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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第２回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 27年 9月 4日 

日 平成 27年 8月 27日(木) 時間 13:15～15:35 場所 市民会館3階会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)市民アンケート調査の調査項目について 

(2)基本構想の検討の進め方について 

出 

席 

者 

【委員出席者 21人】 

飯田芳之、仲林正之、渡邉秀幸、渡辺秀彦、瀬下忠彦、古畑伸一、加藤政人、 

串橋静江、神喰正秀、黒坂アイ子、渡邉文恵、朝日仁美、山田卓也、鈴木秀城、 

岡崎忠雄、龍見和弦、松本利恵、綱島喜代子、渡辺文夫、磯野幸枝、横澤富士子 

【委員欠席者 2人】 

  水島喜代一、中嶋千代子 

【事務局出席者 8人】 

金子総務部長、定住促進課（渡辺課長補佐、斉藤課長補佐） 

企画財政課(藤田課長、小林課長補佐、中村企画係長、小杉主査、金子主査) 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 2 人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:15） 

・企画財政課小林補佐により進行。 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 審議事項 

・以降、総合計画条例第６条第１項の規定に従い、古畑副会長に議長をお願いし進行。 

 

（１）市民アンケート調査の調査項目について 

・企画財政課小杉主査より、資料№１に基づき説明。 

【質 疑】 

（委 員） 

  居住地について、「小滝」には誤解を招くといけないので、青海地域と同じように（平岩・

山之坊・大所）を入れたらいいのではないか。 

（総務部長） 

  みなさんにわかりやすいようにしたい。 

（委 員） 

  問３で、例えば、糸魚川市以外に住みたいと近隣市町村に○をつけた場合、その理由を

書いてもらった方がいいのではないか。 

（事務局） 

  問３については、糸魚川に住み続けたいか、住み続けたくない場合は近隣なのかそれ以

外なのかという点に絞って回答を得たいとこのような選択肢にしている。理由欄を設ける
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のは簡単だが、理由を集約して、どのように反映していくか、この設問だけなのかという

