
 

 

別記様式                                     

議  事  録 

会議の名称 第５回岩倉市環境基本計画検討委員会 議事録 

開催日時 令和４年 12月 20日（火）午後２時から４時まで 

開催場所 岩倉市役所７階 大会議室 

出席者 

(欠席委員・説明者) 

出席委員：千頭委員長、長谷川副委員長、前川委員、渡辺委員、 

佐賀委員、新関委員、長瀬委員、鬼頭委員、平野委員、 

林委員、相原委員 

事 務 局：片岡部長、隅田課長、竹安主幹、 

黒田統括主査、宇佐美主査 

加藤（地域問題研究所） 

欠席委員：山内委員、丹羽委員、吉田委員 

会議の議題 （１）第２次岩倉市環境基本計画（案）について 

【第１章～第５章、第７章】 

   ・成果指標について 

   ・追加項目について 

（２）生物多様性地域戦略について【第６章】 

（３）パブリックコメントの実施について 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 ■会議の会長の確認を得ている 

□出席した委員全員の確認を得ている 

□その他（                ） 

会議に提出された 

資料の名称 

資料１：第２次岩倉市環境基本計画（案）（事前配布）  

資料２：「第２次岩倉市環境基本計画（案）」パブリックコメント手続

概要 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数 １名 

その他の事項  

 

 

  



 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）第２次岩倉市環境基本計画（案）について【第１章～第５章、第７章】 

事務局から資料１に基づいて説明した後、委員による意見交換を行った。 

委員長  事前に配布された資料をすべて細部まで読み込むことは難しかったと思います

が、何かご意見があれば遠慮なくお出しください。特に基本方針ごとの指標につ

いて、かなりチャレンジングな指標もあるかなと感じています。例えば、42ペー

ジの五条川の水質について、今、1.9mg/ℓ のＢＯＤ値を 1.2mg/ℓ にするのは、かな

り大変だと思います。たった 0.7 mg/ℓ ぐらいと見えるかも知れませんが、それ以

上に、積極的に水質を改善する手立ては必ずしも簡単ではない。その下の「環境

美化活動に取り組んでいる人数」もコロナ前の 19年度よりもさらに 1,500人近く

増やしていくという目標値になっています。39ページの生物多様性の指標も生物

多様性の保全に関わっている事業所数を今の 11 箇所から 50 箇所に増やすと、こ

れもなかなかチャレンジですよね 

 いかがでしょうか、何かお気づきの点はありますか。 

副委員長  第４章について意見があります。成果指標の１つとしてアンケートの「五条川

などの水辺に親しみを感じる市民の割合」とあります。これはどうやって把握す

るのでしょうか。親しみを感じていることと生物多様性は反する部分があります。 

 また、73 ページには五条川のイラストに錦鯉の絵があります。一般の人は、「五

条川に錦鯉があってきれいだね。五条川って自然だわ」と思うかもしれませんが、

錦鯉が生息している川というのは、生態系の観点からすると非常に質の悪い川な

のです。錦鯉は野生ではないので、自然の川に錦鯉があるということは決してよ

いことではありませんし、鯉を放流することは生物多様性を悪化させてしまうこ

となのです。 

 ただ、高度成長期に、「鯉は汚いものをいっぱい食べてくれるので、ありがたく

入れていた」という背景があって、それが文化といえば文化ですが。何を正しい

かは別にして、本来あるべき自然界の「もし、人がいなかったとするならば、こう

いう自然があっただろう」というのを正しい自然とするならば、錦鯉というのは、

本当はいてはいけない生き物です。ご自分の池はよいですけど、自然界としては、

本来はいけない生き物です。 

 こうやってアンケートをとると、「親しみを感じて、錦鯉に餌をあげていること

がよい」という評価になった時に、本当にこのアンケートの結果によって生物多

様性の質が担保されるのか。生物多様性、人とのふれ合いとして整合性を保てる

かなというところに疑問を感じます。市の見解を聞かせていただけたらと思いま

す。 



 

 

