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齢～裔 癜于庁ñ 

弐怖腰苻腰癸亶眞Ａ業加〒┏ﾎ悧侃┲Ж┃┆

霜〞┊桂侃腓紹┲默グ庁蔀笹盂┎¿范裴冢

癸亶┲決瞼ブ〞ﾏ檀徃秘計┏ﾎ腰┎ο遭┎耐

贓┲霞グ苻腰癸亶献窕〒┋業┍┩┬┫ﾏ 

 

¿范裴冢┎悌筑况霞軫┏“＋瓜米絃滞£┋ﾎ

Ö紜ブ┆ガ┫悧侃┲Ж┃┆∂┃┆ガ┫桂侃

┲霜〞┋腓紹ベ┫悌壬ゼケ┫┎ズ鰾”┈ガグ

～┇ケ┫ﾏ弐怖腰┏バ┎茂┋柏贖ズ┩謁ゾ英

┯ペﾎ鄂詩箔鎌ﾎσＨ偲ﾎ膺絣尋魂操な┊┉

┲水ド┆ﾎ決瞼ブ〞ﾏ 

 

腰┎ο遭鈿訓┏ﾎ“e30%┎桂侃粟┲瞼┡┫

～┇ 70%┎悧侃ゼ謝？况┋Ｗダビ┬┫ﾏf

桂侃裴冢┲瞼┡┫～┇ﾎ日腸侃┲畿侃┤篳虫

抂ゾ願┋ベ┫┈癰┃┆ガ┫侃尼揉ズ┩悧侃

┲畦┫バ┈ゼΧ兆┫ﾏg侃尼揉┎裔裟┎輓ガ

┲ズ┊ゴ┫”┈ガグﾎ～騰揉┎癰ガδ┲｠┎

┞┞唄デタ┬〞鈕ヂ┙ゾ┢┎┇ケ┫ﾏ 

 

叶｝勞嬖‘肺叶粥σ豫癸亶┇┏ﾎ＋瓜米絃ﾎ

販ｖ脚юﾎ乖浴宮屯偲┎啅Ｗ┊┉┎瘰茂ズ

┩ﾎ鎖紹 37 裟┎桂侃贖墹┲鎖紹 24 裟┈液

プ 1ホ0 ó ha ┈ブ┆ガ┫ﾏ 
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0000 7777 嘖〛濟f抵明柏嘖〛濟f抵明柏嘖〛濟f抵明柏嘖〛濟f抵明柏    

嬖 7 括腋梱悒〒┲鎖紹 27 裟 6 男 20 属辺萎影侃囲〉よ』ろ┇裴ぬブ┞ブ〞ﾏ 

Χ婚揉 48 疫鰺蛋贖玻秘ﾎ業○濫静Χ┲堰┠鯲ﾎ齢～裔粋笥┎至ﾎ窕～┋┏ガ┪窕締┏

ダ┆侖窕┊ヂ拭瞼嬰秘ビ┬┞ブ〞ﾏ 

悒〒至ﾎ輌霞┎灌恒槎罐畔鰺嘯居劫勵枳悶Ｗ竈胃〒齢～裔鯲┋秧暴ガ〞─ゾﾎ｠┎至

｝婦〒┲ぬブ┞ブ〞ﾏ悒〒秘窕瞎彖┏½皙秘窕腋吭┲羽薬½ビガﾏ 
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╃┻ぉを┹ろ   嬖‖属旦属鰺去挿男鯲  

