
 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 廃棄物 
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 調査事項及び選定理由 

工事の施行に伴い、掘削工事等により建設廃棄物及び建設発生土が生じると考えられるこ

とから、以下の調査項目を選定しました。 

 

ア．建設廃棄物の状況 

イ．建設発生土の状況 

ウ．廃棄物の処理の状況 

エ．法令による基準等 

 

 調査地域 

調査地域は、工事の施行中における施設の建設に伴う廃棄物による影響を勘案し、対象事

業地及びその周辺としました。 

 

 調査手法 

 建設廃棄物の状況 

建設廃棄物の状況について、工事計画を整理しました。 

 
 建設発生土の状況 

建設発生土の状況について、工事計画、「地形分類図」（東京都）、「東京都総合地盤図」

（東京都）及び推定地質縦断図（236 ページ参照）を整理しました。 

 

 廃棄物の処理の状況 

「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書」（東京都）、「東京都建設リサイクル推進計

画」（東京都）の調査結果を整理しました。 

 

 法令による基準等 

循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和 45 年法律第 137 号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48 号）、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）、東京都廃棄物条

例（平成４年東京都条例第 140 号）、「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（東京都）、「東

京都建設リサイクル推進計画」（東京都）、千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条

例（平成 11 年千代田区条例第 30 号）、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成 11

年中央区条例第 26 号）を整理しました。 
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 調査結果 

 建設廃棄物の状況 

本事業の実施に伴う現況道路のコンクリート及びアスファルト舗装の撤去工及び水などを

使用して行う工種(土留工、固結工、シールド掘進工)においては、建設廃棄物が発生しま

す。 

 

 建設発生土の状況 

掘削工事に伴い建設発生土が発生します。推定地質縦断図（236ページ参照）より、掘削工

事に伴う掘削工事範囲の土層は、埋土、有楽町層の粘性土質、東京層群の第１礫質土層、砂

質土層、粘性土層、第２礫質土層及び上総層群の砂質土層、粘性土層と考えられます。 

 

 廃棄物の処理の状況 

産業廃棄物の処理・処分方法は、直接再生利用、中間処理、直接最終処分となっており、

さらに、中間処理された産業廃棄物は、減量化ののち、再生利用又は最終処分されていま

す。 

平成30年度の東京都における産業廃棄物の排出量及び処理・処分の状況は、図 8.8-1に示

すとおりです。産業廃棄物の排出量26,560千tのうち、99.1％にあたる26,314千tが中間処理

され、直接再生利用されるのは排出量の0.02％にあたる5千t、直接最終処分された量は0.9％

にあたる241千tです。中間処理される26,341千tの産業廃棄物は、脱水、焼却等の中間処理を

経て9,202千tに減量化され、そのうち8,788千tが再生利用、414千tが最終処分されていま

す。 

 
注１）（ ）内の数字は排出量に対する割合を示します。 

注２）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合があります。 

資料：「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成30年度実績）」（東京都環境局） 

図 8.8-1 東京都における産業廃棄物の処理処分状況 
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東京都では、都関連工事から発生する建設副産物の計画的なリサイクルを推進するため、

「東京都建設リサイクル推進計画」を令和４年４月に策定し、表 8.8-1に示すとおり、令和

６年度末までに達成すべき達成基準値を定めています。 

 

表 8.8-1 達成基準値 

対象品目 実績値注１、注２ 令和 6年度 

建設廃棄物 98.2% 98% 

99.5% 99% 

 コンクリート塊 99.6% 99%以上 

99.9% 99%以上 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

99.9% 99%以上 

99.9% 99%以上 

建設発生木材 99.0% 99%以上 

98.7% 99%以上 

建設泥土 99.8% 96% 

99.8% 98% 

建設混合廃棄物 排出率 5.7% 3.0%以下 

0.9% 1.0%未満 

建設発生土 70.0% 88% 

77.9% 99%以上 

再生砕石（都発注工事） 53.9% 96% 

注１）上段：全体の達成基準値、下段：都関連工事の達成基準値 

注２）実績値は平成30年度センサスの実績値 

資料：「東京都建設リサイクル推進計画」（令和４年４月、東京都） 
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 法令による基準等 

