北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）
（１） 「精神保健・医療の適切な提供等」
事業
番号

事業名

事業概要

平成２８年度の実施状況

平成２９年度の取組予定

数値目標

他の分野別
数値目標達成状況及び現状分析、
計画との関
今後の課題
連性

所管課

順調なサービス利用が行われてい
ます。

63 療養介護

医療と常時介護を要する人に、医
療機関で機能訓練、療養上の管
利用人数
理、看護、介護及び日常生活の世
話を行います。

271人/月

平成26年度
今後ともサービス提供体制の充実や利 利用人数 70人/月
用者への適切なサービス利用の決定等
に努めます。
平成29年度
利用人数 281人/月

福岡県、福岡市、北九州市が共同
で福岡県精神科救急医療システム
を運営し、緊急かつ救急の患者へ
精神科緊急・救急医療
福岡県・福岡市・北九州市の３者共同 平成２９年度も継続実施していきま
81
病院を紹介する等、夜間・休日に
体制整備事業
で順調に実施しました。
す。
おける精神科緊急・救急医療体制
の整備及び適切な医療の確保を行
います。
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づき下記事業を実施
します。
１．措置入院者医療費等公費負担
事業
精神障害者保健福祉対
90
２．精神医療審査会や精神科病院
策事業
実地
指導等による精神科医療適正化
事業
３．精神保健福祉審議会の運営
４．精神保健福祉相談等事業

措置入院者 16名（平成29年3月末現
在）
精神医療審査会、実地指導（定期的に
実施）
平成２９年度も継続実施します。
各区相談事業（毎月実施）
精神保健福祉審議会 年1回開催

夜間・休日の精神疾患急変時等に
順調に実施しています。
相談できる窓口を設置し、精神障
夜間・休日精神医療相
96
害のある人や家族等の不安を軽減
談事業【新規】
相談件数：1,684件
することで地域生活を支援しま
す。

平成２９年度も継続実施します。

精神医療審査会において、医療保
護入院の届出、措置入院者及び医
・毎月2回開催
療保護入院者の定期病状報告なら
北九州市精神医療審査
・医療保護入院届、措置入院定期病状 平成29年度も引き続き、審査を行いま
137
びに精神科病院に入院中の人、ま
会
報告等の審査
す。
たはその保護者等から行われた退
・退院請求、処遇改善請求の審査
院請求または処遇改善請求に関す
る審査を行います。

分野２

利用者への適切なサービスの支給
決定の実施や、サービス提供体制
の充実（良質なサービス提供）の
ため、今後も事業者への助言や指
導等が必要です。また、平成30年
4月の法改正に伴い、新たな対応
等が必要となる可能性があり、国
の動向に注視していく必要があり
ます。

保健福祉局
障害者支援
課

－－－

市民等からの相談を受理し、精神
科入院の有無を仕分けする情報セ
ンターの整備、また精神科救急患
者の受け入れのため、診療医等、
空床確保の必要性があります。
福岡県全域で実施しているため、
福岡県・福岡市・北九州市の３者
にて協議していく予定です。

保健福祉局
障害者支援
課

－－－

相模原事件を受け、措置入院患者
に対して退院後支援計画を作成し
なければならないため、それらに
対応していく必要があります。

保健福祉局
障害者支援
課

－－－

相談件数が前年度に比べ300件ほ
ど増加した。平成29年度も引き続
き相談者のニーズに対応してい
く。

保健福祉局
障害者支援
課

－－－

平成26年4月1日に一部改正・施行
された精神保健福祉法の趣旨に即
して、精神医療審査会等の体制を
整えていきます。

保健福祉局
精神保健福
祉
センター
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北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）
（２） 「保健・医療の充実等」
事業
番号

事業名

事業概要

平成２８年度の実施状況

身体障害者福祉法に記載されてい
る身体障害（肢体不自由、視覚障
害、聴覚・平衡機能障害など）を
有する児童、若しくは現在の状態
自立支援医療（育成医 を放置しておくことで、将来、障 給付実人数 193人
11
療）
害をきたす児童で、確実な治療効 (平成28年3月末現在）
果が期待される場合に、指定医療
機関で必要な医療の給付（医療用
の装具の交付・修理を含む）を行
います。

