ᮡ୪༊༊ไ⾜ 80 ࿘ᖺグᛕࣃࢿࣝᒎ

ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᮡ୪༊ࡣㄌ⏕ࡽ  ࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡲࡍࠋࡇࡢ㛫ࠊᮡ୪༊ᨻࡸ༊Ẹࡢࡃࡽ
ࡋࡶ௦ࡢࡁ࡞ὶࢀࡢ୰࡛ࠊᙧࢆኚ࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ  ᖺࡢᙜࠊ ཬࡤ࡞ࡗ
ࡓேཱྀࡶࠊ⌧ᅾࡣ  ேቑຍࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊୡᖏᩘࡶ  ಸ࡞ࡿ࡞ࠊࡁࡃጼࢆ
ኚ࠼ࠊࡉࡽⓎᒎࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࣃࢿࣝᒎ࡛ࡣࠊᮡ୪༊ࡢㄌ⏕ࡽࡇࢀࡲ࡛ࢆࠕ༊ᨻࡢ࠶ࡺࡳࠖࠕࡲࡕࡢࡼ࠺ࡍ
ேࠎࡢࡃࡽࡋࠖ࠸࠺ほⅬࡽࠊྂ࠸┿ࡸᗈሗ⣬࡞࡛ࡾ㏉ࡾࡲࡍࠋᮡ୪ࢆ  ᖺ㛫ࢆ
㥑ࡅ㊊࡛ࡈ⤂ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡋ࠸㢼ᬒࡸฟ᮶ࠊࡑࡋ࡚ࡈ⮬㌟ࡢㄌ⏕ᖺ࡞
ࡢᗈሗ⣬ࢆࡵࡃࡾ࡞ࡀࡽࠊ࠾ᴦࡋࡳ࠸ࡓࡔࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ
                          ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᮡ୪༊ᗈሗㄢ

༊ᨻࡢ࠶ࡺࡳ
⌧ᅾࠊ༊ࡀⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠕᗈሗࡍࡂ࡞ࡳࠖࡢࡣࡌࡲࡾࡣࠕᮡ
୪༊බሗ࡛ࠖࠊ  ᖺ  ᭶  ᪥หࡉࢀࡲࡋࡓࠋᡓ
୰ࡣ⣬㊊ࡽⓎ⾜ࡀ୰Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࢃࡽ༙⣬  ᯛࡢࠕᮡ୪༊ᨻࢽ࣮ࣗࢫࠖࡀࠊ
  ᖺ  ᭶  ᪥άࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ  ᖺ  ᭶  ᪥ྕࡽࡣࠕᮡ୪༊ᘅሗࠖ
ࠊ
  ᖺ  ᭶  ᪥ྕࡽࠕᮡ୪༊ᗈሗࠖᨵ⛠ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊ  ᖺ  ᭶  ᪥
ྕࡽࠊࠕᗈሗࡍࡂ࡞ࡳࠖᨵ⛠ࡉࢀࠊ᪥⮳ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡕࡢࡼ࠺ࡍேࠎࡢࡃࡽࡋ
ᮾி  ༊ࡢす➃⨨ࡍࡿᮡ୪༊ࡣࠊỤᡞࡽṇ
௦ࡲ࡛ࡣ㔝⳯ࡸ㞧✐ࢆ୰ᚰࡋࡓ㎰ᮧᆅ࡛ࡋࡓࠋ
㛵ᮾ㟈
⅏ࢆቃࠊேཱྀࡀᛴቑࡋࠊᡓᚋࡢ㧗ᗘᡂ㛗ࡶࠊఫᏯ
㒔ᕷࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ  ᖺ㛫ࡣࠊṔྐṧࡿኴᖹὒᡓதࡸ㏻ᶵ㛵ࡢ
Ⓨᒎ࡞ࡀ࠶ࡾࠊ
⾤୪ࡳࡸேࠎࡢࡃࡽࡋࡶࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ
࠼ࡲࡋࡓࠋ

༊ᨻ䛾䛒䜖䜏䐟㻌㻌
㻌

䛆㻣ᖺ㻝㻜᭶㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䡚㻠㻣ᖺ䛇㻌
㻣ᖺ
㻤ᖺ
㻥ᖺ
㻝㻜ᖺ

㻝㻝ᖺ
㻝㻞ᖺ
㻝㻟ᖺ
㻝㻠ᖺ
㻝㻡ᖺ
㻝㻢ᖺ
㻝㻣ᖺ

㻝㻤ᖺ
㻝㻥ᖺ

㻞㻜ᖺ

㻝㻜᭶
㻤᭶
䠉
㻝㻝᭶
㻠᭶
㻣᭶
㻝㻜᭶
㻝᭶
㻠᭶
㻝㻝᭶
㻝᭶
㻥᭶
㻡᭶
䠉
㻠᭶
䠉
㻟᭶
㻝㻜᭶
㻣᭶
㻞᭶
㻤᭶
㻝㻝᭶
㻟᭶
㻡᭶
㻤᭶

㻞㻞ᖺ

㻝㻝᭶
㻝㻞᭶
䠉
㻝㻞᭶
㻠᭶

㻞㻟ᖺ
㻞㻠ᖺ

㻢᭶
䠉
㻡᭶

㻞㻝ᖺ

㻞㻡ᖺ

㻞㻢ᖺ

㻞㻣ᖺ

㻞㻤ᖺ

㻞㻥ᖺ

㻝㻝᭶
䠉
㻟᭶
㻥᭶
㻝㻝᭶
㻟᭶
㻣᭶
㻥᭶
㻝㻜᭶
㻝㻝᭶
㻡᭶
㻣᭶
㻝㻜᭶
䠉
㻝㻜᭶
㻝㻝᭶
䠉
㻡᭶
㻤᭶

䖃㻣ᖺ㻝㻜᭶㻝᪥䛻䚸ᮡ୪⏫䞉⏣ᇼ⏫䞉㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

Ⲷ⏫䞉㧗ᡞ⏫䛜ྜే䛧䚸ᮡ୪༊䛜ㄌ⏕㻌
䛧䜎䛧䛯䚹㻌
䖂ᙜ䛾ᮡ୪༊䠄㻣ᖺ㻝㻜᭶䠅㻌
㻌 䞉ேཱྀ䠖㻝㻠㻢㻘㻡㻢㻜ே㻌
㻌 䞉ୡᖏᩘ䠖㻟㻝㻘㻡㻤㻟ୡᖏ㻌
㻌 䞉ண⟬㢠䠖㻠㻥㻣㻘㻣㻣㻥䠄㻤ᖺᗘ䠅㻌

