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平成２５年１０月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

小坂委員長 

宮田委員 

小坂委員長 

皆さんこんにちは。今年は台風が多く発生し、富津市でも被害がかなり

あったようです。過日、学校訪問した竹岡小、佐貫中の通学路も一部崖

崩れの影響が見られましたが、皆さまの地域はどうでしょうか？富津内

海の海苔柵も壊され、大きな被害となっています。それでは、平成２５

年１０月富津市教育委員会定例会議を始めます。本日の会議録署名委員

の指名ですが、宮田委員さんにお願いします。 

はい。 

本日池田委員さんが欠席でございますが、４名の委員の出席でございま

すので、定例会は成立いたします。はじめに私から、１０月４日富津小、

１０月２４日竹岡小、１０月２８日佐貫中で実施されました教育長訪問

について報告いたします。富津市の学校教育の指針は、「富津を愛し、

富津の未来を託せる児童・生徒の育成」となっており、各校とも学校教

育目標との関連を明示し、それぞれ教育目標具現化の方策がとられてい

ました。富津小は、「つよく、やさしく、かしこい富津の子」の育成を

めざし、目標具現化のために、生活スキル（挨拶・靴そろえ・ゴミ拾い）

学習スキル（静かに話を聞く・音読・家庭学習）指導スキル（認め、ほ

めて、伸ばす・駄目なものは駄目とはっきり伝え諭す）を指導の重点と

して成果をあげてきています。竹岡小は、少人数の「よさ」を生かした

教育の推進をめざし、竹岡小だからできること、竹岡小でなければでき

ないことを探り、目標に取り組んでいました。地域との連携、全校縦割

り班活動、ＪＲＣ（青少年赤十字）活動、合同学習等々、少人数のデメ

リットを解消すべく教師一丸となって取り組んでいました。佐貫中は、

小規模ゆえに仲間との切磋琢磨が不足。ゆえに個々の底あげをめざし、

「自立と共生」を学校教育目標として工夫を凝らして取り組んでいまし

た。少小中連携教育「ワンデイ・スタデイ」（小６年一日中学体験・英

語、数学授業）は７年目になるそうです。また、数学＝少人数指導、英

語＝ＴＴ指導等、基礎基本の定着と学力向上を目指して努力していまし

た。３校とも、児童生徒の授業に集中している姿に感動しました。ベテ
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渡辺教育長 

