令和2年10月定例教育委員会会議録
１．日

時

令和2年10月7日（水）午後2時

２．場

所

泉佐野市役所4階

３．出席委員

庁議室

教育長

奥

真弥

教育長職務代理者

赤坂

敏明

委

員

畑谷

扶美

委

員

山下

潤一郎

委

員

中村

スザンナ

委

員

甚野

益子

委

員

石崎

貴朗

教育部長

本道

篤志

施設担当理事

福島

敏

スポーツ推進担当理事

樫葉

浩司

教育総務課長

川崎

弘二

教育総務課教職員担当参事

十河

統治

教育総務課教育振興担当参事

北浦

勝則

教育総務課学校給食担当参事

田中

邦彦

学校教育課長

木ノ元

学校教育課学校指導担当参事

和田

哲弥

生涯学習課長

大引

要一

青少年課長

中岡

俊夫

スポーツ推進課長

山路

功三

文化財保護課長

中岡

勝

（庶務係）教育総務課長代理兼係長

田倉

元

赤坂

敏明

４．説明のために出席した職員の職、氏名

5．本日の署名委員

委

員

1

直子

議事日程
（報告事項）
報告第２７号

教育委員会後援申請について

報告第２８号

教育委員会後援実施報告について

議案第２９号

令和３年度小・中学校教職員人事基本方針について（教育総務課）

議案第３０号

泉佐野市学校臨時休業対策費補助金交付要綱について（教育総務課）

議案第３１号

令和３年度泉佐野市立小学校特認校児童募集要項の一部改正について
（学校教育課）

（午後 2 時 00 分開会）
奥教育長
ただ今から令和 2 年 10 月の定例教育委員会議を開催します。
本日の傍聴はございません。
本日は委員が全員出席しているため、会議が成立しています。
本日の会議録署名委員は赤坂委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、本日の審議に入ります前に、8 月臨時教育委員会議、並びに９月定例教育委員会議の会
議録についてご確認をお願いいたします。委員の皆様で何かお気づきの点がございましたら、お願
いいたします。
山下委員
臨時教育委員会議の議事録について確認ですが、誰が賛成したか、していないのか名前が無く、
人数のみでしたが、匿名性でよいのでしょうか。
奥教育長
事務局どうですか。
川崎教育総務課長
特にそこを明示しないといけないということはないのですが、公示もしますし、ホームページに
も載せますし。今までも、お名前を載せてはないのですが、載せなければならないということはど
こにも明記はされていません。
奥教育長
私の方で、
「４対２で」などと言っておりますので、これでいいと思います。
他にございませんか。
無いようでございますので、会議録の確認は終了させていただきます。恐れ入りますが、山下委
員と中村委員は後ほど署名をお願いします。
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会議に先立ちまして、教育委員会の委員の任命について、本道部長より報告をお願いします。
本道教育部長
それでは去る令和２年泉佐野市９月定例市議会におきまして、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第４条第 2 項の規定によりまして、教育委員会委員任命についての同意を求めることにつ
いて、議会の同意を得ましたので、ご報告いたします。赤坂敏明委員並びに南一早枝委員におかれ
ましては本年 9 月 30 日をもちまして任期満了となりました。赤坂委員は引き続き教育委員会委員と
してご推挙、南委員の後任といたしましては石崎貴朗さんを教育委員会委員としてご推挙いたしま
したところ、議会の任命同意を得ましたのでご報告申し上げます。
奥教育長
赤坂委員におかれましては、引き続き、教育長職務代理者としてご指名させていただき、また、
石崎委員におかれましては、本教育委員会にご尽力いただきますよう、お願いいたします。
それでは本日の審議に入りたいと思います。
まず報告第 27 号「教育委員会後援申請について」を議題といたします。報告をお願いします。
川崎教育総務課長
教育長専決により教育委員会の後援名義使用を承認した事業について、報告資料 27 に基づいて説
明。
新規 3 件、継続 3 件、計 6 件の事業内容について一括で報告
奥教育長
ただ今の報告について、ご意見ご質問がございましたらお願いします。
畑谷委員
ハロウィンフェスｉｎりんくう公園について、これは誰が行ってもよろしいのでしょうか。また
開催時間は何時から何時までですか。
大引生涯学習課長
まずは参加者についてですが、
ステージに上がるのにお 1 人参加費用 500 円が必要になりますが、
特に制限はございません。いろいろな発表会が中止になっているので、発表ができる場を屋外でと
いうことがもともとの趣旨でございます。1 回のステージが 15 分くらいと聞いていますが、3 人く
らいの小さいダンスチームでしたら 1,500 円払っていただいて、
参加して頂くとお聞きしています。