事務局  おっしゃるとおりで、かつては、「何もいない川に魚を取り戻す」といった目的

から鯉の放流を行ったという事実があります。 

 今、副委員長がおっしゃったように、「どのような姿に戻していくのが、一番理

想的か」ということ、「何がいけなくて何がよいのか」という考え方を根付かせて

いくこと、理解していただくことから始めなくてはならないと思います。 

 決して、園芸種等をないがしろにするということではなくて、「岩倉の自然とい

うものは、こういうものを目指しましょう」という啓発から始めていく。例えば、

オオキンケイギクを駆除していって、「多様な植物が生息できるようになるような

環境を保ちましょう」ということを、普及・啓発していくというところから始め

ていくことになろうかと思います。 

 市民の皆さんがこれまで取り組んできたことを否定することからスタートする

のではなく、「理想はこうですよ」ということを知っていただくという啓発活動が、

まず第一歩だと考えています。 

副委員長  今、おっしゃったことは、非常に重要なことだと思います。やはりそれが時代

に合っています。「生物多様性」という面で市民の理解度や知識をどう上げていく

か、市民とどのように合意を図っていくかということがとても重要にはなってく

ると思います。 

 だからこそ「五条川などの水辺に親しみを感じる市民の割合」という指標が気

になります。「きれいな花が植わっていて、多くの市民が親しんでいればよい」と

いう人が増えて 80％が達成できたとしても、それをもって生物多様性の確保や自

然との共生が実現できたとは言えないのではないか。生物多様性と乖離した数値

になってしまうことが懸念されます。 

 親しみのある市民が仮に 73.5%から 60%に減ったとしても、本来の自然としての

五条川の姿を認識する市民が増えていれば、価値があると思います。いろいろな

時代背景もあると思いますので、これらのことを少しでも理解した上で 80%を目

指すのであればよいかなと思います。 

事務局  ありがとうございます。「水辺に親しみを感じる」というものの意味合いという

ことですね。副委員長がおっしゃるように、「本来の姿の水辺」というものを復元

することに関して親しみを感じていただくというような施策展開にしないといけ

ないと感じました。 

 生物多様性を度外視して親しみを感じるという方向性にはならないような施策

展開をしていきたいと思います。 

委員長  ありがとうございました。73ページのところに、実際にいる生物として錦鯉が

掲載されていますが、それも含めて気になる外来種や園芸種について追記してお

いたらどうでしょうか。 

副委員長  併せて提案があります。図表 6-2-3 に少しひっかかるところがあります。2009

年度の調査時に「こんな魚類がいました」という紹介だとするならば、この図表



 

 

