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第 1 回 湖西市行財政改革審議会 会議録（要旨） 

開 催 日 時 平成 28 年 7 月 21 日（木）午前 10：00～午前 11：55 

開 催 場 所 湖西市役所 2階 市長公室 

委 員 (出席者) 7 人 (欠席者) 3 人 (事務局) 5 人 

内  容 

1 事務局のあいさつ 

事務局 企画政策課長があいさつ 

会長が選出されるまで、進行を務める。 

2 委嘱状の交付 

    三上市長から委嘱状を各委員へ交付 

3 市長あいさつ 

行財政改革審議会の委員の皆様にご審議いただきたいのは、「行財政改革アクショ

ンプランの進捗管理」と「公共施設マネジメント」のこと、そして皆様方に関心の

あるテーマで提言をしていただけるものがあったらと考えている。 

私はつい 近、次の選挙には出ないと、12 月５日で退任すると記者会見で発表し

たところである。やり残したところは、自分の子よりも若い次の市長が引き継いで

くれるであろうと思うので、しっかり引継ぎをしていこうと考えている。数字に表

れたものとしては、ゴミをなくし、花いっぱいであいさつが抜群の市になれば、犯

罪は絶対に減るものだと言ってきて、12 年間で犯罪は４分の１になった。人件費は

私が経営コンサルタントだったときに、「精鋭にしてから人減らしをするのが理想」

といわれていたが、自分は「人減らしをすると精鋭になるのだ」と言ってきたが、

自分が初めて市長に就任した平成 17 年を基準とすると、６億円の人件費を減らして

きた。病院と消防を除くと、分母は 34 億 8 千万円とするとおよそ 18％水準を下げ

たことになる。12 年間の結果であるが、まだまだ人件費を削減できると考えている。

これまで、平成 25 年 5 月に行財政改革大綱及び行財政改革アクションプランを策定

し、具体的な行動計画に基づき改革に取り組んでいる。 

昨年度に引き続き当市の行財政改革についてのご審議をいただくが、今回３人の

委員が入れ替わりをし、市民目線で審議を継続すると同時に、新しい視点もぜひ取

り入れて、無難な提言ではなく、自由で大胆な提言を期待したい。 

4 自己紹介 

 委員、事務局による自己紹介 
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5 会長、副会長の選出 

委員の推薦により、西堀会長を選任、会長より白井聖記副会長を指名 

   

会長あいさつ 

西堀会長：先ほど市長から、市民目線で行財政の改革について大胆な提言をしてほしい

とお話があった。これは前回もそうであるし、これからも堅持していく視点と

して大事にしていかなければいけない。それから地方自治及び地方行財政とし

て昨年、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」として、それぞれの自治体が生

き延びる、と言ってはおかしいかもしれないが、新しい日本を創っていくため

の基盤を作っていく、そのためには地域の資源を活かして、人材を活用してそ

の社会の持続的発展というか、よく言えばいい年のとり方をして、できればそ

れを次世代に継承していくという道筋をしっかり作ろうということで、湖西市

も他市町と同様にその道筋をつけられた。自分自身も豊橋市の地域強靭化とい

う、震災に対して今までは防災計画というものがあり、それから復興施策があ

ったのだが、あまりつながっていなかった。それを地域強靭化計画ということ

でつなげていくという、ある面では新しい発想で、湖西市ではすでに私どもの

学会で、市長さんからご報告をいただいているが、非常にきめの細かい防災計

画というか地震対策を考えていたので、そのような湖西市がこれまで作ってき

たビジョンを実現していくような、行財政の改革をどうするのか私たちは考え

ていけたらいいのではないかと思う。その視点からこれまでも行財政のあらゆ

るところをチェックして、良いところを伸ばしていくということで、皆様から

いい知恵をいただけたらよい答申ができるのではないかと考えているので、よ

ろしくお願いしたい。 

6 諮問 

  諮問書を三上市長から西堀会長へ提出 

   諮問事項 

（1）湖西市行財政改革アクションプランの進行管理について 

（2）公共施設の適正化について 

（3）その他行財政改革に関することについて 

 

 【諮問書を提出後、市長は退席】 

 

7  審議事項 

  湖西市行財政改革アクションプランの進行管理について 

 

