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平成１７年度 第２回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１７年１０月２９日（土）１３時３０分～１８時１０分

２．場 所

南外コミュニティセンター「ホール」

３．会議の次第

◎現地視察

（１）開 会

（２）会長あいさつ

（３）会議録署名委員の指名

（４）議 題

第１号 地域協議会の進め方について

第２号 大仙市総合計画策定状況について

第３号 部活動（小・中学校）において公式戦に出場するメンバー分

の参加費の補助について

第４号 南外総合支所旧議場用途について

第５号 委員からの提案案件

（５）その他

（６）閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１５名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 正照、伊藤 葉子、伊藤 善啓、

小松 成功、今野 幸蔵、今野 盛孝、今野 恭男、佐々木タヨ子、

佐々木雅子、佐藤 セツ、佐藤のり子、佐藤由香子、佐藤 豊

（２）事務局（７名）

支所長 佐々木 宏

次 長 菊地 正雄

地域振興課長 佐藤 裕康

地域振興課 主幹佐藤 彰洋、主任佐藤 茂暁、主任木村 慎吾、

主事高寺 真史

５．欠席者氏名

委員（３名）

絹川仁三郎、今野 純子、佐々木久悦
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６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 本日は、絹川仁三郎委員、今野純子委員、佐々木久悦委員の 欠

席が届けられておりますのが、大仙市地域自治区の設置等に関する

条例９条第３項の規程により委員の２分の１以上が出席しておりま

すので、本協議会は成立いたしますことをご報告いたします。

伊藤会長 （あいさつの後）それでは、第２回南外地域協議会を開会いたしま

す。

今回の会議録署名委員の指名ということですが、順番ということ

で今回は、佐藤セツ委員と佐藤のり子委員にお願いいたします。

議題に入りたいと思います。第１号地域協議会の進め方について

事務局より説明願います。

（第１号）

地域振興課長 会議資料に基づき説明 （提案主旨、意義、権限等について）。

伊藤会長 ただいま、事務局の方から地域協議会の存在の意義、権限につい

て説明がありました。地域の代表として我々の意見を集約して

提案することによってそれを市、市長、議会等に反映させることが

可能であるということで、最後に拘束されることはないという

ですが、いい提案が出れば採用されて、この地域のまちづくりに生

かされていくということありますから、皆様からの積極的なまた建

設的な意見を意見を述べていただければ思います。

それでは、この件についてご質問等がありませんでしょうか。

（意見・質問なし）

伊藤会長 ご質問等がないようですので、この件は資料を良く読んでいただ

ければわかると思いますのでよろしくお願いいたします。

それでは、第２号大仙市総合計画策定状況について事務局より説

明願います。

（第２号）

地域振興課長 会議資料に基づき説明 （提案主旨、スケジュール等について）。

伊藤会長 説明が終わりましたが、一つ私から質問させて下さい。

説明の中で、総合計画審議委員と基本構想策定委員の委嘱がまだ

のようですが、最終案策定に遅れはないのですか。
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地域振興課長 本庁の総合政策課に問い合わせしたところ、素案が出来てから実

