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第13回岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会議事録 

 

１  日時 

平成29年 11月 14日（火）  午前 10時 00分～ 10時 55分 

 

２  場所 

エスポワールいわて  １階  小会議室  

 

３  出席者 

（ 1）委員 

上田吹黄委員、西牧正義委員、三宅諭委員、山田佳奈委員、吉田瑞彦委員、吉 

田基委員 

（ 2）事務局 

   高橋経営支援課総括課長、押切主事、小澤主事、遠山主事  

（ 3）一関市 

   藤倉商業観光課長  

 

４  議事概要（詳細は別紙のとおり。）  

（ 1）（仮称）一関複合商業施設北東ブロック新設届出に係る県意見について  

   審議の結果、審議会としての意見は、「意見を有しない」とすることとされ

た。 

 

５  傍聴人数  

  報道   ３人 
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別紙（議事詳細）  

 

１  開会（西牧会長）  

 

 

２  挨拶（高橋経営支援課総括課長）  

[挨拶終了後、小澤主事が資料確認、押切主事が出席報告（委員６名中６名の出

席であり出席要件を充足）を行った。 ] 

 

３  議事（議長：西牧正義会長）  

  議事録署名委員として上田吹黄委員が指名された。  

（ 1）（仮称）一関複合商業施設北東ブロック新設届出に係る県意見（案）について  

  ア  届出内容及び県意見（案）の説明 

    小澤主事より、届出内容及び県意見（案）について説明を行った。  

 

  イ  一関市のまちづくりに関する説明  

    一関市 藤倉商業観光課長より、一関市のまちづくりの考え方に関し説明が

行われた。  

 

  ウ  質疑応答  

（上田吹黄委員）  

    質問ですが、届け出後の手続として説明会の開催を行われたということ

で、参加者の関心がどういうものであったのか、そして参加者を構成してい

るのはどういう人たちだったのかその辺の関心、住民の反応というのをご説

明いただければと思います。  

 

（小澤主事）  

 参加者の内訳としましては、主に市内、地元住民の方、このほか少数であり

ますが、栗原市や奥州市からも参加されている方がいらっしゃいました。ま
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た、市役所や信用金庫様からも参加されているようでした。  

   住民の方から出た意見の傾向については、店舗立地にかかる際の工事中の環

境ですとか、そこに入る店舗がどういったものが来るのかといったような旨の

質問もあったように見受けられます。  

 

（上田吹黄委員）  

 商業者といいますか、同業の大型店が入ったときに影響をこうむるのではな

いかと思われる地元の商業者の参加というのはなかったのですか。  

 

（一関市 藤倉商業観光課長）  

   具体的な地元商業者の代表といたしまして商工会議所の職員も出席しており

ますし、当市の職員も出席しておりました。あと中心市街地の方ということ

で、その地区の住民も参加をしております。  

   具体的な質問の内容については、説明会開催結果報告書というのが開発業者

から届けられておりますので、それを朗読させていただきます。  

   まず、説明会で出店する店舗は決まっているのかということで、未定だとい

うこと。  

   店舗にアクセスする道路が狭いが、今後拡幅するのかということで、回答は

現在協議中ですと。  

景観について、住民意見を聞くような機会はあるのかと。住民意見を聞く機

会は少ないと思いますが、関係法令等に従い対応いたします。  

  地権者との折衝は進んでいるのか、概ね合意をいただいておりますと。  

   店舗名が北東ブロックとなっているが、他のブロックへの出店も考えている  

のか。特に考えていませんと。  

   続いて、店舗北東側住宅地の住民からなのですが、工事中の騒音、振動、粉  

じんが心配だと。工事の影響がないように対応したいと思います。近隣の方に

は着工前に説明したいと思いますと。  

   Ａ棟の高さはどれぐらいか。高い建物を建ててほしくないと要望を出してい  

ると。建物の高さについては、具体的な設計が進んでいないので、未定ですと。  
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   大店立地法の説明時にはお伝えできると思いますと。店舗北東側の住宅地の

