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平成２７年度総務文教常任委員会管外行政視察報告書 

 

 

１ 視察日時  平成２７年１０月５日(月)～１０月７日(水）の３日間 

【１日目】石川県小松市 

１０月５日（月）午後１時 00分～午後 2時 40分の１時間 40分 

【２日目】福井県坂井市 

１０月６日（火）午前 9時 50分～午前 11時 40分の 1時間 50分 

【３日目】石川県白山市 

１０月７日（水）午前 10時 00分～午後 12時 00分の２時間 

 

２ 視 察 先  石川県小松市議会・福井県坂井市議会・石川県白山市議会 

 

３ 視察事項  （１）国際交流の市民参画及び多文化共生の取組について【石川県小松市】 

（２）ＧＩＳで小学生を笑顔にプロジェクトについて【福井県坂井市】 

             （３）指定管理者制度、デマンドバスの運行について【石川県白山市】 

 

４ 視察目的  石川県小松市 

世界１０か国の都市や地域と姉妹都市及び友好交流都市提携を結び、市民

団体を中心に文化、教育及び行政などの様々な分野で交流を行う小松市の

先進的な取組と状況を視察することにより、グローバル社会における市民

レベルでの多文化共生の取り組み方や今後の本市における国際交流のあり

方を調査・研究することを目的とする。 

福井県坂井市 

市内小学校の児童を対象にＧＩＳを活用した最先端のＩＣＴ授業を行

い、ＧＩＳの特徴や仕組みを学習するとともに、子どもたち自らが作成し

た地域の安全マップを公開するなど、子どもたちが中心となった「安心安

全のまちづくり」を地域住民が主体的に考える取組を進める坂井市の状況

を視察することにより、市域全体の防犯意識の向上や地域住民による積極

的なまちづくりを促す先進的な取組を調査することを目的とする。 

石川県白山市 

多様化する住民ニーズに効果的、高率的に対応するため、人口減少が著

しい山間地域にデマンドバスを運行し、新しい交通体系を構築したほか、

指定管理者制度を積極的に導入するなど、経費節減と公共サービスの向上

を図る白山市の先進的な取組を調査・研究することを目的とする。 

 

５ 参 加 者  《経済建設常任委員会》（８名） 

          委員長 名 村 嘉 洋 

           副委員長  木 南 裕 樹 
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                 委 員 山 本 修 三 

          委 員 高 岸 博 之 

          委 員 三 木 浩 一 

          委 員 桑 野 元 澄 

         委 員 今 川   明 

         委 員 横 田   勉 

       《随行》議会事務局副主幹 中 野 真 吾 

 

６ 視察先出席者 

 【小松市】  小松市議会事務局 本谷課長 

        小松市議会事務局 川上氏 

        小松市経済観光文化部国際都市推進課 池上課長 

 【坂井市】  坂井市議会 橋本議長 

坂井市議会事務局 友田局長 

坂井市議会事務局 小澤次長補佐 

坂井市総務部企画情報課 小谷次長 

坂井市総務部企画情報課 北岡主任 

 【白山市】  白山市議会 西川議長 

        白山市議会事務局 中村局長 

        白山市議会事務局 増田係長 

        白山市総務部行政経営室 大藪補佐 

        白山市企画振興部交通対策課 清水課長 

白山市企画振興部交通対策課 見定専門員 

 

