
漁港における漁船以外の船舶の利用について

（平成6年9月21日6水港第2998号 知事あて水産庁長官通知）

（最終改正 平成9年10月3日 9水港第3836号）

漁港法（昭和２５年法律第１３７号）制定以来４０余年を経過し、この間、２００

海里体制への移行、公海漁場の国際規制等により、我が国漁業を取り巻く情勢は大き

く変化してきている。一方、近年における、国民の余暇時間の増大による海洋性レク

リエーションの普及に伴い、漁港の利用状況にも漁港整備時には想定されなかった変

化が現れている。すなわち、遊漁船、ヨット、モーターボート等（以下「プレジャー

ボート等」という。）漁船以外の船舶による漁港利用が増加しており、無秩序な放置

・係留等による漁業とのトラブルが問題となり、その早急な解決が求められていると

ころである。

プレジャーボート等の受入れについて、当庁では、昭和６２年度から漁船とプレジ

ャーボート等との漁港における利用を調整する漁港利用調整事業を実施し円滑な漁港

の利用を図るとともに、平成４年度に模範漁港管理規程例の改正を行い、漁港利用の

適正化を図ってきたところである。

今般、さらに、既存漁港施設において漁港管理者が漁船の漁港利用に支障がないと

判断する場合には、海洋性レクリエーションの施策の拡大を求める国民の要望に対応

し、下記により、プレジャーボート等漁船以外の船舶による漁港利用に対応すること

としたので、御了知の上、適正な漁港利用が行われるよう努められたい。

なお、このことについて、貴管下、漁港管理者、関係漁協等へ周知徹底を図られた

い。

記

漁港は、漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であり、通常は漁船の

利用が一般船舶の利用を上回るものであるが、制度上は漁港本来の機能のほか、漁港

の利用上又は漁港の保全上の規制等、他目的の利用も想定されていることからみても

漁業根拠地以外の利用を全面的に排除しているものではない。

しかしながら、従来は、漁船の数に対して漁港の収容能力が不十分であり、漁船以

外の船舶を受入れることが事実上困難な状況であったが、近年では数次にわたる漁港

整備計画の実施により、漁港の収容能力が向上する一方、水産業をめぐる諸情勢の変

化から地域によっては、漁業活動に支障のない範囲内で漁船以外の船舶を収容可能な

漁港も見受けられるところである。

一方、近年都市近郊を中心にプレジャーボート等による漁港利用のニーズが増大し

ており、漁港本来の目的を阻害しないと判断される漁港においては、公共施設として

これらのニーズに応えていく必要がある。

従って、漁港管理者は、これら漁船以外の船舶の漁港利用のニーズと漁港本来の目

的に鑑み、プレジャーボート等による漁港利用を受入れていくに当たっては、これを

漁業と海洋性レクリエーションとの調和ある発展及び活力ある漁村社会の創造に資す

るよう運用していくことが必要である。

これらを踏まえ、今後、プレジャーボート等の無秩序な放置・係留等を解消し、漁



業との共存等を推進するため、以下の具体的な方策を確立し、漁業と海洋性レクリエ

ーションとの漁港利用調整に積極的に対応することとする。

１．対象漁港

漁港管理者が、プレジャーボート等による漁港利用のニーズがあり、かつ、漁

業情勢の変化、漁閑期の都合等により、漁港における漁業活動に支障のない範囲

内でプレジャーボート等の受入れが可能であると認める漁港とする。

２．受入れ施設

漁港管理者は、既存漁港施設のうち陸揚岸壁、航路等の漁業生産活動上中心と

なっている基本的な施設以外のもの（護岸前面及び防波堤の背後等の係留可能な

静穏域等を含む。）であって、プレジャーボート等の利用（ビジター利用を含む。）

が可能な施設を受入れ施設として指定する。

また、泊地以外の漁港区域内の水域のうちプレジャーボート等の係留可能な水

