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平成２５年度第１回川崎市資産改革検討委員会 議事録 

 

平成２５年８月２８日（水） 

財政局会議室（砂子平沼ビル７階） 

＜開会＞ 14:00 

 

＜行政側出席者より資料の説明＞ 

 

委員長 

どうもありがとうございました。ただいまの内容について、御意見をお願いいたします。 

 

有識者委員 

４ページの判定表は分かりやすいと思っていたのですが、先ほどの説明の中で、補修をしている場

合としていない場合が偏在しているという話がありました。屋上のほかに、中央監視システム、通信

情報設備、受変電設備等に補修歴の有無については記述した方が良いのではないでしょうか。 

 

行政側出席者 

受変電設備自体は、更新というのは中々ありません。空調設備は５年～１０年くらいの間隔でオー

バーホールを行わなければなりません。それに比べると、指摘を受けたりすることも少ないような状

況です。 

 

有識者委員 

更新・交換してしまうので、補修履歴にはあまり影響がないということですね。 

 

行政側出席者 

実際に補修をしたという報告はありません。川崎市ですと、関東電気保安協会等に依頼し、年に１

度電気設備の検査を行い、東京電力の責任分界点から各コンセントまで電気の通り道ができているか

という検査を行う保安規定を設けているので、指摘を受けた部品の交換等の細かい補修はその場で行

っているという事だと思います。 

 

有識者委員 

補修は定期点検の中で常に行われているということですね。 

 

行政側出席者 

はい。 

 

有識者委員 

わかりました。先ほどからＡ、Ｂ、Ｃという判定が出てきており、Ａが一番悪いと認識していたの
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ですが、そうでは無い場合も考えられます。例えば、屋上防水のところで、補修歴が無いＢは、場合

によってはＡより悪いというケースもあるのではないでしょうか。 

 

行政側出席者 

このシート自体は、現場の方に書いていただくことを想定しておりまして、水の漏れ関係の話は非

常に難しく、何を原因として水漏れが発生しているかが情報として非常に得られにくいという前提の

中での資料となっておりますので、必ず条件に当てはまるのかという所を確認しながら、という事に

なっております。ただ、イメージとしてはＡの方が悪い状態であるという風に作っています。しかし、

逆転する状態も報告の仕方によっては生じると思います。 

 

有識者委員 

安全性という観点で、例えば５ページの外壁の判定表で、「歩行者等に危害の恐れ」がＥとなって

います。次元が違う話で難しいと思いますが、優先度を考えるとどうなのでしょうか。 

 

行政側出席者 

これはＥが最優先ですね。 

 

有識者委員 

要するに必ずしもＡが一番ではないという事ですね。 

 

行政側出席者 

はい。長寿命化のスキームを考えて、そこから違う要素を足しているので、少し見せ方・分かりや

すさに気をつけたいと思います。 

 

有識者委員 

わかりました。ありがとうございました。 

 

有識者委員 

アルファベットで評価するのであれば、評価基準を統一した方が良いと思います。１番悪いのがＡ

であれば全部そのような方向にすることが評価の基本です。もし、ここはＡが一番良い、ここはＡが

悪いという事があったら、後で人が変わったりした場合、混乱する事があるので、その部分は注意し

たほうが良いと思います。 

 

行政側出席者 

 わかりました。 

 

有識者委員 

説明してくださった資料に対しての意見を申し上げますと、去年１年間かけて全体的な流れとして
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は、この委員会で指摘した方向に、どんどん良い流れの方に持って行っているのではないかと思って

おりまして、この資料の中身に関しては、個人的には満足しています。説明の中でもおっしゃってい

たように、このような仕組みを作り、サイクルを回していくのですが、資料１の２ページにもそのサ

イクルの話があります。このサイクルでのＰ、Ｄ、Ｃ、Ａを、具体的に川崎市の組織の中のどの部

署・担当が行うのか決めることは重要です。現在その辺はできているのでしょうか。 

 

行政側出席者 

これ自体は私どものほうで行っております。まちづくり局の施設整備部、公共施設を整備する担当

の部署がありまして、その職員を兼務していただきまして、技術的な面、例えば現場を見て優先順位

を付けていくという部分について、技術職員の意見を伺いながら行っております。ただ、事前の情報

を集める事等は、資産運用課の方で行っております。 

 

