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午前９時 開会 

 

○金堂経営企画課長 

皆さんおはようございます。経営企画課の金堂です。よろしくお願いいたします。 

ただいまから平成30年度第１回春日市総合教育会議を始めさせていただきます。開会に

当たり、本日の会議の主催者である井上市長が皆様に御挨拶を申し上げます。 

 

○井上市長 

 改めまして皆様おはようございます。早朝から御来庁いただきまして本当にありがとう

ございます。 

 本日、平成30年度第１回春日市総合教育会議を招集させていただきましたところ、教育

委員の皆様におかれましては、公私ともに御多用の中、御出席を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

また、日ごろより、学校教育、社会教育、文化財といったそれぞれの教育分野において、

実効性を持った施策を力強く推進していただいておりますことに、深く感謝を申し上げま

す。 

さて、昨年の総合教育会議では、組織改編等、市長部局と教育委員会事務局との連携に

ついて協議をさせていただきました。 

今回は、公共施設の老朽化問題をメインテーマにしております。 

現在、小中学校を含めた多くの公共施設が老朽化し、改修や更新の時期を迎えておりま

す。これは、本市に限らず、全国的に自治体間で大きな課題となっております。 

そこで本日は、将来にわたって、市民サービスを提供できるよう、今後の公共施設の在

り方について、教育委員の皆様と、現状と主な課題を共有し、しっかりと意見交換をさせ

ていただきたいと考えております。 

また、昨年度に引き続き、市長部局と教育委員会における連携についても、皆様と意見

交換をさせていただきます。 

私は、常日頃から教育委員の皆様と十分な意思疎通を図り、本市の教育の課題や目標を

共有しつつ、同じ方向を向いて教育行政を推進できていると思っておりますが、市民に対

してより良い市民サービスを提供するため、教育行政だけにとどまらず、例えば教育と福

祉の連携など様々な分野において、引き続き連携をしていきたいと考えております。 

この後の会議におきまして、皆様との活発な議論を期待し、私の挨拶とさせていただき

ます。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

【１ 協議事項】 

 

(1) 公共施設のマネジメントについて 
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○金堂経営企画課長 

 それでは、さっそく議事を進めて参りますが、本日の配付資料の確認でございます。 

次第と公共施設マネジメントについて、前方のパワーポイントと同じようなものがござ

いますのでよろしくお願いいたします。 

 それではまず、協議事項の１、公共施設のマネジメントについてでございます。 

 本市においても、少子高齢化の進展に伴って生じてまいります税収減の中、今後多くの

公共施設やインフラ施設が更新の時期を迎えて参ります。 

 将来にわたり、必要な市民サービスが提供できますよう、公共施設の総合的かつ計画的

な管理に関する基本的な方針を定めた春日市公共施設等総合管理計画を平成29年３月に策

定したところでございます。 

 本日は、今後の学校施設を含む公共施設の在り方について、所管の方から説明をさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○経営企画課 小西 

 皆さん、おはようございます。 

経営企画課公共施設マネジメント担当をしています小西と申します。 

今日は、公共施設のマネジメントということで、最近少しずつメディアにも取り沙汰さ

れるようになってきました。 

最近の新聞では、８月の15日ぐらいだったと思いますが、西日本新聞の朝刊に北九州市

の公共施設での事故が非常に多いという記事が取り上げられておりました。４年間で大体

30件ぐらい。 

例えば、福岡市とかや熊本市の場合、１件ほどしか起こっていませんので、非常に事故

が多いという報道がされています。 

世界で見れば、イタリアの高速道路橋が落ちる35名の方が亡くなるという大きな事故が

ありました。 

お互いに共通している事項が一点だけありまして、公共施設が非常に老朽化していると

いう問題があります。 

公共施設のマネジメントはつまり、公共施設の老朽化に対してどういう対策を打ってい

くのか。 

老朽化してきた学校や施設をそのままほったらかすのか、それとも補修して少しでも長

くするのか、それとも建替えて多額の費用をかけるのか、というのが、公共施設のマネジ

メントという考え方になります。 

今回、パワーポイントで作っています。大体20分ぐらいで終わると予想しています。 

非常に専門用語が多い案件になりますけれども、今回は建築とか土木の専門用語を省い

て、なるべく分かりやすいように作ったつもりですので、こういうことが考えられている

んだというふうに思っていただければ幸いだと思います。 
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では、早速説明の方に移らせていただきます。 

公共施設マネジメントの原点になります。原点は、1930年代のアメリカに遡ります。 

世界恐慌の後ですね、ニューディール政策ということで、ルーズベルト大統領が行った

ニューディール政策によって、公共施設の投資が大幅に増えて雇用が拡大するということ

が起こっております。 

上の表は、橋梁のグラフなんですが、1930年代を境に経済の振興もあって、橋梁の数が

非常に増えて、建設が増えていきました。 

しかし、橋梁というのはコンクリートでできておりますので、1930年代に作られて60年

後、コンクリートは大体60年しか持たないと言われておりますので、1990年頃、どういう

ことがアメリカで行われてきたかというと、左下の写真、非常に分かりにくいですけれど

も、2007年に13名の方が死亡する、橋が崩壊してなくなるという事故が起きています。 

写真では分かりにくいですが、橋の大きさ自体は、650メートルほどある大きな橋です。

幅は８車線だったと思いますので、40メートルないぐらいの大きな橋がいきなり崩落する

という事故が起こっております。 

連日連夜、アメリカの方ではトップニュースで報道されていまして、当時のブッシュ大

統領が毎日のようにテレビに出て、対策を練っているということが起きました。 

右側も橋の崩落事故の写真になります。 

最近になって、トランプ大統領が大統領に就かれて、公共投資を100兆円するという選

挙公約をうたいましたけれども、実はアメリカの方では500兆円公共投資にかけないと、

アメリカのインフラは持たないというふうに言われています。 

最近で言えば、こういうこともありました。去年、カルフォルニア州のオロビルダムの

決壊危機というものがありまして、これも老朽化したダムの一つになります。 

カリフォルニア州のちょうど半分を担うダムになります。突如、放水路が決壊しまして、

大体150メートルぐらいの大きな穴が開きました。 

このダム自体は、牛頸ダムの220倍ぐらいの大きさの貯水量を持つダムでして、幅が大

体２キロ以上あります。高さは300メートル。日本にはないようなダムをカリフォルニア

州は持っておりまして、乾期のときに雨をため過ぎたということで放水していたところ、

放水路に穴が開いて放水できなくなってしまった。緊急の放水路というのがあったんです

が、こちらも故障してできなくなった。ということで、決壊危機になって、カリフォルニ

ア州の20万人の市民が避難するということが起こっております。 

今は大丈夫になりましたけれども、対策費用としては、今年度予算で500億円の工事費

がかかるというふうに言われています。 

日本ではどういうことが起きているかということで、アメリカよりちょうど日本は30年

間遅れています。 

高度成長期の1960年代ですね、これも橋梁のグラフを載せています。 

1960年代以降、橋梁が大幅に増えていきます。日本の場合、橋梁だけではなくて、いろ

いろなものが作られてきていますけれども、それから60年後の2020年には、同様の事故が
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起こり始めてきました。 

