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第60回小金井市公立保育園運営協議会 会議録 

令和3年12月18日 

 

 

開  会 

○大澤委員長  ただいまから、小金井市公立保育園運営協議会の会議を開会いたします。 

本日は早朝より、よろしくお願いいたします。 

あわせまして、藤原委員長のほうからも、一言お願いいたします。 

○藤原委員長  おはようございます。藤原です。 

 今日は、朝早くから委員の皆様、傍聴の皆様ありがとうございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○大澤委員長  ありがとうございました。 

 それでは、議題に入る前に、何点かお知らせをさせていただきたいと存じます。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、保護者委員の皆様には、

Ｗｅｂでの参加とさせていただいております。また、傍聴席につきましては、これまで

どおり別室に設け、音声を聞いていただく形とさせていただいておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、会議における録画、録音についてですが、市のほうで録音した内容を基に会議

録を作成しておりますので、ほかの方の録画、録音につきましては、ご遠慮いただきま

すようお願い申し上げます。 

 なお、保護者選出委員の方につきましては、五園連のほうに速やかに会議の状況を伝

える必要があるため、藤原委員長のほうで代表して録音していただくこととしておりま

すので、あらかじめご了解のほど、よろしくお願いします。 

 なお、本日は、清澤委員、原委員、御影池委員、菊本委員、森委員よりご欠席のご連

絡をいただいておりますので、冒頭ご報告をさせていただきます。 

 それでは、次第に沿って進行させていただきたいと存じます。 

 はじめに、（１）前回の会議録の確認についてを議題といたします。 

 前回の会議録につきましては、委員の皆様に校正をお願いしておりましたが、特段修

正のお申出がありませんでしたので、校正依頼した内容をもちまして確定とさせていた

だきたいと思いますけども、皆様方よろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

○大澤委員長  異議がないようでございますので、それでは、校正依頼した内容で確定とさせていた

だきたいと存じます。 

 会議録につきましては、速やかにホームページにて公開をさせていただきたいと存じ

ます。 

 次に、（２）新たな保育業務の総合的な見直し方針（案）【修正版】についてを議題

といたします。 

 はじめに、市のほうから資料２６０ということで、説明会などの状況報告をさせてい

ただきたいというふうに思ってございます。 

 それでは、平岡委員よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○平岡委員   平岡です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料２６０に基づきまして、ご説明をさせていただきます。資料２６０を

ご覧ください。 

 前回の説明会は１０月９日から３０日にかけて、保護者説明会６回、市民説明会２回

の計８回開催しまして、保護者説明会は延べ１２４人、市民説明会は延べ４１人の方に

ご参加をいただきました。 

 その後、１１月１３日から１２月５日にかけて、新たに保護者説明会７回、市民説明

会１回の計８回開催させていただきまして、保護者説明会につきましては延べ６５人、

市民説明会については１４人の方にご参加をいただきました。 

 お忙しい中ご参加いただきました方々に対しましては、この場をお借りしまして御礼

を申し上げます。誠にありがとうございました。 

 さきの８回の説明会の会議録については、既に市ホームページにて掲載しており、そ

の後の８回の説明会の会議録についても、順次、市ホームページにて公開してまいりま

す。 

 また、説明会の中で、ご要望のあった資料については、対応できるものについては、

市ホームページに掲載またはリンクを貼るなどの対応も、今後行わせていただきたいと

考えているところでございます。 

 なお、説明会の参加状況などについては、この間、開催されました市議会厚生文教委

員会や行財政改革推進調査特別委員会においても、報告を行わせていただいております。 

        前回も発言させていただきましたが、大変多くのご意見、ご要望を説明会でいただい
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てまいりました。そのため、今後につきましては、現在庁内でも整理を行っているとこ

ろでございます。今後また動きがあれば、皆様にも何らかの形でお知らせをしてまいり

たいと思っております。 

 私からの説明は以上です。 

○大澤委員長  ただいま平岡委員のほうから、資料２６０なども含めまして、ご説明をさせていただ

いたところでございます。 

 この件の部分につきまして、委員の皆様から何かご質問、ご意見等ございましたらご

発言方よろしくお願いします。いかがですか。 

（なし） 

○大澤委員長  それでは、また改めて、この内容につきましては、確認をさせていただきますが、併

せて資料２６１につきまして、本日資料が出てございますので、まず、そちらのほうの

説明もしていただくという形で、藤原委員長のほうから、ご説明よろしいでしょうか。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 ２６１の資料について、説明させていただきます。 