域においては、漁港整備計画等との調整を図りつつ、漁港管理者が管理するプレ

ジャーボート等の専用泊地を設定する。

なお、受入れに際して、新たな係留施設等を設置する必要がある場合には、所

要の手続きを経てこれを設置することができる。

３．受入れ方法

漁港管理者は、地元漁船及び地元外利用漁船の年間の漁業種類別、階層別等の

漁港利用形態を把握の上、漁船の利用に支障のない範囲内でプレジャーボート等

の適切な利用隻数を設定するとともに、適正な漁港施設の維持管理を図るため、

漁港管理条例に基づき、漁港施設の利用料等を徴収する。また、プレジャーボー

ト等に係る漁港施設利用者は、漁港利用に当たって漁港管理条例に定められた使

用の許可を受けるか、又は届出をしなければならない。漁港施設利用者からの漁

港利用に係る使用許可申請書の受付、料金徴収等の事務を行うに当たっては、漁

港管理者は、必要に応じて管理受託者として地元漁協等に委託を行うなど利用者

の利便性を考慮した適正な方法により行うものとする。

４．漁港監視等

漁港管理者が自ら管理することが原則であるが、漁港施設本来の設置目的を達

成し、更に良質のサービスを利用者に提供するため、必要に応じて巡回、緊急時

の安全対策等について地元漁協等に委託するとともに、監視員などを配置し、常

時、適正な漁港の管理を図る。また、漁港の秩序ある円滑な利用を確保するため、

岸壁・用地等への案内標識・案内板の設置等、広報啓蒙活動の強化を図る。

５．漁港利用促進協議会の設置

漁港管理者は、漁船以外の船舶による漁港利用に対応するに当たっては、漁協、

利用者、公益代表等を構成員とする「漁港利用促進協議会」を別紙により設置し、

漁港の管理運営、利用時間、港内での帆走区域、標識の掲示等遵守事項を設定す

るなど漁港利用に当たってのルール化を推進する。



（別 紙） 

 

          「漁港利用促進協議会設置規程」（例） 

 

（目 的） 

第1 漁港の利用の円滑化を図るため，○○漁港利用促進協議会（以下「協議会」という。）を設置 

 する。 

（職 務） 

第2 協議会は，漁港管理者の諮問に応じ 漁港利用における漁業者とその他一般の利用者との間 

 のトラブルを予防し，もって円滑な漁港利用のためのルール化に寄与するため，必要な事項につ 

 いての調査，検討を行うとともに漁港管理者に意見を述べることができる。 

（組 織） 

第3  

 （1） 協議会は会長及び委員をもって組織する。 

 （2） 会長は，漁港管理者である地方公共団体の長をもって充てる。 

 （3） 委員は，漁港管理者が選任する次に掲げる者をもって充てる。 

   (ｱ) 当該漁港を根拠地とする漁業協同組合の代表者 

   (ｲ) 当該漁港を利用して，遊漁船業を営む者であって，漁業協同組合の組合員以外の者 

   (ｳ) 当該漁港を利用する船舶の所有者であって，上記(ｱ)，(ｲ)に掲げる者以外の者 

   (ｴ) 当該地区の公益を代表すると認められる者 

   (ｵ) 当該地区における漁港の利用に関し漁港管理者が特に必要と認める者 

（委員の任期等） 

第4 

 （1） 委員の任期は1年とする。 

 （2） 補欠の委員は，前任者の残任期問とする。 

（3） 委員は，その任期が満了しても，後任の委員が就任するまでの間なおその職務を行う。 

（会 議） 

第5 

 （1） 協議会は，定数の過半数にあたる委員が出席しなければ会議を開くことはできない。 

 （2） 議事は，出席委員の過半数で決する。可否同数のときは，会長の決するところによる。 

 （3） 協議会の招集は，会長がこれを行う。 

（雑 則） 

第6 協議会は，本規程のほか，協議会の運営に関して必要な規程を設けることができる。 



「漁港における漁船以外の船舶の利用について」の運用について 

 

（平成8年12月17日 8-3115） 

（知事あて水産庁漁港部長通達） 

  

