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養父市教育のあり方検討委員会設置規則 

 

令和４年３月29日 

教育委員会規則第４号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例（以下「条例」という。） 
第７条の規定に基づき、養父市教育のあり方検討委員会（以下「委員会」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。 
（所掌事項） 

第２条 委員会は、市長の諮問により次に掲げる事項について調査及び審議を行う。 

(1)教育のあり方に関すること。 

(2)子育てのあり方に関すること。 

(3)教育施設等のあり方に関すること。 

(4)その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1)学識経験を有する者 

(2)教育・保育関係者 

(3)市民 

(4)その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から条例第２条別表に規定する答申を行う日までとす

る。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び職務
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を代理する者が存在しないときの会議は、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育部教育課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  



資料２

養父市教育アドバイザー

鈴木　　寛 東京大学教授・慶応義塾大学教授

氏　名 所　属　等 備　考

小西　哲也
山口大学講師・前兵庫教育大学教授

文部科学省総合教育政策局ＣＳマイスター

増田　真知子 小学校長会（代表）

中村　雅志 中学校長会（代表）

宇和野　修介 こども園長（代表）

山根　千秋 学校運営協議会委員（八鹿青渓中学校区）

尾﨑　潤子 学校運営協議会委員（養父中学校区）

小林　史朗 学校運営協議会委員（大屋中学校区）

田中　政博 学校運営協議会委員（関宮学園校区）

青木　幸 保護者・Ｉターン就農者

一ノ本　 達巳 株式会社マックアース　代表取締役ＣＥＯ

西垣　憲志 一般社団法人　田舎暮らし倶楽部代表

西村　  徹 放課後等デイサービス　スローウォーク施設長

杉岡　秀紀 福知山公立大学地域経営学部准教授

栃下　佳巳 株式会社NEOMAX近畿　代表取締役社長

守本　陽一 公立豊岡病院組合出石医療センター　医師

※所属等の肩書は委嘱時点

教育委員会 教育長　　米田　規子

　教育部 部長　　　雲田　裕史

次長　　　中村　文明

　　こども育成課 課長　　　和田久仁彦

　　教育課 課長　　　石田　恵美

参事　　　安東　博之

主幹　　　中西　理絵

（その他必要に応じて説明要員として担当者

が出席する。）

市長が必要と認める者

委嘱年月日・令和４年４月25日

事

務

局

　　　養父市教育のあり方検討委員会　委員名簿

（敬称略・順不同）

学識経験者

教育・保育関係者

区　分

市民





区分 開催日時・場所 内容

第１回
令和４年４月25日（月）

養父公民館

1 委嘱状の交付

2 委員⾧・副委員⾧の選任

3 諮問

4 議事

（1）会議等の公開について

（2）養父市の教育の現状について

（3）養父市の人口の状況について

（4）学校施設等⾧寿命化計画と学校施設等の実態について

（5）今後の委員会スケジュールについて

視察
令和４年５月20日（金）

宿南小学校

1 複式学級の実施状況について

2 授業見学

3 質疑応答・意見交換

視察

令和４年６月２日（木）

京丹後市未来チャレンジ

交流センター「roots

（ルーツ）」

高校生（若者）と地域の連携活動について

第２回
令和４年６月27日（月）

養父公民館

1 養父市の教育の状況等について

2 イエナプラン教育について

3 熟議「誰もが楽しく学べる学校づくり・まちづくり

～こんな学校なら大人も楽しい、こんなまちなら子どもも楽しい～」

