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平成２７年第８回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年８月２４日（月） 午後２時００分 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 教育委員長 坂田 正幸 委員長職務代理者 谷川 裕一

教育委員 辻 京子 教育委員 賀川 昌明

教育長 市川 純代 教育部長 中谷 逸朗

こども未来部長 藤田 善久 教育部次長 稲本 正行

教育部管理監（生涯学習担当）清水 保 教育部管理監（国体担当） 石井 義伸

こども未来部管理監（幼児担当）藤原 真弓 学校教育課長 宮居 伝

教育総務課長 大辻 利幸 歴史文化振興課長 上川 喜久

歴史文化振興課博物館担当課長 徳田 嘉治 学校施設課長 藤田 孝司

学校給食センター所長 辻 平 幼児施設課長 三上 俊昭

図書館長 松野 勝治 学校教育課参事 清水 一範

事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上２１名

事務局 開会

委員長

委員

委員長

本日の教育委員会定例会に傍聴の申し入れがありますので、「東近江市教育委員会議

事運営に関する規則」に基づき、これを許可することとしてよろしいでしょうか。

― 異議なし ―

それではこれを認めることとし、入場を許可します。

皆様こんにちは。教育委員会定例会を開催いたしましたところ、お忙しい中ご出席い

ただきありがとうございます。この夏は、大変暑い日が続いていますが、お盆を過ぎた

ころから、少し過ごしやすくなりました。会議に来る途中、稲刈りの風景が見られ、最

近では赤とんぼが多く飛び、秋の景色もちらほらと出てきています。しかし、残暑は厳

しいですので、体には十分に気を付けていただきたいと思います。

小中学校の夏季休業中、教育委員会が関わる多くの事業が行われました。委員の皆様

には、やまの子キャンプの激励訪問、湖東学校給食センターの竣工式、学校園管理職夏

季研修会、教育研究所夏期講習会など各種事業にご出席いただきありがとうございまし

た。やまの子キャンプでは、多くの子どもたちが日ごろ出来ない体験をし、夏の思い出

ができたと思います。学校園管理職夏季研修会では、今年度の重要課題である「幼小中

連携」について研修が行われましたが、研修会の研修内容をそれぞれの現場で実践して

いただくことを期待しています。夏休みも残り２日となりましたが、子どもたちはこの
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委員

