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       平成２９年第８回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成２９年５月２６日（金） 

        午前１０時００分から午前１１時２２分まで 

 

開催場所    甲賀市役所 甲南庁舎 ２階 大会議室 

 

出席委員    教育長      山下 由行 

教育長職務代理者 山田 喜一朗 

        委 員      藤田 正実 

        委 員      今井 智一 

        委 員      松山 顕子 

         

事務局出席者  教育部長             玉木 正生 

        次長（管理担当）         平井 茂治 

        次長（指導担当）         保井 晴美 

        次長（人権教育担当）       中井 康隆 

        教育総務課長           山嵜 吉未 

        教育総務課長（教育環境整備担当） 伴  統子 

        学校教育課長           岡根 富美代 

        社会教育課長           奥田 邦彦 

        甲南公民館長（公民館統括担当）  藤村 貞夫 

        文化スポーツ振興課長       古谷 淳子  

        人権推進課長           地平 勝弥 

        歴史文化財課長          長峰  透 

        教育総務課長補佐(総務企画担当)  林  英明 

        教育総務課総務企画係長      曽我 めぐみ 

書記      文化スポーツ振興課長補佐     辻  仁史 
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議決・報告事項は次のとおりである。 

 １．会議録の承認 

  （１）平成２９年第６回教育委員会（臨時会）会議録の承認 

  （２）平成２９年第７回教育委員会（定例会）会議録の承認 

 

 ２．報告事項 

  （１）５月 教育長 教育行政報告 

  （２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会報告案件について 

  （３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する進捗状況について 

  （４）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報告について 

  （５）平成２９年度自然体験活動事業について 

  （６）「忍者」と「六古窯（信楽焼）」の日本遺産認定について 

 

 ３．協議事項 

  （１）議案第５８号 平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議案に 

           係る教育委員会の意見聴取について 

  （２）議案第５９号 臨時代理につき承認を求めることについて 

            （臨時代理第１０号 甲賀市人権・同和教育推進員の委 

           嘱について） 

 

 ４．その他、連絡事項など 

  （１）平成２９年第９回（６月定例）教育委員会について 

  （２）平成２９年第７回教育委員会委員協議会について 

  （３）第２６回鈴鹿馬子唄全国大会の開催について 

  （４）水口岡山城跡国史跡指定記念シンポジウムの開催について  

 

 ◎教育委員会会議 

   〔開会 午前１０時００分〕 

管理担当次長 それでは、平成２９年第８回甲賀市教育委員会定例会を開催させて 
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      いただきます。 