╆へろよ┹｠こ  嬖‖属旦属鰺ち挿男鯲  

ガペ┬┢ﾎ椅Й 10 滞 弐怖低鋩呈柏裘Й譎英 

急褌遜澹碌紬鰺駄鹽嗇鰡Ö計蜘鯲 

〒加挿   299 疫 

訣′揉  13,347 疫 

訣′軾   893 óバ 
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烋耨ǘŚ烝Ś鏤ǖ蹙

抵佻昨札作細擦
Y暼倻刮母㌱湊堙朝 次祉識昨桜傘細碕朗琢㌫嫻襯

X宙摩 ブゅ 陬瀧

0Ś嘖〛濟f抵ゃた昨斎〛î0Ś嘖〛濟f抵ゃた昨斎〛î0Ś嘖〛濟f抵ゃた昨斎〛î0Ś嘖〛濟f抵ゃた昨斎〛î
荀儕 έ┦擦際擦際斎⎬餃昨祭碕碕採凅索あ裁琢砦擦際甑

細崎腰Ľ鏤ǘǹ蹙削明柏細参擦裁冴疆嫻襯0Ś嘖〛濟f抵削採済擦裁崎腰

託ぇ昨〛三ゃた細参擦裁冴昨埼斎〛îあ裁琢砦擦際甑

豢彬

ぇ

ąゃた宙奡ś

0ǖ陵た騁 26烝燵θH26.5.1がH27.4.30χ宙黻寤櫓昨鍔

0ǘ陵た騁 26烝燵θH26.5.1がH27.4.30χ率謚ゃ二寤櫓昨鍔

26烝燵θH26.5.1がH27 .4 .30χT颱寤櫓

鑚鍔朔腰淀騁昨〛三臙ィ療ゃ細参擦裁冴甑

0ǚ陵た騁 27烝燵θH27.5.1がH28.4.30χ宙黻ヴき昨鍔

0ǜ陵た騁 27烝燵θH27.5.1がH28.4.30χ率謚着二鎬昨鍔

鑚鍔朔腰淀騁昨〛三臙ィ療ゃ細参擦裁冴甑

0Ą陵た騁 痺佻ǖǘ隣敏潰昨鍔

鑚鍔朔腰淀騁昨〛三ǖǘ隣歳敏潰細参腰罪参財参楷潰哉冴裁

擦裁冴甑

作採腰Ś鏤1蹙明柏昨X宙抵削採済擦裁崎腰X宙摩削ブゅ陬瀧 房X宙摩

削梛鑚⑵ ホゅ札阪傘 渗瀲侮睚敕歳注敏細参腰楷潰O裁擦裁冴甑擦冴弝

儁削朔瑰済62済ホ殤48Û螂削採庨哉裁崎採三擦際甑

次祉識昨桜傘細碕朗琢㌫嫻襯昨赱睪杞朔腰烋耨ǘŚ烝Ś鏤ǖ蹙栽晒烋耨ǘ

Ť烝Ľ鏤ǚǹ蹙ǐ逗昨碕採三埼再三擦際甑

弝儁 ホ殤48Û

X宙摩 ブゅ陬瀧 X 宙 ホ衷 軆

房X宙摩 梛鑚 ⑵ X 宙 ゅ浹ᆨ⊕

房X宙摩 ホゅ札阪傘 X 宙 靱褫肘疵

房X宙摩 渗瀲侮睚敕 X 宙 虜舜⑼姫

X 宙 珽闌過敕 T 宙 ゅ旅#敕

X 宙 圓闌40鴇敕 T 宙 槶使徒邊

通琢



 

付ю┎皙蜴付ю┎皙蜴付ю┎皙蜴付ю┎皙蜴鰺織蜴鯲 瞎彖┏せろてすろ[┋精缺ビ┬┆ガ┞ベﾏ 

鎖紹 27 裟 

鰥男 鰤属 ╆へろよ┹｠こ頚憎 10 疫羽з 

鰥男 鰄属 低鋩呈丘※┟呱壙┋胃е 

鰛男鰒鰆属 腰〒窕加 BF 畔贖碪 

鰛男鰈鰈属 低鋩呈丘※┟呱壙┋胃е 

鰛男鰆鰈属 ╃┻ぉを┹ろ裴ぬ 20 疫羽з 

鰛男  鰛属 TVK 嘘虫 7/1プ年ewsホ30α┇阻冐 

鰛男  鰮属 急褌遜澹碌紬 

鰛男  鰄属 柬滞╆へろよ┹｠こ 3 疫羽з 

鰛男  鰒属 腰〒窕加 BE 畔贖碪 

鰮男 27,2ペ 属 低鋩呈漕粟嚠┋Χ五 

鰮男鰈鰊属 庁蔀笹盂帝，悒〒籀霞 

鰮男鰈鰈属 苻癸献て擧 

鰮男鰈鰆属 ¿范裴冢┎決瞼眞Ａ┋遣ベ┫吃詑┲ツ玻 

弐怖腰┎苻腰癸亶眞Ａ業加〒┏ﾎバ┎静締┋褪ブ┆Ö詑癨┇端癨┲ 堰

┠矼┃〞眞Ａ┲ブ〞ﾏ バ┎矼┃〞眞Ａ徠調┲陥包┈ブ┆苻腰癸亶脚綻

ビ┬┫～┲盍ブ┆┏ガデ┊ガﾏ 弐怖腰枳繝┎麓気ﾎ獰┄ヂ┪┎陥筑像

葩┲膊晉ブﾎ腰繁┈元兆┎Ü£┋囁悌┲箸ベ┢┎┇ケ┪ﾎφ済唄デタ┬

┩┬┫┢┎┇┏┊ガﾏ 

鰮男鰈鰆属 ¿范裴冢眞Ａ徠調┎δ聴┲ツ玻 

           弐怖腰┎眞Ａ徠調┏ﾎ矯司偲┋宮ヂ┎倪霞茂ﾎÖ操英ﾎ端癨ﾎ楳厖ゼケ

┪┞ベﾏ鎖紹 37 裟┋┏＋瓜米絃ゼ啅頚┋┢褪┯┩ペﾎ鎖紹 12 裟＋瓜

陥包┎庁蔀笹盂篳綜ﾎ液 16 裟冢默┎低囲ち]』ろこふよﾎ液 22 裟┎

腰＋瓜陥包┊┉┇＋瓜ゼ祈ゴ┆ガ┫┈バプ┄デﾎ霜〞┊桂侃腓紹┲柏司

粟ブ┆ガ┫ﾏ 

鰮男鰈鰌属 嬖 7 括陥蕚悒〒 

鰮男鰆鰄属 急褌遜澹碌紬 

鰮男鰆鰊属 え』╋ゅ┹╇ふ]ほろを 

鰮男鰆鰊属 ╆へろよ┹｠こ頚憎 12 疫羽з 

鰮男  鰥属 遡セ頴〒夫ﾎ皙揉╆ふけﾎ苻腰操な狐ﾎ麓気Ъ腓狐ﾎ笹孱狐皺霞 

鰮男  鰥属 腰裔籀霞静Χ (叶｝勞像葩┈┎Ö操英) 

