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平成１８年度第１回情報公開運営審議会 議事録 

 

１．日  時 ： 平成１８年６月２６日（月）午後７時１５分～９時２０分 

２．会  場 ： 庁議室 

３．出席委員 ： 内田勝一・嶋田節男・川島岩治・松原きみ子・島﨑喜美子・古瀬礼子・宮崎孝雄 

  事 務 局 ： 岸田総務部長・吉野総務課長・藤巻総務課長補佐・小原情報公開係長・ 

湯浅情報公開係主任  

傍 聴 者 ： １名 

 

４．会議内容 

 ◆ 部長挨拶 

◆ 新委員の紹介、各委員自己紹介 

島崎委員・・・こんばんは。島崎でございます。なにぶん初めてですので勉強させていただきな

がら一市民としての声を届けていければと思っています。よろしくお願いします。 

古瀬委員・・・こんばんは。私も初めてでございます。これまでいろいろ子ども達に係ったり、

民生委員としてご家庭に伺ったりしています。私自身の力がどこまで及ぶのかわ

かりませんが、素直な気持ちで務めさせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

宮崎委員・・・こんばんは。情報公開というのは僕も初めてでわからないことが多いと思います

が、これから色々と勉強して頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

課長・・・・・島崎委員はPTA連合会長、六中PTA会長を歴任されまして、古瀬委員は青少年委 

員、民生委員、老人相談員などを兼務していらっしゃいます。宮崎委員は昨年の 

商工会青年部長で、消防団の役員もされています。各方面でご活躍され経験豊か 

な方々ですので、これからどうぞよろしくお願いいたします。 

        では、前から引続き務めていただく委員の皆さんも自己紹介をお願いします。 

川島委員・・・会社役員をしておりましたが、定年退職後は税理士会に所属して仕事をしていま

す。この審議会発足以来会長職をおおせつかってきましたが、これからは一委員

として参加していきたいと思います。よろしくお願いします。 

内田委員・・・学識経験者ということで入っています。大学では民法を教えております。よろし

くお願いします。 

松原委員・・・情報公開制度を作る段階で「すすめる会」に入っていて関わらせていただきまし

た。福祉協力員や高齢者のミニデイサービスなどのボランティア活動をしていま

す。情報公開に関わるのは長いのですが、ここで勉強したことを地域に持ち帰っ

て話したりして、地域と審議会のパイプ役として活動していきたいと思います。

２年間よろしくお願いします。 
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嶋田委員・・・コンピュータ関係でハードウェアの設計をしておりました。近代３法といわれる

情報公開法、PL法、独占禁止法を通じ、継続的に組織を発展させていくための道

具としてのISOにもずっと係って仕事してきました。情報公開条例施行時の市民

説明会に参加していて、審議会は２期目になります。行政への住民参加の活性化

という観点からこの分野に取り組ませていただこうと思っています。 

 ◆ 事務局紹介 

◆ 確認事項 

・平成１８年３月からの「情報公開運営審議会・委員名簿」について、委員氏名、住所、職業

等に間違いがないか確認。また、市役所内部の他課から、審議会委員あてに刊行物又は催し

の案内などを送付したいと申し出があったときは、名簿を他課へ提供してもよいか、委員に

承認を求める。→承認される。 

 

◆ 情報公開制度、情報公開運営審議会の目的と概要について（係長より説明） 
課長・・・・・今日は第１回目で新しい委員さんもおりますので、公開制度やこの審議会につい

