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（開会１４時００分） 

○○○○教育教育教育教育長長長長    ただいまから平成２７年第１０回田川市教育委員会１０月定例会を開会い

たします。本日、星野委員は所用のために遅れるとの連絡があっております。 

まず、会議に先立ち報告がございます。９月２８日に開催された平成２７年第４回田

川市議会９月定例会において、河底 誠二氏を教育委員会委員として任命することが

同意されました。これを受け、１０月１日付で市長から教育委員会委員に任命されま

したので、ご報告させていただきます。 

それではここで河底委員より就任にあたり、ご挨拶をいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

（河底委員 あいさつ） 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ありがとうございました。 

それでは、日程第１日程第１日程第１日程第１「議席の指定について」「議席の指定について」「議席の指定について」「議席の指定について」を議題とします。事務局に説明を求めま

す。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 日程第１「議席の指定について」ご説明いたします。平成２７年１０

月１日付で新教育委員が任命されましたので、田川市教育委員会会議規則第２条の規

定により、議席の決定をお願いするものであります。日程第１の資料をご覧ください。

空席となっておりました４番議席を今回、任命されました河底委員さんの議席とし、

ただいまお座りいただいている仮議席のとおり決定していただきたいと考えており

ます。説明は以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 現在、座っていただいている議席を本議席と決定したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議ありませんので、現在お座りいただいているとおりに議席を決定させていた

だきます。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 よろしいでしょうか。河底委員さんをお迎えし、やっと教育委員全員が 

そろい、大変うれしく思っております。教育長と河底委員さんは以前は校長とＰＴＡ

会長という間柄だったということで息のぴったり合った仲ではあると存じますが、新

教育委員会制度は非常に教育長の権限が強くなっております。教育委員は教育長に対

してきちんと自分の考えが述べられるような立場にあるべきだと思いますので、その

辺はよろしくお願いします。 
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○教育○教育○教育○教育長長長長 校長とＰＴＡ会長のときもいろいろなことがありました。その際もいろいろ

な考えをきちんと出し合いながら進めました。みんなで田川市の教育を良い方向に進

めていきたいと思いますので、今、言われたことを私自身も受け止めながらやってい

きたいと思っております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 よろしくお願いします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 次に移ります。日程第２「平成２７年第９回日程第２「平成２７年第９回日程第２「平成２７年第９回日程第２「平成２７年第９回田川市田川市田川市田川市教教教教育委員会育委員会育委員会育委員会９月定例会会９月定例会会９月定例会会９月定例会会

議録の承認について議録の承認について議録の承認について議録の承認について」」」」を議題とします。あらかじめ送付しておりましたが、内容、文

言等について、ご質疑ありませんか。 

 ご質疑ないようですので、日程第２「平成２７年第９回田川市教育委員会９月定例会

会議録の承認について」はこれを承認することとします。 

  次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    議案第３６号「平成２７年度田川市教育功労者議案第３６号「平成２７年度田川市教育功労者議案第３６号「平成２７年度田川市教育功労者議案第３６号「平成２７年度田川市教育功労者の選考の選考の選考の選考にににに

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。本案は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条

第７項及び田川市教育委員会会議規則第１２条の規定により非公開としたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議ないようですので、この案件については非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

  次に移ります。ここからは通常のとおり公開とします。日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第３７号「田議案第３７号「田議案第３７号「田議案第３７号「田

川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の委嘱（交代）について川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の委嘱（交代）について川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の委嘱（交代）について川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の委嘱（交代）について」」」」を議題とします。

事務局に説明を求めます。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 日程第４ 議案第３７号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の委

嘱(交代)について」ご説明申し上げます。本案は今回、委員１名が交代するため、田

川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の規定により教育委員会

の議決を求めるものであります。次のページの委員名簿をご覧ください。中ほどにな

りますが、家庭教育の向上に資する活動を行う者として田川市ＰＴＡ連合会からご選

出いただいておりました委員さんの交代でございます。田川市石炭・歴史博物館等運

営協議会設置条例第４条第１項の規定に基づき、新委員の任期につきましては前任者

の残任期間となっております。以上で説明を終わります。 
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○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第３７号「田川市石炭・歴史博物

館等運営協議会委員の委嘱（交代）について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    事務報告「平成２７年度教育費（９月補正）予算要求（追事務報告「平成２７年度教育費（９月補正）予算要求（追事務報告「平成２７年度教育費（９月補正）予算要求（追事務報告「平成２７年度教育費（９月補正）予算要求（追

