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町田市新・産業振興計画 進捗状況（産業振興関係） 
 

■基本目標：市民の雇用の拡大を目指す 

指標 2012 年度（策定時）  2017 年度 2018 年度（目標値） 

有効求人倍率 0.33 0.67 0.46 

納税義務者数（所得割） 189,513 197,728 192,000 

 

■基本施策                                                            ☆：新規事業 

推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 
201７年度達成状況 

基本施策 1．活気ある商業空間をつくる  

1-1 

商店会イベント支援事業                

・商店会が主催するイベントに係る経費の一

部を補助し、商店会と地域住民との交流促

進及び商店街の魅力増進を図る。 

町田市 

（産業政策課） 

・東京都の「新・元気を出せ！商店街事業補

助金」を活用し、商店会が実施するイベン

トに対する補助を実施する。 

イベント来場者数 1,700,000 人 1,257,900 人 

1-2 

商店街活性化支援事業                

・商店会が実施する商店街の施設改善や、サー

ビス向上事業等に係る経費の一部を補助し、

商店会の魅力と活力の向上を図る。 

町田市 

（産業政策課） 

・東京都の「新・元気を出せ！商店街事業補

助金」を活用し、商店街の活性化につなが

る施設整備事業に対する補助を実施する。 

活性化事業実施件数 4 件 3 件 

1-3 

商業力強化支援事業                 

・来街者・消費者のニーズや消費傾向の把握と

いった調査を通して、商業者の魅力と活力の

向上を図る。 

町田商工会議所 

町田市 

（産業政策課） 

・消費者需要動向調査等の各種調査を実施す

るとともに、調査結果を店舗の個別支援に

活用する。 

・定期的かつ継続的な巡回相談や窓口相談な

どの「伴走型支援」を通じて事業者の現況

を把握し、販促手法・資金調達・計数管理

等、事業の強化に向けた支援を行う。 

①調査の実施回数（累

計） 

②商人大学（付加価値経

営大学）等のセミナー

等の参加者数 

①2 回（累計） 

②20 人 

2017 年度は事業見直

しのため未実施 

 

（参考：2016 年度実

績） 

①6 回（累計） 

②109 名 

1-4 

環境にやさしい商店街支援

事業                 

・商店会が所有する街路灯のＬＥＤ化に伴う経

費の一部を補助し、環境に優しい商店街の育

成と、商店街の魅力向上を図る。 

町田市 

（産業政策課） 

・商店会が所有する街路灯のＬＥＤ化に伴う

経費の一部を補助する。 

商店街街路灯等 LED 照

明導入商店会数（累計） 
10 商店会（累計） １０商店会（累計） 

1-5 

町田市名産品推奨事業 

・市内で企画・製造された食品や工芸品で、推

奨基準を満たす商品を「町田市名産品」とし

て隔年で認定・ＰＲし、町田生まれの商品の

魅力を発信する。 

・「町田の名産品」として誇れる商品を発掘、

育成する。 

町田商工会議所 

町田市 

（産業政策課） 

・町田商工会議所が 2 年に 1 回、「町田市名

産品」を認定する。 

・市内外のイベントへの出店、パンフレット

の作成、ＨＰへの掲載等を通して、町田市

名産品の販売促進や周知を行う。 

①町田市名産品の販売拠

点数 

②町田市名産品の商品 

③町田市名産品シールの

販売枚数 

①4 箇所 

②45 品 

③200,000 枚 

①3 箇所 

②60 品目 

③142,000 枚 

【資料２】 
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推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 

