８．四国財務局
地方公共団体と金融機関をつなぐプラットフォーム

～四国経済の活性化・地方創生に向けた取組のサポート～

「若手職員による地方創生フォーラム」で地方創生支援
地元大学との連携による地方創生支援

～企画立案から実行まで全てを若手PTで～

～インターンシップを通じた地域貢献～

若手職員を中心とした広報活動等への取組
国有財産を活用した人口増加や地域の活性化への貢献

～空き家バンク制度への国有財産情報の登録～
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地方公共団体と金融機関をつなぐプラットフォーム
～四国経済の活性化・地方創生に向けた取組のサポート～

四国財務局及び
管内財務事務所

 平成26年度より開催している｢四国財務局地域活性化セミナー｣､｢国の補助制度等合同説明会｣をより進化･拡充して開催。
 「各県にて開催してほしい」との出席者からの声に応えるため、28年度は｢四国財務局地域活性化セミナー｣と｢国の補助制度等合同説明会｣を四国4県にて
開催。更に個別相談ブースを設置し、双方向の情報交換の場へと進化。
 政府系金融機関の機能発揮への支援を行うとともに、各省が所管する補助制度等の情報提供の場を提供し、地方公共団体や金融機関と国の出先機関な
どを繋げるハブの役割を担い、地域経済の活性化や地方創生に向けた取組をサポート。

１．成果事例の概要等
○ 平成26年度より｢四国財務局地域活性化セミナー｣､｢国の補助
制度等合同説明会｣を開催。
政府系金融機関や国の出先機関などが一同に会し、地方創生や地域活
性化に関する取組、国の各種補助制度等について説明を行う機会と場を
提供。
｢各機関の取組や補助制度｣と｢地方公共団体や金融機関｣を繋ぐハブの
役割を担うプラットフォームを構築。

○ 28年度は、29年2月から3月に四国4県で開催し、個別相談ブー
スを設置。
｢国の補助制度等合同説明会｣は、本局(高松)1か所開催から四国4県に
開催場所を拡げ、これまで別々に開催していた｢四国財務局地域活性化セ
ミナー｣と｢国の補助制度等合同説明会｣を同日開催とし、参加者の利便性
向上を図った。
更に具体的な要望や各種施策の利活用方法などについて、相談や意見
照会ができる個別相談ブースを設置。
従来の講義形式の説明だけでなく、双方向の情報交換の場へと進化。
・四国財務局地域活性化セミナー
政府系金融機関(日本政策投資銀行や
日本政策金融公庫)より｢地域活性化｣や
｢地方創生｣に関する取組について説明。
また、まち･ひと･しごと創生本部から
｢地方創生の最近の動き｣について説明。
・国の補助制度等合同説明会
まず財務省主計局より｢平成29年度予算のポイントと財政の課題｣につい
て説明。その後、国の出先機関(総務省、四国経済産業局、中国四国農政
局、四国地方整備局、四国運輸局、労働局）などから、地方公共団体や金
融機関等に対し、各種補助制度･施策をワンストップで周知。

２．これまでの取組の成果等
○

四国4県での開催へと拡充
国の補助制度等合同説明会は、これまで高松1か所のみでの開催であったが、昨年の事後ア
ンケートなどの中で、 「各県にて開催してほしい」との意見が多くあったことから、参加者の利便
性向上を図るため、四国4県での開催とした。その結果、アンケートでは、各県で開催としたこと
を評価する声がほぼ100％であった。

○ ネットワークの拡大(説明機関の充実）
新たに｢日本政策金融公庫｣、｢厚生労働省労働局｣、｢（公財）日本生産性本部｣、｢四国運輸
局｣、｢徳島県信用保証協会｣を説明機関に迎え、ネットワークをより拡大させた。

○ 個別相談ブースを設置
アンケートの結果、ほぼ100％の方が個別相談ブース
を設置したことを評価。
また、参加者より相談を事前受付し、当局より各機関
へ質問をつないでおくことで、説明会の当日は、より深
度ある意見交換となるようサポートし、主催者としての当
局の機能も強化。単なる｢場の提供者｣に留まらず｢ファ
シリテータ」としての役割を担った。