ラン教師の技・プロの授業展開を目の当たりにし、若い教師を育て、充

実した学習指導、教科指導をさらに進めてほしいと思いました。委員長

報告は以上です。それでは、教育長報告をお願いします。 

はい。資料１ページをお開きください。１項目目の結団式は富津市体育

協会が主催したものです。スキー・水泳等すでに終了している種目もあ

りますが、結団式は、例年、県の総合開会式の前に行われています。今

年の富津市選手団は２２種目に２３０名、役員が３３名ということでし

た。平日の夜なので、皆さん仕事や学校を終えて参加されていました。

陸上競技に出場する高校生の力強い挨拶がありました。２項目目は、毎

年会場を替えて行われている訓練です。今年も多くの関係団体の協力の

下で行われました。今回の特徴のひとつは、会場の富津小学校が日曜日

のこの日を登校日にして、全児童が家族とともに学校や市役所などに避

難するところから訓練が始まったことです。午後は東日本大震災で被災

地に派遣された警察官の話を、保護者や地域の方とともに聴くなど、児

童にとって防災について集中的に学ぶ１日になりました。３項目目は今

年で５回目になるシンポジウムです。今回も県内外から多数の専門家の

参加もあり、研究報告などを通して房州石や鋸山採石場跡地の価値が一

層認識されてきているように感じました。４項目目ですが、本市の友好

都市甲州市のおよっちょい祭りに市長の代理で出席しました。合間に国

指定文化財になっている元民家を案内していただき、その建物の一部を

使って置かれている子ども図書館の様子なども見させていただきまし

た。５項目目のコンサートには部長に出席してもらいました。６項目目

の戦没者追悼式は台風の影響が心配されましたが、無事、厳粛なムード

の中で行われました。なお、台風被害については、このあと関係課から

報告してもらいます。明日から４日までは市民文化祭、１２日に小学校

体操大会、１６日が文化教養講座の３回目で日本野鳥の会の方の講演、

１９日は学びの門、ドラム・タオの公演、２３日には市民ハイキングが

行われます。各学校ごとの文化的行事も多くありますし、１０日には産

業まつりも行われます。１１月はその外にもたくさんの催しがあります

ので、ご都合がつけばぜひご参加ください。教育長報告は以上です。 



3 

小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

川名次長 

はい。ありがとうございました。次に各課報告をお願いします。始めに

庶務課お願いします。 

はい。２ページをご覧ください。それでは庶務課から報告いたします。

１０月１１日に、佐貫中学校技術室棟耐震補強工事の開札が行われまし

た。落札者は、株式会社小島建設、落札金額は 19,110 千円でございま

す。工事の概要につきましては、技術室棟、鉄骨造、平屋建、延べ面積

２３０㎡にかかる耐震補強工事で、壁面ブレース補強４箇所、 鉄筋方

杖補強１２箇所、柱脚部増し打ち８箇所、その他付帯工事一式です。庶

務課からは以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて学校教育課お願いします。 

はい。学校教育課から報告いたします。９月３０日、午前中関豊小学校、

午後天羽東中学校を、千葉県教育庁南房総教育事務所長が訪問しました。

関豊小学校は児童１３名、天羽東中学校は生徒５５名と両校とも大変小規

模な学校ではありますが、校庭や土手回りの環境整備も整い、校舎内の清

掃も行き届き、掲示物は教育活動がよく反映されておりました。笑顔の挨

拶の児童・生徒は、先生方の指導の元、授業に活き活きと取り組んでおり

ました。１０月３日、午前中湊小学校、午後天羽中学校を、千葉県教育庁

南房総教育事務所長が訪問しました。湊小学校は児童１６１名、天羽中学

校は生徒２０１名で、規模は小さい方ではありますが、本市の中では中規

模の学校であります。湊小学校は屋内体育館の耐震化工事がまさに進行し

ており、使用ができない状況でしたが、児童が刈り取った稲がフェンスに

かけて干してあったり、活き活きと活動しておりました。天羽中学校はグ

ラウンドや土手回りの環境整備も整うなか、生徒の歌声が校庭に響き渡

り、活発に授業に取り組んでおりました。１０月４日、富津小学校への教

育長学校訪問を実施しました。富津小学校は児童２５１名で本市の中で

は、児童数の多い学校です。学校長から、学校教育目標「学び合う 強く 優

しく 賢い 富津の子の育成」を設定し、「継続できる子、思いやりのある

子、伸びようとする子」の育成を目指し、教育を推進しているとの説明が

あり、全学級の授業を参観いたしました。委員長よりご報告をいただきま

したので、ここまでにさせていただきます。１０月８日、学校評議員全体
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小坂委員長 

