
1 

 

平成 28 年度 秋田県総合政策審議会第３回観光・交通部会 議事要旨 

 

１ 日 時   平成 28年８月 18日（木）  午後１時 30分～午後３時 30分 

２ 場 所   秋田地方総合庁舎総 601会議室 

３ 出席者 

□観光・交通部会委員 

一般社団法人横手市観光協会会長 打川 敦 

株式会社ＳＫＯ若女将、男鹿温泉郷女将会会長 佐藤 浩世 

秋田県演劇団体連盟理事長、一般社団法人秋田県芸術文化協会理事 富橋 信孝 

株式会社アジア・メディアプロモーション 代表取締役 渡邊 竜一 

○県 

観光文化スポーツ部 次長 猿橋 進 

〃      次長 舛屋 修美 

他     関係各課室長 等 

 

４ 部会長あいさつ 

○打川部会長 

 今年のお盆休みは、「山の日」が今年から始まったことと雨の影響で、人の入りが前半

にシフトしたようで、横手の送り盆まつりの入り込みが、例年に比べ２割ほど減少した。

西馬音内の盆踊りも、大雨の影響で苦戦したようだ。 

今回は専門部会の最終回となるが、部会での議論を踏まえて提言書をまとめていくため、

委員の皆様には積極的なご提案をいただくよう、ご協力をお願いする。 

 

５ 議事 

○打川部会長 

 次第に入る前に、審議内容は議事録として県のウェブサイトに掲載され、委員名も公表

されることについて、ご了承いただきたい。 

 それでは議事に入る。議事(1)第２期ふるさと秋田元気創造プランの中間総括について、

事務局から説明をお願いする。 

 

□柳瀬観光戦略課長 

（資料１－１及び資料１－２により、第２期ふるさと秋田元気創造プランの中間総括につ

いて説明） 

 

○打川部会長 

 ただいまの説明について、意見や質問をお願いする。 

特にないようなので、議事(2)平成 28年度提言の検討に入る。 

 始めに提言１について、事務局から説明をお願いする。 
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□柳瀬観光戦略課長 

 （資料２により、提言１「地域資源をフル活用した誘客の推進説明」について説明） 

 

○打川部会長 

 ただいまの説明に対して、委員から意見や提案をお願いする。 

 

○渡邊委員 

提言１の３「ターゲットを絞ったドラマ誘致の展開」に関して追加で情報提供したい、 

参考資料として「ＮＨＫの朝の連続テレビ小説・大河ドラマの誘致」を付している。実

際に誘致活動をしている団体等からヒアリングした内容を一覧にしたものである。 

確認できるだけでも、大河ドラマの誘致活動には、全国で 30 カ所近い地域が取り組ん

でいる。真田丸の誘致活動にあたっては、真田氏の本拠があった長野県上田市を中心に、

ゆかりの自治体が結集し、最終的に 88万人を超える署名を集めている。 

こうした誘致活動が功を奏し、真田丸を活用した誘客コンテンツの展開がスムーズに行

われていることが見て取れるが、大河ドラマは戦国武将を題材としていることが多いため、 

これまで会津以北の地域が取り上げられることは少なく、愛知、京都などを中心に誘致合

戦が繰り広げられている。 

大河ドラマ誘致と並んで、朝の連続テレビ小説も地域性が強いことから、誘致効果は高

いと考える。大河ドラマと比べると、朝の連続テレビ小説は誘致活動を行っている自治体

も少ないため、可能性が高いのではないか。 

朝の連続テレビ小説で「雲のじゅうたん」や「まんさくの花」が取り上げられて以降、

本県を舞台としたドラマは長らく映像化されていないことから、そろそろ時機なのではな

いか。 

こうした活動をすることにより、地域の資源が見直されるほか、地域づくりのベクトル

を合わせることができるというメリットも見込まれる。 

 

○佐藤委員 

秋田犬の活用について、新幹線や航空機で秋田に来た方が大館まで行かなくても、秋田

駅周辺や秋田空港で秋田犬と触れ合う場所があると良いと思う。 

秋田犬を飼うまで至らなくても、歴史的な資料などで秋田犬のことを学べるようにすべ

きではないか。 

教育旅行については、北海道の中学校等は大館できりたんぽ体験をして、男鹿でなまは

げ体験をする例が多く、東京の中学校等は大潟村での田植え体験などもあるようだが、い

ずれも秋田市内の体験メニューが少ない。竿燈の体験などはニーズがあるのではないか。 

 

