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第４回鈴鹿市地域福祉計画策定委員会（活動計画策定委員会と合同開催） 要旨 

 

日  時 平成27年２月23日(月) 13時30分～15時30分 

場  所 市役所本庁12階1204会議室 

出席委員 渥美委員 安藤委員 磐城委員 亀田委員 貴島委員長 白岡委員 田中委員 

橋爪委員 松本委員 山本委員 吉田四郎副委員長 吉田武委員（名簿順） 

和田委員（活動計画策定委員会委員） 

欠席委員 西村委員 

 

 

委員の欠席、傍聴者の人数および会議の成立について報告（市事務局） 

 

保健福祉部長あいさつ 

 お忙しいなかご出席いただき感謝する。本日は活動計画と合同の策定委員会として開催し、

それぞれで共有している市民アンケート調査の中間集計と、計画の理念や方向性についての議

題を中心にご協議をお願いする。限られた時間だが、よろしくお願いする。 

 

報告事項（市事務局） 

①前回委員会の会議録は市のホームページに掲載しているので、ご確認をお願いしたい。 

②前回委員会の委員報酬は１月30日付けで指定口座に振り込ませていただいたので、ご確認い

ただきたい。 

 

１．市民アンケート調査中間報告について 

（貴島委員長） 

 本日は市民アンケート調査の中間報告と第２期地域福祉計画（福祉計画）と第３次地域福祉

活動計画（活動計画）の理念と方向性の骨子をまとめるので、よろしくお願いする。 

（市事務局が資料１に基づき説明） 

［補足事項］ 

・市民アンケート調査を１月21日～２月６日に実施した。最終的な回収率は40％を超えると考

えている。今後、問１～問７の項目などでクロス集計を実施し、分析を行っていく。 

・中学生および市内で活動している団体のアンケート調査も実施しており、次回委員会で中間

報告ができればよいと考えている。 

（貴島委員長） 

 中間報告について質問や意見はないか。社会福祉協議会（社協）を知らない人が３割ぐらい

いるが、渥美委員は感想はないか。 

（渥美委員） 

 まだまだ社協のＰＲが足りず、事業が浸透していないことを実感した。また、相談先として

も厳しい回答をいただいたと感じた。 

 問17では、今後、地域福祉活動に参加したい時期について「時間に余裕ができたら参加した

い」と答えた人が多いが、現在活動している人は忙しいなかで時間を決めて活動している人が

大半である、時間ができても、活動の意義や役割を感じなければ、実際に参加していただける

人の割合はもっと厳しい数字になるのではないかという気がする。 

（貴島委員長） 

 他に意見はないか。今回は中間報告であり、今後、分析を行っていく。 
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２．次期計画「理念・方向性等」の骨子（案）について 

３．鈴鹿市地域福祉活動計画について【鈴鹿市社会福祉協議会より】 

（貴島委員長） 

 福祉計画・活動計画で共有する理念・方向性等と活動計画の基本目標について、事項書では

分かれているが一緒に議論した方がよいと思うので、続けて説明してほしい。 

（市事務局が資料２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・資料２は、今後、アンケート調査の結果をふまえて精査を行うことを前提に、現時点での議

