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【防災訓練について】
・地域防災計画を活用した防災の取組の実施支援を現在22地
区しているとあるが、以前は何地区ぐらいあったのか知りた
い。
また、以前、平野区の全防災リーダーが瓜破霊園などに集
まって、全体的な防災訓練を行っていたと聞くが、今後の実施
は考えているのか教えてほしい。

・地域別防災計画の策定が義務付けされる以前の平成25年は
15地域において訓練が行われていました。区民の防災意識の
高まりとともに、現在では全22地区で実施されています。

・また、4年前までは瓜破霊園で全体の防災訓練を行ってお
り、平成27年度には自衛隊にも参加していただいたこともあり
ます。

・区としては近年、各地域における防災の取組の支援に力をい
れており、それぞれの地域に応じた訓練等で経験を深めてい
ただきたいと考えております。

・一方で、区民への啓発も非常に重要であると考えておりまし
て、平成31年1月には、地域との連携により、元自衛隊の方を
講師に招き、自主防災組織の重要性について講演を行うとと
もに、5月には各地域の防災担当者をはじめ、多くの区民の参
加のもと、災害初動期における自助の大切さを考える機会とし
て、「平野区防災フェスタ」を開催しました。

・さらに令和元年10月の平野区民まつりでは、平野消防署が
起震車による地震体験および消火器体験コーナーを設置した
ほか、ミニ消防車を展示するなど、関係機関も含めて、あらゆ
る機会を通じて多くの区民へ啓発を行っております。

①②

【水害時の対策・想定について】
・今年度、台風15号・19号のような豪雨があり、水害の怖さを
思い知らされた。平野区内では、大和川や平野川などがある
が、大雨の時に弱い場所などを示すことはできないのか。
また、そのような豪雨の場合の想定（シミュレーション）は行っ
ているのか。
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【避難所について】
・地域では、大雨に備えてそれぞれが逃げる場所を作ってほし
いと呼びかけてはいるが、具体的に全員が逃げる場所はわか
らないので詳しくは伝えることができていない。近くに市営住宅
もたくさんあるが、地下に電気配線もあり、水害時にはエレ
ベーターもトイレも止まってしまう可能性もある。大雨が降った
場合など、平野区民20万人が逃げる場所はあるのか教えてほ
しい。

・自助・共助ができない方もおられ、台風15号・19号で亡くなっ
た方の多くは1階で寝ている高齢者の方であることに、行政側
にも気にとめてほしい。自助・共助を進めるだけでいいのかと
不安を覚えるところもあり、逃げるところがなかったという結果
ではいけないと思う。

・家族とどこで待ち合わせをするかなども決めておかないとい
けないとは思うが、一時避難する際、高いところへ行けばよい
のか、近くの広い避難場所へ行けばよいのかなど、危機管理
室とも連携してもっと明確にしてほしい。
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【避難所の対応について】
・平成29年の大雨では選挙と重なり、区職員が手に負えない
状況で地域に任せているという状態であった。選挙も住民の投
票なので大切だとは思うが命あってのものだと思う。何かの行
事があった場合、職員は役員として働かないといけないが、災
害にも対応しないといけないという場合の対策はとれているの
か。

・台風で避難所開設した際に、避難所担当の区職員が来たが
マニュアルだけは知っていてもやり方を知らなかった。地域の
役員がいたので指示できたがしっかりと職員に対する教育をし
てほしい。
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【令和元年度運営方針等に
おける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた

支援

R1予算額　646万円
R2算定見込額　829万円

・今回の台風のような豪雨は想像を絶するものでした。さまざ
まな状況を想定したシュミレーションはないですが、現在は、ハ
ザードマップを各河川管理者（国・大阪府）が法律に基づき作
成しています。
このハザードマップの精度が高くなっていることから、大雨や津
波に備えて皆さんに知っていただきたいことなども掲載されて
いますので、ぜひご確認いただきたいと考えております。

①②

・平野区には高層の公営住宅が多くあり、水害対策として、こ
れらの住宅を水害時避難ビルとして指定しており、約10万人の
避難は可能ですが、区民全員が避難するような場所はなかな
かないため、可能な限り、事前に雨の情報をしっかり把握して
いただき、状況に応じて、少しでも高いところへ避難するなど、
安全確保に努めていただきたいと考えております。