4 教育アドバイザーからの助言

第３回
令和４年８月25日（木）

養父公民館

1 グループ討議「現在の学校を維持した場合の学校教育における

メリット・デメリット」

2 グループ討議のまとめにつて

3 教育アドバイザーからの助言

アンケート
令和４年８月29日～

9月7日

少人数教育に関するアンケート

宿南小学校から八鹿青渓中学校に進学した生徒 １年生～３年生 18名

建屋小学校から養父中学校に進学した生徒 １年生～３年生 27名

合計45名

第４回
令和４年９月16日（金）

養父公民館

1 少人数教育に関するアンケートについて

2 グループ討議「望ましい教育を実現するための方策について」

～7つの試みから養父スタイルへ～

アンケート 令和4年9月22日～26日
市内保育所・こども園へのアンケート

各園の教育・保育の状況について

勉強会
令和4年9月29日（木）

養父公民館

講話「これからの時代の学校」～コミュニティ・スクールの可能性～

講師 コミュニティ・スクールマイスター 小西哲也先生

（養父市教育のあり方検討委員会委員⾧）

第５回
令和４年10月４日（火）

養父公民館

1 乳幼児教育・保育について

2 市民の学びについて

3 養父市の教育のあり方について

4 教育アドバイザーからの助言

第６回
令和４年11月４日（金）

養父公民館
答申（案）について

第７回
令和４年12月19日（月）

養父公民館
答申（案）について

答申
令和4年12月21日（水）

市⾧室
答申の手交

養父市教育のあり方検討委員会　開催経過・審議内容
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養父市学校施設等位置図(介護・福祉事業所入り)

学校施設等 八鹿 養父 大屋 関宮

こども園・保育所 6 3 1 1

小学校 4 3 1 ―

中学校 1 1 1 ―

義務教育学校 ― ― ― 1

高等学校 2 ― ― 1

❶

❷

❸

❾

❿

⓫
こども園・保育所

❶ 宿南こども園 40年 19人

❷ 伊佐こども園 47年 43人

❸ 三谷こども園 15年 28人

❹ 広谷こども園 24年 157人

❺ 養父こども園 10年 31人

❻ 大屋こども園 22年 62人

❼ 関宮こども園 15年 62人

❽ 小佐保育所 32年 10人

❾ 童和こども園 43年 29人

❿ 日光認定こども園 57年 126人

⓫ たいようこども園 6年 118人

小学校

❶ 養父小学校 41年 81人

❷ 広谷小学校 25年 179人

❸ 建屋小学校 17年 40人

❹ 大屋小学校 15年 106人

❺ 高柳小学校 35年 100人

❻ 八鹿小学校 45年 249人

❼ 伊佐小学校 23年 68人

❽ 宿南小学校 30年 24人

中学校

❶ 養父中学校 33年 166人

❷ 大屋中学校 55年 70人

❸ 八鹿青渓中学校 12年 241人

義務教育学校

❶ 関宮学園 58年 190人

高等学校

❶ 八鹿高等学校 577人

❷ 但馬農業高等学校 45年 206人

❸ 第一学院高等学校 37年

主な介護・福祉サービス事業所

{1} 養父市社会福祉協議会

{2} 養父市社協養父支部

{3} 養父市社協大屋支部

{4} 養父市社協関宮支部

{5} 養父市シルバー人材センター

{6} 妙見荘

{7} かるべの郷

{8} おおやの郷

{9} はちぶせの里

{10} はちぶせの里ようか

{11} はちぶせの里やぶ

{12} 公立八鹿病院

{13} 谷尾クリニック

{14} 枚田クリニック

{15} 井上医院

{16} 元気の素デイサービス

{17} (有)真愛

{18} (株)Ken＆I

{19} 介護支援室咲くやこの花

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

{6}

{7}

{8}

{9}

{10}

{11}

{12}

{13}

{14}

{15}

{16}

{17}

{18}

{19}
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養父市学校施設等位置図(公共施設入り)

