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中央の動き

国土強靭化と農業農村整備について
農林水産省農村振興局整備部設計課

1．はじめに

計画調整室長

佐藤

具揮

制定に先立ち，国土強靭化に係る施策を進めてい
く上で必要な一定の整理がなされてきている。こ

国土強靭化と聞くと「頑丈な構造物で国土を守

こでは，これまでに，これら懇談会・会議等にお

っていく」姿をイメージされる方が多いのではな

いて段階的に整理されてきたポイントを紹介した

いだろうか。
「強靭」の意味を辞書で引くと「し

い。

なやかで強いこと。柔軟でねばり強いこと」とさ
れており「頑丈で強固」とはニュアンスが異なっ

（1）国土強靭化の基本概念

ている。実は，国土強靭化も「強い外力に対して

国土強靭化は東日本大震災の教訓を踏まえたも

もポキッと折れないでしなやかに受け止め，しっ

のでなければならない。このためには，先ず，こ

かりと速やかに回復していける柳のような柔軟な

れまで想定していなかったような低頻度の大規模

姿」を目指した国家像をイメージしていただく方

災害に対応した平時からの備えが重要との認識

が理解しやすいと考えている。本編では，国土強

の下，狭い意味での「防災」の範囲を超えて，国

靭化をめぐるこれまでの動きや概念と農業農村整

土政策・産業政策も含めた総合的な対応を，いわ

備事業との関係について述べていきたい。

ば国づくりの視点から行っていくことが必要であ

2．国土強靭化をめぐるこれまでの動き
国土強靭化については，現在，「防災・減災等

る。
こうした考え方を踏まえ，いかなる大規模災害
等が発生しようとも，

に資する国土強靭化基本法案」（以下，
「基本法案」

・人命は何としても守り抜く

という）が議員立法として国会に提出され継続審

・行政・経済社会を維持する重要な機能が致命

議の扱いとなっている。一方，国土強靭化の施策
を進める体制としては，昨年 12 月の第 2 次安倍
内閣組閣において国土強靭化担当大臣が設置さ
れ，また，本年 1 月には国土強靭化推進室が内閣

的な損傷を負わない
・財産・施設等に対する被害をできる限り軽減
し，被害拡大を防止する
・迅速な復旧・復興を可能にする

官房に設置されている。この国土強靭化推進室が

ことを基本的な方針として，災害をもたらす外力

事務局となり，3 月には国土強靭化に関する有識

からの「防護」にとどまらず，経済社会のシステ

者会議として「ナショナル・レジリエンス（防災・

ム全体の「抵抗力」，「回復力」が確保できるよう

減災）懇談会（座長：藤井内閣官房参与）」，また

な「強くてしなやかな（強靭な）」国づくりを進

１６に跨る関係府省庁における情報共有・意思決

めていくことが重要である。

定の場として「国土強靭化に関する関係府省庁連

更に，強靭化に向けた取組を我が国において進

絡会議（議長：古屋国土強靭化担当大臣）」がそ

めることは，人命を守るだけではなく，いかなる

れぞれ設置・開催され，これまでに，基本法案の

事態が発生しても機能不全に陥らない経済社会の
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システムを確保すること等を通じて，我が国の競