・災害時のお互いの助け合いには、普段からの地域でのお声
がけが大変重要と考えています。まずは、自助の取り組みを
進めていただき、災害に備えることが、身を守るために、最も
重要と考えています。

・ご家族との連絡方法や、避難所への経路など、いざという時
の行動については、あらかじめ、ご家族やご近所と話し合って
おくことも重要であると考えております。

①②

・平成29年の台風21号では、投票事務が終了し、開票事務を
行っている際、避難勧告が発令されたことも重なり、避難所へ
の職員の派遣にも時間を要しました。災害時における初動対
策や、応急対策業務などは各所属でも定めておりますが、人
命最優先で対応していきたいと考えています。

・避難所の開設にあたっては、地域の方々に多大なるご協力
をいただき、深く感謝しております。今後いただいたご意見をふ
まえ、職員に対する研修も充実させてまいります。
なお、地域の方々のご協力なしには、避難所の開設や運営は
行えませんので、引き続き、お力添えをお願いいたします。

①②

年月

会議

【安全安心まちづくりグループ】区政会議におけるご意見への対応状況
令和元年10月

安全安心まちづくりグループ

委員名

委員のご意見等
分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応
できない具体的な理由）

番
号

阿部委員、小澤委員、京極委員、是松委員、日下委員、嶌谷委員、新委員、中川委員、西野委員、林田委員、湯浅委員

対応方針
（令和元年12月時点）
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・

①②

【令和元年度運営方針にお
ける関係取組】

（具体的取組3-8）

平野区まちづくり地域ビジョ
ン

の整理

R1予算額   3,587万円（※）
R2算定見込額　1740万円

※従来の区予算の範囲外

【地域からの盛り上がりについて】
・避難勧告が出たときに、地域の役員や防災リーダー、水防団
など、みんなが積極的に避難所を見たり、出てきてもらった。
行政任せではいけないと思う。

・防災訓練の時には、地域や学校の生徒たちにも大和川の映
像を見せてあげるなど、全体で盛り上げていかないといけな
い。

5

7

6

【令和元年度運営方針等に
おける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた

支援

R1予算額　646万円
R2算定見込額　829万円

【令和元年度運営方針等に
おける関係取組】

（具体的取組3-1）
地域の自律的な活動への

支援

R1予算額　7260万円
R2算定見込額　7306万円

※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2年度では対応できないが、今後引き続き検討　　④対応困難または対応不可
　　⑤その他

・区役所としてさまざまな役割がありますが、行政でのできるこ
とは限られており、当然、公助だけでは不十分ですので、地域
全体での防災意識の高揚に大いに期待したいと思っていま
す。

・ご意見を踏まえ、大和川の映像などは研修の教材として活用
していきたいと考えております。

①②

【未利用地の活用について】
・昨年度の区政会議において、未利用地の有効活用について
意見交換をしてきたが、その後の状況について報告を頂きた
い。

・平野区では、「次世代につなぐ魅力あるまちづくり」に向けて、
誰もが愛着をもち、安心して住み続けられる魅力あるまちづく
りを進めるため、未利用地の有効活用によるまちづくりに取り
組んでいるところです。

・未利用地の活用にあたっては、多岐にわたる関係部署との
協議調整が不可欠で大阪市としての意思決定が必要な場合
があるなど短期間で進むものではございませんが、適宜情報
提供等を行ってまいります。 ①②

【地域活動協議会について】
・地域活動協議会を知っている区民の割合が60％と聞いて結
構高いと思った。この調査方法はどのようにしているのか教え
てほしい。

・平野区では、地域活動協議会への補助金による財政的支援
を行っており、また、まちづくりセンターを中間的支援の組織と
して活用しているところです。

・地域活動協議会の認知度としては、無作為抽出した平野区
民へのひらの区民モニターアンケートで調査を行っており、平
成28年・29年度では約30％であった認知度が、平成30年・令
和元年度では約60％と近年上昇している傾向にあります。令
和２年度には地域活動協議会を知っている区民の割合：65％
以上を目標としています。