収支予算書では 100 名見込んでおりまして、プラスマイナスゼロと報告を受けております。見に行
かれる方はもちろん無料です。
チラシがまだ届いておらず、タイムテーブルが分かりにくいのですが、午前中はりんくう公園使
用になっており、マスクのコスプレ大会などの催しがございますので、恐らくその催しが午前中。
午後からステージステージですね。13 時から 16 時半までの 3 時間半、ステージを開放する形にな
るかと思います。
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奥教育長
他にございませんか。
中村委員
同じくハロウィンフェスについてですが、幼稚園や保育園に出前で回られていると先ほど説明が
あったので、対象年齢は幼稚園や乳幼児なのかなと思ったのですが、違うということですか。
大引生涯学習課長
公民館でもお世話になったことがあるのですが、劇団きゃんでぃ BOX さんは乳幼児だけでなく高
齢者向けでもいろいろな活動をされており、パペットやお話し会も回っていただいているのは対象
は関係ないです。今回も発表する機会を失った人に発表の場を提供したい、それを楽しんでいただ
くのに、このご時世なのでマスクのコスプレやお花の体験教室とかを屋外でするというのがもとも
との趣旨ですので、対象年齢はどなたでも大丈夫だと思います。
中村委員
雨天決行ですか。
大引生涯学習課長
天気が荒い場合は中止とお聞きしておりまして、SNS 等も上げられているみたいなので、7 時頃
の判断とお聞きしております。
奥教育長
他にございませんか。
甚野委員
新規のリバプールサッカー教室について、これは海外のレベルのサッカーを体験するという趣旨
とお聞きしましたが、指導者の方は外国の方でしょうか。
樫葉スポーツ推進担当理事
ご存知だとは思うのですが、リバプールはイングランドのプレミアリーグのチームでして、そこ
が世界にサッカーの教室を経営されています。日本にも関東の方で何ヶ所か教室があり、そこで教
えている方でイングランド出身のコーチの方も中にはいらっしゃるということですので、日本人の
方もいらっしゃいますが、かなりレベルの高い方とお聞きしております。
奥教育長
他にございませんか。
赤坂委員
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リバプールサッカー教室について、主催の一般社団法人公共ネットワーク機構大阪支部アスリッ
ク大阪実行委員会さんは普段からこのサッカー教室を主体にされているのか、他にもいろいろ事業
をされているのか、アスリックを日本語に訳したらどんな意味になるのかお聞きしたい。また、劇
団きゃんでぃ BOX さんの活動拠点がどこにあるのかお聞きしたい。
樫葉スポーツ推進担当理事
まず主催者の一般社団法人公共ネットワーク機構の活動といたしましては、もっと大きな範囲の
分野の活動をされておりまして、公共に関する問題や震災復興、防災などございまして、その中に
スポーツ振興、国際交流などの分野もされているということで、その活動の一環としてリバプール
さんのサッカースクールを大阪で開催していただけるということです。
アスリックという言葉ですが、一般社団法人公共ネットワーク機構さんの中の一つの組織として、
日本を代表するようなアスリートの方々が参加された日本アスリートクラブという名前のスポーツ
振興の活動をされている組織があります。日本アスリートクラブが主体となってされるという事で
すので、アスリートクラブがアスリックかなと思っています。
アスリック 1、アスリック 2 のように事業の冠のようについています。そのアスリックというイベ
ントをする実行委員会ということだと思います。確かなことは確認できていないのですが、恐らく
そういった事だと思います。
赤坂委員
参加費は無料ですか。
樫葉スポーツ推進担当理事
はい。無料でございます。
大引生涯学習課長
劇団きゃんでぃ BOX の活動拠点ですが、事務所は岸和田土生町にあり、代表をされている方は
元々声優のお仕事もなさっていた方で、泉佐野市でもいろいろなイベントで司会進行をなさってい
る方です。先ほどの説明と重複しますが、劇団きゃんでぃ BOX は幼稚園、児童館、公民館、無料で
ショッピングセンターの広場などを使って、朗読ライブ、手遊び、歌のショーなどいろいろなイベ
ントを手掛けていただいており、恐らくそのつながりでお声かけをいただいたようです。
奥教育長
他にございませんか。
無いようでございますので、以上で報告第 27 号を終わります。
次に、報告第 28 号「教育委員会後援実施報告について」を議題といたします。報告をお願いしま
す。
川崎教育総務課長
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報告第 28 号「教育委員会後援実施報告について」ご説明いたします。報告資料 28「教育委員会
後援実施報告一覧表」をご覧ください。報告件数は今回 1 件でこれらは以前に教育委員会で後援承
認したものであり、
実施報告ということで、報告資料第 28 をもって報告にかえさせていただきます。
奥教育長