19 新生児聴覚検査事業

聴覚障害を早期に発見し、療育す
ることで、コミュニケーション形
成や言語発達に効果が得られるた
め、新生児に対し行う聴覚検査費 聴覚検査実施数 6,357件
用を一部助成します。また、検査 (平成28年3月末現在）
で聴覚障害が発見された場合に
は、早期療育に取り組むための支
援を行います。

身体障害のある人の身体上の障害
を軽減、除去し、日常生活能力等
の向上を図るため、指定する医療
機関において受けた必要な手術や 給付件数
自立支援医療（更生医
44
治療などの医療費等を助成しま
・更生医療
療、精神通院医療）
す。（更生医療）
・精神通院医療
また、精神障害のある人に対し
て、通院による医療費等を助成し
ます。（精神通院医療）
身体障害者手帳１・２級、療育手
重度障害者医療費支給 帳Aまたは精神障害者保健福祉手
74
受給者数
制度
帳1級の人の保険診療による医療
費の自己負担額を助成します。

56,758件
271,748件

23,081人/月

【H28年度の主な実績】
訓練申請者数 80人、生活訓練回数
中途視覚障害者に対して、歩行訓
733回、社会参加訓練回数 15回（延参
練、日常生活動作訓練,コミュニ
中途視覚障害者緊急生
加者数 490人）、コミュニケーション
77
ケーション訓練等を実施するとと
活訓練事業
講習会開催数 25 回（延受講者数 53
もに、支援者への技術的研修や専
人）、専門相談件数 514件、支援者研
門相談を行う。
修開催数 33回（延受講者数 169人）
などの実績となっています。

平成２９年度の取組予定

公費助成を行うことで、身体障害児の
重症化を抑制するとともに、保護者の
経済的負担の軽減を図るために、事業
を継続します。

聴覚障害の早期発見、早期療育につな
げるため、事業を継続します。

制度の周知を図り、給付件数の増加に
努めます

継続して、この事業を実施します。
受給者数見込み23,149人/月

①生活訓練（歩行訓練、日常生活動作
訓練、コミュニケーション訓練な
ど）
②社会参加訓練（集団訓練）
③コミュニケーション講習会
④支援者研修会
⑤専門相談及び関係機関への技術的支
援
などを実施します。

分野２

数値目標

他の分野別
数値目標達成状況及び現状分析、
計画との関
今後の課題
連性

－－－

「元気発
身体障害児の重症化を抑制すると
進！子ども
ともに、保護者の医療費負担の軽
プラン（第
減を図るため、事業の継続は必要
２次計
です。
画）」

子ども家庭
局
子育て支援
課

－－－

「元気発
進！子ども
聴覚障害の早期発見・早期療育の
プラン（第
ため、事業の継続が必要です。
２次計
画）」

子ども家庭
局
子育て支援
課

－－－

今後も給付件数の増加を図るとと
もに、適正な給付を行うための審
査体制を構築する必要があります

保健福祉局
障害福祉企
画課

－－－

本市の財政状況が厳しい中、いか
に事業費を確保するかが、今後の
課題です。

保健福祉局
障害福祉企
画課

－－－

訓練希望者や相談者のニーズを十
分に理解し、適切な訓練や対応が
行えています。視覚障害者の自立
や社会参加をさらに促進させるた
めに、当該障害者に係る医療・教
育・福祉等関係者との連携、支援
者の育成についても、今以上に強
化していく必要があります。

保健福祉局
地域リハビ
リテーショ
ン推進課

所管課
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北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）

総合療育センターは、昭和５３年
の開設以来、本市の障害児（者）
の療育及び医療の 中核施設とし
て様々な先進的取組みを行い、全
旧企救特別支援学校解体工事及び特殊
【新規】総合療育セン 国的にも誇れる成果をあげてきま
新施設の建築工事を着実に実施しま
163
基礎工事を行うとともに、新施設の建
ター再整備事業
した。しかし、施設の老朽化・狭
す。
築工事に着手しました。
隘化が進み、利用者の増加やニー
ズの多様化等に十分に対応するこ
とが困難になってきているため、
再整備を行います。