府省庁の連携に係る課題や取組の濃淡等が明確化

争力を向上させ，国際的な信頼の獲得をもたらす

できることにあり，こうして浮き彫りになった事

ものである。以上が国土強靭化の基本概念である。

項も踏まえつつ，プログラム毎の施策横断的な課
題が整理（マトリクスの右欄）された。また，プ

（2）国土強靭化の検討の進め方

ログラム横断的な施策分野毎の課題についても整

上記に述べた国土強靭化の取組を体系的に進め

理（マトリクスの下欄）され，施策分野として対

ていくためには，「リスクの特定」→「脆弱性の

応すべき事項の網羅性の確認や分野毎の他の計画

評価」→「計画策定 / 強靱化の取組」→「取組の

との整合が把握できるように整理された。

評価」のサイクルを繰り返して，国全体の構造的
な強靱化を推進していく必要がある。基本法案で

（4）「プログラム」の重点化と今後の対応方針

はリスクを「大規模災害等」とし，自然災害には

限られた財源の下で迅速かつ効果的に施策を進

特定していないが，懇談会・会議等においては，

めるためには重点化・優先順位付けが必要となる。

当面，自然災害を対象とする強靭化の構築につい

国土強靱化の推進に必要な施策の重点化・優先順

て検討を進めていくこととされた。

位付けは，プログラムを単位として判断すること

最初に必要な作業は脆弱性評価であったが，こ

とされた。具体的には，国が果たすべき役割の大

れに際しては，低頻度大規模災害によるリスクを

きさ（国家機能に直結するものであるか，広域的

前提に，国民生活，国民経済への影響が大きいと

な対応が必要なものであるか，地方公共団体が一

考えられる分野を対象として，分野横断的な目標

義的に対応することが困難であるか等），事態が

を明示したうえで行われた。

回避できなかった場合の影響の大きさ（「人命を

具体的には，「大規模災害が発生しても全ての

守る」「重要な機能が致命傷を負わない」という

人命を守る」，「大規模災害発生後も経済活動を機

視点を重視）と緊急度（事態の起こりやすさが一

能不全に陥らせない」等の 8 つの目標を定め，各

定程度認められ早急な対応が必要と判断されるか

目標ごとに，目標に照らして想定しうる危険な（起

どうか等）などを判断基準として，懇談会の意見

こってはならない）事態を各府省庁が列挙した上

を聞きつつ，国土強靱化担当大臣が，判断を行っ

で，これへの対応として現在各府省庁が実施して

た。結果として，45 のプログラムのうち，15 の

いる施策・事業の内容，目標，進捗状況，目標達

プログラムが重点化すべきプログラムとして選定

成に向けた課題，今後の必要な方策が整理された。

された（表－ 1 参照）。

（3）
「プログラム」と「施策分野」の考え方
次に，これらの各府省庁による検討結果をもと

（5）今後の対応方針
プログラム・分野毎の各府省庁の施策について，

に，起こってはならない事態を全体として 45 の

先に整理したプログラム毎の課題を踏まえ，これ

事態にとりまとめ，これを回避するために必要な

に対応し，今後，緊急に対応すべき事項として，
「今

各府省庁の施策のパツケージを「プログラム」と

後の対応方針」がプログラム単位でとりまとめら

して，その取組内容を 12 の施策分野（行政機能

れ，これらは，必要に応じて平成 26 年度概算要

／警察・消防等，住宅・都市施設，保健医療・福

求に反映させるべきものとされた。内閣官房国土

祉，エネルギー，金融，情報通信，産業構造，交

強靭化推進室は各府省庁が，こうした経緯を踏ま

通・物流，農林水産，国土保全，環境，土地利用

えて行った国土強靭化に関連した概算要求を 8 月

（国土利用））ごとにマトリクス表に整理が行われ

末にとりまとめ，公表するとともに，財務省に対

た（図－ 1 参照）。

してもこれを提出し，予算編成過程において重点

このマトリクス整理の意義としては，プログラ

化すべきプログラムを踏まえた対応を求めている。

ムを施策分野横断的に整理したことにより，関係

重点化すべきプログラムの内，特に農業農村整
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表－ 1
基本的な方針

