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平成２８年１１月 第４回これからの防災と財政を考える調査特別委員会 

                     

平成２８年１１月１４日（月） 

 

○議事日程 

 （１）議員研修会（財政編）及び防災講演会（地震編）について 

 （２）その他 
 
○出席委員 
 委員長 ９番 川 上 絹 子 君  副委員長 ８番 村 上 忠 弘 君 
     １番  岸  徹 也 君       ２番 小 川 ひとみ 君 

３番 加 藤 三 明 君       ４番 向 井 孝 一 君 
５番 芳 賀 芳 夫 君       ６番 徳 田 栄 邦 君              
７番 日 置 紳 一 君      １０番 山 崎  仁  君 

１１番 上 村 義 雄 君      (議 長 村 瀬  廣  君) 
 
    
 
○欠席委員（０名） 
 
○出席事務局職員 
 議会事務局長   成 田 光 康 君 
 議会事務局係長  佐 藤 直 樹 君 
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開議 １３時３０分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 皆様、こんにちは。 

  公私ともお忙しい中、委員の皆様にはご出席いただきありがとうございます。 

  きょうは、これからの防災と財政を考える調査特別委員会を開催したいと思います。 

先日の雪から、吹雪から見てきょうはとっても天気が良くて気持ち良い１日になり

そうですので、議事の進行に皆様の協力をお願いしまして進めて行きたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） ただいまの出席委員は１１名で、定足数に達しておりますの

で、第４回これからの防災と財政を考える調査特別委員会を開会いたします。 

 

  これより議事に入ります。 

  始めに、議件１、議員研修会（財政編）及び防災講演会（地震編）についてを議題

といたします。 

  前回の委員会におきまして、今後の進め方を協議し、財政と防災の専門の講師をお

招きし、研修会等を開催することとしていましたが、講師の方々と協議が整いました

ので、その内容を局長より説明いたさせます。 

  事務局長、成田君。 

○議会事務局長（成田光康君） （議会事務局長資料朗読説明、記載省略） 

○委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  只今の説明について、質疑があればお受けいたします。質疑ございませんか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 議件１の方の議員研修会の財政編の部分でございますけれど

も、せっかく東京から講師が来て、この講演をしていただけるわけですから、できれ

ば議員だけじゃなくて、少し範囲を広げて参加できる人が参加、参集できるような方

向性というのは考えられないのか、そこら辺りを質疑に加えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（川上絹子君） あと、いまの上村議員の意見に対して、また他に意見のある

人はいますか。 

 議会事務局長、成田君。 

○議会事務局長（成田光康君） 前回、委員長と副委員長と協議しまして、基本的に研

修会の今回の財政的なものにつきましては、行政内部の話になりますので、広く対外

的に募ったりする部分については、ちょっと無理があるのではないかということで、

逆に言うと、いまワークショップ形式でやりますので、ある程度人数を絞った形でや

らないとですね、人数的にも講師の先生が対応できない部分もございます。私もはっ
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きり分からないんですが、マネージメントのゲームを取り入れた形でやるような形で

すので、議員の皆さんが色んな意見討論を相互に行いがら、ワークショップ形式で行

う内容となっておりますので、その辺でご理解いただきたいと思います。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 調査特別委員会で、これからの防災と財政ということで、財

政編の部分も含めて、勿論、議員は勉強するのは目的であれするから良いんですけど

も、できればやはり地域のある程度、これからの在り方というかそういう部分も含め

ていけば、その地震編と同じように大多数ということにはいかないにしても、具体的

な例で行けば、町内会長とか自治会長あたりに参加できる人がいればそれを加えてい

くという方向性があれば、そうすれば折角の講師を招いて勉強するわけですから、そ

ういう部分で人数は限定されるにしても、そういう範囲を議員だけということでなく

て、共に勉強しあうことが、今金町のこれからの財政の部分でどうなのかという事も

勉強できるし、地方自治の部分での北海道におけるそういう部分ということも学べる

ということでは、良いのかなというふうに思いますけども、検討願いたいと思います。 

○委員長（川上絹子君） いま、上村議員から意見が出ておりますけれども、上村君か

ら意見が出ておりますけど同じような考えを持っている方おりますか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） この特別委員会が設置された、いわゆる議長発議がもう一度

