
 

 

 

 

 

 

 

大館市環境マネジメントシステム 

令和２年度 内部監査結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月２５日 

内 部 監 査 チ ー ム 

 

 

 

  



1 

 

令和２年度 内部監査（第 1 次）結果報告 

 

１．監査の目的及び範囲 
 本市の事務・事業の活動に伴う環境への負荷を抑制することを目的とし、本市の環境マ

ネジメントシステムが当該システムで立案、計画した事項及びＩＳＯ１４００１規格の要

求事項に適合し、かつ適切に実施されているかを監査し結果を評価した。 

 監査範囲は、令和２年度内部監査計画に基づき、３９部門全てを対象としている。 

本年度の重点監査事項は、国際規格の箇条７支援より「環境方針の理解と環境意識の向

上が図られているか」「研修責任者による有効性の評価の根拠」「力量が適正に管理されて

いるか」の３項目としており、これらが規格の要求事項に適合しているかどうかを中心に

監査を実施した。 
   

２．監査の実施期間及び対象部門名 
実 施 期 間 監 査 部 門 名 

令和２年５月１１日（月） 税務課、収納課 

令和２年５月１２日（火） 福祉課、スポーツ振興課 

令和２年５月１３日（水） 市民課、環境課、子ども課、健康課、議会事務局 

令和２年５月１４日（木） 総務課、林政課、商工課、下水道課、比内総合支所 

令和２年５月１５日（金） 農政課、観光課 

令和２年５月１８日（月） まちづくり課、生涯学習課、環境管理事務局 

令和２年５月１９日（火） 企画調整課、契約検査課、歴史文化課、農業委員会事務局

令和２年５月２０日（水） 
財政課、長寿課、田代総合支所、学校教育課、選挙管理委

員会事務局 

令和２年５月２１日（木） 危機管理課、管財課、会計課 

令和２年５月２２日（金） 
職員課、保険課、移住交流課、土木課、都市計画課、 

水道課、教育総務課、監査委員事務局 

 

３．監査に立ち会った被監査部門の代表者の氏名 
  別紙各部門別「内部監査結果報告書」のとおり 

 

４．担当した主任監査員及び監査員の氏名 
  別紙１「内部監査員担当表」のとおり 

※ 本年度は１５班体制で実施。監査員のうち新任は８名である。 

 

５．監査基準 
  大館市内部監査要綱第５条による。 

 

６．監査の概要 
  あらかじめ監査期日を定め、チェックリストを用いて関係文書類等の調査照合及び前 
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 回指摘・要望事項の是正確認を行い、不明な点については担当職員の説明を求め、必要 

に応じて関係施設を調査した。 

 

