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この印刷物は、環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

拝啓　春暖の候、皆様方にはご健勝のこと

とお喜び申し上げます。

　しかしながら大変な時代を迎えており、

それぞれに感染予防の最大限の努力を行

わなければならない昨今でもあります。

　今年は干支でいうと庚子（かのえね）の

年、今年はどんな年になるのか？誰しも年

初思うもので、職業柄、新年会のご挨拶等

で干支について、60年に一回の庚子の年が

どんな年なのか過去もひも解いてお話をさ

せて頂いておりました。

　一言で表すと「変化が多い年」と考えら

れると申し上げ、前回の庚子にあたる1960

年（昭和35年）の大きく変わったできごとを

紹介させて頂き、国内政治では、日米安全

保障条約に反対する「安保闘争」が政界を

揺るがし岸内閣が総辞職に追い込まれたこ

と。米国では、キング牧師らによる公民権

運動のさなか、大統領選でジョン・Ｆ・ケネ

ディが勝利。法律上の人種差別撤廃へつな

がる大きな一歩となったこと。ほかにも、日

本を含む環太平洋全体を津波が襲ったチリ

地震も、四日市公害の被害が表面化し、大

きな問題となったのもこの年でした。

　今更ながら正月の頃を振り返り、まさか東

京オリパラさえも延期になる年になるとは、

「変化が多い年」とお話してはいたものの、

本当に「まさか」の年になってしまいました。

　改めて干支に係る書物をひも解くと庚子

の年は「中国で大きな騒乱が起きる可能

性」とも書かれ、1840年の「アヘン戦争」、

1940年の「義和団の乱」があげられ、この

２つの戦いに清国は破れ去り、その結果と

して「不平等条約」を結ばねばならず、中国

は苦難の20世紀を歩むことなった訳です。

今回のコロナウィルスの感染源についても

中国の武漢市と言われており、当初は武漢

市を中心とした中国国内での爆発的感染か

ら、今や世界各国で燎原の火の如く感染の

拡大が続いているのはご承知の通りです。

　既に世界の感染者数は150万人を超え、

死者数も９万人を超えています。（４月10日

現在）今回の対応で評判の悪い、あのＷＨ

Ｏのテドロス事務局長もＧ20緊急テレビ電

話会議で「全ての国が積極的な対策を講じ

なければ、数百万人が死ぬかもしれない」

と警告しています。

　現代の医療技術や感染症に関する知識

がはるかに低い時代ではありますが、今か

ら百年前、1918～20年はじめにかけて、世

界的にインフルエンザが大流行し、感染者

５億人以上、死者が２千万人～４千万人と

言われ、日本でも18年の11月と20年１月の

２回をピークとする流行により、合計20万人

を超える死者が記録されています。

　今は地球人類の英知を集め、治療薬、そし

てワクチンの開発が急がれますが、当面の対

症医療体制、衛生学的防御が各国で求めら

れ、医療現場では戦場のような状況が日々

行われているのもご承知の通りです。

　日本国内においても東京を中心とする大

都市圏が、いつオーバーシュートするか分か

らない状況にあり、３月25日には東京都が

週末外出自粛を要請しました。

　国においても26日、政府対策本部を設

置、感染拡大防止に向けた全国的な態勢を

整え、首相も逡巡していた緊急事態宣言を４

月７日、７都府県にようやく発令しました。

　感染症の影響はそれにとどまらず、世界

経済に与える影響が計り知れないという点

にあるのもご承知おきかと存じます。

　既に日本国内においても３月の月例経済

報告で景気の総括判断を「回復」の文言を

削除、景気の後退が濃厚となっています。

　実体経済の悪化はホテル・旅館業・飲食

店を始め、とどまる事を知りません。

　３月27日に2020年度予算が成立しまし

たが、これを受け、政府はコロナ感染拡大

で打撃を受ける日本経済の下支えに向け、

追加経済対策を盛り込んだ補正予算案の

編成作業を本格化させ、規模については

リーマンショック後の経済対策を上回る過

去最大となる見込みで、補正予算を大型連

休前には成立させる事を目指しています。し

かしながら緊急経済対策のポイントのひと

つ、住民税非課税、収入半減の世帯に30万

円給付などはかなり世帯が限定され、申請

から給付されるまで大変な時間を要するこ

とが懸念されます。

　既にそれに呼応しての県議会臨時会が５

月14～15日開会との内部連絡が入っており

ますが、緊急経済対策のスピード感は遅す

ぎると思わざるを得ません。

　米国では27日には約237兆円規模の経

済対策を成立させ、対策の柱となる現金給

付は、４月に実施され、失業保険について

も通常の額に２倍の上乗せが４カ月実施さ

れる見込みであり、感染症対策の遅れとは

異なり、経済対策のスピードは見習うものが

あります。

　コロナ感染症に係る事ばかりになりました

が、大震災からまる９年が経ち、20年度は基

本的に復興計画仕上げの年度になります。

　大変な年ではありますが復興計画の達成

は勿論、県政の様々な課題に対し、真摯に

向き合い県政発展のために邁進して参る事

お誓い申し上げご挨拶とさせて頂きます。
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宮城県議会議員  かんま  進