 前回の運協で、私から発言させていただいたんですけれども、運営協議会のこの場は、

いわゆる今出てきている見直し案ですかね、廃園案の是非については、議論をする場と

してなじまないということで、案が出てきたときから発言させていただいていますけれ

ども、この運協の場では、そこについては、これ以上議論しないということでお話しさ

せていただきまして、それを踏まえて、こちら側で協議したい内容をまとめさせていた

だくということで、前回、持ち帰りをさせていただいたものを案として出させていただ

いたものです。 

 資料をお読みいただけるとお分かりなるかと思うんですけれども、是非について、総

論については、これ以上議論せずに、何度も申し上げているとおりに、廃園を容認する

ということではないんですけれども、仮に廃園、段階的縮小が進んでいったときに、具

体的に今、気になっている点というのが非常に多くあって、そこについて、各論の話を

していきたいというものをペーパーにまとめさせていただいたものです。 

 各論に入っていくとかなり細かい話が出てきて、議論がバックデートして戻っていく

と細かい点に入っていけないということで考えておりまして、ここに１から５で書かせ

ていただいていますけれども、ここについて、一つずつ集中的に、今後議論できていけ

ればいいのかなと考えております。 
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 以上が、この資料というか、ペーパーを出させていただいた趣旨になるんですけれど

も、この点について、何か質問だったりとかというのはございますでしょうか。 

○大澤委員長  ただいま藤原委員長のほうから、資料２６１について、ご説明をいただいたところで

すが、こちらについて、ご質問、ご意見等がありましたら、挙手方よろしくお願いいた

します。 

 平岡委員、お願いします。 

○平岡委員   平岡です。 

 保護者委員の方々からお出しいただいた資料ということで、私のほうで少し確認をさ

せていただきたい部分がありますが、よろしいでしょうか。 

○大澤委員長  はい。 

○平岡委員   ちょっと二つほど伺いたいんですけれども、項目として挙げられている５項目のうち

の、まず一つ目のところなんですが、段階的縮小期間の中で話し合う場についてという

ことなんですけれども、こちらについては、運営協議会を活用させていただくというこ

とも含まれているという解釈をしてよろしいのかということと、あともう一つは４点目、

裏面でしょうかね。４点目になりますけれども、転園に当たっての優遇措置について、

方針決定後速やかにというご要望なんですが、最終的には市議会のほうで条例改正の議

決を経ないと正式に行政のほうでは動けない状況があるんですが、そのような解釈とい

うことでよろしいかどうかの、以上２点について確認させていただければと思います。 

○藤原委員長  そうしたら、私から回答させていただくんですけれども、最初の１番目の話合いの場

で、それは運協でも構わないかという趣旨でよろしいですかね。ご質問としては。 

○平岡委員  はい、そうです。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 もちろん、それで構わないと思っていまして、逆に、ぜひ、こういう場があるので、

活用いただいたほうがいいのかなと思っていて、立てつけとしては、公立５園の保護者

の代表が集まっている会議が、会議というか団体が五園連ですかね、になって、そこか

らの代表者の集まりというのが運協というふうになっていると思いますので、活用して

いただくのが趣旨としても、協議体の趣旨とも合っていると思いますし、あとは、やっ

ぱり幾つもそういう話合いができると負担は大きいというような声もいただいています

ので、もちろん必要があれば別で立ち上げていただいて、あるものを活用していただく

ということで構わないと思います。よろしいですか。 
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○平岡委員   はい、ありがとうございます。 

