
平成２５年５月富津市教育委員会定例会議 会議録

１ 会議の名称 富津市教育委員会定例会議

２ 開催日時
平成２５年５月３０日（木）

１３時３０分から１４時０５分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎５階５０４会議室

４ 審議等事項

○付議議案

議案第１号 富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命

について

議案第２号 富津市社会教育委員の委嘱について

議案第３号 富津市文化財審議会委員の解職について

○報告事項

報告第１号 富津市就学指導委員会委員及び専門調査員の委

嘱について

報告第２号 富津市学校評議員の委嘱について

報告第３号 平成２５年度市内小・中学校教職員数及び児童・

生徒数について

報告第４号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第５号 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

報告第６号 後援申請について

５ 出席者名

池田委員長、小坂委員長職務代理者、宮田委員、榎本委員、渡

辺教育長、古宮教育部長、川名教育部次長兼学校教育課長、藤

江教育部参事兼生涯学習課長、能城庶務課長、丸山庶務課主幹、

髙梨学校教育課主幹、清水教育センター所長、菊地教育センタ

ー主幹、平野生涯学習課主幹、小柴体育振興課長、鈴木中央公

民館館長、村石富津公民館館長、須山市民会館館長、神子庶務

係長、榎本庶務係副主査

６ 公開又は非公開の

別

公開  ・  一部非公開  ・  非公開

７ 非公開の理由
富津市情報公開条例第２３条第 項第 号に該当

（理由）

８ 傍聴人数         ０人        （定員 ６人）

９ 所管課
教育部庶務課庶務係

電話 ０４３９－８０－１３４０

10 会議録（発言の内
容）

別紙のとおり
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平成２５年５月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

池田委員長 

宮田委員 

池田委員長 

先週、三浦雄一郎さんが 80 歳でエベレストの登頂に成功しました。す

ごいという驚き、感心と共に多くのことを学ばせてくれます。とくに、

夢や人生の目標を持つということの大切さ、そして日々一歩でも半歩で

もその目標に近づくようたゆまぬ努力を積み重ねていくことの必要性

を教えてくれます。三浦さんは、「出来ない理由より出来る理由を考え

る」というのがモットーだそうです。我々、仕事をする上でも明確な目

標やビジョンを持ち、出来ない理由、言い訳を並べるのではなく、どう

したら出来るかを考え、チャレンジスピリッツを持ち目標の実現に向け

て努力を積み重ね、充実した人生を歩みたいものです。頑張ってまいり

ましょう。では、只今より５月定例会を始めます。委員長報告ですが、

27 日に千葉県市町村教育委員会連絡協議会の定例総会並びに特別講演

会がありました。講演は、千葉県教育委員会の金本教育委員長より、「千

葉県教育の課題～教育委員会として、今、何をしなければならないか～」

と題した講和を拝聴しました。教育委員会にかかわる現状、いじめ・体

罰への対応等の教育現場の課題、学力向上への取組、学校教育の今日的

課題について、大変示唆に富む参考になるお話が伺えました。とくに学

校教育の重要性について何のために学ぶのかという学ぶ目的を子ども

たちに伝えることが大切であること、そして社会を生き抜く力を養うこ

とを始めとした第２期教育振興基本計画の４つの基本的方向性につい

て説明をいただきました。また、学校教育の今日的な課題として先生方

の指導力向上、規範意識の育成により資質の向上が大切であることが強

調されました。教育委員会のあり方が社会的にも注目されている今、

我々教育委員として、教育現場で何が起こっているか、先生方の仕事の

量的資質的な課題は何かなど、さらに注意深く感心を持って行く事が必

要であると感じました。以上で委員長報告を終わります。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。 

それでは、教育長報告をお願いします。 
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渡辺教育長 はい。資料１ページをご覧ください。２項目目は、４月の会議で報告さ

