
宗像市市民参画等推進審議会会議録

１．市民活動交流館長あいさつ

２.委嘱状の交付

３．自己紹介

４．会長及び副会長の選出

会長に南委員、副会長に東委員を選出した。

５．報告

（１）宗像市協働のまちづくり推進本部の取組み状況について

別紙資料により、事務局が推進本部の取組みとして、市民参画等推進審議会の提言を受

けてまとめた「市民参画等推進審議会の提言への対応について」を説明した。委員から出

された意見等は次のとおり。

＊パブリックコメントの際の説明会等の開催について､提言では開催すべきとなっている

が、市としてのまとめは、「原則として開催するが、説明会を開催しない場合、庁議に

かける」となっている。この審議会に報告するなど、すべきではないか。

‐説明会は開催することが大原則である。開催しない場合は、審議会に報告する。

＊パブリックコメントの際の説明会等について、構成員だけでなく、一般の人も入れるよ

うにすべきではないか。

‐入ることができるような方向で実施していく。

＊パブリックコメントの際の説明会等で出された意見もパブリックコメントとして意見

を取り扱ってはどうか。

‐パブリックコメントとして出された意見として扱う方向で実施していく。

＊パブリックコメントの際の説明会等でロ頭で出された意見を市がまとめると､本人が考

えているのと違う趣旨に取られる場合もあるのではないか。

=会場に用紙を用意して、本人が直接書くことができるようにするなど、本人の意思が汲

み取れるような方法を検討して実施していく。

（２）市民活動交流館スモールオフィスの利用期間等の見直しについて

別紙資料により、事務局がスモールオフィスの利用期間等の見直し案について説明した。

日時 平成２２年１１月５日（金）１０
●

ロ ００ ダミー １２
■

● １０

場所 宗像市市民活動交流館２０４会議室

出席者

【委員】
井上豊久、辻洋子、中里留美子、花田義男、東博子
松永年生、宮崎弘子、南博、吉田晴希
【事務局】
伊豆丸、石松、立石、中村、花田、井上、吉丸、木村、種田



下記のような質問･意見等が出され､審議会としては､「来年度はこの事務局案を実施して、

課題・問題等があれば改善等を行っていくべき」ということとした。

＊３年度までの団体が優先されるのは、どこでわかるのか？

＝市民活動交流館条例第１１条改正案の条文｢スモールオフィスの…略…できな

い。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない｡」に書いてあるとおり

原則は３年度までで、例外として市長が認めたときに利用できることになっている。

＊３年度を超えて利用する場合､ブースのシェアの際の利用料にも加算をすべきではない

か。

＝今回の改正は、現在の利用団体の声や、利用状況を勘案して、①３年を超えて利用でき

るようにすること、②より多くの団体ができるようにシェアを認めるように変更するも

の｡本市の団体の資金状況や他市のスモールオフィスの状況を含め､総合的に判断して、

案として提示した。

6．協議

（１）市民サービス協働化提案制度について

①諮問

②協議

事務局が提案制度の概要と提案があった１０の事業の内容､採点表の書き方について説

明した。その後、委員が事務局に質問等を行い、内容を説明。採点表の採点、特に採択の

際の基準点の設定等について、会長と事務局で再度協議して案をまとめ、１１曰の審査を

始める前に審議会としての結論を出すことになった。出された意見等は次のとおり。

＊採点表の「適切なコスト」は、現在、行政がやるコストよりも上がってもいいという

ことか。

ゴコストが上がっても、よりよいサービスが提供されればいいということである画

＊採点表エの中の①～③はいずれかひとつ満たせばいいのか？

－いずれかを満たせばいい。

事務局が、１１曰の審査までに、提案団体の団体調書を作成するとともに、次の事項に

ついて～事務局から団体に連絡し、審査の際にあわせて説明してもらうことになった。そ

の他、事前に質問したい事項があれば８日（月）午前中までに事務局へ質問事項を提出す

ることになった｡

提案団体①…イノシシ駆除に関する元気な島づくり補助金以外の補助金､鉄線等設置に

関する市の費用の状況

提案団体③…企画書に書いてある研修に参加するための研修費は計上しなくていいの

か？通信費はこの程度でいいのか？

提案団体⑦…カノコユリの規模等をどのように考えているのか？



市民参画等推進審議会の提言への対応について

宗像市市民参画等推進審議会が行った「市民参画・協働のさらなる推進に向けて（提言)」を受け、

その趣旨を踏まえるとともに、現状で実施されていることを含め、下記のとおり事務マニュアルとして

まとめるものとする。

ＺＵＪ１曰。.１＝y】

廿爵lｔＣＣ

ｙ】千

、１nｌ－ｍ ﾉ】ム

Ｂ旗

②結果の蔀 刀ロ

７臣＿［

大巾

項目 是言の内容 事務マニュアルの内容

1卜靭 雨曝ii鰻鑓潤弓調iii(パブ1hリッタ.コメント）についで

（１）概要版

の作成

計画や条例案は、資料等を含め、分量が多い

ので、全体を理解することは非常に困難であ

る。概要版、ダイジェスト版などのポイント

を押さえた要点集を作り、市民が理解しやす

いようにすること。

ア）より市民が理解しやすいような概要

版を作成する。

イ）概要版により、庁議で説明し、承認

を得るものとする。その後、この概要

版を用いて、市ＨＰへの掲載、公共施

設での配置等をし､市民が当該計画や

条例案をより理解しやすいようにす

る 。

ウ）概要版は、パブリックコメントで計

画や条例案の資料等を設置する公共

施設ごとに５部程度置き、市民が持ち

帰ることができるようにする。また

市ＨＰにおいても掲載する。

、



③

、/鰯Ｉ
意見提出の際に意見提出者の氏名等を書くよ

うになっているが、これは市民も責任をもっ

て意見を提出してもらうためで、提出意見の

公表は行うが、氏名等の公表はしていない。

意見提出をすると、個人名が公表されるので

はないかという、誤解を招かないようにする

ためにも、「氏名等は公表しません」というこ

とを書くこと。

ア）パブリックコメントにおいて６意見

を出した氏名等の公表をしないこと

を明らかにするため、市ＨＰ・市広報

紙でパブリックコメントを実施する

際、「氏名等は公表しません」という

文言を明示する。

（３）貸出用

資料の作

成・貸出

計画や条例案について、市民が公共施設での

閲覧だけで、分量が多い資料を読み、意見を

提出するのは難しい。公共施設に置いてある

計画や条例案と同じ、貸出用資料を別途用意

して、市民が自宅でじっくりと計画や条例案

を読み､意見を提出しやすいようにすること。

ア）各課は計画や条例案の市民意見提出

手続のための貸出用資料を４部作成

する ◎

イ）市役所及び市民活動交流館でそれぞ

れ２部配置する。

ウ）市役所及び市民活動交流館での貸出

受付はそれぞれの総合案内が行う。

エ）貸出の管理は貸出簿により行い、貸

出期間は最長１週間とする。

〆

（４）担当部

署による

説明会等

の開催

計画や条例案について、もっと市民に対して

説明を行うようにするため、必要に応じて、

担当部署による説明会等を開催すべきであ

る。

ア）原則として、パブリックコメント開

始前又はパブリックコメント開始後

１０曰以内に、担当部署が、計画や条

例案の内容について説明する説明会

等を開催する。この説明会等は、当該

計画や条例案に関係する団体等に対

する説明会など、事案に応じて、関係一

団体等に､担当部署が適切かつ効果的

と考える方法で行うものとする。（た

とえば､男女共同参画プランのパブコ

メの際､男女共同参画を推進する市民

活動団体のむなかた男女共同参画協

議会に説明会を開催するなど）

イ）原則として説明会等の開催を行うも

のとするが、担当部署において、説明

会等を開催しないとする場合､庁議に

開催の要否を諮るものとする。

ウ）説明会等は、計画や条例案の内容に

ついて説明を行う場であり､協議や意