管理担当次長 開会にあたりまして、市民憲章の唱和を行いますので、皆様ご起立 

      願います。 

       （一同 市民憲章唱和） 

管理担当次長 ありがとうございました。ご着席ください。 

       それでは、山下教育長からご挨拶をいただきまして、議事の進行を 

      お願いいたします。 

教育長    皆さんおはようございます。野原や山々の緑がまぶしく、美しくな 

ってまいりました。自然に囲まれた甲賀市に住んでいて良かったと改 

めて感じております。本日はお忙しい中、第８回教育委員会定例会に 

お集まりいただき、誠にありがとうございます。開会にあたり一言ご 

挨拶をさせていただきます。 

今月の初めから、県教育委員会教職員課の人事主事、市教育委員会 

学校教育課の職員と共に、人事にかかる学校訪問に出かけております。 

最初の訪問校は佐山小学校でありました。その佐山小学校が非常に印 

象的でしたので、そのことを少しお話させていただきます。 

佐山小学校は花壇コンクールに一生懸命取り組んでおられる学校で 

あり、学校のいたるところに花が飾ってありました。また、校舎内も 

大変美しく清掃が行き届いてあり、廊下もピカピカに磨かれておりま 

した。廊下や教室には、子どもたちの活動の様子や九九など、たくさ 

んの掲示物が貼ってありました。連絡の掲示物だけでなく、学習の成 

果や、ぜひ覚えてほしいことなども掲示されており、良い学校環境を 

整えておられました。このことは非常に大事なことです。学校は学ぶ 

場ですので、子どもたちが１つでも多く、目に見える物の中から学び 

取ってくれると良いなと、そんなことを思いながら見ておりました。 

この学校へは、児童養護施設「鹿深の家」甲賀学園から今年は８名 

が通学しております。虐待や、看護が十分にできないという理由で入 

所している子どもたちが、親代わりの職員の方々の温かな看護、指導 

の下で生活をしています。入所の当初は、心に深い傷をおっています 



4 
 

のでとても自尊感情が低く、心も落ち着かない状態です。また、学習 

についてもなかなか付いていけない、また、やろうとしないというよ 

うなモチベーションの低い状態の児童生徒が多くいるのですが、様々 

な取り組みの中で少しずつ自尊感情を高め、最終的には高校進学、大 

学進学を目指し、未来への夢を描くようになる子どもがたくさんいる 

とお聞きしました。 

学園では、国の補助で外部から講師を招き、学園内で週３日ほど塾 

を開いて子どもたちが学ぶ機会を作られています。強制的ではないの 

ですが、ほとんどの児童生徒が参加して塾で勉強しています。今まで 

は生活自体が落ち着かなかったのに、その生活も落ち着いてくる上に、 

勉強に向かう姿勢もそこで作られていくということです。 

学校と施設の連携という点では、朝に施設の職員が学校へ子どもた 

ちを送るとき、学校の先生に学園での様子を伝え、また迎えのときに 

は、学校の先生が施設の職員に学校での様子を伝えるというように、 

常に連絡を取り合っておられます。そういった日々の積み重ねの中で、 

学校と施設が協力をしながら、子どもたちを見守っておられました。 

また、この鹿深の家には、地域の企業や地域の方が様々なイベント 

やボランティア活動に関わってくださっています。多くの支援の中で 

子どもたちが育っていき、安定した状態が生み出されているというこ 

とを勉強させていただきました。 

よく、「教育環境」といいますが、環境には３種類あると思います。 

１つ目は物的な環境、つまり施設・設備・備品などです。２つ目は、 

人的な環境、つまり学校においては指導者である教職員、施設であれ 

ば施設の職員、家庭であれば保護者、または友達など、そういった人 

間関係の中で人的に恵まれているということが大事だと思います。そ 

して３つ目はシステム的な環境です。例えば学校では、どんな時間割 

を組むのか、また生徒指導や教育相談では、物事をどのように関連付 

けながらその問題を解決していこうとするのか、そのシステムができ 

ているかということが大事だと思います。 
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そのような物的環境・人的環境・システム環境の整備を、どのよう 

