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第４回和光市まちづくり市民会議会議録 

 

日 時  平成１４年８月２２日（木）午後７時～午後９時２０分 

場 所  駅北口土地区画整理事業事務所 

出席者  委員 〈座長〉石井 彰 

        〈副座長〉原田正裕、益子絹恵 

         相場道雄、岡野 誠、小倉順子、柴田郁夫、鈴木俊治、鈴木 誠、土屋恭則、 

友国 洋、並木修二、西田幸夫、保坂和雄、渡辺節子 

     事務局  企画部長 横内 晃 

まちづくり条例策定プロジェクト・チーム 石田一雄、久保節子、加藤賢司 

傍聴者  ３名 

 

〇石井座長  第４回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

第３回の会議録についての意見をお願いします。意見がなければ了承ということでよろしいです

か。 

（委員了承） 

〇石井座長  あらかじめ提出の市民参加条例に盛り込むべき内容について、そのねらいや強調した

い点などをそれぞれ発言願います。 

〇小倉委員  大事な点の１点目は、これを単なる市民参加条例だけにとどめず、包括的なまちづく

り条例への入口とすべきである。２点目は、つくられた条例をＰＬＡＮ、ＤＯ、ＣＨＥＣＫを含め

て生かしていく責任が市民一人ひとりにある。 

〇並木委員  議会の制度があるのに、なぜ住民参加が必要なのかが最も大事なことである。「住民の

定義」は、他の自治体の条例では規定されないことが多いが、特に在住外国人の取扱いについては

考えるべきである。事前に住民の参加ができない場合は、その理由と併せて後から公表する。苦情

受付窓口として審議会等をつくり、市民の意見を吸い上げていくこと等が必要である。 

「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」を見ると、がんじがらめに規定しているが、

そこまでする必要はなく、ある程度フリーな部分を設けるべきである。 

〇西田委員  最も重要なことは情報公開である。市民に的確な情報が伝わっていなければ、市民に

問うことは意味のないものとなる。また、市民と議会、行政との組織づくりが必要である。市民参

加の手続きとして、公募の応募者が定員を超えた場合の選定方法を明示しておく必要がある。 

〇相場委員  条例の名称は「和光市市民参加条例」か、市民と行政が協働して公共の事項を進めて

いくことから「和光市市民・行政協働推進条例」はどうか。 

条例の構成は、「市民の範囲」を明確に定義すること。市民には、市政に関心を持って積極的に参

加する権利と責務があり、その２点について規定すること。「市民参加の実施」は、何に対して参加

できるのかをはっきりさせること。市民参加の手続を省略する場合には、その理由の公表を義務づ

ける。また、この条例の実行性を確保するための監視機能を持つ委員会の設置等を考えていく必要

がある。 
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〇石井座長  なぜ市民参加が必要なのかを前文に盛り込みたい。 

