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文 教 厚 生 委 員 会 会 議 録

１ 期 日 平成３１年２月２５日（月）

２ 会 場 第２委員会室

３ 開会時刻 午前９時４９分
（休憩 午前１１時１３分～午前１１時２０分）

４ 閉会時刻 午後０時０７分

５ 出席者 委 員 長 松本 均 副委員長 榛村 航一
委 員 榛葉 正樹 委 員 勝川志保子
〃 藤澤 恭子 〃 嶺岡 慎悟

当局側出席者 浅井副市長、教育長、健康福祉部長、こども希望部長、

教育部長、所管課長

事務局出席者 議事調査係 望月教代

６ 欠席者 委 員 野口安男

７ 審査事項

・議案第３３号 平成30年度掛川市一般会計補正予算（第７号）について

第１条 歳入歳出予算の補正

歳入中 所管部分

歳出中 第３款 民生費（第１項８目のうち所管外部分を

除く）

第４款 衛生費（第１項７目・第２項・第３項を

除く）

第10款 教育費（第５項２目を除く、第６項１目

・２目を除く）
・議案第３４号 平成30年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について
・議案第３５号 平成30年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて
・議案第３６号 平成30年度掛川市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

８ 会議の概要 別紙のとおり

以上のとおり、報告いたします。

平成３１年２月２５日

市議会議長 鈴 木 正 治 様

文教厚生委員長 松 本 均
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８ 会議の概要

平成31年 2月25日（月）午前9時49分から、第 2委員会室において野口委員を除く委員出席のも
と開催。

１）委員長あいさつ

２）当局（浅井副市長）あいさつ

３）付託案件審査

①議案第33号 平成30年度掛川市一般会計補正予算（第７号）について
第１条 歳入歳出予算の補正
歳入中 所管部分
歳出中 第３款 民生費（第１項８目のうち所管外部分を除く）

第４款 衛生費（第１項７目・第２項・第３項を除く）
第10款 教育費（第５項２目を除く、第６項１目・２目を除

く）

第３款 民生費
〔福祉課 説明 9:52～ 9:58〕
〔質疑 9:59～10:15〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○勝川志保子委員
プレミアム付商品券事業費212,000円について、説明のために国へ行く費用なのか。

●松浦福祉課長
来年度の消費税引き上げに伴い急遽行うもの。県で説明を受けるための旅費及び準備に伴う時

間外手当を補正計上した。

○嶺岡慎悟委員
プレミアム付商品券事業費212,000円の算定根拠は。

●松浦福祉課長
購入対象者を住民税非課税世帯17,000人、3歳未満の子が属する世帯主を3,000人、合計2万人を

対象者と見込んでいる。もともと企画政策課で行っていたものを急遽福祉課で行うこととなった。
対象者への広報や申請書の書類送付、受付等は福祉課で、その後の商品券の販売は、産業労動政
策課にお願いする予定。当初予算時にも説明するが、福祉課で一括予算計上し、執行委任という
形で実施する。
今年度から準備や県での説明会が実施されるため、時間外が発生すると見込み、今回、時間外

と旅費を補正した。

○勝川志保子委員
障がい児福祉費の放課後等デイサービス15,000千円増について、箇所数が増加したり民間が参

入したりしているが果たして内容的に大丈夫なのか。何度も補正しているが、補助金申請すると
すぐに決定してしまうものなのか。

●松浦福祉課長
平成27年に掛川特別支援学校開設以降、ご指摘のように請負事業者の数が増えてきている。現

在14事業者。平成30年度中にも新規に2事業者開設した。利用人数が高まる中で増えてきた経緯が
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あるが、昨年度実績、ひと月あたりの利用人数が実人員で269人。今年度10ケ月の実績、ひと月あ
たりの利用人数が実人員で362人利用。延べ平成29年度2,312人、平成30年度3,277人と利用者の数
が伸びてきている。
今回の補正15,000千円増は利用者増によるところ。事業者が増えるのにあたり、適正事業者の

