
資料１ 
平成 23年 8月 18日 

都市ＭＰ策定委員会 

 

ＳＷＯＴ分析の方法と結果について 
 

都市づくりの今後の望ましい方向性を明らかにするためには、都市を取り巻く各種課題や社会経済

情勢の動向等に対応した新たな可能性について検討する必要があります。検討にあたっては、これま

での調査から得られた知識や情報を効果的に活用していく観点から、「ＳＷＯＴ分析」と称する現状

分析・戦略構築手法を活用することが考えられます。 

 

■ＳＷＯＴ分析とは 

 

・ ＳＷＯＴ分析とは、１９６０年に考案された、ビジネスの世界では普及している経営分析手法です。

行政分野においても、戦略的行政経営を目指した情報管理・施策提言のための手法として、近年、

試行的に用いられるようになってきました。 

・ おもに組織のビジョンや、戦略を描く際に利用される現状分析手法であり、ＳＷＯＴとは、それぞ

れの頭文字をとっている。例えば、ＳとＷ（つまり強みと弱み）は内部要因であり、自らの組織（都

市）として何とかしなければならないこと。ＯとＴ（つまり機会と脅威）は外部要因であり、自ら

の組織（都市）だけでは対応し難い部分ではあるが、うまく対処しなければならないこと、という

整理になります。 

・ これらＳＷＯＴの各要素をマトリクスに整理することによって、ものごとをタテ、ヨコに客観的に

眺めてみて、解決策を見つけやすくしたり、意見を出し合いながら問題点を共有できるというメリ

ットがあります。 

・ マトリクス上で整理することによって、「持っている強みを与えられた機会に活かそう」、「来るべき

脅威に備えよう」、あるいは、「弱みを克服して新しい取組みに変えていこう」といった戦略的な発

想が期待されます。 

 

■ＳＷＯＴによる戦略的な課題の分析 

 

内部環境 

 

外部環境 

Ｓ：強み 
（Ｓtrength） 

Ｗ：弱み 
（Ｗeakness） 

 

Ｏ：機会 
（Ｏpportunity） 

 

【積極的攻勢】 

強みを武器にして 

機会を最大限に生かす 

【弱点強化】 

弱みによって機会を 

失わないように対策を打つ 

 

Ｔ：脅威 
（Ｔhreat） 

 

【差別化戦略】 

強みを生かして 

脅威に対抗する 

【問題事態回避】 

弱みと脅威が重なる 

最悪の事態を回避する 

 

【特徴】 「強み」「弱み」「機会」「脅威」の４要素の掛け合わせによる戦略的な分析手法 

【効能】 自らの強み・弱みだけでなく、競合関係や市場環境を踏まえた戦略立案が可能 



第１グループ

活力創造の分野（土地利用、市街地整備、住宅・住環境など）

Ｓ１ 菖蒲地区での下水道整備水準の
高さ

Ｗ１ 農地所有の権利意識が強く、農
地の活用が進まない

Ｓ２ 圏央道と国道122号による広域交
通体系

Ｗ２ 観光資源の開発及びネットワーク
づくり

Ｓ３ 優良企業の立地に伴う良好な市
街地環境の整備

Ｗ３ 34条11開発の不動産市場（高
騰）、不十分な排水環境

Ｓ４ 農業資源の広がり Ｗ４ 菖蒲地区の交通不便（循環バス
は廃止した）

Ｓ５ 合併による多様な市内施設の存
在

Ｗ５ 駅前商業は全体的に寂しく、空き
店舗活用も停滞

Ｓ６ Ｗ６ 子育て世代が住まない街の出現
（学校空き教室の発生）

Ｓ７ Ｗ７ 利根川沿岸や久喜地区など液状
化の危険性

Ｓ８ Ｗ８

Ｏ１ 菖蒲白岡IC周辺の開発動向、交
流可能性

Ｏ２ 圏央道サービスエリアの設置予
定

#1 栗橋の産業ゾーン提案の見直し
(S2/O1)