〇土屋委員  他の自治体の条例から、私の考えに最も合ったものを参考にした。「基本理念」の「心

の豊かで、心の温かい市民生活の創造」について、解釈しきれない部分は、市民生活の創造を念頭

に考えていきたい。 

〇原田副座長  誰にでも分かりやすい表現にしたい。導入部として前文に「市民参加条例の意義、

必要性」を規定したい。「市民参加条例の位置付け」では、全体的な条例体系の中で明確にしたい。

「用語の定義」や「市民、議会、市のそれぞれの役割と責任、義務と権利」、「参加の保障制度」は

皆さんの意見と同様である。「参加の救済制度」は、参加権を侵害された場合の救済制度という意味

で、市を監視する権限のある委員会等を創設する。「市民参加の手法」と「市民参加する行政活動の

範囲の規定」についても考えていく必要がある。最後に、「制度の継続的な発展」を提示したが、何

年後には新たに条例に加えるもの、あるいは削除するもの等の見直しが考えられるので、継続的に

改善していける仕組みをつくるべきである。 

〇保坂委員  構成は、「理念条例」と「市民参加条例」の二本立てとする。文章は平易で高校生でも

理解できるようなものとし、「多摩市市民自治基本条例案」のように「です・ます体」とする。    

「理念条例」には住民参加の意義等を規定する。「市民参加条例」には市民の定義が必要である。ま

た、市民参加の範囲、内容、方法等を規定していく必要がある。「ニセコ町まちづくり基本条例」で

はこれらが見事に規定されているが、第３６条の住民投票では、市民の定義との関わりの点から見

ると整合性がなく若干の疑義がある。各種の審議会と市長、議会の結節点をどうしていくか。市民

参加の実現には、情報公開等の基本原則の整備をしていく必要がある。 

〇柴田委員  「市民参加条例の意義」は、前提として多くの人に関心を持ってもらうための情報公

開が必要である。「参加する市民」は、居住者と市内の事業所に勤務する者とする。「住民参加の範

囲」は、１億円以上の予算の案件、市民からの要望、もしくは議会や市長からの要望のあった案件

とする。「住民参加の方法」は、志木市の場合では情報公開をした上で、市長に郵便、ＦＡＸ、電子

メール、書面で提出できることとなっているが、ここでは何人かが集まって討議する審議会等を設

けていくなど方法論を規定していくことが重要である。 

〇岡野委員  極力、具体性のある市民参画のシステムづくりに向けて、他の自治体にはあまりない

と思われる制度を挙げてみた。「市民意見主張制度」は、市政対話集会を定期的に行い、市民から意

見や提案を幅広く求めること。また、市が抱える重要なテーマについて市民のスピーチ大会を定期

的に行うこと。「市民陳情制度」は、前回の会議で述べたとおりである。「市民文化活動推進制度」

は、市民の方々が体験や研究テーマを発表する機会を設けていくこと。「市民芸能活動推進制度」は、

コンサート、漫談、演劇等の市民活動を発表する公共の場を設けていくこと。「市職員採用制度に関

する市民提案権」は、市民が採用したい職員を提案できること。 

〇石井座長  本日、小林先生は欠席ですが、ある程度柱立てを行ってから項目を書き出す、あるい

は他の自治体の条例を参考にして取り組むのもよいのではとの伝言をいただいております。 

〇益子副座長  堅い文章は目を通さなくなってしまうことが多いので、他の自治体の条例の中で分

かりやすい文章のものを参考にして取り組んでいけばよい。 

〇渡辺委員  私も同様に、条例は誰もが読んで理解できるよう、分かりやすいのが一番である。 
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〇鈴木（誠）委員  市長が市民参加の方向を決めたいのは、「市民から直接の声を聞くこと」、「市民

