【未定稿】
内閣
平成２７年５月１４日

十五年国民生活基礎調査をグラフにしたものです︒

しております︒
︵資料提示︶厚生労働省︑平成二

だきたいと思います︒同じものをフリップで用意

皆様にお配りしている資料の一枚目︑御覧いた

します︒

様には簡潔にお答えいただきますようお願いいた

きしたいこと︑たくさんございます︒答弁者の皆

する質疑をいたします︒お伝えしたいこと︑お聞

高校生と生活保護の視点から︑子供の貧困に関

共同代表︑山本太郎です︒

○山本太郎君 生活の党と山本太郎となかまたち

○江口克彦君 ありがとうございました︒

きたいと存じます︒

うなお力添えを賜り︑足らざる点を御指摘いただ

ければなりません︒さはさりながら︑子供の貧困

わけでは必ずしもないということには留意をしな

ちが︑貧困がほかの国の子供よりも厳しいという

ますので︑絶対的に比べて物理的に日本の子供た

子供や一人親家庭の貧困が絶対的に高くなってき

おのずからこの指標ですと諸外国に比べて日本の

な所得の水準︑分布によって引っ張られるために︑

貧困とされる境界線となる金額はその国の全体的

御指摘いただきました相対的貧困率︑相対的な

○国務大臣︵有村治子君︶ お答えいたします︒

か︒短く一言でお願いいたします︒

だと思います︒有村大臣︑どのようにお考えです

最悪ということです︒これ︑本当にゆゆしき事態

す︒先進国と言われるＯＥＣＤ加盟国中︑最低︑

るを得ないといった事態に追い込まれると︒

会に恵まれず︑大人になって生活保護を利用せざ

生活保護家庭で育った子供たち︑進学︑就職の機

り︑貧困の連鎖という言葉があります︒例えば︑

子供の貧困の何が問題か︑皆さん御存じのとお

ゃっていただいたと思います︒

しなきゃいけないんだということを力強くおっし

調査がなければ実態が分からない︑調査は絶対に

るんだったら本当に有り難かったです︒とにかく

短くと言いましたけれども︑今のお言葉を聞け

○山本太郎君 ありがとうございます︒

が行くように実行を今年進めてまいります︒

づいて︑しっかりとお金とそしてお金以外の支援

動発起人集会で決議をしていただいた趣意書に基

短くということですので結論だけを申し上げま

年四月のものが︑公表されているものがあって︑

議員御質問の数字でございますが︑平成二十五

一般世帯と生活保護世帯の高校等進学率︑大学

我が国では︑一人当たりの収入︑年百二十二万

すと︑これまで必ずしも十分に行われてきたとは

最新でございますので︑その数字でお答えさせて

という今日的課題に直視して︑世代間で貧困の連

円未満が貧困ということになっています︒月収に

言えない子供の貧困に関する実態調査︑これは今

いただきます︒

これは何のグラフかお分かりになりますか︒皆さ

直すと十万円以下︑これが年々悪化しています︒

年初めてしっかりと調査を本格的にしていくとい

平成二十五年四月の高等学校等進学率でござい

等進学率︑それぞれどうなっていますか︒

平成二十四年には一六・一％になりました︒子供

う予算を取らせていただきました︒厚労と内閣府︑

ますが︑生活保護世帯で九〇・八％︑一般世帯で

鎖がないようにやっていくことは極めて大事だと

の貧困率は全体より悪く︑一六・三％︒いずれも

我が方でどのような指標があるのか︑その指標を

九八・六％でございます︒また︑専修学校等を含

ん御存じのとおり︑日本の貧困率の推移でござい

過去最悪です︒一六・三％ということは︑六人に

改善した先に本当に子供の現場にとって改善策が

む大学等進学率でございますけれども︑生活保護

○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒

一人︑四十人学級だと六人から七人は貧困な子供

図られるのかということを精緻に研究をして︑そ

世帯で三二・九％︑一般世帯で七三・三％となっ

思っております︒

がいるということです︒母子家庭等の一人親世帯

して︑今回立ち上げました子供の未来応援国民運

ます︒

の貧困率は五四・六％︑半分を大きく超えていま
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【未定稿】
内閣
平成２７年５月１４日