論のたたき台として作成したものである。 

（社協事務局が社協資料１に基づき説明） 

［補足事項］ 

・市の資料２の３つの課題に沿って活動計画を策定するにあたり、社協として考えるべき組織

の活性化を含めた４本の柱を設定した。これらについてどのような取り組みをすすめていく

かを市民参加で協議していただき、計画に盛り込んでいく。 

（貴島委員長） 

 鈴鹿市という地域のなかで、これから４年間あるいは８年間の福祉計画をどのように築いて

いくかを議論するということであり、市が策定する福祉計画と社協が策定する活動計画が共通

の認識をもって展開していくための理念や方向性を協議する。 

 ２つの資料は対応しているが、課題と取り組みで順番が違っている。これらを見比べながら、

いろいろな意見をいただきたい。 

（山本委員） 

 今回の計画はアンケートの結果を集約し、それを受けて策定するということではなかったの

か。中学生や団体アンケートの結果がない段階で、理念や方向性の話をすすめてよいのか。 

（貴島委員長） 

 もっともな質問だと思う。事務局はどのように考えているか。 

（市事務局） 

 山本委員のご指摘のとおりで、アンケート調査をふまえて軌道修正していきたいと考えてい

る。今回提案させていただいた案は、議論していただくうえでのたたき台も必要だと考えたも

のであり、現時点での仮定と考えていただきたい。 

（貴島委員長） 

 アンケート調査ですべてのニーズが拾えるわけではなく、事項１の協議で渥美委員からも指

摘があったように、アンケートの結果と実際の行動に齟齬が生じる部分もあるので、そうした

ことも含めて原案づくりを行っていると考えてもらえればよいと思う。 

（山本委員） 

 アンケートで一番重要視すべき項目は記述回答だと思うが、まだまとまっていない。記述回

答には、現行計画をすすめてきたなかでの市民の希望が出てくると思うので、それがないまま

に議論をすすめるのはどうかと思う。 

（白岡委員） 

 記述回答では、多くの人の意見でなくてもキラッと光るものが出てくると思うので、そうし

たものを打ち出していくのもひとつの方法だという気がする。 

（田中委員） 

 アンケート結果をすべて掌握してから検討するということになると、なかなか前にすすまな

いので、せっかくいろいろな立場の委員が集まっているのにもったいない気がする。福祉計画

と活動計画で同じような方向性が出てくることは当然であり、きれいな言葉がちりばめてあっ

て、これはこれですばらしいものだと思う。しかし、私たちが検討するのは事業計画ではない

ということは理解しているが、例えば、社協資料１の（１）に「地域福祉活動を推進するリー
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ダーやコーディネーターの養成」があげられており、多くの人が活動の意向をもちながら、な