認可は県で行っている。適正事業者が増加していると認識している。今後も利用ニーズが高まる
かもしれないが、そういった経緯の中で増加傾向にあるというところ。

○松本均委員長
実際の利用数は。

●松浦福祉課長
平均利用回数、実利用者と延べ使用者で平均利用回数を計算すると、平成29年度はひと月1人あ

たり8.5回、平成30年度はひと月1人あたり9回である。

○松本均委員長
回数は増えているということだが、利用者数は減っているのか増えているのか。

●松浦福祉課長
延べ利用人数については、先ほど申したとおり増えてきている。

○勝川志保子委員
特別支援学校に通う子は掛川市内の子だけではないと思うが、支援学校の近くに施設があると

いうことで、市外の子供たちの利用数も実績数に入っているのか。

●松浦福祉課長
掛川市内の利用者数だけである。

○勝川志保子委員
他市からも負担しているということか。

●松浦福祉課長
ご指摘のように他市の方も利用されている。先ほどの人数は当市だけである。
他市も負担しているかということか。

○勝川志保子委員
はい。

●松浦福祉課長
給付費はそれぞれの市で負担していただいている。

○勝川志保子委員
補正予算事項別明細書132頁3款3項1目生活保護費の中で、医療扶助費の減が際だって多い。大

幅減の理由は。

●松浦福祉課長
利用見込みより実績が少なかった。

○松本均委員長
以前は、人数的には少なく金額は多かったはず。その辺のバランスは。去年は258人に対して3

億900万円だったと思っているが、今回人数が増えて2億7,000万円。その理由は。

●松浦福祉課長
人数は伸びているが、医療費の実績が見込みより少なかった。

○松本均委員長
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それはわかる。

●松浦福祉課長
それはどうしてかということか。
当初予算時は、入院等金額が大きいものを見込んでいたが、実際は、大きな金額がかかる治療

費が少なかったことである。

○嶺岡慎悟委員
ジェネリック薬品の影響はどのくらいか。

●松浦福祉課長
生活保護費についてのジェネリック薬品の影響は掌握していない状況である。

○勝川志保子委員
生活保護費の医療扶助費62,095千円の減額が、法改正によるジェネリック使用の原則化が影響

しているのではないかと危惧している。

●松浦福祉課長
医療扶助費の減額は、ジェネリック使用の原則化されたことに伴って、本来使うもべきものが

使わなかったことで減額したわけではなく、繰り返しになるが、入院等の大きい金額の医療費が
発生しなかったことにより、減額になったことをご理解いただきたい。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔健康長寿課、説明 10:16～10:22〕
〔質疑 10:22～10:25〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○勝川志保子委員
事項別明細書120頁。3款1項7目介護保険推進事業費、特別会計操出金費の37,892千円の減につ

いて確認したい。介護保険特別会計で補正が組まれて、給付費自体が減ったので一般会計から繰
り出すのをやめたということか。
要は、介護保険が少なく済んだので、一般会計は減額するという意味か。

●原田健康長寿課長
給付費が減額すると、それに併せて一般会計から繰り入れるお金も定率で減額になる。その分

を一般会計で増減しているので、議員がおっしゃるとおり、給付費が減ったので、一定率で計算
した額を減額する。

○勝川志保子委員
一定率とは。

●原田健康長寿課長
給付費の12.5％が、一般会計からの繰り入れ対象となる。

○勝川志保子委員
定率は、どこで決められてるものなのか。

●原田健康長寿課長
介護保険法で、65歳以上の1号被保険者、40歳以上の2号被保険者、国・県の負担金、一般会計

からの負担金でまかなうよう、割り振りの率が定められている。
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○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔国保年金課 説明 10:25～10:29〕
〔質疑 なし 〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

第４款 衛生費
〔健康づくり課 説明 10:30～10:32〕
〔質疑 なし 〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔地域医療推進課、説明 10:33～10:34〕
〔質疑 なし 〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