ただ今の報告について、委員の皆様でご意見ご質問がございましたらお願いします。
無いようでございますので、以上で報告第 28 号を終わります。
続いて議案審議に移ります。
議案第 29 号「令和３年度 小・中学校教職員人事基本方針について」を議題といたします。
説明をお願いします。
十河教育総務課教職員担当参事
それでは、私より、議案第 29 号、
「令和３年度 小・中学校教職員人事基本方針」について説明
します。議案資料 29 をご覧ください。
本市の小中学校に勤務する教職員の令和３年度人事を行うにあたり、大阪府教育委員会の「大阪
府公立学校教職員人事基本方針」に基づき、泉佐野市教育委員会において「令和３年度 小中学校
教職員人事基本方針」を定めるというものです。
基本方針の重点としましては、
「教職員の人事」「校長及び教頭の人事」「女性教職員の人事」の 3
点において、本市教育界の諸要請にこたえ、全市的な視野に立ち、適切な人事を行うため、積極的
に努力をはらうものです。
「教職員の人事」では、
「教職員構成の適正化」
「学校の活性化を図る人事の推進」
「新規採用教員
の人事」
「計画的な異動」
「広域人事及び過欠員の調整」
「ヒアリングの実施」の 6 点、
「校長及び教
頭の人事」では、
「校長及び教頭の異動等」
「校長及び教頭の任用」の 2 点、
「女性教職員の人事」で
は、
「各学校における主任等の任命に当たっては、女性教職員の活用を計画的に進める」「女性教職
員の人事に当たっては、母性保護の観点に十分留意する。」の 2 点をあげています。
今後、年度末の人事を進めるにあたり、校長ヒアリングをもとに、全市的な見地から、学校の諸
課題に配慮しつつ、学校の活性化を図る人事の推進を行っていきます。
なお、本日の教育委員会議での承認を受けて、各校への周知を考えております。
説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。
奥教育長
ただいま、教育総務課教職員担当参事より説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたら、
お願いします。
無いようでございますので、議案第 29 号「令和３年度 小・中学校教職員人事基本方針について」
は、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。
（各委員「異議なし」の発言あり）
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奥教育長
ご異議がございませんので、本議案は原案どおり承認することに決定しました。
次に、議案第 30 号「泉佐野市学校臨時休業対策費補助金交付要綱について」を議題といたします。
説明をお願いします。
田中教育総務課学校給食担当参事
この度の新型コロナウイルス感染症対策において、政府による全国一斉臨時休業の要請措置を踏
まえ、学校臨時休業措置に伴う学校給食休止により、学校給食関係事業者には事業収入の大部分を
学校給食によっており、今回の学校臨時休業に伴う学校給食中止で廃業する事例もあり、本市の給
食会でも例外なく、学校給食関係事業者は既に発注されていた食材のキャンセルに係る経費やその
処分に要した経費の損失等が生じました。
そのため、国は学校臨時休業期間中における、学校給食休止への対応として「新型コロナウイル
ス感染症に関する緊急対応策－第２弾－」に基づき、
「学校臨時休業対策費補助金」を創設しました。
ついては、本市についても、保護者の負担軽減及び学校給食の安定的な供給を図る観点から国の
学校臨時休業対策費補助金交付要綱に基づき、補助対象経費（12,171 千円）を 9 月議会において補
正予算要求（歳出）し、泉佐野市学校臨時休業対策費補助金交付要綱（案）を制定し、補助金を交
付するものです。
なお、本補助金については、補助対象経費（12,171 千円）の内、国負担 3/4（9,127 千円）も併
せて補正予算要求（歳入）しております。
従いまして、各給食用物資納入業者と協議の上、最終的に協議の整った違約金等損失額が補助対
象となりますので、本泉佐野市学校臨時休業対策費補助金交付要綱に基づき、各対象となる学校給
食納品業者に補助金を交付する予定です。
要綱については教育委員会審議ということですので、ご審議の上、ご承認を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。
奥教育長
ただいま、教育総務課学校給食担当参事より説明がありましたが、委員の皆さまで、ご質問等が
ございましたらお願いします。
中村委員
キャンセルされた時の食材はどのように扱われましたか。
田中教育総務課学校給食担当参事
本市では業者の計らいによって、給食センターに持って来る食材は止められました。ただ業者が
抱え込んでしまい、業者と製造メーカーの手持ちになってしまいました。本市につきましては冷凍
で賞味期限が十分先まであるものは給食の再開に伴い、順次使っていきました。それで対応できな
いものについては、今回の補助金で対応する形になっております。
