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第６回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／５／１９ １３：３０～１６：０５ 

 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   第６回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議を開催いたします。 

   委員長さんよりご挨拶をお願いします。 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

   皆さんこんにちは。やっと薫風という言葉が身にしみてきた時期になりまして、人間という

のは贅沢なもので、暑ければ暑い、寒ければ寒いということを言っておりますけれども、この

会はそういうわけにはいきませんでして、今日第６回をむかえました。 

今まで歳入や歳出といった市の財政のしくみを勉強してきまして、これから先それらをベー

スに私たちが考えていただいてお話をいただきまとめていくということでございます。今は中

間にきたところでありますが、先日皆さん方に補助金・負担金についていろいろ質問もござい

ましてこれらをどうしていったら良いかということで、資料をお配りいたしました。そして、

皆さん方からこれについての質問、疑問、意見を文書としていただきました。お手元にござい

ますがおおよそ７０件近い質問やご意見がありますので、今日はそれを中心に会議を進めてい

きたいと思います。約７０項目と多くありますので、場合によっては会議をもう一度やらなく

てはいけないというようなことになっておりますけれども、非常に重要なセクションですので、

皆さん方の納得のいくようなかたちで進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いし

ます。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

（資料の確認：事務局企画課小口主幹より） 

 

委員長  （１）の事務事業の見直しについて、言うまでもなくこの補助金・負担金について全体

的には今年の策定にあたって、平均１０％カットということで進んでおります。その他にお手

元にございます平成１７年度で廃止した部分というものも幾つかございます。それぞれについ

て事務局から説明をお願いします。 

 

（１） 平成１７年度から廃止した一覧（企画課小口主幹より説明） 

（２） 平成１７年度からの見直しにより改定した補助金一覧 

 

委員長  これから皆さん方からいただいた補助金・負担金における各質問、意見について一項目

毎に説明、回答を事務局からお願いいたします。 

説明が終わったところで質問を受付けたいと思います。 
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（１）補助金・負担金に関する質問、意見（企画課小口主幹、小宮山主幹より説明） 

 

副委員長  それではここで休憩に入りたいと思います。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

再開 午後 ３時５２分 

 

副委員長  それでは会議を再開いたします。 

  今、補助金・負担金に関する質問、意見についてご説明がありましたけれども、それについて

質問をお受けします。ただ今、委員長さんが急用ができまして退席をいたしましたけれども、

この補助金・負担金に関する論議については委員長さんがいる時に行いたいと思いますので、

そのようにお願いしたいと思います。今日は質問だけお受けしたいと思います。 

何かただいまの説明に対しましてご質問等ございましたらお願いします。 

 

委員Ａ  文化会館補助金のところで振興公社の関係になると思いますが、先ほどのご説明ですと

1,900 万円が収入で経費が 2 億位かかっているということでありましたけれども、そうすると

5,000 万円の補助で差額分をどうやって運営しているのか分からないものですから、説明をお願

いしたいと思います。 

 

企画課小口主幹  先ほど説明をいたしました収入とは、大ホール、小ホール等の使用料収入が

1,900 万円。施設の維持管理等については約 2 億 1,700 万円の支出となっております。文化会館

の関係については、詳細の資料を持ち合せておりませんので回答はできませんが、この補助は

自主事業に対する補助ということで、このほか維持管理の経費など委託料で出ておりますので

そんなかたちでご理解いただければと思っております。あくまでこの 5,000 万円は自主事業に

対する補助金ということでございますので、よろしくお願いします。 

 

委員Ａ  それはもう一度調べて次の会議でご説明いただけるのでしょうか。 

 

企画課小口主幹  細かい点については調べておきますので、よろしくお願いします。 

 

委員Ｂ  先ほどの補助金全般ということで、お話がございました交付規則により適正な監査をと

の説明がございましたが、交付については当然交付規則により監査を受けていると言うんです

が、この監査というのはどのような監査なのでしょうか。公益法人で収益事業を行っていたり

しますけれども、補助する会計が特別会計だったりするとその全体の決算書等を取り寄せて、

全体のなかの監査を行っているのか、一定額以上を補助する場合の監査体制や決算書の取り寄

せをどのようにしているのか教えていただきたいと思います。 
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企画課小宮山主幹  先ほど監査という部分でお話をさせていただいた内容につきましては、岡谷

