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開議 午後 ０時 ４分 
      ◎社会教育の現状について 
 
○福原委員長 臨時議会の後、お疲れのところお集まりいただきましてありがとうござい

ます。 
 ただいまから総務文教厚生常任委員会を開催したいと思います。 
 本日の出席者は５名ということで、委員会が成立いたしますので、これから報告書の内

容について検討させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 １月の 28 日に調査いたしました案件についてですが、社会教育の現状についてという

ことで、各公民館の現状、図書館の現状、博物館の現状ということで皆様とともに現場を

視察しながら、報告書をまとめてみましたので、ご意見をお伺いいたしたいと思います。 
 委員会調査報告書、本委員会に付託されました調査事件について、調査の結果を浦幌町

議会会議規則第 77 条の規定により報告いたします。 
 調査事件、社会教育の現状について、各公民館の現状、図書館の現状、博物館の現状、

調査実施期日、 平成 26 年１月 28 日（現地調査及び聞き取り調査）、平成 26 年２月 14
日（委員会調査報告協議）。 
 調査の経過と結果、本委員会は、午前９時から図書館・博物館の現地調査を事前に行い、

午前９時 40 分より委員会室で社会教育の現状について、主に、４公民館、図書館、博物

館施設の多岐にわたる活動状況の資料による説明を受けながら調査を行った。 
 1、主な公民館事業、公民館主催事業の子ども居場所づくり事業「オーラポロ広場」を

初め、通楽（学）合宿、子ども向け講座、成人講座、生涯学習講座（うらほろスタイルゼ

ミナール）の開催、高齢者対象の寿大学は、４公民館、164 名、年 55 回を開設。全年齢

層を対象とした、事業が展開されている。また、文化の向上を目指し、学習成果の発表の

場として、公民館まつりや文化週間も開催されている。 
 人材育成を図るための公民館ボランティア養成講習会、文部科学省が推奨する地域で学

校教育を支援する浦幌町学校支援実行委員会、４校区ネットワーク委員会等の報告もあり、

地域の特色を活かし、住民のニーズに根差した顕著な活動も行われている。 
 2、主な図書館事業、平成 24 年度より子どもの読書推進計画は、家庭・学校・地域にお

いて年齢に応じた推進を目的とし、「浦幌町教育の日」と連携して、「つなげよう・ひろげ

よう・読書の輪」をテーマに実施され、親子での「朝読・家読運動」の発表も行われてい

る。ブックスタート事業として、乳幼児から本と触れ合う工夫がされ、幼稚園や町内医療

機関などに、北海道ブックシェアリングからの寄贈本を配本しての取り組みも行っている。 
 また、移動図書として遠距離地の各公民館、幼稚園、保育園、小中学校に配本を行って

いる。読書感想文コンクールや図書館まつりの開催、図書館ボランティアの育成にも力を

入れ、読み聞かせ、布絵本づくり、図書館（うらさぽ）ボランティアも活動しており、望

ましい内容になっている。 
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 3、主な博物館事業～埋蔵文化財センターと共催した子ども考古学講座を初め、世界で

も珍しい 6600 万年前のＫ－Ｔ境界層の研究をはじめ、古代生物や地質学など、この町に

とってたいへん貴重な教材が現存し、活かされている。また、日大「ヒグマ研究会」協力

の「子どもヒグマの学校」や、アイヌ文化伝承等が実施され、博物館移動ミニ講座も開催、

恵まれた山・川・海の地の利を十分に活用し歴史を探訪し、現地に赴きながら事業を展開

している。 
 所見、各施設とも、地域の特色を十分に生かし、住民に分かりやすく、外部指導者等を

導入するなど、活発な事業が展開されていることが確認された。 
 公民館事業については、高齢化率約 35％の現状での講演や講座の開設は、苦心の跡が見

られ、講師の関係もあるが、テーマによっては日中の方が人の集まりが良いケースがある

ように思われる。また内容次第では、さらに他団体への呼びかけを行うなど、協力依頼を

して開催されるよう望む。 
 公民館施設については、平成 26 年４月より高齢者と障がいを持つ方を対象に使用料を

免除され無料化が図られる。今後も、有料、無料に関わらず、住民ニーズを把握し、地域

住民の文化活動や交流・連帯を図る活動の拠点として、文化の情報発信の場に相応しい運

営を望む。 
 図書館事業については、蔵書は幼児から高齢者まで配慮され、７万冊以上と当初計画を

達成している。なお開館時間を試験的に延長するなど、新しい取り組みも行われ、利用者

に望ましいものとなるよう期待したい。また、今後は大きい文字の文学書や電子図書など

の配信など時代の流れに即した対応についても、調査・研究し、配慮されたい。 
 博物館事業については、白亜紀から現代までの膨大な資料とともに、地域に密着した情

報を共有しながら、今後も有効な公共施設利用がなされるよう努力されたい。 
 以上、報告書をまとめてみました。皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。 
 阿部委員。 
○阿部委員 注釈の部分なのですけれども、図書館事業のところで一番最後のところにう