見交換を行う場ではないものとする。

エ）説明会等で出された意見等について



０

は､パブリックコメントとして取り扱

うなど､出された意見等の取扱いにつ

いて配慮するものとする。

（５）１年度

間に予定

されてい

る案件の

広報紙等

への掲載

1年度間に予定されているパブリックコメン

トの計画や条例案について、年度当初に広報

紙等に明示し、市民があらかじめ計画的に資

料等の収集ができるようにすること。

ア）１年度間に予定されているパブリッ

クコメントの計画や条例案について、

年度当初に計画や条例案の名称、概

要、予定時期、担当部署を市ＨＰ・市

広報紙に掲載する。



*市民公募委員の選考に当たっては、より多くの市民が市政に参画できる機会を確保できるように配慮

して行うものとする。
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（１）市民公

蟇委員に

対する事

前学習会

の開催

附属機関（審議会等）の審議内容等に応じて、

市民公募委員が附属機関（審議会等）で他の

委員と十分な議論ができるように、事前の学

習会を開催すること。

ア）第１回目の附属機関の会議の前に、

市民公募委員その他必要な委員に対

し、当該附属機関において議論する内

容、これまでの経緯、想定される主な

論点等について､担当部署が勉強会の

要素をもった事前学習会を開催する。
ｈ

（２）委員向

けマニュ

アルの作

成・活用

より多くの市民が市政に参画できるように、

附属機関（審議会等）の役害Ｉ・流れ等につい

てまとめた委員向けのマニュアルを作成し、

活用すること。

ア）より多くの市民が市民公募委員等と

して市政に参画し､市民主体のまちづ

＜りが推進されるように､市民活動交

流室が附属機関の役害Ｉ･流れ等につい

てまとめた委員向けマニュアルを作

成する。

（３）会議の

進め方

①会議資料

の事前配布

②議論の活

性化

会議をより深め、効率的に進めるため、会議

資料を事前に配布し、あらかじめ審議内容等

について理解できるようにしておくこと。

議論が活発に行われるようにするため、附属

機関（審議会等）の審議内容等に応じて、ワ

－クショップ等の手法を用いること。

ア）会議資料等については、委員が資料

を読むことができ、会議が効果的・効

率的に行われる必要な期間をあらか

じめ設け、事前に配布（メール等を含

む｡）する 。

ア）議論を活性化するために、審議内容

等に応じて､ワークショップ等の手法

を取り入れ､議論が活発に行われるよ

うにする。
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（１）職員向

けマニュ

アルの作

成・活用

より多くの職員が市民参画について理解し、

様々な議論の手法等を検討できるように、宗

像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の

推進に関する条例に規定された附属機関（審

議会等）のあり方、これまでの参考事例をま

とめた職員向けのマニュアルを作成し、活用

すること。

ア）より多くの職員が市民参画について

理解し､積極的な市民参画を推進でき

るように､市民活動交流室が市民参画

の事務手続についてまとめたマニュ

アルを作成する。
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宗像市市民活動交流館条例新旧対照表

改正案 現行

(利用期間の特例）

第１１条スモールオフィスの利用期間は、１月以上１年度以内とし、

通算して３年度を超えることができない。ただし、市長が特に必要

と認めたときは、この限りでない。

別表第１(第12条関係）
略

備考

●

ｌ基本使用料には、附属設備(冷暖房設備は除く。）の利用金額を

含むものとする。

２午前(午前９時から午後０時まで)、午後(午後１時から午後５

時まで)、夜間(午後６時から午後１０時まで)を利用区分とし、

午前及び午後の区分又は午後及び夜間の区分を継続して利用す

る場合における利用区分間の１時間の使用料は徴収しない。

３利用時間が１つの利用区分に満たない場合においても基本使

用料等は減免しない。

４スモールオフィスを利用する場合において､その利用期間が１

月に満たない場合においても基本使用料等は減免しない。
５スモールオフィスを利用する場合において､３年度を超えて利

用する団体及び２区画以上を利用する団体は納付すべき基本

使用料に１区画につき１月当たり２，０００円を加えた額を納

付しなければならない

６営利を目的として利用する場合の基本使用料の額は､この表に

定める額の３倍に相当する額とする。

(利用期間の特例）

第１１条スモールオフィスの利用期間は、１月以上１年以内とし、通

算して３年を超えることができない。

別表第１(第12条関係）
略

備考

１基本使用料には、附属設備(冷暖房設備は除く。）の利用金額を

含むものとする。

２午前(午前９時から午後０時まで)、午後(午後１時から午後５

時まで)、夜間(午後６時から午後１０時まで)を利用区分とし、

午前及び午後の区分又は午後及び夜間の区分を継続して利用す

る場合における利用区分間の1時間の使用料は徴収しない。

３利用,時間が1つの利用区分に満たない場合においても基本使
用料等は減免しない。

４スモールオフィスを利用する場合において、その利用期間が１

月に満たない場合においても基本使用料等は減免しない。

５営利を目的として利用する場合の基本使用料の額は､この表に

定める額の３倍に相当する額とする。
●



スモールオフィスの利用規定改定案

）

）

改定前 改定後

利用年限 最長３年 原則３年度

特に必要がある場合は、１年ごとの延長を認め

る 。

ブースのシェアについて 1ブース１団体

(７ブース）

1ブースにつき４団体までのシェアを認める。

1団体の利用ブースの数 原則１団体につき１ブース

空きがある場合に限り２ブースまでの利用を認

める 。

利用料金

⑤●

1ブース２０００円／月 ＊ブース使用料

１ブースにつき２０００円／月

複数の団体で利用する場合は団体間で調整し

て、代表団体が一括して支払う。

*追加料金（団体）

（１）４年度以上利用する団体

('１）２ブースを利用する団体

団体ごとに（１）（Ⅱ）各２０００円／月

コピー機の利用料金 無料 カードコピー機を置き、利用枚数に応じて料金

を負担する。

募集 原則毎年１回

(１２月頃募集し２月頃までに決定）

決定 市民参画等推進審議会の意見を聞いて、

市が決定する。



【利用料金の例】

その①（１ブースを４団体で利用する場合）

その②（１ブースを４団体で利用する場合）

）

その③（１ブースを４団体で利用する場合）

）

その④（２ブースを利用する団体）

》

ブース使用料 追加料金 合計金額

団体Ａ（３年度以内） ５００円 ０円 ５００円

団体Ｂ（３年度以内） ５００円 ０円 ５００円

団体Ｃ（３年度以内） ５００円 ０円 ５００円

団体，（３年度以内） ５００円 ０円 ５００円

ブース使用料 追加料金 合計金額

団体Ｅ（３年度以内） ５００円 ０円 ５００円

団体Ｆ（３年度以内） ５００円 ０円 ５００円

団体Ｇ（４年度以上） ５００円 ２０００円 ２５００円

団体Ｈ（４年度以上） ● ５００円 ２０００円 ２５００円

ブース使用料 追加料金 合計金額

団体Ｉ（４年度以上） ５００円 ２０００円 ２５００円

団体』（４年度以上） ５００円 ２０００円 ２５００円

団体Ｋ（４年度以上） ５００円 ２０００円 ２５００円

団体Ｌ（４年度以上） ５００円 ２０００円 ２５００円

使用料 追加料金 合計金額

3年度まで ２０００円×２
～

２０００円（１１） ６０００円

4年度以上 ２０００円×２ ２０００円（11）＋２０００円（１） ８０００円
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;適切