ことも含めると、作業的に時間がかかることを事務局で懸念している。 

（委 員） 

  生活環境分野の防災・危機管理に関してアンケートで市民の答えを求めるのはわかるが、

仮に今後の重要度で「あまり重要でない」という回答が多くても、民意は別にして市とし

て必ずやらなければならないことだと思う。そのような項目と民意を反映させる項目とは

違うと思うが、その点はどのように考えているか。 

（事務局） 

  重要度が低いという結果になっても、防災に関しては、行政として一定の整備していか

なければならないので、重要度が低いからサービスを下げるというものではない。全体の

項目についても、どの項目に市民の重要度が高いかをみるものと考えているので、重要度

が高い低いだけを見てまちづくりを進めるものではない。 

（副会長） 

  防災の重要度が低い場合は、市民の意識が低いということになるので、市民の意識を高

めるためにどうしたらよいかということを考えていただきたい。 

（委 員） 

  問６で、設問に「経費の節減や職員数の削減などに取り組んでいますが」が追加されて

いるが、「市民の費用負担が多少増えてもよい」へ誘導しているように思う。前回と同じよ

うに市の財政状況が厳しくなるということだけの方がフェアだと思う。 

（事務局） 

  質問と回答を協議する中で、市民が「経費を節減するべきではないか」「職員数を減らす

のが先ではないか」という意見をもとに「④どちらともいえない」を選択する場合がある

のではないかということで、今回、設問に追加した。 

（委 員） 

  それは別の質問で問うべきではないか。市は職員数を減らしているが、市民はどう考え

るか別に質問すればいい。市の都合のいいようにアンケートを作るのは良くないと思う。 

（事務局） 

  委員のように職員数削減に取り組んでいると認識していただいている場合は有難いし、

そのように努めていかなければならないが、まず、そのようなこともしないで問６のよう

な質問をするのはどうかという意見があろうかと思い、設問の中に入れて回答いただいた

ほうが答えやすいのではないとか考えた。経費節減や職員数削減に取り組むべきかどうか

問うのは本意ではなく、当然取り組むべきことだと認識している。 

（副会長） 

  経費節減や職員数削減を進めているということを理解していただいたうえで回答いただ

くということで、この案でよろしいか。 

（委 員） 

  10年・20年先を見越して計画を立てなければならないので難しいと思う。これから人口

が減る中で、公民館も維持できなくなり、サービスが低下していくと、住みたくなくなる。

他の市町村へ行きたい理由は何かをきいて、それを無くするために審議会の中で人口流出

が止まるような計画を立てていかなければならない。行政サービスが低下すれば、サービ

スがいい市町村へ行こうとなってしまい、人口流出に拍車をかける。どのように人口流出

を止めるか、審議会の中で意見を出し合っていかなければならない。アンケートの中であ

まり強調すると、サービスが低下するまちになってしまうという認識になるので、人口流

出にならないようにしてほしい。 

（副会長） 

  サービスを受けるには今後受益者の負担が多くなるという部分をみんなが理解していく
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ことが必要になるということもあると思うが、難しいところである。 

