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令和２年度 

第２回草津市男女共同参画審議会 会議録（概要） 

■日時： 

 令和２年１０月２８日（水）１０時００分～１１時４５分 

■場所： 

 市役所 さわやか保健センター １階 視聴覚室 

■出席委員： 

筒井淳也委員（会長）、重原文江委員（副会長）、植村正雄委員、 

宇野房子委員、窪田明裕委員、髙井育夫委員、中睦委員、 

中島綾香委員、前野明子委員、山本寛委員 

■欠席委員： 

 今里佳奈子委員、宇野彰一委員、谷口暢生委員、松村裕美委員、杉江由紀子委員 

■事務局： 

 田中部長、柴田副部長、作田副部長（学校教育担当）、大野課長補佐 

■傍聴者： 

0人 

 

１．開会 

【事務局】 

令和２年度第２回草津市男女共同参画審議会を開催します。 

草津市男女共同参画審議会規則第３条第２号に「委員の半数以上の出席がなければ会

議を開くことができない」とあります。本日は半数以上の出席がありますので、本日の

会議が成立したことを御報告します。 

草津市校長会は高井委員へ変更の旨を報告 

２．審議 

【会長】 

 議題（１）「第４次草津市男女共同参画推進計画策定について」事務局より説明をお願い

いたします。 

【事務局】説明 

【会長】 

ありがとうございます。ただ今の事務局の説明について、ご質問やご意見をお願いいた

します。 
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数値目標に女性の正社員率が設定されていますが、何に対する正社員率なのか説明があ