住民だが、店舗東側の道路を使わないような来退店経路の設定をお願いした

い。交通については、大店立地法の手続で検討しますと。  

   店舗東側道路は拡幅するのかということで、この時点では未定ですというこ

とになっていました。  

   裏側に目隠しフェンス等を設置するのかということで、北西、東側に目隠し

テントを設置するのかということで、外構工事の計画が進んでいないので、未

定ですと。  

   営業時間を書いてほしいということで、 24時間営業なのかということに対し

まして、営業時間は未定です。Ａ棟はホームセンター及び衣料用品店で計画し

ているので、 24時間影響はないと思いますというのが報告書の内容でございま

す。 

   以上でございます。  

 

（上田吹黄委員）  

   地域を地図で見た限り、道路を隔てて住居地域と道路を接道する形で、既存

の商店街が並んでいるというような状況の中で、工事中の環境に対する配慮を

求めているという点と、店舗の高さが環境に影響を与えないかどうかというこ

とを住民の方は心配されていると同時に、どのような店舗が入るのですかとい

う質問の中に、これまでの地域の経済を担ってきた商業者の不安というのがそ

こに垣間見ることができるのかなと思われましたので、その辺も慎重にすり合

わせていく必要があるのかな感じております。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

   委員さんおっしゃるとおり、地元の中心商店街の購買力というのは確かに下

がっていることは購買額を見ましても、日中の通行者数を見てもそのとおりで

ございまして、こちらのほうの店舗に地域内の購買人口が流れるのではないか

という心配もあります。  

しかし、他から誘導する際には、沿岸に通ずる道路の、特に上り東側が、車
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が行きやすい道路でありまして、開発業者さんからはこちらのほうの店舗が使

いやすいという意見をいただいています。  

ただ、地元といたしますと、地域のお祭りに協力していただいたり、一ノ関

駅の東側に１つ大規模小売店舗があるのですが、そこと連携して地域の商店街

と一緒になっていろんな地域を盛り上げていただきたいという点もありま

す。こういう点では、商工会議所と協議しながらまちなかのにぎわいといたし

まして、既存の商店街には市と会議所のほうで、あらゆる補助金を使ってにぎ

わいの創出を継続していく所存でございます。  

対して、今回のような郊外店にはそういう補助が全くなく、そういった形で

税金の使途を中心市街地のほうに重点化して投入をしているという状況でござ

います。 

  

（議長：西牧正義会長）  

  他の店舗との競合とか競争という点については、この審議会の中心テーマにす

ることはなかなか難しいことだとは思うのですけれども、その一定の配慮をして

くださっているということですね。 

このほか上田委員から出ていた、隣接している住民の方々に建物の高さや交通

の問題がまだ明確になっていない、という指摘についてはいかがでしょうか。  

 

（高橋経営支援課総括課長）  

  工事中の対応等の部分は、開発業者さんとのやりとりの部分で、立地場所がど  

こであれ、必要なことですので、そういった話は開発業者さんのほうにお伝えし  

ていきたい。条例上、最適立地であっても、近隣に住宅地があるということがあ  

りますので、そこら辺の配慮というのは、委員会の意見ということとはまた別に  

伝える機会はありますので、そういった対応はしていきたいと思います。  

 

（小澤主事）  

  現在、届出者様のほうからは周辺に住む住民の方と調整を行いながら進めてい

きたいという意向を伺っております。  
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（吉田瑞彦委員）  

  住民との説明会が開かれたのは８月 29日で、かなり未定というところがあった

のですが、その後、未定というところで確定してきたと、あるいは未定でなくな

った点というのはあるのでしょうか。  

 

（小澤主事）  

  現時点でまだ未定な部分は、建物の高さや駐車場の詳しい構造等となります。  

店舗東側道路の拡幅について、こちらにつきましては届出者様のほうが拡幅す

るということで、今話が進んでおります。拡幅の幅については、まだ具体的には

決まっていないようですが、車がすれ違えるような幅で最低限拡幅する予定だと

いうことで伺っております。  

 

