資料３−２

行政刷新会議「新仕分け」の結果について
（内閣官房・内閣府本府等）

（単位：百万円）
対象事業

【復興】
1

東日本大震災を踏まえた国民運動推進
（東日本大震災復興特別会計）

【グリーン】
2

環境未来都市構想の推進
（一般会計及び東日本大震災復興特別会計）

事業概要

東日本大震災の教訓を踏まえると、「減災」の考え方に基づ
き、ハード・ソフトの施策を組み合わせた対策を進めること
が必要。特に、今後の首都直下型地震や南海トラフの巨大地
震を想定すると、単に、防災意識を高めるだけでなく、国民
一人ひとりが災害による被災状況をイメージし、正しい防
災・減災行動を具体的にとることにより、被害を最小限にお
さえることが必要である。このため、国民に対して自助、共
助による「減災」の重要性を訴えるとともに、国民が具体的
な行動（食料等の備蓄、家具の固定、避難方法の確認、訓練
への参加、耐震化等）を取るための全国的な国民運動を展開
する。

平成23年度中に選定した環境未来都市の11都市に対し、次の
事業を実施する。
・各環境未来都市が策定した計画に基づき取組を推進すると
ともに、各環境未来都市が創出する成功事例の国内外への普
及展開の加速化を図るために「環境未来都市」構想全体の普
及啓発を行う。
・選定した環境未来都市において、先端的な技術・サービス
を複合的に用いる等の先導的な取組についてモデル事業とし
て支援（1/2補助）するとともに、各環境未来都市が行う自
らの取組内容等に係る国内外への普及啓発事業への支援
（2/3補助）を行う。

25年度
要求額

評価結果

【評価結果】
これまで一般会計で行ってきた事業であることを踏まえ、事業の内容を十分精査した上
で、一般会計で実施することとし、復興特別会計事業としての予算計上は見送る。
【とりまとめコメント】
（復興）
一般論として、復興に取り組むことは大事であるし、広報啓発活動を行うということは
494
大事であるということを大前提として、「東日本大震災を踏まえた国民運動推進（全国
防災）」については、復興特別会計事業としての予算計上は見送ることとする。今まで
一般会計で行ってきた事業を復興特別会計で実施するという緊急性についての十分な説
得力のある説明がなかったこと、地方自治体においても同様の取組みを行っていること
を踏まえると、復興特別会計における計上は見送ることとしたい。

【評価結果】
一般会計分については、廃止とするが、それは既に指定されている環境未来都市の指定
を取り消すということではない。若干の財源を内閣府が持って他省庁に移し替える工夫
は
あってよいが、全体の調整は内閣府、予算の実施は各省庁という形で整理すること。
なお、東日本大震災復興特別会計分については、予算の中身をもっと精査して取り組む
こと。

（一般）
1,871
（復興）
2,400

【とりまとめコメント】
「環境未来都市」構想の推進については、一般会計分については「廃止」、東日本大
震災復興特別会計分については、被災地の方々の希望にもなっていることを踏まえて、
予算の中身をもっと精査して取り組むべき。
本当に必要な事業については、総合特区制度の活用も含め、先駆的取組を行う地域に
関係府省の予算が集中的に投入され、効率的・効果的に事業が実施されるように、内閣
府は総合調整や様々な司令塔的な機能に専念すべきである。
地域をフィールドとしたスマートコミュニティに関する各省の実証・補助事業につい
ては、環境未来都市先導的モデル事業、総合特区支援制度を含めて、関係する府省で十
分な連携・調整を行い、効率的な事業の運営を実施していただきたい。
環境未来都市について、一般会計分「廃止」という意味は、この予算を計上してのや
り方については認められないということで、既に指定されている環境未来都市の指定を
取り消すということではない。全体の調整を内閣府で、予算の実施は各省庁でという形
で、若干の財源を内閣府が持って、それを他省庁に移し替えるという工夫はあってよい
が、実施は各省庁でやってもらい、全体のコーディネートを内閣府がやるということで
整理していただきたい。

東日本大震災を踏まえた減災に向けた国民運動推進事業
要求額 ４．９億円【復興枠】

事業概要・目的
○災害による被害の軽減のためには、
国及び地方公共団体のみならず、個
人、家庭、企業、団体等が平常時か
ら防災を意識し、いざという時に減
災に向けた行動をとることができる
ようにすることが必要です。
○このため、個人、企業、団体等の
様々な主体が連携し、国の総力をあ
げて防災・減災に向けた新たな国民
運動の枠組みを作るとともに、東日
本大震災の発生日など防災に関連し
た記念日等の機会を活用し、国民各
層が身近なところから防災・減災の
行動を行うための普及・啓発活動を
行い、減災に向けた国民運動を展開
します。