市西部地区から総合療育センター
【新規】（仮称）総合
を利用する方の負担を軽減するた 入居予定の建物（旧西部障害者福祉会
164 療育センター西部分所
平成２８年４月１日開所
め、（仮称）総合療育センター西 館）の改修工事を行いました。
整備事業
部分所を設置します。

分野２

平成３０年度開所に向けた適正な
進捗管理を行う必要があります。

保健福祉局
障害者支援
課

平成28年4月1日開 平成27年度は、予定どおり進捗
所
し、平成28年4月1日に開所しまし
た。

保健福祉局
障害者支援
課

－－－
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北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）
（３） 「保健・医療を支える人材の育成・確保」
事業
番号

6

事業名

事業概要

平成２８年度の実施状況

社会復帰施設、小規模共同作業
・精神保健福祉基礎研修
所、病院など地域における支援者
2回実施 161名参加
精神保健福祉に関する 及び精神保健福祉業務に関わる行
教育研修
政職員を対象に、精神障害につい
・精神保健福祉実務者研修
ての知識や対応方法などの研修を
2回実施 138名参加
実施します。

平成２９年度の取組予定

平成29年度も、28年度に引き続き同程
度の内容で実施する予定です。

数値目標

－－－

他の分野別
数値目標達成状況及び現状分析、
計画との関
今後の課題
連性
事業の効率化のため、他の事業と
関連する内容の研修を実施する場
合は、合同で開催することも検討
します。

所管課

保健福祉局
精神保健福
祉
センター

平成26年度
発達障害者支援セン
発達障害者支援センター「つば
発達障害者支援センター箇所数 2箇
ター箇所数 2箇所
さ」が中心となり、街頭啓発や研 所
引き続き発達障害者支援センターに 相談支援件数
修・セミナーの実施、ライフス
相談支援件数（実人数） 929人
相談実人数は前年度（1,011人）
おいて丁寧に相談事業にあたるほか、 （実人数）
テージごとの各種相談、困難事例
と比べ929人と概ね変動はなく、
支援機関の職員の支援技術の向上を図 980件（人）
「元気発
発達障害者総合支援事 の対応策を検討する「処遇検討
昨年度に引き続き多くの利用者の
20
るためのセミナー・研修の開催や啓発
進！子ども
業
会」の開催などを行います。ま
・発達障害シンポジウム「発達障害児
悩みや不安の解決につなげること
活動を行います。また、より利用し易 平成29年度
プラン」
た、「発達障害シンポジウム」の 者の二次障害を考える」の開催
ができたと考えられるため、順調
いサポートファイルへ改善し、一層の 発達障害者支援セン
開催や、「発達障害者のためのサ
(平成28年11月6日 参加者：318名)
であると判断しました。
普及につなげていきます。
ター箇所数 2箇所
ポートファイル」の周知・活用な ・サポートファイルりあんの配布数
相談支援件数
どを行います。
累計 2,425冊
（実人数）
1,200件（人）

保健福祉局
障害者支援
課

医師に対して障害者福祉行政の理
解を得るとともに、身体障害のあ
身体障害者福祉法第１
H29年2月に開催
76
る人が接する機会の多い医療機関
５条指定医師研修会
研修会参加者：53名
（主治医）を通じて、障害者福祉
サービスの周知を図ります。

保健福祉局
地域リハビ
リテーショ
ン推進課

障害のある人や高齢者等が、住み
地域リハビリテーショ 慣れた地域で、安全にいきいきと
ン連携推進事業
した生活を送ることができるよ
83 （地域リハビリテー
う、保健・医療・福祉・介護の関
ション支援体制の確
係者のネットワークづくりや人材
立）
育成など、地域リハビリテーショ
ンの推進に取り組みます。

