
長すぎて読むのが大変なばかりか、言いたいこと
が多すぎて伝わってこない。
同じようなことが何度か書かれていた。

7
4・9・10・
14・15・20

一生懸命に取り組んでいる先生が、いじめが起
こった時に申告するのが遅れたことで、罰せられ
ないことを願う。

いじめの申告が遅れることがないよう、学校いじ
め対策委員会を中心として、組織的に判断し対応
できるようにするため、いじめの早期発見・事案
対処のマニュアルを作成するなどの取組を実施し
ていきます。
教職員が一人で判断することなく、情報を共有す
ることができるようにするため、コミュニケー
ションを図りやすい職場環境を整えていきます。

4
4・9・10・
20～23・36

中学生は多感な時期だ。親も学校も地域の人も皆
で見守りができる社会になればと思った。
いじめを許さない八王子を周知徹底してほしい。

いじめ問題に対しては、学校、地域や保護者（家
庭）、関係機関と一体となって取り組むことが大
切であると考えています。
いじめを許さないまち八王子については、リーフ
レットの作成、ホームページ、広報紙の活用など
で周知を図っていきます。

5

言葉の解説と相関図を巻末に記載してほしい。
「いじめ防止対策推進法」や「いじめ防止等のた
めの基本的方針」など、部分的には理解できる
が、どのような関係にあるか、非常にわかりづら
いので表にしてほしい。

いただいたご意見は、参考とさせていただきま
す。
基本的な方針の内容は、学校が使い易い構成とし
たため、内容によっては、複数箇所に記載されて
いる場合があります。

6

1 方針全体について

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

1

内容が充実した素晴らしい立派な素案が完成して
いると思った。

今後も、より効果のある取り組みを実施していき
ます。

2 44

いじめがあちこちで多発し、放置できない状況に
なっている中で、八王子市が地域ぐるみでこの問
題を考え対策を立てようとしている姿勢は大切な
ことと思う。
Ⅰの基本的な方向性の中で書かれている、いじめ
の定義や、いじめの理解、防止等についての基本
的な考え方についても基本的に大切な部分を踏ま
えていると思った。

3 44

八王子市教育委員会の取組として、いじめ防止と
いう言葉に対して、きめ細かく色々な事柄を想定
して、作成されている内容だと思った。

1



4 1・2

「かけがえのない存在」としての「子どもの人
権」の内実は、日本国憲法の示す基本的人権に基
づくものであり、「個の尊厳」の確立は、我が国
も批准した「児童の権利条約」を踏まえて、国民
的な努力で実現されるものであることを付記した
らどうか。

子どもの人権については、条例の基本理念に示し
ています。
本方針は、条例に基づいたものであるため、子ど
もの人権についての考え方は反映していると考え
ています。

2
1・23・
24・27

支える地域の中に、9,000人いるシニア連や
NPOなどを加えた方がよい。

いじめ問題については、保護者（家庭）、地域、
関係機関等との連携により、八王子市全体で取り
組んでいきます。

3
1・2・4・
19・21

いじめと、はっきりわからないけれども、怪しい
時はどうするのか。
いじめの定義に合わないときはどうするのか。

些細なサインも見逃さないよう、対応する教職員
の意識を向上するよう取り組んでいきます。
いじめにあたるか否かを表面的・形式的ではな
く、客観的に判断し、対応していきます。

2　具体的な方針について

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

1
1・22・
23・36

当該児童・生徒への支援だけでなく、その周囲の
児童・生徒への支援も行ってほしい。

加害児童・生徒、被害児童・生徒だけではなく、
観衆・傍観者となってしまった児童・生徒につい
ても継続した支援を行っていきます。
児童・生徒の心身の状態に基づき、必要に応じス
クールカウンセラーと連携しながら対応していき
ます。

9 4・16

素案は、いじめの防止といじめ発見時の対処方法
を詳しく述べていることは、評価できるが、対処
療法に限定しすぎている。

様々な事案があるため、対処方法を詳しく記載し
ていますが、いじめの未然防止についても大切に
していきます。

10 43

現在の学校の置かれている厳しい状況を解決する
ための土台になる、教員の多忙化の解消や、担当
部署の予算的人的拡充などについての対応部分が
ほとんどないのでは、掛け声倒れ、理念倒れに
なってしまう。
「いじめ問題対策協議会」で話し合い、「いじめ
問題調査委員会」で実態調査することに教員が時
間を取られ、子ども達と触れ合う時間が削られて
いるのでは本末転倒になる。