䞉ᮡ୪༊ㄌ⏕
䞉䛾㢌⥺㛤㏻
䞉㎰ᐙᡞᩘᕷ䛷㻣䠖㻝㻘㻜㻤㻤ᡞ
䞉ᮾிᕷᮡ୪⫋ᴗ⤂ᡤタ⨨
䞉ᮡ୪༊බሗห
䞉ᮡ୪㧗➼ᐙᨻዪᏛᰯ㛤ᰯ
䞉ᮡ୪➨ᅄᑠᏛᰯ䛻༊ෆึ䛾䝥䞊䝹ᡂ
䞉Ⲷ⏫ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮⤌ྜᴗ
䞉ၟᕤ㟷ᖺᏛᰯ䛷㣕⾜ᶵ〇స
䞉Ỉ㐨㐨㊰䠄㇂㻙ྜྷ⚈ᑎ㛫䠅㛤㏻
䞉ᮡ୪ᗣ┦ㄯᡤ㛤ᡤ
䞉ᐑᇛ㐶ᣏ䛾ᐇ
䞉༊ᗇ⯋ⴠᡂ
䞉⤒῭ㄢ᪂タ䠄⤫ไ⤒῭ົ䠅
䞉ၟᗑᩘ䠖㻠㻘㻠㻜㻥䚸ᕤሙᩘ䠖㻝㻟㻢
䞉ᑠᏛᰯ䜢ᅜẸᏛᰯ䛻ᨵ⛠
䞉༊䛻ぶษㄢ䡡㜵⾨ㄢ
䞉㒔䛜Ύᤲົᡤ䜢㜿బ䞄㇂䛻㛤タ
䛆༊ไ⾜㻝㻜࿘ᖺ䛇
䞉ᮾிᗓ䛸ᮾிᕷ䛜ྜే䛧ᮾி㒔䛻䛺䜛
䞉ᐩὠᏛᅬ㛤タ
䞉㛗㔝┴䚸ᐑᇛ┴䛻㞟ᅋ㛤
䞉ᮏ༊ึ䛾✵く
䞉ᡓᒁ⥭㏕䛧ᤵᴗ୰Ṇ
䞉ᮏ༊᭱䛾✵く䜢ཷ䛡䜛
䞉ኴᖹὒᡓத䛜⤊䜟䜛
䞉⡿౯㻝㻜㼗㼓䠖㻟㻣㻣㖹
䞉㞟ᅋ㛤ᖐᰯ
䞉㎰ᆅᨵ㠉ጞ䜎䜛
䞉᪉㠃ጤဨ䛿Ẹ⏕ጤဨ䛻⛣⾜
䞉ᅜẸᏛᰯ㻞㻢ᰯ䚸㟷ᖺᏛᰯ㻢ᰯ
䞉ึ௦බ㑅༊㛗䛆᪂ᒃ᱁༊㛗䜢㑅ฟ䛇
䞉᪂ไ୰Ꮫᰯ㻞㻜ᰯỴᐃ
䞉⏫䜢ᗫṆ䛧䛶ฟᙇᡤ䜢᪂タ
䞉㐨㊰⯒ᕤጞ䜎䜛
䞉➨㻝ᅇᮡ୪Ꮚ䛹䜒༊㆟㛤ദ
䞉ኳⓚ䞉ⓚྡྷ୧㝎ୗග᫂ᑅどᐹ
䞉බタᾎሙ䛾ᕝ䛜ẸႠ䛻䛺䜛
䞉༊䛻ၟᕤ┦ㄯᡤ᪂タ
䞉Ặ䛜῭⨾Ꮫᅬ䜢༊䛻ᐤ㉗
䞉ᑠᏛᰯ䛾⤥㣗ᐇ
䞉༊Ⴀ➇㤿䛷ᡓ⅏⯆
䞉༊㟷ᖺၥ㢟༠㆟Ⓨ㊊
䞉῭⨾ᩍ⫱◊✲ᡤⓎ㊊
䞉㎰ᆅጤဨ䛜㎰ᴗጤဨ䛻䛺䜛
䞉⤖፧┦ㄯᡤ㛤タ
䞉ᩍ⫱ጤဨⓎ㊊
䞉➨㻝ᅇ⥲ྜᩥ⚍
䞉ᮡ୪ᅗ᭩㤋䛜༢⊂䛾ᘓ≀䛸䛧䛶㛤㤋
䞉ᐤ␃ไᗘ䛛䜙ఫẸⓏ㘓ἲ䛻⛣⾜
䛆༊ไ⾜㻞㻜࿘ᖺ䛇
䞉༊䛾⣠❶䛜Ỵ䜎䜛
䞉ᅵᮌᴗ䛻⤫ྜⓗ䛺ᖺḟィ⏬䜢⟇ᐃ
䞉༊ႠᘓఫᏯබເ
䞉㒔㟁」⥺ᡂ
䞉බẸ㤋㛤㤋
䞉༊❧Ꮫᰯᰯ⯋䛾㕲➽
䞉ཎỈ⇿⚗Ṇ䛷ᮡ୪༠㆟䛜Ⓨ
䞉➨㻝ᅇ㜿బ䞄㇂ኤ⚍㛤ദ

㻟㻜ᖺ

㻟㻝ᖺ
㻟㻞ᖺ

䖃ᮡ୪༊䛾ㄌ⏕䠄䛚⚃䛔䝟䝺䞊䝗䠅

㻟㻟ᖺ

㻟㻠ᖺ
㻟㻡ᖺ
㻟㻢ᖺ
㻟㻣ᖺ

㻟㻤ᖺ

䖃䠷ᮡ୪༊බሗ䛃➨㻝ྕ

㻟㻥ᖺ
㻠㻜ᖺ

㻠㻝ᖺ
䖃༊ᗇ⯋䠄㻝㻠ᖺ㻥᭶ⴠᡂ䠅

㻠㻞ᖺ
㻠㻟ᖺ

㻠㻠ᖺ

䖃༊ᗇ⯋䠄㻟㻤ᖺ㻣᭶ⴠᡂ䠅

㻠㻡ᖺ

㻠㻢ᖺ
㻠㻣ᖺ
䖃༊ไ⾜㻠㻜࿘ᖺグᛕᘧ

䠉 䞉≉ṦᏛ⣭ᩚഛ䛜㔜Ⅼ⟇䛻䛺䜛
㻤᭶ 䞉ຊ䛸䝝䜶䜢䛺䛟䛩༊Ẹ㐠ື
䞉➨㻝ᅇ⨾⾡ᐙᒎ
㻝㻝᭶ 䞉⡿౯㻝㻜㼗㼓䠖㻣㻢㻡
㻢᭶ 䞉༊㛗㑅௵ไ⛣⾜䛆㧗ᮌᩄ㞝༊㛗ᑵ௵䛇
䠉 䞉୰Ꮫᰯ䛾ᒇෆ㐠ືሙᘓタ䛜ጞ䜎䜛
㻣᭶ 䞉ᮡ୪බᇽ㛤㤋
㻤᭶ 䞉➨㻝ᅇ㧗ᑎ㜿Ἴ䛚䛹䜚㛤ദ
䠉 䞉㒊ᤵᴗゎᾘ
㻥᭶ 䞉⊁㔝ᕝྎ㢼䛷༊䛻⅏ᐖᩆຓἲ㐺⏝
䠄ᗋୖᾐỈ䠖㻠㻘㻝㻝㻜ᡞ䠅
㻝㻜᭶ 䞉ஂᡃᒣ㤋㛤㤋
㻝㻝᭶ 䞉ᅜẸᖺ㔠䝇䝍䞊䝖
㻝㻞᭶ 䞉ᅜẸᗣಖ㝤ᴗ䝇䝍䞊䝖
䠉 䞉ᑠᏛᰯ䝥䞊䝹ᘓタ
㻠᭶ 䞉⾤㊰ⅉ㻡䞃ᖺィ⏬䝇䝍䞊䝖
㻝᭶ 䞉ᆅୗ㕲䝜ෆ⥺㛤㏻
㻡᭶ 䞉༊Ẹᑅ䡞䛩䛞䛺䜏Ⲯ䡟㛤タ
䞉༊㛗㑅௵䛷㆟ሙ䛻㆙ᐁ㝲ᑟධ
㻝㻜᭶ 䛆༊ไ⾜㻟㻜࿘ᖺ䛇
㻝㻝᭶ 䞉㏻Ᏻ༠㆟䛜Ⓨ㊊
䠓᭶ 䞉༊ᗇ⯋᪂⠏ⴠᡂ
㻥᭶ 䞉ఫᒃ⾲♧ጞ䜎䜛
㻝㻝᭶ 䞉ึ䛾ᩗ⪁㤋ୖⲶ❑䛻㛤㤋
㻝㻞᭶ 䞉㒔㟁ᮡ୪⥺ᗫṆ
䞉⎔≧ྕ⥺㛤㏻
㻣᭶ 䞉Ꮫ❺ಖ⫱ጞ䜎䜛
㻝㻝᭶ 䞉ᾘ㈝⪅┦ㄯ䛾❆ཱྀ㛤タ
㻟᭶ 䞉㏻Ᏻ㒔ᕷᐉゝ
㻠᭶ 䞉ᖜ䛺ົ⛣⟶䛷㒊ไ⾜
䞉ᅵᮌᴗ㻢䞃ᖺィ⏬䝇䝍䞊䝖
䞉୰Ꮫᰯ䛷⤥㣗ᐇ
㻝㻞᭶ 䞉༊䛻㟁Ꮚィ⟬ᶵᑟධ
㻠᭶ 䞉⾜ᨻタᘓタ㻡䞃ᖺィ⏬
㻢᭶ 䞉ྎ㢼㻠ྕ䛷⅏ᐖᩆຓἲ㐺⏝
㻝㻝᭶ 䞉㧗ᡞ䛻Ύᤲᕤሙ䛾Ⓨ⾲
㻝㻞᭶ 䞉㐟䜃ሙᑐ⟇ᮏ㒊タ⨨
㻠᭶ 䞉༊❧Ꮫᰯ䛷ᰯᗞ㛤ᨺ
㻝㻞᭶ 䞉ᮡ୪㤋㛤㤋
㻠᭶ 䞉ᮡ୪༊㛗ᮇᇶᮏィ⏬ᑂ㆟䛜༊㛗䜈⟅⏦
䠉 䞉༊䛾ᑗ᮶ീ䛿䡞⥳䛾㇏䛛䛺⚟♴ᩥ㒔ᕷ䡟
㻝㻜᭶ 䞉㏻⅏ᐖඹ῭ไᗘᴗ䛜䝇䝍䞊䝖
㻠᭶ 䞉⛉Ꮫᩍ⫱䝉䞁䝍䞊㛤㤋
䞉ఫẸᇶᮏྎᖒไᗘ䛜Ⓨ㊊
䞉୰ኸ⥺㻠㥐㧗ᯫᕤ䠄Ⲷ❑㻙୕㮚㛫䠅
㻝㻝᭶ 䞉ఫᒃ⾲♧
㻠᭶ 䞉ึ䛾༊❧ᗂ⛶ᅬ䛜ୗ㧗ᡞ䛻㛤ᅬ
㻢᭶ 䞉༊ᨻ䝰䝙䝍䞊ไᗘⓎ㊊
㻣᭶ 䞉ᮾி❧ṇ㧗ᰯ䛷ගᏛ䝇䝰䝑䜾⿕ᐖⓎ⏕
㻝㻞᭶ 䞉ඣ❺⚟♴䝉䞁䝍䞊㛤㤋
䞉ⳢᖹᏛᅬ㛤ᅬ
㻞᭶ 䞉⥳ᑐ⟇䛷ⱑᮌ䜢㓄ᕸ
㻝㻞᭶ 䞉ᆅᇦᆅ༊ᨵṇ䛷ᑂ㆟䛜Ⓨ㊊
㻠᭶ 䞉ᘓ⠏⣮த┦ㄯᡤ䜢㛤タ
䞉බᐖ┘どጤဨ䛜Ⓨ㊊
䞉ᮡ୪ඣ❺㏻බᅬ䜢㛤タ
㻥᭶ 䞉ᮡ୪༊⥳ィ⏬ᑂ㆟䛜Ⓨ㊊
㻝㻜᭶ 䛆༊ไ⾜㻠㻜࿘ᖺ䛇
㻝㻝᭶ 䞉ᐑ๓ᅗ᭩㤋㛤㤋

