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平成２６年度第６回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
  開催日時   平成２７年１月１４日（水） 午前１０時～１２時 

  場   所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者       委員 １４名（欠席６名） 

          事務局 ８名 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶  （省略） 

 

３ 議題 

（１）子ども・子育て支援制度保護者説明会等について（報告） 

保護者説明会について、資料により事務局説明。 

〔質問・意見〕なし 

 

 

（２）特定教育・保育施設の利用定員設定について 

特定教育・保育施設の利用定員設定について、資料１により事務局説明。 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員   確認だが、保育園から幼保連携型に変わる施設２園について、１号定員５名で、年度途

中に仕事やめられたりした方のそのまま残る受け皿ということだったが、募集はかけてい

るのか、始めから。募集かけないで、中の人用ということでの使い方はできなかったよう

な気がする。その辺はどうか。 

事務局   この２園については募集はかけている。ただ、全く新規で３歳以上で入る方は無さそう

だが、今現在入所中で、母が退職されたり、妊娠でやめられるという方がでてきており、

その方の子を年度当初から受け入れることになりそうだ、ということで報告を受けている。   

Ａ委員   外部にちゃんと募集を出しているということでいいのか。内部だけに知らせるのではな

く、募集要項があって、外部みんなに配っているということでいいのか。 

事務局   園の要項にも載っているし、市の入所のしおりにも載っている。 

Ｂ委員   例えば日高ななつ星、利用定員 168、認可定員 212 ということで、ここで認可定員につ

いて決めるのか。 

事務局   認可定員は施設の認可にあたって、都道府県が定めるのが認可定員、その範囲で市町村

が実際の利用、実態に合わせて利用定員というのを定めるのというのが今回の新しい制度

でできたもの。委員に協議いただきたいのは（資料）真ん中の「利用定員」認定区分ごと

の内訳ということになる。補足だが、日高ななつ星は利用定員と認可定員が一致していな

い。これは利用定員の設定は認可定員より少なくてもよい、実際の利用実態に合わせて、

ということになっている。今後、０、１歳の施設を拡充して、新たに定員を増やしていく、

認可定員の範囲で増やすことで現在準備を進めている、ということで認可定員と利用定員

の差があるということで理解いただければ。 

Ｃ委員   駒形保育園と日高さくらの木の５名の１号について、幼保連携ということは教育部分と

保育部分があるということだが、そこのところは保障されているのか。 

事務局   「保障」とは具体的にはどのようなことを指しているのか。 

Ｃ委員   幼稚園型から移行したところは分かりやすいが、教育時間があってその前後はいわゆる

保育園と同じということなので、教育時間が４時間ある、ということが前提になっている

か。その部分が保障されているか。 
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事務局   もちろんだ。 

会長    ほかになければ、この件についてはこれでよいか。 

委員    ほかになし。 

 

 

（３）子ども・子育て支援事業計画（案）について 

子ども・子育て支援事業計画（案）について、既配布資料により、全体構成、第１章から第３

章までを事務局から説明。 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員   用語的なものだが、「就学前児童」と「小学校就学前」があり、いろいろになっているの