教員の多忙化の解消については、継続的な課題で
あると認識しています。
その他、必要な措置等については検討を進めてい
きます。

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

8 16

いじめの未然防止には、子どもたちの学校生活を
楽しいものにする「特別活動」（学級指導・クラ
ブ活動・児童会・生徒会活動・学校行事などでの
体験活動等）を、方針に書き込み、教師の意識を
高めることが必要だ。

ご意見を参考に、文言を追加します。

1　方針全体について

2



8 15・17

「児童・生徒と教職員の信頼関係の構築」に関わ
る「多忙すぎる学校現場の改善」については、具
体的な道筋が示される必要があるのではないか。
①部活動他、教員と児童・生徒の負担を減らす。
②少人数学級を実現する。③カウンセラーの全校
配置

教職員と児童・生徒の負担軽減や少人数学級の実
現については、継続的な課題と考えています。
スクールカウンセラーは市立小・中学校全校に配
置されています。

6 4・16・17

方針には、「いじめの背景にあるストレス等の原
因に着目し、児童・生徒がストレスに適切に対処
できる力を育みます。」としている。
子どもがストレスを抱える要因あるいは自己肯定
感をもてなくなる要因を、追求していく必要があ
る。具体的には、①子どもたちや学校が学力テス
トの点数結果で評価されることが常態化していな
いか。②私たちは、子どもができる事だけを評価
していないか。たとえば、おとなしい性格で、い
じめなどに加担したくない、テストに向けての勉
強が苦手な子どもが認められているか。

大人が、子どもの個性や特性を認め、それぞれの
成長過程を見守り、自己肯定感や自己有用感を育
むことができるよう支援する取組を進めていきま
す。
大人が、子どもたちがどのようなストレスを抱
え、困難を感じているのかに気付くようにするた
め、日頃から子どもの様子を見守り、ストレスや
困難を感じた時に対処する方法として、大人や友
達に相談する方法があることを伝える取組を進め
ていきます。

7

基本方針は、「保護者は、子どもの教育について
第一義的責任を有するものであり、保護する子ど
もがいじめを行うことのないよう、当該子どもに
対し、規範意識を養うための指導、その他の指導
を行なうよう努めるものとする。」としている。
「規範意識を養うための指導、その他の指導」と
いう表現については、上から抑えるだけになる危
惧を感じる。
条例の前文にある「子どもの主体性を尊重して子
どもに接し、子ども自ら成長していく」よう、子
どもの話を聞くことの大切さを「いじめの対処」
にも加筆してはどうか。

規範意識を養うための指導、その他の必要な指導
とは、上から抑えるための指導ではなく、成長し
ていくために必要な事柄について適切に指導して
いくことを意図しています。
基本的な方針は、条例の考え方を踏まえて策定し
ており、条例の前文の考え方も反映していると考
えています。

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

5
4・5・12・
13・20～28

方針には、「受容的、共感的に聞く姿勢」の大切
さが提起されている。
「対話などを通して互いの良さを認め合える授業
の実践を目指した資質・能力の育成」が実現され
れば素晴らしいことだと思う。
しかし、大人が「受容的、共感的に聞く姿勢」を
貫くことが、難しい状況に置かれているのではな
いか。教員は仕事に追われ、親は暮らしに追われ
ている。
「対話などを通して互いの良さを認め合える授
業」が増えていくためには、係、委員会活動、ク
ラブ、部活動などを通して、自己肯定感、自己有
用感を醸成することは、どれだけ意識されている
か。これらについて、困難な状況があることを明
記し、具体策が求められる。

大人が、子どもが些細なことでも相談できるよう
に時間を確保するよう努め、また、日頃から自ら
の言動に気をつけて子どもの手本となるように努
める取組を進めていきます。
より多くの大人が、児童・生徒の悩みや相談を受
け止めることができるようにするため、学校、地
域、保護者（家庭）、関係機関と組織的に連携・
協働する体制を構築できるよう取り組んでいきま
す。
係、委員会活動、クラブ、部活動などについて
は、自己肯定感、自己有用感を醸成するための取
組として、充実に努めていきます。