委員長

教育長

夏休み中、色々な経験や体験をし、家族とのふれあいの時間も多く持てたと思います。

夏の疲れもあると思いますが、２学期からは元気よく登校して欲しいと思います。

大阪府寝屋川市では、中学１年の生徒を殺害する事件が発生しました。亡くなられた

生徒のご冥福をお祈りするとともに、このような事件が起こらないよう、市内において

も見守りを強化するなど、出来ることをしなければいけないと思います。

それでは、平成２７年第８回教育委員会定例会を開催いたします。最初に会議録の承

認ですが、第７回定例会の会議録が事務局からあらかじめ配布され熟読していただいて

いると思います。会議録の内容についてご異議ございませんか。

― 異議なし ―

第７回定例会の議事録は承認をいただきました。後ほど賀川委員と辻委員にご署名を

お願いします。なお、今回の定例会の議事録署名は辻委員と谷川委員を指名させていた

だきます。本日の議案及び報告事項につきましては、お手元の次第の通りになりますが、

議案第２７号及び議案第２８号につきましては、会議の出席者が異なりますので、各課

からの報告の終了後に審議を行います。

それでは次第に従いまして、「１.報告」をお願いします。教育長から報告をお願いし

ます。

委員の皆様には、夏季休業期間中の様々な事業にご出席いただきまして、ありがとう

ございました。

８月３日からの「やまの子キャンプ」では、大凧まつりの事故を教訓に、運営マニュ

アルを見直し、青年リーダーにもマニュアルを周知し、安全管理に徹底して取組ました。

その結果、事故も無く、無事に事業を終了することができました。

８月７日の「学校園管理職夏季研修会」では、本市として力を入れている「幼小中連

携」について、専門家を迎え研修を行いました。各管理職が、２学期からどのような取

組を行っていくべきか、中学校区としてどのように取り組んでいくかについて議論が出

来ことが非常に良かったと思います。

７月２８日から８月１日まで「２０１５びわこ総文」が開催されました。大津市での

総合開会式のパレードは、雨で中止になりましたが、本市においては７月３０日、３１

日の２日間、「自然科学部会」が開催されました。八日市文化芸術会館で開会式があり、

展示室においては、高校生のポスターセッションも開かれ、部会は非常に盛会に終わり

ました。

教育委員会に関することにつきまして、以下のとおり報告させていただきます。ＡＬ

Ｔ１名の退任に伴い、８月４日に新たに２名のＡＬＴを受け入れました。任期満了前に

１名のＡＬＴが母国に帰国しましたので、今回は新たに２名を受け入れ、無理なく各学

校に割り当てることができました。

いじめ早期発見に伴う取組状況のアンケートを、８月６日を締切に実施しました。こ

のアンケートは、今年度から設置しました「学校問題対策支援室」を２学期から、より

効果的に運用をしていくため、各学校の取組をまとめるものです。現在集計中ですので、

アンケート結果を分析して、各学校に結果を伝えなければいけません。岩手県矢巾町の
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いじめ問題では、第三者委員会からの報告が出されましたので、その内容を踏まえなが

ら、それからの学校問題対策支援室の取組を充実していきます。

８月６日には、湖東学校給食センターの竣工式を行いました。２１日に給食センター

の試運転を行い、２６日にも２回目の試運転を行います。その中で改善点を確認し、２

学期からの給食に備える準備をしています。

８月１１日には、「滋賀県都市教育長・教育部長合同会議」が近江八幡市で開催され、

滋賀県都市教育長会として滋賀県への要望事項を取りまとめています。

８月１８日には、「滋賀県教科用図書第３採択地区協議会」が開催されました。この

協議会の内容は、本日の議案第２７号、議案第２８号で審議いただくものです。

８月１９日には、「市人権教育研究大会」を開催しました。「力のある学校と学級集

団づくり～子どもたちにラブレターを書こう～」という演題で、神戸親和女子大学の新

保真紀子教授にご講演をいただきました。教授は、全国学力学習状況調査の結果を基に、

文部科学省が実施する委託研究の共同研究者でした。非常に印象に残ったのが、子ども

たちが様々な環境におかれ、困難な状況にあっても、どの子どもに対しても学力を付け

ていく責任は、先生にあると話されたことです。教師という仕事の本髄を突かれていま

した。講演の中からは、教師の同量性を高めること、事前、本時、事後と連続性のある

校内研究を行うことの重要性、何事も一旦決定したことについては、学校全員で同じ方

向を向いて取り組むということが、本市の現状からは重要であると感じました。教育委

員会としても、これらの支援、指導、サポートしていく必要があると、改めて感じたと

ころです。

８月１９日には、県内の公立中学校で、公金の管理に関する不祥事が発生しました。

このことから、公金等の管理徹底に関して文書で学校に通知をしています。

８月２０日には、自民党滋賀県議会議員の政務調査会が開かれました。教育委員会か

らも県への政策提案事項に関して意見を伝えました。また、全国都市教育長協議会から

国に陳情している「教職員の合理化計画に反対する緊急要望」に関しましても、地元国

会議員に要望して欲しいとの依頼がありましたので、衆議院議員に要望書を渡しました。

９月１日には、滋賀県教育委員会の河原教育長に対して、「平成２８年度予算編成に

あたっての政策提案」を行う予定をしています。この件については、本日の報告事項と

して審議内容になっていますので、後ほど担当から説明させていただきます。

文部科学省の関連ですが、９月２５日に全国学力学習状況調査結果が公表されます。

調査結果については、市の教育委員会に連絡があり、各学校には、９月２６日に届く予

定となっています。

２０２０年の東京オリンピック、パラリンピックの開催に関してですが、学習指導要

領及び同解説書におけるオリンピック、パラリンピック関連の記述についての通知が文

部科学省からありました。今後どのような形で掲載されるのかを注目していきます。

岩手県矢巾町の事件を受けまして、生徒指導に関わる調査の一部見直しの依頼が、文

部科学省からありました。市の実態を把握し、市の現在の取組をどのように見直さなけ

ればならないかを検討していきます。

大阪府寝屋川市では、中学１年生２名が犠牲になる事件がありました。子どもたちが、

事件に巻き込まれないためにも、関係機関と連携を密にし、関係機関との連絡会議にお

いて、子どもたちを見守る体制、指導する体制を整えていく必要があると改めて考えて
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委員長

