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令和元年度 第 2 回 小松島市一般廃棄物処理基本計画策定会議  

議事録 

 

【日 時】令和元年 10 月 2 日（水） 午後 1 時 30 分から 3 時 15 分まで 

【場 所】小松島市役所 4 階会議室 

【出席委員】大島委員、金西委員、喜田委員、島田委員、武中委員、田村委員 

内藤委員、松浦委員、松村委員、山口委員 

 

【会次第】  

 1．開会 

2．委員長挨拶 

3．議題 

（1）アンケート調査結果について 

        （2）計画の施策について（案） 

       （3）ごみの排出量の推計及び主な目標数値の設定（案）について 

      4．事務連絡 

      5．閉会 

 

【会議概要】 

午後 1 時 30 分開会 

 

【事務局】 

事務局より傍聴の注意、その後委員長から挨拶。 

 

【委員長】 

今日用意された議題は、お手元の会次第をご覧ください。三つ用意されていて、ア

ンケート調査結果について、計画の施策について、ごみ排出量の推計及び主な目標通

知表数値の設定案について、となっています。 

アンケート調査結果について報告いただきますが、アンケートによりまして、ひと

つの傾向を見出すことになります。それは市がいくら頑張ってもごみの分別収集処理

は完成しないということで、市民の方々がどういう気持ちで環境問題に向き合ってお

られるかというところを調べたアンケートになります。 

それでは説明をお願いします。 
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【事務局】 

事務局より、議題（1）アンケート調査結果について説明。 

 

【委員長】 

お気付きの点がありましたらご意見お願いします。 

 

【Ａ委員】  

資料について、いくつか確認させて下さい。市民の中から 1,900人を無作為に抽出

して郵送ということですが、例えば 10代の方への郵送数は把握しているのでしょうか。

世代ごとの回答率等の情報もあれば教えていただきたいと思います。資料 2では、い

くつかの業種によっては回答数がゼロというのがありますが、市内の 100事業所に対

して無作為に抽出して郵送されたものですから、元々郵送されていないという可能性

もあるので、明確にしておく必要があると思います。資料全体を通して、各設問に対

してこういう傾向があるということはよくわかりました。これから具体的な課題や解

決方法を探っていくためには、属性との関わり、クロス集計をして、例えば意識の高

い方はどんなことをしているのか、意識の低い方、例えば、面倒だという回答があり

ましたが、そういう人たちがどのような回答をしているのか、世代ごとにどういう取

り組み方や意識をしているのか、ということを調べていくと、もう少し具体的なピン

ポイントの施策や対策が打てるのではないかと思います。これからそういうことをつ

めていかれると思いますので、是非お願いします。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。質問をいただきまして、年代別でどれくらいの構成比を

占めているか等につきまして、手元に資料がありませんので、またご提示させていた

だきたいと考えております。それからクロス集計についてですが、今回の市民、事業

所のアンケートはかなりの設問があり、クロス集計をするとかなり複雑になる傾向に

ありますので、手元の資料としては持ち合わせておりますが、分析まではできており

ませんので、傾向分析も踏まえて回答したいと考えております。 

 

【委員長】 

はい、ご意見ありがとうございました。私自身は定量分析に限界が来ているという

のが正直な感想で、今回のアンケートで一番良かったのは、減量化及び資源化目標に

向けての施策の活用や実践についての実践度で、なぜしないのか理由を教えてくださ

いというところです。この意識をどう変えるのか、市の責任は重いです。市は減量化
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を推進するための取り組みをやっているけれど、なぜ実現しないのか、今回のアンケ

ートは定量分析を詳しくして、何をどうすればというのがかなり難しくなっています。

数値については事前に事務局からいただき、具体的に数値目標を定めることも考えた

のですが、原単位が取れていない。今の分別にどのくらい混入しているかという程度

しかありません。もう少し数値を確認するには、いろんな意味で整理が必要というの

は認識しています。 

 

【Ａ委員】 

回答に関する定量的な分析は確かに限界かと思います。もう少しなら何とかできそ

うだ、というような意識を持たれている方も結構いらっしゃったので、どこをどのよ

うにしたらできるということを指し示すことは可能ではなかろうかと思います。 

 

【委員長】    

ご指摘の通りです。他はございませんでしょうか。 

 