個別相談ブースの模様

参加者のニーズにあった情報提供が行われる場、参加者にとって有益な開催形態へと進化
し続けていくことが重要。

３．今後の課題と四国財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 参加者からのアンケートの結果、9割以上の方が評価。今後、個別相談ブースの更なる活
用など、いかに参加者のニーズに応じた内容・開催形態へと拡充していくか、まずは参加者
のニーズを把握することが課題。
≪四国財務局・財務事務所の今後の対応≫
○ 今後も、首長訪問や金融機関へのヒアリング、若手ＰＴの活動を通じて、地方公共団体や金
融機関のニーズを把握し、そこでの情報を蓄積していく。
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「若手職員による地方創生フォーラム」で地方創生支援
～企画立案から実行まで全てを若手PTで～

四国財務局

プロジェクトチーム

 四国財務局では、若手職員が平成27年9月に｢地方創生支援のための若手PT｣(以下｢若手PT｣)を立ち上げ。若手職員16名で活動中。
 地方公共団体からの要望に応えるべく、若手PTが企画立案から実行まで全てを行い、28年12月に｢国県市町連携 若手職員による地方創生フォーラム
ｉｎ Ｋａｇａｗａ｣を開催。香川県内の地方公共団体の若手職員が一堂に会し、白熱した議論を行うなど、連携を構築。
 当該フォーラムを起点とし、県・市職員との間で観光振興に向けた新たな企画が生まれるなど地域連携・地方創生支援につながっている。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 地方公共団体の若手職員とのプラットフォームを構築

○ 参加者の満足度向上を追求したプログラムを構成
フォーラム開催にあたっては、まず、当局の若手PTがフォーラム
開催の趣旨と目的を説明。続く、基調講演では、中央省庁から香

平成28年12月15日、香川県内の地方
公共団体の若手職員が一堂に会する

川県に出向している者に地方創生の重要性を説明していただくと

｢国県市町連携 若手職員による地方
創生フォーラム ｉｎ Ｋａｇａｗａ｣を開催

ともに、招待講演では、既存の枠にとらわれない公務員の活動を知

（参加者60名）。

り、地方創生を｢自分ごと」にすることの重要性を学べる構成にした。

同フォーラムは、当局若手PT（地方創生支援のための若手PT）が
訪問した地方公共団体の若手職員から、｢他の地方公共団体と横の
つながりができないか｣、｢地方創生について本音で語り合いたいが機
会がない｣といった声を聞いたことから、それらを実現できる場を創り
たいとの思いで企画したもの。

また、出席者が「若者の移住定住の促進」をテーマにワークショップ

○ フォーラムの企画立案から実行まで全てを若手PTが実施
フォーラムの開催にあたっては、参加

を実施。出席者が参加できる意見交換の場を提供した。

○ フォーラムで新たなつながりができ、更に新たな地域活性化のための企画も
当局の職員や地方公共団体等の職員
間でＳＮＳを通して「つながり」ができ、
新たなネットワークが構築

フォーラムを起点とし、県・市職員との間で観
光振興に向けた新たな企画が生まれたほか、
当局が地方公共団体からの依頼を受け、地
域活性化策の提案をする場も

者の満足度向上を徹底的に追求。
プログラムの構成の検討、講師の選定
及び講演依頼、参加者募集、報道機関へ
の情報提供、フォーラム当日の運営など、

３．今後の課題と四国財務局等の対応
フォーラムの開催に向けて熱心に
議論を重ねる若手PTメンバー

フォ－ラムの企画・立案から実行まで全てを若手ＰＴが実施。
若手PTが思い描く｢理想的なフォーラム｣を自分たちの手で開催

≪今後の課題≫
○ 真の連携はこれから 。フォーラムで生まれた｢つながり｣を大切に
持続的な関係性を築き、地方創生につなげていくことが重要。
≪四国財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
○ フォーラムを起点として生まれた企画がより地域活性化に寄与する
ものとなるよう若手PTが支援できれば。一過性にせず、互恵を目指した取組を行っていく。
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地方創生支援