༊ᨻ䛾䛒䜖䜏䐠㻌㻌
㻌㻌㻌

䛆㻠㻤ᖺ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䡚㻢㻟ᖺ䛇㻌
㻠㻤ᖺ

㻠㻥ᖺ

㻡㻜ᖺ

㻡㻝ᖺ

㻡㻞ᖺ

㻡㻟ᖺ

㻡㻠ᖺ

㻡㻡ᖺ

㻡㻢ᖺ

䖃㻡㻜ᖺ㻠᭶䛾ᆅ᪉⮬ἲᨵṇ䛻䜘䜚䚸㻌
㻌 ༊㛗බ㑅ไᗘ䛾ά䜔䚸㒔䛛䜙䛾ᖜ䛺㻌
㻌 ົ⛣⟶䠄ಖᡤົ䛺䛹䠅䛜䛒䜚䚸⮬㻌
㻌 య䛸䛧䛶䛾ᶒ㝈䛜㣕㌍ⓗ䛻ᣑ䛧䜎䛧䛯䚹㻌
㻌
㻌 䖂ᙜ䛾ᮡ୪༊䠄㻡㻜ᖺ㻠᭶䠅㻌
㻌 㻌 䞉ேཱྀ䠖㻡㻟㻝㻘㻟㻣㻠ே㻌
㻌 㻌 䞉ୡᖏᩘ䠖㻞㻞㻟㻘㻤㻜㻠ୡᖏ㻌
㻌 㻌 䞉ண⟬㢠䠖㻟㻟㻥൨㻠㻘㻜㻥㻠㻡㻘㻜㻜㻜㻌
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区政のあゆみ③
【平成元年
～平成24年】
平成元年

平成2年

5月
6月
7月
8月
2月
3月
5月

平成3年

2月
4月
6月
7月
8月
10月
12月

平成4年

平成5年

平成6年

平成7年

平成8年

平成9年

平成10年

平成11年

2月
3月
4月
10月
2月
3月
10月

11月
4月
7月
4月
5月
10月
1月
2月
4月
5月
4月
5月
9月
10月
12月
1月
2月
5月
9月
10月
3月
4月

5月
10月
11月

●平成12年4月1日の地方自治法改正により
杉並区は「基礎自治体」として新たに歩み
始めました。
◎現在の杉並区（平成24年8月1日）
・人口：54万0,180人
・世帯数：30万0,146世帯
・予算額：1,546億5,900万円
（平成24年度一般会計）

・郷土博物館開館
・セシオン杉並開館
・風連町と交流自治体調印される
・吾妻町と友好自治体調印される
・区役所新庁舎西棟完成
区役所新庁舎西棟完成
・平和都市宣言記念像「ジーンズ」建立
・まちづくり基本方針策定
・西荻図書館開館
・オーストラリアウイロビー市と友好都市
の調印される
・富士学園改装オープン
・区議・区長選挙【松田良吉区長三選】
・公民館跡地に「オーロラ」建立
・荻窪体育館開館
荻窪体育館開館
・杉並区国際交流協会設立
・永福和泉地域区民センター開設
・さんあい公社事業開始
・韓国ソウル特別市瑞草区と友好都市
・下高井戸運動場改築オープン
・区役所新庁舎中棟、地下駐車場完成
・コミュニケーションマーク制定
・（財）杉並区勤労者福祉協会設立
【区制施行60周年】
・阿佐谷図書館開館
・区役所新庁舎完成
・（財）杉並区スポーツ振興財団設立
・（財）杉並区国際交流協会設立
・杉並区長期計画を改定、実施計画を策定
・南荻窪図書館開館
・杉並区リサイクル協会設立
・「すぎなみ自然村（群馬県吾妻町）」
開設
・区議･区長選挙【本保正区長を選出】
・郷土博物館「西田小学校郷土資料
展示室」オープン
・杉並区実施計画を策定
・行政手続条例を施行
・杉並区環境基本計画を策定
・井草森公園開園
・職員研修所「秋川荘」改築オープン
・こども発達センター開設
・下井草図書館開館
・ゆう杉並開館
・すぎなみフェスティバル'97開催
・杉並区実施計画を策定
・男女共同参画都市宣言
・生涯学習振興室「杉九ゆうゆうハウス」
開設
・上井草スポーツセンター開館
・高井戸図書館開館
高井戸図書館開館
・杉並区文化振興協会設立
・（財）杉並区障害者雇用支援事業団設立
・地域振興券交付
・杉並保健所、荻窪保健センター、保健
医療センターの複合施設開館
・区議・区長選挙【山田宏区長を選出】
・地域生活支援センター「オブリガード」開設
・介護保険、要介護認定申請開始
・平成10年度末の「貸借対照表」作成
平成10年度末の「貸借対照表」作成