201７年度 

達成状況 

1-6 

町田私の好きなお店大賞事

業                 

・お客様から高い評価を受けている市内のお店

（小売業、飲食業、理容・美容・サービス業）

を「私の好きなお店大賞」として表彰し、個

性的で魅力あるお店を発掘する。 

・受賞店のＰＲや販売促進を支援する事で、優

良店を育成するとともに、市内店舗の魅力を

発信する。 

町田商工会議所 

・一般投票と実行委員会による実訪審査を通

し、「町田私の好きなお店大賞」を年１回

選出する。 

・受賞店舗は町田市及び町田商工会議所のホ

ームページや発行物、地域情報誌への掲載

等を通し、ＰＲする。 

町田私の好きなお店大賞

受賞店舗数（累計） 
100 件（累計） 84 件（累計） 

1-7 

町田コレクション事業☆                 

・様々なジャンルでテーマを決めた商品コレク

ションを集めてＰＲし、販売促進を支援す

る。・当事業を通して、事業者の商品開発と

販売意欲の増進を図る。 

町田商工会議所 

町田市 

（産業政策課） 

・近年は、地域産業資源である「まちだシル

クメロン」をテーマに商品を募集し、優れ

たスイーツを選定している。 

・認定品は、町田市及び町田商工会議所のホ

ームページや発行物、地域情報誌などへの

掲載や、リーフレットの作成を通して、Ｐ

Ｒする。 

①コレクション事業の実

施回数（累計） 

②商品アイテム数（累

計） 

①5 回（累計） 

②100 アイテム（累

計） 

①2 回（累計） 

②8 アイテム（累計） 

1-8 

中心市街地通行量調査活用

事業 

・1989年から継続的に実施している中心市街

地通行量調査及び報告会を毎年実施し、調査

結果を街づくりや店づくり等に活用いただ

くためのデータ提供を行う。 

・2014 年度、2017 年度には、年齢・性別、

居住地、来街目的、どんな意識、要望を持っ

ているかなどを調べる来街者アンケートを

実施する。 

町田市中心市街地

活性化協議会 

・中心市街地活性化協議会が中心市街地通行

量調査を実施し、地元商店会や行政が中心

市街地の活性化対策等に活用する。 

・通行量のデータは町田市ホームページでオ

ープンデータとして公開する。 

①中心市街地通行量調査

の実施回数 

②来街者アンケート調査

の実施回数（累計） 

③報告会の参加事業者数 

①1 回 

②2 回（累計） 

③50 人 

①1 回 

②1 回（累計） 

③32 人 

1-9 

中心市街地回遊性向上事業

☆                 

・町田市中心市街地において賑わい拠点である

広場空間の活用や、「誰もが快適に歩くこと

ができるまち」の実現に向け、拠点をつなぐ

動線である道路・歩道の活用、魅力的な街並

みや店舗等の活用により、賑わいづくりおよ

び回遊性向上を図る。 

町田市 

（産業政策課） 

町田市中心市街地

活性化協議会 

・町田中心市街地活性化協議会と市が共同で

策定した「町田市中心市街地まちづくり計

画」の推進に向けた実証実験の実施や手法

の検討を行う。 

中心市街地通行量（中学

生以上の歩行者及び自転

車の通過数） 

657 千人 581 千人 
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推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 