加）について加）について加）について加）について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 日程第５「平成２７年度教育費（９月補正）予算要求（追加）について」

事務報告を行います。資料をご覧ください。歳入につきましては、まず、教育総務課

です。文教施設災害復旧費国庫負担金２０１０万１千円、市有物件災害共済金４６３

万円でございます。なお、国庫負担金につきましては災害復旧工事費の３分の２、災

害共済費につきましては国庫負担金の残り３分の１の２分の１を計上しております。

続きまして、文化課でございます。美術館の天窓ガラスの補修に係る市有物件災害共

済金９万２千円でございます。これは工事費の２分の１を計上しております。続きま

して歳出でございます。まず、教育総務課の小学校災害復旧事業費２８０９万４千円

でございます。主なものは後藤寺小学校の太陽光パネルに係る設計等委託料、後藤寺

小学校太陽光パネル復旧工事、伊田小学校屋上防水シート剥離による復旧工事費等で

ございます。次に、中学校災害復旧事業費３０７万９千円でございます。主なものは

弓削田中学校屋上防水シート剥離による復旧工事費でございます。次に、幼稚園災害

復旧事業費８万７千円でございます。これは園庭に設置しています時計の復旧工事費

でございます。続きまして、生涯学習課でございます。保健体育施設災害復旧事業費

１７１万円でございます。これは倒木処理に３０万円、陸上競技場のシャッター、市

民プールの日除けシェード、場内放送スピーカーなどの復旧工事費１４１万円でござ

います。以上で報告を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 各学校の修理費の内容をもう少し詳しく教えてください。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 詳しい内容については担当課長より説明させていただきます。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 それではご説明いたします。後藤寺小学校は風倒木の撤去費用、それ

から校舎窓ガラスの破損に伴う費用です。次に大浦小学校と金川小学校は校舎窓ガラ

スの破損に伴う費用です。猪位金学園は風倒木の撤去費用です。田川中学校と鎮西中
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学校は窓ガラスの破損に伴う費用です。伊田中学校は窓ガラスの破損に伴う費用と風

倒木の撤去費用です。それから、幼稚園は先程の時計の修理費用です。そして、後藤

寺小学校は太陽光パネルの破損による復旧工事費と復旧工事設計等委託料です。また、

田川小学校は校舎の案内看板破損による復旧工事費、体育館の屋根の破損による復旧

工事、体育館の雨漏りによるアリーナのフローリング復旧工事費です。それから、伊

田小学校は相撲場の屋根の破損による復旧工事費と校舎屋根の防水シート剥離によ

る復旧工事費です。弓削田中学校では校舎屋根の防水シート剥離による復旧工事費で

す。田川中学校は体育館の屋根の破損による復旧工事費です。鎮西中学校は裏門の門

扉破損による復旧工事費です。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員    ありがとうございました。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 太陽光パネルの破損というのは、具体的にどうなったのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 太陽光パネルは平成２３年２月に伊田小学校と後藤寺小学校に設置

しました。今回、後藤寺小学校に設置していた太陽光パネルの約３分の２が根こそぎ

上から落ちている状況でした。現在はきちんと片付けは終えております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員    国の予算で付けたので仕方がないということもあるのかもしれませんが、

やはり将来のメンテナンスのことなども考えて、堅牢なといいますか、今度からはそ

うしていただきたいと思います。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 それはもちろんです。補助等も受けながら、今後については考えたい

と思います。後藤寺小学校は避難施設になっております。太陽光パネルを設置した後

に国から教育目的のために太陽光パネルを設置しているというだけではなく、災害時

に活躍できるような施設にしてほしいということで蓄電池を取り付けております。例

えば、災害が起こった場合、太陽光パネルがあるから夜中に電気が消えたとしても体

育館なり、主要な教室には自分のところの蓄電池により電気が流れて２４時間ぐらい

は持つような施設ということで現在は蓄電池も取り付けているようですので、復旧さ

せたいと思っております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 他の学校も避難所になっていると思いますけれども、停電になったりした

ときは自家発電とかはできるのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 自家発電機はありません。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今、太陽光発電をつける条件というのがすごく簡略になっているそうです。