て概要をご説明します。 

係長・・・・・資料１をご覧ください。 

          まず「１．広い意味での情報公開」とは、行政が持っている情報を市民等に提供

するすべての制度・施策をいいます。自主的な情報提供としては市報や刊行物の

発行、インターネットによる情報発信、窓口や電話での応対があります。法令等

に基づく義務的公表には、告示板へ掲示する条例・規則の公布、財政状況や給与

実態の市報での公表、市民からの請求に基づく住民票・課税証明書など各種証明

書の交付があります。それから、この審議会でとりあげる条例に基づく情報公開

請求があります。 

           次に「公開請求対象となる公文書の定義」は条例第２条第２号で規定されてい

ます。「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル

ム及び電磁的記録」とありますが、「取得した」とは国都からの通知書、市民から

出された申請書などが入ります。図画には都市計画関係の図面、設計図などがあ

ります。 

       「公開請求できるもの」は、以下のとおりです。 

・市内在住・在勤・在学の方 

・市内に事務所又は事業所を持つ個人事業主・法人・団体 

・市が行う事務事業に直接利害関係を持つ方（利害関係に係る公文書の公開に限る） 

          このほか、条例第１９条で任意的公開という規定があり、条例施行前の文書に対

する請求や、市外の方からの請求も任意で公開すると定められていますので、実

質的にはどなたでも請求が可能です。 
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        「請求手続（第11条）」は、通常、「公文書公開請求書」を情報コーナーで記入・

提出してもらいます。市HPから請求書を印刷できますので、そこに記入してＦＡ

Ｘで送ってもらうことも可能です。 

       「非公開情報」については第６条で定めています。 

「（１）法令等で公開できないとされている情報」とは、印鑑登録に関する情報が条

例で非公開とされておりこれに当たります。「（２）個人に関する情報」とは、氏名、

住所、学歴など個人が特定される情報をいいます。ただし、はじめから公表する前

提で本人から提供されたものは非公開情報に含みません。「（３）公開すると、法人

や団体の事業活動を害する情報」とは法人の口座情報、借入金の情報、代表者印影

などが当たります。ただし、違法な事業活動に関する情報で、市民の健康被害など

のおそれがあるときは法人情報とせず公開します。「（４）公開すると、国や他の

地方公共団体などとの協力関係が損なわれる情報」は、国都からの文書で非公開を

前提に提供されたものなどが当たります。「（５）意思形成過程の情報であって、

公開すると事務事業の執行に支障を生ずる情報」は、まだ行政が最終方針を決める

前の情報で、これを公開すると誤解を招き事業遂行ができなくなるおそれがあるも

のなどを指します。「（６）事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれ

のある情報」は、監査日程など公開すると一部の方に不正な利益を与えるものを指

します。「（７）生命・身体・財産などの保護、犯罪の予防などに支障が生ずるお

それのある情報」は、公開するとその情報の提供者が仕返しを受けるおそれがある

場合などを指します。 

「情報公開運営審議会（第18条）」は今日お集まりいただいた審議会ですが、平成

11年度に設置され、設置目的は「条例の適切かつ円滑な運営を推進する」、業務内

容は ①市長から諮問をうけ、公文書の公開等の重要事項について審議し、答申を

出す 

          ②公文書の公開等に関し市長に意見を述べる、となっております。最近では市長か

らの諮問はありませんが、指定管理者制度に係る条例改正の際には皆さんから意見

をいただきました。また平成１３年には、電磁的記録の取扱いについて審議会から

意見書をいただいています。 

会議は年2～3回で、実際にあった公開請求・決定内容について市から報告をうけ、

条例に基づいて適切に制度が運用されているか検討しています。会議は誰でも傍聴

でき、議事録も公開されています。メンバーは、制度を使う市民の立場から5名、

専門の立場から学識経験者2名の７名で、守秘義務が課せられています。以上です。 

 
◆ 市ホームページの「情報公開制度」ページの説明（主任より説明） 
・ホームページに委員氏名を掲載していることについて承諾を得る 
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◆会長の選出 
課長・・・・・委員の互選により会長選出をお願いいたします。 

