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別記様式(第2条関係) 

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議会 会議録 

審議会等の

名 称 
平成２８年度 第２回 瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議会 

開 催 日 時 平成２８年１１月２８日（月曜日) 午後２時３０分 から 午後４時１５分 

開 催 場 所 瑞穂市役所 穂積庁舎 ３Ｆ 大会議室 

議 題 

（１）瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像に

ついて 

（２）地域啓発イベントの実施・検討状況について 

出 席 委 員 

欠 席 委 員 

＜出席委員＞ 

会長 岡村 明夫 

荒深 友良、川治 勝之、近藤 真章（代理）、坂本 淳、佐野 蒔子、 

所 俊彦、中村 俊実、藤井 忠直、武藤 行義（代理）、 

若山 美穂 

＜欠席委員＞ 

河野 秀明、関谷 均、千葉 聡司、 

【オブザーバー】 

 岐阜県 都市政策課、都市整備課、公共交通課 

公開の可否 

(非公開理

由) 

 可 

傍 聴 人 数  ０人 

審議の概要 

 

開 会 

【司会】 
それでは、定刻となりましたので、第２回瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想協議会を

始めさせていただきます。委員の皆様には、ご多忙のなかご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます 

本日の司会をつとめさせていただきます。よろしくお願いします。 

協議会の開会にあたり、瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想協議会 岡村会長よりごあ

いさつをお願いいたします。 

 

会長のあいさつ 
先日の 21日のシンポジウムには、どうしても都合がつかず、欠席させていただきま

したことをおわびいたします。 

それから、この拠点化構想協議会第 2回でございますけれども、私は、9月から 10

月、11月、週に 3日ないし 4日、少ないときでも 2日、この穂積駅を利用しています。 

夜、大抵飲むことが多いから、飲むときは必ず電車で来るということで使うんですけ

れども、そこで感じたこと。一つ、暗い。穂積駅周辺は暗い。特に北側のほうが暗い。

このアトモスフィア、雰囲気ではなくて物理的に暗い、それが 1点。 

それから狭い。ちょっと天気が悪い日が結構あったんですけれども、雨が降ったりし
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てると出迎えの車などが通って、タクシーに乗ろうと思って何しようと思っても、本当

とにかく狭い。それと危ない。人の横断が途切れないのが本当に危ない。そんなことを

感じていたんですけれども、そういったことも踏まえて、この圏域の拠点としての、い

かに利便性を高めていくかっていうのが、この協議会だと思いますので、各委員の方々

もどうぞよろしくお願いをいたします。 

 

【司会】 
岡村会長ありがとうございました。 

それでは、ここからの議事進行は、岡村会長にお任せをいたします。 

岡村会長、よろしくお願いいたします。 

 

【議題１】ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像について 

【会長】 
それでは、次第３の議題に入りたいと思います。 

・ まず「（１）ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像について」に

ついては、現況分析を踏まえた課題、及び今後の将来像について協議して欲しいとの

要望もあるようですので、「現況分析及び課題の整理」で一度、委員の皆様のご意見を

頂いたうえで、将来像についてのご意見を頂くような進め方でまいります。 

 
（配布資料① ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像について 

現況整理、課題整理について説明） 

  

【会長】 
どうもありがとうございました。これから委員の方々から、この現状の課題、現況分

析、それから課題等についてご意見を賜りたいと思うのですが、ちょっと私から一つ質

問させてください。穂積駅で定期の使用者率が圧倒的に多いっていうのは、ここには何

もないから切符を買って外から来る人がいないっていうのが一つ。それから遊びに行く

ときも、わざわざ切符買って名古屋の方面に行かない。みんな車で行ってしまうという

ようなことなんですかね。 
 

【事務局】 
多分、電車を乗られる方が、一応統計上でいくと 8,600人ぐらいいまして、それの 75％

が定期利用ということになりますので、やはり遊びに行くとかそういったところについ

ても。あと中学生の、これはアンケートなんですけれども、どこによく買い物に行きま

すかっていうと、やはり岐阜であったりとか、大垣も多いです、大垣だったりとか、安

八、本巣のほうとかに行かれるということなので、やはりどこかに行こうとなると、移

動はやっぱり手段として一番車というのが非常に多くなってきてしまうので、定期利用

者っていうのが非常に多いのかなというふうに考えています。 

 