橋梁の事故ではないですけれども、言葉が悪いですが、公共施設のフラッグシップ的な

事故というか、象徴的な事故になったのが、左下の中央道の笹子トンネルの天井版崩落事

故というのが起こっております。９名の方が亡くなる大きな事故がありました。 

近くでは、直方市の陸橋、歩行者専用道路の橋梁が崩壊したということも起こってきま

した。 

今まで橋梁の説明をしてきましたが、実は橋梁だけではありません。 

1970年代に作られたのは、ほとんどと言っていいですが、左上の道路建設実績というこ

とで、道路も1970年代がピークになっている。右が公営住宅、市営住宅関係ですね。これ

も1970年代にほぼ作られています。 

それと学校関係も同じで、1970年代に大幅に作られました。 

特に、老朽化しているのは、学校施設の７割以上の学校施設が老朽化しているのではな

いかと言われています。 

これを全てグラフにまとめたものが、横軸が建設年、縦軸が延床面積。すみません、こ

れは北九州市さんのグラフが一番分かりやすかったので、引用させていただきましたけれ

ども、ほとんどの先進地のグラフはこういうグラフを持っています。 

1970年代にピークが来て、それから少しずつ体育館とか公共施設を作っていって、それ

から少しずつ減少していくというグラフに、ほとんどの自治体がこういう形になります。 

特に東京、大阪近郊、名古屋とか先進地のグラフは、これと全く同じといっても過言で

はありません。 

つまり、ここでまとめると、道路や橋梁などは老朽化が進行していますよというのが一

点になります。 

 それから、老朽化している施設の建替え、補修関係を早急に実施しなければなりません

といのが二点目になります。 

 三点目は、人口減少社会が到来していて、全ての公共施設をそのまま建替えることが可

能ですか、財源的にできますかというのが、公共施設のマネジメントになります。 

 これが、今までの総論になります。 

 次は、春日市がどうだろうかということですね。これを話したいと思います。 

 これは、春日市が保有している建物の延床面積になります。大体ヤフオクドームの1.6

倍の大きさの面積を持っております。 

半分以上が、学校施設が占めています。53.1％が学校施設。ほとんどの自治体が同じよ

うなグラフですね。50％以上を学校が持っているというグラフになります。それからス

ポーツセンター、公営住宅、文化施設、そして市庁舎となります。 

次に示しているのが、北九州市さんと同じようなグラフになります。横軸が建設年、縦

軸が延床面積を表したグラフになります。 

これまで、1970年代が建設のピークだと言ってきました。 

実は春日市は例外でですね、これに当てはまっておりません。 
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結果的な話になるのかもしれませんが、例えば、最近建設した総合スポーツセンター、

これは1970年に建設されたものを更新しております。 

春日市役所もそうですね。旧昇町にあったのも1970年代の建物。 

それから最近やっている、左下にある築年が40年経過した公営住宅という記載がありま

すが、これも1970年代に建てられた市営住宅の更新をしております。 

特に学校施設で言えば、平成が始まってから最近まで、平成25年ぐらいまでの黄色いグ

ラフですが、春日市の場合は、体育館関係は既に更新をしてきております。 

西方沖地震以降、体育館が避難所ということで、耐震性がないものは建替えという方針

を作っておりましたので、近辺で言えば、春日原小学校の体育館の建て直しとか、春日北

中学校の体育館、後は春日中学校の体育館など、建て直してきていますので、結果的に

1970年代に入るこの黄色いグラフが既に建替えてきているので、右側に平準化されてきた

という現象があります。ちょっと全国的には異質なグラフになってきています。 

ただ、お金が足りるかというのとは、別問題になります。 

 ざっと試算していますが、40年間ぐらいでお金が足りますかというのを試算してみまし

た。 

 大体、40年間では1732.8億円必要だと。全く同じものを更新しましょうと。それから機

会があったら大規模改修を行いましょうということで、お金を算出したところ、大体1700

億円かかりますよと。 

 それを１年間で割ると、43.3億円かかります。 

 ただ、今の予算上を見ると、投資的経費が大体年間30億円ぐらいしかかかっていません

ので、このギャップをどう埋めるか。 

 この13億円をどう埋めていくのかというのが、我々の手腕が問われるところです。 

 対策としては３本あります。 

 一つ目は、経費の圧縮、財源の確保です。今までかかっている経費を少しでも圧縮させ

ようというのが一つですね。 

 二つ目が施設の点検、早期補修による長寿命化ということで、コンクリートが60年持た

ないものを70年間、80年間、言えば100年間持たせて、この施設を長持ちさせようという

のが二点目になります。 

 三点目が本丸になります。総量の圧縮です。 

 効用がなくなったとか、あまり利用者がいなくなった施設を廃止したり、統合したり、

複合化したりというのが三番目の総量の圧縮になります。 

 一番目の経費圧縮から説明したいと思います。 

一番目が電気の一般競争入札です。今まで当たり前のように九州電力さんに払っていた

年間1.3億円の電気料を民間事業者に替えることで、大体4000万円の圧縮ができました。

このうち学校が６割ぐらいを占めています。2400万円ぐらいを削減することができました。 

二つ目が、点検費用の包括入札ということで、公共施設はいろいろな法的な点検があり

ます。例えば、消防点検とか電気関係、空調、エレベーター、いろいろなものがあります。 
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これを各所管で持っていたものを、一旦引き上げて我々で入札しようという案件を取り