現Miより症朏ﾋﾞｽの質
などの向上が図られるこ

と。

当調國体にお(,Yて市民サー

ビスを実施するt*制上属どｳｶﾞ

麹蒲さ才「ていること。

①圓ﾖ業冒f画ごおける協働ﾄﾞﾛﾄ制Ji園'1ﾚｳｓ

②Hﾗﾛﾜ担当讃ご期寺される役割｣適切OS

①、hのみで1.揖共しづら0V言渡て零Ｆ酌tmW害ある

Ｗ｣豊富な舅のtﾅｰﾋﾞｽﾞﾛｺ箔#鴬0填騎できるか

、垣WH掴体等Dビジョン･理詞ご基づＷ上間護當詞切りあ

ろ提案内容とな

③受ｉ緒CD広ｳiりや市民満足度0】句上力填騎できるか

①司ｉ童,莇霞桟續を有しているか

②ﾇﾀｯﾌﾛﾛ酉i畳ｳ;宣切ｐt硬さ才『ているかなどk事業ｳｶﾞ

円滑1コ鎚罰国きるよう口上罵っているか

③会冒f処里個人情PRO凶呆護著fi篭0p醜ZH1などにつ

(,「てｋＢ副系去令や市と0磨醗]などを十分理弊した上

て事業実施できるﾚﾄﾞ制であるか

④事業を蚤淀的lご行うための資金を有Lﾉているか 採t尺の可否

工

オ

市目龍動詞$樽Ｕ､喉M生を活

かし市民義軍閑ﾜ１１に規定

するI;iM動bコミュニティ活

動の椎進及Ｚｊ専Pﾂ2ｶｳ箸し

く高いtﾅｰﾋﾞｽ回鬮鈎ｳ酒

られること

当該団体が実施すること

でより遁王なｺｽﾄて効

率的tiｵﾃｴｶ運営力雅進でき

ること。

①､箭i園ljの椎if釛填､寺できるか

②ﾛﾐｭﾆﾃｨ>霞hjの推進ｳ輔寺同Eきるか

③噂F§ⅡﾖｦO著しく高いtﾅｰﾋﾞｽの掴共Iの推造0期寺

できるか炬墹事業音0弘易会）

①園犬と上鮫しコスHWiM同iｳ填周寺できるか

②tｻｰﾋﾞｽPW容を甚榛した_こてi園,】な．

れるか

■

｡

●

ストと考えら

③尹続きの簡素化など;ii摩的なtﾅｰｰﾋﾟｽj畠共力填臆で

きるか

●

1．採択

２．条件を付しで採沢

【i寸すべき桑Ｉ21】

'■■・■■--￣

｡

3． 羽剰尺
＝二亡二＝＝＝￣￣■■l亡一一一一－１=－■■－－－－￣■■■■■■￣￣--￣￣￣￣￣￣￣■■￣■■■■￣￣￣￣￣■■￣￣■■--￣￣￣■■

【石剰HのE里由Ⅱ



￣

Ｐ

、-－－－－－－ブイ可 ～

■■■-，－￣〃－－－芒冒曽==トー醤安ﾌ戸Ⅱ－－－プ ソーニニ壜菫≦三〈 ＞

満7Eすべき逼準 当諄騨曝創｡系ろ視点
点数

１０へ４１
墓彗甥恒メント 総合ｺメント

ア

イ

ウ

‘

現Uiより市Eetﾅｰﾋﾞｽﾛﾜ質

などの向上が図られるこ

と
●

●

当診i罰嗣ごお(Yて市民1ﾅー

ビスを実施するl構脆ど力
G●

麹祷さ才［ていること

ｆ

①事業計i画ごおIﾌﾞ肴鰭纒Mｵ制ｺﾞi直1,Uﾚｳ〕

②市UDt旦当説ご期寺される程雲り」適切ｶエ

①f敵のみでi鯛共'ﾉづらし！鍍で専門３勺tmw害《ある
川｡豊富i］舅のtﾅｰﾋﾞｽﾛﾜ掲鰐;ｳ墳勝できるか

②渥澗詞体等？,ﾋﾞｼﾞｮﾝ･理創

る提案内容となっているか

●

●

ご基づいた問謹篝識,りあ

③震:緒ﾛﾛ広がりや市民満足塵in司上力期寺できるか

①司種の濯模漬を有じているか

＠厘ｽﾀｯﾌCD配置ｳ適切ｐ上戻されている力Vt展どk事業ｳＳ

ＰＩ滑１コ佳適ごきるようになっているか

③会計処理I直人l箒Rの|需薑

しYてく関係去令や市とﾛ､契i勺などをI弓分理弊

で事業冨巍できる体制であるか

ため0頭菱会を有しａ

どにつ

した上

)るか
０

●｡

DＣ

～
､

欄尺の可否

エ

オ

市巨話重掴'樽UDIﾐｮ生を活

かし市民参迺鬮列Iご規定

する協働Lコミュニティ活

動の推進及Zjt壽F誰も0着し

