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岡崎市都市計画マスタープラン（素案）に対する意見と市の考え方 
 
No 意見 市の考え方 

全体構想 都市づくりの基本的考え方 

１ ・都市作りの目標は抽象的に記述されている都市

像で良いと思いますが、私はよく言われている

［元気よく］［明るい］［楽しい］都市でありた

いと思います。 

 

都市像については、市民の皆様のご意見を

踏まえながら、策定委員会にて検討しまし

た。ご指摘の［元気よく］［明るい］［楽しい］

都市の趣旨は、素案の４つの都市像に反映さ

れていると考えております。 

（本編Ｐ３４） 

２ 市政だよりに都市づくりの目標と基本姿勢の

図が載っていますが、言葉に書くのは簡単です

が、何をどのようにしたらこの言葉のようになる

か説明して下さい。 

都市づくりの目標については、その実現化

に向けて目標ごとに基本方針、取組方針を記

載しているところです。（本編Ｐ４５） 

このことから、これらを推進することによ

り都市づくりの目標を達成してまいりたい

と考えております。 

全体構想 都市像１＜快適定住都市＞ 

３ ○水、緑で囲まれた環境に恵まれた町 

・水遊びでき、泳ぐことができる河川をきれいに

する。生活水を流さない用水の継続推進。 

・緑の確保と山の破壊活動の防止。 

・三河山間部の自然を壊すこともなく自然を満喫

できる高原、環境の確保。 

自然は本市らしさを演出するものであり、

市民に憩いと潤いの空間を提供する貴重な

資源であり、自然と共生した都市づくりは大

切であるとして記載しているところです。 

（本編Ｐ４６） 

このことから、水、緑、といった自然は、

今後も区域区分制度の運用による無秩序な

開発の抑制や、下水道施設の整備等により、

自然の保全に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

４ ・国道 1号線沿いの空気をきれいにすることを基

本方針３などで考えて欲しい。岡崎市の国道１

号線周辺は、全国でもトップクラスの環境の悪

さだと聞いたことがある。 

大気汚染防止を図るため、円滑で快適な自

動車交通に寄与する渋滞対策を推進し、環境

にやさしい交通を実現することは大切であ

るとして、記載しているところです。 

（本編Ｐ７２） 

このことから、国道１号の沿道環境につい

ては、国との連携を図りながら、アメニティ

の高い沿線環境づくりに取り組んでまいり

たいと考えております。 

５ ○消費がしやすい町 

・公共交通機関の便利な駅付近に、消費しやすい

店を集約した町にする。 

・東岡崎のニュータウン計画に是非着眼して推進

する。 

鉄道駅を中心に都心ゾーンや地域拠点を

設定し、市民の生活利便向上や地域の顔にふ

さわしい都市環境づくりが大切であるとし

て、記載しているところです。（本編Ｐ５７）

このことから、これら拠点では日常生活に

必要な施設の誘導をすすめるとともに、バス

の乗り継ぎ等公共交通利便性の向上を図る

など、拠点づくりを進めてまいりたいと考え

ております。 

資料２ 
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６ ・市街地の魅力づくり 

芝生のある公園（中央総合公園などの郊外も

可） 

公園は市民の安全で快適な生活を支える

基盤施設として整備促進が必要であるとし

て、記載しているところです。（本編Ｐ６０）

このことから、公園整備を進めるなかです

べての公園に芝生を設置することは困難で

すが、岡崎中央総合公園など一部の公園では

芝生のある公園もあり、今後とも身近に緑が

体感できる市街地づくりに努めてまいりた

いと考えております。 

全体構想 都市像２＜連携交流都市＞ 

７ ・岡崎市内を走る国道１号線の渋滞の常態を避け

る。 

・渋滞道路、危険道路の整備 

鉄道との交差部や主要な道路相互の交差

部など慢性的な渋滞発生箇所は、円滑な自動

車交通と良好な沿道環境の確保のために大

切であるとして、幹線道路網の強化を記載し

ているところです。（本編Ｐ６６） 

このことから、国道１号については関係機

関と協議しながら渋滞解消を促進し、交通事

故多発地点など危険箇所については、歩道整

備、交差点改良といった交通安全対策を進め

てまいりたいと考えております。 

８ ・国道１号線は東岡崎駅と康生地区を含む地域を

分けている。東岡崎駅からげんき館、りぶらな

