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令和４年度 第１回稚内市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

１．日 時  令和５年１月 13日（金）15：00 ～ 16：00 

２．場 所  稚内市役所５階 正庁 

３．出席者  10名中７名出席 

４．会議の議事録 

(１)開会 

(２)市長挨拶  

皆さん、明けましておめでとうございます。稚内市上下水道事業経営審議会の開催に

あたりまして、一言ご挨拶申し上げます。皆様方には、年が改まり、何かと忙しい中、

今年度第１回の審議会ということで、急なご案内にもかかわらず、こうしてご出席いた

だきましたことを心からお礼申し上げます。 

今更申し上げることではありませんが、上下水道につきましては、いずれも地域の発

展を支えるための重要な社会基盤でありますが、人口減少や節水意識の向上などにより

料金収入が減少する一方ということで，更には、施設の老朽化も深刻な課題となってき

ています。 

また、記憶に新しいところでは昨年は、同じ道北地域の中川町で震度５の地震が発生

し、更には先月は紋別市で、大雪により送電線の鉄塔が倒壊して、大規模な停電に見舞

われるなど、自然災害に伴う災害や事故発生のリスクが相当上がっている状況にありま

す。 

このような状況の中で、本市の上下水道事業でありますが、災害に強い施設を整備す

るため、導水管の耐震化を行って、昨年７月に通水を開始したほか、萩ヶ丘浄水場や終

末処理場の耐震補強を今も継続的に進めています。 

当然、今後も市内の老朽化した配水管や施設の機械・電気設備の更新を進めていくた

めには、厳しい話ではありますが多額な費用を要し、事業の効率的な経営というものが

求められることは申し上げるまでもありません。 

新年を迎えても、相変わらずコロナ、あるいはウクライナ情勢等々厳しい環境は続い

ていることは大変気がかりではありますけれども、今日はお手元の会議次第のとおり、
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わが街の上下水道事業に対し、決算その他ご説明させていただきますので、委員の皆様

からの忌憚のないご意見を頂戴したいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

結びになりますが、新しい年を迎え委員皆様の一層の健勝とご活躍を心からご祈念

申し上げまして，楚辞ではございますが，本審議会の開催にあたっての挨拶に代えさ

せていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

（別公務のため、市長退席） 

 

(３）議題 （ア）令和３年度上下水道事業会計決算報告について 

事務局にて資料①から資料③を用いて水道事業会計と下水道事業会計の概要説明 

【事務局】 

皆さんのお手元に「水道事業会計」と「下水道事業会計」の決算書をお配りしており

ます。委員の皆さんの中には会計の知識がある方もいらっしゃるとは思いますが、本日

は別添資料の決算の概要（Ａ３版、カラー）、右上に「資料①」と「資料②」と書かれた

大きい用紙を基に説明させていただきます。 

本市の水道事業会計と下水道事業会計は、公営企業会計を適用し、複式簿記を用いて

いるため、民間企業に近い会計方式を採用しています。 

 また、収益的収支と資本的収支という２つの予算部門（財布）によって、予算の執行

をしています。 

収益的収支は、水道事業では、「水道水を皆さんの家庭にお届けするための営業部門」

であり、下水道事業では、「下水道使用や汚水処理のための営業部門」です。 

資本的収支は、水道事業も下水道事業も、「施設を作るための建設部門」になってい

ます。 

主な予算の内容としては、収益的収支の収益は水道料金や下水道使用料、費用には浄

水場や終末処理場など施設の管理費やメーター検針の委託料、私達職員の人件費などで

す。資本的収支の収益は、企業債（借金）や国や道からの補助金、費用には建設改良費

（工事費）や企業債の償還金となっています。 

 

それでは、水道事業会計の決算の概要について説明させていただきます。 

 資料①をご覧ください。こちらの資料は、税抜きの金額となっています。 
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 まずは収益的収支、水道水を皆さんの家庭にお届けするための営業部門の決算です。  

