
第２回伊賀市人権政策審議会 議事概要 

 

【開催日時】 平成２５年３月２６日（火）午後２時～午後４時１０分 

【開催場所】 大山田農村環境改善センター １階多目的ホール 

【出席委員】 １９人 

竹内  文子 （伊賀市男女共同参画ネットワーク会議代表） 

前田  和子 （上野児童福祉会連合会代表） 

山本  操 （伊賀市老人クラブ連合会代表） 

山本 志賀子（伊賀市障害者福祉連盟代表） 

今岡  勉 （伊賀市同和施策審議会会長） 

楊  慧敏 （伊賀市国際交流協会） 

西井 正和 （伊賀市校長会代表） 

森内 佐武郎（伊賀市人権同和教育研究協議会会長） 

海津 裕美 （伊賀市ＰＴＡ連合会代表） 

中西 宣幸 （伊賀市民生委員児童委員連合会代表） 

加藤 繁樹 （住民自治協議会代表） 

松岡 克己 （部落解放同盟伊賀市協議会代表） 

林田 一雄 （部落解放同盟伊賀市協議会代表） 

福田 圭司 （三重県伊賀県民センター所長） 

平井 保彦 （伊賀公共職業安定所所長） 

大谷  徹 （学識経験者） 

奥田 幸一 （公募委員） 

菊田 秀日公（公募委員） 

堀   忍 （公募委員） 

【伊賀市出席者】 ７人 

契約監理室長、総合危機管理室主査、人事課長、企画課主任、人権政策・男女共同参画課

長、同和課長、市民生活課長、障がい福祉課長、こども家庭課長、介護高齢福祉課副参事、

商工労働観光課長、消防本部消防次長、農業委員会事務局長、水道総務課長、学校教育課

長、生涯学習課長、伊賀支所住民福祉課長、島ヶ原支所住民福祉課長、阿山支所住民福祉

課主任、大山田支所住民福祉課長、人権政策・男女共同参画課職員３人 

【傍聴者】 ０人 

 

事務局：定刻になったので、只今から本年度第２回伊賀市人権政策審議会を開催する。 

本審議会については、「伊賀市自治基本条例」第８条第２項並びに「伊賀市情報公開条例」

第３５条の規定に基づき、会議の公開を行う。また、審議会等の会議の公開に関する要綱第

８条（会議等の結果の公開）の規定により、議事概要作成のため録音するのでご了承賜りた

い。なお、発言の際にはマイクをお渡しさせていただくので、必ずマイクを通して発言いた

だきたい。 

なお、本日は総委員２３名中、１９名の出席となっており、半数をこえているので、伊賀

市人権政策審議会設置条例第６条第２項の規定により、本審議会は成立する。 

 

副会長あいさつ 



人権生活環境部長あいさつ 

 

事務局：（配布資料の確認） 

 

