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いがらし 立青

　日頃からの市政へのご協力、誠にありがと
うございます。厳しい残暑が続いていますが、
お元気にお過ごしでしょうか。茨城県内の新
型コロナウイルス感染症は、お陰様で第一波
は収束に至りましたが、東京都での感染再拡
大等の影響もあり県内感染者数も再度増加し
ています。このような状況で、これまでとは
異なる夏の過ごし方を一人一人が模索すること
を余儀なくされていますが、どうか感染を防
ぎながら健康第一でこの夏も乗り切っていた
だければと思います。
　さて、本誌では先月号から私の市長就任以
降の取り組みについて６つの公約の柱ごとに
ご紹介しています。先月号の高齢福祉、障
害福祉等の政策に関する「頼れる福祉」に
続き、今月号は公約の「安心の子育て」、「活
気ある地域」に関する取り組みについてご紹
介します。皆様にご意見やご提案もいただき
ながらこれらの政策についても更に前進させ
て行きたいと思います。引き続きご指導賜り
ますようよろしくお願いいたします。

討議資料

いがらし立青からの挨拶

いがらし立青プロフィール／経歴 家　族

趣　味

妻、こども4人（三男一女）

サッカー（中学時代全国ベスト8）
少林寺拳法（大学時代全日本2位）
キャンプ（なかなか行けない）

1978年 つくば市（桜村）生まれ
1997年 並木小学校、並木中学校を経て、土

浦第一高等学校卒業
2002年 筑波大学国際総合学類卒業
2003年 ロンドン大学 UCL 公共政策研究

所修士課程修了 研究助手兼務
2004年 つくば市議（1期目）

2007年 筑波大学大学院 人文社会科学研究科修了 博士（国際政治
経済学）

2008年 いがらしコーチングオフィス設立、株式会社コーチ・エィ勤務
2008年 つくば市議（2期目）
2010年 NPO法人つくばアグリチャレンジ設立、障害のあるスタッフ

が働く農場「ごきげんファーム」を経営（現在は代表退任）
2016年 つくば市長
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帰省自粛に協力頂いている学生に
つくば市の物産品を届ける事業も
開始しました！

筑波山応援チケットの
利用が始まりました！
コロナの影響を受けている筑波山
の観光地を応援するため、市が金額
を２割上乗せして筑波山で使える応
援チケットを企画し、100万円の目
標に対してお陰様で380万円を超え
る金額が集まりました。チケット利
用期間は８月から来年２月まで。筑
波山を満喫していただき消費喚起
につながればと考えています。ま
た、飲食店や生活支援の応援チケッ
トにも多くの方のご協力で、約1億5
千万円もの支援をいただき、迅速に
事業者にお支払いしました。

中央公園で涼めるように
なりました！
つくば駅前の中央公園をさらに楽しめるよう、これまでは水が濁っていて
入ることができなかった池の一部を一昨年からきれいにして夏に水遊び
ができるようにし、多くの親子連れで賑わうようになりました。コロナの影
響で人数制限はありますが今年の夏もご利用できます。また、今年は中央
公園の池にこれまで故障したまま放置されていた噴水の修理と再整備も
行いました。まだまだ暑い日が続きますが、少しでも涼を感じる機会とな
ればうれしいです。
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農研機構
●
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ファミリーマート● ●
ヨークベニマル

●焼肉宝島

至松代

至牛久至谷田部IC

●
筑波学園病院

●
マクドナルド

ケーヨーデイツー
●

圏央道

青風会
アッセ内 CoCO 壱番屋となり

事務所開設のご案内

新型コロナウイルス感染症への
新たな経済対策が動き始めています！

　つくば市谷田部（アッセ内）に新たに後援会事務所を開設しました。
　たくさんの皆様にお越しいただきたいところではございますが、新型コロナ
ウィルス感染症拡大防止のため事務所開き式は行いません。
　機会がありましたらお立ち寄りいただければ幸いです。
　これからも変わらぬご指導の程よろしくお願いいたします。

