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盛岡市気候変動対策実行計画～もりおかゼロカーボン2050～（案）に係るパブリック

コメント結果について 
 

＜意見の反映区分＞ 

「Ａ」計画等に盛り込むもの   ２件     「Ｂ」計画等に盛込み済のもの  ５件 

「Ｃ」計画等に盛り込まないもの 10件     「Ｄ」その他、要望・意見感想等 15件 

 

No ページ 意見の趣旨 回 答 区分 

１ ３ 国内外の動向をふまえ、盛岡

市はどのようなスタンスで気候

変動対策に取り組むのかを明確

に記載した方が良い。 

① 盛岡市は、世界の平均気温の

上昇を1.5℃に抑えることを「努

力目標」と認識しているか「義

務」と認識しているか。 

② 日本政府の数値目標を「高

い」「適切」「低い」のうちどう受

け止めているか。 

③ 盛岡市は気候変動対策のイ

ニシアチブをどの程度考えてい

るか（世界各地との連携をリー

ドして、世界の数値目標 に貢献

する、など） 

① 世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えるこ

とは必須であり、そのために本市も相当な努力

をしていかなければならないと認識しており

ます。 

② 日本政府の温室効果ガス排出削減の数値目

標は、ＥＵやアメリカと比較すると高い目標と

は言い難いものですが、“さらなる高みを目指

す”との国の表明もあったことから、さらに高

い目標に上方修正される可能性があると考え

ております。 

③ 本計画は本市が市域において新たな目標の

もとどう取り組むのかという計画であり、この

計画の推進を通して脱炭素社会の実現を目指

し、世界的な気候変動を食い止めなければなら

ないと考えております。 

Ｄ 

２ ６ SDGsのそれぞれの目標は総

合的に取り組むことが必要であ

ることは正しいと思うが、実行

計画からみると、“総合的に取り

組む”ことで、地球温暖化対策が

SDGsの13番目 (気候変動に具

体的な対策を) の目標に直接関

わるということがぼやけてしま

う。気候変動対策という目標を

はっきりさせるためにも、目標

13の下に目標に対する手段とし

ての他の目標を配置するような

図が良い。 

御指摘のページは、本計画案とSDGsとの関

わりを解説したもので、アイコンは国際連合広

報センターで示しているロゴをそのまま掲載

しております。規定のロゴであるため、このペ

ージのアイコンの配置は動かすことができな

いものですので、御了承ください。 

Ｃ 
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３ ７～８ 法律改正に伴うにしても、国の

計画に準拠するだけでよいのか。

国の計画では、原発は使い続け

て、石炭火力はガス化して延命し

ようとしている。このような計画

に準拠するという立場でよいの

か。 

本市の電力消費における再生可能エネルギ

ーの自給率は、計画案に示したとおり、おお

むね20％程度であり（ｐ14）、火力発電等に

よる電力に頼っている状況にあります。した

がって、国のエネルギー計画に準拠するとい

うよりは、まず市域内での省エネの徹底、再

エネの推進により、再エネの自給率を上げて

いくことが重要であると認識しております。 

Ｄ 

４ ８ 盛岡市の数値目標は“トップ

ダウン方式”で、数値目標と現状

との差を課題とし、その課題を

解決するための施策を実施する

ことを希望する。 

新たな計画の数値目標は、トップダウン方式

（上位下達）ではなく、2050年度までにゼロカ

ーボンを達成するため、バックキャスティング

（あるべき姿を設定し、その未来に到達するた

めに何をすべきかを考える）思考法により設定

しており、そのための施策を第４章に盛り込ん

でおります。 

Ｂ 

５ 10 この計画案で各取組主体が高

い意識を持つ必要があるとして

いるが、まず、意識変革が必要な

のは市当局であると思う。 

気候変動対策や脱炭素社会の実現は、一部

の高い意識を持つ市民や事業者だけで達成で

きるものではなく、誰もがそれぞれにできる

方法で取り組まねばならないものであると認

識しております。市は、一事業者としても他

の事業者の模範となるように、率先して取り

組んでまいります。 

Ｄ 
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６ 12 盛岡市の産業構造は第二次産

業の占める割合が小さいという

特徴があり、それは市域外で生

産された生産財を市民が利用し

ているということを意味し、そ