ました。それで、年間で360万円ぐらい圧縮ができたという結果になっています。 

三点目が基金への積立ということで、貯金です。明らかにお金がかかると分かっていま

すので、少しでも積立をしようということで、今、40億円ほど積み立てております。 

 二番目が、施設の点検、早期補修による長寿命化になります。 

学校施設関係の点検関係は確立されていて、よくゴールポストが倒れて杭がなかったと

か、そういう点検関係を実は実施されていますけれども、より厳密化をしました。 

施設管理者による月１回の点検をしてくださいということで、下はマニュアルの写しで

す。我々で作って、事務職の方でもこういうところを見てくださいということで、写真を

付けて説明をつけたり、分かりやすい文言を使ったりということで、施設管理者には月１

回の点検をするようにしております。 

 それとは別に、我々経営企画課と建築担当とかそういう技師を巻き込んで、月一回査察

ではないですが、点検を行って、上から下まで点検をして、早急に修繕をするような形を

取っております。 

 施設を少しでも長持ちするように、事故がないように、こういう対策を採っております。 

 次が、検討材料ですが、老朽化というのは非常に数字的には分かりにくい案件になりま

す。見た目では、これはひび割れているね、悪いねというだけではなく、このひび割れが

どう悪いのかということを数字化しようと思って、こういうのを検討しております。 

 施設名は今のところ入れておりませんが、横軸にハードということで、建物の健全度を

評価しましょうと。縦軸にソフト面ということで、利用者数が多くてコスト面がかかって

いないものが上に来ます。あまり利用されていないものが下に来ます。横軸だったら、施

設が健全なものが右に、悪ければ左に来ます。ということで、Ａの頂点が一番いいですよ

と。そして、一番左下になればなるほど悪いですよという、こういうグラフ化をしてどう

いう施設がどういう状況にあるかというのを数字化して分かるような形を今のところ検討

はしております。詳細は検討中なので、まだ言えませんけれども、そういう点数の付け方

をしています。 

 最後に、総量の圧縮になります。 

 これが本当に本丸中の本丸になって、我々も頭を悩ませています。 

 日本の人口は、これは国が出した人口のグラフですけれども、明治維新が大体4000万人

いた人口が、2004年には１億2000万人になり、また100年後には同じような人口になると

いうことで、200年の内に100年でピークを迎えて100年で元に戻るという極めて急激な減

少が起こるというふうに予想がされております。 

 特に問題なのが、生産年齢人口が減っていくということで、2005年には人口比では66.1

パーセントいた生産年齢人口、15歳以上64歳未満のお金稼ぐという世代が50年後には半分

くらいになる。老人に対して１人の若者が担うという構造になることが明らかになってお

ります。 

春日市の予算で見ると、それが顕著に表れております。 
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真ん中の黄色いグラフですが、平成18年には50億円かかっていた社会保障費、扶助費が、

平成27年には大体87億円、90億円ぐらいに達しているということで、２倍に行かないぐら

い、1.8倍ぐらいになっている。予算上も20パーセントを占めていたものが、現在では25

パーセントぐらいに少しずつ増えているという現状があります。 

 公共施設というのは、人口が増えれば増えるほど増えていくのが当たり前です。学校施

設を作らないといけないし、図書館も作らないといけない。人口が増えるたびに、福岡市

さんのように博多区、南区と分区したり、それに伴って区役所ができたりと、人口が増え

れば増えるほど満足化原則ということで、どんどん公共施設は増えていきます。これは間

違いありません。 

 ただ、今から人口減少になった場合というのは、その逆転現象が起きてきます。最適化

ということが起きてきます。何を削減していくか、何がいらないのかというのが議論の対

象になっていきます。 

 公共施設というのは、今までどおり維持していくことはまず不可能です。お金がまず足

りません。その議論を今から始めていきましょうということです。 

これが、スマートシュリンクと言われる考え方です。 

単純に、学校の児童生徒が例えば100人になった、50人になったから、少なくなったか

ら学校をなくそうという考え方では、実はないんです。 

賢く収縮する。縮充するとか言われるんですが、例えば、学校施設に空き教室ができれ

ば、そこに老人施設が入ってもいいんじゃないのかという考え方になります。 

実際に、この後にも説明しますが、学校施設内に体育館を作るとか、老人施設を作ると

か、例えば給食を小学生だけではなくて老人給食に転用するとか、いろいろな考え方を

持って、フラットに考えていきましょうというのがスマートシュリンクという考え方にな

ります。 

スマートシュリンクの実践例ということで、二点ほど挙げております。 

一つが集約化です。スポーツセンターでも同じことが言えるんですけれども、体育館Ａ

と体育館Ｂというのを廃止して大きな体育館を一つ建てる。西スポーツセンターを廃止し

て、大谷に新総合スポーツセンターを建てますというのが集約化という考え方になります。 

二つ目が複合化という考え方になります。あまりこれは見ないですけれども、異なる用

途の施設を、保育所とか高齢者施設とかを老朽化していれば、二つを同じ敷地内に一階を

保育所、二階を高齢者施設とか作って、エレベーターなりを共有させて経費を削減しよう

というのが複合化という考え方になります。 

最後は転用ですね。これは、福岡県内でもちょろちょろ見かけてきます。学校施設を廃

校にして跡地をどうするかという考え方ですね。学校を外国人向けの宿舎にして街ににぎ

わいを戻そうとか、音楽スタジオを作ってそこから配信できるように学校施設を改造しよ

うとか、そういうものが少しずつ見受けられてきております。 

これが、実際にスマートシュリンクを実践した事例になります。 

一つは、秋田県の東成瀬小学校という小学校になります。 
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秋田県は非常に学力が高いそうで、その中でも東成瀬小学校は非常に学力が高い小学校