ると良いと思います。おそらく、雇用者に対してだと思いますが、就業者に占めるという

ことでもないと思いますし具体的に分母の説明があると良いと思います。 

また、基本方針（３）「働き方改革、ワーク・ライフ・バランスについての啓発、男性の

育児休暇等の取得の推進」とありますが、「育児休暇」で良いのでしょうか。色々な言い方

がありますが、法制度では「育児休業」が使われており、「育児休暇」は企業等の規定で設

けているものを指すことがあるように思います。表現について補足があるといいと思いま

す。 

【事務局】 

 女性の正社員立の説明、自営業者や家族従業者は除いているという説明を加えます。ま

た、「育児休業」、「育児休暇」の表現は確認の上、表現を検討いたします。 

【委員】 

女性の正社員率を数値目標にするからには、正社員化するための何らかの政策を市が実

施するということでしょうか。女性の正社員化の必要性は十分わかりますが、数値目標に

するにあたり、草津市が企業に何かアプローチできるのでしょうか。平成 29年の総務省就

業構造基本調査によれば滋賀県は全国一、女性就業者の非正規雇用率が高いそうです。可

能であればその理由も分析しながら検討されてはいかがでしょうか。 

【事務局】 

非正規雇用から正規雇用に転換するような施策として、今年度と昨年度は実施しており

ませんが、女性管理職へのキャリアアップ講座を行っており、素案にも掲載しております。

女性の就業支援はマザーズジョブステーションが主に行っており、本市はどちらかと言う

と起業支援を重点的に行っていますが、キャリアアップ支援にも取り組んでいきたいと考

えております。しかし、数値目標につながる施策としては十分ではないと考えております。 

【会長】 

数値目標だけではなかなか市が市民の意識を直接変えることは難しいと思いますので、

目標達成の道筋が書かれていると良いのではないでしょうか。 

【委員】 

基本方針（８）「男性の家事、育児、介護等への参加促進」の「参加」という表現が気に

なります。男女共同参画社会基本法の成立時は、できるところから男性も女性も同じよう

に家事をしていきましょうということで、女性が家事を主にして男性が助けるということ

がありました。しかし、今は男性も自分のこととして捉えて男女共同参画を推進していく

ためには、「参加」という表現で良いのでしょうか。 

施策 20「地域防災における男女共同参画の推進」について、女性の地域防災への参画は

増えているものの、まだ女性の活躍には課題があります。しかし、身の回りのことに長け

た女性がリーダーになる避難所もありますので、そのことを書き込めないでしょうか。 

「誰もが」と言う表現について、今や性の多様性から「男女」とは言わなくなってきて

います。国の表現が変わらないと草津市の男女共同参画も変わらないのかなと思いますし、

変えるのは難しいですが、本文を変えてはいただきましたが、それによって「誰もが」と

いう意識をみんなに周知してもらえるでしょうか。 

【事務局】 

地域防災について、今も女性は活躍されていることを記述するということでしょうか。 

【委員】 

多くの避難所では多くの女性が活躍している現状がありますので、「リーダーの不足」が

課題と書かれていますが、本当にリーダーの不足が課題なのでしょうか。女性が出ていな

いだけなのか、女性の立場としての避難所の運営がどうなっているのかを考えていかねば

ならないと思います。 

【事務局】 

検討いたします。 
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【委員】 

施策６「性の多様性を踏まえた学校教育環境の点検・改善」の担当課には教育総務課を

追加してください。また、施策７「教職員における男女共同参画に関する意識の醸成」の

課題として性の多様性に関する研修や、ハラスメントに関する研修が必要であると書かれ

ていますが、このことも含めて書いていただけると良いと思います。 

【事務局】 

施策６の担当課には教育総務課を追加いたします。また、施策７にハラスメント防止に

関する学習会を追加いたします。 

【委員】 

前審議会の主な意見とその対応に関して、草津市の現職校長によるセクハラ問題等に関

する話題が各委員から出ていましたが、資料①にはその直接的な文言が反映されていませ

ん。なぜ削除されたのでしょうか。 

また、第３次計画の数値目標「『男女共同参画社会づくり副読本』の活用率」は活用の定義

が曖昧です。副読本を配れば活用、児童生徒に持ち帰ってもらえれば活用というように、

副読本を渡すだけで活用していると捉えて、目標値を 100％と設定されているのかもしれま

せん。活用の定義はどうなっているのでしょうか。定義をある程度定めれば活用も進むと

思います。目標値が 100％というのはおかしいと思いますし、副読本を使った授業の回数や

時間について定義を示し数値目標から外さなくてもいいと思います。 

コロナ禍で情勢が随分変化しているので、第４次計画ではそのことに対応した文章が必

要ではないでしょうか。Ｍ字カーブやＬ字カーブが書かれていますが、そういうことに対

してもコロナ禍がかなり影響を与えているでしょうし、審議会で考えて反映させてはどう

でしょうか。 

【事務局】 

現職校長のセクハラ問題に関するご発言については、前回審議会の記録をホームページ

で公開しております。資料①は、素案への反映があったご発言をまとめておりますので、

