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本研究は「３.１１東日本大震災」が起きた際、人びとに避難を促す緊急情報はどのように
発せられ、放送などのメディアはそれをいかに伝え、はたして所期の目論みどおり機能した
のか、さらに、数日・1 ヶ月・1 年余後に、津波被災者・原発事故避難者の情報ニーズに応え
られたのかなどについて、出し手・受け手双方から調べ、きわめて巨大かつ広域な未曽有の
複合災害初期における情報の伝達・受容実態を記録、検証し、今後の課題や教訓を見出すこ
とを目的とした。
被災者と支援者らの協力によりアンケート調査などを実施した地域の現地写真を示す。

図 1 岩手県釜石市魚河岸付近の惨状（2011.5.4 撮影）

図 2 岩手県大船渡市中心部の惨状（2011. 3.14 アジア航測(株)撮影）
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図 3 岩手県陸前高田市高田松原付近の惨状（2011.5.4 撮影）

図 4 宮城県気仙沼市 JR 南三陸駅周辺の惨状（2011.7.9 撮影）
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図 5 宮城県南三陸町志津川の町防災対策庁舎の惨状（2011.7.9 撮影）

図 6 宮城県南三陸町ベイサイドアリーナ広場で行われた AKB48 高城亜樹・仲谷明香・板野友美・横山由依、
SKE48 松井珠理奈、NMB48 山田菜々による慰問ミニライブ（2011.7.9 撮影）
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図 7 宮城県仙台市若林区から名取市閖上付近の惨状（2011. 3.14 アジア航測(株)撮影）

図 8 宮城県岩沼市・亘理町・山元町周辺の惨状（2011. 3.14 アジア航測(株)撮影）
※ アジア航測株式会社 災害関連情報一覧
「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」災害状況（2011 年 3 月 11 日）
http://www.ajiko.co.jp/article/detail/ID4TC20KNZL/
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2011 年東日本大震災発生初期において住民の命を救い、支えた“情報”について、出し手
側と受け手側から追跡調査した。具体的には、地震発生直後における、自治体の防災行政無
線や、放送、通信などによる緊急情報伝達の実態把握と、それが住民の避難行動に円滑につ
ながったのかどうか、さらに、数日・1 ヶ月・1 年余後における津波被災者・原発事故避難者
の情報ニーズに対して応えられたのかなどについて、放送当事者や自治体担当者へのヒアリ
ング、テレビ・ラジオの録画・録音分析、避難生活を送られている被災者へのアンケート調
査などで複眼的に把握しようと試みた。研究の全体像を図 9 に示す。
出し手側の調査は、宮城県下のコミュニティラジオ 4 局、県域ラジオ 2 局、東京の NHK ラ
ジオセンター、NHK 仙台放送局、および岩手県大船渡市役所防災管理室でヒアリングを行っ
た。また、地震発生から約 3 時間の首都圏で放送された NTV、TBS、 NHK3 局のテレビ番組
録画などを分析した。
次に受け手側の調査は、住民アンケートとし、①津波に襲われた三陸沿岸 3 市（257 回収）
＋共同研究者の類似調査である日大・東洋大実施 5 市町（642 回収）、②原発事故に見舞われ
た福島県南相馬市（20 回収）で実施した。なお次年度、新潟への原発事故広域避難者を対象
に同種調査を行った。（→ http://www.jasdis.gr.jp/_userdata/06chousa/dttv/dttv5_report.pdf）
一方、出し手と受け手が交錯するネットメディアに関しては、阪神・淡路大震災の頃から
格段に進展をみせ、災害情報連絡における新たな役割を担った。原発事故では既存メディア
を凌ぐほどに活用されたが、ネットメディアの調査については日本災害情報学会が追って設
置した研究会・調査団に委ねた。
（→ http://www.jasdis.gr.jp/_userdata/05sympo/120128.pdf）
現地調査 ┬ 出し手調査
資料調査 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└ 受け手調査
（アンケート）

┬ 放送（ヒアリング）
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├ 放送（視聴）
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└ 地方自治体（ヒアリング）

┬ コミュニティFM
│
│
│
│
├ ラジオ
│
│
│
└ テレビ

― ｆｍいずみ
FMたいはく
FMベイエリア
南三陸臨時災害エフエム

┬ テレビ（東京）
│
│
│
├ 地デジデータ放送
│
│
└ ラジオ

― NHK
NTV
TBS

― 大船渡市役所

※「避難研」連携（沿岸自治体アンケート）

┬ 三陸沿岸津波災害
│
│
│
│
└ 福島原発事故＆津波災害

― 釜石市
大船渡市
気仙沼市
陸前高田市ほか

※東洋大学・日本大学連携（類似アンケート）

― 南相馬市

図 9 本調査研究の全体像
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― TBCラジオ
エフエム仙台
NHKラジオ（東京）
― NHK仙台

― 宮城県下テレビ全局
岩手県下テレビ全局
― NHK
TBC

結

果

１. 資料調査
１.１. 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）の概要
１.１.１. 平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震
東北地方太平洋沖地震は、2011 年 3 月 11 日（金）14 時 46 分頃、三陸沖から茨城県沖にか
けての太平洋底で発生した、本邦観測史上最大
のモーメントマグニチュード(Mw)9.0 の海溝
型地震だった。この超巨大地震は、太平洋プレ
ートと北米プレートとの境界、日本海溝に沿う
南北約 450 キロメートル、東西約 200 キロメー
トルにわたる領域で断層破壊が生じた。断層の
ずれで、牡鹿半島地点では約 5.3 メートル東側
に伸び、約 1.2 メートル下側に沈んだ。海底で
はさらに大きな地殻変動が起き、それにより巨
大な津波が発生した。津波の最大浸水高さは、
「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グルー
プ」による図 1.1 のとおり、三陸沿岸で 15～25
メートル、石巻平野以南で 10 メートル前後（福
島県沿岸で高め）
、浸水面積は 561 平方キロメ
ートルに及んだ（国土地理院）
。この地震で、
宮城県栗原市では震度 7 が観測され、震度 6
強は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県下に

図 1.1 東北地方太平洋沖地震 津波の観測状況

広がり（図 1.2）
、強い揺れによる被害が生じ
たほか、北海道から千葉県にかけての太平洋
沿岸各地に高い津波が押し寄せ、東日本一帯
に甚大な被害をもたらした。この地震と津波
が引き起こした災害が「東日本大震災」だ。
１.１.２. 被害状況
東日本大震災の主な被害状況（警察庁、2013
年 11 月 8 日発表）を表 1.1 に示す。数字には
一連の余震被害、および未確認情報を含み、
震災関連死を含まない。死者数は 15,883 人、
死因の 9 割以上は津波に起因する溺死だった。
犠牲者の半数以上は 65 歳以上の高齢者で、年
齢別人口構成比からみても明らかに高齢者の
被災割合が多かった。
図 1.2 東北地方太平洋沖地震震度分布（気象庁）
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三陸沿岸では、過去 115 年間だけでも、明
治三陸地震、昭和三陸地震、チリ地震など大
きな津波災害を繰り返してきており、これら
を比較すると表 1.2 となる。国内で犠牲者の
出た津波は 1993 年北海道南西沖地震の 202 名
が最後で、今回の人的被害がいかに大きかっ
たかがわかる。
物的被害は、被害額の推計（内閣府 2012 年
6 月 24 日発表）で、建築物等約 10 兆 4 千億
円、ライフライン施設約 1 兆 3 千億円、社会
基盤施設約 2 兆 2 千億円、農林水産関係約 1
兆 9 千億円、
その他約 1 兆 1 千億円、
計約 16 兆 9 千億円とされ、阪神・淡
路大震災の約 9 兆 6 千億円を大きく
上回った。復興予算も 5 年で 20 兆円
を超えると推計された。

表 1.1 都道県別被害（死者･行方不明者･全壊）
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
東京都
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
合計

死者(名) 行方不明者(名) 全壊建物(戸)
1
0
0
3
1
308
4,673
1,144
18,460
9,537
1,296
82,903
2
0
0
1,606
207
21,204
7
0
15
24
1
2,626
4
0
261
1
0
0
0
0
24
21
2
801
4
0
0
15,883

2,651

126,602

表 1.2 過去の三陸沿岸地震津波との比較（未確認数値含む）
地 震
東日本太平洋沖地震
明治三陸地震
昭和三陸地震
1960 年チリ地震

発生年月日
2011 年 3 月 11 日
1896 年 6 月 15 日
1933 年 3 月 3 日
1960 年 5 月 24 日

死者・行方不明者
18,534 名
21,959 名
3,064 名
142 名

また、東京電力福島第一原子力発電所では、地震と津波によって国際原子力事象評価尺度
レベル 7 の深刻な過酷事故が発生し、周辺地域で生活していた多数の住民が屋内退避や警戒
区域外への避難を余儀なくされた（図 1.3）
。その後、除染作業などが実施され、時間ととも
に避難指示区域等は徐々に狭まってきているものの、いまもってふるさとへの帰還ができず
にいる避難者は約 15 万人（県民の 7.5％）に
及んでいて、将来にわたる健康や経済上の問
題を少なからず抱えている。
なお余談だが、原発事故を受けて政府や電
力会社に対して市民レベルの抗議活動が続
き、国内では近年例を見ない規模のデモへと
発展した。この運動が広がった要因のひとつ
に、SNS のリツイートなど新たなネットメデ
ィアの普及があったといわれている。
１.２. 気象庁の警報
１.２.１. 緊急地震速報
気象庁の緊急地震速報の予報第 1 報は、地
震発生 22 秒後に P 波の初期微動を検知し、5
秒後に予測震度 1 が自動で発せられた（表
1.3）
。一般向け緊急地震速報（警報）は、地
震発生 31 秒後の第 4 報で最大震度 5 弱が予
測され、
予測震度 3 以上となった宮城、岩手、

図 1.3 福島第一原子力発電所周辺の規制状況
（経済産業省、2013 年 8 月 7 日時点）

-7-

秋田、山形、福島の 5 県に出された。仙台市中心部では、この警報を発表してから主要動（S
波）が到達するまでに 15 秒以上の猶予があった（図 1.4）。結果的には、過小な予測震度と対
象エリアだったため、伝達範囲を予測震度 4 以上などと設定している民放のテレビやラジオ、
携帯電話のエリアメールなどでの警報伝達は控えめだった。NHK テレビの場合、14 時 47 分
直前に独特のチャイム音とともに全国に向け一斉放送された。
表 1.3 東北地方太平洋沖地震の緊急地震速報（気象庁）
時 刻
経過時間（秒） 最大予測震度
予測震度 4 以上エリア
0
14：46‘18.1“
22.1“
14：46‘40.2“
27.5“ 1 程度以上
14：46‘45.6“
30.7“ 5 弱程度
14：46‘48.8“
宮城県中部、宮城県北部、岩手県
沿岸南部、岩手県内陸南部、岩手
県沿岸北部、宮城県南部、福島県
浜通り、福島県中通り
14：48‘25.2“
127.１“ 6 弱程度
宮城県中部、宮城県北部、岩手県
沿岸南部、岩手県内陸南部、岩手
県沿岸北部、宮城県南部、福島県
浜通り、福島県中通り、山形県最
上、岩手県内陸北部、山形県村
山、秋田県内陸南部、茨城県北部

地震発生
地震波検知
第1報
第 4 報 緊急地震速報（警報）

第 14 報 震度 6 弱を初予想

一般向けの緊急地震速報（警報）の
内容・発表条件
１．一般向けの緊急地震速報（警報）
を発表する条件

◎

・ 地震波が 2 点以上の地震観測点で観
測され、最大震度が 5 弱以上と予測され
た場合

２．一般向けの緊急地震速報（警報）
の内容
・ 地震の発生時刻、発生場所（震源）の
推定値、地震発生場所の震央地名
・ 強い揺れ（震度 5 弱以上）が予測され
る地域及び震度 4 が予測される地域名
◎

◎

図 1.4 緊急地震速報（警報）発表後
主要動到達までの時間（秒）
（気象庁）

１.２.２. 津波警報・注意報
気象庁の津波警報・注意報は、地震発生直後に発せられた第 1 報から、ほぼ全国にまで対
象を広げた当日 16 時 8 分の第 4 報、その後、翌日から翌々日夕方にかけて、警報⇒注意報⇒
解除という流れだった（表 1.4）
。

-8-

第 1 報は、地震発生から 3 分以内に出された。当時の震源位置と気象庁マグニチュード
(Mj)7.9 の規模推定から導かれた津波警報（大津波）は、岩手、宮城、福島の 3 県に対して、
予想津波高さがそれぞれ 3、6、3 メートルだった。第 2 報は、地震発生から 28 分後、早いと
ころではすでに津波の浸水が始まりかけていた頃に、青森～千葉県の太平洋沿岸に、北の県
からそれぞれ 3、6、10、6、4、3 メートルの高さの大津波警報が出された。三陸沖合にある
津波計観測データがこの更新のトリガーとなった模様だが、当時はダイレクトに予想に反映
されるシステムにはなっていなかった。第 3 報は、地震発生から 44 分後、テレビの巨大津波
襲来ライブ映像を後追いするかのように、北海道太平洋沿岸に 3～6 メートル、青森県太平洋
沿岸に 8 メートル、
岩手～千葉県の太平洋沿岸に 10 メートル、
伊豆諸島に 4 メートルだった。
この第 3 報と同等規模の津波警報等が、もし地震発生から 10～15 分後以内に発表され、住民
まできちんと届き、かつ真に受けて動いてもらえていたならば、犠牲者数はもっと抑えられ
たかもしれない。この辺りについて気象庁が整理したのが図 1.5 だ。
そして、津波警報や注意報はなかなか解除されず、捜索・救助・救援活動などに少なから
ず影響を与えた。繰り返し潮位変動が続き、大きな余震も続発し、現地観測データが途絶え、
堤防損壊や地盤沈下なども生じていたのだからやむを得ない。前年のチリ地震津波の際、気
象庁は会見で、津波の予測が過大であったとして警報・注意報が長引いたことについて謝罪
したが、この辺りの予測や判断は技術的に改善の余地があるというのが現状だろう。

図 1.5 3.11 津波警報・情報発表の流れと課題
（気象庁 「津波警報の発表基準等と情報文のあり方に関する検討会」第 1 回資料）
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表 1.4 津波警報等の発表状況の推移（気象庁 平成 23 年 3 月 地震・火山月報（防災編）から抜粋）
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慶應義塾大学の吉川肇子教授は、
「東日本大震災において、広域に大津波警報や注意報が出
されたのにもかかわらず、避難率が低かったことが指摘されている。災害時に避難率が低い
のはよく見られる現象だが、この場合、前年 2 月 27 日に発生したチリ地震による津波につい
て気象庁の発表した情報が影響した可能性が指摘されている。
『危機管理は大げさなくらいで
ちょうどいい』と合理化する人もいるが、コミュニケーションに関しては、むしろ逆効果に
なることが多い。誤報効果（オオカミ少年効果）の研究からは、予知情報や警報が空振りに
終わった場合､情報に対する人びとの信頼感が低下し､次の警報が無視されがちになることが
明らかになっている」と指摘した。
2 日前の 11 時 45 分にも前震があり、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県に津波注
意報が出され、最大数十センチの津波が発生していた。
１.３. 行政の避難情報
１.３.１. 地方自治体の避難勧告・指示
津波に対する避難情報は、三

表 1.5 主な基礎自治体の津波に関する避難勧告・指示
県

陸沿岸部など多くの基礎自治
体で、津波警報等と連動して 14

岩手県

時 49 分に避難指示が出された
（表 1.5）。そして、地震発生か

宮城県

ら 5～10 分で、住民に向けて避
難が呼びかけられた。その後、
役場庁舎が被災したり、伝達手

福島県

市町
釜石市
大船渡市
陸前高田市
南三陸町
仙台市
名取市
山元町
南相馬市
いわき市

避難勧告・指示発表
14：49
14：49
14：49
14：49
14：49
14：49（現場の判断）
14：52（確認時刻）
14：55
14：51

対象エリア
沿岸部全域
市内全域
沿岸部
？
津波警戒区域
閖上地区/下増田地区
？
市内全域（避難勧告）
沿岸部

段を失った自治体もあるが、気象庁の津波警報・注意報との基準連動は地域防災計画書に概
ね定められていて、避難勧告への切り替えや解除についても同様だった。
また、県の災害対策本部は、震度 5 強以上の揺れがあった青森、岩手、宮城、福島、千葉
などで、14 時 46 分に設置された。
１.３.２. 政府の緊急対応
政府の主な初動対応を表 1.6 に示す。
政府は、発災直後に官邸対策室を設置するとともに、関係省庁からなる緊急参集チームを
招集した。そして、①被害情報の収集に万全を期すこと、②人命救助を第一義として、住民
の避難、被災者の救援救助活動に全力を尽くすこと、③被害の状況に応じ、緊急消防援助隊、
警察広域緊急援助隊、自衛隊の災害派遣部隊、海上保安庁の部隊、災害派遣医療チーム（DMAT）
等による被災地への広域応援を行い、被災者の救援、救助をはじめとする災害応急対策に万
全を期すことなどが、確認事項として決定された。同日 15 時 14 分には、災害対策基本法に
基づき、同法制定以来初めて緊急災害対策本部（本部長：内閣総理大臣）が設置され、第 1
回の対策本部会議で「災害応急対策に関する基本方針」が決定された。さらに、夕刻からは、
原子力災害対策本部会議が開催され、未曽有の大震災対応に加え、福島原発事故が重くのし
かかってきた（図 1.6）。
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表 1.6 政府の主な初動対応（消防庁 2012 年 3 月 13 日発表）
日

3
月
11
日

時
14 時 50 分
15 時 14 分
15 時 37 分
15 時 38 分
16 時過ぎ
17 時 05 分
17 時 08 分
18 時 00 分
18 時 08 分
19 時 03 分
19 時 23 分

21 時 23 分

3
月
12
日

5 時 30 分
6 時 00 分
8 時 30 分
7 時 45 分
9 時 15 分
11 時 36 分
21 時 40 分

主
な
初
動
対
応
官邸対策室設置、緊急参集チーム招集
緊急災害対策本部設置
第 1 回緊急災害対策本部会議開催
関係閣僚会議開始
第 2 回緊急災害対策本部会議開催
原子力災害対策本部設置
総務大臣から宮城県知事、福島県知事、茨城県知事及び岩手県知事に順次電話連絡により状況確認等を実施
宮城県に政府調査団の派遣を決定
総務大臣から青森県知事に電話連絡により状況確認等を実施
第 1 回原子力災害対策本部会議開催
第 3 回緊急災害対策本部会議開催
総理大臣により福島第一原子力発電所半径 3 ㎞以内に避難指示、半径 3km～10km 以内に屋内待避指示
→3 月 12 日 5 時 45 分頃 福島第一原子力発電所半径 10km 以内に避難指示
→10 時 50 分現在避難対象者の 6 割が避難完了
→18 時 25 分総理大臣により福島第一原子力発電所半径 20km に避難指示
→双葉地方広域市町村圏組合消防本部が 8km 圏内にあるため 20km 圏外の川内出張所へ移動（以後、川内出
張所が本部機能を担う）
福島県及び岩手県に政府調査団の派遣を決定
宮城県に緊急災害現地対策本部を設置
第 4 回緊急災害対策本部会議開催
総理大臣により福島第二原子力発電所半径 3km 以内に避難指示、半径 3km～10km 以内に屋内待避指示
→9 時 50 分現在半径 3km 以内の住民については避難開始（3，070 世帯 8，210 人）
→17 時 39 分総理大臣により福島第二原子力発電所半径 10km 圏内に避難指示
第 2 回原子力災害対策本部会議開催
第 5 回緊急災害対策本部会議及び第 3 回原子力災害対策本部会議開催
第 6 回緊急災害対策本部会議及び第 4 回原子力災害対策本部会議開催

図 1.6 政府における東日本大震災関係の対策本部等の概略図（平成 23 年 5 月 9 日時点、内閣府）
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１.４. 犠牲になった住民たちは
既往の報道や研究成果などから、犠牲になった住民
たちの特徴的な被災事例を拾った。ちなみに、震災犠
牲者の死因は、ほとんどが津波に巻き込まれたことに
よる溺死だった。
① 岩手日報社の「忘れない」取材結果
岩手日報社は、2 千人以上の遺族に対する取材に基
づいて、死者・行方不明者 1,590 人の被災状況を推測
した（図 1.7）
。結果は「逃げなかった」が 40.0％、被
災場所は「自宅など」が 44.9％と最も多かった。死者・
行方不明者の年齢別では 70 代以上が 49.3％に上った。
つまり 4 割の人は逃げずに犠牲になったわけだが、
「自宅にいて逃げなかった」という中には「高齢者や
幼児の薬や衣類を用意していた」
「寝たきりの父や母
に付き添っていた」という人もいるし、
「避難後、自
宅に戻った」や「避難途中」にも「年老いた両親を迎
えに行った」「親や孫のために防寒着や布団を取りに
行った」
「浸水域外にいた息子が、自宅で寝たきりの
親を迎えに行ったら、親は近所の人に避難させてもら
っていた後で、息子だけが犠牲になった」などの事例
があった。犠牲者のうち災害時要援護者は 16.1％、支
援にあたった人とあわせると実に 35％に及び、岩手
県の犠牲者の 2 千人強が災害時要援護者とその周辺
の人びとだったと推計された。
② 避難先での被災事例
岩手県釜石市の鵜住居地区防災センター、陸前高田
市の市民会館や市民体育館、宮城県名取市閖上などに
代表されるように、避難先（と一般にみなされるとこ
ろ）に居ながらの被災事例も結構多かった。つまり、
規範的な避難はしたものの、実際に襲ってきた津波の
浸水範囲や高さがあまりにも想定外で逃げきれなか
った。
③ 大槌における死者・行方不明者居住地分布
群馬大学の片田敏孝教授の岩手県大槌町における
調査結果では、津波災害実績やハザードマップの想定
浸水域の外側付近で、死者・行方不明者が目立った。
そこに住む人は、ここまで大きな津波が襲ってくるこ

図 1.7 死者・行方不明者 1,590 人の
被災状況の推測
（岩手日報社）

とはなかろうと予見を持ち、避難しなかったり、遅れたのではないかと思われた（図 1.8）
。
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図 1.8 大槌湾の死者･行方不明者居住地分布
（2012.5.11 衆議院災害対策特別委員会勉強会 東日本大震災に学ぶ今後の防災のあり方について
群馬大学大学院教授・広域首都圏防災研究センター長 片田敏孝）

④ 石巻市立大川小学校の悲劇
宮城県石巻市の大川小学校では、児童 76 名、教職員 11 名が津波に遭遇し、うち児童 72 名、
教職員 10 名が被災した（図 1.9）
。この震災でここまで犠牲者が出た学校は唯一で、防災体制
の運営・管理に不備があったのではないかと指摘された。一方、他の多くの学校については
“釜石の奇跡”などと似たような危機回避の好例が見受けられ、犠牲は僅かに抑えられた。
⑤ その他の一般的な傾向
地震の異常な揺れや避難の呼びかけにより避難行動をとった人が多かったが、避難途中で
ひどい渋滞に巻き込まれたり、一旦避難しつつも自宅に戻って被災したケースもあった。岩
手県宮古市田老のように「万里の長城」と呼ばれた二線防潮堤すらも越流して被害を招いた。
また、当時のカーナビの発信位置データからは、防災活動や救護などに海岸方面へ向かって
命を落としたケースも少なくないのではと推測された。なお、介護老人保健施設・特別養護
老人ホームや病院などでは、少なからぬ箇所でまとまった数の犠牲者が出た。

図 1.9 宮城県石巻市立大川小学校
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１.５. 地震に伴う被災地の停電
放送や情報通信が発達し、さまざまな情報がはん濫する中で起きた巨大災害に際し、電気・
電子機器の生命線となる商用電源が、はたして「地震発生」＞「津波警報等の発表」＞「避
難指示等の発令」＞「津波襲来」のどのタイミングで断たれたのか、東北電力(株)のホームペ
ージを調べ、不明点をメールで尋ねた。
東北電力がホームページに広報した、緊急情報「東北地方太平洋沖地震による停電等の被
害状況」に掲載された資料は、表 1.7、図 1.10 のように、東日本大震災時の停電状況を細かく
（例えば市町村ごと、地震発生後 10 分単位の推移で）読み取れなかった。そこで、被災地に
おける停電発生の時空間分布を問い合わせた。その結果、
「停電個所については、津波被災地
の全てが本震直後に停電になったかどうかはわかりかねます。ただし、停電規模の大きさか
ら津波被災地域の大部分について、本震直後に停電したものと思われます。なお、青森県、
岩手県、秋田県については、本震直後に全域で停電したことから、この 3 県については本震
直後に途絶えたものと想定されます。その他の県については、停電戸数は把握していますが、
個々の機器の状態については把握しておりません」との返答だった。
よって、バッテリーや自家発電装置等のバックアップ電源を持たない AC100V で動く機器
は、本震発生直後から警報や避難情報などの送受には、ほとんど使うことができなかったと
みられる。リダンダンシーが求められよう。
表 1.7 東北地方太平洋沖地震に伴う停電戸数の推移 （東北電力ホームページより）
県

地域

青森県
岩手県
秋田県
宮城県
山形県

全域
全域
全域
全域
ほぼ全域
中通り、浜通
りの一部
十日町市、津
南町の一部

福島県
新潟県
合計

3/11 17
時 停電
戸数
約 90 万
約 80 万
約 60 万
約 140 万
約 40 万

3/12 10 時
3/11 21
時 停電
現在停
延べ停電
戸数
電戸数
戸数
793,167
890,037
約 90 万
754,437
776,752
約 76 万
532,233
671,015
約 66 万
約 138 万 1,388,379 1,434,209
452,357
519,943
約 50 万

約 30 万

約 24 万

なし

なし

約 440 万

約 444 万

3/13 10 時
3/14 10 時
現在停電 延べ停電 現在停電 延べ停電
戸数
戸数
戸数
戸数
9,351
914,288
3,799
916,964
412,407
807,572
138,838
807,572
0
669,414
0
669,414
1,255,427 1,467,506
912,780 1,538,022
0
529,774
0
529,774

192,806

363,770

105,065

81

1,313

0

4,113,460

4,657,039

1,782,250

369,121

43,824

369,573

0

1,313

4,758,988 1,099,241

4,832,632

1,313

図 1.10 東北地方太平洋沖地震に伴う停電広報 （東北電力ホームページより）
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２. コミュニティ・エフエム局ヒアリング調査
災害時、地域密着の生活情報などを被災者に届けるチャネルとして、コミュニティ FM 放
送局（以降 cFM と略記）が注目されている。東日本大震災で災害情報伝達に cFM がどのよう
に関与し活躍したのかの実態を知るため、現地で聞き取り調査を行った。3.11 当時オンエア
中だった仙台市泉区内、仙台市太白区内、塩竈市内、そして被災後に臨時災害放送局として
新たに立ち上った南三陸町内の宮城県内計 4 局のヒアリング調査結果を示し、cFM の果たし
た役割や今後の課題を考察した。調査した局の概要一覧を表 2.1 に示す。
表 2.1 コミュニティ・エフエム放送局と調査の概要
会社名

せんだい泉エフエム放
送株式会社
ｆｍいずみ

エフエムたいはく株式
会社
エフエムたいはく

阿部清人事業部長
2011 年 7 月 8 日
9:15～10:15
天野(篤)、国崎、中村
(功)、中村(信)、中森、
萩原、水上
JOZZ2AP-FM
79.7MHz
20W
2000 年 3 月 10 日
宮城県仙台市泉区泉
中央一丁目 7-1

野田紀子代表取締役
2011 年 7 月 8 日
15:50～17:30
天野(篤）、国崎、中村
(功)、中村(信)、中森、
萩原、藤吉、三島、水上
JOZZ2AY-FM
78.9MHz
20W
2007 年 9 月 29 日
宮城県仙台市太白区
長町 3-9-10

送信所

宮城県仙台市泉区将
監 10-1-122

宮城県仙台市太白区
長町 5-3-2
（「たいはっくる」屋上）

中継局
種 別
出資者

なし
常設のまま
仙台市泉区を中心とし
た商工業者、個人約
60 名

なし
常設のまま
民間資本

愛 称
調査協力者
調査日時
調査メンバー
(50 音順)
コールサイン
周波数
送信出力
開局
本社・演奏所

放送エリア人口 約 330 千人

約 500 千人

エフエムベイエリア株
式会社
BAYWAVE（ベイウェー
ブ）
横田善光専務取締役
2011 年 7 月 9 日
9:15～10:30
天野(篤)、天野(教)、中
村(功)、中村 (信)、中
森、萩原、藤吉、水上
JOZZ2AF-FM(注 1)
78.1MHz
10W(注 2)
1997 年 4 月 27 日
宮城県塩竈市尾島町
27-22（ 調査時は塩竈
市役所に臨時演奏所）
宮城県塩竈市赤坂 1-1
恵クレール塩竈赤坂ヒ
ルズ（調査時は市役所
屋上にアンテナ仮設）
なし
常設→臨時
自治体（塩竈市 4%、
松島町 2%）及び民間
資本（出資者 40 名位）
の第 3 セクター
約 19 千世帯

南三陸町（みなみさん
りくさいがいエフエム）
FM みなさん
木南孝幸氏
2011 年 7 月 9 日
13:15～13:30
天野(篤)、天野(教)、萩
原、藤吉、水上
JOYZ2AI-FM
80.7MHz
10W（調査時は 30W）
2011 年 5 月 17 日
宮城県本吉郡南三陸
町 志 津 川 字 沼 田 56
（南三陸町総合体育館
「ベイサイドアリーナ」）
宮城県本吉郡南三陸
町戸倉字波伝谷 213
（調査時は演奏所と同
じ）
なし
臨時
町営

2013 年 3 月 31 日廃止

注 1：しおがまさいがいエフエムとしては JOYZ2T-FM
注 2：調査時点は臨時災害放送局として 100W で運用中
注 3： 臨時災害放送局は、放送法第 8 条に規定する「臨時かつ一時の目的のための放送」
（臨時目的
放送）のうち、
「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、
その被害を軽減するために役立つこと」を目的とする放送を行う放送局。口頭による申請によ
り、即座に免許の付与と周波数の割当が行われる。ただし、コミュニティ放送局（cFM）があ
る市町村に関しては基本的に cFM 設備を使って実施されるため、臨時中継局の開局や空中線電
力の臨時増力を申請することになる。
（出典：Wikipedia「臨時災害放送局」
）

２.１. ｆｍいずみ
２.１.１. 地震発生直後
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震により、仙台
市泉区は震度 6 弱の揺れに見舞われた。泉中央駅ビルに本社サテライトスタジ
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オがある「ｆｍいずみ」では、そのとき女
性パーソナリティが一人で音楽番組を生
放送中だった（図 2.1）
。盛土地盤や建物の
関係から震度 7 かと思うような激しい揺
れを感じ、パーソナリティは声が出なかっ
た。事務室にいた阿部清人事業部長がヘル
メットをかぶってすぐにスタジオに入り、
用意していた定型文を繰り返し読み上げ
「強い揺れは 1 分で収まる」と安心感を与
える放送をした。
図 2.1 ｆｍいずみ 本社サテライトスタジオ

しかし、まだ揺れている最中の 2～3 分
で停電、非常照明が点かず、窓もないので
真っ暗になった。入居するビルの非常ベル
が鳴り響いた。UPS（無停電電源装置）で
ミキサーなど主な放送機器は少しの間動
いたが、壁に固定していたマスターが倒れ、
同録用の PC などの器材が故障した（図
2.2）
。送信所の商用電源も落ち、UPS も古
くなっていたので、14 時 50 分から 15 時
の間に無変調ではなく完全に停波した。送
信所までの通信回線（NTT 専用線）もお
そらく切れた。

図 2.2 ｆｍいずみ局内の被害状況（マスターが倒れた）
※ 図 2.2～2.10 は、いずれもｆｍいずみ阿部氏提供

15 時前、建物やペデストリアンデッキ
が危険だとの指示を受け、スタッフは全員
退去し、ビルは閉鎖された。ちなみにビル
のテナントは当時いっぱいだったが、この
被害経験でだいぶ引っ越していった。
２.１.２. 当日のそれから
阿部氏はその後、災害時の放送協定を結
んでいる NHK 仙台放送局に向かった。こ
の協定は、災害対策本部が立ち上がる事態
に際して、cFM が NHK の番組（ニュース

図 2.3 泉区役所に設けた臨時演奏所（右が阿部氏）

情報）を使える、cFM も NHK の求めに応じて協力するといったもので、NTT の電話会議シ
ステムで曜日ごとに日頃から放送する訓練を重ねていた。
訪れた NHK は、電気が灯り室内の散乱もなかった。そして阿部氏は、3 月 11 日 16 時 30
分から 12 日 1 時すぎにかけて、NHK ラジオ第 1 に「防災士の…」という肩書紹介で出演し
た。泉中央から NHK に来る途中に目にした道路の橋の段差などの光景を話した。通電火災を
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防ぐため、避難の際にはブレーカーを落とすなどのアドバイスも。多くの人びとが避難して
いたが、外は雪が降り寒かったので、体温を保つのにカーテンや新聞紙で暖をとれると呼び
かけた。真っ暗で心細い思いをしている人たちには「明けない夜はない、日の出時刻は 5 時
54 分」と語りかけた。津波による多賀城の孤立、歩道橋に 5 人が取り残されている、荒浜で
200～300 人の犠牲者、などの被災情報が入ってきた。 → ４.２.（p.80）参照
２.１.３. 放送の再開
翌朝 8 時、スタッフが集まり復旧に向け
た作業に着手した。演奏所のあるビルは上
層階ほど壁や天井が傷み、スプリンクラー
の配管が破損して天井から漏れ出した水
でそこら中水浸しだった。そこから使える
放送機材を持ち出し、倉庫とラジオカーか
ら無線機、中継機材をかき集め、発動機で
送信所を復旧した。
そして 3 月 12 日 13 時、泉区役所 3F 会
議室の仮設スタジオから緊急放送を再開

図 2.4 災害情報を 79.7MHz で放送中と知らせる貼り紙

。窓からアンテナを出し、送
した（図 2.3）
信所に向けて送信した。停電が 3 日間続い
たため、コピー用紙を使って手書きで「災
害情報 FM 79.7MHz 放送中」という貼り紙
を 100 枚ほど電柱に貼り付け、ラジオが聴
けることを知らせた（図 2.4）
。
3 月 12 日から 22 日までは区役所で、さ
らに 23 日から 31 日まではみやぎ仙台商工
会に移り、毎日 10～17 時に放送した。2
～3 ヶ月間使ってもよいとのことだった

図 2.5 泉区役所前の救援物資集積所

が、4 月 1 日から元の駅ビルが使えるとの
連絡を受け、戻って 24 時間放送を再開し
た。幸いマスターは無事で、PC に素材が
入れてあった CM も流せるようになった。
なお、仙台市内には cFM が全部で 3 局
あったが、いずれも“臨時災害放送局”に
はならなかった。
２.１.４. 放送内容
仙台市泉区周辺は、地震（主に 3 月 11
日本震と 4 月 7 日最大余震）
により、
電気、

図 2.6 安否情報もまちで取材して回り流した
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電話、水道、ガス、道路（斜面崩壊）、宅
地（造成地盤の変動）、交通などに被害が
発生し、多数の住民が避難した。大量の被
害を生じたところはマスメディアで報じ
られるが、泉区内のように数世帯ずつだと
あまり注目されなかった。
3 月 12 日の放送再開第一声は、泉の現
状。区役所は情報収集で手いっぱいなので
“自助・共助・公助”のうち“共助”が重
要だと伝えた。支援物資の集積所が目の前
図 2.7 まちに出て拾った生活情報

にあり、「明治乳業のパック入りの飲料が
届いた」「○○県から物資が届いた」と、
リスナーに安心してもらえるようにリア
ルタイムでその様子を伝えた（図 2.5）
。
“被
害情報”もだが、今後に向けて何か動きが
あるという“安心情報”を伝えるのが大事
だと思い、停電復旧地区の推移なども鋭意
流した。それで安心したという声があった。
ほとんど取材手段がない中、情報をどう
やって集めるかに苦心した。協力者を集め
ることも考えたが、連絡をとる手段がなか
った。ニュースソースはアナログな紙媒体

図 2.8 泉区にある仙台市立七北田小学校の避難所

が基本だった（図 2.6）
。貼り紙が最も有効
な手段で、こういう時は貼る場所を街中に
作るべきだと思った。スタッフが足で稼い
だ生活情報、災害対策本部などからの公的
情報、インターネットやメールで得た情報
（3 月 13 日からモバイルでネットにつな
がった）を流した。
【生活情報】
スタッフが市民目線で泉区周辺を歩き、
食糧が手に入るところ、開いている店の情
図 2.9 避難所での水の配給

報などを流した（図 2.7）
。例えば、居酒屋

の冷蔵貯蔵食材の供出（ちょうど歓送迎会の時期だった）
、弁当屋の臨時営業、風呂に入れる
施設、理・美容室で洗髪しているところなど。当初、店の前の貼り紙を写メールしスタジオ
で書きとって放送していたら、そのうち地域からメールで営業情報などが寄せられてきた。
牛乳、お米、納豆など、どこの店で何を売っているのかの情報を出した。
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【避難所情報】
近所の避難所の様子を伝えた（図 2.8）。
主に取材したのは千人収容の七北田小学
校体育館で、ひとり一日水 125 ミリリット
ル、ごはん紙コップ半分、バナナ 1 本とい
う配給だった（図 2.9）
。年間を通じて地域
と学校とが協力しあっているので、混乱は
起きなかった。3 月 13 日(日)夕方、電気が
点いた瞬間には拍手が湧きあがった。マン
ションが多い地区で、多くの避難者が帰宅
図 2.10 救援物資配給に並ぶ長蛇の列

した。

残る避難者はのちに隣の七北田中学校に移動して、小学校で卒業式が行われた。式を録音
してオンエアしたが、校長先生は「自然との共存をみんなで考えないと…」と話していた。
余談だが、避難所の食事状況には偏りがあった（学校側が運営している避難所は公平性を
期していたが、自治会が運営していたところは近所の持ち寄りなどで炊き出しがなされてい
た）
。避難所の運営は 3 日目あたりに学校から自治会に移行されるのが理想で、学校が自治会
と協議会を設けてお願いした事例があった。この時期を越すと自治会が運営を嫌がる傾向が
あり、タイミングが大切とのことだった。
【公的情報】
災害放送協定に基づく要請に応じ、災害対策本部の情報を 24 時間放送した。ファクスで届
く災害対策本部報から被害規模、避難所別避難者数など。そして 5 名ほどのスタッフで区役
所、避難所やまちなかを取材して、例えば、待ち時間（場所によっては 2 時間）を加味した
給水車情報（いつどこに並ぶとすぐ手に入りやすいか）やおむつの入手先などをきめ細かく
放送した（図 2.10）
。
２.１.５. ＩＴの活用
阿部氏は「とにかく連絡が取れなかったのが想定外だった」という。当初は電気も電話も
すべて途絶え、スタッフ個人のイーモバイル回線だけが使えた。局のメールが復旧するのに
は 3～4 日要したが、主だったウェブサイトにはすぐつながり、2 日目からツイッターやブロ
グ（excite）のコメント欄でやりとりをした（図 2.11～2.12）
。なお、リスナーからは、かつて
のハガキに替わり、ファクス→メール or ウェブで寄せられるのが普通。また cFM では、サッ
カー「ベガルタ仙台」の全試合中継に人気がある程度で、日頃、リスナーの反応が薄いのが
現実だという。しかし、震災時の反応は違いよかった。
気象庁（台）の情報は、一般向けにネットで提供されるページを普段から用いている。ID、
PW で入る専用ページへもアクセスできるが、むしろわかりにくい。緊急地震速報は、契約し
ている NTT の端末で届いたが、伝えられなかった。大津波警報など津波に関する情報は、NHK
ラジオ第 1 をつけておいて、放送再開後、それに基づき流した。
なお、この間の災害放送に対し、費用的な援助はなかった。
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以上のよう
に、ｆｍいずみ
は、大地震に見
舞われ自らも
被災し、初動の
緊急放送こそ
できなかった
が、地元自治体
や地域の協力
を得て 1 日を
経ずして放送
再開にこぎつ
けた。そして住
民の暮らしの
ニーズに密着
した内容を逐
次伝えた。被災
地では停電で
テレビが視ら
れず、ラジオが
頼りの情報源
だったので、早
期に復旧し身
近な情報を流
し続けた意義
は大きい。避難
所や遠方から
通うスタッフ
も居た中、持ち
前の社会貢献
マインドと、地
域に根ざした
民間 cFM なら
ではの取り組
みがみられた。
なお阿部氏
のご親切に、深
謝申し上げる。

図 2.11 ｆｍいずみのブログ（http://fm797.exblog.jp/）
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図 2.12 ｆｍいずみの Twitter（http://twitter.com/#!/fmizumi）
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２.２. エフエムたいはく
２.２.１. 地震発生直後
「地域に身近な、地域が主役の
仙台市太白区にある「エフエムたいはく」は、
放送局」
「みなさんが笑顔になれる放送局」「防災・減災に役立つ放送局」をコ
ンセプトとしている（図 2.13～2.14）
。話をうかがった野田社長は 2 代目。仙台市や太白区と
の資本関係はない。ちなみに近傍の例では、宮城県岩沼市の「エフエム岩沼」は市の出資が
49％あり、毎日市長が出演する番組があるそうだ。
2011 年 3 月 11 日の地震発生直後、あたりは停電した。そのとき野田社長は近くの長町商店
街で経営している電気屋の方にいた。すぐにエフエムたいはくに戻り、生放送中だったので
自ら「皆さん大丈夫ですか」と呼びかける放送を行った。災害時の放送マニュアルは作って
いなかった。20～30 分ほどで非常用電源が切れてしまい停波した。その後はワンセグで情報
途方もない巨大災害だと認識した。翌 12 日も停波したまま手が打てなかった。
収集にあたり、
よって、地震発生当初は、ほとんどリスナーの役に立てなかった。
２.２.２. 放送再開まで
3 月 13 日に東北電力南営業所に行き、エフエムたいはくのある地区と放送アンテナが立っ
ている高層マンションのある地区の電気の復旧を急いでほしいと要請した。しかし、個別対
応はできないとの理由で断られた。あとから分かったことだが、放送アンテナが立っている
高層マンションは予備電源を備えており、1 日半ほど電源が生きていた。
14 日には太白区役所に赴き、仙台市の情報をどのように入手すればいいか相談した。しか
し、区役所も混乱状態で「区からは出せない。仙台市の災害対策本部のホームページで確認
してほしい」という返事だった。区役所の電気は復旧していたが、エフエムたいはくの地区
はまだだったので、ホームページの閲覧はできなかった。
15 日午前、スタジオの電気が復旧した。放送アンテナのある地区はまだ停電中のため放送
再開できなかった。アンテナの状況確認のため 30 階分を階段で上った。外見上無事なことは
確認できた。
同日夕方、ようやく放送アンテナの電気も復旧した。電源の回復にともないミュージック
バード（東京 FM グループの音楽専門ラジオ）からの音楽が自動復帰して流れてきた。アン
テナの状態を確かめに 30 階の屋上にもう 1 回上がり、大丈夫だろうと判断した。夜に停波の
お詫び放送を行い、16 日から災害特別放送を開始すること告げて、あとはヒーリング的な音
楽を流した。
16 日の震災発生時刻に近い 14 時から本格的に放
送再開し、災害特別放送を行った。3.11 の震災発生
から 5 日間停波していたことになる。
２.２.３. 放送内容
3 月 16 日の放送開始までに、仙台市災害対策本部
や気象台、宮城県広報課のホームページで収集した
図 2.13 エフエムたいはくの外観
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情報を整理し、それを題材に生放送した。安否情報、避難所情報、生活情報が中心だった。
この放送は同録して、生放送の合間に 30 分間の情報コーナーとして流すスタイルとした。夜
の 11 時まで生放送、それ以降はミュージックバードを活用した。聞く人がほっとするように
選曲には気を遣い、エフエム局らしく音楽を流し続ける努
力をした。情報コーナーの内容は毎日更新した。3 月末ま
でこのスタイルを続けた。ただ、エフエムたいはくには正
規の社員はおらず十分なマンパワーがないため、放送でき
る情報量には限界があった。規模が小さい cFM として、
量をこなすより継続的に行うことが重要だと考え、できる
範囲で情報提供を続ける努力をした。この点は、放送局の
規模で役割が異なると割り切った。
エフエムたいはくがカバーするエリアは、仙台市内の太
白区、若林区、宮城野区などのほか、隣接する名取市、岩
沼市と、多賀城市の一部まで聴ける。被災者のためにでき
るだけ情報提供をしたいという思いから、17 日に、以前
からエフエムたいはくと関係を持ちたいと打診のあった

図 2.14 エフエムたいはくの入口脇に
掲げられた張り紙

名取市役所を訪ね、情報提供を申し入れた。名取市はあり
がたいと歓迎してくれ、情報提供してくるようになった。
夜ファクスを送信してもらい、その内容を生で放送、それ
を録音しておいて後で繰り返し流すというスタイルとし
た。ちなみに名取市は、その後 4 月 7 日に臨時災害放送局
を新規開局した。
宮城県はメールでさまざまな情報提供をしてくれた。生
活情報や空いている温泉などの情報もあった。県は積極的
に情報提供しようとする姿勢があったが、仙台市は逆で
「必要なら自分で取りに来い」という情報提供のスタンス
だった。つまり、地元の行政とのつながりが弱いところが
エフエムたいはくの課題だった。
リスナーからの情報提供は、普段はメールとファクス、 図 2.15 これまでエフエムたいはくに寄
せられた支援物資のリスト

最近ではメールがほとんどになった。平時はラジオ
ネームだが、災害時には名前と住所の明記をお願い
した。もっとも多いのは安否を問い合わせるもの。
「おかげさまで見つかりました」というお礼ハガキ
も来た。スタジオに情報提供や報告のために訪問し
てくる人もいた。
また、野田社長の出身地である兵庫県姫路市から
は、多くの応援や支援物資が入り、随時活動内容（若
林区に 4 人の保健師が入っている、物資の提供がき
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図 2.16 エフエムたいはくのスタッフがボラン
ティアに入った南三陸町の写真

ている、仕事や住居の提供の申し出があるなど）を紹介した（図 2.15）
。姫路市の危機管理課
と電話をつなぎ、応援メッセージを流したことも。姫路市は 3 月末で 1 億円以上の義援金を
集めてくれるなど、支援に大変協力的でありがたかった。
このほか、社員ではないにも関わらずスタッフがまめに来てくれたのがありがたかった。
仕事がなくなったり休みになったりしたということで、連日来てくれたパーソナリティもい
た。週 2 回の契約スタッフも毎日来てくれた。災害時の放送にはしゃべり手や技術、情報係
など最低 6 人のスタッフが必要。
スタッフの協力のおかげで放送を続けられたと思っている。
いちいち指示をしなくても、みながちゃんと動いてくれた。
そして、スタッフで宮城県南三陸町に支援に行った（図 2.16）
。神戸の方の呼びかけで寄贈
された 3 万枚を超える手作りのスクールバッグを支援物資として持参した。宮城県登米市、
南三陸町の臨時災害放送局の立ち上げも支援した。
２.２.４. 震災時の放送を振り返って
震災時の放送を振り返ると、まず設備面の弱みが浮かび上がった。
① 停波経験から、非常電源は最低でも 3 日間必要と感じた。メンテナンスやコストの観点
から、発電機のリース会社との契約を検討中。
② 警報などの緊急情報が来ない。緊急地震速報が放送に割り込むシステムには 100 万円単
位のコストがかかるので、導入予定はない。
上記②に関しては、現在、(一財)マルチメディア振興センター（総務省）が「公共情報コモ
ンズ」という災害情報などの流通基盤を運営しており、これに加わると、気象庁や地方自治
体などからの緊急情報が無償で受け取れる。cFM もせんだい泉エフエム放送、エフエムベイ
エリアなど 47 局（2014 年 2 月時点）がすでに加入して利用中で、電源やネット回線が存続し
ていることが前提いなるが、ひとつの解決策になろう。
次に、震災に関する番組面の取り組みとして。
2011 年 7 月 2 日に東京の FM 世田谷の協力でエフエムたいはくの音声を全国放送する機会
があり、市長のメッセージを流そうと思ったが、取り付けるのに大変苦労した。①生出演、
②電話出演、
③市まで行って録音と具体的に 3 つの方法を示して依頼したが最初は断られた。
市長の判断か秘書課の判断かすらも判然としない。被災地の市長として情報発信すべきでは
ないかと再度交渉し、ようやく「では録音しに来てください」ということになった。実は 5
月 11 日の震災特別放送の時も、市長の声がほしいと頼んだが断られた。東北随一の大都市で
大手メディアも発達している中、行政とのつながりがない小さな放送局の悩みだ。ちなみに
この震災特別放送は毎月 11 日にやっている。
さらに、野田社長自身が進行役を務める「3.11 から」という番組を企画した。7 月 6 日が第
1 回の放送。次回からはさまざまなゲストを呼んで、いろいろな話を聞いていきたい。誰でも
呼べるタイトルだと思うので、何年かかけてやっていきたい。また、今年 9 月に設立 4 周年
を迎えるので、3.11 と関連づけた震災特別番組を企画したいとの話だった。局のコンセプト
どおり、みんなの街の防災・減災放送への積極姿勢が感じられた。
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２.３. ベイウェーブ
２.３.１. 地震発生直後
ベイウェーブは、震災当時、海から 150m ほどの塩竈市尾島町にスタジオが
あった（図 2.17）。これまでチリ地震津波でも豪雨でも浸水しなかった場所だが、
今回は想定を超す津波で被災した。また、局に隣接して CATV 局（宮城ケーブルテレビ株式
会社：愛称マリネット）があり、日頃から業務上の連携を行っていた。
3 月 11 日、地震発生直前に緊急地震速報を伝える装置が鳴動した。当初は小さ目の震度が
予告されていたが、揺れが始まるとともに装置から非常に大きい揺れに注意しろとアナウン
スされた。放送中の B スタジオからリスナーに「地震に注意してほしい」と呼びかけようと
思ったが、大きな揺れでできなかった。本震の揺れの 10 秒程度で停電になり、3 分間ほど揺
れていた。A スタジオには無停電装置があるが B スタジオにはなく、放送が中断した。
その後、CATV 局と共同で発電機による電源確保を試みた。消防関係者からは大津波警報
発表による避難を命じられたが、続けて発電しようと努力した。再度消防関係者が「10 メー
トルの津波が来るから避難しろ」と伝えてきたので、放送をなんとか継続しようとしたもの
の、人命を優先すべきだと判断して断念した。
自家用車で塩竈神社まで避難した。車載テレビで名取市、仙台空港の津波被害状況を確認、
また避難者から塩竈市も大きく被災していると聞いた。すでに停波していたため、津波の襲
来が落ち着いたら再度放送しようと思い 11 日の夜、スタジオへ行こうとしたが、浸水で到達
できなかった。一晩、スタッフ 4 名とともに過ごした。
２.３.２. 放送の再開
翌 12 日朝、なんとかスタジオまでたどり着くことができた。cFM のスタジオも CATV 局の
発電機も浸水して使用不能なことが分かった。CATV 局と今後の運営について相談した結果、
市全域が停電だったことから、視聴困難な CATV よりもまずラジオを優先して復旧させよう
という結論に達した。
横田氏がかねてから交流のある市の防災
課長に相談したところ、市の防災無線が故
障や電源切れで使えなくなっており、庁舎
2F の本局にある非常用バッテリーを FM 放
送に振り向けられるとの提案をもらった。
そこで市役所の会議室と電源を借りること
にし、13 日の朝から準備を始め、放送機材
を運び込んで、午後 6 時 40 分に放送を再開
した。市と CATV 局スタッフの全面的な協
力が早期復旧を後押しした。
当時の塩竈市はライフラインが壊滅的で、
市役所内での情報伝達すらままならず、市
民に伝える情報も準備できていなかった。
図 2.17 ベイウェーブの位置（図中「A」） ©Google

- 27 -

このため放送再開は市役所からの期待も大きく、
市長からのプレッシャーもあった。1 週間は、防
災無線などの情報伝達手段を失った市の情報を中
心に放送した。
一方、地震翌日から、仙台在住のスタッフが、
個人アカウントのツイッターでベイウェーブスタ
ッフの安否、放送再開などについて情報発信した
（図 2.18）
。RT から、cFM 放送再開が被災者を励
ましていたと読み取れる。
震災 3～4 日後には、局の女性アナウンサーと
CATV 局のアナウンサーで放送していたが、当初
放送していた場所（2F 災対会議室）も避難所にな
ってしまい、継続使用が困難となった。そのため
庁舎 4F のスペースに移動して、そこから 1 ヶ月以
上にわたって放送した。さらに 4 月 27 日には、市
役所 4F の広い部屋に引っ越した（図 2.20）
。
２.３.３. 臨時災害放送局への移行
3 月 18 日には、市役所内に設置された衛星電話
を利用し、福島のアンテナ工事業者である MTS の
川井氏に連絡を取ることができた。その際に「臨
時災害放送局」のアドバイスを受けたことから、
当日 14 時 20 分に総合通信局に申請して 100W の
送信許可をもらった。臨時災害放送局の開局手続
きは電話 1 本だった。追って市長名で申請してほ
しいので、次からは市役所のしかるべき人から連
絡がほしいと言われた。期間は 2 年。今回の震災

図 2.18 ベイウェーブのスタッフから Tweet
（https://twitter.com/781fm）

に限っては、申請期間はどれだけでもいいとのことだった。
臨時災害放送局になったことで、①出力（ワット数）が増えた、②責任者が首長（塩竈市
長）になった、③日本財団より財政支援（期間は 4 か月間）を受けることができた。併せて、
。
いままで受信用アンテナで行っていた送信を送信用の大きなアンテナに変更した（図 2.21）
震災前は 10W で運用しており、当初 20W で申請する案もあったが、それでは視聴エリアが
ほとんど変わらなかった。100W でもアンテナの地上高が低いので、以前のエリアより狭いか
もしれない。カバレッジエリアは、塩竈市の 95％と、松島町の遊覧船発着場など、多賀城市・
七ヶ浜町も半分くらい。人口では 18 万人ほどになる。
なお、浸水したスタジオは、泥かきなどの掃除は終わったものの、建物裏の斜面が危険な
状態になっているため、引っ越すことに決めた。また、現在の市役所屋上の仮設アンテナで
は標高 20 メートル程度で地上高が稼げず、これから一番聴いてもらいたい伊保石地区の仮設

- 28 -

住宅に電
波が届き
にくい状
況になた
め、なる
べく早く
本来の送
信所（標
高約 80 メ
ートル）
から電波
を発射で
きるよう
に努力し
ている。
２.３.４.
放送内容
10 日目
頃まで市
役所では
インター
ネットが
利用でき
なかった
が、スタ
ッフの私
物のイー
モバイル
は 4～5 日
目くらい
から途切
れ途切れ
ながらも
ネットに
つながっ
た。市役
所のサー
図 2.19 ベイウェーブの Twitter
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バーもダウンしておりホームページの更新が
できなかったが、16 日からベイウェーブのア
カウントを用いてツイッターで情報発信を行
った（図 2.19）。ツイッターの更新は市内の
NPO スタッフがボランティアで担ってくれた。
これらの情報が役に立ったという声も聞いた。
【ライフライン、安否情報】
ちょうど放送再開するころ、市役所が発行
する「災害対策本部ニュース」の第 1 号がで

図 2.20 塩竈市役所 4F の仮設スタジオ

きあがった。そこにはライフラインの情報や、犠牲
者の情報などが記されており、繰り返し放送した（図
2.22）
。
14 日朝から、市役所広報課の職員と協力して、停
電で印刷機が使えないため手書きフォーマットの紙
を使った安否情報の収集を開始した。また、16 日に
は、周辺の松島町、利府町、七ヶ浜町、多賀城市の
広域記者クラブからも情報発信したいという相談が
あり、範囲を広げて対応した。これらの情報を盛り
込むと 1 番組が 2 時間半程度の長さとなったが、こ
れを繰り返し放送した。つまり、放送開始 1～2 週間
は、ライフライン情報、安否情報、亡くなった人の
情報、避難所情報などを放送した。
図 2.21 塩竈市役所屋上の仮設アンテナ

【生活情報】
1 週間目以降は「水」情報へのニーズが高くなり、
○○商店前で給水しているとか、自衛隊が給水して
いるが 1 人 2 リットルまでなど、給水場所や量の制
限など細かい情報を入れた。また、塩竈市は通勤等
で仙台市に通う方が多く、ガソリン供給も限られて
いたため、2 週間目ぐらいから臨時バスの情報も流す
ようにした。ただ、時刻や経路が頻繁に変更される
ため、インターネットでの時刻表などの情報収集が
役に立った。近隣のホテルが重油で風呂を沸かした
入浴サービスを開始したり、廃業した銭湯が営業再
開したといった風呂情報、スーパーの営業再開、炊
き出し、物資配布の情報についてもアナウンスを行
った。また、物資配給についても、市役所では避難
所以外に配る手だてがなかったが、横田氏が仲介し
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図 2.22 塩竈市災害対策本部ニュース

て商工会議所青年部やロータリークラブなどのネットワークを活用し、自宅被災者へ配布す
るなどの支援活動も行った。さらに、打撲治療ができる接骨院や人工透析施設、塾の生徒向
けの情報なども扱った。
【被災者からの感謝のメッセージ】
震災 1 ヶ月目の 4 月 11 日に、リスナーからの声をきっかけにして、消防や自衛隊の方々に
感謝の気持ちを伝える「伝えたかったありがとう」という特番を行った。メールサーバの復
旧に伴い、リスナーから消防や自衛隊の方へのメッセージを受け取った。それまでも激励メ
ールなどもいただいていたようだが、残念ながら半分程度消失してしまった。
２.３.５. 放送局の備え
図 2.23 に、ベイウェーブがまとめた「放送局の備えについて」を示す。これは、東日本大
震災の被災体験に基づいた、今後の cFM に対する貴重な提言だ。
いくつか補足すると、今回、通常のスタジオでは重視していなかったものが役立った。と
くに、早い段階から使えたイーモバイルが重宝し、地震の情報や津波の有無など、インター
ネットが途絶していた市役所の災対本部にも情報提供を行った。また、サウンドカードは便
利で、音源はすべて PC にいれておいて、ミキサーに直結することにより放送に乗せることが
できた。アンテナの同軸ケーブルの長いものは容易に調達できないと思うので備えておくと
よい。他局から自転車をもらい、ガソリン不足の中で重宝した。ライト類は必須で、意外に
便利だったのが USB 接続のライトだった。単 1 乾電池が枯渇し amazon でスペーサーを買っ
た。長靴もなかった。家族と 1 週間会えないのは心理的に負担になる。避難場所は確保すべ
き。給水所では 3 時間待ちとかがざらにあるので、湧水などを知っておくとよい、などだ。

２.３.６. 質疑応答
Ｑ：リスナーからなにか放送してほしいリクエストはあったか？
Ａ：なかった、というよりリスナーからの通信環境がなかった。メールサーバの障害もあ
り、情報をくみ取れていない。ただ、市役所から道路状況など放送してほしいなど、
大量のリクエストがあり、それでいっぱいいっぱいだった。また、地盤沈下が激しく、
マリンゲートとよばれる施設では 70 センチ程度下がっており、大潮で簡単に浸水して
しまうのはどうしよう？ などという話をした。
Ｑ：ほかに情報発信のリクエストは？
Ａ：ここに逃げているからという情報を流してほしいとか。安否以外にも、ちょっとした
打撲などの治療を行っている接骨院や人工透析の情報発信依頼があった。他に塾の生
徒向けのアナウンスなど。8～9 割は安否関連情報。受け取った情報はすべて流した。
Ｑ：平日 10 時 30 分から放送されていた「我が家の防災メモ！」とは？
Ａ：塩竈市婦人防火クラブ連合会の小林眞佐子会長が、火災予防だけでなく、災害などの
様々な豆知識を披露し説明してくれる番組。5 分番組で 15 パターンぐらい作ってあり、
適宜放送している。放送は 2010 年度から開始した。また小林氏には震災後の特番にも
出演してもらっており、今何をしなければいけないかなどと話をしてもらっている。
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図 2.23 ベイウェーブがまとめた「放送局の備えについて」
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Ｑ：現在はどのような番組構成にしているか？
Ａ：最近は、朝 9 時に J-WAVE から手動で切り替えを行い、災害対策本部情報をところど
ころ入れながら、様々なジャンルの懐かしい音楽などを流している。
また、福島県が近いので、原発関連の話題も流している。発災当初は北風だったが、
夏になって南風になって放射能が気になってきており、市役所の災害対策ニュースも
放射能関連の情報が非常に多い。市民の方から、個人的に測っているのを放送しない
かと問いかけがあったが、お断りした。
Ｑ：現在でも周辺市町の情報提供はしているのか？
Ａ：イベント情報の提供を行っている。多賀城の避難者は 200～300 名くらいでほとんど仮
設住宅に移ってもらっているから、災対本部の情報提供は行っていない。当初にくら
べ、広報誌等も充実し、緊急情報提供のニーズは減っている。
発信する側としては、複数の市町の情報を流すと混乱すると思われたので、5 分程度曲
を流すなどのインターバルを設けて、次の情報提供を行うよう心掛けた。
多賀城市では、市民への情報提供が行き届かなかったようであり、なぜコミュニティ
FM がなかったのかと議会で問われている。
Ｑ：一番苦しかったことは？
Ａ：過去の地震などの被害をみても、宮城県沖地震が起きたら危ないだろうとは思ったが、
スタジオは大丈夫だろうとタカをくくっていた。また、さすがに自宅が被災している
スタッフにすぐ駆けつけろともいえないため、体制が整ってから出社するように伝え
た。スタッフのうち 2 名は、自宅が全壊していた。4 月の最大余震で全壊になってしま
ったスタッフもいた。CATV 局からはスタッフを 1 名派遣してもらうことができた。
このような巨大災害では、みんな被災してしまっているため、スタッフの確保が困難
だった。
Ｑ：市役所と仲がいい秘訣は？
Ａ：市役所の防災課長とは以前から付き合いが深く、非常にスムーズにやり取りができた。
横田氏が市の観光マップの作成（しおナビ）を行っている。しおナビという名称が市
の循環バスなどにも使ってもらっている。いろいろな取材も受けたりしており、広報
や観光の部局とは密接な関係で、市の職員よりも市役所のことを知っているかもしれ
ない。
■補足：塩釜市在住 タクシー運転手の話
ベイ FM はとても役に立った。
自宅は津波の被害はなかったが、電気・水道が止まった。それで電気や水道の復旧情報
が役に立った。開通の時には家にいなくてはならないので。
避難所に住んでいなかったので、食料と水の確保に苦労した。2 日間は何も食べなかった。
在宅難民だった。避難所に行ったら食べ物をくれた。
5 日間くらいは仕事もできなかった。タクシーのガスがなかった。ガソリンがなくて、喧
嘩になっていた。
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２.４. ＦＭみなさん
２.４.１. 開局
南三陸町（佐藤仁町長）は、東北地方太
平洋沖地震発生から 2 ヶ月あまり経過した
2011 年 5 月 17 日 12 時、臨時災害放送局を
開局した。東日本大震災に伴い多数開設さ
れた臨時災害放送局のひとつだが、母体と
なる既存 cFM 局のない、基礎自治体が新設
した臨時目的放送だ。NHK 放送文化研究所
の村上圭子氏らの調査によると、同じよう
な新設局開局のきっかけは、地域外の団体

図 2.24 南三陸災害エフエムのスタジオが設置された
ベイサイドアリーナ

や個人からの申し出がほぼ半数だという。
スタジオを設置した南三陸町総合体育館
「ベイサイドアリーナ」は大規模な避難所
で、町役場（災害対策本部）や議会、警察、
消防本部、災害ボランティアセンター、赤
十字など町の中枢施設の仮庁舎も集積して
いた（図 2.24～2.25）
。場所柄、取材やテレ
ビ中継なども多い（図 2.26）
。当日も AKB48
が被災地の応援（コンサートと握手会）に

図 2.25 南三陸災害エフエムの仮設スタジオ

来るということで FM 放送やツイッターか
ら情報を得た避難者ら住民が集まってきて
いた。ちなみに日本災害情報学会員が複数
関わっている「福興市」もこの場所で開か
れるなど、広場はさまざまなイベント会場
となっていた。
南三陸災害エフエムの開局をコーディネ
イトしたのは、阪神・淡路大震災記念「人
と防災未来センター」の宇田川真之主任研
究員。
「ラジオ関西（三枝博行社長）
」
、「FM
ながおか（脇屋雄介社長）
」
、
「登米コミュニ

図 2.26 ベイサイドアリーナで見かけたテレビ中継車

ティエフエム“H@!FM”
（斉藤惠一社長）」らから、放送機材の提供と運営指導など諸々の開
局支援を受けた。ラジオは、寄付されたものを地域住民に配布した。
宇田川氏によれば、津波等で被災した自治体では、直後の 3～4 月にかけて次々と臨時災害
放送局が立ち上がり、住民にラジオを通じて避難所、道路交通、ライフラインなどの生活関
連情報を提供できるようになった。しかし、とくに著しく被災した南三陸町では、母体とな
る cFM もなく空白地帯のままだった。2003 年 11 月、日本災害情報学会「2003 年宮城県沖の
地震災害情報調査団」※で訪ねた旧志津川町防災対策庁舎は、元々立地がよくなかったことか
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ら、それなりに強固で高さのある構造とし
ており、完全に水没しながらも骨組みだけ
は残っていた。隣接する町役場の庁舎は、
まさに見る影もなく、役場自体が大きな人
的・物的ダメージを被っていた（図 2.27～
2.30）
。頼りの防災行政無線もむろん使えな
くなったままで、
「減災報道研究会」で旧交
のあったラジオ関係者らに声をかけあって、
町の情報発信機能を急ぎ支援することにし
たそうだ。

図 2.27 南三陸町（旧志津川町）防災対策庁舎

※ http://www.jasdis.gr.jp/06chousa/images/pd
f/miyagi_chousa.pdf に報告書掲載
２.４.２. 運営体制
上述のように南三陸町自体が被災して必
ずしも十分機能しない中、災害放送に縁の
深い人たちの思いのこもった支援により臨
時災害放送局が立ち上げられ、ボランティ
アや被災者らの共助で運営が始まった（図
2.31）
。
最初は、流通科学大学（神戸市）の学生
や現地のボランティアらの手により放送が
スタートした。その後、緊急雇用創出事業
により仕事のない被災者を 10 名ほど受け入
れ、
隣の登米市にある H@!FM で研修をし、
放送を担ってもらった。今回、責任者に代

図 2.28 2003 年当時の志津川町防災対策庁舎

わってお話をうかがった木南孝幸氏も、北
海道中川郡本別町から南三陸町の支援に派
遣されていた。原職は総合ケアセンター高
齢者福祉担当で、ラジオ放送とはこれまで
まったく無縁の門外漢だった。
毎日 10 時から 15 時まで生放送し、その
録音の再放送と音楽で 24 時間電波を発して
いる。提供する情報の内容は、町役場、消
防、警察、県や省庁からのお知らせ、地域
の生活情報、天気などで、避難所の様子や
ボラセン、ひまわりの種子なども取材した
そうだ。

図 2.29 志津川の津波浸水実績と、防災対策庁舎の
位置関係（黄色の領域内にある）
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２.４.３. 課題
ヒアリングした当時抱えていた課題は、送信
所のある位置のせいで、まちなかでも聴きづら
いエリアがあり、歌津方面は入らないことだっ
た。が、その後 7 月 21 日には送信所を移し、
ロケーションの改善で不感地帯の解消が進ん
だようだ（図 2.32）
。
南三陸町の 3 月 11 日の大津波警報や避難放
送は、危機管理課職員の遠藤未希さん（故人） 図 2.30 1960 年チリ地震津波の志津川の浸水状況
（アジア航測㈱撮影）
が防災行政無線を通じて必死に呼びかけを続
け、多くの町民を救った。当時、南三陸町には
コミュニティ放送局は無く、また周辺地域の既
存他局でも発災に伴う停電等の原因から突発
災害に対する有効なアラートは、ほとんど発せ
られなかった。南三陸町のように壊滅的な被害
を受けた地域の住民にとって、避難生活や復
旧・復興に向けた情報源はテレビよりもラジオ
に頼るところが大きく、防災行政無線に代わっ
て伝えられる町役場などのお知らせ、地域の生
活関連情報は、間違いなく被災者支援に貢献し
ていよう。
今後の課題は先々どうなるかだ。いずれ防災
行政無線の代役としての臨時的位置づけが終
わり、今は緊急雇用やさまざまな支援を受けな
がら運営しているが、スポンサーが付き、独立

図 2.31 南三陸災害エフエムの運営状況

した収益事業として成り立つ見込みはそもそ
も薄い。将来にわたって受け皿を整えられ放送
が続けられるかどうか心配される。（その後、
2013 年 3 月いっぱいで廃止された。
）
いずれにしても被災地に入って一からコミ

演奏所

ュニティ FM 放送局を立ち上げることは決して
容易いことでなく、設立や運営に尽力された
方々に対し、深く敬意を表したい。
新送信所

２.５. まとめ
２.５.１. 調査結果の要約
東日本大震災に伴って設置された臨時災害
放送局は図 2.33 の 26 局（中継局 3 を除く）が
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図 2.32 演奏所（当初の送信所）と新送信所位置
（背景地図は「マピオン」http://www.mapion.co.jp）

図 2.33 東日本大震災に伴う臨時災害放送局の開設状況 （総務省情報流通行政局衛星・地域放送課資料）

あり、うちコミュニティ FM 局がベースの「BAY-WAVE（塩竈市）」
、新規開局の「南三陸災
害 FM」
、そして同一自治体中に 3 局ありどこも臨時災害放送局にならなかった仙台市内コミ
ュニティ FM 3 局のうち「ｆｍいずみ」「エフエムたいはく」についてヒアリング調査した。
(1) ｆｍいずみ
仙台市泉区周辺をカバーするコミュニティ FM 放送局「ｆｍいずみ」
（図 2.34）は、3 月 11
日の本震直後に被災して停波した。揺れている途中に停電、入居するビルも危険で閉鎖され
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た。このため初動情報はほとんど伝えられな
かった。その夜、災害時協定先の NHK 仙台
ラジオ第 1 に阿部清人事業部長が防災士とし
て出演し、被災者に向けてアドバイスなどを
伝えた。翌 12 日の 13 時には、泉区役所内に
仮設スタジオを設け、早くも放送を再開した。
停電が数日間続き情報通信が途絶した環境下、
取材力の関係から災害の全容こそ報道できな
図 2.34 ｆｍいずみでのヒアリング調査
（左端が阿部氏）

かったものの、行政からの災害関連情報、救
援物資、避難所、ライフライン復旧状況など、
被災者の生活維持に求められる身近な情報を
足で拾い集め、当時の限られた伝達手段＝ラ
ジオを通じて伝えた。災害時に cFM に期待さ
れる役割をしっかり果たしたと言えよう。
(2) エフエムたいはく
仙台市太白区周辺をカバーするコミュニテ
ィ FM 放送局「エフエムたいはく」
（図 2.35）

図 2.35 エフエムたいはくでのヒアリング調査
（橙色の洋服が野田氏）

は、地震による停電に伴い、3 月 11 日から 5
日間停波した。このため初期には何も伝えら
れなかった。電気が復旧した 16 日午後からは、
市災害対策本部や気象台、県広報課のホーム
ページなどから収集した情報を基に、安否、
避難所、生活情報などを中心に放送した。十
分なマンパワーがなく、オンエアできる情報
量には限りがあった。名取市は申し出に応え
市民へ伝えたい情報をファクスで送ってきた
し、宮城県はメールでさまざまな情報提供を
してくれた。しかし肝心のお膝元仙台市（太

図 2.36 ベイウェーブ（塩竈市役所）でのヒアリング
調査（左端が横田氏）

白区）は協力的でなかった。震災を振り返り、
地元自治体との関係をどう築くか、そして非
常電源等の放送設備の強化、震災特別番組の
継続実施、さらにスタッフの協力のおかげで
放送が続けられたことに感謝していた。なお、
南三陸町など激甚被災地の支援も行った。
(3) ベイウェーブ
塩竈市の臨海部にあるコミュニティ FM 放
送局「ベイウェーブ」
（図 2.36）は、地震で揺
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図 2.37 ヒアリング調査に伺った FM みなさん
（ベイサイドアリーナ、右端が木南氏）

れている途中に停電して放送が止まり、その後、津波警報が出たことから高台へと避難した。
翌日、浸水した中で復旧を試みたが自家発電が動かずだめだった。旧知の市の防災課長に相
談したところ、非常電源と場所が借りられることになり、13 日夕方から市庁舎の一角に移っ
て放送を再開した。防災無線をはじめ広報手段を失った市からは、市民向け放送を強く要請
された。日頃から市と親密な関係を培ってきたこと、防災番組を編成するなど防災への関心
が高かったことから、災害時の cFM としての役割を果たすことができた。放送では、市と連
携して集めた安否情報や、多賀城市などほかの自治体の情報をも流した。18 日には総務省に
臨時災害放送局を申請し、出力を 10W から 100W に強化した。またイーモバイルでインター
ネットにつないで情報収集し、ツイッターで情報を発信した。ただし、メールサーバのダウ
ン、携帯電話使用不可でリスナーからの要望などは直接受信できなかった。
(4) FM みなさん（南三陸災害エフエム）
東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町は、5 月 17 日にベイサイドアリーナに臨時災
害放送局「FM みなさん」
（図 2.37）を新設した。開局は災害放送に縁のある多くの支援者に
よって行われ、運営は学生らのボランティア、そして緊急雇用創出事業により雇用した地元
の被災者らが充てられた。放送した内容は、町役場、消防、警察、県や省庁からのお知らせ、
地域の生活情報、天気などだった。
２.５.２. ｃＦＭが果たした役割と今後の課題
(1) 緊急放送
コミュニティ FM 放送局にとって防災・減災目的放送は切り離せない。しかし今回調査し
た既存 3 局とも初動の緊急情報は伝えられなかった。つまり、cFM の経営規模からすると本
格的な耐震化、無停電化、多重化、24 時間 365 日体制など、万全な備えは望むべくもない。
よって、突然の大災害時には被災する側になってしまう可能性があり、発災の緊急放送を確
実に行うことまで期待するのは些か酷なようだ。
(2) 生活情報に強みを発揮
その一方、公的情報のほかスタッフの取材、リスナーからの情報などきめ細かい生活情報
を意欲的に収集し放送し続け、マスメディアとは異なる cFM への期待に応える機能を発揮し
た。
「停電中は情報収集」と割り切って足で情報を稼いでいた局もあった。資金面、スタッフ
面で必ずしも恵まれているとはいえない局が多い中、cFM の果たすべき役割に対するスタッ
フの強い使命感、責任感、そして地域やリスナーへの共感・愛着がうかがえた。こういった
高い意識が、震災直後の混乱期からきめ細かい生活情報を流し続けた cFM を支えたと言えよ
う。
(3) 日頃の協力関係が奏功
自治体、CATV、NHK など他機関との事前協定や日頃の協力関係が、早期の放送再開に大
きく貢献していた。場所や電源の確保、信頼できる情報の入手源として、行政との協力は重
要だ。例えばベイウェーブは、日頃の塩竈市との密接な関係から、早期の放送再開や臨時災
害放送局移行まで円滑に対応できた。また、CATV 局スタッフの協力、NPO スタッフの協力
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など、日頃の人脈や信頼関係が大いに役立ったという。こうしたことがコミュニティ FM の
人的、資金的な限界のなかでの災害放送を支えた。臨時災害放送局はもとより、既存の cFM
が市民への広報手段を失った行政の貴重な情報提供チャネルとして機能したこともあり、近
隣自治体を含め災害時の cFM 活用についての体制強化、ルール作り、そして人間関係作りを
平時からしておくことが望まれる。
(4) ＩＴツールとＳＮＳの活用
今回「スタッフ個人所有のモバイルインターネット」が役立った。また、津波による被害
を受けなかった地域在住のスタッフがツイッターで放送再開を伝えるなど、個人的な機転を
利かせた IT や SNS の活用が見られた。よって、モバイルインターネットのクラウドインフラ
を局の戦略として予め整えておくことが望ましい。SNS は情報の信頼性や利用者層などの点
で発展途上にあるが、行政の情報発信の実質的な代替手段となったケースもあり、有事の際
の情報発信のオプションとして検討しておく価値があろう。平時から公式アカウントを整備
し、市民の認知度を上げておくこと、信頼性の高い情報入手源も確保しておくことなどが必
要だ。
(5) 放送継続体制の強化
地震による建物損壊、機材類の故障および停電による停波続出は今後の大きな課題といえ、
cFM の事業継続体制を強化したい。スタジオの耐震補強、什器備品や放送機材の固定、送信
所を含む非常電源（さらには燃料）の確保は不可欠であり、資金面での公的な支援も欲しい。
例えばｆｍいずみには NHK と相互協定があったが、このようにレジリエンスの高い放送局と
の事前協定を締結しておくことも事業継続力向上策の一つとして考えられる。臨時災害放送
局のメリットや免許申請方法なども押さえておきたい。また、サウンドカードや自転車、電
池、スペーサー、ライトなど有用性が浮き彫りになった備品もあり、備えの一層の拡充が望
まれる。
1995 年阪神・淡路大震災の時に立ち上がった災害時の臨時 FM 放送だが、2004 年中越地震、
2007 年中越沖地震、2008 年岩手・宮城内陸地震などでの経験を踏まえて発達・成熟し、2011
年東日本大震災では情報伝達手段として欠かせない働きをした。阪神・淡路から 15 年以上が
経ち、その間、社会の情報通信環境も著しく変化した。cFM 自体も電気や通信の断絶で当初
かなり苦労したが、避難生活などで必要な災害情報を伝える手段として、昔ながらのラジオ
が役立ったこと、さらにローカルな情報を扱うためにはミニ FM が適していることなどが改
めて認識された。つまり、今回の震災でも cFM の役割が実証され、存在意義が確かめられた。
最後に、開局や放送再開に取り組まれた関係各位の社会貢献意識に敬意を表したい。そし
て、全国の cFM が「有事に強い地域密着型災害情報チャネル」として、災害時にも地域の大
きな力となることを期待したい。
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３. ラジオ局ヒアリング調査
東日本大震災では、激甚な災害時の情報源として、商用電源なしでも動くラジオが改めて
注目された。地震や津波発生の初動期（本震発生から数時間までを細かく、津波警報が解除、
あるいは情報孤立が解消される頃まで）を中心に、県域ラジオ放送がどのように防災・減災
に貢献したかを知るため、仙台にあるエフエム仙台、TBC ラジオ、東京にある NHK ラジオ
センターの 3 局を訪ね、放送に携わった方々から当時の話をうかがった。

３.１. 東日本大震災にみるラジオの活躍
３.１.１ 既往調査結果におけるラジオのポジション
東北地方太平洋沖地震発生時、ラジオからの“命を救う情報”が、どれほど地域住民の役
に立ったのか、まず受け手への既往アンケート調査結果をレビューした。
(1) 宮城県沿岸部における被災地アンケート（平成 23 年 5 月 サーベイリサーチセンター）

｢大津波警報｣認知媒体の
27.3％がラジオ（2 位）
宮城県沿岸部（8 市町）
18 避難所の避難者（成人）
個別面接調査
4 月 15 日～17 日
N=253,MA

※津波から生き延びた人
びとが大津波警報を知っ
たのは、防災無線に次いで
ラジオからが多かった。
図 3.1 大津波警報をどのようにして知りましたか？

(2) 東日本大震災 津波調査結果（2011 年 9 月 ウェザーニューズ）
｢津波警報｣認知媒体の
35％がラジオ（1 位）
北海道～千葉県の被災者
（うち宮城県）
WNI のネット利用者へ
質問票調査
5 月 18 日～6 月 12 日
N=5296,SA

図 3.2 津波警報は最初に何で知りましたか？（宮城）
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(3) Date fm「東日本大震災アンケート」集計結果（2011 年 10 月 エフエム仙台）
直後のライフラインや
※ラジ オ

生活情報をラジオから

が突出。

得た 83.8％（1 位）
仙台市等の Datefm リスナー
質問票調査
6 月 16 日～7 月 25 日
N=418,MA

図 3.3 震災直後のライフラインや生活情報を何で得ましたか？

(4) 東日本大震災 情報行動調査報告書（2011 年 9 月 情報支援プロボノ・プラットフォーム）

直後に 67.5％の
人がラジオを利用
できた（1 位）
岩手･宮城･福島 3 県
（183 市町村）
被災地の住民
インターネット調査
7 月 4 日～11 日
N=2815,MA

※発災直後、2／3 の
図 3.4 利用できた情報ツール、機器

人びとがラジオを使
え、一般に利用され
ている情報媒体のト
ップに躍り出た。
直後にラジオが
役立った 64.7％
（1 位）
岩手･宮城･福島 3 県
（183 市町村）
被災地の住民
インターネット調査
7 月 4 日～11 日
N=2815,MA

図 3.5 役に立った情報源
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直後にラジオが
役に立った 60~75％
（沿岸部 1 位）
岩手･宮城･福島 3 県
被災地の住民
個別面談調査
7 月 1 日～31 日
N=186,MA

※発生から数時間～
数日間、通常の AM・
図 3.6 役に立った情報源（地域別）

FM ラジオが一番役に
立った。停電で視れな

以上の引用資料を通じて捉えられるのは、東日本大震災の被災
地では、地震直後に緊急情報が求められつつも、電力の供給や情

いテレビに代わる有
用な情報源だった。

報通信などが損なわれた深刻な事態に直面し、ポータブルラジオやカーラジオ等によって津
波警報、さらにその後のライフラインや生活情報を得ることができたという実態だ。
なお、同様な情報入手手段に関する受け手への調査として、８.２.６～８.２.７（p.353～356）
前後に、三陸沿岸被災住民に対してわれわれが実施したアンケート結果を掲載したので参照
されたい。
３.１.２ ラジオの緊急地震速報などの初動
上述のように、住民の命はラジオの情報にかかっていた。そこで、調査で訪ねた各ラジオ
局の緊急地震速報と第一声などの初動状況に関して、表 3.1 に整理した。
全体的には、NHK が最も素早い対応が行われ、東北放送ラジオもほぼ同時刻で緊急情報を
流した。エフエム仙台は、地震の揺れで放送機器に一時的な支障が出、10 分ほど遅れての放
送だった。この辺りは放送局の事業規模などが影響した感じだ。
緊急地震速報は、最大予測震度 5 弱程度になった 14 時 46 分 49 秒の第 4 報が、速い局では
3 秒のちに放送された。エフエム仙台では、反映までに 10 秒以上タイムラグがあり対応関係
が判然としないが、第 4 報の震度 5 弱、第 12 報の震度 5 強、第 14 報の震度 6 弱をそれぞれ
超えた 3 度、緊急地震速報が流れた模様だ。いつもの地震のときにどうなっているのかにも
よるが、リスナーは緊迫感を覚えただろう。
津波からの避難行動で最も決定的だった時間帯は、あとから振り返ると、14 時 46 分からの
30 分間だったといえるが、気象庁は 14 時 49 分に津波警報の第 1 報を、そして遅まきながら
15 時 14 分に第 2 報を出し、津波の予想高さなどを更新した。宮城県で予想高さが 10 メート
ルになったという情報は、NHK ラジオが最も遅く、実は 15 時 30 分にさらに出された第 3 報
の更新・拡大を伝える際、はじめて伝えられた。その時間帯にはすでに三陸沿岸の各地に巨
大な津波が流れこんでおり、予測情報としてはほとんど用をなさなかった。
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表 3.1 各ラジオ局の緊急地震速報と第一声など
局 名
放送中の番組

気象庁発表
地震発生
14：46’18”

緊急地震速報

14：46’49”～
14：48’37”

第一声
大津波警報
予想高さ 6m
予想高さ 10m

14：49
14：50
15：14

エフエム仙台
『AIRJAM Friday』
常禅寺通りサテライト
スタジオからの生
14：47’03” 14：47’47”
14：48’41”
14：59’34”
15：00’35”
15：14’13”
15：22’00”

東北放送ラジオ
NRN 系列『ミュージック
スクランブル』の録音

NHK ラジオ
国会生中継

14：46’52”

14：46’52”

14：48’18”
14：50’50”
14：51’50”
15：15 すぎ？

14：47’49”
14：50’40”
14：51’10”
15：32’35”

３.２. エフエム仙台
３.２.１. 調査概要
(1) 聞き取り調査の概要
・日 時

2011 年 7 月 8 日(金) 13：30～15：00

・訪問先 エフエム仙台本社
・応対者 執行役員 板橋恵子氏、放送本部放送部長 田中正明氏、
放送本部放送部制作チームマネージャー 浅野彰信氏
・調査者 藤吉洋一郎、天野 篤、天野教義、国崎信江、中村 功、中村信郎、中森広道、
萩原健太、三島和子、水上知之
(2) 放送局の概要
・種 別

FMラジオ放送局（JFN系列）

・会社名 株式会社エフエム仙台
・愛 称 Date fm 【デイト・エフエム】 仙台・宮城らしさ"D・A・T・E＝「伊達」"
"デートの時のようにドキドキ・ワクワクが詰まっている" リスナーとホットコ
ミュニケーションを持つ"デート感覚"ないい関係 "常に新鮮・up-to-date"な話題
を提供
・コールサイン 音声：JOJU-FM 文字多重：JOJU-FCM
・周波数／送信出力 仙 台／77.1MHz・5kW

気仙沼／81.3MHz・100W

鳴

子／84.1MHz・10W

志津川／84.1MHz・10W

白

石／81.4MHz・1W

・創立／放送開始 昭和 57 年 3 月 1 日／昭和 57 年 12 月 1 日
・本社・スタジオ 宮城県仙台市青葉区本町 2 丁目 10-28
・送信所（仙台） 宮城県仙台市太白区茂ヶ崎 3 丁目 12-1
・放送時間 05：00～28：00（24 時間）
・出資者 (株)河北新報社など
・放送エリア 宮城県全域、福島・山形・秋田・岩手県の一部（区域内人口約 500 万人）
・備 考 宮城県唯一の民放 FM 局。仙台ライフライン防災情報ネットワーク（1999 年 11 月
6 日発足）の会員。平時にメディアが果たすべき役割は災害への備えに関する啓発
と考え、7 年前から防災啓発番組「Sunday Morning Wave」（日曜 08：30～09：00）
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を放送。専門家がレギュラー出演する「地震に自信を」のコーナーで、毎週地震･
津波にまつわる話を流し続けてきた。外国人向けには「GLOBAL TALK」、研究の
最前線を伝える「東北大学防災 UPDATES！」というコーナーも。放送以外では、
「わが家の地震防災ハンドブック」を 10 万部制作し無料配布、2006 年からは毎年
非常食のコンテスト「サバ・メシ＊コンテスト」を開催。2009 年、仙台ライフラ
イン防災情報ネットワークの 10 周年記念事業として｢こども防災大学｣も実施した。
３.２.２. 聞き取り調査の結果
(1) 当日の様子
2011 年 3 月 11 日、東北地方太平洋沖地震発生とほぼ同時に「緊急地震速報」が流れた後、
14：48：06 から 22 秒間、送信所の停電により停波、14：49：33 から約 10 分程度、今度はシ
ステムトラブルにより無音状態となった。本社は自動的に自家発電に切り替わったため、ト
ラブル解消後に放送を再開した。
午後 3 時から｢災害特番｣に切り換えて CM 抜きで放送した。
312 時間におよぶ災害特番の始まりだった。しかし、当初は“情報の入手”が困難を極めた。
以下、エフエム仙台の 3 人の方々の発言から当時の実態についてまとめた（田中正明氏が震
災関連特番を統括）
。
・激しい揺れとほぼ並行して、緊急地震速報のコメントが続けて 3 回、放送中に割り込んで
きた。
・幸いなことに放送機器にそれほど被害がなく、送信所の停電やシステムトラブルにより約
10 分間放送を送出できなかったが、その後放送を再開、すぐに特番体制に切り替えた。も
し地震発生が深夜、早朝なら、人的確保も含めて早期復旧は難しかっただろう。
・初めのうち情報は地震情報、震度、津波情報などを繰り返し伝えた。
・しかし、肝心な災害情報をどこから入手するかが問題だった。電気がダウンして、テレビ、
インターネット、電話もダメだった。東京支社との専用線による内線は無事だった。
・気象台から送られた津波の情報を繰り返し伝えた。余震も立て続けに起こり、身の危険を
感じながら放送を続けた。それまでの知識を総動員し「ガラスの落下に気を付けて」、「信
号が止まっているのでスピードを落として」という注意喚起を、数時間放送し続けた。
・特番を始めた午後 3 時ごろには、沿岸部では津波の第 1 波が観測されていた。エフエム仙
台は津波に関する情報を伝え、
「高台に避難してください」と呼び掛け続けた。詳しい放送
はできなかったが、15：00 に大津波警報を、その後 15：22 にかけて津波の高さが 6 メート
ル、そして 10 メートルを超える予想だと伝えた。
・地元の情報をとれないのがきつかった。仙台市の災害対策本部が立ち上がった時、そこに
職員を張り付けることをかねてから考えていたので、さっそく 2 名張り付かせた。しかし、
運悪く地震が起きた日、午後 4 時半ごろから雪が降ってきて、仙台市内も 3 月上旬には珍
しく雪が積もった。自転車も使えず、歩いて情報を収集する体制をとった。ところが、災
害対策本部からは具体的な情報は何も得られなかった。なぜかというと、仙台市自体が情
報収集に大わらわだったからだ。このため、当初は東京から入手できた若干の情報や、ウ
ェザーニューズからの情報を放送していた。
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・
「災害時はラジオしか生き残れない」という自負をもって頑張った。ラジオ離れの昨今だが、
震災でラジオに戻ってきた人もいた。
・午後 3 時から特番が始まり、夜 10 時からネット特番が始まるという連絡があったので、そ
の間のアナウンサーローテションおよび番組構成を確認した。
・報道の取材力、人的不足により、機動力の面が不安だった。
・宮城県は震度 6 強だったが、内陸で建物の被害はほとんどなく、沿岸部とはひどさの度合
いの認知にかなりギャップがあった。若林区で 200～300 名の遺体が浮いていたと聞いても
にわかには信じられなかった。
・大津波が広範囲に起きたのはイメージできていなかった。仙台空港に津波が来たテレビ映
像を見て、初めて実態を知ることができた。
・多賀城に津波が来たと聞いても、なんであんなところに津波が来るのだろうと不思議だっ
た。多賀城、名取、岩沼はもともと津波が来るようなところではないと思っていたので、
津波が襲ったと聞いても半信半疑、津波被害の全体像を確認するまでに数日かかった。
・FM アンテナを利用して、局でアナログテレビ放送が見られる状況になってからは、テレビ
画面の情報をリライトして伝えた。テレビが有力な情報源となった。
・震災の影響により数日間、B フレッツの回線に障害が発生し、局のメールは使えなかった。
そこで、イーモバイルの通信モジュール（Pocket WiFi）でネットに接続し、急きょ G メー
ルのアカウントを取得して、G メール宛の情報提供をリスナーに呼びかけ情報を得た。
・G メールに寄せられた情報も信ぴょう性が未確認のまま流していた。危険情報と安否確認
の情報をひたすら流し続けるという状況だった。
・日頃から外国人に向けた防災情報を発信していたこともあり、当日の夜には、仙台国際交
流協会のスタッフが数名の災害時語学ボランティアの外国人を連れて来社、彼らをスタジ
オに入れ、英語、中国語、韓国語で災害情報を放送することができた。その後も入れ替わ
り立ち替わり来社したボランティアをスタジオに迎え、常に外国語でも新しい災害情報を
放送し続けた。
・放送再開後、仙台からは普段と変わらない電波が出ていたが、一部エリアでは 2～4 日間放
送中断が続いた。これは、震災発生直後に鳴子、志津川、白石中継局の商用電源が停電し、
非常用発電機にて放送を継続したが、震災による道路の寸断により現地へ出向くことが困
難な中、燃料切れで放送機器が停止した
ものだった。
(2) 翌日以降の展開
・東北大学の今村文彦先生は、出張先の東
京で被災されたが、翌々日の朝から仙台
のスタジオに入って解説してくれた。そ
れが大きかった。今村先生は毎週日曜日
の朝の番組に出演してもらっていて、毎
回、津波の話などをしてもらっている。

図 3.7 エフエム仙台でのヒアリング調査
（向こう側の中央が板橋氏）
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もう 7 年も続いている。3 月 11 日の直後のその放送にも忙しい最中なのに出てくれた。
・一番想定できていなかったのは、ライフラインが止まった後のことだった。それが何日間
続くのかなかなか見通せなかった。仙台ではライフラインの中でもガスの停止が長かった。
ガスを送り出すところが地震で破壊されたほか、ガス管のチェックに時間がかかったから
だ。ライフライン状況をリスナーに伝えるときに、まずはガス栓を閉じるという作業を呼
びかけることから始めた。その後はガス局側が仙台市内の復旧状況を毎日 UP していたので、
それを放送していた。仙台には全国から約 3,000 人のガスの復旧に関わる人が応援にきた。
それでも結局、復旧に 1 ヶ月以上かかった。
・水道は上水道だけでなく、下水道にも影響があり、汚物処理に対しても不都合が起きた。
・宮城県内のラジオ 9 局で組織する｢みやぎラジオネットワーク｣では、数年前から共同で防
災番組を制作、同時生放送を行ってきた。昨年は、6 月を防災月間とし、1 ヶ月にわたって
各局のアナウンサーが共同制作した防災スポットを流すことを試み、好評を博していた。
・3 月 13 日以降はライフラインネットが動きだした。
「仙台ライフライン防災情報ネットワー
ク」のメーリングリストで 13 日の午前 10 時前に JR 東日本から運行状況の情報が入ってき
た。仙台市ガス局、NTT 東日本なども ML で情報を発信した。とくに、日ごろからの交流
などで ML の相手と顔の見える関係作りができていたことが、今回、気象台への依頼など
で大変役立った。仙台では医師会もライフラインネットに加わっていて、いろいろな面で
役に立った。しかし、反省すべき点はメールがダウンしてしまったことと、仙台市消防局
が主体となっていたが手が回らなかったので、メディアに対して情報発信が迅速にできて
いなかったことだ。
・電気が復旧してからは普通の状況で情報収集できるようになった。インターネットが使え
るようになり、情報の信ぴょう性も確認できるようになった。情報関係は 1 週間ぐらいで
落ち着いてきた。
・3 月 22 日午前 6 時までは TOKYO FM と自社の特番を組み合わせた 24 時間災害特別放送を
続けた（CM 枠、クレジット等は無し）
。それからは基本、通常放送に戻したが、25 日まで
の 7：30～21：00 は災害特番を放送した（CM 枠、クレジット等は無し）
。
・4 月以降、放送は通常に戻った。生活情報も、安否情報も各エリアの情報がメーンになった。
人が少ないので、社員だけでまかなうことができず、制作会社やフリーの人を集めて 24 時
間の放送を続けることができた。
・au の携帯電話向け FM 放送配信サービス LISMO WAVE、IP サイマルラジオ協議会のインタ
ーネットサイマル配信サービス radiko へも番組を配信した。前者は 4 月末日をもって平常
のスタイル（放送エリアのみが聴取できる）に戻ったが、後者は震災緊急措置として、現
在も全国で同時再送信を聴くことができる。
(3) 放送の課題
・当初は大津波が広範囲に起きたことがイメージできず、津波被害の全体像を把握するまで
には数日かかった。若林区で 200～300 人死亡という情報がわりと早い段階から流れたが、
それ以降の情報がなかった。仙台空港のエアーショットをテレビで見て、初めて津波のイ
メージができた。
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・これまで何とか、防災に関する番組やイベントを実施してきたが、備えていた宮城沖地震
の想定をはるかに超える災害の規模であり、なかなかイメージ通りの行動ができなかった。
・ニュースソースは朝日、読売、河北新報からローテーションで情報が来るようになってい
たが、当初は停電で PC が使えなかったので、どこからも入ってこなかった。
・これまではニュースの部屋にテレビがあったが、今回の地震以降は、スタジオにテレビを
置くようになった。すべてのチャンネルをチェックした。
・災害対策本部には張り付くのではなく、情報を取りに行くようにした。
・安否情報については、信ぴょう性の問題があったが、とにかくやった。個人情報もあった
がオープンに、来たものはすべて公開した。重複もあるがおよそ 1 万件寄せられた。局舎
の前にテーブルを置いて、直接訪ねてきた人からも受け付けた。放送した情報をビルの前
に張り出した。携帯の充電器もそこで利用できるようにした。
・コンビニやガソリンスタンドでは店が開く前に行列ができていた。
・3 月 14 日午前に自衛隊機から白波がたっているという情報があったが、出所を確認せずに
放送してしまったことがあり、信憑性ある情報をどこから得るのかの反省材料だった（テ
レビも同様の放送）
。
・今回、ツイッターが有効な情報手段になった。気仙沼市ではツイッターを利用してきめ細
かい情報を出していたので、そこからも情報を取って流した。
・ここまで携帯が使えないのは予想外だった。携帯電話のメールも送信できない状況だった
ので、誰ともつながらない状況が続き、被災者は不安だった。携帯各社ともに災害時の対
応を見直しているはず。アンテナが地震や津波でダメになって、携帯の電波を中継できな
くなったところが、あちこち生じていたようだ。
・携帯電話は地震発生直後には通じていたため、その時点では「無事」ときいた相手が、30
分後の津波で亡くなっていたケースがあったという話をいくつも聞いた。
・
「災害用伝言ダイヤル 171 を使用してください」という放送をしたが、リスナーからは「何
度トライアルしてもつながらなかった」という苦情があった。話し中になっていたという。
・地震から 4 ヶ月がたった最近では、災害情報への被災者自身の関心が薄くなって来ている
が、被災したステーションとして、途切れずになんとかつないでいかなくてはならないと
いう思いから、災害情報の時間を決めて情報を出している。今後は復興に向けてのイベン
トも伝えていきたい。宮城県知事も七夕を復興の第一歩と位置付けていくと言っている。
・6 月 20 日から 1 ヶ月間、今後の防災・減災への取り組みを進めるための資料として「Datefm
東日本大震災アンケート」を実施しており、現在返答を待っている。寄せられる中に、津
波避難のマニュアルは「まったく役に立たなかった」、「知ってはいたけど何もできなかっ
た」という声もあるが、
「高台に逃げた」など、役に立ったという声があったのが救いだ。
・1 年前のチリ地震の際、早々に出された津波警報と津波予想に反して、大したことなしに終
わったことから、今回も「どうせ来ないだろう」と高をくくって、避難しなかった人たち
が大勢いた可能性がある。大雨のような進行性災害における予警報などで、どうしても「空
振り」側が多く「見逃し」側は少ないのと軌を一にする“オオカミ少年”問題だ。予想が
はずれたときに、信頼をつなぎとめられるようにする、事後の取り組みが大切だろう。
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・音楽に救われたというリスナーは多かった。海にまつわる曲やビッグウエーブなどの歌詞
があるものは避けるなど神経を使って選曲した。
３.２.３. まとめ
エフエム仙台は、大地震が発生したとき、サテライトスタジオからの放送中だった。送信
所の停電やシステムトラブルなどで停波や無音状態が発生したが、10 分程度で復旧し放送を
再開、強い余震が続く中で放送を続けた。ただし鳴子、志津川、白石の中継局は、停電と非
常電源の燃料切れ（補給できない）で 2～4 日間中断した。
わずかな時間で放送を再開したものの情報の入手は困難を極めた。情報通信手段が軒並み
ダウンし、被害の全容など必要な情報が思うように得られなかった。市内は信号が止まり、
車も動いていなかった。仙台市の対策本部から情報を得ようと、職員を歩いて市役所に行か
せたが、市自体が情報収集に大わらわで、初めの段階では市の災害対策本部は情報源になら
なかった。
当初は気象台からの警報など、余震や津波に関する注意喚起を繰り返し放送した。テレビ
が映るようになってようやく信じがたい被害状況を知り、画面を見ながら実況放送した。そ
の後、モバイルでネットにアクセスし、フリーなクラウド型サイトを利用することで、リス
ナーからの情報を集めた。ツイッターも有効だった。危険情報、安否確認情報（約 1 万件）
をひたすら流したが、信憑性の確認はできないままだった。さらに、ライフラインの復旧情
報、生活情報なども伝えた。おおむね 1 週間後にこうした情報関係は落ち着き、2 週間後に特
番編成を終えた。また、通常の放送波だけでなく、LISMO WAVE、radiko を通じて、ネット
で全国にサイマル配信した。
ともかく、東部道路まで津波が来ることなど想定していなかったなど、地震の規模が大き
すぎた。それでも「災害時にはラジオしか生き残れない」という思いで頑張った。複数の外
国語の放送もした。
ヒアリング時の感想としては、
 自家発電を備えていてコミュニティ FM 局とは規模が異なる県域局でも、停電や情報通
信ダウンの影響を少なからず受けた。アナログな足での取材、貼り紙、入口でのテーブ
ル受付、FM アンテナによるアナログテレビ放送受信などが有効だった。
 テレビを視聴しながらのラジオ実況放送は、被災者に対し効果的だった。
 危険を伝えるのと同程度に、安否確認情報や生活情報、さらには多言語放送をした。
など、そもそも取材体制が弱く音楽番組中心の FM 放送局が、人員をはじめ何かと充足しな
い環境に置かれた中で、地域のためによくがんばったと言えよう。
なお、当日説明用の資料として配られた、
・資料 1-1 3 月 11 日の時系列メモ（文中の STL とは Studio to Transmitter Link で、放送内容
を演奏所から送信所へ送る回線のこと）
・資料 4-1 東日本大震災放送 中間報告（4 月 5 日）
・災害特番 1 時間単位での参考フォーマット
を、以下に示す。
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３.３. ＴＢＣ（東北放送）ラジオ
３.３.１. 調査概要
(1) 聞き取り調査の概要
・日 時

2011 年 7 月 8 日(金) 11：30～12：50

・訪問先 TBC 東北放送本社
・応対者 報道制作局部長 若生哲旺氏、
報道制作局アナウンス部長 藤沢智子氏、
報道制作局アナウンス部次長 根本宣彦氏
・調査者 藤吉洋一郎、天野 篤、天野教義、
国崎信江、中村 功、中村信郎、中森広道、

図 3.8 TBC ラジオでのヒアリング調査（向こ
う側向かって右が藤沢氏、左が根本氏）

萩原健太、三島和子、水上知之、村木正顕
(2) 放送局の概要
・種 別 AM ラジオ・テレビ兼営放送局（ラジオ：JRN・NRN 系列、テレビ：JNN 系列）
・会社名 東北放送株式会社
・略 称 TBC
・コールサイン ラジオ：JOIR
・周波数／送信出力 仙 台／1260kHz・20kW

気仙沼／801kHz・100W

鳴

志津川／1215kHz・100W

・設立／放送開始

子／1557kHz・100W

1951 年 12 月 10 日／1952 年 5 月 1 日

・本社・スタジオ 仙台市太白区八木山香澄町 26 番 1 号
・送信所（仙台・ラジオ）

仙台市若林区荒井字瀬戸川北 15-2

・放送時間 24 時間
・出資者 (株)河北新報社など
・放送エリア 宮城県全域、福島・山形・岩手県の一部（区域内世帯数約 184 万世帯）
・備 考 宮城県唯一の民放AM局。仙台ライフライン防災情報ネットワーク（1999年11月6
日発足）の会員。2002年4月、東北地方の放送局として初めて予報業務許可事業者
になり「私立TBC気象台」というユニークなコーナーを設けている。2011年3月22
～24日には、大阪MBSラジオの「ネットワーク3・11」（そもそもは阪神・淡路大
震災にちなんだ「ネットワーク1・17」という番組の東日本大震災版）が同時オン
エアされ、最終の25日には、TBCで放送した報道特別番組が逆にMBSで生中継さ
れた。
３.３.２. 聞き取り調査の結果
(1) 発災直後
TBC 東北放送ラジオは、東北地方太平洋沖地震が発生した 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分か
ら連続 11 日間 256 時間にわたって、東日本大震災特別番組を放送した。CM 抜きで 40 人体制
（アナウンサー17 人、ラジオ関係のスタッフ、社長室など）で。
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表 3.2 TBC 東北放送ラジオ 2011.3.11 14:46:23～14:59:59 オンエア リライト
時
14

分秒
46：23

46：43
46：52

47：13

47：31

48：03
48：18

48：33
48：43

49：14
49：23

49：43

49：58
50：09

50：34
50：43
50：50
51：07

51：33

放
送
内
容
じゃあ一つずつ単語の解説からいきましょうか。いちばん最初に出てきた仙台弁
の後の“べんちゃら”これだけ聞くと“おべんちゃら”に聞こえてね、なんかお世辞と
かそっちのほうかな、なんて思うんですけれど、実は“べんちゃら”は“おしゃべり”
という意味なんです。メモりましたか？
次の“おらやんだ”これはなんとなく伝わってきましたか…
緊急地震速報です。地震が発生しました。すぐに身の安全をはかってください。
運転中の方は急ブレーキを踏まずに、ハザードランプをつけ、スピードを落として
ください。
気象庁が緊急地震速報を発表しました。宮城県に強い揺れがくるおそれがあり
ます。運転中の方は急ブレーキを踏まずに、ハザードランプをつけ、スピードを落
としてください。屋内にいる人は、まず身の安全をはかってください。
…ね、ほおほおほお、ほんで最後の“いですかね”っていうのは、“嫌いです”って
ことなんですって。じゃあつなげていくと、“仙台のおしゃべりは私は嫌いです。少
しだけ来てください。嫌いです。”えっ？！ちょっと来たのに、もう一回ダメ押しで
嫌いですって言われる？またなぞが増えた気がしますけれども、…
空白 15 秒間（雑音）
えーこちらは TBC、仙台 TBC 東北放送です。今、宮城県地方に大きな揺れを感
じています。かなり激しい揺れを感じております。どうか落ち着いて行動してくださ
い。
情報が入り次第、またお伝えしますが、今、大きな揺れを感じております。まだ揺
れています。どうぞ身の安全をはかってください。
えー車運転中の方は道路わきに停めてください。えー宮城県に強い揺れがきて
います。身の安全をはかってください。なおも揺れは続いています。なおも揺れは
続いています。身の安全をはかってください。えー車を運転中の方はただちに止
まってください。物が落ちてきそうな場所や大きな家具、窓からは離れてくださ
い。頭を座布団やクッションなどで保護してください。
まだ揺れています。まだ揺れています。どうぞ身の安全をはかってください。
今入りました情報では、震度 6 強が宮城県北部、それから宮城県中部、震度 6
強宮城県北部、宮城県中部。震度 6 弱が岩手県の沿岸部、岩手県内陸南部、宮
城県南部などです。震度 6 強、震度 6 強の地震が起きております。
まだ揺れています。揺れは少しおさまりましたが、まだ揺れは続いています。震
度 6 強宮城県北部、宮城県中部、震度 6 強が宮城県北部、宮城県中部です。ど
うぞ身の安全をまずはかってください。
揺れは少しずつおさまってきました。揺れは少しおさまってきました。どうぞ落ち
着いて行動してください。落ち着いて行動してください。
まだ揺れは続いております。震度 6 強宮城県、震度 7 が宮城県北部、震度 7 が
宮城県北部と今発表がありました。震度 7 が宮城県北部、震度 7 宮城県北部。
以下震度 6 強が宮城県中部、福島県浜通り、震度 7 宮城県北部でした。
津波の恐れもありますので、今しばらくお待ちください。このまま TBC ラジオをお
聞きください。
震度 7 宮城県北部、震度 7 宮城県北部、震度 6 強…
今、太平洋沿岸に大津波警報が発表になりました。太平洋沿岸に大津波警報が
発表になりました。太平洋沿岸に大津波警報が発表になりました。
気象庁は 2 時 50 分、宮城県に大津波警報が出ました。宮城県の太平洋側に大
津波警報を出しました。大津波が押し寄せ、大きな災害の起こる恐れがありま
す。予想される津波の高さは、高いところで平常の海面より 3 メートル以上です。
高いところで平常の海面より 3 メートル以上。特に三陸沿岸では非常に高くなると
ころがあります。
宮城県の沿岸に大津波警報、宮城県の沿岸に大津波警報が出ました。大津波
が押し寄せ大きな災害の起こる恐れがあります。予想される津波の高さは、高い
ところで平常の海面よりも 3 メートル以上、平常の海面よりも 3 メートル以上。特
に三陸沿岸では非常に高くなるところがあります。厳重に警戒してください。海岸
にいるかたはただちに避難してください。
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備 考
録音番組

14：46：48.8 に
発した緊急地
震速報に基づ
く自動音声割
込
録音番組

緊急生特番

14：49 に大津
波警報発表

時
14

分秒
51：50

52：33

52：48

53：03

53：33

54：13

54：38

54：53
55：03

55：35

56：03

56：37

56：55

57：06
57：20

放
送
内
容
なお宮城県の津波到達予想時刻ですが、3 時まもなくです。まもなくです。えー今
時刻が 2 時 52 分です。まだ揺れていますが、津波到達予想時刻が宮城県では 3
時。あと 7 分ほどと予想されております。予想される津波の高さは 6 メートルで
す。予想される津波の高さ 6 メートルです。津波の高さは 6 メートルが予想されて
います。
厳重な警戒が必要です。ただちに避難してください。ただちに避難してください。
宮城県の大津波の予想到達時刻はあと 7 分後 3 時、あと 7 分後と予想されてい
ます。
予想される津波の高さは 6 メートル、予想される津波の高さは 6 メートルとなって
います。ただちに避難してください。ただちに避難してください。ただちに避難が必
要です。宮城県に大津波警報が出ています。
気象台は先ほど 2 時 50 分、宮城県の沿岸に大津波警報を出しました。予想され
る津波の高さは 6 メートルです。予想される津波の高さは 6 メートル。その到達予
想時刻が 3 時。到達予想時刻が 3 時。まもなくあと 6 分後です。あと 6 分後、津
波が押し寄せてくる恐れがあります。ただちに避難してください。身の安全をはか
って直ちに避難してください。
なお揺れはまだ続いています。宮城県に大津波警報が出されました。宮城県に
大津波警報が出されました。津波到達時間は…仙台港の津波の到達予想時間
が 3 時 40 分、3 時 40 分。石巻の鮎川が 3 時 10 分、石巻の鮎川が 3 時 10 分。
大津波が到達の恐れがあります。その高さは 6 メートル。また場所によってはも
っと高くなる恐れがあります。宮城県に大津波警報が出されています。ただちに、
ただちに避難してください。ただちに避難してください。
宮城県に大津波警報が出ています。石巻市鮎川に到達する予想時刻が 3 時 10
分、あと 15 分後です。あと 15 分後、石巻市鮎川は 3 時 10 分。なお仙台港に津
波到達予想時刻が 3 時 40 分、3 時 40 分。いずれにしても間もなくです。揺れは
まだ続いています。
宮城県に大津波警報が出されています。ただちに避難してください。宮城県に大
津波警報です。津波の高さはおよそ 6 メートル、6 メートル。なおも余震が続いて
います。
冷静な対応をお願いします。津波警報が出されています。海岸沿岸部にお住ま
いの方、ただちに避難してください。大津波警報です。大津波警報です。
宮城県に大津波警報、太平洋沿岸に大津波警報が出されています。津波の到
達予想時刻、石巻市鮎川が 3 時 10 分、それから仙台港が 3 時 40 分、時刻は今
2 時 55 分です。石巻鮎川に予想される津波到達時刻は 10 分ないし、15 分後予
想されています。時間がありません、ただちに避難してください。時間がありませ
ん、ただちに高台に避難してください。
まだ余震が続いています。仙台港への到達時刻が 3 時 40 分です。大津波警報
が出ています。大津波警報が出ています。宮城県の沿岸に大津波警報。大きな
津波が押し寄せて、大きな災害の起こる恐れがあります。予想される津波の高さ
は高いところで平常の海面よりも 3 メートル以上、特に三陸では非常に高くなる
恐れがあります。
厳重に警戒してください。直ちに避難が必要です。直ちに避難が必要です。津波
の到達予想時刻、石巻市鮎川であと 10 分ないし 15 分、3 時 10 分、3 時 10 分。
なお仙台港では 3 時 40 分とみられています。今時刻は 2 時 56 分をまわっていま
す。まもなく津波の到着が予想されます。まもなく津波の到着が予想されていま
す。
宮城県に大津波警報が出されています。宮城県に大津波警報が出されていま
す。TBC ラジオは引き続き情報をお伝えいたします。TBC ラジオは引き続き情報
をお伝えしております。
宮城県の沿岸に大津波警報が出ましたので、これから緊急警報信号による TBC
津波情報をお伝えします。緊急警報信号による TBC の津波情報をお伝えしま
す。
緊急警報信号
こちらは TBC ラジオです。宮城県に大津波警報が出されています。宮城県に大
津波警報が出されています。津波の到達予想時刻、石巻市鮎川で 3 時 10 分、3
時 10 分。今時刻は 2 時 58 分になるところです。間もなく第一波が到達しそうで
す。
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備 考
14：50 に津波
予想高さ 6m
（宮城）発表

EWS

時
14

分秒
57：43

58：02

58：31

58：53

59：12
59：23

59：47

放
送
内
容
厳重な警戒です。まずは避難してください。出されている警報は大津波警報で
す。大津波警報です。まずは避難してください。身の安全をはかってください。な
お仙台港はそれより少し遅れて 3 時 40 分ほどです。3 時 40 分に予想されていま
す。
先ほど宮城県を中心に大きな地震がありました。震度 7 が宮城県北部、震度 7
が宮城県北部。震度 6 強が宮城県中部、福島県浜通り、福島県中部と…震度 7
が宮城県北部、震度 7 宮城県北部、震度 6 強が宮城県中部、福島県浜通り、震
度 6 弱が岩手県などとなっております。
先ほど 2 時 46 分頃、大きな地震がありました。マグニチュードは 7.9、マグニチュ
ードは 7.9 となっています。今また余震が起きています。今また余震が起きていま
す。マグニチュードは 7.9、マグニチュード 7.9。この地震によって大津波警報が出
ています。
沿岸部にお住まいの方ただちに避難してください。それから住宅などの被害も予
想されますが、身の安全をまずははかってください。身の安全をはかって落ち着
いて行動してください。身の安全をはかって落ち着いて行動してください。
なお今入った情報では女川原発 1 号機から 2 号機 3 号機にかけて自動停止しま
した。女川原発は自動停止しております。女川原発は 3 機とも停止しました。
先ほど 2 時 46 分頃、大きな地震がありました。震度 7 を観測しています。震度 7
は宮城県の北部です。震度 7 宮城県北部。この地震によって大津波警報が出さ
れています。鮎川の予想到達時刻はあと 10 分後、3 時 10 分、仙台港は 3 時 40
分となっています。
時刻はまもなく 3 時になります。時刻まもなく 3 時です。まもなく鮎川に予想されて
おります津波ですが、大津波警報、岩手県それから宮城県、福島県に大津波…

備

考

その後 16 時
に Mj8.4、17
時半に
Mw8.8、2 日
後に Mw9.0
発表

その後 15：14
に津波予想高
さ 10m（宮城）
発表

地震が起きた時は、ワイド番組の中の「ミュージックスクランブル」というニッポン放送
の録音放送だった（表 3.2）。緊急地震速報が 14 時 46 分 52 秒に作動し、チャイムと 37 秒間
録音してある音声が自動的に流れた。緊急地震速報の注意喚起が終わり元のコーナーに一度
戻った後、本来なら A サイトに居るワイドのアナウンサーがすぐに話すはずだった。だがマ
イクが通じず、10 数秒後 B サイト、デジタル対応テレビ局舎のニューススタジオから、ニュ
ースデスク担当アナが割り込んでラジオに音声を送った。揺れへの注意喚起、震度速報など
を放送した。地震直後に停電して、自家発電に切り替わった。
14 時 50 分には太平洋沿岸に大津波警報（定義は高さ 3 メートル以上）
、52 分には宮城県で
予想される津波の高さ 6 メートルを流した。大津波警報だったので大変だと、沿岸部へすぐ
に避難を呼びかけた。14 時 57 分に緊急警報放送システム EWS（Emergency Warning System）
の信号を送出した。EWS はスムーズに出せなかったが、津波警報の際に義務づけられている
ものだ。その後、津波の予想高さは 10 メートルとなった。大津波警報や余震への注意喚起は
頻繁に繰り返し伝えた。
被害状況は、15 時 37 分に女川のテレビカメラに映った津波の様子をリアルタイムで伝えた。
15 時 57 分には仙台空港の情報カメラを描写して話した。最初の津波到達情報の値は低く、海
面変動何センチ（たとえば 14 時 59 分に大船渡で 20 センチ）などと言っていたが、その数字
を出すのはやめようという話もあった。
気象台とのラインは 16 時ころまで生きていた。防災情報提供システムから気象庁の津波情
報が来ていたのが、じきに断絶した。共同通信の端末だけはずっと動いていた。
当初は得られる情報量が少なかった。渋滞で動きがとれない状況に陥ったまちなかの様子
など、自らの体験を語った。そのほか TBC テレビの中継の音声や、オンエアのモニター画面
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に映る情景をスタジオで描写して話した。災害時優先電話による取材も行った。
夕方になって、ラジオカーとの中継（毎日 1 台出している）
、電話レポート、ファクスが順
次可能になった。ラジオは通常、A サイトの第 8 スタジオから放送しているが、1963 年の古
い建物で危険があることと、自家発電の燃料節減のために閉じて、B サイトの 2 畳ほどのス
ペースから、男女 1 人ずつとフロアディレクターの 3 名が、11 日間 24 時間体制で送ることに
なった。
20 時 27 分、リスナー向けにメール、ファクスなどでの情報提供を呼びかけた。メールは度
重なる地震災害（2003 年 5 月 26 日三陸南地震、7 月 26 日宮城県北部の地震、9 月 26 日十勝
沖地震）を受けて「saigai＠1260.jp」というメールアドレスを設定してあった。2005 年 8 月
16 日の宮城地震や 2010 年 2 月 28 日のチリ地震津波の際、すでに使われるようになっていた。
メールはたくさん来た。当初は学校、病院、介護施設などの無事情報、あるいは翌日の休校・
休園のお知らせなど、個別の安心情報を優先して流した。夜が更けるに従い救援要請（寒く
なって助けてください）や安否確認の照会が増えた。多くは携帯メールで、ファクスはわず
かだった。
21 時過ぎにツイッターを用いた発信を始めた。
(2) 翌日から
翌 12 日の 7 時頃から本格的にツイッターで情報発信した。
ラジオで放送した情報をもとに、
無事、救援要請、学校、ライフライン、生活関連情報などを書き込んだ。生活関連情報は、
コンビニにものがなくなり大型スーパーが閉鎖された中、開いているスーパーや商店（食べ
物など）
、炊き出し、風呂（断水、ガス被害が長かった）
、美容室の洗髪、コインランドリー、
給水（当初）
、ガスの開通、携帯電話の復旧状況などだった。ただしガソリンスタンドの状況
については、少数の空いている店や救援関係車両のみの場所とかがあり、かえって混乱する
（新聞が一度出したところ夜中から列をなして大きな問題となった）ためはずした。
当初の 3，4 日はリスナーの情報が一番。その間に余震、原発、地震全般の被害情報（津波
のほかにも家屋倒壊や地すべり・土砂崩れの被害が泉、栗原、大崎などであったが、情報は
乏しかった）などを流した。
(3) 停波
仙台市若林区荒井（海抜 2 メートル、仙台東部道路の海側）にあるメーンのラジオ送信所
（出力 20kW、図 3.9）が、3 月 11 日の津波で浸水した。商用電源が途絶え、すぐにバックア
ップの自家発電装置が働いたが、12 日 4 時 30 分に燃料の枯渇で止まった。このため、仙台の
親局（本社テレビ塔）にある非常用アンテナとサテライト送信所（気仙沼、志津川、鳴子）
のみで放送した。100W の減力放送では、八木山から半径 10 キロメートルくらいの範囲にし
か電波を送ることができず、とくに被害の大きな石巻市や県南地域（亘理町、山元町など）
には届いていなかった。その状態は 15 日 12 時 50 分まで続き、道路のがれき撤去と、JNN 各
局からの燃料補給により、18 日 17 時過ぎようやく通電が仮復旧し送信できるようになった。
一時減力を余儀なくされた経験から、今は燃料タンクの容量を大きくし、補給回数も増やし
ている。
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図 3.9 仙台市若林区にある TBC ラジオ送信所の津波被災状況（2011.3.13 アジア航測㈱撮影）

電波が届かないエリアを補おうと、3 月 15 日昼前から 22 日 6 時 29 分までインターネット
の動画配信サービス USTREAM で放送音声を流した。16 日 14 時過ぎからはニコニコ動画の
「ニコニコ生放送」でも再配信を開始した。当時の放送は CM や音楽が一切ないので著作権
的にもやりやすかった。これらの対策により、県外からも安否確認や救援物資など支援情報
がメールやファクスで伝えられるようになった。
(4) その後
3 月 16 日未明の 3 時には、MBS「ネットワーク 3・11」を 6 時間遅れの時差で放送した。
この番組は、大阪の毎日放送ラジオ（
「ネットワーク 1・17」制作チーム）が 15～18 日と 21
～25 日の 21：00～21：30 に期間限定でオンエアしたもので、うち 22～24 日は 21 時から同時
ネットした。MBS は radiko.jp を通じて 3 月 13～31 日まで全国どこでも聴くことができた（東
北地方太平洋沖地震への期間限定緊急対応でエリア制限が解除され、全国でサイマル聴取が
可能になった）
。
3 月 22 日 6 時 29 分から 60 秒間、震災後はじめてのステーションブレイクを出した。これ
で CM なしでの 24 時間放送は終了した。引き続き情報センターから、東日本大震災ラジオ報
道特別番組として、ニュース、天気、交通情報、ラジオカー中継、生活関連情報、安否確認
情報などを流した。12 時に通常の第 8 スタジオに戻り、16 時からワイドのレギュラー番組を
再開した。21 時からは前述の「ネットワーク 3・11」
、21 時 30 分から 30 分間は再びニュース、
交通状況、生活情報、安否情報を伝える報道特番を生放送した（24 日まで）
。
3 月 25 日は、21 時からラジオ報道特別番組「東日本大震災から 2 週間」を 120 分間生放送
し、MBS「ネットワーク 3・11」を番組内でクロス放送した。3 月 26 日までは社のアナウン
サーがすべて担当し、その後ワイド番組のレギュラーパーソナリティが戻り、28 日からほぼ
平常どおり音楽も放送した。無論、随時、震災関連情報を入れながら。
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図 3.10 東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ（http://www.coastal.jp/ttjt/）による
津波の浸水痕跡高・遡上高速報値（2011.9.4 参照）

4 月 4 日時点で完全に通常の状態に復帰（ラジオカーは被災地を中心に取材継続）した。そ
の頃も震災特番や、余震の緊急地震速報、津波警報などを放送した。
4 月 18 日から毎週月曜日の 20 時に震災に特化した 30 分番組「3.11 みやぎホットライン」
をやっている。JNN 三陸支局からのレポートや、研究者・識者らに出演してもらう番組で、
これは今も USTREAM に同時配信している。
radiko.jp 復興支援プロジェクトも、5 月からさしあたり 6 ヶ月間の予定で始まった。被災地
の現状を全国に正確に届け、ふるさとを離れた避難者へふるさとの様子を伝えている。
現在、ワイド番組の中でも各種手続きの案内、物資の不足状況などを伝え続けており、午
後ワイドではラジオカーが被災地に出向いている。
なお、東北放送では、全国ニュースを共同通信と JRN の朝から、ローカルニュースを TBC
の取材から編集して放送している。
(5) 質疑応答
Ｑ：緊急アナウンスコメントは？
Ａ：マイクロホンの向かいにコメントのプレートがある。割込放送したスタジオにも準備し
ていた。第一報はアナウンサー歴 42 年の鈴木俊光嘱託が伝えた。だいたい頭に入ってい
るが、細かいところでは役に立ったという。マニュアルに基本的な問題は無かった。た
だし、大津波警報で「
（高台と）鉄筋コンクリート 3 階以上の建物へ避難」のコメントは
使えなかった。また、志津川などでは「指定避難場所」も危なかった。多くは施設のグ
ラウンドなどだが、どこが安全なのか、一番悪いことを考えなければいけない。7 年前に
宮城県が出した被害想定とは浸水高で 4～5 倍の開きがあった。気象台からの大津波警報
は、時間の経過とともに予想高さが 3 メートル以上→6 メートル→10 メートルと大きく
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なっていった。
「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ」のデータを見ると、あち
こちで予想を上回った。最悪の事態を想定し、マニュアルやコメントを変えなければい
けない。
Ｑ：広域が停電しているとわかったのは？
Ａ：発災当時、名取から移動中だったが、県内全域が停電していることはすぐにわかった。
社屋も自家発電になり、
「テレビはワンセグを除いて届けられてなさそうだ。ワンセグも
バッテリーが無くなるのでそうは続かない。ラジオだけが情報源だろう」と話していた。
TBC は、地域唯一のラテ兼営民放。局内では東京に向けて頑張っているテレビに技術者
がとられ、ラジオを助ける技術者が少なかった（技術部はラテ兼務）。そのかわりテレビ
の報道内容をコピーで回して共有することができた。逆にラジオのリスナーからもらっ
た情報をテレビに提供することもあった。テレビは被害報道、ラジオは生活関連情報や
地域の一般情報が主だった。
Ｑ：燃油の苦労は？
Ａ：燃料は、一時期、全く手に入らなかった。本社も自家発電なので、節約するために A サ
イトは閉じ、B サイトの情報センターのみを使った。備蓄燃料が無くなれば、最悪、ラ
ジオを残そうと考えていた。取材の車も市内のみで遠出はできなかった。ガソリン不足
の影響は 3 月 15 日ころまで続いた。

図 3.11 「宮城県沿岸部における被災地アンケート」平成 23 年 5 月 サーベイリサーチセンター調査結果
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Ｑ. 大津波警報の認知媒体のアンケート調査結果（図 3.11）で、民放が NHK より多いのはな
ぜか？
Ａ. 普段から民放ラジオのほうがレイティングが高い（＝よく聴かれている）。NHK ラジオは
地域向け枠が少ない（正時前に 5 分など）が、TBC は 6 割近く自社率があり、ラジオと
いえば地元民放ラジオという意識ではないかと思う。NHK ラジオの場合、テレビの音声
を流したり、全中の合間にローカルが入るかたちが多い。アナウンサーの声も普段から
聞きなれておらず、民放は聞きなれた声。誰かがわかり親近感がわいて心強かったと大
勢の人から言われた。
「いつもはリラックスしてしゃべっている人が、今回は緊迫した声
だったので避難した」という人もいた。TBC はリスナーにとっては家族みたいなもので、
停波した時には大丈夫か、と心配してもらった。
Ｑ. リスナー情報の収集手段は？
Ａ. リスナーからの声は、発災直後から saigai＠1260.jp に多くのメールが届いていた。局のネ
ット回線が数日間使えなくなり、受信したのは時間が少し経ってから。ラジオの制作部
長やディレクター陣がメールチェックし、アナウンサーへと渡した。携帯メールの場合、
無記名のことが多く、誰がどこから送ってきたのかわからない（たとえば安否をどこの
誰に連絡すればいいのか）
。このため「メールには本名（ラジオネームではなく）と簡単
な住所を入れて」と呼びかけた。また、情報の信頼性チェックができなかった。このた
め「TBC としては確認がとれていません」と断りを入れ、リスナー情報を信用し、裏付
けをとらずに放送した。ただ、営業店舗、入浴情報などはメールを受けて予めスタッフ
が確認してから流した。救援要請は警察に連絡して、それから放送した。携帯充電情報
が役に立った。
リスナーから寄せられた情報は延べ約 2 万件に及び、半分以上が安否の問い合わせや行
方探し。量が膨大で情報の整理が大変だった。読み上げが追い付かず「無事です」は置
いておいて「探している」安否問い合わせのほうを流した。整理が追い付かず繰り返し
読んでしまったりしたので、一人が専属になって地域ごとに分けて整理してみた。なお
県警発表も犠牲者名簿だけ流し、避難者名簿は読み上げなかった。
《加注：IBC 岩手放送著・荒蝦夷編「その時、ラジオだけが聴こえていた」より》
この点は IBC 岩手放送とは対照的だった。IBC は、あるきっかけから、死者や行方不明者
の情報ではなく、生存者の名前や避難先を優先して伝えるようにした。すると、避難所名
簿が次々と寄せられてくるようになり、それをラジオの放送やネットにあげ続けた。被災
者に安心感を与えるのが県民ラジオに課せられた役割、という思いからだったという。

Ｑ. 自前の取材は？
Ａ. 気仙沼、石巻、古川、白石に TBC の取材拠点があったが、支局員から情報は入ってこな
かった。いずれも人員はカメラマン兼記者一人。気仙沼支局は身内が被災し、石巻支局
は最初つながったが連絡が途切れた。たまたま気仙沼で取材していたクルーがホテルで
被災者とともに過ごして戻ってきたり、地デジ関連で出ていた人が帰ってきた。そうい
う人に出演してもらい、被災した人からの様子を伝えてもらう状態だった。
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また TBC の防災レポーター（10 名近く）は、連絡がつかない、被災したなどで、活用で
きなかった。ラジオレポーターには 1，2 か月後に出てもらった。
翌朝、
「TBS テレビ」のヘリコプターでアナウンサーがレポートした映像が映り、テレビ
中継車が現地に向かった。仙台にある放送局で取材ヘリが生きていたのは、津波前に飛
び立つことができた NHK だけだった（運よく機体整備を行っている最中で、すぐ飛べる
状況にあった）
。他社のヘリはすべて仙台空港で津波に流された。
Ｑ. ソーシャルメディアなどの利用は？
Ａ. 今回のようにツイッターを利用したのは初めてだった（たまたま詳しい人が居て番組宣伝
用にスタートしていた）
。ツイッターはメールと違い、もらったものは使わず、専ら情報
発信に活用した。気をつけたのは、リツイートで拡散希望したツイッターが情報源とな
ったメールが（巡り巡って時間遅れで）少なからず送られてくることだった。日を追う
ごとに多数のメールが寄せられるようになり、そのチェックや整理、問い合わせに応え
る作業に時間が費やされるようになった。貴重な情報源だけに、今後の課題といえる。
Ｑ. 東北放送本社の立地は？
Ａ. 市街地から TBC 本社までは 3 ルートある。うち東北大学ルートは今も通行止、おたやま
ルートはゴールデンウィーク前までだめだった。愛宕橋ルートだけとなり、取材や通勤
が大変だった。ガソリンが底をつき自家用車は使えず、バスも燃料不足で減便になり、
数日後から朝と 19 時半以降にシャトルバスを運行した。
なお、
食料には困らなかったが、
水道は復旧までに時間がかかり、トイレの使用を制限してトラックで水を運ぶなどした。
Ｑ. 強い揺れによる市街地の被害は？
Ａ. 内陸部でも、落下物によりお母さんと子供が亡くなったりしている。家屋の倒壊、道路な
どに被害が多く発生した。仙台市地下鉄南北線長町駅周辺などは直上の道が陥没して凹
凸が目立つ。岩切などにもラジオカーを出した。内陸部で、行政の支援が回らないとこ
ろもあった。
また、4 月 7 日深夜に発生した最大余震のほうが内陸の被害はむしろ大きく、2，3 人が
亡くなった。発生時間帯もある。
Ｑ. 被災地のリスナーからの指摘は？
Ａ. 交通事情、燃料不足などから被災地になかなか出向けないでいたとき、取材の偏りのクレ
ームが来た。とても気がかりだったが、被災地の電話の復旧が遅れ、取材に出ても電波
の届かないところは連絡がつけられなかった。
しばらくしてラジオカーで中継のため被災地を訪ねた。藤沢智子氏が車から降りてひと
こと謝ると、とても喜んでくれ歓迎された。
３.３.３. まとめ
東北放送ラジオは、ワイドの中で NRN 系列『ミュージックスクランブル』の録音番組を放
送しているとき大地震に遭遇した。当初は気象台からの大津波警報など、注意や避難の呼び
かけを、その後はリスナーからの安否確認や生活関連情報を中心として、地域に向けた特別
番組を放送した。ヒアリング結果を要約し、以下にまとめた。
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(1) 地震発生直後


「緊急地震速報」が 14 時 46 分 52 秒に作動し、チャイムと 37 秒の録音音声が自動割込
みでオンエア。



その 10 数秒後、使えるスタジオから、揺れへの注意喚起、震度速報などを生放送した。



14 時 57 分、緊急警報放送システム EWS 信号を送出した。



地震発生から連続 11 日・256 時間、CM 抜きで震災特別番組を放送。



地震直後に停電し、自家発電が稼働したが、じき燃料切れなどにより送信所・中継所の
一部は停波した。



3 月 15 日から USTREAM を、16 日からニコニコ動画を通じて、 3 月 21 日までストリー
ミング配信した。

(2) それから


当初、得られる情報が少なかった。気象台の防災情報提供システム（16 時頃に回線断絶）
、
テレビ、共同通信の端末への配信くらいだった。



まちなかの様子など自らの体験、TBC テレビの中継音声や画面に映る情景をスタジオで
描写して話した。



夕方以降、ラジオカーとの中継、電話レポート、ファクスが順次可能になった。



20 時半、リスナーにメール（モバイルで受信）やファクスでの情報提供を呼びかけた。
初めは学校、病院、介護施設などの無事情報、翌日の休校・休園のお知らせなど、夜が
更けるに従い救援要請や安否確認の照会が増えた。殆どが携帯メールで、ファクスは僅
かだった。



過去の地震災害を受け、saigai＠1260.jp という災害専用メールアドレスを用意していた。
情報提供を呼びかける前にも、リスナーからの投稿はサーバまで届いていた（2005 年 8
月 16 日宮城地震、2010 年 2 月 28 日チリ地震津波の際も使われた）
。



翌朝 7 時頃から本格的に Twitter で情報発信した。ラジオで放送した無事、救援要請、学
校、ライフライン、生活関連情報などを書き込んだ。



具体的には、開いている店（食料品等）、炊き出し、風呂、美容室の洗髪、コインランド
リー、給水、電気、ガス、携帯電話等の復旧状況などを書き込み、ガソリンスタンドの
状況は混乱を避けるためにはずした。



3～4 日はリスナーの情報が一番。その間に余震、原発、被害情報などを交えたが、情報
は乏しかった。リスナーからの情報は延べ約 2 万件に及び、半分以上が安否問い合わせ
や行方探し。整理に苦労した。



携帯メールには無記名が多く「メールには本名と住所を」と呼びかけた。情報の信頼性
チェックもできず「TBC では確認がとれていません」と断りを入れて放送した。



交通事情、3 月 15 日頃まで続いた燃料不足から、被災地へなかなか行けなかった。この
ため取材の偏りのお叱りを受けた。しばらくしてラジオカーでおなじみのアナウンサー
が出向いたところ、とても歓迎され、ともに無事を喜び合った。ふだんから身近で聞き
なれた地元ラジオ局ならではのエピソードだ。



支局員や防災レポーターからの情報も入ってこなかった。被災し、連絡がとれなかった。
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(3) 教訓など


宮城沖地震への備えに努めていた大手放送局は、致命的な被害こそ免れたものの、想定
外の困難な事態に陥った。



それでもマニュアルやコメントをはじめとする事前準備が功を奏し、非常用アンテナな
ど臨機の対応、系列局からの支援などにより、放送そのものの事業継続に対するダメー
ジはわずかに抑えられた。



気象台からの重要な警報類は（中身の妥当性はともかく）ほぼリアルタイムに伝えられ
たが、余震が続き津波警報が解除される前に回線が切れており、その原因を究明して改
善したい。



全体としてみれば、ライフライン・インフラの断絶の影響が大きかった。つまりまず、
電源のバックアップ（自家発電用燃料等）から強化する必要がある。



また、取材への影響を最小化するため、通信回線の多重化、多様化、同種回線でも、た
とえばモバイルの複数キャリア利用や、衛星携帯電話の整備などにより、冗長性を高め
たい。メールやブログ、ツイッターなどについて、クラウドのサーバ活用も考えられる。



携帯メールなどで届くリスナーの情報はとても貴重で有難かったが、多量の整理には課
題を残した。



県域局としては、支局等との情報連絡体制や、サテライト中継局の維持体制も宿題。



行政など防災関係機関との情報共有ホットラインも整えたい。



新たに試みられたインターネット配信との組み合わせは有事対応の面で注目され、今後
うまく使いこなせるようにして発展させたい。



最後はやはり人。
“このような場合にはラジオしかない”という自覚が、放送局の現場を
支え、困難な状況を乗り越えた粘り強い放送につながったといえるのではないか。
県域ラジオは、そもそもの可聴エリアの広さ、発災前からリスナーにチューニングされて

いることが多い（例えば車で長距離移動中の場合 cFM は不向き）、商用電源に依存しなくて
も長時間聴ける、受信機が安い、身近な情報をふんだんに送れるなど、緊急時・災害直後の
情報伝達媒体として優れた特性を有している。これからももっと多くの人々に伝えるため、
“ふだんから聴いてもらえる努力”（充実した魅力ある番組づくり）と、取材面を含めた耐災害
性（事業継続）強化を期待したい。
先般、総務省では「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」で、地デジ化で空いた V-Low
帯域の新たな活用（マルチメディア放送、コミュニティ放送、AM ラジオ放送事業者等によ
る災害対策・難聴対策としての FM 波利用）方針を打ち出した。そして 2013 年 1 月、東北放
送は、宮城県で V-Low マルチメディア放送に係る「実験試験局の本免許」を取得した。この
実証実験では、既存メディア（放送、通信、電話、防災行政無線など）との相互補完を行い、
輻そうが発生しない放送波の特徴を活かした災害時における住民への確実かつ迅速な情報伝
達について、地方自治体や防災機関と連携しながら検証する計画だという（図 3.12）
。こうい
った新たな取組が災害情報伝達の強靭化につながると期待されるが、あえて付け加えるなら
ば、現行の AM アナログ放送（ローテク）はデジタルにはない強みを有しており、今後とも
きっと維持してほしい。
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図 3.12 V-Low マルチメディア放送の実証実験 （出典：東北放送 Press Release 2013.1.11）
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３.４. ＮＨＫラジオセンター
３.４.１. 聞き取り調査の概要
・日 時

2011 年 10 月 21 日(金) 16：30～18：00

・訪問先 NHK ラジオセンター
・応対者 アナウンス室エグゼクティブアナウンサー 伊藤博英氏、
ラジオセンターチーフプロデューサー 真貝昌洋氏
・調査者 藤吉洋一郎、天野教義、大西勝也、中森広道、干川剛史、三島和子、福長秀彦

３.４.２. 聞き取り調査の結果
(1) 伊藤エグゼクティブアナウンサー
地震発生時から当初はテレビの音声をラジオ第一にもスルーで流したが、午後 3 時 30 分か
らラジオ単独に切り替え、ラジオ第一、FM にスルーで流した。私はこの時の放送のキャスタ
ーを担当した。62 時間の特番の始まりだった。
テレビは、映像と音声に加えて、画面に文字をダブって情報を付け加えるなど、今、何が
起きているかを伝えるのに適したメディアだが、ラジオは同時には一つのことしか伝えるこ
とができない。しかし、テレビは避難する時に持ち出すことはできないが、ラジオは持って
避難することができる。今回のような大災害の場合には、決め手になるのはラジオだと考え
て、最初から被災地向けを意識して放送した。途中まで逃げて、ラジオを聴き、津波の情報
などを確かめて、安全な場所に移動する。そういう形で被害軽減に役立つことを願い、避難
の呼び掛けを繰り返し繰り返し行った。
ラジオはテレビに比べると一度に多くのことを伝えることはできない。そこで情報に優先
順位をつけて、順次伝えていくようにした。ラジオは避難をした先などで、一緒に聞くこと
ができるのも特徴だ。
避難を呼びかけるにしても、パニックを起こすきっかけとなってはいけないので、あまり
脅かすようなことは放送できない。今回もせいぜい「避難をしてください」といった言い方
にとどまった。しかし、これでは「一刻も早く逃げてください！」といった気持が伝わった
かどうか疑問が残った。もっと「逃げろ！」
「危険です！」といったより切迫した言い方が必
要だったかもしれない。放送を聞いた人が、行動のスイッチを素早く入れる放送とはどんな
ものか？ これからも考えていかなければならない。
(2) 真貝チーフプロデューサー
緊急地震速報はラジオのスタジオから放送
した。20 秒くらいで大津波警報が出されたの
で、ラジオにはその後はテレビの音が流れた。
ちなみに、NHK の緊急時のマニュアルでは津
波警報が発表されるなどの場合には、ラジオ、
テレビのすべての波に総合テレビの放送が流
れるようになっている。
図 3.13 NHK ラジオセンターヒアリング調査
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午後 3 時 30 分からラジオは単独の放送を開始したが、すでに津波が到達した地域があり、
午後 3 時くらいの時点で、もっと避難の呼び掛けができなかったかと思う。テレビはどうし
ても目に入ってくるものに引っ張られてしまうため、今起きていることをとにかく伝えるこ
とになる。この段階での基本的な情報は“避難の呼び掛け”なはずなのに、被災地の人々は避
難すべきかどうか、ちょっと迷ってしまうところがあるようだ。
被災地からの原稿に「津波が来ている！」というのがなく、放送をしている側としても、
何が起きているのかよくわからないままだった。津波到達の第一報が 50 センチ程度であった
ことから、“本当に津波は来るのか？”と迷いが生じてしまった。津波が来ているのが分かる
ようになったのは、午後 4 時ごろからであった。
どうすれば“逃げよう！”というスイッチが入るのか知りたい。
「腰まで来た！」とか「屋
根まで来た！」といった情報が欲しかった。しかし、現地は通信手段が途絶えていたため、
こうした原稿はいっさい出なかった。
それに、これまでの経験でも、脅かすような情報の伝え方はやったことがないのだが、
“10
メートルの津波”だったら、
“3 階建ての屋根までの高さになる”とか、
“たくさんの死者が出
る恐れがある”などと言うべきだったのかもしれない。しかし、とても言えなかった。テレ
ビの映像でも、人や車が流されているアップ映像はなるべく使わないように配慮した。けれ
ども、そんなことでも伝えないことには、
“逃げなくては！”という気持ちにはなってもらえ
ないのではないか？
それに、津波は“波”というよりは、一定の高さの海そのものがやってくることだという
ことは、伝えきれなかった。“10 メートルの波！”でいいのか？ 波ではなく“海そのもの”
だ。
ラジオ放送をテレビと分離したのが午後 3 時半になったのは、体制をとるのに時間がかか
ったからだ。長時間の放送を続けるための人員配置などが必要になる。午後 3 時半のスター
ト時でのラジオセンターの報道・情報番組関係の人員体制は次のとおりだった。編責 1 名、
スタジオデスク 2 名、アナ 2 名、原稿仕訳デスク 2 名、各局連絡 2 名、音切り・電話 3 名、
電話リサーチ 3 名、解説委員 1 名、以上 16 名。
以下、質疑応答を示す。
Ｑ. 人員や局舎や設備の被災など、業務継続面の影響はどの程度生じたか？
Ａ. 地震で設備は壊れなかった。ロッカーなど固定していなかったものは倒れたものもあった。
14～18 インチのモニターテレビが倒れた。
Ｑ. 地震の揺れと津波で中継局など送信経路にダメージは生じなかったか？
Ａ. ビルの揺れはいつまでも止まらなかった。
Ｑ. 局間の連携をいつのタイミングから行ったか？
Ａ. 午後 11 時 50 分からローカル枠を 5 分設けた。基本的に東京からは全国向けの情報を常時
流し、ローカルからは全国放送への参加という形で実施。このほか、各局は随時全国放
送を脱してローカル放送を実施した。例えば、午後 3 時 40 分から盛岡・仙台は脱して地
域向けのローカル放送を実施。午後 4 時 6 分からは仙台から東北管中を実施。
内容的にはどうしても内陸部の情報ばかりとなり、沿岸部の情報は入ってこなかった。
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取材はしていても、停電に加えて、通信手段が途絶えていたため、情報を送る方法がな
かった。
Ｑ. 帰宅難民の問題はどう対処したか？
Ａ. もう少しやり方があったのではないかと反省している。2 波出しと言って、全国向けの
情報とは別個に、首都圏向けのローカル放送を、1 時間に 10 分とか、1 都 6 県向けに放
送した。
Ｑ. 被災地では停電のためラジオしか受信できないと分かったのはいつ？
Ａ. 初めからラジオしか届かないと思って放送していた。
Ｑ. ローカル局のラジオの対応が弱いのではないか？
Ａ. ラジオカーがあればいろいろ可能になるのだが、そのラジカーすら地方各局は持っていな
い。いまの NHK の状況では地方各局にラジオ放送の強化を求めることは困難だ。
Ｑ. コミュニティ FM との連携については？
Ａ. 最初の 1 週間くらいは、確かに、被災地地元の情報が薄かった。そのような段階では地元
のコミュニティ FM と協力できるかもしれない。しかし、それ以降になるといわば“ドロ
ーカル”な話題や情報をどこまで県域放送の素材として活用できるかという疑問が出て
くる。常時連携といった関係作りが困難な理由だと思う。
Ｑ. 関東の FM 放送はどう対応したのか？
Ａ. NHK のラジオ総体として、ローカル放送の在り方については、考え直す必要があるよう
だ。
（FM 放送については担当違いで、はっきりした回答が得られなかった。）
３.４.３. 地震発生から 1 時間のラジオ放送
東北地方太平洋沖地震が発生した 14 時 46 分のおよそ 30 分後、三陸沿岸部に 10 メートル
前後に達する大津波が押し寄せた。さらにその後の 30 分には、大津波の到達範囲は宮城県を
経て、福島県まで拡大していった。この発生から 1 時間という震災の初動期に「命を救う情
報はどうなっていたのか」に焦点をあて、放送がどのように防災・減災に貢献することがで
きたかを検証した。停電した被災地域でも受信できたメディアという意味で、NHK ラジオの
発生から 1 時間余の放送記録（東京）を見直してみた（表 3.3）
。
震災報道特番は、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、国会中継を中断して緊急地震速報が出たこ
とを伝えるところから始まった。これは予め録音されていた音声が自動で流れたのだが、途
中からラジオスタジオに入ったアナウンサーの生の音声に変わった。さらに 48 分からはテレ
ビの音声をラジオにも流す緊急放送に入ったため、声はテレビスタジオからのアナウンスに
変わった。緊急地震速報が出たことと、東京のスタジオが揺れていることを伝えた。49 分か
らは最大震度が震度 7 であったことを伝える地震速報に変わった。14 時 50 分からは緊急警報
放送信号のピロピロ音が入り、津波警報が出たことを伝えた。50 分 30 秒すぎには「海岸や川
の河口付近には絶対に近づかないでください」と初めて津波への注意が出てきた。この後「海
岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。また海岸付近の方は早く安全な高いと
ころに避難してください」と初めて避難を呼びかけた。それまでの 1 分半は大津波や津波の
警報の中身を読み上げるのにかかった時間だ。繰り返し避難を呼び掛けたが、時間帯により
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頻度にばらつきがあったこと、事態の変化にもかかわらず呼びかけの文言が変化しなかった
ことなどが、後から見ると気になる。たとえば「海岸や川の河口付近の方は早く安全な高台
に避難してください」
「津波がまもなく到達すると予想されていますので早く安全な高台に避
難してください」
「まもなく 4 分から 5 分ほどでこの到達予想時刻になりますけれども、あく
まで目安ですので早めに、早めに高いところに避難してください」「6 メートルの津波が押し
寄せると予想されていますので早めに安全な高台に避難してください」
「高い津波が押し寄せ
る恐れがありますので速やかに安全な高いところに避難してください」などだ。
そして、気象庁が 15 時 14 分に発表した大津波警報の追加情報（第 2 報）では、大津波警
報の対象範囲を拡大したことを含め、警報・注意報の区分ごとに発表されている津波予報区
がすべて放送で伝えられた。しかし、実はこれだけではなく、予想される津波の高さが宮城
県 10 メートル以上、岩手県と福島県 6 メートルと、それぞれ最初の警報発表の時と比べて 2
倍にかさ上げされていた。が、そのことが一度もアナウンスされずに終わっていた。津波の
規模が尋常でないことを人びとに知らせる大切な情報であったはずなのに、どうしてこのよ
うなことが起きてしまったのだろうか？ 15 時 30 分までは NHK のラジオにはテレビの音声
が流れていた。気象庁がこの大津波警報の追加情報を発表した時、すでに NHK のテレビ画面
では、岩手県釜石市の港に大津波が到達していることが、ロボットカメラの映像で明らかに
なっていたうえ、東京のスタジオも折から激しい地震の揺れに襲われていた。いずれも急い
で伝えたい情報で、結果として追加情報の中の津波の予想高さの見直しについては、テレビ
画面に文字表示されていたものの、アナウンスされることは無く終わった。大津波の規模が
尋常ではないことを示していた気象庁の意図は、混乱の中で埋もれて音声とならず、被災地
で NHK ラジオを聴いていた人びとには、うまく届かなかった。
表 3.3 NHK ラジオ第一（2011 年３月 11 日 地震発生から 15 時台）
時
14

分秒
46：10

14

46：52

14

47：49

14
15

48：26
30：00

放 送 内 容
細川厚生労働大臣：あるいはまた平成 22 年度補正予算では、子宮頸がん予防ワクチ
ンなどへの摂取事業の財政支援、これは 1085 億円でありますけれども、また保育所の
整備のための安心こども基金の拡充、これも 968 億円でございます。またさらに地方財
政計画に、子供の現物サービスのための特別枠というのを設けまして、地方交付税に
1000 億円加算をいたしているところでございます。このような対応を講じ…
緊急地震速報です。宮城県沖で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。宮城
県、岩手県、福島県、秋田県、山形県。緊急地震速報です。宮城県沖で地震。次の地
域は強い揺れに警戒してください。宮城県、岩手県、福島県、秋田県、山形県。緊急地
震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下な
どに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり停めてくださ
い。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は
入り次第お伝えします。
アナ：緊急地震速報が出ました。次の地域は強い揺れに警戒してください。宮城県、岩
手県、福島県、秋田県、山形県です。次の地域は強い揺れに警戒してください。該当す
る地域の方々は倒れやすい家具などから離れて身を守ってください。いま東京の NHK
のスタジオでも揺れを感じています。スタジオで揺れを…
※全波ラ・テスルー放送のため、この間、表 5.3（p.222～237）の総合テレビ音声と同一
伊藤アナウンサー：３時半を回ったところです、引き続きラジオセンターからお伝えして
まいります。お伝えしておりますように、宮城県で震度７の揺れを観測する地震があり、
気象庁は午後２時 50 分に宮城県と岩手県、それに福島県の沿岸に大津波警報を出し
ました。さらに気象庁は新たに青森県の太平洋沿岸と茨城県の沿岸、それに千葉県の
九十九里浜と外房に大津波警報を出しました。大津波警報が出ている地域の皆さん、
河口から離れてください。高台に避難してください。海を見に行くのは危険です。どうぞ
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備 考
国会中継

緊急地震
速報

（省略）
ラジオ分
離

15

31：58

15

33：50

15

36：05

控えてください。大津波警報が出ています。また新たな地震の情報です。これは２時 46
分頃の地震です。２時 46 分頃東北地方で強い地震がありました。大津波警報が追加
されました。北海道の太平洋沿岸東部、北海道の太平洋沿岸中部、伊豆諸島、北海
道の太平洋沿岸西部に大津波警報が追加されました。各地で観測された津波の高さ
は次のとおりです。これらの津波は験潮所で観測されたものです。場所によってはさら
に大きな津波が到達している可能性があります。岩手県の釜石港で午後３時 21 分に４
メートル 20 センチの津波が観測されました。また、岩手県の大船渡港で午後３時 15 分
に３メートル 30 センチ。宮城県の石巻市鮎川で、午後３時 20 分に３メートル 30 センチ。
岩手県宮古港で、午後３時 19 分に２メートル 80 センチ。福島県相馬港では午後２時 56
分に 30 センチの津波を観測しています。各地で津波が観測されています。川の河口付
近、そして海岸から離れてください。高台に避難してください。
NHK が釜石市に設置した屋外カメラの映像によりますと、海岸沿いに停めてあった自
動車が多数、海水に浸かっている様子が確認できます。車は水に浮いたり押し流され
たりしており、周辺ではさらに一部の建物も押し寄せる波に流されています。大津波警
報です。大津波警報が出ています。岩手県の津波到達を確認しました。予想される高
さは 10 メートル以上となっています。大津波警報で予想される津波の高さです。宮城
県は津波到達を確認しています。予想される高さ 10 メートル以上です。福島県で津波
到達を確認しています。予想される高さは 10 メートル以上となっています。また千葉県
の九十九里・外房でこちらも津波到達を確認しています。予想される高さは 10 メートル
以上です。また青森県の太平洋沿岸でも津波の到達を確認しました。予想される高さ
は８メートルです。引き続き、大津波警報が出ている地域です。茨城県もすでに到達と
推測されています。予想される高さは 10 メートル以上です。伊豆諸島もすでに津波到
達と予測されています。予想される高さは４メートル。北海道の太平洋沿岸東部もすで
に津波到達と推測されています。予想される高さは３メートル。また北海道の太平洋沿
岸中部ではすでに到達と推測されています。予想される高さは６メートルです。さらに
大津波警報が出ている北海道の太平洋沿岸西部では３時 40 分が津波到達予想時刻
です。いまから６分ほど後になります。予想される高さは４メートルとみられています。
それでは現在の様子を各地から聞いていきたいと思います。まず、福島県の南相馬市
立小高中学校に電話がつながっています。小高中学校の原中信雄校長と電話がつな
がっています。原中さん。「はい、どうもどうも」お忙しいところ恐縮です。「いえいえ」地
震の揺れはどのように感じましたか。「今はね小康状態になっていますが、落ち着いて
いますが、あのやはり５分おきくらいに来ています。ちょこちょこと」その後も余震がきて
いると。「揺れが来ています」そのときの揺れですけれども、たとえば部屋の中のもの
が倒れたり、あるいは火が出たりとかはありませんでしたか。「火とかそういうことはな
いんですが、あの部屋の中の本箱が倒れて本が全部ね、崩れ落ちています。そういう
状況です」そうですか。生徒のみなさんはどうでしょうか。「生徒はね、きょう午前中、卒
業式でした。きょうは午前で放課したので、子供は校舎に残ってないので幸いでした」
そうですか、建物への被害や影響などは出ていませんか。「建物の被害はとくに無い
のですが、ただ体育館がちょっと老朽化しているところ、後ろのね、東の壁が崩れたと
いう状況ですね。あとは校舎のまわりに亀裂が入ったということですね」校舎に亀裂が
入っていると。「校舎のところの、いわゆる駐車場ですか、玄関前の所がね」校舎の地
面ですね。「地面、地面にね、地割れが起こったと」地面に亀裂が入っているということ
ですか。「そういう、その程度です、今のところ」小高中学校は高台にありますか。「高
台です」そうですか、そこからあのう、町の様子ですとか海岸線の様子とか見えます
か。「見えます。見えますけど家屋が崩壊していることは見えないんですけど、瓦屋根
がね、飛んでいるところ、崩れているところあります」瓦屋根が崩れているところがあ
る。あの、町の中で火の手が上がっているような様子はありますか。「それはないで
す。今のところは。ないです」そこから海は見えますか。「見えません。見えません。高
台にあるのですがね、ちょっと、海からちょっと離れているものですから。特に海は見え
ないです」そうですか、はい、生徒はいない、ということは今のところ学校関係で生徒の
被害などは出ていないということ。「被害者なしです。倒壊によってけがとか死者は出て
いないということです」そうですか、わかりました。ありがとうございます。「はい、はいど
も、はいども」福島県の南相馬市立小高中学校の原中信雄校長に電話で聞きました。
宮城県で震度７の揺れを観測する地震があり、気象庁は午後２時 50 分に宮城県と岩
手県、それに福島県の沿岸に大津波警報を出しました。さらに気象庁は新たに青森県
の太平洋沿岸と茨城県の沿岸、それに千葉県の九十九里浜と外房に大津波警報を出
しました。各地に大津波警報が出ています。どうぞ沿岸、そして川の河口付近から離れ
てください。できれば高台に避難してください。大津波警報が出ています。東北地方の
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各沿岸に、津波が押し寄せています。どうぞご注意ください。津波の到達を確認しまし
た。岩手県です。予想される高さは 10 メートル以上となっています。大津波警報が出て
いる地域の予想される津波の高さです。宮城県はすでに津波到達を確認しています。
予想される高さは 10 メートル以上です。危険です、どうぞ高台に避難してください。川
の河口付近そして海岸に近づかないでください。福島県でも津波の到達を確認してい
ます。予想される高さは 10 メートル以上です。千葉県の九十九里・外房も津波到達を
確認しています。予想される高さは 10 メートル以上となっています。津波は１度だけで
なく何度も繰り返し押し寄せます。津波は最初に押し寄せた波よりも第２波、第３波の
方が高くなることがあります。大津波警報、津波警報が解除されるまで海岸付近には
近づかないでください。津波は１度だけでなく、何度も繰り返し押し寄せます。引き続き
各地で予想される津波の高さです。青森県の太平洋沿岸ですでに津波到達を確認し
ました。予想される高さは８メートルとなっています。茨城県でもすでに津波到達と推測
されています。予想される高さは 10 メートル以上です。伊豆諸島もすでに到達と推測さ
れています。予想される高さは４メートルです。北海道の太平洋沿岸東部は予想される
高さ３メートル。すでに津波到達と推測されています。北海道の太平洋沿岸中部もすで
に到達と推測されています。予想される高さは６メートルとなっています。北海道の太
平洋沿岸西部では午後３時 40 分に津波到達と予想されています。あと１分あまりで
す。予想される高さは４メートルとなっています。
２時 46 分頃東北地方で震度７を観測する強い地震がありました。宮城県北部の栗原
市で震度７を観測しています。各地に大津波警報が出ています。青森県の太平洋沿
岸、岩手県、宮城県、福島県、千葉県九十九里・外房、茨城県などに大津波警報が出
ています。どうぞ海岸、そして川の河口付近から離れてください。高台に避難してくださ
い。海の様子を見に行くのは大変危険です。震度６強を観測した宮城県大崎市の消防
本部によりますと、市内でけが人が出ているという救急要請が多数入っているというこ
とです。また建物が倒壊しているという情報も複数入っているということです。また、仙
台市青葉区宮町では住宅の屋根瓦が落ちたり電柱が斜めに倒れたりする被害があり
ました。周辺の人たちは家の外に出て不安そうに周囲の様子を確認していました。震
度６強を観測した宮城県登米市にある登米市消防本部では午後３時 20 分現在、５件
の救助要請が入っており、このうち呼吸ができない状態だという通報だということです。
このうち１件は呼吸ができない状態だという通報だということです。ほかの４件は物が
上から落ちてきたり、転んでけがをしたという通報だったということです。
宮城県で震度７を観測する地震があり、気象庁は午後２時 50 分に青森、岩手、宮城、
そして茨城、千葉県に大津波警報を出しました。すでに各地で津波が観測されていま
す。午後３時 40 分に北海道の太平洋沿岸西部が津波の到達予想時刻です。いまその
３時 40 分になったところです。予想される高さは４メートルとなっています。宮城県で震
度７の揺れを観測する地震があり、気象庁は午後２時 50 分に青森県、岩手県、宮城
県、茨城県、福島県、千葉県にかけて大津波警報を出しました。海岸、そして川の河口
付近から離れてください。海岸の様子を見に行くのは大変危険です。高台に避難してく
ださい。
宮城県気仙沼市の情報です。宮城県気仙沼市の危機管理室によりますと、消防から
市内の本吉町の大森地内で土砂崩れによって逃げ遅れた人が埋まっているという情
報が寄せられました。消防が救助に向かうとともに、情報収集を急いでいます。人数や
細かい場所はまだつかめていないということです。宮城県気仙沼市の危機管理室によ
りますと、消防から市内の本吉町の大森地内で土砂崩れによって逃げ遅れた人が埋
まっているという情報が入ったということです。
NHK が宮城県気仙沼市の気仙沼湾に向かって設置したカメラの映像からは津波が何
度も押し寄せているのが確認できます。100 トン以上の船が何隻も陸に押し流されてい
ます。大津波警報が出されたことを受けて、福島県富岡町では沿岸部の住民に対して
避難指示を出しました。青森県の六ヶ所村は、午後３時 10 分に太平洋沿岸の全ての
地域に避難指示を出しました。また青森県の八戸市と三沢市、それにおいらせ町で
は、午後３時に太平洋沿岸の全ての地域に避難勧告を出しました。大津波警報と津波
警報が出ている地域の皆さんにお伝えします。大津波警報が出ている地域で、海岸や
川の河口付近、それに海に近い川沿いにいる方は早く安全な高台に避難してくださ
い。大きな津波が来る危険があります。津波は湾の奥など地形によっては発表された
高さの数倍まで駆け上がることがあります。また、岩手県の沿岸、そして宮城県北部の
沿岸はリアス式の海岸になっています。入り江が深くなっている分、津波がより高くなる
危険があります。どうぞ川の河口付近、海岸部から離れてください。できれば高台に避
難してください。
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宮城県で震度７の揺れを観測する地震があり、気象庁は午後２時 50 分に青森県、岩
手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県にかけて大津波警報を出しました。また大津
波警報とともに、ともに津波警報も各地に出ています。では、津波警報が出ている地域
です。現在、津波警報が出ているのは千葉県の内房です。すでに到達と推測されてい
ます。予想される高さは２メートル。そして相模湾と三浦半島の予想される高さは２メー
トル。こちらもすでに到達と推測されています。静岡県で予想される高さは２メートルで
す。すでに到達と推測されています。津波警報が出ている地域です。東京湾の内湾も
津波警報が出ています。予想される高さ１メートル。津波の到達予想時刻は午後３時
40 分ということですから、時間的にはすでに数分過ぎています。また小笠原諸島は予
想される高さ２メートルこちらは午後４時が津波の到達予想時刻です。三重県南部にも
津波警報が出ています。こちらは到達予想時刻が午後４時ちょうど。予想される高さは
２メートル。青森県の日本海沿岸にも津波警報です。４時 10 分頃到達と予想されてい
ます。予想される高さは２メートルです。引き続き津波警報が出ている地域です。愛知
県の外海が午後４時 10 分頃の到達で予想される高さは１メートル。和歌山県が予想の
高さ２メートルで午後４時 10 分頃、到達予想時刻です。そして青森県陸奥湾が予想さ
れる高さが１メートルで、午後４時 20 分頃。また伊勢湾・三河湾が予想される高さ１メー
トルで４時 30 分頃、津波の到達予想時刻です。警報は広い範囲に出ています。高知県
にも津波警報が出ています。こちらの津波の予想到達時刻は午後４時 30 分、予想され
る高さは２メートルとなっています。北海道の日本海沿岸南部で予想の高さが１メート
ル。４時 40 分頃の到達予想です。徳島県の予想の高さが２メートル。午後４時 40 分頃
の到達予想です。そして淡路島南部にも警報が出ています。４時 50 分頃の到達予想
で予想される高さは 1 メートルとなっています。各地に出ている津波警報についてお伝
えしています。九州宮崎県にも津波警報です。午後５時ちょうどの到達予想時刻で高さ
は１メートル。愛媛県の宇和海沿岸で午後５時 10 分頃、予想の高さは１メートル。大分
県の豊後水道沿岸も予想の高さ１メートルです。５時 10 分頃の到達予想です。そして
九州鹿児島県東部で予想の高さが１メートル、午後５時 10 分頃となっています。各地
に出ている津波警報です。種子島屋久島地方にも津波警報が出ています。午後５時
10 分頃の到達予想です。予想の高さは１メートルです。奄美諸島・トカラ列島は午後５
時 10 分頃の到達予想で予想される高さは１メートルです。大東島地方は予想される高
さ１メートルで午後５時 10 分頃、沖縄本島地方は予想される高さ１メートル、午後５時
40 分頃の到達予想となっています。津波警報は宮古島八重山地方にも出ています。
午後６時 10 分頃の到達予想で予想の高さは１メートルとなっています。津波は１度だ
けでなく何度も繰り返し押し寄せます。津波は最初に押し寄せた波より第２波、第３波
の方が高くなることもあります。津波警報、大津波警報が解除されるまで海岸付近には
近づかないでください。
NHK では津波関係の情報を引き続きお伝えして参ります。気象庁は午後３時半に新た
に大津波警報追加して発表しました。そして予想される津波の高さも修正しました。大
津波警報が出ている沿岸と、予想される津波の高さは次のとおりです。整理してお伝
えします。岩手県と宮城県、福島県、茨城県それに千葉県の九十九里浜と外房が高さ
10 メートル以上、青森県の太平洋沿岸が高さ８メートル、北海道の太平洋沿岸中部が
高さ６メートル、北海道の太平洋沿岸西部と伊豆諸島が高さ４メートル、北海道の太平
洋沿岸東部が３メートルとなっています。また津波警報は、北海道の日本海沿岸南部
と青森県の日本海沿岸と陸奥湾、小笠原諸島、千葉県内房と東京湾内湾から沖縄県
の宮古島八重山地方にかけての広い範囲に出されています。津波は高いところで２メ
ートルが予想されています。津波は場所によってはさらに数倍の高さになり、何度も押
し寄せます。海岸や川の河口付近、海に近い川沿いにいる方、早く安全な高台に避難
してください。海岸などに様子を見に行くのは大変危険です。絶対にやめてください。海
岸や川の河口付近にいらっしゃる方、海に近い川沿いにいる方、早く安全な高台に避
難してください。海岸などに様子を見に行くのは大変に危険です。絶対にやめてくださ
い。気象庁は午後３時半に新たに大津波警報を追加して発表しました。予想される津
波の高さも修正しています。岩手県と宮城県、福島県、茨城県それに千葉県の九十九
里浜と外房で高さ 10 メートル以上と予測されています。また、青森県の太平洋沿岸で
高さ８メートル、北海道の太平洋沿岸中部で高さ６メートル、そして北海道の太平洋沿
岸西部と伊豆諸島が高さ４メートル、北海道の太平洋沿岸東部が３メートルとなってい
ます。海岸そして川の河口付近から離れてください。
それでは、仙台放送局の現在の状況について整理してお伝えします。仙台放送局、和
田政宗アナウンサーです。「はい。私は仙台放送局から出て、いま震度７を観測しまし
た栗原に向かって車で移動しているところです。地震発生時、私は自宅におりました。
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鉄筋コンクリート造りの３階建のアパートの１室にいたんですけれども、強い横揺れが
１分ほど続きました。まず強い揺れがきまして、そのあと緩やかな横揺れ、これも強い
揺れでした。そのあとさらに強くなりまして、家の中の食器、棚からは食器が出まして、
あらかた食器が落ちたような状況でした。私はあの帯広で十勝沖地震を経験しまして、
そのとき帯広が震度５弱という震度だったんですけど、それと比べますと、もう、それの
比ではないというぐらいの揺れでございました。そのあと外に出ましたところ、電柱が傾
いている様子がありました。そして屋根瓦が数軒、数軒の屋根瓦が落ちている様子が
見えました。外に人が多数出ていましたが、けがをしている様子ですとか、建物自体が
倒壊している様子はありませんでした。ただ NHK 仙台放送局の周りは焦げ臭いにおい
が立ちこめていました。住民の人たちは不安そうに NHK の周りですとか、それぞれの
家の前に出ているような状況です。そして市内は停電しています。停電している状況で
信号もついていません。私が見てきている状況はこのような状況でございます」和田さ
ん、今、移動中ということですが、たとえば道路が波打っているとか、亀裂が入っている
とかそういう状況はありますか。「はい、NHK を出ていま５，６分経っておりますけれど
も、道路に亀裂が入っている状況、建物が倒壊しているような状況はいまのところあり
ません。市の中心部から北側に向かっております。ただ停電の状況は続いています」
はい、信号がついていないということですね。「その通りです。電気も全くついていない
状況です」 車で移動中の方、どうぞ信号がついていないということです。安全運転を
心がけてください。仙台放送局の和田アナウンサーに伝えてもらいました。
宮城県大崎市にある大崎地域消防本部によりますと、この地震で少なくとも 20 人から
30 人が頭や手足にけがをしたという通報が入っているということです。震度７の揺れを
観測した宮城県栗原市の消防本部総務課の野村みきおさんは、通報が多数寄せられ
ていて詳しい状況がわからないが、５台の救急車がいま２往復してけが人を病院に運
んでいるので 10 人以上のけが人がいると思われる。住宅ではタンクが倒れるなどの被
害が出ているが倒壊したなどという情報は今のところ入っていないと話しています。震
度７の揺れを観測した栗原市の状況です。通報が多数寄せられて詳しい状況はわか
らないが、５台の救急車が２往復してけが人を病院に運んでいるので 10 人以上のけが
人がいると思われる。住宅ではタンクが倒れるなどの被害が出ているが倒壊したなど
という情報は今のところ入っていないということです。そして山形県の情報です。山形市
消防本部によりますと山形市の中心部にあるホテル・キャッスルで地震による火災が
起きたという情報が寄せられ、消防車が出動しているということです。けが人がいるか
どうかはわかっていません。山形市中心部のホテル・キャッスルで地震による火災が
起きたという情報が寄せられたということです。
次は東京の情報です。東京消防庁によりますと、これまでのところ墨田区、中央区、江
東区、大田区、豊島区、荒川区、足立区、八王子市で地震によるものとみられる火事
があわせて８件起きているということです。地震によるものとみられる火事があわせて
８件起きているということです。墨田区、中央区、江東区、大田区、豊島区、荒川区、足
立区、八王子市です。また、他にも火災の通報が多数入っているということです。現
在、けが人の情報や被害状況の確認を進めています。その後も余震が続いています。
どうぞ火の取り扱いを注意ください。火の元を確認して火を消してください。千代田区に
よりますと、千代田区九段の九段会館で屋根が崩落し、けが人が出ている模様だとい
うことで、現在区役所などが詳細を調べています。東京千代田区の情報です。
福島県いわき市です。福島県南部いわき市の情報です。いわき市消防本部に入った
連絡によりますと、いわき市錦町にあるタンクが爆発したという通報があり、現在、詳し
い状況を調べています。消防によりますと、けが人が出ているという情報があり、詳しく
調べています。今の情報は、福島県いわき市いわき市消防本部に入った情報です。錦
町にあるタンクが爆発したという通報があり、現在詳しい状況を調べています。次は神
奈川県横浜です。横浜市消防局によりますと、横浜市戸塚区と、戸塚区と旭区であわ
せて２ヶ所で住宅火災が起きているという通報があり、現在確認にあたっています。横
浜市の戸塚区と旭区でも住宅火災という情報があります。各地で火災の情報が入って
きています。どうぞ火の元をご確認ください。余震も続いています。栃木県の那須烏山
市を管轄する南那須地区消防本部によりますと震度６弱を観測した那須烏山市では
家屋の倒壊や土砂崩れなどの被害が出ているという通報があった。地震によるけが人
も複数いる模様だということです。２時 46 分頃、東北地方で震度７を観測する強い地震
がありました。震源は三陸沖です。震度７を宮城県の栗原市で観測しています。現在
大津波警報が出ています。津波は１波だけでなくて何度も押し寄せる可能性がありま
す。どうぞ海岸、そして川の河口付近から離れてください。高台に避難してください。次
は仙台市の情報です。仙台市消防局によりますと午後３時半までに市内で火災が８件
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起きているうえ、救助の要請が５件、救急の要請が 11 件入っているということです。ま
たガス漏れなどの通報も３件入っており、けが人などの情報も多数寄せられているとい
うことです。地震が、大きな地震がありますと、ガス管にヒビが入ったりする可能性があ
ります。どうぞ火の元をご確認ください。仙台市消防局によりますと火災が８件、午後３
時半現在で、市内で火災が８件起きている上、救助の要請が５件、救急の要請が 11
件入っているということです。また先程、仙台市内の情報によりますと、市内の信号が
止まっているという情報がありました。車を運転している方、十分お気をつけください。
気象庁の観測によりますと三陸沖で最初の地震が起きたのは午後２時 46 分頃でマグ
ニチュード 7.9 と推定されています。この地震では宮城県栗原市で震度７の非常に激し
い揺れを観測しました。その後、本州の太平洋、太平洋側では大きな地震が相次いで
発生しています。午後３時６分頃には三陸沖でマグニチュード 7.0 の地震が起きて岩手
県と青森県で震度５弱の揺れを観測しました。そして午後３時 15 分頃にはその南側の
茨城県沖でマグニチュード 7.4 の地震が起き、茨城県鉾田市で震度６弱の激しい揺れ
を観測しました。さらに午後３時 26 分頃には三陸沖でマグニチュード 7.2 の地震が起き
て、北日本と東日本の広い範囲で震度４の揺れを観測しています。この後も、津波と地
震の揺れに厳重な警戒が必要です。気象庁の観測によりますと三陸沖で最初の地震
が起きたのは午後２時 46 分頃でした。マグニチュード 7.9 と推定されています。この地
震で宮城県の栗原市で震度７の非常に激しい揺れを観測しました。その後も各地で余
震とみられる揺れを観測しています。また、各地から火災の情報なども入っています。
火の取り扱いには十分にお気をつけください。津波の第 1 波の予想到達時刻と予想さ
れる津波の高さ、改めてお伝えします。あくまで目安です。実際にはもっと早く到達する
恐れがあります。海岸や川の河口付近から離れてください。高台に避難してください。
大津波警報が出ている地域の予想される津波の高さです。岩手県の予想津波の高さ
は 10 メートル以上となっています。そして、宮城県で予想される高さが 10 メートル以
上、福島県でも予想される高さ 10 メートル以上、千葉県の九十九里・外房で予想され
る高さ 10 メートル以上、青森県の太平洋沿岸でも予想される高さ８メートルとなってい
ます。さらに大津波警報が出ている茨城県では予想の高さ 10 メートル以上、伊豆諸島
で予想される高さ４メートル、北海道の太平洋沿岸東部で３メートル、北海道の太平洋
沿岸中部で高さ６メートルと予想されています。川の河口付近そして海岸から離れてく
ださい。海岸の様子を見に行くのは非常に危険です。控えてください。大津波警報が出
ている北海道の太平洋沿岸西部では予想される高さ４メートルと予想されています。気
象庁は午後２時 40 分頃に起きた三陸沖の、午後２時 46 分頃に起きた三陸沖の地震の
マグニチュードを 7.9 から 8.4 に修正しました。繰り返しお伝えします。気象庁は午後２
時 46 分頃に起きた三陸沖の地震のマグニチュードを 7.9 から 8.4 に修正しました。
気象庁の観測によりますと、三陸沖で最初の地震が起きたのは午後２時 46 分頃で、マ
グニチュード 7.9 と最初は発表されましたが、それが先程 8.4 に修正されました。この地
震で宮城県の栗原市で震度７の非常に激しい揺れを観測しました。その後も太平洋の
沿岸では大きな地震が相次いで発生しています。午後３時６分頃には三陸沖でマグニ
チュード 7.0 の地震が起きて岩手県と青森県で震度５弱の揺れを観測し、午後３時 15
分には、その南側の茨城県沖でマグニチュード 7.4 の地震が起き、茨城県鉾田市で震
度６弱の激しい揺れを観測しました。その南側の茨城県沖でマグニチュード 7.4 の地震
が起き、茨城県鉾田市で震度６弱の激しい揺れを観測しました。午後３時 26 分頃に
は、三陸沖でマグニチュード 7.2 の地震が起きて、北日本と東日本の広い範囲で震度４
の揺れを観測しています。各地で余震がきています。この後も津波と地震の揺れに厳
重な警戒が必要です。大津波警報が出ています。また内陸部でも予想を超える津波が
押し寄せる恐れがあります。十分にご注意ください。海岸から離れたところまで津波が
押し寄せる恐れがあります。
山﨑登解説委員：とくに川沿い、大きな川の周辺にいらっしゃる方、大きな川から離れ
てください。津波は海岸や川の河口付近だけではなくて、かなり奥深い内陸まで押し寄
せることがあります。大きな川沿いに今いらっしゃる方、どうぞ避難をしてください。現
在、各地に大津波警報が出ています。予想される津波の高さ 10 メートルを超えるとこ
ろもあります。どうぞ海岸部、そして川の周辺から離れて、高台に避難してください。

３.４.４. まとめ
東日本大震災は、阪神・淡路大震災以降、わが国で最大の被害をもたらした広域複合災害
だが、デジタル化が進み情報通信が発達した現在において、ラジオ放送がどのように防災・
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減災に貢献したかを知り、今後に役立
つヒントを見出そうとした。すなわち、
激甚な広域複合災害を経験した放送局
が、どのような体制で取材を行い、い
かに情報発信し、地域の防災・減災に
役だったのか、その過程でどんな工夫
をしたのか、片やどのような課題が見
出されたのか、そして今後の改善の方
向性などについてヒアリングした。
NHK ラジオセンターへの聞き取り
では「15 時くらいの時点で、もっと避
難の呼び掛けができなかったかと思う。
現地からの原稿が途絶えている状況下
では、放送をしている側としても、何
が起きているのかよくわからないまま
だった。この段階での基本的な情報は
“避難の呼び掛け”なはずなのに、津
波到達の第一報が数 10 センチ程度で
あったことで迷いが生じた。避難を呼
びかけるにしても、パニックを起こす
きっかけとなってはいけないので、あ
まり脅かすような放送はできない。今
回もせいぜい『避難をしてください』
といった言い方にとどまった。しかし、
これでは『一刻も早く逃げてくださ
い！』といった気持が伝わったかどう
か。『逃げろ！』『危険です！』といっ
たより切迫した言い方が必要だったか
もしれない。放送を聞いた人が、行動
のスイッチを素早く入れる放送とはど
んなものか？ これからも考えていか
なければならない」との話だった。
テレビは映像と音声に加えて画面に
文字をダブって情報を付け加えるなど、
いま何が起きているかを複合的に伝え
るのに適したメディアだが、音声だけ
のラジオは同時に一つのことしか伝え
られない。膨大な情報に埋もれてしま
図 3.14 NHK テレビ画面（3.11 14：46～15：10）
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わないよう、優先順位をつけ、大事な
ことから伝えるのが原則だ。とくに今
回、結果的には津波の規模がただごと
ではなく、2 日前の前震、1 年前のチリ
地震津波、その他各地での大津波警報
などがオーバーだったという住民の刷
り込みを覆せる、避難を強く促す明確
なメッセージが欲しかった。単に避難
を呼びかけても避難をしようとしない
人たちが多いことは以前からたびたび
指摘されており、そのあたりの工夫が
求められる。
言い直すと、命を救う情報がもっと
被災者に届くようにするためには、被
災地にいる人々が、自分の命にかかわ
る大事な情報を聞き逃したり、気づか
なかったりしないように、①大事な情
報は優先的に繰り返し言葉で伝える、
②分かりやすい表現で伝えることを原
則に、気象庁とメディア、自治体など
の間で、日頃から情報伝達の打ち合わ
せと訓練を積み重ね、非常事態に即応
できるように備えたい。さらに、かね
てから指摘されているとおり、避難に
関しては、被災者に呼び掛けが届いて
もなかなか直ちに避難行動につながら
ない問題があり、東日本大震災でも少
なからず同様の悲劇が繰り返された。
この問題の解決のためには、心理学的
な側面からの対応策を含め、さらに検
討の余地が残されていよう。
今まさに多メディア全盛時代だが、
いつでも、どこでも、誰にでも接する
ことができるメディアは、結局、昔な
がらのラジオしかなかった。これが、
災害情報面における今回の災害の大き
な教訓のひとつと言えるだろう。
図 3.15 NHK テレビ画面（3.11 15：30～15：50）
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４. ＮＨＫ仙台放送局ヒアリング調査
４.１. 調査概要
・日 時

2011 年 12 月 2 日(金) 14：00～16：00

・訪問先 NHK 仙台放送局
・応対者 局長 菅俊秀氏、放送部長 菅野利美氏、技術部長 西村昌一氏、
放送部報道専任部長 辻村和人氏、放送部編成計画専任部長 芦立広氏、
放送部アナウンス担当部長 羽塚由氏、
技術部企画・総合デスク専任部長 横山一郎氏
・調査者 天野篤、天野教義、東方幸雄、三島和子、福長秀彦
・調査法 聞き取り

４.２. 調査結果
(1) 菅俊秀 局長
・NHK 仙台局は、東北 6 県を管轄する NHK 東北
ブロックの拠点局。
・東日本大震災では、災害報道をはじめ、公共放
送としての基本的な役割を果たした。
・停電などを伴う大災害時には、ラジオなどさま
ざまな情報伝達方法を用いて伝えねばならな
いことを再認識した。被災地ではテレビを視る
図 4.1 NHK 仙台放送局ヒアリング調査の様子

ことができない方が大勢居た。

・NHK 仙台局としては、ラジオ放送の強化、災害 FM 設立時の協力などを検討している。
・地域に密着したラジオとして、来年度、新しいローカル番組を制作したい。
・また、臨時災害放送局（コミュニティーFM）の早期立ち上げにどう協力できるか、放送機
材および放送内容の連携強化など、具体的な検討を進めている。
(2) 菅野利美 放送部長（テレビ番組制作について）
・NHK 仙台局として、東日本大震災の放送には総力をあげて取り組んでいる。NHK スペシ
ャルをこれまで 20 本以上制作した。うち「果て無き苦闘 巨大津波 医師たちの記録」は「第
31 回地方の時代映像祭 2011」のグランプリを受賞した。
・総合テレビの平日 12：20～12：45「ひるブラ」等の時間帯には、震災半年まで独自、その
後はマルチ編成で東北ローカルの震災関連ニュースを流している。当面この体制を続ける。
・NHK 全体としては、東日本大震災プロジェクト「明日へ―支えあおう―」を立ち上げた。
ローカルの番組としては、3 月 20 日(日)に「被災地からの声」を総合テレビで開始し、当
初はほぼ毎日、5 月中旬からは週 1 回放送している。
・11 月 18 日(金)の夜 73 分間、ローカル放送特番「徹底討論 ふるさと宮城の復興は」を制作、
宮城県知事が生出演して視聴者と対話した。好評で 12 月 1 日(木)、43 分間に短縮して全国
放送した。
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(3) 芦立広 放送部編成計画専任部長（テレビ放送について）
・3 月 11 日(金)から 1 週間は、24 時間全国放送で震災報道を続けた。仙台局では中継対応、
映像、原稿を出していった。この間、テレビでは多くの時間をローカルにできず、補足す
る形で「脱」してローカル放送をした。
・3 月 19 日(土)から全国放送で通常番組が復活した。朝の連ドラと大河ドラマ、ほかに「世
界遺産への招待」とか 1 日に 6 時間くらい復活した。連続テレビ小説と大河ドラマについ
ては被災地といえどもそういう番組を見てほっとしたいという希望があるかもしれないが、
行方不明者が 1 万人もいて捜索も進んでいる最中、
「世界遺産」などは直ちに復活させるよ
うな視聴者感情ではないと判断した。よって、19 日以降も震災以外の放送をする時間帯は、
仙台東北ブロック向けに震災関連の別番組を流した。震災関連ニュース、それに「東北ラ
イフライン情報」という名前の番組で給水所、病院などの生活情報を伝えた。また「被災
地からの声」という番組を立ち上げ、避難所からの生の声などを毎日放送した。被災者に
役立つような専門家、たとえば医師、防災専門家、ボランティア団体のリーダーらをゲス
トに呼び、
「被災者いま訴えたいこと」というタイトルで放送した。これらの仙台発の独自
番組は、多いときには 1 日 12 時間にわたった。
・2 週間後 3 月 23 日(水)からは、例年、春の選抜高校野球大会の放送時間だが、東北地方の
チームが出場している試合や決勝戦を除いて教育テレビで放送し、総合テレビでは震災関
連ニュース、被災地関連情報を放送した。この間、教育はマルチ編成として、サブチャン
ネルで通常の番組を流した。

図 4.2 NHK の東日本大震災対応 （出典：NHK 年鑑’11）
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・1 ヶ月後から徐々に被災地情報の時間帯を減らしていった。3 ヶ月後には夜の時間帯は通常
番組に戻していったが、日中は震災関連の放送を続ける編成を組んだ。
・このほか全国放送で、NHK スペシャル、クロースアップ現代以外にも震災関連のドキュメ
ントなどをかなりの本数、制作放送した。東北ブロック向けの放送だが、全国放送になっ
た番組もある。
・6 月頃から、被災地を勇気づけ、元気づける目的で「歌おう！東北のど自慢」を制作してい
る。簡易カラオケセットを使って、1 日で予選と本番を行い、月 1 回ペースで放送している
が好評で継続している。
・
「被災地からの声」はキャススターに石巻出身の津田アナウンサーを起用した。津田アナは
近親者に犠牲者もあり、被災者の立場からの姿勢が共感を呼んでいる。
(4) 羽塚由 放送部アナウンス担当部長（ラジオ放送について）
・現在の業務は、①東北地方アナウンサーの責任者として全国から応援を集めて、配置を決
め、勤務の管理、安全管理を行っている。②ラジオ放送の責任者と、テレビ、ラジオのア
ナウンサーの責任者を務めるとともに、生活情報の責任者を務めている。
・ラジオは、3 月 11 日は国会中継中だった。14 時 46 分の地震発生とともにテレビと同じ放
送（音声）を流した。これは大きな災害があったとき、NHK はテレビ、ラジオの同時放送
を流すのが義務（T-R スルー）
。かつ、しばらくの間は強制的に全国放送となり、ローカル
の放送ができない QF 信号がかかった。
・仙台局では、QF 信号が解除されて後、16 時 09 分に東北ブロック向けの特設ニュースとい
う形で独自放送をスタートした。大津波警報と高台への避難の呼びかけを繰り返した。全
国放送でも大津波警報など同じ内容を放送していたので、放送したらちょっと休んで、ま
た原稿が整ったら独自放送をするという、全国放送に放送を重ねていく「上乗せ」という
手法で放送した。
・ｆｍいずみ（地元コミュニティ FM 局）のアナウンサーが、地震発生当日の夕方スタジオ
を訪ねて来られ、リポートさせて欲しいと言ってきた。ｆｍいずみは停波していたので、
泉区からここまでの被害の状況を放送で伝えたいと NHK に出演を求めてきた。また、この
アナウンサーは防災士の資格を持っていたので、余震があるたびに放送でどうしたらいい
かなどのアドバイスをした。2001 年から、NHK 仙台局と、東北放送、エフエム仙台、県内
のコミュニティ FM 局で「みやぎラジオプロジェクト」を組織し、次の想定宮城県沖地震
に備えて連携を申し合わせ、毎年 1 回共同でラジオの防災番組を開発してきた。そういう
繋がりがあって、このアナウンサーは NHK を頼ってきた。 → ２.１.２.（p.18）参照
・数日、東北ブロック向けに特設ニュースを放送した。その後は生活情報、ライフライン情
報などを立ち上げることとなった。生活情報は、電気、ガス、水道、病院、JR、高速など
を、テレビは 1 日 2 時間、ラジオは最大で 6 時間放送した。
・この生活情報のスタイルは、新潟中越沖地震のあとにアナウンス室が作成した「生活情報
スタートキット」に基づき制作した。キットは県域を基本に書かれていて、ラジオは宮城
県域を想定して放送した。一方、テレビは、災害が 4 県にまたがっていること、そして盛

- 80 -

岡局や福島局のパワーを考慮すると独自情報は出せないだろうと判断して、東北ブロック
向け（「管中」
）を選択した。仙台局の生活情報プロジェクトが、北は青森県から南は福島
県までの自治体一つ一つに電話で取材し情報を集めた。このため大規模になり、関連団体、
本部からの応援職員、外部プロダクション、OB、東北大学の学生ら 30 人規模でプロジェ
クトを構成した。結果的には、ブロック向けの放送をテレビで選択したことで、情報のき
め細かさの点では、県域の民放局にかなわなかったのではないかと反省している。
・今後に向け、地域の細かな情報を収集し放送していくか、県域でテレビ、ラジオを放送し
ていく。そのために日ごろから視聴者との双方向性が重要でそうした仕組みを日ごろから
作っておくこと、いざというときにメール等で情報が寄せられる体制の構築が必要だと思
っている。
(5) 辻村和人 報道選任部長（報道統括）
・平日日中の発災という時間帯の好条件に恵まれ、日没までに被害状況の把握ができ、取材
を進めていったが、大きな被害地域は沿岸部で、そこまで行くのが難しかった。
・気仙沼には 3 月 11 日の日付が変わるころに到着し、火災を中継した。
・南三陸にはその日には行き着けなかった。南三陸沿岸部の取材は 13 日日中から。
・仙台市内は 200 人から 300 人の遺体があるという情報が入ったが、大津波警報が発令中か
つ夜間で取材は不可能だった。翌朝を待った。
・今も全国各地から応援を受けている。盛岡、福島含む沿岸 7 箇所を取材拠点としている。
(6) 西村昌一 技術部部長
・地震直後に停電したが自家発電等が起動し、障害は軽微で、放送を続けられた。
・ヘリ映像とともにロボットカメラが津波を捉えた。津波警戒のロボットカメラは、お天気
カメラと呼んでいるが、太平洋岸に 10 数箇所設置、会館から電話でリモートコントロール
している。映像は NHK 専用のマイクロ回線または電話回線でそれぞれの会館に送っている。
停電当初はバッテリーで映像を伝送できた。ただ津波被害で浸水したり、リモコンの電話
回線が切れてしまった。2 時間から 3 時間でほぼ全部のロボットカメラの映像が出せなくな
ったが、それまで津波襲来の映像を撮影することができた。たまたま昼間の災害だったが、
もし夜間であれば映像は出せなかった。今後は長い時間使えるように電源の強化が必要だ。
・局間電話網は生きていて、仙台－東京は生きていた。しかし出先の中継現場などがダメだ
った。3 年前の岩手・宮城内陸地震の経験から衛星
電話をかなりの台数配置していたが足りなかった。
衛星携帯電話も地上の有線系が障害を受けると問
題があった。通信系の強化が必要だと実感した。
・幸運なのは放送用アンテナ、親局の送信所（その
下に約 100 ヶ所の送信所がある）が無事で助かっ
た。このため放送機能が確保できた。ただ直後は
衛星放送を放送所で受信して出すことも検討した。
図 4.3 大年寺山のテレビ塔 （中央が NHK）
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(7) 横山一郎 技術部企画・総合デスク選任部長
・会館屋上にある CS アンテナは無事だった。しかし、会館屋上のペントハウスの土台部分が
地震で破壊され、ペントハウスが CS アンテナ側に傾いていた。CS アンテナを保護するた
め、ペントハウスが倒れないように工事をした。
・全局が停電したとき自家発電装置を稼動させた。しかし燃料が何日も持たない、早いとこ
ろは翌日の夕方尽きてしまう。仙台もそのあと数時間しか燃料が持たない。燃料の灯油の
手配に追われた。局間電話で応援を頼んだ。東北ブロック内では鶴岡から翌 12 日昼過ぎに
ギリギリ到着した。その後、名古屋、大阪からも燃料が届いた。停電は翌 12 日夜 7 時ごろ
復帰した。放送用アンテナ、マイクロ回線等は軽油自家発電で対応できた。
・地震に対しては事前訓練でモニター系の表示システムを開発してきた。しかし、電源系、
回線ルート、衛星携帯電話などの連絡系などの整備強化が必要だ。
・ロボットカメラを安全な地域に再配置を進めている、年度いっぱいに完了予定。
・安全管理として、全国からの応援の安全管理、福島の放射性物質対策も進めている。
(8) 質疑応答
Ｑ. ロボットカメラ等放送設備の被害状況について、3 県の太平洋側でバッテリー切れ、倒壊
など 31 台中 23 台ダウンしたというが？
Ａ. 内陸部も含め全部で 31 台、青森から福島まで沿岸部には 13 台あった。女川は施設自体が
津波で流された。大船渡は設置していたビルが津波で損傷し、使用不能に。他はバッテ
リー切れや、電話線が不通になった。電話は B フレッツ（光回線）と自営マイクロと二
重化してあった。しかし、IP に使用している B フレッツは地震でほとんどダウンした。
自営マイクロ回線は生きていたので中間点で映像を切り替えて放送した。しかし、沿岸
部のカメラは八戸（水産会館で非常電源があった）を除き、夕方にはすべてダウンした。
東京は IP 回線＝B フレッツで全国のロボットカメラが見られる。
Ｑ. 親局および中継局の被害状況は？
Ａ. 仙台市の大年寺山のデジタルおよびアナログ放送用アンテナは無事。中継局は電話回線、
携帯電話で監視していたが電話がダウンしたため、約 100 箇所の中継局を人海戦術で見
てまわって電波が出ているかどうかを確認した。約 100 のうち損傷したのは 3 割ほどだ
った。
Ｑ. 地震発生時の様子は、初動の判断は？
Ａ. 緊急地震速報とほぼ同時に上下動があり激しい横揺れに変った。横揺れは長く、立ってい
られなかった。とにかく長い揺れだった。仙台は震度 6 弱、ほとんどの者が宮城県沖地
震が起きたと思ったが、それにしても長い揺れだと感じた。大津波警報では予想される
津波が 6 メートルとあったが、
宮城県沖地震の津波は 6 メートルとは思っていなかった。
震度 7 が栗原で出たので栗原に第一陣の取材クルーを出した。電話はまったくダメで、
災害時優先電話も使えなかった。原稿支援システムは使えた。津波の場合は沿岸部から
中継することになっていたのでポイントに向けて中継車を向かわせたが、被害の大きい
所に変更した。衛星中継車は気仙沼に向かった。
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Ｑ. 「二波出し」
、全中「脱」
、
「管中」、「マルチ編成」については？
Ａ. NHK は災害報道については「マルチ編成」しない、できないことになっている。
「ひるブラ」の 12 時 20 分から 12 時 43 分は、被災地情報を「管中」している。当初は
メインのチャンネルでローカルの震災関連ニュース、サブのチャンネルで「ひるブラ」
などの全国放送としたが、9 月からはメインがネット番組、サブはローカル番組に変更し
た。
ローカルニュース枠のなかでは、3 月 12 日から 07 時 57 分から 3 分間のローカルニュー
ス、08 時 10 分～08 時 33 分のローカルで被災地関連ニュースを放送した。
なおアナログ放送は、メインのチャンネルだけが視聴できた。
Ｑ. 16 時 09 分にラジオのローカル放送を開始して何を伝えたか？
Ａ. 全国放送は 15 時 30 分から伊藤アナウンサーが放送していたが、伊藤アナは東北地方をよ
く知っていることと、仙台にも独自情報はなかったので、いつ「脱」して独自放送に踏
み切るかが悩みだった。そこで、気象庁記者会見の間に判断して独自情報をスタートし
た。気象庁会見の内容は津波について常備している呼びかけ文を放送しているだけだっ
た。高いところに避難していて津波が到達している段階なのに、会見は悠長な感じがし、
独自放送を決断した。16 時 09 分から 17 時 00 分まで仙台発の放送をした。17 時 20 分か
ら 17 時 43 分まで上乗せした。正時には全中に戻し、準備が整ったら独自放送を繰り返
した。ラジオにも原稿支援システムは入っている。
Ｑ. cFM 局への協力は独自判断なのか？
Ａ. 独自判断だ。ｆｍいずみの人が自分（羽塚氏）のところに来て、見てきたことを話しても
いいかというので、どうぞと判断した。仮に東北放送が停波して NHK に来ても同じ対応
をした。年に 1 回名刺を交換して顔を知っていたので。
Ｑ. 停電で、テレビを見ることができない。ラジオに頼ったわけだが？
Ａ. 振り返ってみれば、被災者にとってラジオが頼りだったと思うが、その時は手一杯で思い
つかなかった。それに、当時はこんなに広範囲で停電しているとは思いもよらなかった。
Ｑ. 「仙台ライフライン防災情報ネットワーク」
（東北大学・NHK 仙台局・東北放送・仙台放
送・宮城テレビ・東日本放送・エフエム仙台・仙台市総務局・仙台市消防局・仙台市水
道局・仙台市ガス局・東北電力・NTT 東日本・JR 東日本・仙台市医師会・仙台管区気象
台、図 4.4 参照）が生きていれば？
Ａ. 連絡手段はパソコンのメール（やファクス）なので、回線の問題があったと思う。
Ｑ. 生活情報スタートキットとは？
Ａ. 配布された CD を起動すると、①情報収集にはどういう体制を作るか、②どういう情報を
とればいいのか、③放送の雛形原稿 などが入っている。情報を打ち込んでプリントアウ
トし、テレビ、ラジオ、データ放送など各部署に配布して放送した。ただし、マニュア
ルはこれだけ大きな災害は想定しておらず、県域が前提だった。このためライフライン
情報の収集に人手がかかった。
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図 4.4 「仙台ライフライン防災情報ネットワーク」と(公財)放送文化基金、廣井脩教授、日本災害情報学会の関わり
（出典：放送文化基金ホームページ http://www.hbf.or.jp/about/pickup/history/itaku5.html 2014/5 参照）

- 84 -

４.３. まとめ
菅局長の「3 月 11 日の東日本大震災では、NHK 仙台放送局としては、ヘリコプター取材な
どにより基本的な役割を果たすことができた。しかし、震災の被災地では停電でテレビを視
ることができない方がほとんどだった。震災後、宮城県内の方々から『NHK のテレビ報道で
伝えられた津波の恐ろしさを視ることができなかった』という話をお聞きした。現実に色々
なメディアも出てきているので、情報を入手する方法だけでなく、ラジオなど様々な情報伝
達方法を用いて、地元で必要としている人たちに届けることを考えて行かなければならない
と再認識した」という話が、当時を端的に言い表していた。
テレビは、避難の呼びかけの連呼に始まり、取材や災害報道に総力を上げて奮闘するとと
もに、その後の復旧・復興に向けた被災者支援、追跡・検証番組制作などに精力的に取り組
み、所定の成果をあげた。仙台局は、当初は「全中」に素材提供することが主要ミッション
となり、数日経て東北ブロックの「管中」でマルチ編成なども活用しながらローカル番組を
放送しはじめた。
ラジオに関しては「管中」
「県域」で生活情報などを伝えたが、地元の民放局は自主編成時
間が長く中継番組やそのための専用中継車を持っていることから、キメ細かさでは NHK が及
ばなかった。また地元民放局は、日頃から番組を通じてメールなどによる視聴者との双方向
回路ができていて、それが草の根の情報収集につながった。NHK も平常の番組の中でメール
を活用するなど、視聴者との双方向性を生かせるような仕組みを考え、もっと地域に密着し
た情報を出していきたいとの話だった。
また、NHK は当初 8 波全中（QF、T-R スルー）となったが、その後状況に応じて全国放送
の定時番組を一時中断してローカル放送を出す「上乗せ」をするなど、地域のニーズに応え
ようと努めた。
その他の教訓としては、取材時、天カメ、送信所など、さまざまな場面でダメージを与え
た長時間かつ広域に及んだ“商用電源断、電話（通信）回線断”への備え（燃料を含む）の
必要性が特筆された。
NHK は、被災地の復旧・復興、ひい
ては日本全体が元気になるよう願って
積極的に支援を行う東日本大震災プロ
ジェクト「明日へ―支えあおう―」を立
ち上げ、放送や Web、イベントなどを通
じて被災者を支援するとともに、日本全
体が支えあって難局を乗り切るために
できることを総力をあげて進めている。
年末年始、そして 3 月 11 日に向け、震
災報道に努めていきたい、という宣言が
なんとも頼もしかった。
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ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᑐࡋᩗពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ

㸳.㸯. 㹌㹒㹔
3 ᭶ 11 ᪥ 14  48 ศࡽ 18 ࡅ࡚ࡢ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢ㘓⏬ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᨺ㏦ࡉࢀࡓ㡢ኌᩥᏐࢸࣟࢵࣉ
ࢆࢱ࣒࡛ࣛࣥ♧ࡍ⾲ 5.1 ࡞ࡿࠋNTV ࡢึᮇሗ㐨ࡢ≉ᚩࡣࠊձ❧ࡕୖࡀࡾࡀ᪩ࡗࡓࠊղ᪩࠸้
㝣ࢆくࡗࡓᐑྂࡢὠἼࢆࣛࣈᫎീ࡛ὶࡋࡓࠊճ⩣᪥௨㝆ࡔࡀࠊᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᨾࡢ⇿Ⓨᫎീࢆ၏୍ࠊ
⣔ิࡢ⚟ᓥ୰ኸࢸࣞࣅࡀ↓ே࣓࡛࢝ࣛᤊ࠼ࡓࠊ࡞ࡔࠋ⌧ᆅࡢ⣔ิᒁࡋ࡚ࡣࠊ⚟ᓥ୰ኸࢸࣞࣅࠊ࣑ࣖࢠࢸ
ࣞࣅࠊࢸࣞࣅᒾᡭ࡞ࡀⓏሙࡋࡓࠋࢤࢫࢺゎㄝࡢᑓ㛛ᐙࡣࠊ17㸸06㹼Ώ㎶ᐇẶ㸦ࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬◊✲ᡤ㸧ࡔ
ࡗࡓࠋ
⾲ 5.1 ᪥ᮏ䝔䝺䝡 䠄2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ ᆅ㟈Ⓨ⏕䛛䜙 17 ྎ䠅


ศ/⛊

ࢸࣞࣅ㡢ኌ

14

48㸸05

ᐑ᰿㸸▼ཎ㒔▱ࡢぢࡀ⾜ࢃࢀࡿ㒔ᗇࡣࢼ࣐࢝ࣖࡉ

ሗࣛࣈ

ࢇࡀ࠸ࡲࡍࠋࡉ࠶ࠊࢼ࣐࢝ࣖࡉࢇࠋ

㺀࣑ࣖࢿᒇ㺁

ࢼ࣐࢝ࣖ㸸ࡣ࠸ࠋࠊࡕࡻࡗࠊᆅ㟈࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋᑡ

ࢫࢱࢪ࢜

ࡋᦂࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࡀࡋ࡚ࡲࡍࡅࢀࡶࠋ

୰⥅࣭ᮾி

48㸸14

ࢸࣟࢵࣉ

ᐑ᰿㸸ᆅ㟈ࠋ

ഛ ⪃

㒔ᗇ

(48㸸30㸧 ࢼ࣐࢝ࣖ㸸࠼࠼ࠊᑡࡋሙෆᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

⏨ᛶ㸸ࡑࡾࡷࠊ㒔ᗇࡶᦂࢀࡿࢃ࡞ࠋ

ࡓࡔ࠸ࡲࠊᮾி࡛ᆅ㟈ࡳࡽࢀࡿᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋ

ࢼ࣐࢝ࣖ㸸ᑡࡋࡁࡵࡢᦂࢀ࡛ࡍࡼࠋ㸱ࡽ㸲ࡃࡽ࠸࡛

ࡓࠋ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋࡻ࠺ࠋ
ᐑ᰿㸸ࠊఱ㝵ࠋ
ࢼ࣐࢝ࣖ㸸ࠊ㸴㝵࡛ࡍࡡࠋ࡞ࡾࡁ࡞ᶓᦂࢀ࡞ࡗ
࡚ࡲࡍࠋࡇࡢ࠶ࡲࡶ࡞ࡃࠊ▼ཎ㒔▱ࡢぢ࠸࠺ࡇ
࡞ࡾࡲࡍࠋ
14

48㸸38

㹁㹋

㹁㹋

14

49㸸38

㇏⏣㸸ࠊᮾிࡢሗ㐨ࣇࣟࡀ┦ᙜ…ᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ሗ㐨ࣇࣟ

ኵ࡛ࡍࠋࡕࡻࡗࠊ༴㝤࡞≧ែ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ…
14

49㸸49

㹁㹋

㹁㹋୰ᆅ㟈
㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

㏿ሗ

ᐑ᰿㸸ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊ㇏⏣ࡉࢇࠊࡋࡷ

༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊḟࡢᆅᇦ࡛㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ࢫࢱࢪ࢜

ࢀࡲࡍࠋ

ࡲࡋࡓࠋ

㇏⏣㸸ኚ࡞ᦂࢀࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡕࡻࡗ࠶ࡢࠊሗ

㟈ᗘ㸵 ᐑᇛ㒊

(50㸸22)
14

50㸸49

14

50㸸52

㐨ࣇࣟࡶ࡛ࡍࡡࠊ┦ᙜ࡞ᦂࢀࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡶ࠶ࡢࠊ 㟈ᗘ㸴ᙉ ᐑᇛ୰㒊ࠊ⚟ᓥ୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥ㏻ࡾࠊⲈ
㊊ࡶࠊ┦ᙜ㛤࠸࡚❧ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊ㠀ᖖ❧ࡗ࡚࠸ࡿ

ᇛ㒊

ࡢࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸴ᙅ ᒾᡭἢᓊ༡㒊ࠊᒾᡭෆ㝣㒊ࠊᒾᡭෆ㝣
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ሗ㐨ࣇࣟ

14

51㸸04

ࢫࢱࢪ࢜

ᐑ᰿㸸㇏⏣ࡉࢇࠊ㜰ࡶࠋ

༡㒊ࠊᐑᇛ༡㒊

㇏⏣㸸ᒆ࠸࡚࠸ࡿሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࠋ

㟈ᗘ㸳ᙉ ᒾᡭἢᓊ㒊ࠊ⛅⏣ෆ㝣༡㒊ࠊᒣᙧᮧᒣࠊ ሗ㐨ࣇࣟ

ᐑ᰿㸸㜰ࡶࡍࡈ࠸ᦂࢀ࡚ࡲࡋࡓࡼࠊࠋ

⚟ᓥὠ

᳃ⱝ㸸15 ⛊๓࡛ࡍࡡࠋ

㟈ᗘ㸳ᙅ 㟷᳃୕ඵୖࠊᒣᙧᗉෆࠊᒣᙧ᭱ୖࠊᒣ

㇏⏣㸸ⓙࡉࢇࠊᏳࡢ☜ಖࢆࡲࡎࠊᏳࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ ᙧ⨨㈷
ᐑ᰿㸸㜰ࡶࠋ
⏨ᛶ㸸࠺ࢃ࠶ࠊࡕࡻࡗ
⏨ᛶ㸸ࡇࡾࡷࡸࡤ࠸ࠋ
ᐑ᰿㸸༴࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ
14

51㸸15

㇏⏣㸸ⅆࡢඖ࡛ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣୖࡽⴠࡕ࡚ࡇ࡞࠸
ࡁࡕࢇࠊⓙࡉࢇࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⏨ᛶ㸸࠺ࢃ࠶ࠋ
ᐑ᰿㸸࠶࠶ࠋ࠶ࡢࠊ㇏⏣ࡉࢇࠊ㜰ࡶࠊ┦ᙜᦂࢀ࡚ࡲ
ࡍࡼࠋ
㇏⏣㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋᮾிࡶࠊࡘ࠸ඛࠊ⦪ᦂࢀࡽ
ࡁ࡞ᶓᦂࢀኚࢃࡾࡲࡋ࡚ࠋ
ᐑ᰿㸸㜰ࡣࡎࡗࠊᶓᦂࢀ࡛ࡍࡡࠋ
⏨ᛶ㸸Ẽᣢࡕࢃࡿࠋ
᳃ⱝ㸸ࡇࡢᫎീࡣࠊ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢᫎീ࡛ࡍࡡࠋ
ᐑ᰿㸸᪥ᮏࢸࣞࣅ࡛ࡍࡡࠋ
⏨ᛶ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࠋ

14

51㸸35

㇏⏣㸸ⓙࡉࢇࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⅆࡢඖࠊ

ᆅ㟈Ⓨ⏕

ࡑࢀࡽࠊ࠼࠼ࠊୖࡽ≀ࡀⴠࡕ࡚ࡇ࡞࠸ࠋ

ሗ㐨ࣇࣟ

⏨ᛶ㸸ఱ࣐ࢽࣗࣝᣢࡗ࡚ࢇࡢࠋ
㇏⏣㸸࠶ࡿ࠸ࡣࠊᐙ᪘ࡢⓙࡉࢇࡢ≧ἣࡣࡁࡕࢇ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢸ࣮ࣈࣝࡢୗࠊ
ࡑࢀࡽᮘࡢୗ₯ࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
51㸸55