学校施設等 八鹿 養父 大屋 関宮

こども園・保育所 6 3 1 1

小学校 4 3 1 ―

中学校 1 1 1 ―

義務教育学校 ― ― ― 1

高等学校 2 ― ― 1

❶

❷

❸

❾

❿

⓫
こども園・保育所

❶ 宿南こども園 40年 19人

❷ 伊佐こども園 47年 43人

❸ 三谷こども園 15年 28人

❹ 広谷こども園 24年 157人

❺ 養父こども園 10年 31人

❻ 大屋こども園 22年 62人

❼ 関宮こども園 15年 62人

❽ 小佐保育所 32年 10人

❾ 童和こども園 43年 29人

❿ 日光認定こども園 57年 126人

⓫ たいようこども園 6年 118人

小学校

❶ 養父小学校 41年 81人

❷ 広谷小学校 25年 179人

❸ 建屋小学校 17年 40人

❹ 大屋小学校 15年 106人

❺ 高柳小学校 35年 100人

❻ 八鹿小学校 45年 249人

❼ 伊佐小学校 23年 68人

❽ 宿南小学校 30年 24人

中学校

❶ 養父中学校 33年 166人

❷ 大屋中学校 55年 70人

❸ 八鹿青渓中学校 12年 241人

義務教育学校

❶ 関宮学園 58年 190人

高等学校

❶ 八鹿高等学校 577人

❷ 但馬農業高等学校 45年 206人

❸ 第一学院高等学校 37年

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

主な公共施設

[1] 養父市役所

[2] 養父地域局（養父公民館）

[3] 大屋地域局（大屋公民館）

[4] 関宮地域局（関宮公民館）

[5] やぶ市民交流広場（ＹＢファブ）

[6] 養父市都市公園（つるぎが丘公園）

全天候運動場

[7] ようか武道館

ようか体育館

[8] 養父体育館

[9] おおやスポーツセンター等

[10] 関宮農村広場

[11] 関宮農林漁業者等健康増進施設



養父市内のこども園及び保育所の統合の沿革【年代別】

１ 小学校

西暦 和暦 現在の園所名 統合前の園所

口大屋幼児園

大屋幼児園

南谷幼児園

西谷幼児園

三谷こども園 建屋保育所

三谷幼稚園

養父保育所

養父幼稚園

広谷幼児センター

浅野幼児センター

伊佐こども園 伊佐保育所

伊佐幼稚園

宿南こども園 宿南保育所

宿南幼稚園

2020年 令和２年 関宮こども園 関宮こども園

出合こども園

- - たいようこども園 統合なし

- - 日光認定こども園 統合なし

- - 童和こども園 統合なし

- - 小佐保育所 統合なし

2016年 平成28年

2012年 平成24年 養父こども園

2014年 平成26年 広谷こども園

2000年 平成12年 大屋こども園

2015年 平成27年

2005年 平成17年



養父市内のこども園及び保育所の統合の沿革【地域別】

地域名 西暦 和暦 現在の園所名 統合前の園所

2015年 平成27年 伊佐こども園 伊佐保育所

伊佐幼稚園

2016年 平成28年 宿南こども園 宿南保育所

宿南幼稚園

- - たいようこども園 統合なし

- - 日光認定こども園 統合なし

- - 童和こども園 統合なし

- - 小佐保育所 統合なし

養父地域 建屋保育所

三谷幼稚園

養父保育所

養父幼稚園

広谷幼児センター

浅野幼児センター

口大屋幼児園

大屋幼児園

南谷幼児園

西谷幼児園

関宮こども園

出合こども園

※名称変更は除く（幼児センターからこども園等）

大屋地域

八鹿地域

2000年

関宮地域 2020年

2005年

令和２年 関宮こども園

2014年 平成26年 広谷こども園

平成17年 三谷こども園

平成12年 大屋こども園

2012年 平成24年 養父こども園



養父市内の小中学校及び義務教育学校の統合の沿革【年代別】

１ 小学校

西暦 和暦 現在の学校名 統合前の学校

大谷小学校

関宮小学校

出合小学校

熊次小学校

建屋小学校

三谷小学校

