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←左の写真は、私がこれまでに自然環境、財

政負担の観点から、反対してきた政策です。 

左上→長良川河口堰。 右上→星見ヶ丘中学

校用地。 左下→小山区画整理事業用地。 

右下→メディアライブ（図書館建設自体は賛

成。行政による格差を生むＰＦＩ事業に反対） 

←左の写真は、私自信も関わってきたり、

提言して実現してきた政策課題です。 

左上→津波時、長島町を走る高速道路に出

来た避難箇所。右上→多度山・赤松林の整

備事業。左下→多度山・山桜の育成作業。 

右下→イヌナシ自生地の回復作業の様子。 
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＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 これまでは、「２０２５年問題を乗り切るために…？！」との表題だったの

ですが、８月１１日の財政スタッフとの勉強会からは、「２０１７年を乗り切

るために…」との表題にならざるを得なくなりました。 

 私は、”地域エゴ”や”行財政改革に名を借りた合理化”のために、今回

突然に、長島・多度総合支所のセンター化や地区市民センターのＮＰＯを含

んだ地域住民での運営問題を発言するのではない、ということを、私のこれ

までの政治姿勢・言動をパネルで説明させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

上記の写真「長良川河口堰、旧・星見ヶ丘中学校用地、小山土地区画整理事

業用地、メディアライブ（３０年間、運営会社と事業内容について変更のための話

し合いが出来ない。行政による格差社会を生むＰＦＩ事業）については、反対し続

けて来ました。現在の財政に大きな負担を背負っています。 

 

 

 

 

 

 

  

さらに、私はこれまでにも再三にわたって、地区市民センター・公民館+退職
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私自身が、提言し実現した大山田地区市民センタ

ー・公民館での「子育てキッズ事業」の写真で、子

育て支援の大切さを訴えると同時に、この事業の成

功で“ぽかぽか”での事業が行われた事を事例に、

地区市民センターの活用方法の見直しを提言する。 

 

教師を活用しての”寺子屋塾”の運営を発言・要望してきました。 

 

 

 

 

 

 

 新公会計システム（原価償却費算出を伴う”企業会計”）の導入や実質的

な地方交付税の減額が実施され、一方では、現状  

このままでの歳出・支出額が続けば、２０１７年〜２０１８年度からは、予

算を組めなくなってしまう危険性すら考えられるのです。 

 予算を組めなくなってしまう事態が予測されますと、緊急事態として福祉

の扶助費（児童・高齢者・障害者・生活困窮者などに対しての支援事業費）、教育予算…等々、

生活と密接に関係する予算の削減が考えられるのです。 

 福祉の扶助費・教育予算の削減…そのような事態は、”負の連鎖”の始ま

りとなることが予測されますので、何としても避けなくてはなりません。 

 今がまさに、ＮＰＯを含む地域住民の方々と行政との連携の仕組み作りを

構築することが、喫緊の課題です。 

 

     地方自治体は、国でいうところの「赤字国債」→「赤字市債」は、国が認 

 めた一定の額以内しか発行できません。 

 また、国は金利の低い時に、借金をして貯金に回せる制度⇨「前倒し債」 

 が発行できるのですが自治体はできません、というように国は勝手です。 

 ですから、地方公共団体は、国のように景気浮揚策が独自に組めないのです。 

 

 我が国の債務残高は、天文学的な数字→ＧＤＰ（国内総生産）の２倍の約１.０００

兆円を超えています。ＧＤＰの２倍にもなっているのは、ギリシャと比べても対ＧＤ

Ｐ比率は悪く、欧米を含む先進諸国の中でも、最悪の事態です。 

 以上から、国は、新公会計システムの導入を地方自治体に求めて来ているのでは

…？！と考えられ、さらに、地方交付税の金額の実質的減額も予測されるのです。 
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2025年度の市民税の見込み？ 借地問題？ コンビニ収納？ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 団塊の世代が介護を受ける年代となる２０２５年時の市民税の金額見込み

と現在との比較金額？ 

                ⇩ 

＜総務部長・答弁＞ 

 現在の推計では、個人市民税で、均等割り、所得割を合わせて８２億円と

見込んでいます。 

 平成２６年度決算が８５億７千 4 百万円余でしたので、約３億円強の減額

となることが予測されます。 

  

