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平成２８年度 第１回 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議  日時：平成２８年９月１日（木）１４：００～１６：３０ 場所：大会議室  【次第】 １ 開 会 （１）企画経営部長挨拶 （２）各委員及び市出席者等の紹介 ２ 議事   議題１ 座長及び座長職務代理の選出について 議題２ 有識者会議傍聴要領について 議題３ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 議題４ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）の評価について   議題５ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価について ３ その他   【第２回】 ９月２３日（金）１５：３０～１８：００ 市役所３階 大会議室にて  【会議資料】  夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議傍聴要領（案） 資料１ 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議設置要綱  資料２ 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議 委員名簿  資料３ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について  資料４ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）評価シート  資料５ 夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】  資料６ 夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【基本目標】   【出席者】※敬称略、順不同 （委員） 近畿大学総合社会学部 教授 久 隆浩 流通科学大学人間社会学部 教授 濱田 恵三 宝塚市国際観光協会事務局長 川上 恵美子 株式会社ウィル 経営品質管理グループ 広報チーム参事 岡田 洋子 兵庫県阪神北県民局 総務企画 室長 岡 誠 株式会社池田泉州銀行 逆瀬川支店長 多田 哲也 株式会社三井住友銀行 西宮エリア支店長 吉田 一実 宝塚ＮＰＯセンター理事 橘田 てつ子 サンケイリビング新聞社 神戸編集室 大音 彩子 （その他） 庁内関係者 （傍聴者） 0 名   
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【協議録】 （１）議題１ 座長及び座長職務代理の選出について 事務局  有識者会議設置要綱の第 3条第 2項において、「会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。」こととなっている。事務局としては、宝塚市総合計画審議会で会長を務めていただき、昨年度も総合戦略有識者会議で座長を務めていただいた近畿大学総合社会学部教授、久委員にお引き受けいただければと考えているがいかがか。 委員   異議なし。 事務局  久委員に座長の就任をお願いする。次に、座長職務代理について、有識者会議設置要綱第 3条第 4項では、座長が指名することとなっている。久座長より指名をお願いする。 座長   流通科学大学人間社会学部 教授であり、都市商業、地域ブランドなどに造詣が深い、濱田委員を指名させていただく。  （２）議題２ 有識者会議傍聴要領について 事務局  会議の透明性を高め、開かれた市政の推進に資するため、会議の公開、ホームページ等による会議概要の公開に努めている。傍聴要領を規定し、公開とするとともに、会議概要をホームページ等でお知らせし、市民の皆さんに情報発信を行っていきたい。傍聴要領（案）に同意いただくとともに、傍聴の定員について、規定いただきたい。 座長   この会議は原則公開として、傍聴を認めることとし、会議の結果についても、ホームページ等で市民の皆さんに周知するということで、同意いただくとともに、定員については、会場の大きさなどを考慮し、原則として 10 名程度とし、状況によって柔軟に対応したいと考えるがいかがか。 委員   異議なし。 座長   本日の傍聴希望者はあるか。 事務局  本日の傍聴希望はない。 座長   議事録の作成について、事務局から説明をお願いする。 事務局  議事録は、会議開催後、できるだけ速やかに作成し、各委員にお送りする。