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平成２９年度第１回鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会会議 会議録概要 

 

開催日時 平成２９年７月２４日（月） １０：００～１１：３０ 

場  所 鈴鹿市役所本館１１階 教育委員会室 

出席委員 
青木 啓道（会長），古市 博信，水野 典子，大川 紀子，松尾 健，今井 千恵美

（以上６名） 

事務局等 

子ども政策課長（古市），文化振興課長（澤井），教育支援課長（橋本），教育総務課（川

岸ＧＬ），文化振興課生涯学習Ｇ（平井ＧＬ，田中主幹），子ども政策課子ども福祉Ｇ

（柳井谷ＧＬ，宮田） （以上８名） 

傍 聴 者  ０名 

 

冒頭の事項 

・事務局挨拶（司会進行） 

・委員委嘱（６名） 

・あいさつ 

・自己紹介 

・会長選出（青木委員で承認，決定。以降，青木会長により議事進行。） 

子ども政策課 

柳井谷 

●議事（１）放課後子ども総合プランについての説明 

・鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会の設置目的 

子どもたちが地域社会の中で，心豊かで，健やかに育まれるよう，地域の実情に応

じた効果的な放課後子ども教室及び放課後児童クラブの実施について検討し，放課後

対策事業の適正な運営に役立てる。 

 

・鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員について 

小学校の余裕教室等の活用や活動プログラムの企画・充実に向けた意見をいただく

とともに，放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型等について，さらに安全管

理の方策や広報活動の方策等の検討をいただく。 

 

・放課後子ども総合プランについて 

共働き家庭等の「小 1の壁」を打破するとともに，次代を担う人材を育成するため，

全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・活動を行うことで，

心豊かで，健やかに育まれるよう，一体型を中心とした放課後子ども教室及び放課後

児童クラブの計画的な整備等を進める，総合的な放課後対策。 

本市においては，平成１９年度に放課後子どもプラン運営委員会を立ち上げ，平成

２７年度から「放課後子ども総合プラン運営委員会」として，子どもたちの放課後対

策に取り組み，これらの事業の取り組みと存在を，地域の方々にも，広く知っていた

だき，協力を得ながら進めていくことが重要であると考えている。 

「放課後子ども教室」は平成２９年４月時点で，６小学校区に６カ所開級し，「放課

後児童クラブ」は３０小学校区すべての小学校区に計４３ヵ所設置し，放課後対策に

取り組んでいる。 

本市の目標としては，一体型の放課後子ども教室及び放課後児童クラブを平成３１

年度までに２箇所整備を目指すとし，平成２９年度から，井田川小学校区で１箇所一
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体型で活動している。 

 

・一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の考え方 

全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため，同一の小学校内等で両事業を実

施し，共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログラム

に参加できるもの。 

 

また，放課後児童クラブに係る施設整備の補助申請にあたり，当委員会へ事業方針

等が図られていることが，承認のひとつの判断材料となるので，その点についてのご

検討もお願いいたしたい。 

 （「議事（１）放課後子ども総合プランについて」の質問なし） 

文化振興課 

平井 

●議事（２）「本年度事業について」の土曜体験学習事業について説明 

・「土曜日の教育活動の形態」について 

 ①「土曜授業」：児童生徒の代休日を設けずに，土曜日を活用して教育課程内の学校

教育活動 

②「土曜の課外授業」：学校が主体となった，教育活動ではあるものの希望者を対象

とするなど，教育課程外の学校教育を行う土曜日の課外授業 

 ③「土曜学習」（教育委員会等の管理下）：学校以外の教育委員会等の管理の下にお

いて実施する取組みにあたり，教育委員会等学校以外の者が主体となり，希望者

に対して学習の機会を提供 

 ④「土曜学習」（多様な主体による教育活動）：地域等における取組み（例：地域の

多様な団体，ＰＴＡ，おやじの会 等） 

 

・土曜体験学習の趣旨 

小学校区単位で，学校・家庭・地域が連携し役割分担しながら，土曜日に継続的・

体系的な学習プログラムを計画・実施し，地域の大人との交流など，子ども達にとっ

て，より豊かで有意義な土曜日を実現することを目的とする。 

 