に学校や関係機関に充実させていくのかということを、教育委員会と 

して考えていかなければならないと、佐山小学校の訪問を通して感じ 

ました。 

さて、今回の定例会におきましては、来月から始まります６月議会 

に関わる議案についてもご審議をいただきたいと思っております。ど 

うぞよろしくお願いいたします。 

以上で、開会の挨拶とさせていただきます。  

教育長    それでは、次第に基づきまして、会議に入らせていただきます。 

       はじめに１．会議録の承認（１）平成２９年第６回教育委員会（臨 

      時会）会議録の承認について、資料１でございます。会議録について 

      は、事前に委員の皆様方のお手元に配付させていただいております。 

       何かご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（１）平成２９ 

      年第６回教育委員会（臨時会）会議録の承認については、原案のとお

り承認することとします。 

教育長    続きまして、（２）平成２９年第７回教育委員会（定例会）会議録の 

      承認について、資料２でございます。会議録については、事前に委員 

      の皆様方のお手元に配付させていただいております。 

       何かご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（２）平成２９ 

      年第７回教育委員会（定例会）会議録の承認については、原案のとお

り承認することとします。 

教育長    それでは、２．報告事項に移らせていただきます。 

       （１）５月教育長教育行政報告について、資料３に基づき報告を行 

います。  

       それでは、資料３に基づき、以下の４件について報告いたします。 



6 
 

       １件目は、５月９日を皮切りに、５日間に亘って１２校１施設を訪 

      問いたしました、第１回人事に係る学校訪問についてでございます。 

今回の学校訪問は県教育委員会教職員課人事主事および本市の学校教 

育課教職員係担当等と共に、全小中学校を訪問し、授業参観を含め教 

職員の人事異動後の定着状況や児童生徒の状況を把握すると共に、各 

学校の今後の児童生徒数の変化や人事上の課題について聞き取ること、 

そして、それらに対して指導助言を行うことを目的に実施しているも 

のです。どの学校におきましても、管理職の指導の下、確実な学校経 

営が行われていることを確認いたしました。また、超過勤務の縮減策 

についても取組を聞き取り、指導を行いました。 

       ２件目は、５月１４日(日)に開催されました第２３回ダイワハウス 

      全国少年少女野球教室についてでございます。開会式に出席し激励の 

      挨拶をいたしました。このイベントは全国全県において同日同時間に、 

      元プロ野球選手を指導者に招いて、地域のスポーツ少年団の小学生を 

      対象に野球教室を開催するものでありました。当日、甲賀スタジアム 

      会場には約２００名の甲賀市・湖南市の少年少女が集まり、元気な声 

      が響いておりました。 

       ３件目は、５月１８日（木）から１９日(金)に奈良で開催された、 

      全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会についてでございます。 

      全国各地の市の教育長が一堂に会し、文部科学省の行政説明、分科会、 

      記念講演などを通して、今の教育課題や取組の方向性について様々な 

情報を得ることができました。少子化から来る学校の再編、新学習指 

導要領への対応、教職員の働き方改革といった問題は、多くの地域で 

課題となっておりました。 

       ４件目は、５月２４日（水）のミシガン大学交流事業についてであ 

      ります。滋賀県と姉妹関係にあるミシガン州にあるミシガン大学から 

      芸術関係の学生１４名と教授１名が甲賀市信楽町を中心として滞在、 

      訪問されました。前日には小原小学校において、そしてこの日は甲南 

      第三小学校においてミシガン大学生と甲南第三小学校５年生、６年生 
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      の児童がペアを組み、共同で粘土の作品を制作しました。英語でのコ 

      ミュニケーションは難しい様子であった子どもたちも、創作活動を共 

      にする中ですっかり打ち解けることができており、芸術のもつ力を強 

く感じたところです。甲南第三小学校では鳥をテーマにしたランプシ 

ェードの制作が行われました。 

       以上、報告とします。 

教育長    ただ今の（１）５月教育長教育行政報告について、何かご意見、ご 

      質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）５月教育長教育行政 

      報告については、報告事項として終わらせていただきます。 

教育長    次に、（２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会報告案件について、 

      資料４に基づき説明をお願いします。 

教育部長   それでは、（２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会報告案件につい 

      て、資料４に基づき報告させていただきます。 

       （以下、資料４により報告） 

教育長    ただ今の（２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会報告案件につい 

      て、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 ６月議会で予算が確保されたとして、小中学校のトイレ改修と 

空調設備工事については、この予算で全体の何パーセント実施できま 

すか。 

教育総務課長 市内には休校、閉校含め２９校あります。本年度、空調設備工事に 

ついては、水口と甲南地域、トイレ改修については、土山、甲賀、信 

楽地域から実施していきます。その内訳として、空調設備工事につい 

ては、小学校７校と中学校２校、全体で９校を実施いたします。また、 

トイレ改修については、小学校１１校と中学校１校、全体で１２校を 

実施いたします。なお、率は今すぐに出ませんが、今年度はこの校数 

で実施し、来年度は残りの部分について実施していく計画です。      

教育長職務代理者 長期予報で、今年の夏はとても暑いと聞いています。６月議会 
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で承認されて、空調設備工事は８月ぐらいには間に合うのですか。 

管理担当次長 今年の夏に間に合うと良いのですが、昨年の補正予算で認めていた 

だいた予算で順次工事の発注を進めているところであり、今年の夏ま 

でに空調整備を全て完了することはできません。 

       なお、大規模改修工事を行う校舎につきましては、その工事の中で、 

トイレ整備や空調設備工事を並行して実施していきたいと思っていま 

す。 

教育長    スピードを上げて取り組んでいただいているところですが、非常に 

      多い校数ですので、順次取り組んでいただいているところです。 

委員     小学校の空調設備整備事業ですが、翌年度への繰越金額が５００万 

      円ほど少なくなっているのはなぜでしょうか。 

管理担当次長 年度内に設計委託業務が完了し支払いをしたため、翌年度へ繰越し 

ておりません。そのため、繰越明許額が減っております。 

教育長    他にご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）平成２９年第３回甲 

      賀市議会定例会報告案件については、報告事項として終わらせていた 

      だきます。 

教育長    次に、（３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する進捗 

      状況について、資料５に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長 それでは、（３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する 

      進捗状況について、資料５に基づき報告させていただきます。 

       （以下、資料５により報告） 

教育長    ただ今の（３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する進 

      捗状況について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

      （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（３）（仮称）甲賀市西部 

      学校給食センター建設に関する進捗状況については、報告事項として 

      終わらせていただきます。 
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教育長    次に、（４）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報告に 

      ついて、資料６に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） それでは、（４）甲賀市幼保・小中学校再編計 

