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三沢市教育委員会 令和３年度 １月定例会 

 

  １ 日  時  令和４年１月２７日（木）   １４時００分 開会 

                         １４時４７分 閉会 

   

  ２ 場  所  三沢市役所 別館４階 第 1研修室 

   

  ３ 出席委員 

    教 育 長                 山 内 康 之 

    委   員                 立 花   肇 

    委   員                 本 江   宏 

    委   員                 黒 沢 のぞみ 

    委   員                 松 森 まゆみ 

     

  ４ 出席職員 

    教育部長                  立 崎 裕 輔 

    参事兼教育総務課 課長           岡 部 章 典 

    教育総務課 課長補佐兼施設係長       池 田   修 

    学務課 課長                村 上 輝 仁 

    学務課 課長補佐兼学務係長         浪 岡 さゆり 

    学校教育課 課長              太 田 浩 之 

    学校教育課 課長補佐            江 渡   勇 

    生涯学習課 課長              山 本 京 子 

    生涯学習課 課長補佐兼生涯学習係長     柿 崎 竜 平 

    学校給食センター 所長           海老名 達 郎 

    学校給食センター 所長補佐兼施設係長    宮 古 順 一 

    教育総務課 副参事兼課長補佐（書記）    今 村 多美代 

    教育総務課 教育総務係長          鳴 海   拓 

   

  ５ 傍聴者  ２名 

   

  ６ 議事日程 別紙のとおり 
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【別紙】 

  

 三沢市教育委員会 令和３年度１月定例会 議事日程 

  

  開会 

   

  第１ 会議録署名委員の指名 

   

  第２ 会期の決定 

   

  第３ 前回会議録の承認 

   

  第４ 議事案件 

    議案第２２号 三沢市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正 

する規則について 

    議案第２３号 三沢市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係 

る保護者負担額に関する要綱制定について 

    議案第２４号 三川目小学校規模適正化検討委員会設置要綱の制定について 

    議案第２５号 三沢市立小中学校事務共同実施組織運営規程の一部を改正する規 

程について 

第５ 報告案件 

    報告第１３号 令和３年度三沢市少年少女文化優秀賞等の表彰について 

    報告第１４号 令和３年度教育長の主な活動報告（１２月～１月）について 

 

  第６ その他 

   

  閉会 
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開  会  １４時００分 

  

                   

○開会 

  

■山内教育長 

ただ今から、令和３年度１月定例教育委員会

を開会いたします。 

 それでは、お手元に配付してある議事日程に

より、会議を進めてまいります。 

  

                   

○日程第１ 会議録署名委員の指名 

  

■山内教育長 

 会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、本江委員と松森委員を指

名いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

  

                   

○日程第２ 会期の決定 

  

■山内教育長 

 会期についてお諮りいたします。 

 会期は、本日２７日の１日でよろしいでしょ

うか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

それでは、本日の１日といたします。 

  

                   

○日程第３ 前回会議録の承認 

  

■山内教育長 

 前回、会議録の承認について、お諮りいたし

ます。 

 前回の会議録は、お手元に配付しております

が、会議録のとおり承認としてよろしいでしょ

うか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、承認といたします。  

  

                   

○日程第４ 議事案件 

  

■山内教育長 

 続いて、議事案件に移ります。 

 議案第２２号 三沢市立小学校及び中学

校の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則についてを議題といたします。 

事務局より、説明をお願いします。 

  

■学務課長 

 それでは、議案第２２号 三沢市立小学校及

び中学校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則について、ご説明いたします。 

提案理由は、学校評議員制度が廃止されるこ

とに伴い、学校評議員に関する事項を削除する

とともに所要の改正を行うため、提案いたしま

す。なお、この規則改正をもって学校評議員の

取扱要綱も廃止となります。３ページをお開き

ください。上段の第５条教育課程の編成につい

て、第３項第２号及び第３号ですが、学習指導

要領の改訂により、特別の教科 道徳となりま

したので、改正するものです。第１４条も同じ

改正になります。 

次に、第２０条の２の学校評議員を削り、「第

２０条の３」を「第２０条の２」に改めるもの

です。 

説明は以上でございます。 

  

