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平成１７年 ９月 ２９日 
絶縁油リサイクルセンター 
安全性確認委員会事務局 

 

第２回絶縁油リサイクルセンター安全性確認委員会議事録 

 

１．日 時  平成１７年９月２９日（木）１９：００～２０：２０ 

２．場 所  絶縁油リサイクルセンター工事現場事務所２階会議室 

（広島市南区宇品東四丁目地内） 

３．出席者  委員１０名（欠席１名），顧問２名，オブザーバー３名  

４．傍聴者  １名 

５．議 事 

(1)顧問，オブザーバーの紹介 
(2)絶縁油リサイクルセンター建設状況の報告 
(3)環境モニタリングの計画 
(4)非常時対応マニュアル作成にあたって 
(5)その他 

  ＊ 以下，「安全性確認委員会」を「委員会」と記載する。 

６．主な内容 

絶縁油リサイクルセンター建設状況，環境モニタリング計画について事務局より説

明し，内容を委員に確認した。 

非常時対応マニュアル作成にあたり，ポイントを整理し，連絡方法等について意見

を確認した。次回委員会開催時に事務局よりマニュアルを提案することとした。 

(1) 顧問，オブザーバーの紹介 

（事務局）前回の委員会において，委員会設置要綱に基づき，顧問，オブザーバーを

選任しました。皆さまに顧問，オブザーバーとなることを了承いただき，今回は

委員会に出席していただいています。一言ご挨拶をお願いします。 

（顧問）（大原広島市議会議員）ＰＣＢはきわめて安定した物質ではあるが，いった

ん人体に入ると毒性が強いことから，地元としては苦渋の決断でこの施設を受け

入れたことを中国電力はよくご理解をいただいて，安全性には万全を期していた

だきたい。 

  議長には，大変ご苦労かけると思いますが，安全第一ということから，専門の

立場からご尽力をいただきたい。 

（顧問）（元田広島市議会議員）はじめてのＰＣＢ施設ということで，私も議会委員

会で質問させていただき，そのおり新聞の取材も受けています。私も以前は電気
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設備業界にいたものですから，ＰＣＢを使ってきた経緯もあり，今後も顧問とい

う立場からＰＣＢに関して何かご意見あれば是非，力になりたいと考えておりま

すのでよろしくお願いします。 

（オブザーバー）（広島市環境局業務部産業廃棄物指導課課長）今年４月に着任して

おりまして，皆様には前任の方をよくご存知だと思いますが、前任もこの件に関

しては大変気にしており、十分な引継ぎを受けております。この施設を許可した

立場から、適正に運転、運用されていることを監視し、皆さんが不安をもたれな

いよう確認していきたいと考えています。 
（オブザーバー）（丹那町内会副会長）オブザーバーという形で，また今後も出席さ

せていただきたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

（オブザーバー）（中国電力株式会社ＣＳＲ推進部門マネージャー）本来でしたらマ

ネージャーが出席するところでありますが，本日所用で，私が代理で努めさせて

いただきますのでよろしくお願いします。 

（事務局）今回より，このメンバーで委員会を進めさせていただきます。また，情報

公開の一環として委員会を傍聴できることとしていますが，会議室が狭いため定

員を１０名までとしています。なお，傍聴者は入口において名前と住所を記載し

ていただくこととします。今後もこの形ですすめさせていただきます。 

 

(2) 絶縁油リサイクルセンター建設状況の報告 
（事務局） 

建設工事は５／１６の着手より，ほぼ予定どおり進んでおり，明日９／３０より，

鉄骨の建方を開始する。 

【工事現場の全景（８／３１現在），建設工事の全景（９／２４現在）ＰＣＢ分

解棟の杭の状況，ＰＣＢ処理棟の基礎背筋，リサイクル処理棟の杭の状況，リ

サイクル処理棟基礎背筋，タンクヤードの杭の状況，タンクヤードの基礎背筋，

摩擦杭とプレストレストコンクリート（ＰＣ）杭を工事現場写真にて状況説

明】 

  摩擦杭は全長約１０ｍであり，節の摩擦力で支えている。大きな支持力が必要な

個所では杭を組み合わせ，支持力を増強している。 
  ＰＣ杭は１本１２～１４ｍの杭を５本つなぎ合わせて一つの杭とし，支持層であ

る花崗岩まで打ち込んでいる。杭が支持層まで打ち込まれたかは，杭打ち機の電流

値により確認している。 
  杭打ちの全体状況だが，ＰＣＢ分解棟では上部に設置する機械設備の荷重の違い

により，2 種類の径の違う杭を打ち込んでいる。リサイクル処理棟では，先程，説
明したとおり，場所により杭を組み合わせ，支持力を増強している。 
  タンクヤードの杭について４箇所ほど位置を変更している。杭打ち時に，地層中
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の石の層で杭が入らなくなり，支持層まで到達できなかったことがあり，打ち込む