年１回開催します。

○地域リハビリテーションケース会
議：3回実施、参加者数747人
○訪問リハビリテーション実施事業所
平成29年度も同様の取組みを実施しま
調査：91施設
す。
○区リハビリテーション連絡協議会
勉強会や講演会：7回開催、地域住民
等の講演会への講師派遣：11回派遣

分野２

－－－

－－－

１５条指定医師としての経験が浅
い人の参加促進、また、認定基準
の改正等もあるため、経験年数の
長い人の参加についても促進して
いく必要があります。
H28年度の研修会には、目標値を
上回る（125%）の参加がありまし
たが、経験年数の少ない医療・福
祉従事者が増加していることか
ら、開催内容（テーマや疾患等）
を検討しながら、継続した人材育 第四次高齢
成を図っていく必要があります。 者支援計画

保健福祉局
地域リハビ
リテーショ
ン推進課

全市的な地域リハビリテーション
の推進に向けて、より効果的な事
業内容等を検討する必要がありま
す。
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北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）

身近な地域で、日常的な診療、健
康相談や保健指導等を行うととも
かかりつけ医の普及啓 に、必要に応じて、適切な医療機
84
発
関や専門医を紹介してくれる「か
かりつけ医」の普及啓発を図りま
す。

身近な地域で、日常的な歯科診療
や歯科保健指導を行うとともに、
かかりつけ歯科医の普
85
必要に応じて、適切な専門医等を
及啓発
紹介してくれる「かかりつけ歯科
医」の普及啓発を図ります。

・市内の病院、診療所、訪問看護、薬
局等に対し、在宅医療に関する取組み
や実施体制等について調査を行い、ジ
モッティを活用して施設情報や位置な
どをインターネットを通じて市民や医
療福祉関係者が気軽に閲覧できるよう
にしました。
・在宅医療についての正しい知識の普
及と理解を深めることができるよう、 平成２９年度も継続実施していきま
市民を対象としたシンポジウムを開催 す。
しました。
・地域の医療・介護専門職等に対し
て、在宅医療に関するテーマで研修会
を開催しました。
・地域住民を対象に、在宅医療・介護
の普及啓発を目的とした講演会を開催
しました。

歯科保健医療は、「食べる事」や「話
す事」を通して、生きていく上での基
本的な生活基盤を支えています。かか
りつけ歯科医は、日常的歯科診療や訪
問歯科診療、地域における歯科保健活 平成2728年度に引き続き、市民への普
動等において重要な役割を担い市民の 及啓発を行う。
健康づくりに貢献しています。このよ
うな、かかりつけ歯科医の普及啓発の
ためのリーフレットを配布し広く市民
へ普及啓発しました。

市民を対象に、かかりつけ薬局や
薬剤師をもつことのメリットや医
「くすりのセミナー」を15回実施しま
かかりつけ薬剤師等啓 薬分業、医薬品や健康食品の適正
「くすりのセミナー」を15回実施しま
86
した。
発事業
使用、後発医薬品などについて周
す。
（延べ参加者481人）
知するため「くすりのセミナー」
を実施します。

医療機関等啓発事業
98
【拡充】

発達障害のある人が病気になっ
て医療機関を受診した際に、認識
不足からスムーズな診療行為が困
難になる場合があることから、医
療従事者に対し研修を実施しま
す。また、発達障害の特徴や対応
について記載した医療機関向け
リーフレットを作成します。
さらに、警察等に対して、発達
障害に対する理解を深める研修の
実施を検討します。

発達障害者支援センター「つばさ」が
行っている研修会の案内を医療機関に
も配布し、参加を促しました。また、
警察署１ヶ所に、発達障害に関する研
修を行いました。

今後も医療従事者へ発達障害者支援セ
ンター「つばさ」の研修の際に、案内
を送付し、参加を促すとともに、開催
日時や場所の検討を行い、医療従事者
も参加しやすい研修を目指します。
また、警察関係者への研修を継続して
実施します。

分野２

－－－

医療を必要とする高齢者等の増加
が今後見込まれていることから、
住み慣れた地域で安心して療養生 第四次北九
活を送ることができるよう、かか 州市高齢者
りつけ医を中心とした在宅医療の 支援計画
環境づくりを進めていく必要があ
ります。