関係法令、条例等に示される事業者の責務は表 8.8-2に、廃棄物の関係計画等に示される

目標・施策等は表 8.8-3に示すとおりです。 

 

表 8.8-2(1) 関係法令、条例等に示される事業者の責務 

関係法令等 事業者の責務 

循環型社会形成推進基本法 
（平成 12 年法律第 110 号） 

（事業者の責務）  
第十一条  

事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行う

に際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等

となることを抑制するために必要な措置を講ずるととも

に、原材料等がその事業活動において循環資源となった

場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、

若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるた

めに必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない

循環資源について自らの責任において適正に処分する責

務を有する。 
２ 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本

原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、当該

製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実

その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制

するために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容

器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示その他の当該

製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循

環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処

分が困難とならないようにするために必要な措置を講ず

る責務を有する。 
３ 前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、

これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用

を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事業

者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが 必
要であるとともに、当該製品、容器等に係る設計及び原

材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となったもの

の収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環

型社会の形成を推進する上で重要であると認められるも

のについては、当該製品、容器等の製造、販売等を行う

事業者は、基本原則にのっとり、当該分担すべき役割と

して、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったもの

を引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正

に循環的な利用を行う責務を有する。 
４ 循環資源であって、その循環的な利用を行うことが

技術的及び経済的に可能であり、かつ、その循環的な利

用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上で

重要であると認められるものについては、当該循環資源

の循環的な利用を行うことができる事業者は、基本原則

にのっとり、その事業活動を行うに際しては、これにつ

いて適正に循環的な利用を行う責務を有する。 
５ 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則に

のっとり、その事業活動に際しては、再生品を使用する

こと等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関す

る施策に協力する責務を有する。 
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表 8.8-2(2) 関係法令、条例等に示される事業者の責務 

関係法令等 事業者の責務 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和 45 年法律第 137 号） 

（事業者の責務） 

第三条 

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら

の責任において適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再

生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、

物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃

棄物となった場合における処理の困難性についてあらか

じめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製

品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る

廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供するこ

と等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合に

おいてその適正な処理が困難になることのないようにし

なければならない。 

３ 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減

量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共

団体の施策に協力しなければならない。 

資源の有効な利用の促進に関する法律 

（平成３年法律第 48 号） 

（事業者等の責務）  

第四条 

工場若しくは事業場（建設工事に係るものを含む。以

下同じ。）において事業を行う者及び物品の販売の事業を

行う者（以下「事業者」という。）又は建設工事の発注者

は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原

材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再

生部品を利用するよう努めなければならない。 

２ 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製

品が長期間使用されることを促進するよう努めるととも

に、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用

されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若し

くは一部を再生資源若しくは再生部品として利用するこ

とを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る

副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用するこ

とを促進するよう努めなければならない。 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律 

（平成 12 年法律第 104 号） 

（建設業を営む者の責務） 

第五条 

建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる

建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫すること

により、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分

別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費 

用を低減するよう努めなければならない。 

２ 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化によ

り得られた建設資材（建設資材廃棄物の再資源化により

得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第四十

一条において同じ。）を使用するよう努めなければならな

い。 

（発注者の責務） 

第六条 

発注者は、その注文する建設工事について、分別解体

等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正

な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設

資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の

再資源化等の促進に努めなければならない。 
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表 8.8-2(3) 関係法令、条例等に示される事業者の責務 

関係法令等 事業者の責務 

東京都廃棄物条例 

（平成４年東京都条例第 140 号） 

(事業者の基本的責務) 