（吉田瑞彦委員）  

  意見ですが、資料５についてです。立地誘導指針に対する適合性で概ね適合と

なっていて、先ほどのご説明ですと「概ね」としているのは、この最初のところ

の原則的要素のところで「準工業地域であるが、しかし」という、このあたりだ

というふうにお聞きしましたけれども、指針を見ますと原則的な要素というのが

先にあって、これが指針の大きなⅡの１の（１）の①、こちらのほうの原則的な

要素というのが前提となっていて、それが満たされるのであれば、もうそれで一

発でオーケーというように見えまして、規定の仕方ですね。これは指針の３ペー

ジ、原則的要素、それから最適地要素というのはありますけれども、そして６ペ

ージ、立地を抑制することが必要な地域というのは、立地を誘導することが適切

な地域以外ということになりますから、原則としては原則的な要素を満たせばも

うそれで書きぶりとしてはいいのではないのかと思うのです。  

ですから、この書き方として、「準工業地域であって、抑制することが必要な

地域とされている」というのが頭のほうに来るのがむしろ順番が逆で、「しかし」

のほうがむしろ原則となっていて、それが満たされないのであれば抑制的な、抑

制することが必要な地域というのが出てくる、こういう構成ではないのかと思い

ます。そうすると、別に「概ね適合」ではなくて、全部適合となるのではないか
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と思いますけれども。  

 

（議長：西牧正義会長）  

  今の指針の読み方といいますか、解釈の仕方なのですけれども、それについて

はいかがでしょうか。  

 

（高橋経営支援課総括課長）  

 御意見ありがとうございます。我々としても基本的に市の全体的な方向性もあ

って、支障ないものということで検討しておるわけですが、順番の考え方の組み

立てのところですね、今後のこともありますので、検討はしたいと。  

基本的には、適合というところは変わりはないと思っておりますが、そこの考

え方に至るところまでのプロセスについては、我々としても今後検討したいと思

います。 

 

（議長：西牧正義会長）  

  今の御指摘に関していかがでしょうか。特定大規模集客施設立地誘導指針の３

ページで、この基本的な考え方のところに該当しているのであれば、それでもう

「概ね適合」なのではないかと。これ満たしていない場合に、６ページのところ

にある「立地を抑制することが必要な地域」というところにかかってくるのでは

ないかと。この３ページのところの文言を飛ばして、いきなり「立地を抑制する

ことが必要な地域」から始めることの是非ということなのですけれども、どうで

しょうか。とりあえず解釈に関しては、今後御検討してくださるということで。  

 

（高橋経営支援課総括課長）  

 そうです。基本的に地元市町村のほうで立地を進めたいところというふうなのが

確かにスタート地点にありますので、そこの組み方といいますか、流れの整理につ

いては参考にさせていただいて、今後のこともありますので、検討したいと思いま

す。 
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（議長：西牧正義会長）  

 個人的な意見なのですが、先ほど一関市さんから御説明いただいたような趣旨

で、一関市さんで規定をつくられる場合もありますので、そうすると解釈の広いよ

うな考え方を県としては取っていたほうが整合性を取りやすいかというふうには思

いますので、吉田先生の御意見は一つ参考にしていただけることとは思います。  

 

（吉田基委員）  

 資料５の上段のほうに書いてあります地区サービス拠点という言葉が使われてい

ますが、これの定義といいますか、どういったことを示しているか、また一関市さ

んのほうで立地適正化計画というものを策定されているかどうか、この２点につい

てお伺いしたいと思います。  

 

（小澤主事）  

 地区サービス拠点の定義としましては、地域生活を維持するために地域の生活を

充足させるようなエリア設定の地区を指すということで、この計画を所管している

都市計画課の方から伺っております。  

 

（藤倉一関市商業観光課長）  

 指針については、当市のほうでは特に定めておらず、県のこの指針に準じて対応

させていただいているという状況でございます。  

 

（吉田基委員）  

 遊水池ができて急速に市街地が拡大したのかなという面はあります。だからとい

って、昔の駅前の商店街だけに絞るかというと、これほど広域に合併してしまった

一関では、それは難しいと思いますので、どういうふうに全体像を捉えるかという

立地適正化というのを一関市さんで決めて、それに基づいて誘導するところ、しな

いところというのをめりはりつけてやっていったほうが今後どんどん人口が減って

いく中で、よろしいかなと思っておりますので、ぜひ御検討いただければと思いま

す。 
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（議長：西牧正義会長）  

 県意見とは直接係わらないのですけれども、貴重な御意見だと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 