平成12年

●郷土博物館の古民家

平成13年

平成14年

●区役所新庁舎

平成15年

平成16年

●井草森公園

平成17年

平成18年

●南北バス「すぎ丸」

平成19年

平成20年

平成21年

●アニメキャラクター「なみすけ」

平成22年
平成23年

平成24年

1月 ・杉並区公式ホームページ稼動
3月 ・事務事業評価制度を開始
4月 ・特別区制度改革、地方分権改革の実施
・介護保険制度開始
・杉並区議会情報公開条例を制定
杉並区議会情報公開条例を制定
6月 ・ダイオキシン条例を制定
9月 ・杉並区21世紀ビジョンを策定
10月 ・杉並区基本計画、実施計画を策定
・スマートすぎなみ計画を策定
11月 ・南北バス「すぎ丸」連行開始
・中学校対抗駅伝大会開催
4月 ・組織再編（5部＋教育委員会）
・アニメーションフェスティバル開催
10月 ・環境博覧会すぎなみ2001開催
環境博覧会すぎなみ2001開催
4月 ・「めざせ五つ星の区役所」運動開始
6月 ・杉並区初の女性議長誕生
10月 【区制施行70周年】
11月 ・自治基本条例を制定
12月 ・小柴昌俊さんがノーベル物理学賞受賞
1月 ・小柴昌俊さんを名誉区民（第1号）に認定
4月 ・アニメ資料館開館（杉並会館内）
・区議・区長選挙【山田宏区長再選】
7月 ・荻窪・高井戸駅前事務所開設
8月 ・安全パトロール隊発足
9月 ・公共施設予約システム「さざんかねっと」
開始
4月 ・複合施設「あんさんぶる荻窪」開設
10月 ・南北バスすぎ丸「さくら路線」開通
・柏の宮公園開園
11月 ・北塩原村と「まるごと保養地協定」締結
3月 ・杉並アニメーションミュージアム開館
・ノーベル賞受賞者小柴昌俊さんの提案
による「科学と自然の散歩みち」が完成
7月 「杉並師範館」設立
9月 ・集中豪雨による水害発生
【床上・床下浸水など2,300戸以上】
11月 ・方南図書館開館
2月 ・杉並区コールセンター開設
4月 ・犯罪被害者支援制度開始（全国初）
・「すぎなみ地域大学」開校
・杉並区成年後見センター開設
6月 ・杉並公会堂改装完了しオープン
9月 ・アニメキャラクター「なみすけ」選定
4月 ・天沼弁天池公園、郷土博物館分館開設
・区議･区長選挙【山田宏区長三選】
6月 ・「杉並子育て応援券」事業開始
11月 ・区制施行75周年記念事業「相馬野馬追」
4月 ・区内初の統合新校「天沼小学校」開校
・後期高齢者医療制度がスタート
5月 ・本庁舎南側壁面に緑のカーテン設置
本庁舎南側壁面に緑のカ テン設置
12月 ・南北バスすぎ丸「かえで路線」開通
5月 ・杉並芸術会館「座･高円寺」開館
・角川庭園･幻戯山房「詩歌館」開園
・青梅市と交流協定を締結
7月 ・区長選挙【田中良区長を選出】
3月 ・「東日本大震災」発生、被災地への支援
物資発送、職員派遣実施
5月 ・自治体スクラム支援会議開催
10月 【区制施行80周年】

初代区長は、東京市長により任命されまし
た。公選制度は昭和22年4月に導入されたも
のの、都制の改正によって、27年の区長選
挙以降は中断されていました。昭和50年の
地方自治法の改正により、区長公選制度が
復活しました。
代

氏名

就任期間

初代

魚井 繁太郎

昭和7年10月1日～
昭和9年6月30日

齋藤實（30）

穆

昭和9年6月30日～
昭和13年5月8日

岡田啓介（31）、廣田弘毅（32）、林銑
十郎（33） 近衞文麿（34）
十郎（33）、近衞文麿（34）

傳蔵

昭和13年5月9日～
昭和14年6月19日

平沼騏一郎（35）

2代

3代

増田

広田

都知事

内閣総理大臣＊（）は代を表す

4代

田中 直次

昭和14年6月20日～
昭和18年6月30日

阿部信行（36）、近衞文麿（38・39）、東
條英機（40）

5代

山根 幸八

昭和18年7月1日～
昭和20年12月23日

小磯國昭（41）、鈴木貫太郎（42）、東
久邇宮稔彦王（43）、幣原喜重郎（44）

6代

高橋

寛

昭和20年12月24日～
昭和21年11月22日

7代

新居

格

昭和22年4月12日～
昭和23年4月9日

8代

高木 敏雄

昭和23年5月24日～
昭和32年10月28日

9代

加藤 豊三

昭和32年12月27日～
昭和36年12月26日

菊池 喜一郎

昭和37年5月17日～
昭和58年4月26日

10代

吉田茂（45）

初代

安井 誠一郎

片山哲（46）、芦田均（47）
吉田茂（48～51）、鳩山一郎（52～
54）、石橋湛山（55）、岸信介（56）

2代

東 龍太郎

3代

美濃部 亮吉

4代

鈴木 俊一

岸信介（57）、池田勇人（58・59）

池田勇人（60）、佐藤栄作（61～63）、
池田勇人（60）
佐藤栄作（61 63）
田中角榮（64・65）、三木武夫（66）、福
田赳夫（67）、大平正芳（68・69）、鈴木
善幸（70）、中曽根康弘（71）

中曽根康弘（72・73）、竹下登（74）、宇
野宗佑（75）、海部俊樹（76・77）、宮澤
護
喜一（78）、細川護煕（79）、羽田孜
（80）、村山富市（81）
富

11代

松田 良吉

昭和58年4月27日～
平成7年4月26日

12代

本 保正

平成7年4月27日～
平成11年4月26日

13代

山田

宏

平成11年4月27日～
平成22年5月31日

森喜朗（85）、小泉純一郎（87～89）、
安部晋三（90）、福田康夫（91）、麻生
太郎（92）、鳩山由紀夫（93）、菅直人
（94）

14代

田中

良

平成22年7月12日～

野田佳彦（95）

5代

青島 幸男

6代

石原 慎太郎

橋本龍太郎（82・83）、小渕恵三（84）

 ༊ෆ䜢ᮾす䛻㈏䛟⏥ᕞ⾤㐨䜔㟷ᱵ⾤㐨䚸
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37ᖺ㻌 㜿బ䞄㇂㥐Ώ⥺ᶫ㻌

36ᖺ㻌 ㏻䝷䝑䝅䝳䛾㜿బ䞄㇂㥐䝩䞊䝮

㻌 㻟㻣ᖺ㻝᭶䚸Ⴀᅋᆅୗ㕲䝜ෆ⥺䠄Ⲷ❑⥺䠅䛜㛤㏻䛩
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㻌 ᆅୗ㕲䛿䚸ᮡ୪䛸㒔ᚰ䜢㻟㻜ศ⛬ᗘ䛷⤖䜆䛣䛸䛛䜙䚸㏻
ᐈ䜢୰ᚰ䛻⏝⪅䛜ቑ䛧䜎䛧䛯䚹㻟㻣ᖺ䛻䛿༊ෆ㥐
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䛻䛿㻝㻠㻝㻘㻜㻜㻜ே䛒䜎䜚䛸䚸䜋䜌ಸቑ䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌
38ᖺ 㒔㟁ᮡ୪⥺ᗫṆグᛕ㟁㌴

26ᖺ㻌 Ⲷ❑㝣ᶫᕤ୰䠄㜿బ㇂᪉㠃䛛䜙䠅

41ᖺ㻌 ⎔≧ඵྕ⥺䛸㧗ᡞ㥐

42ᖺ㻌 ᪥ᕷ⾤㐨䛾㏻䠄ᯇ䝜ᮌ㏆䠅

52ᖺ㻌 ᨺ⨨⮬㌿㌴ᅇ䠄Ⲷ❑㥐༡ཱྀ䠅
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䠄㻝㻥㻠㻡䠅
㻞㻝ᖺ
䠄㻝㻥㻠㻢䠅
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㻞㻣ᖺ
䠄㻝㻥㻡㻞䠅
㻞㻤ᖺ
䠄㻝㻥㻡㻟䠅
㻟㻜ᖺ
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㻡㻠ᖺ
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㻝㻞㻜

㻝㻠㻜

㻝㻟㻜

㻝㻡㻜

㻝㻠㻜

㻝㻢㻜
㻞㻜㻜

㻠㻟㻜

㻠㻣㻜

㻢㻡㻜
㻣㻝㻜

䝍䜽䝅䞊䛿ṇ㻝㻟ᖺ䚸㜰䛷Ⴀᴗ䛜ጞ䜎䜚䚸ྠ㻝㻡ᖺ䛻
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ᆅᇦෆ䜢㻝ᆒ୍䛷㉮䛳䛶䛔䛯䛯䜑䚸䛂䝍䜽䛃䛾ྡ䛷
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㏻⛠䛜䜟䜜䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻌
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㻌 ᮡ୪༊ෆ䛾䝞䝇㊰⥺䛻䚸㻢㻢⣔⤫䛜
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䛧䛯䚹㻟㻡ᖺ䛛䜙㻡㻥ᖺ䜎䛷䛿䚸㜿బ䞄
㇂㥐䛛䜙㟷ᱵ㌴ᗜ䛾㻟㻥䜻䝻䝯䞊䝖䝹䜢㻟
㛫䛒䜎䜚䛷㐠⾜䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹⌧ᅾ䛿
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41ᖺ㻌 ㏻Ᏻ䛣䛹䜒

