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平成３０年度第３回小平市情報公開・個人情報 

保護審議会会議録（要録） 

（通算第４３回） 

 

１ 開催日時 平成３０年８月２７日（月曜日）午後５時３０分から午後６時５０分まで 

 

２ 開催場所 市役所５階 ５０２会議室 

 

３ 出 席 者   

(1) 委員 昼間守仁会長、大川強副会長、村千鶴子委員、原田美知子委員、本田博之委

員、浅野薫委員 

(2) 事務局 原課長、川瀨係長、小川主任、飯田主任（総務課） 

(3) 関係課 安部課長（総合計画担当）、横山課長補佐（政策課） 

      森田課長、小菊係長（子育て支援課） 

      三井課長（市民課） 

佐藤課長、奥村課長補佐（環境政策課） 

 

４ 傍 聴 者 なし 

 

５ 会 次 第  

(1) 議事 

① 小平市長期総合計画策定のための市民ワークショップにおける個人情報の本人以

外からの収集及び目的外利用について（諮問） 

② （仮称）第二期小平市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民意識・実態調

査における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用について（諮問） 

 ③ 住民票の写しの不正取得事案の発生について（報告） 

 ④ 小平市環境家計簿の個人情報漏えいに関する中間の取りまとめについて（報告） 

(2) その他 

 

６ 内容（要録）   

(1) 小平市長期総合計画策定のための市民ワークショップにおける個人情報の本人以外

からの収集及び目的外利用について（諮問） 

会長 議事の１番目は、「小平市長期総合計画策定のための市民ワークショップにお

ける個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用について」の諮問です。それで
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は、諮問内容について、担当課から説明をお願いします。 

政策課 それでは、小平市長期総合計画策定のための市民ワークショップにおける

個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用につきまして、御説明申し上げます。 

資料１を御覧ください。 

まず、１の諮問理由でございます。小平市長期総合計画の策定に当たり実施する

ことといたしました市民ワークショップの参加依頼を送付する対象者を住民基本台

帳から抽出する必要が生じ、このことが、小平市個人情報保護条例第４条第３項第

８号の本人以外からの収集及び第１０条第２項第６号の目的外利用等に該当します

ことから、本審議会に諮問するものでございます。 

    次に、２の事業の目的でございます。次期「長期総合計画」の策定に当たり、

いわゆる市民ワークショップを開催し、市の将来像等に対する希望や意見等を市

民の皆様に出し合っていただき、計画を策定する上での参考とすることを目的と

いたします。 

    なお、住民基本台帳から無作為抽出した市民の方に参加依頼を送付する理由でご

ざいますが、日頃、市政に関わる機会の尐ない方を含めて広く意見をいただく機会

とするためでございます。 

    次に、３の参加依頼送付対象者の概要でございます。（１）の送付する地域は、

小平市全域です。（２）の送付の対象者は、１８歳以上の市民の方です。（３）の発

送件数は、無作為抽出による２，０００件でございます。（４）の発送時期は、来

年の１月上旬を予定しております。（５）の送付方法につきましては、郵送による

配布・回収といたします。米印のところに記載いたしましたが、市民ワークショッ

プの第１回目の参加者に第２回目以降の参加意向を伺い、第２回目以降について追

加募集が必要である場合は、４月中旬頃に再度無作為抽出を実施の上、参加依頼を

送付したいと考えております。 

   なお、その際の無作為抽出は増員が必要な数に応じた人数とし、発送件数と発送

時期以外の条件は今回と同様でございます。 

    次に、４の事務の流れでございます。まず、市民課と住民基本台帳データの利用

に関する手続をいたします。次に、政策課の依頼により情報政策課において、対象

データを抽出します。作成する納品物は、対象者の一覧と郵送用の宛名シールです。

そして、政策課が、封筒への宛名シール貼り作業と参加依頼等の封入・封かん作業

をいたします。その後、参加依頼等を市から発送します。調査票の返信先は政 

策課とします。その後、参加承諾者に対してのみ、参加に係る資料を送付します。 

裏面、次の頁を御覧ください。次に、５の事業内容、市民ワークショップの内容

等（案）でございます。まず、（１）の開催回数は、全３回程度を予定しておりま

す。次に、（２）参加人数の想定としては、各回５０人前後の参加を想定しており

ます。次に、（３）運営方法ですが、参加者を５人から６人程度のグループに分け、
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各グループに市職員がファシリテーターとして入り、市の将来像等について意見を