 あと、もう１点目のほうなんですけれど、裏面のほうに書いてある、転園の優遇の時

期なんですけど、ご要望の内容として、方針の決定後という書き方をいただいているん

ですが、市のほうでは、正式な決定は市議会のほうでの議決になるかなと思っていまし

て、市議会のほうの議決後というような考え方でも問題ないかどうかのところを再度確

認させていただいてもよろしいですか。 

○藤原委員長  これは転園の優遇措置の、まず細かい内容というのは、今、条例が改正されて、段階

的縮小があるから優遇するよという立てつけになるということですかね。でいいんです

よね。 

○平岡委員   はい、そうなります。 

○藤原委員長  であれば、当然、市の意思決定の議決機関という議会があると思っていますので、そ

こでの議決がなくて進めていくということはあり得ないと思うんで、当然、議決を経て

からということで結構です。 

 議決で段階的縮小がないという可能性もあると思っていますので、それを待たずに、

細かい各論について協議させていただいて、当然そちらの方向になれば、ここで話合い

をしたほうに進めていただくということでよろしいかと思います。 

○平岡委員   ありがとうございました。私のほうは大丈夫です。 

○大澤委員長  ほかにございますでしょうか。 

○三浦委員   保育課長の三浦です。よろしいでしょうか。 

○大澤委員長  はい、三浦委員、お願いします。 

○三浦委員   ５点目の小金井保育園とけやき保育園の改修計画の件です。 

こちら両施設とも、保育園単独ではなくて、他の行政施設と合築している複合施設に 

なります。したがいまして、改修計画等につきましても、担当課及び全体を統括する課 

との調整が必要になりますので、その点をお含みおきいただいた上でということでよろ 

しいでしょうか。 

○藤原委員長  私から、また回答させていただくんですけれども。ちょっと詳しく、どこの課ととい

うことは、勉強不足で恐縮です、存じ上げないんですけれども、当然、関係部署との調

整が必要であれば、ご調整いただき、そのためにも、ある程度の期間が必要なのかなと

いうふうに考えておりますので、ぜひ、事前にご調整いただいて、もし決まったときに

は、すぐ動けるようにしていただけると大変助かります。 
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○三浦委員   ありがとうございます。 

 では、小金井保育園については集会施設と、それから、けやき保育園については、い

わゆるきらりと一緒に合築している施設ですので、そこの部署との調整に加えて、市全

体を統括している企画財政部との調整を経て、また運協さんと交流させていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○大澤委員長  ほかにありますでしょうか。 

○藤原委員長  私から、要望の５点について補足というか、ぱっと出した資料なので、認識にズレが

あるといけないなと思って、五つ軽く、そして確認を含めて、こういうことですよとい

うのをお話しさせていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。 

○大澤委員長  はい。じゃあ、すみません。資料２６１の件につきまして、ご説明方、併せてお願い

いたします。 

○藤原委員長  １番目については、ここに書いたとおりなんですけれども、すぱっとなくなっちゃう

ということじゃなく、当然、もし縮小が進むんであれば、期間中にいろんな問題も出て

くると思いますので、あとは期間中じゃないと決められないことというのがあると思っ

ていますので、その辺について、きちんと協議していただきたいと考えています。 

 具体的に出ている話としては、縮小していく期間中に、ほかとの交流だったりとか、

減っていく中で、通園されている園児だったりとか保護者に、何ができるかというとこ

ろについては、具体的にというふうなお声も出ているので、今の時点で本当に具体的な

ことというのを決めていくのは難しいと思っていますので、そういったことについて、

ずっと協議していきたいなということです。 

 ２番目は、前段の部分でも書かせていただいているんですけれども、非常にこれ、保

護者の方から多い意見で、あまりにも急過ぎますよということがありましたので、その

辺は、ここに書いてあるわかたけ保育園の件だけではなく、こういう話があるよという

ことで、分かった段階で、これ以外の件についても、我々保護者側と協議をしながら、

方針を少しずつ決めていっていただけるようなことがあるといいのかなという趣旨でご

ざいます。 

 ３番目については、これも現在、定員に対して募集数が少ないということで、少ない

というか、抑えて募集しているという状況があると思いますので、少しでも多くの方が

入園できる環境を整えてくださいという趣旨です。 
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 ４番目が、すみません。転園の優遇措置の件なんですけれども、これについては、４