れらを生産する過程で排出され

たCO2を他の市町村に負担して

もらっているという構図になっ

ているのではないか。実行計画

（案）に記載されている削減目

標などが市内に限定した数値を

もとに算出されているのであれ

ば、市域外からの生産物やエネ

ルギーの輸入に関わる数値や、

他市町村に依頼する廃棄物の輸

出にかかわる数値、生産物・廃棄

物の運搬に関わる数値なども考

慮し、盛岡市の分も負担してい

ただいている他の市町村のため

に何ができるかという視点も実

行計画に盛り込んだほうが良

い。 

本計画改定に係る国の策定マニュアルでは、

自治体ごとの温室効果ガス排出量の算出につ

いて、市域外で生産されたものの生産過程で発

生した温室効果ガスは含めないことになって

おります。よって、御指摘のとおり大規模な工

場等を複数抱える自治体の排出量は、そのよう

な施設等を市内に有していない自治体よりも

多くなります。 

この度の計画全面改定では、まずは本市が新

たな目標を設定し、その達成のための施策を打

ち出すことを主としており、その過程で我が国

の目標、ひいては世界の目標へ貢献できるとい

う視点で策定しております。 

Ｃ 

７ 12 盛岡市の実践例を、12ページ

に記載されている市の特徴に類

似している他の市町村に紹介す

る計画はあるのか。市が国の目

標（46％削減）を上回る数値目標

を設定することで、2030年を待

たずに国の目標値を達成するこ

とになり、他の市町村に実践例

を紹介できると考える。 

 現時点では、本市の実践例を他都市に紹介す

るという予定はありませんが、計画に基づき順

調に、あるいは予想より早く目標を達成できる

見込みとなった場合は、本市の取組を成功事例

として、情報発信してまいりたいと考えており

ます。 

当市の取組に限らず、優れた取組事例があれ

ば、相互に情報交換を行っていくことが重要で

あると考えております。 

Ｄ 
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８ 19 「③天候等による発電量の変

動」において、太陽光発電・風力

発電の課題が前面に出すぎてい

て、「課題を克服できないのでは

ないか」、「課題が多く火力発電

等に依存する現状を仕方がない

と捉えているのではないか」と

理解されてしまう。これら再生

可能エネルギーの蓄積方法など

解決策も紹介したほうが良い。 

再生可能エネルギーの拡大を図っていく上

で、そのリスクを明示することは必要なこと

と考え記載しております。なお、御指摘の再

生可能エネルギーの蓄積方法など解決策につ

きましては、事例として第４章にいくつか紹

介させていただいております。 

Ｂ 

９ 19 「（５）まとめ」において、課題

を進める際に市民・事業者への

情報の提供や、関連制度整備の

取り組みを進めると記載してい

るが、市は主体として動くこと

が必要であり、宮古市の「宮古市

版シュタットベルケ」なども参

考にしたらと思う。 

本市もエネルギーの地産地消、地域内での資

金循環を目指す観点から、今後、地域新電力設

立に積極的に関わっていくことを想定してお

りますが、本市の実情に合ったビジネスモデル

を構築することが重要であると認識しており

ます。 

Ｄ 

10 20 1.5℃目標を実現するのは容

易ではないとの意見もある中

で、重要なのは多くの人々の合

意が得られることである。野心

的な目標を達成するためには、

皆の参加で知恵を出し合う場を

設けるなどの取り組みが必要と

思う。 

今後、地域脱炭素化促進事業の実施におい

て、議論の場を設けて促進区域を設定していく

ことになることから、様々な立場の方々の御意

見を伺う場の設定（ｐ30）を検討してまいりま

す。 

Ｄ 

11 22 エネルギーの地産地消により

資金の地域外流出を抑制する効

果について、化石燃料代金とし

て地域外流通している金額を示

した方が多くの人の関心を呼ぶ

と思う。 

化石燃料の消費量に関しては、都道府県別エ

ネルギー消費統計を基に本市の消費量を按分

して算出し、卸価格調査等の数値を基に、市域

外に流出した資金額を予測することはある程

度可能と考えますが、市域外の火力発電所等か

ら本市に供給されている電力の燃料調達にか

かった金額を把握することは困難であるため、

本計画案には記載しておりません。 

Ｃ 

12 24 表３-１-①について、削減見

込量をエネルギーの生産（再生

可能エネルギー）とエネルギー

の消費（省エネ）とに分けた目標

値にしたほうが良い。 

削減見込量1,159千t-CO2のうち、６割以上を