事業イメージ・具体例
地区別、時期別（記念日別）、災害別、
訴求対象別に下記の取組を行います。
①国民に対する「意識調査」を実施し、
国民運動の課題を明確化します。ま
た、課題の解決に向け、有識者の知
見を活用するため、「推進会議」を
開催します。
②国民運動の「シンボルマーク」につ
いて、公募を行い、東日本大震災の
発災日に合わせて表彰を行います。
また、将来の国民運動を担う若者を
養成する観点から、「子ども防災サ
ミット」を開催します。
③季節ごとの災害、記念日にあわせ、
過去の災害情報を整理しコンテンツ
化するほか、新たに発生した災害等
に関する災害別の映像・特集記事等
を作成し、ネット上のテキスト広
告・ポータルサイト等を通じて、広
く国民に発信・対話を行います。
④スマートフォン向け広報を通じ、国
民が身近なところから「減災」の基
本的な知識に触れられるようにしま
す。
⑤記念日等の機会を活用して、広く新
聞、ラジオ等マスメディアを通じた
広報を行います。

期待される効果
・国民の防災・減災に関する意識を高めます。
・減災について国民が身近に感じられるようにします。
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䠘⿕⅏ᆅᇦ䠚
䛆㻌ᒾᡭ┴⯪Ώᕷ䚸㝣๓㧗⏣ᕷ䚸ఫ⏣⏫➼
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛇㻌 Ẽᗈᇦ⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ

䛆ᒾᡭ┴㔩▼ᕷ䛇㻌 㔩▼ᕷ⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷᵓ㻌

䞉⎔ቃ㜵⅏ᮍ᮶㒔ᕷ䛸䛧䛶⯆䛧䚸ᮾᆅ᪉䛾⯆䜎䛱䛵䛟䜚䛾䝰䝕䝹䛛䛴
㻌 ᑠつᶍ㒔ᕷ䛾ୡ⏺䝰䝕䝹䛸䛺䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩
䞉ୡ⏺ึ䛾ᆅᇦศᩓᆺ㟁䝅䝇䝔䝮䝯䜺䝋䞊䝷䞊Ⓨ㟁ᡤ䛾タ⨨᥎㐍
䞉ከᴟศᩓᆺ䠄䝫䝸䝉䞁䝖䝸䝑䜽䠅䛾ᆅᇦ䛵䛟䜚䛾᥎㐍

䞉䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᆅ⏘ᆅᾘ䚸ከᵝ䛺䜶䝛䝹䜼䞊䜢ά䛛䛧䛯⏘ᴗฟ➼䜢㏻䛨
㻌 䛯䛂పⅣ⣲䞉┬䜶䝛䞉┬㈨※䛻䜘䜛ᚠ⎔ᆺ♫䛛䜎䛔䛧䛃䛾ᐇ⌧
䞉㧗㱋⪅䛜䡞⏕䛝䛜䛔䡟䜢ᣢ䛶䜛䜎䛱䛵䛟䜚䛾᥎㐍➼䜢㏻䛨䛯䛂⏘ᴗ⚟♴㒔ᕷ
㻌 䛛䜎䛔䛧䛃䛾ᵓ⠏

䛆ᐑᇛ┴ᒾᕷ䛇㻌 ឡ䛸ᕼᮃ䛾⯆

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛛䜙䛾⯆

䛆ᐑᇛ┴ᮾᯇᓥᕷ䛇 䡚䛒䛾᪥䜢ᛀ䜜䛪㻌 䛸䜒䛻ᮍ᮶䜈㻌 ᮾᯇᓥ୍᪂䡚

䞉㟈⅏䛜䜜䛝䜢ά⏝䛧䛯༓ᖺᕼᮃ䛾ୣ䛾㐀ᡂ䛻䜘䜛⮬↛⎔ቃ䛸䛾ㄪ
䞉䝯䜺䝋䞊䝷䞊ᴗ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䝇䝬䞊䝖䜾䝸䝑䝗䛾ྲྀ⤌
䞉་⒪䜽䝷䜴䝗䜢⏝䛧䛯ᗣ⟶⌮䜔་⒪㐃ᦠ䚸㧗ᗘ་⒪ᢏ⾡䛾◊✲䞉㛤Ⓨ
㻌 ᣐⅬ䛾ᩚഛ