西堀会長：私たちの課題としては、市が取り組んでいるアクションプランの進行管理を
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行うということと、公共施設の適正化について答申を出していく。それからそ

の他行財政の改革について多様な意見をいただきたいということである。全体

としては、先ほどのあいさつでも申し上げたように、大きな課題を意識しつつ

進めていきたいと考えている。ぜひこれまで同様、市が取り組んできている行

財政改革の実を挙げるべく後押ししていこうというものである。ぜひ皆様方の

市民目線と専門分野からの両方の目線で意見を伺えたらと思う。 

任期は平成30年の３月までである。市のアクションプランの進行管理を行っ

て、公共施設の適正化についても審議していく。そして平成28年度末までに平

成27年度の個別アクションプランの進行管理など、今回の諮問に対する答申を

行う。審議会の都度、積極的なご意見をいただきたい。 

まずは事務局から補足説明があれば報告をいただきたい。 

 

事務局： 昨年度の行財政改革に関する取り組みの状況を報告 

     配付資料についての補足説明  

 

西堀会長：事前に委員に資料が渡されていると思うが、大分類ごとに委員からの質問、

発言をお願いしたい。 

必要があれば事務局から発言をお願いする。大分類｢市民協働の積極的な推

進｣に関して意見をいただきたい。 

金原委員：「事業№１．ウェブサイト等を活用した情報提供の推進」について、取組№

37以降の財源創出するための、ふるさと納税の促進、未利用地の売却・貸付の

促進、ネーミングライツ等の新たな取り組みが加わってきているため、それら

の取り組みについて、市民や全国の方に対して情報発信をしていくための手立

てを考える必要がある。特にウェブサイトに関しては、今や若者だけではなく

て、どの年齢層においてもインターネットを利用する状況にあるので、どれだ

け広く見ていただくか。週に１回新幹線で浜松から東京まで通っているが、９

割くらいの人が、スマートフォンかタブレット端末やパソコンをいじっている。

件数が増えるというのは一つの目安ではあるというのは理解できるが、年齢は

関係なしに、検索エンジンにこういう言葉を入れると、湖西市の情報が上の方

に出てくるよとか、どのようにしたら多くのひとに見てもらえるかというとこ

ろで、湖西市独自の工夫を考えていかなければいけない。 

白井聖委員：「事業№２．企業等と市民活動団体を繋ぐ仕組みの確立」の行動計画のと

ころで、地域貢献活動と市民活動団体との協働支援をするとのことだが、例え

ば本来ならば、市が中心となって取り組まなければいけない課題かもしれない

が、民間が補えるような事業がまだまだあるのではないか。具体的に何かテー

マを出して参加を呼びかけたらどうかということである。例えば空き家対策や
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防災対策など。防災対策では各団体が湖西市と協定を結んでいる例がたくさん