らさぽって言葉があるのですが、これ図書館（うらさぽ）って言うより、うらさぽが図書

館ボランティアなのか、図書ボランティア（うらさぽ）かっていう感じにしたらいかがで

しょうか。言葉の流れとして。 
○福原委員長 図書館ボランティア（うらさぽ）。 
○阿部委員 そうそう。それか逆にうらさぽが図書館ボランティア、どうなのでしょう。

ちょっと気になったんですけど。全体の流れとしてはいいと思います。 
○福原委員長 いかがですか、皆さん。図書館ボランティア（うらさぽ）という、これを

後ろへ持っていく。そうですね。その方がわかりやすいかと思いますので、これをボラン

ティアの後ろに持っていきたいと思います。あとそのほか。 
○阿部委員 全体切ってあるんですけど、その次の言葉の流れとして、またというのは、

すごくあちこち入っているし、所見の中でね、無料化が図られる、ここまでいいんですけ
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ど、図られ、今後もとかって続く方が、流れとしてどうだろうかなと、人のつくったもの

にあまり言いたくないけど、そんな感じがするんですけど、どうでしょう。 
○福原委員長 いかがですか。意味的には別に。センテンス短い方がいいかなと思いまし

て、ここで１回切ったんですけれども。ここから４行ですか。一つの言葉になってしまう

ので。 
○河内委員 全体をつなげていくと間延びになっちゃうから、そういうふうにしたくなる

な。 
○阿部委員 聞いていくだけについては、問題ないんですけど、ちょっと文章としてこう

していくとどうかなという感じしたものですから。せっかくこうやってつくってやってい

ただいたんだけれども、どうかなと感じしたものですから。 
 私の言うことになると、長くなって短くなる部分があるのかなと感じで思いました。 
○福原委員長 どうでしょうか。 
○河内委員 どうしてもこういうふうになると思うんだけど、どうしてもね、全体を網羅

した書いていっちゃうと、その辺多少今言った何カ所かでもまたとれるようなところがあ

れば、簡単な手直しでいいんじゃないですか。別にどうしてもとらないとならないという

ことじゃない、とれるようなところがあればとれば。 
 流れの中でね、どうしても入れないと文章がつながりにくくなるところもあるだろうし、

阿部さんからそういうのが気になるということが出るのであれば、多少改善されれば、そ

の程度でいいと思いますが。 
○福原委員長 ここは、無料化が図られ、今後も有料、無料にかかわらず住民ニーズを把

握し、っていうふうに。今後もいらないってことですか。 
○阿部委員 ひょっとしたらって感じしてるんですけど。 
○河内委員 今日ね、今ここでやらなくてもゆっくり考えてやってみて、自然な形で表現

できればそれでいいと思います。 
○福原委員長 図られ、にして今後もを抜きます。意味が違うわけでもないから。 
○阿部委員 失礼ですけど、そういう感じになったものですから。すいません。 
○福原委員長 はい、ありがとうございます。 
 ほかに何か。局長。 
○前田議会事務局長 委員長から報告書があがってきた段階でですね、委員長の言葉を崩

さないような形の中で私なりに文章をまとめさせていただいたのですが、所見の図書館事

業の関係についてなんですけれども、後半の、また今後は大きい文字の文学書や電子図書

の配信など時代の流れに即したというところでですね、まず大活字本の関係なのですけれ

ども、この間の所管事務調査の中での質疑応答の中に一切触れられていない文言が今回所

見で出るのはいかがなものかということがまず第一点。大活字本については、図書館に確

認をしたところ、現在 400 冊ぐらいあるらしいんですね。入ってるらしんですよ。それが

どういうジャンルかどうか調べていませんけれども、まず質問が上げられていない内容の
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ものを所見で言うことがどうなのかということと、もう一点ですね、河内委員の方から電