以前は土台はがっちりしていなくてはいけなかったのが、今は簡単にしてもいいとい
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うことで、京築の方でも太陽光パネルが飛んだというのは土台を突っ込んだだけとい

いますか、土台が簡単になっていたようです。そこから見ると、後藤寺小学校は割と

土台はしっかりしているみたいだから、なんで飛んだのかなと思ったのですが、相当

強い風が吹いたのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 昨日、県の施設課の方がみえられて、私も立ち会うために屋上に上が

ってみたのですが、昨日のような状況でも高いところだからかも知れませんけれども、

かなり風は吹いていました。そういうことも考えて、まずは基礎から、少々の風が吹

いても何事もないくらい丈夫に取り付けないといけないというのは自分自身が思い

知った次第でございます。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 木を立て直すのにも結構なお金がかかるのですね。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 自分自身も初めての経験で、これだけのお金がいるのかと思いました。

ただ、木自体が大きくなりすぎているとか、古くなってきているとか、そういうふう

なことでやられているような気がします。だから、もちろん良い木というのは残して

おきますが、今後は危ないというところはその都度、その都度、手を入れていくのが

一番いいのかなというふうに考えております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    事務報告「平成２７年度全国学力・学事務報告「平成２７年度全国学力・学事務報告「平成２７年度全国学力・学事務報告「平成２７年度全国学力・学

習状況調査結果の市町村別結習状況調査結果の市町村別結習状況調査結果の市町村別結習状況調査結果の市町村別結果の公表に対する同意について果の公表に対する同意について果の公表に対する同意について果の公表に対する同意について」」」」を議題とします。事務

局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第６「平成２７年度全国学力・学習状況調査結果の市町村別結果

の公表に対する同意について」ご報告いたします。１ページをお願いします。１、県

教育委員会の方針でございます。⑴内容・形式につきまして、①市町村ごとに、小学

校、中学校それぞれの平均正答率を棒グラフで示す。棒グラフは、当該市町村、本県

及び全国の平均正答率の３本を教科区分ごとに並べた形とするということで資料１

をご覧ください。小学校、中学校別に当該市町村、福岡県、全国を左から３本並べる

形で表示をいたします。数値による表示はいたしておりません。１ページにお戻りく

ださい。②これまでの取組の効果が学力の状況に表れたと認められる市町村について、

教科区分ごとの平均正答率の全国平均との差の推移を折れ線グラフで示す。その際、

他の市町村の参考として当該取組の内容を紹介するということで資料２をご覧くだ

さい。結果が上昇している自治体について、このような表示の仕方をし、成果に繋が
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った取組内容として下に説明をし、県下の参考にするという趣旨でこのような表示の

