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令和元年度 第１回 静岡市市民自治推進審議会 会議録 

１ 日 時  令和元年 12 月 17 日（火） 午前９時から午前 10 時 30 分 

２ 会 場  静岡市役所 静岡庁舎 新館９階 特別会議室 

４ 出席者 【委 員】 

       日詰委員（会長）、小山委員（副会長）、天野委員、海野委員、金川委員、 

五味委員、渡嘉敷委員、松平委員 （会長、副会長、以下五十音順） 

10 名中８名の出席により会議は成立（沼田委員、牧田委員欠席） 

      【静岡市】 

       企画局次長、企画局理事、分権・広域連携推進担当課長、係長、主査 

市民自治推進課 市民協働促進係長、主事 

       葵区役所地域総務課 主幹兼地域振興係長 

４ 議 事 

（１）議題 平成 30 年度 市民参画手続の実施状況等について 

【市民自治推進課】 

～ 資料１－１～資料１－７に基づき、平成 30 年度 市民参画手続の実施状況等に

ついて説明 ～ 

【日詰会長】 

   ただ今、事務局より、平成 30 年度市民参画手続の実施状況等について説明がありま

したが、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 【天野委員】 

   資料１－２中、パブリックコメントに対する意見が０件のものがありますが、市民

自治推進課として、その理由を把握されているのでしょうか。 

   例えば、「第３期静岡市自殺対策行動計画中間案」については、重要な計画であるに

もかかわらず、意見が０件というのは、意外な印象です。 

 【市民自治推進課】 

   まず、「第３期静岡市自殺対策行動計画中間案」は、資料１－２中、11 番に詳細な

記載があります。内容は、第３次静岡市総合計画の見直しに伴う、基本計画の改定と

なります。「第２期静岡市自殺対策行動計画」の計画期間が、平成 30 年度をもって終

了することを受け、第３期計画の中間案について、パブリックコメントを実施したも

のです。 
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   このほかに、意見が０件であったものは、資料１－２中、９番の「地方税管理に関

する事務 特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）」と、19 番の「静岡市個人

情報保護条例の一部改正（案）」があり、パブリックコメントにおける意見提出のなか

った施策は、以上の３件でした。 

   まず、「第３期静岡市自殺対策行動計画中間案」については、当課としても、市民の

関心が高いものではないかと考え、担当課に確認したところ、計画策定段階で、関係

団体に対して、４回のヒアリングを実施し、その意見を反映した形で計画を策定して

いるということから、パブリックコメントにおける関係団体からの意見提出はなく、

結果として０件となったとのことでした。 

   そのほか、「地方税管理に関する事務 特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

（案）」については、マイナンバーの内部的な取扱に関する内容であることから、ご意

見が寄せられにくいものではないかと考えています。 

   また、「静岡市個人情報保護条例の一部改正（案）」についても、担当課によれば、

内部的な内容のものであることから、関心がもたれにくかったのではないかという話

でした。 

 【日詰会長】 

   一つお伺いしたいのですが、資料１－２中、12 番の「静岡市上下水道事業経営戦略

（案）」については、それほど関心を呼ぶものではないように思われますが、意見の件

数が多いことについては、何か特別な仕掛や取組があったのでしょうか。 

 【市民自治推進課】 

   最近、水道の民営化が話題になっていることも、理由の一つかと思われますが、街

頭において「上下水道フェア」を開催した際に、来場者に対して呼びかけを実施した

ことが件数に繋がっていると、担当課から聞いています。 

 【五味委員】 

   前回の審議会においても申し上げたかもしれませんが、一般の市民が、パブリック

コメントに対して意見を提出したいと一生懸命に探せば、インターネット上で見つけ

ることができると思いますが、パブリックコメントの時期はそれぞれであるため、検

索した時に、見つかるものとそうでないものがあるわけです。「こういう時期にこうい

ったパブリックコメントを実施しています」というような、総括的なご案内があるか

については、私は調べきれませんでしたが、清水庁舎の建替に限らず、もっといろい

ろなことに市民は目を向けるべきだという思いで、市民主体のまちづくりを進めてい

るのであれば、市民があらゆることに関心をもってくれるように、パブリックコメン

トを一覧で見ることができ、意見を提出しやすいような市の仕掛があってもよいよう

な気がします。 

   前回の審議会の後、自分自身もパブリックコメントを見なくてはいけないと思い、

見てみましたが、やはり、これだけ提出時期が様々であると、なかなか意見を提出し
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にくいので、例えば、一覧が掲載された冊子のようなものがあるといいと思います。 