子図書の関係については、例えばということで質疑ありました。 
 電子書籍の実態ということで調べさせていただきましたけれども、国内の公立図書館

3,234 館あるんですけれども、その中で現在約 20 館、全国で 20 館しかですね、電子書籍

の配信をしていないということの実態の中で、北海道内では一つの公立図書館もありませ

ん。 
 浦幌町の図書館にこれを求めるのが所見として本当にいいのかどうかということも含め

てですね、質疑応答の中で、河内委員言った中でもですね、図書館のあり方についてどう

なんだという、例えば電子図書というのはどう考えているんだということで質疑応答あり

ましたけれども、この辺も含めてですね、逆に所見の中に入れるのはいかがなものかなと

私なりに思ったところであります。 
 この辺についても協議いただきたいんですけれども、もし図書館事業の中で所見として

うたうんであれば、野村委員からですね、蔵書購入事業について質疑がありました。そう

いうことについて、スタンスというか、そういう考え方あるのかということの中でですね、

ちょっと私なりにはこのことの方を入れた方が逆にいいのかなというふうに、読ませても

らいます。 
 図書館事業については、蔵書は幼児から高齢者まで配慮され、７万冊以上と当初計画を

達成している。今後の蔵書購入事業については、利用者ニーズに対応することは無論のこ

と、併設する博物館とのかかわりを持った特色のある購入計画についても配慮されたい。

と、この方がですね、逆に野村委員が質疑されていた部分でですね、せっかく図書館が併

設している部分の特色ある配本というか、蔵書というか、そういうものをどうだというこ

とも質疑されていましたし、教育委員会の方からも今後それが一番の課題でどういうかと

いうことで検討していきたいということの答弁もありましたので、こういう言葉を入れた

方が逆にですね、ちょっと大活字本と電子図書の関係については、所見から外した方がよ

ろしいのかなというふうに、私なりに考えたところですので、ご協議のほどいただきたい

なと思います。以上です。 
○福原委員長 今、局長の方からの提案がありました。確かに大きい文字の文学書という

文言と、電子図書は河内委員の方からお話がありましたので、頭の中にはあったのですが、

自分の希望として文学書の大きい文字の本がほしい、400 冊大きい字があるということで、

内容ちょっと把握していないので、行って私も調べてきますけど、局長の言われたように、

野村委員があの場でおっしゃったことをここに記入していくということでよろしいかどう

か、お伺いしたいと思いますが。 
 河内委員。 
○河内委員 電子図書については、私の言い方としては、電子図書を浦幌の図書館から配

信云々ということではないんですよ。例えば、時代の流れの中で電子図書というものが一

般化にパソコンなんかでも普及する中で、やはり今既存の文字の文化って言うかね、そう
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いうものとの整合性というのかな、今後蔵書がいいのか、また時代の流れに応じてそうい

ったものが普及するのであれば、図書に対するあり方とか、そういったものも時代ととも

に考えていかなければならない。そういった面で研究、もっと大きな意味で研究が必要じ

ゃないかという意味で私は言ったつもりで。 
 ここの図書で配信せとかなんとかっていう意味で聞いたわけじゃなくて、答えも一応そ

ういった研修ということで勉強はしていますというような言い方だったと思うんだけど。 
 だからそういう意味でいって、だから局長がわざわざ調べてくれて、実際は配信という

のは本当に限られていますよということだったんだけれども。 
 だからもし所見として入れにくいのであれば、電子図書の時代の流れに即応した対応に

ついても研修をしてますとか、なんとかっていうような、どこかに入れてもらえればそれ

でいいのかなと思うんだけれどもね。 
 所見となると、指摘するということになっちゃうから。こんな事業もやっていますとい

う中で、ちょっと触れてくれれば、それでいいのかなと思います。 
○福原委員長 今、河内委員の方から電子図書の配信とまでいかなくても、調査・研究と

いうことで今後も心にとめて置いていく時代じゃないかというふうなことで一言入れてほ

しいという要望がありますので、私もこれはあの場で出たことですので、全部削ってしま

うんじゃなく、入れてったら一言差し障りない言い方をしたものを入れていった方がいい

と思うんですが、いかがでしょうか。 
 そして、野村委員の蔵書の更新を博物館とタイアップしてやっていくといったことをこ

こにつけ加えて、局長が言ったようなことでつけ加えていくということで、いかがでしょ

うか。あと事務局ともう少し。 
○河内委員 やってください。 
○福原委員長 野村委員、よろしいですか。 
○阿部委員 ある程度、今日の場合きちっとしたことをしていかないとまずいんじゃない