“庚子（かのえね）の年”～新たな試練を乗り越えて！～

かんま進後援会連合会
TEL 022－277－1284
FAX 022－279－4654
E-mail:kanma@kanma.jp
〒989-3203　仙台市青葉区中山吉成1－16－1

ホームページ更新中！
http://www.kanma.jp

事務局だより事務局だより
　いつも事務局に対し、ご理解ご協力を賜わり心より感謝申し上げます。
世の中コロナで大変ですが、健康に気を付け頑張って参ります。

佐 藤  明 子

後援会・今後のスケジュール

　日頃より何かとありがとうござ

います。昨年度の「新春の集い」

はコロナ感染症対策で急遽中止

することになりご迷惑をおかけし

ました。今後のコロナ感染症の推

移によっては左記の行事も中止せ

ざるを得ないと思われます。ご理

解を賜りだく存じます。

GOGO会ゴルフコンペ＜後援＞
令和２年6月11日木　8：30スタート
グレート仙台カントリー倶楽部　会費3千円

かんま進と仲間たちのビアパーティー
令和２年8月27日木　18時30分～　会費4千円
仙台国際センター２Fレセプションホール「桜」

いも煮会
令和２年11月上旬

新春の集い
令和3年2月6日土　18時～　森のパルク  会費4千5百円 千田 勝見 後援会幹事長

《宮城県全域で深刻化する鳥獣被害対策、国・県・市連携》
～新年度もイノシシ捕獲目標を5,600頭とし、2013年３月末生息数から

　　　　　　　　　約4割減少（2024年３月末）させることを目標としています。～

～後援会の皆さんと楽しい交流も～
“大友憧山　尺八の世界”伝統的な古典

曲からジャズ・ポップスまでのりのり

のライブで参加者ものりのりで大いに

盛り上がり、楽しく交流する事ができ

ました。

＜元.7.11＞

「スマート捕獲」による捕獲の効率化

○左記は令和２年度の国の主

な事業内容です。宮城県とし

てもこれに基づいて、約5億

円強の予算を計上し、対策に

取り組んで参ります。小規模

農地の対策についても各行

政機関と連携し対応して参

りますし、市街地侵入防止

についても、市民の安全・安

心の為努めて参ります。

＊お問い合せ、ご相談等ご連絡下さい

事 業 の 内 容
１.鳥獣被害防止総合対策交付金　10,010（10,227）百万円（R元補正　499百万円）
　 市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組等を総合的に支援します。
○ 侵入防止柵（再編整備含む）、ジビエ処理加工施設（保冷車等含む）、焼却施設、
捕獲技術高度化施設の整備　等※　〔1/2以内、侵入防止柵の資材費のみ交付対象とする場合は定額支援〕

○ 地域ぐるみの被害防止活動、ジビエ利用拡大の取組、スマート捕獲、捕獲現場及
びジビエ処理加工現場でのOJT研修を支援   〔1/2以内、取組状況に応じた限度額内で定額支援〕

総合的な鳥獣被害対策

ICTを活用した罠等の実装を通じ
て、「スマート捕獲」を実現

侵入防止柵の設
置・再編整備や
捕獲機材の導入

刈り払い等によ
る生息環境管理

捕獲活動経費の
直接支援
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“3.11”～あの日から九年、復興の仕上げへ！～
今年は新型コロナ感染症対策で政府主催国立劇場での東日本大震災追悼式が中止
されるなど、異例な形で3.11を迎えることになりました。

●宮城県においても県庁２階講堂の献花所は例年通りでありましたが、１階の記帳所は設けず執り行いました。仙台市追悼式も宮

城野体育館で遺族と招待者による献花のみの実施となり、私は宮城県、仙台市の会場で献花を行い、更に市民広場（青葉区）の

献花場においても献花させて頂いた一日となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　＜2.3.11＞

～唐突すぎる宮城県美術館、移転・集約計画～
≪平成30年（2018年）3月に現在地でのリニューアル基本方針が示されています。≫〈〈 〉〉

～調査活動（常任委員会・特別委員会・会派）の実施～
　元年11月13日から新しい任期４年間の始まりでしたが、11月25日から第370回定例会が招集され12月17日まで23日

