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午前１０時５８分開会 

○委員長（西田  真） 皆さん、改めましておはよ

うございます。 

 きょうは建設経済委員会ということで、急遽お集

まりいただきました。議題はバイオマス利活用設備

等整備事業の内容の変更ということで、当局より説

明したいということで、大変お忙しい中、皆さんに

お集まりいただきました。短時間で済みますように、

当局の説明をしっかり聞いて、また、質疑があった

らしていただければと思っております。今月いっぱ

いで一応、建設経済委員会は終わるということでは

ありますけども、１１月１２日までが任期らしいん

で、また招集があるかもわかりませんけど、その時

はお願いしたいと思いますし、当局のほうもそれな

りにテンポアップしていただきたいと思っており

ます。 

 それでは、これから始めさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 それでは、当局の説明、よろしくお願いします。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 失礼いたしま

す。本日は、先ほど委員長からありましたとおり、

まことに急なお願いを申し上げました。この時期に

委員の皆さんにご判断というか、ご説明をさせてい

ただいて、ご理解をいただきたい内容でございます。

座って説明をさせていただきます。 

 資料を２枚、ご用意をさせていただいております。

まず、目的のところです。これは、３月議会の中で

もご審議をいただき、バイオマス事業については朝

来の発電所に基軸を切りかえるということでご了

解をいただいたということで、こちらは考えていま

す。その際、北但東部森林組合が朝来に持っていく

ということに関して支援をしていこうということ

で、当初は、１０トントラックとチップをつくるた

めの破砕機が老朽化していますので、その更新とい

うことでお願いをしておりました。これが当初の目

的のところです。 

 次に経過です。当初予定をしておりましたチップ

加工用の破砕機につきまして、８月末に森林組合か

ら、製造メーカーの事情によりと書いております、

この内容については２０１４年の国の排ガス規制

の強化によりまして、対応がおくれるというメーカ

ーからの話がありました。内容については、今年度

の生産という、２０１９年度の生産が先送りされる

ということがわかりました。ですので、お願いをし

ても２０１９年度中にこの破砕機が入らないとい

うことが後になってわかりました。これ、８月末と

いうことで、８月末から今まで何しとったんだとい

うお叱りもあるかもわかりません。森林組合のほう

には、こういう事情であれば次にどういう支援がし

てほしいのかどうかを考えていただくようなこと

でちょっと時間が経過をしてしまいました。結果、

今年度内には納品ができないということがわかり

ました。この間、先ほど申し上げましたとおり、森

林組合には設備導入の検討をお願いしておりまし

たグラップルという、ハーベスタに似たような機械

なんですけれども、その話もあったわけですが、結

果、せっかく朝来に切りかえるということを考えた

ときに、やはり間伐未利用材等の集積を行う高性能

林業機械ハーベスタっていうのがあります。これに

ついてはちょっと次のページを見てください。これ

がハーベスタの本体とケスラっていうことで、重機

のほうの本体は住友製です。ケスラという、木をつ

かんでる部分ですね、これはフィンランド製です。

ということで、これを１つにコラボした最新鋭の機

械ができました。 

 これの特徴については、戻ってください、３のと

こに入れております。まず、チェーンソーを使う必

要がありません。まず、その機械がしっかりと立ち

木をつかみます。立ち木を伐採して、枝払い、ずっ

とこう木を滑らせるようにして枝を払います。その

後、例えば４メーターだとか６メーターだとか、そ

の必要な材を玉切りすることができます。つかんだ

まま、用材であったりｂｅ材であったりっていうの

を集積作業を一貫して行えます。これについては、

今までであればチェーンソーを使うということな

ので非常に危険を伴っておりましたけれども、この

機械であれば１人分、チェーンソーを使う方の労力、

危険性を低減できるということがわかります。 
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 それともう一つは、スピーディーにできると、