かと思います。 
○河内委員 いいんじゃないですか、今の確認で。 
○福原委員長 今日のはつくって流しますから。 
○阿部委員 流してもらってもね、自分も直接この、入る前にお詫びしなければいけない

んだけど、これはちょっと置かせていただいて、やっぱり先ほど局長言ったことはすごく

重要なことでありまして、所管事務調査したことについてのことはやっぱり書いていかな

ければいけない、僕や委員長の主観を述べちゃいけないという部分も若干あると思うんで

す。委員会の主観を述べなきゃいけないという客観的なことをしていかないといけないの

かなということで、基本的にあるんですよね。 
 だからやっぱりその辺は、きちっとしておいて、やっぱり委員会を閉じていかなければ

まずいのかなという気がしたんですけど。任せる、任せるっていいんですけど、やっぱり

ある程度基本的なことをちゃんとしていかないと、任せていただいても困るかなと。 
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○福原委員長 だから大きい文字といった部分は、その場では話し合いはなされていない

んです。あとは電子図書とか博物館対応のことは。 
○河内委員 配信ということは言っていないので、配信は入れなくていいと思います。 
○福原委員長 そうですね。さっき局長の言った文言で、私はそこに電子図書の部分もち

ょっと触れていただいて、それで。 
○前田議会事務局長 河内委員言ったのは、所見でなくて、上の図書館事業の中に文言と

して電子図書の関係を入れるべきだということですよね。 
○河内委員 やっているということね。 
○福原委員長 こっちに内容としてね。早急に局長とまた打ち合わせをして、こちらの方

に繰り入れて、皆さんに送った方がよろしいですか。３月６日前に。 
○野村委員 方法論だから、どんな方法でも。問題はさ、今言ったように、組織だから委

員長、副委員長いるわけだし、そして今までは慣例で一任できてしまった。これが一つに

表れているのがこれだと思うので、副委員長いなかったのでね、問題は、やっぱりこれか

らも委員会というのは、当然開催し、この報告書も出されると思うけれども、前から委員

会の充実という形で、結局は調査し、そしてあと今までの流れで委員長一任だと、報告書

ということで今回このような形をとったのは異例と言えば異例なんだよね。 
 出された、よしわかったと、それで認めて議場で報告したんだけど、だから委員会調査

終わった段階で、やっぱりこの議論をさ、今日この話をしたな、所見として出すべきだな、

これはこうだなと、今回の報告書はすばらしく網羅されていると思うんだけれども、やっ

ぱりこの中でこれはこっちにあげる、これは抜けてるぞというようなことは多々あるわけ

だから、そうして議論をして、じゃあこういう形であと文章化するなり、どうするかは委

員長、副委員長に文章は一任しようと、今後いかないとやっぱり今言ったように、ちょっ

と思わくが違い、やっているんだけど所見としては出すものじゃなくて、実際の現状とし

てやってるんだから、あげたほうがいいということは、終わった後に報告書どうしようと

いうことで、もう少しやっぱり時間をとって、議論すれば発言した人もこれはぜひともこ

ういう答弁もらったんだし、これは今後とも必要だということで強くアピールして、報告

書に出してほしいとかさ、あとは全体的な流れは委員長、副委員長がきちっとまとめるわ

けだから、それを議論すればもっとすばらしい報告書なり内容になるのではないかと、私

の自分の反省も含めてね。 
 大変なんだからね、やっぱり報告書出すには、あの人はこういったなということを全部、

すべて網羅したいというのは、やっぱり報告する人の考えなんだけど、やっぱり限られた

この中で要点なんだったの、それを委員会終わったら今後もやっぱりやっていかないと、

こういうこと、こういうこと柱だけ、これは報告できちっとあげて、これとこれは所見と

して委員会の運営として出すべきだなということをね、そうすると個人的な意見だとか、

ちょっと抜けてるなとかさ、これはこっちへあげるべきだなとか、大分整理されるのでは

ないかと思います。よくきれいにまとめられていますね。 
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○福原委員長 これもホームページにも載せていっていますのでね、議会の方の、古いや