塾代︑大学の入学試験料や入学金等を給付する仕

たときに︑現行の生活保護制度上︑予備校や進学

生活保護家庭の子供が大学に進学したいと考え

しかない私が言うんですから間違いございません︒

留年しただけでなく中退までしました︑中卒資格

ないと給料の高いいい会社に入れません︒高校を

歴社会なんですよね︒いい高校︑いい大学に入れ

今の日本︑いい悪いは別にしまして︑やっぱり学

とになると四〇％以上の格差になってしまうと︒

きなんですけれども︑これ大学の進学率というこ

高校の進学率というところでは八％ぐらいの開

○山本太郎君 ありがとうございます︒

ております︒

金︑ほかにもバイト代︑活用できるようにしてあ

ないなら︑せめて自分で頑張って手に入れた奨学

学進学を後押しする︑生活保護制度上での給付が

いということですよね︒生活保護世帯の子供の大

○山本太郎君 だから︑給付としての仕組みはな

の進学を支援しているところでございます︒

たことによりまして︑保護世帯の高校生の大学へ

る分を預貯金することを認めております︒そうし

て大学進学のために事前に必要となる経費に充て

護費を含む世帯全体の収入のやりくりによりまし

ず︑預貯金することを認めております︒また︑保

に必要となる経費に充てる分を収入として認定せ

のアルバイトの収入のうち大学進学のために事前

て︑大学への進学後︑希望される場合には︑本人

を設けていると答弁されました︒

充てられる場合には収入として認定しない取扱い

経費として︑例えば修学旅行費︑クラブ活動費に

の給付される趣旨に鑑みて︑就学のために必要な

高校生が奨学金を受け取った場合については︑そ

それに対する塩崎大臣の答弁も︑生活保護世帯の

村智子議員︑すばらしい質問をしてくれました︒

三月十八日︑参議院の予算委員会で共産党の田

と同じですよ︒余りにも酷じゃないですか︒

て取り上げるなんて︑高校生の夢と希望を奪うの

かもしれないと思っていたのに︑全額収入認定し

って︑充実した高校生活が送れる︑塾にも通える

Ａ子さん︑せっかく奨学金をもらえることにな

げるべきですよね︒でも︑実情ってどうなってい

ば︑参考書︑問題集の購入︑大学に進学するため

ますよね︒どうでしょう︒短めに︒

の塾︑模擬試験の費用などに充てることも許され
続いての資料を皆さんに御覧いただきたいんで

ますか︒

ということは︑奨学金の趣旨に反していなけれ

組み︑ありますか︒
○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒
最低限度の生活を保障するという生活保護法の
趣旨からいたしますと︑高等学校等卒業後は修学

生活保護制度におきまして︑議員御指摘になりま

学への進学は認めておりません︒したがいまして︑

あるということから︑生活保護を受けながらの大

勉強して希望の高校にも合格しました︒平成二十

給付型奨学金を受けられることになり︑頑張って

を利用されています︒高校三年間︑年十七万円の

福島県の高校生Ａ子さん︑母子家庭で生活保護

金が生活保護の高等学校等就学費の支給対象とな

おります︒議員御指摘のように︑そのため︑奨学

生活保護受給世帯の自立の助長を図ることとして

銭につきましては︑収入認定から除外することで

生活保護世帯の自立更生のために支給される金

○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒

した予備校代や模擬試験代︑受験料︑大学入学金

六年になって︑奨学金の一部︑十四万円を受け取

らない修学旅行費やクラブ活動費等の経費に充て

す︒

等︑大学への進学のための給付は行っておりませ

りました︒ところが︑福祉事務所がその全額を収

られる場合には収入認定から除外し︑保護費を減

によって得られた技能や知識の活用を図るべきで

ん︒

入認定し︑その分︑保護費を減額してしまったん

額しない取扱いとしております︒

一方で︑生活保護世帯の高校生が卒業後世帯か

です︒あり得ませんね︑本当に︒

ら分離して大学に進学することは認めておりまし
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【未定稿】
内閣
平成２７年５月１４日