<高いtﾅｰﾋﾟｽﾛﾜi是供力酒

られること

当該団体が実施すること

でKより適喧なｺｽﾄて効

率的ﾋﾇｵﾗ亜h運営力雅進でき

ること
①

●

①､雛、の椎if自ｳ輔寺てきるか

②ﾛﾐｭﾆﾃｨ濯珈の推進b輔寺できるか

③傳門曲ｳ著しく鄙YｾﾅｰビスのI昌共1の推進0期寺

できるか値燗事業音o囑合）

⑪鳥Uiとﾋﾋﾟ銭しｺｽﾄ縮胴i0漠臆でき勘）

②tﾅｰﾋﾞｽﾛﾏ容壺甚榛した上て鐘UUなｺｽﾄと考えら

れるか

③手続きの簡素|bなど効率ﾛ勺:属tﾅｰﾋﾞｽj急勲潮i寺で

きるか

0●

’｡

1．掃尺

２． 条件を付し｢司剰（
－－￣￣￣二＝■■￣!■■■U■￣￣￣－－￣－－－■■---■■￣－－－￣－－■■０－■■￣－－■■■■￣￣－－￣－－￣￣￣￣￣￣￣

耐ず（き柴lﾋﾞ|】

グ

●

3． ｡司剰（
－コ■■■■－－－－－－－－－－－－－－■■１－■■－－－－－－－－－－－■■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

【福剰Hﾛﾜ團主。



、_〆！
ローーーョー＿－亡一マーママ、ゴーＴ二一一且一＝正一ＥロﾛDBぽづ、 _＝～

－－

Ｌノ
契三這薑二名 ＜ ＞

i識亡すべき塞準 奎骸墓準ﾜﾘ譲劃ｺﾞ系る視点
点数

10へ4）
基Z舅;旧メント 総合ｺメント

ア

イ

ウ

市と団体の役雪Bi担力

であること。

適切

現Uiより市民tﾅｰﾋﾞｽ`p質
などの向上が図られるこ

と。

●

●

当該団体Ｉ
■の

ビスを割値するﾄﾞﾎ制などが

整備さ才『てＬ1ること

①事業誰國ごお(ﾌﾞろi閲M動体制｡；嵐,Dか

②HrD担当謝二鵬さｵTろ役割」週JEbh

①『ﾗ政のみでI』揖共[ﾉづら↓霜渡で零F釣上顛溶ある

いＩ禮富tR壜藝ﾜｻｰﾋﾞﾌ､助昌鰐;b輔寺できるか

る提案P与容となっ

ヨン･理劃ご基づ↓

ているか￣

y上間霞意識、#う

Ｃ圏緒、ﾖｳｶﾞりや市E百黄足度,■句上力潮侍できるか

①司種,､i室馴庚震を有しているか

②ﾇﾀｯﾌU､配置ｳ;適切iごなさ才[ている力

Ｆ]滑１コ鎚罰国きるようｐ５号っているか

唯ど事業bｆ

③塞諦n浬個人情報0蠕篁箸f箙ﾛp図〕d狸↓v:i:どにつ

し『てk闘系去令や市との契約などを十分理辱ｕｔ土

で事業実施てきる端'てif5るか

､事業Z量安趣勺1コ〒うための資金を有しているか
採t尺ﾜﾜ唖｢

エ

オ

市民活璽個体篝の偶M生を活

かし市民義軍薗甑!{ごt嚴置

するＩ筋M動（ コミ

動の推進皮Z榑門悩白0f著し

く高lYtﾅｰﾋﾞｽﾛﾛ提供0酒

られること

当該団体が実施すること

でLより適正なｺｽﾄて効

率的§:iﾗZn運営力雅i堂でき

ること。

①

②

､蘭i動joD推進b潮i寺でき勘’

ロミコニラＬｒ露加の推進b輔寺てきるか

③傳門性b著しく高いtﾅｰﾋﾞｽのI昌共IOD撒営力期寺

できるかＥ司轤業音ﾛ蝪合）

:iFh萱i:墨護iI1Ii鑿1;;:二二「
れるか

と篝えら

③手続きの簡素1肱ど効率的なtﾅｰﾋﾞﾇ樹功

きるか

:期i寺で

①

■●

1．採択

２条件を付しで深沢
宮つ－－■=＝■■■■I■■■■-－￣￣￣'■■￣￣■U■'■■￣'■■￣￣￣￣￣--￣￣■■￣￣￣￣￣■■--■Ⅱ■-－---－－－-－--

附す（き条糊

3． 羽調尺
￣￣￣二■￣_＝二■■－－'■■-＝＝＝■■D￣￣￣￣￣－－'■■￣’■■■■■--￣■■￣■■￣■■1－￣￣￣￣■■￣■■￣￣￣■■－－￣￣￣￣￣■■