が和光市に関心を持ってもらうこと」であると思う。現在の議会制度において、なぜ市民が参加し

ていくかの関わりをはっきりさせないといけない。また、情報公開が徹底されないと意見が出てこ

ないので、この点も議論していかなければならない。 

〇石井座長  まず手始めにどのようにまとめ上げていけばよいか発言願います。 

〇柴田委員  基本的な考え方、理念が入った上で、方法論までがしっかりと明示された条例にして

いきたい。 

〇石井座長  基本的な事項は前文に掲げ、具体的な方法論は条文で規定していけばよいのではない

か。 

〇柴田委員  基本的な理念と方法論を必ずしも一つの条例に入れなければならないものではないが、

理念だけでなく、方法論まで組み込んだ内容のものをつくっていきたい。 

  並木委員の提案では、それぞれの分野でプロセスを明示すべきとのことであるが、環境、教育等

細かい内容までは書き込めないのではないか。 

〇並木委員  パブリック・コメントや公聴会等、参加のメニューは用意するが、どの方法で行うの

かは市で決めていくことにした方がフレキシブルに対応できる。柴田委員が言われたようなことは

考えてなく、そこまできっちり行うことは抜き差しならないのではないか。 

  今後の進め方として、相場委員の提案が皆さんの意見をある程度網羅しているので、これをベー

スにして議論を行っていく方が、意見の集約が早いのではないか。 

〇保坂委員  理念的な内容の部分は、前文から独立させてもよいのではないか。 

〇相場委員  理念と実行は一対のものなので、一つにまとめていく方がよい。 

〇柴田委員  私も相場委員の意見をベースに議論していくことに賛成である。 

〇石井座長  それでは、相場委員の提案をもとにして進めます。この提案に対し、不足している部

分等について発言願います。 

〇並木委員  ６番に「市民参加の実施」としていろいろ挙げられており、７番、８番に「パブリッ

ク・コメント」、「市民投票条例」が別立てになっているが、これらは「市民参加の実施」に入れた

方がよいのではないか。 

〇相場委員  「市民参加の実施」は、市民参加の対象としてどのような場合に参加できるのか具体

的な範囲を示したものであり、「パブリック・コメント」、「市民投票条例」は市民参加の手段である。

「パブリック・コメント」は、これだけで一つの条例ができる内容なので、相当の準備期間がない

とできない。「市民投票条例」は、一般的な規定であり、重要な事項は市長が市民投票を実施するこ

とができる旨の規定を設けていくようにすればよい。 

〇並木委員  主要な項目は、別途定める形にしてはどうか。 

〇相場委員  それでもよいが、横須賀市ではパブリック・コメント制度のみの条例を制定しており、

これらの内容をどのように規定していくか考えていく必要がある。 

〇並木委員  アンケートも条例に入れていきたい。 

〇相場委員  市民参加の具体的な手段は、規則に委任している例が多いが、手段を例示的に掲げ、

その中から市が選択するのも一つの方法である。 
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〇柴田委員  ６番は「市民参加の実施」となっているが、並木委員や私の提案では、どのような場

合にどのような形で関われるかのを明示するものを「範囲」とし、７番以降が「手段」である。 

〇相場委員  パブリック・コメントを行わなければならない事項の定義は必要である。 

〇原田副座長  今言われたことは、３番の「定義」の内容ではないのか。 

〇相場委員  パブリック・コメントは市民参加の手段であり、一般的には規則事項である。 

〇保坂委員  市民参加の範囲、内容、手段を分けて明示する等、市民が読むことを前提に、分かり

やすいものをつくっていく必要がある。 

〇柴田委員  「条例や規則の制定・改廃」、「各種計画の策定」、「予算案」のそれぞれに市民参加の

手段をイメージされているのか相場委員にお聞きしたい。 

〇相場委員  具体的な手段の裁量は、ある程度市にあってもよい。「予算案」では開示の仕方、「各

種計画の策定」では策定委員会を設置して公募委員を設ける、案の公表の期間等があるが、どの程

度まで細かく条例に規定していくかは議論の必要がある。また、市民の権利、義務に大きく関わっ

てくる公共事業は、市民参加の範囲に入れた方がよい。志木市では１億円以上の事業としているが、

すべての事業を対象とするのは市民にとっても大変ではないか。 

〇原田副座長  １億円以上は低い額である。 

〇並木委員  和光市では予算額が約１８０億円であり、その中での１億円は厳しすぎる。 

〇柴田委員  先程、相場委員に市民参加の範囲にはいくつかの項目があり、その一つひとつに手段

が明示されるのか否かについてお聞きした。 

〇相場委員  一つひとつの項目を考えると、例示できない事例がたくさんあるので、いくつかの手

段を例示して市が選択する方が現実的である。 

〇西田委員  枠組みはフリーと言いながら、かなりタイトに感じる。市民参加の手段は入れてもよ

いが、相手側の実施していく部分をここまで決め込むのはどうか。 

  最も難しい前文が決まってくると、条文もおのずから出てくるので、まずは前文を統一見解とし

て決めていく方がよい。 

〇石井座長  今は条例に盛り込むべき項目を共有していくことが大事であり、その上で前文の議論

を進めていきます。まずは議会との関係について発言願います。 

〇鈴木（誠）委員  ４番の「市の責務」と５番の「市民の権利・責務」をもう少し整理していけば、

６番の「市民参加の範囲」がおのずから出てくる。議会、行政、市民のそれぞれの市民参加条例に

基づく関わりの明確化は必要なので、原田副座長の提案にある「市民、議会、市のそれぞれの役割

と責任、義務と権利の明確化」を詰める必要がある。 

〇相場委員  市民参加は、行政行為を行政だけで決めてしまうのではなく、より効率的で住民に使

いやすいものとするために、住民の意見を聞いて、住民に根ざしたものにしていくことである。議

会は条例を提案する権限があるが、現状は市の行政行為をチェックする機能になっている。住民が

行政行為に参加して良いものをつくっていくことと、議会が行政行為をチェックすることは違うも

のであり、市民参加が議会の機能と重なることはない。 

〇並木委員  法律上、議会は立法機関である。議会に主張されてしまうと引き下がらざるを得ない

面がある。 
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〇相場委員  今までは、住民の意思をある面では尊重しなくても行政行為が行えたが、これからの