第八条 

事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進

する等により、廃棄物を減量しなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物

（以下「事業系廃棄物」という。）を自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。 

３ 事業者は、従業者の教育訓練の実施体制その他

の必要な管理体制の整備に努め、前二項の責務の達

成に向けて継続的かつ計画的な取組を行わなけれ

ばならない。 

４ 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理

を確保するために講じている取組の内容を積極的

に公表し、自らが排出する廃棄物の処理に対する信

頼性の向上に努めなければならない。 

５ 廃棄物の処理を受託する事業者は、受託した廃

棄物の処理の透明性を確保するため、その処理の状

況の公表その他の必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

６ 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保

に関し都の施策に協力しなければならない。 

千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する

条例 

（平成 11 年条例第 30 号） 

（基本的責務） 

第 10 条 

事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用

を図ること等により、その事業系廃棄物の減量を図

らなければならない。 

２ 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。 

３ 事業者は、事業系一般廃棄物の減量及び適正な

処理の確保に関し、区の施策に協力しなければなら

ない。 

中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

（平成 11 年条例第 26 号） 

(事業者の責務) 

第八条 

事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進

する等により、廃棄物を減量しなければならない。 

２ 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。 

３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、

その製品、容器等が廃棄物となった場合において、

その適正な処理が困難になることのないようにし

なければならない。 

４ 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保

に関し区の施策に協力しなければならない。 
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表 8.8-3 廃棄物の関係計画等に示される目標・施策等 

関係計画等 目標・施策等 

「東京都資源循環・廃棄物処理計画」 

（令和３年９月、東京都） 

一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量の合計に対す
る最終処分量： 
2025 年度 82 万トン（最終処分率 2.6%） 
2030 年度 77 万トン（最終処分率 2.4%） 

「東京都建設リサイクル推進計画」 

（令和４年４月、東京都） 

令和６年度末までに達成すべき達成基準値は次の

とおりである。 
対象品目 実績値注１、注２ 令和 6年度 

建設廃棄物 98.2% 98% 

99.5% 99% 

 コンクリート塊 99.6% 99%以上 

99.9% 99%以上 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

99.9% 99%以上 

99.9% 99%以上 

建設発生木材 99.0% 99%以上 

98.7% 99%以上 

建設泥土 99.8% 96% 

99.8% 98% 

建設混合 
廃棄物 

排出率 5.7% 3.0%以下 

0.9% 1.0%未満 

建設発生土 70.0% 88% 

77.9% 99%以上 

再生砕石（都発注工事） 53.9% 96% 

注１）上段：全体の達成基準値、下段：都関連工事の達

成基準値 

注２）実績値は平成 30 年度センサスの実績値 

なお、「東京都建設リサイクル推進計画」を着実に

推進するため、建設副産物の利用調整や適正処理等

の各種施策が「東京都建設リサイクルガイドライ

ン」に定められています。 
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 予測事項 

 工事の施行中 

予測事項は、「施設の建設に伴い発生する建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用・

再資源化量及び処理・処分方法」としました。 

 
 予測の対象時点 

ア. 工事の施行中 

予測の対象時点は、工事の施行中において建設廃棄物及び建設発生土が排出する期間とし

ました。 
 

 予測地域 

ア. 工事の施行中 

予測地域は対象事業地としました。 
 
 予測手法 

ア. 工事の施行中 

事業計画の内容、推定地質縦断図（236 ページ参照）及び類似事例から、発生量及び再資源

化等について推定する方法としました。 

 

