
平成２０年度第１回函館市戸井支所地域審議会議事録（要点）

１ 日 時 平成２０年７月９日（水）１４時００分～１６時０３分

２ 場 所 函館市戸井支所 第３会議室

３ 出席者

尾関 忠義 委員 宇美健次郎 委員 濱島 史子 委員

宇美 兼松 委員 佐藤 孝昌 委員 館山 澄子 委員

成田 博満 委員 植野 範子 委員 山路 榮 委員

尾本 美恵 委員 吉田恵美子 委員 古田 清一 委員

佐々木竜矢 委員 菊地真由美 委員

事務局

戸井支所長 伊藤 修

戸井支所地域振興課長 佐藤 博史 主査 工藤 泰之

戸井支所地域振興課主査 井戸 浩嗣 主任 小川 貴宏

戸井支所住民サービス課長 林 秋男 主査 泊澤 宏一

戸井支所保健福祉課長 五十嵐 陽子

戸井支所産業課長 山下 勝 主査 的場 哲哉

戸井支所建設課長 岩船 秋男

戸井教育事務所長 八木 多佳夫

理事 小柏 忠久

企画部計画推進室長 佐藤 洋一

企画部計画推進室地域振興課長 佐藤 直孝 主査 進藤 昭彦

企画部計画推進室地域振興課主事 小玉 亮

教育委員会学校教育部学務課長 佐々木 達志

学校教育部参事 三尾 慎吾

水道局事業部長 天満 茂夫 事業部水道課長 斉藤 章生

水道局管理部次長 中谷 宏平 管理部総務課長 三上 武一

水道局管理部総務課係長 林 寿理

４ その他 傍聴者 なし ・ 報道機関 函館新聞



５ 議 事

佐藤課長 本日は，ご多用のところ，ご出席を頂き，誠にありがとうござい

ます。

定刻になりましたので，ただいまから平成２０年度第１回函館市

戸井地域審議会を開催いたします。

本日の会議は，地域審議会の設置に関する規程第８条第５項の定

めにより，公開としております。

また，傍聴人数におきましては，会場の都合もあり，２０名とし

ておりますので，この点もご了解願います。

会議に入ります前に４月１日付けで管理職の配置換えがありまし

たので，伊藤支所長の方からご紹介申し上げます。

伊藤支所長 それでは，私の方から紹介させていただきます。

初めに産業課長に配置換えとなりました，山下でございます。

（山下課長 挨拶）

伊藤支所長 続きまして，本庁から異動できました，教育事務所長の八木でご

ざいます。

（八木所長 挨拶）

伊藤支所長 今後とも，よろしくお願いします。

佐藤課長 ５月１日付けの戸井支所の機構表を資料でお配りしていますので

ご覧下さい。

それでは会議開催にあたり，尾関会長からご挨拶申し上げます。

＜挨拶要点＞尾関会長

，本日は平成２０年度第１回函館市戸井地域審議会でございますが

皆様におかれましては，この時期，養殖コンブ漁の最盛期を迎え，

多忙を極め，大変お疲れのところ，ご出席をいただきまして，誠に

ありがとうございます。

なお，本日の議題は，ご案内のとおり，諸般の報告，平成１９年

度事業の実績ならびに地域振興全般に関する意見交換が，主な内容

となりますので皆様の活発なご意見を頂き，進めて参りたいと考え

ておりますので，よろしくお願いいたします。

以上，簡単ではありますが，開会にあたってのご挨拶とします。



佐藤課長 会長，どうもありがとうございました。

次に伊藤支所長からご挨拶を頂きます。

＜挨拶要点＞

伊藤支所長 平成２０年度第１回戸井地域審議会の開会にあたり，一言，ご挨

拶申し上げます。

委員の皆様におかれましては，養殖コンブ漁の最盛期を迎え，大

， ， 。変お忙しい中 ご出席いただきまして 誠にありがとうございます

又，皆様には日頃から市政運営全般にわたり，特段のご理解とご

協力を賜わっておりますことに対し，感謝申し上げます。

市町村合併から今年で４年目を迎える函館市は，地域の特性を活

かした「まちづくり」に取り組んでいるところですが，経済情勢

中々明るさが見えず，人口減少と少子高齢化が進み，地方交付税の

削減や市税収入の伸び悩みにより，財政が逼迫するなどの課題を抱

えている状況にあります。

戸井地域にあっては，これから天然コンブやマグロ漁の最盛期を

迎えることから，燃油の高騰が地域経済に大きな影響を与えるもの

と危惧しております。

本日の地域審議会は，平成１９年度事業の実績報告が主な議題と

なりますが，地域の振興発展を図る上で，委員の皆様からの貴重な

ご意見，ご提言を賜りますようお願い申し上げ，開会にあたっての