第３款 民生費
〔こども政策課 説明 10:36～10:40〕
〔質疑 10:40～10:44〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○嶺岡慎悟委員
認定こども園整備事業費補助金の関係。説明資料にもあるが、国から県への組み替えというこ

とではあるが、おおさかこども園の時に県から一銭もお金をもらっていないようなことを理事長
がおっしゃっていた。実際県からのお金はどのくらいなのか。

●山﨑こども政策課長
保育所等整備交付金については厚生労働省から基準額の3分の2、文部科学省分が2分の1出てい

る。県の財源での交付金はない。

○松本均委員長
124ページの三世代同居支援事業費補助金の減額について、800万円はけっこう大きい数字だと
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思う。そんなに使ってくれてないのか。その辺はどうか。

●山﨑こども政策課長
この制度については同居開始してから6ヶ月後の実績に基づいて。買物券の交付自体はそこから

事務の期間まで1ヶ月から2ヶ月くらい後になる。使用期間は、そこから6ヶ月になるから今年度分
に交付された人も、意外にまだ使っていない方がいる状況である。27年度分でまったく買物券が
使われなかった方が2,000円、28年度は19万4,000円くらいである。多くの方は使っていただいて
いる。年度的にまだ使用期間があるが、今年度中の使用見込みがそこまでないということである。

○松本均委員長
800万円ほど使ってない方がいるという考え方でよろしいか。

●山﨑こども政策課長
そうである。

○松本均委員長
実際使って楽になると思うので時期もあるが、金額も大きいから使っていただくように是非と

も推進していってほしい。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

第３款 民生費
第４款 衛生費
第10款 教育費
〔こども希望課 説明 10:44～10:49〕
〔質疑 10:50～10:52〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○勝川志保子委員
説明資料の№5について、放課後児童健全育成事業費の中央小と西山口小の学童保育所の分室や

家庭科室の備品購入費について、具体的にどんな物をどういう所に配置したか詳しく教えていた
だきたい。

●沢崎こども希望課長
中央小学童保育所については、専用室の床の改修である。もうすこし使いやすくできるように

改修する。備品については、中央小は靴箱、傘たて、キャビネット、座卓を購入する。 西山口
小は冷蔵庫を2つ、引き違い書庫、ホワイトボード、掃除機、ポット、パソコンなどを購入する。

○勝川志保子委員
それらの備品は分室や家庭科室に設置されるということか。

●沢崎こども希望課長
その通りである

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

第10款 教育費
〔学務課、説明 10:52～10:54〕
〔質疑 なし 〕
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○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔学校教育課、説明 10:55～10:58〕
〔質疑 10:58～11:00〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○勝川志保子委員
昨年から入学前に入学準備金ということで就学援助費に前倒しで払われるようになった。この

人数については2月に払う来年度分は、どちらの年度に含まれているのか教えてほしい。

●杉浦学校教育課長
前の年に入っている。来年度入学する方は前年度中に入学準備金はもらえるということである。

○勝川志保子委員
増えた人数について、来年度の入学する子ども達の人数も含んでいるのか。

●杉浦学校教育課長
含んでいる。

○嶺岡慎悟委員
人数が増加した要因は。

●杉浦学校教育課長
要因はさまざまあると思う。景気も良いという感じで、人数は増えないであろうという見込み

もありながら、周知については全校配布をやってきた。昨年度から入学準備金がほぼ倍増して前
倒しということの影響により、周知が一層進んだことが要因として考えられる。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔社会教育課、説明 11:01～11:02〕
〔質疑 11:02～11:04〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○藤澤恭子委員
この先も、原野谷学園と栄川学園については人材不足の解消が見込めない限り、進まない方向

なのか。

●榛葉教育部長
今年はそういうことで進まなかったが、引き続き地域の方の発掘に取り組んで、開設を目指し

ていきたいと考えている。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。
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〔図書館 説明 11:05～11:05〕
〔質疑 なし 〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔討議〕 11:05～11:08