どへのアクセスが不便なだけでなく、せっかく

このようにきれいに整備してもらった施設に

行くのに長い横断歩道等でとまることになり、

環境の悪さを含め、不快さを一度感じることに

なる。どうにか国道１号線周りの（大気に関す

る）環境を改善するとか、国道１号線を使って

岡崎市を通過する交通ルートを変え、市民の生

活を妨げないようにするといったことを考え

て欲しい。 

・もちろん、すぐにどうにかなることではないが、

この課題を克服しない限り、岡崎市というまち

の「南北の分離」という問題点は解決されず、

にぎわいも生まれない。計画期間に「きっかけ

としての事業（何かの整備事業にはこだわらな

いので）」と「施策例」「将来の解消の方向、方

策」ぐらいは最低ラインとして記述すべきであ

る。 

都市計画道路岡崎駅平戸橋線を中心市街

地と岡崎駅周辺地区を連携する都心軸と位

置づけ、その快適な自転車、歩行者交通の実

現に向けて、ゆとりある歩行者空間の確保は

大切であるとして記載しているところです。

（本編Ｐ１５９） 

このことから、関係機関との協議を図りな

がら都心軸での歩行者空間の充実とともに、

新東名高速道路や市街地内の都市計画道路

の整備・改良を促進し、国道１号への交通負

荷を軽減し、沿道環境の改善とともに、都心

ゾーンのまちづくり構想を推進する中で、市

街地分断の解消にも努めてまいりたいと考

えております。 
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9 ・都市計画道路市道岡崎豊田線の計画に反対 

市道としてはじめて矢作川を跨ぐ、都市計画道

路岡崎豊田線が本年７月計画決定された。248

号が 2車線の時代は、市内より矢作川（橋）を

経て豊田市（豊栄町・トヨタ町）まで渋滞が日

常茶飯事。しかし葵大橋（2→4車線）が架かり、

橋の前後も 4車線化に整備された以降渋滞は解

消される。そして伊勢湾岸道豊田東 IC が開通

し、トヨタが急拡大する時期から再び葵大橋前

後で朝夕渋滞発生。 

昨秋（2008 年 12 月）以降は、物流・取引会社・

通勤車両も減少、現在は長期連休前をのぞきあ

まり渋滞は発生していません。よって巨額の工

事費を費やし新たな橋を建設する必要性は無

くなっている。 

天神橋東交差点（北向き）は毎朝渋滞している

ものの、以前（豊田東 IC 開通前）程ではない

状況。 

<対案①> 

・天神橋４車線化の推進および接続道路整備 

<対案②> 

・都市計画道路岡崎駅平戸橋線の早期整備および

県道 340 号細川豊田線道路拡張 

・《質問》都市計画道路市道岡崎豊田線の概算総

事業費（岡崎市負担分）はおおよそいくらにな

るのでしょうか。 

市内の交通渋滞緩和及び良好な市街地の

形成のため、幹線道路網の強化は大切である

として、記載しているところです。 

（本編Ｐ６６） 

このことから、矢作川に架かる天神橋、葵

大橋、郡界橋の現在ある３つの橋梁の交通容

量が、現在並びに２０年後の将来においても

不足するとされており、この不足する交通容

量を補いながら豊田市・岡崎市の市街地間の

連携強化を図ることを目的として都市計画

道路岡崎豊田線は計画されています。 

 
（岡崎豊田線の岡崎市分概算工事費につ

いては、約５０億円程度かかるのではないか

と算定しておりますが、河川管理者や隣接市

と調整、用地補償等において不確定要素も多

く、今後、事業費に変動が生じると考えてお

ります。） 
 

10 ・県道 239 号岡崎豊明線 

天神橋４車線化の推進および接続道路整備 

・国道 248 号関連整備 

天神橋東交差点（北向き）左折レーン（天神橋

方面）の延伸 

仁木交差点（北向き）右折レーン（北斗台方面）

の延伸 

北於御所交差点（南向き）左折レーン（岩津町

方面）の新設 

・県道 26 号岡崎環状線光ヶ丘女子高前交差点（南

向き） 

右折レーン（国道 248 号方面）・左折レーン（大

平方面）の新設および３車線化の延伸（緑丘交

差点迄） 

市内の交通渋滞緩和及び良好な市街地の

形成のため、幹線道路網の強化は大切である

として、記載しているところです。 

（本編Ｐ６６） 

このことから、未整備路線の整備促進や、

交差点改良といった交通安全対策について、

関係機関との協議を図りながら進めてまい

りたいと考えております。 
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11 ○働く職場があり安定的に収入の得られる町 