（三宅諭委員）  

 県意見に関係しないところになるのですが、条例のほうで撤退するときの規定を

決めていったほうがいいのかなという気もします。大規模集客施設というのはいつ

までもあるものでもありませんし、空き店舗になって問題になってくるというのが

そろそろ出るころだと思うのです。  

アメリカに行ったときにかなりガラガラになった郊外大型店というのを幾つか見て

きているのですけれども、どうしようもないわけです。だからといって、そのままにし

ておくのかというわけにもいかなくて、どういう手を打てるかというと、恐らくこうい

う立地のときに、退店するときのことも含めて求めるぐらいのことを書いてもいいのか

なと。そのとおりにはならないのですけれどもね、経営的に厳しくなって退店するわけ

ですから。しかし、少なからずブレーキといいますか、退店するときに何かしなければ

いけないのかなということを意識させることはできるのかなと思います。  

 たしか新潟かどこかがそういう条例をつくっているのですよね。出店するときに退店

するときの撤去なのか、何か計画を出さなければいけないというのを出して、私もつい

この間話を聞いたばかりでチェックしてないのですけれども、そろそろ先のことを考え

た見直しが必要なのかなというふうには感じます。  

 それから指針にも関連して、一関市さんぐらいであれば都市機能誘導区域の指定

というのはしていくべきなのではないのかなというのは感じます。また居住誘導地

域も設定していかなければいけないとは思うので、ぜひ一度ご検討いただければな

と思います。  

 県道に並行している市の市道について、もうここの農地を使わないのであれば、こ

の市道というのはほぼ意味がないと思うのです。そうすると、この市の道路をうま

く敷地に含めてデザインさせれば車の出入りというのも変わってくるのかなと思う

ので、これは開発業者さんとしっかりと検討されてもいいのかなと思うし、市とす
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れば売ってしまったほうがいいのかなという気もするのです。ただ、この図面見る

と排水管が下を通っているような気がするので、そこが気になります。この排水管

も農地を使わないのであれば、要らない排水路になると思うので、この図面だけで

推測で申し上げて申しわけないのですけれども、ここの市の市道に関して言うなら

ば開発業者さんに売ってしまって、そこも含めて整備計画してもらったほうが市と

してもメリットが多いのではないかなというふうに感じます。一度ご検討いただけ

ればと思います。  

 

（高橋経営支援課総括課長）  

 退店する場合も想定してというようなお話もいただきました。今の段階では、そ

れに対して正式に何ともお答えできないのですけれども、ただ思うところとしては

大店法自体がまずあって、それがあって県で独自で条例つくっている中では、立地

の誘導ということがあって、退店時を想定した計画を求めるということは、この条

例の中で、そもそも全体として合うかどうかというところから検討しなければなら

ないなと思っています。ただそういった取組しているところもあるというところは

参考にさせていただきたい。  

 

（議長：西牧正義会長）  

 次がすぐ入ってくれればいいのですけれども、なかなかそういうわけにいかない

と思いますので、将来的には少しご検討いただければと思います。  

 

（高橋経営支援課総括課長）  

 それが規制の条例なのか、あるいは誘導というか、施策的に導く方向なのか、そ

こも含めてですね。  

 

（吉田瑞彦委員）  

  これは大型店に限ったことではないのですけれども、借地上で、上物は自分の

所有で店やっていて、それでつぶれると、倒産したり、破産したりすると、建物

を撤去するお金がどこからも出なくて、そのままになってゴーストになるとい
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う、そのパターンなのですね、これ大型店に限ったことではないのですけれど

も。ただ、行政がこれだけ関与するのであれば、三宅先生のおっしゃるようにも

し倒産したり、潰れたりしたときの手当てというものもないと、誘導のところだ

け規制するけれども、出ていった後の始末はどうなのだということは、やはりだ

んだん必要になってくるだろうなと思いますね。  

 

（議長：西牧正義会長）  

  それでは、一関市さんのほうから後半の２つのご指摘、質問に対してお願いし

ます。 

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 ２つ今協議しておりまして、１つは開発業者さんとの協議というのも確かにさせ

ていただいておりまして、今のところこのようなところで開発業者さんがこれを買

収しますと、ここに１つ通す道路をこういうふうな形で交差できるかどうかという

のが課題となっていました。  

 もう一つは、この小学校の学区の通学路にここはなっていまして、その切りかえ

というのも協議をさせていただいておりましたので、その２つの協議が調えばとい

うような形で、時間がかかっておりますが、今話し合いを進めておったというとこ

ろでございます。  

 