41ᖺ㻌 ㏻Ᏻᩍᐊ

ᖹᡂ24ᖺ 䛩䛞䝞䝇䠄ኳ⋤ᶫ䠅
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䛧䛯䚹⌧ᅾ䜎䛷䛻䚸㜿బ䞄㇂㥐䛸⏣ᒣ㥐䚸
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䝧䝑䝗䝍䜴䞁䛸䛧䛶ጼ䜢ኚ䛘䛶䛝䜎䛧䛯䚹

7ᖺ㻌 䜟䜙䜆䛝ᒇ᰿䛾
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⵌ䛝᭰䛘䠄ᕝ3┠䠅

10ᖺ㻌 ᮡ୪ᮌ䠄⌧䠖㧗ᡞᮾ3┠䠅

 㔝⳯䛸㞧✐䛺䛹䛾㎰ᮧᆅ䛷䛒䛳䛯ᮡ୪䛻䚸᫂㻠㻠ᖺ䚸ཎ⺋✀〇㐀ᡤ䠄ᚋ䛾⺋⣒ヨ㦂ሙ䠅䛜タ❧䛥䜜䚸
䛒 䛯ᮡ୪䛻 ᫂ ᖺ ཎ⺋✀〇
〇㐀ᡤ䠄ᚋ
〇㐀ᡤ䠄ᚋ
䛭䛾ᚋ䜒ᩆୡ㌷ᮡ୪⒪㣴ᡤ䜔୰ᓥ㣕⾜ᶵᮾிᕤሙ䛾㛤タ䛜⥆䛟䛺䛹䚸ᚎ䚻䛻䛂䜐䜙䛃䛛䜙䛂䜎䛱䛃䜈䛸ኚ
ㇺ䛧䛶䛔䛝䜎䛧䛯䚹㻌㻌
㻌 ṇ㻝㻞ᖺ䛾㛵ᮾ㟈⅏ᚋ䛻㒔ᚰ䛾⿕⅏⪅䛜㑹እ䛻⛣䜚ఫ䜣䛷䛝䛯䛣䛸䜢䛝䛳䛛䛡䛻䚸ᮡ୪༊䛷䜒ᛴ㏿
䛻ఫᏯ䛜㐍䜏䚸䛭䜜䛻క䛳䛶ே䚻䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛ၟᗑ䛜㞟✚䛧䛶䛔䛝䜎䛧䛯䚹ᡓᚋ䛻䛿㻝㻜㻜௨ୖ䛾ၟ
ᗑ䛜ㄌ⏕䛩䜛䛺䛹䚸ၟᴗ䛿༊ෆ⏘ᴗ䛾୰ᚰ䛸䛧䛶Ⓨᒎ䜢㐙䛢䛶䛔䛝䜎䛩䚹㻌

ṇ13ᖺ㻌 ༊⏬ᩚ⌮୰䛾ୖⲶ❑

16ᖺ㻌 ⚄⏣ᕝ䛾ሖ䠄Ọ⚟1┠䠅

ṇ13ᖺ㻌 ୖⲶ୍ᮏᯇ㏻䜚䠄⌧䠖すⲶ3┠䠅

4ᖺ㻌 ⏕⏘≀༶ᡤ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄᱈➨୍ᑠᏛᰯᰯᗞ䠅

27ᖺ㻌 ∵䛾ᨺ∾
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄㧗༡୰Ꮫᰯ㏆䠅

35ᖺ㻌 ⏣᳜䛘㢼ᬒ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄⏣ᒣ1┠䠅

 㻡㻠ே䛾ఫᏯ㒔ᕷ䛸䛺䛳䛯⌧ᅾ䛷䜒㎰ᆅ⣙㻡㻜䝦䜽䝍䞊䝹䜢ṧ䛧䚸䝖䝬䝖䚸䛺䛩
➼䛾㟢ᆅ㔝⳯䜢୰ᚰ䛻㎰ᴗ䛜Ⴀ䜎䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜙༊ෆ㎰⏘≀䛿䚸㎰ᐙ䛾
┤㈍ᡤ䛷㈍䛥䜜䜛䜋䛛䚸༊ෆᏛᰯ䛾⤥㣗䜈ᥦ౪䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌㻌
㻌 䜎䛯䚸㎰ᆅ䛿බᅬ䜔ᒇᩜᯘ䛸䛸䜒䛻㒔ᕷ䛾㈗㔜䛺⥳ᆅ䛸䛧䛶䚸䛥䜙䛻䛿⅏ᐖ
䛾䜸䞊䝥䞁䝇䝨䞊䝇䜔య㦂㎰ᴗ䛺䛹䛻䜘䜛ᅵ䛸䛾䜅䜜䛒䛔䛾ሙ䛸䛧䛶䚸䛭䛾
ከ㠃ⓗ䛺ᶵ⬟䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌㻌

53ᖺ㻌

ᖺ ⏕⏘⥳ᆅᆅ༊
⏘⥳ᆅᆅ༊

ึᮇ㻌 㻌 すⲶ❑༡ཱྀၟᗑ⾤

19ᖺ㻌 Ⲷ❑ᾘ㜵⨫㏆

17ᖺ㻌 㧗ᑎ㥐ཱྀ㏆

19ᖺ㻌 Ⲷ❑㥐ཱྀ㏆

28ᖺ㻌 ༊ᙺᡤᒇୖ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛛䜙䛾༊ෆᒎᮃ

37ᖺ㻌 Ⲷ❑ᅋᆅ

37ᖺ㻌 ᩥఫᏯ

39ᖺ㻌 ᕝᗏ䛾Ἶ䛥䜙䛔
ᖹᡂ24ᖺ㻌 ༊ᙺᡤᒇୖ䛛䜙䛾༊ෆᒎᮃ

㻌 ᮡ୪༊䛾ேཱྀ䛿䚸ṇ㻥ᖺᙜ䛿㻞ே䛻䜒‶䛯䛺
䛛䛳䛯䛾䛷䛩䛜䚸ṇ㻝㻞ᖺ䛾㛵ᮾ㟈⅏௨㝆䚸㒔ᚰ
㒊䛛䜙ከ䛟䛾ᕷẸ䛜㑹እ䛾✵㛩ᆅ䜢ồ䜑䛯䛯䜑䚸
㻝㻣ᖺ䛻䛿㻞㻢ே䜢㉸䛘䚸୍ᡓத䛻䜘䜛㛤䛺䛹
䛜ཎᅉ䛸䛺䛳䛶ῶᑡ䛧䛯䛸䛝䜒䛒䜚䜎䛧䛯䛜䚸ᡓᚋ䛾
⯆䛸㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗䛷㻟㻤ᖺ䛻䛿㻡㻜ேྎ䛻฿㐩䛧
䜎䛧䛯䚹㻌 㻌㻌
41ᖺ㻌 Ύᤲάື

41ᖺ㻌 ⏫ྡෆᯈタ⨨

47ᖺ㻌 Ⲷ❑㥐ཱྀ㛤Ⓨ

50ᖺ㻌 ᪧ⺋⣒ヨ㦂ሙ䠄⌧䠖⺋⣒䛾᳃බᅬ䠅

㻌 20ᖺ௦䛻䜰䝯䝸䜹䛛䜙ୖ㝣䛧䛯䛂䜰䝯
䝸䜹䝅䝻䝠䝖䝸䛃䛾⻍䛾ᗂ䛜༊ෆ䛷Ⓨ⏕䛧䚸
ᶞᮌ䜢㣗䛔Ⲩ䜙䛧䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸ᡓᚋ⯆
䛾䝧䝡䞊䝤䞊䝮䛺䛹䛷ேཱྀ䛜ᛴቑ䛧䚸Ἑᕝ
䛾ởᰁ䜔ᐖ䛾㔞Ⓨ⏕䛺䛹䛾᪂䛯䛺ၥ
㢟䛜㉳䛝䜎䛧䛯䚹㻌

30ᖺ Ⲷ❑㻟┠㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䛂䜹䛸䝝䜶䜢䛺䛟䛩༊Ẹ㐠ື䛃㻌 30ᖺ㻌 䜰䝯䝸䜹䝅䝻䝠䝖䝸㥑㝖