እฟࡿሙྜࡣࠊⴠࡕ࡚ࡃࡿ≀༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ
࠸ࠋᦂࢀࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࡽࠊⅆࢆᾘࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀ
ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࡽࠊⅆࢆᾘࡍࡼ࠺Ẽࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋࡲࡓࠊᾏࡢ㏆ࡃࡢேࡣᛕࡢࡓࡵ㧗ྎ㏨ࡆࡿ࡞ࠊ
ὠἼࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿேࡣࢫࣆ࣮
ࢻࢆⴠࡋࠋ

14

52㸸13

ዪᛶ㸸࠶ࡢࠊࡣࡅࡽࢀࡿேࡣࣛࢺࡽࡣࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

52㸸17

㇏⏣㸸ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡡࠊࠋὠἼࠊὠἼ㆙ሗ
ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴࡢᐑᇛ┴Ἀࠊኴᖹὒഃ࡛ࡍࡡࠊὠ
Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡃࢀࡄࢀࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

14

52㸸27

⌧ᅾࠊࡈぴࡢࡼ࠺ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙

(52㸸31)

ሗࡀᐑᇛ┴ࡢኴᖹὒᓊࠊἢᓊฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡃࢀࡄࢀࡶ

ὠἼሗ

ⓙࡉࢇࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡀᐑ

༗ᚋ㸰 49 ศࠊẼ㇟ᗇࡣὠἼ࣭ὠἼ㆙ሗࠊὀព

ᇛ┴ࠊኴᖹὒഃࠊࡇࡕࡽᐑᇛἈ࡛ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ༑ศࡈ

ሗࢆⓎ⾲

ὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ㸸ᒾᡭ┴ ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 㸱m ண

52㸸45

ᐑ᰿㸸ࡲࡔࠊᮾிࡣᦂࢀࡀ⥆࠸࡚ࡲࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ㸸ᐑᇛ┴ ༗ᚋ㸱㸮ศ 㸴m ண

୰⥅࣭ᮾி

52㸸48

㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠋẼ㇟ᗇࡣ࡛ࡍࡡࠊඛࠊὠἼࠊὠἼ㆙

ὠἼ㆙ሗ㸸⚟ᓥ┴ ༗ᚋ㸱 10 ศ 㸱m ண

ୖ✵

ሗࠊὀពሗࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢ

ὠἼ㆙ሗ㸸༓ⴥ༑㔛࣭እᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศ 㸰

ࡣᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣ༓

m ண
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ὠἼሗ

ⴥ༑㔛ࠊእᡣࠊࡑࡋ࡚ఀ㇋ㅖᓥࠊⲈᇛ┴ࠊᾏ㐨ኴ

ὠἼ㆙ሗ㸸ఀ㇋ㅖᓥ ༗ᚋ㸱 20 ศ 㸯m ண

ᖹὒ୰㒊ࠊ㟷᳃ኴᖹὒἢᓊࠊࡑࡋ࡚ὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ㸸Ⲉᇛ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศ 㸰m ண

ࡿࡢࡣⲈᇛෆᡣࠊᾏ㐨ኴᖹὒᮾ㒊ࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ ὠἼ㆙ሗ㸸ᾏ㐨ኴᖹὒ୰㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศ 㸯m

14

14

53㸸37

53㸸54

54㸸10

㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨ኴᖹὒす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ୕㔜༡㒊ࠊ㟷

ண

᳃᪥ᮏᾏἢᓊࠊឡ▱እᾏ㸦ࡀ࠸࠸㸧ࠊḷᒣ┴ࠊ㧗▱

ὠἼ㆙ሗ㸸㟷᳃ኴᖹὒἢᓊ ༗ᚋ㸱 30 ศ 㸯m ண

┴ࠊᚨᓥ┴ࠊᐑᓮ┴ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾࣭ࢺ࢝



࡛ࣛࡍࠋ

ὠἼὀពሗ㸸༓ⴥෆᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศ 0.5m ண

㠀ᖖከࡃࡢᆅᇦ࡛ࠊὠἼࠊὠἼ㆙ሗࠊࡑࢀࡽὠ

ὠἼὀពሗ㸸ᾏ㐨ኴᖹὒᮾ㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศ

Ἴὀពሗࠊ㆙ሗࠊฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡃࢀࡄࢀࡶࡈὀពࡃ

0.5m ண

ࡔࡉ࠸ࠋࠊᦂࢀࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ┦ᙜࠊሗ㐨ࣇࣟΰ

ὠἼὀពሗ㸸┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ༗ᚋ㸱 30 ศ 0.5m

ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊⓙࡉࢇࡶ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ண

࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸㟼ᒸ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศ 0.5m ண

ᐑ᰿㸸㇏⏣ࡉࢇࠊ㜰ࡶࡲࡔᦂࢀ࡚ࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ᾏ㐨ኴᖹὒす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

୰⥅࣭ᮾி

㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠋࠊ㜰ࡶᦂࢀ࡚ࡲࡍࠋᮾிࡣ…

0.5m ண

ộ␃ ࠾ྎ

᳃ⱝ㸸↮ࡀୖࡀࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ᑠ➟ཎㅖᓥ ༗ᚋ㸲㸮ศ 0.5m ண

ሙ

ᐑ᰿㸸ࡇࢀࠊࡗࠊ↮ࡀୖࡀࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋ࠾ྎሙ࡛ࡍ

ὠἼὀពሗ㸸୕㔜༡㒊 ༗ᚋ㸲㸮ศ 0.5m ண

ࡡࠋ

ὠἼὀពሗ㸸㟷᳃᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศ 0.5m

㇏⏣㸸ࡕࡻࡗࠊᫎീࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ

ண

ࢼ㸸ᮾி࠾ྎሙࡢࣇࢪࢸࣞࣅࡢ࠶ࡓࡾ࡛ࡍࡀࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ឡ▱እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศ 0.5m ண

ᐑ᰿㸸ࣇࢪࢸࣞࣅࡢᚋ᪉࡞ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ḷᒣ┴ ༗ᚋ㸲 10 ศ 0.5m ண

ࢼ㸸ࣇࢪࢸࣞࣅࡢዟࡣ࡛ࡍࡡࠊᗈሙ࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ὠἼὀពሗ㸸㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศ 0.5m ண

࡚ࠊࡲࡓࠊ࠶ࡑࡇࡢ࠶ࡓࡾࡣ࡛ࡍࡡࠊ㈌≀⯪࡞ࡀἩ

ὠἼὀពሗ㸸ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศ 0.5m ண

ࡋ࡚࠸ࡿ

ὠἼὀពሗ㸸ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศ 0.5m ண

࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࠊ࣮ࣞࣥ࣎ࣈࣜࢵࢪࡢዟࢆ

ぢ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ⩚⏣✵

14

54㸸35

ࡢዟ࡛ࡍࡡࠊ࣓࢝ࣛ

ὠἼὀពሗ㸸✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศ

ࢆ⛣ࡋࡲࡋࡓࠋࠊ㒔ෆࡢ᪉࣓࢝ࣛࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࡇ

0.5m ண

ࢁ࡛ࡍࡀ…

ὠἼὀពሗ㸸⨾࣭ࢺ࢝ࣛ ༗ᚋ㸳 10 ศ 0.5m ண

ᐑ᰿㸸ࡍ࠸ࡲࡏࢇࠋ࠶ࡢࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ 
ࠊᐑᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱࡛ࡋࡓࠋ

ὠἼ࣭ὠἼ㆙ሗࡢἢᓊ࡛ࡣࠊ┤ࡕᏳ࡞ሙᡤ

᳃ⱝ㸸㸱๓࡛ࡍࡡࠊࡲࡔࠋ

㑊㞴ࡋ࡚ୗࡉ࠸

ᐑ᰿㸸ࠊୖࢫ࣮ࣃ࣮ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊὠἼ㆙ሗࠊ
ࡶ࠺୍ᗘ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
14

54㸸48

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ⏬㠃ࡢྑୗ࡛

ᆅ㟈Ⓨ⏕

ࡍࡡࠊኴᖹὒἢᓊࢆ୰ᚰ㯤Ⰽ࠸ࣛࣥࡀὠἼὀពሗࠊ

㇂࣭ሗ

ࡑࡋ࡚㉥࠸ࣛࣥࡀὠἼ㆙ሗࠊࡑࡋ࡚ࣆࣥࢡࡢࣛࣥࡀ

࣓࢝ࣛ

ὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀኴᖹὒࡢࠊࡑࡋ࡚㝣࠶
ࡓࡾࡢἢᓊฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀ㉥࠸ࣛࣥࠊ㛵ᮾ
ᆅ᪉ࡶࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
55㸸10

᳃ⱝ㸸ࣇࢪ࢟ࣕࢫࢱ࣮ࡀ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ༗
ᚋ㸰 49 ศ࡛ࡍࠊẼ㇟ᗇࡣὠἼࠊὠἼ㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋ
ࡲࡋࡓࠋࡲࡎࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢࡣᒾᡭ┴ࠊᐑ
ᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣ༓ⴥࡢ༑㔛
ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊⲈᇛ┴ࠊᾏ㐨ࡢኴᖹὒ୰㒊ࠊ㟷᳃ኴᖹ
ὒἢᓊࠊὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢࡣࠊ༓ⴥࡢෆᡣࠊ
ᾏ㐨ኴᖹὒᮾ㒊ࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨ኴ
ᖹὒす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ୕㔜༡㒊ࠊ㟷᳃᪥ᮏᾏἢᓊࠊឡ
▱ࡢእᾏ㸦ࡑ࠺ࡳ㸧ࠊ㧗▱┴ࠊᚨᓥ┴ࠊᐑᓮ┴࡞
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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14

56㸸04

ࢼ㸸⌧ᅾࠊዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⌧ᅾࡢᫎീࢆࡈぴ࠸ࡓ

࣑ࣖࢠࢸࣞ

ࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ࣓࢝ࣛࡘ࠸ࡓỈࡢዟᑡࡋ↮ࡀぢ

ࣅ

࠼ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡇࡕࡽࡣ MMT ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅ࡛
ࡍࠋ

14

56㸸14

᳃ⱝ㸸ࡣ࠸ࠋࡘ࡞ࡀࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋ࠺ࡒࠋ

56㸸15

ᰗ℩㸸…࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࠊྎᕷᐑᇛ㔝༊࠶ࡾࡲࡍ࣑ࣖ

(56㸸15)

ࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋඛࠊ༗ᚋ㸰

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

 46 ศ㡭ࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴࡛

༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ᆅ㟈┤ᚋࡢ

ࡣࠊᐑᇛ┴㒊࡛㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࢆほ

ࣅ

ᇛ┴ࡢἢᓊࡣὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴

㟈ᗘ㸴ᙉ ᾛ㇂⏫ࠊⓏ⡿ᕷࠊᓮᕷࠊྡྲྀᕷࠊⶶ⋤

ሗ㐨ࣇࣟ

ࡢἢᓊࡣࠊ༗ᚋ㸱ὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿண࡞ࡗ࡚࠸ࡲ

⏫ࠊᒣඖ⏫ࠊྎᐑᇛ㔝༊ࠊሷ❟ᕷࠊᮾᯇᓥᕷࠊ

ࡍࠋࡇࢀࡣࠊඛࠊᆅ㟈ࡢ┤ᚋࡢ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅሗ㐨ࣇ

⾮ᮧࠊⓑἙᕷࠊ㡲㈡ᕝᕷࠊᮏᯇᕷࠊ㙾▼⏫ࠊ

ࣟࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅሗ㐨ࣇࣟࡢᆅ㟈┤ᚋࡢ

ᴍⴥ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊ⇃⏫ࠊⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊ᪂ᆅ

ᵝᏊ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࡶᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣑ࣖࢠࢸࣞ

⏫ࠊ᪥❧ᕷࠊ⟃すᕷࠊ㖝⏣ᕷࠊ⏣ཎ⏫ࠊᏱ㒔ᐑ

ࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊࡲࡓᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈࡛ࡍࠋవ

ᕷࠊ┿ᒸᕷࠊ㧗᰿ἑ⏫ࠊ

㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸴ᙅ ⯪Ώᕷࠊ㔩▼ᕷࠊἑᮧࠊ▮ᕵ⏫ࠊⰼ

༗ᚋ㸰 49 ศࠊᐑᇛ┴ࡢἢᓊὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ

ᕳᕷࠊ୍㛵ᕷࠊዟᕞᕷࠊẼᕷࠊ༡୕㝣⏫ࠊⓑ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊᐑ

࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆ㒊࡛ほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ ▼ᕷࠊゅ⏣⏫ࠊᒾᕷࠊἙཎ⏫ࠊᐑᇛᕝᓮ⏫ࠊ

ᒾᡭ┴ࡢἢᓊࡽᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࡢἢᓊὠἼ㆙ሗࡀ

ர⌮⏫ࠊྎ㟷ⴥ༊ࠊྎⱝᯘ༊ࠊྎἨ༊ࠊ▼

ฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗ᚋ㸱ὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿண࡞ࡗ

ᕳᕷࠊᯇᓥ⏫ࠊᗓ⏫ࠊ⏫ࠊᐩ㇂⏫ࠊ㒆ᒣᕷࠊ

࡚࠸ࡲࡍࠋἢᓊࡢ᪉ࡣࠊ┤ࡕ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ᱓ᢡ⏫ࠊᅜぢ⏫ࠊᕝಛ⏫ࠊす㒓ᮧࠊ୰ᓥᮧࠊ▮྿

57㸸38

ἢᓊ࠸ࡿ᪉ࡣࠊ┤ࡕ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ༗ᚋ

⏫ࠊᲴ⏫ࠊ⋢ᕝᮧࠊὸᕝ⏫ࠊᑠ㔝⏫ࠊ⏣ᮧᕷࠊ

㸱ࠊࡁ࡞ὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿண࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⚟ᓥఀ㐩ᕷࠊ࠸ࢃࡁᕷࠊ┦㤿ᕷࠊᗈ㔝⏫ࠊᕝෆᮧࠊ

⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅ㟈┤ᚋࡢ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅ

㣤⯓ᮧࠊ༡┦㤿ᕷࠊ⊦ⱑ௦⏫ࠊỈᡞᕷࠊ㧗ⴗᕷࠊ

ࡢሗ㐨ࣇ࡛ࣟࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣࠊᐑᇛ┴ࡢἢᓊࠊ ࡦࡓࡕ࡞ᕷࠊᮾᾏᮧࠊᖖ㝣ᐑᕷࠊᑠ⨾⋢ᕷࠊ
ዪᕝ⏫࠶ࡾࡲࡍዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ᅵᾆᕷࠊ▼ᒸᕷࠊྲྀᡭᕷࠊࡘࡃࡤᕷࠊⲈᇛ㮵ᔱᕷࠊ

58㸸10

58㸸31

59㸸04

59㸸21

࣑ࣖࢠࢸࣞ

㟈ᗘ㸵 ᰩཎᕷ

ᐑᇛ┴୰㒊࡞࡛㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

57㸸04

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

ዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲ

ᱜᕝᕷࠊ㑣㡲⏫ࠊ㑣㡲ሷཎᕷࠊⰾ㈡⏫ࠊ㑣㡲ⅲᒣ

ࡍࠋዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛵ࡍࡿሗࡣࠊࡢࡇࢁධࡗ

ᕷࠊᰣᮌ㑣⌃ᕝ⏫ࠊ᱒⏕ᕷࠊᐑ௦⏫ࠊᡂ⏣ᕷࠊ༳

࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࢫࢱࢪ࢜ࡣࡲࡔᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

すᕷࠊ

ࢼ㸸ᐑᇛ┴ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡣࡲࡔᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈㛵

㟈ᗘ㸳ᙉ ඵᡞᕷࠊᮾ⏫ࠊᡞ⏫ࠊ㝵ୖ⏫ࠊ࠾࠸

ࡋ࡚㸦㸽㸧ࠊ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ

ࡽࡏ⏫ࠊᐑྂᕷࠊᒣ⏣⏫ࠊ┒ᒸᕷࠊඵᖭᖹᕷࠊ

༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ㟈ᗘ㸵ࡢ…ࡓࡢࡣᐑᇛ┴ࡢ㒊ࠊ㟈

ୖᕷࠊ㐲㔝⏫ࠊ⚟ᓥὠࠊᖹἨ⏫ࠊᐑᇛຍ⨾⏫ࠊ

ᗘ㸴ᙉࡀᐑᇛ┴ࡢ୰㒊ࠊ⚟ᓥ୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥ㏻ࡾࠋ

Ⰽ㯞⏫ࠊᰘ⏣⏫ࠊ᳃⏫ࠊࣨ⏫ࠊ⛅⏣ᕷࠊ

ࡲࡓࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡣᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ ᕷࠊୖᒣ⏫ࠊ୰ᒣ⏫ࠊᑿⰼἑᕷࠊ⡿ἑᕷࠊ⚟ᓥ
ᗘࡣ⦪ᦂࢀ࡛ࡍࠋᗘࡣ⦪ᦂࢀ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ࡢ

ᕷࠊ⋢ᮧࠊኳᰤᮧࠊἨ㷂ᮧࠊ▮⚍⏫ࠊ▼ᕝ⏫ࠊ

ἢᓊࠊὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㠀ᖖ

ᖹ⏣ᮧࠊྂẊ⏫ࠊ୕⏫ࠊᮏᐑ⏫ࠊⴱᑿᮧࠊὠ

ࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ⦪ᦂࢀࠊࡑࡋ࡚ᶓᦂࢀࡀྜ

ⱝᯇᕷࠊ႐ከ᪉ᕷࠊ☬Დ⏫ࠊὠᆏୗ⏫ࠊᕝᮧࠊ

ࢃࡉࡗࡓࡼ࠺࡞ᦂࢀࢆࠊឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱ึᆅ㟈ࡀ

ὠ⨾㔛⏫ࠊᖖ㝣ኴ⏣ᕷࠊྂἙᕷࠊ❳ࣨᓮᕷࠊඵ

Ⓨ⏕ࡋࡓࡢࡀ༗ᚋ㸰 46 ศ࡛ࡍࠋࡑࡇࡽ⌧ᅾࠊ15 ศ

༓௦⏫ࠊᏲ㇂ᕷࠊᆏᮾᕷࠊ✄ᩜᕷࠊᖖ⥲ᕷࠊࡘࡃ

ᙅࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡣࡲ

ࡤࡳࡽ࠸ᕷࠊ᪥ගᕷࠊ▮ᯈᕷࠊబ㔝ᕷࠊ㮵ᕷࠊ

ࡔᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋ

ᑠᒣᕷࠊୖ୕ᕝ⏫ࠊ┈Ꮚ⏫ࠊⱱᮌ⏫ࠊᒾ⯚⏫ࠊᰣ

┴ෆࡢྛ

࡛ࡣ⌧ᅾࠊ⯪ࡀἈྥࡗ࡚㑊㞴ࢆጞࡵ࡚࠸

ᮌࡉࡃࡽᕷࠊୗ㔝ᕷࠊ⏣ᕷࠊ๓ᶫᕷࠊ㧗ᓮᕷࠊ

ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡢἢᓊࡣ⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚

ᕝᕷࠊ⩌㤿᫂⏫ࠊ⩌㤿༓௦⏣⏫ࠊἨ⏫ࠊ㑚

࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡶ࠺ࡲࡶ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊὠἼࡢ฿㐩ண

ᴦ⏫ࠊ⇃㇂ᕷࠊ⾜⏣ᕷࠊຍ㡲ᕷࠊᮾᯇᒣᕷࠊ⩚⏕

้ࡣ༗ᚋ㸱࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᕷࠊ㬨ᕢᕷࠊ῝㇂ᕷࠊஂ႐ᕷࠊྜྷぢ⏫ࠊᕝཱྀᕷࠊ

ࢼ㸸ᰗ℩ࡉࢇࠋ

᪥㒊ᕷࠊⲡຍᕷࠊᡞ⏣ᕷࠊ୕㒓ᕷࠊᖾᡭᕷࠊྜྷ
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ᰗ℩㸸ࡇࡕࡽࡣࠊዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ᕝᕷࠊᕝᓥ⏫ࠊⓑᒸ⏫ࠊᮡᡞ⏫ࠊࡉ࠸ࡓࡲ୰ኸ༊ࠊ
ὠἼ㆙ሗࠊ༗ᚋ㸱ὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿண࡞ࡗ࡚࠸

ᮾ㔠ᕷࠊ᪫ᕷࠊ༓ⴥ⚄ᓮ⏫ࠊከྂ⏫ࠊⓑᏊ⏫ࠊ㤶

ࡲࡍࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿ᪉ࡣࠊ┤ࡕ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔ

ྲྀᕷࠊᒣṊᕷࠊ༓ⴥ୰ኸ༊ࠊ༓ⴥⰼぢᕝ༊ࠊ༓ⴥ

ࡉ࠸ࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿ᪉ࡣࠊ┤ࡕ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔ

ⱝⴥ༊ࠊ༓ⴥ⨾༊ࠊ㔝⏣ᕷࠊబᕷࠊ⩦ᚿ㔝ᕷࠊ

ࡉ࠸ࠋࡲࡶ࡞ࡃࠊὠἼࡢ฿㐩ண้࡛ࡍࠋࡲࡶ࡞ࡃࠊ ᯽ᕷࠊඵ༓௦ᕷࠊᾆᏳᕷࠊⓑᕷࠊ༓ⴥᰤ⏫ࠊ㗬

14

15

15

59㸸42

00㸸20

00㸸27

00㸸50

ὠἼࡢ฿㐩ண้ࡢ༗ᚋ㸱࡞ࡾࡲࡍࠋᾏࡢ㏆ࡃ

༡⏫ࠊᮾி༓௦⏣༊ࠊᮾிỤᮾ༊ࠊᮾி୰㔝༊ࠊ

࠸ࡿ᪉ࡣ…

ᮾிᮡ୪༊ࠊᮾிⲨᕝ༊ࠊᮾிᯈᶫ༊ࠊᮾி㊊❧

ࢼ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ㟈ᗘ࡞ࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚

༊ࠊᮾிỤᡞᕝ༊ࠊ᪂ᓥᮧࠊᶓ୰༊ࠊᕝᓮᕝᓮ

ཧࡾࡲࡍࠋ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ㟈ᗘ࡞ࢆ࠾ఏ࠼

༊ࠊᐮᕝ⏫ࠊᐑ⏫ࠊ୰ኸᕷࠊᚸ㔝ᮧ

ࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋ㟈ᗘ㸵ࡀᐑᇛ┴ࡢ㒊ࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࡀᐑᇛ

㟈ᗘ㸳ᙅ ༑⏣ᕷࠊ㔝㎶ᆅ⏫ࠊᡞ⏫ࠊභᡞ⏫ࠊ

┴ࡢ୰㒊ࠊ⚟ᓥ┴ࡢ㏻ࡾࠊࡑࡋ࡚Ⲉᇛ┴㒊ࠊⲈᇛ┴

୕ᡞ⏫ࠊ㟷᳃༡㒊⏫ࠊஂឿᕷࠊᬑ௦ᮧࠊ㔝⏣ᮧࠊ

༡㒊ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࡀᒾᡭἢᓊ༡㒊ࠊᒾᡭෆ㝣㒊ࠊ⚟ᓥࡢ

ᡞᕷࠊ㞸▼⏫ࠊⴱᕳ⏫ࠊᒾᡭ⏫ࠊ㍍⡿⏫ࠊᰘἼ

ὠࠊᰣᮌ┴ࡢ㒊ࠊᰣᮌ┴༡㒊ࠊ༓ⴥ┴ࡢす㒊ࠊ㟈

⏫ࠊከ㈡ᇛᕷࠊᕝ⏫ࠊ⏤ᮏⲮᕷࠊᶓᡭᕷࠊ㭯

ᗘ㸳ᙉࡀ㟷᳃┴୕ඵୖࠊᒾᡭ┴ἢᓊ㒊࡞࡞ࡗ࡚

ᒸᕷࠊ㓇⏣ᕷࠊ୕ᕝ⏫ࠊ㐟బ⏫ࠊᗉෆ⏫ࠊ᪂ᗉᕷࠊ

࠸ࡲࡍࠋ

᭱ୖ⏫ࠊ⯚ᙧ⏫ࠊⶶ⏫ࠊᡞἑᮧࠊᮧᒣᕷࠊኳ❺

ἢᓊ࡛⏕άࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿሙ

ᕷࠊᮾ᰿ᕷࠊᒣ㎶⏫ࠊἙ⏫ࠊ▼⏣⏫ࠊ༡㝧ᕷࠊ

ᡤࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ༑ศὠἼὀពࢆࡋ࡚ࠊഛ࠼࡚ࡃࡔࡉ

㧗␊⏫ࠊᒣᙧᕝす⏫ࠊⓑ㮚⏫ࠊሮ⏫ࠊ㩪ᕝᮧࠊୗ

࠸ࠋ

㒓⏫ࠊすὠ⏫ࠊᰗὠ⏫ࠊ༡ὠ⏫ࠊ᰿⏫ࠊሷ

㇏⏣㸸ᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣ┤ࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏ

㇂⏫ࠊᰣᮌᕷࠊす᪉⏫ࠊ⏕⏫ࠊ㔝ᮌ⏫ࠊ୰அ᮲

ࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࡸࠊኵ࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞㏨ࡆ࡚

⏫ࠊఀໃᓮᕷࠊኴ⏣ᕷࠊ㤋ᯘᕷࠊᏳ୰ᕷࠊྜྷᒸ⏫ࠊ

ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣࠊ᪂ᖿ⥺௨ୖࡢ㏿ࡉ࡛くࡗ࡚ࡃࡿࡇ

ᯈ⏫ࠊࡳࡾᕷࠊᮏᗉᕷࠊᔒᒣ⏫ࠊᇸ⋢⨾㔛⏫ࠊ

ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡍࡄ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏ㐟ࡧ⾜ࡗࡓ

ୖ㔛⏫ࠊᕝ㉺ᕷࠊ⊃ᒣᕷࠊୖᑿᕷࠊ㉺㇂ᕷࠊⷘᕷࠊ

ࡾࡣࡏࡎࠊࡼࡃ▱ࡽ࡞࠸ሙᡤ࡞ࡽࡤࠊᆅඖࡢேᏳ࡞

㬀ࣨ㇂ᕷࠊᮅ㟘ᕷࠊᚿᮌᕷࠊගᕷࠊ᪂ᗙᕷࠊᱩ

ሙᡤࢆ⪺࠸࡚㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᕝᕷࠊᮏᕷࠊඵ₻ᕷࠊᐩኈぢᕷࠊⶈ⏣ᕷࠊᆏᡞ

ὠἼࠊὠἼ㆙ሗࠊὀពሗࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡣࠊ

ᕷࠊ㭯ࣨᓥᕷࠊఀዉ⏫ࠊ୕ⰾ⏫ࠊẟ࿅ᒣ⏫ࠊᯇఅ

ሗ㐨ࣇࣟ

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿሙᡤࢆ☜ㄆࡋࡲࡍࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ ⏫ࠊࡉ࠸ࡓࡲᾆ༊ࠊ⛛∗ᕷࠊᶓ℩ᕷࠊ㖯Ꮚᕷࠊ
⚟ᓥ┴ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣ༓ⴥ༑㔛ࠊእᡣࠊ ⱱཎᕷࠊᮾᗉ⏫ࠊ⥘ⓑ㔛⏫ࠊ༑㔛⏫ࠊⰪᒣ
ఀ㇋ㅖᓥࠊⲈᇛ┴ࠊᾏ㐨ኴᖹὒ୰㒊ࠊ㟷᳃ኴᖹὒἢᓊࠊ ⏫ࠊ╬ἑ⏫ࠊ㛗⏕ᮧࠊ⍰ᕷࠊᶓⰪග⏫ࠋ༓ⴥ✄

15

01㸸35

ὠἼὀពሗࡀ࡛࡚࠸ࡲࡍࡢࡀ༓ⴥෆᡣࠊᾏ㐨ኴᖹὒᮾ

ẟ༊ࠊ༓ⴥ⥳༊ࠊᕷᕝᕷࠊ⯪ᶫᕷࠊᯇᡞᕷࠊᕷཎ

㒊ࠊ┦ᶍ‴ࠊ୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨ኴᖹὒす㒊࡞

ᕷࠊὶᒣᕷࠊᡃᏞᏊᕷࠊ㙊ࣨ㇂ᕷࠊᅄ⾤㐨ᕷࠊඵ

࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠊࣇࢪ࢟ࣕࢫࢱ࣮ࡢ᪉᪂ࡋ࠸

⾤ᕷࠊ༓ⴥ㓇ࠎ⏫ࠊᐩ㔛ᕷࠊ㤋ᒣᕷࠊᮌ᭦ὠᕷࠊ

ሗࠊධࡗ࡚ࡁࡲࡍࡡࠋ

ྩὠᕷࠊ࠸ࡍࡳᕷࠊ༡ᡣ⥲ᕷࠊᮾி୰ኸ༊ࠊᮾி

ࢼ㸸࡛ࡍࡡࠊᮾிࡢ࠾ྎሙࡢࣇࢪࢸࣞࣅࡢᘓ≀ࡢዟ

༊ࠊᮾி᪂ᐟ༊ࠊᮾிᩥி༊ࠊᮾிྎᮾ༊ࠊᮾ

୰⥅࣭ᮾி

࡛ࡍࡀࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡢ࠶ࡓࡾࡣ࡛ࡍࡡࠊ ிቚ⏣༊ࠊᮾிရᕝ༊ࠊᮾி┠㯮༊ࠊᮾி⏣༊ࠊ ࠾ྎሙ

01㸸57

02㸸18

㈌≀⯪࡞ࡀἩࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊ㈌≀⯪ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡞

ᮾிୡ⏣㇂༊ࠊᮾி㇂༊ࠊᮾி㇏ᓥ༊ࠊᮾி

ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙᡤ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᘓ≀࡞ࡀᑡࡋᐦ㞟ࡋ

༊ࠊᮾி⦎㤿༊ࠊᮾிⴱ㣭༊ࠊඵ⋤ᏊᕷࠊṊⶶ㔝

࡚࠸ࡿሙᡤ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾ

ᕷࠊ୕㮚ᕷࠊㄪᕸᕷࠊ⏫⏣ᕷࠊᑠ㔠ᕷࠊᑠᖹᕷࠊ

ிࡢ࠾ྎሙࡢ≧ἣࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⏬㠃ࡢྑ

᪥㔝ᕷࠊᮾᮧᒣᕷࠊᅜศᑎᕷࠊすᮾிᕷࠊ≻Ụᕷࠊ

ୗࠊⓙᵝࠊ᪥ᮏิᓥࡢᆅᅗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᮾᕷࠊΎ℩ᕷࠊከᦶᕷࠊ✄ᇛᕷࠊᕝᓮᖾ༊ࠊ

㝣ࡢኴᖹὒἢᓊ࡛ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ

ᕝᓮ୰ཎ༊ࠊᕝᓮᐑ๓༊ࠊᖹሯᕷࠊⱴࣨᓮᕷࠊ

࡚ࠊ㛵ᮾࡢἢᓊ࡛ࡶὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ㔩▼ࠊᐑྂ

ᕷࠊᾏ⪁ྡᕷࠊᗙ㛫ᕷࠊ⥤℩ᕷࠊཌᮌᕷࠊఀໃ

ࡢ࠶ࡓࡾࠊ0.3mࠊ0.4m ࠸࠺㧗ࡉࡢὠἼࢆィ

ࡋ࡚࠸

ཎᕷࠊ༡㊊ᕷࠊ୰⏫ࠊ⚄ዉᕝ⏫ࠊᯇ⏣⏫ࠊ

ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸

┦ᶍཎ୰ኸ༊ࠊ┦ᶍཎ༡༊ࠊ┦ᶍཎ⥳༊ࠊส⩚ᮧࠊ

ࡿἢᓊᆅᇦ࠾ఫࡲ࠸ࡢ᪉ࡣࠊࡐࡦᾏ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃ

༡㨶ᕷࠊ⏥ᗓᕷࠊ༡ࣝࣉࢫᕷࠊ➜྿ᕷࠊᒣ

ࡔࡉ࠸ࠋ

᮶ࡓᮭᕷࠊ⏥ᕞᕷࠊᐩኈᕝ⏫ࠊᒣ୰†ᮧࠊᐩኈἙ

ࡲࡓࠊ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮ࣗࢫࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⥲⌮⮧ᐁ㑰

ཱྀ†⏫ࠊబஂᕷࠊ㛗㔝༡∾ᮧࠊᚚẊሙᕷ

ࡣࠊᅜᑂ㆟ࡀ୍୰᩿࡞ࡾࠊⳢ⥲⌮⮧ࡀᡠࡾࡲ

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ
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ࡋࡓࠋᐁ㑰ࡣᅜᅵ㏻⮧ࡸእົ⮧࡞㛵ಀ㛶ࡀ

῝ࡉ 10km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9

㞟ࡲࡾࡲࡋ࡚ࠊᐁ㑰࡛ࡣሗ㞟ࢆᛴ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋ
15

02㸸33

ᮾி࠾ྎሙࡢࣇࢪࢸࣞࣅࡢᘓ≀ࠊࡇࡕࡽࡣ㒔ෆࡽ࣓࢝
࡛ࣛᙳࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி‴ฟࡗᙇࡗࡓࡼ࠺࡞ᘓ≀
ࡢᆅᇦ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾ࡛㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡚ࡢࠊ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᮾி࠾ྎሙࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊࠊ⏬㠃ࡢᡭ๓ࡣࣞࣥ࣎
࣮ࣈࣜࢵࢪࡶぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࣮ࣞࣥ࣎ࣈࣜࢵࢪ
ࡣࠊ㌴ࡀື࠸࡚࠸ࡿᵝᏊࡶ࠺ࡀ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
⌧ᅾࠊᮾி࡛ࡢ㟈ᗘࡣࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

03㸸01

㇏⏣㸸Ẽ㇟ᗇࡽ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋὠἼࡢ

୰⥅࣭ᒾᡭ

้㧗ࡉࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋᒾᡭࡢ⯪Ώ࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸰

ᐑྂ

 54 ศ᭱Ἴ 0.2m ࡞࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋሙᡤࡼ
ࡗ࡚ࡣࡁ࡞ὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᚋࠊ
ὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
03㸸24

ࡇࡇ࡛ὠἼᑐࡍࡿὀពࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᾏࡢ㏆ࡃ
࠸ࡿேࡣ┤ࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎ
ࡸࠊኵ࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼ
ࡣࠊ᪂ᖿ⥺௨ୖࡢ᪩ࡉ࡛くࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡍࡄ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏ㐟ࡧ⾜࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᆅඖࡢேᏳ࡞ሙᡤࢆ⪺࠸࡚ࠊࡍࡄ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ

15

03㸸50

ࢼ㸸ࡲࡓࠊࡁ࡞వ㟈ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ༑ศ⪃࠼ࡽࢀ
ࡲࡍࠋࡲࡎࡣⴠࡕ╔࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࢸ࣮ࣈࣝࡸ
ᮘࡢୗ₯ࡗ࡚㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢ࠶ࠊ
వ㟈ࡶᐃࡉࢀࡲࡍࠋᙉ࠸ᦂࢀࡣ㸯ศࡲࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ₯ࡗ࡚㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ

04㸸06

Ẽ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾほ

ࡉࢀࡲࡋࡓὠἼ

ࡢ้㧗ࡉࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴▼ᕳᕷࡢ㩗ᕝ࡛ࡣ
༗ᚋ㸰 59 ศ᭱Ἴ 0.5mࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼࡛ࡣ༗ᚋ㸰
 56 ศ 0.2mࠊࡑࡋ࡚ࠊᒾᡭ┴ࡢ⯪Ώ࡛ࡣ༗ᚋ㸰
54 ศ᭱Ἴ 0.2mࠊ࠾ࡼࡑ 20cm ࢆィ
15

04㸸31

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㇏⏣㸸㒔ෆࡢᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࡀࠊධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㆙どᗇ

୰⥅࣭ᮾி

ࡼࡾࡲࡍࠊᮾிỤᮾ༊㟷ᾏࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࣅࣝ

࠾ྎሙ

ࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ
࠸࡚࠸ࡲࡍࠊࡇࡢᫎീࡀࡑ࠺࡛ࡍࠋࣇࢪࢸࣞࣅࠊ࠾ྎሙ
࠶ࡾࡲࡍࣇࢪࢸࣞࣅࡢࡕࡻ࠺ࡢࡇࢁ࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ㯮↮ࡀࡲࡓ୍ࡘࠊୖࡀࡾጞࡵࡲࡋࡓࠋ㒔ෆࡢᆅ㟈ࡢ
ᙳ㡪ࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾிỤᮾ༊
㟷ᾏࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࣅࣝࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
15

05㸸03

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࠊ࠾ྎሙࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢᫎീࢆࡈぴ
࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ㒔ෆࡢ㸯࢝ᡤ࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿᶍ
ᵝ࡛ࡍࡀࠊᮾᆅ᪉ࠊࡑࡋ࡚ᾏ㐨࡞ࢆྵࡵ࡚ᅜⓗ
ࡁ࡞ᦂࢀࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋྛᆅ࡛ࡇ࠺࠸ࡗࡓΰࡢ

- 91 -

≧ἣࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇࡢ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⌧ᅾࠊ
ᮾிࡢᫎീࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྛᆅࡢ⿕ᐖ࡞
ධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡽྛᆅࡢࢸࣞࣅᒁࡽఏ࠼࡚ࡶࡽ࠺ࡇ
࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊᮾி࠾ྎሙࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮࠸
࠺ሙᡤࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛ࡍࠋ
15

05㸸34

࡞࠾ࠊ࣮ࣞࣥ࣎ࣈࣜࢵࢪࡀᡭ๓࠶ࡾࡲࡋ࡚㧗㏿㐨㊰
ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ㌴ࡢ㏻ࡾࡶ㸯ྎࠊ㸰ྎࡕࡽࡽ
ぢཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿேࡣࠊࢫࣆ
࣮ࢻࢆⴠࡋ࡚㐨㊰ࡢᕥഃ㌴ࢆᐤࡏ࡚ࡵ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋࢸࣞࣅࠊࡑࡋ࡚ࣛࢪ࢜ࡣࡑࡢࡲࡲษࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡾḟ➨ࠊࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࢜࡞࡛㝶
࠾ఏ࠼ࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋ

05㸸55

ࡇࡕࡽࡣࠊᮾி࠾ྎሙࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢⅆ⅏ࡢᫎീ
ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᾏࡢ㏆ࡃࡢேࡣᛕࡢࡓࡵ㧗ྎ
࡞㏨ࡆࡿ࡞ࠊὠἼᑐࡍࡿᑐ⟇ࢆྲྀࡗ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿேࡣࠊࢫࣆ࣮ࢻࢆⴠࡋ㐨㊰ࡢᕥ
ഃ㌴ࢆᐤࡏ࡚Ṇࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

06㸸11

ࡇࡕࡽࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓᙜࡢ⏫ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ

୰⥅࣭ᒾᡭ

ఱ㸯ิἼᡴࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࢀࡣὠἼࡢ≧ἣ࡛ࡋࡻ

ᐑྂ

࠺ࠋ࡛᭱ࡶ 0.5m ࡞ࢆ୰ᚰࠊᒾᡭ┴ࡢᐑ࡛ྂࡍ
ࡀࠊὠἼࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ሗࡀᡭඖධࡗ࡚ཧࡾࡲࡋ
ࡓࠋᮾி࡞࡛ࡶ㟈ᗘ㸳௨ୖࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡿ

ᆅᇦࠊᮾிࡢ㇂༊ࠊ㇏ᓥ༊ࠊࡑࡋ࡚ⴱ㣭༊࡞࡛ࡍࠋ
06㸸37

ࡇࢀࡣࠊᮾி㒔ෆࡢᫎീࢆࠊୖ✵ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽ࠾

ᮾி࠾ྎሙ

ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ⏬㠃ࡢᕥᡭ๓ࡣⓚᒃࠊࡑࡋ

ᮾிୖ✵

࡚┿ࢇ୰ࡣᮾிࢫ࢝ࢶ࣮ࣜᘓタ୰࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᮾ
ி㥐ࢆࡲࡓࡄࡼ࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊྑഃ࣓࢝ࣛࢆྥࡅ
࡚࠸ࡁࡲࡍᮾி‴࡛ࡍࠋ
06㸸52

ࡶ࠺ࡕࡻࡗྑഃ࣓࢝ࣛࢆྥࡅࡲࡍ࣮ࣞࣥ࣎ࣈ
ࣜࢵࢪࠊ⚾ࡓࡕࡀ࠸ࡲࡍᮾிࡢộ␃ࡣ⏬㠃ࡢᕥഃ࡛ࡍࠋ
୰ᚰኸ࠶ࡾࡲࡍᶫࡀ࣮ࣞࣥ࣎ࣈࣜࢵࢪࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ
ዟ࠶ࡾࡲࡍࡢࡀࣇࢪࢸࣞࣅࡢ♫ᒇ࡛ࡍࠋࡑࡢዟࡣఱ
ࢡ࣮ࣞࣥࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࡀࠊ㈌≀⯪࡞ࡀ
Ἡࢆࡋ࡚࠸ࡿ㈌≀⯪ࡾሙࠋ

07㸸10

ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡽࠊ࠶ࠊ⅖ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ
⅖ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ࠾ྎሙࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡽ⅖ࡀୖࡀ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇࡽぢཷࡅࡿឤࡌ࡛ゝ࠸ࡲࡍࠊ㧗ࡉ
10 㝵ࡃࡽ࠸ࡢᘓ≀ࡢୖ✵ࠊ᭱ୖ㝵ࡽ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࠋ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢸࣞࢥ࣒
ࢭࣥࢱ࣮ࡽⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋᮾிࡢ࠾ྎሙᆅ༊࡛
ࡍࠋ

07㸸33

㌴ࡣࠊᕷෆࢆ㉮ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊ࠸࠺ࡢࢆ࠺ࡀ࠺ࡇࡣ
࡛ࡁࡲࡍࠋᮾிࡢᦂࢀࡣṆࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᮾி࠾ྎሙ
㟷ᾏᆅ༊࠶ࡾࡲࡍࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢ᭱ୖ㝵ࡽⅆ
⅏࡛ࡍࠋ⌧ᅾ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࡇࡢୖ✵ࡢ࣊ࣜࢥ
ࣉࢱ࣮ࡢ࣓࢝ࣛࡽぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
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15

07㸸51

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋኴᖹὒἢᓊࢆ୰ᚰᾏ㐨ࠊ
ᮾࠊࡑࡋ࡚㛵ᮾࠋኴᖹὒࢆ୰ᚰὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙
ሗࠊࡑࡋ࡚ὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏࡢࡑࡤ࠸ࡿே
ࡣᛕࡢࡓࡵ㧗ྎ㏨ࡆࡿ࡞ࠊὠἼὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ

15

08㸸05

㇏⏣㸸ࡉ࡚ࠊࡇࡇ࡛᪂ࡋ࠸ሗࡀẼ㇟ᗇࡽධࡗ࡚ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ༗ᚋ㸱๓Ⓨ⏕ࡋࡓ㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࢆཷࡅࡲࡋ
࡚ࠊ༗ᚋ㸲ࡽࠊ༗ᚋ㸲ࡽẼ㇟ᗇࡢᶓᒣᆅ㟈ὠἼ
┘どㄢ㛗ࡀグ⪅ぢࢆ⾜ࡗ࡚ࠊὠἼ࡞ࡢ㜵⅏ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛ࡍࠋ

08㸸25

ࠊࡲࡔ࡛ࡍࡡࠊᮾிࡢࡇࡕࡽࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊᦂࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋඛࡶవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋⓙࡉࢇࠊẼࢆࡅ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

15

08㸸32

ࢼ㸸ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ₯ࡗ࡚㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀ
ࡣࠊ㧗ࡉ࠾ࡼࡑ 100m ࠶ࡾࡲࡍࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢᆅୖ
᭱ୖ㝵࡛ࡍࠋࡧࠊᮾி࡛ࡶᦂࢀࢆឤࡌࡿࡇ࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡧࠊᮾி࡛ࡶᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

08㸸48

ࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓ≀ࡢ᭱ୖ㝵࡛ࡍࠋ⏫ࡣ㌴ࡀ㉮ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࡀࠊవ㟈ࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋᮾிࢆ୰ᚰኴᖹὒ
ἢᓊࠊࡐࡦẼࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿேࡣࠊ
ࢫࣆ࣮ࢻࢆⴠࡋࠊ㐨㊰ࡢᕥഃ㌴ࢆᐤࡏ࡚ࡵ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋᮾிࡢ࠾ྎሙ࡛ࡍࠋࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓ≀ࡢ᭱
ୖ㝵ࠊⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋኴᖹὒἢᓊࢆ୰ᚰὠἼ
㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

09㸸18

㟈ᗘࡢ୰ᚰࠊ㟈※ࡢ୰ᚰࡣᮾᆅ᪉ぢࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ

(09㸸25)

࡛ࠊࡐࡦࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰ⅏ᐖࡢࠊ㟈ᗘࡢ≧ἣ࡞ධ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡾࡲࡋࡓࡽࠊᮾᆅ᪉ࡢ୰ᚰࡢࢸࣞࣅᒁࡽሗࢆධࢀ

ࡓࡔ࠸ࡲࠊᮾி࡛ᆅ㟈ࡳࡽࢀࡿᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋ

ࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋሗ㐨ࣇࣟከࡃࡢሗࢆධࢀ

ࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

࡚ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮾிࡣ⌧ᅾࠊవ㟈ࢆឤࡌࡲࡋࡓࡀࠊ ᮾி࣭᪥ᮏࢸࣞࣅࡢ㟈ᗘィ࡛ࡣ㟈ᗘ㸰ࢆグ㘓ࡋ࡚

15

09㸸47

୍␒ࡁ࡞ᆅ㟈ẚࡲࡍࡑࢀࡢࡁࡉࡣឤࡌ

࠸ࡲࡍ

ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢሗ㐨ᒁࡢ㟈ᗘィࡣ㟈ᗘ㸰ࢆ

Ẽ㇟ᗇࡢ㟈ᗘሗࠊὠἼሗࡣሗࡀධࡾḟ➨࠾

ィ

ఏ࠼ࡋࡲࡍ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

᭱ୖ㝵࡛ࡣⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾிࡢ࠾ྎሙ࡛ࡍࠋࢸ

୰⥅࣭ᮾிࠊ

ࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓ≀ࡢ᭱ୖ㝵࡛ࡣⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲ

࠾ྎሙ

ࡍࠋ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡲࡔⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡓࡤ
ࡾ࠸࠺ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢ᭱
ୖ㝵࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
10㸸03

ࡲࡔࠊࡁ࡞వ㟈ࡀᐃࡉࢀࡲࡍࠋవ㟈ࡐࡦࠊὀពࢆ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡎࡣࠊࡁ࡞వ㟈ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ₯ࡗ࡚㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᙉ࠸ᦂࢀࡣ㸯ศ࡛ࡲࡾࡲࡍࠋእࡢฟࡿሙྜࡣࠊⴠ
ࡕ࡚ࡃࡿ≀ὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

10㸸22

㇏⏣㸸ᦂࢀࡣࡲࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ༑ศⴠࡕ╔࠸࡚Ẽࢆ

(10㸸23)

ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐙ᪘ࡸ௰㛫࡛ኌࢆࡅྜࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊ 㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ
Ᏻࢆ☜ㄆࡋྜ࠺ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᏊࡶࡀ࠾ࡧ࠼
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༗ᚋ㸱㸴ศ㡭ࠊḟࡢᆅᇦ࡛㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀ࠶

ᆅ㟈㏿ሗ

15

10㸸35

࡚࠸ࡓࡽᢪࡁࡋࡵ࡚࠶ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡾࡲࡋࡓࠋ

୰⥅࣭ᮾி

ࡑࡋ࡚ࠊⅆࡣᾘࡉࢀࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࢞ࢫࢥࣥࣟࠊࢫࢺ࣮

㟈ᗘ㸳ᙅ ᒾᡭἢᓊ༡㒊ࠊ

࠾ྎሙ

ࣈࠊኵ࡛ࡍࠋἛࡋჾࠊࡑࡋ࡚㢼࿅ሙࠊⅬ᳨ࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࢀࠊࣟࣥ࡞ࠊ⇕ࢆᣢࡘ㟁Ẽᶵჾ
ࡶᾘࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋࡓୖ࡛ࠊⅆࡢᏳࠊ
☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
10㸸53

ࡲࡓࠊືࡃࡁࡣ㊊ࡶ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࢀ
ࡓ࢞ࣛࢫ࡞࡛ࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᐙࡢ୰࡛ࡶ㠐ࢆᒚࡃ
ࡼ࠺࡞≧ἣ࡛㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡢ㏆ࡃࡢ
ேࡣᛕࡢࡓࡵ㧗ྎ㏨ࡆࡿ࡞ࠊὠἼὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ࢞ࢫࡣ₃ࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࢞ࢫࡢ⮯࠸ࡸ㡢ࡀࡋࡓࡽ
❆ࢆ㛤ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡓࡤࡇࡣ⤯ᑐ྾ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ㟁Ẽᶵჾࡢࢫࢵࢳࡶධࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࣉࣟࣃ
ࣥ࢞ࢫࢆࡗ࡚࠸ࡿᐙ࡛ࡣࠊ࣎ࣥ࣋ࡀಽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ
࣮࣍ࢫࡀእࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ᳨ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

11㸸25

వ㟈ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ㑊㞴ഛ࠼࡚ࠊࢻࡸ❆ࡣ
㛤ࡅࡿࡼ࠺ᚰࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿேࡣࠊ
ᩆᛴ㌴୧ࡀ㏻ࢀࡿࡼ࠺ࠊ㐨㊰ࡢ୰ኸࢆ✵ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

11㸸39

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᫎീࡣࠊᆅ㟈┤ᚋࡢ࣑ࣖࢠࢸ

ᆅ㟈┤ᚋ࣭

ࣞࣅࠊ㟈※㏆࠸࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢሗ㐨ࣇࣟࡢᵝᏊ࡛

࣑ࣖࢠࢸࣞ

ࡍࠋඛ᪥㉳ࡁࡲࡋࡓᆅ㟈ࡼࡾࡣࡿࡁ࡞ᦂࢀࡀࠊࡇ

ࣅሗ㐨ࣇࣟ

ࡢሗ㐨ࣇ࡛ࣟࡶឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋᐇࡣ⚾ࡶࠊඛ



᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢼ࢘ࣥࢫ㒊ࠊࡇࡢࣅࣝ࠶ࡿ㧗ᒙ㝵
࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊⓎ⏕ᙜ㸳ศࠊࡁ࡞ࠊࡁ࡞ᦂ
ࢀࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
11㸸56

㇏⏣㸸ࠊࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ࢼ㸸࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡽࠊᰗ℩ࢼ࢘ࣥࢧ࣮࡛ࡍࠋ

15

11㸸56

ᰗ℩㸸Ẽ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀ

࣑ࣖࢠࢸࣞ

ࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ࡢἢᓊࡣ⌧

ࣅ

ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡢἢᓊࡣࠊ

୰⥅࣭ዪᕝ

ὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣࡍ

ཎᏊຊⓎ㟁

ࡄ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࡸࠊኵ࡛ᙉ

ᡤ

࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
12㸸19

ὠἼࡢ฿㐩ண้࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡣࠊ▼ᕳᕷࡢ㩗ᕝ࡛༗
ᚋ㸱 10 ศࠊࡇࡢ㛫ࡣ᪤⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ▼ᕳ
ᕷࡢ㩗ᕝ࡛༗ᚋ㸱 10 ศࠊྎ
ྎ

ࡀ༗ᚋ㸱 40 ศࠊ

ࡣ༗ᚋ㸱 40 ศࡀὠἼࡢ฿㐩ண้࡞ࡗ࡚࠸

ࡲࡍࠋ
12㸸39

ࢼ㸸ᰗ℩ࡉࢇࠋ
ᰗ℩㸸ࡲࡓࠊ⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
࡛ࡍࡀࠊ㸯ྕᶵࠊ㸰ྕᶵࠊ㸱ྕᶵࡶᆅ㟈┤ᚋ⮬ື
Ṇࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

12㸸52

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡈ

୰⥅࣭ྎ

ぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࣑ࣖ

ᕷෆ

ࢠࢸࣞࣅࡢሗ࣓࡛࢝ࣛࡇࡢྎᕷෆࡢᵝᏊࢆ☜ㄆࡍ
ࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊᕷෆ↮࡞ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሙᡤࡣ
ぢࡽࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡇࡇࡲ࡛ධࡗ࡚࠸ࡿሗ࡛ࡣࠊከ㈡
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ᇛᕷࡢ▼Ἔᇶᆅ࡛↮ࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

13㸸18

⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷෆࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛
ࡍࠋ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.9 ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

13㸸34

ࢼ㸸⌧ࠊᐑᇛࡽࡢᫎീࢼ࢘ࣥࢫ࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋᰗ℩ࡉࢇ࡛ࡍࠋ

15

13㸸37

13㸸54

ᰗ℩㸸࠶ࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡣᦂ

࣑ࣖࢠࢸࣞ

ࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋⴠࡕ╔࠸࡚⾜

ࣅ

ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㡹࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ㌟ࢆ㞃ࡍ࡞

୰⥅࣭ዪᕝ

ࡋ࡚ࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢᦂࢀࡣࡌࡁ

ཎᏊຊⓎ㟁

ࡲࡾࡲࡍࠋⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᡤ

ྎᕷᐑᇛ㔝༊࠶ࡾࡲࡍ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࡛࢜
ࡣ⌧ᅾࠊవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡢἢᓊࡣὠἼ
㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᦂࢀࡣࡌࡁࡲࡾࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸
ࡿࡢࡣዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ࠶ࡾࡲࡍࠊዪᕝ‴ࡢᵝᏊ࡛
ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢἢᓊࡣ⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋὠἼࡢ฿㐩ண้ࡣࠋ

14㸸21

࠶ࠊࡑࡋ࡚ࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡣࡲࡓࠊవ㟈ࢆឤ
ࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ㌟ࡢᏳࢆ☜
ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㢌ୖ࡞Ẽࢆࡅ࡚ࠊⴠୗ≀࡞
ࡣẼࢆࡅ࡚ࠊ㡹࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸ᳔Ꮚࡢୗ㌟ࢆ㞃ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊⴠࡕ╔࠸ࡓࡽࠊⅆࢆࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡣ
ⅆࢆṆࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋࡓୖ࡛ࠊⅆࢆ
ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡣⅆࢆṆࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢ࠶ࡶవ㟈ࡀ…

15

14㸸50

ࢼ㸸࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡽࠊࡇࡇࡲ࡛࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋࡇ

୰⥅࣭ᮾி

ࡢ㛫ࡣࠊᐑᇛ㒊࡛㉳ࡁࡲࡋࡓࡁ࡞ᆅ㟈ࡢࢽ࣮ࣗࢫ

࠾ྎሙ

ࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽࡲࡶ࡞ࡃ 30
ศ࡞ࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡼ࠺ࠊᮾி࡛ࡶ࠾ྎ
ሙᆅ༊࡛↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᢡୗࡽ✺ࡁ
ୖࡆࡿࡼ࠺࡞ࠊవ㟈ᛮࢃࢀࡿᦂࢀࢆࡇࡢᮾ᪂ᶫࡢ᪥ᮏ
ࢸࣞࣅ࡛ࡶឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
15

15㸸08

㇏⏣㸸㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡣ㟈ᗘ㸲つᶍࡢࠊవ㟈ᛮࢃࢀࡿᆅ㟈

୰⥅࣭ᮾி

ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㒔ෆࡢᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ㆙どᗇࡼ

ୖ✵

ࡾࡲࡍࠊᮾிỤᮾ༊㟷ᾏࡢࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࣅࣝࡢ
㏆ࡢࣅࣝࡢᒇୖࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ

15

15㸸22

ࡑࡋ࡚ࠊ㏻ሗࡶධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⩚⏣✵

(15㸸36)

ᅾࠊ㞳╔㝣ぢྜࢃࡏࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㹂㉮㊰ࡢ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

ࡳ㛤࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ㞳╔㝣ྍ⬟ࡣ☜ㄆ୰࡛ࠊࡢࡇ

༗ᚋ㸱 14 ศࠊẼ㇟ᗇࡣὠἼ㛵㐃ࡢ㏣ຍ࣭ኚ᭦ࢆ

ࢁ╔㝣ࡢணᐃࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⌧ᅾ㸿ࠊ㹀ࠊ㹁ࡢ

Ⓨ⾲

㉮㊰ࡣ㛢㙐୰ࡢࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡼ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡾࡲࡍࠊ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࡣࡍ࡚㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸

༓ⴥෆᡣࠊᾏ㐨ኴᖹὒᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒす㒊ࠊ

ࡲࡍࠋࡑࡢࡣࠊሗ㞟୰࡛ࡍࠋ

ᑠ➟ཎㅖᓥࠊ㟷᳃᪥ᮏᾏἢᓊ

ࢼ㸸ࡇࡢ࠶ࡶࠊࡁ࡞ᦂࢀࠊవ㟈ᛮࢃࢀࡿᦂࢀࡀ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

15㸸52

ࡣ 15 ⌧
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ὠἼሗ

15

16㸸16

16㸸25

16㸸44

Ⓨ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ༑ศ࠶ࡾࡲࡍࠋࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑ

༓ⴥ༑㔛࣭እᡣࠊⲈᇛ┴ࠊ㟷᳃ኴᖹὒἢᓊ

ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡽኚ᭦࡞

ὠἼὀពሗ㸸ᮾி‴ෆ‴ ༗ᚋ㸱 40 ศ 0.5 ண

ࡾࡲࡋࡓࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᾏ㐨ࡢኴᖹ



ὒす㒊ࠊὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋὠἼὀពሗࡽኚ᭦࡞ࡗ࡚࠸

ὠἼὀពሗ㸸㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศ 0.5 ண

ࡲࡍࠋᑠ➟ཎㅖᓥࠊࡑࢀࡽ⏬㠃࡛ࡶࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾

ὠἼὀពሗ㸸ఀໃ࣭୕Ἑ ༗ᚋ㸲 30 ศ 0.5 ண

ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ㠀ᖖኴᖹὒഃᗈ࠸⠊ᅖὠἼࡢࠊὠ



Ἴࡢࠊࡲࡓࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ᾏ㐨᪥ᮏᾏ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศ 0.5

㇏⏣㸸⦪ᦂࢀ࡛ࡍࡡࠋ

ண

ࢼ㸸᪂ᶫ࡛ࡶ⦪ᦂࢀࠊవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊࡇ

ὠἼὀពሗ㸸ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศ 0.5 ண

ࡢᮾ᪂ᶫ࠶ࡾࡲࡍ᪥ᮏࢸࣞࣅ࡛ࡶࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌ



ࡲࡋ࡚ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ឡᏱᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศ 0.5

㇏⏣㸸ᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⦪ᦂࢀ࡛ࡍࡡࠋ

ண

ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠊ✺ࡁୖࡆࡿࡼ࠺࡞ᦂࢀࠋࡑࡋ࡚ࠊୖ

ὠἼὀពሗ㸸ศ㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳㸯0 ศ 0.5

࠶ࡾࡲࡍ↷࡛᫂ࡍࣛࢺࡀࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ

ண

ࡢࡼ࠺ࠊࡇࡢ࠶ࡶࡁ࡞వ㟈ࡀ⥆ࡃࡇࡀணࡉࢀ

ὠἼὀពሗ㸸㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศ 0.5 ண

ࡲࡍࠋ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋಽࢀ࡚ࡃࡿ≀ࡣ࠶ࡾࡲࡏ

ὠἼὀពሗ㸸ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳㸯0 ศ 0.5 ண

ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࢀࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ❆࢞ࣛࢫࡣ࠶ࡾࡲ



ࡏࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᚋࡶࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸㮵ඣᓥす㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศ 0.5 ண

㇏⏣㸸⦪ᦂࢀࠊᶓᦂࢀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠋ



ࢼ㸸࠶࠶ࠊࠊᶓᦂࢀኚࢃࡾࡲࡋࡓࡡࠋ

ὠἼὀពሗ㸸Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳㸲0 ศ 0.5 

㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠊኚࢃࡾࡲࡋࡓࡡࠋⓙࡉࢇࡶࠊ㢌ࡢୖࡽఱ

ண

≀ࡀⴠࡕ࡚ࡇ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
15

16㸸54

ࢼ㸸㠀ᖖࡁ࡞ᶓᦂࢀࠊኚࢃࡾࡲࡋࡓࠋ⦪ᦂࢀ
ࡀ᮶࡚ࡽ 20 ⛊⤒ࡗ࡚ࡽࠊࡇࡢ

༊ᮾ᪂ᶫ࠶

ࡾࡲࡍ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢሗ㐨ࣇࣟࡶࡁ࡞ᦂࢀࢆほ

ࡋ

࡚࠸ࡲࡍࠋ
17㸸07

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ࠾ྎሙᆅ༊ࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿ࣓࢝ࣛࡶࡈぴࡢࡼ
࠺ᦂࢀ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࠋࡇࡢ࠶ࡶవ㟈ࡀ⥆ࡃࡇࡀண
ࡉࢀࡲࡍࠋ㏆ࡃ࠸ࡿ᪉ኌࢆࡅྜࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡦࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋៃ࡚࡚እ
㣕ࡧฟࡍࡇࡶࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ෭㟼⾜ືࢆࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࡇࡕࡽࡽࠊධࡗ࡚࠸ࡿሗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ
࠼ࡋࡲࡍࠋ

15

17㸸27

㇏⏣㸸ࡲࡓࠊὠἼࡢ㆙ሗࡽὀពሗኚࢃࡗࡓࡾࡋ࡚࠸
ࡲࡍࡀࠊ࠺ࡒࠊᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣ┤ࡕ㑊㞴ࢆࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࠊ㡹࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞
㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣ᪂ᖿ⥺௨ୖࡢ㏿ࡉ࡛くࡗ࡚
ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡍࡄ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏ
㐟ࡧ᮶࡚࠸࡚ࡼࡃ▱ࡽ࡞࠸ሙᡤ࡞ࡽࡤࠊᆅඖࡢேࡢࠊ
Ᏻ࡞ሙᡤࢆ⪺࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

17㸸52

ࢼ㸸ࢸ࣮ࣈࣝࠊࡑࢀࡽࠊࡲࡓࠊవ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ༴㝤࡛ࡍࠋ
㇏⏣㸸༴㝤࡞≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡀࡲࡔ⥆࠸࡚࠸
ࡲࡍࠋ༴㝤࡞≧ែࡣ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡃࢀࡄࢀࡶⓙࡉ
ࢇࠊ⮬ศࡢ㌟ࡢᏳ☜ಖࢆࡲࡎ➨୍⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠸ࡗࡋࡻ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ௰㛫ࠊࡑࢀࡽᐙ᪘ࠊ࠾Ꮚࡉࢇࠊ
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ሗ㐨ࣇࣟ

ࡁࡕࢇࡑࡤ⨨࠸࡚ࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

18㸸14

ࢼ㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡢᫎീࡣᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢ⚟ᓥࡢ➨

ᴍⴥ⏫ࠊᆅ

ཎⓎࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⃭ࡋ࠸ᶓᦂࢀࡀくࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥࡢ

㟈Ⓨ⏕ࡢ

➨ཎⓎࡢᵝᏊࢆࡽ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᆅ㟈Ⓨ⏕ࠊ

⚟ᓥ➨ཎ

ࡽ࠾ࡼࡑ 30 ศ๓ࡢࡁ࡞ᦂࢀࡢࡁࡢࠊ⚟ᓥ➨

Ⓨ

ཎⓎࢆࡽ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
18㸸32

ᮾ࠸࠸ࡲࡍ⚟ᓥࠊࡑࢀࡽᐑᇛࡶࡇࡢࡼ࠺ཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࠊࡼ࠺ࡸࡃࠊඛ
ࡢవ㟈ࡀᑡࡋࡲࡾࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

18㸸42

ඛࡁ࡞ࠊᮏ㟈ᛮࢃࢀࡿᦂࢀࡀ࠶ࡗࡓ࠶ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺ᘬࡁ⥆ࡁࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࡇࡢࡼ࠺࡞వ㟈ࡀ㉳ࡁࡿࡇ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠺෭㟼⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

18㸸50

ࡑࢀࡽࠊᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡍ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ἣ
ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡎ㌟ࡢࡲࢃࡾࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࠊ
ⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡕࡽධࡗ࡚࠸ࡿሗ
ࢆ㝶࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍ

15

19㸸01

㇏⏣㸸㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾிỤᮾ༊ࡢ㟷ᾏࡢࢸࣞࢥ

୰⥅࣭ᮾி

࣒ࢭࣥࢱ࣮ࣅࣝࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛

࠾ྎሙ

ࡍࠋ
ࢼ㸸࠶࠶ࠊࡇࢀࡣࠊࢸࣞࢥ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞄ࡢࣅ࡛ࣝࡍ
ࡡࠋ
㇏⏣㸸㞄ࡢࣅ࡛ࣝࡍࡡࠋࡇࡢ㯮↮ࡣࡑ࠺ࡔ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ
19㸸12

ࡃࢀࡄࢀࡶࠊⓙࡉࢇࡶⅆࡢඖࠊⅆࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࠊ༑
ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᐙ᪘ࡀࡁࡕࢇࡑࡤ࠸
ࡲࡍࠋ࠾Ꮚࡉࢇࠊኵ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡁࡕࢇ☜ㄆࢆ
ࡋ࡚ࠊ㌟ࡢᏳࢆࡲࡎ➨୍☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

19㸸26

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࠊ࠾ྎሙୖ✵ࡢᫎീ࡛ࡍࠋࣅࣝ⩌ࡀ࠶ࡾࡲ

୰⥅࣭࠾ྎ

ࡋ࡚ࠊࡇࡢྥࡇ࠺࡛ࡍࡡࠋᒇୖࡢ࠶ࡓࡾࡽ⅖ࡀぢ࠼ࡲ

ሙ

ࡍࡋࠊ㯮࠸↮ࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
19㸸35

ࡉ࠶ࠊࡑࡋ࡚ᾏࡢᵝᏊࠊࢀࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠊᮾࡢᾏ
ࡢᵝᏊࠋὠἼ㆙ሗࠊࡑࢀࡽὠἼ㆙ሗࠊᮾᆅ᪉ࠊ
ኴᖹὒἢᓊฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋỴࡋ࡚ᾏᓊࡢ㏆ࡃࠊἙཱྀ
㏆ࡣ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠶࠶ࠊࡇࢀࡣࠊࠋ

19㸸48

㇏⏣㸸ࠊࡶ࠺᪤ὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛ࡍࡡࠋ
ࢼ㸸࠾ࡑࡽࡃᾏࡢ㏆ࡃࠊἙཱྀ㏆ࡔᛮࢃࢀࡲࡍࡀࠋ
ᐑ࡛ྂࡍࠋᒾᡭ┴ࡢᐑྂࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࢀࡣὠἼ࡛ࡍࠋ
✚ࢇ࡛࠶ࡿ㟷࠸ࡇࡢ⁺ᴗ⏝ࡢࡈ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡁ࡞ࣃ
ࣞࢵࢺ࡛ࡋࡻ࠺ࠊỈࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡺࡗࡃࡾ࡛
ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊỈࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡾࡲ
ࡍࠋὠἼࡢ㆙ᡄࡶᚲせ࡛ࡍࠋ

20㸸08

Ẽ㇟ᗇࡣඛࠊኴᖹὒࡢἢᓊࠊ㟷᳃㏆ࡽ㛵ᮾ㏆
ࡲ࡛ࢆὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࢆᾏ㐨ࡢኴᖹὒἢᓊࡽ
ᑠ➟ཎㅖᓥࠊࡑࡋ࡚す᪥ᮏࡽἈ⦖᪉㠃ࡅ࡚ࡶὠἼ
ὀពሗࢆⓎ௧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

20㸸24

㇏⏣㸸ὠἼᑐࡍࡿὀពࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸
ࡿேࡣ┤ࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࡸࠊ
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ᒾᡭᐑྂ

㡹࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣ᪂
ᖿ⥺௨ୖࡢ㏿ࡉ࡛くࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡶ࠺᪤
ୣࡢ᪉ୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡃࢀ
ࡄࢀࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

20㸸42

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣᒾᡭ┴ࡢᐑྂࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊඛࡽ

୰⥅࣭ᒾᡭ

㸯ศࡓࡓ࡞࠸࠺ࡕࡇࡢࡼ࠺Ỉࡀቑ࠼ࡲࡋ࡚ࠊ㌴

┴ᐑྂ

ࡢ㏆ࡃࡲ࡛Ỉࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡢࡀ࠺ࡀ࠼ࡲࡍࠋ
20㸸50

㇏⏣㸸ࢱࣖࡀࡶ࠺ᾐỈࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࡡࠋᾏᓊ⥺ࡀ
ධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤ࡛ࡣࠊ≉ὠἼࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀ
ពࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣୣୖࡀࡗ࡚ࡽࡶࠊᘓ≀ࡸ㌴ࢆᕳ
ࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆࡁࡃࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋὠἼࡣ㝣
ୖࡀࡗ࡚ࡽࡶࠊᘓ≀ࡸ㌴ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆࡁࡃ
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୍้ࡶ᪩ࡃࠊὠἼࡢ᮶࡞࠸ሙᡤ
㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

21㸸14

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࠊ㥔㌴ሙࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ᡭ๓ࡢタ࡛࠶ࡗ
ࡓࡾࠊఱ㟁⥺ࡀᯫࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞タࡶ୍㠃Ỉ
࠸࠺ឤࡌ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡽࠊ┦ᙜᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡇࡢࡼ࠺
ࠊࡇࡢᐑྂࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊỈࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠊὠ
Ἴࡀくࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

21㸸29

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊὠἼࡣ㸯ᅇࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸰ᅇࠊ
㸱ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡉࡽࠊ㸯ᅇ┠ࡼࡾࡶ㸰
ᅇ┠ࠊ㸰ᅇ┠ࡼࡾࡶ㸱ᅇ┠ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊὠἼࡀ᮶ࡓ࠶ࡶὀពࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

21㸸43

ὠἼ㆙ሗࡸὀពሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊỴࡋ࡚Ἔ᩿ࢆࡋ
࡞࠸ࡼ࠺࠾Ẽࢆࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣ┤
ࡕ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࡶࡲࡔᦂࢀࡀࠊ㛵ᮾ࡛ࡶ
ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡃࢀࡄࢀࡶⓙࡉࢇࠊࡇࡢᦂࢀࡣ༑ศ
ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

21㸸59

ࢼ㸸࠶ࠊࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡢዟ࡛ࡍࡡࠊ࡞ࡾỈࡀᾐࡗ࡚
࠸ࡿᡭ๓࡛ࡣ࡞ࡃྥࡇ࠺ࠊ⃭ࡋ࠸ࠊ࠶ࠊࢺࣛࢵࢡ࡛ࡋࡻ
࠺ࠊࠊὶࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ

22㸸04

㇏⏣㸸ࢺࣛࢵࢡࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ࢼ㸸⃭ࡋ࠸ࡑࡢὶࢀ㌴ࠊ㌴୧ࡀᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡕࡽࡽぢࡲࡍࠊ㸯ྎࠊ㸰ྎ☜ㄆ࡛ࡁࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

22㸸11

ࡑࡋ࡚ࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊࡇࢀࡣ㏻ᖖࡢࡁ₻ࡢὶࢀࡀ
㏫࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⯪ࡀࠊಀ␃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⯪ࡀἈࡢ᪉
ࠊࡇࢀࡣྥࡗ࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊࡀࠊᒾᡭ┴ࡢᐑྂ
࡛ࡍࠊࡇࡇࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀⓎ
⏕ࡍࡿ๓ࡣࠊࡼࡃࠊ₻ࡀᘬ࠸࡚ࡽࡁ࡞Ἴࡀ᮶ࡿ࠸
࠺ࡇࢆゝ࠸ࡲࡍࠋᐑྂᕷ࠸࠺ࡢࡣᒾᡭ┴ࡢ୰㒊ࠊኴ
ᖹὒἢᓊࡢ୕㝣Ἀ࡛ࡍࠋ୕㝣࡛ࡍࠊࣜࢫᘧᾏᓊ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇࢁࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡢዟࡣ㏥㑊ࡍࡿࡓࡵ࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠊື࠸࡚࠸ࡿࠊ⌧ᅾື࠸࡚࠸ࡿ⯪ࡢጼࡶࡽ࠼ࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠋ

15

22㸸44

㇏⏣㸸ඛ⛬ࡽࠊᘓ≀ࡢ㧗ࡉࡽẚ㍑ࡋࡲࡍࠊࡎ࠸ࡪ
ࢇỈࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࡼࡡࠋ
ࢼ㸸Ỉࡉࡀࠋࡶࡋࠊࡇࡢ㏆ࡃ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ᪉ࡀ࠸

- 98 -

ࡲࡋࡓࡽࠊࡍࡄ㧗ྎࠊኵ࡞ᘓ≀㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

22㸸55

㇏⏣㸸ࡃࢀࡄࢀࡶࠊὠἼᑐࡍࡿ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᾏᓊ⥺ࡀධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤ࡛ࡣࠊ≉ὠἼࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡍ
ࡢ࡛ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢼ㸸࠶࠶ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣࠊ㌴୧ࡀ࡞ࡾỈᾋ
ࢇ࡛ࠊࡑࡋ࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊ࡛ࡍࠋ㥔㌴ሙࡀඛ
ࡽỈᾐࡗ࡚࠸ࡿᫎീ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ࠶ࢀࡽࢇࡢ
㸯ࠊ㸰ศ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㇏⏣㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

15

23㸸15

ࢼ㸸࠶ࡗ࠸࠺㛫ࡇࢀࡔࡅỈࡀὶࢀࠊࡑࡋ࡚⏬㠃ࡢ
ዟࡣ࡞ࡾࡁ࡞

23㸸23

ࠊᙉ࠸ὶࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠶࠶ࠊࡇࢀࡣఱࡢࢱࣥࢡ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡶ࠺༙ศ࠶ࡓࡾࠊ
ྥࡇ࠺ࡢࡲࡰࡇᆺࡢタࡶ࡞ࡾỈᾐࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

23㸸28

㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠋὠἼࡣ㝣ୖࡀࡗ࡚ࡽࡶࠊᘓ≀ࡸ㌴ࢆᕳ
ࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆࡁࡃࡋࡲࡍࠋࡇࡢ㌴ࡸࠊࡑࡋ࡚ὶࡉࢀ
ࡓ≀㆙ᡄࡍࡿࡇࡶ༑ศᚲせ࡛ࡍࠋὠἼࡣ㝣ୖࡀࡗ
࡚ࡽࡶࠊᘓ≀ࡸ㌴ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆࡁࡃࡋࡲࡍࡢ
࡛ࠊ୍้ࡶ᪩ࡃࠊὠἼࡢ᮶࡞࠸ሙᡤ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

23㸸47

ࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊὠἼࡣ㸯ᅇࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸰ᅇࠊ㸱
ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡉࡽࠊ㸯ᅇ┠ࡼࡾࡶࠊ㸰
ᅇ┠ࡼࡾࡶࠊ㸱ᅇ┠ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸯ᅇ᮶
ࡓ࠶ࡶὀពࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼὀពሗࠋ

15

24㸸00

ࢼ㸸⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣᒾᡭࡢᐑྂࡢᵝᏊ࡛
ࡍࡀࠊඛࡼࡾࡶ₻ࡢὶࢀ࠸࠺ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠊỈࡢ
ὶࢀࡀ㠀ᖖ⃭ࡋࡃࠊᜍࢁࡋࡉࢆឤࡌࡲࡍࠋ

24㸸10

ሗࢆᩚ⌮ࡋࡲࡍࠋ᪥༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡛
㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡍࡿᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇࡣࠊࡈぴ

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊኴᖹὒࡢἢᓊὠἼ㆙ሗࢆ
Ⓨ௧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᮾᆅ
᪉ࡢ㟷᳃࠶ࡓࡾࡽ㛵ᮾࡢ༓ⴥ࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡀὠἼ㆙
ሗࠊ⏬㠃ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࣆࣥࢡࡢ࡛ࣛࣥ
ࡍࠋ
24㸸33

ࡑࢀࡽࠊᾏ㐨ࡢᮾ㒊ࠊኴᖹὒἢᓊࡽᑠ➟ཎㅖᓥࡲ
࡛ࡀὠἼ㆙ሗࠊࡑࢀ௨እࡢす᪥ᮏࡢኴᖹὒἢᓊࠊࡑࡋ࡚
Ἀ⦖ᆅ᪉ࡶὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

24㸸44

㇏⏣㸸⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣᒾᡭ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
ࡑࡢࡢἢᓊ㒊ࠊࡑࡢࡢᆅᇦࡶࡇ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣࡀ
༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡽࠊὶࢀ࡚࠸ࡿ≀ࡣ༑ศࡈὀ
ពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

24㸸55

⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋඛࡽᒾᡭ┴ࡢࡇࡢὠἼࡢ≧ἣࢆᫎ
ീ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡢᆅᇦ࡛ࡶࡇࡢࡼ࠺
࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡃࢀࡄࢀࡶࠊ
ὶࢀ࡚ࡃࡿ≀ࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋవ㟈ࠊࡑࡋ࡚ࠊὶࢀ
࡚ࡃࡿ≀ࡶ༑ศࡈὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈ⮬㌟ࡢࠊࡲ
ࡎ㌟ࡢᏳࢆࡃ☜ಖࡍࡿࡇࢆ➨୍⪃࠼࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࡢᆅᇦ࡛ࡶὠἼሗฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡃࢀ
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ࡄࢀࡶࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓὶࢀ࡚ࡃࡿ≀ࠊవ㟈ࠊ༑ศࡈὀព
࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
15

25㸸26

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࠊྎᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋྎᕷෆࡢᵝᏊࠊ

୰⥅࣭ྎ

࠾ࡑࡽࡃᖺᑎᒣࡢ㕲ሪࡽࡢᫎീࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊኴ

ᕷෆ

ᖹὒࡢ᪉ྥࢆぢ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪉ゅ࡛ゝ࠸ࡲࡍྎᕷෆ
ࡽᮾࠊྥࡇ࠺ぢ࠼ࡿࡢࡀኴᖹὒ࡛ࡍࠋྎᕷෆ࠸࠸
ࡲࡍࠊࡇࡢ⏬࡛ぢ࡚ࡳࡲࡋ࡚ࡶࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸
ࡲࡍࠋ⌧ᆅࠊᐑᇛࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
15

15

25㸸47

⏨ᛶ…ࡍࡿሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ

(25㸸47)

୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿ㟈ᗘ㸵…

㹌㹌㹌ὠἼሗ

25㸸50

㇏⏣㸸ࡑࡕࡽࡣᒾᡭ࡛ࡍࡡࠋᒾᡭ࡛ࡍࠊᒾᡭ࡛ࡍࠋ

༗ᚋ㸱 23 ศࡲ࡛ほ

25㸸53

⏨ᛶ㸸㐨㊰ࡢಙྕࡀᾘ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㐨㊰࡛ࡣࠊ㌴ࡀ㐍⾜

ᒾᡭ㔩▼ ༗ᚋ㸱 21 ศ ᭱Ἴ 4.2m

ࡍࡿࡢኚ༴㝤࡞≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㑊㞴ࢆࡉࢀࡿ

ᐑᇛ▼ᕳᕷ㩗ᕝ ༗ᚋ㸱 20 ศ ᭱Ἴ 3.3m

᪉ࠊࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽእฟࡿ᪉ࠊእฟࡍࡿ㝿ࡣ༑ศ

ᒾᡭ⯪Ώ ༗ᚋ㸱 15 ศ ᭱Ἴ 3.3m

ὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࠊᒾᡭ┴ෆྛᆅ࡛㟁ࡢࡓࡵ

ᒾᡭᐑྂ ༗ᚋ㸱 19 ศ ᭱Ἴ 2.8m

ಙྕᶵࡀᾘ࠼࡚ࠊ㌴ࡢ㐍⾜ࡀᨭ㞀ࢆ᮶ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ

⚟ᓥ┦㤿 ༗ᚋ㸰 56 ศ ᭱Ἴ 0.3m

࡚ࠊవ㟈ࡼࡿ㢌ୖࡽࡢⴠୗ≀ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁὀពࡋ

ᐑᇛᗈ⏣‴Ἀ ༗ᚋ㸰 45 ศ

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

26㸸23

ࢸࣞࣅᒾᡭ
ὠἼሗ
ࡉࢀࡓὠἼ้㧗ࡉ

࠶ࡗ࠸࠺ࡲὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࠊ₻

ࡀୖࡀࡗࡓᵝᏊ࡛ࡍࠋ₻ࡀୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣඛ

ᒾᡭ⯪Ώ

ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ࡇࢀࡣඛࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ
ඛࠊᐑྂ

ࢸࣞࣅᒾᡭ

ᒾᡭᐑྂ

ᚋࠊὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡲࡍ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⏬㠃ࡣࠕ㹊㹧㹴㹣ࠖฟ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ 㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 10km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9
ࡕࡻ࠺ᙉࡃ₻ࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
26㸸43

ࡇ࠺࡞ࡿࢇࡢ㸳ศࡄࡽ࠸๓ࡲ࡛ࡣࠊᐑྂ㨶ᕷሙ࡛ࡣᗋ
ࡢ㒊ศࡀỈἐࡋ࡚࠸ࡿ⛬ᗘࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࢇࡢᩘศ
ࡢ࠺ࡕ…

15

26㸸52

27㸸02

ࢼ㸸ࡉ࡚ࠊᒾᡭࠊᐑᇛ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡕࡽࡣ

୰⥅࣭ᮾி

ୖ✵ࡽࡢ㒔ෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᩆᛴ㝲ဨࡀከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࡲ

ୖ✵

ࡍࠋࡑࡋ࡚ᢸᯫࡏࡽࢀࡓ᪉ࠎࠊᮾிୖ✵࡛ࡍࠋ

ሗ㐨ࣇࣟ

⏨ᛶ㸸ᮾி㥐࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ᮾி㥐㏆ࡢᫎീࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮾி㥐㏆ࠊ
ᮾி㒔ᚰ࡛ࡍࠋ࠶ࠊࡇࢀࡣᒇ᰿ࡽぢࡲࡍࠊᮾி㒔ᚰ
ࡢⓚᒃࡢࠋ

27㸸12

࠶ࠊࡲࡓ⦪ᦂࢀࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠊẁ㤋ࡢ㏆ࡃ࡛ࡍࡡࠋ
༓௦⏣༊ࡢẁୗ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢᮾிᮾ᪂ᶫ࠶ࡾࡲ
ࡍ᪥ᮏࢸࣞࣅࡶవ㟈くࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᐑᇛ࡛
ࡶࠊࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊྠవ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋⴠࡕ╔࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

27㸸32

㇏⏣㸸ࠊࡇࡢሙ࡛ࡶᮾி࡛ࡣᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊⓙࡉ
ࢇࠊ༑ศ㌟ࡢ☜ಖࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

27㸸37

ࢼ㸸㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㡹࡞ࢸ࣮ࣈࣝࠊ

࣑ࣖࢠࢸࣞ

᳔Ꮚࡢୗ₯ࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ㢌ୖ༑ศὀពࡋ࡚ࠊ㌟ࡢ

ࣅ

Ᏻࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ
࢜ࡣᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋⴠࡕ╔࠸࡚ࠊ
㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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15

27㸸54

ࢼ㸸ࡇࡢࡼ࠺ࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ᛮࢃࢀ

ሗ㐨ࣇࣟ

ࡿᦂࢀࡀくࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾிࡣ㟈ᗘ㸳ᙉ㟈ᗘ㸳ᙅࢆほ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᦂࢀࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
28㸸03

㇏⏣㸸ࠊᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋ
ࢼ㸸⦪ᦂࢀ࡛ࡍࠋࠊᑠ้ࡳ࡞ᦂࢀࡀࠊᮾிࡢộ␃
ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶくࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋቯࢀࡓ≀ࠊᔂࢀࡗࡓ
≀࡞ࡣࠊ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࠊࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㇏⏣㸸ࡐࡦࠊⅆࡢඖࡶ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ⓙࡉࢇࡢ㌟ࡢࡲࢃࡾࠊኵ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࢞ࣛࢫࡀⴠࡕ
࡚࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡶ⦪ᦂࢀࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡃࢀ
ࡄࢀࡶࠊࡲࡔవ㟈ࡀ⥆ࡃࡶࡢᛮࡗ࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
㌟ࡢᏳࢆ➨୍⪃࠼࡚ࠊ㏨ࡆࡿ㐨ࡀࡁࡕࢇ☜ಖ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡢ㒊ศࢆ༑ศࡈὀពࡢୖࠊ㌟ࡢᏳࢆ
☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

28㸸28

⏨ᛶ㸸ࠊᦂࢀ࡚ࡲࡍࠋ
㇏⏣㸸ࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐙ᪘ࡢⓙࡉࢇࡣኵ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ࠾࠸ኌࢆࡅྜࡗ࡚ࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ㌟ࡢᏳࢆࡲࡎ➨୍⪃࠼࡚ࠊ࿘ࡾ࠸ࡿே
ኌࢆࡅྜࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᏳ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊ☜ㄆ
ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

28㸸52

ࢼ㸸ᐇࡣ⚾ࠊᮏ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡇࡢࣅࣝࡢୖᒙ㝵

୰⥅࣭ᮾி

࠸࡚㝵ẁ࡛ࡇࡇࡲ࡛ୗࡾ࡚ࡁࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ࠶࠸

ୖ✵ࠊẁ

ࡔࠊቨࡀᔂࢀࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡾࡲࡋ

㤋

ࡓࠋ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
29㸸02

ࡑࡋ࡚ࠊẁ㤋࡛ࡍࠋᮾிࡢ㒔ᚰࠊ༓௦⏣༊ࡢẁ

(29㸸03㸧 㤋㏆࡛ࡢᩆຓࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽࡢ
ᫎീ࡛ࡍࠋẁ༡ࡢẁ㤋࡛ࡅࡀேࡀከᩘฟ࡚࠸ࡿ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

༗ᚋ㸱 27 ศ㡭ࠊḟࡢᆅᇦ࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ሗࡀ࠶ࡾࠊ㆙どᗇᮾிᾘ㜵ᗇࡀ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡿࠊ ࡲࡋࡓ

29㸸24

29㸸39

ࡲࡉࡑࡢୖ✵ࡢᫎീ࡛ࡍࠋẁ㤋࡛ࡣᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞

㟈ᗘ㸲 ᒣᙧᮧᒣࠊ⚟ᓥ୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥ㏻ࡾࠊⲈᇛ

ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

༡㒊

⌧ᅾࡇࡕࡽࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊከࡃࡢࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࠊ 㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ༡㒊ࠊᒣᙧᗉෆࠊᒣᙧ⨨㈷ࠊ⚟ᓥὠࠊ
ࡑࡋ࡚ᩆຓ㝲ࡀᢸᯫேࢆࡏࡲࡋ࡚ࠊᡭᙜࢆࡋ࡚࠸ࡿ

Ⲉᇛ㒊ࠊᰣᮌ㒊ࠊᰣᮌ༡㒊ࠊ⩌㤿㒊ࠊᮾி

ᵝᏊࡀ࠺ࡀ࠼ࡲࡍࠋࡇࡢẁ㤋࡛ࡣࠊᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞

23 ༊ࠊ᪂₲ୗ㉺

ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼሗࠊྛᆅࡢヲࡋ࠸㟈ᗘ࡞ࡣࠊሗࡀධࡾ

ࡽ 45 ศ๓Ⓨ⏕ࡋࡲࡋࡓࠊᮾࠊᐑᇛ㒊ࢆ

ḟ➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍ

㟈ᗘ㸵࠸࠺ᆅ㟈ࡀく࠸ࡲࡋ࡚ࠊᮾி࡛ࡶ㟈ᗘ㸳ᙉࠊ㟈
ᗘ㸳ᙅࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺༓௦⏣༊ࠊ㒔ᚰ࡛

ࡶࡅࡀேࡀከᩘฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᠱ࡞ᩆຓά
ືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋ
15

29㸸58

㇏⏣㸸ࡲࡔࠊవ㟈ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ࠺ࡒࠊⓙࡉ
ࢇࡶ㑊㞴ഛ࠼࡚ࢻࡸ❆ࡣ㛤ࡅ࡚ࠊ㌟ࡢᏳࢆ➨୍
⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀࡣࡲࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊࡲࡔ⥆ࡃྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᨻᗓࡽࡢሗࡀධࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

15

30㸸14

⏨ᛶ㸸ᐁ㑰ࠊ⾜ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

30㸸15

ࢼ㸸ࡉ࠶ࠊࡑࡋ࡚ࠊᨻᗓࡢᑐᛂࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡛
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୰⥅࣭ᮾி

ࡋࡻ࠺ࠋሗࡀධࡾḟ➨ࠋ࠶ࠊࡇࢀࡣ᪂ᶫࡢ㹑㹊ᗈሙ

ộ␃

࡛ࡍࠋ㹈㹐ࡢ᪂ᶫ㥐ࡢ࠸ࢃࡺࡿすཱྀࠊ᪂ᶫࡢ㥐๓ேࠎ

᪂ᶫ㥐๓

ࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㥐㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡼࡾࡶࠊ㟁㌴ࡀṆࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
15

15

30㸸31

ࢼ㸸ࡇࡢ࠶ࡓࡾࡣ㧗࠸ࣅࣝࡀ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊࡇ࠺࠸ࡗ

(35㸸36)

ࡓᗈሙࡀ࡞࡞࡞࠸ヂ࡛ࡋ࡚ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓᏳ࡞ሙᡤ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ேࠎࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᵝᏊ࡛ࡍࠋ

༗ᚋ 3  27 ศ㡭ࠊḟࡢᆅᇦ࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

㇏⏣㸸ୖࡽ࢞ࣛࢫࡀⴠࡕ࡚ࡇ࡞࠸ሙᡤࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ

ࡲࡋࡓ

ࡇࢁࢆ㑅ࢇ࡛㞟ྜࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ࡛ࡍࡢ࡛ࠊⓙࡉࢇ

㟈ᗘ㸲 㔲㊰୰༡㒊ࠊ㟷᳃୕ඵୖࠊ㟷᳃ୗࠊᒾ

ࡶࡐࡦࡃࢀࡄࢀࡶࠊࡲࡔవ㟈ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㌟ࡢ

ᡭෆ㝣㒊ࠊ⛅⏣ἢᓊ༡㒊ࠊ⛅⏣ෆ㝣༡㒊ࠊᒣᙧ

Ᏻࢆ➨୍⪃࠼࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᮧᒣࠊ

ࢼ㸸⏬㠃࡛ࡣవ㟈ᛮࢃࢀࡿࠊࡑࡢ㟈ᗘࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸

ὠἼሗࠊྛᆅࡢヲࡋ࠸㟈ᗘ࡞ࡣࠊሗࡀධࡾ

30㸸53

ᆅ㟈㏿ሗ

㸱  10 ศ

ࡲࡍࠋవ㟈࡛ࡶ㟈ᗘ㸲⛬ᗘࡢࡁ࡞ᦂࢀࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ ḟ➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍ

㡭

⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡃࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡢࡣ㸱 27 ศ

ᐑྂ

㡭ࡢᦂࢀࠊ㟷᳃࡞ࡣ㟈ᗘ㸲ࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡀ

࠶ࡗࡓሙྜៃ࡚ࡎࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ෭㟼
ᑐᛂࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
31㸸13

㇏⏣㸸࠶ࡲࡾືࡁᅇࡽࡎࠊࡲࡎࠊ⮬ศࡢࡑࡢ⨨࡛㟼
ࡲࢃࡾࡢ⎔ቃࢆ☜ㄆࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ➨୍࡛ࡍࠋ㌟
ࡢᏳࢆ༑ศ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀࡀ࠶ࡗࡓࡽࠊⴠ
ࡕ╔࠸࡚ࡲࡎᗙࡿࡇࡶ࡛ࡍࠋ

15

31㸸27

ࢼ㸸ࠊሗࡀධࡾࡲࡋࡓࠋᐑ࡛ྂࡣ 2.8mࠊ㸱 19

୰⥅࣭ᮾி

ศ๓ᚋ 2.8m ࡢὠἼࢆほ

༓௦⏣༊

ࡋࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ

㒔ෆ࡛ࡢᩆຓࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋẁ㤋࡛ࡍࠋᮾிࡢࡢࠊ
ẁ㤋࡛ࡢࠋ
31㸸41

㇏⏣㸸ࡇࢀࡣࠊ༓௦⏣༊⾲♧ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸༓௦⏣༊࡛ࡍࡡࠋࡢබᅬࡢ㞄ࠊẁ㤋ࡢ⌧
ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㌴ࡢ㏆ࡃࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࠊᩆᛴ㝲ࡀ
㸰ࠊ㸱ே☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢẁ㤋࡛ࡣᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞
ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡅࡀேࡀከᩘฟ࡚࠸
ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢࣛࣈࡢ
ᫎീ࡛ࡍࠋࡇࡢ࠶ྛᆅࡢᵝᏊࠊࡑࢀࡽᐁ㑰ࡢᑐᛂࠊ

(32㸸08)

ሗࡀධࡾḟ➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

32㸸09

⧞ࡾ㏉ࡋࠊὠἼሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸱 30 ศࠊ

༗ᚋ㸱 30 ศࠊẼ㇟ᗇࡣὠἼ㛵㐃ࡢ㏣ຍ࣭ኚ᭦ࢆ

Ẽ㇟ᗇࡣὠἼ㛵㐃ࡢ㏣ຍࠊኚ᭦ࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋὠἼ

Ⓨ⾲

㆙ሗ࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣⲈᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

32㸸35

ᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ༓ⴥ┴ࡢ༑㔛ࠊእᡣࠊ㟷᳃ኴᖹὒ

┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ

ἢᓊࠋᮾࡀ㟈※࡛ࡋࡓࡀࠊ༓ⴥ࠶ࡓࡾࡲ࡛ὠἼ㆙ሗ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟼ᒸ┴

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㸱 10 ศ㡭ࠊ࠸ࡲࡽ 25

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ศ๓ࡢᒾᡭ┴ࠊᐑྂ
2.8m ࡢὠἼࢆほ

32㸸53

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᐑ࡛ྂࡣඛࠊ ᮾி‴ෆ‴

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὀពሗࡽኚ᭦࡞ࡗ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࠊ࠶ࠊࠊឡ▱࠸࠺⾲♧ࡀ࠶ࡾࡲ

୕㔜༡㒊

ࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

㇏⏣㸸Ⰽࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

ḷᒣ┴

ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࣆࣥࢡࡢࡇࢁࠋ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧
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ὠἼሗ

15

15

33㸸04

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㝣ዟ‴

ࢼ㸸Ⲉᇛ┴࡛ࡍࠋⲈᇛ┴ࡢὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࡀࠊ฿㐩ண

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡀࠊணࡢ㧗ࡉࡀ 10m ௨ୖ࡛ࡍࠋⲈᇛ┴ὠἼ㆙

㧗▱┴

ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪤ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿண࡛ࠊண

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡢ㧗ࡉࡣ 10m ௨ୖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋẼ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍ

ఀໃ࣭୕Ἑ‴

ࠊ㸰 46 ศ㡭ࡢὠἼ㆙ሗࠊⲈᇛ┴࡛ணࡢ㧗ࡉࡀ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

10m ࡛ࡍࠋᫎീࡣࢸࣞࣅᒾᡭࡢࢫࢱࢪ࢜ኚࢃࡗ࡚࠸ࡲ

ᚨᓥ┴

ࡍࠋᒾᡭࡢᫎീࠊᒆࡁࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

㇏⏣㸸ᒾᡭࡽࡢሗࠊࡘ࡞ࡆࡲࡍࠋ

ᾏ㐨᪥ᮏᾏ༡㒊

33㸸38

⏨ᛶ㸸…15 ศ㡭ࡽ 20 ศ㡭ࡢ࠶࠸ࡔࠊᒾᡭ┴ࡢἢᓊ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

࡛ࡣ㸰m ࡽ㸲m ࡢὠἼࡢ฿㐩ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࢇ࡛

ῐ㊰ᓥ༡㒊

ࡍࡀࠊ㸱༙⌧ᅾࠊᒾᡭ┴ෆ࡛ 10m ௨ୖࡢὠἼࡢ฿㐩

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴࡛ࡣ༗ᚋ㸱༙ࡲ࡛ࠊ10m

ᐑᓮ┴

௨ୖࡢὠἼࡢ฿㐩ࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

༗ᚋ㸰 46 ศࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ

ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ

7.9 ᥎ᐃࡉࢀࡿኚᙉ࠸ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋᆅ㟈ࡢ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

㟈※ࡣᐑᇛ┴ࡢ∻㮵༙ᓥࡢᮾ༡ᮾ 130 ࢟ࣟ㏆ࠊᆅ㟈ࡢ

ศ㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ

㟈※ࡣ∻㮵༙ᓥࡢᮾ༡ᮾ 130 ࢟ࣟ㏆ࠊᆅ㟈ࡢᙉࡉࢆ⾲

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.9 ᥎

㮵ඣᓥᮾ㒊

34㸸34

34㸸46

35㸸11

15

ឡ▱እᾏ

Ἴ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ༑ศࠊᾏࡢ㏆ࡃࡢேࡣࡈ

33㸸35

34㸸01

15

㇏⏣㸸ὠἼ㆙ሗࡀᗈࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᗈ࠸⠊ᅖ࡛ὠ

35㸸34

35㸸40

ࡉࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᒾᡭ

ࢸࣞࣅᒾᡭ

┴࡛ࡣ⌧ᅾࡲ࡛ࠊ10m ௨ୖࡢὠἼࡢ฿㐩ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

࠸ࡲࡍࠋ10m ௨ୖࡢὠἼࡢ฿㐩ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉

ࢼ㸸࡛ࡣࠊᮾிࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᮾிࡽࡶ࠾ఏ࠼

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡋࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㸰 46 ศ㡭

⨾࣭ࢺ࢝ࣛ

ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢᆅ㟈ࡣ㐪࠺ࡁ࡞ᦂࢀ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋ

ᮾᓥᆅ᪉

15  15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

7.4 ࠸࠺ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ15  15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀ

Ἀ⦖ᮏᙜᆅ᪉

ࢆ㟈※ࡍࡿࠊඛࡣ㐪࠺ᆅ㟈࡛ࡍࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࢻ 7.4 ࠸࠺ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊඛẼ㇟ᗇࡣࠊⲈᇛ┴

ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉

ணࡢ㧗ࡉࡀ 10m ௨ୖ࠸࠺ὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡲࡋ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

ࡓࠋ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᾏ㐨ኴᖹὒ୰㒊

⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋ᪥㉳ࡁࡲࡋࡓ㸰 46 ศ㡭ࡢᆅ㟈ࠊࡑ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

ࡋ࡚ඛⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓ㸱 15 ศ㡭ࡢᆅ㟈ࠊࡇࡢᆅ㟈

ఀ㇋ㅖᓥ

ࡼࡾࡲࡋ࡚᪥ᮏࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

࠸ࡲࡍࠋࡽぢࡲࡍࠊᾏ㐨ࡢᮾ㒊ࠊኴᖹὒἢᓊ

ᾏ㐨ኴᖹὒᮾ㒊

ࡽ୕㝣ࠊࡑࡋ࡚㛵ᮾࠊఀ㇋ㅖᓥࠊࡇࡇࡲ࡛ࡀὠἼ㆙ሗ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

࡛ࡍࠋ

ᾏ㐨ኴᖹὒす㒊

㇏⏣㸸࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊኴᖹὒἢᓊࡢᆅᇦࡢேࡣ༑ศ

ὠἼὀពሗ㸸ᾏ㐨࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ ༗ᚋ㸲 40 ศ

୰⥅࣭ᮾி

ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣ┤ࡕ㑊㞴ࢆࡋ࡚

0.5m ண

㇂

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศ 0.5m ண

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣ㇂㥐๓ࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊ ὠἼὀពሗ㸸රᗜ࣭℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศ
ேࠎࡀ❧ࡕṆࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᢡవ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍ

0.5m ண

ࡽࠊࡶࡋⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࡽៃ࡚ࡎࠊືࡎࠊⴠࡕ࡚ࡃࡿ≀

ὠἼὀពሗ㸸ឡ℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸴 20 ศ

Ẽࢆࡅ࡞ࡀࡽࡑࡢሙ᥍࠼࡚࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢሙ

0.5m ண

ࡲࡗ࡚࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸㛗ᓮす᪉ ༗ᚋ㸴 30 ศ 0.5m ண
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15

35㸸56

36㸸12

㇏⏣㸸ࡲࡎࡣᏳࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚

ὠἼὀពሗ㸸⇃ᮏኳⲡℿἢᓊ ༗ᚋ㸴 30 ศ 0.5m

୰⥅࣭ᮾி

ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣ┤ࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ண

༓௦⏣༊

࠸ࠋᾏࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࠊࡑࡋ࡚㡹࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞

ὠἼὀពሗ㸸㤶ᕝ ༗ᚋ㸴 40 ศ 0.5m ண

᪂ᶫ

㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣࠊ᪂ᖿ⥺௨ୖࡢ㏿ࡉ࡛くࡗ

ὠἼὀពሗ㸸᭷࣭᫂ඵ௦ᾏ ༗ᚋ㸵 10 ศ 0.5m ண

࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡍࡄ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ



ࢼ㸸ࡲࡓࠊࡲࡓవ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋሗࢆᩚ⌮ࡋ

ὠἼὀពሗ㸸ᒸᒣ ༗ᚋ㸵 30 ศ 0.5m ண

ࡲࡍࠊ᪥ࠊ▷࠸㛫ࡢ࠶࠸ࡔ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵ࢆ

ὠἼ࣭ὠἼ㆙ሗࡢἢᓊ࡛ࡣࠊ┤ࡕᏳ࡞ሙᡤ

㉸࠼ࡿࡘࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋ୍ࡘࡣᐑᇛ┴㒊ࠊ 㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
㸰 46 ศ㡭Ⓨ⏕ࡋࡲࡋࡓ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡓᆅ㟈ࠋࡑ

ࡋ࡚ࠊ࠾ࡼࡑࡑࡢ 30 ศᚋ࡛ࡍࠊ㸱 15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀ
ࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.4 ࠸࠺ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡲ
ࡋࡓࠋὠἼ㆙ሗࡀྛᆅฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

36㸸38

㇏⏣㸸ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏ
ࡢࡑࡤ࠸ࡿேࡣ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉ࠊᾏᓊ⥺
ࡀධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤ࡛ࡣࠊ≉ὠἼࡀ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣ㝣ୖࡀࡗ࡚ࡽࡶࠊ
ᘓ≀ࡸ㌴ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆࡁࡃࡋࡲࡍࠋ୍้ࡶ᪩
ࡃࠊὠἼࡢ᮶࡞࠸ሙᡤ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

36㸸59

ࡲࡓࠊὠἼࡣ㸯ᅇࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㸰ᅇࠊ㸱ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋく
ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡉࡽࠊ㸯ᅇ┠ࡼࡾ㸰ᅇ┠ࠊ㸰ᅇ┠ࡼࡾ㸱
ᅇ┠ࡢ᪉ࡀ㧗࠸࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ㸯ᅇ᮶ࡓ࠶
ࡶὀពࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡸὀពሗࡀゎ㝖ࡉ
ࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊỴࡋ࡚Ἔ᩿ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

37㸸17

⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣ┤ࡕ㑊㞴ࢆࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋᗈ࠸⠊ᅖ࡛ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏ
ࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࡸࠊ㡹࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞㏨ࡆࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

15

37㸸29

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣࠊᒾᡭࡢᵝᏊ࡛ࡍࡡࠋ࠾ࡑࡽࡃ┒ᒸᕷࡔ

୰⥅࣭ࢸࣞ

ࡣᛮࢃࢀࡲࡍࡀࠊᒾᡭ┴ෆࡢᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊᘓ≀

ࣅᒾᡭࠊ┒

ࡢ⿕ᐖ࡛ࡍ↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡢᵝᏊࡣࡇࡕ

ᒸᕷ

ࡽࡽ☜ㄆࠋ
37㸸42

࠶ࠊ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ⏬㠃ࡢዟ࡛ࡍࡡࠋ⏬㠃ࡢዟࠊࣅࣝ⾤ࡢ
ዟࠊ↮✺࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⿕ᐖ࡛࡞ࡅࢀࡤ࠸࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠋ
ࡇࡢᡭ๓ࡢ↮࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ྥࡇ࠺࡛ࡍࡀࠊ↮ࡀࠊⓑ࠸↮ࡀ
ⱝᖸୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࡀࠋ㟈※㏆࠸ᒾᡭ
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢᫎീ࡛ぢࡿ㝈ࡾࡣࡁ࡞ᔂⴠ࡛ࡍ
↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠊ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᵝᏊࡣ
☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࢸࣞࣅᒾᡭࡽࡢሗ࣓࡛࢝ࣛࡍࠋẼ
࡞ࡿࡢࡣࠊὠἼࡢሗ࡛ࡍࠋ

15

38㸸10

㇏⏣㸸ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡣ㠀ᖖᗈࡃ࡞ࡗ

୰⥅࣭ᒾᡭ

࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊ⥺ࡀධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤ࡛ࡣࠊ≉ὠἼࡀ㧗

ᐑྂ

ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋὠ
Ἴࡣ㝣ୖࡀࡗ࡚ࡽࡶࠊᘓ≀ࡸ㌴ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆ
ࡁࡃࡋࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢᒾᡭ࡛ࡶࠊከࡃࡢ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋ୍้ࡶ᪩ࡃࠊὠἼࡢ᮶࡞࠸ሙᡤ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
38㸸32

ࡲࡓࠊὶࡉࢀࡓ≀ࡶ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣ㸯
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ᅇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸰ᅇࠊ㸱ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ
㸯ᅇ┠ࡼࡾࡶ㸰ᅇ┠ࠊ㸰ᅇ┠ࡼࡾࡶ㸱ᅇ┠㧗ࡃ࡞ࡿࡇ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ㸯ᅇ᮶ࡓ࠶ࡶὀពࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡸὀពሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊỴࡋ࡚Ἔ᩿
ࢆࡋࡲࡏࢇࡼ࠺ࠋ≉ࠊᾏࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࠊ㡹࡛㧗
࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞ࠊࡃ㧗࠸ࡇࢁ㏨ࡆ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
15

38㸸59

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊඛࡢᫎീ࡛ࡍࠋඛ
ࡢᫎീ࡛ࡍࠋὠἼࡢሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪤฿㐩
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸱 19 ศࠊᐑ࡛ྂ 2.8mࠊ
㸱 20 ศࠊᐑᇛ┴ࡢ㩗ᕝ࡛ 3.3mࠋ

39㸸15

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᮾࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡣࡲࡓูࡢᆅ㟈ࡀ
㸱 15 ศⲈᇛ┴Ἀ࡛Ⓨ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧
ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.4ࠋࡇࡢᙳ㡪࡛ࠊẼ㇟ᗇࡣඛࠊ
Ⲉᇛ┴ࡶὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡲࡋࡓࠋணࡢ㧗ࡉࡣ
10m ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠊኻ♩ࠊ10m ௨ୖࡔ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀᗈ࠸⠊ᅖࠊࡑࢀࡽࠊἈ⦖ࢆྵࡵࡲ
ࡋ࡚ࡶὠἼ㆙ሗࠋ࡛ࡍࡽࠊ᪥ᮏิᓥࡍ࡚ࠊኴᖹὒἢ
ᓊࢆ୰ᚰࡋ࡚ὠἼ༑ศ࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

39㸸48

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠶㸲
ࡽࠊẼ㇟ᗇ࡛ぢࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

15

39㸸53

ࢼ㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣୖ✵ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋ㒔ᚰ࡛ࡋ

୰⥅࣭㒔ෆ

ࡻ࠺ࠋΎᤲࢭࣥࢱ࣮࡛ࡋࡻ࠺ࠊ↮✺ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋୖ

ୖ✵

✵ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࠊ㒔ෆࡢᫎീ࡛ࡍࠋ↮ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡇ
ࡢ⏫୰ࡢ୰ᚰࡽⓑ࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⓑ࠸↮✺
ࠊᶓ㉥࠸ࡼ࠺࡞ࣛࣥࡀ㸲ᮏධࡗ࡚࠸ࡿࠊ㸱ᮏධࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡢ↮✺ࡢ㏆ࡃࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡞ࡶぢ࠼ࡲࡍࡀఫ
Ꮿ⾤࡛ࡋࡻ࠺ࠋⓑ࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
40㸸19

㒔ෆୖ✵ࡽࡢࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ㒔ෆ࡛ࡢ⿕
ᐖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ

40㸸26

ࡑࡋ࡚ࠊ⚟ᓥࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᆅ㟈┤ᚋࠊ㒆ᒣ
ᕷᖹ⏫࠶ࡿ࣋ࣥࢺሙ࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࠊ⌧ᅾࡶ⇞
࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣ㒔ෆࡢᫎീ࡛ࡍࠋ⥺㊰ࡢἢ⥺࡛ࡍ
ࡡࠋ㕲㐨ࡢ⥺㊰ࡢἢ⥺࡛ࠊఫᏯ⾤ࡢ୰ᚰ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃⅆ
⅏ᛮࢃࢀࡿⓑ࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

40㸸50

⏨ᛶ㸸ᇸ⋢┴ࠋ

୰⥅࣭ᇸ⋢

ࢼ㸸ᇸ⋢┴࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ୖ✵

⏨ᛶ㸸ᇸ⋢ࡢࡇࠋ

ඵ₻ᕷ

ࢼ㸸࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡍࠋ
㇏⏣㸸ඵ₻ᕷ࡛ࡍࠋᇸ⋢┴ࡢඵ₻ᕷࡢ≧ἣࡔ࠸࠺
ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ┿ࡗⓑ࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
41㸸00

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ⥺㊰⬥ࡢఫᏯ⾤࡛⃭ࡋ࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ࠶࠶ࠊࠊᩆᛴ㌴୧ࠊᾘ㜵㌴ࡢጼࡶࠊぢ࠼ࡲࡍ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ⥺㊰ࡇࡢ⇞࠼࡚࠸ࡿ࠶࠸ࡔ㸯ྎࠊᩆᛴ㌴
୧ࡀ฿╔ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡔࠊᾘⅆάືࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸
࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㇏⏣㸸࠸࡞࠸ࡶࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋ
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15

41㸸20

ࢼ㸸࠶࠶ࠊ࣮࣍ࢫࡣぢ࠼ࡲࡍࡡࠋᾘⅆάືࡢ࣮࣍ࢫࡣ

୰⥅࣭ᇸ⋢

ᘏࡤࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⬥࠶ࡿ⥺㊰࡛ࡍࡀࠊ㟁㌴ࡣ࠾

ୖ✵

ࡑࡽࡃṆࡲࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㟁㌴ࡢ㏻㐣ࡣ☜ㄆ࡛
ࡁࡲࡏࢇࠋᇸ⋢┴ୖ✵ࠋ
41㸸34

࠶ࠊࡇࢀࡣ㸰㌺࡛ࡍࡡࠊ㸰㌺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ㌴୧ࡀࠊ㏆ࡃ
ࡕࡽࡗぢ࠼ࡲࡋࡓࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᇸ⋢
┴ୖ✵ࡢⅆ⅏⌧ሙࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㸰㌺୪ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡢఫᏯ
ࡢ㸰㝵㸱㝵࠶ࡓࡾࡽࠊ࠶ࠊࠊጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋᨺỈ
ࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋ

41㸸50

ᾘ㜵㝲ࡀ㥑ࡅࡘࡅࡲࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿ᪉ྥࡽᨺỈάືࢆ
ጞࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋᇸ⋢┴ࡢඵ₻ᕷ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋୖ✵ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽⅆ⅏⌧ሙࡢᵝᏊࢆࡽ࠼࡚
࠸ࡲࡍࠋ⥺㊰ࡢ⬥࡛ࡍࡡࠊࡇࢀࡣ㌴୧࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㟁㌴
ࡣṆࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࣃࢺ࣮࣮ࣟࣝ࢝ࡶ⌧ሙᚅᶵ
ࡋ࡚ࠊ࠶ࠊࡶ࠺㸯ྎࡢᾘ㜵㌴ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

42㸸12

ᇸ⋢┴࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸰㌺୪ࢇࡔఫᏯࡀ↮ࢆ
ୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋᾘⅆάືࡣጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴࡢࡼ࠺
ࠊ㒔ෆ࡛ࡶࡇࡢࡼ࠺⿕ᐖࡀฟࡿࡇࡀࠊྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠊࡑࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

42㸸28

㇏⏣㸸ᦂࢀࡀࡲࡗࡓ࠶ࠊືࡁฟࡍࡁࡢὀពࢆ࠾ఏ

୰⥅࣭ྎ

࠼ࡋࡲࡍࠋ㢌ࢆᏲࡿࡓࡵ࣓࣊ࣝࢵࢺ࡛ࡍࠊᗙᕸᅋࠊ

ᕷෆ

ᖗᏊ࡞ࢆࡐࡦࡪࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ
࣮ࡣࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㝵ẁࢆ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ࢚ࣞ࣋
࣮ࢱ࣮ࡣࠊ㟁ࡸవ㟈࡛㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣࠊవ㟈ࡸ㟁࡛㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿᚰ㓄
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ㝵ẁ࡛ࡺࡗࡃࡾୖࡾୗࡾࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋៃ࡚ࡿࠊ㋃ࡳእࡋ࡚ࡅࡀࢆࡋࡲࡍࠋࡃࢀࡄࢀࡶࠊ
ࡺࡗࡃࡾࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࢆࢃࡎ㝵ẁࢆࡗ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
42㸸57

ࢼ㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣྎᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ
ྎᕷෆࡢ୰ᚰ㒊ࡽࢆぢ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣓ࣥࢫࢺ࣮ࣜ
ࢺࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣྎࡢᕷẸ㝔ࡢጼࢆࡽ࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋࡁ࡞❆࢞ࣛࢫࡢࢀ࡛ࡍᔂⴠࡣ☜ㄆࠊ࠺
࡛ࡋࡻ࠺ࠊ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

43㸸14

㇏⏣㸸㛤ࡅ࡚࠸ࡿࡢࠊࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊẼࢆࡅ࡚࠸
ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠊᐑᇛࡽࡢ࣏࣮ࣜࢺ࡛ࡍࠋ
ఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ

15

43㸸22

ࢼ㸸ࡲࡓࠊᦂࢀࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗ᚋ㸰 46 ศ

࣑ࣖࢠࢸࣞ

Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈ࡽࠊࡲࡶ࡞ࡃ㸯㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡼ࠺ࡋ࡚

ࣅ

࠸ࡲࡍࡀࠊ౫↛ࡋ࡚వ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࠶
ࡶࠊ┴ෆ࡛ࡣవ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᘬ
ࡁ⥆ࡁࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
43㸸40

ࡇࡇ࡛ࠊヲࡋ࠸㟈ᗘࡘ࠸࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㟈ᗘ㸵ࢆほ
ࡋࡓࡢࡀᰩཎᕷ⠏㤋ࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡓࡢࡀᰩཎᕷ⠏

㤋ࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࡀᾛ㇂⏫ࠊⓏ⡿ᕷࠊᓮᕷࠊⓏ⡿ᕷ⡿ᒣࠊ
Ⓩ⡿ᕷ༡᪉ࠊᓮᕷྂᕝࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡋࡓࡢࡀࠊ
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ᓮᕷྂᕝࠊᓮᕷ㮵ᓥྎࠊྡྲྀᕷቑ⏣ࠊⶶ⋤⏫⏣ࠊᒣ
ඖ⏫ࠊྎᕷᐑᇛ㔝༊ⱞ➉ࠊሷ❤ᕷࠊᮾᯇᓥᕷࠊ⾮ᮧ
࡞࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

44㸸25

ࡇࡇ࡛ࠊ୰⥅ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛…

15

44㸸28

ࢼ㸸ᐑᇛࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠊᐑᇛࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋ

(44㸸32)

ࡓࠋᐑᇛࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡓෆᐜࡼࡾࡲࡍࠊඛ᪥ࡢᆅ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

㟈࡛ࡶࠊࡑࢀࡽᩘᖺ๓ࡢᐑᇛ࣭ᒾᡭෆ㝣ᆅ㟈࡛ࡶࡁ

༗ᚋ㸱 42 ศࡲ࡛ほ

࡞⿕ᐖࡀฟࡓᰩཎࡀ୍␒ࡁ࡞㟈ᗘࠊ㸵ࢆほ

ᒾᡭ㔩▼ ༗ᚋ㸱 21 ศ ᭱Ἴ 4.1m ௨ୖ

44㸸42

44㸸56

15

45㸸00

45㸸19

ࡋࡓ࠸

ὠἼሗ
ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ᒾᡭᐑྂ ༗ᚋ㸱 21 ศ ᭱Ἴ 4.0m ௨ୖ

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊᨻᗓࡢᛂ࡛ࡍࠋ14  50 ศࠊᐑᇛ┴ࢆ

ᐑᇛ▼ᕳᕷ㩗ᕝ ༗ᚋ㸱 20 ศ ᭱Ἴ 3.3m ௨ୖ

㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࢆཷࡅࠊ⥲⌮⮧ᐁ㑰ࡢ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ

ᒾᡭ⯪Ώ ༗ᚋ㸱 15 ศ ᭱Ἴ 3.2m ௨ୖ

࣮ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࢆタ⨨ࡋࡲࡋࡓࠋ

༓ⴥ㖯Ꮚ ༗ᚋ㸱 37 ศ ᭱Ἴ 2.2m

ࢼ㸸ᐑᇛࡽࡢ୰⥅࡛ࡍࠊᐑᇛࡽࡢ୰⥅࡛ࡍࠋ

ⲈᇛὙ ༗ᚋ㸱 27 ศ ᭱Ἴ 1.8m

㇏⏣㸸࠶ࠊ୰⥅࡛ࡍࠋࡣ࠸ࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

༓ⴥ㤋ᒣᕷᕸⰋ ༗ᚋ㸱 27 ศ ᭱Ἴ 1.3m

⏨ᛶ㸸࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢඛࠊἙࣥࢱ࣮ࢳ

ᾏ㐨ᾆἙ ༗ᚋ㸱 19 ศ ➨ 1 Ἴ 0.1m ᘬࡁ

୰⥅࣭▼ᕳ

࢙ࣥࢪࡘ࡞ࡀࡿ㐨࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢඛ࡛㝗ἐࡀ

ᾏ㐨࠼ࡾࡶ⏫ ༗ᚋ㸱 18 ศ ➨ 1 Ἴ 0.1m ᘬࡁ

ᕷࠕୖရࡢ

㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡶ࠶

ሙྜࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

㒓ࠖ

ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺ࠊ㐨ࡢ㥐ࠕୖရࡢ㒓㸦ࡌࡻ࠺ࡈࢇࡢࡉ

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

㸧ࠖࡢ๓ࡣ࡞ࡾࡢ࡛ࠊ୍ྥ㐍ࡲ࡞࠸࠸࠺≧

ᚋࠊὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽ

ἣ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ࢀࡲࡍ

㞷ࡢᙳ㡪ࠊࣥࢱ࣮ࢳ࢙ࣥࢪ㏆࠸࠸࠺ᙳ㡪ࡶ࠶ࡿࢇ࡛

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 10km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵.9

ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ࡋࡻ࠺ࡀࠊ㝗ἐࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࡀ⥆࠸࡚
࠸ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚࡛ࡍࡡࠊࡇࡕࡽୖရࡢ㒓࡞
ࢇ࡛ࡍࡅࠊ୰ࡣ㛢㙐ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ୰ࠊࢫࢱࢵ
ࣇࡢ᪉ࡀ㑊㞴ࢆദಁࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠊⓙᵝࠊ࠾ᐈᵝࡣ
࠸ࡽࡗࡋࡷࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ௨ୖ࡛⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ
15

45㸸45

㇏⏣㸸…࡚ࡲࡍࠊᦂࢀ࡚ࡲࡍࠋ

୰⥅࣭ᮾி

ࢼ㸸ࡲࡓࠊᮾி࡛వ㟈ࢆほ

᪂ᶫ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⦪ᦂࢀࡀጞ

ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊඛẼ㇟ᗇࡀࠊⲈᇛ┴ண
ࡢ㧗ࡉ 10m ࠸࠺ὠἼ㆙ሗࢆฟࡋࡲࡋࡓࡀࠊὙ࡛
ඛ 1.8m ࡢἼࡀ฿㐩ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠶ࠊ➨㸰Ἴࠊ
➨㸱Ἴࡢ᪉ࡀࡁࡃ࡞ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ༑ศࡈὀព
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
46㸸08

⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ᪂ᶫࠊࡲࡓࠊࢃࢀࢃࢀࡀ࠸ࡿࡇ
ࡢ᪂ᶫࡶᶓᦂࢀ⦪ᦂࢀࠊవ㟈ࡀᘬࡁ⥆࠸࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

15

46㸸15

㇏⏣㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋእฟࡿࡁࡣࡃࢀࡄࢀࡶࡈὀពࡃ

୰⥅࣭Ụࡢ

ࡔࡉ࠸ࠋ㢌ࢆᏲࡿࡓࡵ࣓࣊ࣝࢵࢺ࡛ࡍࠊᗙᕸᅋࠊ

ᓥ

ᖗᏊ࡞ࢆࡪࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࢆࢃ࡞࠸
࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㝵ẁࢆࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣࠊ
㟁ࡸవ㟈࡛㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿᚰ㓄ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㝵ẁ࡛ࡺ
ࡗࡃࡾୖࡾୗࡾࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㋃ࡳእࡋ࡚ࡅࡀࢆࡋ
࡞࠸ࡼ࠺ࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
46㸸36

ࡑࡋ࡚ࠊእฟࡓࡽቯࢀࡓᘓ≀ࡸ⮬ື㈍ᶵࠊࣈࣟࢵࢡ
ሟࡣ㏆ᐤࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋษࢀ࡚ᆶࢀୗࡀࡗࡓ㟁⥺
ࡣỴࡋ࡚ゐࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠊࡲࡔ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊእฟࡲ
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ࡋࡓࡽቯࢀࡓᘓ≀ࡸ⮬ື㈍ᶵࠊࣈࣟࢵࢡሟࡣ㏆ᐤࡽ
࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋษࢀ࡚ᆶࢀୗࡀࡗࡓ㟁⥺ࡣỴࡋ࡚ゐ
ࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

46㸸59

ࡑࡋ࡚ࠊ㏆ᡤ࡛ຓࡅࢆồࡵ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺
ࠋࡅࡀࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㞄㏆ᡤ࡛ຓ
ࡅྜ࠺ࡇࡶࠊ࠺ࡒᛀࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉࠾ᖺᐤ
ࡾࡸᏊࡶࠊయࡢ⮬⏤࡞᪉ࡀ࠸࡞࠸࠺ࠊ࠺ࡒ
༑ศ☜ㄆࢆࡋ࡚ࠊὀពࢆࡋ࡚࠶ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

47㸸15

⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋ㏆ᡤ࡛ຓࡅࢆồࡵ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠋࡅࡀࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㞄㏆ᡤ
࡛ຓࡅྜ࠺ࡇࡶࠊࡐࡦᛀࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉࠾ᖺ
ᐤࡾࡸᏊࡶࡉࢇࠊࡑࡋ࡚యࡢ⮬⏤࡞᪉ࡣ࠸ࡽࡗࡋࡷ
ࡽ࡞࠸ࠊ༑ศὀពࡋ࡚ࠊእ࡛ⓙࡉࢇຓࡅྜ࠸࡛ࠊᏳ
ࢆࡲࡎ➨୍☜ಖࡋ࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

47㸸36

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣᮾி㒔ᚰࠊᮾிࡢୖ✵ࡢ

୰⥅࣭㊊❧

ᵝᏊ࡛ࡍࠋඛ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠊఫᏯ⾤ࡢᾘⅆάືࡀ

༊ୖ✵

⥆࠸࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡛ࡣࠊ㆙どᗇࡽఏ
࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
15

47㸸48

⏨ᛶ㸸ࡣ࠸ࠊ㆙どᗇ࡛ࡍࠋグ⪅ࢡࣛࣈࡣᘓ≀ࡢ㸷㝵࠶

㆙どᗇグ⪅

ࡾࡲࡍࠋࡲࡎ⦪ᦂࢀࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲ

ࢡࣛࣈ

ࡋࡓࠋᦂࢀࡣᩘศ㛫⥆ࡁࡲࡋࡓࠋᘓ≀ࡢ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣ
ࡍ࡚Ṇࡲࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊయឤࡌࡿࠊẚ㍑ⓗࡁ࡞

୰⥅࣭㊊❧

వ㟈ࢆࡇࢀࡲ࡛㸳ᗘឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༊ୖ✵

48㸸09

⿕ᐖࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾிỤᮾ༊㟷ᾏ

(48㸸19)

ࡢᘓ⠏୰ࡢࣅࣝࡽฟⅆࡋࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡓࠊ༓௦⏣༊ẁ༡ࡢẁ㤋ࡢ࣮࡛࣍ࣝኳࡀⴠୗ

༗ᚋ㸱 41 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡋࠊࡅࡀேࡀከᩘฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᾘ㜵ࡀ⌧ሙ࡛ࡅࡀேࡢᡭ

ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

ᙜࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ⯪Ώࠊ㔩▼

ࡇࡢ࣮࡛࣍ࣝࡣほග㛵㐃ࡢᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷࠊභᡞ⏫ࠊᡞ⏫ࠊ㟷᳃༡㒊⏫ࠊ㝵

48㸸32

ᆅ㟈㏿ሗ

࡚࠸࡚ࠊᆅ㟈ᙜࠊ600 ேࡀ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ ୖ⏫ࠊ࠾࠸ࡽࡏ⏫ࠊᐑྂᕷࠊ┒ᒸᕷࠊⴱᕳ⏫ࠊᒾ

48㸸48

ࡲࡓࠊᮾிᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ㒔ෆ࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸱༙

ᡭ⏫ࠊἑᮧࠊඵᖭᖹᕷࠊⰼᕳᕷࠊୖᕷࠊ୍㛵

ࡲ࡛ᑡ࡞ࡃࡶ 10 ௳ࡢⅆࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

ᕷࠊᖹἨ⏫ࠊẼᕷࠊᾛ㇂⏫ࠊ⇃⏫ࠊ┿ᒸ⏫

࡛ࡍࠋ

㟈※ᆅࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉ 50km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.7

⿕ᐖࡢ≧ἣࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋ㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾி
Ụᮾ༊㟷ᾏࡢᘓ⠏୰ࡢࣅ࡛ࣝฟⅆࡋ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ༓௦⏣༊ෆ࠶ࡿẁ㤋ࡢ࣮࡛࣍ࣝኳ
ࡀⴠୗࡋࠊࡅࡀேࡀከᩘฟ࡚࠸ࡲࡍࠋẁ㤋࡛ࡣほග
㛵㐃ࡢᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊᆅ㟈ᙜࠊ600
ேࡀ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

49㸸17

ᮾிᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ㒔ෆ࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸱༙ࡲ࡛
ᑡ࡞ࡃࡶ 10 ௳ࡢⅆࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
㆙どᗇࡽࠊ௨ୖ࡛ࡍࠋ

15

49㸸26

ࢼ㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊබ⾗㟁ヰ

୰⥅࣭ᮾி

࡛ࡍࠊࡑࢀࡽᦠᖏ㟁ヰࡶࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸

ඵ⋤Ꮚ

࡚࠸ࡲࡍࡽࠊ⅏ᐖ⏝ࡢఏゝࢲࣖࣝ࡞ࢆࡈ⏝ࡍࡿ
ࡇࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ
49㸸37

ࡑࡋ࡚ࠊඛ㆙どᗇෆࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ⚄ዉᕝ┴
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ෆࡢ⿕ᐖࡢ≧ἣࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㆙ᐹ࡞ࡼࡾࡲࡍ
ࠊᶓ㥐๓ࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢሙࡢኳࡀⴠࡕࠊ10 ேࡀୗ
ᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᶓ㥐๓ࡢ࣎࢘ࣜࣥ
ࢢሙࡢኳࡀⴠࡕࠊ10 ேࡀୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⚄ዉᕝ┴ᗇࡢእቨࡀࡣࡀࢀⴠࡕ࡚࠸ࡿ
ࠊᶓᕷࡢ㹈㹐㛵ෆ㥐ࡢᒇ᰿ࡀᔂࢀⴠࡕ࡚࠸ࡿ࡞

15

50㸸07

ࠊከᩘࡢᘓ≀⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

୰⥅࣭⚄ዉ

ࡉࡽࠊከࡃࡢᆅᇦ࡛㟁ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ㟁ヰࡀ㠀ᖖ

ᕝỤࣀᓥ

ࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸࡚ࠊ୍㒊ࡢᆅᇦ࡛ 110
␒ࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⚄
ዉᕝ┴ෆࡣ㕲㐨ࡀ⥺㐠⾜Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠊ┴ෆࡢ㧗
㏿㐨㊰ࡶ⥺࡛㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

50㸸26

㖟ᗙࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᘓ≀ࡢ❆࢞ࣛࢫࡀࢀࡲࡋ࡚ࠊᆅ㠃
ࡇࡢ࢞ࣛࢫࡢ◚∦ࡀ㣕ࡧᩓࡗ࡚ⴠࡕ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ
ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸᭱ึᑡࡋࡎࡘࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࡔࢇࡔࢇࡔࢇࡔ
ࢇࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡑࢀࡀ㛗㛫࡛ࡍࡡࠋ࢞ࣛࢫࡢࢀࡿ㡢
ࡀࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇศࡽ࡞ࡗࡓ࡛ࡍࡡࠊࡣ࠸ࠋ

50㸸49

ዪᛶ㸸ࡇࡕࡽබᅬࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ♫ࡽṌ
࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺ࡓࡃࡉࢇேࡀ㑊㞴ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋከ
ࡃࡢேࡀࡇࡕࡽࡢබᅬ㑊㞴ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ዪᛶ㸸ᦂࢀࢆឤࡌࡓࡁࡣࢹࢫࢡ࠸࡚ࠊࡑࢀ࡛ࠊᦂࢀ
ࡀ⤖ᵓ᭱ึࡣ㍍ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࡎ࠸ࡪࢇ⥆࠸ࡓࡢ࡛ࠊ
⥆࠸࡚ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࢇ࡛ࠊࡑࢀ࡛ៃ࡚࡚ᮘࡢ୰…

15

51㸸19

ࢼ㸸ᮾி㒔ᚰࡢ࣏࣮ࣜࢺࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ

୰⥅࣭㒔ෆ

㇏⏣㸸ᦂࢀࡀࡲࡗ࡚እ࡛ࡿሙྜࡣࠊࡃࢀࡄࢀࡶᏳ

ୖ✵

☜ಖࢆ➨୍⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔࠊవ㟈ࡣ⥆ࡃྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㢌ࢆᏲࡿࡓࡵ࣓࣊ࣝࢵࢺࡸᗙᕸᅋࠊࡑࡋ
࡚ᖗᏊ࡞ࢆࡪࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣࢃ࡞
࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ㝵ẁࢆࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࢚ࣞ࣋
࣮ࢱ࣮ࡣࠊ㟁ࡸవ㟈࡛ᚋࡶ㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿᚰ㓄ࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋ㝵ẁ࡛ࡣࡺࡗࡃࡾୖࡾୗࡾࡋ࡚ࠊ㋃ࡳእࡋ࡚
ࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡃࢀࡄࢀࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
51㸸48

እ࡛ࡓࡽቯࢀࡓᘓ≀ࡸ⮬ື㈍ᶵࠊࣈࣟࢵࢡሟࡣ㏆
ᐤࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋษࢀ࡚ᆶࢀୗࡀࡗࡓ㟁⥺ࡣỴࡋ
࡚ゐࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㏆ᡤ࡛ຓࡅࢆồࡵ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺
ࠋࡅࡀࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠊࡑࡋ࡚㞄㏆ᡤ࡛ྜ࠺ࡇࡶᛀࢀ
࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡅࡀࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺
ࠋࡈᐙ᪘ࡢ☜ㄆࡶ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

15

52㸸09

ࢼ㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣ㒔ෆࡢୖ✵ࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊ࠾ࡑ
ࡽࡃ㒔ෆࡽᮾி‴ࢆࡣࡉࢇ࡛ᑐᓊ࡛ࡍࠋ࠾ࡑࡽࡃ༓ⴥ
┴᪉㠃ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊඛ↮ࠊࡑࢀࡽ⅖ࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᮾி㒔ࡶࠊࡇࡢ⏬࡛ゝ࠸ࡲࡍ
ὠἼ㆙ሗࠊࡶࡋࡃࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி‴ࠊ‴
ᓊ୍యࢆୖ✵ࡽࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࣊ࣜࢥ
ࣉࢱ࣮ࡀ࠸ࡿࡢࡀᮾிࡸᇸ⋢࠶ࡓࡾࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᮾி
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‴ࢆࡣࡉࢇ࡛ᑐᓊ࡛ࡍࠊྥࡇ࠺ࠊ༓ⴥ┴ࡢ࠶ࡓࡾࡽ㯮
࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

52㸸40

ࡑࡋ࡚ࠊ࠶࠶ࠊᾏ㏆࠸ࡇࢁ࡛ࡣ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾࡣ‴ᓊᆅᇦࡢࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࠊ
Ꮫࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺ࡞ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
ᑜᖖ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡢ⅖ࡀୖࡀࡾࡲࡋ࡚ࠊ┿ࡗ㯮࡞↮ࡀ❧ࡕ
ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᾏࢆ㉺࠼ࡲࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ

52㸸59

ࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡛ࡍࡽᦠᖏ㟁ヰࠊ⌧ᅾࡘ࡞ࡀࡾ
ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊᦠᖏ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡈ⤂ࡋࡲࡍࠋ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔࠊ㹟㹳ࠊ
ࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡢᦠᖏ㟁ヰྛ♫ࡀࠊᏳྰሗࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ
⅏ᐖఏゝᯈࡢタ⨨ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᦠᖏ㟁ヰྛ♫ࡀࠊᏳྰ
ሗࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⅏ᐖఏゝᯈࡢタ⨨ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᏳྰ
ሗࡢⓏ㘓ࡸ☜ㄆࢆࠊᦠᖏ㟁ヰࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡸࣃࢯࢥ
ࣥࡽ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ㟁ヰࡀ㏻ࡌ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࡽࠊᏳྰሗࡢⓏ㘓ࡸ☜ㄆࢆࠊᦠᖏ㟁ヰࡢࢺࢵࣉ࣌
࣮ࢪࡸࣃࢯࢥࣥࡽ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
Ᏻྰሗࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⅏ᐖఏゝᯈࢆࠊ࠺ࡒࡈ⏝ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ

15

53㸸47

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࡢሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏ

୰⥅࣭ᐑᇛ

㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊࡛ࠊὠἼࡢ฿㐩ࡢ᥎

┴ࣨ⏫

ࡀ㸱㹫ணࡉ

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪤฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ

ከ⪺ᒣ

ࡇࡇ࡛ࡣ㸱㹫ࡢண࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ
୰㒊࡛ࡣ᪤ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ᥎
࡛ࡣ㸴㹫ࡢண࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏ㐨ኴᖹ
ὒἢᓊす㒊ࠊ༗ᚋ㸱 40 ศ฿㐩࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢ࠺࡛ࡣ㸲㹫ࡢண࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡓࡔࡋࠊ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣ㛫ࡢࡎࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑
ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
54㸸27

ࡉࡽࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ࡛ࡣὠἼࡢ฿㐩ࢆ☜ㄆࡋ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡣ 10㹫௨ୖࡢண࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ๓ᚋࡶࡉࡽὠἼࡀくࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

54㸸42

ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴࡛ࡶὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆࡋ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽ࡛ࡶ 10㹫௨ୖࡢண࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋ

15

54㸸51

ࢼ㸸ࡇࢀࡣ⚟ᓥ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⃭ࡋ࠸⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᾘⅆάືࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㹔㹒㹐࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ᾘⅆჾ࡛ᾘⅆάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊఱ㓄㟁┙࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠊఱⅆࡀ྿ࡁฟࡿࡼ࠺⅖ࡀࡇࡢ❆ࡢ࠶ࡓࡾࠊ
᱁Ꮚࢆ✺ࡁ◚ࡾࡲࡋ࡚ࠋ

55㸸07

࠶ࠊ㒆ᒣ࡛ࡍࡡࠊࡇࡕࡽࡣ㒆ᒣࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㧗࠸ᘓ≀ࡢ

୰⥅࣭㒆ᒣ

⨨ࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ▐㛫ࡢᵝᏊࢆࡽ࠼

ᕷෆ

࡚࠸ࡲࡍࠋ㒆ᒣᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡶὠἼ㆙ሗ
ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠊࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
55㸸21

ࡑࢀࡽࠊ⅏ᐖ⏝ࡢఏゝࢲࣖࣝࠊఏゝᯈࢲࣖࣝࡢ
⏝ࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋᦠᖏ㟁ヰࡀ㏻ࡌ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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⅏ᐖ⏝ࡢఏゝᯈࢆࠊ࠺ࡒࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

55㸸33

㇏⏣㸸ᦂࢀࡀࡲࡗ࡚ࡶࠊ࠺ࡒእฟࡿࡁࡣ㢌ࢆᏲ
ࡿࡓࡵ࣓࣊ࣝࢵࢺ࡛ࡍᗙᕸᅋࠊᖗᏊ࡞ࢆࡐࡦ

୰⥅࣭㒔ෆ

ࡪࡗ࡚ࠊ㌟ࡢᏳࢆ➨୍⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔࠊవ㟈

ୖ✵

ࡀ㉳ࡁࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

55㸸48

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡍࡡࠋ༓ⴥ┴ࡢ⯙࡛

୰⥅࣭༓ⴥ

ࡍࡡࠋᮾி‴ࢆୖ✵ࡽࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᮾ

ୖ✵

ிࡶὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
55㸸57

᭱ึࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽࠊ᪤㸯㛫 10 ศࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡁ࡞ᦂࢀࡀ㸰ᗘ⥆ࡁࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴Ἀࢆ㟈※ࡍ
ࡿᆅ㟈ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ࠶㸱 15 ศⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓⲈᇛ
┴Ἀࢆ㟈※ࡍࡿࡁ࡞ᆅ㟈ࠊࡇࡢࡘࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

56㸸16

ᮾிࢹࢬࢽ࣮ࣜࢰ࣮ࢺࡢ㥔㌴ሙ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣᾮ≧
࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㥔㌴ሙࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋỈࢆ
ࡪࡗࡓ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡲࡗ࡚࠸ࡿ㌴ࡢ࠶ࡓࡾࡀỈᾐ
ࡋࠊᑕࡋ࡚ࠊỿࢇ࡛࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

15

56㸸33

㇏⏣㸸ඛሗࡀࠊ༓ⴥ┴ࡢ༑㔛࣭እᡣ࡛ࡣὠἼ
฿㐩ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋඛࡢ
ண࡛ࡣ 10㹫௨ୖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢὠἼ࠺
ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊ㠀ᖖ༴㝤࡞≧ែࡣ⥆࠸࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

56㸸48

ࢼ㸸ࡇࢀࡔࡅከࡃࡢ㌴ࡀ㥔㌴ሙࡵ࡚࠸ࡿ࠺ࡇ
ࡣࠊࢹࢬࢽ࣮ࣜࢰ࣮ࢺࡢ୰ࡶከࡃࡢேࡀゼࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

56㸸55

ࡑࡋ࡚ࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀࠊὠἼࡢᙳ㡪ࡼࡿࡶ
ࡢ࡞ࡢᾮ≧ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢࡣศࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡁ
ࡃᗈ࠸⠊ᅖ࡛Ỉࢆࡪࡗࡓ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡇࡢ㎶୍యࡀ
ఱỿࡳ㎸ࡴࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛Ỉᾐࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊࡈ
ぴࡢᫎീ࡛ࡍࠋᾐࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ
୍యࡀࠊఱỿࡳ㎸ࡴࡼ࠺Ỉࢆࡪࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧
ἣ࡛ࡍࠋ

15

57㸸16

㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊ᪂ࡋ࠸ሗ࡛ࡍࠊ㒔ෆ࡛ࡣᕝࡀỏ
℃ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᕝࡣ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

57㸸24

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣࢹࢬࢽ࣮ࣜࢰ࣮ࢺࡢ୰ࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊ

(57㸸25)

ேࠎࡀ❧ࡕṆࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ❧ࡕṆࡲࡗ࡚ࠊ㌟ࢆᐤࡏ

㹌㹌㹌ὠἼ㏿ሗ

ྜࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༗ᚋ㸱 55 ศࡲ࡛ほ

㇏⏣㸸ⴠୗ≀ࡀ࡞࠸ࡇࢁ࡛ࠊࡁࡕࢇ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖ

⚟ᓥ┦㤿 ༗ᚋ㸱 50 ศ ᭱Ἴ 7.3m ௨ୖ

ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ࡛ࡍࡡࠋ

ⲈᇛὙ ༗ᚋ㸱 43 ศ ᭱Ἴ 3.9m

ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡈぴࡢࡼ࠺ࠊᗈ࠸ࡇࢁ࡛ᗙࡗ࡚

㟷᳃ඵᡞ ༗ᚋ㸱 51 ศ ᭱Ἴ 2.3m

57㸸32

15

57㸸43

ὠἼ㏿ሗ
ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

㌟ࢆᐤࡏྜ࠸࡞ࡀࡽࠋ

ᾏ㐨ᾆἙ ༗ᚋ㸱 47 ศ ᭱Ἴ 2.1m

⚟ᓥࡢ┦㤿᭱Ἴ 7.3㹫ࡢὠἼࢆࠊࡇࢀࡣࠊほ

ඵᓥඵ㔜᰿ ༗ᚋ㸱 48 ศ ᭱Ἴ 1.4m

୰⥅࣭ᮾி

ࡋࡓࠋⲈᇛࡢὙࡶ᭱Ἴ 3.3㹫ࢆ㉺࠼ࡿὠἼࠊඵᡞ

ඵᓥ⚄‖ ༗ᚋ㸱 45 ศ ᭱Ἴ 1.2m

ࢹࢬࢽ࣮

ࡀ 2.3㹫࡛ࡍࠋ᭱Ἴࠊ୍␒ࡁ࡞Ἴࠊࡈぴࡢࡼ࠺㸰

⚄ዉᕝᑠ⏣ཎ ༗ᚋ㸱 48 ศ ᭱Ἴ 0.9m

ࣜࢰ࣮ࢺୖ

㹫ࠊ㸱㹫ࢆ㉺࠼ࡿὠἼࡀ᪥ᮏࡢྛᆅࢆくࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ༑

㟷᳃ࡴࡘᕷ㛵᰿ ༗ᚋ㸱 51 ศ ᭱Ἴ 0.8m

✵

ࡋࡲ
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15

58㸸14

58㸸27

ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋἙཱྀࡣࠊࡑࡋ࡚ᾏᓊࡣ㏆࡙

ᾏ㐨୰⏫㟝ከኵ

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࢀࡽࠊඛ㆙どᗇࡢⓎ⾲࠶ࡾ

୕Ꮿᓥ㜿ྂ ༗ᚋ㸱 39 ศ ᭱Ἴ 0.6m

༗ᚋ㸱 50 ศ ᭱Ἴ 0.8m

ࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊᕝࡶ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᆅ┙ࡀ⦆

ᾏ㐨ⓑ⪁

ࢇ࡛࠸࡚ࠊᕝࡀỴቯࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᾏ㐨Ɫᑠ∾す

༗ᚋ㸱 40 ศ ➨ 1 Ἴ 0.6m ᘬ
༗ᚋ㸱 37 ศ ➨㸯Ἴ㧗ࡉ᫂

㇏⏣㸸ࡲࡓࠊཎᏊຊಖᏳ㝔ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾࠊ ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

㛵ᮾᇦ࡛ 400 㸴༓௳ࡢ㟁ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㛵

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ᮾᇦ࡛ 400 㸴༓௳ࡢ㟁ࠊ㛵ᮾᇦ࡛㟁ࡀ☜ㄆࡉ

ᚋࠊὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽ

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢀࡲࡍ

ࢼ㸸ࡲࡓࠊవ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱ึࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ

ࡋ࡚ࡽ㸯㛫 13 ศࡀ⤒㐣ࡋࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡲࡓࠊ

῝ࡉ 10  ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9

ᮾிࡢ᪂ᶫࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡶ⦪ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀࠋࡲࡶ࡞ࡃࠊẼ㇟ᗇࡢ
ሗࡀධࡗ࡚ཧࡾࡲࡍࠋධࡾḟ➨ࠊࡇࡕࡽࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲ
ࡍࠋ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࡶࠊᮾிࢹࢬࢽ
࣮ࣜࢰ࣮ࢺࡢ࠶ࡓࡾࡶ…ࠋ
15

58㸸49

࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡢኚ᭦ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ

୰⥅࣭༓ⴥ

ࢻࡢኚ᭦ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᮏ㟈

ୖ✵

ࡀࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9 ࡽ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ኚ᭦
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᮏ㟈ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ
ࡀ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ኚ᭦ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
59㸸10

ࡘ࡚⤒㦂ࡋࡓࡇࡢ࡞࠸つᶍࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ༗ᚋ㸱 40 ศ⌧ᅾࠊᮾ㟁ຊࡣᆅ㟈┤ᚋࡽ
ᒾᡭ┴ෆᇦ࡛㟁࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

(59㸸22)

ࢹࢬࢽ࣮ࣜࢰ࣮ࢺୖ✵ࡽ㥔㌴ሙࡢᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡲ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡍࡀࠊື࠸࡚࠸ࡿ㌴ࡣࢇ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ ༗ᚋ 3  57 ศ㡭ࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

59㸸34

15

59㸸39

ⓙࡉࢇࡣᗈ࠸ሙᡤ࡛ᚅᶵࡋ࡚㌟ࢆᐤࡏྜࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ

ࡲࡋࡓ

ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ༓ⴥᮾ㒊

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣᒾᡭ┴ࡢᐑྂࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ

㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊

࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༓ⴥす㒊

᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋẼᕷࡢᾘ㜵ᮏ㒊ࡼ

ὠἼሗࠊྛᆅࡢヲࡋ࠸㟈ᗘ࡞ࡣሗࡀධࡾḟ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡾࡲࡍࠊ₻ࡢ₻ࡀᘬ࠸࡚࠸ࡿࠊᾏࡢ₻ࡀᘬ࠸࡚

➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍ

┴ࣨ⏫

࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⏫୰ࡢேࠎࡀ⥆ࠎ

ከ⪺ᒣ

㧗ྎྥࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋẼᕷ࡛ࠊ㜵
⅏↓⥺࡞࡛㑊㞴່࿌ࢆࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
59㸸59

㇏⏣㸸ࡲࡓࠊ㛵ᮾྛᆅ࡛వ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽὠ
Ἴሗࡀධࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ࠶ࡶ
༑ศ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㛵ᮾྛᆅ࡛㟈ᗘ㸱ࠊ㸲つᶍࡢ
వ㟈ࡀ⌧ᅾࡶ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡃࢀࡄࢀࡶࡇࡢ࠶ࡢ
⾜ືࡶ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

00㸸14

ࢼ㸸ࡇࢀࡣ㣕⾜ሙ࡛ࡍࡡࠋ⩚⏣࡛ࡋࡻ࠺ࠊ୍▐ᫎ
ࡾࡲࡋࡓࠋ㣕⾜ሙ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࡕࡽࡢᫎീ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࢡ࣮ࣞࣥ㌴ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᗈ࠸ࠊ㉮㊰࡛ࡋࡻ࠺ࠋ༓ⴥ
ୖ✵࡛ࡍࠋ༓ⴥୖ✵ࡢᫎീ࡛ࡍࠋඛ୍▐ࠊࢱࣛࢵࣉ

୰⥅࣭༓ⴥ

ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀぢ࠼ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ༓ⴥୖ✵ࡢᫎീ

ୖ✵

࡛ࡍࠋሗࡀධࡾḟ➨ࠊ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
16

00㸸34

㇏⏣㸸ὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡀὠἼࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾏ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕝ࡛ࡶỏ℃༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏ
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ࡽᕝỈࡀධࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋᾏࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕝࡢỏ℃ࡶ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀ
ࡀࡲࡗ࡚ࡶࠊ࠺ࡒⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡔࠊవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
16

00㸸55

ࢼ㸸ࡇࡢ༓ⴥ࡛ࡍᮾிࡣᾏᢤࢮ࣓࣮ࣟࢺࣝᆅᖏ
ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ㠀ᖖᆅ┙ࡀᙅ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᾏ
ࡽࡢὠἼࡢ㆙ᡄࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅ┙ࡀ⦆ࢇ࡛࠸ࡿࡇ
ࠊࡑࡋ࡚ᕝࡢỏ℃ࡶὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

01㸸08

⩚⏣✵

ࡽᮾி‴ࢆ㉺࠼ࡲࡋ࡚ᑐᓊࠊ༓ⴥ┴ࡢᕷཎᕷ

㏆ࡔᛮࢃࢀࡲࡍࡀࠊ↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி‴ࢆ
㉺࠼ࡲࡋ࡚ࠊ↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⃭ࡋࡃ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
16

01㸸21

ࡉ࡚ࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣ⩚⏣✵

ࡽࡢᫎീ࡛ࡍ

ࡀࠊࡑࡢ⩚⏣ࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
⩚⏣✵

୰⥅࣭⩚⏣
✵

࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽࡍ࡚ࡢ㣕⾜ᶵࡢ㞳

㝣ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ╔㝣ࡣ 15  40 ศ㛤ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ⩚⏣✵

ࡣᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽࡍ࡚ࡢ㣕⾜ᶵࡢ

㞳㝣ࠊฟⓎࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ╔㝣ࡣ 15  40 ศࠊ
ࡽ 20 ศ๓㛤ࡋࡲࡋࡓࠋ
01㸸48

ࡲࡓࠊ㉮㊰㸲ᮏࡢ࠺ࡕࠊ㸰ᮏࡀ⏝࡛ࡁࡿ≧ែࡔ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㉮㊰㸲ᮏࡢ࠺ࡕࠊ㸰ᮏࡀ⏝࡛ࡁࡿ≧ែ
ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡲࡶ࡞ࡃࠊⳢ⥲⌮ࡢぢࡶ⾜ࢃࢀࡲࡍࡋࠊẼ㇟ᗇࡶぢ
ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡛ࡍࠋẼ㇟ᗇࡢぢ࡛ࡍࠋ

16

02㸸09

ᶓᒣ㸸ࡣ࠸ࠊᆅ㟈ὠἼ┘どㄢ㛗ࡢᶓᒣ࡛ࡍࠊࡼࢁࡋࡃ࠾

୰⥅࣭Ẽ㇟

㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡲࡎ᭱ึࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠ

ᗇ

ἼࡢὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢ

୰⥅࣭༓ⴥ

ᓊ୰㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊᒾ

ୖ✵

ᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ
ఀ㇋ㅖᓥࠋ
02㸸33

ࡇࢀࡽࡢᆅᇦὠἼࡢὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊఫ
Ẹࡢ᪉ࡣ㧗࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗
࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡶὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠊࡲࡔ᮶࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡶࡇࢀࡽࡉࡽࡁ
࡞ὠἼࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⤯ᑐᡠࡽ࡞࠸࡛
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㧗࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋࡓࡲࡲࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴
ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣ⤯ᑐᡠࡽ
࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

03㸸05

ࡑࢀࡽࠊὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ࡽἈ⦖ᆅ᪉ࡲ࡛ࠊኴᖹὒ
ἢᓊ୰ᚰฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘࡁ
ࡲࡋ࡚ࡶࠊ㧗࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴ᡤ
࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔࡇࢀࡽࡁ࡞ὠἼࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

03㸸32

ᅇࡢᆅ㟈ࡣ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊὠἼࡢ⥆ࡃ
㛫ࡶ࡞ࡾ㛗ࡃ࡞ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍ
ࡢ࡛ࠊ㑊㞴ࢆ⥆ࡅࡿࡼ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

03㸸47

ࡑࢀࡽࠊὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᾏᓊ
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ࡽ㞳ࢀ࡚ᾏࡢ࠺⾜࡞࠸ࠊ㏆࡙࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
16

03㸸55

ࡑࢀࡽࠊᙉ࠸ᦂࢀࡀ࠶ࡗࡓᆅᇦࡘࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊᚋ
వ㟈ࡼࡿᙉ࠸ᦂࢀࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᙉ࠸ᦂࢀ
㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡋࡓࡢ
࡛ࠊవ㟈ࡶࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
༑ศᦂࢀࡘ࠸࡚ࡶ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

16

04㸸20

⥆ࡅ࡚ࠊᅇࡢᆅ㟈ࡢᴫἣࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋᆅ㟈
ࡢⓎ⏕᪥࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᮏ᪥ 11 ᪥ 14  46 ศ㡭࡛ࡍࠋ
࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4ࠊࡇࢀࡣᬻᐃ್࡛ࡍࡅࡶࠊඛ
⢭ᰝࡋࡓ⤖ᯝ 8.4 ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

04㸸43

ࡑࢀࡽࠊᆅ㟈ࡢⓎ⏕ሙᡤ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣᆅ㟈ࡢ
◚ቯ㛤ጞᆅⅬ࠸࠺ࡇ࡛Ỵࡋ࡚ࡑࡇࡢࣆ࣏ࣥࣥࢺ
ࡔࡅࡀቯࢀࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᮾᆅ᪉ࡢἈࡽ㛵ᮾᆅ
᪉ࡢἈྜࡲ࡛࡞ࡾᆅ㟈ࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡢ࡛ࠊ
࡞ࡾࡢ◚ቯᇦࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋ

05㸸17

◚ቯ㛤ጞᆅⅬࡣ୕㝣Ἀࠊ∻㮵༙ᓥࡢᮾ༡ᮾ⣙ 30km ㏆
࡛ࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ 10kmࠊࡇࢀࡣ㏿ሗ್࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ 10km ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ
ࡽࠊⓎᶵᵓ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊすすࠊᮾ༡ᮾ᪉ྥᅽ
ຊ㍈ࢆࡶࡘ㏫᩿ᒙᆺ࡛ࡍࠋ

05㸸44

ほ

ࡉࢀࡲࡋࡓ㟈ᗘ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㟈ᗘ㸵ࡀほ

ࡢࡀᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷࠊࡑࢀࡽ㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡉࢀࡓ
ࡋࡓࡢࡀ

ᐑᇛ┴ࡢᾛ㇂⏫ࠊⓏ⡿ᕷࠊᓮᕷࠊྡྲྀᕷ࡞ࠊᐑᇛ┴ࠊ
⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊᰣᮌ┴ࡢ㸲┴ 28 ᕷ⏫ᮧ࡛㟈ᗘ㸴ᙉࢆ
ほ

ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰᾏ㐨

ࡽᕞᆅ᪉ࡅ࡚ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࡽ㟈ᗘ㸯ࢆほ

ࡋ࡚

࠾ࡾࡲࡍࠋ
16

06㸸27

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡣඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓ㏻
ࡾ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊὠἼࡢὠἼ㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ
ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊ࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊ㝣ዟ‴ࠊ༓
ⴥ┴ෆᡣࠊᮾி‴ෆ‴ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ
㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴እᾏࠊఀໃ࣭୕Ἑ‴ࠊ୕㔜┴༡㒊ࠊῐ㊰
ᓥ༡㒊ࠊḷᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊឡ▱┴Ᏹᾏἢᓊࠊ㧗▱┴ࠊ
ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊࠊᐑᓮ┴ࠊ㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊ࠊ✀Ꮚᓥ࣭
ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾ㅖᓥࠊࢺ࢝ࣛิᓥࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊ
ᮾᓥᆅ᪉ࠊᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉࡛ࡍࠋ

07㸸31

ࡑࢀࡽࠊὠἼὀពሗࢆⓎ⾲ࡋࡓᆅᇦࡀ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢ
ᓊࠊ㜰ᗓࠊරᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊࠊᒸᒣ┴ࠊ㤶ᕝ┴ࠊឡ
┴ࠊឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ࡛ࡍࡡࠊ᭷࣭᫂ඵ௦ᾏࠊ㛗ᓮ
┴す᪉ࠊ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊࠊศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊࠊ㮵ඣ
ᓥ┴す㒊ࠊ௨ୖ࡛ࡍࠋ

16

08㸸03

ὠἼࡢほ
ࡿࡶࡢࡀほ

≧ἣ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ᭱ࡢ㧗ࡉ࡛㸲㹫ࢆ㉺࠼
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ୍㒊ᆅᇦ࡛㟁

ࠊࡑࢀࡽ㏻ಙᅇ⥺ࡢษ᩿➼ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚Ḟ

࡞

ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᐇ㝿฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿὠἼࡀศࡽ࡞࠸
࠸࠺ᆅᇦࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

- 114 -

16

08㸸34

ࡓࡔࠊ10㹫௨ୖ࠸࠺ὠἼࡢὠἼ㆙ሗࢆฟࡋ࡚࠸ࡿᆅ
ᇦࡣ 10㹫௨ୖࢆண

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ

┦ᙜ㧗࠸ὠἼࡀ⌧ᅾ᮶࡚࠸ࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋ༑ศࠊ
㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
08㸸51

ࡑࢀࡽࠊవ㟈άືࡢ≧ἣ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊከᩘࡢవ㟈ࡀ
ほ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊవ㟈ࡀ࡞ࡾ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡲ

ࡍࡢ࡛㠀ᖖศ㞳ࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛⌧ᅾఱᅇ
࠸࠺ࡇࡣ⏦ࡋୖࡆࡽࢀࡲࡏࢇࡀࠊ⌧ᅾࡶᘬࡁ⥆ࡁవ㟈
άືࡀάⓎ࡞≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓᙉ࠸ᦂࢀᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

09㸸22

ࡑࢀࡽࠊࡇࡢᆅ㟈ᑐࡋ࡚ࠊᆅ㟈ࡢ᳨▱ᚋ 8.6 ⛊ᚋ

(9㸸30)

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡢ㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡣ㈨ᩱ࡛ࡈ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

ㄝ᫂ࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠋ

༗ᚋ㸲㸶ศࠊẼ㇟ᗇࡣὠἼ㛵㐃ࡢ㏣ຍ࣭ኚ᭦ࢆ

ࢼ㸸⌧ᅾࡢᫎീࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡢࡣࠊࡇࢀࡣ

Ⓨ⾲

༓ⴥ┴ࡢ⿕ᐖ࡛ࡍࠋ༓ⴥᕷᾘ㜵ᒁࡼࡾࡲࡍࠊ୰ኸ༊

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ᕝᓮ⏫࠶ࡾࡲࡍ㹈㹄㹃ࢣ࣑࡛࢝ࣝⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸

㮵ඣᓥす㒊

ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ༓ⴥᕷࡢⰼぢᕝ༊㛗స⏫࠶

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼὀពሗࡽኚ᭦㸧

ࡿ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣᘓ≀ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋⱝⴥ༊ࡢከ

ศ℩ᡞෆᾏἢᓊ

㒊⏣➨୍බᅬ㏆࡛ࡶࠊᘓ≀ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

ࡇ࡛ࡍࠋ

ᑠ➟ཎㅖᓥ

༓ⴥࡢୖ✵ࡽࡢ⌧ᅾࡢᫎീࢆᫎࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

࠸࢞ࢫࡢ࡛ࡍࡡࠊᐜჾࡢ୰ࡣࣈࢱࣥ࢞ࢫ࠸࠺㠀ᖖ

㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

Ⓨᛶࡢ㧗࠸࢞ࢫࡀධࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᘬⅆࡍࡿྍ⬟ᛶ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

ࡶ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ḷᒣ┴

㇏⏣㸸ࡲࡓࠊὠἼ㆙ሗࡀὠἼ㆙ሗኚ᭦࡞ࡗ࡚࠸ࡲ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

ࡍࡢ࡛ࠊᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ᪉ࡣ༑ศࡈὀពࡃࡔ

ᚨᓥ┴

ࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࠊὀពሗࠊฟ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋẼ㇟

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

ᗇࡣὠἼ㛵㐃ࡢኚ᭦ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༓ⴥෆᡣ

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ㟷

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

᳃ኴᖹὒἢᓊࠊⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ༑㔛࣭እᡣࠊᾏ㐨ኴ

┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ

ᖹὒ୰㒊ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹὒᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒ

ὠἼ㆙ሗ㸦ὠἼ㆙ሗࡽኚ᭦㸧

す㒊࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗኚ᭦࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศ

㟼ᒸ┴

ࠊᾏࡢ㏆ࡃ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ᒣᙧ┴ ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 0.5m ண

ὠἼ㆙ሗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣឡ▱እᾏࠊ୕㔜༡㒊ࠊᮾி‴

ὠἼὀពሗ㸸⛅⏣┴ ༗ᚋ㸳㸮ศ 0.5m ண

ෆ‴ࠊ㝣ዟ‴ࠊ㧗▱┴ࠊఀໃ࣭୕Ἑ‴ࠊᾏ㐨᪥ᮏᾏ༡

ὠἼὀពሗ㸸᪂₲ୖ୰ୗ㉺ ༗ᚋ㸳 30 ศ 0.5m ண

09㸸52

10㸸14

16

10㸸27

10㸸43

11㸸08

ὠἼሗ

㒊ࠊῐ㊰ᓥ༡㒊ࠊᐑᇛ┴ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾࣭ 

16

11㸸49

ࢺ࢝ࣛࠊ㮵ඣᓥᮾ㒊ࠊឡᏱᾏἢᓊࠊศ㇏ᚋỈ㐨ἢ

ὠἼὀពሗ㸸ᒣᙧ┴ ༗ᚋ㸳 30 ศ 0.5m ண

ᓊࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉࡞ࠊྛᆅ

ὠἼὀពሗ㸸▼ᕝ⬟Ⓩ㸸༗ᚋ㸳 30 ศ 0.5m ண

୰⥅࣭ᮾி

ὠἼ㆙ሗࡸὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ

ὠἼὀពሗ㸸ᒣཱྀ℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸶 10 ศ

᪂ᶫ

࠸ࠋ

0.5m ண

ࢼ㸸Ẽ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱 55 ศࡲ࡛ほ

ὠἼὀពሗ㸸ᗈᓥ┴ ༗ᚋ㸷㸮ศ 0.5m ண

ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡢ┦㤿

ὠἼὀពሗ㸸బΏ ༗ᚋ 10  30 ศ 0.5m ண

࡛ࡣ༗ᚋ㸱 50 ศ᭱Ἴ 7.3㹫௨ୖࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼࡛

ὠἼ࣭ὠἼ㆙ሗࡢἢᓊ࡛ࡣ┤ࡕᏳ࡞ሙᡤ

ࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ᭱Ἴ 4.1㹫௨ୖࠊᒾᡭ┴ࡢᐑ࡛ྂࡣ

㑊㞴ࡋ࡚ୗࡉ࠸

༗ᚋ㸱 21 ศ᭱Ἴ㸲㹫௨ୖࠊⲈᇛ┴ࡢὙ࡛ࡣ༗
(11㸸55)

ᚋ㸱 43 ศ᭱Ἴ 3.9㹫ࠊᾏ㐨ࡢ࠼ࡾࡶ⏫࡛ࡣᚋ㸱

㹌㹌㹌ὠἼሗ

 44 ศ᭱Ἴ 3.5㹫ࠊᐑᇛ┴ࡢ▼ᕳᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱

༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
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ὠἼሗ

16

12㸸37

20 ศ᭱Ἴ 3.3㹫௨ୖࠊᒾᡭ┴ࡢ⯪Ώ࡛ࡣ༗ᚋ㸱

ὠἼ฿㐩ண้ண㧗ࡉ

15 ศ᭱Ἴ 3.2㹫௨ୖࠋ௨ୖࠊ㸱㹫௨ୖὠἼࢆほ

ᑠ➟ཎㅖᓥ㸦฿㐩᥎

ࡋ

ࡓᆅⅬࡀࠊኴᖹὒഃࢆ୰ᚰከࡃ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ண

༓ⴥ┴ࡢୖ✵ࠊ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺ࡞ࡀከࡃ୪ࢇ࡛࠾ࡾ

㟷᳃᪥ᮏᾏἢᓊ㸦฿㐩᥎

ࡲࡍࠊ༓ⴥ┴ࡢᕷཎᕷࡢୖ✵࡛ࡍࠋ㞄ࡣ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ

m ண

࣮ࢺࡢ࢞ࢫࢆ‶ࡋࡓࡼ࠺࡞ࢱࣥࢡ࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ ḷᒣ┴㸦฿㐩᥎

12㸸55

13㸸13

13㸸36

16

13㸸45

㸧 ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 㸲 m

㸧 ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 㸱

ୖ✵
㸧 ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 㸱m ண

࠶ࡢ୰ࡣࣛࢱ࣮࡞ࢃࢀࡿࣈࢱࣥ࢞ࢫࡀሸ



ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ᮾி‴ෆ‴㸦฿㐩᥎

㸧 ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 㸰 m

ኴᖹὒഃࢆ୰ᚰὠἼ㆙ሗࡢ⠊ᅖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ ண
㛵ᮾࡲ࡛ࡣࠊඛࡲ࡛ࡣὠἼ㆙ሗ࡛␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛

ឡ▱እᾏ㸦฿㐩᥎

ࡍࡀࠊⲈᇛ┴ࡢἈྜ࡛㸱 15 ศ㉳ࡁࡲࡋࡓ࣐ࢢࢽࢳ



࣮ࣗࢻ 7.4 ࡢᆅ㟈ࡽࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡶὠἼ㆙ሗኚࢃࡾ

୕㔜༡㒊㸦฿㐩᥎

ࡲࡋࡓࠋ



㸧 ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 㸰m ண

㸧 ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 㸰m ண

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣᐑᇛ┴ࡢᕝ࡛ࡋࡻ࠺ࠊᾏ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ ὠἼὀពሗ㸸ᒣᙧ┴ ࡍ࡛ὠἼ฿㐩 0.5m ண
ᾏࡢࠊࣨ⏫࠸࠺ሙᡤ࡛ࡍࡀࠊᘓ≀ࡢࡍࡄࡑࡤ࡛ࡣ

ᚨᓥ┴㸦㧗ࡃኚ᭦㸧 ༗ᚋ㸲 40 ศ 㸱m ண

㠀ᖖᕝᖜࡢᗈ࠸ࡼ࠺࡞ࡁ࡞ᕝぢ࠼ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ

ᐑᓮ┴㸦㧗ࡃኚ᭦㸧 ༗ᚋ㸳㸮ศ 㸰m ண

ᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓỈࡢὶࢀࡔᛮࢃࢀࡲࡍࠋᾏࡸᕝ

ὠἼὀពሗ㸸⛅⏣┴ ༗ᚋ㸳㸮ศ 0.5m ண

ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡸᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙

㮵ඣᓥᮾ㒊㸦㧗ࡃኚ᭦㸧 ༗ᚋ㸳 10 ศ 㸰m ண

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉㸦㧗ࡃኚ᭦㸧 ༗ᚋ㸳 10 ศ 㸰

㇏⏣㸸ᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣࠊ┤ࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ m ண
ᾏࡽ㞳ࢀࡓ㧗ྎࡸࠊ㡹࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞㏨ࡆ

⨾࣭ࢺ࢝ࣛ㸦㧗ࡃኚ᭦㸧༗ᚋ㸳 10 ศ 㸰m ண

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ



ࢼ㸸⚄ዉᕝ┴ࡢ㙊ᕷෆ࡛ࠊᕝࡢỈࡀᘬ࠸࡚࠸ࡿ࠸

㮵ඣᓥす㒊㸦㧗ࡃኚ᭦㸧 ༗ᚋ㸳 20 ศ 㸯m ண

୰⥅࣭ᐑᇛ

࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢ㙊ᕷෆ࡛ࠊᕝࡢỈࡀᘬ࠸࡚࠸

ὠἼὀពሗ㸸᪂₲ୖ୰ୗ㉺ ༗ᚋ㸳 30 ศ 0.5m ண

┴ࣨ⏫

ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋὠἼࡢᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᕝࡽࠊ 

14㸸01

14㸸19

14㸸41

16

୰⥅࣭༓ⴥ

ࡑࡋ࡚ᾏࡽ༑ศ㊥㞳ࢆࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢ

ὠἼὀពሗ㸸ᐩᒣ┴ ༗ᚋ㸳 30 ศ 0.5m ண

㙊ᕷෆ࡛ࠊᕝࡢỈࡀᘬ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ㸸▼ᕝ⬟Ⓩ ༗ᚋ㸳 30 ศ 0.5m ண

㇏⏣㸸ࡲࡓࠊὠἼࡸᕝࡢỏ℃ࡣࠊ㝣ୖࡀࡗ࡚ࡽࡶᘓ

ศ℩ᡞෆᾏἢᓊ㸦㧗ࡃኚ᭦㸧 ༗ᚋ㸳 50 ศ 㸯

≀ࡸ㌴ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆࡁࡃࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ୍้ࡶ᪩

m ண

ࡃࡑ࠺࠸ࡗࡓỈࡢ᮶࡞࠸ሙᡤ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉ᾏ

ὠἼὀពሗ㸸ᒣཱྀ℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸶 10 ศ

࡛ࡣࠊᾏᓊ⥺ࡀධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤ࡛ࡣἼࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ

0.5m ண

࡛ࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ㸸ᗈᓥ┴ ༗ᚋ㸷㸮ศ 0.5m ண

ࢼ㸸ᾏ㐨ࡢኴᖹὒ୰㒊ࠊࡑࡋ࡚Ⲉᇛ┴࡞ࢆ୰ᚰ

ὠἼὀពሗ㸸బΏ ༗ᚋ 10  30 ศ 0.5m ண

ከ⪺ᒣ

ࡋࡓኴᖹὒഃ࡛ࡣࠊඛࡣ 10㹫௨ୖࢆணࡋࡓὠἼ

㟷᳃ኴᖹὒἢᓊ㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10m

ࡀࡶ࠺฿㐩ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢὠἼࡢ㧗ࡉࡢヲ

௨ୖண

ࡋ࠸್࠸࠺ࡢࡣࡇࡕࡽࡣධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡇ

Ⲉᇛ┴㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10m ௨ୖண

ࡢ࠶ࡶ㐃⥆ࡋ࡚ὠἼࡀ㝣ᢲࡋᐤࡏࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾ



ࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏࠊᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᾏ㐨ኴᖹὒ୰㒊㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸶

ࡑࡋ࡚ࠊඛࡽẚࡲࡍࠊ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢ⅖

m ண

ࡢ㧗ࡉࡀࢇࢇୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋෆ㝣ࡢ࠺ࠊᾏ

ᾏ㐨ኴᖹὒᮾ㒊㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸴

୰⥅࣭༓ⴥ

ࡽࡢ㢼ࢆཷࡅࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ࢞ࢫ

m ண

ୖ✵

ࡀሸࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊࡑࡢ▼Ἔࢥࣥ

ᾏ㐨ኴᖹὒす㒊㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸴

ࣅࢼ࣮ࢺࡢෆഃⅆ⅏ࡢⅆࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

m ண

㇏⏣㸸ࡃࢀࡄࢀࡶࠊὠἼ㆙ሗࠊὀពሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛

ఀ㇋ㅖᓥ㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸴m ண

ࡣỴࡋ࡚Ἔ᩿ࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ

༓ⴥෆᡣ㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸲m ண

14㸸58

ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ୰⥅࡛ࡍࠋ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸱

15㸸08

ࢼ㸸…Ⓨ௧୰࡛ࡍࠋἢᓊࡢேࡓࡕࡣ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃ
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m ண

୰⥅࣭ᐑᇛ

16

ࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔ㑊㞴ࢆ⤊࠼࡚࠸࡞࠸࠸࠺᪉ࡣࠊ㧗ྎ㑊

㟼ᒸ┴㸦฿㐩☜ㄆ㸧 ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸱m ண

㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ➨㸯Ἴࡢ࠶ࠊ➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴ

ሙᡤࡼࡗ࡚ὠἼࡢ㧗ࡉࡀணࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟

ࡢ࠺ࡀὠἼࡀ㧗࠸ྍ⬟ᛶࡀ༑ศ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ➨ 1

ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍ

Ἴࡀᘬ࠸࡚௨㝆ࠊኵࡑ࠺ࡔ࠸࠺ಶேࡢุ᩿ࡣࡋ࡞

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4

(15㸸27)

࠸࡛ࠊἢᓊఫࡴ᪉ࡣ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

15㸸34

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀࢆ

༗ᚋ㸲 10 ศࡲ࡛ほ

㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ 10

ᾏ㐨᰿ᐊⰼဏ ༗ᚋ㸱 57 ศ ᭱Ἴ 2.8m

㹩㹫ࠊᆅ㟈ࡢつᶍࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4 ᥎ᐃࡉࢀ࡚

ᾏ㐨༑

࠸ࡲࡍࠋ

㟷᳃ඵᡞ ༗ᚋ㸱 57 ศ ᭱Ἴ 2.3m

┴ྎᕷෆ

ὠἼሗ
ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

࣑ࣖࢠࢸࣞ
ࣅ

༗ᚋ㸱 57 ศ ᭱Ἴ 2.8m

࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡣࠊࡶవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ 㟷᳃ࡴࡘᕷ㛵᰿ ༗ᚋ㸱 57 ศ ᭱Ἴ 2.1m

16㸸15

16㸸34

ᑠ้ࡳ࡞ᶓᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋᑡࡋᦂࢀࡀᙉࡃ࡞ࡾࡲ

ᾏ㐨㔲㊰ ༗ᚋ㸱 51 ศ ᭱Ἴ 2.0m

ࡋࡓࠋ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋవ㟈࡛ࡍࠋ㌟ࡢᏳ

ᾏ㐨ⓑ⪁

ࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢᦂࢀࡣࡌࡁࡲࡾࡲࡍࡢ

ᾏ㐨୰⏫㟝ከᕸ

࡛ࠊⴠࡕ╔࠸࡚㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟼ᒸ┴༡ఀ㇋⏫▼ᗯඛ ༗ᚋ㸱 56 ศ ᭱Ἴ 0.8m

༗ᚋ㸰 46 ศᆅ㟈ࢆほ

୕Ꮿᓥᆤ⏣ ༗ᚋ㸱 34 ศ ᭱Ἴ 0.8m

ࡋ࡚ࡽ᪤㸯㛫༙ࡀ⤒

༗ᚋ㸲㸯ศ ᭱Ἴ 1.8m
༗ᚋ㸱 55 ศ ᭱Ἴ 1.3m

㐣ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡔవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࠶ࡶ

㟼ᒸୗ⏣

༗ᚋ㸱 57 ศ ᭱Ἴ 0.7m

వ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ

㟼ᒸఀᮾ ༗ᚋ㸱 52 ศ ᭱Ἴ 0.7m

㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⚄ὠᓥ

༗ᚋ㸱 49 ศ ᭱Ἴ 0.6m

༗ᚋ㸰 46 ศࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍ

ᾏ㐨Ɫᑠ∾す

༗ᚋ㸲㸱ศ ᭱Ἴ 0.4m

┴ࣨ⏫

ࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ 10㹩㹫ࠊᆅ㟈ࡢつ

ᾏ㐨Ɫᑠ∾ᮾ

༗ᚋ㸱 40 ศ ➨ 1 Ἴ 0.2m ᘬ

ከ⪺ᒣ

ᶍࡣ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

16

16㸸46

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊඛ…

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽሗࢆ࠾ఏ

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

୰⥅࣭⚄ዉ

࠼ࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢỤࣀᓥࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ

ࡲࡍ

ᕝỤࣀᓥ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡁࡲࡍࠋᐇࡣ࡛ࡍࡡࠊࡇࡢỤࣀᓥᯫࡿᶫࡢ࠶ࡓࡾࡣ
ᾏࡢỈ࡛‶ࡉ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢỈࡀᾏࡢዟ
ࡢ᪉ᘬ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᕝࡢỈࡀᘬ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡶ
࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⚄ዉᕝ┴ࡢ㙊ᕷෆࢆ୰ᚰὠἼࡢᜍࢀࡀ
࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᕝࠊࡑࡋ࡚ᾏࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞
࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᕝࠊࡑࡋ࡚ᾏࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

16

17㸸18

ᮾすศࢀࡿࡇࡢỤࣀᓥ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢỈࡀ㝣ᆅ

(17㸸21)

࡛ศ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࢩ࣮ࣥࡣࢇぢࡓࡇࡀ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᕝࡢỈࠊࡑࡋ࡚ᾏࡢỈࡀᘬ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋὠ

༗ᚋ㸲 15 ศ㡭ࠊᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈

Ἴࡢᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᕝࡸᾏࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ⚟ᓥὠ ᰣᮌ

㇏⏣㸸≉ࠊᦂࢀࡀࡲࡗ࡚እฟࡿሙྜࡣࠊ༑ศ㢌

㒊 ᰣᮌ༡㒊

࡞ࠊ⮬ศࡢయࢆࡁࡕࢇ☜ಖࡋ࡚ࠊᏳࢆ☜ಖࡋ࡚࠾

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

17㸸35

ฟࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ㢌ࢆᏲࡿࡓࡵ࣓࣊ࣝࢵࢺࡸᗙᕸᅋࠊ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊

17㸸47

ᖗᏊ࡞ࢆࡪࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

ࡑࡋ࡚ࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㝵ẁࢆ

ὠἼሗࠊྛᆅࡢヲࡋ࠸㟈ᗘ࡞ࡣሗࡀධࡾḟ

࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣࠊ㟁ࡸవ㟈࡛㛢ࡌ㎸ࡵࡽ

➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍ

ࢀࡿᚰ㓄ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⌧ᅾࡶࡇࡢ㛵ᮾᆅ᪉࡛ᦂࢀࢆឤࡌ
࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊవ㟈ࡀ⥆ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࢚࣮ࣞ࣋
ࢱ࣮ࡣࠊ㟁ࡸవ㟈࡛㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿᚰ㓄ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊ㝵ẁ࡛ࡺࡗࡃࡾୖࡾୗࡾࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋៃ࡚ࡿ
㋃ࡳእࡋ࡚ࡅࡀࢆࡋࡲࡍࠋ࠺ࡒࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ
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࠸ࠋ
16

18㸸12

ࡲࡓࠊእ࡛ࡓࡽቯࢀࡓᘓ≀ࡸ⮬ື㈍ᶵࠊࣈࣟࢵࢡሟ
ࡣ㏆ᐤࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋษࢀ࡚ᆶࢀୗࡀࡗࡓ㟁⥺

18㸸23

ࡣỴࡋ࡚ゐࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

୰⥅࣭㒔ෆ

㏆ᡤ࡛ຓࡅࢆồࡵ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡅࡀࢆ

ୖ✵

ࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㞄㏆ᡤ࡛ຓࡅྜ࠺ࡇ
ࡶࠊࡐࡦᛀࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㞄㏆ᡤ࡛ኌࢆࡅྜ࠺ࡇ
ࡶࠊ࠺ࡒᛀࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉࠾ᖺᐤࡾࡸᏊ
ࡶࠊయࡢ⮬⏤࡞ேࡀ࠸࡞࠸༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᦂࢀࡀࡲࡗࡓࡁࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡲࢃࡾࡢὀពࡶࡐ
ࡦࡋ࡚࠶ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡃࢀࡄࢀࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
16

18㸸47

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࠊ༓ⴥᕷࡢ༓ⴥ࣐ࣜࣥࢫࢱࢪ࣒ࡢୖ✵ࡢ

୰⥅࣭༓ⴥ

ᫎീ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ࡛ࡍࡡࠊ㝣ᆅࡽ࠾ࡼࡑ㸯km ධ

ୖ✵

ࡗࡓࡇࢁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㥔㌴ሙࠊࡇࢀࡣᾏࡢỈ࡛ࡣ
࡞ࡃᆅ㠃ࡽࡋࡳฟࡍࡼ࠺࡞ࠊᾮ≧⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢᐃࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㥔㌴ሙࡽ㌴ࢆฟࡋ࡚࠸
ࡿᕷẸࡢⓙࡉࢇࡀ࠸ࡲࡍࡀࠊỈᾐࡋࡢ୰ࠊ㈙࠸≀⿄࡞
ࢆᣢࡕࡲࡋ࡚⮬ศࡢ㌴ࡲ࡛ᡠࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
19㸸10

ࡓࡔ࡛ࡍࡡࠊᾏࡀ㠀ᖖ㏆࠸ሙᡤ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࡞ࡿࡃ᪩
ࡃᾏࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᕝࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚄ዉ
ᕝ┴ࡢ㙊ᕷ࡛ࡣࠊỤࣀᓥࡢᾏࡢ࠶ࡓࡾࢆ୰ᚰỈࡀᘬ
࠸࡚࠸ࡲࡍࠋయࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋኚࠊ⏦ࡋヂ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ

16

19㸸26

Ụࣀᓥࡢ≧ἣࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢὠἼ㆙

୰⥅࣭⚄ዉ

ሗ࡞ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢࡣࠊࡘࡢࡁ࡞ᆅ㟈࡛

ᕝỤࣀᓥ

ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢ㒊༗ᚋ㸰 46 ศࠊ㟈ᗘ㸵ࠊ࣐ࢢࢽࢳ
࣮ࣗࢻ 8.4ࠊ༗ᚋ㸱 15 ศⲈᇛ┴Ἀࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ
㸵㸬㸲ࠊࡇࡢࡘࡢࡁ࡞ᆅ㟈ࡀὠἼ㆙ሗ࡞ࢆᘬࡁ
㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
19㸸47

ỤࣀᓥࡢᾏࡢᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡶࠊỈࡀᘬ࠸࡚࠸ࡿ
ࡢࡀࢃࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࠊࡇࢀࡽὠἼࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏࠊࡑࡋ࡚ᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ୰ኸࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ୰⥅࡛ఏ࠼࡚
ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ

16

20㸸04

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ┴㒆ᒣᕷ࠶ࡾࡲࡍࢽ࣮ࣗ

⚟ᓥ୰ኸࢸ

ࢫࢭࣥࢱ࣮ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸱๓㉳ࡁࡲࡋࡓ

ࣞࣅ

ᆅ㟈࡛ࠊ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣ࡛᭱㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ኴᖹὒἢᓊࡢ┦㤿ᕷࠊ┦㤿ᕷ࠸࠸ࡲࡍࡢࡣᐑᇛ┴ᐤࡾ
ࡢἢᓊࡢ⏫࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ༗ᚋ㸱 50 ศ㧗ࡉ 7.3㹫௨ୖ
ࡢὠἼࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ

㧗ྎ࡞㑊㞴ࡋࠊ⤯ᑐᾏࡸᕝࡣ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
20㸸31

⚟ᓥ┴ෆࡢ㟈ᗘࡣⓑἙࠊ㡲㈡ᕝࠊᮏᯇࠊ㙾▼ࠊᾉỤ࡞
࡛㟈ᗘ㸴ᙉࠋ࡛ࡍࡽࠊ⚟ᓥ┴ࡢ୰㒊ࠊࡑࢀࡽᐑᇛ
ᐤࡾࡢἢᓊࡢ⏫࡛ࡍࡡࠊ࡛㟈ᗘ㸴ᙉࠋ㒆ᒣࠊ⏣ᮧࠊ࠸ࢃ
ࡁࠊ⊦ⱑ௦࡞࡛㟈ᗘ㸴ᙅࠋࡇࢀࡣ┴ࡢ୰㒊ࡢ⏫࡛ࡍࠋ
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⚟ᓥࠊఀ㐩ࠊὠᆏୗࠊὠ⨾㔛࡞࡛㟈ᗘ㸳ᙉࠋࡇࢀ
ࡣ┴ࡢ㒊ὠࡢᆅᇦ࡛ࡍࠋὠⱝᯇࠊ႐ከ᪉ࠊ༡
ὠ࡞࡛㟈ᗘ㸳ᙅࢆほ
16

20㸸59

ࡋࡲࡋࡓࠋ

⚟ᓥ୰ኸࢸࣞࣅࡢᮏ♫ࡀ࠶ࡿ㒆ᒣᕷ࡛ࡣࠊ㸳ࠊ㸴㝵ᘓ࡚
ࡢࣅࣝࡢ㸯㝵㒊ศࡀࡘࡪࢀ࡚࠸ࡿࠊ㥔㌴ሙࡢࣈࣟࢵ
ࢡሟࡀಽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢᫎീ࡛ࡍࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ⮳ࡿࡇࢁ࡛࢞ࣛࢫࡢ◚∦ࡀ㣕ࡧᩓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

21㸸15

ࡲࡓࠊ㒆ᒣᕷෆࡢ࣋ࣥࢺሙࡸࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ

(21㸸20)

࡛ⅆࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㒆ᒣᕷࡸ࠸ࢃࡁᕷ࡛࢞ࢫ

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

₃ࢀࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠊ ༗ᚋ㸲 15 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

21㸸32

ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡢⅆࡢᫎീ࡛ࡍࠋᆅ㟈࡛㉳ࡁ

ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

ࡓࠊࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡢⅆࡢᫎീ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 㒆ᒣᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧ

ࡲࡓࠊࡇࡇࡽ㏆࠸ࠊ㒆ᒣᕷẸᩥࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ 500

ᕷ ࠸ࢃࡁᕷ ႐ከ᪉ᕷ ☬Დ⏫ ⊦ⱑ௦⏫ ὠᆏ

ேつᶍࡢ࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㑊㞴ࡋ࡚↓

ୗ⏫ ᕝᮧ ὠ⨾㔛⏫ ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿

ࡔࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠊࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ

ἑ⏫

ᾘⅆάືࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣ㒆ᒣ㥐๓ࡢᵝ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 10km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 6.8

Ꮚ࡛ࡍࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊᘓ≀ࡢ୰࠸ࡓேࡀእ㏨ࡆ࡚ࡁࡓ
ࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
21㸸49

㏻ᶵ㛵࡛ࡍࡀࠊ┴ෆࡢ㧗㏿㐨㊰ࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢ㧗㏿㐨㊰
ࡣࡍ࡚㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹈㹐ࡣᮾ᪂ᖿ⥺ࠊ
ᒣᙧ᪂ᖿ⥺࡞ࠊࡍ࡚ࡢ㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ
㇟ྎࡼࡾࡲࡍࠊ⚟ᓥ┴ἢᓊ࡛ࡣࠊ10㹫௨ୖࡢὠἼࡢ
฿㐩ࡀほ

16

22㸸10

ࡉࢀࡓࡇࢁࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ඛྲྀᮦࡋ࡚ࡁࡓูࡢࢼ࢘ࣥࢧ࣮ࡢヰࢆ⪺ࡁࡲࡍ
ࠊᕷෆࡢ㐨࡛ࡣ⮳ࡿࡇࢁ࡛⎰ࡸ࢞ࣛࢫ∦ࡀⴠࡕࡓ
ࡾࠊሟࡀಽࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋఫᏯ⾤ࡢᑠ
ࡉ࡞㐨࡛ࡣࠊ୧ഃࡢᐙࡢሟࡀಽࢀ㏻ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙ
ᡤࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

22㸸24

ࡑࡋ࡚ࠊ㟁ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋಙྕࡣࡲࡗࡓࡃᶵ⬟ࡋ࡚
࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࠊࡁ࡞ᕪⅬࡈ㆙ᐹᐁࡀ❧ࡗ࡚ࠊᡭ
ಙྕࡸ➜࡛㌴ࡸேࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ἣ࡛ࡍࠋᐙࡢ
᫂ࡾࡶࡘ࠸࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

22㸸38

ࡲࡓࠊ⏫࡞࡛ࡣ㆙ᐹࡢ᪉ࡢࡁ࡞ኌࡸࢧࣞࣥࡢ㡢࡞
ࡀ࠶ࡕࡽࡇࡕࡽࡽ㡪ࡁࠊࡕࡻࡗ㦁↛ࡋࡓ≧ἣࡔ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊఫẸࡢ᪉ࡣࠊືᦂࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊࣃࢽࢵࢡ࡞ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲ
ࡓࠊ㞄㏆ᡤ࡛ኌࢆࡅྜ࠸ࠊᏳࢆ☜ㄆࡋྜ࠺ጼࡀ⏫ࡢ
࠶ࡕࡽࡇࡕࡽ࡛ぢࡽࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

16

22㸸58

ࡑࡋ࡚ࠊࣅࣝࡀಽቯࡋࡓሙᡤ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㸲㝵ᘓ
࡚ࡢࣅࣝࡢ㸯㝵ࡢ༙ศࡀᢲࡋࡘࡪࡉࢀࡓሙᡤࡀ࠶ࡗࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᰕධࡗ࡚࠸ࡿ㕲➽ࡀࡦࡋࡷࡆ࡚࠸ࡓ
ࡑ࠺࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁ 20 ேࡢ᪉ࡀ㞟

(23㸸18)

23㸸24

ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ㏨ࡆࡓ᪉ࡼࡿ᳔Ꮚ㌟ࢆ㞃

㹌㹌㹌ὠἼሗ

ࡋࠊࡦࡋࡷࡆࡓࣅࣝࡢ࠶࠸ࡔࡽ㏺࠸ฟࡋ࡚ဨ㏨ࡆ

༗ᚋ㸲 21 ศࡲ࡛ほ

ࡓࠋࡓࡔࠊయࢆᙉࡃᡴࡗࡓࡾࠊ㢌࡞ࡽ⾑ࢆὶࡋ࡚

ᾏ㐨༑

㝔㐠ࡤࢀࡿேࡶ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ᾏ㐨Ɫᑠ∾す

వ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡍࡁࡃഴ࠸ࡓࣅࣝࡀᦂࢀ࡚ࠊḟ⅏ᐖ

⚄ዉᕝᶓ㡲㈡ ༗ᚋ㸲㸶ศ ᭱Ἴ 0.9m
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ὠἼሗ
ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

༗ᚋ㸱 57 ศ ᭱Ἴ 2.7m
༗ᚋ㸲 12 ศ ᭱Ἴ 1.9m

16

23㸸33

ࡢ༴㝤ࡀ㧗࠸ࠊྲྀᮦࡋࡓࢼ࢘ࣥࢧ࣮ࡣឤࡌࡓ࠸࠺

ḷᒣ㑣ᬛᾆ⏫ᾆ⚄ ༗ᚋ㸲 18 ศ ᭱Ἴ 0.2m

ࡇ࡛ࡍࠋ

ḷᒣ୵ᮏ⏫⿄

ࡇࡕࡽࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢ㒆ᒣᕷࠊ㹄㹁㹒ࢽ࣮ࣗ

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

ࢫࢭࣥࢱ࣮ෆࡢᫎീ࡛ࡍࠋᦂࢀࡋ࡚ࡣࠊ㟈ᗘ㸱ࡽ㸲

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ࡢᦂࢀࡀ㉳ࡁࡓ࠶ࠊࡔࢇࡔࢇࡁ࡞ᦂࢀኚࢃࡗ࡚

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

࠸ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏᲴࡢࡶࡢࡀᔂࢀࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ

ࡲࡍ

࢞ࣛࢫࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫ࡞ࡀಽࢀ࡚࢞ࣛࢫࡀࡇ࡞ࡈ࡞

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4

༗ᚋ㸲 19 ศ ᭱Ἴᢏᙅ
ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ࢀࡓࡾ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀࠊࡇࡢ㹄㹁㹒ࡢ㒆ᒣᕷࡢ
ᮏ♫ࡢ୰࡛ࡶぢࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡈぴࡢࡼ࠺ࠊ❧ࡗ࡚࠸ࡽ
ࢀ࡞࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ
24㸸01

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡀ㒆ᒣᕷෆࡢࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡢⅆ
ࡢᫎീ࡛ࡍࠋඛࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡼ࠺ⅆࡀ
㉳ࡁࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ࠶⮬ศࡓࡕ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡿᾘⅆჾ࡛ᾘ
ⅆసᴗࠊࡑࡢ࠶ᾘ㜵㌴ࡀ㥑ࡅࡘࡅ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊ୍㒊࡛ࡣⅆࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

16

24㸸16

ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽሗࢆ࠾ఏ

୰⥅࣭㒔ෆ

࠼ࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋ

ୖ✵

㇏⏣㸸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᮾி㟁ຊ
ࡼࡾࡲࡍࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛㐠㌿୰ࡢ㸯ྕᶵࠊ㸰ྕᶵࠊ
㸱ྕᶵࡣ⮬ືṆࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡢ㸯ྕ
ᶵࠊ㸰ྕᶵࠊ㸱ྕᶵࠊ㸲ྕᶵࡶ⮬ືṆࡋࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊ
⿕ᐖ≧ἣࡘ࠸࡚☜ㄆ୰࡛ࡍࠋ୍᪉ࠊ᯽ᓮཎⓎࡣࡢ
ࡇࢁၥ㢟࡞ࡃ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
24㸸45

ࡲࡓࠊᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊᐑᇛ┴ᮾ㒊࠶ࡿዪᕝ
ཎⓎࡢ㸯ྕᶵࠊ㸰ྕᶵࠊ㸱ྕᶵࡀ⮬ືṆࡋࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋᮾᆅᇦ࡛ࡣ㟁ࡢ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛ࡍ
ࡀࠊ⌧ᅾㄪᰝ୰࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

16

25㸸00

ࢼ㸸ࡇࡢᆅ㟈ࢆཷࡅࡲࡋ࡚ࠊ༗ᚋ㸲ࡽẼ㇟ᗇࡣ
ぢࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡣᮾᆅ᪉ࡢἈࡽ㛵ᮾᆅ᪉
ࡅ࡚ศᕸࡋ࡚࠸࡚ࠊࡶࡗࡶࡁࡗࡓᆅ㟈ࡢ࣐ࢢࢽࢳ
࣮ࣗࢻࡣ 8.4 ࡔࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡣࠊὠἼࡀ⥆ࡃ
㛫ࡣ࡞ࡾ㛗ࡃ࡞ࡿ㆙ᡄࢆࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
వ㟈ࡘ࠸࡚ࡶࠊᙉ࠸ᦂࢀࡔࡗࡓࡢ࡛వ㟈ࡶࡁࡃ࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

25㸸23

ࡲࡓࠊὠἼ㆙ሗࡽὠἼ㆙ሗษࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓᆅᇦࢆ
ࡈ⤂ࡋࡲࡍࠋ㟷᳃┴᪥ᮏᾏࡢἢᓊࠊ༓ⴥ┴ࡢෆᡣࠊᑠ
➟ཎㅖᓥࠊ┦ᶍ‴ࠊ୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊḷᒣ┴ࠊᚨᓥ
┴ࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡽὠἼ㆙ሗ
ษࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓᆅᇦ࡛ࡍࠋ㟷᳃┴ࡢ᪥ᮏᾏἢᓊࠊ༓ⴥ┴
ෆᡣࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ┦ᶍ‴ࠊ୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊḷᒣ
┴ࠊᚨᓥ┴࡛ࡍࠋ

25㸸56

⌧ᅾࠊᦠᖏ㟁ヰࡣࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔࠊ㹟㹳ࠊࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡢᦠᖏ㟁ヰྛ♫
ࡀࠊᏳྰሗࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⅏ᐖఏゝᯈࡢタ⨨ࢆ⾜࠸ࡲࡋ
ࡓࠋᏳྰሗࡢⓏ㘓ࡸ☜ㄆࢆࠊᦠᖏ㟁ヰࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ
ࡸࣃࢯࢥࣥࡽ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

16

26㸸15

㇏⏣㸸ࡲࡓࠊᡂ⏣✵

࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽࡍ࡚
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୰⥅࣭⩚⏣

ࡢ㣕⾜ᶵࡢ㞳㝣ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊタࡢ⿕ᐖࡸࡅ
ࡀே࡞ࡀฟ࡚࠸࡞࠸ᶍᵝ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⩚⏣✵

✵

࡛ࡣࠊ

㣕⾜ᶵࡢ╔㝣ࡣ 15  40 ศ㛤ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㉮
㊰㸲ᮏࡢ࠺ࡕࠊ㸰ᮏࡀ⏝࡛ࡁࡿ≧ែࡔ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ⌧ᅾධࡗ࡚࠸ࡿሗ࡛ࡍࠋ
16

26㸸35

ࢼ㸸⩚⏣✵

ࡢሗ࣓࢝ࣛࡽࠊᑐᓊࡢ༓ⴥ┴ᕷཎᕷ

ࡢࠊ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺ࡞ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢⅆ⅏ࢆ
ᫎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࢀࡣ⩚⏣✵

ࡢሗ࡛ࡍࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊࡲࡶ࡞ࡃ⥲⌮ᐁ㑰࡛⥲⌮ࡢぢࡀ⾜ࢃࢀࡿᶍᵝ
࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ๓ࠊࢸࣞࣅᒾᡭࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ୰⥅࡛ఏ
࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
16

26㸸58

ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊᒾᡭ┴ࡢࢸࣞࣅᒾᡭࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸
ࡁࡲࡍࠋ㸰 46 ศ㡭Ⓨ⏕ࡋࡓ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࡢ
ᆅ㟈࡛ࠊᒾᡭ┴ࡣ㟈※㏆࠸ἢᓊ༡㒊ࡢࠋ࠶ࠊࡲࡓ
వ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊᒾᡭ┴ࡢ┒ᒸᕷ࡛వ㟈ぢ
ࡽࢀࡿᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࡢᆅ㟈
࡛ࠊᒾᡭ┴࡛ࡣ㟈※㏆࠸ἢᓊࡢ༡㒊ࠊࡑࡋ࡚ෆ㝣ࡢ
㒊༡㒊࡛㟈ᗘ㸴ᙅࠊࡉࡽἢᓊࡢ㒊࡛㟈ᗘ㸳ᙉ࠸
࠺ᙉ࠸ᦂࢀࢆほ

16

27㸸32

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ࡑࢀ࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊᒾ
ᡭ┴ࡢ┒ᒸᕷ࡛ᙳࡋࡓࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ┤ᚋࡢᵝᏊ࡛
ࡍࠋ┒ᒸᕷෆࡢ㟈ᗘࡣ㟈ᗘ㸳ᙉ࡛ࡋࡓࠋ᭱ึࡣࡓࡓ
ࡓ⦪ᦂࢀࡽጞࡲࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡸࡀ࡚ࢇࢇࡑ
ࡢᦂࢀࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࠊ㛫ࡍࢀࡤࡔ࠸ࡓ࠸㸯ศ
ࢆ㉺࠼࡚㸰ศ㏆ࡃᦂࢀ⥆ࡅࡲࡋࡓࠋ࠾࠸ࡢ୕㝣Ἀࢆ
㟈※ࡍࡿᆅ㟈ẚ࡚ࡶࠊ࠾ࡑࡽࡃಸ௨ୖࡢ㛫ᦂࢀ
࡚࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

28㸸11

ࡑࡋ࡚ࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ┤ᚋࡢࠊࢸࣞࣅᒾᡭࡢ♫ෆࡢᵝ
Ꮚ࡛ࡍࠋࡇࡢࣇࣟࡣࣅࣝࡢ㸲㝵࠶ࡾࡲࡍࠋࣅࣝࡢ㸲
㝵࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡶ࠺ᦂࢀ࡚࠸ࡿ᭱୰ࡣࡇ࠺࠸࠺ࡓࡕ࡛
ࣟࢵ࣮࢝ࡀಽࢀ࡚ࡃࡿࡢࢆᢲࡉ࠼ࡓࡾࠊࡑࡋ࡚ᮘࡢୖࡢ
ࡶࡢࡀࢇࢇᩓࡋ࡚ᗋⴠࡕࡓ࠸࠺ឤࡌ࡛ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㟁Ẽࡀᾘ࠼୍࡚ⓗ㟁ࡣࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
࠶ࠊࡇࡢࢸࣞࣅᒾᡭࡢ♫ෆࡣ⮬ᐙⓎ㟁࡛㟁Ẽࡣᪧࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

16

28㸸45

ࡉ࠶ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᆅ㟈ࡼࡗ࡚ᒾᡭ┴ࡢἢᓊ࡛ࡣࠊ᪤
 10㹫௨ୖࡢὠἼࡢ฿㐩ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸
ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽ 30 ศ⤒ࡗࡓࠊ༗
ᚋ㸱 10 ศ㡭ࡽ 15 ศ㡭ࡅ࡚ࡢἢᓊࠊᐑྂ

ὠ

ἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ࡢἢᓊࡢᐑྂ

ࡣࠊ

㸱 10 ศ㡭ࡽ 15 ศ㡭ࡅ࡚㧗ࡉ㸲㹫ࡢὠἼࡀᢲ
ࡋᐤࡏࡲࡋࡓࠋ
29㸸16

ࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡢྑࡢ㝮ぢ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ㨶ᕷሙࡢᒇ
᰿࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡇࡇ࡛ᬑẁࡢᾏ㠃ࡽ࠾ࡑࡽࡃ㸲ࠊ
㸳㹫㧗࠸≧ែ࠸࠺ࡇ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈ࡀⓎ⏕
ࡋ࡚ࠊࢇࡢ㸳ศࡄࡽ࠸๓ࡲ࡛ࡣࠊࡇࡢᐑྂ㨶ᕷሙࡢᘓ
≀ࡀࡰࡍ࡚ぢ࠼࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚
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ࢸࣞࣅᒾᡭ

ࢇࡢ㸰ศࡢ࠶࠸ࡔᒇ᰿ࡲ࡛ࠋ
16

29㸸40

࠶ࠊࡲࡓᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᙉ࠸వ㟈ࢆឤ
ࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ┒ᒸᕷෆࠊࡀࡓࡀࡓࡀࡓࠊࡲࡓ
ᑠ้ࡳ࡞ᦂࢀࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡰࡲࡾࡲࡋࡓࠋ

29㸸53

ࡇࢀࠊ⌧ᅾࡢ࠾ኳẼ࣓࢝ࣛࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ┒ᒸᕷෆࡣࠊ
㞷ࡀ⯙࠸ጞࡵࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊಙྕᶵࡣᾘ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣ┒ᒸᕷࡢ୰ᚰ㒊ࠊ㏻ၟᗑ⾤࠸࠺୍ゅ࡞ࢇ࡛ࡍ
ࡀࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ⌧ᅾࠊᒾ
ᡭ┴ෆࡍ࡚࡛㟁≧ែ࠶ࡾࡲࡍࠋᮾ㟁ຊࡼࡾࡲ
ࡍࠊᒾᡭ┴ෆࡍ࡚㟁≧ែࠊࡇࡢࡼ࠺ಙྕᶵࡶ
ᾘ࠼࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋࡢᙉ࠸ᦂࢀࠊᑡࡋࡲࡾࡲࡋࡓࠋ

16

30㸸24

ࡑࢀ࡛ࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࠋ࠶ࠊᨵࡵ࡚ࠊᐑྂ

ὠἼࡀ

ᢲࡋᐤࡏࡿᵝᏊࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊࡔ࠸ࡓ
࠸㛫ࡣ㸱 10 ศ㡭ࡽጞࡲࡗ࡚ࠊࡇࡢ㡭ࡣ 12ࠊ13
ศ㡭ࡔᛮࢃࢀࡲࡍࠋ㨶ᕷሙࡢᚋࢁࡵ࡚࠶ࡗࡓ㌴
ࡀࠊࡶ࠺Ỉ㠃ᾋࢇ࡛࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋᬑẁࡼࡾ
ࡶࠊỈࡣ㸲㹫ࡽ㸳㹫㧗࠸≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
30㸸54

ࡑࡋ࡚ࠊᾋࢇ࡛࠸ࡿ㌴ࡢዟࠊࢇࢇࢇࢇἈࡢ
࠺ࡽἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿᵝᏊࡀᙳࡉࢀࡲࡋࡓࠋἈ
ࡢ࠺ࡽࢇࢇࢇࢇࠊ㝣ྥࡗ࡚ᢲࡋᐤࡏ࡚
࠸ࡁࠊࡑࡋ࡚࠾ࡑࡽࡃ㟁Ẽࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡿ㟁ᰕࡔᛮ࠸
ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡀࡑࢀᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚ಽࢀ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ

31㸸14

㌴ࡶᾋࢇ࡛࠸ࡿ≧ែࠊࡑࡋ࡚ࠊࡰࠊ㨶ᕷሙ㞄᥋ࡍ
ࡿᘓ≀ࡶࠊᒇ᰿ࡲ࡛Ỉἐࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋᡭ๓ࡶࠊࡇ
ࢀࡣ㨶ᕷሙ㛵㐃ࡢᘓ≀࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊᒇ᰿ࡲ࡛Ỉἐ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᬑẁࡼࡾࡶ㸲㹫ࡽ㸳㹫ࠊ୍Ẽࠊ
ὠἼࡼࡗ࡚ỈࡀୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋἼࡣࡇࡢ࠶࠸ࡗࡓ
ࢇᘬࡁࡲࡍࡀࠊỴࡋ࡚ᾏᓊࡣ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Ỵࡋ࡚ᾏᓊࡣ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࡢ┒ᒸᕷࡢᵝᏊࠊ┴ᗇࡽࡢ࣏ࣜ
࣮ࢺࠊࣄࣛࢼ࢘ࣥࢧ࣮࡛ࡍࠋ

16

31㸸51

ࣄࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ┒ᒸᕷෆ࠶ࡿࠊᒾᡭ┴ࡢᒾᡭ┴ᗇ㸲

୰⥅࣭ᒾᡭ

㝵࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ㸲㝵ࡣ㜵⅏㏻ಙࠊᾘ㜵ࠊ㜵⅏༴ᶵ

┴ᗇ

⟶⌮ࡢㄢࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ┴ᗇ⫋ဨࡀሗ㞟ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
32㸸08

ዟࡢ㒊ᒇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ࠾ศࡾ࡞ࡾࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ⚾ࡢᚋࢁࡢዟࡢ㒊ᒇ࡛ࡍࡀࠊࡇࡕࡽࡣ༗ᚋ㸰

(32㸸28)

46 ศࡽᒾᡭ┴ࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋࠊྛᢸᙜࡢ⫋

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ဨࠊࡑࡢྛ᪉㠃ࡢᢸᙜࠊ⮬⾨㝲ࠊ㆙ᐹࠊᾘ㜵ࠊ᪥㉥ࠊ ༗ᚋ㸲 30 ศ㡭ࠊḟࡢᆅᇦ࡛㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀ࠶

32㸸51

ࡲࡓࠊࡇࡢ┴ᗇࡣ⌧ᅾ⮬ᐙⓎ㟁࡛ື࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊྛᕷ

ࡾࡲࡋࡓ

⏫ᮧ࡛㟁ࡸ㟁ຊ⿕ᐖࡀ࠶ࡿࡓࡵᮾ㟁ຊࡢᢸᙜ⪅ࡶ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ຍࢃࡾᑐ⟇ࢆ⾜࠸ࠊྠྛᕷ⏫ᮧࡢᣦ♧ࠊሗ㞟

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥὠ ᰣᮌ㒊

ࢆ⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᗉෆ

ࡲࡓࠊ㐩ቑ▱ࡣᆅ㟈┤ᚋࠊ▱බ⯋࡛㐃⤡‽ഛࢆ⾜

ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊

࠸ࡲࡋ࡚ࠊࢸࣞࣅ࡛⿕ᐖࢆ☜ㄆࡋࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆ┴ᗇ⫋ဨ

⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥす㒊 ᪂₲୰

㏙࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽᛴ࠸࡛ྥ࠸ࡲࡋ࡚ࠊே᭱

㉺ ᪂₲ୗ㉺

ඃඛ࡛ᑐᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ┴⫋ဨࠊྛᕷ⏫ᮧࡢ⫋

ὠἼሗࠊྛᆅࡢヲࡋ࠸㟈ᗘ࡞ࡣሗࡀධࡾḟ
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ᆅ㟈㏿ሗ

ဨࡶ⥲ືဨ࡛┴Ẹࡢࡓࡵືࡃࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡲࡋࡓࠋ
16

33㸸18

➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍ

ࡲࡓࠊዟࡢ㒊ᒇࡶྵࡵ࡚ࡇࡕࡽ࡛ሗ㞟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊࡋࡗࡾࡋࡓ☜ㄆࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇࡕࡽධࡗ࡚࠸ࡿሗࢆ࠾ఏ࠼࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

33㸸33

ࡇࡕࡽࡣࠊ⿕ᐖሗࡋ࡚⯪Ώᨭ㒊ࡽࡢሗࠊ

(33㸸42)

