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矢作川を挟む右岸の中心市街地と左岸の豊田スタジアム
左上：高度1,500m付近の上層逆転層
（平成25年8月撮影）

豊田市街地の熱環境を緩和する矢作川
新修豊田市史自然部会は、地形、気候、水文、生物、および新たに加わっ

やま

トアイランド強度を強める要因になっています。しかし、矢作川の中流域に
たにかぜ

あたる豊田市は、下流域の海陸風循環の範囲には入りませんが、山麓部の山
すいそう

谷風循環によって盆地底部の熱環境の悪化を抑制する効果が期待できます。

特に、谷風吹走時には高温域が市街地北東部、および矢作川左岸に移流し、

これは、日中の海風と谷風とが相互作用をなし、下流域からの熱源が移流し

盆地底部に蓄積した熱を移流・拡散して中心市街地の熱環境を緩和する役目

気候分野では、これまで豊田地区
（旧豊田市）
を始めとする七地区全域の気

てくるためだと考えられます。河谷地形の我が国では、河川に沿う海陸風や

た災害の五分野から構成されていて、現在、それぞれの分野が平成二十九年

候環境調査を実施してきました。その結果、北部、東部および南西部と豊田

山谷風の局地循環作用によって熱源が行政区域を越境する弊害がみられるも

を果たしています。市内で最も気温が高く現れるのは南西部の台地上です。

地区との気候に大きな違いがみられ、豊田地区の熱環境が悪化していること

のの、河川の存在は気化熱によって昇温効果を抑制する働きがあることも見

度の刊行に向けて調査解析を進めているところです。

が明らかになってきました。特に中心市街地では、
都市域の発展・拡大によっ

逃せません。

本来、ヒートアイランドは同心円状をなしていて、都市中心部の気温が最

か こく

て、ヒートアイランド現象が強まっている傾向がみられました。これは熱容
量の大きなアスファルトやコンクリート、および不透水面の占める割合が高

郊外ではそれを補償する下降

も高くなる傾向があります。その結果、都市中心部では上昇気流が発生し、

ヒートアイランドとは、都市の中心部が郊外に比較して気温が高くなる現

気流域があって、三次元的な

アイランドの上限高度は、都

市上空の鉛直的な気温の逆転

の高さ
（都市中心部のよりも

郊外地域の気温が高くなった

高度）
、で知ることができま

す。上限高度はヒートアイラ

ンドの規模の大きさに比例し

ていて、上限高度が低いほど

ヒートアイランド強度も弱く

なる傾向があります。した
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くなってきたからです。
象で、都市内外の相対的な気温差がヒートアイランド強度です。ヒートアイ

反時計回りの鉛直対流構造を

なしています
（図１）
。ヒート

えんちょく

ランド強度は緑被率と密接な関係があることが知られています。
一般に、
ヒー
トアイランド強度が４℃未満の都市は緑被率が三〇㌫を上回っていますが、
緑被率が三○㌫を下回るとヒートアイランド強度がそれ以上に強まる傾向が
あります。したがって、都市内緑地はヒートアイランドを抑制する有効な手
段であることは間違いありません。
豊田市街地のヒートアイランド強度は、
一九七〇年代には約２℃でしたが、
二〇〇〇年に４℃、二〇一〇年には５℃に強まり、現在では６℃に達してい
ます。これは、札幌、仙台、広島の４℃、および名古屋市の５℃を上回る値
です。
豊田市の中心市街地は、盆地的要素を持つ矢作川河川低地沿いに位置して
いるので、海岸部都市に比較して熱が蓄積されやすい傾向があることと、盆
地底部が西よりの卓越風の風下側にあたるため、熱拡散が少ないこともヒー