かなか参加がすすまないなかで、リーダーやコーディネーターの能力を高めるにはどうするか

などの具体的な話を、この委員会ではできないのか。 

（貴島委員長） 

 今回の議題は、枠組みをつくるということである。 

（田中委員） 

 枠組みをつくるにはアンケート結果が必要だということになると堂々巡りになるので、もっ

たいないと思う。 

（貴島委員長） 

 アンケートでたくさんの意見が出てくると思うが、それがなければ計画づくりがすすめられ

ないということではないので、アンケートの結果を精査しながら、同時並行ですすめていく。 

（渥美委員） 

 活動計画は、60名ぐらいの方に入っていただいて４つの専門部会を設置し、記述回答も含め

たアンケートの結果もふまえて議論していただくことにしている。第２次計画もそのようにし

て創り上げてきたので、今回も４～12月ぐらいにかけて10回ほどの議論を重ね、策定委員会に

答申させていただくかたちで考えている。部会で揉んでいただくには時間が必要なので、まだ

すべてアンケート結果は出ていないが、先行してすすめながら反映していく。 

（磐城委員） 

 次期計画の取り組みについて、例えば、活動計画の基本目標に書かれている「地域福祉サー

ビスの担い手づくり」は、地区などの単位ごとにすすめるのか、その組織化はどうするのか。

また、純粋なボランティアなのか、ある程度の金銭的な話も出てくるのか。在宅介護支援セン

ターとの関係はどうなるのか。これらは「地域包括ケアシステムの構築」との関連も出てくる

と思うが、そうしたことについて描いているものがあれば、教えてほしい。この場ではそうし

た具体的なことは議論しないのか。 

（吉田四郎副委員長） 

 民生委員の立場で、課題の道筋が見えたような気がする。具体的な取り組みを検討する糸口

として、市民アンケートの中間報告で、民生委員の活動内容を知っている人と全く知らない人

の差があることが示されており、民生委員の活動をもっと地域の人に知ってもらわないといけ

ない。こうした状況を連合会のなかの、12の地区の協議会の役員に伝え、福祉計画や活動計画

に民生委員の立場で提言することなどを出してもらい、意見をとりまとめて市や社協に出して

いきたい。また、地区社協も20あり、構成メンバーには自治会長や育成会議、町民会議の代表

者も入っているので、各地区から提言してもらえるよう、市や社協から地域福祉の現状や当委

員会での議論を報告するなど情報発信を行えば、より精度の高い意見が得られると感じた。 

（貴島委員長） 

 本日は、本で言えば「章」のタイトルを決めるということであり、その下に多くの「節」が

でき、より具体的になっていく。アンケートで出てくる個別具体的な問題は「節」やもっと具

体的な項目に反映していくというイメージだと思う。 

（市事務局） 

 委員長もご指摘のとおり、まだ具体的な取り組みについて議論していただく段階にはない。

議論に出てきた具体的な内容は計画に記載していくが、最終的な計画を想定した確定的な内容

は、事務局は今の時点ではもっていない。本日は、まずアンケートの中間報告から課題の傾向

を想定して、次期計画の骨組みを決めていただき、今後、その柱に沿った具体的な取り組みの

議論にすすめていくという流れになるので、資料２でお示しした課題の捉え方や柱の立て方に

ついて、議論をお願いしたい。 

（貴島委員長） 

 今の説明で、おおまかな共通認識を持ってもらえたのではないかと思う。３つの課題がたた
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き台として示されているが、これらは今後８年間、継続して議論するテーマとなるので、文言

も含めて検討したい。例えば、課題２は【人・組織づくり】、課題３は【場所・仕組みづくり】

となっているが、「組織づくり」と「仕組みづくり」は似た言葉で、切り分けてイメージでき

るか。また、理念・方向性のキーワードが“困りごと”だと、鈴鹿市は困りごとが多いという

印象を与えかねないので別の表現はないかなど、そういう議論をお願いしたい。 

（山本委員） 

 課題１に書かれている「サービス」という言葉が、福祉分野でどのような意味あいで使われ

ているのかがよくわからない。サービスと言うとタダでやってもらえるという意味あいが一般

的だと思う。共通認識ができる言葉であればよいが、私は疑問に感じた。また、課題１には基

本方針的なことが掲げられ、課題２と３がそのための人としくみづくりというストーリーにな

ると思うので、課題１に【次世代支援・若者支援】と書くのはピンとこない。 

（田中委員） 

 私も山本委員と同じことを感じていた。あまりにもアバウトな表現だと思う。鈴鹿市に限ら

ず、今の日本の社会全体で、行政だけでは解決できないので地域のみなさんと一緒にすすめて

いく課題は子育て支援や高齢者の支援であり、地域包括ケアにつながる組織づくりをすすめる

ということを計画に入れていかないといけないので、例えば、「もっと子ども産めるように地

域で支える」など、もう少し具体的に示してはどうかと思う。 

（貴島委員長） 

 市の資料説明では小項目についての説明がなかったので、イメージしにくかったと思う。具

体的な内容をどれだけ増やしていくかを、今後検討していくことになる。また、山本委員から

指摘された「サービス」という言葉について、少し議論が必要だと思う。 

（亀田委員） 

 「福祉サービス」という言葉が使われるようになったが、福祉に関わりがない人にはわから

ず、「何でもやってもらえる」というイメージで捉えられてしまうという気がする。 

（事務局） 

 福祉に携わる職場にいると「福祉サービス」という言葉はごく一般的に耳にするが、「サー

ビス」という言葉はいろいろな意味で使われるということを、あらためて認識した。言葉を変

えることが難しければ注釈を付けることなども含めて、検討させていただきたい。 

（白岡委員） 

 「サービス」は「行動」なのか「モノ」なのか「心遣い」なのか、人によって受け取り方が

違うが、人に対する心遣いがあり、それに制度をのせて具体的になってくるものだと考える。 

（渥美委員） 

 「福祉の常識は世間の非常識」ということをあらためて感じた。私たちは違和感なく使って

おり、事業を提供することをサービスだと考えているが、一般市民の方々の見方も考えないと

いけない。ただし、サービスに代わる言葉は、まだ整理できていない。 

（亀田委員） 

 この計画は、みなさんがわかりやすく、納得できる言葉でなければダメだと思う。 

（貴島委員長） 

 福祉の制度が利用契約になり、利用者が選択できるようになったなかで、より良い質のもの

を提供することを「サービス」と言っている。ホテルで「良いサービスを受けた」という表現

と似ており、おまけということではないが、難しいので検討が必要だと思う。 

（亀田委員） 

 課題１がモヤッとしているので、田中委員が言われたように具体的なものが入っていると、

一般の市民もわかりやすいのではないか、次世代支援・若者支援ということであれば「子ども

を安心して育てていける鈴鹿市」など、もう少しわかりやすくした方が理解されると思う。 
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（磐城委員） 

