治推進課） 

【日詰会長】 

  ただ今、平成 29 年度市民参画手続の実施状況等について説明がありましたが、内容に 

ついてご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

【沼田委員】 

  資料１－１ですが、今年度（平成 30 年度）の進捗状況・現在状況の出口、見込みとし

て参考値を教えて下さい。また、同じ規模の政令指定都市（他の自治体）の参考値があれ

ば、教えて下さい。 
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 【市民自治推進課】 

  30 年度の進捗状況は、年度終わりに集計し、まとめて報告を受けるので、今のところ途 

中経過はまとめていません。また、同規模の政令市とは比較等していないので、お答えで 

きません。 

 【沼田委員】 

  数字として、実績をとっていることはいいですが、何が適正なのか、わからないのが悩 

みごとだと思います。例えば清水庁舎の件のように、提出者の数が多い所の中身を見たと  

きに、いわゆる組織票と言っては失礼ですが、「興味がある人は意見を出して下さい」と、

ある団体が言って数字が集まることが多いと思います。数字があがったことがいいのか、

結局は一人の意見と同じだった、となるのか、そのあたりが掴めません。どう分析してい

るのか、あるいは数字の目標として、みなさんはどうしたいのか教えて下さい。去年も言

ったと思いますが、多ければ多いほどいいのか、ある程度適正値があればいいのでしょう

か。 

 【市民自治推進課】 

  昨年度、団体に情報を流せばもっと意見がでるのでは、という話が出ました。所管課か 

ら、パブコメ実施等の相談があったときには、そのような団体の紹介や、インターネット 

やフェイスブック等の利用をアドバイスしながら進めてきました。個人的な意見ですが、

適正な数字というのはないと思います。多ければいいのかもしれないが、不満がない人は

意見を出さないと思います。「賛成です」という意見を出す人はいないし、何か意見があ

る人が出すというのが実際のところです。多いほうがいいのか、何とも言えないところで

あり、多ければ意見を受け止めながら考える機会になり、少ないなら、関心がないかもし

くは、（こちらも検討して案を出しているので）内容に不満がないと受け取ることもでき

ます。最終的な判断は市民にしてもらうしかなく、行政が目標としているのではありませ

ん。団体票の良し悪しではありませんが、過去の例からすると、保育園関係、署名運動等、

意見が出やすいものは、もともとその分野の市政に対して市民の関心が高かったことの反

映だと思います。 

【渡嘉敷委員】 

  同じような意見ですが、良し悪しが図れない中、市としてどう見ているのか教えて下さ

い。SDGｓという話をしている中で、例えば障がいに関する施策のことに意見がないこと

をどう見ているのですか。 

【市民自治推進課】 

個別の政策の中身については、担当課がどう評価しているのか、聞かなければ分かりま 

せん。全体として、反応が全くないものは検討しなければなりません。パブコメ件数ゼロ  

件のものについて、全体で９件でしたが（資料１－６）、法律の改正に伴うもののような、
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市の裁量が少ないものに関しては、９件中６件でした。障がいに関するものも、法令の改