あると思うが、協定を結んでもそれっきりになってしまう。そのような企業・

団体が、防災であれば実際に発災したときに、いろいろ活動したいという気持

ちがあるのかもしれないが、結局は協定止まりになって動いていない。そうい

ったところを現実にシュミレーションしてみたり、具体的にどうするのかとい

うことを市役所が主導となって提案していけば、企業側もそれが地域貢献にも

なるだろうし、いざというときの活動にも反映される、ということでこれから

困るであろうテーマを出していけばどうかと思う。 

白井知委員：「事業№３．出前講座の充実」について、改めて市のウェブサイトを見さ

せてもらって、いろいろなことが掲載されているというのはわかったが、内容

によっては身近なものとか、馴染みのないものなどもあって、湖西市ウェブサ

イトで出前講座の一覧や実施状況を確認させていただいたが、利用頻度の高い

講座に偏りがあり、利用が見込めそうもない講座も多いように感じた。利用頻

度の少ないメニューの入替えも一案であるだろうし、出前講座ということで受

け身の部分があって、申込みがあってから出向くということだが、営業活動と

いってはおかしいかもしれないが、広く市民に役立つものに関しては、各自治

会・小中学校等へ積極的な活用を促したり、場合によっては積極的に市の方か

ら出向くなどしてみてはどうか。 

西堀会長：中分類「市民と共に取り組むための仕組みづくり」のところで、他に意見は

ないか。ないようなので中分類「市民と行政の距離感の短縮」に移る。 

白井聖委員：「事業№４．職員の接遇能力の向上」について以前、「接客態度が悪い・

よくない」についての理由を調査しているのか訪ねたところ、調査はしていな

いという回答だった。何が原因で悪くなっているのか、そこをしっかり突き詰

めて対応しないと改善度が上がりにくいと思う。 

また、時には「できないものはできません。」というはっきりとした意見を

言う必要もある。正論であるにも関わらず、気に入らない回答を受けたことに

よって、それが接客態度の悪いということにつながっているならば、致し方な

い面もあると思う。そういった意味からは、そもそもが100％というのはあり得

ないのではないかと思うが、原因を探っていく必要はある。 

「事業№５．男女共同参画条例制定と運用」のところで、平成28年新規に「防

災の推進」が加わっているが、どのような内容か知りたい。 

事務局： 防災の推進の内容としては、男女共同参画の視点を取り入れた防災に関する

セミナーや研修の開催、市の防災担当部署における女性の登用や防災会議等防

災における重要な意思決定の場への女性登用の推進、地域の防災活動に女性が

参加できる機会を得られるよう、自主防災会などへの啓発活動を考えている。

 



 - 5 -

西堀会長：自主防災会へはあまり女性は参加していないという可能性もあるし、女性の

防災への参加の方法がなかなか難しいということもある。我々も勉強していか

なければいけない。では「大分類２ 職員の意識改革と人材（人財）育成」に

ついて。 

白井知委員：「事業№７．ひとり１改善提案運動の推進」のところで、取組件数が平成

25年度以降に大きく増加しており、頑張ろうという意識付けを行ってきた結果

であると思うが、数値的な目標を意識すればするほど、安易な提言が出てくる

など、中身や質が疎かになるのではないか。それぞれ各部署によって精査する

職員がいるとは思うが、その個人の意見によって採用にも不採用の判断がなさ

れると思うので、客観的に評価をする役割を他の職員に持たせることによって、

見落としてしまったようなよい提案とかを吸い上げることにつながるだろう

し、質も高まるであろうと考える。 

西堀会長：手法についての意見ということか。 

篠原委員：「事業№８．組織・機構の改善」について、２年間自治会の役を勤めさせて

いただいて市役所を見てきた中で、効果的・効率的というのが文章の中にたく

さんある。効果的・効率的にやるには、では具体的にどうするのかというのが

見えてこない。自分が見てきて感じたのは報・連・相に時間を費やして、本来

の業務に時間を割けなくなってしまっているように感じたので、そこを改善す

ればもっと効果的・効率的に業務ができるのではないかと考える。報・連・相

は確かに大事なことではあるのだが、そこに費やす時間の方が長くて、実際の

業務に時間をかけられなくなるというのは、本末転倒である。 

西堀会長：仕事の方法というところか。 

山口委員：「事業№９．適正な定員管理の推進」について先ほどの市長の話の中で人件

費を６億円削減されたということで、職員は大変な苦労があったと思うし、工

夫もされてきていると思う。そのような中で「事業№12．職員のワークライフ

バランスの向上と女性職員の活躍推進」の取組目標の中で、「男性職員の配偶

者出産休暇取得率80％以上、育児参加休暇取得率10％以上」とある。人が少な

くなっている中で、アクションプランとしてぜひとも達成していただきたい案

件ではあるが、実際に両立ができるのか。他の今までのサービスが低下しない

ような形で達成を目指していただきたい。 

篠原委員：「事業№１０．人事評価制度の充実」について、取組目標が内部の検証の結

果、「評価者研修の完全実施」に見直されているので、これでいいかと思う。

評価をする側のレベルが統一されていないと評価をされる側は常に不満を抱く

ようになる。自分は、一般企業に勤めていた頃に人事評価制度を取り入れてこ

れをやったのだが、評価者の研修を行い、評価を統一させるということをまず

第一に行った。まず評価する側をいかに統一した教育をするかということがい
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ちばん大事なことだと思う。 