７ 行政視察内容 

 石川県小松市 

（１）名村総務文教常任委員会委員長あいさつ 

（２）小松市概要説明《小松市議会事務局 本谷課長》 

（３）石川県小松市からの調査事項の説明概要 

「国際交流の市民参画及び多文化共生の取組について」《小松市経済観光文化部国際都市推

進課 池上課長》 

① 石川県小松市・国際都市こまつ共創プランについて 

〇ビジョン、期間 

環日本海のゲートウェイとして人・モノ・秘術が行き交う北陸の際立った国際都市

を目指す。2014年から 2020年 

〇３つの取り組み 

・人材の育成 

・小松ブランドの創出 
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・国境のないまちづくり 

   上記の取り組みを行っていき、2020 年時の青少年の国際交流人口数や外国人宿泊 

者数などに数値目標を掲げ取り組んでいる。市独自事業の他に民間団体、特に小松市

国際交流協会と共に国際都市を推進している。》 

② 小松市国際交流協会（KIA）の概要 

平成 5年 11月設立。個人会員数 310名、賛助会員数 35企業、協力会員数 8団

体。会員制 個人会員 1,000円、賛助会員 10,000円、協力会員 5,000円 

市民、民間団体、行政が手を携え、国際交流に携わる人々のネットワーク化を図り、

自主的で発展的な交流を推進することを目的として設立。 

③ 小松市国際交流協会の事業 

〇多文化共生事業 

〇国際交流事業 

〇国際理解 

具体的には  

・JICA青年研修事業  

・JICE協力事業（外国人就労・定着支援研修） 

・文化庁委託事業（生活者として外国人のための日本語教育事業） 

・小松市委託事業：国際交流ボランティア活動支援（ホストファミリー・通訳・翻訳） 

  国際交流イベント開催 他 

④ 認識している外国人住民が直面する主な課題 

〇コミュニケーションに関するもの 

・日本語習得機会が少ない ・通訳、翻訳サービスが少ない 

〇生活に関するもの 

・教育問題・・・就学義務がなく不就学児童・生徒がいる、進学率が低く退学率が日本

人より高い、親が日本語がわからない 

・雇用が不安定で日本での生活が安定しない 

・災害に不慣れでスムーズに避難できない 

・健康保険や年金の加入率が低い 

〇地域社会との関係 

・地域住民と接点がなくなじめない 

・ゴミの出し方や奉仕作業など日常生活における衝突、文化摩擦や偏見から差別に遭 

 うことがある 

⇒ 外国人が多く暮らしているにもかかわらず法整備の不備や社会資源の不足、市民 

の認識が変わっていないことが課題 

⑤ 新しいニーズによる事業 
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〇日本語事業：在住外国人乳幼児保護者サポート日本語教室  

〇共生事業：小中学生が売集支援・多文化共生モデル町内会事業 

〇大学との連携：在住外国人児童学習支援・・・金沢大学の学生がブラジル人児童の 

家庭学習を手伝い 

〇他団体との協力・連携（自治会）・・防災訓練や交流会の実施 

〇職場体験：自動車整備工場や製材所、介護職の体験 

⑥ 国際交流、多文化共生、国際理解、国際協力のための意識 

・世界を知り理解すること。自分たちとは異なる文化や生活があることに気づき、自分

たちとの違いは何かを認識し、その意味を考え、そこから「違う」世界と自らの生活の

つながりを意識することが大切 

・「一つの地球で共に生きる」社会づくりへのアプローチが重要 

 

 福井県坂井市 

（１）坂井市議会 歓迎あいさつ・概要説明《坂井市議会 橋本議長》 

（２）名村総務文教常任委員会委員長あいさつ 

（３）福井県坂井市からの調査事項の説明概要 

 「ＧＩＳで小学生を笑顔にプロジェクトについて」《坂井市総務部企画情報課 小谷次長、坂

井市総務部企画情報課 北岡主任》 

①「GISで小学生を笑顔に」プロジェクト 表彰例 

・初等中等教育における GISを活用した授業に掛かる優良事例表彰 

（2015年度：「国土交通大臣賞」受賞、2013年度 2014年度：「毎日新聞社賞」受賞、電

子国土省 2013コンテンツ部門「電子国土省」受賞） 

② なぜ、小学校で授業を行うようになったのか？ 

・子ども達に GISを知ってもらいたい 

・坂井市 WebMapを見て（知って）もらいたい 

・子ども達が、「安心安全」で「笑顔」で暮らせる「まち」にしたい。 

③ 具体的な取組 

〇平成 25年度「町のよさを伝えるパンフレットを作ろう」 

・児童が考えた「まちのおすすめする場所」を各児童が坂井市 WebMapを操作して、地

図中から場所を特定し、作図機能を使用して点を落とし、おすすめの文章を入力して登

録 

⇒ 児童の作成した「児童がおすすめする場所」は坂井市 WebMapの表示メニューのひ

とつとして公開している。 

〇平成 26年度「校区の安全マップをつくろう」 

・児童それぞれが、自分が思う校区の危険な場所の登録しパソコンを操作して作成。

ご家族や地域の方にもご覧いただき、危険な場所の情報を共有。 

⇒ 見てくださった地域の方が、危険個所の一つの清掃を実施。協働のまちづくりに
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も貢献。作成された「安全マップ」を自治体 GISで公開 