国の助成制度の対象外となっていた事業者へのつくば市独自支援が受付開始しました。（８月18日～）
詳しくはつくば市役所経済支援室へお問い合わせください。

※申請直前に支払った月額賃料に基づき算定
した補助率基準額の3倍。補助率：最大 50%

事業収入の減少が国の家賃支援給付金
の要件（１か月で 50％以上又は３か月
で 30％以上）に当てはまらない事業者
へのテナント等の賃料補助。

事業収入の減少が国の持続化給付金の
要件（１か月で 50％以上）に当てはま
らない事業者への給付金。

企業規模が国の持続化補助金（小規模
事業者対象）の要件に当てはまらない
中小企業等向けの販路拡大（商品販売
のホームページ作成等）等の事業への
補助金。

売上減少の支援

テナント等
支援補助金事業

事業継続
給付金事業

中小企業等
販路拡大支援事業

販路拡大の支援

交付
金額

最大180万円法人

個人事業主 最大135万円
補助
金額

上限100万円中小企業者

小規模事業者 上限   50万円
補助率：最大   75 %  

交付
金額

法人

個人事業主

20万円
10万円

（四分の三）
※一事業者につき



02 03

子育てしやすい環境の整備 教育環境の充実
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安心の
子育て

安心の
子育て

つくばの教育理念を明確化

各自治体の教育の根幹となる教育大綱がつくば市では作られておら
ず、学校現場や保護者と教育行政の間で教育の理念が共有できてい
ませんでした。

1
これまで

教育委員や有識者、市民と総合教育会議での
十数回の議論を重ねて教育大綱を策定しまし
た。教育大綱では教育の最上位の目標を「一人
ひとりが幸せな人生を送ること」とし、「教えか
ら学びへ」、「学力偏重ではなく社会力を育て
る」といった転換の方向性を示しています。

現　在

市内の研究者と連携して科学教育の機会を
学校外にも拡げています。

保育所定員の大幅増

保育所や保育士の不足により就任した年の2016
年には101人の待機児童がいて、保育所の入所申
し込み自体を諦めている家庭も多くありました。

1
これまで

市内保育所の定員を毎年増員し、就任の年から1873人増やしま
した。子育て世帯は増加していますが、この定員増により今年４
月時点で待機児童は42名まで減少しています。さらに、未就学
児の保育所の申し込み率は就任時の38.2%から、47.7％まで上
昇しています。これは、つくばで働きながら子育てをする環境が
整ってきていることを示しています。2020年度末までに更に多
くの児童に保育環境を提供できるよう取り組みを進めています。

現　在

保育士の給与は他の産業と比べても大
幅に低く、離職率が高いため保育士が
不足していました。

2
これまで

公約である民間保育士への賃金等の待
遇改善として月3万円の補助を実施す
るとともに、家賃補助も実施しました。
この補助金をきっかけに正職員になる
保育士も増えており、雇用の安定にも
つながっています。

現　在

学校の設備の充実

つくば市では全小中学校でのエアコン整備が進んでおらず、夏も暑
い中で授業が行われてきいました。また、公立学校の多くは築年数が
経過する中で雨漏り対策やトイレ改修の必要性が生じていました。

2
これまで 平成30年度に前倒してエアコンの全小中学校普通教室への配備を完

了し、音楽室や理科室等の特別教室についても順次整備を進めていま
す。修繕が必要な箇所については全学校の状況を把握し、雨漏りの対策
工事や洋式トイレへの改修を進めています。また、今年度中に小中学生
の一人一台のパソコンを整備してICT教育の環境を整えます。

現　在

高校の誘致

つくば市には多くの子育て世帯が転入してい
る一方、高校の定員が十分ではなく多くの高
校生が市外へ通学しています。

3
これまで

高校を所管している茨城県につくば市内への県立高校の新設や定員増を要望しています。ま
た、廃校となった筑波西中学校跡地で令和３年度から私立の広域通信制高校を開校する準備
を進めています。多様な教育のあり方への評価が高まる
中、オンライン教育も活用した広域通信制高校への注目
は高まっており、全国から多彩な才能の生徒がつくばへ
集まることが期待されます。

現　在

その他にも様々な子育て・教育に関する政策に取り組んでいます！

つくばの特徴を
いかした科学教育

貧困の世代間連鎖を食い止めるため、こども食堂や全
中学校毎の学習拠点を整備しました。貧困対策を持続
的に行うため「つくばこどもの青い羽根基金」を新設
して全国から寄付を集めています。