占めている「電力の低炭素化による削減」が、

再生可能エネルギーの導入と省エネの両方を

含み分割できないため、分けない表示としてお

ります。 

Ｃ 
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13 24 表３-１-①中の運輸部門につ

いて、家庭としての運輸距離の

削減（通勤での自家用車利用の

削減）、事業者や行政機関として

の運輸距離の削減という視点が

ない。運輸距離の削減には、事業

者においては地産地消の推進

が、行政機関としてはごみ処理

施設の分散設置などが必要と考

える。 

通勤に自家用車を利用することによって排

出される温室効果ガスを運輸部門の中で個別

に算出できないため、御指摘の表においては、

運輸部門としてまとめて目標値を記載してお

ります。なお、地産地消の推進や交通対策での

取組につきましては、第４章に記載しておりま

す。 

また、ごみ処理施設の分散設置については、

収集場所と処理施設が近くなることで運搬に

要する燃料の削減が見込まれる一方で、複数の

施設を分散して設置することにより、施設の運

転効率やエネルギー回収効率の低下が見込ま

れ、県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構

想においては、広域８市町の６つのごみ焼却施

設を建て替える場合と、１施設に集約する場合

の温室効果ガス排出量を比較・検討し、集約化

した場合の方が、温室効果ガス排出量が低減さ

れる結果が示されています。 

Ｂ 

14 24 盛岡市の数値目標と太陽光発

電など個々の数値目標の合計と

を同じくすると、個々の数値目

標がひとつでも達成できなかっ

た場合に全体の目標が達成でき

なくなる。よって個々の目標の

合計を全体目標の1.5倍程度に

なるよう、個々の数値目標を見

直すことを希望する。 

本計画においては、根拠に基づきバックキャ

スティング（あるべき姿を設定し、その未来に

到達するために何をすべきかを考える）思考法

により個々に高い目標を定め、その合計を計画

全体の目標としております。 

目標値の達成状況に関しては、目標値を下回

る項目、ほぼ達成できる項目、目標を超える項

目が考えられますが、第６章に記載したとお

り、PDCAサイクルを活用し、伸び悩んでいる項

目の強化策を定期的に検討して実行するとと

もに、順調に進んでいる項目をより一層推進

し、全体の目標達成を目指していくことが有効

と考えます。 

Ｃ 

15 26 国の脱炭素計画は石炭火力や

原発を残すなど不十分であるた

め、国民の積極的な気持ちを集

めることが出来ない。“国を挙げ

ての”という立場なら、盛岡市と

して国の不十分な点を正すこと

が必要と思う。 

国の第５次エネルギー計画においても、石

炭火力発電がかなりの割合を占めていること

は承知しておりますが、本市においても再生

可能エネルギーの占める割合を上げていける

よう、本計画の下で、さらなる取組に努めて

まいります。 

Ｄ 
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16 26 岩手県内は化石燃料産業が少

ないために、労働者の雇用につ

いては火力発電所など化石燃料

産業があるところに比べて、雇

用を生み育てやすい状況にあり

再エネ産業を発展させやすい条

件がある。経済成長の機会とし

て活用するという基本に立つよ

うになったのはいつなのか。以

前からだとしたら、その取り組

みについて説明して頂きたい。 

平成30年４月17日に閣議決定された第５次環

境基本計画において、イノベーションの創出や、

経済・社会的課題との同時解決、経済と環境の好

循環などが謳われております。 

新たな技術開発が環境保全や温室効果ガス排

出削減に貢献していくなど、環境課題の解決に

様々な技術が生かされ、それら技術の発展が同

時に経済の発展にもつながっていくということ

を示しており、上位計画である市環境基本計画

（第三次）に掲載しております。 

Ｂ 

17 27 市・事業者・市民が協働して取

組むとあるが、協働をどのよう

に作り出そうとしているのか、

示していただきたい。 

市民の参加としては住宅の省

エネ、再エネがあり、既存住宅の

断熱を充実させる、屋根にパネ

ルを設置させることが望まれ

る。どちらにしても初期投資に

多額の資金が必要となり積極性

を削ぐことにつながる。市の融

資制度を作り、住宅の省エネ、再

エネに取り組む際の負担を軽減

させる事はどうだろうか。 

市民・事業者・市の協働の取組としては、本

編第３章において、地域脱炭素化促進事業の促