【会長】 
ありがとうございます。それでは、ほかに各委員の方から、ご意見なり、ご提言なり、

それから質問なりを受けつけたいと思います。いかがでしょうか。ご遠慮なくお願いし

ます。 

 

【Ａ委員】 
Ａでございます。私もワイワイ会議とか、そういうのに参加させてもらって、皆さん

熱心に協議されてる、その姿よくわかるんだけれども。ちょっとお願いしたいなあとい

うのが、というかワイワイ会議に参加されてる方は、ある程度偏ってはいないかなあと

いうのが一つありますね。 

で、どのような人が集まっているのかなあというのが一つ聞きたいということと、そ

れと、私、駅前に住んでいますので、そういった意味での、皆さんの、そこに住んでい
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る方のご意見というか、そんな姿を見てますと、どうも関心が低いというか、大変高齢

化でもあるし、住み慣れたところですから、動きたくないということと、もう今さらご

ちゃごちゃしてくれるなというような感触もあるようですので。そういった人たちをど

う誘導してというか、こういうことを理解してもらえるかなあというところで、この辺

が大変かなあと思うんですけれども、そこら辺のものは先の話かもわかりませんけれど

も、どう取り組まれるのかなあということがちょっと聞きたかったのです。お願いしま

す。 

 

【事務局】 
まず一つ目、ワイワイ会議についてどういう方々が参加されてるかという、のちにも

ご説明はするのですが、一応申し上げますと、今まで全 8回行っておりまして、大体平

均で 15名から 20名ぐらいの方々が参加していただいております。で、そのうち、ちょっ

と回によってばらつきはあるんですけれども、学生さん方が大体 3から 4人ぐらいご参

加していただいて、で、地域に住まわれてる、どちらかというと若い方、女性の方とか、

そういった方々が 2、3名と、あと朝日大学さんのほうがだいぶご協力いただいてると

いう中で、朝日大学の先生も何名かご参加いただいてると。で、それ以外でも、特に東

只越の自治会長さんであるとか、そういった方については、ほぼ毎回来られている。そ

れぐらいが大体固定メンバーで、あとは初めて来ましたという方とか、地域の方々が来

ていただいていると、こういったような状況になっています。で、あと結構お年を召さ

れた方も実際来られて、足が悪いからと言って椅子に座ってちょっとお話をされたりと

いうこともございます。 

それとあと、関心が低いといったことについて、高齢者等、そういった方々に対して

どう今後アプローチしていくかという中で、これについては、12月の半ばぐらいからな

んですけど、やっぱり地域の方々自ら来てくださいっていうところも必要なんですけど

も、やはり今こういう状況ですよっていうところを、逆に今度ご説明しに行くというこ

とも必要だろうということで、12月の 9、10、11日ですね。18日、あと 25日ですね。

ちょっとあれですけれども、北側と南側の自治会の方々にお集まりいただいて、状況報

告会といったことを企画してやっていこうと思っております。 

また、これは冗談みたいなアイデアなんですが、自治会長の方が言っておられたのが、

お年寄りを外に出すには出すんですが、お菓子が非常に有効だということで、お菓子が

あると自治会の高齢者の集まりの参加率が非常に高くなるといったこともおっしゃっ

ておりましたので、そういったことも、もしかしたら取り組みの一つして必要かなとい

うふうに思っております。 

 

【Ａ委員】 
ありがとうございます。 

 

【会長】 
ありがとうございます。今、Ａ委員がおっしゃったのは、ワイワイ会議に参加する人

たちが、何か変えたいとか、何か行動したいから集まる。それからもう一つおっしゃっ

た、これ本当にアンケート見てて思ったんですけど、お年を召された方とかも、南側の

特に地域の方たちは、俺の代ではもう変えてくれるなよ、というように、ただ、それだ

と全然前に進まないので、何とか引っ張ってこなくちゃいけないんですけど。ご指摘は

多分そのとおりだと思います。それらを踏まえて、ここで何とかやっていきたいと思っ

ております。ほかに何かご意見、あるいはご提言がございますでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 
Ｂと申します。先ほど、意識、実態調査結果の中で中学生のアンケートを取られたと