有識者委員 

資産マネジメントサイクルと個別施設の整備計画におけるサイクルの２つがあるので、個別施設の

整備計画におけるサイクルというのは、所管課に行ってもらっているという事ですか。 

 

行政側出席者 

はい。実際には所管課が保全から一体となって行う所ですが、私どもの方は全体の中、その他公共

施設の中で一体的に情報を見て、どこを実施していくべきなのか、そういった優先順位付けを行って

いくセクションとして機能したいと考えております。 

 

有識者委員 

これからもＰＤＣＡサイクルの担当の役割は継続的にそれで決定ということでよいのでしょうか。 

 

行政側出席者 

その他公共施設の長寿命化に関して、動かし始める時期は私どもの方でやっていかなければならな

いのではないかと思います。課題認識として、今明確になってきたという所もあるので、そういった

部分で情報集約して行くという流れから、次できる事といえば、その中で優先的に実施していくもの

は何なのか、という順位付けを出して行きます。横浜市さん、札幌市さんでは、施設整備セクション

にそういう専門の部署を設けて、一定の予算枠を持って進めているという都市もございます。ですが、

そこへの成り立ちというか、そこはどちらかというとトップダウンの形でそういった組織を作りまし

ょう、分かれていた予算を集約しましょう、それで優先順位付けしながら進めて行きましょう、とい

う判断が契機となっています。私どもはそういった事は無いので、今やっている取組の流れから積み

上げていく手法をとっていきたいと今のところは考えております。 

 

有識者委員 

やり方としては自治体での状況によってそれぞれ出来るか出来ないかというのがありますで、それ

でもよいと思いますが、大事なのはこれからこれをベースとして作り上げるとき、第二期取組期間の
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実施方針という文章を作るときに、それをこのマネジメントサイクルと現在の組織の中で「どの部分

が担当するんだ」と、そこに明記します。こういうサイクルでやりますというだけではなく、実際に

川崎市の組織の中で、「これはどこの部署が担当します」という事までそこに入れるのが大事です。 

 

行政側出席者 

川崎市もそれぞれ権限と責任を分担しながら行っているということがありますから、そういった分

掌の決定を受けて、こちらでも執行体制のようなこと、こういった会議であるのも執行体制の一部で

あるでしょうし、庁内の会議もまた一部だし、どういったセクションが何を分掌されて、事務を進め

て行くかということも執行体制ですので、そういった事についても検討して行きたいと考えます。 

 

有識者委員 

それが無ければ、せっかく良い流れを作ってきたのに、時間がたつとうやむやになってしまい、

「私はそういう話は聞いていない」という事にもなるので、必ず明記する形をとった方がいいと思い

ます。 

 

有識者委員 

プロジェクトとしてやっているときは回っているのだけど、それを日常のルーチンに落とし込む事

が果たしてできるだろうか、という事で大きく変わると思います。例えば、専担部署がいれば、そこ

がずっと専担で行っていけばよいと思いますが、それをもし仮に原局さんに頼むこととなれば、それ

を日常の負荷と捉えずにそれをルーチンとして回せるかどうかという事になりますので、今後恐らく

どこで所管されるかという事にもよりますが、所管によってやり方は当然、負荷の掛かり方も変わっ

てきますので、それも含めて検討頂いたほうがよいではないかと思います。 

 

行政側出席者 

 日常の負荷の掛かり方といいますと、普段施設を管理されている職員の方が日常的な点検の結果を、

劣化情報ですね、どのように集約していくのかという事になるかと思うのですが、そういった部分で

すと、今回システム化も予定しておりますので、いかに今回の事務の流れを、負担を掛けずに実施し

ていくかということに配慮していきたいと考えております。 

 

有識者委員 

あと、先ほどの劣化の判定のところとなると、簡単にいうと、外壁のＡ～Ｌというのが特に、判断

や、指標が多いというのがあります。指標が分かれる以上は対処もＬまで段階があるのかというと実

は必ずしもそうではないのでは、という気がしていまして、さっきのお話の中でいうと、恐らくこの

一つの軸に載せてしまうから多くなるのだとすると、１－Ａ、２－Ａなど軸を増やして、分けてしま

えばよいのではないかと思います。 

 

有識者委員 

評価軸は、同じ数の方がよく、ＡからＦまであれば、ＡからＦの中で判断することが大事であって、
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ここではＧからＬまでありますが、具体的に対応するのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 現状把握をするために選択肢を設けましたが、具体的な対応策を定めている段階ではないです。 