せていただいた現環境保全課石井課長と現学校教育課渡辺学務係長の

異動辞令交付式です。３項目目ですが、大貫中学校は約 50 年に亘り、

県の事業である地方技術教育センター校を務めています。発足当時は安

房郡市まで含めての中心校として、また近年は君津地方４市の中心校と

して、技術・家庭科教育の振興に大きな貢献をしてきていますが、26

年度からはセンター校を袖ヶ浦市に受けてもらうことになりました。今

年度の事業を行いながらスムーズに引き継げるよう配慮したいと考え

ています。４項目の市Ｐ連常任委員会では、会長校が富津小から天羽東

中に移りました。６項目目の富津花火大会は７月 27 日(土)の実施で雨

天の場合は８月４日(日)の実施が決定しております。８項目目の会議で

は４市の文化協会連絡協議会会長市が富津市から君津市に移りました。

９項目目記載の国際交流協会は設立 25 周年を迎え、この日はその記念

講演も行われました。設立のいきさつや裏話などを当時の委員長三枝一

雄氏から聴かせていただきました。11 項目目の佐貫クラブは富津市内

唯一の総合型地域スポーツクラブです。佐貫中学校体育館を主な活動場

所として、毎年 200 人前後の会員が、会費を出し合って自主的に様々な

スポーツ活動に取り組んでいます。13 項目目の陸上競技大会は、雨上

がりの比較的よいコンディションの下、大きな事故なく行われました。

選手も補助役員の中学生も応援の子どもたちも参加態度が素晴らしく、

例えば、長距離競走で周回遅れになりながら懸命にゴールを目指す選手

を他校の子が一生懸命応援する姿などは感動的でした。もちろん子ども

たちの中には、様々な課題をかかえて困っている子も多く、手放しで喜

ぶわけにはいきませんが、全体としては今の富津の子のよさや学校の安

定ぶりが感じられ、応援に来られた大勢の保護者の方も安心してくださ

ったのではないかと思います。中学校の学校対抗では、富津中が天羽中

の３連覇を阻んで総合優勝、男子優勝も富津中、女子優勝が天羽中でし

た。なお、今年度も審判長をはじめいくつもの役員を富津市陸上競技協

会の方が引き受けて運営に協力してくださいました。その他の項目はご

覧ください。以上で教育長報告を終わります。 
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池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

清水所長 

池田委員長 

藤江参事 

はい。ありがとうございます。次に各課報告をお願いします。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。５月 24 日学校警察連絡委員会

全体研修会を開催しました。前段で、今年度の諸計画、役員について協

議し、続いて、富津警察署 宮本生活安全課長から県下、市内の犯罪の

現状に触れながら、講話をいただきました。金谷小学校長 中村委員長

のもと、富津市の子ども達の健全な育成を願い、学校警察連絡委員会平

成 25 年度の活動がスタートしました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。続いて教育センターお願いします。 

はい。教育センターから報告をいたします。５月７日 502 会議室にて「特

別支援教育推進チーム会議」を開催しました。普通学級における特別な

支援が必要な児童・生徒の実態の把握と適切な支援への指導助言を行う

巡回訪問について、計画立案ならびに日程調整を行いました。小・中・

保育所職員や市役所健康福祉課職員など 10 名委嘱した委員が、３～４

名でチームを作り、今後市内小中学校を巡回します。５月 24 日 502 会

議室にて「研究主任研修会」を開催しました。講師に前木更津市立畑沢

中学校長の菅野清次先生をお招きし、「校内研修の進め方」というテー

マでご講演をいただきました。学校長というお立場や長く関わってこら

れた教育行政のお立場を踏まえ、子ども達の学力の伸長や思考力の育成

について校内研修がいかにあるべきかという内容でした。ご専門の算

数・数学の内容を加味しながら、具体的で示唆に富んだお話をいただき

ました。５月 28 日 502 会議室にて「第１回コンピュータ活用研究専門

委員会」を開催いたしました。４人の活用研究専門委員を委嘱し、コン

ピュータ活用に関する夏季研修講座の内容等について話し合いました。

また、明日５月 31 日 504 会議室にて「第２回富津市学力向上推進委員

会議」を開催し、４部門に分かれそれぞれ作業を進める予定です。以上

でございます。 

はい。ありがとうございます。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課の各課報告を申しあげます。４月 26 日に 502 会議室