修正等がある場合は、事務局までご連絡をお願いする。公表時には氏名を記載しないこととする。  （３）議題３ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 座長   議題 3 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について、事務局から説明をお願いする。 事務局  （資料 3に基づき説明）  （４）議題４ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）の評価について 座長   議題 4 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）の評価について、事務局から説明をお願いする。 事務局  （資料 4に基づき説明） 座長   在宅児支援事業の KPIに保育所職員が適切な支援ができたと評価した割合とがあるが、支援          をした人が評価をしているのか。 職員   臨床心理士が保育士に指導助言を行い、保育士が適切な支援ができたかどうか評 価を行った。 座長   自らやったことを自らが評価している。支援を受けた側が評価するのが理想的である。今後、 KPIを設定する上では、意識していただきたい。 職員   臨床心理士から保育士が支援を受けているので、このような KPIを設定している。 委員   ⑦本事業終了後における実績値の事業効果は、事業単体の推進度により評価をしているの
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か。例えば、シティープロモーション事業でいうと、今後引き続き、様々な取組を行うことで、最終的に A地方創生に非常に効果的であったと考えるとなると評価の考え方も違ってくる。 座長   KPI の作り方によっては C なのに A という評価も出てくる。KPI は慎重に設定する必要がある。 事務局  今後、KPIの設定は、効果的な指標となるよう意識していく。 座長   取組が、目標に向かったものとなっているか、またその目標が妥当なものかを考える必要がある。 座長   観光振興事業の KPI「アニメ関連イベントでの集客数」について、目標値を 10倍以上上回る      実績となっているが、なぜか。 職員   交付金申請当初は、ソリオホールでの内部型のアニメフェスタを予定していたが、趣向を変えて、河川敷等で実施したため、集客数が大きく増える結果となった。 座長   場所や内容を変えて実施するのであれば、それに合わせた KPIを設定する必要がある。どれほど集客があれば成功か見極めることが重要である。指標が達成できなかった場合、反省すべき点が見えてくる。達成できなかった場合でも、我々評価側が責めるのではなく、一緒に要因分析するような形をとれれば、良い方向に向かっていくと感じる。 委員   在宅児支援事業の実績値の内容について、保育士が具体的にどのような点で適切な支援ができたと評価しているのかが分からないので、今後は、そのようなことも記載いただきたい。 座長   量の評価だけでなく、質の評価も重要であるというご意見。今後の課題。 委員   それぞれの交付対象事業について、事業費額にバラつきがある。限られた資源の最適化について、どのように考え、交付対象事業の組み立てを行ったのか。 座長   優先順位付けはどのように行ったのかというご意見。 事務局  3 月補正で対応していくスキームであったこともあり、準備期間が短い中での交付申請であった。交付率が 10/10であったため、できるだけ普段できないような事業を実施していきたいという考えはあった。事業の組み立ては、他にも様々なやり方があったと思う。 座長   各部署から提案のあった事業をすべて申請したのか。 事務局  提案のあった事業の中から地方創生に資する事業を内部で精査し、優先順位付けをした上で申請を行った。 委員   事業費額にバラつきがあるのは、資源の最適化の観点から見ると違和感がある。例えば、普 段できないような 1,000万円規模の事業で組み立てを行う等、事前の整理が必要ではないかと感じる。 座長   協働の観点からいうと、市のみがお金を支出するのではなく、市民や事業者など、様々な主体がお金を出し合い、事業を展開していくことも考えていく必要がある。 委員   特産品開発及び販路拡大支援事業について、県の農イノベーションひょうご事業と比較してみた。農業分野のマッチングにより新しい商品を開発していく事業であるが、応募が 12 件で採択が 4件という状況であり、宝塚市の特産品の提案件数の指標値 20件、実績値 14 件は、意外と多い数値となっている。事業効果が Cとなっているが、そのあたりはどのようにお考えか。 職員   平成 26年度から制度を設けており、指標値は、平成 26年度と同様の数値とした。事業者のマッチングではなく、個々の事業者による特産品の開発を支援する制度であり、3 年間の中で開発を行っていく。商品の開発を終え、売上の実績を追っていくなどができれば、より効果が見えてくると思うが、現時点では、特産品の提案件数を KPIとして掲げている。20件という指標値に対して、14 件の実績であり、評価としては、Cとしている。 委員   市内でどれほど新商品の開発が行われたかというのは、補助金を交付したものでないと中々把握が難しいと思うが、把握する努力が必要である。実際に活性化したのか、していないの