 収入は 11億 4,294 万 5,044 円、支出は 12億 4,893 万 1,476円で、1億 598万 6,432

円の純損失、いわゆる赤字となりました。 

収入の内訳は給水収益、皆さんのご家庭や会社などの水道料金収入が約 10 億３千６

百万円で、収入の約９割を占めており、その次に多いものは、長期前受金戻入で７％、

その他の収入が３％となっております。 

 支出の内訳は減価償却費が約７億３百万円で 56.32％、６割近くを占めており、続い

て浄水場など施設の管理や点検、水道メーターの検針作業などの委託料が 19.39％、２

割、私たち職員の人件費が７％、修繕費が５％と続いております。 

支出の半分以上を占めている減価償却費は、実際に、現金支出を伴わない、帳簿上の

費用です。 資料③をご覧ください。  

時間がたつことによる建物や車両などの「資産」の価値が減少した分に相当する金額

を、費用として計上するものであり、現金の支出を伴わない帳簿上の費用です。 

例えば、300万円で買った自動車を５年後に売っても 300万円では売れません。資産

の価値が下がってしまうからです。こうした「資産」の現在の価値を正確に把握してお

くためにも、価値の減った分を費用として計上することが必要となるのです。 

 では、資料１に戻りまして、続いて、資本的収支（施設を作るための建設部門）の決

算です。 収入は３億 76万２千円、支出は９億 2,340万 952円で、不足額は６億 2,263

万 8,952円となりました。 

収入の内訳は９割の２億８千万円が企業債、いわゆる借金で、残りの約 2千 100万円

が北海道からの補助金となっています。 

支出の内訳は、約８割強の７億８千万円が建設改良費（水道管や浄水場など施設の整

備費用）で、残りの２割弱の１億４千万円が企業債、借金の償還となっています。 

 また、差し引きした不足額６億円については「内部留保資金等で補てん」と書かれて

いますが、資料③の裏面をご覧ください。 先ほど説明した減価償却費など、実際に現

金を支出しないものは、「内部に残っている資金」となり、「内部留保資金」といいます。 

減価償却費７億円で、この不足額を処理することになります。 

 水道事業会計の決算書 13 ページにキャッシュフロー計算書が掲載されています。キ

ャッシュフロー計算書は、キャッシュ、いわゆる現金が１年経って最終的にどのくらい
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増えたのか減ったのかを示しているもので、水道事業については、収益的収支が約１億

円の赤字、資本的収支の不足額が６億円となっていますが、支出の半分以上が減価償却

費ということで、前年度よりも 1,700万円増えて約 25億９千万となっています。 

ただ、令和３年度は補助事業が少なかったため、企業債（借金）を１億４千万円返済

しましたが、倍の２億８千万円の借金をしているため、今後は借金の金額を少なくして

いくことが必要です。 

 

続きまして（３）給水人口と給水収益の推移です。 平成 28 年度から令和３年度ま

でを掲載しています。緑の棒グラフが給水人口、オレンジの折れ線グラフが給水収益で

す。 人口減少とともに収益も右肩下がりになっていますが、令和３年度は、令和 2年

度より若干上昇しました。 これは、令和２年度は新型コロナウイルスの影響により、

特に給水収益が落ち込みましたが、令和３年度には徐々に、経済活動が回復傾向にあり、

使用水量が増加したためと考えられます。 しかし、今後も人口減少が続くことが予想

され、経済活動がコロナ前の状態に回復したとしても、大幅な増加は望めないと考えら

れます。 

次に２枚目をご覧ください。 令和３年度の給水状況及び前年度比となっています。 

配水量は浄水場から送られた水の量、有収水量は給水収益となった水の量のことであ

り、有収水量を配水量で割った値が有収率となっています。有収率が低ければ、収益に

なっていない水が多いということになります。有収率向上が課題となっていますが、「収

益にならない水」の主な原因は漏水となっています。 本市にある水道管は、全部合わ

せると約 500 キロもの長さになり、耐用年数を超えた水道管は、そのうち、0.1％程度

ですが、耐用年数を超えなくとも、損傷により漏水する可能性はありますので、日々の

点検や計画的な更新が大切です。 

 

その下に、水道事業会計の総収支を家計（月平均）にたとえてみました。 

今までご説明してきたとおり、収益的収支と資本的収支での２つの会計（財布）がある

ので、色分けして表示しております。ピンク色が収益的収支で財布①とし、黄色が資本

的支出で財布②としています。 

 家計に例えた場合の合計金額は、国が行った家計調査の「2021 年平均実収入と消費
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支出」を引用し、収入は 61万円、支出は 28万円としました。 