思い返してみると、防災、いま建物が色々と必要になってくると。建て替えが必要に

なると。防災という観点でこれからの施設がどうなのかっていうのと、それにかかる

財政はどうなんだっていうのがこの調査特別委員会の議長発議の中身だったような

気がするんですよ。今金町財政全般を調査するんだったら非常に難しい話になります。

だからそこの所の論点をしっかり絞った中で、講師にも講演依頼をしていかなかった

ら、我々特別委員会の目的と違う話になってもちょっとまずいんじゃないんですか。

それとこの講義の義って違うんじゃないの。文字。 

○委員長（川上絹子君） すみません。字が間違っていますので訂正してください。 

○１０番（山崎 仁君） 議長に確認して。そういう発議だったはずだけれども。 

○委員長（川上絹子君） すいません議長、お願いします。 

○議長（村瀬 廣君） いま、山崎議員が申されたとおり、当初の立ち上げの時には、

体育館やこれからの公共施設が順次耐震関係で、それから耐用年数が経過して順次建

てる計画で行かなければならないということで、そうなった時に財政との問題で考え

る時に、ここにかかる、そして片方ではその防災で建ててくるために、建物に対して

財政はどうなんだということですので、私、いま委員長に言われたように、全般的な

ものではなくて、やっぱり講師の先生はもうお願いしているので、その辺はきちんと

立ち上げた時の狙いを話しながら、それに関連する講義、話をしていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（川上絹子君） それでは、もっと掘り下げた話をしていただくって形にもっ

て行くということですか。今金町の財政と建物の必要性とか。 
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  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） いま言ったように、これから耐震ということでは、建物を色々

予定しているようです。体育館・図書館、中学校、本庁舎、消防、色々これから計画

が出てくるようだけれども、それらを建てて行くときに財政、いまの今金町の財政で

これに対応していけるのかどうかという財政だっていうふうに思う。そこのところを、

お話してもらえば良いんじゃないかと、議長、そういう発議ですよね。難しく掘り下

げるんでなくて、焦点を絞ってほしい。 

○委員長（川上絹子君） この部分は、副委員長と話をして、ある程度は話をもうちょ

っと掘り下げた部分を、相手の講師さんとも話を進んでいないところもあるので、も

う一度話し合ってみて、副委員長さんと講師先生の話の中で、そちらの方に行けたら

絞っていきたいと思うし、なにせ相手があることで、相手の思いもあるのでちょっと

そこら辺の話を話し合っていきたいと思います。あと他に。 

  小川君。 

○２番（小川ひとみ君） 内容の方で、公共施設マネージメントゲームを取り入れるっ

ていうのも書かれているので、そういう部分でそういう含みがあるのかなとも思うの

で、その辺、確認していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川上絹子君） あと、他にはないですか。ないようでしたら、いま出された

意見に沿うような、なるべく意向に向かっていけるように話しあって行きたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。もう日にちがある程度迫っている、迫っている

といってもまだありますけれども、講師の先生との間の話が煮詰めて行きたいと思い

ますので、よろしくお願いします。そしたらまず、１番の方では質疑ありませんか。

では１番の方に対してはまた、副委員長さんと一緒にもう一回打合せしてみますから、

そういうことで任せていただきたいと思います。ほかに特に質疑がなければ、まずは

じめに、１２月２２日の方の開催の議員研修の正式名称と役割分担を決めたいと思い

ますけども、研修会の名称について委員の皆様から提案があれば何か。１２月２２日

の先程、上村君が言いました町内会の役員さんも含めた中でやりたいという意見が有

ったんですけど、その辺は皆さんどう思っていますか。議員だけの中で話を進めて行

くっていう方法と。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 折角あれするんだから、議員だけでなくする方が良いかなと

思ってあれしましたけども、この公共施設マネージメントゲームというかどういうや

り方でやるのか私はわからないわけですけども、それが要するに人数が多ければその

マネージメントのゲームを取り入れてやることが不可能になるんであれば、私のいま

の提案したことを取り下げても構いませんし、ただできれば録画か録音かそういうの

が講師の先生の返答もあるでしょうし、そういうのが可能であればあとからそういう

ことがあったのかということを聞くことも可能になってくるんで、その要するに不特

定多数のっということにはこだわらないで行っても良いと思います。 

○委員長（川上絹子君） わかりました。それでは相手の先生との打ち合わせの関係も
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ありますので、再びもう一度。 