になっているそうです。児童数は120人ということで、小さい学校ではあるんですけれど

も、学校を中央に作って、左側に保育所を作る。その右側には体育館を作って、お互いに

共用し合うというか、使い合う。そして、他世代交流をする。保育所の子どもが学校に

行って、お兄ちゃん達に読み聞かせをしてもらうとかそういう交流をしている。 

特にちょっと面白いなと思ったのが、保護者の了解を得て、住民一体で考えたのがすご

いかなと思いました。 

東京にもありまして、杉並区の中学校になります。 

この施設は、本校舎と離れて理科室だったと思いますけれども、別個に特別教室を建て

ています。学校の建て直しに伴って、理科教室をリフォームして、デイサービスセンター

を作るというものになります。 

結構、成功した例らしくて、他世代交流が非常に活発になって、中学生が普通に遊びに

行ったり、高齢者が学校に入ってきたり、うまくいっているというのが聞こえてきます。 

 最後に、結びの言葉ですが、公共施設の老朽化というのは必ず起きます。絶対に起きま

す。例えば、10年後には間違いなく新聞を賑わわせているような大問題になりますし、今

から当たり前のように死亡事故が起きたりとかします。 

 この問題は、我々はスピード感を持って、今のところ取り組んでいますけれども、財源

という問題がありますし、今までの公共施設をそのまま面積を維持することは非常に難し

い状況になっています。もう無理だろうなと我々は判断しております。 

 今、手を付けて、孫世代、子ども世代に負の遺産を残さないように我々も努力しており

ますので、皆さんも協力していただければなというふうに思います。 

 説明は、以上になります。御清聴ありがとうございました。 

 

○金堂経営企画課長 

 説明は以上になります。教育委員の皆様の方から御意見、御質問等よろしくお願いした

いと思います。 

 

○山形委員 

一つ御質問ということでよろしいですか。 

公共施設のマネジメントについてという議題で、お聞きしたんですが、非常に深刻な問

題だと思いまして、ある意味、今、御担当者が発表されたのは、春日市の公共施設のマネ

ジメントについてという視点でした。 

ということは、ここで考えるべきことは、例えば市町の筑紫地区の合併だとかそういっ

たことは視野に入れずに、まずは春日市の公共施設についてのみという議論に限定すると

いうことでよろしゅうございますか。 
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○石橋経営企画部長 

委員のお考えも分かりますが、春日市の中についてということで議論をしていただきた

いのがまず一点と、ただ、春日市は合併しておりませんので、余計な公共施設は基本的に

はないです。 

合併している市町村は、市庁舎が三つあったり、出張所があったり、体育館が三つあっ

たりとか余計な施設がありますので、余計に今合併している市町村については公共施設が

余っている状況があるのかなとは考えております。 

あと一つ、春日市は、今、国が進めておりますコンパクトシティという形で、人が集

まっているところにモノを集中させましょうという政策を進めておりますが、春日市は２

キロ２キロの小さな街ですので、既にコンパクトシティ化していると。公共施設の中央に

ほぼ中央に皆さんが使うふれあい文化センター、スポーツセンターが中央にあって、どこ

からもアプローチしやすいという形で、元々考えてしていたかどうかは分かりませんが、

結果的にコンパクトシティの有効な公共施設を置く様になっている。 

ただ、それでも先ほど説明しましたように、これから少子高齢化が進んで人口が減って

くる。また人口構成が変わってくる。学校の空き教室も出てくるのではないか。高齢者の

施設が必要になってくるのではないかという課題は持っていますので。 

それと財源的な生産年齢が減ってきますので、今後どのように公共施設を回していこう

かという部分の今とっかかりを40年先を見すえて始めましたという説明をさせていただい

て、それに対して、教育委員会の方々との意見交換をしたいと思って設けた形にはなって

おります。 

 

○井上市長 

今そういうことですけれども、今、山形委員からいきなり大事なお話だと思います。筑

紫地区の合併の問題は。恐らく今のところは、その機運は全くないですね。 

皆むしろ逆に、独自性を発揮していこうという状況の様でもあります。 

しかし、この前ちょっとお話したかと思いますけれども、九州経済調査協会の出した資

料ですと、2040年には大体九州で10万人以上の都市が３割ぐらい減ると言います。 

具体的に言いますと、この辺では筑紫野市が約２万ぐらい減るような推計でした。 

一番多く減るのは大牟田市ですけれども、ですから今から22年後の見通しがそういうふ

うになっていますから、現実にはもっと変わってくるのかなと。 

そうすると、否が応でも合併の話が出てくるかも分かりません。 

それはそのときの住民の意識がそうなるかも。政治家は今のところ考えていないと思い

ますね。 

しかし、それはどうなってくるか全く予測がつかないような気が。 

ですから、今、うちとしてやれることを石橋部長が言いましたけれども、春日市として

どうやって対応していくか。 

こういったことも恐らく先駆的なものが出てくると思いますので、そうするとまたその
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ことが引き金になって、春日市さんと合併したいというところも出てくるかも分かりませ

ん。どういう状況になってくるか全く予測がつきませんので、とりあえず、春日市の今後

のことについて、御協議いただければと思っております。 

 

○山形委員 

ありがとうございます。 

私は、ある意味、極論のような話をしましたが、さっきの御説明でもありましたが、要

は公共施設のハードウェアの話はずっとその維持をどうするかという説明はありましたが、

統廃合というもっと大きな集約化してスマートシュリンクして、要は統廃合して、一元的

に管理していこうというところには必ずハードでなくて、例えばソフトと言いますか、地

区をどうするとか、学校の区域を統合するとか、そういったところには必ず住民だとか保

護者だとかそういった方々のソフトウェアの統合というか、そういうことも必要かなとい

うふうに思いまして、その辺の話があまり出てこなかったのが少し、その辺の話をどう考

えているのかなというところがありました。 

まとまらない話ですけれども、要は統廃合ですので、ハードウェアとしての見方とソフ

トウェアとしての見方の両面がいるのではないかなという私の意見ですが、述べさせてい

ただきました。 

 

○石橋経営企画部長 

確かに、学校の校区再編という形は、すごく大きな課題にはなるとは思います。 

ただ、先ほど説明しましたように、学校を廃止する方向ではなく、せっかくある学校施

設を高齢者との共有できる施設にするとか、保育所との併用ができるとかいうふうなソフ

トの部分も統廃合、校区変更という部分も含みながら、校区変更せずに、今あるハードを

他に転用してできるものがないのかという部分を両方の方策で、両にらみで方策を検討し

ていけたらなという部分も考えております。 

もちろん最終的に校区変更が伴った場合については、丁寧なその関係者への説明が必要

ではないかなと思いますが、逃げじゃないですが、これは明日明後日の問題ではなく、将

来何十年先を考えた形で考えておりますので、あらゆる方策を考えながら研究をしていき

たいとは考えております。 

 