市で支出をする場合に適正に支出がされているか、また支出した後に報告というようなことも

出て参りますので、支出した相手側の内容を把握するというようなかたちで、市の方の監査と

して行っているということでございます。 

 

企画課小口主幹  外郭団体等の場合の監査でございますけれども、たまたま私の承知している財

団法人国際交流協会でありますけれども、その組織のなかで監査を担当されている方がおりま

して、公益法人でありますので、今委員さんご指摘のような部分がございます。その状況等は

公表しておりますし、公益法人としてなされていく監査のシステムは備えておりますので、そ

んなご理解でよろしくお願いします。 

 

委員Ｃ  今と関連でありますけれども、申請書等の提出を求める審査という部分で、書類等で実

績報告を出させてそれをチェックしてＯＫとなるのか、来て説明を受けて担当窓口で行うのか、

監査室があって監査人が来て行うのか、窓口だけで行うのか書類だけ出させてＯＫなのか、各

団体へ相当なお金が出ているので、どのように行っているのか教えていただきたいと思います。 

 

財政課小坂主幹  一概にこういったかたちでというものはありませんが、基本的には申請書の書

類を出していただきまして、その書類の中身をチェックするなかで、必要に応じてお話を伺っ

たりというかたちで行っております。 

   全て説明を受けるですとか、そういったかたちでは行っておりません。補助金の物によりま

して、書類だけというものもなかにはございます。 

 

委員Ｃ  それは実績の申請ですか。当初からの申請ですか。 

 

財政課小坂主幹  まず、交付申請というものを出していただきます。その中身をみまして交付決

定というものを行います。その決定の段階で金額が確定しまして実際に事業をやっていただく

ということになります。事業が終了しましてから今お話がございました実績報告を出していた

だくということでございまして、そこでまた審査がございます。実際に報告どおりに事業がな

されているかどうか、必要によってはお話を伺うことになるかと思いますし、チェックをさせ

ていただいております。その後で確定ということで、場合によっては金額が減ることもござい

ますけれども、事情によって事業ができなかった場合には、それに見合った補助金ということ

で最終的に確定ということで、そういういった手続きの流れになっております。 

 

委員Ｃ  合わせて関連ですけれども、例えば社会福祉協議会へ委託料ということで出しておりま

して、社会福祉協議会から各地区社協へ補助金を出しておりますが、そこら辺の指導をどのよ

うにされているのか、窓口の考え方で補助金が出る、出ないということはないか。要綱、要領

ははっきりしていればそういうことはないかと思いますが、行政で指導しているのか。 
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財政課小坂主幹  今私が申し上げましたのは、補助金の交付の手続的な流れになっております。

今お答えしましたことは、補助金を出すべきかどうかということは個別に何々補助金交付要綱

ですとか、そういったものをみましてその補助の目的ですとか、主旨ですとか内容ですとかそ

ういったものを定めて交付するようになっております。窓口によってというよりは規定に基づ

いて適応しているかたちをとっております。 

 

委員Ｄ  市政調査費補助金が市会議員の方に出ているようでありますけれども、私はこれは疑問

に思っていまして、行政改革については率先して行う方がいないと物事はうまく運ばないとい

うことが私の感覚で、率先して辞退をしていくという方法が良いのではないかと思っていまし

た。 

今話しを聞くと「なるほどな」という感じも受けますけれども、内容はともかくとして、市

民は多分市会議員は報酬だけもらえばだいたいそれなりにやっていただいているのではないか

なという感覚でいると思うんです。ですからこういうものはパッと手を挙げて止めてもらうと

いう方針をとっていただきたいと思います。 

また、ここに、いろいろと質問、意見を大分出しましたが、内容を聞いてみるとそれなりに

理由があって交付されているということですけれども、具体的に何か検討する方法があるので

はないかという思いをしているんですけれども。徹底的に掘り下げて行う必要があるかと思い

ます。 

  