  上村君。 

○８番（村上忠弘君） 前回、８月１９日の第３回の特別委員会の時に、今後の進め方

ということで、皆さんの方から意見を出していただいた。その中で、専門家による防

災とそれから財政という部分で勉強をまずしましょうということで、話が決まったと

思います。それで、私を含めて委員長、事務局含めた中で、防災と財政をしたら分け

て、専門家、両方を担当する専門家がいないということで、分けてやりましょうとい

うことで、今回こういう運びになったんですよね。防災については町民にも広く知っ

ていただきたいという部分で、防災については町民を巻き込んだ中でやりましょうと

いうことで、提案ということになったんだけども、財政については議員自らそういっ

た講師の専門家の話を聞いた中で、これから今金町の財政としてどうあるべきなのか

という部分を聞いてから、あと、今金町としてこれから対応、対策っていうのがやる

必要があるのではないかということで、一応、段階的にまず進めて行くべきじゃない

かなと私は思うんですけども。 

○委員長（川上絹子君） 副委員長から意見が出たんですけども、一応、段階的に取り

あえず講演を聞いて、そしてその内容によって必要とあれば次の段階に進むっていう

形に進みたいという意向もあるので、今回はこの講師の先生に沿ったなるべくやり方

で、やって行きたいなっていうのが副委員長との話の中では第一段階決めたことなん

ですけども、そして１月に行うやつを全体のみんながたくさんの人で、町民センター

が一杯になるほどの人を呼んでもう一度やりたいんですけども、財政面に関してはい

ま決めた講師の先生の話を聞いたうえで、もし足りないとなれば他の勉強をするよう

にして、取りあえずはこのまま進めていただけたらありがたいんですけども。良いで

すか。それでは議件１の方は、先生との折り合いの関係もありますので、一応、この

会議で進めて話を聞きたいと思いますけども、そういうふうにさせていただきたいと

思います。そして２番目の防災講演会に対しては、一応、議員研修会っていう形にな

っているので、名称は議員研修会で良いですか。一応、議員研修会という名前がまだ

ちょっと副委員長と相談しまして、何か別の名前が良ければまた考えてみたいと思い

ますけども、一応、内容は議員研修会という形で進めて行きたいと思います。 

  次に、１２月２２日の役割分担を決めたいと思います。初めの挨拶と終わりの挨拶、

それから司会進行を誰かお願いしたいんですけど。どのようにしたら良いでしょうか。 

○６番（徳田栄邦君） 委員長が挨拶して始めれば良いんじゃないですか。 

○委員長（川上絹子君） 良いですか。それでは、初めの挨拶。 

○６番（徳田栄邦君） 議長の挨拶貰って。 

○委員長（川上絹子君） それでは司会進行も。別になくても。司会進行もあった方が

良いですか。 

○６番（徳田栄邦君） いらねえべさ。 

○委員長（川上絹子君） なくても良いですか。それでは司会進行はなくても進めて行

けるという事。 
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○６番（徳田栄邦君） 委員長。どういう形でやるか分かんないんだから、相手の先生