（事務局） 

  この設問は、費用が増えても行政サービスを充実させたほうがいいという回答が多くな

っても、それをもってすぐに費用を上げるという設問ではない。市民意識としてどのよう

な思いを持っているかを確認するものである。例えば、体育施設は非常に安い価格設定で、

公民館もほぼ無料という状況だが、見直しの際に、市民意識はどうか参考にするためのも

のである。この結果で、費用を上げないというものでもないし、費用を下げるというもの

でもない。市民意識の確認の設問である。 

（委 員） 

  先ほどの委員の意見は「経費の節減や職員数の削減などに取り組んでいますが」という

前提を出すのは、市はすでにやっているので、今度は、費用を上げるという前提を出して

いるとアンケートを書く方が受け取るのを危惧していると思ったのだが、それであれば、

何も書かない方がすっきりするという意見だと思った。 

（総務部長） 

  委員の皆さんが読んで、それぞれ感じ方の違いがあると思うので、大勢の方が無い方が

よいと思えば直した方がよい。無いからといって、アンケートの意味が大きく変わるかと

いえば変わらない。 

（委 員） 

  前回の結果で、半数近い方がわからないと回答しているので、質問の内容を見直してわ

かりやすくした方がよい。同じような質問では、同じような回答結果が出るのではないか。 

（委 員） 

  わからないと答えるしかない。 

（事務局） 

  この費用を上げてこんなサービスを充実するとなっていれば判断できるが、漠然として、

費用を上げてサービスを充実するか、費用を下げてサービスが低下してもいいか判断する

のは難しいと思う。しかし、行政として、市民の思いがどうなのか知りたいところである。 

（副会長） 

  「経費の節減や職員数の削減などに取り組んでいますが」を無くした方がよいか。 

（委 員） 

  無くした方がよい。 

（副会長） 

  非常に抽象的でどれだけのサービスが受けられるか具体的なことがわからず、わからな

いという回答が多くなるが、市民がどのように考えるか、個人に問えば費用が少なくサー

ビスが良い方がいいと思うが、それは実質的には無理で、市民の意識としてどのような状

況か知りたいということであるので、これでよろしいか。 

（委 員） 

  異議なし。 

（副会長） 

  ほかにご意見・ご質問がないようなので、市民アンケート調査項目について、いただい

た意見を修正したうえで実施することにご異議はないか。 

（委 員） 

  異議なし。 
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（２）基本構想の検討の進め方について 

・企画財政課中村係長より、資料№２に基づき説明。 

【質疑】 

  質疑なし 

（副会長） 

ご意見・ご質問等ないようなので、「基本構想の検討の進め方について」は資料№２のと

おり進めることで、ご異議はないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

・企画財政課中村係長より、「まちづくりの主要課題」と「目標とする都市像」について意見

を聞きたい旨説明。 

【意見交換】 

（副会長） 

まず、「まちづくりの主要課題」について、委員の皆様が思う糸魚川市のまちづくりの課

題について、意見交換をさせていただきたい。本日この場では、意見集約を行わないので、

自由にご発言をいただきたい。 

（委 員） 

  10年・20年・30年先のまちづくりの計画はあるのか。 

（総務部長） 

今ある計画は28年度までの計画である。今回、皆さんからご審議いただき策定する計画

が29年度から35年度までの総合計画で、糸魚川市の最上位計画である。それ以降の長期計

画はない。今ある計画は合併後10年間だが、現在は社会経済情勢の変化が激しく10年先ま

での変化を予測しながら計画を策定するのは難しいということで、今回は７か年の計画を策

定し、以降５年ごとに見直しをする。 

（委 員） 

  今ある計画をベースに次の計画を考えるということでよいか。 

（総務部長） 

過去の計画を振り返ってベースにしていただくが、今ある計画を固執する訳ではなく、白

紙なので、一部見直すとか全体を見直すのも含めて、皆さんからご意見をいただきたいので、

今は自由にご意見をいただければと思う。 

（事務局） 

これから計画を作るうえでは、今の課題は何か、課題があって、その課題の解決のために

計画をもっていく必要があるので、生活するうえで、率直に今の糸魚川市の課題は何か思っ

ていることを言っていただければと思う。 

（副会長） 

交流人口の部分で、どのような糸魚川市を目指していくのか。観光なのか、ジオパークを

売りにするにしても、もっと整備が必要だと考えている。産業の部分でもっと入れていく必

要があると思う。 

（委 員） 

足が悪くて行けない人もいるのに、なぜ田沢地区公民館を作ったのか。館長の名前も知ら

ないし、田海は大きいまちなのに、なぜ、あそこまで行かなければならないのか。年寄りに

は遠いので、良くなったということはない。 

（事務局） 

合併して３地域の公民館制度が違っていたということがあり、ある程度、統一しようと話

が進んでいたということがある。青海地域で特徴的だったのは、公民館がたくさんあり、公
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民館活動と自治活動が一緒になってやっていて、それはいいことだと思う。その中で調整し