口大屋小学校

大屋小学校

南谷小学校

西谷小学校

広谷小学校

浅野小学校

八鹿小学校

小佐小学校

ー ー 養父小学校 統合なし

ー ー 高柳小学校 統合なし

ー ー 伊佐小学校 統合なし

ー ー 宿南小学校 統合なし

 ※分校の廃止は除く

２ 中学校

西暦 和暦 現在の学校名 統合前の学校

口大屋中学校

大屋中学校

西谷中学校

大屋中学校

南谷中学校

広谷中学校

養父中学校

建屋中学校

八鹿中学校

青渓中学校

関宮中学校

熊次中学校

2010年 平成22年 八鹿青渓中学校

1965年 昭和40年 大屋中学校

1989年 平成元年 養父中学校

1973年 昭和48年 大屋中学校

昭和37年 関宮学園後期課程

（2020年・令和2年

関宮中学校から名称変更）

2012年 平成24年 八鹿小学校

1962年

2004年 平成16年 関宮学園前期課程

（2020年・令和2年

関宮小学校から名称変更）

2005年 平成17年 建屋小学校

2006年 平成18年 大屋小学校

2012年 平成24年 広谷小学校



養父市内の小中学校及び義務教育学校の統合の沿革【地域別】

１ 小学校

地域名 西暦 和暦 現在の学校名 統合前の学校

広谷小学校

浅野小学校

建屋小学校

三谷小学校

ー ー 養父小学校 統合なし

口大屋小学校

大屋小学校

南谷小学校

西谷小学校

八鹿小学校

小佐小学校

ー ー 高柳小学校 統合なし

ー ー 伊佐小学校 統合なし

ー ー 宿南小学校 統合なし

大谷小学校

関宮小学校

出合小学校

熊次小学校

２ 中学校

地域名 統合年 現在の学校名 統合前の学校

広谷中学校

養父中学校

建屋中学校

口大屋中学校

大屋中学校

西谷中学校

大屋中学校

南谷中学校

八鹿中学校

青渓中学校

関宮中学校

熊次中学校

八鹿地域 2010年 平成22年 八鹿青渓中学校

1962年 昭和37年 関宮学園後期課程

（2020年・令和2年

関宮中学校から名称変更）
関宮地域

養父地域 1989年 平成元年 養父中学校

1965年 昭和40年 大屋中学校大屋地域

1973年 昭和48年 大屋中学校

平成16年 関宮学園前期課程

（2020年・令和2年

関宮小学校から名称変更）

2012年 平成24年 広谷小学校

2005年 平成17年 建屋小学校

平成18年 大屋小学校

2012年 平成24年 八鹿小学校

養父地域

大屋地域

八鹿地域

2006年

関宮地域

2004年



 

 

市民の学び                              令和３年度 

 

養父市では、4公民館とみふね会館、各図書館・自治協等で工夫した市民の学びの場が

開かれている。 

 

〈各自治協 教室開催状況〉 

自治協名 教室名 開催頻度 参加人数 

八鹿 

ふれあい手芸 月 1回 12人 

花植え教室 年 1回 20人 

高校生そうあん塾 年１回 40人 

小佐 
男子・女子の料理教室 年 2回 30人 

カラオケ倶楽部 月 2回 10人 

高柳 

男の料理教室 年５回 15人 

童謡を歌おう会 週 2回 15人 

お手玉の会 月 1回 7人 

書道くらぶ 月 1回 10人 

養父市音頭を踊る会 月 2回 11人 

伊佐 

料理教室 年 4回 10人 

生け花の会 月 1回 7人 

カラオケクラブ 週 1回 15人 

椿の会（お茶） 月 1回 6人 

伊佐ごゆう会（囲碁） 週 2日と第 2土曜 6人 

なごみの会（健康体操） 週 1回 20人 

伊佐フラダンスサークル 月 2回 7人 

あじさいの会（体操） 月 1回 10人 

宿南 ふれあいの日（手芸） 月 1回 9人 

建屋 

絵手紙教室 月 1回 5人 

押し花教室 月 1回 3人 

花の園芸教室 月 1回 4人 

写真教室 不定期 不明 

３B体操 月 2回 不明 

三谷 
生け花 月 1回 8人 

踊り教室 月 2回 3人 



 

 