図１ ヒートアイランドの鉛直構造

がって、都市の熱環境を緩和するためには、いかにヒートアイランドの上限

補てん、および二山型のヒー

逆転層による雲によって視界

がわかりました。しかし、上層

イランドの規模が大きいこと

域の方が高く、右岸のヒートア

は左岸地域に比較して右岸地

ヒートアイランドの上限高度

ことができました。その結果、

ません。このため都市の熱環境の緩和施策は、これからの都市計画にとって

常とも思える猛暑が出現するようになりました。豊田市もその例外ではあり

型の夏型気圧配置によってフェーン現象となり、 ℃以上の体温を超える異

うになりました。熱中症患者も急増しています。特に、東海地方は南高北低

これまでに経験したことのない猛暑日
（日最高気温 ℃以上）
が多く現れるよ

れる亜熱帯ジェット気流が北上し、日本付近は太平洋高気圧の勢力が増して

高圧帯）
の領域面積が拡大しています。このため、亜熱帯高圧帯の北側を流

近年は、地球温暖化による海面温度の上昇によって亜熱帯高圧帯
（中緯度

南北断面観測を実施する予定

る目的で、ヘリコプターによる

川の役割や効果を明らかにす

および熱環境を緩和する矢作

トアイランドの挙動との関係、

沿う山谷風の局地循環とヒー

年度は、可能であれば矢作川に

ことが明らかになりました。次

トアイランドが合体している

結果、矢作川左岸は上空でヒー

造を明らかにしました。その

トアイランドの詳細な鉛直構

達します。このため、矢作川はヒートアイランドの下降気流域となり、盆地
底部に形成される同心円状のヒートアイランドを分断し、上限高度を低くす
る役目を果たします。したがって、矢作川は河川水の気化熱による温度軽減
効果のみならず、ヒートアイランド強度を弱めて熱環境の悪化を抑制し、大
気環境を維持する効果が期待できるわけです。
そこで、矢作川によるヒートアイランド軽減効果を明らかにするために、
矢作川を中心にした豊田市街地の東西断面でセスナ機、
および、
ヘリコプター
によるヒートアイランドの鉛直観測を実施してきました。昨年度はセスナ機

が遮られ
（図２）
、高度一〇〇〇

省エネ対策と並ぶ重要で急務な課題です。

図３ 西側台地に残る大型緑地

～一五〇〇㍍の観測データは

です。

高度を低く抑えるかが課題です。
盆地底を流れる河川は、盆地底部の熱環境を抑制する効果があることで知
られています。特に、夏季の日中における矢作川の河川水面温度は ～ ℃
28

ですが、両岸の市街地のアスファルトやビル建物の壁面温度は ℃以上にも

27

全・改善に向けての資料収集、調査・観測、および解析を推し進め、少しで

自然部会では豊田市における地域の地理的条件を踏まえ、自然環境の保
そこで今年は、ヘリコプター

（自然部会 部会長 大和田道雄）

も多く市民の皆さんに成果が提供できるよう努力をしているところです。
実施して、前回の欠測高度の

による東西断面の鉛直観測を

得られませんでした。

35

37
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50

による東西断面観測で矢作川を挟む二山型のヒートアイランドを確認する

図２ 高度約１，５００m付近の上層逆転層
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旧石器・縄文』

1/25,000 地形図と遺跡の位置

考古Ⅰ
の刊行にあたって

平成二十四年度末、市民の皆さんをはじめとする多くの方々のご協力に
資料編 考古Ⅰ 旧石器・縄文』（以下
『考古Ⅰ

『考古Ⅰ 旧石器・縄文』
の誌面 「上原遺跡」
の項 約3分の1
（項目によってレイアウトの異なるページもあります）

よって、
『新修豊田市史

本文（立地、発見の経緯と調査、遺構、遺物、資料の所在、参考文献など基本情報を記載）

旧石器・縄文』
）
を刊行することができました。
『考古Ⅰ 旧石器・縄文』
は、
『新修豊田市史』
全二十五巻のうちの十二巻か
らなる
「資料編」
のうち、平成二十六年度刊行予定の
『考古Ⅱ 弥生・古墳』
、
平成二十八年度刊行予定の
『考古Ⅲ 古代～近世』
とともに、三巻で豊田の考
古資料を集成するものです。また、その中でももっとも古い時代を扱ってい
て、まさに
「豊田のあけぼの」
の時期の資料を集成しています。
平成十九年
（二〇〇七）
五月、資料編
『考古Ⅰ～Ⅲ』
、通史編
『原始
（考古）
』（平
成三十一年度刊行予定）
を担当する原始部会のメンバーが顔を合わせました。
市史編さん室事務局から、考古の資料編各巻はＡ４判で八〇〇㌻を目安とす
ること、すべてのページがカラー印刷であることなどの説明を受けました。
初年度は、このような特徴を生かし、市史編さんの目的の一つである
「わ
かりやすく、親しみのもてる、利用しやすい、内容の充実した市史」
とする
ためには、どのような構成とするのがよいかという議論に費やした、といっ
ても過言ではないでしょう。
多くの時間を費やした議論の結果が、
『考古Ⅰ 旧石器・縄文』
の誌面とし
てあらわされています。
「わかりやすく」「利用しやすい」
ための工夫として、個々の遺跡解説の冒頭
に、その遺跡の特徴をつかみやすいよう
「キーワード」
と
「イメージ写真」
を置
きました。
「イメージ写真」
は遺跡の代表的な遺物や遺構あるいは調査の様子
などその遺跡のイメージを喚起させる写真を選びました。二万五千分の一地
形図で位置を示しました。そしてその下に、その遺跡で活動の行われた時期
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図版は実測図と写真を同時に掲載
市内地図と遺跡の位置
キーワード