～インターンシップを通じた地域貢献～

四国財務局及び
高知財務事務所

 管内大学においては、地域を支える人材の育成や地元への学生の就職率アップに向けて ｢地方創生推進事業｣を推進しており、その一環として、インターン
シップ制度を採り入れ、実践しているところ。
 四国財務局では、従前から講師派遣等を通じて地元大学との連携推進を図っているところであるが、更なる連携強化と地方創生に向けた取組を支援するこ
とを目的に、当局初の試みとして地元2大学(香川大学、高知大学)から実習生を受入。
 インターンシップに参加した学生からの反応は極めて良好。また、インターンシップの実施を契機に大学との連携を更に深め、平成29年4月から香川大学にお
いて寄附講座を実施することが決定。今後も、管内大学との連携を図りながら取組を継続していく。

１．成果事例の概要等
○ 香川大学インターンシップ in四国財務局

２．これまでの取組の成果等
平成28年9月12日～16日(5日間)

香川大学においては、地方創生推進事業の一環として、地域密着型イン
ターンシップを実施。
当局は、地方創生推進事業への協力とともに、大学との連携強化、学生
に財務局の業務に関心を持ってもらうといった観点から、同大学と協議を
重ねた結果、3名の実習生の受入が実現。
インターンシップでは、財務局と地域との関わり
について深く関心を持ってもらうため、災害査定
や国有財産の管理処分に係る現地実習、 経済
調査ヒアリングへの同行、地方創生支援に向けて
活動している若手PTとのグループワークなど、体
験型・参加型の実習を随所に採り入れて実施。
災害査定現地実習の模様

○ 高知大学インターンシップ in高知財務事務所
高知大学においては、高知を愛し地域を支える｢地
方創生推進士｣を育成する教育プログラムを整備し、
その一環として、社長インターンシップ(地域の経営者
に密着)を実施。
当所は、同プログラムへの協力によって、大学との
連携強化と同時に、学生に財務局・財務事務所の活
動を広報し、関心を持ってもらうといった観点から、
｢高知財務事務所長１weekインターンシップ｣として
募集を行い、4名の実習生の受入が実現。

○ また、地方創生支援に向けて活動している若手PTメン
バーとのグループワークを通じて、地方創生に関する理解を深
めるなど、大学が求める地方創生の人材育成にも寄与。
○ インターンシップの実施を契機として大学との連携を更に深
め、平成29年4月から香川大学での寄附講座を開講すること
が決定。
講座名：地域財務金融行政 全15回
対象学部：法学部及び経済学部の3回生以上

若手PTとのグループワークの模様

29年2月13日～17日(5日間)

学生は地域の将来を担う重要な人財。財務局・財務事務所としても大学が進める人材育成
に貢献し、地方創生に向けた取組に積極的に協力していくことが重要

３．今後の課題と四国財務局等の対応

高知大学の募集パンフレット

社長インターンシップの趣旨を踏まえ、同所所
長が実施する企業訪問や現地視察に随行させる
など、実際の所長業務に１週間密着した実習に
より、まさに所長を体験。
企業訪問の模様

○ 講義形式の説明だけではなく、実際の災害現場での模擬査定、経済調査ヒアリングへの同
行などの体験型の実習や、グループワークなどの参加型の実習、更には所長業務に密着した
実習(高知)を採り入れたことで、参加した学生からは、｢地域における財務局・財務事務所の役
割について理解が深まった｣、｢トップの考えや業務への姿勢が直接学べて有益であった｣といっ
た声が聞かれるなど、反応は極めて良好。