ご指摘の内容は掲載しておりません。 

また、コロナ禍が女性の就労に与える影響の記載については検討いたします。 

【委員】 

副読本の活用という目標は、あくまで授業で使ったこととして認識しております。表記

を変えるとすれば、「副読本の授業での活用」はどうでしょうか。また、小学生における男

女共同参画の学習は、副読本を使ったものだけでなく２年生の生活科や３年生の道徳、４

年生以降は保健体育、家庭科等々も含む授業や、特別活動、学級活動等でも行っておりま

す。そのため、例えば副読本を使って６年生で３時間程度の男女共同参画の学習をしたと

いうものではございません。特に、道徳では３年生から６年生までバランスよく授業に取

り入れています。 

【委員】 

具体的には、どの程度授業をされているのでしょうか。副読本を使用せずとも十分に学

習が行われている様子ですが、活用と言っても授業日数はどの程度なのかはっきりとおっ

しゃられません。副読本は男女共同参画について、わかりやすく作られたものであると思

いますので、積極的に使用していただきたいと思います。 

【委員】 

家庭科や保健体育の中で、教科書に男女共同参画という言葉が直接的に出てくることは

ありません。あくまでも男女の役割を考えて生活、家事、仕事をバランスよく行っていき

ましょうという内容です。また、心と体の発達をお互いに理解して尊重し合いましょうと

いう内容です。県の副読本は、もっと男女共同に踏み込んだ内容になっていますので使う

ことは有効だと考えています。おそらく、そういう観点で 20 校のうち 19 校が副読本を有

効に活用されて授業を展開されていると理解しておりますし、少なくとも私の小学校では

そのように考えております。 
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【委員】 

授業日数は具体的にどうなのでしょうか。校長会で積極的に副読本の使用を推奨されて

いるのでしょうか。目標である 100％を評価するために、副読本を使った授業が何時間なの

かという指標はないのでしょうか。必要なければそれでも良いですが、副読本が有効と言

われるのであれば、それを使って何時間授業をしていただけるのでしょうか。 

【委員】 

私の小学校では、５年生の保健体育の心と健康の単元では副読本を使って学習すること

が可能です。時間は３時間程度で、そのうち何時間、副読本を使った学習に充てるかは担

任の裁量ですが、副読本の使用が必要ないということはありません。また、家庭科の生活

の家事分担の単元も同様に３時間程度ありますので、副読本の活用は可能だと考えていま

す。副読本を使わなくても、例えば４年生は道徳の学習の中で誰に対しても分け隔てなく

という教材があった時には学んでいます。各学校のカリキュラムは校長に任されています

が、道徳教材は同じものを使用しておりますので間違いなく男女共同参画に関することは

学んでいると考えています。 

【会長】 

コロナ禍は国も重点的に取り組もうとしている課題の一です。内閣府が「コロナ下の女

性への影響と課題に関する研究会」を開催しています。「内閣府 コロナ」で検索すれば出

てきますが、かなり重要な資料があげられています。ケアワーカーや女性が中心に就業さ

れている業界にかなり強いしわ寄せがきているとか、若い女性の自殺が非常に増えている

とか、深刻な影響が資料として提示されていますので、参考にされることがあるのであれ

ばと思いお伝えしておきます。 

【事務局】 

副読本の活用率の指標は、審議会であまり意味がないのではないかというご意見があり

第４次計画の指標から削除しましたが、活用の定義が示されるのであれば指標に入れるほ

うが良いでしょうか 

【委員】 

副読本が必要ないとのご意見が多々あったとは思っておりませんでした。副読本の活用

率の目標値が 100％ということが問題です。実際にどう授業に取り組んでいるかを把握され

ることが大事なので、活用の定義が必要ではないでしょうか。副読本が教育現場で使われ

ることは男女共同参画の推進に向けた授業が行われているという反映にもなります。現場

でないとどのように活用されているのかわらないと思いますので、定義をお示しいただい

たら一定の効果があるのではないでしょうか。 

【事務局】 

指標に戻すということで検討いたします。 

【会長】 

第４次計画の数値目標が増える可能性があるということでしょうか。それは審議会で考

えることだと思います。 

皆さんいかがでしょうか。以前の審議会では、副読本の活用について効果があるのかど

うかというご意見がありました。 

どちらかといえば、どういう指標にするのかが非常に難しいというご意見だったと思い

ます。指標を調査するのにあまりにも費用や負担がかかるのであれば、指標にしにくいと

いうことではなかったでしょうか。色々なご意見をお聞きして、行政の担当者や調査の対

象となる方の負担がそれほど増えずに指標として信頼できるものであればということだと

思います。調査公害という言葉があり、色々な調査でいっぱいになって仕事ができなくな

ることを言いますが、そのことを心配しています。教員の負担もいっぱいだと思いますし、

負担にならない、良い指標があればと思っています。活用率以外にも指標があるのであれ

ば、数値以外の実態を把握されるということでも良いのではないでしょうか。 
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【副会長】 