位置を約１ｍほどずらして，再度，杭打ちをやり直しているところが３箇所ある。

もう１箇所は当社送電線の真下に位置しており，この位置に杭打ち機が近つけず，

２ｍほど位置をずらしている。地層も場所によって微妙に違いがあり，１ｍほど移

動すると石の層の厚みも違うようで，厚いところでは杭が打ち込めないような事象

が発生した。杭の位置をずらしたことによる，支持力への影響はない。 
  杭打ち時の出来事として，護岸の近くのＰＣ杭を打つ際，杭の先端の土をはねの

けるため，圧縮空気を送りながらスクリューを進めていくが，１０ｍくらい打ち込

んだ時に，圧入された空気が本来なら層内を拡散していくところ，上部がシルト層

のため空気の逃げ場がなくなり，砂層とシルト粘土層の境界に溜まり，境界部分を

海に向かって，泡として放出されるという事象が発生した。 
（事務局）最後，ご説明しました護岸に泡が出た件に関しましては，大河漁協さまに

は大変ご心配をおかけしました。原因については先程説明したとおりですが，そ

の後，護岸の状況を監視していただくなど，ご協力していただき大変ありがとう

ございました。 
（議長）その後は気泡が出るような事象は発生しなかったのか。 
（事務局）護岸近くより内側部分の杭打ち時になると気泡は発生しなかった。 
（議長）建設工事状況そのものについては我々にとってはなかなか難しいものですが，

今後，杭などは見えなくなってしまうものだから，確認しておく必要な項目が何

かあればお願いします。 
（委員）杭打ち位置をずらしたことにより，上に建てるものの構造は変えなくても良

いのか。 
（事務局）タンクヤードの基礎は全体を一体にしたものの下に杭が打たれており，上

部の構造を変える必要はない。 
（議長）その他，ご質問がないようですので，次の議題について事務局より説明をお

願いします。 
   
(3)環境モニタリングの計画 

（事務局） 

【絶縁油リサイクルセンター処理フローを再確認として説明】 

【環境モニタリング（大気）についてＰＣＢ処理施設からの排気による周辺環境へ

の影響を廃掃法申請書内容に基づき再確認として説明】 

   環境モニタリング（大気）として，廃掃法申請時よりＰＣＢ，ダイオキシン類，

ベンゼンの測定を，敷地外の２点について追加，当面頻度を４カ月に１回に変更

する。     
 敷地外の測定については，現状がどうであるか測定したいこと。また，現状を
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確認し，皆様に安心していただくために追加した。 
施設稼動後による影響を確認するため，施設稼動前から，ＰＣＢ・ダイオキシ

ン，ベンゼンの測定を行うことで計画している。据付工事が終わった後，来年度

上期に２回，試運転中の施設稼動前に１回，以後，当面４カ月に１回実施するこ

ととしている。 
測定場所については，施設内では排気口と管理棟横の設備入口付近で，敷地外

では施設からだいたい２００ｍ離れた丹那西公園と宇品東の当社旧広島電力所の

位置で測定したいと考えている。 
水質はＰＣＢ，ＰＨ，ＣＯＤ，ＳＳ，ノルマルヘキサン抽出物，ダイオキシン

類，その他の排水分析項目について測定する。測定位置は，分析排水確認槽，ブ

ロー水ＰＨ調整装置，場内雨水枡，丹那港内とし，分析排水は排水の都度，その

他は１年に１回の測定を計画している。丹那港内の底質については設備の稼動前

にＰＣＢ・ダイオキシンの測定を考えている。 
騒音・振動については敷地境界の４箇所，施設の稼動後に１回，悪臭について

は排気口において６ヶ月に１回測定を考えている。 
測定する会社については，実績のある調査会社から選定のうえ依頼する。大気

中のＰＣＢ・ダイオキシン類については複数の調査会社に依頼することを考えて

いる。 
常時モニタリング装置は，バッチ処理による方法でなく連続で測定するもので

ある。この装置については広島市からの指導を受け，当社で採用について検討し

た結果，この装置を設置することにより皆様により安心していただけると判断し，

設置することとしたもの。なお，測定箇所は排気口の最終出口としたい。 
現在，常時モニタリングが可能な測定機器は A社製，B社製の２社のみであり，
検出下限は設備管理目標値である０．００５mg/m3 を測れるかどうかを条件とし