 表の右側が、水道事業会計の決算額で、決算額の横のかっこ書きは、決算額の構成割

合です。この構成割合を基に、家計に例えた場合の金額を算出しています。 

下の円グラフをご覧ください。まず左側の収入ですが、７割強が給与収入、いわゆる

水道料金収入です。１割弱が保険金や補助金などの収入、残りの２割弱が新たなローン、

借金ということになります。 

支出については、右側のグラフです。６割弱が生活費、１割弱がローン返済の元金と

利息、残りの約３割強が自家用車や家電製品の購入ということになります。自家用車や

家電品を購入するためにローンを組んでいるような感じになっています。 

以上が水道事業会計の決算の概要となります。 

 

続いて下水道事業会計の決算の概要について説明させていただきます。 

 資料②をご覧ください。 

 下水道事業も、収益的収支（下水道使用や汚水処理のための営業部門）と資本的収支

（施設を作るための建設部門）という２つの財布によって予算の執行をしております。 

  まず、収益的収支、下水道使用や汚水処理のための営業部門からです。 

収入は 11億 1,974万 4,853円、支出は 10億 7,928万 8,132円で、4,045万 6,721円の

純利益、いわゆる黒字となりました。 

収入の内訳は皆さんのご家庭や会社などの下水道使用料が約４億６千万円と収入の

約４割を占めており、その他長期前受金戻入が２割、残りが他会計からの負担金収入と

その他の収入となっております。 

支出の内訳は減価償却費が約６億２千万円と６割近くを占めており、続いて施設の管

理や点検などの委託料が 13％、企業債の支払利息が９％、施設の光熱水費が３％と続

いております。 

続いて、資本的収支、施設を作るための建設部門の決算です。収入は約６億 1,435万

６千円、支出は 10億 5,396万 422円で不足額４億 3,960万 4,422円となりました。 

収入の主な内訳は約３億５千万円が企業債（借金）で、他に約１億６千万円が国庫補

助金及び受益者負担金、約１億 700万円が一般会計からの出資金となっています。 

支出の内訳は、３分の１の約３億５千万円が建設改良費で、残りの３分の２、約７億
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500万円は企業債の償還となっています。 

企業債の償還の割合が水道事業会計と比べると、水道事業会計は６分の１、１億４千

万円に対し、下水道事業会計は、３分の２で７億円と大きいことがわかります。 

 また、不足額については水道事業会計と同様に「内部留保資金等で補てん」となっ

ていますが、下水道事業会計につきましては、年度末に現金不足が生じるため、銀行か

ら一時借入を受けており、水道事業会計から見ると現金は足りない状況にあります。 

 下水道事業については、約４千万円の黒字であり、資本的収支の不足額も水道事業

会計より少ないですが、収入の約 23％、約２億５千万円が長期前受金戻入という現金

の収入を伴わない帳簿上の収入であるため、決算書 13 ページにあるように、キャッシ

ュフローはマイナス 440万円になり、一時借入金の金額は年々増加しています。 

ただ、企業債を借りる額よりも多くの額を返済しているため、企業債、いわゆる借金

全体の額は減少しています。 

 

続きまして（３）水洗化人口と下水道使用料の推移です。平成 28 度から令和３年度

までが掲載されております。緑の棒グラフが水洗化人口、オレンジの折れ線グラフが下

水道使用料です。 

 下水道使用料は、実際に使用した水量が見えないので、水道使用量から推測して使用

料を算出しています。そのため、給水収益（水道料金）と同じく、人口減少とともに収

益も右肩下がりになっております。収益減少の理由は、水道事業会計同様、経済活動は

回復傾向になるけれど、人口減少の影響が大きいことが考えられます。 

続いて、２枚目です。令和３年度の下水処理状況及び前年度比となっています。 

汚水処理量は終末処理場に流れてきた汚水の量、有収水量は下水道使用料となった水

の量のことであり、汚水量を有収水量で割った値が有収率となっています。下水道事業

においても、有収率向上が課題となっています。 

有収率は、61.15％で、令和２年度の 56.93％より上がっていますが、これは、令和３

年度が良くなったというよりは、令和２年度が特に悪かったためです。令和元年度は、

63.17％でした。 令和２年度は８月に大雨があり、その雨水が処理場に流れ込み、汚

水処理量が大きく増加したためであり、有収率の低下となりました。有収率の改善のた

め、余計な雨水が入り込まないようにマンホールの更新などを進めています。 
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その下に、下水道事業会計の収支を家計（月平均）にたとえてみました。水道事業会