#8 農協と商工会による農商工連携
の推進（W2/O2,3）

Ｏ３ 農地及び農業生産をいかに守る
かという意識の高まり

#2 農業資源を活かした観光拠点づく
り（道の駅など）（S4/O1）

#9 商圏の動向をとらえた住みたくな
るまちづくり（W5,6/O4）

Ｏ４ ショッピングモールの開発動向
（鷲宮でオープン予定）

#3 企業従業者の居住地及びホテル
等の誘致（S3/O1）

#10 街なかのコミュニティルームなど
交流拠点の整備（W6/O5）

Ｏ５ 子育て関係など多様な地域ニー
ズの出現

#4 #11 栗橋・鷲宮での定住環境の整備
（区画整理など）（W6/O4,5）

Ｏ６ 子どもや高齢者の安全・安心が求
められる社会

#5 #12 主要駅に向かう歩行者空間の安
全化と活性化（W5/O6）

Ｏ７ #6 #13

Ｏ８ #7 #14

Ｔ１ 農業振興地域の今後のあり方、
見通しの不明確さ

Ｔ２ 農業後継者の不在、確保の難し
さ

#15 圏央道がらみの周辺開発と新た
な雇用創出（S2/T5）

#22 若者の定住につながる雇用機会
の創出(W6/T4,5)

Ｔ３ 農業後継者以外の人々の調整区
域への転入

#16 焼却所のエネルギー有効活用
（健康施設などに）（S5/T8）

#23 若い人が住みやすい環境の良い
まちづくり（W6/T4,5）

Ｔ４ まちづくりにおける人口、産業、税
収等見通しの甘さ

#17 #24 埋立て地の液状化対策（W7/T6）

Ｔ５ 就業・定住環境の不足、既存居
住者の市外流出

#18 #25 駅を中心とした防災体制、避難対
策の整備（W7/T6）

Ｔ６ 災害時の市街地の混乱、沿線帰
宅難民者の発生など

#19 #26 34条11の開発抑制、市街化区域
の適正な充足（W3/T4,7）

Ｔ７ 市街化区域面積における人口充
足度の低下

#20 #27 駅直通バス路線など交通環境の
充実（W4/T5）

Ｔ８ 資源・エネルギー問題 #21 #28

（T）
脅
威

【差別化戦略】強みを生かして脅威に
対抗する

【問題回避】弱みと脅威が重なる最悪
の事態を回避する

　　　ＳＷＯＴ分析と取組提案表

　　　　（内部要因）
　　　　　■Ｓｔｒｅｎｇｔｈｓ＝強み
　　　　　■Ｗｅａｋｎｅｓｓｅｓ＝弱み

　　　　（外部要因）
　　　　　■Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ＝機会
　　　　　■Ｔｈｒｅａｔｓ＝脅威

