
第１回 福岡市社会的養育のあり方検討会議事録 

１．開催日時  平成３１年１月２４日（木） １５：３０～１７：３０ 

２．開催場所  エルガーラホール７階 多目的ホール

３．出 席 者  出席委員 １７名 

  増田委員（委員長），小坂委員（副委員長），天久委員，石井委員， 

  大谷委員，北園委員，小坂委員，坂本委員，柴田委員，取違委員， 

永田委員，中村（隆）委員，中村（み）委員，藤林委員，増田委員， 

松﨑（剛）委員，松﨑（佳）委員，山縣委員，山下委員 

 欠席委員 荒川委員，河浦委員，古川委員 

４．議  題  福岡市社会的養育推進計画の策定に係る検討事項について 

５．議事概要  別紙のとおり 

６．会議資料  説明資料１ 委員名簿 

 説明資料２ 福岡市社会的養育のあり方検討会について（概要） 

 説明資料３ 福岡市社会的養育のあり方検討会設置要綱 

 説明資料４ 福岡市の社会的養育のあり方検討会傍聴要領 

 資料１ 福岡市社会的養育推進計画の策定に係る検討事項について 

 参考資料１ 福岡市児童養護施設等の小規模化に係る推進計画 

（H27.1 福岡市） 

 参考資料２ 新たな社会的養育ビジョン（H29.8   厚労省検討会） 

 参考資料３ 「都道府県社会的養育推進計画」の策定について 

（H30.7 厚労省） 
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（別紙） 
第１回 福岡市社会的養育のあり方検討会議事概要 

 

□局長挨拶 

□委員及び事務局紹介 

□本会の趣旨説明（事務局から資料により説明） 

□委員長及び副委員長の決定 

□議題 

福岡市社会的養育推進計画の策定に係る検討事項について 

（事務局から資料により説明） 
委員長：進行を２つに区切りたい。まず，素朴な疑問も含めてまとめて質問の時間とし， 

その後，フリーで議論を進めたい。例えば，パーマネンシー，フォスタリングなど 
の用語や資料の内容確認などである。 

委  員：各会の検討テーマについて，特別養子縁組（第４回）は里親（第２回）と同じ括 
   りで検討されることが多いが，分けているのは特別な意図はあるか。 
事務局：委員の指摘のとおり，切り離せないと思うが，第２回は，代替養育の部分を集中 

的にと考え，里親委託の推進と施設の関係を絞り，４回目で別に特別養子縁組関係 
の検討をと思っているところ。 

委  員：検討事項１に，社会的養育の体制整備及び全体像と書かれているが，その項目が 
各会の検討項目のスケジュールに入っていないがどこで議論されるか。母子生活支 
援は，社会的養育の一機関として，それなりの活動をしているつもりだし，虐待リ 
スクの高い家庭環境にある子どもを支援しているつもりだが，そのことがどこで検 
討してもらえるのか。 

事務局：本日の議論もあるが，個別具体的な各論の部分を掘り下げる中で，社会的養育の 
課題が浮き彫りにされてくるものと考えている。会を進める中で，それらを踏まえ， 
全体像が見えてくるものと考えており，第５回目あたりのまとめる段階で，ご議論 
いただければと思っているところ。 

委員長：最初に基本骨子をという方法もあれば，それぞれの意見を出しながらという２つ 
の方法があるが，今回は後者でということか。 

事務局：そうだ。 
委  員：母子生活支援施設の部分はどこで。 
事務局：２回目でと考えている。 
委 員：施設の小規模化かつ地域分散化，高機能化及び多機能化・機能転換の中で，母子 

生活支援施設は，取り上げられてなかったと思っており，少し違和感があるがどう 
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か。 
事務局：施設の多機能化・機能転換となると考えており，例えば，母子生活支援施設の今 

後の課題としては，産前からの継続的な支援が課題となるといったことになるのと 
思う。 

委員長：２回目で話合うというところで。 
委 員：参考資料１の小規模化推進計画は，どういう位置づけになるのか。気になるのが， 

概要に記載されているのが，生活単位が６～８人と書いてある一方で，資料１には， 
４人程度となっていて，４人程度を目標にした話合いをするのか，これはこれでい 
くということなのか，目標がどうなのかという観点で教えてほしい。 