18
18

が一目でわかるよう
「年代バー」
を設けました。
「年代バー」
は、旧石器時代か
ら弥生時代までの年代幅を示す横線の下に、出土した遺構や遺物の属する時

されています。

矢作川流域は県内でも旧石器時代および縄文時代の遺跡が多く分布する地

れた白黒写真を用いている場合には時代を感じさせる効果を生みだしていま

力をあらためて感じることができます。古い時期の発掘調査で、当時撮影さ

誌面を見返すと遺構や遺物のカラー写真には臨場感があり、カラー印刷の

いますが、編集にあたって、発掘調査によらない採集資料や発掘調査によっ

そのなかの多くの遺跡では発掘調査がおこなわれ、調査報告書が刊行されて

古Ⅰ 旧石器・縄文』
では、
そのうちのおよそ百二十か所をとりあげています。

かっていて、県内でもっとも縄文時代遺跡の多い自治体でもあります。
『考

域の一つですが、市内では四百三十九か所の旧石器・縄文時代の遺跡が見つ

す。石器や土器など遺物写真でも、色調や質感がよくわかり、実測図と並べ

て多くの成果を挙げたにもかかわらずさまざまな事情から資料化が十分には

期を★印で示したものです。

ることによって、それぞれの遺物の特徴をつかみやすくなっていて
「親しみ

なされていなかった遺構・遺物を掲載することに力を注ぎました。その結果、

また、放射性炭素年代測定や黒曜石製石器の蛍光Ｘ線分析などの自然科学

や郷土学習などに役立つものとなっているのではないかと思います。

今回の市史で初めて資料化されたものも数多くあり、多少なりとも地域研究

のもてる」
ようになっているのではないかと思います。
これまで刊行されている多くの自治体史では、
本文と図版が別個のもので、
図版にはあまり解説がつけられていないことが多かったように感じていまし
た。今回は、ヴィジュアル雑誌のように、図版にできるだけキャプション
（説