の意向も聞いて、それで委員長と副委員長で決めたら良いんじゃないですか。 

○委員長（川上絹子君） はい。 

○６番（徳田栄邦君） 議員だけでやるんですから。 

○委員長（川上絹子君） それでは議員だけで、取りあえず１回目の研修会を行うとい

うことなので、委員長、副委員長の中で話し合って進めて行きたいと思います。 

  それから続きまして、１月の講演会の方に入りたんですけども、この１月の地震編

の防災講演会の方を何か名称決めたいですけど、何か良い名称ありませんか。この頭

の防災と財政を考える調査特別委員会の中の地震編で。 

○１０番（山崎 仁君） 今金町議会主催の防災講演会（地震編）で良いんでないの。 

○委員長（川上絹子君） いま、山崎君から意見が出ておりますけれども、皆さんそれ

で良いですか。その様に進めて行きたいと思います。会場設営及び役割分担等につい

ては、後日、改めて協議したいと思いますが、あと、講演会の日にちを決めたいと思

いますが、あの日時が１月２１・２２、２８・２９と予定しているんですけど、どこ

かの都合の良い。１月２２日は日曜日です。土日、土日になっていますけども。 

○１０番（山崎 仁君） 日曜日が良いんじゃないの。休みの日曜日が。 

○委員長（川上絹子君） みなさん、土曜日良いですか、日曜日良いですか。日中で、

午後から。午後からです。土曜日と日曜日です。あと、日にちがもし特別なければ任

せていただいて良いですか。もし、予定の入っている人がいれば、いまのうちに言っ

て下さい。 

○６番（徳田栄邦君） お任せします。 

○委員長（川上絹子君） はい。特に日程がないようでしたら。したら特別な予定のあ

る日にちとかがないようですので、こちらの方で決めさせていただきます。あと、事

務局と予定をちょっと日程を調べてそれから決めて行きたいと思います。その他、何

かありませんか。 

  小川君。 

○２番（小川ひとみ君） 皆さんに来ていただくというんですけど、ただ来ていただく

というのではなくて、どういう方法で広報していくというか、そういう部分も少し話

しておかないと、何かいざやっても集まらないってことになったら困るので、その部

分だけ皆さんで出しておいた方が良いかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（川上絹子君） いま、小川君から人数集める時の方法っていう形で、何か考

えておいて方が良いんじゃないかという意見が出ていますけど、皆さんどうですか。

前の町民会議の時には、１人が１０人連れてくるとかそういう方法をとっていたんで

すけども。ある程度は、町民センターのホールが一杯になるほどの人数が集まってほ

しいなと思っているんですけども。 

  小川君。 

○２番（小川ひとみ君） やっぱり団体に、団体への働きかけというのは大切だと思い

ますし、折角のことですから皆さんにもう一度、防災ということを再確認していただ
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きたいという議会からの思いとか願いというものを、そういう団体に、町内会とか色

んな、例えば、婦人団体ですとか、色んなそういう所に働きかけられたら良いのでは

ないのかなと。何もないよりはやはりそういうものを貰った方が、人数集めて来て下

さるんじゃないかなと思いますので。 

○委員長（川上絹子君） いま、小川議員から、小川君からそういう意見がいまの団体

への呼びかけ、またそういう方法を婦人団体、町内会、また団体に案内を出して呼び

かけをして一人でも多くの人に来てもうっていう方法を取りたいということで。どう

でしょうか。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 委員長ね。防災講演会っていう大きな講演をいただくことは、

議会もそうなんだけども、理事者側の協力も貰いながら、今金町にも一緒に声をかけ

て、全町的な周知を図っていくことだと思うんですよいまの話は。それをお願いしな

がら、参加自由ということなので、以前あった南西沖地震というのは、今金よりもせ

たなの方が被害は受けているってことでは隣町を含めて、聞きに来てくれませんかっ

ていうのは何らかの方法を使って考えてった方が良いんじゃないでしょうか。それと、

さっきの財政編も議員１２名と職員２名なんだけども、これも町側に声をかけながら

財政課長、１人か２人位増やしてもらって一緒にやるっていうのも一つの手だってい

うふうに思うんですけども。ご配慮お願いいたします。 

○委員長（川上絹子君） それでは防災講演会１月の部分に対しては、理事者側にもお

願いしながら今金町の方から広報とか、色々な方法をたくさん取りながら町内会等に

も呼びかけをしていきたいかなと思っています。 

  村瀬君。 

○議長（村瀬 廣君） 丸２の防災講演会、非常に大事なことで、みなさんに参加して

いただきたいと声がありました。いままでも北部４町、八雲、長万部、せたな町でこ

ちらからも色んな講演に出かけたこともありますので、委員の皆さんがよろしければ、

自由参加ですけれども呼びかけしても良いかなと思っていますけども、委員長からお

諮りいただければと思います。皆さんが良ければ声掛けしたいなと思いますけども。 

○委員長（川上絹子君） 只今、議長の方から４町の方にも呼びかけをして、この講演

を聞くという方法はどうかという意見が出ましたけども、皆さんどうですか。もし、

よろしければ、そういう声掛けもちょっと視野に入れて考えて行きたいと思います。 

徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） あの実は、数年前に防災の講演会を聞きにいった時、浜と一緒