で「小学校就学前」で統一していただければと思う。なぜかというと、１号、２号の説明

の中に「学校教育」としていることから、実際幼稚園は学校教育なので、就学というと小

学校の前に、幼稚園も就学という考え方もあるので、「小学校就学前」に統一してほしい。 

      アンケートの自由記載があるが、これについて回答を出したりしないのか。結構誤解が

ある内容が見受けられるので、回答一回ちゃんと出してあれば、誤解だったとか、無いと

思っていた事業があった、とか分かる部分もあると思うので、主なところでも回答出して

いただければと思う。 

      自由記述の中で、P23学童保育があり、「急な用事で間に合わない時に児童センター・・

預かってほしい」があるが、本来児童センターはできるものなのだが、水沢の児童センタ

ーは児童クラブが併設されて、児童クラブ部門で受入できないので、本来の児童センター

としての役割が果たせていない状況が続いている状況であるし、市は、児童センター廃止

して、全部児童クラブにしようという話もあると聞いている。児童センターとしての機能

もきっちり残せばこのような、ちょっとの時間放課後いれば家で迎えできる、」ことに対応

できる、特に高学年とか、今度６年生まで対象になるが。児童クラブ使うくらいではない   

方が児童センター的なところで少し待ってたりすることがいい場合もあるので、・・本当は

ここに載ってこない？、部署が別で、話が別になるのか。児童クラブの内容はこの会議だ

していいのか。  

（いい） 

  であれば、児童センターとの棲み分けを考えて、・・・予算のこともあると聞いていて、

児童センターだと市の持ち出しだが、児童クラブは国県から補助がきて市の負担が軽いか

ら児童クラブに移行したい、ことをちらと聞いたことがある。 勘違いならすみません。 

 そうではなく、教育長もいった通り、サービスにどんどん任せるのではなく、保護者との

かかわりもあるので、児童クラブ 利用をどんどん増やすのではなく、児童センター的な

もので放課後、子どもたち同士かかわりあってから家に戻るというのも大事だと思うので、 

今一度考えていただけたらと思う。 

      子育て支援施策の状況について、「一定の成果が上がっています。」とあるが、子育て支

援施策の一定の成果というのは、目標数値に達することが成果なのか。この会議も来年度

以降状況を見て成果を考えたりとか、結果について見直しをかけたりということがあると

思うので、この成果というのは行政ではどう考えているのか、「一定の成果」というのはど

ういうのをいうのか。 

事務局   「就学前」の表記については、言われればその通りの部分もあるので「小学校就学前」

に修正する用にしていきたい。 

      アンケートの自由記述への回答については、膨大な記述の中に誤解されている分がかな

りあることは私どもも分かった。ただ、ここに記述したものへの回答ということになるの

で検討させてほしい。 

      「一定の成果」については、次世代育成支援行動計画では数値目標があったので、それ
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を達成できるようにということはあった。ニーズ調査を行ってきており、９、10年になる