㻌 㻞㻤ᖺ㻣᭶㻞㻡᪥Ⓨ⾜䛾ᗈሗ⣬䛷䛿䛂ஂᡃ
ᒣ䛾す㧗➼Ꮫᰯ䛻Ⓨ⏕䛧䛯䜰䝯䝸䜹䝅䝻䝠䝖䝸
䛿䝥䝷䝍䝘䝇䚸ᱜ䛻⣙㻣㻜ᮏ䛾⿕ᐖ䜢䛘䛯䛾
䛷┤䛱䛻㜵㝖䛻䛴䛸䜑䛯⤖ᯝ䚸⿕ᐖ䜢᭱ᑠ㝈
䛻㣗䛔Ṇ䜑䛯䛃䛸グ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
44ᖺ㻌 䜰䝯䝸䜹䝅䝻䝠䝖䝸䛾㏥

䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 37ᖺ6᭶28᪥ᥖ㍕䠚
㻌 ேཱྀ䛾ቑຍ䜔⏕άỈ‽䛾ྥୖ䛻క
䛖䛤䜏䜔⏕άỈ䛾ቑຍ䛺䛹䛷䚸⺅䜔
䝝䜶䛜ከ䛟Ⓨ⏕䛧䚸⺅䛸䝝䜶䜢䛺䛟䛩ྲྀ
䜚⤌䜏䛜ከ䛟ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
38ᖺ㻌 ❧䛶┳ᯈタ⨨䠄䛤䜏䜢ᤞ䛶䜛䛺䠅

ᖹᡂ24ᖺ㻌 ၿ⚟ᑎᕝ䛾ᱜ

 ኴᖹὒᡓத䛾ຨⓎ䚸䛭䛧䛶ᩋᡓ䚸䛭
䛾ᚋ䛾㧗ᗘᡂ㛗䛻䜘䛳䛶䚸ே䚻䛾ᬽ䜙
䛧䜆䜚䜒䛝䛟ኚ䜟䜚䜎䛧䛯䚹㎰ᴗ୰ᚰ
䛾ᬽ䜙䛧䛛䜙⏘ᴗ䛾Ⓨᒎ䛻䜘䛳䛶䚸᪂
䛯䛺ᩥ䜒⏕䜎䜜䜎䛧䛯䚹

16ᖺ㻌 ᮾி㒔ᮡ୪༊➨2ᅇ㞄⤌

16ᖺ㻌 ᛂྊ㢼ᬒ䠄㟷ᱵ⾤㐨䜢Ⲷ❑䜈䠅

 ᡓத䛜⃭䛧䚸ᮡ୪༊䛛䜙䜒ከ䛟䛾᪉䛜ᡓᆅ䛻㉱䛝䜎䛧䛯䚹ṧ䛥䜜䛯ዪᛶ䜔Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜒䚸㌷カ⦎䜢
㔜䛽䜛䛺䛹䚸ᡓத䛾୰䛷᪥䚻䛾⏕ά䜢㏦䜚䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸ᖹ䛾⮬༠ຊ⤌⧊䛸䛧䛶⮬↛Ⓨ⏕ⓗ䛻⤖ᡂ䛥䜜䛶䛝䛯⏫䛿䚸ᡓయไ䜈䛾༠ຊᐇ㊶䛾ᮎ
➃⤌⧊䛸䛧䛶䛾ᙺ䜢㈇䜟䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹ᑠᏛᰯ䛿䚸ᅜẸᏛᰯ䛸ᨵ⛠䛥䜜䚸㣗ᩱ䛿៏ᛶⓗ䛻
㊊䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻝㻥ᖺ㻤᭶䛻䛿䚸㛗㔝┴䞉ᐑᇛ┴䜈䛾㞟ᅋ㛤䛜⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹㻌

17ᖺ㻌 ㌷カ⦎

1䠓ᖺ㻌 ᰯᗞ䛷䛾ⓑරᡓ䠄ᶍᨃᡓத䠅

18ᖺ㻌 䝍䞁䜹カ⦎䛾䜘䛖䛩䠄᱈➨୍ᑠ䠅

19ᖺ㻌 Ꮫ❺㛤䠄ูᡤ

Ἠ䠅

20ᖺ㻌 㜿బ䞄㇂㥐๓䛾ᙉไ㛤
20ᖺ
ᡓᚋ㻌 㻌 䠠䠠䠰䛾ᾘẘ

 24ᖺ2᭶11᪥䚸
༊ᙺᡤⓎ⾜䛾䛂ᮡ୪༊
ᨻ䝙䝳䞊䝇䛃䛷䛿䚸㧗ᮌ
ᩄ㞝༊㛗ྡ䛷䚸వ⿱ఫ
Ꮿ䛾㈚䛻㛵䛩䜛䛚㢪
䛔䛾グ䜢ᥖ㍕䛧䛶䛔
䜎䛩䚹
㻌 䛣䛾グ䛻䜘䜛䛸䚸༊
ෆ䛷⊃䛔㒊ᒇ䛻2ୡᖏ䚸
3ୡᖏ䛷㞧ᒃ⏕ά䜢䛧
䛶䛔䜛ே䜔䝞䝷䝑䜽⏕
ά䜢䛧䛶䛔䜛䛺䛹䚸ఫ
Ꮿ䛻ᅔ❓䛧䛶䛔䜛ୡᖏ
䛜༊ෆ䛷5,000ୡᖏ䜢
ᩘ䛘䛶䛔䜛䛯䜑䚸వ⿱
䛾䛒䜛ఫᏯ䛾୍㒊䜢㈚
䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖ෆᐜ䛻
䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

㻤ᖺ
䠄㻝㻥㻟㻟䠅
㻥ᖺ
䠄㻝㻥㻟㻠䠅
㻝㻜ᖺ
䠄㻝㻥㻟㻡䠅
㻝㻝ᖺ
䠄㻝㻥㻟㻢䠅
㻝㻞ᖺ
䠄㻝㻥㻟㻣䠅
㻝㻟ᖺ
䠄㻝㻥㻟㻤䠅
㻝㻠ᖺ
䠄㻝㻥㻟㻥䠅
㻝㻡ᖺ
䠄㻝㻥㻠㻜䠅
㻝㻢ᖺ
䠄㻝㻥㻠㻝䠅

༊䛾䛺ฟ᮶
㜵ㆤᅋ䠄㜵✵䛾䛯䜑䛾ఫẸ⤌⧊䠅
タ䚸༊ෆᇦ䛻⏫ෆ⤖ᡂ

♫䛾䛺ฟ᮶
ᅜ㝿㐃┕⬺㏥

፬ேⓎ㊊

䝽䝅䞁䝖䞁ᾏ㌷㌷⦰᮲⣙䛾ᗫᲠ䜢⡿ᅜ䛻㏻࿌

ᅜໃㄪᰝᐇ㻔ேཱྀ㻝㻥㻜㻘㻞㻝㻣ே䠅

‶ᕞᅜ≉ู⛣Ẹᅋ䝝䝹䝢䞁䜈ฟⓎ
䞉භ௳䚸᪥⊂㜵ඹ༠ᐃ⥾⤖

ᅜẸ⢭⚄⥲ືဨᐇ⾜ጤဨ㛤ദ

᪥䝋୧㌷⾪✺䚸├⁁ᶫ௳䠄᪥⳹ኚ䠅᪥୰ᡓத
䜌䛳Ⓨ䚸᪥ᮏ㌷༡ி༨㡿䠄༡ிẅ௳䠅

ⅉⅆ⟶ไᐇ㏻▱

᪥ᮏ㌷₎ཱྀ༨㡿

⡿ᅜ᪥⡿㏻ၟ᮲⣙ᗫᲠ䜢㏻࿌䚸䝗䜲䝒㌷䝫䞊䝷䞁䝗
䛻ᨷ
᪥⊂ఀ୕ᅜྠ┕⥾⤖䚸ᨻ⩼㈶Ⓨ㊊䚸᪥‶⳹ඹ
ྠᐉゝㄪ༳䚸ᅜẸ᭹ไᐃ
ᑠᏛᰯ㻞㻢ᰯ䜢ᅜẸᏛᰯ䛸ᨵ⛠䚸⏫䛜 ᪥䝋୰❧᮲⣙⥾⤖䚸ኴᖹὒᡓத䜌䛳Ⓨ䚸⡿䞉ⱥ䛻ᐉ
ᡓୗ䛾༊ᨻ㐠Ⴀ䛾㔜せᶵ㛵䛸䛺䜛 ᡓᕸ࿌䚸᪥⊂ఀ୕ᅜ༠ᐃ⥾⤖