【石調ﾂﾞH0DZ軸Ⅱ



_■_■＝■－－－■－－■＝=■プー屯 ■--■￣－万、－－

、_＝’

、薑星隻毫名＜ ＞

満たず（き逼準 当診基掌の審晶罰｡系る視点
点数

１０へ4）
● 墓靖；ﾘコメント 総合ｺメント

ア

イ

ウ

市と団ﾄﾞﾎの(§雲り;i担力漣ilU
であること。

璃犬より市民tﾅｰﾋﾟｽﾛﾜ質

などの向上ｶｶﾞ図られるこ

と

●

当該罰嗣こおＩ,「て市民tナー

ビスを実施するﾄﾞﾎ制などが

麹薦さｵTていること

①事業胃f１国における協働ﾄﾞﾎ制｡週,､が

、月刊､担当鋼製膳される役割215園JDbh

①f政DZ質で1.掴共Lﾉづら隅當震て専F釣:i内容ある

Ｗ３豊薑t壜のtﾅｰﾋﾞｽの樹鐸勧i其臆できるか

るi霊室P句容とな

ユまづＬ Vﾐﾆ問雷雲識りあ
$●

C受擴mibfりや市眉目満足度n句上力輔寺できるか

①司種,､濯馴実績を有lﾉているか

②ﾇﾀｯﾌﾛ､酉己置力$適切になさ才［ているかなど事業ｂｆ

Ｆ粥に推進できるようになっているか

③麓f姻里ｲ固ﾉU青#R,嫡護箸１１糟,､目jdT8Vb:どにつ

いこ【闘霊去令や市との契約などを十分理i革した上

て事業実施できる体制であるか

④事業を安卸勺Iｺﾞﾃうたｺﾞｳの資金を有してＬ〕ろか ､

夕

●●｡

j剰Hの可否

エ

オ

市民麗力団'祷り､特M陸活

かし市民藪亘閑列に規定

する協働hコミコニティ活

動の推進庇｣､専門fbb著し

<嵐Yｻｰﾋﾞｽの提供ｳ画

られること

当該団体力漢施すること

でLより這正な=瓜卜て効

率的tiｵﾗ減運営力雅準でき

ること

①､協i勘lの推進ｳ期寺できるか

②ロミュニティ活動joD推進b輔寺てき勘】

③博P雅勧署しく高いtﾅｰﾋﾞｽの憾割の推進力i期i寺

できるか(目調事業昔0蝪合）

①1歌と'二厳しコスＨＷ誠b填勝できるか

②tﾅｰﾋﾟｽ内容を甚榛した_上『て週ﾘﾘなｺｽﾄと考えら

れ二か

③手続きの簡素(ぬど;it摩ﾛヮﾋ兵tﾅｰﾋﾟｽｵﾂﾞﾖ共力:期『寺で

きるか

◆●

ＤＪ

Ｃ

ｌ

1．掃尺

２． 条件を付して採沢
￣￣－－－■■￣￣’■■■■、■■￣■■￣￣￣￣￣■■■■￣￣■■－－￣￣￣￣’■■￣￣￣￣￣￣￣---■■、■■、￣■■１－－－￣￣￣￣￣￣

【i寸すべき条件】

●◆

〃

３． ﾌ同調尺
￣亘＝■■■■■■￣￣￣■■￣￣￣￣￣■■￣￣■■－－■■－－■■'￣￣￣￣￣￣■■■■￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