委員

委員長

教育部長

委員長

こども未来部

長

います。

ありがとうございました。ただいまの報告についてご意見ご質問はございませんか。

― 質問・意見等なし ―

意見、質問等はないようですので、続きましては教育部長から報告をお願いします。

委員の皆様には、８月５日にやまの子キャンプの激励を行っていただきありがとうご

ざいました。大凧まつりの事故を受け、安全管理については万全の体制で臨んだことか

ら、大きなトラブルも無く終了し、今後の事業に繋がる体制ができました。また、同日

午後からは、市長、教育長出席のもと、第２５回日本ドッジボール選手権全国大会出場

の報告会を行いました。東近江市スポーツ少年団加盟の八日市Ｗ・Ｄ・Ｃというチーム

が全国大会出場を果たしました。

８月６日の湖東学校給食センター竣工式には、委員の皆さんにご出席いただきありが

とうございました。調理業務は直営、配送業務は委託とし、調理能力４,０００食で、２

学期から業務を開始します。安全安心な給食を提供するため、職員一丸となり業務に取

り組んでいきます。

８月２１日には、市の予算示達があり、平成２８年度予算編成方針が示されました。

重点施策については、「東近江市グランドデザインレポートＯＧＲ２０１５」として、今

年度も重点的に推進することになりましたので、教育部としましても事業推進に着手し

ていきます。市長からは、部局にまたがる事業については、部局間で十分協議し、総合

力を発揮するよう指示がありました。

９月議会に提案を予定している議案の概要につきましては、後ほど担当から説明させ

ていただきます。教育部の補正予算案件では、教育指導事業、小学校施設整備事業、コ

ミュニティセンター管理運営事業、図書館管理運営事業、文化財保護事業、社会体育施

設整備事業の６事業で補正予算を提案いたします。債務負担については、小学校施設整

備事業、コミュニティセンター管理運営事業、図書館管理運営事業の３件です。その他

案件は、市立能登川コミュニティセンター及び東近江市やわらぎホールの指定管理者の

指定につき議決を求めることについて、市立能登川コミュニティセンター及びやわらぎ

ホール指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについての２議案の提案を

行います。契約議決案件では、追加予定議案が２件です。いずれも学校施設の案件で、

湖東第二小学校校舎・体育館大規模改修工事請負契約の締結議案、玉緒小学校体育館・

プール改築工事請負契約の議案となっています。この案件は、提出議案締め切り後に変

更交付決定が文部科学省から示されましたので、追加提出議案を予定するものです。そ

れぞれの詳細については、後ほど各担当から説明させていただきます。

ありがとうございます。続きまして、こども未来部から報告お願いします。

こども未来部では、８月６日に「子ども子育て会議」を開催しました。会議は、平成

２５年８月に設置し、子育てに関わる代表の方々にお集まりいただき、新たな子ども子
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委員長