 

有識者委員 

 判定表はＥだったらＥまで、ＦだったらＦまでと揃えた方がよいと思います。このように判定表ご

とに違うことは基本的に無いです。色々なことを評価しようとするとき、判定表ごとにバラバラだと

結構評価は大変になります。 

 

有識者委員 

 優先度判定基準というものが、大変重要ではないかと考えられます。最終的に外壁、空調など各部

分を細かく見たとしても、最終的にどこから手を付けなくてはいけないかについては、この優先度判

定基準に基づくわけですよね。 

優先度判定基準の中の部位の重要性と劣化状況判定表を対応させるためには、劣化状況判定表のチ

ャートのＡからＤまでは優先度判定基準のＡに該当する等の定義付けがないと最終的にこれらは結び

つかない気がします。 

 

行政側出席者 

劣化判定自体は所管の方に作業をしてもらうということなので、その結果を踏まえて、また何段階

かに区分させていただいて、それらをこちらの表にあてはめていくことになろうかと思います。 

 

有識者委員 

リンクさせていく基準があったほうが良いと思います。ＡからＬがあった時に、ＡからＬの中の劣

化状況のＡの状況で、劣化の状況が著しい「10」に該当する部分はどこかということについて、後で

所管の方から情報が提供されたのち、優先度を判断する担当者が困るのではないでしょうか。 

 

有識者委員 

ある特定の施設でモデルとしてやってみていただいて、全体的なフレームを見せていただいたほう

が良いと思います。理論的には良く分かるのですが、最終的なアウトプットがどういうイメージなる

のか、判断がつかないところです。各部位があって、さらに優先度が出てくるので、最後に判定資料

がでてきて、どういったものが一番上に来るのかなど、イメージが今の時点では湧きづらくなってい

ます。 

 

行政側出席者 

 今の時点では、劣化の判定をするという段階で、それをした後、具体的に当てはめてみて、当ては

めた後、実際のバラツキがどのように出てくるのかというところになってくるかと思います。バラツ

キが出て理論上おかしいもの、これの上にこれがくるのは、絶対おかしいというものがあると思いま
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す。それをなくす意味で、先ほどご説明いたしました、３段階のカテゴライズをして絶対に超えられ

ない線が出てくると思いますので、それごとに優先順位を当てはめて、その後そういった要素を加味

したら順位はどのようになるかということを今後の実務的な作業として想定しています。具体的な何

か施設の部位が順番で、あるいは、施設ごとに大規模に実施していくかのどちらかのイメージになる

かと思いますが、そこは次回お示できればと考えております。 

 

有識者委員 

 劣化状況判定表のＡ、Ｂ、Ｃ、これは点数ですか、それとも、Ａだったら何をするというアクショ

ンですか。 

 

行政側出席者 

 具体的に劣化の度合いを示しており、部位ごとにこういう状態が想定されるだろうということで、

対応までは示していません。 

 

有識者委員 

つまり、劣化状態の程度を表すものですか。 

 

行政側出席者 

 はい。実際には、点数をつけないカテゴリーについては、除外しようかと考えています。 

 

有識者委員 

点数は付けなくてもいいと思いますが、程度だけをＡからＬまでつけるのではなく、そのフローの

判断の結果、矢印の最後の結果は、何かしらのアクションを示すほうが、一番、フローも簡単にまと

まると思います。次に、アクションに対して、何をどうするのか、個々に優先度を付けたときにアク

ションが明確にでてくるので、この外壁のＡ、Ｂに対するアクションは、優先度判断しやすくなると

思います。全体的に外壁、設備、同じアクションの形でまとめたほうが良いと思います。 

劣化判定状況判定表のＡ、Ｂ、Ｃと６ページの優先度判定基準のＡ、Ｂ、Ｃは全然違うＡ、Ｂ、Ｃ

ですね。同じＡ、Ｂ、Ｃですから、何が違うのかとなるので、劣化判定状況判定表と優先度判定基準

とで全然違うものであれば、先ほど出たように、劣化判定状況判定表をアクション、矢印の最後に何

するという形にしておけば良いと思います。優先度判定基準と同じであれば、違う表記にして下さい

と言いたかったが、違うものだから、劣化状況判定表を変えれば、優先度判定基準はこのままで良い

と思います。ただ、６ページの優先度判定基準の中で、劣化度や利用障害度は、「高い」、「ない」

と二つの分けですけど、普通に考えたら、「高い」、「低い」、「ない」の３つに分けたほうが良い

と思います。「低い」場合どうするのか、「ない」となるのか、少しでもあれば「高い」となるので

すか。 

 