つは載っています。これはまだ載せていない。これは本会議で報告してからですね。だか

らやはり皆さんの目に触れるので、これからも議会の活性化ということでオープンになん

でもしていくということですので、皆さんで責任を持った委員会報告をきちっとやってい

くと、野村委員の言ったとおりだと思いますので。 
 じゃあもう一度事務局と相談しまして、つくりまして、またファックスなり郵送なりさ

せていただきますので、また集まる機会がないと思いますが、どうしてもここを直してほ

しいということがあれば、事務局の方へ連絡をいただいて、私と事務局でまたやりとりを

して、直すところがあれば１回これ修正かけますので、そういうことでよろしいですか。 
○河内委員 それとね、せっかくこういう会議をもったのだから、もっと具体的にどこを

どうするということをやはり今言った方がいいんじゃないですか。もっときっちり、ある

のであれば。またファックス見てせっかくこういう時間持ったのに、また同じことという

か、何か異論があるところが何点かあったということは、やっぱりない方がいいと思うの

で、今じっくりやって、できるだけ出来上がりで修正のないように、どうですか。 
○福原議員 というご意見ですが。阿部委員。 
○阿部委員 自分も本当に今回の所管事務調査に出なかったもので、ただ言葉の流れだけ

のことを私ちょっと言わせていただいただけで、皆さんのご意見、先ほど出たようにね、

その前にある程度網羅されているんだと私思うんですけど、その中身がやっぱりちょっと

内容が感覚が違うぞと言われたらやっぱりまずいのかなと思ったりしたものですから、そ

れは言葉の流れとしてこういう言葉どうなのっていうぐらいしか私わかりませんので。逃

げる気はないんですけれど。ですから、やっぱりそれを言葉として表した時に、本当にこ

れから先ほど言われたインターネットなんか出てくるわけだから、やっぱりきちっとした

ことしていかないと、やっぱり困るかなという感じがするんですが。 
○福原委員長 ほかの委員さんの中で何かご意見ありましたら。差間委員。 
○差間委員 図書館事業の中でね、なお以降ですね、開館時間を試験的に延長するなど新

しい取り組みも行われ、利用者に望ましいものとなるよう期待したい。この中のどこかに

ね、住民への周知が大事ということ、どこに入れたらいいのかさっきから見ているんだけ

れど、より利用者を増やすために住民への周知が、発言したつもり。 
○福原委員長 そうですね。されてます。周知の方法、ＰＲの方法をどういうふうにやっ

ているのかということ言っています。 
○差間委員 これは公民館事業も博物館事業もみんなどれについても言えることなのでね、

ただ図書館の開館時間、閉館時間の変更というのは、これ住民への周知が基本的に大事だ

と思うものですから、文章がどうやってまとめていいのか、さっきから考えているんだけ

ど。また、今までもずっとこうなっていることだから、改めて今回入れなくてもいいもの

か。 
○阿部委員 気がついたらいれるんだと思います。よければ何もすることないわけですか
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ら。 
○河内委員 周知というのは、なんの授業でも一番基本だからいいんじゃないですか。 
 それじゃあなお、開館時間を試験的に延長するなど新しい取り組みも行われ、さらに住

民の周知をより徹底し、利用者に望ましいものになるよう期待をしたいというような言い

方いかがですか。 
○差間委員 そこら辺が全然文章として。 
○福原委員長 たぶんこれでいいと思いますね。 
○差間委員 今の文章ですとね、委員長の文章ですと、前半部分は今行われていることで

すよね。そして、これからやることが周知も含めて利用者に望ましいものとなるよう、こ

れはこの後のことですよね。 
○福原委員長 １回切った方がいいですよね。取り組みも行われている。取り組みも行わ

れているが、なお住民の周知をより一層徹底し、利用者に望ましいものとなるよう期待し

たい。 
○差間委員 言葉として、そこら辺まで徹底までって自信ないんですけど、大事だって言

ったんでね。住民への周知をしながら、利用者に望ましいものとなるよう期待したいだろ

うか。 
○福原委員長 開館時間を試験的に延長するなど、新しい取り組みも行われているが、住

民への周知をより一層とかって、今もしてますけどね、ホームページなんかでね、一層し

ながら利用者に望ましいものとなるよう期待したい。文言変わるかもしれませんが、そん

なようなこと、それじゃあここのところに入れさせていただきます。 
 あとほかに何かありませんでしょうか。ご意見ありましたら。よろしいですか。 
 一応今出た意見を把握しながら、また内容を変更して委員の皆様に送るようにいたしま