委員

委員長

管理監（生涯学

習担当）

委員長

賀川委員

管理監（生涯学

習担当）

委員長

委員

委員長

委員

委員長

育て支援事業計画の策定の議論を重ねていただきました。平成２７年３月に、事業計画

を取りまとめていただき、委員任期が７月末で満了したことから、この８月からの新た

な委員に、事業の進捗管理や新たな事業への対応について、議論いただくことにしてい

ます。教育委員会からは、坂田委員長に代わりまして、辻委員に新たに委員にご就任い

ただきました。新たな委員が１３名、引き続きの委員が７名と、約３分の２の委員が新

しい委員となっています。会長には引き続き、滋賀大学大学院の奥田教授にご就任いた

だきました。

また、（仮称）蒲生幼児園の新築工事進捗状況については、後ほど担当から説明を行

います。

ありがとうございました。各部から報告がありましたが、何かご意見、ご質問はござ

いませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

では、続きまして「２．議案」に移ります。最初に、議案第２５号「東近江市教育集

会所条例施行規則の廃止について」担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

議案第２５号につきまして、ご意見ご質問はありますでしょうか。

規則の廃止は、上位条例を廃止したものということですが、条例を廃止した理由を教

えてください。

市の公の施設改革計画において、教育集会所のみならず、全市的に公共施設のあり方

が検討されました。教育集会所につきましては、施設開設後、年月が経過し、機能的な

役割を果たしたということが設置条例を廃止した大きな理由です。市内には、４集会所

がありましたが、条例の廃止後、施設は自治会で引き続いて利用いただいているものや、

事業は近隣の施設で継続して行っていただいているところもあります。このようなこと

から、公の施設としての一定の役割を終えましたので条例を廃止しました。

他にご質問はありませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

それでは、議案第２５号につきまして、ご承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは、議案第２５号につきましては原案通り可決といたします。続きまして、議
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管理監（生涯学

習担当）

委員長

委員

委員長

委員長

担当課長

委員長

谷川委員長職

務代理者

管理監（生涯学

習担当）

谷川委員長職

務代理者

管理監（生涯学

習担当）

谷川委員長職

務代理者

教育総務課長

谷川委員長職

案第２６号「ＮＨＫ放送番組ごきげん歌謡笑劇団の公開実施に関する協定書の締結につ

いて」担当から説明お願いします。

― 資料により説明 ―

議案第２６号につきましてご意見ご質問はありますでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

それでは、議案第２６号につきまして、ご承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは議案第２６号につきましては原案通り可決といたします。

続いて、「３．報告事項」に移ります。まず、「平成２７年９月議会上程議案等につ

いて」担当課から報告をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件につきまして、ご意見ご質問はありますか。

「能登川コミュニティセンター」及び「やわらぎホール」の指定管理料の変更内容は

どのようなものでしょうか。

５９０席のホールが新たに整備されます。新たな設備の維持管理に関して、光熱費や

各種保守点検料が増加するためです。

９月議会に提出される補正予算の金額については、どのような内容でしょうか。

補正予算は、新たなホールを整備したことによる新規契約電気料の増加が大きな要因

です。職員の賃金や事業費については当初予算から変動はございません。

湖東第二小学校の大規模改修について、体育館の工期が１１月から来年の３月までと

なっています。冬の期間は、学校において体育館の使用率が高くなりますが、その間の

代替の場所は確保できるのでしょうか。

体育館改修の全体の工期は１１月から３月となっていますが、内装部分の改修は、そ

のうちの２か月程度です。その間は体育館の利用ができませんが、なるべく学校行事等

に影響が出ないように配慮しています。

夏の運動場が多く利用できる期間と、冬の運動場があまり利用できない期間での改修
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務代理者

教育総務課長

谷川委員長職

務代理者

辻委員

幼児施設課長
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とでは、子ども達への影響が大きく変ると思います。

体育館の内装改修を行う１２月から１月の期間は、体育館をあまり利用しない時期で

あると学校から聞いています。できるだけ、冬休み期間を利用して、学校行事に影響の

出ないように考えています。

３月には卒業式もありますし、使えない期間が短縮できるように配慮して頂ければと

思います。

（仮称）蒲生幼児園についてですが、フェンスを低くするだけでなく、カーブミラー

の設置などの安全対策は行わないのでしょうか。

カーブミラーは既に設置しており、フェンス越しでもカーブミラーが見やすくなるよ

うに対策を取っています。

完成図には、園庭のフェンス沿いに植樹をするようになっていますが、カーブミラー

の位置を考えて植樹をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。

完成図では、フェンス越しに植樹することになっていますが、植樹の場所に関しまし

ては、フェンスから離して植えるなどの検討を行っていきたいと思います。

他によろしいでしょうか。なければ続きまして、「平成２８年度滋賀県予算編成にあ

たっての政策提案」について担当から説明お願いします。

― 資料により説明 ―

この件につきまして、何かご意見ご質問はありますか。

少人数指導の充実が県への要望にありますが、少人数指導は他市町でも同じような状

況が課題となっているのでしょうか。

他市町でも同じような問題が起こっていると思います。本市では、１学年で１学級を

形成している学年で、1 学級に３６人から３９人の学級が存在します。また、７０人前後、

１０５人前後の学年でも、このような問題が起こっています。市内ではこのような学級

が５クラスあります。

滋賀県都市教育長会の要望の中にも挙がっています。したがって、他市ではどの程度

の学級数なのかはわかりませんが、１３市とも同じような状況です。

９月市議会上程議案の中に、プールの改修工事があがっています。プールの整備費は

大きな額となりましが、学校でプールを使用する期間は短いという現状があります。例
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えば、体育館のように学校体育だけではなく社会スポーツなどで、年間を通して効率的