だいぶん前から副読本に関するご意見は出されていますし、この際に副読本が学校でど

のように使われているかを、アンケートでは負担がかかるかもしれないので、校長会等で

実態調査をされてはどうでしょうか。実態調査をされると、使われ方は学校によって違い

ますし噂ではなく本当のことがわかるのではないでしょうか。校長先生によっては熱心な

方もいらっしゃいますし、温度差はあると思いますが最低限これ位はしていただくとか目

標を立てると良いと思います。 

【委員】 

副読本を使うことが大事なのか、男女共同参画に関する学習をすることが大事なのかを

はっきりさせておくほうが良いのではないでしょうか。副読本は 20 校中 19 校が使用して

いますが、残る１校も男女共同参画に関する学習は行っていると思いますし、副読本を使

っていないというだけだと思います。指標が必要であれば、小学校４年から中学校３年ま

で年間で時間をかけて男女共同参画を意識した授業をしたかどうかを聞いていただくほう

が良いですし、年間カリキュラムの中に男女共同参画を意識した教材がちゃんと配置され

ているかどうかが大事だと思います。カリキュラムに沿って授業を行いますので、副読本

云々よりも市の男女共同参画に関する学習を年間の中に位置づけて、例えば３時間やりま

しょうということであれば評価もしやすくなります。 

【副会長】 

現場の先生がそう思われているのであれば、もともと副読本ができた経緯やなぜ必要か

ということも学ばれると良いと思います。現場の先生は他のことで男女共同参画の学習が

できているのであれば、副読本の効果と言いますか、子どもが副読本を持ち帰って親が読

むことも啓発になるのではないでしょうか。数値目標は難しいですが、こういう話が出て

きたことを実態として理解されるほうがいいと思います。 

【事務局】 

前回審議会で、副読本の活用は授業をされる先生の意識の違いもあるというご意見をい

ただいたことから、数値目標としてあげる前に教育委員会等と何度も協議をいたしました。

その結果、ご指摘いただくように授業の内容がどうかということはございますが、先生の

意識の醸成を図ろうということになりました。先生によっては副読本がなくてもしっかり

授業をしていただいておりますし、副読本の活用の仕方については定義が難しい点もあり

ましたので、副読本の活用率は一旦置き、まずは先生の意識を高めるということで「教職

員における男女共同参画に関する研修の参加者数および参加率」を目標といたしました。 

【委員】 

前回審議会では副読本に意味がないことではなく、その使い方を問われていたと思いま

す。副読本を使ったことだけで何％と指標にするのではなく、授業の中身がわかっていて

他の教材を使って男女共同参画に関する学習が充実しているのであれば、副読本の活用は

指標にしなくても良いと思います。授業の内容を数値化するのは非常に難しいことですし、

カリキュラムは各学校の裁量に任されているのであれば、そこを指標とするのはいかがな

ものかとも思います。授業の内容の数値化が難しいのであれば、教員の意識を上げるとい

う指標も良いのではないでしょうか。 

【会長】 

副読本について数値目標にするという明確なご意見はなかったと思いますが、「教職員に

おける男女共同参画に関する研修の参加者数および参加率」という指標を事務局で検討さ

れたことをうかがいました。 

【委員】 

副読本は、男女共同参画推進の条例ができて、教育現場でも男女共同参画とはどういう

ものかを伝えるために良い方法がないかということで作られたもので、副読本を使った授

業を県と協力しながら行っていらっしゃいます。元々はもっと分厚い副読本でしたが、ポ

イントをまとめて現在の内容になっています。先生の意識の高低や男女共同参画に熱心で
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あるかどうかに関わらず、副読本を使うことで男女共同参画を子どもたちに伝えていくた