■山内教育長 

 ただ今の説明に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第２２号は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ございませんか。 
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 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、議案第２２号 三

沢市立小学校及び中学校の管理運営に関する

規則の一部を改正する規則については、可決す

ることに決しました。 

 

 次に、議案第２３号 三沢市独立行政法人

日本スポーツ振興センター災害共済給付に

係る保護者負担額に関する要綱制定につい

てを議題といたします。 

事務局より、説明をお願いします。 

 

■学務課長 

 それでは、議案第２３号 三沢市独立行政法

人日本スポーツ振興センター災害共済給付に

係る保護者負担額に関する要綱制定について、

ご説明いたします。 

提案理由は、要保護・準要保護児童生徒共済

掛金の保護者負担額について、日本スポーツ振

興センターにおける国の補助を充当するため

に必要な事項を定めるため、提案いたします。

２ページをお開きください。第２条の保護者負

担額のところですが、災害共済給付に係る共済

掛金の額で、三沢市立小中学校に在籍する児童

生徒１人あたりの年間の保護者負担額は、共済

掛金の５割と定める。という内容の要綱を制定

するものです。 

説明は以上でございます。 

  

■山内教育長 

 ただ今の説明に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第２３号は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ございませんか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、議案第２３号 三

沢市独立行政法人日本スポーツ振興センター

災害共済給付に係る保護者負担額に関する要

綱制定については、可決することに決しました。 

 

 次に、議案第２４号 三川目小学校規模適

正化検討委員会設置要綱の制定についてを

議題といたします。 

事務局より、説明をお願いします。 

 

■学務課長 

 議案第２４号 三川目小学校規模適正化検

討委員会設置要綱の制定について、ご説明いた

します。 

提案理由は、令和３年９月２７日に策定の

「三沢市学校規模適正化基本方針」に掲げてお

ります「（仮称）三川目小学校規模適正化検討

委員会」の設置について、必要な事項を定める

ため提案いたします。設置要綱案は、２ページ

と３ページに掲載しておりますが、設置目的、

検討内容、組織等についての要綱を提案させて

いただいております。 

説明は、以上でございます。 

  

■山内教育長 

 ただ今の説明に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

 

■本江委員 

 第３条の組織の２項ですが、検討委員会には、

必要に応じて委員を置くことができるとなっ

ておりますが、どの様な方々を想定しています

か。 

 

■学務課長 

 三川目小学校規模適正化検討委員会の設置

については、ＰＴＡや町内会の方々に教育長と

共に出向き、事前に説明しておりました。その

際に、例えばその分野の専門的な方、町内会長

や副会長の他に、その他町内の代表者の方など

を入れたいと伺っておりましたので、そのよう
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な方々を考えております。 

 以上でございます。 

 

■山内教育長 

 その他、ご質問等ございませんか。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第２４号は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ございませんか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、議案第２４号 三

川目小学校規模適正化検討委員会設置要綱の

制定については、可決することに決しました。 

 

次に、議案第２５号 三沢市立小中学校事

務共同実施組織運営規程の一部を改正する

規程についてを議題といたします。 

事務局より、説明をお願いします。 

  

■教育総務課長 

 それでは、議案第２５号 三沢市立小中学校

事務共同実施組織運営規程の一部を改正する

規程について、ご説明いたします。 

改正理由といたしましては、先ほど議案第２

２号でご説明申し上げました、学校評議員制度

の廃止に伴う三沢市立小学校及び中学校の管

理運営に関する規則の一部改正により、第１条

中に記載されている「第２０条の３」を「第２

０条の２」に文言を改めるものです。詳細につ

きましては、資料１ページは規程の改正文とな

っており、施行期日は、令和４年４月１日から

となります。２ページは新旧対照表となります。

その他、現規程と様式を添付しております。 

説明は以上でございます。 

  