 予測結果 

ア. 工事の施行中 

施設の建設に伴い発生する建設廃棄物及び建設発生土の排出量は表 8.8-4 に示すとおりで

す。事業計画の内容から、建設汚泥を除く建設廃棄物は約 130,000t、建設汚泥は約 255,900 ㎥、

建設発生土は約 278,100 ㎥と予測します。なお、工事区分ごとの排出量は、表 8.8-5 に示すと

おりです。 

トンネル構造（開削区間）は、類似事例等を参考として、水などを使用せず地山掘削を行う

掘削・支保工によって建設発生土が排出され、水などを使用して連続壁を構築する土留工・固

結工によって建設汚泥が排出されると予測します。なお、排出時期は、表 8.8-6 に示すおおむ

ね４～９年目頃を想定しています。 

トンネル構造（シールド区間）のうち立坑部においては、類似事例等を参考として、水など

を使用せず地山掘削を行う掘削・支保工によって建設発生土が排出され、水などを使用して連

続壁を構築する土留工・固結工によって建設汚泥が排出されると予測します。なお、排出時期

は表 8.8-6 に示すおおむね３年目頃を想定しています。シールドトンネル部（外回り、内回り）

においては、類似事例や推定地質縦断図（「8.3 地盤 8.3.1 現況調査 (4)調査結果 ア.地盤の

状況 (イ)現地調査 図 8.3-3」（236 ページ参照））等を参考として、水などを使用して掘削を

行うシールド掘進工によって基本的に建設汚泥が排出されると予測しますが、一部、礫質土層

を掘削する場合は、対象事業地内の施工ヤード内でずり分離等を行うことで、建設発生土が排

出されると予測します。なお、排出時期は表 8.8-6 に示すおおむね７～９年目頃を想定してい

ます。 

建設廃棄物、建設発生土の再利用・再資源化は、「東京都建設リサイクル推進計画」（東京

都）に定められた都関連工事の達成基準値を上回るよう再利用・再資源化に努めます。 
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再資源化が困難な廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に示される適正処理の方針

に基づき、適正処理を行い、工事施行時に特別管理産業廃棄物が確認された場合は、同法律に

基づき適切に対処します。 

なお、建設発生土は、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設発生土の有効

利用を行います。受入地については、工事実施段階において、関係機関と協議の上決定します。

建設汚泥は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通省、平成 18 年６月）」及

び「東京都建設泥土リサイクル指針（東京都、令和３年４月）」に基づき、発生抑制、再生利

用、適正処理に努めます。 
 

表 8.8-4 工事の施行に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量の予測結果 

区分 項目 発生量 再利用及び再資源化率注１ 

建設廃棄物 

コンクリート塊（t） 約 124,900 

約 130,000 

99%以上 

アスファルト・コンクリート塊(t) 約 4,500 99%以上 

金属くず(t) 約 600 可能な限り再資源化 

建設汚泥（㎥） 約 255,900 可能な限り再資源化 

建設発生土(㎥)  約 278,100 99%以上 

注１）建設汚泥及び金属くずは「東京都建設リサイクル推進計画」において達成基準値は定められていませんが、可能な

限り再資源化を図る計画としています。 

 

表 8.8-5 工事区分ごとの排出量 

工事区分 
コンク 

リート塊 
（t) 

アスファル
ト・コンク
リート塊
（t) 

金属くず 
（t) 

建設汚泥 
(㎥) 

建設 
発生土 
(㎥) 

都心環
状線側 

トンネル（開削区間） － 約 300 － 約 5,200 約 31,300 

擁壁 約 2,900 － 約 360 － 約 12,200 

出入口等 

（新富町入口（仮称）） 
約 100 約 200 － － － 

擁壁（更新）等 約 22,900 約 1,700 約 40 － 約 11,500 

八重洲
線側 

トンネル（開削区間） 約 82,300 約 1,800 － 約 16,900 約 176,800 

トンネル 

（シールド

区間） 

立坑 約 11,600 －  約 3,900 約 35,600 

外回り － －  約 115,700 約 4,800 

内回り － －  約 114,000 約 2,100 

換気所 約 4,300 － 約 200 － － 

出入口等（丸の内出口、 

丸の内入口（仮称）） 約 800 約 200 － 約 200 約 3,800 

合計  約 124,900 約 4,500 約 600 約 255,900 約 278,100 

注１）コンクリート塊は、既設の道路構造物等の延長及び断面積を基に算出しました。 

注２）アスファルト・コンクリート塊は、既設道路の延長、幅及び舗装厚を基に算出しました。 

注３）建設発生土、建設汚泥は、掘削範囲を基に算出しました。 

注４）金属くずは、既存遮音壁の延長及び高さ、換気所の設備機器の規格、料金所の規模を基に算出しました。 

注５）トンネル（シールド区間）の内回り及び外回りは、水などを使用して掘削を行うシールド掘進工によって基本的に

建設汚泥が排出されると予測しますが、一部、礫質土層を掘削する場合は、対象事業地内の施工ヤード内でずり分

離等を行うことで、建設発生土が排出されると予測し、推定地質縦断図（「8.3 地盤 8.3.1 現況調査 (4)調査結果 

ア.地盤の状況 (イ)現地調査 図 8.3-3」（236 ページ参照））を基に、建設発生土の排出量を算出しました。 
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表 8.8-6 建設発生土及び建設汚泥の排出時期 