限度の額については収入認定から除外することと

すけれども︑賄い切れない経費であって必要最小

生活保護費の中の高等学校等就学費で支給されま

せん︒また︑参考書につきましては︑基本的には

合には収入認定から除外することとはしておりま

扱いでございますけれども︑塾代に充てられる場

また︑議員御指摘の塾代︑参考書代︑模試代の

に反するものですよ︑これ︒個別の判断としても

収入認定なんてあり得ない︒奨学金の趣旨に完全

奨学金︑もらった奨学金︑何の検討もなし︑全額

ないと余りにもおかし過ぎませんか︒せっかくの

問題集の購入︑模擬試験の費用︒これ︑認められ

最小限度の額じゃないですか︑こんなの︑参考書︑

て︑その者の就学のために必要な最小限度の額︒

円の収入を得ました︒このアルバイト料のうち︑

トをし︑月二万円から三万五千円︑合計三十三万

二十二年六月から平成二十三年六月までアルバイ

は大学生になっていますが︑高校生であった平成

神奈川県川崎市の生活保護世帯のＢ子さん︑今

れたものを御覧ください︒

○山本太郎君 続きまして︑資料ケース二と書か

てまいりたいと思っております︒

九万八千円は修学旅行費に︑バイト代の九万八千

あり得ないと思うんです︒
次に行きます︒

しております︒また︑模擬試験につきましては︑
その実施実態等を勘案しまして︑恐らく保護の実

円は修学旅行費です︒残りは大学入試の受験料等

に使い︑実際︑見事大学に合格しました︒

せっかく給付された奨学金︑全額収入認定する
というのには余りにも酷︑厚生労働省として実情

施機関におきまして収入認定から除外する判断が
あり得るものというふうに考えております︒

て三十三万円全額の返還命令を受けました︒Ｂ子

Ｂ子さん︑バイト料の申告義務があると知らず

○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒

さんの父親︑これを不服として争っていましたけ

をきっちりと調査して︑このような非人道的決定︑

としておりますので︑最低限度の生活を保障しな

個別の事案についてはお答えを差し控えさせて

れども︑横浜地方裁判所︑平成二十七年三月十一

いずれにいたしましても︑生活保護制度は全額

がら︑どこまで収入として認定しないこととする

いただきますけれども︑生活保護世帯の高校生が

日︑不正受給と断ずるのは原告に酷として︑決定

申告していませんでしたが︑福祉事務所の調査で

かについては︑生活保護を受給されていない方と

奨学金を受け取られた場合には︑収入申告をして

の取消しを命じる判決を言い渡したというケース

取り消すように市を︑各自治体を指導すべきじゃ

の均衡を考慮する必要があると考えております︒

いただいた上で︑その使途を確認して︑奨学金が

です︒

原資は税金でございまして︑利用できる資産︑能

○山本太郎君 余りにもおかしいんですよ︒だっ

高等学校等就学費の支給対象とならない修学旅行

このケースの問題点を御理解いただく前提とし

判明し︑不正受給︑生活保護法七十八条違反とし

て︑酒飲むために控除しろとか言っている話じゃ

費やクラブ活動費等の経費に充てられる場合につ

て︑生活保護を利用している世帯の高校生がアル

ないですか︒指導してください︒短めに︒

ないんですよ︒競輪︑競馬やりたくてそう言って

いては収入認定から除外する取扱いとしておりま

力︑その他のあらゆるものを活用することを前提

いるわけじゃないんですよ︒

バイトをした場合︑きちんと収入申告すればどう

げるものは収入として認定しないことって︒高等

につきまして今後とも様々な機会を通じまして各

厚生労働省といたしましては︑こうした取扱い

合と書かれたものを御覧ください︒

続いての資料︑アルバイト料月三万五千円の場

なるのかという具体例を見てみます︒

す︒

学校等就学費の支給対象とならない経費及び高等

自治体に周知徹底し︑適切に運用されるよう努め

厚生事務次官通知でも出ていますよね︑次に挙

学校等就学費の基準額で賄い切れない経費であっ
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【未定稿】
内閣
平成２７年５月１４日