７．監査の結果 
  監査を実施した３９部門の評価は、３７部門を『適合』、２部門を『軽微な不適合』と 

した。 

 
『軽微な不適合』の内容は、比内地鶏鶏糞処理施設の監視・測定手順に定める報告漏

れ（農政課）、環境影響評価における著しい環境側面の管理方法設定漏れ（スポーツ振興

課）である。 

「比内地鶏鶏糞処理施設」は、浄化槽法第１０条、１１条に定める保守点検及び法定

点検の記録を、監視・測定手順では受検結果受領の翌月に報告するとなっていたものが

報告できていなかった。法的に義務付けられた点検自体は遺漏なく実施されており、順

守義務違反とはならないため「軽微な不適合」としたものである。この指摘を受けた農

政課には、保守点検業者からの報告書及び設備外観や機能を検査する１１条検査結果通

知書を改めて点検するよう指示し、水質検査における水素イオン濃度がやや低いものの、

機能上は全く問題がなく、法定検査機関からも「適正」評価を得ているとの報告を受け

ている。また、類似の不適合の発生がないかも併せて確認するよう指示したところ、他

施設における１１条検査結果の報告が漏れていたことが判明したため是正を図るととも

に、再発を防止するため記録書類の見直しを図っている。 

スポーツ振興課の「著しい環境側面の管理方法設定漏れ」は、環境マネジメントシス

テム運用における根幹の部分となる。総括者（市長）指示や事務分掌をもとに、環境に

関わる要素を加味して一定以上の基準となった事務・事業を「著しい環境側面」とし、

どのように管理するかを定めなくてはならないが、抽出した事業についての管理方法が

明確になっていなかった。なお、事業の抽出そのものは適正に実施されていたため、「軽

微な不適合」としている。各部門で所管するソフト事業を、環境マネジメントシステム

で進行管理するという手法が浸透しておらず、環境管理事務局の周知不足も課題として

挙げられるが、市長が推進するスポーツ交流事業に関連する部分であり、「全ての事業は

環境に何らかの関わりがある」として記録、評価、分析を推奨する現国際規格の趣旨と

照らし合わせ指摘としたものである。この指摘を受けたスポーツ振興課では環境影響評

価を再実施し、管理方法を確立するとともに、環境目標としたものについては直近月よ

り実績、実行状況について監視を開始している。 

指摘はどちらも「軽微な不適合」だが、その性質はやや異なる。農政課のケースのよ

うに、人事異動等により担当者が変わり、記録の不備に気づかないままとなってしまう

ことはどの部門にも起こり得る。過去の記録を確認し、教育・訓練等で自部門の監視項

目を部門内で共有すれば防げるもののため、この指摘を機に、改めてチェック体制を強

化されたい。 

スポーツ振興課のケースは、環境マネジメントシステムに取り組み始めた当時の国際

規格の仕組みと、現在の仕組みとの考え方の違いによるものとなる。導入当時は 1996 年

版の国際規格に沿ったもので、環境汚染の防止や事務用紙、廃棄物、灯油、ガス、電気

使用量の削減など、「環境」に直結する負荷を軽減できれば良しとするものであったが、
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現行の 2015 年版国際規格では、「環境」の捉え方が広範となり、一見環境に関係がない

ようなものにまで規格の趣旨を取り込む方向に変化しているうえ、トップマネジメント

の意向を反映させることが「意図した成果」の達成となるとされた。市の総合計画を始

めとする各種計画の進行管理と二重となってしまう側面があるため、環境管理事務局で

も個別に説明し、理解が得られるよう努めているとのことであったが、半年単位、単年

単位、通年単位で達成度を振り返り改善を図る環境マネジメントシステムの仕組みの有

用性を理解いただき、運用していただきたい。 

 
なお、３９部門のうち１１部門に計１８件の『助言』を行った。これは、内部監査員

が現場を見て助言することにより、システムの運用や業務の改善につなげてほしいとい

う狙いから実施しているものである。 

主なものは、「緊急事態」に対する教育訓練の強化や手順の確立（総務課、税務課、収

納課、スポーツ振興課）、リスク及び機会への取組みにつながりそうな事業活動の取り込

みや外部コミュニケーションの取り扱い（福祉課、農政課、環境管理事務局）、事業や施

設管理に関連した検討事項（市民課、スポーツ振興課、まちづくり課、歴史文化課）な

どである。各部門においては、こうした助言を参考にしながら、ＥＭＳを業務効率化及

び改善のツールとして活用いただくようお願いしたい。 

 
次に本年度の重点事項３点、①環境方針の理解と環境意識の向上が図られているか、

②教育・訓練における研修責任者による有効性の評価の根拠、③力量が適正に管理され

ているか、の全体的な評価について記す。 

①、②については、一部の部門で有効性の評価をどう担保するか悩ましいといった声

が聞かれたものの、全部門を概ね適正とした。前段でも少し触れたように、2015 年版規

格が指し示す『全ての事業活動は環境につながる』という意識がより浸透していけば、

各部門の理解が深まるものと思われる。 

③についても概ね適正としたが、内部監査実施時点で力量の資格確認等が実施できて

いなかった部門が散見された。該当する部門には、口頭での助言という形で手続き方法

を指示し、環境管理事務局と調整するようにさせている。「力量の適正な管理」は、昨年

度の外部審査においても「不適合可能性の示唆」として指摘を受けているため、今後も

引き続き改善を図っていただきたい。 

 
その一方で、前回までの内部・外部監査の指摘や助言事項にしっかりとした対応がで

きている、環境負荷軽減の取組みができている、緊急事態への意識が高い、施設が適切

に管理できているなどが充実項目とされた部門もあり、ＥＭＳの取組みが実務者レベル

で活かせている好例であると思われる。引き続き、個々の理解度を深くする取組みをお

願いするとともに、ＥＭＳが業務全般に応用、活用されるようにしていただきたい。 

なお、被監査部門の監査結果は、別紙「内部監査結果報告書」のとおりであるが、１

４項目に上った『充実事項の評価』の一部を具体的に紹介する。 

 
①指定管理施設を含む所管施設の職員に対し、EMS の教育・訓練が実施されている。 

（農政課） 
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②環境負荷の軽減に資する事務が実施できている、廃棄物品のリサイクル化が図られ 