201７年度 

達成状況 

基本施策 2．ものづくり産業を活性化する  

2-1 

産業見本市出展支援事業                

・市内の中小企業者等が、市外で実施される産

業見本市に出展する際の費用の一部を補助

し、当該中小企業者の技術や製品の積極的な

ＰＲを促進していく 

・町田市のものづくり産業の実力をアピール

し、事業機会の拡大を支援する。 

町田市 

（産業政策課） 

・「産業交流展 2016」等の見本市において、

市内の中小企業者が出展する際にかかる費

用の一部を補助する。 

産業見本市出展事業者数 12 社 13 社 

2-2 

特許・実用新案取得支援事

業                

・市内の中小企業者が、特許や実用新案を取得

する際の費用の一部を補助し、事業者独自の

技術やノウハウの開発を促進するとともに、

事業機会の拡大を支援する。 

町田市 

（産業政策課） 

・市内の中小企業者が、特許・実用新案の産

業財産権を取得する際にかかる費用の一部

を補助する。 

特許・実用新案取得支援

件数 
9 件/年 8 件 

2-3 

産業交流展出展支援事業 

・東京都が主催する産業交流展に出展場所を

確保し、市内の中小企業者・団体などに提

供する。 

・当該中小企業等の技術や製品の積極的なＰ

Ｒを促進していくことと併せて、町田市の

ものづくり産業の実力をアピールする。 

町田市 

（産業政策課） 

・東京都が主催する「産業交流展」におい

て、市がブースを借り上げ、市内の中小企

業者等に提供する。 

産業交流展出展事業所数 4 社 4 社 

2-4 

トライアル発注認定事業 

・地方自治法施行令第 167 条の２第１項第４

号（随意契約によることができる場合）に

規定する新商品の生産により、新たな事業

分野の開拓を図る事業者、及びその事業者

が新商品として生産する物品を認定する。 

・認定商品をＰＲすることにより、新商品の

普及、事業機会の拡大、事業者の技術力向

上を支援する。 

町田市 

（産業政策課） 

・書類審査及び専門家による意見徴収によ

り、新規性の高い優れた商品を「町田市ト

ライアル発注認定商品」として認定する。 

・認定商品は、記者会見や市の広報紙・ホー

ムページ、認定商品カタログなどを通じて

ＰＲする。 

トライアル発注認定商品

数（累計） 
35（累計） 24（累計） 

基本施策 3．農を支える環境をつくる  

省略 

基本施策 4．まちの魅力を高め、発信する（一部抜粋）  

4-2 

キラリ☆まちだ祭 

・多くの方に市内の事業者の製品や商品及び農

業者の生産品を見て、知って、味わっていた

だくイベントとして「キラリ☆まちだ祭」を

開催する。 

・イベントを通して、消費者と事業者・農業者

との交流促進、事業者と農業者の連携促進を

図る。 

町田商工会議所 

町田市農業同組合 

町田市 

（農業振興課、農業

委員会、産業政策

課） 

・毎年 11 月上旬に町田市、町田商工会議所、

町田市農業協同組合が共同して、「キラリ

☆まちだ祭」を開催する。 

①キラリ☆まちだ祭来場

者数 

②出展者の販売促進効果

実績件数（出展事業者

からのアンケートによ

る） 

①150,000 人 

②20 件 

①108,716 人 

②8 件 
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推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 

201７年度 

達成状況 

基本施策 5．事業者が活発に活動できる環境をつくる  

5-1 

起業・創業支援事業 

・町田新産業創造センターの入居事業者に対

し、個別の支援を行う。 

・起業・創業に関する個別相談や起業・創業に

関するセミナーの開催により、これから創業

を考えている方や創業して間もない方を支

援する。 

㈱町田新産業創造

センター 

町田商工会議所 

・町田市、町田商工会議所、町田新産業創造

センター、金融機関が連携して実施する「町

田創業プロジェクト」により、市内で創業

を希望する方、創業して間もない方に対す

る支援を実施する。 

・町田商工会議所では、「創業スクール」を

開催し、創業に関する基礎的な知識につい

ての講義と個別の相談会を実施する。 

・町田新産業創造センターでは、各種相談会

やセミナーの他、「まちだ女性創業スクー

ル」などを通じて、主に新規性・独創性の

ある創業を促進する。 

①町田新産業創造センタ

ー2 階入居率 

②セミナー開催数 

③町田新産業創造センタ

ー入居者から株式上場

企業の創出（累計） 

①85％ 

②2 回 

③1 社（累計） 

①100％ 

②10 回 

③0 社（累計） 

5-2 

企業誘致事業 

・市内に事業所を新設し、又は増設する企業に

対し奨励金を支払うことにより、企業の誘致

を行う。 

町田市 

（産業政策課） 

・市内に事業所や工場を増設する企業に対し

て奨励金を交付する。 

・町田市に進出するメリットや誘致実績を、

ホームページやパンフレットの作成等を通

じて発信するとともに、市内外の不動産事

業者や金融機関、東京都等との連携を強め

ながら進出企業のニーズを収集し、マッチ

ングを進める。 

①オフィス誘致件数（累

計） 

②工場誘致件数（累計） 

①15 件（累計） 

②1 件（累計） 

①3 件(累計） 

②1 件(累計） 

5-3 

経営安定支援事業 

・事業者からの各種個別相談への対応や事業者

の経営を支援するためのセミナーの開催、情

報提供を行う。 

町田商工会議所 

㈱町田新産業創造

センター 

・町田商工会議所の経営指導員や記帳相談員

が巡回や窓口で相談を受け付け、経営支援

情報を提供する。 

・町田新産業創造センターでは、主にセンタ

ー入居者や市内の創業者を対象とした、各

種セミナー・相談会等を開催し、適切かつ

早期の経営支援を実施する。 

①中小企業相談所におけ

る相談・指導件数 

②町田新産業創造センタ

ーにおける相談・指導

件数 

③セミナーの参加者数 

①現状水準維持 

（策定時：3,221 件） 

②500 件 

③現状水準維持 

（策定時：824 人） 

①3,347 件 

②351 件 

③875 人 
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推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 