同様に、収益的収支と資本的収支の２つの会計を色分けして表示しております。ピンク

色が収益収支で財布①とし、黄色が資本的支出で財布②としています。 

 金額も水道事業と同じく、国が行った家計調査の「2021年平均実収入と消費支出」

を引用し、収入は 61万円、支出は 28万円としました。 

表の右側が、下水道事業会計の決算額で、決算額の横のかっこ書きは、決算額の構成

割合です。この構成割合を基に、家計に例えた場合の金額を算出しています。 

下の円グラフをご覧ください。まず左側の収入ですが、収入の約 25％は給与収入、つ

まり、下水道使用料です。そして親や親戚等からの援助が約 35％、収入より多いことに

なります。また、約 10％が保険金や補助金などの収入、２割強が新たなローン、借金と

いうことになります。 

支出については、約 46％、半分近くが生活費、約 38％、４割弱がローン返済の元金

と利息、残りの約 17％が自家用車や家電製品の購入ということになります。 

水道事業会計と比較するとローン返済の元金と利息が大きいことがわかります。 

以上が、令和３年度の上下水道事業会計の決算の概要となっています。 

 説明は以上となります。 

 

～質問・意見等～ 

 ●【委員】水道事業と下水道事業では内部留保資金にかなり差が出ているが、原因

は何か？ 

  【事務局】委員が仰るように、下水道事業会計の方が内部留保資金が少なくなっ

ているが、これは過去の工事による起債（借金）の返済が多いため、内部留

保資金が少なくなっている。 

 

 (３）議題 （イ）稚内市水道事業ビジョンの改定について 

事務局にて資料④を用いて稚内市水道事業ビジョンの改正について概要説明 

【事務局】 

お手元の資料④をご覧ください。改定の趣旨でございますが、本ビジョンは、平成 25

年 3月に厚生労働省が新水道ビジョンを策定したのを受け、水道事業者それぞれの役割
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や課題に応じたビジョンを作成することが求められたことから、稚内市水道事業では、

安全でおいしい水を安定的に供給していくため、水道事業のあるべき理想像を設定し、

これを実現するための具体的な施策を明らかにすることを目的として、平成 29 年 3 月

に策定しました。 

計画期間につきましては、平成 29年度から令和８年度までの 10年間としており、令

和３年度までを前期計画の期間、令和 4年度から令和 8年度までを後期計画期間として

おり、この度、前期計画期間が終了したことから、目標達成状況について評価し、後期

計画に向けて最新の情報に基づく現状把握を行い、社会情勢変化に応じた計画に見直し

を行ったところであります。 

これまでの経過でございますが、担当課であります水道施設課と水道料金課において

内容の整理を行いました。整理した内容につきましては、現況把握データや業務指標デ

ータの更新、具体的な施策の実施状況、業務評価の実施と施策継続の可否判断を行い、

素案を作成し、本日この場をお借りし、素案についてのご意見をいただくこととなりま

した。今後の予定といたしましては、稚内市水道事業ビジョン後期計画の公表に向けて

進めていく予定となっています。 

 

 続きまして、お手元の資料「稚内市水道事業ビジョン」をご覧ください。 

表紙が素案となっておりませんが、現時点では、素案でありますので、ご理解してい

ただければと思います。 それでは、順を追って、説明いたします。 

１ページの策定の趣旨につきましては、冒頭でご説明しましたので、割愛させていた

だきます。２ページ上段には本ビジョンと他の計画との関係、３ページは、中間見直し

を行う目的について記載しており、４ページから 37 ページまでは水道事業の概要を記

載しています。 

 

38 ページから 50 ページまでは、「現状評価と課題」について記載しており、38 ペー

ジから 42 ページの「持続」という観点からは、人口減が見込まれる中、給水量の減少

が予想され、それに伴う有収水量の減少による収入減への対応や、施設の効率化が必要

であることや、民間の活用や技術の継承の必要性、広域的な連携や省エネルギー対策を

はじめとする環境負荷の低減、経営の安定化について記載しています。 
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 43ページから 45ページの「安全」という観点からは、近年の異常気象の状況などか

