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第３回平戸市行政改革推進委員会 会議録（要点筆記） 

 

日時：平成 27 年 10 月 23 日(金) 9:30～11:10 

                              場所：平戸市役所４階 第２委員会室  

【出席者】 

委員：吉居 秀樹、井元 宏三、黒﨑 洋介、岩井 誠、田中 範子、松口 茂生、 

早田 博子 

（欠席者：松永いづみ、吉永 享助、福田 詮） 

事務局：岡 総務部長、（行革推進課）：平松課長、村田班長、長嶋主事 

 

【次第】 

１．会長あいさつ 

 ２．議事 

(1) 第２回委員会の指摘事項について 

(2) 平戸市行政改革推進計画（平成 26 年度実績）について 

（3）公共施設等の適性化について 

 ３．その他 

 

【内容】 

 ― 開会（9:30～） ― 

 ○平松課長 

＜開会の進行＞ 

 

 ― 会長あいさつ ― 

○吉居会長 

  ３回目の会議となります。委員の皆様方にはよろしくお願いします。 

 

○平松課長 

この後の議事進行は、委員会条例第５条の規定により吉居会長が進めます。 

 

 ― 議 事 ― 

 ○吉居会長 

  議事項目にそって事務局より説明をお願いします。 

 ○事務局（村田） 

（1）第２回委員会の指摘事項について  

前回委員会の折、この委員会のあり方や協議の論点整理に対し、ご意見をいた

だいた。この委員会には地域協議会や地域審議会から選出された委員の方々もお

られることから、本委員会での意見は母体組織を代表した意見ではないのか、そ

うであればこの委員会で協議する重要な案件については、持ち帰り母体組織で議

論を共有すべきではなのか、といった趣旨だった。 

この件につきましては、本委員会委員として、市民代表の立場で地域審議会や

地域協議会、ＰＴＡ連合協議会から５名の方にご協力をいただいているが、当初

委員の選出にあたっては、地域の意見を伝えていただくために、地域の代表者と

して、地域のことを分かっている地域協議会や地域審議会から本委員会へ参画し
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ていただこうとした経過がある。よって、この場での意見は、「組織母体を代表す