に利用する方法が考えられないでしょうか。このような活用方法について、整備段階か

ら検討がされているのでしょうか。

学校施設の整備の財源として、国からの交付金があります。交付の条件に、学校施設

の用に供するということになっていますので、学校プールの市民開放については難しい

部分があります。

地域のスポーツ施設を、学校の授業で利用しているところがあると聞いています。

布引運動公園プールについては、聖徳中学校の生徒が土曜日、日曜日、また冬季に利

用しています。授業ではないですが、水泳の練習していることもあります。

学校敷地内にスポーツ施設を整備し、社会スポーツや学校体育で利用するという形態

をとっている施設も、他県では存在しています。

湖東中学校は、隣地に市営の湖東プールがあるため、学校内にプールを整備していま

せん。

学校施設について、もう少し効率的に利用できる方法を、今後検討して欲しいと思い

ます。

旧湖東町おいては、市民ホールの機能が無いため、中学校の体育館を市民ホールの代

替として利用できるように体育館に冷暖房を導入しました。旧湖東町においては、この

ような利用方法を取っていましたが、今後、すべての小中学校の施設整備計画の段階で、

市民利用の検討を行うことは難しいと思います。個別に適当と判断できれば、検討も行

っていきたいと思います。市内のプールについては、民間委託している能登川プールと、

指定管理の２プールを保有している中で、東近江市の人口規模から考えますと、利用者

の需要は満たしていると考えています。

小学生が夏休み中にプールを利用できる日数ですが、以前と比べると減っています。

保護者の負担が大きいことが問題と思いますが、プールの監視を民間委託できれば、監

視員が配置でき、保護者の負担軽減が図れるのではないかと考えます。夏休み中にプー

ルを利用ために、親が付き添いを行うことが共働きの家庭では難しい事情がありますの

で、可能であれば検討をお願いしたいと思います。

この件については、多くの課題があります。現在、学校プールの水は防火用水として

置いて欲しいという要望もあります。湖東中学校のプール使用に関しても、プールの授

業のたびに、道路を横断しなければいけないことへの意見も出ています。新たなプール

を整備していく場合には、どのように整備するのか、どのような利用ができるのかを議

論するべきと考えます。しかし、今回のプール改修事業では、現在ある学校プールを改
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修して利用していくもので、そのための補助金も活用します。この補助金については、