○長野委員 

 二つお伺いします。 

春日市の現状のところの対策の三本柱の中で、まだ70パーセントしか更新できないとい

うことが、現状の施設のそのまま同じ大きさで作り変えたとして、その費用を積算して70

パーセントしか更新できないということをされているのかということが一つ。 

もう一つは、経費の圧縮は言われましたけれども、財源の確保ということは述べられて

いませんが、財源の確保について何かできる手立てはないでしょうか。 
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○石橋経営企画部長 

70パーセントしかできないという計算は、委員がおっしゃるとおり、同じ施設を同じ面

積で60年後に建て直した、30年後に大規模改修を行うと、その分のお金が足りませんとい

う試算をさせていただきました。 

同じ面積で60年後に同じように建て替えます。そういう形で単純に積算した形になりま

す。 

後は、財源確保はちょっと分かりにくかったですが、基金の積立ということで公共施設

等整備基金という貯金を毎年積ませていただいて、議会の御協力をいただきながら。 

今現在で40億円は貯めさせていただいている形にはなります。 

 

○長野委員 

財源の確保が何かもしあれば、少し緩和されるのではないかという感じがするんですが。 

 

○石橋経営企画部長 

先ほどから言っておりますが、将来どうなるか分からない。 

なるべく私達も人口を減らないように子どもが入ってくるようにそういう施策は打たせ

ていただいております。 

それが上手くいったとしても、賢く公共施設を使っていこうという考えは、今までどお

りではないという考えは、皆さんに伝えていく必要はあるのかなと考えて、両方で決して

人口を減らさないような施策を打つとともに、公共施設を賢く使わせてくださいという部

分も市民に周知していく必要があるのかなとは考えて、施策を打たせていただいていると

ころになります。 

 

○西村委員 

 よろしいですか。 

私も今の説明で本当に分かりやすく聞かせていただきました。 

現状の９枚目のパワーポイントですが、春日市の現状というところで、床面積の割合と

いうところでお話をさせていただくと、学校施設が53パーセントという中で、お話のよう

に高齢者がどんどんこれから増えていく中で、高齢者福祉施設とか、今現状の問題ですが、

幼稚園、保育園の面積的なものがとても少ないかに思えます。 

これからの先のことを、今のお話のことを聞くならば、高齢福祉施設だとか公園だとか

それとか老後の潤いだとかゆとりだとかいうようなことを考えると、文化施設だとかス

ポーツ、生涯スポーツ的なものでスポーツ施設だとか、そういうところがすごくこれから

先、重要化されるのではないかなというふうに思います。 

その中で、より生涯をゆとりある潤いある美しい人生であるというような形で施策をし

ていただくことはとても素敵なことだと感じるところです。 
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ですから、御説明のとおりに、複合的なハード面的な建物をということは大賛成という

か、むしろそうするようなことを徐々にしていっていただきたいなというふうに思うとこ

ろです。 

ただ現状は、学校現場も御承知のとおり、空き教室がないとか、学校によってはすごく

偏りがあるというようなところが見受けられる中で、ただ、そうなんですけれども、今の

現状を先を見越すならば、空き教室がない中でも何かやり方の持っていき方というか、学

校によりコミュニティ・スクールプラス福祉的なものをもっと取り入れるような、なんと

いうかちょっと先の方向性を感じさせられるようなやり方をちょっとやっていくようなモ

デル校とかですね、そういうふうな形で持っていくというのはとてもいいことではないか

なと感じる次第です。 

例えば、日の出小学校とか特にそういうような面でやられているところもあると思いま

すが、もっともっと、そういうところを望んでいらっしゃるのではないかなと思います。 

ちょっと長くなりますが、私事ですが、親を近隣の家から近いところの高齢施設に入れ

ました。二人とも。そのことによって、ものすごくとにかく家から歩いていけて、子ども

達も気軽に行けて、御近所さんも慣れ親しんだ友人達もすぐに顔を見に行けるような施設

を家族は望んだんですね。 

でも、春日市はまだまだ少なかったです。 

ですので、そういうところを考えると、コミュニティ・スクールというところも考えて、

学校にこういう施設があると本当に素敵なんだろうなということを考えた。 

これは個人的な意見ですけれども、そういう何かモデル校とかいうのを考えていらっ

しゃるか聞かせていただきたいなと思います。 

 

○石橋経営企画部長 

今、公共施設等総合管理計画というのをまず作って、現状はこうで、将来はこんなです

よというのをまず作らせていただきました。 

今後これをマネジメント計画というのを今作っております。 

そのマネジメント計画の中でモデル事業ということで、いきなり皆さんに出すとあれで

すので、モデル事業は検討しますが、その中に学校を入れるかどうかは今のところはまだ

決まっていません。 

他に統合しやすい公共施設がある場合は、そのモデル事業でこんな形で、皆さんが賛成

できるような縮充みたいに先ほど言いましたような、面積は減るが、統合することで相乗

効果が生まれるような形のモデル事業、何をするかは決まっておりませんが、学校ではな

いと思いますが、そういった形でモデル事業として複合化することによって、お互いの相

乗効果が上がる。 

それと先ほど委員がおっしゃったように住んで良かったと、ハードもある程度ないとよ

そから人を呼ぶとか、人口を減らさないようにする施策については、ギチギチにして、お

金がない、お金がないでは人が住んで幸せにできませんので、そのあたりの部分の御意見
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を参考に、住んでよかったといわれるような設備、日々過ごすために必要な設備、公園と

かが必要かなとは感じております。 

 

○井上市長 

 他にありませんか。 

 

○神田教育部長 

 はい。 

そういう意味で、市長事務部局から御説明をいただきましたけれども、これは全職員に

計画ができましたら説明がありますので、当然、教育委員会の事務局職員も念頭に入った

ところでして、それと実際には春日市の様々な課題がございます。 

今出てきたところでも高齢化、それ以外の様々な課題が今後も出てくるだろうと。そう

いう中で、今説明があったような視点も踏まえて、今後土地がないのをこうしようとか、

こうしようとかそういうところで進んでいくということですので、だからそういう意味で

は、今後どういう発想が出てくるのかというのは、大きな視点の一つということで私の方

はとらえておりますし、職員の方にもそういう視点を念頭に入れてほしいと思います。 

 

○山形委員 

 一つよろしいですか。 

石橋部長は上手い具合にオブラートに包まれましたが、ハードウェアとして50パーセン

ト以上も取っていて、学校施設が本丸であって、それ以前にモデル事業のような形でもう

少し規模が小さな所と言っては失礼ですけれども、そこで確かな実績といいますか、その

効果を検証して、本丸に切り込んでいくと。 

 