ている。（税務課、収納課） 

③記録書類が適切に管理されており、実行委員の理解度も高い。（都市計画課） 

④緊急事態発生時における詳細な手順書が整備されており、日頃から発生時に対する 

心構えが備わっている。（水道課、下水道課） 

⑤新型コロナウイルスへの感染予防対策が早い段階で堅実に行われている。（総務課） 

 

８．その他 
令和元年度の部門別の不適合（未達成）事項については下記のとおりである。令和元

年度より「リスク及び機会」と連動した環境目標の具体的な運用を開始したため、平成

３０年度は４７項目だった目標数が６１項目へと大幅に増え、年間目標の未達件数が１

２項目となった。それぞれにおいて未達となった事由は異なるが、どういう事由であれ

未達後の見直し、取組みが肝要となる。令和２年度の計画策定において、システムに基

づいた改善、是正や見直しが行われていることを確認したものの、常に PDCA サイクル

を回すことを念頭に置き、適切な運用が図られるようにされたい。 

また、環境管理事務局からは、法順守項目に関連して農業集落排水施設の水質異常が

あったとの報告を受けたが、手順にのっとり各種報告、記録類が整備されていた。緊急

事態の発生はない。 

なお、世界規模で猛威を振るっている新型コロナウイルスへの対応については、庁舎

所管課（総務課、福祉課、農政課、総合支所等）における手指消毒薬やマスクの確保、

窓口の仕切り板（透明シート）設置に留まらず、市民からの相談、減免や助成の申請受

理など、様々な方面で市としての堅実な姿勢が求められている。市では、大規模災害時

における BCP（業務継続計画）を策定しているが、環境マネジメントシステムにおいて

も「リスク及び機会への取組み」として各部門における行動を手順として確立できない

か検証が必要になると思われる。 

 
≪環境目標の未達≫ 

① 事務用紙使用量の抑制 市民課、環境課、スポーツ振興課 

② 暖房用燃料（灯油）使用量 環境管理事務局（本庁舎使用分） 

③ こでん回収量 環境課 

④ ペレットストーブ設置助成 環境課 

⑤ リサイクル率 環境課 

⑥ ３R の周知・普及（集客人員） 環境課 

⑦ コンポストセンターでの堆肥化 農林課（農政課） 

⑧ 比内地鶏鶏糞処理施設での堆肥化 農林課（農政課） 

⑨ 橋梁の耐震化 土木課 

⑩ 木造住宅耐震診断件数 都市計画課 

⑪ 都市計画道路網の策定 都市計画課 

⑫ 合併処理浄化槽設置助成件数 下水道課 

≪法順守項目関連≫ 

① 排水基準（水素イオン濃度：麓西地区） 下水道課 
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別 紙１  内部監査員担当表 