質的な仕事が始まるということでした。委嘱が遅れていますがそれ

までには、委嘱するものと思われます。

伊藤会長 わかりました。それでは、このほかにご質問等ございませんか。

小松成功委員 まだ原案で、取り上げられるかわからないと言うことですので

３点要望いたしたいと思います。

１つめは、南外中央地区圃場整備事業を県の対応もあるかもしれ

ませんが出来るだけ早く進めていただきたいというのは、今担い手

育成や集落営農とか急がれており、難しい問題ですが我々受益者も

取り組んでいかなければならない問題であり、地域の課題

として取り上げて推進していただきたいと思います。

２つめは、それと合わせて河川改修もお願いいたします。落合橋

の付近を測量しているようですが、なかなか進まないようなので是

非お願いしたと思います、今年は、大洪水がないといっても、ぎり

ぎり水位までいっておるのが現状で以前は実績がありますので圃場

整備と合わせて出来るようになったと聞いておりますので早急に取

り組んでいただきたいと思います。

３つめは、小学校の統合について考えていただきたい。今幼稚園

では７名程しかいないクラスがあるということで、いずれ複式学級

にならざるおえないということが出てきております。それも早く取

り組んでいかなければならない問題でありご検討願います。

伊藤会長 ただ今、かなり具体的な提案といいますか、要望といいますか出

たわけでありますが、事務局の方で進捗状況とかわかりましたらご

説明願います。

地域振興課長 詳しいことに関しては、担当の課長がおりませんのでわかりませ

、 、んが 中央地区圃場整備に関しては計画に載せられると思いますが

実施時期に関しては明確にはわかりません。河川改修については、

圃場整備が実施できる段階で県河川については要望しておりますの

でそちらの時期との兼ね合いがありますので協議が必要になってく

ると思います。小学校の統合問題でありますが、新市建設計画に載

っており、これは全市枠で考えていく問題ですので載せられる可能

性が高いと思います。

小松成功委員 補助整備に関しては、計画が１年延びたという事を聞きますし全

市対象の事業ですので、受益者と一体となって要望していただきた
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いと思います。

支所長 私も、中央地区圃場整備については構造改善だけではなく、バイ

パスの問題と一体として考えてもらいたいと県からの指導を受けて

いると聞いておりますので、受益者の方々にも承知していただく進

めているようです、また延びたということも聞いておりますが、そ

れを踏まえて県に要望していくと聞いております。それから、小学

校の統合問題ですが、本庁の教育委員会の方で各学校を訪問して調

査していると聞いておりますが、各地域でもいろいろな問題を抱え

ているようでそういう問題も視野に入れながら計画を立案していか

なければならないと教育委員会で話しておりましたので、私どもは

当然この問題も入っていると解釈し、今後も要望していかなければ

ならないと考えております。

小松成功委員 わかりました。

伊藤会長 河川改修等災害の恐れもあるため是非とも早急に実現できるよう

要望していただきたいと思います。

それでは、他にご質問等ございませんか。

佐藤豊委員 総合計画については、今後策定委員等が委嘱され進めていくよう

ですが、これを審議して行くには現場を見てみないとわかりません

のでそれぞれの地域で行われる事業を見てから協議出来るようにし

てもらえないかよろしくお願いいたします。

伊藤会長 各地域で行われる事業を見て、その問題を見たり聞きたいという

ことですが、これはあくまでも素案として上げられたものですので

実際に具体化するには、これにいろいろな意見を出して優先順当等

話し合われて最後には議会で決まるものと思われますが、その前に

我々の地域協議会の意見を反映させられればいいと思いますがそん

な解釈でよろしいでしょうか。

支所長 そのとおりでございます。

伊藤会長 そうなれば、みなさんでよく南外自治区の事業計画を見ていただ

いて、この場で要望を出していただければと思います。

それでは、他に何かございませんか。
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佐藤のり子委員 計画素案の中の「自然と親しむ場の創出」とは、どのような事業