ご挨拶とさせていただきます。

なお，本日は小柏理事が出席されておりますので，ご紹介申し上

げ，ご挨拶を頂戴したいと存じます。

小柏理事，よろしくお願いいたします。

＜挨拶要点＞小柏理事

只今ご紹介いただきました，理事の小柏でございます。

この４月に就任し，各地域の地域審議会に出席をさせてもらって

います。

皆様もご存じの，日本全体が少子高齢化に伴い，人口減少の時代

を迎えまして，これは函館市も同じような状況でございます。

， ，このような状況を踏まえて 市としましても地域振興を図ること

住民サービスの低下を招かないことの２つを各支所の振興に当たっ



ての基本として，政策に取り組んでおります。

本日いただいたご意見，ご要望等につきましては，十分議論し，

検討させていただきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお

願いします。

佐藤課長 小柏理事，伊藤支所長ありがとうございました。

それでは，これより会議に入りますが，進行につきましては，地

域審議会の設置に関する規程第８条第２項の定めにより，会長が議

長を務めることになってございますので，以後，尾関会長が議長で

進めて参りますので，よろしくお願いいたします。

尾関会長 それでは，会議を始めます。

本日は，木村委員が所用のため，欠席をしておりますので，出席

委員は１４名であります。

地域審議会の設置に関する規程第８条第３項の，過半数以上の出

席要件を満たしておりますので，直ちに会議を始めます。

本日は，お配りの会議次第に沿って進めて参りたいと考えており

ますので，よろしくお願い致します。

早速，議事に入ります，まず始めに，報告事項が２点程ございま

すので事務局から報告を求めます。

工藤主査 ［別紙１により説明する ］。

尾関会長 報告事項ではございますが，何か質問ありますか。

バス路線の質問は誰が出したのでしたか。

成田委員 恵山地域から来るバスは，高校統合用のバスとは違いますか。

佐藤課長 統合と言うと戸井高校の関係でしょうか。

それとはまったく別です。

成田委員 戸井高校とは別にバスを出しているのか。

佐藤課長 恵山高校を廃校にして，戸井高校に通学している部分，椴法華・

恵山地域の生徒はスクールバスで対応しています。

尾関会長 もし，よろしければ，次に入りたいと思います。

， 。２番目の平成１９年度事業の実績報告について 説明を求めます



工藤主査 ［別紙２により説明する ］。

尾関会長 質問の前に補足説明をしいもらいます。

予算額と実績額の差はなんですか。

佐藤課長 予算額と実績額の差が３７００万ほどございますけども，主なも

のとして，工事関係では入札減と一部，瀬田来７号線についての実

施設計が，計画より縮小されたことによる差でございます。

尾関会長 ただいまから，皆様からご質問を受けていきたいと思います。

尾関会長 すいません，議長がもう１つ質問をさせていただきます。

下水道が始まりましたけど，どれ位の普及率になっていますか。

岩船課長 事業自体は平成１９年度に完了しておりまして，ちなみに普及率

は約９７％になってございます。

下水道に接続する率は水洗化率と言いますが，６月末時点では５

２．５％となっております。

尾関会長 ありがとうございました，館山委員何かございませんか。

館山委員 旧汐首小学校の体育館も凄く荒れ果てて，壊すのか，修理するの

か，どうなりますか。

佐藤課長 旧汐首小学校の体育館ですが，現在防災の備蓄倉庫として使用し

てますし，一時的な避難場所としても指定しています。

なお，計画では将来壊すことになっています。

， ，館山委員 それからグラウンドですが すごく松がたくさん生えていまして

防災の避難場所になるのか，疑問です。

， ，尾関会長 ２番目の実績説明と話が離れましたけど 質問がないようなので

このまま総括的な視点で進めてまいりたいと思います。

成田委員 防災マップに載っていましたけど，果たして，あれが避難所なの

か，明日にも避難できるようになっているのか，電気は来ているの

か，グラウンドは駐車場にもつかえないし，きちんと調査してマッ

プに載せているのか，伺いたい。

， ， ，佐藤課長 旧戸井町時代に 校舎等も起債を借入してまして 残があるため