被 監 査 部 門 班 担   当   班 

1 総務部 総務課 9 成田  修 木村 芳宏 

2 総務部 危機管理課 1 大澤  洋 篠村 朋子 

3 総務部 企画調整課 5 北林  裕 桑野 哲法 

4 総務部 職員課 3 高橋  勉 羽沢 秀則 

5 総務部 財政課 6 工藤 雄一 畠澤 淳一 

6 総務部 管財課 8 杉沢 英紀 久保田 武人 

7 総務部 契約検査課 5 北林  裕 桑野 哲法 

8 市民部 市民課 9 成田  修 木村 芳宏 

9 市民部 保険課 10 佐藤 勲典 畑井 義暢 

10 市民部 税務課 12 成田  修 畠山 奈緒美 

11 市民部 収納課 12 成田  修 畠山 奈緒美 

12 市民部 環境課 11 柴田  賢 畠山  稔 

13 福祉部 福祉課 13 相澤 智美 奈良 美和子 

14 福祉部 子ども課 14 中村 芳樹 大森 昌子 

15 福祉部 長寿課 5 北林  裕 桑野 哲法 

16 福祉部 健康課 15 佐々木 宏子 渡辺 賢一 

17 産業部 農政課 13 相澤 智美 奈良 美和子 

18 産業部 林政課 11 柴田  賢 畠山  稔 

19 産業部 商工課 11 柴田  賢 畠山  稔 

20 観光交流スポーツ部 観光課 14 中村 芳樹 大森 昌子 

21 観光交流スポーツ部 移住交流課 14 中村 芳樹 大森 昌子 

22 観光交流スポーツ部 スポーツ振興課 12 成田  修 畠山 奈緒美 

23 建設部 土木課 2 佐藤  淳 黒田 隆仁 

24 建設部 都市計画課 10 佐藤 勲典 畑井 義暢 

25 建設部 まちづくり課 6 工藤 雄一 畠澤 淳一 

26 建設部 水道課 8 杉沢 英紀 久保田 武人 

27 建設部 下水道課 15 佐々木 宏子 相澤 智美 

28 比内総合支所  6 工藤 雄一 畠澤 淳一 

29 田代総合支所  1 大澤  洋 篠村 朋子 

30 会計課 3 高橋  勉 羽沢 秀則 

31 議会事務局 15 佐々木 宏子 渡辺 賢一 

32 教育委員会 教育総務課 2 佐藤  淳 黒田 隆仁 

33 教育委員会 学校教育課 1 大澤  洋 篠村 朋子 

34 教育委員会 生涯学習課 4 藤田 和義 虻川 麻子 

35 教育委員会 歴史文化課 7 茶谷 和久 宮崎 史人 

36 選挙管理委員会事務局 7 茶谷 和久 宮崎 史人 

37 農業委員会事務局 8 杉沢 英紀 久保田 武人 

38 監査委員事務局 3 高橋  勉 羽沢 秀則 

39 環境管理事務局 9 鈴木  明 木村 芳宏 

 



令和２年６月２５日　

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘

1 総務部　総務課 成田　　修 木村　芳宏 適合

助言：新型コロナウイルスへの対応について、庁舎管理の観点
から「緊急事態対応手順書」において手順を確立すると充実す
ると思われる。
充実：新型コロナウイルス感染症予防対策として、早い段階で
市独自の対応ができている。

2 総務部　危機管理課 大澤　　洋 篠村　朋子 適合 なし

3 総務部　企画調整課 北林　　裕 桑野　哲法 適合 なし

4 総務部　職員課 高橋　　勉 羽沢　秀則 適合 なし

5 総務部　財政課 工藤　雄一 畠澤　淳一 適合
その他：全庁的な事務用紙使用量削減の牽引役となる取り組み
を検討してほしい。（予算要求資料のペーパーレス化やタブ
レット使用など）

6 総務部　管財課 杉沢　英紀 久保田　武人 適合 なし

7 総務部　契約検査課 北林　　裕 桑野　哲法 適合 なし

8 市民部　市民課 成田　　修 木村　芳宏 適合

助言：①規制墓地で、墓石の高さと同じくらいの雑草が生い
茂っていた。環境影響評価では機械運用による負の側面しか上
がっていないため、環境整備、保全を軸にした評価と手順にし
た方がよいと思われる。
②灯油タンクの点検では、灯油残量を把握するようにしてほし
い。
③東雲閣の防火管理者について検討してほしい。
充実：前回までの内部、外部監査の指摘や助言事項にしっかり
対応できている。

9 市民部　保険課 佐藤　勲典 畑井　義暢 適合
充実：記録書類が適切に管理されており、実行委員の理解度も
高い。

監査員

令和２年度内部監査結果総括表

適合：３７部門　　軽微な不適合：２部門 助言及び勧告事項：１１件　　充実事項及びその他事項：１５件
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令和２年６月２５日　

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘監査員

10 市民部　税務課 成田　　修 畠山　奈緒美 適合

助言：①市民部で緊急事態としている「不審電話対応」につい
て、教育訓練の強化をされたい。
②相談等対応記録を積極的に利用してほしい。
③外部へ発注する納付書や封筒について、グリーン購入法の適
用などを目標管理できないか検討してほしい。
充実：廃棄される軽自動車のナンバープレートがリサイクルさ
れている。