る意見ということではなく、個人的な見解での発言」としてお願いするもの。各

地域協議会など並行して協議を進めることは、時間的や意見の集約といったとこ

ろで不可能と判断している。 

公共施設適性化は、公共施設の「総量をどうするか」、「地域のバランス」や「施

設の統廃合方針」など「地域の意見を反映したものにしないと形だけの計画にな

る恐れがある」という指摘もあったが、その点を別添資料１（1）（2）に整理した。

公共施設の計画策定では、地域の意見を市民アンケートにより徴収することとし

ている。また、計画策定の進め方は、本委員会の意見を踏まえ、課長級で組織す

る「行政事務改善委員会」や市長を会長とした部長級で組織する「行政改革推進

本部会議」と意見を共有して進めていく。「地域との意見のすり合わせを、いつ、

どこで、どの様にするのか」といった点は、今後、行政事務改善委員会の意見を

踏まえ、決定させていただく。多々心配される点もあると思うが、このような方

向性で進めたいと考えているので、ご理解をお願いします。 

次に議論の方法、論点の整理については、（3）に整理した。先ず、「行政改革の

取り組み」は、行政改革推進計画を「前期プラン、中期プラン、後期プラン」と

し、平成 35 年度まで３期に分けて取り組むものである。前年度に取り組んだ成果

を当初の計画と比較して、数値で効果額として示している。委員の皆様には、市

が取り組んでいることや、これから取り組むことを理解していただくことも重要

です。前回、平成 26 年度の取組実績を説明したが、委員の皆様には「前期プラン

の取り組みに対するご意見」や「前期プランの取り組み状況をふまえ、中期プラ

ン及び後期プランへのご提言及びご意見」をいただきたい。 

次に「公共施設等の適性化について」は、現在、事業者に委託して公共施設総

合管理計画を来年度までの２年間で作るように進めている。計画を作っていく上

で基本的な方針になるものとして、昨年度「公共施設適性化基本方針」を作った。

これについては、策定済みなので内容に関する意見はいただけないが、質問等に

ついてはお願いしたい。委員の皆様に、計画策定を作る上で、ご意見を賜り、意

見の調整を行い、「諮問」に対する「答申」につなげていくこととする。 

  ２「市民への周知」に関して「市が取り組んでいる計画等はホームページに周

知が必要である」と意見があった点については、随時対応している。今後ともホ

ームページや必要に応じて、広報紙へ掲載して周知を図っていく予定。 

３「組織の内部改革」に関して、本庁と支所間の行政改革に対する意識につい

て、温度差があるという意見があった点については、指摘のとおり十分な意識の

統一や浸透がなされていないところもある。次期策定する行政改革推進計画中期

プランに盛り込みたい。 

４「企業会計・特別会計」については、行政改革推進計画では「企業会計・特

別会計への繰出金の抑制」を改善項目の１つにしているが、前回、生月町御崎地

区の農業集落排水事業（特別会計）の意見に関連して、他の企業会計事業や特別

会計事業について、行政改革の取り組みを検討すべきではないか、という意見が

あったので、このことについても、次年度に再検討を行って、取り組みの必要が

あれば、本委員会に図り、中期プランに盛り込みたい。 
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○会長 

  基本的な枠組みを確認したい。別紙の最後に記載していることについてですが、

「個別の事項は取り上げない」ということであるが、「取り組みの追加等必要があ

れば」ということは、どなたが、どのように決定するということか。 

○事務局（村田）  

 委員の皆様から意見をいただき、事務局でその意見を集約し、計画等に記載す

るかを精査したいと考えているが、事務局が考えている以上に違った角度からの

指摘があれば、見直しの対象として掲載していきたいということです。 

○会長 

 委員会としては各先生方から疑問点など意見が出ると思うが、それは構わない

のか。 

○事務局（課長） 

 別添資料４．企業会計・特別会計の記載の関係ですが、この行政改革推進計画

は一般会計ベースの計画である。元々は普通交付税 17 億円が減額されることに対

応するための計画としている。企業会計は独立採算制をもっているが、委員の皆

様からご意見等があれば、事務局から特別会計等の所管課へ、その意見を伝えた

いと思っている。そのための記載だとご理解をお願いします。 

○会長 

 これまでも委員の先生から意見が出ていたのは、「自分の立場に対して意見がど

ういう扱いになるのか」ということ。委員会の目的として、自由に気付かれたこ

とを資料に基づいて発言することは良いと思う。ただ、特別会計など議論の必要

がない部分は事務局から説明をしてほしい。 

 このことについて、委員の先生方から何かありますか？ 

○委員 

 平成 27・28 年度は行革計画が動きだしているということですね。27 年度の計画

を議論するのであれば、もう少し前に委員会を開催していれば、その計画に反映

できていたという理解でいいのですね。それ以外のことについては中期プランで

平成 29 年度から反映させるということですね。前期プランは修正できないという

ことですね。 

○会長 

 行政改革推進計画については、今の取扱いを基本的スタンスにするということ

です。公共施設の適性化についても決まっているが、実施計画はコンサルタント

を入れてやっているので、そこの部分に反映させるかどうかを、この委員会に求

めているということですね。 

○委員 

 諮問されて審議する委員は、一昔前は事務局が作ったものを承認するだけであ

ったが、今般にあっては、事務局は市民や委員の先生に聞くなどして全部聞いて

から、事務局の考え方を追加したり、削ったりして作っていく姿勢が必要だ。事

業計画が定まっているということで、追時委任するだけの委員だったらやらない

方が良い。この前から委員の皆様が発言されているのを見ると、「何とかしないと

いけない」という意識が高いと感じる。条例等で決まっていて変えることが出来

ないなら仕方ないが、そうでなければフリーに議論して事務局で柔軟に対応して

ほしい。企業会計・特別会計と言っても、事業がうまくいかなくなった場合には
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一般会計から補填することもありうるので、そこも見越した議論をした方が良い。 