事前に備えるべき目標

1

2

3
Ⅰ．人命を守
る
Ⅱ．行政・経
済社会を維
持する重要
な機能が致
命傷を負わ
ない

4

Ⅲ．財産施設 5
等に対する
被害のでき
る限りの低
減、被害拡
大の防止
Ⅳ．迅速な復
旧 ・回復

プログラムにより回避すべき起こってはいけない事態一覧

6

7

8

プログラムが回避すべき起こってはいけない事態
大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地におけ
る火災による死傷者の発生
不特定多数が集まる施設の倒壊･火災
大規模災害が発生したと
広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生
きでもすべての人命を守
異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水
る
大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生
のみならず、後年度にわたり国土の脆弱性が高まる事態
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生
被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止
多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生
大規模災害発生直後から 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助･救急活動等の絶対的不足
救助・救急、医療活動等
救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶
が迅速に行われる（それ
想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水･食糧等の供給不足
がなされない場合の必要
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療
な対応を含む）
機能の麻痺
被災地における疫病・感染症等の大規模発生
矯正施設からの被収容者の逃亡、被災による現地の警察機能の大幅な低
大規模災害発生直後から 下による治安の悪化
必要不可欠な行政機能は 信号機の全面停止等による重大交通事故の多発
確保する
首都圏での中央官庁機能の機能不全
地方行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下
電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止
大規模災害発生直後から
郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態
必要不可欠な情報通信機
テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事
能は確保する
態
サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の
低下
社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止
大規模災害発生後であっ コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等
ても、経済活動（サプラ 海上輸送の機能の停止による海外貿易への甚大な影響
イチェーンを含む）を機 太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上海上交通ネットワー
能不全に陥らせない
クの機能停止
複数空港の同時被災
金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態
食料等の安定供給の停滞
大規模災害発生後であっ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP ガスサプラ
ても、生活・経済活動に イチェーンの機能の停止
必要最低限の電気、ガス、 上水道等の長期間にわたる供給停止
上下水道、燃料、交通ネ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止
ットワーク等を確保する
地域交通ネットワークが分断する事態
とともに、これらの早期
異常渇水等により用水の供給の途絶
復旧を図る
市街地での大規模火災の発生
海上・臨海部の広域複合災害の発生
沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺
制御不能な二次災害を発 ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害
生させない
の発生
有害物質の大規模拡散･流出
農地・森林等の荒廃による被害の拡大
風評被害等による国家経済等への甚大な影響
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ
る事態
道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、
コーディネーター、
労働者、
大規模災害発生後であっ 地域に精通した技術者等）の不足により復旧･復興が大幅に遅れる事態
ても、地域社会・経済が
地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れ
迅速に再建・回復できる
る事態
条件を整備する
新幹線等の基幹インフラの損壊により復旧･復興が大幅に遅れる事態
広域地盤沈下等による広域･長期にわたる浸水被害の発生により復旧･復
興が大幅に遅れる事態

※ 15 の「重点化プログラム」
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図－ 1
表－ 2

自然災害等に対する脆弱性評価

重点化プログラムと今後の対応方針（農業農村整備関連）
今後の対応方針
（農業農村整備関連）

プログラム名

○避難場所や避難路の確保、避難所等の耐震化、住民等への適切な災害情報・安全情
報の提供、火災予防･危険物事故・海難事故防止対策、地震予測精度の向上等を着
広域にわたる大規模津波等によ
実に推進する。また、地方公共団体による高台移転の検討を促す。
る多数の死者の発生
○ 3 次元地理情報の活用、ハザードマップの統合化、防災アセスメントの実施や公共
機関の安全確保、関係機関が連携した広域防災訓練等を推進する。
○津波等について正確な予測を迅速に実施し、適切な情報を国民に提供することやハ
ザードマップを統合化することにより事前に住民等に浸水リスクを周知し、円滑な
広域かつ長期的な市街地の浸水
避難ができるようリスクコミュニケーションを適切に行う。
○排水施設等について業務継続体制の確立、訓練、効果的な管理運用等を進め災害即
応体制の強化を図る。
大規模な火山噴火・土砂災害（深 ○ため池、農業水利施設等の総点検とそれを踏まえた対策や管理体制の強化を実施す
層崩壊）等による多数の死傷者
るとともに、地域コミュニティの防災･減災力の向上に取り組む。
の発生のみならず、後年度にわ ○火山・台風・集中豪雨等に対する防災情報の強化、ハザードマップの統合化、防災
たり国土の脆弱性が高まる事態
アセスメント、3 次元地理空間情報の活用等のソフト対策を充実させる。