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 桑名市の借地の現状：金額は？ 私は、車を例にするならば、買うことも

大変ですが、維持管理の方が大変です。借地に関しても、買うなら買う…買

うことが出来なければ返還する、ことが基本原則と考えています。 

                ⇩ 

＜総務部長・答弁の主旨＞ 

 Ｈ２６年度に賃貸不動産の見直しに取り組んだ際には、土地・建物合わせ

て、３４事業、総額１億１.９５０万円ほどありました。 

 Ｈ２７年度当初予算の編成では、一部の土地・建物について返還いたしま

したが、桑陽保育所や”ながしま遊館”など多くの借地が残っています。 

引き続き、返還を視野に入れて整理を進めていきたい、と考えています。 

 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 コンビニ収納率・金額の現状と今後の見込みは…？ 

 マイナンバーの賛否は別問題として、マイナンバー制度が導入されれば、

支所・センターでの収納はさらに減ることが予想されます。 

               

＜総務部長・答弁＞ 

 市内のコンビニにおいて、個人市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽

自動車税などの収納を行っています。 

 平成２６年度の実績では６万６千３百件、金額は約１１億３.０００万円 

（１１億２.９２０万９.７８７円）となっており、件数は年増加してきています。 
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総合支所のセンター化。地区市民センターを地域住民運営で！ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 構造改革・行財政改革は、多くの方々は「総論賛成」なのですが、「各論反

対」となるようですが、あえて、各論を申し上げます。 

 ２０１７〜２０２５年問題を乗り切るための具体的施策の提案として、 

 総合支所のセンター化、地区市民センターの運営を行政直営からＮＰＯ・

地域住民を含む運営に、というテーマで発言させて頂きます。 

 地域包括ケアシステムを実践していくためにも、財政再建のためにも、喫

緊の課題として、正規職員を本庁に集約させ、現在、行政直営で運営されて

いる総合支所、地区市民センター・公民館の運営を地域住民・ＮＰＯを含む

民間への委託へとする施策が必要性であり、武蔵野方式も参考にしながら… 

地域住民による「（仮称）市民会議」方式で運営することにより、それぞれの

地域に合った内容・事業「子育て〜高齢者問題、寺子屋塾、さらには朝市等

のイベント企画」等々が出来るのです。 

 

 実は、長島総合

支所に関しては、

合併直後に当時

の市長・幹部職員、

議員とで長島遊館の視察を行う機会がありました。その時、私は、「この施設・

遊館を長島の庁舎・支所にするのか…？」と、スタッフに聞いた覚えもある

くらい、立派な建物で色々な事業に活用できる建物です。 

 総合支所を長島遊館に移すぐらいの覚悟が必要になってくるのでは…？！

と考えます。 

                ⇩ 

＜副市長・答弁の主旨＞ 

 桑名市におきましても、ハコモノやインフラの老朽化問題は、避けて通れ

ない問題であります。 

 これら公共施設等を全て更新することは不可能であることから、効率的な

運用・整備を目的として、「桑名市公共施設等総合管理計画」を策定し、今年

６月にホームページに公表しました。 

 計画では、総合支所の地区市民センター化や、地区市民センターの統廃合

を図り、総量の削減を進めていくこととしています。 
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 また、今年２月初めに、地区市民センターの統廃合に関する庁内検討委員

会を立ち上げ、現在、総合支所及び地区市民センターの業務内容や機能の聞

き取り、整理を行っているところです。 

 研司議員ご提案の通り、今後はＮＰＯや地域住民の方と連携していくこと

が重要であると考えております。市民サービスの提供方法について、検討し

て参ります。 

 例えば、地域活動支援や生涯学習活動などについては、地域が主体となっ

て柔軟な運営を進めていただくことは、有効な方法の一つではないかと考え

ているところです。 

 

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 総合支所やセンターのあり方の見本と

して、「はまぐりプラザ」の運営方法も非

常に参考になるのでは、と思っています。 

 第６次までとは行かないまでも、第５次の事業プラス、地域（赤須賀漁業

組合＋自治会＋地産地消）の事業形態は参考になります。 

 