201７年度 

達成状況 

5-4 

中小企業支援ネットワーク

事業☆ 

・ＩＴシステムに構築した専門家データベース

から、中小企業の経営課題・相談ニーズに応

じた専門家を派遣し、新たなビジネスの創造

や経営改革等を支援する。 

町田商工会議所 

㈱町田新産業創造

センター 

・国や都の各種中小企業支援施策を活用して

専門家等を派遣し、企業ごとに経営課題を

明確化しながら個別支援を実施する。（中

小企業庁のポータルサイト「ミラサポ」、

東京都の「中小企業活力向上プロジェク

ト」、東京都商工会連合会の専門家派遣制

度「エキスパートバンク」等を活用） 

人材派遣件数 100 件 89 件 

5-5 

リスクマネジメント推進事

業 

・事業継続計画（ＢＣＰ）の作成支援やセミナ

ーの開催、ホームページによる「ｅラーニン

グ講座」や情報提供を通じて、事業者のリス

クマネジメントの推進を支援する。 

町田商工会議所 

・事業継続計画作成の重要性や必要性に関し

てホームページ等を通じて情報発信を行

う。 

・日々の経営指導や経営改善講習会を通し

て、危機管理を促進する。 

・事業継続計画に関するセミナーや eラーニ

ング講座は、ニーズの減少を受けて、2015

年度以降実施していない。 

①セミナーの開催数（累

計） 

②ｅラーニング講座の受

講者数（累計） 

①5 件（累計） 

②50 人（累計） 

①未実施 

②未実施 

5-6 

中小企業融資事業 

・市内の中小企業者が、金融機関から運転資金、

設備資金などの融資を受ける際の利子およ

び信用保証料の一部を補助し、中小企業の経

営の安定化を図る。 

町田市 

（産業政策課） 

・市内金融機関から融資を受けた事業者に対

し、利子の一部に相当する額を補助する。 

・金融機関等を通じて制度のＰＲを行う。 

融資申込件数 
現状水準維持 

（策定時：533 件） 
528 件 

5-7 

小規模事業者経営改善資金

融資事業 

・市内の小規模事業者が、商工会議所の経営指

導を受け、その推薦に基づき（株）日本政策

金融公庫から経営改善の資金を無担保･無保

証人･低利で融資を受ける際の利子の一部を

補助する事で、小規模事業者の経営改善の促

進を図る。 

町田商工会議所 

町田市 

（産業政策課） 

・町田商工会議所では、小規模事業者経営改

善資金審査会を開催し、町田商工会議所の

経営指導員が担当した案件について、（株）

日本政策金融公庫への推薦を決定する。 

・情報誌へのチラシ折込、ハガキの送付等で

事業をＰＲする。 

・市は町田商工会議所の推薦を受けて（株）

日本政策金融公庫から融資を受けた事業者

に対し、利子の一部に相当する額を補助す

る。 

融資推薦件数 
現状水準維持 

（策定時：112 件） 
76 件 

5-8 

商工業者後継者支援事業 

・市内事業者の後継者向けのセミナーや勉強会

などを実施し、後継者の事業活動を支援して

いく。 

・後継者確保が困難な事業者の事業継続の支援

を行う。 

町田商工会議所 

㈱町田新産業創造

センター 

町田市 

（産業政策課） 

・町田商工会議所、町田青年会議所、町田法

人会青年部が共同で組織する「Ｍａｃｈｉ

Ｂｉｚプロジェクト」の枠組みを通じ、若

手経営者や後継者の育成を目的としたセミ

ナーを開催する。 

後継者育成セミナーへの

参加者数 

現状水準維持 

（策定時：133 人） 
150 人 

  



6 

 