・今後も引き続き、区役所として、地域活動協議会の認知度向
上に取り組むとともに、多くの方が地域の情報を得ることがで
きるよう、区役所としても、地域が実施するイベント等を積極的
に周知するなど、効果的な広報に努めてまいります。

－2－



【資料１】

※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2年度では対応できないが、今後引き続き検討　　④対応困難または対応不可
　　⑤その他

【障がい者への支援について】
・周りには外見だけではわからない障がい者が多数いる。地域
行事などにも参加したいと思っているがどうしたらいいかわか
らない。

・車いすに乗っていたら何もできないと誤解される。様々な活
動をしているが、なかなかＰＲできていない。

いから取組に繋がらないのではないか。

・何かしら生きづらさを感じている方々をまずは知っていただく
ことから始め、お互いがわかり合い、気づき合うというところへ
つなげるという考えから、講演会「くらしやすい明日の平野区を
めざして」を年に１回実施しております。

・今年度の平野区民まつりにおきまして、「防災・防犯とあらゆ
る人が楽しめる」をコンセプトに、車椅子バスケットボールなど
のパラリンピック種目体験や手話歌等を実施しました。

・さまざまな機会を捉えて、地域福祉計画をベースにしつつ、
地域における共生社会の実現に向けて、啓発に取り組んでい
きたいと考えております。

資料としてお付けしましたので、細かいデータが載っておりま
せんでしたが、それぞれの本体には詳細なデータなども載せ
ております。また、その中では、障がいのある方への支援につ
いても明記しておりますが、「障がいのある方」との文言の記載
を含め、よりわかりやすい資料となるよう改善してまいります。

【令和元年度運営方針等に
おける関係取組】

（具体的取組2－1）
各地域の特性に応じた地
域福祉支援体制の充実

R1予算額　4729万円
R2算定見込額　4820万円

【令和元年度運営方針等に
おける関係取組】

（具体的取組2－2）
地域における支えあい活動

への支援

R1予算額　64万円
R2算定見込額　64万円

9

8

【つながりづくりについて】
　高齢者・障がい者の支援には、やはり「つながりづくり」が大
切。こどもを介するとつながりやすいので、こどもを巻き込んだ
取組は効果的だと思う。

・区内各地域の福祉活動の担い手の方々に参加していただ
き、関係機関や行政も一緒に、地域の福祉を考える場である
「ラウンドテーブル」を開催しています。（第3回9月6日）その場
でも３つのテーマの１つとして、「住民同士のつながり」につい
てご意見をいただきました。

・今後は、第4回（2月7日開催予定）のラウンドテーブルにおい
て、第3回のラウンドテーブルでいただいたご意見を基に作成
した具体的な取組案についてご意見をいただくとともに、2月の
区政会議へもその情報を提供し、ご意見をいただいていきま
す。

・平成29年度より、こどもの居場所や多世代交流の場づくりを
行っている活動団体同士をつなぐネットワークを構築し、その
活動が区内に定着するよう「みんな食堂ネットワーク拠点事
業」を実施してきました。今後もフードドライブ活動を周知する
等、区役所と区社協等とが連携を密にし、ネットワークの活動
やこどもの居場所、多世代交流の場づくりへの支援を行ってい
きます。

①②

①②

予算措置
（③④⑤の場合は、対応
できない具体的な理由）

【地域福祉グループ】区政会議におけるご意見への対応状況
令和元年10月

地域福祉グループ

岡﨑委員、木下委員、辻村委員、鶴澤委員、橋野委員、比嘉委員、吉永委員

番
号

委員のご意見等
対応方針

（令和元年12月時点）

委員名

年月

会議

分
類
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【令和元年度運営方針等に
おける関係取組】

（具体的取組３-７）

ひらの青春生活応援事業
R1予算額 718万円

R2算定見込額　719万円

（その他）
こどもサポートネット事業

R1予算額　2,234万円
R2算定見込額　2,388万円

こどもの「生きる力」育成支
援事業（校長経営戦略支援
予算「区担当教育次長枠」）

R1予算額　 711万円
R2算定見込額　721万円

【不登校対策等の周知について】
・平野区では様々な不登校対策等を行っており、一定の成果も
あげられているようだが、せっかく良いことをやっていてもそれ
を知っている保護者があまりいないように思う。それがもったい
ないので、そういう取組についてもっと情報発信が出来れば良
いと思う。