2　具体的な方針について

3



13

相談窓口の周知を図るリーフレットやウェブの作
成にあたっては、小学生・中学生・高校生の意見
を聞いてほしい。
「秘密保持」の内容についても、小学校低学年で
は読めなかったり、理解できなかったりするの
で、当事者になる子どもの意見を聞いて、当事者
が分かる内容でリーフレット等作成するよう検討
願う。
相談窓口自体のあり方についても、当事者の意見
を聞くとよい。

10 12・13

「いじめ」を看板にした相談窓口の受付は、月～
金の8時30分から17時までだが、その時間帯は
授業やクラブ活動、塾に行っていると思います。
子どもの生活時間を調べて、子どもがゆっくり落
ち着いて、相談できる曜日・時間帯を設定して、
受付してほしい。
「いじめ相談窓口」で、相談できる曜日・時間帯
の変更が難しいのであれば、平日19時まで土日
も相談をしている「子ども家庭支援センター」
で、子どもに分かりやすいよう「いじめ」を看板
にした専用電話を設けるのも、1つだ。

いじめに関する相談は、八王子市役所の相談窓口
の他にも、子ども家庭支援センター、東京都が開
設している相談窓口、24時間対応の相談機関も
あることを、基本的な方針に記載しています。
今後も、子どもの状況にあった、相談しやすい相
談窓口の環境整備を進めていきます。

11 12

八王子市内の相談先は、いずれも通話料金が相談
者の負担です。
相談時間が長くなると、通話料金の負担が大きく
なる。
子どもや貧困世帯の保護者が、ゆっくり相談でき
るようにするためには、フリーダイヤルでの受付
の検討も必要かと思う。
兵庫県宝塚市では、実施している。

12 12

平成28年度せたがやホッと子どもサポート活動
報告書(13ページ)によると、メールでの相談が
増えている。
相談手段の選択肢を増やすことも必要だと考え
る。
また、相談したいと思っている子どもや保護者の
中には、難聴・失聴で電話での相談が困難な場合
もある。FAXやメールでの相談を設けるのは、
合理的な配慮の一つだと思う。

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

9 3・29・32

重大事態の認定基準について、「身体に重大な被
害を負った場合」とあるが、殴る・蹴るが連続す
れば、重大事態ではないか。
また、「死ね」や「臭い」などの暴言を言われ、
元気を奪われて死にたくなる子どもは、自殺を企
図して初めて重大事態と捉えられるのでしょう
か。

暴力などの目に見える行為や被害だけではなく、
いじめの状況に応じて判断し、適切に対処してい
きます。
重大事態に該当するかもしれないという疑いがあ
る事案について、「重大事態」か否かの判断は、
学校からの第一報をもとに学校と教育委員会が協
議し、客観的・多面的に判断していきます。

2　具体的な方針について

4



18 4・16

「いじめ」について考えさせることはとても大事
だが、その大前提として、人間は多様であり、多
様な他者の存在を受け入れること、そして相手の
事を思いやりいたわる力をつけることが必要だと
思う。
これは子供だけの問題でなく、先生はじめ周りの
大人が、「多様性」を理解できないと、いじめの
根を断つことはできない。
クラスの中（社会でも）には必ず、発達障害、性
的マイノリティー、外国にルーツを持つ子ども、
家庭的・経済的に問題を抱えるなど多様な子ども
たちがいる。
お互いを認め合いながら、みんなで供に助け合っ
て暮らし、ともに成長していくのが自然な姿だ。
「多様性の理解」についての記述が必要ではない
か。

児童・生徒が他者の特性を理解し、自分の存在と
他者の存在を等しく認めて、互いの人権を尊重す
る態度など、心の通う人間関係を構築できるよう
な能力を育てていくことを記載しています。
教職員をはじめ、児童・生徒の周りの大人は日常
的に連携し、児童・生徒が多様な他者と協働し
て、よりよい社会を築こうとする意識や態度を育
むよう指導していきます。