で、第１回富津市社会教育委員会議が開催され、社会教育委員長及び副
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池田委員長 

小柴課長 

委員長の選出並びに、君津地方社会教育委員連絡協議会理事の選出と平

成 25 年度社会教育事業の概要についての協議が行われました。次に、

５月 12 日に富津公民館で、富津市子ども会育成連絡協議会総会が開催

され、平成 24 年度事業・決算報告及び、平成 25 年度事業計画・予算（案）

などについて審議がされました。次に、５月 26 日にホテル千成で、君

津地方社会教育委員連絡協議会総会が開催され、平成 24 年度事業・決

算報告及び、平成 25 年度事業計画・予算（案）などについて審議がさ

れました。なお、協議会会長に、富津市の委員長である小泉清治氏が就

任しました。任期については、平成 25・26 年度の２ケ年となります。

次に、５月 29 日に第３回富津市文化財審議会視察研修が開催され、千

葉市美術館において開催中の展覧会「仏像半島～房総の美しき仏たち

～」の視察を行いました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。続いて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。５月５日に、午後より

総合社会体育館において第１回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会

総会、実技研修会が実施されました。総会では、平成 24 年度事業報告、

決算、また、平成 25 年度事業計画、予算について審議が行われました。

実技研修会では君津地区スポーツ推進委員の女性推進委員の方々が講

師となりロコモティブシンドローム、日本語で（運動器症候群）と言い、

ご自身のからだの状態をチェックして心配があれば、トレーニングを始

めるという講習会が実施されました。次に５月６日に富津市ふれあい公

園陸上競技場におきまして、第 20 回富津市教育長杯争奪少年サッカー

大会が渡辺教育長出席のもと開催され 26 チーム・180 名の参加があり

実施されました。大会の結果は、６年生大会の部優勝 富津ホワイト・

５年生大会の部優勝 富津・４年生の部優勝 青堀レッド・３年生の部優

勝 富津・２年生以下の部では優勝 富津でした。次に５月 19 日に総合

社会体育館におきまして、第 31 回ＦＴＳ少年剣道大会が 379 名の参加

があり個人戦が行われました。小学生の部では、４年生以下男子で野間

会の高橋飛羽君が３位、女子で佐貫清心会の渡邉美優さんが２位、５年

生女子で佐貫清心会の榎本凛香さんが優勝、同じく綾部 栞さんが２
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池田委員長 