 表題に【次世代支援・若者支援】と書かれているが、「地域福祉のニーズに対応するサービ

ス」というと介護サービスと感じるので、整理した方がよい。 

（安藤委員） 

 高齢者福祉に携わっているので、高齢者福祉について細々言いたくなるが、分野別の個別計

画をすべて通した理念や方向性をまとめようと思うと、何も発言できなくなる。課題１に【次

世代支援・若者支援】と書かれているが、地域福祉計画なので子どもからお年寄りまでと考え

ると、「権利擁護のための支援」には児童虐待や高齢者虐待、身元保証や成年後見などをすべ

て含めて書かれていると理解してよいか。活動計画の基本目標の（２）に「様々な福祉課題を

抱える当事者への支援」とわかりやすく書かれているが、これらは連動するのか。 

（委託機関） 

 資料２はこれまでの当委員会での議論をふまえてまとめたが、その説明の記述が不十分で申

し訳ない。３つの課題は、これまで当委員会で議論していただいた膨大な資料を１ページにま

とめたものであり、ご指摘いただいた内容を含んでいるが、この資料を見ただけではわからな

いので修正する、。なお、課題の表題の【 】は、前回の委員会で社協が示した次期活動計画

の基本目標をふまえたことを示したもので、課題１に小項目として次世代支援・若者支援以外

も含んでおり、対応する理念・方向性では【サービス・活動づくり】（「サービス」という言葉

については議論になっているが）として、もっと広く捉えて整理している。 

（貴島委員長） 

 課題の【 】の内容は外してもよいと思う。必要であれば、表題そのもののなかにニュアン

スを入れるように工夫してはどうか。課題１は「サービス」の表現も含めて、内容を検討して

ほしい。課題２と課題３についてはどうか。 

（磐城委員） 

 課題２に書かれている「コミュニティビジネス」とは何を指しているのか。また、「きっか

けづくり充実する」は「を」を入れた方がよい。 

（委託機関） 

 用語説明もなく申し訳ない。これまで福祉の活動は無償のボランティアが中心だったが、前

回の委員会でも有償の活動について議論された。さらにコミュニティビジネスは、ビジネスの

手法を用いて、お金儲けではないが対価をいただき、地域の資源や人材を活用して社会の課題

を解決しようという取り組みであり、用語や事例を用いた説明を加えたい。 

（田中委員） 

 簡単でよいので、コミュニティビジネスがどういう内容なのかを教えてほしい。 

（委託機関） 

 例えば、ひとり暮らしの高齢者の方の給食サービスは、ボランティアで無償で行うかたちも

あるが、ボランティアでは継続できないので、お金儲けが目的ではないが一定の代金をいただ

いて、例えば主婦の方などが身近なエリアで、地域の資源を活かし、内容にこだわった食事を

提供する事業を行うものなどである。 

（田中委員） 

 ボランティア的なものも入れながら、必要な経費はいただいて、地域で困っている人に喜ん

でもらうということか。 

（委託機関） 

 そういうイメージである。 

（田中委員） 

 資料２は「充実する」や「養成する」といった表現になっているが、「そのためにどうする

か」は、当委員会とは別のところで考えてもらえるのか。 
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（貴島委員長） 