           叶｝勞┏ﾎﾘ＋瓜米┋遣耳ブ┆霜〞┊桂侃腓紹┲触ψベ┫ﾙ┈ツ玻ブ〞

ゼﾎ弐怖腰┏ﾎ＋瓜米┎腰萎苳┇¿范裴冢┋┨┫桂侃腓紹┲献窕ブ┆ガ

┞ベﾏバ┬┏叶｝勞┎像葩┈操英ゼ┈┬┆ガ┊ガﾏ 

腸腰裔┎括孳┏ﾎﾘ¿范裴冢┏σＨ偲┎謁¿┋篳ベ┫癸亶┇ﾎ筑腰┎

┞━┅ヂ┪像葩┋弼┃〞┢┎┇ケ┫ﾙ┈ガグ┢┎ﾏ 

裴冢ケ┪ゾ┇笹浴┤ツ噛ﾎ膺絣ゼ舁柏ズ円ズ─デ┎ο遭┇ﾎ悧侃┲Ж

┃┆桂侃┋續隻ベ┫惓晒ゾ脚綻┎痙Ö痙┋┄ガ┆┏孳ゴ┆ガ┊ガﾏ 
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鰮男  鰥属 腰裔籀霞静Χ (腰┎錦姶) 

弐怖腰┎操裴Ｗ┇ﾎﾘ＋瓜米┇┢霜〞┊癸亶くまろて┲梼皃ブ┆惓晒ゾ脚綻┲嬰

旡┋ベ┫ﾎ鎖紹 22 裟┈劭畷裟肺 フ7 裟┲叛纜ベ┬┐＋瓜┏祈ゴ┆ガ┫ﾙ┈孳

ゴ┆ガ┫ﾏ陥包裟┲ 拠 裟┢臠┫┎┏Ö舁ε┇ﾎ＋瓜米┇┢陥包┲脚ゴ┆桂侃┲

祈┤ベ腰┎錦姶┏叶┤勵┎像葩┈操英ゼ┈┬┆ガ┊ガﾏ 

腸腰裔┎括孳┏ﾘ鎖紹 22 裟┎勵操裴Ｗ┏鎖紹 12 裟陥包┇ケ┃〞ﾙ┊┉┈ﾎ

腰繁術瘍ズ┩ズデ讎┬〞癰ガ肬┬┎括孳┇ケ┃〞ﾏ 

鰮男  鰄属 低粥築ﾎ囲遡正腴ﾎ侃貫衰檜皺霞 

鰮男  鰆属 急褌遜澹碌紬 

鰄男鰆鰌属 陥蕚┹ろ]ぅろ枳悶┎á┇ひろ╃∃釁 17 疫羽з 

鰄男鰆鰮属 え』╋ゅ┹╇ふ]ほろを 

鰄男鰆鰮属 腱忻〒 

鰄男鰆鰌属 陥蕚┹ろ]ぅろ 無¿┎奴┇軽星ブ鯑 ブ7 疫羽з 

鰊男鰈鰮属 陥蕚┹ろ]ぅろ うろぉ┽╁｠】よ╇ 1拡 疫羽з 

鰊男鰈鰊属 笹孱狐苻腰癸亶硴皺霞 贖碪 

鰊男 18,19 属 Earthday Tokyo 201拠 Χ五 

鰊男鰆鰈属 ╆へろよ┹｠こ頚憎 12 疫羽з 

鰒男鰈鰥属 ヨ平 ひ╊いち弐怖┄┊ゼ┪┎奴枳悶宋迎 締ハ 

鰒男鰈鰮属 苻腰操な狐ﾎ麓気Ъ腓狐ﾎ笹孱狐皺霞 

鰒男鰈鰮属 遡セ頴〒夫皺霞ﾎ皙揉╆ふけ┋腰裔籀霞尻耨┟ 

鰒男鰈鰮属 腰裔籀霞静Χ (操裴Ｗ)(惓晒ゾ瘁劵ブ) 

腰┎(操裴Ｗ)(惓晒ゾ瘁劵ブ)┎陥筑况揆ゴ像┋┄ガ┆ﾎ勵┎陥包ﾎ腰苻腰癸亶ち

]』ろこふよﾎ┟┉┪┹｠こ癸亶ﾎ┟┉┪垪┈┎操英偲┋┄ガ┆腰裔┋瘁癨┲

蕃┡〞ﾏ 

碌操囲貫┲腰獰粟囲貫┋脚綻ベ┫揆ゴ像┏ﾎ勵┏ﾘ＋瓜米絃滞£┋遣耳ブ┆ガ

〞ペ┩┋腰獰粟囲貫┲尋求ブ┊ガﾙ┈ブ┆ガ┫ﾏ腰┏＋瓜くまろて┋壬┩┊ガ

像紐┤碌操囲貫┇┢⇒繁┤◇騰┎冢縮ゼケ┬┐礎昔ベ┫┊┉┈ブ┆ガ┫ﾏ元兆

Ü£┎垪筮申祈ﾎ悧侃米絃┋┨┫販ｖ脚ю┤乖浴宮屯偲┲瘁菅ゴ〞揆ゴ像┈┏

φ済癰ゴ┊ガﾏ 

腸腰裔┎括孳┏ﾎ勵┎陥包ﾎ腰苻腰癸亶ち]』ろこふよﾎ┟┉ ┪┹｠こ癸

亶ﾎ┟┉┪垪┈┎操英偲┋┄ガ┆┏孳ゴペﾎ 腰┎(操裴Ｗ)(惓晒ゾ瘁劵ブ)┋皙

缺ビ┬┆ガ┫陥筑况揆ゴ像┲礪詑ブ〞┋ベダ┊ズ┃〞ﾏ 

鰒男  鰥属 ╃┻ぉを┹ろ 12 疫羽з 

 