12

委員名

【読書と学力の関係について】
・表彰を受ける人数が増え、読書が楽しいと思うこどもが増え
たことはすごくすばらしいことで、やはり算数の問題を解くにし
ても、読解力がないと問題そのものが分からないということも
あるので、読書はすごく大切と思うが、結果、表彰される人数
が増えて、学力は上がっているのか。

10

【読書習慣の定着について】
・ひらちゃん読書ノートについて、こどもが持って帰ってきて表
彰されたよと喜ぶなど大変すばらしい取組だと思うが、こどもた
ちが読んだ本に対して感想文を書く（読書感想文コンクール）
など、区長が学校訪問の際、表彰してあげるということもやって
いかないと、読め読めだけでは廃れていくと思う。また、こども
たちに関わることなので表彰する記念品等にＰＴＡ協議会が支
援できれば、ＰＴＡとしても各学校に関わっていけると思う。

・読書ノートでは「楽しい」「まあまあ楽しい」と答えるこどもが
94％と肯定的に捉えているが、どういう点が楽しいと思ってい
るのか。逆にあとの６％のこどもは余り楽しくないと思っている
ようだが、読書が苦手、本を読んでもなかなか進まないなど、
何が苦手なのかというところも知りたいと思った。100冊や3,000
ページなど数字の話だけになると負担感や、読書自体に余計
に苦手意識を持ってしまうのではないかと思う。

・読書については、親が読まないとこどもも読まないという関係
があるようで、親が本を読んでいる様子を見てこどもも絵本な
どを読むようになると思う。読書ノートで、保護者も読んでほし
いという形で、例えば小学生でも親子ノートみたいなものがプ
ラスアルファであればいいのではないかと思う。

【令和元年度運営方針等に
おける関係取組】

（具体的取組３-３）
こどもの学習意欲の向上

校長経営戦略支援予算「区
担当教育次長枠」

R1予算額　112万円
R2算定見込額　112万円

区教育関連事業
R1予算額　77万円

R2算定見込額　77万円

・各学校を通じて提出する読書感想文全国コンクールは既に
ありますが、応募するこどもが非常に少ない状況にあるようで
す。現状では、新たにコンクールを設けて実施した場合、応募
者が非常に少ないことが予想されます。また、コンクールでは
課題図書が指定されるため、こどもたちがその図書にどれだけ
興味を持つかという点も懸念されます。
・一方、ご提案の趣旨は、読書習慣を維持するうえでも非常に
大切なことと考えておりまして、今回のご意見を受け、図書主
任の先生方とも改善方法等を相談しているところです。例え
ば、同級生など他の児童にお薦めしたい図書や理由・感想を
読書ノートに記入してもらい、それを広報するなど、こどもたち
が意欲的に読書に取り組むきっかけづくりや褒めて育てる工
夫等について、引き続き検討してまいりたいと思います。

・各学校の状況を確認したところ、例えば、読書ノートをスタン
プラリー的に受け止め、読んだ本がノートにどんどん積み重ね
られることに楽しさを感じているこどもたちが多いとお聞きしま
した。また、どのようなジャンルの本が好きかについては、物語
が１位で、次いで歴史、スポーツという結果になっています。な
お、現状では、楽しくなかった理由を聞く欄を設けていないた
め、今後、新たに読書ノートを作成する際は、アンケートに理由
をお聞きする欄を設けるなど改善してまいりたいと思います。

・絵本との出会いからこどもは言葉や心を育みますが、絵本の
読み聞かせはこどもが本と出合う大切なきっかけとなります。
そこで、絵本の読み聞かせを子育てのツールとしてご活用い
ただくため、３～５歳児用の絵本ふれあいノートを作成しまし
た。幼稚園等の中には、先生が保護者にも読み聞かせを行
い、そのポイントを教えたり、読み聞かせを体験してもらう取組
等も行ってます。
・また、現在、平野区では「読書ノート」を活用した取組をはじ
め、区民等の方々からご提供いただいた本を区役所庁舎内及
び北部サービスセンター内で無期限に貸し出す「ひらちゃん図
書の自由貸出」や「えほん展」の開催など、区をあげて読書運
動に取り組んでいます。これらの取組については、区ホーム
ページへの掲載や、定期的に広報「ひらの」へも掲載しており、
また、広報紙には「なぜ読書の習慣が大切なのか？」について
も常磐会学園大学のご協力を得て区民の皆様に広く周知して
いるところです。今後とも「ひらのく読書運動」を推進するととも
に、読書の大切さについても啓発してまいりたいと思います。