正に伴うものに関するものなので、意見が少なかったのではないかと思います。9 件中２

件のものは、数値目標の変更に伴うものなので、関心が少なかったと思います。最後の 1

件は、ある地区の市街化調整地域を市街化地域にするといった計画の変更に伴うもので、

担当課に確認したところ、マイナスな政策ではないことと、全体的に見たら一部のエリア

の話であり、皆様に広報ができなかったことよりも、施策の内容によって、意見が集まら

なかったと聞いています。 

【渡嘉敷委員】 

  関心がないからゼロ件でいいのでしょうか。だからこそ、意見を集めなければならない  

のでしょうか。SDGｓは、そもそも手が届かない話を皆で、という話なのに、この数字でい

いのかということは、考えなければいけないと個人的には思います。 

【五味委員】 

  この報告は、去年よりは数字があがっていることはいいことだと思いますが、この表だ  

けでは、どんな意見が出たのか分かりません。パブコメは、肯定的な意見を求めるだけで  

はないと思いますが、市はこういうことをしているので、応援メッセージを下さいと言う 

のか、反対意見を求めるのか、担当課の施策によって違うと思いますが、例えば市民の反   

対が多いものだけでも公表したらどうでしょうか。例えば清水庁舎の問題で、まだまだ市  

民の方が多くの意見を持っていて、番町市民センターで働く中、毎日来る訳ではないです  

が、清水庁舎がどうなるのか、市民が利用できるスペースがどうなるのか、センターに来  

る人は不安に思っています。（10 人に６人くらい）施策に反対しているのではなく、もっ

とワークショップをする、もっと市民の意見を吸い出してもらいたいという、市民の市民

参画に対する熱い思いだと思います。パブコメの数だけではなく、どんな意見があって、

どのように処理したか、話をしてもらえると嬉しいです。全部のことではなく、数が多い

ものだけでも、こういう意見がありました、今後はこうするつもりですと、市民が分かる

ようになっていると、パブコメを出した人が、「その後どうなったのかな」と思うのでは

なくて、サイトに「こういう意見が出たのでこう進めていきます」とコメントが載ってい

ると、より市民参画する気になるのではないでしょうか。仕事量が増えるかもしれないが、

番町センターでは意見をもらったら必ずアクションをしています。そういう努力みたいな

ものを、パブコメを求めた各課ですることも必要だと思います。 

【会長】 

  担当課の方で、パブコメを求めたあと、意見をまとめ、考え方を必ずレスポンスしてい  

るはずだと思います。 

【市民自治推進課】 

パブコメの募集が終わり、集計及び検討が終わると、どういう意見が出たか、詳細な分

析も含めて市ホームページで公表しています。意見に対する回答の仕方は各課によります
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が、個々の意見に一つ一つ回答したり、同じような意見を集約して、それに対してコメン

トしたりと、それぞれ回答しています。ご覧いただけるかという問題はありますが、パブ

コメの詳細を受けて、最終的な案は広報紙等に載せています。代表的なものを報告するの

であれば、改善の余地があるので、来年度から検討していきます。 

【会長】 

  五味委員のご指摘のなかで、実際にパブコメに対して市がこういう回答をしています、

という情報が行き渡っていないのかもしれません。だから不満に思われたのではないでし

ょうか。私も７番目のものは当事者のひとりで、相当厳しい議論が反対派の方からありま

した。当然、賛成反対意見両方ありました。これは基本構想の話で、基本計画は今年度や

りましたが、審議会で「こういう結果になりました」と報告をして、今後どうすればいい

のか審議会で議論しました。反対派の方からは、生ぬるいと厳しい批判を受けましたが、

なかなかそのあたり、審議会そのものの限界があり便宜上それで終わりました。市民の皆

様も、関心がある方は市ホームページに公表されるというのは知っていると思います。ひ

とりひとりがそういうのを知れば、市ホームページに自然に入っていけると思います。 

【五味委員】 

  「そういうものがあることを知らない人がいる」ということを広報していって、こうい   

う意見を言って、意見が返ってくる場があるというのを、色々な場で広報していかないと  

いけないと思います。顔の見える市民が窓口にきて意見を言っている姿を見ると、まだま 

だ知られていないんだなと思います。市民参画はすべての市民が対象であり、もっと広報 

が必要だと思います。  

 【松平委員】 

  去年も思って言いましたが、ホームページとかフェイスブックとか、パブコメの媒体と

して SNS を使うわけですが、そういうものにアクセスできない人からパブコメをもらう方

法はないのでしょうか。書くという方法もあると思いますが、家にいる人にもらいにいく、

リーチアウトする方法はないのでしょうか。 

【市民自治推進課】 

施策毎にどう進めるか、ということがあり、例えば清水庁舎の件については清水区で区  

民回覧を行いました。パブコメに限らず、市の広報というと、広報紙や、生涯学習会館、

図書館にチラシを配架するという方法が多いです。 

【松平委員】 

 特養、老人保健施設、児童養護施設にいる人など、情報量が、施設にはあるが個人に届 

いていないと思います。忘れられてしまう人がいるというか、特殊な環境下、一生懸命生 

きている人たちが静岡市にはいるので、そういう人たちが、意見を言えたらいいと思いま 

す。数字の目標について、これが理想的な目標、というのは難しいですが、他の地方自治 
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体と比較するのは悪くないと思います。私たち市民が「あそこは勢いがある、勢いがない」   