出し合います。各回によって、いわゆるワールドカフェ方式やＫＪ法による意見集

約等による実施を想定しております。次に、（４）のその他ですが、参加依頼と併

せて「市民モニター」としての登録も依頼し、応諾いただいた場合は、住所・氏

名・連絡先（電話番号、メールアドレス）を御提供いただくことを想定しておりま

す。 

最後に、６のセキュリティ対策でございます。（１）情報政策課から納品された

封筒貼付用ラベルシールは庁舎外には持ち出さず、ラベルシールの貼付作業は市職

員が行います。（２）返送先を政策課とし、その後の作業も市職員が庁舎内で行い

ます。 

    説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

会長 説明は終わりました。この件について、担当課に対して御質問はありますか。 

委員 ２，０００人を無作為抽出するということですが、参加予定人数は見込みと

して５０人前後ということですか。 

政策課 無作為抽出をして２，０００人の方に参加をお願いした場合、統計的に他

市の事例等を踏まえると２％から７％程度の人から応諾を頂けるというデータがあ

ります。そうすると４０名から多くて１４０名ということになります。他市では有

償で謝礼をお支払いする場合もありますが、小平市では謝礼をお支払いしない想定

でいるため１４０名集まることは想定しづらく、大体５０名前後になると想定して

います。 

委員 ２回目以降随時募集する場合は、必要な人数分のみ抽出をかけるのか、２，

０００名を再度抽出するのでしょうか。 

政策課 抽出の条件は１回目と同じ条件で必要な人数分に応じた人数の抽出を行い

ます。また、１回目に応諾いただいた率も踏まえて２回目以降の抽出人数を考えて

いく予定です。 

委員 参加を申し込んだ人同士でそれぞれがやりたいテーマが重なった場合はどう

するのですか。 

政策課 １回目においては小平市の全体的な将来像や市に対する希望などを話し合

ってもらうことになります。２回目以降はテーマが分かれることがあるかもしれま

せんが、基本的には大きな視点での話になりますので、参加者の関心が全くないと

いうことはなるべく無いように進めていきたいと考えています。 

委員 ＫＪ法を使って小平市という大きなテーマを扱った場合に５、６時間程度の

時間がかかるように思うが、上手く意見集約ができるのでしょうか。 

政策課 参加者がそれぞれの意見を書き出していってそれをグルーピングしてグル

ープとして意見をまとめていくことを想定しています。ファシリテーターとして市

の職員も参加するので５、６時間という時間を掛けずにできると考えています。 
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会長 ワールドカフェ方式の説明をお願いします。 