推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 

201７年度 

達成状況 

5-9 

技能功労者・永年勤続従業

員表彰事業 

・永く同一の職業に従事し、技能及び技術の鍛

錬並びに後進の指導育成に努めた技能功労

者を表彰する。 

・市内の同一事業所に永年にわたり勤務してい

る永年勤続従業員の方の功績を称え、表彰す

る。 

・当事業を通し、職業人の技能・技術の研鑽を

促進するとともに、市内事業所における従業

員の定着促進を図る。 

町田商工会議所 

町田市 

（産業政策課） 

・市内団体等からの推薦を受け、技能功労及

び永年勤続表彰者を決定し、表彰式を実施

する。 

①技能功労者表彰者数 

②永年勤続従業員表彰者

数 

①20 人 

②100 人 

①11 人 

②59 人 

5-10 

地元企業就職促進事業 

・市内企業合同の就職フェアを開催し、就職活

動者と市内の求人企業とのマッチングを進

め、市内事業者の人材確保を支援する。 

町田商工会議所 

・就職フェアへの出展を希望する市内事業者

が減少傾向にあり、2015 年以降は就職フ

ェアを実施していない。・市内企業への就

労促進については、【5-12 キャリア形成

支援事業】の取り組みの中で実施している。 

①就職フェア来場者数 

②就職フェアでの相談件

数 

③就職フェア出展企業 

④就職フェアを通じた就

職件数 

現状水準維持策定時：

①103 人 

②105 件 

③18 社 

④13 社 

未実施 

5-11 

若年者雇用促進事業☆ 

・若年者（45 歳未満）を対象とする国の「ト

ライアル雇用奨励金」制度を利用した事業主

が、国制度終了後、一定期間の雇用を継続し

た場合に、町田市でも奨励金を交付すること

で、市内在住の若年者の雇用促進を図る。 

町田市 

（産業政策課） 
・検討の結果、事業実施を見送った。 奨励金交付件数 50 件 － 

5-12 

キャリア形成支援事業 

・ジョブ・カード（※））の普及･促進を進め、

求職者の職業能力の向上と能力を活かした

就業機会の拡大を図る。 

・市内企業がジョブ・カードを活用する際の支

援を行い、市内企業の人材確保に役立てる 

 

※ジョブ・カードとは、労働者のキャリア、資

格、教育訓練などを記録し、職業能力証明書

として活用できるもので、非正規雇用労働者

などの就労促進を図る目的で厚生労働省が

推進している。町田市でも２００８年に町田

商工会議所に、「町田ジョブ・カードサポー

トセンター」が置かれた。 

町田商工会議所 

・町田商工会議所では町田ジョブ・カードサ

ポートセンターとして、正社員として働い

た経験が少ない非正規雇用労働者等の求職

者と求人企業のマッチングを行っている。 

・求職者の正社員としての雇用促進を図るこ

とを目的に、企業内において実践的な職業

訓練を推進するためのプログラムの作成及

び訓練に対する助成金の申請を支援する。 

・協力企業の開拓、訓練プログラムの作成支

援、キャリアアップ助成金の申請支援、キ

ャリアコンサルティング等を実施する。 

①ジョブ･カード推進協

力企業数 

②ジョブ･カードの発行

件数 

①現状水準維持 

（策定時：46 社） 

②現状水準維持 

（策定時：8 件） 

①30 社 

②28 件 
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推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 