進区域の設定や再生可能エネルギーの導入に

ついて、地域住民や関係者が参加し議論する場

を設けることとしております。また、第４章の

「各主体による協働と環境配慮行動の促進」

に、エコライフイベントのような事業者や市民

とともに企画運営をする取組のほか、市民、町

内会・自治会、教育機関やNPOなど多様な各主

体が連携しながら協働していく取組について

記載しております。 

誰もができる取組としては、各家庭や職場に

おける省エネの取組が挙げられます。 

また、建替え・買替えのタイミングでは、省

エネ製品や温室効果ガスの排出が少ない製品

を選ぶなど、費用負担が大きい取組が多くなる

ため、補助・支援制度など、市民・事業者など

の取組を促すような施策を今後も継続し、更に

拡充していくことで検討しております。 

Ｄ 
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18 31 このページの図に記載してい

る実行計画の策定方法では「こ

れくらいだったら頑張ればでき

るだろう」というボトムアップ

方式で積み上げた目標となって

しまう。盛岡市は実行計画を達

成するために、取組主体それぞ

れに対して「□□について△△

できませんか」というような明

確な目標を提示し、目標と現状

の差を理解し、課題を明らかに

するとともに、目標未達の理由

を把握して課題を解決していく

トップダウン方式で取り組んだ

ほうが良い。 

本計画案は、「これくらいだったら頑張れば

できるだろう」というフォアキャスト方式では

なく、あるべき姿を設定し、その未来に到達す

るために何をすべきかを考えるバックキャス

ティングの手法を取り入れ目標設定しており

ます。 

今後計画を推進していく中で各主体ごとに

多様な取組を展開していくことになると考え

られますが、それぞれの置かれた状況や環境に

応じた取組を各主体が自分事として実行する

中で、市が補助・支援していく必要があるもの

と考えております。 

Ｃ 

19 32 市の役割として、市民・事業者

への情報提供・支援する施策に

取り組むとしているが、2050 年

ゼロカーボン目標に対して自治

体の動きはそれでよいのか。も

っと踏み込んだ取り組みがある

のでは。 

県内の地域新電力の取り組み

例を見ると、2015 年ころから自

治体と民間の共同として発足し

ているが、自治体の役割が大き

いことがうかがえる。 

「省エネ、再エネ、省資源」の

取り組みに反することを自治体

が提起してはいけない。例えば、

温室効果ガス排出を進めること

になる大規模焼却炉施設を作る

施策は中止にすべきである。 

自治体ができることは、様々な対策・取組の

呼び水であり、それらの取組を市民・事業者に

理解していただき、誰もが取り組むべきもので

あるという意識を醸成しつつ、市民や事業者の

持つ技術や発想などを支援していくことが市

の役割であると認識しております。そのために

も、本計画改定を機に、より広範な市民・事業

者を巻き込んだ取組となるよう、多様な方法を

検討してまいります。 

盛岡広域圏内での地域新電力設立につきま

しては、意欲や関心のある民間事業者等と情報

交換をしている段階であり、設立の際には、市

として積極的に関わりながらサポートしてい

きたいと考えております。 

なお、大規模焼却炉施設につきましては国の

ごみ処理の広域化計画に基づくものであり、集

約によりエネルギー利用の合理化を図るとと

もに、温暖化防止にも資するものと考えており

ます。 

 

Ｄ 
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20 40-41 電気エネルギーと水素エネル

ギーの特徴から、図に示された

エネルギー変換は重要であり、

それぞれに示されたエネルギー

変換時のロスを減少させること

や、水素製造・貯蔵の際の運輸距

離の削減などが求められている

と考える。 

エネルギー変換時のロスを極限まで縮小す

ることや、天候に左右されない再生可能エネ

ルギーとしての水素の利活用についても、安

定的なエネルギー供給のための対策のひとつ

であると認識しており、次回計画改定の際に

は、それらが少しでも実現可能となる技術開

発等の伸展を期待しております。 

Ｄ 

21 43 波及効果の図表について、

「13.気候変動に具体的な対策

を」を中心（トップ）においた図

にしたほうがわかりやすいと思

う。（他の施策においても同じ） 

第４章の施策ごとに掲載している波及効果

のイメージ図に関しましては、本計画案の最

も重要な項目（13番）が中心になるよう配置を

修正します。 

 