１．第２次人権施策総合計画平成２４年度事業の進捗状況について 

事務局：資料に基づき説明。 

副会長：膨大な資料で、どういう進め方をしたらよいか難しいが、この総合計画では施策分野が

４つある。この分野ごとにご質問やご意見をうけたまわるということでよろしいか。それで

は、施策分野１「人権意識高揚のための施策」について、ご質問ご意見をうけたまりたい。 

委員：１５ページの１６４番、効果・課題に「認知度が低く」とあるが、２００９年に実施した

市民意識調査によると毎回読んでいるが８％、ときどき読むが３７％、あわせて４５％が読

んでいる。関心がないので読まない１３．４％、そのような記事を知らないが３８％だった。

認知度では読んだことがない人が上回っている。自己評価Ｂではそれなりに達成できたこと

になる。少なくともＣかＤでもよいと思うが、何か新たな調査結果が出たのか。 

事務局：評価をするにあたり、評価の基準を設定している。啓発の効果は測定しにくい。本件で

は年間１２回の実施計画に対し実績が１２回であり、目標どおり回数を達成したので評価を

Ｂとしている。記事を読んだ人の数や理解度での効果測定は難しく、回数を評価指標とさせ

ていただいた。 

委員：啓発の浸透度ではなく、主催者側の計画どおりできたのでＢだとのことだが、本来の評価

ではない。啓発の効果をみるのは難しいし、評価指標に基づくものであることは理解したが、

本来の啓発からすると違うのではないかと思う。 

事務局：本来は市民の理解度で評価すべきであると考えるが、本年度は１年目であり、担当課か

らは、ある程度計画どおり出来ていたらＢかＡの評価となっている。ただし、来年度以降は、

１００％できたらＣ評価にすべきと感じている。評価に客観性を持たせるため、達成度に応

じた評価にしたい。本資料は担当課の主観であげた評価で、そのあたり事務局としても課題

と感じている。 

委員：秘書広報課は出席しているのか。 

事務局：庁内推進会議委員でないので、出席していない。 

委員：広報担当課がどのように考えているかだ。広報担当部署がどのように広報しているか回答

してほしい。 

事務局：いただいた意見を伝える。 

委員：その旨を広報へ伝えてほしい。 

委員：啓発図書整備の評価に、ばらつきがある。Ｃ評価となっている部署は、本すら買わないと

いうことか。買えばＡ評価となるのか。 

事務局：人権施策総合計画には数値目標を設定している。これについては数値目標実績という資

料をご覧いただきたい。人権計画については数値目標が設定しにくいため、これら６事業に

ついて、５年後の数値目標に向けて事業を進めていく。その他の事業は数値目標を設定しに

くいが、評価に客観性を持たせるため、広報だと発行回数、啓発図書だと冊数を基準として

評価指標を設定した。広報については、本来は発行回数でなく読んだ効果を測定するもので

あるが、毎年こうした調査することは難しいので、次の調査まで５年待つようなかたちにな

る。教材整備については、さらに多くの教材を購入し、多くの方に活用されるのが本来であ

るが、今年度はこのようになった。但し、目標と実績が同じであっても評価がＡやＢに分か



れている箇所があるが、目標に対する実績の割合によって評価を設定するなど考えたい。 

副会長：それぞれの課で、評価を判断しており、どうしてもばらつきが出てくる。来年度は、基

準をつくらないと、ばらつきのある評価となる。また、評価の数字について、ビデオ購入数

や広報回数だけの評価でよいのかというご意見をいただいた。根幹に係わる話だが、本年は

このようなかたちで評価をさせていただきいので、お許しをいただきたい。 

委員：資料を見たとき、ＡやＢが多いと思った。なぜこんなに多いのか。横長の資料を見ると、

事業内容に対する評価とわかり 講演会では回数による評価であるとわかった。今日は、感

想、希望、意見を述べることになる。 

副会長：感想、希望など、ぜひお願いしたい。 

委員：資料の２３ページ、講座修了生の活用、ネットワーク体制づくりについて。三重県人権大

学講座や部落解放・人権大学講座を修了した職員をネットワーク化することで、指導者養成

しているが、以前にメールマガジンを送っていると聞き、素晴らしいと思った。一同に集ま

ることができないため、情報交換のためのメールマガジンが素晴らしいと思ったが、どこに

も出てこない。他の市町にも先進的な取組であるとして紹介したが、今はもう実施していな

いのか。 

事務局：２４０番、２４１番について。三重県人権大学講座、部落解放・人権大学講座に職員派

遣しており、その修了職員に対して交流会をしたり、ネットワーク化を図っています。メー