西堀委員：取組目標を修正したのは、篠原委員のいう趣旨と同じということ。 

藤田委員：「事業№１２．職員のワークライフバランスの向上と女性職員の活躍推進」

について、なかなか難しい問題とは思うが、取組目標の「男性職員の配偶者出

産休暇取得率80％以上、育児参加休暇取得率10％以上」とあるが現状どの程度

なのか、わかる範囲で教えていただきたい。またワークライフバランス実現の

ための１人当たりの残業時間の 終目標値はあるのか。女性職員の管理職登用

についても、現状湖西市ではどのくらい女性の登用があるのか。仕事と家庭を

両立させてというのは難しいとは思うが、意欲や能力を有する職員の管理職へ

の登用をなるべくお願いしたい。できればこれを数値目標として挙げていただ

けたらと考える。 

西堀会長：質問があったが、現状について今この場で回答できるか。 

事務局： 後日改めて報告させていただきたい。 

西堀会長：では次に「大分類３ 市民満足度を上げる事業の選択と集中」のところ。 

山口委員：「事業№１３．市民意識調査の実施」について質問であるが、抽出数を教え

ていただきたい。 

事務局： 総合計画策定のために平成21年度に実施した第１回調査では、4,500人の抽出

数であった。以後、１年おいて平成23年度の第２回調査から平成26年度実施の

第５回調査までは、それぞれ1,500人、平成27年度実施の第６回調査は、総合計

画見直しのための意識調査ということで2,500人の抽出数とした。 

白井聖委員：「事業№14．事務事業評価の充実」について、前回のときは外部評価を取

りやめたということだったと思う。それを踏まえてということになるが、事務

事業評価が行動計画をどう評価し、そしてまたどう行動するかということが重

要になってくると思う。これをできるだけ市民にわかりやすく公表すべきであ

る、という答申書を出させていただいているが、これが平成28年度以降どのよ

うに反映されているのか。 

事務局： 事務事業評価は多くの市町でも実施されているが、見せ方の比較が難しく、

シンプルなものから、なかなか市民の方にはわかりにくいのではというぐらい

細かく示されたものもある。市民サービスとしてどのような成果があったのか

ということを個別の事務事業ごとに評価をするのは難しい。他市の事務事業評

価を見ながらどのような形がいいのか研究しているところであり、誰に対して

見やすいものにしていくのかということも含めて、検討を進めていきたいと考

えている。 

西堀会長：要するに工夫・改善ということか。では「大分類４ 限られた財源を効果的

に使うためのコスト縮減」に移る。 

白井知委員：「事業№１８．総合計画の実施計画の見直し」の中の「これまでの取組実
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績」のところで、市民の方への意識調査として「住みやすい・住み続けたい」