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廃棄については国の支援策等で寄付するフードバンクなどに引き継ぐ場合は運搬の費用の補助金
が出る対策もあります。近隣では泉南市さんが寄付したりされていましたが、本市ではたまたまセ
ンターに納品されるものがなかったので処分する作業がありませんでした。
奥教育長
他にございませんか。
無いようでございますので、議案第 30 号「泉佐野市学校臨時休業対策費補助金交付要綱について」
は、原案通り承認することとしてよろしいでしょうか。
（各委員「異議なし」の発言あり）
奥教育長
ご異議がございませんので、本議案は原案どおり承認することに決定しました。
最後に、議案第 31 号「令和３年度 泉佐野市立小学校特認校児童募集要項の一部改正について」
を議題といたします。説明をお願いします。
木ノ元学校教育課長
議案第 31 号「令和３年度泉佐野市立小学校特認校児童募集要項の一部改正」につきましてご説明
させていただきます。資料番号 31 の 2 ページをご覧ください。
当該募集要項は、泉佐野市立小学校特認校設置要綱第６条に基づき、毎年、児童の募集方法等に
関し必要な事項を定めており、今年度は、6 月教育委員会議にてご承認を賜った次第です。
４ページをご覧ください。９月７日時点における来年４月の入学予定者数一覧です。
この度の改正の主な目的は、佐野台小学校におきまして、校区内の児童数が 32 名となっておりま
すことより、特認枠の定員を変更するものです。
１ページにお戻りください。新旧対照表となっております。
要項２．対象となる学校と定員について、現行では「１学年の児童数は、通学区域等の児童を含
め 30 名までとする。ただし、支援学級については、現在の支援学級のクラス数に限る」より、改正
案としまして、
「通学区域等の児童数に基づくクラス数内の定員までとする。ただし、支援学級につ
いては、現在の支援学級のクラス数に限る」に改めています。
いずれの学校におきましても、通学区域等の児童数と定員との差を募集するものでありますこと
より、佐野台小学校におきましても学校との協議のもと、今年度の募集要項を改正案として上程さ
せていただきました。
説明は、以上でございます。
ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
奥教育長
ただいま、学校教育課長より説明がありましたが、委員の皆さまで、ご質問等がございましたら
お願いします。
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赤坂委員
来年度の対象者数が 32 名となるので、入学できるように変更するということですか。定員が今は
35 名ですか。
木ノ元学校教育課長
詳細を説明させて頂きます。赤坂委員がおっしゃったように、小学校では 1 クラス 35 人学級とな
っております。今回の 32 名の児童というのがもともとの校区にお住いの児童数（9 月 7 日時点）に
なっております。本市におきましては校区内の地域だけでなく調整区域のご家庭の方が一定の期間
申込をされましたら、進学できるという制度を調整区域という事で設けておりまして、この佐野台
小学校では 32 名の校区の子どもの他、調整区域ということで、資料には記していないのですが 15
名の可能性のある子どもさんの数があります。
結論から申しますと 11 月 13 日が調整区域の申し込みとなっております。ここで 3 名以上のお子
様が佐野台小学校に申請されましたら 35 名となります。35 名以下になったら今回の改正案では特
認校の募集は設けないという意味になります。調整区域の申し込みが 4 名以上になりましたらその
時点で、2 クラスになりますので、35 名の学級が 2 つになり、定員が 70 名となります。その時点
で学校との協議によりまして、改めて特認枠の定員数を協議するという趣旨になっておりますので、
よろしくお願いいたします。
奥教育長
他にございませんか。
無いようでございますので、議案第 31 号「令和３年度 泉佐野市立小学校特認校児童募集要項の
一部改正について」は、原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。
（各委員「異議なし」の発言あり）
奥教育長
ご異議ございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定いたしました。
その他で何かありませんでしょうか。
木ノ元学校教育課長
道徳教育振興会議の件で、取り急ぎ日程のご案内をさせていただきたいと思います。本年度市内
小中学校での授業参観を主な計画としております。来月 11 月 12 日（木）新池中学校の授業の参観
をお願いしたいと思っております。5 時間目の授業ということで 13 時 35 分から 14 時 25 分までの
時程となっております。近々委員の先生方には新池中学校もしくは市役所乗り合わせという形で 13
時前後辺りでの集合ということでご案内させて頂きたいと思います。ご参加のほうよろしくお願い
致します。
奥教育長
9