嶋田委員・・・専門的知識が必要ですので内田先生にぜひお願いしたいと思います。 

川島委員・・・長いこと会長をやっておりますが同じ人間が長く続けるのもどうかと思います。

ここは新しく内田先生にお願いしたい。  

課長・・・・・ 推薦がありましたので内田先生にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか？ 

～各委員拍手で同意～ 

内田会長・・・わかりました。今会長を拝命しました内田と申します。この審議会自体は川島委

員、松原委員とともにかなり長いんですが、どこまでいけるかわかりませんが皆

さんのお力を借りながらつつがなく進めていきたいと思います。よろしくご協力

お願いします。 

       ではここから進行役は事務局から会長に移り、議題に入りたいと思います。 

 
◆議題１  
事前送付済の『平成１７年度第３回東村山市情報公開運営審議会 議事録』（平成１８年２月１４

日開催）の内容を確認する。 

嶋田委員・・・ひとつだけ確認ですが、P.５で熊谷委員から、市道で怪我をした市民の方への対

応について質問されています。これはどうなったのでしょうか？ 

係長・・・・・所管（道路・交通課）に確認したところ、市道での事故については全国市長会の

保険に加入しており、保険の約款はいつでも見せることができるそうです。熊谷

委員が言われた「約款を見せられない」と答えた職員も思い当たらず、そのよう

な回答をした覚えはないという話でした。 

嶋田委員・・・では、その回答については熊谷委員に伝えていただければと思います。 

係長・・・・・わかりました。 

内田会長・・・では議事録は承認されたということでよろしいですね。次の議題に移ります。 

 
◆議題２ 
情報公開制度の運用状況報告 
☆事務局より配布資料「東村山市情報公開制度運用状況（平成18年1月～平成18年5月分）」
により、当該期間の公開内容を説明する。 

係長・・・１～５月の累計で、請求者３４人。請求件数つまり実際に出された請求書の枚数は 

４１枚、そのうち義務的請求が３２件、任意的申出９件。所管課別の請求件数は５６件、 

決定の内訳は、全部公開２８件、部分公開１５件、非公開５件、検討中１件、取下げ７

件でした。請求が多かった所管はごみ減量推進課（廃棄物等減量推進審議会に関する請

求）、都市計画課（栄町のマンション問題、大倉工業跡地の店舗建設に関する請求）です。 
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    №2   法人情報、行政運営情報があり部分公開 

№3   文書不存在による非公開（請求された文書「甲第１１号証の①及び②」は市が作

成、保管しているものではないため） 

  №5   文書不存在による非公開 

   №6    個人情報、法人情報があり部分公開 

    №7   文書不存在による非公開 

  №8   個人情報、法人情報があり部分公開 

№11   法人情報があり部分公開 

№12   行政運営情報、個人情報があり部分公開 

№13   請求者が希望する光ディスクでの交付はできないため非公開 

№17   法人情報、行政運営情報、国等協力関係情報があり部分公開 

№21   個人情報があり非公開 

№24   法人情報、一部文書紛失があり部分公開 

№26   個人情報、行政運営情報があり非公開 

№32   法人情報、個人情報があり部分公開 

№33   文書不存在による非公開 

№36   行政運営情報があり非公開 

№37   法人情報があり部分公開 

№38   文書不存在による非公開 

№39   法人情報があり非公開 

№40   法人情報があり非公開 

№41   個人情報があり部分公開 

《説明に対する質疑応答》 

会長・・・・・以上の報告に関して、ご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

松原委員・・・No.26で廃棄物減量等推進審議会議事録のなかの発言した審議会委員氏名が非公開

になっていますが、当日出席した委員氏名は公開されているのでしょうか。 

係長・・・・・議事録の中に席委員名は書かれています。マスキングしたのは、それぞれの発言が

誰のものなのか書いてある部分です。担当所管から聞いたマスキングの理由は、委

員の自宅にまで押しかけて意見を言う方がいて委員が困っている。各委員の発言が

公になると同様のことが続き自由な意見交換ができなくなるおそれがあるというも

のでした。 

嶋田委員・・・東京都の情報公開・個人情報保護審議会のHPを見てみると、議事録及び発言委員名

は公開されています。自由な意見交換を担保することは必要ですが、一方で審議会

は公の場であります。生命の危険がある場合などは別ですが、このようなマスキン

グの是非については議論が必要と思います。法律の観点からはどうですか？ 
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会長・・・・・一般的には各種審議会の発言者氏名は公開されていると思いますが、その判断は審