画（基本計画）状況報告について、資料６に基づき報告させていただ 

きます。 

       （以下、資料６により報告） 

教育長    ただ今の（４）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報 

      告について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

      （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（４）甲賀市幼保・小中学 

      校再編計画（基本計画）状況報告については、報告事項として終わら 

      せていただきます。 

教育長    次に、（５）平成２９年度自然体験活動事業について、資料７に基づ 

      き説明をお願いします。 

社会教育課長 それでは、（５）平成２９年度自然体験活動事業について、資料７に 

      基づき報告させていただきます。 

       （以下、資料７により報告） 

教育長    ただ今の（５）平成２９年度自然体験活動事業について、何かご意 

      見、ご質問等ございませんか。 

委員     ７月３１日の安全誓いのつどいですが、年々参加者が少なめと聞い 

ています。参加者が減ってきていることに対し、新たな啓発等、何ら 

かの対応を考えておられるのでしょうか。 

また、子どもたちの安心安全の観点から、スポーツ少年団等の指導 

者の方に対する啓発は、どのようにされているのか教えてください。 

教育長    ２点質問がございました。担当から回答をお願いします。 

社会教育課長 １点目の参加者が減っていることについてですが、時間帯について 

は、参加していただきやすい夕方の時間で開催したいと考えています。 

また、職員に対しては各課に案内を徹底していきます。事業のスタイ 

ルについては、今年度は昨年度と同じような内容ですが、来年度以降 
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は開催方法等を内部協議し、より多くの方に参加していただけるよう 

考えていきます。 

２点目のスポーツ少年団等の指導者の方に対する啓発については、 

自然体験活動だけに特化せず、それぞれで活動されている団体の指導 

者に対しても案内文書を送付しています。各種団体にしっかり伝達し、 

より多くの方に参加していただけるよう呼びかけたいと考えています。    

教育長職務代理者 私も、７月３１日の安全誓いのつどいの参加者がだんだん減っ 

      ているような感じがしています。特に昨年は、極端に減った感じがし 

      ました。市の職員をはじめ各種団体等にも開催の案内が出ていると思 

      いますが、出来るだけたくさんの人に参加していただけるような内容 

      とやり方を考えていく必要があると思います。マンネリ化した内容で 

      はなく、実の効力を発揮できるような内容に変えていき、人に集まっ 

      ていただいて、価値がある集会であったというような内容であってほ 

しいと思います。 

教育長    安全に関わるセーフコミュニティの活動として、各テーマ別対策委 

員会に分かれて積極的に取り組まれています。発表会では、色々な工 

夫がされていますし、各テーマ別対策委員会からも具体的な取組を発 

表していただいています。このようなものと上手くコラボしながら実 

施していくと、市民レベルでの安全に対する活動や意識を併合するこ 

とができ、また、その活動の発表の場にもなりますので、そのような 

方向でも検討する意義はあると思います。今後、セーフコミュニティ 

の宣言とどう関連付けていくのか、広い目で見ていっても良いのでは 

ないかと思います。 

教育長職務代理者 市で取り組んでいるセーフコミュニティが、市民レベルまで意 

識徹底できているかどうか、意味が理解されて普及できているかとい 

うことが大事だと思います。各地域でも、地域に根ざした形で積極的 

に取り組んでいることが目に見えてくれば一番良いのではないかと思 

います。 

教育長    ずっと同じ形で継続されていますので、市民の方に根付いていくた 
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めにはどうあるべきかということを、一度検証する必要があると思い 

ます。 

教育長職務代理者 自然体験については、事前の対策や連絡事項を徹底していただ 

き、特に安全ということに気をつけていただき、実のある充実した事 

業にしてほしいと思います。 

教育長    他にご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（５）平成２９年度自然体 

      験活動事業については、報告事項として終わらせていただきます。 

教育長    次に、（６）「忍者」と「六古窯（信楽焼）」の日本遺産認定について、 

      資料８に基づき説明をお願いします。 

歴史文化財課長 それでは、（６）「忍者」と「六古窯（信楽焼）」の日本遺産認定に 

      ついて、資料８に基づき報告させていただきます。 

       （以下、資料８により報告） 

教育長    ただ今の（６）「忍者」と「六古窯（信楽焼）」の日本遺産認定につ 

      いて、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

      （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（６）「忍者」と「六古窯 

      （信楽焼）」の日本遺産認定については、報告事項として終わらせてい 

ただきます。 

教育長    続きまして、３．協議事項に移らせていただきます。 

       （１）議案第５８号平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６月）提 

      出議案に係る教育委員会の意見聴取について、資料９に基づき説明を 

      お願いします。 

教育部長   それでは（１）議案第５８号平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６ 

      月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取について、資料９に基づき 

      提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料９により説明） 

教育長    ただ今の（１）議案第５８号平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６ 
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      月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取について、何かご意見、ご 