㟁ࠊಽቯሗࠊࡓࡔࡋࡇࢀࡣ᫂࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㝣๓

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

㧗⏣ᕷᾘ㜵ᮏ㒊ሗࠊಽቯࡋᘓ≀ࡀぢ࠼࡞࠸㒊ศࡀ࠶

༗ᚋ㸲 30 ศ㡭ࠊḟࡢᆅᇦ࡛㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀ࠶

ࡿࠋ㸱 15 ศࡣࠊ┒ᒸᕷෆ࡛ⅆ⅏ࡀ㸱௳Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ

ࡾࡲࡋࡓ

㸱 15 ศࡣᐑྂᾘ㜵ᮏ㒊ሗࡋ࡚ࠊ㈇യ⪅ࡢᩆᛴ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ሗࡀ㸯௳ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈇യࡢ⛬ᗘࡣࡣ᫂࡞ࡗ࡚

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥὠ ᰣᮌ㒊

33㸸56

34㸸08

34㸸25

࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 㟷᳃୕ඵୖ ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰

ࡲࡓࠊ㸱 17 ศࡣ㔩▼ᨭ㒊ሗࡋ࡚ࠊ㔩▼ྜྠᗇ

㒊 ⛅⏣┴ἢᓊ༡㒊 ᒣᙧᗉෆ ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷

⯋࡛㟁ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ⮬ᐙⓎ㟁ษࡾ᭰࠼࡚࠸ࡲ

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊

ࡍࠋ࿘㎶ࡀಽቯࡋᘓ≀ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿ࠸࠺

ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ᪂₲୰㉺ ᪂₲

ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ୗ㉺

ࡲࡓࠊᒾᡭ┴ἢᓊࡢ⏣⪁⏫࡛ࡣࠊὠἼࡀሐ㜵ࢆ㉺࠼ࠊ⏫

ὠἼሗࠊྛᆅࡢヲࡋ࠸㟈ᗘ࡞ࡣሗࡀධࡾḟ

࡞ධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴ἢ

➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍ

ᆅ㟈㏿ሗ

ᓊࡢ⏣⪁⏫࡛ࡣ㸱 23 ศࠊὠἼࡀሐ㜵ࢆ㉺࠼ࠊ⏫࡞
ධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍ
16

34㸸44

⥆ࡅࡲࡍࠋ㸱 25 ศ࡛ࡣࠊ㔩▼࡛ࠊᐙᒇࡀὶࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡾࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ᕷ࡛ࡣࠊᐙᒇ
ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

34㸸57

ࡲࡓࠊᒾᡭ┴ෆ㝣ࡢ㔠ࣨᓮ࡛ࡣࠊⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࠊ㸱௳ࡢ
ⅆ⅏ࠊᘓ≀ࡀ㸰௳࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᒣ⏣⏫࡛ࡶࠊぢ࠼ࡿ

(35㸸11)

16

35㸸27

35㸸32

35㸸50

16

36㸸16

⠊ᅖ࡛ࡶᐙࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࠊ⫋ဨࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࠸࠺ᩘࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༗ᚋ㸲 29 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊᒾᡭ┴ἢᓊ㒊࡛ࡣⅆ⅏ࠊ୪ࡧぢ࠼ࡿ

ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

⠊ᅖ࡛ᐙࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀከࡃࠊ⿕ᐖࡀࡁ࠸ࡶࡢ

㟈ᗘ㸳ᙉ ᓮᕷ

ᆅ㟈㏿ሗ

ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢࡇࢁࠊ௨ୖ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙅ ୍㛵ᕷ Ⰽ㯞⏫ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ

ࢼ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚ཧࡾ

ᮏᯇᕷ ᐩᒸ⏫ ⇃⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫

୰⥅࣭㒔ෆ

ࡲࡍࠋ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚ཧࡾ

༡┦㤿ᕷ

ୖ✵

ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ඵᡞᕷ ᡞ⏫ ᮾ⏫ ᡞ⏫

Ⲉᇛ┴ࡢ㧗ⴗᕷᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ㧗ⴗᕷᏳⰋᕝ࡛

㟷᳃༡㒊⏫ 㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ⏫ ᐑྂᕷ ஂឿᕷ

ᐙᒇࡀಽቯࡋࠊ70 ௦ࡢዪᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ

㔝⏣ᮧ ⯪Ώᕷ ┒ᒸᕷ ἑᮧ ඵᖭᖹᕷ ⰼᕳ

࡛ࡍࠋⲈᇛ┴ࡢ㧗ⴗᕷᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ㧗ⴗᕷᏳ

ᕷ ୖᕷ 㔠ࣨᓮ⏫ ᖹἨ⏫

Ⰻᕝ࡛ᐙᒇࡀಽቯࡋࠊ70 ௦ࡢዪᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸

Ẽᕷ Ⓩ⡿ᕷ ྡྲྀᕷ ᰘ⏣⏫ ᳃⏫ ྎ㟷

࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ⴥ༊ྎᐑᇛ㔝༊ ྎⱝᯘ༊ ᯇᓥ⏫

ࡲࡓࠊẼ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲 30 ศ㡭ࠊ࠾ࡼࡑ

ᗓ⏫ ⛅⏣ᕷ ᮧᒣᕷ ኳ❺ᕷ ୰ᒣ⏫ Ἑ⏫

㸴ศ๓࡛ࡍࡀࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈ᗘ

ⓑ㮚⏫ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᱓ᢡ⏫ ⋢ᮧ

㸳ᙅࢆほ

ࡋࡓ

㙾▼⏫ ୰ᓥᮧ ⋢ᕝᮧ ྂẊ⏫ ᑠ㔝⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟

ࡢࡣ⚟ᓥ┴ࡢ୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥࠊὠࠊᰣᮌ㒊࡞ࡗ࡚࠸

ᓥఀ㐩ᕷ ᮏᐑᕷ ࠸ࢃࡁᕷ ┦㤿ᕷ ᗈ㔝⏫ ᴍⴥ

ࡲࡍࠋὠἼሗࠊྛᆅࡢヲࡋ࠸㟈ᗘ࡞ࡣሗࡀධࡾḟ

⏫ ᕝෆ⏫ ⴱᑿᮧ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ⊦ⱑ௦⏫ ὠ

➨࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࡀࠊవ㟈ࡀࡲࡔ⥆ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ

୕㒓⏫ 㑣㡲⏫

࡛༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉࡈࡃὸ࠸ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 6.6

ࡋࡓࡢࡣ⚟ᓥ┴ࡢ㏻ࡾࠊ㟈ᗘ㸲ࢆほ

㇏⏣㸸࠼ᦂࢀࡀࡲࡗ࡚ࡶࠊࡉࡽవ㟈ࡀ⥆ࡃྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡐࡦࠊ௰㛫
ࡸᐙ᪘࡛ኌࢆࡅྜࡗ࡚ࠊᏳࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᏊ
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ࡶࡉࢇࡀ㟈࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࡽࠊᢪࡁࡋࡵ࡚࠶ࡆ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
16

36㸸31

ࡑࡋ࡚ࠊⅆࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋⅆࡣᾘࡋࡲࡋ
ࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࢞ࢫࢥࣥࣟࡸࢫࢺ࣮ࣈࡣኵ࡛ࡋࡻ࠺
ࠋἛࡋჾࡸ࠾㢼࿅ሙࡶⅬ᳨ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࣟࣥ࡞ࠊ⇕ࢆᣢࡘ㟁Ẽჾලࡶᾘࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

36㸸44

ືࡃࡁࡣࠊ࠺ࡒ㊊ࡶࡣ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢀࡓ࢞ࣛࢫ࡞࡛ࡅࡀࢆࡋࡲࡏࢇࡼ࠺ࠊᐙࡢ୰࡛ࡶ㠐
ࢆᒚ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

36㸸53

ᾏࡢ㏆ࡃࡢேࡣࠊᛕࡢࡓࡵ㧗ྎ㏨ࡆࡿ࡞ࠊὠἼ༑
ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡢ㏆ࡃࡢேࡣࠊὠἼࡣࡃࢀࡄ
ࢀࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᕝࡢ㏆ࡃ࠾ఫࡲ࠸ࡢ᪉ࡶࠊ
࠺ࡒ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

37㸸06

࢞ࢫࡣ₃ࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࢞ࢫࡢ⮯࠸ࡸ㡢ࡀࡋ
ࡓࡽࠊ❆ࢆ㛤ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢱࣂࢥࡣ⤯ᑐ྾ࢃ࡞࠸࡛

୰⥅࣭⚄ዉ

ୗࡉ࠸ࠋ㟁Ẽჾලࡢࢫࢵࢳࡶධࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑ

ᕝỤࣀᓥ

ࡋ࡚ࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫࢆࡗ࡚࠸ࡿᐙ࡛ࡣࠊ࣎ࣥ࣋ࡀಽࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠊ࣮࣍ࢫࡀእࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ᳨ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
16

37㸸23

ࢼ㸸⚄ዉᕝ┴ࡢỤࣀᓥࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋඛࡲ࡛Ỉࡀ࡞
࠸㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠊ㝣ᆅࡀぢ࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊỈࡀᶫ
ࡢୗࡽ㏫ഃࡢすࠊᮾࠊ୍ࡘࡘ࡞ࡀࡾࡲࡋࡓࠋὠ
Ἴ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋᾏࠊࡑࡋ࡚ᕝࡣ⤯ᑐ
㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡸᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸
࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᕝࡢỈࡢỈࡀᘬ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋὠἼࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⚄ዉᕝ┴㙊ᕷࢆ୰
ᚰࡋࡓ⚄ዉᕝ┴ࡢ┦ᶍ‴ἢ࠸ࡢⓙࡉࢇࡣࠊᾏࡸᕝࡣ
⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊᮾி༓௦⏣༊࠶ࡾࡲࡍࠊ᪥ᮏṊ㐨㤋ࡢࡑ
ࡤ࠶ࡾࡲࡍࠊẁ㤋ࡽ୰⥅࡛ࡍࠋ

16

38㸸07

グ⪅㸸ࡇࡕࡽࠊᮾிࡢẁ㤋๓᮶࡚࠸ࡲࡍࠋ㸯㝵ࡢ

୰⥅࣭ᮾி

ኳࡀᢤࡅࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊከࡃࡢ㈇യ⪅ࡀฟ࡚࠸ࡿᶍ

༓௦⏣༊

ᵝ࡛ࡍࠋ⚾ࡇࡕࡽࡢሙࡢࠊ30 ศ๓╔࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊ༑ᩘྡࡢேࡀ᪤㐠ࡤࢀ࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛ࡍࠋ୰
ࡣ㔜ࡢ᪉ࡶฟ࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛ࡍࠋ௨ୖࠊẁୗ๓ࡽ୰
⥅ࡋࡲࡋࡓࠋ
16

38㸸37

ࢼ㸸ඛ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ⚄ዉᕝ┴ࡢ㙊ᕷࢆ୰

(38㸸37)

ᚰࠊὠἼࡢணࡉࢀࡿ㒊ศࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋỈࡀୖࡀࡗ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

࡚ࡁࡲࡋࡓࠋỈࡀୖࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᕝࡢỈࡀᘬ࠸࡚

༗ᚋ㸲 36 ศࡲ࡛ほ

ࡁࡓ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊὠἼࡢྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀ

ᾏ㐨༑

ࡲࡍࠋ

ᾏ㐨Ɫᑠ∾ᮾ

ὠἼ㆙ሗࡀ⏬㠃ࡈぴࡢࡼ࠺ࠊᾏ㐨ࡽᅄᅜࡢᡭ๓

ᾏ㐨ภ㤋 ༗ᚋ㸲 32 ศ ᭱Ἴ 1.9m

38㸸53

୰⥅࣭⚄ዉ
ᕝỤࣀᓥ
ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

༗ᚋ㸱 57 ศ ᭱Ἴ 2.8m ௨ୖ
༗ᚋ㸲 17 ศ ᭱Ἴ 2.5m

ࡲ࡛ࣆࣥࢡⰍࡢࣛࣥࡀᩜ࠸࡚࠶ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀ

ඵᓥඵ㔜᰿ ༗ᚋ㸱 48 ศ ᭱Ἴ 1.4m

ࡀὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋᮾᾏᆅ᪉ᅄᅜࡢࠊḷᒣࡢ࠶ࡓࡾ

༓ⴥ㤋ᒣᕷᕸⰋ ༗ᚋ㸱 37 ศ ᭱Ἴ 1.3m

࡛ࡋࡻ࠺ࠊ࠶ࡢ࠶࠸ࡔ㉥ࡃ࡞ࡗࡓࠊὠἼ㆙ሗ࡞ࡗ

ඵᓥ⚄‖ ༗ᚋ㸱 45 ศ ᭱Ἴ 1.2m

ࡓࠊᡠࡗࡓ㒊ศࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᚋࡶὠἼࡢሗ༑ศ

ᾏ㐨Ώᓥ᳃

㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟼ᒸᚚ๓ᓮ ༗ᚋ㸲 19 ศ ᭱Ἴ 1.0m
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༗ᚋ㸲 27 ศ ᭱Ἴ 1.1m

ὠἼሗ

16

39㸸14

39㸸34

16

39㸸49

40㸸07

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡣࠊ㧗࠸ࡇࢁ࡛㸱㹫௨ୖ

ḷᒣ㑣ᬛᾆ⏫ᾆ⚄ ༗ᚋ㸲 33 ศ ᭱Ἴ 0.9m

ࡢὠἼࡀணࡉࢀࡲࡍࠋᆅᇦࡼࡗ࡚ࡣࠊ10㹫ࢆ㉺࠼ࡿ

ᾏ㐨ᐊ⹒

ὠἼࡶணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡣ

㟼ᒸΎỈ ༗ᚋ㸲 17 ศ ᭱Ἴ 0.9m

㧗࠸ࡇࢁ࡛㸰㹫⛬ᗘࠊὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡣ

⚄ዉᕝᶓ㡲㈡ ༗ᚋ㸲㸶ศ ᭱Ἴ 0.9m

㧗࠸ࡇࢁ࡛ 50cm ⛬ᗘࡢὠἼࡀணࡉࢀࡲࡍࠋ

⚄ዉᕝᑠ⏣ཎ ༗ᚋ㸱 48 ศ ᭱Ἴ 0.9m

ࠕᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࠖࠊᅇࡢṇᘧྡ⛠ࡀⓎ⾲ࡉࢀ

㟼ᒸ↝ὠ ༗ᚋ㸲 10 ศ ᭱Ἴ 0.8m

ࡲࡋࡓࠋࠕᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࡛ࠖࡍࠋࡇࡢ࠶ࠊ⥲

㟼ᒸ༡ఀ㇋⏫▼ᗯᓮ ༗ᚋ㸱 56 ศ ᭱Ἴ 0.8m

⌮ᐁ㑰࡛Ⳣ⥲⌮ࡢぢࡀ⾜ࢃࢀࡿணᐃ࡛ࡍࡀࠊࡲࡶ࡞ࡃ

ḷᒣ୵ᮏ⏫⿄

࡛ࡍࠋ

㟼ᒸఀᮾ ༗ᚋ㸱 52 ศ ᭱Ἴ 0.7m

㇏⏣㸸ὠἼ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏᓊ⥺

⚄ὠᓥ

ࡀධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤ࡛ࡣࠊ≉ὠἼࡀ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶

୕Ꮿᓥ㜿ྂ ༗ᚋ㸱 39 ศ ᭱Ἴ 0.6m

ࡾࡲࡍࠋࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣࠊ㝣ୖࡀࡗ࡚ࡽࡶ

㟼ᒸすఀ㇋⏫⏣Ꮚ ༗ᚋ㸲 18 ศ ᭱Ἴ 0.4m

ᘓ≀ࡸ㌴ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⿕ᐖࢆࡁࡃࡋࡲࡍࠋ୍้ࡶ᪩

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

ࡃࠊὠἼࡢ᮶࡞࠸ሙᡤ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ࡲࡓࠊὠἼࡣ㸯ᅇࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸰ᅇࠊ㸱ᅇ⧞

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡉࡽࠊ㸯ᅇ┠ࡼࡾࡶ㸰ᅇ┠ࠊ㸰

ࡲࡍ

ᅇ┠ࡼࡾࡶ㸱ᅇ┠ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸯ᅇ᮶ࡓ

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4

༗ᚋ㸲 29 ศ ᭱Ἴ 0.9m

༗ᚋ㸲 33 ศ ᭱Ἴ 0.7m

༗ᚋ㸱 49 ศ ᭱Ἴ 0.6m

୰⥅࣭㒔ෆ
ୖ✵

ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

࠶ࡶὀពࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡸὀពሗࡀゎ㝖
ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊỴࡋ࡚Ἔ᩿ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡐࡦࠊᾏ
ࡢ㏆ࡃ࠸ࡿேࡣࠊ┤ࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡽ㞳
ࢀࡓ㧗ྎࡸࠊ㡹࡛㧗࠸㕲➽ࡢࣅࣝ࡞㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋὠἼࡣ᪂ᖿ⥺௨ୖࡢ㏿ࡉ࡛くࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡍࡄ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⥲⌮ᐁ㑰ࡽ୰⥅࡛ࡍࠋࣄࣛࣔࢺࡉࢇࠋ
16

40㸸45

ࣄࣛࣔࢺ㸸ࡣ࠸ࠋᆅ㟈Ⓨ⏕ࠊࡇࡕࡽ⥲⌮⮧ᐁ㑰ࡶ

୰⥅࣭㤳┦

ࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋᅜᑂ㆟୰࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊⳢ

ᐁ㑰

⥲⌮⮧ࡣࡑࡢᑂ㆟ࢆୖࡆࠊࡍࡄࡇࡕࡽࡢᐁ㑰ᡠࡗ࡚
ࡁ࡚ᑐ⟇࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࠊ༗ᚋ㸲㐣ࡂࡽ
㛵ಀ㛶ࡼࡿᑐ⟇㆟ࡀ㛤ࢀࡲࡋࡓࠋⳢ⥲⌮ࡣࠊ෭
㟼࡛㎿㏿࡞ᑐᛂࢆࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠶ࠊⳢ
⥲⌮ࠊグ⪅ぢࢆ⾜࠺ணᐃ࡛ࡍࠋ
41㸸06

ࡑࡢࠊඛ㛤ࢀࡓ⥭ᛴ⅏ᐖᑐ⟇㆟࡛ࡣࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ
ࡇ࠺࠸࠺ࡁࡇࡑࠊຓࡅྜ࠸ࡢ⢭⚄࡛෭㟼ࠊ㎿㏿ᑐ
ᛂࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈␃ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࠊຊࢆྜࢃࡏ࡚㡹ᙇࢁ࠺ᣦ♧ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋ

41㸸21

ᨻᗓࡣᆅ㟈ࢆཷࡅࠊ⥲⌮⮧ᐁ㑰༗ᚋ 14  50 ศࠊ༴
ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࢆタ⨨ࡋࡲࡋࡓࠋⳢ⥲⌮ࡣ
⿕⅏≧ἣࡢ☜ㄆࠊఫẸࡢᏳ☜ಖࠊࣛࣇࣛࣥࡢ☜ಖࠊ
ఫẸࡢⓗ☜࡞ሗᥦ౪ຊࢆᑾࡃࡍࡼ࠺ᣦ♧ࢆ
ฟࡋࡲࡋࡓࠋ

41㸸41

ࡲࡓࠊ⚟ᒣᐁᡣ㛗ᐁࡼࡾࡲࡍࠊ15  10 ศ㐣ࡂ
ᐑᇛ┴▱ࡽᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁᑐࡋ࡚ࠊ⮬⾨㝲ࡢὴ㐵せ
ㄳࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊⳢ⥲⌮ࡣἑ㜵⾨
⮧ᑐࡋࠊ⮬⾨㝲᭱㝈ࡢάືࢆࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ

41㸸57

ࡇࢀࡀࠊඛᅜࡢࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡢᫎീ࡛ࡍࠋ
᮶㐌᭶᭙᪥ࡶணᐃࡉࢀࡓᑂ㆟࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⌧Ⅼ࡛
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ࡍ࡚୰Ṇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⳢ⥲⌮ࡣࡇࡢ࠶ぢࢆ⾜
࠺ணᐃ࡛ࡍࠋ௨ୖࠊᐁ㑰࡛ࡋࡓࠋ
16

42㸸09

42㸸14

ࢼ㸸ධࡗ࡚࠸ࡿሗࡼࡾࡲࡍࠊ㏻ᶵ㛵ࡸࣛ

୰⥅࣭ᮾி

ࣇࣛࣥ࡞ࡶࡁ࡞ᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ㇏⏣ࡉࢇࠋ

ୖ✵

㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠋ⿕ᐖࢆࡲࡵ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ㆙どᗇࡼࡾࡲ
ࡍࠊᮾிỤᮾ༊㟷ᾏࡢᘓ⠏୰ࡢࣅࣝࡽฟⅆࡋࠊ㯮↮
ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ༓௦⏣༊ẁ༡
ࡢẁ㤋ࡢ࣮࡛࣍ࣝኳࡀⴠୗࡋࠊࡅࡀேࡀᑡ࡞ࡃ
ࡶ 25 ேฟ࡚࠸ࡲࡍࠋẁ㤋࡛ࡣほග㛵㐃ࡢᑓ㛛Ꮫᰯ
ࡢ༞ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊᆅ㟈ᙜ 600 ேࡀ࠸ࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

42㸸43

⏫⏣ᕷෆࡢᆺࢫ࣮ࣃ࣮ࠊࢥࢫࢺࢥ࡛ࡣ㌴ࡢࢫ࣮ࣟࣉࡀ
ᔂࢀ㌴ࡀୗᩜࡁ࡞ࡾࠊ㧗㱋ࡢ⏨ዪ㸰ேࡀࡅࡀࢆࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋዪᛶࡣព㆑᫂ࡢ㔜యࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋỤᮾ༊
᭷᫂ࡢᅜ㝿ᒎ♧ሙࠊ࠸ࢃࡺࡿᮾிࣅࢵࢢࢧࢺ࡛ࡶࡅࡀ

୰⥅࣭ᮾி

ேࡀ㸲ேฟ࡚࠸ࡲࡍࠋỤᮾ༊࠶ࡾࡲࡍ⸆ရ♫࡛ࡣࠊ

᪂ᶫ

⸆ရࢆႥ࠸࡛㸰ேࡀಽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
43㸸10

ᮾிᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ㒔ෆ࡛ࡣ༗ᚋ㸱༙ࡲ࡛ࠊ
ᑡ࡞ࡃࡶ 10 ௳ⅆࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㊊
❧༊ෆ࡛ࡣఫᏯ㸲Ჷࠊ200 ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝࡀ⇞࠼ࡿⅆࡀ
㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

43㸸24

༓ⴥ┴ᾆᏳᕷ࠶ࡿᮾிࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊ㥔㌴ሙ
ࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋỤᮾ༊᪂ᮌሙ㸯
┠࡛ࡶࠊ㐨㊰ࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

43㸸37

ᮾி࢞ࢫࡼࡿሗ࡛ࡍࠋᮾி࢞ࢫࡣࠊⲈᇛ┴ࡢ᪥❧ᆅ
༊ᇦࠊ㸱㸳༓㌺ࡢ࢞ࢫࡢ౪⤥ࢆṆࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
Ⲉᇛ┴∵ஂᕷࡢ୍㒊ࠊ453 ㌺ࠊ㱟ࣨᓮᕷࡢ୍㒊ࠊ77 ㌺ࠊ
ᶓᕷす༊ࡢ୍㒊ࠊ40 ㌺࡛ࡶ౪⤥ࢆṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

16

43㸸58

ࢼ㸸ࡲࡓࠊ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢሗ㐨ᒁࠊሗ㐨ࣇ࡛ࣟࡣ㟈ᗘ
㸯࠸࠺⾲♧ࡀ࡛ࡲࡋࡓࠋవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

44㸸03

㇏⏣㸸༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚄ዉᕝ┴ෆࡢ⿕ᐖ≧ἣ࡛
ࡍࠋ㆙ᐹ࡞ࡼࡾࡲࡍࠊᶓ㥐๓ࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢୖࡢ
ኳࡀⴠࡕ 10 ேࡀୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊඛ
ဨᩆฟࡉࢀࠊ࠸ࡎࢀࡶ㍍ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ
⚄ዉᕝ┴ᗇࡢእቨࡀࡣࡀࢀⴠࡕ࡚࠸ࡿࠊᶓᕷࡢ㹈

44㸸30

㹐㛵ෆ㥐ࡢᒇ᰿ࡀᔂࢀⴠࡕࡿ࡞ࠊከᩘࡢᘓ≀⿕ᐖࡀ

୰⥅࣭⚄ዉ

ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᕝỤࣀᓥ

ࡉࡽࠊከࡃࡢᆅᇦ࡛㟁ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㟁ヰ
ࡀ㠀ᖖࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸࡚ࠊ୍㒊ࡢᆅᇦ

(44㸸45)

࡛ 110 ␒ࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㟁

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ヰࡀ㠀ᖖࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

༗ᚋ㸲 38 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㏻ࡣࠊ┴ෆࡢ㕲㐨ࡀ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ

ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

ࠊ┴ෆࡢ㧗㏿㐨㊰ࡶ⥺࡛㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 㟈ᗘ㸲 㔝⏣ᮧ
16

44㸸55

⥆࠸࡚ࡣࠊ༓ⴥ┴ࡢ⿕ᐖࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ༓ⴥᕷᾘ㜵ᒁࡼ

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷ ᮾ⏫ ᡞ⏫ 㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ

ࡋࡲࡍࠊ୰ኸ༊࠶ࡿ㹈㹄㹃ࢣ࣑࢝ࣝࡢᕤሙ࡛ࠊࢥ࣮

⏫ ┒ᒸᕷ ᐑྂᕷ ᡞᕷ ἑᮧ ඵᖭᖹᕷ ⰼᕳ

ࢡ࢞ࢫࡢタ࡛ฟⅆࡀ࠶ࡾ⇞࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ ᕷ ୍㛵ᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ Ⓩ⡿ᕷ ᓮ
ࡲࡓࠊ༓ⴥ┴༳すᕷ࡛ࡣࠊࡇࡢᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࡅࡀேࡀ㸲

- 126 -

ᕷ ྡྲྀᕷ ▼ᕳᕷ ᯇᓥ⏫

ᆅ㟈㏿ሗ

ேฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
16

45㸸17

㟈※ᆅࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉ 30km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.9

༓ⴥᕷⰼぢᕝ༊㛗స⏫࠶ࡿ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊᘓ≀ⅆ⅏

୰⥅࣭༓ⴥ

ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋⱝⴥ༊ࡢከ㒊⏣➨୍බ

ୖ✵

ᅬ㏆࡛ࡶࠊᘓ≀ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
༓ⴥ┴㔝⏣ᕷ࡛ࡶࠊ㸯௳࣐ࣥࢩࣙࣥⅆ⅏ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
45㸸34

ࡑࡋ࡚ࠊ༓ⴥ┴ᾘ㜵ࡼࡾࡲࡍࠊἢᓊ㒊ᇦ࡛ᾮ≧
⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᕷෆࡢ᪂ᾆᏳࡼࡾ
ᾏഃ࡛ࠊᾮ≧⌧㇟Ỉ㐨⟶ࡢ◚ࡣศࡽ࡞࠸Ỉࡀ
࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿሗࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡶධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

45㸸53

ᡂ⏣✵

࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽࡍ࡚ࡢ㣕⾜ᶵࡢ㞳

(46㸸01)

╔㝣ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡅࡀேࡣฟ࡚࠾ࡽࡎࠊࡢ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

ࡇࢁタ⿕ᐖࡶฟ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୍᪉ࠊ ༗ᚋ㸲 55 ศࡲ࡛ほ
⩚⏣✵

16

46㸸17

46㸸36

46㸸50

16

47㸸11

࡛ࡣࠊ㣕⾜ᶵࡢ╔㝣ࢆ 15  40 ศ㛤ࡋࡲࡋ

ὠἼሗ
ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

ᾏ㐨ᾆ㈡ ༗ᚋ㸲 42 ศ ᭱Ἴ 2.7m

ࡓࠋࡲࡓࠊ㉮㊰㸲ᮏࡢ࠺ࡕࠊ㸰ᮏࡀ⏝࡛ࡁࡿ≧ែࡔ

ឡ▱⏣ཎᕷ㉥⩚᰿ ༗ᚋ㸲 35 ศ ᭱Ἴ 1.1m

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

୕㔜ᑿ㮖 ༗ᚋ㸲 35 ศ ᭱Ἴ 1.0m

༓ⴥ┴ෆࡢሗᡠࡾࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ෆ࡛ࡣࠊ༓ⴥᕷࡸᾆ

ᑠ➟ཎ∗ᓥぢ ༗ᚋ㸲 24 ศ ᭱Ἴ 1.0m

Ᏻᕷ࡛Ỉ㐨⟶ࡽỈ₃ࢀࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋỈ㐨ᒁ࡛

ᶓ ༗ᚋ㸲 35 ศ ᭱Ἴ 0.8m

ࡣࠊᾮ≧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣࠊ㌴࡛ࡶ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺

୕㔜⇃㔝ᕷ㐟ᮌ ༗ᚋ㸲 28 ศ ᭱Ἴ 0.7m

ὀពࢆಁࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᾮ≧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣࠊ㌴

㟼ᒸ⯙㜰 ༗ᚋ㸲 27 ศ ᭱Ἴ 0.7m

࡛ࡶ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ὀពࢆಁࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᾏ㐨᰿ᐊ

ࡲࡓࠊ⺬ཱྀࡽ࠾ࢆฟࡍሙྜࠊ࠸ࡘࡶྠࡌ

ᗘタ

✵

༗ᚋ㸲 22 ศ ᭱Ἴ 0.3m

ᚨᓥ⏤ᒱ ༗ᚋ㸲 42 ศ ᭱Ἴ 0.1m

ᐃࢆࡋ࡚ࡶࠊỈᅽࡢ㛵ಀ࡛⇕⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᛶࡀ࠶

ḷᒣ┴ᚚᆓᕷ♺ᡞ ༗ᚋ㸲 41 ศ ᭱Ἴ 0.1m

ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋỈ㐨ࢆ⏝ࡍࡿ㝿ࡣࠊ༑ศࡈὀព

ḷᒣ┴ⓑ⏫ሀ⏣ ༗ᚋ㸲 40 ศ ᭱Ἴ 0.1m

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㧗▱ᐊᡞᕷᐊᡞᓁ ༗ᚋ㸲 39 ศ ➨ 1 Ἴ㧗ࡉ᫂

ࡲࡓࠊ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡢ᪂ᖿ⥺ࡣࠊ⥺࡛

୕㔜ᑿ㮖Ἀ ༗ᚋ㸲㸵ศ

㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋඛ㹈㹐㛵ෆ㥐ࡢᒇ᰿ࡀᔂ

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

ࢀⴠࡕࡓ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࠊࡇࡕࡽࡣ⌧ᅾ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺㹈㹐

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

ᮾ᪥ᮏࡢ᪂ᖿ⥺ࡣࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡍ

ࢼ㸸ࡧࠊỤࣀᓥࡢ≧ἣࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4

ࠋඛࡲ࡛࡛ࡍࡡࠊ㏵୰㝣ᆅࡀぢ࠼࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ

୰⥅࣭⩚⏣

୰⥅࣭㒔ෆ
ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ୖ✵

୰⥅࣭⚄ዉ
ᕝỤࣀᓥ

ࡶࡋࡍࡿ‶₻㏆࡙࠸࡚Ỉࡀୖࡀࡗ࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶ
ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠋ
47㸸23

ᒾᡭ┴ࡢᐑ࡛ྂࡣࠊࡇࡢ࠶ኪ㸵 43 ศ‶₻ࢆ㏄࠼
ࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡢᐑ࡛ྂࡣࠊࡇࡢ࠶ኪ㸵 43 ศ‶₻
ࢆ㏄࠼ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ༓ⴥ┴ࡢ㖯Ꮚ࡛ࡣ༗ᚋ㸶 23 ศ
‶₻ࢆ㏄࠼ࡲࡍࠋ㖯Ꮚ࡛ࡣ༗ᚋ㸶 23 ศ‶₻ࢆ㏄࠼
ࡲࡍࠋࡑࢀక࠸ࡲࡋ࡚ࠊὠἼࡢ㧗ࡉࡀࡉࡽࡁࡃ࡞
ࡿྍ⬟ᛶࡶ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋᾏࠊࡑࡋ࡚ᕝࠊవ㟈
ࡀࡲࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊỴࡋ࡚㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏ
ࡸᕝࠊవ㟈ࡀࡲࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊỴࡋ࡚㏆࡙࡞࠸࡛
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

47㸸58

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ࠶ࠊⳢ⥲⌮⮧ࡢぢࡀ⥲⌮ᐁ㑰࡛༗ᚋ
㸲 55 ศࠊ༗ᚋ㸲 55 ศࢆணᐃࡋ࡚ጞࡲࡿ࠸࠺ࡇ

୰⥅࣭㤳┦

࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡀࠊ⥲⌮ᐁ㑰ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ࠶࠸

ᐁ㑰

ࡔࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ⌧ᆅࡢ୰⥅ࡋ࡚ࡶࡽ࠸
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ࡲࡍࠋ
16

48㸸15

ࢼ㸸…Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈ࡣ㟈※ࡀ୕㝣Ἀࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ

୰⥅࣭ᐑᇛ

10kmࠊᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4 ᥎ᐃ

┴ࣨ⏫

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊඛẼ㇟ᗇࡀࠕᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ

ከ⪺ᒣ

㟈ࠖྡࡋࡲࡋࡓࠋᆅ㟈ࡢⓎ⏕ࡽ᪤㸰㛫ࡀ⤒㐣
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈ࡢⓎ⏕ࡽ᪤㸰㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࡀࠊ⌧ᅾࡶࡲࡔࠊవ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
48㸸45

ࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡁࡓ
᪉ࠎࡣࠊ㑊㞴ᡤᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠᏛᰯ⛣ືࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࢧࣞࣥࡀ㬆ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ➨㸱Ἴ
㆙ᡄࡍࡿࡼ࠺ࠊࢧࣞࣥࡀ㬆ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ➨㸯Ἴ฿㐩
௨㝆ࡶࠊࡃࢀࡄࢀࡶᾏࡣ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ

16

49㸸11

ࢼ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚ཧࡾ

ࢫࢱࢪ࢜

ࡲࡍࠋඛ࡛ࡍࡡࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㉳ࡁࡲࡋࡓᐑᇛ
┴ࡢἈࠊ῝ࡉ 10km ࡢ⨨࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࡘࡢᆅ
㟈ࡀ࡛ࡍࡡࠊ⥲⛠࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠕᐑᇛ࣭ⲈᇛἈᆅ㟈ࠖࠊ
ࠕᐑᇛ࣭ⲈᇛἈᆅ㟈ࠖࠋࡇࢀࡔࡅ㞳ࢀࡓᆅᇦ࡛ࡢ㟈※ࡢࠊ
ࡘࡢᆅ㟈ࡢ⥲⛠࠸࠺ࡢࡣࡲ࡛ࡀ࠶ࡗࡓ
࠺ᡭࡶሗࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ
ࠕ ᐑᇛ࣭ⲈᇛἈᆅ㟈ࠖࠊ
ࠕᐑᇛ࣭ⲈᇛἈᆅ㟈ࠖྡ⛠ࡀඛࡽኚ᭦ࢆࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
16

49㸸43

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊὠἼࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲 45 ศࡲ࡛ほ

┴ࣨ⏫

ࡉࢀࡓࠊὠἼ

ࡢ้㧗ࡉࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
49㸸52

ከ⪺ᒣ

⚟ᓥࡢ┦㤿࡛ࡣ༗ᚋ㸱 50 ศ᭱Ἴ 7.3㹫௨ୖࠊᒾᡭ
┴ࡢ㔩▼࡛ࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ᭱Ἴ 4.1㹫௨ୖࠊᒾᡭࡢ
ᐑ࡛ྂࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ᭱Ἴ㸲㹫௨ୖࡀほ

ࡉࢀ࡚

࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊⲈᇛ┴ࡢὙ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 43 ศ᭱
Ἴ 3.9㹫ࠊᾏ㐨࠼ࡾࡶ⏫࡛ࡣ༗ᚋ㸱 44 ศ᭱Ἴ
3.5㹫ࠊᐑᇛࡢ▼ᕳᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 20 ศ᭱Ἴ 3.3㹫
௨ୖ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢ࡛ࡶࠊ㸱㹫ࠊ㸰㹫ࠊ㧗࠸Ἴࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡃࢀࡄࢀࡶὠἼࡣࠊᚋࡶ༑ศ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
50㸸32

ࢼ㸸࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࣖࢼࢭࡉࢇࠊ୰⥅ฟࡿࡇࡣ
࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡽఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸
ࡲࡍ࣭

16

50㸸52

ࣖࢼࢭ㸸ࣨ⏫ࡢⳭⵦ⏣࡛Ṛ⪅㸯ே࠸࠺ሗࡀධ

࣑ࣖࢠࢸࣞ

ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇࡣࠊᅇࡢᆅ㟈ࢆࠕᮾᆅ᪉ኴ

ࣅ

ᖹὒἈᆅ㟈ࠖྡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡽぢࡿ
㝈ࡾࠊᾏ㠃ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ᾋ㐟≀ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋඛ
ࠊࡇࡢࣨ⏫ࡢ㏆㎶࡛ࡣࠊ➨㸱Ἴࡢ฿᮶㆙ᡄࡍࡿ
ࡼ࠺ࠊࢧࣞࣥ㜵⅏↓⥺ࡀ㬆ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ┴ࡢ⅏ᐖ
ᑐ⟇ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ
࠸࡚࠸ࡿࣨ⏫ࡢⳭⵦ⏣࡛Ṛ⪅ࡀ㸯ே࠸࠺ሗ
ࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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16

16

51㸸34

51㸸42

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣྎ㥐ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ⌧ᅾࡢ

୰⥅࣭ྎ

ྎ㥐ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

㥐๓

⏨ᛶ㸸ࡣ࠸ࠊ㹈㹐ྎ㥐๓࡛ࡍࠋ
ࣖࢼࢭ㸸ࡣ࠸ࠊఏ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

51㸸49

⏨ᛶ㸸ࡣ࠸ࠊ㹈㹐ྎ㥐๓࡛ࡍࠋ㥐ᵓෆࡣࠊධࢀ࡞࠸
≧ែ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㥐ᵓෆࠊୖỈ㐨ࠊୗỈ㐨ࡀ◚
ࡋࠊỈᾐࡋࡢࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡍࠋ㥐๓࢚ࣥࢱࢶࣃ࣮࢟ࣥࢢ
ࡢ┳ᯈࡀᢡࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᕷෆࡢ㧗ᒙᘓ⠏ࠊ
㹑㹑㸱㸮ࡢᒇୖࣥࢸࢼ㒊ศࡶᢡࢀࡓ≧ែ࡛ࡍࠋ

52㸸12

ࠊಙྕࡶ࠾ࡶ࡞ࡇࢁࡣ⏕ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⣽࠸ಙྕ
ᶵࡣᢡࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡽ㹈㹐ྎ㥐ࡲ
࡛ࡢ⛣ື㛫ࡀ⣙㸯㛫௨ୖࡾࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡍ
ࡡࠊ㹈㹐ྎ㥐ࡢ㥐ဨࡉࢇࡀ࣌ࢹࢫࢺࣜࣥࢹࢵ࢟ࡽ
㝆ࡾࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࢚ࢫࣃࣝ࠶ࡓࡾࡽࠊඛ
↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ

16

52㸸40

ࣖࢼࢭ㸸⌧ᅾࡢྎ㥐ࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᘬ

࣑ࣖࢠࢸࣞ

ࡁ⥆ࡁࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ

ࣅ

㡭Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈ࡘ࠸࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊඛ
ࣨ⏫࡛➨㸯ἼࡢὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓࡁࡢᫎീ࡛ࡍࠋ
➨㸯ἼࡢὠἼࡀࣨ⏫࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡁࡢᫎീ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡣ༗ᚋ…
53㸸04

⏨ᛶ㸸ࡣ࠸ࠊࡇࡕࡽࡣࡲࡔኵ࡛ࡍࠋࡲࡔࠊ㠀ᖖἼ
ࡢᘬࡁࡀᙉ࠸࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡣ࠸ࠋ㧗ࡉࡣኵࡔᛮ࠺ࢇ
࡛ࡍࡀࠊᛕࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡣࡶ࠺ᑡࡋ㧗ྎୖࡀࡗࡓ࠺
ࡀ࠸࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ

16

53㸸14

ࢼ㸸…ࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ᪥ᮏࢸࣞࣅࡽሗࢆ࠾ఏ࠼
ࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋࡲࡶ࡞ࡃࠊ⥲⌮ᐁ㑰࡛Ⳣ⥲⌮⮧ࡢぢ

୰⥅࣭㤳┦

ࡀጞࡲࡿࡶࡢぢࡽࢀࡲࡍࠋඛࡣࠊᐑᇛ┴ෆ࡛ࡶ㸯

ᐁ㑰

ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡶࠊ㸯ே
ࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࠊవ㟈
ഛ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ༗ᚋ㸲 55 ศ࡛ࡍࡽࠊ࠾ࡼࡑ㸯ศ
30 ⛊ᚋᐃ้ࢆ㏄࠼ࡲࡋ࡚ࠊⳢ⥲⌮⮧ࡢぢࡀጞࡲ
ࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
53㸸42

ࡇࡢ࠶వ㟈ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏࡸᕝ
ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࠊ
㖟⾜ࡢ㸿㹒㹋ࠊ⌧㔠⮬ື㡸ࡅᡶ࠸ᶵࡀ୍㒊࡛࠼࡞࠸≧
ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡳࡎ㖟⾜࡛ࡣ༗ᚋ㸲 40 ศ⌧ᅾࠊ
83 ࢝ᡤࡢ㸿㹒㹋ࡀṆࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ୕⳻ᮾி㹓
㹄㹈ࠊ୕ఫ㖟⾜࡛ࡶᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࠊ୍㒊ࡢ㸿㹒
㹋ࡀ࠼࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

54㸸12

ࡇࡕࡽࡣࠊ༓ⴥࡢ㬞ᕝࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ₻ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ

୰⥅࣭༓ⴥ

ᵝᏊࡀぢཷࡅࡽࢀࡲࡍࠋἼࡶᑡࡋ㧗࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋኴᖹὒ

㬞ᕝ

ἢᓊࠊᾏ㐨ࡽ㛵ᮾᆅ᪉ࡑࡋ࡚ᮾᾏࠊḷᒣࡢ࠶ࡓࡾ
ࡲ࡛ὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
16

54㸸33

ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀ⥲⌮ᐁ㑰ධࡾࡲࡋ࡚ࠊⳢ⥲⌮⮧

୰⥅࣭㤳┦

ࡀࠊࡲࡶ࡞ࡃ⥲⌮ᐁ㑰ධࡿᶍᵝ࡛ࡍࠋࠊᯞ㔝ᐁᡣ

ᐁ㑰
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㛗ᐁࡀ୰ධࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡶ࡞ࡃࠊ୰⥅࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚ཧ
ࡾࡲࡍࠋ
16

54㸸57

ᐑᇛ࣭ⲈᇛἈᆅ㟈ࠊࡇࡢ༗ᚋ㸰 46 ศ㉳ࡁࡲࡋࡓ
ᆅ㟈ࠊᐑᇛ┴ࡢἈ࡛ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊⲈᇛ┴Ἀࡣ༗ᚋ㸱
 15 ศ࡛ࡍࠋⳢ⥲⌮⮧ࡀ⥲⌮ᐁ㑰ධࡾࡲࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽぢࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

55㸸17

⏨ᛶ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊྈࡽᅇࡢᆅ㟈ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ⥲
⌮ࡽᅜẸࡢⓙᵝࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࢀ
ࡽ࣭࣭࣭ࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

16

55㸸28

Ⳣ⥲⌮㸸ᅜẸࡢⓙᵝࠊࡶ࠺ࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࡛࢜ࡈᢎ▱ࡢࡼ

㤳┦ぢ

࠺ࠊᮏ᪥ 14  46 ศࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳࣗ
࣮ࢻ 8.4 ࡢࠊ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࢆ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡼࡾࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡁ࡞⿕ᐖ
ࡀⓎ⏕ࢆ⮴ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࠎࡣᚰࡽ࠾
ぢ⯙࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊཎᏊຊタࡘࡁࡲࡋ࡚
ࡣࠊ୍㒊ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ⮬ືṆ⮴ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢࡇࢁࠊእ㒊ࡢᨺᑕᛶ≀㉁➼ࡢᙳ㡪ࡣ☜ㄆࢆࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
56㸸22

ࡇ࠺ࡋࡓែࢆ㏄࠼ࠊ⚾ࢆᮏ㒊㛗ࡍࡿ⥭ᛴ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ
㒊ࢆ┤ࡕタ⨨ࢆ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋᅜẸࡢⓙᵝࡢᏳࢆ☜ಖ
ࡋࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡋ࡚⥲ຊࢆᣲࡆ
࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡲࡍࠋᅜẸࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡶࠊ
ᚋࠊᘬࡁ⥆ࡁὀព῝ࡃࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࡢሗ㐨ࢆࡼࡃཷ
ࡅࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚰࡽ
࠾㢪࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

57㸸12

⏨ᛶ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⥲⌮ࡣᚋᆅ㟈ࡢᑐᛂࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁࡲࡋ࡚…ࠋ

16

57㸸17

ࢼ㸸⥲⌮⮧ࡢぢࡀ⤊ࢃࡾࡲࡋࡓࠋཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡞
࡛ᨺᑕ⬟₃ࢀ࡞ࡣ࡞࠸࠸࠺ࠊ୍ࡘࡢᏳ☜ㄆࡀ࠶
ࡾࡲࡋࡓࠋ㸳 55 ศࡽጞࡲࡾࡲࡋࡓ⥲⌮ᐁ㑰ࡢぢ
࡛ࡍࡀࠊ࠾ࡼࡑ㸰ศ࡛⤊ࡋࡲࡋࡓࠋ

57㸸34

⌧ᅾࡣࠊ᪂ᶫࡢ㥐๓ࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ㹑㹊ᗈሙ࠸࠸ࡲࡋ࡚ࠊ

୰⥅࣭ᮾி

ᬑẁࡣࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡀ㊊᪩⾜ࡁ᮶ࢆࡍࡿࡇࢁ࡛ࡍ

᪂ᶫ㥐๓

ࡀࠊࡲࢃࡾ㧗࠸ᘓ≀࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᗈሙࢆồࡵ࡚
ேࠎࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪂ᶫࡢ㥐๓ࠋ⌧ᅾࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛
ࡣࡺࡿࡸవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊඛࡢ
ࡁ࡞వ㟈࠸࠺ࡢࡣࡲࡔほ
57㸸59

ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ

ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡶ࠺୍ᗘࡇࡕࡽ࡛ሗࢆࡲࡵ࡚࠾ఏ࠼ࡋ࡚
ཧࡾࡲࡍࡀࠊᦠᖏ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔࠊ㹟㹳ࠊࢯࣇࢺࣂࣥࢡࠊᦠᖏ㟁
ヰ♫ྛ♫ࡀࠊᏳྰሗࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⅏ᐖఏゝᯈࡢタ⨨
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᏳྰሗࡢⓏ㘓ࡸ☜ㄆࢆࠊᦠᖏ㟁ヰࡢࢺ
ࢵࣉ࣮࣌ࢪࡸࣃࢯࢥࣥࡽ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ

16

58㸸22

㇏⏣㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㒔ෆࡢ⿕ᐖࡢ≧ἣࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㆙
どᗇᮾிᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾி༓௦⏣༊ẁ༡ࡢ
ẁ㤋ࡢ࣮࡛࣍ࣝኳࡀⴠୗࡋࠊࡅࡀேࡀ 25 ேฟ࡚
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࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸳ேࡀ㔜യ࡛ࠊ50 ௦ࡢዪᛶࡀព㆑
᫂ࡢ㔜యࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋẁ㤋࡛ࡣࠊほග㛵㐃ࡢ

୰⥅࣭ᮾி

ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊᆅ㟈ᙜ 600 ே

༓௦⏣༊

ࡀ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ༞ᴗᘧࡢฟᖍ⪅ࡼࡾࡲࡍࠊ
ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊ᭱ึࡣࡥࡽࡥࡽ◁ࡰࡇࡾࡀⴠࡕ࡚ࡁࡓࠋࡲ
ࢃࡾࡢேࡀៃ࡚࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡓࡽࠊᙉ࠸ᦂ
ࢀࡀ᮶࡚࣮࣍ࣝࡢ๓ࡢ࠺࠶ࡿኳࡀⴠࡕ࡚ࡁࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
16

59㸸06

Ụᮾ༊㟷ᾏࡢᘓ⠏୰ࡢࣅࣝࡽฟⅆࡋࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡾࡲ
ࡋࡓࠋ⏫⏣ᕷෆࡢᆺࢫ࣮ࣃ࣮ࠊࢥࢫࢺࢥ࡛ࡣ㌴ࡢࢫࣟ
࣮ࣉࡀᔂࢀ㌴ࡀୗᩜࡁ࡞ࡾࠊ㧗㱋ࡢ⏨ዪ㸰ேࡀࡅࡀࢆ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋዪᛶࡣព㆑᫂ࡢ㔜యࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
Ụᮾ༊᭷᫂ࡢᒎ♧ሙࠊ࠸ࢃࡺࡿᮾிࣅࢵࢢࢧࢺ࡛ࡶࠊ
ࡅࡀே㸲ேࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

59㸸30

ࢼ㸸⌧ᅾࠊ⥲⌮ᐁ㑰࡛ࡣࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀぢࢆࡋ࡚
࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ

16

59㸸32

ᯞ㔝㸸…㐃⤡ࡣࠊඛࡢẁ㝵࡛ࡣࡲࡔྲྀࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏ

୰⥅࣭㤳┦

ࢇࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇୖࠊ⮬⾨㝲࡛ไᗘୖ࡛ࡁࡿ᭱

ᐁ㑰

㝈ࡢࡇࡣࠊ⚟ᓥ᪉㠃ᑐࡋ࡚ࡶ᪤ᐇࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
59㸸47

⏨ᛶ㸸ㄞ᪂⪺࣭࣭࣭ࠋ⌧ᅾࡢࡇࢁ࡛ࡍࡡࠊᮾᆅ᪉
ࡢྛ┴ᗇ࡛ࡍᾘ㜵㛵ಀ࡛ࡍࡡࠊ⿕ᐖෆᐜ㸦㸽㸧ࢆ
࡛ࡍࡡࠊᙺᡤ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⏒࡞⿕
ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡣࠊ
ࡑࡕࡽࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ

17

00㸸04

ᯞ㔝㸸ࠊࡲࡉヲ⣽ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ☜ㄆࢆ⮴ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ☜ㄆࢆ
࡛ࡁࡓࡇࢁࡽࠊ㡰ࡈሗ࿌ࡣࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

17

00㸸21

ዪᛶ㸸ᮅ᪥᪂⪺࡛ࡍࡀࠊ୍㒊ሗ㐨࡛࡛ࡍࡡࠊṚയ⪅ࡢᩘ
ࡀฟ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ⌧ᅾࠊᨻᗓࡢ࠺࡛ࡑ࠺࠸ࡗࡓ
Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣭࣭࣭ࡘ࠸࡚࣭࣭࣭ࠋ

00㸸30

ᯞ㔝㸸ࡉࡲࡊࡲ࡞⿕ᐖࡢሗࡣࠊ㞟⣙ࢭࣥࢱ࣮㸦ෆ㛶
ሗ㞟⣙ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡢ࠺ධࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ⌧
Ⅼ࡛ࡣࠊࡲࡎࡣ⿕ᐖࡢᣑ㜵Ṇࠊᩆ࠸࠺ࡇຊ
ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ⿕ᐖࡢ≧ἣࡢᩚ⌮ࡘ࠸
࡚ࡣ㡰ḟ㏣ࡗ࡚࡛ࡍࡡࠊࡈሗ࿌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

00㸸53

ྛ┬ᗇࡶࠊࡶࡕࢁࢇ⿕ᐖࡢ≧ἣࢆᢕᥱࢆࡋ࡚ࡑࢀᑐ
ᛂࡋ࡚ື࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿヂ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⌧Ⅼ࡛
ࡣࠊࡃ⿕ᐖ≧ἣࡢᩚ⌮௨ୖࠊࡑࢀᑐࡋ࡚⥭ᛴ
ᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࡇຊࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

17

01㸸07

⏨ᛶ㸸ẖ᪥᪂⪺ࡢ࣭࣭࣭ࠋ㟈※ᆅ㏆ࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
࡞ࡾከ࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋ⥲⌮ࡽࡶヰ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ
ཎⓎࡢᏳ≧ἣࢆ࣭࣭࣭ࠋ

01㸸17

ᯞ㔝㸸⥲⌮ࡽࡶ࠾ヰࢆ⮴ࡋࡲࡋࡓ㏻ࡾ࡛ࡍࡡࠊཎᏊຊ
Ⓨ㟁ᡤࡘ࠸࡚ࡣ⌧Ⅼ࡛⿕ᐖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨺᑕ⬟₃ࢀ
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࠸࠺ሗࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋࡇࢀࡣࠊᐁ㑰ࡢ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢࡇࢁࢳ࣮࣒ཧ㞟ࡋ࡚ࠊ┤ࡕ࡛ࡍࡡࠊ☜ㄆࢆ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡶ␗ᖖࡀ࡞࠸࠺ᖖ☜ㄆࢆྲྀࡾ⥆ࡅ
࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚ࠊ⌧Ⅼ࡛ࡑ࠺࠸ࡗࡓ⿕ᐖ
ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
17

01㸸47

⏨ᛶ㸸ㄞ᪂⪺࡛ࡍࠋ㧗㏿㐨㊰ࡸ࡛ࡍࡡࠊ᪂ᖿ⥺ࠊ
࣭࣭࣭

(01㸸48)

࠸ࡗࡓ㝣ୖࡢ࣭࣭࣭ࠋ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

01㸸57

ᯞ㔝㸸ඛࡢᑐ⟇ᮏ㒊ࠊ㸰ᅇ┠ࡢᑐ⟇ᮏ㒊ࡢⅬ࡛᪂

༗ᚋ㸳㸮ศࡲ࡛ほ

ᖿ⥺ࠊ㹈㹐ᮾ᪥ᮏ⟶ෆࡢ᪂ᖿ⥺ࡘ࠸࡚ࡣࠊṆࡲࡗ࡚ࡣ

㟷᳃ඵᡞ ༗ᚋ㸲 51 ศ ᭱Ἴ 2.7m

┴ࣨ⏫

࠸ࡿࡅࢀࡶ⬺⥺➼ࡢ࡛ࡍࡡࠊࡁ࡞⿕ᐖࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚

ᑠ➟ཎ∗ᓥぢ ༗ᚋ㸲 46 ศ ᭱Ἴ 1.8m

ከ⪺ᒣ

࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᚨᓥ⏤ᒱ ༗ᚋ㸲 55 ศ ᭱Ἴ 1.0m

ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊࡉࡽࡑࢀࡒࢀࠊ㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ

ḷᒣⓑ⏫ሀ⏣ ༗ᚋ㸲 52 ศ ᭱Ἴ 0.9m

ࡾࡍࡿ᪉ࠊᙜ↛㥐㥐ࡢ࠶࠸ࡔ࡞ࠊ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᛮ

ḷᒣ୵ᮏ⏫⿄

࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓⓙࡉࢇᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢆྵࡵ࡚

ḷᒣ┴ᚚᆓᕷ♺ᡞ ༗ᚋ㸳 54 ศ ᭱Ἴ 0.7m

࡛ࡍࡡࠊᅜᅵ㏻⮧ᑐࡋ࡚ࡣ㹈㹐➼ࡢ㐃⣔ࢆྲྀࡗ

୕㔜㫽⩚ ༗ᚋ㸲 52 ศ ᭱Ἴ 0.5m

࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚲせᛂࡌ࡚ᆅᇦࠊ㟁㌴➼ࡀṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ

㟷᳃እࣨ⏫❳㣕 ༗ᚋ㸲 32 ศ ᭱Ἴ 0.5m

ᆅᇦࡢ㆙ᐹࠊᾘ㜵ࡶ㐃⤡ࢆྲྀࡗ࡚ࡋࡗࡾᏳࡢ☜

㧗▱┴ᐊᡞᕷᐊᡞᓁ ༗ᚋ㸲 49 ศ ᭱Ἴ 0.4m

ㄆࠊࡑࡋ࡚ࠊ㟁㌴ࡢ୰࠾ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞᪉ࡘ࠸࡚ࡢ

ḷᒣ┴ⓑἈ ༗ᚋ㸲 25 ศ

ᑐᛂࢆࡍࡿࡼ࠺࠸࠺ᣦ♧ࡣୗࢁࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

㇏⏣㸸ᮾிࡽሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᐑᇛ┴㆙ࡣࠊࡲ

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ࡎᐑᇛ┴ࡢሗ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴㆙ࡣࠊྎᕷෆ࡛ࠊ୰Ꮫ

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

⏕㸯ேࡀἼ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚⾜᪉᫂࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸

ࡲࡍ

࠺ሗࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ▼ᕳᕷ࡛ࡶࠊᆅ㟈ࡼࡿ

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4

02㸸12

17

02㸸44

ὠἼሗ
ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

୰⥅࣭ᐑᇛ

༗ᚋ㸲 56 ศ ᭱Ἴ 0.8m

ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ⴠୗ≀࡛㸯ேࡀṚஸࡋࡓࡢሗࡀධࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࠊ
☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴㆙ࡣࠊྎᕷෆࡢ
᪑㤋ࡢᘓ≀ࡀಽቯࡋࠊ୰ࡽேࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ࠸ࡗࡓ
ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
03㸸14

ࡲࡓࠊἢᓊ㒊ࡢ㒔ᕷ࡛ࡣࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡢᒇୖࠊ㑊㞴ࡋࡓ
ໃࡢேࡀྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡸࠊΏ㔛⏫ࡢ㜵
Ἴሐࡶࠊ㆙ᐹᐁࡸఫẸࡀྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢሗࡀ
ධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

03㸸28

ࢼ㸸ࠊᐑᇛ┴ࡢࣨࡢሗ࣓࢝ࣛࢆぢ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
㸰㝵ࡢᘓ≀ࡲ࡛ࠊࡇࢀࡣỈ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࢇ࡛
ࡋࡻ࠺ࠊእቨࡀࡶࡂྲྀࡽࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࠊ❆ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㝽㛫ࡽྥࡇ࠺ࡢᕝࡢὶࢀࠊᾏࡢὶ
ࢀࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ㠀ᖖ㧗࠸ὠἼࡀくࡗࡓྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

17

03㸸50

㇏⏣㸸⥆࠸࡚ࠊᒾᡭ┴ࡢሗ࡛ࡍࠋᒣ⏣⏫ࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ
ࡣࠊᇦࡀỈἐࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ10 ேࡀᒇ᰿
ࡢୖ࡛ᩆຓࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ᐙᒇࡀࠊὶࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

04㸸03

㇏⏣㸸⏫ෆᩘ࢝ᡤ࡛ࠊⅆ⅏ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋᒾᡭ┴⯪Ώᕷᑠ⏫ࡢ㉥ᓮᆅ༊㸦⯪Ώᕷ㉥ᓮ
⏫㸽㸧࡛ࡣࠊᇦࡀỈἐࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

17

04㸸15

ࡲࡓࠊ㒔ෆࡢ⿕ᐖ≧ἣ࡛ࡍࠋ㆙どᗇᮾிᾘ㜵ᗇࡼࡾ

୰⥅࣭ᮾி

ࡲࡍࠊᮾி༓௦⏣༊ẁ༡ࡢẁ㤋ࡢ࣮࡛࣍ࣝኳ

᪂ᶫ㥐๓

ࡀⴠୗࡋࠊࡅࡀேࡀ 25 ேฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸳ேࡀ
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㔜യ࡛ࠊ50 ௦ࡢዪᛶࡀព㆑᫂ࡢ㔜యࡔ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ
17

04㸸34

ẁ㤋࡛ࡣࠊほග㛵㐃ࡢᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸࡚ࠊᆅ㟈ᙜ 600 ேࡀ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ༞ᴗ
ᘧࡢฟᖍ⪅ࡼࡾࡲࡍࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊ᭱ึࡣࡥࡽࡥࡽ
◁ࡰࡇࡾࡀⴠࡕ࡚ࡁࡓࠋࡲࢃࡾࡢேࡀៃ࡚࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ
࠸ゝࡗ࡚࠸ࡓࡽࠊᙉ࠸ᦂࢀࡀ᮶࡚࣮࣍ࣝࡢ๓ࡢ࠺
࠶ࡿኳࡀⴠࡕ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

04㸸58

Ụᮾ༊㟷ᾏࡢᘓ⠏୰ࡢࣅࣝࡽฟⅆࡋࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡾࡲ
ࡋࡓࠋ⏫⏣ᕷෆࡢᆺࢫ࣮ࣃ࣮ࠊࢥࢫࢺࢥ࡛ࡣ㌴ࡢࢫࣟ
࣮ࣉࡀᔂࢀ㌴ࡀୗᩜࡁ࡞ࡾࠊ㧗㱋ࡢ⏨ዪ㸰ேࡀࡅࡀࢆ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋዪᛶࡣព㆑᫂ࡢ㔜యࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

17

05㸸16

Ụᮾ༊᭷᫂ࡢᅜ㝿ᒎ♧ሙࠊ࠸ࢃࡺࡿᮾிࣅࢵࢢࢧࢺ࡛
ࡶࡅࡀேࡀ㸲ேฟ࡚࠸ࡲࡍࠋỤᮾ༊◁࠶ࡿ⸆ရ♫
࡛ࡣࠊ⸆ရࢆႥ࠸࡛㸰ேࡀಽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

05㸸30

㒔ෆ࡛ࡣ༗ᚋ㸱༙ࡲ࡛ࠊᑡ࡞ࡃࡶ 10 ௳ⅆࡀ㉳
ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㊊❧༊ෆ࡛ࡣఫᏯ㸲Ჷࠊ200
ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝࡀ⇞࠼ࡿⅆࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

05㸸43

༓ⴥ┴ᾆᏳᕷ࠶ࡿᮾிࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊ㥔㌴ሙ
ࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋỤᮾ༊᪂ᮌሙ㸯
┠࡛ࡶࠊ㐨㊰ࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

05㸸55

㆙どᗇࡣ⿕⅏ᆅྥࡅࠊᗈᇦ⥭ᛴຓ㝲ࢆὴ㐵ࡍࡿ᪉㔪
࡛ࡍࠋ

17

06㸸00

ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊᑓ㛛ᐙ᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡕ࡙

ࢫࢱࢪ࢜

ࡃࡾィ⏬◊✲ᡤࡢΏ㎶ᐇࡉࢇ࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲ
ࡍࠋ
Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
06㸸06

㇏⏣㸸࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࢼ㸸୍␒ษ࡞ࡢࡣே࡛ࡍࠋࡇࡢ࠶ࠊᐙṌ࠸࡚
ᖐࡗ࡚࠸ࡃேࡶ࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊὀពⅬࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ

17

06㸸12

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋᅇࡢᆅ㟈ࡣ࡛ࡍࡡࠊ࡚ࡶࡁ࡞ࠊᕧ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ᆅ㟈ࡢ㡿ᇦධࡿᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡽࠊࡇࢀࡽࡶ

┴ࣨ⏫

వ㟈ࠊࡇࢀࡶᙉ࠸వ㟈ࡀᐃࡉࢀࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊṌ࠸

ከ⪺ᒣ

࡚ࡇࢀࡽᖐᏯࡉࢀࡿ᪉ࠊࡲࡎ࡛ࡍࡡࠊࡃࠊᗈ࠸
㐨㊰ࢆṌ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢼ㸸ᗈ࠸㐨㊰ࢆṌࡃࠋ
06㸸31

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋ࠸࠺ࡢࡣࠊవ㟈࡛ⴠୗ≀ࠊ࢞ࣛࢫ┳
ᯈࠊࡇࢀࡀⴠࡕ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊࡃࠊ
ᗈ࠸㐨㊰ࡢ┿ࢇ୰࠶ࡓࡾࢆࠊࡃṌ࠸࡚ᖐࡿࠋࡑࢀ
ࡽࠊࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࡀ࠸ࡕࡁࡇࢀࡽᖐᏯࡍࡿᛮ
࠸ࡲࡍࡽࠊៃ࡚࡞࠸ࡇ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࠊ⮬ศࡢᐙࡀࡗ
ࡕࡢ᪉ྥ࠶ࡿࡢࠊࡢ࠺༡ࡢ࠺ࠊࡔ࠸ࡓ࠸
࡛࠸࠸࡛ࡍࡽࠊࡑࡢឤぬࡔࡅࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽṌ࠸࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ

17

07㸸02

ࢼ㸸୍ࡘ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊᐙධࡗ࡚࠸࠸ࢇ࡛

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡋࡻ࠺ࠋ

㹈㹐ྎ㥐
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Ώ㎶㸸ᖐࡗ࡚ࡽࡢᐙࡀࡇ࠶ࡿࡣศࡽ࡞࠸ࢇ࡛
ࡍࡅࢀࡶࠊࡃࡢࠊṌ࠸࡚ᖐࡿࡑࡤ࠶ࡿࣅࣝ
ࡢ୰ࡣࠊࡶ࠺ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࢼ㸸࠶࠶ࠊࡑ࠺࡛ࡍࠊ࡞ࡿࠋ
17

07㸸19

Ώ㎶㸸ࡃࠊࡁ࡞వ㟈ࡀࡇࢀࡽ᮶ࡿ࠸࠺ࡇ
ࢆ㢌ࡢ୰⨨࠸࡚ࠊᖐᏯࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࢀࡽࠊࡶ
࠺୍ࡘ࡛ࡍࡡࠊࠊᦠᖏ㟁ヰࡢ♫ࡀࠊᏳྰࢆ☜ㄆࡍࡿ
⅏ᐖ⏝ఏゝᯈ࠸࠺ࡢࢆ㛤タࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࡲࡍࠋ

07㸸35

࡛ࡍࡽࠊࡇࢀࡣࡶࡕࢁࢇࠊᏳྰࡢሗࢆධࢀࡿ┠ⓗ࡞
ࢇ࡛ࡍࡀࠊ⮬ศࡀࡇࢆṌ࠸࡚ᖐࢁ࠺ࡋ࡚ࡿࡢ
࠸࠺ሗࢆࠊࣇ࣮ࣜࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡃࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍ
ࡽࡑࡇ࣓ࣔࢆධࢀ࡚ࠊࡑࡢఏゝᯈࢆᖐᏯᅔ㞴⪅ࡢࠊᖐ
Ꮿࢆࡍࡿ᪉ࡢ⨨ሗࡋ࡚ᐙ᪘ᒆࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

17

07㸸57

ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋࡶ࠺୍ᗘ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࡀࠊእࡣ
ᐮ࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ⮬ศࡢᐙࢆぢࡅ࡚ࠊ⮬ศࡢᐙࡢ୰ධ
ࡗ࡚⏕άࢆࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

୰⥅࣭ᐑᇛ

Ώ㎶㸸ࡑࢀࡣࠊࡸࡗࡥࡾࠊࡑࡢᐙࡀᑡ࡞ࡃࡶ᪂⪏㟈࡛

┴ࣨ⏫

࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࠊ⪏㟈ࡀ࠶ࡿ࠺ࠋ

ከ⪺ᒣ

ࢼ㸸⪏㟈ࡀ࠶ࡿ࠺ࠋ
Ώ㎶㸸ࡑࡢุ᩿ࡀࡍ࡚ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
08㸸16

ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊ⮬ศࡢᐙࡀ୍㌺ᐙ࡛࠶ࡿ
ࠊᑡࡋࡦࡧࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡿሙྜ
ࡣࠊ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
Ώ㎶ࠊࡶ࠺┠ぢ࠼࡚࡛ࡍࡡࠊ⿕ᐖࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ᘓ≀࡛
࠶ࢀࡤࠊࡇࢀࡣࠊࡶ࠺࡛ࡁࡿࡔࡅධࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

17

08㸸32

ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋᾘ㜵࡞ධࡾࡲࡋࡓ㐃⤡ࡼ
ࡾࡲࡍࠊᒾᡭ┴ஂឿᕷ࡛ࠊὠἼ࡛ὶࡉࢀ㸯ேࡀṚஸࡋ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ஂឿᕷ࡛ࠊὠἼ࡛ὶࡉࢀ㸯ே
ࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
࡛ࠊࡶࡋ࡛ࡍࡡࠊᖐࡿᐙࡀࡕࡻࡗᏳࡔ࡞ࠊᏳ࡛ࡣ
࡞࠸࡞ุ᩿ࡋࡓሙྜࡣࠊࡇ㑊㞴ࢆࡋࡓࡽ࠸࠸࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ

08㸸51

Ώ㎶㸸ࡑࢀࡣࠊࡇࢀࡽከศࠊ㑊㞴ᡤࢆ࡛ࡍࡡࠊ㛤タࡍ
ࡿ⮬యࡀฟ࡚ࡃࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢ㑊
㞴ᡤࡀ㛤タࡉࢀ࡚ࢀࡤࠊࡑࡢ㑊㞴ᡤࠋࡑࢀࡽࠊࡑ࠺
࠸࠺ࡶࡢࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡸࡣࡾ᪂ࡋ࠸ࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ
ࡢᘓ≀ධࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

17

09㸸11

ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋࡶ࠺୍ᗘ☜ㄆࡋࡲࡍࡀࠊṌ࠸࡚ᐙ
ᖐࡿேࡣࠊ࡞ࡿࡃᗈ࠸㐨㊰ࢆṌࡃࠋࡋࡶࠊ┿ࢇ୰
ࡀ࠸࠸࡛ࡍࠋ
Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅᘓ≀ࡽ㞳ࢀ࡚ࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᦠᖏ㟁ヰ♫࡞ࡀᥦ౪
ࢆࡋࡲࡍࠊ⅏ᐖఏゝᯈࢆ⏝ࡍࡿࠋ

09㸸26

Ώ㎶㸸ࡑࡇࠊ⮬ศࡀࡢ࠶ࡓࡾࢆṌ࠸࡚ᖐࢁ࠺ࡋ

୰⥅࣭ᐑᇛ

࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ሗࢆࠊᐙ᪘ఏ࠼࡚࠶ࡆ࡚ࡃࡔࡉ

㹈㹐ྎ㥐

࠸ࠋ
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ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢᐙࡀᏳ࠺ࢆ☜ㄆࡋ
ࡓୖ࡛ࠊ㑊㞴ᡤ࡞ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡿࡁࡔ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
17

09㸸41

Ώ㎶㸸ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠊࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸Ώ㎶ࡉࢇࠊࡇࡢ࠶ࡶࠊవ㟈ࡢྍ⬟ᛶ࠸࠺ࡢࡣ
㠀ᖖ㧗࠸ᛮࢃࢀࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ࠶Ẽࢆࡅࡿࡇ
ࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
Ώ㎶㸸㛫ⓗゝ࠺࡛ࡍࡡࠊࡶ࠺㸳ᅇࡗ࡚ࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠊࡇࢀࡽࠊኤ㣗ࡢ‽ഛࠊⅆẼࢆ࠺㛫ᖏ
ධࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠋ

17

09㸸57

ࢼ㸸࠶ࠊࠊ㟷᳃┴ࡢ⌧ᅾࡢᫎീ࡛ࡍࠋ㟷᳃┴ࡢ⌧ᅾ

ᫎീ࣭㟷᳃

ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ㐨㊰࡛㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡢᙳ㡪ࢆ

ඵᡞ

ཷࡅ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㟷᳃┴ࡢ⌧ᅾࡢᫎീ࡛ࡍࠋ㍍
⮬ື㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㧗ࡉࡋ࡚ࡣࠊỈࡢ㧗ࡉ
ࡣ 50cm ぢࡽࢀࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡁ࡞ὶࢀࡀᾏ
ࡽ⏫ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
10㸸21

ࠊ㌴ࡀࠊᕝࡢὶࢀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆཷࡅࡲࡋ࡚ὶࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡢ┳ᯈࡶࠊࡑࡢὶࢀ㈇ࡅ
ࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࠊᢲࡉࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚ὶࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋዟ
ࡣࢺࣛࢵࢡࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡔỈࡀ㏻ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊỈ
ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ሙᡤࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ௬タࡢࣉࣞࣁ
ࣈࡢᘓ≀࡞ࡀᢲࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

10㸸40

࠶࠶ࠊࢺࣛࢵࢡࡀࠊỈࢆࡼࡅ࡞ࡀࡽ㑊㞴ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࢁ࡛ࡍࠋ㟷᳃ᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࠊࢺࣛࢵࢡࡀఱ
㏨ࡆ࡚࠸ࡿࠋࣛࢺࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ㌴ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࣛࢺࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ㌴ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡐࡦࠊᾏࡸᕝ
ࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡸᕝࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⤯ᑐ
㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㟷᳃┴ࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ

17

11㸸05

ඵᡞ࡛ࡍࠋ㟷᳃┴ඵᡞࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㘓ࡉࢀࡓᫎ
ീࡔ࠸࠺ሗࡀࠊධࡗ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⯪࡞
ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀࡀ

࡞ࡢ୍⯡㐨࡞ࡢศࡽ࡞

࠸ࡼ࠺࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⯪ࡀㆤᓊಽࢀࡿࡼ
࠺ࡋ࡚ࠊ࡞ࡔࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚Ἴࡢໃ࠸ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
11㸸27

༗ᚋ㸳๓ࡢࠊඵᡞ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸳๓ࡢࠊඵᡞ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋඛࠊ⌧ᅾࡢ୰⥅ࡢᫎീࡔ࠾ఏ࠼ࡋ
ࡲࡋࡓࡀࠊ༗ᚋ㸳๓ࡢࠊ㘓⏬ࡢᫎീࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷ࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸲 51 ศࠊ᭱Ἴ 2.7㹫ࡢ
ὠἼࢆほ

ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ2.7㹫࠸࠸ࡲࡍࠊ

Ώ㎶ࡉࢇࠊࡶ࠺ே㛫ࡢ㌟㛗ࢆࡣࡿ㉺࠼ࡿ㧗ࡉ࠸࠺
ࡩ࠺⪃࠼࡚࠸࠸࡛ࡍࡽࡡࠋ
17

11㸸54

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠊࡇࢀࡣࠊࡶ࠺ὠἼ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࡛ࠊ
ࡢࡼ࠺࡛ࡍࡡࠊἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡇࢁ㌴ࡀ㏻
ࡗ࡚ࡲࡋࡓࡡࠋࡲࡎࠊࡑࢀࡣ࡚ࡶ༴㝤࡞ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡽࠊὠἼࡣᚲࡎࠊḟᘬ࠸࡚ࡁࡲࡍࡽࠋᢲࡋᐤ
ࡏࡓἼࡀᗘࡣᘬ࠸࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࡢࡁࠊ࠶࠶࠸࠺Ἴ
㣧ࡳ㎸ࡲࢀࡓ㌴୧ࡔᘓ≀ࡔࠊࡇࢀࢆᾏࡢ᪉
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ࡶ࠺㸯ᅇࠊᗘࡣᡠࡑ࠺ࡋࡲࡍࡽࠋ
ࢼ㸸ᘬࡁࡎࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃヂ࡛ࡍࡡࠋ
17

12㸸22

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸࡛ࡍࡽࠊ࡞ࡿࡃᾏࡽᕝࠊࡑࡋ࡚㏆࡙࡞࠸
࠸࠺ࡇࡀ๓ᥦ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㟷᳃┴ඵᡞᕷࠊ༗ᚋ
㸳๓ࡢࠊὠἼࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡲࡋࡓඵᡞ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ᾏࠊࡑࡋ࡚ᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡢ
ሗࢆࠊ㇏⏣ࢼ࢘ࣥࢧ࣮ࡽࡲࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
12㸸41

㇏⏣㸸ほ

ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍ

ࠊ༗ᚋ㸳ࡲ࡛ほ

ࡉࢀࡓࠋ

ࢼ㸸ࡲࡓࠊᮾிࡢ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
12㸸47

㇏⏣㸸ᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋὠἼࡢ้㧗ࡉࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚟ᓥࡢ┦㤿࡛ࡣ༗ᚋ㸱 50 ศ᭱Ἴ 7.3㹫௨ୖࠊᒾᡭ
ࡢ㔩▼࡛ࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ᭱Ἴ 4.1㹫௨ୖࠊᒾᡭ┴ࡢ
ᐑ࡛ྂࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ᭱Ἴ㸲㹫௨ୖࠊⲈᇛ┴Ὑ
࡛ࡣ༗ᚋ㸱 43 ศ᭱Ἴ 3.9㹫ࠋ

17

13㸸13

ࢼ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࡢሗ㐨ࣇ࡛ࣟࡶࠊࡲࡓᦂࢀࢆឤࡌࡲ

୰⥅࣭ᮾி

ࡋࡓࠋ㟈ᗘ㸯࠸࠺≧ἣ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢᘓ≀ࠊ㟈

ộ␃

ᗘ㸯࠸࠺ᩘᏐࡋ࡚ࡣᑡࡋᦂࢀࡀࡁࡗࡓࡼ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
13㸸25

㇏⏣㸸ࡐࡦࠊືࡁࢆぢࡏࡿࡁࡣࠊᚲࡎ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㢌ࢆᏲࡿࡓࡵ࣓࣊ࣝࢵࢺࢆࡪࡿ࡛ࡍ
ࠊᗙᕸᅋࠊᖗᏊ࡞ࢆࡐࡦࡪࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

13㸸36

ࡑࡋ࡚ࠊࡲࡔᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣࠊࡐࡦࢃ
࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㝵ẁࢆࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮
ࡣࠊ㟁ࡸవ㟈࡛㛢ࡌࡇࡵࡽࢀࡿᚰ㓄ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㝵ẁ
࡛ࡣࠊࡺࡗࡃࡾୖࡾୗࡾࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊៃ
࡚࡚㋃ࡳእࡍࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡅࡀࡢ࡞࠸ࡼ࠺⛣ືࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

13㸸54

እฟࡓࡽࠊቯࢀࡓᘓ≀ࡸ⮬ື㈍ᶵࠊࣈࣟࢵࢡሟࡣ
㏆ᐤࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊษࢀ࡚ᆶࢀୗࡀࡗࡓ㟁
⥺ࡣỴࡋ࡚ゐࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

14㸸05

㏆ᡤ࡛ຓࡅࢆồࡵ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡅࡀࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㞄㏆ᡤ࡛ຓࡅྜ࠺ࡇ
ࡶࠊࡐࡦᛀࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉࠾ᖺᐤࡾࡸᏊࡶࠊ
యࡢ⮬⏤࡞ேࡀ࠸࡞࠸ࠊࡐࡦὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

17

14㸸19

ࢼ㸸༗ᚋ㸳 12 ศ㡭ࠊᮾࠊ㛵ᮾࡢᗈ࠸࢚࡛ࣜࠊ

(14㸸20)

㟈ᗘ㸲௨ୖࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈ᗘ㸲ࠊ⚟ᓥࡢ㏻ࡾࠊ 㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ
ᰣᮌ༡㒊࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㟈ᗘ㸱ࠊᐑᇛࢆ୰ᚰࡋࡲࡋࡓ

༗ᚋ㸳 12 ศ㡭ࠊᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈

⚟ᓥࡢ୰㏻ࡾࠊⲈᇛࡢࠊ㛵ᮾ㒊ࡢ࠺ࡲ࡛㟈ᗘ㸱ࢆ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ほ
14㸸41

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ༡㒊

ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

Ώ㎶ࡉࢇࠊࡇࡢ࠶వ㟈ࡶ⥆࠸࡚ࡃࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ࢀࡄࡽ࠸ࡢࡁ࡞వ㟈࠸࠺ࡢࡀᐃࡉࢀࡿࢇ࡛ࡋࡻ

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥ

࠺ࠋ

す㒊

Ώ㎶㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࡕࡻࡗࡲࡔࠊࡼࡃศࡾࡲࡏࢇࡅ
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ᆅ㟈㏿ሗ

ࢀࡶࠊ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊᮏ㟈ࡼࡾࡶవ㟈ࡢ࠺ࡀᑠࡉ

୰⥅࣭༓ⴥ

࠸࠸࠺ࡩ࠺ࠊ୍⯡ⓗࡣゝࢃࢀࡲࡍࠋ

㬞ᕝ

ࢼ㸸⪃࠼ࡀࡕ࡛ࡍࡡࠋ
17

15㸸00

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋࡓࡔࠊᅇࡢሙྜࡣᾏ⁁ᆺࠊᾏࡢ࠺࡛
㉳ࡁ࡚࠸ࡿᆅ㟈࡛ࡍࡽࠊࡇࡢవ㟈ࡼࡿὠἼࡶࠊࡇࢀ
ࡶせὀព࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ࢼ㸸࡞ࡿࠋ
Ώ㎶㸸つᶍࡀࡁ࡞వ㟈ࡀ࠶ࢀࡤࠊὠἼࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡲ
ࡍࠋࡑࡢࡇࡶࠊ㢌ධࢀ࡚⨨࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ

17

15㸸16

ࢼ㸸ࡇࢀࡽ࡛ࡍࡡࠊ᪥ࡣᬽࢀࡲࡍࠊኪ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࡑࡢࡁ୍␒ὀពࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࢇ࡞ࡇ࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠋ
Ώ㎶㸸ࡇࢀࡽࠊ⿕⅏ᆅࡢ᪉ࠎࡣ࡛ࡍࡡࠊ⤯ᑐⅆẼࢆ
ࢃ࡞࠸࡛ḧࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋ

15㸸30

ࢼ㸸࠶ࠊⅆ࡞ࢆࢃ࡞࠸ࠋ

୰⥅࣭⚄ዉ

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋࡇࢀࡽኤ᪉࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࡽࠊኤ㣗ࢆ

ᕝỤࣀᓥ

ࡘࡃࢁ࠺ࠊࡇ࠺࠸࠺⾜Ⅽࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㛫
࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊࡶ࠺ⅆẼࡣ
ࢃ࡞࠸ࠊࡋࡤࡽࡃⅆẼࡣࢃ࡞࠸࠸࠺ࡇࠊࡇࡇὀ
ពⅬࢆ⨨࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊ㟁ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡁ࡞
ࢆ⪃࠼ࡲࡍࠊኪ࡞ࡿ┿ࡗᬯ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡇࡢࡁࡢὀពⅬࡣࠊ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

17

15㸸53

Ώ㎶㸸ࡇࢀࡣࠊࡶ࠺ࠊ୰㟁ⅉࠋࢁ࠺ࡑࡃࡣࡸࡵࡲࡋࡻ

(15㸸54)

࠺ࠋ

㹌㹌㹌ὠἼሗ

ࢼ㸸࠶ࠊࢁ࠺ࡑ࠺ࡃࡣࠋࡸࡣࡾࠊⅆẼࢆࢃ࡞࠸࠸

༗ᚋ㸳 14 ศࡲ࡛ほ

࠺ࡇࡀ๓ᥦ࡛ࡍࡡࠋ

ⲈᇛὙ ༗ᚋ㸲 52 ศ ᭱Ἴ 4.2m

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠊ୰㟁ⅉ࡛᫂ࡾࢆྲྀࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᾏ㐨୰⏫㟝ከᕸ

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠊศࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠊỤࣀᓥࡢ≧ἣ

༓ⴥ㤋ᒣᕷᕸⰋ ༗ᚋ㸳㸳ศ ᭱Ἴ 1.6m

ࢆぢ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊỈࡀ࡛ࡍࡡࠊ࠺ࡡࡿࡼ࠺

㧗▱ᅵబΎỈ ༗ᚋ㸳 11 ศ ᭱Ἴ 0.9m

ࡋ࡚ࠋ࠶ࠊࠊⲈᇛ┴ࡢὙ࡛ࡣࠊ㸲 52 ศ㸲㹫௨

ᮾிᬕᾏ ༗ᚋ㸳㸶ศ ᭱Ἴ 0.8m

ୖࡢὠᾉࢆほ

༓ⴥ ༗ᚋ㸳㸷ศ ᭱Ἴ 0.7m

16㸸01

16㸸31

ࡋࡲࡋࡓࠋࡐࡦࠊᾏࡸᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙

༗ᚋ㸲 58 ศ ᭱Ἴ 2.0m

ᑠ➟ཎ༡㫽ᓥ ༗ᚋ㸲 55 ศ ᭱Ἴ 0.5m

Ώ㎶㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

㧗▱ ༗ᚋ㸳㸴ศ ᭱Ἴ 0.3m

ࢼ㸸ࠊỤࣀᓥࡢᶫࡢୖࢆఱࣂࢡࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛

ᚨᓥᑠᯇᓥ ༗ᚋ㸳㸱ศ ➨ 1 Ἴ㧗ࡉ᫂

Ώࡗ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡲࡍࡀࠋΏ㎶ࡉࢇࠊࡇࢀࡣࠊ㏨ࡆࡿ

㧗▱㡲ᓮ

࠸࠺ព࡛ࡣࠊࡇࢀࡣṇࡋ࠸㑊㞴᪉ἲ࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

ࠋ

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

Ώ㎶㸸ࡉࡗࡁࡢᮾᆅ᪉ࡢᫎീࡶࡑ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࡅࠊࡇ

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

ࢀࡣࠊ᪩ࡃ㆙ᐹࡀ࡛ࡍࡡࠊ㏻⾜ࢆ㐽᩿ࡋ࡞࠸ࠋᾏࡢ

ࡲࡍ

࠺ࡢࠊᾏἢ࠸ࡢ㐨㊰ࡘ࠸࡚ࡣ㏻つไࢆࡅ࡞࠸࡛

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4

ᑐᛂࡀࡕࡻࡗ㐜࠸࡛ࡍࡡࠋ
16㸸50

ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡍࡡࠊࡑࡇࢆ㏻ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࡛ࡍࡽࠊࡇࢀࡣࠊ㆙ᐹࡢ

17

ὠἼሗ

ࢼ㸸࡞ࡿࠋࡉࡽ࡛ࡍࡡࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡶከࡃࡢ≛
≅⪅ࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᘓ≀
㛢ࡌࡇࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡶ࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊ
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༗ᚋ㸳㸮ศ ➨ 1 Ἴ㧗ࡉ᫂
ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

17

17㸸07

࠸ࡗࡋࡻᩆຓάືࢆࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࡶࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

୰⥅࣭ᮾி

Ώ㎶㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࡑࢀࡣࡸࡗࡥࡾࠊ㢌ࢆࡋࡗࡾᏲࢀ

ộ␃

ࡿ⎔ቃࡀ࠶ࡿ᪉ࡣࠊࡑࢀࡣࠊࡐࡦᩆຓࠊᩆฟ㛵ࢃࡗ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡸࡗࡥࡾࠊࡕࡻࡗ
ᅇࡢᆅ㟈ࡣࡲ࡛ࡢᆅ㟈ヂࡀ㐪࠸ࡲࡍࡽࠊᩆຓ
ࡍࡿࡶࠊࡸࡣࡾࠊ࠶ࡲࡾ⣲ேࡢ᪉ࡀ࡛ࡍࡡࠊᡭࢆฟࡋ
࡚࠸ࡗࡋࡻࡘࡪࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚ࡲ
ࡍࡽࠊࡑࡇࡣせὀពࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
17㸸32

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡣ࡛ࡍࡡࠊ⩚⏣✵

ࠊ࠸ࡸࠊ᪥ᮏࢸࣞࣅ

ࡢሗ࣓࢝ࣛࡽࠊᮾி‴ࡢᑐᓊ࠶ࡾࡲࡍ༓ⴥ┴ᕷཎ
ᕷࡢࠊ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺ㏆ࡢⅆ⅏ࡢ≧ἣࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ
࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᆅ㟈ࡢ≧ἣࢆࡲࡵࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽࢆࡈぴࡃࡉ࠸ࠋ
17

17㸸50

ࢼ㸸…ࡣᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡣࡌࡁࡲࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ

ᆅ㟈Ⓨ⏕┤

ⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㡹࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ

ᚋࡢ࣑ࣖࢠ

㌟ࢆ㞃ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ

ࢸࣞࣅ

᭱ึࡢᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅሗ㐨ࣇࣟࡢᫎീ
࡛ࡍࠋ
18㸸06

ࢼࣞ㸸᪥༗ᚋ㸰 46 ศࠊᐑᇛ㒊ࢆくࡗࡓ㟈ᗘ㸵ࡢ
⃭ࡋ࠸ᦂࢀࠋ
ࢼ㸸…ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ▼ᕳᕷࡢ㩗ᕝ࡛…

18㸸17

ࢼ㸸ᆅ㟈࡛ࡍࠋࡁ࡞ࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᦂࢀࡀ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓࠋࠊ୍ᗘ㟁Ẽࡀᾘ࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡧࡘࡁࡲࡋ
ࡓࠋᦂࢀࡣࠊࡶ࠺㸰ศࠊ㸱ศ㏆ࡃࠋᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㠀
ᖖࡁ࠸ᶓᦂࢀ࡛ࡍࠋ
࠾࠸ࠊ୕㝣Ἀ࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈ࡀࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡽ㸰᪥ࠋࡲࡔࠊヲࡋ࠸㟈ᗘࡢ
ሗࡣධࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
⏨ᛶ㸸ࡍࡈ࠸ᦂࢀࡔࡗࡓࠋ

18㸸51

⏨ᛶ㸸ᙉ࠸ᆅ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋᙉ࠸ᶓᦂࢀ࡛ࡍࠋ

ᆅ㟈┤ᚋࡢ

ࢼ㸸ⱝᯘ༊࡛㸯௳ࠊἨ༊࡛㸯௳ࠊⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲ

ྎᕷෆ

ࡍࠋࡇࢀࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢࠊᅜ㐨 45 ྕࡢᆅ㟈Ⓨ⏕┤
ᚋࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋỈ㐨⟶ࡀ◚ࡋ࡚࠸ࡿᙳ㡪࡛ࡋࡻ࠺ࠊ
ᖿ⥺㐨㊰࡛ࡣỈࡀ₃ࢀฟࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ࢞ࣛࢫࡀ◚ᦆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊእ
ฟࡿ᪉ࡣࠊ࢞ࣛࢫ࡞ᩓࡋ࡚࠸ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㠐ࡣ࡞ࡿࡃᗏࡢཌ࠸ࡶࡢࢆᒚ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
17

19㸸23

ࢼࣞ㸸ྎᕷෆ࡛ࡣ⮳ࡿࡇࢁ࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࠊᐑᇛ┴▱
ࡣ༗ᚋ㸱㐣ࡂࠊ⮬⾨㝲⅏ᐖὴ㐵ࢆせㄳࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡶฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊྎ
✵

ࡢᫎീࠋᢲࡋᐤࡏࡓἼ✵

ࡀ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡁࡲ

ࡍࠋ
19㸸42

ࢼ㸸༗ᚋ㸱 57 ศ࡛ࡋࡓࠋᚎࠎ㯮ࡃ⃮ࡗࡓἼࡀࠊ

ᫎീ࣭ྎ

⏬㠃ࡢྑࡽ㉮㊰㏕ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

✵

ࢼࣞ㸸ᒾᡭ┴ᐑྂᕷࡢ

ᐑྂ

࡛ࡶࠊᢲࡋᐤࡏࡓὠἼࡀ㝣ᆅ

ὶࢀ㎸ࡳࡲࡋࡓࠋὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᐙࡸ㌴ࠋ࠶ࡽࡺࡿࡶ
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ࠊᒾᡭ

ࡢࡀὶࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
17

20㸸03

ࢼ㸸ᬑẁࡼࡾࡶࠊỈࡣ㸲㹫ࡽ㸳㹫㧗࠸≧ែࠋ
ࢇࢇࢇࢇࠊἈࡢ࠺ࡽἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿᵝ
Ꮚࡀᙳࡉࢀࡲࡋࡓࠋᡭ๓ࡶࠊࡇࢀࡣ㨶ᕷሙ㛵㐃ࡢᘓ≀
࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊᒇ᰿ࡲ࡛Ỉἐࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

17

20㸸23

ࢼࣞ㸸⚟ᓥ┴ࡢ㒆ᒣᕷෆ࡛ࡣࠋ

ᫎീ࣭⚟ᓥ

ዪᛶ㸸ࡇࡕࡽࡢᕪⅬࡢゅ࠶ࡿࣅࣝࡣࠊ㸯㝵ࡀ༙ศࠊ

㒆ᒣ

ࡶ࠺⎍ࡦࡋࡷࡆ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋ
ࢼࣞ㸸ࣅࣝࡢ㸯㝵ࡀࡘࡪࢀ࡚࠸ࡿࠊࣈࣟࢵࢡሟࡀಽ
ࢀࡲࡋࡓࠋ
20㸸42

⏨ᛶ㸸㒆ᒣᕷᅗᬒࡢࠊᅜ㐨㸲ྕἢ࠸ࡢࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫ
ࢺ࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓ࠶ࠊົᡤࡽⅆࡀฟ࡚࠾ࡾ
ࡲࡋ࡚ࠊࡁ࡞↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㠀ᖖ↔ࡆ⮯࠸࡛
ࡍࠋᾘჾࢆᙜ࡚ࡓࡼ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ⇞࠼ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࢃࡾࡣ㠀ᖖ↔ࡆ⮯࠸࡛ࡍ
ࢼࣞ㸸㒆ᒣᕷෆ࡛ࡶࠊྛᆅ࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋ

17

21㸸10

ࢼ㸸ᮾிࡢộ␃ሗ㐨ࣇ࡛ࣟࡶࠊࡧవ㟈ࢆឤࡌࡲࡋ

ࢫࢱࢪ࢜

ࡓࠋࡧవ㟈ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ᪂ᶫ㥐๓ࡣࠊ୍㞟୰ࡋ

୰⥅࣭ᮾி

࡚࠸ࡓேࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊṌ࠸࡚ᖐᏯࢆࡉࢀࡿ

ộ␃

ࡁࡣవ㟈Ẽࢆࡅ࡚ࠊᦂࢀࡓሙྜࡣ㐨㊰ࡢ┿ࢇ
୰ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᗙࡿ࡞ࡋ࡚㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㐨㊰ࡢ
┿ࢇ୰ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᗙࡿ࡞ࡋ࡚㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ᪥
ᮏࢸࣞࣅሗ㐨ᒁタ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓ㟈ᗘィࡣࠊ㟈ᗘ㸰ࢆᣦ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
20㸸36

ࡑࡋ࡚ࠊඛ㸰ศࠋ࠶ࠊࡇࢀࡣᐑᇛ┴ࡢࣨࠊᯇᓥ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡢ࠶ࡓࡾ࡛ࡍࡀࠊ㧗࠸Ἴࡀࡋࡪࡁࢆୖࡆࡲࡋ࡚㝣ᆅྥ

┴ࣨ⏫

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⏬㠃ࡢྑୗࡣࠊ࠶ࡢᯇᓥ࡛᭷ྡ࡞ᯇࡢ୪

ከ⪺ᒣ

ᮌ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㧗࠸ἼࡀࠊΏ㎶ࡉࢇࠋ
Ώ㎶㸸ᾐỈࡋ࡚ࡲࡍࡡࠋ
17

21㸸56

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࠊὠἼぢ࡚࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
Ώ㎶㸸࠶࠶ࠊࡶ࠺ࠊὠἼ࡛ࡍࡡࠋᅇࠊࡇࢀࡔࡅవ㟈ࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡽࠊὠἼࡶᗄ㔜ࡶᗄ㔜ࡶࠊくࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀࡀࠊくࡗ࡚ࡃࡿἼࠊ
ᘬࡃἼࠊࡑࢀࡀࡉࡽࡲࡓࡁ࡞Ἴ࡞ࡗ࡚㝣ୖྥ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㠀ᖖ」㞧࡞ࠊືࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

22㸸15

ࢼ㸸Ώ㎶ࡉࢇࠊ⏬㠃ࡢᕥࡢ࠺ࡽࡣὶࢀࡀ࠶ࡾࡲࡋ
࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊྑࡽࡣἼࡢ㧗࠸≧ἣࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࢇ࡛
ࡍࡀࠊࡇࢀࡣࠊᡠࡗ࡚ࡃࡿỈࡢຊࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

22㸸26

Ώ㎶㸸ࡑࡢ㏻ࡾࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᡭ๓ഃࡀᡠࡗ࡚ࡿࠊᾏ
ࡢ࠺ྥࡗ࡚ὶࢀ࡚ࡿࠋ࡛ࠊࡉࡽࡑࡢྥࡇ࠺ഃࠊ
Ἴ㢌ࢆ❧࡚࡚ࡇࡕࡽくࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋࡇࢀࡀྥ
ࡗ࡚ࡃࡿἼ࡛ࡍࡡࠋ

17

22㸸37

ࢼ㸸ᾏࡸᕝࡽࡣ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡸᕝࡽࡣ㞳ࢀ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡸᕝࡽ
ࡣ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᐑᇛ┴ࡢ࡛ࣨࡍࠋ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⏬㠃ࡢ୰ኸࡣࠊ
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⯪ࡀ㸯⯺ᾋࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ⏬㠃ࡢ୰ኸࡣࠊ⯪ࡀ㸯⯺ᾋ
ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᾏࡽ㝣ᆅྥࡗ࡚ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚
࠸ࡲࡍࠋᾏࡸᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡸ
ᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡀࠊ㝣ᆅྥ
ࡗ࡚㏆࡙࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

23㸸09

ࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡢ୰ኸࡽྑྥࡗ࡚ࠊ⯪ࡀ㸯⯺ᾋ
ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀ㏆࡙࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᾏࡸᕝࡽࡣ㞳ࢀ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐑᇛ┴ࡢ
࡛ࣨࡍࠋ₻ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

23㸸23

ᾏ㐨ࡽᅄᅜࡢࠊḷᒣࡢ࠶ࡓࡾࡅࡲࡋ࡚ὠἼ

(23㸸35)

㆙ሗࠋඛࠊᚨᓥ┴ࡶὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀࡓ࠸

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࠺ࡇ࡛ࡍࠋྛᆅ࡛ࠊὠἼࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ

༗ᚋ㸳 19 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡲࡍࠋᾏࡸᕝࡽࡣ⤯ᑐ㞳ࢀ࡚ࠊ㊥㞳ࢆ⨨࠸࡚㏆࡙

ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟈ᗘ㸲 㡲㈡ᕝᕷ ࠸ࢃࡁᕷ Ⲉᇛ㮵ᔱᕷ ⟃すᕷ

ࡑࡋ࡚ࠊ༗ᚋ㸳 20 ศࠊ࠾ࡼࡑ㸱ศ๓࡛ࡍࡀࠊ⚄

㖝⏣ᕷ 㧗᰿ἑ⏫ ᪥㒊ᕷ 㖯Ꮚᕷ ᪫ᕷ ᮾᗉ⏫

ዉᕝ┴ࡢᶓᕷ࡛ࡶᛴ⃭Ỉࡀୖ᪼ࡋࡓ࠸࠺ሗ

⍰ᕷ 㤶ྲྀᕷ

ࡀධࡾࡲࡋࡓࠋ༗ᚋ㸳 20 ศ࡛ࡍࠋᶓ࡛ࡶᛴ⃭Ỉ

㟈※ᆅࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡈࡃὸ࠸ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ

ࡀୖ᪼ࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධ࡚࠸ࡲࡍࠋ

6.7

23㸸41

17

23㸸58

Ώ㎶ࡉࢇࠊࡇࡢ≧ἣ୍࡛␒Ẽࢆࡅࡿࡇࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࠋ

┴ࣨ⏫

Ώ㎶㸸ࡃࠊᾏ㏆ᐤࡽ࡞࠸ࠋ㏆ᐤࡽ࡞࠸ࡔࡅ࡛ࡣ

ከ⪺ᒣ

࡞ࡃ࡚ࠊ㧗ྎ㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㧗ྎࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ㕲➽
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᘓ≀࡛ࠊ㸱㝵௨ୖࡢ㧗ࡉࡢࡇࢁ࠸࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
24㸸15

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ⌧ᅾࡢᐑᇛ┴ࡢࣨࠊ㢼ග᫂࡞ᯇᓥ࡛
᭷ྡ࡞ࣨࡢࠊ⌧ᅾࡢሗ࣓࢝ࣛࡢᫎീ࡛ࡍࠋὠἼࡀࠊ
㝣ᆅྥࡗ࡚Ἴࡋࡪࡁࢆୖࡆ࡚㏆࡙࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

24㸸30

ὠἼ㆙ሗࡀࠊᾏ㐨ࡽᅄᅜࡢᚨᓥΏࡿኴᖹὒἢ
ᓊࠊࣆࣥࢡⰍࡢࣛࣥࢆᩜ࠸ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊኴ
ᖹὒࡢἢᓊὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋᡠࡿἼࠊࡑࡋ࡚ᐤࡏࡿἼ
࡛㧗࠸ὠἼࡀ࡛ࡁୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᕝࡸᾏࡣ⤯ᑐ㏆
࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ༗ᚋ㸳 20 ศࠊ⚄ዉᕝ┴ࡢᶓ
ᕷ࡛ࡶᛴ⃭Ỉࡢୖ᪼ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ሗࡀධࡾࡲ
ࡋࡓࠋ

17

24㸸57

࠶ࠊࡲࡓ㝣ᆅ㏆࡙࠸࡚ࠊΏ㎶ࡉࢇࠊ㝣ᆅ㏆࡙ࡅࡤ
㏆࡙ࡃࠋ
Ώ㎶㸸㧗ࡉࡀቑࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࢼ㸸㧗ࡉࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࢇ࡛ࡍࡡࠋ

25㸸05

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋ࡛ࠊᡠࡿἼᐤࡏࡿἼࡀྜࢃࡉࡗ࡚ࠊࡲࡓ
Ἴࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋࠊࡇࡢ⌧㇟ࡀࡲࡉࠊᖐࡿἼ
ᐤࡏࡿἼࠊࡑࢀࡀධࡾࡌࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࠋ

25㸸19

ࢼ㸸ᐑᇛ┴ࡢࣨࡢࠊ⌧ᅾࡢሗ࣓࡛࢝ࣛࡍࠋඛ
ࡽẚࡲࡍࠊ㝣ᆅᐤࡏ࡚࠸ࡓ㧗࠸Ἴࡣࡑࡢጼࢆ
ᾘࡋ࡚ࡣ࠸ࡲࡍࡀࠊΏ㎶ࡉࢇࠊࡇࡢ࠶ࠊᐤࡏࡓỈࡀᾏ
ᡠࡿࡁࡀࡲࡓ༴㝤࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ

25㸸33

ᆅ㟈㏿ሗ

Ώ㎶㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ࡛ࠊࡇࢀࡽࠊࡲࡓవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡍ
ࡽࠊࡑࡢవ㟈ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿὠἼࡶᐃࡋ࡚࠾࡞
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ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏࡢ㟁ヰ㛵ಀࡢఏゝ
ᯈࡘ࠸࡚ࠊఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
17

25㸸47

㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠋ㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲࡍࠊᮾிࠊⲈᇛࠊ
ᰣᮌࠊ⚟ᓥࠊᒣᙧࠊᒾᡭࠊᐑᇛ᪉㠃ࡢ㏻ヰࡀ㞟୰ࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㏻ಙつไࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥࠊᒣᙧࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ
⛅⏣ࠊ㟷᳃ࡢᇦ࡛ࡣࠊබ⾗㟁ヰࢆ↓ᩱ࡛⏝࡛ࡁࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

26㸸11

ࡲࡓࠊ㹌㹒㹒࡛ࡣ⅏ᐖ⏝ࡢఏゝᯈࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏳྰ
ሗࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽⓏ㘓࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㹌㹒㹒࡛ࡣ⅏ᐖ⏝ࡢఏゝᯈࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏳྰሗࢆ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽⓏ㘓࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㡢ኌ࡛
ఏゝࢆⓏ㘓ࡍࡿ⅏ᐖ⏝ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࡲࡔ⏝࡛ࡁ࡞࠸
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

26㸸35

ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊྛᆅὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ࠶
ࡾࡲࡍࡀࠊᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋ࠊከࡃࡢࡅࡀேࡀฟ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࢧࢺ࢘ࡉࢇࠊఏ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

17

26㸸44

ࢧࢺ࢘㸸ࡣ࠸ࠊᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋๓࡛ࡍࠋࡇࡕࡽ

୰⥅࣭ᮾி

ࡣࠊ᭱᪂ࡢሗࡀධࡗ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋඛࢫࢱࢪ࢜

༓௦⏣༊

ࡽఏ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓⅬ࡛ࡣ 25 ே࠸࠺㈇യ⪅ࡔࡗࡓ

ẁ㤋๓

ࢇ࡛ࡍࡀࠊ᭱᪂ࡢሗ࡛ࡣࠊ28 ྡ㈇യ⪅ࡀቑ࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋࡑࡢ୰ࡣࠊᚰ⫵Ṇࡢዪᛶ㸯ேࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ㍍യ⪅ࡀ 17 ྡࠊ㔜യ⪅ࡀ㸴ྡࠊ
ࡉࡽࠊࡑࢀࡼࡾᑡࡋࡅࡀࡀ㍍࠸୰യ⪅ࡀ㸳ྡ࠸࠺ࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
27㸸10

ࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡢᚋࢁࠊࡇࡢෆᇼ㏻
ࡾࢆࡣࡉࡳࡲࡋ࡚ᑐഃẁ㤋ࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑ
ࡕࡽࡢ㛛ࡢ㒊ศࠊඛࡲ࡛⥳Ⰽࡢࢩ࣮ࢺࡀᙇࡽࢀ࡚࠸
ࡲࡋࡓࠋ㥔㌴ሙ㒊ศ࡛㈇യ⪅ࡢ᪉ࡢᩆຓࡔࡗࡓࡾࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ⌧ᅾࡣࡑࡢ⥳Ⰽࡢ
ࢩ࣮ࢺࡀእࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊࡰ㈇യ⪅ࡢ᪉ࠎࡢᦙ㏦ࡣ⤊
ࡋࡓࡶࡢぢࡽࢀࡲࡍࠋ

17

27㸸33

ࡲࡓࠊ⚾ࡢࡍࡄᚋࢁࡣෆᇼ㏻ࡾ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ࡘ࠸㸳ศ๓ࡲ࡛ࡣࠊࡇࡇࡣ୍⯡ࡢ㌴୧ࡣ㏻⾜Ṇࡵࠊ
㏻⾜ࡀつไࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡓࡔࠊ㸳ศ๓
ࡽࡈぴࡢ㏻ࡾࠊ୍⯡ࡢ㌴ࡶ㏻⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

27㸸47

ࡲࡓࠊᙜึࡢሗ࡛ࡣಽቯࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿゝࢃࢀࡓẁ
㤋࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⚾ࡢぢ
ࡿ㝈ࡾ࡛ࡣእቨࡔࡗࡓࡾࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡣடࠊࡑ
࠺࠸ࡗࡓࡁ࡞ᦆയࡣぢࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࿘ᅖࡢつ
ไࡶゎ㝖ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋẁ㤋๓ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋ
ࡓࠋ

17

28㸸06

ࢼ㸸ࢧࢺ࢘ࡉࢇࠊ⚾ࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࢧࢺ࢘㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸ࡲࡔవ㟈ࡀ⥆ࡃ୰࡛ࠊᐙ㊰ࡘ࠸࡚࠸ࡿⓙࡉࢇࡶ
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࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡢࡼ࠺࡞⾲࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࢧࢺ࢘㸸ࡶ࠺୍ᗘࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ᐙ㊰ࡘ࠸࡚࠸ࡿⓙࡉࢇࡢ⾲ࡘ࠸࡚ࠊఏ࠼࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
17

28㸸23

ࢧࢺ࢘㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࡸࡣࡾࠊࡇࡢෆᇼ㏻ࡾࡶ࡞ࡾ㏻
⾜ࡀከ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊඛࡲ࡛ࡣ࡛ࡍࡡࠊໃࡢ
᪉ࠊࡰ㌟ືࡁࡀࢀ࡞࠸ࡇࡢṌ㐨ࡶワࡵࡅ࡚
࠸ࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡸࡣࡾ㌴୧ࡢືࡁࡀฟ࡚ࡁࡓ࠸࠺
ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪉ࠎࡶࠊ⌧ᅾࡣࠊ⚾ࡢぢ
ࡿ㝈ࡾ࡛ࡣᖹᖖ㏻ࡾṌ࠸࡚ࡽࡗࡋࡷࡿ࠸࠺ࡢࡀ༳
㇟ⓗ࡛ࡍࠋ

28㸸43

ࡓࡔ࡛ࡍࡡࠊእ࠸࡚ឤࡌࡲࡍࡢࡣࠊ᪥ࡀⴠࡕ࡚ཧࡾࡲ
ࡋ࡚࡞ࡾ෭࠼㎸ࢇ࡛ཧࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ㒊ศࡶࠊ
ࡇࢀࡽᑡࡋᚰ㓄ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ࢧࢺ࢘ࡉࢇࠊࡲࡓࠊ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡾࡲࡋࡓࡽఏ
࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢧࢺ࢘㸸ࡣ࠸ࠋ

17

28㸸56

ࢼ㸸⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ᪂ᶓ࡛ࡓࡲࡓࡲ᪂ᖿ⥺ࡾྜࢃ

୰⥅࣭ᮾி

ࡏ࡚࠸ࡓࠊ୰ிࢸࣞࣅࡢ࣍ࣥࢲࢼ࢘ࣥࢧ࣮㟁ヰࡀࡘ

㥐

࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣍ࣥࢲࡉࢇࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣࡣ࠺࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ
29㸸09

࣍ࣥࢲ㸸ࡣ࠸ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡍࡡࠊࡢࡒࡳ 22 ྕࡾࡲࡋ
ࡓ࣍ࣥࢲ࡛ࡍࠋ13  30 ศྡྂᒇࢆฟⓎ⮴ࡋࡲࡋ࡚ࠊ
ᆅ㟈┤ᚋ᪂ᖿ⥺ࡀࢫࢺࢵࣉࡋࡲࡋࡓࠋ࡛ࠊࡣ᪂ᖿ⥺ࠊ
᪂ᶓࡢᡭ๓ 44km ࡢࡇࢁ࡛Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

29㸸26

᪤㸰㛫༙௨ୖ⨁ワ≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊึࡵࡢ㸯
㛫ࡣ㟁ẼࡶṆࡲࡾࡲࡋ࡚ࠊࢺࣞࡶ࠼ࡎ✵ㄪࡶṆ
ࡲࡗࡓ≧ែࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡣᪧࡋࡲࡋࡓࠋ
㌴ෆ㟼࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠾ᘚᙜ࡞ࡣࡍ࡚ࡾษ
ࢀ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ㣧ࡳ≀ࡢࡳࡢ㈍࡞ࡗ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ

17

29㸸48

ࢼ㸸࣍ࣥࢲࡉࢇࠊᐇ㝿ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓ▐㛫ࡣ࠺࠸࠺
≧ἣ࡛ࡋࡓࠋ
࣍ࣥࢲ㸸ᐇࡣࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓ▐㛫ࡣ࠶ࡲࡾឤࡌ࡞ࡗࡓ
ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊṆࡲࡗ࡚ࡽవ㟈ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾ
ࡲࡋ࡚ࠊ᪂ᖿ⥺ࡶᦂࢀࡲࡋ࡚㌴ෆࠊᐈࡢ᪉ࠊ࡞ࡾ
Ᏻࡑ࠺࡞ࡉࡗ࡚ࡲࡋࡓࠋ

30㸸10

ࢼ㸸ࡇࡢ࠶ࠊࡑࡢ᪂ᖿ⥺ࡣ᪂ᶓ㥐฿╔ࡍࡿࡢࠊ
ࡲࡓࡣࡑࡢࡲࡲ࡞ࡢࠊ࠺࠸࠺≧ἣࢼ࢘ࣥࢫࡣධ
ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣍ࣥࢲ㸸ࡢࡇࢁࢼ࢘ࣥࢫࡣࡲࡔࠊᪧసᴗࡀ⥆࠸
࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊぢ㎸ࡳࡣศࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺≧ἣ࡞ࢇ
࡛ࡍࡡࠋ

30㸸29

ࢼ㸸࠶࠶ࠊ࡞ࡿࠋ
࣍ࣥࢲ㸸࠼࠼ࠋ㌴ෆࡶ㟁ヰࡼࡾࡶ࣓࣮ࣝࡣࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ
࠸ࡼ࠺࡛ࠊⓙࡉࢇࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝኚ᭦ࡋࡓࡾࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࠊ
ࡇࢀ⨁ワ≧ែࡀ⥆ࡃࡢࠊ࠸࠺ឤࡌ࡛Ᏻࡑ࠺ᚅࡗ
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࡚࠸ࡿ࠸࠺≧ែ࡛ࡍࠋ
17

30㸸41

ࢼ㸸࣍ࣥࢲࡉࢇࡣᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚ࡽࠊࡶ࠺ࡎ࠺ࡗᖍ
ᗙࡾࡗࡥ࡞ࡋ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
࣍ࣥࢲ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡓࡲࠊࡕࡻࡗ㌴ෆࢆࡪࡽࡪࡽ
Ṍ࠸ࡓࡾࡣ࡛ࡁࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᇶᮏⓗࡣⓙࡉࢇᗙ
ࡗ࡚ᚅࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡋࠊ⚾ࡶᗙࡗ࡚ᚅࡗ࡚ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡾࡲࡋࡓࡽࠊࡲࡓ
࣍ࣥࢲࡉࢇࠊఏ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣍ࣥࢲ㸸ࡣ࠸ࠊศࡾࡲࡋࡓࠋ

17

31㸸00

ࢼ㸸⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ⥲⌮ᐁ㑰ࡢࣄࣛࣔࢺࡉࢇ࡛ࡍࠋ
ࣄࣛࣔࢺ㸸ࡣ࠸ࠊ⥲⌮⮧ᐁ㑰࡛ࡍࠋᨻᗓࡣ༗ᚋ㸲㐣
ࡂࡽࠊ㛶ࡼࡿ⥭ᛴᑐ⟇㆟ࢆ㛤ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊ༗ᚋ㸳๓ࠊⳢ⥲⌮⮧ࡀグ⪅ぢࢆ㛤ࡁࠊᨻᗓ
ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࢆᢲࡉ࠼ࡿࡓࡵ⥲ຊࢆᣲࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ
ヰࡋࡲࡋࡓࠋ

31㸸20

Ⳣ⥲⌮㸸ᅜẸࡢⓙᵝࡢᏳࢆ☜ಖࡋࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ
࠼ࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡋ࡚⥲ຊࢆᣲࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡲ
ࡍࠋ
ⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚰࡽ࠾㢪࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲ
ࡍࠋ

31㸸39

ࣄࣛࣔࢺ㸸ࡲࡓࠊⳢ⥲⌮ࡣぢ࡛ࠊ୍㒊ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ࡀ⮬ືṆࡋࡓࡀࠊእ㒊ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᙳ㡪ࡣ☜ㄆ
ࡋ࡚࠸࡞࠸㏙ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢᚋぢࢆ㛤࠸ࡓᯞ
㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊࡲ࡛࡛᭱つᶍࡢ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ๓ᥦࠊ᭱㝈ດຊࡋ࡚࠸ࡃ㏙࡚࠸ࡲࡍࠋ

31㸸57

ࡲࡓࠊⳢ⥲⌮࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᑐ⟇㆟ࡢෑ㢌࡛ࠊᨻᗓ
ࡋ࡚ࡶࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈␃ࡵࡿࡼ࠺㌟㟋
㡹ᙇࡿࡢ࡛ࠊᅜẸࡢⓙࡉࢇࡶຓࡅྜ࠸ࡢẼᣢࡕࢆᣢࡗ
࡚ࠊ⿕ᐖࡀ᭱ᑠ㝈㣗࠸Ṇࡵࡽࢀࡿࡼ࠺෭㟼ࠊ㎿㏿⾜
ືࡍࡿࡼ࠺ࠊ㔜ࡡ࡚࠾㢪࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࡧࡅࡲࡋ
ࡓࠋ

17

32㸸16

Ⳣ⥲⌮ࡣᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࠊᅜᑂ㆟ࢆษࡾୖࡆᐁ㑰ᡠࡾࠊ
⿕⅏≧ἣࡢ☜ㄆࠊࡑࡋ࡚ఫẸࡢᏳࠊࣛࣇࣛࣥࡢ☜
ಖࠊⓗ☜࡞ሗᥦ౪ຊࢆᑾࡃࡍࡼ࠺ᣦ♧ࢆฟࡋࡲ
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴ࡽࡢ⮬⾨㝲ࡢὴ㐵せㄳࢆཷࡅࠊⳢ
⥲⌮ࡣἑ㜵⾨⮧ᑐࡋࠊ⮬⾨㝲᭱㝈ࡢάືࢆࡍ
ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋ

32㸸37

ࡲࡓࠊࡇࡢᆅ㟈ࢆཷࡅࠊ᮶㐌᭶᭙᪥ࡢᅜᑂ㆟ࡣࡍ࡚
࢟ࣕࣥࢭࣝ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᨻᗓࡣࠊ༗ᚋ㸵㐣ࡂࡽḟ
ࡢ⥭ᛴᑐ⟇㆟ࢆ㛤ࡃணᐃ࡛ࠊ༴ᐖ≧ἣࡢ☜ㄆ࡞ࢆᛴ
࠸࡛࠸ࡲࡍࠋ௨ୖࠊᐁ㑰࡛ࡋࡓࠋ

17

32㸸50

(33㸸06)

33㸸08

ࢼ㸸⥆࠸࡚ࡣࠊ㒔ෆࡢᵝᏊ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ᪂ᶫࡢ㥐๓࡛

୰⥅࣭ᮾி

ࡍࠋඛࡽࠊᖐࡾ㐨ࢆ࠺ࡋࡼ࠺㏞ࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋ

᪂ᶫ㥐๓

ࡷࡿࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡢⓙࡉࢇࡶ࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢ࠶

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᐙ㊰╔ࡃࡓࡵࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ᭱ඃඛ⪃࠼ࡓ

༗ᚋ㸳 31 ศ㡭ࠊᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈

ࡽ࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋᨵࡵ࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠋࡃࠊవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊᘓ≀㏆

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ㏻ࡾ
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ᆅ㟈㏿ሗ

࡙࡞࠸࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅᗈ࠸㐨㊰ࡢ┿ࢇ୰ࢆṌ࠸࡚ࡃࡔ

⚟ᓥὠ ᰣᮌ㒊

ࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᘓ≀ධࡿࡁࡣࠊࡑࡢᘓ≀ࡀ⪏㟈ᛶ

㟈ᗘ㸱 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ Ⲉᇛ㒊

ࡀ࠶ࡿ࠺࠸࠺ࡢࡀࠊ୍␒ࡢ࣏ࣥࢺ࡛ࡍࠋ࡛ࡶࠊ Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ༓ⴥす㒊
ぢࡓ┠ศࡾࡲࡏࢇࡽࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࠊࡇࢀࡽ㞵ࡀ㝆
ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ᘓ≀㑊㞴ࢆࡍࡿࡼ࠺
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
17

33㸸37

㇏⏣㸸ࡣ࠸ࠋඵᡞᾏୖಖᏳ㒊ධࡗࡓ㐃⤡ࡼࡾࡲࡍࠊ
ᒾᡭ┴ஂឿᕷࡢ▼Ἔഛᇶᆅࡢࢱࣥࢡࡀࠊࡍ࡚ቯࡋ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ஂឿᕷࡢ▼Ἔഛᇶᆅࡢࢱࣥ
ࢡࡀࠊࡍ࡚ቯࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋⅆ⅏࡞ࡣ㉳ࡁ
࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊᾏୖಖᏳ㒊࡞࡛⿕ᐖࡢ≧ἣࢆㄪ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

34㸸00

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣࠊ⌧ᅾࡢᒾᡭ┴ࡢ┒ᒸᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

୰⥅࣭ᒾᡭ

ࡶ࠺୍ࡘࠊ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡾࡲࡋࡓ

┒ᒸᕷෆ

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷࡢ⪁
ேಖタࠊࣚࢵࢩ࣮ࣛࣥࢻ࡛ᘓ≀ࡀಽቯࡋࠊᑡ࡞ࡃ
ࡶ㸳ேࡢṚ⪅ࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋὠᾉࡢ⿕ᐖ
࡛ࠊἢᓊ㒊ࡣ⏒࡞⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛ࡍࠋ

(34㸸19)

17

34㸸23

ࢼ㸸ᑡ࡞ࡃࡶ㸳ேࡢஸࡃ࡞ࡗࡓ᪉ࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡇ࡛ࠊὠᾉࡢ⿕ᐖࡀ⏒ࡔ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ཧࡾࡲ

༗ᚋ㸳 31 ศ㡭ࠊᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈

ࡋࡓࠋ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡣࠊᒾᡭ┴ࡢ┒ᒸᕷෆࠊᑡࡋ㞷ࡀ㝆ࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣᆅ

ᆅ㟈㏿ሗ

࠺ࠊᑡࡋᬯࡃ࡞ࡗ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴ࡢஂឿᕷ࡛ࡣࠊ ᪉ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ⚟ᓥὠ ᰣᮌ㒊
▼Ἔഛᇶᆅࢱࣥࢡ࠸࠺ሙᡤࡀ࡛ࡍࡡࠊቯࢆࡋࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
34㸸35

㟈ᗘ㸲ࠊᐑᇛ┴ࡢ㒊ࠊ༡㒊ࠊ୰㒊ࠊ⚟ᓥ┴ࡢ୰㏻ࡾࠊ
㏻ࡾࠊὠࠊᰣᮌ㒊ࠋ⌧ᅾࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊྑୗ
ࡣ᪥ᮏᆅᅗࡀ᭩ࢀ࡚࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᾏ㐨ࡽᅄᅜࡢᚨ
ᓥࡅ࡚ࡢኴᖹὒἢᓊ࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡓࡲࡲࡢ≧
ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟࡓࡲࡲࡢ≧ែ࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋᾏࡸᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⥆࠸࡚ࡣࠊᐑᇛ┴ࡢ㹈㹐ྎ㥐๓࡛ࡍࡀࠊᵓෆධࡿࡇ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᐙ㊰ࢆᛴࡄⓙࡉ
(35㸸01)

17

35㸸19

35㸸23

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࡞ࡿࡃࡁ࡞㐨㊰ࢆࡗ࡚ᖐࡗ࡚ࡃࡔࡉ

༗ᚋ㸳 31 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࠸ࠋ

ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

ࡇࡕࡽࡣࠊ࣑ࣖࢠࢸࣞࣅࡢ࣡ࢱࢼ࣋ࡉࢇ࡛ࡍࡡࠋఏ࠼ࡽ

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛຍ⨾⏫ Ⰽ㯞⏫ ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮ

ࢀࡲࡍࠋ

ᕷ ྡྲྀᕷ ྎ㟷ⴥ༊ ྎᐑᇛ㔝༊

࣡ࢱࢼ࣋㸸⌧ᅾࠊ⚾ࡢ┠ࡢ๓ࡢࡇࡢࡲࢃࡾࡢಙྕ࠸࠺

ྎⱝᯘ༊ ྎኴⓑ༊ ᮾᯇᒣᕷ ᯇᓥ⏫ ᗓ⏫

ࡢࡣṇᖖసືࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࡶࠊࡔ࠸ࡪᬯࡃࡣ࡞

ୖᒣᕷ ᮏᯇᕷ ᕝಛ⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ ┦

ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࡶࠊ㥐ࡢࡲࢃࡾࡢᘓ≀᫂ࡾࢆ☜ㄆ

㤿ᕷ ᴍⴥ⏫ ᐩᒸ⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓

ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡕࡻ࠺┠ࡢ๓ࡢࡇࡕࡽࡢಙྕ

ᮧ ༡┦㤿ᕷ ⊦ⱑ௦⏫ ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫

ࡣࠊ⌧ᅾࡣື࠸࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋື࠸࡚࠸ࡿಙྕື࠸࡚

㟈※ᆅࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 30km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.8

࠸࡞࠸ಙྕࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠋ
35㸸45

㹈㹐ྎ㥐

ࢇࡣࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᖐࢁ࠺㏞ࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ

ࡲࡓࠊ┠ࡢ๓ࡢᘓ≀ࢆぢ࡚ࡲࡍࠊഴ࠸࡚࠸ࡓࡾࠊࣥ
ࢸࢼࡀಽࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓᘓ≀࡞ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ
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ᆅ㟈㏿ሗ

࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋ᪂ࡋ࠸ሗධࡾࡲࡋࡓࡽࠊࡲࡓఏ
࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
17

35㸸59

⥆࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡣࠊᐑᇛ┴ࡢࠊඛࡢᯇᓥࡢᯇࡢ≧ἣ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡎ࠸ࡪࢇዟᆅࡲ࡛ࠊ₻ࠊ
㧗Ἴࡢ⿕ᐖ࡛ࡍࠋ
࠶ࠊᮾிࠊ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢሗ㐨ᒁࠊࡧᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾ
ிࠊ᪥ᮏࢸࣞࣅࡢሗ㐨ᒁࠊࡧᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
36㸸19

⏬㠃ࡢዟぢ࠼ࡲࡍὠᾉࡢᵝᏊࡣඛ㧗ࡉࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ┦ኚࢃࡽࡎࠊỈࡀ㝣ᆅࡋࡳ㎸ࢇࡔ≧ែ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗࠸Ἴࢆཷࡅࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࡀࠊ⯪
ࡀ㸯⯺ᾋࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡕࡽࡶ࡞ࡃࠊ᪉ྥឤࢆኻࡗ
ࡓ≧ែ࡛ࠊ⯪ࡀ㸯⯺ᾋࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᘓ≀ࡽࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ᑡࡋ㞳ࢀࡓࠊࡇࢀࡣᮌࡀಽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋἼࡢຊࡢᙳ㡪ࡢ
ࡁࡉࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

36㸸46

ᾏ㐨ࡽᅄᅜࡢᚨᓥࡅࡓኴᖹὒἢᓊ࡛ࡣࠊὠἼ
㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏࠊᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏ
ࡸᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢᆅ㟈ࡼࡿ⿕ᐖࢆࡲࡵࡲࡋࡓࠋ

17

37㸸07

ࢼࣞ㸸ᐑᇛ┴㒊࡛㉳ࡁࡓᆅ㟈ࡣࠊ㒔ᚰࡶく࠸ࡲࡋࡓࠋ
ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡓࡢࡣࠊᮾிỤᮾ༊࠶ࡿᘓ⠏୰ࡢࣅࣝࠋ

37㸸24

ᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࡣࠊほග㛵㐃ࡢᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞
ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡅࡀேࡀከᩘฟ࡚࠸ࡿࡢ
ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ✵ࡽࡢᫎീ࡛ࡣࠊᚰ⮚࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢆ
⾜࠸ᠱᩆຓࡋ࡚࠸ࡿࠊᩆᛴ㝲ဨࡢጼࡀぢ࠼ࡲࡍࠋኳ
ࡀⴠୗࡋࠊࡅࡀேࡀฟࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋẁ㤋ࡢ
୰ࡣᆅ㟈ᙜࠊ600 ேࡀ࠸ࡓ࠸࠸ࡲࡍࠋẁ
㤋ࡢ㏆ࡃࡢ㣧㣗ᗑࡣࠋ

38㸸05

⏨ᛶ㸸⤒㦂ࡋࡓࡇࡀ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࠊ࡞ࡾᜍࡗࡓ࡛
ࡍࠋ㣗ჾࡀ࡞ࡾࢀ࡚ࠊࢇࢀࡕࡷ࠸ࡲࡋࡓࡡࠋ
ࢼࣞ㸸ᮾிᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊࡅࡀேࡣࠊ25 ேࡀฟ
ࡓ࠸࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸳ேࡀ㔜യ࡛ࠊ50 ௦ࡢዪᛶࡀ
ព㆑᫂ࡢ㔜యࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

17

38㸸37

38㸸47

ᮾி㒔ᗇࡢ୰࡛ࡣࠋ

ᆅ㟈Ⓨ⏕

⏨ᛶ㸸ᬑ㏻❧ࡗ࡚ࡽࢀࡲࡏࢇࠋ

㒔ᗇ

ࢼࣞ㸸ᦂࢀࡿࣛࢺࠋ
⏨ᛶ㸸㟈ᗘ㸵ࠋ
⏨ᛶ㸸࠺ࢇࠊᐑᇛࠊ㟈ᗘ㸵ࠋ
⏨ᛶ㸸ᐑᇛࠊ㟈ᗘ㸵ࠋ
⏨ᛶ㸸࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮Ṇࡲࡗ࡚ࡿࠋ
ዪᛶ㸸࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊ࠺࡞ࡗ࡚ࡿࠋ
⏨ᛶ㸸Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊࠊྈṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋ

38㸸58

ࢼࣞ㸸࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣṆࡋࡲࡋࡓࠋ
ዪᛶ㸸࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀṆࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㠀ᖖ༴㝤
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࡞≧ែ࡛ࡍࠋ
⏨ᛶ㸸ࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᘓ≀ࡀࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸㡢ࠊ⪺ࡇ࠼ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡂࡋࠊࡂࡋࠊࡂࡋࠋ
⏨ᛶ㸸ࡥࢇࠊࡥࢇࠊࡥࢇ࠸࠺㡢ࡀ
17

39㸸15

⏨ᛶ㸸㠀ᖖࡁ࡞㡢ࠊ㬆ࡗ࡚ࡲࡍࠋ
ࡇࡇࠊ㒔ᗇ࡛ࡣࠊ▼ཎẶࡀᮾி㒔▱㑅ฟ㤿⾲᫂ぢ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇࢁ࡛ࡋࡓࠋ
⏨ᛶ㸸ࡌࡷ࠶ࠊぢ୰Ṇ⮴ࡋࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸ぢ୰Ṇࠋ

17

39㸸29

ࢼࣞ㸸ᙉ࠸ᦂࢀࡣࡋࡤࡽࡃ⥆ࡁࡲࡋࡓࠋ

39㸸39

㖟ᗙ࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡢⓎ⏕࡛㏨ࡆࡲ࠺ேࠎࡀࠋ
ዪᛶ㸸ࡳࢇ࡞ࠊࡔ࣮㏨ࡆ࡚࠸ࡗࡓ࠸࠺ឤࡌ࡛ࡍࠋ
⏨ᛶ㸸࠶࠶ࠊࡑ࠺ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ
ዪᛶ㸸ࡣ࠸ࠋ
⏨ᛶ㸸࠺࡛ࡋࡓࠊࡇࡢᦂࢀࡣࠋ
ዪᛶ㸸㛗ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
ዪᛶ㸸ᜍ࠸ࢃࡡ࠼ࠋ

39㸸53

ዪᛶ㸸࠶ࡕࡽࠊࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ❆࢞ࣛࢫࡀࢀ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࢃࡾࡶࠊṌ㐨ࡶ࡞ࡾከࡃࡢேࡀฟ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋ

40㸸03

ࢼࣞ㸸ၟᴗタࡢ࢞ࣛࢫࡀࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
⏨ᛶ㸸࠶ࠊࡍࡈ࠸ᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋࡲࡔࠊᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋ
ࡳࢇ࡞❧ࡕṆࡲࡗ࡚ࡲࡍࠋ

40㸸16

ࢼࣞ㸸᪂ᶫ㥐๓ࡢᗈሙ࡛ࡶࠊᆅ㟈ᜍᛧࢆぬ࠼ࡓேࡓࡕ
ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ዪᛶ㸸ࡲࡔࠋࡩࡿ࠼ࡀṆࡲࡽ࡞࠸࡛ࡍࠋ
⏨ᛶ㸸ึࡵࡣኵ࡛ࡋࡓࡅࠊ㏵୰ࡽࡣࡍࡈ࠸ᜍ
ࡗࡓ࡛ࡍࡡࠋ

17

40㸸28

ࢼࣞ㸸ᆅ㟈ࡣࠊᅜ࡛ᑂ㆟୰ࡶࠋ
⏨ᛶ㸸༴࡞࠸࡛ࡍࠋࡦࡧࡀධࡿ㡢ࡀࠋ

41㸸02

ࢼࣞ㸸Ⳣ⥲⌮ࡣ⌧ሙࢆཤࡾࠊᐁ㑰ྥ࠸ࡲࡋࡓࠋ
⏨ᛶ㸸ᘓ≀ࡽேࠎࡀ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ

41㸸23

ࢼࣞ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࡢሗ㐨ࣇࣟࠋᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ᆅ㟈Ⓨ⏕

ሗ㐨ᒁෆ࠶ࡿィࡣ⃭ࡋࡃᦂࢀࡲࡋࡓࠋ

ሗ㐨ࣇࣟ

⏨ᛶ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࡀࡁࡃᦂࢀ࡚ࡲࡍࠋ
41㸸44

ࢼࣞ㸸᪥ᮏࢸࣞࣅࡢቨࡣࠊᆅ㟈࡛ࡀࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ

41㸸53

ዪᛶ㸸㥐๓ࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢࡼ࠺ࠊ
ேࡀࡳࢇ࡞㞟ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏻ᶵ㛵ࢫࢺࢵࣉࡋ࡚
ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜேࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
⏨ᛶ㸸ᗈ࠸ࡇࢁ᮶ࡓ࠺ࡀᏳᛮ࠸ࡲࡋࡓࡢ
࡛ࠋᦠᖏࡣࠊ㏻ࡌࡲࡏࢇࠊࡣ࠸ࠋ

42㸸13

ࢼࣞ㸸༓ⴥ┴ࡢᾏᓊἢ࠸࡛ࡣࠊ࠸ࡃࡘࡶࡢ㯮↮ࡀ⯙࠸ୖ
ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈ࡼࡾࠊᕤሙࡽⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸

(42㸸36)

42㸸47

ࡿࡢ࡛ࡍࠋ㆙ᐹࡢሗࡼࡾࡲࡍࠊ༓ⴥᕷ୰ኸ༊ࡢ㹈

ᆅ㟈㏿ሗ

㹄㹃ࢣ࣑࢝ࣝࡢᕤሙࡀ⇞࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࢥ࣮

༗ᚋ㸳 40 ศ㡭ࠊᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ

ࢡࢫ࢞ࢫࡢタࡽฟⅆࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠸ࡲࡍࠋ

㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㏿ሗ㸸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ
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ᆅ㟈㏿ሗ

⥭ᛴᆅ㟈㏿

17

42㸸53

ࢼࣞ㸸㒔ෆ࡛ࡣᑡ࡞ࡃࡶ 10 ௳௨ୖࠊⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࠋᮾ

⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈 ᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄ

ிỤᮾ༊࡛ࡣࠊࡅࡀேࡀ㸲ேฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊỤᡞᕝ

Ⲉᇛ㒊 ⚟ᓥ

ሗ

༊ࡢࠋ
17

43㸸02

ࢼ㸸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᙉ

ࢫࢱࢪ࢜

࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈ࠊᙉ࠸ᦂࢀ
㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⲈᇛ┴㒊ࠊࡑࡋ࡚⚟ᓥ࡞࡛ᙉ࠸
ᦂࢀ㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
43㸸14

୰⥅࣭ᮾி

ඛࡣࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀほ
ᗘ㸳ᙅࡀほ

ࡉࢀࡓࡤࡾ࡛ࡍࠋ㟈

᪂ᶫ㥐๓

ࡉࢀࡓࡤࡾ࡛ࡍࡀࠊ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ

ᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⲈᇛ┴㒊ࠊ⚟ᓥࢆ୰
ᚰᙉ࠸ᦂࢀࢆ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈ࠊ⥭ᛴ
ᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࠊᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
43㸸35

ඛ㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀほ

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡁࡣࠊ

⚟ᓥࡢ㏻ࡾࡀ㟈ᗘ㸳ᙅ࡛᭱㟈ᗘࠋᐑᇛ┴୰㒊ࠊ⚟ᓥ
┴୰㏻ࡾࡀ㟈ᗘ㸲ࠋᐑᇛ┴㒊ࠊ༡㒊ࠊᒣᙧ┴⨨㈷ࠊⲈ
ᇛ┴ࡢ㒊ࠊⲈᇛ┴ࡢ༡㒊ࠊᰣᮌ┴ࡢ㒊ࠊ⩌㤿┴ࡢ༡
㒊ࠊ༓ⴥ┴ࡢᮾ㒊ࡀ㟈ᗘ㸱ࠋᚋࡢሗὀពࢆࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀⓎ௧ࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊᙉ࠸ᦂࢀ
㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
17

44㸸05

44㸸13

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊᒾᡭ┴ࡽࡢሗ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴㆙ࡢࡲ

༗ᚋ㸳 40 ศ㡭ࠊᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸳ᙉࡢᆅ

ࡵࡼࡾࡲࡍࠊᒾᡭ┴ෆ࡛ 10 ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ

㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙉ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ࢼ㸸ࡢ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠊ㟈ᗘ㸳ᙉ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ࡢᆅ㟈ࡀほ

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥࡢ㏻ࡾࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡀ⚟

ᆅ㟈㏿ሗ

ᓥࡢ୰㏻ࡾ࡛ࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࢆཷࡅࡲࡋࡓࡑࡢ㟈ᗘࠊ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊

17

44㸸37

᭱㟈ᗘࠊ㟈ᗘ㸳ᙉࠊ⚟ᓥ┴ࡢ㏻ࡾࠋࡑࡋ࡚ࠊ㟈ᗘ㸲

㟈ᗘ㸱 㟷᳃୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᒣᙧ᭱ୖ ⚟

࡛ᐑᇛ┴ࡢ㒊ࠊᐑᇛ┴ࡢ༡㒊ࠊᐑᇛ┴ࡢ୰㒊ࠊᒣᙧࡢ

ᓥὠ ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊

ᮧᒣ࡞࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༓ⴥす㒊 ᮾி 23 ༊

㇏⏣㸸᪥ࡀⴠࡕࡲࡋ࡚ᐮࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠊᬯࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ࠺ࡒࠊⅆࡢᢅ࠸࡞ࡣ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡽࡢሗ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴㆙ࡢࡲ
ࡵࡼࡾࡲࡍࠊᒾᡭ┴ෆ࡛ 10 ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ෆ࡛ 10 ேࡢ᪉ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

44㸸55

ࡇࡢࠊἢᓊࡢᒣ⏣⏫࡞࡛ࠊᘓ≀࡞㛢ࡌࡇࡵࡽ
ࢀࡓ࠸࠺ሗࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ㆙ᐹ࡞࡛☜ㄆࢆᛴ࠸࡛
࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

45㸸06

ࢼ㸸ᐑᇛ࣭ⲈᇛἈᆅ㟈ࠊవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋඛ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡽࠊ㛫㝸ࢆ✵ࡅࡎవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ࡁ࡞వ㟈ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศὀពࢆ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
17

45㸸20

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊ㏻ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏻ᶵ㛵

୰⥅࣭ᮾி

ࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡢ᪂ᖿ⥺㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺

㥐

ࡣ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㹈㹐ᮾᾏ࡛ࡣᑠ⏣
ཎࡽ᪂㜰ࡢ࠶࠸ࡔࠊᑠ⏣ཎࡽ᪂㜰ࡢ࠶࠸ࡔࠊ㸰
㛫༙ࡢ㐜ࢀࡀฟ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㐠㌿ࢆ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ
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࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
17

45㸸42

ࡲࡓࠊᮾி࣓ࢺࣟࠊ㒔Ⴀᆅୗ㕲ࠊ⚾㕲ྛ⥺ࡣ༗ᚋ㸳༙

(45㸸45)

⌧ᅾࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸࡚ࠊᪧࡢぢ㏻ࡋࡣ❧

㹌㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋᮾி࣓ࢺࣟࠊ㒔Ⴀᆅୗ㕲ࠊ⚾㕲ྛ⥺ࡣ༗

༗ᚋ㸳 41 ศ㡭ࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᚋ㸳༙⌧ᅾࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸࡚ࠊᪧࡢぢ

ᅜࡢᕷ⏫ᮧ㟈ᗘ

㏻ࡋࡣ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ

㟈ᗘ㸳ᙉ ᐩᒸ⏫

㒔㟁Ⲩᕝ⥺ࡣ༗ᚋ㸲༙㐣ࡂ㐠㌿ࢆ㛤ࡋࠊ㒔Ⴀࣂࢫ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⏣ᮧᕷ ᴍⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ

ࡣ༗ᚋ㸲⥺࡛㐠㌿ࢆ㛤ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ୍㛵ᕷ ᐑᇛຍ⨾⏫ Ⰽ㯞⏫ ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿

⚾㕲ྛ⥺ࡢ≧ἣࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸

ᕷ ᓮᕷ ྡྲྀᕷ ゅ⏣ᕷ ᰘ⏣⏫ ᳃⏫ ྎ㟷

46㸸02

46㸸11

ࡲࡍࠋி⋤⥺ࠊࡢ㢌⥺ࡣ 15  49 ศࡽࠊ⥺࡛㐠㌿

ⴥ༊ ྎᐑᇛ㔝༊ ྎⱝᯘ༊ ྎኴⓑ༊ ᮾᯇ

ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋᑠ⏣ᛴ㟁㕲ࠊᮾṊ㕲㐨ࡶ⥺࡛㐠

ᓥᕷ ᯇᓥ⏫ ࣨ⏫ ᗓ⏫ ୖᒣᕷ ኳ❺ᕷ ⡿

㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡃࡤ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫࡶ㐠㌿ࢆぢ

ἑᕷ ༡㝧ᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ ⓑἙ

ྜࢃࡏ࡚࠸࡚ࠊᪧࡢࡵࡣ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊி

ᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ᕝಛ⏫ ⋢ᮧ 㙾

ᆅ㟈㏿ሗ

ᛴ⾜ிᡂ㟁㕲ࡶࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ ▼⏫ ୰ᓥᮧ ⋢ᕝᮧ ὸᕝ⏫ ྂẊ⏫ ୕⏫ ᑠ㔝
17

46㸸39

46㸸49

Ṍ࠸࡚ᖐᏯࡉࢀࡿࡁࡣࠊవ㟈༑ศ࠾Ẽࢆࡅࡃࡔ

⏫ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ ᮏᐑᕷ ࠸ࢃࡁᕷᗈ㔝⏫ ᕝෆᮧ

ࡉ࠸ࠋᦂࢀࡓࡽ㐨㊰ࡢ┿ࢇ୰ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᗙࡿ࡞ࡋ࡚

⇃⏫ ⴥ⏫ ⴱᑿᮧ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ᪥❧ᕷ 

㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Ꮚ⏫ ᇛ㔛⏫ ᅵᾆᕷ ᑠ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿ἑ⏫

㏻ᶵ㛵ࠊ⥺࡛ぢྜࢃࡏࡢࡇࢁࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ

㑣㡲ⅲᒣᕷ

ࡍࠋṌ࠸࡚ᖐᏯࡉࢀࡿࡁࡣࠊవ㟈ࡣ༑ศࡈὀពࡃ

㟈※ᆅࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 30km ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.8

ࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀࡓࡽ㐨㊰ࡢ┿ࢇ୰ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᗙࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ
༑ศẼࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠊ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
17

47㸸04

ࢼ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛ᨵࡵ࡚ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬◊✲ᡤ
ࡢΏ㎶ᐇࡉࢇ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࡀࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡀ 8.8ࠊ
ࡇࢀࡣᅜෆ᭱つᶍࡢ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡔ࠸࠺ࡩ࠺
Ⓨ⾲ࢆࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

47㸸15

Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠊࡶ࠺ᕧᆅ㟈࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊ᭱㏆ࡢᆅ
㟈࡛ゝ࠼ࡤࢫ࣐ࢺࣛࡢࠊ࠶ࡢὠἼࢆ㉳ࡇࡋࡓᆅ㟈ࠊ࠶
ࢀࡀ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 9.0 ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊ࠶ࢀ
༉ᩛࡍࡿࡄࡽ࠸ࡢᕧ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓ࠸࠺ࡇࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

47㸸34

ࢼ㸸ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢᆅ㟈࡛ゝ࠸ࡲࡍࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰
㟈⅏ࡀ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.3ࠊ㛵ᮾ㟈⅏ࡀ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ
ࢻ 7.9ࠊ࡛ࠊࡁ࡞ὠἼࢆ㉳ࡇࡋࡲࡋࡓ 1993 ᖺࡢᾏ㐨
༡すἈᆅ㟈ࡀ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.8 ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㸶௨ୖࠊ
㸶௨ୖࡢࢡࣛࢫࠊ8.8 ࠸࠺࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣᅜෆ᭱
つᶍࡢᕧᆅ㟈ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

17

47㸸59

Ώ㎶ࡉࢇࠊ㒔ෆࡣࠊࡶࡋࡍࡿࠊࡇࡢ࠶㞵ࡀ㝆ࡗ࡚
ࡃࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊᅜⓗࡶኳೃࡀᝏࡃ࡞ࡿྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ㡭ࡘ࠸࡚ࠊὀពࡍࡿࡇࡣࢇ
࡞ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

48㸸09

Ώ㎶㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࡃࠊయ

ࡀୗࡀࡗ࡚ࡁࡲࡍ

ࡽࠊᗘࡣ㜵ᐮὀពࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸㛫ᖏ࡛ࡍ
ࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊࡑࡢࡇࢆేࡏ࡚ࠊ㌟ࡢᏳᐮࡉᑐ
ࡍࡿ㜵ᐮࠊࡇࢀࢆ㢌ධࢀ࡚࠸ࡃ㛫ᖏࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸࠶࠶ࠊࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡇࡣࢇ
࡞ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
48㸸32

Ώ㎶㸸࡛ࡁࡿࡔࡅࠊ㒊ᒇࡢ୰ධࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓࡃࡣ࡞
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ࢫࢱࢪ࢜

࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡸࡴࢆᚓࡎධࡿࡍࢀࡤࠊ᪂ࡋ࠸ᘓ
≀ࡢ୰࡛㑊㞴ࢆࡍࡿࠊࡇࢀࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
17

48㸸47

ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋ㇏⏣ࡉࢇࠊඛᒾᡭ┴ෆࡢሗ

୰⥅࣭ᐑᇛ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠋ࠶ࠊࡇࢀࡣࠊ⌧ᅾࡢᐑᇛ┴ྎᕷࡢᫎ

ྎᕷ

ീ࡛ࡍࠋⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ⮳ࡿࡇࢁ࡛㯮࠸↮ࡀୖ
ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋΏ㎶ࡉࢇࠊඛࡶヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ
ⅆẼࡣࡐࡦࢃ࡞࠸࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࠸࠺࠾ヰ࡛ࡍࡡࠋ
Ώ㎶㸸ࡣ࠸ࠊࡶ࠺⤯ᑐࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢవ㟈
(49㸸05)

ࡀࡲࡿࡲ࡛ࡣࠊࡕࡻࡗ༴࡞࠸࡛ࡍࡽࠋⅆ⅏ࡀࡲࡓ

ὠἼሗ

㐃⥆ࡋ࡚㉳ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ࡚ࡶᾘ㜵㌴ࡀ࡛ࡍࡡࠊ㉮

༗ᚋ㸳 45 ศࡲ࡛ほ

ࢀࡿࡼ࠺࡞≧ែࡣ࡞ࡗ࡚ࡲࡏࢇࡽࠊᘏ↝ࡋ࡚ࡋࡲ

ᾏ㐨୰⏫㟝ከᕸ

ὠἼሗ

࠺ࠋ࡛ࡍࡽࠊⅆẼࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡣࠊࡶ࠺ཝ㔜ὀព࡛ࡍࠋ ᾏ㐨Ɫᑠ∾す
49㸸25

17

49㸸47

ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ
༗ᚋ㸳 27 ศ ᭱Ἴ 2.3m

༗ᚋ㸳 30 ศ ᭱Ἴ 2.1m

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋᐑᇛ┴ࡢྎᕷࠊࡇࢀࡣᕷෆ࡛ࡶ㸰࢝ᡤࡢ

୕㔜ᑿ㮖 ༗ᚋ㸳 12 ศ ᭱Ἴ 1.7m

ࡁ࡞⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࡞ࡾࡲࡍࠊᾘ㜵㌴ࡢ

ᶓ ༗ᚋ㸳 37 ศ ᭱Ἴ 1.6m

ྎᩘࡶ㊊ࡾ࡞ࡃ࡞ࡿୖࠊ㐨㊰ࡀࠊ࠼ࡤ㝗ἐ࡛࠶ࡿ

ឡ▱⏣ཎᕷ㉥⩚᰿ ༗ᚋ㸳 32 ศ ᭱Ἴ 1.6m

ࡦࡧࢀࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࡞࡞⌧ሙ

⚄ዉᕝᶓ㡲㈡ ༗ᚋ㸳 16 ศ ᭱Ἴ 1.6m

ࡓࡾ╔ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡐࡦࠊⅆẼཝ⚗࡛ࠊⅆ

㧗▱㡲ᓮ

ࢆࢃ࡞࠸࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࠸࠺ࡇࢆࡈὀព⏦ࡋୖ

㟼ᒸᚚ๓ᓮ ༗ᚋ㸳 18 ศ ᭱Ἴ 1.4m

ࡆ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ

ᾏ㐨Ώᓥ᳃

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊᐙ᪘ࡢⓙࡉࢇ㐃⤡ࢆྲྀࡾࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿ

ḷᒣ┴㑣ᬛᾆ⏫ᾆ⚄ ༗ᚋ㸳 33 ศ ᭱Ἴ

᪉ࡶከ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲࡍࠊᮾ

1.0m

ிࠊⲈᇛࠊᰣᮌࠊ⚟ᓥࠊᒣᙧࠊᒾᡭࠊᐑᇛ᪉㠃ࡢ㏻ヰ

ḷᒣ୵ᮏ⿄

༗ᚋ㸳 20 ศ ᭱Ἴ 1.4m

༗ᚋ㸳㸶ศ ᭱Ἴ 1.2m

༗ᚋ㸳 38 ศ ᭱Ἴ 0.8m

ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㏻ಙつไࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ 㟼ᒸ⯙㜰 ༗ᚋ㸳 37 ศ ᭱Ἴ 0.8m
ࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥࠊ ᚨᓥᑠᯇᓥ ༗ᚋ㸳 24 ศ ᭱Ἴ 0.7m

50㸸16

50㸸31

ᒣᙧࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⛅⏣ࠊ㟷᳃ࡢᇦ࡛ࡣࠊබ⾗㟁ヰࢆ

ఀ㇋ᓥᒸ⏣ ༗ᚋ㸱 49 ศ ᭱Ἴ 0.7m

↓ᩱ࡛⏝࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ḷᒣ ༗ᚋ㸳 32 ศ ᭱Ἴ 0.6m

㹌㹒㹒࡛ࡣࠊ⅏ᐖ⏝ࡢఏゝᯈࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏳྰሗ

㧗▱ ༗ᚋ㸳 12 ศ ᭱Ἴ 0.6m

ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽⓏ㘓࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㡢ኌ

㜰ᓁ⏫ῐ㍯ ༗ᚋ㸳 30 ศ ➨㸯Ἴ 0.2m

࡛ఏゝࢆⓏ㘓ࡍࡿ⅏ᐖ⏝ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࡲࡔ⏝࡛ࡁ࡞

༡ᮾ⁺

࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ῐ㊰ᓥὪᮏ ༗ᚋ㸳 20 ศ ➨ 1 Ἴ 0.2n

ࡲࡓࠊ⌧ᅾࠊᦠᖏ㟁ヰࡶࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

ࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔࠊ㹟㹳ࠊࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡢ

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ᦠᖏ㟁ヰ♫ྛ♫࡛ࡣࠊᏳྰሗࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⅏ᐖఏゝ

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

ᯈࡢタ⨨ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᏳྰሗࡢⓏ㘓ࡸ☜ㄆࢆᦠᖏ㟁

ࡲࡍ

ヰࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡸࠊྛᦠᖏ㟁ヰ♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡽ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࢆࡈ⏝ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
17

50㸸58

ࢼ㸸ᐑᇛ┴ྎᕷࡢ⌧ᅾࡢሗ࣓࢝ࣛࡢᫎീ࡛ࡍࠋ
ࡁ࡞ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡁ࡞ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࢝ᡤ࡛ࡁ࡞ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ⅖ࡢໃ࠸
ࡣቑࡍࡤࡾ࡛ࡍࠋࡇࡢᚋࠊኤ㣗࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊⅆࢆ
࠺ࡇࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡐࡦⅆẼཝ⚗࡛࠾㢪࠸࠸
ࡓࡋࡲࡍࠋΏ㎶ࡉࢇࠊẼࢆࡅࡿࡇࡣ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ

51㸸20

Ώ㎶㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡸࡗࡥࡾࡲࡔࡲࡔὠἼࡶくࡗ࡚ࡃࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊ⤯ᑐᾏᓊࡣ㏆ᐤࡽ࡞࠸ࠋᾏ
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༗ᚋ㸳 24 ศ ᭱Ἴ 0.2n

ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ᓊࡢࡑࡤ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ᪉ࡣࠊ㧗ྎ࠶ࡿ࠸ࡣ㕲➽ࢥࣥࢡ
࣮ࣜࢺࡢ㸱㝵௨ୖ࠸࡚ࠊࡇࡢ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣ
ࡑࡇࡽື࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⩚⏣✵

ࡢሗ࣓࢝ࣛࡽࠊ

ᮾி‴ࡢᑐᓊ࠶ࡾࡲࡍࠊ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺ࡞ࡀᐦ㞟
ࡋ࡚࠸ࡿᕤሙᆅᖏࡢⅆ⅏ࡢ≧ἣࢆᫎࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ༓ⴥ
ᕷࡢᾘ㜵ᒁࡼࡾࡲࡍࠊ୰ኸ༊ᕝᓮ⏫࠶ࡾࡲࡍ㹈㹄
㹃ࢣ࣑࡛࢝ࣝࠊⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇ
(51㸸59)

ࢀࡀࡑࡢ㹈㹄㹃ࢣ࣑࢝ࣝࡢⅆ⅏࠺ࡢ≧ἣࡘ࠸

㹌㹌㹌ὠἼሗ

࡚ࡣศࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡁ࡞⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ ༗ᚋ㸳 50 ศࡲ࡛ほ
17

17

52㸸06

52㸸39

㇏⏣㸸ࡑࡋ࡚ࠊᒾᡭࡽࡶሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᒾᡭ
┴㆙ࡢࡲࡵࡼࡾࡲࡍࠊᒾᡭ┴ෆ࡛ 10 ேࡢṚஸࡀ

⨾ᓥ⨾ᕷᑠ‖ ༗ᚋ㸳 41 ศ ᭱Ἴ 1.1m

☜ㄆࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ෆ࡛ 10 ேࡢ᪉ࡀஸ

ᐑᓮ᪥༡ᕷἜὠ ༗ᚋ㸳 19 ศ ᭱Ἴ 1.0m

ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࠊἢᓊࡢᒣ⏣⏫࡞࡛ࠊᩘேࡢ

ᐑᓮ᪥ྥ⣽ᓥ ༗ᚋ㸳 20 ศ ᭱Ἴ 0.8m

㑇యࡀぢࡘࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㆙ᐹ࡞࡛☜ㄆࢆᛴ࠸

✀Ꮚᓥ⇃㔝 ༗ᚋ㸳 16 ศ ᭱Ἴ 0.8m

࡛࠸ࡲࡍࠋ

㮵ඣᓥ┴༡㝰⏫Ἡ ༗ᚋ㸳 40 ศ ᭱Ἴ 0.5m

ࢼ㸸⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ୰⥅ඛࡘ࡞ࡀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋẼ㇟ᗇ

⨾ᓥ⨾ᕷྡ℩ ༗ᚋ㸳 44 ศ ᭱Ἴ 0.4m

ࡢࢼ࢝ࣁ࣐ࡉࢇࠋ

✀Ꮚᓥすஅ⾲ ༗ᚋ㸳 31 ศ ᭱Ἴ 0.2m
ឡᏱᓥ ༗ᚋ㸳 42 ศ ➨ 1 Ἴ㧗ࡉ᫂

୰⥅࣭Ẽ㇟

Ⓨ⏕ࡋࡲࡋࡓ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࡶࠊࡇࡕࡽࡢᘓ≀࠸

ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᳨₻ᡤࡢほ

ᗇ

ࡲࡋࡓࡀࠊ㸯ࠊ㸰ศࡢࡺࡗࡃࡾࡋࡓ㛗࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡲ

ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ࡓࠋࡑࡋ࡚᪂ࡋ࠸ሗ࡛ࡍࠋඛẼ㇟ᗇࡣࠊ༗ᚋ㸳

ᚋὠἼࡢ㧗ࡉࡣࡉࡽ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀ

30 ศࠊඛ༗ᚋ㸰 46 ศⓎ⏕ࡋࡓ୕㝣Ἀࡢᆅ㟈

ࡲࡍ

ࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࢆ 8.4 ࡽ 8.8 ኚ᭦ࡋࡲࡋ

㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20  ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8

࣮ࢻ 8.5 ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᅇࡢࡇࡢᆅ㟈ࡣࠊᅜෆ᭱⣭ࡢᆅ
㟈ࡢつᶍぢࡽࢀࡲࡍࠋ
Ẽ㇟ᗇ࡛ࡣඛ༗ᚋ㸲ࡽグ⪅ぢࢆ⾜࠸ࡲࡋ࡚ࠊ
ὠἼὠἼ㆙ሗࡢฟ࡚࠸ࡿἢᓊ࡛ࡣࠊࡁ࡞ὠἼࡀࡍ
࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊᚋࡶὠἼࡀࡉࡽᢲ
ࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡍࡄ㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࠊ㆙ሗ
ࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ⤯ᑐᾏࡢࡑࡤᡠࡽ࡞࠸ࡼ࠺
ࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ほ

ࡉࢀࡓὠἼࡢ㧗ࡉࡢᩘᏐࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ

Ẽ㇟ᗇ࡞ࡀタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿὠἼࡢ᳨₻ᡤ࡛グ㘓ࡋࡓᩘ
Ꮠ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡼࡾࡶࡉࡽ㧗࠸ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊẼ㇟ᗇ࡛ࡣὠἼ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛
ࡣࠊ⤯ᑐᾏᓊ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ヰࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
17

53㸸53

༗ᚋ㸳 29 ศ ᭱Ἴ 1.4m

ࢼ࢝ࣁ࣐㸸ࡣ࠸ࠋẼ㇟ᗇࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⚾ࠊᆅ㟈ࡀ

᫂୕㝣ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢࡁࡀ࣐ࢢࢽࢳࣗ

53㸸34

ࡉࢀࡓὠἼࡢ้㧗ࡉ

ᐑᓮ

ࡓࠋࡇࡢ 8.8 ࠸࠺ᩘᏐ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ1896 ᖺࡢ㸴᭶ࠊ

53㸸16

ὠἼሗ

ࡲࡓࠊవ㟈ࡳࡽࢀࡿᆅ㟈ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋẼ㇟ᗇ࡛ࡣ
ぢ࡛ࠊᅇࡢᆅ㟈ࡀ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸶ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ
࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖࡢ᩿ᒙࡀ◚ቯࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᣦ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗ᚋ㸱㐣ࡂࡶⲈᇛ┴Ἀࠊࡑࡋ࡚ࡘ࠸
ඛࠊ༗ᚋ㸳༙㐣ࡂ࡛ࡍࡡࠊ⚟ᓥ┴Ἀ࡛ࡁ࡞ᆅ
㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢᆅ㟈ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
⌧ᅾㄪ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࡣ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵⛬ᗘࡢవ㟈
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ࡼࡾࡁ࡞ὠἼ฿㐩

ࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸯࢝᭶⛬ᗘࡣὀពࡋ࡚ࡋ࠸ヰࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
17

54㸸23

࡞࠾ࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ᆅ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢᆅ㟈ᮾ
ᾏᆅ㟈ࡢ㛵㐃ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊྠࡌࣉ࣮ࣞࢺቃ⏺࡛Ⓨ⏕
ࡍࡿᆅ㟈࡛ࡍࡀࠊᅇࡢ୕㝣Ἀᆅ㟈ࡣࠊኴᖹὒࣉ࣮ࣞࢺ
ࠊ㝣ഃࡢ⡿ࣉ࣮ࣞࢺࡢቃ⏺㏆࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍᪉࡛ࠊⓎ⏕ࡀᐃࡉࢀࡿᮾᾏᆅ㟈ࡣࠊูࡢࣇࣜࣆࣥ
ᾏࣉ࣮ࣞࢺࠊ㝣ഃࡢࣉ࣮ࣞࢺ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊ㛵㐃ᛶࡣࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖࠊẼ㇟
ᗇࡽ୰⥅࡛࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ

17

54㸸53

ࢼ㸸ඛᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀぢࢆࡋࡲࡋࡓࠋ⪥ࢆࡑࡤ
ࡔ࡚࡚⪺࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊ༗ᚋ㸳 40 ศ
ࡽᆅ㟈㛵ࡍࡿ㸰ᅇ┠ࡢぢࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᖐᏯ㞴Ẹࡀ
ከᩘฟࡿࡇࢆ㆙ᡄࡋ࡚ࠊ↓⌮࡞ᖐᏯࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺
ࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋᯞ㔝㛗ᐁࡣぢ࡛ࠊ㤳㒔ᅪ࡞࡛ࡣ
㏻ᶵ㛵ࡀ⌧ᅾᬑ㏻࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧Ⅼ࡛ᪧࡢࡵࡀ
❧ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ㛫ࡶ࡞ࡃ 6 ࡛ࠊ♫࡞ࡽᖐᏯྥ
ࡗ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋṌ࠸࡚ᖐᏯࢆ⪃࠼ࡓ
ࡁࠊ㣗ᩱࠊỈࠊࢺࣞᅔᝨࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀᐃࡉࢀ
ࡿࠋ㏻ᶵ㛵㛵ࡍࡿሗࢆࠊࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࡛࢜ࡋࡗ
ࡾᢕᥱࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓࡶࡢࡀື࡞࠸≧ἣ
࡛ࡣࠊᖐᏯ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫋ሙ➼࡛ᑐᶵࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
ࡧࡅࡲࡋࡓࠋ

55㸸42

ࡑࡢୖ࡛ࠊ┴እ㐲㊥㞳ࡢ᪉࡛ࠊᚐṌ࡞࡛↓⌮ᖐᏯࡍ
ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠊࡴࡋࢁḟⓗ࡞⿕ᐖ㐼࠺࠸
࠺ࡇ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋ෭㟼ⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ↓
⌮ᖐᏯࡉࢀ࡞࠸ࡇࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡿࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ
ᙉㄪࡋࡲࡋࡓࠋΏ㎶ࡉࢇࠊࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࡣ࠺࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠋ

17

56㸸01

Ώ㎶㸸ࡇࢀࡣࡑࡢ࠾ࡾࡔᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋᮾி࡛ゝ࠼
ࡤࠊ㟁࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡽࠊ↓⌮ࡋ࡚ᖐᏯࢆࡍࡿ᮲
௳ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡔᩚࡗ࡚࡞࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
Ώ㎶㸸࡛ࡍࡽࠊࡇࢀࠊ᪂ᶫࡢᫎീ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ㐨㊰ࡢ┿ࢇ୰ࢆ࡛ࡍࡡࠊᖐᏯࢆᛴࡄⓙࡉ
ࢇࡀṌ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠋ
Ώ㎶㸸ࡑࡢୖࡢ࠺ࡣࠊࢥࣥࣅࢽࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊ㟁Ẽࡀࡘ࠸࡚࠸ࡲࡍࡽࠋ
ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋᐙ㟁㔞㈍ᗑ࡞ࡀ࠶ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠋ
Ώ㎶㸸࡛ࡍࡽࠊ↓⌮ࡋ࡚ࡲࡔᖐࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸≧ἣࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠋ

56㸸31

ࢼ㸸ࡘࡲࡾࠊ᫂ࡿ࠸ሙᡤ࡛ࠊ࿘ࡾ㧗࠸ᘓ≀ࡀ࡞࠸ࠊ
㑊㞴ࡢ࢚ࣜࢆ⮬ศ࡛ぢࡘࡅࡿ࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡍ
ࡡࠋ
Ώ㎶㸸Ᏻ࡞✵㛫ࠊᏳ࡞ሙᡤࢆぢࡘࡅ࡚ࠊࡑࡇ࡛ྲྀࡾ
࠶࠼ࡎᑐᶵࢆࡍࡿࠊࡇࢀࡀࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ࡲࡓࡇࡢᚋࡢኳೃ࡞ࡶࠊࡑࡢ≧ἣࡀᕥྑࡉࢀ
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ࢫࢱࢪ࢜

࡚ࡃࡿࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋࡐࡦᖐᏯࢆᛴࡀ࡞࠸࡛ࡋ࠸
࠸࠺ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢぢࡢෆᐜ࡛ࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ୰ኸࢸࣞࣅࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ୰⥅࡛ࡍࠋ
17

56㸸59

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ⚟ᓥࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸱๓㉳ࡁ

⚟ᓥ୰ኸࢸ

ࡓᐑᇛⲈᇛἈᆅ㟈࡛ࠊ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣ࡛᭱㟈ᗘ㸴ᙉࢆ

ࣞࣅ

ほ

ࡋࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇࡣኴᖹὒἢᓊὠἼ㆙ሗࢆฟࡋ

࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣ 10m ௨ୖࡢὠἼࡢ฿㐩ࡀほ
ࡉࢀࡓࡇࢁࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୕⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࡀࠊ㧗ྎ࡞㑊㞴ࡋࠊᾏࡸᕝࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞
࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
వ㟈ࡶ┦⥅࠸࡛࠸ࡲࡍࠋඛ༗ᚋ㸳 40 ศࡣࠊ
㏻ࡾࠊኴᖹὒ㠃ࡋࡓᕷ⏫ᮧ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ㟈ᗘ㸳ᙉࠊ୰
㏻ࡾࠊࡇࡕࡽࡣὠࢆࡢࡒࡃෆ㝣㒊࡛ࡍࡀࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࢆ
ほ
57㸸40

ࡋࡲࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⚟ᓥ┴࡞ࡼࡾࡲࡍࠊ༡┦㤿ᕷࡢ⪁ேಖタࠊࣚ
ࢵࢩ࣮ࣛࣥࢻ࡛ᘓ≀ࡀಽቯࡋࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸳ேࡢṚ⪅ࡀ
ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊⓑἙᕷࡢఫᏯᆅ࡛ᅵ◁ᔂࢀࡀ࠶ࡾࠊ
㸳ୡᖏ㸶ேࡢ⾜᪉ࡀศࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㡲㈡ᕝ
ᕷ࠶ࡿᕤሙࠊࣁࣖࢩ⢭ᶵ࡛ࡣࠊ♫ᒇࡀಽቯࡋࠊࡅࡀே
ࡀฟ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ࠸ࢃࡁᕷ࠶ࡿ࿋⩚Ꮫ
ࡢᕤሙ࡛ࠊ⇿Ⓨࡀ㉳ࡁࡓ࠸࠺ሗࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋⴥ⏫
࡛ࡣࠊఫᏯࡀ↝ࠊఫẸࡀ㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ሗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊⴥ⏫࡛ࡣࠊὠἼ࡛⏫୰ࡀỈᾐࡋ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

58㸸19

⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡣࠊ㸯ྕᶵࡽ㸱ྕᶵࡀ⮬ື
Ṇࠊ㸲ྕᶵࡽ㸴ྕᶵࡣᐃᮇ᳨ᰝ୰࡛㐠㌿ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡏ
ࢇࠋ⚟ᓥ➨ཎⓎࡣࠊ㸲ᶵࡍ࡚ࡀ⮬ື࡛Ṇࡋࡲࡋࡓࠋ
࠸ࡎࢀࡶእ㒊ࡢᨺᑕ⬟₃ࢀࡢᜍࢀࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣࠊእ㒊㟁※ࡀ᮶࡚࠸
࡞࠸≧ែ࡛ࠊ㠀ᖖࡢ෭༷⣔ࢆࡗ࡚⅔ෆࡢ

ᗘỈ

ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
వ㟈ࡶ┦⥅࠸࡛࠸࡚ࠊ༗ᚋ㸳 40 ศࡣࠊ㏻ࡾ࡛㟈
ᗘ㸳ᙉࡀほ
17

58㸸56

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ዪᛶ㸸ࡇࡕࡽࡢᕪⅬࡢゅ࠶ࡿࣅࣝࡣࠊ㸯㝵ࡀ༙ศࡶ
࠺⎍ࡦࡋࡷࡆ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓᙜࠊ
㸯㝵ࡣ 20 ேࡢ᪉ࡀ࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊ୰
ࡣᡴࡕ㌟ࡸࠊ࠶ࠊࡅࡀࢆࡉࢀ࡚⾑ࢆὶࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡶ࠸
ࡽࡗࡋࡷࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ㎶ࡾࡢఫẸࡢ᪉
ࡽࡣࠊ࢞ࢫ⮯࠸࠸࠺ኌࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

59㸸24

⏨ᛶ㸸㒆ᒣᕷᅗᬒࡢᅜ㐨㸲ྕ⥺ࡢࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ
࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓ࠶ࠊົᡤࡽⅆࡀฟ࡚࠾ࡾࡲࡋ
࡚ࠊࡁ࡞↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㠀ᖖ↔ࡆ⮯࠸࡛ࡍࠋ

㸳.㸰. 㹒㹀㹑
3 ᭶ 11 ᪥ 14  50 ศࡽ 18 ࡅ࡚ࡢ TBS ࢸࣞࣅࡢ㘓⏬ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᨺ㏦ࡉࢀࡓ㡢ኌᩥᏐࢸࣟࢵࣉ
㸦୍㒊㸧ࢆࢱ࣒࡛ࣛࣥ⾲ 5.2 ♧ࡋࡓࠋTBS ࡢึᮇሗ㐨ࡢ≉ᚩࡣࠊձ❧ࡕୖࡀࡾࡀ᪩ࡗࡓࠊղᐑྂࡸ
ྎ✵

ࠊᐩᒸ⏫ࡢᾏᓊ㸦⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㸧ࢆくࡗࡓὠἼࢆࣛࣈ୰⥅ࡋࡓࠊ࡞ࡔࠋ⌧ᆅࡢ⣔ิᒁࡋ࡚
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ࡣࠊᮾᨺ㏦ࠊIBC ᒾᡭᨺ㏦ࠊࢸࣞࣅ࣮ࣗ⚟ᓥ࡞ࡀⓏሙࡋࡓࠋࢤࢫࢺゎㄝࡢᑓ㛛ᐙࡣࠊ16㸸02㹼ᓥᓮ㑥ᙪ
ྡᩍᤵ㸦ᆅ㟈ண▱㐃⤡㛗࣭ᮾிᏛ㸧ࡔࡗࡓࠋ
⾲ 5.2 䠰䠞䠯䝔䝺䝡 䠄2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ ᆅ㟈Ⓨ⏕䛛䜙 17 ྎ䠅


ศ/⛊

ࢸࣞࣅ㡢ኌ

ࢸࣟࢵࣉ

14

50㸸45

ⶈぢ㸸ࠊ␒⤌ࡢ㏵୰࡛ࡍࡀࠊඛ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀධ
ࡾࡲࡋࡓࠋࡍ࡛ྛᆅࡢ㟈ᗘࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ㟈ᗘ㸵ࡀᐑᇛ┴ࡢ㒊࡛ࡍࠋࡲࡓ㟈ᗘ㸴ᙉࡀᐑᇛ┴
ࡢ୰㒊ࠊ⚟ᓥ┴୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥ┴㏻ࡾࠊⲈᇛ┴㒊࡞
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࡣⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㌟ࡢᏳὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⴠୗ≀࡞᥍࠼࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

51㸸09

ࡲࡓࠊὠἼࡢሗࡀࠊ༗ᚋ㸰 49 ศධࡾࡲࡋࡓࠋ⌧
ᅾ᪥ᮏᆅᅗᮾഃࠊ㯤Ⰽࡃ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙᡤࡀࠊὠἼὀ
ពሗ࡛ࡍࠋኴᖹὒഃࠊࡁ࡞ᆅᇦ࡛ὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾ࡛ࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ
ࡽᐑᇛࡅ࡚ࡢἢᓊࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋἙ
ཱྀ㏆ࠊᾏᓊ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲ
ࡓࠊ㛵ᮾࡢኴᖹὒഃࡢἢᓊ࡛ࡶὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ὠἼࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋඛ㸰 49 ศࡈࢁ
ࠊὠἼࡢሗࡀධࡾࡲࡋࡓࠋᒾᡭࡢኴᖹὒἢᓊࠊࡑࢀ
ࡽᐑᇛࡅ࡚ࡢἢᓊ࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ἑཱྀ㏆ࠊᾏᓊ㏆ࡣ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

51㸸55

ࡲࡎࡣⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡍ࡛ᦂࢀࡀ࠾
ࡉࡲࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࠊ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ㌟ࡢᏳ
ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡗ࡚࡞࠸ᆅ
ᇦࡢⓙࡉࢇࠊ࠺ࡒⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⅆ
ࡢጞᮎࡶᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡗ࡚ࡽࡍࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࡲࡎࡣ㌟ࡢᏳὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

52㸸17

ὠἼࡢ฿㐩ணࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᐑᇛ
┴࡛༗ᚋ㸱㡭ࠊ㸴m ࠸࠺ὠἼࡢ฿㐩ணࡀฟ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊ༓ⴥ┴ࡢ༑㔛࣭እᡣࠊ㸱 20 ศ㸰m
ࡢὠἼணࠋఀ㇋ㅖᓥ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 20 ศ㡭ࠊ㸯m ࡢὠ
Ἴணࠋࡲࡓࠊ༓ⴥ┴ࡢෆᡣࠊࡲࡓࠊⲈᇛ┴࡛ࡶὠἼࡢ
฿㐩ணࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᾏ㐨ࡢኴᖹὒἢᓊࠊ㟷
᳃┴ࡢኴᖹὒἢᓊ࡛ࡶὠἼࡢ฿㐩ணࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ
ࡎࡣⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

52㸸49

ᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶ࡞ࡾᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᕥࠊྑࠊᶓ
ࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗ᚋ㸱 40 ศ㡭ࡣᾏ㐨ኴᖹ
ὒἢᓊ㒊ࠊࡲࡓࠊᑠ➟ཎㅖᓥ࡛ࡣ༗ᚋ㸲㡭ࠊ0.5m ࡢ
ὠἼࡢணࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊ᪥ᮏิᓥࡢᾏ㐨ࡽ
ᕞࡅ࡚ࡢἢᓊࠊኴᖹὒഃ࡛ὠἼࡢ㆙ሗࠊࡉࡽࡣ
ὠἼ㆙ሗࠊࡑࡋ࡚ὠἼࡢὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

14

53㸸15

⌧ᅾ␒⤌ࡢ㏵୰࡛ࡋࡓࡀࠊᆅ㟈ࡢሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋඛ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㟈ᗘ㸵ࢆ
ほ

ࡋࡓࡢࡀᐑᇛ┴ࡢ㒊࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࡀᐑᇛ

┴ࡢ༡㒊ࠊᐑᇛ┴ࡢ୰㒊ࠊ⚟ᓥ┴୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥ┴㏻ࡾ
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ഛ ⪃
ሗ㐨࣓࢝ࣛ

࡞࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㉥ᆏ࠶ࡾࡲࡍ㹒㹀㹑ࡢࢫࢱ
ࢪ࡛࢜ࡶࠊ࡞ࡾᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ㟈ᗘ㸵ࢆほ
ࡋࡓࡢࡀᐑᇛ┴ࡢ㒊࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᐑᇛ༡㒊ࠊࡲࡓࠊᰣ
ᮌ༡㒊࡛ࡣ㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ
14

53㸸46

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌟ࡢᏳὀពࢆࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࢃࡾࢡࢵࢩࣙࣥࡸᯖ࡞ࠊయࢆಖㆤ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊࡑࢀࢆ㢌ࡽࡪࡾࠊࡲࡓࠊయ
ࢆಖㆤࡍࡿ࡞ࡋ࡚ⴠୗ≀ഛ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᒣ
ᙧࡸᇸ⋢ࠊ༓ⴥ࡛ࡶ㟈ᗘ㸳ᙉࠊࡲࡓࠊᮾி 23 ༊࡛ࡶ㟈
ᗘ㸳ᙉࢆほ

54㸸35

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ඛ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ࡞ࡾᙉ࠸ᦂࢀࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ᭱㧗㟈ᗘࡀ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊᐑᇛ┴ࡢ

㒊ࠊࡲࡓࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࡀᐑᇛ┴ࡢ༡㒊ࠊᐑᇛ┴୰㒊ࠊ⚟
ᓥ┴୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥ┴㏻ࡾ࡞࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ᰣᮌ┴ࠊ⩌㤿┴ࠊ༓ⴥ┴࡞࡛ࡶ㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡋ࡚࠸

ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾி 23 ༊ࠊ⚄ዉᕝᮾ㒊࡛ࡶ㟈ᗘ㸳ᙉࢆほ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠸ࡗࡓࢇࠊᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡗࡓࡼ࠺ឤ
ࡌࡲࡍࡀࠊࡁ࡞ᆅ㟈ࡢ࠶ࡣవ㟈ࡀ᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ༑ศὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊὠἼࡢሗࡀ
ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭࡽᐑᇛࡢἢᓊࡅ࡚
ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡢ㆙ሗࡶฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㯤Ⰽࡃ
⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀὠἼࡢὀពሗ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊሗࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ㹌ࢫࢱࢪ
࢜ࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
14

55㸸01

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠊ࠾ఏ࠼ࡋ࡚ཧࡾࡲࡍࠋඛ㸰 46 ศ㡭ࠊ
㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽ
ࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.9ࠊ㟈※ࡣ୕㝣Ἀࠊ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ 10 ࡛࢟ࣟ
ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᗈ࠸࢚ࣜὠἼ㆙ሗࠊὠἼ
㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

55㸸19

ఀ⸨㸸ᑐ㇟࢚ࣜࡢᾏᓊ㏆ࡃࡸᕝࡢἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉
ࡣࠊࡓࡔࡕࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ㧗ྎࡸὠἼ㑊㞴ࣅࣝᣦ
ᐃࡉࢀࡓᘓ≀࡞㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㑊㞴ࡍࡿࡁ
ࡣࠊᾏࡽࡼࡾ㐲࠸ሙᡤࡼࡾࡶࠊࡼࡾ㧗࠸ሙᡤࢆ┠ᣦࡋ
࡚㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㏆ࡃ㧗ྎ࡞ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㕲➽
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞࡛࡛ࡁࡓࠊ⫼ࡀ㧗ࡃ㡹࡞ᘓ≀ࡢࠊ࡛
ࡁࢀࡤ㸱㝵௨ୖ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋỴࡋ࡚ᵝᏊࢆぢ
ᾏ㏆࡙࠸ࡓࡾࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

55㸸47

㛗ᒸ㸸ᮾிࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡶࠊ࡞ࡾࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲ
ࡋࡓࠋὠἼࡢ฿㐩ணࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᒾᡭ
┴࡛ࡣࠊ➨㸯Ἴࡀ฿㐩ࡋࡓࡶࡢぢࡽࢀࡲࡍࠋணࡉࢀ
ࡿ㧗ࡉࡣ㸱mࠋᐑᇛ┴ࡣ㸱㡭ࠊࡶ࠺㛫ࡶ࡞ࡃ࡛ࡍࠋ㸴
m ࡢ㧗ࡉࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊἙཱྀ㏆ࠊἙཱྀ
ࡸᾏᓊ㏆ࡽࡣ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢ⚟ᓥࡢᵝᏊࠊఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ

14

56㸸08

ఀ⸨㸸⚟ᓥ࡛ࡣ㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥࡽ࠾

ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

- 154 -

㹌ࢫࢱࢪ࢜

14

56㸸22

ࢼ㸸ඛ⚟ᓥ┴࡛ኚᙉ࠸ᦂࢀࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ኚᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ᭱㟈ᗘࡣ㸵ࠊᐑᇛ┴ࡢ㒊

⚟ᓥ㹒㹓㹄
ࢫࢱࢪ࢜

࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢ㒊࡛᭱㟈ᗘ㸵࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊ⚟ᓥ┴
ࡣὠἼ㆙ሗࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼࠊ༗ᚋ
㸱 10 ศ㡭ࠊ฿㐩ண้࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀ
ࡿἼࡢ㧗ࡉࡣ㸱m ࡛ࡍࠋணࡉࢀࡿἼࡢ㧗ࡉࡣ㸱mࠊ༗
ᚋ㸱 10 ศ㡭ࠊὠἼࡢ᮶ࡿண࡛ࡍࠋ
14

56㸸58

ఀ⸨㸸࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ᆅ㟈
ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊ᭱㟈ᗘࡣ㟈ᗘ㸵ࢆほ
࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ㒊࡛㟈ᗘ㸵ࢆほ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ࡋ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ

ࡇࡢᆅ㟈క࠸ࡲࡋ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴࡢ㉥࠸⥺࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿἢᓊࡣࠊὠ
Ἴ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
57㸸18

㛗ᒸ㸸ᮾி㉥ᆏࡢ㹒㹀㹑ࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡶࠊ࡞ࡾࡁ࡞
ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋࡲࡔࢫࢱࢪ࢜ࡢ↷᫂ࡣື࠸࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡞≧ែ࡛ࡍࠋࡲࡔᦂࢀࡀࠊᆅ㟈ࡢ࠶ࡢᦂࢀ࡛ࡍࡡࠊ
↷᫂ࡀࡁࡃᦂࢀࡓࡲࢇࡲ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢸࣞࣅࡀಽ
ࢀࡿ࡞ࡢࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋᮾி㉥ᆏ࡛ࡶ
ኚࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

57㸸38

ఀ⸨㸸ࡁ࡞ᆅ㟈ࡢ࠶ࡣవ㟈ࡀ᮶ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡎࡣࠊⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

57㸸45

㛗ᒸ㸸ࡇࢀࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢ㉥ᆏࡢࢫࢱࢪ࢜ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
࡞ࡾ↷᫂ࡀࡁࡃࠊࡁࡃᦂࢀࡲࡋ࡚ࠊࢫࢱࢪ࢜ⴠ
ࡕ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡑ࠺ᛮ࠺ࡢࡁ࡞ᦂࢀ࡛
ࡋࡓࠋ

57㸸58

ゎㄝ㸯㸸ᒁ⯋ࡢ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀṆࡲࡗࡓࡾ࡛ࡍࡡࠊࢫ
ࢱࢪ࢜ࡢᡭࡢ⯙ྎࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢࢭࢵࢺࡢ⨨ࡁ
ሙࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࡶࠊࡑࡢ㎶ࡶⓑ࠸↮ࡀࡶ࠺ࡶ࠺
ୖࡀࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠋࢫࢱࢵࣇࡀ㦁↛࡞ࡗ࡚ࡳࢇ࡞❧
ࡕᑾࡃࡋ࡚࠸ࡿࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛ࡋࡓࠋ࡛ࠊ࡞ࡾ
ᦂࢀࡀ㛗ࡗࡓ࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡸࡣࡾ㟈ᗘ㸵࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ࣐ࢢࢽ
ࢳ࣮ࣗࢻࡶ 7.7 ௨ୖ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㠀ᖖࡁ࡞ࠋ
㛗ᒸ㸸7.9 ࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡶ࠺ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸶ࢡࣛࢫࡢᆅ㟈࡛ࡍࡽࠋ
ゎㄝ㸯㸸7.9 ࠸࠺ࡢࡣࠊ┦ᙜᙉ࠸࡛ࡍࡡࠋ㜰⚄㟈⅏ࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡼࡾࡶࡣࡿࡁ࠸࡛ࡍࡡࠋᮾἈࡢ࠸ࢃࡺ
ࡿࣉ࣮ࣞࢺࡀ₯ࡾ㎸ࡴࠊࡇࢀࡣࣉ࣮ࣞࢺቃ⏺ᆺࡢᆅ㟈࡛
ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࢃࢀࡲࡍࡀࠋ

58㸸45

㛗ᒸ㸸ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࠊᗈ࠸⠊ᅖ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡢᐑᇛࡢᵝᏊࢆఏ࠼࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡲࡍࠋ

14

58㸸53

ࢼ㸸ࡁ࡞ᐙල࡞ࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㢌ࢆᗙᕸᅋ

ྎ㹒㹀㹁

ࡸࢡࢵࢩࣙࣥ࡞࡛ಖㆤࡋࠊ㡹࡞ᮘࡸࢸ࣮ࣈࣝࡢୗ࡞

ࢫࢱࢪ࢜

ࠊᏳ࡞ሙᡤ㞃ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠶ࢃ࡚࡚እ㣕ࡧฟ

୰⥅࣭Ẽ

ࡍࡢࡣ༴㝤࡛ࡍࠋⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐑᇛ┴



㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࡀほ

㹁ᮏ♫ෆ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᐑᇛ┴
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ࠊ㹒㹀

ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ື
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐑᇛ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡍࡄ㧗࠸ࡇࢁࠊ㧗ྎ࡞ࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣅࣝ
ࡢ㸱㝵௨ୖ࡞ࠊᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
14

59㸸30

ࡇࡕࡽࠊ⌧ᅾࡢẼ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡽ☜ㄆ࡛

ࡁࡿ㝈ࡾ࡛ࡣᾏ㠃࡞ࡁ࡞ኚࡣぢࡽࢀࡲࡏࢇࡀࠊ
⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴
ὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿண้ 15 ࠊணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉ
ࡣ㸴m ࡛ࡍࠋࡑࢀࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊ
ⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋἢᓊ㒊ࡢ᪉ࡣࡓࡔࡕ㑊
㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᛴ࠸࡛ࠊ㧗ྎࡸࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ
ࣅࣝࡢ㸱㝵௨ୖ࡞ࠊᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

00㸸11

ࡇࢀࡣᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ㹒㹀㹁ᮏ♫ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈
㏿ሗࡀⓎ௧ࡉࢀࡓᚋࠊࡍࡄࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㠀ᖖᙉࡃ㛗࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀឤࡌࡓ
㝈ࡾ࡛ࡣࠊ㸯ศ௨ୖࡶ㛗࠸㛫ࠊ㠀ᖖᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾධࡗ࡚ࡁࡓሗࡼࡾࡲࡍࠊྎ
ᕷᾘ㜵ᒁࡼࡾࡲࡍࠊྎᕷἨ༊ཎ⏣࡛ఫᏯࡀಽቯࡋ
ࡓ࠸࠺ሗࡶධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋྎᕷᾘ㜵ᒁࡼࡾ
ࡲࡍࠊྎᕷἨ༊ཎ⏣࡛ఫᏯࡀಽቯࡋࡓ࠸࠺ሗࡶ
ධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

00㸸45

ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ㹒㹀㹁ࡢᮏ♫ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ
ࡀⓎ௧ࡉࢀࡓᚋࠊࡍࡄᙉ࠸ᦂࢀࢆࠊ㠀ᖖᙉ࠸ᦂࢀࢆ
ឤࡌࡲࡋࡓࠋࢫࢱࢪ࢜ෆࡶኚᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࡸࡗ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊࡁ࡞ᦂࢀ࡛ࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㛗ࡃᙉ࠸ᦂࢀࡀࡁࡃ㸯ศ௨ୖࡶ⥆ࡁࡲࡋ
ࡓࠋྎᕷᾘ㜵ᒁࡼࡾࡲࡍࠊྎᕷἨ༊ཎ⏣࡛ఫᏯ
㸯Ჷࡀಽቯࡋࡓࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋྎᕷᾘ㜵
ᒁࡼࡾࡲࡍࠊྎᕷἨ༊ཎ⏣࡛ఫᏯࡀಽቯࡋࡓ࠸
࠺ሗࡶධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

01㸸29

㛗ᒸ㸸㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡲࡋࡓᐑᇛࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ

ඛ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵ࡢࠊ㠀ᖖ
ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇࡣᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ
┴ὠἼ㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴࡛ࡣ᭱㸴m ࡢ
ὠἼࡀ࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ㟈※
ࡣ୕㝣Ἀࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ 10 ࢟ࣟࠊᆅ㟈ࡢつᶍࢆ
♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.9 ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
01㸸57

ఀ⸨㸸ࡲࡓࠊඛࡢྎࡽࡢሗ࡛ࡍࠊఫᏯ㸯Ჷ
ࡀಽቯࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡶධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
つᶍࡀẚ㍑ⓗࡁ࠸ᆅ㟈ࡢ࠶ࡣࠊవ㟈ࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

02㸸10

ゎㄝ㸰㸸࡞ࡾవ㟈᮶࡚ࡲࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋᮾி࡛ࡶឤࡌࡿࠋ
ゎㄝ㸰㸸ᮾி࡛ࡶᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡ
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ゎㄝ㸯㸸ࡶ㟈ᗘ㸰ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼࡡࠊᮾி࡛ࠋ
ఀ⸨㸸ᮾி࡛ࡶ࡞ࡾࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ゎㄝ㸰㸸ᮾி࡛㸳ᙅࡀྛᆅ࡛ࠊᮾி㒔ෆ࡛ࡶฟ࡚࠸ࡲࡍ
ࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡕࡻ࠺ཧ㆟㝔࡛ࡣண⟬ጤဨࡢ᭱୰ࡔࡗࡓࢇ
࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㆟ሙࡶ㦁↛࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠋ⏬㠃ࢆぢ࡚࡚
ࡶ࡛ࡍࡡࠊᅜ㆟ᇽࡢ୰ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀฟ࡚࠾ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ
15

02㸸33

ఀ⸨㸸ࠊ㉥ᆏࡢ࣓࢝ࣛࡽࡢࠊ࣓࢝ࣛࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸
ࡓࡔ࠸࡚ࡲࡍࠋ
㛗ᒸ㸸⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࡡࠋ↮࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋࡕࡻࡗࠊ㯮࠸↮࡛ࡋࡻ࠺ࠋ☜ㄆࡣྲྀࢀ
ࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊఱ↮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

02㸸45

㛗ᒸ㸸⌧ᅾࡢᮾி㒔ᚰࡢᵝᏊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ᮾிࢱ࣮࣡ࡢᡭ๓ᑡࡋ↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶぢ
࠼ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ
ゎㄝ㸯㸸

༊ෆࠋ

༊ෆ࡛ࡍࡡࠊࡣ࠸ࠋ㹒㹀㹑ࡢᮏ♫ࡢ᪉ࡽᮾ

ிࢱ࣮࣡ࡢ᪉ྥࡗ࡚ぢ࡚ࡲࡍࢇ࡛ࠋ
ఀ⸨㸸ᮾிࢱ࣮࣡ࡢዟࡢ᪉࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠋᾏ㏆࠸᪉ྥ࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍ
ࡅࠋࡓࡔࠊࡇࢀࡣศࡾࡲࡏࢇࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ☜ㄆ࡛ࡁḟ➨ࠊࡲࡓ࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊఱ㯮࠸↮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࡇࡢ࣓࢝ࣛࡽ
ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ
03㸸11

㛗ᒸ㸸ඛ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵ࡢ㠀
ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇࡣᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ
⚟ᓥ┴ὠἼ㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴࡢ㉥࡛♧ࡋ
࡚࠸ࡿ࢚ࣜࠊὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࣆࣥࢡ࡛♧ࡋ
࡚࠸ࡿ࢚ࣜࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ὠἼ฿㐩ணࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ➨㸯Ἴࡢ
฿㐩ண้ࡣ㸱๓ᚋ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᒾᡭ┴࡛
ࡣࠊ᪤➨㸯Ἴࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᐑᇛ
┴ࡶ฿㐩ண้ࢆ㐣ࡂ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴࡛ࡣࠊணࡉ
ࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ㸴m ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋỴࡋ࡚ࠋࡣ࠸ࠋ
ゎㄝ㸰㸸…ᵝᏊࡶࠊࡲࡎࠊἼࡀᘬࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊἼࡀୖ
ࡀࡗ࡚ࡇ࡞ࡃ࡚ࡶᾏᓊ⥺ࡣ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᘬ
ࡁἼࡗ࡚࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࡣ࠸ࠋ

04㸸00

ゎㄝ㸯㸸ࡑࢀࠊ‴ࡢዟ࡛ࡍࡡࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁ
ࡣࡉࡽ㧗ࡉࡀ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊవィ
ὀពࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ணࡉࢀࡿ㧗ࡉࡼࡾࡶࠊධࡾỤࡢᙧ≧࡛ࡍࠊ
ሙྜࡼࡗ࡚ࡣ㧗ࡃ᮶ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊ༑ศ
ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋỴࡋ࡚ᵝᏊࢆぢᾏ㏆࡙࠸ࡓࡾ
ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡲࡋࡓྎࡽ࠾ఏ࠼
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ࡋࡲࡍࠋྎࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
15

04㸸27

ࢼ㸸ᐑᇛ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴࡛

ྎ㹒㹀㹁

ࡣ᭱㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࢫࢱࢪ࢜

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ὠἼ

㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡢὠἼࡢ฿㐩ண้

୰⥅࣭Ẽ

15 ࠊணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ㸴m ࡛ࡍࠋᛴ࠸࡛ࠊ㧗



ྎࡸࣅࣝࡢࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣅࣝࡢ㸱㝵௨ୖ࡞ࠊ
Ᏻ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ὠἼ
㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱㟈ᗘࡣ㸵ࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲ

ࡍࠋⓙࡉࢇࠊᏳ࡞ሙᡤࡓࡔࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡍࡄࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣅࣝࡢ㸱㝵௨ୖ࡞ࠊᏳ
࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐑᇛ┴ࡢὠἼ฿㐩ண้
ࡣࠊணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ㸴m ࡛ࡍࠋ
05㸸10

ࡇࡕࡽࡣࠊ⌧ᅾࡢẼ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⏬㠃࡛☜ㄆ࡛ࡁ

ࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊᾏ㠃ࡢኚ࡞ࠊࡁ࡞ኚືࡣぢࡽࢀࡲࡏ
ࢇࡀࠊ⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠ
Ἴࡀᢲࡋᐤࡏࠊࡁ࡞⅏ᐖࡢ㉳ࡇࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋண
ࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣࠊ㧗࠸ࡇࢁ࡛ࠊᐑᇛ┴㸴m ࡀண
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡢ฿㐩ண้ࡣ 15 ࡛ࡍࠋ15
ࡕࡻ࠺࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡢẼ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⏬㠃࡛☜

ㄆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊᾏ㠃ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ
05㸸43

ࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࠊ㹒㹀㹁ࡢࢫࢱࢪ࢜ෆࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧
ᅾࠊࡇࡕࡽྎᕷඵᮌᒣ࠶ࡿ㹒㹀㹁ࡢࢫࢱࢪ࢜ෆ࡛
ࡶࠊࡉࡽᆅ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ẽ

ࡢᐃⅬ࣓࢝ࣛࡢᵝᏊࡶࠊᶓᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศ

ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊἼࡶኚࡀぢࡽࢀࡲࡍࠋἼࡶᦂࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ
06㸸02

ⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࠊᐑᇛ┴
ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍࡄࠊ㧗ྎࡸࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ
࣮ࣜࢺࡢࣅࣝࡢ㸱㝵௨ୖ࡞ࠊᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋἙཱྀࡸἙᕝࠊධࡾỤࡢ࿘㎶࡞ࠊὠἼࡢࡁࡃ
࡞ࡾࡑ࠺࡞ࡇࢁ࡛ࡣࠊ≉㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊ㹒
㹀㹁ࡢࢫࢱࢪ࢜ෆ࡛ࡶవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࢆឤࡌ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

06㸸28

ᐃⅬ࣓࢝ࣛࠊẼ

ࡢᐃⅬ࣓࢝ࣛࠊ⃭ࡋࡃᶓᦂࢀ࡚

࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢẼ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᐃⅬ࢝

࣓ࣛࡀ㠀ᖖ⃭ࡋࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊᏳ࡞ሙᡤ
㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡀࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋኴᖹ
ὒἢᓊᇦὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࡣὀពሗࡶ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢ㹒㹀㹁ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡀࡁࡃᦂࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊ㹒㹀㹁ࡢࢫࢱࢪ
࢜ෆ࡛ࡶࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫࢱࢪ࢜ࡢୖࡢ↷᫂࡞
ࡶࠊࡁࡃᶓᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ
15

07㸸13

㛗ᒸ㸸⌧ᅾࡶవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋⓙࡉࢇࠊⴠࡕ
╔࠸࡚ࠊ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࡼ࠺ࠊඛ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵
ࡢ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢ
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

ࡣ࠾ྎሙࡢ᪉ྥ࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡇࢀࡣ⌧ᅾࡢᫎീ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸࡞ࡾ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ྎሙࠊࣇࢪࢸ
ࣞࣅࡢᚋࢁࡢ᪉࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࡞ࡾ㯮࠸↮ࡀࠊ㯮↮ࡀ
ୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⅆࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᮾி
࡛ࡣࠊ23 ༊࡛ࡣ㟈ᗘ㸳ᙉࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡈ

ぴࡢࡼ࠺ࠊᮾி㒔ෆࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࣇࢪࢸࣞࣅࡢᒁ⯋ࡢᘓ≀ࡢഃ࡛ࡍࡡࠋࢡ࣮ࣞࣥ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ⨨㛵ಀࡣࡇࡇࡽ࡛
ࡣࡣࡗࡁࡾࡣศࡾࡲࡏࢇࠋ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

07㸸58

㛗ᒸ㸸⌧ᅾࠊẼ㇟ᗇࡣᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ὠἼ
㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴࡛ࡣࠊ᭱㸴m ࡢὠἼ
ࡀ࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ
㟈ᗘ㸳ᙉࢆほ

ࡋࡓᮾி㒔ෆ࡛ࡣ㯮↮ࡀࡶ࠺ࡶ࠺ୖ

ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾࡢໃ࠸࡛ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼
ࡲࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋᡭ๓࣮ࣞࣥ࣎ࣈࣜࢵࢪࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ࠾
ྎሙࡢᵝᏊࢆࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ㯮࠸↮ࡀୖࡀ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
08㸸26

㛗ᒸ㸸Ẽ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ㟈※ࡣ୕㝣Ἀࠊ㟈※ࡢ῝ࡉ
ࡣ࠾ࡼࡑ 10 ࢟ࣟࠊᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ
7.9 ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡶࠊࡲࡓูࡢ࣓࡛࢝ࣛ
ࡍࡅࢀࡶࠋ
ゎㄝ㸯㸸ูࡢゅᗘࡢ࣓࡛࢝ࣛࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸ྠࡌ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠊࡇࢀࠊ࠾ྎሙࡢࠋ
ゎㄝ㸯㸸࠾ྎሙࡢྠࡌሙᡤࡔᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠋ
㛗ᒸ㸸࠶ࠊࡲࡓࠊࢫࢱࢪ࡛࢜ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫ
ࢱࢪ࢜ࠊ↷᫂ࡀ࡞ࡾᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㒔ෆ࡛ࡶ⌧ᅾࠊ
ࡲࡓᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
㉥ᆏࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡣ㟈ᗘ㸰ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ⌧
ᅾࡶవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㒔ෆ࡛ࡣࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡗ
࡚࠸ࡿࡇࢁࡀぢࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

09㸸12

ఀ⸨㸸ඛ㟈ᗘ㸵ࢆほ
ᗘ㸳ᙉࢆほ

ࡋࡓᆅ㟈ࠊᮾி 23 ༊࡛ࡣ㟈

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᆅ㟈క࠸ࡲࡋ

࡚ࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡀྛᆅฟࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋᑐ㇟࢚ࣜࡢᾏᓊ㏆ࡃࡸἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉
ࡣࠊࡓࡔࡕࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ㧗ྎ࡞㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ㑊㞴ࡍࡿࡁࡣࠊᾏࡼࡾࡼࡾ㐲࠸ሙᡤࡼࡾࡶࠊࡼ
ࡾ㧗࠸ሙᡤࢆ┠ᣦࡋ࡚㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㏆ࡃ㧗ྎ࡞
ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞࡛࡛ࡁࡓࠊ⫼ࡀ㧗
ࡃ㡹࡞ᘓ≀ࡢࠊ࡛ࡁࢀࡤ㸱㝵௨ୖ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋỴࡋ࡚ᵝᏊࢆぢᾏ㏆࡙࠸ࡓࡾࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
09㸸48

㛗ᒸ㸸࠶ࠊ⅖ࡀぢ࠼ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠊ⅖ࡀぢ࠼࡚ࡲࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸࠾ྎሙࡢ᪉ྥࢆᫎࡋ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ⅖ࡀぢ࠼
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ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㯮↮ࡀࡶ࠺ࡶ࠺❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊᒾᡭࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
15

10㸸03

ࢼ㸸…ⴠࡕ╔࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࠊᒾᡭ┴ἢᓊࡣ

ᒾᡭ㹇㹀㹁

ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊᒾᡭ┴ἢᓊࡶὠ

ࢫࢱࢪ࢜

Ἴ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪤ᒾᡭ┴ࡢἢᓊ࡛ࡣὠἼࢆ
ほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑྂ

ࡉࡣ࡛᫂ࡍࠋ⯪Ώ

ࠊ➨㸯Ἴࡀ༗ᚋ㸰 48 ศࠊ㧗
ࡢ➨㸯Ἴࡀ༗ᚋ㸰 46 ศࠊ20cm

࡛ࡋࡓࠋ᭱Ἴࡶ 20cm ࡛༗ᚋ㸰 54 ศほ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㔩▼

ࡋ࡚࠸

ࡢ➨㸯Ἴࡀ༗ᚋ㸰 45 ศࠊ10cmࠋ

᭱Ἴࡀ༗ᚋ㸰 56 ศࠊ20cm ࡛ࡋࡓࠋ
10㸸47

ᒾᡭ┴ἢᓊࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ᪤➨㸯
Ἴࢆほ

15

10㸸54

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑྂ

࡛➨㸯Ἴࡀ…

㛗ᒸ㸸࠾࠸ࡶࡁ࡞ᦂࢀࡀ࠶ࡗࡓࡤࡗࡾ࡛ࡍࡅࢀ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ࡶࠊࡲࡓࠊࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠸ࡿࡢࡣᮾி㒔ᚰࡢᵝᏊ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ࠾ྎሙࡢ㎶ࡾ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶぢ࠼ࡲࡍࠋᮾி࡛ࡶ
࡞ࡾࠋ
ఀ⸨㸸࠶ࠊࣅࣝࡢᒇୖ࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࣅࣝࡢᒇୖ࡛ࡍࡡࠋࡣ࠸ࠋ
ఀ⸨㸸ࣅࣝࡢᒇୖࡽⅆࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡇࡽ㯮࠸↮ࡀࡶ࠺ࡶ࠺❧ࡕࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࡇࡕ
ࡽࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸ᘓタ୰ࡢࣅࣝఱࡌࡷ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊୖࡢ᪉㟷࠸ࡶࡢࡀఱࡗ࡚࠸
ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸Ἔఱࡀ₃ࢀ࡚࡛ࡍࡡࠊᘬⅆࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࡲࡍࡡࠋࣅࣝࡢᒇୖయࡀ⃭ࡋࡃ⇞࠼࡚ࡲࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᭱᪂ሗࢆሗ㐨࣓࢝ࣛࡽ࠾ఏ࠼⮴ࡋ
ࡲࡍࠋ
15

11㸸38

ⶈぢ㸸ࡣ࠸ࠊ࡛ࡣࠊሗ㐨࣓࢝ࣛࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⥲⌮
ᐁ㑰࡛ࡣ⌧ᅾࠊⳢ⥲⌮௨ୗࠊ㛶ࡀ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮
㞟ࡲࡾሗ㞟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⥲⌮ᐁ㑰࡛ࡣ⌧ᅾࠊ
Ⳣ⥲⌮௨ୗࠊ㛶ࡀ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㞟ࡲࡾሗ
㞟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㜵⾨┬࡛ࡣ༗ᚋ㸱༙ࡽࠊ
ἑ㜵⾨⮧ฟᖍࡢࡶᑐ⟇㆟ࡀ㛤ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㜵
⾨┬࡛ࡣ༗ᚋ㸱༙ࡽࠊἑ㜵⾨⮧ฟᖍࡢࡶᑐ⟇
㆟ࡀ㛤ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

12㸸08

⥆࠸࡚ࠊ㏻ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲ
ࡍࠊ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾ࡛ࡍ࡚㐠⾜ࢆ
ぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲࡍࠊ㤳㒔ᅪࡢ
ᅾ᮶⥺ࡣࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾࠊࡍ࡚㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

12㸸26

ࡑࡋ࡚ࠊ✵ࡢ౽ࡶ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ᪥✵᪥ᮏ⯟✵ࡼ
ࡾࡲࡍࠊ⩚⏣✵

࡛ࡣ㉮㊰ࢆ୍㛢㙐ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡀ

ฟ࡚࠸࡞࠸☜ㄆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⩚⏣✵
Ⓨ╔ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊྎ✵

࡛ࡣ

࡛ࡣࠊ㉮㊰
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ሗ㐨࣓࢝ࣛ

டࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
15

12㸸46

ࡶ࠺୍ᗘ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋඛ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾ
ᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵ࡢ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇࡣ
ᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ὠἼ㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᐑᇛ┴࡛ࡣࠊ᭱㸴m ࡢὠἼࡀ࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ
㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ㟈※ࡣ୕㝣Ἀࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ
10 ࢟ࣟࠊᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.9 ᥎ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

15

13㸸18

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ㸰 45 ศ๓ᚋ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈
ࢆᐑᇛ࡛ほ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶ࡛ࡍࡡࠊ㟈ᗘ㸳ᙅ

࠸࠺ᆅ㟈ࢆࠊࡲࠊవ㟈ࡀࡓࡧࡓࡧ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
㛗ᒸ㸸༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢᗈ࠸
⠊ᅖ࡛㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷ⠏㤋࡛ࡣ
㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋẼ㇟ᗇࡣᐑᇛࠊᒾᡭࠊ⚟ᓥࡢኴ

ᖹὒἢᓊὠἼ㆙ሗࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋ
13㸸48

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷෆ࠶ࡿ㹒㹀㹁ࡢሗ㐨
ࢭࣥࢱ࣮ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢᵝᏊ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊࣉ࣮ࣞࢺࡀࡁࡃᦂࢀࡲࡋ࡚ࠊ࡞ࡾࡢᦂࢀࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋᮾிࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡶᮏᙜ㛗࠸ᦂ
ࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

14㸸05

ఀ⸨㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡢࡣࠊὠἼ㆙ሗࠊࡲࡓࠊ
ὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿἢᓊࢆ♧ࡍࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ࣮⏬㠃࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠊ㉥࠸⥺࡛♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

14㸸18

ὠἼࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋὠἼࢆほ

ࡋࡓሗࡀࠊධࡗ࡚

ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ▼ᕳᕷ㩗ᕝ࡛ࡣ➨㸯Ἴࢆ༗ᚋ㸰 46 ศࠊ
10cm ࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᚋࠊ52 ศ᭱ࠊ

ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᭱Ἴ࡞ࡿ 50cm ࡢὠἼࢆほ
ࡍࠋᐑ࡛ྂࡣ 20cmࠊ⯪Ώ࡛ࡣᘬࡁἼࢆほ
20cm ࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓᚋ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㔩▼࡛ࡶ➨㸯Ἴࡣᘬࡁ

Ἴ 10cmࠊἼࡢ㧗ࡉࡀᘬࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋ 20cm ࡢὠ
Ἴࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ᐑᇛ┴࡛ࡣ᭱㸴m ࡢὠἼࡀ࠶ࡿẼ㇟ᗇࡣࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡣỴࡋ࡚㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ⚟ᓥࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
15

15㸸00

ࢼ㸸…≀ࡀⴠࡕ࡚ࡃࡿ࡞ࡢᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

⚟ᓥ㹒㹓㹄

⌧ᅾࡶవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ༗ᚋ㸱 10 ศࢆ

ࢫࢱࢪ࢜

ண฿㐩้ࡋ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࡀ⚟ᓥ┴Ἀ࡛ࡣⓎ⾲ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15㸸15

ඛ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊኚᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈࡛ࡍࠋ┴ෆࡢ᭱㟈ᗘࡣ㸴ᙉ࡛
ࡍࠋ㟈ᗘ㸴ᙉࡀⓑἙᕷࠊ㡲㈡ᕝᕷࠊᮏᯇᕷࠊ㙾▼⏫ࠊ
ᴍⴥ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊ⇃⏫ࠊⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊ᪂ᆅ⏫࡛ࡍࠋ
㟈ᗘ㸴ᙅࡀ㒆ᒣᕷࠊ᱓ᢡ⏫ࠊᅜぢ⏫ࠊᕝಛ⏫ࠊす㒓ᮧࠊ
୰ᓥᮧࠊ▮྿⏫ࠊᲴ⏫ࠊ⋢ᕝᮧࠊὸᕝ⏫ࠊᑠ㔝⏫ࠊ⏣
ᮧᕷࠊఀ㐩ᕷࠊ࠸ࢃࡁᕷࠊᕝෆᮧࠊ┦㤿ᕷࠊᗈ㔝⏫ࠊ㣤
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⯓ᮧ࡞࡛ࡍࠋ
15