①

対応方針
（令和元年12月時点）
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浦崎委員、大崎委員、岡本委員、新玉委員、田中委員、辻野委員、東川委員、花谷委員、安田委員、吉川委員

※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2年度では対応できないが、今後引き続き検討　　④対応困難または対応不可
　　⑤その他

・読書と成績がどう結び付くかについては、もう少し中長期的に
状況を把握のうえ分析していきたいと思います。なお、全国学
力調査について、昨年度までは各教科で主に知識を問うＡと、
主に活用の力を問うＢの分類がありましたが、今年度からＡＢ
問題を統合されたため、読解力が一層必要になるのではと懸
念されましたが、読書ノートで本を読む習慣が出てきたことで
少し効果があったのではと、一部の学校からはお聞きしていま
す。

②

・現在、平野区では、こどもたちそれぞれの個性や魅力を伸ば
していくとともに、困難な状況にあるこどもや家族が抱える課題
解決への支援のため、「平野区こどもたちの『生きる力』育成プ
ロジェクト＋１０（プラステン）」に基づく施策を実施しています。
その中で、「いじめ」「不登校」など学校生活が困難な状況にあ
るこどもへの支援を重点的に取り組む施策の１つとし、こども
サポートネットやこどもの生きる力育成支援事業、ひらの青春
生活応援事業などに取り組んでいます。
・平野区として重点的に取り組んでいる施策を広く区民の皆様
に周知していくためにも、不登校対策をはじめとした＋１０（プラ
ステン）の取組について、今後一層の広報に努めてまいりたい
と思います。

①

年月

会議

【こども教育グループ】区政会議におけるご意見への対応状況
令和元年10月

こども教育グループ

委員のご意見等
分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応
できない具体的な理由）

番
号

－1－



【資料１】

－

委員のご意見等
分
類

年月

会議

【その他】区政会議におけるご意見への対応状況
令和元年10月

その他の分野
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予算措置
（③④⑤の場合は、対応
できない具体的な理由）

番
号

対応方針
（令和元年12月時点）
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※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2年度では対応できないが、今後引き続き検討　　④対応困難または対応不可
　　⑤その他

・運営方針にかかる指標の設定等については、数値化による
経年変化を観察することを前提に、大阪市の施策による影響
以外の外的要因に大きく左右されないコントロール可能な範囲
で無理のないチャレンジにより達成可能なものか（現実的な設
定かどうか）を基本とし、過去の実績や委員からいただいたご
意見も考慮しつつ総合的に判断しているところです。
なお、今回の防災の具体的取組にかかる指標については、委
員からいただいたご意見等も踏まえて、区民への浸透度合い
を幅広く測定するため、イベント参加者へのアンケートから区
民モニターによる無作為抽出アンケートでの割合に改めていま
す。

域福祉計画の資料については、概要版としてお示しましたの
で、細かいデータ等は掲載しておりませんでしたが、それぞれ
の本体には詳細なデータなども記載しておりますので、ホーム
ページ等でご確認いただければと思います。
また、地域福祉計画においては、地域福祉を推進する主人公
を地域住民のみなさんとしており、住民のみなさんが互いに支
え合えるまちづくりをめざすとしています。すべての人がともに
生きていくために、みんながつながり、お互いを支えあう大切さ
について、住民一人ひとりが理解を深める必要があり、区役所
は、みなさまと一緒に取り組んでまいりたいと考えております。
また、取組にかかる課題がわかりやすいようデータの添付に
ついて改善いたします。

・進行については事前に会議資料を送付する際などに、グ
ループワークで検討したい内容をお示しするなど、改善いたし
ます。また、委員の皆様には議論の前提となる基礎数値なども
う少し詳細な資料を事前にお渡しできるよう検討いたします。