（２）ですね。今まで手作業でやってますと大体２

０立米が１日だったようです。それがこの機械を導

入することで約４倍、１日に８０から９０立米、材

を集積できるというすぐれものです。そのようなこ

とから、例えば材を用材とｂｅ材と分けれますので、

実際に朝来に持っていくｂｅ材なんかも積極的に

集積ができるという利点がございます。 

 それと、写真を見ていただきますと、前に排土板

みたいなのがついておりまして、１台の機械で作業

道をつけながら工事ができるということです。この

機械でどれだけの人材が今後雇用確保できるかど

うかは森林組合の努力も必要なんですけれども、従

事者の確保であったり若手の雇用促進にもつなが

るということで判断をしております。 

 実際、レンタルのものを見させていただいて、現

場に行きました。４メーターがもう１センチ刻みぐ

らいで、もうきっちりとできると。今までのグラッ

プルですとどうしても滑ってしまって、３メーター

９０センチだったり４メーターちょっと超えてみ

たりということなんですけど、このハーベスタは非

常にセンチ単位で作業ができることと、つかんだと

きにもう直径が出るわけですね。３７センチとか何

センチとかいうのがもうモニターで見えるという

ことで、量がすぐに積算ができるというようなこと

も特徴でございます。 

 今回お願いしたいのは、先ほどの経過でも申し上

げました、当初、破砕機を予定してたけれども、今

年度入らないということが判明しました。つきまし

ては、破砕機を取り下げして、ハーベスタの機械を

今年度予算の現計予算の中で機種の変更をお認め

いただきたいというのが今回のお願いでございま

す。 

 予算的なものを４番に入れております。当初、右

端の下に入っております４，４３０万円の当初予算

でございました。それの３分の２を補助するという

ことで２，９５０万円、財源については５番に入れ

ております森林環境譲与税を充てるということで

ご了解をいただいたところです。その変更後を見て

ください。トラックについては既にもう発注をして

おりまして、これについては、いつごろぐらい入る

んかな、年度内に入るという、これはもう発注済み

です。それから、２，３００万円の予定が入札をし

て、１，７３７万５，０００円という金額で今お聞

きをしております。次に、チップの破砕機を入れて

おりました。これが２，１３０万円。これが先ほど

の説明をしました内容で、入らないということが判

明をしたため、ハーベスタを、これは見積もりをと

った金額なんですけども、２，５５９万３，０００

円。合計で４，２９６万８，０００円の３分の２を

補助するということで２，８６０万円、当初予算か

らは９０万円の減額ということになります。 

 それと、財源についても、前期分がもう既に譲与

税入っておりまして、１，４８５万円ということに

なっております。これを倍、掛けて２，９７０万円

ということでございます。若干、当初よりはという

ことになりますけれども、ほぼ予算どおりの財源の

確保はできてるということでご説明させていただ

きます。 

 それと、この間、１０月２３日に正副議長、それ

から２４日に議運の正副、それから今委員会の西田

委員長を初めとしました委員会の正副、福田副委員

長については、当初、きょうの１１時からというこ

とでお願いをしておりましたけれども、建設経済委

員会ということで、お世話になるということできょ

うになりました。 

 以上のような説明をさせていただいて、質問は何

件かいただいておりました。それについてはお答え

をさせていただきます。 

 まず、１０トントラックというのが、ここでちょ

っと写真もつけてないんですけれども、コンテナは

何台あるんだということで、伊藤委員さんからもお

聞きがありまして、これについては、アームロール

架装の一式というのと、それから、たてりつけ荷台

というので、これが１台あります。実質、コンテナ

的なものでいいますと、２台分がこの１，７３７万

５，０００円の中に含まれています。 

 メーカーについてもお尋ねがありました。いすゞ
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製です。アームロール式とたてりつきということで、

材をそのまま積めるやつとコンテナをアームでお

ろしたり引き上げたりできるという機械です。 

 それと、西田委員長のほうからは、排ガス規制の

関係、いつからだというお尋ねをいただいておりま

した。国の排ガス規制の強化というのが２０１４年

からでございます。 

 事前にご質問等いただいてたような内容は、今の

トラックと、それから排ガス規制の年次等について

お尋ねをいただいております。回答、あわせてさせ

ていただきます。 

 こちらからの説明は以上です。 

 こちらも森林整備を進めていくのに、やはり主要

な団体である森林組合にお世話になるということ

を考えたときに、積極的な支援をしていくという方

向で、何とかこの変更についてお認めをいただきた

いと思っております。以上です。 

○委員長（西田  真） 部長、もう１点。森林組合

だけかっちゅう話になるわな、その話。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 森林組合だけ

かというのも議会の中でもありました。これについ

ては、いや、そんなことは考えておりません。ただ、

今は朝来に転換をするということを考えたときに、

やっぱりどうしても森林組合を主で考えなければ

いけませんが、豊岡森林さんとかＮｅｘｔＧｒｅｅ

ｎさんについても、今後は要望に基づいて支援をし

ていきたいと考えています。ただ、計画については、

かなり行き当たりばったりって言ったら失礼なん

ですけども、そういうところもありますので、これ

は、今後、新年度の中で譲与税を使ってきっちりと

した計画もつくっていかないと、議会並びに市民の

皆さんにご理解はいただけないんではないかと考

えています。計画づくりの中に森林組合以外の林業

団体についても支援をしていくということで計画

の中に盛り込んでまいりたいと考えていますので、

その点についてもご理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（西田  真） 当局の説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ２点。チップ加工用破砕機の