 市民アンケートについてですが、普通の人がこの資料を読んでも分からないと

思う。なので、分かりやすい表現で分かりやすい金額を出すことが大事だ。 

○事務局（課長） 

 市民アンケートについては、説明不足であったかもしれないが、公共施設等総

合管理計画を作る上でのアンケートとしており、行政改革推進計画は対象として

いない。 

○委員 

 アンケートは一般的に文章を難しくしたらまじめに考えようとしないし、手を

出そうとしない。なので、市民の声を聞きたいのであれば、その点を通じるよう

にしなければいけない。 

○会長 

 こういうやり方は、私がいろいろな自治体へ審議会委員として出てやっている 

方法としては、ほとんど取られていない方法である。決まったことを部分的に追

認するような議論はない。前回の委員会での意見により、論点の整理が必要だと

感じた。市民の意識は皆さんが想像されているよりも相当変化している。市民の

意見はメディア等の報道により、偏る場合もあるが、意識がある皆さんの発言は

市民を代弁した意見。事務局はそれをどの様に受け止められるのかを考えていた

だければありがたい。 

○事務局（岡部長） 

 「追認する」という言葉で誤解があると思われる。今私どもが申し上げている

ことは、行政改革推進計画の前期プランは既に出来ており、変更ができないため

それを見ながらご意見を賜り、中期プラン以降に作る時に参考にしてほしいと言

っている。 

 施設についても、基本方針は市民に周知して、この方向で行くとしているので

修正できない。今後の管理計画を作るうえでご意見を賜りたい。 

○会長 

 それは分かっているが、あえて申し上げている。そこは委員の先生方の自由な

意見が出たときに受け止め方として考えてほしい。ここでやったことが、やらな

かったからだめだったと答申の書き方にはならないはずです。 

○事務局（岡部長） 

 「追認してほしい」ということを言っている訳ではないと理解してほしい。 

○会長 

 そのような受け止め方になり兼ねないので申し上げている。つまり枠組みがき

ちんとしていないと、トンチンカンな議論となってくる。 

○会長 

 それでは、次の議事の説明をお願いする。 

○事務局（村田） 

（２）平戸市行政改革推進計画（平成 26 年度実績）について 

前回委員会で説明を行ったが、その後、所管課に資料を確認させ語句字句の修

正と効果額の修正を行った。また、資料 1 ページに「表の見方」と２ページに「効

果額総括表」を追加した。効果額の修正箇所のみ説明を行う。 
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資料４ページ「内部管理軽費の削減」については目標として「②新電力導入の検