〇平成 27年度「GISでまちたんけん」 

・現在と 40年前の航空写真を見比べて、三国地区の移り変わり（田・畑・住宅地・道

路・河川等）を学習 

    ⇒ 実際にパソコンを操作して「GIS で町たんけん」上に表示されている地図記号を探

し、空間認識能力の向上を図った。 

④ 児童の声 

・「こんなシステムがあったなんて知らなかった。いろいろな情報が調べられてすごい

なと思った。」 

・「これを見た人が一度行ってくれるといいな。」 

・「家族にも、こんなのがあるって教えたい。」 

・「見学した場所をさがすのは、とてもおもしろかった。」 

・「電子地図ってこんなに便利なんだと知ることが出来た。」 

⑤ このプロジェクトの目標 

・丸岡城や三國湊などの地理歴史を学んで、子ども達に坂井市に「愛着」を持ってもら

う。 

・小学生が作成した安全マップを WebMapで公開して地域の方にもご覧いただき、情報

を共有することで、子どもたちが「安心安全」で「笑顔」で暮らせる「まちづくり」

を目指す。 

⑥ 坂井市 WebMapの他の効果 

・市民や事業者からの問い合わせが多い位置情報を公開することで市への問い合わせ

が少なくなり、対応時間の削減にもつながっている 

（表示メニュー：市道認定路線網図、都市計画総括図） 

⑦ 今後の取り組み 

・坂井市全体の「安全マップ」を作成 

・坂井市全体の「小学生がおすすめする場所マップ」を作成 

・小学校の教育計画に基づいた GISを活用した授業の展開 

・坂井市 WebMapのスマートフォンなど携帯端末への対応 

・GPS機能を活用したサービスの提供 

 

 石川県白山市 

（１）白山市議会 歓迎あいさつ《白山市議会 西川議長》 

（２）名村総務文教常任委員会委員長あいさつ 

（３）白山市概要説明《白山市議会事務局 中村局長》 

（４）石川県白山市からの調査事項の説明概要 

 「指定管理者制度について」《白山市総務部行政経営室 大藪補佐》 

 「デマンドバスの運行について」《白山市企画振興部交通対策課 清水課長、見定専門員》 

① 指定管理者制度について 

(ア) 指定管理制度導入の背景と導入後の指定管理者数の推移 
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2005 年 2 月に松任市など 1 市 2 町 5 村が新設合併して誕生。スキー場などの観光施