㻝㻣ᖺ
䠄㻝㻥㻠㻞䠅

᪥⊂ఀ᪂㌷༠ᐃ⥾⤖䚸᪥ᮏ㌷䝡䝹䝬䛺䛹䜢༨㡿䚸
⡿㌷ᶵ䛾ᮾிึ✵く䚸䝭䝑䝗䜴䜵䞊ᾏᡓ䛷᪥ᮏ㌷
ᩋ䚸ᮏႠ䜺䝎䝹䜹䝘䝹᧔㏥䜢Ỵᐃ

㻝㻤ᖺ ༊Ẹ䛻㕲䚸㖡䛾౪ฟ䜢䜃䛛䛡䚸༊ෆ 䜲䝍䝸䜰㝆అ䚸䜰䝑䝒ᓥ䛺䛹䛾᪥ᮏ㌷⁛䚸➨୍ᅇᏛ
䠄㻝㻥㻠㻟䠅 ྛᰯ䛷㣗⣊⮬⤥䛾䛯䜑Ꮫᰯᅬ㛤ᅬ
ᚐฟ㝕
Ꮫ❺⤥㣗㛤ጞ䠄ᰤ㣴㊊ᑐ⟇䠅䚸Ꮫ❺ ᮾி䞉ྡྂᒇ䛻㛤௧䚸ዪᏊ㌟㝲⤖ᡂ䚸᪥ᮏ
㻝㻥ᖺ 䛾⦕ᨾ㛤䞉㞟ᅋ㛤䚸༊ෆึ䛾✵く ㌷䜲䞁䝗䛻ᨷ䚸䠞㻞㻥䛾✵く䛜ጞ䜎䜛䚸䝃䜲䝟䞁䞉䜾䜰
䠄㻝㻥㻠㻠䠅 䠄ⲡᆅ༊䠅䚸༊㆟㆟ဨ㑅ᣲ䜢ᘏᮇ䚸 䝮䞉䝡䝹䝬䛺䛹䛾᪥ᮏ㌷⁛䚸⚄㢼≉ᨷ㝲ึฟᧁ䚸
䠞㻞㻥䛻䜘䜛ᮾி✵く䚸ᘓ≀䛾ᙉไ㛤㛤ጞ
㧗ᡞ➨ᅄᅜẸᏛᰯ䛜✵く䛷↝
ᮾி✵く䚸⡿ⱥ䝋୕ᅜ㤳⬻䝲䝹䝍㆟䚸Ꮫᰯᤵᴗ
Ṇ䚸◲㯤ᓥ䛾᪥ᮏ㌷⁛䚸䝗䜲䝒↓᮲௳㝆అ䚸Ἀ
⦖Ᏺഛ㝲⁛䚸ᗈᓥ䞉㛗ᓮ䛻ཎ⇿ᢞୗ䚸䝋㐃ᑐ᪥ᐉ
ᡓᕸ࿌䚸䝫䝒䝎䝮ᐉゝཷㅙ䚸ኴᖹὒᡓத⤊ᡓ䚸䠣䠤
䠭䛻䜘䜛㝣ᾏ㌷ゎయ௧䚸㞟ᅋ㛤ඣ❺䛾ᖐி㛤
ጞ
㻞㻝ᖺ ༊㛗බ㑅ไ䞉༊䛻᮲ไᐃᶒ䚸
ኳⓚ⚄᱁ྰᐃ䛾ペ᭩䠄ே㛫ᐉゝ䠅
䠄㻝㻥㻠㻢䠅 ᑠᏛᰯ䛾Ꮫᰯ⤥㣗㛤ጞ

✵く䛻䜘䜚⏒䛺⿕ᐖ䚸ᮡ୪➨୕䞉ᮡ
㻞㻜ᖺ ୪➨භ䞉ᮡ୪➨༑䞉す⏣䞉᪂Ἠ䞉ᇼஅ
䠄㻝㻥㻠㻡䠅 ෆ䞉⏣䞉᪉༡ᅜẸᏛᰯ䛜↝䚸㏆⾨
ᩥ㯢ⲶእⲮ䛷⮬Ỵ

ᅜᏙඣ୍ᩧㄪᰝ䚸㌷ุ䛷ᮾ᮲ඖ㤳┦䜙䠓ே
➨୍ᅇ⤫୍ᆅ᪉㑅ᣲ䚸༊❧୰Ꮫᰯ㻞㻜 䛾ṚฮỴᐃ䚸䠝⣭ᡓ≢㔘ᨺ䠄㻞㻟ᖺ䠅䚸䠪䠝䠰䠫ྠ┕᮲
㻞㻞ᖺ䡚
ᰯ㛤ᰯ䠄㻞㻞ᖺ䠅䚸ᑠᏛᰯ䛷䝟䞁⤥㣗 ⣙ㄪ༳䠄㻞㻠ᖺ䠅䚸ᑐ᪥ㅮ᮲⣙ㄪ༳䚸᪥⡿Ᏻಖ㞀
䠄㻝㻥㻠㻣䡚䠅
ᐇ䠄㻞㻡ᖺ䠅
᮲⣙ㄪ༳䠄㻞㻢ᖺ䠅䠣䠤䠭ᗫṆ䚸ᑐ᪥ㅮ᮲⣙䞉᪥⡿Ᏻ
ಖ㞀᮲⣙Ⓨຠ䠄㻞㻣ᖺ䠅

 䛚ṇ᭶䜔ᆅ
ᆅᇦ䛾⚍䜚䚸⤖፧ᘧ䚸ධᏛᘧ䚸
༞ᴗᘧ䚸ᡂேᘧ䚸㐠ື䛺䛹䛔䛴䜒䛸䛿㐪
䛖≉ู䛺᪥䜢ษ䛻䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸
ᬑẁ䛾⏕ά䛾୰䛻䜒䚸ᵝ䚻䛺ᕤኵ䜢⾜䛳
䛶ᴦ䛧䜏䜢ぢ䛴䛡䛶䛝䜎䛧䛯䚹

21ᖺ㻌 ᎑ධ䜚㢼ᬒ(᪥ᕷ⾤㐨)
㻚

⏨Ꮚ⚗ไ䟿Ⲷ❑ⓑᒣ⚄♫ዪ䜏䛣䛧
䠘ᗈሗ䛩䛞䛺䜏㻌 58ᖺ10᭶5᪥ᥖ㍕䠚

 ≉ู䛺᪥䜢䛒䜙䜟䛩ゝⴥ䛻䚸䛂䝝䝺䛾᪥䛃䛜䛒䜚䜎䛩䚹ᬑẁ䛾⏕ά䜢䛒䜙䜟䛩䛂䜿䛃䛻ᑐ䛧䛶䚸⤖፧ᘧ
䝺䛾᪥ 䛜䛒䜚䜎䛩 ᬑẁ
ẁ䛾⏕ά
ẁ䛾⏕ά
䛺䛹䛾ෙ፧ⴿ⚍䜔ᖺ୰⾜䚸䛚⚍䜚䛺䛹䛜⾜䜟䜜䜛≉ู䛺᪥䜢䚸䛂䝝䝺䠄ᬕ䜜䠅䛾᪥䛃䛸䜣䛷䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 㻌 䛂䝝䝺䛾᪥䛃䛻䛿䚸ᬑẁ䛸䛿㐪䛳䛯ᬕ䜜╔䜢㌟䛻䛴䛡䛯䜚䚸䛚䛫䛱ᩱ⌮䛺䛹䛾≉ู䛺ᩱ⌮䜢స䛳䛯䜚
䛧䛶䚸⚄ᵝ䜔䛤ඛ♽ᵝ䛻ᐤ䜚ῧ䛳䛶䚸ᐙ᪘䚸㏆ᡤ䛾ே䚻䛸㐣䛧䜎䛧䛯䚹䛔䛴䜒䛸㐪䛖䛣䜣䛺᪥䛾ᑡ䛧⥭ᙇ
䛧䛯ጼ䛜䚸┿䛻䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
 24ᖺ11᭶䠍᪥Ⓨ⾜䛾ᮡ୪
༊ᨻ䝙䝳䞊䝇䛷䛿䚸⤖፧Ꮨ⠇䛸䛭
䛾ᡭᘬ䛝䛸㢟䛧䛯グ䛜㍕䛳䛶䛔
䜎䛩䚹
㻌 22ᖺ䛾Ẹἲ䛾ᨵṇ䛻䜘䜚
䛂ᐙไᗘ䛃䛜ᗫṆ䛥䜜䚸⌧ᅾ䛾䜘䛖
䛻ᡞ⡠䜒ኵ፬༢䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