現場主義の時代は、みんなで良いものをつくっていくには、住民が参加して最も合った形で行うこ

とが効率的である。これが住民参加の趣旨である。 

〇並木委員  最終的には条例案を議会で通さなければならないので、議会の抵抗もある程度念頭に

置いて考えなければならない。 

〇相場委員  議会との協調について条例に入れてもよい。 

〇並木委員  議会に認めてもらいやすい条例をつくっていく方が現実的である。 

〇西田委員  現状では議会は行政の監視機能となっているが、地方分権の時代の中で今後は立法機

関として行っていく必要がある。それをサポートするのが市民あるいは行政であり、三局の対立構

造ではない。三者の役割と協調関係をもう一度確認し合い、市民と議会、市民と行政の関係をどの

ように構成していくかが重要である。 

〇保坂委員  行政側からの市民参加の要求にどのように応えていくかということもあるが、住民発

案、イニシアチブの思想がなければならない。ただし、いたずらに議会と対立するのではなく、議

会と協調することが必要である。 

〇西田委員  住民発案には適切な情報が不可欠であり、明確に判断できる情報公開は必要である。

また、議会や行政に対してどのような組織をつくっていくのかが重要である。 

〇柴田委員  相場委員は、より効率的な行政行為を行うために市民参加があると発言されたが、主

権者としての市民、あるいはイニシアチブという点から、住民主権を前面に押し出すべきで若干の

抵抗を感じた。行政が効率的に行われることは、市民に返ってくることからよいことではあるが、

条例上の表現としては違うと感じる。 

  枠組みでは、４番の「市の責務」と５番の「市民の権利・責務」の順番を逆にし、「市の責務」は

「議会、行政と市民参加の関連」としてはどうか。 

〇石井座長  皆さんの提案の中で、常設的な監視機能を持った委員会等が出ていますが、これにつ

いて発言願います。 

〇並木委員  これについては、皆さんのコンセンサスは得られている。 

〇鈴木（誠）委員  今まで行政がアクションを起こす場合には、何らかの形で市民の意見を聞いた

上で行っており、市民参加条例ができたから、市民の意見を聞いて意思決定するということではな

い。 

〇並木委員  例えば、橋を架ける場合に、今までは橋の両側の住民の意見は聞いたが、その橋を利

用する住民の意見は聞いてこなかった。これからは利用する住民の意見も聞いて行うということで

ある。 

〇西田委員  今までのやり方がすべて悪いということではなく、これまで５０年間積み上げてきた

行政機構の在り方を少しずつ変えていこうとする流れである。 

また、必ずしも住民参加が良いということではない。本日の新聞に全国の住民投票について掲載

されていたが、嫌悪施設はすべて否定されていた。果たしてそれが本当に良いのか考えていかなけ

ればならない。地域としては否定しているが、広い範囲で見ていくことも必要である。 

〇石井座長  皆さんの提案にある監視機能的な機関はどのような形のものですか。 
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〇相場委員  オンブズマンという形で行っている例はあるが、このような監視機能を持った市町村