浅野 

囲碁教室  週 1回 9人 

楽しく歌う会 月 1回 15人 

南京玉すだれ教室 月 1回 ４人 

料理教室 月 1回 13人 

３B体操 月 1回 8人 

カラオケ教室 月 1回 6人 

大正琴教室 月 2回 6人 

グランドゴルフ 週 1回 27人 

広谷 

グランドゴルフ 月 2回 46人 

卓球 週 1回 8人 

囲碁 週 1回 10人 

絵手紙教室 月 1回 5人 

ご近所トレーニング 月 1回 15人 

ヘルシークッキング 月 1回 20人 

カラオケ同好会 週 1回 10人 

詩吟教室 週 1回 5人 

３B体操 月 2回 15人 

短歌教室 月 1回 10人 

養父 

民舞 月 2回 3人 

童謡 月 2回 14人 

絵手紙 月 1回 6人 

囲碁 月 1回 2人 

着物と帯のリフォーム教室 月 1回 6人 

フラダンス 月 4回 17人 

フラヨガ 月 2回 8人 

３B体操 月 2回 5人 

金管バンド 週 2回 15人 

口大屋 

ことぶき大学 年 6回 15人 

ヨガ同好会 月 2回 13人 

カラオケサークル 週 1回 4人 

習字教室 月 2回 8人 

大屋 絵手紙教室 月 1回 5人 

    



 

 

南谷 
ことぶき大学 年 6回 その都度募集 

料理教室 年 1回 15人 

西谷 
ことぶき大学 年 6回 16人 

ヘルシークッキング 年 6回 10人 

出合 グランドゴルフ 週 2回 10人 

熊次 

料理教室 年 4回 5人 

お菓子作り教室 年 4回 10人 

ポーセラーツ教室 年 6回程度 5人 

 

〈公民館自主事業等〉 

 

（単位：人）

館名 事業名 入場者数

養父 第14回ビバホールチェロコンクール 260

養父 やぶキッズ★ダンス交流会2021 140

養父 県民芸術劇場「11ぴきのねことぶた」 328

養父 林家たい平独演会 185

八鹿 柿落とし公演（佐渡裕・PAC） 無観客

八鹿 WA-OTOライブ 無観客

八鹿 スマイルまもり隊コンサート 無観客

八鹿 青柳いづみこピアノ開きコンサート 401

八鹿 ムコムジカ 350

八鹿 せきのみや子ども歌舞伎 400

八鹿 和太鼓松村組公演 186

八鹿 大阪桐蔭高等学校吹奏楽部サンタコンサート 780

八鹿 青柳いづみこ　Histoires「物語」 140

八鹿 幸田浩子ソプラノリサイタル 120

八鹿 ザ・レヴ・サクソフォン・カルテット 190

八鹿 佐藤晴馬チェロリサイタル 120

大屋 第14回落語inおおや！全国素人名人会 153

大屋 片山幸弘マジックショー 136

大屋 第14回おおやでっかい夢の書き初め会 72

3,961合計

 



 

 

 

〈みふね会館利用状況〉 

 

 

〈教室講座（一般対象）〉 

□元年度 

 

（単位：回、人）

回（日） 人数 回（日） 人数

316 2,459 213 1,410

274 2,048 191 1,287

5 71 1 9

1 50 0 0

3 30

0 0 0 0

11 99 6 39

21 142 12 45

4 49 0 0

152 2,434 115 1,339

43 1,931 36 913

39 206 29 234

22 139 8 39

48 158 42 153

0 0

468 4,893 328 1,424

講座生人権学習会

区分
令和元年度 令和３年度

会館事業

書道講座等（９講座）

木工教室

読書感想文教室

文化祭

高齢者のつどい

グラウンドゴルフ

合計

実施なし

実施なし

貸館事業

子育て支援

とが山陶芸

トールペイント

楽々工房

Yabrio

料理教室

館名 開設数 教室講座名 延べ受講者人数

八鹿 9講座
「養父市を巡るスケッチ教室」、「酢てきな料理教

室」、「文庫本の改装教室」等
293

養父 2講座
「押絵教室～可愛いウサギの親子を作りましょう

～」、「押絵教室～干支の押絵を作りましょう～」
24

大屋 2講座 「ジャム屋さんに教わるジャムづくり」「木彫教室」 58

関宮 3講座
「紙漉き体験」、「きのこ観察会」、「かかしの里の

かかし作り」
83

合計 16講座 458



 