・鼓ヶ浦公民館で進める土曜体験学習について 

鼓ヶ浦公民館で進める「鼓・夢工房」は，③「土曜学習」の学習活動に当たる土曜

体験学習事業で，昨年に引き続き，鼓ヶ浦公民館運営委員会に学習活動の運営を委託

し，また地域では，「おじさんセミナー」や「カルガモ」のボランティア団体の協力を

得ながら学習活動を進めている。平成２９年度も，鼓ヶ浦小学校区の児童を対象に鼓

ヶ浦公民館を学習の主会場にして土曜体験学習を進めていく。 

土曜体験学習事業は，文部科学省が推し進める「学校・家庭・地域連携協力推進事

業費（学校を核とした地域力強化プラン）」という，国の補助事業を利用して「土曜体

験学習」として取り組んでいる。 

 

・土曜体験学習事業の実施について 

鼓ヶ浦公民館運営委員会に運営委託し，運営については，プログラムを実施するた

めの計画を企画・提案し，地域社会・学校・保護者等の関係者と実施に向けた調整を
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図るために土曜学習地域コーディネーターを１人配置。また，土曜日等における学習

活動の支援を中心的に担う人材として，土曜学習推進員 １８人の協力を得ながら毎

回１５人程度，土曜学習推進員を配置し学習活動の運営に当たっている。 

土曜学習地域コーディネーター及び土曜学習推進員には，鼓ヶ浦地区で，学校ボラ

ンティア等で活躍している，「おじさんセミナー」のメンバーの協力を得ている。 

 

・土曜体験学習の参加者募集について 

公民館長と土曜学習地域コーディネーターが，小学校の児童会や学校運営協議会の

会議の場へ赴き前年度の実施報告並びに今年度の趣旨説明等を行い，小学校と連携し

ながら募集を行った。また，地域には，「公民館だより」を活用し周知を行った。 

 

・参加児童数 

２５人（内訳：１学年 １人，２学年 ７人，３学年 ８人， 

４学年 ４人，５学年 ４人，６学年 １人） 

 

・スケジュール（平成２９年度） 

６月３日：開講式を開催。保護者及び児童参加のもと，土曜体験学習の趣旨説明，

年間予定や，安全対策など説明。 

毎月第１土曜日の９時３０分から１１時３０分に鼓ヶ浦公民館ホールを主会場に

して年間１１日程度，内１日は夏休みなどの長期休暇において実施。 

 

・事業内容（平成２９年度） 

昨年度までは「物づくり」をキーワードに，ペーパークラフト作成を実施。 

今年度は，ペーパークラフトに加えウッドクラフトとの二本立てで実施。物づくり

の楽しさ・厳しさを体験するとともに，作成物を通して，家族の対話が一層増えるこ

とを期待している。また，恒例となったミニ門松作り及び竹やぶ探検も実施。 

ペーパークラフト・ウッドクラフトは，簡単なものから複雑なものまで非常に多く

の型紙があり，小学１年生から６年生まで，それぞれの技術や発達に応じ様々なもの

に取り組めることが利点。作成にあたり，カッターナイフやはさみ，定規等の使い方

を学び，子どもたち一人ひとりが，地域に住む大人との交流をはじめ，物づくりの大

変さや完成したときの喜び，異年齢での協力や協調性を学ぶ。また，準備や後片付け

等も，子ども達が関わりながら進めている。 

地域の自然を学ぶということから，近隣の竹やぶの観察など実態調査を踏まえた学

習も取り入れる予定。 

参加児童から一年間のふりかえりアンケートを採り次年度の参考にしていく。 

文化振興課 

田中 

●議事（２）「本年度事業について」の放課後子ども教室について説明 

・放課後子ども教室について 

本市では，平成１９年度に「清和のもり」「郡山子ども教室」「キッズ白子」の３教

室が開設。平成２０年度に「明生クラブ」，平成２７年度に「井田川ちびっこ隊」「河

曲キッズクラブ」が開設され，教室数は６教室。平成２７年度から，公民館運営委員

会に委託して，教室運営を実施。井田川地区につきましては，今年度から井田川放課
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後子ども教室推進委員会を立ち上げたので，そちらの会に委託。 