清水所長 

研修会を市役所１階大会議室で開催しました。小・中学校の学校評議員６

０名と各学校から職員が１名ずつ１７名が出席しました。渡辺教育長挨拶

ののち、髙梨学校教育課主幹から「学校評議員制度と学校・地域」と題し

て、学校評議員の制度と趣旨について説明させていただき、引き続き、飯

野小学校池田昌昭校長を講師に迎え、「子どもの安全を、学校や地域がど

う守るか」と題して、講話をいただき、研修を深めました。評議員の皆さ

んの今後の活動に期待しております。１０月２４日、竹岡小学校への教育

長学校訪問を実施しました。竹岡小学校は児童４６名で大変小規模な学校

です。学校長から、学校教育目標「健康で賢く豊かな心を持つ「たけおか」

の子の育成」を設定し、「逞しい子 健康な子 思いやりのある子 考える子」

の育成を目指し、教育を推進しているとの説明があり、全学級の授業を参

観いたしました。なお、本校は標準学級では複式学級となりますが、教務

主任を学級担任にし複式学級を解消、６クラス編成として、教育の充実に

努めているとのことでした。同じく委員長よりお話しをいただきましたの

で、ここまでにいたします。 １０月２８日、佐貫中学校への教育長学校

訪問を実施しました。 佐貫中学校は生徒６８名の小規模校であります。

学校長から、 学校教育目標  「自立と共生 Ｏ  ｎ ｅ ｆｏｒ ａｌｌ Ａｌｌ ｆｏｒ ｏｎｅ 」 を

設定し、「よく考え学ぶ意欲の旺盛な生徒 仲間を思いやる生徒 体力・気

力・覇気のある生徒」の育成を目指し、教育を推進しているとの説明があ

り、５学級で９つの授業を参観いたしました。なお、教育委員の皆様方に

は、教育長学校訪問にご協力いただき、有難うございました。１０月２３

日から３１日にかけ、天神山・佐貫・飯野・吉野の各小学校で平成２６年

度小学校入学児童の就学時健康診断を実施いたしました。また、本日実施

しております。本健康診断は学校保健安全法に基づき、平成２６年度に入

学する子どもたちが、心身共に健康で入学できるように必要な助言を行う

ことを目的に実施しております。今後、１１月２７日の青堀小学校まで、

市内全１２小学校で順次実施してまいります。なお、健康診断を受ける予

定の子どもたちは、３０８名となっております。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。 

はい。教育センターの報告をいたします。１０月９日、君津支部中学校



5 

小坂委員長 

藤江参事 

駅伝大会が富津公園にて開催されました。支部１７中学校全て参加し秋

晴れの中、盛大に行われました。市内の中学生も夏休みから取り組んだ

練習の成果を精一杯発揮し、駅伝にロードレースにと好成績を収めまし

た。結果男子は、君津市の周西南中学校が優勝、富津中学校が第３位、

女子は富津中学校が優勝し、富津中は、男女で県大会出場の権利を得ま

した。また、９月下旬から１０月にかけて、君津支部中学校新人体育大

会が行われ、お手元の資料のような結果となり、８つの団体と１３の個

人が県大会へとコマを進めました。１０月１０日、特別支援教育連携協

議会を４０１会議室にて開催いたしました。１学期の巡回訪問や研修会

の報告、今後の特別支援教育関係の取り組みについて熱心に情報交換が

行われました。１５日火曜日、君津市生涯学習交流センターにて、４市

適応指導教室合同高校説明会を、本年度は富津市の主催で開催しまし

た。公立高等学校３校を含む６校より説明をいただきました。参加した

約３０名の生徒・保護者は、自分の進路選択について考え、熱心に耳を

傾けました。１６日、吉野小学校にて南房総教育事務所指導室計画訪問

が実施される予定でしたが、台風２６号の影響で午前中の授業展開を割

愛し、午後から書類検閲・教科ごとの分科会及び全体会のみの開催とな

りました。それでも、よく整えられた教室環境や、長年取り組んでいる

国語科の校内研修についてお褒めの言葉をいただきました。教育センタ

ーからの報告は以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課の関係について報告申しあげます。９月２８日に第１

回市民文化教養講座を中央公民館多目的室において、 元中学校長鈴木

讓氏を講師にお招きし、『飯野「保科家」と会津「松平家」とのかかわ

り』と題した講義を行いました。参加者は４５名でした。１０月６日に

市役所市民ロビーで行われていた書象会芙蓉会支部書道展覧会におい

て、子供たち３６名による席書大会が行われ、優秀作品１０点に富津市

長賞や教育長賞等の各賞が授与されました。１０月１９日に、第２回市

民文化教養講座を中央公民館多目的室おいて、国土地理院応用地理部専

門調査官飯田 誠氏を講師にお招きし、『私たちが住んでいる土地と災
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小坂委員長 

小柴課長 

害－土地と災害を知るために役立つ地図－』と題した講義を行いまし

た。参加者は３２名でした。今後の予定ですが、第３回を１１月１６日

に中央公民館において、日本野鳥の会会員の加藤恵美子氏を講師にお招

きし、「はるか彼方へ海を渡るサシバを観察して」と題して講義を、第

４回は１１月２７日に移動教室として、館山市の県立野鳥の森ふれあい

野鳥館と渚の博物館（館山市立博物館分館）の見学をそれぞれ予定して

おります。１０月３０日に第２回富津市生涯学習推進協議会が５０２会

議室おいて開催され、第１４回富津市生涯学習推進大会を、来年の２月

２日日曜日富津公民館にて開催し、オープニングには公民館と市民会館

で活動している、弥生の会、ロゼラニフラサークル、シェイプアップボ

クサの３組に日頃の成果を発表していただくことになりました。また、

講演については、環境・エネルギー問題がご専門の中部大学総合工学研

究所教授 武田邦彦氏を講師にお招きし、「うまくいかないことが楽し

い」の演題で実施されることとなりました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。最後に体育振興課お願いします。 