月の募集の切替えのときを待たずに、年度途中でも優遇の措置を設けて転園させていた

だきたいというような声が結構上がっていまして、それについてどうなのかということ

で、議論させていただきたいのと、あとは本当に、幾つか例示はいただいていますけれ

ども、具体的に何点で、どういうときにどうなんだということを協議して、決めていけ

ればいいのかなと思います。 

 ここ非常に難しいと思っていまして、当然転園すると、相当な不利益を被るとは思う

んですけれども、平等の観点みたいなところも、我々忘れてはいけないと思っていまし

て、非常に議論が細部に入っていくと難しい問題なのかと思っているんで、実際には丁

寧に議論をさせていただければと思っています。 

 ５番目のところなんですが、これも例えば予算の件だと、建て替える予算がない、だ

から段階的縮小ですよというふうに、イコールで結びついていて、それはおかしいんじ

ゃないかというようなご意見、保護者の方からいただいていまして、そういったことが

ないように、きちんと計画を立てていただきたいというので、どう進んでるのかという

のを、具体的に教えていただいたりすることで、保護者の理解も得られると思っていま

すので、どういう話になっていくのかは分かりませんけれども、きちんとその辺をお話

しさせていただきたいということです。 

 最後のところに書かせていただいたんですけれども、今まで、結構、市の対応が不十

分ですよというお声があって、それについて、当然、我々も言いたいことはたくさんあ

るんですけれども、どちらかというと、過去のことをというよりは、これになったとき

に、万が一、そっちのほうに進んだときにどうするんだって話をさせていただきたいと

思っていますので、その点はご理解いただいて、情報の開示だったりとかというところ

は、市のほうでもご協力いただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○大澤委員長  ありがとうございました。 

 改めて、藤原委員長のほうから、５項目につきましてご発言のほうをいただいたとこ

ろでございますけれども、改めまして、こちらのほうの資料等につきまして、ご質問等

ございますでしょうか。 

（なし） 

○大澤委員長  市のほうからは、特段ない状況でございますので、藤原委員長、よろしいでしょうか。 

○藤原委員長  はい、ありがとうございます。 
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○大澤委員長  特に皆さんも大丈夫ですか。 

（なし） 

○藤原委員長  そうしたら、今日、ペーパーの案ということで出させていただいたので、五園連さん

ともお話させていただいて、もともとこのペーパーについても確認はいただいているん

ですけれども、十分か、十分でないか、もう一度検討させていただいて、正式な要望書

ということで、出させていただいて、具体的に議論していければと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

○大澤委員長  それでは、要望書につきましては、提出していただいた後に、こちらでの議論、また

は方針案の修正なども含めて、検討させていただきたいというふうな形にさせていただ

きたいというふうに思ってございます。 

 改めて、こちらのほうの本日の議題２につきまして、皆様方から何かご発言等ござい

ますでしょうか。 

（なし） 

○大澤委員長  まず、繰り返しになりますけども、市のほうでは、今後につきましては、現在でも庁

内で整理を行っているところであり、また何か動きがありましたら、皆様方にはお知ら

せをさせていただきたいというふうに思ってございますし、本日、保護者委員のほうか

らも、改めて要望書については、ご提出をしていただくというふうな形で承っておりま

すので、そちらのほうのご提出をいただいて、そちらのほう、中を我々としても、協議、

検討させていただきたいというふうな形で思っております。 

 そうしますと、今日の時点につきましては、このようなところの整理で、議題２につ

きましては終了させていただくということでよろしいでしょうか． 

（異議なし） 

○大澤委員長  ご異議がないようなところがございますので、議題２につきましては終了させていた

だきたいと存じます。 

 次に、（３）その他につきまして、委員の皆様から何かございましたら、挙手方よろし

くお願いいたします。 

 小関さん、お願いします。 

○小関委員   ありがとうございます。 

 すみません、皆さんありがとうございました。 

 今の委員からの要望書のところにも少し関係してくるとは思うんですけれども、もう
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少し大きい廃園とか、段階的縮小というところだけではなく、今後、運協に対して議題