なのですか。

伊藤会長 それでは、事務局どうぞ。

地域振興課長 今回の計画分類の根幹は、今日配布してありますまちづくり計画

の中に掲載されてありますまちづくりの基本方針がありキャッチコ

ピーのような「おおきなせなかに」という８市町村の頭文字を合わ

せたものでこれを大分類し４番目の「な」を第４節何世代にもわた

り豊かな自然を守り育てるまちづくりとし、中分類を自然環境対策

として、設け小分類に保全を入れその中に質問されました「自然と

ふれ親しむ場の創出」があり、今回は林業施策の森林公園整備を当

てはめたわけでございまして、どこに観点を置くかでいろいろな項

目へ入れるような括りになっており焦点に合わせたまちづくりをし

て行こうと主眼というふうにとらえていただければと思います。

伊藤会長 よろしいでしょうか。

佐藤のり子委員 はい。

伊藤会長 今野委員からもあるようでしたのでどうぞ。

今野幸蔵委員 今日バスで、見させていただいた中に大畑キャンプ場が水道が出

ないということでロープが張られて閉鎖されてあったんですが、お

金をかけて整備したものですので、どうにかして使うように出来な

いか例えば、水が出なのであれば黒沢付近に湧き水があるのでそれ

を利用できないかというふうにすぐ閉鎖するのではなくて残すよう

な考え方が出来ないかと思いますがどうでしょうか。

伊藤会長 はい、地域振興課長どうぞ。

地域振興課長 今日は、今言われたようなことなどの問題意識を持っていただき

たくそれを、次回に提案をしていただいてやってもらえればと思い

ますので、この後の提案案件の中で審議案件としていただきますと

次回には、担当より詳しい資料を出して説明受けながら話し合いが

出来ると思いますのでそのようにお願いいたします。

伊藤会長 いろいろな意見が出てきておりますが、具体的な問題もあります

ので最後に皆様からの提案というような時間もありますので、そこ
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で出していただくと言うことでどうでしょうか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 第２号の大仙市総合計画策定状況については、資料をよく見てい

ただきたいと思います。

それでは、第３号の部活動（小・中学校）において公式戦に出場

する登録メンバー分の参加費の補助について、これは市長からの諮

問案件ですので説明願います。

（第３号）

。（ 、 ）地域振興課主幹 会議資料に基づき説明 提案主旨 補助金交付要綱等について

伊藤会長 説明が終わりました、みなさんのご意見はいかがなものでしょう

か。

伊藤善啓委員 お金があれば補助をしていただきたいという気持ちですが、財政

難ということだろうと思いますが、県大会や東北大会等出場の際に

は大仙市代表として行くわけですのでせめて交通費ぐらいは全額出

していただけないでしょうか、今年度南外西小野球部が全県大会に

出場しとき選手用にバスを出していただき大変助かりましたがこれ

が、東北大会、全国大会ともなればかなり保護者の負担も大きいの

でお願いしたいと思います。

伊藤会長 わかりました、他にございませんか。

佐々木タヨ子委員 今まで南外地域は、この面に関しては優遇してきたと思います、

他の地域もこれに近い補助をやってきたと思います、それは子ども

は「宝」という考えで、学校単位はその地域の文化でもあり子ども

に教育の受けやすい環境を整えるべきだと思います。部活も教育の

一環としてとらえると他の予算を削ってでもこちらに付けていただ

きたいと思います。

伊藤会長 佐々木さんの意見も、県大会以上は全額補助をしていただきたい

ということですね。他にございませんか。

今野幸蔵委員 子どもの育成を考えた場合、旧南外村で実施していたように補助

をしていただき行政に深く関わっていただきたいと思います。

伊藤会長 委員のみなさんのご意見は、いままでどおり旧南外村で補助して

いたようにしてもらいたいということで要望していきたいと思いま
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す。まして、東北大会、全国大会には１～２校だけだと思いますの

で、子ども達の頑張りに応援するためにも大仙市の代表として補助

をしてもいいのではと思います。

佐藤由香子委員 小学校は、スポ少になっておりますがそれも対象になるのでしょ

うか。

伊藤会長 それは、どのようになっているのでしょうか。

地域振興課主幹 スポ少も入っていると思われ同様に要望するということで検討協

議していただきたいと思います。

地域振興課長 確認させていただきますが、参加料、交通費を対象に要望するの

か、それとも全部を対象に要望するのか、また東北大会以上を対象

に全額要望するのか確認させていただきたいと思います。

伊藤会長 わかりましたそれでは、要望の対象はどのようにお考えかお聞き

したいと思います。

今野盛孝委員 ほとんどの地域が補助をしてきたのだから、南外地区として全部

対象の補助要望をしたらいいと考えます。

伊藤会長 どうでしょうか、他にございませんでしょうか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 それでは、南外地域協議会では全部対象の全額補助を要望すると

言うことで決定いたします。

次の移ります、第４号南外総合支所の旧議場用途についてを説明

願います。

（第４号）

支所長 会議資料により説明 （提案主旨について）。

伊藤会長 説明が終わりました。先ほど見た議場の改修がありその用途とし

てどのようにしたらよいかお伺いしたいと思います。

佐藤豊委員 事務局の方で、何か案とかございましたらお聞かせ願いたいと思

います。

伊藤会長 事務局で何か案がございますか。
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地域振興課長 ございませんので、委員の方からいい提案を出していただきたい