はい。体育振興課の関係について申しあげます。９月２９日に総合社会

体育館におきましてスポーツ・レクリエーション推進員による第２回富

津市ふれあいドッヂビー大会が開催され６チーム約８７名の参加があ

りました。大会結果は、優勝がチーム天ちゃん、準優勝が富津小ＦＣ、

３位が富津新体操クラブでした。次に１０月１４日体育の日に市民ふれ

あい公園陸上競技場などでスポーツフェスタ２０１３を実施しました。

教育委員の皆様には、お忙しいところ、ご出席いただきありがとうござ

いました。開会式では、大貫中学校・君津商業高校吹奏楽部による生演

奏で入場行進を行い開会式後に陸上競技場では、体力測定、ストラック

アウト、ミニゲーム、キックターゲット、玉入れ、ドッジボール、輪投

げ、陸上競技、また、野球場ではグラウンドゴルフを少年サッカー場で

はゲートボールの種目を行いました。そして昼休みには、連合婦人会に

よる踊りや○×クイズを行い午後からは、お楽しみ抽選会、最後に玉入

れを行い好評でした。参加人数は延べ人数ですが３，１００名でした。

次に１０月２０日に袖ケ浦市臨海スポーツセンターなどで君津地区ス



7 

小坂委員長 

能城課長 

ポーツ・レクリエーション祭を実施しました。富津市からソフトバレー

ボールに３チーム１７人、インディアカに４チーム２１人、グラウンド

ゴルフに男女２０人が参加しましたが開会式のあと雨天によりグラウ

ンドゴルフは中止となりました。 成績は、ソフトバレーボールが３位、

インディアカが４位でした。次に１０月２７日にふれあい公園球技広場

で第２７回富津市少年野球秋季大会及び教育長杯争奪新人大会が６チ

ームの参加があり開催されましたが、残り試合があるため大会の結果

は、まだ出ていません。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。教育長報告及び各課報告の中で質問あ

るいは確認したいことがございますか。 

はい。先程教育長からお話がありました台風の被害について、報告させ

ていただきます。先々週の１６日、水曜日の朝方、太平洋岸の海上を北

上した台風２６号による被害状況につきましてご報告させていただき

ます。私からは、学校施設の被害状況につきましてご報告させていただ

きます。お配りしております「台風２６号による被害状況」（庶務課）

という資料をご覧ください。一枚目に表にして記載してございますが、

小中学校１７校中、吉野小学校と金谷小学校の２校では特に被害はござ

いませんでしたが、他の１５校で記載のとおり被害がございました。被

害状況につきましては、被害の大小ございますが建物関係で７３件、建

物以外で２２件となっております。内容は、雨漏りが１３校でそれぞれ

確認されております。これは、施設の老朽化に伴うものに加え、今回の

台風は北からの風が非常に強かったため、普段とは違う場所からの雨漏

りがあったようでございます。その他に、強風による倒木や、屋根や雨

樋の破損。豪雨による土砂崩れなどがございました。主だった箇所の写

真を付けさせていただいておりますのでご覧ください。２ページになり

ますが、この写真につきましては、竹岡小学校の体育館に行く通路の屋

根が２箇所倒壊したものでございます。車などが通れる高い場所の両側

になります。高い場所の屋根につきましては以前強風で壊れた為、修繕

が行われており、今回は大丈夫でしたが、両脇につきましては老朽化し

ていた部分が今回倒壊したものでございます。３ページをご覧くださ
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い。この写真は、環小学校校舎の北側、校舎裏側になりますが、屋根の