ている。測定頻度については，６．５時間に１回以内を条件としているが，これ

はＰＣＢ使用絶縁油処理の反応時間になる。納入実績は，どちらとも，国の事業

等に採用されている。当社としては A社製を採用したいと考えている。 
モニタリング装置で測定されたデータの取扱いについては，電光表示板に検出

下限０．００３mg/m3 未満の時には「検出されず」と表示し，例えば０．００４

mg/m3 である場合は「管理目標値以下」と表示することを考えている。表示板の

設置場所としては案内所の横付近を考えている。 

（事務局）調査会社一覧の中でＰＣＢ，ダイオキシンについては，複数の調査会社に

測定いただきクロスチェックをして，皆さんに安心していただく形をとってほし

いということを広島市より文書としていただいており，実際に測定をしてみて，

２社の測定値が極端に違いがないことを確認し，安心できる調査会社であること

を皆さんに確認をしていただくということで，施設稼動前に１回。施設稼動後Ｐ
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ＣＢが入ったのちに１回測定し，その数値が違わないことを確認したいというの

が事務局からの提案です。 

（事務局）調査会社は認定を受けており，測定方法も決まっているので，外れた値が

出るとはまず考えていない。 

（議長）調査会社は認定をもっており実績もある。計画では２回ということで，結果

を見ていただき，２社のデータを取ってみて，委員会へ報告してみてはどうでし

ょうか。 

（委員）常時２社という必要はないと考える。市のほうの指導があったとしても多分，

常時２社という意味ではないと思う。ただ１社だったら逆に測定値がどうかとい

うことがあると思う。それを今話があったように２回か３回，２社で測定してみ

てその結果をみて問題なければあとは１社でいいのではないかと思う。 

（事務局）提案としてまず１回目に来年の４月頃測定するので，この委員会もおそら

く５月ごろの試運転前に開催する予定があるため，その時に１回目のデータを皆

さんへご説明し，今後また様子をみていくという方向で進めさせていただきたい。 

（顧問）稼動１０年とあるが，定期的にされるということか。 

（事務局）当面は４ヶ月に１回，あとは６ヶ月に１回で考えている。 

（顧問）やはり１社でずっとやるよりは，２社が途中で替わりながらやってみてはど

うか。 
（事務局）特定の会社でなくて，時々変えていくということか。 
（顧問）その通りで，同時に測るのは２社でなくても良いと思う。 
（委員）ベンゼンはＰＣＢ使用絶縁油処理時のみと記載してあるが，この施設の処理

はＰＣＢ使用絶縁油を処理するのではないか。使用絶縁油処理のみという意味が

分からない。 
（事務局）ＰＣＢ使用絶縁油とは高濃度のことで，高圧トランス，コンデンサ等に使

われているもの。この施設では高濃度も，そうでない柱上変圧器のようなごく微

量の濃度も処理する。高濃度のＰＣＢを使っている高圧トランスにはトリクロロ

ベンゼンが含まれており，処理の際，排気の中にベンゼンが含まれる可能性があ

るため。 
（委員）了解した。（処理フロー図のＰＣＢ使用絶縁油処理の系統を確認） 
（議長）ＰＣＢ使用絶縁油タンクから排気があるのか。 
（事務局）ＰＣＢ使用絶縁油は，分解棟の中で油を抜く。抜油した油はタンクに送ら

れ，一旦そこで貯める。タンクには窒素を封入しているが，抜いたり，入れたり

呼吸することによって，その排気と一緒にわずかながらその温度での蒸発分が排

出される。積極的に排気しているわけではない。 
（委員）オンラインのモニタリング計はリサイクル棟にはなく，分解棟だけ設置する

のか。 
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（事務局）ＰＣＢが存在するのはＰＣＢ分解棟で，反応槽でＰＣＢは分解される。分