鈴木館長 

池田委員長 

須山館長 

位、６年生女子で天羽練心会の忍足美於さんが３位でした。中学生の部

では、２年男子で天羽中学校の加藤和樹君が２位、３年男子で佐貫中学

校の新納 侃君が優勝、佐貫中学校の齊藤拓海君が２位、佐貫中学校の

矢谷正朗君が３位でした。次に５月 19 日に第 19 回健康ウォークラリー

大会が関豊小学校周辺を会場に 27 組 107 人の参加があり実施されまし

た。この大会は、富津市スポーツレクリエーション推進員主催により主

に高宕山自然動物園や野鳥の森周辺に約３Ｋｍのコースを設定しクイ

ズやゲームを楽しむ大会で、参加者は笑顔の中、いい汗を流していまし

た。また今年度は、バナナと卵の寄贈がありましたので、関豊小学校の

家庭科室をお借りし、ゆで卵を作り参加者に配布したところ非常に喜ば

れました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。続いて中央公民館お願いします。 

はい。中央公民館より報告いたします。５月 16 日中央公民館多目的室

において、第１回富津市公民館運営審議会を開催いたしました。会議の

内容ですが、任期満了に伴いまして、委員改選のため新委員に委嘱状を

交付いたしました。委員長・副委員長の選出について審議した結果委員

長に宮﨑和子氏、副委員長に石井光一氏が選出されました。また、君津

地方公民館運営審議会委員連絡協議会の理事に宮﨑委員長、石井副委員

長、小泉清治委員が選出されました。その他、本年度の各公民館・市民

会館主催事業の教室・講座について報告いたしました。以上でございま

す。 

はい。ありがとうございます。最後に市民会館お願いします。 

はい。市民会館より報告いたします。５月 16 日(木)午前 10 時から市民

会館２階研修室において第１回富津市民文化事業「ふっつ学びの門」実

行委員会が開催されました。議題につきましては、任期満了に伴う委員

委嘱状の交付及び新役員の選出も行われたところです。この事業は隔年

で実施されるもので、平成 25 年度が実施年度となります。実施事業に

ついては、平成 24 年度において、実行準備委員会議及び総務部会を各

２回の計４回実施し、各種公演事業から候補を絞り、開催日・公演内容

等を検討いたしました。以上ご報告いたします。 
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池田委員長 

清水所長 

池田委員長 

清水所長 

池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

藤江参事 

はい。ありがとうございます。教育長報告並び各課報告の中で質問がご

ざいますか。私の方から 1 点、教育センターのパソコン活用専門委員会

についてですが、この委員会は以前からありましたか。 

はい。そうです。２日間４コマ実施します。４名の活用委員会の方が得

意の分野の講習を職員に行います。昨年度からコンピュータ会社にお願

いしてより専門的な講座を実施しております。 

はい。ありがとうございました。主に授業展開でのパソコンの活用とい

うことですか。 

はい。そうです。 

昨日、各学校のホームページを見ました。例年より大分早く平成 25 年

度の事業計画とか教育目標等更新されておりました。昨年から皆さん方

が注意深くご指導いただいた賜物だと思います。まだ、若干更新されて

いない箇所も見受けられますので何かの折に伝えていただけたらと思

います。それでは、次に付議議案に入ります。議案第１号富津市学校給

食運営委員会委員の委嘱及び任命について説明願います。 

はい。議案第１号についてご説明いたします。３ページをお開き下さい。

富津市学校給食運営委員会委員として、池田昌昭氏ほか５名に依嘱及び

任命するものです。これは、平成 24 年度末退職等に伴い、校長２名、

養護教諭１名、及びＰＴＡ役員３名の変更に伴い、前任者の残任期間を

依嘱及び任命しようとするものです。任期は、平成 25 年６月 26 日から

平成 26 年６月 30 日までの期間です。以上でございます。ご審議のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

はい。ありがとうございます。議案第１号について質問がございますか。

無いようですので議案第１号について承認される方は、挙手をお願いし

ます。挙手全員ですので議案第１号は、承認されました。続きまして議

案第２号富津市社会教育委員の委嘱について説明願います。 

はい。議案第２号富津市社会教育委員の委嘱について申し上げます。４

ページをお開きください提案理由にもありますとおり、富津市子ども会

連絡協議会及び富津市ＰＴＡ連絡協議会の代表に変更があり後任者の

推薦がありましたので社会教育法第 15 条第２項の規定により委嘱する
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池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