政策課 ＫＪ法は５、６人のグループであるテーマについて付箋などに意見を書い

てお互いの意見を出し合いながら話を深めていきます。一区切りついた所で、グル

ープのメンバーを入れ替えて話の続きを行います。これを何回か繰り返すことによ

って大人数でも全体で対話をしたような効果を得られる方式がワールドカフェ方式

というものになります。 

委員 ５月の審議会で市民アンケートの諮問がありましたが、市民アンケートと今

回のワークショップとの関係はどのようなものですか。 

政策課 市民アンケートと市民ワークショップは別物になります。アンケートは書

面で多数の方に御協力いただき意見をいただくことになります。ワークショップは

対面で意見交換をすることになります。どちらも市民の方から意見をいただくこと

に変わりはないですが、ワークショップは意向や希望をより深く聴く機会として行

います。どちらもその意向を反映させてこれから設置される審議会の中で計画案を

練っていく時の素材になります。 

委員 市民モニターも別の機能を持たせるということでしょうか。 

政策課 ワークショップで足を運ぶことまでは出来ないような方でも、長期総合計

画を策定する上で、アンケートとしてメールなどで１、２問くらいを質問するよう

な形での協力が可能な方にお願いすることを考えています。 

  補足をしますと、市民の方に御参加いただいて御意見をできる限り計画に反映

させていく中で、１つの手法だけでなく様々な手法によって様々な層の方から御意

見を頂戴することを試みたいと思っています。その一環として市民アンケートは通

常よく行っていることで、市民の意識を適切に確認することができます。市民ワー

クショップについては無作為抽出で行いますので、幅広い層の年齢や性別の方にど

うような小平市にしていくべきかの議論をしていただくことができます。その他に

審議会においては学識経験者の方、市内の公共的団体の方等から御意見をいただき、

地域懇談会においては不特定多数の方からの御意見をいただくなど、様々な機会を

設けながら市民参加を進め、計画の素案を作っていくことを考えています。 

委員 議題のタイトルは市民ワークショップのための無作為抽出となっているが、

ワークショップに参加する方を抽出するだけではなく、市民モニターになってくだ

さる方の抽出も含まれているのですか。 

政策課 市民モニターの抽出も対象になっています。市民モニターについては、住

所、氏名、連絡先の情報をいただくことになりますので納得して応諾いただいた方

を市民モニターとして登録します。 

委員 事業の目的が市の将来像等に対する希望や意見等を出し合っていただいて政

策に反映させるということで共通していれば、市民ワークショップと市民モニター

の両方について、このような議題で諮問することも問題ないというように理解しま
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した。 

事務局 保有個人情報取扱事務届出事項については市民ワークショップとなってい

るので、この点については修正して市民モニターに関しても個人情報を取扱う事務

として登録するようにします。 

会長 それでは、この諮問を承認してよいかどうかについていかがでしょうか。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

会長 それでは、「小平市長期総合計画策定のための市民ワークショップにおける個

人情報の本人以外からの収集及び目的外利用について」は、承認することといたし

ます。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

(2) （仮称）第二期小平市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民意識・実態調査

における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用について（諮問） 

会長 次に、議事の２番目「（仮称）第二期小平市子ども・子育て支援事業計画策定

に係る市民意識・実態調査における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用

について」の諮問です。それでは、諮問内容について、担当課から説明をお願いし

ます。 

子育て支援課 それでは、「（仮称）第二期小平市子ども・子育て支援事業計画策

定に係る市民意識・実態調査における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利

用」につきまして御説明いたします。 

資料を御覧ください。 

１の諮問理由でございますが、住民基本台帳からアンケートの送付対象者を抽出

することが、小平市個人情報保護条例第４条第３項第８号の本人以外からの収集及

び第１０条第２項第６号の目的外利用等に該当することから、小平市情報公開・個

人情報保護審議会に諮問させていただくものでございます。 

２の調査の目的につきましては、平成３１年度末に策定する（仮称）第二期小平

市子ども・子育て支援事業計画の基礎資料とするため、実施するものでございます。   

３の調査の概要でございますが、調査地域は小平市全域とし、調査対象は市内在

住の就学前児童を持つ保護者及び就学児童を持つ保護者といたします。発送件数は

無作為抽出による４，０００件で、その内訳は就学前児童２，０００件、就学児童

２，０００件でございます。調査期間は、平成３０年１０月中旬から概ね１か月程

度を予定しております。調査方法は、返信用封筒を同封しての郵送による配付、回

収でございます。 
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４の事務の流れでございますが、市民課へ住民基本台帳データの利用を申請し、