【洞§i択ODU型泊】



｜ｌけ」

.!、_〆/
ローーーーーニーーニマーエニニ□エーニー空一睡＝三二二三==望＝二定置全乞呈化二二三憲薑二＝ し薑二屋三名く ＞

満EdRべき墓準 当譲準0〕富圏｡系る視点
』冑数

m~4）
●

墓鶏ﾖリコメント 総合ｺメント

ア

■●

イ

ウ

市と団体ＵＤＩ盟砦

であること

脂i担が適切

瑚犬より市Eﾐｻｰﾋﾟｽﾛ､質

などの向L上が図られるこ

と。

●

当壼掴嗣こおI,Yて市民ｻｰ

ﾋﾞｽを実i値するt梯肱と劫ｆ

整備さ才［ていること

扇ii蔓iii!;i:鑿『||鑿i鑿;`函
①『ﾗ政ODZFで1.掲共lﾉづら↓､言渡で零評釣上津溶ある

いは薑富t壜のtﾅｰﾋﾞｽﾛ､樹鱈;0填臆できるか

､眉澗ﾖﾄﾞﾎ等のビジョン･理創

る提案内容となっているか

二篝づＷ上間謹言識りあ

③受:緒CD広bfりや市E:満足度n句上力輔寺できるか

①司種のi霞属賓を有しているか

②P《ﾀｯﾌﾛﾛ配置ｳ麺切になさ才rている力など事業ｳｶﾞ

ＦＦ胃に推進できるようになっているか

③鋳'処J里個人j寶報のl焉篁箸'１霜0,月〕棚Vbi:どにつ

しに関l霊去令や市とα震;1勺などを十分理i革した上

で事業実施できる端lであるか

④事業を安冠勺１コ了う7己６の資銭有じているか

～

ｅ今

捕りHの可否

エ

オ

市E龍動詞体等0,繍生を活

かし 市民義軍閑列Ｉコザ淀

する協働hコミュニティ活

動の推進皮Zji専門性が著し

<嵐､tﾅｰﾋﾞｽﾛｺ昌共力酒

られること。

当該団体が実施すること

で《よりI釦ﾖﾋ展ｺｽﾄて効

琴酌t再iﾃｪi運営ｹｳｻﾋﾞ鱈□き

ること

① n筋M動〕 の推進力潮i寺できるか

■

②ﾛﾐｭﾆﾃｨ活罰Uの撒営0填膳できるか

③博P誰b0著しくi高LTtﾅｰﾋﾞｽﾛ功ツョ共jの推進ｳﾐ期i寺

て壱るか炬墹事業壱の場合）

⑪献とﾋﾛ綾しｺｽﾄ縮洞iｳ填勝できるか

②1ﾅｰﾋﾟｽﾜ熔を甚榛した上｢てi適切i目:ｺｽﾄと考え

れるか

ら

③ﾖﾖ続きの簡素｛肱ど効率的なtﾅｰﾋﾞｽj急尭b填厭寺で

きるか

●●

1．採沢

２条件を付lﾉて欄尺
￣■■■■エー--■■､￣－－￣----￣-－■■￣■■￣■■■■■■￣￣￣￣￣--￣￣￣￣￣￣■■■■■■￣■■￣－－￣■■￣■■￣￣￣

附すべき条件】

３． ｡ｑ采沢
●

－ェⅡ＝一二一＝二一,■、－－＝＝＝－丘－－－－－－－－－－■■－－－－－■■■■トー－￣￣￣--■■■■￣－－￣￣￣￣￣

【桐鶏尺,､Z里由Ⅱ



ミーン,

一崖ヨーーーーーア巨石才、一一→、ゴヒーヨーＥ－－－トーーーラノ昼

i、_ノ

菫二隻贄名く ＞

満たづぺき墓準 当謹葬の審劃ご係る視点
点数

'0へ4）
基碧；にｺメン卜 総合．メント

ア

イ

●

ウ

市と団体U､役雪Ｂｉ担力

であること

;園JU

瑚犬より市民tﾅｰﾋﾟｽ0,質

などの向上力潤られるこ

と

当該団体におI,「て市民tﾌﾞｰｰ

ﾋﾞｽを実施するﾄﾞﾎ制ti:とBｳｆ

蟄篇さ才『ていること

①事業計画における協憧M*制3週,Ub、

②市のt旦当課ご期寺さ才Uろ礎Ⅲ｡適切ｳ）

①i詞５１のZIで1ｺﾞ掲共lﾉづら↓V盲渡で零Ｆ的ﾋｴ内容ある

１，V｡豊富白量のｻｰﾋﾞｽﾛｺ急鰐;ｳ填膳できるか

､辰間ﾖﾄﾞ樽Dﾋﾞｼﾞｮﾝ･理罰窒醤づＷＥ問鶴識のあ

る提案内容となっているか

③受益萱U､広がりや市眉目満足度ﾌﾟﾛ句上力期寺できるか

①同i重ﾜﾜｩ窒擴漬を有し、)るか

伽ﾂ…剛p霞さ､勘~鞠‘Ｐ]滑仁推遭ごきるようになっているか。

③会冒IAU理個人l箒厨のI需篁署(龍ﾜﾛ取iBHv上iごどにつ

淫i奮二:i二差鬘i:fどを粉理雲肚
､事業､竃志憩勺Iｺﾞ了うためのi弩会を有じているか

〃

０

欄尺の可否

エ

オ

市E龍震個体等UDI：M生を活

かし 市民義軍謂列にk莞乞

する協勵コミコニティ活

動oﾛ推進EhZ）Q壽P雛i力箸し

<鄙 ﾄﾞサー

られること

当該団体が実施すること

石よりi鉦なｺｽﾄ「て効

率的t可ﾗｴ1運営ｶｻ鎚罰□き

ること。

①､鱸hjの推進b糊i寺できるか

￣■

②ﾛﾐｭﾆﾃｨ露hjoD推進力輔寺できるか

③廓雅もb著しく高いtﾅｰﾋﾞｽの攪共joD推進ウ

できるか(眉墹事業害U蝪合）

填月i寺

⑪息Uiと上厳しｺｽﾄ縮洞iｳ填月時できる力】

.②tﾅｰﾋﾞｽ内容を甚榛した_こてi適切なｺｽﾄと考えら

れるか

③手続きの簡素(肱ど効率的なtﾅｰﾋﾟﾇj昌共力填Bi寺で

きるか

●

■

1．採t尺

２ ■ 条件を付しご調尺
－－￣■＝＝＝Ⅱ＝=＝＝＝。■■■■-－￣￣￣■■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■￣￣￣■■￣￣￣￣－－￣￣￣■■■■--￣￣--￣Ⅱ■■

H寸すべき条件】

３． 刀寸調尺
￣■■￣■■￣■■￣￣■■￣●■､■■■￣￣■■■■￣■■￣－－￣■■￣￣■■￣■■■■■■￣■■Ⅱ￣￣■■､■■■■－－￣￣￣-－------￣－－

【石剰HODZ軸Ⅱ



Ｆ
’

■Ⅱ」－」－＝＝－－一一一■＿■■■

Ｌ－’
-－￣ ＿＝‐ニナ青一命、､ナー Ｕ毫琴 ￣＝二三岳ろく ＞

満苣すべき窒葬 当護葬oﾘ富劉｡系る視点
点数

(0へ4）
墓鶏；ﾘコメント ●

中

総合ｺメント

ア

イ

ウ

市と団ﾄﾞﾎＵ､役雪Ｂｊ担力

であること

適切

現Uiより市民tﾅｰﾋﾟｽの質

などの向上が図られるこ

と。

当議､司体におI,Yて市民tナー

ピスを実施する酷脆2劫ｆ

塾篇されていること

①事業計画=おけろ#閲M動ﾄﾞﾎ制｡道pDbn

②FhUDt旦当認｡鵬さｵTろ橿割ｄ５園JDbu

①『ﾗ政0､みて1.提共しﾉづら↓V誘壇て零F釣tmW害ある

Ｗ３豊富白墨のtﾅｰﾋﾟｽのt鬮鰐鋪鵬できるか

､追澗ﾖﾄﾞ樽のビジョン･理創

るi提案内容となっているか

ご基づＷﾋﾆ問謹言識のあ

C受躍り､広がりや市E請足度､台ﾘｰﾋｶ期耗きるか

①司種,児重嬢績を有しているか

②P<ﾀｯﾌﾛ､配置0適切になされている力など事業ｳｺﾞ

円滑に撹酋できるようになっているか

③醤拠理個人j蕾胸旱護署柑壱ODHbdIH1などにつ

し「てk関儒去令4F市とCD契約などを+ﾗi理拝した上

で事業実施できるﾄﾞﾎ制である力、

事業Z窪志畝勺に行うため､噴金を有しているか
欄}Hの可否

エ

オ

市E龍重個体等0,9割生き活

かし市民藪亘鬮列に規定

するMiI勵 コミ

●

ユニティ活

動の推進及び壽P雅白ｳ箸し

<高いtナー’