食料等の安定供給の停滞

○農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化に向けて、生産基盤施設等の耐震
照査・耐震対策、施設管理者の業務継続体制の確立、治山対策、農村の防災対策等
を推進する。
○地域コミュニティと連携した施設の保全・管理、防災・減災力向上や施設管理者の
体制整備等のソフト対策を組合せた対策を推進する。

電力供給ネットワーク（発変電 ○エネルギー全体としてのレジリエントな需給構造を構築するため、中長期のマクロ
所、送配電設備）や石油・LP
的なエネルギー需給の動向や国内外の情勢、沿岸部災害リスク等も踏まえ、全国の
ガスサプライチェーンの機能の
エネルギーインフラ・ネットワークのあり方や再生可能エネルギー等の分散型エネ
停止
ルギーの整備について検討を進める。
農地・森林等の荒廃による被害
○地域コミュニティと連携した農地・水の保全活動を推進する。
の拡大

備と関係が深いものについて，今後の対応方針を

林水産省所管の計画としては，「食料・農業・農

整理したものは表－ 2 のとおりである。

村基本計画」や「土地改良長期計画」等が該当す

更に，施策分野別の課題に対応した今後の対応

る。）等の指針となるべきものとして，国土強靭

方針についても併せて整理が行われた。基本法案

化基本計画を定める旨規定されている。今回取り

においては，国土強靭化に係る国の他の計画（農

まとめられた施策分野別の今後の対応方針は，こ
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●
の国土強靭化基本計画における施策分野毎の基本