承認後、情報政策課へ対象児童の住所、氏名などのデータの抽出並びに宛名シール

と対象者一覧作成の業務依頼をいたします。作成された宛名シールを委託事業者が

貼付し、発送いたします。料金受取人払による返信方法で市が調査票を回収し、回

収した調査票を子育て支援課で取りまとめて委託事業者へ送付いたします。調査票

発送後に一定程度の期間を設け、調査回答に対する礼状兼回答依頼状を送付いたし

ます。返信された調査票を委託事業者に引き渡し、委託事業者は調査票の集計、分

析を行い、年度内に報告書を作成いたします。集計・分析作業終了後、調査票は子

育て支援課に返還させます。 

次に、５の調査項目（案）でございますが、子育て家庭の家庭状況・就労状況、

子育て環境、教育・保育の事業の利用状況と利用希望などを予定しております。な

お、調査票の設計、項目につきましては、国の手引きに基づいた上で、子ども・子

育て審議会において、御意見を伺いながら作成する予定でございます。 

最後に６のセキュリティ対策でございますが、委託先事業者と「個人情報の保護 

及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書」を取り交わし、順守の徹底を図

ってまいります。また、調査票の送付者や問合せ先等を小平市子ども家庭部子育て

支援課とすることで、調査対象者と委託事業者が直接連絡を取ることがないよう配

慮いたします。 

説明は、以上でございます。御審議の程よろしくお願いいたします。 

会長 説明は終わりました。この件について、担当課に対して御質問はありますか。 

委員 就学前児童を持つ保護者と小学校１年生から６年生の保護者は重なる可能性

もあるのでしょうか。 

子育て支援課 無作為抽出のため、そういうこともありますが、なるべく地域や対

象が偏らないようにしたいと考えています。 

委員 調査項目の内容が学校関係ではなく、子育て環境に絞られているようですが、

具体的にはどのようなことでしょうか。 

子育て支援課 子ども・子育て支援事業計画は保育、幼稚園の利用状況、小学生の

放課後の過ごし方に重点を置いた計画ですので、保育や幼稚園に預ける保護者の御

意見と放課後の子どもの過ごし方についての問題を設定することを考えています。 

委員 子育て支援課に関連していない意見が出た時は関係各所に情報提供はされる

のですか。 

子育て支援課 子ども・子育て事業計画策定については市の諮問機関である子ど

も・子育て審議会で審議することになりますが、その前に子どもに関係する課が入

った庁内検討委員会で検討を図ることになっているため、市の内部においても情報

が行き渡り、共通認識ができると捉えています。 

委員 抽出件数が４，０００人というのは妥当なのでしょうか。 
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子育て支援課 平成３０年４月１日現在の人口が、就学前児童が約１万人、就学児

童が約１万人ということで、おおよそ２０％の対象者から調査できればある程度の

ニーズが把握できるため、この件数を設定しているところです。 

会長 アンケートに対する回収率はどのくらいを想定していますか。 

子育て支援課 前回は６５％でしたので、同程度以上又は８割程度と考えています。 

委員 セキュリティ対策についての「個人情報の保護及び情報セキュリティの保護

に関する特記仕様書」というのは、小平市共通のものがあるのでしょうか。 

事務局 契約検査課が基本となる特記仕様書を作成していて、個人情報に関する内

容の事務を委託する場合には必ずこの特記仕様書を相手先と締結することになって

います。 

 なお、契約検査課が作成している特記仕様書については、後ほど配布いたします。 

委員 今回の案件は件数が多いため業者に委託して作業をしてもらうことになって

いるが、市の職員が確認するなどして情報の取扱いには慎重を期して欲しいと思い

ます。 

委員 委託業者が発送する時の発送元は委託業者名ではなく、子育て支援課の名前

で送付するということでよろしいでしょうか。 

子育て支援課 そのとおりです。委託先の事業者名が出ることはありません。 

会長 それでは、この諮問を承認してよいかどうかについていかがでしょうか。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

 会長 それでは、「（仮称）第二期小平市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市

民意識・実態調査における個人情報の本人以外からの収集、及び目的外利用」は、

承認することといたします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

(3) 住民票の写しの不正取得事案の発生について（報告） 

会長 次に、議事の３番目「住民票の写しの不正取得事案の発生について」の報告

です。それでは、報告内容について、担当課から説明をお願いします。 

市民課 資料３を御覧ください。  

住民票の写しの不正取得事案の発生についてです。 

１の不正取得されたものにつきましては、住民票の写し１通です。住民票に記載

されている内容につきましては、氏名、住所、性別、生年月日、前住所地及び住定

日です。２の経緯につきましては、平成３０年６月１４日に、本人以外の第三者が

自動車運転免許証を利用し、なりすましで住民票を不正取得いたしました。この免
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許証は、本人が２年前に紛失したものです。さらに、携帯電話会社にて免許証と不