解された後，確認槽に入ったらＰＣＢはなく，確認槽でＰＣＢがないことを確認

したものがリサイクル棟に送られることから，リサイクル棟にはＰＣＢがないの

で，リサイクル棟にはモニタリング計を設置していない。 
（事務局）地域近くの測定だが，２箇所ということで当社より提案しているが，実際，

丹那地区の公園のところで都合が悪いということになれば場所は調整させていた

だきたい。皆さんのお住まいの中で邪魔にならないところと思い，今回の場所を

提案した。宇品地区についても同様に考えたが，ビルもあり距離的に離れたとこ

ろになるので，むしろ当社旧広島電力所の屋上で測定すれば，場所も高く，風も

行き交うのでいいのではないかということで提案した。 
（事務局）今回，施設から２００ｍ離れた点で測定し，頻度については稼動前に同時

に３箇所，稼動してから同時に３箇所測るよう考えているが，排気は移動するた

め，地域によれば局所的にスポット的に高くなるという可能性もあるため，そう

いう事象がないことも今回確認したい。稼動後，常に高濃度のものを処理するわ

けでないので，施設の影響によりＰＣＢ濃度があがることは考えにくく，３箇所

のバラツキの中に吸収されると考えている。 
（事務局）モニタリングの値については原則公開していきたいと考えており，当然委

員会や，当社ホームページを通じて報告していきたい。 
（議長）排水項目の測定点，測定頻度で何かご意見があればお願いします。 
（委員）設備が動きだすと機械を洗浄したりすると思うが，その水は雨水のほうに流

れるのか。それらの水が海に流されることが大気に比べてよっぽど危険である。 
（事務局）ＰＣＢ入りの油を扱っているところは，洗浄した液体そのものも，いった

ん貯めてまた分解処理するため，施設外に出ることはない。分析するのに試験管

を洗ったりするが，洗ったものをいったん貯めて，ＰＣＢが含まれていないこと

を確認し，下水へ流すという工程はある。雨水だけが，雨水枡より海へ排出され

る。 
（事務局）洗浄に水を使うかどうかということであるが，正直使えないと思う。ふき

取る形としたい。ふきとってウエスなどはまた保管して，その処分はまた考えな

くてはいけない。この事業はゴミをいかにして少なくするか，機器の点検をする

にしてもそういうことが一番ポイントになってくる。そうしないと色々な二次汚

染物，三次汚染物をどんどん増やしていくということになる。例えば普通のポン

プのように機械を清掃して点検するということは出来ないと思う。また，我々も

分解点検の計画をする時は，これから設備メーカーと協議して，どういう形でや

るか検討したい。 
   以前も説明したとおり，ＰＣＢ分解棟内には深さ１ｍの堀があり，このライン

は排水のラインにはつながっていないので，仮に油で洗ったとしても，その油は
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外に出ない。海への雨水排水については，最後の出口のところは念のため，皆様

に確認していただき安心してもらいたいと考えている。 
   常時モニタリング装置を今回設置させていただくが，施設付近現状の空気中濃

度の６５０ピコレベル程度ではみな不検出となる。この装置を最終排気口のとこ

ろで測定すれば，ひょっとしたら表示が出るかもしれない。施設の管理目標は０．

００５mg/m3 としており検出出来るレベルであるため，この装置で施設から出る

ＰＣＢが管理目標値をこえていないことを確認していると理解していただきたい。 

（委員）電光表示板には０．００５mg/m3が出た時には表示されるのか。 

（委員）表示する。その時は何か異常があったからということだから，管理目標値に

ＰＣＢレベルがあがる前に別の警報が出て，施設は停止しているはずで，その表

示になることはまずないと考えている。 
（議長）表示はどこから見ることが出来るか。 
（事務局）対岸から見えるまでは考えておらず，施設案内所横に設置し，確認するた

めには，進入道路を入ってもらって，施設に近づいた時に確認できるよう計画し

ている。当社としては，ほとんど表示は検出されずという結果になると考えてい

る。 
（委員）管理目標値になるまでに警報が発生すると考えていいのか。 
（事務局）管理目標値になるということは，施設に何らか異常が発生しているという

ことで，別の警報が先に出て，管理目標値になるまでに施設をとめることになる

と考えている。 
（事務局） 
  【参考資料のＰＣＢ濃度分布図を用いて常時モニタリング装置測定範囲の説明】 
   管理目標値である０．００５mg/m3 より若干，小さい値である０．００３mg/m3