られること

①､識動｣の推進ｳ輔寺できるか

②ﾛﾐｭﾆﾃｨ》言動jの推進ｳ填膳てきるか

③傳門性b著しく嵐Ytﾅｰﾋﾟｽﾛ國鬮共jの推進力填厭寺

できるか炬墹事業者の場合）

①現伏と上厳しｺｽﾄ$i鍼b期寺できるか

②1ﾅｰﾋﾟｽﾜV容を甚榛〔た_上｢て適切なｺスト

れるか

ど考えら

③手続きの簡素(b上戻ど効率的なtﾅｰﾋﾞｽ提供bi期ｒ寺で

きるか

１１採沢

２． 条件を付しノロ調尺
￣￣-＝－－￣＝､--￣■■,￣￣■■■■■■I■I■■■￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■--￣￣■■!￣■■￣■■￣￣￣-－￣￣￣￣￣■■￣■■￣￣￣

【i寸すべき条14】

３．． ｵ寸剰尺
￣￣■■■￣■■￣■■￣■■■■,￣■■－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■■Ⅱ■■■￣■■--￣￣￣￣￣￣￣￣■■￣￣￣■■､￣￣￣■■1－－－￣■●

【洞調尺,DM里由】



■-－－－■￣－ケ－可

－－－'

二一一一一一､デー－K－－｣L－－＝三二げう、＝ご＝～

－ N

､‐薑萎晨童宅三〈 ＞

満たず（き基準 当診毒騨ﾜﾜ讓罰｡系る視点
点数

10へ4）
墓靖；ﾘｺﾒン卜 総合ｺメント

ア

イ

ウ

■

市と団ﾄﾞﾎＵＤＩ鑑

であること

粉担力､､鋤

と。

ｻｰﾋﾟｽﾛﾜ質

酒られるこ

i臺讓fFi二

①軍業計画ごおける協働#樵11」過'Db3

②市の担当認｡鵜さｵ1る役割ｄ適切b］

、政のみでi』掴共しづら↓V言度で奪P的:同ﾌﾟﾜ害ある

いI禮薑t壜のtﾅｰﾋﾞｽﾛ娼鰐;0填騎できるか

､厨首団樗のﾋﾞｼﾞｮﾝ･理劃垂誓づ↓域苣問蘋識のあ

る提案内容となっているか

や市目百;捉度ﾌ則古ﾛ上力期寺できるか

①司種ﾜﾜｳ室擴續を有じているか

②p<ﾀｯﾌﾛ､配置0適切になされているかなど事業Ｏｆ

Ｐ]滑仁推適目きるよう１コなっているか

③窒計処理個人情馴需薑睾計關ﾛ刷ZHv:i:どにつ
し厄関係鈴や市との契約などを十分理辱した上

て事業目勃桓できる体制であるか

④事業H2安宅ｉ勺lゴテうたｶｳの資金をP盲[ﾉているか

ゲ

、

。

採沢の可否

エ

オ

市E:詔雲M詞体等UDI寺陸を活

かし市Ee義軍閾鞭Ｉに規定

するiiM閨ｋコミュニティ活

動､推進及び雲P雅妨壜し

く高LYtﾅｰｰﾋﾞｽﾛﾛ提供力画

られること。

当該団体が実施すること

で《よりi薗匝展

率HWyt市政i運営b雅進でき

ること

．①､蘭i動｣の推進力輔寺できるか

②｢ｺﾐｭﾆﾃｨﾗ冒動｣の推進b填騎てきるか

③廓ｦ性ｳ箸しく高いﾘｰﾋﾟｽﾛ娼共lの推進ｳ:期r寺

できるか炬燗事業昔､､場合）

①現伏と上1鮫しｺｽﾄ;wii臆ib填臆できる力】

②ｻｰﾋﾞｽ内容を勘案した_上｢て瞳tJDb:ｺスト

れるか

ときえら

③手続きの簡素|肱ど;it摩的:兵サービスj昌共力:期i寺で

きるか

ノ

1．採t尺
｡

●

2． 条件を付じて欄尺
ごｐ－－■￣＝■■■■■■■,￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■■■■■■■￣￣￣￣￣■■■■■■■■￣■■■Ⅱ■￣■■－－￣￣￣■■￣￣■■----￣￣￣

附すべき案ｲ21】

3． 弔菊尺
■■＝二＝￣■■,■■￣￣■■■■■■■■■■￣￣￣■■￣■■－－￣￣￣￣￣■■--￣■■￣■■￣■■￣■■■■￣■■￣■■￣￣￣￣■■I￣■■--■■

【福采t尺のZ里由】



に

韮皀＝＝二二￣

－－－‘・

庁一泊＝＝ｐ０ｐ－－ｐＬ二二午宅＝型二王ｎＦ同 _薑義毫名＜ ＞

満たず（き基隼 当謹菖準ﾜﾜ審劃｡系ろi同点
点数

10へ４１
墓鐺；旧メント 総合．メント

ア

イ

ウ

市と団ﾄﾞﾎUﾜi躍り分担力

であること

;適切

●

●

現Uiより市民tﾅｰﾋﾟｽﾛﾜ質

などの向L上が図られるこ

と。

当診i司体Ｉこおいて市民tﾅー

ﾋﾞｽを実施するし$制などが

麹篇さ*［ていること

①事簔fi量､おIﾌﾞろ協働ﾄﾞﾎ制3週,､力、

②HrD担当調こ』鵜さ才Vろ橿割」i直り､ｳ〕

①ｻﾞﾗ政のZjgでは掴共しづら↓V薑震て尋F誼勺tNﾌﾞﾘ害ある

Ｗｄ豊富庖壜のtﾅｰﾋﾟﾌ、急襲窯0期寺できるか

､渥澗ﾖﾄﾞ祷りビジョン･理劃こ基づＷＥ問霞壽哉のあ

る提案内容とな

⑤受益害、iｳｶﾞﾘや市民満足度胴上力翰寺てきるか

①司瘻0蝿重懐績を有しているﾘｳ〕

､灰ﾀｯﾌﾟUDi記置力樋適Uになさ才rているﾘｳ〕など事業ウガ

円滑に推造できるよう口目っているか

③譲鱒iiniii鬘二:露i蔓墓ii廷Ｚ
で事業実施でき

④事業を安卸勺1コ了う

１

ための資金を有じて（〕ろか
欄尺の可否

エ

オ

市民語重掴t*等ﾛ､特性琶舌

かし市民義軍濠例に規定

する協働しコミュニティ活

動の推進皮Z)i専門性力著し

く高いtﾅｰﾋﾞｽﾛ醍供ｳ酒

られること

当該団体が実施すること

冠より適四なｺｽﾄて効

率的§ｵﾗ政運室iｳ雅進でき

ること

①､;iM動jの推進b灘i寺てきるか

②ﾛﾐｭﾆﾃｨ謡動jの推進0漠Bi寺できるか

③傳門1動箸しく高いt1,-ﾋﾞｽﾛｺ昌拘励醗釛期寺

(目澗事業實の場合）

⑪;歌と上臓しｺスﾄ縮凋iｳ填臆できる力〕.