■山内教育長 

 ただ今の説明に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第２５号は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ございませんか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、議案第２５号 三

沢市立小中学校事務共同実施組織運営規程の

一部を改正する規程については、可決すること

に決しました。 

 

                   

○日程第５ 報告案件 

  

■山内教育長 

 続いて、報告案件に移ります。 

 報告第１３号 令和３年度三沢市少年少女

文化優秀賞等の表彰についてを議題といたし

ます。 

 事務局より、説明をお願いします。 

  

■生涯学習課長 

 報告第１３号 令和３年度三沢市少年少女

文化優秀賞等の表彰について、ご報告いたしま

す。 

各小中学校、高等学校ほか文化団体から推薦

いただき、６、７ページに添付しました三沢市

少年少女の文化に関する表彰基準により、今年

度の受賞者が決定いたしましたので、ご報告い

たします。 

２ページをご覧ください。文化優秀賞に、三

沢商業高等学校のマーチングの３４名が決定

いたしました。次のページをお開きください。

奨励賞小学校の部です。上久保小学校２名、木

崎野小学校２名、岡三沢小学校３名、おおぞら

小学校１名が決定しました。受賞分野は、珠

算・理科研究・書道・図画・作文です。 

次の４ページは、奨励賞中学校の部です。第

一中学校９名、第二中学校２名、第五中学校１

名、堀口中学校５名が決定いたしました。受賞

分野は、珠算・理科研究・書道・図画・三行詩・
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作文・短歌・漫画です。 

次の５ページは、奨励賞高等学校の部、三沢

高等学校１名、八戸東高等学校１名、八戸聖ウ

ルスラ学院高等学校３名、三沢商業高等学校２

５名が決定いたしました。受賞分野は、珠算・

演劇・英語弁論・軽音楽・簿記・ワープロ・情

報処理です。 

文化優秀賞３４名、文化奨励賞５５名の合計

８９名の受賞となりました。 

続きまして表彰方法ですが、新型コロナウイ

ルス感染拡大オミクロン株の感染力が強いこ

とから、表彰式やこちらから訪問しての授与は

遠慮させていただき、今年度は当課において各

校に配布、各学校長より伝達していただきます。 

ご理解の程お願いいたします。 

 以上で、報告を終わります。 

   

■山内教育長 

 ただ今の報告に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

 （「なし。」と声あり） 

 ないようですので、報告第１３号 令和３年

度三沢市少年少女文化優秀賞等の表彰につい

ての報告は、終わりといたします。 

 

 次に、報告第１４号 令和３年度教育長の主

な活動報告（１２月～１月）についてを議題と

いたします。 

 事務局より、説明をお願いします。 

 

■教育総務課長 

 報告第１４号 令和３年度教育長の主な活

動報告（１２月～１月）について、ご報告いた

します。 

令和３年１２月の主な活動につきましては、 

三沢市議会第４回定例会関係で、２日・３日に

一般質問、７日・８日に特別委員会、１０日閉

会にそれぞれ出席しております。５日、日曜日

は三沢米軍基地内において、日米交流事業の

「ＦＲＩＥＮＤ ＳＨＩＰ ＣＡＮＰ ２０

２１」に出席しております。１６日、木曜日は、

学校教育支援員研修会に出席しました。１８日、

土曜日は公会堂大ホールにて航空自衛隊三沢

基地所属の隊員によるクリスマスコンサート

に出席しております。２１日、火曜日に令和３

年度三沢市連合ＰＴＡ安全確保プロジェクト

改善要望に対する回答書の手交式を行ってお

ります。同日、心のバリアフリー絵画コンクー

ル表彰式に出席しております。同じく２１日に、

堀口中学校の生徒３名が全国都道府県対抗中

学バレーボール大会青森県代表としての出場

報告に伴う市長表敬に立会いをしております。

２２日、水曜日はさつきコーラスからの寄附採

納式を行いました。２６日、日曜日は新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴い延期していた、令和