行政側出席者 

実際に危険の情報というのはとっていないので、現段階においては、その劣化情報を抽出している
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ということなので、危険の判定については、施設の現場を管理している人間が危険と認識できるレベ

ルという情報になろうかと思います。 

 

有識者委員 

 それは、評価する時に「危険性がありますか」、「ないですか」という 2 択で評価するのですか。

それとも何か点数で評価するのですか。これは、点数ですか。 

 

行政側出席者 

 これは、点数です。 

 

有識者委員 

 点数で判断するため、点数によって高い点数と低い点数とが、必ず出てくるはずなので、「ない」

と「高い」の２つだけでは、どうかと思います。「０」、「５」、「１０」点にして、「高い」、

「低い」、「無い」の方が理屈が通ると思います。 

 

行政側出席者 

 危険度についても、どういった判定、あるいは現状把握を進めながら、この２つでは判断できない

ような状況も想定されますので、併せて検討させていただきたいと思います。 

 

有識者委員 

 色々細かいところに問題はありますけれど、流れとしては非常によいと思いますので、他の委員の

方々もおっしゃったとおり、実行として実際にやってみたことを挙げて、その結果を見せてもらった

上で、一緒に考える機会があれば良いと思います。資料３の３ページにありますが、屋上に上がって

みたら植物が生えていた。これは全然関係ない人たちや今までそこで過してきた人たちは、基本的に

一生屋上に上がることがありません。上がってみること自体がすごく大事な一歩なので、これから定

期的に上がり、コストの掛かる維持保全ではありませんので、植物が生えてきたら抜く、排出口に泥

が溜まっていたら取る。お金を掛けずに、誰でもできることを地道にやることが、屋上防水の長寿命

化に繋がるということです。そういうことを徐々に慣れさせる。そういうことから出発すれば、非常

に良いと思います。 

 

行政側出席者 

 実際には、施設の管理をされている方と直接、責任者の方、課長さんあるいは係長さんと一緒に見

て回ったのですが、やはり伝わりにくさというか、こうしなくてはいけないとか、マニュアルに書い

たり、研修会を行うわけですが、実務と繋げるということを少し考えていかなければならないと思い

ました。実際に面と向かって話すと、その話は伝わって、実際どうしよう、管理するセクションの方

だから自分がやるというわけにもいかないし、ではどのようにやろう。掃除を頼んでいるような方に

入ってもらう。いや、ここは、あの人たちでは危険だからとか、面と向かって話すと実際考えていた

だけて、具体の取組をするためにどのようにしたら良いかということが伝わる。今の段階では、少し
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一工夫必要なのかなという印象です。 

 

委員長 

 例えば感電の危険がある場合等は、発見したら直ちに報告し、対応する必要があります。危険箇所

を発見した場合の対応は、別の取扱いとして明記した方が良いと思います。 

先ほど委員がおっしゃったアクションは最終的にはどうなるか分かりませんが、長期修繕計画でや

るか、直ちにやるか、壊れた時に直せばよいかということに結びつくと思いますが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅも最終的にはこれに結び付けなさいということを、具体例を通じて、アクションとして結びつける。

それのリンクが上手く出来るように工夫していく必要があると思います。 

 

有識者委員 

各施設の劣化診断の情報が、ある時期にざっと集まってきて、エクセル表に打ちますと、保全劣化

判定の表があって、横に全部「Ａ」がついているのが一番上に上がってくるというものが今やってい

るイメージでしょうか。 

 

行政側出席者 

今やっている中では、「Ａ」だけでなくて、どこまでやるかというところで、屋根であれば「Ｃ」

まで、外壁であれば「Ａ」と危険の「Ｆ」までやるとか、そういった形で状況をまず把握した上で、

それらを集めて、「Ａ」が一番高いとかそういった形ではなく、それが固まった中で、現地調査や電

話での写真の取り寄せを行い、点数をまたつけていくということなので、「Ａ」が何点とかいう、そ

ういった形では考えておりません。 

しかし、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」という文字が色々なところに出てきているので、表現の仕方を統