○勝川志保子委員
福祉課から説明があった、プレミアム商品券について、補正を組んで今年度中にしなくてはい

けないようなことになり、時間外を職員に押しつけるようなやり方はどうか。上から言われたま
まやることに疑問を感じる。

○嶺岡慎悟委員
来年度、福祉課から産業労働政策課にいくのは心配。何か方策があればいいが。

○藤澤恭子委員
来年度人事配置される「政策官」がうまく連携をとることかなと思う。すごく難しいと思う。
うまく回っていけばいいと思うが。

○松本均委員長
うまくやってほしいと思う。

○榛村航一副委員長
勝川委員が指摘されたことについて、時間外という項目でしかないのか。他の言い方はないの

か。時間外と書かれてしまうと、「働き方改革、働き方改革」とこちらで言っておきながら予算
に堂々と項目されているから少し違和感があるのが正直なところ。国の低迷の施策である、本当
は違う課でやってほしいのに福祉課でやることになり、自分達の課ではない仕事をやるから時間
外を入れているのかと、そんなことはないのかとは思いながらも、時間外という項目に違和感は
感じる。

〔討論〕 11:08～11:12

○勝川志保子委員
消費税の引き上げに伴うプレミアム付商品券事業費は情けない制度だと思う。そういうことに

予算をつけることに関しては、おかしいと思っている。
就学援助費は広がっていることは良いことと感じている。掛川市の貧困調査のデータで14.3％

の子ども達が低所得世帯で暮らしている数字が出ている中で、就学援助費できちんと補足ができ
るかどうかすごく大切なことと思っている。まだ6～7％の就学援助率が全国平均の15％のところ
に引き上がっていくのは大事なことと思っているから、こういう形で補正組まれることはいいこ
とだと思う。

○松本均委員長
プレミアム付商品券については反対だが、制度についてはいいと言うことか。

○勝川志保子委員
この付託された部分について賛成できない。これについては反対。
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○松本均委員長
先ほど福祉課からあった122頁の説明の212,000円について、反対ということでよいか。

○勝川志保子委員
はい。

○松本均委員長
反対意見がありましたが、皆さんいかがか。

○榛村航一副委員長
引っかかるところはあるが、国で決まった制度なので、掛川市として受け取れないということ

はできることではない。この補正に関しては妥当なものであると思うため受け入れることでよろ
しいかと思う。

〔採決〕
議案第33号 平成30年度掛川市一般会計補正予算（第７号）について

賛成多数致にて原案のとおり可決

〔休憩 11:13 ～ 11:20〕

②議案第34号 平成30年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

〔国保年金課 説明 11:20～11:28〕
〔質疑 11:29～11:38〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○勝川志保子委員
資料6、特定健診等事業費3,890千円の減について、特定検診受診者の減少がかなり大きい。受

診者の減をどう捉えているか。

●佐野国保年金課長
予算については、国保の特別会計で支出しているが、事業は健康づくり課に執行委任し行って

いる。
健康づくり課より回答する。

●桑高特定健診係長
特定健診受診者を当初5,600人を見込んでいたが、国保対象者が前年度より184人減った。その

影響もある。また、未受診理由を聞くと、すでに医療機関を受診中である、また、職場で検診を
受けているという回答が最も多かった。40歳～60歳前半の方は、忙しい、健康に自信があるので、
検診を受けるには至らないという回答がとても多かった。
受診中の方や健康に自信がある方でも、受診を推進していかなければならないが、無関心層へ

の働きかけがとても難しく、とても苦慮している。

○榛葉正樹委員
資料１、一般被保険者療養給付費420,000千円増について、医療の高度化等により一人あたりの

医療費が増額したことによるとのことだが、高度化とは具体的にどのようなことか。

●佐野国保年金課長
県の見込みで当初予算を組んだ。しかし、当市は平成28年度から平成29年度において、県下で
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2番目の医療費の伸びを示し、県平均より大きく伸びた。その伸びが平成30年度も続いている。こ
のことから、県の見込みを大きく超えたことで増額したことが理由の一つ。その伸びている理由
の中に、医療の高度化ということで、最先端の技術を使った検査が含まれていること、また、抗
がん治療薬、今回認定された白血病治療、これは、早ければ4月以降にこの影響も出てくるかもし
れない。こういった読めない部分もある。
先日、委員会でもご説明させていただいたが、アメリカで1治療1億円の目の治療薬も今後、検