の外来種は、例えば「黒三角マーク▲」を付記するなどして、「この中にどれだけ

外来種がいるのか、在来種は何だろうか」ということが分かるような見せ方にし

てはいかがでしょうか。そして、「2032年には、▲印の魚類がなくなるようにしま

しょうね」というような見せ方にするのがよいと思います。 

 今の図表では、「このような魚類が生息していることが、生物多様性という面に

おいて良い状態」と読めてしまうので、そこは注意していただきたいと思います。 

事務局  指標の件ですが、市民意向調査で何十年来継続して「五条川などの水辺に親し

みを感じる市民の割合」を求めています。仮に、親しみがある市民が増えたとし

ても、生物多様性の質的な向上を伴った親しみの向上でないと良くないというご

意見はごもっともです。 

 ただ、このように理解していただいてはいかがかと思います。まずは親しみを

持ってもらうことで、五条川の水辺の自然や本来あるべき自然への意識向上につ

ながります。そこで「実は、ここにこういう生物がいること自体は、本当は好まし

い姿ではない」という投げかけをしていく機会の創出にもなっていくのではない

でしょうか。 

 例えば、３割の市民しか五条川等の水辺に親しみを感じていなかったとしたら、

五条川等の自然に関心を持つ市民はさらに少なくなります。まして、生物多様性

に対してまで関心を示す市民はもっと少なくなります。そこで、生物多様性や自

然との共生に対する関心を持つ市民のすそ野を広げるという意味合いから、まず

は親しみを持ってもらうということが大切である、そういう意味合いの指標だと

ご理解いただければありがたいと思います。 

 それから、図表 6-2-3ですが、「これだけ、いっぱい魚がいるね」というメッセ

ージではなく、「これだけいっぱい魚がいるけれども、本来、ここに存在してよい

魚はどれだろうね」というメッセージにつながるような表現にしていくことにつ

いては、とても重要なヒントをいただいたと思います。ありがとうございます。 

委員長  どのような表現にするべきか、別途検討したほうがよいですね。 

 では、他の委員の方、何か気になる点がありますでしょうか。 

委員  五条川の現状として、鯉に対して親しみを感じている人もいらっしゃるので、

積極的に駆除の対象にすることでもないかと思います。先ほどのご意見と相反す

るかも知れませんが、「親しみを感じてもらうきっかけとしての鯉」というものを、

あまり否定的な見方をするのではなくて、それ以外の魚種を増やしていくこと。

「この魚種は増やしていかないといけないよね」というような位置づけができる

とよいなと感じました。 

副委員長 そうですねと言いたいところですが、もう実はそういった悠長なことを言って

いる余裕がないのが現実です。皆さんもご承知のとおり、１週間前にクロアワビ

が絶滅危惧種に指定されました。「2030 年までに、生物多様性の損失を逆転させな

ければいけない」という宣言が出されています。それを達成できるのであれば、



 

 

先ほどのような考え方でもよいと思うのですが、そうではない事例としてアメリ

カザリガニがあります。これまでは「子どもたちが釣りを楽しめるから、アメリ

カザリガニは対策しなくてもよいではないか」と容認してきましたが、国もいよ

いよアメリカザリガニも駆除対象の外来種として指定しようという段階に入って

いるのです。ブラックバスも同じです。いろいろと議論されましたが、生態系に

対する危機意識が高まってきて、ブラックバスは駆除の対象にしようというよう

になりました。 

錦鯉が五条川や水路に生息していることは、「自然を守る」という面において好

ましくないということは、せめて看板を出すなどして啓蒙していく必要はあろう

かと思います。今すぐ駆除すべきと言うつもりはありません。私自身も、錦鯉が

嫌いなわけではありません。庭の池で飼うならばよいけれども、自然の川には生

息しているべきではない。そのように発想を変えていかないといけないと思いま

す。 

名古屋市も一時期、鯉の放流をしていましたが、今は行っていません。岐阜県

でも水路などでは、今でも文化として錦鯉を放していますが、冬場は水から揚げ

て川には極力入れない対策をしています。 

 在来種のメダカは錦鯉の餌なのです。五条川の錦鯉はたしかにきれいですが、

柵を設けてエリアを限定して、そこから下流にも上流にも出ていかないようにす

る配慮などをして、自然としての川の生態系を取り戻していく必要があります。

そうして、最終的には「錦鯉が自然淘汰されるまで待ちましょう」という方向性

を見い出していくことを、現代に生きる私たちの責任として頑張っていただきた

いと思っています。 

委員長  ありがとうございました。ほかに意見がないようですので、次の議題に移りま

す。 

 

（２）生物多様性地域戦略について【第６章】 

事務局から資料１に基づいて説明した後、委員による議論を行った。 

委員長  ご意見や質問はありますか。 

副委員長  第６章として生物多様性地域戦略がとてもきれいにまとまっていると思いま

す。 

 まず、68・69ページの「（５）生物多様性を取り巻く動き」の 2010年のところ

に、愛知目標のビジョンとして、「2050年自然と共生する社会」を加筆してほしい

です。これが私たちの未来の姿になるからです。また、中国の昆明で生物多様性

の COP15がありましたので加えてください。さらに、G20「海洋プラスチックごみ

対策実施枠組」を記載するのであれば、2021年 G7における「30by30」についても

記載してください。それから、74ページの四角囲み「捨てない」について、「飼っ



 

 