（Ｓ）強み （W）弱み

（O）
機
会

【積極的攻勢】強みを武器にして機会を
最大限に生かす

【弱点強化】弱みによって機会を失わな
いように対策を打つ



活力創造の分野における基本方針

分類 基本方針 目指すべき成果 成果指標

◆「機会」＋「強み」　⇒　「積極的攻勢」

#1 圏央道と国道122号による広域交通体系を活かし、また、菖蒲
白岡IC周辺の開発動向や将来的な交流可能性を踏まえ、産
業ゾーンの形成を図る。

産業ゾーンの見直し（栗橋など）

#2 市内における農業資源の広がり、菖蒲白岡IC周辺の開発動
向を活かした観光拠点づくりを推進する。

道の駅などの観光交流施設の整備
推進

#3 優良企業の立地に伴う市街地環境の整備に伴い、菖蒲白岡
IC周辺の開発動向などを踏まえた良好な住環境及び就業環
境の整備を誘導する。

企業従業者の居住地及び宿泊施
設等の立地誘導

◆「機会」＋「弱み」　⇒　「弱点強化」

#8 農地及び農業生産を守るべきとの意識の高まりや、圏央道
サービスエリアの設置予定等を踏まえ、農をとりまく観光資源
の整備を促進する。

農商工連携の推進による観光資源
開発及びネットワーク化

#9 地域商業が停滞傾向にあるなかで、子育て世代をはじめ多様
な世帯が住みたくなるような快適で便利なまちづくりを推進す
る。

住宅供給と連動した駅前など商業
環境の再生

#10 子育て世代が住まない地域が出現しつつあるため、地域コ
ミュニティに配慮した子育てしやすいまちづくりを推進する。

街なかのコミュニティルームなど交
流拠点の整備

#11 世代バランスの整った地域コミュニティを形成するため、子育
て環境や買い物等利便を備えた定住環境の整備を促進する。

多様な住宅・住環境の整備（栗橋・
鷲宮など）

#12 子どもや高齢者の安全・安心に配慮し、主要駅に向かう歩行
者空間などの安全性の強化と地域商業等の活性化を一体的
に推進する。

駅前歩行者動線の空間的魅力化と
バリアフリー化

◆「脅威」＋「強み」　⇒　「差別化戦略」

#15 将来的な雇用環境、定住環境の不足によって居住者の市外
流出をもたらさないよう、圏央道の整備を活かした周辺開発の
誘導を図る。

圏央道周辺における産業地、住宅
地の整備

#16 合併による多様な市内公共施設の存在を踏まえ、また、省資
源・省エネルギーの観点から、これら施設の統合整備や適正
配置など有効利用を図る。

焼却所から発生するエネルギーの
有効活用

◆「脅威」＋「弱み」　⇒　「問題回避」

#22 子育て世代が住まない街の出現を回避し、既存の就業者・定
住者の市外流出を抑制するため、産業誘致等を通じた雇用環
境の確保を図る。

若者の市内定着につながる産業等
の誘致

#23 学校の空き教室が発生するなど、若年層の定住割合が低下し
た地域が顕著であることから、若い人が住みやすいまちづくり
に向けて地域の再整備を図る。

若者の定住につながる良好な居住
環境の整備

#24 利根川沿岸をはじめとして市内各所で震災時の液状化現象の
危険性が懸念されるため、埋立て地等における防災対策を図
る。

震災時の液状化現象を防止する対
策の促進

#25 災害発生時の市街地の混乱を抑え、市民や市内来訪者の安
全を確保するため、駅など特に人の集まる場所を中心に防災
体制や避難対策の強化を図る。

災害時の市街地の混乱、沿線帰宅
難民者の発生の防止

#26 秩序ある都市環境を維持するため、市街化調整区域における
適正な住宅地開発を促進するとともに、市街化区域における
人口充足度の向上を図る。

34条11の開発抑制、市街化区域
の適正な充足

#27 市内の交通不便地区において、定住環境としての不便さから
既存居住者の市外流出を招かないよう、バス路線など交通環
境の充実を図る。

駅直通バス路線など交通環境の充
実（菖蒲地区など）



 第２グループ

交流推進の分野（道路整備、公共交通、観光交流など）

Ｓ１ 買い物利便性に対する市民満足
度の高さ

Ｗ１ 高齢社会に対応した移動手段、
バリアフリー環境の不足

Ｓ２ 公共交通網（鉄道）の充実度の高
さ

Ｗ２ 公共公益施設の立地不便（駅か
ら遠いなど）

Ｓ３ 高速道路網が充実 Ｗ３ 幹線道路の整備が不十分

Ｓ４ 歴史的な建造物が多いなど潜在
的な遺産の多さ

Ｗ４ 歩行者に優しくない道路の多さ

Ｓ５ 高低差の少ない土地（坂道が少
なく自転車での移動が容易）

Ｗ５ 市内の街間アクセスの弱さ

Ｓ６ 豊かな水資源の存在 Ｗ６ 駅前の活力不足（鷲宮駅地区の
買物利便性低下等）

Ｓ７ Ｗ７ 観光活性化不足

Ｓ８ Ｗ８

Ｏ１ 都市間交流、広域連携等の進展
（圏央道の開通など）

Ｏ２ ＬＯＨＡＳ志向や環境にやさしいラ
イフスタイルの普及

#1 滞留・消費を生み出す交流拠点
の整備（地産地消、ハイウェイオ
アシスなど）(S1/O1)

#8 市内循環バス等の拡充・再編
(W1/O1,2 )

Ｏ３ 健康問題や食の安全などに対す
る関心の高まり

#2 交流促進のネットワークづくり
（S3/O1）

#9

Ｏ４ インターネット、携帯電話などＩＣＴ
環境の進展

#3 圏央道を活かした産業誘致
（S3/O1）

#10

Ｏ５ 田園都市産業ゾーン（埼玉県）の
推進

#4 #11

Ｏ６ 団塊世代等のリタイアに伴う余暇
時間と多様な活動意欲

#5 #12

Ｏ７ #6 #13

Ｏ８ #7 #14

Ｔ１ 自然災害の発生（大規模震災な
ど）

Ｔ２ 住環境や雇用条件を理由とする
若年層などの人材流出

#15 環境負荷の少ない都市構造・整
備（S6/T1,5 ）

#22 被害想定に基づく避難、救急医療
体制等の構築(W2/T1)