す。なるべく早く。それでよろしいですか。それでまた開く必要があれば、また総務委員

会開きたいと思いますが。 
 委員会報告書の会議録と資料等五、六ページのものをたった２ページにまとめるんです

から、本当に大変な作業なんです。ここでみんな載せれれば一番いいんですけど、なかな

かそうもいきませんので、主だったところを載せてみました。 
○河内委員 例えば、議員協議会やなんか３月６日に予定しているけど、その時に一応フ

ァックス送られたやつをまた確認する意味で集まってもいいよね。 
○阿部委員 その時には議案としてできあがってるんじゃないのかな。それを議員協議会

なり、議運にかける。 
○野村委員 議運の段階で委員長報告あるので、間に合わなかったら口頭報告であれだけ

ど。基本的には揃えておいた方が。 
○福原委員長 ３月３日９時から議運です。これまでにはやっぱり完成してなきゃいけな

い。 
○野村委員 協議された内容は、言葉の訂正だとか、記載しなければならない項目、また
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漏れているもの、足すということで、大体議論としては網羅されたのではないかと。 
 あと河内委員の言ったとおり、もう一回見直してこれはいらない、これは書くべきだと

いうことは、今言ったように住民周知の言葉をきちんと簡潔に、やっぱり読んでもらうた

め、報告聞くためには、全部網羅したいというのはわかるけど、やっぱり要点だけでいい

んですよね。 
○阿部委員 自分がやった時にあんまり簡単になると困るんだけど、ある程度必要、すご

いここまでの所見は別として、調査のところがすごいなと思って見ていたんですよね。や

っぱり所見については、あんまり極端なこと客観的に述べてもあれなんだけど、やっぱり

こういうことも必要なのかなと。 
 外になかったことを書くということは、辛いものだから、その辺を気をつけなければい

けないのかな。 
○野村委員 細かいこと言っていい。申しわけないけど、３番目の調査の経過と結果なん

だけど、どうもやっぱり気になってるんだけど、午前９時からとか９時 40 分からって、

これ報告として必要なのかどうか。午前９時から現地調査やって、40 分から委員会やった

って、報告書にいるのかな。逆に 40 分から委員会室でやったら、何時に終了したか書か

なければならないかなとか、ちょっと屁理屈かもしれないけどさ、これは報告書に果たし

て時間というのは、必要なのかなと気がしてさっきから読んでいるんだけど。 
○福原委員長 従前の報告書を見たらたいてい書いてあるんですよね。午前９時から開会

しとかって、現地調査、特例でやってしまったので、委員会室で始まったのはこの時間だ

からと、特筆しておいた方がいいかなというふうに私思ったのですけど。いらなかったら

削ります。 
○河内委員 現地調査を事前に行い、引き続き委員会でもいいし、細かい時間まで入れな

くても。 
○阿部委員 時間入れなくても。 
○野村委員 調査をやって、そして委員会室で調査したんだって。それが調査のあれだか

ら、経過とそして結果また。 
○阿部委員 結果として削れるからね。 
○福原委員長 そうですね。その方が簡潔でいいですね。あと何か気づいた点ございませ

んでしょうか。 
○野村委員 委員長大変だけど、やっぱりそのためにはさっき言ったように同じこと言う

けれども、調査報告終わったらすぐ休憩とって、委員会協議に切り替わるんだから、そう

したら、当然みんながそれをメモしながらだとか、いろいろな立場で発言した人というの

は、リアルタイムにこういうことを委員長なり副委員長に確認して、それを一つ文章化し

てこうしましょうというふうにやった方がより楽だと思います。この運営もこれからの報

告書も当然求められたらとると思う。やはりもう少しやっぱりさっき言ったように、そう

するとこういう記載漏れも、委員長もまとめるのもある程度柱ができれば、ちょこちょこ
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っとつけ加えていくという、簡潔な報告書になるのかなと、こう思いますので。今後の運

営を期待いたします。 
○福原委員長 終了した後に、もう少し時間をとって皆さんの言った確認をとりながら、

こんなような方法でってことをこれから気をつけてしたいと思います。 
 あとですね、今のことはできるだけ皆さんの意向に沿うように修正をかけます。３月の

定例までに年間の所管事務調査の内容と言うんでしょうか、項目を皆さんにお聞きして、

年間の調査を進めていきたいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。 
 大変貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。早急に報告書をまたつくり

まして、皆様にお示しをしたいと思います。本日はどうも大変ありがとうございました。

ご苦労様でした。 
閉議 午後 ０時４５分 