委員Ｅ  補助金の説明をいただきましたが、例えば県から補助金がきてそのまま出ているという

ようなものもあるかと思います。そういう区分けを資料のなかで行っておいてもらいたいと思

います。岡谷市独自で自分のところから出しているものと、ただ県等からきたものを通過して

出しているだけのものとの区分けをしておくことによって、こちらの論議も変わってきますし、

分かりやすいなという気がしますので要望をしておきます。 

   資料のなかで、職員互助会の部分で対象人員７２０数人という対象というのはどういう範囲

の方ですか。 

 

企画課小口主幹  互助会の会員ということでございますので、病院は別の組織になりますのでそ

んなことでご理解をいただければと思います。 

 

委員Ｅ  体育大会というのは県下の市の職員の方の体育大会ということですか。 

 

企画課小口主幹  はい。そういうことです。 

 

委員Ｆ  補助金を出すタイミングですが、予算を盛って取った後、個々にその度申請をしてその

額をもらうのか、それとも一括して払うのかどのようになっていますか。 

 

財政課小坂主幹  補助金にもいろいろなかたちがございまして、先ほどご意見をいただいたなか
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に個人に支払うものというようなものもございましたが、市民の方がその事業に該当した時に

個別に申請をしてそれに対して出していくようなもの、そういったものが今お話をいただきま

したように随時出していくものがあります。それとはまた違いまして、団体の通年の事業の運

営に対します補助につきましては１年分をまとめてというかたちになりますが、ただ補助金の

出し方とすれば年に何回かに分けて支給したり、１年間の事業が終わったところで実績をあげ

ていただきまして、場合によっては精算をするというそういったかたちのものもあります。こ

ういった幾つかのかたちの出し方があります。 

 

委員Ｇ  補助金の補助実績なしというものが幾つかありますが、例えばこれを検討するなかで減

らすのかあるいは無くすのかという部分もありますし、あるいは市民に周知してもっと有効に

使ってくださいというようなかたちでこれから考えていくのか、その辺をどのような考え方で

おられるのか、今日そういう方針を出していただければ良いのですが、次回でも構わないです

が、何かあればお願いしたいと思います。 

 

企画課小口主幹  前回配布いたしました事務事業の見直し等、行財政改革プラン策定市民会議検

討資料ということで、事務事業の見直し等という資料をお配りしてございます。その資料の（２）

の項目のなかで補助金・負担金削減ということで３つの補助金・負担金削減に向けての大枠の

基本的な考え方をお示ししてございます。個々の内容についてはご意見をいただいているとこ

ろでありますけれども、基本的にはそこに記載をいたしました１つ目にありますように、平成

１７年度に１０％以上の減額を実施した補助金を除きましては削減に向けて具体的な見直しを

行うということ。また１８年度にさらに実施をしていくということ。団体の運営費の各種補助

金あるいは事業費に対する補助金についていろいろな基本的な考え方を述べてございます。こ

れらに基づきながら当然実績等を勘案しまして、補助金の見直しを行っていくという基本的な

考え方でございますので、この見直しの基本的な考え方につきましてご論議をいただければあ

りがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

委員Ｈ  平成１７年度から補助金と負担金の廃止をした一覧表がございますけれども、三位一体

の改革のなかでこれからどのように市で行っていくか一つの手段かと思いますけれども、岡谷

市の補助金等交付規則や補助要綱があるわけですが、こういうものの改正はもう終わっている

のでしょうか。それらの内容については厳しく対応しているのかお聞きしたい。 

 

財政課小坂主幹  補助金の交付要綱につきましては、手続的な流れを掲載しておりますので、三

位一体の改革といいましても大きく変わるところはないと思っております。それぞれ個々の補

助金につきましてその補助金の交付に関する内容を定めたもの。それは皆さま方からのご意見

をいただくなかで、個々の補助金を見直すなかで一つ一つの要綱を精査して改めていくという

そんな段取りになろうかと思います。 

 

委員Ｈ  基準の見直しということは行っているわけですね。申請があった場合、補助金を出すか
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出さないかということになると要綱が基準となってくると思います。この基準の見直しを行わ

なければならないかと思いますが、その辺はどう考えていますか。 

 