 それは「活動評価」であり、当委員会がずっと関わることができればチェックできるが、お

そらく別の組織で（メンバーは同じかもしれないが）行っていくことになると思う。 

（田中委員） 

 それでは私たちは、課題を市民のみなさんにわかりやすく掲げ、「どんなものが必要か」の

枠組みをつくることだけに徹すればよいということか。 

（貴島委員長） 

 そういうことである。 

（田中委員） 

 今回で第４回になるが、当委員会の役割があまりよくわからなかった。委員のみなさんはそ

れぞれ活躍されており、生活のなかで具体的に困っていることや「こうすればよいのではない

か」というアイディアをもっていると思うので、そうしたものを出して、計画に入れていくと

いうことでよいか。 

（貴島委員長） 

 個別の具体的なことは大枠のどこかにあてはまるので、それぞれで取り組んでいくが、取り

組みが不十分な部分を、枠組みも含めて考えていく。また、現在、対応するものが全くなけれ

ば、コミュニティビジネスのように、今までの枠にはないしくみをつくっていけばよい。 

 資料２の「課題」の表現について、課題１の「サービス」は一般市民が誤解しやすい言葉で

はないかという意見が出た。福祉に関わる人にとっては常識的な言葉であり、利用者が選んで

受ける権利に対応して使われるようになったということであるが、難しい問題である。また、

全体の枠を捉えた表現の方がよいという意見も出た。課題２、課題３については、小項目につ

いては意見が出たが、「課題」の表現には特に異存はないということでよいか。 

（田中委員） 

「地域包括ケアシステム」は必要不可欠なので、課題２に入れた方がよいのではないか。 

（山本委員） 

 課題３に「分野を超えた地域包括ケアシステムを構築する」と書かれている。 

（田中委員） 

 地域包括ケアシステムは分野を超えているので「分野を超えた」は要らないのではないか。 

（貴島委員長） 

 さらに分野を超えたということだと思う。 

（山本委員） 

 課題２はボランティアの取り組みを中心に考えているように感じたが、福祉事業所を強化す

る方向はどうするのか。コミュニティビジネスは、私も関わっているがなかなか大変であり、

市として相当な支援をしないと成り立つはずがないと思う。また、課題３の【場所・仕組みづ

くり】について、具体的に不足している場所があり、新たにつくることを考えているのか。 

（貴島委員長） 

 具体的な場所なのか、抽象的な意味での「場」なのか、ということである。 

（市事務局） 

 課題２は、ボランティアだけでなくさまざまな担い手を支援するということである。課題３

の「場所」は具体的に想定しているわけではない。 

（貴島委員長） 

 いろいろな印象を与えるので、言葉づくりは難しいということである。課題２、課題３につ

いては、小項目についての意見は出たが、概ねよいという感じだと思う。 

 資料２の裏面の「理念・方向性」と、社協資料１の「活動計画の基本目標」についても確認

していきたい。「困りごと」は、現実的にはそうだと思うが、スローガンの表現としてはちょ

っと印象が悪い感じがするので困ると思う。何か良い言葉はないか。 
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（安藤委員） 