北海道には備蓄倉庫として転用届けを出してます。

それから，当時，廃校跡地の検討委員会を立ち上げて，地域の方

々に検討していただいたのですが，いずれ壊すのであれば，避難場



所として，残してほしいと言う声もありましたので，避難所として

残しました。

現在は年数も経過しており，校舎も古くなりましたが，防災担当

としては一時的避難場所で拠点施設は潮光中学校を，準拠点施設に

は戸井西小学校を考えています。

成田委員 漁業者も高齢になってきまして，施設も新しく建てるのは，むず

かしくなってきているので，共同作業場として使わせてくれないだ

ろうか。

尾関会長 今回，小柏理事が来ておりますので，組合員が集まって地区とし

て，お願いすれば，どうにかなるのではないでしょうか。

理事どうですか。

小柏理事 各支所で廃校になった施設もありますが，先ほど地域振興課長か

らもありました，補助なり起債の残がある時に壊してしまうと，補

， ，助返せとか起債の繰上償還しなさいとなるので 期間が過ぎるまで

そのままにしている事例があります。

国もそのような時には，いいんじゃないかと言う動きもあります

ので，もう少し様子を見たいと思います。

それがなければ，地域で必要な施設として地域の方に解放するこ

とも考えられます。

ただ，建物ですので維持費もかかりますし，それらについて，ど

のような形で負担していくか，話し合いもしていかなければなりま

せん。

， ，仮に倉庫で使うとしても 最低限の修理はしなければならないし

将来展望を含めた話を地域の方としなければなりません。

尾関会長 濱島委員，鎌歌小学校はどうですか。

濱島委員 体育館も教室も物が入っています。

尾関会長 他に何かございませんか。

植野委員 東浜の生涯学習センターの前に公園があり，遊具がありますが点

検はしてると思いますが，どれ位の期間毎で行っていますか。

それから，草も生えていますが，東浜町内会で刈り取っているの

ですか。



山下課長 遊具の点検ですが，以前に本州方面で事故があった時に，当時教

育委員会から遊具点検の通知がでたことがあり，それ以降，年に１

回は点検しています。

また，生涯学習センター周囲の草刈りにつきましては，建設した

時から，管理の一部業務を東浜町内会に委託しており，夏の草刈り

や冬の除雪をお願いしております。

尾関会長 はい，山路委員さん，どうぞ。

，山路委員 函館市まちづくり３カ年計画の１９年１２月作成の１０ページに

簡素で効率的な行政の確率という中で，東部地区の地区制度の系統

と言うことで，計画年次が１９年から２２年となっていますが，昨

年も若干質問しましたが，その時点ではまだ，検討に入ってなかっ

たようですが，あれから１年経過していますので，何か検討組織な

ど出来ているのでしょうか。

小柏理事 地区制度について，お尋ねですが，西尾市長が選挙の時のマニフ

ェストに載せた制度ですが，市長の思いは各支所，各地域が元気で

自立していける，そうゆう地区にしたいと言う市長の考えなんです

よ。

， ，そのために その地区の地域のことはその地域でやれるような形

当然予算も，権限も含めて地域のことは地域でやれるような制度に

したい，これが地区制度なんです。

去年の６月の定例会でも，各支所，各地区から出られた議員さん

方から，大きな反対の声がありまして，大きくは４支所管内を二つ

の地区に分けるということで，なかなかイメージが取れないで，あ

のような議論になったのかなと，思っています。

その定例会のご意見も頂きながら，それを踏まえて現在，計画推

進室の方で，どのような形にすればいいのか，しゃにむに二つ分け

て，形を作るということは目的ではありません。

それよりも１０年後，２０年後も各地域が元気で自立してやって

いける地区になる手立てとしての行政のあり方をどうするかと，そ

うゆうことを計画推進室の方で検討しております。

この秋くらいには，一つの案を計画推進室の方に作ってもらいま



す。

それを全庁的に議論し，当然議会ともいろいろ相談しながら，進

めて行きたいと思っています。

現時点ではマニフェストにあった４地区を二つに分けると言うこ

， ，とは いろいろな方法の一つという位置付けの中でやってますので

何回も繰り返しますけど，地域が元気でこれからも発展していける