近年の海洋性レクリエーションの普及に伴い，漁港を利用するプレジャーボート等が増加するとともに

漁業とのトラブルが発生しその早急な解決策が求められている。このため，水産庁では，「漁港における漁

船以外の船舶の利用について」（平成6年9月21日付け6水港第2998号水産庁長官通達，以下「利用調整

通達」という。）を発出し，漁業と海洋性レクリエーションとの漁港利用調整に積極的に対応することとし，

漁港管理者が漁船の漁港利用に支障がないと判断する場合には，プレジャーボート等漁船以外の船舶によ

る漁港利用に対応した適正な漁港の管理が図られるよう，漁港管理者を指導してきたところである。 

 しかし，先般，会計検査院から，漁港管理者において，利用調整通達等で定められているプレジャーボ

ート等の受入れ体制の整備等が図られていなかったため，漁港区域内において，漁協等が独自にプレジャ

ーボート等の所有者（以下「利用者」という。）から協力金等を徴収しているといった指摘がなされたとこ

ろである。このため，漁港管理者がプレジャーボート等を受け入れる場合には，下記事項に留意の上，プ

レ ジ ャ ー ボ ー ト 等 の 受 け 入 れ 体 制 の 整 備 に 努 め る こ と と さ れ た い 。 

 なお，このことについて，貴管下の漁港管理者へ周知徹底を図られたい。 

 

                       記 

 

1. 漁港におけるプレジャーボート等の利用実態の把握 

 漁港管理者は，地元漁協との連絡を密にするとともに，必要に応じて日本小型船舶検査機構へ情報開示

を求めるなど，漁港におけるプレジャーボート等の隻数，係留場所，所有者，民事上の契約に基づく金銭

の徴収等の利用実態の把握に努め，水産庁からの要請に応じて適宜水産庁に報告するものとする。 

 

2. 適切な受入れ体制の整備 

 漁港管理者は，プレジャーボート等の利用実態を踏まえ，プレジャーボート等を受け入れることとした

場合には，漁港管理条例の整備等受入れ体制の整備を早急に図ることとし，国の補助事業により整備され

た漁港施設を利用して民間事業者がプレジャーボート等を収容し施設利用料を徴収するなど「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和30年8月27日付け法律第179号）に抵触するおそれのある

ような状況を招かないよう留意するとともに，漁業者，漁協など漁港利用者に対してもその旨周知徹底す

るものとする。 

 

3. 漁港管理条例に基づく利用料等の徴収 

 漁港管理者は，漁港の適正な維持管理を図るため，漁港管理条例に基づき，利用者から漁港施設の利用

料等を徴収するものとする。なお，利用料等の徴収については，利用者から漁港管理者の指定口座に直接



振り込ませるなど，透明性の確保を図るものとする。 

 

4. 利用者への責任の周知と指導 

 漁港管理者は，利用者に対し，漁港利用に当たっては，漁港法，漁港管理条例を始め，漁港利用促進協

議会等の意見を踏まえた漁港利用のルールを遵守すべきことを明示するものとする。特に，漁港を利用す

るプレジャーボート等の船体管理については，漁船の場合と同様，利用者が自ら行うべきものであること

を利用者に周知徹底するものとする。 

 利用者が漁港管理者が示した漁港利用のルールに反した場合，漁港管理者は，漁港管理条例に基づき，

利用者に対し移動命令の発出等の措置をとるものとする。 

 

5. プレジャーポート等の管理に係る民事上の契約 

 漁協等が，漁港管理条例に基づく利用料等とは別に，利用者から民事上の契約により協力金等を徴収し

ている事例が見られるが，漁港管理者は，プレジャーボート等に対する見回り，綱取り等の管理業務は，

利用者と漁協等の間の民事上の契約に基づくものであり，これによる金銭の支払いについても，漁港を利

用する上での必要条件ではなく任意のものであることを，利用者に対して周知徹底するとともに，一般に

対しても公報等により周知を図るものとする。 

 

6. 受入れ対象漁港の選定 

 漁港管理者が受入れ対象漁港を選定するに当たっては，利用調整通達に示された受入れ対象漁港の要件

に加えて，前記1～5を踏まえた適正な管理体制が整備された漁港を優先するものとする。 

 



「漁港における漁船以外の船舶の利用について」の運用について 

 

（平成8年12月17日 8-319 ） 

（知事あて水産庁漁政部長通達） 

  