の時やりましたら、津波の話ばかりで終わってしまうんですよね。それで今金町の場

合は津波っていうのは関係ないもんですから、逆に山崩れとかそういう話をしていた

だけるなら良いんだけれども、そういう浜と一緒にやった場合に、津波の話を持って

こられると、ちょっと実態と合わない面が出てくるもんですからね、私は今回の場合

は一応、町民対象として津波関係なく、地震の恐ろしさっていうものを今金町だけに

限って私はやるべきだと思います。それで主催は議会で結構ですので、後援に今金町
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の防災会議あたりに協賛してもらうと、主な団体全部入っていますのでね、そういう

ことで、今回、私は今金町に限ってやるべきだと思います。 

○委員長（川上絹子君） 只今、徳田君から意見が出ました。良いですか。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） いま、徳田委員の方からも話があって、確かにご最もだなとい

う部分があるんですけど。中身に関しては、この北大の高橋先生と委員長、副委員長

の方で内容の方をしっかり見ていただいて、私は津波であるとか、地震によってのそ

ういった津波の被害というのは、確かに今金町内に居ればそれほど被害が起こるとい

う可能性はないんですけれども、その災害自体はどこの場所で起きるか、今金で災害

が起きる場合もあるし、もしかしたら海岸の近くで災害に遭う可能性もあるわけです

よね。今金の町のことを考えれば確かに津波の被害というのは考えずらいですけれど

も、どこであってもそういう対処するという意味では、内容の方は委員長、副委員長

としっかり精査していただいて、打合せしていただければ良いと思うので、山崩れの

話であるとか、津波の話もですね短い時間かもしれませんけども、その辺を入れてい

ただいて、広く私は４町、町外の方も入れて講演ができれば私は良いのかなというふ

うに考えます。 

○委員長（川上絹子君） 意見が二通り出ましたけども、町外に呼びかけるっていうの

と、今金町だけでやったら良いんじゃないかという二通りの意見が出ていますけども。  

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 丸２の方の地震編の方ですけれども、いま話があるように、

委員長、副委員長、講師の先生と前もってこう、要するに今金は海のないところだと

いうことと、いま津波の方の話も出ましたけれど、そこらあたりは前もって講師の先

生に出たとしても少しで留めてもらうようにお願いしといて、一般的な地震なんだり

災害の部分での話と、それから講師の先生の話の内容によるんですけど、そういうよ

うなことをお願いしておけば、広く、岸君の言われたような隣町も含め、折角、講師

の先生に来てもらってやるわけですから、そういうような呼びかけで参加は自由だか

ら、そういうことで呼びかけはあって良いのかなというふうに私は思うんですけど。 

○委員長（川上絹子君） あと、どうしますか。それでは副委員長さんと話をしまして、

一応、呼びかけをするかしないかまず話し合いまして、声掛けだけは一応、議長さん

から議長さんの方へ、通して話をしてもらうことにしまして、あとは重点的には今金

町を対象にして、やっていくという方法を主に取りたいと思うんですけど、そんな形

で良いですか。 

○６番（徳田栄邦君） おそらく一般的な地震の話をするとなると、隠れた活断層がこ

の地域にはあって、黒松内層のずっと入ってきているところに、隠れた活断層があり

ますよと。これはいつかは活動しますよということになると思うんですよ。別に４町

に声をかけるのが悪いというんじゃないですけども、もし声をかけて防災上、地震の

話をした場合に、そこで津波の話が一切出なかったら、せたなや八雲あたり、長万部

あたりはむしろ地震で壊れるより津波の方が恐ろしいわけなんですよね。今金とちょ



- 9 - 

 