町にするための制度として，どのような制度がいいのかが原点でい

ろいろ検討していますので，秋頃には庁内的に一つの案，叩き台が

できると思っています。

尾関会長 よろしいですか，秋頃までには，何とかなりそうな話です。

山路委員 去年の段階でも言いましたが，そうゆう計画がまとまったら，早

い時点で地域に情報が流れるように，お願いしたい。

小柏理事 当然ですね，このプランがどうゆう形になるか，含めて支所を初

め，地域の皆さんとも話をしながら，プランを作っていかなければ

ならないと思っていますので，行政の方で一方的に作って，議会さ

え通ればいいんだというスタンスでは，なかなか行かないという認

識をしていますので，そうゆうプランが外に出せるようになりまし

たら，どんどん出した中で地域のご意見を頂きながら，その修正し

ながら，やっていきたいと思っています。

尾関会長 他にございませんか。

佐々木委員 まだ先の話なんですけども，テレビがデジタルになるけども，自

分の所は共同アンテナなので，施設を改修しなければならないが，

改修金額も結構かかって，個人負担も高くなるのではないかと思っ

ているが，国の補助とかあるのか。

林課長 函館市におきましては，平成１８年度に難聴地域における，それ

ぞれの共同受信組合の調査を実施しており，現在のところは国の補

助制度を基本的には利用しながら，共同受信組合の負担に係わる部

分に補助をしていく予定となっています。

市単独としての補助率などについては，検討中でございますが８

月中に庁内協議を整え，平成２１年度からの補助の開始に向けて，

作業を進めている状況であると聞いております。



尾関会長 他に意見がないようですので。

成田委員 はい，議長，前回３月に，草刈りの関係をお願いしましたが，す

でに１回刈ってもらったが，お盆前にもう１回刈ってもらいたいの

ですが。

岩船課長 市道関連の草刈りですが，１回分の予算しかありませんが，危な

い箇所がありましたら，刈っていきたいと思います。

成田委員 バイパスから墓に入る所の草で，凄く見通しが悪いんですよ。

尾関会長 その関係は当事者である佐々木さんに聞いたら，自分で刈ったよ

うですよ。

道路は刈るようですが，そうゆう所は刈らないので，開発に申し

入れをしてもらいましょう。

岩船課長 申し入れをしておきます。

成田委員 前回もお願いした，白い浜のガードレールの関係ですが，取付し

てまもなく，１本切れているようです。

新年度に防波堤の嵩上げが出来ないのであれば，もう１度，ガー

ドレールを点検してほしい。

， ，濱島委員 湯遊館前の花壇のことですが 雑草がすごく生えていたのですが

原木・二見町内会で花壇に花を植えることになり，管理は老人クラ

ブがすることになりましたので，湯遊館にお越しの際は，見て下さ

い。

成田委員 カラスの駆除はできないのですか。

山下課長 カラスの巣の駆除ですが，電柱であれば北電に連絡して駆除して

もらいますし，看板や樹木など所有者がはっきりしている物につい

ては，所有者が駆除することになっています。

所有者が直接駆除することが，困難な時は，旧市内の業者を有料

で紹介します。

所有者が判らないとか，所有者が近くに住んでいない場合は，市

の方で費用負担して駆除します。

成田委員 危険度のあるカラスの巣の駆除はそうだと思いますが，カラス

自体の駆除はできるのですか。

カラスの糞だけでなく，コンブに付いた虫をたべるために突いて



コンブに穴を開けたり，コンブの上を歩いたりするので困っていま

す。

尾関会長 駆除できるはずですよ。

テレビやラジオで出てましたよ。

山下課長 きちんと調べて，後で報告します。

尾関会長 他にございませんか。

佐藤委員 小中学校の統廃合の関係で，お聞きしたいのですが。

尾関会長 それは後ほど説明がありますので，後ほどお願いします。

もし，なければ次に入る前に，暫時休憩して３時１０分から始め

たいと思います。

〔１０分程度休憩〕

尾関会長 それでは，引き続き会議に入りたいと思います。

函館市水道局事業部４営業所の統合等について，建設課長から報

告願います。

岩船課長 ［ 別紙資料により説明 ］

尾関会長 水道局の統合についての説明がございましたが，この件につきま

して何かご質問，ご意見ございませんか。