設を有し、豊かな自然を生かしたまちづくりを進めてきた地域が多いだけに、新市とし

てこれらの施設をどう共存させながら運営の合理化・効率化を進めるかが行政財改革の

大きな課題であった。そこで 2007 年度より指定管理者制度に関するモニタリングを導

入。H17年度の合併時には公の施設として 833、指定管理施設数は 3であったが、H27年

度には公の施設 743、指定管理施設数 208となっている。 

(イ) 指定管理者制度導入の基本的な考え方 

公の施設の設置目的を考慮しつつ、住民サービスの向上及び経費の節減を進めるため、

指定管理者制度の導入に積極的な検討を行う。 

市は施設の設置者であることから、事業者の選定に際してはもちろん、事業実施後に

おいても継続的に評価（モニタリング）を行い、指定管理者制度導入施設が適正に管理・

運営されるよう責務を負う。 

(ウ) モニタリングとは 

指定管理者による業務が、各種条例及び規則に従い、協定書・仕様書に沿って適正に

行われ、適切かつ確実にサービスの提供が確保されているかを、報告や現地調査などに

より確認し、必要に応じ指導・助言を行い、適当でないと認めるときは指定の取り消し

等を行う、一連のチェック体制。 

(エ) モニタリングの効果 

半期ごとに評価表を作成し、これに基づく総合評価結果をホームページで公開してい

る。その結果、指定管理者の意識が高揚し、利用者の要望によりサービスの改善を行っ

たり、工夫をしたりすることで利用者の増加につながった施設もある。また職員もモニ

タリングすることで、施設の管理を指定管理者にまかせっきりにするのではなく、施設

の現状や課題、今後の管理方針などを指定管理者と共有し、施設の改善を図ることがで

きる体制となっている。 

② 白山市コミュニティバス「めぐーる」のデマンド運行について 

   (ア) これまでの経緯 

平成 17 年～18 年 合併協議の申し合わせのとおり、公共交通の全面的な見直しを行

う。平成 19年 3月に策定された計画により、利用者が見込めない地域（白山ろく地域）

において変則デマンド方式を採用。 

(イ)「めぐーる」について 

目的：鉄道、路線バス等の無い交通空白地帯を主に運行し、移動制約者の通院、買物、

通学などを支援。白山ろく地域ではスクールバス、保育所送迎バスとしても利用されて

いる。運賃：100円、運行日：土日祝、1/1～1/3を除く日、利用者数 131,777人（H26

実績） 

(ウ) デマンドバスで工夫している点  

・10人乗りのワゴン車を導入し、冬季の朝夕の通学に使用する大型バス、保育所への通

園、平野部への買い物等に使用する中型バス、主にデマンドで使用するワゴン車と使い
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分けをしている。 

・平成 25 年度、デマンド便の整理を行い、利用率の高いものは定期便へ、ほぼ利用の

ないものは廃止（基準は 1年間に 10人以下の利用者の場合、デマンド廃止）  

(エ) 今後の予定と課題 

・現在の契約では、運行しない場合でも費用はかかるため、効果の認められるダイヤの

みをデマンドとして残す。  

・費用を抑え、各種交通モードの競合を防ぐため、変則デマンド方式を採用しているが、

今後は乗り合いタクシー、自家用有償運送なども検討する必要がある。また路線バスと

の競合を会費するため、移動範囲の限定、運賃の上昇を利用者に納得してもらう必要が

ある。 

 

８ 視察結果について 

 今回の行政視察の結果、小松市、坂井市及び白山市が取組み、実行している事項や質疑等の

回答を下記にとりまとめてみた。今後、それぞれの市の取組みを参加したそれぞれの議員が

個々の印象と同僚委員の印象とを咀嚼し参考にしながら、本市総務文教常任委員会としての調

査研究をより一層推進していくものとする。 

 

（１）石川県小松市 

《国際交流の市民参画及び多文化共生の取組について》 

【質疑及び回答】 

問）高校留学に関して応募が多いが、どのように選考しているのか。 

答）ＡＦＳ日本協会による選考で留学生を決定している。 

問）高校の単位はどうのように扱っているのか。 

答）ＡＦＳシステムでは留学１年間の単位を認定しているが、ほとんどの場合高校を休学

しているのが現状。 

問）海外は秋入学・卒業だが、帰国後はどうなるのか。 

答）９月に帰国し、ひとつ下の学年に留年という形で新学期をスタートさせる。 

問）留学先としてどういった国が人気か。 

答）ヨーロッパ、アメリカなどが人気。語学力に応じて決定している。 

問）海外での病気やケガなどに対してはどうするのか。 

答）ＡＦＳ支部が保険などの世話もしている。 

問）姉妹都市訪問団に市民は参加できるのか。 

答）代表による応対のみ。以前は、市民による九谷焼やお花、お茶を披露したこともあっ

た。 

問）姉妹都市への観光ツアーなどは実施しているのか。 

答）１０年～１５年前まではあったが、最近はない。 

問）国際姉妹都市に係る市予算額はいくらか。 

答）１年あたり３千万円程度の予算を組んでいる。なお、青少年交流事業については費用

の１/３は自己負担。 
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問）市内に外国人の居住者も多いが、外国語を話せる職員はいるのか。 