○富橋委員 

秋田犬といえば大館産というイメージがあるが、秋田市内でも気軽に見られるようにな

ると良い。今は秋田ケーブルテレビでも触れ合えるようだが、駅前周辺にも触れ合えるス

ポットがあれば良い。渋谷駅の工事に伴い、ハチ公像を里帰りさせるという構想もあると
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聞いているので、そういった部分も含め、大館市と調整しながら進めて欲しい。 

教育旅行については、西馬音内の盆踊りや竿燈などを体験して、祭り本番に参加するこ

とができれば理想だが、修学旅行はシーズンが決まっているため、難しい面もあるだろう。

県内では秋田市が一番大きい都市だが、そこで体験できる施設がないため、県市連携文化

施設にそのような機能を盛り込んだり、旧県立美術館の今後の利活用策として検討しても

良いのではないか。 

ドラマ誘致については、以前バスケットボールをテーマにしたＮＨＫの地域ドラマに関

わったことがあるが、その時のディレクターであった吉田さんが現在東京のドラマ担当を

しているため、誘致可能性があるのかどうか話を聞いてみたい。 

いずれにしても、誘致を成功させるには県全体をあげた活動が必要であり、４～５年先

を見据えて準備していく必要がある。 

 

○渡邊委員 

秋田犬は、そのものが体験できるコンテンツではないが、アイキャッチの効果が高いた

め、プロモーションの手法として、秋田犬を通じて秋田の魅力を発信することが有効であ

る。例えば、雪で戯れている秋田犬を見せることで、雪の魅力を発信することができる。

同様に、夕日を眺めている秋田犬やなまはげに驚いている秋田犬など、秋田犬を擬人化し

秋田犬に感情移入させることが有効。秋田犬のブリーダーも含めながら発信すべき。 

 教育旅行については、わらび座は、観光の誘客機能を強化して、インバウンドにも取り

組みたいと考えている。例えば仙北の農家民宿を体系立ててカテゴライズして、旅行者に

紹介するような仕組みを構築できないだろうか。 

 国内での先行事例として、長野の南信州観光公社が似たようなことをしており、2,000

程度のプログラムをカテゴライズしている。長野の場合は公社が主体となって行っている

が、ＤＭＯと関連しながら進めることも出来るだろう。一番大事なのがターゲット目線と

マーケットの視点である。 

ドラマ誘致については、ある程度組織化することと行政が支援することが重要で、大分

県では県としてＮＨＫに嘆願書を出している。 

ドラマ誘致の経済波及効果について、八重の桜は日銀福島支店が、あまちゃんは岩手銀

行のシンクタンクが算出しており、行政が関与する根拠となっている。 

 

○打川部会長 

提言１には、現在話題になっているＤＭＯや観光地域づくりという要素を入れて欲しい。 

秋田犬を全県的に広げていくためには、キャラクター立てやモニュメントの設定が効果

的ではないか。例えば、わさお見たさに青森に行く観光客がいるように、その犬に会いに

行きたくなるような犬が各地にいるとよい。 

どこかの携帯電話会社が犬を中心にＣＭを打っているように、秋田犬を中心としたプロ

モーションもできるかもしれない。 

教育旅行の体験プログラムについては、雄物川流域でのカヌー体験や、湯沢・男鹿での

ジオパーク、各地に伝わる神楽体験など、地域に根ざしたプログラムを提供できると良い



4 

 

のではないか。 

また、ドラマ誘致について渡邊委員から追加説明があったが、競争も厳しいらしく、ま

るごと誘致するのが難しければ、部分的に登場させるような方法もあるのではないか。 

10月からスタートするべっぴんさんという連続ドラマは、神戸のファミリアをテーマに

したドラマだが、ファミリアの工場が横手にあるため横手も登場できないか交渉したが、

難しかった。 

 

□舛屋次長 

秋田犬を活用した誘客については、現状では大館市が中心となっているが、県内のいろ

いろな場所に拠点を作って、ルート化していきたいと考えている。秋田駅周辺にというご

意見も十分理解している。渋谷のハチ公像を一時的に大館市に誘致する件も含めて、大館

市と連携しつつ広い観点を持って進めていきたい。 

 