館山委員 今，保健師さんもやってます，毎日誰か１人来るんですか。

岩船課長 従前，保健師さん方は椴法華支所に南茅部から戸井まで４地域の

方々が集合しております。

ただ，保健師さん方と水道局が統合する体制の違いは，水道局は

各支所に１名を配置することはございません。

すべて椴法華の営業所で職員が全員集まりますので，その営業所

のみになります。

通常の業務につきましては，地域の皆様から苦情なり，故障修繕

の要請がありましたら，支所を通じてでもよろしいので，最終的に

は椴法華の営業所の方にご連絡いただくことになります。

尾関会長 市民として考えれば，統合した所に直接電話しようと，支所の窓

口に電話しようと，話はきちんと伝わりますよと言うことだと思い

ます。

ただ，戸井支所から小安までなら，５分位なのに，椴法華から来



， ， 。ると３０分かかるという 時間的なものは あるかも知れませんね

館山委員 今までは，支所に居て気を遣って何でもやってましたが，椴法華

という遠い所にいると，旨くいくのかなと少し不安です。

災害とかあった時，すぐ来られるかなと不安があります。

岩船課長 施設の異常時の対応につきましては，今現在でも浄水場には常駐

はしておりません。

すべて，支所の監視システムを見ながら，状況を見ています。

この監視システムにつきましては，今回の統合に当たりまして椴

法華支所の方にすべての地域の監視システムを設置することになり

ます。

水道局の方で予算措置しまして，万全の体制を作る観点から，新

営業所の椴法華の方に新しい監視システムが付きますので異常時，

災害時の対応は万全と捉えております。

尾関会長 他にご意見ございませんか，なければ２番目の函館市立小・中学

校の配置についての基本指針素案について，本庁の教育委員会から

報告願います。

三尾参事 ［ 別紙資料により説明 ］

尾関会長 説明が終わりました，何かご意見，ご質問ございませんか。

旧戸井町時代に小中学校の合併問題で，一度失敗した事例がある

のですよね。

濱島委員 子ども達は，何をするにしても人数が少ないものですから，陸上

競技大会への参加も，個人で連れて行かなければならない状況にな

っており，大人だけの考えで統合しなかったので，統合した方がい

いんでないかと思います。

尾関会長 館山委員何かないですか。

館山委員 家の子ども達は旧汐首小学校だったんですが，人数が少なくて，

競争心が全くなくて，高校の入学に推薦で行ったのですが，落ちた

んですよ。

３５人の中の推薦と何百人の中からの推薦と，どっち取ると先生

に言われて驚きましたけど，やっぱり子ども達は競争心がないです



よ。

だから，やっぱり合併して，人数が多くなって成長していくので

はないかと思います。

尾関会長 私もそれに賛成なんですが，運動会を見ると，みんな１等賞でな

んかしっくりこないんですよね。

合併前に商売で各地区を歩きますと，地元の学校を出たお父さん

は 「なんで」と言うんですよ。，

ところが，他所からお嫁さんに来たお母さんたちは 「人数少なく，

て，やること出来ないんだから，一緒にしてもいいでしょ」と，お

母さんたちは賛成なんですが，お父さんたちは，自分の卒業した学

校がなくなるなどで，反対である。

先ほど，佐藤委員がこのことについて，質問があると言ってまし

たので，どうぞ，よろしくお願いします。

佐藤委員 前の合併の話があった時，全町にアンケートを出したのですが高

率で賛成が多かったのですが，親（祖父母）の意見だった。

高率ということで，合併がどんどん進んで行って，子どもとその

親の意見が，まったく伝わっていませんでした。

少人数の学校でも，いい所がたくさんありますので，考慮してい

ただきたい。

尾関会長 問題はそこにあるのですが，今１学級，最低何人でしたか。

三尾参事 １学級，４０人です。

尾関会長 日新小学校と戸井西小学校が合併しても，２４人から２５人なの

で，考えようによっては，都市部の学校と比較すると，まだまだ少

ないのですよね。

佐藤委員 戸井地域で１つになったとしても，将来的に何処かと，また，合

併と言う話に，なるんでないですか。

， ， ，尾関会長 戸井の人口が１８００人になると 説明がありましたが その内

４０％が高齢者になって，子ども達がいなくなるのでは，ないでし

ょうか。