15㸸52

⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊඛ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭
࠶ࡗࡓᆅ㟈ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᲴࡀಽࢀࡿࠊ≀ࡀⴠࡕ࡚ࡃࡿ
࡞ࡢኚᙉ࠸ᦂࢀࢆࠊ⚟ᓥᕷ࠶ࡿᮏ♫࡛ឤࡌࡲࡋ
ࡓࠋ⌧ᅾࡶవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛ࡍࠋ┴ෆ࡛
ࡣ᭱㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋඛ༗ᚋ㸰 46

ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ┴ෆࡢ᭱
㟈ᗘࡣ㸴ᙉ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡶ࡞࠾ࠊవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸
ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊ⚟ᓥ┴⚟ᓥᕷ࠶ࡿࢽ࣮ࣗࢫࢫࢱࢪ࡛࢜ࡶ
ᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫࢱࢪ࢜࠶ࡿ↷᫂ࡶ…
15

16㸸32

㛗ᒸ㸸ᮾி࡛ࡶ࡞ࡾ⌧ᅾࠊᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ゎㄝ㸯㸸ᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋࡣ࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸ᑠ้ࡳᦂࢀࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ┦ᙜࠋ
ゎㄝ㸯㸸࡞ࡾࠊ࡞ࡾ㛗࠸㛫ࢃࡓࡗ࡚ࠋ
㛗ᒸ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠊࢫࢱࢪ࢜ࡢࣛࢺࡀࡁࡃࠊࡁࡃࠊ
ᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸࠾ࠊ࡞ࡾࡁ࠸࡛ࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ඛࡶኚ㛗࠸ᆅ㟈࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊ⌧ᅾࡶ┦
ᙜ㛗ࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࡲࡓࠊᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
16㸸50

㛗ᒸ㸸ࢫࢱࢪ࢜ࡢ↷᫂ࠊࡁࡃࠊࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࠊ㉥ᆏࡢ㟈ᗘィࡣ㸱ࠊ㸲ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸㸲ୖࡀࡾࡲࡋࡓࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠊ㸲ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࢫࢱࢪ࢜タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࣛࢺࡀࡁࡃᦂࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊᮾி࡛ࡶᆅ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࠊ
ⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᏳ࡞ሙᡤ㑊
㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊᒾᡭࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

15

17㸸17

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠊ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᒾᡭ┴࡛ࡣࠊὠἼࡀ᪤฿

ᒾᡭ㹇㹀㹁

㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑྂᕷ࡛➨㸯Ἴࠊ༗ᚋ㸰 48 ศࠊ㧗ࡉ

ࢫࢱࢪ࢜

ࡣ࡛᫂ࡍࠋ⯪Ώ࡛᭱Ἴࡣ༗ᚋ㸰 54 ศ 20cmࠊ
㔩▼࡛᭱Ἴ༗ᚋ㸰 56 ศ 20cm ࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

‶₻้ࡣ༗ᚋ㸵㡭࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ‶₻้ࡣ༗ᚋ
㸵㡭࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
17㸸46

⌧ᅾࡶᒾᡭ┴ࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊ
ⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᮘࡸࢸ࣮ࣈࣝࡢୗ࡞
ࡶࡄࡗ࡚ࠊᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡿࡢࢆᚅࡕࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᒾᡭ┴࡛ࡣ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴ࡢἢᓊ

༡㒊ࠊෆ㝣㒊ࠊෆ㝣༡㒊ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㟈ᗘ㸳ᙉࡀᒾᡭ┴
ࡢἢᓊ㒊࡛ࡋࡓࠋ
18㸸12

ඛࠊᒾᡭ┴ࡢἢᓊ࡛ࡣὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑྂ

࡛➨㸯Ἴࡀ༗ᚋ㸰 48 ศࠊ㧗ࡉࡣ࡛᫂ࡍࠋ⯪Ώ࡛
ࡣ᭱Ἴࡀ༗ᚋ㸰 54 ศࠊ20cmࠊ㔩▼ࡣ᭱Ἴ༗ᚋ㸰
 56 ศࠊ20cm ࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗
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ࡉࡣࠊ㧗࠸ࡇࢁ࡛ᖹᖖࡢᾏ㠃ࡼࡾ㸱m ௨ୖ㐩ࡍࡿぢ
㎸ࡳ࡛ࡍࠋ
15

18㸸40

ࡁ࡞⅏ᐖࡀ㉳ࡁࡿᜍࢀࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࠊཝ㔜㆙ᡄࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣ㸯ᅇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡁࡲ
ࡍࠋ᭱ึࡢὠἼࡼࡾ㸰ᅇ┠௨㝆ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿሙྜࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ୕㝣ἢᓊࡣᆅᙧࡼࡾࠊὠἼࡀணࡼࡾ
㧗ࡃ࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ
࡛ࠊཝ㔜㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏᓊࡢ᪉ࡣࠊࡓࡔࡕ
㧗ྎ㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺ࡧࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

19㸸10

ⶈぢ㸸ࡣ࠸ࠊ࡛ࡣࠊሗ㐨࣓࢝ࣛࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⥲⌮

ሗ㐨࣓࢝ࣛ

ᐁ㑰࡛ࡣඛࠊⳢ⥲⌮௨ୗࠊ㛶ࡀ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ
࣮㞟ࡲࡾሗ㞟ᙜࡓࡾࡲࡋࡓࠋⳢ⥲⌮ࡣྛ㛶
ࠊ࠸ࡗࡓࢇྛᙺᡤᡠࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡲࡋ
ࡓࠋ⌧ᅾࡣ㜵⅏ᢸᙜ⮧ࡀṧࡗ࡚ࠊ⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱ࡞
ົࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
19㸸31

ࡲࡓࠊᮾி㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾࠊ⚟ᓥ➨୍
ཎⓎࡣ㸯ྕᶵࠊ㸰ྕᶵࠊ㸱ྕᶵࡀᆅ㟈┤ᚋ⮬ືṆࠊ
⚟ᓥ➨ཎⓎࡣ㸯ྕᶵࡽ㸲ྕᶵࡀᆅ㟈┤ᚋ⮬ື
Ṇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋᮾி㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ
༗ᚋ㸱⌧ᅾࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣ㸯ྕᶵࠊ㸰ྕᶵࠊ㸱ྕᶵ
ࡀᆅ㟈┤ᚋ⮬ືṆࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡣ㸯ྕᶵࡽ㸲ྕ
ᶵࡀᆅ㟈┤ᚋ⮬ືṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

20㸸04

࡛ࡣࠊࡶ࠺୍ᗘ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⥲⌮ᐁ㑰࡛ࡣඛࠊⳢ
⥲⌮௨ୗࠊ㛶ࡀ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㞟ࡲࡾሗ㞟
ᙜࡓࡾࡲࡋࡓࠋⳢ⥲⌮ࡣྛ㛶ࠊ࠸ࡗࡓࢇྛᙺᡤ
ᡠࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡣ㜵⅏ᢸᙜ⮧
ࡀṧࡗ࡚ࠊ⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱ࡞ົࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋሗ㐨࢝
࣓ࣛࡽࡣࠊ௨ୖ࡛ࡍࠋ

15

20㸸28

㛗ᒸ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᫎീ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᏛᰯ࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠊᰯᗞ⏕ᚐࡉࢇࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ᫎീࡶぢ
࠼ࡲࡋࡓࠋ

20㸸36

ὠἼ㆙ሗࡢ⠊ᅖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⲈᇛ┴ࡸ༓ⴥ┴ࡲ
࡛ࠊὠἼ㆙ሗ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡣ⤯
ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࠊᐑྂࡢሗ࣓࢝ࣛฟ࡚ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠶ࢀࠊ
ὠἼࠋ
ఀ⸨㸸࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡁ࠸࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋ
ఀ⸨㸸ᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿἼࡢ…
ゎㄝ㸯㸸ࠊ‴ࡢ୰ࠊࡣ࠸ࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿ≧ἣࡀࠊࡑࡢࡲࢇࡲぢ࠼ࡲࡍࡡࠋ࡞ࡾࡁ࡞Ἴ࡛ࡍ
ࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡁ࠸࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸ᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ
࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊᒾᡭࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍࠋ
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

15

21㸸15

ఀ⸨㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭࡢࠊᐑྂࡢሗ࢝
࣓࡛ࣛࡍࠋ
ゎㄝ㸰㸸ὠἼࡢἼ࠸࠺ࡢࡣ࡛ࡍࡡࠊᬑ㏻ࡢἼ㐪ࡗ࡚ࠊ
ࡎ࠺ࡗዟࡲ࡛ࡇࡢྠࡌ㧗ࡉࡀ⥆ࡁࡲࡍࡽࠊ㠀ᖖỈ
ᅽ࠸࠺Ỉ㔞ࡀከ࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍࡽࠊᮏᙜ
30cmࠊ50cm ࡛ࡶ㊊ࢆྲྀࡽࢀ࡚ὶࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡢ
࡛ࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

21㸸35

㛗ᒸ㸸࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ
ᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ
࠶ࡾࠊᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷ⠏㤋࡛ࡣ㟈ᗘ㸵ࢆほ
ᮾி㒔ෆ࡛ࡶ㟈ᗘ㸳ᙉࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㆙

どᗇࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
15

21㸸57

グ⪅㸸ࡣ࠸ࠊ㆙どᗇ࡛ࡍࠋⅆ⅏ࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

㆙どᗇ

Ụᮾ༊㟷ᾏ㸦࠶࠾ࡳ㸧ࡢᘓ⠏୰ࡢᘓ≀ࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㆙どᗇࡸᮾிᾘ㜵ᗇ
ࡼࡾࡲࡍࠊⲨᕝ༊ቚ⏣༊ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㊊❧༊ࠊ୰ኸ༊
࡛ࡶⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ㆙どᗇ
ࡼࡾࡲࡍࠊẁ㤋࡛ࡅࡀேࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
㆙どᗇࡣᶵື㝲࡞ࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲ
ࡓࠊᆅ㟈┤ᚋࠊ㆙どᗇࡣ⥲ྜ㆙ഛᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ⌧ᅾ
ᑐᛂᙜࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࠊࡅࡀேࡢሗࡣධࡗ࡚
࠸ࡲࡏࢇࡀࠊẁ㤋࡛ࡅࡀேࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀ…
15

22㸸41

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠊᒾᡭࡢࠋ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

㛗ᒸ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣ⌧ᅾࡢᒾᡭࠊᐑྂࡢሗ
࣓࡛࢝ࣛࡍࠋ
ఀ⸨㸸ඛࠊࡸࡣࡾࠋ
㛗ᒸ㸸࠶ࠊ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋዟࡀᾏ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸࡛ࠊὠἼࡀᕥࡽྑࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࠊᾏᓊࠊࡑࢀ
ࡽ⁺

ࡳࡓ࠸࡞ࡗ࡚ࡲࡋࡓࡅࡶࠊࡑࡇṆࡵ࡚࠶

ࡗࡓ㌴୧࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡀὶࡉࢀ࡚ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋከࡃࡢ㌴ࠊ㸯ྎ㸰ྎࡌࡷ࡞࠸
ࡡࠊࡶ࠺ᑡࡋぢ࠼ࡲࡍࡀࠋ
㛗ᒸ㸸ఱྎࡶ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ
ゎㄝ 1㸸ዟࡢ᪉ぢ࠼ࡿࡢࡀࠊ࠶ࢀࡀᗜࡌࡷ࡞࠸
ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࡶࠊᗜࡀṧࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋ
23㸸13

ఀ⸨㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭࡢ⌧ᅾࡢᫎീ࡛ࡍࠋ
ᐑྂࡢሗ࣓࢝ࣛࡢᫎീࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸࡞ࡾ㧗࠸ὠἼࡔࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡲࡔࠊࡇࡢ≧ែࡀࡋࡤࡽࡃ⥆ࡁࡲࡍࡢ࡛ࡡࠋᮏ
ᙜࠊᾏᓊ⥺ࡣ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ఀ⸨㸸࠶ࠊࡇࢀࠊᾏࡢᵝᏊࡀࠋዟࡀᾏࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡣ࠸ࠊዟࡣᾏ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡣࠊධࡾỤ࠸࠺ࡓࡕ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡑࡇࡽᢲ
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ࡋᐤࡏ࡚ࠊἼࡀࡲࡓᡠࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ゎㄝ㸰㸸࠸ࡸࠊධࡗ࡚ࡲࡍࡡࠊࡲࡔࠋ
ఀ⸨㸸ධࡗ࡚ࡁ࡚ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ᕥࡽྑࡢ᪉ྥ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠊὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㛗ᒸ㸸࡞ࡾࡢໃ࠸࡛Ἴࡀὶࢀ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࢇ࡛ࠊఫᏯᆅࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠋ
ఀ⸨㸸ఫᏯᆅࡀ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸࠶࠶ࠊࡇࢀ┦ᙜࠋ࠶࠶ࠋ
㛗ᒸ㸸࠺ࢃ࠶ࠋ
ゎㄝ㸯㸸࡞ࡾ⁺

ࡢࠊࡲࡕࡢ࠺ࡲ࡛ࠊࡶࡢࡍࡈ࠸

ໃ࠸࡛ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀศࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠋࡇࢀࠊᕝ࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸ᕝ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ᕝࢆࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ゎㄝ㸯㸸ᕝࡢ᪉ࢆ㏫ὶࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠊὠἼࡀ
ఀ⸨㸸ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᑐ㇟࢚ࣜࡢ
ᾏᓊ㏆ࡃࠊᕝࡢἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉ࡣࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
15

24㸸12

ゎㄝ㸯㸸ᐑྂࡣࡘ࡚ࠊ୕㝣ἈࡢὠἼ࡛ࡶࡁ࡞⿕ᐖࢆ
ฟࡋࡓࡇࢁ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭ┴ᐑྂࡢሗ࣓࢝
࡛ࣛࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀࠊᒾᡭ┴ἢᓊࡣฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡇࢀࠊᡭ๓ࡢἙཱྀࡽዟࡢ᪉ࡢࡲࡕࡢ᪉ྥ
ࡗ࡚࡛ࡍࡡࠊὠἼࡀࢇࢇᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍ
ࡡࠋᡭ๓ࡢᶫࡢࡇࢁࠊ㌴ࠊ㏻ࡗ࡚ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㠀ᖖ
༴㝤࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸༴㝤࡛ࡍࡡࠋࡣ࠸ࠋᾏᓊ㏆ࡃࠊ࠶࠶ࠋ
ゎㄝ㸯㸸࠶ࠊ࠶ࡢᕥࡢ᪉ぢ࠼ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸࠶ࠊࠊἼࡀቨᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠊἼࡀఫᏯ⾤ࡢ᪉ࠋࡣ࠸ࠋࡕࡻ࠺ㆤᓊ
ࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠊᕝࡢㆤᓊࡢࡇࢁᙜࡓࡗ࡚ࠊࡑࡇ
ࡽࡉࡽࡲࡕࡢ୰ࡢࠋ
ఀ⸨㸸ࡢዟࡢ᪉ࠊ୰ධࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠊዟࡢ᪉ࠊ࠼࠼ࠊἼࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ≧
ἣ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠶ࠊ࡞ࡿࠋ

24㸸58

㛗ᒸ㸸࡞ࡾࠊ㌴ࡶἼ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡈ
ぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭ┴ᐑྂࡢሗ࣓࡛࢝ࣛࡍࠋ
ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㟷᳃ࡽ༓ⴥ⮳ࡿࡲ
࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࡀࠊᾏᓊ㏆ࡃࠊᕝࡢἙཱྀ
㏆࠸ࡿ᪉ࡣࡓࡔࡕࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ㧗ྎࡸὠἼ㑊㞴
ࣅࣝᣦᐃࡉࢀࡓᘓ≀࡞㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㑊㞴ࡍ
ࡿࡁࡣࠊᾏࡽࡼࡾ㐲࠸ሙᡤࡼࡾࡶࠊࡼࡾ㧗࠸ሙᡤࢆ
┠ᣦࡋ࡚㏨ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞࡛࡛ࡁ
ࡓࠊ࡛ࡁࢀࡤ㸱㝵௨ୖࡢᘓ≀㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋỴࡋ
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࡚ᵝᏊࢆぢᾏ㏆࡙࠸ࡓࡾࡣࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

25㸸34

㛗ᒸ㸸Ⲉᇛ༡㒊࡛ࡶࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲ

ࡋࡓࠋ
ఀ⸨㸸ὠἼࡢほ

ࡋࡲࡋࡓࠊ᭱᪂ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲ

ࡍࠋ㔩▼࡛ࡣ᭱Ἴ 4.2m ࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ

㟈Ⓨ⏕ࡽ 30 ศ௨ୖࡓࡗ࡚ࡽ࡛ࡍࡡࠋ㸱 21 ศࠊ
᭱Ἴ࡞ࡿ㸲m20cm ࡢὠἼࢆ㔩▼࡛ほ

ࡋ࡚࠸ࡲ

ࡍࠋ⯪Ώ࡛ࡣ 3.3mࠊ▼ᕳᕷ㩗ᕝ࡛ࡣ 3.3mࠊᐑ࡛ྂࡣ
2.8m ࡢὠἼࢆほ
26㸸06

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ゎㄝ㸰㸸ࡢࠊⲈᇛ࡛㸴ᙅฟ࡚࠸ࡿᆅ㟈ࡣ᫂ࡽ㟈※
ࡢሙᡤࡀ㐪࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊඛࡢవ㟈࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ
ࡲࡗࡓࡃู࡞ᆅ㟈ࡔ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼ࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ
࠸ࡲࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸ࡑࢀࡣࠊ่⃭ࡉࢀ࡚㐃ືࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊࡑ࠺
࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡑࢀࡣࡼࡃศࡾࡲࡏࢇࡅࡶࠊ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊ
ࡇࡢ᪥ᮏิᓥἢࡗ࡚ኴᖹὒഃࡢ₯ࡾ㎸ࡳࡢࡇࢁࡀ
࠶ࡾࡲࡍࡽࠊせࡍࡿ㝣㝣ࡢ᥋Ⅼ࡛ࡍࡡࠋ

26㸸29

ఀ⸨㸸ࡇࢀࡣᕤᴗᆅᖏࡢࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᫎീ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇࡣࡕࡻࡗࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏࢇࡅࡶࠊࡇࢀࡣ࣊
ࣜࢥࣉࢱ࣮ࠊ⌧ᅾ㣕ࢇ࡛࠸ࡿ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᫎീ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋⅆࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ
㛗ᒸ㸸୰⥅ᫎീࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ࡢୖ
✵࡛ࡍࠋ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸〇㕲ᡤఱࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࡡࠋ

26㸸53

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ༓ⴥᕷෆࡢ㹈㹄㹃
ࢫࢳ࣮ࣝࡢᕤሙࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ༓ⴥᕷෆࡢ㹈㹄㹃ࢫࢳ࣮ࣝࡢᕤሙࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࡑࡢ
ᫎീ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ఀ⸨㸸ࡲࠊ࠾ࡑࡽࡃࡑ࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡣ࠸ࠋ☜ㄆࡣ࡛ࡁ
࡚࠸ࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ༓ⴥ┴ෆࠊ㹈㹄㹃ࢫࢳ࣮ࣝࡢᕤሙ
ࡽ↮ࠊⅆࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ࡲࡓࠊᮾி‴ἢ࠸ࡢᾏᖥᙇ㏆ࡃ࡛ࡣࠋ

15

27㸸16

ࢼ㸸ࡁ࡞వ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚
⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞ࡾࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㹒㹀㹁࡛ࡶࠊ࡞ࡾࡁ࡞ᦂࢀࠊ↷᫂ࡀୖୗᕥྑࡁ
ࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

27㸸30

࠶ࠊ࡞ࡾࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹒㹀㹁ࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊ
ࢫࢱࢪ࢜ࡢ୰ࡢ↷᫂ࡀ࡞ࡾࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣓࢝
ࣛࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋࡲࡓࠊࡁ࡞వ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾ㛗࠸ᦂࢀ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋៃ࡚ࡎⓙࡉࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡢᆅ㟈ࡢవ㟈ࡀࠊఱ
ᗘࡶఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋఱᗘࡶవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊⓙࡉࢇࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊⴠࡕ╔
࠸࡚ࠊៃ࡚ࡎ⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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㸦ࡇࢀ௨㝆᥇㘓㸧

ྎ㹒㹀㹁
ࢫࢱࢪ࢜

15

28㸸04

ඛ㸰 46 ศ㡭ࠊ┴ෆ㒊࡛㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࠊࡑࢀ

ᆅ㟈㏿ሗ

కࡗ࡚ఱᗘࡶఱᗘࡶవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣඛ
ࡢዪᕝࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἢᓊ㒊ዪᕝࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉ
ࢀࡲࡋ࡚ࠊ┴ෆ࡛ࡣ 10m ௨ୖࡢ㧗ࡉࡢὠἼࢆほ

ࡋ

ࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴࡢࡼ࠺ࠊᬑẁ
ࡣ㝣ᆅ࡛࠶ࡿሙᡤࡀࠊᘓ≀ࡢ㸯㝵ࡀỈ㞃ࢀࡿࡄ
ࡽ࠸ࡢὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋᘓ≀ࡀ㞃ࢀࡿࡄ
ࡽ࠸ࡢὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࠊ┴ෆ࡛ࡣ 10m
௨ୖࡢ㧗ࡉࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡢዪᕝࡢ

ᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋዪᕝࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
ᐙࡀὠἼ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓἢᓊ
㒊ࠊዪᕝࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

15

28㸸54

⌧ᅾࠊኴᖹὒἢᓊ㒊ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊ

(28㸸57)

ኴᖹὒἢᓊ㒊ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪤ὠ

29㸸19

29㸸35

15

29㸸44

29㸸53

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

Ἴࡀ฿㐩ࡋࡓዪᕝ࡛ࡣࠊᘓ≀ࡢ㸯㝵㒊ศࡀ㞃ࢀࡿ

15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡄࡽ࠸ࡢὠἼࡀ฿㐩ࡋࡲࡋࡓࠋ㣴Ṫタࡀ㘒ࡋࠊࡑ

㟈ᗘ㸲 ᒣᙧᮧᒣ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ࡋ࡚ࠊඛࡣ㌴ࡀὶࡉࢀࡿᵝᏊࡶᫎࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ༡㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᗉෆ ᒣᙧ⨨㈷ ὠ

グ⪅㸸ࡇࡕࡽࠊ㹒㹀㹁ࡢᮏ♫ෆ࠶ࡿ୍ᐊ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ Ⲉᇛ㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿㒊 ⩌㤿༡㒊
ࡈぴࡢࡼ࠺ࠊᮘࡸᮏᲴࠊᲴ࡞ࡀᩓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂ

ᇸ⋢㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ᮾி 23 ༊ ୗ㉺

ࢀࡢࡁࡉࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࢼ㸸ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ㹒㹀㹁ᮏ♫ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸰

15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡞࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊ┴ෆ㒊࡛ࡣ㟈

㟈ᗘ㸲 ୕ඵୖ ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ᗘ㸵ࢆほ

⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊

ࡋ…

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠊ᪂ࡋ࠸ሗධࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋᒣᙧ┴ࡢ

㟈ᗘ㸱 ▼⊁༡㒊 ᪥㧗୰㒊 ༑୰㒊 ὠ㍍㒊

ᇦࡀ㟁࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒣᙧ┴ᇦࡀ

ᒾᡭἢᓊ㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊

㟁࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿㒊 ⩌㤿

ఀ⸨㸸࡛ࡣࠊὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿሗࢆࠊࡇࡕࡽ࡛ࡲ

༡㒊 ᇸ⋢㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ༓ⴥ༡㒊

ࡵ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ࡇࡕࡽᒆ࠸࡚࠸ࡿሗ

ᮾி 23 ༊ ⚄ዉᕝᮾ㒊 ୗ㉺

࡛ࡍࠋ㔩▼࡛ࡣ᭱Ἴ㸲m20cm ࡢὠἼࢆ༗ᚋ㸱 21 ศࠊ 㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ
10 ศ๓࡛ࡍࡀࠊほ

3.3mࠊ▼ᕳᕷ㩗ᕝ࡛ࡶ 3.3m ࡢὠἼࢆほ
ᐑ࡛ྂࡣ 2.8m ࡢὠἼࢆほ
30㸸18

15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⯪Ώ࡛ࡣ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⥆ࡁࡲࡋ࡚…

31㸸03

⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊

㛗ᒸ㸸ᐑᇛࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽࡢሗ࡛ࡣࠊᐑᇛ┴ෆ࡛ 10m

㟈ᗘ㸱 ▼⊁༡㒊 ᚋᚿ㒊 ⫹୰ᮾ㒊 ᪥㧗୰㒊

ࡢὠἼࢆほ

᪥㧗ᮾ㒊 ༑㒊 ༑୰㒊 㔲㊰㒊 㔲㊰୰༡

ࡋࡓ࠸࠺ሗࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ┦㤿࡛ࡣ 30cmࠊࡲࡓࠊ㟷᳃┴ඵᡞ

㒊 ᰿ᐊ㒊 ὠ㍍㒊 ὠ㍍༡㒊 ᒾᡭἢᓊ㒊

࡛ࡶ 10cm ᮍ‶ࠊࡴࡘᕷ࡞࡛ࡶ 10cm ᮍ‶ࡢὠἼࢆほ

ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊
ᐑᇛ୰㒊 ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ᗉෆ ᭱ୖ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
30㸸35

㟈ᗘ㸲 ୕ඵୖ ୗ ⛅⏣ෆ㝣༡㒊 ᒣᙧᮧᒣ

㛗ᒸ㸸࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ

ᒣᙧ⨨㈷ ὠ Ⲉᇛ㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌

ᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ

㤿㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす

࠶ࡾࡲࡋࡓࠋὠἼࡢᙳ㡪࡛㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᫎീࡀฟ

㒊 ༓ⴥ༡㒊 ᮾி 23 ༊ ⚄ዉᕝᮾ㒊 ୗ㉺

ࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴㒊ࡢᰩཎᕷ⠏㤋࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋ

ࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡶవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡣ㟷᳃ࠊᒾ

15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ༓ⴥࡢྛ┴ࡢኴᖹὒἢᓊὠ

㟈ᗘ㸲 㔲㊰୰༡㒊 ୕ඵୖ ୗ ᒾᡭෆ㝣㒊

Ἴ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡲࡋࡓࠋὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍ

⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ㝣༡㒊 ᒣᙧᮧᒣ ⚟ᓥ୰㏻

ࡡࠋ

ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊

ఀ⸨㸸ࡇࡕࡽࡣඛࡢᫎീ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ 15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࠸ࡲࡍࠋὠἼࢆほ

㟈ᗘ㸲 ୕ඵୖ ୗ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᐑᇛ㒊

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀ᮶ࡓࡁࡢᵝᏊ
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ྎ㹒㹀㹁
ᮏ♫ෆ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

࡛ࡍࠋ㌴ࡀἼ㣧ࡲࢀࠊࡲࠊ⡆༢ᮏᙜὶࡉࢀ࡚ࡋࡲ

ᐑᇛ୰㒊 ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ㝣

࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ

༡㒊 ᒣᙧᮧᒣ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊

ゎㄝ㸰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

ᇸ⋢༡㒊

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋኚ༴㝤࡛ࡍࠋỴࡋ࡚ࠊ㏆࡙࠸ࡓࡾࡋ࡞࠸

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ࡢἢᓊࡶᗈࡀࡾࡲࡋ

15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡓࡡࠋ㉥࠸⥺࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋ 㟈ᗘ㸲 ୕ඵୖ ୗ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᐑᇛ㒊
15

31㸸32

ゎㄝ㸰㸸ఀ㇋ㅖᓥ࡛ࡍࡡࠋ

ᐑᇛ୰㒊 ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ㝣

ゎㄝ㸯㸸ఀ㇋ㅖᓥ࡛ࡍࡡࠋࡣ࠸ࠋ

༡㒊 ᒣᙧᮧᒣ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊

ఀ⸨㸸ఀ㇋ㅖᓥࠊࡲࡓࠊᾏ㐨ࡢἢᓊࡢ᪉ࡲ࡛ࠊὠἼ

ᇸ⋢༡㒊

㆙ሗࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡣ᭱ึࡢἼࡼࡾࡶ㸰ᅇ┠ࠊ 㹈㹌㹌ὠἼሗ

31㸸51

32㸸00

32㸸24

㸱ᅇ┠ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἢ

࠸ࡿ᪉ࡣࠊᆅᇦࡢ᪉ࡣࠊᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆࡞ࡣỴ

ᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

ࡋ࡚㏆࡙࡞࠸࡛㑊㞴ࡋࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ 㟷᳃┴

㛗ᒸ㸸Ẽ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ᪤୍㒊࡛ὠἼࡢ฿㐩ࡀほ

᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᮾி‴ෆ‴ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࠊᐑᇛ┴࡛ 10m

༙ᓥ ᑠ➟ཎㅖᓥ ᮾᾏᆅ᪉ ㏆␥ᅄᅜኴᖹὒἢᓊ

௨ୖࠊᒾᡭࠊ⚟ᓥ୧┴࡛㸴m ࡉࢀࠊἢᓊࡢ᪉ࠊ࡛ࡁࡿ

ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚ

㝈ࡾᾏᓊࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ Ἀ⦖ᆅ᪉

ఀ⸨㸸ࠊሗࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᒾᡭࠊᐑ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢ

ᇛࠊ⚟ᓥࠊࡲࡓࠊⲈᇛ┴ࡢἢᓊ࡛ࡣணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ᓊ 㜰ᗓ ᒸᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ࡉࠊ10m ௨ୖ࠸࠺ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷࣭᫂ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉ ⇃

ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠊ༓ⴥࠊࡑࢀࡽࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ 㮵ඣᓥ┴す㒊

ゎㄝ㸰㸸…࡛ࡍࡡࠋ

㹈㹌㹌ὠἼሗ

ఀ⸨㸸ࡲࠊ༓ⴥࠊࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἢ

ゎㄝ㸰㸸ண࡛ࡍࡡࠋ

ᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

ゎㄝ㸯㸸ண࡛ࡍࡡࠊணࠋࡔࡽࠊඛࡼࡾࡶࠊࡉ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ 㟷᳃┴

ࡽ㧗࠸Ἴࡀணࡉࢀࡿ≧ἣࠊ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡣ

᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᮾி‴ෆ‴ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ

࠸ࠋ

༙ᓥ ᑠ➟ཎㅖᓥ ᮾᾏᆅ᪉ ㏆␥ᅄᅜኴᖹὒἢᓊ

ఀ⸨㸸᪤➨㸯Ἴࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᆅᇦࡀከࡃ࡞

ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚ

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࠊࡉࡽ➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴࡢ᪉ࡀὠἼࡣ

ᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ Ἀ⦖ᆅ᪉

㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᏳᚰࡏࡎࠊࡇࡢὠ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢ

Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ᪉ࡓࡕࡣࡍࡄ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔ

ᓊ 㜰ᗓ ᒸᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ࡉ࠸ࠋ

ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷࣭᫂ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉ ⇃

ὠἼሗ

㛗ᒸ㸸ᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡢ᪉ࠊࡍࡄ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ 㮵ඣᓥ┴す㒊

33㸸00

༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊᐑᇛ┴㒊ࡢᰩཎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵

15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡶవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ᪥㧗ᮾ㒊 㔲㊰୰༡㒊 ୕ඵୖ ୗ ᒾ

ఀ⸨㸸వ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊⓙࡉࢇࠊࡲࡎࡣⴠࡕ╔࠸

ᡭෆ㝣㒊 ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ

࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡢࡣὠἼ

㝣༡㒊 ᒣᙧᮧᒣ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ሗ࡛ࡍࠋ㉥࠸⥺࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿἢᓊࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏ㐨ࡢἢᓊࠊࡑࡋ࡚ࠊᮾᆅ᪉ࠊࡑࡋ࡚ࠊ 15  27 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

15

33㸸20

ఀ㇋ㅖᓥࡢἢᓊࡶὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ᪥㧗ᮾ㒊 㔲㊰୰༡㒊 ୕ඵୖ ୗ ᒾ

㛗ᒸ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊሗ㐨࣓࢝ࣛࡽ᭱᪂ሗࢆఏ࠼࡚ࡶࡽ

ᡭෆ㝣㒊 ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ

࠸ࡲࡍࠋ

㝣༡㒊 ᒣᙧᮧᒣ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ⶈぢ㸸ࡣ࠸ࠊ㏻ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㏻ᶵ㛵ࡢᙳ

㹈㹌㹌ὠἼሗ

ሗ㐨࣓࢝ࣛ

㡪ࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࡣࠊ㕲㐨ࡽ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸱

ὠἼ฿㐩ண ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ὠἼሗ

20 ศ⌧ᅾࠊ㹈㹐ࡼࡾࡲࡍࠊ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࡣࡍ

ὠἼ฿㐩ண ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

࡚㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾᾏ㐨ࠊୖ㉺ࠊᮾ

ὠἼ฿㐩ண ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ
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15

33㸸55

34㸸11

34㸸36

35㸸02

15

15

35㸸40

35㸸48

࡞ࡢྛ᪂ᖿ⥺ࡶࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾ

ὠἼ฿㐩ண Ⲉᇛ┴ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ிࠊ㟼ᒸࡢ㛫࡛ࡣ㟁ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇຍ࠼ࠊ⥺㊰ࡢ

௨ୖ

Ⅼ᳨ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᪧࡲ࡛ࡣ┦ᙜ࡞㛫ࡀࡿぢ

ὠἼ฿㐩ண ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ

ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾி࣓ࢺ࡛ࣟࡶࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢ

☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ఀ㇋ㅖᓥ ᪤ὠἼ฿㐩ண

⥆࠸࡚ࠊ㐨㊰ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ㤳㒔㧗㏿࡛ࡣࠊ⥺࡛㏻⾜

㹫

Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾྡ㧗㏿࡛ࡶࠊᮾி

ὠἼ฿㐩ண ༓ⴥ┴ෆᡣ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ᯇ⏣㛫࡛㏻⾜Ṇࡵ࡛ࡍࠋ୰ኸ㐨ࠊ㛵㉺㐨ࠊᮾ㐨ࠊᖖ☬

㸰㹫

㐨࡞࡛ࡶࠊ୍㒊༊㛫࡛㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

ࡲࡓࠊ✵ࡢ౽࡛ࡍࠋ᪥✵᪥ᮏ⯟✵ࡼࡾࡲࡍࠊ⩚

㸶㹫

⏣✵

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ᪤ὠἼ฿

࡛ࡣ୍ࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚⿕ᐖࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚

10㹫

㸲

࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㸰ᮏࡢ㉮㊰ࡢᏳࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊ฿

㐩ண

╔౽ࡘ࠸࡚ࡣ㡰ḟ╔㝣ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲ

ὠἼ฿㐩ண ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ᪤ὠἼ฿㐩

ࡓࠊྎ✵

ண

࡛ࡣࠊ㉮㊰டࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ

㸴㹫

㸰㹫

࡛ࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㟼ᒸ┴ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ࡑࡋ࡚ࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾࡢࠊᆅ㟈ࡼࡿࣛࣇࣛࣥࡢ

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 15  40 ศ

㸰㹫

ᙳ㡪ࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᮾி㟁ຊࠊᮾி࢞ࢫࡣࠊ⌧ᅾࠊᆅ

㸲㹫

㟈ࡼࡿ⿕ᐖ≧ἣࢆ☜ㄆ୰ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㹌㹒㹒ࢻ

ὠἼ฿㐩ண ᮾி‴ෆ‴ 15  40 ศ 㸯㹫

ࢥࣔࡼࡾࡲࡍࠊᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࠊ㒔ෆ࡞࡛ᦠᖏ㟁ヰ

ὠἼ฿㐩ண ᑠ➟ཎㅖᓥ 16  00 ศ 㸰㹫

ࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ

ὠἼ฿㐩ண ୕㔜┴༡㒊 16  00 ศ 㸰㹫

ྎᕷࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾࠊᕷෆ࡛つᶍ࡞㟁

ὠἼ฿㐩ண 㟷᳃┴᪥ᮏእἢᓊ 16  10 ศ 㸰㹫

ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ḷᒣ┴ 16  10 ศ 㸰㹫

ࡲࡓࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓᆅᇦࢆ୰ᚰࠊᅜⓗᦠᖏ㟁ヰࡸ

ὠἼ฿㐩ண ឡ▱┴እᾏ 16  10 ศ 㸯㹫

ᅛᐃ㟁ヰࡀ㏻ࡌࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊᦠᖏ㟁ヰࡢ࣓࣮

ὠἼ฿㐩ண 㝣ዟ‴ 16  20 ศ 㸯㹫

ࣝ࡞ࡢ㏻ಙࡶᨭ㞀ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔ㹉

ὠἼ฿㐩ண 㧗▱┴ 16  30 ศ 㸰㹫

㹂㹂㹇ࠊࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡣࠊᆅ㟈┤ᚋࡽ⅏ᐖ⏝ࡢఏゝᯈ

ὠἼ฿㐩ண ఀໃ࣭୕Ἑ‴ 16  30 ศ 㸯㹫

ࢆ❧ࡕୖࡆࡲࡋࡓࠋ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔࡣࣃࢯࢥࣥࡢ࣮࣒࣍࣌

ὠἼ฿㐩ண ᚨᓥ┴ 16  40 ศ 㸰㹫

࣮ࢪᦠᖏࡢ㹧࣮ࣔࢻ࡛ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࠊ㹉㹂㹂㹇

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 16  40 ศ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡣᦠᖏ㟁ヰࡽࢡࢭࢫ࡛ࡁࡲࡍࡀࠊ

㸯㹫

ࡶࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ㹌㹒㹒ࡸᦠᖏ

ὠἼ฿㐩ண ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 16  40 ศ 0.5㹫

㟁ヰྛ♫࡛ࡣࠊ㏻ಙࠊ㏻ヰࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺

ὠἼ฿㐩ண ῐ㊰ᓥ༡㒊 16  50 ศ 㸯㹫

ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡽࡣࠊ௨ୖ࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᐑᓮ┴ 17  00 ศ 㸯㹫

㛗ᒸ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡢᫎീᡠࢀࡲࡍ࡛

ὠἼ฿㐩ண ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 17  10 ศ 㸯㹫

୰⥅࣭⚟ᓥ

ࡋࡻ࠺ࠊ⚟ᓥ┴ࡢᐩᒸࡢᾏᓊࡢࡶࡼ࠺ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸

ὠἼ฿㐩ண ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ 17  10 ศ 㸯

┴ᐩᒸ⏫

࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㹫

ࢼ㸸⏬㠃ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ᪉࠾ศࡾᛮ࠸ࡲ

ὠἼ฿㐩ண 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 17  10 ศ 㸯㹫

ࡍࡅࢀࡶࠊ㕲ሪࡀぢ࠼ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㕲ሪࡢୖࡲ࡛Ἴ

ὠἼ฿㐩ண ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ 17  10 ศ 㸯

ࡀࡁࡃᡴࡕᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠶ࡶࠊḟࠎἼࡣ

㹫

くࡗ࡚ࡃࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡃ࠸ࡿ᪉ࠊ ὠἼ฿㐩ண ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ 17  10 ศ 㸯

36㸸18

ᛕࡢࡓࡵࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊὠἼࡢ༴㝤ࡸᚰ㓄ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ

㹫

ࡲ࡛㧗ྎ࡞ࡢᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋὠἼࡀ༗

ὠἼ฿㐩ண ᓥᆅ᪉ 17  10 ศ 㸯㹫

ᚋ㸱 35 ศ᮶ࡲࡋࡓࠋὠἼࠊ༗ᚋ㸱 35 ศ᮶ࡲࡋ

ὠἼ฿㐩ண 㜰ᗓ 17  10 ศ 0.5㹫

ࡓࠋ

ὠἼ฿㐩ண රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 17  10 ศ 0.5

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐩᒸ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛

㹫

ࡍࠋὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡼ࠺

ὠἼ฿㐩ண 㮵ඣᓥ┴す㒊 17  20 ศ 0.5㹫

ࠊࡁ࡞ὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋᓊቨἼࡀᡴࡕᐤࡏࡽࢀ

ὠἼ฿㐩ண Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ 17  40 ศ 㸯㹫

ࡓ㝿ࠊ⏬㠃ᫎࡗ࡚࠸ࡲࡍ㕲ሪࡼࡾࡶୖࡢ᪉ࡲ࡛ࠊἼࡀ

ὠἼ฿㐩ண ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 17  50 ศ 0.5
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ᡴࡕᐤࡏࡓࡼ࠺ᛮࢃࢀࡲࡋࡓࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡃ࠸ࡿ

㹫

᪉ࡣࠊᛕࡢࡓࡵࡑࡢሙࢆ㞳ࢀࡲࡋ࡚ࠊὠἼࡢ༴㝤ࡸᚰ㓄

ὠἼ฿㐩ண ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ 18  10 ศ 㸯

ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛㧗ྎ࡞ࡢᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ୗࡉ

㹫

࠸ࠋ┴ෆἢᓊࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊ ὠἼ฿㐩ண ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 18  20 ศ 0.5
┴ෆἢᓊࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

15

36㸸55

36㸸59

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

㹫

ࡋࡲࡋࡓᐑᇛࡢࢫ

ὠἼ฿㐩ண 㛗ᓮ┴す᪉ 18  30 ศ 0.5㹫

ࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ⌧ᅾࠊᒣᙧ┴ࡢᇦ࡛ࡶ

ὠἼ฿㐩ண 㤶ᕝ┴ 18  40 ศ 0.5㹫

ྎ㹒㹀㹁

㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᭷࣭᫂ඵ௦ᾏ 19  10 ศ 0.5㹫

ࢫࢱࢪ࢜

ࡇࡕࡽࡣࠊྎᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡢྎᕷෆࡢᵝᏊࠊ ὠἼ฿㐩ண ᒸᒣ┴ 19  30 ศ 0.5㹫
ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ㹒㹀㹁ࡢᒇୖࡽࠊྎᕷෆࡢ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈┤ᚋࡣࣅࣝࡶ࡞ࡾ

15  26 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋7.2

ᦂࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ࠶࠶ࠊࡑࡋ࡚ࠊ↮ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋ↮

㟈※ࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 10km

ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋྎᕷෆࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲ

ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

37㸸55

㟈ᗘ㸲 ᾆἙ⏫ 㔲㊰⏫ ඵᡞᕷ ᡞ⏫ ᮾ⏫ 

࡛ࡋࡻ࠺ࠋ᪤ྎᕷෆࡢⅆ⅏ࡢሗࡶධࡗ࡚ࡁ࡚࠸

㏆࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ ἑᮧ ⰼᕳᕷ ୍㛵ᕷ ᖹἨ⏫

ࡇࡕࡽࡢࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣྎᕷෆࠊᕷ⾤ᆅࡢ

㟈ᗘ㸲 Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ Ⓩ⡿ᕷ ༡୕㝣

ᵝᏊ࡛ࡍࠋ↮ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋⅆ⅏ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

⏫ ᓮᕷ ྎᕷ ᯇᓥ⏫ ᕝ⏫ ⛅⏣ᕷ ᕷ

ྎᕷෆࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊࢆࠊ㹒㹀㹁ࡢᒇୖࡢ࣓࢝ࣛࡽࡈぴ

୰ᒣ⏫ 㒆ᒣᕷ

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 㡲㈡ᕝᕷ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥ

ఀ⸨㸸༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢᗈ࠸

ఀ㐩ᕷ ┦㤿ᕷ ᾉỤ⏫ ᪂ᆅ⏫ ᅵᾆᕷ ⟃すᕷ ᐑ

⠊ᅖ࡛㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊᐑᇛ┴㒊ࡢᰩཎᕷ࡛ࡣ

௦⏫

ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭࡛ࡍࡀࠊ ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

Ⲉᇛ┴Ἀ࡛ࡶ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

38㸸19

ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⛅

ほ

⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ㝣༡㒊 ᒣᙧᮧ

ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

㛗ᒸ㸸ⅆ⅏ࡢࡶࡼ࠺ࡢᫎീࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋሙᡤࠊ

࠺࡛ࡍࠋᮾி㒔ෆ࡛ࡶⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࠊ
ධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡀࠊ⌧ᅾࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮
ࡽࡢᫎീ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊሙᡤࡣࡲࡔศࡾࡲࡏࢇࡡࠋ᪂
ࡋ࠸ሗධࡾࡲࡋࡓࡽࠊ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠋ࡞ࡾ
ྛᆅ࡛ࠊྎᕷෆ࡛ࡶⅆࡢᡭࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ⾤ࡢ୰࡛ࠊࡣ࠸ࠊ↮ࡀୖࡀࡗ࡚ࡲ
ࡋࡓࢇ࡛ࠋᕤሙࡽࡶࠊ༓ⴥࡢᕤሙࡽࡶ↮ࡀୖࡀࡗ࡚
ࡲࡋࡓࡋࠊ࡞ࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁ࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ
ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛ࡍࡡࠋ
38㸸53

㛗ᒸ㸸ࣟࢱ࣮㏻ಙࡼࡾࡲࡍࠊ࣓ࣜ࢝ᆅ㉁ㄪᰝᡤ
ࡣᅇࡢᆅ㟈ࡢ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࢆ 8.8 Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࣟࢱ࣮㏻ಙࡼࡾࡲࡍࠊ࣓ࣜ࢝ᆅ㉁ㄪᰝᡤࡣᅇ
ࡢᆅ㟈ࡢ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࢆ 8.8 Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ

39㸸08

㟈ᗘ㸲 ᪥㧗ᮾ㒊 㔲㊰୰༡㒊 ୕ඵୖ ୗ ᒾ

ࡓࠋ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࡣࠊⲈᇛ┴Ἀ࡛᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆ

ࡕࡽ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᾘⅆάືࡀᚲṚ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡼ

38㸸43

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ᡞ⏫ 㟷᳃༡㒊⏫ ࠾࠸ࡽࡏ⏫ ᮾ㏻ᮧ ┒ᒸᕷ 

㟈ᗘ㸵ࢆほ

୰⥅࣭ྎ
ᕷෆ

ࡍࡀࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊᕷ⾤ᆅ࡛↮ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋⅆ⅏

ࡲࡍࠋྎ

15

ᆅ㟈㏿ሗ

ὠἼ฿㐩ண ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ 18  30 ศ 0.5㹫

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋࡑࡢࡢሗ࡛ࡍࡀࠊᮾ㟁ຊࡼࡾࡲ
ࡍࠊ༗ᚋ㸱༙⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ࡢዪᕝཎⓎࡣᆅ㟈┤ᚋ
ࡽࠊ㸯ྕᶵࡽ㸱ྕᶵࡍ࡚ࡢཎᏊ⅔ࡀ⮬ືṆࡋ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢዪᕝཎⓎࡣ㸯ྕᶵࡽ㸱ྕ
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ᒣ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ᶵࡍ࡚ࡀ⮬ືṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾி㟁ຊࡼࡾ
ࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱⌧ᅾࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣ㸯ྕᶵࠊ㸰ྕᶵࠊ
㸱ྕᶵࡀᆅ㟈┤ᚋ⮬ືṆࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡣ㸯ྕᶵ
ࡽ㸲ྕᶵࡀᆅ㟈┤ᚋ⮬ືṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

39㸸38

㛗ᒸ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⚟ᓥࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

15

39㸸40

ࢼ㸸…ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⎼ࡀⴠࡕ࡚࠸ࡲࡍࠋ࢞ࣛࢫࡀᩓ

⚟ᓥ㹒㹓㹄

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴ෆࡣὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲ

ࢫࢱࢪ࢜

ࡍࠋὠἼࡣ᪤฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿἼࡢ㧗ࡉࡣ

୰⥅࣭⚟ᓥ

10m ௨ୖ࡛ࡍࠋᙜึࡢணࡢ㸱ಸ௨ୖࢆ㉸࠼ࡿࠊ10m

ᕷෆࠊࢸࣞ

௨ୖ࡛ࡍࠋὠἼࡣఱᗘࡶᢲࡋᐤࡏࡲࡍࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡃ

ࣅ⚟ᓥᮏ♫

࠸ࡿ᪉ࡣࠊᛕࡢࡓࡵࡑࡢሙࢆ㞳ࢀࡲࡋ࡚ࠊὠἼࡢ༴㝤

ෆࠊᐩᒸ⏫

ࡸᚰ㓄ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛㧗ྎ࡞ࡢᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
40㸸13

⌧ᅾࡣࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴࠶ࡾ
ࡲࡍ㓇ᗑࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࠊ
ࠊᫎീṆࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࠊ
⚟ᓥ┴࠶ࡾࡲࡍࢸࣞࣅ⚟ᓥᮏ♫ෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ୧ᡭ࡛
ᨭ࠼࡚࠸࡞࠸❧ࡗ࡚࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ࣓࢝ࣛࡀࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡁࡃᦂࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⚟ᓥ┴⚟ᓥᕷ࠶ࡾࡲ
ࡍࢸࣞࣅ⚟ᓥᮏ♫ෆࡢࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊ
⚟ᓥ┴⚟ᓥᕷ࠶ࡾࡲࡍࢸࣞࣅ⚟ᓥᮏ♫ࡢᫎീࠊᆅ㟈Ⓨ
⏕┤ᚋࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ୧ᡭ࡛ࡋࡗࡾ
ᢲࡉ࠼࡚࠸࡞࠸❧ࡗ࡚࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣࡀぢ
࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡣࠊࢸ
ࣞࣅ⚟ᓥᮏ♫ෆࡶ㟁࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㟁࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

41㸸06

ࡇࡕࡽࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢᵝᏊࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠊ
⚟ᓥ┴ᐩᒸ⏫࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴ᐩᒸ⏫ࡢᾏᓊࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࠊ
Ἴࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀ
฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿἼࡢ㧗ࡉ 10m ௨ୖࠊᙜึ
ࡢணࡢ㸱ಸ௨ୖࢆ㉸࠼ࡿ 10m ௨ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ὠἼࡣࠊࡇࡢ࠶ࡶఱᗘࡶᢲࡋᐤࡏࡲࡍࠋᾏᓊ㏆ࡃἙཱྀ
㏆࠸ࡿ᪉ࡣࠊᛕࡢࡓࡵࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ୗࡉ࠸ࠋὠἼ
ࡢᚰ㓄ࡸ༴㝤ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࠊ㧗ྎ࡞ࡢᏳ࡞ሙᡤ
㑊㞴ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࠊ⚟ᓥ┴ᐩᒸ⏫࠶ࡾࡲࡍᾏࡢᵝ
Ꮚ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᓊቨἼࡀᡴࡕᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ
࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋඛࡣࠊ⏬㠃ୖ࠶ࡾࡲࡍ㕲ሪࡢୖࡲ࡛ࠊ
Ἴࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

41㸸56

ࡑࡋ࡚ࠊࠊࢫࢱࢪ࢜ࠊ⚟ᓥᕷࡢࢫࢱࢪ࢜ෆࠊᦂࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࠊ࣓࡛࢝ࣛࡶࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ
࠺ࠊ࣓࢝ࣛࡀᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࡀ᮶࡚࠸ࡿࡶࡢᛮ
ࢃࢀࡲࡍࠋవ㟈ࡀ᮶࡚࠸ࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋⴠࡕ╔࠸
࡚ࠊࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡲࡎ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋⅆࡢጞᮎࠊࡑࡢሙ࡛ⅆࢆᾘࡏࡿሙྜࢆ㝖ࡁࡲࡋ࡚…

15

42㸸15

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ࡽ༓ⴥ┴ࡢኴᖹὒἢ
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

ᓊࠊࡑࡋ࡚ࠊఀ㇋ㅖᓥࡶὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡈぴࡢ㉥࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿ࢚ࣜࠊὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࣆࣥࢡ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿ࢚ࣜࡣὠἼ㆙ሗࠊ㯤ⰍࡣὠἼὀព
ሗ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉ࠊࡑࡢሙ
ࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡁ࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࢀ࡛ࡣࠊ㆙どᗇࡽ᭱᪂ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
15

42㸸42

グ⪅㸸ࡣ࠸ࠊ㆙どᗇࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㆙どᗇࡼࡾࡲ

㆙どᗇ

ࡍࠊ༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࡣኳࡀⴠࡕࠊࡅࡀேࡀ」
ᩘฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᚰ⮚࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ேࡶ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮾிほගᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞
ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
43㸸01

⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋ༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࡣኳࡀⴠࡕࠊࡅ
ࡀேࡀ」ᩘฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ୰ࡣᚰ⮚࣐ࢵࢧ࣮
ࢪࢆཷࡅ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᙜࠊᮾிほ
ගᑓ㛛Ꮫᰯࡢ༞ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㆙
どᗇࡣᶵື㝲࡞ࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࠊᮾிᾘ㜵ᗇࡶά
ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㒔ෆࡢ㧗㏿㐨㊰ࡣࠊ㌴ࡀධࢀ
࡞࠸ࡼ࠺ධࡾཱྀࡀᑒ㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲ
ࡓࠊⅆ⅏ࡘ࠸࡚࡛ࡍࡀࠊỤᮾ༊…

15

43㸸31

グ⪅㸸ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓࡁࠊᅜ࡛ࡣࠊཧ㆟㝔ࡢỴ⟬ጤဨ

ᅜ㆟ᇽ

࡛Ⳣ⥲⌮ࡀฟᖍࡋ࡚ᑂ㆟ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᆅ㟈
ࡢⓎ⏕ࢆཷࡅ࡚ጤဨࡣఇ᠁ධࡾࠊⳢ⥲⌮ࡣᨻᗓࡋ
࡚ᑐᛂᙜࡓࡿࡓࡵ⥲⌮ᐁ㑰ᡠࡾࡲࡋࡓࠋ⥲⌮ᐁ㑰࡛
ࡣ㛶ࡀ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㞟ࡲࡾࠊⳢ⥲⌮ࡀ㛶
ᑐࡋࠊྛ┬ᗇᡠࡗ࡚ሗ㞟ᙜࡓࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆฟ
ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠶ࠊ㛶ࡣࡧᐁ㑰㞟ࡲࡿࡇ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊඛࡽ㡰ḟࠊḟࠎᐁ㑰ᡠࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊᨻᗓࡣ⌧ᅾࠊ⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨ྥࡅࡓᡭ
⥆ࡁධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊ༗ᚋ㸱㐣ࡂࡣࠊᐑᇛ
┴▱ࡽᨻᗓ⮬⾨㝲ὴ㐵ࡢせㄳࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋヲࡋ࠸ᨻᗓࡋ࡚ࡢᑐᛂࡢሗࡀධࡾḟ➨ࠊࡲ
ࡓ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡽࡣࠊ௨ୖ࡛ࡍࠋ
15

44㸸25

㛗ᒸ㸸ᮾிᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾி㒔ෆ࡛ࡣ 10 ௳ࡢ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮾி㒔ෆ࡛ࡣ 10 ௳

୰⥅࣭ዪᕝࠊ

ࡢⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊྎᕷࡢᾘ

ᮾிୖ✵ࠊ

㜵ᒁࡼࡾࡲࡍࠊྎᕷෆ࡛ࡣⅆ⅏ࡀ㸳௳Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸

ẁ㤋ୖ

ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋྎᕷෆ࡛ⅆ⅏ࡀ㸳௳Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ

✵

(45㸸38) ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⥲⌮ᐁ㑰ධࡗࡓሗࡼࡾࡲ

44㸸54

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡍࠊᐑᇛ┴㆙⛅⏣┴㆙ࡽࠊぢ࠼ࡿ⠊ᅖ࡛ᘓ≀ࡢಽ

15  41 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.7

ቯࡣ࡞࠸ࡢሗ࿌ࡀࠊ⥲⌮ᐁ㑰ධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 50km

࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷ භᡞ⏫ ᡞ⏫ 㟷᳃༡㒊⏫ ࠾࠸

ఀ⸨㸸⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ ࡽࡏ⏫ ᐑྂᕷ ┒ᒸᕷ ⴱᕳ⏫ ᒾᡭ⏫ ἑᮧ ඵ
ᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ
࠶ࡾࠊᐑᇛ┴㒊ࡢᰩཎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ ᾛ㇂⏫ ⇃⏫

ࡲࡓࠊ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀ࡛ࡶ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆ
ほ

ᖭᖹᕷ ⰼᕳᕷ ୖᕷ ୍㛵ᕷ ᖹἨ⏫ Ẽᕷ

ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ 80 ࢟
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ᆅ㟈㏿ሗ

ࣟࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.4 ᥎ᐃࡉࢀࠊⲈᇛ┴㖝⏣ᕷ࡛
ࡣ㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡶ᩿⥆ⓗవ㟈ࡀⓎ

⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

45㸸23

᭱ึࡢᆅ㟈࡛ࠊẼ㇟ᗇࡣ㟷᳃ࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ
༓ⴥྛ┴ࡢኴᖹὒἢᓊὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ
⌧ᅾࡣࡑࡢ⠊ᅖࡀᾏ㐨࡞ࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ㇟
ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ୍㒊࡛ࡍ࡛ࠊὠἼࡢ฿㐩ࡀほ

ࡉࢀ

࡚࠸ࡲࡍࠋ
45㸸42

㛗ᒸ㸸ࡇࡕࡽࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊἢᓊࡢ࣓࢝ࣛ࡞
ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᘓ≀ࡢ㸰㝵࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㸱㝵࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ࡞ࡾࡢ㧗ࡉࡲ࡛ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ዪᕝ࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸Ỉࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸㜵Ἴሐࡢ୰ࡢࡲࡕࡢ࠺ࡲ࡛ᾏỈࡀධࡾ㎸ࢇ࡛
ࡁ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ࠶࠶࠸ࡗࡓ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸⯪ࡣࡶࡕࢁࢇ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ⯪ࡢዟぢ࠼ࡿࡢࠊࡇ
ࢀࠊᒇ᰿࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ຍ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸ᘓ≀ࡀࡍࡗࡱࡾỈ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᒇ᰿ࡢ㒊ศࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ࡞ࡾࡁ࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤ
ࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋἢᓊࡽࡣ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ゎㄝ㸯㸸10m ௨ୖࡢὠἼࡀ᮶ࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡢ࡛ࠊࡲ
ࡔࡉࡽ㆙ᡄࢆ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

46㸸20

㛗ᒸ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᮾி㒔ෆࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ
࣮ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋᮾி㒔ෆࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࠊୖ✵ࢆ㣕
ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ぢ࠼ࡿ≧ἣࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࣊
ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ୰ࡽఏ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋࡕࡻࡗ㡢ኌࡀࠋ
ゎㄝ㸯㸸㒔ෆࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡕࡻ࠺㣤⏣ᶫ㏆ࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊ㏆ࡃ࠶ࡾࡲࡍẁ㤋ࡢኳࡢᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚࠸ࡿ
ࢇ࡛ࡍࡡࠊࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
ఀ⸨㸸࠶ࠊᮾிࠊᮾிࢻ࣮࣒࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸࠶ࠊᮾிࢻ࣮࣒࡛ࡍࡡࠋࡶࡗྑࡢ࠺࡛ࡍࡡࠋ
࡛ࠊࡅࡀேࡢ᪉ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋᡭᙜࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ሗࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡢ⛬ᗘࡢࡑࡢኳࡀⴠࡕࡓ࠸࠺
≧ἣ࡞ࡢࠋ
ఀ⸨㸸࠶ࠊẁࠋẁ㤋ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡇࡇ࡛ࡍࡡࠋࡇࡇ࡛ࡍࠋྑᡭぢ࠼࡚࠸ࡿࡇ
ࡢ⥳ࡢᒇ᰿ࡢࡇࢁ࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋᾘ㜵㌴ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸ᩆຓάືࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ
እࡽぢࡓ㝈ࡾ࡛ࡣࠊᘓ≀ࡢእഃࡣᦆയࡣ࡞࠸ࡳࡓ࠸
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࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸୰ഃ࡛ࡍࡡࠋ
15

47㸸16

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋඛ㆙どᗇࡽࡶ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ
ẁ㤋࡛ኳࡀⴠࡕࡓࡢሗࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡅࡀேࡀ
ከࡃࠊከᩘฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡑࡢẁ㤋
ୖ✵ࢆ㣕ࢇ࡛࠸ࡲࡍ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽࠊࡑࡢࡶࡼ࠺ࢆࡈ
ぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᘓ≀ࡢእഃࠊᾘ㜵㌴࡞ࡀ
㥑ࡅࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࡀ᮶࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡩ࠺ᛮ
ࢃࢀࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢẁ㤋ࡣࡅࡗࡇ࠺࠶ࡢࠊṔྐ
ࡢ࠶ࡿྂ࠸ᘓ≀࡞ࡢ࡛ࠋ
㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋ࣊ࣜࡘ࡞ࡀࡾࡲࡋࡓࠋ

15

47㸸40

(47㸸46)

࣊ࣜ㸸ẁ㤋ୖ✵࡛ࡍࠋẁ㤋ࡢ๓ࡣࠊከࡃࡢᾘ

࣊ࣜࢥࣉࢱ

㜵㌴ࠊᩆᛴ㌴ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࿘㎶࡛ࡣࠊࡅࡀࡋࡓ

࣮୰⥅࣭ᮾ

ே࡛ࡋࡻ࠺ࠋᩆᛴ㝲ဨࡼࡗ࡚ฎ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡀ

ிୖ✵ࠊ

ໃぢࡽࢀࡲࡍࠋ

ẁ㤋ୖ✵

ࡇࡕࡽ࡛ࡣ…

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠊࡇࡕࡽࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋࡣ࠸ࠋ࠺ࡒࠋ 15  41 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.7
48㸸13

࣊ࣜ㸸ࡇࡕࡽ࡛ࡣከࡃࡢࠋ

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 50km

༓௦⏣༊࠶ࡾࡲࡍࠊẁ㤋ୖ✵࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛

㟈ᗘ㸲 ⯪Ώᕷ 㔩▼ᕷ

ࡋࡻ࠺ࠋࡇࡕࡽ࡛ࡣᘓ≀ࡢእࠊከࡃࡢேࡀฟ࡚᮶࡚

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ 15  41 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.7

࠾ࡾࡲࡍࠋ୰ࡣࡅࡀே࡛ࡋࡻ࠺ࠋᩆᛴ㝲ဨࡼࡿฎ

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 50km

⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡀከᩘぢࡽࢀࡲࡍࠋࡇࡢẁ㤋┠ࡢ๓

㟈ᗘ㸲 ⯪Ώᕷ 㔩▼ᕷ

ࡢ㐨㊰ࡣࠊኚΰ㞧…
15

48㸸36

ࢼ㸸…㉳ࡁࡲࡋ࡚ࠊ㐨㊰ࢆࡩࡉ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋୗࡾࡀ㏻

୰⥅࣭ྎ

⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㒊ಽቯࡍࡿศࡽ࡞࠸≧ἣ

ᕷኴⓑ༊ࠊ

࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࠋⓙࡉࢇࠊ⤯ᑐ㏆࡙

ྎᕷෆ

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋኴⓑ༊ࡢ᪑㤋ࡀࠊྎᕷኴⓑ༊ࡢ᪑㤋
࡛ࠊᘓ≀ࡀᔂࢀࠊ㐨㊰ࢆࡩࡉ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋ
48㸸57

ྎᕷෆࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㹒㹀㹁ᮾᨺ㏦ࡢᒇୖࡢ࢝
࣓࡛ࣛࠊ⌧ᅾࡢྎᕷෆࡢᵝᏊࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ඛ㸰 46 ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶
ࡾࠊᰩཎᕷ࡛㟈ᗘ㸵ࡢᦂࢀࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢྎ

ᕷෆࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾ┴ෆࢆྵࡴࠊ
㟷᳃ࡽⲈᇛࡅ࡚ࡢኴᖹὒἢᓊࠊὠἼ㆙ሗࡀⓎ
௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

49㸸22

グ⪅㸸㹒㹀㹁ᮏ♫ෆ࠶ࡿ୍ᐊ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡈぴࡢࡼ࠺

㹒㹀㹁ᮏ♫

ࠊᮘࡸᮏᲴࠊᲴ࡞ࡀᩓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡢࡁࡉ

ෆ

ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

49㸸46

ຍ⸨㸸ྎࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊࡇࡕࡽࡶὠ
Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠊᾏ㐨ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

15

49㸸51

ࢼ㸸㧗࠸ὠἼࠊࡁ࡞ὠἼ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᾏ㐨㹆㹀

ᾏᓊ㒊ࡸἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃ

㹁

ࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾᾏᓊ㏆࠸ࡿ᪉ࡣࠊ㏿ࡸ㧗ྎ

୰⥅࣭ᾏ

ࡸ㡹࡞ࣅࣝࡢ㸱㝵௨ୖ࡞ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗࠸ࡇࢁ

㐨ᾆἙ⏫ࠊ

- 174 -

㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

50㸸12

㔲㊰

⌧ᅾࡢᾆἙ⏫ࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᾆἙ⏫ࢆ
ྵࡴኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡣࠊ㸴m ࡢὠἼࡀணࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋሙᡤࡼࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀࡼࡾࡶࡉࡽ㧗࠸ὠ
Ἴ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡉࡽࡁ࡞ὠἼ࡞ࡿྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ⤯ᑐᾏᓊ㏆ࡸἙཱྀ㏆ࡣࠊ㏆࡙
࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾᾏᓊ㏆࠸ࡿ᪉ࠊ㧗
ྎࡸ㡹࡞ࣅࣝࡢ㸱㝵௨ୖ࡞ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗࠸ࡇࢁ
㏿ࡸ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾᾏ㐨ࡢኴᖹὒἢᓊ
ᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ὠἼ㆙ሗࡀࠊ᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊ὠ
Ἴ㆙ሗࡀࠊࡲࡓࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊࡣࠊὠἼὀពሗࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡎࢀࡢᆅᇦࡶࠊᾏᓊࡸἙཱྀ㏆
ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

51㸸06

ኚࢃࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣ㔲㊰ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽ
㔲㊰ᕝ࡛ࡍࡀࠊ㔲㊰ᕝࡽᓊቨࠊỈࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ㔲㊰࡛ࡣࠊὠἼࡢணࡢ㧗ࡉࠊ㸱m
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔሙᡤࡼࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ㸱m ࡼࡾࡶࠊ
ࡉࡽ㧗࠸ὠἼࡀくࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓὠἼ
ࡣ➨㸯Ἴࡀ฿㐩ࡋࡓ࠶ࡶࠊ➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴ⧞ࡾ㏉ࡋ
くࡗ࡚ࡃࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⤯ᑐᾏᓊ㏆ࡸἙཱྀ㏆
ࡣࠊ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㔲㊰࡛ࡍࡀࠊ㔲㊰ᕝࡽ
Ỉࡀ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ㌴ࡢࢱࣖỈࡀࡪࡘࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

51㸸45

⌧ᅾᾏ㐨ࡢኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ࠊὠἼ㆙

(52㸸01)

ሗࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋኴᖹὒἢᓊᮾ㒊࡛ࡣ㸱mࠊኴᖹ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ὒἢᓊ୰㒊ࡣ㸴mࠊኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊ㸲m ࡢὠἼࡀண

15  46 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.7

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔሙᡤࡼࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀࡼࡾࡶࡉࡽ

㟈※ࡣᐑᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 10km

㧗࠸ὠἼࠊࡁ࡞ὠἼ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᾏᓊ

㟈ᗘ㸲 ୍㛵ᕷ

㏆ࠊἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ

㟈ᗘ㸱 ᐑྂᕷ ⯪Ώᕷ ⰼᕳᕷ ᖹἨ⏫ Ẽ

ᆅ㟈㏿ሗ

࠸ࠋ⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㔲㊰ᕷࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ᕷ ᖹ⏣ᮧ
15

52㸸17

ሗ࣓࢝ࣛࡢᫎീ࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐑྂ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᐑᇛሗ࢝

ࡢሗ࣓࢝ࣛࡢᫎീ࡛ࡍࠋࡈぴࡢࡼ࠺ࠊὠἼࡼࡾ୕

15  46 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.7

࣓࣭ࣛᐑྂ

㝣ࡢἢᓊ࡛ࡣࠊ ࡀᾐỈࠊ㔩▼ࡸᐑྂࡢ

㟈※ࡣᐑᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 10km

࡛ࠊከᩘࡢ㌴

ࡀᾏὶࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐑྂࡢ

㟈ᗘ㸲 ୍㛵ᕷ

ฟᓮᇧ㢌ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ㨶ᕷሙࡸ⏘┤タ࡞ࡀ࠶ࡿሙᡤ

㟈ᗘ㸱 ᐑྂᕷ ⯪Ώᕷ ⰼᕳᕷ ᖹἨ⏫ Ẽ

࡛ࡍࡡࠋ㥔㌴ሙࡢ㌴ࡀࠊࡈぴࡢࡼ࠺ὠἼ࡛ࡁࡃὶࡉ

ᕷ ᖹ⏣ᮧ

ࢀࡲࡋࡓࠋ
52㸸47

⌧ᅾ┴ෆἢᓊࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍ࡛
ὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ほ

ࡋࡓὠἼ࡛

ࡍࠋᐑ࡛ྂ᭱Ἴࡀࠊ༗ᚋ㸱 21 ศ㸲mࠊ㸲m ௨ୖࠋ
ࡑࡋ࡚⯪Ώᕷ࡛ࡣࠊ᭱Ἴ༗ᚋ㸱 15 ศࠊ3.2m ௨ୖࠋ
㔩▼ᕷ࡛᭱Ἴࠊ༗ᚋ㸱 21 ศࠊ4.1m ௨ୖࡢὠἼࢆ
ほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗ࡛ࠊ⌧ᅾᒾᡭ┴࡛ࡣࠊ10m

௨ୖࡢ㠀ᖖ㧗࠸ὠἼࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿ
ὠἼࡢ㧗ࡉࡣࠊ㧗࠸ࡇࢁ࡛ᖹᖖࡢᾏ㠃ࡼࡾ 10m ௨ୖ
㐩ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛ࡍࠋࡁ࡞⅏ᐖࡀ㉳ࡁࡿᜍࢀࡀ㧗࠸ࡢ
࡛ࠊཝ㔜㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣ㸯ᅇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
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⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ᭱ึࡢὠἼࡼࡾ㸰ᅇ┠௨㝆ࡢ
࠺ࡀ…
15

53㸸43

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊ༗ᚋ㸰 46
ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ㠀ᖖᙉ࠸
ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊᐑᇛ┴㒊ࡢᰩཎᕷ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋ

ࡲࡋࡓࠋ
53㸸55

ࡲࡓࠊࡇࡢᆅ㟈⥆࠸࡚ࠊ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀ
࡛ࡶࠊ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※

ࡢ῝ࡉ࠾ࡼࡑ 80kmࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.4 ᥎ᐃࡉࢀࠊ
Ⲉᇛ┴㖝⏣ᕷ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡶ

᩿⥆ⓗవ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
15

54㸸15

㛗ᒸ㸸ࡲࡓࠊ᭱ึࡢᆅ㟈࡛Ẽ㇟ᗇࡣࠊᾏ㐨ࡽ༓ⴥ
ࡅ࡚ࡢኴᖹὒἢᓊఀ㇋ㅖᓥࠊὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋ
ࡲࡋࡓࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭ┴ᐑྂࡢሗ࢝
࣓ࣛࡢᫎീ࡛ࡍࡀࠊἢᓊࡢ㥔㌴ሙṆࡵ࡚࠶ࡗࡓ㌴ࡀࠊ
࠶ࡗ࠸࠺㛫Ἴ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡼ
ࡾࡲࡍࠊࡍ୍࡛㒊࡛ὠἼ฿㐩ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ༓ⴥ
ࡢ༑㔛࣭እᡣ࡛ࠊ10m ௨ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋἢᓊࡢ
᪉ࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᾏᓊࡽ㞳ࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15

54㸸49

㛗ᒸ㸸࠶ࠊࡇࢀࡣࠋ
ఀ⸨㸸㖯Ꮚ࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸㖯ᏊἈ࡛ࡍࡡࠋ༓ⴥ┴ࡢ㖯Ꮚࠋ
ఀ⸨㸸⯪ࡀഴ࠸࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

54㸸55

ゎㄝ㸯㸸᫂ࡢࡁࡢ୕㝣Ἀᆅ㟈࡛ࡣࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ
㸶ࢡࣛࢫ࡛ࡍࡡࠊ30m ࡃࡽ࠸ࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍ

ࡽࠊ༑ศࡑ࠺࠸࠺ᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠋ
ఀ⸨㸸⯪ࡢᚋࢁࡢ࠺ࠊேࡢጼࡀぢ࠼ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ༓ⴥ┴㖯ᏊࡢἈ࡞ࢇ࡛
ࡍࡅࢀࡶࠊ⯪ࡀὠἼࡼࡗ࡚ഴ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊᚲṚ⯪ࡋࡀࡳࡘ࠸࡚࠸ࡿ᪉ࡢጼࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ
⏬㠃ୖ㸱ே࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸ぢ࠼ࡲࡍࡡࠋᩆຓάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢᛮࢃ
ࢀࡲࡍࠋ
55㸸29

ゎㄝ㸯㸸ࡇࢀࠊ㝣ᆅࡽὶࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢࢆࠊ୍⏕ᠱ
ᡠࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᒸ㸸࠺ࢃ࠶ࠋࡣ࠸ࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸
ゎㄝ㸯㸸ࡲࡔࠊ⯦ࡢ⬟ຊࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࠋࡇࢀࡔࡅࡸࡣࡾ㠀
ᖖỈᅽࡀᙉ࠸ࡢ࡛ࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡇࢀࡣࠊࡩࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

㛗ᒸ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸࡛ࡣ⥆࠸࡚ሗ㐨࣓࢝ࣛࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ධࡗ࡚࠸
ࡿ᭱᪂ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
15

55㸸56

ⶈぢ㸸ࡣ࠸ࠋ࡛ࡣ㏻ᶵ㛵ࡢᙳ㡪ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡼ࠺

ሗ㐨࣓࢝ࣛ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࡣ㕲㐨࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸱 40 ศ⌧ᅾࠊ㹈㹐
ࡼࡾࡲࡍࠊ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊࡍ࡚㐠⾜ࢆぢྜࢃ
ࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋᑠ⏣ᛴ⥺ࡶ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸࡚ࠊ
⫋ဨࡀṌ࠸࡚⥺㊰ࡢᏳࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᪧࡲ࡛ࡣ
࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾᾏ㐨ࠊ
ୖ㉺ࠊᮾ࡞ࡢྛ᪂ᖿ⥺ࡶࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚
࠸ࡲࡍࠋᮾிࠊ㟼ᒸࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡣࠊ୍㟁ࡀ㉳ࡁ࡚࠸
ࡲࡋࡓࡀࠊ༗ᚋ㸱༙㡭ࠊࡇࡢ㟁ࡘ࠸࡚ࡣࠊᪧࡋ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
56㸸37

ඛഴ࠸࡚࠸ࡓ⯪ࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊഴ࠸࡚࠸ࡓ⯪ࡀࡼ࠺
ࡸࡃయࢆᡠࡋࡓឤࡌ࡛ࡍࡀࠊࡲࡓἼ㣧ࡳ㎸ࡲࢀࠊࡑ
ࡋ࡚ྑഃࡀഴ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

15

56㸸47

㏻ሗࢆ⥆ࡅ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࡀࠊᮾி࣓ࢺࣟ㒔Ⴀᆅ
ୗ㕲࡛ࡶࠊ⥺࡛㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ⥆࠸࡚㐨㊰
ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ㤳㒔㧗㏿࡛ࡣࠊ๓⥺࡛㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾྡ㧗㏿ࠊ୰ኸ㐨ࠊ㛵㉺㐨ࠊᮾ㐨ࠊᖖ
☬㐨࡞࡛ࡶࠊ୍㒊༊㛫࡛㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

57㸸09

⥆࠸࡚✵ࡢ౽࡛ࡍࠋ᪥✵᪥ᮏ⯟✵ࡼࡾࡲࡍࠊᡂ
⏣✵

࡛ࡣࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ࡲࡍࠋࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᘓ≀ࡶࠊ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊ⏝ᐈࡽࢆᘓ≀ࡢእ㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺ࠊㄏᑟࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ⩚⏣✵

࡛ࡣࠊ୍㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚⿕ᐖࡢ☜ㄆ

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㸰ᮏࡢ㉮㊰ࡢᏳࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
ࡓࡵࠊ฿╔౽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡰ḟ╔㝣ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋྎ✵

࡛ࡣࠊ㉮㊰டࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࠸࠺

ࡇ࡛ࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
57㸸46

ࡑࡋ࡚ࠊࣇ࢙࣮ࣜࡢሗ࡛ࡍࠋᮾᾏỶ⯪ࡼࡾࡲࡍࠊ
ఀ㇋ᓥࡽᮾிࡢ➉Ⱚྥ࠺㧗㏿⯪ࡣࠊὠἼ㆙ᡄ
ࡍࡿࡓࡵᮾி‴Ἀ㑊㞴ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑ
ࡢࡢࣇ࢙࣮ࣜࡣࠊ㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

15

58㸸01

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋ⌧ᅾࡶవ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

58㸸08

ࢼ㸸…┒ᒸᕷࡢࣂࢫࢭࣥࢱ࣮ࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢᵝᏊ࡛

୰⥅࣭┒ᒸ

ࡍࠋ

ࣂࢫࢭࣥࢱ

⏨ᛶ㸸┒ᒸࣂࢫࢭࣥࢱ࣮࡛ࡍࠋࣂࢫࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓ≀ࡢ❆

࣮

࢞ࣛࢫࡀࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸࢞ࣛࢫቯࢀࡓࢇ࡛ࡍࠋ
ࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ㸸㸱㝵ࡢ࢞ࣛࢫࡀࡡࠊࡍࡗࡾቯࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡶࡢࡍࡈ࠸ᦂࢀࡔࡗࡓࠋึࡵ࡚࡛ࡍࠋ
15

58㸸30

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣྎ✵

ࡢ㉮㊰࡛ࡍࠋ

ྎ㹒㹀㹁

㉮㊰ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ㉮㊰ὠἼࡀᢲࡋ
ᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ྎ✵
(59㸸01)

୰⥅࣭ྎ

࡛ࡍࠋ⌧ᅾὠἼ㆙ሗࡀ

ฟ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡉࠊ⃮ὶࡀྎ✵

ࡢ㉮㊰ᢲ
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✵
㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡀྎ✵
ḟࠎྎ✵

ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ 15  57 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡢ㌴ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ྎ✵

ࠊ⌧ᅾ㣕⾜ᶵࡣࠊ㞳╔㝣ࢆࡍ࡚Ṇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㣕

15

59㸸09

༓ⴥす㒊

ࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋྎ✵

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

✵

ࡢ㉮㊰࡛ࡍࠋ

ࡣ⌧ᅾ㛢㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࡈぴࡢࡼ࠺ࠊ㌴

㟈ᗘ㸲 ༓ⴥᮾ㒊

ࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋྎ✵

㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊

ࡣࠊ⌧ᅾ㣕⾜ᶵࡢ㞳╔㝣ࡣࢫࢺࢵ

ᓊ㒊⌧ᅾฟ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡉὠἼࡀࠊྎ✵

ࡢ

༓ⴥす㒊
㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ
15  49 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.8

㉮㊰ࢆくࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㉮㊰ࡢ࡞ࡾ㐲࠸ࡇࢁࡲ

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 10km

࡛ࠊỈࡀ฿㐩ࡋࡼ࠺࠸࠺ࡃࡽ࠸ࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷ 㔝㎶ᆅ⏫ ᡞ⏫ භᡞ⏫ ᮾ⏫

࠸ࡲࡍࠋ⃮ὶࡀྎ✵

ᡞ⏫ 㟷᳃༡㒊⏫ 㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ⏫ 㔝⏣ᮧ

ࡢ㉮㊰ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸

ࡲࡍࠋ

┒ᒸᕷ ᡞᕷ ἑᮧ ඵᖭᖹᕷ ⰼᕳᕷ ୖᕷ

⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼࡢ฿㐩ࡶ┴ෆྛᆅ࡛ほ
࠸ࡲࡍࠋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊྎ✵

ࡉࢀ࡚

࡛ࡣὠ

୍㛵ᕷ ᾛ㇂⏫ ᓮᕷ ᕷ ࠸ࢃࡁᕷ
㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

Ἴࡀ㉮㊰ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ㌴ࡀὶࡉࢀࠊࡑࡋ࡚⯪

15  57 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡶࡇࡢ㉮㊰ࡢࡇࢁࡲ࡛ὶࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾ

㟈ᗘ㸲 ༓ⴥᮾ㒊

ࡢὠἼࡀࠊྎ✵
࡚࠸ࡿྎ✵
00㸸25

15  57 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡀὶࡉࢀࡿࠊḟࠎ⃮ὶࡀᢲࡋᐤࡏࠊὠἼࡀᢲࡋᐤ

࡛ࡍࡀࠊḟࠎỈࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀἢ

16

㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊

⾜ᶵࡣࡍ࡚㞳╔㝣ࢆṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊὠἼࡀᢲࡋᐤ

ࣉࠊ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡿྎ✵

59㸸52

㟈ᗘ㸲 ༓ⴥᮾ㒊

ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡣ㛢㙐ࡋ

ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡
㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥす㒊 ༓ⴥ༡㒊

ࡇࡇࡲ࡛ࡢࠊࡑࡢࡢᆅᇦࡢὠἼሗ࡛ࡍࠋ▼ᕳᕷ㩗ᕝ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡛ࡣࠊ㸱m30 ௨ୖࡢὠἼࢆほ

15  57 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ྎ✵

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡢ

ࡢὠἼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋྎ✵

ᢲࡋᐤࡏࡓὠἼ

㟈ᗘ㸲 ༓ⴥᮾ㒊

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᾏࡽḟࠎ⃮ὶࡀᢲࡋᐤࡏࡲࡋࡓࠋࡑࡋ

㟈ᗘ㸱 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡

࡚ࡇࡢὠἼࡀࠊ࠸ࢁࢇ࡞ࡶࡢࢆ㣧ࡳ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊ㉮㊰

㒊 ᰣᮌ༡㒊

ධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡣ㛢㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡿྎ✵

ࡢ

㉮㊰ࠊඛࡇࡢࡼ࠺⃮ὶࡀḟࠎὶࢀ㎸ࢇ࡛ࡁࡲ
ࡋࡓࠋྎ✵

ὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓᵝᏊ࡛ࡍࠋྎ✵

ࠊ

ὠἼࡀ㣧ࡳ㎸ࡳࡲࡋࡓࠋ
01㸸06

⌧ᅾἢᓊࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࠊྎ✵
ࢆὠἼࡀく࠸ࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡣࡍ࡚㛢㙐ࠊ㞳╔㝣ࡶ
ࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿྎ✵

࡛ࡍࡀࠊ⃮ὶࡀ㣧ࡳ㎸ࡳࠊ

㉮㊰ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡲࡋࡓࠋᶵᮦࡸ㌴ࢆὶࡋࠊ⃮ὶ
ࡀࢇࢇ㐲ࡃࡢ࠺ࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋྎ
✵

ࡢඛࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࠊ⃮ὶࡀ㉮

㊰ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
16

01㸸40

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋྎ✵

ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᵝᏊࠊࡈぴ࠸

ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࢫࢱࢪ࢜ࡣࢤࢫࢺࢆ࠾ᣍࡁࡋࡲࡋࡓࠋ
ᆅ㟈ண▱㐃⤡㛗࡛ࠊᮾிᏛྡᩍᤵࡢᓥᓮඛ⏕࡛
ࡍࠋᓥᓮࡉࢇࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᓥᓮ㸸ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ࡲࡎᅇࡢᆅ㟈࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠺࠸࠺≉ᚩ
ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㛗ᒸ㸸࠼ࡗࠊ୕㝣Ἀࡢᆅ㟈㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢṔ
ྐⓗ࡞㈨ᩱࡽࠊ㉳ࡇࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡓᆅ㟈
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

ࡀࠊᐇ㝿㉳ࡁࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛࡛ࡍࡡࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡢᚋࡢᆅ㟈ࡢ࠺ࡣࠋ
㛗ᒸ㸸Ⲉᇛ࡛ࡍࡡࠋ
ᓥᓮ㸸Ⲉᇛࡢ࠺ࡣࠊࡑࢀࠋ
㛗ᒸ㸸ඛ⏕ࠊࡍ࠸ࡲࡏࢇࠋẼ㇟ᗇ࡛ぢࡀጞࡲࡗࡓࡼ࠺
࡛ࡍࠋ
16

02㸸27

Ẽ㇟ᗇ㸸…Ⲉᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ

(02㸸58)

ࡇࢀࡽࡢᆅᇦὠἼࡢὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊఫ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

Ẹࡢ᪉ࡣ㧗࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗

15  57 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.1

࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡶὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࡅ

㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 20km

03㸸01

Ẽ㇟ᗇ

ࡶࠊࡲࡔ᮶࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡶࠊࡇࢀࡽࡉࡽࡁ

㟈ᗘ㸲 㖯Ꮚᕷ ᪫ᕷ 㤶ྲྀᕷ

࡞ὠἼࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⤯ᑐᡠࡽ࡞࠸࡛

㟈ᗘ㸱 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲㈡ᕝᕷ 㙾▼⏫ Ἠᓮᮧ

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㧗࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋࡓࡲࡲࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴

୰ᓥᮧ ▮྿⏫ ⋢ᕝᮧ ྂẊ⏫ ⏣ᮧᕷ ᴍⴥ⏫ 

ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣ⤯ᑐᡠࡽ

⇃⏫ ⴥ⏫ Ỉᡞᕷ ᅵᾆᕷ ▼ᒸᕷ 㮵ᔱᕷ ⟃す

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ᕷ 㖝⏣ᕷ ┿ᒸᕷ ┈Ꮚ⏫ 㧗᰿ἑ⏫ ᪥㒊ᕷ ᡞ

ࡑࢀࡽࠊὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ࡽἈ⦖ᆅ᪉ࡲ࡛ࠊኴᖹὒ

⏣ᕷ ྜྷᕝᕷ ᐑ௦⏫ ᮾ㔠ᕷ ⚄ᓮ⏫ ከྂ⏫ ᮾᗉ

ἢᓊ୰ᚰฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘࡁ

⏫ ༑㔛⏫ Ⱚᒣ⏫ ╬ἑ⏫ 㛗⏕ᮧ ⓑᏊ⏫ 

ࡲࡋ࡚ࡶࠊ㧗࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴ᡤ

⍰ᕷ ඵ⾤ᕷ ༳すᕷ ᐩ㔛ᕷ ࠸ࡎࡳᕷ

࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔࡇࢀࡽࡁ࡞ὠἼࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㠀ᖖ

16  01 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࠊᅇࡢᆅ㟈ࡣ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊὠἼࡀ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊

⥆ࡃ㛫ࡶ࡞ࡾ㛗ࡃ࡞ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㑊㞴ࢆ⥆ࡅࡿࡼ࠺ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 16  01 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
03㸸43

ࡑࢀࡽࠊὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᾏᓊ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊

ࡽ㞳ࢀ࡚ᾏࡢ࠺⾜࡞࠸ࠋ㏆࡙࡞࠸࠸࠺ࡇ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊᙉ࠸ᦂࢀࡀ࠶ࡗ

16  01 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡓᆅᇦࡘࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊᚋవ㟈ࡼࡿᙉ࠸ᦂࢀࡢྍ⬟

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥ

ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ᮾ㒊

04㸸16

ࡲࡔࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊవ㟈ࡶࡁ࡞ᆅ㟈

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศࡑࡢᦂࢀࡘ࠸࡚

16  01 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡶࠊ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥ

⥆ࡅ࡚ࠊᅇࡢᆅ㟈ࡢᴫἣࡘ࠸࡚ࠊࡈㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋᆅ

ᮾ㒊

㟈ࡢⓎ⏕᪥࡛ࡍࡅࡶࠊᮏ᪥ 11 ᪥ࠊ14  46 ศ㡭࡛

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡍࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4ࠋࡇࢀࡣᬻᐃ್࡛ࡍࡅࡶࠊ

16  01 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ඛ⢭ᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ8.4 ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ⛅
ࡑࢀࡽࠊᆅ㟈ࡢⓎ⏕ሙᡤ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣᆅ㟈ࡢ

⏣ἢᓊ༡㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊

◚ቯ㛤ጞⅬ࠸࠺ࡇ࡛ࠊỴࡋ࡚ࡑࡇࡢࣆ࣏ࣥࣥࢺࡔ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡅࡀቯࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᮾᆅ᪉ࡢἈࡽࠊ㛵ᮾ

16  01 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ᪉ࡢἈྜࡲ࡛ࠊ࡞ࡾᆅ㟈ࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡢ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ⛅

࡛ࠊ࡞ࡾࡢ◚ቯᇦࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋ◚ቯ㛤

⏣ἢᓊ༡㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊

ጞⅬࡣ୕㝣Ἀࠊ∻㮵༙ᓥࡢᮾ༡ᮾࠊ⣙ 30km ㏆࡛ࠊ㟈
※ࡢ῝ࡉࡣ 10kmࠋࡇࢀࡣ㏿ሗ್࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ
㟈※ࡢ῝ࡉࡣ 10km ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
05㸸30

ࡑࢀࡽࠊⓎ㟈ᶵᵓ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊすす㸫ᮾ༡ᮾ᪉ྥ
ᅽຊ㍈ࢆᣢࡘ㏫᩿ᒙᆺ࡛ࡍࠋほ
ࡅࢀࡶࠊ㟈ᗘ㸵ࡀほ
ࡑࢀࡽࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡉࢀࡲࡋࡓ㟈ᗘ࡛ࡍ

ࡉࢀࡓࡢࡀࠊᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷࠋ
ࡋࡓࡢࡀࠊᐑᇛ┴ࡢᾛ㇂⏫ࠊ
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ᆅ㟈㏿ሗ

Ⓩ⡿ᕷࠊᓮᕷࠊྡྲྀᕷ࡞ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ
ᰣᮌ┴ࡢ㸲┴ 28 ᕷ⏫ᮧ࡛ࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡋ࡚࠾ࡾࡲ

ࡍࠋࡑࡢࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࠊᾏ㐨ࡽᕞᆅ᪉
ࡅ࡚ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࡽ㟈ᗘ㸯ࢆほ
16

06㸸24

ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡣࠊඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓ
࠾ࡾ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࠊὠἼࡢὠἼ㆙ሗࢆⓎ⾲ࡋࡓࡢࡀࠊ
ᾏ㐨ࠊ᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊ࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊ㝣ዟ‴ࠊ
༓ⴥ┴ෆᡣࠊᮾி‴ෆ‴ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙
ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴እᾏࠊఀໃ࣭୕Ἑ‴ࠊ୕㔜┴༡㒊ࠊ
ῐ㊰ᓥ༡㒊ࠊḷᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊឡ▱┴Ᏹᾏἢᓊ㸦ͤ
ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ㸧ࠊ㧗▱┴ࠊศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊࠊᐑ
ᓮ┴ࠊ㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾ㅖᓥࠊ
ࢺ࢝ࣛิᓥࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊᮾᓥᆅ᪉…

16

07㸸23

㛗ᒸ㸸Ẽ㇟ࡢぢࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

࠸ࡓᫎീ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ༓ⴥᕷ୰ኸ༊ࡢ㹈㹄㹃ࢫࢳ

༓ⴥᕷ୰ኸ

࣮ࣝ〇㕲ᡤෆ࡛ࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸
(07㸸36)

07㸸48

༊

࡚࠸ࡿᫎീࠊ༓ⴥᕷ୰ኸ༊ࡢࠊ㹈㹄㹁ࢫࢳ࣮ࣝ〇㕲ᡤෆ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡛㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸࡚ࠊ⌧ᅾᾘ㜵ࡀᾘⅆάືࢆࡋ࡚࠸ࡿ

16  06 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ༑ᓥᮧ

ࡲࡓࠊࡢ⿕ᐖࡢ≧ἣࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ⿕

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

ᐖ࡛ࡍࠋᶓᕷࡢ࣮࣎ࣜࣥࢢሙ࡛ࠊᘓ≀ࡢ୍㒊ࡀᔂࢀࠊ 16  06 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

08㸸16

08㸸28

࠾ࡼࡑ 10 ேࡀୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࠊ

㟈ᗘ㸱 ༑ᓥᮧ

⌧ᅾ㆙ᐹ࡞ࡀ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋᶓᕷࡢ࣮࣎ࣜࣥ

㹈㹌㹌ὠἼሗ

ࢢሙ࡛ᘓ≀ࡢ୍㒊ࡀᔂࢀࠊ࠾ࡼࡑ 10 ேࡀୗᩜࡁ࡞ࡗ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἢ

࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࠊ⌧ᅾ㆙ᐹ࡞ࡀ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛

ᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እ

࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ༓ⴥᕷ୰ኸ༊㹈㹄㹁

ᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ఀ㇋࣭ᑠ➟ཎㅖ

ࢫࢳ࣮ࣝ〇㕲ᡤෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

ఀ⸨㸸ࡑࡋ࡚༗ᚋ㸰 46 ศほ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴

ࡋࡓᆅ㟈࡛ࡍࡅࢀ

ὠἼሗ

ࡶࠊඛࡢẼ㇟ᗇࡢぢ࡛ࠊᬻᐃ್࡛ࡍࡀࠊ࣐ࢢࢽࢳ

ෆ‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰

࣮ࣗࢻ 8.4 ಟṇ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 

ᓥ༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴℩ᡞෆ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ᾏἢᓊ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴ 㮵ඣᓥ┴ᮾ

㛗ᒸ㸸ᓥᓮඛ⏕ࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࠸࠺ࡢࡣ࡞ࡾ

㒊 ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ Ἀ

ࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡍࡡࠋ

⦖ᆅ᪉

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋኚࡁ࠸ࠊ᭱⣭ゝࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࠊ᪥ᮏ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂

࡛ࡣ࡛ࡍࡡࠊ᭱⣭ゝࡗ࡚ࡶ࠸࠸ᆅ㟈ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ ₲┴ୖ୰ୗ㉺ బΏ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ ℩ᡞෆᾏ

09㸸00

࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ࠸࠺ࡢࡣࠊᐇࡣ㟈※ᇦࡢつᶍࢆ⾲ࡋ࡚

ἢᓊ ᭷࣭᫂ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ

࠸ࡲࡍࠋせࡍࡿࢼ࣐ࢬࡉࢇࡀࡢࡃࡽ࠸ࡁࡗࡓ

㹈㹌㹌ὠἼሗ

࠸࠺ࡇ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃᐑᇛ┴Ἀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୕㝣Ἀࡃࡽ

ὠἼ฿㐩ண ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

࠸ࡽᐑᇛ┴Ἀࡲ࡛ࠊ㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡀ࡛ࡍࡡࠋ࠾ࡑࡽ

ὠἼ฿㐩ண ᒣᙧ┴ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ࡃ୍ᗘࡎࡿࡗࡗ࡚ࠊࡑࡇࡽἼࡀฟ࡚ࡁࡓ࠸࠺

ὠἼ฿㐩ண ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠋ

ὠἼ฿㐩ண ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ᮾிࡀࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐇࡣ㸰㏆ࡃࡲ࡛ࡀࠊቯ

ὠἼ฿㐩ண Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ࢀࡓ࠸࠺ࡇࡼࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୕㝣ࡢࡣࡿྥࡇ࠺ࡀ

ὠἼ฿㐩ண ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ

ቯࢀࡓࡇࡼࡗ࡚᮶ࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡶࡗࡑࡢ㟈※

☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ᇦ⮬యࡀ㠀ᖖࡁ࠸ᆅ㟈࡞ࡢ࡛ࠊࡢ➃ࡣᐑᇛ┴Ἀ

ὠἼ฿㐩ண ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸴㹫

ࡑࡇࡽࢇࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡅࠊ༡ࡢ➃ࡣࠊⲈᇛ┴Ἀ

ὠἼ฿㐩ண ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸲㹫

ࡲ࡛ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡀࡢẼ㇟ᗇࡢⓎ

ὠἼ฿㐩ண 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ
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0.5㹫

16

09㸸29

09㸸54

⾲ࡢෆᐜࡔゝࡗ࡚ࡼࢁࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

10㹫௨ୖ

ゎㄝ㸯㸸ࡑࢀࡣࠊඛ⏕ࠋࡑࡢࣉ࣮ࣞࢺቃ⏺⥺ୖ࠸࠺ࡇ

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ

࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿࠋ

☜ㄆ 㸶㹫

ᓥᓮ㸸࠸ࢃࡺࡿ᪥ᮏᾏ⁁ࡢࡇࢁ࡛ࣉ࣮ࣞࢺࡀỿࡳ㎸

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ

ࡴࠋࡑࡢࡇࡼࡗ࡚㉳ࡇࡿᆅ㟈ࡌࡷ࡞࠸ࠋ

☜ㄆ 㸴㹫

ゎㄝ㸯㸸10km ࡛ࡍࡼࡡࠋẚ㍑ⓗὸ࠸࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

ᓥᓮ㸸࠼࠼ࠋࡇࡢሙྜࠊὸ࠸ࠊ῝࠸ࡣ࠶ࡲࡾ㛵ಀࡀ࡞ࡃ

㸱㹫

࡚ࠊࣉ࣮ࣞࢺࡢቃ⏺యࡀࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ୍␒῝࠸ࡇ

ὠἼ฿㐩ண 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸱㹫

ࢁࡣከศ 40km ࡃࡽ࠸࡛ࠊ୍␒ὸ࠸ࡇࢁࡣࠊࢇ

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ

㸮km ㏆࠸ࡇࢁࡀ㒊ቯࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ᆅ㟈࡛

☜ㄆ 㸴㹫

ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᮾி‴ෆ‴ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ゎㄝ㸯㸸ᅇࡢὠἼࡀ㠀ᖖ㧗࠸ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠋᙜึ

㸰㹫

ࡢᐃ㸱m ࡀ 10m ࡔࡗࡓࠋࡇࢀࡗ࡚ᆅ㟈ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒

ὠἼ฿㐩ண ᑠ➟ཎㅖᓥ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ఱ㛵ಀࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࠋᅇࡢࡑࡢὠἼࡢࡁ

㸲㹫

ࡉࠋ

ὠἼ฿㐩ண ୕㔜┴༡㒊 ᪤ὠἼ฿㐩ண

ᓥᓮ㸸ࡲࡔヲ⣽ࡣศࡾࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ≉ࣉ࣮ࣞࢺ

㸰㹫

ࡢᾏ⁁࡛ࡍࡡࠋỿࡳ㎸ࡴ㏆ࡢࡇࢁ࡛㉳ࡇࡾࡲࡍࠊ ὠἼ฿㐩ண 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ᪤ὠἼ฿㐩

10㸸34

16

㠀ᖖὠἼࡀࡁࡃ࡞ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶࡑ࠺࠸࠺ࡀ࠸ࡃ

ண

ࡘࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᦂࢀࡶ࠶ࡾࡲ

ὠἼ฿㐩ண ḷᒣ┴ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᾏ⁁㏆ࡢࡎࡿࡗࡋࡓືࡁ

㹫

ࡀࠊࡎࢀ࡛ࡍࡡࠊࡑࢀࡽࡼࡗ࡚ᾏᗏࡀࢃࡗᣢࡕୖࡀ

ὠἼ฿㐩ண ឡ▱┴እᾏ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀࡋࡶ࡛ࡍࡡࠊ୕㝣ࡽⲈᇛࡃࡽ࠸

㸰㹫

ࡲ࡛㒊ᣢࡕୖࡀࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࡇࡢỈࡀᢲࡋᐤࡏ࡚

ὠἼ฿㐩ண 㝣ዟ‴ 16  20 ศ 㸯㹫

᮶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㧗▱┴ 16  30 ศ 㸰㹫

ゎㄝ㸯㸸ࡇࢀࠊྎ✵

㸱㹫
㸱

ࡀᫎࡗ࡚࠸ࡿࠊࡇࢀ࡛ࡍࡼࡡࠋ ὠἼ฿㐩ண ఀໃ࣭୕Ἑ‴ 16  30 ศ 㸯㹫

ᾏ㏆࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㜵Ἴሐࢆࡶ࠺ࡣࡿࠊࡑࡢ

ὠἼ฿㐩ண ᚨᓥ┴ 16  40 ศ 㸱㹫

㉺࠼࡚᮶ࡕࡷࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡼࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 16  40 ศ

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋᕧὠἼ࡛ࡍࡡࠋ

㸯㹫

ఀ⸨㸸Ẽ㇟ᗇࡢぢ࡛ࡶゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊὠ

ὠἼ฿㐩ண ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 16  40 ศ 0.5㹫

Ἴ㆙ሗࠊ⌧ᅾࡶฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊ㏆ࠊᕝࡢἙཱྀ

ὠἼ฿㐩ண ῐ㊰ᓥ༡㒊 16  50 ศ 㸯㹫

㏆ࡢ᪉ࡣࠊࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ㧗ྎࡸ㧗࠸ࣅࣝ࡞㑊㞴

ὠἼ฿㐩ண ᐑᓮ┴ 17  00 ศ 㸰㹫

ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋỴࡋ࡚ᵝᏊࢆぢᾏ㏆࡙࠸ࡓࡾࡋ࡞࠸

ὠἼ฿㐩ண ⛅⏣┴ 17  00 ศ 0.5㹫

࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 17  10 ศ 㸰㹫

11㸸02

㛗ᒸ㸸᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋඛ࠾ఏ࠼ࡋࡓ

ὠἼ฿㐩ண ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ 17  10 ศ 㸰

(11㸸05)

ᶓᕷࡢ࣮࣎ࣜࣥࢢሙࡢᒇ᰿ࡀⴠࡕࠊ࠾ࡼࡑ 10 ேࡀୗ

㹫

ᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᾘ㜵࡞

ὠἼ฿㐩ண ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ 17  10 ศ 㸰

ࡀᩆຓάືࢆ⾜࠸ࠊဨᩆຓࡉࢀࠊู᮲ࡣ࡞࠸

㹫

ᆅ㟈㏿ሗ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᶓᕷࡢ࣮࣎ࣜࣥࢢሙࠊဨᩆຓࡉࢀࠊ ὠἼ฿㐩ண ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 17  10 ศ 㸯㹫
ὠἼ฿㐩ண ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ 17  10 ศ 㸯

ู᮲ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ࡛ࡣ⥆࠸࡚ࠊᒾᡭࡽ࠾ఏ࠼࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 㹫
16

11㸸24

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᒾᡭ┴࡛ࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀ

ὠἼ฿㐩ண ᮾᓥᆅ᪉ 17  10 ศ 㸯㹫

ᒾᡭ㹇㹀㹁

ฟࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊࡁ࡞ὠἼࢆࡍ࡛ほ

ὠἼ฿㐩ண 㜰ᗓ 17  10 ศ 0.5㹫

ᐑྂᕷฟᓮ

ὠἼ฿㐩ண රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 17  10 ศ 0.5

ᇧ㢌

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑ

ྂ

࡛ࠊ᭱Ἴࡀ㸲m ௨ୖࠊ⯪Ώ

▼

࡛ 4.1m ௨ୖ࡛ࡍࠋ⌧ᅾᫎീࡀࢀࡲࡋࡓࡀࠊࡈぴ

࡛ 3.2m ௨ୖࠊ㔩

㹫

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀࠊᒾᡭ┴ᐑྂᕷࡢฟᓮᇧ㢌㸦ࡩ࠺㸧 ὠἼ฿㐩ண 㮵ඣᓥ┴す㒊 17  20 ศ 㸯㹫
ࡢᫎീ࡛ࡍࠋࡇࡇࡣ㨶ᕷሙࡸ⏘┤タ࡞ࡀ࠶ࡾࡲ

ὠἼ฿㐩ண ᪂₲┴ୖ୰ୗ㉺ 17  30 ศ 0.5㹫

ࡍࠋࡑࡢ㥔㌴ሙṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓぢࡽࢀࡿ㌴ࡀࠊὠἼ

ὠἼ฿㐩ண ᐩᒣ┴ 17  30 ศ 0.5㹫
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16

12㸸16

ࡼࡗ࡚ࡁࡃὶࡉࢀࡲࡋࡓࠋ༗ᚋ㸱㐣ࡂࡢᫎീ࡛

ὠἼ฿㐩ண ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 17  30 ศ 0.5㹫

ࡍࠋᒾᡭ┴ᐑྂᕷ࡛ࠊฟᓮᇧ㢌Ṇࡵ࡚࠶ࡗࡓ㔞ࡢ㌴

ὠἼ฿㐩ண Ἀ⦖┴ᆅ᪉ 17  40 ศ 㸯㹫

ࡀࠊὠἼࡼࡗ࡚ὶࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ฿㐩ண ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 17  50 ศ 㸯

ࡇࡢࠊᒾᡭ┴㔩▼ᕷ࡛ࡶࠊ ࡞࡛ከᩘࡢ㌴ࡀᾏ

㹫

ὶࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୕㝣ἢᓊ㒊࡛ࡣࠊ ࡀᾐỈࡋ

ὠἼ฿㐩ண ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ 18  10 ศ 㸯

࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ┴ෆࡢ⿕ᐖ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᒾᡭ┴┒ᒸ

㹫

ᕷෆ࡛ࡣࠊ㸱࢝ᡤ࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ ὠἼ฿㐩ண ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 18  20 ศ 0.5

12㸸51

13㸸26

ᮾ㟁ຊᒾᡭᨭᗑࡼࡾࡲࡍࠊ┴ෆࡰᇦ࡛㟁ࡀ

㹫

Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀకࡗ࡚┴

ὠἼ฿㐩ண 㛗ᓮ┴す᪉ 18  30 ศ 0.5㹫

ෆࡢ㐨㊰࡛ࡣࠊಙྕᶵࡀື࠸࡚࠸࡞࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲ

ὠἼ฿㐩ண ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ 18  30 ศ 0.5㹫

ࡍࠋ┒ᒸᕷෆ࡛ࡶࠊಙྕᶵࡀࢇື࠸࡚࠸࡞࠸࠸

ὠἼ฿㐩ண 㤶ᕝ┴ 18  40 ศ 0.5㹫

࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᭷࣭᫂ඵ௦ᾏ 19  10 ศ 0.5㹫

ࡲࡓࠊ㏻ሗ࡛ࡍࡀࠊ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡢ᪂ᖿ⥺ࠊᅾ᮶⥺ࠊ ὠἼ฿㐩ண ᒸᒣ┴ 19  30 ศ 0.5㹫
㹇㹅㹐ᒾᡭ㖟Ἑ㕲㐨ࠊ୕㝣㕲㐨࠸࠺⚾㕲ࠊࡍ࡚㐠㌿

ὠἼ฿㐩ண ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 20  10 ศ 0.5

ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊⰼᕳ✵

㹫

ࡣ⌧ᅾ㛢㙐ࡉࢀ࡚

࠸ࡲࡍࠋ┴⥲ྜ㜵⅏ᐊࡼࡾࡲࡍࠊᆅ㟈కࡗ࡚ࠊ┒

ὠἼ฿㐩ண ᗈᓥ┴ 21  00 ศ 0.5㹫

ᒸᕷࡸ㔩▼ᕷ࡞࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛

ὠἼ฿㐩ண బΏ 22  30 ศ 0.5㹫

ࡍࠋࡲࡓᐑྂᕷ⏣⪁ࡸᒣ⏣࡛ࡣࠊὠἼ࡛ఫᏯ⿕ᐖࡀฟ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡔ⿕ᐖ㛵ࡍࡿヲࡋ࠸ሗࡣ

16  04 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.8

ධࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 20km

ࡲࡓࠊᒾᡭ┴ᒾᡭ⏫࠸࠺ࡇࢁࡢ㐨㊰ࡀࠊ」ᩘ⟠ᡤ㝗

㟈ᗘ㸲 ୍㛵ᕷ

ἐࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㐨㊰ࡶᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡲ

㟈ᗘ㸱 ᖹෆ⏫ ඵᡞᕷ ᡞ⏫ භᡞ⏫ ᮾ⏫ ୕

ࡍࠋᒾᡭ┴࡛ࡣࠊἢᓊ࡛ὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ ᡞ⏫ ᡞ⏫ 㟷᳃༡㒊⏫ 㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ⏫ ᐑ
ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭ┴ᐑྂᕷࡢฟᓮᇧ㢌ࡢᫎ

ྂᕷ ஂឿᕷ 㔝⏣ᮧ ⯪Ώᕷ 㔩▼ᕷ ┒ᒸᕷ 

ീ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸱㐣ࡂࡢᫎീ࡛ࡍࠋὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓࡁࠊ ᡞᕷ 㞸▼⏫ ἑᮧ ඵᖭᖹᕷ ⰼᕳᕷ ୖᕷ 㔠
ࡇࡇࡣ㨶ᕷሙࡸ⏘┤タࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ㥔㌴ሙ

ࣨᓮ⏫ ᖹἨ⏫ ዟᕞᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ

Ṇࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓぢࡽࢀࡿ㔞ࡢ㌴ࡀࠊὠἼ࡛ࡈぴࡢ

Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ᕝ⏫ ⛅⏣ᕷ ᕷ

ࡼ࠺ࡁࡃὶࡉࢀࡲࡋࡓࠋᐑྂᕷ௨እ࡛ࡶࠊ㔩▼ᕷ࡛
ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࠊከᩘࡢ㌴ࡀᾏὶࡉࢀ࡚࠸ࡿ⿕ᐖࡀ
ฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୕㝣ἢᓊ㒊࡛ࡣࠊ ࡀᾐỈࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
14㸸13

ࡲࡓࠊᒾᡭ┴࡛ࡣࠊ㐩ቑ▱ࡀࠊே᭱ඃඛ࡛ᑐᛂࢆ
ᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴ᗇࡶ㟁࡛ࠊ⌧ᅾ⮬ᐙⓎ㟁ษ
ࡾ᭰࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㔩▼ᕷࡢ࢜ࣝࢱ࣮࣑ࢼ࡛ࣝࡣࠊ㐃⤡
ࡀྲྀࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴㔩▼ᕷ࡛
ࡣࠊ࢜ࣝࢱ࣮࣑ࢼࣝ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

14㸸38

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࠊ┒ᒸᕷෆࡢᵝ
Ꮚ࡛ࡍࠋࡁ࡞ᦂࢀࡀ㛗࠸㛫⥆ࡁࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴ෆ࡛
ࡣࠊ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴ࡢἢᓊ༡㒊ࠊ

ෆ㝣㒊ࠊෆ㝣༡㒊࡛ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࠊࡲࡓࠊᒾᡭ┴ࡢἢᓊ
㒊࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸳ᙉࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋἢᓊࡣὠἼ㆙

ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊඛࡈ
ぴ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᐑྂᕷࡢᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡈぴ࠸
ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࠊᒾᡭ┴ᐑྂᕷࡢሗ
࣓࢝ࣛࡢᫎീ࡛ࡍࠋ
15㸸20

ࡍ࡛ᐑྂᕷࡣࠊ༗ᚋ㸱 21 ศ㸲m ௨ୖࡢ᭱Ἴ
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ࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊἢᓊ༡㒊ࡢ⯪Ώᕷࡣ༗ᚋ
㸱 15 ศࠊ3.2m ௨ୖࡢ᭱Ἴࡀࠊ㔩▼ᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱
 21 ศࠊ4.1m ௨ୖࡢ᭱Ἴࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ
┴ἢᓊ࡛ࡣࠊ᭱ 10m ࡢ࡞ࡾ㧗࠸ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚
᮶ࡿண
16

࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15㸸58

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊඛࡢ

(17㸸04)

ᆅ㟈࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4 ಟṇࡉ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࢀࡲࡋࡓࠋᬻᐃ್࡛ࡍࡀࠊ8.4 ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

16  15 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ఀ⸨㸸ྎ✵

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡

ࡢᵝᏊ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊἼࡀᢲࡋᐤࡏ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

࡚ࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊ㉮㊰ࡢୖࡣࡍ࡚Ἴ࡛そࢃࢀ࡚࠸

㒊

ࡿࡼ࠺࡞≧ែࠊඛ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ࡞ࡾࡸࡣࡾὠ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷

Ἴࡢ㏿ࡉ࠸࠺ࡢࡣ㏿࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡣࠋ

ὠ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓

ᓥᓮ㸸ὠἼࡢຊ࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖࡁ࠸ࡢ࡛ࠊᬑ㏻ࡢἼ

ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

ࡣ㐪࠸ࡲࡍࠋᾏ⮬యࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿࡢ࡛ὥỈ࡞

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺࣓࣮ࢪ࡛ࠊ᪩ࡃ㏨ࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 16  15 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
16㸸36

ఀ⸨㸸ඛ࡛ࡍࡀࠊ༓ⴥࡢୖ✵ࡽぢࡓᫎീ࡛ࡣࠊ▼

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࠊⅆ⅏ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀ

ᰣᮌ༡㒊

ࡶࠊఱࡇࡢᆅ㟈ࡢ≉ᚩ࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ
ᓥᓮ㸸㠀ᖖつᶍࡀࡁ࠸ࠋせࡍࡿࠊࢼ࣐ࢬࡉࢇࡀ

ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊

ࡁ࠸ゝ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ㟈※ᇦࡀ㠀ᖖࡁ࠸ࠊ ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊
ฟ࡚᮶ࡿἼࡢ୰ࡣࠊ㠀ᖖࡺࡗࡃࡾࡋࡓἼࡀධࡗ࡚ࡃ
ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࢆ㛗࿘ᮇᆅ㟈ືࢇ࡛ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊࡘ࠸᭱㏆ᘓ⠏Ꮫࡀሗ࿌ࢆࡋ࡚ࠊ㛗࿘ᮇᆅ㟈ືᙅ
࠸ᵓ㐀≀ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡶゝࡗࡓࡤࡾ࡛
ࡍࡋࠊ๓ࠎࡽ▼Ἔࢱࣥࢡࡔࠊࡺࡗࡃࡾᦂࢀࡿࡶࡢࠋ
ゎㄝ㸯㸸㧗ᒙࣅ࡛ࣝࡍࠋ
ᓥᓮ㸸㧗ᒙࣅࣝࠋࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡶ࠺୍ᅇぢ
┤ࡋࡓ࠺ࡀ࠸࠸࠸࠺ࡼ࠺࡞ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡉ࡞
ࠊࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
17㸸27

ゎㄝ㸯㸸࡞ࡾ㛵ᮾࡶᦂࢀࡀ㛗ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀ
ࡶ㛗࿘ᮇᆅ㟈ືࡸࡗࡥࡾࠋ
ᓥᓮ㸸࠼࠼ࠋ㛵ᮾᆅ᪉ࡣ࡛ࡍࡡࠊ࠸ࢃࡺࡿࢢࣛࢫࡢ୰
ࣉࣜࣥࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋᰂࡽ࠸ࠋ
ᓥᓮ㸸ᰂࡽ࠸ࡶࡢࡀሀ࠸ࡶࡢࡢ୰ධࡗ࡚࠸࡚ࠊሀ࠸
ࡶࡢࡀᦂࢀࡿࠊࡕࡻࡗᦂࢀࡿࠊᰂࡽ࠸ࣉࣜࣥࡣ
ࡶ࠺ࡪࡿࡪࡿࠊࡪࡿࡪࡿ㛗ࡃᦂࢀࡿࠋࡁࡃᦂࢀࡿ
ࡶࠊ㠀ᖖ㛗ࡃᦂࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ㧗ᒙࣅࣝ࠸ࡽࡋࡓ᪉
ࡣࠊ࡞ࡾᜍᛧឤࢆࢃࡽࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㛗ᒸ㸸ࡲࡓࠊሗࡣධࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ࢚࣮ࣞ࣋
ࢱ࣮ࡀࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

16

17㸸59

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋ㛫ࡶ࡞ࡃⳢ⥲⌮⮧ࡢぢࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢ๓ࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢሗࢆࡲࡵ࡚࠾ఏ
࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࡢ
ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊᐑᇛ┴㒊ࡢᰩཎ
ᕷ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࡇࡢᆅ㟈⥆࠸࡚ࠊ
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ᆅ㟈㏿ሗ

༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀ࡛ࡶ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡍ

ࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ 80kmࠊ࣐ࢢ
ࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4ࠊࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠊⲈᇛࡢ࠺ࡣ 7.4 ࡛
ࡍࡡࠋ7.4 ᥎ᐃࡉࢀࠊⲈᇛ┴㖝⏣ᕷ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࢆ
ほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡶ᩿⥆ⓗవ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲ

ࡍࠋ
16

18㸸43

ఀ⸨㸸ὠἼࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡶ࠺୍ᗘὠἼࡢ㧗
ࡉ࡞ࡢሗࡢ⏬㠃ᡠࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⚟ᓥ┴┦㤿ࠊ᭱Ἴࡀ㸵m30 ௨ୖ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㸱
 50 ศࠊ㸵m ࢆ㉺࠼ࡿὠἼࢆほ
࡛ࡣ㸲m ௨ୖࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㔩▼

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㛗ᒸ㸸ὠἼ㆙ሗࡀᚨᓥ┴ࡲ࡛ᣑࡉࢀࡲࡋࡓࠋὠἼ
㆙ሗࡀᚨᓥ┴ࡲ࡛ᣑࡉࢀࡲࡋࡓࠋኴᖹὒἢᓊࠊࡎࡽࡗ
㉥ࡃⅬᏐࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ㟼ᒸࠊḷᒣࡶࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ࢚ࣜࡀᗈࡀ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᑐ㇟࢚ࣜࡢᾏᓊ㏆ࡃࡸࠊᕝࡢἙཱྀ㏆
࠸ࡿேࡣࠊ┤ࡕࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ㧗ྎࡸ㸱㝵௨ୖࡢࠊ
࡞ࡿࡃ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞࡛࡛ࡁࡓ㡹࡞ᘓ≀ࡢ
㸱㝵௨ୖ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
19㸸32

㛗ᒸ㸸ᨻᗓࡢᑐᛂࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㜵⾨┬ࡣᐑᇛ┴▱
ࡽࡢ⅏ᐖὴ㐵せㄳࢆཷࡅࠊ⮬⾨㝲ဨࢆὴ㐵ࡋࡓࠊ
࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡸⰄ⯲ࢆᮾᆅ᪉ὴ㐵ࡋࡲࡋࡓࠋὴ㐵ࡋ
ࡲࡋࡓࠋ㜵⾨┬࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸰 50 ศࠊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࢆ
タ⨨ࡋࠊἑ㜵⾨⮧ࡽ⿕ᐖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ㛵ಀࡍࡿ
⮬య⥭ᐦ㐃⤡ࢆྲྀࡿࡼ࠺ࠊᣦ♧ࡀఏ࠼ࡽࢀࡲࡋ
ࡓࠋ
ఀ⸨㸸ྎᕷෆࡢᕝ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣᾏࡢ࠺ࡽ
ࡲࡕࡢ୰ࡢ࠺Ἴࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡢࡀࡈぴ࠸ࡓ
ࡔࡅࡲࡍࠋ

20㸸13

16

ゎㄝ㸯㸸ࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࠋࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࠋ

࣊ࣜࢥࣉࢱ

ఀ⸨㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࡢ≧

࣮୰⥅࣭ࢹ

ἣ࡛ࡍࡡࠋ༓ⴥ┴ࡢࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ⌧ᅾ

ࢬࢽ࣮ࣛ

ࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ

ࣥࢻୖ✵

20㸸22

࣊ࣜ㸸⌧ᅾࡇࡕࡽṇ㠃ධࡾཱྀ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽ࡛ࡣࠊᩘከࡃ

(20㸸56)

ࡢேࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖ✵࡛ぢࡿ㝈ࡾࠊࡋࡷࡀࡳ㎸

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࢇ࡛࠸ࡿே᪉ࡶぢࡽࢀࠊぢཷࡅࡽࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾிࢹ

16  15 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.8

ࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ࠶ࡾࡲࡍ㥔㌴ሙ࡛ࡣࠊᾮ≧⌧㇟ࡀ㉳

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ⣙ 10km

ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖ✵ࡽࡶࠊᾮ≧⌧㇟ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋ ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ
16

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

21㸸02

ఀ⸨㸸⌧ᅾࠊ༓ⴥ┴ࡢࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࡢୖ✵ࡢᫎീࢆ

㟈ᗘ㸲 㒆ᒣᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧ

(21㸸04)

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋධࡾཱྀ๓ࡢᗈሙࡣࠊࡓࡃࡉࢇ

ᕷ ࠸ࢃࡁᕷ ႐ከ᪉ᕷ ☬Დ⏫ ⊦ⱑ௦⏫ ὠᆏ

ࡢேࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊୖ✵ࡽࡢ

ୗ⏫ ᕝᮧ ὠ⨾㔛⏫ ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿

ሗࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊ㥔㌴ሙ㏆࡛ࡣࠊᾮ≧⌧

ἑ⏫

㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ゎㄝ㸯㸸ࡇࡇࡣᇙࡵ❧࡚ᆅ࡛ࡍࡽࠊᾮ≧ࡣ㉳ࡁࡸࡍ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

࠸ࠋࡇࢀࡔࡅ㟈※ࡽ㞳ࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊࡇࢇ࡞ᾮ≧ࡀ

ᰣᮌ༡㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ

㉳ࡁࡿࡶࡢ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ

୰㒊 ᗉෆ

ᓥᓮ㸸㉳ࡁࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

16

21㸸22

㛗ᒸ㸸༓ⴥ┴ᾆᏳᕷࡢࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊ㥔㌴ሙ࡛

⩌㤿㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ

ᾮ≧⌧㇟ࡀ㉳ࡁࡓࡳࡽࢀࠊỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸

㒊 ༓ⴥす㒊 ⚄ዉᕝᮾ㒊 ୰㉺ ୗ㉺ 㛗㔝୰㒊

࠺ࡇ࡛ࡍࠋࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࡢ㥔㌴ሙ࡛ࠊᾮ≧⌧㇟
ࡀ㉳ࡁࡓぢࡽࢀࠊ㥔㌴ሙࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ᮶࡚
࠸ࡓࠋ
ゎㄝ㸯㸸ぢ࠼ࡲࡍࡡࠋᕥࡢ㥔㌴ሙࡢࡇࢁࡀ㒊ࠋࡣ࠸ࠋ
ఀ⸨㸸㥔㌴ሙࡢ㌴ࢆṆࡵࡿࢫ࣮࣌ࢫࡢࣛࣥࡀᾘ࠼࡚࠸
ࡿࡢࡀࠊࡇࢀࡣᾮ≧ࡢࡋ࡚࠸ࡿࠊᾮ≧⌧㇟ࡀぢࡽࢀ
ࡿࡇࢁ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᓥᓮ㸸ୗࡽἾỈࡀ྿ࡁୖࡆ࡚ࡁ࡚ࠋ
ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ࢜ࣞࣥࢪⰍࡢࣛࣥࡀࡇࡢⓑࡗࡱ࠸ᾮ≧
ࡋࡓἾࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡣ࠸ࠊࡑࢀ࡛ࠊ࠶
ࡩࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
22㸸03

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ༓ⴥ┴ࡢᾆᏳᕷࠊࢹࢬࢽ࣮
ࣛࣥࢻࡢධࡾཱྀ㏆ࠊ㥔㌴ሙࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋᾮ≧⌧㇟ࡀ
㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ࡑࢀ࡛ࡣྎࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽࠊ᪂ࡋ࠸ሗࢆఏ࠼
࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ

16

22㸸17

ࢼ㸸…ࡲࡓධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊὠἼࡀⓎ⏕ࡋ࡚

ྎ㹒㹀㹁

࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊἙཱྀ㏆ࠊࡑࡋ࡚ྎ✵

ࢫࢱࢪ࢜

ࠊࡶࡕࢁࢇ

‴

ࡣὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ⿕ᐖࡀࡍ࡛ฟ࡚࠸ࡲ

ྎ✵

ࡍࠋ
22㸸32

ྎ✵

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣᬑẁࡣࠊ㣕⾜ᶵࡀ㧗ᗘࢆୗ

ࡆ࡚ࠊ㛫ࡶ࡞ࡃࠊ࠶ࠊࡍ࡛✵

ࡢタࡢ㒊ศࡀࠊὠἼ

ࡢࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡇࢀࡣඛྎ
✵

ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡓ▐㛫ࡢᫎീࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚

࠾ࡾࡲࡍࠋ㉮㊰࡛ࡍࠋୗࠊྑୗ࣮࣎ࣜࣥࢢࣈࣜࢵ
ࢪࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᬑẁࡣ㉮㊰࡛ࡍࠋ⌧ᅾྎ✵
ࡣ㛢㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚࣮࢝ࢦ㌴୧ࡀࠊࡍ࡛ὠ
Ἴ㣧ࡳ㎸ࡲࢀࡓᵝᏊࢆࠊࡇࢀࡣඛ฿㐩ࡋࡓᵝᏊ࡛
ࡍࡅࢀࡶࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
23㸸11

ྎ✵

ࡀࠊὠἼࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ

࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋ࡚බඹ㏻ᶵ㛵ࡶࠊࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ
࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶࠶ࠊࡍ࡛㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶࡈ
ぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊྎ✵

ࡣὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡲࡋ

ࡓࠋὠἼࡣ⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᾏୖࠊ
ᾏᓊ㏆㏆࡙ࡃࡇࡣኚ༴㝤࡛ࡍࠋỈ㎶ࡽࡣࡃࢀ
ࡄࢀࡶࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㐲ࡃࡲ࡛㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᙉ࠸వ㟈
ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊẼ㇟ᗇࡣࠊᗘࡶ
ࡁ࡞వ㟈ὠἼࡀ࠶ࡿ㆙ᡄࢆࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
16

23㸸56

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋྎࡽఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊ
Ⲉᇛ┴ෆ࡛ࠊⲈᇛ┴㧗ⴗᕷ࡛㸯ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋⲈᇛ┴㧗ⴗᕷ࡛ࠊ㸯ேࡢṚ
ஸࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

24㸸10

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋᐑᇛ㒊࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋඛẼ㇟
ᗇ࡛ぢࢆ⾜࠸ࡲࡋ࡚ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4 ࠊᬻᐃ
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

࡛ࡍࡀࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4 Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗
ᚋ㸰 46 ศ㡭ࡢᆅ㟈ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4ࠊ㟈※ࡣࠊ
ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ୕㝣Ἀ࡛ࡍࠋ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ
24kmࠋ᭱㟈ᗘ㸵ࢆࠊᐑᇛ┴㒊࡛ほ

ࡋࡲࡋࡓࠋࡣ

࠸ࠋ
16

24㸸34

ࡇࡢᆅ㟈క࠸ࡲࡋ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᾏ㐨ࡽ⣖ఀ༙ᓥࡢ
࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㛗ᒸ㸸ᚨᓥࡲ࡛ᣑࡉࢀࡲࡋࡓࡡࠋ
ఀ⸨㸸ᚨᓥ┴ࡲ࡛ὠἼ㆙ሗࡀᣑࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᑐ㇟
࢚ࣜࡢᾏᓊ㏆ࡃࡸࠊᕝࡢἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉ࡣࠊࡓࡔࡕ
ࡑࡢሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ㧗ྎ࡞㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋỴࡋ
࡚ᵝᏊࢆぢᾏ㏆࡙࠸ࡓࡾࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

24㸸56

㛗ᒸ㸸ඛ⏕ࠋ᪥ᮏᾏഃࡶࡩࡃࡵࠊ᪥ᮏࢇᅜࠊὠ
ἼὀពሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠋ
ᓥᓮ㸸࠶ࡢ࠺ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ୕㝣Ἀࡀ㟈※ࡔゝ࠸ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊ㟈※ࡣࠊ୕㝣ἈࡽⲈᇛἈࡲ࡛㒊ࡀ㟈※࡛ࡍࠋ
㟈※ᇦ࡛ࡍࠋࡑࡇࡀᆅ㟈ࡢἼࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ὠἼࡢཎᅉ࡞ࡿᾏᗏࡢ㝯㉳ࠊᾏᗏࡀᣢࡕୖࡀࡿࠊࡑࢀ
ࢆ㉳ࡇࡋࡓࡇࢁ࡛ࡍࡢ࡛ࠊỴࡋ࡚୕㝣ἈࡽἼࡀ᮶࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᮾிࡣࠊⲈᇛἈࡽ᮶࡚࠸ࡿࠊ
㠀ᖖ㏆࠸ᆅ㟈ࡔ࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

25㸸29

ࡑࢀࡽࠊ㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡀࠊ㟈ᗘ㸴ᙉ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣࡓࡃࡉࢇࡢ࡛ࡍࡡࠊ⪏㟈ᛶࡢᙅ࠸ᐙࡣಽࢀࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ⿕ᐖࡀ࠶ࡿࡇ
ࢆࠊࡲࡎ㢌⨨࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

25㸸46

ゎㄝ㸯㸸࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࠸࠺ࡢࡣࠊ᪥ᮏࡢ୰࡛ࡶ
ࡇࢀࡲ࡛᭱⣭࡛ࡍࡼࡡࠋ
ᓥᓮ㸸᭱⣭ࠋࡣ࠸ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡇࡇࡲ࡛ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ୕㝣Ἀ࡛㉳ࡁࡿ࠸࠺ࡢ
ࡣᐃࡣࠋ࠸ࢃࡺࡿᮾᾏࠊᮾ༡ᾏࠊ༡ᾏࠊ㸱㐃ືࡢࡶ
ࡢࠊࡑࡕࡽࡢ࠺ࡕࡽ࠸࠺ࠊࡇ࠺ࠊ㛵ᚰࡀ
ྥ࠸࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣணࡉࢀࡓࡇ࡞
ࢇ࡛ࡍࠋ

26㸸01

ᓥᓮ㸸࠼ࡗࠊணࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠸ࡃࡘࡢᆅ㟈ࡀࠊࡲ
ࡵ࡚㉳ࡁࡓ࠸࠺ࡢࡀᐇ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࡑࡢព࡛
ࡣࠊணࡉࢀ࡚࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠶ࡢ࠺ࠊ୕㝣
Ἀࡢᾏ⁁ࡢ༡㒊ࠊࡑࢀࡽࠊᾏ⁁㏆ࡢ࡛ࡍࡡࠊὠἼᆅ
㟈ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ㐃ືࡋ࡚㉳ࡁࡓᆅ㟈࡛ࡣ࡞࠸
ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢሗࡽᛮࢃࢀࡲࡍࠋ

16

26㸸24

㛗ᒸ㸸㛵ᮾᆅ᪉ࡢ⿕ᐖࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋⲈᇛ┴
ࡼࡾࡲࡍࠊ㧗ⴗᕷࡢᾘ㜵ᮏ㒊ධࡗࡓ㐃⤡࡛ࠊᆅ㟈
ࡢࡓࡵᘓ≀ࡢᒇ᰿ࡀᔂࢀࠊዪᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡢࡓࡵࠊ㧗ⴗᕷ࡛ࠊᘓ≀ࡢᒇ᰿ࡀᔂࢀࠊዪ
ᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

26㸸43

ࡲࡓࠊᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࡣࠊᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚ࠊ୰
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࠸ࡓ 25 ேࡀࡅࡀࢆࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡅࡀேࡢ୰
ࡣࠊព㆑࡛᫂㔜య࡞ࡗ࡚࠸ࡿேࡸࠊ㔜യ⪅ࡶ࠸ࡿ
ࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋẁ㤋ࠊព㆑࡛᫂㔜య࡞ࡗ࡚࠸ࡿே
ࡸࠊ㔜യ⪅ࡶ࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋࡲࡓᶓᕷࡢ࣮࣎ࣜࣥࢢ
ሙࣁ࣐࣮࡛࣎ࣝࠊᘓ≀ࡢᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚ࠊ࠾ࡼࡑ 10 ேࡀ
୍ୗᩜࡁ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᾘ㜵࡞ࡀᩆຓάືࢆ⾜
࠸ࠊဨ㍍യ࡛ࠊู᮲ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ఀ⸨㸸⥆࠸࡚ࠊᾏ㐨ࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
16

27㸸15

ࢼ㸸ᾏ㐨ࠊኴᖹὒἢᓊす㒊ࡶࠊ⌧ᅾὠἼ㆙ሗࡀ

ᾏ㐨㹆㹀

Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⏬㠃ୗࡽỈࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ

㹁

☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ⏬㠃ୗࡽ㐨㊰ྥࡗ࡚ࠊỈࡀὶࢀࡇ

୰⥅࣭ภ㤋

ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣ⌧ᅾࡢภ㤋ࡢᵝᏊ

ᕷෆ

࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡢภ㤋ᕷෆࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
27㸸37

࡞ࡾỈࡀࠊࡲࡕࡢ୰ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠊ㐨㊰ὶࢀ㎸
ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊὠἼࡣ฿㐩ண
้ࢆ㐣ࡂࡓᚋくࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᾏᓊ㒊
ࡸἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉ࡣࠊᚲࡎ㧗࠸ࡇࢁࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗
࠸ࡇࢁ㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㧗ྎࡸࣅࣝࡢ
㸱㝵௨ୖ࡞ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗࠸ࡇࢁࠊ㏿ࡸ㑊㞴
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼ㆙ሗ࡞ࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊἙཱྀ
㏆ࠊᾏᓊ㏆ࡣ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

28㸸07

⌧ᅾࡢภ㤋ࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋภ㤋ᕷෆࠊ
ࡲࡕࡢ୰ࡢ㐨㊰ࠊỈࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋภ㤋ᕷෆࡢ㐨㊰ࠊỈࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡲࡍࠋ࡞ࡾࠊ࡞ࡾࡢໃ࠸࡛ࠊỈࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ภ㤋᪉㠃࡛ࡶࠊኴᖹὒἢᓊす㒊ࡢྛᆅࡣࠊ㸲m ࡢὠἼ
ࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋሙᡤࡼࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ㸲m ࡼࡾࡶ
ࡉࡽ㧗࠸Ἴࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᾏᓊ
㒊ࡸἙཱྀ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸…

16

28㸸43

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ⚟ᓥ࡛ࡍࡡࠋ

⚟ᓥ㹒㹓㹄

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠊ࠼࠼ࠊ᭱᪂ࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥ

ࢸࣞࣅ࣮ࣘ

┴ࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴࡛ࡶࠊࡁ࡞ᦂࢀࢆほ

⚟ᓥᮏ♫ࠊ

ࡋࡲࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ┴ࡼࡾ
ࡲࡍࠊ┴ࡸ┴㆙ࠊ┴ࡼࡾࡲࡍࠊ⌧ᅾ⚟ᓥᕷ࡛ࡍ
ࡡࠊ⚟ᓥᕷࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶࠊࡲࡓࡁࡃᦂࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
29㸸02

వ㟈ࡀ⌧ᅾ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᫎീ
ࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢࢸࣞࣅ࣮ࣘ⚟ᓥᮏ♫ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⚟
ᓥᕷ࠶ࡾࡲࡍࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡓࡗ
ࡓ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ⚟ᓥᕷࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧
ᅾࡶవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ⚟ᓥᕷࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶᦂࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋ

29㸸19

ࡑࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡢ≧ἣ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ┴ࡼࡾࡲࡍࠊ㡲㈡
ᕝᕷ࡛Ṛ⪅㸯ྡ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋஸࡃ࡞ࡽࢀ
ࡓ᪉ࡀ㸯ே࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ㡲㈡ᕝᕷ࡛ࡍࠋヲ⣽ࡣࡲࡔศࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴ࡢⴥ⏫࡛ࡣࠊఫᏯࡀቯࡋ࡚ࠊ୰ఫẸ
ࡀ㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗ࡛ࡍࠋ
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ᐩᒸ⏫

16

29㸸40

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡢࡣࠊὠἼࡢ➨㸯
Ἴࠋ⚟ᓥ┴ࡢᐩᒸ⏫ࡢὠἼࡢ➨㸯ἼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࠾ࡼࡑ
ࡇࡕࡽࡣࠊ45 ศࡽ 50 ศ๓࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⚟ᓥ┴ࡢᐩᒸ
⏫࡛ࠊὠἼࡢ➨㸯Ἴࢆほ

ࡋࡓࡁࡢሗ࡛ࡍࠋᐩᒸ⏫

࡛ࡣࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊὠἼࢆほ
30㸸00

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠊ⚟ᓥᕷࡢࢫࢱࢪ࢜ࢆᫎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ࡞ࡾࡲࡓࡁࡃᦂࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥᕷࡢࢫࢱࢪ
࢜ࠊ⌧ᅾࠊࡁࡃᦂࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺వ㟈
ࡀࡲࡔ⥆࠸࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋࡇࡢᚋࠊⴠࡕ╔࠸࡚ⓙࡉࢇ
⾜ືࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

16

30㸸16

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋẼ㇟ᗇࡣᅇࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࠊᮾᆅ᪉ኴ

(32㸸23)

ᖹὒἈᆅ㟈ࡋࡲࡋࡓࠋඛࡢẼ㇟ᗇࡢぢࡢෆᐜࢆ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࠾ఏ࠼ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡢⓎ⾲ࡼࡾࡲࡍࠊ༗

16  30 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᚋ㸰 46 ศ㡭Ⓨ⏕ࡋࡓ୕㝣Ἀࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࠊ㟈※

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ࡢ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ 10kmࠋ㟈※ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

ࢻࡣ 8.4 ᥎ᐃࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋẼ㇟ᗇࡣᅇࡢ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᗉෆ ᒣᙧ

ᆅ㟈࡛ࠊᾏ㐨ࡽ㟷᳃ࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ༓

ᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌

ⴥࠊఀ㇋ㅖᓥࡢኴᖹὒἢᓊࡢࠊ㟷᳃ࡢ᪥ᮏᾏഃࠊࡲࡓ

㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥす㒊 ୰㉺ ୗ

㛵ᮾࡽᚨᓥ࠸ࡓࡿኴᖹὒഃ࡛ࡶࠊὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧

㉺

ࡋࡲࡋࡓࠋᚋ༙᪥ࡽ㸯᪥⛬ᗘࡣࠊὠἼࡀ⥅⥆ࡍࡿྍ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊẼ㇟ᗇࡣ㆙ᡄࢆࡧࡅ࡚࠸

16  30 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

31㸸06

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋࡍ࡛ὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡣࠊ᭱

ึࡢἼࡼࡾࡶࠊࡑࡢᚋ᮶ࡿἼࡢ࠺ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ

31㸸22

㹌ࢫࢱࢪ࢜

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊
㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᗉෆ ᒣᙧ

࠶ࡾࡲࡍࠋ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊὠἼࡢ༴㝤ࡸᚰ㓄

ᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌

ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࠊᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆࡞ࡣࠊỴࡋ࡚

㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥす㒊 ୰㉺ ୗ

㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㉺

㛗ᒸ㸸ඛ⏕ࠋࡇࡢᫎീ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊඛࡢᒾᡭ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

┴ᐑྂࡢ

ࡢᵝᏊ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊὠἼࡗ࡚ᮏᙜࡍࡈ࠸ໃ

࠸࡛᮶ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ

16  30 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ᓥᓮ㸸࠼࠼ࠋᾏ⮬యࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࡛ࠊ 㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊
ὠἼࡢἼ࠸࠺ࡇ࡛࡛ࡍࡡࠊᬑ㏻ࡢἼࡔᛮࡗࡓࡽ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊

㛫㐪࠸࡛ࠊᾏయࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁ࡚ࠊඛ➨㸯Ἴࡼࡾ

⛅⏣┴ἢᓊ༡㒊 ᗉෆ

ࡶ➨㸰Ἴࡢ࠺ࡀࡁ࠸ゝ࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ➨㸯Ἴ
➨㸰Ἴࡢ࠶࠸ࡔࡣ࡛ࡍࡡࠊఱ༑ศࡿࠋせࡍࡿࠊ
➨㸯Ἴࡀ᮶࡚ 10 ศࡔࠊ㛗࠸࠶࠸ࡔࠊࡶ࠺ࡎࡗỈ
ᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋ
31㸸56

ࡑࡢ࠶ࠊࡈ࠺ࡗゝࡗ࡚ࠊᾏయࡀᘬ࠸࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛
ࡍࡡࠋᘬ࠸࡚࠸ࡃࠊἈྜࡲ࡛㒊ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ ࡢ
ᗏࡶぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ࡓࡕ࡛ࠊࡎࡗᘬ࠸࡚࠸
ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡽࡲࡓᗘᢲࡋᐤࡏ࡚᮶ࡿࠋࡇࡢࡁࡣࠊ
୍Ẽ⾜ࡗ࡚ࠊࡔࢇࡔࢇ᮶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇ࠺࠸
࠺ࡓࡕ࡛ࠊぢ࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡓࡕ࡛᮶ࡿࢃࡅ࡛ࡍ
ࡅࠊ㠀ᖖ㏿࠸࡛ࡍࡽࠊඛ㏨ࡆ࡚࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸
ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ

32㸸17

ఀ⸨㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ᓥᓮ㸸㸰␒┠ࡣࠊ᭱ึࡼࡾࡶࡁ࠸ࡇࡀከ࠸࡛ࡍࠋࡉ
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ࡽ࡛ࡍࡡࠊࡑࢀࡀࡲࡓᘬ࠸࡚࠸ࡗ࡚ࠊࡲࡓ 10 ศࠊ20
ศࡓࡗ࡚ࡲࡓ᮶ࡿࠋࡇࢀࡀ㸱ᗘࠊ㸲ᗘࠊ㸳ᗘࠊ㸴ᗘࠊ
༙᪥ࡽ㸯᪥ࡃࡽ࠸⥆ࡃࠊ⥆ࡁࡲࡍࠋࡑࢀ࡛࠾ࡑࡽࡃࡲ
࠶ࠊ༙᪥ࡃࡽ࠸࡞ࡿࠊࡔࢇࡔࢇᑡ࡞ࡃᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚
ࡁࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㸱ᗘࠊ㸲ᗘࡃࡽ࠸ࡲ࡛ࡣࠊ᭱ึࡼࡾࡶ
ࡁ࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศὀពࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞
࠸ࠋ
ゎㄝ㸯㸸Ⓨ⏕ࡽ㸰㛫ࡃࡽ࠸ࡶ࠺ࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊࡑࢀ࡛ࡶࡲࡔࠊࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶࡁ࠸ࡢࡀ᮶ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
16

32㸸45

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋྍ⬟ᛶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸ࡲࡓࠊつᶍࡀẚ㍑ⓗࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡋࡓࡅࢀࡶࠊ
వ㟈ࡶࡸࡣࡾẼࢆࡅ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᓥᓮ㸸࠶ࡢ࠺ࠊ㸯᪥ෆࡣࠊ≉ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀࠊవ㟈ࡀ㉳
ࡇࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ࠶ࡶ㉳ࡇࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ≉ࡈ
ὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸯㸸࠶ࡢ㜰⚄㟈⅏ࡢࡁࡶࡑ࠺ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊ᭱ึࡢࡑࡢᮏ㟈࡛ࠊ࡞ࡾࣅࣝࡢᵓ㐀≀ࡀᙅࡃ࡞
ࡗ࡚ࠊࡑࡢ࠶ࡢࡑ࠺࠸࠺వ㟈࡛ಽቯࡋࡓ࡞ࢇࡶ࠶
ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢࡶẼࢆࡅࡓ࠺ࡀ࠸
࠸࡛ࡍࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ≉
㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦ࡛ࠊ୰ࡣᆅ┙ࡢᝏ࠸ࡇࢁࡶࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣᐙࡀᙅ࠸ࡇࢁࡶࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑ࠺
࠸࠺ࡇࢁࡣせࡣ≺࠸ᧁࡕⓗ࡛ࡍࡡࠊ࠶ࡕࡇࡕ࡛࠾ࡑ
ࡽࡃ⿕ᐖࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᚰ㓄ࡉࢀࡲࡍࠋ
㛗ᒸ㸸ࡉ࠶ࠊࡑࢀ࡛ࡣࠊᾆᏳᕷୖ✵ࢆ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡀ㣕
ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽఏ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

16

33㸸35

(33㸸37)

16

34㸸27

࣊ࣜ㸸ࡣ࠸ࠋ⌧ᅾ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣࠊ༓ⴥ┴ᾆᏳᕷ࠶ࡾ

࣊ࣜࢥࣉࢱ

ࡲࡍࠊࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮㏆ࡃ᮶࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࣓࣮

࣮୰⥅࣭ᾆ

ࣥ㐨㊰࡛ࡣࠊᾮ≧⌧㇟ࡀୖ✵ࡽぢ࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋᾮ≧

Ᏻᕷୖ✵

⌧㇟ࡣࠊࡶࡢࡍࡈࡃࠊṌ࠸࡚࠸ࡿேࡓࡕࡣࠊ㊊ඖࢆẼ

㟈ᗘ㸱 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊

ࢆࡅ࡚Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶぢ࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋࡇࡕࡽࠊᾆ

ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ

Ᏻୖ✵࡛ࡍࠋ࠶ࠊᖥᙇୖ✵࡛ࡍࠋᾆᏳୖ✵࡛ࡍࠋࢩࣙࢵ

㒊 ༓ⴥす㒊 ୰㉺ ୗ㉺

ࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡑࡤࡢ㐨㊰࡛ࡣࠊᾮ≧⌧㇟ࡀぢ࡚ྲྀࢀ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡲࡍࠋ

16  30 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㛗ᒸ㸸᪂ᾆᏳࡢ…

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

࣊ࣜ㸸ᾮ≧ࡣ࡞ࡾࡢࡇࡇࡽ࿘㎶࡛ࡣከࡃぢࡽࢀࡿࡇ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊

㛗ᒸ㸸ࡣ࠸ࠋඛ⏕ࠊ᪂ᾆᏳࡢ㥐ࡽ㏆࠸ࡇࢁ࡛ࡍࡅࢀ

⛅⏣┴ἢᓊ༡㒊 ᗉෆ ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ

ࡶࠊࡇࡕࡽᇙࡵ❧࡚ᆅ࡞ࡾࡲࡍࡡࠋ

㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋࡍ࡚ᇙࡵ❧࡚ᆅ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᾮ≧ࡀࡁ

༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ୰㉺ ୗ㉺

ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ఀ⸨㸸ඛࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻࡢ㥔㌴ሙࡶࡑ࠺࡛ࡋࡓࡅ

16  30 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࢀࡶࠊἾࡢࡼ࠺࡞Ỉࢆྵࢇࡔࠊ◁ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀୖࡀ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ࡗ࡚ࡁ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢࡲࡕࡢ୰ࡢ㐨㊰యࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡
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㹌ࢫࢱࢪ࢜

ᓥᓮ㸸࠼࠼ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ࠶ࡢ࠺ࠊᦂࢀࡼࡗ࡚࡛ࡍࡡࠊ 㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⛅⏣┴ἢᓊ༡㒊 ᗉෆ ᒣᙧᮧᒣ ᒣ
ᆅ㠃ࡢ୰ࡢࡇ࠺ࠊࡀࡉࡀࡉࡋࡓࡇࢁࡀワࡲࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ ᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊
ࡑࡢࡓࡵ୰ධࡗ࡚࠸ࡿỈࡀሙᡤࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ୰㉺
㠀ᖖᅽຊࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ᆅ㠃ࢃࡗ྿ࡁฟࡋ࡚ࡃࡿࠋ ୗ㉺
㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡑ࠺࠸࠺⌧㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ
16

35㸸02

35㸸40

ゎㄝ㸯㸸㜰⚄㟈⅏ࡢ࣏࣮ࢺࣛࣥࢻ࠸࠺ᇙࡵ❧࡚

16  30 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ༊ࡀࡸࡗࡥࡾྠࡌࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑ࠺ࡋ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ࡲࡍࠊࡇࢀࠊࡇࡇࡢࡑࡢᾆᏳࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ࡞ࡾ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡅ࡚ࠊᇙࡵ❧࡚ᆅࡣྠࡌ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡

ࡼ࠺࡞≧ἣࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼࡚ࡶ࠸࠸

㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⛅⏣┴ἢᓊ༡㒊 ᗉෆ ᒣᙧᮧᒣ ᒣ

ࢇ࡛ࡍࠋ

ᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋࡑࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋࡲࡓ࠶ࡢࠊࡶᕝࡔࡗࡓ

ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ୰㉺

ࡇࢁࡔࠊᇙࡵ❧࡚ᆅ௨እࡶࠊᾮ≧ࢆ㉳ࡇࡋࡸ

ୗ㉺

ࡍ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡛ࡣ㠀ᖖᦂࢀࡀࡁ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࠸ሙྜࡣࠊᘓ≀⮬యࡀỿࢇࡔࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅୗࡢᅵ⟶

16  29 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.6

ࡀୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࡾࠋせࡍࡿࠊᆅ┙ࡀᾮయ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ

㟈※ࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉࡣࡈࡃὸ࠸

࠺ࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀࡽࠊ㠀ᖖᶓࡢ᪉ྥࡎࢀࡓࡾ

ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

࡛ࡍࡡࠊ࠸ࢁࢇ࡞⿕ᐖࡀ㉳ࡇࡾࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙉ ᓮᕷ

ఀ⸨㸸ඛẼ㇟ᗇࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮾᆅ᪉ኴᖹὒ

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

Ἀᆅ㟈ࠖ࠸࠺ࡩ࠺ࠊⓎ⾲ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇ

㟈ᗘ㸳ᙉ ᐑᇛ㒊

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࢀࡣࡲ࠶ࠊ୕㝣Ἀ࡛ࡍࠊ୕㝣Ἀ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ 㟈ᗘ㸳ᙅ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ
ᮾᆅ᪉࠸࠺ྡ๓ࢆࠋ

㟈ᗘ㸲 ୕ඵୖ ᒾᡭ┴ἢᓊ㒊 ᒾᡭ┴ἢᓊ༡

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋ㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡀ㟈※࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ 㒊 ᒾᡭෆ㝣㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡

36㸸18

36㸸48

ࡑࢀ㐺ࡋࡓྡ๓ࢆࠊከศẼ㇟ᗇ࡛⪃࠼ࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ὠ ᰣᮌ㒊

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ὠ㍍㒊 ୗ ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ෆ㝣

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋ

㒊 ⛅⏣ෆ㝣༡㒊 ᗉෆ ᭱ୖ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊

ᓥᓮ㸸ᮾᆅ᪉࠸࠺㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡢኴᖹὒἈ࡛㉳ࡁ

ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ

ࡓࠋ

㒊 ༓ⴥす㒊 ᮾி 23 ༊ ⚄ዉᕝᮾ㒊 ୰㉺ ୗ㉺

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡍࡼࡡࠋ

㛗㔝୰㒊

ᓥᓮ㸸ࡑࡢయࡀᦂࢀࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋయࡀ㟈※࡞ࡗ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡚࠸ࡿࠋ㠀ᖖࡁ࡞ࠊ᪥ᮏ࡛᭱⣭ࡢ㟈※ࡢつᶍࡔ

16  29 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.6

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㟈※ࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉࡣࡈࡃὸ࠸

ゎㄝ㸯㸸ࡉࡗࡁ༡࠶ࢃࡌᕷࠊරᗜ┴ࡢῐ㊰ᓥࡢࡲࡕ࡛ࠊ ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

㸯ேࡢ㑊㞴່࿌࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙉ ᓮᕷ

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋරᗜ┴༡࠶ࢃࡌᕷ࡛ࠊఫẸ࠾

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࡼࡑ㸯ேᑐࡋ࡚ࠊ㑊㞴່࿌ࢆฟࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛

㟈ᗘ㸳ᙉ ᐑᇛ㒊

ࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙅ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋῐ㊰ࡢ༡ࡢ࠺࡛ࡣ࡛ࡍࡡࠊ༡ᾏᆅ㟈࡞

㟈ᗘ㸲 ୕ඵୖ ᒾᡭ┴ἢᓊ㒊 ᒾᡭ┴ἢᓊ༡

࡛࡞ࡾࡦ࠸⿕ᐖࡀࠊὠἼࡢ⿕ᐖࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡸ

㒊 ᒾᡭෆ㝣㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡

ࡣࡾὠἼࡀᅇࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡦࡻࡗࡋࡓࡽ℩ᡞෆᾏࡽྠ

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ὠ ᰣᮌ㒊

ࡌࡼ࠺ධࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ

㟈ᗘ㸱 ὠ㍍㒊 ୗ ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ෆ㝣

ࡔࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㒊 ⛅⏣ෆ㝣༡㒊 ᗉෆ ᭱ୖ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊

ゎㄝ㸯㸸ࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊࡇࢀࡣࡶ࠺ኴᖹὒഃ୍ᖏ࡛ࡍࡡࠊ ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ
㟼ᒸࠊࡑࢀࡽឡ▱ࠊḷᒣࡶྵࡵ࡚ࠊᅄᅜࡲ࡛࡛ࡍࠋ 㒊 ༓ⴥす㒊 ᮾி 23 ༊ ⚄ዉᕝᮾ㒊 ୰㉺ ୗ㉺
ࡋࡤࡽࡃࡲࡔࠊせࡍࡿ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ 㛗㔝୰㒊
༙᪥ࠋ㸯᪥࡛ࡍࠋ
ᓥᓮ㸸࠼࠼ࠋࡑࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࡡࠋ༙᪥ࡽ㸯᪥ࡄࡽ࠸ࠊ
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ࡢࡄࡽ࠸ࡢ⿕ᐖ࡞ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊࡕࡻࡗࡢ
ࡇࢁணࡀࡘࡁࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ50cm ࡄࡽ࠸࡛ࡶ…
16

37㸸14

㛗ᒸ㸸᪂ࡋ࠸ሗࡀࠊඛ⏕ࡍ࠸ࡲࡏࢇࠊධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
⚟ᓥ┴ⓑἙᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊ධࡗࡓ㐃⤡ࡼࡾࡲࡍࠊ⟶
ෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᅵ◁ᔂࢀ࡛ࠊ㸳ୡᖏ㸶ேࡀ⾜᪉᫂࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⚟ᓥࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍ
࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ఀ⸨㸸ᅵ◁ᔂࢀࠊᅵ◁ᔂࢀ࡛ࠊ㸳ୡᖏ㸶ேࡀ⾜᪉᫂
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
㛗ᒸ㸸⚟ᓥ┴ⓑἙᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊ධࡗࡓ㐃⤡ࡼࡾࡲࡍ
ࠊ⟶ෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᅵ◁ᔂࢀ࡛ࠊ㸳ୡᖏ㸶ேࡀ⾜᪉᫂
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ఀ⸨㸸ᘓ≀ࡢಽቯ࠸࠺⿕ᐖࡶࡶࡕࢁࢇᐃࡉࢀࡲࡍࡅ
ࠊᅵ◁ᔂࢀ࠸ࡗࡓࡇࡶ㉳ࡁ࡚…

16

37㸸50

ࢼ㸸⚟ᓥ┴ࡽሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⅏ᐖࠊ⿕ᐖࡢ

⚟ᓥ㹒㹓㹄

ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ㡲㈡ᕝᕷ࡛Ṛ⪅㸯ே࠸࠺ሗ

ࢫࢱࢪ࢜

࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊⴥ⏫࡛ఫᏯࡀቯࡋࠊ୰ఫẸࡀ㛢ࡌ
㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⚟ᓥᕷෆࡽ
୰⥅࡛࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
16

38㸸10

ࢼ㸸⚟ᓥᕷࡢ࢜ࣥ⚟ᓥ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇࡣከࡃࡢ

୰⥅࣭⚟ᓥ

࠾ᐈࡉࢇ࡛ࡂࢃ࠺ࡲࡕࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡍࠋ

ᕷ

⌧ᅾࡣࡳࡒࢀࡀ㝆ࡾࠊ㠀ᖖᐮ࠸࠸ࡗࡓኳೃ࡛ࡍࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ⚾ࡢᚋࢁࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋඛ᪥࢜ࣥ⚟ᓥ࡞ࡾ
ࡲࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡣࡁ࡞ࠕࢧࢸࠖ࠸࠺┳ᯈࢆእࡑ
࠺㊊ሙࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡄࡕࡷࡄࡕࡷᔂࢀⴠࡕ
࡚࠸ࡲࡍࠋ㊊ሙࡢୗᩜࡁ࡞ࡗࡓ㌴ࡢ࣎ࣥࢿࢵࢺࡣࡇ
ࡳࠊࡑࡋ࡚ࠊࣇࣟࣥࢺ࢞ࣛࢫࡶࡦࡧࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑ࠺
࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛ࡍࠋ
38㸸38

᭱ึࡁ࡞ᆅ㟈ࡢ࠶ࡗࡓ༗ᚋ㸰 45 ศ㡭࡛ࡍࡀࠊࡇ
ࡕࡽ࡛ࡣΰ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡓࠋࡶ࡞࠾ࠊ
࢜ࣥ⚟ᓥࡢ୰ࡣ㟁ࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊࣇࣟࡢ୰ࡣỈᾐ
ࡋࠊࡲࡓࡣࠊ≀ࡀᩓࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣ࠾ᐈࡉࢇࡶࣃࢽࢵࢡ≧ែ࡞ࡾࠊᝒ
㬆ࡀ࠶ࡕࡇࡕ࡛㣕ࡧࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠾Ꮚ
ࡉࢇࡢྡ๓ࢆྉࡪ࠾ẕࡉࢇࡢጼࡶከࡃぢཷࡅࡽࢀࡓࠊ
࠾ᗑࡢ᪉ࡀ࠾ヰࡋࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡓࡔࠊ࠾ᐈࡉࢇࡣࡍࡄ
㑊㞴ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡅࡀேࡣ࠸ࡲࡏࢇࠋ࠾ᐈࡉࢇ
ࡣ↓㑊㞴ࢆࡋ࡚ࠊࡅࡀேࡣ࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

39㸸14

ࡇࡕࡽࡢ୰࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ≉ᐙᗞ⏝ရࡸ᭹㣭㞧㈌ࡀ࠶ࡿ
㸱㝵ࡢࣇ࡛ࣟᦆയࡀ⃭ࡋࡃࠊࢇࡢ≀ࡀࢀࡓࡾ
ቯࢀ…

16

39㸸21

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣ࡛ࡍࡡࠊࡇࡕࡽࡣࠊὠἼࡢ➨㸯Ἴࡢ…

⚟ᓥ㹒㹓㹄
ࢫࢱࢪ࢜

16

39㸸24

ⶈぢ㸸ᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽࡲࡶ࡞ࡃ㸰㛫వࡾࡀ⤒㐣ࡋࡼ࠺
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡗࡓࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌟ࡢᏳ
ὀពࡋ࡚ࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡛ࡣࠊᩚ⌮
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ሗ㐨࣓࢝ࣛ

ࡋ࡚ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡶ⿕ᐖࡢሗࡀධ
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋⲈᇛ┴ࡼࡾࡲࡍࠊ㧗ⴗᕷෆ࡛ᆅ㟈
ࡢࡓࡵᘓ≀ࡢᒇ᰿ࡀᔂࢀࠊ70 ௦ࡢዪᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽࠊ㱟ࢣᓮᕷࡢᾘ㜵ࡼࡾࡲࡍࠊ
㱟ࣨᓮᕷᑎᚋ࡛ᘓ≀ࡢእቨࡀᔂࢀࠊ60 ௦ࡢ⏨ᛶࡀᚰ⫵
Ṇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
16

39㸸57

ࡲࡓࠊᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࡣࠊᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚୰
࠸ࡓ 25 ேࡀࡅࡀࢆࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡅࡀேࡢ୰
ࡣࠊព㆑࡛᫂㔜య࡞ࡗ࡚࠸ࡿேࡸ㔜യ⪅ࡶ࠸ࡿࡶࡼ
࠺࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᶓᕷࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢሙࣁ࣐࣮࡛࣎ࣝᘓ≀
ࡢᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚ࠊ࠾ࡼࡑ 10 ேࡀ୍ୗᩜࡁ࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋᾘ㜵࡞ࡀᩆຓάືࢆ⾜ࡗ࡚ࠊဨ㍍യู࡛᮲
ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽࠊ༓ⴥ┴࡛ࡶ༓ⴥᕷෆ࡛
ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚㸳ேࡀࡅࡀࠊᡂ⏣✵

࡛ࡶ㸯ேࡀࡅࡀࢆࡋ

ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
40㸸31

ࡑࡋ࡚ࠊᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊ㟷᳃
┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴ࡢᇦᒣᙧ┴ࠊᐑᇛ┴ࡢࡰᇦ
࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊ㟷᳃
┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴ࡢᇦᒣᙧ┴ࠊᐑᇛ┴ࡢࡰᇦ
࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

40㸸50

ḟࠊཎⓎࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࡼࡾࡲࡍࠊ༗
ᚋ㸰 46 ศ⌧ᅾࠊᐑᇛ┴ࡢዪᕝཎⓎࡣ㸯ྕᶵࡽ㸱ྕ
ᶵࠊࡍ࡚ࡢཎᏊ⅔ࡀ㐠㌿ࢆṆࡋࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥ➨୍ཎ
Ⓨࡣ㸯ྕᶵࡽ㸱ྕᶵࡀ㐠㌿ࢆṆࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡣ㸯
ྕᶵࡽ㸲ྕᶵࡍ࡚ࡀ㐠㌿ࢆṆࡋࡲࡋࡓࠋⲈᇛ┴ࡢ
ᮾᾏ➨Ⓨ㟁ᡤࡣ㐠㌿ࢆṆࡋࡲࡋࡓࠋ⌧Ⅼ࡛ࠊᨾ㞀
ࡸᨺᑕ⬟₃ࢀࡢሗ࿌ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

41㸸22

ḟ࢞ࢫ࡛ࡍࠋྎᕷࡼࡾࡲࡍࠊᕷෆࡢ୍㒊࡛࢞ࢫ
₃ࢀࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾி࢞ࢫࡼࡾࡲࡍࠊ
Ⲉᇛ┴᪥❧ᕷࡢ㸱㸳༓ୡᖏ࡛࢞ࢫࡢ౪⤥ࡀṆࡲࡗ࡚
࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

41㸸36

⥆࠸࡚ࠊ㟁ヰࡢᙳ㡪ࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔ
ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓᆅᇦࢆ୰ᚰ
ᅜⓗ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸࡚ࠊ⅏
ᐖᆅࡢせࠊᛴࡢ㐃⤡ࡣ㑊ࡅࡿࡼ࠺ࡧࡅ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࠊ⅏ᐖ⏝ࡢᥖ♧ᯈࢆ㐠⏝ࡋ࡚࠸࡚ࠊࣃࢯ
ࢥ࡛ࣥࡣࢻࢥࣔࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࠊᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡣ i ࣔ
࣮ࢻࡽࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㹉㹂㹂㹇ࡶ㟁
ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸࡚ࠊሗࢆ㝶ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖࢵࣉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ
ࡓࠊࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡶᮾࠊ㛵ᮾࠊᮾᾏᆅ᪉ࡢ୍㒊࡛ࡘ࡞
ࡀࡾࡃ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

16

42㸸17

ࡑࡋ࡚ࠊ㏻ᶵ㛵ࡶ㠀ᖖࡁ࡞ᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

(44㸸28)

ࡲࡎࡣࠊ㕲㐨࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊ㹈㹐ࡼࡾࡲࡍࠊ 㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ
ᒣᡭ⥺ࢆྵࡴ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࡣࡍ࡚㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ

16  38 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.9

࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⚾㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊி⋤⥺ࠊᑠ⏣

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉ⣙ 30km

ᛴ⥺ࠊᮾᛴ⥺ࠊᮾி࣓ࢺࣟࠊ㒔Ⴀᆅୗ㕲࡛ࡶ⥺࡛㐠㌿
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ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ⫋ဨࡀṌ࠸࡚⥺㊰ࡢᏳࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࡓࡵࠊᪧࡲ࡛ࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢࡽࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
16

42㸸47

ࡲࡓࠊᮾᾏ㐨ࠊୖ㉺ࠊᮾ࡞ࡢྛ᪂ᖿ⥺ࡶ⥺࡛㐠㌿
ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡶ࡞ࡃᖐᏯ㛫ࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵࠊ
ᖐᏯࡢ㊊ࡢࡁ࡞ΰࡀணࡉࢀࡲࡍࠋ

42㸸59

⥆࠸࡚ࠊ㐨㊰ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ㐨㊰㏻ሗࢭࣥࢱ࣮ࡼ
ࡾࡲࡍࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡣࠊ㤳㒔㧗㏿ࢆྵࡴ㧗㏿㐨㊰ࡢ
⥺࡛㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾྡ㧗㏿ࠊ୰ኸ㐨ࠊ
㛵㉺㐨ࠊᮾ㐨ࠊᖖ☬㐨࡞࡛ࡶ୍㒊༊㛫࡛㏻⾜Ṇࡵ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

43㸸18

⥆࠸࡚ࠊ✵ࡢ౽࡛ࡍࠋ᪥✵᪥ᮏ⯟✵ࡼࡾࡲࡍࠊ
ᡂ⏣✵

࡛ࡣ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚⿕ᐖࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡂ⏣฿╔ணᐃࡢ౽ࡣࠊྡྂᒇࡸ㔠ἑ
࡞┠ⓗᆅࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᘓ≀ࡶ
⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⏝ᐈࡽࢆᘓ≀ࡢእ㑊
㞴ࡍࡿࡼ࠺ㄏᑟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
43㸸40

⩚⏣✵

࡛ࡣ୍ࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚⿕ᐖࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗ

࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㸰ᮏࡢ㉮㊰ࡢᏳࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊ
฿╔౽ࡘ࠸࡚ࡣ㡰ḟ╔㝣ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇ
ࡢࠊྎ✵

ࡣ༗ᚋ㸲๓ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸

࡚ࠊ⌧ᅾ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㟷᳃ࠊᒣᙧࠊᒾᡭࠊ
ⰼᕳࡢྛ✵
44㸸04

ࡶ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⥆࠸࡚ࠊࣇ࢙࣮࡛ࣜࡍࠋᮾிỶ⯪ࡼࡾࡲࡍࠊఀ㇋
ᓥࡽᮾிࡢ➉Ⱚྥ࠺㧗㏿⯪ࡣὠἼ㆙ᡄࡍࡿࡓ
ࡵࠊᮾி‴Ἀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢ
ࡢࣇ࢙࣮ࣜࡣ㐠⯟ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
᭱ᚋ୕⳻ᮾிࠊኻ♩ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽࡽࡣ௨ୖ࡛ࡍࠋ

16

44㸸25

㛗ᒸ㸸㏻ᶵ㛵ࡶ࡞ࡾࡢᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛

(44㸸28)

ࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 㔝⏣ᮧ

ఀ⸨㸸༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡢᗈ࠸⠊ᅖ

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷ ᮾ⏫ ᡞ⏫ 㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ

ࡅ࡚㉳ࡁࡓ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈࡛ࠊẼ㇟ᗇࡣඛࠊᆅ㟈ࡢ

⏫ ᐑྂᕷ ┒ᒸᕷ ᡞᕷ ἑᮧ ඵᖭᖹᕷ ⰼᕳ

つᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࢆ 8.4 Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ㟈※

ᕷ ୍㛵ᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ Ⓩ⡿ᕷ ᓮ

44㸸48

45㸸08

ᆅࡣ୕㝣Ἀ࡛ࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ 10 ࢟ࣟࠊᐑᇛ┴㒊ࡢᰩ

ᕷ ྡྲྀᕷ ▼ᕳᕷ ᯇᓥ⏫

ཎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵ࢆほ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ࡲࡓࠊࡇࡢᆅ㟈⥆࠸࡚ࠊ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀ

16  38 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.9

࡛ࡶ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉ⣙ 30km

ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᆅ㟈ࡢ

ᙉࡉࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.4 ᥎ᐃࡉࢀࠊⲈᇛ┴㖝

㟈ᗘ㸲 㔝⏣ᮧ

⏣ᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷ ᮾ⏫ ᡞ⏫ 㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᚋࡶࠊ᩿⥆ⓗ

ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ༑ศⓙࡉࢇࠊࡈὀពࡃࡔࡉ

⏫ ᐑྂᕷ ┒ᒸᕷ ᡞᕷ ἑᮧ ඵᖭᖹᕷ ⰼᕳ

࠸ࠋ

ᕷ ୍㛵ᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ Ⓩ⡿ᕷ ᓮ

᭱ึࡢ୕㝣Ἀࡢᆅ㟈࡛Ẽ㇟ᗇࡣࠊᾏ㐨ࡽ㟷᳃ࠊᒾᡭࠊ ᕷ ྡྲྀᕷ ▼ᕳᕷ ᯇᓥ⏫
ᐑᇛࠊ⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ༓ⴥࠊఀ㇋ㅖᓥࡢኴᖹὒἢᓊࡢࠊ
㟷᳃ࡢ᪥ᮏᾏഃࠊࡲࡓ㛵ᮾࡽᚨᓥ⮳ࡿኴᖹὒഃ࡛ࡶ
ὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡲࡋࡓࠋ

45㸸25

㹌ࢫࢱࢪ࢜

Ẽ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ᪤ὠἼࡢ฿㐩ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣᒾᡭࠊᐑᇛࠊ
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⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ༓ⴥࡢ༑㔛࣭እᡣ࡛ 10m ௨ୖ࡞ࡗ
࡚࠸࡚ࠊᚋࡶࡁ࡞ὠἼࡀ᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ἢᓊࡢ᪉ࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾἢᓊࡽ㞳ࢀࠊᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡣ࠸ࠋ
16

45㸸48

㛗ᒸ㸸ࢫࢱࢪ࢜ࡣࠊᆅ㟈ண▱㐃㛗ࡢᓥᓮඛ⏕࠾㉺
ࡋ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊඛ⏕ࠊ࠾࠸ࡶᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ࠶ࡢ࠾࠸ࡢᆅ㟈᪥ࡢᆅ㟈ࡢ㛵
㐃ࡣ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᓥᓮ㸸ࡽ⪃࠼ࢀࡤࠊ࠾࠸ࡢᆅ㟈ࡣ๓㟈࠸࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ

46㸸06

ࡓࡔࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ⮬ศࡀ๓㟈࡛࠶ࡿ࠸࠺
ࡇࢆ࡛ࡍࡡࠊ♧ࡍࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ㉳ࡁ
࡚ࠊ๓㟈࠸࠺ࡢࡣุ᩿ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㛗ᒸ㸸๓㟈࠸࠺ࡢࡣ๓ࡢᆅ㟈࠸࠺…
ᓥᓮ㸸๓ࡢᆅ㟈࡛ࡍࡡࠋ
ఀ⸨㸸ᮏ㟈ࡀ࠶᮶ࡿࡗ࡚࠸࠺ࠊࡑࡢ๓ࠋ
ᓥᓮ㸸ᮏ㟈ࡢ๓᮶ࡿࠋ࡛ࡍࡽࠊ๓㟈࡛࠶ࡿࡗ࡚ࡇ
ࡀศࢀࡤࠊࡇࡢ࠶ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ᮶ࡿ࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ
ศࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ๓㟈ࢆ࠸ࡃࡽㄪ࡚ࡶ⮬ศࡀ๓
㟈࡛࠶ࡿᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡣศࡽ࡞࠸
ヂ࡛ࡍࡡࠋ

46㸸35

ࡋࡋࠊࡽ⪃࠼ࢀࡤ࠶ࢀࡀ๓㟈࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃᗘࡢ
ᆅ㟈ࡣࡑࡢࡈࡃ㏆ࡃࡽ◚ቯࡀጞࡲࡗ࡚ࠊࡽ༡ࡎ
࠺ࡗࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃⲈᇛ┴ࡢἈࡄࡽ࠸ࡲ࡛
ࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊἼࡋ࡚ࡣ༡ࡢ᪉ࡁࡃᦂࢀࡀ
᮶࡚ࠊᮾி‴ἢᓊࡢࢱࣥࢡࡔ࠶ࡿ࠸ࡣ㧗ᒙࣅࣝࡔ
ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡿࠊࡲ࠶ࠊࡑ࠺࠸࠺
ᆅ㟈ࠋ

47㸸01

ࡘࠊ㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡀ㟈ᗘ㸴ᙉ࡞ࡗ࡚ࡲࡍࡢ࡛ࠊ⪏
㟈ᛶࡢᙅ࠸ᐙ㛵ࡋ࡚ࡣ࡞ࡾࠊከᩘಽࢀ࡚ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡲࡔࡲࡔࡇࢀࡽ⿕ᐖࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ᚰ㓄ࡉࢀࡲࡍࠋ

16

47㸸15

ఀ⸨㸸ࡣ࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊほ

(47㸸19)

ὠἼࡢ㧗ࡉ࡞ࢆ࠾ఏ࠼࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ┦㤿࡛ࡣ㸱 50

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ศ㸵m30cm ௨ୖࡢὠἼࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ㔩▼ࠊᐑྂ

16  45 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࡞࡛ࡣ㸲m ௨ୖࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὙ࡛ࡶ

㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥ┴ᮾ㒊

3.9m ࡢὠἼࢆほ
16

47㸸38

ࡋࡲࡋࡓ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㛗ᒸ㸸⿕ᐖࡢሗࠊධࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴ⓑἙᗈ

16  45 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᇦᾘ㜵ᮏ㒊ධࡗࡓ㐃⤡ࡼࡾࡲࡍࠊ⟶ෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ

㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥ┴ᮾ㒊

ᅵ◁ᔂࢀ࡛ࠊ㸳ୡᖏ㸶ேࡀ⾜᪉᫂࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋ
47㸸50

ࡲࡓࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡶ⿕ᐖࡢሗࠊධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⲈᇛ┴
ࡼࡾࡲࡍࠊ㧗ⴗᕷෆ࡛ᆅ㟈ࡢࡓࡵᘓ≀ࡢᒇ᰿ࡀᔂ
ࢀࠊ70 ௦ࡢዪᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽ
ࠊ㱟ࣨᓮᕷࡢᾘ㜵ࡼࡾࡲࡍࠊ㱟ࣨᓮᕷᑎᚋ࡛ᘓ≀
ࡢእቨࡀᔂࢀࠊ60 ௦ࡢ⏨ᛶࡀᚰ⫵Ṇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
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࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
16

48㸸11

ࡲࡓࠊᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࡣࠊᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚ࠊ୰
࠸ࡓ 25 ேࡀࡅࡀࢆࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡅࡀேࡢ୰
ࡣࠊព㆑࡛᫂㔜య࡞ࡗ࡚࠸ࡿேࡸ㔜യ⪅ࡶ࠸ࡿࡶ
ࡼ࠺࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᶓᕷࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢሙࣁ࣐࣮࡛࣎ࣝᘓ
≀ࡢᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚ࠊ࠾ࡼࡑ 10 ேࡀ୍ୗᩜࡁ࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋᾘ㜵࡞ࡀᩆຓάືࢆ⾜࠸ࠊဨ㍍യู࡛᮲
ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽࠊ༓ⴥ┴࡛ࡶ༓ⴥᕷෆ࡛
ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡚㸳ேࡀࡅࡀࠊᡂ⏣✵

࡛ࡶ㸯ேࡀࡅࡀ

ࢆࡋࡓ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
16

48㸸44

ఀ⸨㸸ࡇࡢᆅ㟈ࡼࡾࡲࡋ࡚ࠊᾏ㐨ࡽᮾᆅ᪉ࠊ㛵
ᮾᆅ᪉ࠊࡑࡋ࡚ᚨᓥ┴ࡢἢᓊࡲ࡛ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋὠἼࡣ᭱ึࡢἼࡼࡾࡶࠊ㸰ᅇ┠ࠊ㸱ᅇ┠ࡢ᪉ࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㆙ሗࡸὀពሗࡀゎ㝖ࡉࢀ࡚ὠ
Ἴࡢ༴㝤ࡸᚰ㓄ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࡣࠊᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆
࡞ࡣỴࡋ࡚㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

49㸸08

㛗ᒸ㸸ᗈ࠸⠊ᅖὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡢࠊ
฿㐩ࡋࡓὠἼࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ఀ⸨㸸࠼ࡾࡶ⏫࡛ࡣࠊ࠼ࡾࡶ⏫ᗢ㔝࡛ࡍࡡࠊ࠼ࡾࡶ⏫ᗢ
㔝࡛ࡣ㸱m50cm ࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ▼ᕳᕷ㩗ᕝ

࡛ࡣ 3.3m ௨ୖࠊ⯪Ώ࡛ࡣ 3.2m ௨ୖࠊ᰿ᐊᕷⰼဏ࡛
ࡣ 2.8m ௨ୖࡢࠊ࠶ࠊ2.8m ࡢὠἼࢆほ
㤿࡛ࡣ㸵m ௨ୖࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ┦

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾ㧗࠸㧗

ࡉ࡛ࡍࡡ
ᓥᓮ㸸㠀ᖖ㧗࠸࡛ࡍࡡࠊࡣ࠸ࠋ
ఀ⸨㸸ࡑࡋ࡚ࠊ㔩▼࡛ࡶὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸

ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᾏ㐨ࠊࡑࡋ࡚ᮾᆅ᪉ࠊ㛵ᮾ
ᆅ᪉ࠊࡑࡋ࡚ᚨᓥ┴ࡢἢᓊ࡞ὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
50㸸02

㛗ᒸ㸸Ⳣ⥲⌮ࡣࠊࡇࡢ࠶༗ᚋ㸲 55 ศࡽࠊᐁ㑰࡛
ᅜẸࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎ⾲ࡋࡲࡍࠋࡑࡢᚋࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗
ᐁࡀグ⪅ぢࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨㸸つᶍࡀẚ㍑ⓗࡁ࠸ᆅ㟈ࡢ࠶ࡣࠊవ㟈ࡀ᮶ࡿ
ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋയࢇࡔᘓ≀ࡣࠊవ㟈࡛ࡉࡽᔂࢀࡿᜍ
ࢀ࡞ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽࢆࡘࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋࡢ࠺ࡕ
ࠊ㧗࠸ࡇࢁ⨨࠸࡚࠶ࡿ≀࡞ࢆୗࢁࡋ࡚࠾࠸ࡓ᪉
ࡀ࠸࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
㛗ᒸ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢᾏ㐨ࡢ…

16

50㸸27

ࢼ㸸4,243 ே㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ

ᾏ㐨㹆㹀

⏫ෆࡢ㸷࢝ᡤࡢ㑊㞴ᡤ 410 ேࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㌴

㹁

ࡀࠊ๓ࡢ㒊ศࢆỈࡢ୰ỿࡵ࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࡕࡽࠊࡇࢀ࡛ࡍࡡࠊ⏬㠃ᫎࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡕࡻ࠺
ࡲࢇ୰ᫎࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㌴࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ๓ࡢ㒊ศࢆỈ
୰ỿࡵࡓࡓࡕ࡛ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊྑഃࡽ
ฟ࡚ࡁࡓࠊࢥࣥࢸࢼࡢࡼ࠺ࡶぢ࠼ࡲࡍࡀࠊὶࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋᾆἙ⏫࡛ࡣ⌧ᅾࠊὠἼࡀくࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡛
ࡍࠋࡉࡲࡊࡲ࡞≀ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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16

51㸸03

ὠἼࡣ➨㸯Ἴࡢᚋࡶࠊ➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴ⧞ࡾ㏉ࡋくࡗ࡚
ࡃࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᚋࡽ᮶ࡓἼࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡶ
ࡢࠊࡁ࡞ࡶࡢ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᾏᓊ㒊ࡸἙཱྀ
㏆ࡣᘬࡁ⥆ࡁࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ⌧ᅾᾏᓊ㏆࠸ࡿ᪉ࡣࠊ㏿ࡸ㧗࠸ࡇࢁ㑊
㞴ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

51㸸25

㛗ᒸ㸸ᾏ㐨ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋᾏ㐨࡛ࡶࠊ࡞ࡾ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ࡁ࡞Ἴࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋᅇࡢᆅ㟈ࡘ
࠸࡚Ẽ㇟ᗇࡣࠊࠕᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࠖࡋࡲࡋࡓࠋ
ඛ⏕ࠊ࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖࢃࡓࡗࡓᆅ㟈ࡔࡗࡓࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠊᮾᆅ᪉ࡢ༡㒊ࡽⲈᇛ┴࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡢἈ
ྜయࡀ࠸ࡗࢇቯࢀࡓࠊ᭱つᶍࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ࡛ࡍࡡࠊ
᭱つᶍࡢᆅ㟈ࡔゝࡗ࡚ࡼࢁࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
51㸸56

ゎㄝ㸯㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊࡑ࠺࠸࠺ᣦࡀฟ࡚ࡲࡍࡡࠋ࠶ࠊ
ᅵ◁ᔂࢀ࡛ࡍࡡࠊᙅࡃ࡞ࡗࡓᆅ┙ࡢᅵ◁ᔂࢀࠊᐑᇛ┴ࡢ
㒊ᆅ㟈࡛ࡋࡓ࡛ࡍࠊ࠶ࢀࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢁ࡛ᅵ◁
ᔂࢀࡀ㉳ࡁ࡚⏕ࡁᇙࡵ࡞ࡗ࡚ࡲࡍࡀࠊࡑࡕࡽࡢഛ࠼ࡗ
࡚࠸࠺ࡢࡶࠊࡲࡔࡇࢀࡽᚲせ࡞ࡾࡲࡍࡡࠋ

52㸸06

ᓥᓮ㸸࠶ࡕࡇࡕ༴㝤࡞ᛴഴᩳᆅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᒣᔂࢀࡀ㉳
ࡁࡑ࠺࡞ࡇࢁࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪥ᮏࡣᒣᅜ࡛ࡶ࠶
ࡾࠊࡲࡓὠἼࡢᾏᅜ࡛ࡶ࠶ࡾ࡛ࡍࡡࠊ࠶ࡕࡽࡇࡕࡽ༴
㝤ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈὀព࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ࡀࡼࢁࡋ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ㌟ࡢᏳࢆࡃࡲࡎ➨୍☜
ಖࡍࡿࡇࡀࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

52㸸23

㛗ᒸ㸸ᆅඖ⮬యࡽ㑊㞴ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡶࡋࢀࡲࡏ
ࢇࠋ༑ศࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ㒔ෆ࡛ࡶࠊ㒔ෆࡸ㛵ᮾᆅ᪉࡛
ࡶⅆࡢᡭࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
⿕ᐖࡢ≧ἣࠊ้ࠎධࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ༗ᚋ㸰 46
ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡢᗈ࠸⠊ᅖࡅ࡚㉳ࡁࡓ㠀ᖖᙉ
࠸ᆅ㟈࡛ࠊẼ㇟ᗇࡣඛࠊᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ
࣮ࣗࢻࡣ 8.4 Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠶ࡶࠊవ㟈ࡀ⥆࠸
࡚࠸ࡲࡍࠋ༑ศ࠾Ẽࢆࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼ㆙
ሗࠊฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ༑ศ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᆅ㟈ࡢሗࠊ
ࡲࡵ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠶ࡶࠊ⥆ࡅࡲࡍࠋ

16

53㸸01

⏨ᛶ㸸࠶࠶ࠊࡸࡤ࠸ࠋ

⚟ᓥ㹒㹓㹄

࠼࠼ࠊࡍࡈ࠸ᦂࢀࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᮏ♫

⏨ᛶ㸸࠶࠶ࠋ
16

53㸸12

ࢼ㸸㠀ᖖᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

ྎ㹒㹀㹁

16

53㸸14

ࢼࣞ㸸᪥༗ᚋ㸰 46 ศࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡀ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

㉳ࡁࠊᐑᇛ┴࡛㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࣥ

ࡋࡓࠋྛᆅ࡛ᢲࡋᐤࡏࡿὠ

Ἴࠋᾏᓊἢ࠸Ṇࡲࡿఱ༑ྎࡶࡢ⏝㌴ࠊࡑࡋ࡚ࠊ✵

ྎ㹒㹀㹁

ࡢ㉮㊰ࢆࡶ㣧ࡳ㎸ࢇࡔࠋ

࣊ࣜࢥࣉࢱ

53㸸35

ࢼ㸸ࡲࡉࠊྎ✵

ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ

53㸸39

࣊ࣜ㸸༓ⴥ┴࠶ࡾࡲࡍࢥࢫࣔ▼Ἔࡢᕤሙ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽ
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࣮୰⥅࣭༓
ⴥᕷ୰ኸ༊

ࡢᕤሙ࡛ࡣࡁ࡞ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
16

53㸸47

ࢼࣞ㸸⿕ᐖࡢつᶍࡣィࡾ▱ࢀ࡞࠸ࠋ

16

53㸸51

ᇼᑿ㸸ࡇࢇࡤࢇࡣࠋ

ୖ✵

㹌ࢫࢱࢪ࢜

㛗ᓠ㸸ࡇࢇࡤࢇࡣࠋ
ᇼᑿ㸸ᘬࡁ⥆ࡁࠊᆅ㟈ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࡈᏑࡌࡢࡼ
࠺ࠊ᪥༗ᚋ㸰 46 ศࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽ
ࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࡢࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ࠶ࡶࠊ
࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵௨ୖࡢᆅ㟈ࡀ㸱ᅇ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡼࡗ࡚ᮍ᭯᭷ࡢ࡛ࡍࡡࠊ⿕ᐖࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ≉ὠ
Ἴࡢ⿕ᐖࡀ⏒࡛ࡍࠋ᪥ࡣࠊࡇࡢሗࢆࡇࢀࡽ⥆ࡅ
࡚࠾ఏ࠼ࡋ࡚ཧࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸ࡲࡎࠊ⿕ᐖࡢࡁ࠸ᐑᇛ┴ࡢᮾᨺ㏦ࡽ࠾ఏ࠼
ࡋࡲࡍࠋ
16

54㸸19

ࢼ㸸㸰 46 ศ࡛ࡋࡓࠋ㠀ᖖ㛗࠸ᦂࢀ࡛ࡋࡓࠋ᪥

ྎ㹒㹀㹁

༗ᚋ㸰 46 ศࠊᐑᇛ┴࡛㟈ᗘ㸵ࡢᙉ࠸ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡲ

ྎ✵

ࡋࡓࠋྛᆅ࡛ࡁ࡞⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ
㹒㹀㹁ࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠋࡲࡓࠊἢᓊ
࡛ࡣὠἼࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋྎ

࡛ࡣ 10m ࡢὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓ

࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓ
┤ᚋࡢྎ✵
54㸸55

ࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ዪᛶ㸸ὠἼࡀ㉮㊰ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡃᵝᏊ࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ࡇࡇࠊ㉮㊰࡛ࡍࠋࡶ࠺ࠊ✵

ࡢタࡀ᪤㣧ࡳ

㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋὠἼࡀྎ✵

฿㐩ࡋ

ࡓࠊࡢ≧ែࠊኻ♩ࡋࡲࡋࡓࠋᩘ㛫๓ࡢᵝᏊ࡛ࡍࡡࠋ
ዪᛶ㸸ࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡶ…
16

55㸸14

㛗ᓠ㸸⥲⌮⮧ࡢグ⪅ぢࡀጞࡲࡾࡲࡍࠋ

16

55㸸24

Ⳣ⥲⌮㸸ᅜẸࡢⓙࡉࡲࠊࡶ࠺ࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࡛࢜ࡈᢎ▱ࡢ

㤳┦ᐁ㑰

ࡼ࠺ࠊᮏ᪥ 14  46 ศࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ

⥲⌮グ⪅

࣮ࣗࢻ 8.4 ࡢ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡇ
(56㸸43)

55㸸58

56㸸18

ぢ

ࢀࡼࡾࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡁ࡞⿕

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᐖࡀⓎ⏕ࢆ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࠎࡣࠊᚰ

16  54 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡽ࠾ぢ⯙࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

࡞࠾ࠊཎᏊຊタࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ୍㒊ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡀ⮬ືṆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇࢁࠊእ㒊

16  54 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡢᨺᑕᛶ≀㉁➼ࡢᙳ㡪ࡣ☜ㄆࢆࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡇ࠺ࡋࡓែࢆ㏄࠼ࠊ⚾ࢆᮏ㒊㛗ࡍࡿ⥭ᛴ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ
㒊ࢆࡓࡔࡕタ⨨ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᅜẸࡢⓙᵝࡢᏳࢆ
☜ಖࡋࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡋ࡚⥲ຊࢆ
ᣲࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡲࡍࠋᅜẸࡢⓙࡉࡲ࠾ࢀࡲࡋ
࡚ࡶࠊᚋᘬࡁ⥆ࡁࠊὀព῝ࡃࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࡢሗ㐨ࢆ
ࡼࡃཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ
ᚰࡽ࠾㢪࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

16

57㸸12

㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋⳢ⥲⌮⮧ࡢ⥭ᛴグ⪅ぢࠊ⪺࠸࡚࠸ࡓ

(57㸸40)

ࡔࡁࡲࡋࡓࠋཎᏊຊタࡀ⮬ືṆࡋࡓࡇࢁࡀ࠶ࡗ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡚ࠊࡢࡇࢁࠊࡢࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊእ㒊ࡢᨺᑕ⬟₃

16  54 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
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㹌ࢫࢱࢪ࢜
ᆅ㟈㏿ሗ

࡞ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࠊⓎ⾲ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑ
ᇼᑿ㸸ࡉ࡚ࠊࢫࢱࢪ࢜ࡢࢤࢫࢺࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡈ⤂ࡋࡲ

ᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻

ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡾ

㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋᮾிᏛྡᩍᤵ࡛ࠊᆅ㟈ண▱㐃⤡㛗

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡢᓥᓮ㑥ᙪࡉࢇ࡛ࡍࠋ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

16  54 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᓥᓮ㸸ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑ

㛗ᓠ㸸ࡑࡋ࡚ࠊ㹒㹀㹑ࡢᮡᑿ⚽ဢ࣭ゎㄝᐊ㛗ࠊྠࡌࡃࠊ ᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻
ࡾ

⚟ᓥ㝯ྐ࣭ゎㄝဨࡶຍࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
ᇼᑿ㸸ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ
16

57㸸46

ᇼᑿ㸸ࡉ࡚ࠊࡲ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡼ࠺ࠊࡇࢀࡢ
ὠἼࡀᾏᓊ⥺ࢆ㉺࠼࡚ࠊ㏫ὶࡋ࡚ࡲࡕࢆく࠺࠸࠺ᫎ
ീࠊᮏᙜࢃࢀࢃࢀࡣึࡵ࡚ぢࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊ㦫࠸࡚
࠸ࡿࡤࡾ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵௨ୖࡢᆅ㟈
ࡀࠊ30 ศࡢ࠶࠸ࡔ㸱ᅇ㸲ᅇ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊࡇ
ࢀࡣ࠺࠸࠺ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

58㸸03

ᓥᓮ㸸᪥ᮏ࡛ࡇࢀࡲ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠾ࡑࡽࡃ᭱つᶍࡢᆅ
㟈ࡀ㉳ࡁࡓ࠸࠺ࡇࢆࠊࡲࡎⓙࡉࢇࠊ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔ
࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࡛ࠊᆅ㟈࠸࠺ࡢ
ࡣࠊ㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡀቯࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠸ࡗࢇ
ࠋᅇࡢ࡛ゝ࠺ࠊᐑᇛ┴ἈࡽⲈᇛ┴Ἀࡲ࡛ࡢࠊ
࠾ࡑࡽࡃ 200km ௨ୖࡢ㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡀቯࢀ࡚ࠊࡑࡇ
ࡽᙉ࠸Ἴࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᮾிࡢ᪉ࡣࠊࡣࡿ
ࡤࡿࠊࡣࡿྥࡇ࠺ࡢ୕㝣ἈࡽἼࡀ᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ࡚ࠊ࠾ࡑࡽࡃⲈᇛ┴Ἀࡃࡽ࠸ࡢẚ㍑ⓗ㏆࠸ࡇࢁ
ࡽࠊἼࡀ᮶࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

58㸸41

ࡑࢀࡽࠊࡑࡢᗈ࠸ᆅᇦࡀ࠸ࡗࢇୖࡀࡾࡲࡋ࡚ࠊᾏ
ᗏࡀୖࡀࡾࡲࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊᾏ㠃ࡶ୍⥴ୖࡀࡽࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࡢᾏ㠃ࡣࠊᗘࡣἼ࡞ࡗ࡚࠸
࠺ࠊỈࡢሢ࡞ࡗ࡚ࠊἢᓊᢲࡋᐤࡏࡿࢃࡅ࡛ࠊ≉
ᮾᆅ᪉ࡢⲈᇛ┴ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࡢࣜࢫ
ᘧࡢ୰ࡔࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ✺ࡁฟ࡚ࡿ༙ᓥࡢඛࡔࠊ
ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁἼࡀ㞟୰ࡋ࡚ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ㠀ᖖ㧗࠸
ὠἼࡀ᮶ࡲࡍࠋὠἼࡣఱᗘࡶఱᗘࡶくࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡲࡔく
ࡗ࡚ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊࡲࡔὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

59㸸18

ᇼᑿ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ➨㸯Ἴࡀࡕࡻࡗᘬࡁࡅࡓࡇࢁ
ࡶࠊࡲࡔࡲࡔࡇࢀࡽࠋ
㛗ᓠ㸸㸰Ἴࠊ㸱Ἴࠋ
ᇼᑿ㸸㸯㛫ᚋࠊ㸰㛫ᚋࡶ࠶ࡾᚓࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋࡲࡔࡲࡔࠋ࠾ࡑࡽࡃ㸯᪥㏆ࡃࠊᾏ㠃ࡣືᦂ
ࡋ࡚ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡢ
ࠋ
ᇼᑿ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡃࢀࡄࢀࡶ㧗࠸ࡇࢁ㏨ࡆ࡚࠸ࡓ
ࡔࡃࠋ

59㸸35

㛗ᓠ㸸ᾏᓊࠋ࠼࠼ࠋ
ᓥᓮ㸸ࡑࢀࡽࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡗࡕࡇ
ࡗࡕ࡛వ㟈ࡀࠋඛゝ࠸ࡲࡋࡓࠊࡑࡢࠊᐑᇛ┴࠶ࡿ࠸
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ࡣᒾᡭ┴ࡢἈࡽࠊⲈᇛ┴ࡢἈࡢࡇࡢᗈ࠸ᆅᇦࡢ࠶ࡗࡕ
ࡇࡗࡕ࡛వ㟈ࡀ㉳ࡇࡾࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ
ᓥᓮ㸸୰ࡣࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.4 ࡞ࡿࡼ࠺࡞ࠊⲈᇛ
┴ࡢࡇ࡛㉳ࡁࡓᆅ㟈ࡔࠊඛゝࢃࢀࡓࡼ࠺ࠊ
࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵ࢆ㉸࠼ࡿᆅ㟈ࡀ࠸ࡃࡘࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ≉㸯᪥௨ෆࡣࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡾࠊࡲ࠶ࠊ
㸰᪥┠ࠊ㸱᪥┠ࠊࡔࢇࡔࢇῶࡗ࡚ࡣ࠸ࡁࡲࡍࡅࢀࡶ
⥆ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࡇࡼࡗ࡚ࠊᮏ㟈࡛ࡕࡻࡗᔂࢀ
ࡓࡇࢁࡀࡉࡽవ㟈࡛ࡁࡃᔂࢀࡿ࠸࠺ࡇࡶ࠶
ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋࡶ࠺ᾏᓊࠋࡣ࠸ࠋ
17

00㸸10

ᓥᓮ㸸࠼࠼ࠋᘓ≀ࠊࡑࢀࡽὠἼࠊࡑࢀࡽ᪥ᮏࡣᒣᅜ

(00㸸42)

࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡕࡇࡕ㠀ᖖ༴㝤࡞ഴᩳᆅࡀࡈࡊ࠸ࡲ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡍࠋ

16  54 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.5

㛗ᓠ㸸ᓴᔂࢀࠊᅵ◁ᔂࢀࠊࡣ࠸ࠋ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 30km

ᓥᓮ㸸ᓴᔂࢀࠊᅵ◁ᔂࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡶࡸࡣࡾ

㟈ᗘ㸱 㝵ୖ⏫ ┒ᒸᕷ ⰼᕳᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫

ࡈὀពࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࡡࠋ

ᰩཎᕷ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ྡྲྀᕷ ᰘ⏣⏫ ྎᕷ ᯇ

00㸸19

00㸸35

ᇼᑿ㸸ࡇࢇ࡞ࡩ࠺ࡋ࡚ࠊࡶ࠺㌴ࡀࡲࡲࡗ࡚࡛ࡍࡡࠊ ᓥ⏫ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ᕝಛ⏫ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ ┦㤿
Ἴ㣧ࡲࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺≧ἣࠋ

ᕷ ᴍⴥ⏫ ᕝෆᮧ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ

㛗ᓠ㸸ࡶࡢࡍࡈ࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛᮶ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ

༡┦㤿ᕷ

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᇼᑿ㸸࡛ࡍࡡࠋ

16  54 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.5

ᓥᅾ㸸ࡶ࠺ඛ㏨ࡆ࡞࠸ࠊࡶ࠺㛫ྜࢃ࡞࠸

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 30km

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋࡃሗࡀࢇࢇ᭦᪂ࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲ

㟈ᗘ㸱 㝵ୖ⏫ ┒ᒸᕷ ⰼᕳᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫

ࡍࡢ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ሗࢆࡓࡧࡓࡧ࠾ఏ࠼ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡓ࠸

ᰩཎᕷ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ྡྲྀᕷ ᰘ⏣⏫ ྎᕷ ᯇ

ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋࡣ࠸ࠋ

ᓥ⏫ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ᕝಛ⏫ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ ┦㤿

㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋẼ㇟ᗇࡣࠊ༗ᚋ㸲ࡽぢࢆ㛤ࡁࡲࡋ࡚ࠊ ᕷ ᴍⴥ⏫ ᕝෆᮧ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ
༗ᚋ㸰 46 ศ㡭Ⓨ⏕ࡋࡓࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈
ࡘ࠸࡚ࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ࠾ࡼࡑ 10kmࠋࡑࡋ࡚ᆅ㟈ࡢつᶍ
ࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣࠊ8.4 ᥎ᐃࡉࢀࡿⓎ⾲ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ

00㸸51

㟈ᗘሗࡀ⥆ࠎධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ㟈ᗘ㸱ࠋ
ᇼᑿ㸸ධࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋࡇࢀࡣ㉳ࡁࡓᆅ㟈ࡢሗࠋ
ᓥᓮ㸸వ㟈࡛ࡍࡡࠋ
ᇼᑿ㸸వ㟈࡛ࡍࡡࠋ

01㸸02

㛗ᓠ㸸㉳ࡁࡓᆅ㟈࡛ࡍࡡࠋవ㟈ࡀ㢖⦾㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡓࡽࠊࡲࡎ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
ᅇࡢᆅ㟈࡛Ẽ㇟ᗇࡣࠊᾏ㐨ࡽ㟷᳃ࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ
⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ༓ⴥࠊఀ㇋ㅖᓥࡢኴᖹὒἢᓊࡢࠊ㟷᳃ࡢ
᪥ᮏᾏഃࠊࡲࡓࠊ༓ⴥࡢෆᡣࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ┦ᶍ‴ࠊ୕
ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸࠊḷᒣࠊᚨᓥ࠸ࡓࡿኴᖹὒഃ࡛ࡶࠊ
ὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡲࡋࡓࠋⓎ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ

01㸸25

Ẽ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࡽ
㸴ᙅࡢవ㟈άືࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠊᚋ㸯࢝᭶⛬ᗘࡣࠊ
࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵ࢆ㉸࠼ࡿవ㟈ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
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༡┦㤿ᕷ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊᚋ༙᪥ࡽ㸯᪥⛬ᗘࡣࠊὠ
Ἴࡀ⥅⥆ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉ
ࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺ᙉࡃࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᇼᑿ㸸࡛ࡣ⥆࠸࡚ࠊᐑᇛࡢᮾᨺ㏦ษࡾ᭰࠼࡚ࡳࡲࡍࠋ
17

01㸸52

02㸸06

グ⪅㸸ࡇࡢࡲࡲࡶࡋࡋࡓࡽಽࢀࡋࡲ࠺ࡶࡋࢀ࡞࠸

ྎ㹒㹀㹁

࠸࠺༴㝤࡞≧ἣ࡛ࡍࠋ࠶࠶ࠊࡲࡔవ㟈ࡀࠊవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲ

୰⥅࣭ඵᮌ

ࡋࡓࠋᦂࢀ࡚ࡲࡍࠊᦂࢀ࡚ࡲࡍࠊᦂࢀ࡚ࡲࡍࠋ༴㝤࡛ࡍ

ᒣ࣋ࢽ࣮ࣛ

ࡡࠋ

ࣥࢻ㸦ྎ

ࢼ㸸ྲྀᮦࡢ᭱୰ࡶࠊࡇ࠺ࡸࡗ࡚వ㟈ぢ⯙ࢃࢀࡿゝ

ᕷኴⓑ༊㸧

࠸ࡲࡍࠊ㠀ᖖᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡍ
࡛ࡇ࠺ࡸࡗ࡚ഴ࠸࡚ࡿࡶࡢࡀࠊࡇࡢ㐟ᅬᆅ㝈ࡽࡎ࡛
ࡍࡅࢀࡶࠊࡉࡽవ㟈࡛ಽቯࡍࡿࠊ㢌ୖⴠࡕ࡚
ࡃࡿ࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶ༑ศ࠶ࡾࡲࡍࠋ
02㸸21

⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࡀࠊ᪥㸰 46 ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀࢆ
㟈※ࡍࡿᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⌧ᅾ࣋ࢽ࣮ࣛ
ࣥࢻࡢ࡛ࡍࡡࠊ⿕ᐖࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇ
ࢁ࡛ࡍࡀࠊ᭱㟈ᗘࠊᰩཎᕷ࡛㸵࡛ࡍࠋ㟈ᗘ㸵ࡀᰩཎᕷࠋ
ࡑࡢࠊ┴ෆᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ㟈ᗘ㸴ࡢᦂࢀࢆほ

ࡋࡲࡋ

ࡓࠋ
02㸸41

ྎ✵

ࡀὠἼくࢃࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚

࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾᐑᇛ┴ࢆྵࡴࠊᾏ㐨ࡽ㟼ᒸࡅ࡚ࡢ
ኴᖹὒἢᓊࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࢆྵࡴ
㠀ᖖᗈ࠸⠊ᅖࡢኴᖹὒἢᓊࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
02㸸55

᪥ࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿᙉ࠸ᆅ㟈
ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡢ῝ࡉࡣࠊ20㸦ͤ10㸧kmࠊᆅ㟈ࡢ
つᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣࠊ8.4 ᥎ᐃࡉࢀ࡚ࠊᰩཎ
ᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵ࠊྎᕷࠊྡྲྀᕷࠊᓮᕷ࡞࡛ࡣࠊ㟈ᗘ
㸴ᙉࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊᐑᇛ┴ࢆྵࡴᾏ

㐨ࡽ㟼ᒸ┴ࡅ࡚ࡢኴᖹὒἢᓊࠊ⌧ᅾὠἼ㆙ሗ
ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
03㸸23

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᫎീࡣࠊྎ✵

ὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓ

ࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㌴୧ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋᐑᇛ┴ࡣ
࡛᭱ 10m ࡢὠἼࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ▼ᕳᕷ㩗ᕝ࡛
ࡣࠊᆅ㟈┤ᚋ 10 ࡢ➨㸯Ἴࢆほ

ࡋࡲࡋ࡚ࠊ༗ᚋ㸱

 20 ศࡣࠊ㸱m30 ௨ୖࡢ…
17

03㸸48

ᇼᑿ㸸ࡉ࠶ࡇࢀࡣࠊ༓ⴥ┴ࡢᾆᏳᕷࡢୖ✵ࠊ࠶࠶ࠊ࡛ࡣ

㹌ࢫࢱࢪ࢜

࡞࠸ࠊ࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᓠ㸸ᫎീࠋᾆᏳࡢୖ✵࡛ࡍࠋࢾ࣐ࢡࣛ㸦㸽㸧࣓࣐࢝ࣛ
ࣥࠋ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠊࢾ࣐ࢡࣛࡉࢇࠋ
17

04㸸00

ࢾ࣐ࢡࣛ㸸ࡣ࠸ࠋࡇࡕࡽ㹒㹀㹑ࠊ࠼࠼ࠊ༓ⴥୖ✵࡛ࡍࠋ

࣊ࣜࢥࣉࢱ

⌧ᅾᫎࡗ࡚࠸ࡿᫎീࡣࠊࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢ⇿Ⓨ⌧ሙ࡛ࡍࠋ

࣮୰⥅࣭ᾆᏳ

ඛ୍ᗘࠊࡁ࡞⅖ࡀୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡶ⅖ࡢໃ࠸

ᕷࠊ༓ⴥᕷୖ

ࡣ⾶࠼ࡎࠊୖ✵ࡣ㯮࠸㞼ࡀ⯙ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡕࡽࢥ
(04㸸13)

✵

ࣥࣅࢼ࣮ࢺᕤሙୖ✵࡛ࡍࠋඛࡇࡕࡽ࡛ࠊࡁ࡞⇿Ⓨ

㹈㹌㹌ὠἼሗ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡈぴࡢࡼ࠺ࠊⅆࡢໃ࠸ࡣ⾶࠼࡚࠾ࡾࡲ

ὠἼ฿㐩ண ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ࡏࢇࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᒣᙧ┴ ᪤ὠἼ฿㐩ண
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ὠἼሗ

0.5㹫

17

04㸸44

ᇼᑿ㸸ࢾ࣐ࢡࣛࡉࢇࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

(04㸸48)

ࢾ࣐ࢡࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ

ὠἼ฿㐩ண ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ᇼᑿ㸸࠼ࡗࡑࡕࡽࠊࡇࡢࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺ࡛ࠊࡢࡃࡽ

ὠἼ฿㐩ண Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 10㹫௨ୖ

࠸ࡢ⠊ᅖⅆࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿศࡾࡲࡍࠊୖ✵

ὠἼ฿㐩ண ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ

ࡽࠋ

☜ㄆ 10㹫௨ୖ

ࢾ࣐ࢡࣛ㸸࠼࠼ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ⌧ᅾࠊᮾி‴ୖ✵ࡽぢ

ὠἼ฿㐩ண ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸴㹫

࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ㐲ࡃࡽᐤࡗ࡚ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠊ࠼࠼ࡗࠊ ὠἼ฿㐩ண ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸲㹫
༓ⴥ┴ࡢࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

㛗ᓠ㸸༓ⴥᕷ࠶ࡿࠋ

10㹫௨ୖ

ࢾ࣐ࢡࣛ㸸ᕷཎࡢ㎶ࡾࡋࠊࡕࡻࡗศࡾࡲࡏࢇࠋ ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ
17

05㸸09

㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ

☜ㄆ 㸶㹫

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ

㛗ᓠ㸸ࠊ࣊ࣜࡣᾆᏳୖ✵ࢆ㣕ࢇ࡛࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࢥࣥ

☜ㄆ 㸴㹫

㹌ࢫࢱࢪ࢜

ࣅࢼ࣮ࢺࡣ༓ⴥᕷࠊ༓ⴥ┴༓ⴥᕷ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠋ ὠἼ฿㐩ண ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ
05㸸22

05㸸35

05㸸54

06㸸22

ᇼᑿ㸸ࡇࢀඛࠋ

㸱㹫

ゎㄝ㸯㸸ࡉࡗࡁࡽࡎࡗ⇞࠼࡚࠸ࡿࠊ㹈㹄㹁ࢫࢳ࣮ࣝ

ὠἼ฿㐩ண 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ 㸱㹫

࡛ࡣ࡞࠸࠸ࢃࢀࡿࡇࢁࠋࡎࡗࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ

ᇼᑿ㸸ࡎࡗ⇞࠼࡚ࡿࡶࡢࡀࠋࡌࡷ࠶ࡲࡓ➨㸰ࠊ➨㸱ࡢ

☜ㄆ 㸴㹫

⇿Ⓨࡀ㉳ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᮾி‴ෆ‴ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ゎㄝ㸯㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ㸯ࡘࡢࢱࣥࢡࡣࡶ࠺ቯࢀ࡚

㸰㹫

ࡲࡋࡓࡽࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᑠ➟ཎㅖᓥ ᪤ὠἼ฿㐩ண

㛗ᓠ㸸࠼࠼ࠋ

㸲㹫

ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋࡇࢀࡶࠊඛ⏕ࠊࡇࢀࠊᅇࡢᆅ㟈ࡢ≉ᚩ

ὠἼ฿㐩ண ୕㔜┴༡㒊 ᪤ὠἼ฿㐩ண

ⓗ࡞ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㛗࿘ᮇᆅືࠋ

㸰㹫

ᓥᓮ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ࠸ࢃࡺࡿ㛗࿘ᮇᆅື࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ᪤ὠἼ฿㐩