ルマガジンは年３回、７月、１１月、３月、当時の気持ちを振り返っての講座修了生の思い

などを載せて発行しています。今回のご意見はありがたいのですが、その方々を対象にした

交流会を目標に入れさせてもらいました。 

委員：先進的な取組として他市町にも紹介しているので、実施しているなら載せていただきたい。 

副会長：終わりに時間を取りたいと思いますので、施策分野２についてご意見をいただきたい。 

委員：２６ページ、２７９番。学校関係でスクールカウンセラーのことがたくさん出てくる。い

ちばん子どもに接し、よく知っているのは担任の先生である。それを補うのが、スクールカ

ウンセラー。結構Ａを付けているが、その辺がどうかなと思う。次に障がい者の相談支援、

２４年度に７，２３０件の相談件数があがっているが、すごい数字である。４名を配置して

いるようだが、評価Ａが本当にできたのか聞きたい。 

事務局：スクールカウンセラーについて、不登校や不登校傾向の生徒については、教師が一生懸

命取組んでいるが、医療機関や虐待などの関係から学校だけでは対応できないことがある。

関係機関とつなぎながらスクールカウンセラーに示唆をいただくなど活用に取り組んでき

たのが結果です。 

事務局：相談者相談支援センターは、３つの法人から４人の相談専門員を派遣していただいてい

る。平成２３年度は７，０３０件の相談があり、本年度も８千件に達しそうな状況である。

障がいがあるので仕事に就けないといったような家族全体の生活相談に広がり、１人に１件

ではなく３件とかの相談件数になっている。それだけ相談があるということは、市民の皆さ

んに浸透してきたと思う。件数だけだが、相談支援としてお役に立てているのではと感じて

いる。 

委員：私自身障がい者だが、その立場から評価を見ると、いつもお世話になっているとは思うが、

相談者４名はどうなのか。少ないのか多いのか。見ていると、障がい福祉課の奥に相談のス

タッフがいると感じる。若い人を対象にされているのではないかと思う。障がい者は、幅が

広い。０歳から高齢者までだ。４名で果たして、伊賀全体のカバーができるのか。 

事務局：４名が適正かどうかについては、４名は専門員で、３障がいをカバーできる人に来ても



らっている。障がい福祉課も来客があれば相談を受けている。介護高齢福祉課や地域包括支

援センター、こども家庭課と連携を取っている。総合相談窓口を平成２６年度からできるよ

う協議している。市民の皆さんがどこに相談に行けばよいのか、お示ししたいと考えている。 

委員：２６ページ、いじめや不登校の対策推進について。ここでは、研修会をやりましたとだけ

書いてある。伊賀市にいじめはないのか。あるなら、いじめを阻止する対策をどう取られて

いるのか。事業の効果・課題の中に、いじめ問題が大きな課題であると書かれているが、ど

こでどんな問題があるのか。学校名までは結構だが、実態が何も提起されずにＡ評価となっ

ている。先生や関係者の研修でいじめ問題がなくなるはずがない。どうなっているのか。 

事務局：本年２月までに、いじめの報告が４５件あった。小学校１８件、中学校２７件で、学校

と共有しながら解消に向けて取組んできた。その際の手立てや支援のあり方について、研修

会を持ってきた。実態があってこその評価というご意見でしたが、もう一度精査したい。ま

た、身近に接している教師が見抜き、学校で共有しながら取組むことが基本である。そのた

めに仲間づくりが基盤になる。市教委とともに情報を共有しながら取り組んできたという経

緯である。解消したものもあるが、継続支援中の事案があるのが現実である。 

委員：この審議会は、抽象的な話を聞いて終わるものなのか。具体的な内容を提起して、我々が

考える審議会なのか。審議会委員は、各分野の具体的な状況や課題を共有しなければならな

いと考える。いじめの問題がどうなっているのか共有できない会議ではいけない。そこまで

すると時間がなくなってくるのでそこまで言わないが、担当部署が課題などを提示してもら

わないと、この短い文章では協議できない。各担当部署が抱えている分野について、問題と

課題について取組の状況を示してもらわないと、審議会はただこれを見て質問するだけにな

ってしまう。人権の計画は多岐に渡っている。論議できる資料提供をしてもらわないといけ

ない。各担当部署が課題や取組について示してもらわなければ、時間の無駄遣いだと思う。

真剣に論議できる資料提供をしてもらわないと、客観的な事実がないと、我々がしゃべって

いると客観と主観があわない。会長、副会長の責任ではなく、行政の体制の問題だと思う。 

委員：自課評価は自己評価で、寛大化傾向がある。高い評価をする人もいれば、厳しい評価をす