放課後子ども教室は，国の「放課後子ども総合プラン」に基づき，今年度は，文部

科学省の「地域学校協働活動推進事業」による補助を受け実施。 

 

・経過報告（平成２９年度） 

４月に各小学校に募集案内を配付し，参加申込みを受付。募集期間中に，地域コー

ディネーター会議と事務担当者会を開催。昨年度末の地域コーディネーター会議に

て，活動内容の交流と，次年度の募集内容や保護者説明会等の持ち方について確認。

６月の開級に向け，各教室で２回ずつ，日にちを変えて，保護者説明会を，保護者

のライフスタイルや仕事の状況を考え，昼の部，夜の部の２回実施。ただし「キッズ

白子」と「郡山子ども教室」は昨年度までと少し異なった方法で実施。 

キッズ白子：今年度，地域コーディネーターや教育活動サポーターが入れ替わり，

活動場所・回数・対象学年も変更したため，保護者説明会を早期に実施し，その場で

申込受付。保護者説明会は，同日に，昼の部も夜の部も実施。 

郡山子ども教室：申込みは４月に受付けたが，保護者説明会は，キッズ白子同様，

同日に，昼部も夜の部も実施。 

各教室の保護者説明会に２回とも出席できない場合は，市役所で後日対応。 

各教室で，名札・会場・名簿作成等の準備を進め，６月２日から順次開級した。 

 

 

・活動内容 

 各教室では，子どもたちが揃うと，整列，挨拶，約束の確認をし，その日の活動内

容の見通しを持たせてから，活動を開始。昨年度末に，各教室の実績を基にした講師

リストを作成し地域コーディネーターに配付したことや，会議で活動の様子を写真で

提示しながら交流したこともあり，他の教室の活動内容を参考に計画を立案。各教室

が，これまでの積み重ねも大事に残しながら，新しいプログラムも取り入れている。

あらかじめ地域コーディネーターを中心に企画されたプログラムに沿って，外部講

師による活動や季節の行事を楽しむ活動，トランプ，将棋等で遊ぶ活動，工作や手芸

といったものづくり，畑での野菜づくりや収穫体験等を実施。 

 

・放課後子ども教室の増設に向けて 

現在６教室で実施しており，今後，教室数を増やしていきたいと考えている。ただ，

地域の方の協力なしでは，増設は難しく，まずは，放課後子ども教室の活動の様子や

開設に必要な準備について知っていただく必要があると考え，今年度は４月から，機

会を見つけて説明を実施。今後も，説明と依頼，２回目のお願いに伺うということを

していく。 

 

・変更点・改善点（平成２９年度） 

・保護者説明会の方法（キッズ白子，郡山子ども教室） 

・地域コーディネーターの交代（河曲キッズクラブ） 

・一体型での実施（井田川ちびっこ隊）： 
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井田川小学校を活用した，一体型の放課後児童クラブと放課後子ども教室の実施

をすることから，実施回数の半分を井田川小学校で実施。 

・対象学年： 

キッズ白子：１～３年生→１・２年生，明生クラブ：１～６年生→１～３年生 

対象学年については，教育活動サポーター等の数等を考慮し，年度末に見直し，

確認を行う。 

・活動場所（キッズ白子）： 

白子小学校で実施 

・活動プログラム計画時に講師リストを活用 

・増設に向けた積極的な発信 

・研修会の開催と研修内容の検討： 

放課後子ども教室の地域コーディネーターや教育活動サポーターの研修会では，

これまで，救急法に関する内容を実施。安全管理も大事だが，地域コーディネー

ターや教育活動サポーターのニーズに合った内容の研修会にしたいと考え，会議

やアンケートで要望を聞きとり，保護者の方に提出いただく参加児童調査票も参

考に，今年度は「特別な配慮を要する子どもの理解と支援」をメインテーマとし

た研修会の開催を計画している。 

 