新たに整備するものには利用できません。ご意見を参考にしながら、今後、学校プール

だけでなく他の施設についても、市民がより有効に利用してもらえる方法を検討してい

きたいと考えます。

報告事項に関しては以上になります。続きまして、「４．その他」に移ります。それ

では各課から報告をお願いします。

生涯学習課…報告事項、人権ふれあい市民のつどい

歴史文化振興課、博物館…報告事項、ぶらっと五個荘まちあるき

図書館…報告事項

学校施設課…五個荘中学校床改修工事について

各課から報告について、ご意見ご質問はありませんか。

次回の定例会については９月２５日金曜日午後２時から、市役所新館３階３１９会議

室で開催しますのでよろしくお願いします。１０月の教育委員会の日程ですが、１０月

２２日午後２時からに決定します。ここで、１０分間の休憩をとります。再開後、「議

案第２７号」及び「議案第２８号」につきまして、審議を行います。

― 休憩 ―

それでは再開いたします。議案第２７号「平成２８年度東近江市中学校教科用図書の

採択につき議決を求めることについて」担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

カラーユニバーサルデザインとありますが、具体的にはどのようなものですか。

色覚異常などの生徒に対しても、やさしい色使いがなされている教科用図書です。色

使いが派手になると見えにくくなりますので、色に配慮した教科用図書になっています。

社会歴史について、観点別評価の④「表現、表記が適正かつ正確であるか」が、すべ

ての教科書において、Ｃ評価となっています。今回採択される教科書が、他の教科書よ

りも勝る点はどのようなところでしょうか。

Ｃ評価につきましては、検定本として検定を通っており、文部科学省が教科用図書と

して採用しても良いと評価しているものになります。④の評価項目「表現、表記が適正

かつ正確であるか」は、選定において評価に大きな差がなかった結果です。採用される

図書は、すべての評価項目で、他の教科用図書よりも評価が高いということではなく、

全体としての評価が他の教科用図書よりも高いものが選ばれたということです。
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調査研究結果については、良い評価ばかりが書かれています。Ａ、Ｂ評価ではなく、

Ｃ評価になった理由が記載されていれば、選定の判断材料となると思います。すべての

教科の中で、Ｃ評価が付いてあるのは社会歴史だけでしたので、気になりました。

Ｃ評価は、選定教科書として、十分基準を満たしているものです。それぞれの調査研

究部会の研究メンバーが違いますので、評価の基準はそれぞれの部会において統一して

います。

社会歴史の調査研究部会は、何名で構成されているのでしょうか。

社会歴史につきましては、研究部長１名と部員３名の計４名で構成されています。観

点別評価については、各部員の評価を踏まえて、部会での評価を記載しています。

採択の結果については、Ｃ評価ではあるが、どのような理由で採択に至ったのかとい

う記載があるほうが、評価として分かりやすいと思います。

教科の中には、教科用図書の問題点を記載してあるところもあります。Ｃ評価は基本

的には検定教科書して認められたものですので、その点は問題ありません。各部会で、

研究メンバーが異なりますし、部長の考え方も違いますので、どうしても教科ごとにＡ

ＢＣ評価には差がます。ただし、各教科の中では、評価の基準を合わせて選定を実施し

ています。

社会地図についてですが、他の教科と比べて文字が小さく感じますが、選定にあがっ

た他の教科書も同じような文字の大きさでしょうか。

社会地図に関しては、どの選定教科書も字がかなり小さくなっています。採択させた

地図は、色使いがやさしく、見やすいと思います。

全体を通じて、教科書の大きさは統一されておらず、大きさが異なるものが多くなっ

たと感じました。資料を掲載することにより見やすいとは思いますが、生徒が使用する

際には、使いづらいなどの問題点はないのでしょうか。

教科書は少しずつ大型化されています。図鑑のように大きくなると持ち運びに困難が

生じる、不便であると考えられますが、色々な資料が掲載できるということで、少しず

つ大きくなる傾向にあります。

教科書の大きさに対するガイドライン、指針はありますか。

特にありません。

小学校から、教科書の重さに関して意見が出たことがありますが、出版各社とも、大
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判にして資料を多く掲載する流れになっています。大型化により、充実した資料が作成

されていると調査研究部会では意見が出ていました。今回の採択においても大判という

ことでマイナス評価になったということはありません。

他によろしいでしょうか。

―意見、質問等なし―

それでは、議案第２７号につきまして、ご承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは、議案第２７号につきましては原案通り可決といたします。続きまして、議

案第２８号「平成２８年度東近江市小中学校特別支援学級教科用図書の採択に議決をも

とめることについて」担当から説明お願いします。

― 資料により説明 ―

小学校理科３年の選定教科用図書については、発刊から１０年以上経過していますが、

採用されたものが、供給不能になることはないでしょうか。

新刊が出ていますので、大丈夫だと確認しています。

今現在は供給可能ですが、採択の結果が全国から出てきた段階で、在庫冊数が足りな

いということで一時的に供給不能にならないとは限りません。

他にご意見ご質問ありますでしょうか。

― 意見、質問等なし ―

それでは、議案第２８号につきまして、ご承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは、議案第２８号につきましては原案通り可決といたします。

以上ですべての議案が終了しました。全体を通して何かご意見、ご質問はございませ

んか。

―意見、質問等なし―

以上をもちまして、平成２７年第８回教育委員会定例会を終了させていただきます。
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本日はお疲れ様でございました。ありがとうございました。

会議終了 午後４時５５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


