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香川大学大学院地域マネジメント研究科 

インバウンド礼賛にモノ申す！ 
日時：平成２９年９月１６日(土)１３：００～１６：２７ 

場所：香川大学幸町キャンパス 研究交流棟５階 研究者交流スペース 

主催：香川大学地域マネジメント研究科第１４期生 

内容： 

13:02～13:05 開会挨拶 香川大学 地域マネジメント研究科 研究課長 原真志        

・台風接近に心配しましたが、そのなか足をお運びいただきありがとうございます。 

・地域マネジメント研究科は２００５年に開講し、地域に貢献するビジネスリーダーの創生。 

・学生たちが自らテーマを設定し、本日の実施までを行う。 

・タイトル、「インバウンド礼賛にモノ申す！」と、大胆なタイトル。東京、札幌などの観光地だ

けでなく、どう受け止めるか、関心事。 

・「インバウンドというある種のブームには気

をつけねばならないのでは」と主旨を聞い

ている。どういうことが大事なのか、探求

して欲しい。 

・四国中央市で活躍されている株式会社やま

びこの平野さんの基調講演、愛媛大学法文

学部準教授で様々な取り組みをしている米

田先生にも入ってもらってパネルディスカ

ッション。 

 

13:05～13:12 今回の基調テーマの背景や問題意識について説明                

○説明者：地域マネジメント研究科１年生 山田晋平 

・訪日外国人曙光者数の推移：２０１１年あたりから右肩上がり。６００万人ぐらいだったもの

が２０００万人超に。 

・日本各地の地域別宿泊者数：四国は２．６％、外国人に限ると０．７％ → 外国人が四国に

は来ていない状況 

・四国の外国人宿泊者数の推移：２０１６年の伸び率は６９．５％と全国一。 

 

○それって本当に良いことづくし？ 

・儲けを優先するあまり、サービスが劣化するとか 

・観光地が混みすぎて、いつも行っているお店に入れない 

・どこも同じようなお店に 

・風致や治安の乱れ 

・地場の産品でないモノに変わってしまう 

 

○地域らしさ・独自資源をいかに守るか 

・観光、日本酒、祭り ３つの視点から、どう地域らしさ、独自さを守っているのかを考える。 

 

13:12～13:28 観光インバウンド＋αの提案                         

○説明者：地域マネジメント研究科１年生 岩室博史 

○インバウンドビジネス最前線 

・雇用が生まれる、地域として儲かっていける 
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・受け入れた方がいいもの、受け入れてはいけないものがある → その文化や地域を見たくて

来ているので、外人向けに全てを改修してはいけない。 

 

○調査前の情報 

◇湯布院：外国人の増加によって雰囲気が変わってしまった？ 

◇仙仁温泉： 

◇金比羅さん：一度廃れていたものが復活している。 

◇霧の森：もともとあった地域資源の茶葉を活かしている。 

 

○調査してみると 

◇湯布院：インバウンドにややいきすぎたかもしれない。お金は落ちたが、失ったものも・・・ 

３人のリーダー 

◇日本の風土にあった独自固有の理想土（リゾート）文化の創造 インバウンドにこびない １

人のリーダー 

◇金比羅さん：金比羅宮の存在が大きい。インバウンドへのネガティブな影響は出ていない。１

０年後の状況を考えることが重要か。 

◇霧の森：行列のできる霧の森大福 その価値を理解し守り続け、発信し続けた 核となる人 

 

○課題と今後の展望と提案 

・高い収益性を重視してインバウンド需要に特化 → もともとあった地域の特徴が消失 → 

何が残り 

・インバウンドに特価しすぎず適度に取り組む その町の特徴を残しつつ観光客の需要を作る 

 

質疑： 

Ｑ：４つの事例では、どれほどインバウンドに頼っているのか、金額、あるいは人数でどれほどの

比率を占めているものなのか。 

 

13:28～13:50 酒文化と地域活性化について                         

○報告者：地域マネジメント研究科１年生 松下一哉 

○外国人観光客の変化 

・和食ブーム → 日本酒への興味も 「酒蔵ツーリズム」も 

・日本酒の輸出額は右肩上がり、この１０年で２倍に。 

 

○酒蔵ツーリズムとは 

・酒蔵にはそこに関わる方々の地域の物語が存在 

 