       決算審査監査報告書から 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 決算審査監査報告書では、「将来負担率は８９.２％となっており、前年度

より８.５％改善され、早期健全化基準の３５０.０％と比較しても良好な状

態にあると認められました。…。経営状態は良好であると認められました。」 

 さらに、「…経営状態は良好…」「実質公債費比率についても、前年比率の

１１.３％となっており、早期健全化基準の２５.０％と比較しますと良好な

状態にある…」と、”良好”のバーゲンセールのような報告書です。 

 

 しかし私が理解している限りでは、桑名市の類似団体の将来負担率は、約

５０数パーセントと記憶しています。 

 そして財政当局からは、「２年後３年後の予算編成は、困難を伴う…？！」

との説明も受けています。 

 しかし、”良好””良好”を言われるには、私の財政への認識が厳しすぎ

るのか、それとも、桑名市には、「打ち出の小づち」でもあるのでしょうか

…？！ 
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・六華苑の土地取得費→約１９億１.８００万円。 

・建物の保存・修理費→約 ４億３.６００万円。 

・ 開苑から現在までの管理費→約７億９千万円。 

・ Ｈ８年度以降の修繕費→約１億６.２００万

円。 

・ 年間の維持・管理費→約３.６００万円。  

以上から、市民負担の軽減・桑名文化の潜在的能

力を高めるためにも、六華苑への移転を提言。 

＜総務部長・答弁の主旨＞  ⇩ 

 財政全般の総括の中で、経常収支比率は、Ｈ２４年度から３年連続して悪

化しており、昨年度との比較でも１.９％悪化して、９９.７％となったこと

や、Ｈ２７年度から地方交付税の段階的縮減が始まり、今後・桑名市の財政

状況は一層厳しさが増すものと予想されることから、抜本的な行財政構造の

改革を進めることが求められています。……。 

 桑名市の財政状況は、”非常に高い経常収支比率”と”年々減少する財政

調整基金（貯金）残高”という二つの大きな課題を抱えています。 

 

 研司議員ご指摘の”打ち出の小づち”とは、Ｈ１９年度にガス事業を売却

したことで、財政調整基金（貯金）が相当額確保できたことを指しておられる

と推察いたしますが、既に桑名市には、売却などによって、財政調整基金を

安定的に確保できるような大きな資産は見あたりません。 

 財政の構造改革は、まずもって、歳出構造の見直しにあるとの認識を持っ

て取り組んでまいります。 

 

 六華苑に博物館、石取り会館の機能の移転を！ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 

 石取りが、来年には、ユネスコ無形文化遺産登録される運びであります。 

 もちろん、石取り会館を移転し、さらに各町内の石取り祭車を六華苑に展

示して頂くためには、保存会、地元自治会・中老・大老・青年団…等々の方々

に理解・承諾して頂くことが前提ではありますが…。 

六華苑を名実ともに桑名市の文化の中心地域として位置付けることによって、

便利性・集客数の増となり、強いては入場料金の増額が期待され、少しでも

市民負担の軽減できるのでは…？！と考え提言します。 
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＜市長公室長・答弁の主旨＞ ⇩ 

 六華苑のあるエリアは、今年建て替えられた「伊勢の国一の鳥居」をはじ

め、秋に部分開園が予定されている「国営木曽三川公園桑名七里の渡し公園」

や「諸戸氏庭園」の整備が進められており、桑名の文化・観光面における非

常にポテンシャルの高い地域でもあります。 

 なかでも六華苑は、その中心的な役割を担っており、そこに石取り会館や

博物館を移設することは、桑名の将来を見据えた貴重なご提案として、今後

の”まちづくり”や誘客の参考とさせていただきたいと思っています。 

 

    補助金システムの見直し問題 

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 補助金システムをゼロベースから見直し、事業・活動費補助金への移行へ