財政課小坂主幹  要綱のなかに例えば事業費の３分の２を補助するとか、２分の１を補助すると

かそういったかたちで定めているものもございます。昨年見直しを行いましたなかにも従来３

分の２の補助率となっていたものの率を下げまして２分の１にする。そういったかたちで見直

しを行ったものもありますので、その他のものにつきましてもまた改めて見直しを行いまして、

そういった率の見直しというものもなかには出てこようかと思います。 

 

委員Ｈ  これは予算が伴うことですから、市議会の予算委員会でも取り上げられますか。 

 

財政課小坂主幹  行財政改革プランを策定いただきまして、その方針に基づきまして新年度の平

成１８年度の予算編成を行ってまいりますので、そのなかで補助金の見直しということで反映

をさせまして、議会の方へお諮りをしていくというそういう流れになっております。 

 

委員Ｉ  市政調査費の補助金の関係で１７年度 2,760 万円を補助しておりまして、議員数が２３

名というなかで年間１億 2,000 万円を市会議員さんにお支払いしており大きい金額になるわけ

ですが、市政調査費というのはどういうところに使われているかということは分かりませんけ

れども、率先して議員の皆さまが襟を正していただかなくてはいけないというように思います。

年間で 700 万近い報酬が支払われていると聞いております。その辺も含めて議員の皆さまが率

先して、市民は一番分かりやすいと思うんです。近郊の市でもある程度具体的な数字も出まし

たし、是非そんなかたちでお願いしたいと思います。 

 

委員Ｅ  今のお話のなかで 700 万の報酬を議員がもらっているということはないと思います。議

員報酬が年間で 35 万幾らで 700 万ということはないと思います。そのような数字が出てしまう

ということは異論があります。今、議会費が一般会計予算に占める割合は約 1.0％程度です。そ

のなかには当然議会事務局の職員の給与も入っておりますし、議員１人当り年間 700 万の報酬

ということはないと思います。 

 

委員Ｉ  単純に議員数 23 人で割るとそういう数字になるわけで・・・ 

 

委員Ｅ  そのようにとってしまうと議会費全体を議員 23 人で割ってしまうと、そうなるかもしれ

ませんが、そのなかには事務局の職員の給与や事務費が含まれておりまして、これを差し引か

なければいけないと思います。 

 

企画課小口主幹  事務局からお願いします。 

   前回も議員定数の削減等お話が出たときに申し上げましたが、今議会の方で自ら議会改革検

討会ということで、議員定数、議会運営等含めましてご論議をいただいております。そんなこ
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とでこの前申し上げておりまして、その会議の動向を見守っていただきたいということをお願

いしてございます。是非、そんな点でご理解いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

委員Ｊ  いくつか私の意見もここに載せていただいてありますけれども、全体を通じた印象を言

わせていただきますと、やや通常の説明に限るなという感じがいたします。特に補助金の世界

というのは他の人が見ていても分からないわけでありますけれども、当初から交付規則に載っ

ているというお話をされましたが、やはりある面では擁護するようなお話が非常に多かったと

思います。これは自立のまちづくりという視点に立って、これから進めて行くという話しにな

ると、個々の交付団体の交渉が必要になると思いますが厳正なかたちで行われていたかという

と疑問をもつところであります。例年どおり同じできたからということで進めてきているので

はないかと思います。補助金の世界というのは止めているものも幾つかあるということも聞い

ておりますけれども、もっと交渉を詰めて、要するに市の実態はどうなのかということと、相

手に対して理解をしていただけるようなアクションをその都度おこしていかないと、いつまで

経っても改善になっていかないと思います。その辺のこれからの対応といいますか、その一端

を聞きたいと思っています。 

もう一つは、商工会議所の補助金を載せてありますが、商工会議所というのは行政と地域経

済社会の両輪であるということは誰もが認めていると思います。商工会議所自体は会員の加盟

数は下諏訪が一番高いわけです。なぜ抜ける人が増えているのかというのは、昔の商工会議所

は経営指導員という方がいまして、その経営指導員が相談に対して対応をしてくれたが、今の

会議所はイベント屋のようになりかけているのではないかという気がしております。自分たち

も自ら自立の道を歩んでいくということで、しかもこの地域の商工業のなかにしっかりと汗を

流していくということも謳っていかないといけないと思います。これから補助金等削減をする

にもどのようなスタンスで望んでいくのかお聞きしたいと思います。 

 