【日詰会長】 

  パブリックコメントの周知に関することですが、いかがでしょうか。 

【市民自治推進課】 

  パブリックコメントについては、法改正に伴って実施が必要になるものなど、あら

かじめ予定されているものばかりではなく、時期を揃えて実施した場合、その分、施

策の実施を遅らせることにもなりかねません。現状としては、パブリックコメント実

施の前日まで資料を調整する場合もあるため、特定の時期に揃えて実施するというの

は、なかなか困難なところがあります。 

また、広報紙に記事を掲載するという手段もありますが、原稿の締切が掲載の２か

月前であるため、確実に広報紙に記事を掲載するということになりますと、やはりそ

の分、施策の実施を遅らせることにもなりますので、重要なものであれば、意見交換

会など、パブリックコメント以外の方法をとることも必要であると考えています。 

   パブリックコメントに限ったことではありませんが、広報紙に記事を掲載しても、

必ずしも皆さまに見ていただける訳ではないことも悩みですが、担当課としては、で

きる範囲のことをさせていただいております。 

【五味委員】 

  決して、広報紙などの紙媒体に限った話ではなく、一覧で分かるものがあればよい

と思います。 

【市民自治推進課】 

  市のホームページには、一覧を掲載させていただいております。 

  市長からも、重要な施策については、300 件程度は意見を得るようにということを言

われていますので、できるだけ多くの意見が得られるように努力しているところで

す。 

【五味委員】 

  必ずしも広報紙に載せたほうが良いということではなく、何か月後にパブリックコ

メントが実施されるということは分かるのではないかと思い、市民の方に、いろいろ

なことが市の中で進んでいるということは、いつのタイミングでも広報できるのでは

ないかと思います。逆に、市民も行政に対して、意識を高く持たなくてはいけなく、

そういったところは、私たちのような市民活動センター的なものを行っている人たち

が頑張らなくてはいけないと思います。パブリックコメントに対する意見の提出件数

の少なさを見ると、市の施策について、日常的に市民同士が話し合えるような場がも

っと沢山あればいいなと感じます。 
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【日詰会長】 

  ご意見として、受け止めていただければと思います。 

【松平委員】 

  広報が悩ましいという話がありましたが、静岡市として、Facebook や Twitter や

Instagram をやる予定はあるのでしょうか。そういったものを利用すれば、テンポよく

情報発信が可能になると思います。 

【市民自治推進課】 

  広報課が、Facebook、Twitter、Instagram を利用しています。それぞれ特性があり

ますが、パブリックコメントについては、市のホームページに掲載するとともに、

Facebook と Twitter にも載せています。 

【松平委員】 

  必ずしも、ホームページ掲載のタイミングに合わせるのではなく、先に各部局が直

接、Facebook への掲載を行ったほうがよいと思います。 

【日詰会長】 

  オンタイムで上手く情報発信ができればよいと思いますが、組織が大きくなると難

しい部分もあるのかもしれません。 

【市民自治推進課】 

  パブリックコメントに関しては、Facebook 等にも掲載していますが、資料等の準備

が整ったところでのリリースとなるため、ホームページへの掲載と同じタイミングに

なっているのが実情です。 

【松田委員】 

  静岡市として、フォロワーを増やす努力もしているのでしょうか。 

【市民自治推進課】 

  広報課としては、努めているものと思われます。私自身も Twitter でフォローをし

ていますが、時々、情報が入ってきますし、イベントを開催する際に Twitter で情報

を流したところ、それを見てイベントに来てくださった方も実際にいました。 

  それぞれの SNS は、ターゲット層が異なりますが、市全体としては、それぞれを利

用して情報発信をしており、パブリックコメントについても、情報を載せさせていた

だいているところです。 

【渡嘉敷委員】 

意見の提出件数が０件のものについては、以前からあるわけですが、市としては、
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できることはやっているから仕方がないという認識なのか、まだまだできることがあ