の必要性について言及させて頂きます。 

 総務部長のこれまでの答弁では、「数年後・３年後には、財政調整基金（貯

金）が無くなってしまうので、予算が組めなくなる心配がある…。」そのよう

な事態を避けなくてはならない、と言いながら、補助金問題の答弁を聞いて

いる限りでは、補助金をゼロペースで見直すのか？ そのまま維持するの

か？ それとも、増額も考えているのか？ 分からなくなってしまいました。 

 しかし、私が考えるところでは、Ｈ３２年度までには、桑名市総予算額の

内、約２８億円の予算削減が必要では…？！と認識しています。 

                ⇩ 

＜総務部長・答弁の主旨＞ 

 Ｈ２６年度決算における、９９.７％という高い経常収支比率、今後の財政

調整基金残高の見直しに鑑み、補助金の削減、見直しの必要性について、十

分認識しています。 

 毎年、予算編成説明会で、団体運営補助金は、事業補助金に切り替え、補

助率は、事業費の２分の１以内とすることを各部局に伝えており、今後も予

算編成の中で調整を進めます。 

 

 ゼロベースでの見直しについても、コンペ方式の導入などを含め、抜本的

な見直しをしたいところであります。 

 補助金のあり方につきましては、早急に検討・立案をして参ります。 
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＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 いつも当局は、「抜本的な見直しを考えている」と言っていますが、なかな

か見えて来ないのです。 

 このままの状態では、数年後には、予算編成事態に、赤信号が点滅してし

まう事態に陥ってしまう危険性すらあるのです。 

                ⇩ 

＜桑名市長・答弁の主旨＞ 

 ２６年度決算において経常収支比率が、９９、７％まで悪化してきている

こと、また財政調整期金の不足など、非常に厳しい状況にある中でも、桑名

の現在の課題を解決するための投資、将来を見据えた投資をして行かねばな

らない…非常に厳しい状況に来ているという認識を持っています。 

 

 その中で、補助金をどのように考えていくのか？ということですが、２６

年度の予算編成の際に、補助金の見直し、原則一律２０％カットをさせて頂

いたところですが、その際にも、大変多くの方々から「削るのはけしからん。

２０％一律で切るのはいかがなものか…」等々、お声を頂きました。 

  

 ２６年度予算で補助金を２０％カットしたことによって、１億円以上の効

果があったわけですが、もしも、補助金の見直しをしていなければ、今年度

の経常収支比率は１００％を超えていた、という結果になっていました。 

一律２０％カットということでは、抜本的な見直しではないと思っています。 

 

 遅くとも、来年度には、補助金を見直す…外部の目を入れて見直す…第三

者機関などにお世話になって見直すことに取り組んでいきたい、と考えてい

ます。 補助金のあり方をゼロペースから見直し、財政改革に取り組んで行

きたいと考えています。 

  

市民生活に補助金システムは必要と考えています。しかし、現実の補助金の

あり方を見ていきますと、全く役に立っていない補助金？…補助金のための

補助金制度ではないか…？！と思われる事例も多数見受けられます。 

 右肩上がりの時代であれば、良いのですが、現在のように、財政が悪化し

ている時には、一つ一つの補助金の必要性を考え、「ムダな補助金はカットし、

必要な 

事業には出す」と言った抜本的な制度見直しの必要性を考えて発言しました。 
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＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 私が、この問題をテーマにさせて頂くのは、谷川

俊太郎さんの言葉：８月２０日の”中日春秋”に谷

川俊太郎さんの「いや」という詩集の中に、「いやだ、

と言わせてください/いやがっているのはちっぽけ

な私じゃない/幸せになろうとあがいている/宇宙につながる私の命です」と

いう言葉があります。 

 学校に行くのがイヤでイヤでしょうがなかった。いじめに遭い、教師に反

発し、高校は定時制に転学して、何とか卒業できた谷川俊太郎さんだからこ

そ詠めた詩です、との言葉があります。 

 また鎌倉市立図書館の取り組み「学校が死ぬほどつらい子は図書館にいら

っしゃい。一日いても誰も何も言わないよ」（朝日新聞、８月２７日の３２面）、 

 さらには、２０１２年度の子どもの貧困率がこれまでの最高の１６.３％：

６人に一人：になり、上昇し続けている現実からです。 

※ 「子どもの貧困率」→所得が平均的な水準の半分を下回る世帯で暮らす子どもの割合。

日本は、２０１０年、ＯＥＣＤ：経済開発機構に加盟する３４ヶ国中、１０番目。 

  

  寺子屋塾、フリースクールの充実を！ 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 団塊の世代の私の世代と違って、人生への