□猿橋次長 

韓国ドラマアイリスの誘致に成功して以降、各地にフィルムコミッションができている

が、ここ数年大きな誘致は実現しておらず、活動は停滞している状況にある。 

朝の連続テレビ小説の誘致は起爆剤となり得る。秋田に関わりのある人にアプローチし

つつ、取り組んでまいりたい。 

 

○打川部会長 

 次に提言２について説明をお願いする。 

 

□柳瀬観光戦略課長 

 （資料２により、提言２「新たな切り口からのインバウンド誘客の推進」について説明） 

 

○打川部会長 

 ただいまの説明に対して、委員から意見や提案をお願いする。 

 

○佐藤委員 

北海道を訪れる外国の方は自然を求めていると思う。北海道に無くて秋田にあるものを

アピールしたいと考えるが、北海道には何でも揃っているイメージがある。 

 

○打川部会長 

 同じ雪祭りでも、さっぽろ雪まつりと横手のかまくらは趣が異なる。 

 

○佐藤委員 

北海道より秋田の方が田舎らしい情緒はあるかもしれない。秋田のお酒はやはり魅力的

であり、外国人にも推していくべき。 

アジアの方々は冬の方が多く訪れているのか。 
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□舛屋次長 

雪のない東南アジアの方々は雪に憧れており、本県の冬は魅力があって良いものの、交

通機関が不安定なのが課題である。豪雪期を外して誘客するなど、工夫する余地がある。 

 

○打川部会長 

千歳空港は国際便の本数が多く、千歳空港インで本県へ誘導するルートは魅力的である。 

 

○佐藤委員 

冬祭りに合わせて誘客できるよう、旅行商品を造成できるとよい。 

 

○富橋委員 

先月、韓国から二つの団体を相次いで秋田に呼び、お付き合いしたところ、やはり秋田

のお酒が大変喜ばれた。酒だけでなく食も含めて受け入れられると感じた。男鹿水族館や

なまはげ館も素晴らしいと喜んでいた。秋田の自然、酒、米は魅力につながると再確認し

た。 

交通事情は課題であるが、秋田の２月の小正月行事を、東北三大祭りのようにうまくリ

レーさせるツアーを展開するのが良いのではないか。 

 

□舛屋次長 

小正月行事の商品化は、東北観光推進機構等と連携しつつ、広域で進めようとしている。 

 

○打川部会長 

小正月行事は日程調整が難しいが、冬まつりに来た人が、別の冬まつりの情報を得られ

るような情報発信の工夫は、これから行っていくべきではないか。 

 

□猿橋次長 

小正月行事は県南に多いものの、宿泊施設が足りない。 

冬まつりのルート化は、過去に地域振興局が中心となって試みたが、様々な課題があっ

て定着しなかった。 

 

○渡邊委員 

インバウンド誘客の推進のためには、秋田県民のパスポート所有率を上げることも重要

だ。 

チャーター便や定期便にはアウトバウンドも必要であり、旅行の企画次第でパスポート

保有率を上げられるはず。私が相談を受けている県では、結婚する直前の女性が母親を連

れて台湾に行く旅行を企画し、エージェントも巻き込みながらパスポート保有率を上げた。 

以前の専門部会で示したように、東北は、北海道と比べてポテンシャルでは負けていな

い。アジアの旅行者は平均４泊以上するため、北海道プラスαの価値を差別化した上で明
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確にしていくことが重要。例えば秋田の雪は北海道のようにさらさらではないが、かまく

らなどを造作するには優れているし、北海道では樹氷はできない。北海道のセカンドデス

ティネーションを目指すなら、北海道にはない魅力を明確に打ち出していくべきである。 

また、インバウンド誘客を進めるに当たっては、マーケティングの考え方が重要で、国

によってプロモーションの仕方をアレンジしなければならない。例えば、マレーシアは入

浴文化がないので、温泉では訴求しない。アジアは四季がはっきりしていないため、東北

の四季の豊かさは魅力的に映るだろう。 

また、クルーズ需要の取り込みにあたっても、マーケティングの視点がとても大事で、

いつでもバスを手配できる業者、団体客が入ってきても大丈夫な施設などをセットで用意

していく必要もある。 

 

○打川部会長 

クルーズ船の最近の動向はどうなっているのか。 

 