が、かなり高めの目標となっているものもある。見直しはしているが達成しないものもあ

り、それでも奥州市としては、よくやっている、と自己評価の部分もあるが「成果」とし

ている。P14 は行動計画を立てるときに数値目標を立てた項目、ほぼ国で指定した項目に

市としてこの辺であれば数値目標として出せるとしたものかと思われるが、例えば「子ど

も発達支援センター」は数値はないが、実際に設置され活動しているし、保育料の無料化

も見直しの時期にもきているが、数値的にはどんどん伸びており、それがいいかどうかは

あるが一定の成果、ということで、必ずしも数値が達成しないから成果が上がらない、と

いうものではないということにしている。 

Ａ委員   子育て支援の施策なので、受ける人たちが「子育て支援が充実していたね」とか思うこ

とが大事だと思う。行政的な施策、何が何件とか、行政的に良くやっている、ではなく、

住んでいる人たちが「実際奥州市子育てしやすいよね」とか「こういう施策あっていいよ

ね」というのが大事でそれが成果ではないかと思う。アンケートの回答も誤解したままに

なっているともったいないというか思うので、その辺住んでいる人たちが「子育て支援が

充実した」と考えてもらえる、というか、理解をもらえる、というのを成果と考えて施策

をした方が有意義なことではないかと思うので、そのあたり考慮してというか。 

会長    成果の意義をもう少し広くとって、行政的なものだけではなくて・・・のご意見等も入

れてというようなこともある、ということで意見としていただく。 

事務局   今の件について、ニーズ調査をさせていただいた、がそのときは配慮足りなかったか、

と思っているところだ。これまでナンバーワンプランの中で２回ともニーズ調査をしてい

て、最後に子育て全般「子育てを「楽しい」と感じるか」「相談できる人はいるか」を聞い

ている。ニーズ調査には同じ項目で継続的に調査しないと、年度経過したときにどういう

状況が変わったかということが把握することができなかったんだ、ということが後から分

かったが、今回の調査では、「子育て支援への満足度」という部分で調査していて P22に表

している。が、これが５年前の比較がちょっとできない、というのが今回残念なところだ。 

     今後の調査にあっては、同じ条件の設問を継続していけば、奥州市の中の子育て環境の状

況が保護者にとってどう変わっているかが分かっていく、と感じたところだ。 

事務局   児童センターは、市内では水沢区に８施設と江刺愛宕に１施設の全部で９施設ある。基

本的には委員おっしゃるように、放課後誰でも気軽に立ち寄れて自由に使える建物が本来

的な児童館、児童センターだ。違いは児童センターは体育施設を備えているということで、

体育面の強化施設となっている。奥州市の場合は、児童センターという大きな施設を目指

したのではなく、むしろ児童クラブをしたいということでホールと子どもたちが勉強した

りする部屋の２つくらいの施設になっているので、定員が 60 人から大きくて 90 人くらい

という施設になっている。入所要件として、保険をかけることから登録していただき保険

をかけて、子どもたちも家庭に保護者が就労等でいない方を優先していて、あと     

保育的要素が必要でない方は５時までということでの制限をかけてお預かりしている。ど

ちらかというと児童クラブ優先にはなるが、児童センターという位置づけの子どもたちも

預かる、ただ、保育の必要な方が優先になるというのが現状となっている。本来的には大

きい施設で部分的な１、２部屋を使って児童クラブをするのが理想的な児童センターだが、

奥州市は実際は小さい施設なものだから児童クラブを見据えたような施設設定になってい

るので・・・・ 

  

Ｄ委員   Ｐ２（２）上位計画、関連計画だが、上位計画は①ということで理解して良いか。 

      また、表記の部分でＰ１の１の２段落目３行目「一体となった取組み」は「一体となっ

て取組み」ではないか。「なった」ではなく「なって」ではないか。 

      「取組み」は名詞の場合は送り仮名一切いらないので「み」はいらない。 

      １の最後の行、「すすめる」、他にもあるので一括検索でもして統一を。 

事務局   ①総合計画 が上位計画、それ以下は関連計画 
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Ｄ委員   そのように書いていただきたい。見ただけでは分からないので。     