価値観・選択幅も多様化し、集団での活動も苦

手な子、親・教師が敷いたレールの上をすんな

りと歩んで行く子どもたちも少ないのでは

…？！と感じます。 

 私自身、本のセールスをしていた時代、ある

きっかけから、不登校の方々と関わる時があり

ましたが、一人一人は、個性的で学習意欲も旺盛な生徒が多かった印象が残

っています。 

 多様化する我が国の未来を担うには、その様な個性的な方々の能力が生す

ことが、必要不可欠な時代になりつつあります。 
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 勿論、フリースクールには、各界から色々な意見が出され、課題も山積し

ていることは、承知していますし、私自身、学校教育が最も重要視されるべ

きであるとの認識であります。 

 一方、別の場所での「学びの場」の必要性も感じています。 

                ⇩ 

＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 寺子屋塾・フリースクールの充実等につきましては、これまでにも研司議

員から繰り返しご指摘、提言を頂いています。 

 桑名市教育委員会といたしましても、学校に行きにくい子どもや、経済的

な理由等から家庭教育の基盤が弱い子どもに対して、将来に向けた学びの場

を保障するということは、大変重要な課題であるとの認識をしています。 

 しかしながら、寺子屋塾のような事業を地区市民センター等を活用して学

習の場を提供しようと、退職教職員へ協力を依頼するなど、努力を続けてま

いりましたが、現在まで、充分な成果をあげることはできていません。 

 

 こうした中昨今、子どもの命に関わる事件等

が続いており、地域の中で子どもの居場所づく

りということが、改めて注目されています。 

 

 市教育委員会といたしましては、学校という

枠にとらわれることなく、子どもがほっとでき

る空間、子どもがやりたいことができる場所、

子どもが目標をもって学習できる機会をどのよ

うに創りだしていくか、今一度、しっかりと考

えてまいります。………。 

 以前も不登校の子ども達のことについてお話させて頂きましたが、家庭と

学校がつながっていくことが、重要だと思っています。 

 

 たとい、フリースクールに行くことがあったとしても、地域の子ども達を

サポートしていくことが重要だとおもいますが、今言われているフリースク

ールをすぐにＯＫとは言えませんが…。 
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英語教育で世界にはばたく児童・生徒を！ 

 全ての児童・生徒は人の為に生きることを望む 

＜伊藤研司・発言の主旨＞ 

 私は小学生…日本語教育が発達段階途中にある児童への

英語教育には反対であることは、これまでも本議会の場でも

申し上げてきました。 

 しかし、現実に英語授業が始まってしまうのですから、私

ごときが異義を申し立てても、どうにもなりません。 

 そこで私は、英語の授業を行うのならば、その目的…何のために英語教育

の意義があるか…？！を、教師の側が認識する必要があると思うようになり

ました。 

 その一つが、国際貢献のために…との思いを

強くして来ました。 

何故なら…どのような人間でも、他人：ひとのた

めに生きて働くことは、生き甲斐になるからで

す…！ 

 

「はばたく」内容にも色々ありますが、ここで

議論するのは、日本国憲法の三原則：「平和主義・人権の尊重・国民主権」に

関してです。 

 ここでの「平和・人権」とは、元ノルウェーのオスロ国際平和研究所所長

のヨハン・ガルトゥング氏やＪＴ生命誌研究館館長の中村桂子氏が言ってい

るように、平和とは単に武力による戦争がない状態を言うのではなく、貧困

や差別など構造的暴力がないことを含む”積極的平和：Ｐｏｓｉｔｉｖｅ 

Ｐｅａｃｅ”なのです。 

 ちなみに、安倍晋三政権が言う積極的平和主義は↓ 

Ｐｒｏａｃｔｉｖｅ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｔｏ Ｐｅａｃｅなのです。 

 これからの時代は、世界を見据えた日本のあり方→日本人としての世界で

の貢献が必要。人と人との交流・支援を通じて、「フェイス ＴＯ フェイス」

の関係が必要…。その一つの政策課題として、今年で発足して５０年を迎え、

これまでに８８ヶ国へ４万人の日本人青年が活動して来ている「青年海外協

力隊」の存在です。 
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 世界にはばたく”くわなっ子”になって頂くために