19
22・23・
33・37

万が一、重大ないじめが起こってしまったとき、
教育委員会や学校がどういう行動をとるかという
ことは、「児童・生徒とその保護者に寄り添う
力」が試されるときとお考えいただきたいと思
う。
その観点から、重大事件が起こったときは、その
調査等は学校まかせではなく、教育委員会が関
わって行うべきと思う。
また迅速な対応のため、いじめ問題対策連絡協議
会が常から設置され、重大事態が発生したときに
は調査を行う、のだと理解した。
その組織については「公正・中立性の確保」が必
要とあるが、これは誰から見ても、特に被害に
あった児童・生徒と保護者から見て公正、中立で
あることが必要だと思う。
第三者の参画をあげられていますので、保護者が
納得できる人選をお願いする。
もちろん、そのような事態が起こらないことを第
一に願っている。

重大ないじめが起こったとき、教育委員会や学校
は被害児童・生徒が安心して生活を送れるための
支援を行っていきます。
保護者に対しても、いじめの対応について丁寧に
説明し、対応の結果等どのように状況が改善され
ているかを定期的に報告していきます。
調査組織については、公平性・中立性が確保され
た組織が客観的な事実認定を行うことができるよ
うに、当該いじめの事案の関係者と直接の人間関
係または特別の利害関係を有しない者で構成する
ように努めていきます。

16 2・9・44

未然防止・早期発見・発生時対応等について、更
なる対教職員・生徒への取組を強化することを望
む。

いじめの未然防止については、研修により教職員
の資質・能力及び意識の向上を図っていきます。
早期発見・早期対処については、教職員、児童・
生徒、保護者、地域などが連携してより効果のあ
る取組を実施していきます。

17 27・28

行政・学校の連携対策及び学運協・地域としての
取り組み策について、更なる具体策の提示を望
む。

地域・関係機関が、日頃から学校や教育委員会と
適切な連携を図るために情報共有の体制を築いて
いく取組を進めていきます。

14
6～8

37～43

市の連絡協議会・調査委員会と市教委の対策委員
会の役割が曖昧で、重複していて市教委側の役割
を更に強化すべきだ。

基本的な方針の3７ページ以降に、調査の主体と
組織、実施について示しています。

15 12・25～28

相談体制が複雑で、保護者から分かりにくい。
相談窓口を必要に応じて、市教委が必要に応じて
他機関に振り分けてはどうか。

特定の相談窓口だけでは相談しづらい状況もある
と考えられます。
早期発見のためにも、複数の窓口で相談を行って
います。

2　具体的な方針について

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

5



2
9・10・
17・18

素晴らしい素案だが、実行する教員、親の意識ま
たは具体的対応策のスキルアップについては、ど
うするのか。

教職員に対しては、資質・能力及び意識の向上の
ための研修を行っていきます。
保護者や地域向けにはリーフレットの作成や、シ
ンポジウムの開催などにより、啓発やスキルアッ
プを図っていきます。

4　その他

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

1 16

一人一人の事情を大事にし、個々を尊重する。先
生たちから、多様性を認める体制を整えてほし
い。

児童・生徒の多様を認め、個々を尊重した教育活
動を行っていきます。

3　用語について

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

1 3・16

「毅然として対処し、直ちにその行為をやめるよ
うにします。」とし、「規範意識を養うための指
導」が強調されている。
「毅然として」という言葉と「規範意識」という
言葉の内容が、必ずしも明確ではない。
一面的に捉えると、問答無用という雰囲気で、大
人と子どもの対話や子ども同士の話し合いを抑え
る恐れはないか。

いじめと判断した場合でも、必ずしも厳しい指導
を要するとは限りません。
児童・生徒が話し合い、学び合うことを通じて互
いの良さを実感し、一人一人が心の結び付きや信
頼感を深められるように支援していきます。
自己肯定感や自己有用感を醸成する取組を充実
し、充実感のもてる学校づくりを行っていきま
す。
教職員は児童・生徒と普段からコミュニケーショ
ンをとるように努め、信頼関係を築いていきま
す。

21 1・27

いじめについての「相談体制の構築」は必要なこ
とだが、いじめの実態把握のためにも、いじめを
なくすためにも、子どものそばに寄り添って接し
てくれる大人の存在と、子どもが安心してゆった
りできる居場所があることが必要条件だと思う。