と思います。

伊藤会長 わかりました、それではご意見を伺いたいと思います。

佐々木タヨ子委員 私は、あまりお金をかけないであの状態で活用したらと思いビデ

オシアターのような視聴覚室として活用したらいいと思います。議

会の実況なども出来る機能を持たせ議場まで行かなくても地域で傍

聴が出来ればより多くの市民が行政に対して関心を持たせるように

したらよいのではと考えます。

地域振興課長 大変良くわかりました、今イントラの方は整備されており議会中

継も見れるようになって大画面のテレビを用意しておりましてホー

ルで視聴できるようにと考えておりますが、放映する準備がまだ出

来ておらず３０名の議会体制になってからということを聞いており

ますのでご承知願いたいと思います。ビデオシアターに関しては、

それで結構だと思います。

伊藤会長 他にございませんか。

伊藤善啓委員 今見てもいい案が浮かばないので市民に広く知ってもらい募集し

たらどうでしょうか。

伊藤会長 地域住民から、募集するのもいいのですが我々１８人地域協議会

の委員として地域住民の意見を代弁する立場でございますので今す

ぐ結論を出さなくても地域に帰っていろいろな意見を聞き持ち寄っ

てもいいのではないかと思いますので今日はせっかく参加している

のですから意見を出していただきたいと思います。

地域振興課長 はい、今でなくてもいいのですがただ今年度中の事業ですので、

１１月中には提案をしていただきたいと思います。

支所長 予算の方では、会議室として窓を設けて床を平面にするというよ

うになっており額的には３５０万円でその範囲で何か出来ないのか

と思いまして提案したものですのでよろしくお願いいたします。

伊藤会長 そういうことだそうですので、みなさんの意見を出して下さい。
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佐々木雅子委員 あいまいな施設ではなくて、使用頻度を考えた改修をしていただ

き市民が有効に使えるようなものにしていただきたいと思います。

伊藤会長 有効に使えるような施設として、具体的な案はございませんか。

佐々木雅子委員 東京の区役所では、図書があり談話のできる部屋がありまして住

民の方が使用しているのを見たことがありそうゆうのもいいのかな

と思います。

伊藤会長 はいわかりましたその他ございませんか。

佐々木タヨ子委員 どこかで聞いたことあるのですが、テレビ電話が出来て他の施設

と交流の出来るようにして他の地区の議場とも同じようにして対話

の出来る施設もどうでしょうか。

伊藤会長 わたくしも、今思ったことは特別学習室のような施設もいいので

はと思いますがこれも一つ案として言ってみましたが他にございま

せんか。

今野幸蔵委員 ２階ということで、今の状態では入りにくいのではと思うので入

りやすいようなものにしたらどうでしょうか。

伊藤会長 その他ございませんか。

（意見・質問なし）

伊藤会長 それでは、来月まで時間がありますのでそれまでに考えていただ

き、今出されたことも参考にして意見を集約するということでよろ

しいでしょうか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 それでは、そのようにしたいと思います。次に第５号委員からの

提案案件ということで自由にご発言いただいて、あまり具体的でな

くてもよろしいかと思いますのでこの南外地域がどうゆう地域であ

りたいのか、将来こうゆう地域にしたいという希望なりフリートー

キングで意見を述べていただきたいと思います。

佐藤豊委員 私からは、合併してからの除雪の関係で農山部に住む私たちは、

合併前はこれが当たり前だという除雪体制が変わったりしないか、

また市街地に除雪機が取られないか心配ですので、今までと変わら
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ない除雪体制をとっていただくことを要望いたします。