事務局：参考資料は，５年前に作成した計画をお示ししたもの。当時は，平成 23年に社会 
的養護の課題と将来像を打ち出し，それに基づいて，検討会で議論の上，作った計 
画。国から本体施設・グループホーム・里親がそれぞれ 1/3ずつと打ち出され，福 
岡市は目標を設定した。今回の法改正，ビジョンにより施設のあり方，ケア単位の 
あり方など当時と大きく変わっており，今回の通知等を踏まえた上で，今後どうい 
うふうな施設のあり方が適切なのかについて議論いただきたい。  

委 員：次回でいいが，小規模化の数はあるが，単位が書いてないので，それを含めた資 
料を提出いただきたい。例えば，８人なのか，６人なのかとか，何人ベースで暮ら 

しているのかということ。 
委 員：障害児施設は，従来の社会的養護の枠外であったが，社会的養育となり障害の分 

野もやっと入ってきたと理解するが，参考資料１の従来の計画では，障害児入所・ 
福祉施設は入っていない。今後，障害児入所施設のあり方も含めて議論していくと 
いうことか。 

事務局：そうだ。従来から全面的に見直すことになる。 
委 員：今日の資料は，現状についてのデータが薄いが，具体的に検討するときには，も 

う少し細かいデータが提供されるのか。例えば，社会的養護の子どもの年齢構成な 
どである。 

事務局：そうだ。代替養育を必要とする見込み数を年齢別に算出して議論を進める。現在 
外部委託してデータ整理している。 

委員長：データは重要であるのでしっかり出していただきたい。 
委 員：データの出し方について，まずは事務局が必要と思うものを準備すると思うが， 

例えば委員がこういうデータはないかといったときにはどうなるか。事前にお願い 
するか。 

事務局：事前に事務局に連絡いただければと思うが，ご要望のデータを出せないこともあ 
ると思うので，相談させてもらいたい。 

委員長：事務局の準備や出せるもの出せないものもあると思うので，それを踏まえて，事 
務局に連絡を，調整が必要なときは，委員長，副委員長と事務局で相談して進める 
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ということで。 
委 員：特別養子縁組と普通養子縁組について，そこに関わるようになったときに，生じ 

る問題，例えば遺産相続とか法的なところを教えてほしい。 
事務局：今回の推進計画の中で取り上げられるのは，主に特別養子縁組だが，特別養子縁 

組の場合は，新たに養子縁組をする場合，実親との法的な関係はなくなり，新しく 
養親になった親と子どもが法律上親子となる。普通養子縁組は，実親との法的関係 
は残るというところが大きく違う。 

事務局：遺産相続とかの点について補足する。特別養子縁組が成立した場合は関係が切れ 
ると言ったが，関係が切れるというのは，相続関係・扶養関係が終了するというこ 
と。普通養子縁組は，実親がなくなったら相続することになるが，特別養子縁組の 
場合は実親が亡くなっても相続はしないし，親へ支援が必要になった場合でも，親 
への扶養義務を果たす必要もない。普通養子縁組は法的関係性が残っているので， 
実親の生活支援が必要になれば，順位はあるが支援するといった義務が生じる。特 
別養子縁組の場合は，養親との関係が，実親子関係となるので，元の親とは，血縁 
上のつながりは残るが法的な関係は切れるということ。 

委 員：各テーマ毎で，厚労省でガイドラインが出ていると思う。この場でフォスタリン 
グ機関の説明をすると時間がなくなってしまうと思うので，そういった資料を前に 
メールとかでシェアしておけば，次回までに目を通すことができると思うのでお願 
いしたい。 

事務局：準備させてもらいたい。 
委員長：メールでのやりとりでどうか。 
事務局：メールで良い方はメールで，郵送な方は郵送で対応する。 
委 員：第２回の検討会について，里親や施設の関係という大きな話で，２時間の議論で 

済むのかと思っている。効率よく進めるために様々なガイドライン等を事前に出し 
てもらうのが大事と思う。 
資料についてももう少し細かく，例えば，措置変更・不調のデータとか，再統合 

がどれくらい行われているかなどのデータを前もって提供してほしい。 
事務局：お示しできるものはきちんとお示ししたいと思っている。 
委員長：基本的なデータは事前に出してもらうこととするが，各委員からのデータの申し 