らの水源の環境保全の必要性、水質管理における第三者委託による健全な施設の維持管

理、災害等にも対応できる配水池容量の確保、水質や水質管理に関する積極的な情報提

供について記載しています。 

 46ページから 49ページの「強靭」という観点では、浄水場・配水池、幹線や重要給

水拠点配水管の耐震化や老朽管の更新に加え、簡易水道施設、営農用水施設、船舶給水

施設についての更新や管理のあり方についても記載するとともに、危機管理体制の充実

についても記載しています。 

 51ページから 53ページまでは「具体的な施策の実施状況の確認」について記載して

おり、51 ページでは、「持続」に対する具体的な施策、52 ページでは、「安全」に対す

る具体的な施策、53ページでは、「強靭」に対する具体的な施策の業務評価を行い、後

期計画に向けての継続の可否や施策完了の判断を行った結果を記載しています。 

 54 ページから 60 ページまでは、「将来の事業環境」及び「水道事業の理想像と目標

設定」について記載しており、54ページから 58ページの「将来の事業環境」において

は、給水人口は現状の約３万５千人が令和 24年度には２万５千人を下回り、令和 40年

度には約２万人まで減少すると見込まれ、それに伴い、現状で一日２万㎥程度となって

いる一日最大給水量は、令和８年度には１万７千㎥を、令和 38 年度には１万３千㎥を

下回る見込みであることから、管口径や施設規模の見直しなどの検討が必要となること

や、施設の老朽化に伴い「萩ヶ丘浄水場の創設系構造物」や「萩ヶ丘配水池」などの更

新時期となる令和２年度から令和６年度、「萩ヶ丘浄水場新設系構造物」の更新時期と

なる令和 22年度から令和 26年度に更新需要が増加する反面、収支としては料金収入の

減少予測に対して、施設や管路の更新需要による支出増が予想されることから、施設規

模の適正化や延命化などについて検討するとともに、事業費や財源などについて長期的

な収支を見据えながら検討する必要があること、安定的な事業運営を行うための民間活

力の活用や職員の技術継承の必要性についても記載しています。 

 この「将来の事業環境」を踏まえて、59ページでは、本市の水道事業の理想像を「持

続」という観点では「いつまでも安定して供給できる環境にやさしい水道」、「安全」と

いう観点では「みんなが安心して使える水道」、「強靭」という観点では「災害に強い水

道」と掲げ、基本理念を「人と環境にやさしく災害に強い水道」としています。 
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 また、60 ページには設定した理想像を具体化するための目標の設定を行っており、

「持続」に関しては５つ、「安全」に関しては３つ、「強靭」に関しては４つの目標設定

を行っています。 

 61ページから 71ページには、59ページの「理想像」を実現するための方策について

記載しており、63ページから 66ページの「持続」に関しては、「施設の耐震化の促進」

や「施設規模の適正化」、「第三者委託の継続と職員の技術の向上」、環境負荷の低減の

ための「再生可能エネルギーの利用や省エネの取り組み」のほか、「健全な経営の維持」

についても取り組む旨記載しており、67 ページから 68 ページの「安全」に関しては、

「北辰ダム周辺の環境保全」や「水の安全性の向上と適正な水質管理の継続」のほか、

「積極的な情報公開」についても取り組む旨記載しています。 

69ページから 71ページの「強靭」に関しては、「基幹施設、管路の耐震化の推進」や

「災害・事故対応の拡充」について取り組む旨記載しています。 

  なお、72ページには各具体的な施策の実施スケジュールを整理し記載しています。 

 また、最終 73ページには、本事業の進捗管理や見直しに関して記載しています。 

以上が稚内市水道ビジョン（後期計画）の素案の内容説明となります。 

 

続きまして、５.前期計画からの変更点でありますが、前期計画では、理想像実現の

ため、「水安全計画」「耐震化計画」「経営戦略」を策定し、各計画に基づき事業を実施

してきました、中でも主な事業の一つとして導水管の更新事業を進め令和２年度に完了

したところです。 

 後期計画のポイントで新たに取り組む主な施策としては、導水管更新事業が完了した

ことから、水道のさらなる強靭化を図るため、市内の老朽化した配水管の耐震化を促進

するとともに、近年の新型コロナウイルス感染症の流行や、国内外の社会情勢の変化が

経営に与える影響を注視しながら、安定的な経営を目指すこととしております。 

 