各教室，年を追うごとに，よりスムーズで，安全安心につながる工夫が積み重なっ

ている。 

文化振興課は，教室間のコーディネーター的な役割も果たせるよう，各教室がより

よく，そして，より負担なく運営いただけるよう情報提供や支援に努めたいと考えて

いる。 

子ども政策課 

宮田 

●議事（２）「本年度事業について」の放課後児童クラブについて説明 

・放課後児童クラブについて 

放課後児童クラブは，放課後児童健全育成事業を行う場所であり，小学校に通学し

ている子どもと，その子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援を行う放課後児童支

援員・補助員と呼ばれる職員により構成される集団で営まれている。 

放課後児童健全育成事業とは，保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を，

放課後児童クラブ施設で，子どもの状況や発達段階を踏まえながら，適切な遊びや生

活の場を通じて，健全な育成を図ることを目的としている。放課後児童クラブは，学

校や地域等との連携を図りながら，保護者と連携して育成支援を行うとともに，その

家庭の子育てを支援する役割を担っている。 

 

・鈴鹿市の放課後児童クラブ 

本市には，４３箇所の放課後児童クラブがあり，市内３０小学校区全てに，１箇所

以上設置されている。 

本市の放課後児童クラブは全て民営で，運営は，保護者主体の運営委員会や社会福

祉法人，ＮＰＯ法人，株式会社等が運営主体となって実施。 

平成２９年５月１日時点で，本市の放課後児童クラブの登録児童数は１，９４５人，

登録できなかった待機児童が１５人おり，放課後児童クラブは働く保護者等にとって
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必要な施設となっている。 

平成２７年度に「鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例」を定め，放課後児童クラブを利用する児童が心身ともに健やかに育成され

るよう，設備や職員・運営について定めている。 

放課後児童クラブの開設場所として，市の行政財産を使用しているところが２４箇

所ある。 

放課後児童クラブの施設について，小学校の余裕教室の活用についても協議し，施

設の老朽が進んでいる施設，待機児童が発生している小学校区について，計画的な施

設整備を進めていきたいと考えている。 

 

放課後児童クラブは，放課後に児童が安心・安全に過ごし，児童の健全育成を図る

ことが目的であり，市も，放課後児童クラブが安定して運営できるように連携してい

く。 

文化振興課 

平井 

●議事（２）「本年度事業について」の井田川地区の一体型について説明 

放課後子ども教室を運営する，井田川放課後子ども教室推進委員会が中心となり，

「井田川地区放課後児童健全育成推進協議会」を立ち上げ，平成２９年７月１４日

（金）に第１回の協議会を実施し，一体型の整備に入る予定。 

井田川小学校を核として，放課後子ども教室と放課後児童クラブが一体型（同一敷

地内）で実施しており，さらに，ＩＣＴ機器等を活用した学習支援を推進するのであ

れば，ＩＣＴ推進に必要な備品（＝タブレット端末等）や，快適な環境を確保するた

めのパーテーション，掃除機等を整備するための補助の対象になる。 

 （質疑応答） 

松尾 委員 土曜体験授業の活動予算はあるか？ 

文化振興課 

平井 
土曜体験授業の活動予算はある。 

松尾 委員 地域コーディネーター等に対して，報酬等はあるか？ 

文化振興課 

平井 

地域コーディネーターと学習支援員については，２時間１，０００円程度。ほとん

どの方が，子どもたちに教えてあげたいというボランティア精神で来ていただいてい

る。 

古市 委員 

井田川小学校区で放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型を実施し，ＩＣＴ

機器等を活用した学習支援を推進するとのことだが，ＩＣＴ機器等を活用した学習を

教えるのは誰なのか？ 

実施場所・学習支援の方法・時間等，具体的に放課後子ども教室と放課後児童クラ

ブそれぞれの子どもたちがどのような形で，どのように実施されるのか？ 

文化振興課 

平井 

ＩＣＴ機器等を活用した学習支援は，学校の先生や地元の方，ＩＣＴ機器に詳しい

方を探して教えていただく予定。 

場所は，井田川小学校３階の特別教室を借り，インターネット等の環境を整えた上

で実施する予定。タブレット端末は児童２人当たり１台，先生には１台で，「ランドセ

ル」というソフトを使用して，１時間程度学習支援をする。「ランドセル」は小学校１

～６年生まで使用可能だが，放課後子ども教室の対象が現在３年生までとなっている
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ので，今後は，地域コーディネーターの方とも協議し，対象を６年生まで拡大してい