議会の性質によると思います。本審議会の議事録は発言者氏名を公開していますね。

しかし例えば土地収用委員会（事務局補足：公共事業用地取得において地権者と合

意できない場合に、正当な補償金額などを公正中立な立場で審査・裁決する行政委

員会のこと。土地収用法に基づき設置される。）では、関係者からの脅迫のおそれが

あるので発言者氏名は出さないというのを聞いたことがあります。 

        No.26については、実際に委員の自宅に押し寄せたという事実があったならマス

キングはやむをえないと思います。 

松原委員・・・審議会委員という公の立場にあれば自分の発言に責任をもつということも大切だと

思うのでマスキングに疑問が残ります。自宅に押し寄せてきたから氏名を隠すとい

うやり方をどこでもやりだしたら、情報を公開していくという本来大切な姿勢が駄

目になってしまう。それに発言者名を伏せても委員氏名は公開されているのだから、

どんな形ででも意見をいいたい人は委員のところへいくと思います。 

嶋田委員・・・審議会委員名は公開されているので、市民が委員のところにきて「この発言は誰の

ものか」と尋ねた場合は、委員は守秘義務を盾に説明責任を免れるんでしょうか？ 

係長・・・・・この廃棄物減量等推進審議会は公開の会議なので、発言者氏名について委員に守秘

義務があるとは言いがたいです。 

川島委員・・・同じ審議会について№38でテープを視聴させてますね。声をきけば委員を知ってい

る人は誰の発言かわかるのじゃないですか。議事録は伏せてテープはそのまま聞か

せるのでは一貫性がないです。 

松原委員・・・やはり公開はできるだけしていくべきで、委員の自宅に来られて困るといった問題

があれば意見がある人達を話し合いの場を持つとか、発言者名を伏せるのとは別の

方法で解決していくことではないでしょうか。 

主任・・・・・この審議会は公開で傍聴の方もみえていますから、その場にいた人には当然誰の発

言かわかります。ですからテープは全部公開していて、確かにこの点は一貫性がな

いです。ただ、この審議会は、いろいろな考えの市民の方がいて意見が分かれて厳

しい議論になっている問題を扱っていて、審議会としてはこういう結論にまとまり

つつあるという段階でそれに反対する方たちが委員の自宅や勤務先を訪ねてくるの

で家族も怖がっているという事実があったと所管からきいています。所管としては

それで委員が辞めてしまうのも困りますので、一般的には審議会委員は職務として

やっていただいているので発言者名は公開されるべきですが、自宅に来られて迷惑

しているという事実との兼ね合いで苦しい判断でマスキングした面があります。 

 確かに松原委員がおっしゃるように、委員自宅へ行った方には個別に、そういう

ことをしては自由に意見交換できなくなるので困る、続けるようなら審議会傍聴を

許可しないなどの注意をすべきなのであって、そういう行為があったイコール発言
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者名をふせてよいと判断できるかというと疑問もあります。 