䞉䝃䝇䝔䝘䝤䝹䛺ᡂ㛗ຊ䛸Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺⏕ά㒔ᕷ䜢┠ᣦ䛩䚹
䞉⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛻䜘䜛⮬❧ศᩓᆺ㟁※䛾ᵓ⠏䚸ᘓ⠏≀䛾పⅣ⣲䚸
㻌 䠡䠲䛾ᬑཬ
䞉䠟䠝䠯䠞䠡䠡ᗣ䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖䜢ά⏝䛧䛯ᗣఫᏯ䛾᥎㐍

䛆⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷ䛇㻌 ḟୡ௦䛻⧅䛠ᚠ⎔ᆺ㒔ᕷ㻌 ༡┦㤿

䛆⚟ᓥ┴᪂ᆅ⏫䛇

䞉⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾㔞ᑟධ䛸㟁ຊᾘ㈝䛾䝇䝬䞊䝖䛻䜘䜛䛂䜶䝛䝹
㻌 䜼䞊ᚠ⎔䛃
䞉」ᩘୡ௦䛜ྠ䛨ඹྠయ䛻ᬽ䜙䛩䛣䛸䛻䜘䜛䛂ୡ௦ᚠ⎔䛃
䞉୍ḟ⏘ᴗ䜢᰾䛸䛧䛶䚸ຍᕤ䚸ὶ㏻⤒㊰䜒⊂⮬䛻☜ಖ䛩䜛䛂ᚠ⎔ᆺᆅᇦ⏘ᴗ䛃

䞉ኴ㝧ගつᶍⓎ㟁䜔⏫᭷ᯘ䛸ⅆຊⓎ㟁ᡤ䜢ά⏝䛧䛯䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᆅ⏘
㻌 ᆅᾘ䛸Ⓨ㟁䝡䝆䝛䝇䛾ᒎ㛤
䞉ICT䜢ά⏝䛧䛯ሗ㏻ಙ䜲䞁䝣䝷䛾ᵓ⠏䜔බඹ㏻䜲䞁䝣䝷䛾ᩚഛ
䞉ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ά⏝

䛂䜔䛳䜁䜚᪂ᆅ䛜䛔䛔䛽䛃
䡚⎔ቃ䛸ᬽ䜙䛧䛾ᮍ᮶䠄ᕼᮃ䠅䛜ぢ䛘䜛䜎䛱䡚

ࠕ⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷࠖᵓࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌
22ᖺᗘ

23ᖺᗘ

24ᖺᗘ

9᭶1᪥~9᭶30᪥
䠄⿕⅏ᆅ䛿10᭶
බເ
25᪥⥾ษ䠅

䝁䞁䝉䝥䝖㻌
䛾᳨ウ㻌

䝸䜸䠇20
6᭶20~22᪥

㑅ᐃ
䝥䝻䝉䝇

3᭶8᪥
8᪥

5᭶9᪥
5᭶9

10᭶1᪥
0᭶1᪥

䜰䜲䝕䜰
㻔ᥦ㻕ເ㞟㻌

ྲྀ⤌䛾ᐇ
㑅ᐃ
㑅
12᭶22᪥
⌧ᆅᨭ
3᭶㡭

⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷホ౯࣭ㄪᰝ᳨ウࡼࡿホ౯ࡢయไ㻌
䕿㑅ᐃᇶ‽䛾᳨ウ䚸ᥦ䛾ホ౯ཬ䜃㑅ᐃᚋ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥➼䛻㛵䛩䜛㡯䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䞉᳨ウ䜢⾜䛖䚹

⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷホ౯䞉ㄪᰝ᳨ウ䠄యホ౯䠅
䖂䠖ᗙ㛗

⛅ᒣ ᘯᏊ
▼⏣ ᮾ⏕
⇃⏤⣖Ꮚ
ዟᒣ Ύ⾜
᯽ᮌ Ꮥኵ
㯮ᕝ
Ύ
ᑠᐑᒣ ᏹ
㔜ᕝᕼᚿ౫
ᇛᒣ ⱥ᫂
➉ࣨཎၨ
⏣ᇛ
୰
௰ᲄ
⸨⏣
⸨㔝
۔ᮧୖ
ᮧᮌ
᳃ཱྀ
ὸ