更新がだめで、この提案になったものを導入される

ということなんですけども、これ、そのチップ加工

用破砕機は、ことしはやめるけども、来年はまたき

ちっとこの要件が合えば導入される方向で検討さ

れてるのかどうかお聞きします。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 今ご質問のあ

った点は、今年度はこういう事情で機種を切りかえ

ました。次年度以降、森林組合が朝来に持っていく

と考えたときにチップの単価も非常にいいので、や

はりそれは支援をしていかなければならないかも

わかりません。現在、決定しているわけではありま

せんが、来年度以降の計画の中で森林組合のほうか

ら要望があれば検討してまいりたいと思いますし、

議会の中でまたご審議もお願いをしたいと思って

おります。 

○委員長（西田  真） 岡本委員、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） わかりました。 

 ほんなら、もう一つ。高性能機械の導入を進める

には林業従事者の確保って書いてあるんですけど、

ちょっと私も聞いてみますと従事者がやっぱり少

ないということなんで、こういう機械が導入される

のは効率よくやる意味ではいいのかもわかりませ

んけども、林業従事者の確保という意味では現状ど

ういうふうになっておりますか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） よろしいか。

本日午後、森林組合のほうと協議の時間も持ってお

ります。現在お伺いしてるので７０歳以上の方が今

５人ほどおられまして、退職予定だとお伺いをして

おります。その方がやめられるに当たって、やはり

先輩の方々の技術、いろんなことも含めて次世代に

引き継いでいく必要がありますけれども、今までで

いえば、お伺いしてるのでいえば、作業班が令和元

年６月現在で１３人、作業の従業員が３５人、平均

年齢が４４．５７歳、これ、今の現在ですね。令和

元年の予想でいきますと、作業班の数が１１、先ほ
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ど言いました作業技術員が５人退職ということに

なりますので、３０人ということになります。つい

ては、平均年齢がこのままでいきますと４５．２３

歳ということ、あっ、令和５年の予想です。失礼い

たしました。令和５年の予想で、作業班の数が１１、

作業技術員の数が退職を見込んで３０ということ

です。平均年齢が４５．２３歳ということになって

おりまして、森林組合のほうからは、県立の森林大

学校が山崎にあります。そこからの卒業生なんかを

今後雇用をしていきたいということで、できたら１

０人ぐらいは年次、退職を含めて採用していきたい

ということでは伺っています。ただ、これはこれか

ら先の話ですので、具体的にこれがどうなっていく

かというのはあくまで森林組合のほうの雇用の中

の計画ということになろうかと思いますが、そうい

う意味でも、市としては、若手の就業者という点で、

この機械を支援することで雇用につながればとい

う認識でおります。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。ほかにありま

すか。 

 奥村委員、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 今の発電所ですね、朝来の。

ここが必要とする燃料、つまりチップですね。そう

いったものは年間どれぐらい要るのか。豊岡が予定

してる、いうたら森林組合が供給できるのは、その

うちどれくらいなのか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 県森連、いわ

ゆる朝来のほうから要請がありますのが原木で２，

０００トン。 

○委員（奥村 忠俊） 原木２，０００トン。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） はい。チップ

で１，０００トンが向こうから要請があって、それ

に対して北但東部森林組合が現在どれだけ出せて

るかっていうのはちょっと確認をしてみないとわ

からないですが、出ますか。（発言する者あり）ち

ょっと時間をいただけますか。（発言する者あり） 

 申しわけありません。現在、その要請に対してど

れだけの材が、原木であれ、出せてるかということ

について今ちょっと手元に資料がございませんの

で、要請という点では原木２，０００トン、チップ

１，０００トンという、合計３，０００トンという

要請が、はい。 

○委員長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） それは関西電力ね、そういう

また発電所からのこれだけ予定してくださいとい

うところは今、原木２，０００トンで、チップ１，

０００トンとこういうふうに聞きましたんですけ

ど、全体でどれだけかかるというのでは、まだ今の

ところはよくわからないんだよな。すぐ使うのが。

そうじゃないの。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 今、奥村委員

のご質問について、朝来に一体どれだけのものが必

要なのかということですね。 

○委員（奥村 忠俊） 発電所に。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 発電所に。た

しか、今、手元に資料がないんで申しわけありませ

ん。これも後ほど答えさせていただきます。５万キ

ロワット、何世帯か分だったと思いますので。 

○委員（奥村 忠俊） いや、そうじゃなくて。 

○委員長（西田  真） 奥村委員、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） どれだけの世帯に使ってもら