七千二百円です︒これだけで二万八千六百円︑三

除額も多くなりますが︑三万五千円の場合は一万

得た収入の基礎控除︑これは収入が増えるほど控

れを未成年控除というらしいです︒また︑働いて

律一万千四百円が収入認定から控除されます︒こ

をもらった場合︑未成年が働いたというだけで一

例えば︑ある高校生が月三万五千円のバイト代

いができることとしております︒

められる額については収入として認定しない取扱

や早期の保護脱却に資する経費に充てられると認

等就学費の基準額で賄い切れない経費︑また就労

等就学費の支給対象とならない経費及び高等学校

本人や世帯の自立の助長に資する観点から︑学校

千四百円が収入認定額の基礎となります︒さらに︑

まれてしまっていますよね︒恐らく︑メディアで

不正受給イコール悪質といったイメージが刷り込

私たちの中には︑生活保護イコール不正受給︑

記されています︒

一が高校生のアルバイト収入の未申告であったと

に不正受給とされた十八件中六件︑つまり三分の

十五ページには︑ある福祉事務所では︑ある年度

あったり政治の場の発言であったりということだ

と思うんですけれども︒この不正受給とされるも

以上でございます︒
○山本太郎君 同じことを言われただけですよね︒

のの中に悪質とは言えないものもかなり含まれて

万円近くが控除されるということですよね︒さら
に︑修学旅行費やクラブ活動費など︑高校生活や

間違いがなかったということですよね︒

いるという現実があるんですよね︒

将来の自立のために必要と認められた経費につい

だからこそ︑横浜地裁の判決も︑申告さえすれ

お聞きします︒不正受給のうち高校生のアルバ

ても控除が認められます︒

ば全額自分のために使えたものを︑申告漏れがあ

○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒

つまり︑高校生のバイト代︑バイト代程度の収

じゃ︑なぜ川崎市は全額不正受給扱いしたんで

お尋ねの件につきましては把握しておりません

イト代の未申告︑どれだけあるか︑調査している

しょうか︒川崎市だけおかしな扱いをしたんでし

けれども︑平成二十五年度におきます不正受給の

ったというだけで不正受給として全額返還命令を

ませんか︒短めに︒

ょうか︒実はそうじゃないと︒詳しい人に聞きま

総件数は四万三千二百三十件でございまして︑金

入であれば︑きちんと収入申告さえすれば全額控

○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒

すと︑全国的に同じようなケースはごまんとある︑

額ベースでは約百八十七億円となっております︒

なら教えてください︒

議員御指摘のとおり︑生活保護におきまして︑

川崎市のケースは氷山の一角だということなんで

そのうち稼働収入の無申告︑過少申告の件数は二

するのは酷と判断したんですよね︒

勤労収入は本来生活に充てるべき資力ではござい

す︒不正受給のうち四分の一くらいは高校生のバ

万四千六百九十九件となっております︒

除されて充実した高校生活や大学進学のために使

ますが︑収入認定の過程におきまして︑その収入

イト料の未申告が占めていると言うケースワーカ

うことができると︒この説明︑理解で間違いあり

から勤労に伴う必要経費を控除することとなりま

生活保護ケースワーカー︑生活保護事務︑生活

不正受給全体の二％しかいないということを言

○山本太郎君 済みません︑質問したことだけに

御質問の高校生のアルバイト収入でございます

保護監査︑ホームレス支援︑介護保険事務などを

いたかったんですか︒それ︑金額に直したら〇・

ーが多いようです︒

けど︑三万五千円ある場合につきましては︑ここ

され︑現在︑花園大学社会福祉学部の教授︑吉永

五％しかないということを言いたかったんですか︒

す︒

にございますように︑基礎控除一万七千二百円︑

純さんの著書﹁生活保護の争点﹂
︑これの二百八

答えてください︒

未成年者控除一万一千四百円を差し引いたまず六
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ということを率直にコメントさせていただきます︒