岡崎市の企業で収入が安定的に得られるのは

難しく周辺のトヨタ自動車およびそれを取り

巻く企業が存在する豊田市、刈谷市、知立市、

東海市、安城市、等の岡崎市周辺の都市との繋

がりが良い町造り。 

例えばＪＲ東海道、愛環線、名鉄名古屋本線の

繋がりを良くし利便性を図る。 

 

○岡崎公園前駅と中岡崎駅の総合駅化の推進 

・2008 年度実施の交通計画・パブリックコメント

にも採り上げられていた事案。現在計画中の東

岡崎駅・北口駅前広場整備事業の次の整備計画

に位置付けていただきたい。 

・近年、市の北に位置する豊田市（トヨタ）との

結びつきの増加およびＪＲ岡崎駅の拠点性の

向上により、南北軸の重要度が増している。 

・そこで市内中心部で交差している名鉄名古屋本

線岡崎公園前駅と愛知環状鉄道中岡崎駅を整

備。ホームは十字にクロスするも、駅舎および

改札口を一本化、乗り継ぎをスムーズにして駅

の価値を高めたい。使いやすいコンパクトな総

合駅とする。メインは東口とし、西口も八丁味

噌蔵への玄関口として整備。将来の愛知環状鉄

道複線化を見据え、線路スペースを一本分確保

しておく。 

・利便性向上や駅の魅力アップにより利用客は増

加するので、両社にとっても投資する価値はあ

るはずである。 

・市内における交通結節点整備優先順位：①東岡

崎駅→②岡崎公園駅（仮称）→③美合駅・矢作

橋駅 の順としたい。 

総合駅完成後、駅名の変更。「岡崎公園駅」が一

番しっくりくるのではないか。 

主要駅等で鉄道とバス、鉄道とその他交通

手段の乗り継ぎの利便性の向上をはかる移

動しやすさの改善は大切であるとして、記載

しているところです。 

(本編Ｐ７１) 

このことから、愛知環状道路の複線化や中

岡崎と岡崎公園駅を円滑に連絡する方策等、

関係機関と協議・調整を進めながら、検討し

てまいりたいと考えております。 
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12 年 8回の検討会をもとに基本計画ができまし

た。町への説明会が数回ありましたが、まるで

夢のような基本計画になっています。 

現在の駅前周辺は、商店街とは名ばかりで飲

み屋街になってしまいました。この周辺を通行

する人は名鉄の利用者がほとんどで、ラッシュ

時をすぎればとても賑わいのある町とは言えず

毎回閑散としています。 

担当課は説明会のたび、「37 万人都市にふさ

わしい玄関口」と言います。人口は合併などに

より増えているのに、名鉄の利用者は 14 年度か

ら減り続けています。日経によれば 2009 年 4～

9月期の連結最終損益が 6億円の赤字になると

載っていました。赤字になる主因は「鉄道事業

がある」と言っています。将来利用者が減るこ

とはあっても、増えることはないと思います。

このような状況にある名鉄の駅整備計画に

200 億円も使う必要があるのか疑問です。 

広く立派にすることばかり考えずに、現在の

東岡崎駅周辺の実状をしっかり把握し、地域住

民の生活も考え、身の丈に合った事業計画にし

てもらいたいと思います。 

高齢社会や環境問題への対応として、既存

の鉄道、バス等の公共交通の利用促進を図る

ため駅前広場等交通結節点の強化を進める

ことは、市民の生活を支える快適で安全な交

通環境の形成を図るうえで大切であるとし

て、記載しているところです。 

（本編Ｐ６８） 

名鉄東岡崎駅は１日の乗降客 38,000 人、

年間 1,400 万人が利用していますが、北口

駅前広場は非常に狭く、タクシー、一般車、

バス等の交通が輻輳しており、混雑していま

す。 

このことから、本市の玄関口にふさわしい

駅前広場、バスターミナル、アクセス道路と

いった基盤施設の整備を進めてまいりたい

と考えております。 

 