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かアウトカムに近いものを把握していくことが望ましい。 座長   マッチングをするような中間支援のシステムがあればよいと思うが、宝塚市にはあるか。 職員   商工会議所が県の補助金を活用し、異業種交流事業を実施している。市には、そのようなシステムが現在はないので、今後検討していってもよいと思う。 委員   市単独では中々難しいので、県の事業なども活用し、広域で考えていいただきたい。 委員   シティープロモーション推進事業について、指標のウェブサイト月間アクセス数の目標値が3,000 件と設定されているが、低すぎるのではないか。また、実績値を踏まえ、今後の展開はどうお考えか。 事務局  シティープロモーションサイトの立ち上げということもあり、3,000 件と設定した。登録した 23 名のフォトグラファーに写真を投稿いただくなど市民と協働しながら、運営を行っており、今後は、フォトコンテストや定期的な更新により、充実を図っていく予定である。目標値は達成しているが、直近は、大きな伸びが見られていない状況にはある。 事務局  SNS の活用にも取り組んでがんばっているところであり、インスタグラムを立ち上げたが、フォロワー数は 1,500 を超えている。シティープロモーション戦略の策定にも取り組んでいるところである。 座長   情報を発信すれば、見てもらえるというものではない。情報を発信しているから見てくださいという発信も必要となる。ちなみに職員数は何人いているか。 座長   有効とは言えない事業があれば、発言いただきたい。      （発言なし） 座長   すべての事業において、有効であったと評価する。  （５）議題５ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価について 座長   議題５ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価について事務局より説明をお願いする。 事務局  （資料５、６に基づき説明） 座長   基本的方向ごとに意見をいただいた後、基本目標について意見をいただく形で進める。  基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 ①出産・子育て支援の充実 座長   P2、子どもたちの社会参加の意識の向上につながっているとあるが、その根拠は。 職員   子ども議会の議員経験者が、子ども委員会に応募する件数が増えている。アンケートでも引き続きやりたいという声が多くある。子どもたちが主役となってまちをつくり、仕事体験等を行うミニたからづか事業に、子ども委員会等を経験した子どもがスタッフとして応募してくるといったこともあり、様々な形で関わりが広がっている。 座長   今後は、より多くの子どもに参加してもらえるよう、裾野を広げる取組の充実を図り、社会 参加の機運を高めていってもらいたい。  ②子育てと仕事の両立の支援 座長   P4、ワークライフバランスの推進について、雇用側の意識改革に向けた取組は進めているか。 職員   男女共同参画センターの指定管理者の事業の中で、商工会議所と連携し、取組を行っている。 座長   職場が休みにくい環境だと休むにも休めないので、まずは雇用側への働きかけが必要である。また、働く時間が長くても、心身の充実が図られていれば、ワークライフバランスを保つことができると思うので、質を充実させることも大切である。 委員   P4、講演会、セミナーの開催について、工夫しながら進めていくことを期待したい。 委員   P3、私立保育所分園等の整備や認定こども園の定員増に取り組み、180 人の保育所定員の増になったとあるが、待機児童は 7人から 34人に増加している。なぜか。 