企画課小口主幹  補助金の削減の基本的な考え方という部分は、先ほど申し上げましたように事

務事業の見直し等という検討資料のなかでお示しをしているとおりでございます。これについ

ては次回からマクロ的なご論議をお願いしたいと思っております。 

   これまで、岡谷市では何回か補助金のカットについて取り組みを行ってきております。当然、

市側もそういった努力もしてきておりますし、そうしたことに対して市民の皆さまのご理解も

いただかなくてはいけないと思っております。是非大きな方向でのこれからの補助金・負担金

のあり方という部分での論議をいただいて、プランをまとめ上げ個々の部分につきましては市

が責任を持って内容判断をし、各団体等へお願いをしていきたいと思っております。そんな流

れになろうかと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

委員Ｋ  減額したもの、廃止したものの資料をいただいておりますが、新規で新しくできた補助

金・負担金というものあるかと思いますが、できましたらその資料もいただきたいと思います。

といいますのは市役所自体をスリム化すると、市民総参加という言葉が飛び交っていますけれ
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ども、市民の皆さんに負っていただくようなシーンが増えてくるとすれば、新しい団体に対す

る新しい活動に対する助成というようなものが出てきて当然かと思います。今まで廃止とか減

額とかいうのはそれぞれの時代に役割りを果たしてきて、だから補助金・負担金がついていて、

けれども時代の推移で必要性が薄れてきたからということかと思うんですけれども、これから

の時代に必要なものに対してはそういうものがたくさん出てきても然るべきではないかなと思

います。そういうことで、見させていただくと岡谷市としての方向性が見えてくると思うもの

ですから、そちらの資料もお願いしたいと思います。 

 

企画課小口主幹  検討させていただきます。 

   １７年度で新規のものはこの前もご論議、ご意見がありましたけれども、住宅リフォームに

対する制度が新しいものかと思いますが、個人に対する補助ではそのようなものもございます。 

 

委員Ｄ  これからこの補助金・負担金についてはどのように会議を行っていきますか。一つ一つ

検討をしていくのですか。 

 

企画課小口主幹  先ほどから申し上げておりますとおり、この一覧は資料として差し上げており

ますが、個々について今日事前に委員長さんと打合せをしたところでありますが、個々につい

いてこの額が高いとか安いとか、あるいはその団体には交付すべきではない、といった論議で

はなくて、何度も申し上げておりますけれども、行財政改革プラン策定市民会議検討資料にお

示しをしてございます、補助金・負担金の削減についてこんな考え方で取り組みをしたらどう

かという部分、その内容についてマクロ的なご論議をしていただきたいと思っております。そ

れを参考に今日いただいたようなご意見やご質問等も当然出てくるかと思っておりますので、

それらを踏まえながら大きな流れのなかで削減の方向性、あるいは増やさなくてはいけないと

いった論議もあるかと思いますのでその辺のご論議をしていただいて、市の基本的な考え方に

ついてのご意見を戦わせていきたいと思っております。一つ一つについてこれは良い、これは

悪いといった論議は大変難しいと思いますし、それだけで 1 年位は経ってしまうと思いますの

で、そういうことではなくてそういうお話をしていただきたいと思います。 

 

委員Ｄ  湖畔若宮地区の補助金について、カットされているがどういうことか。 

 

企画課笠原課長  湖畔若宮地区の区画整理事業につきましては、都市計画決定されてから長い年

月が経っております。市としましては都市計画決定した時点から協議会を立ち上げて、みんな

で協議していく場を設けていきたいということで、それに対して補助を出していきたいという

考え方で毎年この補助金に付けてまいりました。 

ただ、今まで協議会も出来ておりませんので、とりあえずは皆さんのアンケートをとりまし

て結果をみていただきましても、なかなか直ぐにスタートを切れる状況ではないものですから、

とりあえず予算的には落とさせていただいたというものであります。 
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委員Ｄ  時にやらないということですか。 

 

企画課笠原課長  やらないということではなくて、皆さんの意見がまとまれば再び復活していく

ものでありまして、そのような環境が整えば補助金として出していくものであります。 

 

委員Ｈ  いろいろと資料をいただいておりますけれども、資料の金額の単位を統一して資料を出

していただくようご配慮いただきたいと思います。 

 