○インバウンド対応の課題 

・観光客は東京や大阪などの都市部から地方都市へと変化してきているが、受け入れ体制が整っ

ている地方都市は少ない。 

・騒音問題、ゴミ問題、路上駐車など、地元の常連客が離れていく。 

 

○地域にとっての酒蔵とは 

・キーワードは「共生」 うどん文化のように酒蔵はなってはいけない。 
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○フィールドワーク 

・４カ所に行った。快く受け入れていただけ、酒造りについて熱く語っていただけた。 

◇森國酒造（小豆島）：小豆島の地域の魅力を、酒造りを通して伝える。販売店も限定し、小豆島

に来てもらいたい。小豆島の風景と共にお酒を紹介。 

◇成龍酒造（愛媛県西条市）：酒だけでなく食全体を大切にする。蔵開きには地元住民１，５００

人が参加。地元に賑わい創出。インターネットでの販売をせず、特定の販売店でのみ販売。顔

の見える関係を大事にしており、 

◇どぶろく工房「由紀っ娘」（愛媛県東温市）：農家レストラン併設、地元農産品を使用した料理

提供。農家といっしょになったどぶろくづくり。 

 

○最後に 

・小さな酒蔵だから出来ることを考え、人のつながりが人を呼び込み、さらに人が集う場所に。 

 

質疑： 

Ｑ：外国人や海外に出すことへの店主のコメントは。 

Ａ： 

 

Ｑ：酒蔵にとっては海外の顧客を大事にした方が利益になると思うが、地元を大事にするメリット

は何か。それに地元としてサポートできることは何か。 

Ａ：酒蔵を訪れてくれることにもなるだろうから、そこから人の循環に。地元の方のサポートとし

ては、ガイドのボランティアとか宿泊や食事など、共生で。 

 

Ｑ：酒蔵に人を受け入れることに対して、他の酒蔵の人たちとかの思いは？ 

Ａ：酒蔵開放しているところは多く、対応してくれる。「酒蔵ツーリズム」に縛られることなく、地

域と関われるところはありそう。 

 

13:50～14:03 阿波踊りという地域資源の持続可能性について                 

○報告者：地域マネジメント研究科１年生 福田泰弘 

○なぜ「阿波踊り」？ 

・人々を惹きつけている魅力を維持し続けている取組は？ 

・巨大観光資源化することで、「阿波踊り」の本質が失われたのではないか？ 

・昭和３０年代の桟敷の出現で華々しさが増していった。 

 

○ヒアリング調査 

・扇ぐ阿呆の会：阿波踊りはどこまでいっても参加型だ。 

・コミュニティ協議会：コミュニティの活性化に寄与。法被を渡され踊ることに。「来週の本番を

是非見に来てくれ」と熱い思いが伝わってきた。「難しいことはわからん。楽しければいいんじ

ゃないか」 

 

・決まった踊りがないということは、個性を出せるということ。 

・有名連に入らないと桟敷では踊ることが出来ない。 

 

○仮説の検証 

・見せるための桟敷 
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・街角の踊り  両者が阿波踊りの魅力である 

・阿波踊りが変質しているのではとの先入観は、打ち消された。 

 

○参加型一体感 

・二拍子の踊りで踊りやすく、自分らしさを出せる。 

・自分が楽しみたい、見れば踊りたくなる。 

 

○よさこい踊りにおける持続可能性のモデル化 

・阿波踊りに感銘を受けた高知市の職員が考え出したもの。 

・普遍性 

・協議性 

・ルール 

 

・それを担う人たちの思い、地域への思いがあれば、祭りの本質は維持されていくのではないか。 

 

14:03～14:18 休憩 

 

14:18～15:21 第二部 基調講演「地域を支える”ねうち”」                  

○講演者：株式会社やまびこ 企画販売部長 平野俊己（ひらの としき） 

○はじめに 

・インバウンドのテーマで、何を話せと言うのだろうか。 

・先ほどの話を聞き、インバウンドに似た体験をしたといえる。 

・インバウンドが良いのか悪いのか、評価の基準、大量に押し寄せるインバウンドに危機感を持

たれているのだろうなぁ。 

・国がイナゴの大群を呼び込むような取組への反発、適度なインバウンドによる共生。 

 