仕方でございます。表示が資料１、資料２の二段構えでございます。資料１は同意を

得られた全市町村について、資料２につきましては成果のみられる市町村のうち同意

を得られた市町村について公表することとしております。１ページにお戻りください。

③です。①及び②の公表に加えて、今回の調査結果全般にわたる様々な視点から分析

した結果及び今後の取組を示す。これは県がいたしているところでございます。それ

で田川市教育委員会の方針でございます。「平成２７年度全国学力・学習状況調査結

果の市町村別結果の公表に同意する。」といたしました。平成２６年度は市町村間の

固定的な序列化や風評を含めた認識を促すことが懸念され、本市独自で責任をもって

公表するという方針を示した上で公表に同意いたしませんでした。しかし、同意しな

かったことが結果的に得点が低いので公表しなかったのではないかというような疑

義を生み、本市及び本市学校の学力向上のための取組に対する十分な理解と協力につ

ながりませんでした。したがいまして、今年度は本市の学力状況が全国や県との関係

でどのような状況にあるのかを県の方針に従って公表し、施策にどのような成果や課

題があるのか。そして、どのような取組が必要となったのかといったことにつきまし

て、議会、地域、保護者、教育関係者などにご理解とご協力をいただきまして、学力

向上の更なる充実に結び付けていただきたいというふうに考えているところです。ま

た、昨年度いたしましたホームページによる独自の公表につきましては、継続をさせ

ていただきたいと考えております。その際もさらにわかりやすく、さらに焦点化した

公表の仕方を検討しているところでございます。ただし、②につきましては実は今年

度、本市の中学校はこの対象になります。改善が認められる地域というふうに挙げら

れてはおるのですが、これが継続した改善と言えるのかどうか。本年度は確かに改善

しましたが、ということもありますので、まだ今のところは１年限りの改善でござい

ますので、これが今回の趣旨でいう他の市町村の参考となる取組なのかというところ

から考えまして、もう１年、様子を見させていただき、その上で明らかな改善状況と

言えるのであればこの公表について考えさせていただきたい。つきましては、今年度

は公表の同意を見送らせていただきたいというふうに考えているところでございま

す。以上です。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今の説明ですが、資料１は公表するけれども、資料２は公表しないという
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ことでよろしいですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、そのとおりでございます。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 昨年、この調査の結果をインターネットで公表いたしましたが、何か反響

はありましたか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 直接的に問合せ等が入ってきたということはありません。見ていただ

いているカウントを見ますと、かなりの方に見ていただいているということは分かり

ますが、ご意見としていただいているものはございません。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 実感として、保護者の皆さん方はこの実態を理解してくださっているので

しょうか。 

○学校○学校○学校○学校教育課長教育課長教育課長教育課長 全部の保護者がと問われますと、そこはなかなか難しいというふうに

は考えておりますが、やはり見ていただいているということはあると思っています。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 公表云々というよりも、この調査自体の目的が学力に対して教師の指導の

方法を改善していくということが一つの大きな目標にもなっているのだろうと思い

ます。それで、だから自分の学校はどういう方法でこれから先、この実態を踏まえて

進んでいくのかとか、教育委員会としては徹底してこれを子ども達の指導に加えてく

れとか、そういうことも出てくるのだろうと思います。そこのところの各学校の方針

というのは、まだ出てこないだろうと思いますが、教育委員会としては何かあるので

しょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    中学校で成果が出ました基礎・基本の徹底というところは、今後も継

続していきたいと思います。今年度につきましては、領域まで指定をして、ここにつ

いては繰り返し学習を徹底してやってくれと、具体的に申しますと、小学校では数と

計算、中学校では数と式領域、これは徹底的に繰り返し学習をやってくれということ

が成果に繋がりました。次年度に向けましては、これを重点領域だけではなくて、ま

ずは全国学力・学習状況調査でいいますと、算数・数学のＡ問題、基礎・基本問題ま

で拡大をして徹底した繰り返し学習をお願いしたいと思っているところでございま

す。と申しましても、思考力、判断力、表現力につながる力を併せて育てていかなけ

ればなりません。ただし、あまりにもそこに重点をおきますと結局、結果がどっちつ

かずになってしまっても困ります。ですから、重点は基礎・基本の徹底におきつつも、

子どもたちの思考力、判断力、表現力を伸ばすために通常の授業における問題解決的

な学習、つまり子どもが問題を持ち、自分の考えを作り、友達と交流をし、という問
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題解決学習については指導をして参ろうと思っているところでございます。以上でご

ざいます。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 各学校で分析をしますということでしたけれども、それについて教育委員

会として指導主事などが入って客観的なフォローアップなどはされるのでしょうか。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 各学校の分析につきましては、今日現在ですべての学校が保護者に公

表をしております。その中身について、具体的に指導主事がここはこういうふうな形

にしてくださいということはございませんが、各学校の実態におきまして学校に入ら

せていただいて、授業の様子を見させていただいて、ここはこう改善をしましょうと

いう具体案はご提示をしているところでございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご意見、ご質問等ありませんか。 

それでは、今年は公開を県の方針に従って行う。また、田川市独自の公開については、

昨年の公開より分かりやすい形で行うという方向で進めていきます。   

次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    諸般の報告「教育委員会に係る９月議会の一般質問につ諸般の報告「教育委員会に係る９月議会の一般質問につ諸般の報告「教育委員会に係る９月議会の一般質問につ諸般の報告「教育委員会に係る９月議会の一般質問につ

いて」いて」いて」いて」を議題とします。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 日程第７ 諸般の報告「教育委員会に係る９月議会の一般質問について」