Ꮥ㞝
᳨⿱
ுᏊ
ኊ
⣧୍
࿘୕
⨾㈗
♸୍


➨2ᅇᅜ㝿䝣䜷䞊䝷䝮
2᭶16᪥䠜ୗᕝ⏫

1᭶18᪥
⥲⌮㑅ᐃドᤵᘧ
⥲

ᅜෆ䝣䜷䞊䝷䝮
䠄ᅜ䠓⟠ᡤ䛷㛤ദ䠅

᪂ᡂ㛗ᡓ␎
㛶㆟Ỵᐃ
6᭶18᪥

ᅜ㝿䝣䜷䞊䝷䝮
2᭶21᪥

ᮾிᏛ㧗㱋♫⥲ྜ◊✲ᶵᵓ≉௵ᩍᤵ
⟃ἼᏛᏛ㝔ࢩࢫࢸ࣒ሗᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
ᅜ㝿་⒪⚟♴ᏛᏛ㝔ᩍᤵ
ᰴᘧ♫.(12.8<$0$'(6,*1௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
ᮾிᕤᴗᏛ⥲ྜ◊✲㝔ᩍᤵ
ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫ࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣇ࢙࣮ࣟ
ᰴᘧ♫୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤ⌮㛗
ᐩኈᖖⴥᏛᏛ㝔⎔ቃ㜵⅏◊✲⛉ᩍᤵ
ᮾிᏛᏛ㝔ἲᏛᨻᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
ᰴᘧ♫᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜⎔ቃ࣭&65㒊㛗
㡰ኳᇽᏛࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㒊ᗣᏛ⛉ᩍᤵ
ᮾிᕤᴗᏛᏛ㝔♫⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
᪩✄⏣ᏛᏛ㝔ࣇࢼࣥࢫ◊✲⛉㠀ᖖㅮᖌ
ᮾὒᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉≉௵ᩍᤵ
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ௵◊✲ဨ
⊂❧⾜ᨻἲேᘓ⠏◊✲ᡤ⌮㛗
༓ⴥᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
ᮾிᏛᏛ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉ᩍᤵ
᪥ྜྷ⏫᳃ᯘ⤌ྜ⌮වཧ

⌧ᆅᨭ
7᭶~9᭶㡭

㐍ᤖ
ホ౯

⌧ᆅᨭ
11᭶~1᭶㡭

⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ᥎㐍࣮࣎ࢻࡼࡿ㑅ᐃ㒔ᕷࡢᨭయไ
䕿ィ⏬䛾⟇ᐃཬ䜃ᴗ䛾ᐇ䛻䛚䛡䜛ᨭ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸ྛ㑅ᐃ㒔ᕷẖ䛾ᢸᙜ䝏䞊䝮䜢タᐃ䛧ᨭ䜢ᐇ䚹

⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ᥎㐍䝪䞊䝗
⎔ ቃ

ᮧୖ ࿘୕
⸨⏣ ኊ

⊂❧⾜ᨻἲேᘓ⠏◊✲ᡤ⌮㛗
ᮾὒᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉≉௵ᩍᤵ

♫ 

⛅ᒣ ᘯᏊ

ᮾிᏛ㧗㱋♫⥲ྜ◊✲ᶵᵓ≉௵ᩍᤵ

䝬䝛䝆
䝯䞁䝖

ᇛᒣ ⱥ᫂
ᮾிᏛᏛ㝔ἲᏛᨻᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
䝬䜲䜿䝹䞉䜸䞊䜶䞁 㼁㻸㻵䝆䝱䝟䞁 䜶䜾䝊䜾䝔䜱䝤䝕䜱䝺䜽䝍䞊

⏬䞉❧

⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ᥎㐍䝪䞊䝗ᐇ᥎㐍㆟
ᮧୖ ࿘୕
⸨⏣ ኊ
⸨㔝 ⣧୍
᯽ᮌ Ꮥኵ

⊂❧⾜ᨻἲேᘓ⠏◊✲ᡤ⌮㛗
ᮾὒᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉≉௵ᩍᤵ
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ௵◊✲ဨ
ᮾிᕤᴗᏛ⥲ྜ◊✲㝔ᩍᤵ