たのは、支館は支館として活動してもらっていいのだが、４館の地区公民館にまとめて職員

も配置し、そこで全体的な計画づくりなどを進める中で、それぞれ支館の調整をとっていこ

うというかたちで進んでいると認識している。支館の建物もあるし、支館単位で活動してい

ると思っているので、個別の事業は支館単位でやっているのが多いのではないか。制度の改

変になるので、馴染むのは難しいかもしれないが、長い時間をかけていい方向にもっていく

しかないのではないか。 

（委 員） 

現役を終えた後、何十年もあるので、生涯教育が必要だと思う。生涯教育がやりやすい環

境が必要で施設ではない。施設を借りるにもお金がかかる。市になる前は無料で勉強できた

ので、今はお金を出さなければならなくなり、青海町にとって合併して得になったことはあ

まりない。 

（事務局） 

合併前と今を比べて、そういうこともあるかもしれないが、合併しなければ、そのままい

けたかというと、その保証もない。今ある環境の中で、より良い方向へというかたちしかな

い。運営の中でその意見を伝え、より良い方向へもっていくことは必要だと思う。行政とし

ても決めたからずっとその方向でやるということではなく、直した方が良いことは直せば良

いと思う。 

（委 員） 

新幹線の開業並びにジオパークを中心とした地域づくり・地域産業づくりをメインにして

いかなければならないと思うが、在来線をどう活用していくかという点では、早めに押上駅

を作って利用促進を図る方向性も出してほしい。大糸線については、根知・小滝の人口が年々

減り、どうすれば大糸線を利用促進できるか、年々大変厳しい状況になっていく。利用が少

ないので廃線ということにならないために、大糸線を使って交流人口を増やさなけれななら

ない。糸魚川から南小谷までのＪＲ西日本の分を無償で東日本に譲渡して１本に繋げて廃線

できない状況をお願いしていくしかないのではないか。 

糸魚川総合病院の医療体制の拡充をしてほしい。市も助成しているのだから、意見を言っ

て、助成している価値のあるような病院運営になるように助言をしてほしい。その点も計画

の中に入れていかないと人口減対策のひとつにならない。 

人口減をどのように止めるかというと行政は企業誘致をして雇用を確保するしかない。地

元企業が地域社会にどう貢献するか行政としてきちんと謳って、地元企業が地元の雇用を守

るために地元の人を採用する原則を続けてもらえれば有難い。地元企業も努力をして、地元

の人が都会へ行かないよう雇用する、親も学校を出たら地元へ帰ってくるよう地元をアピー

ルして帰ってこれるような体制づくりが必要ではないか。地元にいれば親の手伝いをして田

んぼもすれば、休耕田にならなくなる。 

（委 員） 

まちづくりの主要課題はどれも大切だと思うが、その中でも若い世代の人口が減るという

ことは市の存続が非常に厳しいということに繋がり、前回の中学生のアンケート調査の結果

を見ると、24～25％しか糸魚川市に住み続けたいと思っていなく非常にショックだった。設

問の内容で「これからも糸魚川市に住み続けたいと思いますか」というのは、中３の学生に

は、高校、大学・専門学校などを卒業後のことを本来はきいているが、「これからも」とい

う表現だけで中学生がその意味を理解できるか疑問である。「大学・専門学校等を終了した

後、戻ってきたいと思うか。住みたいと思うか。」という具体的な設問内容に変えた方がわ

かりやすいと思う。糸魚川市に住み続けたいと思う割合をより正確に把握する必要があると

思うので、中学生のアンケートは検討をお願いしたい。前回の主要課題は、要介護者高齢者

の増加防止が１番にきているが、重要度を考慮して順番を考えた方がよいと思う。介護予防
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は非常に大事だが、糸魚川市が存続していくうえでは、若い世代が就学しても戻ってこれる

ことが最も重要だと思うので、今後、課題を検討するが、重要度別の順番も考えていけたら

いいと思った。 

（事務局） 

中学生のアンケートについて、委員の意見はもっともだと思う。アンケートの意図とすれ

ば、大学卒業して、将来、糸魚川に戻ってくる気があるかということだが、中学生にすれば、

とりあえず大学や専門学校に行くから出るという気持ちがあれば微妙なので、設問を２つに

わけて、「中学校や高校を卒業後、どうするか」と「将来糸魚川に住みたいか」という設問

にしないとわかりづらいと思うので、見直しをしたいと思う。 

（副会長） 

  ほかに意見があればワークシートに記入して事務局へ提出をお願いしたい。 

続いて、基本構想のうち、「目標とする都市像」について、委員の皆様の印象や感想をお

聞きしたい。こちらについても、本日この場で意見集約を行わないので、自由にご発言いた

だきたい。この都市像については、今後審議する施策の大綱など、基本構想の全体の概要が

まとまってきた段階で、最終的な集約を行うものと考えている 

（委 員） 

目標というのは、結果的に課題をクリアしていくと見えてくるのが目標なのか。全く別で、

見直しも含めて目標があってそこに向かっていくために施策を作っていくのか。質問の順番

も前後していて、どう説明したらいいのかわからないが、順序すらよく認識できない。アン

ケートの結果が22年まではあるが、今回の結果がどのタイミングでどうなるのかも含めて

考えると、まちづくりの目標を変える意味でもないが、どのような意味で今協議をするか先

に聞かせてほしい。 

（事務局） 

今まで10年間「翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち」できたが、これが糸

魚川市に合っているのか、これで良ければこのまま継続すればいいが、これから作る総合計

画の内容と照らし合わせてズレてきてれば見直しすればよい。 

（委 員） 

目標とする都市像という名前を出されているので、例えば観光協会なら会員500人達成が

目標であればそれに対して施策を練っていくが、「翠の交流都市 さわやか すこやか 輝

きのまち」は目標というより都市イメージということか。 

（副会長） 

  糸魚川市のキャッチフレーズだと思えばよい。 

（事務局） 

  都市イメージと思っていただけばよい。都市像である。 

（委 員） 

イメージであれば、後でもいいのではないか。例えば、若者に焦点を当ててまちづくりを

していくという施策がメインでくるのであれば、それをイメージとして出すべきではない

か。全体できれいなことを言うだけなら「翠のまち 糸魚川」だけでも十分である。次は施

策の大綱ということで６項目にわけて具体的にやるので、あえて確認の質問をした。 

（事務局） 

  施策の大綱は次回以降、ご審議をお願いする。今日は今のようなご意見をお聞きしたい。 

（総務部長） 

今日のところは、前回の計画ではいくつかの課題をあげているが、この課題は参考とし、

今時点で皆さんが生活する中で５年先を考えて課題は何かご発言いただきたいのと、「翠の

交流都市」という都市像で７年先もいいのか、変えた方がいいのか意見交換をお願いしたい。

この都市像でいいのか決める場ではない。それぞれの想いを言っていただければいい。 
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（委 員） 