にも貢献していけること

指針等に反映させていくベースになるものと考え

等の意義をもたらす効果もあると考えている。こ

られる。

のことを農業分野において見ていきたい。

なお，今回の自然災害を対象とした国土強靭化
の検討においては，「老朽化対策」は「分野横断

（ⅰ）食料供給機能の維持

的な課題であり，全体に共通する施策として重要

農業分野における国家として重要な機能は，や

であり，重点化プログラムと適切に連携しながら

はり食料の安定供給であろう。避難が必要となる

推進する」と位置づけられている。また，基本法

ような災害発生時に先ず必要となるのは，被災地

案においては，老朽化対策に関連した規定として

への応急的な食料供給である。これは，主として

「既存の社会資本の有効活用等により施策の実施

食料の備蓄や緊急調達・配給体制整備等に係る平

に要する費用の縮減を図ること」，「施設または設

時からの取組と緊急時における避難所等への応急

備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること」

食料供給が中心となろう。一方，巨大かつ広域な

が国土強靭化に関する施策の策定・実施の方針と

災害時には食料供給への影響は局所的・短期的な

して明記されている。

ものとは限らない。例えば，南海トラフ地震で想

3．国土強靭化と農業農村整備

定される影響地域（震度 6 弱以上または津波高さ
3m 以上と想定される市町村域）の生産農業所得

以降は，国土強靭化の考え方のポイントと農業

は全国の約 4 割にのぼり，同地域に存在する基幹

農村整備との関係を私見も含めて述べていきた

的農業水利施設（受益面積 100ha 以上を受け持

い。

つ水利施設）は全国の約 3 割となっている。こう
した中で我が国の農業水利施設の約 2 割は耐用年

（1）国家機能のシステムを捉えた施策の構築

数を超過しており，更に 10 年後にはこの割合は

国土強靭化とこれまでの防災対策との考え方の

3 割となる見通しである。農業は工業製品と異な

違いの一つは，巨大災害が発生しても人命は何と

り，基本的に収穫は 1 年に 1 回のものが多く，か

しても守るとしたうえで，国民経済・生活の視点

んがい施設の破損は 1 年間の収穫を不可能として

からは，国家として果たすべき機能のシステムが

しまう危険性を抱えている。このため，被災地で

全体として致命傷を負わず，かつ，しなやかに回

の基幹的な農業水利施設の災害対応力強化を図る

復できる姿を目指している点にある。

とともに，被災想定地以外も含めて我が国全体と

このような考え方は，

しての食料供給をバックアップしていけるような

①

システム全体の脆弱性評価を行い，弱いと

生産基盤の保全対策も強靭化を図るうえで重要で

ころから対策を講じることによりシステム全

ある。なお，食料供給をシステムとして考えると

体の機能維持を効率的に図れること，

生産段階，加工流通段階，販売段階の一連のサプ

②

維持されるべき国家機能は必ずしも各府省

ライチェーン機能が維持される必要がある。先に

庁単独の施策分野とはならないことから，施

述べたように生産段階の強靭化はボトルネックと

策分野間の連携を促進できること，

なりうる要素であり，影響が１年間等と長期に及

③

ぶ可能性もあるため，システム全体の中でも重要

できるだけ速やかに機能回復が図れるような

と考える。また，これと併せて流通の拠点となる

プランを予め作成していくなどの効果的なソ

卸売市場施設の耐震化や食品企業の早期業務開

フト対策を促進できること

催等を確実なものとするための BCP（Business

④

18

システム全体の被害を最小限にし，かつ，

国家の重要な機能が維持できるような取組

Continuity Plan）等の取組，さらには道路・港湾

は平時にも効果をもたらすことも多く，この

といった物流施設の災害対応力強化も一連のシス

ことが国際競争力や産業競争力を高めること

テムと認識して施策分野間の連携を図りつつ対策
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●
を講じていくことが効果的であろう。

ストックマネジメント

●

において災害時のエネルギー面の自立性を強化す

なお，被災時に備え機能回復に向けたプランを

る取組みに向けた技術の確立も災害対応力強化策

予め作成するＢＣＰ策定は，これまで食品企業に

となる。このように，エネルギー分野における強

おいても取組が進められ，協定に基づく企業間

靭化についても農業農村整備として取組むべき課

連携や実践的な訓練の実施等に発展してきている

題は存在おり，これらはいずれも再生可能エネル

が，こうした取組は水利施設の管理者にとっても

ギー促進との意義を有した取組でもある。また，

重要である。水利施設被災時の営農への影響や二

こうした再生可能エネルギーの意義・存在に関し，

次被害を最小限に抑えるために災害発生直後から

エネルギー供給システム全体の中での災害対応と

措置すべき事項や事前の災害協定の締結などを内

しての位置づけについて関係者間において予め認

容とした BCP を土地改良区が策定し，体制整備

識・評価されておくことも重要と考える。

や必要に応じた資機材管理等を行っておくような
取組も重要である。更に，将来的には，こうした
生産段階，流通段階の BCP を総合的に組み合わ
せていくことが効果を一層高めていくことになろ
う。