伊藤会長 これから、冬を迎えるにあたり除雪体制が心配だということです

のでもしわかるようでしたら教えていただきたいと思います。

支所長 除雪について今までは、大曲の場合はすべて委託されているとう

いうことですが、南外の場合は委託されている箇所が２路線あり、

そのほかはすべて直営で行っておりますが、合併の際に話し合われ

たのが１～２年後にはすべて委託にする方向で協議されており、現

状でもほとんどの地域が委託されているのが現状のようです。しか

し、生活路線の確保ということで今までと変わらないような除雪体

制をとっていただくようこちらとしても強く要望をしていきたいと

思っております。

伊藤会長 よろしいでしょうか。

地域振興課長 議長、一つ進め方について再確認をしてよろしいでしょうか。

この提案案件の進め方として、提案主旨に基づき委員の方々に協

議していただき、もしその提案が地域協議会で審議するたる案件か

否か共通理解を図りながら協議していただきたいということですの

で、今の除雪対応について佐藤委員から大変重要な案件を提案して

いただきましたがこれを正式な提案案件として協議するかについて

皆さんから協議していただき、そうであるならば次回の地域協議会

で資料を用意し、担当の課長より出席していただき協議したいと考

えておりますので、一般的な勉強のための質問であればそれはそれ

で結構ですが、次回の案件もありますのでその点を一つだけ確認し

ていただきたいと思います。

伊藤会長 地域の課題や地域づくりの提案は、なかなかそう簡単にできるも

のではないので、まず大きなところから入りそしてだんだん具体的

な案を作り上げていくという方向に持って行きたいと思いますので

まずどうゆう思いで地域づくりをしたいのかそれぞれ考え方が違う

だろうしそういったところから皆さんの意見を聞いてみたいと思っ

ていたわけです。今の佐藤委員のご発言はかなり切迫したというか

身近な問題で今までも行っていた除雪対策が大仙市になっても十分

行ってもらえるのかという提案というよりも質問的なことだったの

ではということで聞いたわけですけれどもそういうことでよろしい

か、それとも抜本的な今までの除雪対策でも不十分だからもうすこ

し抜本的な対策を講じてほしいということでしょうか。
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佐藤豊委員 案件として協議していただきたいと思います。

伊藤会長 そうですか、それでは佐藤委員のご意見でありますが、そのほか

の委員方々これについて意見があれば是非これを次回の地域協議会

として取りあげてもらいたいということであればそういう方向にも

って行きたいと思いますのでいかがでしょうか。

今野恭男委員 南外の除雪は他の地区よりもよくやっていいる方だと思います、

大曲地区は小路がたくさんありむしろ悪いように思われます。

支所長 今年度は、予算も直営で行うようになっておりますので、それが

委託になったときの方が心配であります。

伊藤会長 今年度は、今までどおりのようですが来年度以降どのようになる

のかはもう一回地域協議会で取りあげて要望を出していかなければ

ならない問題だろうと思いますので詳しく聞きたいということでよ

ろしいでしょうか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 はいわかりました。それではほかに何かございませんか。

佐藤由香子委員 わたしが、南外という地域でつくってみたいという地域づくりに

ついて話してみたいと思います、小学生や中学生といった子供さん

が地域の人達と生活学習として交流を図っているのを聞きますが、

対象がその子供さんたちとＰＴＡだけでもっと範囲を広げたり、得

意分野を持っている人例えば、今野幸蔵さんはソバ作りを子供たち

に教えているということをもっと口コミしたりしてＰＲをして地域

住民に知っていただけば興味のある人は、教わりにきたりして人と

人とのふれあいが生まれ、人としての活気が出てくるのではと思い

ます。そのようなこととして具体的には今日行った施設巡りをして

知らないところが地元にいてもあるということが感じました。です

のでいろいろな世代で史跡巡りとまでいかなくても、道祖神や神社

がありましたりそういった昔ながらのものにふれるような活動、サ

イクリングをしながらでもいいですしそういった活動が出来ればと

思いました。

伊藤会長 佐藤委員は、子供たちがもっといろいろな人達と交流を持ち、ま

たいろいろな世代の人達が交流をしながら、地域のことをもっと知

っていただくような活動をしたらということですが、事務局では、
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伊藤会長 事例等ございましたら教えていただけないでしょうか。