11 市民部　収納課 成田　　修 畠山　奈緒美 適合

助言：①市民部で緊急事態としている「不審電話対応」につい
て、教育訓練の強化をされたい。
②相談等対応記録を積極的に利用してほしい。
充実：滞納管理整理簿等について、作成回数や作成時期を吟味
することで紙の使用量が抑えられている。

12 市民部　環境課 柴田　　賢 畠山　　稔 適合

助言：①特定化学物質取扱い業務（作業主任者）も証明書等の
写しを保管されたい。
②粗大ごみ処理場の「監視・測定結果記録簿」の見直し及び修
正をされたい。

13 福祉部　福祉課 相澤　智美 奈良　美和子 適合

助言：令和３年度より、地域福祉計画に基づく運用が開始され
るとのことであったため、適切な環境影響評価を実施し、環境
目標や順守事項となるものがないか検討されたい。
充実：①緊急事態（灯油漏えい）への対応訓練が適切に実施さ
れている。
②総合福祉センター勤務者、来訪者への新型コロナウイルス対
策が堅実に行われている。

14 福祉部　子ども課 中村　芳樹 大森　昌子 適合 充実：施設の維持及び管理の記録が毎月つけられている。

15 福祉部　長寿課 北林　　裕 桑野　哲法 適合 なし

16 福祉部　健康課 佐々木　宏子 渡辺　賢一 適合
助言：緊急連絡網の情報が古いため、最新の情報にするよう定
期的な見直しを図られたい。

17 産業部　農政課 相澤　智美 奈良　美和子
軽微な不
適合

軽微な不適合：「比内地鶏鶏糞処理施設」の浄化槽点検記録が
ない。
助言：「担い手への農地集積率」が総合計画の成果指標として
明確に設定されているため、環境目標として取り込めないか検
討されたい。
充実：①指定管理施設においてもＥＭＳ教育訓練を実施してい
る。
②比内地鶏鶏糞処理施設の維持管理における担当者の知識が深
く、現場作業員との連携も取れている。
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令和２年６月２５日　

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘監査員

18 産業部　林政課 柴田　　賢 畠山　　稔 適合 なし

19 産業部　商工課 柴田　　賢 畠山　　稔 適合 なし

20 観光交流スポーツ部　観光課 中村　芳樹 大森　昌子 適合 なし

21 観光交流スポーツ部　移住交流課 中村　芳樹 大森　昌子 適合 なし

22 観光交流スポーツ部　スポーツ振興課 成田　　修 畠山　奈緒美
軽微な不
適合

軽微な不適合：環境影響評価登録された著しい環境側面の管理
方法が決定されていない。（評価再実施の際は、ウイルス等の
感染症へのリスクや備えも想定した環境影響評価を行っていた
だきたい。）
助言：スポーツ施設の防火管理者が再任用職員となっている。
法的に問題はないものの、できれば施設管理における責任者が
資格を有してマネジメントしていただきたい。
充実：現地確認した２施設（城西、十二所体育館）が、古い施
設にもかかわらず設備点検や掃除が行き届いており、きれいに
維持されている。管理人の行動も環境に配慮されており、意識
の高さがうかがえた。

23 建設部　土木課 佐藤　　淳 黒田　隆仁 適合 なし

24 建設部　都市計画課 佐藤　勲典 畑井　義暢 適合
充実：記録書類が適切に管理されており、実行委員の理解度も
高い。

25 建設部　まちづくり課 工藤　雄一 畠澤　淳一 適合

助言：①ファイリングの最適化（見出しラベル標記の工夫）を
図られたい。
②防火管理者に欠員が生じないよう、早期の対策を図られた
い。

26 建設部　水道課 杉沢　英紀 久保田　武人 適合
充実：緊急事態対応訓練について、現実的な形で訓練が実施さ
れており、日頃から緊急時に対する心構えが備わっている。

27 建設部　下水道課 佐々木　宏子 渡辺　賢一 適合
充実：緊急事態に対する詳細な手順書が整備されている。ま
た、訓練においても上職参加のもと行われており、リスク及び
機会への取組みが充実している。