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職員   需要を見込んで、保育所定員の増を図ったが、想定以上に需要が伸びた。 委員   P5、事業所に対する出前講座はどのようなものか。 職員   H27年度は人権をテーマに高齢者施設へ出前講座を実施した。 座長   P5、女性の起業支援が保育環境の充実につながるという視点は持っているか。スモールビジネスを増やしていくことで、子育てをしながら仕事ができるようになる。商店街などで自営業を営んでいる場合は、子育てしながら働けるが、サラリーマンは難しい。サラリーマンが増えれば増えるほど、子どもを預けないといけない状況が生まれるということを考えると、創業を増やすことは、保育環境を充実させることにつながる。出産を機に会社を辞めたが、子育てが落ち着く時期に、何かをやりたいと動き始める女性も多い。起業は難しいことであるが、サポートしていくシステム作りが必要である。  ③「生きる力」を育み、次代の社会を担う子どもへの学校教育の充実 座長   P9、ボランティアと学校の調整を行う担い手がいない学校があるとあるが、地域に人材はいるがそれを拾えていないのではないか。地域に入れば色んな人がいる。色んな情報を駆使して、担い手を見つけていくことが大切であり、それには地域との連携が重要である。 委員   民間には、ボランティアをしなさいと組織的な要請がある。地域貢献活動を策定、実施し、報告することとなっており、地域の祭りや清掃活動へ参加したりしている。民間企業にボランティア募集の情報発信をすれば、つながりが出ることもある。夏休みに小学生や中学生に銀行に来てもらい、金融の仕組みなどについて学んでもらう、子ども銀行探検隊というツールもある。夏休みの自由課題としても使える。 座長   情報は NPOセンターにもあり、銀行と NPOセンターとの連携も考えられる。 委員   P7、学校給食で地産地消に取り組んでいるが、子どもたちは給食で地元産の農産品が出ていることを認識しているか。 職員   7月と 12 月の 2回実施したが、地産地消の学校給食と題して実施しており、認識はされている。 座長   数年前、ゼミに宝塚出身の学生がいた時に、宝塚と三田の地産地消について調べてもらったことがあったが、三田が数段進んでいることが分かった。三田は、JA がパスカル三田を運営しており、そこを拠点に継続的に供給できる体制を作っていている。教育委員会サイドだけでなく、産業の部署と連携し、取組を検討していく必要がある。 委員   P7、子どもたちへ学校給食の関心を高めたとあるが、具体的にどのように高まったのか。また、宝塚市は学校給食で和食を推進しているが、そのことについて一部の人から不満の声を聞いたことがある。和食の推進について、子どもや親にヒアリング等は行ったことがあるか。 職員   市内や県内で取れた野菜が給食で使われているということについて、関心を高められたと考えている。和食の推進については、意見が分かれるところであるが、家庭で和食が少なくなっているという話もあり、日本の伝統的な食の継承といった意味でも和食を推進している。子どもや親へのヒアリングについては、アンケートはとっていないが、食べ残しは年々減ってきている状況である。 座長   関心を高められた評価するのであれば、その証拠が必要になるので、記載する際は注意が必要である。また、和食の推進について、一部の人から不満の声を聞いたことがあると話に出たが、民間企業の場合であれば、99％の人が満足していても残り 1％が不満に思っていると企業のマイナス評価につながってしまうので、慎重な対応をとる。和食をなぜ推進しているのか、子どもや親一人一人に伝えていくことが必要である。 委員   食べ残しが減っているとのことだが、三田市では市民団体と協力して、残量調査を行っている。宝塚市では残量を減らすための対策を行っているか。 職員   宝塚市でも、主食、副食も残量の調査をしている。子どもたちが、給食を残さないと競い合っ
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ている姿も見られる。学校独自の取組もある。 委員   P8、今の事業を継続することで、不登校の生徒の増加に歯止めをかけることができ、一定の成果があると評価しているが、検証はしているか。減っているが大きな変化見られないのであれば、新たな展開も必要ではないか。 職員   事業は年々拡充している。小学校に支援サポーターを配置し、中学校にも拡充してきている。また、中学校においては、別室指導員の増にも取り組んでいる。 座長   0 にならないのであれば、別の事業でケアしていかないといけない。 委員   記載にあるように、不登校の原因は多用である。親への働きかけなども必要である。 座長   貝塚市では、小中一貫教育を推進している。先生が行き来しているので、中学校に上がっても顔なじみの先生がおり、不登校ケアにつながっている。