３年三沢市成人式へ出席しております。 

続きまして、令和４年１月の主な活動報告で

すが、５日、水曜日はきざん三沢にて行われた

新年互例会、同日公会堂小ホールで行われたニ

ューイヤーフレッシュコンサートにそれぞれ

出席しております。６日、木曜日は令和３年度

第２回東部上北小・中学校教科研修協議会役員

会に出席しております。９日、日曜日は公会堂

大ホールにて令和４年三沢市成人式に出席し

ております。２０日、２１日の両日は、令和４

年度一般会計当初予算市長査定に出席してお

ります。 

以上で、報告を終わります。 

 

■山内教育長 

 私からは、１２月５日に三沢米軍基地内にお

いて行われた、日米交流事業の「ＦＲＩＥＮＤ 

ＳＨＩＰ ＣＡＮＰ ２０２１」に参加させて

いただきましたので、ご報告いたします。 

市内中学生１１名、エドグレン中等教育学校

から１３名の子供たちが集って交流を深める

という目的で行われたものです。主管は外務省

と米国防省教育部でありまして、小檜山市長と
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私と教育部長と数名で参加してきたものです。

子供たちの活動の様子ですが、最初は緊張で非

常に硬くなっていたということでしたが、私が、

参加した時には、エドグレンの生徒と共に、仲

良くやってきた活動を発表していて非常に交

流事業としては質の高いものであったと感じ

ました。なかでも、主管でありました、市川恵

一北米局長がいらっしゃいまして、後日でした

が、岸田総理の隣に座って米国大統領とテレビ

会議を開いていたところをテレビで目にして、

非常に地位の高い方であり、その方のコメント

が、「異なる考え方や価値を理解しようとする

姿勢が大事である」と話しており、まさに言葉

や文化の違いを乗り越え、このように開催して、

少しずつ交流の輪を広げていくのが大事だと

思いました。色々な障害はありますが、この様

に続けていきたいと感じて帰ってまいりまし

た。 

 以上です。 

 

■山内教育長 

 ただ今の報告に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

（「なし。」と声あり） 

 ないようですので、報告第１４号 令和３年

度教育長の主な活動報告（１２月～１月）につ

いての報告は、終わりといたします。 

 

                   

○日程第６ その他 

  

■山内教育長 

 続いて、その他に移ります。 

 委員にお知らせする事項をお手元に配付し

ておりますので、説明をお願いします。 

  

■学校教育課長 

 資料の準備がありませんので、口頭で説明さ

せていただきます。 

 明日の１月２８日開催予定でありました、い

じめなくし隊活動発表会を計画しておりまし

たが、上十三管内の新型コロナウイルス感染症

の発生状況を踏まえまして、子供たちを一堂に

集めるのは困難であると判断し、中止とさせて

いただきました。発表校は、上久保小学校、お

おぞら小学校、第二中学校、第五中学校だった

のですが、この発表する学校の子供たちの意欲

を高めるためにも、ビデオ撮影をし、マックテ

レビで放映する形で進めていきたいと思って

います。いじめをなくしていこうという思いを

こういう活動に換えながら、当初の目的を達成

できるようにしていきたいと思っております。

中止になって非常に残念ですが、子供たちのい

じめに対する気持ちを唱えていくために頑張

っていきたいと思っていましたのでご報告さ

せていただきます。 

 以上報告でした。 

 

■生涯学習課長 

 同じく、資料の準備がありませんが、口頭で

生涯学習課からお知らせいたします。 

 １２月の定例教育委員会にて、第４６回三沢

市民俗芸能公演会の開催について報告させて

いただきましたが、昨今のオミクロン株感染拡

大の状況を考え、今年も、残念ながら中止とさ

せていただきます。２年間大きな舞台での発表

機会が失われたことにより、練習回数が減り、

伝統芸能の継承がされなくなってしまう懸念

が大でございますが、機会を見つけて発表の場

を提供できないか検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

 

■学校給食センター所長 

 お手元の資料をご覧ください。がんばるメニ

ューによる給食の提供について、ご報告いたし

ます。 

 今年度も実施しております、児童生徒を応援
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する質と量を向上したメニューの第３回目と