－－－

第4次北九州
保健福祉局
市高齢者支
認知症支
援計画
かかりつけ歯科医の普及率向上が
援・介護予
課題です。
防センター
北九州市健
康づくり推
健康推進課
進プラン

－－－

近年、医薬品の重複投与・相互作
用等による副作用、誤用・誤飲・
不適切な服用による事故等が問題
となっており、セルフメディケー
ションの推進も含めて医薬品を適
正に使用することについて、より
多くの市民に対し啓発を行うこと
が必要になってきています。

保健福祉局
医務薬務課

－－－

医療の現場における、発達障害児 「元気発
者の特性に応じた対応を広めるた 進！子ども
め、継続的な啓発が必要です。
プラン」

保健福祉局
障害者支援
課

保健福祉局
地域医療課
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北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）
（４） 「難病に関する保健・医療施策の推進」
事業
番号

事業名

事業概要

平成２８年度の実施状況

平成２９年度の取組予定

特定疾病医療受給者証の申請時な
ど、さまざまな機会を通じて、福
岡県難病団体連絡会が開催してい
難病支援に関する情報
114
る医療相談会の取り組みや難病相
提供
談・支援センター、利用可能な障
害福祉サービス等の周知を図りま
す。

難病患者に必要な情報を一つにまと
めた「北九州市難病サービスガイド」
の作成配布をはじめ、医療相談会や
サービス等の情報をホームページに掲
載し情報提供を行った。
また、難病患者や家族同士の情報交
換の場として活用するためフェイス
ブックを開設した。

平成２９年度も「北九州市難病サービ
スガイド」の配布をはじめ、ホーム
ページやフェイスブック等により難病
患者や家族が必要とする情報提供を行
います。

地域における難病患者への支援体
制に関する課題について情報を共
有し、関係機関の連携の緊密化を
【新規】難病対策地域 図るとともに、支援体制の整備に
172
協議会の設置・運営
関して、医療・福祉・教育等の関
係機関や難病患者等が協議する
「難病対策地域協議会」を設置し
ます。

患者や家族をはじめ、学識経験者、医
療・福祉、就労等の関係機関の構成員
（１５名）からなる北九州市難病対策
協議会を設置しました。
平成２９年度は２回開催の予定です。
平成２８年度は３回会議を開催し、難
病支援の課題、難病相談の仕組みや就
労について協議を行いました。

難病相談担当保健師を総合保健福祉セ
ンター管理課に配置し、難病に関する
難病患者やその家族等の日常生活 相談をはじめ、患者会や家族会の支援 平成２９年度は、難病患者支援の拠点
全般にわたる様々な悩みや相談に を行いました。
である難病相談支援相談センターをア
対応するため、難病に関する知識
シストに開設します。
【新規】相談体制の充 を有する保健師等の専門職の育成 また、難病対策地域協議会において、
174
実
や配置など必要な体制を検討しま 難病患者の相談窓口の設置の必要性に また、平成３０年４月の権限移譲に向
す。また、30年度の難病医療費助 ついて協議を行いました。
けて、難病の医療費管理システムの構
成事務の県から政令指定都市への
築や認定体制づくりなどの準備を実施
移管に向けた準備を行います。
平成３０年度の権限移譲に向けた市の します。
準備体制について、検討を行いまし
た。

分野２

数値目標

他の分野別
数値目標達成状況及び現状分析、
計画との関
今後の課題
連性

所管課

－－－

今後も必要な情報を、サービスガ
イドやホームページ等を活用し
て、着実に提供していくことが必
要です。

保健福祉局
健康推進課

－－－

難病患者支援の各課題について、
継続的に協議を続け、取り組みの
充実を図ることが重要です。

保健福祉局
健康推進課

当事者、家族にとって、拠点とな
る難病相談支援センターを整備す
る必要があります。
－－－

また、平成30年度の権限移譲を確
実に実施していくため、システム
構築や認定体制等を着実に構築す
る必要があります。

保健福祉局
健康推進課
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北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）
（５） 「障害の原因となる疾病等の予防・治療」
事業
番号