（２）「地方公共団体における行財政改革推進のための新たな指針」について 

  （行政改革推進室 中原主幹説明） 

 

委員Ｆ  文書のなかでＰＦＩ手法とありますがどのような意味か教えていただきたい。 

 

企画課小口主幹  ＰＦＩとはプライベート・ファイナンス・イニシアティブと言いまして民間の

資金を導入して、事業を行うという部分でございまして民間の持つノウハウなど、活力・資金

を活用して行うためのものです。民間の資金、ノウハウを活用した新しい手法ということでご

理解いただければと思います。 

 

（３）その他（企画課小口主幹より説明） 

 ・５月１７日市議会全員協議会への報告について 

 ・電子市民会議室の開設について 

 ・会議録について委員さんの実名を公表していっても良いのではないか、後日検討する。 

 ・次回の会議日程、開催時間について委員長さんと調整して後日連絡をする。 

 

委員Ｃ  資料をお願いしたいと思いますが、市長さんから嘱託といいますか委嘱状をいただいて

いる方で各団体等で手当てをいただいている方がいると思いますが、その団体の個人名は結構

ですが、１人当たりどの位もらっているか総額で幾らになるのか、それと補助金とからんでく

ると思うものですから、事務局・連合や例えば衛生や他にもあるかと思いますが、個人の支給

者の名前は結構ですが、１人当たり幾らなのか総額で幾らなのかそういう資料要求ができるか

どうかお願いしたいと思います。 

 

企画課小口主幹  特別職やそういうことではなくて、例えば衛生事務嘱託員や区の方の事務嘱託

員などのことでしょうか。 

 

委員Ｃ  はい。そういう意味合いのことです。行政嘱託員の区長さんなどのことで特別職は結構

でございます。 

 

委員Ｅ  先ほど電子会議室を開設したとのお話がありましたけれども、あちこちに行財政改革の



 10

意見箱を設置してありますが、反応はどのような様子ですか。 

 

企画課小口主幹  まだ、ここにご報告するといった状況に至っていないということであります。 

 

委員Ｅ  ＰＲが足りないということですか。 

 

企画課小口主幹  具体的な部分ということが市民の皆さんは言いにくいということがあるのかな

とこれまでの部分は分析をしております。今、具体的な部分で資料等も出してきておりますの

で、これからの部分かと思っております。私どもとすれば多くの皆さんからご意見をお寄せい

ただいて、その意見をこの策定市民会議へ投げかけて、論議の活性化と活発な意見交換ができ

ればと思っております。委員さんからもまた、ＰＲをご協力していただければとお願いしたい

と思います。 

 

委員Ｅ  やはりＰＲをしたり多くの意見を参考にしなければいけないと思いますので、その手段

を講じていただきたいと思いますし、箱を置く場所をもっと細かく置いたり幅広く工夫をして

もらう事も大事かと思います。私どもの何人かの話しだけでは困りますし、広く捉えるという

意味からもご配慮をお願いします。 

   それから、先ほどの全員協議会の話しで議員さんから、もっとこの会に対する率直な意見は

ありませんでしたか。 

 

企画課小口主幹  まだ、細かい整理ができておりませんが、全員協議会は１７日の午後７時６分

に開会をして、８時ちょっと前に終了しました。全員協議会の内容は先ほど申し上げました意

見でございまして、中身の論議という部分で例えば、諏訪湖ハイツの入浴料の問題や、第３子

以降の保育料の無料化の部分については特に出ておりませんでして、これからある程度市とこ

の策定会議でまとめた段階でご意見をいただけるのではないかと思っておりますし、議案とし

て出てくる部分もありますので、そんな部分で議員さんも事前審査ということを意識してあま

り言わなかったのかなとも思っておりますし、出ているのは先ほどお話をしました意見でござ

いますのでよろしくお願いします。 

 

委員Ｄ  市へ大分提言をしておりますが、良い提言があったら紙の回答ではなくて、本人を呼ん

で検討をしてもらいたいと思っています。 

 

副委員長  その他にありますか。 

（「なし」と言う者あり） 

 

副委員長  これをもって第６回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議を閉会といたします。 

 

閉会 午後 ４時０５分 