○プロフィール 

・神戸で、人工知能の研究をしていた。 

・平凡社で書籍の編集を４～５年。 

・東京が好きでないので、霧の森のオープンに応募し、愛媛に移住し、霧の森の立ち上げに携わ

った。 

・立ち上げのオープニングスタッフは、立ち上げが終われば去っていくのだが、私は１５年居す

わっている。 

 

○新宮村 

・小さな茶畑 → 小さなことが無農薬を実現 

・過疎の流れから地域おこしが必要な村。 

・歴史があり、９世紀にはくまの神社、新宮寺 四国住民の大半がくまの神社の氏子だったこと

も。 

・高速道路が出来、インターチェンジが出来、便利なものを通してしまったせいで、村民の暮ら

しを脅かす。 → 買い物が村外に行き、地元の商店がたちゆかなくなる。 → 村民が減り、

役場職員が減り、学校が統廃合され、どんどん元気がなくなっていった 

・村民が便利さを求めた結果が、こんな新宮村にしてしまい、村に誇りを持てなくなっていた。 
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○新宮村 

・村おこしのために、当時の村は「観音様」を名物にしようとしていた。 

・霧の森はその中心的施設として建てられようとしていた。 

・単にあふれる大自然だけでなく、めんめんと築かれた歴史の存在に気づかされた。 

 

○新宮茶 

・最初に出された「新宮茶」は色が薄かった。しかし、飲むと豊富な香りと美味しさ。 

・絶対の自信を持っている人（お茶屋の店主）、自信を持っていな

い人（農家の人）が同じ新宮村にいる。 → この新宮茶で村

を何とか出来るかもしれない 

・子供たちが地域を恥ずかしくて隠したくなるような状態から、

誇りとして話せるような新宮村にすることを目標に。 

・日常茶飯事 自分のお茶の良さを知らない。他の地のお茶と飲

み比べたことがない。 → 村おこしに使えるだろうと着想 

 

○新宮茶の価値 

・外来人の私が飲んで感じた価値、地元の方々の感じている価値の違い。 

・地元の方々に自分のお茶の良さを気づかせる。 → 価値は自分が決めるものではなく、よそ

の人が評価するもの 

・よその人に新宮茶の良さを知ってもらおうと活動していった。 

 

○霧の森大福 

・霧の森が出来たときから販売されている。観光用のものとして企画され、今になると「なんて

観光みやげチックな包装と箱は何だ」と言われる。 → 今となって、包装を変えられなくな

った、変えると量を減らしたのではと言われる。 

・地元の抹茶を贅沢に使った大福。 

・お菓子屋が作る大福は、お菓子用の加工抹茶（濃くも香りもない）を使うことが多い。 

・新宮では、お茶一杯を入れるほどの量の抹茶を入れている。 

 

○新宮の茶畑 

・一つ一つの茶畑は小規模なので無農薬が可能。 → 静岡は大規模なので無農薬が無理。「無農

薬」を言わないでくれという時代が長く続いた。 

・無農薬でやると、お茶の木自信が自分で頑張り、さらに香りが良くなる。 

・小規模な茶畑が点在しているので、どこかで病気が発生しても広がらない。 

 

○霧の森大福 

・次第にみなさんに知られ始めた。 

・「お店の対応が良い」との話がネット上で口コミ。 

・雑誌で取り上げられ、愛媛で手土産にしたいお土産に。 

・１９９９年に始めたが、「観音様」から急遽「お茶」に切り替えたので、売り上げは伸びなかっ

た。 

・２００２年あたりはどうしようもなくなるところだった。 

・２００３年あたりから売り上げが伸びていった。 

   ↓ 
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・インバウンドに近い経験 

・２００４、２００５年に深夜番組で取り上げられ、一晩で５千箱の注文（数ヶ月分に匹敵

する量） 

・大阪ローカルで放送され、３千箱の注文 

・注文を送り終えるのに３～４ヶ月 

・全てのお客様に長文のメール 

 「出来ることは頑張りますが、出来ないことはやりません」 

 「一人一人のお客様に誠実に対応することが一番で、質や味を落とすことはしません」 

    ↓ 

・ネット通販の担当者から怒られました。 

    ↓ 

・メルマガの登録者３万人 ３千名の方が排除された。 

・クレームがピタリと止まった。 → 霧の森のファンが残った。 

 