正取得した住民票を用いて携帯電話とタブレット端末数台をだまし取りました。６

月１８日に、携帯電話会社から契約通知ハガキが本人宅に届き、翌日の６月１９日

に、当該市民はそのような契約をした覚えのないことから、携帯電話会社へ問合せ

をした結果、不正契約が判明したものです。そして、翌日に解約手続を実施したと

のことです。６月２０日に、電話にて、当該市民から市民課に対して、住民票が不

正取得された旨の連絡が入りました。電話では対応ができないことを説明し、その

日の夕方頃に、市民課窓口で携帯電話の契約書類の提示と状況説明を受け、当該市

民の方から、６月１４日の住民票請求の保有個人情報開示請求がされ、これを受理

いたしました。事実関係の検証を行った結果、市として不正請求事案であると確認

し、東京都にも事案を情報提供いたしました。そして、６月２７日に、保有個人情

報の開示を行いました。本人に陳謝するとともに、市から警察へ被害届の提出をす

ることの同意を得ました。 

また、当該市民の住民票等の不正取得が発生しないよう、本人の同意のもと、シ

ステム的発行抑止等の対応を実施いたしました。７月２日に、小平警察署に被害届

を提出し、かつ、本人にも届出をしたことを報告しました。また、プレスへの発表

の同意を得ました。市幹部、議長、議員へ情報提供し、東京都にも被害届提出につ

いての追加の情報提供をいたしました。 

最後になりますが、３の原因及び再発防止策等ですが、住民票請求受付時に通常

どおりの本人確認を実施しましたが、なりすましによる不正取得を防ぐことができ

ませんでした。今後はこのような事案が発生しないよう、課内において再度周知徹

底し、より慎重な本人確認に努めてまいります。 

なお、本人にその後の状況を確認しましたが、新聞報道もあったことから、平穏

な状況であると伺っております。 

報告は、以上でございます。 

会長 この件について、委員の皆様から何か御質問はありますか。 

委員 再発防止策として課内において再度周知徹底とありますが、市民課内に限ら

ず自動車免許証のみで証明書を取得できる他の課についても徹底を図るべきなので

はないですか。 

市民課 市民課だけでなく、同じ部内としては収納課でも納税証明書、税務課でも

諸々の証明書の発行において本人確認が必要になります。また、保険年金課では保

険証の即時発行する場合に自動車免許証等で本人確認を行っています。そのため、

同じ部内に限らず同様の確認方法を行っている課についてはすでに情報共有を行っ

ているところです。 

委員 本人確認の手段として運転免許証が最も使われる理由は顔写真が付いている

からだと思いますが、今回の件では顔写真では区別することが難しかったというこ
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とですか。 

市民課 顔写真を確認する際はサングラス、マスク、帽子を着用されている御客様

については取っていただき対応している状況ですが、今回の案件については顔と写

真とを見比べ同一人であると判断したということになります。 

委員 今後の具体的な対策はどのように考えていますか。 

市民課 この案件以降、窓口で対応した職員が疑問を感じた時には運転免許証以外

の保険証などの書類も御呈示いただくなど対応しています。 

委員 確認書類の条件を厳しくしすぎるのも証明書が取得しづらくなると思うので

その辺りも考慮して今後検討してください。 

委員 写真のない保険証で本人確認ができるのでしょうか。 

市民課 顔写真付きの確認書類を持っていない方については、保険証のほかに診察

券や年金手帳などを２点以上御呈示していただくことになっています。 

会長 それでは、他に何かないようでしたら、この件はこれで終了とします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