ᇼᑿ㸸ືࡢᙳ㡪ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

ண

㛗ᓠ㸸࡛ࠊ⇿Ⓨࡀࠋ

ὠἼ฿㐩ண ḷᒣ┴ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ᇼᑿ㸸࠶ࠊᾆᏳᕷࡣᾮ≧⌧㇟࡛ࠊࡎ࠸ࡪࢇ㐨ࡀỈ

㹫

ᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண ឡ▱┴እᾏ ᪤ὠἼ฿㐩ண

ᓥᓮ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋࡺࡗࡃࡾࡋࡓᦂࢀࠊࡑࢀࡽࠊᆅ㠃

㸰㹫

ࡀࢇᾮయྠᵝ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࠊ୧᪉ࡢ⿕

ὠἼ฿㐩ண 㝣ዟ‴ 16  20 ศ 㸯㹫

ᐖࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㧗▱┴ 16  30 ศ 㸰㹫

㸱㹫
㸱

᥀ᑿ㸸ࡇࢀࡣࡶ࠺ᮏᙜࡡ࣭࣭࣭

ὠἼ฿㐩ண ఀໃ࣭୕Ἑ‴ 16  30 ศ 㸯㹫

㛗ᓠ㸸࣭࣭࣭ఱ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᚨᓥ┴ 16  40 ศ 㸱㹫

ゎㄝ㸰㸸ࡇࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃ㛗࿘ᮇᆅ㟈ືࡤࢀࡿࠊࡺࡗ

ὠἼ฿㐩ண ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 16  40 ศ

ࡃࡾࡋࡓᡂศࢆࡓࡗࡾྵࢇࡔᆅ㟈Ἴࡀ࡛ࡍࡡࠊࢥࣥࣅ

㸯㹫

ࢼ࣮ࢺࢆᦂࡽࡍࢇ࡛ࡍࡡࠋᕧᵓ㐀≀≉ᕥྑࡍࡿᆅ

ὠἼ฿㐩ண ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 16  40 ศ 0.5㹫

㟈Ἴ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡀࠊࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢ࠸

ὠἼ฿㐩ண ῐ㊰ᓥ༡㒊 16  50 ศ 㸯㹫

࠺ࡢࡣࠊᾋࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀࡀࡑࢀ࡛ࡺࡗࡃ

ὠἼ฿㐩ண ᐑᓮ┴ 17  00 ศ 㸰㹫

ࡾᦂࡍࡽࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ୰ධࡗ࡚࠸ࡿ▼Ἔᘬⅆ

ὠἼ฿㐩ண ⛅⏣┴ 17  00 ศ 0.5㹫

ࡍࡿࠋࡲ࠶ࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀࡡ࡚ࡽᣦࡉࢀ࡚

ὠἼ฿㐩ண 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 17  10 ศ 㸰㹫

ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊࡲࡉࡑࡢ⌧㇟ࡀ㉳ࡁࡓࡢ࡞࠸࠺Ẽ

ὠἼ฿㐩ண ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ 17  10 ศ 㸰

ࡀࡋࡲࡍࠋ

㹫

㛗ᓠ㸸ࡇࡢⅆ⅏ࡣࠊᗈࡀࡿᜍࢀࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ࠺࡞ࢇ࡛

ὠἼ฿㐩ண ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ 17  10 ศ 㸰

ࡍࠋࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢⅆ⅏࠸࠺ࡢࡣࠋ

㹫

ゎㄝ㸯㸸ࢱࣥࢡࡀࠊඛୖ✵ࡽぢ࡚ࡲࡋࡓࡽࠊࢱࣥ

ὠἼ฿㐩ண ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 17  10 ศ 㸯㹫

ࢡࡀ࡞ࡾࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡢࢱࣥࢡ⛣

ὠἼ฿㐩ண ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ 17  10 ศ 㸯
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06㸸37

06㸸52

07㸸13

ࡿ࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶࠊࡇࢀࠊ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠋ㐣ཤ࠶ࡾࡲ

㹫

ࡋࡓࡡࠊఱᗘࡶࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓࡑࡢࢱࣥࢡࡢ⇿Ⓨࡍࡿࠊఝ

ὠἼ฿㐩ண ᮾᓥᆅ᪉ 17  10 ศ 㸯㹫

ࡓࡀࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㜰ᗓ 17  10 ศ 0.5㹫

ゎㄝ㸰㸸ᆅ㟈ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ㟈※ᇦࡽࡅࡗࡇ࠺㞳ࢀࡓ

ὠἼ฿㐩ண රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 17  10 ศ 0.5

ሙᡤ࡛㉳ࡁࡿ࠸࠺≉ᚩⓗ࡞ࡶࡢࡀࠊ࠼ࡤ༑Ἀᆅ㟈

㹫

࡛ࡍࡡࠋ࡞ࡾఱⓒ࢟ࣟࡶ㞳ࢀࡓⱢᑠ∾࠶ࡿࢥࣥ

ὠἼ฿㐩ண 㮵ඣᓥ┴す㒊 17  20 ศ 㸯㹫

ࣅࢼ࣮ࢺ࡛ࠊྠࡌࡼ࠺࡞ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡓࡾࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᪂₲┴ୖ୰ୗ㉺ 17  30 ศ 0.5㹫

ᇼᑿ㸸ᚰ㓄࡞ࡢࡣࡑࡢᾘάື࡛ࡍࡼࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᐩᒣ┴ 17  30 ศ 0.5㹫

ゎㄝ㸯㸸ࡇࢀࠊ࡛ࡁ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 17  30 ศ 0.5㹫

ᇼᑿ㸸ࡇࡢࡲࡲࡢ≧ែࡔࠋ

ὠἼ฿㐩ண Ἀ⦖┴ᆅ᪉ 17  40 ศ 㸯㹫

ゎㄝ㸯㸸ࡇࡢࡲࡲࡢ≧ែ࡛ࡣࠊ⮬↛㙠ⅆࢆᚅࡘࡋ࡞࠸

ὠἼ฿㐩ண ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 17  50 ศ 㸯

࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㹫

㛗ᓠ㸸࠼ࡤࡇࡇὠἼࡀ᮶ࡓࡽࠊࡇࢀࡣࡶ࠺ኚ࡞ࡇ

ὠἼ฿㐩ண ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ 18  10 ศ 㸯

࡞ࡾࡲࡍࠋ

㹫

ゎㄝ㸯㸸࠺ࢇࠋ

ὠἼ฿㐩ண ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 18  20 ศ 0.5

㛗ᓠ㸸ࡇࡢ༓ⴥ୍ᖏࡶฟ࡚ࡲࡍࡅࢀࡶࠋ

㹫

ᓥᓮ㸸࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㛗ᓮ┴す᪉ 18  30 ศ 0.5㹫

㛗ᓠ㸸ฟ࡚ࡲࡍࡅࢀࡶࠋ༑㔛ࡢ㎶ࡾࠊฟ࡚࠸

ὠἼ฿㐩ண ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ 18  30 ศ 0.5㹫

ࡲࡍࡀࠋ

ὠἼ฿㐩ண 㤶ᕝ┴ 18  40 ศ 0.5㹫

ゎㄝ㸰㸸ࡓࡔࠊ᮲௳ࡋ࡚ᝏࡃ࡞࠸ࡢࡀࠊᮾி‴ࡢෆ‴

ὠἼ฿㐩ண ᭷࣭᫂ඵ௦ᾏ 19  10 ศ 0.5㹫

࡛ࡍࡽࠊෆഃ࡛ࡍࡽࠊࡑࢇ࡞ఱ༑࣓࣮ࢺࣝࡗ࡚࠸࠺

ὠἼ฿㐩ண ᒸᒣ┴ 19  30 ศ 0.5㹫

ࡼ࠺࡞ὠἼࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿࠊࡑࢀࡣ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 20  10 ศ 0.5

㛗ᓠ㸸ࡑࢀࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

㹫

ゎㄝ㸰㸸ࡑࢀࡣ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍࠋ

ὠἼ฿㐩ண ᗈᓥ┴ 21  00 ศ 0.5㹫

ᇼᑿ㸸ࡌࡷ࠶ᒾᡭࡕࡻࡗ࣓࢝ࣛࢆษࡾ᭰࠼࡚ぢࡲࡋ

ὠἼ฿㐩ண బΏ 22  30 ศ 0.5㹫

ࡻ࠺ࠋ
㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋᒾᡭ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
17

07㸸33

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋᒾᡭ┴┒ᒸᕷࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

ᒾᡭ㹇㹀㹁

ጞࡵᒾᡭ┴࡛ࡶࠊṚஸࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᒾᡭ

ࢫࢱࢪ࢜

┴ࡢἢᓊ㒊ࠊஂឿᕷ࡛ࠊ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚㸯ேࡀṚஸࡋࡓ

ᐑྂᕷฟᓮ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ἢᓊ㒊ࡢஂឿᕷ࡛㌴ࡀὶࡉ

ᇧ㢌

(07㸸39)

ࢀࠊ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ 17  05 ศ㡭ᆅ㟈 㹋5.8

07㸸53

ඛࡽࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡇࡢᫎീࡣࠊᒾᡭ┴ࡢ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 30km

08㸸37

ᐑྂᕷࡢᫎീ࡛ࡍࠋࡇࡇࡣ㨶ᕷሙࡸ⏘┤タ࡞ࡀ࠶

㟈ᗘ㸱 ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟

ࡾࡲࡍࠊᐑྂᕷࡢฟᓮᇧ㢌࡛ࡍࠋ㥔㌴ࡋ࡚࠸ࡓࡳࡽࢀ

ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥఀ㐩

ࡿ㌴ࡀࠊ㔞ὠἼࡼࡗ࡚ὶࡉࢀࡲࡋࡓࠋὠἼ㆙ሗ

ᕷ ┦㤿ᕷ ᶡⴥ⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ ⊦ⱑ

ࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᒾᡭ┴ෆ࡛ࡣࠊྛᆅ࡛㸱m ௨ୖࡢὠἼ

௦⏫ ὠ⨾㔛⏫

ࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑྂᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ᭱

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

Ἴ㸲m ௨ୖࠊ⯪Ώᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 15 ศࠊ᭱Ἴ 3.2m

17  05 ศ㡭ᆅ㟈 㹋5.8

௨ୖࠊ㔩▼ᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ᭱Ἴ 4.1m ௨ୖࠊ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 30km

ࡑࢀࡒࢀほ

㟈ᗘ㸱 ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ᒾᡭ┴ࡣࠊ⌧ᅾࡶὠἼ㆙ሗࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ
ࡢࡼ࠺ࠊὠἼࡼࡾ୕㝣ἢᓊ㒊࡛ࡣࠊ ࡀᾐỈࠋᒾᡭ

ᕷ ┦㤿ᕷ ᶡⴥ⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ ⊦ⱑ

┴ࡢࠊࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿᐑྂᕷࡸࡑࡢࠊ㔩▼ᕷࡢ

௦⏫ ὠ⨾㔛⏫

࡞࡛ࠊከᩘࡢ㌴ࡀᾏὶࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
08㸸58

ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥఀ㐩

ࡉ࡚ࠊᒾᡭ┴࡛ࡣࠊ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࡢᦂࢀࢆほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ

㸴ᙅࡀἢᓊ༡㒊ෆ㝣ࡢྛᆅࠋࡑࡋ࡚㟈ᗘ㸳ᙅࡀἢᓊ
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ᆅ㟈㏿ሗ

㒊࡛ࡋࡓࠋ
17

09㸸13

⌧ᅾࡢ┴ෆࡢࣛࣇࣛࣥࡸ⿕ᐖࡢሗ࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓ
ࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ┒ᒸᕷෆࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ
ᵝᏊ࡛ࡍࠋᮾ㟁ຊᒾᡭᨭᗑࡼࡾࡲࡍࠊ┴ෆࡰ
ᇦ࡛㟁ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀ
కࡗ࡚┴ෆࡢ㐨㊰࡛ࡣࠊಙྕᶵࡀື࠸࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ
ࡀከᩘ࠶ࡾࡲࡍࠋ

09㸸37

㏻ሗ࡛ࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡢ᪂ᖿ⥺ࠊᅾ᮶⥺ࠊ㹇㹅㹐ᒾ
ᡭ㖟Ἑ㕲㐨ࠊ୕㝣㕲㐨ࠊࡍ࡚㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ✵ࡢ౽ࠊⰼᕳ✵

ࡣࠊ⌧ᅾ㛢㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ

ࡋ࡚㧗㏿㐨㊰ࡣࠊ┴ෆࡢࡰ⥺࡛㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
10㸸00

⿕ᐖሗ࡛ࡍࠋึࡵࡶ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࡀࠊᒾᡭ┴ࡢἢ
ᓊ㒊ࠊஂឿᕷ࡛ࠊ㌴ࡀὶࡉࢀ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ┴⥲ྜ㜵⅏ᐊࡼࡾࡲࡍࠊᆅ㟈కࡗ࡚ࠊ┒
ᒸࡸ㔩▼࡞࡛ࡣࠊⅆ⅏ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᐑྂ
ᕷ⏣⪁ࡸᒣ⏣⏫ࠊࡇࡕࡽࡣἢᓊ࡛ࡍࡀࠊὠἼ࡛ఫᏯ⿕
ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢࠊヲࡋ࠸ሗࡣධ
ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ

10㸸28

ࡲࡓࠊᒾᡭ⨫ࡼࡾࡲࡍࠊᆅ㟈ࡼࡗ࡚ࠊᒾᡭ┴ᒾᡭ
⏫࠸࠺ࡇࢁࡢ㐨㊰ࡀࠊ」ᩘ⟠ᡤ㝗ἐࡋ࡚࠾ࡾࠊಙྕ
ࡀṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ┴㆙ࡢ…

17

10㸸42

㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ
ᇼᑿ㸸ࡉ࠶ࠊ⥆࠸࡚ࡣẼ㇟ᗇࠊࣁࢡ㸦㸽㸧グ⪅ఏ࠼࡚
ࡶࡽ࠼ࡲࡍࠋẼ㇟ᗇ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

17

10㸸48

グ⪅㸸ࡣ࠸ࠋẼ㇟ᗇ࡛ࡍࠋẼ㇟ᗇࡣࠊࡣ࠸ࠊẼ㇟ᗇࡣࠊ

Ẽ㇟ᗇ

ඛグ⪅ぢࢆ㛤ࡁࠊᚋ㸯࢝᭶ࡣవ㟈ᑐࡍࡿὀព
ࡀᚲせ࡛ࠊࡲࡓࡇࡢ㛫ࡣࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵ࢡࣛࢫࡢ
వ㟈ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡣඛ
ࡢぢ࡛ࠊᅇࡢᆅ㟈ࡢྡ⛠ࢆࠕᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ
㟈ࠖྡࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᙜึ 7.9 ࡋࡓ࣐ࢢࢽࢳࣗ
࣮ࢻࢆ 8.4 ಟṇࡋࡓࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊ༓ⴥ┴
ෆᡣ࡞ࠊ㸶࢝ᡤ࡛ฟ࡚࠸ࡓὠἼ㆙ሗࢆࠊὠἼ㆙ሗ
ᘬࡁୖࡆࡿ࡞ࡋࡲࡋࡓࠋ
11㸸21

ᅇࡢᆅ㟈ࡣつᶍࡀ㠀ᖖࡁ࠸ࡓࡵࠊẼ㇟ᗇࡣὠἼࡀ
༙᪥ࡽ㸯᪥⥆ࡃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࿘ᮇࡀ㛗࠸ࡓࡵࠊ
ఱ༑ศࡶᚋࠊ➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
ࡽࠊὠἼࡀ୍ᗘ฿㐩ࡋ⤊࠼ࡓࡽ࠸ࡗ࡚ࠊỴࡋ࡚ᾏ
እᡠࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊὀពࢆࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

11㸸41

Ẽ㇟ᗇࡣࠊవ㟈άືࡢㇺࡣぢ࠼࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
᩿ᒙࡢ㛗ࡉࡣᩘⓒ࢟ࣟཬࡪࡓࡵࠊᗈ⠊ᅖ࡛వ㟈ᑐࡍ
ࡿ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ௨ୖࠊẼ㇟ᗇࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ

17

11㸸54

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋẼ㇟ᗇࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ࡛ࡣሗ㐨࣓࢝
ࣛࡽࡣࠊ᭱᪂ሗࢆబྂࡉࢇࠊఏ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋ

17

12㸸00

బྂ㸸ࡣ࠸ࠋࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 Ⓨ
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ሗ㐨࣓࢝ࣛ

⾲ࡉࢀࡲࡋࡓࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡣࠊ༗ᚋ㸰 46
ศ㡭Ⓨ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋ㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ࡛ࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ
10kmࠊᐑᇛ┴㒊ࡢᰩཎᕷ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋ࡚࠸

ࡲࡍࠋ
17

12㸸14

ࡲࡓࡇࡢᆅ㟈⥆࠸࡚ࠊ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࠊⲈᇛ┴Ἀ࡛
ࡶࠊ᭱㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽ

ࡣ㟈※ࡢ῝ࡉࡀ࠾ࡼࡑ 80kmࠋᆅ㟈ࡢᙉࡉࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽ
ࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.4 ᥎ᐃࡉࢀࠊⲈᇛ┴㖝⏣ᕷ࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸴
ᙅࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᚋࡶ᩿⥆ⓗᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚

࠾ࡾࡲࡍࠋ
12㸸35

ࡑࡋ࡚ࠊ᭱ึࡢ୕㝣Ἀࡢᆅ㟈࡛Ẽ㇟ᗇࡣࠊᾏ㐨ࡽᚨ
ᓥ࠸ࡓࡿኴᖹὒഃࡸᑠ➟ཎㅖᓥࠊࡲࡓࠊ㟷᳃ࡢ᪥ᮏᾏ
ഃ࡛ࡶࠊὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡲࡋࡓࠋணࡉࢀࡿὠἼࡢ
㧗ࡉࡣࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥࠊⲈᇛࠊ༓ⴥࡢ༑㔛࣭እ
ᡣ࡛ 10m ௨ୖ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊᚋࡶࡁ࡞ὠἼࡀ᮶ࡿ
ᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋἢᓊࡢ᪉ࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᾏᓊࡽ㞳ࢀࠊ
Ᏻ࡞ሙᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

13㸸01

᭱ึࡢ୕㝣Ἀࡢᆅ㟈࡛ࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡓࡢࡀᐑᇛ┴

ᰩཎᕷࠋ㟈ᗘ㸴ᙉࡀྎᕷࠊ⚟ᓥ┴ⓑἙᕷࠊⲈᇛ┴᪥❧
ᕷࠊᏱ㒔ᐑᕷࠋ㟈ᗘ㸴ᙅࡀᐑᇛ┴Ẽᕷࠊ⚟ᓥ┴㒆ᒣ
ᕷࠊỈᡞᕷࠊᰣᮌ┴⏣ཎᕷࠊᒾᡭ┴㔩▼ᕷࠊ⩌㤿┴᱒
⏕ᕷࠊᇸ⋢┴ᐑ௦⏫ࠊ༓ⴥ┴ᡂ⏣ᕷ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
13㸸27

ࡑࡋ࡚ࠊ⿕ᐖ≧ἣ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᐑᇛ┴㆙ࡼࡾࡲࡍࠊ
▼ᕳᕷ࡛ⴠୗ≀ࡼࡾ㸯ேࡀṚஸࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊྎ
ᕷ࡛ࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡢ⏨Ꮚ⏕ᚐ㸯ேࡀὠἼὶࡉࢀ࡚ࠊ⾜᪉
᫂࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡇࡕࡽࡣᒾᡭ┴࡛ࡍࡀࠊ⌧
ᆅࡢᾘ㜵ࡼࡾࡲࡍࠊᒾᡭ┴ஂឿᕷࡢ⁺

17

࡛…

13㸸48

グ⪅㸸᮶࡚ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ᮶࡚ࡲࡍࠋࡧ⚟ᓥࡽ

(14㸸06)

ᆅ㟈ࡢሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊ୕㝣Ἀ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊⓑᕝᕷࡸ㡲㈡ᕝᕷ࡞

17  12 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࡛ࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࠋ㒆ᒣᕷ࡞㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ༡㒊

14㸸11

14㸸29

14㸸58

ࡋࡲࡋࡓࠋࡑ

⚟ᓥ㹒㹓㹄

ࡋ࡚ࠊࡘ࠸ඛࡶࡁ࡞వ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ༑ศࡈ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥ

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⚟ᓥ┴ᐩᒸ⏫ࠊὠἼࡢ➨㸯Ἴ

す㒊

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡢ➨㸯ἼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡁࡃἼࡀ࠺ࡡ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᓊቨᡴࡕࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗ᚋ㸱

17  12 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

35 ศࡢ⚟ᓥ┴ᐩᒸ⏫ࠊὠἼࡢ➨㸯ἼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἼࡀ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ༡㒊

ࡁࡃᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ࡇࢀࡲ࡛ධࡗ࡚࠸ࡿሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴ఀ㐩

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥ

ᕷಖཎ⏫ࡢ⏕༠࡛ࠊᒇ᰿ࡀⴠୗࡋ࡚ࠊᾘ㜵ࡀᩆฟᙜࡓ

す㒊

ࡗ࡚࠸ࡿࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣᕷẸࡽࡢ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ሗ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚す㒓ᮧᙺሙࡽࠊ⩚ኴᆅ༊࡛㌴㸯ྎࡀ

17  12 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᅵ◁ᔂࢀ࡛ᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ༡㒊

ࢀࡽࠊ♫⚟♴タࠊኴ㝧ࡢᅜ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊ࢚ࣞ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

࣮࣋ࢱ࣮㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛

ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊

ࡍࠋ

ᰣᮌ㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ

す㒓ᮧᙺሙࡢሗࡼࡾࡲࡍࠊ⩚ኴᆅ༊࡛㌴㸯ྎࡀᅵ

㒊 ༓ⴥす㒊

- 204 -

ᆅ㟈㏿ሗ

17

15㸸14

15㸸37

◁ᔂࢀ࡛ᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ♫⚟

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ 17  12 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

♴タࠊኴ㝧ࡢᅜࡢ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ༡㒊

㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡉࡽ༡┦㤿ᕷཎ⏫༊ࡢ⪁ேタࣚࢵࢩ࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊
㸳ேࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㸳ேࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ

ᰣᮌ㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ┴ࡼࡾࡲࡍࠊ㡲㈡ᕝᕷ࡛Ṛ⪅

㒊 ༓ⴥす㒊

ࡀ㸯ே࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋヲ⣽ࡣ࡛᫂ࡍࠋࡉࡽ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ 17  12 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ⴥ⏫࡛ఫᏯࡀቯࡋ࡚ࠊ୰ఫẸࡀ㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊

࠸࠺ሗࡶࠊࡇࡕࡽࡣධࡗ࡚᮶࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ㒆ᒣ➨୰Ꮫ

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ

ᰯࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᏳ㐩ᆅ᪉ᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊᘓ

㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥ

≀ࡢಽቯࡀᩘ௳࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠺ࡕࠊᮏᐑᕷࡢ

ᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ୗ㉺

ࣝࣉࢫ≀ὶ࡛ࠊ୍㒊ᘓ≀ࡀಽቯࡋࠊ㸯ே㝔ᦙ㏦ࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋᐜయࡣ࡛᫂ࡍࠋࡲࡓࠊࢧࣄࣅ࣮ࣝ⚟ᓥᕤሙ
࡛ࡶࠊ୍㒊ᘓ≀ಽቯࡢ༴㝤ࡀ࠶ࡾࠊᚑᴗဨࡀ㑊㞴ࡋ࡚
࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴ኳᰤ
ᮧ࡛ࡣࠊࡅࡀேࡀ㸯ே࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡉࡽࠊఀ㐩ᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ⟶ෆ࡛㸯
ேࡀᚰ⫵Ṇ࡛㝔㐠ࡤࢀࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ…
17

16㸸21

బྂ㸸ࡣ࠸ࠋ⚟ᓥࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋࡉ࡚ࠊ㛵ᮾᆅ᪉

(16㸸23)

࡛ࡶ⿕ᐖࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋⲈᇛ┴ࡼࡾࡲࡍ

ሗ㐨࣓࢝ࣛ
㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࠊ㧗ⴗᕷෆ࡛ࠊࡇࡢᆅ㟈ࡢࡓࡵᘓ≀ࡢᒇ᰿ࡀᔂࢀ࡚ࠊ 17  12 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
70 ௦ࡢዪᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽ❳

16㸸50

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊

ࣨᓮᕷࡢᾘ㜵ࡼࡾࡲࡍࠊ❳ࣨᓮᕷᑎᚋ࡛ࠊᘓ≀ࡢእ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰

ቨࡀᔂࢀࠊ60 ௦ࡢ⏨ᛶࡀᚰ⫵Ṇࠋᖖ㝣ኴ⏣ᕷෆ࡛

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ

ࡶࠊ80 ௦ࡢዪᛶࡀ⮬Ꮿ࡛ᘓ≀ࡢୗᩜࡁ࡞ࡾࠊᚰ⫵

㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥ

Ṇࡢ≧ែࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ୗ㉺

ࡲࡓࠊᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࠊᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚ࠊ୰

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࠸ࡓ 25 ேࡀୗᩜࡁ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ 50 ௦ࡢዪᛶ

17  12 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.4

㸯ேࡀព㆑᫂ࡢ㔜యࠋ㔜യ⪅ࡀ㸳ே࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋ 㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 40km

17㸸23

ࡉࡽࠊᰣᮌ┴ⰾ㈡⏫ࡢᮏ⏣ᢏ◊࡛ࠊᘓ≀ࡢ୍㒊ࡀಽቯ

ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

ࡋࠊ㸯ேࡀព㆑᫂࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᰣᮌ┴ෆ࡛ࡣࠊୗ

㟈ᗘ㸲 ࠸ࢃࡁᕷ ⏣ཎᕷ 㧗᰿ἑ⏫

㔝ᕷࡢᅜศᑎ୰Ꮫᰯ࡛ࡶᒇ᰿ࡀᔂⴠࡋࠊ⏕ᚐ 26 ேࡀୗ

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋ⌧ᅾᾘ㜵࡞ࡀᩆຓάື

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊

ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰

ࡲࡓࠊᶓᕷࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢሙࠊࣁ࣐࣮࡛࣎ࣝᘓ≀ࡢᒇ᰿

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ

ࡀⴠࡕ࡚ࠊ࠾ࡼࡑ 10 ேࡀ୍ୗᩜࡁࢆ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᾘ

㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥ

㜵࡞ࡀᩆຓάືࢆ⾜ࡗ࡚ࠊဨ㍍യ࡛ࠊู᮲ࡣ࡞

ᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ୗ㉺

࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽ༓ⴥ┴࡛ࡶࠊ༓ⴥᕷෆ࡛ⅆ⅏

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡀ㉳ࡁ࡚㸳ேࡀࡅࡀࠋᡂ⏣✵

17  12 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.4

࡛ࡶ㸯ேࡀࡅࡀࢆࡋࡓ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
17

17㸸41

17㸸56

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 40km

ᅇࡢᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛༓ⴥ┴ࡸⲈ

ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

ᇛ┴ࠊࡑࢀᒾᡭ┴࡞࡛ࠊ㸱ேࡀṚஸࠊ㸳ேࡀព㆑

㟈ᗘ㸲 ࠸ࢃࡁᕷ ⏣ཎᕷ 㧗᰿ἑ⏫

᫂ࡢ㔜య࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᅵ◁ᔂࢀࡸ

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ὠἼ࡛ࠊ㸷ேࡀ⾜᪉࡛᫂ࡍ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊

⥆࠸࡚ࠊᕤሙ࡞ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ༓ⴥ┴ᕷཎᕷ࠶ࡿࢥ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰
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ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࢫࣔ▼Ἔࡢ〇Ἔᡤ࡛ࠊⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࢱࣥࢡࡀ⇞

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ

࠼࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋ୍᪉ࠊ㹈㹖᪥㖔᪥▼࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣࠊ 㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥ
ᐑᇛࡢྎࠊⲈᇛࡢ㮵ᓥࠊ⚄ዉᕝࡢ᰿ᓊࡢྛ〇Ἔᡤࡘ
࠸࡚ࠊ⌧ᅾ᧯ᴗࢆṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᪥⏘⮬ື㌴ࡣࠊ
⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷ࠶ࡿ࠸ࢃࡁᕤሙࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠊ⿕
ᐖࡢ≧ἣ࡞ࡘ࠸࡚⌧ᅾ☜ㄆࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

18㸸26

ࡑࢀࡽࠊࣛࣇ࡛ࣛࣥࡍࠋᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ
༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊ㟷᳃┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴ࡢᇦࠊᒣ
ᙧ┴ࠊᐑᇛ┴ࡢࡰᇦ࡛ࠊ㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊ㟷᳃┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴ࡢᇦࠊ
ᒣᙧ┴ࠊ⛅⏣┴㸦ͤᐑᇛ┴㸧ࡢࡰᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

18㸸46

ࡲࡓࠊᮾி㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲༙⌧ᅾࠊ㛵ᮾᆅ
᪉ࡢྛᆅ࡛ࡶ㟁ࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡚ࠊⲈᇛ┴ෆ࡛ 86  9900
㌺ࠊᰣᮌ┴ෆ࡛ 56  8200 ㌺ࠊ⩌㤿┴ෆ࡛ 23  3900
㌺ࠊᇸ⋢┴ෆ࡛ 34  4700 ㌺ࠊ༓ⴥ┴ෆ࡛ 35  2500
㌺ࠊᮾி㒔ෆ࡛ 11  9800 ㌺ࠊ⚄ዉᕝ┴ෆ࡛ 128  8600
㌺ࠊᒣ┴ෆ࡛ 14  6000 ㌺ࠊ㟼ᒸ┴ෆ࡛ 11  8500
㌺ࡀ㟁࡛ࡍࠋᮾி㟁ຊ⟶ෆࡔࡅ࡛ࠊ404 ㌺௨ୖࡀ⌧
ᅾ㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

19㸸30

ࡑࢀࡽࠊ࢞ࢫࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋᮾி࢞ࢫࡼࡾࡲࡍࠊ
༗ᚋ㸱༙⌧ᅾࠊⲈᇛ┴᪥❧ᕷࡢᇦࠊ࠾ࡼࡑ㸱㸳༓
㌺ࠊⲈᇛ┴∵ஂᕷࡢ୍㒊ࠊⲈᇛ┴❳ࣨᓮᕷࡢ୍㒊ࠊᶓ
ᕷす༊ࡢ୍㒊࡛ࠊ࢞ࢫࡢ౪⤥ࡀṆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ

17

19㸸48

ࡑࢀࡽࠊᖐᏯ㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㏻ᶵ㛵
ࡶ㠀ᖖࡁ࡞ᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࡣ㕲㐨࡛ࡍࠋ
༗ᚋ㸳⌧ᅾࠊ㹈㹐ࡼࡾࡲࡍࠊᒣᡭ⥺ࢆྵࡴ㤳㒔ᅪ
ࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊࡍ࡚㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⚾
㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊி⋤⥺ࠊᑠ⏣ᛴ⥺ࠊᮾᛴ⥺ࠊすṊ
⥺ࠊᮾி࣓ࢺࣟࠊ㒔Ⴀᆅୗ㕲࡛ࡶࠊ⥺࡛㐠⾜ࢆぢྜࢃ
ࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ⫋ဨࡀṌ࠸࡚⥺㊰ࡢᏳࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ
ᪧࡲ࡛ࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺ࡣࠊᮾி㟼ᒸ㛫࡛ᘬࡁ⥆ࡁ㐠⾜ࢆぢ
ྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋୖ㉺ࠊᮾࠊ⛅⏣ࠊ㛗㔝ࠊᒣᙧࡢྛ᪂
ᖿ⥺ࡣࠊ༗ᚋ㸳๓⤊᪥㐠⾜ぢྜࢃࡏࢆỴࡵࡲࡋࡓࠋ

20㸸34

ࡲࡓࠊవ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㹒㹀㹑ࡢࡇࡢᒁෆ࡛
ࡶࠊࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࡲࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜
ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ㒔Ⴀࣂࢫࡣࠊ༗ᚋ㸳๓㐠㌿
ࢆ㛤ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ㛫ࡶ࡞ࡃᖐᏯ㛫ࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵࠊᖐ
Ꮿࡁ࡞ΰࡀணࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㤳㒔ᅪࡢ㕲㐨ࠊ
㠃ⓗࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖐᏯ࡛ࡁ࡞࠸ேࡀໃฟ
࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋ

17

20㸸58

ࡑࢀࡽࠊᨻᗓࡢືࡁ࡛ࡍࠋⳢ⥲⌮ࡣࠊඛ␒⤌ෑ㢌
࡛ࡶࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊグ⪅ぢ࡛ࠊ⿕⅏ࡉ
ࢀࡓ᪉ࡣᚰࡽ࠾ぢ⯙࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋᅜẸࡢⓙࡉ
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ᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ୗ㉺ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࡲࡢᏳࢆ☜ಖࡋࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡓࡵࠊᨻᗓ
ࡋ࡚⥲ຊࢆᣲࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋᅜẸࡢⓙࡉࡲࡶࠊᚋᘬࡁ
⥆ࡁὀព῝ࡃࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࡢሗ㐨ࢆぢ࡚ࠊⴠࡕ╔࠸࡚
⾜ືࡍࡿࡼ࠺ࠊᚰࡽ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡿࠊᅜẸࡧ
ࡅࡲࡋࡓࠋࡲࡓࡑࡢᚋࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀぢࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ
⿕ᐖࡢᣑࠊᩆຊࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊ⿕ᐖ≧ἣࡣ㡰ḟ
ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃ㏙ࠊ⥭ᛴᑐᛂࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂
ࡽࡋࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊవ㟈ࡸὠἼࡢ➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴ
ഛ࠼࡚ࡋ࠸ࠊࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

21㸸54

ࡲࡓࠊ㡑ᅜᨻᗓࡣࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢⓎ⏕ࢆཷࡅ
࡚ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡽせㄳࡀ࠶ࢀࡤࠊᩆຓάືࡸ⿕ᐖᪧࢆ
ᨭࡍࡿࡓࡵࠊᾘ㜵㜵⅏ᗇࡢᩆຓᅋࢆ⥭ᛴὴ㐵ࡍࡿணᐃ
ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊ㸯ḟὴ㐵ࡢࡓࡵࡢᩆຓ㝲ဨࡽ
࠾ࡼࡑ 40 ேࠊ㸰ḟὴ㐵ࡢࡓࡵࡢ㝲ဨࡽ 30 ேࡀᑐᶵࡋ࡚
࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

17

22㸸17

ࡑࢀࡽࠊ㆙ᐹᗇࡽࡢሗ࡛ࡍࠋ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࡢ
ྛ⟶༊㆙ᐹᑐࡋ࡚ࠊᗈᇦ⥭ᛴຓ㝲ࡢฟືࢆ㆙ᐹᗇࡀ
ᣦ♧ࡋࡲࡋࡓࠋฟື‽ഛࡀᩚ࠸ḟ➨ࠊ⿕⅏ᆅྥࡅ࡚ὴ
㐵ࡋࡲࡍࠋ㆙ᐹᗇࡼࡾࡲࡍࠊࡇࡢᆅ㟈ࡼࡿྛᆅࡢ
⿕ᐖ࡛ࡍࡀࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊྛᆅ࡛ᅵ◁ࡢᔂⴠࡀ☜ㄆࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠊ⚟ᓥ┴ᗇࡢᮏᗇ⯋⿕ᐖࡀฟ࡚࠸࡚ࠊ┴ᗇࡢ
ᶵ⬟ࡀ༑ศᯝࡓࡏ࡞࠸≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ

22㸸45

୍᪉ࠊ⚟ᓥ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡢᗇ⯋ࡢᘓ≀ࡶ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ⚟ᓥ┴㆙ࡣࠊ༗ᚋ㸱㸳ศࠊ㆙ᐹᮏ㒊ࡢᶵ⬟ࢆ⚟ᓥ
㆙ᐹ⨫⛣㌿ࡋࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴࡛ࡣ㔩▼ᕷෆࡢᶫࡀᔂⴠ
ࡋࡓࠊ㔩▼

࡛㌴୧ᩘ༑ྎࡀᾏᾋ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㟷᳃┴⚟ᓥ┴ࡢཎⓎ࡛ࡍࡀࠊࡇ
ࡢཎⓎࡣࠊእぢୖࠊ␗ᖖࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ㟷᳃⚟ᓥࡢཎⓎࡣࠊእぢୖࠊ␗ᖖࡣ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
17

23㸸19

ࡑࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᙳ㡪࡛ࡍࡀࠊࡳࡎ㖟⾜ࡼࡾࡲ

(23㸸33)

ࡍࠊᮾᆅ᪉࡞ 83 ࡢᣐⅬタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿከᩘࡢ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

㸿㹒㹋ࠊ⌧㔠⮬ື㡸ࡅᡶ࠸ᶵࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡞ࡗ

17  19 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.7

23㸸54

17

24㸸14

ᆅ㟈㏿ሗ

࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢࠊ୕⳻ᮾி㹓㹄㹈㖟⾜

㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣࡈࡃὸ࠸

୕ఫ㖟⾜ࡶࠊᮾᆅ᪉࡞ࡢ୍㒊ࡢ㸿㹒㹋࡛ࠊ⏝

ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࢭࣈࣥ㖟⾜ࡼࡾ

㟈ᗘ㸲 㡲㈡ᕝᕷ ࠸ࢃࡁᕷ 㮵ᔱᕷ ⟃すᕷ 㖝⏣

ࡲࡍࠊᐑᇛࠊᒾᡭࠊᒣᙧ࡞ࡢᮾྛ┴ࡸࠊ㛵ᮾᆅ

ᕷ 㧗᰿ἑ⏫ ᪥㒊ᕷ 㖯Ꮚᕷ ᪫ᕷ ᮾᗉ⏫ ⍰

ᇦࡢࢭࣈࣥࣞࣈࣥ࠶ࡿ㸿㹒㹋ࠊ࠾ࡼࡑ 1600 ྎࡀ

ᕷ 㤶ྲྀᕷ

࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸ࡇ࡛ࡍࠋ

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

⥆࠸࡚ࠊドๆ♫ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋᅜമࡢ㈙ࢆ௰ࡍࡿ᪥

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡

ᮏ┦ドๆࡣࠊᆅ㟈┤ᚋྲྀᘬࢆ୰᩿ࡋࠊࡑࡢᚋࡢྲྀᘬ

㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊

ࢆ୰Ṇࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୍᪉ࡢドๆࠊࡲࡓ୍㒊ࡢドๆ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

♫࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸲 55 ศ⌧ᅾࠊᮾドࡢ㈙ࢩࢫࢸ࣒᥋

ᒣᙧ⨨㈷ ὠ Ⲉᇛ㒊 ᰣᮌ㒊 ⩌㤿㒊 ⩌

⥆ࡍࡿᅇ⥺ࡀࢲ࢘ࣥࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ༓ⴥす㒊 ༓ⴥ༡㒊 ᮾி 23 ༊

ࡑࢀࡽࠊࡧᖐᏯ㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠊ㏻ᶵ㛵ࡢ

⚄ዉᕝᮾ㒊 ⚄ዉᕝす㒊 ୰㉺ ᒣ୰࣭す㒊 ᒣ
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ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ᪂ᐟ

ᮾ㒊࣭ᐩኈ†

㥐༡ཱྀࡢ≧ἣ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ༗ᚋ㸳⌧ᅾࠊ㹈㹐ࡼࡾ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡲࡍࠊᒣᡭ⥺ࢆྵࡴ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࠊࡰ㐠⾜ࢆぢྜ

17  19 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.7

ࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍ࡚㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ 㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣࡈࡃὸ࠸
⚾㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊி⋤⥺ࠊᑠ⏣ᛴ⥺ࠊᮾᛴ⥺ࠊす

ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

Ṋ⥺ࠊᮾி࣓ࢺࣟࠊ㒔Ⴀᆅୗ㕲࡛ࡶࠊ⥺࡛㐠⾜ࢆぢྜ

㟈ᗘ㸲 㡲㈡ᕝᕷ ࠸ࢃࡁᕷ 㮵ᔱᕷ ⟃すᕷ 㖝⏣

ࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ⫋ဨࡀṌ࠸࡚⥺㊰ࡢᏳࢆ☜ㄆࡍࡿࡓ

ᕷ 㧗᰿ἑ⏫ ᪥㒊ᕷ 㖯Ꮚᕷ ᪫ᕷ ᮾᗉ⏫ ⍰

ࡵࠊᪧࡲ࡛ࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢࡽࢀ࡚࠸ࡲ

ᕷ 㤶ྲྀᕷ

ࡍࠋࡲࡓࠊᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺ࡣࠊᮾி㟼ᒸ㛫࡛ᘬࡁ⥆ࡁ㐠⾜

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊୖ㉺ࠊᮾࠊ⛅⏣ࠊ㛗㔝ࠊ 㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡

17

25㸸03

ᒣᙧࡢྛ᪂ᖿ⥺ࡶࠊ༗ᚋ㸳๓⤊᪥㐠⾜ぢྜࢃࡏࢆỴ

㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊

ࡵࡲࡋࡓࠋ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡲࡓࠊ㒔Ⴀࣂࢫࡣࠊ༗ᚋ㸳๓㐠㌿ࢆ㛤ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ ᒣᙧ⨨㈷ ὠ Ⲉᇛ㒊 ᰣᮌ㒊 ⩌㤿㒊 ⩌
㛫ࡶ࡞ࡃᖐᏯ㛫ࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵࠊᖐᏯࡁ࡞ΰࡀண

25㸸12

ࡉࢀࡲࡍࠋ

⚄ዉᕝᮾ㒊 ⚄ዉᕝす㒊 ୰㉺ ᒣ୰࣭す㒊 ᒣ

㤳㒔ᅪࡢ㕲㐨ࡣࠊ㠃ⓗࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖐᏯ࡛

ᮾ㒊࣭ᐩኈ†

ࡁ࡞࠸ேࡀࠊໃฟ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡈぴ࠸ࡓࡔ
࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᮾி㹈㹐㇂㥐๓ࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋ㟁ヰ࣎ࢵ
ࢡࢫࡢ๓࡞ࡾࡢ㛗⺬ࡢิࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ
㏻ᶵ㛵ࠊࢇࡀࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᮾி㒔
ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲ࠊ㒔Ⴀࣂࢫࡣ⥺࡛㐠㌿ࢆ㛤ࡋ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓ㒔ႠⲨᕝ⥺ࡶࠊ༗ᚋ㸲༙㐣ࡂ
㐠㌿ࢆ㛤ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡇࡲ࡛ࠊ⌧ᅾධࡗ
࡚࠸ࡿ⿕ᐖ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊࡲࡵ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ
17

25㸸43

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ᪂ᐟࡢᵝᏊ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠋ
㛗ᓠ㸸㇂ࡢ㥐ࡶᫎࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᇼᑿ㸸㇂ࡶࠊ࠼࠼ࠋࡶ࠺ࡃᦠᖏ㟁ヰࡀ㏻ࡌࡃ
࠸࠸࠺≧ែ࡛ࡍࡢ࡛ࠋබ⾗㟁ヰࡢ๓ࡓࡃࡉࢇࡢேࡀ
୪ࢇ࡛࠸ࡓࡾࠋ
㛗ᓠ㸸ࡶ࠺ิࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ᇼᑿ㸸࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢ㏻ᶵ㛵ࡣࠊࡶ࠺ࢇࡀ
ࢫࢺࢵࣉࠋ
㛗ᓠ㸸ࢇࠊࡣ࠸ࠋ
ᇼᑿ㸸ࡓࡔࠋ

25㸸58

㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ༓ⴥす㒊 ༓ⴥ༡㒊 ᮾி 23 ༊

㛗ᓠ㸸༗ᚋ㸲㒔Ⴀࣂࢫࡣ⥺࡛㐠㌿ࢆ㛤ࡋࠊ㒔Ⴀ
Ⲩᕝ⥺ࡶࠊ༗ᚋ㸲༙㐣ࡂ㐠㌿ࢆ㛤ࡋࡓ࠸ࡇ࡛
ࡍࡀࠊⓙࡉࢇࠊᖐࡿᡭẁࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㐃⤡ࡶྲྀ
ࢀ࡞࠸ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋ≧ែ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ࡁࡣࠊ࡞ࡿࡃ
࠸ࡿࡇࢁࢆື࡞࠸ࠋ࠸ࢃࡺࡿᖐᏯᅔ㞴⪅ゝࢃࢀ
࡚ࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡿࡁࠊࡑࡢࠊⓎ⏕ࡍࡿࠊࡇࢀࡶ୍ࡘ
ࡑ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡃࡇ࠺࠸࠺ࡁࡣࠊ
࠸ࡿሙᡤ࡛ࡍࡡࠊࡋࡤࡽࡃ࠸࡚ࠊࡑࡢᚅᶵࡋ࡚ࠊࡶ࠺
ࡕࡻࡗ≧ἣࢆぢࡓ࠺ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡼࠋ
㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ
ゎㄝ㸯㸸࠼࠼ࠋ
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17

26㸸25

ᇼᑿ㸸ࡇ࠺ࡓࡧࡓࡧవ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚ࡲࡍࢇ࡛ࠊࡇࡢศ࡛
࠸ࡃࠊࡸࡗࡥࡾࡇ࠺ࠊ㐠㌿㛤ࡍࡿࡲ࡛ࡢⅬ᳨ࡍࡿࠊ
ࡇࢀࡣ࡞ࡾ㛫ࡾࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸᭱⤊ⓗࡣࡎࡗ࠶ࡢࠊసᴗဨࡀぢ࡚ᅇࡾࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸࠼࠼ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡑࢀࢆ☜ㄆࡍࡿࡢࡸࡗࡥࡾ࡞ࡾࡢ㛫ࡀ
ࡾࡲࡍࡽࠋ
㛗ᓠ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ᇼᑿ㸸࠼࠼ࠋ
ゎㄝ㸯㸸ࡣ࠸ࠋ

26㸸40

㛗ᓠ㸸㟁Ẽࡶࡘ࠸࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀࠊᚋኪ῝ࡲࡗ࡚࠸
ࡃࠊࡲ࠶ࠊᮏᙜ࠶ࡢࠊࣃࢽࢵࢡ≧ែ࡞ࡿ᪉ࡀ࠸ࡽ
ࡗࡋࡷࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠋ࠺ࡒⴠࡕ╔࠸࡚ࠊ༑ศᏳ
ὀពࢆࡋ࡚ࠊవ㟈ࡀࡲࡔ㉳ࡁ࡚ࡲࡍࡢ࡛ࠊẼࢆࡅ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᇼᑿ㸸࡛ࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽࡇࢀࡲ࡛ࡢ⿕ᐖࢆࠊ㹔㹒㹐
ࡲࡵࡲࡋࡓࡢ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ

17

27㸸04

ࢼ㸸…ࡶࡢࡀⴠࡕ࡚ࡃࡿࠊᲴࡀಽࢀࡿ࡞ࡢࠊኚᙉ

⚟ᓥ㹒㹓㹄

࠸ᶓᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ࡞ࡾ㛗࠸㛫ࡔࡗࡓࡼ࠺ᛮ
ࢃࢀࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸…࠼࠼ࠋࡍࡈ࠸ᦂࢀࢆ…
17

17

27㸸14

27㸸22

ࢼࣞ㸸༗ᚋ㸰 46 ศࠊᐑᇛ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿࠊ࣐ࢢ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

ࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ

ࣥ

⏨ᛶ㸸㹒㹀㹁ࡢᮏ♫ෆ࠶ࡿ୍ᐊ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡈぴࡢࡼ

ᐑᇛ㹒㹀㹁

࠺ࠊᮘࡸᮏᲴࠊᲴ࡞ࡀᩓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡢࡁ
ࡉࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸┤ᚋࡢᐑᇛ┴ᗇࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ┴ᗇ
ࡢᵝᏊࠋࡶࡢࡀᲴࡽᩓࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀఛ࠼ࡲࡍࠋ
17

17

27㸸46

27㸸56

ࢼࣞ㸸㟈ᗘ㸵ࢆグ㘓ࡋࡓࡢࡣࠊᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷࠊᐑᇛࠊ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

⚟ᓥࠊᒾᡭࢆ୰ᚰࠊᙉ࠸ᦂࢀࡀほ

ࣥ

ࢼ㸸ྎ✵

ࡉࢀࡓ

ࡶࠊὠἼࡢ⿕ᐖ㐼࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࡕ

ࡻ࠺ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋᑡࡋ๓ࡢᵝᏊ࡛ࡍ
ࡅࢀࡶࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྎ✵

ᐑᇛ㹒㹀㹁
ྎ✵

ࡶὠ

Ἴࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᕝࢆὠἼࡀࠊࡑࡢ㏫ὶࡋ࡚
࠸ࡿ࠸࠺≧ἣࡶ࠶ࡾࡲࡍ…
17

17

28㸸15

28㸸46

ࢼࣞ㸸ࡇࢀࡣྎ✵

ࡢᵝᏊࠋὠἼࡀ⃮ὶ࡞ࡗ࡚ࠊ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

㉮㊰ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃᵝᏊࡀศࡿࠋ

ࣥ

ࢼ㸸⌧ᅾࡢዪᕝࡢᵝᏊࠊᘓ≀ࡀࠊࡑࡋ࡚㌴ࡶὶ

ᐑᇛ㹒㹀㹁

ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࡚ྲྀࢀࡲࡍࠋᘓ≀ࡀᾏࡘ

ዪᕝ

ࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

17

29㸸00

29㸸05

29㸸15

ࢼࣞ㸸ὠἼࡣఫᏯ⾤ࡶくࡗࡓࠋ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

ࢼ㸸ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࠊࡑࡋ࡚ࡈぴࡢࡼ࠺…

ࣥ

࣊ࣜ㸸༓ⴥ┴࠶ࡾࡲࡍࠊࢥࢫࣔ▼Ἔࡢᕤሙ࡛ࡍࠋࡇࡕ

࣊ࣜࢥࣉࢱ

ࡽࡢᕤሙ࡛ࡣࠊࡁ࡞ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࣮ ༓ⴥ୰

ࢼࣞ㸸༓ⴥ┴ࡢᕤሙᆅᖏࠋ㯮↮⅖ࢆୖࡆ࡚ࠊ⃭ࡋ࠸ⅆ

ኸ༊ୖ✵

⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
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17

29㸸27

㆟ဨ㸸…ࡲࡵࡓࡶࡢࡀࠊࡇࡢ⾲࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢ⾲

ᅜ㆟ᇽ

࡛㛫㐪࠸࡞࠸࠺ࠊᨻᗓཧ⪃ே࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ

17

17

29㸸40

⏨ᛶ㸸ᮘࡢୗ࠾㞃ࢀࡃࡔࡉ࠸ࠋ

29㸸49

ࢼࣞ㸸ᮾி࡛ࡶタࡢᒇ᰿ࡀᔂⴠࡋࠊࡅࡀேࡀከᩘฟࡓ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

ࡶࡼ࠺ࡔࠋ

ࣥ

ᕷẸ㸸㥔㌴ሙࡢฟཱྀࡀᔂቯࡋࡕࡷࡗ࡚ࠊᖐࢀ࡞࠸ࠋ

ᮾி㒔⏫⏣

ฟࡽࢀ࡞࠸࡛ࡍࡼࡡࠋ

ᕷ ᆺࢹ

ࢼࣞ㸸ᮾி⏫⏣ᕷࡢᆺࢹࢫ࢝࢘ࣥࢺࢫࢺ࡛ࡣࠊᘓ

ࢫ࢝࢘ࣥ

≀ࡢ୍㒊ࡀᔂቯࡋࡓࠋ

ࢺࢫࢺ

ዪᛶ㸸ࠊேࠎࡀබᅬࡢ࠺㏨ࡆ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡁ࡞

ᶓᕷෆ

30㸸05

30㸸11

17

30㸸22

వ㟈ࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋᶓᕷෆ࡛ࡍࠋ
ࢫࣆ࣮࣮࢝㸸㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᘓ≀ࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ಽቯࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍ
17

30㸸39

⏨ᛶ㸸ᐙࡀࡁࡃᦂࢀࠊࡎࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᆅ㠃ࡽእቨ

ᶓᕷෆ

ࡀࠊ㝽㛫ࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ
17

30㸸48

⏨ᛶ㸸ၟရࡀࡍ࡚ࠊᗋ㣕ᩓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠶࠶ࠊࡇ
ࢀࡣࡦ࠸ࠋ

17

30㸸54

ᕷẸ㸸Ꮫᰯࠊయ⫱㤋࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊ༞ᴗ⏕ࢆ⚃࠺
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡕࡻࡗฟࡋ≀ࡳࡓ࠸࡞ࠊぢ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡅ
ࠊࡶ࠺❧ࡗ࡚ࡽࢀ࡞࠸ࡄࡽ࠸ࠋ
グ⪅㸸❧ࡗ࡚ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᕷẸ㸸ࡣ࠸ࠋࣉ࣮ࣝࡢỈࡀࡊࢃࡗฟ࡚᮶ࡓࡢ࡛ࠊࡑࡗ
ࡕࡶ༴࡞࠸ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࠊᑐഃࡽ㏨ࡆࡓࠋ

17

31㸸09

Ẽ㇟ᗇ㸸ࡶὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡔ᮶࡚࠸࡞

Ẽ㇟ᗇ

࠸ࡇࢁ࡛ࡶࠊࡇࢀࡽࡉࡽࡁ࡞ὠἼࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⤯ᑐᡠࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㧗࠸ࡇ
ࢁ㑊㞴…
17

31㸸19

ࢼࣞ㸸Ẽ㇟ᗇࡣࠊᾏ㐨ࡽ㛵ᮾᆅ᪉ࡲ࡛ࡢኴᖹὒᓊࠊ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

ὠἼ㆙ሗࢆⓎ௧ࡋࡓࠋ

ࣥ

17

31㸸27

グ⪅㸸ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࠊᾏࡢỈࡀࡇࡇࡲ࡛…

ྎ᪂

17

31㸸31

ࢼࣞ㸸ྎ᪂

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

࡛ࡣ 10m ࡢὠἼࢆほ

ࠋ⚟ᓥ┴┦㤿ᕷ

࡛ࡶࠊ7.3m ࡢὠἼࡀくࡗࡓࠋᐑᇛ┴ࡢᮾ㟁ຊࠊዪᕝ

ࣥ

ཎⓎࡣࠊ⮬ືṆ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮾி㟁ຊࡢ⚟ᓥ➨୍ࠊ
➨ཎⓎࡶࠊ㐠㌿ࢆṆࡋࡓࠋ
17

31㸸51

ࢼ㸸ὠⱝᯇᕷෆ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢ⟠ᡤ࡛ᾮ≧⌧㇟ࡀ㉳

⚟ᓥ㹒㹓㹄

ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡣᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢࢸࣞ

ࢸࣞࣅ࣮ࣗ

ࣅ࣮ࣘ⚟ᓥࠊ㒆ᒣᨭ♫ࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

⚟ᓥ㒆ᒣᨭ

㒆ᒣ㥐ࡽ࡛ࡍࡡࠊṌ࠸࡚ 10 ศࡃࡽ࠸࠶ࡾࡲࡍࠊ㒆

♫

ᒣᨭ♫ࠊࢸࣞࣅ࣮ࣘ⚟ᓥࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡣᮍ☜ㄆሗ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࠸ࢃࡁ
ࡢᕤሙ࡛ࠊỈẼ⇿Ⓨࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ሗ
ࡶࠊධࡗ࡚᮶ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㒆ᒣᕷࡢࠊ㒆ᒣᗈᇦᾘ
㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍ…
17

32㸸23

ࢼࣞ㸸ࡇࢀࡣⲈᇛ┴ࠋከᩘࡢᐙᒇࡀಽቯࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ

ࢼ࣮ࣞࢩࣙ

ศࡿࠋ㛵ᮾᆅ᪉ࡔࡅ࡛ࡶ༗ᚋ㸲 50 ศ⌧ᅾࠊᑡ࡞ࡃ

ࣥ

ࡶ㸰ேࡀṚஸࡋࠊ㸰ேࡀᚰ⫵Ṇࠊ㸱ேࡀព㆑᫂
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࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
17

32㸸50

ᇼᑿ㸸ࡉ࠶ࠊࡲ࡛ࡢ㹔㹒㹐ࠊࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡓࢇ࡛ࡍࡅ

(32㸸59)

ࢀࡶࠊ㸰 46 ศ㉳ࡁࡓࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

N ࢫࢱࢪ࢜

࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡀࡁࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ

17  31 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

8.8 ኚ᭦࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ8.4 ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࡡࠊ 㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ㏻ࡾ

17

33㸸23

8.8 ኚࢃࡾࡲࡋࡓࠋ

ὠ ᰣᮌ㒊

㛗ᓠ㸸㸲ࡽ 8.8 ࠋ

㟈ᗘ㸱 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ Ⲉᇛ㒊

ᇼᑿ㸸࡞ࡾᕧᆅ㟈ゝ࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋࡑ࠺ࡇ࠺ࡋ

Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ༓ⴥす㒊

࡚࠸ࡿ࠺ࡕࡶࠊ㟈ᗘࡀࠊవ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

㛗ᓠ㸸వ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

7  31 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᇼᑿ㸸ࡉ࠶ࠊ⥆࠸࡚ࡣᒣᙧ┴ࡢ୰ᒣ⏫ࠊಽቯࡋࡓᗜ๓

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ㏻ࡾ

ࡽ୰⥅࡛ఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ

ὠ ᰣᮌ㒊

グ⪅㸸ᒣᙧ┴୰ᒣ⏫࠶ࡾࡲࡍ㹈㸿㛗ᓮ᮶࡚࠸ࡲࡍࠋ 㟈ᗘ㸱 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ Ⲉᇛ㒊
㹈㸿㛗ᓮࡢࠊᬑẁࡣ⡿ഛ⏝ࢃࢀ࡚࠸ࡿᑠᒇ࡞ࢇ࡛

Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ༓ⴥす㒊

ࡍࡀࠊࡇࡢᑠᒇࡀ࡛ࡍࡡࠊࡲࡿ࡛ࡁ࡞⋇ࡀ㏆ࡃࢆ㏻

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡗ࡚ࠊୖࡽ㋃ࡳࡘࡅࡓࡼ࠺ࠊࡕࡷࢇࡇୖࡽࠊ 17  31 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

33㸸52

࡚ࡘࡶ࡞࠸ᅽຊ࡛ᢲࡋࡘࡅࡽࢀࡓࡼ࠺ࠊᒇ᰿ࡢ୍㒊

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡀಽቯࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᬑẁࡣ⡿ࡢഛࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸

⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

࠺ࡇࡢᑠᒇࠋࡕࡻ࠺ᑠᒇࡢᮾഃ࡞ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡕ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᭱ୖ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊

ࡽࡀࡲࡿ࡛ࡣࡂྲྀࡽࢀࡓࡼ࠺ࠊୖࡽ㋃ࡳࡘࡅࡽࢀࡓ

Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥ

ࡼ࠺ࠊᙉ࠸ᅽຊ࡛ᢲࡋࡘࡪࡉࢀࡓࡢࡼ࠺ࠊ⃭ࡋࡃ

す㒊

ᔂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡑࡋ࡚ዟᅵⶶࡀ࠶ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋఫᏯࠊ 17  31 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
ࡑࡋ࡚ᅵⶶ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠶ࡕࡽࡢᘓ≀ࡢࡍࡄᡭ๓ഃࡀࠊ 㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ
ᐇࡣ୍⯡ࡢ⏫Ẹࡢ᪉ࡀ࡛ࡍࡡࠊᬑẁࡗ࡚࠸ࡿ㐨㊰࡛ࡋ

⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

ࡓࠋࡇࡢ㐨㊰ࡢୖࠊᒇ᰿ࡀ࡛ࡍࡡࠊࡲࡿ࡛そ࠸ࡪࡉ

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᭱ୖ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊

ࡿࡼ࠺ࠊ㞷ᔂࡀく࠸ࡿࡼ࠺ᔂࢀ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿᵝ

Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥ

Ꮚࠊࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇࡕࡽࡢ㐨࡛ࡍࡡࠊ す㒊
ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓᙜࡣேࡀ࠸࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡑࢀ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡣᮏᙜᖾ୰ࡢᖾ࠸࡛ࡋࡓࠋ୰ேࡀ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚㌴

17  31 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.8

ࡀ࠸ࡓࠊࡑࡢࡇࢆീࡍࡿ࡛ࡍࡡࠊࡒࡗࡋࡲࡍࠋ 㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 30km
34㸸19

ࡑࡋ࡚ࡇࡢᒣᙧ┴୰ᒣ⏫࡛ࡣࠊඛࡽᮏᙜࠊ㸯ࠊ ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

㸰ศ๓ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᙉ࠸వ㟈ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢవ

㟈ᗘ㸲 ຍ⨾⏫ Ⰽ㯞⏫ ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ྡ

㟈ࡢᗘࠊࡇࡢᚋࢁ࠶ࡾࡲࡍ⡿ࡢഛࡢᑠᒇࠊࡇࡢᑠ

ྲྀᕷ ྎᕷ ᮾᯇᓥᕷ ᯇᓥ⏫ ᗓ⏫ ୖᒣᕷ 

ᒇࡀ࡛ࡍࡡࠊࡂࡋࡂࡋࡳࡋࡳࡋ㡢ࢆ❧࡚࡚ᦂࢀࡲࡍࠋ ᮏᯇᕷ ᕝಛ⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ ┦㤿ᕷ ᴍⴥ
㠀ᖖࡇࡢࡍࡄࡑࡤ࠸ࡿᜍᛧࢆឤࡌቑࡍࠋ⃭ࡋ࠸ࠊ ⏫ ᐩᒸ⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ༡┦㤿

34㸸46

ᆅ㠃ࡀ࠺࡞ࡾࢆୖࡆࡿࡢࡼ࠺࡞ࡑࡢᦂࢀࠊࡑࡢᦂࢀ

ᕷ ⊦ⱑ௦⏫ ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫

ྠࠊవ㟈ࡢᗘࡇࡢᘓ≀ࡀࡳࡋࡳࡋࡳࡋࡳࡋ࠺࡞

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࡾࢆୖࡆࡿࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣࡀࠊ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡑࡋ࡚ࡇࡕࡽࠊṧࡗ࡚࠸ࡿᲷ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᘓ≀⮬

⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊

యࠊࡓࡕࡣṧࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊᰕࡀࡦࡋࡷࡆࠊࡑࡋ࡚ቨࡀ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᭱ୖ ᒣᙧ⨨㈷

ࡣࡀࢀⴠࡕࡿࡼ࠺࡞≧ែࠋࡇࡢ≧ែ࡛ࡣ࡚ࡶ୰ධࢀ

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ

ࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࠋవ㟈ࡢ

㒊 ༓ⴥす㒊

ᗘࡳࡋࡳࡋ㡢ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋࡑࢇ࡞ᘓ≀࡛ࡍࠋ
35㸸02

ᮏᙜ࡛ࡍࡡࠊࡇࢀᮾഃࡢᒇ᰿ࠊࢇᘓ≀ࡢ࠾ࡼࡑ୕
ศࡢ୍࡞ࡾࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋࡑࡢ୕ศࡢ୍ࡶ࠸࠼
ࡿࡑࡢᒇ᰿ࡢ㒊ศࡀ࡛ࡍࡡࠊࡁࡃᔂࢀࡲࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚
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୰⥅࣭ᒣᙧ
┴୰ᒣ⏫

㐨ࢆそ࠸ࡪࡏࡿࡼ࠺ࠊ㐨そ࠸ࡪࡉࡿࡼ࠺ᔂࢀ
࡚࠸ࡿࠊࡑࢇ࡞≧ែ࡛ࡍࠋᮏᙜࡇࡇ㏻⾜ேࡀ࠸࡞ࡃ
࡚ࡼࡗࡓ࡞࠸࠺ࡼ࠺ᚰࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋᒣᙧ┴ࡢ୰
ᒣ⏫ࠊ㛗ᓮᆅ༊ࡢಽቯ⌧ሙࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ
17

35㸸28

㛗ᓠ㸸࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
グ⪅㸸ࡣ࠸ࠋᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋ࡢ๓ࡽ࠾ఏ࠼ࡋ
ࡲࡍࠋ⚾ࡢᚋࢁ࠶ࡿẁ㤋࡛ࡣࠊᙜࠊ᪥ᮏほගᑓ
㛛Ꮫᰯࡢ༞ᴗᘧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ∗ࡸ⏕ᚐࡽ 737
ྡࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿྠ
ࠊ㸯㝵ࡢ࣮࣍ࣝࡢኳࡀᔂⴠࡋࠊ┤ᧁࢆࡋࡓ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋ28 ྡࡢ᪉ࡀࡅࡀࢆࡋࠊ࠺ࡕ㸴ྡࡀ㔜യࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕ㸯ྡࡢ 50 ௦ࡢዪᛶࡢ᪉ࡀ㔜యࡔ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋࡍ࡛ⓙࡉࢇࠊ㒔ෆࡢ㝔ᦙ㏦῭ࡳ࡛ࡍࠋ

36㸸02

ᙜ୰࠸ࡓ᪉ヰࢆఛ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᆅ㟈
Ⓨ⏕ྠࠊࡍࡈ࠸ᝒ㬆ඹࠊከࡃࡢ᪉ࡀእ㏨ࡆ
࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୰ࡣ⾑ࡔࡽࡅ࡛ᦙ㏦ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡞᪉ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡣࡶ࠺㒔
ෆⓙࡉࢇᦙ㏦ࡀ⤊ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ௨ୖࠊ
⌧ሙࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ

17

36㸸24

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋẁࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡲࡓࡕࡻࡗ

(36㸸29)

ᦂࢀࡲࡋࡓࡡࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

㛗ᓠ㸸࠼࠼ࠋ㢖⦾వ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡲࡎ㌟ࡢ

17  34 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

Ᏻࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡉ࡚ࠊ⌧ᅾࡶ࠺㸳 36 ศࢆ㐣

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭἢᓊ㒊 ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾ

ࡂ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᖐᏯ㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏻ᶵ㛵ࡶ

ᡭෆ㝣༡㒊 Ⲉᇛ㒊

㠀ᖖࡁ࡞ᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

㕲㐨ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸳⌧ᅾࠊ㹈㹐ࡼࡾࡲࡍ

17  34 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࠊᒣᡭ⥺ࢆྵࡴ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊ࡚㐠⾜ࢆぢྜࢃ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭἢᓊ㒊 ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾ

ࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⚾㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊி⋤⥺ࠊᑠ

ᡭෆ㝣༡㒊 Ⲉᇛ㒊

36㸸36

⏣ᛴ⥺ࠊᮾᛴ⥺ࠊすṊ⥺ࠊᮾி࣓ࢺࣟࠊ㒔Ⴀᆅୗ㕲࡛ࡶࠊ
⥺࡛㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ⫋ဨࡀṌ࠸࡚⥺㊰ࡢᏳ
ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᪧࡲ࡛ࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿ
ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺ࡣࠊᮾி㟼ᒸ㛫࡛ࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁ㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋୖ㉺ࠊᮾࠊ⛅⏣ࠊ
㛗㔝ࠊᒣᙧࡢྛ᪂ᖿ⥺ࡣࠊ༗ᚋ㸳๓⤊᪥㐠⾜ぢྜࢃ
ࡏࢆỴࡵࡲࡋࡓࠋ㒔Ⴀࣂࢫࡣࠊ༗ᚋ㸳๓㐠㌿ࢆ㛤
ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ㛫ࡶ࡞ࡃᖐᏯ㛫ࢆ㏄࠼ࡲࡍࡓࡵࠊᖐᏯࡢ
㊊ࡁ࡞ΰࡀணࡉࢀࡲࡍࠋ
37㸸36

ࡇࡢࡢᫎീࡣࠊ㹈㹐㇂㥐๓ࠋࣂࢫࡀධࡗ࡚᮶࡚࠸ࡲ
ࡍࡀࠋ
ᇼᑿ㸸㇂㥐࡛ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸸㇂㥐࡛ࡍࡡࠋࣂࢫࡀධࡗ࡚᮶࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸸㒔Ⴀࣂࢫࡀື࠸࡚ࡲࡍࢇ࡛ࠊࡑࢀ࡛ேࡀ㞟ࡲࡗ࡚
࠸ࡿࢇࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࠋ
㛗ᓠ㸸ࡓࡔኚ࡞ΰ㞧ࡀணࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ⓙࡉ
ࢇࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㤳㒔ᅪࡢ㕲㐨ࡀ㠃
ⓗࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᖐᏯ࡛ࡁ࡞࠸ேࡀໃ࠸ࡲ
ࡍࠋ
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N ࢫࢱࢪ࢜
ᆅ㟈㏿ሗ

17

37㸸57

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋࡲࡔࡑࡢࠊὠἼࡀࢇࢇᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ
ᡤࡶ࠶ࡿࡋࠊ༴㝤ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࢇ࡛ࡡࠊᮏᙜ➨㸰Ἴࠊ
➨㸱ἼࠊẼࢆࡅ࡚ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡽඛࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࠋ࠶ࠊྎࡘ࡞ࡂࡲ
ࡍࠋ
㛗ᓠ㸸࠶ࠊ୰⥅࡛ࡍࠋ
ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋྎࠊࡢࠊࡣ࠸ࠋ
㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋࡌࡷ࠶ྎࢆࡧࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᇼᑿ㸸⥆࠸࡚ࡲࡍࠋࡧࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ

17

38㸸18

(39㸸08)

38㸸40

グ⪅㸸…࣓࣮ࢺࣝࡢὠἼࡀணࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ▼ᕳᕷ㩗ᕝ

ྎ㥐๓ࠊ

࡛ࡣࠊᆅ㟈┤ᚋ 10 ࡢ➨㸯ὴࠋ༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㸱

ྎ✵

m30 ௨ୖࡢ᭱Ἴࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚

࠸ࡿࡢࡣࠊὠἼࡀⓎ⏕ࡋ࡚ὠἼくࢃࢀ࡚࠸ࡿྎ✵

17  35 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.5

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉࡣࡈࡃὸ࠸

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊྛᆅ࡛ᮏᙜὠἼࡀࠊ 㟈ᗘ㸱 㡲㈡ᕝᕷ ᐩᒸ⏫ Ỉᡞᕷ ᪥❧ᕷ ᮾᾏᮧ
ࡑࡢࠊ⊛ጾࡀ∳ࢆࡴࡃゝ࠸ࡲࡍࠋ▼ᕳᕷ࡛ࡣࠊఫᏯ

ᇛ㔛⏫ ᅵᾆᕷ ▼ᒸᕷ ྲྀᡭᕷ ࡘࡃࡤᕷ 㮵ᔱᕷ

10 Ჷࡀὶฟࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚᮶࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ▼

✄ᩜᕷ ⟃すᕷ 㖝⏣ᕷ ᖖ⥲ᕷ ┿ᒸᕷ ᪫ᕷ ⍰

ᕳᕷ࡛ࠊఫᏯ 10 Ჷࡀὶฟ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣྎ

ᕷ 㤶ྲྀᕷ ᒣṊᕷ ᡂ⏣ᕷ బᕷ ඵ⾤ᕷ ༳すᕷ

✵

ὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࠾ࡾࡲࡍࠋẼ

㇟ᗇࡣࠊ୕㝣Ἀᆅ㟈࠸࠺ࡩ࠺ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ಟṇࡋࡲࡋࡓࠋ㛵ᮾ㟈⅏
ࡢ 7.9 ࢆୖᅇࡗ࡚ࠊᅜෆࡢほ

ྐୖṓ௦ࡢ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ

ࢻࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᅇࡢᆅ㟈ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8ࠊ
ほ
39㸸17

ྐୖ᭱⣭ࡢᆅ㟈࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

グ⪅㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㹒㹀㹁ࡢ♫ဨࠊࢶ࢝ࣔࢺࡉࢇ㟁ヰࡀ
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋࢶ࢝ࣔࢺࡉࢇࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ࢶ࢝ࣔࢺࡉࢇࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸ࡣ࠸ࠋࢶ࢝ࣔࢺ࡛ࡍࠋ⚾ࡣࠊྎ㥐๓࠸
ࡲࡍࠋ
ᇼᑿ㸽㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸ࡇࡇ᮶ࡿࡲ࡛ࠊᕷᙺᡤ๓ࡽ㟷ⴥ㏻ࡾࠊᖖ
⚙ᑎࠊࡎࡗṌ࠸࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊໃࡢேࡀ࡛ࡍࡡࠊࡲ
ࡕࢆ⾜ࡁࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⮬Ꮿྥ࠺᪉ࠊ⫋ሙᡠࡿ
᪉ࠊࡑࢀࡽබ⾗㟁ヰ୪ࡪ᪉ࡀ㠀ᖖ┠❧ࡕࡲࡋࡓࠋ
ࢼ㸸බ⾗㟁ヰࠊࡣ࠸ࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸ࡲࡔ࠶ࡢ࠺ࠊᕷෆ࡛ࡍࡡࠊ㦁↛ࡋࡓ≧ែࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ

39㸸54

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࢼ㸸ࢶ࢝ࣔࢺࡉࢇࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸࠼ࡗࠊྎ㥐ࡢ୰ࠊࡲࡔ❧ࡕධࡾ⚗Ṇ࡞ࢇ࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋࡣ࠸ࠋྎ㥐ࢆྲྀᮦࡋࡼ࠺ᛮ࠸
ࡲࡋ࡚ࠊᑡࡋື࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀࡡࠊ㥐ࡢ୰ࡣࡕࡻࡗ
ධࢀ࡞࠸≧ែ࡛ࡍࡡࠋ
ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ࠶ࠊ㹈㹐ࡶ㒊Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸ࡣ࠸ࠋࡲࡉ࠾ࡗࡋࡷࡿ࠾ࡾ࡛ࠊ㹈㹐⥺
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Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿឤࡌ࡛ࡍࠋࡕࡻࡗࡑࡇ
ࡲ࡛ࡲࡔྲྀᮦࡀ࡛ࡁ࡚࡞࠸≧ែ࡛ࡍࡀࠋ
ࢼ㸸ࢶ࢝ࣔࢺࡉࢇࠋ࠶ࠊࣂࢫࢱ࣮࣑ࢼࣝໃࡢ᪉
ࡀ㑊㞴ゝ࠸ࡲࡍࠊ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡓࢇ࡛
ࡍࡀࠊࣂࢫࡣ࠺࡛ࡍࠋ฿╔ࡋ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸࠸࠼ࠊࣂࢫࡣ࡛ࡍࡡࠊࢇ฿╔ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡏࢇࠋ࠶ࠊ㸯ྎࠊࡕࡻ࠺⚾ࡢ┠ࡢ๓ࢆ㏻㐣ࡍࡿࣂࢫ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ࠶࠶ࠊࡶ࠺࠶ࡢࠊᐈ࠸ࡗࡥ࠸ࡢ≧ែ࡛ࠋ
ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ࢶ࢝ࣔࢺ㸸㉮ࡗ࡚…
17

40㸸35

(42㸸31)

ᇼᑿ㸸…ᨺ㏦ࡽࡢ୰⥅ࢆ࠼࡚ࡢࠊࠊ␒⤌ࢆࡈぴ࠸

TBS ࢫࢱࢪ

ࡓࡔ࠸ࡓヂ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋࡉ࠶ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡀࠊ୍

࢜

␒᭱ึࡣࠊ㸰 46 ศⓎ⏕ࡋࡓᆅ㟈ࠋ7.9 ࡽ 8.4 ಟ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ṇࡉࢀࠊࡓࡗࡓ 8.8 ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㛵ᮾ㟈⅏

17  40 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡢ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࢆୖᅇࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ᓥᓮ㸸ࡣࡿୖᅇࡾࡲࡍࡡࠋ
ᇼᑿ㸸࠾࠾ࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋከศࠊẼ㇟ᗇጞࡲࡗ࡚௨᮶ࡢ᭱つᶍࡢᆅ
㟈࡛ࡍࠋ
41㸸00

࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ࠸࠺ࡢࡣࠊ㟈※ᇦࡢᗈࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸
࡚ࠊᆅ㟈ࡢἼࢆฟࡍࡇࢁࡀ㠀ᖖᗈ࠸ࠋᮾࡢᐑᇛ┴ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࡦࡻࡗࡋࡓࡽᒾᡭ┴ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠊࡑࡢἈࡽࠊ༡ࡢ࠺ࡣⲈᇛ┴ࡢἈࡃࡽ࠸ࡲ࡛
ࡀ࠸ࡗࢇቯࢀࡓ࠸࠺ࠊࡑࢀࡀ㒊ᆅ㟈ࡢἼࢆฟࡍ
ඖ࡞ࡗ࡚ࡿࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣὠἼࢆ㉳ࡇࡍࡼ࠺࡞ᾏᗏࡢ㝯
㉳ࡢඖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࠊ㠀ᖖᗈ࠸
ᆅᇦࡀ⃭ࡋࡃᦂࢀ࡚ࡲࡍࡢ࡛ࠊᆅ┙ࡢᝏ࠸ᡤࠊࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓᡤࡣࠊ࠸ࢃࡤ≺࠸ᧁࡕࠊ࠶ࡗࡕࡇࡗࡕ࡛ࡍࡡࠊኚ
࡞⿕ᐖࡀᗈࡀࡗ࡚ࠋ

41㸸39

ᇼᑿ㸸ࡇࢀࡣ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ࡀ㉳ࡁࡓᚋࠊ30 ศ௨
ෆ㸱ᅇࠊ㸵௨ୖࡀ㉳ࡁ࡚ࠊࡇࢀࠊవ㟈ぢ࡚࠸࠸ࢇ࡛
ࡍࠋ
ᓥᓮ㸸వ㟈ぢ࡚࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡣ࠸ࠋ
ᇼᑿ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ࠶࠶ࠊ࡛ࡶࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡑࡢࠊ┤ୗ
ᆺᆅ㟈ࡢᜍࢁࡋࡉ࠸࠺ࡢࡣ㜰⚄ῐ㊰㟈⅏ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ᅇࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢࢡࣛࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳࡶࡑ࠺࡛
ࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸸ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡶࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡣ࠸ࠋ
ᇼᑿ㸸ᅇࡣ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࠋࡑࡢࠊᾏᗏࡽ࡞ࡾὸ
࠸ࡇࢁ࡛㉳ࡁ࡚ࡲࡍࡼࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋ
ᇼᑿ㸸ࡑࡢᜍࢁࡋࡉࡀࡸࡗࡥࡾᅇࠊዴᐇฟ࡚ࡃࡿࢇ
࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᓥᓮ㸸ᅇࡣ㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦ࡛ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠋ

42㸸06

㛗ᓠ㸸ࡲࡓᦂࢀ࡚ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸸ࡣ࠸ࠋᦂࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᇼᑿ㸸ࡲࡔᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶࠶ࠊࡲࡓవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᓥᓮ㸸㠀ᖖᗈ࠸ᆅᇦࡀࠊ࠼࠼ࠊࡁࡃᦂࢀࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࡽࠊ⿕ᐖࡢᆅᇦࡀ㠀ᖖᗈ࠸ࠋᅛࡲࡗ࡚࡞࠸ࠋ
ࡶࡢࡍࡈࡃᗈ࠸ᆅᇦ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ゎㄝ㸸ࣉ࣮ࣞࢺࡢቃ⏺࡛ࡍࡡࠋ
ᓥᓮ㸸࠼࠼ࠋࣉ࣮ࣞࢺࡢቃ⏺ࡢᆅⅬࠋࡇࢀࡽ࠸ࢁࢇ࡞
ࡶࡢࡀฟ࡚᮶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡔࡲࡔሗ㐨ࡉࢀ࡚࡞࠸ࠊ
ࡓࡃࡉࢇࡢ⿕ᐖࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡀࡲࡎ➨୍࡛ࡍࡡࠋ
ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋࢇࡢ୍㒊ࡢሗࢆࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡢ୰⥅
㹔㹒㹐࡛࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠊඛྎᕷࡢࠊ
ὶࢀࡿྡྲྀᕝࡀࠊࡄࢃࡗ㏫ὶࡋ࡚ࠋ
㛗ᓠ㸸ࡶࡢࡍࡈ࠸ࠊ࠼࠼ࠋ
ᇼᑿ㸸ࡑࡢࠊᕝࡢእഃࡢ⏣⏿ࡀࡍ࡚ὠἼ࡛ᢲࡋὶࡉࢀ
࡚ࠋ
ゎㄝ㸸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ
17

17

42㸸41

42㸸44

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࠋ

Ẽ㇟ᗇ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈

⥭ᛴᆅ㟈㏿

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࠋ

ᙉ࠸ᦂࢀ Ⲉᇛ ⚟ᓥ

ሗ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ᆅ㟈㏿ሗ

ゎㄝ㸸⚟ᓥ┴࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᓠ㸸ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊⲈᇛࠊ⚟ᓥᙉ࠸
ᦂࢀࡀ᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ┤ࡕ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊⲈᇛࠊ
⚟ᓥ࡛ᙉ࠸ᦂࢀࡀ᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⴠࡕ╔࠸࡚㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋୖ
ࡽࡶࡢࡀⴠࡕ࡚ࡇ࡞࠸ࠊẼࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࢞ࣛ
ࢫ❆ࡶὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡋ
ࡓࠋᙉ࠸ᦂࢀࡀⲈᇛࠊ⚟ᓥ࡞᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

43㸸14

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓࡓ
ࡵࠊᙉ࠸ᦂࢀࡀⲈᇛ⚟ᓥ᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋⲈᇛ
⚟ᓥ࡞᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศὀពࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈ࡀ
㉳ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᙉ࠸ᦂࢀࡀⲈᇛࠊ⚟ᓥ࡞
くࡗ࡚ࡃࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡎ㌟ࡢᏳࢆᅗࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋඛࡽ㢖⦾వ㟈
ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡶࡢࡀቯࢀࡸࡍࡃࠊಽࢀࡸࡍࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

17

43㸸48

ࠊ⏬㠃ୖࡣ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡣࠊᾘ࠼ࡲࡋࡓࠋᆅ㟈㏿ሗࡀ

(43㸸50)

ධࡗ࡚᮶࡚࠸ࡲࡍࠋ㟈ᗘ㸳ᙉࡀࠊ⚟ᓥ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ

43㸸55

ᇼᑿ㸸㟈ᗘ㸳ᙉ࡛ࡍࡡࠋ

17  40 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㛗ᓠ㸸㟈ᗘ㸳ᙉࡀ⚟ᓥ㏻ࡾࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡀ⚟ᓥ୰㏻ࡾ࡛

㟈ᗘ㸳ᙉ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ほ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ゎㄝ 2㸸ฟ࡚࠸ࡓᆅᅗ࡛ࡍࠊࡑࡢ㟈※ᙜࡓࡿࣂࢶ

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡢ㒊ศࠊணࡉࢀࡿ㟈※ࡀෆ㝣ࡔࡗࡓ࡛ࡍࡡࠋ

ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊

㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᭱ୖ ὠ ⩌㤿

ゎㄝ 2㸸࡛ࡍࡽࠊ㟈ᗘ㸳ᙉ࠸࠺ࠊ࡞ࡾෆ㝣࡛ࠊᙉ

༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

࠸ᦂࢀࢆឤࡌࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲ࡛

ᮾி 23 ༊
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17

44㸸29

ࡣᾏᗏࢆ㟈※ࡍࡿᆅ㟈ࡀࠊ࡞ࡾࡁ࠸ࡶࡢࡀ㉳ࡁ࡚

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊᅇࡢࡣෆ㝣࡛ࡦࡻࡗࡋࡓࡽὸ࠸ᡤ

17  40 ศ㡭ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࡞ࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸࠸

㟈ᗘ㸳ᙉ ⚟ᓥ㏻ࡾ

࠺ࢣ࣮ࢫࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ᇼᑿ㸸Ἀ࡛㉳ࡁࡿᆅ㟈ෆ㝣ࡢᆅ㟈ࡀࠊࡇ࠺࠸࠺ྠ

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣ

ࡲࡓ㉳ࡁ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࠋ

ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠋ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᭱ୖ ὠ ⩌㤿

ᇼᑿ㸸࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ

༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋࡑࢀࡽࠊἈ࡛㉳ࡁࡓᆅ㟈ࡢ㟈※ᇦ࠸࠺

ᮾி 23 ༊

ࡢࡣࠊᐇࡣ᪥ᮏࡢୗࡢ࠺ࡲ࡛ఙࡧ࡚ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡛
ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡍࡽࠋ
㛗ᓠ㸸ᆅ㟈ࡀࠊࡘ࠸ඛᦂࢀࡲࡋࡓ⚟ᓥࡽ୰⥅࡛
ࡍࠋ⚟ᓥࡧࡲࡍࠋ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
⏨ᛶ㸸⚟ᓥࡽ᮶ࡿࡗ࡚ࠋ
ዪᛶ㸸⚟ᓥࡽ᮶ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ
17

44㸸53

(45㸸22)

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋඛࠊࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࢫ

⚟ᓥ TUF ࢫ

ࢱࢪ࢜ࡶࡁࡃᦂࢀࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥᕷࡢࢫࢱࢪ࢜ࡣࠊ㟈ᗘ

ࢱࢪ࢜

㸳ᙅࢆほ
ࢆほ

45㸸33

46㸸07

ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚⚟ᓥ┴㏻ࡾࡣࠊ㟈ᗘ㸳ᙉ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶࡁࡃᦂࢀࡲࡋࡓࠋ 17  41 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.8

⌧ᅾ࡛ࡍࡡࠊ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣࠊࢸࣞࣅ⚟ᓥࡢㄪ࡛ࡣࠊஸ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ⣙ 30km

ࡃ࡞ࡗࡓ᪉ࡀ㸴ேࠋࡑࡋ࡚⾜᪉᫂⪅ࡀ 11 ே࠸࠺

ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴ෆࠊ㸳༙⌧ᅾࠊ༗ᚋ㸳༙

㟈ᗘ㸳ᙉ ᐩᒸ⏫

⌧ᅾࠊࢸࣞࣅ⚟ᓥࡢㄪ࡛ࡣࠊஸࡃ࡞ࡗࡓ᪉ࡀ㸴ேࠋ⾜

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

᪉᫂⪅ࡀ 11 ே࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸳ᙉ ⚟ᓥ㏻ࡾ

⚟ᓥ┴㆙࡛ࡣࠊࡢㄪࡼࡾࡲࡍࠊ⚟ᓥ┴┦㤿ᕷᒾᏊ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ᆅෆ࡛ࠊὠἼ࡛ࡰᇦࡀỈἐࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ┦

㟈ᗘ㸲 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰

㤿ᕷᒾᏊᆅෆ࡛ࠊὠἼ࡛ࡰᇦࡀỈἐࡋࡓ࠸࠺ࡇ

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ

࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ༡┦㤿ᕷࡣࠊᘓ≀ࡢಽቯࡀ」ᩘ࠶ࡿ࠸࠺

㒊 ᰣᮌ༡㒊

ሗࡶධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ┦㤿ᕷᙺᡤࡼࡾࡲ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᭱ୖ ὠ ⩌㤿

ࡍࠊὠἼࡣᾏᓊ⥺ࡽ㸱ࠊ㸲࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᅜ㐨

༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

㸴ྕ⥺ࡢ㎶ࡾࡲ࡛᮶࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋṚ⪅ࠊ⾜᪉

ᮾி 23 ༊

᫂⪅ࡢሗࠊࡇࡕࡽࡣࡲࡔධࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

࡛ࡍࠋ

17  41 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋5.8

┦㤿࡛ࠊὠἼࡢ᭱Ἴࡣࠊ༗ᚋ㸱 50 ศ⌧ᅾࠊ7.3m ௨

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ⣙ 30km

ୖ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣࠊ ࡁ࡞ࡺࢀࢆほ

17

46㸸27

ᆅ㟈㏿ሗ

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

౫↛ಙྕᶵࡀ㟁୰ࡢࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㐠㌿ࢆࡉࢀ࡚

㟈ᗘ㸳ᙉ ᐩᒸ⏫

࠸ࡿ᪉ࠊ༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔ

ྛᆅᇦࡢ㟈ᗘࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࡉ࠸ࠋ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸳༙⌧ᅾࠊࢸࣞࣅ⚟ᓥࡢㄪ

㟈ᗘ㸳ᙉ ⚟ᓥ㏻ࡾ

࡛ࡣࠊஸࡃ࡞ࡗࡓ᪉ࡀ㸴ேࠋࡑࡋ࡚⾜᪉᫂⪅ࡀ 11

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

ே࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰

㛗ᓠ㸸ࡣ࠸ࠋ

㒊 ᒣᙧᮧᒣ ᒣᙧ⨨㈷ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋỈἐࡋࡓᆅᇦࡀࠊࡶ࠺⚟ᓥࡣฟ࡚᮶࡚ࡿ

㒊 ᰣᮌ༡㒊

࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㸱ࠊ㸲ࠋ

㟈ᗘ㸱 ୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᭱ୖ ὠ ⩌㤿

ゎㄝ㸸┦㤿ᕷ࡛ࡍࡡࠋ

༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

ᇼᑿ㸸┦㤿ᕷ࡛ࡍࡡࠋ

ᮾி 23 ༊

ゎㄝ㸸ࡣ࠸ࠋ
ᇼᑿ㸸㸱ࠊ㸲ὠἼࡀධࡗ࡚᮶ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊ㧗ࡉࡋ
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ࡓࡽࡶࡢࡍࡈ࠸㧗ࡉ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋᕧὠἼࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡣ࠸ࠋ
ᇼᑿ㸸ࡉ࠶ࠊ⥆࠸࡚ࡣࠊᒾᡭࠊ㹇㹀㹁ࢆࡘ࡞࠸࡛ࡳࡲࡍࠋ
᭱᪂ሗ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
17

46㸸45

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋᒾᡭ┴ෆ࡛ࡶࠊேⓗ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾ

ᒾᡭ IBC ࢫ

ᡭ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡢⓎ⾲ࡼࡾࡲࡍࠊᅇࡢᆅ㟈࡛ࠊ┴ෆ

ࢱࢪ࢜

࡛ࡣ 10 ேࡢṚ⪅ࡀฟࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ10 ேࡢ࠺ࡕ㸳
ேࡀ⯪Ώࠊ㝣๓㧗⏣ࡀ㸰ேࠊࡲࡓࠊஂឿᕷ࡛㌴ࡗ
࡚࠸࡚ὠἼࡢࡳ㎸ࡲࢀࡓ 1 ேࠊࡑࡢ㸰ேࡣ࡛᫂
ࡍࠋࡲࡓࠊᒣ⏣⏫࡛ࡣࠊ」ᩘࡢ㑇యࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
47㸸11

ࡲࡓࠊஂឿᕷ࡛ࡣᘓ≀ࡀಽቯࡋ࡚ࠊ㸯ேࡀࡅࡀࢆࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡑࡢࠊᐑྂࠊୖࡢᾘ㜵ࡶࠊࡅࡀேࡢሗࡀ
ධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᡞᆅ༊ࡢᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊⟶ෆ࡛ࠊ
ᆅࡾࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊⰼᕳᕷࡢⴱࢲ࣒࡛ᒾ
┙ࡀᔂⴠࠊᕝࡀࡏࡁṆࡵࡽࢀࡓ࠸࠺ሗࡶධࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࠊ㐲㔝ᕷ㔩▼ᕷࡢ࠶࠸ࡔࡢ᪂ேᓘ
㐨㊰࡛ࠊᶫࡀᔂⴠࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

47㸸43

ᒾᡭ┴ෆ࡛ࡣࠊྛᆅ࡛㸱m ௨ୖࡢὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᐑྂᕷ࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸱 21 ศࠊ᭱Ἴ㸲m ௨ୖࠊ
⯪Ώᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 15 ศࠊ᭱Ἴ 3.2m ௨ୖࠊࡲ
ࡓࠊ㔩▼ᕷ࡛ࡣ༗ᚋ㸱 21 ศࠊ᭱Ἴ 4.1m ௨ୖࠊ
ࡁ࡞ὠἼࢆࡑࢀࡒࢀほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡶὠἼ㆙ሗ

ࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

48㸸10

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋᒾᡭࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋࡉ࠶ḟࡣࠊⲈᇛ
ࡢὙୖ✵ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽ୰⥅࡛ఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲ
ࡍࠋ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

17

48㸸20

⏨ᛶ㸸⌧ᅾࠊὙᾏᓊୖ✵࡛ࡍࠋὠἼࡢᙳ㡪࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

୰⥅࣭Ⲉᇛ

⯪ࡀࡦࡗࡃࡾ㏉ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋὠἼࡢᙳ㡪࡛ࠊ⁺⯪ࡀᩘ

Ὑୖ✵

㞘ࠊࡦࡗࡃࡾ㏉ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᇼᑿ㸸࠺࡛ࡍࠋὠἼࡣᾏᓊ⥺ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㝣
ᆅࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸⪺ࡇ࠼ࡲࡍࠋ
ᇼᑿ㸸⪺ࡇ࠼ࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸࠶ࠊࠊ

ᕳ࠸࡚ࡲࡍࡡࠋ

ᇼᑿ㸸࠶࠶ࠊࢇࡔࠋ
⏨ᛶ㸸ࡈぴࡢࡼ࠺ࠋ
ᇼᑿ㸸

ࢆᕳ࠸࡚ࡲࡍࡡࠋ

⏨ᛶ㸸ࡈぴࡢࡼ࠺ࠊ

ࡽࡋࡁࡶࡢࡶࠋ

ᇼᑿ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ ࢆᕳ࠸࡚ࡲࡍࡅࡶࠊᚰ㓄࡞ࡢࡣࠊ
࠺࡛ࡍࠊ㝣ࡢ࠺ὠἼࡣᢲࡋᐤࡏ࡚ࡿ࡛ࡋࡻ࠺
ࠋ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠊࡑࡕࡽࡽࠋ
⏨ᛶ㸸⌧ᅾୖ✵ࡽࡣࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡿᵝᏊࡣ☜ㄆ
࡛ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
17

49㸸25

ᇼᑿ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ
㛗ᓠ㸸ືࡁࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠊἼࡢࠋ
ᇼᑿ㸸࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠋ
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ᓥᓮ㸸࠶ࡿ࠸ࡣࠊᘬࡁἼࡢࡁࡶࡋࢀࡲࡏࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ᇼᑿ㸸ࡋࢀ࡞࠸ࠋ➨ 1 Ἴࡀくࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ᘬ࠸࡚ࡿࡇ
ࢁࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡡࠋ
ゎㄝ㸸࠺ࢇࠋ➨ 1 Ἴࡣ㺃㺃㺃
ሷᓮ㸸ࡲ࠶ࠊ࡞ࡾ๓࡛ࡍࡽࠊ㸱Ἴ┠ࠊ࠼࠼ࠋ
ᇼᑿ㸸࠶࠶ࠊࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ゎㄝ㸸ࡓࡔࠊ࠶ࡢ࠺ࠋ
㛗ᓠ㸸Ỉἐࡋ࡚ࡲࡍࡼࡡࠋ
ᓥᓮ㸸࠶ࠊỈἐࠊỈࡀỈἐ࣭࣭࣭
ᇼᑿ㸸Ỉἐࡋ࡚ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸸ࢺࣛࢵࢡࡀࠊࢺࣛࢵࢡࡀࡇ࠺ࠊࡄࡕࡷࡄࡕࡷ࡞
ࡗ࡚ࡲࡍࡢ࡛ࠊከศ࠶ࡢ㎶ࡲ࡛ࠊ᭱ࡣ⾜ࡗ࡚ࡓᛮ
࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ᇼᑿ㸸Ⲉᇛ✵

ࡀࡶ࠺Ỉἐࡋ࡚ࡲࡋࡓࡽࡡࠋ

ゎㄝ㸸ࡣ࠸ࠋ
17

49㸸51

㛗ᓠ㸸ࡇࡢ

ᕳࡁ࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍ

ࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡇࢀࡣከศࠊỈࡀᘬࡃࡁࠊὙ㠃ჾࠊὙ㠃ᡤࡸ
࡞ࢇ࡛ࡄࡿࡄࡿࡗ࡚ᘬࡁࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠶ࢀఝࡓࡼ
࠺࡞⌧㇟࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡅࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸᪩࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛ᘬ࠸࡚࠸ࡃࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋ
㛗ᓠ㸸ࡇࢀࠊ⯪ࡀᾋ࠸࡚ࡿࡢࠋఱࡕࡻࡗࠋ
ᇼᑿ㸸ᾋ࠸࡚ࡲࡍࡡࠋ
ゎㄝ㸯㸸ᾋ࠸࡚ࡲࡍࡡࠋ
㛗ᓠ㸸ࡇࢀࠊᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿᜍࢀࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡶ࠺ࡍ࡛ᘬࡁἼࡢ୰ᘬࡁᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
17

50㸸17

ᇼᑿ㸸࠶ࠊಽࢀ࡚࠸ࡓ⯪ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࢀࡶࡸࡗࡥ
ࡾὠἼ࡛ࠊࡈࢇಽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ゎㄝ㸰㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋせࡍࡿࠊ Ἡࡋ࡚࠸ࡿ⯪
࠸࠺ࡢࡣࠊὠἼࡀ᮶ࡓࡁࠊࡑࡢࡲࡲᣢࡗ࡚ࢀ࡚ࠊ
ࡇࢀࡀปჾ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡀᐙࡪ
ࡘࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏨ࡆࡼ࠺ࡍࡿேࡪࡘࡗࡓ
ࡾࠋ࡛ࡍࡽࠊ⁺⯪ࢆࡼࡃἈฟࡋゝࡗ࡚࡛ࡍࡡࠊὠἼ
ࡀ᮶ࡿ๓ࠊ ࡢእฟࡍࡗ࡚࠸࠺ࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡶ࠶ࡿࢇ
࡛ࡍࡅࡶࠊὠἼࡀࡑࢀࢆ᮶ࡿࡲ࡛ࠊ࠼ࡤཤᖺࡢࢳ
ࣜࡢᆅ㟈ࡢࡼ࠺ࠊవ⿱ࡀ࠶ࢀࡤࡑࢀࡣྍ⬟࡞ࢇ࡛ࡍࡅ
ࡶࠊᅇࡢࡼ࠺ࠊ㛫ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊࡑ
ࢀࡣ࠶ࡲࡾ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ⁺ᴗ㛵ಀ⪅ࡶ㝣ᆅ
㏨ࡆࡿࡁ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ᇼᑿ㸸ὠἼࡼࡿࡇ࠺࠸࠺

ᕳࡁ࠸࠺ࡢࡣึࡵ࡚ぢࡲ

ࡋࡓࡅࢀࡶࠊᜍࢁࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ
17

51㸸00

ゎㄝ㸯㸸ࡉࡗࡁࡶࡇࡢ⁺

࡛ࠊࡁ࡞⯪ࢆࠊ୍⏕ᠱ

Ἀฟࡋࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊᢲࡋἼࡑࡢ
ᘬࡁἼࡢ࠶࠸ࡔᣳࡲࢀ࡚ࠊᮏᙜ㌿そࡋࡑ࠺࡞ࠋࡔ
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ࡽࡲࡉࡑ࠺࠸࠺ᢲࡋᘬࡁࡢ୰࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺

ࡀ࡛ࡁ࡚

ࡃࡿࢇࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋ
㛗ᓠ㸸㧗ྎ㏨ࡆࡿࡋ࡞࠸࡛ࡍࡼࡡࠋ
ᓥᓮ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ㑊㞴ࡀࡲࡎ➨୍࡛ࡍࡡࠋ
㛗ᓠ㸸࡛ࡁࡿࡔࡅ㐲ࡃࠋ࠼࠼ࠋ
ᓥᓮ㸸ࡇࢀ࡛ぢ࡚ࡿࠊࡸࡣࡾ࡞ࡾ㝣ࡢ୰ࡲ࡛ධࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᇼᑿ㸸⿕ᐖࡀධࡗ࡚ࠋ
17

51㸸22

㛗ᓠ㸸Ⲉᇛ┴Ὑୖ✵࡛ࡍࠋࡔࢇࡔࢇᬯࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡲࡍࠋᾏࡶᬯࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡡࠋ
ᇼᑿ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ㟁Ẽࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠺ࠋ㟁≧
ែࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
㛗ᓠ㸸⯪ࡀᩓࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࡡࠋࡁ࡞⯪ࡀࠋ
ᇼᑿ㸸࠺ࢃ࠶ࠊࡶ࠺ࠋ
ゎㄝ㸰㸸ᢡࡾ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ᢡᑿ㸸㌿そࡋ࡚࠸ࡿࠊ୰⥅࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸࠾ࡾࡲࡍ࣊
ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽࡢ୰⥅ᫎീ࡛ࡍࡀࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊࡎ࠸
ࡪࢇࡶ࠺ࠊࡤࡽࡤࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ᓥᓮ㸸ࡣ࠸ࠋ↓ṧ࣭࣭࣭
㛗ᓠ㸸㔜࡞ࡾྜࡗ࡚ࠋඛ⏕ࠊᾮ≧ࡢࡼ࠺࡞≧ែࡶࠋ
ᾮ≧࠸࠺ࡢࠊࡑࡢࠋ
ᓥᓮ㸸ࡇࢀࡣከศὠἼࡢỈࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㛗ᓠ㸸Ỉ࡛ࡍࠋࡣ࠸ࠋ
ᓥᓮ㸸ὠἼࡀୖࡀࡗࡓỈࡀࡑࡢࡲࡲṧࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

17

51㸸55

ᇼᑿ㸸ࡣ࠸ࠋࡉ࠶ࠊ࡛ࡣ᪂ࡋ࠸ሗࢆࠊࢧࢥࡉࢇࠊሗ㐨
࣓࢝ࣛࡽఏ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡍࠋ

17

52㸸00

ࢧࢥ㸸ࡣ࠸ࠋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋඛࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲ

ሗ㐨ࣇࣟ

ࡍࡼ࠺ࠊ᪥༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾࡽ㛵ᮾࡢᗈ࠸
⠊ᅖࡅ࡚㉳ࡁࡓ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡣࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒ
Ἀᆅ㟈ྡࡅࡽࢀࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ㇟ᗇࡣඛࠊᆅ
㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࢆࠊ8.8 Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡋ࡚⿕ᐖࡢ≧ἣ࡛ࡍࡀࠊ᪂ࡓᒾᡭ┴࡛ 10 ேࡢ
Ṛஸࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ࡛Ṛ⪅ࡣ 16 ேࠊ㔜యࡣ
㸳ேࠊ11 ேࡀ⾜᪉᫂࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
52㸸30

ࡲࡓ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡶ⿕ᐖࡢ≧ἣࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ༓ⴥ
┴㔝⏣ᕷ࡛ࡣࠊ67 ṓࡢ⏨ᛶࡀಽࢀࡓࣈࣟࢵࢡሟ࡛ࠊ㢌

㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ

ࢆᡴࡗ࡚ṚஸࡋࡲࡋࡓࠋⲈᇛ┴㧗ⴗᕷ࡛ࡣࠊᘓ≀ࡢᒇ᰿

17  47 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.0

ࡀᔂࢀࠊ70 ௦ࡢዪᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 20km

ࡉࡽᰣᮌ┴ⰾ㈡⏫ࡢᮏ⏣ᢏ◊࡛ࠊᘓ≀ࡢ୍㒊ࡀಽቯ

㟈ᗘ㸱 ⯪Ώᕷ ୍㛵ᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎ

ࡋࠊ30 ௦ࡽ 40 ௦ࡢ⏨ᛶ㸯ேࡀࠊቨᣳࡲࢀ࡚Ṛஸࡋ

ᕷ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ▼ᕳ ᯇᓥ⏫ ᖖ⥲ᕷ

ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊⲈᇛ┴❳ࣨᓮᕷᑎᚋ࡛ᘓ≀ࡢእቨࡀᔂࢀࠊ 㹈㹌㹌ᆅ㟈㏿ሗ 17  47 ศ㡭ࡢᆅ㟈 㹋6.0
60 ௦ࡢ⏨ᛶࡀᚰ⫵ṆࠊྠࡌࡃⲈᇛ┴ࡢᖖ㝣ኴ⏣ᕷ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉࡣ⣙ 20km

࡛ࡶࠊ80 ௦ࡢዪᛶࡀࠊ⮬Ꮿ࡛ᘓ≀ࡢୗᩜࡁ࡞ࡾࠊᚰ

㟈ᗘ㸱 ⯪Ώᕷ ୍㛵ᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎ

⫵Ṇࡢ≧ែࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽࠊᰣᮌ┴ୗ㔝ᕷ

ᕷ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ▼ᕳ ᯇᓥ⏫ ᖖ⥲ᕷ

ࡢᅜศᑎ୰Ꮫᰯ࡛ࠊ▼⭯࣮࣎ࢻࡀⴠୗࠊ⏕ᚐ 26 ேࡀୗ
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ᩜࡁ࡞ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕ 13 ṓࡢ⏕ᚐࡀព㆑᫂ࡢ㔜య࡛
ࡍࠋ
17

53㸸22

ᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㤋࡛ࡣࠊᒇ᰿ࡀⴠࡕ࡚୰࠸ࡓ
25 ேࡀୗᩜࡁ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ50 ௦ࡢዪᛶ 1
ேࡀព㆑᫂ࡢ㔜యࠊ㔜യ⪅ࡀ㸳ே࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋࡲ
ࡓࠊᮾிඵ⋤Ꮚᕷ࡛ࠊࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡢࢫ࣮ࣟࣉࡀ
ቯࢀࠊዪᛶ 1 ேࡀព㆑᫂ࡢ㔜య࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

17

53㸸42

ࡑࢀࡽࠊᐑᇛ┴㆙ࡼࡾࡲࡍࠊྎᕷኴⓑ༊࡛ࡣࠊ
᪑㤋ࡀಽቯࡋࠊ」ᩘࡢேࡀ㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛
ࡍࠋྎᕷኴⓑ༊ࡢ᪑㤋ࡀಽቯࡋࠊ」ᩘࡢேࡀ୰㛢ࡌ
㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋ

53㸸56

ᖐᏯ㛫ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡲࡍࠋබඹࡢ㏻ᶵ㛵ࠊࢇࡀ
ࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖐᏯࡍࡿேࡓࡕࠊࡁ࡞ᙳ㡪ࡀ
ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࡣ㕲㐨࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸳 40 ศ⌧ᅾࠊ㹈
㹐ࡼࡾࡲࡍࠊᒣᡭ⥺ࢆྵࡴ㤳㒔ᅪࡢᅾ᮶⥺ࡣࡍ࡚
㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⚾㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊ
ி⋤⥺ࠊᑠ⏣ᛴ⥺ࠊᮾᛴ⥺ࠊすṊ⥺ࠊᮾṊ⥺ࠊᮾி࣓ࢺ
ࣟࠊ㒔Ⴀᆅୗ㕲࡛ࡶࠊ⥺࡛㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⫋ဨࡀṌ࠸࡚⥺㊰ࡢᏳࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ㐠⾜ࡢ㛤ࡲ
࡛ࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

54㸸29

ࡲࡓࠊᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺ࡣࠊᮾி㟼ᒸ㛫࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ㐠⾜ࢆ
ぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋୖ㉺ࠊ㛗㔝ࠊᮾࠊ⛅⏣ࠊᒣᙧࡢྛ
᪂ᖿ⥺ࡣࠊ༗ᚋ㸳๓⤊᪥㐠⾜ぢྜࢃࡏࢆỴࡵ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ㒔Ⴀࣂࢫࡣ༗ᚋ㸲㐠⾜ࢆ㛤ࡋࡲࡋࡓࡀࠊᖐᏯ
㛫ࢆ㏄࠼࡚ࠊᖐᏯࡍࡿேࡓࡕࡁ࡞ᙳ㡪ࡀฟ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

17

54㸸50

⥆࠸࡚㐨㊰ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ㐨㊰㏻ሗࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾ
ࡲࡍࠊ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡣࠊ㤳㒔㧗㏿ࢆྵࡴ㧗㏿㐨㊰ࡢ⥺
࡛ࠊ㏻⾜Ṇࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾྡ㧗㏿ࠊ୰ኸ㐨ࠊ
㛵㉺㐨ࠊᮾ㐨ࠊᖖ☬㐨࡞࡛ࡶࠊ୍㒊༊㛫࡛㏻⾜Ṇࡵ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

17

55㸸06

✵ࡢ౽࡛ࡍࠋᡂ⏣✵

࡛ࡣࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡢ

☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡂ⏣✵

฿╔ணᐃࡢ

౽ࡣࠊྡྂᒇࡸ㔠ἑ࡞┠ⓗᆅࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢱ
࣮࣑ࢼࣝࡢᘓ≀ࡶ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ⏝
ᐈࡽࢆᘓ≀ࡢእ㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺ࠊㄏᑟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
55㸸25

⩚⏣✵

࡛ࡣࠊ୍㸲ᮏࡢ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡢ☜

ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㸰ᮏࡢ㉮㊰ࡢᏳࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࡓࡵࠊ౽ᩘࢆไ㝈ࡋ࡚Ⓨ╔ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ౽ᩘࢆไ
㝈ࡋ࡚㞳╔㝣ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࠊྎ✵

ࡣࠊ༗ᚋ㸲๓ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸

ࡲࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㟷᳃ࠊᒣᙧࠊᒾ
ᡭⰼᕳࡢྛ✵
17

55㸸35

ࡶࠊ㉮㊰ࢆ㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⥆࠸࡚ࣇ࢙࣮࡛ࣜࡍࠋᮾிỶ⯪ࡼࡾࡲࡍࠊఀ㇋ᓥ
ࡽᮾிࡢ➉Ⱚྥ࠺㧗㏿⯪ࡣࠊὠἼ㆙ᡄࡍࡿࡓ
ࡵࠊᮾி‴Ἀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
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ࡑࡢࡢࣇ࢙࣮ࣜࡶࠊ㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ
ࡢࣇ࢙࣮ࣜࡣࠊ㐠⾜ࢆぢྜࢃࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᮾி㒔ᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾி᪂ᐟ༊ࡢ㒔ᗇ࠶ࡿ
83 ྎࡢ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀࠊࡍ࡚ࢫࢺࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋ୰㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋ
17

56㸸21

⥆࠸࡚ࠊᕤሙ࡞ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ༓ⴥ┴ᕷཎᕷ࠶ࡿࠊ
ࢥࢫࣔ▼Ἔࡢ〇Ἔᡤ࡛ࠊⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࢱࣥࢡࡀ
⇞࠼࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺࡛ࡍࠋ୍᪉ࠊ㹈㹖᪥㖔᪥▼࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡣࠊᐑᇛࡢྎࠊⲈᇛࡢ㮵ᓥࠊ⚄ዉᕝࡢ᰿ᓊࡢྛ〇Ἔᡤ
ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾ᧯ᴗࢆṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࢯࢽ࣮ࡼࡾࡲࡍࠊᐑᇛ┴ࡢⓏ⡿ᕷࠊከ㈡ᇛᕷࠊ
ⓑ▼ᕷࠊࡉࡽ⚟ᓥ┴㒆ᒣᕷࠊᮏᐑᕷ࠶ࡿࠊྜࢃࡏ࡚
භࡘࡢᕤሙࡢ✌ാࢆṆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡍ
࡚ࡢᚑᴗဨࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸࡚ࠊᪧࡢࡵࡣ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

56㸸57

ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࡣࠊᮏ♫⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊࢢࣝ
࣮ࣉ♫ࢆྵࡵࡓᅜࡢᕤሙࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ᪥⏘⮬ື㌴ࡣࠊ⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷ࠶ࡿ࠸ࢃࡁᕤ
ሙࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠊ⿕ᐖࡢ≧ἣ࡞ࡘ࠸࡚⌧ᅾ☜ㄆ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

57㸸15

୕ᏛࡼࡾࡲࡍࠊⲈᇛ┴⚄ᰨᕷࠊ༓ⴥ┴ⱱཎᕷ
࠶ࡿࡘࡢᕤሙࡢ᧯ᴗࢆṆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋⅆ⅏ࡸࡅࡀ
ே࡞ࡣฟ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ୕⳻Ꮫ࡛
ࡣࠊⲈᇛ┴⚄ᰨᕷ࠶ࡿᴗᡤࡢ᧯ᴗࢆṆࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋⅆ⅏ࡸࡅࡀே࡞ࡣฟ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

17

57㸸34

ࣛࣇࣛࣥࡘ࠸࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᮾி㟁ຊࡼࡾࡲ
ࡍࠊ༗ᚋ㸳 20 ศ⌧ᅾࠊ㟷᳃┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴ࡢ
ᇦࠊᒣᙧ┴ࠊᐑᇛ┴ࡢࡰᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸳 20 ศ⌧ᅾࠊ㟷᳃ࠊ⛅⏣ࠊᒾᡭࡢ
ᇦࠊᒣᙧࠊ⛅⏣ࡢࡰᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
᪂₲┴⚟ᓥ┴ࡢ୍㒊ᆅᇦ࡛ࡶ㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

57㸸56

ࡉࡽࠊ㛵ᮾᆅ᪉ྛᆅ࡛ࡶࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛㟁ࡀⓎ⏕ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋᮾி㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸳 14 ศ⌧ᅾࠊ
Ⲉᇛ┴ෆ࡛ 86  6100 ㌺ࠊᰣᮌ┴ෆ࡛ 56  8200 ㌺ࠊ⩌
㤿┴ෆ࡛ 23  3700 ㌺ࠊᇸ⋢┴ෆ࡛ 34  3100 ㌺ࠊ༓ⴥ
┴ෆ࡛ 34  9300 ㌺ࠊᮾி㒔ෆ࡛ 11  2900 ㌺ࠊ⚄ዉᕝ
┴ෆ࡛ 128  1300 ㌺ࠊᒣ┴ෆ࡛ 14  5000 ㌺ࠊ㟼ᒸ
┴ෆ࡛ 11  8500 ㌺ࡀ㟁ࠋᮾி㟁ຊ⟶ෆࡔࡅ࡛ࠊ401
㌺௨ୖࡀ㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

17

58㸸37

⥆࠸࡚࢞ࢫࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋᮾி࢞ࢫࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ
㸳 20 ศ⌧ᅾࠊⲈᇛ┴᪥❧ᕷࡢᇦ࠾ࡼࡑ㸱 5000
㌺ࠊⲈᇛ┴∵ஂᕷࡢ୍㒊ࠊⲈᇛ┴❳ࣨᓮᕷࡢ୍㒊ࠊᶓ
ᕷす༊ࡢ୍㒊࡛ࠊ࢞ࢫࡢ౪⤥ࢆṆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ

58㸸54

⥆࠸࡚㟁ヰࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ㹌㹒㹒ࢻࢥࣔࠊ㹉㹂㹂㹇ࠊࢯ
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ࣇࢺࣂࣥࢡࡢᦠᖏྛ♫࡛ࡣࠊぶ᪘࡞Ᏻྰࢆ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠊ⅏ᐖ⏝ᥖ♧ᯈࡢ㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡚ࠊᦠᖏ㟁ヰࡸࣃࢯ
ࢥࣥࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㹌㹒㹒࡛ࡣࠊ⅏ᐖ⏝ఏゝࢲࣖࣝ㸯㸵㸯ࡢ❧ࡕୖ
ࡆྥࡅ࡚‽ഛࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹌㹒㹒ࡼࡾࡲࡍࠊᮾ
ᆅ᪉ࡢ⿕⅏ᆅྥࡅࡓ㏻ヰࡀࠊᶵࡢฎ⌮⬟ຊࢆ㉸࠼
ࡓࡓࡵࠊ⌧ᅾ㏻ヰつไࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥࠊ
ᒣᙧࠊᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⛅⏣ࠊ㟷᳃ࡢᮾࡢ㸴┴ࡢᇦ࡛ࡣࠊ
බ⾗㟁ヰࢆ↓ᩱ࡛࠼ࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾ
㸴┴ࡢᇦ࡛ࠊබ⾗㟁ヰࢆ↓ᩱ࡛࠼ࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

59㸸40

ᦠᖏ㟁ヰࡢᙳ㡪࡛ࡍࡀࠊ㹌㹒㹒ࢻࢥ࡛ࣔࡣࠊᅜⓗ
㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠊ㹧࣮ࣔࢻࡸ
࣓࣮ࣝᶵ⬟ࡶ⏝ࡋࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹉㹂㹂㹇ࡶ㟁
ヰࡀࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸࡚ࠊሗࢆ㝶ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖࢵࣉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢯࣇ
ࢺࣂࣥࢡࡶࠊᮾࠊ㛵ᮾࠊᮾᾏᆅ᪉ࡢ୍㒊࡛ࠊࡘ࡞ࡀࡾ
ࡃ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㹌㹒㹒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢬࡼࡾࡲࡍࠊᅜෆࡢ㛗㊥㞳㟁ヰࡸᾏእࡢᅜ㝿
㏻ヰࡶࡘ࡞ࡀࡾࡃ࠸≧ἣࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㸳.㸱. 㹌㹆㹉
3 ᭶ 11 ᪥ 14  47 ศࡽ 18 ࡅ࡚ࡢ NHK ⥲ྜࢸࣞࣅࡢ㘓⏬ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᨺ㏦ࡉࢀࡓ㡢ኌࢸࣟࢵࣉ
ࢆࢱ࣒ࣛࣥᩚ⌮ࡍࡿ⾲ 5.3 ࡞ࡿࠋNHK ࡢึᮇሗ㐨ࡢ≉ᚩࡣࠊձ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗᘬࡁ⥆ࡁࠊᆅୖἼ࣭
⾨ᫍἼ࣭ࣛࢪ࢜ࢆ୍ᩧ⥭ᛴሗ㐨ษࡾ᭰࠼࡚Ἴ୰ࡋࡓࠊղ၏୍ࡢ࣊ࣜࢸࣞࠊከᩘࡢኳ࣓࡛࢝ὠἼ
ࡢࣛࣈᫎീࢆὶࡋࡓࠊճᣦᐃබඹᶵ㛵ࡋ࡚ὠἼ㆙ሗ࣭ὀពሗࡢⓎ⾲༊ᇦ➼ࢆ⣽ࡃఏ࠼ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋὠἼ
㑊㞴ࢆࡧࡅࡓࠊմᙜึࡣཎⓎࡢ≧ἣࡣゝཬࡋ࡞ࡗࡓࡀࠊᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ 10 ᮲࣭15 ᮲㏻ሗࢆ᭱
ึఏ࠼ࡓࠊ࡞ࡔࠋࢤࢫࢺゎㄝࡢᑓ㛛ᐙࡣࠊ16㸸06㹼㒔ྖᐉᩍᤵ㸦ᮾிᏛ㸧ࡔࡗࡓࠋ
⾲ 5.3 䠪䠤䠧⥲ྜ䝔䝺䝡䠄2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ ᆅ㟈Ⓨ⏕䛛䜙 17 ྎ䠅


ศ⛊

ࢸࣞࣅ㡢ኌ

ࢸࣟࢵࣉ

ഛ⪃

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ㸦Ẽ㇟ᗇ㸧

⥭ᛴᆅ 㟈㏿

ᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᐑᇛ┴Ἀ࡛ᆅ㟈 ᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄ

ሗ

ࢼ㸸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋḟࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊᙉ࠸ᦂࢀ㆙

ᐑᇛ ᒾᡭ ⚟ᓥ ⛅⏣ ᒣᙧ

ᅜ୰ ⥅୰

14

46㸸53

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥭ᛴ

(46㸸53)
14

47㸸11

ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒣ

ࡢ㏿ሗ ࢼ

ᙧ┴࡛ࡍࠋᦂࢀࡀ᮶ࡿࡲ࡛ࡣࢃࡎ࡞㛫ࡋ࠶ࡾࡲࡏ

࢘ࣥࢫ

ࢇࠋࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⮬ศࡢ㌟ࡢᏳࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋಽࢀࡸࡍ࠸ᐙල࡞ࡽࡣ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ୖࡽⴠࡕ࡚ࡃࡿࡶࡢẼࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥭ᛴᆅ㟈
㏿ሗࡀฟࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒣ
ᙧ┴࡛ࡍࠋࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㌟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋಽࢀࡸࡍ࠸ᐙල࡞ࡽࡣ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࡢᅜ࡛ࡶᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࠊᅜࡢ୰࡛
ࡢᦂࢀࡀࡲࡔ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡀጞࡲࡗ࡚ࡽ 10 ⛊
௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡲࡋࡓࠋḟ➨͐
14

48㸸26

ࢼ㸸ᅜ୰⥅ࡢ㏵୰࡛ࡍࡀࠊᆅ㟈࣭ὠἼ㛵㐃ࡢሗࢆ

ᅜ୰ ⥅୰

࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࠊᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾ

Ṇ NHK ࢫ
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ிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟࡲࡋ
(48㸸38)

14

14

ࢱࢪ࢜

ࡓࠋᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒣᙧ┴⥭ᛴᆅ

㹌㹆㹉ᆅ㟈㏿ሗ

㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࠊᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶᦂࢀࢆឤࡌ࡚

༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

࠸ࡲࡍࠋᮾி㇂ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᙉ࠸ᦂࢀ

ࡓ

୰⥅࣭ ྎ

ࢆほ

ᦂࢀࡀᙉࡗࡓἢᓊ㒊࡛ࡣࠊᛕࡢࡓࡵὠἼὀពࡋ

ᕷ㟷ⴥ༊

ࡋࡓᆅᇦࡢⓙࡉࢇ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋⴠࡕ╔࠸࡚⾜

ᆅ㟈㏿ሗ

ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡗ࡚ࡽⅆࡢጞᮎࢆࡋ࡚

࡚ࡃࡔࡉ࠸

48㸸53

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

48㸸54

⏨ᛶ㸸ᦂࢀ࡚ࡿࡼࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧

༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ࢼ㸸ࡲࡎࠊୖࡽⴠࡕ࡚ࡃࡿࡶࡢࡸಽࢀ࡚ࡃࡿࡶࡢ

ࡓ

ࡽ㌟ࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾࠊᮾி㇂ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡀ

ᦂࢀࡀᙉࡗࡓἢᓊ㒊࡛ࡣࠊᛕࡢࡓࡵὠἼὀពࡋ

ࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㇂ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡀࡁࡃᦂࢀ࡚

࡚ࡃࡔࡉ࠸

࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

⏨ᛶ㸸ᦂࢀ࡚ࡿࡼࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧

㟈ᗘ㸵 ᐑᇛ┴㒊

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࢼ㸸ᘓ≀ࡢಽቯࡸᒣᔂࢀࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸴ᙉ ᐑᇛ┴୰㒊 ᓥ㏻ࡾ

┴▼ᕳ

49㸸03

49㸸07

⏨ᛶ㸸ᦂࢀ࡚ࡿࡽࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧

㟈ᗘ㸴ᙅ ᒾᡭἢᓊ༡㒊 ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡

49㸸07

ࢼ㸸ୖࡽⴠࡕ࡚ࡃࡿࡶࡢࠊಽࢀ࡚ࡃࡿࡶࡢࡽ㌟ࢆ

㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᓥ୰㏻ࡾ

Ᏺࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠊᮾி㇂ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡀࠊ㠀ᖖ

㟈ᗘ㸳ᙉ ᒾᡭἢᓊ㒊 ⛅⏣ෆ㝣༡㒊

ࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

14

49㸸12

⏨ᛶ㸸ᦂࢀ࡚ࡿࡼࠋᮾிࡗ࡚ࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧

49㸸14

ࢼ㸸ᮾிࡢ㇂ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡀ㠀ᖖࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲ

୰⥅࣭ ᮾி

ࡍࠋୖࡽⴠࡕ࡚ࡃࡿࡶࡢࠊಽࢀ࡚ࡃࡿࡶࡢࡽࡲࡎ㌟

㒔㇂

ࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡿࡲ࡛ࡋࡤࡽࡃᏳ࡞
ሙᡤ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
49㸸27

⏨ᛶ㸸ᮾிࡗ࡚ࡿࡼࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧

49㸸28

ࢼ㸸ᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡗ࡚ࡽⅆࡢጞᮎࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

49㸸30

⏨ᛶ㸸ᮾிᦂࢀ࡚ࡿࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧

49㸸31

ࢼ㸸㹌㹆㹉࡛ࡣ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡾḟ➨ࠊ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
ࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࡢࢫࢵࢳࢆษࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

49㸸38

༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
㟈ᗘ㸵ࡀᐑᇛ┴㒊࡛ࡍࠋ㟈ᗘ㸵ࡀᐑᇛ┴㒊ࠋ

49㸸47

⏨ᛶ㸸㟈ᗘ㸵ゝࡗ࡚ࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧
ࢼ㸸ࡲࡓࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡀᒣᙧࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࡀᐑᇛ┴୰㒊ࠊ
⚟ᓥ┴୰㏻ࡾࠊ⚟ᓥ┴㏻ࡾࠊⲈᇛ┴㒊ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࡀ
ᒾᡭ┴ἢᓊ༡㒊ࠊᒾᡭ┴ෆ㝣㒊ࠊᒾᡭ┴ෆ㝣༡㒊ࠊᐑ
ᇛ┴༡㒊࡞࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

14

50㸸15

ὠἼ㆙ሗ㡢㸦15 ⛊㛫㸧

14

50㸸31

ࢼ㸸͐ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡍࠋ

(50㸸34)

ᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

EWS

ḟࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿἢᓊ࡛ࡍࠋᾏ㐨ኴᖹὒഃἢ

ࡓ

ᓊ࡛ࡍࠋࠊὠἼ͐ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ᾏ㐨ኴᖹὒഃἢᓊ୰㒊ࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒഃἢᓊࠊⲈᇛ┴ࠊ ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴

51㸸03

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊఀ㇋ㅖᓥ࡛ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡶ㸰m 

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 㟷᳃┴ኴᖹὒἢ

ࡽ㸯m ࡢἼࡀ฿㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

⏨ᛶ㸸͐ࡶ࠺୍ᅇࠋ㸦⫼ᚋࡽ㸧

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒ

ࢼ㸸ࡶ࠺୍ᗘࠊὠἼ㆙ሗࡢฟ࡚࠸ࡿἢᓊࢆ࠾ఏ࠼ࡋ

ἢᓊす㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖ

ࡲࡍࠋᒾᡭ┴㸱mࠊᐑᇛ┴㸴mࠊ⚟ᓥ┴㸱m ࡛ࡍࠋὠ

ᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ ୕㔜┴༡

Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆࡙

㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ 㧗▱┴ ᐑᓮ┴ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂ

- 223 -

ὠἼ㆙ሗ㡢

ὠἼ㆙ሗ

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼࡀほ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ ᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ

ኻ♩ࡋࡲࡋࡓࠋὠἼࡢ฿㐩ண้㧗ࡉࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

࠸ࡁࡲࡍࠋ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᒾᡭ┴ࡣࠊ᪤฿㐩᥎

14

51㸸25

51㸸54

ࡉࢀ࡚

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸱m

࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿ㧗ࡉࡣ㸱m ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ༗ᚋ㸱㸮ศࡈࢁ ண㸴m

ྠࡌࡃὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᐑᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱ࠊண㧗

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ༗ᚋ㸱 10 ศࡈࢁ ண㸱m

ࡉࡣ㸴m ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴ࡣ༗ᚋ㸱 10 ศࠊண㧗

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈ

ࡉࡣ㸱m ࡛ࡍࠋᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞

ࢁ ண㸰m

࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᾏᓊ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗࠸

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண㸯m

ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศࡈ

ḟࡣὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿ༓ⴥ┴༑

ࢁ ண㸯m

㔛࣭እᡣࡣ༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㧗ࡉࡣ㸰m ࡢண࡛ࡍࠋఀ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண

㇋ㅖᓥࡣ༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㧗ࡉࡣ㸯m ࡢண࡛ࡍࠋḟࡣ

㸯m

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉࡣ㸯mࠊ ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண㸰m
㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࡣ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸯m ࡛ࡍࠋ ὠἼὀពሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண

52㸸23

52㸸50

ࡑࡋ࡚Ⲉᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸰m ࡛ࡍࠋ

50 

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊ⌧ᅾࡢẼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࡢẼ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗

ࡈࢁ ண 50 

┴Ẽ

ᚋ㸱㸴m ࡢὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ

ண 50 

࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢ⏬㠃ࡽࡣᾏ㠃ࡢኚ

ὠἼὀពሗ 㟼ᒸ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண 50 

ࠊ₻ࡢኚࡸὠἼࡢ࠶ࡾ࡞ࡋࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

ࡲࡏࢇࡀࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡈࢁ ண 50 

ᨵࡵ࡚࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣ

ὠἼὀពሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண 50

ᒾᡭ┴࡛ࠊண㧗ࡉ㸱mࠊ᪤฿㐩᥎

53㸸15

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 

ྠࡌࡃὠἼ㆙ሗࡢᐑᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱ࠊண㧗ࡉࡣ㸴m

ὠἼὀពሗ ୕㔜┴༡㒊 ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண 50

࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡣ༗ᚋ㸱 10 ศࠊண㧗ࡉ㸱m ࡛ࡍࠋ



ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆

ὠἼὀពሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ

࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ᪩ࡃᏳ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔ

ண 50 

ࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

⥆࠸࡚ὠἼ㆙ሗࡢฟ࡚࠸ࡿἢᓊ࡛ࡍࠋ༓ⴥ┴༑㔛࣭ 50 
እᡣࡣ༗ᚋ㸱 20 ศࠊண㧗ࡉ㸰mࠊఀ㇋ㅖᓥࡣ༗ᚋ㸱

ὠἼὀពሗ ḷᒣ┴ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண 50

 20 ศࠊண㧗ࡉ㸯m ࡛ࡍࠋྠࡌࡃὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸



ࡿᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉࡣ

ὠἼὀពሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண 50 

㸯mࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࡣ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸯mࠊ ὠἼὀពሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண 50 
Ⲉᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸰m ࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗ

ὠἼὀពሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50 

ࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸

ὠἼὀពሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃ

ࢁ ண 50 

ࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢᗈ࠸⠊ᅖὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ ὠἼὀពሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศ
53㸸55

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋඛࡢᆅ㟈࡛ᒾᡭ┴ᐑᇛ

ࡈࢁ ண 50 

┴ࠊ⚟ᓥ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴࡛ࡣ㸱mࠊ 㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ
ᐑᇛ┴࡛ࡣ༗ᚋ㸱㸴m ࡢὠἼࡀ᮶ࡿࠊ฿㐩ࡍࡿ

㟈ᗘ㸵 ᐑᇛ㒊

ணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡢ᪉ࠊἢᓊࡣ⤯ᑐ㏆࡙

㟈ᗘ㸴ᙉ ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ

༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ༗ᚋ㸱㸴m ࡢὠἼࡀ᮶ࡿ᥎

㟈※ࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 10 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9

ࡉࢀ࡚

࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣ༗ᚋ㸱 10 ศ㸱m ࡢὠ
Ἴࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ้㧗ࡉࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┠
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Ᏻ࡛ࡍࠋᐇ㝿ࡣࡇࢀࡼࡾࡶ᪩ࡃὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿᜍࢀࡶ
࠶ࡾࡲࡍࠋ㧗ࡉࡶࠊࡇࢀࡼࡾ㧗࠸ὠἼࡀ᮶ࡿሙᡤࡶࡇ
ࢁࡼࡗ࡚ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛┠Ᏻ࡛ࡍࠋ
᪩ࡃ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋࠊᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆
࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
14

54㸸42

ࡑࡋ࡚ࠊẼࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡔࠊࡇࡢ
࣓࢝ࣛࡢᫎീ࡛ࡣᦂࢀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼࡀ
ࡲࡶ࡞ࡃ฿㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪩ࡃᏳ࡞
㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᆅ㟈࡛ᐑᇛ┴ࡢ
ᰩཎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵ࡢᙉ࠸ᦂࢀࢆほ

14

55㸸00

55㸸12

ࡋࡲ͐

ࢼ㸸͐ࡗࡓᆅᇦࡢ᪉ࡣࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ

༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ὠἼ㆙ሗ

࠸ࠋࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢᚋࡶ

ࡲࡋࡓ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡁ࡞వ㟈ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄ

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

┴Ẽ

ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴

ὠἼ㛵ࡍࡿሗࢆᘬࡁ⥆ࡁ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ⌧

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 㟷᳃┴ኴᖹὒἢ

ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ ᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ
ࡉࢀ࡚࠸

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒ

ࡲࡍࠋண㧗ࡉࡣ㸱mࠋᐑᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱ࡕࡻ࠺ࠊ㸴

ἢᓊす㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖ

m ࡢὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ

ᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ ୕㔜┴༡

┴࡛ࡣ༗ᚋ㸱 10 ศࠊ㸱m ࡢὠἼࡀ࠶ࡿணࡉࢀ࡚

㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ 㧗▱┴ ᐑᓮ┴ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂ

࠸ࡲࡍࠋ

ᓥᆅ᪉

ᒾᡭ┴ࡣࠊ᪤฿㐩ண

55㸸33

55㸸53

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᥎

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ὠἼὀពሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣ⌧ᅾࡢᐑᇛ┴ࠊẼࡢ

ࡇࡢ⏬㠃ࡽࡣὠἼࡢᵝᏊࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ฿㐩ண

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

้ࡣ㸱ࠋࡲࡶ࡞ࡃ㸲ศࡽ㸳ศ࡛ࡇࡢ฿㐩ண

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

้࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┠Ᏻ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪩

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡵ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ༗ᚋ㸱㸮ศࡈࢁ ண㸴m

ࡑࢀ࡛ࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᐑᇛ┴ࠊᐑᇛ┴ᗇࡢ⥲

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ༗ᚋ㸱 10 ศࡈࢁ ண㸱m

ົ㒊༴ᶵᑐ⟇ㄢᖿࡢࢩࣗࢺ࢘ࣚࢩࣘ࢟ࡉࢇ㟁ヰࡀ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈ

ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢩࣗࢺ࢘ࡉࢇࠋ

ࢁ ண㸰m

ࢩࣗࢺ࢘㸸ࡣ࠸ࠊࢩࣗࢺ࡛࢘ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண㸯m

ࢼ㸸ኚ࡞ࡇࢁࢆᜍࢀධࡾࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศࡈ

ࡋࡲࡍࠋ

ࢁ ண㸯m

ࢩࣗࢺ࢘㸸࠸࠼ࠊࡣ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண

ࢼ㸸ᐑᇛ┴࡛ࡣ࡛ࡍࡡࠊࡁ࡞ᦂࢀࢆほ
ᓊ㒊࡛ࡍࡡࠊ㸴m ࡢὠἼࡀ᮶ࡿண

ண㸱m

ࡋࠊ⌧ᅾἢ

㸯m

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊఱࡇ࠺ࠊᦂࢀ࡛ࡍ

ὠἼὀពሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண

ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣὠἼ࡛ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࠊ⿕ᐖࡢሗ࡞ࡣධ

50cm

ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศ

ࢩࣗࢺ࢘㸸ࡢࡇࢁ࡛ࡍࡡࠊ⿕ᐖࡢሗ࠸࠺ࡢࡣࠊ ࡈࢁ ண 50 

56㸸27

ࡕࡻࡗࡲࡔධࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

ὠἼὀពሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡲࡔධࡗ࡚࠸࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ

ண 50 

ࢩࣗࢺ࢘㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ 㟼ᒸ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண 50 

ࢼ㸸ἢᓊ㒊࡛ࡣ᪤ࡇ࠺ࠊ㑊㞴ࡢࡧࡅ࡞ࡣࡉࢀ
࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ┴ࡋ࡚ࡣࡢࡼ࠺࡞ែໃ
࡛ᑐᛂࢆྲྀࡗ࡚࠸ࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࢩࣗࢺ࢘㸸᪤࡛ࡍࡡࠊ≉ู⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋࡲࡋ
࡚ࠊᑐᛂᙜࡓࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࡶࠊ
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┴ᗇࡢ࠺ࡶࡔ࠸ࡪ᭩㢮➼ࡀᩓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊඛ
㟁ࡋࡓ࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠋ
ࢼ㸸┴ᗇࡀ㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࢩࣗࢺ࢘㸸ࡣ࠸ࠋࠊ㠀ᖖ㟁※࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࢇ
࡛ࡍࡅࡶࠋ
ࢼ㸸⌧ᅾࠊ㠀ᖖ㟁※࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩࣗࢺ࢘㸸ࡣ࠸ࠋ
14

57㸸03

ࢼ㸸ྎᕷ࡛ࡣ࡛ࡍࡡࠊ㸴ᙉ࡛ࡍ㸴ᙅࡢᦂࢀࢆ
ࡇࢁࡼࡗ࡚ࡣほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾᦂࢀࡶ࠶ࡗࡓ

ᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㏆ࡃ࡛≀ࡀಽࢀࡓࡾ࡛ࡍࠊࡅࡀ
ࢆࡋࡓேࡣ࠸ࡲࡏࢇࠋ
57㸸16

ࢩࣗࢺ࢘㸸࠼࠼ࠊࡣ┴ᗇࡢᇳົᐊࡢ୰࡞ࢇ࡛ࡍࡅࡶࠊ
᭩㢮ࡀᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࡅࡀே➼ࡣ≉ࡈࡊ࠸ࡲࡏ
ࢇࠋ
ࢼ㸸ࡢࡇࢁࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋศࡾࡲࡋ
ࡓࠋἢᓊ㒊㛵ࡍࡿሗࡶࡲࡔධࡗ࡚࠸࡞࠸࡛ࡍࠋ
ࢩࣗࢺ࢘㸸࠼࠼ࠊࡇࡕࡽࡣධࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋኚ࡞ࡇࢁᜍࢀධࡾࡲࡋࡓࠋ࠶
ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࢩࣗࢺ࢘㸸ࡣ࠸ࠊ࠸࠸࠼ࠋ
ࢼ㸸ᐑᇛ┴ᗇࡢࢩࣗࢺ࢘ࣚࢩࣘ࢟ࡉࢇヰࢆఛ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ

14

57㸸39

࡛ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁὠἼ㛵ࡍࡿሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

ࡍࠋඛ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ

ࡈࢁ ண 50cm

࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀ

ὠἼὀពሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ㒊 ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண

ពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣᒾᡭ┴ࠊ 50cm
ᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡍࠋᒾᡭ┴࡛ࡣࠊ᪤ὠἼࡀ฿㐩᥎
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋண㧗ࡉࡣ㸱m ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᐑᇛ┴
࡛ࡣࠊࡲࡶ࡞ࡃ༗ᚋ㸱ὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿ᥎

ࡉࢀ࡚

ὠ Ἴ ὀ ព ሗ ୕ 㔜 ┴༡ 㒊 ༗ ᚋ 㸲 㸮 ศ ࡈ ࢁ ண 
50cm
ὠἼὀពሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ

࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ㸴m ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ ண 50cm
58㸸07

58㸸28

ࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣ༗ᚋ㸱 10 ศࠊ㸱m ࡢὠἼࡀணࡉ

ὠἼὀពሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆

50cm

ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊἢᓊ㏆

ὠ Ἴ ὀ ព ሗ  ḷ ᒣ ┴ ༗ ᚋ 㸲  10 ศ ࡈ ࢁ ண 

࠸ࡿ᪉ࠊᕝࡢἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㠀

50cm

㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢ฿㐩ண้ண㧗ࡉࡣ࠶ࡃࡲ

ὠἼὀពሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண 50cm

࡛ࡶ┠Ᏻ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪩ࡵࡢ⾜ືࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண 50cm

⥆࠸࡚ὠἼ㆙ሗࡢฟ࡚࠸ࡿ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ༗ᚋ

ὠἼὀពሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50cm

㸱 20 ศ㸰mࠊఀ㇋ㅖᓥࡣ༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㸯m ࡢண

ὠἼὀពሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ༗ᚋ㸱 30

ࢁ ண 50cm

ศࠊண㧗ࡉ㸯mࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࡣ༗ᚋ㸱 30 ศࠊ ὠἼὀពሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศ

59㸸14

ண㧗ࡉ㸯mࠊⲈᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸰m ࡛

ࡈࢁ ண 50cm

ࡍࠋࡇࡢ้㧗ࡉࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┠Ᏻ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪩ࡵࡢ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

⾜ືࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿ

㟈ᗘ㸵 ᰩཎᕷ

ᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ

㟈ᗘ㸴ᙉ ྎᐑᇛ㔝༊ ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ྡ

࠸ࠋࡲࡓࠊἢᓊ㒊࠸ࡿ᪉ࠊᕝࡢἙཱྀ㏆࠸ࡿ᪉ࠊ᪩

ྲྀᕷ ⶶ⋤⏫ ᒣඖ⏫ ሷ❤ᕷ ᮾᯇᓥᕷ ⾮ᮧ ⓑ

ࡃᏳ࡞㧗ྎ㠀㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Ἑ ᕷ 㡲 ㈡ ᕝᕷ  ᮏᯇ ᕷ 㙾 ▼⏫ ᶡ ⴥ ⏫ ᐩ ᒸ⏫

ࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࢸࣞࣅࡢᫎീ࡛ࡶᫎࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᐑᇛ┴

⇃⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ᪂ᆅ⏫ ᪥❧ᕷ ⟃すᕷ 㖝
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࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸱㸴m ࡢὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸

⏣ᕷ Ᏹ㒔ᐑᕷ ⏣ཎᕷ ┿ᒸᕷ 㧗᰿ἑ⏫

ࡲࡍࠋ฿㐩ண้ࡣࠊࡰࡇࡢ㛫࡛ࡍࠋ฿㐩ண

㟈ᗘ㸴ᙅ ⯪Ώᕷ 㔩▼ᕷ ἑᮧ

้ࠊࡲࡶ࡞ࡃ㸱࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸴m ࡢὠἼࡀᢲࡋᐤ
ࡏࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪩ࡵᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴
ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㏿ࡸᏳ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࢸࣞࣅࡢᫎീࡣᐑᇛ┴ࠊẼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⁺
ࡀᫎࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ⏬㠃ࠊࡇࡢ㧗࠸⨨ࡽࡣὠἼ
ࡢ࠶ࡾ࡞ࡋࠊࡲࡓࡣ₻ࡢኚ࡞ࢆぢࡿࡇࡣࠊ⌧ᅾ
ࡢࡇࢁࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿࡢࡣ༗ᚋ㸱ࡢ
ண࡛ࡍࠋ㧗ࡉࡣ㸴m ࡢண࡛ࡍࠋ
14

59㸸54

ࡇࡢᆅ㟈࡛ὠἼ㛵ࡍࡿሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ
ࠊὠἼࡢほ

15

00㸸00

͐ࡉࢀࡓὠἼࠊᒾᡭ┴ࡢ⯪Ώ
ࡢὠἼࡀほ

(00㸸17)

00㸸32

00㸸58

01㸸35

ࡢሗ࡛ࡍࠋ
࡛༗ᚋ㸰 54 ศࠊ20cm

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴ࡢ⯪Ώ

54 ศࠊ20cm ࡢὠἼࡀほ

୰⥅࣭ ᐑᇛ
┴Ẽ

࡛༗ᚋ㸰

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁὠἼ

༗ᚋ㸰 53 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㆙ሗὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊヱᙜࡍࡿἢᓊ㒊ࡢ᪉

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࡣὀពࠊ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼ㆙ሗ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿἢᓊࡢ᪉ࠊ㏿ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 㟷᳃┴ኴᖹὒἢ

ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㏿ࡸ࡞㑊㞴ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒ

ࡢࡣᒾᡭ┴ᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡍࠋᐑᇛ┴࡛ࡣ༗ᚋ㸱

ἢᓊす㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖ

㸴m ࡢὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ༗ᚋ㸱

ᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴

ࠊࡕࡻ࠺ࡢ㛫࡛ࡍࠋࡇࡢ㛫ࡀ฿㐩ண้࡛

ឡ▱┴እᾏ ୕㔜┴༡㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ 㧗▱┴

ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ㸴m ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ

ᐑᓮ┴ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ

ࡍࠋ㧗࠸ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ㏿ࡸ

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

Ᏻ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣྎᨺ㏦ᒁࡢࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

Ꮚ࡛ࡍࠋ࡞ࡾ⃭ࡋ࠸ᦂࢀぢ࠼ࡲࡍࠋኳࡽࡘࡾୗ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ༗ᚋ㸱㸮ศࡈࢁ ண㸴m

ࡀࡗ࡚࠸ࡿࣉ࣮ࣞࢺࡀ⃭ࡋࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋྎᕷ㟷ⴥ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ༗ᚋ㸱 10 ศࡈࢁ ண㸱m

༊࠶ࡿ㹌㹆㹉ྎᨺ㏦ᒁෆࡢࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈ

ᫎീ࡛ࡍࠋᮘࡢୖࡢ≀࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡁࡃᩓࡋ࡚࠸ࡲ

ࢁ ண㸰m

ࡍࠋᗋࡢୖⴠࡕ࡚࠸ࡲࡍࠋᗋࡢୖ᭩㢮࡞ࡀⴠࡕ࡚

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண㸯m

࠸ࡲࡍࠋኳࡽࡘࡾୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࣉ࣮ࣞࢺࡀ⃭ࡋࡃᦂ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศࡈ

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢࠊ㹌㹆㹉ྎᨺ㏦ᒁ

ࢁ ண㸯m

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋྎᕷ࡛ࡣࡇࢁࡼࡗ࡚㟈ᗘ㸴ᙉࠊ࠶ࡿ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண

࠸ࡣ㟈ᗘ㸴ᙅࡢᦂࢀࢆほ

㸯m

ࡋࡲࡋࡓࠋ

ᘬࡁ⥆ࡁࢸࣞࣅࡢ⏬㠃ࠊ⚟ᓥ┴㒆ᒣᕷࡢࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ

ண㸱m

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ὠἼ㆙ሗ

NHK ྎ

⚟ᓥ┴㒆ᒣ

ࡓࡁࡢᫎീ࡛ࡍࠋࡇࡇࡶ⃭ࡋ࠸ᦂࢀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ ὠἼὀពሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண

01㸸49

㧗࠸⨨ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ࣓࢝ࣛࡀ⃭ࡋࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᘓ

50cm

≀ࡢ⿕ᐖ࡞ࡣࠊࡇࡢ⏬㠃ࡽࡣ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศ

ࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠋ

ࡈࢁ ண 50cm

ࡇࢀࡣࠊ㹈㹐ྎ㥐ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㹈㹐ྎ㥐ࠊᆅ㟈ࡀⓎ

ὠἼὀពሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ

⏕ࡋࡓࡁࡢᫎീ࡛ࡍࠋྎᕷ㟷ⴥ༊࠶ࡿ㹈㹐ྎ㥐

ண 50cm

ࡢࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ≉ᘓ≀ࡢ⿕ᐖ࡞

ὠἼὀពሗ 㟼ᒸ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࠊࡇࡢ⏬㠃ࡽࡣࡗࡁࡾ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

ࡅࢀࡶࠊྎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸴ᙅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㟈ᗘ㸴ᙉࡢᦂ

ࡈࢁ ண 50cm

ࢀࡀほ

ὠ Ἴ ὀ ព ሗ ᑠ ➟ ཎㅖ ᓥ ༗ ᚋ 㸲 㸮 ศ ࡈ ࢁ ண 

ࡉࡲࡋࡓࠋ
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JR ྎ㥐

ᮾி㒔ෆ

15

02㸸10

ࡇࡇ࡛ࠊ᪂ࡓὠἼࡢほ

ࡢሗ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢ▼ᕳᕷ

㩗ᕝ࡛༗ᚋ㸰 52 ศࠊ50cm ࡢὠἼࡀほ

ᐑᇛ┴ࡢ▼ᕳᕷ㩗ᕝ࡛༗ᚋ㸰 52 ศࠊ50cm ࡢὠἼࡀほ
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᒾᡭ┴⯪Ώ
ศࠊ20cmࠊᒾᡭ┴㔩▼

࡛ࡣ༗ᚋ㸰 54

࡛ࡣ༗ᚋ㸰 56 ศࠊ20cmࠊࡲ

50cm
ὠἼὀពሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ
ண 50cm

ࡓࠊ㟷᳃┴ࡴࡘᕷ㛵᰿࡛ࡣ༗ᚋ㸰 54 ศᩘࢭࣥࢳ

ὠἼὀពሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ࡢᚤᙅࡢὠἼࢆほ

50cm

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊὠἼࡣࠊ⧞ࡾ㏉

ࡋᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⌧ᅾ
ほ

02㸸56

50cm

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ ὠ Ἴ ὀ ព ሗ ୕ 㔜 ┴༡ 㒊 ༗ ᚋ 㸲 㸮 ศ ࡈ ࢁ ண 

ὠ Ἴ ὀ ព ሗ  ḷ ᒣ ┴ ༗ ᚋ 㸲  10 ศ ࡈ ࢁ ண 

ࡉࢀࡓࠊὠἼ㛵ࡍࡿሗ࡛ࡍࠋࡇࡢᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ 50cm

ὠἼ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ▼ᕳ

ὠἼὀពሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண 50cm

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ᕷࡢࡇࡢࠊࡁ࡞ᕝࡢἙཱྀ㏆࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⌧ᅾࡢ୰⥅

ὠἼὀពሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50cm

┴▼ᕳ

ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ≉ࡇࡢ⨨ࡽ࡛ࡍὠἼࡢ࠶ࡾ࡞ࡋࠊ ὠἼὀពሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

03㸸14

₻ࡢኚࡣ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ࢁ ண 50cm

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣᮾிࡢ

༊࠾ྎሙࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋୖ✵ࡽ

ὠἼὀពሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศ

୰⥅࣭ᮾி

ࡢᫎീ࡛ࡍࠋࣅࣝࡢ㧗࠸ᡤࡽ࡛ࡍࡡࠊ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚

ࡈࢁ ண 50cm

࠾ྎሙ

࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࣅࣝࡢ㧗࠸⨨ࡽ㯮↮ࡀୖࡀࡗ࡚

༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢ↮ࡢୗࡣ㉥࠸⅖ࡀぢ࠼

㟈※ࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 10 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9

ࡲࡍࠋࡇࢀࡀᆅ㟈ࡼࡿⅆ⅏࡞ࡢࡣࠊࡇࡢᫎീࡽࡣ
ࡣࡗࡁࡾࡣศࡾࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊᮾிࡢ
ሙࠊ㹌㹆㹉ࡀ

༊࠾ྎ

༊タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᒇୖࡢ࣓࢝ࣛࡽࡢᫎ

ീ࡛ࡍࠋ࠾ྎሙᆅ༊㏆࡛㯮࠸↮ࡀ❧ࡕࡇࡵ࡚࠸ࡿࡢࡀ
☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࢀࡣࣅࣝࡢᒇୖࡢ࠶ࡓࡾ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ
㧗࠸↮ࡀ❧ࡕࡇࡵ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣୖ✵
ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋୖ✵ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋ
15

03㸸56

ࡑࢀ࡛ࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࠊᐑᇛ┴ࡢࣨ⏫⥲

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ົㄢಀ㛗ࡢࢱ࢝ࣁࢩࢶࢺ࣒ࡉࢇ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸

┴Ẽ

ࡲࡍࠋࢱ࢝ࣁࢩࡉࢇࠋ
ࢱ࢝ࣁࢩ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸ኚ࡞ࡇࢁࢆኻ♩ࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾ࡡࡀ࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ
ࢱ࢝ࣁࢩ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸⌧ᅾ࡛ࡍࡡࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ᪤฿
㐩ண้ࡣ㐣ࡂ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ༗ᚋ㸱ࠊ㸴
m ࡢὠἼࡀ฿㐩ࡍࡿண

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡕࡽ࡛ࡍ

ࡡࠊᾏᓊࡢ࠶ࡓࡾࡢሗ࡛ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ⿕
ᐖࡢሗࠊධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢱ࢝ࣁࢩ㸸⿕ᐖࡢሗࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊᆅ㟈Ⓨ
⏕ྠ࡛ࡍࡡࠊ㜵⅏↓⥺࡛㑊㞴ࡢࠊᾏᓊࡢᡤ࡛ࡍࡡࠊ
ఫẸࡢ᪉ࠎ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ఫẸࡢ᪉㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍ
ࡡࠋ
ࢱ࢝ࣁࢩ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸ศࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᚋࡶ࡛ࡍࡡࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆ
ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ࠾ᛁࡋ࠸ࡇࢁ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ
࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࢱ࢝ࣁࢩ㸸ࡣ࠸ࠊኻ♩⮴ࡋࡲࡍࠋ
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ࢼ㸸ᐑᇛ┴ࣨ⏫ࡢࢱ࢝ࣁࢩࡉࢇ㟁ヰ࡛ఛ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
15

04㸸48

ᘬࡁ⥆ࡁࠊὠἼ㛵ࡍࡿሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

୰⥅࣭ᮾி
࠾ྎሙ

15

04㸸54

ὠἼ㆙ሗ㡢
༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ὠἼ㆙ሗ

ࢼ㸸͐ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢸࣞࣅࡢᫎീࡣᮾி㒔ෆࡢᫎ

ࡲࡋࡓ

୰⥅࣭ᮾி

ീ࡛ࡍࠋᕝ➃ࡽぢࡓ࠾ྎሙࡢᫎീ࡛ࡍࠋ↮ࡀୖ✵

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

࠾ྎሙ

❧ࡕ㎸ࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᆅ㟈ࡼࡿⅆ⅏࠺

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴

ࡣศࡾࡲࡏࢇࡀࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࡇࡢࡼ࠺࡞ᫎീࡀ☜ㄆ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 㟷᳃┴ኴᖹὒἢ

࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࠾ྎሙ㏆ࡢᫎീࢆࠊ

ᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

ᕝ➃ࡢ᪉ྥࡽぢ࡚࠸ࡲࡍࠋୖ✵ࡣ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒ

࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ

ἢᓊす㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖ

ඛ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊ

ᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴

(04㸸56)
15

05㸸06

05㸸36

ࡇࡢᆅ㟈࡛ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㛵ࡍࡿሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ ឡ▱┴እᾏ ୕㔜┴༡㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ 㧗▱┴
ࡉࢀ࡚࠸ࡲ

ᐑᓮ┴ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ

ࡍࠋண㧗ࡉࡣ㸱m ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸱

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ண㧗ࡉ㸴m ࡢὠἼࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡣ༗

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ᚋ㸱 10 ศࠊ㸱m ࡢぢ㎸ࡳ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ┴ࠊ᪤ὠἼࡣ฿㐩᥎

ண㸱m

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ༗ᚋ㸱 20 ศࠊண㧗ࡉࡣ㸰mࠊ ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ༗ᚋ㸱㸮ศࡈࢁ ண㸴m

06㸸28

06㸸29

ఀ㇋ㅖᓥࡣ༗ᚋ㸱 20 ศࠊண㧗ࡉ㸯mࠊࡑࡋ࡚ࠊᾏ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ༗ᚋ㸱 10 ศࡈࢁ ண㸱m

㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸯mࠊ㟷᳃

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈ

ኴᖹὒἢᓊࡣ༗ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸯mࠊⲈᇛ┴ࡣ༗

ࢁ ண㸰m

ᚋ㸱 30 ศࠊண㧗ࡉ㸰m ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண㸯m

⏨ᛶ㸸࠶࠶ࠊᶵ㛗㸦㸽㸧ࠊࡶ࠺୍ᅇࠊᅇࡾ㎸ࢇ࡛ࡶࡽࡗ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศࡈ

࡚࠸࠸࡛ࡍࠋࡶ࠺୍ᅇࠊᅇࡾ㎸ࡳࡲࡍࠋ

ࢁ ண㸯m

ࢼ㸸ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣ⌧ᅾࡢᮾி㒔ෆࠊ᪂ᶫ㥐㏆ࡢᵝ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண

Ꮚ࡛ࡍࠋேࡀࡓࡃࡉࢇ㊰ୖฟ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲ

㸯m

ࡍࠋࡇࢀࡣ㥐๓ࡢᗈሙ࡛ࡋࡻ࠺ࠊከࡃࡢேࡀᗈ࠸ᡤ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண

ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋୖ✵ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋᮾி㒔ෆࠊ᪂ᶫ㥐

㸯m

୰⥅࣭㒔ෆ

㏆ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㥐๓ࡢᗈሙ࡛ࡋࡻ࠺ࠊከࡃࡢேࡀ㊰ୖ
ฟ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋ
06㸸55

ᘬࡁ⥆ࡁὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ┴ᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ฟ࡚࠸

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡲࡍࠋࢸࣞࣅࡢᫎീࡣẼࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࣓࢝ࣛ

┴Ẽ

ࡀ࡛ࡍࡡࠊᑠ้ࡳᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋẼ
ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࣓࢝ࣛࡀࠊࡇࡢ㛫ࡶᑠ้ࡳᦂࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᐑᇛ┴ࡣࠊ༗ᚋ㸱㸴m ࡢὠἼࡀண
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
07㸸16

ࢼ㸸ᫎീࡣᮾி㒔ෆࠊ᪂ᶫ㥐ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ᪂ᶫ㥐๓ࡢ

୰⥅࣭㒔ෆ

ᗈሙ࡛ࡍࠋ᪂ᶫ㥐๓ࡢᗈሙከࡃࡢேࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡲ

᪂ᶫ㥐

ࡍࠋᘓ≀ࡽฟ࡚ࡁ࡚ࠊᗈ࠸ᡤ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢጼ
ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ≉ᘓ≀ࡢ⿕ᐖ࡛ࡍࠊࡇࡢᫎീࡽࡣ
≉⿕ᐖࡢᵝᏊࡣ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ
ᮾி㒔ෆࠊ᪂ᶫ㥐ࡢ๓ࡢᗈሙࠊከࡃࡢேࡀᗈ࠸ᡤ㞟ࡲ
ࡗ࡚❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ
07㸸47

ᮾி㒔ෆ࡛ࡶᦂࢀࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡢ༗ᚋ㸰

46 ศࡈࢁࡢᆅ㟈࡛ࠊὠἼ㆙ሗὠἼ㆙ሗࠊࡑࡋ࡚ὠἼ
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ὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
15

08㸸01

⌧ᅾࡶ࡛ࡍࡡࠊὠἼ㆙ሗὠἼ㆙ሗࡀᘬࡁ⥆ࡁฟ࡚࠸

୰⥅࣭㒔ෆ

ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ┴࡛
ࡍࠋ᪤฿㐩᥎

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋண㧗ࡉࡣ㸱m ࡛ࡍࠋ

ࡲࡓࠊᐑᇛ┴ࡣ༗ᚋ㸱ࠊண㧗ࡉ㸴m ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚟ᓥ┴ࡣ༗ᚋ㸱 10 ศࠊࡲࡶ࡞ࡃ࡛ࡍࠊண㧗ࡉࡣ㸱
㹫࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ᐑᇛ┴࡛ࡣ᪤฿㐩ண้ࢆ㐣ࡂ࡚
(08㸸40)

08㸸42

࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࡢ้ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┠Ᏻ࡛ࡍࠋࡇࡢᚋࡶ㧗

༗ᚋ㸱㸴ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

࠸ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ㆙ᡄࢆ

ࡓ

࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊἢᓊ㏆࠸ࡿ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴

࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 㟷᳃┴ኴᖹὒἢ

ὠἼ㆙ሗ

ὠἼ㆙ሗࡣ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ࡛༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㸰mࠊ ᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ
ఀ㇋ㅖᓥࡣ༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㸯mࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒ

09㸸01

09㸸19

༗ᚋ㸱 30 ศࠊ㸯mࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊ༗ᚋ㸱 30

ἢᓊす㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖ

ศࠊ㸯mࠊⲈᇛ┴ࠊ༗ᚋ㸱 30 ศࠊ㸰m ࡛ࡍࠋ

ᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴

ࡑࡋ࡚ࠊὠἼὀពሗࡶᗈ࠸⠊ᅖฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼὀព

ឡ▱┴እᾏ ୕㔜┴༡㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ 㧗▱┴

ሗࡢฟ࡚࠸ࡿἢᓊࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ෆᡣࠊ༗ᚋ㸱

ᐑᓮ┴ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ

 20 ศࠊண㧗ࡉࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊࡇࢀࡽ࠾ఏ࠼ࡍࡿሙ

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ᡤࡣ 50cm ࡢὠἼࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡑࡋ࡚ࠊྠࡌࡃὠἼὀពሗ࡛ࡍࠋ50cm ࡀணࡉࢀ࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

୰⥅࣭ ᐑᇛ
ண㸱m

┴Ẽ

ࡲࡍࠋᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊ༗ᚋ㸱 30 ศࠊ┦ᶍ‴࣭ ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ༗ᚋ㸱㸮ศࡈࢁ ண㸴m
୕ᾆ༙ᓥࠊ༗ᚋ㸱 30 ศࠊ㟼ᒸ┴ࠊ༗ᚋ㸱 30 ศࠊ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ༗ᚋ㸱 10 ศࡈࢁ ண㸱m

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊ༗ᚋ㸱 40 ศࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ༗

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈ

ᚋ㸲ࠊ୕㔜┴༡㒊ࠊ༗ᚋ㸲ࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊ༗

ࢁ ண㸰m

ᚋ㸲 10 ศࠊឡ▱┴እᾏࠊ༗ᚋ㸲 10 ศࠊḷᒣ┴ࠊ ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண㸯m

09㸸43

10㸸09

10㸸32

15

10㸸45

༗ᚋ㸲 10 ศࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศࡈ

ὠἼὀពሗࡢฟ࡚࠸ࡿἢᓊࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗▱

ࢁ ண㸯m

┴ࠊ༗ᚋ㸲 30 ศࠊᚨᓥ┴ࠊ༗ᚋ㸲 40 ศࠊᐑᓮ┴ࠊ ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண

୰⥅࣭ ᒾᡭ

༗ᚋ㸳ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ༗ᚋ㸳 10 ศࠊ⨾

㸯m

┴㔩▼

ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥࠊ༗ᚋ㸳 10 ศࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊண㧗

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ࡉࡣ 50cm ࡛ࡍࠋᗈ࠸⠊ᅖࠊኴᖹὒഃࢆ୰ᚰὠἼὀ

ὠἼὀពሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண

ពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊヱᙜࡍࡿἢᓊࡢ᪉ࡣ࠺ࡒ༑ศ

50cm

࠾Ẽࢆࡘࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ༗ᚋ㸱 30 ศ

ඛ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡍ

ࡈࢁ ண 50cm

ࡿᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷ

ὠἼὀពሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ

࡛㟈ᗘ㸵ࢆほ

ண 50cm

ࡋࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࡣὠἼ

㆙ሗࡀฟࡲࡋࡓࠋᦂࢀࡢᙉࡗࡓᆅᇦࡢ᪉ࡣࠊⴠࡕ╔࠸

ὠἼὀពሗ 㟼ᒸ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண 50cm

࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡁ࡞వ㟈ࡀ࠶ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

ࡢ࡛ࠊ୍ᗘᦂࢀࡀࡲࡗ࡚ࡶࠊࡇࡢᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆ

ࡈࢁ ண 50cm

⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠ Ἴ ὀ ព ሗ ᑠ ➟ ཎㅖ ᓥ ༗ ᚋ 㸲 㸮 ศ ࡈ ࢁ ண 

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣᮾி㒔ෆࠊ࠾ྎሙ㏆ࡢᫎീ࡛ࡍࠋඛ

50cm

ࡶୖ✵ࡽࡢᫎീ࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࣅࣝࡢ㧗࠸⨨

ὠ Ἴ ὀ ព ሗ ୕ 㔜 ┴༡ 㒊 ༗ ᚋ 㸲 㸮 ศ ࡈ ࢁ ண 

ࡽ㯮࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ

50cm

ࡇࡇ࡛ࠊ᪂ࡓὠἼࡀほ

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋὠἼࡢほ

ࡢ

ὠἼὀពሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ

ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᐑᇛ┴▼ᕳᕷ㩗ᕝ࡛ࡣ༗ᚋ㸰 52

ண 50cm

ศࠊ50cmࠊᒾᡭ┴ᐑྂ

ὠἼὀពሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ࠊ༗ᚋ㸰 54 ศࠊ20cmࠊᒾᡭ

- 230 -

୰⥅࣭㒔ෆ

┴⯪Ώ

ࠊ༗ᚋ㸰 54 ศࠊ20cmࠊᒾᡭ┴㔩▼

ᚋ㸰 56 ศࠊ20cmࠊ㟷᳃┴ඵᡞ

15

11㸸30

ࠊ༗

ࠊ༗ᚋ㸰 49 ศࠊᩘ

50cm
ὠ Ἴ ὀ ព ሗ  ḷ ᒣ ┴ ༗ ᚋ 㸲  10 ศ ࡈ ࢁ ண 

ࢭࣥࢳࡢᚤᙅࡢὠἼࠊ㟷᳃┴ࡴࡘᕷ㛵᰿ࠊ༗ᚋ㸰 54

50cm

ศࠊᩘࢭࣥࢳࡢᚤᙅࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡣࡇ

ὠἼὀពሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡢᚋࡶ㸰ᅇࠊ㸱ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍ

ὠἼὀពሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50cm

ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㆙どᗇࡽ㒔ෆࡢᵝᏊࡘ࠸࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲ

ὠἼὀពሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

୰⥅࣭ ㆙ど

ࡍࠋ

ࢁ ண 50cm

ᗇ

⏨ᛶ㸸ࡣ࠸ࠊ㆙どᗇ࡛ࡍࠋ㹌㹆㹉ࡢグ⪅ࢡࣛࣈࡣᘓ≀ࡢ

ὠἼὀពሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศ

㸷㝵࠶ࡾࡲࡍࠋ⃭ࡋ࠸⦪ᦂࢀࡢᚋࡺࡗࡃࡾࡋࡓᶓᦂ

ࡈࢁ ண 50cm

ࢀኚࢃࡾࠊᚎࠎᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࠊᩘศ⥆ࡁࡲࡋࡓࠋ
(11㸸45)

15

12㸸00

12㸸22

ᦂࢀࡀᙉࡃ࡞ࡿඹࠊᲴࡽࡣ᭩㢮࡞ࡀḟࠎⴠࡕ

༗ᚋ㸱㸴ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊᘓ≀ࡢ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡣࡍ࡚Ṇࡲ

ࡓ

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊࡇࡢᆅ㟈ࡢᙳ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

㡪࡛͐

㟈ᗘ㸳ᙅ 㟷᳃┴୕ඵୖ ᒾᡭ┴ἢᓊ༡㒊 ᒾᡭ┴

⏨ᛶ㸸͐Ụᮾ༊ࡢࣅࣝࡽⅆࡀ࡛࡚࠸ࡿࠊᮾி୰㔝

ෆ㝣㒊

୰⥅࣭ ㆙ど

༊ࡢఫᏯࡀಽቯࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠸

㟈ᗘ㸲 ▼⊁༡㒊 ᪥㧗୰㒊 ὠ㍍㒊 ὠ㍍༡㒊 㟷

ᗇࠊ

࠺ࡇ࡛ࠊヲࡋ࠸≧ἣࢆㄪ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾிᾘ㜵ᗇࡼ

᳃㒊 ᒾᡭἢᓊ㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑ

ྎሙ

ࡾࡲࡍࠊᮾிỤᮾ༊࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධ

ᇛ୰㒊 ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ㝣㒊

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⛅⏣ෆ㝣༡㒊 ᒣᙧᗉෆᆅ᪉ ᒣᙧᮧᒣᆅ᪉ Ⲉᇛ༡

ᆅ㟈㏿ሗ

༊࠾

⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋ㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊࡇࡢᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࠊ 㒊 ⚄ዉᕝす㒊 ఀ㇋ᆅ᪉
ᮾிỤᮾ༊ࡢࣅࣝࡽⅆࡀ࡛࡚࠸ࡿࠊᮾி୰㔝༊ࡢ
ఫᏯࡀಽቯࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊヲࡋ࠸≧ἣࢆㄪ࡚࠸ࡲࡍࠋ

15

12㸸35

ࢼ㸸㆙どᗇࡽ୰⥅࡛࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸

(12㸸44)

ࡲࡍࡼ࠺ࠊ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸵ࢆ

༗ᚋ㸱㸴ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ほ

ࡓ

ࡍࡿᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊᐑᇛ┴ࡢ

ᰩཎᕷ࡛㟈ᗘ㸵ࢆほ

13㸸21

ࡋࠊࡲࡓࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ

୰⥅࣭㒔ෆ
ᆅ㟈㏿ሗ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

┴ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡢᙉࡗࡓᆅᇦࡢ

㟈ᗘ㸳ᙅ 㟷᳃୕ඵୖ ᒾᡭἢᓊ༡㒊 ᒾᡭෆ㝣

᪉ࡣࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺

㒊

Ẽࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢀࡓ࢞ࣛࢫ࡛ࡍࠊቨࡀቯ

㟈ᗘ㸲 ▼⊁༡㒊 ᪥㧗୰㒊 ὠ㍍㒊 ὠ㍍༡㒊 㟷

ࢀ࡚࠸ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ㊊ࡶࡶ༑ศὀពࢆࡋ࡚

᳃ୗ ᒾᡭἢᓊ㒊 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑ

ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊᒾᡭ┴ᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ

ᇛ୰㒊 ⛅⏣ἢᓊ㒊 ⛅⏣ἢᓊ༡㒊 ⛅⏣ෆ㝣㒊

┴ࡣ⌧ᅾࡶᘬࡁ⥆ࡁὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏ

⛅⏣ෆ㝣༡㒊 ᒣᙧᗉෆᆅ᪉ ᒣᙧᮧᒣᆅ᪉ Ⲉᇛ༡

ᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚

㒊 ⚄ዉᕝす㒊 ఀ㇋ᆅ᪉

ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ

㟈ᗘ㸱 Ώᓥᮾ㒊 Ώᓥす㒊 ᱠᒣᆅ᪉ ᚋᚿᮾ㒊 ✵

࠸ࠋ

▱༡㒊 ⫹す㒊 ⫹୰ᮾ㒊 ᪥㧗ᮾ㒊 ༑୰㒊

ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㹌㹆㹉ࡢྎᨺ㏦ᒁࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋ

༑༡㒊 㔲㊰୰༡㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᒣᙧ᭱ୖᆅ᪉ ᒣ

ࡲࡍࠋ

ᙧ⨨㈷ᆅ᪉ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ

㇂ᆅ㸸ࡣ࠸ࠋ㹌㹆㹉ྎᨺ㏦ᒁࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡍࠋඛ

㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢

ࡢࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋࡶࠊࡓࡧࡓࡧࢫ

㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊 ༓ⴥ༡㒊 ᮾ

NHK ྎ

ࢱࢪ࢜ࡢ୰ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ ி 23 ༊ ⚄ዉᕝᮾ㒊 ᪂₲୰㉺ᆅ᪉ ᪂₲ୗ㉺ᆅ᪉
⌧ᅾࡢẼᕷࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋẼ‴ࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋἩ
ࡋ࡚࠸ࡿ⯪ࡀぢ࠼ࡲࡍࡀࠊࡓࡧࡓࡧ⏬㠃ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀศࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
13㸸46

ࠊ㹌㹆㹉ྎࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡶࡁ࡞ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋኳࡘࡾୗࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ↷᫂ࡶ࡛ࡍࡡࠊ㠀ᖖ
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ᒣᮾ㒊࣭ᐩኈ† 㟼ᒸᮾ㒊

୰⥅࣭ ᐑᇛ
┴Ẽ

ࡁ࡞㡢ࢆ❧࡚࡚ᦂࢀࡓࡾࡍࡿࡁࡶ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠋ
15

13㸸58

ࡇࡕࡽࠊኚࢃࡗ࡚ࠊ▼ᕳᕷࡢ≧ἣ࡛ࡍࠋᯫࡗ࡚࠸ࡿ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ᶫࡢୖࡢ㌴ࡣࠊ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ࡞ࡾ

┴▼ᕳ

ࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢ▼ᕳᕷࡢ≧ἣ
࡛ࡍࠋᆅ㟈࡛ࠊࠊࡇࢀࡣᦂࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋ▼ᕳᕷ
㩗ᕝ࡛ࡣࠊ༗ᚋ㸰 52 ศ 50cm ࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲ

ࡍࠋ
14㸸27

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᮾᆅ᪉࡛ࡍࠋᮾᆅ᪉࡛㸰 46

(14㸸38)

ศࡈࢁࠊ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷ

༗ᚋ㸱㸴ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

࡞࡛㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡓ

14㸸45

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᓊቨࢆࡾ㉺࠼࡚ࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ
ᾏỈࡀ͐

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ

㆙ሗ㏣ຍ

୰⥅࣭ ᒾᡭ
┴㔩▼
15

14㸸53

ࢼ㸸࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛ࠊᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸

NHK ࢫ ࢱ

ࡁࡲࡍࠋᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ᪂ࡓ࡞ሗ

ࢪ࢜

࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
15

15㸸00

(15㸸03)

15㸸35

ࢼ㸸㟷᳃┴ࡢኴᖹὒἢᓊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊⲈ

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ᇛ┴ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢸࣞࣅࡢ

┴㔩▼

ᫎീࡣࠊ⌧ᅾࡢᒾᡭ┴㔩▼ᕷࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀࠊࡇࢀ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ࡣᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢぢࡽࢀࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍ

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 㟷

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ༓ⴥ┴ࡢෆᡣࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊࠋኻ♩ࡋ

᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖᓥ

ࡲࡋࡓࠋὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ༓ⴥ┴ࡢෆᡣࠊ

ὠἼὀពሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖ

 ᾏ 㐨 ᪥ ᮏ ᾏἢ ᓊ ༡ 㒊 㝣 ዟ‴ ᮾ ி ‴ ෆ ‴ ఀ ໃ

ᓥࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

‴࣭୕Ἑ‴ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ศ┴

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ

㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 㮵ඣᓥ┴す㒊 Ἀ⦖┴

ࡎࠊὠἼ㆙ሗࡢ㏣ຍ࡛ࡍࠋ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ࡛ࡍࠋࡑ

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ࡋ࡚ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊⲈᇛ┴ࡶὠἼ㆙ሗࡀ
㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
15㸸51

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊᒾᡭ┴㔩▼ᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᾏỈ
ࡀ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏỈࡀ࠶ࡩࢀ࡚㝣ୖୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᕷሙࡢ㏆࡛ࡋࡻ࠺ࠊἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚
࠸ࡲࡍࠋἢᓊ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16㸸01

ᒾᡭ┴㔩▼ᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᓊቨᾏ㠃ࡢቃࡀศ
ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏỈࡀ࠶ࡩࢀ࡚ࠊࡇࢀࡣ

ࡢ୰

ධࡾ㎸ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋὶࢀ㎸ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࠊ
ࢺࣛࢵࢡࡀ࡛ࡍࡡࠊᑡࡋᾋ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋᾋ࠸࡚ࠊ
ὶࡉࢀࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢺࣛࢵࢡࡀὶࡉࢀࡿࡇࢁ࡛
ࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࠊᾏỈࡀ࠶ࡩࢀࠊࠊ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸
ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋ
16㸸31

ࡑࡋ࡚ࠊࠊᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶࡧ࡞ࡾࡢᦂࢀࢆほ

ࠊ
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㆙ሗ㏣ຍ

࡞ࡾࡢᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࡔᛮࢃࢀࡲࡍࠋᮾ
ிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶᦂࢀࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࡀ࡛ࡍࡡࠊ

ࡇࡢᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ࡒⓙࡉࢇࠊᙉ࠸ᦂ
ࢀࡣᘬࡁ⥆ࡁὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢᚋࡶవ㟈ࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋᘓ≀ࡢಽቯࠊᒣᔂࢀࠊࡀࡅᔂࢀࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄ
(17㸸11)

15

17㸸14

ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊୖࡽⴠࡕ࡚ࡃࡿ≀ࡸಽࢀ࡚

༗ᚋ㸱㸴ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ࡃࡿ≀ࡽ㌟ࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋኵ࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢ

ࡓ

ୗ࡞㞃ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌟㏆࡞ࠊᏳ࡞ᡤ㌟ࢆᐤࡏ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ

⌧ࡢᮾி㒔ෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㧗࠸⨨タ⨨ࡋࡓ࣓࢝ࣛ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

୰⥅࣭ ᮾி

ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㐲ࡃࡣࠊ㯮࠸↮ࡶぢ࠼ࡲࡍࠋᆅ㟈

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊

㒔ෆ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᐑᇛ┴ࡢ▼ᕳᕷ㩗ᕝ࡛ࡣ

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴

┴⯪Ώ

༗ᚋ㸰 52 ศࠊ50cmࠋ

ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖᓥ

㆙ሗ㏣ຍ

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊ⯪ΏࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἼ❧ࡗ࡚࠸ࡿ

ὠἼὀពሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ㏫ὶࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᕝࢆ࡛ࡍࡡࠊ㏫

 ᾏ 㐨 ᪥ ᮏ ᾏἢ ᓊ ༡ 㒊 㝣 ዟ‴ ᮾ ி ‴ ෆ ‴ ఀ ໃ

ὶࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋ⯪Ώࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᾏࡽ

‴࣭୕Ἑ‴ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ศ┴

ᾏỈࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋᕝࡢ࠶ࡓࡾࢆ㏫

㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 㮵ඣᓥ┴す㒊 Ἀ⦖┴

ὶࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ⯪Ώࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢᚋ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟

ࡶ༑ศ࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗࠸ᡤ

ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ

㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌴ࡀ࡛ࡍࡡࠊᾏỈࡘࡗ࡚࠸ࡿᵝ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓

ࡼࡿⅆ⅏ࡣศࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡇࡢᆅ㟈ࢆほ

㆙ሗ㏣ຍ

ࡋࡓᚋ

ࠊࡇࡢ↮ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᮾி㒔ෆࠊ⌧
ᅾࡶࠊవ㟈ᛮࢃࢀࡿᙉ࠸ᦂࢀࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᚋ
ࡶవ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁ࡛ࡍࡡࠊᙉ࠸ᦂࢀࡣ㆙ᡄ
ࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ⴠࡕ࡚ࡃࡿ≀ࡸቯࢀࠊಽࢀ࡚ࡃࡿ≀ࡣࠊ༑ศὀពࢆ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᏳ࡞ሙᡤ࡛㌟ࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋኵ࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ࡞㞃ࢀ࡚ࠊᏳ࡞ᡤ࡛
㌟ࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

17㸸50

18㸸01

᪂ࡓ࡞ὠἼࡢሗ࡛ࡍࠋὠἼࡀほ

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋඛ

Ꮚࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᓊቨ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㝣ᆅࡶ࡛ࡍࡡࠊ ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟ཎㅖᓥ
ᾏࡢỈࡀ࠶ࡩࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏỈࡀ㝣ᆅࡶ࠶ࡩࢀ࡚

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴

ࡁ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚

ෆ‴ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ

࠸ࡲࡍࠋ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ

18㸸48

㔩▼࡛ࡍࡡࠋ⌧ᅾࡢ㔩▼ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

┴ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵ඣ

୰⥅࣭ ᒾᡭ

18㸸53

⥆࠸࡚ࠊࡇࡢᫎീࡀ㔩▼ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࡢᵝ

ᓥ┴ Ἀ⦖┴

┴㔩▼

ᏊࠋỈࡀࠊᾏỈࡀ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋከࡃࡢ㌴ࡀᾏỈࡘ

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ࡗ࡚ࠊỿࢇ࡛ࠊ୍㒊ࡀࡁࡃỿࢇ࡛࠸ࡿ㌴ࡀఱ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ྎࡶぢ࠼ࡲࡍࠋᒾᡭ┴㔩▼ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㔩▼ࡢ⌧

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

ᅾࡢᵝᏊࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࠊᾏỈࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

ᾏᓊἢ࠸ࡢ㐨㊰ࢆ࡛ࡍࡡࠊࠊ㌴ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㠀ᖖ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

19㸸18

༴㝤࡛ࡍࡢ࡛ࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ⛣ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 㸱m
ᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࠋὠἼ㆙ሗࡀࠊᒾᡭ┴ࡣฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༗ᚋ㸱 20 ศ
ἢᓊ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ࡈࢁ ண㸱㹫

࠸ࠋከࡃࡢ㌴ࡀᾏỈࡘࡗ࡚ࠊ୍㒊ࡀᾋ࠸࡚࠸ࡿᵝᏊ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண㸲m
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ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚ࠊᾏᾋ࠸࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண㸯

15

20㸸04

㌴ࡀὶࡉࢀ࡚ࠊࡇࢀࡣᾏ㠃࡛ࡋࡻ࠺ࠊᾏᾋ࠸࡚࠸ࡿ

m

ᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ⁺⯪ᛮࢃࢀࡿ⯪ྠࡌỈࡘࡗ࡚

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ༗ᚋ㸱 20 ศࡈࢁ ண㸰m

࠸ࡿ㌴ࡀࠊఱྎࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡣ⌧ᅾࡶὠἼ㆙

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ༗ᚋ㸱

ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏᓊ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ

30 ศࡈࢁ ண㸯m

㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡲࡓ࡛ࡍࡡࠊࠊࡇࢀ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ༗ᚋ㸱

ࡣ㜵Ἴሐࢆ㉺࠼࡚ࠋ

30 ศࡈࢁ ண㸰m

᪂ࡓ࡞ᫎീ࡛ࡍࠋᑠྡࡢࠊ⚟ᓥ┴ࡢᑠྡࡢ⌧ᅾࡢᵝ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

Ꮚ࡛ࡍࠋᾏᓊ㏆ࡢᫎീࠊἼࡀ࡛ࡍࡡࠊࡇࢀࡶ㝣ୖ࠶

40 ศࡈࢁ ண㸯m

┴ᑠྡ

ࡩࢀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋከࡃࡢࠊࡇࢀࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⟽࡛ࡍࡡࠊ ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண㸯m
࠼࠼ࠊỈ⏘㛵ಀ࡛࠺⟽ࡔᛮࢃࢀࡲࡍࡀࠊὶࡉࢀ࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ࡲࡍࠋἼࡗ࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ 㸯m

20㸸41

ࡇࡢἼࡀ࡛ࡍࡡࠊ㌴ࠊ㥔㌴ሙࡢ࠶ࡓࡾࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡲ

ὠἼὀពሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ

ࡍࠋ࠶ࠊ୍㒊ࡣ㐨㊰ࡶฟ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ㐨㊰ࡶෙỈࡋጞ

ண 50 

ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡢᑠྡ

ὠἼὀពሗ 㟼ᒸ┴ ༗ᚋ㸱 30 ศࡈࢁ ண 50 

ࠊᑠྡࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛

ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ᮾி‴ෆ‴ ༗ᚋ㸱 40 ศࡈࢁ ண

⥆࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡣࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࠶ࡩࢀࡓ

50 

୰⥅࣭ ᒾᡭ

Ỉࡀ㐨㊰࠶ࡩࢀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡩࢀࡓỈࡀࠊໃ࠸ࡼࡃ

ὠἼὀពሗ ୕㔜┴༡㒊 ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண 50

┴㔩▼

ὶࢀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡲ࡛ࠊࡇࡢ㐨㊰ࢆ㌴ࡀ㉮ࡗ࡚࠸



ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㐨㊰ࢆࠊඛࡲ࡛㌴ࡀ㉮

ὠἼὀពሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇࠊໃ࠸ࡼࡃᾏỈࡀ࠶ࡩࢀฟ࡚࠸

50 

ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋໃ࠸ࡼࡃᾏỈࡀ࠶ࡩࢀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ ὠἼὀពሗ ḷᒣ┴ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண 50

21㸸15

15

21㸸27

21㸸54

22㸸07

22㸸17

ࡑࡢᾏỈࠊఱྎࡶࡢ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡦࡗ



ࡃࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᶓ㌿ࡋ࡚㌿そࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲ

ὠἼὀពሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண 50 

ࡍࠋ㌴ࡀᩘྎࠊఱྎࡶὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ᕷ

ὠἼὀពሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

ࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

 50 

ᒾᡭ┴ෆࡣࠊ⌧ᅾࡶὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊࡸ

ὠἼὀពሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண 50 

Ἑཱྀ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊 㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ὠἼὀពሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศ

࠸ࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚

ࡈࢁ ண 50 

ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔ

ὠἼὀពሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண 50 

ࡉ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண
50 

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ࡿᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࠊ࠼࠼ࠊἼࡢໃ࠸ࡀቑࡋ࡚࠸ࡿ

ὠἼὀពሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50cm

┴㔩▼

ࡼ࠺࡛ࡍࠋ㧗࠸ᡤࡲ࡛ࠊ⁺⯪ࡶ࡛ࡍࡡࠊໃ࠸ࡼࡃ㐨㊰ࡢ

ὠἼὀពሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

᪉ྥὶࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴㔩▼ࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㐨㊰

ண 50cm

࡛ࡍࡡࠊࡁ࡞⯪ࡀὶࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋໃ࠸ࡀቑࡋ࡚࠸ࡲ

ὠἼὀពሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࡍࠋὠἼࡢໃ࠸ࡀቑࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡢໃ࠸ࡀ⃭

ࢁ ண 50cm

ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᮾᆅ᪉࡛ࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡍ

ࡑࡋ࡚ࠊᘓ≀ࡢ࠺ࡶἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻࠊ 50cm
ࡁ࡞Ỉࡋࡪࡁࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋዟࡢᘓ≀ࡢ࠺

ὠἼὀពሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࡶࠊ࠶ࠊᘓ≀ࡶὶࢀ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋᘓ≀ࡶࠊዟ࡛ὶࢀ࡚࠸

ࢁ ண 50cm

ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊከࡃࡢỈࡋࡪࡁࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศ

ࡉࡽࠊ⏬㠃ࡢዟࡢ࠺ࡶ࡛ࡍࡡࠊἑᒣࡢᾏỈࡀ࠶ࡩࢀ

ࡈࢁ ண 50cm

࡚ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊὠἼࡔᛮࢃࢀࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

ࡁ࡞ᘓ≀ࡀὶࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

50cm

ࡇࢀࡶࠊᘓ≀ࡢࢃࡁࢆ࡛ࡍࡡࠊ⚟ᓥ┴ࡢᑠྡࡢᵝᏊ࡛

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

ࡍࡅࢀࡶࠊ⚟ᓥ┴ࡢᑠྡ࡛ࡶᘓ≀ࡢࡲࢃࡾࢆ࡛ࡍ

┴ᑠྡ
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ࡡࠊ࡞ࡾࡢᾏỈࡀὶࢀ࡚࠸࡚ࠊᩘྎࡢ㌴ࡀ୍Ẽὶࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᩘྎࡢ㌴ࡀໃ࠸ࡼࡃὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᘓ≀ࡢ࿘ࡾࢆ࡛ࡍࡡࠊ⃭ࡋ࠸Ἴࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣࠊࡁ࡞ὠἼࡔࠊὠἼ࡛ࡍࠋ
15

22㸸40

ࡑࡋ࡚ࠊ㔩▼ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㔩

୰⥅࣭ ᒾᡭ

▼࡛ࡶࠊඛࡽከࡃࡢỈࡀὶࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋỈࡉࡀ

┴㔩▼

㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡲࡍࠋỈࡉࡀ㧗
ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
22㸸56

ࡑࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴ࡢᑠྡ࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡁᕷᑠྡࡢࠊ⌧ᅾ

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋከࡃࡢ㌴ࠊࡑࡋ࡚

┴࠸ࢃ ࡁᑠ

ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㐨ල࡛

ࡋࡻ࠺ࠊ⟽࠸ࢁ࠸ࢁ࡞≀ࡀࠊᩘከࡃࡢ≀ࡀ࡛ࡍࡡࠊ

ྡ

ὶࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ⏬㠃ࡢዟ࠶ࡿᘓ≀ࡶ࡛ࡍࡡࠊࡰࠊࡇ
ࡢἼ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡓࡕ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ἴࡀ࡞ࡾࡢ㧗࠸⨨ࡲ࡛ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋ
23㸸21

ࡑࡋ࡚ࠊ⥆࠸࡚ࡣࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ᘬࡁ⥆ࡁ࡛ࡍࡡࠊከࡃࡢᾏỈࡀ㝣ୖὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ ࡲ

┴㔩▼

ࡍࠋඛẚࡿࠊࡣࡿᾏỈ㠃ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࠋ࣓࢝ࣛࡀᑡࡋᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈
ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ࣓࢝ࣛࡀᑡࡋᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
23㸸42

ᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࠊ⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᏳ࡞
㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ㔩▼ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㧗ᯫࡢୖࢆ㉮ࡿ㐨㊰ࠊே
ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㌴ࡶࡲࡔື࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࠊ㧗
࠸⨨࠶ࡿ㐨㊰ࡶ࡛ࡍࡡࠊࡔ࠸ࡪἼࡀ㏆࡙࠸࡚ࡁ࡚
࠸ࡲࡍࠋᏳ࡞㧗࠸⨨㑊㞴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇ
ࡢ㐨㊰ࡢዟࡢ࠺ࠊ୍㒊ࡣ᪤ᾏỈࡘࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡇࡢࠊ㧗࠸⨨ࢆ㉮ࡗ࡚࠸ࡿ㐨㊰ࡶ࡛ࡍࡡࠊࡔ࠸ࡪ
ᾏỈ㠃ࡀ㏆࡙࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ㌴ࡀᘬࡁ㏉ࡋ࡚࠸ࡃᵝᏊ
ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ

24㸸19

ࡉࡽࠊ⏬㠃ࡢዟࡢ࠺ࡣࠊᘓ≀࡛ࡋࡻ࠺ࠊὶࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋ㌴ࡸࡉࡲࡊࡲ࡞≀୍⥴ࠊࡁ࡞ᘓ≀ࡀὶ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡢ୰ኸ
㏆ࡢᘓ≀ࡶ࡛ࡍࡡࠊࢇࡀࡇࡢᾏỈ㣧ࡳ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺☜ㄆࡉࢀࡲࡍࠋᒾᡭ┴㔩▼ࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

15

24㸸43

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋඛࠊᮾᆅ᪉࡛ࠊ㟈ᗘ㸵

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ࢆほ

┴㔩▼

ࡍࡿᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷ࡛㟈

ᗘ㸵ࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࡣࡇࡢᆅ㟈ࡼࡗ࡚ࠊ
ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᒾᡭ
┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࡢ᪉ࠊἢᓊ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞
㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡕࡽࡢ⏬㠃ࡽ☜ㄆࡍࡿࠊ
ࡋࡲࡍࠊࡁ࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࠊᵝᏊࡀぢ࠼
ࡲࡍࠋ
25㸸09

ᨵࡵ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࡢฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ㟷
᳃┴ࡢኴᖹὒἢᓊࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ༓ⴥ┴
༑㔛࣭እᡣࠊⲈᇛ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ
࡚ࠊὠἼ㆙ሗࡀ༓ⴥ┴ෆᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢ

- 235 -

ᓊᮾ㒊ࠋ
15

25㸸27

ࠊὠἼࡢほ

ࡢሗ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼

21 ศࠊ㸲m20cm ࡢὠἼࡀほ
┴⯪Ώ
(25㸸43)

ࠊ༗ᚋ㸱 15 ศࠊ㸱m30cmࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷ

㩗ᕝࠊ༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㸱m30cmࠊᒾᡭ┴ᐑྂ
㸱 19 ศࠊ㸰m80cm ࡛ࡍࠋ㧗࠸ὠἼࡀほ

25㸸59

࡛༗ᚋ㸱

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᒾᡭ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲ

༗ᚋ㸱 15 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉ 80 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.4

ࡍࠋὠἼࡣ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᘬ

༗ᚋ㸱 15 ศࡈࢁ㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸴ᙅࡢᆅ㟈ࡀ࠶

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ࡁ⥆ࡁ㆙ᡄὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ࡾࡲࡋࡓ

┴ᐑྂ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

㆙ሗ㏣ຍ

⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼
ศࠊ㸲m20cm ࡢὠἼࡀほ
⯪Ώ

࡛༗ᚋ㸱 21

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᒾᡭ┴

ࠊ༗ᚋ㸱 15 ศࠊ㸱m30cmࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷ㩗

ᕝࠊ༗ᚋ㸱 20 ศࠊ㸱m30cmࠊᒾᡭ┴ᐑྂ
 19 ศࠊ㸰m80cm ࡢὠἼࡀほ
26㸸23

ࠊ༗ᚋ

ྛᆅ࡛ほ

ࠊ༗ᚋ㸱

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ
ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 㟷
᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᑠ➟ཎㅖᓥ

ࡉࢀࡓὠἼࡢ㧗ࡉࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽ

ࡢὠἼࡣ࡛ࡍࡡࠊ㦂₻ᡤ࡛ほ

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ

ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊሙᡤࡼ

ὠἼὀពሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ
 ᾏ 㐨 ᪥ ᮏ ᾏἢ ᓊ ༡ 㒊 㝣 ዟ‴ ᮾ ி ‴ ෆ ‴ ఀ ໃ

ࡗ࡚ࡣࡉࡽࡁ࡞ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ

‴࣭୕Ἑ‴ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ศ┴

ࡲࡍࠋࡲࡓࠊὠἼࡣ୍ᅇࡔࡅ࡛࡞ࡃఱᗘࡶᢲࡋᐤࡏࠊ

㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 㮵ඣᓥ┴す㒊 Ἀ⦖┴

ᅇ┠ࠊ୕ᅇ┠ࡢ࠺ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᘬࡁ⥆
ࡁࠊᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
26㸸47

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊᐑᇛ┴Ẽᕷࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡇࡢࠊἼࡀ

┴Ẽ

ᕳ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࠋἼࡀ

ᕳ࠸࡚

࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࠋࡇࡢ⨨ࡀࡇ࡞ࡢࡣศࡾࡲ
ࡏࢇࠋᾏ㠃࡞ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㝣ୖ࡞ࡢศࡾࡲࡏࢇࡅ
ࢀࡶࠊࡁࡃἼࡀࠊⓑἼࢆ❧࡚࡚

ᕳ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᐑ

ᇛ┴ẼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ࣓࢝ࣛࡶ࡛ࡍࡡࠊᑠ้ࡳ
ᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣓࢝ࣛࡶᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ᛮࢃࢀ
ࡿᦂࢀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊవ㟈ࡶὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
27㸸17

࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ⌧ᅾࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊᐑ
ᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊⲈᇛ┴
ὠἼ㆙ሗࠊࡲࡓࠊὠἼ㆙ሗࡀ༓ⴥ┴ෆᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ
ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊᾏ㐨
ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊὠἼ
㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅ
ᇦࡢⓙࡉࢇ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊࡇࡢᆅ㟈࡛㟈ᗘ㸵ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ

┴㔩▼

㸴ᙉࠊ㸴ᙅࡢᙉ࠸ᦂࢀࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢᚋࡶ

వ㟈ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊࡁ࡞ᦂࢀࡶ㆙
ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
15

28㸸05

(28㸸15)

࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛ࠊᆅ㟈㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ࠊ࠼࠼ࠊᨵࡵ࡚࠾ఏ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※

┴Ẽ

ࡣ୕㝣Ἀࠊ㟈※ࡢ῝ࡉ 10 ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࠊᆅ㟈ࡢつᶍࢆ

༗ᚋ㸱 15 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 7.9 ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᆅ

㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉ 80 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.4

㟈࡛ࠊ㟈ᗘ㸵ࢆᰩཎᕷࠊࡲࡓࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࢆྎᕷᐑᇛ㔝

༗ᚋ㸱 15 ศࡈࢁ㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸴ᙅࡢᆅ㟈ࡀ࠶

༊ࠊᾛ㇂⏫ࠊⓏ⡿ᕷࠊᓮᕷࠊྡྲྀᕷࠊⶶ⋤⏫ࠊᒣඖ⏫ࠊ ࡾࡲࡋࡓ
ሷ❤ᕷࠊᮾᯇᓥᕷࠊ⾮ᮧࠊⓑἙᕷࠊ῝ᕝᕷࠊᮏᯇᕷࠊ ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ
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ᆅ㟈㏿ሗ

15

29㸸09

㙾▼⏫ࠊྠࡌࡃ㟈ᗘ㸴ᙉࢆᴍⴥ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊ⇃⏫ࠊ

㟈ᗘ㸴ᙅ 㖝⏣ᕷ

ⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊ᪂ᆅ⏫ࠊ᪥❧ᕷࠊ➟㛫ᕷࠊ⟃すᕷࠊ㖝⏣

㟈 ᗘ 㸳ᙉ ᅵ ᾆ ᕷ 㮵ᔱ ᕷ ⟃ すᕷ ┿ ᒸ ᕷ 㖯 Ꮚᕷ

ᕷࠊᏱ㒔ᐑᕷࠊ⏣ཎᕷࠊྠࡌࡃ㸴ᙉࢆ┿ᒸᕷࠊ㧗᰿ἑ

᪫ᕷ ከྂ⏫ ⍰ᕷ 㤶ྲྀᕷ ᡂ⏣ᕷ

⏫࡛ほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡢᙉࡗࡓᆅᇦࡢ᪉ࡣࠊⴠࡕ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⓑἙᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᮏᯇᕷ 㙾▼⏫ ▼ᒸ

╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᦂࢀࡀᙉࡗࡓᆅᇦ ࡢ᪉

ᕷ ᰿⏫ ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ ⱱᮌ⏫ ⰾ㈡⏫ 㧗᰿

ࡣࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢᚋࡶవ㟈ࡀ࠶

ἑ⏫ 㑣㡲㫽ᒣᕷ ୗ㔝⏫ ຍ㡲ᕷ ᪥㒊ᕷ ⲡຍᕷ

ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋᘓ≀ࡢಽቯࠊࡀࡅᔂࢀ࡞ᘬࡁ⥆

ඵ₻ᕷ ྜྷᕝẶ ᐑ௦⏫ ༓ⴥ୰ኸ༊ ༓ⴥⱝⴥ༊ ᮾ

ࡁ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

㔠ᕷ ⚄ᓮ⏫ ᮾᗉ⏫ ⥙ⓑ㔛⏫ ༑㔛⏫ Ⱚᒣ

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊᐑᇛ┴Ẽࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

⏫ ୍ᐑ⏫ 㛗⏕ᮧ ⓑᏊ⏫ ᶓⰪග⏫ ᒣṊᕷ బ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡁ࡞⯪ࡀᓊቨࡢ࠶ࡓࡾࡲ࡛ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋⓑ࠸Ἴ୍

ᕷ ᾆᏳᕷ ඵ⾤㐨 ༳すᕷ ᰤ⏫ ᐩ㔛ᕷ ࠸ࡎࡳᕷ

┴Ẽ

⥴ࠊࡁ࡞⯪ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⯪ࡢ๓᪉ࡣ

ᮾிỤᡞᕝ༊ ᐑ⏫

࡛ࡍࡡࠊ

ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㐨ල࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⟽࡞ࡀὶࡉ

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࠊἼ୍⥴ࡁ࡞⯪ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ࡞ࡾἼ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢁࡼࡗ
࡚ࡣࠊࡁࡃ࠺ࡡࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⓑἼࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡁ࡞⯪ࡀࠊࡇࡢὶࢀἢࡗ࡚ື࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾᦂࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡁ࡞⯪ࡀࠊࡇࡢⓑἼඹὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝ
Ꮚࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᐑᇛ┴Ẽᕷࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᐑ
ᇛ┴Ẽᕷࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊࠋࡇࢀࡣࣇ࢙࣮࡛ࣜࡋࡻ࠺
ࠊࡁ࡞⯪࡛ࡍࠋࡁ࡞⯪ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡉࡽࡑࡢዟࠊࡉࡽⓑἼࡀ❧ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊఫᏯࡢᒇ᰿ࡢࡼ࠺࡞≀ࠊᘓ≀ࡢᒇ᰿ࡢ
ࡼ࠺࡞≀ࡶὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
30㸸05

⥆࠸࡚ࠊ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊࠋ༓ⴥ┴㖯Ꮚࠋ⯪

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ࡀࠊᓊቨࡪࡘࡾࡲࡋࡓࠋࠊ⯪ࡀᓊቨࡪࡘࡗ

┴㖯Ꮚᕷ

࡚ࠊࡇࢀࡶࠊ࡞࡞ࡵ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊὶࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡁ࡞⯪ࡀࠊᓊቨ⾪✺ࡋࠊ࡞࡞
ࡵ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࢃࡾࡣⓑ࠸Ἴࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⃭ࡋ
࠸Ἴࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷࠊ
⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡢ༓ⴥ┴ࡣࠊ༑㔛࣭እᡣὠ
Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
30㸸33

ࡑࡋ࡚ࠊࡧࠊᐑᇛ┴Ẽࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᾏࡢ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ዟࡢ࠺ࠊࡇࢀࡣᕤሙࡢࢱࣥࢡ࡛ࡋࡻ࠺ࠊᾏ

┴Ẽ

ᾋ࠸࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋᕤሙࡢࢱࣥࢡࡢࡼ
࠺࡞≀ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾࡁ࡞≀࡛ࡍࠋᾏᾋ
(31㸸03)

࠸࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏ㏆࠸ᓊ

༗ᚋ㸱 27 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

ᆅ㟈㏿ሗ

ቨࡢ㒊ศ࡛ࡣࠊỈࡀ⃮ࡗ࡚⃭ࡋ࠸ὶࢀࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
Ỉࡀ⃮ࡗ࡚⃭ࡋ࠸ὶࢀࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⏬㠃ࡢ୍
␒ᕥ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࠊࡇࢀࡣ㝣ୖࡽỈࡀ࠶ࡩࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ㝣ୖỈࡀ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆࡉࢀࡲ
ࡍࠋ
15

31㸸13

⿕ᐖࡢሗ࡛ࡍࠋᇸ⋢┴㆙ᐹᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊᖾᡭᕷ

(31㸸16)

ෆࡢỤᡞᕝࡢሐ㜵ࡢ୍㒊ࡀቯࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ࡾࠊ⌧ᅾ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋỤᡞᕝࡢሐ

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ ఀ㇋ㅖᓥ

㆙ሗ㏣ຍ

㜵ࡢ୍㒊ࡀࠊᖾᡭᕷෆ࡛ቯࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠋ
15

31㸸29

ࠊ᪂ࡓ࡞ሗ࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
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ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

㆙ሗ㏣ຍ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊

ᮾி‴ෆ‴ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊

ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊 ḷᒣ┴

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊὠἼ㆙ሗࡶ㏣ຍ

ᚨᓥ┴ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴㇏ᚋỈ㐨

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊᮾி‴ෆ‴ࠊ ἢᓊ ᐑᓮ┴ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ 
୕㔜┴༡㒊ࠊឡ▱┴እᾏࠊḷᒣ┴ࠊ㝣ዟ‴ࠊఀໃ‴࣭ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ Ἀ⦖┴
୕Ἑ‴ࠊ㧗▱┴ࠋὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㏣ຍࡉ

ὠἼὀពሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊ࠊᚨᓥ┴ࠊῐ㊰ᓥ༡

࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᒸ

㒊ࠊὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋྠࡌࡃὠἼ㆙ሗࡀฟ

ᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ

࡚࠸ࡿࡢࡀᐑᓮ┴ࠊឡ┴Ᏹᾏἢᓊࠊศ┴㇏ᚋỈ㐨

㛗ᓮ┴す᪉ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ

ἢᓊࠊ㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾ㅖᓥ࣭ ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

15

32㸸33

ࢺ࢝ࣛิᓥࠊᮾᓥᆅ᪉ࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊᐑྂᓥ࣭ඵ㔜

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ

ᒣᆅ᪉ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እ

࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊᆅ㟈ࡼࡗ࡚ࠊὠἼ㛵ࡍࡿ

ᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ┴ࠊண㧗ࡉࡣ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢ

Ẽ

10m ௨ୖ࡛ࡍࠋ᪤ࠊὠἼࡢ฿㐩ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ ᓊ 㝣ዟ‴ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᮾி‴ෆ‴ ᑠ➟ཎㅖᓥ ┦
ࡲࡓࠊᐑᇛ┴ࡣண㧗ࡉ 10m ௨ୖࠊ⚟ᓥ┴ࡶ 10m ௨ୖࠊ ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ

33㸸21

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࡶ 10m ௨ୖࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࡣ

‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ ឡ

㸶mࠊࡑࡋ࡚ࠊⲈᇛ┴ࡣ 10m ௨ୖࠊఀ㇋ㅖᓥࠊண㧗ࡉ

┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴

㸲mࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊண㧗ࡉ㸱mࠊᾏ㐨ኴ

㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝

ᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊண㧗ࡉ㸴mࠋὠἼ㆙ሗࡢᆅᇦࢆ࠾ఏ

ࣛิᓥ Ἀ⦖┴

࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪤ࠊ࠸ࡎࢀࡶὠἼࡀ฿㐩᥎

ࡉࢀ࡚

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞ

࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊࡛ࡣ༗ᚋ㸱 40

ෆᾏἢᓊ ᒸᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷

ศࠊண㧗ࡉ㸲m ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ 㮵ඣ

ᐑᇛ┴ࡢẼࡢࠊ⌧ᅾࡢᫎീ࡛ࡍࠋᱞᶫࡀὶࡉࢀࡓᶍ

ᓥ┴す㒊

ᵝ࡛ࡍࠋᱞᶫࡀὶࡉࢀ࡚ࠊᘓ≀ࡢ࠶ࡓࡾࡲࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇࠊࡉࡽࡁ࡞⁺⯪ࡀ࡛ࡍࡡࠊࠊ
⾪✺ࡋࡑ࠺࡛ࡍࠋࡁ࡞⁺⯪ࡀࠊྠࡌሙᡤὶࡉࢀ࡚
ࡁࡲࡋࡓࠋ⏬㠃ࡢዟ⾜ࡁࡲࡋࡓࡡࠋᱞᶫࡀὶࡉࢀࠊࡑ
ࡢᡭ๓ࡢࡁ࡞⁺⯪ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ࡢẼ
ࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἼࡣ࡛ࡍࡡࠊ⌧ᅾࡶࠊࡉࡽ
㝣ୖࡢ࠺ྥࡗ࡚ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡲࡍࠋẼ
ᕷࡢ㥔㌴ሙࡢ࠶ࡓࡾ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡇࡢᘓ≀ࡢ࠶ࡓࡾ
ᾏỈࡀ࠶ࡩࢀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
34㸸02

ᘬࡁ⥆ࡁࠊὠἼ㆙ሗࡢᆅᇦࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

୰⥅࣭㒔ෆ

ὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠋὠἼ㆙ሗࡣᒾᡭ
┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ㟷᳃┴ኴ
ᖹὒἢᓊࠊⲈᇛ┴ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊ
ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠋ
15

34㸸29

34㸸33

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃ࡣࠊᮾி㒔ෆࠊẁࡢᫎീ࡛ࡍࠋ㑊㞴ࡋ࡚

୰⥅࣭ ᮾி

࠸ࡿேࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ

㒔ẁ

ὠἼ㛵ࡍࡿሗ࡛ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ
す㒊ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝࡢἙ
ཱྀ㏆ࡢ᪉ࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

34㸸48

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃ࡣࠊ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᾏỈ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ࡀ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᘓ≀ࡢ୰ࡲ࡛Ỉࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ

┴㖯Ꮚ

ࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ㐨㊰࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㐨㊰ࡶෙỈࡋ
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࡚࠸ࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ࡣࠊ༑㔛࣭እᡣὠἼ㆙ሗࡀ⌧
ᅾฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ᪤ὠἼࡣ฿㐩
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋண㧗ࡉࡣ 10m ௨ୖ࡛ࡍࠋ༓ⴥ┴
ࡢ㖯Ꮚᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㖯Ꮚᕷࡢᾏᓊ㏆ࡢᵝᏊࠋ
⌧ᅾࡣἼࡣࡑࢀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊ㐨㊰ࡀෙỈࡋ࡚
࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ
15

35㸸19

(35㸸20)

ࡑࡋ࡚ࠊḟࡣࠊᐑᇛ┴ࡢẼࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋඛ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࠊ࠶ࡢᘓ≀㏆࡙࠸࡚࠸ࡓᱞᶫࡀࠊᗘࡣᘬ࠸࡚࠸ࡲ

┴Ẽ

ࡍࠋᾏࡢ᪉ྥ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡣࡗࡁࡾࡣศࡾࡲࡏࢇࡀࠊ ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

㆙ሗ᭦᪂

ඛࡢ⨨ࡽࡁࡃ㞳ࢀࡲࡋࡓࠋẼࡢࠊᐑᇛ┴

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

Ẽᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἼࡀࠊᗘࡣᘬࡁጞࡵ࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࠋ㏫ὶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋඛ㸱ࠊ㸲ศ๓

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

☜ㄆࡋࡓࡁࡣࠊ㏫ࡢὶࢀ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢẼࠊ ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

15

15

35㸸59

36㸸26

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

࠸ࡲࡍࠋண㧗ࡉࡣ 10m ௨ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊࡸἙ

ண 10m ௨ୖ

ཱྀ㏆ࡽࡣࠊ᪩ࡃ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᏳ࡞㧗ྎ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

㑊㞴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸶m

ࡇࡢẼ㛵ࡍࡿሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴Ẽ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ᕷࡢ༴ᶵ⟶⌮ᐊࡼࡾࡲࡍࠊᾘ㜵ࡽࠊᕷෆࡢᮏྜྷ