≪今後の課題≫
○ 大学が求める人材の育成に寄与していくためにも、今後とも大学及び学生のニーズに応じ
た実習内容の充実が必要。
○ 大学の求めと学生の要望のミスマッチの解消(多くの学生はリクルート活動、就業体験の一
環として期待しており、大学の掲げる理想とは、若干かい離している。)。
≪四国財務局・財務事務所の今後の対応≫
○ 今後も、地元各大学と連携を深めるとともに、地方創生支援の観点から大学が進める取組
に積極的に協力していく。
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䛯䜑䛾䛂ⱝᡭ⫋ဨ䜰䜲䝕䜰㒊䛃䛻䚸ⱝᡭ⫋ဨ㻡ྡ䛜ཧ⏬䚸ពぢ
䜢ᐇ䛧䚸ᒉᎰՃỉ௩᠂ễỴỶἙỴ䜢㻞㻜㡯┠ฟ䛧ྜ䛳䛯䚹
䛭䛾ᚋ䚸⟇ᐇ⌧䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ண⟬ⓗ䛺ไ⣙➼䚸㈈ᨻᙜᒁ䛾ど
Ⅼ䜢㋃䜎䛘䛶ពぢ䜢⾜䛔䚸㻠㡯┠䠄䈜䠅䛾䜰䜲䝕䜰䜢᥇ᢥ䚹
䠄䈜䠅䐟㐨䛾㥐䠄䜰䞁䝔䝘䝅䝵䝑䝥䠅タ⨨䚸
䐠◒㒊↝䜢㌟㏆䛻ឤ䛨䛶䜒䜙䛖⟇䚸
䐡፧ጻ䛧䛯ኵ፬䛻䜘䜛䛂ኵ፬Ⲕ☇䛃స
ᡂయ㦂䚸䐢୰ᅜ➼䛾ᴗㄏ⮴

䕿 㻠㡯┠䛾䜰䜲䝕䜰䛻ಀ䜛㈈ᨻⓗ䛺ᨭไᗘ䜔㐃⤡ඛ➼䛻
䛴䛔䛶䚸ᙜ᪉䛛䜙ㄝ᫂䜢⾜䛔䚸䛭䛾ᚋ䛂䜰䜲䝕䜰㞟䛃䛸䛧䛶ྲྀ
䜚䜎䛸䜑䜙䜜䚸⟇ᐃ୰䛾䛂➨ḟ⥲ྜィ⏬䛃䛻ᫎணᐃ䚹

ᾂώʻࢸỉᛢ᫆ểׄᝠѦޅሁỉࣖݣ
ṕʻࢸỉᛢ᫆Ṗ
䕿 ⱝᖺᒙ䛻ᑐ䛩䜛ᗈሗάື䛿䚸ศ䛛䜚䜔䛩䛟䚸┠䛻ぢ䛘䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䛸䛸䜒䛻䚸
Ꮫᰯ㛵ಀ⪅䜔ᅜ⛯ᙜᒁ䛸䛾㐃ᦠ䚸༠ຊ䛜ᚲせ䛺䛣䛸䛛䜙䚸ᚋ䜒⥅⥆䛧䛶ᐇ䛷䛝䜛
䛛䚸䜎䛯䚸ⱝᡭ⫋ဨ䛾㈇ᢸឤ䜢䛹䛖ゎᾘ䛧䛶䛔䛟䛛䛜ㄢ㢟䚹
䕿 䛂➨㻞ḟ⥲ྜィ⏬䛃䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛶㐃ᦠ䛜⥅⥆䛷䛝䜛䛛䛜ㄢ㢟䚹
ṕʻࢸỉࣖݣṖ
䕿 ᅜᅜ❧Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ㻼㼀㻭㐃ྜ䛾ᙺဨ➼䛸䛾Ⰻዲ䛺㛵ಀ䜢⥅⥆䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸
ᐃᮇⓗ䛺㛤ദ䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸බ❧ᰯ䜈䛾ᒎ㛤䜢䛻䜙䜏䚸ᅜ⛯ᒁ䛸䛾㐃ᦠ䜢ᙉ
䛩䜛䚹
䕿 ⱝᡭ⫋ဨ䛾㈇ᢸឤ䜢䜙䛢䜛䛯䜑䛻䛿䚸⮬ศ䛜䜔䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷
䛒䜚䚸ㅮᖌ䞉䝃䝫䞊䝖䝯䞁䝞䞊䜢❧ೃ⿵䛻䜘䜚ເ䜛䚹
䕿 䛂➨㻞ḟ⥲ྜィ⏬䛃⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛶䚸୍㐣ᛶ䛾ྲྀ⤌䛻䛸䛹䜎䜛䛣䛸䛺䛟䚸䜸䞊䝹㈈ົ
ົᡤ䛷ពᕤኵ䛧䚸ሗᥦ౪➼䜢⾜䛔䛺䛜䜙䚸ᆅ᪉⏕䜢ᨭ䛧䛶䛔䛟䚹
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 ᑠ㇋ᓥ䛾ᅵᗉ⏫䠄ேཱྀ⣙㻝㻠㻘㻜㻜㻜ே䠅䛿䚸ẖᖺேཱྀ䛜㻞㻡㻜ே䜋䛹ῶᑡ䛧䛶䛚䜚䚸᭦䛻䚸㻟ே䛻㻝ே䛜㻢㻡ṓ௨ୖ䛷㧗㱋⋡䛜㧗䛔⏫䛷䛒䜛䚹ྠ⏫䛷䛿䚸㧗㱋
♫䜢ᨭ䛘䜛ⱝ䛔ୡ௦䜢☜ಖ䛧䚸ฟ⏘䡡⫱ඣ䜢㏻䛧䛶ேཱྀቑຍ䜔ᆅᇦ䛾άᛶ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䚸䛂✵䛝ᐙ䝞䞁䜽ไᗘ䛃䜒ᑟධ䛧䛶⛣ఫ⪅䜢ເ㞟䛧䛶䛔䜛䚹
 ᅄᅜ㈈ົᒁ䛷䛿䚸ᅜᐙබົဨᐟ⯋䛾๐ῶィ⏬䛻䜘䜚ᗫṆỴᐃ䛧䛯䡞ᪧᅵᗉ⡆ุ᫆ᡤῲᓮᐟ⯋䡟䜢ྠ⏫䛾䛂✵䛝ᐙ䝞䞁䜽䛃䛻Ⓩ㘓䛧䚸ྠ⏫䛸㐃ᦠ䛧䛶⛣
ఫᕼᮃ⪅䛻༷≀௳䛾ሗᥦ౪䜢⾜䛔䚸⛣ఫ䡡ᐃఫಁ㐍䛸ᆅᇦ䛾άᛶ䛻㈉⊩䛧䜘䛖䛸䛧䛯䜒䛾䚹