出は，２週間を目途で申し出を。 
委 員：私も時間内で，議論が終わるのか心配しており，提案だが，事前に意見がある場 

合は，事務局に提出して，それをもとに話を進めるというのはどうか。意見を出し 
た方しか話せないという趣旨ではなく，事前にあったほうが進めやすくなるのでは 
ないか。 

委員長：進行上，重要なので，質問が一通り終わったあと整理します。 
委 員：第２回目が，代替養育がテーマということで，どこら辺を整理しようか悩んでい 
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るところだが，参考資料１にある元々の推進計画の内容は，施設のボリュームの問 
題と養育形態の問題を整理したものと思っており，今回はそこに中身の問題が入っ 
てくると理解。例えば，（資料１の）高機能化の中で，ケアニーズが高い子どもの養 
育体制とあるが，現場では，ケアニーズが高い子どもとは具体的にどういった子ど 
もを指すのかを分かりかねているところがあり，例えば障がいを有する子どもの割 
合とか，全国的なものは出されていたと思うので，少しケアニーズが高いものの例 
示としてデータを出してもらうとイメージが沸くと思っている。 
高機能化・多機能化という中でも，イメージが沸くものとぼんやりとしたものが 

あり，３施設でも意見集約していきたいので，議論の参考となるようにケアニーズ 
の高いというのは例えばこんなところを論点にしたらどうかというものを出してい 
ただければ，それを基に現場でどんなふうな感覚を持っているのかということを意 
見としてまとめられると思っているのでよろしくお願いしたい。 

事務局：ご意見踏まえて準備したいと思う。 
委 員：これから各委員から事務局に対してデータや考え方を出してほしいとか，いろい 

ろあると思うが，事務局側が準備できるものがあったり，なかったりと思うので， 委 
員の中で出せる方があれば出していいのではないかと思う。 
先ほど委員のいわれたケアニーズが高いことの客観的な指標については，国の委 

員会でも議論になったが，いくつか英語の指標があるので，次回に間に合えば，私 
からお示ししたい。 

委員長：事務局にデータを求めるものと，委員でデータをとりまとめたり，出したりする 
分があってもいいのではないかという意見であったがどうか。 

事務局：差支えない。 
委員長：では，委員さんで動かれる場合は，事務局の了解のもとで進めていくということ 

で。 
委 員：今回，障害児入所施設のことも議論となることを考えると，障害児入所施設に入 

所している方は，どんな方で，どんな年齢で，どのくらいの期間入所しているかな 
どあまり見たことがないので，準備いただきたい。 
それと，母子生活支援施設も，全体像が分からないところがあるので，どういっ 

た方がどれくらい入所して，それから退所されてあるのか，あるいは，その中で虐 
待や虐待リスクがある方がどれくらい入所しているのかなどの数字はあまりみたこ 
となく，事務局なのか委員なのかそういうデータがあると，より議論が深まるので 
はないかと思っている。 

委 員：従来の社会的養護サービスでは入所施設と在宅サービスの双方を視野に入れてい 
るが，障害児サービス施設の場合も入所と在宅（支援）も併せて議論するのか。 

委 員：80 人の定員で，措置率は７割ぐらい。あとは契約の児童。契約は障害者総合支援 
法の枠組み。ビジョンでは契約も含むとなるので，含むと考えられるが，在宅は幅 
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広い福祉サービスになり，議論が難しいので，今回は，入所までかと思う。 
委 員：今度の新しい養育ビジョンの中では，今まで私たちが思っていた社会的養護の枠 

よりも社会的養育として考え方が広くなっている。それの一番が，子ども家庭支援 
体制とかをどうもっていくかということだと思うが，この検討会ではどこのレベル 
まできちっと検討していくのか，体制を整えていくのかについて，最後のあたりに 
なるかもしれないが，区の体制などを具体的にどういうふうに考えていくのか，在 
宅支援をどこまで入れていくのかとか，大きな考えとしての枠組みを検討しておい 
たほうがいいのか。 

委員長：在宅支援を考えていくときに，例えば，区の具体的な体制といったところまで踏 
み込んでいくのかといったところ，事務局の考えはあるか。 

事務局：在宅支援の例で言えば，身近な在宅支援として区の関係性は議論していただきた 
いし，国でも，子ども家庭総合支援拠点は全市町村に設置するということで打ち出 
されているので，どういう形がいいか，在り方については，避けて通れないと思い 
ますので，しっかり議論いただきたいと考えている。 