答）役所内に１名、国際交流協会に通訳支援をお願いするほか、学校では、教育委員会が

支援員として通訳を雇っている。 

問）中国や韓国とも交流があるが、留学先として人気はどうか。 

答）英語圏に人気が集中しており、次いでヨーロッパが多いのが実情である。 

問）コマツ製作所の従業員のほか、関連事業所で働く外国人が多いが、それぞれの企業で

外国人に対して生活面でのアドバイスをしているのか。 

答）ゴミの捨て方やマイナンバーの仕組みなど、最近は各企業が通訳を雇って対応してい

る。 

問）交流先の外国が多いが市民の反応はどうか。 

答）国際交流に対する市民意識がとても高い。 

問）これまでに多くの交流を継続しているが、際立った活躍をされた市民などはいるのか。 

答）本市出身の有名な方はまだいない。留学後は世界的な視野を持つようになった、ＪＩ

ＣＡなどの国際協力に参加した等の話は聞く。他に自営業で酒屋を経営している方は海

外展開をしている例がある。 

問）留学希望者の選考方法について、具体的にどのような内容か。 

答）作文、面接、語学力、表情や笑顔も採点対象になる。ほかに留学に対する熱い気持ち、

思いも重要な選考ポイント。 

問）交換留学をするうえで、こちらの受け入れ体制はどうか。 

答）市民団体が中心になってホストファミリーをしており、受入れに関する様々な準備も

してもらっている。 

問）観光地の金沢から小松市へ外国人をどのように呼び込んでいるのか。 

答）ゲストハウスに小松市のパンフレットを設置してもらうほか、各企業などにもＰＲを

している。 

問）企業の海外進出に際して何か支援をしているのか。 

答）商工労働課で支援事業を展開している。 

問）国際交流協会への補助額はいくらか。 

答）年額４００万円。 

問）市内で外国人と結婚される方はどれくらいいるのか。 

答）人数は把握していないが、何組かはいる。 

問）国際都市推進課を創設しているが、海外視察はしているのか。 

答）行っていない。 

 

【所感】 

  グロバール化がすすむ今日において、国際相互理解、多文化共生は必要となってくると思

われる。また本市は今年度アメリカワシントン州のコビントン市との姉妹都市を締結した。

国際交流事業として、青少年交流事業は若者に夢を与えること、また人材の育成で重要だと

感じた。また、相互の利益となるための施策によっては『たつのブランド』の創出において

も期待出来る。今回、視察した小松市は国際交流協会という民間団体が多文化共生事業、国
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際交流事業、国際理解事業、国際協力事業というすみわけで多角的に取り組んでいる。市独

自ではなく民間、市民の思いをサポートする体制づくりが、何かに特化したものではなく多

角的な事業が実施出来、結果、市全体へ行き届く施策となり得ると感じた。今回視察した内

容をもとに今後のたつの市の国際交流事業において提言していく必要性がある。 

 

（２）福井県坂井市 

《ＧＩＳで小学生を笑顔にプロジェクトについて》 

【質疑及び回答】 

問）旧地理院の地図を使用したのはなぜか。 

答）当時は無料配信しているものがそれしかなかった。 

問）ＧＩＳの授業で使用できるデータを仕上げるのにどれくらいの時間がかるのか。 

答）プログラムの書き換え作業に１か月程度を要する。業者委託した場合は５００万円程

度になる見込み。 

問）今後はどの地図を使用するのか。 

答）現地理院の地図にバージョンアップしたい。 

問）市内１９校の内、授業ができない学校にはどのような対応をしているのか。 

答）講師として授業ができる職員が自分以外いない。職員の後継者がいないことが課題。

先日、サイトを活用できるように教師向けに研修会を開いており、今後は、各学校で授

業ができるようにしていきたい。 

問）子どもへの指導は教師で十分対応できる。市内全校に広げられるのではないのか。 

答）３年生はひらがな入力で文字を打ち込んでいる。高学年はローマ字で入力できるが、

個人差もある。文字さえ入力できれば全校実施は可能。 

問）職員１人に任せるのではなく、市として事業を実施する体制を作ることは考えていな

いのか。 

答）市として取り組む時期がきているという認識。今後は教育委員会とも協議を進めたい。 

問）通学路の危険箇所をネット掲載することで、何か悪用された例はないのか。 

答）当初、心配もあったが、危険箇所を地域の方が見守ることができている。 

問）空き家情報なども掲載してはどうか。 

答）防犯上、掲載は難しい。 

問）各校で登録した情報は毎年更新しているのか。 

答）前年の６年生が登録した箇所は、そのまま残している。翌年の６年生は参考にできる。 

 

【所感】 

国土地理院の地理情報システム（GIS）を利用して、それを坂井市版に改良し利用してい

る。その為、実質導入経費は掛からず、改良する職員の人件費や労費でこの事業を行ってい

る。地図を用いた学習と共にパソコン操作を取り入れることで児童に興味を持たせ、またそ

れを家族に伝えることで親が WebMapを見、そして地域全体に危険箇所の把握やまちの歴史・
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文化を知ることは効果的な施策だと思う。課題として管理を現状は市職員が行っていること、