という、噂話をするとき、魅力ある市かどうかというのが、そういうところに現れると思 

います。日詰先生、焼津と比較するとどうなのでしょうか。規模も違いますが、向こうは

パブコメをやっても集まらないのですか。 

【会長】 

 そこはあまり分かりません。焼津市は自治基本条例を持っていますが、どう機能してい 

るか、よく分かりません。 

【松平委員】 

静岡市は機能している方なのですか。 

【会長】 

市民参画の推進に関する条例も持っていて、それに基づいて動いています。自治基本条  

例は理念条例であり、具体性がありません。その下位条例に市民参画の推進に関する条例 

があり、それを回しています。制度上の整備の面からすると、進んでいると思います。自

治基本条例があって、参画条例もあるのは他の市もあると思いますが、きちっと整備をし

ていることは評価出来ると思います。政令市になったときに自治基本条例をつくり、その

２年後に参画条例をつくり、同時に市民活動促進条例も作りました。制度としては出来上

がっていて、それを監視するのがこの審議会です。 

【市民自治推進課】 

  先ほどお話のあった他の都市、とくに同規模の政令市は、情報が公開されていれば確認  

をし、なければ照会します。ゼロ件のものは当然あり、違う政令市に周知の方法等を電話  

等で確認していますが、どこも、これといった決め手がないというのが現状です。 

【会長】 

 パブコメを全部もれなくというのは、難しいところがあると思います。 

【松平委員】 

 パブコメという英語名の認知度はどうなのですか。「投書箱」ならわかるが、70 代、80

代の人に分かるのでしょうか。 

【市民自治推進課】 

 新聞等では言い換えされていません。広報紙に載ると、説明文としては意見を募集して 

います、となっていると思います。 

【松平委員】 

担当課も、「アセットマネジメント」、「コンプライアンス」となっており、日本語にし 
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てもよいのではないかと思います。 

【会長】 

 何年くらい前でしょうか、広報紙の「静岡気分」の中に市民参画の欄を設けていろいろ  

なものが入り込むようになりました。それが審議会の成果だと思います。先ほどの松平先 

生の話のように、紙媒体で見られるようになったのはよかったと思います。 

【渡嘉敷委員】 

 ゼロ件のところは、他のところも打ち手がないから、どうするか止まっているのですか。 

【市民自治推進課】 

 施策によっては、国の法令改正に伴う条例改正など、意見が出ないものもあります。た  

だ、多少意見が出てもいいのではないか、というものもゼロ件であり、照会をかけていま  

すが、これといったものがないのが現状です。ただ、それをよしとするのではなく、今後、   

研究していきたいと思います。 

【会長】 

 静岡市でも、かつて審議会に諮られた事例がありました。どうすれば意見をもらえるか、 

通常の審議会では意見をもらえないだろうと、相談を受けたことがあります。考えて意見 

を出して意見交換をしましたが、そうやって審議会を活用して、下水道経営だったか、青 

葉公園に担当が出向きました。市民の関心が上がっていかない、どう工夫すればいいのか、 

というのを審議会に投げ掛け、意見が集まりました。担当課が熱意をもってやれば、上手 

くいくのではないでしょうか。 

【渡嘉敷委員】 

 そういうのが欲しいと思います。来年度もゼロ件でいくのではと思ってしまいます。 

【市民自治推進課】 

 下水道関係は、今年度同じようなことをやりました。案件を実際に見てもらうと分かり

ますが、診療所の薬剤師の基準をどうするかなど、条例で定まっているものもあります。

一般の人に聞いても分からないものもあります。必要なものは外に出て行く、例えば、大

学に行って、というものもあります。ゼロ件のものをみると、法令に追従して形式的にか

けているのが多く、意見が出ないものがほとんどであり、意見が出るべきなのに、出なか

った、というのはありません。 

【渡嘉敷委員】 

 意見を反映させられないから意見が出ない、というものなのですか。 
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【会長】 