ᾀώௐʙ̊ỉಒᙲሁ

ᾁώẮủộỂỉӕኵỉௐሁ

䕿 ᅄᅜ㈈ົᒁ䛿䚸ධᮐ䛻䛚䛔䛶㈙䛔ᡭ䛜ぢ䛴䛛䜙䛺䛛䛳䛯ᙜヱᐟ⯋㊧ᆅ
䜢䚸䡞䛩䛠䛻㉎ධ䛷䛝䜛≀௳䡟䛸䛧䛶බ♧䚹
䕿 ᙜᒁ䛜ᅜ᭷ᘓ≀䜢༷䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ӷထầ൭ỜỦᆆ˰ῒ̟˰ܭᡶỆ
ጟậỦẮểử˖Ẳề䚸ᆰẨܼἢὅἁỆႇ䚹
䕿 ᆅᇦάᛶ䛻㈉⊩䛩䜛䛯䜑䚸ᙜᒁ䛿ྠ⏫䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸⛣ఫᕼᮃ⪅䛻ᑐ䛧
䛶䛝䜑⣽䜔䛛䛻ᑐᛂ䚹

ṕᆆ˰ࠎஓᎍồỉྵעకϋṖ

ྲྀ⤌䛾ᴫせ

䕿 ᮾிᅾఫ⪅䛛䜙䚸ྠ⏫䛻⛣ఫ┦ㄯ䚸ᙜ≀௳䛾ぢᏛせᮃ䛜䛒䛳䛯䛯䜑䚸ᙜᒁ䛿ྠ⏫䛸ྜྠ䛷ᙜ
≀௳䛾⌧ᆅෆ䜢⾜䛳䛯䚹

ṕો̲ᝲሁỉᙸᆢụ˺ồỉңщṖ
䕿 ྠ⏫ཬ䜃㤶ᕝ┴ᘓ⠏ኈᑠ㇋ᓥᨭ㒊䛛䜙䚸ᙜ≀௳䛾ᦆയ䜔ᚲせ⿵ಟ⟠ᡤ䜢ㄪᰝ䛧䚸ᨵಟ
䜔ᨵಟ㈝⏝䛾ᴫ⟬䜢సᡂ䛧䛶⛣ఫᕼᮃ⪅䛻ሗᥦ౪䛧䛯䛔䛸䛾⏦䛧ධ䜜䛜䛒䛳䛯䛾䛷䚸⌧ᆅ䛷
䛾సᴗ䛻༠ຊ䛧䛯䚹