Ｔ３ 犯罪の増加、犯罪に対する備え
の不安（駅前など）

#16 #23 歩行者に優しい道路整備（コミュ
ニティ道路、無電柱化等）
（W4/T8 ）

Ｔ４ 公害（幹線道路周辺の騒音等） #17 #24 街なかでの車の抑制（W4,5/T8 ）

Ｔ５ 地球温暖化の進行、自然環境の
破壊

#18 #25 歩行者ネットワークの構築
（W4/T8 ）

Ｔ６ 将来的な企業の撤退、産業空洞
化の進行

#19 #26

Ｔ７ 地域の食料自給率の低下、不耕
作農地の荒廃化

#20 #27

Ｔ８ 高齢社会の進展 #21 #28

（T）
脅
威

【差別化戦略】強みを生かして脅威に
対抗する

【問題回避】弱みと脅威が重なる最悪
の事態を回避する

　　　ＳＷＯＴ分析と取組提案表

　　　　（内部要因）
　　　　　■Ｓｔｒｅｎｇｔｈｓ＝強み
　　　　　■Ｗｅａｋｎｅｓｓ＝弱み

　　　　（外部要因）
　　　　　■Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ＝機会
　　　　　■Ｔｈｒｅａｔｓ＝脅威

（Ｓ）強み （W）弱み

（O）
機
会

【積極的攻勢】強みを武器にして機会を
最大限に生かす

【弱点強化】弱みによって機会を失わな
いように対策を打つ



交流推進の分野における基本方針

分類 基本方針 目指すべき成果 成果指標

◆「機会」＋「強み」　⇒　「積極的攻勢」

#1 買い物利便性に対する市民ニーズの高さや、圏央道の開通に
伴う都市間交流等の進展を踏まえ、滞留・消費を生み出す交
流拠点の整備を推進する。

地産地消を推進する交流拠点（ハ
イウェイオアシスなど）の整備

#2 圏央道の開通に伴う高速道路網の充実を踏まえ、都市間交
流を活発化するとともに、交流促進の観点からの広域道路
ネットワークを推進する。

広域道路体系の計画的整備

#3 圏央道の開通に伴う高速道路網を活用し、沿線都市間の広域
連携等に対応した新たな産業誘致を推進する。

圏央道沿線における新たな産業誘
致

◆「機会」＋「弱み」　⇒　「弱点強化」

#8 高齢社会に対応した移動手段の必要性や、環境志向の高ま
り、バリアフリー環境の不足等に対応し、市内循環バス等の
拡充・再編を図る。

市内循環バス等の拡充・再編によ
る利用促進

◆「脅威」＋「強み」　⇒　「差別化戦略」

#15 地球温暖化の進行防止や、自然環境の保護に配慮し、地域
が有する豊かな水資源や自然環境を活かした環境負荷の少
ない都市構造の整備を図る。

環境負荷の少ない道路環境、公共
空間等の整備

◆「脅威」＋「弱み」　⇒　「問題回避」

#22 大規模震災や水害など自然災害の発生時に、公共施設の不
便地域などの避難困難を招かないよう、被害想定に対応した
避難・防災施設等の整備拡充を図る。

被害想定に基づく避難、救急医療
体制等の構築

#23 高齢社会が進展しつつあるなかで、誰もが安心して歩ける歩
行者環境が不足している状況にあるため、歩行者に優しい道
路整備を推進する。

コミュニティ道路の整備、無電柱化
等の推進

#24 高齢社会が進展しつつあるなかで、街なかで安心して利用で
きる歩行者環境を確保するため、地域事情に応じた自動車交
通抑制などの対策を図る。

高齢社会対応型コミュニティゾーン
の整備

#25 高齢社会が進展しつつあるなかで、市民のための憩いの場の
提供、さらには健康づくりにも資する自然豊かで快適な歩行者
ネットワークの構築を図る。

健康づくり歩行者ネットワークの整
備



 

