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会 議 録 

１ 会議名 

  第４回上越市行革市民会議 

 

２ 議題（公開・非公開の別） 

  開会（公開） 

  議題（公開） 

  ・行政改革推進計画の第 1四半期進捗状況について 

  ・入札制度のあり方について 

  ・職員提案制度の見直しについて 

  ・組織目標の精査状況について 

  その他（公開） 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成１９年８月６日(月) 午後２時００分から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所 第３委員会室 

 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 出席した者(傍聴人を除く。)の氏名(敬称略) 

  ・委員 

    有沢栄一、浦壁澄子、竹田香苗、増田和昭、村椿正子、渡辺明美 
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  ・事務局 

    三上総務部長、岩野行革推進課長、田中係長、福井主任、藤井主事 

    栗本契約課長、宮川検査課長 

松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

（１）行政改革推進計画の第 1四半期進捗状況について 

【事務局】 

（資料 1に基づき、主に計画どおり進捗しなかった具体的な取組項目について説明） 

 

○具体的な取組項目№3について（資料 1の 3ページ） 

【委員】 

 ・補助が受けられるにもかかわらず受講者が予定に達しない原因は何か。研修の成果が処

遇に反映されるなど魅力ある制度となっていないか、職員の意欲が低いのではないか。 

 ・当初の目標に根拠がないのではないか。職員が希望する研修内容等の調査を行っている

か。（「事前の調査までは不要ではないか」との意見もあり） 

【事務局】 

 ・研修を受講することが処遇につながる制度とはなっていない。職員の主体性に基づくも

の。 

・通信教育では期限が定められており、職員はこの期限内に研修を修了させなくてはなら

ないが、本来の業務とのバランスを考慮し、期限内に研修を修了できないと判断してい

るかもしれない。 

・そもそもの目標が適切であるかどうかの検証も必要である。 

【委員】 

  ・研修を受けたいが時間がないと考えている職員と、そもそも意欲のない職員とどちらの

割合が多いと感じているか。次回までに調べて報告していただきたい。 

 ・浦項市への研修は派遣される職員個人にとってはためになるだろうが、市にとってはど

うか。浦項市に限らず、評判の良い行政運営をしている自治体へ派遣したらどうか。 
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○具体的な取組項目№7について（資料 1の 4ページ） 

【委員】 

 ・ＰＤＣＡサイクルの定着に対し成果が上がらない状況が続いている。職員に向上する資

質がないのではないか。資質がないとすればそのような職員を管理職に配置した人事の

問題にもつながる。深刻な問題であると認識しているか。 

 ・ＰＤＣＡサイクルの定着はすべての取組の根幹であり、これが計画どおり進んでいない

ことは他の項目の進捗の遅れよりも影響がはるかに大きい。 

・現状でも期待できる将来見通しがあるとしてこのまま進めるのか、職員には資質がない

としてやり方を変えていくかという判断が重要である。 

 ・お金をかけてコンサルタントによる研修をしておきながら成果が上がらなかった。コン

サルタントによる研修は時期尚早だったということではないか。 

【行革推進専門員意見】 

 ・研修等を実施しただけで「計画どおり進んだ」と市が判断しなかっただけ進歩はある。 

・行革担当の目線は上がっているが、すべての課等に対し指導をしきれないのが現状。 

・最も重大な問題と認識している。 

 ・どのレベルにある人達であっても、研修にかかる費用は同じ。今回は初心者が一歩高み

に上がれるようにということで研修したものである。 

・今回は研修の成果も計り、結果を明らかにすることになっている。次回の研修ではもう

少しレベルが高まると思う。 

 

○具体的な取組項目№11 について（資料 1の 5ページ） 

【委員】 

 ・本庁と総合事務所の見直しは予算編成への影響もあることから早急に方向性を示さなけ

ればならない。進捗が遅いのではないか。 

 ・本庁と総合事務所では縦のつながりと横のつながりが交じっており、上手く連携が取れ

ていない。機能分担を含め、本庁と総合事務所の関係というよりは組織全体を見直して

いかなくてはならない。 

【行革推進専門員意見】 

 ・例えば各区の窓口の対応等に同じ基準で評価をつけるような仕組みも存在しない。その

ような見方をすることを入り口にして、見直しを進めたい。 
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○具体的な取組項目№18 について（資料 1の 6ページ） 