【Ｂ委員】   

資料の中で、ごみの分別方法がわかりにくいとか、取り組み内容がわからないとか、

いろいろ出ていますが、例えば、紙は紙にリサイクルされる、プラスチックはどうリ

サイクルされているのか疑問を持っていました。委員長の話の中で、アスファルトの

原料にも利用されていると聞いたのですが、一般の人はこれを分別したらどこにどう

いうような形になって戻ってくるかというのがわからないと思います。これがこうい

うふうに処理されて、こうなるということを周知されたら、リサイクルに取り組む人

が増えるのではないかと思います。 

 

【委員長】    

ありがとうございます。資料ではありませんが、プラマークがあります。このマー

クは容器リサイクル法の枠組みですから、作る段階で既にお金を払っており、消費者

が負担している。容器を買ったらすでにお金を払っているから、そのお金を無駄にし

ないようにちゃんと集めなさい、という話と、ゴムホースや長靴やバケツや歯ブラシ

や三角コーナーとかこういったものは、容器ではないけれども適切に処理しないとバ

ラバラになって、例えばウミガメが食べてしまいます。そういう色々な情報提供をし

なければいけません。ただ、それが歴史的経緯もあって、たどり着いていないという

のが現状かと思います。市が廃プラスチックの処理を委託契約したのは何年ですか。 
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【事務局】    

平成 21年度と認識しております。   

 

【委員長】    

やっと 10年、あるいは 10年と見るのかは意見がわかれますが、プラスチックの問

題にしてみれば大きく方針転換をして 10年経っているけれど、その意味を周知できて

いないというのが現実と思います。 

 

【事務局】    

ごみの分け方、出し方を作成したのは、平成 28 年度でした。それ以降は改定して

いません。容器リサイクル法とそもそも廃棄物として適切に処理しなければならない

といった時代要請を踏まえて、今回の意見を踏まえて、次期改定の中には分別の意識

を高めるような、細分化した表記の仕方も研究したいと思います。 

 

【委員長】    

ありがとうございます。事業所として金融業・保険業は支店を入れても 4～5 件し

かありません。たまたまそこにアンケートが行かなかったのか、返事をいただけない

ような体制だったのかというのは非常に重要なことと思いますので、よろしくお願い

します。今回、なかなか自由意見を書く機会がないと思いますが、いろんな意見が上

がってきて、面白いのは、皆さん情報通で近隣市町村の情報を得られて、比較して、

面倒であるとか、こっちのほうがいい、あるいは環境問題に熱心な方は、もっとリサ

イクルを進めるといった意見も頂戴しています。廃棄物の問題は、処理する単位が基

本的に市町村によってまちまちです。それは市町村の事情に応じてやらなければいけ

ないという事情ですが、これだけ人口流動が多くなると、いい方向だ、悪い方向だ、

楽だ、しんどいという比較が起きていて、現状のアンケートに表れていると思います。

なかなか色々考えてもいいアイデアはないわけですが、次に廃棄物処理計画そのもの

について、議論してまいりたいと思います。 

 

【事務局】    

事務局より、議題(2)計画の施策(案)、議題(3)ごみの排出量の推計及び主な目標数

値の設定（案）についての概要説明。 

 

【委員長】 

ごみを減らすことが最終命題ですが、減らすにあたり、色々な段階があります。特
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にごみを出すのは市民一人ひとりなので、意識を頑張って変えていきましょう、とい