 法律改正に伴う条例改定に関して言うと、かなり専門性の高いことが出てきます。普通 

のパブコメでは無理なところもあるかもしれません。ある程度、意見を求めるところを絞  

って、そこに聞いていくことがいいのかもしれません。 

【渡嘉敷委員】 

 単純に、全員が同じアプローチで、同じ対象にする必要はないと思いますが、意見を聞 

いたほうがいいと思います。 

【五味委員】 

 せっかく静岡市が SDGｓを進めているのを考えると、誰一人取り残さないかたちで意見 

を求める必要があると思います。専門性が高いところは専門性の高い人に向けてパブコメ 

を取ればいいと思いますが、もっと広めて、誰もが使いやすい市庁舎に、誰もが使いやす 

い施設に、というときには、アナログなことしか分からない人、難しいことが分からない 

人、目や耳が不自由な人にも、点字や手話通訳でアンケートを取るなど、誰もが取り残さ 

れない方法を、静岡市が先進市として、静岡市のパブコメはこう取っていますと、全国に 

向けて発信できるように頑張ってほしいと思います。各課が、均一に意見を取るのではな 

く、「こういう方から意見を求めるべきだ」と考え、意見を求めるようにして欲しいです。 

【天野委員】 

 市民参画に関する育成をどのようにやっているのか、個別の課によって様々だと思いま 

すが、市の職員と仕事をするとき、「担当者が変わるとどうなるのか」と思うところもあ 

ります。新入研修の場以外で、職員育成で、参画とか協働の研修を行うタイミングはあり 

ますか。 

【市民自治推進課】 

 今回の研修は、e ラーニングですが、全職員を対象としました。また、不定期ですが階

層別の研修を行っています。こういう場合にはパブコメをしないといけない等、個別に相

談に来る場合があるので、相談にきた職員には「このようにお知らせして下さい」と伝え、

関係団体を活用することも伝えています。案件によっては特養に、という意見をいただき

ましたが、そのようなアドバイスのときに担当課に伝えたいと思います。 

【松平委員】 

 静岡気分を特養に、という話が出ましたが、例えばグループホームがあって入居者が 10

名いたとしても、静岡気分が 1冊届いて、管理者が置くだけで誰も見ません。誰かが開け

て、ここに載っている、というのを示さなければなりません。そういうことを研修で教え

られませんか。 

【天野委員】 
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 攻めの育成が必要だと思います。SDGs を進めているのはすごいと思います。どこの課も