 【委員】 

・取組の内容とは直接関連はないが、高田公園に自動販売機が設置されているが、これは

適切なことなのか。設置基準や借地料の有無について教えていただきたい。 

 

○具体的な取組項目№24 及び№25 について（資料 1の 7ページ） 

【委員】 

 ・数値目標全般について言えることだが、削減目標に対し、現状値をあわせて示すべきで

はないか。 

【行革推進専門員】 

 ・業務執行経費全体の現状値を示すことで、削減目標である 7億 2,200 万円が適正かどう

かという判断にもつながる。 

【委員】 

 ・インセンティブ予算の活用について、「市全体として削減した額の半分」を目標値とす

ることでは目標として弱い。部署ごとの削減目標や方針が必要ではないか。 

・経費の削減に向け、実際に職員がどのような工夫をして削減したかが議論の焦点となる。

現状ではそれが見えないので見えるようにしていただく必要があるのではないか。 

 

○具体的な取組項目№26 について（資料 1の 7ページ） 

【委員】 

 ・第三セクターに対しても、自立に向け自ら考える姿勢が必要。株主の立場として提案制

度や小集団活動を実施しているかを問うべきである。 

 ・理事会が機能しているかどうか。専門家を呼ぶ前に自らの努力と改善意欲がなければう

まくいかない。 

 ・第三セクターを所管する各課に経営状況を適切に評価できる職員を配置できるか。ひと

つの部署でまとめて見なければ、基準がぶれてしまうのではないか。 

 ・第三セクターに関する議会への報告書は、担当部署が経営状況を評価して作成すべきで

はないか。 

【行革推進専門員】 

 ・特定の施設を管理させるためだけに設立した第三セクターが他社との競争に負けた場合、
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会社は存続できなくなる。いかにして一般の民間企業に負けない経営体とするかが悩み

どころである。 

 ・課長級の職員といえども決算書を読み切るレベルにない。今後は決算書を読むことがで

きる程度でなければならないことにしていくことも必要。 

 

○具体的な取組項目№33 及び№34 について（資料 1の 9ページ） 

【委員】 

 ・進捗状況は売上げ目標に対する進捗率で示すこと。 

 

（２）入札制度のあり方について 

本議題では資料 2 に基づき契約課長から市の入札制度の現状についての説明がなされた後、市民会議

から質問や市の認識の確認等を行った。また、入札制度に関する質疑の終了後、検査課長から公共工事

のコスト縮減に向けた市の取組についての説明を行った。 

本議題に関しては市民会議として統一した見解は示されなかった。なお、本議題に関する議事録につ

いては発言録の形で記載する。 

【契約課長】 

（資料 2に基づき契約の方法について説明） 

【委員】 

 ・上越市で一般競争入札を導入した場合、質の低下が起きるおそれはあるか。 

【契約課長】 

 ・国の事例ではない。上越市に限って言えば、市外の業者など、市が把握していない業者

は多く存在するので起こり得ると言える。 

【委員】 

 ・入札参加者について、地元に本社のある企業とするなどの条件を付ける理由は何か。 

【契約課長】 

 ・最大の理由は地元への経済効果があること。 

【委員】 

 ・地元企業のみに限定することで価格が高くなる場合についてはどう思うか。 

【契約課長】 

 ・高いか安いかは見方によって様々であり、一概には言えない。 
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【委員】 