いたしまして、「受験生応援メニュー」を下記

のとおり提供いたします。提供日は、令和４年

２月７日、月曜日、メニューは、「勝つカレー

を食べていい予感」、対象は、全小中学校の児

童生徒で、通常の食材費に一人１００円程度上

乗せし、当日は麦ご飯とカツカレー以外に、い

よかんゼリー、これはメニューのいい予感とか

けております。ほかに、グリーンサラダ、牛乳

となっております。 

以上です。 

  

■山内教育長 

 その他、委員の皆様に報告する事項がござい

ましたらお願いします。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、ただ今の、その他の報告事項に対

して、委員の皆様から、ご質問等がございます

か。 

（「なし。」と声あり） 

 ないようですので、その他については、終わ

ります。  

 最後に委員の皆様から委員会の事業等につ

いて、確認やご意見・ご感想等をいつもの順番

でお願いします。 

 

■松森委員 

 年が明けて、新型コロナウイルス感染症が子

供へも広がっているというニュースを見て、と

ても心配になりました。中学生は、受験が迫っ

ておりますので、不安な日々を過ごしているこ

とと思います。私立高校も県立高校も、無事に

受験の日を迎えることができますよう、また生

徒が全力を出し切れるようにサポートしてい

ただきたいと思います。今日の給食もとても美

味しくて心のサポートになったと思います。 

先日、保護者の立場として、子供と一緒に中

学校の一日入学に参加させていただきました。

コロナ禍のなかなので、例年とは違い、ビデオ

を通して学校生活を見させていただいて、イメ

ージが湧いて、親子ともども、入学するのが、

とても楽しみな気持ちになりました。 

それと、お願いというか、提案なのですが、

一日入学の案内が教育委員会から届いていま

したが、出来れば駐車場の事を一言載せていた

だけたら良かったと思いました。在校生や卒業

生を持つ親御さんはわかると思いますが、初め

て中学生を持つ親御さんは、早く行かないと停

められないと思っていたようでしたし、学校で

も駐車場整理に大変だと思います。それぞれの

学校の駐車場の条件が違っていると思います

が、一言載せてあげると安心すると思いました。 

 以上です。 

 

■本江委員 

 今日の給食は、大変ごちそうさまでした。あ

りがとうございました。私は５年くらい給食セ

ンターの運営審議会というものをやっていた

時期があったのですが、非常に今日の給食には

感動しました。まず、子供が食べやすく、子供

のことを考えたメニューで、親御さんからみて

も有難いと思っているのではないかと思いま

した。ビードル君がついている食器についても

心配りが感じられ、子供たちはわくわくしなが

ら給食を食べていると思います。最近は、給食

をテーマにしたテレビドラマが何本かありま

すよね。給食に対しての意識が非常に高くなっ

てきているように思われます。今後も大変だと

思いますがよろしくお願いします。 

３学期が始まりまして、子供たちは、元気に

細い道を頑張って歩いて登校しています。松森

委員もおっしゃっていましたが、受験も間近に

迫っています。今回の受験には、面接があると

かないとか情報がありますか。 

 

■学校教育課長 

 面接については、通常通りやる学校と取りや

めている学校とあります。情報を得ながらも、
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学校では、面接を通しながら人生についての後

押しをし、どう生きていくかなど、進路の指導

をしています。受験については、今後もコロナ

の状況で変わると思いますので、生徒には、ど

ちらでも対応できるように、面接指導をしてい

ます。 

 以上です。 

 

■本江委員 

 小学校６年生でも、中学校３年生でも、そし

て、高校３年生でも、次の段階に進むというの

は複雑な気持ちがいっぱいあるかと思います

ので、後押しをお願いします。 

 以上です。 

 