一しながらやっていかなければならないと感じております。 

 

有識者委員 

序列をつけて見ていくための優先順位であっても、実際に見たいということでつけてみるというこ

とも、確かに１つ意味があるとは思いますので、全体でどういったアウトプットになっているのかが

まず分かると、その先それをどう使うのかが分かりやすくなると思います。もう１点気になったこと

として、施設単位としたイメージとして出ていますが、必ずしも各部位独立して修繕や保全を行うわ

けではないと思いますが、部位単独で行わない場合などは、どのような表になってくるのでしょうか。 

 

行政側出席者 

部位別に保全の仕方も実施方針で整理いたしましたので、まずは部位別に整理をしてみて対応を考

えていくことにいたしました。例えば、同様に予防保全、計画保全的にやらなければならない屋根・

外壁の部分についてはセットで考えていくということも一つの手法だと思います。 

 

有識者委員 

地方公共団体の場合、施設を１個２個ぐらい持っているということではないので、一番効率的に取
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り組みやすい方法は、計画的に対象施設百何十施設を洗い出して、その中で順番に建物丸ごとを、こ

の年は、この施設を全部トータルでやるという形が一番取り組みやすいと思います。部位ごとは、学

問的にいうと、部位ごとの修繕手法が違うので、それぞれその部位に合わせて行うのが理論的な方向

ですが、現実はそうではなくて、みち連れ工事等を考えると、絶対に部位別にそれぞれやるのは損で

す。したがって、建物１個２個持っていれば部位別に行うこともありますが、自治体のように施設を

沢山持っている場合、基本的に建物丸ごと合わせて行うということが、良いと思います。 

 

行政側出席者 

分かりやすいところでは、空調設備と中央監視設備や、屋根と外壁といったところが想定されます。 

 

有識者委員 

先ほどから気になる点があります。耐震改修という部分につきまして、１９８１年、昭和５６年の

建築より以前の建物については、建物の耐震性がとても重要になっています。１つの判断基準として

入れても良いかなと思います。補修を必要とする必要としない、利用を存続させる、させないという

問題のほかに、存続させる場合に、耐震性が新耐震ではない場合にどのように対応するのかというこ

とについて、視点の中に入れていければと考えます。 

 

行政側出席者 

安全安心ということにも触れているので、耐震性の話も当然これと関連付けていかれると思います

が、川崎市においては平成 27 年度までに基本的に耐震対策を終わらせる予定でして、その場合に耐

震診断をしている施設と耐震診断をしていない施設があって、それは市民利用がない施設など、もと

もと耐震診断の対象ではない施設もあって、用途転用などをしていく場合があれば、耐震診断してい

る市民利用施設のスキームが入ってくるわけですが、現在耐震診断を行っていて、耐震改修を進めて

いくという中のカテゴリーにおいては、安全であるという認識をしております。一定の記載があった

方が、より分かりやすいでしょうか。 

 

有識者委員 

そうですね。 

 

委員長 

今の意見についてもそうですが、この判定表は専門家ではなくて、現業の人が使うのでしょうか。 

 

行政側出席者 

現場の事務職員等が使います。 

 

委員長 

耐震診断が出来るような人が使うようなものではないのですね。すると、現場から上がってきて、

それを見て専門的に初めて検討をする、その前提のデータということでしょうか。 
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行政側出席者 

そうです。 

 

委員長 

だから、ヒアリング等をしないといけないのですね。私も誤解していた部分があって、これが最終

判断だと、レポートもあるしファイナルだというように思ってしまったのですが、これをもらって検

討して、どういうふうに今後修繕しようかというセッションがあるのですね。まずは、基礎データを

現場からくださいということですね。 

 

有識者委員 

４ページのところに各フローに必ず重大な指摘かというところがあって、※１や２がついています

が、重大な指摘はこういったクライテリア、こういった判断基準じゃないとやりづらいということで

しょうか。必ずしも影響度だとか損害額だとかは工事金額の多寡には現れていないのかなと思います

が、指標がこのようなものでないとやりづらいのでしょうか。 

 

行政側出席者 

現場で、当該年度に対応できる範囲かという問題もありますが、執行できる金額の１つの上限が

250 万円と決まっています。 

 