②tｻｰﾋﾞｽ内容を墓標した_こて適切なｺｽﾄと考えら

才Iるか

③手続きの簡素ｲﾋﾞﾋ亜ど常i津ﾛ砿孟tﾅｰﾋﾟｽj昌共力填月時で

きるか

1．欄尺

2． 条件を付じて採t尺
￣■■￣￣￣￣￣￣ご-●￣￣￣■■￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■--￣■■■■￣■■■■■■￣￣￣￣￣■■￣￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣■■￣

附すべき条'１】
－－－

３． ｺﾏ調尺
￣￣￣‐ニー----￣￣--■■￣■■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■■■￣■■￣■■■■－－￣■■￣￣￣￣■■--￣￣￣■■■■､￣￣￣■■'

【桐乗沢０，理性ｕ



ソ委彦菫二置く
、～‐／

提案番号に９．むなかた食育クーラプ

総合ｺメント基濁りｺメント当霊室準の讓罰｡系ろ視点満たす（き逼準

①事業計画にjsける協働体制」鐘pDbh

②Hうり､t旦当識ご期寺される橿割zj適切b３

，園'１
ア

であること。 鵬跡．『》ぴっ

瑚犬より市民tﾅｰﾋﾟｽの質

などの向上が図られるこ

と.

イ

期寺できるか③受B緒CD広がり

じているか

②灰ﾀｯﾌﾛﾛ配置力適切になさ才rているかなど事業ｳｶﾞ

円滑にj鎚罰できるようになっているか

③露fin雲個人情馴宗讓著作権,p目馴V：i:どにつ

当診団体にお↓「て市民ｻー

ｆウ

した上いて《関Ｉ系去令や市と整備されていること

て事業実施できる端Iであるか

④事業､窒足宙ﾖｩに行う7ﾖｳの資金を有しているか
欄尺の可否

1．掬尺

２．条件を付して欄尺
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

①n筋M動｣のi鑓ｳ期菖;てきるか

②ﾛﾐｭﾆﾃｨ活動｣の推進力填購てきるか

③F菖調i1bｳ著しく高いtﾅｰﾋﾞｽの掴共lの推進力灘i寺

できるか屈笥事業萱の場合）

かし市民義亜謂列に規定

するM制動､コミュニテ託活

動の推進及び溥P誰釛著し

く高いｻｰﾋﾞｽﾛｺ昌共力翻

られること。

H寸すべき案Ｉ21】
エ

》
鰄

勧
．

汁・》３
鮴獅当該団体が実施すること

で:よりi團正なｺｽﾄて効

率的ﾋﾇｵﾃzhi軍営力雅進rでき

ること

３．．課沢
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

【石調ﾂﾞﾏのZ里由】オ



可

□

■
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-－－－－－－～－－－■－￣由■已殴■一＝－－■￣一

￣

二二一一 石干Ｆ弓写戸FＦ 季匡薑二名く ＞

■

Ｇ 満7Eすべき基隼 当診逗準ﾜﾘ讓劃｡系る視点
点数

10へ4）
基智ﾘｺﾒント 総合ｺメント

ア

イ

ウ

市と団ﾄﾞﾎUﾜ礎Ｉ分担力麹'１

であること

現Uiより市民サービスの質

などの向上が図られるこ

と。

当診団体におI,Yて市Eetナー

ピスを実施する端臆どｂｆ

整備さｵ［ていること

●

①事業計画おIﾌﾞろ儲M動ﾎﾎ制」週9mか

②ｒｈの担当認こ期寺される(§割』５章､Uか

①行政のZ贋でｉｄ掲共(ﾉづらい濤渡で零F誼勺自内容､ある

いI禮臺倉壜のtﾅｰﾋﾟｽﾛ蝦供睾ｳ漠時できるか

､E調到樗のﾋﾞｼﾞｮﾝ･理劃ご基づＷＥ問謹義箭pりあ

る提婁勺容となっているか

③屡溢萱CD症がりや市民満足度ﾌ閃司上力期奇てきるか

①司種のi劃寓寶を有じてＩ1るか

②P<ﾀｯﾌﾜﾛ配置力;園,Ｊ１こなされているかなどk事業ｳｺﾞ

厭骨1コ僅進できるようになっているか

③麓f処理ｲ固人l箒岡の儒隻署I龍,pHも柵V:兵どにつ

しYてく関係鈴や市との契ｉｔなどを十分理i県した上

て事業冒魏てきるi錦Iであるか

④事業H2安定的1コ〒う大ゴウのi薑金を有しているか

●,

・ｔ

欄ｿ可の可否

エ

オ

市房舌重Mﾖﾄﾞ祷り､特性を活

かし市民参画第列に規定

する儲M動ﾋコミユニティ活

動"､推進Ehび専門|勤警し

く高いtﾅｰﾋﾟｽα涜供力画

られること

当該団体が実施すること

五より適西なｺｽﾄて効

率的tiｵﾗⅢ1運営がi笛f言でき

ること

①n筋i勘｣の推進b填膳できるか

② ロミュニティ話動」

③博P訓2曲b著しく嵐

の罎進0期寺できるか－
Vﾋﾌﾞｰﾋﾟｽのt副割の推進力潮i寺

できるか炬燗事業萱0蝪合）

⑪見伏と上鮫しｺｽﾄ縮蔵ｳ填尉寺できるか

②tﾅｰﾋﾞｽ内容を甚榛した上｢Z:i適切なｺスト

ｵ'１るか

と考えら

③手続きの簡素ｲﾋﾞﾋｪど効率的なtﾅｰﾋﾟｽ温りL力

きるか

填月i寺で

G

1．採択

2． 条件を付して欄尺
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