13 ・市街地の魅力づくり 

名古屋にはない、リピーターを呼び込む魅力施

設、個性的店舗、便利な医療施設、医療スタッ

フの補完機能の拡充 

中心市街地での商業、文化、交流等多様な

都市機能の集積については、西三河の広域拠

点にふさわしい都心ゾーンの再生に必要で

あるとして、記載しているところです。 

（本編Ｐ７８） 

このことから、商業活性化とともに図書館

交流プラザやげんき館の整備を進めてまい

りましたが、さらに史跡岡崎城跡整備事業等

に取り組む等、魅力のある市街地づくりを目

指してまいりたいと考えております。 

14 ・市街地に無料駐車場の確保 

市街地は歩かせることが基本。歩けない人はト

ラム、電気カートを利用。雨に濡れない動く歩

道を敷設するなど。 

都心ゾーンではまちバスの運行や歩行者

空間の整備により、歩いて楽しめるような都

市環境は大切であるとして、記載していると

ころです。(本編Ｐ７８) 

このことから、拠点快速バスや既存バス路

線の活用により公共交通ネットワークの強

化や、これらを補完する自転車交通などと連

携を図り、過度に自動車に依存することのな

い都市空間の形成に取り組んでまいりたい

と考えております。 

15 ・第二東名「岡崎ＳＡ」（「刈谷オアシス」的環境

作り） 

 

 

新東名の岡崎ＳＡについては、関係機関と

協議・調整を進めてまいりたいと考えており

ます。 
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16 ・新東名岡崎ＳＡ（スマートＩＣ導入？）や下山

地区研究開発施設（計画や進捗は不透明）への

アクセスや額田ＩＣ（仮称）を含んだ額田地区

への整備計画も優先度は高い。 

新東名岡崎ＳＡ（スマートＩＣ）、下山地

区研究開発施設及びこれに至るアクセス道

路の整備については、広域交通条件の向上や

産業振興に向けた環境づくりに効果が期待

できるとして、記載しているところです。 

（本編Ｐ７４） 

このことから、これらの促進のため関係機

関との調整を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

17 ・既存ストックと連携するという取組方針なの

で、利用する既存ストックが何か、連携するた

めの新規施設は何かなど、書いておいたほうが

よい。そのまま読むと、既存ストックを想定し

ているのか迷うケースがある。 

この取組方針では、すでにある施設を効果

的に連携させることを主眼とし、さらに都市

機能の集積を進めることを記載していると

ころです。ご意見を踏まえ、以下のとおり修

正します。 

【修正内容】 

取組方針１．既存ストックを活かした都市機

能の強化 

18 ・住宅施設という記述は、単に住宅を作るのか、

施設とあるからにはただの住宅ではないのか、

どちらなのか、そのほかなのかよくわからな

い。 

まちなか居住を推進するため、居住機能の

誘導について記載しているところです。ご意

見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

【修正内容】 

②東岡崎駅周辺、康生地区等の中心市街地で

は、中心市街地活性化基本計画と連携しなが

ら、商業・文化・交流・福祉・レクリエーシ

ョンといった多様な都市機能を集積させる

とともに、居住機能の積極的な誘導により、

まちなか居住を促進し、その活力の回復に取

り組みます。 

地域別構想 岡崎地域 

19 ・次期都市計画マスタープランに岡崎駅周辺が都

心ゾーン南の拠点として、都市機能の形成を進

めることとなっています。ＪＲ岡崎駅より金山

駅まで 25 分という短時間で行ける、名古屋通

勤圏としては、大変有効な地域であると思いま

す。この地域を今後計画的なまちづくりを進め

るか、乱開発で進めるか、20 年 30 年を考えれ

ば明らかです。 

岡崎駅周辺は、都心ゾーンにふさわしいま

ちづくりを進めるため、岡崎駅、シビックコ

ア地区等を中心とした交流・賑わいのある都

心を形成することを目指すことを目標とし

て記載しているところです。 

（本編Ｐ１０３） 
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20 ・駅西地区には、総合的な買い物ができる広さの