 ・地元企業に仕事を出すことで、市に法人税や住民税となって還ってくる。総体的に考え

た場合、地元企業と市外企業とどちらに出すことが良いかは計算してみなければわから

ない。 

【契約課長】 

 ・地元企業が請け負えば、その企業に雇われている市民にお金が入り、市内での消費につ

ながることになることも効果である。 

【委員】 

 ・県外の企業が仕事を請け負ったとしても、下請けという形で地元の人を雇う。市民にお

金が入ることは同じではないか。詳細な計算もなく、単に経済効果があると言ってもわ

からない。地元企業で請け負ったとしても資材は県外から調達することが多い。 

【委員】 

 ・すべての契約に関して地元企業を優先しているわけではないので、すべてが高い契約と

なっているわけでもない。地元優先についても効果があるものと思う。 

【行革推進専門員】 

 ・競争により無駄に税金を投入しないようにするか、経済効果を優先するかということだ

が、それとは別に談合が起きないような仕組みになっているかどうかが重要な要素。 

【委員】 

 ・民間企業では県内外を問わず安いところから仕入れる。個人の場合でも、同質の商品を

市内の業者よりも市外の業者が安く売っていれば安いほうを買うのではないか。 

【委員】 

 ・高いだけで市内の商品を買わないとは言い切れない。特に税金を使ってものを買う役所

では、地元への経済効果も考慮することから、安ければ県外でも良いということが必ず

しも当てはまらないのではないか。 

【委員】 

 ・どの程度の価格の差がある場合にどのような選択をするかを市民に説明ができて、市民

が納得できればよい。 

・一般的な市民の感覚としては談合体質であって、地元企業を優先すれば談合が起きやす

くなるのではないかと感じている。そうではないとすれば、それをどう説明していくか

ということになる。 
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 ・指名競争入札であることが質の確保につながるものではない。一流企業であっても手抜

きはできる。それをどう防いでいくかを考えていかなければ裏をかかれる。 

【委員】 

 ・地元企業優先の是非については各委員の意見も異なることから、この場で統一的な見解

は示せないが、いかにして談合を防いで正当な価格でものを買うかということについて

は一致していると思う。 

 

【契約課長】 

（予定価格について説明） 

【委員】 

・物品の予定価格を設定するに当たり集めた見積書の価格と一般の販売価格と比較してい

るか。ある市民から聞いた話では、市では一般の価格より高い事務用紙を使っていると

聞いた。 

【契約課長】 

 ・一般の販売価格との比較はしている。 

・市で使用している事務用紙の価格は一般の価格と同程度かそれ以下である。 

【委員】 

・市民の認識が間違っていたとすれば、市の説明の仕方にも問題があったことになる。 

・購入しようとする製品の仕様を決めるのは誰か。契約課のチェックはあるのか。 

【契約課長】 

・基本的には担当課で仕様を定める。10 万円以上の金額となるものは当課に合議される

ので、その中で仕様を確認する。例えば特定のメーカーを指定した仕様書となっていな

いかなどを確認する。 

【委員】 

・過去に、市がある製品を購入しようとした際に、同じ値段でその製品の新型がでている

のに古い機種を納めさせたことがあったと聞いている。市民から見れば業者の在庫を払

うために買ったのではないかと見える。そのようなことを防ぐための機能が働いていな

いと、契約課の知らないところで問題が発生することにつながる。 
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【契約課長】 

（最低制限価格について説明） 

【委員】 

・工事の質の低下や手抜き工事のおそれは最低制限価格の有無に関わらず起き得る問題で

ある。どのような防止策を講じているか。 

・下請けへのしわ寄せについては元請け内部で行われており、市が介入できない部分だが、

本当に何の介入もできないのか考えてほしい。 

 【契約課長】 

・最低制限価格の有無と質の低下等の関連はご指摘のとおりだが、価格が下がるほど質の

低下や手抜きが起きる可能性が高まるという意味で設けられている制度である。 

・市では工事をする場合に監督員を置いている。また、検査課という別のチェック機関も

ある。このことで適正な施工の確保に努めている。 

・下請けへのしわ寄せに対する介入は難しい。市では下請けの適正な活用について要領を

定めており、それを守っていただくこととしている。各元請け業者からも順守いただい

ているものと思う。 

【委員】 

・民間企業では予定価格や最低制限価格はない。仮に価格が低くとも製品の質が低ければ

その企業は信頼を失い、淘汰されることになる。 

・予定価格や最低制限価格の設定、地元に本社のある企業等の要件の設定など、行政の入

札は民間と比較して特殊な要素が多い。 

【契約課長】 

 ・予定価格については法の規定により、設定することとなっている。 

【総務部長】 

・最低制限価格は義務的な制度ではないが、この水準を割り込むと業者の利益はないとさ

れているものであり、あえてこの水準を下回った場合には、何らかの要因があると考え

られる。質の低下などの不安があるとしても、市が施工監理をして期待どおりの成果が

得られればよいというご意見もあるが、リスクが非常に高いことからこれを回避するた

めに設けられている制度である。 

【委員】 

・業者は入札した価格内でしっかり利益を出そうとするはずである。市が業者の利益を心
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配することは行き過ぎではないか。 