このように、教育の質の向上に加え、不登校ケアにもつながる取組もある。知恵を絞れば、メニューは多様化できる。 委員   P9、年金の支給年齢が上がっていることもあり、自治会役員の成り手が少なくなっている。学校のボランティア確保も難しくなってきていると思うが、ボランティアの確保に向けた長期的な展望はもっているか。 職員   苦労している。大学生も取得しなければならない単位数が増えており、来てもらえる回数が減っている。短い時間でもよいからと声を掛けながら、若い人の確保に努めている。地域の中には、役に立ちたいと考えている人も多いため、人材バンク的な取組も行っている。まちづくり協議会に協力をお願いしたりもしている。 職員   学校応援団については、自治会で回覧してもらい、制度の周知を行っており、一定の数は確保できているが、ニーズの合致の点で難しさがある。 委員   1 回来て終わる方もいる。活動の質や人のつながりにより、継続性が保たれると思うので、意識していただきたい。 座長   まちづくり協議会を中心とした地域力の強化が必要である。 座長   P6、教員の授業力向上について、大学では、すべての授業において、アンケートを実施しており、どの先生のどの授業が評価が高いか一覧で出るようになっている。先生が他の先生の授業を見に行くという取組もしている。評価の高い授業を見ないと、中々、教員の授業力向上は難しいので、こうした取組も検討いただきたい。やらされ感ではなく、やらないといけないという風潮を作ることが大切である。 委員   塾でも講師の授業アンケートを実施している。人気のある講師とない講師では、学力の向上に差が出る。宝塚市では、ICT 機器を活用した授業にも取り組んでいるが、ICT を使えば学力が向上するというものでもない。教員の質が重要である。 座長   年に 1度、大学で、教員免許更新の講習を担当しているが、講習には 30代、40 代、50 代の先生がくる。世の中の変化に合わせた教育改革の必要性について、講義しており、講義の後ワークショップをしてもらい、感想を書いてもらうが、30 代の先生の感想の中に、先輩方の抵抗の強さに唖然としたという文章があった。その 30 代の先生は、変えたいと思っているが、先輩方からは、そんなことは理想論でできないと反発を受けた。頑張ろうとしている先生をつぶしているという雰囲気を感じた。チームとして学校の運営体制を整えることが重要である。さらに言うと、文科省は、コミュニティスクールを通じて、地域が地域の学校の運営に携わる取組を推進している。アメリカでは、コミュニティスクールが充実している。地域の声を聞く取組だけではなく、地域がもっと積極的に学校運営に関われるような仕組みを作っていくことが大切である。  基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」（総括） 座長   切れ目のない支援体制の強化とは具体的にどのようなものか。 職員   妊娠期から子育てまで、切れ目のない支援を行っていくため、庁内体制を整え、情報を共有



―7― 

しながら、連携した取組を進めていく。 委員   指標の市民アンケートの「宝塚市は子育てがしやすい環境である」と思う市民の割合について、48.5以上を目標に掲げているが、低すぎるのではないか。もっと高い目標を掲げても良いのではないか。 事務局  もっと高い目標を掲げることも考えられるが、近年、下がってきている傾向もあったことから、現状以上という設定にしている。総合計画にも同様の指標を掲げており、整合性をとっているところもある 座長   宝塚市はイメージ先行型である。尼崎は逆で、住みたいまちというイメージは弱いが、住めばよいまちである。 委員   ハードルを上げて努力していく形をとる方がよい。 座長   施策を推進することで、こんなにも良くなったんだということを情報発信し、知ってもらうことも大事である。箕面市では、ファミリー・サポート・センター事業を全国に先駆けて実施しており、国も推進していこうとしている。協働の体制作りがうまくいっている。市役所だけでなく、市民と一緒に充実を図っていく必要がある。  基本目標２ 地域資源を生かした活力ある「まち」 ②地域における産業振興と雇用の促進 座長   P12、商店街の活性化は、商店主の頑張りがないと効果がでない。ブランド強化と絡めていうと、自分たちの売りを持っているかどうかが大事。情報発信する上では、お店の売りを聞き出すことが重要となる。このようなきめ細かな取組がなされているか。 職員   危機感を抱かれているお店もあり、そのようなお店をいかに支援していくかということに力を入れていく必要があると考えている。空き店舗補助金やおいしいまち宝塚事業、宝塚ブランド発信事業などにより、商店街の充実やお店の PRに取り組んでいる。 