めに積極的に使っていただくようお願いしています。一応授業で使いましたとか紹介して

いますとかということであればいいですが、実際にはどのように授業で活用されているか

わかりません。県がわかりやすく作っているものを使用しない手はないのではないでしょ

うか。指標にするかは別にして、副読本の使用については引き続き調査していただきたい

と思います。 

【会長】 

副読本の使用というよりは、男女共同参画に関する学習の内容を計量的に把握するとい

うことだと思います。それを数値目標をとして掲げる案もありますし、引き続き副読本の

活用率を指標として採用する場合はもう少し実質的な活用率ということで、負担はかかる

かもしれませんが詳しく調査をして数値目標にする、あるいは、数値目標にはせずヒアリ

ング等の実態調査を定期的に行い審議会に報告する方法もあると思います。数値目標は計

画のほんの一部ですので、そこばかりにあまり注目しなくても良いのではないでしょうか。

数値の半分位は参考にするもので目標ということではないですから、こういう方法もある

と思います。私としては副読本も活用しつつ、男女共同参画の授業がどういうふうにされ

ているかを定性的な、数値目標も含むかもしれませんが、実質的な実態がわかるものが定

期的に審議されて検討されるほうが重要ではないかと思います。 

【事務局】 

数値目標は本計画がどの程度進んでいるかという目安として、数値でわかるものを指標

としています。副読本については、全小中学校においてどれだけの活用があったか等、前

回審議会でも報告させていただいております。筒井会長がおっしゃるように、数値目標で

はありませんが取組内容にもありますので、進捗は当審議会で報告させていただけるよう

になっております。 

【会長】 

審議会では、副読本の活用実態が見えないというご意見がありましたが、その点が十分

に共有されて来なかった経緯があったのではないかと思いますし、その辺りの配慮は必要

だと思います。 

【委員】 

基本目標２「男女がともに自立して生きるための条件づくり」は、労働だろうと思いま

す。ワーク・ライフ・バランスがなかなか改善されない中、働き方改革によりワーク・ラ

イフ・バランスも改善していくのではないかと期待を持っていました。その中で、有給休

暇取得や残業等の働く時間を削減する数値目標はあります。ただ、残念ながらワーク・ラ

イフ・バランスや働き方改革は経済や企業の業績が良い時はおそらく進んでいくと思いま

すし、人材を採用する際の宣伝にもなると思いますが、コロナ禍により変わってきていま

す。特に滋賀県の有効求人倍率はコロナ前では高く、子育て中の人材であっても欲しいと

いう状況でしたが、0.7、0.8 と求人数が減ってきています。反対に失業者は増えており、

夫が失業したので働きたいと子育て中の女性も求職されています。夫と同じ職場で働いて

いて、人員を削減するからと、どういう理由かはわかりませんが妻が辞めて欲しいと言わ

れたというケースもございます。また、金融関係の方はテレワークで残業代が減少したの

で家計補助的に働かないと家計が回らなくなったなど、様々な理由で求職されています。

今まで有効求人倍率が上がってきたのは滋賀県の製造業によるところもあり、パートで働

く女性に支えられてＭ字カーブも回復してきましたが、今後その辺りの数字は伸びないと

考えています。 

また、女性の自殺が増えています。県は自殺予防活動として悩み事があれば相談してほ

しいというお手紙を入れたマスクを配布しています。子育て支援やシングルマザーという

ことでの女性への支援は進んでいますが、未婚や子どもがいない方、親と同居している独

身者や単身で暮らしている方が手厚いフォローを受けられる余地がありません。私が勤務

している所の支援も基本的には子育て中の女性に限っています。改めて施策を見ると、こ
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のような方たちをどうフォローするのか心配です。 