ご報告いたします。９月定例会におきましては４名の議員さんからご質問があってお

ります。まず、尾﨑議員からは本市における教育の現状と課題について、そして、そ

の打開策等についての質問があっております。現在、子どもを取り巻く環境は地域の

協同体が壊れてきており、孤立する家庭が増加していくことに伴い、夢や自信が芽生

えても目の前の課題を乗り越えるまでには至らない状況が生じています。したがって、

親子のつながり、学校とのつながり、地域とのつながりを作り出すことが必要であり、

その対策として地区の保育所と小学校が内面的に連携する。小・中の教育がつながり

合うとともに保護者と協同で学力向上に取り組む。学校、家庭、地域が連携して、子

ども達の居場所や活躍の場を作ることが解決の道だと考えていると答弁しておりま

す。髙瀬議員からはいじめ問題についての質問があっております。いじめ問題につき

ましては、市内すべての学校におきまして学校いじめ防止基本方針に基づいて、未然

防止や早期発見、早期対策等の取り組みを行っているものです。その一つとして、い

じめのサインをいち早くキャッチし、迅速に対応するため、いじめに関するアンケー

ト調査を原則、月１回実施しています。また、日常、教師が児童・生徒の様子を見る

ためチェックリストを活用し、観察しています。また、いじめが発生した場合は教育
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委員会に報告することを義務付けており、教育委員会としては、いじめはしない、さ

せない、見逃さないを基本に学校へ指導・助言を行い、組織的取り組みを継続してい

くと答弁しております。北山議員からは生涯学習課企画官の今後の活動や小・中学校

における教室の空調整備及び既存の公営グラウンド設備に係る照明設備についての

質問があっております。企画官の今後の活動については２０２０年の東京オリンピッ

ク、パラリンピック開催に向けて体育協会等の団体と連携し、体力向上に向けた施策

の検討が必要であり、キャンプ地誘致後は誘致した国との国際交流を実施することで

青少年の育成、スポーツ活動を通じて元気ある街づくりに努めたいと答弁しておりま

す。小・中学校における教室の空調整備につきましては、暑さ対策としてはクーラ―

及び扇風機の設置状況を、また、寒さ対策としてはストーブの設置状況について答弁

をしております。既存の公営グラウンド施設に係る照明器具について、現状の実態は

一般に使用・許可している６屋外体育施設のうち夜間照明を設置しているのは市民テ

ニスコートの１施設であると答弁しております。石松議員からは不登校についてと

小・中学校のトイレ改修についてのご質問があっております。各学校では不登校対策

として３つの視点に基づき学校で重点的に取り組むべきことを整理し、組織的に取り

組んでいます。教育委員会では不登校児童・生徒を未然に防ぐ魅力ある学校作り、田

川市の不登校対策マニュアルを活用し、不登校児童・生徒に対する早期の把握と対策

により一層努めていくと答弁しております。小・中学校のトイレ改修については、市

内の小・中学校施設は大規模な改修が必要な時期となっており、トイレの改修等を含

めた学校施設の大規模改修等の年次計画を平成２７年度中に作成し、それに合わせて

予算要求を行っていきたいと答弁しております。以上で報告を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長    次に移ります。「１０月行事予定について」「１０月行事予定について」「１０月行事予定について」「１０月行事予定について」を議題とします。 

(各課長が教育長及び各課の行事予定を説明) 

（教育研究所より資料の説明） 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    今、説明がありました夏休み自由研究展についてです。理科の研究が多い

ということでしたが、聞くところによると毎年、出している県の方に今年は日にちが

合わず出さなかったということで非常に残念だなと思っているのですが、来年の予定

はどう考えていますか。 

○教○教○教○教育研究所長育研究所長育研究所長育研究所長 今年は５連休があったものですから、いつもは３週目にする自由研究

展を１週遅らせました。その後、教育事務所に日にちを問い合わせましたら、今年は
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２５日が審査日ということで大変申し訳なかったのですが、まずは市民のみなさんに

見ていただかないということで県の方に出せませんでした。子ども達は県を目指して

がんばっていますので、来年は県の審査日も考えて、作品を県の方に出せるようにし

たいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 来年度はそこを検討していただいて間に合うようにしてください。 

次に移ります。「１１月定例会の日程案について「１１月定例会の日程案について「１１月定例会の日程案について「１１月定例会の日程案について」」」」を議題とします。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 １１月定例会でございますが、１１月９日（月）の１４時からでいか

がでしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご異議ないようですので、１１月の定例会は１１月９日（月）の１４時から

に決定します。 

  ほかに、ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、以上を持ちまして平成２７年第１０回田川市教育委員会１０月

定例会を閉会いたします。   

（閉会１５時００分） 

 

 

 

 

 