委員長：では，先ほどの委員の意見の提出など進行の議論をしたい。データについては， 
事務局に言ってもらう，揃えられるデータは事務局で揃える。各委員で集めた場合 
は事務局で集約し，各委員に配布する。 
意見についても，出していいのではないかというところは各委員どうか。 

副委員長：例えば，委員の言われた先ほどでた再統合の数とか，措置不調の数とかはあら 
かじめ持っていれば出せるが，どうか 

事務局：出せると思います。 
副委員長：既にあるものは２週間前に言えばいいと思うが，項目によっては，改めて算出 

する場合は，２週間といわず，なるべく早くいったほうがいいのでは。 
事務局：理想を言えば，前回の会議で言ってもらえるとありがたい。 
委員長：委員からの意見提出の話はどうか。 
委 員：委員数も多数おり，意見は出していいのではないか。欠席者も意見を出せるので， 

その意見を必ず検討会で話すかというところを委員長から調整いただければいいの 
ではないか。 

事務局：次回の資料も事前送付するので，意見があれば事務局に出していただいて，それ 
を合わせて各委員に送付する形でどうか。 

委 員：国の委員会で，委員個人が出した意見は非常に興味深く，参考になる。個人の意 
見も前もって出したほうがいいのでは。 

委員長：では出していただく形で。 
委 員：今回の重要なテーマは，子どもの最善の利益と子どもの声ということだが，いく 

つかの自治体が，利用している子どもの調査をしている例があるが，福岡市として 
やるのか。 
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委員長：今，何かやっているか，あるいは，今後予定はあるか。 
事務局：今は持ち合わせていないし，調査を想定していないところである。 
委 員：理念からいうとやるべきではないかという趣旨で聞いたが，一方で，出てきた声 

の取扱いをどうするかが難しくなる。 
委 員：この短期間で，子どもの意向を確実に把握できるか？という問題がある。十分な 

情報を与えてしっかり答えることができるか，単にアンケート用紙を配るだけなの 
か。出てくるものによって，子どもの声を本当に代弁したものといえるかどうか， 
短期間という意味では微妙ではないか。 

委 員：アドボカシーの問題と思うが，短期間では難しい面もあるが，今後，福岡市の計 
画の中で，子どもアドボカシーシステムの構築を計画に入れて，できる限り子ども 
の声が計画に反映できるようにするのが現実的ではないか。 

委員長：アドボカシーを保障する仕組みをしっかり作っていくという意見である。 
委 員：今生活している子どもの声を取り入れることは，非常に重要であるが，この短期 

間で，障害児入所施設の子どもの声などを含め考えると，具体的な方法論としては， 
数人を抽出し，意見を聞いてまとめるぐらいが限界なのかと思う。それでいいのか 
というところが，先ほど委員が言われたところだと思う。 
 今回，社会的養護経験者として参加させてもらい，別の委員も経験者の立場とし 
て参加している為，経験者としての視点で，声を上げさせてもらえたらと思う。 
意見としては，委員が言われたように，アドボカシーのシステムをしっかり構築 

   していくという事に関し意見を述べていきたい。 
 また，障害児入所施設の子の意見は重要だと思うので，あらためて意見を述べた 
い。 

委 員：先ほどの発言と矛盾があるかもしれないが，そうはいいながらも，全然子どもの 
いないところで決めるのはどうかと思うところもあり，代替養育中の子どもや解除 
されて生活している方の声を聴くというのを妨げるものではない。どうやって把握 
するかという方法論はあるが，例えば，委員から５人，10人でも，障がいのある方 
も含めて，把握することが可能であればそれをとりまとめて，意見として出しても 
らうことも一つの方法ではないか。それで全てを代表しているものとは言えないが， 
一つの参考となるのではないか。 

委員長：アドボカシーのシステムをしっかり構築しましょうという意見と，委員からの聞 
き取りなどで，把握した意見を反映してはどうかという意見があったがどうか。 

委 員：今の意見は両方とも考えてはどうか。理由は，今回，当事者２人の委員も参加し 
てもらえているので，ディスカッションして，意見を聴き，ある程度まとめた形で 
出していただくことは可能ではないか。そして，それが十分ではなかったにしても 
その経験を会の中で位置づけることは，意味があるのではないか。 