○千箱販売 

・インターネット販売では、ものの１０分間で完売する状況。 

・「会社を休まないと買えない」インターネットで注文するのに「子供が泣いてもほっとくしかな

い」とのクレームが。 

・倍率は９０倍ぐらいだが、月に１回の抽選をするようにした。 

   ↓ 

・私たちはお菓子屋ではありません。地域おこしのための会社です。地元の抹茶以外使わない。 

 

○うちがお菓子屋なら 

・大福の大量生産に向かっただろう。 

・ＴＶ放送され、一時だけ流行ったラーメン屋の歴史を追うことになるだろう。 

   ↓ 

・地域の人たちがこの地域に生まれたことに誇りを持って、大福を売っている、新宮茶を売って

いる。 

 

○霧の森は必ず販売にうちのスタッフが着く 

・二人しかいないが、どこの百貨店で販売するときも、常に自分たちスタッフがついて行って販

売している。 

・普通は、製品だけを送って販売をする。「１週間もったら、もっと買いやすいのに」との声が出、

大福に保存料を入れることになる。 → 大福がダメになっていく 

 

・アベノハルカス：２００箱が１０分間で完売。 

 

○「なぜ霧の森大福だけが売れるのか」が・・・ 

・「なぜ売れるのか」から、新宮茶の価値を知り、価値に気づける。 

・自分たちがやってきた手仕事が、いかに素晴らしいことかに気づき始めたところ。 

・自分たちの地域が誇らしくて、話したくてたまらないまでには、まだなっていない。 

 

○きちんと説明をして 

・霧の森がどういうところか、何が出来るかを知って、目的を持って来てくれる人に霧の森に来
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て欲しい。 

・霧の森がやっとスタートに到達した。 

・引き続き新宮茶の素晴らしさを育てていかねばならない。 

 新宮茶の前を素通りできないほどにしていかねばならない。 

・急須でお茶を入れる文化が無くなっていくなか、「飲む」という文化といっしょに、外に出て行

かねばならない。 

・アベノハルカスでも、１週間「茶フェ」をやり、お茶のことを時間をかけてお話ししている。 

 

○今後 

・霧の森だけが儲かっている構図は、地域に何も落とさないことになる。地域といっしょに歩ん

でいかねばならない。 

・霧の森のホームページ shinguu のドメインを所有しており、新宮村全体が元気になるような

準備をしている。 

・地域出身のリーダーが必要、それを育てていくのが僕の次の仕事。 

・これから取り組んでいかねばならないことが山積み。 

 

・自分たちが持っていることを、正しく知って、もっと尖るべき。 

・お客様と商売をする担当は対等であるべきもの。お客様はその中から選べばいいわけで、新宮

茶の価値をこれからも高めていきたい。 

 

・山の休日を楽しんでいただき、その傍らに新宮茶を置いていただきたく、 

 

15:10～15:21 質疑 

男性①：感想です。霧の森大福は美味しいので、「松山出張の折りには必ず買ってきて」と妻に言わ

れ、確かに美味しい。 

・今日のお話を聞き、小さな茶畑が点在している新宮だからこそ、無農薬での栽培が出来、美味

しい茶葉をふんだんに使っての大福作り。 

・ここでしか出来ないことにこだわり、それを守り続けていることが、おいしさに繋がっている

ということ。 

・そのようなことを人は知ることで、霧の森大福の味、価値がさらに増したと感じるのでは。 

 

男性②Ｑ：三豊市 高瀬の茶がある。後継者問題が大変。新宮では、後継者へのつなぎはどう考え

られているか。 

Ａ：新宮茶の未来、後継者は不足しており、耕作放棄はあり、お茶は期間限定で２週間ほどの間に

摘み取らなければならない。しかし、その他は暇という状況。 

・どや顔のお茶屋の社長も、「移住」と言うが、空き家はあっても人には貸さない。研修生という

名目で茶摘みに必要な２週間だけ来てもらったり。 

・隣のまちの製紙工場から人に来てもらうということがまとまれば、何とかなるが、地域の方々

は歓迎していない。 

・答えは見つかっていない。このままでは１０年持つだろうか。 

 

男性③Ｑ：お茶 地域との連携を深めてより良い村にしていく、来訪者も受け入れるようなシーン

が次のステージになると思うのだが、次の思い、ビジョンをお聞かせください。 

Ａ：恥ずかしがり屋さんがいっぱいの村。ほっといては、地域から手を挙げてくれない。 
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・外からの人を受け入れる素地が新宮にはまだない。距離を置いてまだ見ている状態。どうやっ