—鰊— 



 

弐怖┟┉┪垪錯裔ﾎ弐怖┟┉┪垪錯裔ﾎ弐怖┟┉┪垪錯裔ﾎ弐怖┟┉┪垪錯裔ﾎｏ＋腰繁垪ｏ＋腰繁垪ｏ＋腰繁垪ｏ＋腰繁垪+900+900+900+900 ババババ    条┃〞条┃〞条┃〞条┃〞    

れれれ＜ﾎ┟┉┪┎竚丈ゼ┒┈┄┊ヂ┊┫れれれ＜ﾎ┟┉┪┎竚丈ゼ┒┈┄┊ヂ┊┫れれれ＜ﾎ┟┉┪┎竚丈ゼ┒┈┄┊ヂ┊┫れれれ＜ﾎ┟┉┪┎竚丈ゼ┒┈┄┊ヂ┊┫    
 

悧┏ñ賊笈┯┬┫┈ガ┋丞ベバ┈ゼ贓梱┋葛讒┇ケ┫バ┈ズ┩ﾎ悧┎ＷダれЪ腓┎嘘彿┏ﾎ

腰遡┋┈┃┆菻痙┊硴軫┇ケ┪ﾎﾘ元兆ﾙ┎弐怖┎悧┋ブ┃ズ┪┈遣Κブ┊ゼ┩求脚右ブガ

從幣濫必┈ガグﾘ零頚ﾙ┢揆諸ブ┆ガヂﾏ┇ゾ┫訖┪～騰┎正腴┋治痙┊箝俸┎啅Ｗ┲劭逗

ベ┈┈┢┋ﾎ腰繁筮申┘┎茹諸┋┢л┡┫姿┇ﾎﾘ弐怖┟┉┪垪ﾙ┲玄タベ┫バ┈┈┊┃〞

┢┎┇ベﾏH21 裟ズ┩ 5 裟褌┎‐計┇ブ〞ゼﾎ悧竰ズ┊┞━┎姿紹┋怫怦况┋嘘┪彿┠〞

┡ﾎビ┩┋鎖紹 31 裟┞┇錯裔ブ┞ブ〞ﾏ 

※ ブズブﾎ零濫┏悟┲江ブﾎ竚┲缶┡┫裴冢締┲瞼┡ﾎ┟┉┪┏米┫ñブズブﾎ零濫┏悟┲江ブﾎ竚┲缶┡┫裴冢締┲瞼┡ﾎ┟┉┪┏米┫ñブズブﾎ零濫┏悟┲江ブﾎ竚┲缶┡┫裴冢締┲瞼┡ﾎ┟┉┪┏米┫ñブズブﾎ零濫┏悟┲江ブﾎ竚┲缶┡┫裴冢締┲瞼┡ﾎ┟┉┪┏米┫ñ像┇ベﾏ像┇ベﾏ像┇ベﾏ像┇ベﾏ    

 

弐怖腰┏庁蔀笹盂┎裴冢締┲眞Ａ弐怖腰┏庁蔀笹盂┎裴冢締┲眞Ａ弐怖腰┏庁蔀笹盂┎裴冢締┲眞Ａ弐怖腰┏庁蔀笹盂┎裴冢締┲眞Ａ    

れれ┟┉┪┲れれ┟┉┪┲れれ┟┉┪┲れれ┟┉┪┲ 3333 Ч┊ヂブ┆┢┨ガ┈ο遭ブ〞Ч┊ヂブ┆┢┨ガ┈ο遭ブ〞Ч┊ヂブ┆┢┨ガ┈ο遭ブ〞Ч┊ヂブ┆┢┨ガ┈ο遭ブ〞    
 

弐怖腰┇┏ﾎ腰貫┎悧┎米絃┋舶拍┡┲ズデﾎ悧竰ズ┊┞━弐怖┲肺Ü£┋怫拭ベ┫バ┈┲

劭况┈ブ┆ﾎﾘ弐怖┟┉┪┹｠こ癸亶ﾙ鰺霜痰れ尋ギ憎孵鯲┲正腴ブ┆ガヂバ┈┈ブ┆ガ┞ベﾏ

ﾘ弐怖┟┉┪垪ﾙ┏┟┉┪┎Ｗダ┈Ъ腓┎〞┡┋玄タビ┬┞ブ〞ﾏ 

※ 庁蔀笹盂┎締┲瞼┡┊デ┬┐┢┃┈悧ゼ┊ヂ┊┫┈腰┏ο遭ブ┞ブ〞ゼﾎ悧侃┎┛┈┳庁蔀笹盂┎締┲瞼┡┊デ┬┐┢┃┈悧ゼ┊ヂ┊┫┈腰┏ο遭ブ┞ブ〞ゼﾎ悧侃┎┛┈┳庁蔀笹盂┎締┲瞼┡┊デ┬┐┢┃┈悧ゼ┊ヂ┊┫┈腰┏ο遭ブ┞ブ〞ゼﾎ悧侃┎┛┈┳庁蔀笹盂┎締┲瞼┡┊デ┬┐┢┃┈悧ゼ┊ヂ┊┫┈腰┏ο遭ブ┞ブ〞ゼﾎ悧侃┎┛┈┳