Ⅰ 旧石器・縄文』
をご覧になった皆さんに委ねるほかはありません。また

こうした工夫が、私たちの意図した効果をもたらしているか否かは
『考古

半が長野県諏訪地方
（星ヶ塔）
からもたらされたものであることがわかりまし

蛍光Ｘ線分析では、後期旧石器時代から縄文時代後期に属する黒曜石の大

弥生時代に至る年代値を得ることができました。黒曜石の産地を知るための

的分析を実施しました。放射性炭素年代測定では、市内の縄文時代中期から

制作した私たち自身も満足できていない部分が多々あります。続いて刊行さ

た。

明書き）
を付けるよう努め、
「内容の充実」
を図りました。

れる
『考古Ⅱ 弥生・古墳』
、
『考古Ⅲ 古代～近世』
において改善できるよう、

『考古Ⅰ 旧石器・縄文』
を刊行するために、平成十九年
（二〇〇七）
から、

その間、出土品を収蔵している資料館や個人のお宅に伺い、遺跡の立地を

お気付きの点をご教示いただければ幸いです。

る弥生時代以降と比べて、より自然環境に依存していた時代です。平成十七

確認するために現地調査を行いました。そうした際には各地の先達に多くの

途中、リーマンショックによる二年の刊行時期延長をはさんで、およそ六年

年
（二〇〇五）
四月の合併でおよそ九二〇平方㌖という広大な面積をもつこと

ご教示をいただきました。また、資料を提供していただいた個人・機関およ

『考古Ⅰ 旧石器・縄文』
であつかっている旧石器時代・縄文時代は、人々

となった豊田市の地形は、標高一二〇〇㍍に及ぶ山地から標高三・二㍍の平

び実測図の作成や写真撮影に携わっていただいた方など多くの方々のご協力

の歳月がかかったことになります。

野まで変化に富み、市内を北東から南西に流れる矢作川とその大小の支流に

をいただきました。そして
『考古Ⅰ 旧石器・縄文』
を手にされた市民の皆さ

が生活の基盤を狩猟・採集においていた時代で、水稲耕作が生活の基盤とな

よって山地・丘陵・台地が開析され、バラエティに富んだ複雑な微地形が作

んを含めたすべての関係者に厚くお礼申し上げます。

（原始部会 副部会長 川合剛）

り出されています。旧石器時代・縄文時代の人々は、豊かな自然のなか、彼
らの目的に応じた場所で活動し、その結果として市内各所に多くの遺跡が残
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戸を開けて待ち、
「おひなさん見せて」
と言って子