漁港における漁船以外の船舶（いわゆるプレジャーボート）の利用に係る問題については，水産庁では，

平成 6年 9月に「漁港における漁船以外の船舶の利用について」（平成 6年 9月 21日付け 6水港第 2998

号水産庁長官通達。以下「利用調整通達」という。）を発出し，漁港の適正な管理が図られるよう，漁港管

理者を指導してきたところである。 

 しかしながら，先般，会計検査院から，漁港管理者において，利用調整通達等で定められているプレジ

ャーボート等の受入れ体制の整備等が図られていなかったため，漁港区域内において，漁協等が独自にプ

レジャーボート等の所有者から協力金等を徴収しているといった指摘がなされたところである。 

 このため，今般，上記利用調整通達に加え，さらなる漁港利用の適正化を図る観点から，漁港管理者が

プレジャーボート等を受け入れる場合の留意事項について，別添の水産庁漁港部長通達が発出されたとこ

ろである。 

 ついては，漁協関係者におかれても，別添通達の趣旨を十分理解の上，漁港管理条例に基づく利用料と

は別に，内容が不明朗な金銭を徴収しているといった指摘を今後一切受けることのないよう，貴管下の漁

業協同組合に周知徹底及び指導方よろしくお取り計らい願いたい。 

 

 

 

 



漁港における漁船以外の船舶の利用について 

 

（平成6年9月21日 6水港第2998号） 

（水産庁漁政部協同組合課長，振興部 ） 

（沿岸課長，漁港部計画課長通達   ） 

                        改正 平成9年10月3日 9水港第3836号 

 

 このことについては，本日付けをもって別途水産庁長官から通達されたところであるが，今後の漁港管

理に当たっては，下記事項に留意の上遺憾のないようにされたい。 

 

                       記 

 

1. 当該措置は，既存漁港施設について適用するものであるが，国の補助事業により整備されたものは，

漁業の根拠地の機能として必要なものを補助目的としており，また，地方自治法上も同一目的の公の施

設とされているものであることから，あくまでも漁業生産活動を阻害しない範囲内での有効利用を図る

ことに留意されたい。 

  なお，一般的な受入れ基準は，別紙を参考にされたい。 

 

2. 公共施設の利用であることから，利用者の決定については，公募抽選によることとし，公平な利用が

行われるよう配慮されたい。また，漁港利用の公募抽選を行う際には，漁港が漁船の利用を第一義的な

目的とした施設であることについて周知等を行われたい。 

 

3. 漁船以外の船舶による漁港利用に関する対応については，漁業者と漁業者以外の漁港利用者との話し

合いの場を設定するだけでなく，漁業者以外の漁港利用者に対して広報活動を実施する絶好の機会とな

るので，利用者の組織化を図り，駐車場等関連施設を含めた漁港利用のルールの周知，ゴミ持ち帰り等

マナーの啓発，漁業調整規則，漁場利用協定制度等の周知等漁業と調和のとれた海面利用等について積

極的な働きかけを行われたい。 

 

4. 対象漁港の設定に当たっては，当該漁港の利用実態を十分考慮した上で，円滑な漁港利用の確保を図

るという観点から，事前に地元関係漁協の意見を聴し，十分に調整することとされたい。 

 

5. 漁協等が，管理受託者として漁港施設の利用料を徴収する場合とは別に，プレジャーボート等の管理，

保管等のサービス等の対価としてプレジャーボート等の所有者から金銭を取得しているケースがみられ

る。これが漁港施設の利用料の徴収と誤解される等，その内容が不明朗であるとの指摘がある。 

  このため，漁協等によるプレジャーボート等の管理，保管等のサービス等が民事上の契約として行わ

れている場合には，漁港管理者として，これら行為への直接の関与は困難であるが，漁港利用のルール



化の一環として，漁協等からサービス等の実施状況につき報告を求めるとともに，契約内容，料金の開

示等の明確化を指導することとされたい。 

 

6． 平成5年8月4日付けで「社団法人フィッシャリーナ協会」の設立が許可されたところである。 

  この協会は，漁港施設や海面利用における漁業と海洋性レクリエーションとの調和など，本通達の趣

旨等を円滑に推進することを目的にして設立されたものでもあることから，この協会の活用も図られた

い。 

 

 

 



 

 



漁港法の一部改正による放置艇対策の推進について 

 

                           （平成13年3月30日12水港第4843号） 

（知事あて水産庁長官通達） 

 