を上げるときに、どのくらいのスパンで、もう少し今回の段階的縮小についても、もっ

と早くに議題を上げてほしかったというふうな声が多いというところ、前回お話しさせ

ていただいたと思うんですけれども、そこについて、どのくらいのスパンで挙げなきゃ

いけないかというのは、それは個々の事例によるということでお話しいただいていたか

と思います。 

 その点なんですけれども、もう少し具体的な期間を、やはり運協としても決めておき

たいというところがございまして。その起算点をどこにするかというのが、なかなか難

しいのかなと思ったんですけれども、少なくとも１年、可能であれば２年、運協で何か

プロセスが、市あるいは市議会において、何らかのプロセスが走り出して止められませ

んというふうになる前に、１年ないしは２年、運協の場で話合いができる。そのような

タイミングで運協に挙げていただくということで、市のほうで何らか期間を区切ってい

ただくということは可能ですか。 

○大澤委員長  議題というところ、事前にお話をして、内容につきまして、一、二年の時間をかけて

話合いをするような状況ができるかというような形のご質問というふうに受け取りまし

た。 

○小関委員   はい、そうです。多分、市議会で決まります、だから市議会の１年前でいいですとい

うと、多分今回も、そういうスケジュールだったんですよ。１年まだ市議会にかかって

ないから、１年前には言いましたという感じになると思うんですけど、そうではなくて、

そのプロセスが回り出す前の１年で運協に上げていただいて、意見を交わしたい。そこ

からプロセスを回してほしい、そういう要望になりますので、そのプロセスが回り出す

のはどこかというのは、多分案件にもよるし、あと恐らく議会の中、市の中でいろんな

プロセスがあると思うんですけれども、ちょっとそこの起算点の設定というのは、多分

ちょっといろんな、まあ案件によってくるのかなとは思うんですけれども、少なくとも

１年か、または可能であれば２年、運協の場で話をして、もんでから、そのプロセスを

回してほしい、そういう要望になります。 

○大澤委員長  今の小関さんのご発言につきましては、今後というところも含めて、ご質問というふ

うに取ればいいのか、ご要望というような形で今取ればよろしいのか、ちょっとお聞か

せください。お願いします。 

○小関委員   要望。それが可能なのかという質問と、可能であればやってほしいという要望になり
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ます。 

○大澤委員長  はい、分かりました。 

 では、平岡委員、お願いいたします。 

○平岡委員   まず、ご要望というところについては、当然、受け止めさせていただいて、こちらも

対応できる部分については、対応させていただきたいというお答えになるかなと思って

いるんですけれども、確かにおっしゃるとおり、事案によってどのくらいのスケジュー

ルを組んで、どういうふうな手順を踏んでいくかというのが、若干変わってくることと

なりますので、我々のほうとしては、現時点で、事案、事案によって、小関さんが言っ

ていただいたとおり異なってくる場合もありますので、今の時点でお答えを総括的にさ

せていただくとしますと、そういったご意見、今回多くいただいていますので、そちら

に配慮しながら、できる限り努めていきたいというようなお答えにはなるかなと思いま

す。 

○小関委員   ありがとうございます。その年数というか、事前という、そこのスパンの具体的な年

数というところについてはどうですか。１年または２年というところで実現が可能そう

でしょうか。 

○大澤委員長  平岡委員、お願いします。 

○平岡委員   プロセスのどこのタイミングで運協さんとお話をしていくのかというのは、我々も事

案によってとても悩むところがあります。今回の段階的縮小の件でも、かなりご指摘を

いただいたところはあるんですが、やはり、あまり市のほうで方向性がはっきりしてい

ない段階で、ご相談をかけて協議していくというのは、難しい事案も多々あるかなとい

うふうに思っておりますので、それが１年であればできるか、２年であればできるかと

いうのが、なかなか今の我々の中では、全てお答えするのはちょっと難しいというふう

に思っております。 

 ただ、例えば今回、具体的に挙げていただいているわかたけ保育園の件であるとか、

小金井保育園や、けやき保育園の建て替えの件であるとか、そういったある程度具体的

な内容があるのであれば、こちらのほうとして可能かどうかというお話については、少

し検討はさせていただくことにはなると思うんですけれども、その時点でのお答えとい

うことであれば、少し検討させていただいて、またお返しをさせていただければとは思

います。 

○小関委員   ありがとうございます。そうであれば、今、上がっている、今、平岡さんがおっしゃ
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っていただいた具体的な案件について、どのくらいのスパンで運協のほうに上げていた