て地域の人たちに溶け込ませていくか、大きな課題である。 

・地域起こし隊のようなものではなく、思いを持った人で。メルマガのお客さま一人一人と対話

を続けているので、新宮ファンづくり、shinguuドメインで取り組んでいきたい。 

 

15:21～15:25 会場準備 

 

15:25～16:23 第三部 パネルディスカッション                       

○パネリスト 

平野俊己 株式会社やまびこ 企画販売部長 

米田誠司 愛媛大学法学部準教授 福岡県出身、東京都庁９年勤務、湯布院で１２年間観光、町

づくり活動 

原真志 香川大学 地域マネジメント研究科 研究課長 

○コーディネーター 地域マネジメント研究科１年生 志澤愛 

 

志澤：米田先生から、湯布院での経験など。 

 

米田： 

・９８年に湯布院に赴任しており、平野さんと同じ。 

・２００４年にこの地域マネジメント研究科のコースが出来たとお聞きし、びっくり。１４期生

まで来ていることに敬意。 

◇阿波踊り 週刊現代 実行委員会のことなどに触れなかったのは何か理由があるか？ Ａ：１

２０億円 実体験をもとにまとめていこうとのコンセプト 

 まちまちで踊りの練習をしており、宝だと感じながらも、年に一度なので質問しました。 

◇日本酒 ２軸でポジショニングマップ これを作図した根拠は何か？ Ａ：フィールドワーク

してきたところ、インターネットの情報などから主観的に作図 

・酒蔵を維持すること自体も難しく、地域で支えるという視点も。 

◇湯布院 「町を歩く１００％はアジア系外国人」との根拠は？ Ａ：地域でのヒアリングした

方の声をいただきました。 

・「均一化」とはどういう意味？ Ａ：軽井沢や金比羅さんのように、ここの地域でなければなら

ないお店が見つかりづらい 

 

・湯布院 福岡空港から１時間で行ける温泉がない。今は熊本地震で橋が落ち、５時間かかって

行っている。 

・１００人以上の人にアンケート、外国人も湯布院の良いところをわかってきている。 

 

・私はインバウンドを進める立場。 

・しかし、インバウンドの進め方に、まずいやり方が多いのも事実。 

 ７Ｗ１Ｈ 「誰のために」インバウンドをやるんですか、 

・四国はチャンス 荒らされていないところが多くあり、それをどうしていくんですか。 

 

Ｑ：湯布院 防ぎきれなかった、今振り返ると、どうすれば良かったか。 

米田：断ることは出来ない。議論が足りない、インバウンドの人たちと話をしたい。 
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Ｑ：受け入れ体制をどうしたらいいか、どう防いできたのか。一人だったのか？ 

平野：一人だった。霧の森の価値 霧の森のファンを作ることが「霧の森」の役割と思い、立ち向

かってきた。 

 

Ｑ：どうやって立ち向かってきたか、ヒントを。 

平野：三セクであり、議員さんもおり、「霧の森に人が来ればいい」の発言ばかり。どうしようもな

い厳しいことを言われたことはないが、全くの無理解。 

 

Ｑ：無理解に頑張れたのは何か？ 

平野：編集者の本文はアンテナを立て、問題意識を持ち、執筆者に書いてもらうこと。地域に眠っ

ている原石を磨いており、前職と同じ。そこに眠っているものを、どれだけ磨き上げることが

出来るか、全国に提示することが出来るか、それを中断し引き下がることは出来ない。 

 

Ｑ：「祭り」は脈々と続いているものがあり、思いをつなぎやすい。「日本酒」もモノがありわかり

やすい。ＤＮＡ 住民の心の中にはあるけれど、外に見せるには、ひたすら喋るしかないのか。 

平野：地元の人は、私ほど危機感はない。「独りよがりで地域おこしをやっているのでしょ」と言わ

れたことも。眠っている価値があるから地域おこしをしたい」と思っているのはこちら側。で

も、これをすることで発展する価値があるのであれば、取り組んでいくのは発見した者の責務。 

・「霧の森手帳」を広報誌と共に配布してもらっている。 

 