討の土俵にあがるという情報を得ているので、件数は少ないが、あるとすると当市でこの治療を
受ける方がいると、医療費が伸びる。ただし、今年度は、かかった医療費は全て県で納付してい
ただけるので、市として非常に心配だということはなくなった。医療費全体で伸びる要素という
のは、新薬の開発がどんどん進んでいるという状況にあるということ。医療費については、非常
に伸びている状況である。

○勝川志保子委員
事項別明細書5ページ。1款1項1目、一般被保険者国民健康保険税について、収納率が上がって

いることに疑問を感じる。現年課税分を見ると収納率94％、滞納繰越分は18.38％で計算している。
限界に達していて払えない人たちは、過年度分は本当に払えなくなっている。この数字を見て、
このまま追求していることに無理を感じる。収納率を上げることを求められていると思うが、収
納率を上げることをどこまで求め続けるのか。本当にこれでいいのか。

●佐野国保年金課長
どこまで求め続けるのかと言われれば、100％が理想である。無理な方もいらっしゃるので、そ

の方たちに対しては適正に納税課で、滞納分として相談にのっていただいている。
本当に難しいケースについては、執行停止後、欠損処分としている。
現年度については、徴収率を上げるために、なるべく現年で納めていただくよう、お願いして

いるのが現状である。

○勝川志保子委員
国保税を納入できなった方は、短期被保険証、資格証明書という形になり保険資格を得られな

い。資格証明書は10割負担となる。残りの6～7％の方たちの対応について、どうしていけばよい
かを考えるような予算編成をしていかなければならないと感じる。

●佐野国保年金課長
収納率は基本的に相互扶助となっている。医療費は際限なく上がっている。税で負担していた

だく自己負担は、ある程度の率をお願いせざるを得ない。初めから未納を認めて、収納率90％で
算定しても、収納する税が決まっているので、納入していただいてる方に上乗せをせざるを得な
いという悪循環が生じる。
基本は、先程、説明させていただいているとおり収納率は100％が理想。それを目指している。
資格証明書10割、短期証は3割の自己負担だが、有効期間が短く設定された保険証になるので、

相談に来ていただく機会を増やしてそれについては、納税課と相談しながら発行手続きを行って
いる。
なお、10割の保険証でも、命にかかる病気、救急車で運ばれる病気については、その都度、ふ

くしあにもご協力いただいて、短期証に切り替え3割でかかれるような措置をとっている。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔討議〕なし

〔討論〕なし

〔採決〕
議案第34号 平成30年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について
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賛成多数にて原案のとおり可決

③議案第35号 平成30年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）につ
いて

〔国保年金課 説明 11:40～11:43〕
〔質疑 なし 〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔討議〕なし

〔討論〕なし

〔採決〕
議案第35号 平成30年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）について

全会一致にて原案のとおり可決

④議案第36号 平成30年度掛川市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

〔健康長寿課 説明 11:45～11:53〕
〔質疑 11:53～12:02〕

○松本均委員長
担当課の説明が終わった。質疑をお願いする。

○勝川志保子委員
事項別明細書47頁、保険料徴収の件。当初見込み90％のところ収納率93.7％と上がっている。

それに伴って、インセンティブ交付金1,000万円が補正されているのか。

●原田健康長寿課長
保険者機能強化推進交付金は、保険料徴収とは関係なく、給付について適正化や予防支援に特

化して事業を展開している場合、点数化され補助金が上乗せされて交付されるもの。
この保険料とは別枠である。

○榛村航一副委員長
事項別明細書53頁、保険者機能強化推進交付金について、もう少し詳細を。

●原田健康長寿課長
平成29年度から要支援1、2の軽い方に向け、総合事業というものがある。その方に向けた訪問

介護や通所介護が新たに事業化された。その財源として、この交付金が点数化される中で、財源
充当して良いという内容になっている。
対象外が何かといったＱ＆Ａが国から示されない状況ではあるが、色々なアイデアを出して事