っと地理的やっぱり条件が違うわけなんですよ。ですから今金は地震があまり心配の

ないところだって言われているんですけど、やっぱりここには活断層がずっと地下に

はあるような話も伺っていますので、その辺をどうこれから注意していけばいいのか

という、その辺をやっぱり中心として話してもらえるんであれば、そういう活断層の

話についてとか、特定して他町に声をかけるのであれば良いんですけれども、ただ地

震と津波というのは海岸の人にしてみれば付き物なわけですよ。ですからその辺の話

がやっぱり出ないと、何だこの講演会ってことにもなりかねないので、その辺の所は

十分注意していただきたいと思います。 

○委員長（川上絹子君） いま、徳田君から意見が出ましてけども、考え方を変えれば

そういう面もあるのかなって、いまちょっと思いましたので、この度は今金町だけに

呼びかけするような形で良いですか。もし、何かの機会があって話ができるような、

公にもっと話ができるようなことがあれば、その時には広く話しかけをすると、呼び

かけをするという形にして、今回はそういう方法で良いですか。それでは皆さんの同

意が貰えましたので、今回の講演会は今金町の町民を対象に行うということで決めた

いと思います。 

  講演会、場所は町民センター１階大ホールと決定いたしました。なお、会場設営及

び役割分担については、後日、改めて協議したいと思いますけどもよろしいですか。

１月に何かの会議が。日程は、先程、都合の悪い日にちがあったら言って下さいって

言ったんですけど。日程は１月２１日か２２日、２８日か２９日、その４日間の予定

の中で決めてほしいなと思うんですけど。 

○１０番（山崎 仁君） いやだから、いま決められるなら決めた方が良いでしょ。 

○委員長（川上絹子君） 本当はその方が良いんですけど。 

○１０番（山崎 仁君） また今度決めますって、いつ集まるかそれだけで集まるのか

って話になりますから。決められることは決めてって下さい。  

○８番（村上忠弘君） まず、土曜が良いのか日曜が良いのか決めないとさ。 

○３番（加藤三明君） 土曜。 

○１０番（山崎 仁君） 日曜。 

○８番（村上忠弘君） 土曜だったら２１日か２８日。 

○委員長（川上絹子君） そうですね。どちらが良いですか土日。１月の末って言った

ら歳祝いとか入っているかな。 

○１番（岸 徹也君） 午後からというのは何時くらいの予定なんですか。開演時間の

スタート。 

○委員長（川上絹子君） 大体、２時位からを予定したい。 

○３番（加藤三明君） 講師に打診しているの。 

○議会事務局長（成田光康君） 講師の先生がＯＫの日ですその日は。講師の先生につ

いてはそ４日間の午後からということで連絡が来ていますので。 

○委員長（川上絹子君） 土曜日が良いですか。 

○３番（加藤三明君） 私は、２１日の土曜日が良いです。 
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○委員長（川上絹子君） したら１月２１日、土曜日が都合の良い人多いですか。午後

２時からという形で良いですか。 

○１番（岸 徹也君） 様々な年始のイベントとかあるんですけど、その辺も加味して

これで決まったということで良いですか。 

○委員長（川上絹子君） 町の関係は土日に絶対入らないから。あとは、部落とかそち

らの方だと思うんですけど。それでは平成２９年１月２１日に決めたいと思います。

よろしいですか。そして、時間は２時位に予定したいんですが、皆さんどうですか。

それでは、あと、何か決めなきゃならないことがありましたら。町民センターの大ホ

ールも１階を押さえてあるので、この日で決めて向かって行きたいと思います。それ

では、役割分担っていう形になる、あと、イスとか何かを出さなきゃならないので、

会場設営で議員の方には１時頃にでも集合してもらう様にしまして、準備をしたいと

思いますけど、遅い、１時、１２時。それでは１２時に準備をすることとします。１

２時から準備で、２時から開会ということで。受付の名簿はとった方が良いんですよ

ね。あと、役割分担で受付とかしてくれる人。誰か受付してくれる人。受付と、はい、

小川さん。小川君ともう一人誰か。山崎君。立候補されましたので、山崎君と小川君

にお願いいたします。それではもし、役割分担がもしありましたらそれはこちらの方

でお願いしますのでよろしくその時、当日、よろしくお願いいたします。前もって連

絡いたしますので。特に何かございませんか。 

  ないようでしたら、その他を議題にいたします。 

委員の皆様から何かございませんか。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） ないようでしたら、本日の特別委員会はこれをもちまして、

閉会といたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

閉会 １４時２０分 
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