 46ᖺ9᭶20᪥Ⓨ⾜䛾ᮡ୪

ᮡ୪㤋➨䠍ྕ䛾ᢨ㟢ᐗ䛾㢼ᬒ㻌 㻌
䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 56ᖺ9᭶20᪥ᥖ㍕䠚

༊ᗈሗ䛷䛿䚸༊䛾⤖፧┦ㄯᡤ䛜䚸
ㄌ⏕䛛䜙20ᖺ䜢㏄䛘䜎䛧䛯グ
䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
㻌 㛤タ䛛䜙20ᖺ㛫䛷䚸ᘏ䜉83,000
ே䛾┦ㄯ䜢ཷ䛡䚸783⤌䛾䜹䝑䝥
䝹䜢㏦䜚ฟ䛧䜎䛧䛯䚹

᪥䛛䜙䛖䜜䛧䛔୍ᖺ⏕
䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 䠑䠌ᖺ䠐᭶䠎䠌᪥ᥖ㍕䠚

ᡂே⚃㈡䛾䛴䛹䛔
䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 䠑䠒ᖺ䠎᭶䠑᪥ᥖ㍕䠚

 ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶䛿୍୰᩿䛥䜜䛶䛔䛯䛚ᄳᏊ䛷䛩䛜䚸
⚍䛾ᖺ୰⾜䛸䛧䛶ಖᏑ䛾ே䚻䛻䜘䛳䛶᫇䛺䛜䜙䛾➜
䜔ኴ㰘䛾㡪䛝䛜䛻䛞䜔䛛䛻⸽䜚䜎䛧䛯䚹
㻌 ༊ෆ䛾⚍ᄳᏊ䛻䛿䚸ᐑ๓ᄳᏊ䠄᪥⚄♫䠅䚸㜿బ㇂ᄳ
Ꮚ䠄ኳ♽⚄♫䠅䚸ⲡᄳᏊ䠄ⲡඵᖭᐑ䠅䚸㧗ᡞᄳᏊ䠄ኳ
⚄♫䠅䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㻌 㻌 ⲡඵᖭᐑὶ㙴㤿(䜔䜆䛥䜑)
䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 47ᖺ10᭶20᪥ᥖ㍕䠚

30ᖺ㡭㻌
㻌 㻌 ฟึᘧ䠄すⲶ❑㥐㏆䠅

 㻞㻣ᖺ㻝㻝᭶㻞㻡᪥Ⓨ⾜
䛾ᮡ୪༊ᗈሗ䛻䛿䚸᫂ึ
ᖺ䛛䜙㜿బ䞄㇂㙠Ᏺ䛾⚍♩
䛾䛻ዊ⣡䛧䛶䛔䛯⚍䜀䜔
䛧䜔㔛⚄ᴦ䛾グ䛜ᥖ㍕䛥
䜜䛶䛔䜎䛩䚹㟈⅏䚸ᡓத䛸
୍୰᩿䛧䜎䛧䛯䛜䚸㻞㻟
ᖺά䛧䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 ⌧ᅾ䛿䚸㜿బ䞄㇂ᄳᏊಖ
Ꮡ䛷⥆䛡䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌

34ᖺ㻌 ฟึᘧ䠄༊ᙺᡤ๓䠅

ⅆ⅏ண㜵ฏᥭ䛢䠄ୖⲡ⌫ሙ䠅
䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 34ᖺ1᭶25᪥ᥖ㍕䠚

 24ᖺ8᭶1᪥Ⓨ⾜䛾ᮡ୪༊
䝙䝳䞊䝇䛻䚸ື䛟ᅗ᭩㤋䛻䛴䛔䛶䛾
グ䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
㻌 ఇ䜏䛻䛺䜛䛸䜰䝯䝸䜹䛾ᅗ᭩䜔䝬䞁
䜺䚸ᑠㄝ➼䚸✀㢮䜒㇏ᐩ䛺ᮏ䜢䛫
䛶䚸⚄♫䜔ᑎ㝔䛾ᾴ䛧䛔ᮌ㝜䛻ື䛟
ᅗ᭩㤋䛜䜔䛳䛶䛝䛶䚸Ꮚ౪䛯䛱䛾ே
Ẽ䜢㞟䜑䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻌

 㻟㻟ᖺ㻣᭶㻞㻡᪥Ⓨ⾜䛾ᮡ୪༊ᗈሗ䛻䛿䚸㔮䜚
ሙ䛾䛒䜛ඣ❺㐟ᅬ㻌 䛸䛧䛶䚸䜘䜏䛜䛘䛳䛯ጁṇᑎụ
䛾グ䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 Ỉ䛾ụ䛸䛧䛶᭷ྡ䛺ጁṇᑎụ䛜䚸ᡓᚋ䚸Ⲩ䜜䛶
䛧䜎䛔䜎䛧䛯䛜䚸㟷ᑡᖺ䛾䝺䜽䝸䜵䞊䝅䝵䞁䛸వᬤၿ
ᑟ䜢䛿䛛䜛䛯䜑䚸㻌 ᩚഛ䛧㩾䜢㻝㻘㻜㻜㻜༉ᨺὶ䛧䜎䛧䛯䚹
㏆䛟䛾ฟᙇᡤ䛻㔮➎䜢ഛ䛘䚸㈚ฟ䜢䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻌
䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 㻟㻟ᖺ㻣᭶㻞㻡᪥ᥖ㍕䠚㻌
38ᖺ㻌 䝣䜷䞊䜽䝎䞁䝇䜢ᴦ䛧䜐ⱝ⪅䛾㞟䛔

䠘ᮡ୪᪂⪺㻌 (ୖᫎண࿌䠅
㻌 㻌 䠎䠏ᖺ䠕᭶䠎䠐᪥ᥖ㍕䠚
30ᖺ㡭㻌 ᫎ⏬㤋(すⲶ❑㥐㏆)
㏆)

䝥䞊䝹㛤䛝䠄㛵᰿ᩥබᅬ䝥䞊䝹䠅
㻌 䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 䠏䠎ᖺ䠒᭶䠎䠑᪥ᥖ㍕䠚

 ᫎ⏬䛿䚸ፗᴦ䛾୰ᚰ䛷䛧䛯䚹㻟㻞ᖺ䛾ᅜ䛾ᫎ⏬㤋䛾ᩘ䛿䚸

⮳䛾᪥䛂䜖䛪䛃䛜ά
䠘ᮡ୪༊ᗈሗ㻌 55ᖺ1᭶20᪥ᥖ㍕䠚

㻢㻘㻢㻣㻡㤋䛷䛧䛯䚹ᙜ䛿ᮏ⦅䛾๓䛻䚸䝙䝳䞊䝇ᫎ⏬䛾ୖᫎ䛜䛒䜚䜎䛧
䛯䚹䝔䝺䝡ᨺ㏦䛿㻞㻤ᖺ䛻ጞ䜎䜚䜎䛧䛯䛜䚸ཷീᶵ䛿㧗䛟䚸䜎䛰୍
㒊䛾ே㐩䛧䛛ぢ䜛䛜ฟ᮶䜎䛫䜣䛷䛧䛯䚹䝔䝺䝡䛾ᬑཬ䛸ඹ䛻䚸ፗ
ᴦ䛾୰ᚰ䛿ᫎ⏬䛛䜙䝔䝺䝡䛻⛣䛳䛶䛔䛝䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 㖹䛿䚸㻟㻜ᖺ௦༙䜀䜎䛷䚸ᗢẸ䛾ሗ䜔♫䛾ሙ䛷䛧䛯䚹
䜎䛯䚸⏨ᛶ䛻䛿ᗋᒇ䚸ዪᛶ䛻䛿㛗ᒇ䛾ᡞ➃㆟䛸䛔䛖ᙉຊ䛺ሙ䜒
䛒䜚䜎䛧䛯䚹㻌
㻌㻌