 漁港法（昭和２５年法律第１３７号。以下「法」という。）については、平成１２年５月１９日に公布さ

れた漁港法の一部を改正する法律（平成１２年法律第７８号。平成１３年４月１日施行。）により、近年社

会問題化しているプレジャーボートの放置や投棄に対する規制を強化するとともに、これら、いわゆる放

置艇に対し漁港管理者が適正な措置を講じることを可能とする制度の新設等の改正を盛り込んでいるとこ

ろである。 

 今般の制度改正により、今後の漁港における放置艇対策が円滑に運用されるよう、下記のとおり通知す

るので参考とされたい。 

 なお、貴管下関係市町村に対し、貴職よりこの旨周知方お願いする。 

 また、漁港における漁船以外の船舶の利用について（平成９年１０月３日付け９－３１２１水産庁漁港

部計画課長通知）は、廃止する。 

 

記 

 

 漁港は、漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であり、漁港を利用する船舶は主として漁

船であるが、法制度上、プレジャーボート等の漁船以外の船舶の利用が排除されているものではないこと

から、漁港管理者が各々の漁港において、法第３９条第５項、法第３９条の２等の規定を運用することに

より、以下のとおり、漁港の利用調整を図り、適正な維持・管理を目指すことが肝要である。 

 

１．漁港の基本施設の損傷、汚損を禁止する規定の新設（漁港法第３９条第５項第１号関係） 

   本規定は、漁港の基本施設を損傷・汚損する行為について、漁港の保全の観点から速やかに当該施設

の効用を回復させるため、漁港管理者自ら現状回復命令等の措置を講じることができるよう、措置の前

提となる当該施設への損傷・汚損行為を禁止としたところである。 

   プレジャーボート等の所有者が、漁港の基本施設に係船環等を打ち付けて穴をあける行為等について

は、本規定の禁止行為に該当するものであることから、漁港管理者においては、今後そのような行為に

対し、法第３９条の２第１項に規定する措置等を講じられたい。 

   

２．漁港の区域内における、船舶等の放置等を禁止する規定の新設（法第３９条第５項第２号関係） 

   本規定は、漁港区域内において、放置艇や放置物件の存在が漁港施設の機能の低下の原因となり、漁

港の管理上問題となることから、漁港管理者が漁港の保全上特に必要があると認められる区域を指定し、

何人も、みだりに船舶等を捨てること又は放置することが禁止されたところである。 

   今後、各漁港管理者においては、それぞれが管理する個々の漁港の実態等に応じて、法第３９条第５



項の規定に基づき、放置等を禁止する物件及び区域の指定の公示を行う場合は、漁港法施行規則第１４

条第１項及び第２項に規定された所定の手続きにより実施されたい。 

 

３．監督処分規定の整備（漁港法第３９条の２関係） 

   上述のように、法第３９条第５項において、新たに漁港の区域内における禁止行為を規定することに

より、漁港管理者自らが放置船舶等の所有者等に対して移動を命じたり、損傷・汚損した行為者に対し

て現状回復を命じることができることとしたところである。 

   従前の監督処分規定では、命令を受けた者が当該命令を履行しない場合は、行政代執行法の手続に委

ねられていたが、放置船舶等については、そもそも所有者が不明の場合が多いことから、行政代執行法

による手続では的確な対応をとることが困難と考えられることから、監督処分の実効性をもたせるため

に新たに、監督処分を行う際、命ずべき者を確知することができない場合であっても、漁港管理者自ら

が放置船舶等の移動等を行うことを可能とする、いわゆる簡易代執行制度について規定したところであ

る。また、併せて簡易代執行を実施した後の手続き（保管、売却等）についても規定したところである

ので、これらの規定に基づき運用されたい。 

 

４．模範漁港管理規程例との関係 

   模範漁港管理規程例は、今回の法改正により、漁港の区域内における船舶等の放置等を規制する等の

規定が設けられたこと等から、法律と条例（漁港管理規程）との規制措置の適用関係を整理し所要の改

正を行い、平成１２年９月２０日付け模範漁港管理規程例の一部改正についてにより通知しているとこ

ろである。よって、その趣旨にかんがみ、適用関係について齟齬が生じないよう運用されたい。 

 