こどもの貧困対策
不妊治療の経済的負担を軽減するため、
県の不妊治療費助成に市として更に上乗
せ助成を開始しました。

不妊治療費助成

市内で安心して出産できる環境を整えるため、産婦人
科新設の補助金を設けるとともに、産後うつなどでサ
ポートが必要となる母子への産後ケアの助成を開始し
ました。

産婦人科新設補助や
産後ケア体制整備

保育士の離職
防止策

病児保育の受け入れ体制が整っておら
ず、こどもの当日の体調変化には保護
者が仕事を休まざるを得ない状況があ
りました。

3
これまで

民間保育所と連携して病児保育の受け
入れ体制を整備し、現時点で５か所の
受け入れ保育所を市のホームページで
掲載していて多くの方にご利用いただ
いています。

病児保育の充実

建築から年数が経っている公立保育所が多く、特に北
条保育所は耐震性を満たしていない危険な状況が放置
されてきました。また、長期的な改修計画もありません
でした。

4
これまで

耐震性に問題のあった北条保育所の建て替えが完了し
て10月に再開する予定です。長期的な改修計画を作
り、安全な保育環境を提供するため、建て替えや修繕な
どを順次進めていきます。

保育所の新設や
建て替えの推進

公立保育所では白米持参やオムツ持ち
帰りといった慣行があり、保護者の負
担も多く、市の保護者で作る連絡協議
会からも改善の要望が出ていました。

5
これまで

公立保育所の保護
者負担の軽減

人口増が進む中でも学童保育の整備が進んでい
なかったため、待機児童が多く発生していました。
また、小学生になって学童保育に入れないために仕
事を辞めなくてはいけない保護者もいました。

6
これまで

市長就任時のH28年度
の総定員は2,843人でし
たが、R２年度は4,746人
と大幅に充実させまし
た。一方で待機児童は
H28年度の161人に対し
てR2年度は45人まで減
少しています。

学童保育の大幅な整備

公設民営方式の学童クラブでは、保護者の多
大な負担により運営されてきました。保護者
会の役員を務めるために仕事を辞めなくては
いけない保護者などもいて負担軽減が喫緊
の課題でした。

7
これまで

公約通りに学童保育の公設民営のあり方を
見直し、保護者が希望する学童クラブ11箇所
については全て市役所が責任を持って運営
する方式に切り替えが完了しました。これに
より保護者の負
担が減り、安心し
て利用できる児
童クラブが実現し
ています。

昨年度から一部の保育所での白米の試
行的提供や、保護者向けアンケートの
実施、オムツ持ち帰りの廃止の検討な
ど改善に向けた準備を開始しました。
対応できる部分か
ら来年度改善す
るための協議を
進めています。

学童保育の保護者
負担軽減

現　在 現　在

現　在 現　在 現　在

H28年度 R2年度

101人

5,845人

7,718人

42人

待機児童数
利用定員数

H28年度 R2年度

161人

2,843人

4,746人

45人

待機児童数
クラブ員数



地域の魅力を発見する

ロゲイニングを開催

吉沼・上郷・大曽根
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寄附のお願い
いがらし立青の活動は、みなさまの善意のご寄附によって支えられています。
お寄せいただいた寄附金は、「いがらし立青後援会青風会」に積み立てられ、
活動費として使用させていただきます。ご寄付についてご検討頂けますと幸
いです。口座は右記となります。

銀 行 名：常陽銀行
支　　店：竹園出張所（支店コード：186）
名　　義：いがらし立青後援会　青風会
口座番号：普通 1215888

お振り込み口座

※なお、政治資金規正法による控除の対象は政令指定都市以上とされているので、
青風会へのご寄附は申し訳ありませんが控除対象とはなりません。ご了承ください。

勉強会スポーツ観
戦 バーベキュー

いがらし市長はつくば市民の皆様に支えられて2016年11月、
市長に就任しました。その、いがらし市長を支える市民でつく
る組織が「青風会」です。「青風会」はいがらし市長の市政を
サポートする団体として活動しています。また、つくば市政を支
える仲間たちが集まる、楽しい場ともなっています。「青風会」
はこれからも、多くの市民の皆様と一緒に活動できることを願っ
ています。
青風会への参加にご関心のある方は８
ページ下部に記載の連絡先へご連絡頂
けますと幸いです。