る人もいる。それらを平均して評価しても、自己評価に過ぎない。評価者が誰であるかが不

明確である。審議会で総合評価をもとに評価委員会を兼ねるのは時間的にも難しい。自課評

価をもとにした評価委員会も必要だと思うのでご検討いただければと思う。 

事務局：これはあくまでも自課評価のアベレージを出したものであり、庁内推進会議でこれを検

討すべきであるが、来年度以降、行政内部の評価をした上で、審議会で外部評価していただ

くよう議論している。 

副会長：ぜひお願いしたい。それでは、施策分野３についての意見をお願いしたい。 

委員：４２ページ。各担当課の評価に対しては問題ないようであるが、相対的に利用しやすい施

設、生活環境の整備を見ると、だんだん高齢化が進んでおり、特に旧郡部では、日々の生活

で一番大切な食について、普段のおかずを買うためにも苦労している。交通手段がない。道

路の整備や公共施設の改善はよいが、車に乗れない人が増えており、そういう人に対する環

境整備をどう考えていけばよいのかと思う。そうしたことは評価に出てきていない。重要な

人権だと思う。生まれたときから墓場までずっと人権だ。反映されるべきだ。 

副会長：ご意見としてうけたまわっておきます。 

事務局：旧郡部は高齢化が進み、買い物に行くにも手段がない人がいる。４２ページの４８９番

が該当すると思うが、これでよいか。 

委員：文章を読んで判断すればそうであるが、一般の市民にどのように浸透しているのか。住民



に対して大いにＰＲすべきであるし、本当に利用しやすい方法を考えていくべきである。大

山田では、日々の買い物をしていた店がなくなるなど、特に問題が表面化している。 

事務局：本日、担当課長が別途出張しており、この場ですぐに回答できかねる。いただたご意見

を持ち帰る。 

事務局：市民活動推進課で住民自治協議会の担当窓口をしている。買い物に行きたいのに行けな

い課題について、ある自治協では福祉の有償バスを運行しているところもある。自治協はそ

れぞれの課題を解決していくので、市民活動推進課を通じて協議していただきたい。 

副会長：それでは、施策分野４についての意見をお願いしたい。 

委員：障がい福祉ばかりになり申し訳ない。障がいも種類がたくさんあり、事業の効果・課題の

表現が少し冷たい文章ではないか。２６ページには「今後は精神障がいだけでなく」、６３

ページには「理解を深めてもらう」という文言があり、ものすごく引っかかる。理解をして

もらわなければ、地域で暮らしていけないのか。もう少し優しい言葉はないのか。障がい者

の選別ということがささやかれている。「理解を深めてもらうための講演会をした」とある

が、そんなことは幼稚園、小学校のときに人権教育を受けている。解放保育の欄では、「生

まれてくれてありがとう」と書いてあった。文章的に少し冷たい感じがした。 

副会長：全体を通して表現を修正してほしい。 

委員：表現が適切でないかもしれないが、別に理解を深めていただかなくても結構ですと思う。

周囲の人に理解を深めてもらうために存在しているのかと思うと、腹立たしくなる。文章表

現を含め、それぞれ担当者の意識変革も目指していただきたい。 

副会長：担当部署職員の意識改革の意味合いからも、文章表現を見直してほしい。 

委員：５７８、５７９、５８０番のうち５７９番がＣ評価となっている。第１回校園長会で基本

方針が配布されたのだと思う。教職員意識調査では、方針を知っているというのが低いパー

センテージしかない。第１回校園長会は、すごい量の資料が配布される。ここで基本方針を

配って本当に周知徹底できるのか。これをメインにした校園長会をしないと、根本的な解決

にはならないのではないか。管理職研修が評価Ｃなのか、周知徹底できていないから評価Ｃ

としたのか。 

事務局：年度初めの校園長会で周知徹底してきたつもりでいたが、教職員意識調査をみて不十分

であると痛感した。次年度においては別に校園長会議を設定して、丁寧に読み込むことが大

切であると考えている。取組は不十分であるとして評価Ｄだと考えた。しかし、その後に研

修を実施したので評価をＣとした。 

副会長：評価ＡをつけるのかＣをつけるのか検討する必要がある。だいたい出来たからＡという

のはおかしい。 

委員：三重県は施策評価に全国でも早くから取り組んでいるが自己評価は難しい。一つ気を付け

ていただきたいのは、今回はアウトカムであり、何をしたか、どれだけしたかの評価である。

市民がどんな行動をしたか、どれだけ意識が変わったのかを知るのは難しい。アンケート調

査も一つの方法であるが、これもバイアスがかかる。一つ一つの施策評価は難しいと言われ