事務局   そのように検討させていただく。 

会長    「取組み」や「すすめる」の文言の統一についてもお願いしたいということ。 

Ｄ委員   ひらがな表記についても・・・カタカナの「カ」だったり見受けられる。固有名詞的な

もの・・・・ 

事務局   Ｐ１の１の２段落目３行目「一体となった取組み」は、「前期計画」にかかり、「一体と

なった取組みの前期計画」という意味の表現だったのでそのように。「５カ年計画」は総合

計画後期５カ年計画はすべてこれになっているので、この分についてはカタカナで。  

Ｄ委員   Ｐ２の下にあるひらがな「か」はこのままでよいか。 

事務局   「総合計画後期５カ年計画」だけがカタカナ使っていて、他はひらがなで表記している。  

Ｄ委員  Ｐ１の１の２段落目３行目「一体となった取組み」は・・・・いただきたいのと、他の部

分は名詞の場合は「み」は付いていないのでいらない。 

事務局   「み」はいらない、はい。 

Ｄ委員   『一体となった取組み「である」』とか付かないのか、並列なのか連体詞なのか分かりに

くかったので。   

事務局   表現を変えることになるかもしれない。 

Ｅ委員   Ｐ１の２「質の高い幼児期・・・」のところで、私の捉える幼児というのは１歳児から

だが、０歳児から一体となって教育・保育は進められると考えているので、そこは「乳幼

児期・・」の方がいいと考えたが、幼児期の捉え方を教えてほしい。 

事務局   ここの表現は国で方針として出した項目実はそのままあげている。表現はそこをあげて

いるが、内容については奥州市の取組みとしてはもちろん０歳児からの取組ということ。 

Ｆ委員   Ｐ23、24 の自由記述をみると、働いているお母さんたちに共感できるものが結構ある。

子どもを産みたいけど働かなければ育ててはいけない、でも企業の理解がない、という意

見が結構ある。Ｐ１中ほどに「計画の主人公は子ども・・・・」とあるが、企業の方の理

解があれば改善される点があると思うのと、例えば土、日子ども預けなければならないと

いうのは、仕事しなければならない理由があるわけで、そこは企業のトップの方々がこう

いう取組をしているということを知っていただければ改善されることもあると考える。そ

の辺企業の方々に何か響くのか、こういう取組をやっている、ということが。 

     ・・・興味がない方とか、子育て終わっているとか、仕事だけしている方が多いので、そ

ういう方に響くものが起こせれば・・・ 

会長    意見として頂き、企業の方に私たちがやっている動きを知らせていきたいものだという

意見と思う。 

Ａ委員   企業の関係だが、次世代育成行動計画・・・がまた延長になるよね。あの中で企業用の

行動計画いろいろなものって関連なかったか。事業計画はあそこに入っているのではなか

ったか。だからって強制できるものではないが、そこでフォローされる仕組みになってい

た気がするが。 

事務局   次世代育成支援行動計画が今まであったが 26年度まで、だから 27年３月には変わる。 

これは次世代育成支援法に基づくものだが、10 年の時限立法で 27 年３月で終わりになる

ので、そこからまた 10 年延長することに決まった。が、子ども・子育て支援法ができる

24年８月に、今まで市町村行動計画というものが次世代法の中にあったが、それが、任意、

作っても作らなくてもいいものにそこから変わった。要するに各市町村作っても作らなく

てもいい、ただ、子ども・子育て支援に関しては、子ども・子育て支援法ということで、

今回の計画だけが法律上動く、ということになった。奥州市としては、何を選択するか、

ということだが、各市町村それぞれ次世代育成支援行動計画、このまま続けてもいいし、

やめてもいい、それでこの新しい計画も行動計画と一緒に作ってもいい、別々に作っても

いい、となっている。それで奥州市としては、27年の３月で次世代育成支援行動計画その

ものは、たぶん作らない方向でいく。それで子育て支援に関わっては、今、委員に議論し

ていただいている子ども・子育て支援市町村事業計画、これ一本になるかと思う。あとは、
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トータル的な部分については、奥州市の総合計画というのに分野別に載っているので、そ

こで奥州市としてはトータルとしてやっていく、ということだ。 

      あと、国の動きとしては、市町村行動計画は任意になったが、事業主行動計画は必須な

ので、それは国の方から直接各事業主には作らなければならないよ、というふうに行って

更に強化されたものになっているということだ。 

      そちらはそちらで動くし、当方の方でも、今回の計画の中に、第４章６にワークライフ

バランスに関することがあり、市が直接企業にどうしろ、ということはできないが、運動

することはできる。なので、いろいろな国からの制度を受けてそれを進めていく、という

かお願いして歩くということは担当課の方でする、ということで項目をあげている。今回

の計画も知らせながら進めていくということになる。 

Ａ委員   この会議で、もし、提言とか提案とか企業向けにこういうところに配慮してください、

とか提言を作ったとすれば、それを行政では企業の団体なりに提案するとかはやってもら

えるのか。よく国の会議の方では、子ども・子育て会議の提言書出して、きっちり国の省

庁や政治家に届けたりやっているようだが、次世代育成行動計画作らないというか、その

方向だというのであれば、ここで〇〇含めて、企業の関係も含めて当然やれるということ

になると思うので、であればここで提言書みたいなのをを出すのもいいかなと。 

事務局   この件は他部署との関連もあるので今後検討ということで預からせてほしい。 

Ｄ委員   今のに関連して、ワークライフバランスとか子育てにやさしい事業所とか、県としても

取り組んでいて、子育てにやさしい事業所の認証だったり、表彰だったりということをや

っていて、この前事業所訪問を手伝ったが、これからは力を入れて、福祉サイドと雇用部

門で・・・・来年度事業・・・で検討している。実は奥州市の子どもの権利条例推進委員

会の委員にもなっていて、奥州市内の事業所かなり回って行くことにしている。もう一つ、

I・ファミリーってご存じかどうか分からないが、子連れで行ったお店で割引を受けられた

り、〇〇だったりというところを登録してホームページに載せたり、というふうなことを

やっている。県の事業のＰＲと共に、是非奥州市の雇用サイド・・・を考えるのであれば、

一緒に行った方がいいので、県も行った、・・・行った、・・も行ったでは事業所も大変な

のでできれば一緒に行くなり、あるいはこの事業所が・・・・であれば喜んで回らせてい

ただくので。 

Ｐ54の「市では労働基準監督署・・・・」に・・・・でもいいので。 

Ｃ委員   今、企業のことが話題になっているが、私、今回・・子どもたちの少子化に向かってい

くところを見て、由々しき問題だな、と思いながら、これは人口減に関わっている。その

ときに今、待機児童対策をやっているが、いずれその時代がくることを見通した上でも、

やはり市は全力を挙げて、どうしたらここに住み着くか、戻ってくるか、子どもが一ぱい

になっていくか、次代を背負って奥州市に・・・ていくか、そのような部分の根っこに根

ざした子ども・子育て会議をやっていくべきではないか、と思った。どんなことができる

かみんなで出し合ったり、ここはこのポジションだから、ではなくて、いろいろな部署が・・

会議にしていったらいいのではないのかなと。 

会長    このことについては、次回の会議でもまた検討をいただくこととする。 

    