ってるとか、どれだけ発電量があるかとかという性

能だとかいうのはあるんですけども、豊岡市の森林

組合にはそれをおこすための原材料ですね、豊岡は

供給してほしいということですね。それが原木で２，

０００トン、それからチップが１，０００トン。こ

れは今、豊岡森林組合に対する注文ですな、いわゆ

る。僕が聞いてるのは、発電所そのものがどれだけ

の能力があって、どれだけの原木やチップを必要と

してるのか。今回、森林組合が注文を受けたのはそ

のうちどれぐらいなんかということを教えてほし

いんですが。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 先ほど申し上

げました、ちょっとこちらの確認不足ですが、いず

れにしてもちょっと手元にお答えできる材料をお
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持ちしておりませんので、後ほど答えさせてくださ

い。 

○委員長（西田  真） 奥村委員、後ほどまた……。 

○委員（奥村 忠俊） そしたら、もう１回。 

○委員長（西田  真） どうぞ、奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 例えば原木で２，０００トン、

それからチップで１，０００トン、ちょっと僕はよ

うわからんですけども、原木２，０００トンで、チ

ップは１，０００トンしかできないというふうに

我々、今のは理解したらいいのか。原木は原木、チ

ップはチップとして注文だということなのか。そし

て、これは豊岡市で間伐材だとか、また雑木も含め

て荒れてるところを順次カットしていくというこ

とで、どれぐらいの面積を占めるんでしょうね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 原木の２，０

００トンとチップの１，０００トンでどれだけの面

積のものが整備できるのかという問いだと思いま

す。それについても、ちょっと今、手元に持ち合わ

せておりません。申しわけありません。あわせて宿

題ということでよろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） 暫時休憩します。 

午前１１時１９分休憩 

──────────────────── 

午前１１時３６分再開 

○委員長（西田  真） それでは、休憩前に引き続

き会議を再開いたします。 

 水嶋部長、どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 遅くなって申

しわけありません。 

 朝来のバイオマスで一体どれだけの燃料を向こ

うは求めているんかというようなご質問でした。そ

れについては、ホームページのところにアップをさ

れておりまして、燃料、一番下段を見てください、

ｂｅ材燃料チップで約６．３万トン、これ、年間の

数字のようです。それと、もう１枚のほうが現在ど

れだけのものを持っていっとるかということでご

ざいまして、２９、３０年と分かれているんですけ

れども、一応２カ年で２，８００トン余りというふ

うに見ていただいたらいいかと思います。それで、

まだまだ平成２３年からの数値であったり、実際に

林地残材として、間伐材として朝来に持っていくと

いうところでいえば、まだ２カ年でこの数字しか持

っていけてないというふうにご理解いただきたい

と思います。 

 それと、もう１点ありました。実際、原木の２，

０００トンとチップの１，０００トンでどれだけの

面積が整備できてるのかというお尋ねで、先ほど参

事が申し上げましたように、いろんな数字を使うパ

ターン数式があるようですので、正確性をとりたい

と思いますので、後ほど時間をいただいて資料配付

をさせていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（西田  真） その資料は、後日レターケ

ースのほうに、全委員に入れてください。よろしく

お願いします。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） はい。 

○委員長（西田  真） 奥村委員、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） これ、杉、ヒノキが対象にな

ってるんですけども、そのほかの広葉樹だか、そう

いったものはチップには向かないということなの

か、これはどないされますのん。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 今、奥村委員

の質問のところ、実際は持っていけるんですけれど

も、北但東部森林組合としては、平成２９、３０年

とも杉、ヒノキで合計２，８００トン弱ということ

です。（発言する者あり）そうです。実際は全木ペ

レットということですので、８月末までの稼働を考

えれば、ペレットをつくるのにこちらの広葉樹、そ

れからリサイクル、竹だとか根株だとかおがとかは

全木の部分ですね、リサイクルセンターからペレッ

ト製造用に使ってたということで、朝来には持って

いっておりません。 

○委員長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） あと、済みません、杉、ヒノ

キ以外はね。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） はい。 

○委員（奥村 忠俊） しかし、それはまたなくなる
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んでしょう、ペレット。そうじゃないの、ペレット。

そうすると、これ、全部回すいうことになるんです

よ。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 実際はもう豊

岡ペレットは８月末で製造を中止しておりますの

で、上のところにあります竹だとか根株だとかって

いう杉、ヒノキ以外のものも朝来に持っていっても

らえるということになると思います。具体的にどれ

だけの量を持っていってるかというのは今のとこ

ろ、これ、ゼロですのでわかりませんけれども、朝

来に持っていくということになるんだと思います。 

○委員（奥村 忠俊） そうですか。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（奥村 忠俊） わかりました。 