 

 

□令和 3年度 

 

 

〈青谿書院〉 

 

 

〈各館独自の取り組み〉 

 

館名 開設数 教室講座名 延べ受講者人数

八鹿 4講座
「やさしい古文書講座」、「オリジナルのガーデニン

グ講座」、「YBファブ花を植える会」（7・11月）
174

養父 2講座 「アクセサリー作り教室」、「読み聞かせ講座」 36

大屋 1講座 「木彫教室」 30

関宮 1講座 「中瀬鉱山探索ウォーキング」 3

合計 8講座 243

事業名・テーマ等 開催日 参加者数

第8回青谿書院塾

　報告「池田草庵を地域に活かす」

　　池田草庵先生に学ぶ会　高木俊雄さん

　講演「青谿書院は読書の処なり」

　　　　～地位・名声を求めず宿南に生きた池田草庵～

　　　東洋大学　名誉教授　吉田公平さん

12月1日 45

第27回養父市ふるさと歴史後援会

　講演「ふるさとの先人　北垣国道」

　　　　　　　　　藤原弘幸さん

　講演「19世紀前半期儒学思想の趨勢と池田草庵」

　　立命館大学　名誉教授　桂島宣弘さん

2月29日 中止

開催日 回数 参加者数 開催日 回数 参加者数

こども和太鼓教室
和太鼓の楽曲の習得

と発表

6月8日～

11月2日
12 183

6月26日～

12月5日
10 146

こどもいけばな教室
道具の使い方の習得

いけばなの実践と発表

6月1日～

12月14日
7 57

7月10日～

12月18日
7 84

養父 やぶ和太鼓体験講座
和太鼓の歴史、基本の

打ち方、曲目演奏

10月10日

10月17日
2 32

大屋

館名 事業名 主な内容
令和元年度 令和3年度



 

 

 

〈図書館の利用〉 

 

〈子どもの読書推進活動〉 

 

 

〈読み聞かせ会の開催状況〉 

 

※この他の小・中学校でも読み聞かせボランティアが組織されており、月 1 回程度の活動

を行っている。（R2～R4についてはコロナにより、学校の状況に応じて開催している。） 

 

利用人員 貸出冊数 利用人員 貸出冊数

八鹿 4,986 16,438 6,421 24,076

養父 3,967 12,263 3,761 12,261

大屋 1,549 5,179 1,336 4,838

関宮 1,636 5,570 1,286 4,552

合計 12,138 39,450 12,804 45,727

館名
令和元年度 令和3年度

実施日 参加者数 実施日 参加者数

春のでんしゃまつり 4月29日 100

子どもと本の研修会 9月28日 21

ブックスタート事業 通年 120 通年 129

活動名
令和元年度 令和4年度

活動内容 参加人員 活動内容 参加人員

八鹿 高良茉莉子氏（個人）
幼児対象の英語の読み聞かせ会

（Web形式）

1回

参加者：8人

養父 読み聞かせボランティア

こども園（6回）

小学校（43回、2,864人）

作業所（1回、1人）

50回

参加者：2,976人

ボランティア：30人

子ども園（1回、31人）

小学校（12回、478人）

13回

参加者:509人

ボランティア：22人

大屋 読み聞かせボランティア
小学校（年10回×6学年）

中学校（年10回×3学年）

20回

参加者：2,090人

ボランティア：9人

小学校（年6回×1～6年）

中学校（年8回×1～2年）

中学校（年7回×3年）

14回

参加者：1,266人

ボランティア：11人

関宮
絵本の読み聞かせ

ボランティア

小学校（年14日80回、延1,834人）

子育て広場（1回、3人）

グループホーム（1回、15人）

82回

参加者：1,852人

ボランティア：11人

関宮学園前期課程（年9回×6学年）

9回

参加者：1,215人

ボランティア：8人

館名 団体名
令和元年度 令和3年度

実施なし