┉┏庁蔀笹盂┎冗談┇ベﾏ┉┏庁蔀笹盂┎冗談┇ベﾏ┉┏庁蔀笹盂┎冗談┇ベﾏ┉┏庁蔀笹盂┎冗談┇ベﾏ    裴冢締┲瞼┡┊デ┬┐〃裴冢ビ┬┫┈ガグ┎┏枳≒枳暴┎裴冢締┲瞼┡┊デ┬┐〃裴冢ビ┬┫┈ガグ┎┏枳≒枳暴┎裴冢締┲瞼┡┊デ┬┐〃裴冢ビ┬┫┈ガグ┎┏枳≒枳暴┎裴冢締┲瞼┡┊デ┬┐〃裴冢ビ┬┫┈ガグ┎┏枳≒枳暴┎

┞┤ズブれ杲ブ┋胡ブ〞┎┇ブ┧グﾏ┞┤ズブれ杲ブ┋胡ブ〞┎┇ブ┧グﾏ┞┤ズブれ杲ブ┋胡ブ〞┎┇ブ┧グﾏ┞┤ズブれ杲ブ┋胡ブ〞┎┇ブ┧グﾏ 

 

弐怖┟┉┪垪治痙軾┏廱弐怖┟┉┪垪治痙軾┏廱弐怖┟┉┪垪治痙軾┏廱弐怖┟┉┪垪治痙軾┏廱 130130130130 れバれバれバれバ        

れれ♯胱┏”┟┉┪れれ♯胱┏”┟┉┪れれ♯胱┏”┟┉┪れれ♯胱┏”┟┉┪ UPUPUPUP”┊ヂ”申Ｗ”┎楳厖”┊ヂ”申Ｗ”┎楳厖”┊ヂ”申Ｗ”┎楳厖”┊ヂ”申Ｗ”┎楳厖    
ﾘ弐怖┟┉┪垪ﾙ┏ﾎﾘ弐怖┟┉┪┹｠こ癸亶ﾙ┲匱頚┋正腴ベ┫〞┡ﾎ頴裟祭┎箝遡濫必

┋ズズ┯┩ペﾎ稽計ブ〞箝俸┲啅Ｗベ┫〞┡┋玄タベ┫バ┈┈ビ┬〞垪┇ベﾏ 

※     玄タ司ξ┏┟┉┪┎Ｗダ┈Ъ腓┎〞┡┈ブ┆ガ〞┎┇ベゼﾎ児教┋漕癰ゼ脚粟ブ┞ブ〞ﾏ玄タ司ξ┏┟┉┪┎Ｗダ┈Ъ腓┎〞┡┈ブ┆ガ〞┎┇ベゼﾎ児教┋漕癰ゼ脚粟ブ┞ブ〞ﾏ玄タ司ξ┏┟┉┪┎Ｗダ┈Ъ腓┎〞┡┈ブ┆ガ〞┎┇ベゼﾎ児教┋漕癰ゼ脚粟ブ┞ブ〞ﾏ玄タ司ξ┏┟┉┪┎Ｗダ┈Ъ腓┎〞┡┈ブ┆ガ〞┎┇ベゼﾎ児教┋漕癰ゼ脚粟ブ┞ブ〞ﾏ 

 弐怖┟┉┪垪┎♯胱┏ﾎ┨┪劵棲况┋悧┎Ｗダ┋┄┊ゼ┫淀π悧侃Ｗダ侃囲┋逗計ブ〞

日腸侃┎篆嘘鰺ツ談侃粟鯲ﾎ逗計尋求┋〓グ恆図尠齢┎礎昔ﾎ腰繁ゼ繝聘┋悧┲頚術┇ゾ┫

悧粟┎正腴ﾎ奴┅ヂ┪そふよぃ┺┹┊┉腰繁羽亶┋┄┊ゼ┫嘘彿孀┋┄ガ┆┏糴膾硴垪┎

紆続┋薬┩ブ┆舁司┇ケ┫┈┎揆ゴズ┩ﾎナ∃况┋┏肺┎鰊躁劭┋操齢ブ┞ベﾏ 

(┹) 日腸侃れ耘侃┎啅頚┊申Ｗ    ::::※    判判判判 Ч┎申Ｗゼケ┬┐Ч┎申Ｗゼケ┬┐Ч┎申Ｗゼケ┬┐Ч┎申Ｗゼケ┬┐ 3333 Ч┏据┆┫Ч┏据┆┫Ч┏据┆┫Ч┏据┆┫    