ている。今回の伊賀市の評価で、各担当部署が評価されたのは、1 年間の取組を市民に約束

したことに対して、出来たか出来なかったかであって、ある意味、手段ができたか、整えら

れたかであって、その結果、市民や行政の市政がどのように変わったかを、あらためて外部

から意見を聞くものである。こうした段階を踏まないと評価は難しい。６８２番について、 

同じ施策を本庁と支所で評価しているが、予算はそれぞれ確保されているのか。本庁が予算

を一括要求して、支所に分配しているのか。そういう仕組みによって違うと思う。支所が手



足となってやっているのであれば、本庁課が自己評価の集合体を統括して評価するとわかり

やすくなる。行政の仕組みのことであるので、ひとつの考え方としていただきたい。 

事務局：これだけ市が大きくなると、啓発や学習の機会提供が難しいため、人権・同和問題や男

女共同参画については支所単位で取り組んでいる。支所によって評価にばらつきがあってよ

いのかという課題がたくさん出て来た。その課題を整理して審議会に提示できればよかった

が、課題があるまま出すことになった。来年度以降、いただいたご意見を、評価に反映させ

ていきたい。 

委員：津市の人権施策評価では、人権施策審議委員が何人かのグループ別になって、人権課題別

の評価に加わっていく。それがいいのかどうかわからないが、やっていることはやっている。 

事務局：伊賀市人権施策推進会議の中では、要綱上、プロジェクトチームを組めるようになって

いるが、活用できていない。課題が抽出されているのだから、次年度につなげられるように

したい。特に顕著な課題については、外部の委員さんに検討いただくのも難しいので、庁内

会議で課題解決につなげたい。 

副会長：本年度の事業は終わっていない。事業が終わっていないのに評価することは問題かと思

う。実績がまとまってから審議会を開くほうがいいという話が出ており、審議会の開催時期

も来年度へずれていく。担当者が替わったら難しいが、評価やそのあり方についても、来年

度はきちんとしたものに近づけることとしてほしい。 

委員：５３１から５５２番の企業啓発について。市内事業所・企業への働きかけが積極的に行わ

れていないと感じる。市内には商工会議所や商工会があるのだから、有機的につなげながら

進めていかないと。伊賀市で経営活動をするなら、これだけのことはやるべきだという企業

になってほしい。合併前からこの取組はあるが、合併してから弱くなったように思うので、

積極的に進めてほしい。 

事務局：支所も含めて企業訪問をしているが、上野管内は１度にまわれる企業数でないため、商

工労働観光課が３年に分けている。事業所からヒアリングする中で、どこまで人権のことに

踏み込んで取組んでいるかは、アンケートを集約して、次年度の企業訪問の方向性を決めて

いる。現在、人権問題企業連絡会として伊賀市に１本化したものはない。大山田管内には人

権問題企業連絡会がある。企業に人権問題を取組んでいただきたいので、伊賀市として一本

化した企業連絡会の設置を目指している。商工会議所、商工会を交え人権担当部署とも協議

しながら準備会を進めており、平成２５年度内に伊賀市１本の人権問題企業連絡会の設立を

目指している。設立に際して、すべての企業が入ってくるかというと賛同いただける企業ば

かりではないので、積極的にアプローチしていきたい。 

委員：評価点ということで、Ｅ評価が４つある。できていなかったらＥ評価なのか。 

事務局：評価の基準として、Ｅ評価は１．５点未満としている。これは総合評価を算出する上で

アベレージを出すやり方としてこのように書かせていただいた。Ｅ評価になっている部署が

６箇所ある。それぞれ、計画をしたが実施できなかった、あるいは連携出来なかった。これ

は、アベレージを取ることなくＥ評価とさせていただいた。 

委員：いちばん肝心と思うのが、いろんな研修会をするが参加率が極めて悪い。審議会委員の女

性登用率が悪い。いくら立派なことをしても、参加者が少ないと効果が浸透していかない。

その対策を真剣に考えてもらわないと。青山では５人以上の企業を対象とした企業研修を実

施しているが、参加してもらえる企業が極めて少ない。よい話をする講師をお願いしても、

少数の人しか来ない。いろいろな人を呼ぶ方法を考えてほしい。地区懇談会も同推協から出

ているが、それでも参加する人が少ない。知恵を出していただきたい。 



副会長：計画には数値目標をあげており、人権・同和教育研究協議会への加入者数を平成２８年

度には１，７００人、人権問題企業連絡会への加入事業所数を５０社、強調月間講演会等へ

の参加者数を２，５００人と決めている。こういう目標だが、増やすための具体的な方策が