うことです。相関分析をきちんとやっても面白い結果になるわけです。 

委員の皆様にお伺いするのですが、家の台所の中にごみ箱はいくつありますか。3

つ以上あるご家庭はありますか。2 つの方、1 つしかない方。正確に分別しようと思

ったら、小松島市では 4つ程度は必要です。そんなに広い台所のあるご家庭ばかりで

はないですし、色々な制約があると思います。そのように環境問題に意識を持とうと

思ったら習慣になります。手つかずの食品だけを減らしたらこうなる、というのでは

なく、手つかずの食品を減らす人は、おそらく缶や紙を分別している人だと思います。

そういう相関があるので、政策が結果を生むという、単純でないところが廃棄物の計

画の面白いところであり、難しいところです。 

このような事情のもとに計画を立てますが、目標を示さないと厳しいので、一生懸

命考えていただきました。この計画の特徴だけ補足しておきます。目標の算出根拠の

項目に協力度、何%という数字が入っています。これはアンケートから取りましたが、

この数字を改善していけば、ごみの削減量は増えてきます。この協力度を上げるのを

当面、市の施策の中心に据えたいというニュアンスが見て取れるわけです。そのため

にはアナウンスしなければいけないし、わかりやすく作り直すことも必要であり、事

前の打ち合わせの時に子供の教育も必要です。小学校等で環境教育をきちんとやって

いただいて、意識を高めてもらいます。別の委員さんから聞いた話ですが、子供がお

ばあちゃんの家で自分が食べたものを捨てに行くと、それを捨てるべきごみ箱があり

ませんでした。おばあちゃんの家ではどこに捨てるの、と言われて分別意識が高まっ

たという話もあり、徐々に広めていかなければいけないし、そのためには 5年の計画

期間が必要になる、と思いまして、アンケートを取ってまとめたわけですが、それを

どのように実際の数値につなげるか、ということが非常に重要です。具体的な取り組

みは別途提案があるように聞いておりますので、それはまた次の機会に待ちたいと思

います。とりあえず、目標数値まで頑張らなければいけないと言われているのですが、

市民感覚はどうですか。  

 

【副委員長】    

数値目標をいくら定めても、なかなか結果に結びつけることができません。結びつ

けるとすれば、委員長が言われたように文化を変えることによって新たに生じてくる

技術的イノベーションもあわせて図っていかない限り、なかなかごみの削減には結び

ついていかないと思います。もう一方で、先日、ロンドンで十分にご飯が食べられな

い母子家庭や貧困層の人のために、町の中に共有の冷蔵庫が設置されており、まだ食

べられる食品を入れておけば必要に応じて持って帰ることができ、食品ロスにつなが
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るというテレビ番組を見ました。文化やイノベーションで考えると、過剰包装をいか

に削減するか、というのが一番大きいので、すべて文化につながると思います。 

 

【委員長】    

生鮮食品を人に譲るのはなかなかできないですが、瓶入りのジャムなどは、徳島市

の NPOがフードバンクの活動を行っています。 

 

【事務局】    

鳴門市では、消費期限を迎える前の食べられる食品の取り組みをしていると聞いて

おり、今度、イベントで実施するという話を聞いています。そういう手法も今回の計

画の改定にあたって、エッセンスとして考えていく必要があると考えています。 

 

【委員長】 

生鮮食品を譲り合うというのは、日本の考え方としては、盛り上がればいいですが、

都会だと数が多いので、取り組みをしている団体もあります。集めたものを団体が責

任をもって処分しないといけないので、量的に手を出すのが難しいのであれば、その

一歩手前の長期保存食品の譲り合いにトライすると、意識が変わることもあると思い

ます。お気づきの点を忌憚なくお願いしたいと思います。 

 

【Ａ委員】    

数値を見ると不思議なところが 2か所、私が聞き逃したのかもしれませんが、目標

値を設定するときに平成 30年度の値を基にということでしたが、生活系ごみの金属・

空き缶類と粗大ごみの 2項目をみると平成 25年度から平成 30年度まで、ずいぶんば

らつきがあります。特に粗大ごみは桁が変わってきていますが、このような変化の激

しい項目で、平成 30 年度の一番大きな値を使って、悪く言うと目標を達成しやすく

しているような感じに見えますが、なぜこのようなばらつきのある値なのにこのよう

な処理をされたのでしょうか。 

 

【事務局】    

粗大ごみの収集は、平成 27年度から実施しています。計画は平成 30年度が決算ベ

ースになりますので、それを基準に 15 年後の計画としたところです。委員がおっし

ゃるように、他の年度を基準としてもよかったのですが、一般的にこの計画は、直近

年度からの 15年後の推計値で設定したということです。 
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【Ａ委員】    

ルールに従ってやるのは結構と思いますけど、これだけ数値が違うと、なぜ違って

いたのかということもできるだけ明らかにしておかないとダメかと思いますが、その

点はいかがですか。何か原因がわかっているのですか。例えば、統計の取り方が変わ

ってきたとか、ごみの収集の仕方が変わっている、処分場が違うとか、何かいろいろ

理由があったのでしょうか。 

 