道徳教育振興会議につきましては、今までのリーフレットを作ってきたという経緯がございまし
て、教育委員さん全員がメンバーになっております。
山下委員
これはその日に授業参観をするだけですか。
奥教育長
後でいろいろお話を聞いたり、共有したりということです。
木ノ元学校教育課長
終わりましたら、学校の図書室の使用許可をいただいておりますので、ご参集いただきまして授
業の内容等の質疑、校長先生との対応であったり、教育委員会で今後道徳教育の在り方等の感想を
も含めてご意見なども賜りたいと思っております。よろしくお願い致します。
山下委員
芝池先生は。
奥教育長
道徳教育振興会議のメンバーのことですね。メンバーのことについて木ノ元課長どうですか。
木ノ元学校教育課長
6 月か 5 月あたりの教育委員会議でご承認を賜りまして、
芝池先生がご退任ということでしたので、
改めて重里先生にお願いしております。
奥教育長
スクールソーシャルワーカーをやっていただいている元岸和田市の校長先生ですね。
木ノ元学校教育課長
赤木先生につきましては継続という形で、ご承諾をいただいております。
奥教育長
メンバーとしては教育委員 6 名と私、赤木先生と重里先生、谷口先生の１０名ですね。
赤坂委員
時間的な流れとしては 13 時 35 分から 14 時 25 分まで授業参観、その後校舎内の施設で意見交換。
従来の会議とは違うという事ですね。
木ノ元学校教育課長
はい、おっしゃる通りです。
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山下委員
赤木先生は来られるのですか。
木ノ元学校教育課長
出席のお返事をいただいております。
奥教育長
他にございませんか。
中村委員
道徳教育振興会議ではなく、市長を交えての総合教育会議はないのですか。
奥教育長
本年度は時期未定ですが開催します。
他にございませんか。
中岡文化財保護課長
日本遺産の中で、小中高校生が自分でイメージをして描いた衣通姫のイラストコンテストをやっ
ております。衣通姫は古代の伝説が上之郷に残っております。昨日教育長と教育部長、和田参事に
出ていただき有識者で一次審査を、今日は市長と専門の先生お 2 人、お 1 人は装甲騎兵ボトムズを
描いていた先生、もうお 1 人はガンダムを描いている先生をお招きしまして、最終審査を行いまし
た。
お知らせがギリギリになったため市のホームページで案内しておりまして、10 月 10 日から 10 月
23 日まで泉の森ギャラリーホールで、提出いただいたすべての学生さんの絵と、賞を取られた方を
分けて展示会をさせていただこうと思っております。機会がありましたらよろしくお願いします。
もう 1 件、大木で同じく 10 月 10 日から大木コスモス園があります。コロナの関係で入場制限や
マスクの着用をしていただきながら、今年も実施する予定となっております。そちらもホームペー
ジで周知させていただいておりますので、よろしくお願い致します。
奥教育長
ただいまの件でご質問ございませんか。
他にございませんか。
樫葉スポーツ推進担当理事
先程、後援申請のところでご質問いただきましたアスリックについて、確認しましたところ、や
はり日本アスリートクラブの通称ということです。ここでは事業の名称のように使っているのでは
ないかと思われます。よろしくお願いします。
奥教育長
他にございませんか。
11