【総務部長】 

・最低制限価格を設定するねらいとして説明した。現場の施工監理をしっかりとすればよ

いという意見もあり、廃止の動きも広がっている。 

【委員】 

・検査課では市で行うすべての工事を検査対象としているか。また、中間検査は実施して

いるか。 

【検査課長】 

・設計額で 130 万円以上の工事が対象となる。それ以下は所管課で検査を実施する。 

・中間検査は下水道の一部供用に伴う場合など、必要に応じて行っており、ほとんどは竣

工検査による。 

【委員】 

・検査員は足りているか。検査員の不足により見落としているものがあるとすれば問題で

ある。人員削減の流れにあっても、人員を厚く配置しなければならない部署である。 

・市が中間検査や抜き打ちでの検査を行っており、かなり細かいところまでチェックする

ようになれば業者の側も緊張感が生まれ、質の向上につながるのではないか。 

 

【契約課長】 

（資料に基づき「落札の流れ」から「契約事務の流れ」まで説明） 

【委員】 

・制度の違いもあるが、新潟市などと比較して落札率が高い理由などを、市民にもわかる

ように説明しておく必要がある。 

・資料では平均入札参加人数が示されているが、毎回顔ぶれが同じということはないか。

あるとすれば談合の可能性につながる。 

・指名停止期間について設定する期間に根拠はあるか。また、上越市では独自に指名から

外すというような制度にすることはできるのか。 

【契約課長】 

・市民への説明の必要性についてはご指摘のとおり。広報等での説明の仕方が難しいが検

討していく。 

・入札参加者数について、業種によっては少ないものがあるし、比較的低額の工事では参
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加者数を少なくしている。件数的にも低額の工事が多い。 

・指名停止期間の設定については各自治体で決めることができる。入札参加資格の剥奪等

も市の考えで可能である。上越市では国の示した基準があるので、それに従っている。 

【委員】 

・入札制度は複雑な制度であり市民にとっても難しいが、今回提供された資料でも十分に

分かりやすいと感じる。このような方法で市民に簡潔に説明していただき、疑念が晴れ

るようにしてもらいたい。 

【委員】 

・県外の企業に発注することで 2割安くなったとすれば、その額は福祉などの別の施策に

充てることができる。経済効果を計るときにはそのようなことも含めなくてはならない。 

【委員】 

・市では工事の内容により地元企業に発注するか市外企業も含めるかを決めており、十分

に精査されているようである。高いか安いかという目線だけで決めていないことも承知

しておかなければならない。 

【行革推進専門員】 

・資料上での平均落札率だけで議論するのではなく、落札率の分布状況もあわせて見なけ

ればならない。価格の高い工事の落札率が高く、価格の低い工事の落札率が低くてもメ

リットは少ない。 

【委員】 

・市内か市外かだけでなく、県外も視野に入れるべき。県内の企業同士の談合もありうる。

実際にある大学で建物を建設するにあたり、県外の業者が安く落札した事例がある。 

【総務部長】 

・あらゆる可能性に対処していくとなると様々な手法を考えていかなくてはならない。 

・地元企業への配慮について、契約担当としては地元企業に配慮するなど特別な考慮はせ

ず、あくまでも価格で判断する。結果として地元企業に落札してもらえばそれがベスト。

問題は、各種の制度にあるメリットとデメリットをどうするかということ。談合をどう

防いでいくか、競争性を高め、その中でいかにして質の高いものを得るかということ。 

・一方で行政の側も見る目を養わなければならない。検査課が直接関わる事例では、これ

まで大きな問題はないが、各課に任されている中では先般の道路側溝の件のように市民

にご迷惑をおかけした事例もあり、正していかなくてはならない部分がある。そのよう
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な中で、どのような仕組みとしたらよいかを試行錯誤しながら取り組んでいる。意見を