(┻) 繝聘┊悧粟┎正腴 

(┽) 恆図尠齢┎ギ頚┋┨┫┟┉┪┎籀┎謁¿ 

(┿) そふよぃ┺┹┊┉腰繁羽亶┎Ｊ腴┋┄┊ゼ┫～騰 

〞─ブﾎ憎盂┎操な篩┤淀計┎ｏ＋れ～騰┎礎昔况┊偲抵┲談ベ┫～騰┊┉┏ﾎ♯胱ズ┩

詛休ブﾎ俗祁箝俸┇遣耳ブ┞ベﾏ 

 

ん5ん 



 

腰繁┎吃┇腰繁┎吃┇腰繁┎吃┇腰繁┎吃┇     

囁悌┲箸ビ┊ガ畜兆┘┎舩寝囁悌┲箸ビ┊ガ畜兆┘┎舩寝囁悌┲箸ビ┊ガ畜兆┘┎舩寝囁悌┲箸ビ┊ガ畜兆┘┎舩寝┲┲┲┲    
    

鹽腰裔┋嬢弑┲鹽鹽腰裔┋嬢弑┲鹽鹽腰裔┋嬢弑┲鹽鹽腰裔┋嬢弑┲鹽                                

    

ﾞ231-画画17 弐怖腰á囲辺亳鰆鰔鰆 

弐怖腰裔 腸漕訓屯 

    

腰裔┘┎嬢弑¶漕譎腰裔┘┎嬢弑¶漕譎腰裔┘┎嬢弑¶漕譎腰裔┘┎嬢弑¶漕譎    

� 腸腰裔┏ﾚ枳悶┏ñ祭妓ブ〞┩ガ┋丞ボ┊ガﾛ┈癰┃┆ガ┫┎┋ﾎ┊ポ¿范裴冢┲

盍嬰ベ┫┎┇ベズ鰾 

� ＋瓜ゼ米絃ブ┆ガ┫┎┋ﾎ┊ポ桂侃┲霜〞┋腓紹ベ┫┎┇ベズ鰾 

� 鴛耜┋┏壥ゾ傑ゼ眉悟ケ┪┞ベﾏ霜〞┊桂侃腓紹┏┢グ治痙ケ┪┞ボ┳ﾏ 

� 低囲┏悧侃ゼ宮ガ〞┡苻滋苳┋叛┙┆ズ┊┪伏ブガ┎┇ベﾏバ┬＃¿悧侃┲Ж┃┆

偏凧粟┲腴默ビボ┊ガ┇ヂ─ビガﾏ 

� ¿范裴冢ゼ鴛耜苳┎σＨ偲┲祈ベ┈癰┃┆ガ┞ベゼﾎ聘ガ┈癰┯┬┆ガ┫庁¿范┤

汀影┇┢箔ガ┆┏ガデ┞ボ┳ﾏ箔ガ┆默デ┫聘ヂ┎ジ采ゼ褂螟ビ┬┊ガズ┈滋茹┇

ベﾏ 

� ¿范裴冢┋＋瓜くまろて┲Ч┪司┆┫悌壬┏ケ┫┎┇ベズ鰾 

� 1画ha ┢┎悧侃┲Ж┫桂侃腓紹┲瞼┡┫┊┩ﾎバ┬＃¿┟┉┪垪┏条ガ〞ヂ┊ガﾏ 

� 叶｝勞┎霜痰桂侃腓紹触ψ像葩┋碓ブ┆ﾎ～騰揉┎癰ガ┊┪┎桂侃腓紹┲默グ┊┩ﾎ

弐怖腰┎劭逗ベﾘ淀π枳彦腰ﾙ┊┉滋茹┇φ済礎図┇ゾ┊ガﾏ 

� ┄┊ゼ┪┎奴┤乖浴宮屯偲せ｠ぇ]た｠ぇ┋逗計ビ┬〞無¿眉┲釦ブ┆ﾎ桂侃腓紹

┲瞼┡┫～┏ﾘひ╊いち b こふよﾙﾘ┟┉┪┹｠こ癸亶ﾙﾘ┟┉┪垪ﾙ┊┉┎癸亶

ゼ∠┎縮甥┢┊ガ┨グ┋疾ゴ┆ブ┞グﾏ 

� 默遡┤遡彦┏ﾎ悧侃┏求εﾎ偏凧粟┏焚Г┊霞軫ﾎ┊┉┈癰┃┆ガ┞ベゼﾎ笹Й─

デ┊┎┇ベズ鰾 

� 無¿眉┎漕粟舫乘┈蔆侃蔆悟┎付豫締┲弐怖腰┈ブ┆≒┃┆ヂ─ビガﾏ無¿┎

1画画%Ｗダ┋團臉┢胃еブ┞ベﾏ┟┉┪垪┢条┃┆ガ┞ベﾏ 

 

 

┒┈┪┒┈┪┎默ю┇ﾎ┨┪┨ガ乖付麓気┲┄ヂ┪┞ブ┧グﾏ┒┈┪┒┈┪┎默ю┇ﾎ┨┪┨ガ乖付麓気┲┄ヂ┪┞ブ┧グﾏ┒┈┪┒┈┪┎默ю┇ﾎ┨┪┨ガ乖付麓気┲┄ヂ┪┞ブ┧グﾏ┒┈┪┒┈┪┎默ю┇ﾎ┨┪┨ガ乖付麓気┲┄ヂ┪┞ブ┧グﾏ    