 

 

 

 

第３グループ

環境共生の分野（公園・緑地、水・資源循環、都市景観など）

Ｓ１ 田園地帯における豊富な水資
源、生物多様性

Ｗ１ 自動車依存の生活様式、移動に
かかる環境負荷の大きさ

Ｓ２ 利根川の水辺空間利用が可能
（栗橋地区）

Ｗ２ 救急体制及び医療施設等に対す
る市民満足度の低さ

Ｓ３ 水田、緑が豊か（菖蒲地区） Ｗ３ 休耕地（吉羽地区　水に弱い）

Ｓ４ 地盤が良好（田として利用されて
いた箇所）

Ｗ４ 下水道整備が不十分

Ｓ５ 歴史建造物が多い（鷲宮神社の
御輿（鷲宮神楽）、菖蒲の神明神
社）

Ｗ５ 鷲宮神社の歴史的価値が平泉ほ
ど認められていない

Ｓ６ サイクリングロード（菖蒲地区） Ｗ６ 久喜市西部に大きな公園がない

Ｓ７ 生ゴミ（コンポスト）の利用が進め
られている

Ｗ７ 用水路の汚れ（きれいでなく利用
しにくい）

Ｓ８ Ｗ８ 街路樹（管理が杜撰、種類が貧
弱）

Ｗ９ 街路樹が植えられるような道路が
少ない

Ｗ10地域資源の管理問題（ラベンダー
畑の管理が悪くなった等）

Ｗ11産地直売ができる場所がない

Ｗ12公共交通手段の不足

Ｏ１ ＬＯＨＡＳ志向や環境にやさしいラ
イフスタイルの普及

Ｏ２ 健康志向への関心の高まり #1 自然体験や地域資源による交流
促進、環境保全(S1/O1)

#8 クリーンエネルギー自動車、自転
車利用の普及促進(W1 /O1)

Ｏ３ 自然エネルギー利用への志向 #2 社寺林の保全・管理促進のため
の行政支援（S3,5/O4）

#9 樹木が植えられ適切に管理され
た空間の整備（W9/O4)

Ｏ４ 自然環境志向（緑を望む声など） #3 市内にある豊かな自然（コスモ
ス・ラベンダー）のPR（S1/O4）

#10 既存の植物公園の整備
（W10/O5）

Ｏ５ 観光立国への取組み #4 各種植物の開花時期カレンダー
作成などによるPR（S1,5/O4 ）

#11 自転車などが停めておける場所
の整備（W1/O1）

Ｏ６ #5 新しい農作物（観光資源として）
の開発（S1/O5）

#12

Ｏ７ #6 市の様々な花や運動場などを集
めた核となる公園の整備
（S2,3 /O5）

#13

Ｏ８ #7 #14

Ｔ１ 自然災害の発生（大規模震災な
ど）

Ｔ２ 地球温暖化の進行、自然環境の
破壊

#15 水資源や生物モニタリング調査に
基づく保全活動(S1/T2)

#22 被害想定に基づく避難、救急医療
体制等の構築(W2/T1)

Ｔ３ 水害の恐れ（利根川などの水源） #16 農地の企業的な経営の推進
（S1/T5）

#23 メリハリのある緑の整備や管理
（W9/T8）

Ｔ４ 水害対策の遅れ（利根川の決壊
後の避難所がない）

#17 地産地消が推進されるような施設
（道の駅など）の整備（S1,3/T6）

#24

Ｔ５ 農業の存続が困難（農地保全が
困難）

#18 腐葉土やコンポストの推進
（S7/T9）

#25

Ｔ６ 国の減反政策の影響（作りすぎた
分は売上げに繋がらない）

#19 #26

Ｔ７ 電力不足への懸念 #20 #27

Ｔ８ 街路樹による道路の破壊 #21 #28

Ｔ９ 農薬の大量使用による汚染

（T）
脅
威

【差別化戦略】強みを生かして脅威に
対抗する

【問題回避】弱みと脅威が重なる最悪
の事態を回避する

　　　ＳＷＯＴ分析と取組提案表

　　　　（内部要因）
　　　　　■Ｓｔｒｅｎｇｔｈｓ＝強み
　　　　　■Ｗｅａｋｎｅｓｓ＝弱み

　　　　（外部要因）
　　　　　■Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ＝機会
　　　　　■Ｔｈｒｅａｔｓ＝脅威