 「暮らし」ではどうか。 

（貴島委員長） 

 「困りごと」は地域の課題ということであり、「地域のなかで豊かな暮らしを実現するよう、

みんなで支えあう」ということだと思う。 

（委託機関） 

 “困りごと”という表現は他市でも必ず議論になるが、“ ”を付けていることがポイントで

ある。地域福祉計画は「みんなで仲良く」というイメージで焦点がぼやけがちになるが、「鈴

鹿市の地域の課題を具体的に解決するための計画」だということを示すよう、柔らかいイメー

ジにするため“ ”付きで“困りごと”という表現を提案させていただいた。ただし“困りご

と”の範囲がわかりにくいという問題もあり、もっと前向きに、例えば「しあわせ」や、安藤

委員が言われた「暮らし」でもよいと思うので、委員のみなさまからアイディアをいただきた

い。今回は理念・方向性の案をお示ししたが、計画は枠組みだけでなく「何をするのか」が非

常に大事なので、資料２にもお示しした「重点的に取り組むこと」も具体的に議論していただ

き、その取り組みをすすめるためにどのような体系がよいかを考えることも、来年度の検討事

項になる。そのため、今回は議論の「議論の枠組みの仮説をつくる」というイメージで捉えて

いただき、スローガンは中身が決まれば出てくると思うので、最後に決めていただければよい。 

（貴島委員長） 

 スローガンは最後でよいということだが、「困りごと」よりは「“しあわせ”をみんなで支え

る」の方が受けがよいと感じる。また、「重点的に取り組むこと」の例も示されているが、ア

ンケートの結果などがもう少し出てきてから、優先順位も含めて議論することになると思う。 

「理念・方向性」は、「課題」とは表現が若干変わり、順番も違っているが、特に違和感はな

いか。特に意見がないので、これでよいと思う。 

 社協資料１の「活動計画の基本目標」についても、意見を出してほしい。少し具体的なこと

が示され、わかりやすく整理されていると感じる。 

（亀田委員） 

 （２）に「地域における若者支援の整備」が書かれているが、「若者」はどのあたりを指すの

かがわかりづらい。 

（社協事務局） 

 （２）はいわゆるサービスと活動を広げるための体制づくりの目標であり、若者にも福祉を

理解してもらうとともに、若者を支援するサービスの情報発信も含めて、関心をもってもらう

取り組みを議論していただければと考えている。何歳から何歳までを若者というかは専門部会

でも議論していただく必要があると思うが、例えば、社協で実施している貸付の窓口に相談に

来る若者を、来年度から市が実施する生活困窮者自立支援とも連携するしくみをつくっていく

必要などがあると考えている。 

（渥美委員） 

 何歳から何歳までが若者かは決まっていないが、引きこもりの人や障害のある人の居場所づ

くりなども含めて考えており、ニーズを把握するとともに、それを解決するしくみや担い手に

ついて議論していただきたいと考えている。 

（亀田委員） 

 資料では内容がわからないので質問した。 

（山本委員） 

 活動計画の基本目標案は、社協だけが実施する計画という捉え方でよいか。そうであれば疑

問を感じる項目もある。 

（渥美委員） 

 社協に特化しているのは（４）の「地域力を生み出す社協基盤づくり」だけで、（１）～
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（３）は社協を含む地域のいろいろな団体や事業者、地区社協などで取り組むよう協議してい

ただく。 

（山本委員） 

 計画ができた段階で、関連する団体等と協議しながら事業化をすすめるのか。それとも、活

動計画を関連するすべての団体等で立てて、それぞれが責任をもってやるということか。 

（渥美委員） 

 責任をもってやるというところまではいかないが、ある程度は関連が予測される団体等から

参加して議論していただく。そのうえで、さらに協議しながら実施していく必要があるが、財

源的な問題もあるので協働するなど、いろいろな方法があると思う。 

（山本委員） 

 （１）に「ボランティア・ＮＰＯ活動の推進」が上げられているが、ボランティアは社協の

ボランティアセンター、ＮＰＯ活動は市の地域課の市民協働推進室がとりまとめを行っており、

あまり交流がないので、吉田武委員とも交流しないといけないと話していた。ＮＰＯには法人

格を持つところと、持たない市民団体があるが、両方を含めて表現しているのか。 

（社協事務局） 

 ＮＰＯ法人に限定するものではないので、「ボランティア・ＮＰＯ等」とするなど、表現は

今後検討したい。 

（貴島委員長） 

 活動計画の基本目標は、資料２の理念・方向性と関連付けた表現になっている、特に異議は

ないか。 

（吉田武委員） 

 活動計画の専門部会は４つで、60名の委員を割り当てるということか。また、ボランティア

連絡協議会にも４人の委員を出すよう依頼が来ているが、いつまでに提出すればよいか。 

（渥美委員） 

 本日の委員会でご承認いただければ、公文書を持ってお願いに上がりたいと考えている。 

（社協事務局） 

 来週に依頼させていただき、３月13日までに選出をお願いしたいと思っている。 

（田中委員） 

 教育機関は２つの大学だけだが、ＰＴＡや学校関係はどこかに入っているのか。子どもに深

く関わっているので、入れた方がよいのではないか。 

（渥美委員） 

 ＮＰＯの「こどもサポート鈴鹿」からは入っていただくことにしている。 

（亀田委員） 

 子育てをしている保護者が入っていない。 

（山本委員） 

 鈴鹿市は「地域づくり協議会」をすべての地区に設置するよう動いているので、そのメンバ

ーも２～３人入れてほしいと感じる。 

（田中委員） 

 福祉関連の事業所がたくさん入っているが、医療機関は「鈴鹿厚生病院」だけである。地域

包括ケアでは医療も必要なので、医師会など、医療側の意見も聞いた方がよいのではないか。 

（貴島委員長） 

 地域福祉計画だけでなく分野別の個別計画もあるので、活動計画の専門部会にどこまで入っ

てもらうかという問題もあると思うが、検討してほしい。 

 活動計画の基本目標には特に異議はないということにしたい。本日は「理念・方向性」とい

う一番大事な部分だったが、たくさん意見をいただき感謝している。以上で審議を終わりたい。 
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４．次回委員会 

（市事務局） 

 次回の第５回策定委員会は、３月23日（月）の午後１時30分から、市役所の503会議室で開

催したいので、よろしくお願いする。 

 チラシを配付させていただいたとおり、地域福祉講演会を「地域福祉から考える鈴鹿市の未

来像」をテーマに、２月27日の午後２時からふれあいホールで開催する。お忙しいことと思う

が、お時間があればぜひご参加をお願いしたい。 

 長時間にわたり多くのご意見をいただき感謝する。本年度の当委員会の一番の目的は「理念

・方向性」をまとめていただくことである。本日の議論をふまえて事務局で協議し、次回に修

正案を提示させていただいて、最終的なご審議をお願いしたい。 

 