  

第４章について、資料２－３、既配布資料により事務局説明。 

 

会長   今、事務局から説明があった中で、Ｐ41で数字をまるめる、という話があった。１の位ま

ででているが 100の単位でいいのでは、と委員の意見を求められている。意見を願う。 

Ａ委員  いいんじゃないか。異議のある方はどうぞ。 

会長   （全員へ）よろしいか。では、そのように。 

     もう一つ、Ｐ49の②、１と２どちらがいいか。 

Ｇ委員  両方表した方が・・。 
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Ａ委員  量の見込み、上の段（見てもらえる人がいない場合）なくしてしまうのもどうか、親族

いたとしても預けれない場合もあり、親族いつまでも頼れる状況でもないので・・・・ 

    ただ、完全になくす、というのはどうかと。 

会長   そういう意見があった、ということで検討を願う。 

Ｇ委員  全体的なこと。膨大な資料まとめていただき有り難い。その中にあえていえば、第４章

Ｐ39 に・・・書かれているが、その中に⑦として、個人的な意見だが、「地域の産業との

連携」というのを盛り込んでいただくと有り難い。子どもたちの将来の展望とか、地域産

業の掘り起こしとか、そういう部分について、小学校に上がる前の子どもたちにそういう

ふうな地元の産業をきちっと見せてあげたり、体験させてあげるような、そういうふうな

連携をこの会議で呼びかけていけたら、と思う。それに対して子どもたちが様々な思いが

あると思うが、自分の未来への展望とか夢のようなものをもって地元の産業を継承したい、

というふうな思いが何人か出てくれば非常にいいことであるし、子どもたちにとっては大

変いい教育になるのではないかと思う。 

     もう一つ、難しいと思うが、この計画に対してのある程度の予算立てというものがあれ

ば、より具体的にこの計画が見えてくるのではないか。国からの補助というか資金がどの

くらいあって、奥州市でどのくらい支出して、子どもに関する取組みにどれだけの予算を

割り当てる、ということが見えてくると、本気度というか、そのあたりがはっきり見えて

くるのではないか。今の時点では非常に難しいかもしれないが、計画がきちっと完成する   

ころにはそのあたり出していただければ有り難い。 

Ａ委員  また文言。Ｐ28の事業体系の地域子ども・子育て支援事業で「利用者支援」とか「一時

預かり」になっていて、後ろの表現をみると～事業になっているので・・・・ 

     それが一つと、「利用者支援事業」で国では１市１事業、ということだが、各区ごとにや

ります、ということだが、利用者支援事業が    難しかったり、    ということ

になるので、是非この利用者支援事業を手厚く  見た方がいいのかな、と、   難し

いとは思うが各小学校区に１か所作るみたいに、子育て支援の拠点、今だと子育て支援セ

ンターが地域の子育ての拠点です、保育園は拠点です、幼稚園は拠点です、認定こども園

は拠点です、児童センターは拠点です、児童クラブは拠点ですといわれ、どこも全部拠点

にならなければならないのか、という、でできれば市の方でできるか分からないが、各小

学校で１か所、ここまず拠点になってください、というところを決めるなり、指定するな

り、難しいかもしれないが、そういうところがあって、そこにはきちっと利用者支援でき

る方がいて、そこはその小学校区の中のそれぞれの施設こういうふうにやっている、とか

内容把握して、そこに行って聞けば子育て支援が受けれるような、ほかの区は分からない

が、水沢区がそういうことができると、小学校区を越えて使うことが、使う方もいるが、

基本身近なところがメインになっていくと思う。できれば小学校区で１か所あれば、保護

者の方もここに行けばいろいろ相談もできるし、・・・・となるのでいいのかなと思うので

検討していただければ。 

     一時預かり事業が一般型と幼稚園型となり、すごくわかりづらくなってしまっていて、 

    一般型は内容的に今までと同じなのか、それとも 幼稚園でも認定こども園でも・・・・

今まで保育園でやっていたところはわかると思うが、幼稚園型でやっていたところはどう

いう形になる、どういうふう  受け入れる、とか、補助がどれくらい入って、とか、ど