川島委員・・・成田空港の土地収用委員会みたいに、反対意見の言い方が度を超すと民主主義の崩

壊になるんですよね。せっかく公開制度があるのに暴力行為のようなものがあると

公開できなくなってしまう。 

主任・・・・・この件については、請求者の方から不服申立てあるいは取消し訴訟をおこすことを

考えているとの話がありました。正式に訴訟等になりましたら審議会にご報告しま

す。 

会長・・・・・この件についてはこれでよろしいですか。他にありますか。 

嶋田委員・・・№7ですが、これは検索用パソコンを議会事務局が発注もしくは借用しているので

すか？ 

主任・・・・・議会事務局に聞いたところ、業者が試供品のような感じで自社の検索用システムパ

ソコンを試しに使ってみてくれ、それでよかったら購入してくれともってきたもの

で、結局購入せずに返したので、契約書なり借用書なりの文書は作ってないそうで

す。 

嶋田委員・・・わかりました。次に№17と33ですが、どちらも施設課人件費の内訳と年齢構成に

ついて請求されていて、№33では年齢構成表が公開されているのに、№17では年齢

構成表も文書不存在で公開されなかったのですか？ これは不整合だと思うんです

が。あともうひとつ、備考欄で人件費として出された額は決算書の数字を職員数で

割ったものであると説明したとあります。請求者の意図はこの人件費額が妥当かど

うか調べたいというものかなと推定すれば、市はできるかぎり意図を満たすよう努

力するのが大切だと思うんですね。職員数は月によって変わらないのか、職種によ

って時間単価の違いはないかなどによって人件費の捉え方は変わってくるので、も

う少し詳しい情報や説明があってもよいかと思います。 

主任・・・・・通常、何年度の何課の職員の人件費が知りたいという請求があれば、人事課で給料

額などは把握していますから人件費額と年齢構成についてもっと詳しい資料をだす

ことができます。 

       この請求は少し違って、請求書に書いた「84,191,792円の内訳を知りたい」という

ものでした。この数字は、以前、施設課で持っているごみ処理施設の稼動について

委託業者に問題があるとして監査請求や訴訟がおこされたのですが、その監査のと

きに市が資料として出した書類に載っていたものです。ですので請求者の方は、監

査請求において市がこの数字を答えた根拠を知りたいという意図かと思います。そ

れで当時この数字をどうやってだしたのか所管に確認したところ、備考欄の方法で

計算したとのことでした。 

嶋田委員・・・では請求者の意図は概ね満たされたのかもしれませんが、人件費の出し方として 

もうちょっと工夫がないんでしょうかね？ 年度の中のある時点の人数で割ってし
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まうと、人数が変わったりすると違ってきますよね。 

部長・・・・・課の職員人数は年度の最初に定めたあとは年度中の変更はありません。 

嶋田委員・・・そうですか。では次にNo38の議事録テープの件ですが、第5回目の議事録が不存在

なのは第6回目の会議で承認を受けたので、公開請求のあった5月8日時点では消

去しているということですよね？ そうであれば、運用状況には「議事録完成後」

とありますが「承認後」の方が言葉が適切かと思います。 

主任・・・・・そうですね、訂正しておきます。 

川島委員・・・No3の文書不存在決定ですが、請求書には「１７東議収第697号の2」と文書を指定

されているので、少なくともこの文書は議会事務局の収受文書をして存在するので

はないですか？ 

係長・・・・・これに関連する公開請求は前に一度出ているんですね。そのときの決定通知書の文

書番号が「17東議収第697号の2」でこの文書はありますが、請求されているのは

それではなく、「甲第11号証・・・」とある裁判の関係書類の方です。 

川島委員・・・そういうふうには読めないのではないですか。請求書は「これら文書の作成に関す

る書類の全部」と書いてあるのだから、一部でも文書が存在するのであればそれは

公開すべきでないですか。 

主任・・・・・今回の請求者と、以前「17東議収第697号の2」の決定通知書を受け取った請求者

は同じ人なので、既に持っている「17東議収第697号の2」の文書はいらないと口

頭で確認しています。 

係長・・・・・「甲第11号証の①及び同②」というのは、請求者が前回の請求書に添付してきた文

書です。この文書に関係する役所で持っている文書を出してくれということでした。 

主任・・・・・もう一度説明します。最初の請求がH17年12月にありました。そのときに請求者の

方が、「甲第11号証の①」と書かれた書類と「同②」と書かれた書類をご自分で持

ってこられて、「これを市が公開した際の手続に関する書類を公開してくれ」という

請求書を出しました。しかし、そもそもお持ちになった①と②の書類は市が公開し

たものではなくて、請求者の方が裁判所なのか誰かから取り寄せたものでした。そ

れで議会義務局は文書不存在による非公開決定をし、「17東議収第697号の2」の文

書番号をつけた決定通知書に「これらの文書は市が作成、公開したものではないの

で存在しておりません」と書きました。 

請求者はこの非公開決定通知書をうけとりましたが納得できなかったのか、

H18.1.18に№3の請求を出しました。このとき、前回自分がだした公開請求の決裁

文書はいらないが、それ以外で市が作成した「甲第11号証の①②」に関する書類 

       がほしいと口頭で伺っています。  

会長・・・・・運用状況報告書は記録として残るわけですが、この「請求公文書の名称又は内容」

欄の記載では何を請求されているのかわかりにくいので、備考欄に今あった説明を
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のせた方がいいですね。 