・今後とも、目標の設定の妥当性やその結果に対して、常に有
効性をチェックしつつ、区政会議や区民モニターアンケート等
で地域の様々なご意見やニーズの把握に努めながら、区内の
施策・事業に反映できるよう努めてまいります。

①②

【運営方針にかかる指標等について】
・各グループで目標値や割合について、色々とご意見が出て
いる。この数値は、今後、施策を評価をするときに指標となる
重要なものである。そのときに、それを測る指標が低過ぎるの
ではないかと感じる。また、講習等のイベントでのアンケート
は、関心の高い人が来ているのでよい結果が出て当然であ
る。その部分は改善されているのか、読み取れないとこがある
ので教えてほしい。

付資料だけではわからない。目標数値はかなり高いと思うが、
どの程度頑張らないといけないのか、判断できない。
また、地域福祉の取組を読むと、行政は支援だけに見える。地
域住民だけで何かできるわけではない。また、データが載って
いないので、課題が見えてこない。

よいのではないか。漠然と意見を言ってくださいと言われても、
出にくいように思う。また、初参加の委員には事前にもう少し詳
細な資料をお渡ししたほうがわかりやすいかもしれない。

【区政会議のアンケート分析と有志の勉強会について】
・令和元年9月末のオリエンテーション時の配付資料に、前期
の委員の方を対象とした『令和元年度平野区区政会議に関す
るアンケート（集計結果）』があったが、この資料の中で、「区役
所や委員との間で活発な意見交換がなされていると思います
か？」という質問に対し、65.4％が「思う」「やや思う」と回答して
いる。この数値は、その前年度のアンケート結果と比較すると
23.1ポイントも下がっている。このあたりの原因分析を行い、改
善するための方向性を報告してほしい。

・また、「区政会議のより活発な意見交換に向けて、現在どの
ような課題があると思いますか」という設問の中で、「意見を述
べるために前提となる区の現状や行政のしくみ等についての
知識が不足している」と回答された方が11名もいた。
議題の内容とも関連する行政の予算の仕組み等について、区
政会議委員も勉強する必要があると感じている。
自発的な区政会議委員の活動として今後、行政の仕組みや、
大阪市、平野区の現状について、試験的に有志で一回勉強会
をしてみたいと思っているので、また事務局もご協力いただき
たいと考えている。

・本市では現在、平成29年度に策定した市政改革プラン2.0（区
政編）に基づき、各区において区政会議のより効果的な会議
運営に向けた取り組み（PDCA）を実践し、その効果測定のひと
つとして委員の皆様へのアンケートを実施しています。
1回目（平成29年9月実施）のアンケートでは、「委員と区役所と
の間での活発な意見交換」について肯定的回答割合が44.4％
と全市目標の60％に届かなかったため、活発な意見交換と適
切なフィードバックできるよう数々の改善を行い、2回目（平成
31年1月実施）では目標を上回る88.5％と大幅に向上しました。
今年度（3回目）のアンケートは全区長の合意により改選前の
委員を対象とすることを共通ルールとしたことから、当初の想
定から半年程早い今年7月に実施しました。当区で7月に開催
した区政会議は1回目及び2回目の状況とは異なり、主に前年
度の区の取組を評価していただくため、区役所からの丁寧な
説明に時間を多くとり、結果的に委員との意見交換の時間の
確保が不十分だったたことが要因の一つとなり、第2回目より
も低い評価をいただいたものと分析しています。
今後アンケートでいただいた評価や委員からいただいたご意
見を踏まえ、委員のニーズに沿ったより良い区政会議の運営
につなげていきたいと考えております。

・「意見を述べる前提としての区の現状や行政の仕組み等の
知識が不足している」と回答されている委員が多いことについ
ては、より良い区政会議の運営につなげていくうえで常に生じ
る課題と認識しており、これまで委員の就任前に「平野区区政
会議委員オリエンテーション」を開催し平野区区政会議の概要
やその運営方法についてご説明するとともに、配付資料の見
やすさの工夫や基礎データの掲載など内容改善にも取り組ん
できました。
今後もこれらの取組についての改善を重ねていくとともに、委
員有志での勉強会を開催される折には事務局からもできるか
ぎり協力をさせていただきます。

①②

－1－
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