ୖ

⏫ࡢ᳃ᆅ༊࡛ࠊᅵ◁ᔂࢀࡼࡗ࡚㏨ࡆ㐜ࢀࡓேࡀᇙࡲ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋᾘ㜵ࡀᩆຓྥ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ࡍ࡛฿㐩

࠺ඹࠊሗ㞟ࢆᛴ࠸࡛࠸ࡿࠋேᩘࡸࡇࡲ࡞ሙ

᥎

ᡤࡣࡲࡔࡘࡵ࡚࠸࡞࠸ヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋẼ࡛ࡣ⿕

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ࡍ࡛฿㐩

ᐖࡢሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏨ࡆ㐜ࢀࡓேࡀᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿ

᥎

࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

ࡑࡋ࡚ࠊࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊୖ✵ࡽぢࡓᮾி㒔ෆࠊ༓௦

ࡈࢁ ண㸲m

⏣༊ẁࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᩆᛴࡢ㌴୧ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᩆ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண 10m ௨

ண㸲m

ண㸱m

ண㸴m

୰⥅࣭㒔ෆ
ண㸰m

ᛴ㝲ဨࡶᩘேぢ࠼ࡲࡍࠋࢫࢺࣞࢵࢳ࣮ࣕࠊᢸᯫࡀ㐠ࡤࢀ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊẟᕸ࡛ࡋࡻ࠺ࠊᕸᅋࡢࡼ࠺࡞≀ࡶぢ

㸰m

ண

࠼ࡲࡍࠋேࡀࡅࡀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠺ࡣศࡾࡲࡏࢇࡅ

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࢀࡶࠊከࡃࡢᩆᛴ㝲ဨࡀάືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᩆᛴࡢ㌴୧

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ༗ᚋ㸱 40 ศࡈࢁ ண㸯m

ண㸰m

ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋẁࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊࠊୖ✵ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண㸰m
ᮾி㒔ෆ࡛ࡶࡁ࡞ᦂࢀࢆほ
36㸸59

37㸸27

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ࡋࡲࡋࡓࠋ

㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊࡇࡢᮾி༓௦⏣༊࠶ࡿࠊ⤖፧ᘧ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ሙ࡞ࡀධࡗࡓẁ㤋࡛ࠊ࣮࣍ࣝࡢኳࡀᔂⴠࡋ࡚」

㸰m

ᩘࡢࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᾘ㜵ࡀ⌧ሙฟ࡚

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ᡭᙜᙜࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㆙どᗇࡼࡾࡲࡍࠊᮾி༓௦

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண㸰m

⏣༊࠶ࡿࠊ⤖፧ᘧሙ࡞ࡀධࡗࡓẁ㤋࡛ࠊ࣮࣍ࣝ

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡢኳࡀᔂⴠࡋ࡚」ᩘࡢࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

࡛ࠊᾘ㜵ࡀ⌧ሙฟ࡚ᡭᙜᙜࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸯m

ࡇࡢᚋࡶࠊవ㟈ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋඛᙉ࠸ᦂࢀ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ࢆឤࡌࡓᆅᇦࡢ᪉ࡣࠊ࠺ࡒࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࡉ࠸ࠋᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࢁ ண㸯m

᪥༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰᙉ࠸ᦂࢀ
ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᰩཎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵ࡢᙉ࠸ᦂࢀࢆほ

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸰m

ࡋࠊ ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡲࡓࠊࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊ㟷᳃┴ࡢኴᖹὒἢᓊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸯m

┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊⲈᇛ┴࡞ὠ

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண
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15

38㸸03

Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢⓙࡉ

㸯m

ࢇࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ḟࡣࠊࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊྎᕷෆࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ண㸯m

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ྎᕷෆࠊ㧗࠸ᘓ≀࡛ࡍࠋྎᕷෆ࡛ࡶ㟈ᗘ㸴ᙉࠊ࠶ࡿ࠸

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯

┴ྎ

ࡣ㸴ᙅࡢᙉ࠸ᦂࢀࢆほ

m

ほ

ࡋࡲࡋࡓࠋ㟈ᗘ㸴௨ୖࡢᦂࢀࢆ

ࡋࡓࠊྎᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ┴ᗇࡢᫎീ࡛ࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ྎᕷ㟷ⴥ༊࠶ࡿࠊᐑᇛ┴ᗇࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴

ண㸯m

ᗇ࡛ࡣࠊඛ㟁ヰ࡛⪺࠸ࡓࡁࡣࠊ⅏ᐖࡢᑐ⟇ᮏ㒊

ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࢆタ⨨ࡋ࡚ᑐᛂᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ ࢁ ண㸯m

15

38㸸43

ྎᕷࡢᐑᇛ┴ᗇࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉࡛ࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

ࡍࡿᆅ

㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊᗈ࠸⠊ᅖὠἼ㆙ሗࡀ

m

ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭ┴ࠊண

ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

㧗ࡉ 10m ௨ୖࠊᐑᇛ┴ࠊண㧗ࡉ 10m ௨ୖࠊ⚟ᓥ┴ࡶ

ண㸯m

ண㧗ࡉ 10m ௨ୖࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊண㧗ࡉ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

10m ௨ୖࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊண㧗ࡉ㸶mࠊὠἼ㆙

ண 50cm

┴Ẽ

ሗࡢᆅᇦࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋⲈᇛ┴ࡣண㧗ࡉ 10mࠊ ὠἼὀពሗ 㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண 50cm

39㸸29

39㸸53

40㸸14

ఀ㇋ㅖᓥࡣண㧗ࡉ㸲mࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊண

ὠἼὀពሗ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

㧗ࡉ㸱mࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊண㧗ࡉ㸴mࠊᾏ

ࢁ ண 50cm

㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊ༗ᚋ㸱 40 ศࠊࡲࡶ࡞ࡃ࡛ࡍࠊண

ὠἼὀពሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண

㧗ࡉ㸲m ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

50cm

ࡑࡋ࡚ࠊᾘ㜵ࡢሗ࡛ࡍࠋᾘ㜵ࡼࡾࡲࡍࠊ⚟ᓥ┴㒆

ὠἼὀពሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈ

ᒣᕷࡽᅜぢ⏫ࡅ࡚ࠊ」ᩘࡢ㐨㊰࡛㝗ἐࡀ㉳ࡁ࡚࠸

ࢁ ண 50cm

ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᾘ㜵࡛ヲࡋ࠸⿕ᐖࡢ≧ἣࢆㄪ࡚࠸

ὠἼὀពሗ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸴 20 ศࡈ

ࡲࡍࠋవ㟈ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡇࡢᚋࡶࠊ㐨㊰

ࢁ ண 50cm

ࡢ㝗ἐ࡞ࡣ༑ศ࡞ὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴㒆ᒣᕷ

ὠἼὀពሗ 㛗ᓮ┴す᪉ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ ண

ࡽᅜぢ⏫ࡅ࡚ࠊ㐨㊰ࡢ୍㒊࡛㝗ἐࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸

50cm

࠺ࡇ࡛ࡍࠋὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ

ࡑࡋ࡚ࠊᐑᇛ┴ࡢሗ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢẼᕷࡢ༴ᶵ⟶

ண 50cm

⌮ᐊࡼࡾࡲࡍࠊᾘ㜵ࡽࠊᕷෆࡢᮏྜྷ⏫ࡢ᳃ᆅ༊

ὠἼὀពሗ 㤶ᕝ┴ ༗ᚋ㸴 40 ศࡈࢁ ண 50cm

࡛ࠊᅵ◁ᔂࢀࡼࡗ࡚㏨ࡆ㐜ࢀࡓேࡀᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸

ὠἼὀពሗ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ ༗ᚋ㸵 10 ศࡈࢁ ண

࠺ሗࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋᾘ㜵ࡀᩆຓྥ࠺ඹࠊሗ

 50cm

㞟ࢆᛴ࠸࡛࠸ࡿࠋேᩘࡸࡇࡲ࡞ሙᡤࡣࡲࡔࡘࡵ࡚

ὠἼὀពሗ ᒸᒣ┴ ༗ᚋ㸵 30 ศࡈࢁ ண 50cm

࠸࡞࠸ヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊ⌧ᅾࡢᐑᇛ┴ẼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
ᘓ≀ࡢ࠶ࡓࡾࡲ࡛ࠊᾏỈࡀ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴
ࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ10㹫௨ୖࡢὠἼࡀ࠶ࡿ
ணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᪤ὠἼࡀ฿㐩ࡀ☜ㄆࡶࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡢẼࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

40㸸33

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋඛࡢᆅ㟈࡛ࠊᐑᇛ┴ࡣ
ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚
࠸ࡿᆅᇦࡘ࠸࡚࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

40㸸45

ᮾி୰ኸ༊ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋୖ✵ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋᘓ

୰⥅࣭ ᮾி

≀ࡢእࠊᗈ࠸ሙᡤከࡃࡢேࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㐨㊰

㒔୰ኸ༊

ࡣ࡛ࡍࡡࠊ㌴ࡀ㉮⾜ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ㧗࠸⨨
ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋᗈ࠸⠊ᅖࠊᗈ࠸ᆅᇦࠊᗈ࠸ሙᡤ
ேࠎࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㒔ෆࠊ୰ኸ༊ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

- 240 -

ᮾி㒔ෆ࡛ࡶᙉ࠸ᦂࢀࡀほ

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢᚋࡶవ㟈

ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋᏳ࡞ሙᡤ㌟ࢆᐤࡏ࡚ࠊ㌟ࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡅ
ࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ༑ศὀពࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

41㸸25

ඛ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࠋᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊ
ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡀᗈ࠸⠊ᅖฟ࡚࠸
ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ
┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊⲈᇛ┴ࠊ
ఀ㇋ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰
㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

41㸸58

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊᐑᇛ┴ᗇࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ

ᐑᇛ┴ᗇ

࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ᗇࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⫋ဨ
ࡢ᪉࡛ࡋࡻ࠺ࠊᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣࠊࢹ
ࢫࢡࡢୖࡢ≀ࡀࡁࡃᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭩㢮࡞ࡀࡁࡃ
ᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭩㢮ࡀࡁࡃᦂࢀ࡚ࠊ୍㒊ࡀⴠࡕࡲࡋࡓࠋ
ᐑᇛ┴ᗇࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋྎᕷෆ࡛
ࡣࠊࡇࢁࡼࡗ࡚ࡣ㟈ᗘ㸴ᙉࢆࠊࡲࡓ㸴ᙅࡢᦂࢀࢆほ
ࡋࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ᗇෆࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ࡛
(42㸸29)

ࡍࠋ᭩㢮ࡀᩓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⫋ဨ࡛ࡋࡻ࠺ࠊᮘࡢୗ

༗ᚋ㸱 26 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㌟ࢆᐤࡏࡿேࡶ࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᆅ㟈ࡀⓎ

㟈※ࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 10 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.2

ᆅ㟈㏿ሗ

⏕ࡋࡓࡁࡢࠊᐑᇛ┴ᗇࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
15

42㸸40

ࡑࡋ࡚ࠊྎᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࢞ࣛࢫࡀᩓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊ ༗ᚋ㸱 26 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈
ࡇࢀࡣࣂࢫ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࣂࢫ࠶ ࡿ࢞ࣛࢫࡀ࡛ࡍ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡡࠊࢀ࡚ᩓࡋࡲࡋࡓࠋேࡀᢪࡁྜࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋྎ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ᕷࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࣂࢫࡢ࢞ࣛࢫࡀ

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ ఀ㇋ㅖᓥ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡

ࢀ࡚ᩓࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋ㹌㹆㹉ྎᨺ㏦

㒊 㝣ዟ‴

ᒁ㏆ࡃࡢᫎീ࡛ࡍࠋྎᕷෆࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࡸ㸴ᙅࡢᦂࢀࢆ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋከࡃࡢேࡀ㐨㊰ฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣊

ᮾி‴ෆ‴ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ

࣓ࣝࢵࢺࢆࡪࡗ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡲࡍࠋྎᕷෆࡢࠊᆅ㟈

ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊 ḷᒣ┴

ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ᚨᓥ┴ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴㇏ᚋỈ㐨

ほ

43㸸15

ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ༗ᚋ㸱 20 ศࠊᒾᡭ┴ࡢᐑྂ

ࡢᫎീ

ἢᓊ ᐑᓮ┴ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ 

࡛ࡍࠋࡁࡃἻࡔࡗࡓἼࡀࠊ㌴ࡸ⁺⯪ඹ㝣ୖὶࢀ

⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ Ἀ⦖┴

㎸ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᘓ≀ࡢ୍㒊ࡀỈࡘࡗ࡚࠸

ὠἼὀពሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ࡲࡍࠋᘓ≀ࡢࢃࡁࢆࠊⓑἼࢆ❧࡚࡚ໃ࠸ࡼࡃࠊᾏỈࡀὶ

࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᒸ

ࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᾏỈඹࠊࡁ࡞⁺⯪ࠊࡑࡋ࡚

ᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ

ྎᕷෆ

㆙ሗ㏣ຍ

ᒾᡭ┴ᐑྂ

㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᘓ≀ࡶὶࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
43㸸38

⥆࠸࡚ࠊྎᕷෆࡢࠊࡇࢀࡣ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࣊ࣜࢥࣉ

୰⥅࣭ ྎ

ࢱ࣮ࡽࡢᫎീ࡛ࡍࠋᘓ≀ࠊ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡋࡻ࠺ࠊ㧗

ᕷෆ

࠸㒊ศࡽ↮ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋⓑ࠸↮࡛ࡍࠋྎᕷ୰ᚰ㒊
ࡢఫᏯ⾤ࡢᫎീ࡛ࡍࠋྎᕷ୰ᚰ㒊ࡢఫᏯ⾤ࡢᫎീࠋࡇ
ࢀࡣ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡋࡻ࠺ࠊ㧗࠸ࣅࣝࠊୖࡢ࠺ࡽⓑ
࠸↮ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋྎᕷⱝᯘ༊ࡢⱝᯘᾘ㜵⨫ࡼ
ࡾࡲࡍࠊᕷෆࡢⲨᆅ༊࡛ఫᏯⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࠊᾘ㜵
㌴ࡀฟືࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
15

44㸸10

ࠊ᪂ࡓὠἼࡢほ

ࡢሗ࡛ࡍࠋほ

ࡉࢀࡓὠἼࡢ
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(44㸸21)

ሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࡢ㔩▼
ศࠊ㸲m10cm ࡢὠἼࢆほ

࡛༗ᚋ㸱 21

ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᒾᡭ┴ᐑྂ

ࠊ༗ᚋ㸱 21 ศࠊ㸲m ௨ୖࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷ㩗ᕝࠊ༗
ᚋ㸱 20 ศࠊ㸱m30cmࠊᒾᡭ┴⯪Ώ

ࠊ༗ᚋ㸱 15

ὠἼὀពሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ὀពሗ㏣ຍ

㛗ᓮ┴す᪉ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ
ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ
ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ

ศࠊ㸱m20cmࠊ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷࠊ༗ᚋ㸱 37 ศࠊ㸰m20cmࠊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እ
Ⲉᇛ┴Ὑ

࡛༗ᚋ㸱 27 ศࠊ㸯m80cmࠊ༓ⴥ┴㤋ᒣ

ᕷࠊ༗ᚋ㸱 37 ศࠊ㸯m30cm ࡢ㧗࠸ὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸

ᡣ ఀ㇋ㅖᓥ
ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢ

ࡲࡍࠋࡇࡢὠἼࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ ᓊ 㝣ዟ‴ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᮾி‴ෆ‴ ᑠ➟ཎㅖᓥ ┦
ὠἼࡀほ

15

45㸸04

45㸸27

46㸸06

ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡇࡢᚋࠊᘬࡁ⥆ࡁἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿ

ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ

ᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋࡶࠊ㸰ᅇ┠ࠊ㸱ᅇ┠ࡢἼࡢ࠺ࡀ

‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ ឡ

㧗ࡃ࡞ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢࡲࡲ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃ

┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴

ࡔࡉ࠸ࠋ

㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝

ᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡢ㔩▼ࠊඛࡇ

ࣛิᓥ Ἀ⦖┴

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ࡢ⨨ࡽぢࡲࡍࠊࡇࡢ㧗ᯫࢆ㉮ࡿ㐨㊰ࡢࡕࡻ࠺ୗ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞ

┴㔩▼

ࡢ࠶ࡓࡾࡲ࡛ᾏỈࡀୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡣ࠸ࡗࡓ

ෆᾏἢᓊ ᒸᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷

ࢇࠊἼࡣᘬ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋἼࡀ࠸ࡗࡓࢇᘬ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛

᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ศ

ࡍࠋࡋࡋࠊࡇࡢᚋࡶࠊࡧὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶

┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 㮵ඣᓥ┴す㒊

ࡾࡲࡍࠋࡇࡢᚋࡶࠊἼࡀᘬ࠸࡚ࡶࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍ

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண ้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡑࡋ࡚ࠊᐑᇛ┴ࡢẼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡶࠊἼࡣᘬ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

࠸࡚࠸ࡿᵝᏊࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢࠊἼࡀᘬ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

┴Ẽ

ࡃࡢඹࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ከࡃࡢ≀ࡀᾏ㠃ࢆᾋ࠸࡚ὶࡉࢀ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋᐑᇛ┴ẼࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋඛ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

ࠊࡇࡢ⨨ࡽぢࡲࡍἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿᫎീࡀ

ண 10m ௨ୖ

☜ㄆ࡛ࡁࡲࡋࡓࡀࠊ⌧ᅾぢࡲࡍࠊ㏫Ἴࡀᘬ࠸࡚࠸ࡲ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࡍࠋẼࠊඛࠊ㸱ศ๓ࡼࡾࡶỈࡀୗࡀࡗ࡚

㸶m

࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋẼࠊ㸱ศ๓ࡼࡾࡶỈࡀ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢἼࡀᘬࡃࡢ

ୖ

ྠࠊከࡃࡢ≀ࡀᾏ㠃ᾋ࠸࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண 10m ௨

ண㸲m

▼ᕳࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴▼ᕳࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ࡍ࡛฿㐩

୰⥅࣭ ᐑᇛ

㞷࡛ᑡࡋぢ࠼ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᾏ㠃ⓑἼࡀ❧ࡗ

┴▼ᕳ

᥎

ண㸱m

࡚࠸࡚ࡁ࡞࠺ࡡࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋὶࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ࡍ࡛฿㐩
ࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡢࡲࢇ୰ᘓ≀ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ⏬㠃ࡢࡲࢇ୰ࠊ ᥎
ᘓ≀ࡀぢ࠼࡚ࠊỈࡘࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍࡄࡑࡢࡑ

ண㸴m

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

ࡤࢆࠊ⁺⯪ࡀ㌿そࡋ࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋ ࡈࢁ ண㸲m
ᐑᇛ┴ࡢ▼ᕳࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁὠἼ㆙ሗࡀ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊཝ㔜࡞㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᘓ≀ࡀ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

Ỉࡘࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡲࢃࡾࢆ⃭ࡋ࠸ὶࢀࠊࡑ

㸰m

ࡋ࡚ࠊࡑࡢὶࢀྠ⁺⯪ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡁࡲࡍࠋ࡞ࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ࡍࠋ࡞ࡾࡢໃ࠸࡛⁺⯪ࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ༗ᚋ㸱 40 ศࡈࢁ ண㸯m

ண

ண㸰m

ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⁺⯪ࡀࠊᚋࢁྥࡁὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண㸰m
15

46㸸51

㟈ᗘ㸵ࡢᦂࢀࢆほ

ࡋࡓࠊᰩཎᕷࡢሗ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ᰩ

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ཎᕷࡢᾘ㜵ᮏ㒊⥲ົㄢࡢࣀ࣒࣑ࣛ࢟࢜ࡉࢇࡣࠊࠕ㏻ሗࡀ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ከᩘᐤࡏࡽࢀ࡚ヲࡋ࠸≧ἣࡀศࡽ࡞࠸ࡀࠊ㸳ྎࡢᩆᛴ

㸰m

㌴ࡀࠊ㸰 ࡋ࡚ࡅࡀேࢆ㝔㐠ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊ10

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ே௨ୖࡢࡅࡀேࡀ࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋఫᏯ࡛ࡣࠊࢱࣥࢡࡀ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண㸰m

ቯࢀࡿ࡞ࡢ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿࡀࠊಽቯࡋࡓ࡞࠸࠺

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯m
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15

47㸸26

ሗࡣࡢࡇࢁධࡗ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖヰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ10

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

ே௨ୖࡢࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡿᶍᵝࡔ࠸࠺ሗ࡛ࡋࡓࠋ㟈

㸯m

ᗘ㸵ࢆほ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ࡋࡓࠊᐑᇛ┴ᰩཎᕷࡢሗ࡛ࡋࡓࠋ

ᫎീࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᐑᇛ┴ࡢ▼ᕳࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᩘ㞘ࡢ⁺⯪
ࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࢆᕳࡃࡼ࠺࡛ࡍࡡࠊἼࡗ࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ ࢁ ண㸯m

ࡑࡢᡭ๓ࢆࠊᘓ≀ࡶὶࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡇࡢᐑ

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸰m

ᇛ┴ࡣ⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀ

ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

ฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋከࡃ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸯m

ࡢἼࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ▼ᕳࡢ

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

⯪ࡀ

࡛ࡋࡻ࠺ࠊከࡃࡢ⁺

ࢆᕳࡃࡼ࠺ὶࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡲࡍࠋࡑ

ࡋ࡚ࠊ㞷࡛ᑡࡋぢ࠼ࡃ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᾏ㠃ࡣࡁ

㸯m
ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡃἼ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋὶࢀࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ ண㸯m

48㸸08

ࡑࡢὶࢀྠከࡃࡢ⁺⯪ࠊ࡞ࡾࡁ࠸⯪ࡶ࠶ࡾࡲ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯

ࡍࠊ⯪ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ

m

⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ༓ⴥ┴

ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

༑㔛࣭እᡣࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊⲈᇛ┴ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ ண㸯m

15

48㸸39

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊᾏ㐨

ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ኴᖹὒἢᓊす㒊ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅ

ࢁ ண㸯m

ᇦࡢ᪉ࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋࠊࡇࡢᚋࡶ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢᚋࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡁ

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

ࡲࡍࠋ

m

ࢼ㸸࡛ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᆅ㟈ὠἼࡢሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲ

ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

NHK ࢫ ࢱ

ࡍࠋ᪥㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉࡛ࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ண㸯m

ࢪ࢜

ࡍ

ࡿᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊྛᆅὠἼࠊ ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ
ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡣࠊ᪤ᮾᆅ᪉ࡸ㛵ᮾᆅ

ண 50cm

᪉ࡢኴᖹὒഃࡢྛᆅ࡛ほ

ὠἼὀពሗ 㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண 50cm

▼

49㸸02

49㸸20

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩

࡛ࡣ༗ᚋ㸱 21 ศ㸲m10cm ࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸

ὠἼὀពሗ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࡲࡍࠋ

ࢁ ண 50cm

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐑᇛ┴▼ᕳ

ὠἼὀពሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㞷ࡀᙉࡃ㝆ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢྥࡇ

50cm

┴▼ᕳ

࠺ࠊ⯪ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ౫↛ࡋ࡚ࠊࡇ

ὠἼὀពሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈ

ࡢᐑᇛ┴▼ᕳᕷ࡛ࡣࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀศ

ࢁ ண 50cm

ࡾࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸴 20 ศࡈ

᪥㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ ࢁ ண 50cm
ᶓᕷᾘ㜵ᒁࡼࡾࡲࡍࠊᶓᕷす༊ࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢሙ

ὠἼὀពሗ 㛗ᓮ┴す᪉ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ ண

ࣁ࣐࣮࡛࣎ࣝኳࡀᔂࢀ࡚」ᩘࡢࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡿ

50cm

࠸࠺㏻ሗࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⌧ᅾᩆຓྥࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ

ὠἼὀពሗ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡓࠊ㆙ᐹࡼࡾࡲࡍࠊᙜࡣ 10 ே๓ᚋࡀ࠸ࡓ࠸࠺

ண 50cm

┴Ẽ

ࡇ࡛ࡍࠋᶓࡢ࣎࢘ࣜࣥࢢሙ࡛ኳࡀⴠࡕࡓ࠸࠺

ὠἼὀពሗ 㤶ᕝ┴ ༗ᚋ㸴 40 ศࡈࢁ ண 50cm

ሗ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴ࡢᓮᕷ࠶ࡿᓮᆅᇦᾘ㜵ᮏ㒊

ὠἼὀពሗ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ ༗ᚋ㸵 10 ศࡈࢁ ண

ࡼࡾࡲࡍࠊࡇࡢᆅ㟈࡛ᑡ࡞ࡃࡶ 20 ேࡽ 30 ேࡀࠊ  50cm
㢌ࡸᡭ㊊ࡅࡀࢆࡋࡓ࠸࠺㏻ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺

ὠἼὀពሗ ᒸᒣ┴ ༗ᚋ㸵 30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡇ࡛ࡍࠋ
49㸸57

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊⲈᇛ✵

࡛ᆅ

㟈ࡀ㉳ࡁࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋኳࡽఱᲬࡢࡼ࠺࡞≀
ࡀⴠࡕࡲࡋࡓࠋ⃭ࡋࡃࡺࢀ࡚ࠊኳࡢ↷᫂ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊኳࡢࣃࢿࣝࡀᗋⴠࡕࡲࡋࡓࠋࡁ࡞㡢
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Ⲉᇛ✵

ࢆ❧࡚࡚ኳࡢࣃࢿࣝࡀⴠࡕ࡚ࠊࡇ࡞ࡈ࡞○ࡅࡲࡋ
ࡓࠋⲈᇛ✵
15

50㸸25

ࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ

࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ᪥༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࠊᮾ
ᆅ᪉࡛ࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

15

50㸸32

ࡍࡿᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

࡛ࡣࠊ⅏ᐖᢸᙜࡢࢶࢪ࣒ࣛグ⪅ඹ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

୰⥅࣭JR ᪂

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ

ᐟ㥐

ࢼ㸸ᑡࡋ࠾ᚅࡕࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊᮾிࡢ㹈㹐᪂ᐟ㥐
ࡢ༡ཱྀ࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㥐๓ࡢᵝᏊࡀᫎࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋໃࡢ
ேࡀ㊰ୖฟ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋ᪂ᐟ㥐ࡢ๓ࡽ࠾ఏ࠼ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
50㸸52

࡛ࡣࠊ⅏ᐖᢸᙜࡢࢶࢪ࣒ࣛグ⪅࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࢶࢪ࣒
ࣛࡉࢇࠊྛᆅ࡛࡛ࡍࡡࠊὠἼࡢࡁ࡞⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢᅇࡢᆅ㟈࡛ࡍࡡࠊᨵࡵ࡚ࢇ࡞
ᆅ㟈ࡔࡗࡓࡢࡲࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ᪥ࡢ༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁࡽ࡛ࡍࡡࠊ
༗ᚋ㸱 15 ศࡈࢁࡅ࡚㸱ᅇࡢࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸㸱ᅇࠊᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋࡲࡎ㸯ᅇ┠ࡢᆅ㟈ࡀࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ

୰⥅࣭ ᾏ

ࡈࢁ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋ㟈※ᆅࡣ୕㝣Ἀ࡛ࡍࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ

㐨ᗈᑿ⏫

ࡀ 7.9 ࡛ࠊࡇࡢࡁࡢᆅ㟈࡛ࠊᐑᇛ┴ᰩཎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵
ࡢ㠀ᖖ⃭ࡋ࠸ᦂࢀࢆほ
15

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

51㸸29

ࢼ㸸㏵୰࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࠊ᪂ࡋ࠸ᫎീࡀධࡗ࡚ࡁࡲ

(51㸸38)

ࡋࡓࠋ⏬㠃࡛ࡣࠊᾏ㐨ࡢᗈᑿ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊࢆ࠾ఏ࠼

༗ᚋ㸱 41 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏ㐨ࡢᗈᑿ⏫ࡶࠊࡈぴࡢࡼ࠺ࠊᾏỈࡀ

㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ ῝ࡉ 50 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.7

ᓊቨࢆ㉺࠼࡚ᓊቨࡢୖ࡞ࡔࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀศ

༗ᚋ㸱 41 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ࡾࡲࡍࠋᾏ㐨ᗈᑿ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ࡲࡋࡓ

51㸸53

ኚࢃࡗ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣࠊ㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ
ඵᡞࡶࠊᓊቨࢆ㉺࠼࡚Ἴࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᓊቨࡢ

㟈ᗘ㸲 ⯪Ώᕷ 㔩▼ᕷ

ୖࡀࠊࡇࢀࠊࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊ࠸࡚ࡲࡍࡢ࡛ࠊࠊἼࡀ

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷ භᡞ⏫ ᡞ⏫ 㟷᳃┴༡㒊⏫ 㝵ୖ

฿㐩ࡋࡓ࠸࠺ࡩ࠺᥎

⏫

ࡉࢀࡲࡍࡡࠋᓊቨࢆ㉺࠼

࡚ࠊጞࡵ࡚㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ

༗ᚋ㸱 46 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸࠼࠼ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿἼࡣ

㟈※ࡣᐑᇛ┴Ἀ ῝ࡉ 10 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.7

ࡑ࠺ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

༗ᚋ㸱 46 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ࢼ㸸⯪ࡀ᪤ᓊቨࡇ࠺ࠊࡃࡗࡘࡃࡼ࠺ࡋ࡚ὶࡉࢀ

ࡲࡋࡓ

࡚࠸ࡿᵝᏊࡶศࡾࡲࡍࠋ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ᆅ㟈㏿ሗ

୰⥅࣭ 㟷᳃
┴ඵᡞ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸㌴ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࡡࠊࡇࢀࡣࠋ 㟈ᗘ㸲 ୍㛵ᕷ
ࢼ㸸ࠊᓊቨࡢୖࡣ㌴ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶぢ࠼ࡲࡍࠋ 㟈ᗘ㸱 ᐑྂᕷ ⯪Ώᕷ ⰼᕳᕷ ᖹἨ⏫ Ẽᕷ
ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ࡒࠊᾏᓊ

ᖹ⏣ᮧ

ࡸἙཱྀ㏆ࡽࡣ᪩ࡃ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

52㸸37

ࡇࡕࡽࡣࠊᮾி㒔ෆࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ᪂ᐟ㥐ࡢᮾཱྀࡢᵝ

୰⥅࣭㒔ෆ

Ꮚ࡛ࡍࠋᮾཱྀࡢ๓ࡢබᅬࠊໃࡢேࡀぢ࠼ࡲࡍࠋໃ

᪂ᐟ㥐ᮾཱྀ

ࡢேࡀࠊᘓ≀ࡽฟ࡚ࡁࡓࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡇࡢබᅬࡢ୰
ࡲࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࠋኚከࡃࡢேࡢᵝ
Ꮚࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᮾி㒔ෆࠊ᪂ᐟ㥐ࡢᮾཱྀࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊඛࡢヰࢆ⥆ࡅࡲࡍࡅࢀࡶࠊ㒊࡛
ᅇࠊ㸱ᅇࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
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15

53㸸03

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࠋ㸯ᅇ┠ࡀ༗ᚋ㸰 46 ศࠊ
୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9 ࡢᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲ
ࡋࡓࠋࡇࢀ࡛ࠊᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷ࡛ࡣ㟈ᗘ㸵ࠊࡑࢀࡽࠊ
ྎࡽᰣᮌ┴ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛㟈ᗘ㸴ᙉࡢᦂࢀࢆほ

ࡋ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

࡚࠸ࡲࡍࠋ⥆࠸࡚ࠊ༗ᚋ㸱㸴ศࡈࢁࠊྠࡌ୕㝣Ἀ࡛

┴㖯Ꮚ

ᗘࡣ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.0 ࡢࠊඛࡢᆅ㟈ࡢవ㟈ぢࡽ
ࢀࡿᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡁࡣࠊ㟷᳃┴ඵᡞᕷ࡞ࠊ
ࡇࢀࡶᗈ࠸⠊ᅖ࡛㟈ᗘ㸳ᙅࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

53㸸42

ࡑࡋ࡚ࠊ㸱ᅇ┠࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡀ༗ᚋ㸱 15 ศࡈࢁ

(53㸸51)

࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽࡣ࡛ࡍࡡࠊඛࡢࡘࡢᆅ㟈㟈

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

※ࡀୗࡸࡸୗࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋ࡚ࠊⲈᇛ┴Ἀࠋ༗ᚋ㸱 15

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ

ศࡢᆅ㟈ࡣⲈᇛ┴Ἀ࡛㉳ࡁࡲࡋࡓࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ

ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እ

୰⥅࣭ ᾏ

7.4 ࡛ࡍࡽࠊࡇࡢ୍㐃ࡢᆅ㟈ࡢ୰࡛ࡣ㸰␒┠ࡁ࡞

ᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

㐨ᗈᑿ⏫

つᶍࡢᆅ㟈࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊⲈᇛ┴

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢ

㖝⏣ᕷ࡛㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

54㸸23

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ࠸ࡎࢀ

ᓊ 㝣ዟ‴ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᮾி‴ෆ‴ ᑠ➟ཎㅖᓥ ┦

ࡶ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵௨ୖ࠸࠺࡛ࡍࡡࠊࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㸱

ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ

ᅇࠊࢃࡎ 30 ศࡢ࠶࠸ࡔ㸱ᅇ㉳ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᗈ࠸

‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊 ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ ឡ

⠊ᅖ࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴

ࢼ㸸ὠἼ㆙ሗ࡛ࡍࡡࠋ

㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝

ὠἼ㆙ሗ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ὠἼ㆙ሗࡀࠊ≉ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ ࣛิᓥ Ἀ⦖┴
Ⲉᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴ࡢ༑㔛እᡣ࠸࠺ࠊࡇࡢ⠊ᅖࡣ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞ

㧗ࡉ 10m ௨ୖࡢὠἼࡀணࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡁ

ෆᾏἢᓊ ᒸᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷

࡞ࠊ㸱ࠊ㸲m ࡢࡁ࡞ὠἼࡶ᪤ほ

᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ศ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ

ࢀ࡛ࠊࡑࢀ௨እࡶࠊᾏ㐨ࡽἈ⦖ࡲ࡛ࡢᗈ࠸⠊ᅖࠊ ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 㮵ඣᓥ┴す㒊

15

54㸸57

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢ࠺ࡀࠊ㸯m ࡽ㸰m

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ࡢὠἼࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡎࢀࡋࡲࡋ࡚ࡶࠊὠἼ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡣ࡛ࡍࡡࠊࢃࡎᩘ༑ࢭࣥࢳ࡛ࡶࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࢼ㸸ࠊྎᕷࡢᫎീࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣᕝ࡛

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡋࡻ࠺ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡇࢀࡣࠊᕝ࡛ὠἼࡀ㐳ୖࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࡡࠋ ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

55㸸52

ࢼ㸸ⓑἼࡀ⏬㠃ࡢྑࡢ࠺ྥࡗ࡚ὶࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊ

ண 10m ௨ୖ

ࡀศࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࡍࠋྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲ

㸶m

ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡇ࠺ࡋࡓᵝᏊࡣ 1983 ᖺࡢ᪥ᮏᾏ୰㒊ᆅ㟈ࡢ

ୖ

ࡁࡶ࡛ࡍࡡࠊほ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊὠἼࡀᢲࡋ

ண 10m ௨

ண㸲m

ᐤࡏ࡚ࠊᕝࢆ㐳ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓࡼ࠺ࠊᾏ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ࡍ࡛฿㐩

ἢ࠸࡛࡞ࡃࡶࠊᕝࡢἙᕝᩜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࡛ࡍࡡࠊὠἼࡣ

᥎

ᢲࡋᐤࡏࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏἢ࠸ࡣࡶࡕࢁࢇᾏࡘ࡞ࡀࡿᕝ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ࡍ࡛฿㐩

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛

᥎

ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ༗ᚋ㸱 40 ศ

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ

ࡈࢁ ண㸲m

ண㸱m

ண㸴m

㏆࡛ࡋࡻ࠺ࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ᾏࡢ࠺ࡽࠋ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

࠶ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࠊ㝣ୖࡢᵝᏊ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᐙࡀὠ

㸰m

Ἴ࡛ὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࠋఫᏯࡸᘓ≀ࡀὠἼ

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

࡛ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏿ࡶࠊ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡁࡲ

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ༗ᚋ㸱 40 ศࡈࢁ ண㸯m
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ண

ண㸰m

ྎᕷ

ࡍࠋᘓ≀ࡸࠊࡑࡋ࡚㌴ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ㯮࠸ἼࡀࠊఫᏯࡸ

ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண㸰m

⏿ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋྎᕷࡢἙཱྀ㏆ࡢࠊྡྲྀᕝ

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ༗ᚋ㸲㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ࡢἙཱྀ㏆ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ᾏỈ࿘㎶ࡢ

15

56㸸39

ࡀ࠸ࡗࡋࡻ࡞ࡗ࡚ࠊᕝࡔࡅ

㸰m

࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㝣ᆅࡶ㐳ୖࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᴟࡵ࡚༴㝤࡞≧ែ࡞

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡢ࡛ࠊࡍࡄ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ༗ᚋ㸲 10 ศࡈࢁ ண㸰m

ࢼ㸸ὠἼ㆙ሗࡸὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸࠊࡑࡋ࡚

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯m

ᕝࡢࠊᕝᓊ㏆ࡢⓙࡉࢇࡶࠊ࠺ࡒࠊᏳ࡞ᡤ㑊㞴ࡋ

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝ

㸯m

ࡢἙཱྀ㏆ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸୍ᗘᢲࡋᐤࡏࡿࠊࡋࡤࡽࡃᘬࡃࡇࡣ࠶ࡾ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࡲࡏࢇࠋ

ࢁ ண㸯m

ࢼ㸸ࠊὠἼࡀ㐨㊰ࡢࠊᖿ⥺㐨㊰࡛ࡋࡻ࠺ࠊ㌴ࡀ㉮

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸰m

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࡲ࡛฿㐩ࡋࡲࡋࡓࠋ ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

57㸸29

15

58㸸06

ࡑࡋ࡚ࠊࠊ㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢࡀศࡾࡲࡍࠋఫᏯࡸ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸯m

㌴࡞ࡀࠊὠἼ࡛ὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ὠἼࡣ㏻ᖖࡢἼ㐪࠸ࡲࡋ࡚ࠊᚋࢁࡽ⥆ࡅ

㸯m

࡚Ỉࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ࠸ࡗࡓࢇࡣṆࡲࡗ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡓࡼ࠺ぢ࠼࡚ࡶࠊࡑࢀࡀᚋࢁࡽḟࠎ㔞ࡢᾏỈࡀ

ண㸯m

᮶ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯

ࢼ㸸ྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࠊὶࡉ

m

ࢀࡓὠἼࡀᕝࡢ୰ᔂࢀⴠࡕ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࠊ᪂ࡋ࠸ሗ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ༗ᚋ㸱 50 ศ┦㤿

ண㸯m

࡛ࠊ㸵m30cm ௨ୖࡢὠἼࢆほ

ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢ

ࢁ ண㸯m

ᵝᏊ࡛ࡍࠋἙཱྀࡢࠊࡇࢀࡣᕥᓊ࡛ࡋࡻ࠺ࠊᾏࡢ࠺

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡽࡁ࡞Ἴࡀ᮶ࡲࡋ࡚ఫᏯࡸ⏿࡞ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊࡑࡋ

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

࡚ࠊ⃮ὶ࡞ࡗ࡚ὶࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ⿕ᐖࡢሗ࡞

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

ࡣศࡾࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣࠊࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊࡁ

m

࡞⿕ᐖࡀࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠊࠊẼ㇟ᗇࡽࠊ᭱᪂ࡢᆅ㟈ࡢつᶍ

ண㸯m

ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡀಟṇࡉࢀࡲ
ࡋࡓࠋ㸰 46 ศ㉳ࡁࡲࡋࡓࠊ୍␒ึࡵࡢᆅ㟈ࡘ࠸
࡚ࡣ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࠸࠺ࡩ࠺
᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊᮏᙜᕧᆅ㟈࡛ࡍࡡࠋ
ᮾ༡ᾏ࣭༡ᾏᆅ㟈༉ᩛࡍࡿᕧᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ
㏆ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ࠶ࡓࡾ୍ᖏࠊ⏿ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍ
ࡀࠊࡑࡢࡲࢃࡾࢆὠἼࡀࠊ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃᵝᏊ࡛ࡍࠋ
⏿ࡸఫᏯࠊࡑࡋ࡚㌴࡞ࢆࠊὠἼࡀᢲࡋὶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖿ⥺㐨㊰ࢆ㉮ࡗ࡚࠸ࡓ㌴ࡶࠊඛὶࡉࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊࡀ
ศࡾࡲࡋࡓࠋᾏᓊࡸᕝᓊࡢ㏆ࡣኚ༴㝤࡛ࡍࠋ
59㸸01

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡇ࠺ぢࡿ㝈ࡾࠊᩘ࢟ࣟࡢ⠊ᅖ࡛㐳ୖࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡀணࡉࢀࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᾏࡽ࡞ࡾ㞳ࢀ࡚࠸
ࡿᡤ࡛ࡶࠊ㧗ྎ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋணࡉࢀ࡚
࠸ࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ 10m ௨ୖ࡛ࡍࢇ࡛ࠊᑡ࡞ࡃࡶ 10mࠊ
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20m ࡢ㧗ྎࠊࡶࡋࡃࡣࠊ㧗ྎࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡛ࡍࡡࠊ㸱㝵
ࡽ㸲㝵ᘓ࡚ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࡋࡗࡾࡋࡓᘓ≀ࠊ࠸ࡎࢀ
ࠊ㏆࠸≀㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏࡽ࡞ࡿࡃ㞳ࢀ
ࡿ᪉ྥ࡛ࠊ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢼ㸸ࡶࡋࠊᾏࡽ㞳ࢀࡿࡇࡀྍ⬟࡞ሙྜࡣࠊ࿘㎶
ࡢ㸱㝵௨ୖࡢࠊ㸱㝵ࡽ㸲㝵௨ୖࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᘓ≀
ࡢࠊ࡞ࡿࡃୖࡢ㝵ࡲ࡛㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
15

59㸸42

ࡑࡋ࡚ࠊࠊ⅖ࡶぢ࠼ࡲࡍࠋ⅖ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋ࡚ὠ
Ἴࡀᢲࡋᐤࡏࡿሙྜࡣࠊ࠸ࡗࡋࡻἜ࡞ࡶᢲࡋὶࡉࢀ
࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺Ỉそࢃࢀࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊⅆ⅏ࡢᜍࢀࡶ࠶
ࡾࡲࡍࠋኚ༴㝤࡛ࡍࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ᾏ㐨༡すἈᆅ㟈ࡢࡁࡶࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ
ࡓ࢚࡛ࣜࡣᗈ࠸⠊ᅖ࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋ

16

00㸸00

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡇࡢᾏỈᅵ◁ࡀࢀࡁࡀΰࡊࡗࡓࡇࡢ⃮
ὶᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡢࠊ㠀ᖖ༴㝤࡞ࡢ࡛ࠊࡍࡄࡇࡢࠊ
࠶ࡢࠊ࿘㎶ࡢ᪉ࡣ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡶࡋ㑊㞴ࡍࡿ㧗ྎ
ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠋ㸱㝵ࡽ㸲㝵ᘓ࡚ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࡋࡗ
ࡾࡋࡓᘓ≀ࠊࡑ࠺࠸࠺ᘓ≀ୖࡀࡗ࡚ࠊ࡞ࡿࡃୖᒙ㝵
࠶ࡀࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

00㸸26

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡍࠋྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ౫↛ࡋ࡚

┴ྎ

ὠἼࡀఫᏯࡸ⏿ࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ⏬㠃ࡢྑഃࡢ
(00㸸35)

00㸸52

01㸸02

࠺ࡣࠊ⅖ࡶぢ࠼ࡲࡍࠋኚ༴㝤࡞≧ἣ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ

༗ᚋ㸱 57 ศࡈࢁ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆࡛ࡍࠋ

ࡲࡋࡓ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ᮌ㐀ࡢఫᏯ࡛ࡍࠊࡇࡢໃ࠸࡛ࡍໃ࠸ᢲ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡉࢀ࡚࡞ࡂಽࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ༓ⴥᮾ㒊

ࡑࡋ࡚ࡲࡓఫᏯࡀᘓࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡿᡤὠἼࡀ฿㐩ࡋࡑ

㟈ᗘ㸱 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡

࠺࡛ࡍࠋ

㒊 ᰣᮌ༡㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥす㒊 ༓ⴥ༡㒊

ᆅ㟈㏿ሗ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸Ꮫᰯࡀ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ
ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ⏬㠃ࡢྑ㝮ࡣࣉ࣮ࣝࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊ
้ࡣ㸲࡞ࡗࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ

01㸸16

Ἴࡀࠊࣅࢽ࣮ࣝࣁ࢘ࢫࡸఫᏯࢆ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇࢁ
࡛ࡍࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࢫ࣐ࢺࣛᓥἈࡢᕧᆅ㟈ࡢࠊ࡛㉳ࡁࡓࣥࢻ
ὒࡢὠἼࡢࡁ࡛ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺ࡀࢀࡁᾏỈࡀ୍⥴
࡞ࡗ࡚࡛ࡍࡡࠊὠἼ࠸࠺ࡼࡾࡶᅵ◁ࡢሢ࡞ࡗ࡚ὶ
ࢀ࡚ࡃࡿࠊࡇ࠺࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

01㸸34

ࡇࡢሙྜࡣࠊ㏻ᖖࡢᮌ㐀ࡢẸᐙ࡛ࡣࠊᢲࡋ࡞ࡀࡽࡉࢀ࡚
ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊ㑊㞴ࠊࡶࡋ㑊㞴ࡍࡿࡁࡣ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࡋࡗࡾࡋࡓᅵྎࡢ㸱㝵௨ୖࡢᘓ≀ࠊࡑ
ࡕࡽ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

16

01㸸47

ࢼ㸸ኚ༴㝤࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡒᏳ࡞㧗
ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡶࡋ㏆㧗ྎࡀ࡞࠸࠸࠺ሙ
ྜࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡾࡢࡁ࡞㡹࡞ᘓ≀ࡢࠊ࡞ࡿ
ࡃୖࡢ㝵ࡢ࠺㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

02㸸02

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ࡣࠊẼ㇟ᗇࡢグ⪅ぢࡢࡶࡼ࠺ࢆࠋ㛫ࡶ

୰⥅࣭ Ẽ㇟

࡞ࡃẼ㇟ᗇࡢぢࡀጞࡲࡾࡲࡍࠋ

ᗇ
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16

02㸸10

02㸸46

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋᆅ㟈ὠἼ┘どㄢ㛗ࡢࣚࢥ࣐࡛ࣖࡍࠋࡼ

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛

ࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡲࡎ᭱ึࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲ

ࡍ

ࡍࠋὠἼ㆙ሗࡢὠἼ㆙ሗࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊ㟷᳃┴ኴ

ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴

ᖹὒἢᓊࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ༑㔛࣭እᡣ ఀ

༑㔛࣭እᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦὠἼࡢὠἼ

㇋ㅖᓥ

㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊఫẸࡢ᪉ࡣ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢ

ࡔࡉ࠸ࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᓊ 㝣ዟ‴ ༓ⴥ┴ෆᡣ

ὠἼ㆙ሗ

ࡶὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࡅࡶࠊࡲࡔ᮶࡚࠸࡞࠸ᡤ࡛ࡶࠊ ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ᑠ➟ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙
ࡇࢀࡽࡉࡽࡁ࡞ὠἼࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ

ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ

࡛ࠊ⤯ᑐᡠࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋࡓࡲࡲࠊ ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊
ࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㆙ሗࡀゎ㝖ࡉࢀࡿࡲ

ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ

࡛ࡣ⤯ᑐᡠࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲ

┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊

ࡍࠋ
03㸸05

03㸸31

✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ Ἀ⦖

ࡑࢀࡽࠊὠἼ㆙ሗࡀᾏ㐨ࡽἈ⦖ᆅ᪉ࡲ࡛ࠊኴᖹὒ

┴

ἢᓊ୰ᚰฟ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶࠊ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡἢᓊ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴ᡤ࠸

ᒸᒣ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔࡇࢀࡽࡁ࡞ὠἼࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶

ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ศ┴℩ᡞෆᾏ

ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡋࡤࡽࡃࡣ㑊㞴ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ἢᓊ 㮵ඣᓥ┴す㒊

㠀ᖖᅇࡢᆅ㟈ࡣ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊὠἼ
ࡀࠊࡢ⥆ࡃ㛫ࡀ࡞ࡾ㛗ࡃ࡞ࡿᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡑ࠺࠸

(03㸹42)

03㸸47

࠺ࡇ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㑊㞴ࢆ⥆ࡅࡿࡼ࠺ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋ

༗ᚋ㸲㸯ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡑࢀࡽࠊὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᾏᓊ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊᾏࡢ࠺⾜࡞࠸ࠊ㏆࡙࡞࠸࠸࠺ࡇ
ࡑࢀࡽࠊὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣᾏᓊ
ࡽ㞳ࢀ࡚ᾏࡢ࠺⾜࡞࠸ࠊ㏆࡙࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
03㸸57

ࡑࢀࡽࠊᙉ࠸ᦂࢀࡀ࠶ࡗࡓᆅᇦࡘࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊᚋ
వ㟈ࡼࡿᙉ࠸ᦂࢀࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢᙉ࠸
ᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡔ࠶ࡢࠊ㠀ᖖࡁ࡞ᆅ㟈
࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊవ㟈ࡶࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊ༑ศࡑࡢᦂࢀࡘ࠸࡚ࡶ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡣ
࠸ࠋ௨ୖ࡛ࡍࠋ

16

04㸸21

⥆ࡅ࡚ࠊᅇࡢᆅ㟈ࡢᴫἣࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ

04㸸26

ࢼ㸦Ẽ㇟ᗇྠⓎゝ㸧㸸Ẽ㇟ᗇࡢぢࡀ⌧ᅾ⥆࠸࡚

୰⥅࣭ ᐑᇛ

࠸ࡲࡍࠋࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢ

┴ྎ

ྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣἙཱྀࡽ

୰⥅࣭ Ẽ㇟

1.5km ㏆ࡢୖ✵ࢆ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡀ㣕ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

ᗇ

⏨ᛶ㸸ᆅ㟈ࡢⓎ⏕ࡘ࠸࡚࡛ࡍࡅࡶࠊᮏ᪥ 14  46 ศ
ࡈࢁࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4ࠊ
࣭࣭࣭ඛ⢭ᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ
(04㸸42)

16

05㸸00

8.4 ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽᆅ㟈ࡢⓎ⏕

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

ሙᡤ࡛ࡍࡅࡶࠊࡇࢀࡣ◚ቯ㛤ጞࠊᆅ㟈ࡢ◚ቯ㛤ጞⅬ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ

࠸࠺ࡇ࡛ࠊỴࡋ࡚ࡑࡇࡢࣆ࣏ࣥࣥࢺࡔࡅࡀቯࢀࡓࢃ

ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እ

ࡅࡌࡷ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᮾᆅ᪉͐

ᡣ ఀ㇋ㅖᓥ

͐Ἀࡽࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢἈྜࡲ࡛ࠊ࡞ࡾ࠶ࡢ࠺ࠊᆅ㟈ࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢ

ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡢ࡛ࠊ࡞ࡾࡢ◚ቯᇦࡀ࠶ࡗࡓࡶ

ᓊ 㝣ዟ‴ ༓ⴥ┴ෆᡣ ᮾி‴ෆ‴ ᑠ➟ཎㅖᓥ ┦
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ὠἼ㆙ሗ

16

05㸸23

ࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋ◚ቯ㛤ጞⅬࡣ୕㝣Ἀࠊ∻㮵༙ᓥࡢᮾ༡

ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ឡ▱┴እᾏ

ᮾ͐

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡㒊

ࢼ㸸Ẽ㇟ᗇࡢぢࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛

ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ

୰⥅࣭ྎ

࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢ⌧ᅾ

┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ᐑᓮ┴ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ✀Ꮚᓥ࣭ᒇ

ྡྲྀᕝ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀᘓ≀ࡸ㐨㊰ࠊࡑࡋ࡚㌴࡞ࢆᢲࡋὶ

ஂᓥᆅ᪉ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ Ἀ⦖┴

ࡋ࡚ࠊὶࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࠋ
05㸸36

⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ༓ⴥ┴
༑㔛࣭እᡣࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊⲈᇛ┴ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ
ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊࡑࢀࠊ
ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࠊ
᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᏳ࡞㧗ྎ
ࡀ㏆ࡃぢᙜࡓࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊኵ࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᘓ
≀ࡢ㸱㝵ࡽ㸲㝵௨ୖࠊୖࡢ࠺ࡢ㝵㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ

16

06㸸07

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆࡛

(06㸸17)

ࡍࠋᾏᓊࡽ 1.5km ࡢᆅⅬࡢୖ✵ࢆࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮

༗ᚋ㸲ࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡀ㣕ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡈぴࡢࡼ࠺ᾏࡽᢲࡋᐤࡏࡓὠἼ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡀࠊఫᏯࡸ㌴ࠊࡑࡋ࡚⏿࡞ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࠊከࡃࡢᘓ≀

㟈ᗘ㸱 ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᐑᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥ

ࡸఫᏯࠊࡑࡋ࡚㌴࡞ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᮾ㒊

06㸸30

࡛ࡣࠊࡇࡢ㛫ࡣࠊᮾிᏛࡢᆅ㟈ࡀᑓ㛛ࡢ㒔ྖ㸦ᐉ㸧
ᩍᤵࡶ࠾ࡇࡋ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
㒔ྖࡉࢇࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸ࡲࡎࡇࡢᫎീࢆࡈぴ࡞ࡗ࡚ࠊኚࡁ࡞⿕ᐖ࡛
ࡍࡡࠋ

06㸸41

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ࠶ࡢࠊࡕࡻ࠺ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚ࡽ㸯㛫 20
ศࡓࡘࢇ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣὠἼࡢ➨ 1 Ἴ࡞ࡾࡲࡍࡡࠋ
࡛ࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ゞṇࡉࢀࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇ
ࢀࡣ㟈※ࡀࡁࡃ࡚ࠊࡋࡶᾏᗏࡢࡎࢀࡢ㔞ࡀࡁ࠸ࢇ
࡛ࠊᑡࡋ㛗ᘬࡃࡢࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࡇࢀࠊ➨ 1 Ἴࢆ㏄
࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ➨㸱Ἴࠊ➨㸲Ἴࡃࡽ࠸ࠊ㛫
ࡋ࡚➨ 1 Ἴࡀ᮶࡚ࡽ㸰㛫ࠊ㸱㛫ࡃࡽ࠸ࡲ࡛ࡣࠊ
ࡑࢀࡼࡾ㧗࠸Ἴࡀࡉࡽ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑
ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡀࡓ࠼୍ⓗᘬࡃࡇࡀ
࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᚋࡲࡓ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊෆ㝣
ࡎࡗᒃ⥆ࡅ࡚ࠊẼ㇟ᗇࡢ㆙ሗࡀゎ㝖࡞ࡿࡲ࡛ࡑࡢ
ሙᡤ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

07㸸32

ࢼ㸸㑊㞴ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀࡲࡎ➨୍ࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊࢇ࡞ᡤࡢࡼ࠺㑊㞴ࡋࡓࡽࡼࢁࡋ࠸ࢇ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ

07㸸38

㒔ྖ㸸ࡶࡋࣅࣝࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣅࣝࡀ
࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊ㸱㝵௨ୖࡢሙᡤࠊࡑࢀࡽᶆ㧗ࡀᖹ㔝ࡼ
ࡾࡶࠊ࡛ࡁࡓࡽ 10m ௨ୖ㧗࠸ሙᡤ⛣ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊࡇࢀࡣ࠶ࡢ࠺ࠊ㌴࡛㏨ࡆࡲࡍࠊ㌴ࡀᾋࡁୖࡀ
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᆅ⌮ヲࡋ࠸ேࡀࡍࡄ㧗
࠸ᡤ⾜ࡅࡿ࠸࠺ぢ㏻ࡋࡀ࠶ࡿ࡞ࡽ ࠸࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀ
ࡶࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅே㛫ࡢ㊊࡛ࠊ㧗࠸ᡤ㝵ẁ࡛⛣ືࡋ࡚

- 249 -

ᆅ㟈㏿ሗ

ୖࡀࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
(08㸸15)

ࢼ㸸⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡲࡔࡇࢀࡽὠἼࡣ⧞ࡾ

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

㏉ࡋ᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡣ࠸ࠋ࠶ࠊࡑࢀࠊᕝࡢ୰ධࡗ࡚ࡃࡿὠ

ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴

ὠἼ㆙ሗ

Ἴ࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣἙཱྀ㏆ࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃ
࡚ࠊἙཱྀࡽ 10km ㎶ࡾࡲ࡛ࡣὠἼࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡞
ࢇ࡛ࡍࠋࡑࡢሙᡤࡣࡲࡗࡓࡃᾏࡀぢ࠼ࡲࡏࢇࠋࡑࡢᾏࡢ
࿘ࡾࡢ⏿ࡶࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛సᴗࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊࡇࡇࡣᾏ
㛵ಀ࡞࠸ᛮࡗ࡚ࡶࠊࡑࡇὠἼࡀධࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
16

08㸸35

ࢼ㸸ࡘࡲࡾࡑࡢࠊᑐᓊࡽ㐲࠸ᆅⅬ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᕝࡢ
࿘㎶࡛ࡣ༑ศ࡞㆙ᡄࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ࡑࢀࡽࠊ࠶ࡢ࠺ࠊࡇࢀࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡅ
ࢀࡶࠊ㏆ࡃ㧗ྎࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊ࡞ࡿ
ࡃ㡹࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇࡞ࡢᘓ≀ࡢୖࡢ࠺㑊
㞴ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡲ࠶ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㸱㝵௨ୖࡢሙᡤࠊࡑ࠺࠸
࠺ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

09㸸06

ࢼ㸸ࢸࣞࣅ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡ

୰⥅࣭ྎ

ྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
(09㸸10)

ྡྲྀᕝ

ࡲࡓࠊὠἼ㆙ሗࡢᆅⅬࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋὠἼ㆙ሗ

༗ᚋ㸰 46 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡢᆅⅬࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠊ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ࡢෆᡣࠊ 㟈※ࡣ୕㝣Ἀ ῝ࡉ 20 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4
┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊᑠ➟ཎ

༗ᚋ㸲㸴ศࡈࢁᕞᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ㅖᓥࠊḷᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ
09㸸30

09㸸58

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ࡢෆᡣࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ

㟷 ᳃ ┴ ᪥ ᮏ ᾏἢ ᓊ ༓ ⴥ ┴ ෆᡣ ᑠ ➟ ཎ ㅖ ᓥ ┦ ᶍ

༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊḷᒣ

‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

┴ࠊᚨᓥ┴ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋὠἼ㆙ሗ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝࡸἙཱྀ㏆ࡢⓙࡉࢇࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞

ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ 㮵ඣᓥ┴す㒊

㧗ྎ㑊㞴ࡍࡿࡇࠋὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿ

ὠἼὀពሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ᾏᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢⓙࡉࢇࡣࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴

⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ ᗈᓥ┴

ࡍࡿࡇࠋ

ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ༓ⴥ┴ࡢෆᡣࠊ┦ᶍ

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍ

㆙ሗ㏣ຍ

‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

10㸸13

10㸸35

ḷᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓ

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴

ὠἼ㆙ሗࡀ㮵ඣᓥ┴す㒊ࠊศ┴ࠊ℩ᡞෆᾏἢᓊ㏣ຍ

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴እᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ࡣࠊ༓ⴥ┴ᕷཎᕷࡢ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴ෆ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ᫎീࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࢱࣥࢡࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ⅖ࡀ

‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ

┴ᕷཎᕷ

ぢ࠼ࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ᕷཎᕷࡢᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊᕷཎ

༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵

ࢥࢫࣔ▼Ἔ

ᕷࠊ༡ᾏᓊࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࡢ༓ⴥ⢭Ἔᡤࡽࠊᆅ㟈ࡢ

ඣᓥ┴ Ἀ⦖┴

ᚋࠊⅆࡀฟࡓ㏻ሗࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂

ࡇࢀࡣࡧྎᕷෆࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἈྜⓑ࠸Ἴࡀ

₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ぢ࠼ࡲࡍࠋ㒔ྖࡉࢇࠋ

ἢᓊ ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

┴ྎᕷ
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㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ

ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉

ࢼ㸸ἈྜࡇࢀࠊἼࡀぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣὠἼࡢ

⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ

➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴぢ࡚࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ࠶ࡢ࠺ࠊὠἼࠊὸ࠸ࡇ᮶ࡿࠊἼࡢ㢌
ࡀ○ࡅ࡚ࠊࡇࢀࠊⓑ࠸ᵝᏊࡀぢ࠼ࡲࡍࡡࠋὠἼࡢ㧗ࡉࡀ
㠀ᖖࡁ࠸࠸࠺ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
16

10㸸58

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ
㏆ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ
ᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࠋ࠺ࡒࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋὠἼࡣ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᚋ
ࡽ᮶ࡿἼࡢ࠺ࡀ㧗࠸ࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿヂ࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋᑡ࡞ࡃࡶ㸱Ἴࠊ㸲Ἴࡀࡲ࡛᮶ࡓἼࡼࡾ
㧗࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾᚓࡲࡍࠋ

16

11㸸23

ࢼ㸸⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ
┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ
༓ⴥ┴ෆᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨
ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ
㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ㟷᳃┴᪥
ᮏᾏἢᓊࠊḷᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊ௨ୖࡢᆅᇦὠἼ㆙ሗ
ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖࡢᆅᇦὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

(11㸸56)

12㸸15

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢ

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

Ἑཱྀ㏆ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἈྜࡽࡁ࡞ⓑ࠸Ἴࡀᢲ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡋᐤࡏ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋὠἼࡣ୍ᗘࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃఱᗘࡶᢲࡋ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᚋࡽ᮶ࡿἼࡢ࠺ࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

㧗࠸ࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠺ࡒ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10㹫௨ୖ

ࡲࡓ୍้ࡶ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㏆ࡃ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

㧗ྎࡀ࡞࠸࠸࠺ሙྜࡣࠊᏳ࡞ࠊ㡹࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

〇ࡢᘓ≀࡞ࡢࠊ࡞ࡿࡃୖࡢ㝵㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ண 10m ௨ୖ

16

12㸸38

13㸸19

ྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢ㏆ࡢᫎീ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸲m

ඛ⏕ࠋࠊᘬࡁ⥆ࡁὠἼࡀ㛫ࡶ࡞ࡃᾏᓊ฿㐩ࡋࡼ࠺

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸲m

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡣ࠸ࠋࡣ࠸ࠋࡇࢀࡡࠊ࠶ࡢࠊ୍ࡘࡣࠊἼࡢ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

㡬ୖࡀ○ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࡡࠋࡇ࠺࠸࠺ὠἼࡢࡓࡕࢆྲྀࡗ

ㄆ ண㸴m

࡚ᾏᓊ᮶ࡓࡁࡣࠊὶࢀࡀ㏿࠸ࢇ࡛ࡍࠋὠἼࡢ㧗ࡉࡔ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࡅࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊὠἼࡢỈࡢໃ࠸ࡀ㠀ᖖᙉ࠸ࡶࡢࡀ㝣

ㄆ ண㸶m

ᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࢼ㸸ὠἼࡢኚࡇࡢࠊࣃ࣮࣡࠸࠸ࡲࡍࠊࡁ࡞ຊ

 10㹫௨ୖ

ࢆᣢࡗࡓἼ࡞ࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ

㸱m

ࢼ㸸ᬑ㏻ࠊᾏᢲࡋᐤࡏࡿἼࡣࡲࡗࡓࡃ㐪࠺▱ぢࡀ

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸱m

࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ㸯ᅇỈࡀୖࡀࡿ⡆༢ࡣᘬ࠸࡚ࡃࢀ࡞

ㄆ ண㸴m

࠸ࠋኟࡢ㧗࠸㢼Ἴࡢࡁࡣࠊḟ▐㛫ࡣỈࡀᘬࡃࢇ

ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

࡛ࡍࡀࠊὠἼࡢሙྜࡣୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ࡛ࠊࡑࢀࡀ࠸ࢃ

m

ࡤὥỈࡢࡼ࠺ఱศࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢሙྜࠊ࣐ࢢࢽࢳࣗ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ࡍ࡛฿㐩᥎

࣮ࢻ 8.4 ࡛ࡍࡽࠊ㟈※ࡀࡁࡗࡓࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࠊ࠾ࡑ

ண㸱m

ࡽࡃ 20 ศ௨ୖࠊỈࡀᘬ࠸࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ࠊὥ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎
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ண㸲

ண㸱m

ὠἼ㆙ሗ

Ỉࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡣࡎ࡛ࡍࡡࠋࡋࡶỈࡢໃ࠸ࡀ㠀ᖖ

16

16

13㸸45

14㸸07

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸱m

㏿࠸ࠋࡑࢀ࡛㝣ୖࢆくࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ࢼ㸸᪂ࡓ࡞ὠἼࡢἼࡀᾏᓊ㏆฿㐩ࡋࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡍ࡛ࡇࡢ

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ෆ㝣ࡢ࠺ὠἼࡀඛᢲࡋᐤࡏࡲࡋ࡚ࠊఫᏯࡸ

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯㹫

⏿ࠊࡑࡋ࡚㌴࡞ࢆᢲࡋὶࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢁࡇࢁ↮ࡀ

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ

㸯m

㒔ྖ㸸࠺ࢇࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ࢼ㸸ࡇࢀࠊ࡞ࡾᾏᓊࡽࠊ࠶ࡢ࠺ࠊ㐲ࡃ㞳ࢀࡓᆅᇦ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࡲ࡛⿕ᐖࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ

ࢁ ண㸯m

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ࠶ࡢ࠺ࠊ࠺࠺ࢇࠊ㸰 46 ศ࡛ࡍࠋࡇ

ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

ࢀࡀᮏ㟈ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᚋࠊࡸࡣࡾ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ࢻ 7.4ࠊ7.2 ࠸࠺ࡩ࠺࡞ࠊ༑ศὠἼࢆ㉳ࡇࡍࠊࡑࢀࠊ᩿

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

⥆࡛㉳ࡇࡍ⬟ຊࡢ࠶ࡿࡁࡉࢆᣢࡗࡓᆅ㟈ࡀࠊ༡ࡢ࠺

㸯m

ྥࡗ࡚࠸ࡃࡘ㉳ࡁ࡚ࡿࡳࡓ࠸࡛ࡍࡡࠋࡘࠊ୕ࡘࠊ ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

14㸸34

㉳ࡁ࡚ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋ

ண㸯m

Ⲉᇛ┴Ἀ࡛㉳ࡁࡓࡶࡢࡀࠊ࠼࠼ࡗࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.2

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸰

࡛ࡍࠋࡇࢀࠊ༢⊂࡛ࡶὠἼࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ

m

ࢇ࡛ࡍࡼࠋᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡇࡢࠊࡣࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡶࡗࡥࡽࠊ ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

14㸸58

࠶ࡢ࠺ࠊྎࠊᨺ㏦ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࠊⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴

ண㸰m

᪉㠃࡛ࡶὠἼࡀࠊ࠺ࢇࠊᚋᢲࡋᐤࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ㠀ᖖ

ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

㧗࠸࡛ࡍࠋ༑ศẼࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࢁ ண㸰m

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ⌧ᅾࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆ⧞ࡾ㏉

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண㸯
༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ࠸ࡎࢀࡶὠἼࡢண㧗ࡉࡣ 10

㹫

㹫௨ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ༓ⴥ┴ෆᡣ㸲mࠊఀ㇋ㅖ

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

ᓥ㸴mࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊㸴mࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ

m

୰㒊㸶mࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ 10m ௨ୖࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙

ὠἼ㆙ሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈࢁ

ᓥ㸱mࠊ㟼ᒸ┴ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊ㟼ᒸ┴ࡀ㸱㹫࡛ࠊ ண㸯m

16

15㸸45

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࡣ㸴mࠊࡑࡋ࡚ᑠ➟ཎㅖᓥ㸲mࠊ

ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ㸱mࠊḷᒣ┴㸱mࠊᚨᓥ┴㸱mࠊ௨ୖ

ண㸯m

ࡀὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ᒣᙧ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ᘬࡁ⥆ࡁࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ࡣࠊྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀ㏆

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀἈྜࡽఱᗘࡶᢲࡋᐤࡏ࡚ࡃࡿᵝᏊ

ண 50 

ࡀศࡾࡲࡍࠋඛࡁ࡞Ἴࡀࡇࡢෆ㝣ࡢ࠺ࡲ࡛㐩

ὠἼὀពሗ ⛅⏣┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50 

ࡋࡲࡋ࡚ࠊྑഃࠊ⏬㠃ࡢྑഃ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㎶ࡾ୍㠃ࡀ

ὠἼὀពሗ 㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண 50 

Ỉᾐࡋࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋఫᏯࡸ⏿ࢆᢲࡋὶ

ὠἼὀពሗ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ண 50 

ࡋࡲࡋࡓࠋኚ༴㝤࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࠊ ࢁ ண 50 

16㸸17

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢⓙࡉࢇࡣࠊᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴

ὠἼὀពሗ ᪂₲┴ୖ୰ୗ㉺ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண

ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 50 

ࡑࢀࡽࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᮾ

ὠἼὀពሗ ᐩᒣ┴ ༗ᚋ㸳 30 ศ ண 50 

ி‴ෆ‴ࠊ୕㔜┴༡㒊ࠊឡ▱┴እᾏࠊ㝣ዟ‴ࠊఀໃ‴࣭ ὠἼὀពሗ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண
୕Ἑ‴ࠊ㧗▱┴ࠊᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊ࠊῐ㊰ᓥ༡㒊ࠊ 50 
ᐑᓮ┴ࠊឡ┴Ᏹᾏἢᓊࠋ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣὠἼ㆙

ὠἼὀពሗ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸴 20 ศࡈ

ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊࠊ㮵ඣᓥ┴

ࢁ ண 50 

ᮾ㒊ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥࠊ

ὠἼὀពሗ 㛗ᓮ┴す᪉ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ ண

ᮾᓥᆅ᪉ࠊ㮵ඣᓥ┴す㒊ࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊศ┴℩ᡞෆ

50 
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16

17㸸11

ᾏἢᓊࠊᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ࠊ௨ୖࡀὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸

ὠἼὀពሗ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ

ࡿᆅ᪉࡛ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡶணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ㸰m ࡽ

ண 50 

㸯m ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡒࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ

ὠἼὀពሗ 㤶ᕝ┴ ༗ᚋ㸴 40 ศࡈࢁ ண 50 

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋྎᕷࡢྡྲྀᕝࡢἙཱྀࡢ㏆ࡢᵝᏊࢆࡈぴ

ὠἼὀពሗ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ ༗ᚋ㸵 10 ศࡈࢁ ண

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋἈྜࡽఱᗘࡶὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸

 50 

ࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ᒸᒣ┴ ༗ᚋ㸵 30 ศࡈࢁ ண 50 

㒔ྖࡉࢇࠋࡇࡢᫎീࢆࡈぴ࡞ࡗ࡚࡛ࡍࡡࠋᅇࡢὠෆ

ὠἼὀពሗ ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸶 10 ศࡈ

ࡢつᶍ࡛ࡍࡡࠋࡢࡼ࠺ࡈぴ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࢁ ண 50 

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ࠶ࡢࠊ㸶ᖺࡢ୕㝣ὠἼ

ὠἼὀពሗ ᗈᓥ┴ ༗ᚋ㸷㸮ศࡈࢁ ண 50 

ࠊࡑࡇࡲ࡛ࡢつᶍࡣ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊỤᡞ௦

ὠἼὀពሗ బΏ ༗ᚋ 10  30 ศࡈࢁ ண 50 

ࡶ㸲ᅇ 5 ᅇࡄࡽ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊᾏᓊࡽࡢ㧗ࡉ㸲ࠊ
5m ࡲ࡛᮶ࡓὠἼࠊఱᅇ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࠊ᪥ᮏิᓥ
య࡛༑ఱேὠἼ࡛࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡇࡀ
㉳ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᅇࡶࡑࢀ༉ᩛࡍࡿฟ᮶࠸࠺ࡇ
࡞ࡾࡲࡍࡡࠋ
ࡓࡔࠊෆ㝣࡛ࡢᆅ㟈ࡢ⿕ᐖࡶࡁࡗࡓࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࠊ
㏻ࡢ౽࡞ᡤࠊෆ㝣࡛ࡢᆅ㟈ࡼࡿ⿕ᐖࠊࡍ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡉࡽࡇࢀࠋ࠺࠺ࢇࠊࡇࢀࡣࠋ
17㸸44

ࢼ㸸Ⲉᇛ┴ࡢὙ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ

୰⥅࣭ Ⲉᇛ

㒔ྖ㸸࠶࠶ࠋࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠋ

┴Ὑ⏫

ࢼ㸸ࡇࢀࠊὠἼࠊ⌧ᅾࠊ࠶ࡢࠊ㝣ᆅࡢ㒊ศࡣỈࡣぢ
࠼ࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊ⁺⯪ࡀࠊࡇࡢࠊᓊቨࡢୖୖࡀࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸࠶࠶ࠊࡣࡣࡣࡣࠋ
ࢼ㸸ࡲࡓ࠶ࡢࠊᾏᓊࡢ㏆ࡃேࡀṌ࠸࡚࠸ࡿࡢࡶぢ࠼
ࡲࡍࠋ
㒔ྖ㸸࠶ࠊ༴㝤ࡔ࡞ࠋ
ࢼ㸸ኚࡇࢀࡣ༴㝤࡛ࡍࠋ
㒔ྖ㸸࠺ࢇࠊ࠺ࢇࠊ࠺ࢇࠊ࠺ࢇࠋ
18㸸23

ࢼ㸸࠺ࡒ࠶ࡢࠊὠἼࡣᗘࠊ୕ᗘࠊ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤ
ࡏࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡛ࡍࡡࠊᾏᓊࡢ㏆ࡃ
ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Ⲉᇛ┴Ὑ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

16

18㸸25

ࡇࡕࡽࡣྎ✵

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋྎ✵

ࡶࠊ࿘ࡾ

୰⥅࣭ ྎ

ࡀỈᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣ㉮㊰ࡀ
(18㸸26)

18㸸50

✵

࠶ࡿࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㉮㊰ࡀぢ࠼ࡲࡏࢇࠋࡑࡋ

༗ᚋ㸲 15 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

࡚ࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝࡢ࿘ࡾࡀࠊࡈぴࡢࡼ࠺Ỉᾐࡋ࡞ࡗ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ྎ✵

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊 ᰣ

࡛ࡍࠋ⟶ไሪࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ⟶ไሪࡢ࿘ࡾࡶࡇࡢ

ࡼ࠺Ỉᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋྎᕷࡢࠊࡇࢀࡣᐑᇛ┴

ᮌ༡㒊

ࡢྡྲྀᕷ࠶ࡾࡲࡍྎ✵

࡛ࡍࠋྡྲྀᕷ࠶ࡾࡲࡍ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣᆅ

ࠋඛࡲ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓྡྲྀᕝࡢἙ

᪉ ᒣᙧ⨨㈷ᆅ᪉ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ

ྎ✵

ཱྀ㏆ࡢẚ㍑ⓗ㏆࠸ᡤ࠶ࡾࡲࡍࠋྎ✵

ࡢ࿘ࡾࡶࠊ ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

ࡈぴࡢࡼ࠺Ỉᾐࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࠊỈࡘࡗ࡚࠸
ࡿᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࠋ㉮㊰ࡀࢃࡎ⏬㠃ࡢୖࡢ࠺
ᩳࡵぢ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࡀࠊ✵

ࡢ࿘ࡾ୍

㠃ࠊỈࡘࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ᆅ㟈㏿ሗ

16

19㸸33

ྎ✵

(19㸸42)

ࠊᾏᓊࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋᾏᓊࡢࡍࡄᶓྎ✵

ࡣࠊࡇࡢྎ‴ࠊࡢࢃࡾ㏆࠸ᡤ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࡲࡍࠋྎ✵

ࡀ࠶ࡾ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

ࡣྡྲྀᕝࡢ༡࠶ࡾࡲࡍࠋࢸࣞࣅ࡛ࡈぴ

㟷 ᳃ ┴ ኴ ᖹ ὒἢ ᓊ ᒾ ᡭ┴ ᒾ ᡭ ┴ ᐑ ᇛ ┴ ⚟ ᓥ ┴

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐑᇛ┴ྡྲྀᕷࡢྎ✵

ࡢᵝᏊ࡛

Ⲉᇛ┴ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖ

ࡍࠋ⏬㠃ࡢᕥഃྡྲྀᕝࡀ࠶ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࠊ㉮㊰ࡀ

ᓥ ᑠ➟ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴

ぢ࠼ࡲࡋࡓࠋ㉮㊰ࡢ࿘ࡾࡶỈࡘࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᅗ㠃

ᚨᓥ┴

ὠἼ㆙ሗ

࡛ぢࡲࡍࠊ㉮㊰ࡣ㸰ᮏ࠶ࡿࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾிෆ‴

20㸸25

ࡇࡢᫎീࡽࡣ㸯ᮏࡋ㉮㊰ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋỈࡸ

ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ༡

ᅵ◁ᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢぢࡽࢀࡲࡍࠋ

㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵ඣ

ࢸࣞࣅ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎ✵

ࡢ⌧ᅾࡢᵝ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂

ࢇࠋࢸࣞࣅ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎ✵

ࡢࡢ

₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏ

ࡣྡྲྀᕷ࠶ࡾࡲࡍࠋྡྲྀᕷࡣྎ

ἢᓊ ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ᵝᏊ࡛ࡍࠋྎ✵
ࡢ༡࡛ࡍࠋ

16

21㸸29

21㸸53

ᓥ┴ Ἀ⦖┴

Ꮚ࡛ࡍࠋ㣕⾜ᶵࡸேࡢጼࡣࡇࡢᫎീࡽࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏ

ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉

ྡྲྀᕝࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢྡྲྀᕝࡢᑡࡋ༡⨨ࡋ࡚࠸

⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ

ࡿྎ✵

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡍࡄᾏᓊἢ࠸࠶ࡾࡲࡍࠋ㎶ࡾ

ࡣ୍㠃ࠊỈᅵ◁ࡘࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㐨㊰ࡀぢ࠼

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡲࡍࡅࢀࡶࠊྎ✵

ࡢྲྀࡾࡅ㐨㊰ࡀ㏵୰࡛ᇙࡲ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ⏬㠃ࡢྑୗࡢ࠺ࠊࠊᆅ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ᅗ࡛㞃ࢀࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛ࡍࠋࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡿࡢࡣࠊྎ✵

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࠊ▼Ἔࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

༓ⴥ┴ᕷཎᕷࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࢥࢫࣔ▼Ἔࡢ༓ⴥ〇Ἔᡤࡢ⌧

ண 10m ௨ୖ

┴ᕷཎ

ᅾࡢᵝᏊࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡁ࡞⅖ࢆୖࡆ࡚ࢱ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸲m

ࢥࢫࣔ▼Ἔ

ࣥࢡࡀ⇞࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢥࢫࣔ▼Ἔ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

ࡢ༓ⴥ⢭Ἔᡤࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࡇࡢ㛫ࡣ⅏ᐖᢸᙜࡢࢶࢪ࣒ࣛグ⪅ࠊᮾிᏛࡢ㒔ྖ

ㄆ ண㸴m

ᩍᤵ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠋ

ㄆ ண㸶m

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࢼ㸸ࡇࡢࡼ࠺ࠊࠊࢱࣥࢡࡀ⇞࠼࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠋ  10m ௨ୖ

22㸸05

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋࢱࣥࢡⅆ⅏ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡁ࡞ᆅ㟈ࡢ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ᗘࡓࡧࡓࡧ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸱m

ࢼ㸸ࡇࡕࡽྎ✵

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸱m

୰⥅࣭ ྎ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

✵

࡛ࡋࡻ࠺ࠋࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝࡢୖ

ேࡢጼࡀぢ࠼ࡲࡍࠋྎ✵

16

22㸸56

ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝࡢᒇୖ

ேࡢጼࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ࣓࣊ࣝࢵࢺࢆࡪࡗࡓேࠊࡑࡋ࡚

ㄆ ண㸴m

ࢫ࣮ࢶጼࡢேࡸࠊᬑẁ╔ጼࡢேࡢጼࡶぢ࠼ࡲࡍࠋᐈ࡛

ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡋࡻ࠺ࠋ☜ㄆࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊྎ✵

m

ࡢࢱ࣮

ண㸲

࣑ࢼࣝࣅࣝࡢୖ✵ࠊࠊᒇୖࡢᫎീࡀぢࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋከ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡃࡢேࡀᒇୖ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ண㸱m

ྎ✵

ࡣᾏᓊࡽす㸯km ࡢᆅⅬ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ྎ✵

ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝࡢᒇୖࠊከࡃࡢேࡢጼࡀぢ

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸱m

ண㸱m

࠼ࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽඛࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ࡲࡍࠊࢥࢫࣔ▼Ἔࡢ༓ⴥ〇Ἔᡤࠋࡁ࡞⅖ࡀୖࡀࡗ࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

┴ᕷཎ

ࡲࡍࡀࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯㹫

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋⲈᇛ┴Ἀ࡛ࡣࠊඛࡢ୍㐃ࡢᆅ㟈࡛ࠊ ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண
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ࢥࢫࣔ▼Ἔ

࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.4 ࠸࠺ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍ

㸯m

ࡋࠊ㐲࠸ࠊ㞳ࢀࡓ୕㝣Ἀ࡛ࡣ 8.4 ࠸࠺ࠊ㠀ᖖࠊ࠶ࡢࠊ ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

16

23㸸35

23㸸49

24㸸03

ᕧ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࡇ࠺ࡋࡓᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡍ࡛ࡍࡡࠊࢱࣥࢡࡢ୰ࡢἜࡀ

ࢁ ண㸯m

ࡁࡃᦂࡉࡪࡽࢀ࡚ࠊࢱࣥࢡࡀቯࢀⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡿ࠸࠺ࡢ

ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᆅ㟈࡛ࡶࡓࡧࡓࡧ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ࢼ㸸࠶ࡢࠊࢥࢫࣔ▼Ἔࡼࡾࡲࡍࠊ㧗ᅽ࢞ࢫࡢࢱࣥ

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

ࢡ㏆ࡽⅆࡀฟ࡚ࠊ㧗ࡉ 30m ࠶ࡲࡾࡲ࡛⅖ࡀୖࡀࡗ࡚

㸯m

࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡇࡕࡽࡣᕷཎᕷࠊ༡ᾏᓊࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࡢ༓ⴥ〇Ἔᡤ

ண㸯m

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ▼Ἔࢱࣥࢡࡽⅆࡀฟ࡚ࠊࡁ࡞⅖

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸰

ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢥࢫࣔ▼Ἔࡼࡾࡲࡍࠊ㧗ᅽ࢞ࢫ

m

ࡢࢱࣥࢡ㏆ࡽⅆࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ኴᖹὒഃࡣࠊࡇࡢࡼ࠺ཎἜࡸ࢞ࢫ࠸ࡗ

ண㸰m

ࡓࠊࡇ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊྠࡌ

ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࡼ࠺࡞⿕ᐖࡀ㉳ࡁ࡚ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࡑࢀ

ࢁ ண㸰m

ࡘ࠸࡚ࡶ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡑࢀࠊࡲࡎࡣࡇࡢࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘࡁ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண㸯

ࡲࡋ࡚ࡣࠊ10m ࡢὠἼࡀணࡉࢀࡲࡍࢇ࡛ࠊࡑࡢ⠊ᅖࡢ

㹫

ேࡓࡕࡣࡍࡄ㧗ྎ㑊㞴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊ㧗ྎ

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ㸱㝵ᘓ࡚௨ୖࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ࡢᘓ≀㑊

m

㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࡞ࡃ࡚ࡶࠊ ὠἼ㆙ሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈࢁ
ࡇࢀࡽᢲࡋᐤࡏࡿࡇࡣ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡇࢀࡣᐑ

ண㸯m

ᇛ┴ࡔࡅࡢὠἼࡢ⿕ᐖࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊኴᖹὒഃࡢ࡛ࡍࡡࠊ ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

16

24㸸45

24㸸59

ᾏ㐨ࡽἈ⦖ࡲ࡛ࡢኴᖹὒഃࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ྠࡌࡼ࠺

ண㸯m

࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡑ

ὠἼὀពሗ ᒣᙧ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࢀࡽὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿ⠊ᅖࡢ᪉ࠎࡣࠊࡍࡄ㑊㞴ࡀ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ

ᚲせ࡛ࡍࠋ

ண 50 

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ᪥༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࡽࠊ┦ḟ࠸࡛㠀ᖖ

ὠἼὀពሗ ⛅⏣┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50 

ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ࡢ㒊࡛㟈ᗘ㸵ࠋᐑᇛ

ὠἼὀពሗ 㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண 50 

┴ࡢ༡㒊ࡸ୰㒊ࠊ⚟ᓥ┴ࠊࡑࢀⲈᇛ┴ࡸᰣᮌ┴࡛㟈ᗘ

ὠἼὀពሗ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

㸴ᙉࡢᦂࢀࢆほ

ࢁ ண 50 

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡇࡢᆅ㟈࡛ὠἼ㆙ሗࡀᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ

ὠἼὀពሗ ᪂₲┴ୖ୰ୗ㉺ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண

┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ༓ⴥ┴ෆᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ

 50 

ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ㟷᳃┴ኴ

ὠἼὀពሗ ᐩᒣ┴ ༗ᚋ㸳 30 ศ ண 50 

ᖹὒἢᓊࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢ

ὠἼὀពሗ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண

ᓊす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊḷᒣ┴ࠊᚨ

50 

ᓥ┴ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸴 20 ศࡈ

ᚨᓥ┴ࡣ༗ᚋ㸲 40 ศࡀὠἼࡢ฿㐩ண้࡞ࡗ࡚

ࢁ ண 50 

࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗ࡉࡣ㸱m ࡛ࡍࠋࡑࡢࡢྛ

ὠἼὀពሗ 㛗ᓮ┴す᪉ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ ண

ᆅࡣࠊࡍ࡛ὠἼࡣ฿㐩ࢆ☜ㄆࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ฿㐩᥎

50 

ࡉ

ὠἼὀពሗ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
25㸸40

ண 50 

ᘬࡁ⥆ࡁࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋᮾி‴ෆ‴ࠊ ண 50 
୕㔜┴༡㒊ࠊឡ▱┴እᾏࠊࡑࢀࠊ௨ୖࡣࡍ࡛ὠἼࡀ

ὠἼὀពሗ 㤶ᕝ┴ ༗ᚋ㸴 40 ศࡈࢁ ண 50 

฿㐩ࡋࡓ᥎

ὠἼὀពሗ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ ༗ᚋ㸵 10 ศࡈࢁ ண

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㝣ዟ‴ࡀ༗ᚋ㸲

 20 ศࠊ้ࡣ㐣ࡂ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ༗ᚋ㸲 20 ศ࡛ࡍࠋ  50 
ࡑࡋ࡚ࠊఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ࠊ༗ᚋ㸲 30 ศࠊ㧗▱┴ࠊ༗
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ὠἼὀពሗ ᒸᒣ┴ ༗ᚋ㸵 30 ศࡈࢁ ண 50 

ᚋ㸲 30 ศࠊᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊ࠊ༗ᚋ㸲 40 ศࠊ ὠἼὀពሗ ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸶 10 ศࡈ
ῐ㊰ᓥ༡㒊ࠊ༗ᚋ㸲 50 ศࠊᐑᓮ┴༗ᚋ㸳ࠊឡ┴

ࢁ ண 50 

Ᏹᾏἢᓊࠊ༗ᚋ㸳 10 ศࠊศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊࠊ༗

ὠἼὀពሗ ᗈᓥ┴ ༗ᚋ㸷㸮ศࡈࢁ ண 50 

ᚋ㸳 10 ศࠊ㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊ࠊ༗ᚋ㸳 10 ศࠊ✀Ꮚᓥ࣭ ὠἼὀពሗ బΏ ༗ᚋ 10  30 ศࡈࢁ ண 50 
ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ༗ᚋ㸳 10 ศࠊ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥࠊ
༗ᚋ㸳 10 ศࠊᮾᓥᆅ᪉ࠊ༗ᚋ㸳 10 ศࠊ㮵ඣᓥ┴
す㒊ࠊ༗ᚋ㸳 20 ศࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊ༗ᚋ㸳 40 ศࠊ
ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊࠊ༗ᚋ㸳 50 ศࠊᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣ
ᆅ᪉ࠊ༗ᚋ㸴 10 ศࠊ࠸ࡎࢀࡶὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅ
ᇦࠊணࡉࢀࡿ㧗ࡉࡣ㸯m ࡽ㸰m ࡛ࡍࠋ
16

26㸸44

ࢸࣞࣅ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐑᇛ┴ࡢ㜿Ṋ㝰ᕝࡢ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ୖ✵ࡢᫎീ࡛ࡍࠋࡇࡢ㎶ࡾࡶỈࡘࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀศ

┴

ࡾࡲࡍࠋ

㜿Ṋ㝰 ᕝୖ

┿ࢇ୰ࢆὶࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀࠊᶫࡀᕥࡢ࠺ࡽぢ࠼࡚ࡁ

✵

ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡀ㜿Ṋ㝰ᕝ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢ㜿Ṋ㝰
ᕝࡢୖὶ࡛ࡍࠋ
㒔ྖࡉࢇࠋࡲࡔࡇࡢࠊᕝᓊࡢࠊᕝࡢ⾲㠃࡛ࡍࡡࠊἼࡀ
❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࡡࠋ
27㸸10

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡣ࠸ࠋࡇࢀࡣ࠶ࡢࠊἼ≧ẁἼ࣎
ࡤࢀ࡚࠸ࡿ⌧㇟࡛ࠊ㠀ᖖὶࢀࡀ㏿࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡋ
ࡶ┠࡛ぢࡓ௨ୖࠊỈࡀᛴỈࡀୖࡀࡾࡲࡍࠋࡔࡽࠊ
ᾏᓊ࡛Ꮚࡶࡓࡕࡀ㐟ࢇ࡛࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㎰సᴗࢆࡸࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢇࢇࢇࢇୖୖࡀࡗ࡚⾜ࡁࡲ
ࡍࠋࡑࡢࡁ㠀ᖖᙉ࠸ὶࢀࢆឤࡌࡿࡣࡎ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ
ࠊ⾪ᧁࢆឤࡌࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࡇࡢẁἼࠊᕝࡢ୰ࢆࡉࡢ
ࡰࡿὠἼ࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ᖖ㆙ᡄࢆせࡍࡿ୍ࡘࡢせ⣲ࡢ
୍ࡘ࡞ࡾࡲࡍࠋᕝࡢࠊෆ㝣ࡢࠊᾏᓊࡽ࡞ࡾ୰ධ
ࡗ࡚ࠊࡶ࠺ 10km ࡶ୰ࡔ࠸࠺ᡤࡲ࡛ࠊ㆙ᡄࢆ⦆ࡵ࡞࠸
࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

27㸸49

ࢼ㸸ඛࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓྡྲྀᕝࡽࡣࠊࡉࡽ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

༡⾜ࡗࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋࡇࡢ ㎶ࡾࡶఫᏯ⾤࡛ࡍࡅࢀ

┴ர⌮⏫

ࡶࠋ
27㸸58

࠶ࠊࡑࡋ࡚ᘓ≀ࡢୖࠊேࡢጼࡀぢ࠼ࡲࡍࠋᐑᇛ┴ࡢ
ர⌮⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋఫᏯ⾤ࡀỈࡘࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡋ࡚ඛ⏬㠃ࡢྑࡢ࠺ࠊᘓ≀ࡢᒇୖ㑊㞴
ࡋ࡚࠸ࡿேࡢጼࡶぢ࠼ࡲࡋࡓࠋఫᏯ⾤ࡀỈࠊ࡞ࡾ
つᶍࠊ㒔ྖࡉࢇࠊࡇࢀࠊࡘࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

28㸸20

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡇࢀ࡛➨ 1 Ἴ࡛ࡇ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࠊ
ࡶࡋࠊ㧗࠸ࡇࡢᐙࡢ୰࡛㧗࠸ᡤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࣅࣝࡢୖࡢ
࠺⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࡣࠊ➨ 1 Ἴࡀ⤊ࢃࡗࡓ࠸ࡗ࡚ࠊࡇ
ࢀ࡛Ᏻᚰࡋ࡚ୗୗࡾ࡚ࡇ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡣࡲࡔ
➨㸯Ἴࠋࡇࡢᚋࠊ➨㸰Ἴࠊ➨㸱Ἴࠊ➨㸲Ἴࡃࡽ࠸ࠋᑡ࡞
ࡃࡶ㸱㛫ࡄࡽ࠸ࡣࠊࡇࡢᵝᏊࢆࠊ࠶ࡢ࠺ࠊ࢚ࢽ㸦㸽㸧

(28㸸55)

ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

༗ᚋ㸲 15 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡲ࠶ࠊẼ㇟ᗇࡢ㆙ሗゎ㝖ࡲ࡛ࠊࡇࡢ≧ែ࡛㧗࠸ᡤ࠸࡚ࠊ 㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ
ࢆຓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡅࡀࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡣࠊࡑࡢࡲࡲ

῝ࡉ 10 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 6.8

ࡢ≧ែ࡛ࠊ㧗࠸ᡤᒃ⥆ࡅ࡚࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

༗ᚋ㸲 15 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈
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ᆅ㟈㏿ሗ

16

28㸸59

29㸸25

29㸸44

16

30㸸04

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ࡛ࡍࡡࠋ࠼࠼ࠊ1 ேஸࡃ࡞ࡗࡓࡢሗ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

㟈ᗘ㸲 㒆ᒣᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧᕷ

㒔ྖ㸸࠶࠶ࠊࡣ࠸ࠋ

࠸ࢃࡁᕷ ႐ከ᪉ᕷ ☬Დ⏫ ⊦ⱑ௦⏫ ὠᆏୗ⏫

ࢼ㸸Ⲉᇛ┴⥲ྜ㜵⅏ㄢࡼࡾࡲࡍࠊⲈᇛ┴ࡢ㧗ⴗᕷ

ᕝᮧ ὠ⨾㔛⏫ ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿ἑ⏫

࡛ࠊᘓ≀ࡀಽቯࡋ࡚㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⿕

㟈ᗘ㸱 ⰼᕳᕷ ୍㛵ᕷ ྎ㟷ⴥ༊ ྎᐑᇛ㔝༊

ᐖࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣࠊ㧗ⴗᕷᏳⰋᕝࡢ࣐ࢵࢧ࣮ࢪᗑ࡛ࠊṚஸ

ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ྡྲྀᕷ ᯇᓥ⏫ 㓇⏣ᕷ ୖ

ࡋࡓࡢࡣࠊ⒪ゼࢀ࡚࠸ࡓ 60 ௦ࡽ 70 ௦ࡃࡽ࠸ࡢே

ᒣᕷ ᮧᒣᕷ ኳ❺ᕷ ᒣ㎶⏫ ୰ᒣ⏫ Ụ⏫ ⡿ἑ

ࡢࠊ70 ௦ࡃࡽ࠸ࡢዪᛶぢࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ᕷ ༡㝧ᕷ 㧗␊⏫ ᒣᙧᕝす⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ ⓑ

Ⲉᇛ┴⥲ྜ㜵⅏ㄢࡼࡾࡲࡍࠊⲈᇛ┴ࡢ㧗ⴗᕷ࡛ᘓ≀

ᕝᕷ ᕝಛ⏫ ⋢ᮧ 㙾▼⏫ す㒓ᮧ Ἠᓮᮧ ୰ᓥ

ࡀಽቯࡋ࡚ࠊ࣐ࢵࢧ࣮ࢪᗑ⒪ゼࢀ࡚࠸ࡓ 60 ௦

ᮧ ▮྿⏫ Ჴ⏫ ▮⚍⏫ ⋢ᕝᮧ ᖹ⏣ᮧ ὸᕝ⏫

ࡽ 70 ௦ࡃࡽࡢዪᛶࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ྂẁ⏫ ୕⏫ ᑠ㔝⏫ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ ᮏᐑ⏫ ┦㤿Ặ

ࡲࡓࠊᐑᇛ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊྎᕷᐑᇛ㔝༊ᒸ

ᗈ㔝⏫ ᴍⴥ⏫ ᐩᒸ⏫ ᕝෆᮧ ⇃⏫ ⴥ⏫ ᾉ

⏣ᆅ༊࡛ࠋ

Ụ⏫ ⴱᑿᮧ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ༡┦㤿ᕷ ὠⱝᯇᕷ

࠶ࠊࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࡀࠊ࣓࢝ࣛࡀ

すὠ⏫ ᰗὠ⏫ ༡ὠ⏫ Ỉᡞᕷ ᖖ㝣ᐑᕷ ᅵ

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ᑠ้ࡳࠊᕥྑᦂࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋవ㟈ぢ

ᾆᕷ ▼ᒸᕷ 㮵ᔱᕷ ⟃すᕷ 㖝⏣ᕷ Ᏹ㒔ᐑᕷ ▮

┴㔩▼

ࡽࢀࡲࡍࠋࡇࡢᚋࡶవ㟈ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊὠἼ

ᯈ ᕷ 㑣 㡲 ሷཎ ᕷ ㊊ ᕷ ᰣ ᮌᕷ ᑠ ᒣ ᕷ ┿ ᒸᕷ

ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࡋ

ୖ ୕ ᕝ⏫ ┈ Ꮚ ⏫ ⱱᮌ ⏫ ⰾ ㈡⏫ 㔝 ᮌ ⏫ ᒾ ⯚⏫

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡉࡃࡽᕷ 㑣㡲ⅲᒣᕷ ᰣᮌ㑣⌃ᕝ⏫ ୗ㔝ᕷ ⏣

ࡇࡕࡽࡣඵᡞᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡶ࣓࢝ࣛࡀᑠ

ᕷ ఀໃᓮᕷ

୰⥅࣭ 㟷᳃
┴ඵᡞᕷ

้ࡳᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㒔ྖࡉࢇࠋ
㒔ྖ㸸༴࡞࠸ࠋࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸࠶ࡢ࠺ࠊࠊᾏᓊ㏆ேࡢጼࡀぢ࠼ࡲࡍࡅࢀ
ࡶࠊࡇࢀ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡑࢀࡽࠊవ㟈ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ᮶࡚ࡲࡍࡡࠋ
30㸸20

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ࠶ࡢ࠺ࠊ୕㝣Ἀ࡛㉳ࡁࡿࠊࡇࡢᆅ㟈࠸࠺
ࡢࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡞ᆅ㟈ࡀ࠸ࡃࡘ⧞ࡾ㏉ࡍࠊࡑ࠺࠸࠺ഴ
ྥࡀࠊỤᡞ௦ࡽࡢグ㘓ࡽࡶࡑ࠺࠸࠺ࡇࡀゝ࠼ࡲ
ࡍࠋࡋࡤࡽࡃࡣࡲࡔవ㟈ࡢ୰ࡍࡈࡃࡁ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗ
࡚ࠊࡑࡕࡽࡢ࠺ࡶὠἼࡀ࠶ࡿࡶࡢࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࢀࡽࠊඛࡢሐ㜵ࡢୖࠊ୍ⓗ₻ࡀୗࡀࡗ࡚࠸
ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡇࡶᚲࡎ㉳ࡁࡿࡇ࡛
ࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࢇ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ㧗࠸ᡤࡍ
ࡄ⛣ືࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ

16

30㸸57

31㸸14

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣ⚟ᓥ┴ࡢᐩᒸ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

➨୍ཎⓎࡀᫎࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣓࢝ࣛࡀᑠ้ࡳᦂࢀ࡚࠸

┴ᐩᒸ⏫

ࡲࡍࠋవ㟈ぢࡽࢀࡿᦂࢀࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ⧞ࡾ㏉ࡋవ

⚟ᓥ➨ ୍ཎ

㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ⓨ

ࡲࡓࠊ⚟ᓥᨺ㏦ᒁࠊ⚟ᓥᕷ࠶ࡾࡲࡍ⚟ᓥᨺ㏦ᒁ࡛ࡶࠊ
⌧ᅾᦂࢀࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
⿕ᐖࡢሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᐑᇛ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍ
ࠊྎᕷᐑᇛ㔝༊ᒸ⏣ᆅ༊࡛ࠊ୰Ꮫ⏕ࡃࡽ࠸ࡢᏊࡶ
ࡀὠἼᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ

(31㸸36)

࡛ࡍࠋྎᕷᐑᇛ㔝༊ᒸ⏣ᆅ༊࡛ࠊ୰Ꮫ⏕ࡃࡽ࠸ࡢᏊ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

ࡶࡀὠἼᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡿ࠸

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴
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ὠἼ㆙ሗ

࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊྎ

16

32㸸03

ࡢ༡㜵Ἴሐ࡛ࠊ㆙ᐹᐁఫẸࠊ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟

ྜࢃࡏ࡚ࠊ࠾ࡼࡑ 20 ேࡀྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊர⌮⏫

ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

ࡢᾏᓊἢ࠸ࡢ㜵Ἴሐ࡛ࡣࠊ㆙ᐹᐁ㸯ேఫẸ࠾ࡼࡑ 10

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴ෆ

ேࡀྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ

ࡑࡢர⌮⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋఫᏯ⾤ࡀỈࡘࡗ࡚࠸

༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ࡲࡍࠋ

ඣᓥ┴ Ἀ⦖┴

┴ர⌮⏫

࡛ࠊࡑࢀ௨ୖ㧗࠸ὠἼࡀ᮶ࡓࡇࡀணࡉࢀࡲࡍࠋᒾᡭ

༗ᚋ㸲 30 ࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

┴㔩▼

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

㒔ྖࡉࢇࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸ᅇࡣࠊ࡞ࡾࡁ࡞ὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠊࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ
32㸸18

ࢼ㸸ࡇࡢὠἼࡢ㧗ࡉ࡛ࡍࡡࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡍ࡛ほ
㸳m ௨ୖࡢὠἼࡀほ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿὠἼࡢ㧗ࡉ࡛ࠊࡍ࡛
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴┦㤿

࡛

ࡣࠊ༗ᚋ㸱 50 ศࠊ㧗ࡉ㸵m30 ௨ୖࠊ30 ௨ୖ
࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࢀ௨ୖほ
(32㸸43)

Ὑ

࡛ࡁ࡚࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡢ

࡛ࡶࠊ㸲m10 ࠊᐑྂ

࡛ࡶ㸲m ௨ୖࠊⲈᇛ┴

࡛ࡶ㸱m90ࠊᾏ㐨࠼ࡾࡶ⏫࡛ࡶ㸱m50 ࡞ࠊ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ᗈ࠸⠊ᅖ࡛㸱m ௨ୖࡢὠἼࡀࡍ࡛ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ 㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊
32㸸55

ࡇࢀࡣ᳨₻ᡤ࡛ࡢὠἼࡢ㧗ࡉ࡛ࡍࢇ࡛ࠊᐇ㝿ᢲࡋᐤࡏ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᗉෆᆅ

ࡿὠἼࡣࠊࡇࢀࡢ㸰ಸࠊ㸱ಸ࠸࠺ࡇࡣ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ ᪉ ᒣᙧᮧᒣᆅ᪉ ᒣᙧ⨨㈷ᆅ᪉ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡

33㸸05

ὠἼᑐࡍࡿཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

㒊 ᰣᮌ༡㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥ

࠶ࠊᅇࡢᆅ㟈ࡘ࡚ࠊẼ㇟ᗇࡣඛࠊ
ࠕᖹᡂ 23 ᖺ

す㒊 ᪂₲୰㉺ᆅ᪉ ᪂₲ୗ㉺ᆅ᪉

ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࠖྡࡅࡲࡋࡓࠋᅇࡢᆅ㟈ࠊ
࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࡢࠊᴟࡵ࡚ࡁ࡞ᕧᆅ㟈࡛ࡍࠋࡑ
ࡢᚋࡶవ㟈ぢࡽࢀࡿᆅ㟈ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㟈※ࡢ⨨ࢆኚ࠼
ࡓᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢࠊࡑࢀࡽ࠸ࡎࢀࡶ࣐ࢢ
ࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸵௨ୖࡢᆅ㟈࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ὠἼࡣ
ཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
16

33㸸33

ࢼ㸸᪥ࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡛ࠊ┦ḟ࠸࡛
ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡸὠ
Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠶ࡽࡓࡵ࡚ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗ
ࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ

33㸸45

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ

(33㸸50)

Ⲉᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ༓ⴥ┴ෆᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ
ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ㟷᳃┴

ࡓ

ኴᖹὒἢᓊࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨ኴᖹὒ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ

ἢᓊす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊḷᒣ┴ࠊ 㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ ᰣᮌ㒊
௨ୖࡣࡍ࡛ὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ฿㐩
᥎

ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋ

ࡲࡓᚨᓥ┴ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊὠἼࡢ฿㐩ண
้ࡣ༗ᚋ㸲 40 ศ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋணࡉࢀࡿ㧗
ࡉࡣ㸱m ࡛ࡍࠋ௨ୖࡀὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋ
16

34㸸33

ḟὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋᮾி‴ෆ‴ࠊ୕㔜┴
༡㒊ࠊឡ▱┴እᾏࠊ㝣ዟ‴ࠊఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ࠊ㧗▱┴ࠊ
ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊ࠊῐ㊰ᓥ༡㒊ࠊᐑᓮ┴ࠊឡ┴Ᏹ
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(34㸸49)

ᾏἢᓊࠊศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊࠊ㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ
ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥࠊᮾᓥᆅ᪉ࠊ㮵ඣ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡓ

ᓥ┴す㒊ࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊࠊᐑྂᓥ࣭ 㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ㏻ࡾ
ඵ㔜ᒣᆅ᪉ࠊ௨ୖࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋ
16

35㸸07

ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸἙཱྀ㏆ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣᕝᓊ㏆ࡃఫࢇ࡛࠸ࡿⓙࡉࢇࠊ᪩ࡃᏳ࡞㧗ྎ㑊

(35㸸23)

16

16

35㸸33

36㸸03

36㸸15

㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㏆㧗ྎࡀ࡞࠸࠸࠺ሙྜࡣࠊ࡞

༗ᚋ㸲 29 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡿࡃ㡹࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇࡞ࡢᘓ≀ࡢ㸱㝵ࡽ㸲

㟈※ࡣ୕㝣Ἀ

㝵௨ୖࠊ࡞ࡿࡃୖࡢ㝵㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

῝ࡉ ࡈࡃὸ࠸ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 6.6

ὠἼࡣఱᗘࡶᢲࡋᐤࡏࠊᚋࡽ᮶ࡿἼࡢ࠺ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ

༗ᚋ㸲 29 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸳ᙉࡢᆅ㟈ࡀ࠶

ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋཝ㔜࡞㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡾࡲࡋࡓ

⿕ᐖࡢ≧ἣࢆᘬࡁ⥆ࡁ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡢ┦㤿ᾘ㜵

㟈ᗘ㸳ᙉ ᓮᕷ

ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ⚟ᓥ┴ࡢ┦㤿ᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍ

㟈ᗘ㸳ᙅ ୍㛵ᕷ Ⰽ㯞⏫ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ ᮏᯇᕷ

ࠊ༡┦㤿ᕷୖబࡢ⪁ே⚟♴タࡢࣚࢵࢩ࣮ࣛࣥࢻࡀ

ᐩᒸ⏫ ⇃⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ

ಽቯࡋ࡚ࠊ༑ᩘேࡀᘓ≀ࡢୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺

㟈ᗘ㸲 ඵᡞᕷ ᡞ⏫ ᮾ⏫ ᡞ⏫ 㟷᳃༡㒊⏫

ሗࡀ࠶ࡾࠊ⌧ᅾ⌧ሙྥࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ⏫ ┒ᒸᕷ ᐑྂᕷ ஂឿᕷ 㔝⏣ᮧ

༡┦㤿ᕷࠊୖబࡢ⪁ே⚟♴タࠊࣚࢵࢩ࣮ࣛࣥࢻࡀಽ

⯪Ώᕷ ἑᮧ ඵᖭᖹᕷ ⰼᕳᕷ ୖᕷ 㔠ࣨᓮ

ቯࡋ࡚ࠊ༑ᩘேࡀᘓ≀ࡢୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗ

⏫ ᖹἨ⏫ ྎ㟷ⴥ༊ ྎᐑᇛ㔝༊ ྎⱝᯘ༊

ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ⌧ሙྥࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

Ẽ  ᕷ Ⓩ ⡿ ᕷ ྡྲྀ ᕷ ᰘ ⏣⏫  ᳃ ⏫ ᯇ ᓥ⏫

ࡇࡕࡽࡣ༓ⴥ┴ᕷཎᕷࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࡢࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢ

ᗓ⏫ ⛅⏣ᕷ ᮧᒣᕷ ኳ❺ᕷ ୰ᒣ⏫ Ἑ⏫ ⓑ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ᵝᏊ࡛ࡍࠋ౫↛ࡋ࡚ࢱࣥࢡࡢ࿘ࡾࡀࡁ࡞⅖ࢆୖࡆ࡚

㮚⏫ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᱓ᢡ⏫ ᕝಛ⏫ 

┴ᕷཎᕷ

⇞࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗ᅽ࢞ࢫࡢࢱࣥࢡ㏆ࡽ⅖ࡀୖࡀࡗ࡚

⋢ᮧ 㙾▼⏫ ୰ᓥᮧ ⋢ᕝᮧ ྂẊ⏫ ᑠ㔝⏫ ⏣ᮧ

ࢥࢫࣔ▼Ἔ

࠸ࡿ࠸࠺ሗ࡛ࡍࠋ

ᕷ ⚟ ᓥ ఀ 㐩ᕷ ᮏ ᐑᕷ ࠸ ࢃ ࡁᕷ ┦ 㤿 ᕷ ᗈ 㔝⏫

⚄ዉᕝ┴⸨ἑᕷࡢᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊࡇࡢᆅ㟈࡛㸯

ᴍ ⴥ ⏫ ᕝ ෆ⏫ ⴱ ᑿᮧ ᪂ ᆅ ⏫ 㣤⯓ ᮧ ⊦ ⱑ ௦⏫

ேࡀఫᏯࡢ୰࡛㌿ಽࡋࠊࡶ࠺㸯ேࡀࠊᒇእ࠸࡚ಽࢀ࡚

ὠ୕㒓⏫ 㑣㡲⏫

ࡁࡓࣃࣉᙜࡓࡾࠊᩆᛴ㝲ࡀ㥑ࡅࡅࡓࡇࢁࠊ࠸ࡎ

㟈ᗘ㸱 ᖹෆ⏫ እࣨ⏫ ༑⏣ᕷ ୕ἑᕷ 㔝㎶ᆅ

ࢀࡶព㆑᫂ࡢ㔜య࡛ࠊ㝔࡛ᡭᙜࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺

⏫ භᡞ⏫

ࡇ࡛ࡍࠋ
36㸸34

ࡲࡓࡇࢀࡣᐑᇛ┴ࡢሗ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢẼᕷ࠶
ࡿࠊ༡ẼᑠᏛᰯࡣᩘⓒேࡢఫẸࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡲࡍ
ࡀࠊయ⫱㤋ࡣ㸱ศࡢ㸯ࡢ㧗ࡉࡲ࡛Ỉࡘࡗ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊ㸱㝵ᘓ࡚ࡢᰯ⯋ࡢ㸱㝵ࡢᩍᐊ࡞㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᰯ⯋ࡢᒇୖࡽࡣࠊᘓ≀ࡀ⇞࠼ࡿ⅖ࡸࠊ
㯮↮ࠊ㯮࠸↮ࡀぢ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡣᐑᇛ┴ࡢẼᕷࡢሗ࡛ࡍࠋ༡ẼᑠᏛᰯ
ࡣᩘⓒேࡢఫẸࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊయ⫱㤋ࡣ㸱ศࡢ㸯
ࡢ㧗ࡉࡲ࡛Ỉࡘࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㸱㝵ᘓ࡚ࡢᰯ⯋ࡢ㸱
㝵ࡢᩍᐊ࡞㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᰯ⯋ࡢᒇ
ୖࡽࡣࠊᘓ≀ࡀ⇞࠼ࡿ⅖ࡸࠊ㯮↮ࠊ㯮࠸↮ࡀぢ࠼ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

16

37㸸20

ࡑࢀࡽᮾி㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱༙⌧ᅾࠊᮾி
㟁ຊࡀ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࠊ405 ୡᖏࡀ㟁ࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮾி㟁ຊ࡛ࡣࠊ⌧ᅾᪧసᴗࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ༓ⴥ┴ෆ࡛ࡶࠊす㒊ࡸ༓ⴥᕷ࿘㎶࡞ࠊྛᆅ࡛
㟁ࡀ┦ḟ࠸࡛࠸ࡲࡋ࡚ࠊ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋ

37㸸31

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡑࡋ࡚ࠊᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱༙⌧ᅾࠊ㟷᳃
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┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴࡛ࡣࠊᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㟷᳃
┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴ࡢᇦࡀ⌧ᅾ㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ᒣᙧ┴ᐑᇛ┴࡛ࡣࠊࡰᇦ࡛㟁ࡋࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡶࠊ
୍㒊ࡢᆅᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
16

37㸸58

ࡇࡕࡽࡣᐑᇛ┴ࡢᒣᮏ⏫ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴ࡢᒣᮏ⏫ࡢ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ୖ✵ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

┴ᒣᮏ⏫

࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⯪ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋྎ⯪ࡢ

ࡼ࠺࡞⯪ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᓊቨࡢୖࡽࡣ↮ࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢࡶぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㎶ࡾ୍㠃ࡣࠋ
16

38㸸16

(38㸸29)

38㸸36

࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣ⚟ᓥ┴ෆධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

ᐑᇛ┴ࡽࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣ⚟ᓥ┴ධࡾࡲࡋࡓࠋ

┴┦㤿

ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡢ㒊ࡢࡢᵝᏊ࡛

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

ࡍࠋ

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴

ࡇࡕࡽࡣ┦㤿

࡛ࡍࠋ┦㤿

ࠊ㸵m30 ௨ୖࡢὠἼࢆほ

ࡣࠊඛ༗ᚋ㸱 50 ศ
ࡋࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟
ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

㒔ྖࡉࢇࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴ෆ

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ

‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ

ࢼ㸸࠶ࡢ࠺ࠊὠἼࡣఱᗘࡶᢲࡋᐤࡏࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍ

༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵

ࡡࠋ

ඣᓥ┴ Ἀ⦖┴

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠋ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂

ࢼ㸸ࡇࡢᫎീࢆぢࡓ㝈ࡾ࡛ࡶࠊ┦ᙜ࡞⿕ᐖࡀฟ࡚࠸

₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏ

ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡉࡽࠊࡣ࠸ࠊࡇࢀࡽࡶ

ἢᓊ ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࡡࠋ

ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉

㒔ྖ㸸ࡇࢀࡣ➨ 1 Ἴࡢࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋࡲࡔ㆙ᡄࢆ⦆ࡵ࡚ࡣ

⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ

࠸ࡅࡲࡏࢇࠋࡇࡢࠊ࠸ࡗࡓࢇᘬ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢᚋ᮶ࡿἼࡀࠊ ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

39㸸06

39㸸19

๓ࡢ➨ 1 Ἴࡼࡾࡶ㧗࠸ྍ⬟ᛶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

ࢼ㸸ࡲࡓ࠶ࡢࠊᮾᆅ᪉ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚࡛ࡍࡡࠊᮾ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ᆅ᪉ࡸ㛵ᮾᆅ᪉ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊἈ⦖┴ࡲ࡛ὠἼὀពሗ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ┦ᙜ㟈※ࡽ㞳ࢀࡓᡤࡶ㆙ᡄࡀ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ᚲせ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࡞ࡾࡲࡍࠊ⣖ఀ༙

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

ᓥࠊᅄᅜ࡞ࡢࡼ࠺ࠊᅇࡢ㟈※ࡽ㐲࠸ᆅ᪉࡛ࡶࠊ ண 10m ௨ୖ

39㸸59

16

40㸸11

࡞ࡾࡢὠἼࡀ⾜ࡃྍ⬟ᛶ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸲m

ࡑࢀࡽࠊ฿㐩ண้࠸࠺ࡢࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ฿㐩ࡢ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

ணሗ้࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡲ࠶ࠊ࠶ࡢࠊࡇࡢ㛫ࡼࡾ๓᮶ࡿ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࡇࡣᑡ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢ㛫ࡽᑡࡋᚋ➨

ㄆ ண㸴m

㸯Ἴࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡔࡽࡇࡢ฿㐩้ࡀ㐣

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࡂ࡚ࡲࡔ᮶࡚࡞࠸ࡽᏳࡣ⤯ᑐᛮࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔ

ㄆ ண㸶m

ࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࡑࢀࡽࠊ฿㐩ணሗ࠸࠺ࠊ㛫ࡢ▐㛫ࠊࡢ୍Ⅼ࡞ࢇ

 10m ௨ୖ

ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢᚋࠊ㸰㛫ࠊ㸱㛫ࡢࡕࠊ᭱Ἴࡀ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

᮶ࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶᚰᚓ࡚࠾࠸࡚ࡃࡔ

㸱m

ࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸱m

ࢼ㸸㟈※ࡽ㐲࠸ᆅᇦ࡛ࡶࠊཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせࡔ࠸

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

࠺ࡇࠋࡑࢀࡽࠊ฿㐩ண้ࢆ㐣ࡂ࡚ࡶࠊ㆙ᡄࢆ⥆

ㄆ ண㸴m

ࡅࡿࡇࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡑ࠺࡛ࡍࠋ

m

ࢼ㸸⚟ᓥ┴ࡢ┦㤿ᕷࡢୖ✵ࡽࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ࡍ࡛฿㐩᥎
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ண㸲

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

ࡀࠊ↮ࡾࡀぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋఫᏯᆅࡢࡼ࠺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ ண㸱m

16

40㸸42

┴┦㤿

㎶ࡾࡣỈࡘࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸱m

ࡑࡋ࡚ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖࠊఱ㌺ࡢ

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸱m

ఫᏯࡀ⅖ୖࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᾘ㜵ࡀฟ࡚ࠊᨺỈࡶ 41 ⾜ࢃࢀ

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠋ

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯㹫

ࢼ㸸ࡇࡢࠊὠἼࡼࡗ࡚ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡿ࠸࠺ࡇࡶ࠶

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ

㸯m

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋఫᏯࡣⅆࡢඖࡀ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ࡶࠊὠἼࡣᐙࡈᢲࡋࡘࡪࡍࡼ࠺ᢲࡋᐤࡏࡲࡍࡢ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

࡛ࠊࡑࢀࡀࠊⅆࡢẼࡢࡶࡢࡀࡍ࡚እᢞࡆฟࡉࢀࡿࠋ ࢁ ண㸯m
ࡑࢀ࡛ὠἼࡢࠊᇶᮏⓗࡣỈ࡛ࡍࡅࠊࡑࡢ୰ࠊᅵ◁

ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡀࢀࡁࡀΰࡊࡗ࡚ࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽᘬⅆࡍࡿ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ࠊⅆࡢࠊⅆࢆྵࢇࡔᅵ◁ࡀᢲࡋᐤࡏࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

41㸸13

41㸸24

ࡇࡢࡼ࠺ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡲࡍࠋ

㸯m

ࡑࢀࠊ୍ᗘὠἼ࡛ࠊᐙࡀ┦ᙜ࡞ᩘࠊ࡞ࡂಽࡉࢀ࡚ࡲࡍ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡽࠊࡑࡇⅆࡀࡘࡃࠊ⇞࠼ᗈࡀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊⅆ

ண㸯m

⅏ࡀ㉳ࡁࡓࡽࡋࡤࡽࡃࡣ㙠ⅆࡣ㛫ࡀࡿᛮ࠸

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸰

ࡲࡍࠋ

m

ࢼ㸸ࡲࡔ⿕ᐖࡢሗࡣࢃࡎࡋධࡗ࡚᮶࡚࠸ࡲࡏࢇ

ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡀࠊ࠺ࡒᘬࡁ⥆ࡁཝ㔜࡞㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⅆ⅏

ண㸰m

ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋⅆࡢඖࡣ༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

16

41㸸50

ࡲࡓὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᾏᓊࡸἙ

ࢁ ண㸰m

ཱྀ㏆ࡽࡣ㞳ࢀ࡚ࠊᏳ࡞㧗ྎ࡞㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

࠸ࠋ㏆㧗ྎࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㡹࡞ᘓ≀ࡢ࡞

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண㸯

ࡿࡃୖࡢ㝵㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㹫

ࡇࡕࡽࡣ⚟ᓥ┴ࡢ┦㤿ᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡢ┦

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

㤿ᕷ࡛ࡣࠊ᪥༗ᚋ㸱 50 ศ㡭ࠊ㸵m30 ௨ୖࡢὠෆ

m

ࢆほ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈࢁ

ࡇࢀࡣ

ࡋࡲࡋࡓࠋ
࡛ࡋࡻ࠺ࠋᾏࠊࡑࢀࡽ㝣ᆅࡢቃ┠ࡀỈ

ࡘࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ศࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ⁺⯪࡛

ண㸯m
ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

ࡋࡻ࠺ࠋ⯪ࡀᶓಽࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶศࡾࡲࡍࠋ ண㸯m

42㸸23

ࡲࡓࠊከࡃࡢఫᏯࡀᢲࡋὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ᒣᙧ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண 50 

ࡑࡋ࡚ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ㟁ࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி㟁ຊࡼ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ

ࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱༙⌧ᅾࠊᮾி㟁ຊࡀ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿᆅ

ண 50 

ᇦ࡛ࠊ405 ୡᖏࡀ㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ ὠἼὀពሗ ⛅⏣┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50 
༓ⴥ┴ෆ࡛ࡣࠊす㒊ࡸ༓ⴥᕷ࿘㎶࡞ࠊྛᆅ࡛㟁ࡀ
┦ḟ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋ
42㸸39

ࡲࡓࠊᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸱༙⌧ᅾࠊ㟷᳃┴ࠊ
⛅⏣┴ࠊᒾᡭ┴࡛ࡣࠊᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᒣ
ᙧ┴ᐑᇛ┴࡛ࡣࠊࡰᇦ࡛㟁ࡋࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡶ୍㒊
ࡢᆅᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

16

42㸸54

᪥ࠊ༗ᚋ㸰 46 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉࡛᭱㟈ᗘ㸵ࢆほ
ࡍࡿࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊὠἼ㆙ሗࠊ
ὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

43㸸05

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
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ὠἼὀពሗ 㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண 50 

ὠἼ㆙ሗࡣࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ
┴༑㔛࣭እᡣࠊ༓ⴥ┴ෆᡣࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹ
ὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊ
┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊᑠ
➟ཎㅖᓥࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊḷᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊ௨ୖ
ࡢᆅᇦὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
16

43㸸39

ࡲࡓࠊὠἼ㆙ሗࡀࠊᮾி‴ෆ‴ࠊ୕㔜┴༡㒊ࠊឡ▱┴እ
ᾏࠊ㝣ዟ‴ࠊఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ࠊ㧗▱┴ࠊᾏ㐨᪥ᮏᾏἢ
ᓊ༡㒊ࠊῐ㊰ᓥ༡㒊ࠊᐑᓮ┴ࠊឡ┴Ᏹᾏἢᓊࠊศ
┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊࠊ㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ
⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥࠊᮾᓥᆅ᪉ࠊ㮵ඣᓥ┴す㒊ࠊἈ
⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊࠊᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ࠊ
௨ୖࡢᆅᇦὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᾏᓊࡸᕝᓊ㏆ࡢⓙࡉ
ࢇࠊ࠺ࡒᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ᪩ࡃᏳ࡞
㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

16

44㸹23

ࡣ࠸ࠋࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡢሗࡀධࡾࡲࡋࡓࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋᮾྛ┴࡛ࡣࠊ⮬యࡀ㑊㞴ࡢᣦ♧ࢆ
ฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎᐑᇛ┴࡛ࡍࡀࠊྎᕷࡣࠊὠἼࡀᢲ

(44㸸45)

ࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡋ࡚ࠊᕷෆࡢኴⓑ༊ࠊᐑᇛ㔝༊ࠊ ༗ᚋ㸲 38 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

ⱝᯘ༊㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋ㑊㞴ᣦ♧࠸࠺ࡢࡣࠊ 㟈※ࡣᒾᡭ┴Ἀ

44㸸52

㑊㞴່࿌࡛ࡣ࡞ࡃᣦ♧࡛ࡍࡢ࡛ࠊ┤ࡕ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ

῝ࡉ 30 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.9

࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

༗ᚋ㸲 38 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ࡓࡔࠊࡇࡢሙྜẼࢆࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊᖖὠ

ࡲࡋࡓ

Ἴࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࠊᘓ≀㸱㝵ࠊ㸲㝵࠸࡚ࠊᵝ

㟈ᗘ㸲 㔝⏣ᮧ

Ꮚࢆࡈぴ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪉࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊៃ࡚

㟈ᗘ㸱 ඵᡞᕷ ᮾ⏫ ᡞ⏫ 㝵ୖ⏫ ࠾࠸ࡽࡏ⏫

࡚ࠊࡲࡔୗỈࡀ࠶ࡿ≧ែ࡛㑊㞴ࡍࡿࡢࡣኚ༴㝤࡛

┒ ᒸ ᕷ ᐑ ྂᕷ  ᡞᕷ  ἑ ᮧ ඵᖭ ᖹ ᕷ ⰼ ᕳᕷ

ࡍࠋ⌧ᅾᏳ࡞ሙᡤ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ᪉ࡣࠊࡑࡇࢆື࡞

୍ 㛵 ᕷ Ẽ  ᕷ ᾛ㇂ ⏫ ᰩ ཎᕷ Ⓩ ⡿ ᕷ  ᓮᕷ

࠸ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊ⌧ᅾᏳ࡞ሙᡤ࠸ࡽࡗࡋࡷ

ྡྲྀᕷ ▼ᕳᕷ ᯇᓥ⏫

ࡽ࡞࠸᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤ࡕ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
45㸸16

⥆࠸࡚㟷᳃┴࡛ࡍࠋ㟷᳃┴࡛ࡣࠊ୕ἑᕷࠊඵᡞᕷࠊࡴࡘ
ᕷࠊභ࢝ᡤᮧࠊᮾ㏻ᮧࠊ㝵ୖ⏫ࡢኴᖹὒἢᓊࠊࡇࡢࡍ
࡚ࡢᆅᇦ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㟷᳃
┴ࡢኴᖹὒἢᓊࡢከࡃࡢ⮬యࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀฟ࡚࠸ࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊ㏿ࡸ㑊㞴ࢆࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ࠾
࠸ࡽࡏ⏫㢼㛫ᾆᮧࡣࠊኴᖹὒἢᓊࡢࡍ࡚ࡢᆅᇦࠊ
㑊㞴່࿌ࢆฟࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

45㸸50

࠸ࡎࢀࡋࡲࡋ࡚ࡶࠊኴᖹὒἢᓊࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊὠἼ㆙
ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡍࡄ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡽࠊᒾᡭ┴࡛ࡍࡀࠊᒾᡭ┴ࡣஂឿᕷࡀἢᓊ㒊ఫ
ࡴ 1489 ୡᖏࠋᑐ㇟ேᩘࡣ࠾ࡼࡑ 4300 ே࡛ࡍࡀࠊ㑊㞴ᣦ
♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐑᇛࠊ㟷᳃ࠊᒾᡭ࡛ࡣࠊ⮬యࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

16

46㸸12

(46㸸14)

ࢼ㸸⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ᮾࡢྛᆅ

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

࡛ఫẸᑐࡋ࡚ࠊ㑊㞴ࡢᣦ♧ࡸ່࿌ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋྎ

┴࠸ࢃ ࡁࠊ

ᕷࡣὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᕷෆࡢኴⓑ༊ࠊ

ᑠྡ

ᐑᇛ㔝༊ࠊⱝᯘ༊ࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ
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ὠἼ㆙ሗ

16

46㸸45

16

46㸸55

47㸸02

㟷᳃┴࡛ࡣ୕ἑᕷࠊඵᡞᕷࠊࡴࡘᕷࠊභ࢝ᡤᮧࠊᮾྲྀࡾ

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴

ᮧࠊ㝵ୖ⏫ࠊኴᖹὒἢᓊࡢࡍ࡚ࡢᆅᇦࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆ

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟

ฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࠾࠸ࡽࡏ⏫㢼㛫ᾆᮧࡣࠊኴᖹὒ

ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

ἢᓊࡢࡍ࡚ࡢᆅᇦ㑊㞴່࿌ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴ෆ

ᒾᡭ┴࡛ࡣࠊஂឿᕷࡀἢᓊ㒊ఫࡴ 1489 ୡᖏࠊ࠾ࡼࡑ

‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ

4300 ே㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᾏ㐨ᗈᑿ⏫ࡢ⌧

ඣᓥ┴ Ἀ⦖┴

୰⥅࣭ ᾏ

ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࡢᗈᑿ⏫࡛ࡶࠊ㒔ྖࡉࢇࠋἼࡀᓊቨࢆ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂

㐨ᗈᑿ⏫

㉸࠼࡚ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏ

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡇࡢሐ㜵࠸࠺ࡢࡣࠊᬑ㏻㸳m 㸴m ࡃࡽ

ἢᓊ ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

࠸ࠊタィࡢ㧗ࡉࡀ࠶ࡿࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆࡸࡍࡸࡍ
㉸࠼࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ඛࡣࠊ

ᐃࡉࢀࡓࡇࢁ࡛ࠊ㸵m ࠊ㸲m ࢆ㉸࠼

ࡓ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛
ࡇࢁ࡛ィࡗࡓ㧗ࡉ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ࠊ୍⯡ⓗ࡞

ᐃჾࡀ࠶ࡿ
ᐃჾࡶ≉

࡞࠸ᾏᓊࡢ㞟ⴠ࡛ࡣࠊሙᡤࡼࡗ࡚ࡣࡶࡗ㧗ࡃࡲ
࡛ࠊὠἼࡀୖࡀࡗࡓሙᡤࡀ࠶ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࡡࠋ
16

47㸸33

ࢼ㸸ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛵ࡍࡿሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

(47㸸36)

⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢሗ࡛ࡍࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢཎᏊຊ

༗ᚋ㸲 45 ศࡈࢁ㛵ᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᏳಖᏳ㝔ࡼࡾࡲࡍࠊ⚟ᓥ┴࠶ࡿᮾி㟁ຊࡢ⚟ᓥ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ᆅ㟈㏿ሗ

➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡣࠊᆅ㟈࡛Ṇࡋࡓ㸳ᶵࡢཎⓎ࡛ࠊ 㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊

47㸸56

ཎᏊ⅔ࢆᏳ෭ࡸ ࡍࡓࡵᚲせ࡞㠀ᖖ⏝ࡢࢹ࣮ࢮ

༗ᚋ㸲 45 ศࡈࢁ㛵ᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࣝⓎ㟁ᶵࡢ୍㒊ࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㟈ᗘ㸱 Ⲉᇛ༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊

ᮾி㟁ຊࡣࠊ┤ࡕᏳୖࡢၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍ
ࡀࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲᇶ࡙࠸࡚ࠊ␗ᖖែࢆ
▱ࡽࡏࡿ㏻ሗࢆᅜ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋཎᏊຊᏳಖᏳ㝔ࡼ
ࡾࡲࡍࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊ࿘㎶ᆅᇦࡀ㟁࡞ࡾࠊ
እ㒊ࡽࡢ㟁Ẽࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗࡓୖࠊཎᏊ
⅔ࢆᏳ෭ࡸࡍࡓࡵᚲせ࡞㠀ᖖ⏝ࡢࢹ࣮ࢮࣝⓎ
㟁ᶵࡢ୍㒊ࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

48㸸22

ᮾி㟁ຊࡣࠊ┤ࡕᏳୖࡢၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍ

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

ࡀࠊ᪥༗ᚋ㸲ࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲᇶ࡙࠸

┴┦㤿

࡚ࠊ␗ᖖែࢆ▱ࡽࡏࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ༑᮲㏻ሗࢆࠊཎᏊຊ
ᏳಖᏳ㝔⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊࡢࡇ
ࢁᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ₃ࢀࡿ࡞ࡢእ㒊ࡢᙳ㡪ࡣ࡞࠸࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋཎᏊຊᏳಖᏳ㝔ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ┘どࢆ⥆ࡅ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
48㸸47

ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲᇶ࡙࠸࡚ࠊ␗ᖖែࢆ▱ࡽ

(48㸸58)

ࡏࡿ༑᮲㏻ሗࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡣࠊᖹᡂ 12 ᖺࡇࡢἲᚊࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

⾜ࡉࢀ࡚ࡽࠊึࡵ࡚࡛ࡍࠋ

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠋࡇࡢ༑᮲㏻ሗ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡣ

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟

࠺࠸࠺ࡶࡢ࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡇࢀࡣ࡛ࡍࡡࠊཎᏊຊタࡢቃ⏺࡛ᨺᑕ⥺㔞

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴ෆ

ࡀ୍ᐃ㔞ࢆ㉸࠼ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊཎᏊ⅔ࡢỈࡀ㔞ࡀῶࡗ

‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ

୰⥅࣭ 㟷᳃

࡚ࠊ㠀ᖖ⏝ࡢ⅔ᚰ෭༷⨨ࡀసືࡋࡓࡾࠊࡑ࠺࠸࠺ࠊࡲ

༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵

┴ඵᡞ

࠶ࠊ␗ᖖែࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㏻ሗࡍࡿࡼ࠺⩏ົ࡙ࡅ࡚

ඣᓥ┴ Ἀ⦖┴

࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂

49㸸04
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ὠἼ㆙ሗ

16

49㸸32

49㸸49

16

50㸸00

50㸸16

50㸸40

16

51㸸05

51㸸44

52㸸01

ࡢࡇࢁࠊ㟁ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㟁ຊࡀ౪⤥ࡉࢀ࡞࠸࠸࠺

₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏ

ࡇࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊཎᏊ⅔ࢆ෭ࡸࡍ㠀ᖖ⏝ࡢࢹ࣮ࢮ

ἢᓊ ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ 㤶 ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ࣝⓎ㟁ᶵࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢẁ㝵࡛

ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉

ࡣࠊ┤ࡕᏳ㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ

ࢼ㸸ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷࡢ⌧ᅾ

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

୰⥅࣭ 㟷᳃

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡲࡓὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚㝣

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

┴ඵᡞᕷ

ᆅࡢ࠺ὠἼࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡃᵝᏊ࡛ࡍࠋ㐨㊰ὠἼ

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡀ㐩ࡋࡲࡋࡓࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀᓊቨࢆ㉺࠼

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

࡚ࠊ㐨㊰ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ྥࡇ࠺ഃࡣࠊࢺ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࣛࢵࢡࡸ㌴ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㠀ᖖ༴㝤࡞≧ἣ࡛ࡍࠋᑐ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

ᓊࡸᕝࡢἙཱྀ㏆ࠊࡲࡓࠊᕝࡢᕝ͐

ண 10m ௨ୖ

ࢼ㸸͐ୖὶ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᕝᓊࡢⓙࡉࢇࡣࡐࡦࠊᏳ࡞

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸲m

୰⥅࣭ 㟷᳃

㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㟷᳃┴ࡢඵᡞ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

┴ඵᡞ

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ

࡛ࡍࠋὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࡅࢀࡶࠊඛࡢ⚟ᓥ➨୍ཎ

ㄆ ண㸴m

ᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡍࡀࠊᆅ㟈࡛Ṇࡋࡓ㸳ᇶࡢཎⓎ࡛ࠊཎᏊ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

⅔ࢆᏳ෭ࡸࡍࡓࡵᚲせ࡞ࠊ㠀ᖖ⏝ࡢࢹ࣮ࢮࣝⓎ

ㄆ ண㸶m

㟁ᶵࡢ୍㒊ࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮾி㟁ຊ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࡣࡓࡔࡕᏳୖࡢၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊཎᏊຊ

 10m ௨ୖ

⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲᇶ࠸࡚ࠊ␗ᖖែࢆ▱ࡽࡏࡿ㏻ሗ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࢆᅜ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

㸱m

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡢࡇࢁࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ₃ࢀࡿ࡞ࠊእ㒊

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸱m

ࡢᙳ㡪ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢ㏻ሗࡣࠊཎᏊຊ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

タ␗ᖖࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㏻ሗࡍࡿࠊᅜ㏻ሗࡍࡿไᗘ࡛

ㄆ ண㸴m

ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 11 ᖺࡢᮾᾏᮧࡢ⮫⏺ᨾࡢ㝿ࡘࡃࡽࢀࡲ

ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡋࡓࠋ⌧Ⅼ࡛ࡣᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ₃ࢀࡿᜍࢀࡣ࡞࠸࠸࠺

m

ண㸲

ࡇ࡛ࡍࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁὀពࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡍࠋ

ண㸱m

ࢼ㸸ࠊஸࡃ࡞ࡗࡓ᪉ࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

┴ࡢ┦㤿ᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ༡┦㤿ᕷཎ⏫ࠊୖబ

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸱m

ࡢ⪁ே⚟♴タࡢࣚࢵࢩ࣮ࣛࣥࢻࡀಽቯࡋࠊ༑ᩘேࡀᘓ

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

≀ࡢୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢ࠺ࡕ㸳ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉ

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷཎ⏫༊ୖబࡢ⪁

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ே⚟♴タࡢࣚࢵࢩ࣮ࣛࣥࢻࡀಽቯࡋࠊ༑ᩘேࡀᘓ≀ࡢ

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯m

ୗᩜࡁ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡇࡢ࠺ࡕ㸳ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᾘ㜵ࡣ⌧ሙ࡛ᩆຓసᴗ࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿ

㸯m

ண㸱m

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⏬㠃ࡣᘬࡁ⥆ࡁࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

࠶ࠊࡲࡓࠊ᪂ࡋ࠸ሗ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࠊࡇࡢὠἼ࡛ࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷ࠶ࡿෆᾏᶫ㏆࡛ࠊ⾜

ࢁ ண㸯m

᪉᫂⪅ࡀከᩘฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᐑᇛ┴▼ᕳᕷ

ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

࠶ࡿෆᾏᶫ㏆࡛ࠊ⾜᪉᫂⪅ࡀከᩘฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ࡇ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃ࠊ㟷᳃┴ඵᡞ

࡛ࡍࡀࠊ⏬㠃ࡢྑഃࡽ

㸯m

ὶࢀ࡚ࡁࡓ⯪ࡀࠊࡇࢀࡣᓊቨ㏆ࡃἩࡲࡗ࡚࠸ࡓ⯪࡞ࢇ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

࡛ࡍࡀࠊ⾪✺ࡋࡲࡋࡓࠋ

ண㸯m

㒔ྖࡉࢇࠊὠἼࡀ┦ᙜ࡞ຊ࡛ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸰
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16

52㸸13

࡛ࡍࡡࠊࡇࢀࡣࠋ

m

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡇࡢ㏿ࡉࠊ⛊㏿㸱mࠊ㸲mࠊࡇࢀࡣࠊே㛫

ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡣ⤯ᑐ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊṚࡠࡇ

ண㸰m

ࡣචࢀ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇࢁࡐࡦࠊ ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ
⤯ᑐࠊฟ࡞࠸ࡼ࠺ࠋࡑࢀࠊᫎീ࡛ぢࡿᑡࡋ㐜࠸ࡼ

16

52㸸48

ࢁ ண㸰m

࠺ぢ࠼ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ㠀ᖖ࡞ࢫࣆ࣮ࢻ࡛㝣ࡢ୰

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ධࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋᕷ⾤ᆅࡢ୰ࠊࡇࢀࡣࠊ࠺ࡗࡾࡍ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண㸯

ࡿ㸯㝵ࡢኳ࠶ࡓࡾࡲ࡛Ỉࡀࡘ࠸࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ࠊࡑ

m

ࢇ࡞ὠἼ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖┴ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண

࡛ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࡋࡓ㏻ᶵ㛵ࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁ

㸯m

ࡲࡋࡓࠋᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࠊᮾᆅ᪉㛵ᮾᆅ᪉ࡢ᪂ᖿ⥺ࡸ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈࢁ

㹈㹐ࡢᅾ᮶⥺ࠊ⚾㕲ྛ⥺ࡣ༗ᚋ㸲 40 ศ⌧ᅾࠊከࡃࡢ

ண㸯m

㊰⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࠊ᪂ᖿ⥺࡛ࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ
53㸸07

ࠊࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ㟷᳃┴ඵᡞᕷࠊ⯪ࡀḟࠎ

ண㸯m

ὶࡉࢀ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊᶓಽࡋ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㏻

ὠἼὀពሗ ᒣᙧ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண 50cm

ሗࡢ㏵୰࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⏬㠃ࡢᵝᏊࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ

53㸸47

㟷᳃┴ඵᡞᕷࡢᵝᏊࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⯪ࡀὶࡉࢀ࡚ᶓಽ

ண 50cm

ࡋ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏬㠃ࡢྑഃࡀᾏࡢ࠺࡞ࢇ࡛

ὠἼὀពሗ ⛅⏣┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50cm

ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡕࡽࡽࡁ࡞⯪ࡀḟࠎὶࡉࢀ࡚࠸ࡁ

ὠἼὀពሗ 㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡲࡍࠋ⯪ࡀᶓಽࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠶ࡓࡾࡣࠊࡇࢀࡣὠἼ

ὠἼὀពሗ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࡀ᮶ࡿ๓ࡣᓊቨࡔࡗࡓᡤ࡛ࡍࠋࡑࡢᓊቨࡢୖࡁ࡞⯪

ࢁ ண 50cm

ࡀࡾୖࡆ࡚ࠊࡑࡋ࡚ᶓಽࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ᪂₲┴ୖ୰ୗ㉺ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண

ࡑࡋ࡚ࠊ㝣ࡢ࠺ࡶὠἼࡀὶࢀ࡚࠸ࡃࡢࡀศࡾࡲ

 50cm

ࡍࠋ

54㸸08

54㸸29

ࡢࡍࡄ㏆ࡃࠊࡇࡢࡼ࠺ከࡃࡢᘓ≀ࡀ❧ࡕ୪ࢇ࡛

ὠἼὀពሗ ᐩᒣ┴ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண 50cm

࠸ࡲࡍࠋඛࡣࠊࡇࡢࠊ⏬㠃ࡢ୰ኸ࠶ࡓࡾࠊ㌴ࡶ㉮

ὠἼὀពሗ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண

ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾᾏỈࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛

50cm

࠸ࡁࡲࡍࠋὠἼࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸴 20 ศࡈ

㒔ྖࡉࢇࠊࡇࡢὠἼࡢ㏿ࡉ࠸࠺ࡢࡣ┦ᙜ㏿࠸࡛ࡍࡡࠋ ࢁ ண 50cm
㒔ྖ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ⛊㏿㸱ࠊ㸲m ࡄ

ὠἼὀពሗ 㛗ᓮ┴す᪉ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ ண

ࡽ࠸࡞ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࡞ࠋ

50cm

ࢼ㸸㸯⛊㛫㸱m ࡽ㸲m ࡄࡽ࠸㐍ࡴ࠸࠺ࡇ࡛ࡍ

ὠἼὀពሗ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ

ࡡࠋ

ண 50cm

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠋὥỈࡢࡁࡢࡁ࡞ᕝࡢὶࢀ

ὠἼὀពሗ 㤶ᕝ┴ ༗ᚋ㸴 40 ศࡈࢁ ண 50cm

ྠࡌࡄࡽ࠸ࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋே㛫ࡣࡶ࠺ఱࡶ

ὠἼὀពሗ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ ༗ᚋ㸵 10 ศࡈࢁ ண

ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 50cm

ࢼ㸸ࡇࢀࠊኚ༴㝤࡞≧ἣ࡛ࡍࠋኚ༴㝤࡞≧ἣ࡞

ὠἼὀពሗ ᒸᒣ┴ ༗ᚋ㸵 30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋኚ༴㝤࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺

ὠἼὀពሗ ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸶 10 ศࡈ

ࡒࠊᏳ࡞㧗ྎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㟷᳃┴ඵᡞᕷࡢ⌧

ࢁ ண 50cm

ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋὠἼࡀఫᏯ⾤ᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ ὠἼὀពሗ ᗈᓥ┴ ༗ᚋ㸷㸮ศࡈࢁ ண 50cm
ὠἼࡀఫᏯ⾤ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷࡢ

ὠἼὀពሗ బΏ ༗ᚋ 10  30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ࡞ࡾ㏿࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛ࠊఫᏯ⾤ࡢ
(55㸸00)

ዟ῝ࡃࡲ࡛ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡃᵝᏊ࡛ࡍࠋኚ༴㝤࡞≧ἣ࡛

༗ᚋ㸲 54 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡍࠋ㡹࡞ᘓ≀ࡢࠊ࡞ࡿࡃୖࡢ㝵㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ㏻ࡾ
16

55㸸11

⏬㠃ࡢᕥୗ࡛ࡣࠊ⥲⌮⮧ᐁ㑰ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋⳢ⥲⌮⮧

୰⥅࣭ 㤳┦

ࡢグ⪅ぢࡀࡲࡶ࡞ࡃጞࡲࡾࡲࡍࠋ

ᐁ㑰

⏨ᛶ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡓࡔ࠸ࡲࡽࠊᅇࡢᆅ㟈ࡘࡁࡲࡋ
࡚⥲⌮ࡽᅜẸࡢⓙᵝ͐

- 265 -

ࢼ㸸ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ࡣࠊ㟷᳃┴ඵᡞᕷࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
㌴ࡀὠἼ࡛ὶࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶศࡾࡲࡍࠋ
16

55㸸30

Ⳣ⥲⌮㸸ᅜẸࡢⓙᵝࠊࡶ࠺ࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࡛࢜ࡈᢎ▱ࡢࡼ
࠺ࠊᮏ᪥ 14  46 ศࠊ୕㝣Ἀࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳࣗ
࣮ࢻ 8.4 ࡢࠊ㠀ᖖᙉ࠸ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡼࡾࠊᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡁ࡞⿕
ᐖࡀⓎ⏕ࢆ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࠎࡣᚰ
ࡽ࠾ぢ⯙࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊཎᏊຊタࡘࡁࡲ
ࡋ࡚ࡣࠊ୍㒊ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ⮬ືṆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ
ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇࢁࠊእ㒊ࡢᨺᑕᛶ≀㉁➼ࡢᙳ㡪ࡣ
☜ㄆࢆࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

56㸸23

ࡇ࠺ࡋࡓែࢆࡴ࠼ࠊ⚾ࢆᮏ㒊㛗ࡍࡿ⥭ᛴ⅏ᐖᑐ⟇
ᮏ㒊ࢆࡓࡔࡕタ⨨ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᅜẸࡢⓙᵝࡢᏳ
ࢆ☜ಖࡋࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡋ࡚⥲ຊ
ࢆᣲࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡲࡍࠋᅜẸࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ
࡚ࡶࠊᚋࠊᘬࡁ⥆ࡁὀព῝ࡃࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࡢሗ㐨ࢆ
ࡼࡃཷࡅࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ
ᚰࡽ࠾㢪࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

16

57㸸13

⏨ᛶ㸸ࡑࢀ࡛ࡣࠊ⥲⌮ࡣࡇࡢᚋ㸦㸽㸧ᆅ㟈ࡢᑐᛂࡀ࠶

༗ᚋ㸲 54 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀ㉁ࡢᑐᛂࢆ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ㏻ࡾ

ᆅ㟈㏿ሗ

⾜ࢃࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ࢼ㸸⥲⌮⮧ᐁ㑰࡛Ⳣ⥲⌮⮧ࡀࠊⓎゝࡋࡲࡋࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢⓎゝ࡛ࡍࠋ
ᯞ㔝㸸࡛ࡣࠊ࠺ࡒࠋ
グ⪅㸸ẖ᪥᪂⪺ࡢ࢝ࢤ࣐࡛ࣖࡍࠋ⌧ᅾᨻᗓࡢᢕᥱࡋ࡚࠸
ࡿ⿕ᐖࡢ≧ἣࠊࡲࡓࠊࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࢀࡤࡅࡀேࡢ≧ἣ
࡞ࠊᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᯞ㔝㸸ࡣ࠸ࠋ㛵ಀᶵ㛵ࡽࡑࢀࡒࢀࠊ⿕ᐖࡢ≧ἣࡣ୍้
้ᮏ㒊ࡢ࠺ධࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡉ᪥ࠎ
(58㸸02)

58㸸17

้ࠎࠊࠎ้ࠎධࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ

༗ᚋ㸲 54 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᚋࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊ☜ㄆࡀࡉࢀࡓ㒊ศࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚࠸

㟈ᗘ㸱 㟷᳃┴୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡

ࡓࡔࡁࡓ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣ

㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ

┦ᙜ⏒࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇࢆ๓ᥦ

㏻ࡾ

ࠊ⥲ຊࢆᣲࡆ࡚ᨻᗓࡋ࡚⿕ᐖࡢᩆࠊࡑࡋ࡚ᣑࡢ

༗ᚋ㸲 54 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㜵Ṇྥࡅ࡚᭱㝈ࡢດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆ࠾

㟈ᗘ㸱 㟷᳃┴୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣㒊 ᒾᡭෆ㝣༡

ఏ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㒊 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ⚟ᓥ

グ⪅㸸ẖ᪥᪂⪺࡛ࡍࠋᐑᇛ┴▱ࡽ⮬⾨㝲ὴ㐵ࡢせㄳ

㏻ࡾ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ⌧ᅾࠊࡢࡼ࠺ᑐᛂࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ᯞ㔝㸸15 㸰ศࠊᐑᇛ┴▱ࡽᮾ᪉㠃⥲ᐁᑐࡋ⅏
ᐖὴ㐵せㄳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀඛ❧ࡕࡲࡋ࡚ࠊ
⮬⾨㝲ࡢ࠺࡛ࡣ㹓㹆㸫㸯ࠊ࣊ࣜᫎఏࡶ࡛ࡁࡿ࣊ࣜࢥࣉ
ࢱ࣮࡞ࢆ㞳㝣ࡉࡏ࡚ᑐᛂࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡁࡕࢇ
⤫ィࢆྲྀࡗ࡚࡛ࡍࡡ͐
16

58㸸51

ࢼ㸸ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢグ⪅ぢࡢ㏵୰࡛ࡍࡀࠊࢸࣞࣅࡢ
⏬㠃࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ
㐲ࡃࡢ࠺⅖ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖࡀ⅖ୖࡋ࡚
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୰⥅࣭ྎ

࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋྎᕷࡢࠊࡇࢀࡣࠊ༡ࡢ᪉ྥࡔ
(59㸸20)

16

16

59㸸33

59㸸54

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋྎᕷࡢ༡ࡢ᪉ྥࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛⅖ࡀୖࡀ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴

⌧ᅾࠊ้ࡣࡶࡲ࡞ࡃ㸳࡞ࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟

ࡍࠋ࠶ࡓࡾࡣⷧᬯࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋྎᕷࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ

ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲⌧ᅾࠊᕷෆࡢᾘ㜵⨫࡞ࡣ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴ෆ

ⅆ⅏ࡀ 14 ௳ࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿ࡞ࠊᩆ

‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ

ຓࡢせㄳࡀ 13 ௳ࠊࡅࡀ࡞ࡢࡓࡵᩆᛴせㄳࡀ 20 ௳ࠊ࢞

༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵

ࢫ₃ࢀࡢ㏻ሗࡀ㸲௳ᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ඣᓥ┴ Ἀ⦖┴

ὠἼ㆙ሗ

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྎᕷࡽぢࡓࠊ ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂
ྎᕷࡢ༡᪉ྥࢆぢࡓᵝᏊ࡛ࡍࠋྡྲྀᕷࡢ᪉ྥࢆぢ࡚࠸

₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏ

ࡲࡍࠋⅆࡢᡭࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㯮࠸↮ࡶୖࡀ

ἢᓊ ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ้ࡣࡲࡶ࡞ࡃ㸳࡞ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ࠶

ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉

ࡓࡾࡣࠊࡔࢇࡔࢇⷧᬯࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ

ࡇࡕࡽࡣࠊඵᡞᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷࠊ ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗
ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡇࢀࡣࠊὠἼࡀᘬࡁࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍࠋ

୰⥅࣭ 㟷᳃
┴ඵᡞ

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊࠊὠἼࡀ࡞ࡾ㏿࠸㏿ᗘ࡛ࠊࡇࢀࡣࠊ ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ
ᘬࡁࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡇࡢ⏬㠃ࡽゝ࠸ࡲࡍࠊྑഃ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡀᾏࡢ᪉ྥ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡕࡽࡢ࠺ࠊ࡞ࡾ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡢ㏿ᗘ࡛Ἴࡀᘬ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᚋ࠸ࡗࡓࢇᘬ࠸࡚Ἴࡢ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

ືࡁࡀࡲࡗࡓᚋࠊࡲࡓࡧἼࡣᢲࡋᐤࡏࡲࡍࠋࡑࡢᢲ

ண 10m ௨ୖ

ࡋᐤࡏࡿἼࡣࠊ᪤᮶࡚࠸ࡿἼࡼࡾࡶ㧗ࡃࠊ㐲ࡃࡲ࡛᮶

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸲m

ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡇࡢඛᩘ㛫ࡣ࡛ࡍࡡࠊ ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

17

00㸸39

㑊㞴ࢆࡋ࡚࠸ࡿᡤࡽ⤯ᑐື࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࢼ㸸㒔ྖࡉࢇࠊࡑࡋ࡚ࠊ⯪ࡀᶓಽࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ

ㄆ ண㸴m

ࡀศࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊᨵࡵ࡚ࡇࡢὠἼࡢ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

࠶ࠊࠊ⏬㠃ࡢୗࡢ࠺ࠊࣛࢺࢆࡘࡅࡓ㌴ࡀࡳ࠼ࡲࡍࠋ ㄆ ண㸶m
ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

㒔ྖ㸸ࡇࢀࠊேࡀࠊேࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠺ࢇࠋ
00㸸56

ࢼ㸸ᾏᓊ㏆ࡣኚ༴㝤࡞≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ  10m ௨ୖ
࠺ࡒࠊ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡕࡽࡣࠊᾏ㐨ࡢⱢ

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ᑠ∾ࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋୖ✵ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽࡢᫎീ࡛

㸱m

ࡍࠋⱢᑠ∾ᕷෆࡢ
17

01㸸14

୰⥅࣭ ᾏ
㐨Ɫᑠ∾

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸱m

ࡢᵝᏊࡀぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡇࡇࡲ࡛ࠊᐑᇛ┴ࡢ⿕ᐖࡀࠊ┦ᙜ࡞⏒࡞⿕

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ᐖࡀぢ࠼࡚࠸ࡲࡍࡅࡶࠊᅇࡢᆅ㟈ࡣ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ

ㄆ ண㸴m

8.4 ࠸࠺ᕧᆅ㟈࡛ࡍࢇ࡛ࠊὠἼࡢ⠊ᅖࡶᾏ㐨

ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸲

ࡽす᪥ᮏࡢ࡛ࡍࡡࠊኴᖹὒἢᓊᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ࠊ m

01㸸57

ᮾᆅ᪉ࡢἢᓊࡣ 10m ࢆ㉺࠼ࡿὠἼࡀ᮶࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ᮶

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ࡍ࡛฿㐩᥎

࡚࠸ࡿࡇࡀணࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ≉୕㝣ᾏᓊࡣ࡛ࡍ

ண㸱m

ࡡࠊࡑ࠺࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡅࡶࠊ୕㝣ࡣධ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ࡾ⤌ࢇࡔᾏᓊ⥺ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᏙ❧ࢆࡍࡿ࡞ࡾ༴㝤

ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸱m

࡛ࡍࡢ࡛ࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡢ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ࢼ㸸ࡇࢀࡣࠊ㟷᳃┴ඵᡞᕷࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥ

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

୰⥅࣭ 㟷᳃

ࢫࢫࢺࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ ㏆ࡃࡢࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡀ

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

┴ඵᡞᕷ

ぢ࠼ࡲࡍࠋࡑࡢࡲࢃࡾࢆࠊ࡞ࡾ㏿࠸ὶࢀࡢỈࡀὶࢀ࡚

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯m

࠸ࡃᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࠋ࡞ࡾࡢ㏿ᗘ࡛Ỉࡀὶࢀ࡚࠸ࡃ

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

ࡢࡀศࡾࡲࡍࠋࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡢࡲࢃࡾࠊỈࡀ

㸯m
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ண㸱m

17

02㸸32

࡞ࡾ㏿࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛ὶࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋఫᏯ⾤ࡲ࡛ࠊὠἼࡣᢲࡋᐤࡏ࡚࠸

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࡲࡍࠋ

ࢁ ண㸯m

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ᅇࡢᆅ㟈࡛ࡣ࡛ࡍࡡࠊ⚟ᓥ┴ࡢ┦㤿
m30cm ௨ୖࠊࡇࢀࡣࠊ㸵m30cm ࢆ㉺࠼࡚ほ

03㸸03

17

03㸸38

࡛㸵

ࡀ࡛ࡁ࡚

ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m
ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸰m

࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡽࠊࡑࢀ௨ୖࡢὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡿ

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

ࡢࢆࡣࡌࡵࠊᮾᆅ᪉ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍࡀࠊ༓ⴥ┴ࡢ㖯Ꮚ

㸯m

ᕷ࡛ࡶ㸰m20cmࠊᾏ㐨㔲㊰

ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

࡛ࡶ㸰m ࠊ࠸ࡎࢀࡶ㸲

mࠊ㸱mࠊ㸰m ࠸ࡗࡓὠἼࡀ᪤ᢲࡋᐤࡏ࡚ࡲࡍࡢ

ண㸯m

࡛ࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊᮾ௨እࡢᆅᇦࡘ࠸࡚ࡶࠊᗈ࠸⠊ᅖ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸰

࡛ࡍࡄ㑊㞴ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

m

࠶ࡶ࠺୍ࡘࠊඛᨻᗓࡢⓎ⾲࡛⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨

ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡉࢀࡲࡋࡓࡅࡶࠊ㆙ᐹᗇࡣ࡛ࡍࡡࠊࠊ୰ᅜᆅ᪉ࠊ㏆

ண㸰m

␥ᆅ᪉ࠊ୰ᅜᆅ᪉ࡢ⟶༊ࡢᗈᇦ⥭ᛴຓ㝲࠾ࡼࡑ 900 ே

ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࡀᐑᇛ┴ࠊᒾᡭ┴ࠊ⚟ᓥ┴᪉㠃ྥࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ

ࢁ ண㸰m

࡛ࡍࠋ࡛ࡶࠊࡲ࠶ 900 ே࡛ࡣேᩘࡣࡶࡕࢁࢇ㊊ࡾࡲࡏ

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ࢇࡢ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓつᶍࡢ⅏ᐖ࡛ࡍࢇ࡛ࠊᗈᇦⓗ࡞ᛂࢆ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண㸯

❧ࡕୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᅜࡢᾘ㜵࡛ࠊ⥭ᛴᾘ㜵

m

ຓ㝲➼ࡢὴ㐵ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࢆᛴࡄᚲ

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

せࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

m

ࢼ㸸⿕ᐖࡢሗࡀධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴㆙ᐹᮏ㒊

ὠἼ㆙ሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈࢁ

ࡼࡾࡲࡍࠊ▼ᕳᕷ‖ᆅ༊࡛ࠊⴠୗ≀ࡼࡗ࡚㸯ேࡀṚ

ண㸯m

ஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᰣᮌ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡼࡾࡲ

ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

ࡍࠊᰣᮌ┴ⰾ㈡⏫ୗ㧗᰿ἑ࠶ࡿࠊ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡢ

ண㸯m

࣍ࣥࢲࡢᕤሙ࡛ኳࡀᔂࢀ࡚ࠊዪᛶ㸯ேࡀୗᩜࡁ࡞ࡾ

ὠἼὀពሗ ᒣᙧ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

Ṛஸࡋࡲࡋࡓࠋዪᛶࡣ 30 ௦ࡽ 40 ௦ぢࡽࢀࠊ㆙ᐹࡣ

ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ

㌟ඖࡢ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋⲈᇛ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍ

ண 50cm

ࠊⲈᇛ┴ࡢ㧗ⴗᕷ࡛ࡶࠊᘓ≀ࡀಽቯࡋ࡚㸯ேࡀṚஸࡋ

ὠἼὀពሗ ⛅⏣┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண 50cm

ࡲࡋࡓࠋᐑᇛ┴ᰣᮌ┴ࠊࡑࢀⲈᇛ┴࡛ࠊࡇࢀࡣࠊே

ὠἼὀពሗ 㜰ᗓ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண 50cm

ண 50cm

ࡀஸࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞⿕ᐖࡢሗࡶධࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠋ ὠἼὀពሗ රᗜ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ
04㸸16

04㸸33

04㸸54

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠊⲈᇛ┴࡛ࡶవ㟈ࠊవ㟈࠸࠺ࠊ㟈※

ࢁ ண 50cm

୰⥅࣭ Ⲉᇛ

ᇦࡀᗈࡀࡗࡓぢࡽࢀࡿᆅ㟈࡛࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.4 ࡢᆅ

ὠἼὀពሗ ᪂₲┴ୖ୰ୗ㉺ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண

┴Ὑ⏫

㟈ࡀ㉳ࡁ࡚ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࡢᦂࢀࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡎࢀ

 50cm

ࡋ࡚ࡶࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞ᦂࢀࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡲࡍ

ὠἼὀពሗ ᐩᒣ┴ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡽࠊవ㟈ࡣཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ ༗ᚋ㸳 30 ศࡈࢁ ண

ࢼ㸸ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊⲈᇛ┴Ὑ

50cm

⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ

ὠἼὀពሗ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸴 20 ศࡈ

㒔ྖࡉࢇࠊࡇࢀࠊỈࡢᵝᏊࡣࠊࡇࢀࠊ࡞ࡾᘓ≀ࡢࡲ

ࢁ ண 50cm

ࢃࡾỈࡀࡘࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㌴ࡀᾋ࠸ࡓࡾࡘࡗ࡚࠸ࡿ

ὠἼὀពሗ 㛗ᓮ┴す᪉ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ ண

ᵝᏊࡀศࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࠊỈࡢὶࢀࡣࡕࡻࡗࢃ

50cm

ࡎࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡍࡅࢀࡶࠊ౫↛ࡋ࡚༴㝤࡞≧ἣ

ὠἼὀពሗ ⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ ༗ᚋ㸴 30 ศࡈࢁ

࡛࠶ࡿࡇࡣኚࢃࡾ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ

ண 50cm

㒔ྖ㸸୍␒㧗࠸ᡤࡲ࡛Ỉࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࢀ୍࡛ⓗ

ὠἼὀពሗ 㤶ᕝ┴ ༗ᚋ㸴 40 ศࡈࢁ ண 50cm

ࠊࣆ࣮ࢡ࡞ࡗࡓࢇ࡛Ṇࡲࡗࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࡢᚋᘬ࠸

ὠἼὀពሗ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ ༗ᚋ㸵 10 ศࡈࢁ ண

࡚࠸ࡃ࠺ࡢỈࡢໃ࠸ࡀࠊࡇࢀࡲࡓ㠀ᖖ㏿࠸ࢫࣆ࣮ࢻ

 50cm

ࡢὶࢀࢆᣢࡘࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࠊᘬࡃሙྜࡣỈࡳ

ὠἼὀពሗ ᒸᒣ┴ ༗ᚋ㸵 30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡕࡀ୍⟠ᡤࠊࡇ࠺㞟୰ࡋ࡚⌧ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ

ὠἼὀពሗ ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸶 10 ศࡈ
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17

05㸸21

࡛ࠊ≀ࡔࠊ㌴࡞ࡀἈὶࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࡀ㉳ࡁ

ࢁ ண 50cm

ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ

ὠἼὀពሗ ᗈᓥ┴ ༗ᚋ㸷㸮ศࡈࢁ ண 50cm

ࢼ㸸࠸࠺ࡇࡣࠊᢲࡋᐤࡏࡿἼࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᘬ

ὠἼὀពሗ బΏ ༗ᚋ 10  30 ศࡈࢁ ண 50cm

ࡃἼࡶࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࠊኚ࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࣃ࣮࣡
ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋᘬࡃἼࡢ࠺ࡀࠊ㞟୰ࡋ࡚⿕ᐖࡀฟࡿഴྥ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ
ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣࠊⲈᇛ┴Ὑ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᘓ≀
ࡢࡲࢃࡾ㌴ࡀᾋ࠸ࡓࡾࡘࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀศࡾࡲ
ࡍࠋ
17

05㸸44

࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛ࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰࡋࡓ㏻ᶵ㛵ࡢ≧ἣࢆ
࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᮾᆅ᪉㛵ᮾᆅ᪉ࡢ᪂ᖿ⥺ࠊ㹈㹐ࡢᅾ
᮶⥺ࠊ⚾㕲ྛ⥺ࡣ༗ᚋ㸲 55 ศ⌧ᅾࠊከࡃࡢ㊰⥺࡛㐠
㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡎࠊ᪂ᖿ⥺࡛ࡍࠋᮾࠊୖ㉺ࠊ㛗㔝ࠊᒣᙧࠊ⛅⏣ࡢྛ
᪂ᖿ⥺ࡣ⌧ᅾࠊ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾᾏ
㐨᪂ᖿ⥺ࡣࠊᮾி᪂㜰ࡢ࠶࠸ࡔࡢ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

06㸸14

ḟࠊ㹈㹐ࡢᅾ᮶⥺࡛ࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊ㟷᳃
┴ෆࡽ㟼ᒸ┴ෆࡲ࡛⌧ᅾࠊࡍ࡚ࡢ㊰⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲༙
⌧ᅾࠊ㟁㌴ࡀ⬺⥺ࡋࡓ࡞ࡢ㔜࡞ᨾࡢሗࡣධࡗ࡚
࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᏳࡢ☜ㄆࡣࡋࡤࡽࡃ㛫ࡀ
ࡿࡓࡵࠊ㐠㌿㛤ࡢぢ㏻ࡋࡣ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ

06㸸38

㤳㒔ᅪࡢ⚾㕲࡛ࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ⚾㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊ࠸
ࡎࢀࡶᏳⅬ᳨ࡢࡓࡵࠊ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕᮾிࡢᆅୗ㕲ࠊᮾி࣓ࢺࣟࡼࡾࡲࡍࠊ
⌧ᅾࠊಀဨࡀᚐṌ࡛ࢺࣥࢿࣝࡢቨࡸᯫ⥺␗ᖖࡀ㉳ࡁ࡚
࠸࡞࠸☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㐠㌿ࡢ㛤ࡲ࡛ࡣ
࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢ㎸ࡳࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
௨ୖࠊࡇࢀࡣࠊ㤳㒔ᅪࢆ୰ᚰࡋࡓ㏻ᶵ㛵ࡢᙳ㡪࡛
ࡍࠋ

17

07㸸03

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸㤳㒔ᅪࡣᆅ㟈ࡢᦂࢀࡣ࡛ࡍࡡࠊ㟈ᗘ㸴௨ୖࡢ
ࡶࡢࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡅࠊ࠶ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࠊ㸴ᙉࡶ
㸯ᅇ┠ࡢᆅ㟈࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶࠊⲈᇛ┴࡞࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊᮾிࡘ࠸࡚ࡣ࡛ࡍࡡࠊࡣࡌࡵࡢᆅ㟈࡛࡞
ࡾ㛗࠸ᦂࢀࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㛗࿘ᮇࡢᦂࢀࡀ㉳ࡁࡲࡍࠊ
࠼ࡤ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡣ⥭ᛴṆࡋ
ࡲࡍࡋࠊࡢࡼ࠺㕲㐨ࠊิ㌴ࡶṆࡲࡾࡲࡍࠋ

07㸸31

ࡓࡔࠊࡇࢀࡀࡍࡄఱ᪂ࡋ࠸⿕ᐖࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊᪧࡲ࡛ᚅࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ࡇࡀ
ᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࢃ࡚࡚ẅ฿ࡋࡓࡾື࠸ࡓࡾࡍࡿࡢ
ࡣ༴㝤࡛ࡍࡢ࡛ࠊ㤳㒔ᅪ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿⓙࡉࡲࡣࠊᵝᏊ
ࢆぢ࡞ࡀࡽ⾜ືࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ
࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ

17

07㸸48

ࢼ㸸ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㟷᳃┴ࡢඵ
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୰⥅࣭ 㟷᳃

┴ඵᡞ

ᡞᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⏬㠃ࡢ୰ኸࡢࡸࡸᕥᐤࡾࢥࣥ
ࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡀぢ࠼ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡑࡢࡲࢃࡾࢆὠ
ἼࡢỈࡀὶࢀ࡚࠸ࡃࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ
17

08㸸04

㒔ྖࡉࢇࠊࡇࢀࠊඛẚࡲࡋ࡚ࠊᑡࡋࡇ࠺ࠊὶࢀ
ࡢໃ࠸ࡀᙅࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶぢ࠼ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
࠺࠸࠺≧ἣ࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㒔ྖ㸸࠶ࡢ㐨㊰ࡢྥࡇ࠺ഃࡢ㏿ࡉࡣࠊỴࡋ࡚ᙅࡲࡗ࡚ࡣ
࠸ࡲࡏࢇࡼࡡࠋ
ࢼ㸸ᙅࡲࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

08㸸13

㒔ྖ㸸࠺ࢇࠋ࠺ࢇࠋ୍␒ࣆ࣮ࢡࡽࡔࢇࡔࢇୗࡀࡗ࡚࠸
ࡃࡇࢁ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊὶࢀࡣࡇࢀࡽࡲ
ࡔ㏿ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ࡛ࠊࡑࢀࡽࠊ࠸ࡗࡓࢇࠊᬑẁぢࡽࢀ
࡞࠸ࡼ࠺࡞ᾏᗏࡀぢࡽࢀࡿࡲ࡛Ỉࡀୗࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ
ᚋࠊࡲࡓୖࡀࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡎ࠸ࡪࢇ࿘ᮇࡀ㛗࠸࡛ࡍࡡࠋ
ࣆ࣮ࢡ࡞ࡗ࡚ࡽୗࡀࡗ࡚ࠊࡲࡓࣆ࣮ࢡ࡞ࡿࡲ࡛ࠊ
ࡇࢀࠊ20 ศࠊ30 ศࡄࡽ࠸࠶ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࡋࡽࠋ㟈※
ࡢࡁࡉࢆᫎࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

08㸸40

ࢼ㸸㛗࠸㛫ࢆࡅ࡚ࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡓࡾᘬ࠸ࡓࡾ
ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡣ࠸ࠋ

17

08㸸43

ࢼ㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡁ࡞⅖ࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣࠊ༓ⴥ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ༓ⴥ┴ࡢᕷཎᕷࡢࢥࣥࣅࢼ

┴ᕷཎ ᕷ▼

࣮ࢺࡢࠊ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ༓ⴥ┴ᕷཎᕷࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࠊ

Ἔࢥࣥ ࣅࢼ

༓ⴥ〇Ἔᡤࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡁ࡞⅖ࢆୖࡆ࡚ࠊᘬࡁ

࣮ࢺ

⥆ࡁ⅖ࡀ⇞࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣྠࡌᫎീ࡛ࡍࠋ༓
ⴥ┴ෆࡢ⌧ᅾࡢᫎീ࡛ࡍࠋ༓ⴥ┴ᕷཎᕷ࡛ࡣࠊࢥࢫࣔ▼
Ἔࡢ㧗ᅽ࢞ࢫࡢࢱࣥࢡࡽⅆࡀࠊ⅖ୖࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
09㸸22

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊᅇࡢᆅ㟈࡛ࠊ
༗ᚋ㸲༙⌧ᅾ࡛ࡍࡽ 40 ศ๓ࡲࡵࡓࡇࢁ
ࡼࡾࡲࡍࠊභࡘࡢ㒔┴࡛ྜࢃࡏ࡚ᑡ࡞ࡃࡶ 44
௳ࡢⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢࠊ༓ⴥ┴ࡢ
ᕷཎᕷࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࡢタࡢ࢞ࢫ₃ࢀࡼࡿ⇿Ⓨࠊࡇࢀ
ࡶࡑࡢྜ⟬㸦㸽㸧ྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾி㒔ෆ࡛
ࡶⅆ⅏ࡀࠊ ༊ࡢ࠾ྎሙ࡞࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋ

09㸸49

ⅆ⅏ࡢ௳ᩘࡀከࡃ࡞ࡾࡲࡍࠊ୍ᗘࡓࡃࡉࢇࡢᾘ㜵㌴
ࡢฟື࡞ࡾࡲࡍ࡞࡞ᾘ࡛ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊึᮇ
ᾘⅆࡀ࡛ࡍࠋ㏆ࡃ࡛ࠊࡲࡔᑠࡉ࠸࠺ࡕⅆࢆᾘࡍ

(10㸸00)

17

10㸸16

࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡍࠋࡓࡔࡋࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿ

༗ᚋ㸳㸳ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅᇦࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊὠἼࡽࡢ㑊㞴ࡀඃ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 30 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.8

ඛ࡛ࡍࠋỈࡘࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ᾘⅆάືࢆࡍࡿ

༗ᚋ㸳㸳ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸱ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ࡢࡣ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࡢ࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿἢᓊ

ࡲࡋࡓ

ࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊࡲࡎ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࢼ㸸༓ⴥ┴ᕷཎᕷࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࠊ༓ⴥ〇Ἔᡤࡢ⌧ᅾࡢ

㟈ᗘ㸱 ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟

ᵝᏊ࡛ࡍࠋࡇࢀࠊ⅖ࡀ࡞ࡾࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶ

ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ

ぢ࠼ࡲࡍࠋ༓ⴥ┴ᕷཎᕷࡢᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊᕷཎ

┦㤿ᕷ ᴍⴥ⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ ⊦ⱑ௦⏫
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ᆅ㟈㏿ሗ

ᕷ༡ᾏᓊࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࡢ༓ⴥ〇Ἔᡤࡽࠊ༗ᚋ㸱

ὠ⨾㔛⏫

48 ศࡈࢁⅆࡀฟࡲࡋࡓࠋ࢞ࢫࢱࣥࢡࡸ㓄⟶ࡢ㏆ࡽ
㯮࠸↮ࢆୖࡆ࡞ࡀࡽࠊ⅖ࡀࡁࡃ⇞࠼ୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢥࢫࣔ▼Ἔࡼࡾࡲࡍࠊⅆࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣ㧗ᅽ࢞ࢫࡢ
ࢱࣥࢡ㏆࡛ࠊ⅖ࡣ㧗ࡉ 30m వࡾࡲ࡛ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊࡇࡢⅆ⅏࡛ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛㸯ேࡀࡅࡀࢆࡋࡓ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋ
17

10㸸59

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊྛᆅ࡛ⅆ
⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣὠἼࡢ㆙ᡄࡀඃඛࡍ

(11㸸09)

ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

༗ᚋ㸳㸳ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ≉ᮾࡽ࡛ࡍࡡࠊᚨᓥ┴ࡲ࡛

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 30 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.8

ࡢኴᖹὒἢᓊࡣὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ10m ࢆ㉺࠼

༗ᚋ㸳㸳ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸱ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡾ

ࡿὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊὠἼࡣᾏᓊࡽ

ࡲࡋࡓ

ᩘ࢟ࣟ㐳ୖࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋඛྎ࡛ࡶぢࡽࢀ

㟈ᗘ㸱 ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊὠἼࡣࡓࡔỈࡢὶࢀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡀࢀࡁࠊ ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ 㡲㈡ᕝᕷ ᱓ᢡ⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ

17

11㸸34

ᅵ◁ࢆᢲࡋᐤࡏ࡚ࡑࡢࡓࡲࡾ࡞ࡗ࡚ᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁ

┦㤿ᕷ ᴍⴥ⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ ⊦ⱑ௦⏫

ࡲࡍࢇ࡛ࠊ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ὠ⨾㔛⏫

ࢼ㸸⿕ᐖࡢሗࡀࡲࡓධࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᰣᮌ┴㆙ᐹᮏ
㒊ࡼࡾࡲࡍࠊᰣᮌ┴ⰾ㈡⏫ୗ㧗᰿ἑ࠶ࡿ⮬ື㌴࣓
࣮࣮࢝ࡢ࣍ࣥࢲࡢᕤሙ࡛ࠊ⏨ᛶ 1 ேࡀኳቨࡣࡉࡲ
ࢀ࡚Ṛஸࡋࡲࡋࡓࠋ⏨ᛶࡣ 30 ௦ࡽ 40 ௦ࡔ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊ㆙ᐹ࡛㌟ඖࡸᨾࡢヲࡋ࠸≧ἣࡘ࠸࡚ㄪ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

11㸸58

ࡲࡓࠊᒾᡭ┴ධࡗࡓሗࡼࡾࡲࡍࠊஂឿᕷ࡛㌴ࡀ

୰⥅࣭ Ⲉᇛ

ὶࡉࢀ࡚㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࢸࣞࣅࡢ⏬㠃

┴Ὑ⏫

ࡣⲈᇛ┴Ὑ⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋⲈᇛ┴ࡢ㮵⾜ᗈᇦ
ົ⤌ྜᾘ㜵ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊⲈᇛ┴ᮾ㒊ࡢ†ࠊᾆ
ᯫࡿ㮵⾜ᶫࡀⴠୗࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋⲈᇛ┴ᮾ㒊ࡢ†ࠊᾆᯫࡾࡲࡍ㮵
⾜ᶫࡀⴠୗࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋᾘ㜵ࡣࠊ㌴ࡶఱྎⴠࡕࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚
࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
12㸸31

ࡑࢀࡽࠊᐑᇛ┴㆙ᐹᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸳๓ࠊ

(12㸸34)

ྎᕷኴⓑ༊ྥᒣ࡛᪑㤋ࡢᘓ≀ࡀಽቯࡋࠊ୰ࡽ㸱ேࡢ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ

ኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋྎᕷኴⓑ༊ྥᒣ࡛᪑㤋

㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴

ࡢᘓ≀ࡀಽቯࡋ࡚ࠊ୰ࡽ㸱ேࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡓ࠸࠺ࡇ

༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ༓ⴥ┴ෆᡣ ఀ㇋ㅖᓥ ᑠ➟

࡛ࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊዪᛶ㸯ேࡣᩆຓࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛

ཎㅖᓥ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ 㟼ᒸ┴ ḷᒣ┴ ᚨᓥ┴

ࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 㝣ዟ‴ ᮾி‴ෆ

ࢸࣞࣅࡢ⏬㠃ࠊⲈᇛ┴Ὑ⏫ࡢᫎീ࡛ࡍࡀࠊࠊ࣓࢝ࣛ

‴ ឡ▱┴እᾏ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ୕㔜┴༡㒊 ῐ㊰ᓥ

ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ぢࡽࢀࡲࡍࠋ࠺ࡒࠊࡇࡢᚋࡶ

༡㒊 ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ 㧗▱┴ ศ┴ ᐑᓮ┴ 㮵

వ㟈ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊⴠࡕ࡚ࡃࡿ≀ࡸಽࢀ࡚ࡃࡿ

ඣᓥ┴ Ἀ⦖┴

12㸸50

≀ࡽ㌟ࢆᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᘬࡁ⥆ࡁὠἼ㆙ሗࠊ ὠἼὀពሗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ ⛅⏣┴ ᒣᙧ┴ ᪂

13㸸11

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᏳ࡞㧗ྎࡸ㧗࠸ᘓ≀ࡢୖ

₲┴ ᐩᒣ┴ ▼ᕝ┴⬟Ⓩ 㜰ᗓ රᗜ┴℩ᡞෆᾏ

ࡢ࠺㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ἢᓊ ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ 㤶ᕝ┴ ឡ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸㸯ᅇࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡲࡍࠊࡑࢀࡼࡗ࡚

ᒣཱྀ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ᭷᫂ᾏ࣭ඵ௦ᾏ 㛗ᓮ┴す᪉

ᘓ≀ࡣࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋぢࡓ┠࡛ࡣᘓ≀ࡶࡕ

⇃ᮏ┴ኳⲡℿἢᓊ
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ὠἼ㆙ሗ

ࡷࢇࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼࡚ࡶࠊᰕ࡞டࡀධࡗ
࡚ࠊࡑࡢḟࡢవ㟈࡛ᔂࢀࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ
ᘓ≀➼டࡀ࠶ࡿࡢࢆぢࡓࡽࠊ⤯ᑐࡑࡢᘓ≀ࡣධ
ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
17

13㸸29

ࢼ㸸ࡇࡢὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡓᆅᇦࡢሗ࡛ࡍࠋྎᕷ

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

ࡼࡾࡲࡍࠊ⿕ᐖࡢつᶍࡣࡣࡗࡁࡾࡣศࡗ࡚࠸ࡲࡏ

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࢇࡀࠊྎ

࿘㎶ࡢᗈ࠸⠊ᅖὠἼࡀᢲࡋᐤࡏỈᾐࡋ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿぢࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊ༡ⵦ⏕ίࢭࣥࢱ࣮ࡣ

୰⥅࣭ 㟷᳃

㸰㝵ࡲ࡛Ỉࡘࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᐑᇛ

┴ඵᡞ

㔝༊୰㔝ࡢ୰㔝ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊඣ❺ࢆྵࡴ࠾ࡼࡑ 140 ேࡀ
ᒇୖ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
13㸸56

ྎᕷࡣᆅ㟈ࡢᚋࠊᕷࣂࢫᆅୗ㕲ࡢࡍ࡚ࡢ㊰⥺ࢆ㐠
ఇࡋ࡚࠸ࡿࠊᕷ࢞ࢫࡢ౪⤥ࡶ༗ᚋ㸲༙㡭ࡽṆ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᚋࠊᮾி㒔᪂₲ᕷࠊᮐᖠᕷࡽᾘ㜵
ࡢᨭ㒊㝲ࡀ฿╔ࡍࡿணᐃࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

17

14㸸10

⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇࡼࡾࡲࡍࠊᅇࡢᆅ㟈࡛ࠊ༗ᚋ㸲༙
⌧ᅾࠊභࡘࡢ㒔┴࡛ྜࢃࡏ࡚ᑡ࡞ࡃࡶ 44 ௳ࡢⅆ⅏
ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠊఫᏯࡀὠἼ࡛ὶฟࡋࡓ࠸ࡗࡓ⿕ᐖ

(14㸸25)

ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕᐑᇛ┴ෆ࡛ࡣࠊྎᕷࡢ㧗ᒙ

༗ᚋ㸳 12 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

ᆅ㟈㏿ሗ

ࣅ࡛ࣝ㸰௳ࡢⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠊゅ⏣ᕷ࡛ࡶ㸰௳ࠊ ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

14㸸46

༡ᆅᇦ࡛㸯௳ࡢࠊྜࢃࡏ࡚㸳௳ࡢⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣ࠸ࢃࡁᕷ࡛㸱௳ࠊⓑἙ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ༡㒊

ᆅ᪉࡛㸯௳ࠊ㒆ᒣᆅ᪉࡛㸳௳ࠊ⚟ᓥᕷ࡛㸳௳ࡢࠊྜࢃࡏ

㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

࡚ 14 ௳ࡢⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓ⴥ

ᒾᡭ┴࡛ࡣ┒ᒸᕷ࡛㸱௳ࠊ㔠ࣨᓮ⏫࡛㸱௳ࠊୖᕷ࡛㸰

す㒊

௳ࡢࠊྜࢃࡏ࡚㸶௳ࡢⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊⲈ

༗ᚋ㸳 12 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

ᇛ┴࡛ࡣ᪥❧ᕷ࡛㸰௳ࠊࡦࡓࡕ࡞ᕷ࡛㸱௳ࠊᅵᾆᕷ࡛

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㸯௳ࠊ⟃すᆅ᪉࡛㸰௳ࠊ✄ᩜᆅ᪉࡛㸯௳ࠊᖖ⥲ᆅ᪉࡛㸯

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

௳ࠊⲈᇛࡢす༡ᆅ᪉࡛㸰௳ࠊ㮵ᓥᆅ᪉࡛㸰௳ࠊ㜿ぢ⏫࡛

༗ᚋ㸳 12 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

㸯௳ࡢࠊྜࢃࡏ࡚ 15 ௳ࡢⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡑࡋ࡚ࠊඛࡽ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ༓ⴥ┴࡛ࡣࠊ 㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ᕷཎᕷ࠶ࡿࢥࢫࣔ▼Ἔࡢタ࡛࢞ࢫ₃ࢀࡼࡿ⇿Ⓨ

┴ᕷཎ

㟈ᗘ㸲 ⚟ᓥ㏻ࡾ ᰣᮌ༡㒊

ࡀ㉳ࡁ࡚ࠊⅆ⅏࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡑࢀࠊ 㟈ᗘ㸱 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣᆅ
ᮾி
15㸸28

༊ࡢྎሙ࡛ࡶⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

᪉ ᒣᙧ⨨㈷ᆅ᪉ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ ὠ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ

ⅆ⅏௨እࡢ⿕ᐖ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴ࡢᡞᆅ༊࡛ᆅࡍࡾࡀ㉳

༡㒊 ᰣᮌ㒊 ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥ

ࡁ࡚࠸ࡿࠊᒾᡭ┴ࡢஂឿᆅ᪉࡛▼Ἔഛ⏝ࡢᒇእࢱ

ᮾ㒊 ༓ⴥす㒊

ࣥࢡࡀ㸲ᇶ◚ᦆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴Ẽᕷ࡛ࡣ
ᅵ◁ᔂࢀࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠊ▼ᕳᕷ࡛ఫᏯ 10 ᲷࡀὠἼ
࡛ὶฟࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽࠊ⚟ᓥ┴ࡢ࠸ࢃࡁᕷ
ࡸ⚟ᓥᕷ࡛ࡶከᩘࡢᘓ≀ࡀಽቯࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛
ࡍࠋ
17

15㸸56

࡛ࡣࠊ㟷᳃┴ࡢඵᡞᕷᙺᡤ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ ༗ᚋ㸳 12 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

୰⥅࣭ 㟷᳃

ඵᡞᕷࡢ⫋ဨࡢ᪉ࠊࡶࡋࡶࡋࠋ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

┴ඵᡞ

Ⲉᓥ㸸ࡶࡋࡶࡋࠋ

ὠἼ㆙ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࢼ㸸⪺ࡇ࠼ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ༓ⴥ┴ෆᡣ

Ⲉᓥ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸࠾ᛁࡋ࠸ࡇࢁኚ⏦ࡋヂ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࠊඵ
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ᡞᕷᙺᡤࡢ࿘㎶ࡣࢇ࡞≧ἣ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
Ⲉᓥ㸸ᕷࡢᙺᡤࡢ࿘㎶ࡣ࡛ࡍࡡࠊవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࡲࡋ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

࡚ࠊᑠつᶍ࡞ᘓ≀ࡢ⿕ᐖࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

┴ᕷཎ

ࢼ㸸ὠἼࡀ࡛ࡍࡡࠊᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿᫎീࠊࡇࡕࡽ࡛࠾
ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊὠἼࡣ࠺࠸࠺≧ἣ࡛ࡍ
ࠋ
17

16㸸32

Ⲉᓥ㸸ᮏ㒊ࡢ࠺ධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿሗࡋ࡚ࡣࠊ㒊

୰⥅࣭ 㟷᳃

ࡢከ㈡ᑠᏛᰯ ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡲࡋ࡚ࠊ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓ

┴ඵᡞ

᪉ࠎࡀ㸰㝵ࡢ࠺㑊㞴ࡋࡲࡋࡓࠋ
(16㸸47)

ࢼ㸸ඵᡞᕷࡢࠊᑠᏛᰯࡢྡ๓ࠊࡶ࠺୍ᗘࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋ

༗ᚋ㸳 12 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡻ࠺ࠋ

㟈※ࡣⲈᇛ┴Ἀ ῝ࡉ 40 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 6.4

ᆅ㟈㏿ሗ

Ⲉᓥ㸸ከ㈡ᑠᏛᰯ࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ከ㈡ᑠᏛᰯ࡛ࡍࡡࠋ
⏨ᛶ㸸ࡣ࠸ࠋ
ࢼ㸸ࡑࡇ 120 ே࡛ࡍࠋ
Ⲉᓥ㸸࠸࠼ࠊேᩘࡢ࠺ࡣࡕࡻࡗࠋ
ࢼ㸸ேᩘ͐
17

16㸸57

◁ᔒ㸦㸲⛊㛫㸧

17

17㸸01

ࢼ㸸͐ྵࡴᩘ࡛ࡍࡡࠋ

༗ᚋ㸳 12 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈

Ⲉᓥ㸸ࡣ࠸ࠋ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࢼ㸸ࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

Ⲉᓥ㸸ࡣ࠸ࠋ

㟈ᗘ㸲 ࠸ࢃࡁᕷ ⏣ཎᕷ 㧗᰿ἑ⏫

ࢼ㸸࠶ࡢࠊⲈᓥ㝯ࡉࢇ࡛ࡼࢁࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㟈ᗘ㸱 ୍㛵ᕷ ྎᐑᇛ㔝༊ ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮ

Ⲉᓥ㸸ࡣ࠸ࠋ

ᕷ ྡྲྀᕷ ᐑᇛᕝᓮ⏫ ᯇᓥ⏫ ୖᒣᕷ ᮧᒣᕷ ኳ

17㸸15

ࢼ㸸Ⲉᓥࡉࢇࡀࡈぴ࡞ࡗࡓࠊᘓ≀ࡢ࿘㎶ࡢᵝᏊࡣ

❺ᕷ ᒣ㎶⏫ ୰ᒣ⏫ Ἑ⏫ ⡿ἑᕷ ༡㝧ᕷ 㧗␊

࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

⏫ ᒣᙧᕝす⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲

Ⲉᓥ㸸ࡁ࡞⿕ᐖࡣ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࡶࠊᚋ࡛ヲࡋࡃㄪᰝ

㈡ ᕝ ᕷ  ᮏᯇ ᕷ ᱓ᢡ ⏫ ᕝ ಛ⏫  ⋢ ᮧ 㙾 ▼⏫

ࡋ࡞࠸ࠋ

す㒓ᮧ Ἠᓮᮧ ୰ᓥᮧ ▮྿⏫ Ჴ⏫ ⋢ᕝᮧ ὸ

ࢼ㸸ࠊᗇ⯋ࡢ୰ࡣ㟁Ẽࡣࡘ࠸࡚ࡲࡍࠋ

ᕝ ⏫ ྂ Ẋ ⏫ ⏣ᮧ ᕷ ⚟ ᓥఀ 㐩ᕷ ᮏ ᐑ ᕷ ┦ 㤿ᕷ

Ⲉᓥ㸸ࡲࡔ㠀ᖖ⏝ࡢ㟁※࡛ື࠸࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋ

ᗈ㔝⏫ ᴍⴥ⏫ ᐩᒸ⏫ Ἑෆᮧ ⇃⏫ ⴥ⏫ ᾉ

ࢼ㸸ࢸࣞࣅࡣ㏆ࡃ࠶ࡾࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

Ụ ⏫ ⴱ ᑿ ᮧ ᪂ᆅ ⏫ 㣤 ⯓ᮧ ༡ ┦㤿 ᕷ ႐ ከ ᪉ᕷ

Ⲉᓥ㸸࠶ࡾࡲࡍࠋ

☬Დ⏫ ⊦ⱑ௦⏫ ὠᆏୗ⏫ ᕝᮧ ὠ⨾㔛⏫

ࢼ㸸㹌㹆㹉ࡢࢸࣞࣅ࡛࡛ࡍࡡࠊඵᡞᕷෆࡢᵝᏊࢆ࠾

Ỉᡞᕷ ᅵᾆᕷ ▼ᒸᕷ 㮵ᔱᕷ ᆏᮾᕷ ⟃すᕷ ⚄

ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࡣࠊ

17㸸41

ᫎീ୰᩿

ࡢ㏆ࡃࠊఱ

ᰨᕷ 㖝⏣ᕷ Ᏹ㒔ᐑᕷ 㑣㡲⏫ 㑣㡲ሷཎᕷ ┿ᒸᕷ

࠸࠺ᆅᇦ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

┈Ꮚ⏫ ⱱᮌ⏫ ⰾ㈡⏫ ࡉࡃࡽᕷ 㑣㡲ⅲᒣᕷ ᰣᮌ

Ⲉᓥ㸸ࡕࡻࡗࢸࣞࣅࡀ㐲ࡃ࡚ࠊ⚾ࡢᡤࡽࡣ☜ㄆ࡛ࡁ

㑣 ⌃ ᕝ⏫ ୗ 㔝 ᕷ 㑚ᴦ ⏫ ຍ 㡲ᕷ ஂ ႐ ᕷ ᕝ ཱྀᕷ

ࡲࡏࢇࠋ

᪥㒊ᕷ ᖾᡭᕷ ᐑ௦⏫ ༓ⴥ୰ኸ༊ ᪫ᕷ ከྂ⏫

ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠋࡑࡢ࡛ࡍࡡࠊࡁ࡞⿕ᐖࡢሗ

ⓑᏊ⏫ ྡྲྀᕷ ᡂ⏣ᕷ ᯽ᕷ ༳すᕷ ⓑᕷ ᮧୖ

ࡣఱධࡗ࡚ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ᕷ

Ⲉᓥ㸸ࡢࡇࢁࠊࡁ࠸ࡢࡣࡲࡔ࡞࠸࡛ࡍࠋ
ࢼ㸸ᘓ≀ࡢ୰ࡢᵝᏊࡣ࠺࡛ࡍࠋ≀ࡀⴠࡕࡓࡾࠊቯ
ࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ⲉᓥ㸸ᮏ㤋ࡢ࠺ࠊᘓ≀ࠊ㕲➽㸦㸽㸧ࡀྂ࠸࠺ࡀ࠶ࡿ
ࢇ࡛ࡍࡅࡶࠊࡇࡕࡽࡣ᭩㢮ࡀⴠࡕ࡚ࠊࡕࡻࡗົ
ᨭ㞀ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡋࡓࠋ
ࢼ㸸࡞ࡿࠋᕷẸࡢⓙࡉࢇࡢᵝᏊࠊ⿕ᐖࡢሗ࡞
ࡣධࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
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ᆅ㟈㏿ሗ

Ⲉᓥ㸸ࠊሗᢕᥱດࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࠊศࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋඵᡞᕷࡢ㜵⅏༴ᶵ⟶⌮ㄢࡢⲈᓥ㝯ࡉࢇヰࢆ⪺ࡁ
ࡲࡋࡓࠋ
17

18㸸27

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊ᪂ࡋ࠸ሗ࡛ࡍࡡࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋẼ㇟ᗇࡼࡾࡲࡍࠊ᪥㉳ࡁࡲࡋࡓ
࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4 ࡢࠊࡇࡢᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࡞ࢇ
࡛ࡍࡀࠊẼ㇟ᗇࡢศᯒ࡛ࡣࠊᮾࡽ㛵ᮾࡢἢᓊࡅ
࡚ᩘⓒ࢟ࣟཬࢇ࡛᩿ᒙࡀ◚ቯࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

୰⥅࣭ ༓ⴥ

ࡘࡲࡾࠊ㟈※ࡢሙᡤࡀⅬ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㠃࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡶࠊ

┴ᕷཎ

㊥㞳ࡋ࡚ᩘⓒ࢟ࣟࠊ࠸࠺ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ࢚ࣜࡢᾏᗏࡀࡍ࡚┒ࡾୖࡀࡗ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
18㸸58

࡛ࡍࡽࠊ୍⟠ᡤࡽὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊኴᖹὒഃࡽᕧ࡞Ỉࡢࡓࡲࡾࡀ㠃ࡋ࡚ᢲࡋᐤ
ࡏ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡍࡽࠊᮾᆅ᪉ࡽ㛵ᮾᆅ᪉ࠊࡑࢀࡽࠊ
ࡇࢀࡽࡣす᪥ᮏ࡞ࡾࡲࡍࡅࡶࠊ㔞ࡢỈࢆక࠺ὠ
Ἴࡀ᮶ࡿࡇࡀணࡉࢀࡲࡍࠋ

19㸸18

ࢼ㸸㒔ྖࡉࢇࠊࡇࡢࡢሗ࡛ࡍࡡࠊ࡞ࡾࡁ࡞⠊
ᅖ࡛ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࢀࠊࡢ
ࡼ࠺ࡈぴ࡞ࡾࡲࡍࠋ

(19㸸29)

19㸸48

17

20㸸06

20㸸19

㒔ྖ㸸ࡼࡃゝࢃࢀࡿࢇ࡛ࡍࡅࡡࠊᮾᾏᆅ㟈࣭༡ᾏᆅ㟈

ྛἢᓊࡢὠἼ฿㐩ண้ணࡉࢀࡿὠἼࡢ㧗

࠸࠺ࡢࡀ㉳ࡁ࡚ࡲࡍࡡࠊࡑࢀྠࡌつᶍ࡛ࡍࡡࠋ㟈※

ࡉࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡢࡁࡉ࠸࠺ࡢࡣࠊ༡ᾏᆅ㟈ࡔ 400km ࡄࡽ࠸࠸࠺

ὠἼ㆙ሗ ᒾᡭ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡶ࠺ࠊ༡ᾏᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓࠊࡑࢀ༉ᩛ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡍࡿࡇࡀᮾ᪥ᮏࡢἈྜ࠸࡛㉳ࡁࡓࡇ࡞ࡾࡲࡍ

ὠἼ㆙ሗ ⚟ᓥ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ Ⲉᇛ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண 10m ௨ୖ

ࢼ㸸ᑗ᮶㉳ࡇࡿ࠸࠺ࡇࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾᾏᆅ㟈

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ

ࡸᮾ༡ᾏᆅ㟈ࠊ༡ᾏᆅ㟈ྠࡌࡼ࠺࡞つᶍࡢᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ

ண 10m ௨ୖ

ࡓぢࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ༓ⴥ┴ෆᡣ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸲m

㒔ྖ㸸つᶍ㟈※ࡢࡁࡉࠊࡑࢀࡽࠊὠἼࡢつᶍࠊࡲ

ὠἼ㆙ሗ ఀ㇋ㅖᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸴m

ࡗࡓࡃ࠶ࢀࡀ㉳ࡁࡓ⪃࠼࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡡ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࢼ㸸ࢸࣞࣅ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ༓ⴥ┴ᕷཎᕷ

ㄆ ண㸴m

ෆࡢࢥࢫࣔ▼Ἔࡢࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⅖ࡀୖࡀࡗ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊⲈᇛ┴ࡢὙ⏫࡛ࡍࡀࠊࡲࡓࡧవ

ㄆ ண㸶m

୰⥅࣭ Ⲉᇛ

㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

┴Ὑ⏫

㒔ྖࡉࢇࠊ࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖ࡛࡛ࡍࡡࠊࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ

 10m ௨ୖ

ࡓ࠸࠺ࡇ࡛వ㟈ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢవ㟈

ὠἼ㆙ሗ ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண

ࡢάື࡛ࡍࡡࠊࡲࡔࡲࡔ⥆ࡃ࠸࠺ࡩ࠺⪃࠼ࡓ࠺ࡀ

㸱m

࠸࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㟼ᒸ┴ ὠἼ฿㐩ࢆ☜ㄆ ண㸱m

㒔ྖ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋⲈᇛ┴Ἀࠊ⚟ᓥ┴Ἀ࡛ࡣࠊ1938 ᖺࡔ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊす㒊 ὠἼ฿㐩ࢆ☜

ࡗࡓ࡞ࠊ୍⩌ࡢࠊὠἼࢆక࠺ᆅ㟈ࡀḟࡽḟࡽࠊ㸯

ㄆ ண㸴m

㐌㛫࡛ࡋࡓࠊ㉳ࡁࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ⚟ᓥ┴ࠊ ὠἼ㆙ሗ ᑠ➟ཎㅖᓥ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸲

Ⲉᇛ┴Ἀ࠸࠺ࡢࡣࡾࡈࢁࡈࢁࡁ࡞వ㟈ࡀࠊవ

m

㟈࠸࠺ࡼࡾࠊࡶ࠺㸯ಶ㸯ಶูࡢᆅ㟈⪃࠼ࡓ࠺ࡀ

ὠἼ㆙ሗ 㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊ ࡍ࡛฿㐩᥎

࠸࠸ࡢࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡅࢀࡶࠊࡑ࠺࠸࠺㉳ࡁ᪉ࢆࡋࡲ

ண㸱m

ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ḷᒣ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎
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ண㸱m

ὠἼ㆙ሗ

17

21㸸00

21㸸22

ࢼ㸸ᮾிࡢࢫࢱࢪ࢜ࡶࠊࢃࡎᦂࢀࢆឤࡌࡲࡍࠋ ὠἼ㆙ሗ ᚨᓥ┴ ༗ᚋ㸲 40 ศࡈࢁ ண㸱m
ࡇࢀࡣࠊవ㟈ࡣ࡛ࡍࡡࠊẚ㍑ⓗࡇ࠺ࠊᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ

ὠἼ㆙ሗ ᮾி‴ෆ‴ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

ࡼ࠺ࡶぢ࠼ࡿࠊᛮ࠼ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡇࡢᚋࡁ࡞

ὠἼ㆙ሗ ୕㔜┴༡㒊 ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

వ㟈ࡀ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ࠺࡞ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ὠἼ㆙ሗ ឡ▱┴እᾏ ࡍ࡛฿㐩᥎

ண㸰m

㒔ྖ㸸ᮏ㟈ࡼࡾࡁ࡞ࡶࡢࡀ᮶ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࡕࡻࡗ

ὠἼ㆙ሗ 㝣ዟ‴ ༗ᚋ㸲 20 ศࡈࢁ ண㸯m

⪃࠼ࡃ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡑࢀ࡛ࡶࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ㝣

ὠἼ㆙ሗ ఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண

ୖ࡛㟈ᗘ㸳ᙅࠊᙉ㐩ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊࡑ࠺࠸࠺వ㟈ࡀ㉳ࡁ

㸯m

ࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㧗▱┴ ༗ᚋ㸲 30 ศࡈࢁ ண㸰m

࡛ࠊᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ぢ࠼ࡿ࠸࠺ࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࡍ

ὠἼ㆙ሗ ᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡㒊 ༗ᚋ㸲 40 ศࡈ

ࡀࠊࡲࡔࡑ࠺࡛ࡶ࡞࠸࡛ࡍࡼࠋᮏ㟈ࢆୖᅇࡿࡇࡣ࡞࠸ࠊ ࢁ ண㸯m
ࡲࡓࠊᮏ㟈ࡼࡾ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡀ㸯௨ୖᑠࡉ࠸ࡼ࠺࡞ࡶ

ὠἼ㆙ሗ ῐ㊰ᓥ༡㒊 ༗ᚋ㸲 50 ศࡈࢁ ண㸯m

ࡢࡀ㉳ࡁࡿࡣᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ

ὠἼ㆙ሗ ᐑᓮ┴ ༗ᚋ㸳㸮ศࡈࢁ ண㸰m

ࢻ 7.4 ࡞ࡿࠊ༢⊂࡛㉳ࡁࡓሙྜࡶ࡞ࡾࡢࡁ࡞

ὠἼ㆙ሗ ឡ┴Ᏹᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண

୰⥅࣭ྎ

ᆅ㟈࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾࠊ㆙ᡄࢆせࡍࡿࠋ 㸯m

21㸸56

17

22㸸19

ࡁࡣࠊవ㟈ࡼࡗ࡚ὠἼࡀㄏⓎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑ࠺࠸

ὠἼ㆙ሗ ศ┴㇏ᚋỈ㐨ἢᓊ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

࠺ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡔࡲࡔࠊᙅࡃ࡞ࡿࡼ࠺

ண㸯m

ぢ࠼࡚ࠊࡲࡔࠊࡇࢀࡽඛࡋࡤࡽࡃࡣ㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡞ࡁࡷ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊 ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸰

࠸ࡅ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

m

ࢼ㸸ྎᕷ࡛ࡣⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊྎᕷ

ὠἼ㆙ሗ ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ

ࡽ༡ࡢ᪉ྥࢆぢࡓᫎീ࡛ࡍࠋ

ண㸰m

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊⅆ⅏ࡀྛᆅ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ ⨾ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋ⥲ົ┬ࡢࡲࡵ࡛ࡣ㸲༙⌧ᅾ࡛ 44

ࢁ ண㸰m

௳㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᐇ㝿ࡣࡶࡗከࡃࡢ⟠ᡤ࡛ࠊከࡃࡢ

ὠἼ㆙ሗ ᮾᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 10 ศࡈࢁ ண㸯m

ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ὠἼ㆙ሗ 㮵ඣᓥ┴す㒊 ༗ᚋ㸳 20 ศࡈࢁ ண㸯

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣࠊᾏ㐨ࡢᗈᑿ⏫ࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋἼࠊ m

୰⥅࣭ ᾏ

ὠἼࡀࠊࡇࢀࡣࠊ㒔ྖࡉࢇࠊᘬ࠸࡚࠸ࡃᵝᏊ࡛ࡍࡡࠋ

ὠἼ㆙ሗ Ἀ⦖ᮏᓥᆅ᪉ ༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁ ண㸯

㒔ྖ㸸ᘬ࠸࡚࠸ࡃ≧ែ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡣࠊᗈᑿ࡞ࡗ࡚ࡃ

m

ࡿ㟈※ࡽ㐲ࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊ୕㝣ࡼࡾࡶࡁࡃ

ὠἼ㆙ሗ ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊ ༗ᚋ㸳 50 ศࡈࢁ

ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡅࠊࡑࢀ࡛ࡶேࡀఫࢇ࡛࠸

ண㸯m

ࡿᒃఫᆅὠἼࡀධࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢࠊ㐲ࡃ࡞

ὠἼ㆙ሗ ᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ ༗ᚋ㸴 10 ศࡈࢁ

ࢀࡤ࡞ࡿࠊᗘࡣ⥅⥆㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ㟈※

ண㸯m

㏆࠸ᡤ࡛ࡣࠊࡲ࠶㸱㛫ࠊ㸲㛫࡛ࡲࡿ⪃࠼࡚ࡶ࠸

ὠἼὀពሗ ᒣᙧ┴ ࡍ࡛฿㐩᥎

㐨༑

ண 50cm

࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ㐲࠸ᡤࡣࡑࢀࡼࡾࠊᗘࡣ㛫ࡀ
㛗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
22㸸56

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣࠊᾏ㐨ᗈᑿ⏫ࡢ༑
ࡍࠋἼࡀᓊቨࢆ㉺࠼࡚ࠊ

ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛

ࡢタࡢ୰ὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡲ

ࡍࠋࢻ࣒ࣛ⨁ࡸᲬࡢࡼ࠺࡞≀ࡀࠊ

ࡢ୰ࢆ⁻ࡗ࡚࠸ࡿ

ᵝᏊ࡛ࡍࠋ
23㸸11

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡲࡶ࡞ࡃ᪥ἐࢆ㏄࠼ࡲࡍࢇ࡛ࠊ᪥ࡀᬽࢀࡲࡍ
ᅇࡾࡢ≧ἣࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢᚋࡶࡁ࡞ὠἼ
ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏࡲࡍࢇ࡛ࠊኪࡢ࠺ࡕ⛣ືࡍࡿࡢࡣ
ᴟࡵ࡚༴㝤࡛ࡍࠋ⌧Ⅼ࡛Ᏻ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿே

23㸸34

ࡣࠊࡑࡇࡽື࡞࠸ࡇࡀษ࡛ࡍࠋ

୰⥅࣭ 㟷᳃

ࢼ㸸࡞ࡿࠋඛࠊᮾ㟁ຊࡼࡾࡲࡍࠊᮾ

┴ඵᡞ

ᆅ᪉ࡢኴᖹὒἢᓊྛᆅࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛㟁ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࠊࡲࡎࠊࡲࡔ┿ࡗᬯ࡞ࡽ࡞࠸๓ࠊ ༗ᚋ㸳 19 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
㟈 ※ ࡣ Ⲉ ᇛ ┴Ἀ ῝ ࡉ ࡈ ࡃ ὸ ࠸ ࣐ ࢢ ࢽ ࢳ ࣗ ࣮ ࢻ