討」を掲げ、昨年８月から高圧電力契約を九州電力から日本ロジテック協同組合に

変更した。その電気代の減額分 118 万 8 千円を効果額に加算している。 

資料 12 ページ「職員数の適性化」については、職員数の削減に伴い、必要な部署

には代替職員を配置しており、その人数を前回説明では６人としていたが、今回５

人に修正し、その効果額も修正した。 

資料 13 ページ「時間外勤務の縮減」については、時間外勤務手当支給額の内、前

回は、災害普及事業や選挙手当てなど、臨時的な事業経費を含めた総額を計上して

いたが、「元々経常的な業務にかかる時間外手当をいかに縮減するか」ということが、

本来の行革であるので、その点を修正した。結果、効果額はマイナス 719 万円 と

なった。 

資料 21 ページ「ふるさと納税の取組強化」は前年分を差し引き、効果額を修正し

た。 

資料２ページ効果額総括表をご覧ください。平成 26年度の実績は計画額 2億 5,381

万 9 千円に対し、実績額が 9 億 3,259 万 4 千円となり、目標額より 6 億 7,877 万 5

千円の増となった。これについては、ふるさと納税の効果が特に大きく、目標値を

大きく上回っている。 

今後のスケジュールとして、来月中に行政事務改善委員会と行政改革推進本部会

議にて資料の説明を行い、12 月議会の総務委員会で説明を行う。その後、広報紙に

て市民へ周知を行う。なお、これからの会議の中で語句字句や効果額の変更など修

正があるかもしれないが、その際にはご了承いただきたい。 

○委員 

 ふるさと納税と行革の関係はどう取り扱うのか？ 経常的に得られる収入の位置

づけであれば、次年度以降もやっていけると思うが、ここ１・２年で実績があって

行革上プラスになっているから「一般会計の額も潤った」、「目標額を達成した」と

いう言い方は非常に引っかかる。例えば、来年寄付額が半減した場合、「他の取り組

みは頑張ったが、ふるさと納税が下がったので」という説明をされても、ふるさと

納税で行革が上がったり、下がったりすることがどうかと思う。 

○事務局（岡部長） 

 おっしゃる通りです。元々、ふるさと納税は１億円を目指して取り組んだ経過が

ある。しかし、人気の高まりで 14 億円となったため、このような数字になってしま

った。なので、計画書自体にも本来見えなければいけない部分が隠されたような形

になっている。今後もふるさと納税の歳入は維持するようにして、他で行革できる

部分は改善するスタンスとし、中期プランをつくりたい。 

○委員 

 行革というのは、事務の効率化や財政の軽減であり、スリムな行政を進めること

が本来の目的である。ふるさと納税が入ったことで、行革の目標を達成したかのよ

うに考えることはおかしいと思う。 

○事務局（岡部長） 

 行革計画は歳出部分の適性化は当然しなければいけないし、歳入の確保もしなけ

れば財政の均衡は取れない。歳入の確保が出来るもの及び歳出の削減ができるもの

は全て洗い出しを行った。更に金額を減らすばかりでなく、サービスの充実も図る

必要がある。行革計画は、この３点で作った計画である。 
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○会長 