委員長：意見はあるか。 
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委 員：福岡市で生活している子どもたちだと現場の皆さんのご協力がないと難しい。勝 
手に施設に聴きに行くわけにはいかないだろうから，受入れてもよい場合は，時間 
を調整して子どもたちから話を伺い，それをまとめて提出することは可能だろう。 

委員長：例えば，施設側は受け入れ可能か。 
委 員：受け入れは可能。ただ，誰にするといった，どういった子どもに聞き取りする 

かといったことを，私がやるのは，立場的に，適切なのかという疑問がある。 
子どもが協力していいという前提になるのと，どの子にというところは仕組みを 

考えてもらったほうがよい。 
委 員：全員は難しいので，どういった形であれ選択されることになるし，選択されると 

いうことはバイアスがかかる。が，そこは恣意的にならないようにしないといけな 
い。施設が選ぶとか，児相が選ぶということになると，都合のいい子どもの意見だ 
けを選んでしまいかねない。子どもの声を聴くということをオープンに呼びかけ， 
それに応じた者に聴くということになると思う。 
 また，施設がアンケートを配布して配るとか，児相が聞くということになると， 
それは子どもと施設・児相との関係性が働いてしまうところがあるので，聴くのは， 
元サービスを受けていた人というのが，より中立性が担保されるのではないのか。 
 その情報を集めること自体が，福岡市におけるアドボカシーの実践につながるの 
ではないか。  

委員長：どうデータを集めるかは，非常に難しいが，実際に子どもたちの声をどう聴き取 
っていくのは，今回に限らず今後のテーマでもあると思うが，委員に個別に任せて 
もよいか。事務局として調査自体は可能と考えるか。 

事務局：事務局の想定は，子どもたちから直接聞くということは想定しておらず，今回， 
２人の経験者に入ってもらったのは，それでご意見を聴く形で進めることを考えて 
いたところ。 

委 員：所属するＮＰＯで子どもアドボカシーの取り組みとして，子どもアドボケイトの 
養成を目的に 10 講座実施した。それは福祉の分野だけではなく地域や学校，学童， 
保育園など子どもがいる現場で必要だと思われる方が多く，当初予想より多くの参 
加者がいた。その中で，本当に子どもの声が聴きとれるのかというと，相当のトレ 
ーニングが必要だということが分かり，今すぐにできるとは思わないが，将来的に， 
経験者である委員さん方にコーディネートしてもらいながら，子ども委員会のよう 
なものを作って，子どもの声をちゃんと聴きとれるような取り組みをやっていきた 
いと考えていたところ。そういう意味で，ある程度関係する研究者の方もいるので， 
良ければ，持ち帰って，今日話が出たようなことが，（団体で）できないかについて 
検討させてもらってもよいか。 

副委員長：事務局がするかは別として，経験者である委員の参加はあるが，年数を経てい 
ることもあり，今の子たちはどうなのかということを聞いた上で進めたほうが， 
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より当事者の声になると思うので，委員とＮＰＯが共同でやって，その結果を，検 
討会に出していただくことはまったく問題ないと思うし，その形をとることで，よ 
り子どもの声が吸い上げられるのではないか。 

    もう一つ，どういう観点で声を聴くのかということがあり，例えば，里親がいい 
のか，施設がいいのかを単純に聴くことは疑問がある。権利保障として，何が必要 
なのかとか自立支援で不安な点はなにかとかそういう点を中心に聴いたほうがいい 
のではないか。 

委員長：意見はあるか。 
委 員：所属する施設はいいが，他の児童養護施設はどうするか。 
委員長：事務局から言うか，検討会から言うか。目的や質問の仕方はどうするのかといっ 

た具体的なイメージはあるか。 
委 員：今回，こどもＮＰＯセンター福岡が研修会をされ，私も最後の締めくくりに参加 

したが、ここから始まるという印象を強くもった。委員とＮＰＯのアドボカシーグ 
ループとで，どういう形が提案できるのかということを話してもらった上で進めた 
ほうがよいのでは。 