でもオンラインモニタリング装置で測定できることとなる。通常どのくらいの値

で排気しているかというと，さらに小さくなり，施設最大で０．０００１２

mg/m3 となり。普通の手分析であるとさらに低い値でも測れる。オンラインモニ

タリングでは０．００５mg/m3 付近の値が測れることになる。通常運転している

ときに最大で出る値の５０倍くらいの値にならないと，オンラインモニタリング

では測定できないということになる。 

   管理目標値である０．００５mg/m3 というのは，自主的に設定したものでこれ

をこえたら運転はストップするということになるが，今，国で実施している北九

州の施設ではこの目標値よりもっと高い値で設定しており，それに比較して当社

は住宅地も近いということで，厳しい値を設定している。 

（議長）その他，確認事項はないでしょうか。なければ次の議題の説明を事務局より

お願いします。 
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(4)非常時対応マニュアルの作成にあたって 

（事務局）マニュアルを作成するにあたりポイントとして３点ほどあげている。「情

報提供を迅速，的確に行うため地元，行政機関等への連絡ルートを明確にする」，

「絶縁油の漏洩，火災の発生，輸送中の事故，台風の襲来などを対象とする」，

「広島南消防署と具体的なマニュアルの内容を協議する」 
   マニュアル作成時期は，本日皆様からのご意見をいただき次回の委員会開催の

１２月ころに提案したいと考えている。 
   情報公開の内容は，地域の皆様との協定による確認事項の中でこの表をつけさ

せていただいているが，この中で今回は事故情報の取扱いについて，「事象」，

「頻度」，「発信先」，「発信内容」，「発信方法」の項目を具体的に意見を聞

きたいと考えている。 
   事故情報の連絡については，施設において絶縁油の漏洩および火災の発生時に

は委員会のみなさんへ速やかに事象をお知らせする。連絡方法は電話やＦＡＸな

どで，具体的な内容については事故の内容，事象の程度，避難の必要性，防災機

関への連絡で，第一報としては，防災機関への連絡を考えている。 
   夜間における連絡の是非，対応をお願いしている方がご不在の場合における処

置，事故の大きさによる連絡のタイミング・すぐに知らせる事故の範囲はどうい

いう範囲か，広報車でお知らせする連絡のケース等について，これから，事務局

でマニュアルを作成していくにあたり，皆様より幅広くご意見をいただきたい。 
 
 【以下，委員よりの意見の概要】 
  ・夜間でも連絡は必ずしていただく。特に避難が発生するような事があれば，こ

れは大変なことになる。連絡をいただくことで信頼が結ばれるのではないか。

そうしないとちょっとしたことでも，隠したのではと不信感を抱くことになる。 
  ・委員に対して連絡していただくことも大切だが，地域住民への対応をまず優先

してほしい。緊急事態のときは広報車による地域住民への連絡を一番に優先し

てほしい。 
  ・連絡する範囲は，事故の程度が問題で，大から小まで含めて対応を考えるのは

少し無理があると思う。ただ，その判断は難しい。 
・ 不在の場合といっても，最近，携帯電話を皆さんもっているので，連絡網を

しっかり作っておけば，委員へ連絡いただければ町内会への連絡は出来る。

携帯電話等を有効に使えばいいと思う。 
・ 参考までに話しますが，南消防署より各町内会長へ防災無線を設置していた

だいており，消防署より火災情報を連絡していただいている。もちろん消防

署がいいといった場合であるが，防災無線も活用のひとつとして考えるのも

いいと思う。 
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・ 消防署と中電との連携が基本になると思う。消防署はこういうことに関して