○石橋経営企画部長 

決して本丸ではありませんが。実際に、春日南小は人口が増えています。子どもの数が。

いずれ春日南中に行きますよね。天神山小を増やして、今度絶対に春日南中学校の増築が

来ますよね。 

だから、そのピークをどこかなというのを見定めるのも必要かなと。どこまで増築して、

これ以上増築しないでいいところを。だから、ピークを迎えても、作ってしまったものは

減ってこようが活用は必要かなと。 

60年経ちました、70年経ちましたら、これは壊すしかないという時は、再編も有り得る

かなと思いますが、せっかく増築増築で大規模改修までした学校施設を壊すのはいかがか

なというのを個人的には思っております。 

せっかく作って持つハードについては、何か転用して使えたらなと。 

学校には、個人的な考えですが、給食設備がございますので、給食設備をお年寄りに使

えるとか、保育所を併設したら保育所の給食に使えるとか、今までの発想になかった部分
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を考えながら、せっかく作ったハードの施設が持つなら、使いたおそうかなというのが私

の今のところの考えです。 

決して本丸とかまだ考えてはいませんので。 

 

○井上市長 

他にございませんか。 

 

○西村委員 

今お話を聞いていて思ったのですが、先ほどもちょっとの流れになりますが、例えば、

人間の衣食住の中で、そういうことを考えた時に、今とてもペットとかを飼われている御

家庭がすごく極端に増えてきているのではないか。 

一説によると、ペットを購入することによって、育てることによって、子育てというか

子どもに対する愛情よりももっとという意見もありますけれども、そういうところで考え

ると、人だけではなく、動物的なものの複合というか、そういうことによって、ソフト的

なもの、ふれあいだとかそういうところも、何か暮らしていてとても多いのが実感すると

ころです。 

それが先ほど言ったように、公園とかそういうところに結びついてくるかなというのも

感じるところです。 

 

○石橋経営企画部長 

御意見はお伺いしますけれども、あくまでも基本的に公共施設の管理の中で、公共が関

与するべきものかということが第一前提で、ハード的にはさせていただく部分があります。 

皆さんから厳しいよと言われますけれども、民間でできることは民間でしていただきま

しょうというのが私どもの根本にはございます。 

ちょっと厳しいかも分かりませんが、うちで需要があって民間で成り立つものは基本的

には民間でしていただこうという部分を基本的には見すえてしているところでございます

ので、なるべく誘致できて民間ができたら、その部分で回していただけたら、税金の投与

がなく回るかなと。 

そういった視点も、実に厳しゅうございますが、その視点も見すえながら、計画を作ら

せていただいているところになります。 

 

○山本教育長 

私は聞きながら思ったのですが、春日市の人口は減少しない。春日市に人口が集中化す

るやり方が、やはり大事ではないかなと減少の時代で感じました。 

あと一つは、モデル事業は余裕のある時代にするものであって、モデル事業はこれから

先はそういう余裕がないだろうというのが私は思っている。 

モデル事業をやってから考えるという時代ではなくて、もう最適なものを選んでやると
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いうか、モデル事業というのはどちらかというのはそれから広げるという形だから、もう

モデルではなくて、そういう時代かなというふうに感じました。 

 

○石橋経営企画部長 

モデル事業といったらあれかもしれませんが、皆さんにこれを薦めるというモデルでは

なくて、こんなふうにしたら良くなったよと、縮充して皆が相乗効果が生むような福祉と

か集約すると良くなったよみたいな形のモデルで、それはこれを全く同じものをよそに全

部作っていくというモデルではなく、こういう形で面積は縮小しましたけれども、効能は

上がりましたみたいな形のモデルとして面積は小さくして、小さくなるけれども効率は良

くなりますよというモデルという形で説明させていただきました。 

 

○山本教育長 

聞きながら思ったのは、春日市に人口が集中するような魅力というか、そういうやり方

をおっしゃっている。そのとおりだろうというのは同じですね。 

 

○石橋経営企画部長 

人口が減らないような努力はできたとしても、先ほど言っていますように生産年齢人口

は確実に変わってきます、年齢構成が。税収も減ってきます。 

そこを見すえて、今後どのようにするかというのを考えさせていただきたいと考えてお

ります。 

 

○山本教育長 

学校の内部に複合施設というのは、コミュニティ・スクールにとっては推進できるもの

すごく最大の効果を上げるだろうと。 

学校の中に他の施設が入るというのは非常に開かれた教育施設というか、これは非常に

いいものではないかなというふうに思いました。 

 

○石橋経営企画部長 

コミュニティ・スクールがあるおかげで、今、地域と学校がつながりが深くなっていま

すので、受け入れる素地は作っていただいているかなと思って、その点は非常に感謝して

いるところです。 

教育委員会と地域とのつながり、学校とのつながりがあるおかげで、うちの方も、うち

の方といいますか、複合化に向けてのハードルは低いかなという感じは受けております。 

決して学校に複合化するというのは、まだ何も決まっておりませんので。 

 

○山形委員 

 よろしいですか。 
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私も昨日この書類を見ながら、特にこの秋田の例を見て、すごく驚いて、驚きとこんな

ものができたらすごいなと思ったところです。次の例もそうですけれども、私は決して否

定的な意見を言ったわけではございませんことを少し補足させてください。 

 

○石橋経営企画部長 

 分かりました。 

 

○長野委員 

 意見をよろしいですか。 

 

○井上市長 

 はい。どうぞ。 

 

○長野委員 

多分今からこうスマートシュリンクを考えられていくと思いますけれども、先ほどの教

育長の言葉ではないですが、できるだけこのシュリンクをやることも含めて、それによっ

て人が春日に、特に若い人達が集まってくるような何か魅力あるものを作るように。 

そして多分、この10年、20年でまた時代の流れが大きく変わってくると思いますので、

例えば、今電気自動車がかなり普及して、中国と組んで、今度は世界の基準を作っていく

ような動きですよね。 

そういうふうに多分生活習慣も、そういう人口も含めて、若い人達の考えも、高齢者の

数とかも十分考えられる。 

最後は、やはり春日らしさを何かコンパクトな春日らしさを出していくようなシュリン

クを考えていただければと思っています。 

 

○石橋経営企画部長 

ありがとうございます。これは市長にお答えを。 

 