工事区分 

１
年
目 

２
年
目 

３
年
目 

４
年
目 

５
年
目 

６
年
目 

７
年
目 

８
年
目 

９
年
目 

10
年
目 

11
年
目 

12
年
目 

トンネル（開削区間）  

 

          

トンネル 
（シールド
区間） 

立坑        

  

   

トンネル部 
（外回り、内回り） 

            

注１）トンネル（開削区間）は主に建設発生土、トンネル（シールド区間）の立坑は主に建設発生土、トンネル（シールド区

間）の外回り及び内回りは主に建設汚泥が排出されます。 

 

 

 工事の施行中 

【予測に反映した措置】 

・コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の建設廃棄物及び建設発生土は、「東京都

建設リサイクル推進計画」に定める再資源化率等を目標とし、再生利用に努めます。 

・再資源化が困難な廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に示される適正処理の方

針に基づき、適正処理を行い、工事施行時に特別管理産業廃棄物が確認された場合は、同

法律に基づき適切に対処します。 

・建設発生土は、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設発生土の有効利用を

行います。受入地については、工事実施段階において、関係機関と協議の上決定します。 

・建設汚泥は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通省、平成 18 年６月）」

及び「東京都建設泥土リサイクル指針（東京都、令和３年４月）」に基づき、発生抑制、再

生利用、適正処理に努めます。 

 

【予測に反映しなかった措置】 

・計画・設計段階における発生抑制計画の検討を行う等、廃棄物等の発生抑制に努めます。 

・余剰材を発生させない施工計画を採用する等、廃棄物の発生の抑制に努め、排出量を把握

するとともに、現場内での分別解体等を行い、関係法令を遵守し、適切に処理します。 

・シールド区間において排出される砂質土について、余剰泥水等の処理のため、対象事業地

外の施工ヤードの確保等に努め、建設発生土として取扱い、建設資材として有効利用する

ことに努めます。 

・施工計画において、道路の躯体や路盤材等に再生材を活用することに努めます。 
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 評価の指標 

評価の指標は、「東京都建設リサイクル推進計画」に定める達成基準値、循環型社会形成推

進基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、東京都廃棄物条例、千代田区一般廃棄物の処

理及び再利用に関する条例、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例に定める事業者の

責務と合致することとしました。 

 

 評価結果 

 工事の施行中 

施設の建設に伴い発生する建設発生土及び建設廃棄物土の排出量は、表 8.8-4 に示すとお

りです。建設汚泥を除く建設廃棄物は約 130,000t、建設汚泥は約 255,900 ㎥、建設発生土は約

278,100 ㎥と予測します。 

建設廃棄物、建設発生土の再利用・再資源化は、「東京都建設リサイクル推進計画」（東京

都）に定められた都関連工事の達成基準値を上回るよう再利用・再資源化に努めることから、

達成基準値を満足します。 

再資源化が困難な廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に示される適正処理の方針

に基づき、適正に処理を行い、工事施行時に特別管理産業廃棄物が確認された場合は、同法律

に基づき適切に対処します。 

なお、建設発生土は、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設発生土の有効

利用を行います。受入地については、工事実施段階において、関係機関と協議の上決定します。

建設汚泥は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通省、平成 18 年６月）」及

び「東京都建設泥土リサイクル指針（東京都、令和３年４月）」に基づき、発生抑制、再生利

用、適正処理に努めます。 

さらに、環境保全のための措置として、計画・設計段階における発生抑制計画の検討を行う

など、廃棄物等の発生抑制に努めます。余剰材を発生させない施工計画を採用する等、廃棄物

の発生の抑制に努め、排出量を把握するとともに、現場内での分別解体等を行い、関係法令を

遵守し、適切に処理します。 

以上により、評価の指標である「東京都建設リサイクル推進計画」に定める達成基準値、循

環型社会形成推進基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、資源の有効な利用の促進に

関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、東京都廃棄物条例、千代田区

一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例に

定める事業者の責務を果たすと考えます。 

 


	空白ページ