Ａ 

22 44-46 一時期に大量導入した太陽光

発電設備はやがて大量廃棄の時

代を迎えることになると言われ

ている。また今冬の大雪を考え

ると寒冷地に適した施設の仕様

というのがどこまで有効か不

安。性急に進めて大丈夫なのか。 

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です

が、太陽光パネルの寿命は20～30年以上とい

われております。御指摘のとおり、廃棄が必要

になる時期が来ますが、現在、太陽光パネルに

ついては「太陽光発電設備のリサイクル等の

推進に向けたガイドライン」に基づき取り扱

うことが国によって定められています。また、

再利用についても一部実用化され、研究が進

んでいます。 

積雪のある本市において、積雪がほとんど

ない地域と比較すると発電できる期間は少な

くなりますが、パネルの傾斜によっては雪が

比較的早く滑り落ち、冬期間でも発電は可能

です。 

太陽光に限らず風力など自然のエネルギー

を利用する発電は、一定の安定した発電が難

しく課題が多いことも事実ですが、脱炭素社

会を目指す上で、再生可能エネルギーの利用

を伸ばしていくことは必須であると認識して

いることから、できることから努力していく

必要があると考えております。 

Ｄ 
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23 45 太陽光発電の導入・普及の達成

度と目標について、公共施設と住

宅の数値の分母（施設数を分母

に、普及施設数を分子）をそろえ

て達成割合を示すほうがわかり

やすい。 

市の施設への導入につきましては、国の計

画に基づき2030年度の目標を50％と設定した

ものです。今後施設ごとに導入を検討する過

程で、立地条件や建物の強度などにより設置

に適さない施設も出てくることから、導入可

能な施設数（分母）が減少する可能性が高く、

今回は目標を施設数ではなく割合で表示しま

した。 

住宅戸数につきましては、統計調査データ

はあるものの、普段人が居住していない住宅

が年々増加し、導入の可能性の低い建設後40

～50年を経過した木造住宅も一定数あること

から、現時点では推計を算出しておりません。

太陽光発電の導入目標の分母として妥当な将

来の推計値を算出することは困難であるた

め、今回は見送りとしたものです。 

目標や達成率を示す方法につきましては、

次回改定の際に改めて検討いたします。 

Ｄ 

24 47 風力発電の施策について、数値

目標がなく、また2030年度まで導

入検討を続ける理由がわからな

い。2030年度まで検討を続けるの

ならば、中期計画では検討のみで

あり目標達成には貢献しないこ

と、2030年度改定時には数値目標

を明確化することを明記したほ

うが良い。 

風力発電の市域内でのポテンシャルは太陽

光発電に次いで高いものの（ｐ17）、風力発電

は大型になるほど発電効率が高くなる一方、

騒音や低周波などの課題もあるため、住宅街

など身近な場所への導入は難しいものと考え

ております。そのため、具体的な数値目標を設

定せず、設置場所や設置方法について検討し

ながら普及啓発に努めてまいります。 

Ｄ 

25 48-51 「地域におけるエネルギー地

産地消」と「多様な再生可能エネ

ルギーの導入促進」について、記

載されている施策はどのエネル

ギーに対するものなのか、地産の

施策なのか地消の施策なのか、地

産地消という目的のための施策

なのか、目的を実現する手段のた

めの施策なのか、目的の実現を推

進するための施策なのかがわか

らない。地産地消も導入促進も、

ひとつの表に整理したほうが良

い。 

本計画においては、地産地消も多様な再生

可能エネルギーの導入も目的ではなく、気候

変動を緩和し持続可能な社会や地域を形成し

ていくための手段と認識しております。御指

摘の「地域におけるエネルギー地産地消」と

「多様な再生可能エネルギーの導入促進」に

ついては、対象が多種あり、それらをまとめて

記載しておりますが、次回改定の際には図表

等による整理も含め記載方法を検討してまい

ります。 

Ｄ 
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26 49 この木質バイオマスは「地産地

消」の枠組みではなく、「太陽光