ご説明がありました。その中で、3中学校とも、今のところ住み続けたい、市内の別の

ところに住みたいという方が 40％で、60％は市外に出たいというように、半数以上の方

が出たいって言われてるのは、どういった理由であるのか、それを知りたいです。瑞穂

市って高校がないので、もしかして高校で瑞穂市外に行くと、そちらのほうに魅力があ
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るのか。あるいは、瑞穂市内いろいろ企業があるんだけども、そういった企業の内容が

よくわからなくて、やはり働くとこはイメージ的に名古屋、岐阜とかそういった意味で

言われているのか、そのあたり教えていただけるとありがたいんですが。 

 

【事務局】 
実は事務局といたしましてもその結果っていうのを非常に衝撃的に思っておりまし

て、で、一応お手元の資料の 35ページのほうが個別集計の結果、先ほどのデータの部

分ですけれども、左側に将来の居住意向ということで書いてございますが、特にちょっ

と、各中学によって少しばらつきがあるのですが、名古屋とか県外とか、そういったと

ころに少しあこがれるという傾向もございます。この辺がもしかしたらと思うんです。

これはあくまで事務局の推測ですが、先ほどアンケートの中でも、ご両親の出身はどち

らですかということで、半分ぐらい、もしくは半分以上の方が県内の瑞穂市以外の市で

あると回答がありますので、もしかしたらそういったところで、実家に帰ったりとかっ

ていうところの中で、外を見る機会とかが非常に多くて、その中で外へのあこがれとか

そういったものが、もしかしたらそこに影響しているのかなというふうにも考えられま

す。 

で、これに関しては、今度来月 3日の土曜日に、中学校 3校の代表者に集まっていた

だいてワークショップを開く予定になってございますので、今回ご指摘いただいたとい

うことでそのワークショップのときに、ちょっと実際に中学生にこれどう思っている

の？っていうところを少し聞けたらなというふうに思います。 

 

【Ｂ委員】 
ありがとうございます。 

 

【会長】 
ほかにいかがでしょうか。 

 

【Ｃ委員】 
Ｃといいます。今日はちょっと代理で出席させていただいております。まず 23ペー

ジ目なんですけれども、意識調査の中で、真ん中に、駅広場へ送迎するときの道路状況、

アクセスについては、不満、やや不満が 74％で、周辺居住者は 79.8％とありますけれ

ども、これにつきましては北と南で何か差があるんでしょうか。この辺の分析をされて

いるんでしょうかというのが一つと。もう一つは、駅利用者が 17万人ぐらいいらっしゃ

るんですかね。 

 

【事務局】 
1万7,000人です。 

 

【Ｃ委員】 
1万 7,000人ですと、例えばほかの類似する駅というのは、比較するとどんな駅があ

るのか。で、その駅と比べて、駅に集まってくる交通手段の方法は、何かこの駅は特色

があるのか、この 2点ちょっとお伺いしたいなと思います。 

 

【事務局】 
1点目ですが、すいません。まず 23ページの、先ほど、周辺 300m範囲内の方々の不

満というところについての、北側と南側といったところについてなんですけれども、今

回行っておりますアンケートのほうが、いわゆる無記名のアンケートということなの

で、どちらの方かっていうところも聞いておりませんので、それは北側なのか南側なの

かっていったとこについては、少しデータが不足していることになっていると思いま

す。あと、駅利用者のアンケートにつきましては、もちろん北側と南側で一応取ってお

りますので、一応こちらのほうについても少しご紹介をさせていただきます。 

参考資料の 2番ということでつけさせていただいたペーパーですが、これ、実は、事
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前にオブザーバーの方からご指摘いただいておりまして、まさにアクセス性について、