ういうふうな・・・であれば対象になって、どういうふう・・・であれば対象にならない

とかいろいろあると思うので、まだ国から示されていないかもしれないが、それら踏まえ

ながら市の方で決めてやっていただければと思う。なぜかというと、一時預かり、利用希

望結構あると思う。家庭で子育てという方、仕事の面接に行くときなど、就職活動のとき

に利用できれば、今だと保育園にそういうとき入れたりするかもしれないが、そこまでで

はなく、一時預かりを利用すれば対応できる場合とか、子育てしている父母がリフレッシ

ュ、少し息抜きする時間があれば前向きに向き合える、とよく言われることなので、その
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ように使ったり、一時預かり事業が普及すればいい効果があると思う。本当に問題ある家

庭は一時預かり使わないで、家の中にいたりするので、・・・・一時預かり事業・・・・す

ることは悪いことではないと思うのでそのあたり。 

     放課後児童クラブの関係で、委託を受けている施設では減免がない。児童センターでや

っている児童クラブであればちゃんと減免規定があって、これ委託でやっているか、自分

でやっているかによって差が付いているのは、同じ事業の中なので、・・・・改善を検討し

ていただければ思う。 

会長   事務局検討するということでいいか。 

事務局  検討する。一時預かり事業では、一般型については詳しいものはまだ全く出ていない。

示されているのは幼稚園型のみ。幼稚園でやる、これまで保育所でやっていたような在家

庭で子育てしている方を幼稚園で預かる場合も「幼稚園型」になる見込みだと、・・幼稚園

さんがやっていただければ、と思う。ただし、主に来るのは０、１、２歳。そうなると幼

稚園ではほぼ扱いづらい年齢だということになるので、その年齢に関してはこれまでどお

り保育所を利用していただくことになろうかと思っている。 

Ａ委員  ４月から始まるけどまだ国からこないのか。 

事務局  きていない。 

Ｈ委員  まず一つ、資料２－３のＰ９、当初算定の見込み量だが、衣川区がかなり減っているの

は、これはどういったことでこうなったのか、ただ単にニーズ調査で・・・・・・・・と

いうことは利用希望がない、ということ 

事務局  おそらく、利用していない方にアンケートが行った、全員にアンケートが行ったわけで

なく抽出で行ったのでどうしても、衣川区は更に元が少ないので、あたりが悪かったかと

思っている。 

Ｈ委員  衣川区の方でも児童クラブ運営しているので、この状況で行くと、あら、ちょっとと・・・・ 

    もう一つだが、Ａ委員からの減免について、児童センターは指定管理で減免の要項あるが、

減免はしているがその分の補てんはない。今後の流れから行くとクラブの方は減免がなく

なって利用料を全員からいただく、というふうに変わるのかと私は・・・・。現在はいた

だいていない。 

     病児保育だが、ファミサポ運営しているが、病児保育のニーズはすごくあると思う。現

在こぐま園あるが、時間的な制限がすごくある、ということ聞いているし、ファミサポで

も病児保育を是非やってほしい、といわれるが、有償ボランテｲアという会員方にそこまで

のリスクを負わせるわけにはいかない、ということでファミサポとしても病児は断ってい

る。なので、Ｃ委員からもあったが、人口減少の、そちらの方との兼ね合いも考えて、見

据えてということで、本当に腰を据えて、これは思い切って何か、奥州市としては人口減

少も考えて、病児保育、子育てしやすいというところは是非検討していってほしいなと思

っている。 

会長   人口減少とのかかわりを是非検討してほしい、とのこと。次回も引き続き検討する。 

 

 

（４）その他  なし 

      

４ その他 

事務局   次回会議、１月 28日（水）同時間予定している。改めて案内する。 

      案件は、子ども・子育て支援事業計画。 

Ａ委員   少子人口対策というか何か会議が奥州市でできたようだが、あれとの関係はどう

なるのか。あちらとこちらで会議で話し合う内容ばらばらだとうまくないので、情

報、互いにこういう意見が出ている、とか、横のつながりをやっていただければと

思う。  

５ 閉会 