࠸ࡕ᪩ࡃᏳ࡞ᡤ㑊㞴ࡍࡿࡇࠋ
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ᆅ㟈㏿ሗ

17

17

23㸸50

24㸸21

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ

6.7

ࢼ㸸ࡑࢀࡽࠊ࠸ࡗࡓࢇ㑊㞴ࡋࡓࡽࠊᏳ࡞ᡤࡽ㞳

༗ᚋ㸳 19 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈

ࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊ㟁ຊࡀ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡧᪧࡍࡿࡣ㛫ࡀࡾࡲࡍࠋࡑࢀࠊ㊊ࡶ

㟈ᗘ㸲 㡲㈡ᕝᕷ ࠸ࢃࡁᕷ 㮵ᔱᕷ ⟃すᕷ 㖝⏣ᕷ

ࡀࠊࡶࡋἢᓊࡢᆅᇦ࡛ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸࡞࠸ࡍࡿ࡞

㧗 ᰿ ἑ⏫  ᪥ 㒊ᕷ 㖯 Ꮚ ᕷ ᪫ᕷ ᮾ ᗉ ⏫  ⍰ᕷ

ࡽࡤࠊࡶ࠺୍้ࡶ᪩ࡃ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋኪࡢ࠶࠸ࡔ

㤶ྲྀᕷ

ὠἼࡀ᮶࡚㑊㞴ࡍࡿࡢ࡛ࡣࠊࡶ࠺࿘㎶ࡢ≧ἣࡶศࡽ࡞

㟈ᗘ㸱 ྎᐑᇛ㔝༊ ᾛ㇂⏫ Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ྡྲྀ

࠸ࡢ࡛ࠊᴟࡵ࡚༴㝤࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊす᪥ᮏࠊἈ⦖

ᕷ ᯇᓥ⏫ ୖᒣᕷ ᮧᒣᕷ ኳ❺ᕷ ᒣ㎶⏫ ୰ᒣ⏫

ࡅ࡚ࡢὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ᪉ࠎࡣࠊ᪥ࡀỿࡴࡲ࡛

༡㝧ᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 

ᚲࡎ㑊㞴ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ᕝಛ⏫ ⋢ᮧ 㙾▼⏫ す㒓ᮧ Ἠ

ࢼ㸸ࡣࡌࡵࡽ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ᪥༗ᚋ㸰

ᓮᮧ ୰ᓥᮧ ▮྿⏫ Ჴ⏫ ⋢ᕝᮧ ὸᕝ⏫ ྂẊ

 46 ศ㡭ࠊᕧ࡞ᆅ㟈ࡀ┦⥅࠸࡛㉳ࡁࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡣ

⏫ ⏣ᮧᕷ ⚟ᓥఀ㐩ᕷ ᮏᐑᕷ ┦㤿ᕷ ᗈ㔝⏫ ᴍ

୕㝣Ἀࠊ㟈※ࡢ῝ࡉ 20 ࢟ࣟࠊᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽ

ⴥ⏫ ᐩᒸ⏫ ᕝෆᮧ ⇃⏫ ⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ⴱᑿ

ࢳ࣮ࣗࢻࡣ 8.4 ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊᐑᇛ

ᮧ ᪂ᆅ⏫ ༡┦㤿ᕷ ὠⱝᯇᕷ ႐ከ᪉ᕷ ☬Დ⏫

┴㒊࡛㟈ᗘ㸵ࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࢆᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ ⊦ⱑ௦⏫ ὠᆏୗ⏫ ᕝᮧ ὠ⨾㔛⏫ Ỉᡞᕷ
ࡑࢀᰣᮌ┴࡛ほ

ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࢆᒾᡭ┴

ࡸ⩌㤿┴ࠊᇸ⋢┴ࠊ༓ⴥ┴す㒊࡛ࡶ㟈ᗘ㸴ᙅࢆほ

24㸸51

ࡋ

ᖖ㝣ᐑᕷ ᅵᾆᕷ ▼ᒸᕷ ᰿⏫ ᆏᮾᕷ Ᏹ㒔ᐑ
ᕷ  ⏣ ཎ ᕷ 㑣㡲 ⏫ 㑣 㡲ሷ ཎᕷ ᰣ ᮌ ᕷ ᑠ ᒣᕷ

࡚࠸ࡲࡍࠋ

┿ ᒸ ᕷ ୖ ୕ᕝ ⏫ ┈Ꮚ ⏫ ⱱ ᮌ⏫ ⰾ ㈡ ⏫ 㔝 ᮌ⏫

ࡇࡢᆅ㟈࡛ὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࡀฟ࡚࠸

ᒾ⯚⏫ ࡉࡃࡽᕷ 㑣㡲ⅲᒣᕷ ᰣᮌ㑣⌃ᕝ⏫ ୗ㔝

ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿࡢࡣᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ

ᕷ ๓ᶫᕷ ⏣ᕷ ኴ⏣ᕷ ᕝᕷ ⩌㤿᫂⏫ ༓

┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴༑㔛࣭እᡣࠊ༓ⴥ┴ෆᡣࠊఀ㇋

௦⏣⏫ Ἠ⏫ 㑚ᴦ⏫ ࡉ࠸ࡓࡲ୰ኸ༊ ࡉ࠸ࡓࡲ

ㅖᓥࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊᮾ㒊ࠊᾏ㐨ኴᖹὒἢᓊ୰㒊ࠊ ᒾᵳ༊ ⇃㇂ᕷ ⾜⏣ᕷ ຍ㡲ᕷ ⩚⏕ᕷ 㬨ᕢᕷ ஂ
㟷᳃┴ኴᖹὒἢᓊࠊ┦ᶍ‴࣭୕ᾆ༙ᓥࠊ㟼ᒸ┴ࠊᾏ㐨

႐ ᕷ ྜྷ ぢ ⏫ ᇸ⋢ ⨾㔛 ⏫ ᕝ ཱྀᕷ ⲡ ຍ ᕷ ㉺ ㇂ᕷ

ኴᖹὒἢᓊす㒊ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࠊ㟷᳃┴᪥ᮏᾏἢᓊࠊḷ

ⷘ ᕷ ᡞ ⏣ ᕷ 㬀ࣨ ㇂ᕷ ᚿ ᮌ ᕷ ඵ₻ ᕷ ᐩ ኈ ぢᕷ

ᒣ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊ௨ୖࡢᆅᇦὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ ୕㒓ᕷ ᖾᡭᕷ ྜྷᕝᕷ ᕝᓥ⏫ ᐑ௦⏫ ⓑᒸ⏫ ᮡ
25㸸25

ࡲࡓࠊὠἼ㆙ሗࡀᮾி‴ෆ‴ࠊ୕㔜┴༡㒊ࠊឡ▱┴እᾏࠊ ᡞ⏫ ᯇఅ⏫ ༓ⴥ୰ኸ༊ ༓ⴥⰼぢᕝ༊ ༓ⴥ✄ẟ
㝣ዟ‴ࠊఀໃ‴࣭୕Ἑ‴ࠊ㧗▱┴ࠊᾏ㐨᪥ᮏᾏἢᓊ༡

༊ ༓ⴥⱝⴥ༊ ༓ⴥ⥳༊ ༓ⴥ⨾༊ ⱱཎᕷ ᮾ㔠

㒊ࠊῐ㊰ᓥ༡㒊ࠊᐑᓮ┴ࠊឡ┴Ᏹᾏἢᓊࠊศ┴㇏

ᕷ ⚄ᓮ⏫ ከྂ⏫ ⥙ⓑ㔛⏫ ༑㔛⏫ Ⱚᒣ⏫

ᚋỈ㐨ἢᓊࠊ㮵ඣᓥ┴ᮾ㒊ࠊ✀Ꮚᓥ࣭ᒇஂᓥᆅ᪉ࠊ⨾

୍ᐑ⏫ ╬ἑ⏫ 㛗⏕ᮧ ⓑᏊ⏫ 㛗⏫ 㛗༡⏫ ᶓ

ㅖᓥ࣭ࢺ࢝ࣛิᓥࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆ࠾ఏ࠼ࡋ

Ⱚග⏫ ᒣṊᕷ ᕷᕝᕷ ⯪ᶫᕷ 㔝⏣ᕷ ᡂ⏣ᕷ బ

࡚࠸ࡲࡍࠋᮾᓥᆅ᪉ࠊ㮵ඣᓥ┴す㒊ࠊἈ⦖ᮏᓥᆅ᪉ࠊ ᕷ ⩦ᚿ㔝ᕷ ᯽ᕷ ᕷཎᕷ ὶᒣᕷ ඵ༓௦ᕷ ᡃ

26㸸00

ศ┴℩ᡞෆᾏἢᓊࠊᐑྂᓥ࣭ඵ㔜ᒣᆅ᪉ࠊ௨ୖࡀࠊὠ

ᏞᏊᕷ 㙊ࣨ㇂ᕷ ᾆᏳᕷ ᅄ⾤㐨ᕷ ඵ⾤ᕷ ༳すᕷ

Ἴ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋ

ⓑ  ᕷ ᰤ ⏫ ᐩ㔛 ᕷ ᮌ ᭦ὠ ᕷ ྩὠ Ặ ࠸ ࡎ ࡳᕷ

ࡲࡓࠊὠἼࡢ㧗ࡉ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⚟ᓥ┴┦㤿

࡛ࡣ༗ᚋ

༡ᡣ⥲ᕷ ᮾிỤᮾ༊ ᮾி⏣༊ ᮾிⲨᕝ༊ ᮾ

㸱 50 ศ㡭ࠊ㸵m30cm ௨ୖࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼

࡛ࡣ༗ᚋ

ி㊊❧༊ ᮾிỤᡞᕝ༊ ᶓ୰༊ ᖹሯᕷ ᐑ⏫

㸱 21 ศ㸲m10cm ௨ୖࡢὠἼࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ

ࡓࠊࡑࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ࡞ࡾࡢ㧗ࡉࡢὠἼࡀほ

ࡉ

26㸸17

㟈 ᗘ 㸰 ඵ ᡞᕷ ༑ ⏣ ᕷ  ᡞ⏫ භ ᡞ ⏫ ᮾ ⏫
ᡞ⏫

ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

⏫ ส⩚ᮧ ༡㨶ᕷ ୰ኸᕷ ᚸ㔝ᮧ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡇࢀࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㸲m10cm ௨ୖ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࡑࢀ௨ୖほ

࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍࡽࠊᐇ㝿ࡣ 10m ࢆ

㉺࠼ࡿὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢぢࡽࢀࡲࡍࠋ࡛ࡍ
ࡽࠊᮾࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢἢᓊࡢ᪉ࠎࡣࠊ୍้ࡶ᪩ࡃ㑊㞴ࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊす᪥ᮏࡢ᪉ࠎࠊࡇࡽࡽὠἼࡀᢲࡋ

୰⥅࣭ ᾏ

ᐤࡏࡲࡍࡢ࡛ࠊὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲ

㐨༑

ࡎ᪥ࡀᬽࢀࡿ๓㑊㞴ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
26㸸42

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡲࡔὠἼࡀ᮶࡚࠸࡞࠸࠸࠺ᆅᇦࡢⓙࡉࢇࠊ
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᪥ࡀᬽࢀࡿ๓࡛ࡍࡡࠊࡲࡔ┿ࡗᬯ࡞ࡿ๓ࠊ࠸ࡕ᪩
࠸㑊㞴ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸≉㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎࡣࠊ㑊㞴ࠊ⛣ືࡍࡿࡲ࡛
㛫ࡀࡿࡢࠊࡸࡣࡾࠊ㏆ᡤࡢ᪉ࠎࡀᡭຓࡅࢆࡋ࡚
㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ࠾㏆ࡃࡢࠊᬑẁ࠾ࡁྜ࠸ࡢ
࠶ࡿ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎࡢᏳྰࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊ᪩ࡵ㑊㞴ࢆ
ࡍࡿࡇࠊⓙࡉࢇ࡛ኌࢆࡅྜࡗ࡚㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ
࡛ࡍࠋ
17

27㸸11

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋ㑊㞴ࡍࡿ㝿ࠊ࠺ࡒࠊ㏆ᡤ࠾ᖺᐤࡾࡔࡅ
ࡢᐙࡀ࠸࡞࠸ࠊᏊࡶࡔࡅࡢᐙࡀ࠸࡞࠸ࠊኌࢆࡅ
ྜࡗ࡚㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋຓࡅྜࡗ࡚㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋࡑࢀࡽࠊࡇࢀࡽᬯࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡛ࡁࢀࡤ
୰㟁ⅉ࡛ࡍࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ≀࡛㊊ࡶࡶ↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽ
ࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺㑊㞴ࢆࠊ࠸ࡕ᪩࠸㑊㞴ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲ
ࡍࠋ

17

27㸸34

࡛ࡣࠊ㏻ᶵ㛵ࡢᙳ㡪ࠊࡲࡵ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᅜ
ࡢ㕲㐨ࡢᙳ㡪࡛ࡍࡀࠊ㕲㐨ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸳
 15 ศ⌧ᅾࠊᮾᆅ᪉㛵ᮾᆅ᪉ࡢ᪂ᖿ⥺ࠊ㹈㹐ࡢᅾ
᮶⥺ࠊ⚾㕲ྛ⥺ࠊᆅୗ㕲ྛ⥺ࡣ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋᮾᆅ᪉㛵ᮾᆅ᪉ࡢ᪂ᖿ⥺ࠊ
㹈㹐ࡢᅾ᮶⥺ࠊ⚾㕲ྛ⥺ࠊᆅୗ㕲ྛ⥺ࡣ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮾᾏᆅ᪉ࡽ㏆␥ᆅ᪉ࡅ
࡚ࠊᾏᓊἢ࠸ࡢ⥺㊰ࠊ㊰⥺ࢆ୰ᚰ㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㊰⥺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

28㸸09

᪂ᖿ⥺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᮾࠊୖ㉺ࠊ㛗㔝ࠊᒣᙧࠊ⛅⏣ࡢ
ྛ᪂ᖿ⥺ࡣ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㛤ࡢࡵ
ࡣ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺ࡣࠊᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺ࡣ
ᮾி᪂㜰ࡢ࠶࠸ࡔࡢ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋⅬ᳨ࡀ⤊ࡋࡓ༊㛫ࡽ㐠㌿ࢆ㛤ࡋࡓ࠸ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ

28㸸31

㹈㹐ࡢᅾ᮶⥺࡛ࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢᒣ
ᡭ⥺ࡸிᮾ⥺ࢆࡣࡌࡵࠊ㟷᳃┴ෆࡽ㟼ᒸ┴ෆࡲ
࡛ࠊ⌧ᅾࡍ࡚ࡢ㊰⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹈
㹐ᮾ᪥ᮏࡢᅾ᮶⥺ࠊ㤳㒔ᅪࡢᒣᡭ⥺ࡸிᮾ⥺ࢆࡣࡌ
ࡵࠊ㟷᳃┴ෆࡽ㟼ᒸ┴ෆࡲ࡛ࠊ⌧ᅾࡍ࡚ࡢ㊰⥺࡛㐠
㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

17

28㸸53

㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸳 15 ศ⌧ᅾࠊ㟁㌴ࡀ
⬺⥺ࡋࡓ࡞ࡢ㔜࡞ᨾࡢሗࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠋᏳࡢ☜ㄆࡣࡋࡤࡽࡃ㛫ࡀࡿࡓ
ࡵࠊ㐠㌿㛤ࡢぢ㏻ࡋࡣ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊ㹈㹐ᮾ
ᾏࡢᅾ᮶⥺࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᮾᾏ㐨⥺ࡸᚚẊሙ⥺࡞ࠊ୍
㒊ࡢ㊰⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊ㹈㹐す
᪥ᮏࡢᅾ᮶⥺࡛ࡍࡀࠊኴᖹὒἢᓊࢆ㉮ࡿ⣖ໃ⥺࡛㐠㌿࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

29㸸21

ࡑࡋ࡚ࠊ⚾㕲࡛ࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ⚾㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊ⚾
㕲ྛ⥺ᆅୗ㕲ࡢྛ⥺ࡣࡍ࡚ࠊᏳⅬ᳨ࡢࡓࡵ㐠㌿࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕᮾிࡢᆅୗ㕲ࠊᮾி࣓ࢺ
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ࣟࡼࡾࡲࡍࠊ⌧ᅾࠊಀဨࡀᚐṌ࡛ࢺࣥࢿࣝࡢቨࡸᯫ
⥺௨ୖࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡞࠸☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㐠㌿
ࡢ㛤ࡲ࡛ࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢ㎸ࡳࡔ࠸࠺
ࡇ࡛ࡍࠋ
17

29㸸44

ࡑࢀࡽࠊ㑊㞴ࡢᣦ♧ࡸ່࿌ࡢሗ࡛ࡍࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊ
ᮾࡢྛᆅ࡛ఫẸᑐࡋࡲࡋ࡚ࠊ㑊㞴ࡢᣦ♧ࡸ່࿌ࡀฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࡢᘓ≀ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࡿ
࡞ࡋ࡚ࠊ༑ศ࡞㑊㞴ࡢᣦ♧ࡸ່࿌ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ⮬యࡶ࠶ࡿぢࡽࢀࡲࡍࠋẼ㇟ᗇࡣࠊ࡛ࡁࡿ
ࡔࡅ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ཝ㔜࡞㆙ᡄࢆࡧ
ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

30㸸05

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ὠἼ㆙ሗࠊὠἼὀពሗࠊࡇࢀࡽ㛗㛫⥆
ࡁࡲࡍࠋࡲࡶ࡞ࡃኪࢆ㏄࠼ࡲࡍࡅࡶࠊ࠾ࡑࡽࡃࠊኪ㏻
ࡋࡇࡢ㆙ሗࡣฟ⥆ࡅࡲࡍࠋὠἼࡶࠊࡇࢀࡽ᫂᪥ࡅ
࡚ࡁ࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ⥆ࡅࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊỴࡋ࡚ࠊ
⌧ᅾ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࡽ⛣ືࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⌧ᅾ
Ᏻ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡣࠊ⤯ᑐࠊᵝᏊࢆぢᡠ
ࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

30㸸34

ࡑࢀࡽࠊὠἼࡢ⿕ᐖࡢᜍࢀࡢ࡞࠸ᆅᇦࠊࡁ࡞ᦂࢀࡀ
࠶ࡗࡓᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡶಽቯࡋࡓᐙᒇ➼ேࡀ㛢

୰⥅࣭ 㟷᳃

ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡶࠊኪ࡞ࡾ

┴ඵᡞ

ࡲࡍⓎぢࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡾࡲࡍࢇ࡛ࠊᩆฟࡣᛴࡄᚲせࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊࡇࡢሙྜ࡛ࡶࠊవ㟈༑ศ࡞㆙ᡄࡀᚲ
せ࡛ࡍࠋ
30㸸53

ࢼ㸸㑊㞴ᣦ♧ࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆヲࡋࡃ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
ྎᕷࡣὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿࡓࡵࠋ

17

31㸸01

ࡑࡢ๓ࠊࢸࣞࣅ࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿᫎീ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࠊ

୰⥅࣭ ᾏ

Ɫᑠ∾ᕷෆࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㒔ྖࡉࢇࠊࡲࡓࡁ࡞ࠊ

㐨Ɫᑠ∾

ࡇࢀὠἼ࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋḟ➨㐲࠸ሙᡤࠊὠἼࡢ⿕ᐖࡗ࡚࠸࠺ࡢ
ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋᾏ㐨Ɫᑠ∾࡞ࡿࠊࡇࢀ
ࡣࡍࡄ๓ࡢᾏ࡛㉳ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡕࡻࡗ㞳ࢀࡓ
ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࠊḟ➨ࡑࡇὠἼࡀఏࢃࡗ࡚࠸ࡗ
࡚ࠊࡑࡇࠊ⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᵝᏊࡀࡼࡃศࡾࡲࡍ
ࡡࠋ࡛ࠊỈࡢໃ࠸ࡀࡍࡈࡃ㏿࠸ࡇࡀศࡾࡲࡍࡡࠋ
31㸸33

ࢼ㸸ⓑἼࢆ❧࡚ࡿࡼ࠺ࡋ࡚ὶࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡇࢀࠊ
ኚ༴㝤࡛ࡍࡡࠋ
ࢶࢪ㸸ኚ༴㝤࡛ࡍࡡࠋࡇࢇ࡞ࡇࠊேࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡓࡽࠊ
࡚ࡶ❧ࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋὶࡉࢀ࡚ࡋࡲ
࠸ࡲࡍࠋ
ࢼ㸸࠶ࡢࡁ࡞⯪ࡸࠊࡑࢀࡽ㌴ࡲ࡛ᢲࡋὶࡋ࡚ࡋࡲ
࠺ࡼ࠺࡞ࠊኚᙉ࠸ຊࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

17

31㸸51

ࡑࡋ࡚ࠊྎᕷෆࡢᫎീ࡛ࡍࡀࠊࡲࡓ⏬㠃ࡀ⣽ࡃᦂࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋྎᕷࡽ༡ࡢ᪉ゅࢆぢ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋⅆ⅏ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

31㸸59

ࡇࡢᐑᇛ┴ྎᕷ࡛㑊㞴ᣦ♧ࡀฟ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋᕷෆ
ࡢᐑᇛ㔝༊ⱝᯘ༊ࡢኴᖹὒഃࡢᆅᇦࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀฟ
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୰⥅࣭ྎ

࡚࠸ࡲࡍࠋ㟷᳃┴࡛ࡍࠋ୕ἑᕷࠊඵᡞᕷࠊࡴࡘᕷࠊභࣨ
ᡤᮧࠊᮾ㏻ᮧࠊ㝵ୖ⏫ࡣࠊኴᖹὒἢᓊࡢࡍ࡚ࡢᆅᇦ
㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࠾࠸ࡽࡏ⏫㢼㛫ᾆᮧ
ࡣࠊኴᖹὒἢᓊࡢࡍ࡚ࡢᆅᇦ㑊㞴່࿌ࢆฟࡋࡲࡋ
ࡓࠋᒾᡭ┴࡛ࡣࠊஂឿᕷࡀἢᓊ㒊ఫࡴ 1489 ୡᖏࠊ࠾
ࡼࡑ 4300 ே㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊ⚟ᓥ
┴࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⚟ᓥ┴ࡣᐩᒸ⏫ࠊᴍⴥ⏫ࠊⴥ⏫࡛ࠊ
ἢᓊ㒊ఫࡴఫẸࢆᑐ㇟㑊㞴ᣦ♧ࢆฟ ࡋࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ
17

32㸸44

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ඛࡶ࠾ヰࡋࡋࡲࡋࡓࡅࡶࠊ㑊㞴ࢆࡍࡿ
㝿࡛ࡍࡡࠊᐇ㝿ࡶ࠺ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿᆅᇦࡘ
࠸࡚ࡣࠊ⾜᪉ࡀศࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࢆࡑࡢẁ㝵࡛ᤚ
⣴ࡍࡿࡢࡣᴟࡵ࡚༴㝤࡛ࡍࠋ᪤ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿ
ᆅᇦ࡛ࡣࠊ㑊㞴ሙᡤࡽỴࡋ࡚⛣ືࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࢀࡽࠊࡲࡔὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࡞࠸ᆅᇦࠊす᪥ᮏࠊࡇ
ࢀࡽὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ
ࢇ࡛ࠊ᪩ࡵⓙࡉࢇ࡛㐃ࢀྜࡗ࡚㑊㞴ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛
ࡍࠋ

17

33㸸13

ࢼ㸸㟈ᗘ㸴ᙉࢆほ

ࡋࡓ⚟ᓥ┴ⓑἙᕷࡼࡾࡲࡍࠊ

୰⥅࣭ Ⲉᇛ

ⓑἙᕷⴥࣀᮌᖹ࡛ᅵ◁ᔂࢀࡀ㉳ࡁ࡚ࠊఫᏯࡀᢲࡋࡘࡪࡉ
(33㸸15)

33㸸36

༗ᚋ㸳 31 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

ᕷⴥࣀᮌᖹ࡛ᅵ◁ᔂࢀࡀ㉳ࡁ࡚ࠊఫᏯࡀᢲࡋࡘࡪࡉࢀ࡚

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㸶ேࡀᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊᾘ㜵ࡀᩆຓ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ㏻ࡾ

ᒾᡭ┴ධࡗࡓ㐃⤡ࡼࡾࡲࡍࠊஂឿᕷ࡛㌴ࡀὶࡉ

ὠ ᰣᮌ㒊

୰⥅࣭ ᾏ

ࢀࠊ㸯ேࡀṚஸࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊஂឿᕷෆ࡛

㟈 ᗘ 㸱 ᒣ ᙧ ᮧ ᒣ ᆅ᪉ ᒣ ᙧ ⨨ ㈷ ᆅ᪉ ⚟ ᓥ ୰ ㏻ ࡾ

㐨Ɫᑠ∾

ᘓ≀ࡀᔂࢀ࡚ࠊ㸯ேࡀࡅࡀࢆࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ༓ⴥす㒊

ࡑࡋ࡚ࠊ㤳㒔ᅪ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛୕ࡘࡢ┴࡛㸱ேࡢṚ⪅

༗ᚋ㸳 31 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡸࡸᙉ࠸ᆅ㟈

ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕᰣᮌ┴ⰾ㈡⏫ୗ㧗᰿ἑ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

࠶ࡿ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࠊ࣍ࣥࢲࡢᕤሙ࡛ࡣ⏨ᛶ㸯ேࡀኳ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ቨࡣࡉࡲࢀ࡚Ṛஸࡋࠊ㆙ᐹࡀ㌟ඖࡢ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ⚟ᓥ㏻ࡾ

ࡲࡍࠋⲈᇛ┴㧗ⴗᕷ࡛ࡣࠊᘓ≀ࡀಽቯࡋ࡚㸯ேࡀṚஸࡋ

ὠ ᰣᮌ㒊

ࡲࡋࡓࠋ༓ⴥ┴㔝⏣ᕷ࡛ࡣ 67 ṓࡢ⏨ᛶࡀ⮬Ꮿࡢᗞ࡛㌿

㟈 ᗘ 㸱 ᒣ ᙧ ᮧ ᒣ ᆅ᪉ ᒣ ᙧ ⨨ ㈷ ᆅ᪉ ⚟ ᓥ ୰ ㏻ ࡾ

ಽࡋࠊ㢌ࢆᙉࡃᡴࡗ࡚㝔㐠ࡤࢀࡲࡋࡓࡀࠊ㆙ᐹࡼ

Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ༡㒊 ༓ⴥす㒊

ࡿࠊṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
34㸸16

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸࡞ࡾᗈᇦ࡛⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢᾘ㜵ࠊࡲࡓࡣ㆙ᐹ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊᗈᇦⓗ࡞⅏ᐖഛ࠼ࡿࡓࡵ᪩ࡃࠊ⥭ᛴ
ᾘ㜵ຓ㝲ࠊᗈᇦ࡞⥭ᛴຓ㝲ࢆὴ㐵ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛
ࡍࠋ㜰⚄㟈⅏ࡢࡁ࡞࡛ࡶࠊᅜࡽࡢᣦ♧ࡀ࡞ࡃ࡚
ࡶࠊᐇ㝿⮬ศࡢᆅᇦ࡛⿕ᐖࡀ࡞࠸ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
ࡽࠊ⌧ᆅྥࡗࡓᾘ㜵ᮏ㒊ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ

17

34㸸46

┴Ὑ⏫

ࢀ࡚㸶ேࡀᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴ࡢⓑἙ

ࢼ㸸ࡇࡕࡽࡣࠊᾏ㐨ࡢⱢᑠ∾ᕷࡢࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ౫
↛ࡋ࡚ࠊἼࡀᓊቨࢆ㉺࠼࡚ᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋᾏ㐨
ࡢⱢᑠ∾ࡶὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ㟈※ࡽ࡞ࡾ㞳
ࢀࡓᆅᇦ࡛ࡶࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼ㆙ሗࠊ
ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁཝ㔜࡞㆙ᡄࢆ࠾㢪࠸ࡋ
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ᆅ㟈㏿ሗ

ࡲࡍࠋ
17

17

35㸸10

᪥ࠊ㸰 46 ศ㡭ࠊࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈※ࡣ

(35㸸18)

୕㝣Ἀࠊ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ 20 ࠋᅇࡢᆅ㟈ࢆẼ㇟ᗇࡣࠕᖹ

༗ᚋ㸳 31 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᡂ 23 ᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࠖ࠸࠺ྡ๓ࢆࡅࡲࡋ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 30 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.8

ࡓࠋ

༗ᚋ㸳 31 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸲ࡢᆅ㟈

ࡇࢀࡣ NHK ࡢⲈᇛ┴ࡢỈᡞᨺ㏦ᒁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ࠸ࡗࡓ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

35㸸25

ᆅ㟈㏿ሗ

ࢇ㟁Ẽࡀᾘ࠼ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡣࠊᒾᡭ┴ࡢ㔩▼ᕷࡢ

୰⥅࣭ ᒾᡭ

ᵝᏊ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋVTR ࡢᫎീ࡛

┴㔩▼

ࡍࠋὠἼ࡛㌴ࡀὶࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ㟁ᰕࡶࠊಽࢀࡓࡢ
ࡀศࡾࡲࡋࡓࠋ㌴ࡀḟࠎὶࡉࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊࠋ
㒔ྖࡉࢇࠊ┦ᙜࡁ࡞ຊࡢࠊᕧ࡞ὠἼ࠸࠺ࡇ࡛ࡍ
ࡡࠋ
35㸸53

㒔ྖ㸸ࡇࢀࠊఱྎࡇ࠺ࠊࣛࢺࡀࡘ࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ
࠸࠺ࡇࡣࠊேࡀࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࠊࡇࢀࠊ
࠶ࡢࠊ㌴࠸࠺ࡢࡣࠊ୰ࠊ✵࡛ࡍࡢ࡛ࠊὠἼࡼ
ࡗ࡚⡆༢㐠ࡤࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋὠෆࡢࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ᆅ㟈ࡢࡁࠊ≉ᾏࡢ㏆ࡃ࠸ࡿࡁࠊ㌴ࡗࡓࡲࡲ

┴ྎ

࠸ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ༴㝤࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ࠺ࡗࡾࡍ

ྡྲྀ㏆

ࡿࠊࡅࡀࢆࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠾ஸࡃ࡞ࡾ࡞ࡿᩘࡀࠊ
ேࡢᩘࡀࡶࡗቑ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࢇࡌࡷ࡞࠸࠸࠺ᜍࢀ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
17

36㸸22

ࢼ㸸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢሗ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴࠶ࡿࠊ

(36㸸26)

ᮾி㟁ຊࡢ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡣࠊᆅ㟈࡛Ṇࡋࡓ

㹌㹆㹉ࢽ࣮ࣗࢫ㏿ሗ

NHK ࢽ ࣗ

㸰ᶵࡢཎⓎ࡛ࠋ

ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈 Ẽ㇟ᗇࡀ㹋8.8 ಟṇ ᅜ

࣮ࢫ㏿ሗ

࠶ࠊࠊ᪂ࡋ࠸ሗࡀධࡾࡲࡋࡓࠋᅇ㉳ࡁࡓࠊᮾᆅ

ෆ᭱つᶍ

36㸸30

᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࡛ࡍࡀࠊẼ㇟ᗇࡀᆅ㟈ࡢつᶍࢆ♧ࡍ࣐ࢢ
ࢽࢳ࣮ࣗࢻࢆࠊ8.8 ಟṇࡋࡲࡋࡓࠋᮾᆅ᪉ኴᖹὒ
Ἀᆅ㟈ࠊᅇࡢᆅ㟈ࠊẼ㇟ᗇࡣࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈
ྡࡅࡲࡋࡓࡀࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ಟṇࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
㒔ྖࡉࢇࠊ㸶ࠋ
ࢶࢪ࣒ࣛ㸸࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ࡣࠊᆅ㟈ࡢほ

ࡀ᪥ᮏ࡛

ጞࡲࡗࡓ᫂௨㝆ࠊᅜෆ࡛ࡣ᭱つᶍ࠸࠺ࡇ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋᕧᆅ㟈ࠊᕧᆅ㟈࡛ࡍࠋ
17

37㸸04

ࢼ㸸⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋᅇ㉳ࡁࡓᮾᆅ᪉ኴᖹ
ὒἈᆅ㟈ࠊẼ㇟ᗇࡣ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ಟṇࡋࡲࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣᅜෆ࡛ࡣ᭱ࡢࠊᆅ㟈ࡢほ

ࡀጞࡲࡗࡓ᫂

௨㝆ࠊᅜෆ࡛ࡣ᭱ࡢつᶍࡢᆅ㟈࡛ࡍࠋ
37㸸19

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ᮾࡢኴᖹὒἢᓊ࡛ࡣࠊࡇࡢᆅ㟈࡛ᩘⓒ࢟ࣟ
ࢃࡓࡗ࡚ࠊᆅ㟈ࡢ◚ቯࡀ㐍ࢇࡔ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ㸯࢝
ᡤࡀ㟈※࡛㉳ࡇࡿᆅ㟈ࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖ࡛ᆅ
┙ࡢࠊᒾ┙ࡢᔂቯࡀ㉳ࡁࡓࠋࡑࢀࡼࡗ࡚ࠊ࣐ࢢࢽࢳ
࣮ࣗࢻ 8.8 ࠸࠺㉸ᕧ࡞ᦂࢀ࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ

37㸸43

ࢼ㸸㒔ྖࡉࢇࠊࡇࡢ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ࠸࠺ࠊ㉸ᕧ
ᆅ㟈ゝࡗ࡚࠸࠸ᛮ࠺࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ
㒔ྖ㸸㉸ᕧᆅ㟈࡛ࡍࡡࠋከศࡇࢀࡣࣉ࣮ࣞࢺࡢቃ⏺ࡢ
ࡎࢀࡢ㔞ࠊᆅ㟈ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓࡎࢀࡢ㔞࠸࠺ࡢࡀࠊ10m
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ࡽ 20m ࡃࡽ࠸ࡎࢀࡓࡢ࡞ࠋ࡛ࠊᾏᗏࡢ┒ࡾୖࡀࡾࡢ
㔞ࡶ㸳ࠊ㸴m ࡣࡇ࠺ࠊ῝࠸ᡤ࡛ࠊ㝯㉳ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ࠶
ࡾࡲࡍࡡࠋ࡛ࠊࡇࢀࡣࠊࡲ࠶ࠊ࣭࣭࣭ྂ࠸グ㘓ࡽㄪ
࡚ࡶࠊࡑࢇ࡞ࡣ㉳ࡁ࡞࠸ᆅ㟈࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ
࡞ࡾࡲࡍࡡࠋ
17

38㸸20

ࢼ㸸㜰⚄ῐ㊰㟈⅏ẚࡲࡍࠊࡇࢀࠊࡢࡃࡽ࠸
ࡢつᶍࡢᆅ㟈࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࠋ
ྖ㸸࠶ࢀࠊ7.3 ࡔࡗࡓࡽࠊࡑࢀࡼࡾ 1.6 ࡁ࠸ࡇࠊ
1.5 ࡁ࠸ࡇ࡞ࡾࡲࡍࡡࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ100 ಸࠋ࠼ࠊ
ࡕࡻࡗᚅࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸯ࡁ࠸ 32ࠊࡑࢀࡢࡉࡽ
㸲ಸࠋ100 ಸ௨ୖ࡛ࡍࡡࠋ150 ಸࡃࡽ࠸ࡢつᶍࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

17

38㸸49

ࢼ㸸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⚟
ᓥ┴࠶ࡾࡲࡍᮾி㟁ຊࡢ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡣࠊ
ᆅ㟈࡛Ṇࡋࡓ㸰ᇶࡢཎⓎ࡛ࠊཎᏊ⅔ࢆᏳ෭ࡸࡍࡓ
ࡵᚲせ࡞ࠊ㠀ᖖ⏝ࡢࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡢࡍ࡚ࡀ࠼
࡞ࡃ࡞ࡾࠊ෭༷ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺⬟ຊࡀ༑ศ࡞࠸ุ᩿
ࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

39㸸11

ࡇࡢࡓࡵᮾி㟁ຊࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูἲᇶ࡙࠸
࡚ࠊ༗ᚋ㸲⾜ࡗࡓ␗ᖖែࡢ㏻ሗ⥆ࡁࠊ༗ᚋ㸳
ࠊ⥭ᛴែࢆ▱ࡽࡏࡿ㏻ሗࢆࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢཎᏊຊᏳ
ಖᏳ㝔⾜࠸ࡲࡋࡓࠋཎᏊຊᏳಖᏳ㝔ࡣࠊሗࡢ☜

(39㸸33)

ㄆࢆ㐍ࡵࠊᚋࡢᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥ➨

༗ᚋ㸳 35 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

୍ཎⓎ࡛ࡣࠊࡢࡇࢁᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ₃ࢀࡿ࡞ࡢእ㒊

㟈 ※ ࡣ Ⲉ ᇛ ┴Ἀ ῝ ࡉ ࡈ ࡃ ὸ ࠸ ࣐ ࢢ ࢽ ࢳ ࣗ ࣮ ࢻ

ᆅ㟈㏿ሗ

ࡢᙳ㡪ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋཎᏊຊᏳಖᏳ㝔ࡣࠊ 5.5

39㸸42

ᘬࡁ⥆ࡁ┘どࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༗ᚋ㸳 35 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸱ࡢᆅ㟈

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊࡇࢀࡣ⥭ᛴែࢆ▱ࡽࡏࡿ㏻ሗࡀ⾜ࢃࢀ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ

㟈 ᗘ 㸱 㡲 ㈡ᕝ ᕷ ᐩᒸ ⏫ Ỉ ᡞᕷ ᪥ ❧ ᕷ ᮾ ᾏᮧ

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋඛ༗ᚋ㸲࡛ࡍࡡࠊࢹ࣮ࢮࣝ

ᇛ 㔛 ⏫ ᅵ ᾆᕷ ▼ ᒸᕷ ྲྀ ᡭ ᕷ ࡘࡃ ࡤ ᕷ 㮵 ᔱᕷ

Ⓨ㟁ᶵࡀ㟁➼࡛࠼࡞࠸ࡇࢆ♧ࡍࠊࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋ

✄ᩜᕷ ⟃すᕷ 㖝⏣ᕷ ᖖ┙Ặ ┿ᒸᕷ ᪫ᕷ ⍰

࡚ࠊ␗ᖖែࡢ㏻ሗࠋࡑࢀࡽ⥭ᛴែࡢ㏻ሗ࠸࠺

ᕷ 㤶ྲྀᕷ ᒣṊᕷ ᡂ⏣ᕷ బᕷ ඵ⾤ᕷ ༳すᕷ

ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࠊᆅ㟈࡛ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢⓎ㟁ᶵ
⮬యࡣ㸰ᇶࡶṆࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢṆࡋࡓ
ཎᏊ⅔ࢆᏳ෭ࡸࡍࡓࡵᚲせ࡞㠀ᖖ⏝ࡢࢹ࣮ࢮ
ࣝⓎ㟁ࠋṆࡋ࡚࠸ࡿཎⓎࢆ෭ࡸࡍࡓࡵᚲせ࡞ࢹ࣮
ࢮࣝⓎ㟁ᶵࠊࡇࡕࡽࡀࡍ࡚࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ
40㸸21

ࡘࡲࡾࡇࢀࡣࠊࠊṆࡲࡗ࡚࠸ࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆࠊ࠶ࠊ
ཎⓎࡢཎᏊ⅔ࢆࠊ෭༷ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊ༗ᚋ㸳⥭ᛴែࢆ▱
ࡽࡏࡿ㏻ሗࢆࠊཎᏊຊᏳಖᏳ㝔⾜ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛

(40㸸39)

40㸸47

ࡍࠋ

༗ᚋ㸳 35 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡢࡇࢁᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ₃ࢀࡿ࡞ࠊእ㒊ࡢᙳ㡪ࡣ࡞

㟈 ※ ࡣ Ⲉ ᇛ ┴Ἀ ῝ ࡉ ࡈ ࡃ ὸ ࠸ ࣐ ࢢ ࢽ ࢳ ࣗ ࣮ ࢻ

࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢᑐᛂࢆࠊࠊཎᏊຊᏳಖᏳ㝔

5.5

ࡀ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

༗ᚋ㸳 35 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸱ࡢᆅ㟈

ࢼ㸸࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ᪥ࠊ༗ᚋ㉳ࡁࡲࡋࡓࠊ ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
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ᆅ㟈㏿ሗ

ᖹᡂ 23 ᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ᆅ㟈࡛ࡍࡅࢀࡶࠊඛ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

Ẽ㇟ᗇࡣࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ಟṇࡋࡲࡋࡓࠋ

㟈 ᗘ 㸱 㡲 ㈡ᕝ ᕷ ᐩᒸ ⏫ Ỉ ᡞᕷ ᪥ ❧ ᕷ ᮾ ᾏᮧ

ࡇࢀࡣ᫂௨㝆ࠊほ

ᇛ 㔛 ⏫ ᅵ ᾆᕷ ▼ ᒸᕷ ྲྀ ᡭ ᕷ ࡘࡃ ࡤ ᕷ 㮵 ᔱᕷ

ࢆጞࡵ࡚ࡽࠊᅜෆ᭱つᶍࡢᆅ

㟈࡛ࡍࠋࡇࡢᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁཝ㔜࡞㆙ᡄࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ ✄ᩜᕷ ⟃すᕷ 㖝⏣ᕷ ᖖ┙Ặ ┿ᒸᕷ ᪫ᕷ ⍰
ᘬࡁ⥆ࡁᆅ㟈ࠊὠἼࡢሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
17

41㸸14

ᕷ 㤶ྲྀᕷ ᒣṊᕷ ᡂ⏣ᕷ బᕷ ඵ⾤ᕷ ༳すᕷ

ࢼ㸸࡛ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁὠἼᆅ㟈㛵ࡍࡿሗࢆ࠾ఏ࠼
ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ᪥༗ᚋࠊᮾᆅ᪉࡛ࠊ┦ḟ࠸࡛ᙉ࠸ᆅ
㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢᆅ㟈࡛ࠊኴᖹὒἢᓊࡢᆅᇦࢆ୰ᚰ
ࠊὠἼ㆙ሗࠊὠἼ㆙ሗ࡞ࡀฟ࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊྛᆅ࡛
ࡍ࡛ᩘ࣓࣮ࢺࣝࡢࡁ࡞ὠἼࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍
ᗘὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡲࡋ࡚ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ
࡛ࡍࠋᏳ࡞㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᏳ࡞㧗࠸
ᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

41㸸43

㑊㞴࡛ࡁ࡚࠸ࡿ᪉ࡣࠊࡑࡢࡲࡲᏳ࡞ሙᡤࢆ㞳ࢀ࡞࠸ࡼ
࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ㧗ྎࡀ㏆ࡃ࡞࠸ሙྜࠊኵ
࡞ᘓ≀ࡢୖࡢ࠺㑊㞴ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᘓ≀࡛ゝ࠸ࡲ
ࡍࠊࣅࣝࡢ㸱㝵௨ୖࡢ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᾏእࡸᕝἢ࠸ࡽࡣ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾏᓊ
ࡸᕝἢ࠸ࡣ⤯ᑐ㏆࡙࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ᐑᇛ┴ࡢᰩཎᕷ࡛㟈ᗘ㸵ࠊࡑࡢࠊ㟈ᗘ㸴ᙉࠊ㟈

୰⥅࣭ ᐑᇛ

ᗘ㸴ᙅࡢᙉ࠸ᦂࢀࡶほ

┴ྎ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࡶ⥆࠸࡚࠸

ࡲࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡶࡇࡢᮾி㇂࠶ࡿ㹌㹆㹉ࡢࢫࢱࢪ࢜ࡀ

ྡྲྀ㏆

ᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋవ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡀᙉࡗࡓᆅ
ᇦ࡛ࡣࠊᘓ≀ࡀಽቯࡋࡓࡾࠊᒣᔂࢀࡸᓴᔂࢀࡀ㉳ࡁࡓࡾ
ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㐨㊰ࡢடࡸᆅ㠃ࡢ㝗ἐ࡞ࡶ
ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㹌㹆㹉ྎᨺ㏦ᒁࡽ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ
17

17

42㸸42

42㸸48

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋྎࡢࢫࢱࢪ࡛࢜ࡍࠋඛࡽ⧞ࡾ㏉ࡋ

ྎ࣭ ࢫࢱ

వ㟈ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋᮾᆅ᪉ࡣ͐

⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ㸦Ẽ㇟ᗇ㸧

ࢪ࢜

ࢼ㸸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟࡲࡋࡓࠋᙉ

⚟ᓥ┴࡛ᆅ㟈 ᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄ

⥭ᛴᆅ 㟈㏿

࠸ᦂࢀ㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴࡛ᙉ࠸ᦂ

⚟ᓥ Ⲉᇛ

ሗ

ࢀ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴Ⲉᇛ

ᮾி࣭ ࢫࢱ

┴࡛ࠊᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ࡛

ࢪ࢜

ࡍࠋ⚟ᓥ┴Ⲉᇛ┴࡛ᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ⌧ᅾ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟࡲࡋࡓࠋ
⚟ᓥ┴Ⲉᇛ┴࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴Ⲉᇛ┴ࡢ᪉ࡣᙉ࠸ᦂࢀ
㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᏳ࡞ሙᡤ࡛ᦂࢀഛ࠼࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋኵ࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ࡞㞃ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡅ
ࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢸࣞࣅࡢᫎീ

୰⥅࣭ Ⲉᇛ

ࡣࠊ⌧ᅾࡢỈᡞᕷෆࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋࡲࡔᦂࢀࡣࠊࡇࡢ⏬㠃

┴Ỉᡞ

ࡽࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
43㸸36

⚟ᓥ┴Ⲉᇛ┴⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟࡲࡋࡓࠋᙉ࠸ᦂࢀ
㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋ⚟ᓥ┴Ⲉᇛ┴ࡢ᪉ࠊᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄ
ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠊ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟࡲࡋࡓࠋ⚟ᓥ┴
Ⲉᇛ┴ࡢ᪉ࠊᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋᦂࢀࡀ᮶ࡿ
ࡲ࡛ࡣࠊᏳ࡞ሙᡤ㌟ࢆᐤࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㌟ࡢᏳࢆ
☜ಖࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᙉ࠸ᦂࢀ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡅࡀࢆ
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(44㸸00)

17

44㸸12

ࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋኵ࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘ

༗ᚋ㸳 40 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ࡢୗ࡞㞃ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋኵ࡞ࢸ࣮ࣈࣝࡸᮘࡢୗ࡞

ࡓ

㞃ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㟈ᗘ㸱௨ୖࡢᆅᇦࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ᦂࢀࡼࡿ⿕ᐖ㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋࠋ

㟈ᗘ㸳ᙉ ⚟ᓥ㏻ࡾ

㟈ᗘ㸳ᙉࡀ⚟ᓥ┴ࡢ㏻ࡾࠋ㟈ᗘ㸳ᙅࡀ⚟ᓥ┴ࡢ୰㏻ࡾ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⚟ᓥ୰㏻ࡾ

࡛ࡍࠋ⏬㠃࡛⾲♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ㟈ᗘ㸳ᙉࡀ⚟ᓥ┴

㟈ᗘ㸲 ᐑᇛ㒊 ᐑᇛ༡㒊 ᐑᇛ୰㒊 ᒣᙧᮧᒣᆅ

㏻ࡾࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡀ⚟ᓥ┴୰㏻ࡾ࡛ࡍࠋᦂࢀࡢᙉࡗࡓ

᪉ ᒣᙧ⨨㈷ᆅ᪉ Ⲉᇛ㒊 Ⲉᇛ༡㒊 ᰣᮌ㒊 ᰣ

ᆅᇦࡢ᪉ࡣⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚟ᓥ┴ࡢ㏻

ᮌ༡㒊

ࡾࠊ㟈ᗘ㸳ᙉࠊ⚟ᓥ┴୰㏻ࡾࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࡢᦂࢀࢆほ

ࡋ

㟈ᗘ㸱 㟷᳃୕ඵୖ ᒾᡭෆ㝣༡㒊 ᒣᙧ᭱ୖᆅ᪉

࡚࠸ࡲࡍࠋὠἼࡢ㆙ሗࡀᘬࡁ⥆ࡁฟ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊἢᓊ

ὠ ⩌㤿༡㒊 ᇸ⋢㒊 ᇸ⋢༡㒊 ༓ⴥᮾ㒊 ༓

ࡢ᪉ࡣᘬࡁ⥆ࡁ༑ศ㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ㟈ᗘ

ⴥす㒊 ᮾி 23 ༊

ᆅ㟈㏿ሗ

㸲ࡀᐑᇛ㒊ࠊᐑᇛ୰㒊ࠊᐑᇛ༡㒊ࠊᒣᙧᮧᒣᆅ᪉ࠊᒣ
ᙧ⨨㈷ᆅ᪉࡛ࡍࠋ
45㸸03

࠶ࡽࡓࡵ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡲࡍࠋ༗ᚋ㸳 40 ศ㡭ࠊᮾᆅ᪉
࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ㟈ᗘ㸳ᙉࡀ⚟ᓥ┴㏻ࡾࠊ㟈
ᗘ㸳ᙅࡀ⚟ᓥ┴୰㏻ࡾࠊࡲࡓ㟈ᗘ㸲ࡀᐑᇛ┴㒊ࠊᐑᇛ
┴୰㒊ࠊᐑᇛ┴༡㒊ࠊᒣᙧ┴ᮧᒣᆅ᪉ࠊᒣᙧ┴⨨㈷ᆅ᪉ࠋ

45㸸26

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊ⌧ᅾࡢ⚟ᓥᕷࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⚟ᓥᕷࡢᵝ

୰⥅࣭ ⚟ᓥ

Ꮚ࡛ࡍࠋ≉⿕ᐖࡢ≧ἣࡣࡇࡢ⏬㠃ࡽࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡏ

┴⚟ᓥᕷ

ࢇࠋ⚟ᓥ┴࡛ࡣ㏻ࡾ࡛㟈ᗘ㸳ᙉࠊ୰㏻ࡾ࡛㸳ᙅࡢᦂࢀ
ࢆほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᑡࡋ࣓࢝ࣛࡀᑠ้ࡳࠊᶓᦂࢀ࡚

࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ㟈ᗘ㸳ᙉࢆ⚟ᓥ┴㏻ࡾࠊ㟈ᗘ㸳
ᙅࢆ⚟ᓥ┴୰㏻ࡾ࡛ほ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᦂࢀࡢᙉࡗࡓᆅ

ᇦࡢ᪉ࡣࠊ࠺ࡒⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡅࡀࢆ
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⴠࡕ࡚ࡃࡿࡶࡢࡸಽ
ࢀ࡚᮶ࡿࡶࡢ༑ศ࡞ὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡲࡓࡇࡢᚋࡶవ
㟈ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋᦂࢀࡀࡲࡗ࡚ࡶࠊవ㟈ࡢᦂ
ࢀᘬࡁ⥆ࡁ㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
17

46㸸09
(46㸸12)

ࡢᆅ㟈ࡢ᪂ࡓ࡞ሗ࡛ࡍࠋ༗ᚋ㸳 41 ศ㡭ࡢᆅ㟈ࡣࠊ
㟈※ࡀ⚟ᓥ┴Ἀ࡛ࡍࠋ㟈※ࡢ῝ࡉࡣ 30kmࠊᆅ㟈ࡢつᶍ

༗ᚋ㸳 41 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࢆ♧ࡍ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻࡣࠊ5.8 ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 30 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.8

ࡢᆅ㟈࡛ࠊ㟈ᗘ㸳ᙉࡀᐩᒸ⏫ࠊࡑࡋ࡚㟈ᗘ㸳ᙅࡀ⏣ᮧᕷࠊ ༗ᚋ㸳 41 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸳ᙉࡢᆅ㟈ࡀ࠶
ᴍⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊ༡┦㤿ᕷ࡛ほ
56㸸32

17

47㸸02

47㸸14

ࡾࡲࡋࡓ

ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᦂࢀࡢᙉࡗࡓᆅᇦࡢ᪉ࡣࠊⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

࠸ࠋⴠࡕ࡚ࡃࡿࡶࡢࡸಽࢀ࡚᮶ࡿࡶࡢὀពࡀᚲせ࡛

㟈ᗘ㸳ᙉ ᐩᒸ⏫

ࡍࠋࡲࡓࠊ࠸ࡗࡓࢇᦂࢀࡀࡲࡗ࡚ࡶࠊࡇࡢᚋࡶࡧᙉ

㟈ᗘ㸳ᙅ ⏣ᮧᕷ ᴍⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ

࠸ᦂࢀࡀ㉳ࡁࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ༑ศ࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛

㟈ᗘ㸲 ୍㛵ᕷ ྎ㟷ⴥ༊ ྎᐑᇛ㔝༊ ྎⱝ

ࡍࠋᘓ≀ࡀಽቯࡋࡓࡾࠊᒣᔂࢀࡸᓴᔂࢀࡀ㉳ࡁࡓࡾࡍࡿ

ᯘ ༊  ྎ ኴⓑ ༊ ຍ⨾ ⏫ Ⰽ 㯞⏫ ᾛ ㇂ ⏫ Ⓩ ⡿ᕷ

ᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊඛࡽ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍᙉ࠸ᆅ

 ᓮ ᕷ ྡ ྲྀᕷ ゅ ⏣ᕷ ᰘ ⏣ ⏫ ᳃ ⏫ ᮾ ᯇ ᓥᕷ

㟈ࡀ┦ḟ࠸࡛࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᆅ┙࡞ࡀᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅ

ᯇ ᓥ ⏫  ࣨ ⏫ ᗓ ⏫ ୖ ᒣᕷ ኳ ❺ ᕷ ⡿ ἑᕷ

ᇦࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᅵ◁ᔂࢀࠊᓴᔂࢀࡣཝ㔜࡞㆙ᡄ

༡㝧ᕷ㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲㈡

ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ᕝᕷ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ᕝಛ⏫ ⋢ᮧ 㙾▼⏫ ୰

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊ⚟ᓥᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ⚟ᓥᕷෆ୰

ᓥᮧ ⋢ᕝᮧ ὸᕝ⏫ ྂẊ⏫ ୕⏫ ᑠ㔝⏫ ⚟ᓥ

ᚰ㒊ࠊ㏻ࡾ㌴ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ఀ 㐩 ᕷ ᮏ ᐑᕷ ࠸ ࢃࡁ ᕷ ᗈ 㔝⏫ ᕝ ෆ ᮧ  ⇃⏫

ࡑࡋ࡚ࠊ᪥༗ᚋࠊ┦⥅࠸ࡔᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࠊ⌧ᅾࡶኴᖹ

ⴥ⏫ ⴱᑿᮧ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ᪥❧ᕷ Ꮚ⏫ ᇛ

ὒഃࢆ୰ᚰࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛ὠἼ㆙ሗࡸὠἼ㆙ሗ࡞ࡀ

㔛⏫ ᅵᾆᕷ ᑠ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿ἑ⏫ 㑣㡲ⅲᒣ

ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋἢᓊࡢᆅᇦࡢ᪉ࠊࡲࡓࠊᕝࡢἙཱྀ㏆࠸᪉

ᕷ
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17

47㸸31

ࡣࠊࡇࡢᚋࡶཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍࠋᾏᓊ㏆ࡣ⤯ᑐ

㟈 ᗘ 㸱 㝵 ୖ⏫ 㔝 ⏣ᮧ ⰼ ᕳ ᕷ ᖹἨ ⏫ Ẽ  ᕷ

㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᰩཎᕷ ᐑᇛ⨾㔛⏫ ▼ᕳᕷ ᐩ㇂⏫ ᒣᙧᕷ ᡞἑᮧ

ࡲࡓࠊࡍ࡛ྛᆅ࡛ᩘ࣓࣮ࢺࣝࡢࡁ࡞ὠἼࡀほ

ࡉࢀ

ᐮἙỤᕷ ᮧᒣᕷ ᒣ㎶⏫ ୰ᒣ⏫ Ἑ⏫ ▼⏣⏫

࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᚋࡶࡧࠊ㸰ᅇࠊ㸱ᅇࠊࡉࡽከࡃࡢὠ

ᒣᙧᕝす⏫ す㒓ᮧ Ἠ㷂ᮧ ▮྿⏫ Ჴ⏫ ▮⚍⏫

Ἴࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᚋࡽࡃࡿὠἼࡢ࠺

ሮ⏫ 㩪ᕝᮧ ▼ᕝ⏫ ᖹ⏣ᮧ ὠⱝᯇᕷ ႐ከ᪉ᕷ

ࡀࡁ࠸ᜍࢀࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ୍ᗘὠἼࡀほ

ୗ㒓⏫ ☬Დ⏫ ⊦ⱑ௦⏫ ὠᆏୗ⏫ ᕝᮧ ᰗὠ

ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡑ

ࡢᚋࡶࠊ㠀ᖖ༴㝤࡛ࡍࡢ࡛ࠊὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

⏫ ὠ⨾㔛⏫ Ỉᡞᕷ ᖖ㝣ኴ⏣ᕷ ᮾᾏᮧ ᖖ㝣

⌧ᅾࡢ⚟ᓥᕷෆࡢᫎീࠊ୰⥅ࡢᫎീ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ࣓࢝

ᐑᕷ ྂἙᕷ ▼ᒸᕷ ❳ࣨᓮᕷ ྲྀᡭᕷ ∵ஂᕷ ࡘ

ࣛࡀᑡࡋᶓᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟ᓥᕷࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ ࡃࡤᕷ 㮵ᔱᕷ 㟘⏫ ᆏᮾᕷ ✄ᩜᕷ ⟃すᕷ 㖝

48㸸07

ඛ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡀฟࡲࡋ࡚ࠊ㸳ᙉ㸳ᙅࠊ㏻ࡾ࡛

⏣ᕷ ᖖ⥲ᕷ ࡘࡃࡤࡳࡽ࠸ᕷ Ᏹ㒔ᐑᕷ ᪥ගᕷ ▮

㸳ᙉࠊ୰㏻ࡾ࡛㸳ᙅࡢᦂࢀࢆほ

ᯈ ᕷ 㑣 㡲 ሷཎ ᕷ 㮵 ᕷ ┿ ᒸᕷ ┈ Ꮚ ⏫ ⱱ ᮌ⏫

ࡋࡲࡋࡓࠋ

᪂ࡓ࡞ሗ࡛ࡍࠋ㟈ᗘ㸳ᙅࡀ⏣ᮧᕷᴍⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊ༡

ⰾ㈡⏫ ࡉࡃࡽᕷ ᰣᮌ㑣⌃⏫ ୗ㔝⏫ ๓ᶫᕷ 㑚ᴦ

┦㤿ᕷ࡛ほ

ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㟈ᗘ㸳ᙉࠊࡲࡓ㸳ᙅࡢᙉ࠸ᦂ

⏫ ຍ 㡲 ᕷ ஂ ႐ᕷ  ᪥ 㒊⏫ ᐑ ௦⏫ ༓ ⴥ ୰ ኸ༊

ࡋࡓᆅᇦࡢⓙࡉࢇࡣࠊ࠺ࡒⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡋ

༓ⴥⰼぢᕝ༊ ༓ⴥ✄ẟ༊ ༓ⴥⱝⴥ༊ ༓ⴥ⨾༊

ࢀࢆほ

࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡅࡀࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ⚄ ᇸ ⏫ 㤶 ྲྀᕷ 㔝 ⏣ᕷ ᡂ ⏣ ᕷ బ ᕷ ᅄ ⾤ 㐨ᕷ
17

48㸸27

48㸸58

᪥༗ᚋࠊᮾᆅ᪉࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ┦ḟ࠸࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡲ

ඵ⾤ᕷ ༳すᕷ ᰤ⏫ ᐩ㔛ᕷ ᮾி༓௦⏣༊ ᮾிỤ

ࡍࠋࡇࡢᆅ㟈ࡼࡗ࡚ࠊὠἼ㆙ሗࡸὠἼ㆙ሗ࡞ࡀฟ

ᡞᕝ༊ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲

࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊྛᆅ࡛ᩘ࣓࣮ࢺࣝࢆ㉸࠼ࡿࡁ࡞ὠ

㈡ ᕝ ᕷ  ᮏᯇ ᕷ ᱓ᢡ ⏫ ᕝ ಛ⏫  ⋢ ᮧ 㙾 ▼⏫

Ἴࡀࡍ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋὠἼࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ

୰ᓥᮧ ⋢ᕝᮧ ὸᕝ⏫ ྂẊ⏫ ୕⏫ ᑠ㔝⏫ ⚟

ᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋὠἼࡣ⧞ࡾ㏉ࡋᢲࡋᐤࡏࡿ

ᓥఀ㐩ᕷ ᮏᐑᕷ ࠸ࢃࡁᕷ ᗈ㔝⏫ ᕝෆᮧ ⇃⏫

ᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୍ᗘἼࡀᘬ࠸࡚ࡶࠊ㸰ᗘࠊ㸱ᗘ⧞ࡾ

ⴥ⏫ ⴱᑿᮧ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ᪥❧ᕷ Ꮚ⏫ ᇛ

㏉ࡋ࡚ࡁ࡞Ἴࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊἢᓊ

㔛⏫ ᅵᾆᕷ ᑠ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿ἑ⏫ 㑣㡲ⅲᒣ

ࡢᆅᇦࡢ᪉ࡣ࠺ࡒཝ㔜࡞㆙ᡄࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᕷ

⌧ᅾࡢඵᡞᕷෆࡢᵝᏊࠊࢸࣞࣅࡢ⏬㠃࡛ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡲ

୰⥅࣭ 㟷᳃

ࡍࠋᓊቨ⁺⯪ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡾࡁ࡞

┴ඵᡞ

⯪࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ᆅ㠃ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋඛࡇࡢ㎶ࡾࡶ
ࡁ࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡲࡋࡓࠋ㝣ࡢ࠺࡛ࡣࠊࡁ࡞⯪
ࡀᶓಽࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶぢ࠼ࡲࡍࠋ㝣ࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ

17

49㸸19

ࡣ₻ࡢ⃭ࡋ࠸ືࡁࡣ☜ㄆࡉࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡇࡢᚋࡶᘬ

(49㸸29)

ࡁ⥆ࡁࠊࡁ࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋὠἼ

༗ᚋ㸳 41 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡣ㸰ᅇ┠ࠊ㸱ᅇ┠ࡢ࠺ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 30 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 5.8

49㸸37

50㸸00

17

50㸸26

࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁཝ㔜࡞㆙ᡄࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

༗ᚋ㸳 41 ศࡈࢁᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸳ᙉࡢᆅ㟈ࡀ࠶

⚟ᓥ┴ᗈ㔝⏫ᙺሙࡼࡾࡲࡍࠊᾏᓊࡽ࠾ࡼࡑ 100m

ࡾࡲࡋࡓ

㞳ࢀ࡚࠸ࡿᗈ㔝⏫ୗὸぢᕝᮏ⏫࡛ࠊ࠾ࡼࡑ 50 ୡᖏࡀỈ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

ࡘࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ࠾ࡼࡑ 50 ୡᖏࡀỈ

㟈ᗘ㸳ᙉ 㟈ᗘ㸳ᙉ ᐩᒸ⏫

ࡘࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᆅ༊ఫࡴேࡽࠊᐙ᪘

㟈ᗘ㸳ᙅ ⏣ᮧᕷ ᴍⴥ⏫ ᾉỤ⏫ ༡┦㤿ᕷ

ࡀྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺㏻ሗࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍ

㟈ᗘ㸲 ୍㛵ᕷ ྎ㟷ⴥ༊ ྎᐑᇛ㔝༊ ྎⱝ

ࡀࠊᾘ㜵࡞ࡣ㏆࡙ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊヲࡋ࠸≧ἣ

ᯘ ༊  ྎ ኴⓑ ༊ ຍ⨾ ⏫ Ⰽ 㯞⏫ ᾛ ㇂ ⏫ Ⓩ ⡿ᕷ

ࡣศࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

 ᓮ ᕷ ྡ ྲྀᕷ ゅ ⏣ᕷ ᰘ ⏣ ⏫ ᳃ ⏫ ᮾ ᯇ ᓥᕷ

ᗈ㔝⏫࡛ࡣࠊ⏫ෆୡᖏ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚ࠊఫẸ㑊

ᯇ ᓥ ⏫  ࣨ ⏫ ᗓ ⏫ ୖ ᒣᕷ ኳ ❺ ᕷ ⡿ ἑᕷ

㞴ࢆࡧࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᒾᡭ┴㆙ᐹ

༡㝧ᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲

ᮏ㒊ࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸳⌧ᅾࠊᒾᡭ┴ෆ࡛ࡣࠊ 10

㈡ ᕝ ᕷ  ᮏᯇ ᕷ ᱓ᢡ ⏫ ᕝ ಛ⏫  ⋢ ᮧ 㙾 ▼⏫

ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᒾᡭ┴㆙ᐹ

୰ᓥᮧ ⋢ᕝᮧ ὸᕝ⏫ ྂẊ⏫ ୕⏫ ᑠ㔝⏫ ⚟

ᮏ㒊ࡢሗࡼࡾࡲࡋࠊ༗ᚋ㸳⌧ᅾࠊᒾᡭ┴ෆ࡛ࡣ

ᓥఀ㐩ᕷ ᮏᐑᕷ ࠸ࢃࡁᕷ ᗈ㔝⏫ ᕝෆᮧ ⇃⏫

10 ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ⴥ⏫ ⴱᑿᮧ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ᪥❧ᕷ Ꮚ⏫ ᇛ

ࢸࣞࣅࡢᫎീࡣࠊᒾᡭ┴㔩▼ᕷࠊ༗ᚋ㸱 15 ศ㡭ࠊὠ

㔛⏫ ᅵᾆᕷ ᑠ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿ἑ⏫ 㑣㡲ⅲᒣ
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Ἴࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡁࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ㝣ᆅ⃭ࡋ࠸ὶࢀ࡛ࠊ ᕷ 㧗␊⏫ ⓑ㮚⏫ ⚟ᓥᕷ 㒆ᒣᕷ ⓑἙᕷ 㡲㈡ᕝ

17

50㸸51

ᾏỈࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ᗈ࠸⠊

ᕷ ᮏᯇᕷ ᱓ᢡ⏫ ᕝಛ⏫ ⋢ᮧ 㙾▼⏫ ୰ᓥ

ᅖ࡛Ỉࡋࡪࡁࡶୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᒾᡭ┴㔩▼ᕷࠊ᪥༗

ᮧ ⋢ᕝᮧ ὸᕝ⏫ ྂẊ⏫ ୕⏫ ᑠ㔝⏫ ⚟ᓥఀ

ᚋ㸱 15 ศ㡭ࡢὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡓࡁࡢᫎീ࡛ࡍࠋ

㐩ᕷ ᮏᐑᕷ ࠸ࢃࡁᕷ ᗈ㔝⏫ ᕝෆᮧ ⇃⏫ 

࡛ࡣࠊ♫㒊ࡢࢶࢪ࣒ࣛグ⪅ඹ࠾ఏ࠼ࡋ࡚⾜ࡁࡲ

ⴥ⏫ ⴱᑿᮧ ᪂ᆅ⏫ 㣤⯓ᮧ ᪥❧ᕷ Ꮚ⏫ ᇛ㔛

ࡍࠋ

⏫ ᅵᾆᕷ ᑠ⏣ཎᕷ 㑣㡲⏫ 㧗᰿ἑ⏫ 㑣㡲ⅲᒣᕷ

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠋࡲࡔᘬࡁ⥆ࡁኴᖹὒἢᓊࡢᗈ࠸⠊ᅖ

㟈 ᗘ 㸱 㝵 ୖ⏫ 㔝 ⏣ᮧ ⰼ ᕳ ᕷ ᖹἨ ⏫ Ẽ  ᕷ

ὠἼ㆙ሗࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࡶཝ㔜࡞㆙ᡄࡀᚲせ࡛ࡍ

ᰩཎᕷ ᐑᇛ⨾㔛⏫ ▼ᕳᕷ ᐩ㇂⏫ ᒣᙧᕷ ᡞἑᮧ

ࡡࠋ

ᐮἙỤᕷ ᮧᒣᕷ ᒣ㎶⏫ ୰ᒣ⏫ Ἑ⏫ ▼⏣⏫

ࢶࢪ࣒ࣛ㸸ࡣ࠸ࠋࡶ࠺ࡍ࡛ᬯࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶

ᒣᙧᕝす⏫ す㒓ᮧ Ἠ㷂ᮧ ▮྿⏫ Ჴ⏫ ▮⚍⏫

ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽ᫂᪥ࡅ࡚ࠊࡇࡢὠἼ㆙ሗࠊ ሮ⏫ 㩪ᕝᮧ ▼ᕝ⏫ ᖹ⏣ᮧ ὠⱝᯇᕷ ႐ከ᪉ᕷ

51㸸25

ὠἼ㆙ሗࡣ⥆ࡃᛮࢃࢀࡲࡍࠋኪ࡞ࡾࡲࡍࠊ࿘㎶ࡢ

ୗ㒓⏫ ☬Დ⏫ ⊦ⱑ௦⏫ ὠᆏୗ⏫ ᕝᮧ ᰗὠ

ᵝᏊࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡍ࡛ࠊ࠼ࡤᏳ

⏫ ὠ⨾㔛⏫ Ỉᡞᕷ ᖖ㝣ኴ⏣ᕷ ᮾᾏᮧ ᖖ㝣

࡞ᘓ≀ࡢ㸰㝵ࠊ㸱㝵㑊㞴ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡣࠊࡍࡄࠊࡑ

ᐑᕷ ྂἙᕷ ▼ᒸᕷ ❳ࣨᓮᕷ ྲྀᡭᕷ ∵ஂᕷ ࡘ

ࡇࢆືࡃࡇࡣ༴㝤࡛ࡍࠋ

ࡃࡤᕷ 㮵ᔱᕷ 㟘⏫ ᆏᮾᕷ ✄ᩜᕷ ⟃すᕷ 㖝

≉୍ᗘὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡓሙᡤ࡛ࡶࠊ㸰ᗘࠊ㸱ᗘྠࡌ

⏣ᕷ ᖖ⥲ᕷ ࡘࡃࡤࡳࡽ࠸ᕷ Ᏹ㒔ᐑᕷ ᪥ගᕷ ▮

つᶍࠊࡉࡽࡑࢀࡼࡾࡁ࡞つᶍࡢὠἼࡀ㉳ࡁࡲࡍࠋ ᯈ ᕷ 㑣 㡲 ሷཎ ᕷ 㮵 ᕷ ┿ ᒸᕷ ┈ Ꮚ ⏫ ⱱ ᮌ⏫

17

51㸸46

ࡍ࡛ᐑᇛ┴ෆ࡛ࡣࠊᾏᓊࡽᩘ࢟ࣟࡢᡤࡲ࡛ᙉ࠸ὶࢀ

ⰾ㈡⏫ ࡉࡃࡽᕷ ᰣᮌ㑣⌃⏫ ୗ㔝⏫ ๓ᶫᕷ 㑚ᴦ

ࡀ᮶࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᇶᮏⓗ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠊࡉࢀ࡚࠸

⏫ ຍ 㡲 ᕷ ஂ ႐ᕷ  ᪥ 㒊⏫ ᐑ ௦⏫ ༓ ⴥ ୰ ኸ༊

ࡿ᪉ࡣࠊࡑࡇࢆື࡞࠸ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

༓ⴥⰼぢᕝ༊ ༓ⴥ✄ẟ༊ ༓ⴥⱝⴥ༊ ༓ⴥ⨾༊

ࢼ㸸ࠊ㟁ࡢሗࡀධࡾࡲࡋࡓࠋᮾ㟁ຊࡼࡾࡲ

⚄ ᇸ ⏫ 㤶 ྲྀᕷ 㔝 ⏣ᕷ ᡂ ⏣ ᕷ బ ᕷ ᅄ ⾤ 㐨ᕷ

ࡍࠊ༗ᚋ㸲⌧ᅾࠊᮾᆅ᪉ࡢ࠾ࡼࡑ 440 ୡᖏ࡛

ඵ⾤ᕷ ༳すᕷ ᰤ⏫ ᐩ㔛ᕷ ᮾி༓௦⏣༊ ᮾிỤ

㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾ㟁ຊࡢሗࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸲

ᡞᕝ༊

⌧ᅾࠊᮾᆅ᪉ࡢ࠾ࡼࡑ 440 ୡᖏ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 㟈ᗘ㸰 እࣨ⏫ ඵᡞᕷ ༑⏣ᕷ 㔝㎶ᆅ⏫ ᡞ
㟷᳃┴ᒾᡭ┴ࠊ⛅⏣┴ࡀᇦ࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡿࠊᐑ

⏫ භᡞ⏫

ᇛ┴ᒣᙧ┴ࡀࠊࡰᇦ࡛㟁ࠋ⚟ᓥ┴ࡀ୍㒊ࡢᆅᇦ
࡛㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
52㸸15

ࢶࢪ࣒ࣛࡉࢇࠊࡢヰࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡼ࠺ࠊྛᆅࡢ᪥
ἐࡢ้࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊᮾᆅ᪉ࡀ࡛ࡍࡡࠊ㸳 30
ศྎ 40 ศྎࠊࡍ࡛᪥ἐࡢ้ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

52㸸29

࠶ࠊࠊୖ✵ࡽࡢᫎീ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊⲈᇛ┴Ὑ

୰⥅࣭ Ⲉᇛ

⏫ࡢ⌧ᅾࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋᾏ㠃ࡀ

┴Ὑ⏫

ࡲࡍࠋᾏ㠃ࡀ
17

52㸸41

ࢆᕳ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾ

ࢆᕳ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀศࡾࡲࡍࠋ

ࡑࢀ࡛ࡣࠊᮾிᏛᆅ㟈◊✲ᡤࡢ㒔ྖᩍᤵヰࢆ⪺ࡁ
ࡲࡍࠋ
㒔ྖࡉࢇࠋࡇࢀࠊ⌧ᅾࡢ࡛ࡍࡡࠊⲈᇛ┴ࡢὙ⏫ࡢᾏࡢ
ᵝᏊ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊࡁ࡞

ࢆᕳ࠸࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊሐ㜵ࡢ➃ࡽ㠀ᖖᙉ࠸ὶࢀࡀධ
ࡗ࡚᮶࡚ࠊ୰ࡢ࠺ࡣṆࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࢇ࡛ࡍࡽࠊࡇࡢ
࠶࠸ࡔ࡛ࡁ࡞

ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋ

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋᑠᆺࡢ⯪ࡀぢ࠼ࡲࡍࠋ
㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ࠶ࡢࠊࢇࢁ࠺ࡉࢀ
ࡕࡷ࡚ࠊ⯦ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊὶࢀ௵ࡏࡿࡋ
࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊἈࡔࡋࡍࡿࡢᡭ㛫ྲྀࡗ࡚
࠸࡚ࠊἈ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋ
53㸸17

ࢼ㸸ᆅᙧࡼࡗ࡚ࡣࠊᾏᓊ⥺ࡢᆅᙧࡼࡗ࡚ࡣࠊࡇ࠺
࠸ࡗࡓ⌧㇟ࡶὠἼࡢࡁ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
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(53㸸23)

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠋ≉
ࢼ㸸

ࡢ୰ࠊࡇࢀࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸࡛ࡍࡡࠋ ༗ᚋ㸳 47 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ᆅ㟈㏿ሗ

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 20 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 6.0

ࡢ୰㉳ࡁࡸࡍ࠸ࠋ

㒔ྖ㸸ࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠋ

༗ᚋ㸳 47 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸱ࡢᆅ㟈

ࢼ㸸ࡇ࠺࠸࠺⌧㇟ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡲࡔࡇࢀࡽ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡶࡁ࡞ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿ༴㝤ᛶࡣ࠶ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ
17

53㸸32

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋᅇࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.8 ࠸࠺ࡇࡣࠊ

㟈ᗘ㸱 ⯪Ώᕷ ୍㛵ᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ

㟈※ࡶ㠀ᖖࡁ࡞㟈※⠊ᅖࡀ࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛ࡍࡡࠋ࠸

Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ▼ᕳᕷ ᯇᓥᕷ ᖖ⥲ᕷ

࠺ࡇࡣࠊඛࡽࡢᫎീ࡛ࡶศࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ㸯ᅇ

༗ᚋ㸳 47 ศࡈࢁᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡽࠊୗࡀࡗ࡚ࠊࡲࡓୖࡀࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡀ㠀

㟈※ࡣ⚟ᓥ┴Ἀ ῝ࡉ 20 ࢟ࣟ ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 6.0

ᖖ㛗࠸ࢇ࡛ࡍࠋ࠺ࡗࡾࡍࡿࠊ40 ศࠊ50 ศ࠸࠺

༗ᚋ㸳 47 ศࡈࢁᮾ࣭㛵ᮾᆅ᪉࡛㟈ᗘ㸱ࡢᆅ㟈

ࡩ࠺࡞ࠋ㠀ᖖ㛗࠸㛫ୖࡀࡗ࡚ࠊୗࡀࡗ࡚ࠊࡲࡓୖ

ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

ࡀࡿ࠸࠺ࡇࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ

ᦂࢀࡢࡁ࠸ᆅⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍ

࠸࠺ࡇࡣࠊ࠸ࡗࡓࢇୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚ࠊୗࡀࡗࡓࡽࡶ

㟈ᗘ㸱 ⯪Ώᕷ ୍㛵ᕷ Ẽᕷ ᾛ㇂⏫ ᰩཎᕷ

࠺Ᏻᚰ࡞ࢇ࡚Ỵࡋ࡚ᛮࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀゝ

Ⓩ⡿ᕷ ᓮᕷ ▼ᕳᕷ ᯇᓥᕷ ᖖ⥲ᕷ

࠼ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
54㸸01

ࢼ㸸ὠἼࡀᢲࡋᐤࡏࡿࡢࠊᘬࡃ࿘ᮇࡀ㛗࠸࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸࿘ᮇࡀ㛗࠸࡛ࡍࡡࠋ
ࢼ㸸ࡑ࠺ࡋࡲࡍࠊࡋࡤࡽࡃᘬ࠸ࡓࡽ࠸ࡗ࡚Ᏻᚰ
ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ
㒔ྖ㸸Ỵࡋ࡚Ᏻᚰࡋ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ㆙ᡄࡋ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ
࡞࠸㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ⿕⅏ࡉࢀࡓᆅඖࡗ࡚ࡣࡕ
ࡻࡗࡘࡽ࠸ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࠊኪࡢኪ༙㐣ࡂࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ࠶ࡋࡓࡢᮅ㡭ࡲ࡛㆙ᡄࡣ⥆ࡅ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸
࠸࠺ࡇ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

17

54㸸25

ࢼ㸸ࡣ࠸ࠋࡇࡇ࡛᪂ࡓ࡞ሗ࡛ࡍࠋ㹌㹆㹉ࡀ༗ᚋ㸳
⌧ᅾ࡛ࡲࡵࡓࡇࢁࠊᅇࡢᆅ㟈ὠἼ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛
☜ㄆࡉࢀࡓࡔࡅ࡛ࠊᮾࡸ㛵ᮾᆅ᪉࡛ྜࢃࡏ࡚ 18 ே
ࡀṚஸࡋࡓࠊከᩘࡢ⾜᪉᫂⪅ࡸࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ㹌㹆㹉ࡢ༗ᚋ㸳⌧ᅾࡢࡲࡵ࡛ࠊᮾࡸ㛵ᮾᆅ᪉
࡛ྜࢃࡏ࡚ 18 ேࡀṚஸࡋࠊከᩘࡢ⾜᪉᫂⪅ࡸࡅࡀே
ࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ

54㸸49

ᒾᡭ┴࡛ࡣࠊ㆙ᐹࡼࡾࡲࡍࠊ10 ேࡢṚஸࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓஂឿᕷ࡛㸱ேࡀࡅࡀࢆࡋ࡚ࠊ
㝔࡛ᡭᙜࢆཷࡅࡓࠊᡞᕷ࡛㌿ࢇ࡛ࡸࡅࢆࡋࡓேࡀ
㸯ேࠊᡭᙜࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ᐑᇛ┴࡛ࡣࠊὠἼࡢࡓࡵࠊ▼ᕳᕷࡸẼᕷ࡞࡛ࠊࡑ
ࢀࡒࢀ⾜᪉᫂♫ࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢࠊ
ࣨ⏫࡛Ṛ⪅ࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊே
ᩘ࡞ヲࡋ࠸ࡇࡣศࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ

55㸸18

ࡲࡓࠊ㟈ᗘ㸵ࢆほ

ࡋࡓᰩཎᕷ࡛ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶ 20 ே

ࡢࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
55㸸24

⥆࠸࡚⚟ᓥ┴ࡢሗ࡛ࡍࠋ༡┦㤿ᕷ࡛ࡣࠊ⪁ே⚟♴タ
ࡀಽቯࡋ࡚ࠊ༑ᩘேࡀᘓ≀ࡢୗᩜࡁ࡞ࡾࠊ㸳ேࡢṚஸ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡉࡽ㡲㈡ᕝᕷ࡛㸯ேࡀ
Ṛஸࡋࠊ㸶ேࡢ⾜᪉ࡀศࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋ
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୰⥅࣭ྎ

17

55㸸41

Ⲉᇛ┴࡛ࡣࠊᘓ≀ࡀಽቯࡋࠊ㸯ேࡀṚஸࠊ㸯ேࡀᚰ⫵
Ṇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊከࡃࡢࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋ
༓ⴥ┴࡛ࡣࠊᮾ㒊࠶ࡿᾏᓊࡢ㏆ࡃ࡛ࠊ70 ṓࡽ 80
ṓࡃࡽ࠸ࡢ⏨ᛶࡀࡗࡓ㍍ࢺࣛࢵࢡࡀὠἼὶࡉࢀࡓ
࠸࠺ሗࡀ࠶ࡾࠊ☜ㄆࢆᛴ࠸࡛࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽ 78
ṓࡢዪᛶࡀࠊᆅ㟈ࡢᦂࢀ࡛㌿ಽࡋ࡚ࠊᣦࡢ㦵ࢆᢡࡿࡅࡀ
ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ

56㸸06

ᮾி㒔ෆ࡛ࡣࠊ30 ே௨ୖࡢࡅࡀேࡀฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᮾி༓௦⏣༊ࡢẁ㛤㤋࡛ࡣࠊ࣮࣍
ࣝࡢኳࡀࡣࡀࢀⴠࡕࠊ25 ேࡀࡅࡀࢆࡋ࡚㔜യࡢேࡶ࠸
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊỤᮾ༊࡛ࡣࠊ60 ௦ࡢ⏨ᛶࡀࠊ
㒔ႠఫᏯࡢ࣋ࣛࣥࢲࡽⴠୗࡋ࡚㊊ࢆ㦵ᢡࡋࡓࠊᮾி
ࣅࢵࢡࢧࢺ࡛㸲ேࡀࡅࡀࢆࡋࡓ࠸࠺ሗࡀධࡗ࡚
࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

56㸸31

ࡑࡋ࡚ࠊ⚄ዉᕝ┴࡛ࡣࠊಽࢀ࡚ࡁࡓࣃࣉᙜࡓࡗ࡚ࠊ
㸯ேࡀព㆑᫂ࡢ㔜య࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ㸯ேࡀఫᏯࡢ୰
࡛㌿ಽࡋࠊࡅࡀࢆࡋࡲࡋࡓࠋ

56㸸43

ᇸ⋢┴࡛ࡣࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷ࡛㸶㝵ᘓ࡚ࡢࣅࣝࡢእቨࡀᔂࢀ
ⴠࡕ࡚ࠊࣂࢡ࡛㉮ࡗ࡚࠸ࡓ⏨ᛶࢆ┤ᧁࡋࠊᩆᛴ㌴࡛㐠
ࡤࢀࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡅࡀࡢ⛬ᗘ࡞ࡣࢃࡗ࡚࠸
ࡲࡏࢇࠋ
ḟࡣᰣᮌ┴ࡢሗ࡛ࡍࠋᰣᮌ┴࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⮬ື㌴
࣓࣮࣮࢝ࡢᕤሙ࡛ኳࡀᔂࢀ࡚ࠊ⏨ᛶ㸯ேࡀṚஸࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
⩌㤿┴࡛ࡣࠊྜࢃࡏ࡚㸴ேࡀࡅࡀࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹌㹆㹉
ࡢࡲࡵࡢሗࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡋࡓࠋ

57㸸10

ḟࡣࠊᆅ㟈ࡼࡿᅜࡢ㕲㐨ࡢᙳ㡪࡛ࡍࠋ㕲㐨ྛ♫
ࡼࡾࡲࡍࠋ༗ᚋ㸳 30 ศ⌧ᅾࠊᮾᆅ᪉㛵ᮾᆅ᪉
ࡢ᪂ᖿ⥺ࠊ㹈㹐ࡢᅾ᮶⥺ࠊ⚾㕲ྛ⥺ࠊᆅୗ㕲ྛ⥺ࡣࠊ
⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᾏ㐨ᮾᆅ
᪉ࡽ㏆␥ᆅ᪉ࡅ࡚ࠊᾏᓊἢ࠸ࡢ㐨㊰ࠊ㊰⥺ࢆ୰ᚰ
ࠊ㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㊰⥺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

57㸸36

ࡲࡎ᪂ᖿ⥺㛵ࡍࡿሗ࡛ࡍࠋᮾࠊୖ㉺ࠊ㛗㔝ࠊᒣᙧࠊ
⛅⏣ࡢྛ᪂ᖿ⥺ࡣࠊ⌧ᅾ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ㐠㌿㛤ࡢࡵࡣ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᮾ
ᾏ㐨᪂ᖿ⥺ࡣࠊᮾி᪂㜰ࡢ࠶࠸ࡔࡢ⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⅬ᳨ࡀ⤊ࡋࡓ༊㛫ࡽࠊ㐠㌿ࢆ
㛤ࡋࡓ࠸ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

58㸸02

ḟࠊ㹈㹐ࡢᅾ᮶⥺࡛ࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊ㤳㒔
ᅪࡢᒣᡭ⥺ࡸࠊிᮾ⥺ࢆࡣࡌࡵࠊ㟷᳃┴ෆࡽ㟼ᒸ
┴ෆࡲ࡛ࠊ⌧ᅾࢇࡢ㊰⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ㛗㔝┴ෆ᪂₲┴ෆ࡛ࡣࠊ୍㒊ࡢ㊰⥺࡛㐠㌿ࢆ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿᡤࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

58㸸25

ࡲࡓࠊ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲࡍࠊ༗ᚋ㸳 30 ศ⌧ᅾࠊ
㟁㌴ࡀ⬺⥺ࡋࡓ࡞ࡢ㔜࡞ᨾࡢሗࡣධࡗ࡚࠸࡞
࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋᏳࡢ☜ㄆࡣࠊࡋࡤࡽࡃ㛫ࡀ
ࡿࡓࡵࠊ㐠㌿ࡢ㛤ࡢぢ㏻ࡋࡣ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ
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࡛ࡍࠋ
ࡲࡓ㹈㹐ᮾᾏࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊᮾᾏ㐨⥺ࡸᚚẊሙ⥺࡞ࠊ୍
㒊ࡢ㊰⥺࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹈㹐す᪥ᮏࡢᅾ
᮶⥺ࡣࠊኴᖹὒἢᓊࢆ㉮ࡿ⣖ໃ⥺࡛ࠊ㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ㹈㹐ᾏ㐨ࡢᅾ᮶⥺ࡣࠊภ㤋⥺ࡸᐊ⹒⥺࡞
࡛㐠㌿࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
17

59㸸04

ḟࡣ⚾㕲ࡢሗ࡛ࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ⚾㕲ྛ♫ࡼࡾࡲࡍࠊ
⚾㕲ྛ⥺ᆅୗ㕲ࡢྛ⥺ࡣࠊࡍ࡚ᏳⅬ᳨ࡢࡓࡵ㐠㌿
࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᮾிࡢᆅୗ㕲ࠊᮾி
࣓ࢺࣟࡼࡾࡲࡍࠊ⌧ᅾಀဨࡀᚐṌ࡛ࠊࢺࣥࢿࣝࡢቨ
ࡸᯫ⥺␗ᖖࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡞࠸☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
㐠㌿ࡢ 㛤ࡲ࡛ࡣ࡞ࡾࡢ㛫ࡀࡿぢ㎸ࡳࡔ
࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

59㸸30

᪂ᖿ⥺ࡢሗ࡛ࡍࠋ㹈㹐ᮾ᪥ᮏࡼࡾࡲࡍࠊᮾࠊୖ
㉺ࠊ㛗㔝ࠊ⛅⏣ࠊᒣᙧࡢࡘࡢ᪂ᖿ⥺ࡣࠊ᪥࠸ࡗࡥ࠸
㐠㌿ࢆぢྜࢃࡏࡿࡇࢆỴࡵࡲࡋࡓࠋ᫂᪥௨㝆ࡢ㐠⾜ࡣ
ࡲࡔỴࡲࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ᪂ᖿ⥺ࡢሗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࠋ

Ⓨ⅏ࡽᙜ᪥ 18 ࡲ࡛ࡢ㛫ࡢࢼ࢘ࣥࢫ㔞ࡣࠊࡢᒁࡶ࡞₎Ꮠΰࡌࡾ࡛ᩘ࠼ 68,000 ᩥᏐ๓ᚋࡔࡗࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺ࠊࢸࣞࣅ࡛ࡣࡪࡗ㏻ࡋࡢሗ㐨≉ู␒⤌ࡀ⤌ࡲࢀࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡸࣟ࣎ࢵࢺ࣓࢝ࣛࡼࡿὠἼ
ࡢࣛࣈᫎീࢆྵࡴ㇏ᐩ࡞⅏ᐖሗࡀὶࡉࢀࠊࡢ࣓ࢹࢆᅽಽࡋࡓࠋᾏእࡽࡣࠕࡇࢀࡔࡅࡢ⅏ᐖሗ㐨ࠊ
㜵⅏ሗ㐨ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣୡ⏺࡛ NHK ࡋ࡞࠸ࠖゝࢃࡋࡵࡓࠋ
ࡅࢀࡶⓎ⅏ᙜึࠊ⌧ᆅࡢᆅୖྲྀᮦࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࠊ㏿ሗᫎീࡸྲྀᮦෆᐜࢆᦙ㏦ࡍࡿᡭẁࡶࡍࡄࡣᩚࢃ࡞
ࡗࡓࠋ᭱ࡢၥ㢟ࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡽࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡣᗈᇦࢃࡓࡿ㛗㛫ࡢ㟁ࡀⓎ⏕ࡋࠊᬑẁ㐪࠸ࢸ
ࣞࣅࡀࡰどࢀ࡞ࡗࡓ㸦⮬ᐙⓎࡢ࠶ࡿົᡤࡸ㌴㍕ࢸࣞࣅࠊᦠᖏࡢ࣡ࣥࢭࢢࡣእ㸧Ⅼ࡛ࠊ㆙ሗࡸ㑊㞴
ሗࡢఏ㐩ᙺࡋ࡚ࡣࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ࠶ࡲࡾᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㡹ᙇࡗ࡚㑊㞴ࢆࡧࡅ⥆ࡅࡓሗ㐨ࡶࠊ
࠶ࡲࡾάࡁ࡞ࡗࡓࡇ࡞ࡿࠋࡼࡃゝࢃࢀࡿ “⿕⅏ᆅእࡢேࠎ”ࡀ㉳ࡇࡗࡓ⅏ᐖࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆぢ⪺ࡁࡍࡿᡭ
ẁࠊ࠸࠺ឤࡌࡀࡋ࡚ṧᛕ࡛࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᑡࡋ㞳ࢀࡓᾏ㐨ࠊⲈᇛ┴ࡸ༓ⴥ┴࡞࡛ࡣࠊ㝣ᆅᾐỈࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ࡁࡉࡢἼࡀࠊ᪩࠸ሙᡤࡃࡽ 30 ศࡽ 1 㛫㐜ࢀࠊࡘ㟁ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ࣮ࣛ
ࢺࡢពࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
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６. 地デジのデータ放送の調査
現地に出向いた際、岩手および宮城・福島県下の全テレビ局の地上デジタルテレビ放送・
データ放送画面を閲覧し、フルセグのデータ放送でどのような災害情報が被災地に向けて提
供されているかを確認した。

６.１. 岩手県内
６.１.１. 調査概要
日 時

2011 年 12 月 1 日(木) 夜

場 所

岩手県気仙郡住田町内（CATV 再送信）

対象局

岩手めんこいテレビ MIT ［フジテレビ系］ 〔http://www.menkoi-tv.co.jp/〕
岩手放送 IBC ［TBS 系］ 〔http://www.ibc.co.jp/〕
岩手朝日テレビ IAT ［テレビ朝日系］ 〔http://www.iat.co.jp/〕
テレビ岩手 TVI ［日本テレビ系］ 〔http://www.tvi.co.jp/〕
NHK 盛岡放送局 NHK 〔http://www.nhk.or.jp/morioka/〕
その他（住田町ケーブルテレビ）

６.１.２. 閲覧結果
(1) 岩手めんこいテレビ MIT
MIT のデータ放送トップ画面のメニューは
［ニュース］と［お天気］で、災害関連項目
はなかった（基本的に同一系列の仙台放送な
どと同じ画面構成、図 6.1）
。
12 月 1 日夜の［ニュース］は 18 件で、
「
『お

図 6.1 岩手めんこいテレビ：データ放送・トップ画面

おふなと夢商店街』オープン」など東日本大
震災関連が多かった（図 6.2）
。
［お天気］は一
般的な予報画面だった。
(2) 岩手放送 IBC
IBC のデータ放送トップ画面のメニューに
は、
［天気］
［ニュース］
［番組情報］
［スポー
［津波］
［絆プロ］
ツ］と、災害関連で［地震］
の選択肢があった（基本的に同一系列の TBS
テレビや東北放送などと同じ画面構成、図
6.3）
。
［天気］は、
［天気の地域設定］で指定した
ところの時系列予報がトップ画面に表示され
る。
［天気］のメニューは［あなたの街の天気］
［全国の天気］
［全国の警報・注意報］［台風
図 6.3 岩手放送：データ放送・トップ画面
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情報］
［岩手県内の天気］に分かれていて、当夜は周辺市町に「低温注意報」が出ていた（図
6.4）
。
［地震］は、過去数件の地震の発生日時、震源地、規模、震度の情報が掲載されていた。
［津波］は、津波情報（大津波警報・津波警報・津波注意報）が発表されていれば表示さ
れる（図 6.5）
。
［絆プロジェクト］は、JNN 系列テレビ 28 局、JRN 系列ラジオ 34 局で共同実施している
全国プロジェクト。
［はじめに］では「未曾有の被害をもたらした『東日本大震災』。被災さ
れた方々が一日も早く落ち着いた生活を取り
戻せるように、JNN・JRN では日本のココロ
をひとつに重ね、被災された方を支援する活
動『JNN・JRN 絆 -きずな- プロジェクト』
［共同
を実施しています。…」という紹介と、
災害募金］を呼び掛けていた（図 6.6）。
［絆プロジェクト］の［関連サイト］には、

図 6.5 岩手放送：データ放送・地震画面（左） 津波画面（右）

図 6.6 岩手放送：データ放送・絆プロジェクト（はじめに）画面

図 6.7 岩手放送：データ放送・絆プロジェクト（関連サイト）画面
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［気象・災害情報］
［被災地関連情報］［原発
情報］
［節電・停電］
［交通機関運行情報］
［災
害ボランティア情報］
［災害伝言ダイヤル］な
どの情報の入手先、
アクセス先
（Web の URL）
が掲載されていた（無論、ネット接続 PC の
ようにリンクで直接飛んで見れるわけではな
い、図 6.7）
。
図 6.8 岩手朝日テレビ：データ放送・トップ画面

図 6.9 岩手朝日テレビ放送：データ放送・IAT ニュース画面

(3) 岩手朝日テレビ IAT
IAT のデータ放送トップ画面のメニューは、
［お天気情報］
［ANN ニュース］
［IAT ニュー
［系列震災関連情報］
ス］
［やじうま星占い］
が設けられていた（基本的に同一系列の仙台
放送などと同じ画面構成、図 6.8）
。
12 月 1 日夜の［IAT ニュース］を視ると、

図 6.10 岩手朝日テレビ放送：データ放送・お知らせ

やはり東日本大震災関連記事が目立った（図
6.9）
。
［系列震災関連情報］は、受信機がブロー
ドバンド接続されていないと［お知らせ］が
表示されて視れなかった（図 6.10）
。電波では
なく CATV（光ファイバ回線）経由の視聴で
も別途 LAN 端子接続が要るということなの
だろう。些か残念に感じた。

図 6.11 テレビ岩手：データ放送・トップ画面

そもそも PC やスマホなどでネットを用い
ていない家での代替手段としてデータ放送が
活きるわけで、はたしてテレビだけのために
高速インターネット回線を繋ごうとする家が
どれほどあるだろうか。さらに言えば、災害
時に不通の可能性が高まるルートで災害情報
を流そうとするのは、安易な方法だろう。

図 6.12 テレビ岩手：データ放送・地震情報画面
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(4) テレビ岩手 TVI
TVI のデータ放送トップ画面のメニューには、［ニュース］［天気］［地震情報］［高校サッ
カー］
［５きげんテレビ］
［番組情報］
（以下多数スクロール）などと、
［電力使用率 75.4％ 詳
しくはこちら］
［第 90 回全国高校サッカー選手権大会 各試合の詳細はこちら］のバナーがあ
った（基本的に同一系列の宮城テレビ放送などと同じ画面構成、図 6.11）。電力使用率がトッ
プ画面に表示されるのがユニークだ。
［地震情報］を選ぶと、最近の数個の地震について、震源地、規模、発生日時、最大震度、
震源の深さ、震度の情報が地図とともに表示された（図 6.12）
。
［ローカルニュース］は、「被災３県高速全車無料化スタート」
「大船渡市最大規模の仮設
商店街オープン」
「被災地支援へ無料の入浴施設」「陸前高田復興計画案を了承」など、記事
の多くが東日本大震災関連だった（図 6.13）
。

図 6.13 テレビ岩手：データ放送・ローカルニュース画面

(5) NHK 盛岡放送局 NHK 総合
NHK 総合のデータ放送トップ画面は、リモコンの色ボタンに［青 ニュース］［赤 気象情
報］
［緑 地震・津波］を割り当て、メインメニューとして［地震関連・生活情報］
［いわて暮
らしガイド］
［東北おでかけ情報］
［Ｊリーグ］
［紅白歌合戦］
［カーネーション（注：当時の
連続テレビ小説）
］
［NHK データオンライン］
などが並んでいた（図 6.14）
。基本的に、全国
ベースの表示をカスタマイズした入口だった。
その先は複数のメニュー階層を持ち、一番
上の［地震関連・生活情報］を選ぶと、
［市町
村］選択画面となり、岩手県下の被災 9 市町

- 292 -

図 6.14 NHK 総合：データ放送・トップ画面

の被災者向け告知情報（例えば、岩泉町：被
災者相談窓口、り災証明書の発行、ボランテ
ィア依頼・募集等 大船渡市：り災証明書の発
行、災害義援金・被災者支援金など申請受付、
法律相談等 釜石市：行方不明となった方の死
亡届の受付、拾得物の公開等 田野畑村：日本
年金機構出張相談所等 野田村：三陸のクルミ
を買い取ります等 宮古市：弁護士相談会のお
知らせ、登記相談会のお知らせ、消毒剤の配
布等 山田町：災害義援金と被災者生活再建支
援資金、日本財団による弔慰金・見舞金支給
窓口等 陸前高田市：市内 5 路線でワンコイン
バス、就職支援相談会等 久慈市：ボランティ
ア依頼・募集等）などが視られた（図 6.20）。
この［地震関連・生活情報］は、2011 年 7

図 6.16 NHK 総合：データ放送・全国ニュース画面

月 8 日に仙台で視たデータ放送とメニュー構
成の整理の仕方が違っていた。当時は、
［被災
者支援情報］
［相談窓口］
［ライフライン］
［医
療・健康］
［交通情報］
［施設情報・催事］
［学
校・子育て］
［雇用・企業支援］の分類が先に
あり、そこから［被災者支援情報］に入ると
［仮設住宅・建物被害］
［支援金・見舞金］
［支
援物資］
［ボランティア～2］
［被災車両］［支

図 6.17 NHK 総合：データ放送・最新地震情報画面

援情報］のメニューが、また［相談窓口］を
選ぶとさらに［各種相談～3］
［捜索関連・遺
失物］
［り災証明書］
［法律・融資］のメニュ
ーが現れ、そのジャンル別に各自治体などか
らの情報が列挙されていた。おそらく掲載す
る情報の種類や量などの変遷に伴って構成が
変えられたと察せられるが、多くの視聴者に
とって、必要な“地元”情報に素早くたどり着

図 6.18 NHK 総合：データ放送・これまでの地震画面

きやすくなったのではなかろうか。地デジ・データ放送の画面表示は操作からタイムラグが
あるので、12 月 1 日の盛岡のほうがストレスを感じなくてすむ。
次の［いわて暮らしガイド］は未完成だったが、［休日・夜間診療所案内］
［ライフライン
連絡先］
［岩手県からのお知らせ］のメニューが用意されていた（図 6.15）。いずれも 2007 年
新潟県中越沖地震の際に NHK 新潟放送局で用いられていたメニューで、全県レベルかつ変化
の少ない平時からの災害関連情報について［地震関連・生活情報］から分けて整理したのだ
ろう（2007 年新潟県中越沖地震時の NHK の地上デジタル放送先進利用事例は、われわれの
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研究会が催した報告会の招待講演「地デジ時代の災害報道 2007 新潟県中越沖地震（NHK 新
潟放送局鈴木郁子放送部長）」
http://www.jasdis.gr.jp/06chousa/2nd/kai_suzuki.pdf などに詳しい）
。
NHK 総合のデータ放送は、被災地向け災害関連情報がとりわけ多く掲載されているが、そ
の裏返しとしてメニュー階層が深くなりがちで、エンドユーザにリモコン操作の負担を強い
ていた。状況に応じて逐次コンテンツ構成に工夫を加え、視聴者が新しくて必要な地域情報
にたどりつきやすくなるように配慮されているのだが。
なお、
［青ニュース］
、
［赤気象情報］
、
［緑地震・津波］は、かつて仙台や東京で視たものと
同様で、全国一律のようだった（図 6.16～6.18）
。
(6) その他（住田町ケーブルテレビ）
住田町ケーブルテレビでは、町独自のお知らせが、専用のチャンネルに全面文字画面で流
されていた（図 6.19）
。地元放送局などの地デジのデータ放送を、お知らせの広報チャネルと
して用いる地方自治体が近頃増えてきている。

図 6.19 住田テレビ：町独自放送画面

６.１.３. まとめ
2011 年 12 月 1 日、岩手県気仙郡住田町内で、岩手めんこいテレビ、IBC 岩手放送、岩手朝
日テレビ、テレビ岩手、NHK 総合テレビ（盛岡放送局）の地上デジタル放送・データ放送を
視た。どの局も 7 月上旬に仙台で視た同一系列のデータ放送画面と基本的に大差なかった。
岩手めんこいテレビは、シンプルなデータ放送画面で、他局同様、地域ニュースで震災関
連記事が流されていた。岩手放送は、系列キー局の TBS テレビとほぼ同じデータ放送画面を
用いており、防災関連情報などが充実していた。岩手朝日テレビは、肝心の［系列震災関連
情報］についてインターネット接続が求められ視れなかった。何が提供されているのかもわ
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からず、なんとかしてほしい。そしてテレビ岩手は、民放の平均以上の充実ぶりだった。
NHK 総合のデータ放送は、［地震関連・生活情報］のメニューに災害関連情報が豊富に掲
載されていた。5 ヶ月弱前に仙台で視た時は階層を持たせたジャンル別にメニューが整理され
ていたが、今回は市町別に変っていた（表 6.1）
。時間経過とともに発信される情報量が減っ
てきたせいもあろうが、この改良で、個々の視聴者にとって必要な“地元”の最新情報へ容
易にたどり着けるようになった。つまり、災害情報の種類や量、被災地の広がり、復旧の進
捗状況などにあわせ、そのときどきで局ごとにメニュー構成を変え、アクセシビリティに配
慮しているように見受けられた。そして NHK ならではと注目されるのが、地震が発生した時
の災害情報のプッシュ表示（リモコンのｄボタンを押さないでも該当するデータ放送画面が
表示され、押すと消える）で、逆 L 字とデータ放送機能をミックスしたような使い方だ。
なお、NHK 教育のデータ放送には、震災関連情報はなかった（BS は未確認）。
表 6.1 NHK 総合：データ放送の地震関連・生活情報メニュー構成
2011 年 7 月 8 日の NHK 総合・仙台放送局

2011 年 12 月 1 日の NHK 総合・盛岡放送局

［地震関連・生活情報］データ放送
┗［被災者支援情報］
┗［仮設住宅・建物被害］
┗【塩竈市 被災建物の解体申請や補助】
▼家屋解体処理や補助に関する申請
…
［支援金・見舞金］
［支援物資］
［ボランティア～2］
［被災車両］
［支援情報］
［相談窓口］
┗［各種相談～3］
［捜索関連・遺失物］
［り災証明書］
［法律・融資］
［ライフライン］
［医療・健康］
［交通情報］
［施設情報・催事］
［学校・子育て］
［雇用・企業支援］

［地震関連・生活情報］データ放送
┗［市町村］
（←選択肢はないので実質不要）
┗［岩泉町］
┗【被災者相談窓口】
日時：平日 8 時 30 分～17 時 30 分
…
［大船渡市～2］
［釜石市～2］
［田野畑村］
［野田村］
［宮古市］
［山田町］
［陸前高田市～2］
［久慈市］

以上のように、地上デジタル放送のデータ放送（フルセグ）を用いた災害情報の伝え方は、
被災地岩手県内の放送局間でも結構違いがあった。
岩手・宮城・福島の 3 県では、地デジの完全移行が年度末頃まで延期されることになり、
調査時点ではまだ誰もが等しくデータ放送を視られるわけではない。住田町の場合は幸いケ
ーブルテレビがあるのでよいが、リアス式海岸沿岸部などでは衛星放送（この場合、東京圏
の番組になる）でしか視聴できないエリアも少なからず生じてしまうのではないだろうか。
もっと移行を遅らせるべきだという意味ではないが、せめて県オーダーの地域の暮らしに特
化した災害情報が、2012 年春以降も被災地の全世帯に等しく届く配慮を願いたい。
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図 6.20 NHK 総合：データ放送・主な地震関連生活情報画面 岩手のニュース
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６.２. 宮城県内
６.２.１. 調査概要
日 時

2011 年 7 月 7 日(木) 夜～9 日(土)朝

場 所

仙台市内

対象局

仙台放送 OX ［フジテレビ系］ 〔http://www.ox-tv.co.jp/〕
東北放送 TBC ［TBS 系］ 〔http://www.tbc-sendai.co.jp/〕
東日本放送 KHB ［テレビ朝日系］ 〔http://www.khb-tv.co.jp/〕
宮城テレビ放送 MMT ［日本テレビ系］ 〔http://www.mmt-tv.co.jp/〕
NHK 仙台放送局 NHK 〔http://www.nhk.or.jp/sendai/〕

６.２.２. 閲覧結果
(1) 仙台放送 OX
OX のデータ放送トップ画面のメニューは［ニュース］と［お天気］で、災害関連に特化し
た項目はなかった（図 6.21）
。トップ画面のお知らせ「東日本大震災復興キャンペーン『とも
に』では皆さんの声を受付中」に、タイムリーさが感じられた。
7 月 8 日夜の［ニュース］は 15 件あり、
「秋
篠宮ご夫妻 石巻市などを訪問」
「女川漁港か
らイカ漁の船が出航」
「仙台市 仮設住宅の募
集終了へ」「石巻の大学生 大阪へ『就活ツア
ー』
」など、東日本大震災関連が大部分を占め
ていた（図 6.22）
。
図 6.21 仙台放送：データ放送・トップ画面

(2) 東北放送 TBC
TBC のデータ放送トップ画面のメニューは、
［TBC 気象台］
［ウォッチン］
［ニュース］
［番
組情報］
［スポーツ］などで、災害関連に特化
した選択肢はなかった（図 6.23）
。
ニュースは［全国のニュース］と［TBC の
ニュース］に分かれ、7 月 8 日夜の全国は「保
安院分離、来週から本格検討」などが、TBC
のほうは 17 件で「絹川愛選手が被災地を訪問」

図 6.22 仙台放送：データ放送・ニュース画面

「被災小学生と園児が交流」
「挙式できなかっ
たカップル招待した花火イベント」「県議選、
再度延期に」
「底引き網漁再開、荒浜漁港に水
揚げ」
「震災教訓に女性が考えるまちづくり」
「『水産特区』反対で緊急集会」
「県の復興計
画 2 次案まとまる」など、東日本大震災関連
が多数並んでいた（図 6.24）
。

図 6.23 東北放送：データ放送・トップ画面
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(3) 東日本放送 KHB
KHB のデータ放送トップ画面のメニュー
には、
［お天気情報］
［ANN ニュース］
［地域
のニュース］
［やじマル！星占い］などととも
に、
［県災害相談窓口］が設けられていた（図
6.25）
。
7 月 8 日夜の［地域のニュース］には、
「7/8
地元木材で仮設住宅」
「7/7 石巻魚市場に冷凍

図 6.24 東北放送：データ放送・TBC ニュース画面

コンテナ寄贈」「7/6 仮設住宅用地ほぼ確保」
「7/6 水尻橋仮橋 2 車線化」
「7/6 宮城初の合板
工場再開」など、数日分の東日本大震災関連
記事が表示されていた（図 6.26）
。
また［県災害相談窓口］では、
「東日本大震
災に関する各種相談窓口(宮城県)」
「災害ボラ
ンティアについて」
「義援金の受付に関するこ

図 6.25 東日本放送：データ放送・トップ画面

と」
「生活福祉資金の貸付について」「被災者
生活再建支援法に関すること」
「災害救助法に
関すること」
「被災建築物の応急危険度判定に
関する相談」
「被災住宅に関する相談・建築確
認申請手数料等の減免に関する相談」
「住宅の
応急修理制度」
「応急措置に係る林地開発等手
続の緩和」「震災廃棄物の処理体制」「土砂災

害に関する相談」
「食品営業許可に関する相談」 図 6.26 東日本放送：データ放送・地域のニュース
「保護された被災動物に関する相談」「放射
線・放射能に関する相談」
「医療機関等に関す
る相談」
「子育て関連の各種手当・助成制度の
相談」
「被災児童の養育に関する相談・子ども
の心のケアに関する相談」
「大人の心のケアに
関する相談」
「介護支援専門員証の再交付等に
関する相談」
「医療品に関する相談・毒物劇物
に関する相談」
「工場被害に関する相談」「制

図 6.27 東日本放送：データ放送・県災害相談窓口

度資金・融資に関する相談(商工)」
「中小企業
者の経営に関する相談」
「雇用・労働に関する
相談等」
「若年求職者の仕事に関する相談」
「求
職者の生活維持・就労に関する情報」
「職業訓
練等に関する相談窓口等について」「制度資
金・融資に関する相談(農林水産)」
「諸外国へ
の食品輸出に関する相談」
「農業に関する被害
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の相談」
「農業技術に関する相談」
「営農再開
に関する相談」
「農作物・農業用施設被害に関
する相談」「畜産被害に関する相談」「農地・
農業用施設被害に関する相談」
「林業用施設被
害に関する相談」
「林道施設被害に関する相談」
「森林被害に関すること」
「治山施設被害に関
する相談」「漁業被害に関する相談」「漁港施
図 6.29 宮城テレビ放送：データ放送・トップ画面

設被害に関する相談」
「被災した建設工事等の
契約に関する相談」
「県内公共交通機関に関す
る情報」
「仙台空港に関する情報」
「仙台空港
アクセス鉄道に関する情報」
「児童生徒への対
応の相談」
「県立高等学校の授業料の免除」
「高
等学校等育英奨学金の相談」
「私立高等学校の
授業料減免に関する相談」
「自動車税等県税の
取扱いに関する相談」
「相談窓口の案内」「市
町村役場の連絡先情報・市町村の窓口事務の
状況」「消費生活相談(販売方法や契約のトラ
ブルなど消費生活に関する相談)」「各地方の
相談窓口」
「NPO 法人に関する相談」
「旅券(パ
スポート)の紛失等に関すること」「地上デジ
タル放送に関する相談」
「法律電話相談(無料)」
の各種問い合わせ先、連絡先が表示されてい
た（図 6.27～6.28）
。

図 6.31 宮城テレビ放送：データ放送・宮城のニュース

(4) 宮城テレビ放送 MMT
MMT のデータ放送トップ画面のメニューには、
［OH！バンデス］
［県市町村からお知らせ］
［ニュース］
［天気］
［番組情報］
［地デジで健康生活］などと、［データ放送では地震情報を
お送りしております 詳しくはこちらから］のバナーがあった（図 6.29）
。
7 月 8 日夜時点の［県市町村からお知らせ］では、
「
【県】運転免許証の有効期限延長につい
て」
「
【県】県税の減免などについて」
「
【県】自動車税・個人事業税の納税通知書について」
「【県】
東日本大震災による津波で被災した自動車」「【県】震災の影響を受けた方からの雇用・労働
に」
「
【県】勤労者向け地震災害特別融資制度について」
「【仙台】定期予防接種の震災特例」
「【仙
台】保育所の一時預かり・特定保育」「【仙台】こころの電話相談」「臨時災害放送について」
の簡単な説明が掲載されていた（図 6.30）
。
同じく［宮城のニュース］では、
「南三陸町で復興町民会議」
「三陸道巡り気仙沼市で会合」
「突きん棒漁準備進む」
「最後の仮設募集は先着順」
「南蒲生浄化センターの復旧方針」
「震災
遺児支援の寄付口座開設」
「水中ロボットで海底調査」「松本復興相辞任で被災地の反応」な
ど、16 件ほとんどが東日本大震災関連だった（図 6.31）
。
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(5) NHK 仙台放送局 NHK 総合
NHK 総合のデータ放送トップ画面は、リモ
コンの色ボタンに［青 ニュース］［赤 気象
情報］［緑 地震・津波］を割り当てた上で、
メインメニューとして［地震関連・生活情報］
［電気の使用状況］
［高校野球］
［楽天 L 字情
報］
［プロ野球］
［ベガルタ仙台］
［テレビ温度
図 6.32 NHK 総合：データ放送・トップ画面

計］
［NHK データオンライン］などが並んで
いた。基本的には全国ベースの表示をカスタ
マイズした感じの入口だった（図 6.32）
。
その先は、いくつものメニュー階層を持ち、
例えば一番上の［地震関連・生活情報］の中
には、
［被災者支援情報］
［相談窓口］
［ライフ
ライン］
［医療・健康］
［交通情報］
［施設情報・
催事］
［学校・子育て］
［雇用・企業支援］が
まずあった（図 6.33）
。ここから［被災者支援
情報］に入ると［仮設住宅・建物被害］
［支援
金・見舞金］［支援物資］
［ボランティア～2］
［被災車両］
［支援情報］のメニューが、また
［相談窓口］を選ぶとさらに［各種相談 1～3］
［捜索関連・遺失物］
［り災証明書］［法律・
融資］のメニューが現れた（図 6.34）
。このよ
うに、NHK 総合のデータ放送（の奥のほう）

図 6.34 NHK 総合：データ放送・相談窓口画面

には、被災地向けの災害関連情報がひときわ
多く掲載されていた。
また、メインメニューにある［電気の使用
状況］では、東北電力の「電力使用状況」
「電
力予想」などが表示された（図 6.35）。NHK
は多くの画面において、本線映像をかなり小
さく抑えてデータ放送が見やすく表示される
図 6.35 NHK 総合：データ放送・でんき情報画面

が、メインメニューの［テレビ温度計］は、
珍しく従な割付のデザインだった（図 6.36）。
［青ニュース］は、全国と仙台とに分かれ、
7 月 9 日朝の［宮城のニュース］では、
「がん
ばろう東北フォーラム」
「被災地の記録 ネッ
ト上公開へ」
「お盆までの全員入居困難」「仙
台空港 25 日から国際臨時便」など、東日本大
震災関連記事が目立った（図 6.37）
。

図 6.36 NHK 総合：データ放送・テレビ温度計画面
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［赤気象情報］は全国ベースだが、テレビ
に登録された郵便番号に基づき「あなたの街
の天気」や、防災気象情報として宮城県下の
「警報 注意報」
「土砂災害警戒情報」
「竜巻注
意情報」がはじめに表示された（図 6.38～
6.39）
。
［緑地震・津波］では、各地の「最新地震
情報」
「これまでの地震」などが見られた（図

図 6.37 NHK 総合：データ放送・宮城のニュース画面

6.40～6.41）。これは全国一律のようだった。
「津波警報注意報」のタブはあったが、その
ときは発表がなく表示されなかった。
６.２.３. まとめ
2011 年 7 月上旬、宮城県仙台市内で、仙台
放送、東北放送、東日本放送、宮城テレビ放
送、NHK 総合テレビ（仙台放送局）の地上デ
ジタル放送・データ放送を視た。
いずれの局も本線の番組、ホームページな
どでは、東日本大震災関連が色濃く認められ
るが、ことデータ放送に関しては扱い方の差
が大きかった。
仙台放送と東北放送は、データ放送に震災
関連の特設ページはなく、地域のニュース（そ

図 6.39 NHK 総合：データ放送・防災気象情報画面

の多くは震災関連）をテキストで流すだけだ
った。
東日本放送は、震災関連の特設ページとし
て県災害相談窓口が用意されていた。宮城県
ホームページの「相談窓口のごあんない～東
日本大震災に関する各種相談窓口のお知らせ
～」から引用した連絡先が列挙されていた。
これはニュースなどと違ってスタティックな

図 6.40 NHK 総合：データ放送・最新地震情報画面

情報だろう。
宮城テレビ放送は、
（宮城の）ニュースとは
別に、
「県市町村からお知らせ」を掲載してい
た。かつて「安心・安全公共コモンズ」
（現在
の「公共情報コモンズ」
）で想定していたよう
な内容の住民向け行政情報が、適宜更新され
提供されているようだった。
図 6.41 NHK 総合：データ放送・これまでの地震画面
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NHK 総合のデータ放送では、メニューをたどって必要
な情報にたどり着くまで一苦労するほど災害関連情報が
豊富に掲載されていた。以前、新潟県中越沖地震災害等
で使われた画面と似ているが、被害の生じ方や被災地の
広がり、復旧の進捗状況などにあわせ、そのときどきで
メニュー構成を変えているようだった。今後に向けて参
考になるので、次頁に主な情報画面例を網羅しておく（図
6.43）
。なお、NHK 教育のデータ放送には震災関連情報は
なかった（BS は未確認）
。
以上のように、地上デジタル放送のデータ放送（フル
セグ）を用いた災害情報の伝え方は、被災地宮城県内の
放送局間でだいぶ違いがあった。今のところ災害モード
にシフトする NHK が明らかに抜きん出た感じだが、本線
が CM 抜き特別編成の災害報道番組に移った段階では、
民放でもデータ放送の領域配分を大幅に変えて差し支え
ないのではなかろうか。
近頃のデータ放送は、全体に賑やかで便利になり、郵
便番号や路線など地点のプレ登録と連動した天気や交通
情報表示、そして番組補完情報、ネット連動（参加型含
む）など、積極的な展開が図られつつある。データ放送
の情報量が増えたせいか、リモコンのｄボタンやメニュ
ー選択を押してもなかなか表示されずにストレスを感じ
ることもある。通常時、首都圏で平日朝 6 時台にデータ
放送の表示切り替えに家庭用テレビ（電波で受信）が要
する時間は、およそ 3 秒～30 秒かかった。単純に、さら
に災害情報をオンするのは難しかろう。よって災害情報
がしっかり伝えられるよう、非常時には、放送局単位で
大幅に中身を切り替えるわけにはいかないだろうか。つ
まり、災害時に備えて予め準備を整えておいて、通常の
編成における番組補完情報などは LAN 接続に移し、最優
先される災害情報や交通情報やニュースや天気などの容
量を大幅に増やしたい。これにより例えば、郵便番号で
図 6.42 三陸沿岸の地デジ放送受信可
能エリア：飛び飛びの着色部分
情報を見落とさずに素早く知ることができるようになり、 （出典：Dpa ホームページ 2014.4.17）

エリアを限って表示できる機能を活かして、数多の安否

視聴者のニーズに応えられる。検索型の安否情報提供も無論望ましいに違いないが、テレビ
はそもそも一方向の受身的なツールなので、登録された近隣に限って（or 近隣から）羅列表
示される画面も捨てがたい。いずれにせよデータ放送の活用は発展途上の技術であり、今後、
実用性向上にむけたよりいっそうの工夫を期待したい。
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図 6.43 NHK 総合：データ放送・主な東日本大震災（生活）関連情報画面
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６.３. 福島県内
６.３.１. 調査概要
日 時

2013 年 12 月 11 日(水) 夜、12 月 17 日(火)夜

場 所

福島県田村郡小野町内

対象局

福島放送 KFB ［テレビ朝日系］ 〔http://www.kfb.co.jp/〕
福島テレビ FTV ［フジテレビ系］ 〔http://www.fukushima-tv.co.jp/〕
福島中央テレビ FCT ［日本テレビ系］ 〔http://www.fct.co.jp/〕
テレビュー福島 TUF ［TBS 系］ 〔http://www.tuf.co.jp/〕
NHK 福島放送局 NHK 〔http://www.nhk.or.jp/fukushima/〕

６.３.２. 閲覧結果
(1) 福島放送 KFB
KFB のデータ放送トップ画面のメニューには、［天気］［ANN ニュース］
［KFB ニュース］
［系列震災関連情報］
［ご利用の方へ］の選択肢があった（図 6.44）。［系列震災関連情報］
は興味深かったが、ブロードバンドインターネット接続が必要で視聴できなかった。近頃で
もブロードバンド接続されているテレビ受像機の
割合は 1～2 割と聞き及ぶところだし、災害時に
｛放送波 and 通信回線 and 電源｝の条件が満たさ
れないと使えないようでは、
脆弱性が増している。
(2) 福島テレビ FTV
FTV のデータ放送トップ画面のメニューは［ニ
ュース］と［お天気］で、災害関連項目はなかっ

図 6.44 福島放送：データ放送・トップ画面

た（図
6.45 ）。
ニュー
スには
「福島
第1原
発で新
たな汚

図 6.45 福島テレビ：データ放送・トップ画面

図 6.46 福島テレビ：データ放送・トップ画面

染水対
策検討」
などが
あった
（

図

6.46）。
図 6.47 福島中央テレビ：データ放送・トップ画面 図 6.48 福島中央テレビ：データ放送・天気画面
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(3) 福島中央テレビ FCT
FCT のデータ放送トップ画面のメニューは、
［地
デジで健康生活 2］
［詳しくはこちら 電力使用率
［ゴジてれＣｈｕ！］［天気］
81.4％］［ニュース］
［地震情報］
［番組情報］
［感染症ニュース］
（以下
多数スクロール）
などが設けられていた（図 6.47）
。
全体に盛りだくさんで、例えば天気画面は図表な

図 6.49 福島中央テレビ：データ放送・天気画面

どが充実していた（図 6.48～6.49）
。
(4) テレビュー福島 TUF
TUF のデータ放送トップ画面のメニューには、
［天気］
［ニュース］
［番組情報］
［TUF 番組情報］
［イベント情報］
［スポーツ］
［キラリふくしま］
があった（図 6.50）
。うちニュースは全国と福島
に分かれていて、福島のニュースには「今月 14 図 6.50 テレビュー福島：データ放送・トップ画面
日に中間貯蔵施設の設置要請（12 月 10 日）」など
があった（図 6.51）
。天気には［あなたの街の天
気］
［全国の天気］［台風情報］
［アメダス福島 積
算雨量］
［紫外線情報］
［特別警報・警報・注意報］
［気象衛星画像］に加え、
［アメダス福島 風］が
あった（図 6.52）。風向・風速を地図上に表すデ
ータ放送画面は珍しいもので、イチエフ対応で設
けられた情報のようだ。

図 6.51 テレビュー福島：データ放送・福島の
ニュース画面

(5) NHK 盛岡放送局 NHK 総合
NHK 総合のデータ放送トップ画面は、リモコン
の色ボタンに［青 ニュース］
［赤 気象情報］
［緑
地震・津波］を割り当て、メインメニューとして
［ごちそうさん（注：当時の連続テレビ小説）］
［ｄ
［放射線量測定値］
［かつお（注：仙
NHKｓｐｏｒｔｓ］
台放送局が制作した震災被災地を取り上げた特集

図 6.52 テレビュー福島：データ放送・アメダス
福島 風画面

ドラマ）
］
［福島暮らし安全］
［休日・夜間診療所情
報］
［NHK 福島放送局情報］
［データオンライン］
［ネットに接続している方へ］
［Hybridcast］など
が並んでいた（図 6.53）
。基本、全国版スタイル
のカスタマイズだった。
NHK 福島放送局に限らないが、リモコン操作は
結構煩わしいもので、①見つけやすい～たどり着
図 6.53 NHK 総合：データ放送・トップ画面
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きやす
いよう、
なるべ
く階層
が深く
ならな
い（ボ
タンを

図 6.54 NHK 総合：データ放送・風の予報画面

選択する回数が少ない）ように防災コンテンツを
置いてほしい、②「戻る」ボタンの操作で、とき
に思った（一つ前の）画面に戻れないことがある
が、知らない画面に進まないでほしい。結局、掲
載した情報の濃さとのトレードオフで、操作性は
いまひとつだった。
画期的だと感じたのは、福島県民に向けて［風
の予想］を提供しており、背景地図に事故を起こ
した福島第一原発の位置が明示されていた点だ
（図 6.54～6.55）
。さらに［放射線量測定値］も特
筆される情報で、これを選ぶと図 6.56～6.59 の 4
画面にわたって福島県下各地の放射線量(μSv/h)
観測値が表示された。この［放射線量測定値］へ
は、
［福島くらし安全］画面にあるメニューからも
選択することができた（図 6.60）
。
［福島のニュース］には「被災地で復興に向け
起工式」
「月命日 行方不明の一斉捜索」
「年末の繁
華街で防犯パトロール」
「双葉町 試験的除染の地
域拡大」
「汚染水追加対策早期実施求める」などの
記事があった（図 6.61）
。
６.３.３. まとめ
2013 年 12 月 11 日と 17 日、福島県田村郡小野
町内で、福島放送、福島テレビ、福島中央テレビ、
テレビュー福島、NHK 総合テレビ（福島放送局）
の地上デジタル放送・データ放送を視た。他の 2
県の調査と比べると 2 年以上後の閲覧になるが、
福島では原発事故被害が依然として人びとに重く
のしかかっていた。
福島放送は、
［系列震災関連情報］のメニューが
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図 6.55 NHK 総合：データ放送・風の予報画面

せっかくありながら、ブロードバンドインターネ
ット接続が求められたため視られなかった。これ
は、系列で共通のようだ。福島テレビはシンプル
なデータ放送画面で、震災関連に特化した情報提
供は見られなかった。福島中央テレビは、トップ
画面にある［電力使用率］の数字が目についた。
テレビュー福島は、風向・風速の観測値を示す［ア
メダス福島 風］が特徴的だった。
そして NHK 総合のデータ放送は、福島ならで
はの［放射線量測定値］
［風の予想］が掲載されて
いた。まさに地域の視聴者のニーズに応えた情報
提供で、好感が持てる。欲を言うならば、異常値
が生じた時など、全画面表示のままリモコンのｄ
ボタンを押してデータ放送の情報確認を促すオー
バーレィアイコン（朝の民放で郵便番号
報
の
オ
ー
バ
ー
レ
ィ
プ
ッ
シ
ュ
表
示

登録地の天気予報表示に用いているよう
なイメージ、図 6.62）が小さくプッシュ
表示されるとよいのではないか。
なお NHK 教育のデータ放送には、震
災関連情報はなかった（BS は未確認）。
以上のように、地上デジタル放送のデ
ータ放送（フルセグ）を用いた災害情報

登
録
郵
便
番
号
に
対
応
し
た
天
気
予

の伝え方には、福島県域の放送局間でも
違いがみられた。NHK 福島放送局が最も地元のニーズに特化した情報を流していたが、実は
2014 年 3 月 13 日現在でも 47,683 人（内閣府まとめ）がまだ県外へと避難している。残念な
がらこれらの県民には福島からの電波は届いていない。せっかくデータを整理されていて、
さほど重くなさそうな情報なので、例えば［気象情報］の［地域選択］で福島県下の市町村
を選べば、全国のどこからでも放射線量などが視れるようにできないものだろうか。福島県
では、まだまだ春が遠い世帯がたくさんあり、そのようなかたちで全国をカバーする NHK
ならではのユニバーサルサービスに期待したい。
※ 使用したテレビ画面は、すべて研究目的で現地撮影した写真です
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７. 大船渡市役所ヒアリング調査
７.１. 調査概要
７.１.１. 調査の概要
・日 時

2011年12月1日(木) 13：30～16：00

・訪問先 大船渡市役所総務部防災管理室（図7.1）
・応対者 鈴木宏延係長、村上智哉主任
・調査者

天野 篤、天野教義、東方幸雄、三島和子、
水上知之、福長秀彦

・調査法 学会東日本大震災調査団様式にて聞き取り

図 7.1 大船渡市ヒアリング調査

７.１.２. 大船渡市の概要
大船渡市は、岩手県の沿岸南部（図 7.2(A)）に位置す
る自然豊かで風光明媚な人口約 4 万人のまち。おもな
産業は、世界三大漁場に数えられる三陸漁場を沖合に
持つ水産、県内最大の港湾、石灰石鉱山とセメント、
木工など。過去、1896 年明治三陸地震、1933 年昭和三
陸地震、1960 年チリ地震津波、2010 年チリ地震津波で
被害を受けた。
・面積 323.3 km2（2010.10.1）
・人口と世帯数 表 7.1（2012.1.31）
・就業者数 第 1 次産業

2,365 人（2005.10.1）

〃

第 2 次産業

6,076 人（ 〃 ）

〃

第 3 次産業 12,144 人（ 〃 ）

図 7.2 大船渡市の位置(A)
（出典：GoogleMaps）

・事業所数 2,734 事業所（2009.7.1)
・農家数 1,247 戸（2010.2.1）
・漁業経営体数 877 経営体（2008.11.1）
表 7.1 大船渡市の人口と世帯数 （出典：大船渡市ホームページ 2012.1.31 ()内は前月比）
住民基本台帳人口
外国人登録人口
総 数

男
18,891 人 ( -6 人)
20 人 ( -3 人)
18,911 人 ( -9 人)

女
20,535 人 ( -2 人)
102 人 ( -1 人)
20,637 人 ( -3 人)

総
数
世 帯 数
39,426 人 ( -8 人) 14,454 世帯 ( 1 世帯〉
122 人 ( -4 人)
49 世帯 ( -4 世帯)
39,548 人 ( -12 人) 14,503 世帯 ( -3 世帯)

自治体の防災体制は、市役所の防災管理室に専任 2 名。消防は、大船渡地区消防組合大船
渡消防本部（大船渡消防署、三陸分署、綾里分遣所）があり、消防団は 12 分団（うち 9 が被
災エリア）
、自主防災組織率は 74.2％だった。

７.２. 調査結果
大船渡市のヒアリング調査結果は、本章末尾の「日本災害情報学会 東日本大震災調査団 津
波被災沿岸部自治体調査」様式に整理した。主な結果を以下に示す。
- 308 -

７.２.１. 被災概要


津波は、東北地方太平洋沖地震発生後約 10
分の引き波からはじまり、約 30 分後、急
激に潮位が高まり市街地に浸水した。



市内の津波の高さは 10～15ｍ以上、最大遡
上高さは 25ｍ以上に達した。



浸水面積は約 8k ㎡、市内の建物の 3 割以
上が被災した（図 7.3）。



図 7.3 大船渡駅周辺市街地の津波被災状況

市民の犠牲者は 400 名、避難者は 8,700 名
以上とみられる。
※ 2013 年 9 月 30 日現在の大船渡市発表
資料で、
死者 340 人、
行方不明者 79 人、
建物被害 5,556 世帯（全壊 2,789、大規
模半壊 431、
半壊 717、
一部損壊 1,619）、
物的被害 1 千億円以上、8 月 28 日に全
図 7.4 大船渡市役所（本庁舎）

避難所閉鎖


市役所本庁舎は、地震の揺れにより軽微な被害を受けたが、高台にあり津波は届かなか
った（図 7.4）。市職員は、消防団活動中に 1 名が死亡した。
※ 消防団に属する職員は、災対本部要員として参集するか消防団活動のいずれを優先す
るかを予め決めてある



地震直後に市内は停電し、庁舎の自家発電は稼働したが、通信機能低下などの影響を受
けた。



津波により NTT 局舎がダメージを受けて以降、電話もファクスもネットも通信回線は一
切使えず、2 台の衛星電話のみ使えた。

７.２.２. 災害情報


避難情報発表と解除は、気象台の津波警報・注意報に連動し、市内全域を対象として、
避難指示を 11 日 14 時 49 分（警報）に、避難勧告への変更を 13 日 7 時 30 分（注意報）
に、解除を 13 日 17 時 58 分（解除）に行った。



警報や避難情報は、同報系防災行政無線により、ほぼ計画どおり伝達した。市のホーム
ページは使えなかった。



市役所本庁舎にある防災行政無線親機は非常用の自家発電で持ちこたえた。屋外拡声子
局は 150 あるうち 25 局が津波で被災したが、残りはバッテリーで生きていた。



同報無線は屋外拡声子局中心の構成だが、旧三陸町内全戸や学校には戸別受信機が配ら
れ、消防団屯所、漁協、農協などには防災行政無線を自動受信するアナログラジオが置
かれていた。



防災行政無線による放送内容は、基本的に地域防災計画書の例文に従った（表 7.2）
。そ
こには津波の予想高さは含まれていなかった。
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表 7.2 防災行政無線内容別放送基準及び放送例文（大船渡市 地震・津波関係 抜粋）
放送内容
地震発生

津波警報
発表

放送に係る基準
市内に震度 4 以
上と思われる大
規模な地震を感
知した場合
岩手県に津波
警報（大津波）
が発表された場
合

放 送 例 文
緊急地震広報！（2 回反復）
ただいま、かなり大きな地震がありました。沿岸住民は、津波が心配されますので、
自主的に高台に避難してください。また、火の元に気をつけ、今後の情報に十分注
意してください。沿岸消防分団は水門を閉鎖し、警戒してください。 …3 回繰り返し
《サイレン吹鳴》3 秒吹鳴―2 秒休み（5 回反復）
緊急津波広報！（2 回反復）
避難指示発令！〇時〇分に大津波警報が発表されました。沿岸の住民は直ちに高
台に避難してください。沿岸消防分団は、（水門を閉鎖し、）避難誘導・広報伝達に
あたってください。 …5 回以上繰り返し



津波観測情報は、到達時刻と観測された高さを伝えた。



基本、例文にある表現で繰り返し放送したが、庁舎から見える津波の盛川越流状況など
を追加して流した。



翌日以降は、被災地内の救助や捜索活動、がれき撤去作業時には、消防無線でも潮位変
化などの情報を伝えた。



防災行政無線に関する課題は、①市本庁
舎（合併前の大船渡市）と被災した三陸
支所（合併前の三陸町）の 2 系統システ
ムになっており、両親機間をつなぐ NTT
専用線が途絶えたことで三陸町に直接届
かなくなった、②大船渡消防署からの遠
隔操作に支障をきたした、③屋外拡声子
局数の 1／6 が津波被害を受けた、④
J-Alert と自動連動していない、⑤デジタ
ル化するとアナログラジオで自動受信で
きなくなることなど。停電対策の強化と
あわせ、改善が急務だ。



なお、2011 年 4 月 7 日の予震の揺れでは
バッテリーが壊れて一時親機が使えなく
なり、電源車で応急対応した。



今回被災して以降、①臨時災害放送局
（2011 年 3 月 31 日から「おおふなとさ
いがいエフエム」を市役所本庁舎内に開
局、2013 年 4 月 5 日から公設民営方式の
コミュニティ FM 局「FM ねまらいん」に
移行）
、②携帯エリアメール（12 月 1 日
から NTT ドコモ）
、③twitter による災害
情報発信（図 7.5）をはじめた。



マスコミはとてもたくさんの情報を出し
てくれるがローカル情報に弱い。コミュ
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図 7.5 大船渡市役所の twitter 公式アカウント

ニティ FM での情報提供はローカルな生活情報を提供するのに役だった。


地元紙（東海新報）が 3 月 12 日から継続して新聞を発行しており、避難生活に密着した
細かい情報を載せてくれて助かった。市へ届けてもらい、沿岸地区本部に配送し、とて
も成果があった。

７.２.３. 避難行動


地震の揺れ方が特別だったので沿岸部では津波を直感した。
「普段とは違う、津波が必ず
来る」と思い、まず避難した。



51 年前のチリ地震津波（1960 年）の経験が生きた。それ以降、津波の避難訓練を継続的
に行ってきたのが役だったと思う。



住民の中には「また津波警報か」と感じた人もいるかもしれないが、揺れが尋常ではな
かったため危機感を持ったと思う。到達まで時間もあったので、避難がうまくいったの
ではないかと思う。



しかし避難所の目の前に住んでいる方が、いつでもすぐ逃げられると思ったのか亡くな
ったという事例があった。一度避難しながら、自宅に戻った方もいたようだ。



大船渡市は、原則として徒歩での避難を呼びかけているが、特別な事由があり混乱を生
じないならば車避難も容認している。震災当日はとくに車避難を禁止していない。



地震発生後、普段から時間帯により混み合う幹線道路では渋滞を生じていた。信号機は
たぶん消えていた。

７.２.４. 避難所


津波の避難所、避難場所、津波避難ビル、避難経路などは、市と地域の自主防災組織（ま
ちあるきワークショップ）の双方で選定していた。



その際の浸水想定は、既往津波災害などに基づく県のシミュレーション結果を用い、今
回の浸水範囲とほぼ合致していた（大船渡湾の奥の方がやや広めなくらい）
。



それでも 58 箇所ある避難所のうち、6 箇所は浸水した。浸水程度はそれぞれだが、全部
水没したところもある。火災の影響はなかった。



広域に多数の避難所が開設されたので、運営に関して市職員だけでは対応しきれなかっ
た。体育館が避難所の場合は、学校の先生に対応してもらった。



避難所を統合していく中で、地域地域に避難所を設けてまとまって避難したいとの強い
希望もあったが、そうすると市職員をすべてに配置できなかった。



地域でまとまって避難しているところの方が自主的な運営ができて我慢強く感じた。そ
うでない大きいところではトラブルが起きやすかった。行政に何かしてもらうという感
覚だったようだ。そのような気分では、協力しあっての避難所運営が成り立ちにくい。



指定避難所に行きたがらない人もいた。家の片づけをしながらの人は、どうしても近い
ところへ避難するので。



在宅避難者に情報、物資を届けることが難しかった。在宅避難者と避難所の人の間で感
情的なトラブルもあった。
「なぜ食料だけもらいにくるのか」などと言われ、避難所にも
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らいに行くのがイヤという人もいた。支援の仕方を考えないといけない。

図 7.6 津波避難マップ（大船渡町 2 の例）
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７.２.５. ライフライン


電気は、地震とともに市内全域が停電した。
市役所は 3 月 13 日に、激甚な被災エリアを除
く市域は 4 月 25 日に復旧した。



固定電話やファクスは、停電の影響もありす
ぐに通じなくなり、津波で NTT 局舎が被災し
た後は 5 月のゴールデンウィーク明けまで使
えなかった（図 7.7）
。



ネット環境も電話と同様だったが、JAXA（3

図 7.7 NTT 東日本大船渡支店被災状況

月 24 日～4 月 11 日人工衛星きく 8 号）や WIDE プロジェクト（4 月 9 日～8 月 21 日人
工衛星 IPSTAR）による支援で、市災害対策本部など主要拠点の通信回線は最低限確保さ
れた。


携帯電話は、地震後、津波が来る前まではつながりにくかったものの通話やメールがで
きた。津波後は不通になり、3 月 20 日頃まで市役所付近でも圏外、ほぼ元通りに復旧し
たのは 4 月末か 5 月上旬。



上水道は、市内全域で断水し、5 月 27 日に復旧した。



下水道は、一様な地盤沈降（0.7ｍ程度）のため幸いにも被害が小さく、約 1 ヶ月で復旧
した。

７.２.６. 物資


ガソリンは、公用の緊急車両分はなんとか融通できたが、一般車両については当初 1～2
週間は不足した。



食料は、民間事業者と協定を結んでいたため備蓄していなかった。その事業者が被災し
たため入手困難になり、内陸部まで調達に行ったが足りなかった。避難所の地区の方々
に持ち寄ってもらい、炊き出ししてもらった。県から食料が入ってきたのは一週間後。



発災当初の、はじめの 3 日をどう乗り切るかが問題。食料と水の確保が重要。ガレキで
道が閉ざされすぐ手が回らない避難所もあったが、たまたま避難所などに備蓄があった
ので助かった。避難所毎に備蓄したり、すぐ届けられる食料や水を確保しておいたりす
ることが必要。



物資の受け入れと配布も難しい。集積場所、物品毎に配りやすいように配置するなどノ
ウハウが必要。物資の数量が不足していると不公平感をもたれるので、工夫して配布し
た。沿岸地区本部（地域ごとの支所）の職員がそれぞれ工夫して配布していた。

７.２.７. 支援


災害ボランティアは 3 月 12 日から受け入れた。11 月 10 日現在、累計 25,000 人以上。



海外からは、米軍（船艇、ヘリ、救助犬）
、英国、中国、台湾が救助や捜索に来てくれた。
ほかにオランダの民間ボランティア（救助犬）や、オール・ハンズ・ボランティアズな
ども。
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自衛隊、消防、警察、他の自治体からの支援をたくさんもらった。代表的なのは、岩手
県、
「銀河連邦」に属する市町（大樹町、能代市、佐久市、相模原市、肝付町）、日本水
道協会の市町村、その他医療・保健・福祉関連など。必ずしも事前協定なわけではない。



避難者の受け入れは、周辺自治体と協定を結んでいた。



国や県との関係では、物資を県に要請してもうまく手配されなかったことがあった。縦
割りなので、品目毎に担当課が違い 1 回ですまされない。県と市のシステマティックな
連携が望まれ、連絡員を市に配置してもらえれば、スムーズに調整できたと思う。

７.２.８. 事前計画


地域防災計画書の震災対策編に津波防災対策の章があった。



津波警報で避難指示、津波注意報で避難勧告と定めていた。



全体の避難計画は公式に定めていた。



要援護者の避難施設は決めていなかった。結果的に高台に関連施設が立地していたケー
スはある。



今回、医療ニーズの高い避難者については、県立大船渡病院の近くに集結させた。

７.２.９. 事前教育


市民に対する津波防災の周知啓発活動にはかなり力を入れていた。



広報媒体は、市の広報紙（図 7.8）
、ホームページ、津波ハザードマップ、説明会、現地
の標識設置など。



観光客に対しては、海水浴場へ防災行政
無線拡声器、看板設置、駅に防災マップ
の掲示を。



学校教育では、配布した DVD を活用し
た学習、綾里小学校のように演劇「暴れ
狂った海」や津波に特化した避難訓練な
どを行っていた。



市職員の津波防災訓練は、地域を含めて
初動、参集訓練を年 2 回ほど実施してい
た。



市民参加の津波防災訓練は、1960 年 5
月のチリ津波地震の時期、毎年日曜日に
行ってきた。全市民の 2 割にあたる約
8,000 人が参加。地域のメインイベント
のひとつで、消防団の演習も兼ねている。



講演会などの広報イベントは、毎年では
ないが、たとえばチリ地震津波 50 周年
図 7.8 市の広報の例

事業で防災シンポジウムを開催した。
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県の職員や気象台の方からアドバイスをもらっていた。

７.３. まとめ
(1) 被災状況
大船渡市は、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震の約 30 分後、
高さ 10 メートル以上の津波に襲われ、400 名にも及ぶ市民が犠牲になり、沿岸部の低地集落
を中心に壊滅的な被害を受けた。
市役所庁舎は高台にあり無傷だったが、地震直後から市内全域が停電、公衆回線は輻そう
して、津波ですべてのライフラインが途絶した（当初は 2 台の衛星電話のみ使用可）。市域の
ライフライン復旧は、電気や電話は概ね 4 月下旬～5 月上旬、水道は 5 月下旬だった。市庁舎
は停電した 2 日間非常用電源が動き続け、最低限の電気が使えた。
(2) 災害情報
外部からの情報は、自家発で放送が視聴できたのと、県の衛星系ファクスより得られた。
気象台の津波警報・注意報に連動し、市内全域を対象として、3 月 11 日 14 時 49 分（警報）
に避難指示を出し、13 日 17 時 58 分に避難勧告を解除した。
これらの情報伝達は、主に同報系防災行政無線により、地域防災計画書の放送例文（津波
の予想高さを含まない）に従い、浸水時など臨機に広報した。
防災行政無線は役立ったが、①市本庁舎（旧大船渡市）と被災した三陸支所（旧三陸町）
の 2 系統になっており、両親機間をつなぐ NTT 専用線が途絶えて三陸町に直接届かなくなっ
た、②大船渡消防署からの遠隔操作に支障をきたした、③J-Alert は自動連動していない、④
屋外拡声子局数の１／６が津波被害を受けた、⑤デジタル化するとアナログラジオで自動受
信できなくなるなど、停電対策とあわせ、改善が急務。
被災して以降、①臨時災害放送局（3 月 31 日「おおふなとさいがいエフエム」開局）、②携
帯エリアメール（12 月 1 日から NTT ドコモ）
、③twitter による災害情報発信をはじめた。
通信は、JAXA や WIDE プロジェクトによる支援で、市災対本部など拠点の回線は最低限
確保された。
マスメディアからも多くの情報が得られたが、コミュニティ FM や地元紙が避難生活に密
着した細かな地域情報を伝えてくれて助かった。
なお、現在は緊急速報（エリアメール）で災害・避難情報が流せるようになっている。
(3) 避難
普段から防災計画、体制整備、避難訓練、
防災教育、意識啓発などに継続して取り組ん
でおり、今回は地震の揺れ方が特別だったの
で沿岸部では津波を直感し、多くの市民はす
ぐに避難した。それでも予想を上回る規模で、
一部の避難所が浸水し、道路が渋滞するなど、

図 7.9 隣接する陸前高田市気仙川河口の現地調査
（左奥はまだ本物だった頃の「奇跡の一本松」）
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さまざまな要因で逃げきれなかったケースがあった。
広い範囲で多数避難所が開設されたため、市職員だけでは運営の手が回らなかった。被災
した自宅の近くで地域ごとにまとまって避難できると望ましいが、そうもいかないところで
はトラブルが生じやすくなった。沿岸地区本部（地域ごとの支所）で工夫して対応した。
(4) 支援
発災当初、とくに食料と水の確保に苦労した。市に備蓄がなく、協定していた事業者も被
災したため、
地域の人びとが持ち寄って 3 日ほどしのいだ。ガソリンも 1～2 週間は不足した。
県と市の連携は必ずしもシステマティックにできなかった。
情報や物資は避難所への提供となるが、もらいに来る在宅避難者と軋轢も生じた。物資の
受け入れと集積場所、配布方法には難しいものがある。
海外を含め、たくさんの自治体やボランティアから支援をいただいた。義援金もとても有
り難く深く感謝している。
大船渡市は、海に面する低地の物的被害がひどかったが、周辺市町とくらべて人的被害は
小さめだった。また、市役所が被害を免れ、中心市街地でも無事な地域が残り壊滅しなかっ
たこと、さらに地元の太平洋セメント大船渡工場による震災がれき処理が早くから行われた
ことなどから、比較的順調に復旧しつつあった。

図 7.10 大船渡市内の被災エリアに設けられた仮設店舗
（左：大船渡屋台村 右：おおふなと夢商店街）
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津波被災地沿岸調査

津波被災地沿岸調査

調査票

これは、ヒアリングの元にするための調査票です。
必ず、ヒアリングして確認しつつ、お伺いしてください。

ヒアリング上の注意点
・２ページ「被災状況」は、ヒアリング前に調べておいて、確認をするようにしてください。
・地域防災計画（津波防災篇の部分、避難勧告・避難指示についての記述部分）については、HP にあれ
ばそれを準備していってください。なければ複写させていただいてください。
・市町村合併については事前に調べていってください。

依頼するもの

・浸水エリア（自治体としての地域区分があればお伺いしてください）
※ もしもできれば、写真撮影させてもらうか、コピーを頂いてください
なし
・ハザードマップ
※ もしもできれば、写真撮影させてもらうか、コピーを頂いてください
コピー受領（発災以前）
・防災行政無線の記録
※ 記録が残っていれば、写真を撮影させてもらうか、コピーを頂いてください。
記録が残ってなければ、YouTube や報道などの記録から再現を試みてください。
放送例文受領（発災以前）

自治体名称
電話番号
E-mail

岩手県大船渡市
0192-27-3111

FAX 番号

0192-26-4477

01776@city.ofunato.iwate.jp

ヒアリング協力者（所属部署） 総務部防災管理室

係長 鈴木宏延氏

総務部防災管理室

主任 村上智哉氏
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【被災/避難の事実確認】
問１ 被災状況について、わかる範囲でお教えください （ ※ 調査時点、できるだけ調査員が調べる ）
・津波到達時刻 第一波 14 時 54 分
・津波の高さ

第一波 -0.2m 第二波以降の津波の高さは 3.2～8.0m 以上（欠測）

・浸水深

11.8 ｍ（出典： 気象庁 H.23.4.5 報道発表資料「痕跡等から推定した津波の高さ」 ）

平成 23 年 11 月 14 日 17:00 現在の大船渡市資料より↓
・全壊数

２,７６８世帯（罹災証明を発行した世帯数ベースでカウントしており棟数は把握していない）

大規模半壊
・死者数

４２４世帯

３３９ 人 ・行方不明

・床上浸水
・避難者数

半壊

未集計

床下浸水

７０４世帯

一部損壊

９４ 人
未集計

最大時８,７３７ 人（３／１５時点） 避難所数

・域外避難者数

１,４２６世帯

最大時６０箇所（３／１５時）

約１,０００ 人（全国避難者情報システムが稼働してからカウント、概数）

・市庁部局の職員数

４１０ 人

・職員の死者・行方不明者数

１ 人死亡

問２ 職員でなくなられた方は、どのよう理由で犠牲になった方が多かったですか？
消防団活動の最中。避難を呼びかけていて津波に巻き込まれた
問３ 庁舎の被害についてお教えください（地震による被害か、津波による被害か）
（１）地震による被害で
１．庁舎が使えなくなった
２．庁舎の建物が破損した

地震で壁に亀裂などは入ったが、軽微で、使用に支障はない

３．庁舎が停電した

地震で全館停電した。非常用自家発電が作動し庁舎の一部に通電。

４．庁舎の通信網が使えなくなった
固定電話：地震発生から津波来襲まで構内交換機の電力が残っている間は庁舎内の電話が使えた。輻輳してつな
がりにくかった。じきに交換機の電力（バッテリー）がつきてしまったため使えなくなった。津波で
NTT 局舎が被災した後まったく使えなくなった。
携帯電話：つながりにくかった。
インターネット：使えなくなった。
衛星電話：岩手県から支給されていた衛星電話（FAX 兼用）が使えた。大船渡消防署から衛星電話を 1 台借り
た。
５．そのほか（具体的に：津波による NTT の局舎・通信設備の全壊、中継伝送路の著しい損傷で回線復旧に 1 ヶ月）
（２）津波による被害で、
１．庁舎が使えなくなった
２．庁舎が浸水した
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３．庁舎が停電した
４．庁舎の通信網が使えなくなった
５．そのほか（具体的に： 津波による直接の被害はなし

）

（３）災害対策本部を本庁舎以外の場所に設置したり、移動したりしましたか。そのようなことがあった場合は、その
理由も含めてお教えください。
該当なし

【避難に関する情報】
問４ 地震直後、住民に対して呼びかけをしましたか？
１．避難を呼びかけた
２．避難勧告を発した
３．避難指示を発した ３月１１日１４：４９
４． 津波警報を伝えた
５．そのほか（具体的に：

）

問５ 避難の呼びかけ、避難指示・避難勧告の発表はいつ発表し、いつ解除しましたか。
※ 発表時刻、切り替え、解除（呼びかけをやめた）時刻
※ 対象地域

市内全域

避難指示

発令

3 月 11 日 14 時 49 分

避難勧告

発令

3 月 13 日

解除

3 月 13 日 17 時 58 分

7 時 30 分

＜参考＞
大津波警報

3 月 11 日 14 時 49 分

津波警報に切り替え

3 月 12 日 20 時 20 分

津波注意報に切り替え

3 月 13 日

津波注意報解除

3 月 13 日 17 時 58 分

7 時 30 分

問６ 上記の避難や警報などの呼びかけに際して、お教えください
（１）津波の予想の高さをつたえましたか？

１．はい

２．いいえ

具体的に：地域防災計画書の例文にメートルの記載がない。意図的に津波の予想高さや到達予想
時刻を伝えなかったわけではないが、例文になかったのでそうなった。余裕がなかっ
たというほうが近い。市としては津波の危険を伝えられればいいという気持ちだけだ
った。放送は繰り返し行った。
気象庁発表の岩手県沿岸の津波予想高さが、3m（14 時 49 分）→6m（15 時 14 分）
→10m（15 時 30 分）と変化したこと自体は、テレビかラジオから覚知していた
（J-Alert は定かでない）
。
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（２）事前の放送文の雛形がありましたか？

１．はい

２．いいえ

具体的に： ※できれば当時の記録や当時の状況を示すものがあればいただければと思います
→地域防災計画のコピー受領
（３）放送している内容を絞るなどの工夫を行いましたか？ １．はい

２．いいえ

増やした

具体的に：地域防災計画書の例文に加え、
「いま津波が盛川の堤防を越えて入ってきています
（15:40 越流）
」など市庁舎から目視で確認できた具体的な情報を盛り込んだ。監視
カメラがないので、目に見えるものを実態として伝える必要があると思った。
第一波観測情報（-0.2m）については、到達時刻と観測された高さを伝えた。第二波、
第三波に注意するように呼びかけた。その後、最大波の観測情報（3.2m 以上）も発
表した。
（４）放送する場所を絞るなどの工夫を行いましたか？

１．はい

２．いいえ

具体的に：市内全域に放送した。
（５）途中で、放送内容を変更しましたか。
具体的に：上記の通り。
（６）放送内容の記録が残っていればお教えください。
※だいたいでかまわないので記載。映像が残っている場合には映像から起こす。その場合はソース
を示す。
記録はない。
問７ 何かよびかけ面で問題がありましたか？
防災行政無線の親機は庁舎の４階にある。放送の障害は特になかった。
非常用電源で作動。バッテリー→エンジンで作動するが燃料は 24 時間分はあった。燃料タン
クが大きかったからかも。２日後（3/13）には電気が復旧したが、それまで電力が途絶えるこ
とはなかった。
4 月 7 日の宮城県沖の地震
（最大余震）
時にバッテリーが故障して一時親機が使えなくなった。
電源車で応急対応した。
屋外防災行政無線スピーカーは、１５０箇所のうち２５箇所が津波で流失した。残った子局は
停電していてもバッテリーでしばらく切れないで使えた。
震災２日目（3/12）からは、防災行政無線が流失したエリアでも消防無線が使えたので、捜索
やがれき撤去に入っていた人には無線で情報を伝えた。潮位の変化などがあれば随時伝えた。
問８ 津波警報発表や津波発生時の避難指示、避難勧告として、どのような方法で住民に情報を伝えまし
たか（○はいくつでも）
１．屋外の防災行政無線
２．戸別の防災行政無線 （旧三陸町では平成 13 年度に全世帯に戸別無線を配布していた）
３．広報車（

台） 市の広報車ではなく消防団が別途呼びかけた。
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４．自動的に防災行政無線で注意を呼びかける 手動
５．モーターサイレン （51 年前のチリ地震津波を契機に賀茂神社の津波警報塔にモーターサイレン
が設置され、現在も運用中。市内ではここ１箇所で、当日作動したかは把握していない）
６．ケーブルテレビ ケーブルテレビはない
７．コミュニティＦＭをつかった緊急防災放送 cFM はなかった.。3 月 31 日より生活に関連したお
知らせなどの情報を、
「おおふなとさいがいエフエム」
（庁舎内にスタジオ）で放送している。
８．防災メール なかった
９．エリアメール 震災当時はなかった。12 月 1 日から NTT ドコモのエリアメールを導入予定。
10．ソーシャルメディア 災害後 twitter を活用するようになったが当時はなかった
11．ホームページ 使っていない（できなかった）
12．オフトーク通信 そのものがない
13．半鐘 鳴らしてない
14．自主防災組織を通じて注意を呼びかける
市から自主防災組織に呼びかける手段がなかったので把握していない。自主的にやったところも
あるとは思う
15．その他（具体的に 消防無線のやりとり ）
16．注意の呼びかけはしない
問９ 津波警報発表時や津波発生時などの緊急事態において津波への注意の呼びかけについて、計画上は、
どのような対策をとる予定でしたか（○はいくつでも）
１．屋外の防災行政無線
２．戸別の防災行政無線
３．J-Alert 受信はしているが防災行政無線と自動連動していない。
４．広報車（

台）

５．自動的に防災行政無線で注意を呼びかける
６．無線式モーターサイレン
７．ケーブルテレビ
８．コミュニティＦＭをつかった緊急防災放送
９．防災メール・エリアメール
10．ソーシャルメディア、ホームページ
11．オフトーク通信
12．半鐘
13．自主防災組織を通じて注意を呼びかける
14．その他（具体的に テレビ、ラジオも ）
15．注意の呼びかけはしない
問 10 防災行政無線についてお伺いします。
（１）防災行政無線の親機は、どこに設置されていましたか
１．本庁舎 本庁舎４階にある。旧三陸町の親機は三陸支所にあり、親機が２つある状態。
NTT 専用線で親機同士を結び、大船渡市役所→三陸支所→三陸町戸別無線 と
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いう形をとっている。三陸支所の庁舎が津波で被災し、電気も来なくなったた
め、親機は故障しなかったがその場で使えなくなった。一週間後に再稼働し、
生活情報や支援情報を流している。
２．消防本部
３．そのほか
（２）防災行政無線は、遠隔制御ができるようになっていましたか
１．は い
（具体的にどこから： 大船渡消防署から遠隔操作できる ）
２．いいえ
（３）J-Alert は導入されていましたか
１．J-Alert を導入していて、防災行政無線で自動的に放送されることになっていた
２．J-Alert を導入していたが、防災行政無線とは連動していなかった
３．J-Alert は導入していなかった（入れる予定があれば、その時期

）

（４）防災行政無線は、計画上、どのように放送することになっていましたか。
１．J-Alert を導入していて、防災行政無線で自動的に放送されることになっていた
２．J-Alert 以外のシステムを通じて、津波警報、津波注意報と連動し、防災行政無線で自
動的に放送されることになっていた（連動しているシステム：

）

３．職員が手動で放送することになっていた
４．消防本部で放送されることになっていた
計画上、緊急放送は時間外も時間内もまず大船渡消防署から放送する。その後も市役
所の業務時間外（17：15～08：30）は消防署からの遠隔操作で防災行政無線を通じて
放送することになっているが、震災当日は消防署の遠隔操作ができない状態になって
おり、第一報（避難指示）から市役所で放送した。
５．その他（具体的に：

）

６．防災行政無線はなかった（入れる予定があれば、その時期：

）

（５）防災行政無線は、実際に、どのように放送することになっていましたか。
１．J-Alert を導入していて、防災行政無線で自動的に放送された
２．J-Alert が聞こえ、職員が放送した
３．J-Alert 以外のシステムを通じて、津波警報、津波注意報と連動し、防災行政無線で自
動的に放送された
４．職員が直接、放送した
５．消防本部で放送した
６．その他（具体的に：

）

- 322 -

津波被災地沿岸調査

問 11 気象庁では、
『大津波警報』
『津波警報』
『津波注意報』などの津波情報を発表しています
が、貴自治体での津波災害対策では、津波情報の区別がどのような対策と連動していまし
たか（○はいくつでも）また、もし連動しているとしたらどの情報と連動していますか。
具体的にご記入下さい。
１．
避難勧告の発令基準と連動していた （⇔津波警報＝避難指示,、
津波注意報＝避難勧告 ）
２．職員の非常参集の基準と連動していた（⇔津波警報＝全職員参集、津波注意報＝指定さ
れた職員招集、災対本部は注意報で立ち上
げ）
※ 消防団に所属している職員は、あらかじめ災対本部要員
か消防団活動のいずれを優先するか決めて上司に申告。
毎年人事異動時に実施し各課で調整もしている。3.11 で
も職員参集、消防団それぞれの動きに混乱はなかった。
３．海岸立ち入り規制等の基準と連動していた（ ⇔ 水門閉鎖との連動はある ）
※ 国道の通行規制は道路管理事務所が実施するのでは。国
道 45 号線は通行止めにしたはず。県道の通行規制は不明。
４．その他（具体的に

）

５．津波予報と避難勧告などは連動しておらず、適宜対応することになっている
問 12 防災行政無線の設置エリア、戸別受信機の配布エリア、コミュニティ FM などと連動した
緊急ラジオの配布エリアについてお教えください。
・屋外防災行政無線は旧大船渡市 105 箇所、旧三陸町 45 箇所＝合計 150 箇所
このほかに戸別受信機は旧三陸町全戸配布
学校にも戸別受信機を配備している。
・cFMは震災当時にはなかった。
・消防団屯所に防災行政無線を拾うアナログラジオがある。大船渡市の防災行政無線の周波
数に合わせてあり、電源を入れて「待機状態」にしておけば自動的に起動して音声が流れ
る。このラジオは農協、漁協などにも配備している。

【避難手段・自動車】
問13 被災直後、津波が来るまでの避難のときに交通渋滞は発生しましたか？
１． 渋滞していた（具体的な様子： 幹線道路は混んでいた ）
※ できれば場所を
幹線道路（国道４５線、駅前道路（丸森権現堂線＝２３０号線） 日頃から混み合う道
路だが震災当日は避難のため渋滞が助長されたと思う。
２．渋滞はなかった
３．わからない

- 323 -

津波被災地沿岸調査

（前問で「１．渋滞していた」とお答えの自治体）
問14 その渋滞していた場所は、いつも渋滞する場所でしたか？
時間帯によっては渋滞する道路である。
問 15 津波発生時、貴自治体では次のような規制、避難計画はありましたか（○はいくつでも）
１．避難時の自家用車の使用を規制することになっていた
２．津波襲来時の住民の避難経路を指定し、公表していた
３．自治体内で交通止や交通規制箇所を決めていた
４．避難の交通手段として自治体でバスや船を準備する計画になっていた
５．その他（具体的に：原則として徒歩での避難を呼びかけることにしているが、状況によっ
て、特別な事由があり混乱を生じないなら車避難も容認するという記載が地域防災計画書
にある。震災当日には特に車避難を禁止していない）
問16 貴自治体では、自動車避難に関してどのような方針でいましたか？
１．自動車では避難しないように、平時から啓発活動を行っていた
２．自動車を使った要援護者の避難については、別に呼びかけを行っていた
３．自動車で避難することは原則禁止していた
４．自動車で避難することは原則禁止していたが、現実的にはやむをえないものとかんがえて
いた
５．特に問題視はしていなかった
原則として徒歩での避難を呼びかけているが、車避難を禁止してはいない。
問17 貴自治体で、自動車避難に関して、なんらかの課題があればお教えください
答えは出ていない。
辺地などもあり車での避難を否定するわけにはいかない。途中で乗り捨てたりすると後続
の車の避難の妨げになり、車での避難にも注意が必要と思っている。
信号は多分消えていたと思うが、確実なことは分からない。

【避難場所】
問18 津波の避難場所についてお伺いします。
（１）津波の避難場所は、誰がどのように選定していますか？
１．自治体が選定している 地域防災計画で指定している
２． 住民が選定している（具体的に： 地域（自主防災組織）ごとにワークショップ（まち
あるき）を行い、ハザードマップを作成。避難場所もワークシ
ョップで決めている：ワークショップのハザードマップ集の余
部はないとのことなので、66地域を行政区単位でくくった一部
のハザードマップのコピーをいただいた。）
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※ 避難場所の選定：宮城県沖地震（M8）及び明治三陸、昭和三陸津
波を想定。最大津波高（想定）は三陸町吉浜の10.8ｍ、最大遡上高
（想定）は白浜の31.8ｍ。県のシミュレーション結果に基づく。
今回の浸水範囲は、シミュレーションとほぼ同じ範囲（大船渡湾の
奥の方はやや広め）であった。
３．指定していない
（２）津波避難ビルの指定はしていますか？
１． いくつかのビルを、津波避難ビルに指定している（
２． 津波避難専用の高所を設けている

10弱 箇所）

（

箇所）

３． そのほか（具体的に：避難ビルとして使わせてもらうよう、自治会がビルオーナーに個
別に協力依頼。駅前の８階建ビルなどがあるが、数は多くない）
４． 津波避難は高台を基本としており、津波避難ビルは設けていない
問19 津波について、避難所に関して問題のあった場所はありましたか？
１．津波避難ビルの高さを超えて、津波が到達したところがあった （

０ 箇所）

２．避難所まで、津波が到達したところがあった

６ 箇所）

（

※ 58箇所の避難所のうち6箇所が浸水。浸水の程度は違うが、全部浸水したところもある
３．避難場所まで、津波が到達したところがあった

（

０ 箇所）

４．津波避難ビルが火災に巻き込まれたところがあった

（

０ 箇所）

５．津波避難所が火災に巻き込まれたところがあった

（

０ 箇所）

※ 火災は何カ所かで発生したが、
大火には至らず。
浸水後事務所等からの発火はあったが、
避難所が火災に巻き込まれることはなかった。
６．津波避難ビルについて、施錠などのため避難できなかったところがあった（

０ 箇所）

７．津波避難所について、施錠などのため避難できなかったところがあった（

０ 箇所）

問 20 津波発生時の避難場所はどのように設定されていましたか（○はいくつでも）
１．津波を想定した避難場所は、津波を想定した避難場所として特別に定めていた
２．津波発生時の避難場所は、他の自然災害と同じ場所に指定していた
３．各自主防災組織（自治会ごと）に、避難場所を決めていた
４．津波発生時の避難場所は、指定しておらず、付近の高台へとだけ呼びかけることになっ
ていた
５．その他（具体的に：医療ニーズの高い避難者については、県立大船渡病院の近くに集結
させた）

【復旧期】
問21 当日、地震直後からの庁舎の停電、電話、FAX、携帯電話の疎通状況についてお教えください。
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（１）停電の状況
市内全域停電。3／13復旧
（２）電話・FAXの疎通状況
固定電話は不通。ＦＡＸも停電で使えず。県の衛星系の電話（ＦＡＸ付き）は使えた。
（３）携帯電話の疎通状況
携帯電話は不通。3／20頃まで「圏外」と表示されていた。津波が来るまではつながりに
くかったが通話でき、メールが何通か届いたが、来襲後はメールも届かなくなった。
問22 市町村内停電はどのくらいでしたか？
１．停電していた

最大（ 市内全 ）世帯

最大（ ４６ ）日間 ４月25日まで（た
だし、全滅した被
災エリアを除く）

※ できればエリアを
２．停電していなかった
３．わからない
問23 断水はどのくらいでしたか？
１．断水していた

最大（ 市内全 ）世帯？

最大（ ７８ ）日間 ５月27日に
上水道が全域で復旧（井
戸のところもある）

※ できればエリアを
２．断水していなかった
３．わからない
問24 下水道の損傷はどのくらいでしたか？
１．下水が使えなくなっていた

最大（ ？ ）世帯

最大（ 約３０ ）日間 ４
月上旬には稼働できた（地下
の施設は４月上旬に稼働。土
地全体が地盤沈下したため、
管のズレがなく復旧は早く
できた）

※ できればエリアを
２．下水道が使えなくなったことはなかった
３．わからない
問25 電話はつかえましたか？
１．固定電話がつかえなかった
（ ５ ）月（ 上旬 ）日頃 もしくは（
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理由； １．停電のため

２．規制のため

３．そのほか（具体的に： 津波に
よる局舎の被災、電柱や架空
線の流失のため。５月上旬に
は全域で使えるようになっ
た）

２．携帯電話がつかえなかった
市役所付近は（ ３ ）月（ ２０ ）日頃 もしくは（

）週間後 まで

市全域は（ ３５ ）月（ ２０上旬 ）日頃 もしくは（
理由； １．停電のため

２．規制のため

）週間後 まで

３．そのほか（具体的に： 通信設
備がダウン ）

３．メールがつかえなかった
（

）月（

）日頃 もしくは（

理由； １．停電のため

）週間後 まで

２．規制のため

３．そのほか（具体的に： 通信設
備がダウン ）

携帯メールは携帯電話が復旧するまで使えなかった。
Webメールは固定電話が復旧した5月上旬から使えた。市役所内のイントラネットの
み。市内 のインターネット環境はまだ使えなかったと思う。
JAXAが人工衛星きく８号を利用して、3／24～4／11まで災害対策本部でインター
ネット回線（Web）を確保した。庁舎内職員用端末（Mail）への接続は、慶應義塾大
学WIDE Projectなどの「震災復興インターネット」プロジェクトによる人工衛星ＩＰ
ＳＴＡＲを利用。4／9～8／21。
市役所のメールサーバは５月上旬に復旧。
４．ホームページがつかえなかった
（

）月（

）日頃 もしくは（

）週間後 まで（上記の人工衛星を使
って）

理由； １．停電のため

２．規制のため

３．そのほか（具体的に：

）

市のHPの更新ができなかった。ツイッターなどでの情報発信もしていなかった。

【物資・ガソリンについて】
問26 ガソリンが入ってくるようになったのは、いつくらいですか？
・緊急の公用として十分ではないが手に入れ始めた時期 （ ３ ）月（ １１ ）日頃 もしくは（
）週間後
直後からなんとか融通していたが量は不足していた。緊急車両については問題なかった。
・一般向けに十分ではないが、供給され始めた時期 （

）月（

）日頃 もしくは（ １～２ ）
週間後

一般車両については十分でなかった。はっきりした時期は不明。ある時期から急に入ってくるよう
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になった。１～２週間以内は大変だった。
問27 避難者用の食料が入ってくるようになったのはいつくらいですか？
・十分ではないが、供給され始めた時期

（

）月（

）日頃 もしくは（

）週間後

エリア内では民間事業者と協定を締結しているため備蓄はない。その事業者も被災したため物資を
入手できなかった。近くや内陸部に食料調達に行ったが、量が足りずすべての避難所には行き渡ら
なかった。3／11夜から地区毎で持ち寄り炊き出ししてもらった。県から食料が入ってきたのは１
週間後だった。
問28 ボランティアが来るようになったのはいつくらいですか？
・十分ではないが、来訪しはじめた時期

（ ３ ）月（ １２ ）日頃 もしくは（

）週間後

ボランティアの受付を設置したのは3月12日。2011年11月10日現在、累計25,000人以上。
海外からはオランダの民間ボランティア（救助犬による捜索）や、オール・ハンズ・ボランティア
ズなども。

【広域連携】
問29 他の自治体からの支援を受けましたか？
１．事前協定があり、応援を受けた
２．事前協定はなかったが、応援を受けた
自治体間交流があった。「銀河連邦」という。JAXAの研究所がある自治体（共和国）で組織して
おり、相模原市や肝付町などが入っている。協定がなくても「友だちの友だち」が支援してくれた。
他の自治体からの支援はたくさんあった。
（事前協定の有無はそれぞれだった）
３．事前協定はなかったし、応援を受けなかった
※差し支えなければ事前協定の内容をもらってください
問30 それは具体的にどのような支援をうけましたか
（１）応援してくれた自治体：相模原市、浜松市など多数
職員個人のつながりから支援をしてくれた自治体もある
（２）受けた支援
１．職員の派遣（

累計千人 程度）

２．水・食料などの提供
３．毛布など物資の提供
４．避難者の受け入れ
５．そのほか 義援金

【協定】
問 31 津波発生時において、貴自治体の地域内で住民の避難が困難な場合のことについては想定されてい
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ましたか。また、周辺自治体と避難協力の協定を結んでいましたか（○はひとつ）
１．自治体の内部ですべての避難者を収容できると想定していたが、
（市外に避難を希望する避難者の
事情もあると考え）
２．自治体ですべての避難者を収容できないかもしれず、周辺の自治体と避難協力の協定を結んでいた
３．自治体ですべての避難者を収容できないかもしれないが、周辺の自治体との避難協力の協定は結ん
でいなかった
４．その他（具体的に：

）

５．津波発生時の避難体制については全く決まっていなかった

【事前計画】
【地域防災計画】
問 32 貴自治体では、津波防災について以下のようなものはありますか。
（○はいくつでも）
１．地域防災計画のなかに「津波防災対策」編があった
２．地域防災計画のなかに（震災編の中などに）
「津波防災対策」を扱った章があった
３．地域防災計画とは別に津波防災専用の計画（津波防災計画、津波防災計画要覧など）があった
４．津波防災マニュアル（一般的な防災マニュアルではなく、特に津波について定めたもの）があった
５．その他（具体的に

）

【避難勧告・避難指示の基準】
問33 貴自治体では、津波に関する避難勧告・避難指示の発表基準はさだめられていましたか？
１．地域防災計画で定められていた（具体的に： 警報＝避難指示 注意報＝避難勧告 ）
２．マニュアルで定められていた
３．定められていなかった。
４．その他（具体的に

）

【避難計画・避難場所やルート】
問34 津波の危険予想地域を対象とした事前の避難計画（避難場所、避難ルート、避難実施責任者等）は決
めていましたか。（○は１つ）
１．全体の避難計画を定めた公式の避難計画があった
２．全体の避難計画を定めた非公式の避難計画があった
３．いくつかの地域で、避難計画があった
（具体的な地域名：

）

４．いくつかの地域で、非公式の避難計画があった
（具体的な地域名：

）

５．避難計画はなかった
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【避難計画・施設】
問35 避難実施計画を定めるに当たって、高齢者、子供、病人等要援護者の保護のための避難施設を決めて
いましたか。（○は１つ）
１．避難施設は決めていなかった
２．いくつかの地域について避難施設を決めていた
３．全ての地域について避難施設を決めていた
４．わからない
問36 避難のことを考えて、高齢者、子供、病人等要援護者の施設の設置に関してあらかじめ考えていた方
針がありましたか。（○は１つ）
１．元々施設をつくるときに、津波の被害をさけるために高台に設置した場所がある。
（具体的に：

）

２．津波の被害をさけるためにというわけではないが、たまたま結果的に高台に設置した場所がある。
（具体的に： 交通アクセスを考えて立地。施設の利用ニーズの高い人もその近くに移動していた
のが結果的によかったかも）
３．将来計画としては、要援護者の入所する施設を高台に移す計画はあったが、未実施であった。
４．そのほか
５．わからない

【事前教育】
問 37 貴自治体では、津波災害に関する自治体住民への広報活動をどのように行っていましたか。
（○はいくつでも）
１．学校教育を通して行っていた 配布した DVD を活用した学習、綾里小学校の演劇「暴れ狂った海」
や津波に特化した避難訓練など、熱心にやっているところもある
２．行政内部で津波防災訓練を行っていた（年 ２ 回程度） 地域を含めて初動訓練、職員参集訓練
３．住民参加の津波防災訓練を行っていた（年 １ 回程度） 51 年前のチリ津波地震の時期（５月）
に実施
４．津波災害にかんする講演会、勉強会などのイベントを設けて行っていた（年

回程度）

毎年ではないが、チリ地震津波 50 周年のシンポジウムや講演会を実施している
問 38 直近の津波防災訓練の参加者は何人ですか。そして、それは住民の方々の何割程度に当たりますか。
おおよそで構いませんので、具体的な数字を( )の中に記入して下さい。
( 8,000 ) 人 : ( ２ ) 割
全市民（約 40,000 人）対象、地域のメインなイベントのひとつで、日曜に実施。サイレンを鳴ら
して訓練開始を周知。消防団の演習も兼ねている。
問 39 津波や防災に関して、内外のどなたかに「アドバイザー」になってもらっている方はいますか？
差し支えなければお教えください。
岩手県の職員の方や気象台の方など（主に市の職員で対応）
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問 40 自治体住民に対して、日頃から津波への注意に関する情報をどのようなメディアで広報しています
か。
（○はいくつでも）
１．津波防災パンフレット △
２．津波に限らない防災に関するパンフレット △
３．自治体の広報紙 「防災コーナー」を連載
４．出前講座・説明会
５．学習会
６．専門家を呼んでの講演会
７．津波ハザードマップ 全戸配布
８．自治体のホームページ
９．Twitter や Facebook などを用いた広報 震災以降開始
10．その他（具体的に： 現地の標識 ）

【避難広報・ハザードマップ】
問41 津波ハザードマップは事前に作っていましたか。また、どのような方法で配布していましたか？
１．ハザードマップは作成済。自治体内全戸に配布
２．ハザードマップは作成済。浸水エリアに配布
３．ハザードマップはあるが、配布していなかった
４．そのほか（具体的に：

）

５．作成予定であり、まだ作成していなかった
６．ハザードマップはなかったし、作成予定もなかった

【避難広報】
問 42 津波災害に関して、普段の広報活動はどれくらい行き届いていたと思いますか。
（○はひとつ）
１．住民に非常によく周知されていた、と思う
２．住民には十分に周知されていなかった、と思う
３．住民にはある程度周知されていた、と思う
４．その他（具体的に：

）

【避難広報・観光客対策】
問 43 海岸に来る観光客や海水浴・サーファーなどへの津波に関する日頃からの広報活動はどのような手
段を使われていましたか。
（○はいくつでも）
１．海岸に防災行政無線を設置していた 海水浴場に設置
２．ホテル、宿泊施設等に津波防災マップをおいていた
３．道路に津波にかんする看板や掲示板を立てていた
４．海岸に津波にかんする看板、掲示板を立てていた
５．観光案内所で津波について案内していた
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６．津波に限らず、安全に対する啓発はおこなっている。
７．海洋気象情報に関する情報提供を行っている。
８．その他（具体的に： 駅に浸水マップ、ワークショップの避難誘導地図を掲示 ）
９．海水浴場はない
10．特に特段の対策はたてていない。

【合併問題】
問44 合併についてお伺いします。
（１）ここ数年で合併はありましたか

※できれば、ヒアリング前に調べておくこと 近年のもののみで可。

１．最近、合併した （旧市町村名 平成13年に三陸町と合併（編入） ）
２．最近、合併はしていない
（２）今回の災害を経験して、「合併」したが故の課題はありますか？
１．地域が広くて連携が取れない
２．担当職員がお互いに土地勘がないので、対応が遅れがちになる傾向がある。
３．防災行政無線が連動していない（しなくなった）
大船渡市役所の親機と旧三陸町の親機の２つがあり、NTTの専用線で結んでいる。三陸支所が津
波で被災したため連動ができなくなり、職員が伝言で同じ内容を伝えて、三陸支所の親機から流
した。
４．そのほか（具体的に：

）

５．この数年で、合併はしていない
６．部署が複数の庁舎に分散していて連携がとりにくい
７．問題はなかった
問45 避難所開設や運営にかんして、問題点がありましたか？ お気づきの範囲でお教えください
指定避難所に行きたがらない人がいた。家の片づけをしながらの人は、近いところへ避難する。
広域に多数の避難所が開設される状態となり市職員がすべての避難所に配置できなかった。学校の
先生が体育館の避難所の運営をしたところもある。
地区毎にまとまって避難したがる傾向が強かった。まとまって避難しているところの方が自主的な
運営ができ我慢強いと感じた。そうでないところではトラブルが起きやすく、行政に何かしてもら
うという気分だったようだ。
問46 国、県との関係で貴自治体において、困ったこと・苦労したこと、は何ですか？
調整が大変。物資を要請してもうまく手配されなかったことがあった。
組織が縦割り。たとえばガソリンは県を通じて入るが、品目毎に担当課が違うので説明が１回です
まない。２回３回と説明や要請をしなければならなかった。県と市のシステマティックな連携が望
まれる。
県との連携については、県から連絡員を市に配置してもらえれば、スムーズに調整出来ると思う。
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問47 今回の災害を通して、貴自治体において、もっとも困ったこと・苦労したこと、は何ですか？
特に類似の市町村に伝えたいことがあればお教えください。
発災当初をどう乗り切るかが問題。食料と水の確保が重要。
すぐ手が回らない避難所もあったが、たまたま避難所などに備蓄があったので助かった。
避難所毎に備蓄したり、すぐ届けられる食料や水を確保しておいたりすることが必要。
物資の受け入れと配布も難しい。集積場所、物品毎に配りやすいように配置するなどノウハウが必
要。
物資の数量が不足していると不公平感をもたれるので、工夫して配布する。
沿岸地区本部（地域ごとの支所）の職員がそれぞれ工夫して配布していた。
問48 今回の災害を通して、貴自治体において、情報面での課題、があればお教えください
在宅避難者に情報、物資を届けることが難しかった。
在宅避難者と避難所の人の間で感情的なトラブルもあった。「食料だけもらいにくる」などと嫌みを
言われ、避難所にもらいに行くのがイヤという人もいた。支援の仕方を考えないといけない。
マスコミは多くの情報を提供してくれるがローカル情報に弱い。
コミュニティエフエムでの情報提供はローカルな生活情報を提供するのに役だった。
行政無線は停電対策が急務。
地元紙（東海新報）が3／12から継続して新聞を作成しており、避難生活に密着した細かい情報も載
せてくれて助かった。

【地域の概要】
Ｆ１ 貴自治体で消防団は何分団ありますか。そのうち、今回の被災地域に該当する分団は何分団ですか
全体で
( １２ ) 分団
被災エリアで
(
９ ) 分団
Ｆ２ 消防団を管理する担当部署名をお教えください。
大船渡消防本部
Ｆ３ 町内会ごとに見て、自主防災組織の組織率はどれくらいですか。おおまかな割合を(

)の中に記入

して下さい。
（ ７４.２％ ）程度
Ｆ４ 貴自治体では、過去、津波の被害がありましたか。(※事前調査の上、確認)
１．1896 年明治三陸地震
ともひどかった）

２．1933 年昭和三陸地震

３．1960 年チリ地震津波（もっ

４．2010 年チリ地震津波（漁業関連で養殖筏などかなりの被害）

※ 被害の程度がわかれば
Ｆ５ 貴自治体では、震災前、防災担当の専従者はいましたか。またその防災業務の割合はどれくらいです
か（○はいくつでも）
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１．専門の部署がある

（

２ 名）

１．専門の部署はないが、専任の防災担当者がいる （

名）

２．兼任であるが、防災業務の割合が高い

（

名）

３．兼任で、防災業務の割合が低い

（

名）

４．その他 (具体的に

)

５．防災担当のポストがない

その他（市民の避難行動）
・揺れが特別だったので沿岸部では津波を直感した。必ず来ると思い、まず避難した。
・チリ地震津波（51 年前の方）の経験が生きた。それ以降津波の避難訓練を継続的に行ってきたのが役
だったと思う。
・住民の中には、
「また津波警報か」と感じた人もいるかもしれないが、揺れが尋常ではなかったため危
機感を持ったと思う。到達まで時間もあったので、避難がうまくいったのではないかと思う。しかし避
難所の目の前に住んでいる方が、いつでも逃げられると思ったのか亡くなったということがあった。
・一度避難しながら、家に戻った人もいたと思う。
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８. 三陸沿岸被災住民アンケート調査
８.１. 調査概要
東北地方太平洋沖地震において、発生直後、数日、1 ヶ月後、1 年余後に、災害情報の受け
手である三陸沿岸の津波被災者がどのような情報を欲し、どこから手に入れ、接した情報を
いかに受け止めて避難行動や再起へとつなげたのか。当時の実態と課題などを明らかにする
ため、2012 年 3 月から 6 月にかけて、岩手県釜石市、岩手県大船渡市、宮城県気仙沼市を対
象に、地元で支援活動をしている方々の協力を得、配票調査法による被災住民アンケート調
査を実施した。調査票と単純集計結果を本章末尾に示す。
考察に際しては、類似調査である、東洋大学中村功教授、日本大学中森広道教授・福田充
教授が 2012 年に発表した「東日本大震災時の災害情報の伝達と住民の行動―陸前高田市・南
三陸町・仙台市・名取市・山元町住民調査をもとにして―」という災害情報調査研究レポー
ト（アンケート調査データ）を一部引照した。その際、本調査同様、三陸沿岸に位置する｛陸
前高田（N=157）＋南三陸（N=164）
｝
（ΣN=321）と、仙台平野南部沿岸に位置する｛仙台（N=62）
＋名取（N=108）＋山元（N=151）
｝
（ΣN=321）をそれぞれ括ったデータと、この｛釜石（N=53）
＋大船渡（N=172）＋気仙沼（N=32）｝（ΣN=257）とを主に比較した（図 8.1）
。
また、家族全員の安否がわかるまでの日数（図 8.26）と信頼できる情報源（図 8.30）は、
福島第一原発事故に伴い福島県から新潟県へ広域避難した方々（N=114）を対象に、後日、別
途実施したアンケート調査「検証～東日本大震災～命を支える情報はどうなっていたのか」
（http://www.jasdis.gr.jp/_userdata/06chousa/dttv/dttv5_report.pdf）のデータと対比した。

釜石市
大船渡市

東洋大・日大調査
陸前高田市

気仙沼市

南三陸町
新潟・新発田市
（別途実施）

仙台・名取市

山元町

南相馬市（§9）

図 8.1 アンケート調査実施地区
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８.２. 調査結果
８.２.１. 回答者のプロフィール
アンケート回答者は、男性 4 割・女性 6 割、60 歳以上が過半数を占め、勤め人は 3 割程度
の構成だった。自宅から海岸までの距離は、徒歩 10 分以内が 6 割超。東日本大震災による自
宅の被災状況は、全壊が 7 割、半壊・一部損壊を加えると 9 割近くに達し、地震の揺れより
津波による被害がはるかに大きかった。地震が起きた瞬間の居場所は、自宅が 47％、自宅の
ある市の中が 44％で、9 割以上が自宅やその周辺にいた。
被災してから後の生活場所は、避難所等 7 割、仮設住宅 6 割、自宅 2 割弱などだった。避
難所等には地震当日にその 8 割、翌日までに 9 割が入り、人によりバラつきがあるが仮設住
宅に移るまで概ね 2～3 ヶ月間過ごしていた。避難先は、市民会館、集会所、体育館、厚生施
設、老人ホーム、病院、温泉旅館、お寺、実家・親戚・知人宅などだった。
前述した東洋大・日大による近傍の類似アンケート調査と比べると、プロファイルはほぼ
同じ構成で、被害程度は若干軽めだった。東洋大・日大調査は訪問面接法で実施されたが、
その際「各市町の人口比率にできるだけ近づけるように年齢性別を考慮して対象者を決定」
しており、結果的に本調査もそれに沿っていたことになる。
８.２.２. 地震発生直後の反応
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、東北地方太平洋沖地震発生直後にとった行動は、
「屋外に出
た」が 63.0％でトップだった（MA、図 8.3）。次いで「津波が来るかもしれないと思いすぐに
避難した」が 40.9％、
「家族などの安否を確かめるために電話した」が 27.2％（うち携帯電話
利用が 2／3）
、以下「ラジオなどから情報を得た」
「出先から自宅に向かった」
「隣近所で声を
かけあった」などが続いた。海や川へ近づいた人はさすがに少なかった。その他の自由記述
としては「津波を連想して避難や避難支援をした」
「間一髪だった」
「火の始末をした」
「電話
がつながらなかった」
「津波の想像はしなかった」など多数あった。家族をはじめ周囲とやり
とりをして避難したケースも少なくなかった。
東洋大・日大による近傍の類似アンケート調査結果では、回答の選択肢にいくらか相違が
あるが、ほぼ同じ傾向を示していた。細かく見ると、仙台平野南部沿岸では、すぐ津波を連
想して反射的に避難対応を始めた人の割合が、三陸沿岸に比べると少なかった。
次に、地震の揺れを感じた段階で「津波が必ず来ると思った」のは 46.7％、
「もしかしたら
来ると思った」を足すと 78.2％に達した（図 8.2）
。つまり 3／4 超の人が津波襲来を連想した。
この設問は地域間で差が明確で、三陸沿岸で前者が 43.4～69.5％、「もしや」を足した後者
が 67.9～84.4％と多数派だったのに対し、

津波が必ず来ると思った

仙台・名取ではそれぞれ 24.1％と 50.6％、
山元ではそれぞれ 18.5％と 35.7％と少な

14.8%

6.2%

46.7%

かった（表 8.1）
。
すぐに津波が来ると直感した理由は、

31.5%

「地震の揺れ方が尋常ではなかったから」
が 93.5％と群を抜いていた（MA、図 8.4）。

もしかしたら津波が来る
かもしれないと思った
津波は来ないだろうと
思った
津波のことはほとんど考
えなかった

図 8.2 揺れを感じた時に津波襲来を直感したか（問 5）
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いつもと違う揺

0.0%

れ方に、これは

20.0%

60.0%

津波が来るかもしれないと思いすぐに避難
した

いと感じたとい
う声は、今回よ

40.9%
34.3%
23.6%

家族などの安否を確かめるために電話した

11.5%
11.5%

く耳にした。つ
まり、助かった

出先から自宅に向かった

人にとって津波

隣近所で声をかけあった

は必ずしも不意
地震の情報を得ようとラジオを聞いた

打ちではなく、
いかんせん想定

21.4%
18.7%
6.6%
15.6%
16.7%
15.9%
12.2%

家族などの安否を確かめるためにメールを
した

った。
津波による自

15.6%
14.8%

地震の情報を得ようと防災無線を聞いた

宅被害の想像は、
図 8.5 のとおり

中や外の被害を確認して片付けを始めた

13.6%
6.5%
16.7%

地震の情報を得ようと携帯電話のサイトや
ワンセグ放送を見た

まちまちで、半
数近くは自宅が
流されたり水に
浸かるような規

保育園や幼稚園や学校などに子どもを迎え
に行った

8.9%
6.2%
8.8%

らに、実際に生

津波のことは考えなかったが、いつでも避
難できるように荷物や貴重品をまとめた

じた被害と較べ

職場に向かった

たのが図 8.6 で、
津波の現象とし

消防団の活動、水門・陸こうの閉鎖、援助
が必要な人の救援などに駆けつけた

ての規模や破壊

海や川の様子を見に行った

5.1%
2.8%
6.3%

3.1%
2.3%
1.9%
3.1%
3.1%
0.4%

予想を大きく上
回ったことがわ

船の沖出しのために港へ向かった

0.9%

その他

の地域でほぼ同
様で、
“正常化の

陸前高田・南三陸

7.0%

役場や消防や警察などの防災機関に連絡
した（つながらなかった場合も含む）

かる。これは他

釜石・大船渡・気仙沼
仙台・名取・山元

9.7%
6.5%
7.5%

地震の情報を得ようとテレビを見た

しなかった。さ

10.5%

近くに住む親や親戚などの様子を見に行っ
た

模の被害を予想

27.2%

22.2%
16.8%
23.7%

津波から避難する準備をした

を超えた規模だ

80.0%

63.0%
60.4%
55.5%

屋外に出た

ただごとではな

力が、頭の中の

40.0%

12.8%
8.7%
9.9%

図 8.3 地震の揺れが収まった直後の行動（問 4）
表 8.1 各地域の地震の揺れを感じた時に津波が来ると直感した割合

①津波が必ず来ると思った
②来るかもしれないと思った
①＋②

釜石
43.4％
24.5％
67.9％

大船渡
45.3％
34.9％
80.2％

陸前高田
52.2％
24.8％
77.0％
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気仙沼
59.4％
25.0％
84.4％

南三陸
69.5％
12.8％
72.3％

仙台・名取
24.1％
26.5％
50.6％

山元
18.5％
17.2％
35.7％

偏見”があったとい

0.0% 20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%

えよう。

地震の揺れ方が尋常ではなかったから

93.5%

一方、津波が来な 海岸や川に近く、これまでの知識や経験に基づいて

26.9%

いと思った人の理

周囲の人の慌てた様子を見て

由は、「地震の揺れ

防災マップで危険だと思っていたから

で頭がいっぱいだ

防波堤などの整備が不十分だったから

2.0%

その他

3.5%

った」が 46.3％と半

8.0%

図 8.4 自宅にどのくらいの被害が出ると思ったか（問 5-2）

数近くあり、「海岸
や川から離れてい

3.5%

てこれまで津波が

自宅が壊れたり流されたりするほどの被害が出ると思った

来たことがなかっ
たから」が 38.9％だ

13.9%

22.4%
39.8%

自宅が水に浸かるほどの被害が出ると思った

自宅にはあまり影響がないと思った

った（MA）
。気にな

34.3%

その他

る「防災マップで安
全だと思っていた」
は 1.9％とごく僅か

図 8.5 自宅にどのくらいの被害が出ると思ったか（問 5-2）
2.2%

だった。
その他の自由記
述には、津波が来
る：「大津波警報が

30.9%

被害なしと予想→全壊

26.4%

被害なしと予想→半壊，半壊と予想→全壊
予想どおり
予想より被害が小さい

40.4%

出た」「毎年避難訓
練をしていた」「昔
からの言い伝え」な

図 8.6 自宅の津波被害予想と被害実績との差異

ど、来ない：
「高い場所に居た」
「2 日前の地震でも何もなかった」
「どうせ来ても 50 センチ」
「津波の知識が不足」
「動揺して余裕がなかった」など、種々書かれていた。
今回、高齢なほど犠牲者の比率が高かったことが指摘されたが、避難行為そのものの負担
がまずあろうし、人によっては、前年のチリ地震時をはじめ長年繰り返された“誤報（おお
かみ少年）効果”がすり込まれ、津波（警報）への警戒感が下がっていたのかもしれない。
ちなみに 2010 年チリ地震は、日本時間 2 月 27 日 15 時 34 分に発生した。津波は、ハワイに
28 日 6 時 20 分、小笠原に 12 時 43 分、本州には茨城が 16 時 49 分（高さ 0.89 メートル）
、宮
城が 17 時 37 分（高さ 0.78 メートル）、岩手が 17 時 44 分（高さ 0.84 メートル）に到達した。
このとき気象庁は、28 日 9 時 33 分に青森・岩手・宮城県に津波警報（大津波、3 メートル予
想）
、ほかの各地に警報や注意報を出し、3 月 1 日 10 時 15 分にはすべて解除した。自ら揺れ
を感じることのない遠地地震の津波避難は、警報等の情報に頼るしかなく、真に受けて 3 メ
ートルの大津波に備えて 1 日以上費やした人たちにとって、
裏切られ感が否めなかったろう。
予測規模が過大で長時間すぎた点について気象庁はすぐに謝罪会見したが、後日「最悪のケ
ースを想定したもので判断ミスはなかった」とした。これでは（大）津波警報とはそういう
ものだとの感覚をよりいっそう強め、油断する心理を増長してしまったのではなかろうか。
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今後、沖合の津波計・波浪計などを加えた予測技術の
向上、見逃しや空振りの少ない妥当な発報水準、さら
に誤報時に適切なアフターケアを行うことによって、
ネガティブな心理の発生を抑えたい。
８.２.３. 津波警報の認知（地震発生から大津波まで）
本震後すぐさま発せられた津波警報（大津波）を、
住民がどのように受け取ったか尋ねた。

図 8.7 釜石港の浸水開始映像
（NHK 総合テレビ 3 月 11 日 15 時 15 分）

NHK テレビの釜石港のライブ映像で明瞭な押し波
による浸水が始まったのは、15 時 15 分頃。すなわち
東北地方太平洋沖地震の発生から 30 分足らずだった
（図 8.7）。そして、さらに 30 分後には、仙台・名取な
どを襲う津波の空撮ライブ映像が飛び込んできた（図
8.8）
。もしここまで広域に停電していなければ、数 10
分～1 時間近い到達遅れがあった地域では、進行中の

図 8.8 仙台平野南部の浸水開始映像
（NHK 総合テレビ 3 月 11 日 15 時 56 分）

事態を据置型テレビを通じてよりリアリティをもって受け止めて、避難が促されたのではな
いだろうか。また複数のお天気カメラに引き波の様子も映っていて、その場所の普段の様子
をわかっている人ならば参考にできたのではないかと思うと残念だ。
津波が来る前に津波警報を聞いた人は、半数少々だった（図 8.9）
。何から聞いたかの内訳
は「防災無線の屋外拡声器から」が 73.3％で大半、
「ラジオから」が 23.7％、
「広報車・警察・
消防から」が 19.2％、
「近所の人から」が 10.4％などだった（MA）
。すなわち、同報系防災行
政無線が最も役立った。その一方、ライフラインの途絶もあり、日常使いの機器を通じて警
報に接することはほとんどなかった。
1.5%

1.5%

3.1%

0.7%

地震発生から15分後以内

聞いた
20.6%
23.7%

17.0%

聞かなかった
52.5%

地震発生直後

34.8%

地震発生から30分後以内
地震発生から45分後以内

覚えていない
44.4%

その他

それ以上の時間の後に
その他

図 8.9 事前に津波警報を聞いたか（問 7）

図 8.10 津波警報をいつごろ知ったか（問 7-2）

すぐ逃げないと間に合わないくらい早く来ると思った

10.4%

津波は早く来るが、荷物を持って逃げるくらいの余裕はあると思った
15.6%
9.6%
23.7%

40.7%

津波は早く来るが、子どもを迎えに行ったり、近所に住んでいる親の様子を
見に行くくらいの余裕はあると思った
津波が来るまでには、かなりの余裕があると思った
津波が来るとは思わなかった

図 8.11 津波警報を聞いてどう思ったか（問 7-4）
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また、今や世代、公私を問わず、最も身近なツールとなった携帯電話への緊急速報「エリ
アメール」は 7.4％だった。震災を受けて NTT ドコモでは、2012 年 2 月 24 日から気象庁の
津波警報を自動配信対象に追加した。au やソフトバンクモバイル、イー・アクセス、ウィル
コムもドコモに追従し、緊急地震速報・津波警報、国や地方自治体が配信する災害・避難情
報をプッシュする機能を実装、いずれも配信契約を無償とした。全社横並びと無償化の実現
により普及が進み、今後、防災無線と並ぶ数字が期待されよう（韓国における CBS の防災目
的先進利用事例は、われわれの研究会が 2008 年に現地調査しまとめた「災害情報における放
送と通信の連携」
報告 http://www.jasdis.gr.jp/_userdata/06chousa/dttv/dttv2_report.pdf に詳しい）
。
警報を聞いたタイミングは、直後が 1／3、15 分後までに 4／5、30 分後にはほとんどだっ
た（図 8.10）
。このとき併せて予想される津波の高さを耳にし、かつ数値まで覚えていると答
えた人は 1／3 足らずで、警報は早い段階から聞いていても実は高さはあまり認識されていな
かった。気象庁は、津波警報の第 1 報を 14：49、第 2 報を 15：14、第 3 報を 15：30 に発し
たが、その都度、発表区域をたくさん追加し、予想高さを大きく更新した。そして、ラジオ
がテレビ音声のサイマルになっていた NHK の場合、予想高さが 3（6）メートルから 10 メー
トル以上に増加したと最初に音声で伝えたのは、地震発生から 3／4 時間経過した後で、半時
間以内時点では伝わるべくもなかった。ラジオは音声で同時に一つのことしか伝えられず、
命を守るために最優先すべき情報はなにかを先読みして、伝達内容のトリアージをせねばな
らない。そして気象庁の発表文にも「このような高い大津波警報を広範囲に出すのは初めて」
といった“違い”が分かりやすい表現がほしい。無論、すぐ避難行動に移らないで茶の間の
テレビなどから情報を集めていたのでは、助かるものも助からなかったかもしれないが。
これらを東洋大・日大による類似のアンケート調査結果と比べると、まず警報を聞いた人
の割合は、全体では 52.3％とほぼ同じ。細かく見ると、南三陸（77.4％）をピークに、なぜか
きれいに北は釜石の 51.0％に向けて漸減、南は山元の 29.1％まで急減していた（表 8.2）
。
表 8.2 各地域の津波が襲う前に警報を聞いた割合
事前に警報を聞いた

釜石
51.0％

大船渡
53.3％

陸前高田
54.8％

気仙沼
64.5％

南三陸
77.4％

仙台・名取
46.5％

山元
29.1％

警報を聞いた媒体は、「防災無線の屋外拡声器から」が 50.9％（MA、三陸沿岸：67.9％、
仙台平野南部沿岸：17.9％）
、
「ラジオから」が 24.1％、
「テレビから」が 11.9％、
「広報車・警
察・消防から」が 11.4％という順だった。よって、全体的な傾向はそれほど変わらないが、
仙台平野南部沿岸で防災無線が少ない結果だった。リアス式海岸を抱える三陸沿岸の場合、
1896 年明治三陸、1933 年昭和三陸、1960 年チリ地震など、繰り返された大きな津波被害、差
し迫っているとされた想定宮城県沖地震などに備え、優先的に津波対策をとってきた差が表
れたのかもしれない。平成の大合併以前で些か古い調査だが、日本災害情報学会「2003 年宮
城県沖の地震災害情報調査報告」でも、三陸沿岸におけるその辺りの取り組みを紹介してい
る（http://www.jasdis.gr.jp/_userdata/06chousa/main_data/08miyagi_chousa.pdf）。その時、志津川
町防災対策庁舎で応対された職員の「ここは危険」との自嘲的な言葉が、今、切なすぎる。
また警報を聞いたタイミングについても地震発生から 15 分以内が 85.1％と、どこもそれほ
ど違わなかった。
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次に、津波警報に接してどれぐらい切迫感を覚えたかを尋ねた。その結果、
「すぐ逃げない
と」が 40.7％、
「最低限の用事後」が 23.7％、
「ひととおりの気になる用事後」が 9.6％、そし
て「猶予があると危機感を持たなかった」が 26.0％と、結構割れていた（図 8.11）。近傍他地
域の類似調査でも、警報から津波到達までの時間的余裕の受けとめ方は人によってまちまち
で、この数字はほぼ平均的な線だった。三陸沿岸における過去の実績や訓練や想定がある中、
どうも漠然とした時間認識のようだ。津波発生のおそれが有るか無いかが一番の関心事で、
いつ・どれくらいの津波が襲うかの予想はワンランク下に位置づけられるのかもしれない。
今回、最初に発せられた津波警報の内容は、岩手県で予想高さ「3 メートル」
・到達予想時
刻「到達と推測」
、宮城県でそれぞれ「6 メートル」
・
「午後 3 時」だった。津波の最大予想高
さも倍ほど違ったが、到達予想時刻（あるいは観測時刻）は、ほとんど被害を及ぼさない数
10 センチの引き波の始まりを指し、実際問題となる規模の現象（ハザード）に対する情報と
ごちゃまぜになっていた。はたして 3 メートルを超す津波警報に対して、1 メートルに満たな
い潮位変化を「すでに到達」と表現するのはいかがなものだろうか。どうも感覚的にあわず、
ハズレ（いつものこと）だと受け取られかねない。津波警報・注意報については、東日本大
震災での課題を踏まえて表現等が改善されたが、わき目もふらず一目散に逃げるしかないの
か、それとも多少なり用事後避難が許されるのか、はっきりした時間的予測情報は提供され
そうにない。津波のおそれがあったら直ちに逃げるべきだという考えはわかるが、いよいよ
危ない時点がいつなのか、もしわかるのならば教えてほしい。この辺り、沖合の津波計・波
浪計の増設効果は期待できないものだろうか。
ちなみにこの時、電気や通信に支障が生じていたか尋ねたところ、電気は「停電した」が
65.8％（平均 30 日間）
・
「しなかった」が 2.7％、公衆電話は「知らない」が 58.4％・「使えな
かった」が 12.5％（平均 45 日間）
、固定電話やファクスは「知らない」が 43.2％・「使えた」
が 2.3％、携帯電話の通話は「使えなかった」が 43.2％（平均 18 日間）・「使えた」が 5.8％、
携帯電話のメールは「知らない」が 40.4％・「使えた」が 7.0％、インターネットは「知らな
い」が 77.0％・
「使えなかった」が 20.9％（平均 28 日間）だった。つまり、地震の揺れで直
後に大部分が停電したこと、それから、連絡に携帯電話を使おうとしたことが読み取れた。
地震発生から大津波が襲うまでのコミュニケーションツールとしては、回線が輻そうしなが
らも携帯電話（通話・メール）がはじめのうちだけは生きていた。他の設問の回答で、放送
や通信を用いて情報を得た人が少なかったのは、物理的に使えなかったのも一因だろう。
８.２.４. 津波からの避難
「津波に対する避難指示や勧告」を事前に聞い

2.3%

た人は 56.8％だった（図 8.12）
。細かく見ると気仙
沼 65.6％、釜石 61.5％、大船渡 55.7％の順で、ど
こも「津波警報を耳にした」数よりも若干ずつ多
かった。他地域の類似調査結果と比べると、南三

聞いた
40.9%
56.8%

聞かなかった
その他

陸は 73.8％と最高、陸前高田は 51.0％とやや低く、
仙台・名取と山元は 22.4～24.5％で明らかに低か 図 8.12 事前に避難の呼びかけを聞いたか（問 8）
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った（表 8.3①）
。この点に関して東洋大学の中村功教授は、
「避難勧告の伝達に重要な役割を
果たしたのが同報無線である。同報無線がよく聞こえて内容まで理解できたという人を場所
別にみると、南三陸では 63.4％とよく聞こえて内容が伝わっているが、仙台・名取では 7.6％、
山元では 7.3％と低くなっている」と、防災行政無線の差（障害発生や子局配置等）が背景に
あると指摘した。幾度も報道された南三陸町職員遠藤未希さんに寄せられた「あの時の女性
の声で無我夢中で高台に逃げた。あの放送がなければ今ごろ私は生きていなかっただろう」
という感謝のコメントは、多くの助かった町民の気持ちであることがわかる。
表 8.3 各地域の津波が襲う前に避難の呼びかけ／警報を聞いた割合
①事前に避難の呼びかけを聞いた
②事前に警報を聞いた
①－②

釜石
61.5％
51.0％
10.5％

大船渡 陸前高田
55.7％
51.0％
53.3％
54.8％
2.4％ －3.8％

気仙沼
65.6％
64.5％
1.1％

南三陸 仙台・名取 山元
73.8％
22.4％
24.5％
77.4％
46.5％
29.1％
－3.6％ －24.1％ －4.6％

さらに、前述した警報とこの避難情報との入手差を場所別に見たところ、誤差範囲内で同
程度のところが多いものの、釜石では避難の呼びかけの方が 10 ポイント多く、逆に仙台・名
取では 24 ポイントも少なかった（表 8.3）
。ここでは「気象庁の警報等」よりも「市町村の避
難指示等」のほうが少ないのが問題で、携帯各社の“緊急速報（エリア）メール”や総務省
が推進しているマルチメディア振興センターの“公共情報コモンズ”の普及・活用を促進し
て、避難情報を警報と同じように携帯電話やラジオ・テレビなどの汎用媒体に載せて広く速
報する取り組みが求められる。その際に大事なポイントは、どの市町村ももれなく足並みを
そろえ、できるだけ均質な緊急情報を可及的速やかに送り出すことだ。落ちこぼれたところ
があると、下手をすると安心情報に間違われるおそれがある。
そして、津波が来る前に避難し終わった人は 79.0％、当時居た場所に後に津波が到達した
のも 80.9％とほぼ同数だった。だからこそ生き残れたというわけだろう。
近隣の他地域について見ると、事前に避難完了が 71.5％（山元）～94.9％（陸前高田）
、津
波襲来位置に居た 84.8％（山元）～96.5％（仙台・名取）で、さほど違わなかった。別の設問
の回答をも踏まえて推測すると、仙台平野南部では“まさか”の津波だったが、津波に遭遇
してもかろうじて逃げおおせ、ぎりぎり生き延びられたケースが多めだったのかもしれない。
避難した人に、いつ避難を始めたのかを細かく尋ねた結果は、地震の揺れが収まった直後に
すでに半数近く、10 分後までに 2／3、30 分後には 9 割以上だった（図 8.13）。
0.0%

避難をはじ
めた時点

16.3%

20.0%

40.0%

30.0%

60.0%

21.7%

80.0%

100.0%

10.8% 11.3%
3.4%
6.4%

揺れている間
揺れが収まった直後
揺れが収まってから10分くらいまでの間
揺れが収まってから20分くらいまでの間
揺れが収まってから30分くらいまでの間
揺れが収まって30分以上後
その他