青風会会員募集
せ い ふ う か い

ミニ集会や
勉強会、講演会バーベキューなどを予定しています。

いがらし立青後援会 「青風会」 
会長　沼尻　博

（沼尻産業株式会社会長）　
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活気ある地域

青風会では様々なイベントや
勉強会を企画しています。

商店街を盛り上げる「旅する大八車」のワークショップ開催

北条

地域の新たな拠点「タマリバ」が開設、
小田山を芝桜で飾るプロジェクトも実現

小田

市民文化祭での地域の魅力発信

栄

飯塚伊賀七をテーマとする「わわわやたべや」オープン

谷田部

活性化協議会設立に向け

た準備会を開催

高見原

鳥獣被害の防止

多くの自治体が鳥獣被害防止に取り組む中、つくば市では鳥獣
被害防止計画が策定されておらず、イノシシの侵入防止柵整備
のための県の補助金等を使うことができていませんでした。

4
これまで

地域からの要望書を踏まえ筑波地区の区長や猟友会と鳥獣被害防止計画を
策定し、県の補助金を活用した電気柵の整備を開始するとともに、１頭１万円
の捕獲報奨金を新設しました。猟友
会との連携によりH29年度284頭だ
ったイノシシ捕獲頭数はH30年度に
は500頭へ増加しています。

現　在

地元企業支援策の充実

地元企業の課題は業種や企業の成長段階などによ
り多岐に渡りますが、つくば市では企業を支援する
ための制度の種類が限られており十分な支援を行え
ていませんでした。

5
これまで 地元企業を支援するための多様な政策パッケージを整備しました。創業については創業

支援制度に加え、独自のチャレンジショップ事業を開始して店舗をまだ持っていない事業
者の挑戦を応援したり、研究機関などの新たな技術を活用した起業の支援を行なうため
の拠点「スタートアップパーク」を開設しました。事業の成長を目指す企業には、全国のメデ
ィアへのプレスリリースを地元企業が無料で発信できる環境の整備や、海外も含めた販路
拡大の支援策の提供を行っています。また、採用力向上セミナーや合同就活イベントを開
催して、採用の支援も行っています。地元企業の支援策をさらに充実させるため、市では
今年度、産業戦略の策定を行なっています。

現　在

地元本社入札制度
への改善

災害時や雇用面で市に貢献をしている地元企業への発注の仕組みが
整っていなかったために、東京などの大手企業が市の仕事受注し、多
くの税金が市外へ流出する結果となっていました。

6
これまで

公約通りつくばに本社を置く企業を優先する入札制度へ改善を進めてい
ます。例えば、これまでは市外の業者でしか受注できなかった工事を、市
内企業が共同体（JV）を作ることで受注できるようにしています。結果と
して、市内での雇用増や税収増につなげています。

現　在

周辺市街地の活性化1

地産地消や農業の担い手
育成の推進

地元の農産物を活用する飲食店は市内にまだ限定的で市民や
観光客にも可視化されておらず、地産地消の機運を高めること
が課題となってきました。また、農業の担い手確保や育成の取り
組みが十分に行われて来ませんでした。

3
これまで

地元の農産物を使用した飲食店を市民に紹介する地産地消レストラン制度を
新設するとともに、学校給食での地産地消のガイドラインを策定し、地元の農
産物の地域での消費を促進しています。また、若手農業者勉強会の新設や先
輩農家による育成プロ
グラム提供により担い
手の育成を行なってい
ます。

現　在

旧町村ごとの地区相談
センターの新設

合併により身近な地域で相談に行ける市役所窓口がなくなって
しまい、また市役所の窓口も縦割りになっていることでたらい
回しになってしまうことがありました。

2
これまで

旧６町村ごとに地区相談センターを新
設し、毎月100件ほどの相談が市民か
ら寄せられています。頂いたご相談はセ
ンターが一元的に窓口となり、縦割りを
超えて各部署との調整も行なっていま
す。