大人は子どものために連携し、子どもの健やかな
成長に携わっていくものと考えています。
大人は、子どもを見守り、子どもが安心して過ご
すことができるような環境づくりに努めていくも
のと考えています。

22 1・16

児童・生徒の「自尊感情の向上」は大変大切な視
点と思う。認められ、自分を肯定できる子どもは
いじめをしない。それがしっかり育てられる学校
をまず作ってほしい｡

学校は、児童・生徒が話し合い、学びあうことで
互いのよさを実感する授業を実践し、児童・生徒
の自己肯定感、自己有用感を醸成する取組を充実
させていきます。

2　具体的な方針について

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

20 1・27

保護者にして欲しいことを列挙されているが、一
番してほしい事は、「あなたを愛しているよ、大
切な存在だよ、と伝えること」ではないか。それ
が他の対策の前提だと思う。
子どもも成長してくると愛しているとは、なかな
か伝えられない。でも愛してくれる人がいる、大
切に思ってくれている、と思うと、子ども達も何
かがあった時に踏みとどまる力になる。
保護者の皆さんはとても忙しく、余裕がなかなか
ないと思うが、ぜひ、時々言葉や態度で「大切だ
よ」と伝えて、暖かい家庭を作っていただきたい
と思う。

保護者（家庭）は日頃から子どもの様子を見守
り、小さな変化に気付くよう努めるとともに、子
どもが些細なことで相談できるよう、子どもと関
わる時間を確保するよう努めていきます。
大人が、子どもが「自分は人の役に立っている」
「自分は必要な存在である」と実感できるよう、
日頃から子どもに言葉で伝える取組を進めていき
ます。

6



10 16

よき友を持つことが、そして選ぶことが大切であ
る。人と人との交流の温かさこそが、生きる力に
なる。

学校は、「友情、信頼」「親切、思いやり」など
についての授業を行い、身近な人間の存在がいか
に大切かについて指導していきます。
いただいたご意見は、参考とさせていただきま
す。

8 16

人間としての生き方・在り方の育成に向けた道徳
教育の充実が求められている。
個別的・個性的存在はもちろんであるが、集団の
一員としての生き方である「互いに助け合い・励
まし合い・協力し合って生かされている存在」で
あることを身に付けさせたい。

学校は、児童・生徒が互いのよさを実感できる授
業を行うこと、友情や信頼、親切や思いやりにつ
いて学習することで、身近な人間がいかに大切な
存在であるかを伝えていきます。
子どもたちが、信頼感を深めることで自己肯定感
や自己有用感を育む取組や豊かな情操を育み、人
権意識や規範意識を高める指導を行っていきま
す。

9 24

メール・SNSなどに集中する時間が大変多く、
肉体的・精神的に大きな影響が症状として、発生
している。国や行政が真剣に対応を考える必要に
迫られている。

市及び教育委員会のホームページや広報紙を活用
し、スマートフォン、ＳＮＳ等の使用方法につい
ての呼びかけを行っていきます。
学校は、いじめに該当する行為が明らかになった
場合は、当該児童・生徒に対して指導を行い、保
護者と連携しながら被害児童・生徒と加害児童・
生徒の関係修復について支援するとともに、その
内容の拡散防止と削除の徹底を図っていきます。

6 33

教育委員会は重大事案が発生した時に、学校を突
き放すのではなく、今後の対策等を含めて、共に
取り組む姿勢が大事だ。

重大事態が発生したときは、学校と教育委員会は
連携し対応します。
市立学校からの調査・報告を受け、教育委員会は
指導・支援を行い、必要な措置を講じていきま
す。

7 4・16

いじめる側が誰かを蹴落とさなければならないと
いう不安を取り払えるような寛大で多様な社会・
大人の必要性を感じる。

児童・生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と
他者の存在を等しく認め、互いの人格を尊重する
態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素
地を養っていきます
児童・生徒の周りの大人が、連携して児童・生徒
の見守りや支援を行う取組を進めていきます。