きたいと考えている。 

古市 委員 
小学校の特別教室は授業でも使用すると思うが，放課後ということで，基本的には

１５時以降の実施か？ 

文化振興課 

平井 

基本的に１５時以降の実施。 

端末については，基本的に放課後子ども教室の参加児童が使用するが，放課後子ど

も教室で使用していない時は，地域のことを学ぶという主旨で，小学校や放課後児童

クラブに貸し出す等，学校全体で使用することも検討している。 

青木 会長 

放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型を，平成３１年度までに２箇所整備

を目指すとあり，今年度，１箇所を井田川小学校区で進めていくということで，大変

なことだと思うが，２箇所目についての具体的な案はあるのか？ 

文化振興課  

平井 

一体型ということで，放課後児童クラブと放課後子ども教室の実施場所が近い小学

校区での実施を検討している。 

子ども政策課 

柳井谷 

一体型は，放課後子ども教室と放課後児童クラブが小学校の同一施設内で実施する

ことが要件になる。まずは，その要件を満たす小学校区の検証をしていきたい。 

古市 委員 

一体型の取り組みは，これから全国的に広がっていくだろうと思うが，放課後の子

どもたちの居場所づくりや，子どもに多様な体験や活動をさせるという，放課後子ど

も教室の本来の趣旨からすると，一体型の整備の推進よりも，放課後子ども教室と放

課後児童クラブそれぞれが抱える課題の方が，現実的には問題かと思う。 

「特別な配慮を要する子どもの理解と支援」をテーマとした研修会の開催を計画し

ているとのことで，実際に放課後子ども教室にも特別な配慮を要する児童は在籍して

いるが，地域コーディネーターや教育活動サポーターなりに，限られた人数の中で，

安心・安全という部分も含め，活動の充実を考えて実施している。 

むしろ課題は，日々の活動の方が多い。人材も年々高齢化し，自身が辞めるときに

は次の方を連れてこないと辞めにくい。高齢になってくると，体力，気力が少しずつ

衰えてくることもあり，子どもたちと活動することが大変。人材確保と言われている

が，地域コーディネーターや教育活動サポーターの配置は本当にギリギリの中でやっ

ているため，今後の未来像が見えてこない。生きがいもあって活動いただいているが，

それぞれの教室で，不安は持っていると思う。 

地域には専門性を持った方がたくさんみえるが，働きかけが難しい。行政の方にも

協力いただき，人的な資質の向上，配置についても考えていただけないか？ 

文化振興課 

平井 

地域の人材を見つけることは，非常に苦慮しているところが現状。放課後子ども教

室や土曜体験学習の数が増えていかないことにも関係していると考える。事業自体は

国が推し進めているが，実際関わるのは地域の高齢者の方が多い。市としては，まず

研修の充実を図り，地域コーディネーター及び教育活動サポーターの質の向上を考え

ている。また，地域の情報が集まる，地区市民センターにも働きかけ，協力をお願い

していきたいと考えている。 

事業を進める上で，地域コーディネーターや教育活動サポーターが，子どもたちと

関わっていて良かった，楽しかったと感じることも必要であると認識している。今後

とも御助言いただきたく思う。 
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子ども政策課長 

古市 

国が実施した，平成２８年３月末の「放課後子ども総合プラン」の進捗状況の調査

では，放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体的な取り組みを進める上で課題と

して，人材確保が困難であること，小学校内に余裕教室がないこと等が挙げられてい

る。鈴鹿市だけでなく，全国的な課題でもある 

青木 啓道 

会長 

放課後児童クラブでも支援員等の確保についての問題を抱えているところがある

と思う。放課後子ども教室も放課後児童クラブも大変な部分がたくさんあり，特に発

達的な特性を持つ子どもへの対応は，近年重要度が増してきている。 

発達的な特性に関する困りごとがある場合は，その子どもが小学校に上がる前にい

た保育園や幼稚園でどのように過ごしていたか，保育園や幼稚園の集団の中で上手に

過ごせていたのであれば, 学校や放課後子ども教室及び放課後児童クラブとは形態