  これはポスター等、皆さんの目につく場所にあるか。 

（総務部長） 

  市が発送する封筒等にはあるが、ポスター等はない。 

（委 員） 

ほかにはのぼり旗などあるが、目に見えてないものだからこれが目標だと言われても初め

て聞いた感じである。 

（委 員） 

このキャッチフレーズは皆さんの想いがあって決められたものだと思うので、その時、ど

んな想いで決まったのかその経緯を教えてもらえれば理解できると思う。私的にはこのキャ

ッチフレーズはとても気に入っている。 

（総務部長） 

どんな想いが込められたかは冊子の13ページに書いてある。いつ決まったかは、合併前

に１市２町が合併協議をする段階で、合併したらこんなまちにしようと市民と合併検討委員

会で議論いただいた中で皆さんの想いを合わせていってこのようなかたちになった。 

（委 員） 

  せっかくあるのだから、もっとアピールしたらいい。 

（委 員） 

私も悪くはないと思うが、目標とする都市像は大事だと思うし、これがベースになって

色々な施策が出てくると思う。あまり印象がないというのは、「翠の交流都市」は糸魚川の

個性を出していると思うが、後ろのほうはどの都市でもある感じでなので、もう少し糸魚川

らしさを出せればもっといいと思う。「輝きのまち」はしっくりくるが、糸魚川市は「都市」

と言っていいのか。「都市」というともっと大きな新潟市などの感じがする。 

（委 員） 

みんな大事なことだが、子ども達だけでなく、今働いている人達、これから年老いていく

人たちの人づくりに力を入れてほしい。 

（串橋委員） 

今回の計画は説明があったが、課題解決型のイメージで捉えている。課題解決型の計画は

非常に重く、実現しづらいところがある。目指す方向に向かって具体的な施策が出てくると

思うし、そういう計画であってほしいと思うが、課題解決にとらわれすぎず、目指す方向に

向かった実現可能な計画に重きをおいてもらいたい。 

（委 員） 

糸魚川がやってきたのをじっくり読み、達成率などを見れば全体的にみてレベル以上にい

っていると感じた。目標とするところとして、少子高齢化などは糸魚川市だけの問題でなく、

日本中が糸魚川と同じように努力していると思うと、今までどおり努力しても日本の平均を

やや上回ればいいところで、少子高齢化は止まらないし、産業の発展もみんなで取り合いを

しているのだから企業誘致もできないし、糸魚川の将来をどのようにもっていくか決めるの

は市民みんなだと思う。これ以上財政的に市が負担できないのであれば、みんなでボランテ

ィアをやったり、できることを手伝ったりするなどの覚悟があるかどうかはアンケートの中

では出てこない。全国平均的な努力目標の計画を立てても、必死にやっている真面目な人た

ちだけしか成果をわからない。それを防ぐには市民に糸魚川はこんなに一生懸命やっている

というＰＲをした方がいい。職員を減らして仕事していることを市民は知らないし、市の職

員は５時になれば帰ると思っているのが一般市民の感覚である。市の財政はこんなに厳し

い、市も必死にやっているというのを市民に知らせて、糸魚川に住み続けたいと思っている

人はたくさんいるし、糸魚川をみんなで作ろうというのを計画に入れていかないといけない

と思う。 
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（事務局） 

みんなで作る計画というかたちにもっていかないといけないし、人口減は日本全国で始ま

っているので、東京一極集中を是正しない限り無理だが、今住んでいる人が幸せだと感じら

れないまちでは外から絶対人は来ない。今回作る総合計画は今住んでいる人が幸せだと感じ

られるようなまちづくりにしないといけない。その中でどうしても痛みは伴うものである

が、住んでいる人が幸せで輝いていれば、外からいいまちだと見られて移住定住者が増えて

ほしいという想いもある。課題を解決することも大切だけど、今やっている施策をブラッシ

ュアップして、いいものにしていくことも必要である。そのためには今何が課題かしっかり

見極める必要がある。 

（副会長） 

計画書のつくりとして、まちづくりの主要課題があって、次にまちづくりの目標があるの

で、課題を受けての目標なのかもしれないが、目標が先にあって、それを達成していくため

に課題・施策があるという流れの方がわかりやすいのではないか。 