座長   商店街の活性化において、繁盛店を一つ作ることはポイントとなる。立地条件が、悪い訳ではないということを伝えていくことで、さらに繁盛店を増やすこといつなげていく。がんばらないお店を応援するのではなく、がんばっているお店を集中的に応援していく。商店街全体で取組をするとなると、足を引っ張るお店も出てくるので、そのあたりも意識して施策を検討していく必要がある。茨木市では、商店街の元気者を集めて、茨木マイスターズというチームを作り、そこに補助金を投入している。個店には補助金を出せない。商店街の組合への補助金だとがんばっているお店にチャンスが回ってこないこともある。ボトムアップが難しいのであれば、ボトムアップを一旦横に置いておくというもよいのではないかと感じる。元気者をさらに元気にし、周りに元気を分けていくという方策も考えられるので、工夫をお願いする。 職員   宝塚市では、意識できていなかった点であると思うので、視野に入れながら検討していきたい。 委員   個店レベルでは、国の施策は使いにくい。空き店舗がうまっても出ていくお店もあり、徐々に商店街が衰退していっているように感じる。伊丹市では、空き店舗の 5年間補助や改装費への補助など強い施策に打って出たことで、店舗の密集ができ、それにつられて新たな店舗が入ってくるという流れができた。大胆な施策に出ないと商店街の活性化は難しい。元気のある若い人を呼び込むことを考えていかないと、空き店舗をうめるだけでは、いずれ空き店舗がうまれ、その繰り返しになる。予算的な難しさもあると思うが、やるなら徹底して施策を展開していく必要がある。 職員   今年度から、観光プロムナードや清荒神参道のエリアに限定した空き店舗出店促進の補助金を開始しているので、検証しながら、取組の充実を図っていきたい。ターゲットを絞った、
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選択と集中による施策の推進も意識していく必要があると考えている。 座長   そもそも貸し出されていない店舗もあるので、そこをどうしていくかということも課題である。 座長   P15、ソーシャルビジネスの取組の充実を図っていく必要があるとあるが、これから充実を図っていくという理解でよいか。 委員   今年度、市から委託を受け、宝塚 NPOセンターでソーシャルビジネスの講座などを予定しおり、平成 27年度評価としてはこれからということであると思う。 座長   P16 とも関わるが、雇われるのではなく、自分でやると考える人が増えている。サラリーマンだけではなく、多様なキャリア形成の方法があるので、そこを応援することが、起業支援でもあり、就労支援ともなる。ソーシャルビジネスと就労支援を切り分けて考えるのではなく、連携して考えていく必要がある。 委員   就労支援は、他の地域に働きにいくことも支援内容に含まれるが、地方創生は、その土地で仕事をしていくということに主眼が置かれている。 委員   ワークサポート宝塚のことを知らない人がいる。看板設置なども含め、情報発信の充実を図っていただきたい。 座長   P16、KPIの障がい者就業・生活支援センターの支援による就職人数は、既に目標を達成している。 職員   法改正により、法定雇用率が引き上げられたこともあり、平成 27 年度は就職人数が増加したが、今後の動向に注視する必要がある。 座長   法改正など、施策を打てば、効果が出ることが分かった。国の施策を待たずして、市の施策としてやっていくということも考えられる。目標値は達成しているが、絶対数としては、まだまだ足りないと思われるため、さらなる取組の充実をお願いする。以前、ユニバーサル農業を展開している浜松の会社の話を聞く機会があったが、株式会社で農業をやっており、27名の障がい者雇用を達成している。会社の本業で障がい者雇用は難しいが、子会社で採用し、農場に派遣をしており、企業タイアップをしている。障がい者雇用と農業の担い手の問題について、あわせて取り組まれている事例である。ノウハウが蓄積され受入が広がるとともに、チーム力もアップされているとの話であった。障がい者の雇用形態については、これまで限られものが多かったが、多様な就労が可能であると思うので、研究いただきたい。  座長   以上で、本日の議題を終了する。3その他について事務局より連絡をお願いする。 事務局  資料 6の基本目標 3の 3ページ目、指標の社会増減における転入超過数に誤りがあったため、数値と総合評価の表現を訂正しているので、差し替えをお願いする。次回は、9月 23 日（金）15：30～18：00、大会議室で行うので、出席をお願いする。 座長   それでは、終了する。お疲れ様でした。  