推進している中で、どうやって市民参画について育成するのか、事例集で学びあうとか、

そのような育成があってもいいのではないかと思います。 

【松平委員】 

 10 番の目標「不平等をなくそう」は、ライフチャンスの話だと思いますが、最後の人ま

で手に乗るかどうかの確認が必要になってきます。SDGｓはすごく大変だと思います。 

【市民自治推進課】 

 特養の話ですが、市の職員がそこで読むというのは限界があります。施設の職員がその 

ように動ける雰囲気を作るためのアドバイスをもらえればと思います。 

【松平委員】 

 例えば、高齢者福祉課に話をするのは出来ると思います。SDGｓを推進するのであれば、

グループホームの入居者を対象にパブコメを取るとか、ケアマネージャーが集まる研修会

で、SDGｓの話をしてもいいのではないかと思います。 

【会長】 

 e ラーニングの受講者 3,600 人は市長部局の職員だけなのですか。 

【市民自治推進課】 

教職員を除き、職員が使うパソコンの端末がある部署で、消防も入っています。 

【会長】 

 私たちもeラーニングをやりますが、設問の80％以上の回答がないと合格出来ません。 

場合によっては、そういうことをやってみたらどうでしょうか。 

【市民自治推進課】 

 100％の正答でないと、修了できない仕組みとなっていて、修了した職員が 3,600 人で 

す。 

（２）駿河区まちみがきセッションの取組について 

  資料２に基づき、駿河区まちみがきセッションの取組について説明。（駿河区地域総

務課） 

 【日詰会長】 

  ただ今、駿河区まちみがきセッションについて説明がありましたが、内容についてご意 

見、ご質問がありましたらお願いします。 
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【天野委員】 

 駿河区まちみがきセッションの話はインターンの学生から聞いていましたが、これは市 

が直営でやったのですか、それとも委託事業ですか。 

【駿河区地域総務課】 

 直営でやっています。職員も勉強しながら、事務量は多いですが、やりがいを持ってや 

っています。 

【松平委員】 

 「QR のまち」や「しらすマラソン」などは終わったのですか。 

【駿河区地域総務課】 

 提案の状況であり、組み立てをして、一つのイベントに作り上げていく作業をしている 

ところです。 

【松平委員】 

 「あなたの提案を 100 万円の事業に」は今、募集をかけているのですか、それとも終わ 

った案件ですか。100 万円は、来年度使うのですか。 

【駿河区地域総務課】 

 29 年度に提案をもらったものは今年度事業化し、今年度提案をもらったものは来年度 

事業化していきます。 

【松平委員】 

 区民の提案プロジェクトに 100 万円が使われたのですか。何人が参加したのですか。 

【駿河区地域総務課】 

 事業を行う経費として 100 万円を使用しました。まちみがきセッションには、29 年度は

20 名程度、今年度は 30 名が参加しました。 

【海野委員】 

 平成 30 年度の事業は 29 年度に計画したものなのですか。 

【駿河区地域総務課】 

 平成 30 年度に２つの事業を行いましたが、29 年度のまちみがきセッションで提案を受 

けたものを 30 年度に行いました。 

【海野委員】 

 今年度のテーマは地域資源の活用×大学生をテーマに、QR のまちや、駿河月市を行う 
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のですか。 

【駿河区地域総務課】 

 登呂エリアを会場に、駿河区の魅力を発掘するイベントを開催する予定です。 

【松平委員】 

 予算的に、豊かな事業だと思います。来年度の費用としてはどれくらいを見込んでいる  

のですか。 

【駿河区地域総務課】 

 まちみがきセッションそのものの予算が 100 万円ではなく、まちみがきセッション自体    

の予算は、講師の謝金や消耗品等を見込んでいます。 

【松平委員】 

 いい取組だと思います。大学生に焦点を充てるのはいいことだと思いますが、異業 

種異年齢が集まるようなイベントになればいいと思います。駿河区には色々な人がいるの 

で、大学生だけでなく、駿河区に住む一般のひとも市民参画できるといいと思います。 

【駿河区地域総務課】 

 今年度は、大学生を対象にしましたが、毎年大学生を対象としている訳ではありません。 

【五味委員】 

 静岡市全体が SDGｓを推進する中、駿河区のまちみがきセッションとの関連性は意識し 

ているのですか。 

【駿河区地域総務課】 

 11 番の目標、「住み続けられるまちづくり」というのを意識しています。区役所の中で、

企画運営できるのは地域総務課だけの予算であり、幅は狭いかもしれませんがそこを意識

してやっています。 

（３）条例マネジメントの取組について 

  資料３に基づき、条例マネジメントの取組について説明。（政策法務課） 

 【日詰会長】 

  ただ今、条例マネジメントの取組について説明がありましたが、内容についてご意見、 

ご質問がありましたらお願いします。 

【渡嘉敷委員】 

 政策法務委員会のメンバーはどのような構成ですか。外部メンバーはいるのですか。 
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【政策法務課】 