鹽鹽鹽鹽    ┟┉┪ゼ米絃ブ〞弐怖腰┇┏鎖巻檀¬販偏ゼ┟┉┪ゼ米絃ブ〞弐怖腰┇┏鎖巻檀¬販偏ゼ┟┉┪ゼ米絃ブ〞弐怖腰┇┏鎖巻檀¬販偏ゼ┟┉┪ゼ米絃ブ〞弐怖腰┇┏鎖巻檀¬販偏ゼ 4444℃┢℃┢℃┢℃┢¿他¿他¿他¿他    鹽鹽鹽鹽    

 

ん鰮ん 



 

鰔鰛鰔 

鰺譬術鯲鰺譬術鯲鰺譬術鯲鰺譬術鯲        乖乖乖乖    浴浴浴浴    宮宮宮宮    屯屯屯屯    偲偲偲偲                                            齢～  于膏廟默 

 

乖浴宮屯偲┈┏ﾘ畜兆┎脚粟┋遣耳┇ゾ┫ﾎ

乖ゾ┢┎┈｠┎┄┊ゼ┪ﾙ 

┈癰ガ隻ゴ┫バ┈ゼ┇ゾﾎ契獨况┋篏菻─

┈ズ骨絃─┈ズ┇┏┊ヂﾎ侃貫┎枳悶┲畦

┫バ┈ゼ侃貫┎畜兆┋┈┃┆求～ﾏ 

 

團┏乖浴宮屯偲┈ガグ癰殼┋晒ゾ耨┞┬麓

気┋┄ガ┆吭┪〞ズ┃〞┎┇筑┲篆ガ┞ブ

〞ﾏ 

れ辜グ辜┯┬┫┎褪Ｉ┇┏逑┋┊┫乖浴┎

萪ゼ粥侃┎彩ビ┇秘┞┫〞┡ﾎ╁╁』╂

ñ┄ゼガ┇ 100鹽200ha ┎彩ビゼ治痙 

れñ埣輟┎楜┋遣ブ┆ñ埣輟┎遜澹┇ブズ

唄嶷ゼ┇ゾ┊ガ怐遣况┊褪Ｉ┲図┄埣ゼ

ケ┫ 

乖ゾ┢┎┎┄┊ゼ┪英ガ┏┈┆┢去絎况┇

慱彖┊♂彿┟┇ケ┫バ┈┲吭┪┞ブ〞ﾏ 

 

侃霊¿┎ベ┙┆┎乖ゾ┢┎ゼﾎバ┎乖浴宮

屯偲┎♂彿┟┎á┇乖ゾ┆ガ┫ﾏ團〞━＋

褌┢¶休┊ヂ｠┎♂彿┟┎á┇枳悶┎釈取

┲唄デ┫バ┈┇乖ゾ┫バ┈ゼ┇ゾ┆ガ┞

ベﾏ 

 

｠ブ┆ﾎ＋瓜ゼ誉冢况┋祈ゴ〞バ┈┋┨┃

┆麓気┏咐妓ビ┬┆乖浴宮屯偲ゼи粟ブ┆

ガ┫バ┈┲吭┪┞ブ〞ﾏ 

＜侃霊┎＋瓜┏ 70 れ＋ﾏバ┎┞┞＋瓜ゼ

祈ゴ怦デ┫┈ 2050 裟┋┏ 93 れ＋┋祈

ゴﾎ頒┎豎痙┏ 30鯤鹽85鯤祈зﾎ辜廏┏

70鯤鹽85鯤祈зﾏ 

なあ┎竰ズビ┤σＨ偲┲蕃┡ベダ┫バ┈┇

┢乖浴宮屯偲┏┞ベ┞ベи粟ブﾎ2050 裟

┋ 93 れ＋┲迺グバ┈ゼ葛讒─┈ガ┯┬┆

ガ┞ベﾏ 

35 裟至ﾎ團〞━┈肺┎Ü£┎訓７〞━┏

┉┳┊畜兆┲聒ゴ┆ガ┫┎┇ブ┧グﾏ 

 

辜廏┤頒┊┉┎篳俸┏ﾎ枳悶┎á┇括事ブ

挽？况┋｠┎釈取┲ガ〞─デ┫┎┇ベゼﾎ

零瓦┇┏豎痙ゼ括事┲¿┞┯┃┆ガ┫〞┡

括事┲礎ゴ┫枳悶麓気┲辜ガ┄┖ブ┆ガ┫

濫純┇ベﾏ 

バ┎┞┞ガデ┐ﾎ祈зブ〞＋瓜┲礎ゴ┩ペ

紹裔┎訖仞┲聒ゴ┞ベﾏ 

 

┯〞ブ┏バ┬┲吭┃┆╊╊み┎済ズ┩室ヂ

┊┪┞ブ〞ﾏ 

求ドビ┊睾┇┏┊ヂﾎ侃霊┎求ゾビゼ秘┞

┃┆ガ┫＃¿篳俸┋┏訖┪ゼケ┪ﾎ＋褌ゼ

乖ゾ┆ガヂ┋┏ﾎ括事┲¿括┫萪┲♯┃┆

┏ガデ┊ガブﾎ括事┲礎ゴ┫枳悶ﾘ乖浴宮

屯偲ﾙ┲竰ズ┋Ｗ┄バ┈ゼ治痙┇ベﾏ 

 