はあまりないのではないか。監視機能にどの程度の権限を持たせるかという問題はあるが、この条

例を維持していくために必要である。 

〇並木委員  単なる監視機能でなく、個人情報保護審議会と同様に、行政が迷ったときに市民に聞

く窓口としても有効である。 

〇西田委員  このような市民参加の組織を誰が決めるのかが問題となる。 

〇相場委員  市民参加を推進する機能と監視する機能の両方の機能を持った委員会をつくってはど

うかということで提案した。 

〇並木委員  例えば、委員の任期を３年とし、それ以上はできないとするなど委員を固定化せず、

既得権益を持たせない。 

〇西田委員  公募委員の応募者数が多かった場合の選出方法を明確にしておく必要がある。 

〇柴田委員  １０番の「市民参加推進委員会の設置」は、もっと広めて「情報公開と市民参加の推

進」とすべきではないか。 

〇並木委員  和光市には既に情報公開条例がある。 

〇柴田委員   それでは、「市民参加の推進」としてはどうか。 

〇保坂委員  市民参加の権利を迫害あるいは侵害された場合に、救済する監視機能的なものを設け

る必要がある。 

〇柴田委員  １０番の「市民参加推進委員会の設置」は、この条例を推進していくという意味で捉

え、広い概念で大きな項目立てを行った方がよい。 

〇石井座長  市民参加条例の制定後につくられる条例について、どこかに表現しておくべきか。 

〇友国委員  市民参加条例を議論していくことは、基本条例を議論することになるのではないか。

他の条例との関連を考えると、和光市の最高規範としてうたっていく必要がある。市民の権利・義

務、議会の役割、市の役割については、自治そのものの事項である。基本的な事項を議論し、原則

を打ち立てることが必要である。 

「多摩市市民自治基本条例案」では、市民、議会、市のそれぞれの役割や参画・協働、住民投票、

推進機関、救済機関等が規定されており、基本的な事項を押さえている。また、審議会等の委員の

選考結果と理由を明らかにすると規定している。これは非常によくできた条例案であり参考となる。

このような枠組みで議論していく必要がある。 

〇柴田委員  その見解には異論がある。例えば、「多摩市市民自治基本条例案」の議会の役割を見る

と、市民が参加して何らかの方針が出た場合の議会との関係について、この条例からは読みとれな

い。具体的な事項がはっきりわかる条例をつくるべきである。この条例案は教科書的なものを読ま

されていると感じた。 

〇友国委員  最終的な決定は住民である。議会や行政だけでは結論が出せない問題があり、合併問

題はまさにその例である。 

〇石井座長  具体的な項目の柱立てについて議論を進めます。 

（柴田委員が次のとおり提案） 

１ 前文 
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２ 目的 

３ 定義（特に「市民」の定義） 

４ 市民の権利・義務 

５ 行政の役割と市民参加 

６ 議会の役割と市民参加 

７ 市民参加の範囲 

８ 市民参加の具体的方法 

９ 市民参加の推進のために 

〇石井座長  今、柴田委員から項目の柱立てについて具体的な提案がありました。これについて発

言願います。 

〇益子副座長  最後に１０番として「この条例の検討と見直し」の項目を追加した方がよい。 

〇石井座長  ９番の「市民参加の推進のために」のイメージはどのようなものですか。 

〇柴田委員  監視の機能と岡野委員が提案したアイデアのように、今後市民参加を広めていく、周

知徹底していく、あるいは市民参加にもっと関わってもらえるようにしていくにはどのようにした

らよいのかをイメージしている。 

〇西田委員  市民参加を推進していくための組織をイベントを含めどのように進めるのか。 

〇並木委員  市民参加を推進していけば、当然に市民の関心も高まってくる。 

〇西田委員  市に対して勧告する権限を持つということであれば、推進とは異なる。 

〇鈴木（俊）委員  ８番の「市民参加の具体的方法」の具体的なイメージはあるのか。 

〇柴田委員  市民参加の手法は、書面をポストに投函する簡単なものから、住民投票のように重要

なものまで幅があるが、具体的な方法を規定する。 

〇保坂委員  ９番の「市民参加の推進のために」は、審議会以外のアプローチ方法もあるが、審議

会に限定するなら、審議会の権能を規定すればよい。 

〇西田委員  市民参加を進めるためには、議会や行政からの意見を得ないとうまくいかない。 

〇原田副座長  ９番の「市民参加の推進のために」のような組織が必要なことは、皆さんの共通し

た意見なので、これを柱立てにして議論していけばよいのではないか。 

〇柴田委員  私はあまり組織にこだわるつもりはなく、多くの市民に関わってもらえるように条例

をＰＲしていくことを意識した。 

〇西田委員  誰が条例をＰＲするのか。 

〇柴田委員  行政ということもある。 

〇西田委員  それは市の責務である。 

〇石井座長  私も同意見であり、行政が情報公開、周知徹底していくことが必要と感じます。 

〇柴田委員  例えば、市のホームページに住民参加のページを設けて、常に情報を発信すること等

がある。 

〇西田委員  情報が伝わらないと市民参加もうまくいかない。 

〇柴田委員  組織よりもつくった条例をどのように活用していくのかに焦点を当てた。 

〇鈴木（俊）委員  組織そのものの構成等よりも、その機能に関して規定してはどうか。 
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〇柴田委員  組織の事項についても当然つながっていくものである。 