有識者委員 

すると、250 万円かからない「ＮＯ」の判断だと現場で対応してしまうということですか。 

 

行政側出席者 

そういうことです。 

 

有識者委員 

そういう問題もあるのですね。 

 

委員長 

他に何かありますか。 

 

有識者委員 

全然違う方の話ですけども、財産の有効活用の取組で、以前お話伺ったかもしれませんが、どこか

の自治体で公共施設の屋根を使って太陽光発電の場所貸ししますよといった募集をされているところ

がありまして、状況で言うと今年のベースで買取り金額の単価が提示をされて、若干下がったのです

けれども、それでも採算ベースの買取り金額になっているとの話を伺っており、そういう活用の仕方

も多分あるだろうなと思うが、川崎市さんではあんまりそういう取組を行っていないですか。 
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行政側出席者 

川崎市は、屋根ではなくて、歯切れ地のようなところでして、太陽光ではその歯切れ地もある程度

まとまると、商売になるということがあって、そういった部分での取組み進ようと考えています。 

 

有識者委員 

以前は、相当規模の大きい敷地でメガソーラーじゃないと採算が取れなかったという話もありまし

たが、最近は小規模なものでもある程度は採算が取れるようなという話があるようですのでそういっ

たことを検討してみるのもよろしいかと思います。 

 

行政側出席者 

各施設で太陽光のパネルを付けていますがそのほとんどが、その中で電力を消費するというような

仕組みで行われています。 

最近では、規模の大きい上水道施設で、一面に太陽光パネルを敷き詰めて太陽光発電を行うといっ

た取組も進めています。 

 

有識者委員 

最近では、自分で使うよりも買い取ってもらった方が効率が良いという話があります。 

 

有識者委員 

稼ぐことばかりではなく、出て行くコストを抑えることも大事なマネジメントです。川崎市のよう

な立地的に良くないところでは、稼げるところが無いので、大体やっているのが、太陽光発電でなく、

太陽熱を使って光熱費を抑えるような仕組みは色々なところでやっています。 

コストを抑える考え方として色々みんな立ち上がっていて、それは全国の自治体が、散々いろんな

取組みをなさっているので、これから財産の有効活用の部分に関しては、多分思い当たらない部分が

たくさんあると思いますので、ほかのところやっていることを見て、これはうちではどうかというこ

とを考えて一つずつやっていけばいいと思います。 

 

委員長 

確かに今言われたとおり、かなり複雑なものを全国の自治体でやっていると、逆に一般企業と違っ

て機密の仕事している訳ではないので答えられると思いますけどベンチマークとして、ベストプラク

ティスを探すということで、自分で考えるよりも価値が高いというものもあるでしょうから、例えば

太陽光発電でいっても、川崎なんかはどちらかというと、面積型よりも地価が高いですから、その市

場価値を利用した収益が大きくなるのかなとも思いますけれども、自治体ごとの事情があっていいし、

そういう意味では、有効活用カタログはなかなか面白いと思います。これを各自治体がお互いに配り

合えばいいと思います。 

今日は色々なご意見をいただきましてありがとうございました。特に、ＡＢＣのランクの、片方が

ＡＢＣで、もう片方が甲乙丙にしとけば分かりやすかったと思うが、最終目的がなんなのかというこ



- 12 -

とを考えて、アクションにつなげていく、形はいろいろあるし、やりやすい、やりにくいがあると思

うが、その中で工夫をしていければいいと思います。 

それから、サイクルについては、現場ではなくて、それを管理する大きな枠組みをやはり作ってい

かないと、ある程度の決め事でやっていかないとなかなかうまくいかないと思います。 

それから、点検する機関がしっかりしていれば、かなりいろんなことができると思います。最終的

な管理するセクションをしっかり決めておく、資産運用課がやるのかどこがやるのかわかりませんが、

そういう意見も出ました。 

また、今後とも委員の方の御意見をいただきたいと思います。 

今日はこれで終わりにしたいと思います。 

 

行政側出席者 

委員の皆様、大変お疲れ様でございました。今日は貴重なご意見をありがとうございました。 

次回の委員会の日程でございますけれども、資料２のスケジュールにもございますけれども、１２

月下旬あたりを次回の委員会と予定させていただいております。また、企画がありましたら御連絡さ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

以上で、本日の検討委員会を終わらせていただきます。ありがとうございました。 