○委員長（西田  真） 島崎委員、どうぞ。 

○委員（嶋﨑 宏之） 済みません。僕、１点だけ。

チップ加工用破砕機更新というふうに、これ、計画

的に更新予定に上げられて、予算とられとったんで

すけれども、結局、何、排ガス規制のために導入が

できないということで待たないかん。現在、チップ

でも出してるので、チップの現在使ってる破砕機は

どれぐらい持つのかどうか、その辺のところの話と

いつごろ更新していかなければチップが出せなく

なるのか、その辺のところがもしわかれば。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 当初予定でも

更新をしたいというのが森林組合の意向でしたの

で、確かに言葉はだましだましというのがどうなの

かわかりません、修繕を繰り返しながら今の破砕機

については運転をしていると伺ってます。ですので、

次年度以降、できるだけ早い段階で、今回は機種の

変更をお願いしておりますけれども、ハーベスタを

先に入れますが、次年度以降、恐らく破砕機をお願

いしたいというのは先ほど申し上げたとおり要望

としては上がってくるのかなと思っております。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（嶋﨑 宏之） はい、わかりました。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいか。 

○委員長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） さっきの破砕機の問題ですけ

ども、破砕機からハーベスタにかわったということ

で、これは理解をさせていただきますけれども、破

砕機の今の更新については当然、来期も、何ぼやっ

たかいな、３，０００万円の予定ですかいな、森林

譲与税。（「約」と呼ぶ者あり）約。はいはいはい。

ほんなら、その前提はもう当然そのままあるという

ことですね、来年の使途。例えば排ガスの規制に合

致した新しいものができれば、それはその予定をす

るということですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 今はあくまで

も先送りになっただけですので、恐らく要望として

は上がってくるかと思います。けれども、来年度、

今からお願いをするということにはまだ、当然、今

は機種を変更してる段階ですので、先ほどの予算の

ことも含めて、森林組合なり、市の内部でいえば財

政課とも協議をしながらということになろうかと

思ってます。 

○委員長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） なるほどね。森林環境譲与税

というのは来期も３，０００万円程度ということが

見えてるという中で、北但東部森林組合だけではな

しに広く、もう豊岡市の中での杉、ヒノキから広葉

樹へと一つは流れがありますよね。間伐していかな

もうどうしようもないんだけれども、その費用、そ

の使途をして、その地域の環境のプラスになるよう

な形は追求されとるんですね。行き当たりばったり

で、３，０００万円あるから使おうということじゃ

ないですね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） 先ほど申し上

げました譲与税を使って豊岡市の山を整備してい

くという基本的な計画は現在ないというのが本音

のところです。というのは、やはり当初の段階で、

例えば豊岡市の中の森林組合が中心になりますけ

ども、作業をお願いするも、向こうが予算の中でこ
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こをやれるっていうようなことで作業道をつけて、

間伐材を出してくるとかということを、作業をする

んですけど、そのために来年度の譲与税を充てて、

今後の豊岡市の森林を整備していく計画を策定し

ていきたいと思っています。ですので、今はそれが

ないんでこんなことになっておるんですけれど、や

はりきっちりとした計画、それについては当然、議

会にも提示をさせていただける内容のものとして

つくっていく必要があると思います。その上で、や

はり機械的な支援であったりソフト面の支援であ

ったりということが必要になってくると思います

ので、今、それは本当に計画そのものがないという

のが本音のところでございますので、やはりそのた

めに譲与税を使って計画をつくってまいりたいと

思っています。よろしくお願いします。 

○委員（福田 嗣久） 税が先に立って、先に払って

いるというのは、はいはい、わかりました。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） そのとおりで

す。正直申し上げると、やっぱり譲与税が入ってく

る前にちゃんとこういう計画はつくっておればこ

ういうことにはならないと思うんですが、譲与税が

もうどんと先に来てしまって、それ、後追いをして

計画をつくっているというところが問題だと認識

しております。それは副委員長さんというよりも、

議員の皆さん、認識のとおりだと思いますので、そ

れはこちらも重々肝に銘じて、新しい計画をつくっ

ていかなければならないと考えています。 

○委員（福田 嗣久） はい、わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 それでは、これで質疑を打ち切ります。 

 バイオマス利活用設備等整備事業の内容変更に

ついては、この程度にとどめておきます。 

 それでは、本日の建設経済委員会はこれで閉じま

すので、よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

午前１１時４５分閉会 

──────────────────── 