□竹村港湾空港課長 

今年は入港回数が 15回であり、うち外航船が４回、内航船が 11回である。 

最近では８月６日にダイヤモンドプリンセス号が、竿燈をメインに来港した。11万トン

クラス、乗客数 2,900 人、クルー1,100 人、計 4,000 人という規模である。4,000 名が全

て県内に出る訳ではなく、オプショナルツアーによる県内旅行に出かけたり、竿燈を観に

行ったり、クルーの方であればセリオンを散策したり、といった状況であった。 

近年のクルーズ需要の伸びは著しく、全国の利用者は、一昨々年が 17 万人であったの

に対し、一昨年が 41万人、昨年は 111万人であった。東京オリンピックが開催される 2020

年までに 500万人という目標が掲げられており、本県としてもその需要を取り込みたいと

考えている。 

 

○打川部会長 

 寄港したら１泊するのか。 

 

□竹村港湾空港課長 

１泊するケースもあるが、ほとんどは朝到着して夜出港し、その間各地を観光している。 

 

□猿橋次長 

渡邊委員からお話しのあったパスポート取得促進について、自治体が助成している例は

あるか。 

 

○渡邊委員 

空港の利用促進の一環として、空港が主体となって行っている。 

 

□舛屋次長 
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本県でも国際定期便を活用した修学旅行を実施する場合、生徒のパスポート取得費用の

助成を行っていたが、ご指摘のあったような旅行企画を通じた取得促進策も検討してまい

りたい。 

 

○打川部会長 

 次に提言３について説明をお願いする。 

 

□柳瀬観光戦略課長 

 （資料２により、提言３「食のＰＲと観光誘客との一体的な取組」について説明） 

 

○打川部会長 

 ただいまの説明に対して、委員から意見や提案をお願いする。 

 

○佐藤委員 

秋田のお酒を気軽に立ち寄って飲めるところが増えるとよい。 

県内の旅館で、県産酒以外を出している旅館もあるのか。 

 

□畠山秋田うまいもの販売課長 

県産酒を提供している施設はだいぶ増えてきているが、まだまだ増やしたい。 

「おいしい朝ごはん」の提供については、様々な工夫をしている旅館の情報を収集し、

優良事例として事業者に情報提供してまいりたい。 

 

○佐藤委員 

当館でも秋田産の米を使っているが、宿泊客の秋田米に対する期待が大きすぎて対応し

きれていない部分もある。 

 

○富橋委員 

日本酒とセットで「がっこ」を紹介できないか。 

 

□猿橋次長 

いぶりがっこは原料となる大根の生産量が限られており、増産が難しいという話もある。 

 

○富橋委員 

 清酒マイスター制度とは何か。 

 

□畠山秋田うまいもの販売課長 

県産酒の楽しみ方を紹介できる店員や経営者を育成するため、酒造組合と連携した講座

を開設し、190 人のマイスターが活躍している。今後は清酒マイスターのネットワーク化

などを検討している。 
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○渡邊委員 

 海外戦略については、ブランディングエリアやボリュームゾーンを分けているのは良い

と思う。日本酒に関しては、種別と言うよりは、どのような食事と合うかなど、フランス

のマリアージュのように多少のうんちくめいたものを、情報として、ストーリー性を持た

せて出していくのが良いのではないか。 

 おいしいご飯として、朝ご飯は良いキーワードだと思う。新潟で、夜はお酒を飲むので

味を覚えていないが、米どころである新潟のおいしいご飯を朝食べてもらおうという企画

を行っていた。是非秋田でもやっていただきたい。一つはシズル感の演出。食べ物にかか

る五感の臨場感を演出していくことで、よりおいしく感じさせることを意識していく。も

う一つは、旬の可視化を意識し、秋田の四季がはっきりしているという東京にはないメリ

ットを活かし、今とれたての旬なものをアピールすることで、言葉とともに感動、味わい

をさらに強いものにする。また、販促ツールとして、そういったレシピを考えることで、

おいしいものにさらに旬を感じさせることができるようにしていってほしいと考えてい

る。 

 

○打川部会長 

提言３では、食品事業者が行う商品開発支援についてどのように取り組んでいくかを盛

り込んでいくべきである。 

小規模事業者が多い本県の状況を踏まえ、総合食品研究センターや金融機関との連携、

産学官協働のあり方など、どのような対策ができるのかについて、検討していただきたい。 

 