【事務局】    

平成 26～29年度までばらつきがありますが、平成 30年度を基準年度としています。 

まず、粗大ごみは数字が急に増えている時期があります。引越ごみの場合に直接持ち

込んでいただいて粗大ごみの処理をしていましたが、市民のニーズに応えるため、戸

別収集を始めました。この増えた時期から徳島市と同じような形で、地区を二つに分

けて、隔月ごとに葉書を出していただいて、こちらから伺って収集を行う戸別収集制

度を始めております。 

 

【Ａ委員】    

サービスを拡充してごみがたくさん集まったということですか。すると、サービス

をする前は不法投棄があったのですか。 

 

【事務局】    

以前は業者で処理されていたと思います。 

 

【Ａ委員】   

ここにある数値は、小松島市が処理しているごみの量であり、他にもごみ自体は業

者の方が独自に処分しているものもあるという理解でいいですか。 

 

【事務局】    

はい。そういうことです。 

 

【副委員長】    

粗大ごみについて、私の家庭の話をしますと、粗大ごみは自分でトラックを借りて

衛生センターへ持ち込まなければいけませんでした。今は先に申し込んでおけば、粗

大ごみを取りに来て持って帰ってくれるという制度に変わりました。持ち込みしなけ

ればいけない段階は軽トラックとかを借りなければいけないので、家庭に長い間スト
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ックしていたという状態があって、取りに来ていただけるようになってからは、こま

めに出せるようになりました。 

 

【Ａ委員】    

今の話だと、回収方法が変わっただけで、センターが処理するごみの量には違いが

出にくいと思うので、統計の数値の調査方法がよくわからなくなりました。 

 

【事務局】    

説明不足で申し訳ありません。サービスの拡充により、平成 27 年度から粗大ごみ

収集を戸別収集で市が取りに行くようになりました。昨年度から 2か月に 1回で、最

大年に 6回、個数は 5個までとしています。それまでは、先ほど委員がおっしゃった

ように、市民が自ら手間を掛けてトラックで運ばないといけなかったため、衛生セン

ターに粗大ごみとして排出される量が量的にも少なかったということでご理解いた

だければと思います。 

 

【Ｃ委員】    

小松島市の人口が減っているのに、核家族化もしくは転入された住民が増えており、

アパートやマンションの住民への周知ができていないように感じます。また、ペット

ボトルを収集するにあたって、分別が徹底できておらず、持って帰った量はどのくら

いでしょうか。 

 

【事務局】    

まず、前半の部分をお答えします。今回のアンケート調査票にはどのような世帯構

成になっているのかという設問がありますので、クロス集計による傾向を次回お示し

できると考えております。ペットボトルの分別ができていないものは、収集せずに置

いて帰ります。地区によっては分別できていない所がありました。今年の 8月頃から

分別をすることになり、まだ数字として集計はできてはおりませんが、ほとんど回収

できている状態です。 

 

【Ｃ委員】    

市外の人や単身の方、転入された住民に小松島市の収集方法を理解してもらうため

に、どのような工夫をしていますか。 

 

【事務局】    
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まず、市のホームページや広報に掲載しておりますし、転入された際に、ごみの分

け方・出し方というパンフレットをお渡しして、説明しております。 

 

【Ｃ委員】    

転入手続きをしない方もいらっしゃるかもしれません。それから、広報は新聞です

が、各家庭に配布していますか。  

 

【事務局】    

全家庭へ配るようにしております。新聞を取られていない方へも投函しております。 

 

【Ｃ委員】    

新たに転入された方は慣れるまでは分別が難しいと思いますが、周知を徹底してい

れば、情報が行き渡ると思います。それから、事業系のごみを収集することがあった

ようですが、事業系のごみと家庭系のごみをしっかり分別しているかどうかについて

は、いかかですか。 

 

【事務局】    

委員さんも感じるところはあるかもしれませんが、今回、事業所に対してもアンケ

ートをした理由は、設問にもありますが廃棄物の管理責任者を置いているか、事業系

一般廃棄物と事業系産業廃棄物の違いを理解しているか等がございました。事業系一

般廃棄物と事業系産業廃棄物の区分は、8 割以上の方が認識されているという結果も

ありましたが、現実的には、今後は先ほど委員の方がおっしゃったような側面も研究

していかないといけません。例えば、家庭向けのごみの分け方・出し方のカレンダー

以外に、事業系のごみのカレンダーを作っていくということも場合によっては必要な

のではないかと考えます。 

 