(4) 小平市環境家計簿の個人情報漏えいに関する中間の取りまとめについて（報告） 

会長 次に議事の４番目「小平市環境家計簿の個人情報漏えいに関する中間の取り

まとめについて」の報告です。それでは、報告内容について、担当課から説明をお

願いします。 

環境政策課 資料４を御覧ください。 

    本件は、６月２６日に発覚しました。その後、本日お配りしました中間の取りま

とめを７月５日に利用者などへ案内し、それ以降環境家計簿を停止しております。 

    本日はこの中間の取りまとめに沿って御報告いたします。７月３日の審議会で御

報告させていただいた内容と重複する部分もございますが、御了承ください。 

 １の本事案発覚の経緯でございますが、６月２５日午後４時頃、受託会社に対し、

小平市環境家計簿と同様のサイトの保守管理を委託している他自治体から当自治体

サイトに登録している登録者の登録情報が漏えいしている可能性がある、との連絡

が入り、受託会社において調査を行いました。 

その結果、３月１９日から２０日にかけて受託会社のウェブサーバーで運営して

いる原因サイトが不正アクセスを受け、小平市環境家計簿の登録者情報も漏えいし

たことが判明しました。このことについて、受託会社から６月２６日午前８時３０

分頃、報告を受けました。 

２の漏えいの内容でございますが、３月２０日時点で小平市環境家計簿に登録が

あった１，５１６名分であり、小平市環境家計簿の登録時に入力する項目です。項

目の内容は以下に記しておりますが、この中で入力時に必須としている項目につき

ましては、右側に米印で記しております。 

３の漏えいの原因でございますが、原因サイトのプログラムにＳＱＬインジェク
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ションのセキュリティホールがあり不正アクセスを受けました。また、データベー

スの権限設定に問題があり、同じサーバーで運営していた小平市環境家計簿を含む

他のサイトのデータベースにアクセスできる状態でした。 

ＳＱＬインジェクションとは、インターネット上に公開しているサイトにアクセ

スし、不正な要求文を入力欄に書き込み、利用者の登録情報を表示させる手法でご

ざいます。 

４の現段階における再発防止対策でございますが、１点目として、ウェブ・アプ

リケーション・ファイアーウォールを導入しました。ウェブ・アプリケーション・

ファイアーウォールとは、不正な要求文のアクセスを拒否し、攻撃の検出がメール

で通知されるものでございます。２点目として、各サイトのデータベース権限が、

そのサイト用のデータベースに限定される設定を行いました。 

５のこれまでの市の対応でございますが、６月２６日午後５時１０分頃に市議会

への報告及びプレスリリースを行いました。午後８時５０分頃に漏えいの対象とな

りました１，５１６名に、お詫び及び経緯等に関する内容と迷惑メール等への注意

喚起を記載したメールを送信するとともに、小平市環境家計簿のお知らせ機能を通

して周知を図りました。翌日６月２７日午後１時３０分頃、警視庁及び小平警察署

に対し報告と相談を行いました。同日午後６時１０分頃、対象者である１，５１６

名に第二報として漏えいした登録者情報の詳細な内容、パスワードの再設定方法、

警視庁・小平警察署に相談している旨等を記載したメールを送信するとともに、小

平市環境家計簿のお知らせ機能を通して周知を図りました。６月２８日午後２時４

５分頃、小平市行政法律相談に相談を行いました。６月２９日午後６時頃、対象で

ある１，５１６名に受託会社がホームページに公表した内容に他自治体への対応に

問題があったことが示されていたことから、内容を確認するまでの間、小平市環境

家計簿を一時停止する旨を記載したメールを送信するとともに、小平市環境家計簿

のお知らせ機能を通して周知を図りました。７月３日の前回の審議会において、こ

こまでの状況について御報告をさせていただきました。 

６の市民からの苦情・問合せでございますが、この中間報告を取りまとめた７月

４日までに、電話及びメールにより１７件の苦情及び問合せがありました。そのう

ち１件について、自宅を訪問し、謝罪及び経緯等の説明をしました。 

７の今後の市の対応でございますが、受託会社からの報告及び庁内関係各課との

協議を踏まえ、小平市環境家計簿の運用の方向性などを検討し、その間、小平市環

境家計簿を停止します。 

ここまでが、７月５日に中間の取りまとめとして、利用者の皆様に御案内させて

いただいた内容でございます。 

説明は以上です。 

会長 この件について、委員の皆様から何か御質問はありますか。 
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委員 再発防止対策としてウェブ・アプリケーション・ファイアーウォールを導入

したとのことですが、運用するのに年間最低でも３０万円、高いと１００万円くら

いの金額が発生すると思いますが予算で手当て済みとなっているのですか。 

環境政策課 新たに予算を計上するということはしないで、これまでの保守委託管

理料の中で対応していただいたことになります。 

委員 今後の市の対応は受託会社からの報告を踏まえて検討するということですが、

この報告はすでにされているのですか。 

環境政策課 受託会社からの最終の報告については、すでにいただいている状況で

す。 

会長 それでは、他に何かないようでしたら、この件はこれで終了とします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

(5) その他 

会長 本日の議事は、終了しました。その他に何か事務局からありますか。 

事務局 特にありません。 

会長 以上で本日の会議を終了します。お疲れ様でした。 