乖浴宮屯偲┈┏ﾘ畜兆┎脚粟┋遣耳┇ゾ┫ﾎ

乖ゾ┢┎┈｠┎┄┊ゼ┪ﾙ契獨况┋篏菻─

┈ズ骨絃─┈ズ┇┏┊ヂﾎ侃貫┎枳悶┲畦

┫バ┈ゼ侃貫┎畜兆┋┈┃┆求～ﾏ 

 

團〞━┤訓７〞━ゼ畜兆┋遣耳┇ゾ┫┨グ

┋ﾎ團〞━┏弐怖┎無¿眉┲ダ贖Ｗダベ┫

バ┈ゼ蕃┡┩┬┆ガ┞ベﾏ 

2015 ┹ろ]ぅ┻

鰺£ﾑ築ツ噛鯲 



 

－８－ 

「利便性」とは自然・環境破壊を正当化するための錦の御旗なのか「利便性」とは自然・環境破壊を正当化するための錦の御旗なのか「利便性」とは自然・環境破壊を正当化するための錦の御旗なのか「利便性」とは自然・環境破壊を正当化するための錦の御旗なのか    
    

                     理事 技術士(環境部門) 水野光彦 

 

横浜市の評価委員会の文章は、東急建設の

言い分をそのまま鸚鵡返しにし、まるで東

急建設の宣伝文のようである。なかでも今

まで封印されていた「利便性」をこの計画

の正当性の根拠として持ち出していること

を次のように批判する。以下は評価委員会

文章のア項の最後にある「これらの提案は、

本提案地区の将来を見据えた魅力と利便性

の向上に資するまちづくりであり、・・・」

その他に則する 

 

まず第 1 に利便性とは誰にとっての利便性

なのか。 

計画されている大型ショッピングセンター

(以下 SC)へは直線で一番短い東上郷や尾

月・犬山等桂台方面からさえも歩いては来

られない。自家用自動車の利用を前提とし

て客を選別しており、自動車を運転できな

い者や買い物弱者に対しては利便性は与え

られていない。 

 

第 2 に利便性とは具体的に何を指すのか。

市が定義していないので当方で推測すれ

ば、「もの」が豊富にあり、それをお金さ

え払えば買える環境が実現するであろう。

それを大型 SC が行うことがなぜベターな

のか。 

 

青森市や宇都宮市では利便性の名のもとに

都市周囲に大型 SC を導入したことで中心

市街地の空洞化が生じ、青森市はコンパク

トシティにより、宇都宮市は LRT 注 2)の導

入(未完)によりこの状況を元の状態に回復 

させようとしている。青森市近郊の AEON

やイトーヨーカドーは元々豊かな緑地を潰

して建てられたものである。 

 

東急建設が計画している大型 SC も都市工

学を学んだ者とは思えない「結節点」注 1)

や「一体性」などの言葉により、それを肯

定しているが、都市近郊に大型 SC を建設

することになんらかわりはない。 

商業論を研究している石原武政氏は、その

著「小売業の外部性とまちづくり」のなか

で「郊外型大型 SC とそれに付随する施設

はそれ自身が 1 つの新しい「まちづくり」

であるかのように受け取られることがあ

る。しかし、これは本来の街とは異なる擬

似的街であり永続する(持続可能な)もので

はない」と指摘している。 

 

横浜市は青森市などの失敗に学び，大型

SC とそれに付随する施設の建設が持続可

能なまちづくりに寄与するという詭弁を撤

回すべきである。また、評価委文のウ項で

は公聴会における賛成、反対人数比の記述

により賛成が多いという悪質な誘導を行っ

ている。しかし、前回(平成 20 年)の公聴

会では賛成 2、反対 8 と今回と真逆の結果

である。それをおかしいとおもわないのか。

そもそも肝心の近隣住民からは反対意見し

か聞こえてこないことや、匿名で言いたい

放題のネット上ですら賛成意見が全くない

ことの現実をどう受け止めるのか。 

 

我々は、将来世代に豊かな瀬上沢の自然と

環境を、そのまま引き継いでもらうことに

全力をあげる。それを実現させるための主

体のひとつである行政のこのようなていた

らくは許せるものではない。 
 

注 1)  都市工学における結節点とはターミナル駅・乗

換駅、バスセンター、インターチェンジ等を指

す。上郷の地はこれらのどれにも属さない 

注 2)  Light Rail Transit の略。次世代の路面電車 

 

今回の評価委員会の判断は、開発ありきだったのか？宅地増を認めない第 5 次国土利用計画発表直前

になされました。今夏は地球が悲鳴を上げているとしか思えない記録的な猛暑でした。自然の警鐘を

真摯に受け止めようと、5 年時限立法の“横浜みどり税”をさらに 5 年延長し、「みどりアップ推進」

を標榜してきた横浜市の良識は、どこに行ってしまったのでしょうか。（M.F） 

 

編集後記 