28 比内総合支所　 工藤　雄一 畠澤　淳一 適合

充実：支所本体、付属施設ともに独自に項目を定めた管理がな
されており、状態の維持や把握に積極的である。
②相談等対応経過記録に独自様式を用い、TPOに合わせた管理が
見られた。
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令和２年６月２５日　

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘監査員

29 田代総合支所　 大澤　　洋 篠村　朋子 適合 なし

30 会計課 高橋　　勉 羽沢　秀則 適合 なし

31 議会事務局 佐々木　宏子 渡辺　賢一 適合 なし

32 教育委員会　教育総務課 佐藤　　淳 黒田　隆仁 適合 なし

33 教育委員会　学校教育課 大澤　　洋 篠村　朋子 適合 なし

34 教育委員会　生涯学習課 藤田　和義 虻川　麻子 適合 なし

35 教育委員会　歴史文化課 茶谷　和久 宮崎　史人 適合
その他：郷土博物館の灯油タンクが更新されており、最大貯蔵
量の変更に関係する届け出をしていただきたい。

R2.6.8
変更手続き完了済
を確認

36 選挙管理委員会事務局 茶谷　和久 宮崎　史人 適合 なし

37 農業委員会事務局 杉沢　英紀 久保田　武人 適合 なし

38 監査委員事務局 高橋　　勉 羽沢　秀則 適合 なし

39 環境管理事務局 鈴木　　明 木村　芳宏 適合

助言：市民とのコミュニケーションを積極的に展開し、市民の
ニーズ、期待を常に捉える必要がある。市民満足度調査などを
利用し、市民視点からの意見、評価などを把握するための仕組
みが求められる。
充実：毎年度、環境管理総括者からの指示、外部審査機関から
の指摘事項を円滑にシステムに浸透させ、環境パフォーマンス
の向上を図っている。
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令和２年６月２５日

計14件（その他事項を除く）

1 総務部　総務課
新型コロナウイルス感染症予防対策として、早い段階で市独自の対
応ができている。

2 市民部　市民課
前回までの内部、外部監査の指摘や助言事項にしっかり対応できて
いる。

3 市民部　保険課 記録書類が適切に管理されており、実行委員の理解度も高い。

4 市民部　税務課
廃車により返納された軽自動車のナンバープレートがリサイクルさ
れている。（2年に一度実施：R1実績　アルミ36㎏、鉄　29㎏、不
要バインダー分　33㎏）

5 市民部　収納課
滞納管理整理簿等について、作成回数や作成時期を吟味することで
紙の使用量が抑えられている。

6 福祉部　福祉課
①緊急事態（灯油漏えい）への対応訓練が適切に実施されている。
②総合福祉センター勤務者、来訪者への新型コロナウイルス対策が
堅実に行われている。

7 福祉部　子ども課 施設の維持及び管理の記録が毎月つけられている。

8 産業部　農政課
①指定管理施設においてもＥＭＳ教育訓練を実施している。
②比内地鶏鶏糞処理施設の維持管理における担当者の知識が深く、
現場作業員との連携も取れている。

9
観光交流スポーツ部
スポーツ振興課

現地確認した２施設（城西、十二所体育館）が、古い施設にもかか
わらず設備点検や掃除が行き届いており、きれいに維持されてい
る。管理人の行動も環境に配慮されており、意識の高さがうかがえ
た。

10 建設部　都市計画課 記録書類が適切に管理されており、実行委員の理解度も高い。

11 建設部　水道課
緊急事態対応訓練について、現実的な形で訓練が実施されており、
日頃から緊急時に対する心構えが備わっている。

12 建設部　下水道課
緊急事態に対する詳細な手順書が整備されている。また、訓練にお
いても上職参加のもと行われており、リスク及び機会への取組みが
充実している。

13 比内総合支所　

支所本体、付属施設ともに独自に項目を定めた管理がなされてお
り、状態の維持や把握に積極的である。
②相談等対応経過記録に独自様式を用い、TPOに合わせた管理が見
られた。

被監査部門名 内       容

令和２年度内部監査結果総括表（充実事項抜粋）

№
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令和２年６月２５日

被監査部門名 内       容№

14 環境管理事務局
毎年度、環境管理総括者からの指示、外部審査機関からの指摘事項
を円滑にシステムに浸透させ、環境パフォーマンスの向上を図って
いる。
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