北側と南側で意向がどう違うのでしょうかという、ご質問をメールでいただいていたも

のですから、皆様のお手元に参考資料としてお渡しさせていただきました。駅の北側と

南側の不満の違いというところですが、お手元の資料の割合が書いてあるほうを見てい

ただければと思うのですが、「問 8南北の利用状況」×「問 11送迎するときのアクセス

道路の利便性」と、こういった割合をかけた表なんですが。こちらについては、北側の

方々がやや不満と回答されているのが 43％、不満と回答されている方が 13％というこ

とで、やや不満と回答のぶんが少し多い。ただ、南側については、やや不満というのが

39％で、不満と回答されてるいのが 22％ということで、極端に不満というものを感じて

いらっしゃるのは南側のほうが多いといったような傾向があるかと思います。 

こういった中で傾向というところでは、データ的にはこれはそんなに多い数ではない

のですけれども、参考ということでご披露をさせていただきました。 

それで、大体 1万 7000人ぐらいの駅ということで、類似の駅なんですけれども後ほ

どもう一回ご発表をさせていただければと思っております。 

 

【会長】 
ありがとうございました。一旦ちょっと質問を打ち切らないと次に進めないので、こ

こでは、われわれ会議の参加者の肩入れがないか、あるいは駅前の居住者の気持ちです

ね、特に。それから中学生の 60％以上が外に出たいという意向、それから駅へのアクセ

ス、北と南の人たちの意識の分析、それから同規模駅については、あとでもう一度説明

があるということでございます。ここで、現状分析と課題の整理については一旦終了さ

せていただきます。次に、④将来像についてのご説明をお願いいたします。 

 

（配布資料① ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業の進捗及び今後の将来像について 

④将来像について説明） 

 

【会長】 
ありがとうございました。実は、この将来像というのが一番大事だと思いまして、協

議会とかいろいろなことをして、どこに落ち着くんだ、最終ゴールを決めなければない

と思います。一つには、私、責任者をやらせていただきましたけど、瑞穂市の市民憲章

で、こういう街にしますというようなことがうたってあるのですが、この会議では、具

体的に将来像、これは委員から会議の前にこういった意見があったのですが、キャッチ

フレーズがあるといいですねって。あれが、みんなキャッチフレーズになっていまして、

これが必要だと。 

私、実は、最初にこれをいただいたときにメモしておいたのが、ちょっときざですけ

ども、「安心と安らぎの街」っていうのが瑞穂市かなあというようなものを考えたんで

すけれども、多分若い人たちとか皆さん方、全然違う意見をたくさんお持ちだと思いま

すので、この将来像について、質問なりアドバイスなり、それからご意見なり、どんど

ん聞かせていただけたらと思います。いかがでございましょうか。 

 

【Ｂ委員】 
わたくしはワイワイ会議に出ておりまして、その中で非常に気になることを発言され

た方がみえまして、その方は、娘さんが大学に通ってみえて、その娘さんが、もともと

は自分の家から駅を利用して名古屋のほうに通っていた。ところが、とある日、下宿に

なってしまいました。で、それがなぜかっていうと、やはり先ほど冒頭に岡村会長さん

言われましたけど、暗い。それから暗いとやっぱり穂積駅に着いても安心して家まで帰

ることができないというようなことが言っておられましたので、私、本当に「帰ってく

ることが楽しみになる駅」とか、「帰ってきてほっとするような駅」とか、そういった

キャッチフレーズがいいかなあというふうに思っておるとこでございます。 

 

【会長】 
ありがとうございます。ほかにご意見を賜りたいと思います。 
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【Ｄ委員】 
Ｄ委員と申します。私もワイワイ会議等々参加させていただいて、今日、つなぐ、つ

くる、むすぶ、こういうような理念を紹介させていただきまして、それでまさに今、こ

れ組織作りというか、いかに計画して、組織としてこういったことを推進できるような、

そういうような仕組みを作っていくことが大切だと、また再認識したところですが。で、

特に先ほどの資料にもありましたが、特に鍵となる参加者というのは、まさに地域の方、

300m以内、あるいは周辺に住まわれている地域の方と、あと商工会の方が鍵になるとい

うふうに思っております。で、商工会の方の、またあとで出て来るかもしれないのです

が、空き店舗。いかに利用するかということで、先ほどの資料で全体の 23.5％、20社

の方がどう活用するかということで意見があるという、そういうような結果と、300m

範囲内所有者、あるいは周辺居住者の方で、もし状況が変われば、今の土地利用のしか

たを変えてもいいというような、そういうような回答があったということは、これがま

ず一つの鍵になるのではないか。もちろん駐車場の経営者の方も含めて、どう状況を変

えて、まちづくりに参加する意識とか熱意を高めていくか。そのための組織作り、これ

はシンポジウムでもいろんな事例等をお聞かせいただいたんですが、そういった組織作

りをどう進めていくかが重要なところになるんじゃないかということを改めて思いま

した。感想を含めてということで発言させていただきました。 

 