■黒沢委員 

 受験の話も出ましたが、今は、コロナの事だ

けでも気持ちが大変ななかで、受験を迎えるお

子様方は、不安や焦りなどでとても緊張が高ま

った状況にあるのかなと思います。そんな中で、

今の報告にありました給食のがんばるメニュ

ーの「勝つカレーを食べていい予感」というの

は、きっと緊張の中でも口元がほころんで、ク

スッとなり、中学生位だと、ちょっと笑いなが

ら、食べることを楽しめる瞬間を与える機会に

なるのかなと思い、その姿を想像して、なんと

か苦しい受験を乗り越えて欲しいと思いまし

た。 

食事は命繋ぐものであり、食べる意欲は、全

ての意欲に通じるものでありますし、日常生活

のなかで、この工夫によるちょっとしたお楽し

みというのが、生活に変化をもたらします。心

豊かな子供たちの育みに繋がる取り組みであ

り、今日も美味しいお給食をいただきました。

今後も子供たちのために美味しい、心温まる給

食の提供をお願いします。 

 私事になりますが、１月４日で教育委員の任

期を満了して、1月５日から２期目として、拝

命を受けました。私自身も日々勉強の毎日では

ありますが、役割を全うできるように一つ一つ

丁寧に努めて参りたいと思いますので、改めま

して、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

   

■立花委員 

 今日は、大変美味しい給食をいただきありが

とうございました。できれば、２月７日のカツ

カレーが良かったなと思いました。また、是非

このように企画していただきたいと思います。 

 オミクロン株に関係する事についてですが、

今朝のデーリーさんの新聞にありましたが、今

三沢市で仮にリモート授業をするとなれば、で

きるのか。また、課題等があればお話いただけ

ればと思います。 

 

■学校教育課長 

 立花委員のおっしゃる通り、今朝デーリー東

北さんの一面に載っておりました。三沢市では

タブレットを子供たち全員に配付して、授業に

活用しておりますが、家庭に持ち帰るには、課

題が様々ありまして、例えば、機器の問題の部

分では、Ｗｉ－Ｆｉが繋がらない家庭があるこ

とや生徒指導的な部分では、メールを送ってい

じめに繋がるなどがあります。それを克服する

ためには、今年度の１年目はまずは、授業でき

ちんと先生方と子供たちがタブレットを使う

ことを目的に考えております。質問に対する答

えとしましては、今行う場合、リモートとして

活動はできない状況です。しかし、来年度は２

年目になりますので、家庭への持ち帰りなど、

実験的なことをやって、課題を克服していくよ

うな実践をして、３年目には、この様な状況で

あった場合は、できるような方向で、今検討し

ている最中です。 

現時点では、リモート授業はできませんので、

紙物で子供たちがきちんと学習できるように、

万が一、学校が休みになった場合には、対応で

きるように手立てを考えております。 
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 以上です。 

 

■立花委員 

 基本的には、私達も学校訪問で授業を見てお

りますので、対面授業が理想であるとは思いま

すが、この後どの程度まで感染するのか、不安

なところもありますし、子供たち全員が平等に

やるとなると家庭の問題もあると思いますが、

不公平感のないよう対策を考えて行っていた

だきたいと思います。 

 あと成人式も、２回無事終了し、職員の皆さ

んは大変ご苦労したと思います。私もマックテ

レビを拝見して無事開催でき良かったと思い

ました。 

また、公会堂では歌手の講演もあるようで、

どうなのかと思いますが、予算などの関係もあ

るかと思います。不安なところもありますが、

うまく対処していただくようお願いします。 

 以上です。 

 

                   

○閉会 

  

■山内教育長 

 以上で、日程は全て終了いたしました。 

 これを持ちまして、１月定例教育委員会を閉

会いたします。 

 ２月定例会の日程ですが、２月２２日 火曜

日、午後２時に開催したいと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 それでは、ご異議ございませんので、２月定

例会は、２月２２日 火曜日、午後２時から、

別館４階 第１研修室といたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  

 

 

 

                   

  

閉  会  １４時４７分 

 

  

■会議録署名者 

 

 教育委員  本 江   宏 

 

 教育委員  松 森 まゆみ 

 

 書  記  今 村 多美代 

  