（三宅諭委員）  

 ぜひ通学路を安全にどこか通れるようにしていただいたほうがいいのかなという

気はします。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 そこのところは継続して協議を進めたいと思います。  

 

（上田吹黄委員）  

 配置図の上が北と見て、東側道路について住民意見で通らないでほしいという意見が
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あったということと、あともう一つの報告では、東側道路を拡幅する予定であるという

２つの説明があったのですが、その辺の東側道路というのはここを指すのですよね。  

住民側の事情と、今この大きな道路に抜けるためのルートとの関係があるのか、そ

の辺の意味合いがつかめていないので、お聞きしたいと思います。  

 

（議長：西牧正義会長）  

 その辺いかがでしょうか。特に住民の方が通らないでほしいということの趣旨と

いうことですかね。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 東側の道路というのは、資料３で言いますとこの道路でございます。既存の道路

というのはここにありまして、今も通行している状態です。ただ、幅員がちょっと

狭いので、これを拡幅するといった計画が、西側の道路にも通っていまして、この

東側の道路は狭いといったことで、通らないでほしいといったこともあります。 

けれども、そこはこの道路としては今もある道路でございますので、この家の方

がここを通ったりする道路でございます。それが狭いということで、拡幅の点は今

協議をしているというような格好でございます。  

 

（上田吹黄委員）  

 先ほど開発業者側は拡幅する予定だと言ったのは東側、今のこの道路ということ

ですね。狭いために、それを拡幅して通行に支障がないようにしたいという改善の

意味合いですか。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 ええ。 

 

（上田吹黄委員）  

 それで拡幅するといったときに、ここの道路を予定のこの敷地からこちらを買収

するというか、そういう形で拡幅になるということなのですか。  
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（一関市  藤倉商業観光課長）  

 そういうふうにお聞きしていますけれども、今その状況は申し訳ないですけれど

も、用地買収になったかどうかまではまだ確認をしていないところです。  

 

（吉田瑞彦委員）  

 これ既存の道路は、そもそもこの店舗の地主のところでないと思うので、自分た

ちの駐車場となっている敷地を削らないと拡幅できないのではないかと思うのです。 

 

（上田吹黄委員）  

 内側に拡幅するということですか。  

 

（三宅諭委員）  

 そうすると、上の北側にある住宅地の敷地のほうは削れないので、やっぱり田ん

ぼのところを埋めたいということではないですか。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 私も拡幅ということの文字しか聞いておらないのですが、明らかに住宅のほうに

入ってはこれないので、多分ですけれども、拡幅というのは東側のほうにちょっと

延ばすのかなというふうな、あくまでも推測でしかないのですけれども。  

 

（議長：西牧正義会長）  

 店舗側のほうですか。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 ええ、協議だけはしておるのですけれども、実際に土地の権利が動いたりはまだ

していない状態です。  

 

（議長：西牧正義会長）  
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 借地だというお話だったので、かなり複雑だとは思うのですけれども、どうでし

ょうか。僕の理解なのですが、拡幅してくれればそんなに狭い道ではなくなるの

で、住民の方もそれでいいというようなニュアンスなのでしょうか。多分そういう

趣旨の上田先生のご質問かなというふうに思うのですけれども、要するに拡幅する

ことによって、通らないでくださいという住民の意見が改善されるのかと。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 これは、地元住民の方と協議しながら進めていただくように開発業者さんにお願

いするしかないというふうに考えておりました。  

 

（山田佳奈委員）  

 私も今上田委員さんからお話あったことずっと気になっていたものですから、ぜ

ひ協議を、やっぱり誘導指針としては持続可能なまちづくりということで、住民の

皆さんが納得し得るような形で進めるというのが理念かなと思いますので、ぜひお

願いしたいなとは思っています。  

今お話あった拡幅ですとかは、極力渋滞を避けるといった意味合いがあるのかな

というふうに理解しました。これは例えば実態として、ほかにも大型店舗さんが近

くにありということですが、既に渋滞というのは発生しつつあるという理解でよろ

しいのでしょうか。  

 