また教育現場との調整、継続していくための人材確保などがあげられる。本市においてもこ

の GISについて更なる活用方法について調査・研究していくことが重要である。 

 

（３）石川県白山市 

《指定管理者制度について》《デマンドバスの運行について》 

【質疑及び回答】 

問）モニタリング評価表はどのように採点するのか。 

答）複数で現地モニタリングを実施している。 

問）職員が評価して客観的な視点を担保できるのか。市民のモニタリングについて検討し

ないのか。 

答）市民モニタリングは考えていないが、モニタリング調査を実施するうえで、利用者の

意見を聞いている。 

問）市直営施設の削減目標はあるのか。 

答）現在２６４ある施設を８０まで削減する目標。 

問）削減目標として床面積ベースで考えているのか。 

答）総合計画に床面積１０％削減を明記している。 

問）床面積の削減が小中学校の統廃合につながり、拍車がかからないのか。 

答）４校統廃合した。山ろく部のスキー場の見直しでも床面積を削減した。 

問）指定管理施設にいた市職員はどうなったのか。 

答）施設では管理者が新規雇用する。市職員は内部異動。 

問）指定管理により職員の余剰人員が生まれるが、職員の新規採用はどのようにしている

のか。 

答）退職者の３割補充で推移している。 

問）最近の人口推移はどうか。 

答）直近１０年は微増している。 

問）小学校で全校生が６０人以下の学校はあるのか。 

答）１校あるが、統廃合の計画はない。現在、耐震化工事中。 

問）統廃合に伴う廃校の利用法はどのようにしているのか。 

答）新統合校としてリニューアル。また、文化財倉庫として利用している校舎もある。 

問）市営住宅の指定管理はどのようにしたのか。 

答）石川県の例にならってビル管理会社に指定管理をしている。 

問）デマンドバスの予約センターはどこにあるのか。 

答）各総合支所で予約を受け付けしている。 

問）デマンド運行とそうでない運行をどのように区別しているのか。 

答）デマンドの予約があればインターネットで掲示している。高齢者は、ネットを見ない

ので、区別に意味がないことも。 
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問）予約にキャンセルがあった場合の運行はどうするのか。 

答）あらかじめキャンセルがあっても、一度ネットに掲示しているので運行自体はやめな

い。 

問）スクールバスのような利用もあるのか。 

答）未就学児はどの区間でも無料にして、スクールバスとしても利用している。 

問）付き添いの親は無料なのか。 

答）スクールバス利用の場合、保育所の先生がバスに同乗している。親は乗らない。 

問）デマンドバス運行に係る経費はいくらか。 

答）年間 8,000万～9,000万程度。デマンドの部分のみの経費はわからない。 

問）高齢者で免許返納された方への特典はあるのか。 

答）１年間の乗車無料パスを発行している。 

問）高齢者へのタクシーチケットは配付しているのか。 

答）タクシーチケット配付事業はない。 

問）デマンド予約の際に氏名などは必要か。 

答）氏名などの個人情報は聞き取りしていない。ただ、同じ利用者ばかりなのでどこの誰

かは大体分かる。 

問）イタズラで予約されたことはないのか。 

答）これまでにイタズラはなかった。 

問）土日祝の運行は検討しないのか。 

答）実証実験の結果、平日の半数程度の利用であったため、当面は平日のみ。 

問）自家用有償運送との関係はどうか。 

答）二種免許取得者のみの制度なので、これまでにニーズ調査はしていない。 

問）コミバスの観光目的利用は考えていないのか。 

答）土日祝運休の状態なので、現在のところ検討していない。 

 

【所感】 

指定管理者制度においては本市としてもたつの市公共建築物再編基本方針が示されてお

り、今後施設の運営の合理化・効率化を進める必要が有り、行政財改革の大きな課題である。

白山市においてはモニタリング制度を導入することにより、市民自らがチェック機能を果た

し、より良い施設運営となるような制度となっている。本市においても、現在指定管理者と

なっている施設のチェック機能の強化と、今後の指定管理者制度導入にあたり、白山市の事

例は参考になった。またデマンドバス運行についても現在、市当局で検討されている事項で

ある。高齢者が多い地域、交通空白地帯には今後このデマンドバスは必要であると思われる。

他方、費用面、他の交通機関と競合することによる運行面など多くの要素を含めた上で検討

することが重要である。 

 

 