【会長】 
ありがとうございました。所有者の方々の関心作り、あるいは組織作り等が非常に重

要だというご指摘、ごもっともだと思います。ほかにいかがでしょうか。何かいいキャッ

チフレーズみたいなのありますかね、皆さん。こういう街にしたい。こういう駅周辺に

したい。 

では、時間も押しておりますので、次に、移らせていただいて、またご意見等ありま

したら最後にまた伺いますので。それでは、地域啓発イベントの実施、検討状況につい

てのご説明をお願いします。 

 

【議題２】地域啓発イベントの実施・検討状況について 
 

（配布資料②）地域啓発イベントの実施・検討状況について説明） 

 

【会長】 
ありがとうございます。 

まず何かをやらないと動かないということですけれども、今、話が出ましたシンポジ

ウムにご参加いただいた委員の方から、ちょっと一言感想なり、お話をいただきたいと

思います。Ｅ委員、一言お願いいたします。 

 

 

【Ｅ委員】 
ご指名いただきましたが、実は私、仕事の関係で最後の 10分ほどしか聞いてないん

ですが、今までちょっとお話を聞いておった中で、ちょっと自分なりに指摘させてもら

うと、やはり住民の人と、外から来る人の意識の違いというのが明らかであるというこ

とと、同じ住民の中でも、近くに住んでいる人と、少し離れたとこにいる人はまた考え

方が違うっていうことなので、これをどうするかっていうのは非常に難しい問題ですけ

れども。全体の流れを見ていると、要するに駅前広場の面積が絶対的に不足していると。

これがまず一番だと思うんですね。で、今後これをどうするかということまでやはり考

えないと、人だけ集める、集めると言って、人だけ集まってきたら、今よりも混雑する

という問題も出てくるので。今の周辺にある土地をどういうふうなかたちで整備してい

くかが、今後の課題なのか、その辺をちょっとお聞きしたいなと思ったのが一つと。 

それから 1万 7,000人以上の方が駅を利用していると。で、75％の方が定期であると

いうことで、多いということ言われましたが、逆に 25％、4,000人ぐらいの人が、往復
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を考えると約 2,000人の方が定期ではなくて、毎回買ったりとかして乗り降りしている

ということであれば、この 2,000人の方を、いかに魅力ある駅で、近くに寄っていただ

くということを考えるのが主体であって、75％の定期の人は、やはり家へ急ぐ、職場へ

急ぐ、これがやっぱ中心になるので、どうしてもいろんなところが駅前にあっても、見

てる時間的余裕、心の余裕もないんだろうということで、あまりこの人を対象に考える

のは得策ではないというか、効果的にないんじゃないかと。で、ある 2,000人の方も、

高校生とかそういう人たちの送り迎えとなってくると、この人たちが年々減っているの

かどうかということですけども、そういう人たちも期待できないので、先ほど言いまし

た 2,000人ぐらいの方のということになるのですが、駅の売店も閉まるのが早いですし、

大垣駅などを通っても、夜 6時半、7時になるともうシャッター街ですよね。で、穂積

だけが夜 8時まで開いてくれといっても、なかなかそういうことやってくれる店もでき

ないと思うので、そういうことができるのは飲食店ぐらいが期待できるという程度だっ

たと思いますので、その辺を仕分けしながら考えていかないと、効率的なものが図れな

い気がいたしました。以上でございます。 

 

【会長】 
ありがとうございました。いろんな意見の相違があるけども、それを乗り越えて最大

公約数的に、あるいは少し調整をしつつ前へ進もうということでございます。もう一人、

シンポジウムに出ていたＦ委員、感想なりご意見をどうぞ。 

 

【Ｆ委員】 
自分は、女性や学生の立場から考えると、やっぱり街灯がちょっと少ないので、街灯

をもっと増やしたりしてもらえたり、部活をやって帰るのが遅いので、カフェとかがあ

るとみんなで集まれるのかなと思いました。全体的にもっと明るい街のほうが良いと思

いました。 

 