ている」の横に「育てている」というのも加えておくと、動物だけでなく植物も駄

目だと意識しやすくなると思います。 

 さらに、枠が取れるなら、外来種の中でも特に問題になっているスクミリンゴ

ガイ（ジャンボタニシ）の写真を載せてはどうかと思います。 

 82ページの「各主体にできること」というのは、非常によい書き方だと思いま

す。事業者の最後に、「環境マネジメントシステムの認証を取得しましょう」と書

いてありますが、この前後でよいので、「あいち生物多様性企業認証制度の認証を

取得しましょう」とあると、事業者も興味を持っていただけるのではないかと思

います。 

 そのほか、動物名が種名であったりそうでなかったりするものについて、個別

に事務局と相談できればと思います。 

委員長  良いご提案ですね。ほかはいかがですか。 

委員 「ごみを拾って持ってきたら無料でコンサートを聴くことができる」という趣

旨のイベントを実施したら、大量にごみが集まったという話を聞いたことがあり

ます。81ページに、「一人ひとりにできること」としていろいろな活動や行事に参

加することが書かれていますが、何か特典を絡めるとより多くの人たちが参加し

てくれるのではないかと思います。 

委員長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。 

委員  生物多様性の章ですが、コラムがたくさん入っていて見やすく、興味を引く感

じでよいと思いました。 

外来種について学んでほしい、知ってほしいということはもちろん大事ですが、

市民の立場で見ると、すべてのことを全員ができるわけではないというのが現実

だと思います。最低限として「何をやってはいけなくて、何をやるとよい」という

ことが、しっかり伝わっていればよいと思います。74 ページの、「入れない・捨て

ない・拡げない」というのと、81ページの「一人ひとりにできること」という部

分がしっかり書いてあると市民には伝わりやすいのかなと思いました。 

 それと、90ページの「環境学習等の推進」に関して申し上げます。以前、スタ

ーバックスの店長などが、曽野小学校に出向いて講演をするという機会があった

ようです。スターバックスでは、プラスチックのストローをやめて紙ストローに

しているとか、フォークやナイフをなるべくステンレスのものにするとか、そう

いう取組内容が話されたと思います。このように、誰もが知っているような企業

が小学校や中学校などに赴いて環境学習を行っていくことは、若い世代に対して

影響力もあり、効果があると思いました。 

委員長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。 

委員  かつては外来種と言えばセイタカアワダチソウが問題になっていましたが、最

近は、オオキンケイギクが目立っているのですね。私自身が在来種と外来種とい



 

 

う区別があまりできないので反省しなくてはなりませんが、市民の皆さんの多く

も同じ程度の認識なのかと思います。 

 あとは、最近の新築の住宅は庭が少なく感じます。かつて１軒分の敷地であっ

たところに２軒建つというような状況です。緑を植えるような場所が無いという

ことをとても苦に思っています。樹木（庭木）が少なくなっていることが気にな

っています。「こういうふうに木を植えていきましょう」といった、家を建てる際

の基準などができればよいと思います。 

事務局  86ページには、マルチパートナーシップ型事業「外来種バスターズ」の関連で、

これまでやってきた取組の中に、「オオキンケイギクバスターズ」の活動の様子を

紹介しています。名草線などの大きな道路や神野町の県道小口線などにオオキン

ケイギクが群生しています。一見するときれいな花ですが在来種を荒らす外来植

物です。 

委員長  ありがとうございました。ほかにいかがですか。 

委員  先ほどから言われているように、写真やイラストが多用されていて凄く分かり

やすく、見やすくなっていると思います。73ページの魚の絵は、細かくて見にく

いですけど、これはこれでよいと思います。また、66ページの「自然のめぐみ」

の図は、文字が読み取れないので、鮮明なものに差し替えられるとよいと思いま

す。さらに、87・88ページの図表ですが、これを全部見る人はいるのかなと疑問

に感じました。 

委員長  ありがとうございました。なるべく画質のよい画像を探していただいて、より

見やすくなるよう事務局にお願いします。 

 ご指摘のあった図表ですが、たしかに生物に特段詳しくない市民がご覧になっ

た場合には、何だろうということになるかもしれません。しかし、これはこれで、

しっかりとしたデータとして意味があるため第６章の最後に載せました。ご理解

いただければと思います。 

 ほかにいかがですか。 

委員 73 ページにいろいろな種類の魚の絵が載っていますが、生物多様性という意図

の絵というよりは、水質が向上している状況を示すことを意図した絵だと理解し

ました。五条川の水質が上がったことで、これだけの種類の魚が生息するように

なったことを示していると私は感じました。外来種、在来種とありますが、それ

はそれで別として、水がきれいになったということを示している図かなと私は感

じました。 

あと、私の家にも庭木があります。庭木があると、枝葉が伸びていずれ剪定す

ることになります。剪定した枝は基本的に燃やすごみとして排出することになり

ます。緑化を進めることでごみが増えていくというような矛盾が気になっていま

す。 



 

 