 部長級、課長級の職員から、法務知識に長けた職員を選任し 13 名で構成しています。 

外部メンバーは入っていません。 

【会長】 

 自治基本条例についてはマネジメントの対象となっているのですか。 

【政策法務課】 

 いずれやりたいですが、なかなか難しいところがあります。 

【会長】 

 制定のときに市民が関わっているので、政策法務委員会だけで議論されるのではなく、 

自治基本条例第 27 条２項３号をうまく解釈して対応して欲しいと思います。 

【沼田委員】 

 マネジメント自体はいいことだと思いますが、現場で何か起きたとき、例えば「こうい 

う条例になっているから、市民からの提案を断らざるを得ない」、「こういうルールだから 

受理出来ません」というケースをフィードバックする機会はありますか。 

【政策法務課】 

 日常的に、職員から、具体的なケースに対応したいという法律問題に関する相談は受け  

ています。条例改正、運用の見直し、規程の改正など、そういうものが必要な案件につい

ては、待ったなしで対応するようにしています。マネジメントを待たずに、問題が生じた

都度、職員の意識があれば、すぐに対応しています。 

【沼田委員】 

 カウンター越しに相手を見ると、これは出来ませんとか、お役所的なところが見られま 

す。実情にあっていないが、そのルールを職員がおかしいと思っていないと、フィードバ  

ック出来ないと思います。市民から、おかしいと提案できる場があればいいと思います。 

【政策法務課】 

 不服があれば、職員と市民で納得いくまで議論をしています。解決しない場合、不服審  

査手続きを経て、書面でお答えしています。条例がおかしければ、客観的な評価をしてい 

るので、そういう結論になると思います。条例の規定の必要性、意義を説明しきれてない  

ケースが多く、職員が必要性と意義を理解して、全体の制度設計を説明できるのが一番い 

いと思います。改正が本当に必要なものは、職員の自主性で対応していきます。 

【沼田委員】 
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 現場では対応しているが、そこで終わってしまっていて、そのような案件を、随時に   

議論の場にあげることが望ましいと思います。例えば、広告の条例など、現状にはあって 

いないと思いますが、誰も何も言いません。 

【会長】 

 沼田さんのような疑問を抱えた市民が出てきたとき、一元的な窓口は政策法務課になる  

のですか。 

【政策法務課】 

 所管課で対応し、法的な問題が出てきたら政策法務課で対応しています。 

【事務局】 

地方分権の分野ではあるが、規制緩和を国に求める中、現場での気づきを国にあげる制 

度があることを市民に知らせることを始めています。そんな土壌が出来るように、テーマ  

として取り組んでいきます。 

【会長】 

 市民の気づきを行政側がどう受け止めるのでしょうか。苦情処理、オンブズマン、苦情 

受付窓口など、市としてあるのですか。 

【駿河区地域総務課】 

 広報課を窓口とした、「市民の声」というシステムがあります。 

【五味委員】 

 災害の激甚化も進み、東南海地震に対する市民の危機意識も高まる中で、危機管理に関  

する条例に関係のある市民も多くいます。条例の硬い柔らかいじゃないが、時代にあわせ 

て変えていくことも必要だと思います。例えば、今の条例だと、市民活動センターは、大

雨のときでも、開館していなくてはいけません。利用者が誰もいないのに、スタッフが帰

り道で災害に遭ってしまうケースなどを考えると心配になりますが、危機管理が問われる

中、条例を変えた事例はありますか。 

【政策法務課】 

 利用者や職員が帰宅困難になった場合は、臨時閉館する規定があるので、臨機に対応し  

て欲しいと思います。そのような条例が職員に周知されていない、または条例の改正を難 

しいと思っていることが問題なので、使いやすい条例への見直しや、変えるべきときには 

変えるといった意識を根付かせていきたいです。 

【市民自治推進課】 

職員の帰りが遅くなり、危険だという議論はしており、条例の運用について検討してい  
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るところですが、市役所は閉まっていないが、市役所の機関が閉まっている、という状況  

を考えると難しいところもあります。 

【松平委員】 

 夜の災害を想定した場合、臨機応変に、例えば館長権限を設けたり、５時 30 分以降は 

閉めるなどの対応が出来ればいいと思います。 

【市民自治推進課】 

 臨機応変に対応する際の判断基準について、検討しているところですが、台風等の具 

体的なケースを考えると難しいです。条例の改正よりも、開閉館について市長の認める基 

準を探っているところです。 

【会長】 

 指定管理なのか、市の直営なのか、委託なのか、それを含めて検討して欲しいと思いま 

す。 

４ その他 

【日詰会長】 

 その他のところで、渡嘉敷委員からご提案があると聞いておりますが。 

【渡嘉敷委員】 

 協働パイロット事業について渡嘉敷委員より提案。 

【日詰会長】 

 この案件については、市民活動促進協議会で検討してもらうように伝えようと思います 

が、よろしいでしょうか。 

【渡嘉敷委員】 

 よろしくお願いします。 

５ 閉会 