畑谷委員
給食の献立表にサンマーメンとありますが、どのようなメニューですか。
田中教育総務課学校給食担当参事
私も疑問に思って栄養士に先日聞いたところですが、忘れてしまって・・・
中岡文化財保護課長
酸っぱ辛いラーメンですね。横浜の中華街とかで見たことがありますね。
奥教育長
初めてのメニューですか。
田中教育総務課学校給食担当参事
いいえ、何回か出ています。神奈川県のご当地ラーメンです。
畑谷委員
もうひとつ、バンサンスーもよく出てくるのですがこれはどうですか。
田中教育総務課学校給食担当参事
これは中華風春雨サラダですね。
畑谷委員
子どももバンサンスーといえば酢の物だとわかっているのですね。
田中教育総務課学校給食担当参事
これも何回か出ていますので。
中村委員
掲示板に張ってあるコックベアーにバンサンスーはどこの国の食べ物か紹介が載っていますよね。
田中教育総務課学校給食担当参事
はい。やったことがあります。
奥教育長
他にございませんか。
甚野委員
例えば給食関係の業者に補助金交付、学生さんに対してコロナのいろいろな事情で奨学金をいた
だくことも泉佐野市はされておりますが、2 月 3 月 4 月の学校関係の行事を見ておりましたら行事
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がころころと変わったり、現場での気遣いが増えており、学校の現場の先生方が大変な状況と思わ
れます。今までのコロナ以前の状態ではなく、コロナが始まってからは現場の先生方の負担が増え
ていることに対して、現場の先生に対して泉佐野市としての手当は出ているのでしょうか。
十河教育総務課教職員担当参事
現金という形ではないのですが、9 月議会の補正予算で通りましたものがありまして、スクールサ
ポートスタッフといいまして、人を配置することになりました。スクールサポートスタッフとは新
型コロナウイルスによって増加した新しい業務、代表的なものが消毒業務、清掃作業、家庭への配
布プリントの印刷作業を今までは教職員がやっていたところを、10 月 1 日からは募集をして学校に
配置していくことを新たに始めました。人については見つかり次第、学校に配置しておりますので、
見つかった学校から配置しております。これによって、消毒作業や、清掃作業がゼロになるかわか
りませんが、サポートは受けられるかな考えております。お金もそうですが人の配置で対応したと
いうことでございます。
奥教育長
マンパワーはこれからいくらあっても足りないことはあるので、これから国の補助事業も含めて
考えていけたらと思っております。また衛生に関するものなど国の予算がついておりまして、学校
現場を支援していくということでございます。
他にございませんか。
中村委員
毎年 10 月は世界的にも先生の日を設けている季節らしく、ある地域では父の日、母の日、敬老の
日をお祝いするようにいつもお世話になっている先生にプレゼントや感謝の気持ちを手紙を書こう
という時があると目にしたので、これはいいなと思いました。子どもたちからのエネルギーをもら
って先生も元気になると思ったのですが。泉佐野も独特なイベントをしているのでいかがかなと思
って提案させて頂きました。
十河教育総務課教職員担当参事
10 月ではないのですが、11 月の勤労感謝の日で日頃お世話になっている配膳員さんも含めた大人
に感謝しようという集会を行っている学校はあります。
中村委員
自分の担任の先生に向けてというのはないのですか。
十河教育総務課教職員担当参事
もしかしたらその中の一環として、集会以外で自主的に休み時間に手紙を渡してというのはある
かもしれないです。
奥教育長
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他にございませんか。
本日の委員会に付議されました議題はすべて終了いたしました。
次回の 11 月の定例教育委員会会議は令和 2 年 11 月 6 日金曜日、午後２時から、市役所 4 階 庁
議室で開催いたします。
それではこれをもって本日の会議は終了いたします。
（午後 2 時 50 分閉会）
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