カラーアルミ板葺きになっている部分が一部損壊し、アルミ板が捲れ上

がっている状況の写真でございます。他に３枚のアルミ板が飛ばされて

落ちているのを確認しております。これは、北からの猛烈な強風による

ものと思われます。なお、この部分からの雨漏りは確認されませんでし

た。次に、４ページになりますが、これは、先程委員長からお話があり

ました佐貫中学校の正門を入って校舎までの進入路の右側の斜面の法

面が２箇所崩落した写真でございます。これは、豪雨及び、強風により

立木がゆさぶられ崩落したものと思われます。これらの被害につきまし

ては、早急に修繕できるよう、現在準備を進めております。庶務課から

は、以上でございます。

はい。ありがとうございました。 

はい。私からは台風２６号２７号に係る学校の休校等の状況について報

告いたします。別添資料をご覧ください。台風２６号について、１０月

１６日の水曜日に市内全小学校と中学校３校が終日休校としました。富

津中学校、大貫中学校につきましては、登下校路の安全を確認した後、

午後から授業を行いました。学校の避難所の開設や児童生徒職員のけが

等の人的被害はありませんでした。台風２７号については、接近が土曜

日だったこともあり、１０月２６日の土曜日に文化祭を予定していた天

羽中学校が２７日の日曜日に、天羽東中学校と環小学校、関豊小学校の

合同文化祭が２８日月曜日に変更されたのみでした。学校の避難所の開

設や児童生徒職員のけが等の人的被害はありませんでした。以上です。

はい。ありがとうございました。 

はい。私からは台風２６号による文化財の被害状況について報告申しあ

げます。お手元の資料をご覧いただきたいと思います。国指定天然記念

物「竹岡のヒカリモ発生地」被害の状況について報告いたします。所在

地ですが、マルゴ食堂さんのとなりになります。１０月１６日、地元区

長さんから連絡があり現場を確認しました。地元の方々が樹木と岩を撤

去した後、今後も岩盤の崩落が予測されたためバリケードを設置し、立

ち入り禁止の措置を取りました。翌日１０月１７日県文化課、地元区長
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さんらにより被害状況の確認をしました。１０月２９日文化庁並びに県

文化財課による視察が行われました。被害の状況でございますが、お手

元の写真をご覧ください。竹岡のヒカリモ発生地の側のお堂の上部の崖

の斜面の樹木が倒壊し、それに伴い岩盤の一部が駐車場になっている広

場に崩落しましたが、天然記念物には直接の影響はありませんでした。

今後の対応としましては、１０月２９日に文化庁並びに県文化財課によ

る視察が行われましたので、崖の斜面の防護方法を国・県と協議を行い

ながら検討してまいります。次に、県指定有形文化財（建造物）「三柱

神社本殿」ですが、所在地は国道１２７号を金谷に向かい竹岡の白狐川

に架かる千歳橋を渡り、海側の山の斜面の延命寺に隣接しています。被

害の確認でございますが、１０月２１日、区民の方から連絡があり現場

を確認しました。１０月２２日県文化課、地元区長さんらにより被害状

況の確認をしました。被害の状況は、三柱神社裏山の斜面が地滑りによ

り崩壊し、流出した土砂や樹木により本殿が倒壊しました。本殿は隣接

する弊殿にのめり込むような状態で骨組みごと倒壊しています。また、

本殿周辺は土砂や樹木・竹などで半ば埋まったような状態です。今後の

対応につきましては、１１月５日に県文化財課並びに県文化財審議会委

員による視察が予定されておりますので、県と協議を行いながら検討し

てまいりたいと思います。以上でございます。 

はい。報告ありがとうございました。かなり被害が大きかったようです

が、早急な復旧等につきまして、よろしくお願いいたします。他にござ

いますか。無いようですので次に報告第１号後援申請について説明をお

願いします。 

はい。それでは３ページをお開きください。報告第１号後援申請につき

ましてご報告させていただきます。平成２５年９月９日から１０月４日

までの後援申請受付分につきましては、次の４ページから５ベージに記

載のとおり、房総楽友協会代表 早川令子氏外７件を承認しましたので

ご報告いたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。報告第１号につきまして何か質問がご

ざいますか。無いようですので次にその他に入ります。何かございます
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か。 