５．放置船舶等に関する規制の適正な運用について 

   漁港管理者は、上記の漁港法の改正の趣旨を踏まえ、管理する各々の漁港の実態等に応じて、船舶等

を捨て、又は放置することを禁止する区域を指定し、当該禁止区域内に存在する船舶をフィッシャリー

ナ等適切な係留保管施設等に誘導するとともに、当該禁止区域内において、監督処分を実施することに

より、漁港の適正な管理に努められたい。 

   

６．係留保管施設等の整備 

   漁港管理者は、船舶等の放置等の規制の強化と併せて、それらの受け皿となる適切な係留保管施設等

の整備を図っていくことが肝要であり、その際、漁港利用調整事業、漁港漁村活性化対策事業等、係留

保管施設整備事業の活用のほか、ＰＦＩ手法の導入や民間事業者等の活用について検討することが重要

である。 

   また、既存漁港施設において漁港管理者が漁船の漁港利用に支障がないと判断する場合には、プレジ

ャーボート等漁船以外の船舶の適正な受け入れに努められたい。 

 

 



７．隣接する漁港管理者及び他の水域管理者との連携 

   今般の法律改正では、放置船舶に対し漁港管理者が適正な行政措置を講じることを可能とする規定を

盛り込んでいるところであるが、漁港管理者による本法に基づく措置のみでは近年社会問題化している

放置艇問題を解消することは困難であるため、隣接する漁港管理者及び他の水域管理者との一層の連携

を図られたい。 



漁港法施行規則(昭和 26年 7月 17日農林省令第47号)第 14条 

に規定する区域等の指定の掲示方法について 

 

（平成13年10月4日13水港第2602号） 

（知事あて水産庁長官通達） 

 

 標記の件につきましては、平成13年4月１日に施行された漁港法の一部を改正する法律(平成12年法律

第78号)により、漁港管理者が管理する漁港の実態等に応じ、漁港法第39条第5項の規定に基づき、放置

等を禁止する物件及び区域を指定することができることとされたところであります。 

 これにより、貴職においても漁港管理条例の改正や禁止区域の指定等に関する検討が行われていること

と存じますが、放置等を禁止する物件及び区域の指定については、漁港法施行規則第14条第1項及び第2

項において公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域等の見やすい場所に掲示するよう規定さ

れているところであります。また、当該掲示については、利用者の観点から、大きさ、色彩等分かりやす

く見やすいものが求められるところであります。 

 つきましては、今般、掲示看板の例を別添のとおり示しましたので、これを参考に掲示されるようお願

いします。 

 なお、貴管下の関係市町村に対しては、貴職からこの旨連絡をお願いします。 

 



漁港利用・規制案内標識 の 参考例 

 

【公示の図柄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【姿図と公示文】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．色使いとしては、禁止区域は 

    淡紅色、許可区域は緑色 

    にて表示する。 

 

  ２．指定物件及び、内容の区域分 

     けは、番号にて表示する。 

 

 

 

 

 

 

[ （社）フィッシャリーナ協会取扱い標識 ] 

[ （社）フィッシャリーナ協会による図柄案 ] 

 

 

  船舶の放置等禁止・係留許可区域の指定 

                    農林水産省令第14条により公示 

                                  平成○年○月○日 

■船舶の放置等禁止区域の指定 

 右図の区域は、平成○年○月○日から船舶、及びﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞー ﾄの 

 放置等禁止区域（図中①、②）に指定されましたので、現在区域内 

 にある船舶、及びプレジャーボートは、移動してください。 

 尚、この規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処せられます。 

                 （漁港法第39条第5項、及び46条による） 

■プレジャーボートの係留許可区域の指定 

 右図の区域は、平成○年○月○日からﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞー ﾄの係留許可区域 

 に指定されました。          

 この区域を使用する個人（若しくは法人）は、規定を遵守するとともに、 

 知事（市長村長）に届け出の上、許可を得なければなりません。 

                      （○○漁港管理条例 第○条による） 

             【管理及び、問合せ窓口】 

             ○○県 ○○部 漁港課 

          ＴＥＬ ○○○－○○○－○○○○ 

          http:／／ｗｗｗ．○○○．○○．○○ 

 

 

 

 

 