 ふるさと納税の収入増という思わぬ誤算によりこのような結果になっていると思

うが、そうであれば説明を変えたらどうか。 

○事務局（岡部長） 

 表の作り方から言えば、ふるさと納税が前年を下がったら、比較してマイナスの

標示となってくる。最終的に平成 30 年度にゼロであれば、全部マイナスになって、

トータルでふるさと納税の効果額はゼロとなる。よって今歳入があるといっても安

心できるものではないので、継続して歳入の確保を努力していかないといけないと

考えている。 

○委員 

市民の感覚はふるさと納税で 14 億入ったら、職員を減らさなくてもよいのではな

いかという感覚しかない。収入がどこに使われているのかが分からない。 

○事務局（課長） 

 ふるさと納税は目的財源である。寄付をされた方から、使い方を指定されたり、

人口減少対策に使ったりしている。使い方は市民へ周知を図っている。 

○委員 

 行革の取り組みで出来なかったことの理由を「ふるさと納税の歳入が入らなかっ

たため出来なかった」という理由はおかしいと思う。計画と実績を比較した時にふ

るさと納税がいいように取られてしまう。他市の取扱いはどうなのか？ 

○会長 

 ふるさと納税は、平戸市がモデルになるくらい突出している。元々ふるさと納税

で１億円を達成するという目標も高すぎる設定であり、その額を超えている自治体

は少ない。ふるさと納税は地域の活性化にもつながり、良い施策であるが、先程か

らご意見があっているように「行革」との関係や説明あり方は修正した方が良いと

思う。 

○事務局（課長） 

 ふるさと納税は平戸市がポイント制度を導入していて、水産業や農林業など産業

の活性化にもつながっている。 

○委員 

 問題視しているのは「ふるさと納税での収入があるために行政事務の効率化につ

ながっている、うまくいっている」という説明で数字は出さないでほしい。 

○会長 

 ただし、当初に設定した計画でいけば、今のような説明になる。説明の仕方を検

討すべきということですね。 

○事務局（課長） 

 市民には誤解を招かないような説明を行いたい。 

○会長 

 ふるさと納税が際立っているのでその取り組みも大事ですが、それを除いたとこ

ろでの説明も必要である。 

○事務局（岡部長） 

 検証しながら説明したら良かったと思うが、単純な説明になったので誤解を招い

たようである。今後は改めたい。 
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○事務局（課長） 

 ふるさと納税は特殊要因なので、今後は、それを除いた部分での説明も加えたい。 

○会長 

 ふるさと納税がこれだけ伸びるということは、平戸の実力である。今を持続する

ような議論も必要で、差額を効果として出していくことは、ふるさと納税の制度そ

のものが変になる恐れが出てくるので、その意味からも行革からの説明は大事であ

る。 

○委員 

 市民の方々はふるさと納税の収益が何に使われているか知らないし、分からない。

産業振興とか地域振興とか福祉の推進とかはっきり言った方が良いと思う。 

○事務局（課長） 

 広報ひらど６月号に特集を組んで載せた。先般テレビでも特集があっていた。 

○委員 

 広報紙はなかなか読まないので、市長が公の場で言う方が良い。また、市の幹部

の方も言わない。 

○会長 

 なぜ平戸だけがこのようになれたのか、実力の意味を説明した方が良い。 

私が心配していることは、どんどんお金儲けになるといって大量生産して質が落ち

た瞬間に、一気に総量が減る可能性がある。 

○委員 

 ふるさと納税は、行政だけでやってきて今の結果があるわけではなく、市民の方々

も後押しをしてきた結果が今につながっている。 

○委員 

 ふるさと納税のカタログに載せるために商品選定が行われるが、業者は選ばれよ

うとして、いいものを作ろうと努力するし、それによって全体的なレベルや意識は

上がっている。 

○委員 

 まちづくり事業でいろいろな補助金や交付金があり、起業される方など、他の政

策とかみ合わせていくことで、ふるさと納税ももっと効果が出てくると思う。 

○会長 

 ふるさと納税の説明の仕方は誤解がない様に修正してください。 

○委員 

 職員の時間外手当のことについては、行革ということが逆効果になってシワ寄せ

になっているのではないか。時間外が増えるということは、勤務時間内に処理でき

ないことを時間外にするということ。行革の観点から職員や臨時職員を減らすこと

も策だと思うが、業務量に見合わせて進めていかなければいけない。 

○事務局（課長） 

 委員のご意見の通りです。ただ、700 万円ほど経常経費が上がった主な要因はふ

るさと納税の対応に追われた部分も含まれているので、ご理解をお願いします。 

○事務局（岡部長） 

 時間外手当の削減に向けて、夜に行われる説明会など、これまでは当然のごとく

時間外手当の対応となっていたが、今年度から時差出勤制度を採用し対応すること

とした。 
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○委員 

 フレックスタイムとして、各課で取り組んでいるのか。 

○事務局（岡部長） 

 事前に総務課長の決裁は必要である。フレックスタイムとは違って自由には出来

ない。出勤パターンを決めて実施している。 

○委員 

 職員も一生懸命にやっているし、体のことも考えなければいけない。行革はハコ

モノ行政の見直しや、人件費の抑制などではあるが、「人」は市を動かしている原動

力の方々である。効果的なところへの配置とか、そういったところまで配慮して行

ってほしい。削減だけ考えるのは危険。職員が無理して病気になっては逆効果だ。 

○委員 

 時差出勤制度は、一般市民から見たら職員が普通の日に家に居たり、ぶらぶらし

ていると勘違いする。そうならないように周知も必要だと思う。 

○会長 

 今日の議論の中で貴重な意見があった。議事録に残すだけでなく何らかの表現が

できれば、この委員会の取り組みとして評価できる。事務局には検討してほしい。 

○事務局（岡部長） 

 13 ページに「フレックスタイム制度の導入」や「ノー残業デーの導入」を目標と

して記載しているが、実績や課題を書けば良かったと反省している。 

○事務局（課長） 

 今回の審議時間では十分ではないと思いますので、持ち帰って分析いただきたい

と思います。今後の中期・後期に向けたご意見等として取り上げていきたいと思い

ます。 

○委員 

 ４ページの「新電力導入の検討」について、説明があったが 20 施設とはどの様な

施設か。 

○事務局（村田） 

 学校施設、水道施設、文化観光施設、庁舎、病院です。 

○委員 

 市役所は九州電力といろいろなつながりがあると思われますが、あえて民間事業

者と契約を結んだということは、市が本気になっていることを感じた。  

○事務局（岡部長） 

 市民の方々が求めている以上はしなければいけないと思っている。 

○委員 

 大島には 17 基の風力発電があるが、その売電はどの様になっているのか。 

○事務局（岡部長） 

 今回から株式配当をいただくようになった。固定資産税も入っている。 

○委員 

 市職員から駐車場料金を徴収するような記事を新聞で読んだ。平戸は土地が長細

く公共交通機関が無い中で、車で通勤してくる職員から駐車場料金までとらなけれ

ばいけないくらい困窮しているのかと思った。 

○事務局（岡部長） 

民間の方々が民間駐車場を借りているのに「市職員は給与も高い中に、市有地を
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自由に使うのか」といった市民の意見があった。こういったことから市有地の有効

