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    ◎開会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和２年第６回新ひだか町議

会臨時会を開会いたします。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申合せ事項として議場内では議員、説明員

及び傍聴者はマスクを着用し、発言時においてもマスク着用とすることが議会運営委員会で確認

されておりますので、あらかじめご了解願います。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、９番、阿部君、10番、谷君を指名い

たします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日に決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) おはようございます。お手元にお配りしております行政報告をさせていた

だきます。 

初めに、新型コロナウイルス感染症に関します対応についてでございます。これまでの新型コ

ロナウイルス感染症への各種対応状況につきましては、１ページから３ページにわたりましてそ

の経過について記載させていただいてございますが、９月30日からこれは10月26日までの主な内

容でございまして、日高振興局管内で確認されました新型コロナウイルス感染症の発生件数は

31件で、内容は記載のとおりでございます。 

これらのうち主なものについてご報告申し上げます。１枚めくっていただきまして２ページに
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なりますが、10月15日でございます。北海道静内高校でのクラスターの発生が北海道のほうから

発表されました。これを受けまして、町関係行事に係ります自粛を決定したところでございます。

また、このクラスター発生に伴いまして北海道より町職員の派遣要請、いわゆる応援要請でござ

いますが、あったところでございまして、４日間にわたりまして延べ11名の保健師を派遣したと

ころでございます。また、10月26日には北海道静内高校が翌27日から授業を再開することに伴い

まして、町関係行事等に係る自粛の解除を決定してございます。 

今後の対応及び対策についてでございますが、現在北海道内はステージ３ということになって

ございまして、感染拡大が収まっているような状況にはございませんが、今後とも道、国、それ

から当町におきます感染状況を注視しながら、適切に対応してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。また、町民への周知につきましては、従前どおり町のホームページ、ツイッター、フ

ェイスブックなどのＳＮＳの活用並びに町有施設でのポスター、必要であれば掲示するなどして

周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

３ページの下段のほうでございますが、寄附についてでございます。記載のとおり１件のご寄

附がございました。寄附者のご厚志に感謝申し上げ、有効に活用させていただきます。 

 次のページ、４ページでございますが、工事に係る契約の締結についてでございます。記載の

とおり仮契約をしてございました４件の工事につきまして契約を締結いたしました。 

続きまして、５ページでございますが、工事に係る入札等の執行状況についてでございます。

５ページから６ページ、７ページと28件の工事に係る入札等を行ったところでございます。これ

らの詳細につきましては、８ページから19ページにかけまして記載してございます。 

続きまして、７ページの中段からでございますが、委託業務に係ります入札の執行状況につい

てでございます。４件の委託業務に係る入札を行ってございます。これらの詳細につきましても

20ページから21ページに記載させていただいております。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

                                            

       ◎報告第１号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、報告第１号 継続費の精算報告についてを議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号についてご

説明いたします。 

 報告第１号は、継続費の精算報告についてでございまして、平成30年３月14日及び平成30年12月

14日に設定した継続費について令和元年度で継続年度が終了したので、地方自治法施行令第145条

第２項の規定により報告するものでございます。 

 １枚おめくりください。令和元年度新ひだか町継続費精算報告書でございます。 

 初めに、２款総務費、２項徴税費、事業名、地方税共通納税システム導入事業で、平成30年度

から令和元年度の２か年度事業でございまして、総額で申し上げますが、全体計画は事業費総額
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242万5,000円で、財源内訳は全て一般財源で同額でございます。実績でございますが、支出済額

総額233万7,000円で、財源内訳は全て一般財源で同額でございます。全体計画から実績を差し引

きました比較でございますが、総額で８万8,000円でございまして、財源も全て一般財源でござい

ます。 

 次に、３款民生費、１項社会福祉費、事業名、豊畑複合施設整備事業で、平成30年度から令和

元年度の２か年度事業でございまして、総額で申し上げますが、全体計画は事業費総額１億

9,224万2,000円で、財源内訳は地方債が１億9,280万円、一般財源が14万2,000円でございます。

実績でございますが、支出済額、財源内訳ともに全体計画と同額でございます。その結果、全体

計画と実績の差がございます比較も全ての欄でゼロとなってございます。 

 以上で報告第１号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で報告第１号を終わります。 

                                            

    ◎議案第１号から議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、議案第１号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定についてから議案第４号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定についてまでを一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕  