り、それをやっていこうという認識なのでしょうか。 

また、提出のあった意見を反映させた件数については、カウントしているのでしょ

うか。 

【市民自治推進課】 

   提出意見が０件であることが、絶対だめかということについては難しく、０件のも

のとしては、内部的な手続事項に関するものが多いということがあり、必ずしも意見

提出がなければならないものとは、考えていません。条例上の手続として必要がある

ことから、形式的にパブリックコメントを実施しているものもあります。 

   しかしながら、例えば、「第３期静岡市自殺対策行動計画中間案」については、もう

少し意見提出があっても良いのではという印象があります。関係団体への事前のヒア

リングを重ねているという状況はありますが、関係団体以外の方が関心を持っていな

いということでもあるため、施策自体にもっと関心を持っていただく必要があると考

えています。 

   また、提出のあった意見をどれだけ反映したかについては、意見の記載方法が自由

形式で、まとめて記載されるようなものもあるため、把握できていませんが、それぞ

れの担当課が提出のあった意見をホームページで１件ずつ公開していますので、確認

しようと思えば、確認ができる状況にはなっています。 

【渡嘉敷委員】 

  意見提出が０件であることについて、市民自治推進課として、必ずしも悪いことで

はないと考えているのであればいいですが、そうでないのであれば、ぜひ行動で示し

ていただきたいと思います。 

  提出のあった意見を施策に反映させた件数については、ぜひカウントしていただ

き、資料中に記載していただけるといいと思います。意見だけ聞いて、それを反映さ

せていてないのであれば、参画としては不十分であるように感じますので、ぜひ、そ

れによって何が変わったのかということを、件数だけで構わないので、記載していた

だけると、市民参画が進んでいることが評価できると思います。 

【日詰会長】 

  反映させた意見の件数については、各課が把握しているということでよろしいでし

ょうか。 

【市民自治推進課】 

  はい。実際にいただいた声を反映させている事例は、散見されますが、カウントす

る場合、各課における基準が同じであれば、意味のあるものなると思いますので、検

討したいと思います。 
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【日詰会長】 

  各課から、パブリックコメントの実施結果について報告がなされる際に、提出のあ

った意見をどのように反映したかを確認し、その内容をこの審議会で報告していただ

いたほうが良いかもしれないと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。それでは、次第４の報告に移りたいと思います。まず

は、葵区魅力づくり事業について、ご説明をお願いします。 

（２）報告 

① 葵区魅力づくり事業について 

【葵区役所地域総務課】 

～ 資料２に基づき、葵区魅力づくり事業について説明 ～ 

【日詰会長】 

  ただいまの報告について、ご意見、ご質問がありましたら、よろしくお願いしま

す。 

【金川委員】 

  活発に事業を実施している印象ですが、区民懇話会が設置されたのち、ふるさと未

来づくり会議が設置されていますが、ふるさと未来づくり会議は、区民懇話会を解し

て設置されたものなのでしょうか。 

【葵区役所地域総務課】 

  区民懇話会については、３区そろって設置しましたが、10 年が経過したところで見

直しを行い、それぞれの区ごとに特色を出しならが、区民意見聴取を行っているとこ

ろです。例えば、駿河区では、大学生からの意見聴取を行っていますが、葵区では、

それぞれの地域住民の意見を日頃から聞いている自治会連合会の会長と、意見交換を

させていただいています。どの区においても、いただいた声を、区の魅力づくり事業

に反映させることができるよう、区民懇話会の形を変えながら区民意見聴取を行って

いるところです。 

【金川委員】 

  資料によれば、葵区は、自治会連合会がブロック制となっているようですが、他の

区においても同様でしょうか。 

【葵区役所地域総務課】 

  葵区のみであると聞いています。葵区は、他の区と比べて区域が広いことから、38

の自治会連合会を７つのブロックに分け、ブロック単位での連携を図ること目的に、

ブロック会議というものが年に１回、開催されております。これは、葵区の自治会連

合会が実施しているものですが、葵区長も出席して、ブロック会議の中でも意見を伺
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い、課題解決につなげているところです。 