□畠山秋田うまいもの販売課長 

 ご指摘の点を踏まえて、提言に盛り込みたい。 

 

○打川部会長 

海外輸出の際に、青果物や工芸品と一体的にＰＲすると埋没してしまい、特徴がなくな

ってしまう懸念があるがどうか。 

 

□猿橋次長 

秋田の日本酒を飲む際には、日本酒だけではなく秋田の酒器で楽しんでもらうほか、県

産品をつまみとするなどして、一体的に楽しんでもらうという趣旨で盛り込んでいるとこ

ろである。 

 

○打川部会長 

 次に提言４について説明をお願いする。 

 

□柳瀬観光戦略課長 

 （資料２により、提言４「文化の継承・創造と地域の元気創出」について説明） 
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○打川部会長 

 ただいまの説明に対して、委員から意見や提案をお願いする。 

 

○佐藤委員 

なまはげについて、素案に書かれたとおりである。 

お祭りのにぎやかしでキャラクター的に出すだけではなく、本質を正しく伝えていただ

きたい。 

 

○富橋委員 

伝統芸能の継承に関連して、2020東京オリンピックと関連して文化プログラムの提供が

なされるようだ。 

世界に対して、自分たちが継承した伝統芸能を披露する場があるということは、励みに

なる。そのために早い段階でリサーチし、どのような体制を構築すべきか検討して欲しい。 

 

○渡邊委員 

文化を継承するために勇気をもってやらないといけないのは、伝えるメニューや、コン

テンツ、対象者などを変えていくことだ。大学も民俗芸能を専門としている学生との研究

はこれまでも行っていると思うが、例えばマンガとして伝統芸能を取り上げてもらうこと

によって、コンテンツや訴求対象を変えることとなり、広がりが生まれる。 

高齢化と少子化による後継者不足に対抗するためには、メディア目線で伝えていくこと

が必要である。 

 

○打川部会長 

世界文化遺産への登録について、提言に盛り込むことを検討したいが、状況はいかがか。 

 

□猿橋次長 

 世界文化遺産は教育委員会が所管している。 

 

□舛屋次長 

ユネスコが新規登録を減ずるという話もある。いずれにしても、教育委員会に確認した

い。 

 

○打川部会長 

 次に提言５について説明をお願いする。 

 

□柳瀬観光戦略課長 

 （資料２により、提言５「スポーツ合宿の招致とワールドカップモーグル大会の継続開

催」について説明） 
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○打川部会長 

 ただいまの説明に対して、委員から意見や提案をお願いする。 

 

○佐藤委員 

ホストタウンとして登録されることは難易度が高いのか。横手市及び美郷町は、相応し

い施設があるということか。 

 

□猿橋次長 

前回の審査では、これまでの交流実績が重視されたようだ。 

 

○打川部会長 

他には、ラグビー関連でホストタウンを目指すことができるのではないか。 

 

□猿橋次長 

ラグビーは、クラブチームの選手の母国などにアプローチしながら事前合宿の誘致を進

めている。この場合は、秋田市がホストタウン候補になるだろう。 

 

○佐藤委員 

ワールドカップモーグル大会について、田沢湖までの臨時のバスや列車があると観客も

増えるのではないか。 

 

□猿橋次長 

ワールドカップモーグル大会の観戦者は、第１回は 8,000人、第２回は 9,500人と、順

調に観戦者数を伸ばしている。他のスキー場に比べて容易に観客席にアプローチ出来るこ

とも評価が高い。 

 

○打川部会長 

2017年以降の開催はどうするか。 

 

□猿橋次長 

続けていきたいが、自治体負担が大きいことが課題である。そのため、クラウドファン

ディングを活用した資金調達なども検討したい。 

 

○打川部会長 

クラウドファンディングをするにも、県民の盛り上がりが不可欠だ。 

そのためには、モーグル大会に合わせて観光イベントを打つことも有効だ。例えば、田

沢湖高原雪祭りを、モーグル大会に合わせて行うなど。 
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○富橋委員 

モーグルワールドカップは是非続けていただきたい。大会に秋田出身選手が出場すれば

盛り上がりが違うと思う。そういった選手強化の面も併せて行っていただきたい。 

また合宿誘致については、秋田といえばラグビーが盛んであるため、７人制ラグビーの

誘致を行い、県内の競技力向上や県民との交流にもつなげて欲しい。 

 