〇並木委員  一つひとつの細かい内容ではなく、まずは条項の骨組みを議論すべきである。 

〇石井座長  項目の柱立てについて発言願います。 

〇西田委員  情報公開については、５番の「行政の役割と市民参加」の中ではなく、別に規定すべ

きである。情報公開がないと市民参加は進まない。 

〇並木委員  前文に情報公開が必要である旨を入れてはどうか。 

〇柴田委員  先程も述べたが、９番は当初「情報公開と市民参加の推進」で考えており、情報公開

条例で定められた請求情報の公開ではなく、市民参加を推進していくための情報を発信していくと

いう広義の意味で使用した。 

〇石井座長  前文の是非論はまだ行っていませんが、情報公開は基本的な考え方であることから、

前文に入れていくことでよいのではないか。 

  １０番の「この条例の検討と見直し」は、他の施策や条例との整合性を持つべきであると感じて

います。 

〇原田副座長  「この条例の検討と見直し」とは別に「条例の位置付け」を項目として設けるべき

である。 

〇保坂委員  情報の受け手としては、情報をどのように共有していくかという情報の平等の問題が

あり、市民参加を保障していくひとつなので、前文では情報公開を持ちきれない。 

〇友国委員  「多摩市市民自治基本条例案」の構成は、第１章「総則」、第２章「基本原則」、第３

章「情報の共有」、第４章「参画・協働」、第５章「住民投票」、第６章「推進機関の設置」、第７章

「条例の位置付け等」となっており、この第３章では、情報共有の原則、情報公開、説明・応答責

任、個人情報の保護について規定している。この条例案はまさしく最高規範である。このように基

本的な部分をしっかり押さえていかないといけない。 

〇相場委員  多摩市の場合は自治体の憲法ともいうべき自治基本条例である。前回の会議で、住民

が行政行為を市と協働して参加していく市民参加条例を目指すことで、皆さんの合意を得て議論を

進めている。自治基本条例をつくるとなると全く違ってくる。 

〇並木委員  前回の会議で市民参加条例をつくることで合意した。それを元に戻すということか。 

〇友国委員  議論を戻しているのではない。基本条例の内容にも触れていく必要があるという意味

で申し上げた。 

〇柴田委員  「多摩市市民自治基本条例案」には具体的な手法が規定されていない。理念だけでは

実態は変わらない。 

〇友国委員  この条例案では、審議会等の委員の任期や公募委員等について具体的に規定している。

また、住民投票についても有権者の５０分の１の連署で発議できる旨等具体的に規定している。 

〇柴田委員  例えば、第１８条の「審議会等への参画」で、市の重要課題とあるが、どのような範

囲を指すのか、誰が重要と判断するのか。私はこれを決めることが重要であると考えており、この

ような細かいことを決めていくのは自治基本条例には合わない。自治基本条例は格調高いものであ

り、性格上このレベルに留まってしまう。しかし、議論を深めていく上で、自治基本条例の内容に

も触れていくことには賛成である。 
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〇友国委員  私はその意味で申し上げた。市民参加を考えるには基本的な概念をしっかりと定義す

べきである。市民参加という言葉は新しいが、自治という言葉は定着している。 

〇鈴木（誠）委員  前回の会議において市民参加条例で合意しており、この中に織り込んで議論し

ていけばよい。 

〇相場委員  市民参加を行うにあたっての基本的な事項が範囲となってくる。市民参加の推進に情

報公開が不可欠であれば、前文あるいは行政の責務の項目に規定してもよい。 

〇並木委員  あるいは市民の権利として規定してもよい。 

〇原田副座長  前回の会議で、「箕面市市民参加条例」、「石狩市行政活動への市民参加の推進に関す

る条例」、「多摩市市民自治基本条例案」を参考にしていくこととしたが、この中のよい部分をエッ

センスとし、市民参加条例にブレークダウンしていけばよい。 

〇石井座長  項目の柱立ては次のとおりとし、これをもとに議論を進めていくことでよろしいか。 

１ 前文 

２ 目的 

３ 定義（特に「市民」の定義） 

４ 市民の権利・義務（情報共有の権利） 

５ 行政の役割と市民参加 

６ 議会の役割と市民参加 

７ 市民参加の範囲 

８ 市民参加の具体的方法（メニュー） 

９ 市民参加の推進のために（組織） 

10 この条例の検討と見直し 

（委員了承） 

〇石井座長  各項目ごとに規定すべき具体的な内容の洗い出しを宿題とします。次回の会議は９月

１９日（木）です。 

  本日の会議はこれで終了します。 