4 2・23・25

「いじめられていることを自ら認めたくない」と
いう児童は、いじめ110番に電話をしにくいの
で、スクールカウンセラーとの面談を校内で実施
する必要がある。

全ての児童・生徒に対して、一人以上の相談でき
る大人が存在できるように、スクールカウンセ
ラーを中心に働きかけていきます。

5 9・17

教員に、いじめに特化した研修を実施していく必
要がある。

職務年数や職務階層に応じた研修及び校内での年
３回以上の研修を充実させていきます。

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

3 22・23・34

加害者になってしまう子どもの心理的サポート
に、より力を注いでほしい。

加害児童・生徒に対して、同様の行為を行うこと
のないよう適切に指導しますが、子どもの背景な
ども踏まえ、一人一人を大切に心のサポートを行
うために、スクールカウンセラーと連携し、いじ
めの背景を考慮した指導の充実を図っていきま
す。
児童・生徒一人一人が安心して学校生活が送れる
よう、いじめの未然防止についても大切にしてい
きます。

4　その他
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16
3・22・
23・24

23ページ、「警察との連携」についてですが、
児童・生徒の場合は、あくまでも教育の対象とし
て、学校と保護者が連携しながら当たるのが基本
だ。
多忙な現場で、対応の困難さから、安易に警察に
頼る風潮を生み出さないか大変気になる。
学校と教育委員会は、どんな児童・生徒も教育の
視点から対応、支援をしきる姿勢をまずもって欲
しいと思う。

暴力を伴ういじめなど、犯罪行為として取り扱わ
れるべき事例に関しては、警察と連携して指導に
当たります。
教育委員会は、学校と適切に連携し、加害児童・
生徒、被害児童・生徒だけではなく、観衆・傍観
者となってしまった児童・生徒に対しても、学校
生活が充実したものになるよう、支援を行ってい
きます。

17

子どもの貧困が増えている今、給食費を無料に
し、子どもたちにしっかり食べさせてほしいと
願っている。
市の枠内で無理なら、東京都へ請願してほしい。

いただいたご意見は、参考とさせていただきま
す。

3・9・17

Ⅰの「理解」のところでも少し触れている通り子
ども同士のいじめだけでなく、大人の、特に教師
の人権感覚をしっかりする必要も感じている。
（地域で、「あれは、先生のいじめよね」という
事例を耳にして心痛むことがある。）

いじめに関する教職員研修を定期的に行っていく
とともに、教職員が互いに助言できる関係を作っ
ていきます。
大人の振る舞いが子どもに影響を与えている可能
性があることを、大人は自覚する必要があること
を伝えていきます。

15 9・11

「いじめの防止等のための対策に従事する人材の
確保および資質の向上」に触れられているのは、
現在の学校の人的条件の中でそれをやるというこ
とだけで、そのために専門的なカウンセラーの各
校配置とか、ゆとりの持てる人的配慮とかには触
れておらず、（多分ボランティアをあてにしての
「学校サポートチーム」だけ？）不十分さを感じ
る。

いじめの防止等に関する取組を推進するために、
人材の確保及び派遣、その他必要な措置に努めて
いきます。

12 43

教職員の数を大幅に増やすべき。先生が忙しすぎ
る。

教職員の多忙化の解消については、継続的な課題
と認識しています。
必要な措置等については、検討を進めていきま
す。

13 9

教師が学べるように、ゆとりを持って授業内容を
研究できるように保障すべきだ。

教員の資質・能力及び意識の向上、授業力の向上
が図れるよう研修を充実していきます。

14

ページ 意見（要旨） 教育委員会の考え方

11
1・4・9・
10・11・
12・13

これ以上、先生への負担を増やさないために子ど
もが学校で先生以外の大人に相談する選択肢・機
会を増やすため、心理・福祉の専門家等を派遣で
はなく、常勤にすべきと考える。
専門職に学校生活全般を見ていただく中で、先生
や子どもたちの状況を理解し、信頼関係を持つこ
とで、相談しやすい環境が生まれると考える。

学校は、一人以上の相談できる大人が存在できる
よう児童・生徒に働きかけ、誰でも安心していじ
めに関する相談ができる体制を構築していきま
す。
市及び教育委員会は、事案により、スクールカウ
ンセラー、スクールソーシャルワーカーがいじめ
の相談を受けることを、子ども・保護者に周知し
ていきます。

4　その他
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