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第１号から議案第４号についてご説明い

たします。 

 今回の改正でございますが、国家公務員の給与について本年10月７日及び10月28日に人事院か

ら勧告がございまして、これを受け11月６日の閣議において勧告どおり給与改定を行うと決定し

たところでございます。今回の改定は、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当にあっては民間の

支給割合との均衡を図るための引下げを行うこととし、月例給にあっては格差が小さいことから

改定は行わないこととされたところでございます。本町では、従来から原則としまして給与制度

につきましては国公準拠としておりまして、本件についても同様に改正しようとするものでござ

います。 

 それでは、改正の内容につきましてご説明いたします。議案第１号は、新ひだか町職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。 

 １枚おめくりください。新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。 

条例改正の内容につきましては、議案第１号参考資料、説明要旨によりご説明いたしますので、

もう一枚おめくりください。今回の改正の内容は２つございまして、どちらも期末手当の改正で

ございますが、初めに１の第１条による改正は、民間のボーナスの支給状況を反映し、期末手当

の年間の支給月数を0.05月分で引き下げるもので、本年12月期の支給割合を100分の130から100分

の125に引き下げるものでございます。なお、再任用職員の期末手当については改正はございませ

ん。 
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次に、２の第２条による改正は、0.05月分の引下げを令和３年度以降における期末手当の支給

割合において均等に割り振ることとし、６月期、12月期それぞれ100分の127.5とするものでござ

います。 

なお、下段の参考表につきましては、ただいまご説明しました期末、勤勉手当に係る支給月数

の年度ごとの変動内容となってございます。 

１枚お戻りください。下段、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するもので

すが、第２条につきましては令和３年４月１日に施行しようとするものでございます。 

以上で議案第１号の説明を終わります。 

続きまして、議案第２号についてご説明いたします。議案第２号は、新ひだか町会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひ

だか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定しようとするものでございます。 

１枚おめくりください。新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例でございます。 

条例改正の内容につきましては、議案第２号参考資料、説明要旨によりご説明いたしますので、

もう一枚おめくりください。今回の改正につきましては、議案第１号 新ひだか町職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例でご説明しました一般職の期末手当の改正に伴い、本条例の条

文中に引用している一般職の支給割合について文言整理の改正を行おうとするとものでございま

す。改正の内容は２つございまして、どちらもパートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例

における文言整理による改正でございまして、初めに１の第１条による改正は、一般職の本年12月

期の支給割合の改正に伴い、条文中で引用している100分の130を100分の125に改めるものでござ

います。 

次に、２の第２条による改正は、こちらも同様に一般職の令和３年度以降の６月期及び12月期

の支給割合の改正に伴い、条文中で引用している100分の125を100分の127.5に改めるものでござ

います。 

１枚お戻りください。下段、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するもので

すが、第２条につきましては令和３年４月１日に施行しようとするものでございます。 

以上で議案第２号の説明を終わります。 

続きまして、議案第３号についてご説明いたします。議案第３号は、新ひだか町特別職の職員

で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか

町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しよ

うとするものでございます。 

１枚おめくりください。新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改

正する条例でございます。 

条例改正の内容につきましては、議案第３号参考資料、説明要旨によりご説明いたしますので、

もう一枚おめくりください。今回の改正につきましては、議案第１号でご説明しました一般職の

期末手当の改正に伴い、特別職の期末手当につきましてもこれに準じた改正を行おうとするもの

でございます。改正の内容は２つございまして、どちらも期末手当の改正でございまして、初め

に１の第１条による改正は、一般職の本年12月期の支給割合の改正に伴い、特別職についても期
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末手当の支給割合を0.05月分引き下げ、100分の225から100分の220に引き下げるものでございま

す。 

次に、２の第２条による改正は、0.05月分の引下げを令和３年度以降における期末手当の支給

割合において均等に割り振りすることとし、６月期、12月期それぞれ100分の222.5とするもので

ございます。 

なお、特別職の期末手当につきましては、一般職の期末手当、勤勉手当の合計支給割合が期末

手当として支給されるもので、下の参考表は特別職の期末手当に係る支給月数の年度ごとの変動

内容となってございます。 

１枚お戻りください。下段、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するもので

すが、第２条につきましては令和３年４月１日に施行しようとするものでございます。 

以上で議案第３号の説明を終わります。 

続きまして、議案第４号についてご説明いたします。議案第４号は、新ひだか町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだ

か町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

しようとするものでございます。 

１枚おめくりください。新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例でございます。 

条例改正の内容につきましては、議案第４号参考資料、説明要旨によりご説明いたしますので、

もう一枚おめくりください。今回の改正につきましては、議案第１号でご説明しました一般職の

期末手当の改正に伴い、議会議員の期末手当につきましてもこれに準じた改正を行おうとするも

のございます。改正の内容は、１の期末手当の改正でございますが、一般職の本年12月期の支給

割合の改正に伴い、期末手当の支給割合を0.05月分引き下げ、100分の260から100分の255に引き

下げるものでございます。なお、議会議員の期末手当につきましては、一般職の６月期と12月期

の期末手当の合計支給割合が12月期に支給されるもので、下の参考表は議会議員の期末手当に係

る支給月数の年度の変動内容となってございます。 

１枚お戻りください。下段、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するもので

す。 

以上で議案第４号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 議案第１号から議案第４号までに対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第１号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第２号 新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第５号の上程、委員会付託 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第５号 令和元年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

お諮りいたします。本案については、議長及び議会選出監査委員を除く14人の委員で構成する

決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案については、議長及び議会選出監査委員を除く14人の委員で構成する決算審査特

別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置いたしました特別委員会の委員長には２番、川端君、副委員

長には15番、木内君が就任することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会の委員長は２番、川端君、副委員長は15番、木内君に決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。決算審査特別委員会については、事件名を令和元年度新ひだか町各会計決

算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会については、事件名を令和元年度新ひだか町各会計決算に関する

事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしました。 

                                            

        ◎行政報告に対する質疑 

〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項についてのみ質疑願います。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) ３ページにあります町民への周知についてということで質問をいたしま

す。 

 特に町民にとってはコロナの感染の防止ということに非常に関心が高く、新聞報道もしくはそ

の日のテレビの報道で、状況によっては午前中からある程度その日の見通しが発表されたり、ま

た地域が発表されたりもしています。正式には私たちも聞いているのは５時から発表するという

ことも聞いていますけれども、その前に多くの町民方から議員であったり、私たちに対しても日

高ではどこで出たのか、町内なのか、どういう状況かということがよく聞かれます。しかし、不

確かな情報を答えることができませんので、５時からの発表以降でないと私たちはそれ以上のこ

とは言うことはできませんと言うのですけれども、確かなこと、不確かなこと入り乱れていろい

ろ聞かれるのです。そのたびにホームページだとかツイッターとかフェイスブックを見ますけれ

ども、一切載っていないということでは、多分町民の多くの方々もチェックするのでしょうけれ

ども、見ていないものだから、多分役場の職員にも電話する人もいるかもしれませんけれども、

入った状況の中で道が発表してもいいと、もしくは新聞社に発表してもいいという許可を出して

いる範囲については、なるべく早くホームページ、ツイッター、フェイスブックに載せることが

できないのかどうかを確認したいと思います。町民は知りたがっているのです。これについても

う少し早く掲載することができないものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 公表内容につきましては、やはり本人の同意確認というのが非常

に大切でございます。本人の同意確認等々も保健所のほうで実施しておりまして、公表の同意が

得られたもの、そういったものについては道のほうで発表しております。町としても道と連携い

たしまして、道の発表のタイミングと同時に知り得た情報というものを公表させておりますので、

これからもそれを継続していきたいなと。早く知りたいという気持ちもよく分かるのですけれど

も、公表する内容、それからタイミング、そういったこと等も全て道からの情報で実施しており

ますので、ご理解をいただきたいなというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 今のツイッターでもホームページでも道の発表でもほとんど町民の意識と

いうのは、道の発表と同時にほとんど書き換えることは可能ですし、情報というのはそのぐらい

の今スピードで各家庭にも入ってくるので、どうして発表しないのだということがありますので、

それでなければ不確かな、公表はされないのは分かりますし、道の発表待ちということも分かり

ますけれども、今まで何回かについても町民の中には不確かな情報が蔓延していくのです。どん

どん、どんどん広がっていく。そのために迷惑をする人もいれば、批判を浴びたり、あるところ



 