      質問等ございませんか。 

      （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）議案第５８号平成２ 

      ９年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議案に係る教育委員会の意 

      見聴取については、原案どおり可決することとします。 

教育長    次に、（２）議案第５９号臨時代理につき承認を求めることについて 

      （臨時代理第１０号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について）、資 

      料１０に基づき説明をお願いします。 

人権推進課長 それでは、（２）議案第５９号臨時代理につき承認を求めることにつ 

      いて（臨時代理第１０号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について 

      ）、資料１０に基づき提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１０により説明） 

教育長    ただ今の（２）議案第５９号臨時代理につき承認を求めることにつ 

      いて（臨時代理第１０号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について 

      ）、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

      （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）議案第５９号臨時代 

      理につき承認を求めることについて（臨時代理第１０号甲賀市人権・ 

      同和教育推進員の委嘱について）は、原案のとおり承認することとし 

      ます。 

教育長    次に、４．その他、連絡事項に移らせていただきます。 

（１）平成２９年第９回（６月定例）教育委員会について、及び（２） 

平成２９年第７回教育委員会委員協議会について、担当から日程の確 

認等ありましたら報告をお願いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） （１）平成２９年第９回（６月定例）教育委 

員会については、平成２９年６月２９日（木）午前１０時から開催い 

たします。また、（２）平成２９年第７回教育委員会委員協議会につい 

ては、平成２９年６月１４日（水）午前１０時から開催いたします。な 
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お、教育委員会委員協議会のテーマは、市内小中学校における児童生徒 

の状況について、学習指導要領の改訂に伴う授業時間の確保について、 

みなくち子どもの森施設視察及び事業内容についてを予定しておりま 

す。 

 委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中ではございますが、 

ご出席いただきますようお願いします。 

教育長    次に、（３）第２６回鈴鹿馬子唄全国大会の開催について、説明をお 

願いします。 

文化スポーツ振興課長 （３）第２６回鈴鹿馬子唄全国大会の開催について、説明 

させていただきます。資料をご覧ください。 

（以下、第２６回鈴鹿馬子唄全国大会の資料により説明） 

文化スポーツ振興課長 なお、５月２０日現在で一般の部が８３人、少年少女の部 

が１８人の応募をいただいております。 

教育長職務代理者 少年少女の部の応募が少ないですね。 

教育長    大会で順位を競う方が１８人ということで、それ以外のイベント的 

な形で参加される小学生はいるのですか。 

文化スポーツ振興課長 予選と決勝の間に、各小学校からの発表も計画しておりま 

す。 

教育長職務代理者 全国大会であるのに、少年少女の部の応募人数が１８人という 

のは少ないように感じます。全国大会に相応しい内容、また、募集の 

方法を検討する必要があるのではないかと思います。 

委員     昨年までは山内小学校からの個人の出場があったので、その分が少 

なくなった可能性があるのではないでしょうか。 

昨年の少年少女の部の参加者は何人でしたか。 

文化スポーツ振興課長 昨年度は少年少女の部が３０人、一般の部が９７人でした。  

委員     以前は成世先生が山内小学校で教室を開いておられましたが、今年 

も開催されているのですか。 

文化スポーツ振興課長 ５月に一度、成世先生も交えて鈴鹿馬子唄塾を開催されて 

      います。 
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委員     鈴鹿馬子唄というものがあるということは素敵なことだと思うので、 

  市内の子ども達にももっと知ってもらい、出場する機会を広げていく 

ことはできないのでしょうか。 

教育長職務代理者 鈴鹿馬子唄や斎王群行についても、土山町だけの催しと捉えて 

いる市民の方が多いようですし、催し自体を知らない方もおられます 

ので、出来るだけたくさんの人が参加していただけるような形の計画 

をしていただきたいと思います。 

教育長    市全体にＰＲし、市全体の中から挑戦してみようと思う子が挑戦で 

きるような環境が作れないか、研究する必要があるかもしれません。 

教育長職務代理者 水泳大会や陸上大会等のスポーツだけでなく、伝統文化である 

この行事にも、色々な形で参加できるような方法を検討してもらえた 

らと思います。 

教育長    色々なご意見をいただきありがとうございます。どのような形で改 

善していけるのか、知恵を出していってほしいと思います。 

教育長    次に、（４）水口岡山城跡国史跡指定記念シンポジウムの開催につい 

て、説明をお願いします。 

歴史文化財課長 （４）水口岡山城跡国史跡指定記念シンポジウムの開催について、 

      説明させていただきます。資料をご覧ください。 

（以下、水口岡山城跡国史跡指定記念シンポジウムの資料により説 

明） 

教育長    ただ今の連絡事項について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、以上をもちまして平成２９年第８回甲賀市教育委員会定 

例会を閉会とさせていただきます。 

 

〔閉会 午前１１時２２分〕 

 