（一関市  藤倉商業観光課長）  

 今渋滞が発生する時間帯というのは、全くないわけではないのですけれども、既

存の大型集客施設付近では、信号待ちの渋滞というのは確かに休日のお昼の時間帯

は多少あるのですが、例えば１キロにつながるものではなくて、100メートルとか、そ

ういった形ではあります。  

あと近くに大きな市の施設で総合体育館というのがあるのですけれども、年間何

回か、例えば成人式ですとか、あとスポーツ大会とかやる際には、多少、さらに東

側に１キロぐらい行ったところの信号機のところなのですが、そこは駅東口から体

育館に向かう道路と、これまで説明しました主要地方道一関大東線の交差点なの
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で、そこがちょっと 100メートルほど渋滞する程度でございます。  

 こちらの今回の計画の信号機のついている西側のところも今既存の信号機がつい

ておりまして、この点で渋滞するといったところは、現時点ではございません。  

集客が１日大体 5,000人ほどというような計算で開発業者さんが出されておりま

すので、それに対してもこの交差点付近で車が進めない状況となって通行できない

というよりは、出入り口が数カ所ございますので、その数カ所から次第に流れてい

くものというふうに考えております。ただ、現在よりも車の量が増加する分、渋滞

の長さというのは多少長くなると推測をしております。 

 

（山田佳奈委員）  

 ありがとうございます。地域近隣の住民の方もいらっしゃるということで、無理

ないといいますか、合意が得られるところでの動線といったところを気にしており

まして、ひょっとしてかなりぎちぎちのところなのかなというふうに想像しまし

て、それでご質問させていただきました。  

地域住民の合意が得られるところでお願いできればなというふうに、これはこの

県意見ということとはずれてくるかもしれませんけれども、そういうふうに感じて

おりました。 

 

（議長：西牧正義会長）  

 渋滞の緩和ということについては、意見ではなくて、つけ加えるべき状況にあれ

ばつけ加えることは可能なのですよね、それ自体は。ただ、今一関市さんのお話か

らすると、十分にその対応は今のところとっているということでよろしいですか。  

 

（高橋経営支援課総括課長）  

 そうですね、現時点でこの店の前後で一部発生はあるのですけれども、ここの地

点での渋滞というのは、特段は認められていないということと、ここに入るという

ことについて接続の協議等をしているということで、今の時点では、そこまで明ら

かな渋滞が懸念されるというようなところまではみていないので、きちっと計画を

進めてくださいというスタンスです。  
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（吉田基委員）  

 一関で観光地で有名なところというと厳美と猊鼻なのですが、そこにつながる道

路ということで、ゴールデンウイークですとか、そういった行楽シーズンには混む

のかなというのを懸念しているのですけれども、一番気になるのは磐井病院がこの

先にありまして、そこを通る救急車、緊急車両等々の障害になってはいけないのか

なと思いますので、そこら辺は十分病院のほうともご意見聞きながら協議していた

だければなという希望があります。  

 

（小澤主事）  

 本日の審議会については、議事録を後日ホームページにおいて掲載することにな

っておりまして、届出者様に対しては、本日出た審議内容について、その旨お伝え

することで、こういった各種委員様からの意見等をお伝えできればなというふうに

考えております。  

 

（議長：西牧正義会長）  

 よろしくお願いいたします。  

 ほかには何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

 「なし」の声  

 

（議長：西牧正義会長）  

 それでは、いろいろと貴重なご意見いただいたと思いますので、今回の結論とは

ちょっと別にまたいろいろとご配慮いただければというふうに思っております。  

 それでは、本審議会の意見としては、県事務局から出されている意見なしという

結論に対して、特に反対の意見はなかったというふうに考えております。  

 したがいまして、当審議会としても今回の届け出に対しては特に意見はないとい

うことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  
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 「異議なし」の声  

 

（議長：西牧正義会長）  

 ありがとうございます。  

 それでは、当審議会としても今回の届け出に対しては意見なしということで決定

をいたします。  

 以上で本日の議事は終了いたしました。  

 

４．その他  

（議長：西牧正義会長）  

 次に、次第のその他ですが、事務局のほうから何かありますでしょうか。  

 

（押切主事）  

 特にございません。  

 

５  閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