は異なるかもしれないが，子どもの出身の保育園や幼稚園の先生に話を聞いてみると

いう活用の仕方もある。子ども一人ひとりの特性も違うので，研修だけでは支援員も

戸惑うことがあると思う。どのような形が良いのかはわからないが，出身の園の先生

と連携の取れる道筋を作ってもらえると良いと思う。保育園も保育園の先生も，卒園

後の子どもの姿はすごく気になっている。保育園の先生と保護者との関係はとても深

く，学校とはまた違った関係を築いているので，学校には言いにくいことも保育園の

先生を通して伝えることもできるし，学校と保護者をつなぐ役割も期待できると考え

られるので，人材確保や支援の面も含め，保育園や幼稚園と連携できる仕組みを考え

ていただけたらと思う。 

松尾 委員 放課後児童クラブの支援員等の配置について 

子ども政策課 

宮田 

多いところだと十数人，少ないところだと数人の支援員等でローテーションを組む

ような形で，各放課後児童クラブが配置している。支援員等の数の確保というのは多

くの放課後児童クラブで課題として上がっている。支援員等の確保については，鈴鹿

市の場合，放課後児童クラブの運営は民営のため，各放課後児童クラブで支援員等の

確保に努めていただくことになる。 

市としては，年２回，市報に支援員等募集の内容の掲載を行っており，支援員等の

確保につながればと思う。また，支援員等の質の向上ということで，三重県が実施す

る研修以外に，市でも支援員等を対象とした研修を年 1回程度実施しており，今年度

は，子どもの発達をテーマに，鈴鹿大学と連携して実施する予定。 

子ども政策課長 

古市 

放課後児童クラブの支援員等確保のため，要件はあるが，鈴鹿市放課後児童健全育

成事業補助金には，放課後児童支援員等処遇改善の補助メニューもあり，支援員等を

確保できるように取り組んでいる。 

古市 委員 
放課後子ども教室の保護者説明会は，来年度も，昼の部，夜の部の２回実施の方向

で考えているのか？ 

文化振興課 

田中 

保護者説明会は，各放課後子ども教室が実施しやすい方法をとり，市はその方法に

合わせた準備等の支援をするという形で考えている。 

古市 委員 

放課後子ども教室の参加人数や活動内容及び実施回数等については，地域コーディ

ネーターや教育活動サポーターの人数や活動場所のスペース等を勘案する必要があ

ることから，放課後子ども教室側である程度議論して決定してよいのか？ 

文化振興課 まずは，各放課後子ども教室で協議し，年度末には次年度の実施方法を決めていた
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田中 だく。また，市に実施方法の相談をすることも可能。 

水野 委員 

放課後子ども教室では，子どもたちが，地域コーディネーターや教育活動サポータ

ーの方と接して，多様な経験ができている。他の多くの子どもたちにも経験をさせて

あげたいと思うが，放課後子ども教室がない小学校区では難しいと思う。放課後子ど

も教室の増設に向け，各所でＰＲをしていただいており，地域の方との調整等もあり

大変だとは思うが，子どもたちが多様な経験ができる場所ができると良いと思う。 

文化振興課 

平井 

子どもたちに，色々な経験をしていただくのが一番だと考えているので，地域各所

でアピールして，放課後子ども教室を増設していきたいと考えている。 

青木 啓道 

会長 

地域の方の協力も必要だということで，放課後子ども教室の実施は大変だと思う。

土曜体験学習も，保護者とっては，子どもを預けられ，多様な体験をさせてもらえる

とてもありがたい事業であると思うが，やはり，子どもたちが地域に関わるだけでな

く，保護者が地域と関わることも大事だと思う。仕事等で多忙かとも思うが，時間を

見つけ知恵を出し合う等，保護者の方もそれぞれに合った関わり方で参画できるよう

な取り組みに方向づけられると，色々な地域でやってみようかなという声が上がって

くるのではないかと思う。地元の方からは，もう少し地域を活性化していかなければ

という声も聞かれ，同じ思いを持った方が他にもおられると思うので，地道な活動に

はなるとは思うが，市の方でも，地域に足を運んで説明していただき，実施に繋がっ

ていくと良いと思う。 

青木 啓道 

会長 

様々な意見が出たと思う。今後も，放課後子ども総合プラン運営委員の方々に協力

いただき，この会議を通して協議を進めていきたいと思う。 

 