○井上市長 

非常に難しい話で。 

ちょっとこれは再確認しておきたいんですが、今の春日の良さというのは、教育長、部

長も言っていますが、今の我々のコミュニティ・スクールを春日市の良さということで当

然視していますがどうでしょうか、今から20年後に今のコミュニティ・スクールが維持で

きるかどうか。 

というのは、若い世代の方々が、比較的無関心層の方々が春日市に入ってきてあります。

地域がしっかり支えてくれるからということで、要するに人頼みで春日市がいいからとい

うことで入ってきてある方が非常に多いように聞きます。 
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これをやはり今の人のつながりというのを醸成していく、どうやって醸成していくかと

いうのは、これも非常に大変なことじゃなかろうかというふうに思いますね。 

これは一つ間違えると、やはり春日市の魅力、良さというのが一挙に薄れてしまいます

し、そうすると、人が寄ってこなくなる可能性もございます。 

ですから、やはりここまで作り上げていただいたものをいかに維持して、これを発展さ

せていくかということだろうと思います。 

そのためには、やはり何をやらなきゃいけないかという、それは環境も作っていかない

といけないと思います。ハードもソフトも両面あると思いますけれども。 

そこがこう公共施設のマネジメントのひょっとすると効果になるかも分からないし、一

方では人口減少社会ですから、最小限に人口減を抑えたいと思うものの、やはり住民の皆

様に少し辛抱してもらうこと、原点に帰ること、本来は少なくとも自分でやれることは

やってもらうというようなことをやっていかないと、職員の数を減らさないといけなくな

る。政策も打てなくなってきます。 

そういう時代が必ず来るわけですから、いかにこれをソフトランディングしていくのか。 

公共施設の見直しも当然ですし、非常にグラフでいくと座標軸が安定していたけれども、

もっとその影に隠れたもっと大事な座標軸、人口問題、あるいは政策とか施策とかそう

いったものもこれは関わってくるだろうと思っていますので、非常に複雑なような気がい

たしております。 

貴重な御意見をいただきましたけれども、そういったことも含めてしっかり考えていか

なければいけないなと思っております。 

どうぞ他に御意見がありましたら。 

 

○金堂経営企画課長 

井上委員、よろしいですか。 

 

○井上委員 

改めて、この今の世の中の厳しさというのを感じて、これは春日市だけではなくて日本

中どこでもの問題だと思うし、こういうふうに秋田や東京の実践が出ているように、そう

いう面で春日市も考えないといけないのはすごくよく分かったんですが、だから、長期的

な展望に立って、集約できるものと複合できるものはないか、転用できるものはないかと

いうことを考えていかれるということだと思うので、そういうものが例としてできあがっ

たりしたら、ちょっと一緒に考えさせていただいて、見せていただきたいなと感じていま

す。 

 

○石橋経営企画部長 

ありがとうございます。また案ができましたら、皆さんに御相談させていただけたらと

考えております。 
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(2) その他市長部局と教育委員会事務局の連携について 

 

○金堂経営企画課長 

次に参ります。その他市長部局と教育委員会事務局の連携についてでございます。 

連携の視点でこれまでの協議も含めまして、御意見等を頂戴できましたら、この場をお

借りしまして、協議させていただけたらと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

 

○石橋経営企画部長 

前回からずっと皆さんには御迷惑をおかけして、組織を改編して、スポーツ文化を教育

委員会から市長部局に持っていった、その部分のお話でも結構ですし、今年は社会教育課

を名称を変えまして、地域教育課ということで、コミュニティ・スクール関係を教務課か

ら地域教育課に持っていかせていただいて、社会教育と学社連携という形でさせていただ

きましたが、その部分の組織を扱った部分についての御意見とかありましたら、今後組織

を扱う上での御意見がいただけたらと思います。 

 

○山本教育長 

一つだけ、いいものが出てきたのが、地域教育課ができて、自治会と地域づくり課の関

係がものすごく密になった。非常に大きなメリットですね。 

しかも、地域づくり課の情報が私の方まで回ってくる。 

つまり、自治会情報、新聞とか、隣同士だから非常にその連携が良くなったというのは、

実感するメリットです。非常に良かったと思います。 

 

○石橋経営企画部長 

三丸課長、何かありますか。 

 

○三丸地域教育課長 

教育長がおっしゃったように、地域づくり課と隣ということで、地域情報は頻繁に入っ

てくるようになりました。 

地域活動指導員という嘱託職員ですけれども、３名います。 

そちらが今までも放課後子供教室関係で地域を回っていたんですけれども、いまいろい

ろな子ども会の活動とかもそういうものも頻繁にありますし、地域づくり課に来られる自

治会長さん達の顔合わせとかもスムーズに、そこで少し話ができたりということもありま

すので、その面ではすごく良くなったかなと思います。 

私自身も研修の方に今年から参加するようになったので、忙しくはなりましたが、自治

会の情報とか意見とかを聞きやすくなったというところはあります。 
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○西村委員 

ここですね、現状は本当につながっているんだなというのは、教育長が言われたように、

私も少しずつ実感しているところです。というのが、いろいろな場所で、地域教育課の方

の顔が見えてきて、教育と地域が何かつながって、本当にこれがコミュニティ・スクール

の形なんだなというのは感じるところです。 

ただ、今最後に一言言われたように、オーバーワークになっていらっしゃるんじゃない

かなというのが、顔をしょっちゅうお見かけするので、この前も立ち話で大丈夫ですかと

いうふうに言ったぐらい、頑張っていらっしゃるのが見えるところなので、そういうとこ

ろで体調管理を、御負担になっているのかなというところが、出はなですのでしょうがな

いかなと思いつつ、ちょっと気になるところです。 

 

○井上市長 

本当に地域に入っていったら、それは地域の方は土日しか動けないからですね。住民の

ことを良くしていこうとすれば、地域を良くしていこうとすれば、誰かがやっていかない

とですね。 

この前の日曜日も粕屋町まで一緒に行って、24時間テレビで綱引きで宝町が優勝しまし

た。 

 

○石橋経営企画部長 

あと一点、今度４月から指定管理を図書館を入れさせていただきました。その部分につ

いて、御意見とか何かありましたら、それも伺わせていただけたら。 

何か図書館からありませんか。 

 