はい。中央公民館ですが、明日１１月１日金曜日から４日月曜日まで行

われる市民文化祭の各会場別のプログラムをお手元に配布してござい

ます。催し物や展示等の内容を詳しく掲載してありますので、教育委員

の皆様にも是非市民文化祭をご鑑賞いただきたくお願いいたします。以

上でございます。 

はい。ありがとうございました。他に何か質問がございますか。無いよ

うですので私から質問させていただきます。教育長報告にもありました

が、１０月６日に富津市総合防災訓練が富津小学校を会場にしてござい

ました。これは津波を想定した訓練ということで、市民が午前中８時４

５分頃放送が入ったら富津小学校の屋上に避難するというような訓練

でございました。はじめての試みでしたが、大変有意義だったと思いま

す。ただ課題が多いことが分かった訓練で良かったと思います。今回の

訓練を活かして今後も実施していくことが必要だと思いました。それで

富津市の防災対策計画マニュアルが作成してあると思いますがその後

の経緯につきまして説明をお願いいたします。 

はい。富津市地域防災計画でございますが、これは災害対策基本法に基

づきまして、富津市地域を所管する行政機関、公共機関、公的な団体等

で構成する富津市防災会議が策定する計画でございます。現行の富津市

地域防災計画は、平成２０年度に修正いたしました。その後、平成２３

年３月には東日本大震災が発生し、地域防災計画の基本である災害対策

基本法の改正や防災基本計画の修正が行われたほか、上位計画である千

葉県地域防災計画も修正されました。これらの計画は、法令、大災害の

教訓等をふまえた計画とすることを基本に、富津市地域防災計画の修正

を現在作成をすすめているところでございます。主な修正点としては、

基本方針の拡充をはかるということがございます。近年の災害対応にお

いて、女性や災害時要援護者への配慮が足りないことが指摘されている

ことから、国の指針等をふまえ、防災施策の決定や現場等において、防

災施策の決定や現場等において女性等の参画を拡大いていくことを追

加すること。そして津波浸水想定の追加、津波避難体制の強化をはかる
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とともに、これらの津波による予測浸水範囲や浸水深を追加すること。

防災教育の推進では市、防災関係機関は、地域住民の防災教育を普及、

促進し、地域の防災力を高めること。また、防災教育は幼少期から行う

ことが有効であることから、学校での防災教育を推進すること。さらに

備蓄目標を設定し、現物又は流通による備蓄に努めることとする。また、

各家庭では、７日分位上の食料、生活用品等の備蓄を促進すること。避

難者を災害時に円滑に収容するため、各避難所の開設・運営要領の整備、

避難所担当職員の研修等を推進すること。帰宅困難対策の強化、公共交

通機関や幹線道路の不通等により、市外へ帰宅できない通勤・通学者や

旅行者が滞留した場合、それらの安全確保や市内の消防、救助活動等の

支障を回避するため、市内の交通機関、観光施設等は、利用者や旅行客

の避難誘導、一斉帰宅の抑制等を行うこととし、帰宅困難者の強化をは

かることとする。また、平時から企業、学校等に対し、従業員や来場者

等を一定期間保護できるように、施設の安全対策、食料等の備蓄、安否

確認体制の整備等を要請すること。食料、物資等の備蓄の推進、避難者

等への食糧や生活用品を円滑に供給するため、協定団体等への必要な食

料、物資等を避難所等へ直送するよう要請することとし、現在市の防災

計画の策定をすすめているところでございます。なお、今年度末までに

策定を完了し、配布される予定でございます。学校でございますが、児

童・生徒を預かっている学校でありますから、この策定まで待つという

訳には行かないところがございまして、平成２４年７月に学校向けの防

災計画（暫定版）でございますが、この様な物を策定しまして、これを

持って学校防災計画の見直しをお願いしてございます。また、備蓄品に

ついては、今年度防災課と庶務課で協議しまして、１２月末頃までに配

備する予定でございます。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。細かく説明していただきまして、着々

と学校防災、地域の防災対策を取ってくださっているということで、あ

りがたく思います。今回の訓練をぜひこれからも続けて今後の対策に生

かしていただきたいと思います。ありがとうございました。他に何かご

ざいますか。無いようですので庶務課お願いします。 
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はい。それでは、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、１１

月２８日木曜日午後１時３０分から今回と同様市役所４階の４０１会

議室にて開催を予定しております。よろしくお願いいたします。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。以上で本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