という評価をする人がどのくらい年度ごとにいたのか、ということで整理をさ

れているが、平成25年からの行動計画の取組評価を見てみると、Ｂ→Ｂ→Ｃと

年々達成率が下がってきている状況が確認できる。難しいこととは思うが、全

国的に地方が疲弊・衰退し、都心部に人や物が流れていく傾向が見られる現状

において、湖西市においては市民意識調査の結果を向上させようという目標は

いいとは思うが、現状の取り組みだけでは目標達成は困難であるように思う。

本当に目標を達成しようというのであれば、もう少し新たな取り組みが必要だ

と思うが、そこのところの考え方をどうなのか。 

篠原委員：「事業№２１．公共施設の適正管理」について、施設の管理という形でこれ

から取り組みを実施するというように取れる。今まで施設はあっても、管理は

どうするのか、という部分が抜けてたではないのか、これから担当部署でしっ

かり管理をやりましょうというのは遅いのではないかと思う。建物がある以上

それを管理し、例えば30年経ったら老朽化し、そのときに何をするのかという

計画をしっかり作る。30年経って老朽化して、ではどうしましょうでは、何も

ないのではないか、ということである。建物というのは全て老朽化していくの

で、10年経ったら修繕しなければいけないとか、設備はこれを変えなさいとか

計画的にできるはずである。そのような計画ができた上での管理をしっかりや

っていけばよくて、日々の管理のチェック表をチェックして必ず管理をしてい

く、というところがまだ甘いと感じた。市の施設というと市民の施設であり、

それをどのようにして管理していくかというところをうまくやっていかない

と、例えば管理をしっかりやっていけば10年もつものが15年もつようになると

かをしっかり見据えて、ハコモノを作るのはいいがそれをどう管理していくの

かというところが一番肝心だと思うが、この文章を読んだ中ではそこが抜けて

いると感じた。 

西堀会長：実は役所にはそのようなものがない。そこで改めて公共施設等総合管理計画

を昨年から作らなければいけないということだったが、これは湖西市だけにお

ける問題ではないのだが、その取り組みを今年度からしっかりやろうというこ

とである。 

篠原委員：企業だと管理がしっかりできなければクビが飛ぶというものであるが。 

西堀会長：市には減価償却という意識がない。施設の老朽化が全国で問題となり総合管

理計画というものを策定した経緯がある。 

次に「中分類２ 歳出削減の方策」に移る。 

白井聖委員：「事業№２８．ごみ処理コストの軽減」のところで、出前講座で、生ごみ

の重量のうち３分の２を水分が占めていること、水切りによりかなりの処理費

用経費軽減の効果があることを知った。このことを踏まえてだが、このことに
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限らず全体に言えることだが、職員だけの問題ではないなということを感じた。

改めて市民ひとりひとりが、できることに取り組んでいくということをしてい

かないと、市の職員だけで全てを何もかもやりなさい、自分たちもやっていな

いことを市に押し付けるのもおかしいなと感じた。市は周知を一生懸命やって

いただき、自分たち市民は意識改革をしていかなければいけないということを

改めて知った。 

西堀会長：ゴミの問題というのは非常に日常的なことであるが、非常に大きな問題であ

る。 

白井聖委員：水を絞るということで、かなりの額が減るということを改めて知った。や

らなければいけないことがたくさんあると認識した。 

西堀会長：これもまた市民協働ということに関わってくることではないか。 

白井聖委員：私たち市民も意識を変えていかなければいけないということ。 

「事業№３１．補助金の見直し」について、結局のところ現状の課題として、

ほとんど削減に至っていない課題が明らかとなっている。前回の答申書におい

て、「ゼロベースなども含め個別に見直しを行い交付することが必要」とした

が、第三者に意見を求め、本当に必要なのかどうか検証をしていただいて見直

していく時期に来ているのではないか。そのように進めていかないと、毎年同

じ課題が繰り返されるのではないかと考える。 

西堀会長：このことは前回の答申において議論して、きちんと対応していただきたいと

いうことでお願いしているので、ぜひ検討願いたいところである。 

藤田委員：現状の課題のところが後期のアクションプランでも前期と全く同じである。

確かに補助金の見直しは大変だとは思うが、団体の補助金を、自立促進を図る

ために、事業に対する補助金を検討することも必要ではないか。また、補助金

もどのような補助金があって、どのような団体に対して交付されて、どのよう

に使われているかということがわからない。できればとりまとめをしていただ

いて、ウェブサイトなどで公表していただけるとありがたいと思う。 

西堀会長：「大分類４ 限られた財源を効果的に使うためのコスト縮減」について他に

はないか。なければ「大分類５ 積極的な財源創出策の推進」に移る。 

白井聖委員：「事業№３２．移住・定住に向けた魅力の発信」について、「取組概要」

にあるように総合計画で掲げた将来人口の目標64,000人という数字が出てい

る。一方で昨年度策定した「湖西市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、

湖西市のビジョンとして2060年に48,000人程度の人口確保を目指すとしてお

り、目標として矛盾しているのではないか。64,000人を目指すとするならば、

インフラや公共施設の整備も現状より多くしていかなければいけないのではな

いか。目標を見誤ると、大きく方向性・舵取りを間違えてしまうことになるの

で、人口を維持・増加したいというのはわかるが、どこを目標にするべきかと
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いうことをきちんと決めて議論していかないと、空き家だらけになったりとか