「青年海外協力隊」＋「英語教育」の実戦教育を！ 

               ⇩ 

＜教育部長・答弁の主旨＞ 

 子どもの将来を考えますと、その活躍の場は日本から

世界へとひろがりつつあります。 

 様々な文化や価値観を持つ人たちとつながる機会を広げるためにも、世界

共通語として認識されている英語を学ぶことは大変重要です。 

 英語を用いて、様々な国の方に堂々と対応すること、自信を持って自分の

意見が言えること、相手の考えを聞き、より良い方法を見つけるために話し

合うことができる子どもを育てていきたいと考えています。 

 日本や外国の言語や文化に対する理解を深めることは、世界の人々と相互

の立場を尊重し、協調しながら交流を行っていくことに結びついています。 

 さらに、国際的な視野に立ち、世界の平和と幸福のために活躍するなど、

国際貢献につながるものと理解しています。 

 今後も、心が通い合うコミュニケーション能力の育成を意識し、小中学校

での英語活動や授業を進めていきたいと考えています。 

 

               

＜伊藤研司・再発言の主旨＞ 

 私が何故、青年海外協力隊のこと言うのかとい

いますと、英語を軸として、話すということプラ

ス、国際社会に目を向けて欲しい。私たち団塊の

世代は戦後の食糧難の時代、ユニセフから学校給

食時の牛乳・脱脂粉乳を援助して頂いて育ちました。 

 私たちは、ユニセフの大切さを分かっているつもりですが、今の子ども達

は、そういったこと…日本が発展してきたこと…どうして発展してきたこと

が理解されていないのでは…と思っています。 

 英語教育を通じて、戦後の日本の状態…現在の世界の状態…を語学実践以

上に、世界に目を向けて頂きたい。今現在あるのは、”過去の歴史があるか

らだ”との認識が必要であるとの観点から「英語教育+青年海外協力隊」の発

言をさせて頂きました。 
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「平和安全法制関連法案」の慎重審議を求める意見書 

 今国会では、他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする平和安

全法制関連法案が議論されている。 

『平和安全法制関連法案』の具体的法案に関しては、①集団的自衛権の行使

するための法案「事態対処法案（武力攻撃事態法改正案）」②海外で起きた紛

争であるが、我が国に影響する場合、他国軍を支援することができる法案「周

辺事態安全確保法案（重要影響事態法案）」など他８法案。 

 また、新法として国際社会の脅威を排除するために、他国軍を支援するた

めに自衛隊を派遣できるようにするための「国際平和支援法案」がある。 

 これらの法案が成立すれば自衛隊の活動が限りなく広がっていく可能性も

危惧される。 

 我が国は、戦後７０年間、平和憲法の下で、専守防衛に専念し、国家によ

る他国への戦闘行為や他国からの戦闘行為を受けたことはない。 

 今国会で議論されている平和安全法制関連法案は、憲法９条を空洞化させ

てしまう行為、すなわち専守防衛から地球の裏側まで自衛隊を派遣し、一歩

間違えば、自衛隊を戦闘行為に巻き込ませてしまう危険性をはらんでいるこ

とは、多くの報道からでも明らかなことである。 

 よって、平和安全法制関連法案の審議にあたっては、専守防衛に徹してき

た戦後７０年の国の根幹を変えるに至る法案であることから、国民の声に真

摯に耳を傾け、国民が内容・課題・問題点を理解するよう慎重な審議を行う

ように強く求める。以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

以上の議案を、私・伊藤研司が提出し、賛成多数で可決され、桑名市議会と

して、衆・参議院議長・内閣総理大臣・法務大臣・外務大臣に提出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        私・伊藤研司からのお願い 

       私・伊藤研司に”市政に関する事柄・具体的な場所の改善”…等

や 

       “今後議会だよりは要らない”のとのハガキを頂く事がありま

す。 

       その時、一番困るのは、差し出された方のお名前が記入されてい 

       ない時です。 

       担当部署との議論の中身をお知らせしたり、名簿の削除が出来な 

       いのです。 是非、お名前を書いて下さい。お願い致します。 
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※挿絵には「地球を救う 133の方法」（アースデイ日本）から使わせていただきました。 

 

 

 

 