成田委員 今，戸井地域だけで，統合問題を議論しても，統合にならないと

思うのですが，もっと大きな統合を考えた方がいいのではないか。



三尾参事 もちろん，そのような考えを，我々も考えましたが，ただ，学校

と言うものは子ども達が勉強したり，生活する場だけではなく，地

域とも非常に密接に結びついているところもありますし，それにこ

の人口推計にしても，今の住民基本台帳にある数字を基にしていま

す。

ひょっとすると，増えることもあるのかと思います。

様子を見ていくしかないと考えております。

そのような中で，皆さんから大きな所で，考えたらと言うご意見

を頂けるのなら，検討していくことになります。

尾関会長 基本的に求心的なご意見も出ましたが，基本的には，皆さん合併

に反対する理由も，見つからないような気がしますが。

宇美委員 数字的に見たら，学校が多すぎませんか。

それから，先ほどアンケートの話がありましたが，世帯主に出し

たのですが，祖父さん祖母さんに回答を依頼したのです。

祖父さん祖母さんはやらなきゃならないとなったのですが，実務

的な話になった時，反対する人も出てきたんですよ。

色々な経緯もありましたが，時代も変わって７，８年も経ちます

からね，数字を見ましたら，合併ということになるしか，ないので

ないですか。

尾関会長 佐々木さんどうですか。

佐々木委員 私は成田さんの意見に賛成です。

次から次と，また合併合併となるのなら，最初から大きくやった

方がいいのでは，それにスクールバスも出すのでしょう。

， 。尾関会長 行政は地域に気を使って 今のような案を出していると思います

私も一瞬，結論を出そうかと言う発言になりましたが，結論を出

してもしょうがない事だと思います。

とりあえず，説明が終わりまして，色々議論しましたが，事務局

の方から何かありますか。

他に何かございませんか。

菊地委員 実際に統合の問題が出てきた時に，息子が中学校におりまして，

残念な思いをした１人なんですけども，まず，一番に考えなければ



ならないことは，先迫った問題として中学校３年間しかない。

ですから，今３年間で子どもに充実した教育環境で，学校生活を

送らせてあげるかを，一番に考えてあげないといけないと思うので

す。

実際に子ども達が，たとえば，部活動ができないとか，何もでき

ないと言う環境で進めて行くよりも，親としたら色々なことを経験

させる環境を整えてやると言うことを考えてあげないといけないと

１つ感じます。

それとこれに関連して，戸井の場合は公立幼稚園なので，小中学

校とは離して考えられない問題なのではないかと思ったのですが，

その点は如何なものでしょうか。

尾関会長 幼稚園は１つでないですか。

， 。菊地委員 １つですけど 引き続いて継続という形で大丈夫なのでしょうか

三尾参事 今のところは考えておりませんが，園児数が減ってきていますの

で，何れは検討していかなければならないことが，あるかもしれま

せん。

園児の数といいますと，具体的に出生の現状はわかると思うの

ですが，如何なものでしょうか。

三尾参事 先ほども言いましたが，推測している数字は現在の０歳児の推計

ですが，間違いなく減少傾向にあります。

平成２６年の小学校１年生の数は，戸井西と日新を合わせて１０

人となっています。

ちなみに，２０年度の場合，両校合わせて１年生は１９人となっ

ています。

小学校ばかりでなくて，減っていくと，検討しなければならない

時期が，来るかもしれません。

尾関会長 可能性としてはあるそうです。

菊地委員 地域の若いお母さん達は働いているので，幼稚園でなく，仕事の

途中に保育所に置いて，仕事に行くという現状が多々，見られてま

すので，その辺早く対処した方がいいと思います。

尾関会長 他にございませんか。



学校の統合につきましては，皆さんいろいろと意見を持っている

ようですが，このへんで終わりたいと思います。

それでは以上で，本日の日程がすべて終了いたしました。

つきましては，次回の開催は１０月を予定していますが，日程，

議題内容については，正副会長に一任願います。

尾関会長 よろしいでしょうか。

（異議なしとの声）

尾関会長 皆様どうもありがとうございました。

これを持ちまして，本日の会議を終了します。

大変ご苦労さまでした。