業が点数化され、これも新規事業だと認められ交付も増えれば、介護保険料のかわりに、この交
付金が充当できれば、保険料の増額分を押さえることにも繋がるという思いがある。
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平成30年度から始まったばかりのため、方向がまだ見えづらいところもあり歯がゆいですが、
予防支援に向けて事業を進めていければと考えている。

○嶺岡慎悟委員
説明資料6、給付支払準備基金積立金について、1,000万円が基金に入っているということは、

現在掛川市がやっている事業に対して、ボーナス的に交付されたというイメージか。

●原田健康長寿課長
予算上は、基金積み立てになっているが、最終的な決算時には、この事業に介護保険料の1号保

険料の代わりに、予防支援事業に充当してよいとなれば、そこへ新たな交付金を充当する。押し
出し式に1号保険料が余るので、それを積立金とする。介護保険料の助けになるということで、保
険料が上がらずに済むような新たな交付金である。点数化が見えてこないので、どのような事業
が点数化されるのか、今後しっかりと確認しながら、より点数をとれるようソフト事業を検討し
ていく必要があると思う。

○榛村航一副委員長
いったん保険者機能強化推進交付金を基金積立金に入れるという認識でよいか。

●原田健康長寿課長
はい。予防支援事業で充当先が確定すれば、そちらに財源充当する。

○勝川志保子委員
77頁、介護サービス等給付費について、地域密着型介護サービス給付費から居宅介護サービス

給付費に移行したとの説明があったが、地域密着型介護サービス給付費と居宅介護サービス給付
費の違いは。どういった施設への移行が進んでいるのか。廃止した施設について廃止の理由は。

●名倉保険給付係長
デイサービスの定員が18人以下の場合は、地域密着型介護サービス、19人以上になると居宅介

護サービスとなる。これは、定員の考え方が違う為である。2事業所の内容は、名称で申し上げる
と、カームタウンデイサービスあげはりが定員15人から35人に定員変更した。昨年2月に実施した
ことで居宅に移行した。
廃止事業所は、定員10名だったクリニックさくらのデイサービス。こちらは、まだ居宅のケア

マネージャーは残り支援してくれているが、通所のデイサービス事業は廃止した。

○勝川志保子委員
事項別明細書80頁、包括的支援事業費の在宅医療・介護連携推進事業費が、3,553千円減とかな

りの減額と感じる。在宅医療を進めていく中での減額はどうなのか。

●太田予防支援係長
今年から医師会へ在宅医療の委託をしたため、当初より内容を詰めた結果、減額となった。

●深谷健康福祉部長
開始が遅れた経過がある。在宅医療は一生懸命進めているので、中身については今後の対応に

なってくる。

○松本均委員長
以上で質疑を終了する。

〔討議〕 12:03～12:05

○勝川志保子委員
くどいが収納率を上げることが大丈夫なのかと感じる。普通徴収から特別徴収に変わると天引

きされる。介護保険料が本当に払えるのか、先に徴収されてしまうことがすごく心配。収納率を
上げるような政策が進んでいくことに危惧を感じる。滞納繰越分についても20％しかいかない。
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過年度の部分も滞納を抱えていて、現年の保険料も払えないと介護保険のサービスを受けられな
くなる。その辺も含めて、やはり収納率を上げていく方向に進んでいくことが疑問に感じる。

〔討論〕なし

〔採決〕
議案第36号 平成30年度掛川市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

賛成多数にて原案のとおり可決

４）その他 なし

５）閉会 午後 0時07分