【事務局】 

基本目標２、基本方針（４）「多様なライフスタイルに対応した子育て支援・介護支援の

充実」としていますが、独身の女性が自立して生きるための支援は確かに体系には含まれ

ておりません。いかがいたしましょうか。 

【会長】 

難しい問題ですね。若年女性の自殺には未婚女性も含まれていると思いますが、内閣府

の詳しい分析はまだ進んでおりません。未婚女性がメンタルなサポート受けるのは同じラ

イフステージの女性からが多かったのですが、コロナ禍の自粛の中でそこが難しくなって

しまったのが大きかったのではないかと思うのですが、詳しくはまだわかっておりません。

また、生涯未婚率（50 歳時点の結婚未経験者の割合）は男性が圧倒的に多いとはいえ、女

性もおよそ７人に１人が 50歳時点で一度も結婚していない方がいらっしゃいます。これに

ついては行政のサポート云々は難しいですが、最悪の事態を防ぐということでは、自殺対

策の方針ということにもなります。自殺に関しては圧倒的に男性が多い現状ですが、コロ

ナ禍での増加という点では女性が多く、どうしたものかと考えますが、目標を立てるには

難しい問題です。コロナ禍による経済不況で女性の雇用を大量に奪ってしまったことでは、

正社員の雇用が比較的安定しているとか賃金格差が少ないというところに関連すると思い

ますが、この中には直接的には入っていないかもしれません。 

【事務局】 

若者の支援は大きな問題になっており、子ども未来部で「子ども・若者計画」を作って

います。また、福祉の総合相談ではワンストップの相談窓口を準備しており、窓口がない

ような相談を一旦そこで受け止めて関係部署へつないでいます。全国でもぴったりと合う

相談窓口がない人の支援が問題になっており、施策としては関係機関の連携強化へつなが

っていくと考えています。その辺りでひとり暮らしの方のサポートや相談について記述す

ることができるのではないかと考えております。 

【事務局】 

基本方針（５）「さまざまな課題・困難を抱える人々への支援」として、国の交付金事業

でＤＶ相談だけでなく、もう少し踏み込んだ支援としてハローワークに随行するなど寄り

添い型の支援も今年度から行っております。例えば未女性が就労相談に行く時の随行がで

きますし、商工観光労政課の就業支援につなぐことも可能です。基本方針（５）にはその

ことを記述できると考えております。 

【委員】 

各分野男女平等に関して、政治分野やしきたり等に関して男性が優遇されていると感じ

る人が多いようです。政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が制定されまし

たが、草津市議会では女性議員は 24 人中３人で 12.5％です。県議会の女性議院比率は

15.9％です。全国的に女性議員が 1/4 を超えているのは東京都のみで、23.9％です。草津

市議会に対して男女共同参画の視点から何か提案や働きかけはされているのでしょうか。 

【事務局】 

市議会に対して提言は行っても議員は市民に選ばれるということと、議員は選挙で選ば

れるので条件を付けることが法的にどうかという懸念があり、非常に難しいと思います。 

【事務局】 

法律制定をきっかけに議会への女性参画のための研修をさせていただきました。議会へ

の働きかけはできておらず、市民への啓発を行っております。 

【副会長】 

昨年、市民団体の「くさつ男女共同参画市民会議いーぶん」で市の共催をいただき実施

しましたが、２回目からあまり市から積極的なことはできないとお聞きしました。法律が

制定されているので勉強会や市民と一緒に市が共催ですることはいいと思うのですが、後

援や共催をいただくのは市として難しいのでしょうか。 
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【事務局】 

法律が制定され、市として啓発する必要もありますので、市民向けの研修をすることは

大丈夫ですが、２回目は踏み込んだ支援でしたので共催はできませんでした。 

【委員】 

法律は政党に関わらず女性を増やすものですので、市民活動の中でもそういう活動は刺

激になりますし、政治は身近なことが政治につながるという意識が大事です。政治の場へ

普通の子育て中の女性が出て市民派としてすごく活躍されています。少数派で叩かれるこ

とは多いですが、実際の生活視点を持った女性が出て来て欲しいと思い男女共同参画課へ

お声掛けさせていただいたこともあります。市民がみんなで盛り上げていくような活動を

したいと考えています。 

【会長】 

日本はジェンダーギャップの順位を下から数えるほうが早いのですが、原因は女性の政

治参加が極端に低いためです。地方議員は驚くほど女性がいません。色々な要因はありま

すが、市民的活動の中に女性が目立つようになれば変わっていくと思います。色々な盛り

上げ方があると思います。 

【委員】 

議会からの意見として「高齢・障害者家庭への支援の充実」はなぜこういう変更が必要

だったのでしょうか。高齢者や障害者には支援をしないのか、「家庭」に対する支援なのか、

どういう経緯でこういうご意見が出され事務局はどのように捉えていらっしゃるのでしょ

うか。 

【事務局】 

施策 11「高齢・障害福祉サービス等の充実」に市のサービスと書いていますが、議会か

らは市のサービスだけではなく、それぞれの方が暮らす地域でカバーし合い認知症の人を

含むご家庭や子育て中のご家庭の人を見守り安心して暮らせる地域づくりをつくるという

ことが含まれていないというご指摘がございました。そこで、高齢・障害者家庭への支援

として行政サービスではなく周りの人も含めて支援していく趣旨の文言へ変更いたしまし

た。高齢・障害者家庭としておりますが、高齢者、障害者を含めた支援としてご理解いた

だききたいと考えております。 

【会長】 

計画は行政の計画です。市民に「こうして下さい」という計画ではありませんので、今

のご説明では、少しミスリーディングだと思います。住民の参加を促すために行政が何を

するのかという意味だと私は捉えています。国でも計画を議論していると「国民が頑張れ」

的な意見が出てくるのですが、その前に国が何をするのかを示すべきと私は思いますし、

そこは間違えないほうがいいと思います。基本的には行政の方針を示すことが大事ですの

で、議会からのご意見も、おそらく地域の協働を促すための仕組みという意味でおっしゃ

ったのではないかと思います。 

 

【会長】 

 議題（２）「草津市立男女共同参画センターの愛称募集概要について」事務局より説明を

お願いいたします。 

【事務局】説明 

【委員】 

応募があった場合、どのように選ばれるのでしょうか。他のセンターの愛称との重複確

認等はどうするのでしょうか。 

【事務局】 

応募された愛称は全てチェックの上事務局で選定し、庁内で審査会を設定して進める予

定です。 
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【会長】 

審査会の具体的メンバーはまだということですね。 

【会長】 

それでは、他になければ本日は終了します。次回は１月ごろになる予定ですので、皆様

よろしくお願いいたします。 

 

 

―閉会― 