拠点が、集められませんでした。駅南区画整理

地区については、総合的な物販拠点ができるよ

うな面的整備と、展開が可能となる用途地域の

設定が必要かと思います。駅南地区を含めた、

駅周辺については、あまりいろいろな規制をつ

けてしまうと、自由な発想が出来なくなり、賑

わいの無い、死んだ街となってしまうように思

います。 

駅南区画整理地区については、まちづくり

構想図で若松線の北側に一定規模の店舗立

地を許容する一般住宅地を配置し、南側に住

宅を中心とした良好な住環境を形成する専

用住宅地を配置しています。ご意見を踏ま

え、以下のとおり目標２方針３の文章を修正

します。 

【修正内容】 

（仮称）岡崎駅南土地区画整理事業の推進 

・安全で快適な市街地整備や低未利用地の有

効活用を図るため、住宅を主体としつつ商業

施設など日常生活に必要な機能の誘導も含

めた（仮称）岡崎駅南土地区画整理事業を推

進します。 

21 ・都市計画道路の柱、福岡線、若松線の先線を早

期に進めていただきたい。ＪＲの鉄道路線で東

西が分断されています。若松線の東西を早期に

つなげてもらいたい。 

 

ＪＲによる東西市街地の分断については、

本素案作成過程でも多くの市民の方からご

指摘いただいた問題で、東西市街地の一体

化、都心へのアクセス向上に資する道路整備

は重要であるとして、記載しているところで

す。（本編Ｐ１０４） 

このことから、分断解消に向けて、岡崎刈

谷線の拡幅や、柱町線及び若松線の延伸・整

備を進めてまいりたいと考えております。 

22 ・通勤する方の多くが自転車通勤です。柱町線に

自転車道を併設する必要があると思います。 

自動車から自転車・歩行者交通への転換を

促進するため、自転車・歩行者交通ネットワ

ークの強化充実は大切であるとして、記載し

ているところです。（本編Ｐ７３） 

このことから、日常的利用に資する自転

車・歩行者交通ネットワークを検討してまい

りたいと考えています。 

23 ・広田川、占部川の拡幅を、砂川の河川改修を進

めていただき、雨水の排出能力をあげて、安全

な地域としていただきたい。 

広田川、占部川の河川改修を進めるなど、

安全で快適な市街地整備と河川改修や公共

施設の整備は重要であるとして、記載してい

るところです。（本編Ｐ１０５） 

このことから、大雨に強い都市づくりを実

現するため、伊賀川、鹿乗川とあわせて広田

川、砂川、占部川、上地新川の改修を促進し

てまいりたいと考えております。 

24 ・都心におけるバス交通の連携強化とあります

が、北は奥殿陣屋まで含んでいるのに、南は岡

崎駅までとなっています。さらに、福岡まで延

長することで、より都心へのアクセスの強化に

繋がると考えられるので、基幹軸に入れるべき

ではないかと考えます。 

バス交通の南北の基幹軸については、多く

の路線が起終点となっている岡崎駅を、南の

終点として記載しています。 

（本編Ｐ１０５） 

岡崎駅以南につきましては、今後の具体的

な施策展開の中で検討してまいりたいと考

えております。 
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25 ・占部川の遊水地と堤防敷の有効な活用が出来た

らよいと思います。 

占部川の遊水地と堤防敷の有効活用につ

いては現在のところ未定で、今後具体化する

際に検討してまいりたいと考えております。

地域別構想 額田地域 

26 ・方針１の都市的土地利用はどのような土地利用

を指すのか。また、同ページ内では、都市計画

区域予定地となっているが、これだけでは、将

来の展望をどのように考えているのかわから

ないので、市街化を進めていくのか、その逆な

のか、が知りたい。 

今後の都市的土地利用の方向につきまし

ては、（仮称）額田インターチェンジ整備に

伴う乱開発を防止し、開発を適正に誘導する

ことは大切であるとして、記載しているとこ

ろです。（本編Ｐ１５３） 

また既存集落を中心とした地区について

は地域の協力のもと住宅を中心とした土地

利用誘導を検討するとして、記載していると

ころです。（本編Ｐ１５２） 

地域別構想 都心ゾーンまちづくり構想 

27 ・路面電車（トラム）の整備 

ＪＲ岡崎⇔名鉄東岡崎⇔名鉄岡崎公園前・ＪＲ

中岡崎⇔リブラ周辺 

※かつて存在した市電に回帰するのではなく、誰

もが乗ってみたくなるデザイン重視のＬＲＴ

（Light Rail Transit）を導入。 

自転車、電気カートなどもトラムへ乗車可能。

※名鉄、ＪＲへも要拡張。 

都心軸として位置づけている都市計画道

路岡崎駅平戸橋線で中心市街地、学術文教

地、大規模小売店舗、岡崎駅周辺を有機的に

ネットワーク化する、拠点をつなぐ都心軸の

形成は重要であるとして、記載しています。

(本編Ｐ１５９) 