受給だと決め付けられるような通知も幾つも出し

この縦割りという中で︑その中でいろんな発言

もちろん︑僕も不正は良くないと思います︒正さ
いる中に︑本当に不正受給と認めていいのかと言

を求めるというのは非常に難しいことだというこ

全国的に同じようなケースがたくさん起きてし

ているじゃないですか︒なのに︑この件に関して

われるような案件がたくさんあるんだという話を

とが分かりました︒でも︑冒頭に︑やはり調査は

まう︑その諸悪の根源とも言える理由がこれです︒

○山本太郎君 ありがとうございます︒

今しているだけなんです︒

必要だと︑その調査をやっていくんだという力強

資料の最後を御覧いただきたいと思います︒平成

れるべきだと思います︒でも︑不正受給とされて

話戻ります︒調査はされていない︑そういうこ

いお言葉︑今も覚えております︑先ほどのことで

二十四年七月二十三日に出された﹁生活保護費の

は︑どうしてそこ︑足踏み込もうとしないんです

とですね︒調査していないんです︒この高校生︑
すから︒

よね︒されていない︒調査しなければ実態が分か

イトという意味での調査なんてされていないです

いる高校生︑たくさんいるかもしれないんですよ︒

いる可能性が高い︒夢を奪われて泣き寝入りして

川崎市のケースのように酷なケースが埋もれて

れが諸悪の根源です︒未成年である世帯員につい

いう厚生労働省社会・援護局保護課長の通知︑こ

費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて﹂と

かね︒非常に不思議です︒

例えば不正受給︑不正受給認定された高校生のバ

らない︑当然なんですよ︒調査して︑実態を知っ

きだと思います︒調査してくださいよ︑お願いし

ても︑稼働年齢層であれば当然に保護の実施機関

ます︒いかがでしょう︒

生のバイト料も不正受給扱いせざるを得ないんで

ケースワーカーの皆さんにもお聞きして︑この調

この調査をして︑実態を知って︑そして対策をし

○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒

すよ︒しかも︑この通知︑申告義務の説明︑徹底

て︑対策をどう練る︑どうしていくのかというこ

ていくというのは︑この生活保護だけじゃなく︑

御指摘のような調査の実施につきましては︑実

するよう求めていますよ︒申告していないから不

に対し申告の義務はあるので︑申告を怠っていれ

それ以外のことにもイコールだと思うんです︒い

際に事務を担当される自治体︑ケースワーカーの

正受給と言われるんだろうって︒申告義務の説明︑

査どうなんですかと言ったら︑手間もさして掛か

○国務大臣︵有村治子君︶ 山本委員御指摘のと

方は全国で一万六千人余いらっしゃいますけれど

徹底するように求めているんですけれども︑先ほ

とを考えなきゃいけない︒これ︑基本だと思われ

おり︑本件は厚生労働省さんが所管をされていま

も︑自治体の負担を考慮する必要があると考えて

ど説明したような︑いろんな控除があると言いま

ば原則として七十八条の適用︑つまり不正受給と

す︒実態調査の必要性︑適切にその対応をしてい

おりますので︑自治体の意見を踏まえつつ︑慎重

したよね︑皆さん︑四つ目の資料でお示ししたと

らないんだよということなんです︒是非調査すべ

ただくというのは︑所管を持っていない私がその

に判断すべきものだというふうに考えております︒

おり︒申告すればいろんな控除があって︑自分の

ませんか︑有村大臣︒このことだけじゃなくて︑

すべを持っておりませんので︑御主張は真摯に受

○山本太郎君 自治体の判断を踏まえつつと言い

ために使えるんですよと説明しなければならない

して扱うべきであると指示しているわけですよね︒

け止めますが︑厚生労働省さんにお聞きいただく

ながら︑いろんな通知出しているじゃないですか︒

こと︑この通知の中で一切求めていないんですよ︒

この通知があるから︑全国の福祉事務所は高校

ものでありますので︑お気持ちに沿ったお答えが︑

いろんな通知出して︑不正受給ではないのに不正

かが思われますか︑大臣︒

所管の組織のすべを持っていないので︑できない
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になるし︑働く意欲だって失いますよ︒これもう