委員長  ありがとうございました。私が答える立場ではないですが、73ページの図は、

「岩倉の水辺を守る会がこのような調査をしていました」という図です。これを

第６章に載っていることで何を意味しているかが問われると思います。必ずしも

この中に、きれいな水にだけしか棲まない生き物が載っているわけではなくて、

汚い水にも棲む生き物も載っているし、外来種も載っています。この図を載せる

のであれば、注釈をつけておいた方がよいと思います。どのような注釈をつけた

らよいかは、副委員長と相談してください。 

 剪定枝や枯れ葉については、多くの自治体が燃えるごみとして収集しています

が、たい肥化している民間事業者もあるので、民間の協力を得られるとよいと私

は思っています。 

 ほかはいかがですか。 

委員  私の務める会社は製造業です。地下水源を資源として利用し、最終的にきれい

な水に処理して、河川放流するという点においては、非常に関わり合いのある話

だと思います。企業の社会的責任については、もう少し踏み込んだ内容で、「こう

しましょう、こうしてください」ということを計画書に記載してもよいのではな

いかと思いました。 

 一方で、やれること、やれないことがそれぞれにあると思います。例えば、「こ

うしましょう、ああしましょう」という具体例も明記されていると、事業者とし

ては取り組みやすいという面もあります。 

委員長 「行政がこんな提案をしているから、我が社も取り組みましょう」というアプ

ローチができると関わりやすいということですね。ありがとうございます。 

ほかにいかがですか。 

委員 COP10 に関して思い出したことがあります。岩倉市の小中学校では COP10 の時

に、「どんぐりから苗を育てて、木を植えよう」という取組をしました。ただ、こ

ういう活動は、一過性のものになりがちな面があります。子どもたちを育ててい

くという意味でも、目的とか意義とか、そういったものを、形を変えてでも私た

ちは繋いでいかないといけないなということを改めて確認しました。 

 73ページに水生生物調査というのがあります。五条川小学校では、長らく５年

生が調査をしてきて、「指標生物というのはこういう生き物で、これがいると川が

きれいということだよ」ということを学んできましたが、なかなかその機会も少

なくなってきました。五条川小学校だけの経験ではなくて、市内の子どもたち、

特に関心の高い子たちがそういうことに触れる機会を増やしてくださるとよいと

思いました。 

80 ページの最後に、「各主体がそれぞれの役割を担って、できることから取り組

んでいくことが大切です」と書いていただいています。改めて、こういう教育を

行うということ、伝えるということが本当に大切だと思いました。 

委員長 ありがとうございました。ほかにいかがですか。 



 

 