高梨主幹 

ものです。大河原猛氏、三浦博和氏、任期は、前任者の残任期間の平成

27 年３月 31 日までです。以上をもちまして、議案第２号富津市社会教

育委員の委嘱についての説明を終了させていただきます。よろしくご審

議くださいますようお願い申し上げます。 

はい。ありがとうございます。議案第２号について質問がございますか。

無いようですので議案第２号について承認される方は、挙手をお願いし

ます。挙手全員ですので議案第２号は、承認されました。続いて議案第

３号富津市文化財審議会委員の解職について説明願います。 

はい。議案第３号富津市文化財審議会委員の解職について申し上げま

す。５ページをお開きください。提案理由にもありますとおり、平成

25 年５月 14 日付けで野中徹氏から辞任届が提出されましたので、解職

について承認を求めるものです。野中氏につきましては、昭和 49 年５

月１日から永年にわたり文化財行政にご指導をいただきました。 

以上をもちまして、議案第３号富津市文化財審議会委員の解職について

説明を終了させていただきます。よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

はい。ありがとうございます。議案第３号について質問がございますか。

今回、野中氏の辞任願いということですが、これに伴って新たな就任が

必要になるのですか。 

はい。後任につきましては専門性が必要になりますので文化財審議会と

相談しながら決定したいと思います。 

はい。他にありませんか。無いようですので議案第３号について承認さ

れる方は、挙手をお願いします。挙手全員ですので議案第３号は、承認

されました。次に報告事項に入ります。報告第１号富津市就学指導委員

会委員及び専門調査員の委嘱について説明願います。 

はい。報告第 1 号は平成 25 年度富津市就学指導委員会委員及び専門調

査員の委嘱についてです。６ページをご覧ください。現在、専門医１名、

学校医代表２名、市内学校長３名、特別支援学級担任代表１名、保健主

事代表１名、養護教諭代表１名、児童相談所代表１名、特別支援学校代

表１名、市役所の庁内職員２名の 13 名で委員を構成しています。この
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池田委員長 

高梨主幹 

池田委員長 

高梨主幹 

うち、校長会代表の１名分を小川功佐貫中学校長へ、庁内職員として社

会福祉課の島津太課長を新規に委嘱させていただきました。専門調査員

については、任期や人数について特に定めはなく、現在４名が活動して

います。このうち、君津特別支援学校にお願いしている調査員について

小林さんから川崎朱美さんに変更するものです。以上、ご報告させてい

ただきます。 

はい。ありがとうございます。報告第１号について質問がございますか。

無いようですので続いて報告第２号富津市学校評議員の委嘱について

説明願います。 

はい。報告第２号は平成 25 年度富津市学校評議員の委嘱についてです。

８ページから 10 ページをご覧ください。本年度の学校評議員は市内 17

小中学校で延べ 80 名。兼任の方がいますので、実数は 73 名です。４小

学校、１中学校で４名、他の 11 校は５名を委嘱いたしました。それぞ

れの学校の計画により、特色ある学校運営、地域と連携した学校経営等

のため、各種学校行事、会議等に参加し、学校長の求めに応じ意見を述

べていただく活動をしていただきます。以上をもちまして、説明を終了

させていただきます。 

はい。ありがとうございます。報告第２号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第３号平成 25 年度市内小・中学校教

職員数及び児童・生徒数について説明願います。 

はい。報告第３号平成 25 年度市内小・中学校教職員数及び児童・生徒

数について申し上げます。12 ページをご覧ください。学校基本調査、

俗に「５・１調査」と呼ばれる５月１日現在の調査から、本年度の教職

員数、学級数、児童生徒数を一覧にしてございます。全体数を昨年度と

の比較でご説明いたします。小学校の職員数が昨年度 201 名から 198

名で３名減。中学校の職員数が 112 名から 109 名と３名減。学級数につ

いて小学校は 114 学級で昨年度と変わりません。これは、普通学級で２

学級が減でしたが、知的特別支援学級が１増、自閉情緒特別支援学級が

１増のためです。中学校の学級数は47学級から45学級と２学級減です。

普通学級１学級減、自閉情緒で１学級減のためです。児童生徒数ですが、
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池田委員長 