ṕݱᝃỤẲ˳᬴ỴὊồỉңщṖ
䕿 ྠ⏫䛛䜙䚸ᑠ㇋ᓥ⛣ఫὶ᥎㐍༠㆟䛜
ᐇ䛩䜛䡞ᑠ㇋ᓥᬽ䜙䛧య㦂䝒䜰䞊䡟䛻䛚䛔
䛶䇾✵䛝ᐙぢᏛ䇿䛾ೃ⿵ᆅ䛸䛧䛯䛔䛸䛾せᮃ
䛜䛒䛳䛯䛯䜑䚸ᙜᒁ䛜䝒䜰䞊䛻䛚䛔䛶ᙜ≀
௳䛾ෆ䜢⾜䛖䛣䛸䛺䛹䛻䛴䛔䛶༠㆟䛧䛯䚹
✵䛝ᐙ䝞䞁䜽䛾䛧䛟䜏
䐟
≀௳⏦ฟ

ᆰƖܼ
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ᲢᲣ

䐠
ᐙᒇㄪᰝ

࠽םထࢫئ

䐢
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ᾂώʻࢸỉᛢ᫆ểׄᝠѦޅỉࣖݣ

ᆆ˰

ᲢᆰƖܼȐȳǯᲣ
䐣
⏝Ⓩ㘓

䐡
≀௳Ⓩ㘓

䛔䛪䜜䜒䚸⌧ᆅ䜈㉱䛟䛯䜑䛾᪥⛬ㄪᩚ䛻ⱞ៖䛧䛯䛜䚸ᴟຊྠ⏫䛾ពྥ䜢ᑛ㔜䛧䛶ᑐᛂ䛧䛯䚹

ࠎஓᎍ

ģʻࢸƷᛢ᫆Ĥ
䕿 ✵䛝ᐙ䝞䞁䜽䛾Ⓩ㘓᮲௳䛿䚸ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛻䜘䛳䛶䜎䛱䜎䛱䛺䛾䛷䚸≀௳䛤䛸䛻ྛᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛸┦ㄯ䛧❧䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹

ģׄᝠѦޅƷʻࢸƷࣖݣĤ
䐤
΅䞉ዎ⣙
䠄ᙜ⪅㛫䠅

䈜 䛂ᅵᗉ⏫✵䛝ᐙ䝞䞁䜽ไᗘ䛃䛿䚸⏫ෆ䛻ᡤ᭷䛩䜛㈤㈚䞉㈙䛷䛝䜛✵䛝ᐙ
䜢ᡤ᭷⪅䛛䜙Ⓩ㘓䛧䛶䛔䛯䛰䛝䚸ྠ⏫䜈䛾⛣ఫᕼᮃ⪅䛻ሗ䜢ᥦ౪䛧䜘䛖
䛸䛩䜛䜒䛾䚹

䕿 ✵䛝ᐙ䝞䞁䜽㐠Ⴀ䛿䚸ᆅ᪉⏕䛾ྲྀ䜚⤌䜏㻔⛣ఫ⪅ᨭ䜔✵䛝ᐙᑐ⟇㻕䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ྛᆅ
᪉බඹᅋయ䛷⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾᪉㔪䜔㐠Ⴀ᪉ἲ䜢㋃䜎䛘䛶䚸ྛᆅ᪉
බඹᅋయ䛾䝙䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯≀௳䜢㑅ᐃ䛧Ⓩ㘓䜢⾜䛖䚹
䕿 ᅜ᭷ᘓ≀䛾Ⓩ㘓᮲௳䛜ྜ䜟䛺䛔ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᙜヱᅋయ䛾⛣ఫሗ䝩䞊䝮
䝨䞊䝆䛸䛾㐃ᦠ䜢✚ᴟⓗ䛻᥎㐍䚹㻔ᅜ᭷䛾ᡞᘓ≀௳䛜䛒䜛Ᏻⱁᕷ䛸䝸䞁䜽䜢ᐇ㻕
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