【Ｃ委員】    

ポイ捨て看板を設置しているということですが、設置数が 2、3 ヶ所では少ないよ

うに思います。海洋プラスチックごみの問題で、海岸は漁師さんが時々掃除している

ので、プラスチックごみは減っていると思われるのですが、台風や大雨の時には河川

からのごみがたくさん流れ込んでいると思います。1 か月程度かけて海岸を見て回り

ましたが、普段行かないところはすごい量のごみがありましたので、プラスチックご

みから発泡スチロールなども多く、不法投棄禁止の看板を増やせばいいのではないか

と思います。実際は、どのあたりに看板は出していますか。 
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【事務局】    

不法投棄に関するものは、土地所有者が責任をもって管理しなければならないこと

になっているため、不法投棄の通報があった場合は、登記上の所有者を調査し、その

所有者に対しては、ロープを張るなり、掲示板を作るなりの管理責任があることを行

政は求めています。また、公共施設の近隣の山林にごみが放置されている場合には、

県から配布される看板が年 2件程度あります。公有地に近い土地の場合には、ラミネ

ートで簡易な看板を作成し、適宜掲示する努力をしています。不法投棄をなくすとい

うことで、件数を減らすことを目的として目標値を設定しており、現状としては、様々

な取り組みを行っているということでご理解いただきたいと思います。 

 

【委員長】    

持って行ってもらえないので不法投棄になります。不法投棄が起こらないように、

収集をきちんとすることが大事です。もう一つはごみを捨てているのにお金がかから

なかったのに、急にお金がかかるようになったごみがあります。いわゆる家電 4品目

です。リサイクル手数料がないと、もう一度テレビやエアコンに使った金属等を再利

用できないという仕組みになっていて、県内あちこちで通報があります。土地は誰か

が所有していますので、皆さん非常にお困りの状態ですが、ダミーの防犯カメラを仕

掛けておくだけでも防止効果はあるそうです。誰も見ていないからいいだろうと思う

のは、人間誰もあるかもしれませんが、少しずつ文化や生活習慣として直していかな

ければいけません。 

 

【Ｃ委員】    

令和 15 年度に向けての計画ということですが、広域（ごみ処理施設）の完成予定

はいつ頃ですか。 

 

【事務局】    

広域ごみの供用開始年度は、今の予定では令和 9年度、平成では 39年度です。 

 

【Ｃ委員】    

小松島市の焼却炉は、それまでは確実に使う予定ですか。 

 

【事務局】    

改修もしながら、対応するということです。 
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【Ｃ委員】 

ダイオキシンの影響はない焼却炉ですか。 

 

【事務局】 

ごみの広域化については、令和9年度を予定しており、広域の情勢にもよりますが、

いずれは閉鎖という話になってくるかもしれませんので、そのあたりの考え方からす

ると、やはりある程度の年数は必要という気がします。環境衛生センターにおいても

ダイオキシンが発生しない稼働と環境基準にあたる項目の数値公表をしており、安全

な施設と認識しております。 

 

【Ｃ委員】    

ダイオキシンは安心しましたが、耐火レンガを改修したのは、何年前ですか。 

 

【委員長】     

この計画でダイオキシンは、プラスチックごみが主要を占めるわけで、そのために

（平成 21年 6月以前は）市はプラスチックごみの減容化、資源化を進めてきました。

なかなか分別が進まないと、そういう問題も往々にして発生するし、炉も傷めます。 

 

【Ｃ委員】    

Ａ重油で助燃しているけれど、プラスチックが入っていればＡ重油の役割をしてＡ

重油が必要なくなるのではないか。耐火レンガはある程度傷むけれど、あと数年なら

少々耐火レンガが傷んだとしてもプラスチックを可燃物に混ぜて燃やしてもいいの

ではないかと思いました。このため、プラスチックを混ぜて燃やすことについて、ど

う思いますか。 

 

【事務局】    

公的な見解としては、プラスチックを燃やすということは高カロリーで、広域では

熱回収施設として建設する予定になっています。基本的には場内電力は賄って、余剰

電力は売電する予定になっています。このため、溶融方式に改めるためにコストを投

入するのは財政面を考えても向き合えない話ですので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

【委員長】    
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よろしくお願いします。市の指定袋はどのような材質ですか。 