空き地だらけになったりということも十分想定される。 

白井知委員：「事業№３４．湖西市観光基本計画に基づいた新たな振興施策の展開」に

ついて、人口減、地方の財政もなかなか厳しいという中で、今後伸びると思わ

れる分野というのは観光であると考える。昨今、観光客が増加しているという

ニュースが出ていて、昨年度よりも今年度の方が多いということで、やはり観

光にもう少し力を入れる方が、財政としては豊かになる可能性が もあるので

はないかと個人的には考えている。湖西市は新居関所などの資源があるので、

有効に活用できたら、まちも明るく豊かになるのではないか。先ほどＳＮＳだ

とかウェブサイトを新幹線でみんな見ているという話もあったが、そういうも

のを活用し、例えば「湖西市」や「浜名湖」と検索したときに、有効な、有益

な情報がどんどん上位に来るような手立て・手法を積極的に考えていくべきで

ある。例えば関所周辺で言うと、泉町周辺の店舗と連携して、例えば伊勢の「お

かげ横丁」ほどの規模はなかなか難しいとは思うが、そのような取り組みがで

きれば、商業の活性化にもつながるのではないか。 

山口委員：「事業№３６．遊休農地の解消」について、この取り組みが進めば非常に行

財政に寄与するものであると考えるが、ここに記載のある農地銀行のことを全

く知らないので、概略、利用数・実績を教えていただきたい。 

事務局： 貸付けや売却を希望する農地の情報を登録・ウェブサイトへの公開をして、

規模拡大や新規就農を考えている方と物件を調整させていただくもの。この制

度は平成23年度から実施しており、登録の受付は随時行っている。なお、現時

点で339筆 23.4haの登録があり、平成23年度からの成立数は9筆 1.7haとなって

いる。 

西堀会長：空き家バンクの農地版というイメージか。 

山口委員：もしこの制度が機能していくのであれば、どんどん推進していけば市の財政

強化につながっていくと考えている。 

白井聖委員：貸し手はあっても、農業従事者を育成していかないと、なかなかつながっ

ていかない。 

西堀会長：定年者の家庭菜園ではないが、農業をしたりとか、専業的な面と、趣味的な

面と、家庭的な面といろいろあるとは思うが、結構そういう需要は増えている

のではないかといわれている。湖西市ではどういう状況かはわからないが。 

白井聖委員「事業№３７．湖西市ふるさと納税（寄附金）の促進」について、個人的な

意見であるが、市として積極的に財源を創出するということで、確かに地方を

応援したいという本来の趣旨からすると、例えば、こういう事業をやっている

市だから応援したいと、このような主眼ならふるさと納税というのは理解でき

る。しかし実態としては、加熱している特典、場合によっては金券的なものも
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配付されていて、ここまで自治体が堕ちるのかというところも感じていて、節

度を持った取り組みをしていくべきで、あまりにも推し進めていくと弊害があ

るのではないか。企業側も一生懸命自治体に買ってもらうためにだけになって、

本来の販売促進というものがおろそかになっていくのではないか。この制度が

永久的なものなのか疑問であるし、いつかやめられたときになって、場合によ

っては地元企業が倒産に追い込まれるのではないか、ということにもなりかね

ないので、節度のあるところの取り組みも必要ではないか、という問題提起で

ある。 

また、「事業№４１．市税収納率の向上」と「事業№４４ 国民健康保険税

の収納率の向上」について、この２つの収納率が比較的低いが、今日明日の生

活に密着している部分については比較的収納率が高い。市民税や国民健康保険

税のような、すぐ今日明日に関わらないものに対しては、やはりどうしても後

回しになってしまうのではと考えるので、この２点を中心に収納率の向上させ

ることが重要となってくる。前年度の審議会ではオペレーターなどはどうかと

意見したが、なかなか難しいようならば、できそうなところで、例えば自動電

話催告システムを採用している自治体もある。それから収納を促す封筒をカラ

ー封筒にするなど、基本のところから変えていくことも必要ではないか。 

山口委員：「事業№４３．下水道受益者負担金の収納率の向上」のところで、下水道事

業においては、整備も進み維持費も膨大にかかっていると思う。もちろん下水

道受益者負担金の収納率の向上も大事なことであるとは思うが、積極的に財源

を創出するとなると、下水道をつなげていただくということが、 もお金が入

ってくることにつながってくると考えるので、まだ下水道に接続されていない

方に下水道をつなげていただくための方策を練ることをアクションプランの目

標にはできないのかと、素朴に感じている。 

西堀会長：それ以外全体を通じて意見はないか。事務局から何かあればお願いする。 

事務局： 質問等でこの場で回答できなかったものについては、後日取りまとめて報告

する。 

公共施設マネジメントの取り組みとして、現在公共施設に関するアンケート

を実施中である。対象は1,500人。次回の審議会で結果の報告ができると考えて

いる。 

西堀会長：今日何かを結論付けるということではないが、委員の意見を踏まえながら今

後につなげていきたいと考えている。 

事務局：２回目の開催予定について、９月を予定している。日程は改めて調整

させていただく。 

閉 会：１１時５５分 
 