還を求められるというなら︑これ裏切られた思い

頑張ってバイトしても不正受給扱いされて全額返

な話じゃないですか︒生活保護世帯の高校生は︑

給として全額取り上げるなんて︑これ詐欺みたい

説明せずに︑後になって不申告が分かれば不正受

い︑受ける側が︒申告した場合のメリットも全然

生活保護受給のルールも現場で十分に説明されな

と行っている自治体︑非常に少ないと聞きます︒

実際︑全国的にこうした説明と控除をきっちり

口だと思いませんか︒このような取扱いもやめる

ひきょうとしか言いようがない︑余りに酷なやり

ているんじゃないですか︒そういう考え方自体が

せて︑後で不正受給として扱う根拠としようとし

ありません︒このような書類に高校生にサインさ

ら繰り返しているように︑控除についての説明は

名を求める書式には義務の説明だけで︑先ほどか

る署名等の記載を求めることとされていると︒署

生がいるときには︑当該高校生の本人の自署によ

インを取るようにと指示しています︒世帯に高校

って先ほど申し上げた場合に該当すれば︑法第七

ると考えております︒したがいまして︑申告を怠

護の実施機関に対しまして収入の申告の義務があ

未成年者である世帯につきましても同様に︑保

適用することとしております︒

告書が虚偽であることが判明したとき等の場合に

査等によりまして当該被保護者が提出した収入申

保護者がこれに応じなかったとき︑また︑課税調

口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被

実施機関が被保護者に対し届出又は申告について

より費用徴収を行っており︑具体的には︑保護の

十八条を適用する必要があると考えております︒

べきです︒
今申し上げた三点︑改正していただけませんか︒

人間不信になりますよ︑こんなことになっていた
ら︒

ですか︒削らなきゃいけないものもあるんじゃな

一方的ですよね︒足りないものもあるんじゃない

てその財源が賄われることに鑑みまして︑国民の

生活保護制度につきましては︑全額公費によっ

○政府参考人︵谷内繁君︶ お答えいたします︒

ださいね︒

も保護の実施機関に対しまして︑あらゆる機会を

認定除外や控除が適切に適用されるよう︑今後と

理解されることが大事でございます︒また︑収入

生活保護世帯の皆様が収入認定控除につきまして

は別の問題と考えているところでございますが︑

一方で︑収入申告をすれば収入認定除外や控除

見直す必要があると思う部分は三点︑具体的に

理解が得られる公正な制度とすべく︑不正受給対

通じて当該制度の周知徹底を図っていきたいとい

通知︑この課長通知︑是正してもらえませんか︒

三点あります︒一つ︑高校生のバイト料も原則不

策等を図っていくことが重要であると考えており

うふうに考えております︒

今回の横浜地裁の判決を踏まえて︑こうした保

正受給と扱うべきというように取れる部分︑これ

ます︒そのため⁝⁝︵発言する者あり︶

○山本太郎君 全く答えてくれなかったですね︒

等の対象になることと︑収入申告の徹底について

削除すること︒二つ︑申告義務の説明だけじゃな

○委員長︵大島九州男君︶ 聞かれたことに答え

二分近く時間使って全く答えないって︑どういう

残り二分しかないので︑引き延ばすのはやめてく

く︑未成年者控除︑基礎控除︑自立更生控除など

るように︒

ことなんですか︒不正受給は許されるべきものじ

護課長通知の規定の仕方︑課長通知の規定の仕方︑

を申告した場合のメリットの説明も徹底するよう

○政府参考人︵谷内繁君︶ はい︒

七月二十三日通知では︑収入申告義務があること

保護を受けた等の場合については法第七十八条に

そのため︑不実の申請その他不正な手段により

ちろん︒そのための七十八条は必要でしょう︒だ

ゃないですよ︒是正されるべきです︑そこは︑も

いですか︒見直す必要があると思うんです︒

明記すること︒三つ目︑この問題の平成二十四年
を説明する際︑説明を受けたことの確認のためサ
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けど︑それを不正受給じゃない人たちまで巻き込
まれるようなことに対して︑こういう通知は改め
てくださいと言っているんですよ︒
大臣︑最後にお願いします︒もちろん持ち場が
違うということは分かります︒けれども︑縦割り
に対し横串を入れるんだという言葉を言っている
安倍政権の一員であり︑そしてその中で子供の貧
困担当なんです︒是非お一言ください︒
○委員長︵大島九州男君︶ 有村国務大臣︒簡潔
に︒
○国務大臣︵有村治子君︶ 委員が御主張された
ように︑申告義務があることを丁寧に説明してい
くこと︑申告した場合に控除があるというメリッ
トをやっぱり明確に伝えていくことは︑高校生の
自助努力の善意ということを拾っていく上でも極
めて大事な御主張だなというふうに敬意を持って
拝聴いたしました︒
この議事録をしっかりと厚生労働省の三役にも
お伝えをさせていただきたいと思います︒
○委員長︵大島九州男君︶ 本日の調査はこの程
度にとどめ︑これにて散会いたします︒
午後一時十六分散会
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