 － 8 － 

は紙を貼られたりしたという例も聞きましたけれども、いろんなことが起きている。そういう意

味では、道の発表したときには直ちに町のものにも載せるというスピード感があってもよろしい

かなと思いますので、今までどおりしかできないのではなくて、そういう少しでも早める努力と

いうのは対応できないのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今コロナの発生状況に関する町民周知の部分で、ツイッター、フェイ

スブック等のお話が出ましたが、議員御覧になっているかどうか分かりませんが、当町は道のほ

うで新ひだか町から感染者が発生したという情報が出た遅くても30分以内には必ずＳＮＳに投稿

しておりまして、これまでもこれからもそれは継続することで考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) クラスターのあった静高の検査についてお聞きしたいのですけれども、ド

ライブスルーということを聞いているのですが、町外からスタッフ来たのかと思うのですが、ど

こから何人ぐらいスタッフが来たのかということと、検査が抗原検査だったのか、どんな形式で

検査をしたのか、また費用負担、それは全額国のほうで持つのか、その辺の概要をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 詳細な情報というのは保健所のほうで持っておりまして、私のほ

うで聞いている範囲でございます。クラスターに対しまして支援に関しましては、道内各保健所

から十数名応援という形で現地入りいたしまして、検査は民間の検査機関、そちらのほうに委託

して実施されたものと聞いております。あと、費用負担については、当然ながらＰＣＲ検査等は

国費負担で実施されたものと思われます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今寒くなってきて、コロナとインフルエンザの同時流行、本当に今心配に

なってきているところなのですけれども、それに対する検査体制今どのように拡充しているのか

ということと…… 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、行政報告に関しての質疑です。 

 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 先ほどの下川議員の質問に関連する部分あるのですけれども、町民への周

知の部分なのですけれども、確かに私も15日の日の町のところですぐ町民に町関係の行事につい

ては自粛しますというのは読ませていただきました。ただ、読める人はいいのですけれども、町

民ってほとんどパソコンで、携帯とかで、若い人は結構見ている可能性はあるけれども、年配の

方というのはなかなかそういう機械もないし、そういうことを見ることってないような気がする

のです。そういう部分では、ほかにやっぱり全町民、新聞等で出る部分もあるのですけれども、

早めに全町民に伝える部分で例えば折り込みを入れるだとか、そういう部分というのは町として

は考えていないのかどうか確認させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今回静内高校のクラスターを受けて、町の行事を自粛するということ

で、ホームページ等々で周知はさせていただいたほかに、その行事の関連する団体、それから機

関等についてはそれぞれの担当のほうから周知をさせていただいてございます。チラシのほうで

難しいのが今回クラスターの場合がクラスターが発生したよということは道のほうで発表したの
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ですけれども、その終息の情報というのがなかなか来ない。当初北海道のほうに聞いても終息の

発表はしないというような形もございましたので、チラシとかで発表する場合のその内容とかそ

ういうものについては大変難しいものがございますので、できる限りの中で町民の周知というの

は我々やれることはやりますけれども、状況に応じてはそういうものの活用というのは難しい状

況にもあるということについてはご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) たしか21日ぐらいだと思うのですけれども、振興局のほうから皆さんにお

願いみたいな感じのチラシ、ちょうど廊下にも貼ってあるチラシというのか、折り込みがあって、

うちの町は町民のほうにはそういうことはしていないのですけれども、ある町もしているところ

もあるし、町民１軒１軒というか、新聞か何か、折り込みか何かに入れている場合と、あとシル

バー人材センターですか、そこの関係者には配ったりとかしているチラシがあったのですけれど

も、そういう部分は町民に渡すという、配るという、例えば自治会を通してだとかそういうこと

というのは町としては考えていないのか確認をさせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 住民への周知という関係でございます。今ご指摘あった振興局か

らのチラシというものは当町にも来ております。ただ、来ている部数というのもある程度限られ

ておりまして、それらの活用として各施設への配置、それから掲示等々で実施しているところで

あります。10月14日にも私どものほうで新聞の折り込み等を実施しております。町民へ適切な情

報を伝えることによって、先ほど下川議員おっしゃったように誹謗中傷等も実際ある話も聞いて

おります。そういったことがないように、誤った情報が伝わらないように、正確な情報を伝える

ように今後も適切な情報収集に努めてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

                                            

    ◎閉会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第６回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 (午前１０時０３分) 

 