活用の観点から今年から駐車場料金を徴収することにした。 

○委員 

 そこまでやらなくても良いと思うが。 

○事務局（岡部長） 

 最近では他の自治体は徴収する方向で進んでいる。 

○会長 

 逆に通勤手当に反映されて、支出が必要になるのではないのか。 

○事務局（岡部長） 

 それはありません。また、民間駐車場を借りている職員も既にいる。 

○委員 

 駐車場料金は各地域によって違うのか。 

○事務局（岡部長） 

 はい。違います。 

○委員 

 各地域でタブレット講習会があったが、効果的に使うように国の方針でもあった

ようだ。社会教育では、お年寄りをできる限り「動かせましょう、閉じ込めないよ

うにしましょう」という指導があっている。横の連携がどの様になっているのか分

からない。タブレット研修で国から 1,900 万円程度交付されて、平戸市も 200 万円

程度出しているようだ。合計 2,100 万円の事業。私が中部地区に行った時には３人

だった。国から実施するよう指導があっても、何でも全て行うのはどうかと思う。 

○事務局（岡部長） 

 今の発言は情報が間違っています。国の交付金で実施しているのは度島地区でタ

ブレットを利用した見守りとか、介護の支援とか、ふれあいバスの予約などをやろ

うという事業です。生月や中部でのタブレット講習会は別物で、ＮＴＴ主催で行っ

ています。 

○事務局（課長） 

市は場所の提供をしているだけで、関与していません。 

○会長 

 それでは、提案された資料につきましては、大枠今の段階では良いということで

よろしいですか。ただし、意見については、次の会議以降も出して良いということ

です。他に意見はありませんか。 

○全委員 

 意見なし。 

○会長 

無いようなので、これで（２）の議題は閉めさせていただきます。次の議題の説

明をお願いする。 

○事務局（村田） 

（3）公共施設等の適性化について 

現在、「公共施設等総合管理計画」を作っているが、今は施設の現状分析の段階で、

今現在、委員の皆様から意見等をいただく案件がない。本格的には次年度からにな

ろうかと思っている。今年度中に、現在の取組んでいる業務の進捗状況の報告と市

民アンケートの分析報告など、業者を本委員会に出席させ、説明を行わせたいと考
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えている。来年、６月～７月に公共施設の統合や廃止の考え方、及び推進方針につ

いて、一定の考え方や方向性を整理したいので、ご意見等をいただきたい。これを

踏まえて公共施設等総合管理計画（素案）が９月～10月には出来ると思われるので、

素案に対し再度、委員の皆様の意見をいただきたい。 

○会長 

 私達の心構えとしては、前いただいた計画を読み続けて、理解を深めるというこ

とですね。次回はいつ頃、会議開催となりますか。 

○事務局（村田） 

 市民アンケートの実施が 12 月～１月ころになる。次回の第４回委員会を１月に予

定しているが、その中でアンケートの報告が出来るかどうかが、まだ見えていない

状況です。ただし、第５回委員会（２～３月）には説明できると思っている。 

○会長 

 今年度中は５回まで行うのか。 

○事務局（村田） 

 第４回委員会に諮る案件があるかどうかが問題です。業者の進捗状況に併せ、会

議開催を決めたいと思う。 

○委員 

 市民アンケートですが 2,500 件をどのように実施するのか、やり方を教えてほし

い。区長にお願いするのか？ 年代層を考慮しているのかどうか？など。 

○委員 

公共施設の判断をする時には、公民館活動の実績や何団体が何回利用したのかな

ど利用実績をそろえてほしい。実績を見ないと客観的に判断できない。  

○事務局（岡部長） 

 私どもが平成 25 年度に作った公共施設白書に公共施設の利用状況を掲載してい

るので対応できます。 

○事務局（村田） 

 アンケートの実施要領については、今のところ決まっていない。今後委託業者と

打ち合わせを行い、決定したい。 

○委員 

 事後報告で良いので、どういう方法で行ったのかを教えてほしい。 

○委員 

 総合戦略でも「あなたが住みたい平戸市について」アンケートを出した。関わっ

たのはコンサルタント。年齢設定では高校生から 60 歳までだった。なぜ 60 歳以上

は取らなかったのか聞いたら、国の地方創生の方針で決まっていたからという回答

だった。私は高齢者の意見も聞くべきと思っている。 

○事務局（村田） 

施設を使う年齢層を考慮してアンケートを考えたい。 

○会長 

 １月の会議を開催する時には、アンケートのやり方や内容について見せていただ

きたい。 

○委員 

 アンケートは残す方向で回答を求めるのか、施設を切り捨てる方向で回答を求め

るのかなど、回答を誘導する文面づくりが可能なので、気をつけないといけない。
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どちらに立ってアンケートを行うかだ。 

○会長 

 統計手法の大原則です。分かったうえでデータを見ましょうということです。 

○会長 

それでは、予定の議事については終了いたしました。皆様から活発な意見が出て、

良い議論ができました。 

以上で、推進委員会を終了いたします。 

 

 ― 閉会（11:10） ― 