「ガンドウチ」
は、雛祭りの時に、雛人形が飾っ

■ガンドウチについて

意して振る舞う家もありました。近年、子どもの

りの草餅や寿司
（稲荷寿司や巻き寿司）
を多めに用

手渡します。中には、人形へのお供えにする手作

どもたちが来ると、用意したスナック菓子などを

てある家を子どもたちが訪問し、
お菓子をもらう、

数が少なくなってきたため、別の地区へ嫁いだ人

豊 田 市 の 雛 祭 り 行 事「 ガ ン ド ウ チ 」

というものです。市内各地でみられた風習で、呼

の子どもも参加しているそうです。出迎える側は

意する家がほとんどです

が、昔からこの地域で雛

祭りの時に作られる竹寒

天を用意して配る家もあ

ります。竹寒天を手にす

ると子どもたちは早速、

竹の節に穴をあけ喉に流

の家にたどり着くと解散となり、子どもたちはお

び名がない地区もありますが、山地では主に
「ガ

んの子どもさん？大きくなったね」
などという声

菓子で一杯になった袋をかかえ楽しそうに帰って

し込んでいました。最後

とで、ここでは
「ガンドウチ」
の名で紹介したいと

も聞かれ、地域の人と人とのつながりを確認する

いきました。

高齢者世帯も多くなってきていますが、
「○○さ

思います。
「ガンド」
というのは
「強盗」
の意味があ

機会になっているようです。

ンド」「ガンドウチ」
などと呼ばれているというこ

るとのことですが、山地では、家に子どもがいな

て家々をまわります。昔からおこなわれている子

地域の子どもたちが一同に集まって行列をつくっ

ら、
現在は別の地区に住む親類の参加も多くなり、

は昔と同様におこなわれているようでありなが

二つの地区のガンドウチを見てみると、小町で

■変化する伝統行事

どもの行事としての位置づけでおこなっていると

かつてとは違う要素がでてきています。大蔵町で

大蔵町では、月遅れの四月三日におこなわれ、

す。平地では、初節供の家を中心にまわるものと

いいますが、子供会の親たちがサポートし、当日

は、参加するのは地区の子ばかりですが、大人た

くても雛人形があれば飾り、子どもたちを迎えま
しておこなわれています。

のつきそいだけでなく、事前に参加の有無の確認

ちがサポートするなかでおこなわれています。

なわれているところでは、

現在
「ガンドウチ」
がおこ

こちょう おおくらちょう

■小町と大蔵町のガンドウチ

などもしています。二〇人あまりの子どもたちが

小町では、四月最初の日曜日に行われていま

二〇一〇年におこなわれた事例をみてみましょう。

れています。ここで、足助地区の小町と大蔵町で

に玄関先で人形を飾る家やガレージの車の後ろに

りますが、新しい住宅も多く、見てもらえるよう

側の戸を開け人形を見せて待ち受けるところもあ

あってから出発します。行事に参加する家では縁

礼を言うようにとの指導や、道順などの説明が

ひなさん見せて」
と言い、お菓子をもらったらお

集まると保護者からは、訪問時に大きい声で
「お

伝えられているかにも注目して調査をすすめてい

にとどめるだけでなく、その変化や、どう現代に

もいえることであり、かつての行事の様子を記録

いる部分もみられます。これは、どの伝統行事に

ありますが、現代の生活環境にあわせて変化して

も古くから伝わる行事をおこなっているところも

事は姿を消した地域もあります。そんな中、現在

生活環境の変化により
「ガンドウチ」
のような行

たいてい旧三月三日に近い

す。昔ながらのスタイルで、特にだれかが号令を

人形を飾る家もあり、菓子も、手渡すのではなく、

きたいと思います。

土日や、月遅れの四月三日

かけるわけでなく、姉妹や兄弟、近所の仲良し同

持って行ってと箱に入れて置く家もあります。ス

加しやすい日程でおこなわ

といった、子どもたちが参

士で袋を持って集まってめいめい家を訪ねまわり

（民俗部会 執筆委員 大野麻子）
ナック菓子やジュース、カップ麺等を買って用
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写真2 ガレージに置かれたお菓子をもらう（大蔵町）

ます。地区の家では、雛人形を部屋に飾り縁側の

写真1 訪問先でお菓子をもらう（小町）

活動記録
７月

（平成 年７月～ 月）

６日 美術・工芸部会工芸班
（第２回）
日 自然部会災害資料調査

日 民俗部会現地調査
（挙母）
美術・工芸部会彫刻調査
（大分県大分市）

日 美術・工芸部会工芸調査
（徳川美術館）

日 原始部会、古代・中世部会合同資料調査
（墨書土器）
現代部会資料調査
（市史編さん室）

日 民俗部会合同聞き取り調査
（挙母）

２日 美術・工芸部会彫刻調査
（滋賀県東近江市）

４日 原始部会資料編Ⅱ読合せ

６日 近世部会資料調査
（岩瀬文庫）

日 原始部会、古代・中世部会合同資料調査

（墨書土器）

日 市史講座
（第 回）

日 近代部会資料調査
（～ 日、宮内庁宮内

12

月

日 専門委員会
（第 回）

日 現代部会市役所聞取り調査

自然部会気象大気汚染調査
（～ 日）

公文書館・防衛省防衛研究所）

22

（～ 日、静岡県湖西市）
日 民俗部会合同聞取り調査
（稲武）
９月
日 近世部会
（第 回）

日 原始部会
（第 回）
、資料編Ⅱ読合せ

日 自然部会水文分野ため池調査
（～ 日）

日 古代・中世部会
（第 回）
、市域巡検

日 民俗部会聞取り調査
（猿投）

月

３日 美術・工芸部会工芸調査
（長野県木曽町）
５日 自然部会
（第 回）
日 近世部会資料調査
（岩瀬文庫）
日 原始部会資料編Ⅱ読合せ
日 現代部会
（第 回）
日 美術・工芸部会工芸調査
（愛知県豊根村）
日 自然部会生物調査検討会
（第 回）
日 市史講座
（第 回）
日 近世部会資料調査
（筑波大学）
月

１日 美術・工芸部会典籍調査、
撮影
（～ 月 日、猿投）

１日 原始部会
（第 回）
、資料編Ⅱ読合せ

22

自然部会
（第 回）
日 民俗部会合同聞取り調査
（足助）

日 自然部会気象不快指数調査
（挙母）

日 自然部会生物執筆者会議

８月
１日 美術・工芸部会工芸調査
（長野県松川町）
２日 古代・中世部会資料調査
（長野県信濃町）
自然部会気象ヒートアイランド調査
４日 民俗部会現地調査
（挙母）
９日 自然部会夏季水文調査
（～ 日）
日 美術・工芸部会工芸調査
（滋賀県大津市）

日 原始部会資料編Ⅱ読合せ

日 現代部会資料調査
（公文書管理センター）

日 近代部会
（第 回）
、
資料調査
（～ 日、足助）

日 現代部会資料調査
（市史編さん室）
美術・工芸部会工芸調査
（三重県松阪市）

日 古代・中世部会資料調査
（岩瀬文庫）

日 近世部会
（第 回）
、

15

２日 現代部会資料調査
（ＪＡあいち豊田）

回

３日 近世資料調査
（～４日、和歌山県田辺市）

日 編さん委員会
（第８回）

日 民俗部会
（第 回）

日 市史講座
（第 回）

自然部会
（第 回）

日 近世部会
（第 回）

●原始部会個別調査

●近世部会定例調査

●近代部会定例調査

●民俗部会個別調査

●美術・工芸部会絵画・彫刻・工芸調査

●建築部会調査
（寺院・民家）

毎月

毎月

回

回

８回
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18

21 17

30 25

12

28

32

33 27 13 17

26

自然部会災害地形調査
（静岡県御殿市）

15

27 39

21

15 14 12

31 32

26

23

11

20

21

25
30 27
31
29 21 17 15 14

12

12

資料調査
（～ 日、足助）

12

13

10
31 27 24 17 14 12 11

25

25

20 31
24 31
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11
13
24 23 14
19 13 11 10
21
23 22