だけるのかというところをご検討いただいて、またご回答いただければなというふうに

思います。 

○大澤委員長  今、平岡委員がご答弁申し上げた部分での検討というふうな形の状況を、こちらのほ

うでお預かりをさせていただいて、少し内部のほうでも検討させていただいて、ご回答

ができるときにご回答させていただくという形でよろしいでしょうか。 

○小関委員   大丈夫です。 

 藤原さん、何か補足ありますか。 

○藤原委員長  一応、補足をしておきますと、あんまり難しいこと言っているつもりはなくて、一般

的にいって、例えば、これ３か月前に言われても無理ですよねという案件もあるし、１

年も要らないですよねというのもあると思っています。 

 そこの、これどこまでいっても、例えば何かの案件に対して、３年というのがあった

ときに、それが十分なのか、十分でないのかというのは、割と、その主観的な部分もあ

ると思っているので、何も我々としても絶対何年取ってくださいというようなことを言

うつもりはないし、小関さんもそう言っていないんだろうなとは思っているんですけれ

ども。 

 我々としても、具体的な案に対して今後は、これぐらい取ってくださいと。例えば、

ここに書かせていただいた２番目のところだと、例えば最低でも２年欲しいよねとか、

３年欲しいよねとかというのは、ある程度、保護者側でもまとめてお出ししなきゃいけ

ないんだろうなとは思っているんですけれども。できるだけ、今後については、例えば、

わかたけの件についても、ちょっと仮には設定させていただきましたけれども、保護者

の総意というか、多数の意見として何年みたいなところは出させていただこうと思って

いますので、なるべく、そういう個別具体的な案をご例示いただくというか、そこのと

ころのコミュニケーションが取れればいいのかなと思っています。 

 なかなか市のほうから、例えば３年とかって、具体的にというか、年数を決めて言う

と、それに対して長い短いとかということが、いろいろ出てきちゃうと思っているんで、

可能であれば、こっちから伝えてこうだという年数を提示できるような、保護者側でも、

そういう話合いができればいいなというふうに考えています。 

○大澤委員長  藤原委員長からのご意見というような形で承りました。 

 今日の発言も踏まえて、少し内部のほうでも検討させていただいて、先ほどの要望書
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に関わる部分、または今回の対応というところも含めて、我々としても貴重なご意見と

いうふうな形で承っておりますので、少し、今日の時点ではお預かりをさせていただい

て、また次回以降、先ほどの要望等も含めて、検討させていただいて、ご議論させてい

ただければというふうな形にさせていただきたいと思います。 

 ほかに、その他の関係で皆様方からございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○大澤委員長  そうしますと本日につきましては、終了の方向になりますけども、それで皆さん方よ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○大澤委員長  よろしいようですので、それでは、次回の日程等につきまして、平岡委員のほうから、

ご説明方お願いいたします。 

○平岡委員   それでは、次回の日程について、お知らせをさせていただきます。 

 次回は、１月２２日の土曜日、開始時間は本日と同じく午前９時からとなります。会

議形式は、引き続き、Ｗｅｂ会議とさせていただきます。 

 傍聴につきましては、これまでどおり、市役所第二庁舎を基本に会場を設定させてい

ただく予定でございます。 

 なお、正式な開催のアナウンスにつきましては、前回同様、委員の方につきましては

開催通知にて、傍聴の方に対しましては、市ホームページ等で開催する場合に限り、都

度お知らせをさせていただくこととなりますので、よろしくお願いをいたします。 

 私からは以上でございます。 

○大澤委員長  それでは、次回は１月２２日の土曜、午前９時からＷｅｂ会議という形で開催させて

いただきます。 

 委員の皆様に対しましては、追って開催通知等でお知らせさせていただきますが、傍

聴の場所等につきましては、準備でき次第、市ホームページ等にてお知らせさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了しました。会議を閉じ、散会といたします。 

 皆様方、早朝から大変ありがとうございました。また１２月というところで、また年

が明けますけども、本当にこの一年間大変お世話になりました。また来年もよろしくお

願い申し上げまして、本日は終了させていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 
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閉  会 