頂きながらより良い制度を作っていきたい。 

【委員】 

・論点が離れるが、談合は何故、悪なのか。悪とする理由をよく考えてみることから見え

てくるものがあるのではないか。 

・高いか安いかだけで判断してきたことの結果として、上越市に就職できる場所がなくな

っていき、大都市に企業が集中していく。それで良いかどうか。 

【委員】 

・談合は悪であり、税金の詐取であるということが一般的な見方ではないか。 

【総務部長】 

・より安くしようとする談合はあり得ず、いかに高くして自分の利益を得るかをねらって

談合が起きる。発注者の立場として、また、税金を納める市民の立場としてはあっては

ならないことと思う。 

・落札された額が高いか安いかは結果論として議論されることである。その結果を次にど

のようにいかしていくかを考えていかなくてはならない。事例として入札したすべての

業者の価格が最低制限価格を下回ったこともあった。市の価格の設定方法に問題があっ

たのではないか、間違いがあったのではないか、ということになる。誤りがあれば正し

ていく。 

【委員】 

・談合している企業は日本の建設業界と大手機械メーカーの一部。その他の 9割を超える

企業は談合していない。 

【委員】 

・一部でのみ行われているのであれば、談合をしていない業種の事例を参考にやり方を考

えていくという方法もあるのではないか。 

【委員】 

・市民会議の役割としては、この資料を見た中で、どこに談合ができる可能性があるかを

厳重に見ていくことではないか。 

・制度の多くの部分は、専門家に見てもらうべきところ、法律や国の指示によって決まっ

ているところであり、議論の余地がないかもしれないが、入札参加要件については我々

が意見を述べることができる部分ではないか。 
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・地元企業を優先することの是非もあるが、公共事業として自治体が発注するにあたり金

額や施工能力だけでない、企業としての倫理観や社会貢献度なども入札要件に含まれて

いるものと思う。例えば男女共同参画社会の実現に向けた企業としての取組状況、企業

メセナや寄付行為の有無、青少年の育成に資金を出しているかなど。そのようなことも

頭に置きながら議論していくべきであると思う。 

【委員】 

・資料 2 ページでは「市内企業のみ」「市外企業参加」という発注区分ごとに件数が示さ

れているが、これに金額を当てはめてみた場合、どのようになるか。 

・また、県内企業の落札率と県外企業の落札率も分けて示してもらいたい。 

【行革推進専門員】 

・担当からもう一度これまでの結果を分析してもらい、どのような視点で見た結果、談合

が入り込む余地はなかったと判断したかを示してもらったらどうか。 

【委員】 

・審議が終わっている議会の建設常任委員会の資料であれば、公にされているものである

ので、ケーススタディとして見せていただければ理解していく上での早道になるのでは

ないか。 

【委員】 

・今後の詳細な審議に向け、価格だけでない評価の視点をどう設けているかという姿勢を

はっきり説明していただければと思う。 

 

【検査課長】 

（資料 2の 5ページ及び 6ページに基づき説明） 

・上越市公共工事コスト縮減推進委員会では公共工事のコスト縮減に関する行動計画の策

定、推進とその状況の把握を所掌事項としている。 

・この行動計画は国の「行政コスト削減に関する取組方針」、「公共工事のコスト縮減に関

する新行動指針」を受けた形で平成 13 年に策定した。 

・内容は建設工事の設計における、コスト縮減に向けた留意事項を示したものである。現

状ではコスト縮減に向けた 72 の方策が掲載されており、設計担当者が設計をする段階

で取り入れられるものは取り入れ、これら方策を取り入れなかった場合との設計額の差

を効果として算出している。 
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・当初は削減目標を数値で示していたが、現状では数値で示さず、取り入れられるものは

取り入れて削減を図るというスタンスで運用している。 

・これまでの 5年間の実績としては、設計額の 1～2％を削減できていると考えている。 

・各設計者が設計した工事での削減額を報告してもらい、委員会に報告している。 

【委員】 

・計画に期間はあるか。また、見直し時期は設定されているか。 

・委員会は年何回程度開催されているか。 

【検査課長】 

・期間については政府の方針で平成 20 年度末としているため、それにあわせている。 

・委員会は年 1回、幹事会は年 2回開催している。 

 