高梨主幹 

池田委員長 

高梨主幹 

池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

小学校児童が 2,015 名から 1,948 名と 67 名減。中学校生徒が 1,203 名

から 1,134 名と 69 名減でございます。それぞれの詳細は一覧をご覧く

ださい。以上をもちまして、説明を終了させていただきます。 

はい。ありがとうございます。報告第３号について質問がございますか。

無いようですので、私の方から２点ほど確認と質問させていただきま

す。まず１つ目は児童数の減少を目の当たりにすると統廃合、再配置に

ついて真剣に取り組まなければならない時期に来ていると思われます。

前回ご報告をいただいて以降再配置について検討取り組みについて何

か進捗がありましたらご報告をいただきたい。２点目として平成 23 年

度から過去３年間の先生１人あたりの児童生徒数を出してみたのです

が平成 23 年度先生１人あたり 10.59 人 平成 24 年度 10.28 人 平成

25 年度 10.04 人 先生１人あたりの児童生徒数は年々縮小している。

教育の現場として先生の数は足りているのか。近隣市の先生１人あたり

の児童生徒数と比較して富津市はどうなのかわかれば教えていただき

たい。 

はい。１点目の統廃合についてですが、前回報告したあと２月の下旬に

関豊地区の説明会に伺いました。再度地域の説明会を開く予定でござい

ますが、再度ということで計画等を示さなければいけないだろうという

ことで、教育部内で検討している最中であります。以上でございます。

はい。中学の統廃合についてはどうですか。 

はい。２年前に天羽中学校と天羽東中学校で保護者説明会を開催しまし

たが、それからは具体的な対応はしておりません。以上です。 

はい。ありがとうございます。 

はい。２点目でございますが教職員１人あたりの子どもの数は年々減少

していると思われます。例えば袖ヶ浦地区と比べれば１人あたりの子供

の数は少ないかと認識しております。特に南の方の学校は小規模校がご

ざいますので１人あたりの子どもの数は更に減っています。このことで

富津市の教職員に余裕ができたとは思いませんが、かといって悲鳴が上

がるほどの忙しさはないかと思います。 

はい。ありがとうございます。統廃合についてですが間が空いてしまい
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小坂委員 

高梨主幹 

池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

鈴木館長 

ますと今まで熟してきた議論がまた振り出しに戻ってしまいますので

急ぐ必要はないと思いますが、タイミング等みてもう少し接点を増やし

ていただければありがたいと思います。統廃合は街づくりの視点が不可

欠ですのでもっと保護者を含めて市民の人達が学校の再配置について

真剣に考えるような雰囲気づくり、訴えかけが必要になろうと思われま

すのでよろしくお願いします。 

はい。児童数ですが昨年と比べると青堀小・佐貫小を除いてほとんどの

学校がマイナスになってきていますが、特にこれから先子どもの人数が

減少している地区はありますか。 

はい。富津中学校は平成元年に千人を超えていましたので富津中学１校

分の中学生徒数が現在の市内全体の中学生の数とほぼ同じになってお

ります。どこの地区だからということではありませんが天羽地区が将来

的にも少なくなると思います。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。他によろしいでしょうか。それでは、

報告第４号富津市青少年問題協議会委員の委嘱について説明願います。

はい。報告第４号富津市青少年問題協議会委員の委嘱について申し上げ

ます。13 ページをお開きください。報告理由にありますように、富津

市子ども会連絡協議会及び富津市ＰＴＡ連絡協議会の代表に変更があ

り後任者の推薦がありましたので、富津市青少年問題協議会設置条例第

３条第４項及び第４条第１項の規定により、富津市長が委嘱したもので

す。木村 忍氏、礒﨑 善則氏 なお、任期は前任者の残任期間の平成

26 年５月 31 日までの期間となります。以上をもちまして、説明を終了

させていただきます。 

はい。ありがとうございます。報告第４号について質問がございますか。

無いようですので続いて報告第５号富津市公民館運営審議会委員の委

嘱について説明願います。 

はい。報告第５号富津市公民館運営審議会委員の委嘱について申し上げ

ます。富津市教育委員会は富津市公民館運営審議会委員として富津市社

会教育委員長の小泉 清治氏を委嘱いたしましたので報告いたします。

報告理由ですが、平成 25 年４月 26 日開催の富津市社会教育委員会議に
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池田委員長 

能城課長 

池田委員長 

能城課長 

池田委員長 

おいて、富津市社会教育委員長に選出されましたので委嘱いたしまし

た。なお、任期は、平成 25 年４月 26 日から平成 27 年３月 31 日までで

あります。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。報告第５号について質問がございますか。

無いようですので続いて報告第６号後援申請について説明願います。 

はい。それでは 15 ページ、報告第６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４月８日から平成 25 年５月７日までの後

援申請受付分につきましては、16 ページ記載のとおり虹の音楽会代表

勝谷 壽子氏他６件を承認しましたのでご報告します。以上でございま

す。 

はい。ありがとうございます。報告第６号について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。庶務課お願いします。 

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、６月

27 日（木）午後１時 30 分から市役所５階の 502 会議室にて開催を予定

しております。よろしくお願いします。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。本日の会議日程は、終了させていただき

ます。 