図 8.13 避難を始めたタイミング（問 10-2）
表 8.4 各地域の揺れが収まってから 10 分くらいまでの間に避難を始めた人の占める割合
揺れが収まって 10 分後までに避難

釜石
71.9％

大船渡
73.2％

陸前高田
70.5％
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気仙沼
52.2％

南三陸 仙台・名取
72.1％
54.2％

山元
45.4％

これは他地域の調査における三陸沿岸の陸前高田や南三陸と近い割合で、仙台平野南部沿
全回答者に占める累加割合（％）

岸の仙台・名取、さらに山元では避難行動が出遅れ気
味だった（表 8.4）
。
また、前述の津波警報を知った時間帯と較べてもタ
イムラグはなく、警報や避難指示を受容してから判断
したというよりも、揺れでとっさに避難モードに移り、
併行して裏付け的に警報などを耳にした人が多かった
ようだ（図 8.14）
。
住民が避難した理由は「地震の揺れの強さや長さが

80

60

40
警報を知った
20

いつもとは違ったから」が一番多く 64.5％、同じよう

0
0

な意味あいかもしれないが「津波が来ると直感したの

10
20
30
地震後の経過時間（分）

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

地震の揺れの強さや長さがいつもとは違ったから

36.7%

30.0%

海岸や川の近くにいたので
大津波警報を聞いたから

20.5%
17.9%

近所の人が避難するように言ったから、あるいは避難
していたから

18.2%

7.4%
2.2%

17.7%
17.9%
24.1%
16.7%
16.3%

2.5%

市町村が避難を呼びかけたから

7.9%

14.3%
15.4%

13.3%

容易に避難できるところがあったから

12.8%
15.6%
14.3%

実際に津波が来るのが見えたから
市町村が作った防災マップに津波が来ると示されて
いたので
津波の高さが3メートルとか6メートルでは済まないだ
ろうと思ったので

7.9%
7.9%
7.4%
9.5%
5.8%

海や川の水が大きく引いたから

7.4%
5.8%
5.5%

実際に津波が来ているという話を聞いたから
役場や消防団の人が来て説得されたから

29.1%

22.2%
15.5%
26.6%

家族が避難しようと言ったから
以前に津波を経験したので

64.5%
62.2%

55.7%

津波が来ると直感したので

避難訓練などで、いつも避難していたから

40

図 8.14 警報覚知と避難開始のタイミング
（問 7-2,10-2）

で」が 55.7％だった（MA、図 8.15）。その他の自由記
0.0%

避難を始めた

2.5%
5.4%
5.5%
10.4%
10.9%
13.5%

その他

図 8.15 避難した理由（問 10-3）
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釜石・大船渡・気仙沼
陸前高田・南三陸
仙台・名取・山元

述では「父母から聞かされていた」
「以前の津波災害経験」
「避難誘導があった」
「津波が来た」
などがあった。つまり、第一に「地震の揺れから津波の危険を直感した」
、第二に「周囲の人
や行政機関から避難を促された」
、第三に「現象そのものが確認された」というあたりだ。
回答の選択肢の設定に多少違いがあるが、他地域の類似調査結果と比べると、トップはい
ずれも「地震の揺れの強さや長さがいつもとは違ったから」だった。また傾向として、三陸
沿岸ではこれまでの経験や訓練などに基づく自律的な避難の割合が多め、片や仙台平野南部
は誰かに言われて他律的に避難した割合が多めだった。
三陸沿岸で助かった人は、やはり津波に対するリスク認識や対処法、つまり、群馬大学の
片田敏孝教授の言う、自然の恵み豊かなこの地に住むための“お作法”を身につけていた。
そして片田教授もよく引き合いに出される「津波（命）てんでんこ」の伝承効果もありそう
で、山下文男さん、田畑ヨシさんらが長年続けてきた努力にも頭が下がる。
0.0%

10.0%

20.0%

8.7%

昭和35年チリ地震津波や明治・昭和三陸地震津波で
も被害のなかった場所にいたので

大津波警報を聞かなかったので
市町村が作った防災マップに津波が来ないと示され
ていたので
前年2月のチリ地震でも大津波警報が出たが、実際
は高い津波が来なかったので
以前と違い防潮堤などの津波対策施設が整備されて
いたので
家族に小さい子ども、高齢者、体が不自由な人など自
力での避難が難しい人がいたので
外出していて自宅の様子を見に行こうとしたので

15.2%

海の水が大きく引くなどの前兆がなかったので

車など避難する手段がなかったので

48.4%

25.9%
56.3%

16.7%
3.1%

14.8%
18.9%

3.0%

14.8%
3.0%
6.2%
3.0%
6.4%

13.0%
13.0%

9.3%
10.4%

釜石・大船渡・気仙沼
陸前高田・南三陸
仙台・名取・山元

9.3%
1.1%

7.4%
14.7%

5.6%
3.0%

15.7%

5.6%
3.0%
1.1%
5.6%

家族や周りの人も避難しようとしなかったので
津波が来ると言われていた時間になっても大きな津
波が来なかったので

60.0%

20.4%

3.0%
7.3%

いざとなったら二階以上に逃げればよいと思っていた
ので
市町村から避難の呼びかけを聞かなかったので

50.0%

33.3%

9.0%
8.5%

津波のことは考えつかなかったので

海の様子がわからなかったので

40.0%
33.3%

高台や内陸にいたので

津波の予想高さが3メートルとか6メートルと聞き、危
険とは思わなかったので

30.0%

3.7%
1.9%
18.6%

その他

25.7%

図 8.16 避難しなかった理由（問 10-1）
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45.6%

0.0%

他方、避難しなかった理由は、
「高
台や内陸にいたので」と「昭和 35 年

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
30.0%

歩いて避難した

18.3%

チリ地震津波や明治・昭和三陸地震津
波でも被害のなかった場所にいたの

走って避難した

で」
が 33.3％と同率首位だった
（MA、

23.3%
14.2%
5.6%

その他

と聞き、危険とは思わなかったので

釜石・大船渡・気仙沼
陸前高田・南三陸
仙台・名取・山元
49.8%
54.4%

図 8.16）
。次いで「津波のことは考え 自動車で避難した
つかなかったので（25.9％）
」
「津波の
予想高さが 3 メートルとか 6 メートル

45.2%

83.2%

6.2%
4.0%
5.1%

図 8.17 避難した方法（問 11）

（20.4％）」などだった。その他の自

由記述では「気づかなかった」
「間に合わなかった」「海から離れたところに居た」などがあ
った。つまり、第一に「安全と思っていたところに居た」
、第二に「こんな津波をイメージし
なかった」
、第三に「防災マップや予想高さ情報から安全と受け止めた」などが逃げない理由
だった。よって、これらの避難抑制要因の解消が、今後の課題といえよう。
また、回答の選択肢の設定に多少違いがあるが、他地域の類似調査結果と比べた場合、
｛陸
前高田＋南三陸｝の上位は「高台や内陸に居たので（48.4％）
」
「津波のことは考え付かなかっ
たので（15.2％）
」
、
｛仙台・名取＋山元｝の上位は「津波のことは考え付かなかったので（56.3％）
」
「大津波警報を聞かなかったので（18.9％）」だった。ここでもやはり、津波への備えの意識、
そして防災行政無線子局整備等の、三陸沿岸とそれ以外の地域の差が出たのではなかろうか。
それから、避難の手段は「歩いた＋走った」と「自動車」がほぼ半々だった（MA、図 8.17）
。
その他の自由記述としては「船（と徒歩や車）」
「その場で待機」
「自動車しかない」などがあ
った。避難を開始してから途中で手段を変えたケースはあまりなく、
「自動車」→「歩いた＋
走った」が 5.8％、その逆が 2.1％だった。船や車での避難は、それ自体、財産保全を兼ねて
いる意味合いも否定できない。
他地域の類似調査結果と比べると、三陸沿岸同士はそう違わなかったが、仙台平野南部沿
岸は 8 割もが車避難だった。避難は原則徒歩でという話は浸透していると思われるが、個別
の避難先、地形や、道路事情、財産保全、健常者の多寡など、多様な要因が絡んでいよう。
後日起きた避難事象だが、2012 年 12 月 7 日夕刻、東北で最大震度 5 弱の余震（三陸沖地震）
が発生し、1 年 8 ヶ月ぶりに津波警報・注意報が出た。まだ記憶に新しくて、たくさんの“車
避難”がすばやく行われた。その結果、あちこちで激しい交通渋滞が起きた。このとき信号
機は動いていたので、時間帯が悪かったとはいえ、東日本大震災時よりも条件はましなはず
だ。幸い津波は最大で 1 メートルほどと小さく、逃げきれないでの人的被害はなかったが、
教訓の負の作用が顕在化した。このような「ヒヤリ・ハット」事例を放置すべきではない。
これから先、総合的な津波対策において L2（最大規模）はソフト対策だとする以上、避難路
などの整備が重要な鍵になるだろう。原子力防災の世界では、統制されずに群衆が殺到する
行為を「パニック」とすぐ表現するが、「テロ」（秘密保護）とか「風評被害」同様、情報の
隠ぺい操作を正当化する際の常套句になってしまっている。翻って「国土強靭化」はどうだ
ろうか。かつて堆雪スペースを広くとった道路や峠のトンネル化などで雪深い地域の暮らし
- 345 -

に恩恵をもたらした公共事業があったが、実際に地域に役立つ避難対策をぜひ促進してほし
い。そして、高台が離れている地形条件にある場合、一時避難先のビル・タワー・命山（築
山）などを身近に整備し、移動中の人に対しては情報標示板やカーナビ（VICS）なども活用
して即時情報提供ができないものだろうか。
それから、被災者が最初に避難した先は、指定避難場所とそれ以外の高いところがほぼ同
数だった（図 8.18）
。その他の自由回答には、
「職場の上階」
「学校」
「病院」
「屋根の上」など、
そして「小泉中学校に避難したが、もっと高台ということで、中学校の生徒に引っぱられて
高台に行った」と気仙沼市本吉町でも“釜石の奇跡”に近い出来事があった（小泉中学校は
海抜約 24 メートルあり津波の浸水は免れた）
。
近傍の類似調査結果と比較すると、仙台平野南部沿岸では、指定されていた避難場所の割合
が多かった。おそらく地形的に“近くの高台や山”が少なかったせいだろう。そして、図 8.19
のように、避難する際、さほど問題は起きなかったようだ。
「道路が混雑して思うように逃げ
られなかった（15.6％）
」
「繰り返しより安全な場所へと避難した（14.8％）」が、いくらか目
立った（MA）
。その他の自由回答にも生々しい記述がいくつもあり、
「さらにもっと高いとこ
ろまで逃げた」
「信号が消えていた」
「家の 2 階でなんとか」「間一髪逃れた」などがあった。
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

34.6%
38.1%

指定されていた避難場所
指定されていた避難場所ではない、近くの高台や山
などの高い場所

28.8%
16.5%

46.5%

37.2%

9.7%
10.2%
12.6%

安全そうな場所にある近くの知人、親戚などの家

8.9%
7.9%
9.2%

指定されていた避難場所ではない、近くの高い建物
その他

6.7%

17.5%
15.3%

釜石・大船渡・気仙沼
陸前高田・南三陸
仙台・名取・山元

図 8.18 最初に避難した場所（問 12）
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
避難する道路が車や人で混雑していて、早く移動で
きなかった

15.6%
11.8%

最初に避難した場所が津波で危険だったので、さら
に安全な避難場所に避難した

14.8%
12.9%
7.1%

避難するときに、家族や近所の人を待ったために避
難が遅れた

5.8%
1.4%
2.6%

避難場所を知らなかったので、どこに避難したらよ
いかわからなかった

4.3%
1.0%
5.6%

地震で家屋や土砂が崩れたり液状化して、避難路
がふさがれて通れなかった

2.3%
3.0%

避難所が遠かったので、たどりつけなかった

25.1%

釜石・大船渡・気仙沼
陸前高田・南三陸
仙台・名取・山元

10.3%

1.6%
2.0%
0.8%
14.4%
8.8%
16.9%

その他

37.0%
44.4%

特にない

図 8.19 避難に際して発生した問題（問 13）
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64.4%

近傍の類似調査結果では、仙台平野南

1.6%

5.8%

部沿岸で「信号が止まって渋滞した」が
1／4 もあり多いのと、液状化現象等に

津波に巻き込まれる寸前だった

23.7%

よる避難経路の通行障害発生をあげる

津波に巻き込まれた

19.8%
安全な場所から津波を見た

答が 1 割ほどあった。

49.0%

自らの津波体験としては、安全な場所

津波は見ていない
その他

から津波を眺めていたがほぼ半数あり、
1／4 程度の人が津波に遭遇したり間一

図 8.20 自身の津波体験（問 14）

髪で命が助かった（図 8.20）
。

この回答には表 8.5 に示すように地域差があり、大船渡～南三陸間がほぼ同様だったのに対
し、釜石＜仙台・名取＜山元の順で、より際どい切迫した避難状況だった。
そして、結果的な津波襲来と避難のタイミングを細かく見ると、人によってさまざまで、
一番多かったのが「避難をしてある程度時間がたってから、津波が来襲した」の 33.9％、次
いで「避難をしてから数分もしないうちに、津波が来襲した」だった（図 8.21）
。
避難をしてある程度時間がたってから、津波が来襲した

4.7%
13.5%

避難をしてから数分もしないうちに、津波が来襲した

2.1%
6.3%

33.9%

1.0%
11.5%

避難の途中に、津波が来襲した
外出先から帰宅の途中に、津波が来襲した

27.1%

子どもを迎えに行ったり、親や家族の様子を見に行く途中に、津波が来襲し
た

図 8.21 津波が来襲した時（問 14-1）
表 8.5 各地域の自身の津波体験の割合
津波に巻き込まれた
安全な場所から津波を見た

釜石
7.8％
31.4％

大船渡
5.3％
54.7％

陸前高田
5.1％
61.1％

気仙沼
6.3％
53.1％

南三陸
3.7％
53.7％

仙台・名取
12.9％
34.1％

山元
18.5％
29.8％

表 8.6 各地域の対応行動と津波来襲のタイミングの割合
避難をしてある程度時間がた
ってから、津波が来襲した
避難をせずその場にいたとこ
ろに津波が来襲した

釜石

大船渡

陸前高田

気仙沼

南三陸

仙台・名取

山元

34.5％

33.6％

36.7％

46.2％

51.8％

30.6％

21.4％

10.3％

14.1％

2.9％

19.2％

0％

0.8％

7.1％

本調査
49.0％
24.5％

東洋大・日大調査
46.7％
20.1％

表 8.7 津波避難のタイプ（問 16）
大きな地震を感じたら、何も考えず、すぐに避難するタイプ
津波警報や避難勧告など、情報を考慮して、避難するかどうか決めるタイプ
避難しようか迷っているうちに、津波警報や近所の人の勧めなどに背を押さ
れて、避難するタイプ
避難しようか迷っているうちに、逃げ遅れるタイプ
津波のことは思い浮かばないで、逃げ遅れるタイプ
ここは大丈夫だと確信して、逃げ遅れるタイプ
その他
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6.6％

11.8％

3.1％
1.9％
10.1％
3.9％

5.6％
6.7％
7.0％
2.0％

隣接する他の地域と両極端な回答同士抜き出して比較すると、南三陸が最も素早く避難し
たことと山元がその反対、また、気仙沼が避難せずに津波に襲われた人の割合が多かった（表
8.6）
。
続いて、自らの“避難のタイプ”を尋ねた。一番多かったのは「大きな地震を感じたら、
何も考えず、すぐに避難するタイプ」で半数近くいた（表 8.7）
。おそらく持って生まれた性
格的な要因と、教育・訓練・啓発や体験など後天的な要因とが重なってタイプが決まろうが、
津波警報が出てもせいぜい 1～2 割しか避難しない意識の低さ、かつての防災関係者の悩みは
いったいどこへ行ったのだろう。ここまで“避難志向”が強まったということは、今度はい
よいよ避難できるかどうか、すなわち、具体にどこへどうやって行けば安全的確に回避でき
るのかが問われよう。実際には、いつでもどこでも誰でも容易にスムーズに避難できるわけ
ではないので、津波に限らず洪水や土砂や火山など各種進行性災害について、この機運の高
まりが避難行動の実践として定着できるかどうか試される段階に入ったのではなかろうか。
その他の自由記述では「家族の安否を確認し全員で避難する」「職場に従う」「どうしたらよ
いか分からなくて動けなくなる」
「津波の無い所で育ったので怖さを知らない」などがあった。
土地勘がなく“お作法”を身につけていない入込客、出張者、転入者らはより要注意だ。
近傍の他地域と比べると、全体同士ではあまり違わなかったが、東洋大・日大アンケート
調査では仙台平野南部を含むせいか、いくらか避難を躊躇する側のタイプに寄っていた。
以上のように、三陸沿岸より仙台平野南部沿岸で避難上の課題が多く見出された。この辺
について、地域間で違いが際立った項目を抜き出してまとめると、表 8.8，図 8.22～8.23 とな
る。これらから読み取れることは、三陸沿岸は伝承や教育や訓練など従来からの防災・減災
の取り組みが奏功したこと、そして条件の悪い仙台平野南部沿岸でより一層の津波対策の充
実を図るべきことだ。すなわち、ソフト対策の中のハードウェアとして、防災行政無線の拡
充、避難路の開設、そして身近な一時避難場所として津波避難ビルの指定、津波避難タワー
や命山（ex.静岡県袋井市「湊命山」
）などの導入が待たれる。無論、ソフト対策の中のソフト
ウェアとして、教育や訓練などの日頃の啓発活動もこれまで以上に積極的に推進したい。
表 8.8 津波避難対応などに関する特徴的な地域差の一覧
津波が来る可能性があると直感
揺れてすぐに津波避難を始めた
津波が襲う前に警報を聞いた
津波警報を防災無線から聞いた
津波前に避難の呼びかけを聞いた
揺れが収まって 10 分後までに避難
地震の揺れ方が避難した理由
津波を連想せずが避難しなかった理由
自動車で避難した
指定避難場所以外の高台や山に避難
道路が混雑して速く移動できなかった
津波に巻き込まれた
安全な場所から津波を見た
避難していっときしてから津波が来襲
地震で何も考えずすぐ避難するタイプ
取材・報道が少なく不公平感を覚えた

釜石
67.9％
35.8％
51.0％
73.1％
61.5％
71.9％
61.8％
23.5％
34.0％
27.7％
6.7％
7.8％
31.4％
34.5％
50.9％
22.6％

大船渡
80.2％
43.0％
53.3％
75.0％
55.7％
73.2％
62.7％
27.6％
55.5％
33.1％
20.9％
5.3％
54.7％
33.6％
50.6％
18.6％
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陸前高田
77.0％
26.1％
54.8％
70.9％
51.0％
70.5％
60.4％
25.0％
53.7％
48.3％
12.1％
5.1％
61.1％
36.7％
48.4％
10.2％

気仙沼
84.4％
37.5％
64.5％
75.0％
65.6％
52.2％
91.3％
25.0％
69.0％
20.7％
23.1％
6.3％
53.1％
46.2％
40.0％
34.4％

南三陸 仙台・名取 山元
72.3％
50.6％
35.7％
42.1％
32.9％
13.2％
77.4％
46.5％
29.1％
96.8％
20.2％
18.2％
73.8％
22.4％
24.5％
72.1％
54.2％
45.4％
63.9％
37.3％
36.1％
5.9％
58.8％
53.5％
55.1％
76.5％
90.7％
26.5％
7.2％
26.9％
11.6％
26.8％
23.1％
3.7％
12.9％
18.5％
53.7％
34.1％
29.8％
51.8％
30.6％
21.4％
59.1％
48.2％
29.8％
9.8％
33.5％
55.6％

100.0%
80.0%

津波を連想せずが避難しなかった理
由

三陸沿岸

60.0%

自動車で避難した

40.0%

道路が混雑して速く移動できなかった

20.0%

津波に巻き込まれた

0.0%
取材・報道が少なく不公平感を覚えた

図 8.22 津波避難対応などに関する特徴的な地域差（仙台平野南部沿岸のほうが多い項目）
100.0%

津波が来る可能性があると直感
揺れてすぐに津波避難を始めた

80.0%

津波が襲う前に警報を聞いた

60.0%

津波警報を防災無線から聞いた
津波前に避難の呼びかけを聞いた

40.0%

揺れが収まって10分後までに避難
地震の揺れ方が避難した理由

20.0%

指定避難場所以外の高台や山に避難

0.0%

安全な場所から津波を見た
避難していっときしてから津波が来襲
地震で何も考えずすぐ避難するタイプ

図 8.23 津波避難対応などに関する特徴的な地域差（三陸沿岸のほうが多い項目）

なお、震災前に市から配られた津波防災マップに関しては、「自宅の危険を認識した」が
36.2％、
「見ていない」が 24.9％などだった（図 8.24）
。
「自宅に危険性がないことがわかった」
の 9.7％が問題といえるが、実際にはマップをあてにせずに逃げた（別問でも安全だと思って
いたという答はありつつも逃げなかった理由としてあげた答は僅か）からよかったものの、
現に予測に反して自宅が被災したため、いま仮設住宅などで暮らしている。よって、単なる
ハザードマップの配布自体では、正負いずれの効果もあまり感じられなかった。津波浸水想
定を題材に、津波と避難を考えるきっかけとしたり、わがまちマップづくりなどの取り組み
をセットにしたい。今回の実績と以前の防災マップの食い違いなども、理解の促進につなが
るよい教材といえるだろう。
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

自宅に津波被害の危険があることがわかった

36.2%

自宅には津波被害の危険性がないことがわかった

9.7%

自宅に津波被害の危険があるかどうかよくわからなかった

14.4%

覚えていない

10.9%

見ていない
その他

24.9%
3.9%

図 8.24 地震前に津波防災マップを見てどう思ったか
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40.0%

８.２.５. 知りたかった情報
(1) 直後数日間
東日本大震災発生直後の数日間、回答者が最も知りたかった情報は「家族や知人の安否」
の 82.5％だった（MA、図 8.25）
。
周辺の津波被災地で東洋大・日大が実施した類似アンケート調査でもトップで、66.0～
72.9％の人が選んだ。
初期に安否情報のニーズが高いのは既往の大災害でも同じだが、とくに今回、大津波で太
平洋沿岸が広範囲に深く浸水し、押し波と引き波の繰り返しで押し流され、もと居た所が壊
滅したこと、発生時刻が平日の日中で家から各々出かけていがちなこと、道路交通が寸断さ
れ電気や情報通信が長時間広域で途絶し容易に連絡がとれなかったこと、役場等が被災して
行政機関も大きな痛手を負ったこと、実際に人的被害が大きく行方不明者が多かったことな
どに起因していよう。
家族間でも、図 8.26 にあるように、2 日経ってようやく半数と、なかなか全員の安否確認
ができなかった。
家族や知人の安

0.0%

【数日間】

今回の地震の震源地、規模

否情報を得た手段
は、
“人づて”が 6

今後の余震の可能性や、規模の見通し

割近く、次いで各

津波の状況や今後の津波の可能性

避難所の掲示が 2

地震や津波の被害状況

割だった（MA）。

家族や知人の安否

電話がつながらな

水道･ガス・電気・電話の復旧の見通し

い大災害時、自ら
の安否を家族に伝

交通機関・道路

える仕組みである

自家用車

固定電話の“災害

ガソリン・灯油

用伝言ダイヤル

水・食料や生活物資

（171）”を使った
のは 7.8％、携帯電
話の“災害用伝言

病院、医療、衛生
トイレ・風呂

板”を使ったのは

避難生活

4.7 ％ と 少 数 だ っ

原子力発電所の状況

た。通信インフラ

仕事・学校・求人

の利用が前提にな
った現代にあって、
被災地では日頃あ

仮設住宅
国や自治体の対応

たりまえだった機

その他

能が喪失し、テレ

特にない

コミュニケーショ

20.0%

40.0%

60.0%

33.1%
20.6%
17.4%
45.1%
21.8%
20.6%
51.0%
25.6%
24.6%
53.7%
34.6%
34.0%
82.5%
72.9%
66.0%
64.6%

30.2%
28.0%
35.0%
18.1%
10.0%
9.3%
10.2%
5.0%
26.2%
30.2%

21.2%
15.9%

52.9%

39.2%
34.3%
38.9%

66.5%

36.6%
23.0%
17.5%
30.4%
20.9%
16.2%
12.1%
9.0%
7.5%
8.6%
9.4%
6.2%
28.0%
10.9%
7.1%
23.3%
16.5%
12.5%
2.3%
4.9%
8.1%
釜石・大船渡・気仙沼
陸前高田・南三陸
0.4%
5.3%
5.6%
仙台・名取・山元

図 8.25 発災数日間の情報ニーズ（問 18）
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80.0% 100.0%

ンは思うに任せな

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0% 100.0%

22.2%

18.7% 6.6%17.9%5.8%

かった。それでも、
三陸調査

安否情報を伝え続

28.8%

翌日
3日目

けた地元紙やラジ
オ局への感謝の言

地震発生当日

新潟調査（参考）

81.6%

11.4%
4.4%
0.9%
1.8%

4日目

5日以上

葉は少なくなく、
図 8.26 家族全員の安否がわかるまでの所要日数（問 21）

テレビの取材で画

面に映ったお陰で無事が伝わったとの記述も複数あった。
また発災当初、安否情報に次いでニーズが高かったのは「水・食料や生活物資」に関する
情報で、どの地域でも共通だった（表 8.9）。3～5 位は、地域間で順番が多少前後しているも
のの、ライフラインの復旧見込み、地震や津波の被害、燃油が揃って並んだ。放送局もライ
フライン事業者もみな確保に苦労したが、広域かつ激甚な複合災害に伴う物資の供給不足は、
ガソリンや軽油にも及んだ。その他の自由回答では、老人がどう対応すればよいかの情報が
欲しかったと結構書かれており、
（選択肢に漏れていたことを）なるほどと思わされた。
表 8.9 発災直後数日間の情報ニーズ上位 5 位（問 18）
順
位
1
2
3

釜石・大船渡・気仙沼
家族や知人の安否（82.5％）
水・食料や生活物資（66.5％）
水道･ガス・電気・電話の復旧の見
通し（64.6％）

陸前高田・南三陸

仙台・名取・山元

家族や知人の安否（72.9％）
水・食料や生活物資（39.2％）

家族や知人の安否（66.0％）
水・食料や生活物資（34.3％）

地震や津波の被害状況（34.6％）

地震や津波の被害状況（34.0％）

4

地震や津波の被害状況（53.7％）

水道･ガス・電気・電話の復旧の見
通し（30.2％）

ガソリン・灯油（30.2％）

5

ガソリン・灯油（52.9％）

ガソリン・灯油（26.2％）

水道･ガス・電気・電話の復旧の見
通し（28.0％）

なお、図 8.25 や次の図 8.27 で見られるが、東洋大・日大調査は訪問面接法で行っていて、
MA（複数回答）の場合、回答数がやや少な目に選択されている感じがしなくもなかった。
(2) 1 ヶ月後時点
発災から 1 ヶ月経った時点の被災者の情報ニーズは、ライフラインの復旧見通しが 63.0％
とトップで、当初と比べて、安否確認、地震・津波の現象や被害情報などが減り、避難生活
や仮設住宅、仕事・学校、行政の対応などが増えた（MA、図 8.27）
。
地域によりいくらか差があるが、水や食料、ライフライン、仮設住宅、燃油など、生活に
関連する情報項目がニーズの上位を占めた（表 8.10）
。
表 8.11 NTT 東日本の被害状況（東日本大震災における復旧活動の軌跡,NTT 東日本,2011.11 より）
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なお、アンケー
ト調査地区の電気
の障害発生期間は
約 4 週間、固定電

0.0%

【1ヶ月後】

20.0%

今後の余震の可能性や、規模の見通し
津波の状況や今後の津波の可能性

帯電話は 2～3 週

地震や津波の被害状況

間平均だった。

22.7%
25.8%
20.9%
19.6%

水道･ガス・電気・電話の復旧の見通し

19.7%
18.1%

西宮市で調査した
水・食料や生活物資

がスローペースに
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54.5%
45.1%
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37.4%
29.0%
22.7%
30.4%
25.9%
20.0%

トイレ・風呂

津波被害が無く、
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避難生活
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原子力発電所の状況

まとまっていたこ

32.7%
38.3%
33.0%
14.0%
9.0%
13.7%
11.3%
18.7%
12.8%

仕事・学校・求人

と、新たに地盤の
嵩上げや高い防潮

仮設住宅

堤など大型の基盤

国や自治体の対応

整備が要らなかっ
タイムスケールに
差がついたのかも

49.4%
41.7%
35.6%
28.8%
26.8%
30.9%

その他

1.6%
3.7%
7.5%

特にない

0.4%
6.2%
4.4%

たことなどにより、

33.9%

41.2%
27.7%
32.4%

ガソリン・灯油

情報ニーズの変化

63.0%

7.4%
10.0%
6.2%

自家用車

結果と比べると、

40.1%

40.8%
30.6%

交通機関・道路

災の際、神戸市と

38.5%

37.4%
29.6%
31.7%

家族や知人の安否

年阪神・淡路大震

80.0% 100.0%

34.2%
20.9%
24.3%

東京大学の廣井
脩教授らが、1995

60.0%

16.0%
11.2%
9.0%

今回の地震の震源地、規模

話は 7～8 週間、携

40.0%

釜石・大船渡・気仙沼
陸前高田・南三陸
仙台・名取・山元

図 8.27 発災 1 ヶ月後の情報ニーズ（問 23）

しれない。
その他の自由回答では「2 ヶ月くらいはただ茫然」
「慣れるのに精一杯」「住宅ローンが…」
などの記載が目にとまった。
表 8.10 発災 1 ヶ月後の情報ニーズ上位 5 位（問 23）
順位

2

釜石・大船渡・気仙沼
水道･ガス・電気・電話の復旧の見
通し（63.0％）
水・食料や生活物資（54.5％）

3

仮設住宅（49.4％）

4

ガソリン・灯油（41.2％）
津波の状況や今後の津波の可能
性（40.1％）

1

5

陸前高田・南三陸

仙台・名取・山元

水・食料や生活物資（45.1％）

水・食料や生活物資（37.1％）

仮設住宅（41.7％）
水道･ガス・電気・電話の復旧の見
通し（40.8％）
避難生活（38.3％）

仮設住宅（35.6％）

家族や知人の安否（29.6％）

家族や知人の安否（31.7％）
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避難生活（33.0％）
ガソリン・灯油（32.4％）

(3) 調査時点（発災 1 年余後）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%100.0%

【調査時点】

被災者が発災 1 年余後の調査時点で

復旧・復興・生活再建

知りたかった情報は、復旧・復興・生

経済的支援

50.6%

活再建が最多の 77.4％、次いで経済的

国や自治体の対応

49.0%

77.4%

支援、国や自治体の対応などの順だっ 今後の余震や津波の見通し

31.9%

た（MA、図 8.28）
。発災当初のように

仮設住宅

26.5%

情報が寸断されて届かないというより

放射能による汚染

24.5%

は、先々大きな不安を抱いていてはっ

原子力発電所の状況

きりしない項目を「知りたい」とした

仕事・学校・求人

12.5%

病院、医療、衛生

10.1%

ようだ。その他の自由回答にも「高台
移転」
「公営住宅」などがあった。なお、

家族や知人の安否

5.1%

その他

2.7%

辛いことに家族や知人の安否がまだ
5.1％あった。
地震後数日間、1 ヶ月後、調査時点

17.1%

図 8.28 発災 1 年余後（調査時点）の情報ニーズ（問 25）

の 3 時期の情報ニーズ上位を比較すると、ひとまず生き抜くために必要な衣食住については
時間の経過とともに徐々に落ち着いていったが、なかなか元どおりには戻れず、将来の暮ら
し向きがどうなるか不安山積へと遷移したようだ（表 8.12）
。
表 8.12 情報ニーズ上位 5 位の推移
順位

発災から数日間

1

家族や知人の安否（82.5％）

2

水・食料や生活物資（66.5％）
水道･ガス・電気・電話の復旧の見
通し（64.6％）

3

発災 1 ヶ月後
水道･ガス・電気・電話の復旧の見
通し（63.0％）
水・食料や生活物資（54.5％）

調査時点（発災 1 年余後）
復旧・復興・生活再建（77.4％）

仮設住宅（49.4％）

国や自治体の対応（49.0％）

経済的支援（50.6％）

4

地震や津波の被害状況（53.7％）

ガソリン・灯油（41.2％）

今後の余震や津波の見通し
（31.9％）

5

ガソリン・灯油（52.9％）

津波の状況や今後の津波の可能
性（40.1％）

仮設住宅（26.5％）

８.２.６. 情報と得るのに役立った伝達媒体
東日本大震災で災害情報を得るのに役立ったメディアは、直後：ラジオ（停電中に被害状
況を把握）
、1 ヶ月後：テレビ≒新聞＞ラジオ、1 年余後：テレビ＞新聞＞ラジオの順だった
（MA、表 8.13）
。1 年余後の調査時点ではすでに電気も通信も回復しているが、ネットで災
害情報を得るという層は 1 割ほどにとどまり、伝統的な三者以外の媒体をあげる回答は少な
かった。役に立った新聞は、東海新報や三陸新報など地元の地域紙が半数を占めた。
表 8.13 情報を得るのに役立った手段（上位 5 番目まで）
順位
1
2
3
4
5

震災から数日間
ラジオ（70.0％）
新聞（43.6％）
掲示やチラシ（31.1％）
テレビ（25.7％）
口コミ（14.4％）

1 ヶ月後
新聞（66.5％）
テレビ（63.4％）
ラジオ（52.5％）
掲示やチラシ（38.1％）
携帯電話の通話（20.2％）
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1 年余後（調査時点）
テレビ（83.7％）
新聞（62.6％）
ラジオ（34.6％）
防災行政無線（19.8％）
携帯エリアメール（11.7％）

携帯エリアメールは、震災発生当時、NTT ドコモの災害・避難情報（地方自治体と 1 社が
有償契約）に限られ、被災地では気仙沼市だけとほとんど普及していなかった。今では全キ
ャリア揃って無償サービスを始めたことで格段に利用が広がっており、字数に限りがある
（215～515 文字）テキスト情報のみだが、身の回りの機器に行った先々のアラートがプッシ
ュされるため、先々、初動期などで上位に顔を出そう。
また、3 時期の有用な媒体の推移からは、当時使うことができた情報伝達手段、あるいは代
替手段との関連性が認められた。すなわち、テレビは、当初、被災地で電源や受像機等が失
われていたため据置型が使えず、回復するにしたがって本来の主役の座へと返り咲いた。新
聞は、直後にはダメージがあったものの、1 ヶ月後からは 6 割台をキープ。そしてラジオは、
初期段階において明らかに他を圧倒する 7 割と“災害直後の強さ”をいかんなく発揮し、そ
の後は 1／2→1／3 へと下がった。自由回答記述でも、直後において「停電時のラジオ」は複
数あり、ほかには「遠くに居る家族からの知らせ」などが記されていた。
平均視聴状況は、テレビは震災後数日間を除いてほぼ毎日 4.2 時間、ラジオはほぼ毎日 6.6
→4.3→3.4 時間、新聞はほぼ毎日 2.8→2.5→2.2 時間だった（表 8.14）
。
表 8.14 テレビ・ラジオ・新聞を見聞きした状況（最も多かった回答を抽出、問 28）
媒 体
地震発生後数日間
平均視聴時間数（hr.）
地震から 1 か月後
平均視聴時間数（hr.）
調査時点
平均視聴時間数（hr.）

テレビ
見聞きせず（37.0％）
―
ほぼ毎日（52.5％）
4.2
ほぼ毎日（83.3％）
4.2

ラジオ
ほぼ毎日（44.0％）
6.6
ほぼ毎日（31.5％）
4.3
ほぼ毎日（23.3％）
3.4

新聞
ほぼ毎日（29.2％）
2.8
ほぼ毎日（45.1％）
2.5
ほぼ毎日（57.2％）
2.2

災害 FM ラジオ
―
―
見聞きせず（25.7％）
―
見聞きせず（32.7％）
―

当初の数日間、ラジオのどんな情報が役に立ったか尋ねたところ、①「被害の状況（66.7%）」
②「津波の状況（55.0％）
」③「安否情報（44.4％）
」④「生活情報（39.4％）
」の順だった（MA）。
前述した発災当初の情報ニーズ（③＞④＞①＞②＞50％）に近いが、ごく身近な細かな情報
まではさすがのラジオも十分に伝えられなかったようだ。サービスエリアのカバー状況に依
存する面もあるが、役立ったとするラジオ局名は NHK と IBC との答が多かった。
ちなみに、受信対策として被災地にラジオを送る取り組みがなされ、電機メーカから 40 千
台、経産省（NHK が配布）から 8 千台、民放ラジオ局から 5 千台、各局がリスナーに提供を
呼びかけて 12 千台などの数に及んだという。NHK が電機メーカから提供を受けたテレビを
避難所に設置した台数が 4 百台弱ということなので、オーダーが違った。
さらに 1 ヶ月後時点でとくに役立ったメディア名は、「NHK テレビ（55.7％）」「東海新報
（39.2％）
」「NHK ラジオ（29.0％）
」「民放テレビ（27.8％）」「岩手日報（27.1％）」などだっ
た（MA）。役立った新聞は、時期に関わらず、地元の地域紙（東海新報や三陸新報など）が
4 割、地方紙（岩手日報や河北新報など）が 3 割、全国紙が 2 割前後で、おそらく販売シェア
に近い感じなのではなかろうか。
なおテレビの L 字やテロップ情報は、およそ 2／3 の人が役立ったと高く評価しているが、
地デジのデータ放送は僅かしか視られていなかった。これは、激甚被災 3 県でアナログ放送
が 2012 年 3 月末まで延長されたことも影響していよう。
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【釜石・大船渡・気仙沼】
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【仙台・名取・山元】
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【陸前高田・南三陸】
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14.4%
8.2%
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ラジオ
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ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放
送

40.0%

1.9%
2.5%
11.0%
3.7%

図 8.29 情報を得るのに役立った手段（問 19，24，26）

放送と新聞のレガシー・メディア以外をあげた回答はいずれも少なく、とくに IT 系のツールが被災地内

ャリアが緊急地震速報や津波警報、国や地方自治体が配信する災害・避難情報を無償提供し始めた）
、②災

では思いのほか役立っていなかった。察するに、回答者に高齢層が多く、リテラシーや接続環境の問題、

害用音声お届けサービス（全キャリアの携帯電話番号で音声メッセージが送受信できるようになった）
、③

さらに危機に直面した福島の若い母親層で顕著にみられた能動的な情報収集姿勢の有無が影響していよう。

災害用伝言板の横断検索機能（携帯電話・PHS の全事業者および NTT 東・西の伝言板が一度で検索でき

そのような中、避難所等にある掲示やチラシが、初めの頃には役立った。やはり発災直後は原始的なア

るようになった、さらに NHK や郵便局を含む J-anpi にも発展）などがあげられる。

ナログな媒体、おそらく避難所等における口頭のアナウンスなどもそれに相当しよう。
そして、携帯電話や防災行政無線は、復旧していくにつれて次第に評価が増した。ともかく前提となる

ネットに関しては、Google や Yahoo などのポータルサイト、Twitter や Facebook など SNS の有効性を目
の当たりにし、遠隔サーバを活用するクラウド形態がいっそう進展した。

のが電気、そして通信・放送インフラであり、これらのいっそうの強靭化が待たれる。
さらに、震災から数日間・1 ヶ月後について、東洋大・日大による類似アンケート調査と比較すると、
地域差はあまりなく、どこも概ね同じような傾向が認められた（図 8.29）
。

あと今回忘れてはならないのは、長期間にわたる広域停電が、放送の中継設備や携帯の中継局などの継
続の弱点となり、緊急・応急対応の動きに幅広くダメージを与えたことだ。この反省から、BCP 対応の一
環として、バッテリーや自家発電装置、ガソリン等燃料の確保と備蓄が増強された。

震災後における変化、つまり震災を教訓にしたサービスの改善としては、携帯電話・PHS に関して、前
述の①緊急速報メール（NTT ドコモ、au、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル、ウィルコム社の全キ

今後は、ネットメディアがいっそう発達し、ポータブルラジオライクな特性をもつ携帯電話・スマート
フォンやモバイル放送が優位になる時代が来るかもしれない。
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８.２.７. 信頼できる情報源
東日本大震災での経験を踏まえた信頼できる情報源を尋ねたところ、圧倒的にテレビ・ラジ
オで 84.4％、次いで新聞 49.8％という答だった（MA、図 8.30）
。ネットなどへはそもそもア
クセスが少なく、国からの情報へは不

0.0%

信感を抱いたようだ。ちなみに東京電

40.0%

テレビ・ラジオ

力福島第一原発事故で福島県から新
潟県へ広域避難している方に同様に

新聞

尋ねたところ、テレビ・ラジオは

行政機関

37.7%、新聞 26.3%、行政機関 2.6％で、
伝統的なマスメディアおよび行政に

20.0%

80.0%

49.8%

26.3%

5.8%

新潟広域避難者

44.7%

3.1%

対する信用評価が、かなり低い側にな 口コミ・その他

三陸沿岸被災者

35.4%

2.6%

100.0%
84.4%

37.7%

インターネット

り食い違った。

60.0%

48.2%

図 8.30 信頼できる情報源（問 30）
0.0%
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放送してほしかった

21.4%

10.0%

被災者への配慮が足りないと思う

43.9%

12.4%
14.6%

21.0%
釜石・大船渡・気仙沼

17.5%
15.0%
13.4%

原子力発電所の事故の報道が多くなり、地震・津波に
関する報道が少なくなった

陸前高田・南三陸

16.7%
19.0%
20.6%

震災の全体像がわかりにくいと思う
地震や津波の細かい情報ではなく、もっと避難の呼び
かけをした方がよかったと思う

16.3%
15.6%
16.2%

不安ばかりをあおって、安心する報道が不十分ではな
いかと思う

16.0%
11.8%
10.3%

仙台・名取・山元

11.7%
7.5%
11.5%

政府や東京電力の責任ばかりを報じているが、報道
各社自身もっと責任を感じてほしい
いい加減であったり、実際のことを誇張したりした報道
も多かった

3.4%

10.5%
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3.9%
4.0%
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特に問題はないと思う

7.0%
16.5%

図 8.31 震災の報道に対する評価（問 29）
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44.4%
43.3%

30.7%

15.9%
17.4%

自分の住んでいる地域の取材や報道が少なくて不公
平感を覚えた
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22.1%
21.8%

津波の映像が繰り返し放送され、見るのがいやになっ
た

その他

40.0%

24.9%

８.２.８. 報道への評価
震災報道への評価や注文は、
「取材対象地域が偏っていて、報道が少ない地域では支援や対
応に影響が出たと思う」が 44.4％といちばん多かった（MA、図 8.31）
。周辺の津波被災地で
東洋大・日大が実施した類似アンケート調査でも同様で、仙台平野南部沿岸（仙台・名取・
山元）において「自分の住んでいる地域の取材や報道が少なくて不公平感を覚えた」が 43.9％、
とくに山元町単独では 55.6％にまで達し、不公平感が顕著だった（表 8.15）
。逆に、南三陸、
陸前高田、大船渡などは偏りに対する不満は少なかった。津波で有名な三陸沿岸部に比べて
全般にメディアの取材が低調になり、中でも仙台市の中心部から離れた山元町は埋没気味だ
ったようだ。この山元町では、震災からわずか 10 日後の 3 月 21 日、災害臨時エフエム放送
局「りんごラジオ」が新たに立ち上げられ、元東北放送アナウンサー高橋厚氏らの手で、被
災者や避難者、町外者に向けて、タイムリーなローカルニュースの提供が始まった。
表 8.15 報道の地域間格差に対する問題意識

取材対象の地域が偏っていて、報道が少な
い地域では支援や対応に影響が出たと思う
自分の住んでいる地域の取材や報道が少
なくて不公平感を覚えた
災害臨時エフエム放送局の開局日

釜石

大船
渡

陸前
高田

気仙
沼

南三
陸

仙台・
名取

山元

50.9％

37.2％

27.4％

71.9％

32.9％

40.0％

47.0％

22.6％

18.6％

10.2％

34.4％

9.8％

33.5％

55.6％

4/7

3/28

12/10

3/22

5/17

4/7

3/21

報道の地域偏在から派生する問題は、①安否情報や支援物資情報、ボランティア募集など
は各社が手分けすることでバランスよく伝えられないか、②救援物資や義援金の集め方、配
り方の側に工夫する余地はないものか、と思う。
回答の二番手は「被害の報道ばかりでなく、生活に関する情報をもっと放送してほしかっ
た」の 39.7％だった。この傾向は、どの地域でも同じようだった。マスメディアも、全国的
な応援態勢をとり奮闘したが、あまりにも広域で壊滅的な被害を前に、取材のための人員・
機材・手段などに限りがあって、被災者の身近な生活ニーズにまで応えることは困難だった。
より狭いエリアの暮らしに密着したローカルメディアが、場所場所で役立っていた。
その他の記述では「同じ CM ばかり流れていて耳に残った、それが震災時のイメージとな
りテレビが嫌になった」
「報道各社はこのような災害時は協力して、安否情報や物資情報など
バラバラでなく一律で継続して報道し、被災者と被災地の支援中心に報道すべき。各放送局
が競って被災地を報道して、記者魂が発揮されているが何か空しく思えた」などがあった。
そして「このたびの震災における、テレビ・ラジオ・新聞などの報道で、よかった点・悪
かった点などがありましたら、自由にお答えください」と尋ねたところ、表 8.16～8.18 のと
おり、功罪相半ばする意見がたくさん並んだ。
表 8.16 報道に対してよかったという自由回答例（問 31）
「ラジオの情報がよかった。停電があり、テレビが見られない」

「電気、テレビ、ケイタイ、電話使えないので困った。ラジオが一番役だった」
「ラジオは TV が映らない時は本当に助かった。余震の情報がすぐ聞けたので。ラジオが一番」
「ラジオでの被災状況がずーっと聞けたこと（地震直後から聞けた）
」
「しばらくの間、ラジオの情報だけが頼りで有難かった」
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「ラジオで避難者の場所が放送されて良かった」
「県内の細かい情報がラジオで流れたので良かった」
「24 時間ラジオを利用され、色々な報道を聞くことができて本当にありがたかった」
「ラジオは山の中でも役に立つ。ラジオの価値がとても大きいと感じた」
「ラジオで知人の安否がわかったこと」
「しばらく電気のない生活の中でラジオはすごく助かった。安否情報など、遠くの被害状況など
が分かったから」
「電気が使えなかったので、ラジオと新聞で情報が得られたので良かったと思う」
「電気が通っていなかったので避難所では見れなかったが、安否取材を受けたため県内の親族・
知人に見てもらうことができ、安心したと後日分かった」
「遠くから釜石に来ていたので、自分の妹弟達友人に知ってもらえて良かった。皆んなに無事を
知らせることができたので」
「地域新聞の安否情報掲載は良かった。テレビの朝の番組で震災後の現在でも色々な地域の体験
や生活状況をみると伝えたいという心情が伝わり気持ち的に楽になった（1 年たった今も）
」
「岩手放送には感謝している。安否確認など素早くやってもらった」
「地域新聞の安否情報掲載は良かった」
「東海新報などの特別版が毎日見れて良かった。今の状況、状態がわかりやすかった。安否情報
も良かった」
「避難所へ各新聞社から無料配布された紙面情報が、非常に役立った」
「地域の情報は地元紙が一番良いと思った。やはり地方では自分達の居る地方新聞が一番だと思
う」
「しばらくの間電気がないため、頼りにするのは新聞だけだったのでよかった。電気、交通機関
等のライフラインが不能だったのが、現在になっても残念に思っている。今後のためにも未然に
このようなことが起こらないように…」
「連日テレビで災害について取り上げてくれてよかったと思う。知りたい情報をたくさん伝えて
くれて有難かった」
「他の地域の情報がわかってよかった」
「自分の住んでいる町の報道が多かったのでよかった」
「被災者個人の体験が良かった」
「テレビの報道で津波の怖さが視聴者に伝わったと思う」
「テレビの朝の番組で震災後 1 年たった今でも色々な地域の体験や生活状況をみると、伝えたい
という心情が伝わり気持ち的に楽になった」
「状況が把握できた。助かった」
「義援金等新聞の方が公報より早かった。情報が早く伝わった」
「色々な点で報道はよかったと思う。みんな、ありがたかった」

つまりよかった点としては、ラジオや新聞のおかげで貴重な情報が得られたこと、安否に
関する情報提供への感謝、大震災の被害実態を精力的に伝えてくれたことなどだ。
表 8.17 報道に対して悪かったという自由回答例（問 31）

「震災後もっと早く詳しい情報がほしかった」
「津波の高さ等もう少し早く正確に報道されたらもう少し助かった人が居たのかなあと感じた」
「大きな都市の報道が多く、自分たちの住んでいる身近な地域の状況がわからなかった」
「テレビで報道された地域だけが支援が多いと思う」
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「仮設の報道が多く、自宅、アパート避難民者への支援、配慮が足りないように感じる」
「被災地域によって、報道回数に偏りがあった。視聴者からの問い合わせが多く、日常業務に支
障があった。取材申し込みの依頼が多くあり、その対応が大変だった」
「体育館に避難していてわからなかったが、半年ほど過ぎて同級生の集まりで高田市内に住んで
いる一人から、被災しなかったけど各家に自衛隊がどんどん物資を届けたと聞かされて腹が立っ
た。我々は 3 食おにぎりで 4 日過したのにと…。報道の力は大きいと皆で話した。私達の所も
180 世帯が被害に遭い 26 人の命も奪われた。くまなく報道をと思う」
「地元新聞の対応の遅れ！何んの情報も入らず、歩いて見える範囲のみ」
「新聞は主に地元地域紙なので旧気仙沼のことばかりのように見えた。アピールが進んでいる南
三陸町は、よく報道されたように思えた。復興は市場、産業から…とは思ったが、もう少し住宅
再建のことをも欲しかった」
「各地域の状態をもっと知りたい」
「家族が犠牲になった遺族へのインタビューで現在の気持どうですか？なんて聞くのはいかが
なものか、答は解ってるはず」
「仮設住宅に取材の方が多く出入りし、落ち着かない日々が続いた。そして無理にコメントを求
められたりして嫌な思いをした。報道は自由ですが、取材する方は相手の気持ちを汲んで取材し
てもらいたい。テレビなどで取材を受けてる方はどんな気持ちなんだろうと…今も考えずにはい
られない」
「震災後 1 年、報道で津波映像が流れ、忘れたくても忘れられないことだけど、落ち込んでしま
った」
「自分の家が津波によって全壊したためか、テレビで津波のシーンが出て来ると気持ちが悪くな
ってはき気を覚える」
「子供のために早くアニメを始めて欲しかった。子供達が不安でいたため」
「被災後の報道が、原発に片寄ったように思う」
「報道の片寄りが多分にあった。東京電力は東北地方全体に悪影響があったのに、報道の確信的
なエグりがなかった。ただ、映像を流しただけであった」
「本当のことを隠すことなく伝えてほしい」

片や悪かった点としては、毎度ながらも、取材・報道における地域のアンバランスや対象
の不公平、取材のマナー・モラルに関する苦言、それから少数だが福島第一原発事故報道へ
の不満、津波映像への嫌悪感などの回答が見受けられた。
表 8.18 報道に対してよくも悪くもあったという自由回答例（問 31）
「復興はまだなのに、進んでいるような報道は困る。テレビは当時全然見られなかった。見られ

るようになったのは 20 日もたってから。新聞は一週間位で配布されて食いつくように見た。そ
れしか情報源がなかったので。ああゆう時は新聞ですね」
「テレビ→生活情報、身近な情報を伝えてほしかった。ラジオ→テレビの情報が困難な状況の時
には本当に災害情報が役立った。新聞→記録として残るので生活には欠かすことができない情報
源」
「知りたいし、知ってほしい、ので、了解が得られる範囲での報道は良かった。津波の高さが一
番高いのにほとんど報道されていない、片寄りがあったと思う」
「各放送局が競って被災地を報道して、記者魂が発揮されているが何か空しく思えた」
「多くの情報を得ることができよかったが、少々、情報が片寄っていたとも思う。特に、最初の
頃は知りたい情報が探しにくかった」
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「各テレビ局とも被災地情報をよく報道されたと思うが、情報というよりムダな解説も多かっ
た。被災地、被災者を支援する生活情報、安否情報をもっとすべきと思った。（例）安否などを
市町村別に選択して流す（データ放送をうまく利用）
」
「報道機関はよく伝えようとしたと思うが、受けられる方が限られており充分に伝わらなかった
のではないか？伝達方法を考えないと意味が無いのでは？マスコミの自己満足にならないよう
に」
「スピードは良いが、内容は悪いものも多かった」
「地元、および被災県は被災者の身になって取材、報道してくれるが、遠方から来た報道の人達
は、仕事をこなす感じがしてならない」
「これからも安全な場所とか簡単に入れる場所建物等」
「被害状況が分かり良かったが、もう少し、いろいろな番組が観たかった。全チャンネル一斉に
流す必要があるのでしょうか？」

そして、よくもあり悪くもありとする意見も結構あった。報道に対して一定の評価をしつ
つも、課題についての指摘は示唆に富む内容が多かった。
なお、周辺の津波被災地で東洋大・日大が実施した類似アンケート調査でみられた、よか
った点として「報道されたことでたくさんの支援やボランティアにつながった」、「応援、励
まし、心の支えをもらった」や、悪かった点として「不正確でゆがめられた報道内容」など
の答は、ここではストレートに出ていなかった。
さらに、震災後の情報入手に関して変えたことがあるかという問いには、情報ソースの複
数化（地元紙の購読、ラジオの利用、防災情報のケータイ受信など）という声が一部あった。
質問の意図とは異なるが、
「災害後のメンタルな部分を深く考えてほしい」「避難所間のつな
がりがあれば足りないものの貸し借りができてもっと早く住みよくなったのでは」
「先にガレ
キが問題だと思う。今は良いとしても、災害が自分の県に来たとしたら、どうしますか。協
力一番」
「文明の力は役に立たず。まきストーブ、まき風呂」など、心に留めたい指摘や提言
が見られた。
８.３. まとめ
(1) 緊急情報と避難の実態
以上に述べた釜石・大船渡・気仙沼の津波被災者（N=257）へのアンケート調査結果をまと
めると次のようになる。
前半は、被災者が今回の地震発生直後どのように反応し、津波のおそれを認知し、いかな
る回避行動をとったかを尋ねた。
三陸沿岸の津波被災者が地震で揺れた直後にとった行動は、
「屋外に出た」が 6 割以上、次
に「すぐ避難した」
「携帯電話や携帯メールなどで家族らの安否を確かめた」「ラジオなどか
ら情報を得た」「出先から自宅へ向かった」「隣近所で声をかけあった」などだった。直後に
大規模な停電が起きて、ポピュラーな情報源たる据置型テレビは使えなかった。緊急情報の
伝達には、同報系防災行政無線が最も活躍し、マスメディアではラジオが重宝された。携帯
電話は輻そうして規制もかかったが、津波前の早い段階ではなんとかぎりぎりつながってい
た（表 8.19）
。
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表 8.19 電話の通信規制（最大）
固定通信
NTT 東
90％

KDDI
90％

移動通信
Softbank
80％

Docomo
音声
パケット
90％
30％

au
音声
95％

パケット
0％

Softbank
音声
パケット
70％
0％

イー・モバイル
音声
パケット
0％
0％

そして 8 割の人が、尋常ではない揺れ方に津波が来そうだと直感し、素早く避難した。地
震から 20 分以内に逃げ始めたのがうち 8 割で、津波が来る前に避難し終えたのが同じく 8 割
（津波到達まで数分以上余裕があったという人はそのうち約半分）だった。当時居た場所に
後に津波が到達したのもほぼ 8 割で、実際に津波にのまれて助かった人は 1 割以下だった。
東洋大・日大が近隣で実施した同様のアンケート調査結果をあわせると、仙台平野沿岸の
南ほど津波を連想した人の割合が下がり、消防・警察や周囲の呼びかけなどでぎりぎり避難
して助かった。三陸沿岸では、自ら津波を察知してすぐ避難を始めており、津波警報、避難
指示などの情報入手に伴う行動は、その半数程度だった。この反射的、自発的な避難行動は、
過去の津波災害の経験や伝承、教育・訓練といった日頃の備えの賜物といえる。
逆に、すぐ逃げなかった人の理由は、
「海や川から遠い高台や内陸にいたので」
「昭和 35 年
チリ地震津波や明治・昭和三陸地震津波でも被害のなかった場所にいたので」
「地震の揺れで
頭がいっぱいで津波のことは考えつかなかった」が多く、
「予想高さが 3 メートルとか 6 メー
トルと聞いて危険とは思わなかった」「海の様子がわからなかった」「防潮堤などの津波対策
施設が整備されていた」「大津波警報を聞かなかった」「前年のチリ地震の大津波警報時に高
い津波が来なかった」
「2 日前もなんともなかった」
「防災マップに津波が来ないと示されてお
りこんなところまで来ると思わなかった」
「屋外スピーカーが難聴だった」などだった。うち、
直近まで積み重なった津波警報の“誤報効果”がどうにも気になった。今後は、予測技術の
向上、妥当な発報水準、誤報時の適切なアフターケアなどにより、ネガティブな心理を抑制
する工夫が求められよう。現在、避難機運はかつてないほど高まっており、この機を逃さず
進んで実践できる環境を整えたい。
また、自宅の被害予想と実際に起きた被害とを見比べると、津波の現象としての規模や破
壊力が、頭の中の予想を大きく上回っていた。これには“正常化の偏見”も作用していよう。
津波警報は、津波が来る前に半数強の人が聞き、うち 8 割は地震から 15 分後までに入手し
ていた。三陸沿岸では防災無線屋外拡声器から、仙台平野南部沿岸ではラジオ・テレビから
入手した割合が高かった。携帯電話へプッシュされる「エリアメール」は少なかったが、震
災後、全キャリアが無償の「緊急速報」を始め、かつ津波警報を自動配信の対象に追加した。
津波警報をどれほど切迫感を持って受け止めたかは人それぞれで、津波の予想高さもあま
り覚えていなかった。なにはともあれ津波の発生のおそれが有るか無いかが関心事で、いつ・
どれくらいの津波が襲うかはあまりあてにしていなかったのだろう。とくに到達時刻は、防
災的見地から考えるなら、僅かな海面の上下の始まりを指すのではなく、そのとき備えるべ
き現象の規模をにらみ、対をなす予想高さと整合させて示すなど、もっと伝え方に工夫が必
要だ。そして今回、津波警報の第 1 報は 3 分後、第 2 報は 28 分後、第 3 報は 44 分後に発せ
られ、都度、対象エリアが多数追加されて予想高さも大きく変わった。NHK ラジオの場合、
予想高さが 10 メートル以上になったと最初に更新をオンエアしたのは、地震発生から約 45
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分後だった。ラジオは同時に一つのことしか伝えられないので、命を守るために優先すべき
情報はなにかを想像して、伝達内容のトリアージをせねばならない。そして気象庁の発表文
にも「このような高い大津波警報を広範囲に出すのは初めて」といった分かりやすい表現が
ほしい。
それと、気象庁の津波警報は聞いたが、自治体が発する避難情報を聞かなかったケースが、
防災無線が難聴気味な仙台・名取・山元で目立った。仙台平野南部沿岸では、なんと 22.4～
24.5％にしか避難の呼びかけが届いていなかった。よって、
“緊急速報（エリア）メール”や
“公共情報コモンズ”の一層の普及で、市町村の避難情報を携帯やラジオ・テレビなどの身
近な汎用媒体に載せ、複線で流す工夫が求められる。これらを運用する際に大切なことは、
どの市町村ももれなく足並みをそろえ、可及的速やかにできるだけ質の揃った緊急情報を送
り出すことだ。もし落ちこぼれてしまうと、逆に安心情報になりかねない。
そして、最初に避難した先は、指定避難場所とそれ以外の高いところがほぼ同数だった。
避難方法は、三陸沿岸は徒歩（かけ足を含む）と車とがほぼ半々、仙台平野南部沿岸では約 8
割が車だった。
「車で避難したから助かった」とする回答もあり、津波から逃れた人にとって
車避難は無視できそうにない。震災当時、避難に際しての問題はそう生じなかったようだが
「道路が車や人で混雑していて早く移動できなかった（信号機が消えていた）」の回答が多く、
さらに「安全な場所へと再度避難しなおした」が続いた。そうやって助かった人たちだから
なのかもしれないが、1 年 9 ヶ月後、現地に津波警報が再び出された際、われ先にと避難する
車が殺到して交通混乱に陥った。ただ、
「車避難しかない」という声を無視するわけにはいか
ず、避難経路の渋滞緩和策が早急に求められるとともに、津波避難ビル、津波避難タワー、
命山などの、歩いて行ける範囲の一時避難場所を増やしたい。そして、移動中の人に対して
は情報標示板やカーナビ（VICS）などを活用して即刻情報提供ができるようにしたい。
なお、震災前に市から配られた津波防災マップに関しては、「自宅の危険を認識した」が
36.2％、
「見ていない」が 24.9％、
「自宅に危険性がないことがわかった」が 9.7％だった。ハ
ザードマップの配布単体では、明瞭な効果のほどは感じられなかった。東京大学の田中淳教
授は「広報・啓発により避難に対する意識は高まるが、避難行動に直結するわけではない。
避難行動に移るためには情報のほかに、地域規範や周囲の呼びかけ、他者を守ったり、業務
継続への配慮が必要」と述べている。
(2) 被災者が求めた情報とメディアの実態
アンケート調査の後半は、震災関連の情報を入手するにあたって、どのようなメディアが
役に立ったか、取材や報道に課題があったか、あるいはメディアや情報源への信頼がどう変
わったかを調べた。
未曾有の大災害発生直後、被災地の住民に役立つメディアとして最も活躍したのはラジオ
だった。ラジオのどんな情報が役に立ったかは、
「被害の状況」
「津波の状況」
「安否情報」
「生
活情報」の順だった。停電が回復していくとともにテレビも欠かせない働きをし、東海新報
や三陸新報など地元紙の評判もよかった。この三者以外の IT 関連ツールや臨時災害放送局な
どをあげた回答は少なく、運用基盤のダメージもあったが、普段使いしていない媒体にはア
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クセスしなかったようだ。震災後、通信キャリア各社は、①緊急速報メール、②災害用音声
お届けサービス、③災害用伝言板の横断検索機能などの機能を向上させた。また今回の教訓
から、放送や通信の BCP 対策として、バッテリーや自家発電装置、ガソリン等燃料の確保と
備蓄などが増強された。今後は、ネットメディアがいっそう発達し、ポータブルラジオライ
クな特性をもつ携帯電話やモバイル放送が優位になる時代が来るかもしれない。なお仕方が
ないこととはいえ「近くに公衆電話がない」という記載が気になったのと、応急で衛星回線
を設置してくれたことへの感謝の声が寄せられていた。
被災者がとくに知りたかった情報は、直後：安否（次いで水・食料や生活物資）、1 ヶ月後：
ライフライン復旧見通し、水・食料や生活物資、仮設住宅など、調査時点（1 年余後）
：復旧・
復興・生活再建（次いで国や自治体の対応、経済的支援など）という順だった。3 時期を較べ
ると、ひとまず生き抜くために必要な衣食住については時間とともに落ち着いてゆき、次第
に将来の暮らし向きがどうなるかへと関心が移っていった。ただ、阪神・淡路大震災のとき
より立ち直りに向けた歩みは鈍い感じだった。今回、とくに希求された安否情報は、直後に
83％、1 ヶ月後に 37％、1 年余後でもまだ 5％残っており、激甚な津波災害の悲惨さを如実に
物語った。安否情報をネット上で検索できる取り組みも進んだが、被災地内ではあまり役に
立たなかった。あと、はじめの頃のガソリンや燃料と、原発事故による放射能汚染が、今回
の災害の情報ニーズにおける特徴といえよう。
震災報道への注文は「被害の映像ばかりでなく、生活に関する情報をもっと放送してほし
かった」と「取材対象地域が偏っていて、報道が少ない地域では支援や対応に影響が出たと
思う」が多く、とくに仙台平野南部で後者の不公平感が顕著だった。その他の自由記述では
「報道各社はこのような災害時は協力して、安否情報や物資情報などバラバラでなく一律で
継続して報道し、被災者と被災地の支援中心に報道すべき。各放送局が競って被災地を報道
して、記者魂が発揮されているが何か空しく思えた」
「同じ CM ばかり流れていて耳に残った、
それが震災時のイメージとなりテレビが嫌になった」などがあった。うち報道の地域偏在か
ら派生する問題は、①安否情報や支援物資情報、ボランティア募集などは各社が手分けする
ことでバランスよく伝えられないか、②救援物資や義援金の集め方、配り方の側に工夫する
余地はないものか、と思う。全国からの応援を受け奮闘した大手メディアでも取材人員・機
材・手段に限りがあり、被災者の身近な生活ニーズまで十分応えられなかった。より狭いエ
リアに密着したローカルメディアが、場所場所で暮らしに役立ったようだ。
また信頼性という点では、NHK を筆頭にテレビ・ラジオが、これまでにも増して株をあげ
た。次いで新聞で、インターネットや国などへはあまり信頼を寄せていなかった。大津波な
ど自然災害における報道は、福島第一原発事故報道とは異なり、概ね評価されていた。さら
に、震災後の情報入手方法の変化は、ソースの複数化という声が一部あった。
それにしても、死者 15,884 名（警察庁 2014.3.11 発表）、行方不明者 2,633 名（〃）、震災関
連死者 2,916 名（復興庁 2013.12.24 発表）、計 2 万人超規模の犠牲者を出した事実は重く、情
報伝達がはたしてどこまで減災につながったのか、つなげられなかったのか、もっと何かし
ようがあるのではないかと、東日本大震災の教訓を生かした総合的な防災体制をよりいっそ
う整備することを強く期待したい。
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※ 本アンケートは、命が助かった被災住民による回答なため、いずれの設問も、例えば、津波の
危険を認知していなかった、避難しなかった、避難が遅れたりうまくいかなかった、一度避難したが
戻って流された、海や川に様子を見に行った、避難誘導や援護に向かった、船の沖出しのため港
へ向かった、などの回答は、犠牲になられた方を含むと増えた可能性がある。よって実像は、岩手
日報社が取り組んだ震災犠牲者全員を対象にした追悼特集「忘れない」の追跡調査（「なぜ逃げ
きれなかったのか」「どこで犠牲になったのか」）などで補完して捉えられたい。
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平成 23(2011)年 3 月 11 日「東日本大震災」におけるアンケート調査
昨年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」から 1 年が経ちました。改めて
震災で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、被災して困難な
生活を続けておられる皆様にお見舞い申し上げます。
さて、この調査は、津波に遭われた方々に、当日の状況や避難、情報への対
応、それからの情報実態などについてお尋ねするものです。
私たちは、これまで長い間、人々の意識や対応という面から、地震や津波の
被害に遭われた方々にお話を伺い、災害時の問題点を検証してまいりました。
今回の震災でも、ぜひとも皆さんからお話を伺い、この震災における情報と避
難の課題を明らかにするとともに、皆さんがこの震災で体験されたことや皆さ
んの思いを記録に残し、今後の大規模災害への教訓にしたいと思っております。
なおこの調査結果は学術目的にのみ用い、皆さんのお名前や個人の情報が表
に出ることは絶対にありません。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何とぞ、ご協力をお願いいたします。
2012 年 3 月

日本災害情報学会 デジタル放送研究会
研究会代表

大妻女子大学

藤吉 洋一郎

（学会長

関西大学

河田 惠昭）

連絡先【学会事務局】 URL：http://www.jasdis.gr.jp/
〒160-0011 東京都新宿区若葉 1-22 ローヤル若葉 505 号室
TEL：03-3359-7827 FAX：03-3359-7987

E-mail：tokio@jasdis.gr.jp

■アンケート用紙のご記入方法
回答の仕方は質問ごとに 3 通りあります。①番号の中から一つだけ選んで〇をつける、
②あてはまる複数の番号に〇をつける、そして③（

）や

に文字をご記入ください。

■アンケートの回収方法
□ 配布にうかがった者が受け取りに参ります（

月

日

□ ご記入済みのアンケート用紙を同封の返信用封筒に入れて、

曜日
月

時頃）
日までにポ

ストに投函してください
※ ご回答いただきました方に 500 円分のマイヤ商品券を薄謝として差し上げますの
で、郵送の場合は、封筒の裏に送付先のご住所を明記してください。
（注意）この調査は、3 月 11 日の本震(14 時 46 分)のときに、出張や旅行などで自宅から
遠く離れた場所にいた方は対象としません。
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問1

東日本大震災が起きた当時のお住まいはどちらですか。（地名を記入）
回答数（人）

割合（％）

回答数（人）

1．気仙沼市

32

12.5

3．釜石市

2．大船渡市

172

66.9

← 陸前高田市からの避難者 1 名を含む

問2

53

割合（％）
20.6

被災してから後の生活はどちらで送られましたか。（あてはまるもの全てに記入）
全体（％）

1．避難所

（自：3/11 79.1
6 月 21.5

3/12 10.2

3/13 以降 10.7、至：3 月 20.9

4 月 14.1

5 月 26.6

7 月以降 16.9）

2．仮設住宅 （自：～4 月 4.5 5 月 46.9 6 月 24.3

7 月～ 10.7）

59.9
34.6

3．その他
4．自宅 （1．移転

68.9

-

2．元の場所

62.5

3．臨時の借家

16.7

4．その他

45.8）

18.7
1.9

5．
（わからない・選択肢外など）

問3

地震が起きた瞬間（3 月 11 日午後 2 時 46 分頃）、あなたはどこで何をしていましたか。
（○は 1 つだけ、居どころなどは差支えない範囲で記入）
全体（％）

全体（％）

1．自宅

47.1

3．自宅のある市町村の周辺

8.2

2．自宅のある市町村の中

43.6

4．その他（わからない・選択肢外など）

1.2

問4

揺れがおさまってから、あなたはどうしましたか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

1．屋外に出た

63.0

2．中や外の被害を確認して片付けを始めた

13.6

3．隣近所で声をかけあった

21.4

4．地震の情報を得ようと防災無線を聞いた

14.8

5．地震の情報を得ようとラジオを聞いた

18.7
7.0

6．地震の情報を得ようとテレビを見た
7．地震の情報を得ようと携帯電話のサイトやワンセグ放送を見た

10.5

8．保育園や幼稚園や学校などに子どもを迎えに行った

8.9

9．近くに住む親や親戚などの様子を見に行った

9.7
22.2

10．出先から自宅に向かった
11．職場に向かった

3.1

12．海や川の様子を見に行った

1.9

13．船の沖出しのために港へ向かった
14．家族などの安否を確かめるために電話した
（1．公衆電話 1.4 2．固定電話 7.1 3．携帯電話 67.1 4．その他（わからない・選択肢外など） 28.6）
15．家族などの安否を確かめるためにメールをした
（1．携帯 90.0 2．その他 - 3．
（わからない・選択肢外など） 3.8）
16．役場や消防や警察などの防災機関に連絡した（つながらなかった場合も含む）

27.2
15.6
0.4

17．津波が来るかもしれないと思いすぐに避難した

40.9

18．津波から避難する準備をした

16.7

19．津波のことは考えなかったが、いつでも避難できるように荷物や貴重品をまとめた

5.1

20．消防団の活動、水門・陸こうの閉鎖、援助が必要な人の救援などに駆けつけた

2.3
12.8

21．その他

0.4

22．
（わからない・選択肢外など）
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↑その他の記入
お年寄りの家に避難するよう声がけし、地区内を回り避難を勧めて回った。
前日消防職員が来て、地震があったらすぐ電気の安全器を切るよう話されたので安全器を切りに行ったら電気が止まって
いたのですぐ裏に行き、車で高台に逃げた。
難聴で放送は聞きとれず、ママが迎えに来た。あわて帰り、防寒避難用リュックのみを持ち、ママの車で避難。
外に出たらすぐ津波がきたのですぐ山に上った。
職場が避難所になった。
火の始末をした。
チリ地震の時は下の方の道路で止まったので来ると思わないで家にいた。近くの人が誘いに来て出たとき、となりの家のと
ころまでガレキがきていた。軽トラを運転してきた方に乗せられ、国道の上のトーカンと云う会社の庭まで行って降りて、津
波を見ていた。
津波にのまれ、部屋からベランダまで泳ぎベランダに座ったまま気絶していた。
患者の対応。
お位牌を持って、病院へ避難した。
作業現場から会社の車で会社へ戻りその後自宅に帰った。
目の前はすぐ海なのでこれ位の揺れでは津波以外に考えることは無くただ高台に逃げるのみでした。
お客様を早く避難させて、自分たちもバラバラに高台へと避難した。
会社の車を移動していた。津波に備えて。
津波の事はまったく考えなかった。気がついた時は天井くらいの高さで主人はのみ込まれた。その後のことは良く覚えてな
い。
来ていた客に避難命令が出ると思われるからすぐ帰るように話した。
自宅でしていた仕事をやめ、すぐ外に出て、家の前の空き地でしばらく様子をみた。揺れがややおさまった頃、すぐ家にカ
ギをかけ車で小学校へ向かった。高台にある小学校で子供の安否を確認した後、車をそこに置き徒歩で中学の娘（下校時
間）を迎えに行こうとしたが、途中で津波が来たため、道を阻まれた（通行止め）。
津波が見えてから避難した。
消防無線からの情報を記録する作業をした。
歩けない妻を車に乗せて避難しようとしたが、津波にのまれたが泳いで助かった。
津波は数 10 センチだろうと考えた。
免許証をとりに戻った。
職場の指示に従った。
家の人を高台に送った。
家族の安否を確かめるため、出先から自宅に向かった。
病院内で待機。
津波が来ると鞄だけ持ち避難した。
地震が大きいので三陸沖からの津波が来るとすぐ思い、避難した。
津波のことは考えず、鵜住居町の職場から自宅に向かった。
津波が来ると全く思わない。
防災無線はよく聞こえなかった。
携帯電話がつながらなかった。
火を止めた（フライ用の油がこぼれたため）。
町内の役員をしているので、ハンド・マイクを持って町内の人にすぐ避難するよう呼びかけ、老人を 2 人背負って山道をかけ
登って助けた。
船から陸へあがって高台へ避難した。
近所のスーパーに食べ物を買いに行った。
公衆電話がつながらなかった。
大津波の想像はなかった。電話がつながらなかった。

問 5 あなたは、地震の揺れを感じた段階で、お住まいの地域に津波が来ると直感しました
か。（○は 1 つだけ）
全体（％）
1．津波が必ず来ると思った

46.7

2．もしかしたら津波が来るかもしれないと思った

31.5
6.2

3．津波は来ないだろうと思った

14.8

4．津波のことはほとんど考えなかった

0.8

5．その他（わからない・選択肢外など）
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⇒選択肢3または4を選んだ方は付問5-3へ
付問 5-1 問 5 で 1 または 2 と答えた方におたずねします あなたはなぜ津波は来ると
直感したのですか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
1．地震の揺れ方が尋常ではなかったから

93.5

2．周囲の人の慌てた様子を見て

13.9

3．海岸や川に近く、これまでの知識や経験に基づいて

26.9

4. 防災マップで危険だと思っていたから

8.0

5．防波堤などの整備が不十分だったから

2.0

6．その他

3.5

7．
（わからない・選択肢外など）

2.5

↑その他の記入
ラジオで 3 メートルの津波警報がすぐ出たから。
周囲の人が宮城に 6 メートルの津波が来るらしいと言っていたので。
これぐらい大きい地震ですぐ津波以外に考えられなかった。
蛸ノ浦地区で避難訓練をしていた、年に 1 回。
昔からの言い伝えを常に話をしています。
ハンド・マイクで叫びながら海の方を見た時には、いつもの松林中まで波が来ていた。

付問5-2

あなたは、津波によってご自宅にどのくらいの被害が出ると思いましたか。
(○は1つだけ)
全体（％）

1．自宅が壊れたり流されたりするほどの被害が出ると思った

22.4

2．自宅が水に浸かるほどの被害が出ると思った

34.3

3．自宅にはあまり影響がないと思った

39.8
3.5

4．その他（わからない・選択肢外など）

⇒問6へ
付問 5-3 問 5 で 3 または 4 と答えた方におたずねします あなたはなぜ津波は来ない
と思ったのですか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
46.3

1．地震の揺れで頭がいっぱいだった

3.7

2．周囲の人の反応を見て
3．海岸や川から離れていて、これまで津波が来たことがなかったから

38.9

4．防災マップで安全だと思っていたから

1.9

5．高い防波堤などがあったから

9.3
31.5

6．その他

-

7．
（わからない・選択肢外など）

↑その他の記入
自宅が周囲より高かったから。
2 日前の地震で何も無かったから。
放送されているようだがいつもよく聞こえなかったので、当日も内容はわからない。
部屋で怖いのを我慢してるので精いっぱいだった。
引越して間もなく、津波に関する知識や町の過去に起きた津波被害をほとんど知らなかった。
今まで地震が来ても津波は来ないし、私の中では地震＝津波という考えがなかった！
川はすぐそばだったが、津波は 45 号線を超えるとは思わなかった。
津波が来ても、自宅までは来ないと思った。
妻がパニックになって、津波の事は考える余裕はなかった。
あまり揺れを感じなかった。
高い場所だったので津波のことを考えない。
どうせ来ても、小さな 50 センチくらいの津波だと思った。
自分の住まいが避難所（鵜住居防災センター）より海に遠かった。
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再び全ての方に伺います。
問 6

地震が起きてから大津波が襲う前までの間、あなたのところは電気や通信に支障がお
きていましたか。（○はそれぞれ 1 つだけ）
1．停電した

電気

65.8
1．使えた

公衆電話

携帯電話の通話

携帯電話のメール

インターネット

1．使えた

12.5

2．つながりにくかった

3．使えなかった

2.7

31.1

2．つながりにくかった

3．使えなかった

10.9

43.2

2．すぐ届かなかった

7.0
1．使えた

3．使えなかった

2.3

5.8
1．使えた

24.5

2．つながりにくかった

2.3
1．使えた

3．知らない

2.7

-

固定電話やファクス

問7

2．停電しなかった

3．使えなかった

7.4

31.5

2．機器が動かせなかった

-

3．使えなかった

2.1

20.9

4．その他（わからない・
選択肢外など）

6.6
4．知らない

5．その他（わからない・
選択肢外など）

58.4
4．知らない

26.8
5．その他（わからない・
選択肢外など）

43.2
4．知らない

20.6
5．その他（わからない・
選択肢外など）

23.0
4．知らない

17.1
5．その他（わからない・
選択肢外など）

40.4
4．知らない

23.0
5．その他（わからない・
選択肢外など）

77.0

27.2

あなたは大津波が襲う前に、大津波警報を聞きましたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．聞いた

52.5

2．聞かなかった

23.7

3．おぼえていない

20.6
3.1

4．その他（わからない・選択肢外など）

問 7 で「1.聞いた」と答えた方におたずねします
付問 7-1 あなたは、その大津波の警報をどのようにして知りましたか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
1．民放テレビから（CATV 独自番組を含む）

2.2

2．NHK テレビから

3.7

3．民放ラジオから

11.1

4．NHK ラジオから

12.6

5．防災無線の戸別受信機から

0.7

6．防災無線の屋外拡声器から

73.3

7．携帯のエリアメールから

7.4

8．携帯のメールから

2.2

9．携帯のワンセグ放送から

7.4
-

10．インターネット・Web から
11．市町村の広報車から

8.1

12．家族や近所の人から

10.4

13．警察・消防の人から

11.1

14．その他

3.0

15．
（わからない・選択肢外など）

0.7
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↑その他の記入
職場の同僚から。
車内のラジオから。
防災無線の屋外拡声器は聞こえづらかった。

付問 7-2

あなたは、その大津波の警報をいつごろ知りましたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

1. 地震発生の直後に（午後 2 時 50 分ごろ）

34.8

2. 地震発生から 15 分後以内に（午後 3 時すぎまで）

44.4

3. 地震発生から 30 分後以内に（午後 3 時 15 分すぎまで）

17.0

4. 地震発生から 45 分後以内に（午後 3 時 30 分すぎまで）

1.5

5. それ以上の時間の後に（午後 3 時 40 分頃、午後 3 時 50 分頃）

1.5

6. その他（わからない・選択肢外など）

0.7

付問 7-3

大津波警報を聞いたときに「予想される津波の高さ」も聞きましたか。
（○は 1 つだけ）
全体（％）

1. 聞いていない（聞いたかどうか覚えていない）

33.3

2. 聞いたが、津波の予想高さは覚えていない

35.6

3. 聞いてメートルも覚えている

31.1

4. その他（わからない・選択肢外など）

付問 7-4

-

あなたは、その大津波の警報を聞いた時、どのように思いましたか。
（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．すぐ逃げないと間に合わないくらい早く来ると思った

40.7

2．津波は早く来るが、荷物を持って逃げるくらいの余裕はあると思った

23.7

3．津波は早く来るが、子どもを迎えに行ったり、近所に住んでいる親の様子を見に行くくらい
の余裕はあると思った

9.6

4．津波が来るまでには、かなりの余裕があると思った

15.6

5．津波が来るとは思わなかった

10.4
-

6．その他（わからない・選択肢外など）

再び全ての方にお聞きします
問 8

地震のあと、市町村からの「大津波が来るので避難するように」という呼びかけを聞
きましたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．聞いた

56.8

2．聞いていない

40.9

問9

全体（％）
2.3

3．その他（わからない・選択肢外など）

当時あなたがいた場所には、結果的に、津波は来ましたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

全体（％）

1．津波が来た

80.9

3．わからない

0.4

2．津波は来なかった

17.1

4．その他（わからない・選択肢外など）

1.6

- 370 -

問 10

あなたは、大津波が来る前に、避難しましたか。(○は 1 つだけ)
全体（％）

1．避難した

79.0

2．避難しなかった

21.0

全体（％）
-

3．その他（わからない・選択肢外など）

⇒選択肢 1 を選んだ方は付問 10-2 へ
問 10 で「2.避難しなかった」と回答した人だけお答えください
付問 10-1 あなたはなぜ避難しなかったのですか。(あてはまるもの全てに○)
全体（％）
1．津波のことは考えつかなかったので

25.9

2．高台や内陸にいたので

33.3

3．昭和 35 年チリ地震津波や明治・昭和三陸地震津波でも被害のなかった場所にいたので

33.3

4．市町村が作った防災マップに津波が来ないと示されていたので

14.8

5．海の水が大きく引くなどの前兆がなかったので

5.6

6．家族や周りの人も避難しようとしなかったので

5.6

7．市町村から避難の呼びかけを聞かなかったので

5.6

8．大津波警報を聞かなかったので

14.8

9．津波の予想高さが 3 メートルとか 6 メートルと聞き、危険とは思わなかったので

20.4

10．津波が来ると言われていた時間になっても大きな津波が来なかったので

3.7

11．前年 2 月のチリ地震でも大津波警報が出たが、実際は高い津波が来なかったので

13.0

12．海の様子がわからなかったので

16.7

13．以前と違い防潮堤などの津波対策施設が整備されていたので

13.0

14．家族に小さい子ども、高齢者、体が不自由な人など自力での避難が難しい人がいたので

9.3

15．外出していて自宅の様子を見に行こうとしたので

9.3

16．車など避難する手段がなかったので

1.9

17．いざとなったら二階以上に逃げればよいと思っていたので

7.4

18．ほかに急いでやらなければならないことがあったので

1.9
16.7

19．その他

-

20．
（わからない・選択肢外など）

↑その他の記入
以前役場の人にここは津波は大丈夫と言われたので、出かけた家族のことがまず心配だったので。
地震で動けなくてすぐ津波が来た。
1 時間くらいは来ないだろうと思ったから。
津波が来てから気が付いた。二階に上がって家が流されたので二階で助かった。流されなかったら大きな船に当た
られていた。
体の不自由な妻を車に乗せて逃げようとしたが間に合わなかった。
海から離れた場所だったので。
職場にて待機していたので。
職場が海から離れてたので…

⇒問11へ
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問 10 で「1.避難した」と回答した人だけお答えください
付問 10-2 あなたが避難をはじめたのは、地震の発生からどのくらい経ってからですか。
（○は 1 つだけ）
全体（％）
1．揺れている間

16.3

2．揺れが収まった直後

30.0

3．揺れが収まってから 10 分くらいまでの間

21.7

4．揺れが収まってから 20 分くらいまでの間

10.8

5．揺れが収まってから 30 分くらいまでの間

11.3

6．揺れが収まって 30 分以上後

3.4

7．よく覚えていない

3.4

8．その他（わからない・選択肢外など）

3.0

付問 10-3 あなたが避難した理由は何ですか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
1．津波が来ると直感したので

55.7

2．海岸や川の近くにいたので

30.0

3．以前に津波を経験したので

16.7

4．市町村が作った防災マップに津波が来ると示されていたので
5．地震の揺れの強さや長さがいつもとは違ったから

7.9
64.5

6．海や川の水が大きく引いたから

7.4

7．家族が避難しようと言ったから

17.7

8．近所の人が避難するように言ったから、あるいは避難していたから

22.2

9．市町村が避難を呼びかけたから

14.3

10．大津波警報を聞いたから

29.1

11．津波の高さが 3 メートルとか 6 メートルでは済まないだろうと思ったので

7.9

12．防潮堤などの津波対策施設が不十分だったので

1.5

13．役場や消防団の人が来て説得されたから

2.5

14．実際に津波が来ているという話を聞いたから

7.4

15．実際に津波が来るのが見えたから

12.8

16．容易に避難できるところがあったから

13.3

17．避難訓練などで、いつも避難していたから

18.2

18．ほかに急いでやらなければいけないこともなかったから

1.0

19．その他

8.4

20．その他（わからない・選択肢外など）

2.0

↑その他の記入
昔から父母から津波のことを聞いていたのですぐ逃げた。
警報が出てる、とママの話に大津波が頭をよぎった。
先生方から、車を置いて更に高台へ全員避難して下さいと指示があったので。
他の人の指示、客の誘導。
会社側から避難命令がでたから。
実際に海岸で見ていたから。
家の中が壊れた（倒壊したから）。
職場のマニュアルにあったから。
ラジオ（携帯）で仙台に第一波が来たと聞いた。
以前にも津波警報による避難の経験をしたことがある。
避難して来た人がたくさんいたから。
小さい時から海のそばで育っている。チリ津波で恐ろしいと思っているから。
私は小さい頃津波を知っていたから。
地震の大きさで孫達が心配で急いで行った。
消防団活動。
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再び全ての方にお聞きします
問 11

A）あなたはどのような手段で避難をしましたか。（あてはまるもの全てに○）
B）そのうち初めに使った手段はどれですか。（○は 1 つだけ）
Ａ)利用した手段

Ｂ)初めに使った手段

1．歩いて避難した

30.0

21.8

2．走って避難した

23.3

20.6

3．自動車で避難した

49.8

45.9

4．その他

6.2

5.4

5．
（わからない・選択肢外など）

5.4

6.2

↑その他の記入
勤務先が避難ビルだった。
職場に待機した。
その場に残った（病院）。
居た場所がもともと高台で、車で来ていた。
陸前高田市は歩いて逃げられる場所でなかったので（日々思っていました、車で逃げるしかないと）。
建物の屋根に上がった。
主人を連れて歩いた。知らない人の車で避難させてもらった。
自動車で避難しようとした。
船。
海上のため船。
津波に追いかけられてから。

問 12

あなたが最初に避難した場所はどこですか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．指定されていた避難場所

34.6

2．指定されていた避難場所ではない、近くの高い建物
3．指定されていた避難場所ではない、近くの高台や山などの高い場所
4．安全そうな場所にある近くの知人、親戚などの家

8.9
28.8
9.7

5．その他

11.7

6．
（わからない・選択肢外など）

5.8

↑その他の記入
小泉中学校に避難したが、もっと高台と云う事で、中学校の生徒に引っぱられて、高台に行った。
職場の 2 階。←ほかにも 3 つあり
安全だと思った自宅。
避難する前に津波がきたので屋根の上に上がった。
自宅、高台だから。
高台にあるので自宅にいた。
近くの高台。
高台を走行。
実家（夫の）。
病院。←ほかにもあり
子供の学校。
小学校。
子供のいる小学校。
子供のいる学校＝指定の高台はすぐ近くにあったが、学校の方が高いためと、子供がいたので。
子供がいる高台の学校。
ハローワークに 3 日いた、その後妹の所に。
末小に避難したが、後で避難場所ではないことを知り、とまどった。
旧釜石商業。
子供達のいる指定されていた避難場所。
津波のこない場所にいた。
他人の住宅 3 階、コンクリートアパート。
指定場所を知らず、近くの山の高い場所。
指定されていた避難場所よりも遠い高い場所。
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問 13

あなたが避難しようとしたときに、なにか問題が発生しましたか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

1．避難場所を知らなかったので、どこに避難したらよいかわからなかった

4.3

2．地震で家屋や土砂が崩れたり液状化して、避難路がふさがれて通れなかった

2.3

3．避難する道路が車や人で混雑していて、早く移動できなかった

15.6

4．避難するときに、家族や近所の人を待ったために避難が遅れた

5.8

5．避難所が遠かったので、たどりつけなかった

1.6

6．最初に避難した場所が津波で危険だったので、さらに安全な避難場所に避難した

14.8

7．その他

14.4

8．特にない

37.0

9．
（わからない・選択肢外など）

14.8

↑その他の記入
どんな出来事があってもいつでもお世話になれる所なのでこの場所を選んだ。
自宅から 50 メートル位の所に 3 階の丈夫そうな建物があり、もし津波がくるようなときはその建物に避難することにしてい
た。
高い所に避難したが大きい津波なのでもっと高い高台に行った。
津波到達予想時刻まで余裕があったので、さらに安全な場所に避難した。
指定場所だったが、さらに上へと指示され上に上がったが、結果的には指定場所は安全だった。
男性の人がもっと上に避難しろと言われたので、3 回ぐらい上に行った。1 回目の避難場所も津波は来なかった。
電柱が倒れて電線が邪魔だった。
停電で信号が全く動いていなかった。
信号が止まっていた。
信号が消えて、道路が渋滞で前に進めなかった。
病人がいたので、すぐ車にのせて出たつもりだが、枝道より本道路に入ることができない。信号機が止まり渋滞していた。
国道の信号が機能しなくなっていたので、無理にでも通りぬけた。
スムーズに車で高台に逃げることができた。
とにかく高いところに行こうと思った。
どこでもいいから高台へと普段から心の準備をしていた。
とにかく自宅に戻ろうと通れる道を探して仕事現場から 3 時間かかってやっと家族と会った。
津波襲来に気づくのが遅れ、建物の 2 階にしか避難できなかった。
2 階の手すりにつかまって津波が引くのを待って避難した。
歩けない母がいたのでどのようにしたらいいか考えているうちに家の中に水が入って来た。二階に上がって、間に合った。
掛け布団に母を入れて 4 人で避難した。
体調が優れないので、とりあえず病院に戻れば間違いないと思った。
病人の家族を助けようと逃げるのが遅かったので海水を浴びた。
第一避難場所の集会所前に集まった時、二人の老人が居ないのに気が付き何人かの男の人達が見にいったら、家の中に
居たので、歩けないので倒れた戸の上に乗せて、2～3 人で山道を進んで助けた。家族に寝たきり老人がいたので助けても
らった。
もう水が入って来た！
津波にのみこまれた。
津波が来ないと思ったので腰から下は濡れてしまった。
避難所までに低い所を通らなければならず道なき道を歩いた。
道路もなく通れなかった。
親戚の家を頼って行ったら親戚の家も流され一緒に小学校に避難した。
避難場所（訓練時）が海に近い（建物だが知人の家になった）。
一時避難したが再度戻った。

問 14

あなたはご自身、どのような津波体験をしましたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．津波に巻き込まれた

5.8

2．津波に巻き込まれる寸前だった

19.8

3．安全な場所から津波を見た

49.0

全体（％）
4．津波は見ていない
5．その他（わからない・選択肢外など）
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23.7
1.6

問 14 で 1～3 のいずれかに回答した人のみお答えください
付問 14-1 あなたに津波が来襲したのはいつでしたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）
1．避難をしてある程度時間がたってから、津波が来襲した

33.9

2．避難をしてから数分もしないうちに、津波が来襲した

27.1

3．避難の途中に、津波が来襲した

11.5

4．外出先から帰宅の途中に、津波が来襲した

1.0

5．子どもを迎えに行ったり、親や家族の様子を見に行く途中に、津波が来襲した

6.3

6．周囲に避難を呼びかけていたり、手助けしていたところに津波が来襲した

2.1

7．避難をせずその場にいたところに津波が来襲した

13.5
4.7

8．その他（わからない・選択肢外など）

再び全ての方にお聞きします
問 15

地震や津波で、あなたのご自宅はどのような被害を受けましたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．津波によって全壊・全焼した

71.2

2．津波によって半壊・一部損壊した

13.6

3．津波の被害はなかった

7.0

4．地震の揺れによって全･半壊した

3.9

5．その他

4.3
-

6．
（わからない・選択肢外など）

↑その他の記入
水に浸かった。床のあたり。
大規模半壊。
地震の揺れによって一部損壊した。←ほかにも 2 つあり
ほとんどなかったが、多少カベにひび、ふすまがきつくなった。
土地が崩れ、クロスが裂け、外壁ひびなど。
地震で石垣が少し崩れた。
自宅、倉庫 2 家、船 5 隻、車 3 台、なにもかもなくなった。
仕事場・船など全壊。

問 16

今回のあなたの津波避難は、次のどれに当てはまると思いますか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．大きな地震を感じたら、何も考えず、すぐに避難するタイプ

49.0

2．津波警報や避難勧告など、情報を考慮して、避難するかどうか決めるタイプ

24.5

3．避難しようか迷っているうちに、津波警報や近所の人の勧めなどに背を押されて、避難するタイプ

6.6

4．避難しようか迷っているうちに、逃げ遅れるタイプ

3.1

5．津波のことは思い浮かばないで、逃げ遅れるタイプ

1.9
10.1

6．ここは大丈夫だと確信して、逃げ遅れるタイプ
7．その他

3.9

8．
（わからない・選択肢外など）

0.8
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↑その他の記入
家族の安否を確認し全員で避難することを考える。
避難するというより、職場に向かう。
自分 1 人で行動できないタイプ。
会社にて、身勝手な行動がとれないため避難が間に合わなかった。
最低限の物を持って逃げるタイプ。
どうしたら良いか分からなくて動けなくなるタイプ
自身の判断に従う。
津波の無い所で育ったので津波のこわさを知らなかった。

問 17

地震からどれくらいの期間、あなたのところは電気や通信の障害が続いていましたか。
（あてはまるもの全てに記入）
1．
（

）日間くらい

平均日数

2．その他

63.8

29.7

9.3

7.4

44.5

15.6

固定電話やファクス

26.1

53.7

12.8

携帯電話の通話

55.3

18.3

6.6

携帯電話のメール

38.1

16.6

7.0

9.7

27.8

13.2

電気
公衆電話

インターネット

↑その他の記入
［電気］
中学校へ行き主人は顔面ケガ、大船渡病院入院、南昌病院入院、9 月 27 日死亡。電気がいつまでつかなかったかわ
からない。私は北小学校に移った。
1 ヶ月以上。
5 ヶ月。
7 ヶ月。
現在まで。
発電機で対応していた。
［公衆電話］
近くに公衆電話ない。
分からない。
知らない
［固定電話やファクス］
1 ヵ月以上。
2 ヵ月。
4 ヶ月。
7 ヶ月。←複数あった
流された。
避難所の衛星電話。
［携帯電話］
2 ヶ月。
3 ヶ月。
忘れた。
衛星電話が来た。
［インターネット］
2 ヵ月。
3 ヶ月。
4 ヶ月。
まだダメ。いまだ、モバイルのみ。
インターネットなし。
使用しなかったのでわからない。
［その他］
水 65 日間。
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問 18

地震発生から数日間、あなたはどのような情報が知りたかったですか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

1．今回の地震の震源地、規模について

33.1

2．今後の余震の可能性や、規模の見通しについて

45.1

3．津波の状況や今後の津波の可能性について

51.0

4．地震や津波の被害状況について

53.7

5．家族や知人の安否について

82.5

6．水道･ガス・電気・電話の復旧の見通しについて

64.6

7．交通機関・道路について

35.0
9.3

8．自家用車について
9．ガソリン・灯油について

52.9

10．水・食料や生活物資について

66.5

11．病院、医療、衛生について

38.9

12．トイレ・風呂について

36.6

13．避難生活について

30.4

14．原子力発電所の状況について

12.1
8.6

15．仕事・学校・求人について
16．仮設住宅について

28.0

17．国や自治体の対応について

23.3

18．その他

2.3

19．特にない

0.4

20．
（わからない・選択肢外など）

0.8

↑その他の記入
老人ホーム等の状況。
老人がいたので薬等（老人ホームに 4 日後に避難できたので助かった）。
家が壊れて、いつ帰れるか一番知りたかった。

問 19

地震発生から数日間、災害に関する情報を得るために役に立ったものは何ですか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

1．テレビ

25.7

2．ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放送

14.4
-

3．ケーブルテレビの独自番組
4．ラジオ（1.NHK 30.6 2.TBC 2.2 3.IBC 26.7 4.FM 仙台 4.4 5.FM 岩手 10.6 6.その他 0.6
7.(わからない・選択肢外など) 49.4）

70.0
3.5

5．コミュニティ FM・臨時災害 FM
6．新聞（1.全国紙 15.2 2.地方紙 29.5 3.地元地域紙 32.1

4.(わからない・選択肢外など) 46.4）

43.6
10.1

7．携帯電話の通話
8．携帯エリアメール

1.6

9．携帯メール

3.1

10．市町村の防災（同報）無線

5.8

11．携帯・パソコンの Web ページ

-

12．パソコンのメール

0.8

13．SNS（ミクシーやツイッター）
14．口コミ

14.4

15．避難所にある掲示やチラシ

31.1

16．その他

1.6

17．特にない

0.8

18．
（わからない・選択肢外など）

3.5
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↑その他の記入
停電でラジオを聞いた。
停電のため情報接取不可。
他人のラジオから。
遠くに居る家族の知らせ。

問 19 で「4.ラジオ」と回答した人だけお答えください
付問 19-1 ラジオのどのような情報が役に立ちましたか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
1．大津波警報

30.6

2．予想される津波の高さや到達時間

32.8

3．津波の状況

55.0

4．地震の震源や各地の震度

38.9

5．余震の状況

41.7

6．被害の状況

66.7

7．避難の呼びかけなどのアドバイス

16.1

8．生活情報

39.4

9．多くの人々が応援していることがわかったことや安心感を得たこと

25.6

10．安否情報

44.4

11．その他

0.6

12．
（わからない・選択肢外など）

3.3

再び全ての方にお聞きします
問20

災害時に電話がつながらない時、自分の安否を家族に伝えることができる仕組みに、
電話の「災害用伝言ダイヤル（171）」や携帯電話の「災害用伝言板」があります。あ
なたは今回これらを使いましたか。（○はそれぞれ1つだけ）
1．使った

2．使わなかった

3．つながらなかった

4．その他

電話の災害用伝言ダイヤル（171）

7.8

61.9

17.9

12.5

携帯電話の災害用伝言板

4.7

57.2

20.6

17.5

問 21

ご家族全員の安否がわかったのは、地震当日からどのくらい経ってからですか。
（○は 1 つだけ）
全体（％）

1．地震発生の当日
2．翌日

全体（％）

28.8

5．5 日以上経ってから

22.2

6．現在もわかっていない

3．3 日目

18.7

7．その他（わからない・選択肢外など）

4．4 日目

6.6

問 22

17.9
5.8

あなたは、ご家族や知人の安否情報をどこから得ましたか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
19.8

1．それぞれの避難所の掲示から

1.9

2．グーグルのパーソンファインダーから
3．新聞から（1.全国紙 - 2.地方紙 20.9 3.地元地域紙 41.9 4.その他(わからない・選択肢外など) 41.9）
4．放送から（1.NHK 15.4 2.その他 38.5 3.(わからない・選択肢外など) 46.2）

16.7
5.1
58.0

5．知り合いの人づて

3.1

6．市町村や警察・消防・自衛隊から

0.4

7．ボランティアから

19.1

8．その他

8.9

9．
（わからない・選択肢外など）
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↑その他の記入
携帯電話。←×4
メール。←×3
衛星電話。←×3
電話がつながるまで 10 日以上かかった。
東北電力の電話。
近所の人から。←×2
いとこから。
ラジオ。
市役所掲示。
直接会った。←×4
本人が来た。←×2
避難所に帰って来たから。←×2
家族が避難所で合流して。
本人が自力で帰ってきた。
徒歩で家にたどりついた。
本人が数日たってから来た。
会いに来てくれた。
避難所に行って捜した。
自分で捜した。←×3
探しまわった。←×2
自分で行って確かめた。
家を見て歩いた。
2 週間後道路が開通して、直接知人宅へ行った。
避難所を数カ所見て歩いて。
直接（2 週間後）家に行ってみた。
自宅に戻ってから。
自宅に集まって。
一緒に居た。

問 23

あなたは、地震発生から 1 か月後、どのようなことが知りたかったですか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

1．今回の地震についての震源地、規模について

16.0

2．今後の余震の可能性や、規模の見通しについて

38.5

3．津波の状況や今後の津波の可能性について

40.1

4．地震や津波の被害状況について

34.2

5．家族や知人の安否について

37.4

6．水道･ガス・電気・電話の復旧の見通しについて

63.0

7．交通機関・道路について

33.9
7.4

8．自家用車について
9．ガソリン・灯油について

41.2

10．水・食料や生活物資について

54.5

11．病院、医療、衛生について

37.4

12．トイレ・風呂について

30.4

13．避難生活について

32.7

14．原子力発電所の状況について

14.0

15．仕事・学校・求人について

11.3

16．仮設住宅について

49.4

17. 復旧・復興・生活再建について

41.6

18．国や自治体の対応について

28.8

19．その他

1.6

20．特にない

0.4

21．
（わからない・選択肢外など）

1.2
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↑その他の記入
考えに余裕がないようで、その場（避難所）その場に慣れることで精一杯のようだった。
2 ヶ月位は、ただ茫然と、命と財産と引き換えなのだと思い後ろを見ないことにしました。ただ、茫然としていました。
物資がいつ届くのか。
住宅ローン。

問 24

地震発生から 1 か月後、災害に関する情報を得るために役に立ったものは何ですか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
63.4

1．テレビ

8.2

2．ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放送

-

3．ケーブルテレビの独自番組
4．ラジオ（1.NHK 31.9 2.TBC 3.0 3.IBC 21.5 4.FM 仙台 4.4 5.FM 岩手 11.9 6.その他 0.7
7.(わからない・選択肢外など) 51.9）

52.5
5.4

5．コミュニティ FM・臨時災害 FM
6．新聞（1.全国紙 20.5 2.地方紙 28.1 3.地元地域紙 33.9

4.(わからない・選択肢外など) 43.3）

66.5
20.2

7．携帯電話の通話

2.3

8．携帯エリアメール

10.5

9．携帯メール
10．市町村の防災（同報）無線

7.4

11．携帯・パソコンの Web ページ

5.1

12．パソコンのメール

0.8

13．SNS（ミクシーやツイッター）

1.2

14．口コミ

17.9

15．避難所にある掲示やチラシ

38.1

16．その他

1.2

17．特にない

0.4

18．
（わからない・選択肢外など）

0.8

問 24 でいずれかを選んだ人のみお答えください
付問 24-1 その中でとくに役に立ったものを挙げてください。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

全体（％）

1. NHK テレビ

55.7

8. 岩手日報

27.1

2. 民放テレビ

27.8

9. 東海新報

39.2

-

3. CATV 独自番組

10. 盛岡タイムス

-

4. NHK ラジオ

29.0

11. Yahoo

1.2

5. 民放ラジオ

20.8

12. Google

2.7

9.0

13. その他

3.5

14. （わからない・選択肢外など）

8.6

6. 臨時災害 FM 放送
7. 河北新報

11.0

↑その他の記入
停電でラジオしか聞けなかった。
三陸新報。×2
朝日新聞。
気仙沼市発行の情報誌。
気仙沼市のホームページ。
避難所に貼られた情報のチラシ。
家の中にだけ居るので、すべてが知りたいです。

- 380 -

問 24 で 1～3 のいずれかに回答した人だけ、付問 24-2 と 24-3 にお答えください
付問 24-2 テレビのＬ字やテロップ情報は役に立ちましたか（○は 1 つだけ）。
全体（％）

全体（％）

1．非常に役に立った

35.2

4．見ていない

2．ある程度役立った

34.7

5．その他（わからない・選択肢外など）

3．役に立たなかった

2.8

付問 24-3

9.1
18.2

地上デジタル放送のｄデータ放送は役に立ちましたか（○は 1 つだけ）。
全体（％）

1．非常に役に立った

9.1

2．ある程度役立った

14.2

3．役に立たなかった

3.4

全体（％）
4．見ていない

50.0

5．その他（わからない・選択肢外など）

23.3

再び全ての方にお聞きします
問 25

あなたは、現在、どのようなことが知りたいですか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
5.1

1．家族や知人の安否について
2．今後の余震や津波の見通しについて

31.9

3．仮設住宅について

26.5

4．放射能による汚染について

24.5

5．病院、医療、衛生について

10.1

6．経済的支援について

50.6

7．復旧・復興・生活再建について

77.4

8．国や自治体の対応について

49.0

9．仕事・学校・求人について

12.5

10．原子力発電所の状況について

17.1

11．その他（

0.8

）

12．特にない

0.8

13．
（わからない・選択肢外など）

1.9

↑その他の記入
高台移転の地。
公営住宅について。
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問 26

現在、災害に関する情報を得るために役に立っているものは何ですか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）
83.7

1．テレビ
2．ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放送

4.7

3．ケーブルテレビの独自番組

0.4

4．ラジオ（1.NHK 23.6 2.TBC 3.4 3.IBC 30.3 4.FM 仙台 3.4 5.FM 岩手 5.6 6.その他 2.2
7.(わからない・選択肢外など) 49.4）

34.6
2.7

5．コミュニティ FM・臨時災害 FM
6．新聞（1.全国紙 21.1 2.地方紙 28.0 3.地元地域紙 46.6

4.(わからない・選択肢外など) 30.4）

62.6

7．携帯電話の通話

10.9

8．携帯エリアメール

11.7
6.2

9．携帯メール
10．市町村の防災（同報）無線

19.8

11．携帯・パソコンの Web ページ

10.5

12．パソコンのメール

1.6

13．SNS（ミクシーやツイッター）

1.6

14．口コミ

7.0

15．避難所にある掲示やチラシ

5.8

16．その他（ 市広報誌 ）

0.4
-

17．特にない

3.5

18．
（わからない・選択肢外など）

問27

地震前あなたは、お住まいの地域の津波防災マップ（ハザードマップ）を見てどう思
いましたか。（○は1つだけ）
全体（％）
36.2

1．自宅に津波被害の危険があることがわかった

9.7

2．自宅には津波被害の危険性がないことがわかった
3．自宅に津波被害の危険があるかどうかよくわからなかった

14.4

4．覚えていない

10.9

5．見ていない

24.9
3.9

6．その他（わからない・選択肢外など）
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再び全ての方に、災害報道についてお尋ねします
問 28

あなたは災害後、どの程度テレビ・ラジオ・新聞を見聞きしていましたか。地震後数
日間と、1 か月後、現在の 3 時期について教えてください。
（○はそれぞれ 1 つだけ）
1．ほぼ毎日

平均時間数

1）テレビ

29.6

3.8

2）ラジオ

44.0

6.6

①地震発生後数日間

29.2

2.8

1．ほぼ毎日

平均時間数

1）テレビ

52.5

4.2

2）ラジオ

31.5

3）新聞

45.1

3）新聞
②地震から 1 か月後

4）災害 FM ラジオ

2.数日に一回程度

3.見聞きしていない

4．その他

3.5

37.0

29.6

8.9

16.7

30.0

7.4

29.2

34.2

3.見聞きしていない

4．その他

8.2

11.3

28.0

4.3

11.3

19.1

38.1

2.5

12.8

9.7

32.3

2.数日に一回程度

7.4

5.0

1．ほぼ毎日

平均時間数

1）テレビ

83.3

4.2

4.3

0.4

12.1

2）ラジオ

23.3

3.4

8.2

23.3

44.7

3）新聞

57.2

2.2

12.1

5.1

25.7

3.5

2.5

4.3

32.7

59.5

③現在

4）災害 FM ラジオ

問 29

5.1
2.数日に一回程度

25.7

61.9

3.見聞きしていない

4．その他

あなたは、今回の震災報道で次のような問題があったと思いますか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

1．自分の住んでいる地域の取材や報道が少なくて不公平感を覚えた

21.4

2．取材対象の地域が偏っていて、報道が少ない地域では支援や対応に影響が出たと思う

44.4

3．震災の全体（％）像がわかりにくいと思う

16.7

4．津波の映像が繰り返し放送され、見るのがいやになった

30.7

5．被害の報道ばかりでなく、生活に関する情報をもっと放送してほしかった

39.7

6．いい加減であったり、実際のことを誇張したりした報道も多かった

10.5

7．原子力発電所の事故の報道が多くなり、地震・津波に関する報道が少なくなった

17.5

8. 放射線に関する報道はとてもわかりにくかった

23.3

9．不安ばかりをあおって、安心する報道が不十分ではないかと思う

16.0

10. 報道が風評被害を助長した

18.7

11. 風評被害を恐れるあまり、危険性を伝える報道が抑えられていた

6.6

12．政府や東京電力の責任ばかりを報じているが、報道各社自身もっと責任を感じてほしい

11.7

13．被災者への配慮が足りないと思う

21.0

14．地震や津波の細かい情報ではなく、もっと避難の呼びかけをした方がよかったと思う

16.3

15．その他

3.9

16．特に問題はないと思う

7.0

17．
（わからない・選択肢外など）

8.9
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↑その他の記入
同じ CM ばかり流れていて、それが震災時のイメージとなり、もっと多種多様の CM が見たかった。
私は 84 才、津波は 3 回目。国道ドライバーに手話で車を拾てて逃げろと合図したが誰 1 人逃げなかった。今も残念に思っ
てゐる。
報道各社は、このような災害時は協力して、安否情報や物資情報など、バラバラでなく一律で継続して報道し、被災者と被
災地の支援中心に報道すべきである。
震災後、数日間は停電により報道を見れなかった、ワンセグも切れた。
停電のため、報道は皆無！

問 30

このたびの震災の経験から、あなたが信頼できる情報源はどこですか。
（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

全体（％）

1．テレビ・ラジオ

84.4

7．原子力保安院

0.8

2．新聞

49.8

8．都道府県

7.0

3．ネットニュース

3.1

9．市町村

21.0

4．ブログ・ツイッター

2.7

10．その他

3.1

5．政府

2.3

11．
（わからない・選択肢外など）

6.2

6．気象庁

11.3

↑その他の記入
市の公報は役に立つ。
口コミ。
報道記者のいない所のニュースは出ていない。
自分が直接見たものだけ。

問 31

テレビ・ラジオ・新聞などの報道で、よかった点・悪かった点などがありましたら、
自由にお答えください。

(省略)

問 32

震災後、情報の入手に関して変えたことがありましたら、自由にお答えください。

(省略)
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最後にあなたご自身のことについてお聞きします
Ｆ1

性別
全体（％）
42.8

1．男性

Ｆ2

全体（％）
2．女性

全体（％）

56.0

3．その他（わからない・選択肢外など）

1.2

年齢 （○は 1 つだけ）
全体（％）

1．20 歳代

5.8

2．30 歳代

全体（％）
5．60 歳代

25.7

12.5

6．70 歳以上

25.7

3．40 歳代

12.1

7．その他（わからない・選択肢外など）

4．50 歳代

17.1

Ｆ3

0.8

職業 （○は 1 つだけ）
全体（％）

全体（％）

1．漁業従事者

9.7

7．主婦

14.4

2．農業従事者

1.6

8．学生

0.4

12.8

9．無職

26.5

3．自営業
4．旅館・民宿
5．勤め人（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ含む）

29.2

10．その他

1.6

11．
（わからない・選択肢外など）

1.2

1.9

6．公務員

Ｆ4

0.8

震災時の居住形態 （○は 1 つだけ）
全体（％）

1．木造一戸建て

83.7

2．鉄筋一戸建て
3．木造の集合集宅

Ｆ5

全体（％）
4．鉄筋の集合住宅

3.1

5.8

5．その他

2.7

2.7

6．
（わからない・選択肢外など）

1.9

震災時にあなたと同居していたご家族はどなたでしたか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

全体（％）

1．夫または妻

63.8

5．孫

12.8

2．あなたの子ども

54.5

6．その他

13.6

3．親

33.1

7．同居していない、もしくは不明

4.7

4．兄弟姉妹

Ｆ6

3.5

震災時、次のような方は同居していましたか。（あてはまるもの全てに○）
全体（％）

全体（％）

1．小学生以下の子ども

24.9

4．足の不自由な方

11.7

2．65 歳以上の高齢者

40.9

5．同居していない、もしくは不明

38.9

3．病気で介護の必要な方

Ｆ7

7.0

自宅から海までの距離はどのくらいでしたか。（○は 1 つだけ）
全体（％）

全体（％）

1．歩いて 10 分以内

63.8

4．歩いて 30 分以上

2．歩いて 20 分以内

16.7

5．その他（わからない・選択肢外など）

3．歩いて 30 分以内

7.4

長時間ご協力いただき、本当にありがとうございました。
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10.1
1.9

９. 南相馬被災市民アンケート調査
９.１. 調査概要
東日本大震災による地震・津波、そして
それらに伴う東京電力福島第一原子力発電
所レベル 7 過酷事故発生時における災害情
報・避難対応などに関し、当時の実態と課

調査
地域

題などを明らかにするため、福島県南相馬
市でアンケート調査を予備的に実施した。
実施時期は 2012 年 3～4 月、対象者は南相
馬市原町区に住まわれている市民 20 名で、
知人を頼っての配票調査とした。調査票と
単純集計結果を、本章末尾に示す。

９.２. 調査結果
９.２.１. 回答者の属性
アンケートの回答者は、男女 10 名ずつ、
60 歳以上が 9 割
（70 歳以上が 6 割）
を占め、
勤め人は 2 割という構成だった。自宅から
海岸までの距離は、徒歩 30 分以上が 1／3、
20 分以内は 1 割だった。被災状況は、津波
で全壊が 1 割、地震の揺れで一部損壊が 8
割、95％は原発事故がらみで避難した。自
宅の（当初の）区域指定は「緊急時避難準

調査
地域

備区域」が半数以上、あとは「警戒区域」
「計
画的避難区域」のいずれかという答だった
（図 9.1）。
９.２.２. 地震発生直後にとった行動
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、東北地方太
平洋沖地震発生直後にとった行動は、
「屋外
に出た」が 2／3 で、放送や通信を用いて情
報を得ようとした人は 1／3 だった（MA）。
回答者の 7 割は津波のおそれを想起せず、
津波に対する避難対応は 1 割（津波来襲前
は 5％）にすぎなかった。その後にわが身に
ふりかかかった厄災、すなわち、想定を大
きく超えた津波や、原発からの放射性物質
については、ほとんど念頭になかった。

図 9.1 福島原発事故の放射能汚染に伴う区域設定
（経産省・福島県資料より）
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ラジオなどを通じて“大津波警報”を聞いた人は半数までいかず、聞いた人も多くは自ら
に大津波が襲って来ると真に受けていなかった。市が 14 時 55 分に発令した（津波の）避難
勧告を聞いた人も、2 割にすぎなかった。原発はもちろん、津波災害のリスク認知も全体に低
調だった。
９.２.３. 原発事故の認知と避難
原発事故における避難の特異性は、有害な放射性物質の放出実態を周辺住民が直接知る術
がなく、逃げるにも加害者側からの情報提供によらざるを得ない点にある。今回、地震後に
まず出たのは「原子炉は無事自動停止した」という情報だった。そして異常事象発生の第一
報は、東電福島第一原発吉田所長が 3 月 11 日午後 3 時 42 分に“全電源喪失”を覚知して、
午後 4 時頃に原子力安全・保安院にファクスした原子力災害対策特別措置法の第 10 条通報だ
った。それを受け、午後 4 時 47 分に指定公共機関である NHK が災害報道の一つとして放送、
午後 5 時前に首相が会見、午後 7 時過ぎに“原子力緊急事態宣言”、午後 9 時以降になってよ
うやく複数の「避難指示」などと続いた。これらの広報の際、ことごとく事故の過小評価に
つながる「あくまでも万が一に備え念のため」
「ただちに健康に影響はない」「時間は十分に
あります」
「安心して不確実な噂に惑わされることなく」「全力で万全な態勢を整え」などの
文言が添えられていた。好意的に見るならば、危険を煽っていたずらに混乱させないように
との配慮だろうが、おおごとではないどこ
0.0%

ろか、実は現場では相当際どい状況に追い
込まれていた。電力会社や政府などが、原

3月11日

発でシビアアクシデントは起きないとい

3月12日

う基本的立場を崩せず、どうしても真相を

3月13日

認めるのが遅れがちになり、控えめなバイ

20.0%

0.0%

60.0%

26.3%
21.1%

5.3%

3月14日

アスのかかった情報しか表に流さなかっ

40.0%

45.0%

15.0%
21.1%

深刻さを認識
35.0%

自宅から避難

3月15日

0.0%

3月16日～

0.0%

たと住民が認識したのは、1 号機が爆発し

3月25日～

5.0%
0.0%

た 2 日目と次いで 3 号機が爆発した 4 日目

図 9.2 原発事故の深刻さを認知／自宅から避難した日

た。
福島第一原発がただならぬ事態に陥っ

15.8%
10.5%

が多かった（図 9.2）
。深刻な事態だと認識
したきっかけは「避難を呼びかけられたの
で」が 6 割と最も多く、次いで「爆発映像」
（福島中央テレビの無人カメラが捉えた
史上初の“大きな煙が上がった”映像）が
4 割、その他の自由記述には「じかに爆発
音を聞いた」などがあった（MA）。テレビ
の映像が、原発の安全神話を信じこんで安
心していた人びとを一瞬で目覚めさせた。
また、自宅から避難した日は、初日、2

図 9.3 市のバスによる避難誘導
(南相馬市「東日本大震災による南相馬市の被害」より)
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日目と 4 日目が多かった（図 9.2）。避難のきっかけは「市が避難を促したので」が 5 割近く
と一番多く、次いで「自分自身が危険を感じたので」が 3 割弱だった（MA）
。住民の 1／4 は
初日に避難したが、この時点では誰一人として深刻な危機感を持っていなかった。ほとんど
無害だと説明された万一のベントなどに備えて避難してほしいとの呼びかけに、1 日か長くて
も数日間のつもりで協力したという構図だ。
「あくまで念のため」避難したはずなのに、原子
炉が暴走し、その後何年も続けて避難生活を送らざるを得なくなった。肝心の市町村役場も、
時々刻々の緊急通報を受け取っていたわけではなかった。その他の自由記述には、「最初は
20km 圏の境界近くで、3 月 15 日から遠くへ避難した」「屋内退避と決めていたが兵糧攻めの
状態になったので」
「電気、水が出ないため」などがあった。
後日明らかになった放射性物質の放出・拡散状況は、2 日目午前に始まり、4 日目夜半から
急激に増加して 5 日目から 6 日目にかけて 2 号機が主因となってピークに達した（図 9.4）
。
それに対して行政は、2 日目の朝 5 時 44 分に半径 10 キロメートル圏内に避難指示、同日 18
時 25 分に半径 20 キロメートル圏内に避難指示、5 日目 11 時 00 分に半径 20～30 キロメート
ル圏内に屋内待機の指示を出した。さらに 5 日目以降は、南相馬市がバスで集団避難を誘導
した（図 9.3）
。結局、行政の指示に従って、知らず知らずに汚染濃度の高いホットスポット
周辺を逃げ惑ったのではないか…と思うと、とても気の毒だ。オフサイトセンター（緊急事
態応急対策拠点施設）や SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測システム、図 9.5）が生かされ
なかったなど、緊急時の情報伝達に大きな問題があった。
東京大学の廣井脩教授は、1999 年 JCO 臨界事故の被ばく被害発生を受け「原子力防災広報
については、ひょっとしたら誤報かもしれないとか、施設から詳しい情報が入ってから伝え
ようかとか、軽微な事象か大規模な事象かを見極めてから伝えようとかいう配慮は必要ない
のではないだろうか」と、安全最優先で考え、急速な事態の進展に遅れないよう、一刻も早
くアラート情報を周知すべきだと指摘した。もし正確な情報をきちんと出せないのなら、原
発の運転などあってはならないことだが、廃炉に向け、原発内の気体には臭いをつける、原
発内の液体には色を付けるなど、はっきり可視化できるような手だてをとりたい。

図 9.4 福島第一原発周辺の空間線量率（原子力安全･保安院・東京電力公表値より）
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図 9.5 福島第一原発周辺の SPEEDI 計算結果（3/12 15～16 時、外部被ばく狭域、原子力安全･保安院）

避難する際に困ったことは、
「避難するガソリンが不足していた」が 95％、
「水や食料、毛
布などの物資が不足していた」が 50％だった（MA）
。自由記述には、動物や作物の世話、避
難に関する説明が不十分などの課題があげられた。つまり、避難しようにも思うに任せない
状況だった。なお、道路が渋滞という記述はなかった。
別途われわれが実施した新潟県下への広域避難者に対するアンケート調査（日本災害情報
学会デジタル放送研究会’５「検証 ～東日本大震災～ 命を支える情報はどうなっていたの
か」、2013.11、http://www.jasdis.gr.jp/_userdata/06chousa/dttv/dttv5_report.pdf、以下「新潟調査」
という）と、原発事故時の避難行動で異なる点は、回答者がフクイチ近傍の居住者だけで、
行政からの“避難指示”とともに、実際、家で暮らせなくなり、より早い段階から避難する
しかなかったことだ（表 9.1）
。また、詳しくは後述するが、年齢層の違い、さらに子供の将
来の健康を放射線物質から守ろうとする意志の強弱が、オルタナティブなネットメディアの
情報に接するかどうかを分け、東京電力と国のみならず、既存のマスメディアにも非難の矛
先が向くかどうかにつながるという結果になった。そして悲しいことに、第一にわが子を守
りたいとする思いと、愛着のある土地へのこだわりとがトレードオフになってしまい、住民
間に亀裂を生じてしまった。
表 9.1 南相馬調査と新潟調査との対比
回答者

類似点

相違点

南相馬調査（2012.4 実施、N=20）
新潟調査（2012.7 実施、N=114）
・年齢が 70 歳代中心（高齢な夫婦世帯）
・年齢が 30 歳代女性中心（若い母子世帯）
・区域指定で行政からの避難指示（県内近傍） ・自主的な遅めの避難が主（県外一家離散）
・地震や津波被害よりも原発事故のせいで避難した
・東電、政府などが出した（隠ぺいした）情報に対し強い不信を持っている
・放射能による人の健康被害に関して切実な心配がある
・放射性物質の汚染状況と今後の除染の見通しについて真実を知りたがっている
・伝統的なマスメディアから情報入手
・既往のマスメディアだけでなく、パーソナル
・放射性物質で汚染された地域の再興への不安
ユースの IT ツールからも情報入手
がより大きい
・既存のマスメディア報道に対する痛烈な批判
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９.２.４. 原発事故で困ったこと
原発事故の際に困ったことのうち、平素から馴染みの薄い原発とか放射線の“科学的な危
険性”に関しては、
「専門家や政府を信用できない、誰を信用していいか分からない」「実際
にどの程度危険か分からない」
「食べ物や水の表示を信じていいか分からない」「専門的な説
明がわかりにくい」の回答が多かった（図 9.6、MA）
。自由回答には、「専門家でも人によっ
て危険度の説明が違うように感じられた」「何が安全なのか？」「事故情報が信用できない。
真実の報道がなされていない」などがあった。
同じく“生活について”は、
「補償の見通しが分からない」「身近な生活情報が不足してい
た」
「田や畑の管理ができなくなる」
「地元の治安が悪化する（空き巣など）」「地元で仕事が
できなくなる」との回答が過半数だった（図 9.6、MA）
。自由回答には、「放射能汚染に対す
る精神的苦痛は未だに消えず原発事故以前の日常生活には戻れず気力、集中力が欠けてきて
いる」
「常磐線不通のため今まで行っていた行きたいところに行けなくなり、陸の孤島みたい
0.0%

【科学的な危険性】

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

専門家や政府を信用できない、誰を信用していいか分からない

90.0%

実際にどの程度危険か分からない

85.0%

食べ物や水の表示を信じていいか分からない

75.0%

専門的な説明がわかりにくい

60.0%

農産物や畜産物の規制が厳しい
インターネットや携帯から必要な情報を得ることが難しい
その他

【生活について】

0.0%

20.0%
15.0%
10.0%
20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

補償の見通しが分からない

70.0%

身近な生活情報が不足していた

65.0%

田や畑の管理ができなくなる

60.0%

地元の治安が悪化する（空き巣など）

55.0%

地元で仕事ができなくなる

50.0%

家畜やペットの世話ができなくなる

45.0%

家族が別居しなければならない

45.0%

デマやうわさに振り回される
その他
0.0%

【地域社会について】

30.0%
15.0%
20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

人口や事業所の流出などで地域が弱体化する

80.0%

地元の産業が風評被害を受ける

75.0%

地域住民がばらばらになり近所づきあいができなくなる

70.0%

地元の情報が入らなくなる
その他

図 9.6 原発事故で困ったこと

- 390 -

50.0%
5.0%

で精神的にすっきりしない！」
「原町区は店が全部閉じていて食料が不足した」「2～3 日で避
難所より自宅に戻れると思った」などがあった。
そして“地域社会について”は、
「人口や事業所の流出などで地域が弱体化する」「地元の
産業が風評被害を受ける」
「地域住民がばらばらになり近所づきあいができなくなる」「地元
の情報が入らなくなる」の回答が過半数だった（図 9.6、MA）
。自由回答には、
「生涯センタ
ーの貸出も遅れて戻った人での活動もできなかった」
「汚染を気にしながらの生活は不安であ
る」
「地元の治安」などがあった。
これらの回答は、前述の新潟調査と似た傾向を示すが、放射性物質による汚染がよりいっ
そうひどい地域なため、
“健康に関する不信・不安”が同程度あるとともに、どこかに移動し
て回避する選択肢がとりえない“地域の生活再建や産業再建”を心配する声が強かった。
ちなみに、食品の汚染に関しては、3 月 19 日、福島県の牛乳と茨城県のホウレンソウから
暫定基準値を超す放射性ヨウ素などが検出され、3 月 22 日、東京都金町浄水場の水道水が幼
児飲用禁止となった。5 月 9 日には神奈川県の茶から暫定基準値を超す放射性セシウムが、そ
の後、肉牛、コメ、きのこ、そして魚介類などから、次々と有害な放射性物質が検出された。
低レベル放射能汚染における基準値自体、議論の分かれるところなので、安全か危険かはっ
きりしないことが「風評被害」を招いてしまうような状況だ。
９.２.５. 原発事故の情報を得るのに役立った媒体と知りたかった情報
１）有用な媒体
原発事故の情報を得るのに役立ったメディアは、圧倒的にテレビだった（図 9.7、MA）
。テ
レビの L 字情報は 65％、地デジのデータ放送は 40％の方が役立ったと答えた。例えば NHK
福島放送局のデータ放送には、独自の放射能汚染情報があり、ネットユーザでなくても簡単
なリモコン操作でこの情報に接することができる（図 9.8）
。次いで高かったのは新聞で、地
方紙が全国紙に水をあけていた。ラジオも普通より多く聴かれていたようで、時間を追って
漸増傾向だった。この傾向は 1 ヶ月後、1 年余後も概ね続いたが、新聞が徐々にテレビを追い
上げた。いずれもほぼ毎日視聴されており、一日あたりテレビは 4.2～2.7 時間、ラジオは 4.9
～5.3 時間、新聞は 1.7～1.2 時間平均だった。中でも役に立ったとするのは「NHK」「福島民
報（などの地元紙）」
「毎日新聞」などだった。ちなみに毎日新聞が「県民健康管理調査」報
道で一躍注目を浴びたのは、本アンケート調査実施時期よりも後になってからのことだ。
一方、放送や新聞などといったコンベンショナルな情報媒体にくらべて、IT 系の媒体利用
はどれも少なかった。おそらく回答者の年齢層が高く馴染みが薄いことと、ネット接続環境
などの影響だろう。この点は、インターネットなどの情報通信を情報収集に活発に利用して
いた新潟調査と大きな違いがあった。すなわち、日常的にネットメディアにアクセスしてい
るかどうかの違い、つまり、オルタナティブな必要情報入手手段が身近にあるかどうかの差
がはっきりでた。東京工業大学の徳田雄洋教授は「大手メディアが一種類の公式発表のみを
大量に伝えることにより生じた情報空白」と福島原発事故の報道を揶揄したが、マスメディ
アがたれ流した“
（東電や官製）発表情報”に対する不信・不満（この批判自体はどちらも同
程度あった）をぶつける先へ影響を及ぼしたようだ。
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図 9.7 原発事故の情報を得るのに役立った媒体

２）情報ニーズ
今でこそ、福島第一原発は早々に制御不能に陥り、なす術がないまま炉心溶融を起こして
爆発したことが明らかになっている。しかし当時、放射性物質拡散の恐怖へと突き進んでい
る状況にあることなど、住民には一切知らされていなかった。まずこれが一番の問題だ。
その後、避難者が知りたかった情報は、主に「原発事故の状況の推移」
「放射能汚染の見通
し」
「水・土壌・海の汚染」
「放射能に対する行動の仕方」などだった（図 9.9、MA）。経時的
にみると、事故の推移とか避難、放射能に関する知識などは初期に多く、放射性物質による
汚染と関連性が深い属地的な第一次産業の今後の見通しなどは、調査時点（1 年 1 ヶ月後）の
ほうが多かった。増加傾向にある後者は、新潟調査よりも関心が高くでた項目でもある。
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図 9.8 福島県下の地デジのデータ放送画面例（NHK 総合と TUF、2013 年 12 月 11 日撮影）

※ NHK 福島放送局では「放射線量測定値」とフクイチとの位置関係がわかる「風の予想」を提供中
・これらの情報への選択メニューはたどり着きやすいように複数ルートが用意されていた
・右下の TUF テレビユー福島では普通に風の実況図が提供されていた
・県内の他の民放 3 局ではこれらに該当するようなデータ放送の情報は見当たらなかった
・隣県ではこれらの情報は提供されていなかった（放射性物質による汚染がまったくないわけではない）
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図 9.9 原発事故に関して知りたかった情報

どれほど危険でかつ盲目的な避難をせざるを得なかったか、心中察するに余りある。そして、
その後も復旧や復興に向けた説明が不足していることが読み取れる。
９.２.６. 信頼できる情報源と報道への評価
１）信頼できる情報源
信頼して利用し評価できる情報源としては、テレビ・ラジオ（85％）
、新聞（70％）が多く、
具体的に複数の回答があった先は、
「NHK テレビ（11）」
「福島テレビ（4）」
「NHK ラジオ（2）
」
「福島民報（6）
」
「福島民友（2）
」
「河北新報（2）」「岩手日報（2）
」
「毎日新聞（2）」だった
（MA）
。自由回答には、「原子力保安院の態度は最悪である。政府不信につながった」「情報
としては見ているが信頼できるかは不明です」などがあった。テレビなどの既存大手メディ
アが、両論併記ではなく公的な権威による裏づけを重視し当たり障りのない報道をしたこと
に関しては、一義的な責任の所在が東京電力や国など発表者側にあると感じているようだっ
た。既存のマスメディアへの信頼が大きく揺らいだ新潟調査とは、少々ニュアンスが異なる。
２）報道への評価
報道に対する問題点の指摘は、まず“地震・津波について”は、「報道が少ない地域では、
支援や対応に影響が出たと思う（70%）」「自分の住んでいる地域の取材や報道が少なくて不
公平感を覚えた（60％）
」
「取材の対象になっている地域が偏っているように思う（55％）」
「津
波の予想される高さや到達時間、観測情報などの細かい情報ではなく、もっと避難の呼びか
けをした方が良かったと思う（50％）」が多かった（MA）。自由回答には、「報道は三陸に集
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中し、浜通りは忘れられていた。自宅に帰ってきた人に何の支援もない。避難所や仮設には
孤立対策があるが自宅に戻った人にはない」などがあった。
そして“原発事故について”は、
「安全でないのに安全・安心という報道が多かった（80％）」
「原発事故の報道がわかりにくかったと思う（75％）
」「住民の生活に密着した原発事故の報
道が少ないと思う（50％）
」などが主だった（MA）
。自由回答には、「自主避難するのに放射
能汚染度がわからず線量の高めの方向へ避難するようになり、早めに放射線量の低いところ
の情報がほしかった」
「政府の原発事故に対する一貫した報道が望まれる（放射線の人体に与
える影響でブレない数値の示し方等）」「情報源である国（特に保安院）及び東電は情報を隠
して正しい情報の提供されなかったのは大きな問題である」
「他人事のようで無責任。警戒区
域の設定も唐突で何の準備もできなかった」
「自分で判断できるように科学的な数値を教えて
ほしい」などの批判が並んだ。はじめてのレベル 7 の非常事態、それぞれがそれぞれの立場
で迷走した。
最後の設問で「このたびの震災における、テレビ・ラジオ・新聞などの報道で、よかった
点・悪かった点などがありましたら、自由にお答えください」と尋ねた。その結果、
「政府発
表は信用できない」
「他人事のようで無責任。警戒区域の設定も唐突で何の準備もできなかっ
た」
「テレビ、新聞等で早めの安全（放射線量の低いところ）な避難場所を報道してもらいた
かった（自主避難の場合）
」
「南相馬市というだけで新聞は 3 月 12 日～4 月 30 日まで配達にな
りませんでした。郵便物はもちろん宅配便、運送屋さんも来ませんでした。避難物資も場所
によって大差があり、自宅で頑張っている者には援助が少なかった。緊急時避難準備区域で
も避難した人と屋内退避していた人との待遇の差がありすぎたと思う」
「全般的によかったか
と思う。現場の状況の報道。原発については真実の報道を期待したが本当のことが報道され
ないのでないか」
「テレビ報道等マスコミはあらゆる視点から報道されたと思う（特に多くの
被災者の声を取り上げていたのが良かったと思う）
。悪い点は保安院、原子力委員会の無責任
な言動、第三者的な態度、姿勢には腹が立った」
「原発事故について政府は本当のことを言っ
てほしい」「1 年間を経過し原発事故について情報が分かりにくく何か不安がつのる」「NHK
や民放 TV の特集でわかりやすい番組に仕上げていた（理解に役立つ）」「良かった点はどん
な状況か知ることができた、救助事案など明るいニュースもあったこと。悪い点は、認知症
の高齢者向けの介護施設がなく既入所者が戻ってきたため新規入所は 100 人待ちなどのひど
い状況だったことが全く報道されなかったこと」という記載があった。このように、多くは
原発事故報道を指して苦言を呈する自由記述だった。
結果として、公的機関などが発表した曖昧で楽観的な情報がリスクコミュニケーションに
齟齬をきたし、万全な被ばく防御ができなかった。先行研究でもしばしば指摘されているが、
原因は、①営々と原子力発電の“安全神話”や“低コスト神話”を人びとに刷り込んできた
加害者側（いわゆる“原子力ムラ”
）が情報ソースを握っていること、②「人びとはパニック
を起こすから冷静な対応を呼びかけなければならない」
「うわさに惑わされるかもしれないか
ら正しい情報に基づいて行動させなければならない」といった“パニック神話”に囚われて
とにかく不安を煽らないことを旨とした政府の公式発表、③無批判にそれらに追随した主要
報道機関、という構図に見いだされよう。そして、上記③に関しては新潟調査との違いが見
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られた。つまり、リアルタイムにオルタナティブな情報に接していなければ、電力会社や国
からもたらされる公的な情報をテレビがそのままスルーしても不自然ではなく「発表ジャー
ナリズム（大本営発表）
」のそしりを受けにくかった（被災者の主たる情報源である地元局や
地元紙の努力のおかげもあるかもしれないが…）
。いずれにせよ、事故や災害情報（報道）に
おいてもできるだけ多様な“競争原理”が働くべきことは欠かせない要件で、危機管理対応
における「シングルボイス」論に潜む怖さを感じてしまうのは、はたして私だけだろうか。

９.３. まとめ
福島原発事故の災害情報に関する調査で最も印象的だったのは、既存メディアがこと原発
事故に関しては軒並み機能不全に陥り、情報の受け手である住民の被ばく拡大を防ぎきれな
かったことだ。その理由は、①独自取材ができず、当事者以外からきちんと情報を得る手段
がなくて、公式発表に頼らざるを得なかった、②「最悪の場合はこうなる」と両論をあげる
べきだったかもしれないが、憶測に基づく可能性がどこまで確かか問われても答えられず、
権威に頼ってしまった、③まして生放送の場合、やり直しがきかず、どうしても抑制気味に
なった、というあたりだろう。でも、これがもし火山噴火だったらどうだったろうか。小さ
な兆候だけでも一斉に避難を焚きつけたのではないかと思われる。どうも、電力会社が招い
た人為災害への追及の弱さを感じてしまう。今後は、3.11 当時不足していたノウハウを得、
スキルアップを図り、いざ事故に直面した際、政府や電力会社を質せるだけの取材力を磨き、
勇気あるジャーナリズムとして市民の味方になってもらいたい。
そして人は、危機にあってもわが身には大変なことは降りかからないと思い込みがちだ。
目に見えない放射能汚染の危険性が本当に高くても異常ないものと信じたがる。つまり、心
の平穏を求め“認知的不協和”を解消しようとする。一方、情報の伝え手は、誤報や特落ち、
パニックや抗議などを恐れ、独自に調査したりすることを避け、特定の権威や公的機関の発
表に依存しがちになる。結果、受け手は何度も裏切られて、報道情報を信用しなくなる。福
島の不幸な状況は、まさにこのような図式ではないだろうか。災害情報学的には、この両者
の好ましくない関係を打開し、的確なリスクコミュニケーションのもと、住民が真実をきち
んと理解した上で創発的な選択や行動ができるように、軌道修正したい。近年、メディアは、
大雨など自然災害であれば避難情報の出し渋りなどについて過剰なまでに問う論調になって
きたが、こと原子力災害では命を守ることに対して及び腰に感じる。東京大学の丹羽美之准
教授は、いわゆる“大本営発表”に陥ったとされる今回の原発事故報道について「自然災害
モード（国と一体となる）ではなく戦争モード（国と距離を置く）のスタンスで臨んだほう
がよいのではないか」と提起された。
また、避難行動のスムーズさは、前章の津波避難との対比で、
「いざというときに備えて日
頃から津波避難の仕方を身につけていた三陸沿岸」＞「備えは不十分ながらも現象が津波だ
から辛くも逃げおおせた仙台平野南部沿岸」＞「普段から原子力に大きな危険があると思わ
せないために住民の避難対策を疎かにしてきた原発立地地域」と整理されるのではないだろ
うか。原発に完璧な安全はなく、起きた時の重大性を踏まえ、これまでとは一線を画した取
り組みや選択が必要だ。
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2003 年 12 月 6 日、経済産業省の総合エネルギー調査会
基本政策分科会は、原子力発電を重要なベース電源として
活用することなどを柱としたエネルギー基本計画」の原案
を示した。前の民主党政権時代の「脱原発“依存”
」
「2030
年代に原発ゼロ」政策からあっさり撤退する内容だ。「東
日本大震災以降、今も国会や官邸前など各地で連綿と続け
られている「反原発」のデモ、過半数の世論、与党の小泉
純一郎元総理が「日本が原発の安全性を信じて発信してき
たのは過ちだった。東日本大震災を考えると原発をゼロに
した方がいい。これ以上、原発を増やしていくのは無理だ
と思う。政府は、原発は低コストだとしてきたが、高レベ
ル放射性廃棄物を処分するには、膨大な費用と数万年単位
の時間がかかる。日本の場合、そもそも捨て場所がない。 図 9.10 空間線量（原子力規制庁より）
フィンランドには原発が 4 基しかないが、日本には 50 基もある。いますぐ止めないと最終処
理が難しくなる。今、ゼロという方針を打ち出さないと将来ゼロにするのは難しい。野党は
みんな原発ゼロに賛成だ。総理が決断すればできる。あとは知恵者が知恵を出す。日本の能
力を考えればできる。ピンチをチャンスに変え、原発ゼロの循環型社会をつくる契機にすべ
きだ」と訴えているにもかかわらずだ。
そして、核のゴミに目を反らしてはいけないということだけでなく、災害大国日本におい
ては、安全面の不安も隠せない。万が一にも事故を起こさない対策と、起きたときの備えも
きちんと準備しておくことが求められる。2011 年 3 月 11 日のフクイチ事故では、1979 年の
米国スリーマイル島原発事故を契機に 113 億円をかけて開発された文部科学省所管の原子力
安全技術センターが運用する「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）」
が使われなかった。そして、本来であれば地方公共団体等に対して迅速に情報が提供され、
周辺住民へ避難・退避などの指示伝達を行い防災対策を講じるために利用されるはずだった
1999 年 JCO 臨界事故を教訓に設置された
「オフサイトセンター
（緊急事態応急対策拠点施設）
」
がまともに機能しなかった。そして今、溜まった汚染水を繰り返し海へ流してしまっている。
このように「原子力災害対策特別措置法」に基づき用意されていた有名無実の事故拡大防止
応急対策、住民の安全確保策などの緊急対策に、いったいどれほどの説得力があると言える
のだろうか。
「危機管理に際して国家が主権者たる国民をどのような存在として見ているのか
という国権の根幹にかかわる問題ではないかとの批判もある」
（朝日新聞社「知恵蔵 2013」）
らしい。阪神・淡路大震災の 1 年前、高速道路が倒壊した大都市ロサンゼルスの地震災害に
対し、わが国では設計基準が異なるので起こり得ない、そして、1986 年チェルノブイリ原発
事故では、旧ソビエト独特の炉（黒鉛減速沸騰軽水圧力管型）に原因があり、他の型式の炉
しかないわが国では同様の事故は起きない、と説明されてきた過去を思い起こしてしまう。
ちょうど本章をとりまとめた 2 月 12 日、国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団
（Reporters without Borders）
」が、世界の「報道の自由度」2014 年版調査結果を発表した。日
本は 59 位で、昨年の 53 位、一昨年の 23 位から大きく後退した。アジアでは台湾（50 位）や
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韓国（57 位）を下回る自由度とされ、なんと 5 段階中 3 番目の「顕著な問題」のある国に転
落した。順位を落とした原因は、福島第一原発事故に関する情報の透明性、事故の影響を取
材しようとした際に受けたさまざまな圧力、さらに原子力問題を取材する記者の活動がより
危険なものとなる特定秘密保護法の成立などがあげられ、とくに記者クラブ制度が原因とい
えるフリーランスや外国人記者へ対する偏見が強まっていると指摘された。ぜひ汚名返上を
頑張ってもらいたい。
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平成 23(2011)年 3 月 11 日 「東日本大震災」におけるアンケート調査
昨年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」から 1 年が経ちました。
改めて震災で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、被災し
て困難な生活を続けておられる皆様にお見舞い申し上げます。
さて、この調査は、東日本大震災の被害に遭われた方々に、当日の状況や避
難、情報への対応などについてお尋ねするものです。
私たちは、これまで長い間、人々の意識や対応という面から、地震や津波の
被害に遭われた方々にお話を伺い、災害時の問題点を検証してまいりました。
今回の震災でも、ぜひとも皆さんからお話を伺い、この震災における情報と避
難の課題を明らかにするとともに、皆さんがこの震災で体験されたことや皆さ
んの思いを記録に残し、今後の大規模災害への教訓にしたいと思っております。
なおこの調査結果は学術目的にのみ用い、皆さんのお名前や個人の情報が表
に出ることは絶対にありません。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何とぞ、ご協力をお願いいたします。
2012 年 4 月

日本災害情報学会 デジタル放送研究会
研究会代表

大妻女子大学

藤吉洋一郎

（学会長

関西大学

河田惠昭）

連絡先【学会事務局】 URL：http://www.jasdis.gr.jp/
〒160-0011 東京都新宿区若葉 1-22 ローヤル若葉 505 号室
TEL：03-3359-7827

FAX：03-3359-7987 E-mail：tokio@jasdis.gr.jp

■アンケート用紙のご記入方法
回答の仕方は質問ごとに３通りあります。①番号の中から一つだけ選んで〇をつける、
②あてはまる複数の番号に〇をつける、そして③（

）や

に文字をご記入ください。

■アンケートの回収方法
□ 配布にうかがった者が受け取りに参ります（

月

日

□ ご記入済みのアンケート用紙を同封の返信用封筒に入れて、

曜日
月

時頃）
日までにポ

ストに投函してください
※ ご回答いただきました方には図書カードを薄謝として贈呈いたしますので、郵送
の場合は、封筒の裏に送付先のご住所を明記してください。
（注意）この調査は、2011 年 3 月 11 日の本震(14 時 46 分)のときに、出張や旅行などで自
宅から遠く離れた場所にいらした方は対象としません。
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第一部
問1.

地震・津波についてうかがいます。

東日本大震災が起きた当時のお住まいはどちらですか。
（地名をご記入ください）

1．県市町村名

福島

県

2．地区名（大字など）

問2.

南相馬市
原町区

Ｎ＝20

地震が起きた時（3 月 11 日午後 2 時 46 分頃）、あなたはどこにいましたか。（SA）

1．自宅

55.0%

2．自宅のある市・町・村の中

25.0%

3．自宅のある市・町・村の周辺地域

20.0%

問3.

揺れが収まってから、あなたはどうしましたか。
（MA）

1．屋外に出た（揺れている最中に屋外に出た場合も含む）

65.0%

2．中や外の被害を確認して片付けを始めた

30.0%

3．隣近所で声をかけあった

30.0%

4．地震の情報を得ようと防災無線を聞いた

5.0%

5．地震の情報を得ようとラジオ（カーラジオを含む）を聞いた

35.0%

6．地震の情報を得ようとテレビを見た

25.0%

7．地震の情報を得ようと携帯電話のサイトやワンセグ放送を見た

0.0%

8．保育園や幼稚園や学校などに子どもを迎えに行った

10.0%

9．近くに住む親や親戚などの様子を見に行った

15.0%

10．出先から自宅に向かった

30.0%

11．職場に向かった

5.0%

12．海や川の様子を見に行った

5.0%

13．船の沖出しのために港へ向かった

0.0%

14．家族などの安否を確かめるために電話した（1. 公衆電話

2. 固定電話 2

15. 家族などの安否を確かめるためにメールをした（1. 携帯 2

3. 携帯電話 3）

2. その他）

25.0%
15.0%

16．役場や消防や警察などの防災機関に連絡した（つながらなかった場合も含む）
17．津波が来るかもしれないと思いすぐに避難した

0.0%
10.0%

18．津波から避難する準備をした

0.0%

19．津波のことは考えなかったが、いつでも避難できるように荷物や貴重品をまとめた

0.0%

20. 消防団の活動、水門・陸こうの閉鎖、援助が必要な人の救援などに駆けつけた

5.0%

21．その他（

）

・その他の自由記述
「電気、電話、水道が止まり情報が聞けない。3 月 12 日昼頃まで余震が怖く何もできずにいた」
「姉、妹たちに電話しようとしたがつながらなかった」
「水道が止まると思い田舎に水をもらいに行った(自分の生家）
」
「実家の母（94 歳要介護４）の介護のため 4km 離れた実家に車で向かう途中」

- 400 -

25.0%

問4.

地震のあと、津波についてどのように考えましたか。（SA）

1．津波が必ず来ると思った

10.0%

2．もしかしたら津波が来るかもしれないと思った

20.0%

3．津波は来ないだろうと思った

15.0%

4．津波のことはほとんど考えなかった

55.0%

問5.

問 4 で１．
または２．
とお答えになった方におたずねします。なぜ津波がくると思いましたか。
（MA）

1．地震の揺れ方が尋常ではなかったから

100.0%

2．周囲の人の慌てた様子を見て

16.7%

3．海岸や川に近く、これまでの知識や経験に基づいて

0.0%

4. 防災マップで危険だと思っていたから

0.0%

5．防波堤などの整備が不十分だったから

0.0%

6．その他（

）

33.3%

・その他の自由記述
「主人が昔大地震の後大きな津波が来たことを話していたから」
「当時 NHK ラジオを聞いていて津波の速報があった」
「防災マップは頭になかった」

問6.

問 4 で３．または４．とお答えになった方におたずねします。なぜ津波はこないと思いましたか。
（MA）

1．地震の揺れで頭がいっぱいだった

57.1%

2．周囲の人の反応を見て

0.0%

3．海岸や川から離れていて、これまで津波が来たことがなかったから

92.9%

4． 防災マップで安全だと思っていたから

7.1%

5．高い防波堤などがあったから

0.0%

6．その他（

）

・その他の自由記述
「10km 程（離れた）の山におり自宅家族が心配で自宅に帰る」
「津波ということの知識が全然なかった」
「以前の津波は海岸で 50cm 程度と思っていたので全く安心していた」
「（海との間に）国道と鉄道があるので絶対来ないと思った」
「津波は沿岸だけの問題と思った」
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14.3%

再び全ての方におたずねします
問7.

地震が起きてから津波がくるまでの間、ご自宅の電気や通信の状況はいかがでしたか。（SA）

電気

1．停電した

2．停電しなかった
45.0%

公衆電話

1．使えた

3．知らない
35.0%

2．つながりにくかった
10.0%

固定電話やファクス

1．使えた

1．使えた

3．使えなかった

1．使えた

20.0%
2．機器が動かせなかった

0.0%

4．知らない
20.0%
4．知らない

35.0%
3．使えなかった

2．すぐ届かなかった

55.0%

40.0%

35.0%

10.0%
インターネット

5.0%

5.0%
2．つながりにくかった

1．使えた

4．知らない

3．使えなかった

2．つながりにくかった

5.0%
携帯電話のメール

3．使えなかった
0.0%

10.0%
携帯電話の通話

10.0%

10.0%
4．知らない

25.0%
3．使えなかった

5.0%

10.0%

10.0%
4．知らない
45.0%

※ 無回答があるため合計が 100％にならない

問8.

あなたは津波が来る前に大津波警報を聞きましたか。（SA）

1．聞いた ⇒問 9 へ

40.0%

2．聞かなかった ⇒問 10 へ

40.0%

3．おぼえていない ⇒問 10 へ

20.0%

問9. 「1．大津波警報を聞いた」方におたずねします。その大津波警報をどのように知りましたか。
（MA）
1．民放テレビから

12.5%

2．NHK テレビから

25.0%

3．民放ラジオから

25.0%

4．NHK ラジオから

50.0%

5．防災無線の戸別受信機から

0.0%

6．防災無線の屋外拡声器から

0.0%

7．携帯のエリアメールから

0.0%

8．携帯のメールから

0.0%

9．携帯のワンセグ放送から

0.0%

10．インターネット・Web から

0.0%

11．市町村の広報車から

37.5%

12．家族や近所の人から

0.0%

13．警察・消防の人から

0.0%

14．その他（

0.0%

）
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付問 9-1 あなたは、その大津波の警報をいつごろ知りましたか。（SA）
1.

地震発生の直後に（午後２時４９分ごろ）

25.0%

2.

地震発生から１５分後以内に（午後３時すぎまで）

12.5%

3.

地震発生から３０分後以内に（午後３時１５分すぎまで）

25.0%

4.

地震発生から４５分後以内に（午後３時３０分すぎまで）

25.0%

5.

それ以上の時間の後に（ 午後 5 時 30 分ごろ）

12.5%

付問 9-2 大津波警報を聞いたとき「予想される津波の高さ」を聞きましたか。（SA）
1. 聞いていない・聞いたかどうか覚えていない

40.0%

2. 聞いたがメートルは覚えていない

20.0%

3. 聞いてメートルも覚えている(具体的に 5～6、9 メートル)

20.0%

4．高さに関する情報はなかった

0.0%

付問 9-3 あなたは、この大津波の警報を聞いた時、どのように思いましたか。（SA）
1．すぐ逃げないと間に合わないくらい早く来ると思った

0.0%

2．津波は早く来るが、荷物を持って逃げるくらいの余裕はあると思った

0.0%

3．津波は早く来るが、子どもを迎えに行ったり、近所に住んでいる親の様子を見に行くくらいの
余裕はあると思った

0.0%

4．津波が来るまでには、かなりの余裕があると思った

25.0%

5．津波が来るとは思わなかった

62.5%

再び全ての方におたずねします
問10.

地震のあと、市町村からの「大津波が来るので避難するように」という呼びかけを聞きましたか。

（SA）
1．聞いた

20.0%

2．聞いていない

70.0%

問11.

地震時、あなたがいた場所には、結果的に、津波は来ましたか。（SA）

1．津波が来た

25.0%

2．津波は来なかった

75.0%

3．わからない

問12.

0.0%

あなたは、大津波が来る前に、避難しましたか。(SA)

1．避難した

5.0%

2．避難しなかった

95.0%
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再び全ての方にお聞きします
問13.

地震や津波で、あなたのご自宅はどのような被害を受けましたか。（SA）

1．津波によって全壊・全焼した

10.0%

2．津波によって半壊・一部損壊した

0.0%

3．地震によって全壊・半壊した

5.0%

4．地震の揺れによって一部損壊した

80.0%

5．地震・津波による被害はなかった

5.0%

6．その他（

問14.

0.0%

）

NTT の「災害用伝言ダイヤル（171）」、携帯各社の「災害用伝言板」を使いましたか。（SA）
1．使った

電話の災害用伝言ダイヤル
（171）

0.0%

2．使わなかった

70.0%

3．つながらなかった

10.0%

4．知らなかった

携帯電話各社の災害用伝言板

5.0%

1．使った

10.0%

2．使わなかった

70.0%

3．つながらなかった

0.0%

4．知らなかった

問15.

10.0%

あなたは、ご家族や知人の安否情報をどこから得ましたか。（MA）

1．それぞれの避難所の掲示から

20.0%

2. グーグルのパーソンファインダーから
3. 新聞から（1.全国紙

2.地方紙 2

4．放送から（1. NHK

2. その他）

0.0%

3.地域紙）

10.0%
0.0%

5．知り合いの人づて

60.0%

6. 市町村や警察・消防・自衛隊から

5.0%

7. ボランティアから

0.0%

8. その他（

35.0%

）

・その他の自由記述
「携帯連絡」
「携帯電話で」
「家族は自宅におり、子ども達も余震中に帰宅。夫婦で余震に耐えているだけでした」
「車でそれぞれ訪問」
「車で」
「行政区避難所」
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第二部

原発事故に伴う避難についてうかがいます。

以下は福島県の方のみお答えください → 福島県以外の方は最後のページへお進み下さい。
【事実関係】東日本大震災時の原発事故は次のような経過をたどりました。
3 月 11 日

大地震発生

午後 7 時半過ぎ

3 月 12 日

午後 3 時半頃

枝野官房長官会見

原子力緊急事態宣言

福島第１原発 1 号機が水素爆発

政府は避難指示対象を半径 10 キロから半径 20 キロに拡大
3 月 14 日

福島第 1 原発 3 号機が爆発。

3 月 15 日

政府は原発から 20 キロ圏を避難圏、南相馬市の原町区を含む 30 キロ圏を屋内退避圏に設定

3 月 25 日

政府は、20～30 キロ圏内の住民に自主避難を要請

4 月 22 日

半径 20km 内を警戒区域に設定

問16.

あなたが、福島第一発電所の事故は深刻な事態だと思ったのは、いつごろからでしたか。（SA）

1. ３月１１日

0.0%

2. ３月１２日

45.0%

3. ３月１３日

15.0%

4. ３月１４日

35.0%

5. ３月１５日

0.0%

6. ３月１６日～３月２４日

0.0%

7. ３月２５日以降

5.0%

8. 覚えていない

0.0%

9. 深刻な事態だとは感じていない

0.0%

問17.

あなたが深刻な事態だと感じたきっかけは何ですか。（MA）

1. 官房長官の記者会見

25.0%

2. 市の放送

5.0%

3. 爆発の映像

40.0%

4. テレビが特別番組になったこと

30.0%

5. 避難を呼びかけられたので

60.0%

6. 周りの人の様子

25.0%

7. 物資が無くなったり店が閉まったりしたから

30.0%

8. その他（

）

・その他の自由記述
「３月１４日の３号機の爆発の音を聞いてから」
「停電のためカーナビ（カーテレビ）より情報を得る」
「爆発の音を聞いた」
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10.0%

問18.

地震当時に住まわれていたご自宅は、以下のどの地域に入っていますか。
（SA）

1．
「警戒区域」
（原発 20 ㌔圏内の立ち入り禁止区域）

35.0%

2．
「計画的避難区域」
（1 年の積算線量が 20 ㍉シーベルトに達するおそれのある区域）

10.0%

3．
「緊急時避難準備区域」
（場合によって避難が必要。当初の「屋内退避区域」で「計画的避難区域」以外
の区域）

55.0%

4．いずれにも入っていない
5．その他（具体的に

問19.

0.0%
0.0%

）

あなたは原発事故が原因で自宅から離れた場所に避難しましたか。（SA)

1．原発事故が原因で避難した

75.0%

2．避難はしたが地震や津波が原因

0.0%

3．原子力事故と地震・津波の両方が原因で避難した

20.0%

4．避難しなかった

5.0%

問 19 で１または３と答えた方のみお答えください
付問 19-1 あなたが自宅を離れて避難したのはいつですか。(SA)
1. ３月１１日

26.3%

2. ３月１２日

21.1%

3. ３月１３日

5.3%

4. ３月１４日

21.1%

5. ３月１５日

15.8%

6. ３月１６日～３月２４日

10.5%

7. ３月２５日以降

0.0%

8. 覚えていない

0.0%

付問 19-2 あなたが避難をしたきっかけは何でしたか。（MA）
1. 自分自身が危険を感じたので

26.3%

2. 市が避難を促したので

47.4%

3. 警察や消防が避難を促したので

10.5%

4. テレビを見て危険だと思ったので

15.8%

5. 家族や近所の人が心配するので

15.8%

6. 周りの人が避難したので

15.8%

7. 屋内退避が長引いて生活に困ったため

5.3%

8. その他（

）

・その他の自由記述
「最初は 20km 圏内の境界近くで、3 月 15 日から遠くへ避難した」
「子どもが何処からか電話の知らせがあった様子」
「屋内退避と決めていたが、兵糧攻めの状態になったので」
「電気、水が出ないため」
「避難所は情報が少ない。テレビもない」
「電気、水道がでないから親戚の家に避難した」
「福島市の方が原発から離れているので安全と思い娘のアパートに避難した」
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42.1%

付問 19-3 あなたはどこに避難しましたか。
（MA）
1．市内の避難所

36.8%

2．福島県浜通り・中通りの避難所

26.3%

3．福島県浜通り・中通りの親戚知人宅・宿泊施設

26.3%

4．福島県浜通り・中通りの仮設・借家
5．福島県中通り以遠の東北地方（
6．東北地方以遠の地域（

問20.

0.0%

川俣の道の駅車の中で一晩

10.5%

）

埼玉県和光市、宮城県利府町、兵庫県神戸市、岩手県奥州市 2

）

42.1%

原発事故であなたが困ったのはどんなことですか。（MA）

【科学的な危険性】
１－a 実際にどの程度危険か分からない

85.0%

１－b 専門的な説明がわかりにくい

60.0%

１－c 専門家や政府を信用できない、誰を信用していいか分からない

90.0%

１－d インターネットや携帯から必要な情報を得ることが難しい

15.0%

１－e 農産物や畜産物の規制が厳しい

20.0%

１－f 食べ物や水の表示を信じていいか分からない

75.0%

１－g その他（

）

10.0%

・その他の自由記述
「専門家でも人によって危険度の説明が違うように感じられた」
「何が安全なのか？」
「事故情報が信用できない。真実の報道がなされていない」

【避難について】
２－a 避難場所や避難方法が分からなかった

35.0%

２－b 避難するガソリンが不足していた

95.0%

２－c 水や食料、毛布などの物資が不足していた

50.0%

２－d 避難する必要を感じなかったのに強制的に避難させられた

15.0%

２－e 乳幼児や高齢者など避難が困難な家族がいた

35.0%

２－f 連絡が取れない家族がいたので判断に迷った

15.0%

２－g その他（

）

15.0%

・その他の自由記述
「愛犬（ブーチャン）ペットを避難するとき連れて行かれず家族の一員の絆を切って解き放して行った。毎日心配で涙に暮
れていた。動物リスト集（NPO）で見つかり現在埼玉県の里親に世話になっていた。里親になついているようで迎えにも行
けずまだ半分は諦めきれないでいる」
「収穫最盛期のトマトが心配で長期間の避難ができなかった」
「なぜ避難が必要なのか詳しい説明がなかった」
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【生活について】
３－a 身近な生活情報が不足していた

65.0%

３－b デマやうわさに振り回される

30.0%

３－c 田や畑の管理ができなくなる

60.0%

３－d 家畜やペットの世話ができなくなる

45.0%

３－e 地元の治安が悪化する（空き巣など）

55.0%

３－f 地元で仕事ができなくなる

50.0%

３－g 家族が別居しなければならない

45.0%

３－h 補償の見通しが分からない

70.0%

３－i その他（

）

15.0%

・その他の自由記述
「放射能汚染に対する精神的苦痛は未だに消えず原発事故以前の日常生活には戻れず気力、集中力が欠けてきている」
「常磐線不通のため今まで行っていた行きたいところに行けなくなり、陸の孤島みたいで精神的にすっきりしない！！」
「原町区は店が全部閉じていて食料が不足した」
「２～３日で避難所より自宅に戻れると思った」

【地域社会について】
４－a 地域住民がばらばらになり近所づきあいができなくなる

70.0%

４－b 地元の情報が入らなくなる

50.0%

４－c 地元の産業が風評被害を受ける

75.0%

４－d 人口や事業所の流出などで地域が弱体化する

80.0%

４－e その他（

）

5.0%

・その他の自由記述
「生涯センターの貸出も遅れて戻った人での活動もできなかった」
「汚染を気にしながらの生活は不安である」
「地元の治安」

問21.

原発事故発生から数日間、あなたはどのようなことが知りたかったですか。（MA）

1．原発事故の状況の推移

90.0%

2．放射能の科学的説明

60.0%

3．放射能汚染の見通し

85.0%

4．放射能に対する行動の仕方

75.0%

5．安全な避難先

40.0%

6．水・土壌・海の汚染

80.0%

7．農業や畜産業の見通し

35.0%

8．仕事・学校・求人

35.0%

9．仮設住宅や借り上げ住宅

5.0%

10．国や自治体の対応
11．その他（ ペットの件

50.0%
5.0%

）

- 408 -

問22.

原発事故発生から数日間、事故に関する情報を得るために役に立ったものは何ですか。
（MA）

1．テレビ

85.0%

2．ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放送

5.0%

3．ラジオ（NHK・ラジオ福島・ふくしま FM 他）

35.0%

4．コミュニティＦＭ・災害ＦＭ

0.0%

5．新聞（読売、毎日、朝日などの全国紙）

35.0%

6．新聞（河北新報などの地方紙）

10.0%

7．新聞（福島民報、福島民友などの地域紙）

50.0%

8．携帯電話の通話

5.0%

9．携帯メール

0.0%

10．携帯版市役所ウェブサイト（i モード等）

0.0%

11．市や町の防災（同報）無線

5.0%

12．携帯・パソコンのウェブページ

5.0%

13．パソコンのメール

0.0%

14．SNS（ミクシーやツイッター）

0.0%

15．口コミ

10.0%

16．役場、警察、消防署などからの情報

15.0%

17．避難所にある掲示やチラシ

20.0%

18．週刊誌

10.0%

19．書籍
20．その他（

問23.

5.0%
0.0%

）

原発事故発生から 1 ヶ月後、あなたはどのようなことが知りたかったですか。（MA）

1．原発事故の状況の推移

85.0%

2．放射能の科学的説明

35.0%

3．放射能汚染の見通し

80.0%

4．放射能に対する行動の仕方

70.0%

5．安全な避難先

40.0%

6．水・土壌・海の汚染

75.0%

7．農業や畜産業の見通し

50.0%

8．仕事・学校・求人

25.0%

9．仮設住宅や借り上げ住宅

25.0%

10．国や自治体の対応

55.0%

11．その他（ 仙台市に移転のため情報に県の相違があった
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）

5.0%

問24.

原発事故発生から１ヵ月後、事故に関する情報を得るために役に立ったものは何ですか。（MA）

1．テレビ

100.0%

2．ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放送

5.0%

3．ラジオ（NHK・ラジオ福島・ふくしま FM 他）

40.0%

4．コミュニティＦＭ・災害ＦＭ

0.0%

5．新聞（読売、毎日、朝日などの全国紙）

45.0%

6．新聞（河北新報などの地方紙）

25.0%

7．新聞（福島民報、福島民友などの地域紙）

40.0%

8．携帯電話の通話

15.0%

9．携帯メール

0.0%

10．携帯版市役所ウェブサイト（i モード等）

10.0%

11．市や町の防災（同報）無線

0.0%

12．携帯・パソコンのウェブページ

15.0%

13．パソコンのメール

0.0%

14．SNS（ミクシーやツイッター）

0.0%

15．口コミ

10.0%

16．役場、警察、消防署などからの情報

15.0%

17．避難所にある掲示やチラシ

5.0%

18．週刊誌

10.0%

19．書籍

0.0%

20．その他（

5.0%

）

問 24 でいずれかを選んだ人のみお答えください
付問 24-1 その中でとくに役に立ったものの具体名を挙げてください。
（MA）
1. NHK テレビ

100.0%

2. NHK ラジオ

40.0%

3. ラジオ福島（RFC）

10.0%

4. ふくしま FM

0.0%

5. FM

0.0%

POCO（エフエムポコ）

6. 河北新報

0.0%

7. 福島民報

30.0%

8. 福島民友

10.0%

9. いわき民報

0.0%

10. yahoo

5.0%

11. グーグル

5.0%

12. その他（具体的に

）

25.0%

・その他の自由記述
「福島中央テレビ、福島放送、テレビュー福島、福島テレビ」
「毎日新聞 2」
「神戸市東灘区の区役所からの情報提供」
「新潟県に避難したため地元福島県の情報がほとんどなかった」
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問 24 で「1.テレビ」
「2.ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放送」とお答えの方のみお答えください
付問 24-2 テレビのＬ字情報は役に立ちましたか。
（SA）
1．非常に役に立った

2．ある程度役立った

25.0%

3．役に立たなかった

40.0%

4．見ていない

0.0%

0.0%

付問 24-3 地上デジタル放送のデータ放送は役に立ちましたか。（SA）
1．非常に役に立った

2．ある程度役立った

20.0%

問25.

3．役に立たなかった

20.0%

4．見ていない

0.0%

20.0%

あなたは、現在、どのようなことが知りたいですか。（MA）

1．原発事故の状況の推移

65.0%

2．放射能の科学的説明

40.0%

3．放射能汚染の見通し

75.0%

4．放射能に対する行動の仕方

45.0%

5．安全な避難先

10.0%

6．水・土壌・海の汚染

90.0%

7．農業や畜産業の見通し

55.0%

8．仕事・学校・求人

25.0%

9．仮設住宅や借り上げ住宅

5.0%

10．国や自治体の対応

40.0%

11．その他（ 健康被害、国及び東電は正確な情報を国民・被災者に伝えるべきである。いまだに国と東
電は信用できない ）

10.0%

問26.

現在、災害に関する情報を得るために役に立っているものは何ですか。（MA）

1．テレビ

95.0%

2．ワンセグテレビ・携帯電話のワンセグ放送

5.0%

3．ラジオ（NHK・ラジオ福島・ふくしま FM 他）

50.0%

4．コミュニティＦＭ・災害ＦＭ

5.0%

5．新聞（読売、毎日、朝日などの全国紙）

40.0%

6．新聞（河北新報などの地方紙）

10.0%

7．新聞（福島民報、福島民友などの地域紙）

75.0%

8．携帯電話の通話

10.0%

9．携帯メール

5.0%

10．携帯版市役所ウェブサイト（i モード等）

10.0%

11．市や町の防災（同報）無線

20.0%

12．携帯・パソコンのウェブページ

20.0%

13．パソコンのメール

5.0%

14．SNS（ミクシーやツイッター）

0.0%

15．口コミ

10.0%

16．役場、警察、消防署などからの情報

30.0%

17．避難所にある掲示やチラシ

0.0%

18．週刊誌

10.0%

19．書籍

15.0%

20．南相馬チャンネル
21．その他（

5.0%
0.0%

）
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災害報道についてお尋ねします
問27.

あなたは災害後どの程度テレビ・ラジオ・新聞を見聞きしましたか。①地震後数日間、②1 か月後、

③現在について教えてください。
（SA。1.の回答の場合は１日あたりの平均視聴時間数をご記入ください）
1．ほぼ毎日

①地震発生後数日間

2. 数日に一回程度

3. 見聞きしていない

1）テレビ 19 回答

94.7%

5.3%

0.0%

9 回答

100.0%

0.0%

0.0%

12 回答

91.7%

0.0%

8.3%

2）ラジオ
3）新聞

1．ほぼ毎日

②地震から 1 か月後

2. 数日に一回程度

3. 見聞きしていない

1）テレビ 19 回答

100.0%

0.0%

0.0%

2）ラジオ 10 回答

100.0%

0.0%

0.0%

14 回答

92.9%

0.0%

7.1%

0.0%

0.0%

100.0%

3）新聞

4）災害 FM ラジオ

2 回答
1．ほぼ毎日

③現在

2. 数日に一回程度

3. 見聞きしていない

1）テレビ 19 回答

100.0%

0.0%

0.0%

9 回答

100.0%

0.0%

0.0%

15 回答

100.0%

0.0%

0.0%

20.0%

20.0%

60.0%

2）ラジオ
3）新聞

4）災害 FM ラジオ

5 回答

※ 本問については、有効回答数を分母にして割合の数字を示した

・見聞きした 1 日あたりの時間
①地震発生後数日間

1）テレビ 15～16 回答

②地震から1か月後

③現在

4.2 hr

3.3 hr

2.7 hr

2）ラジオ

8～9 回答

4.9 hr

4.9 hr

5.3 hr

3）新聞

8～13 回答

1.7 hr

1.4 hr

1.2 hr

―

1.0 hr

4）災害 FM ラジオ

0～1 回答

※ 本問については、記入された数字のみで平均値を算出した（ブランクか 0hr かが不明なため除外）

問28.

このたびの震災において、あなたが信頼して利用し、評価できる情報源はどこですか。
（MA。該当があれば内容をご記入下さい）

1. テレビ・ラジオ（具体的に NHK テレビ 11、NHK ラジオ 2、福島テレビ 4、福島中央、福島放送、テレビ
85.0%

ュー福島、仙台、東京、全て 局）
2. 新聞（具体的に 福島民報 6、福島民友 2、河北新報 2、岩手日報 2、毎日 2、読売、朝日、日経 新聞）

70.0%

3. ネットニュース（具体的に Yahoo2 のウェブサイト）

15.0%

4 . ブログ・ツイッター（具体的に

のアカウント）

0.0%
5.0%

5. 原子力保安院

20.0%

6. 気象庁
7. 政府

5.0%

8. 都道府県

5.0%
20.0%

9. 市町村
10. その他（

）
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10.0%

・その他の自由記述
「原子力保安院の態度は最悪である。政府不信につながった」
「情報としては見ているが信頼できるかは不明です」

問29.

あなたは、今回の震災・原発事故報道でどのような問題があったと思いますか。（MA）

【地震・津波について】
1．自分の住んでいる地域の取材や報道が少なくて不公平感を覚えた

60.0%

2．取材の対象になっている地域が偏っているように思う

55.0%

3．報道が少ない地域では、支援や対応に影響が出たと思う

70.0%

4．震災の全体像がわかりにくかったと思う

15.0%

5．津波の映像が繰り返し放送され、見るのがいやになった

10.0%

6．被害の報道ばかりでなく、生活に関する情報をもっと放送してほしかった

30.0%
0.0%

7．いい加減であったり、実際のことを誇張したりした報道も多かった
8．津波の予想される高さや到達時間、観測情報などの細かい情報ではなく、もっと避難の呼びかけをし

50.0%

た方が良かったと思う

5.0%

9．特に問題ないと思う
10．その他（

5.0%

）

・その他の自由記述
「報道は三陸に集中し、浜通りは忘れられていた。自宅に帰ってきた人に何の支援もない。避難所や仮設には孤立対策が
あるが自宅に戻った人には何もない」

【原発事故について】
11．原発事故の報道がわかりにくかったと思う

75.0%

12．住民の生活に密着した原発事故の報道が少ないと思う

50.0%
0.0%

13．原発事故報道が多くなり、地震・津波災害の報道が少なくなったのは問題だと思う
14．不安をあおる報道が多かったと思う

20.0%

15．安全でないのに安全・安心という報道が多かったと思う

80.0%

16．立ち入り規制等に関する説明や事前周知が不足していると思う

40.0%

17. 原発事故の報道が多かったことが影響の少ない地域にも風評被害を招いたと思う

35.0%

18．政府や電力会社の責任ばかりを報道しているが、報道各社自身のこれまでの原子力に関する報道姿勢
25.0%

についてもっと責任を感じてほしい

5.0%

19．特に問題ないと思う
20．その他（

）

20.0%

・その他の自由記述
「自主避難するのに放射能汚染度が解らず線量の高めの方向へ避難するようになり早めに情報がほしかった（放射線量の
低いところ）
」
「政府の原発事故に対する一貫した報道が望まれる（放射線の人体に与える影響でブレない数値の示し方等）
」
「情報源である国（特に保安院）及び東電は情報を隠して正しい情報の提供されなかったのは大きな問題である」
「自分で判断できるように科学的な数値を教えてほしい」
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問30.

このたびの震災における、テレビ・ラジオ・新聞などの報道で、よかった点・悪かった点などが

ありましたら、自由にお答えください。
「他人事のようで無責任。警戒区域の設定も唐突で何の準備もできなかった」
「政府発表は信用できない」
「テレビ、新聞等で早めの安全（放射線量の低いところ）な避難場所を報道してもらいたかった（自主避難の場合）
」
「問３０の答えにはなりませんが、南相馬市というだけで新聞は３月１２日～４月３０日まで配達になりませんでした。郵
便物はもちろん宅配便、運送屋さんも来ませんでした。避難物資も場所によって大差があり、自宅で頑張っている者には援
助が少なかった。緊急時避難準備区域でも避難した人と屋内退避していた人との待遇の差がありすぎたと思う」
「全般的によかったかと思う。現場の状況の報道。原発については真実の報道を期待したが、本当のことが報道されないの
でないか」
「テレビ報道等マスコミはあらゆる視点から報道されたと思う。（特に多くの被災者の声を取り上げていたのが良かったと
思う）悪い点は保安院、原子力委員会の無責任な言動、第三者的な態度、姿勢には腹が立った」
「原発事故について政府は本当のことを言ってほしい」
「1 年間を経過し原発事故について情報が分かりにくく何か不安がつのる」
「NHK や民放 TV の特集でわかりやすい番組に仕上げていた（理解に役立つ）
」
「良かった点はどんな状況か知ることができたこと、救助事案など明るいニュースもあったこと。悪い点は、認知症の高齢
者向けの介護施設がなく、既入所者が戻ってきたため新規入所は 100 人待ちなどのひどい状況だったことが全く報道されな
かったこと」
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（最終ページ）全ての皆さまにおたずねします。
あなたご自身のことについておたずねします
Ｆ1 性別（SA）
1．男

50.0%

2．女

50.0%

Ｆ2 年齢（SA）
1．20 歳代

0.0%

4．50 歳代

0.0%

2．30 歳代

5.0%

5．60 歳代

35.0%

3．40 歳代

5.0%

6．70 歳以上

55.0%

1．漁業従事者

0.0%

6．公務員

2．農業従事者

25.0%

7．主婦

15.0%

3．自営業

5.0%

8．学生

0.0%

4．旅館・民宿

0.0%

9．無職

35.0%

Ｆ3 職業（SA）

5．会社員（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ含む）

5.0%

15.0%

10．その他（

1．木造一戸建て

95.0%

4．鉄筋の集合住宅

2．鉄筋一戸建て

5.0%

3．木造の集合集宅

0.0%

）

0.0%

Ｆ4 震災時の居住形態 （SA）
0.0%

5．その他（

）

0.0%

Ｆ5 震災時にあなたと同居していたご家族はどなたでしたか。（MA）
1．夫または妻

75.0%

5．孫

35.0%

2．あなたの子ども

35.0%

6．いない

10.0%

3．親

45.0%

7．その他（

4．兄弟姉妹

8 人でいた

）

5.0%

0.0%

Ｆ6 震災時、次のような方は同居していましたか。
（MA）
1．小学生以下の子ども

5.0％

2．６５歳以上の高齢者

65.0%

3．病気で介護の必要な方

20.0%

4．足の不自由な方

10.0%

Ｆ7 自宅から海までの距離はどのくらいでしたか。
（SA）
1．歩いて１０分以内

5.0%

3．歩いて３０分以内

25.0%

2．歩いて２０分以内

5.0%

4．歩いて３０分以上

65.0%

Ｆ8 現在のあなたのお住まいはどれにあたりますか。（SA）
1．もともと住んでいた自宅

80.0%

4．借家

2．仮設住宅

10.0%

5．その他（

3．みなし仮設住宅

10.0%
）

0.0%

長い時間ご協力いただき、本当にありがとうございました。
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0.0%

おわりに
1995 年の阪神・淡路大震災では、地震発生から最初の 1 時間というもの、メディアは神戸
など震源近くの被災状況をなかなか把握できずに、周辺の比較的軽微な被害情報ばかりを伝
えることになり、大きな反省を強いられた。2011 年の東日本大震災では、各テレビ局が配置
した海岸のロボットカメラやヘリコプターによる上空からの生中継映像により、大津波によ
る被災状況は早い段階から全国に逐一放送された。この点で、阪神・淡路大震災の経験は生
かされ、16 年間で目覚ましい進歩をとげたといえよう。
しかし、テレビやラジオが伝えた情報が、被災地の 2 万人近い犠牲者の命を救うことにな
らなかったのはどうしてだろうか？ 阪神・淡路大震災よりも助かる余地や時間猶予のあった
災害だが、情報の伝え方に問題はなかっただろうか？ われわれはこのような問題意識のもと、
まず発災直後の緊急情報伝達について、放送など送り手に対する聞き取り調査から研究をス
タートさせた。
本稿の第 1 章では、文献資料などに基づき、東日本大震災を引き起こした 2011 年東北地方
太平洋沖地震とそれに伴う津波ハザードの概観、主な被害状況、気象庁の警報、行政発の避
難情報、犠牲になった住民の特徴、停電発生状況などを簡潔にまとめた。特筆点は、①わが
国で未曾有の規模の現象による広域複合災害だった、②非常に多くの犠牲者（大部分は溺死）
が出、高齢者の占める割合が高かった、③津波警報（予想される津波の高さ）は、従前から
植え付けられた過大傾向（誤報効果）を覆す過小な予測情報だった、④津波への避難行動は
とったものの、浸水範囲や高さが想定外だったり、交通渋滞に巻き込まれたり、家に戻った
など、逃げきれずに被災したケースが少なくなかった、⑤東電福島第一原発のシビアアクシ
デントは、周辺地域を混乱に巻き込み、長期にわたる放射性物質汚染のインパクトを与えた、
⑥大規模停電や情報通信の途絶（続いて燃油の不足）が、初動段階に無視できない悪影響を
及ぼした、などだ。
第 2 章では、災害情報の送り手の一端を担うコミュニティ・エフエム局（宮城県内にある
ｆｍいずみ、エフエムたいはく、BAYWAVE、FM みなさん）のヒアリング調査結果を示した。
既存の cFM 3 局は、強い地震の揺れで停波し、初期の緊急情報を満足に流せなかった。経営
規模が小さいことによる突発災害への脆弱さは避けられそうにない。それでも、さほど日を
おかずして放送再開し、新設された臨時災害放送局ともども、被災者の折々のニーズに即し
た近隣のきめ細かな生活情報などを届けた。やはり大災害時の情報入手手段の筆頭はラジオ、
とくに地域に密着した生活情報を扱う cFM は小回りがきいて役に立つ存在だ。日頃の行政な
ど他機関との地縁的関係性、IT や SNS の活用などについては、局間の対比からいくつかの教
訓が見出された。自らも被害を被る事態に突然見舞われた際、緊急情報を確実に伝える能力
を cFM に期待するのは酷で、補完しあう意味で、今後、水平・垂直の局間連携を強化したい。
なお、臨時災害放送局については各種支援の下に設立され、成り立っている実態があり、先々
どうなるかが不安視される。
第 3 章では、大きなラジオ局（仙台にあるエフエム仙台と TBC ラジオ、東京にある NHK
ラジオセンター）のヒアリング調査結果を示した。地震の揺れに伴う放送設備のダメージは
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僅かで、どこもすぐに緊急報道特番へと移行した。しかし、現地の停電と通信断の影響によ
り、伝えようにも放送すべき情報が満足に入手できず、暫くの間、何が起きているのか全容
がつかめなかった。気象台との回線はほぼ確保され、大津波警報と（一般的な）避難の呼び
かけを繰り返し流した。つまり、具体に起きていた沿岸部のとてつもない惨劇までイメージ
できなかったものの、テレビの生中継映像をモニターしながら実況放送するなど、ラジオか
ら住民に向けて緊急情報が発信された。その後もリスナーに密着して情報を集め、
「このよう
な場合にはラジオしかない」という強い思いの下、粘り強く災害放送を続けた。なお、長引
いた停電と道路の不通などで自家発電用の燃油補給ができず、一部の中継アンテナが使えな
くなる事態に陥り、急遽、サイマルのインターネット配信で柔軟ににカバーした。民放ラジ
オに関しては、パーソナリティへの親近感が気持ちの上での救いとなり、地元ラジオ局なら
ではのプラス評価を受けた。NHK ラジオに関しては、避難の呼びかけのトーン（口調）をど
うすべきか、全中 T-R スルーによるテレビ画面抜き音声放送の苦しさ、体制が貧弱で日頃の
地域密着度が（民放に比べて）低いことの悩みなどが浮かびあがった。総体としては、しば
しば言われるとおり、発災直後、ラジオは、停電や輻そう等の影響で他のメディアが軒並み
ダウンしても生き残る信頼できるメジャーな情報源として住民から評価され、防災・減災に
貢献した。そして、啓発活動などを含めた平時からの取り組みの重要性が再認識された。
第 4 章では、NHK 仙台放送局のヒアリング調査結果を示した。貴重なヘリテレ津波ライブ
映像をはじめテレビ報道を中心に公共放送、指定公共機関としての役割をしっかり果たした。
東北管中の独自番組にも注力し、ラジオは全国放送への「上乗せ」を多用した。平日昼下が
りの発災で、タイミング的には恵まれていたほうだが、天カメはバッテリーが数時間で切れ
てゆき、三陸沿岸までたどり着き災禍を取材できるようになったのは主として翌朝からだっ
た。反省点は、停電しても使えるラジオ部門の強化が求められるとのことだった。その後、
NHK では現在にいたるまで長期に震災フォローを続け、優良な支援～追跡～検証番組を数多
く制作している。
第 5 章では、発災から日没を迎えるまでの 3 時間余り、初動段階でテレビが何を伝えたの
か、在京民放キー局（日本テレビ、TBS テレビ）と NHK 総合（東京）の放送録画をすべて
文字に起こして検証した。ぶっ通しの報道特番には、カメラ映像とともに豊富な災害情報が
流され、他のメディアを圧倒した。しかし肝心な被災地では、地震発生直後、広域な停電が
発生し、据置型テレビはほぼ視れなかった。NTV の初期報道は、避難の呼びかけはもちろん、
早くに陸を襲った宮古市の大津波の姿をライブ映像で流した。そして翌日と 14 日に、系列の
福島中央テレビの天カメが東電福島第一原発事故の爆発映像を唯一捉え、真相を示す決定的
瞬間を報じる役割を果たした。また TBS も早くから特番が立ち上がり、宮古市や仙台空港、
富岡町（実は福島第一原発）を襲った大津波をライブ中継したなどの特徴があった。NHK の
初期報道は、①緊急地震速報に引き続き、地上波・衛星波・ラジオを一斉に緊急報道に切り
替えて全波全中とした、②放送局で唯一すぐに飛び立ったヘリ、多数の天カメで大津波浸水
のライブ映像を流した、③指定公共機関として津波警報・注意報の発表区域などを細かく伝
え、繰り返し津波避難を呼びかけた、④当初は原発の状況に言及しなかったが、夕刻から東
電福島第一原発の 10 条・15 条通報を伝えた、などの特徴があった。
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第 6 章では、岩手、宮城、福島 3 県の全局の地デジ・データ放送（フルセグ）をチェック
した。どの民放局のデータ放送も、キー局に比べると簡素で系列色の濃い作りだった。震災
関連情報の一部にテレビがブロードバンド接続していないと視れないものがあり、あまねく
届くことが求められる災害情報をそのように扱ってほしくない。NHK 総合のデータ放送は、
飛び抜けてたくさんの災害情報が掲載され、2011 年 12 月時点の岩手では大きく市町村別に、
同年 7 月時点の宮城では大きくジャンル別に整理された階層メニューが作られていた。個々
の視聴者にとって、前者の整理法のほうがより欲しい情報に辿り着きやすそうだった。また、
2013 年 12 月時点の福島の NHK 総合のデータ放送は、全国版にはない［放射線量測定値］
［風
の予想］が掲載されていた。地域の視聴者のニーズにきちんと向き合ったよい取り組み事例
といえる。とくに NHK の災害情報の地デジ・データ放送活用は積極的で、非常時、宣伝抜き
モードになる民放も見習う余地があろう。なお、住民アンケート結果からは、テレビの L 字
やテロップ情報は、およそ 2／3 の人が役立ったとした一方、完全移行前の過渡期だった地デ
ジのデータ放送は僅かしか視られていなかった。
第 7 章では、被災自治体のひとつ岩手県大船渡市の防災管理室で行政発の情報などについ
て尋ねた。市内は津波でひどく被災したが、幸い高台にある大船渡市役所は被害を免れた。
電源も自家発電やバッテリーでしのげた。津波襲来後は、双方向の連絡手段は衛星携帯電話
のみとなった。NTT の局舎が壊れるなど通信網が途絶えた影響で、情報収集や連絡が困難だ
った。緊急情報は、防災行政無線などを用いてほぼ計画どおり発信できたが、市のホームペ
ージは使えなかった（twitter は使えた）。被災後、満足な対応が困難な状況に置かれつつも、
広報ビラや臨時災害放送局やインターネットなどを通じて、鋭意、情報発信する努力を続け
た。その後、防災行政無線装置更新、コミュニティ・エフエム（FM ねまらいん）開局、緊急
速報（エリア）メール導入など、災害情報伝達手段の一層の複線強化を図った。その他、避
難、支援などに関する市職員の貴重な実体験が聞けた。大船渡市への応援派遣中に調査の場
を段取りされた三重県所属の水上知之氏に改めて感謝したい。
そして第 8 章では、災害情報の受け手、三陸沿岸（釜石市、大船渡市、気仙沼市など）で
津波に遭い命は助かったが家を失った被災者に対し、発災直後数日・1 ヶ月・1 年余後に欲し
かった情報と、それが満足に得られたのかなどを尋ねた。揺れた直後にとった行動は、屋外
に出たが半数以上、次いで、すぐ避難した、携帯電話や携帯メールで安否を確かめた、ラジ
オなどから情報を得た、出先から自宅へ向かった、避難準備したなどが多かった。避難は、
三陸沿岸では多くの場合、住民自身が“強く長い揺れ”から津波を連想して能動的に行われ
た。大津波警報、避難指示などの情報入手に伴う行動は、その半数程度だった。一方、三陸
沿岸ほど津波災害文化が根付いていなかった仙台平野南部沿岸では、避難情報も行き渡らず、
避難行動は不十分だった。消防・警察や周囲の呼びかけなどでぎりぎり避難して、車避難の
割合が高かった。逆にすぐ逃げなかった人の理由は、津波は考えつかなかった、高台や内陸
に居たが目立ち、警報を聞かなかった、屋外スピーカーが難聴、予想高さが 3 とか 6 メート
ルと聞き危険と思わなかった、前年のチリ地震の大津波警報時に高い津波が来なかった、2
日前もなんともなかった、防潮堤などの対策施設が整備済み、海の様子がわからなかった、
防災マップからこんなところまで津波が来ると思わなかったなど、気になる回答もあった。
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避難に際しての問題はさほど生じなかったが、道路が車や人で混雑していて速く移動できな
かった（信号機が消灯）の回答が多く、さらに安全な場所へと再度避難しなおしたが続いた。
避難情報は、停電の影響もあり、防災行政無線とラジオとが主な情報源で、はじめのうち
はモバイルツール（携帯や自動車、ワンセグも）が使えた。役に立ったメディアは、直後：
ラジオ（停電中に被害状況を把握した）
、1 ヶ月後：テレビと新聞（＞ラジオ）、1 年余後：テ
レビ（＞新聞＞ラジオ）の順で、この三者以外をあげる回答は少なかった。被災者がとくに
知りたかった情報は、直後：安否（次いで生活物資）、1 ヶ月後：ライフライン復旧見通し、
生活物資、仮設住宅、復旧・復興・生活再建など、1 年余後：復旧・復興・生活再建（次いで
国や自治体の対応、経済的支援など）という順だった。信頼できる情報源は、テレビとラジ
オがトップ、次いで新聞だった。ネットや国などへは不信感を募らせたようだ。メディアに
対する評判は功罪相半ばしたが、ラジオを筆頭にテレビや新聞などコンベンショナルな媒体
が有用で、よりローカル色の濃いところが良かったとされた。震災報道への注文は、
「被害の
映像ばかりでなく、生活に関する情報をもっと放送してほしかった」
「取材対象地域が偏って
いて、報道が少ない地域では支援や対応に影響が出たと思う」がほぼ同数あり、仙台平野南
部で後者の不公平感が顕著だった。自由記述では、○：
「しばらくの間、ラジオの情報だけが
頼りで有難かった」「ラジオは山の中でも役に立つ。ラジオの価値がとても大きいと感じた」
「ラジオで避難者の場所が放送されて良かった」
「電気が通っていなかったので避難所で見れ
なかったが、テレビで安否取材を受けたため県内の親族・知人に見てもらうことができ安心
したと後日分かった」
「テレビの朝の番組で震災後 1 年たった今でも色々な地域の体験や生活
状況をみると、伝えたいという心情が伝わり気持ち的に楽になった」
「地域新聞の安否情報掲
載は良かった」「避難所へ各新聞社から無料配布された紙面情報が、非常に役立った」「地域
の情報は地元紙が一番良いと思った」、△：「報道機関はよく伝えようとしたと思うが、受け
れる方が限られており充分に伝わらなかったのではないか？ 伝達方法を考えないと意味が
無いのでは？ マスコミの自己満足にならないように」「地元、及び被災県は被災者の身にな
って取材、報道してくれるが、遠方から来た報道の人達は、仕事をこなす感じがしてならな
い」
「各テレビ局とも被災地情報をよく報道されたと思うが、情報というよりムダな解説も多
かった。被災地、被災者を支援する生活情報、安否情報をもっとすべきと思った（データ放
送をうまく利用）
」
、×：
「家族が犠牲になった遺族へのインタビューで現在の気持どうですか
なんて聞くのはいかがなものか、答は解ってるはず」「仮設住宅に取材の方が多く出入りし、
落ち着かない日々が続いた。そして無理にコメントを求められたりして嫌な思いをした。取
材する方は相手の気持ちをくんで取材してもらいたい。テレビなどで取材を受けてる方はど
んな気持ちなんだろうと…今も考えずにはいられない」
「テレビで報道された地域だけが支援
が多いと思う。大きな都市の報道が多く、自分たちの住んでいる身近な地域の状況がわから
なかった。各地域の状態をもっと知りたい」
「報道の力は大きいと皆で話しました。私達の所
も 180 世帯が被害に遭い 26 人の命も奪われました。くまなく報道をと思います」
「自分の家
が津波によって全壊したためか、テレビで津波のシーンが出て来ると気持ちが悪くなっては
き気を覚える」「復興は市場、産業から…とは思ったが、もう少し住宅再建のことを」「子供
のために早くアニメを始めて欲しかった。子供達が不安でいたため」
「同じ CM ばかり流れて
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いて耳に残った、それが震災時のイメージとなりテレビが嫌になった」
「報道各社はこのよう
な災害時は協力して、安否情報や物資情報などバラバラでなく一律で継続して報道し、被災
者と被災地の支援中心に報道すべき。各放送局が競って被災地を報道して、記者魂が発揮さ
れているが何か空しく思えた」などが並んだ。アンケートからはほかにも数多くの生の知見
が得られた。
第 9 章では、地震・津波災害と、東電福島第一原発事故による放射能汚染に見舞われた南
相馬市に現に住む被災者に対するアンケート調査結果を示した。地震の揺れはすごかったが、
津波災害リスクはあまり連想されず、原発事故リスク認識に至ってはほとんどゼロだった。
原発事故を起こした当事者からもたらされた危険情報はタイミングが遅くかつ過小なもので、
1・3 号機の爆発が起きてようやく進行する事態の深刻さに気づいた。そのため、安全なとこ
ろへの避難が遅れ、ガソリン不足がそれに輪をかけた。曖昧で楽観的な情報ばかり発し続け
た東電や政府への不信や不満は強いが、それを垂れ流したマスメディア（や登場した専門家）
への責任追及の声は意外なほど聞かれなかった。それよりもこの先、故郷の地域社会がどう
なっていくのかを憂いていた。また、三陸沿岸ほど安否確認には難渋しなかった。
災害情報の受け手に対するこれらアンケート調査結果は、津波被災地で行われた他の国・
自治体や研究者らによる各種調査と重なる項目はほぼ類似した傾向を示し、さらに突っ込ん
だ設問については、実際の経験に基づく興味深い回答が得られた。一方、第 9 章の南相馬は
限られた数の予備的調査ながら、原発事故にまつわる情報のあり方に関して示唆に富む回答
が含まれていた。このため引き続き次年度、新潟への広域避難者を対象とし、さらなる調査
を行った。
（→ 検証 ～東日本大震災～ 命を支える情報はどうなっていたのか 結果 Ⅰ.新潟
調査 http://www.jasdis.gr.jp/_userdata/06chousa/dttv/dttv5_report.pdf）
それぞれの調査結果要旨は、以上のとおりだった。ざっくり言うならば、東日本大震災に
おいて、放送をはじめ各種メディアは、過去にも増して活躍した。しかし、大規模な停電や
通信断が発生し、想像を大きく超す津波の規模を前に、津波災害から住民の命を救うための
緊急情報の伝達手段としては、必ずしも十分に効果を上げたとはいい難かったのではないか。
そして、アンケートは、助かった人からだけの調査なので限界はあるが、どうしてここまで
被害が広がって大勢の犠牲者が出たのか考察すると、
１）ハザード現象がとにかく大きかった
・そもそも、事前の想定をかなり上回る規模の巨大津波が、広大なエリアを襲った
・ハード対策施設の能力、ハザードマップの予測を超え、避難した先までが浸水した
・津波警報・注意報が、当初、いつもの過大気味の刷り込みとは逆の過小予測だった
２）地震直後から現地では全面的な停電と通信断、交通阻害が発生した
・テレビを通じたアラート情報、周辺で何が起きているかの情報がきちんと届かなかった
・テレビやラジオで報道しようにも、情報入手（取材）がままならなかった
・零細な放送局（cFM）は直後に停波し、緊急情報や避難の呼びかけを流せなかった
・交通信号が消え、避難する道路の渋滞をいっそう加速させた
・無論、水道などを含むライフラインが壊滅、鉄道やバスなどの公共交通も止まった
３）事前の準備不足もあった
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・三陸沿岸に比べ、仙台平野南部沿岸など他地域の備えは、ソフト対策を含め手薄だった
４）高齢者が多かった
・そもそも高齢者が多い地域で、援護しようとした人までもが津波に巻き込まれた
・警報軽視、避難の尻込みや遅れを招き、車避難が増え渋滞を加速、避難途上で被災した
５）原発事故は不慣れで目に見えなかった
・あいまいで楽観的な偏見情報により避難が遅れ、住民の放射性物質汚染度合いが増した
・避難の過程で体の弱い入院患者や入所者らの容態が悪化し、死に至った
と大胆に括れよう。
無論、うまく切り抜けられたケースもいろいろ聞かれたが、ここではうまく行かなかった
ほう、つまり課題の明確化が将来の改善につながると考え、このように結論づけた。今後、
ラジオなど従来からあるメディアをはじめ、インターネットなど他の新たな伝達手段をも含
めた、総合的な防災体制の整備が待たれる。
なお、本調査研究の実施は 3 年以上の期間に及び、それぞれのパート（章）で統計数値や
既往研究報告などの参照時点が異なっていることをご容赦いただきたい。
2011 年東北地方太平洋沖地震発生からずいぶん経つが、地震・津波災害、そして原発事故
に見舞われた地域の方々が少しでも早く立ち直り、以前にも増して暮らしやすいまちの再興
が実現することを切に願っている。また、放射性物質による健康被害がこれ以上広がらない
ように祈っている。そして、本報告書から読み取れる災害像や教訓などが、今後再び起きる
大地震・大津波、あるいは原発事故の際の参考となり、少しでも実際に役立つならば幸いと
考えている。
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図 10 宮城県陸前高田市中心部の被災状況（左：マイヤ高田店、右：岩手県立高田高等学校）
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が広報にも必要だ JCO 臨
界事故と原子力防災広報
の課題
2000 検証・東海村臨界事故報道
市民はメディアをどう評
価したか ―東海村臨界事
故についての調査研究か
ら

国立国会図書館 インターネット資料収集保存事業
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/
naiic.go.jp/index.html

丸善出版

目次等案内
http://rebuildjpn.org/
project/fukushima/report/

最終報告書ドラフト
http://www.aesj.or.jp/
jikocho/rep20130902.pdf

HOME ＞ 災害情報関連一覧 ＞ *
http://www.ajiko.co.jp/article/detail/ID4TC20KNZL/
科学 1997 年 10 月号

Vol.67 No.10
pp.720～724

都市問題 ［特集②］電源
と電力を再考する
広報

第 99 巻・第 8 号

新聞研究

通巻 585
pp.24～27
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2000 年 3 月（通巻 574）号
pp.24～27

著

者

廣井 脩,関谷直
也,中村 功,中
森広道,八木絵
香,三上俊治
美浜の会（美
浜・大飯・高浜
原発に反対す
る大阪の会）

宮脇 健,福田
充

小田桐 誠,桶田
敦,松沢 弘,小
出五郎,野呂法
夫,綿井健陽,小
玉美意子

小田桐 誠

年

タイトル

掲載誌等

号／掲載頁

2014 第 2 章 JCO 臨界事故に関
時点 する住民の心理と行動

東京大学大学院情報学環・学際情報学府 廣井研究室
http://www.hiroi.iii.u-tokyo.ac.jp/
index-houkokusho-rist-JCO-jiko.htm

2013 国や東電、各県による空間
時点 線量率測定値 １ .原子力
安全保安院および東京電
力公表の福島第一原発周
辺 の 測 定 値 ( ～ 4/10 9:00)
①放射線量の変化と事故
の経過（～3/18 12:00）
2012 福島第一原発事故のメデ
ィア報道に対する被災住
民の意識についての調査
研究
2011 震災・原発事故とテレビ
（前編）－NHK・民放の初
動 70 時間を検証する－／
「原発震災」を取材する／
原発事故で露呈した東電
とメディアの「抱合体制」
／シンポジウム メディア
は原子力をどう伝えたか
2011 震災・原発事故とテレビ
（中編）－NHK・民放の初
動 70 時間を検証する－
2011 東日本大震災時のメディ
アの役割に関する総合調
査 報告書
2011 ◆特集◆ 検証！東日本大
震災とメディア〈前編〉

ホーム > 2011 年 > 政府等のモニタリング値
http://www.jca.apc.org/mihama/fukushima/
monitoring/fukushima_monitoring.htm

(一社)日本民間
放送連盟・研究
所
大井健郎,遠藤
隆,後藤義典,高
瀬 毅,神保哲
生,渡辺 実,二
宮正季,山下 学
黄 木 紀 之 , 谷 原 2011 ◆特集◆ 検証！東日本大
和憲,清水正樹,
震災とメディア〈後編〉
山田賢一,中手
聖一,吉富志津
代,熊谷ともみ,
小林直毅
小 出 五 郎 , 桜 井 2011 ◆特集◆ 原発とメディア
勝延,東京大学
大学院学際情
報学府震災報
道調査班,砂川
浩慶,烏谷昌幸,
七沢 潔,金平茂
紀
金 平 茂 紀 , 藤 森 2012 特集 【検証】大震災報道
研,依光隆明,日
の1年
置一太,寺島英
弥,関谷直也

日本マス・コミュニケーシ
ョン学会

2012 年 度 春 季 研 究 発 表
会・研究発表論文

放送レポート

2011 Number232
pp.2～29

放送レポート

2011 Number233
pp.6～14

（木村幹夫,浅利光昭）

GALAC

2011 年 9 月号
pp.12～37

GALAC

2011 年 10 月号
pp.14～41

GALAC

2011 年 11 月号
pp.12～39

朝日新聞社 Journalism

2012.4 no.263
pp.4～51
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著

者

大治朋子,鎌田
靖,伊藤英朗,多
田敏男,鬼原民
幸,佐藤 純,青
木美希,鮫島
浩,津山恵子,マ
ーティン･ファ
クラー,外岡秀
俊,依光隆明,上
丸洋一,奥山俊
宏,萩原 豊,堀
潤
山﨑 登,岩佐
哲,柳澤あゆみ,
杉本誠司,姉帯
俊之,津田大介,
上柳昌彦,戸田
桂太,草野 厚,
田中 淳,藤岡伸
一郎,石井 彰,
熊谷 徹
NHK 放送文化
研究所メディ
ア研究部/番組
研究グループ,
田中孝宣,原 由
美子,福長秀彦,
井上裕之,村上
聖一,村上圭子,
吉次由美,執行
文子
NHK 放送文化
研究所
徳田雄洋

年

タイトル

掲載誌等

号／掲載頁

2013 特集 3.11 後のジャーナリ
ズム

朝日新聞社 Journalism

2013.6 no.277

2011 大震災報道は視聴者にど
う見られたか

放送文化

2011 夏号
pp.3～52

2012 東日本大震災とメディア
～「放送研究と調査」（月
報）掲載論文から～
東日本大震災発生時・テレ
ビは何を伝えたか
原子力災害と避難情報・メ
ディア
ほか

NHK 放送文化研究所年報
2012

第 56 集
pp.247～370

2011 特集 東日本大震災

NHK 年鑑 2011

pp.7～22

岩波書店

岩波新書（新赤本）1343

大月書店

放送レポート 別冊

DAYS JAPAN

第 9 巻第 4 号
4 月号（増刊号）
平凡社新書 631

2011 震災と情報 ―あのとき何
が伝わったか
2011 大震災・原発事故とメディ
広河隆一ほか
ア
2012
広河隆一ほか
検証 原発事故報道 あの
時伝えられたこと
2012 ドキュメント テレビは原
伊藤 守
発事故をどう伝えたのか
2012 報道・ネット・ドキュメン
遠藤 薫
タリーを検証する メディ
アは大震災・原発事故をど
う語ったか
2012 NHK 独り勝ちの功罪
小田桐 誠
高 野 明 彦 , 吉 見 2012 311 情報学 メディアは何
俊哉,三浦伸也
をどう伝えたか
2012 【新版】災害情報とメディ
平塚千尋
ア
丹 羽 美 之 , 藤 田 2013 メ デ ィ ア が 震 え た テ レ
真文ほか
ビ・ラジオと東日本大震災

平凡社
東京電機大学出版局

KK ベストセラーズ
岩波書店
リベルタ出版
東京大学出版会
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ベスト新書 359
叢書 社会と震災

著

者

年

タイトル

日野行介

掲載誌等

2013 福島原発事故 県民健康管
理調査の闇
2012
NHK ETV 特集
ホットスポット ネットワ
取材班（増田秀
ークでつくる放射能汚染
樹,七沢潔,大森
地図
淳郎ほか）
2008 津波てんでんこ 近代日本
山下文男
の津波史
2014
(一財)マルチメ
公共情報コモンズ
デ ィ ア 振 興 セ 時点
ンター
(一社)デジタル 2012 ｜地デジ
時点
放送推進協会
(公財)放送文化 2014 放送文化基金設立 40 周年
基 金 助 成 贈 時点 記念研究報告会「3.11 とメ
呈式・研究報告
ディアのこれから ―震
会（藤吉洋一郎,
災、原発事故からの教訓
藤田真文,目黒
―」
公郎,佐藤 崇,
山﨑 登,丹羽美
之）
(公財)放送文化 2014 研究報告会「東日本大震災
基 金 助 成 贈 呈 時点 とメディア」
式・研究報告会
（藤吉洋一郎,
丹羽美之,市村
元）
2012 巨大災害への備えを見直
藤吉洋一郎
そう

岩波書店

号／掲載頁
岩波新書（新赤版）1442

講談社

新日本出版社
公共情報コモンズ（専用サイト）トップページ
http://www.fmmc.or.jp/commons/
トップ > *
http://www.dpa.or.jp/chideji/index.html
トップページ ＞ 助成 ＞ 研究報告会
http://www.hbf.or.jp/grants/society.html

トップページ ＞ 助成 ＞ 研究報告会 ＞ 23 年度 研
究報告会
http://www.hbf.or.jp/grants/society/23_society.html

大妻女子大学コミュニケ
ーション文化学会 コミュ
ニケーション文化論集

10 March2012
pp.107～131

研究発表
１）日本災害情報学会第 13 回研究発表大会（2011/10/30、名古屋大学）
・宮城県のコミュニティ・エフエム放送局初動対応
・宮城県 県域民放ラジオ局の初動対応

三島和子 ほか

天野 篤 ほか

・宮城県のラジオ放送が果たした役割 藤吉洋一郎 ほか

２）放送文化基金研究報告会「東日本大震災とメディア」（2012/3/2、海運クラブホール）
・検証“東日本大震災”命を救う情報をどう伝えたか ～地震発生から 1 時間～

藤吉洋一郎

３）日本災害情報学会誌「災害情報」№10（2012/3 発刊）
・「デジタル放送研究会’４」活動報告

天野 篤

４）日本災害情報学会第 14 回研究発表大会（2012/10/27、東京大学）
・東日本大震災における災害情報の伝達と住民の対応 ―デジタル放送研究会・新潟広域避難調
査および三陸沿岸調査から―

中村 功 ほか
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５）日本災害情報学会誌「災害情報」№11（2013/3 発刊）
・デジタル放送研究会 2011～12 年度活動報告 東日本大震災津波被災者・福島原発事故広域避
難者、南海トラフ地震津波浸水想定区域住民アンケート調査

天野 篤

６）日本災害情報学会第 15 回研究発表大会（2013/10/26、群馬大学）
・「南海トラフ巨大地震」の被害想定に関する住民の意識と反応－デジタル放送研究会下田市・
黒潮町調査から－ 中村 功 ほか
・【東日本大震災】福島第一原発事故広域避難者アンケート調査（新潟）から

天野 篤 ほか

７）放送文化基金設立 40 周年記念研究報告会「3.11 とメディアのこれから ―震災、原発事
故からの教訓―」
（2014/3/7、海運クラブホール）
・被災者は放送をどう受け止めたか ～岩手・新潟アンケート調査より～

藤吉洋一郎

８）日本災害情報学会誌「災害情報」№12（2014/3 発刊）
・デジタル放送研究会 2013 年度活動報告 ３.１１と情報 ―震災、原発事故に学ぶ―

天野 篤

連 絡 先
〒215-0004 川崎市麻生区万福寺 1-2-2 新百合 21 ビル アジア航測株式会社
TEL 044-969-7500 , FAX 044-965-0916 , E-mail:at.amano（半角アットマーク）ajiko.co.jp
あ ま の

あ つ し

天 野 篤
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