このことから、新たな交通手段の導入につ

いては、公共交通需要の高まりに応じて検討

してまいりたいと考えております。 

28 ・ 都心ゾーンが大きすぎると思う。旧市街地で

ある康生地区とその周辺、岡崎駅周辺をつなぐ

ような絵を描いているように感じる。 

・ その両市街を都心にするのはお金がかかり、

容易ではない。 

・ 両方の都心を利用できるのはこの両市街に住

む人のみが中心になるように見える。どちらか

一つの都心に重点をおくべきだと思う。 

康生地区、東岡崎周辺といった中心市街

地、学術文教地、大規模小売店舗、岡崎駅周

辺を有機的にネットワーク化し、各々の機能

の相乗効果を引き出しながら都心ゾーンの

活性化を進めることは重要であるとして、記

載しているところです。（本編Ｐ１５９） 

このことから、この両地区を一体として市

全体の活性化を牽引するような都心ゾーン

を形成するため、土地利用の規制・誘導や都

市基盤整備など種々の施策に取り組んでま

いりたいと考えております。 

29 ・工業的な土地利用から、住宅地に転換していく

方法はどのような方法なのか。 

工業系土地利用から住居系土地利用への

転換につきましては、用途地域の変更や地区

計画の活用等により、計画的な土地利用誘導

を検討してまいりたいと考えており、記載し

ております。 

（本編Ｐ１５８） 

その他 

30 ・徳川家康にまつわる史実を徹底的に集めた資料

を再整備し全国にＰＲし観光都市をめざす。 

ご意見を参考にしながら、地域資源を活か

した観光交流に係る施策を展開してまいり

たいと考えております。 
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31 ・石の文化は岡崎市の文化であるべきと思ってい

るがこれに対しての言及、活動を図る。 

石は本市の重要な地場産業であり、都市計

画の面では必要に応じてその操業環境を維

持する土地利用の誘導を検討してまいりた

いと考えております。 

32 ・岡崎市は工業都市として存続していくためには

専門高等学校、専門大学を整備し充実をはか

る。特に物づくりに関しての工学的専門高校、

大学を創立を図る。 

高校、大学を設置する予定はありません

が、都市計画の面で産業振興に向けた環境づ

くりとして工業地の確保を進めてまいりた

いと考えております。 

33 ・リブラ館設立は情報管理、開示の切り口で大変

良い設備でおおいに評価できる。 

今後とも情報公開等については積極的に

努めてまいりたいと考えております。 

34 ・放置車両撤去権限を市街地住民に。 放置車両について市民が撤去することは

法的に難しいことから、条例による規制等で

今後とも対応してまいりたいと考えており

ます。 

35 ・大手企業と市交通との協業。 

買い物宅配サービス、買い物カートの個別利

用。 

市民の生活利便性を検討する際の参考に

させていただきたいと考えております。 

36 ・岡崎小学校の校庭が狭いように思います。 学校敷地の確保については、全市的な教育

施設整備の中で必要に応じ検討を行ってま

いりたいと考えております。 

37 ・道路政策は、管理監督部署が市・隣接自治体・

県・国と跨っており、直轄や権限、予算（資金）

が違うため、また地権者も絡み、市自らが思う

ような整備計画がなかなか進まないというジ

レンマもあるかと察します。市民（生活・活動）

第一をモットーに将来を見据えた視点で、政治

力を生かしながら高い調整力を発揮して推進

していただきたいものです。 

・国民が選択した、新しい政府・政策により国か

ら地方への権限委譲、地方分権（主権）が良い

方向に進展していくよう、期待しています。 

今後とも市民の皆様とコミュニケーショ

ンを図りながら、関係機関と協議・調整し、

効率的な道路整備を進めてまいりたいと考

えております。 

 