【天野委員】 

  葵トラベラーについては、様々なイベントがあるようですが、葵チャレンジャーに

ついては、どのような内容の課題が、どのくらいの数、あがってくるものなのでしょ

うか。 

 【葵区役所地域総務課】 

   毎年実施しているものとしては、梅の木剪定と、安倍川花火大会前の草刈がありま

す。それ以外については、その時の課題にもよりますが、例えば、資料２の６ページ

に記載の千代田東学区の川合山展望台整備については、中藁科などから材料を調達

し、梅ケ島などから大工さんに来ていただき、それぞれが持ち寄る形で東屋を建てた

というものです。（地域連動学区：梅ケ島、大河内、中藁科、大川） 

当課としては、地域住民同士をつなげて、どうしたら形にできるのかというところ

をサポートさせていただいています。 

 【天野委員】 

   それは、行政の関与がなくなったとしても、自分たちで継続していけるようにとい

うことなのでしょうか。 

 【葵区役所地域総務課】 

   そういうことです。葵チャレンジャーとしては、展望台の整備で終了したわけです

が、その後、千代田東学区では、葵トラベラーとして、川合山清掃ハイキングを毎年

実施しているところです。 

 【天野委員】 

行政の関わりが、依存構造になってしまうことに対する恐れを感じており、依存構

造になっていると、行政のバックアップが無くなったとき、イベントなどを継続でき

るのかという懸念があります。 

 【五味委員】 

   それぞれの地域ごとにお祭りなどがある中、そこに行政が関与することで、より広

くからお客様を集めるという取組は、とてもいいことだと思いますし、元気な地域づ

くりというイメージが伝わってきました。 

葵区役所地域総務課では、福祉部門を扱ってはいないのかもしれませんが、健康な

人ばかりではなく、中にはこういったイベントに行くことができない人もいます。そ

ういった方々にどのように地域に参画していただき、地域振興につなげていくかとい

うことも、少しは考えていらっしゃるとは思いますが、福祉部門との連携はされてい

るのでしょうか。  
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 【葵区役所地域総務課】 

自治会では地区社会福祉協議会を形成し、市の社会福祉協議会が関与していますの

で、そういった部分の話は聞いておりますが、自治会から当課に何かを求めるような

声は上がってきておりません。誰に何を言ったらよいかを皆さんがわかっており、福

祉の関係であれば社会福祉協議会というように、役割が分担されているのが現状で

す。 

 【五味委員】 

   それは当然のことだとは思いますが、「持続可能な『地域住民主体』のまちづくり

へ」を第４期の事業のテーマに掲げるのであれば、そういった福祉連携もとても重要

になってくると思います。役割分担をすることは当然のことですが、それでもその中

で社会福祉協議会と連携するなどして、健康上の理由などで、なかなか葵トラベラー

に参加できない人にも、参加してもらう機会をつくるなどの取組も必要だと思いま

す。 

   静岡市はＳＤＧｓを推進していますが、手の届きにくい人に、まず手を差し伸べる

というのがＳＤＧｓの理念であると思いますので、少しでもそういった取組があると

よいと思いますし、他機関との連携があると、よりよい静岡市になると思います。 

 【松平委員】 

自治会の存在意義をすごく感じますが、葵区にはマンションが増え、子どもも増え

ている印象がある中、自治会に加入しない人が増えています。これには、様々な理由

があると思いますが、私自身の経験として、子ども会と自治会との関係性の中で、子

ども会の予算が削減され、自治会が出していたおやつが減っていくということがあり

ました。自治会と子ども会が話し合う場がありますが、役員さんの発言で、「子ども会

の予算は減らしても、懇親会費は減らさない」と言っていたのが記憶に残っていま

す。持続可能性を考えたときに、子どもたちのことをしっかりやらなければいけない

と思います。しかし、なぜそれを言わないのかということですが、理由の一つとし

て、自治会の役員が男性であるのに対して、子ども会を組織しているのが女性である

ということがあり、男女の格差があるように感じます。資料の中に、女性の自治会役

員が増えたという記載がありましたが、きっとそういう視点があるのだろうなと感じ

ました。 

また、自治会の役員の方には、県や市のＯＢや、元校長先生といった方が多く、な

かなかものを言いにくいところがありますし、地縁があるというのは、いいことなの

ですが、同じ地域に住んでいるということで、摩擦を避けるということもあると思い

ます。民主的に意見表明ができる、風通しのよい自治会でなければ、若い世代は、子

ども会や自治会への加入を敬遠してしまうと思います。 

【日詰会長】 

   葵区は、市街地と同時に、中山間地域を抱えていますので、両方に課題を抱えてい
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て、行政として、それぞれに対してどのように対応していくか、頭を悩ませているの