事業名

事業概要

発達障害を早期に発見し、乳幼児
の健やかな発達を支援するため、
心身の発達が気になる乳幼児につ
乳幼児発達相談指導事 いて、医師、臨床心理士、保育
業
士、保健師等がチームで相談に応
18
（わいわい子育て相
じ、保護者の育児不安に対応しま
談）
す。また、専門職による継続支援
が必要な親子を対象に、遊びを通
して支援する「親子遊び教室」を
実施します。

80 機能回復訓練事業

平成２８年度の実施状況

わいわい子育て相談
実施回数:102回
相談参加者数：369人（延）
（平成28年3月末現在）
親子遊び教室
開催区：全区
開催回数74回・参加者数延べ244組
（平成28年3月末現在）

【H28年度の主な実績】
①個別訓練 ･ 集団訓練
言語訓練者数延2,373人
②言語障害に関する事業
○親子ふれあいレクレーション 1回実
施（参加者32人）
言語・聴覚障害者（児）等のこと
○親子わくわく教室 1回実施（参加者
ばや聴こえに問題のある方に、言
7人）
語聴覚士が個別または集団で相
○社会参加体験交流教室 1回実施（参
談・指導・訓練やコミュニケー
加者 38人）
ションに関する専門的な情報提供
○吃音講演会 1回実施（参加者105
等の支援を行います。
人）
○吃音のある子と保護者のつどい 1回
実施（参加者48人）
③コミュニケーション技術支援（親子
ふれあい教室） 支援回数19回（60
組）

平成２９年度の取組予定

発達が気になる乳幼児の早期発見・早
期支援のため、関係機関と連携し、事
業を継続します。

①個別訓練 ･ 集団訓練（言語発達・
構音・
吃音・失語症等）の実施。
②言語障害に関する事業の実施。
③コミュニケーション技術支援の実
施。

分野２

数値目標

他の分野別
数値目標達成状況及び現状分析、
計画との関
今後の課題
連性

所管課

－－－

発達障害を早期に発見し支援する
ことは、子どもの健やかな発育を
促し、保護者の不安の軽減につな
がります。発達が気になる乳幼児
の早期発見及び早期支援のため、
関係機関との連携を図り、事業の
継続が必要です。

「元気発
進！子ども
プラン（第
２次計
画）」

子ども家庭
局
子育て支援
課

－－－

・よりきめ細やかな支援を行える
よう言語・聴覚障害者（児）やそ
の家族だけでなく、関係機関との
連携を密にする必要性がありま
「元気発
す。
進！子ども
プラン」
・言語・聴覚障害者（児）に対す
る社会資源状況を把握し、より効
果的な事業内容を検討する必要が
あります。

保健福祉局
地域リハビ
リテーショ
ン推進課
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北九州市障害者計画進捗状況管理表

基本目標 Ⅰ

安心して暮らすための支援体制の整備
参考資料 １

分野２．保健・医療の推進（重度障害者、難病施策の推進）

87 各種検診

糖尿病等の生活習慣病やがんの予
防、早期発見を推進するために、
特定健診や各種がん検診、歯周疾
患検診等を実施するとともに、健
康診査の重要性の普及啓発に取り
組み、受診の促進を図ります。

【受診率】
特定健診
胃がん検診
大腸がん検診
子宮頸がん検診
乳がん検診
肺がん検診
歯周疾患検診

34.1％
2.6％
9.4％
22.6％
16.4％
3.7％
4.5％

引き続き、区役所、市民センター、
各医療機関で各種検診を実施する
とともに、啓発イベントでのチラシ
配布、個別勧奨ハガキの送付など
受診促進に取り組みます。

－－－

糖尿病等の生活習慣病やがんの予
防、早期発見には、各種検診を受
診することが重要であるため、各
種検診の受診者数を増やすことが
課題と考えます。

北九州市健
康づくり推
進プラン、
第四次高齢
者支援計画

保健福祉局
健康推進課

※各種がん検診受診率については集計
中のため、27年度実績の数字を据え置
きにしています。

分野２
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