（委 員） 

「活力ある商工業の振興」とあるが、100世帯の小さい集落に住んでいて、青海地区公民

館の区域には普通の商店が１軒しかなく、高齢化率が高いけど買い物をする店が１軒もな

い。「輝きのまち」というのは糸魚川の中心だけが輝いていて、今の経済と一緒で東京が輝

いているのと同じである。将来的に田海川以西には店が１軒もなくなると思う。現時点でも

う少し考えていかないと、スローガンだけ「輝きのまち」と言っても特に青海地区の人は納

得できない。大平や平岩、西飛山の人だって同じことを言うと思う。糸魚川で生活している

人は不自由なく生活しているので、実際に住んでいる人の気持ちがわからずに作っても何に

もならない。旧青海町の人は10年経っても青海町にいたかったという声が大きい。青海町

の実態を何もわかっていない。糸魚川市になっても糸魚川と青海で全然別のことをやってい

る。生活弱者と言われる買い物にも行けない人に、インターネットで買い物しろと言っても

80 歳になってインターネットなどできるわけがない。そのようなことを考えないで言う人

がいる。最近になって小さい軽トラで食材を運んできてくれる人もいる。青海地域審議会で

も４年前に言ったが、糸魚川市はできないと言われた。ある程度、地元を輝かせないと糸魚

川市を輝かせることはできない。小さい地区でも市が積極的に地域に入って話を聞いて、一

緒にまちづくりをしようという気持ちにならないと駄目である。 

 

４ その他 

（１）総合計画基礎調査資料について 

・企画財政課小杉主査より説明。今後の審議の参考にしていただきたい。 

【質疑】 

  質疑なし 

 

（２）次回の会議日程について 

・企画財政課中村係長より向こう３回の予定を説明。 

 

（３）その他 

 ・企画財政課小杉主査より、ワークシートの提出について説明。 

【質疑】 

（委 員） 

  ３～５回の審議会の内容は、具体的にどうなるか。ワークシートもこの１回で今までの

課題に対しての意見を集約してしまうので、10 項目の課題に対しての成果を今日いただい

た資料等を全部読まないと書けないということか。 
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（事務局） 

  今日のご意見やワークシートのご意見をもとに事務局で素案を作成する。その素案を示

して、９月28日の第３回審議会以降でご審議いただく。資料№２の基本構想のうち、「１ 総

合計画とは」「２ 本市を取り巻く社会経済環境」「３ まちづくりの主要課題」「５ 施策の大

綱」について素案を作成し、ご審議いただく。資料を事前に見ていただけると、素案がそれに

基づいているか、より濃いご審議をしていただけると思うが、参考としてご覧いただきたい。 

（委 員） 

  次回の案内のときでよいが、どこまで見ておけばよいか、１回で全てを審議するのは無

理だと思うので、事前の時間を与える意味でお知らせいただきたい。10 項目の成果をどの

ように見ればよいのか、個人の主観かもしれないが、地域によっても違うと思うので、ど

こまで達成しているか等の資料があれば、いらない項目等も判断できる。この人数なので、

責任をもって審議したいので、もう少し丁寧にしていただきたい。 

（事務局） 

  次回は「３ まちづくりの主要課題」まで入っていきたい。主要課題については委員の意

見を参考に事務局で素案を作るが、今までの10項目の課題の成果について示せる資料作成

もしたい。３回目・４回目で基本構想のご審議をいただき、５回目で基本構想の最終確認

をお願いしたいと考えている。 

（委 員） 

これから具体的な審議に入るときに、素案とは別に、前回と今回で何が一番大きな違いか

というと、合併10年が経ち、合併特例が終わっているので地方交付税が減らされるとか、

合併特例債が使えなくなるというような基本的な情報を示してほしい。それらを知ってるの

と知らないのでは話し合いの方向が多少違ってくると思う。今日の資料で、財政健全化の資

料を見てもわからない。もっと具体的な資料をほしい。 

 

５ 閉会あいさつ(15:35) 

（副会長） 

  以上で本日の会議を閉じる。皆さんのご協力により、約２時間で会議を終了できた。第

３回目もよろしくお願いしたい。本日は大変ありがとうございました。 

 

以上 

 