ではないかと思います。今日、ご紹介いただいたのは、中山間地域での持続可能な取

組を、住民主体でどのように作っていけるのかということについて、行政も携わって

いるというものであったと思いますが、その一方で、松平委員がご指摘の中心市街地

への対応ということも、待ったなしの課題であると思います。 

マンションの建設は、葵区と駿河区とで、どちらが多いのでしょうか。 

【葵区役所地域総務課】 

   マンションの建設は、葵区よりも駿河区のほうが多く、駿河区においても自治会加

入率の低下が課題となっています。葵区においてもマンションは増えていますが、自

治会への加入については、自治会長さんが、直接マンションの管理事業者に声をかけ

てくださるなど、努力してくださっていると聞いています。 

葵トラベラーなどは、存続すら危ぶまれる地域の活性化を目的としていることか

ら、ある意味やり易いところがありますが、市街地の自治会からも、自治会加入率の

低下について、窓口で相談を受け、自治会の会合に私たちも出向いていろいろお話を

伺っているところです。そうした中で例えば、防災視点のイベントを実施して、若い

方たちにも活動に参加してもらえるように取り組んでいる地域もあるようです。 

【松平委員】 

持続可能なということになると、地域の意識の存続も重要になってくると思いま

す。防災訓練については、中学生などの場合、学校からの指示で参加しなくてはいけ

ないわけですが、若い方たちが、その地域に住んでいる楽しさを感じられ、民主的に

前に立てるようなものになっていくとよいと思います。 

【海野委員】 

同じ葵区内であっても自治会によって、組長としてやらなければならないことが全 

く異なり、非常に戸惑った経験があります。例えば、組長の役割として、広報紙の配

布がありますが、その方法も自治会によって様々であるため、新しく組長になった人

が戸惑うことがないように、そういった辺りを市のほうで支援してもらえるとよいと

思います。 

【五味委員】 

市民活動センターで、今の若い方の動きを見ていると、地縁組織に頼らず、自分た

ちで地域コミュニティをつくっているように思います。ＳＮＳなどを活用しながら、

共通の関心事を持つ仲間や、感度の高い人たちを集めたり、地道に色々な所に出かけ

ていって、仲間づくりを行ったりして、新しいコミュニティをつくろうとする若者が

増えているように感じます。また、仕事をしている人の中にも、異業種交流をビジネ

ス的ではなく、コミュニティ的に行っている人もいますので、自治会ではなく、そう

いった方向に人が流れている印象です。地縁ももちろん大切ですが、地縁組織におけ
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る世代格差などから、新しいコミュニティがつくられ始めていて、そういう人たちも