現　在

周辺市街地の地域主体の取り組みを市役所も全力で応援しています！
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［五十嵐］：今日はつくば市議
会の前議長、塩田尚議員と対
談させて頂きます。塩田議員
には私の後援会である青風会
の幹事長を務めて頂いていま
す。私はだいぶ後輩となりま
すが、誰にとってもやさしいま
ちづくりなど多くの共通する価
値観を感じています。今号の
レポートは子育て支援や教育
が中心ですが、塩田議員もこ
の分野は大変熱心に活動され
ています。
［塩田］：五十嵐市長の最初の
大きな仕事が保育環境の整備
でした。今、五十嵐市長の積
極的な施策の効果もあり子育
て世代がどんどんとつくば市
に増えているから、こどもの
数も増えるのは当然のことで
す。そのような状況で積極的
な保育所の整備を進めてきて
いることを評価しています。
［五十嵐］：保育所は社会全体
のためにきわめて必要な場所
ですし、こどもの育ちにとって
もとても重要な場所ですので
力を入れています。私の就任
以来、保育所の定員は合計で
1,873人増やしました。
［塩田］：県内でもぶっちぎり
で人口が増加している中で、
それになんとか対応できるよう

にするのは人口が減少してい
る自治体とは比較にならない
苦労があると思います。保育
所を整備するだけではなく、
保育士の確保がセットになら
ないと待機児童は減りません。
私はそのために市長が全国に
先駆けて導入した民間保育士
への月額 3 万円の補助金はと
ても効果があったと思います。

［五十嵐］：塩田議員が議長時
代に請願（H28.12 月議会）
もまとめられましたね。この補
助金があるから就職先にはつ
くば市の保育園を選んだ、と
いうような声もいただいていま
す。
［塩田］：それに加えて保育士
への家賃補助も充実させまし
たね。

［五十嵐］：最大月２万円の補
助を導入しました。働く環境を
多方面から整えることが待機
児童解消につながると考えて
のことです。待機児童は未だ
に県内 1 位ではありますが、
私が就任した年の 101 人から
大きく減らして現在は42人で、
近くゼロを達成できる見込み
です。
［塩田］：五十嵐市長が誕生せ
ずに今までのトップのままだっ
たら今頃軽く 1,000 人位の待
機児童だったろうと思うとゾッ
とします。さて、前回の選挙
では総合運動公園問題の解決
を目指し、再発防止策の策定
を公約に掲げていました。
［五十嵐］：66 億円というとて
も大きな金額で購入された土
地ですので第三者委員会で検
証してもらい、今後同じような
ことを起こさないための提言を
いただき、市として10 億円以
上の事業を行う際のルールを
作りました。
［塩田］：UR との土地の返還
交渉も公約通り取り組まれまし
たね。
［五十嵐］：私や副市長だけで
も５回以上、事務方はそれ以
上の回数に渡り交渉をしまし
た。結果としては返還は難し

いという結論になりました。
［塩田］：五十嵐市長が返還交
渉の公約を掲げた時から記者
会見等で繰り返している「住
民の 8 割の反対があった総合
運動公園を同じ土地に作らな
いという意思表示」というこ
とは交渉の過程で十分示され
たと思います。そもそも私は
この土地を土地開発公社が買
うことに反対でした。
［五十嵐］：当時、議会は一票
差でしたね。
［塩田］：つくづく勿体ないこと
をしたと思いますが、議決され
て買ってしまったものは仕方な
いので今後民間の力を使いな
がらつくば市のために有効に
使ってもらいたいと思っていま
す。何しろ、UR が持ってい
たころは固定資産税などが毎
年 7 千万円入ってきていたの
に、それを公社が買ってしまっ
たのでそれがゼロになり、さ
らに利子の返済だけで毎年 3
千万円以上払っているわけで、
都合 1 億円のお金が毎年失わ
れていることになりますね。
［五十嵐］：そこはとても危惧し
ているところです。ときどき誤
解されているのですが、市は
R5 年度までに土地開発公社
からこの土地を 66 億円で買