平成二十六年六月に第三回配本として
﹃資料編
第一章 領主の支配

体裁 菊判

近世Ⅰ

第四章 災害

第二章 土地と山野

販売価格 四〇〇〇円

藤岡・小原・旭・稲武

計三回にわたって市史講座を開催しました︒各地

開始を記念して︑平成二十五年十月から十二月の

器・縄文﹄
︑
﹃別編 民俗Ⅰ 山のくらし﹄
の販売

平成二十五年六月の
﹃ 資料編 考古Ⅰ 旧石

市史講座を開催しました

近世Ⅰ﹄
︑﹃別編 美術・工芸﹄
の販売を開始します︒
第三章 家と村

第六章 社会

区での開催内容は次の通りです︒

資料編

フルカラーの新しい
﹃豊田市史﹄
をぜひ一度お手に
第五章 産業

第八章 文化

﹃新修豊田市史﹄
刊行案内

とってご覧ください︒
第七章 寺院と神社

﹁近世Ⅰ﹂
では藤岡・小原・旭・稲武地区に残る

﹁稲武の縄文時代と民俗の世界﹂

解説／史料群解説

二月中旬から随時予約を承ります︒市役所・支

江戸時代の古文書を活字化し︑掲載します︒これ

川添和暁／原始部会執筆委員

●購入予約について
所などにある刊行案内リーフレットの申込書をお

らの地区は市内の北東部に位置し︑隣接する美濃

松田篤／民俗部会執筆協力員

稲武交流館

送りいただくか︑市史編さん室宛にＦＡＸ・メー

国や信濃国との交流が見られました︒また︑村

小原交流館

﹁豊田の石器時代と山の信仰﹂

第十二回 十一月十七日
︵日︶

第十一回 十月二十七日
︵日︶

ルなどでお申し込みください︒

内に山地を多く抱えており︑山の恵みを利用した
産業や山の利用に関する地域での争いもありまし

川合剛／原始部会副部会長

−8−

●直接購入について
左記の施設にて六月以降販売します︒発売開始

た︒地区の特徴を示す資料の紹介とともに巻末に

平成二十六年一月発行

E-Mail: shishihensan@city.toyota.aichi.jp

ＦＡＸ 〇五六五 三 一 〇一六二

ＴＥＬ 〇五六五 三六 〇五七〇

〒四七一 〇〇七九 豊田市陣中町一 一九 一

文化財課 市史編さん室

豊田市教育委員会

﹃新修豊田市史だより﹄第 号

高橋貴／民俗部会執筆委員

纐纈茂／原始部会執筆協力員

﹁豊田の縄文時代と住まいの民俗﹂

藤岡交流館

日については
﹁広報とよた﹂
や市史編さん室ホーム

第二章 絵画

第十三回 十二月十五日
︵日︶

小林奈央子／民俗部会執筆協力員

美術・工芸

解説をつけました︒

別編

体裁 Ａ４判
第一章 彫刻

販売価格 四五〇〇円

ページなどでご確認ください︒
︻販売施設︼
市史編さん室
︵陣中町︶／郷土資料館
︵陣中町︶／
民芸館
︵平戸橋町︶／近代の産業とくらし発見館
︵喜多町︶／中央図書館
︵西町︶／市内一部書店

第三章 工芸
﹁美術・工芸﹂
では︑主に江戸時代までの美術品・
工芸品約二〇〇点を掲載します︒市内には八〇〇
を超える社寺や地域に残るお堂があります︒これ
らには寺宝として︑
また人々の信仰の対象として︑
美術・工芸品が大切に保存されています︒
しっかい

今回は︑指定文化財をはじめ︑編さん事業で実
施した悉皆調査の成果をあわせて掲載します︒
︵構成・内容は変更される場合があります︶
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