㜵⅏

㔜ᕝᕼᚿ౫

ᐩኈᖖⴥᏛᏛ㝔⎔ቃ㜵⅏◊✲⛉ᩍᤵ

㧗㱋

⛅ᒣ ᘯᏊ

ᮾிᏛ㧗㱋♫⥲ྜ◊✲ᶵᵓ≉௵ᩍᤵ

་⒪

⏣ᇛ Ꮥ㞝
ᫍ ᪦

㡰ኳᇽᏛ䝇䝫䞊䝒ᗣ⛉Ꮫ㒊ᗣᏛ⛉ᩍᤵ
㤳㒔Ꮫᮾி㒔ᕷ⎔ቃᏛ㒊ᩍᤵ

䝁䝭䝳䝙
䝔䜱

ᑠἨ ⚽ᶞ

ᮾிᏛᏛ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉ᩍᤵ

䝬䝛䝆
䝯䞁䝖

ᇛᒣ ⱥ᫂
䝬䜲䜿䝹䞉䜸䞊䜶䞁
➉䞄ཎ ၨ
௰ᲄ ுᏊ

ᮾிᏛᏛ㝔ἲᏛᨻᏛ◊✲⛉ᩍᤵ
ULI䝆䝱䝟䞁 䜶䜾䝊䜾䝔䜱䝤䝕䜱䝺䜽䝍䞊
ᰴᘧ♫᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜⎔ቃ䞉CSR㒊㛗
᪩✄⏣ᏛᏛ㝔䝣䜯䜲䝘䞁䝇◊✲⛉ᣍ⪸ㅮᖌ

⎔ ቃ

ᐇື

᪂ᡂ㛗ᡓ␎䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ䠒᭶㻝㻤᪥㛶㆟Ỵᐃ䠅㻌 䠄ᢒ䠅
䛀㻞㻝ୡ⣖䛾᪥ᮏ䛾ά䛻ྥ䛡䛯㻞㻝䛾ᅜᐙᡓ␎䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛁㻌
㻌

ᙉ䜏䜢ά䛛䛩ᡂ㛗ศ㔝㻌
㻌

䊠䠊䜾䝸䞊䞁䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛚䛡䜛ᅜᐙᡓ␎䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌
㻌

䠎䠊䛂⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ䛃ᵓ㻌 㻌
㻌

㻌 ᮍ᮶䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡䚸⤌䜏䚸䝃䞊䝡䝇䚸䜎䛱䛵䛟䜚䛷ୡ⏺䝖䝑䝥䜽䝷䝇䛾ᡂຌ䜢⏕䜏ฟ䛧䚸ᅜෆ

እ䜈䛾ᬑཬᒎ㛤䜢ᅗ䜛䛂⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ䛃䜢タ䛩䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸ෆእ䛻䜜䜛䛂⥳㇏䛛䛺䚸ே䛾
䜒䜚䛾ឤ䛨䜙䜜䜛䛃䜎䛱䛵䛟䜚䛾䜒䛸䛷䚸䛂ᴗᛶ䚸䛾㒔ᕷ䜈䛾Ἴཬຠᯝ䛃䜢༑ศ䛻຺䛧䚸䝇䝬䞊䝖䜾
䝸䝑䝗䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䚸ḟୡ௦⮬ື㌴䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯㒔ᕷ䛾䜶䝛䝹䜼䞊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮
䛾ᵓ⠏䚸ᴗ⦅䜔㛵㐃⏘ᴗ䛾⫱ᡂ䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾⥲ྜⓗ䛺⏝ᣑ➼䛾⟇䜢䚸⎔ቃ
䝰䝕䝹㒔ᕷ➼䛛䜙ཝ㑅䛥䜜䛯ᡓ␎ⓗ㒔ᕷ䞉ᆅᇦ䛻㞟୰ᢞධ䛩䜛䚹㻌

᪥ᮏ⏕ᡓ␎䠄ᖹᡂ24ᖺ7᭶28᪥㛶㆟Ỵᐃ䠅䠄ᢒ䠅
ϫ䠊᪥ᮏ⏕䛾䛯䜑䛾ලయ⟇
㻌 䠎䠊䛂ඹ䛾ᅜ䛃䜈䛾ලయⓗ䛺ྲྀ⤌ 䡚11 䛾ᡂ㛗ᡓ␎䛸38 䛾㔜Ⅼ⟇䡚
㻌 㻌 䐡ᣢ⥆ྍ⬟䛷άຊ䛒䜛ᅜᅵ䞉ᆅᇦ䛾ᙧᡂ
䠄㔜Ⅼ⟇䠖άᛶ䛾✺◚ཱྀ䛸䛺䜛⥲ྜ≉༊䚸⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ➼䛾ά⏝䚸䛂᪂䛧䛔බඹ䛃䛾ά
ືಁ㐍䠅
䠘୰␎䠚
㻌 䛂⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ䛃ᵓ᥎㐍䛾䛯䜑䛾ㅖ⟇䛾㞟୰ᐇ䛻䜘䜚䚸ᮍ᮶䛻ྥ䛡䛯ᢏ⾡䚸⤌䜏䚸
䝃䞊䝡䝇䚸䜎䛱䛵䛟䜚䛷䛾ୡ⏺䝖䝑䝥䜽䝷䝇䛾ᡂຌ䜢ฟ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅜෆእ䜈䛾ᬑཬ
ᒎ㛤䜢ᅗ䜛䚹