ほしい。 

事務局：１１ページ、１２０番について。事業の開催にあたり、効果も大切であるが、まずは多

くの方に学んでいただける方策を考えている。本年度、企業対象の総合評価制度を導入した。

来年度、公共工事における入札参加企業を対象とした事業であり、３０３名の参加をいただ

いた。今まで啓発事業に参加いただいていなかった方々と思われ、効果があったと思う。他

には参加要請の方法を工夫するなど、参加者数を増やすよう努めてきた。数値目標の実績で

は、人権問題地区別懇談会の開催地区数だけ見ると平成２３年度に比べ減っている。全体的

に減ったというより、毎年、全部の地区を対象にしている支所もあれば、３年のローテーシ

ョンとしている支所もあり地区数に変動がある。平成２８年度には１３０地区、さらには全

地区で地区懇を開催できるように考えている。なお、地区懇の参加者数では、４，２６５人

の参加を得ることができた。市民対象とした人権大学講座の延べ受講者数では、企業の方々

に、年６回あるいは８回の連続講座を受講いただき、昨年度に２３０人の積上げができた。

今後も多くの参加者を確保しようと思う。 

委員：ある講演会で、作業服の方がどかどかと入ってきて、そのままお休みになっていた。講師

からクレームがあった際に１２０番の話をしたら、伊賀市の先進的な取組を他府県で発表し

ていただいた。伊賀市が取組んだ総合評価制度方式の導入や戸籍騰抄本の本人通知制度は三

重県初の取組であり、我々もアピールしていかねばならないが、伊賀市は人権問題への取組

について課題はあるが三重県をリードしていることをＰＲしてほしい。５０ページ、５６８

番の部落問題を考える小学校のつどい、中学校のつどい。５６ページ、６６７番の、中学生

広島派遣事業について。評価がＡになっているが、事業の見通しについてどうか。 

事務局：広島派遣事業は、各学校から代表者１人を派遣している。今年、８月９日に開催された

柘植中学校の還流学習に参加し、どうして非核平和都市宣言をしたのか、どうして広島派遣

事業をしているのかを説明した。２時間くらいであったが、生徒さんから多くの意見をいた

だいた。今までわからなかったことを、派遣された生徒を通してわかったという意見があっ

た。きちんと還流学習されている学校では、相当の効果があったと考えている。 

委員：それは成功例であって、予算や労力を使う割には、うまくいかない例が多いと思う。広島

派遣を実施した後に事務局が全ての中学校を回るのは無理なことだ。中学生を広島へ派遣し、

後で還流学習をすればよいという場当たり的な考え方だと思う。派遣された生徒に効果があ

っても、それを受ける中学校の労力を考えれば、配慮や意義を、もう一度ゼロベースで見直

してもよいと思う。 

事務局：数年前、そういう話があり、学校教育課、教育長、当課で協議を行い、継続している経

緯がある。 

委員：学校現場は大変であるので、本人通知制度など先進的な取組をされている伊賀市として、

本事業はやめるべきだと思う。 

事務局：内部で充分協議を決めたいと思う。 

事務局：つどいについても、ご意見を協議している。今後は協議したことを報告したい。 

委員：５９ページ、６８９番について。事業の実施予定には「家庭や地域への啓発に努めます」

とあるが、事業の効果・課題には「色紙の色や・・・気がする。」と書かれている。「気がす

る」とは、すごく消極的な感じがする。やっぱり、きちんと書いていただかないと。また、



「今後、家庭の啓発に」と書かれているので、地域への啓発は完璧にできたと捉えればよい

のか。地域への啓発ができているのであれば、どの部分が出来ており、家庭への啓発はどう

していくのか。 

事務局：色紙の色や好きな色へのこだわりがなくなったとは言い切れない。保育士から見て、そ

のように感じられるので、こういう表現になっている。地域への啓発も必要だと思うが、家

庭啓発が大切である。子どもの服を買うとき、性別による色決めではなく、好きな色を選ば

せてもらうように。地域も勿論であるが、家庭へもという気持ちで書いた。 

委員：答弁はわかった。評価Ｃであり、まだまだの不完全な部分が多いということか。 

副会長：最後に事務局からお願いしたい。 

事務局：評価のあり方についての提言、記述に人権の視点が欠如しているなど、いろいろな意見

をいただいた。次回の審議会では改善できるよう庁内会議で報告する。庁内推進会議で取組

むが、人権担当課が庁内各部署に対していかに横串を刺せるのかが問題である。推進会議設

置要綱にはプロジェクトチームを置くことができ、次年度から取り組んでいきたいと思う。 

 

３．その他 

事務局：資料に基づき説明。 