わなくてはいけないのですね。
まだ市は購入していないので
すが、議決しているからこれ
は買うしかありません。そのお
金をなんとか確保すべく財政
調整基金といういわゆる貯金
を積み立てています。
［塩田］：仮に売却額が 40 億
円の金額だったとしても建物が
建てば固定資産税だけでも 2
億円ほどに上昇するでしょう
し、さらに雇用が生まれ、市
民や法人の所得税が増えてい
けば、66 億円との差額は 10
数年で回収しその後は収入が
増え続けると期待していまし
た。
［五十嵐］：地域の雇用面でも
財政面でもそうなることがいい
と考えていました。
［塩田］：しかし、とりわけ土
地を買うことに賛成だった議員
から「66 億円で買ったのに
40 億円で売って赤字を出すな
どとんでもない」と批判の声
もありました。簡単な足し算と
引き算をすれば市長の計画の
利点が理解できたはずなので
すが。
［五十嵐］：私もできるだけわ
かりやすく説明を繰り返したつ
もりでしたが、よりわかりやす
く説明をしなくてはいけないと
いうことだと思います。今、
議会でも調査特別委員会が立
ち上がってどのような利活用の
可能性があるか検討していた
だいているので、そこでの議
論をじっくり伺いたいと思いま
す。全ての土地を公共施設に
するというのは軽く数百億円
単位の事業になるので現実的
ではないと考えています。議
会の議論を踏まえ、必ず長期
的にみて市民にとっていい形
の結論を出したいと思います。
［塩田］：最後にコロナへの対
応、これはみごとの一言です。
実は五十嵐市長の就任前は、
「年齢も若いし危機管理は大
丈夫かな」という不安も少し
あったのですが、いやとんでも
なかった（笑）　

［五十嵐］：それはありがとう
ございます（笑）
［塩田］：去年の台風 19 号で
一人の負傷者も出さなかったこ
とに加え、コロナでも次々 と市
民を守る策を打ち出していま
す。まず、学校の全国一斉休
校への保護者とこどもに寄り
添う対応がすばらしかった。
全国的にもつくばの選択登校
の取り組みが注目をされたの
で、私のところにも他自治体
の友人や親戚から「つくばに
引っ越したい」などとたくさん
連絡が来ました。
［五十嵐］：当時はまだ感染者
もゼロで、あのまま休校にした
ら医療従事者を含め市民生活
も医療環境も維持できないと
いう思いがありました。そして、
こどもにとっても先生にとって
も突然学年が終わる、という
ことは避けたかった。学校の
先生方にはご負担があったと
思いますがご尽力に感謝してい
ます。
［塩田］：打ち出している経済
対策も、家賃の直接支援や給
付金などまさに市内企業が必
要としているものですし、商工
会から提出された要望にも迅
速に対応して感染者が出た事
業所への 100 万円の緊急支
援金も新設していました。こ
れにより事業者の安心感も高
まったと思います。クラウドファ
ンディングでの応援チケット事
業は総額で 1.5 億円ものお金

を集め、他の自治体でもつく
ばを参考にしている所が多い
ようです。市民ニーズを的確
に捉え、アイディアも斬新だと
思います。
［五十嵐］：私は大きな方向性
を出すだけで、あとは副市長
や職員たちが一生懸命がん
ばってくれています。市役所職
員が一丸となって市民生活を
守るために休まず努力を続け
ています。
［塩田］：そして、もう 1 点感
心したのが、宿泊施設への支
援への対応です。五十嵐市長
は誰よりも早く実際に市内の
旅館やホテルを歩き、支援策
を 3 月の段階で発表しました。
旅行をする人へ補助を出すもの
で、その時は全国のどの自治
体もまだ考えていませんでし
た。ただし、「事業の開始時
期はコロナの状況を見極めて」
と留保をしっかりつけていまし
た。
［五十嵐］：コロナの影響を真っ
先に受けた宿泊業のみなさん
が本当に苦しい状況でしたの
でなんとか早く対応をしたいと
いう思いがありました。「いつ
でも動き出す準備ができてい
て支援します」という行政の
姿勢が重要だと考えてそのよう
な形にしました。
［塩田］：立派だったのはその
後の動きです。コロナの感染
が全国的に広まったのを見極
め、五十嵐市長は旅行への補

助という形をやめ、その分の
金額を宿泊業への直接的な支
援にすぐに切り替えました。政
治家というのは一度決めると
変えられないのですが、市長
がいつも言っている「立ち止ま
る勇気」がまさに実践された
と思います。
［五十嵐］：議会で議決をいた
だいていたおかげで迅速な金
銭での支援ができました。と
りわけ危機管理や今回のよう
な危機的な状況ではひとつの
考えに固執するのではなく、
複数の代替案を常に用意して
おいて状況に応じて動く必要
があります。
［塩田］：そのような姿勢が市
民の安心感に大きくつながって
いると思います。コロナは長
期化しますが、引き続き活躍
を期待しています。
［五十嵐］：はい、塩田議員か
らも引き続きご指導をお願いし
ます。今日はありがとうござい
ました。
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