○市場地域教育課主幹 

地域教育課の市場です。 

毎月、指定管理者からは月ごとに報告をもらっています。４月から数か月経ちますけれ

ども、特に問題はなく、円滑に運営を進めてもらっていると思っております。 

 

○金堂経営企画課長 

 長野委員、何かございませんか。 

 

○長野委員 

全体的なことで、企画サイドの方に。今年みんなで春をつくろうということを春日ブラ

ンドのロゴを作られています。 

教育委員会の方は、コミュニティ・スクールということで、協働のまちつくりを目指し

てということで進めております。 
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みんなで春をつくろうというのを多分各セクションはそれなりに春をつくるということ

で、努力されているものが、あるいは頑張ってあるものがあるだろうと思いますので、何

かそれをせっかくロゴを作られたのであれば、それをアピールをしていくこと、あるいは

何か催しがあれば、小さなタイトルでいいですから、みんなで春をつくろうという言葉を

入れて、市民に知っていただくというようなことをされたらというふうに感じております。 

 

○石橋経営企画部長 

おっしゃるとおり、まだまだ浸透が足りませんので、せっかく作ったロゴですので、中

身も十分議論して作った言葉ですので、後年度アピールをしていくか、いかに浸透させて

いくかという形で、まず10月からキャンペーンを打たせていただきますので、市の職員が

まず知ること。後は自治会にのぼり旗、ピンバッチとかも作るようにして、浸透を今年度

図っていく形を考えております。 

10月から写真投稿キャンペーンみたいなものをして、皆に浸透していければと考えてお

ります。 

 

○金堂経営企画課長 

よろしいでしょうか。山形委員、よろしいですか。 

 

○山形委員 

平石指導主幹も言われていましたけれども、学校、家庭、地域と教育委員会でコミュニ

ティ・スクールを進めていっている。その上にさらに春日市は、市長部局との連携という

か、非常に強みでもあるし、最もいい成果を出している要因の一つであると言われていま

して、私も確かにそうだと思っておりますので、是非とも市長部局からも逆にコミュニ

ティ・スクールにはこういうことがいいのではないかといった逆提案ではないですが、そ

ういうものも出てくると、どの課から出てくるかは分かりませんが、そういう雰囲気がで

きていければなというふうに思っております。 

 

○石橋経営企画部長 

今日、地域づくり課長が来ております。 

 

○小池地域づくり課長 

よろしいですか。地域づくり課小池です。 

先ほど三丸課長からも説明があっていたように、今ちょうど執務室が隣同士で、地域づ

くり課と地域教育課、改めて、私ども地域づくり課に欠けているのはコミュニティ・ス

クールの実務関係が弱いなという課題を感じておりました。 

ですので、コミュニティ・スクールは今までも視察が結構来られているので、その視察

対応に一緒に入らせてもらったりして、職員自身も知識を向上していくような、そういう



 - 21 - 

こともやっていっておりますので、まだまだ新たな課題が出てくれば、一緒に考えていき

たいなと思っております。 

 

○井上市長 

今の件は大事なことなんですが、今、重要なことを言っていただいたと思いますが、実

際にコミュニティ・スクールを動かしているのは地域ですよね。 

むしろ市長部局の方だろうと。むしろ学校がそこから触発されたというか、学校が開か

れたものになってきたというか。地域の方に学校運営協議会に入ってもらったり、いろん

なことをやっていますから、普通コミュニティ・スクールというと、すぐ学校に目が向き

ますけれども、春日市の場合は学校というよりも地域だと思います。 

地域の人達がこれだけ学校に関わったり、子ども達に関わったりしていただいているか

ら、こういう取組というのは、コミュニティ・スクールという言葉はどこでも使うけれど

も、中身はそれぞれ違う気がいたします。 

そういう意味では、山形委員から素晴らしい御指摘をいただいたと思っている。 

例えば、今は春日市の自治会が自治会だけでいろんな取組をやっていただいている。も

う一つは中学校区単位で、どこの中学校区単位でも役員研修会をやってあるんですね。 

そしてそこで、それぞれの自治会の取組を発表したり、お互いに交流したり、そこに職

員が末席に、私も含めて末席で傍聴させていただいております。 

それが今まで教育委員会が来ていなかったんですよ。これはおかしいではないかという

ことで我々のほうから教育委員会も出るようにということで、今は教育委員会も入ってい

ます。高齢課も入っています。地域づくり課も入っています。いろんな課が入っています。

安全安心課も入っています。 

そして一緒に交流をさせていただくということで、そういう意味では、地域の力という

のは非常に春日市の場合は大きいというふうに思いますね。 

もちろん学校も一生懸命にやっていただいておりますけれども、そういう状況でござい

ますので、これからもそういう地域の人達をいかに盛り上げていくというか、これは行政

としてもそこをしっかり支えていくし、関わっていかないといけないと思っておりますの

でそのことはよろしくお願いしたいと思っております。 

 

【２ 市長総括】 

 

○金堂経営企画課長 

 他に御意見はよろしいでしょうか。 

それでは、結びになりますけれども、市長から御挨拶をお願いします。 

 

○井上市長 

今日もたくさん貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 
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最初の公共施設のマネジメントにつきましても、皆様方からそれぞれ御意見をいただき

ましたが、なるほどなという感じを持たせてもらいました。 

やはり根底には人口減社会というものが到来することが目に見えておりますので、そこ

のお金を使いたくてもお金がないというそういう時代がやってきますので、どうやってそ

れを効率よく今の活力を失わないようにしていくことが大事かと。西村委員から言われた

高齢者に対するそういういろんなことも考えていかなくてはいけないと思っています。 

それと同時に負担が大きくなってくる働き世代に対する支援もしっかりやっていかない

と、いよいよ人が、春日市に行ってもなかなかそういうメリットがなくなってくると、人

を呼び込むことも薄れてくるかも分かりませんので、そういったところにもしっかりと気

を配っていかないといけないというふうに感じました。本当にありがたいというふうに

思っております。 

それから、連携につきましては、市長部局、教育委員会さらに深めていきたいと思いま

すけれども、職員の健康状態まで配慮していただいて本当に感謝しております。 

しかし、皆で一生懸命にやっていかないといけないと思っています。しっかり休養も

取ってもらいながら、市民のために頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

今日は本当に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 

○金堂経営企画課長 

以上をもちまして、第１回春日市総合教育会議を終了させていただきます。ありがとう

ございました。 

 

 

午前１０時１０分 閉会 
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