（３）職員提案制度の見直しについて 

【事務局】 

（資料 3に基づいて説明） 

・資料で示す新制度の案は庁内の検討委員会に諮る前のものであることをご了承いただき

たい。 

【委員】 

・採否決定者を所管課だけとすると一面的なものの見方しかできないおそれがある。関連

課や行革推進課も入って採否を検討するような仕組みを考えていただきたい。 

・市民の声を取り上げる工夫を入れていただきたい。苦情等をデータベースにしてイント

ラ上で共有されているので、そこから業務改善のヒントを見出すような仕組みを検討し

てもらいたい。 

  ・業務改善事例について、各課は取組をしたら必ず報告するようにしたほうが良い。また、

他課の取組を取り入れるかどうかを各課の判断とするだけでは改善活動に広がりが生

まれるかは疑問。 

・制度を運用しながら見直していく方法もある。 

・報奨の対象となる提案の件数を予め決めるのではなく、条件に該当する提案はすべて対

象としたほうが良い。 

・採用か不採用に分けるだけでなく、1級から 5級までとするなどランク付けする方法も

あるのではないか。 
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（４）組織目標の精査状況について 

【事務局】 

（資料 4に基づいて説明） 

 ・組織目標を明確に設定できているかは資料のとおりである。レベル的にはまだ不足して

いる。 

・明確かどうかの判断は行革推進課で大まかに見て判断しているものである。見方が甘い

という指摘もあるかもしれない。ＰＤＣＡサイクルの定着が進まない現状から職員の資

質を疑問視するご意見もいただいている。考えられる手法を尽くしてレベルを高めてい

く。 

【委員】 

・到達できないような目標を設定しているようであれば、設定基準を下げることで四半期

ごとの区切りがつき、達成度合いが高まると思う。そのようなことがあるとすれば指導

をしながら進めていただきたい。 

【行革推進専門員】 

・行革担当の目線は高まっている。 

・今設定している目標で本当に良いのかという視点で見るようになりつつある。職員の側

も目標のターゲットを絞れてきているが、それが本当に組織目標の達成を示すものにな

るようにレベルを上げていく。 

 

（５）その他 

○補助金の見直しについて（資料「補助金等の見直しに関する基礎情報」に基づき審議） 

【委員】 

・資料で区分の 4、5、6 に該当する補助金については、ほとんどが 20 年度に見直しが行

われるようであるが、これは確実に行われるのか。 

【事務局】 

・平成 17 年度の調査時に終期が明らかでないものは 20 年度としておいて、その時点でも

う一度終期の設定について検討することとした経緯がある。よって終期を 20 年度とし

ている補助金については、本当に 20 年度に終了するものと、その時点で見直すものが

混在している。 
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【委員】 

・特に問題がある補助金は「団体運営補助金」に区分されているもの。単にその団体を存

続させるためだけに交付されているものがあるとすれば廃止すべき。原則 20 年度に廃

止とするか、20 年度は半額として 21 年度に廃止するなどのやり方をとらなければ、昔

からの経緯などを理由にいつまでも見直しが進まないことになる。予算に関連すること

であり、次回の会議で方向性を決められればと思う。 

 

○市政モニターへのアンケートの結果について 

【委員】 

・行政改革に関する市政モニターへのアンケートを今後どう活かしていくか決まっている

か。 

【事務局】 

  ・結果がまとまり次第、お示しさせていただく。 

 

○行政改革の取組状況の市民への周知について 

【委員】 

・行政改革の各取組項目のうち、多くの市民が関心を持つ分野について市が既に取り組ん

でいる状況を定期的に市民にお知らせしていく仕組みが必要である。 

・ホームページだけでなく広報での周知も必要。国民保護法の周知のように行革の状況も

Ｑ＆Ａなどを交えながら連載で掲載しても良いのではないか。シンポジウムの開催やＦ

Ｍ上越を使った周知も検討すべき。 

・市民によくお知らせすることで、事業の見直しに対する市全体の姿勢が明らかになり、

事業の廃止や縮小に対する市民の受け止め方も違ってくると思われる。 

 

― 閉 会 ― 

 

９ 問い合わせ先 

総務部行革推進課 ℡025-526-5111（内線 1458・1459） 

E-mail：gyoukaku@city.joetsu.lg.jp 



 16 

 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。会議資料は市のホームページでも公開していま

すので、ご覧になりたい場合は次の URL を参照してください。 

 

○ホームページのアドレス 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/contents/town-planning/gyokaku_taikou/3rd/index

.html 