（2）プログラムに基づく施策横断的なアプロー
チとソフト対策
国土強靭化においては，上記に述べた国家の重
要な機能維持との視点とは別に，「人命を守る」，

次にこうした取組が災害時のみではなく平常時

「制御不可能な二次被害を発生させない」ことを

にもたらす効果について見てみる。巨大災害時に

目標としたプログラムにも重点を置いている。こ

おける食料供給機能の維持能力の向上は産地にと

こで重要となるのはやはりソフト対策や優先順位

っては市場に対する安定供給の信頼力確保にもつ

の考え方である。農業農村整備との関係では，老

ながり，場合によっては，国全体としても輸出競

朽化したため池の対策等が重要である。想定を超

争力にまでプラスとなりうる取組である。また，

えるいかなる災害が発生しようとも人命を守るに

強靭化の観点から実施する水利施設の保全対策は

は，ハードのみではなく避難を確実にするソフト

水利用効率の向上，事故対策等といった平常時の

対策を充実する他ない。これまでもハザードマッ

効果も有している。食品流通が被災時にも混乱し

プ作成等の措置を講じてきているが，あらゆる事

ないよう互換性・代替性等を持たせるために取り

態を想定した避難体制構築の高度化が追及されて

組む共同配送や受発注システムの標準化は，平常

いくべきである。例えば，豪雨時にはため池決壊

時の物流のコスト縮減や効率化にも資するもので

の他，土砂災害，河川氾濫等複合災害の発生リス

ある。このように，強靭化に向けた取組みは防災

クがある。また，情報通信機能が麻痺したり，想

の観点のみでなく，平常時の効果や産業・国際競

定していた移動経路が寸断されるリスクもある。

争力向上にも貢献していくことが可能であり，こ

こうした事態も視野に入れつつ，統合的なハザー

のことは今後，広報のあり方と併せて追及してい

ドマップ作成や実践的な合同訓練等によるソフト

くべき視点であろう。

対策の強化を行っていくことが望まれる。
また，巨大災害への対応に際しては，あらゆる

（ⅱ）エネルギー供給機能の維持

既存施設を，その整備目的・水準に拘わらず緊急

いかなる災害が発生しようとエネルギー供給を

措置として柔軟に利用していくことが効果的な

絶やさないことも国家としての重要な機能であ

場合がある。例えば，津波で被災した幹線道路の

る。農業分野としては，小水力発電を含め農村に

代替として農林道を使用することなどが考えられ

賦存する資源を有効活用した自立・分散型の再生

る。津波等特定の被災時に備えて，予め道路管理

可能エネルギーを推進することが地域における代

者間でこうした検討を進めておくことも被災直後

替エネルギー確保策の一つとして貢献する施策と

の混乱を避けるうえで効果的と考える。このよう

なる。また，集落排水施設等のライフライン施設

な施策横断的な連携を，被災リスクとそれへの対
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●
応を定めたプログラムとして共有することにより

想定を超える巨大災害時に最後に威力を発揮す

計画的に推進していくことが国土強靭化の一つの

るのは，やはり自らの行動力であろう。日頃の防

アプローチの考え方である。

災活動，災害発生時の避難行動，被災後の復興な

また，二次被害防止の観点からは，被災者サイ

ど全てのステージにおいて，地域コミュニティに

ドの視点からみた総合的な災害対応力強化の中の

よる自立的な活動は極めて重要な役割を果たし得

一つとして農業農村整備が対応していくとのアプ

るものである。農村地域においては，これまで農

ローチの考え方もある。例えば，破損した場合，

地・水支払交付金等により農家・非農家が協力し

我が国の東西幹線交通ネットワークや物流拠点に

て地域資源を保全する活動に取り組む組織が集落

影響を与えるリスクがある土地改良施設，情報発

等の単位で構築されてきている。これら活動組織

信拠点施設に影響を与えるリスクがある土地改良

は，日ごろから寄合い，話し合いを行い，自ら計

施設等の災害対応力強化は，通常の費用対効果で

画を立て，役割分担を定め，自ら行動する体制・

は算定しきれない大きな社会的影響を与えるリス

能力が備わっている。こうした地域コミュニティ

クがある。こうしたリスクは対策の重要性の判断

の維持・強化を通じて地域の防災力を高めていく

等にも考慮され得るものであり，国土強靭化で設

ことも国土強靭化を進めていく上で重要かつ効果

定されたプログラム等に基づく被災者側の災害対

的と考える。

応力強化の必要性･緊急性を受け止め，総合的な
対策の一環として貢献していくことにも留意して
いくべきであろう。

4．おわりに
国土強靭化については，現在，具体的施策の構
築段階にある。巨大災害のリスクを抱えた我が国

（3）地域コミュニティとの連携

が，真に効果的な施策を迅速に講じていくことが

国土強靭化においては，プログラムの一つに「地

できるかどうか，まさに，今後の検討・議論そし

域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が遅れ

て行動に委ねられている。東日本大震災を経験し

る事態」を回避するための施策が位置付けられて

た我々の責務を官民学が連携してしっかりと果た

いる。また，全てのプログラムに共通して必要と

していくことが求められている。

されている「リスクコミニュケーション」を充実
していく上でも「地域コミニュニティの維持強化

（※本投稿文の内容や意見は，執筆者個人に属し，農林水産省の公式
見解を示すものではありません。）

が重要」とされている。
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