地域振興課長 ちょっと、具体的にはわかりませんがご提案いただいたものは、

その都度次回でお答えしたいと思いますので、是非ともご意見を提

案案件に持っていただければと思います、そういった形でご理解願

いたいと思います。

伊藤会長 わかりました。それでは次に佐藤セツ委員お願いいたします。

佐藤セツ委員 この間の事ですが、小学校の部活の寄付ということでやってきた

ときに、一番最初だとその金額に次の人達が習っていくので私ちょ

っとわからなかったものでだいたい決めていただけないものかと思

いました。それから、小学校の統合ということが言われていますが

施設の無駄をしないように決めていただきたいと思います。

伊藤会長 ご意見として伺っておきたいと思います。それでは、佐々木委員

お願いいたします。

佐々木雅子委員 質問ですが、湯ノ又～湯神台地区のバイパスについて、広報では

検討中ということですが、どうなっているのか伺います。

伊藤会長 それでは、事務局の方からお願いいたします。

次長 検討中というのは、圃場整備との兼ね合いがありまして協議しな

がら進めておりますのでそういった意味で検討中としたものでござ

います。

伊藤会長 よろしいでしょうか。

佐々木雅子委員 はい、わかりました。

伊藤会長 それでは、佐々木タヨ子委員どうぞ。

佐々木タヨ子委員 今感じた事でありますが、地域協議会委員の立場がわからなくな

ってきたような、地域の意見を聞きそれを知らせて協議することで

しょうがどうしても主観が入ってしまうようでこれからは、そうす

るようにしたいと思います。

伊藤会長 それも、大事でしょうが南外の住民であるので主観が入っても私
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伊藤会長 はいいのではと思いますそれが、共感を呼ぶ場合もあると思います

で自由にご発言願いたいと思います。それでは、今野恭男委員お願

いいたします。

今野恭男委員 私は、生活の安全、安心の確保ということで消防団の活躍の出来

るように進めていただきたいと思います以上です。

伊藤会長 防火、防災、防犯についての対策ということですが、どうでしょ

うか。

次長 現場の消防団の意見を聞きながら対策を進めいくようにしており

ます。

伊藤会長 はいわかりました。それでは、時間も過ぎておりますので第５号

について終わりたいと思います。その他といたしまして事務局より

お願いいたします。

支所長 お願いでございますが、市長からの提案で当初予算に向けての事

でございますが、各支所の独自性のソフト事業を主体にした施策を

地域協議会でも考えていただきたいと言うことでした。その枠は一

般財源ベースで５００万円以内でということです、当初予算ですの

で１１月末で提出しなければならないため今日緊急に提案させてい

ただいたわけでございます、しかしながら今言われても思い浮かば

ないと思いますでも皆様から、また今月集まると言うことも大変で

はと思いまして事務局として考えたのは、それの部会と言うことの

形を取っていただき４～５人位委任していただき２４～５日まで協

議してもらうということでいかがでしょうか。

伊藤会長 緊急の提案のようでございますので皆さんどうでしょうか。皆さ

んで集まっていただいて協議すればいいわけですがせっかく５００

万円の事業を考えるわけですので集まるのはいいと思うのですが、

都合もあるのでそうすればいいでしょうか。

地域振興課長 地域協議会を開くとなれば大変ですので、全員が部会委員として

都合の付く方が集まることは容易かもしれませんのでそれでも、結

構だと思います。それで、支所の方でも指示を出して案の提出をま

とめたいと思いますので、それが１１月２１日頃の予定をしており

ますので開催日程は、それ以降ではと思っておりますがいかがでし

ょうか。
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伊藤会長 いろいろな考え方があると思いますので、やってみたいと思う人

はおりませんでしょうか。

（意見・質問なし）

伊藤会長 それでは、全員から協議していただいた方が一番いいと思います

ので全委員が部会員ということで通知していただいて都合の悪い人

は致し方ないということでよろしいでしょうか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 はい、わかりました。それで日程は２１日、２４日の日程でどう

でしょうか、それでよろしければ事務局と協議いたしまして決めた

いと思いますがよろしいでしょうか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 それでは、そのように決めさせていただきますので是非参加して

いただきたいと思います。その他まだございますでしょうか。

地域振興課長 もう一つだけ、お願いいたしますのは次回の地域協議会の開催日

を決めていただきたく、はじめにご説明いたしました大仙市の総合

発展計画の素案を地域協議会に諮らなければなりませんので、その

計画が１２月中旬に出来るようですのでその際には、本庁の総合政

策課及び支所の各課長より出席した体制で開催いたします。それで

こちらといたしましては、１２月１７日（土）ですがいかがかご提

案させていただきます。

伊藤会長 ご提案がありましたが、ご意見ございますか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 それでは、次回の地域協議会は１２月１７日ということで決定さ

。 。せていただきます 本日の第２回南外地域協議会は終了いたします