（Ｓ）強み （W）弱み

（O）
機
会

【積極的攻勢】強みを武器にして機会を
最大限に生かす

【弱点強化】弱みによって機会を失わな
いように対策を打つ



環境共生の分野における基本方針

分類 基本方針 目指すべき成果 成果指標

◆「機会」＋「強み」　⇒　「積極的攻勢」

#1 田園地帯における豊富な水資源や生物多様性などを生かし、
環境にやさしいライフスタイルの普及を図りつつ、交流促進、
環境保全活動などを推進する。

田園地帯における環境保全活動の
支援

#2 市民の環境志向の高まりを踏まえ、地域の緑の資源を豊かに
していくため、歴史建造物等と調和した社寺林等の緑の保全・
管理を促進する。

社寺林の保全・管理を促進するた
めの行政支援

#3,4 豊富な水資源や生物の生息環境などを活用し、地域の特徴を
生かした憩いの拠点となる環境・空間の整備を推進する。

市内にある豊かな自然（コスモス・
ラベンダー）のPRと環境整備

#5 観光ニーズに対応した新たな農的観光資源の開発とともに、
田園地帯の広がりを活かした交流環境の整備を推進する。

農的観光資源の開発とそれらを活
用した観光交流施設の整備

#6 季節感豊かな様々な花や樹木にふれ、市民のスポーツニーズ
に応える施設が充実した地域の拠点となる公園の整備を推進
する。

地域の配置バランスに配慮した多
様な公園の整備

◆「機会」＋「弱み」　⇒　「弱点強化」

#8 移動にかかる環境負荷の大きさ等を踏まえ、環境にやさしいラ
イフスタイルを普及しつつ、環境対応型の自動車や、自転車の
利用を促進する。

クリーンエネルギー自動車の普及
（電気自動車の充電施設等の整
備）、自転車利用の促進

#9 地域の身近な緑を望む市民ニーズに応えつつ、緑豊かな道路
環境を充実させるため、樹木が適切に管理された街路樹等の
空間整備を推進する。

樹木が植えられ適切に管理された
道路空間の整備

#10 地域の既存の公園等を市民に身近な観光資源ととらえ、その
維持管理を徹底することにより魅力ある公園の整備に努める。

地域資源の管理問題（ラベンダー
畑の管理が悪くなった等）の改善

#11 自動車依存の生活様式を見直し、自転車利用に転換する環
境意識が高まりつつあることから、市内の主要箇所に自転車
等を停めておける場所の確保を図る。

駅前や主要公共施設等における自
転車駐輪場の整備充実

◆「脅威」＋「強み」　⇒　「差別化戦略」

#15 市内各所の豊かな水資源や、生物生息環境等を踏まえ、環
境保全の取組みを要する区域を設定し、必要な施設の整備及
び環境の改善等を図る。

水資源や生物モニタリング調査に
基づく保全活動等の支援

#16 田園地帯における豊富な農的資源を保全・継承していくため、
農業の存続が困難な農地における集約化や、農商工連携に
基づく企業的経営などを促進する。

農業・農地継承のための多様な経
営方策の導入、農商工連携の推進

#17 地域の農的資源を有効活用し、地域の食料自給率の向上を
図りつつ、地産地消が推進されるような滞留消費施設の整備
を推進する。

地産地消が推進されるような施設
（道の駅など）の整備

#18 市民に普及しつつある生ごみ堆肥化の取組みとともに、低農
薬等による環境保全型農業を促進し、食の安全と一体となっ
た農地の保全を図る。

コンポストによる生ごみ堆肥化と環
境保全型農業の連携

◆「脅威」＋「弱み」　⇒　「問題回避」

#22 防災や医療に対する市民の不安の大きさを踏まえ、自然災害
発生時の被害想定に基づく避難・救急医療体制の構築を図
る。

ハザードマップ等による避難情報の
普及、救急医療体制との連携強化

#23 緑の充足を必要とする道路が数多く存在することから、街路樹
の植栽が可能なゆとりある道路空間を確保するとともに、樹木
の計画的な維持管理に努める。

街路樹の設置水準の向上、維持管
理計画の充実

 