はプロだから，連絡内容の規模について協議するということは，非常に重要

である。 
・ 事故のレベルによれば，事後報告のケースがあってもいいと考える。ただし，

事故の処理方法はきちんと文書で報告してほしい。 
・以前，地元説明会において町内に有線でスピーカをつけてほしいという要求も

出た。そのくらいの気持ちが住民にはある。金額のかかることで大変だと思う

が，中電さんがそれくらいの気構えをもってこの件については対策をうってい

ただきたい。 
 
（事務局）いつのタイミングでどういう規模で報告するか。施設外へ漏れた場合，火

災の場合は当然，ご意見のとおりだと思っている。もう少し微妙なところを，例

えば事象が起こったとき即座に，今の携帯を含めてご連絡はして，施設内での事

象ですのでご安心ください，と連絡するだけでいいのではないかと考える。 
   例えば，建物の中で油１０リットルとかドラム缶１本程度が何らかの理由で漏

れたと，でも建物の外に出ていないときに事故と見るか，その時に広報車を出す

か，消防署へは連絡，これも協議になるが，連絡してそれなら消防署としたら問

題ないので後で報告していただければいいという，その場合に，我々が地域の皆

さんへ事故ですと報告するのはちょっと問題があるのではと考えている。 
または，もう少し１リットルか２リットル，配管のフランジから結果として漏

れましたといったときには次回の委員会が開かれる時に，それまでの間でこうい

うトラブルがあったと，これを事故という見方があるかもしれないが，委員会へ

報告することでご了解いただく。中途半端なところをどういうふうに皆さんにお

知らせすれば，中電は皆さんに情報をきちんと出しているというふうに見ていた

だけるか，皆さまの意見をいただき今後のマニュアル作成に反映したい。 
（議長）事故のレベルを住民の方に判断をまかすのはなかなか難しいと思いますので，

事務局で案をつくっていただき，話をすすめていただければと思いますが，原則，

公開するべきで連絡はしすぎるくらいでいいのではないかと思います。１度は連

絡するべきで，後で事後説明するというのはやらなければいけない作業と思いま

す。 
（事務局）事故の定義も消防署と協議をおこない，トラブルや事故の区分に応じて皆

さんへ状況を迅速に報告できる体制を整えたいと考えている。それらを次回の委

員会で提案し，本当に安心していただく形としたい。 
（議長）事故であれば何らかの施設の管理上問題が起きたということなので，それは

報告すべきだと考えます。中国電力のほうで次回マニュアルをご提示いただける

と思います。 
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(5)その他 

（委員）建設は予定とおりに進んでいるのか 
（事務局）ほぼ予定どおりに進んでいる。１０月に入ると，鉄骨が建ってくるので，

対岸からも明らかに進展しているというのが，目に見えて分かってくる。 
（議長）工事車両の出入りとか杭打ちによる騒音とかそういった点でお気付きになっ

た点はございませんでしょうか。最近の杭打ちは随分静かになりましたから。 
（委員）当初，杭を運ばれる大型トレーラーですね，私，朝，いつも近くを通るので

すが，時間帯的に開門前に持って来て，長いこと駐車されて，開門するのを待っ

ておられる。交通の障害というと語弊があるが，さまたげになっているという感

じを個人的に受けた。朝７時，６時半。会社の方はどこから来るか知りませんが，

早く来られる。 
（議長）渋滞をさけて早めにこられるのかも知れませんね。 
（事務局）今のご意見，今から鉄骨等そういう材料が入ってくることが多くなる。今

後は，そのようなことがないようチェックする。 
（顧問）工事の工程表ですが，建設会社が作成するような詳細な工程表はないのか。 
（事務局）次回，説明するにあたり，もう少し具体的な月レベルでの進捗が分かるよ

うな工程表をお見せしたい。 
（委員）処理済油，固形廃棄物は最終的にどこで処理されることを考えているのか 
（事務局）処理済油は色々使い道があるが，今のところ燃料としての売却を考えてい

る。どこにというのは決めていない。固形廃棄物は従来の説明会でも説明させて

いただいたが，試運転などである程度サンプルがまとまった段階で，いくつかの

処理会社に提供して処理してもらえるか確認するので，現時点では未定である。 
（委員）油，固形廃棄物はどのようなものか 
（事務局）油はＡ重油相当のもの，固形廃棄物は塩，重曹です。 
（議長）これで本日議題の内容は終わりましたが，お帰りになった後でも，お気付き

の点がございましたら，事務局のほうへご連絡いただければと思います。 
（事務局）皆様ありがとうございました。こちらが気付かない点もあり参考にさせて

いただきたい。次回は１２月の終わり頃に委員会を開催したい。本日はありがと

うございました。 

以上 
 