含めて静岡市民ですから、より複雑になっていくと思います。地域のこともしっかり

考えながら、新しいことに取り組む人が増えていけばよいと思います。 

【渡嘉敷委員】 

少し話は戻りますが、葵区魅力づくり事業の第４期テーマに掲げる「持続可能な

『地域住民主体』のまち」とは、具体的にはどういう状況のことを言うのでしょう

か。 

【葵区役所地域総務課】 

イメージ的な表現となっておりますが、地域が自分たちで、どういう地域づくりを 

したいのかということを考えて、活動できるようなまちづくりを考えています。決し

て、行政の押し付けではなく、自分たちが住んでいるところは、こういう風なまちに

したいと思い描けるような集合体になっていけるように、地域活動の活発化を支援し

ていくというのが、当課の目標です。 

【渡嘉敷委員】 

そうしますと、それぞれの地域で、課題は異なってくると思われますので、葵トラ  

ベラーや葵チャレンジャーという枠から外れたものが、自然発生的に出てくることが

目指すべき方向かと思いますが、そういったものは、現時点で出ていますでしょう

か。 

【葵区役所地域総務課】 

 葵チャレンジャーは、いろいろな課題が解決できるように工夫してやっています

が、今後は、先ほどご指摘のあった福祉部門などとの連携も課題になってくると思い

ます。現在、葵区魅力づくり事業については、葵トラベラーと葵チャレンジャーの２

つで実施しており、これらがようやく定着して、女性や若い方の役員登用などに繋が

り始めているところですので、もう少し継続していきたいと考えていますが、工夫し

て、かたちを変えながら実施していきたいと考えています。 

【渡嘉敷委員】 

   地域の方々が目標を設定するというのが、住民主体のまちづくりであると思いま

す。市の予算がなくなったとしても事業が継続できるよう、一般的な補助金のよう

に、段階的に予算を削減するなどしていくべきであると考えます。市の予算がなくな

ったら、事業が継続できないというようにならないことを期待しています。 

【葵区役所地域総務課】 

   葵トラベラーを実施する中で、観光ツアー化したいという声も上がってきており、 

観光業者に取り次ぐといったことも少しずつ始めていることです。自分たちの地域の
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資源の価値を知るために、モニターツアーを実施したいという声も上がってきてお

り、地域住民の意識の変化を感じているところです。 

【松平委員】 

   自治会の組織率が下がると、児童虐待の発見率が下がるというデータがありますの

で、風通しの良い民主的な地域づくりは、考えなくてはいけないことであると思いま

す。 

【日詰会長】 

   市内の自治会組織については、市民自治推進課が担当になるのでしょうか。 

【葵区役所地域総務課】 

市民自治推進課が親課となり、住民に身近な存在である各区役所の地域総務課が、 

窓口的な役割として声を聴くなどしています。魅力づくり事業を自治会連合会とやっ

ていますと、自治会の方が気軽に声をかけてくださるようになり、自治会の状況など

を伺いやすくなってきています。 

（２）住民投票制度について 

【企画課】 

～ 資料３に基づき、住民投票制度について説明 ～ 

 【日詰会長】 

   資料に基づき、住民投票制度について説明いただきましたが、ご質問やご意見があ

りましたら、よろしくお願いします。 

【金川委員】 

  静岡市自治基本条例の場合、個別設置型となるわけですが、条例策定の際には、常

設型にするか、個別設置型にするかについて、活発に議論が行われました。また、条

例策定においては、審議会設置について、市民からの意見があり、審議会に勧告権を

与えることも検討されましたが、結果として、市長の諮問に対して答申するというか

たちになりました。 

  今回の住民投票の実施に向けた動きに対して、審議会としてどのように関与するか

については、市長からの諮問がなければ、特に審議するという立て付けにはなってい

ないという理解でよろしいでしょうか。 

【日詰会長】 

 そういうことになります。 
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【金川委員】 

  常設型の住民投票条例については、全国的には 30 程度ありますが、実際にはあまり

実施されていないと思います。審議会は、諮問に対して答申するものであるというこ

とからすると関係がないのかもしれませんが、静岡市自治基本条例については、制定

から 10 年以上になりますし、時代もかなり変わってきていますので、その在り方につ

いても今後検討してもよいのではないかと思います。 

【日詰会長】 

  金川委員がご指摘のように、静岡市自治基本条例の策定の段階で、住民投票を条例

に規定するかどうかについて、検討がなされましたが、平成 17 年当時は、そもそも自

治基本条例を制定している自治体は少なかったこともありまして、そこが争点となり

ました。住民投票には、常設型と個別設置型あるわけですが、当時、常設型の住民投

票条例は少なく、地方自治法の規定に倣った個別設置型がほとんどでした。来年の４

月で、条例制定から 15 年が経ちますので、場合によっては、第 28 条の見直しについ

て諮問があれば、検討するということもあるかもしれません。政令指定都市の中で

も、常設型にしているところも何市か出てきていますので、そういったことを考えて

も良い時期に来ているのかもしれません。 

また、第 26 条第１項に「永住外国人を含む」との規定があります。この点も当時、

議論となりましたが、永住外国人であれば市民の一員であるということで、ここに規

定しました。自治基本条例を取り巻く環境も変わってきていますので、私も金川委員

のご意見に賛同したいと思います。 

  清水庁舎の移転に関しては、現在、清水区の住民の方が中心となって、有権者の 50

分の１以上の連署による条例制定請求に向けて、いろいろな活動が行われている段階

であると思いますが、我々としましても、その状況に注目していきたいと思います。 

  それでは、以上で本日の議題等は終了となりますが、委員の皆さまから、ほかに何

かありますでしょうか。 

  活発に議論いただきまして、ありがとうございました。 