【会長】 
はい、ありがとうございます。じゃあ、Ｄ委員お願いします。 

 

【Ｄ委員】 
ありがとうございます。先ほど、Ｅ委員のご発言もありましたが、やはりハード、物

理的な面ということで、交通整備、バスとかタクシーとか自動車含めて、交通整備をど

うするかということ。あるいは、明るさということで照明等を含めて、物理的、ハード

な側面と、やはりソフトというか、講演者の方の話聞いていると、先ほども発言させて

いただいたんですが、継続する組織をどう維持っていうか、作るかっていうこと。その

ためにはやっぱり独立採算というか、自立したものでなければならない。行政等に依存

するんじゃなくて、自分たちで独立採算でやっていけるような、そういうような自立し

た組織を作らなくちゃいけない。任せるものじゃなくて、そういった自分たちで継続で

きる、そういうことが重要だというのが特に印象に残りました。 

【会長】 
ありがとうございました。いろいろと意見を聞こうと思ったのですが、これ、予定し

ていた 4時まででございますので、言い足りない事項等、多々あるかと思いますけども、

一応これで本日の議題、すべての協議を終了させていただきたいと思います。で、今日

はいろんなご意見、いろいろ貴重なご意見をいただきました。これらを記録に取ってお

いて、次回また後戻りすることのないように伝えていきたいと思っております。事務局

のほうで何か最後確認することがございますでしょうか。 

 

【事務局】 
先ほど 1万 7,500人という、今の穂積駅と同等の駅はどういったところがあるのかと

いうことで、ご質問で、ちょっとすいません。手元に資料がなかったのでお答えするこ

とができなかったんで、ちょっとお答えのほうをさせていただきますと。まず、近い乗

降客数の駅としては、新安城駅、これは 1万 8,300人ぐらいです。で、あと前後駅です
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ね。これは 1万 9,500人ぐらい。あと近鉄の郡山駅、これが約 1万 9,000人程度、それ

とあと磐田駅、こちらのほうが 1万 5,000人ぐらいといったようなところになってござ

います。で、あと、その辺の駅と現在の穂積駅というのを比べた場合に、圧倒的に違う

というところが、周辺の小売店舗の数が非常に大きく違うというところになります。例

えば郡山駅であれば、周辺の小売店舗の数は 500m範囲内であれば 127件あったりとか、

あと、それ以外の 1キロ圏内だと 235件であるとか。そういったところで、圏域、いわ

ゆる徒歩で行ける圏域内にある小売店舗の数というのが、やっぱり圧倒的に違うという

のが、今挙げた駅との大きな違いといったようなところが一つあるかと思います。また

類似駅ということでちょっと整理した資料が別でございますので、委員の皆様方に後ほ

ど、今回の議事録と踏まえてお送りさせていただければと思います。 

 

【会長】 
ありがとうございました。今、聞いた範囲内の、周辺の小売店舗の数が違う。確かに

ここら辺何にもない。そんな意見もこれからはどしどし言って出していただけたらと思

います。本日用意させていただいた議題については、ここで終了させていただきます。

議事の進行を司会のほうにお返しします。どうも皆さん、ありがとうございました。 

 

【司会】 
岡村会長ありがとうございました。委員の皆様、短い時間ではありましたが、活発な

議論と貴重なご意見ありがとうございました。本日のご意見を元に、今後よりよい JR

穂積駅圏域拠点化構想発展に向けて、さらに調査を進めてまいります。 

続いて最後に「次第（４）その他」について事務局から何かありますでしょうか。 

 

（参考資料① 今後のスケジュールについて説明） 

 

【司会】 
ありがとうございました。次回の協議会では資料①でご説明した通り、「拠点化構想

の立案」となっております。開催時期は１月中旬～下旬を予定しております。委員の皆

様方の日程等を把握しながら、詳細については、事務局の方で日程調整を行い後日ご案

内させていただきたいと思います。 

それでは、以上を持ちまして本日の会議を終了させていただきます。ありがとうござ

いました。 

閉 会 

（午後４時１５分 終了） 

事 務 局 

（担 当 課） 
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