201７年度 

達成状況 

5-13 

経営者･従業員スキルアッ

プ支援事業☆ 

・自社内での研修が困難な事業者に向け、新入

社員研修・リーダー研修・経営者セミナー等

を実施し、経営者や従業員の資質向上を支援

する。 

町田商工会議所 

・新入社員と若手社員向けに、ビジネスマナ

ーや電話応対等についての講習を実施す

る。 

・経営者セミナーは【5-3 経営安定支援事

業】の枠組みの中で実施している。 

セミナー参加者数 
現状水準維持 

（策定時：40 人） 
29 人 

5-14 

中小企業退職金共済支援事

業 

・退職金共済に加入する市内中小企業経営者や

建設事業主の共済掛金負担分の一部を補助

することで、中小企業の経営安定化を支援す

る。 

町田市 

（産業政策課） 

町田商工会議所 

・中小企業退職金共済の加入者数は増加傾向

にあり、一定の普及が図られたため、2015

年度をもって補助制度を終了した。 

退職金共済掛金補助事業

所数 

①中小企業退職金共済掛

金 

②建設業退職金共済掛金 

③特定退職金共済掛金 

①②③現状水準維持 

策定時： 

  ①136 事業所 

  ②1 事業所 

  ③18 事業所 

－ 

5-15 

従業員福利厚生事業 

・市内の中小企業に勤務する従業員に対し、福

利厚生事業を実施し、従業員の福祉の向上を

推進する。 

一般社団法人町田

市勤労者福祉サー

ビスセンター 

・一般財団法人町田市勤労者福祉サービスセ

ンターでは、中小企業の勤労者等の福利厚

生の充実を図るため、給付やレクリエーシ

ョン、セミナー等の各種福利厚生事業を実

施する。 

会報誌「さるびあタウ

ン」発行部数 
42,800 部 37,950 部 

5-16 

ワーク･ライフ･バランス推

進事業☆ 

・仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）

推進に積極的に取り組んでいる市内の企業

及び事業所を表彰する。 

・表彰事業を通して、市内事業所におけるワー

ク・ライフ・バランスを促進し、従業員の就

労環境の整備を推進する。 

町田市 

（男女平等推進セ

ンター、産業政策

課） 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）の向上に積極的に取り組んでいる企

業を表彰する。 

・表彰企業について、広報やホームページ等

で周知し、ワーク・ライフ・バランスにつ

いてのＰＲを行う。 

表彰企業数（累計） 30 社（累計） 27 社（累計） 

5-17 

従業員支援事業☆ 

・従業員のための相談の場やスキルアップのた

めの各種セミナーを、東京都等との共催で開

催する。 

町田市 

（産業政策課） 

東京都 

・東京都労働相談情報センター八王子事務所

とともに、中心市街地において「街頭労働

相談」を開催する。 

・八王子労政会館を会場に、同事務所と共催

でセミナーを開催する。 

①街頭労働相談会相談件

数 

②セミナー参加者数 

①20 件 

②250 人 

①60 件 

②235 人 
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推進事業名 事業内容 実施主体 主な取り組み 指標 
目標水準 

（2018 年度） 

201７年度 

達成状況 

基本施策 6 各分野の連携を促進する  

6-1 

農･商･工連携促進事業☆ 

・農業と商業、農業と工業、商業と工業の連携

を促進するほか、市内農業の６次産業化によ

る、新たな産業の創出を促進する。 

・６次産業化による農業経営の安定化と市内事

業者のビジネス機会の拡大を図る。 

町田商工会議所 

㈱町田新産業創造

センター 

町田市 

（産業政策課、農業

振興課） 

・市内の農業者と商工業者の連携を促進する

ため、交流会等のマッチング機会を提供す

る。 

・農業者と商工業者の連携によって生まれた

商品を認定し、イベント会場や広報等でＰ

Ｒする。 

・農商工連携により開発された「町田式水耕

栽培槽」を用いて栽培する「まちだシルク

メロン」について、ＰＲを行うとともに、

原材料化等により普及を支援する。 

①6 次産業化プロジェク

トの実施件数（累計） 

②農商･農工連携プロジ

ェクト実施件数（累

計） 

①2 件（累計） 

②6 件（累計） 

①1 件（累計） 

②9 件（累計） 

6-2 

産学連携促進事業 

・大学等と市内事業者とのマッチング機会の拡

充を進め、連携事業や連携研究の実施、研究

成果の事業への活用を促進する。 

町田商工会議所 

㈱町田新産業創造

センター 

町田市 

（産業政策課） 

・町田商工会議所や町田新産業創造センター

が、市内の大学や高校と連携したセミナー

や講演会、インターンシップの受け入れ等

を行う事で、人材や技術のマッチングを図

る。 

①産学連携交流会への参

加事業者数 

②産学連携プロジェクト

実施件数 

①250 事業者 

②現状水準維持 

（策定時：5 件） 

集計中 

 

（参考：2016 年度実

績） 

①13 事業者 

②2 件 

 