委員長：関係委員で話していただき，具体的な提案を事務局と委員長・副委員長に出して 
もらって，進められるのであれば，皆さまに了解いただいて進める形はどうか。 

委 員：今の委員長の考えは，子どもの意見を聴くというアクションを，この検討会とし 
て，するという前提に聴こえたが，聴く主体は委員の何人かで連名でやる方法もあ 
る。今のまとめは，そうではなく，子どもの意見を聴くというのは検討会のミッシ 
ョンなので，検討会で，オーソライズするという意見だったと思うが，その点は議 
論したほうがよいのでは。 

委 員：オーソライズするとすれば，１回ずれるが，ＮＰＯでなさったアドボカシーの内 
容の理解をする必要があり，資料を情報提供でいただければと思う。 

委員長：情報提供は可能か。  
委 員：ある程度は可能だと思うが，次回の検討会でのことか。 
委 員：ただ，毎回のミッションもあるところ，そもそも各検討会で毎回何が議論される 

のかについてはもう少し聞いておきたいところ。 
委員長：子どもたちの意見は，各回に関わることもあるし，できたところで議論していく 

こととなるか。検討会でのオーソライズの話はどうか。 
副委員長：形ができた段階で，皆さんから更に意見をもらうことは，より良い声を聴くた 

めに，皆さんの意見を聴くということであって，検討会としてやった（オーソライ 
ズした）かというところは重要なのか。最終的には，当事者の声として，委員が聴 
く内容について，聴く内容について参考意見を言ったということではだめなのか。 

委 員：同意見である。この検討会が行うとなると時間をとるので，オーソライズとなる 
と小回りが聞かず，アクションする期間も短くなるので，この場での意見を参考に 
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しながら，何人かの方々が聴いていく。その前に，各施設長や里親会の方の協力を 
得るというのが現実的ではないか。 

委員長：さきほど出た３名の委員にお願いする形か。関係委員には，素案を考えてもらっ 
てもよいか。その内容を踏まえ，やっていく。 

委 員：短い期間でどこまでやれるかが大きいと思う。我々も始めたばかりでもあり，３ 
人の委員で，どこまでできるか話をさせてもらい，次の検討会で報告させてもらい

扱いを考えていただくということでどうか。 
委員長：それでは，（関係委員で）話しをしていただく形でお願いする。調査するにあたっ 

ては，子どもたちの負担にならない形で，慎重にいけたらと思う。次回この話をす

るということとしたい。 
この議論は，子どもたちの権利をどう具体化するかという本質的な議論だったと 

思う。 
それぞれ立場はあるが，子どもの幸福を考えた施策をということは，みなさんと 

   一致していると思うが，それを６回の検討会で具体化するということがミッション 
   と思うので，ご協力をお願いしたい。最後に，発言したい者があるか。 
委 員：区を代表してきた。今回は子ども家庭支援体制の構築で区の役割が大きくかかわ 

るからだと思っている。重要なものを，第３回の１回でとなると不安があるが，現 
場でも検討しているところ。一つ，進め方の質問を。各回大きなテーマがあるの 
で，各回がどういうまとめ方になるのか検討がつかないが，最後の時間で事務局と 
確認しあい，ポイントの振り返りをするのか，あるいは，議論を踏まえ事務局なり 
の提案が出てくるのかいったところを，次回教えていただきたい。 

事務局：議事録は作るが，前回の振り返りをどこまでやるかということは，少し検討した 
い。 

委員長：話したことは，論点整理というところでまとめてもらえると具体的に進むと思う 
ので，私も事務局と調整していきたい。 

委 員：自立援助ホームから参加。自立援助ホームとして，子どもの声を聴く作業の協力 
もできる。初めての委員でもあり，今後，少しずつ場になれていきたい。 

委 員：所属する団体は，基本的に家庭訪問型，いわゆるアウトリーチ型の支援をしてお 
り，不登校メインだが，施設から家庭に帰ってきた子たちの訪問支援をしている。 
一時保護所の支援員の経験も生かしながら，（検討会に）取り組んでいきたい。  

委員長：最後に，事務局には，皆さんのご意見をしっかり福岡市施策の中に反映させてい 
ただきたい。しっかり予算等の確保を頑張ってもらいたい。 

事務局： 第５次の子ども総合計画に反映させていく。予算的，人的にも対応していくこと

となるので，よろしくお願いしたい。 
委員長：事務局から連絡事項はあるか。 
 



10 
 

□事務連絡 
 ・議事録の作成について 
 ・次回日程の調整について 
 
委員長：以上で，本日の検討会を終了する。 
 

（以上） 