 

【事務局】    

ポリエチレンです。 

 

【委員長】    

指定袋も一部は石油を使っていますので、燃料扱いです。議論していると非常に勉

強になります。環境問題は、地球上で生活している以上、配慮しなければいけないこ

とです。色々な考え方があるなかで、地球に生きる人間としての責任があるのではな

いでしょうか。自分たちの世代だけで資源を使っていいのでしょうか、という問いに

答えてください。人間はこれから先、おそらく地球が爆発するまで人間の遺伝子を引

き継いでいかなければいけないわけです。その遺伝子が欠けないように、少しでも環

境問題を考えていくのであれば、いろいろ考えた末にそれぞれの自治体が出す施策や

政策に協力するというのが間違いではないのではないかというのが、妥当な解と思え

てきます。今日は細かい数値の見方について、色々ご指摘いただきました。文化や考

え方を少しずつ変えていかなければなりません。廃プラスチックの中は、非常に混入

率が高く、処理に困っていた時代があったと聞いていますが、今は異物混入率を毎月

報告してくださっていて、徐々に異物混入率が減っている。収集の努力もあれば、市

民の意識も高まってきて、いい方向になってきました。 

それでは、まとめます。残念ながら、これまでの計画手法の流れもありまして、ど

うしても市民の意識を高める方向、そして現状がどうだというデータが主になってい

ます。具体的にごみをどのくらい減らすという資料に結び付けるのはロジックが難し

いですが、今回、協力度という指標を使いながらやってみたいと思った次第です。こ

の協力度を極力上げる、別の施策がひとついるわけで、次回提案される 5年間の計画

の施策の重要な部分になると思います。これまで協力しながら頑張ってきたし、それ

はプラスの評価を受けるべきところですが、近い将来の広域ごみ処理をにらんで計画

を立てて、そこにソフトランディングできるような施策、市民の気持ちの整理をして

いくといいと感じた次第です。 

予定された議題については、説明とご意見をいただいたところですが、何か全体を

通じてお気付きの点がありましたらマイクをお取りください。お願いします。 

 

【Ｄ委員】    

ペットボトルの回収の朝に巡回していますが、キャップが混ざっていることがある。

周りから見えないよう、袋の真ん中に入れているので、分別を徹底してほしい。 
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【事務局】    

ペットボトルの分別は 8月から徹底して、キャップとラベルを剥がしてもらいます。

剥がしたラベルとキャップはプラスチックに、ボトルは中を洗ってから出していただ

くことを徹底するようにしております。 

 

【委員長】    

ペットボトルのラベルには、「このお茶のラベルには二酸化炭素を削減するためにペ

ットボトルの再利用品を使用しています」と書いてあります。ラベルはペットボトル

からもう一度作り直しています。ある学者がペットボトル再生矛盾という本を書いて

いて、もう一度油にしてペットボトルを作り直すと、油にする溶かすエネルギーの方

が石油からペットボトルを作るエネルギーより大きくなるという話が出ました。ペッ

トボトルをこのままマテリアルで使うのは難しいですが、外側のフィルムは触るだけ

ですから問題ありません。 

環境については色々なことを考えなくてはいけなくて、紙容器に変更するのもなか

なか難しいものがあります。豆腐屋さんがプラスチック容器を紙容器に動いて下さっ

ていますが、むしろ丈夫に作らなくてはいけなかったりして重くなったり、あるいは

紙ストローも実験しましたが結局フニャフニャになってしまいました。ストローの語

源である麦わらでストローを作ったら、コストがかかりすぎて 1本 60円くらいになり

ました。環境に優しいといっても買うのに勇気が要ります。お金の問題や自分がごみ

をどうするかを総合的に考えなければいけなくて、いい方法は一朝一夕には見つから

ないけれども、原点に戻りますが、現行法体系とそれに従った自治体の管理方針に従

って次回、計画書が出てきますので、準備に入っていただければと思います。よろし

いでしょうか。ではお返しします。 

 

【事務局】    

委員の皆様、長期間にわたり、お疲れ様でした。 

事務局より事務連絡。 

 

以上をもちまして会議は閉会となります。本日は誠にありがとうございました。 

 

－午後 3 時 15 分 閉会 － 