【議長】ビジョン素案ではありますが、70ページを超える資料でござ います。議

論の進め方としまして、後から事務局から補足があると思いますが、今、全て

をつぶさに確認する時間はありませんので、お時間があるときに可能な限りご

覧いただいて、ご意見等ございましたら、今月末くらいを目途に事務局までお
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寄せいただきたいと思います。本日はここまでで気になる点がありましたら、

お願いします。 

 

（意見なし） 

 

【議長】この場でなかなかご意見、ご質問は難しいところではありますが、前期期

間に起きた状況を踏まえ、後期に向けてのご説明だったと思うんですけれど

も、大枠基本的には前期の内容を議論し、後期に向けて改善していくべきは改

善していくとして、引き続き進めていくという形の内容になっているようです

が、事務局よりお願いします。 

 

【事務局】内容自体については、大きな変化はございません。これからの事業に対

しての変更点といいますと、北辰ダムから浄水場までが延長が約 26キロござい

まして、大きな 700ｍｍの導水管を平成 20年から 13年間かけて設置し令和２年

度に完了したところです。今後は市内の管を重点的に整備することと、浄水場

自体の耐震補強をしていかなければならないことから、そちらの方にシフトし

ていく内容になっております。 

 

～質問・意見等～ 

 ●【委員】元々は直径 900ｍｍの管を人口減少を見越して 700ｍｍの細い管、なおか

つ地震に対応したものに交換されたということ、また、浄水場の耐震化につ

いても計画通りに進められていることは承知している。ただ、人口推計を見

ると人が減るということはいかんともし難いところがあって、そうなると水

の使用量も減ってしまう。このビジョンの素案には、料金改定については言

及されていないようだが、ビジョンでは触れないのか？ 

 【事務局】ビジョンはあくまで「計画」という形で、事業をどのように進めてい

くかというものであり、皆様にもお配りしている「経営戦略」の方で、今後

の収支、料金の方も含めて示している。水道事業としては決算で赤字となっ

ておりますがキャッシュ、貯金をたくさん持っているということで、その辺
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りを上手く使いながら事業を進めていく。もちろん無駄な支出はしないよう

計画的に考えていきたい。 

 

 

 ●【委員】海洋汚染でマイクロプラスチックの話があるが、浄水や汚水処理の課題

になっているのか？ 

 

  【事務局】水道は水源の管理をしており、北辰ダムに不法投棄がないか点検をし

ているほか、警察にも巡回していただくようお願いをしている。下水の方で

は、マイクロプラスチックのようなプラ製品が流れてきているという話は聞

いておりませんので、下水処理の上では問題ないと考えている。 

 

 

 ●【委員】東浦で時々消防のポンプ車が来て山の方で放水しているようだが、何か

管に不具合でもあったのか？ 

 

  【事務局】東浦地区は市内とは別に浄水場を持っており、自然河川から取水して

いる。最近はないが２年くらい前、大雨時に自然河川が氾濫を起こし、取水

部分に土砂が溜まり、浄水場に水が送ることが出来なくなった。その時は消

防に依頼し、水を運んでもらった経緯はある。 

【事務局】土砂や葉っぱなど色んなものが吸い込み口に溜まってしまい、その状

態で無理やり吸い込むと、濁った水が浄水場に入ってしまうので、そういう

時は、むしろ取水を止めて、濁りが無くなるまでは消防のタンクで配水池に

きれいな水を入れたということである。 

 

 ●【委員】東浦から増幌に抜ける道にある橋から、ごみやタイヤなどを投げている

人を何人か見ている。ビニールやさっきも話にあったプラスチックがある

と、川があるので水の衛生面が心配である。ごみの監視をしてもらいたい。 
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【議長】市の環境ということで、他部署と情報共有を図ってもらいたい。 

 

 

～その他～ 

 ●【議長】審議会の記録は、市のホームページで審議会の皆様も市民の皆様も確認

できるように、令和３年度と同じように令和４年度もアップしていただくよ

うお願いしたい。 

 

 【事務局】ホームページの掲載については継続してアップしていきたい。また、

今回の水道事業ビジョンについてはあくまでも素案なので、これだけの量を

ここで皆様から意見をいただくのは難しいと考えていますので、今月いっぱ

いを目途に、何かございましたらご意見をお寄せいただけたら幸いである。 

 

(４)閉会 

以上 