○渡邊委員 

誘致活動は地域間競争であり、過去の誘致の成功例に学びつつ取り組む必要がある。 

誘致のポイントは競技ごとに違うかもしれないが、そこを冷静に整理して、そこに対し

て秋田の優位性を可視化することで、選ばれる工夫が必要。 

 

○打川部会長 

 次に提言６について説明をお願いする。 

 

□道路課長 

 （資料２により、提言６「道路網の整備と「道の駅」の機能強化」について説明） 

 

○打川部会長 

 ただいまの説明に対して、委員から意見や提案をお願いする。 

 

○佐藤委員 

 提言素案の内容については、そのとおりである。 

特に、道の駅で観光情報が取得できるような工夫が必要。 

 

○富橋委員 

高速道路の４車線化は安全上大変重要である。また、本県にガソリンスタンドのあるサ

ービスエリアはあるか。 

 

□菅原道路課長 

花輪サービスエリア上り線１カ所のみである。 

 

○富橋委員 

以前は西仙北サービスエリアにあったが、その後なくなってしまった。利便性向上のた

め、設置を働きかけてもらいたい。 

道の駅は今後増える可能性はあるか。 

 

□菅原道路課長 

今のところは聞いていないが、潜在的な需要はある。 
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○富橋委員 

道の駅も格差がある、十文字の道の駅のように観光スポットとなっているところもあれば、

ただのトイレ休憩のために使われているようなところもある。今後、道の駅間の交流が必

要である。 

 

○渡邊委員 

公共インフラの整備については、行政の頑張りだけでなく、利用者数や地元の声が重要

である。これからも声を国に届けていかなければならない。 

 

○打川部会長 

横手北インターが開設されることにより、県南全体の流動が変わる可能性があるため、

周辺の道路整備も必要である。 

 

○打川部会長 

 最後に、提言７について説明をお願いする。 

 

□柳瀬観光戦略課長 

 （資料２により、提言７「持続可能な公共交通の構築」について説明） 

 

○打川部会長 

 ただいまの説明に対して、委員から意見や提案をお願いする。 

 

○佐藤委員 

三セク鉄道について、企画列車はどのようなものが好評であったか。 

 

□相馬地域交通対策監 

「ごっつぉ玉手箱列車」、「たなばた列車」など、時期に応じたものに人気があった。 

 

○富橋委員 

三セク鉄道の観光利用は大事だが、沿線住民の利用が基本となる。車社会にあって、車

に乗らずに電車に乗るよう強制もできず、難しい課題である。 

 

○渡邊委員 

 富山では、公共交通の周辺に、生活に必要な施設をできる限り集め、便数を増やすなど

を行った。 

 ラッピングイベントなど一過性の取組を行うより、観光の周遊ルートの中に公共交通機

関を組み込む視点が重要と考える。東北の課題として、周遊ルートの策定が弱い。新たな

観光資源の開発と同時にルート策定を強化し、そこに公共交通機関を盛り込んでおくこと

が大事ではないだろうか。 



13 

 

 

○打川部会長 

 夢列車の募金状況はどうなっているのか。 

 

□相馬地域交通対策監 

目標２億に対して、1,000万円程度である。 

 

○打川部会長 

周辺住民の利用を促進することが基本であり、赤字補填のために２億円を渡すよりは、

住民に１億円分の定期券を渡す方が利用促進につながるように思う。 

 

 最後に、議事（２）その他で委員の皆様からご連絡等はないか。 

 なければ、事務局からご連絡等あるか。 

 

□観光戦略課三浦副主幹 

 現在いただいたご意見を盛り込んだ提言書を作成し、第２回総合政策審議会において打

川部会長から発言していただく。 

 

□猿橋次長 

長時間にわたっての議論に感謝する。今回は予定されていた部会の最終回である。 

観光・文化・スポーツの分野は、解決策を見いだしにくい分野であるが、打川部会長を

はじめとする委員会の皆様には、これらの分野に日常的に関わっている方々の生の声をお

聞かせいただけたことに、心より感謝申し上げる。 

来年度はふるさと秋田元気創造プランの改訂期になる。引き続きご協力をお願いしたい。 