米田：賞味期限を延ばしたり、工場を大きくしたりしなかった、 

平野：お客様の声に答えるのも大事ですが、その声に答えない矢面になってくれた最後の村長。 

 

米田：地域にそれぞれリーダーがいて、地域を守ってきた。 

・観光は両刃の剣である。外部から来る資本も決して悪いわけではない。でも「フリーライダー」

への規制はなかなか存在しない。 

・熊本地震 被災し、地域が団結することにもなっている。 

 

Ｑ：番頭 

米田：番頭の会 社長が頑張るのは当然。番頭クラスが頑張ることも。 

 

志澤Ｑ：地域の財産を発見し、磨き、発信し。それが出来ない地域の理由を探ると。 

原：危機意識 量的な拡大に対して、守るべきモノがあるとの話。 

・デジャブ感 瀬戸大橋 瀬戸大橋という神風が吹き、観光客が来た。やってはいけないことを

やってしまった。そのチャンスを継続できるように取り組むことが出来なかった。 

・インバウンドはチャンスである。しかしチャンスだけを見てしまうと、守るべきモノを失って

しまう。うどんブームもあったかもしれない。 

・痛い経験を思い出し、あの時と同じ鉄は踏まないということが大事。 

 

志澤：京都、湯布院はリーダー 大事なモノを思い出すには、リーダーが大事なのか、一人一人が

心がけることか。 

米田：「Ｌｏｃａｌでいこう！」 全てを磨くのではなく、良いモノを磨く。観光客の立場に立って、

どう見ているのか。自分たちの表現をどうしていくか。 
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志澤：国際状況で不買運動が起きたり、一時の波に頼らない。 

原：「出来ないことはやらない」と、うちはこういうお客さんに来て欲しい、はっきりと情報発信す

ることも大事。外国人もちゃんと見てくれている人がいるとのこと、香川の外国人はフランス

人が多く、どこをフランス人にアピールすればいいかの議論。フランス人は観光地を好まず、

そこでしかできない経験のある地域を好む、違いがわかる外国人。違いを求めている人たちは、

何を求めているんだろうか、それは来てもらって見つけてもらうことが大事。 

 

志澤：よそ者の視点を取り入れながら発見し、磨き、お客様を選ぶ。魅力を知っている、ありのま

まの私たちを見ていただくことに、お金を払える人に来てもらいたい。いろいろな観光地を勉

強し、時代の変化を見ながら勉強していきたい。 

 

原：外国人は私たちが思いも寄らないことに価値を見いだしている。午前中はお遍路をし、午後は

ラフティングをし、真剣に日本を経験使用としている。私たちの気づかない価値観。 

 

米田：観光地と呼ばれることが恥ずかしい時代が来ている。各地域活躍できること、ファンが出来

る時代。 

 

16:15～16:23 質疑 

男性：民泊についての意見をいただきたい。 

原：海外に行くとき、２０１１年に初めて使った。民泊は、町の魅力を再発見するのに良かった。

知っていると思っていた町を、まだまだ知らないことがあった。ローカルな魅力を見つけるう

えでは好都合。ロサンゼルスが目指しているのは「脱テーマパーク」。ローカルなお店に行くこ

とを求めている。需要に対して柔軟に対応する意味でも。 

 

米田：農家民泊などいろいろ経験してきた。消防法や衛生法などがあり、事故が起きてもとに戻る

ことを恐れる。Ａ＆Ｂ 体験メニューは高く評価する。 

 

平野：世間ずれしていないのが新宮村。○○では２週間のお試し移住をしてから、移住を進めてい

る。愛媛国体が一つの波になり、外の人を受け入れ、自分たちの誇りを示す機会になればなぁ

と期待している。 

 

米田：農家民泊、そばうち体験など、フランス人が一番乗りが良い。 

 

16:23～16:27 閉会あいさつ 準教授 吉澤康代                       

・チャレンジングなタイトルを、大学というニュートラルな場から出せたことは、１４期生の頑

張り。 

・インバウンドを啓蒙するような活動が多い中、資産として見直していただくことが重要である

ことを問えたのではないか。 

・地域の課題を解決したいと強く思ってきていただいている。 

・１４期生のみなさまには今回のことを契機に、さらに課題解決につないで。 

・協力いただいたみなさまに感謝。 

 

－以上－ 

 