発電」や「風力発電」と同列で記

載した方が良い。 

本計画においては、市域内での木質バイオ

マスの導入が少ないこと、また全国的に見た

場合、原料となる木材やチップを輸入するな

どしている事業者があると聞き及んでいるこ

とから、地産地消の観点で木質バイオマスを

推進したいという考えのもとに「地産地消」の

枠組みに掲載したものです。 

Ｃ 

27 63 廃棄物の発生抑制と資源の循

環利用に関する目標について、こ

れはボトムアップ方式の目標で

あるため、「2030年度には○トン

にしなければならない」というト

ップダウン方式の数値にすると

ともに、2019年度と2030年度の全

世帯数、全事業所数、全事業所人

数を記載しておくと良いと思う。 

目標値については、令和４年３月の盛岡市

一般廃棄物処理基本計画中間見直しにおい

て、これまでの施策の取組による減量目標に、

新たに食品ロス削減に向けた施策の取組によ

る減量目標を加えて設定したものを記載して

おります。 

なお、人口や世帯数、事業所数などにつきま

しては、廃棄物以外の項目にも関わることか

ら資料編に記載しております（2030年度の事

業所数、事業所人数の推計値は掲載しており

ません）。 

Ｃ 

28 66 プラスチックごみは世界的に

問題になっているので、コラム扱

いせずに、家庭ごみや事業系ごみ

と同様に数値目標を記載すべき。

また、地産地消の立場から、盛岡

市内の排出分は盛岡市内で処理

する（他の地域に"輸出しない）

ことを検討し、実行計画に記載す

べき。 

ごみの焼却により発生する二酸化炭素の削

減については、プラスチックを含めたごみ全

体における資源化や削減の状況を総合的に把

握する必要があることから、現時点では、プラ

スチックに限定した数値目標の設定は考えて

おりませんが、プラスチックの削減を市民の

皆さんへ促すとともに、循環型システムにつ

いて研究してまいります。 

Ｃ 

29 67-69 ゼロカーボンという無謀にも

見える目標のもと再生可能エネ

ルギー導入を過剰に進めるより、

県産木材の幅広い活用、林業従事

者育成をもっとも強く進め継続

していくことが、持続可能な社会

の実現への近道だと思うので、安

易に流行に左右されず、地域の環

境や予算規模に適した、実現可能

な政策を真剣に検討して欲しい。 

林業従事者の育成は、県産木材の利用や森

林の適正管理のために不可欠であり、また二

酸化炭素の吸収源の確保のためにも重要であ

るため、本計画にも盛り込んでおります。 

また、再生可能エネルギーとしての木質バ

イオマス利用という点でも課題が多く、本市

に適した取組を推進していく必要があると考

えております。 

Ｂ 
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30 79 適応策に取り組む事が重要と

いうが、緩和策の不十分さを確認

することが必要。不十分な要因は

何だったのか、あいまいにすると

適応策も不十分になる。 

緩和策が不十分であった要因は、地球温暖化

の実態とその原因について世界的に意見が一

致することに時間がかかったことなどが指摘

されていますが、緩和策が不十分であった結

果、世界的な平均気温の上昇を招いていること

が明らかになっており、本市としてもできうる

限りの取組と努力をすべく、本計画を改定する

ものです。 

Ｄ 

31 資-6 ごみ排出量のグラフに、世帯

数、世帯数当たりの排出量も記載

するとわかりやすい。 

 本市の１世帯あたりの人員は年々減少し、世

帯数は増加傾向であるため（資料編ｐ2）、１

世帯あたりのごみ排出量を記載しても、その変

化の要因が世帯構成人数の変化によるものか、

市民１人あたりの排出量の変化によるものか

という別の分析がさらに必要になります。この

グラフは、本市のごみ排出量が減少傾向である

ことを示すための資料であり、ゼロカーボンを

目標とするうえで世帯当たりの排出量をグラ

フに加える必要性は低いと考え、掲載しており

ません。 

Ｃ 

32 資-11、 

12 

(3)、(4)において、「本市にお

ける地球温暖化対策は～重要で

あるといえます」という考察が記

載されているが、資料編はあくま

で資料なので、考察は削除すべ

き。 

 御指摘のとおり分析までにとどめ、考察部分

は削除します。 

Ａ 

 