        あと、№12の「部長職の給料がわかるもの」の部分公開ですが、公開された情報

は具体的に何ですか？ 

主任・・・・・部長の所属部名、氏名、全員の給料の総額は公開しています。 

会長・・・・・№24で一部、文書を紛失による不存在で非公開にしていますが、文書管理上の問題 

は生じないのですか。これは何年保存の文書ですか。 

主任・・・・・１０年保存なので本来は持っていなければいけないものです。 

会長・・・・・他になければよろしいですか？ 

主任・・・・・もしよろしければ、新しい委員の方は、東村山市で半年間にこのような請求がでて

いるというのをご覧になるのは初めてだと思います。いろんな課のいろんな情報が

求められているというのをご覧になって、率直な感想を聞かせていただけたらと思

います。 

島崎委員・・・他の審議会委員もやっておりますので、審議会の議事録や委員報酬などの公開請求

が出ているのに驚きました。 

古瀬委員・・・このようなかたちで情報が公開されているというのは薄々知っていましたけれど、

とても熱心にきちんと市政を考えてらっしゃる方がいることが改めてわかって、自

分自身ももっとしっかりと目をむけなければいけないなと痛感しました。 

宮崎委員・・・もっと大まかな内容の請求が多いのかと思っていましたが、実際はかなり細かい点

について請求されているという印象です。今日はどのように審議していくのか感じ

をつかむというか覚えるのに精一杯でした。 

 

◆その他 

主任・・・・・この審議会の議事録のことなんですが、市役所１階の情報コーナーで誰でも閲覧で

きるようにおいてあります。これを市のホームページに載せるかどうかについて、

次回以降に会の中で結論をいただきたいと思います。会長、よろしくお願いいたし

ます。 

        もうひとつ、資料のなかの施行規則の写しですが、枠で囲った部分を平成１８年

４月に改正しました。条例改正時は皆さんにご意見をいただきまして無事に改正が

済みました。指定管理者が文書を管理するようになったら市が管理していたときに

は公開された情報が公開されなくなったということがないように、「市が持ってい

ない情報について公開請求があったら市が指定管理者から情報をとりよせて公開す

る」ように条例を直したところですが、その取り寄せの仕方を決めたものです。以

上です。 

嶋田委員・・・去年の３月の会議で提案したベンチマーキングですが、この情報公開制度はもう７

年目になるので、東村山市の情報公開の質というか活性化の度合いを知るために、
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よその優れていると言われる市と比べて検証していったらどうかと提案したもので

す。 

        先日、情報コーナーにおじゃまして三鷹市と町田市から送られてきた運用状況報

告書などを見てみました。インターネットでも都や各市の情報公開のページをみて

みましたが、ベンチマーキングするのによい指標が見当たりません。内田先生、川

島先生におききしたいのですが、情報公開の進み具合をみる指標というのはまだな

いんでしょうか？ 

川島先生・・・日経パソコンと言う雑誌で情報化の進み具合については自治体のランキングを出し

てますが、情報公開に限ったものは見ないですね。個人ではホームページぐらいで

しか各自治体の情報はとれないのできちんとした比較は難しい。もっと内情を知り

たいとなると大勢でやらないと無理ですし。 

嶋田委員・・・そうなんです。提案したものの具体的にどう進めるか行き詰っています。 

会長・・・・・何を指標にするかが問題ですね。その自治体の特徴をどこから見るか。 

川島委員・・・市民団体が、議員の出張費用の公開請求を各自治体にしてその結果で比較検討する

という例はありましたね。そういう風に限定した内容について公開の度合いを見る

ことは可能でしょうが、情報公開全体についての指標は難しいですね。 

嶋田委員・・・行政文書の電子化が進んで、情報公開制度を使わなくても市民がホームページ上で

文書を検索してそのまま中身まで見られるようになるのがベストと思うんですよ。

今の市のホームページの資料集検索は非常に使いづらいですが、現時点でこういっ

た電子化への段階的な目標設定はあるんでしょうか。 

課長・・・・・総務課に文書係というのがありまして、市民の方が市がどういう文書をもっている

のか件名等で検索できるシステムについて検討中です。 

嶋田委員・・・電子化の具体的なマイルストーンがあるといいですね。何年までに行政文書の何％

を電子化するとか。 

課長・・・・・まだ情報化計画というのを作ったばかりで、これから中身を詰めていくところです。 

川島委員・・・行政文書の電子化はかなり時間がかかると思いますよ。国はE-japan計画などとい

って打ち上げていますが、実際に国税庁で始めた電子申請での申告も利用率は非常

に低い。住基ネットでも訴訟がおこされているし、何か効率的なシステムを作ろう

とすると反対も多いんです。 

嶋田委員・・・ベンチマーキングといっても難しいですね。もう少し考えて行きたいと思います。 

 

会長・・・・・だいぶ時間が過ぎましたのでこのへんで終了したいと思います。なお、職務代理は 

       嶋田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

では本日はこれをもちまして終わらせていただきます。 

～閉  会～ 