委員 私自身、COP10の頃から生物多様性に関わってもう 10年以上経っています。生

物多様性の考え方というものはなかなか難しくて、10年経った今も、また、皆さ

んのお話を聞いていてもなかなか浸透していないということが分かったところで

す。外来種の問題に関しても、例えば、それを人間に置き換えると「では、外国人

はダメなのか」というような話につながっていくことも懸念されます。県におい

ては、国との間で調整したような表現が一般的にはなるのですが、市のレベルで

あれば、もう少し市民目線に近い表現があってもよいではないかということを、

皆さんの意見を聞いて感じました。 

副委員長 おっしゃるとおり、外来種の捉え方がうまく伝わってないと感じています 

まず、外来種については明治時代以降に入ってきたものを指すこととなってい

ます。それから、人の手によらず自力で移動するものについて外来種には当たり

ません。それから、できれば今後は、「カタバミを植えておくと、シジミチョウが

卵を産みます」とか、外来種や園芸種を植える際に「このコスモスは明治以降に

メキシコから来た花です」などと掲示することによって、在来種ではないことを

周知・啓蒙していきながら、「秋の季節になると、風物詩として水田の休耕田に植

えられています」ということも併記すれば、文化も伝えながら植物と生き物の関

係性を伝えていけると思います。 

委員長 ありがとうございました。 

さて、事前に事務局とやり取りをした際に、環境基本計画全体に占める「第５

章地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」と「第６章生物多様性地域戦略」のボ

リュームが大きくなってしまい、バランスが悪くなってしまっているのではない

かという相談を受けました。「第５章、第６章について具体的に記述することには

大きな意味があるから、バランスが悪くてもよいのではないでしょうか」と私は

お答えしたのですが、委員の皆さんは、その辺りはよろしいでしょうか。 

委員 （異論はない様子） 

委員長 そうしましたら、再来週からパブリックコメントが始まることもあり本日以降

にご意見をいただいても対応が難しいでしょうから、できる限りこの場で意見を

求めたいと思います。何かございますか。 

委員  86 ページのイラストですが、スッポンをイシガメに代えられませんか。 

事務局 このイラストは岩倉の水辺を守る会から提供を受けたものであり、イシガメの

イラストはありません。スッポンも五条川に生息しているので、このままとさせ

ていただければと思います。 

委員長 第７章についてです。92ページには、「計画推進とＳＤＧｓの実現」が掲載され

ていますが、ＳＤＧｓが一歩前に進むのでよいと思います。91ページでは、事務

局の強い思いから「エシカル消費の普及促進」を掲載していますが、それはすご

く大事なことだと思います。ほかは、いかがでしょうか。 



 

 

副委員長 エシカル消費に関連して、ＭＳＣ認証や有機認証など環境認証の推進は、消費

者としての市民との接点が大きいので、認証を受けている物を買うことがエシカ

ルにつながっていきます。「消費と生物多様性」、「生物多様性は環境保全」という

部分のつながりを見えやすくしていくことが大切であると思います。 

事務局 現行の計画では「廃棄物・資源循環」の分野に、エコ消費の推進を記述していま

した。考えてみれば、それは「廃棄物・資源循環」の分野だけではなく、「生物多

様性」や「脱炭素」の分野にもつながっていく横断的な事項であるので、各基本方

針ではなく第７章に位置づけようとした経緯があります。 

「認証制度をどう普及するか」、「どういう商品を買ったらエシカルなのか」と

いうことは、計画書ではなく、広報等を通じた普及の場面で具体的に示していく

ものであると考えています 

副委員長 そういった形で実施していくのであればよいと思います。 

委員長 では、第４章のところで、「どこがエシカルに関係するか」と質問があった時に、

「これとこれは関係していますよ」と言えるようにしておいた方がよいかも知れ

ません。事務局でご検討ください。 

事務局 「第７章計画推進に向けて」に記載されている事項も施策事業として進行管理

できるようにしておけばよいと、そういう解釈でよろしいですか。 

副委員長 結構です。 

委員長 強い問題意識があるわけではないですが、91ページの「エシカル消費の普及促

進」が「環境学習等の推進」の中に入っていることについて、もちろん環境学習自

体は勉強することだけではなくて、行動することも含んでいるので良いとは思う

ものの、エシカル消費の話を無理やり押し込んだようにも感じられます。 

事務局 当初は、「環境学習の推進・エシカル商品の促進」というタイトルにしたのです

が、タイトルが長くなることから、「環境学習等の推進」の“等”を入れることで

対応しました。 

たしかにご指摘のとおり、第４章とどう関連しているのかということが問われ

るようなこともあるかも知れませんので、検討します。ただ、あまりにも「エシカ

ル消費」があちこちに散りばめられる形になってしまうと、かえって再掲が多く

なって分かりにくくなってしまう問題点もあるので、それを踏まえて事務局で検

討します。 

委員長 お願いします。 

 

（３）パブリックコメントの実施について 

事務局から資料２に基づいて説明した。 

委員長  ありがとうございました。委員の皆さんも関係者としてパブリックコメントに

意見を出すことも可能です。できれば周囲の人に、「私が関わってきた環境基本計



 

 

画がパブリックコメントを実施しているので見てくださいね」と、お伝えいただ

けたらよいと思います。 

 パブコメまでは、あと１週間しかなく大変ですが、今日の皆さんのご意見を受

けて、事務局の方で計画案の修正をしていただきます。委員の皆さま方には、パ

ブリックコメントの実施前に計画案を送付してください。 

 2 月 8 日に開催する次回の委員会では、パブリックコメントで出された意見を

整理し、反映方針を事務局が示しますので、それに対しまして皆さんのご意見と

同意をいただきたいと思います。それによって記載が変わってくることが予想さ

れるので、もう少し柔軟な解釈ができるような表現にとどめてもよいのではない

かとも思います。 

以上 

 

 