間の会期。２年２月12日～３月17日まで35日間の会期、第371回定例会の間をぬっての調査活動。スケジュール調整だけで

正直大変です。

●大震災調査特別委員会県内調査・気仙沼湾横断橋橋桁の

上に登っての係員の説明。　　　　　　　　  ＜2.3.18＞

●左隣りと同じく三陸沿岸道路・気仙沼道路・気仙沼横断橋

の現況　　　　　　　　　　　　　　　　　＜2.3.18＞

●文教警察委員会県外調査・山口県議会で「やまぐち型地域

連携教育の取組について」説明及び質疑。   　＜2.1.30＞

■各調査活動日程など⬇
　○会派県外調査（2.1.15～17）福岡市・加賀市

　　「地域公共交通の街づくりへの活用について」等

　○文教警察委員会県外調査（2.1.28～30）島根県・山口県・

　福岡県

　　「島根県における学力向上に対する取組について」

　　「福岡県における飲酒運転根絶対策について」等

　○大震災復興調査特別委員会県内調査（2.2.4）亘理町・山元町

　　「東日本大震災復興等進捗状況と課題等について」

　○大震災復興調査特別委員会県内調査（2.3.18～19）気仙

　沼市・石巻市・東松島市

　　「東日本大震災復興等進捗状況と課題等について」

●宮城県美術館リニューアル基本方針検討会議は第1回目が平成29年８月７日に開かれ、その後10月、12月、翌平成30年２月

と計４回開催され、上記の様に平成30年３月にリニューアル基本方針が策定されました。私もその年、平成30年8月に文教警

察委員会の県外調査でそのリニューアル基本方針に基づき「金沢21世紀美術館」「富山県美術館」を訪れています。それが翌

年、令和元年５月に第１回目開催の県有施設在り方検討懇話会にかけられて、第４回目、11月には移転・集約中間案を出され、

第５回目の懇話会で承認とは、政策形成過程そのものに疑念を抱かざるを得ません。国からの交付税措置など財源論を知事

は主張していますが充分議論して行かなければならない問題です。

～強引すぎた宿泊税提案は何だったのか？～
納税義務者 宮城県内に所在するホテル・旅館・簡易宿泊所及び民泊施設に宿泊する
ものとする。※宿泊業の現実は内税的にならざるを得ず宿泊業者が負担するとの事〈〈 〉〉

３月２日、コロナによる宿泊業者の影響を理由に知事は一旦、取下げするとしましたが。３月５日の予特で私は骨子として

「入るを量り出ずるを制す」の考え方、財源捻出の努力とムダを省く努力について質疑させて頂きました。

●第371回定例会・予算特別委員会総括質疑＜2.3.5＞

＜他自治体事例の税率＞

自治体名 税率（税率区分） 税収見込

東京都

大阪府

京都市

金沢市

●宮城県（案）

28億円

19億円

42億円

７億円

23億円

10,000円以上15,000円未満 ：  100円
15,000円以上　　　　　　   ：  200円

  7,000円以上15,000円未満 ：  100円
15,000円以上20,000円未満 ：  200円
20,000円以上　　　　　　   ：  300円

20,000円未満　　　　　　   ：  200円
20,000円以上　　　　　　   ：  500円

  3,000円以上　　　　　　   ：  300円

20,000円未満　　　　　　   ：  200円
20,000円以上50,000円未満 ：  500円
50,000円以上　　　　　　   ：1000円

■第371回定例会は大変重要な課題を幾つも抱えた議会でありました。ひとつには、この議会で知事提案の「宿泊税」導入の条

例を承認するか否か？ふたつには上記の県美術館のあり方について、今後どうすすめて行くのか？三つには女川原発再稼働

について県民意志をどう反映させ、県が最終判断をするのか？四つには上工下水コンセッション化事業の課題を残しての推

進の問題？でありました。

≪議会庁舎内禁煙、4月1日から実施≫
改正健康増進法が４月から施行、行政庁舎が原則禁煙になるに伴

い、法的には議会では許されるものの、議会庁舎内に唯一残る喫

煙室を廃止する事に決定！合意に向けての各会派の調整と健康増

進へのご理解に感謝するものです。又、「NPO禁煙みやぎ」の長年

に渡る地道なご努力に敬意を表させて頂きたいと存じます。
●「NPO禁煙みやぎ」山本理事長・大高副理事長（両ドクター）と

石川議長に議会庁舎内禁煙の要望書を提出。    ＜元.11.29＞

～県議会の内向きな話ですが
                      　       ご報告～
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●宮城県美術館リニューアル基本方針検討会議は第1回目が平成29年８月７日に開かれ、その後10月、12月、翌平成30年２月

と計４回開催され、上記の様に平成30年３月にリニューアル基本方針が策定されました。私もその年、平成30年8月に文教警

察委員会の県外調査でそのリニューアル基本方針に基づき「金沢21世紀美術館」「富山県美術館」を訪れています。それが翌

年、令和元年５月に第１回目開催の県有施設在り方検討懇話会にかけられて、第４回目、11月には移転・集約中間案を出され、

第５回目の懇話会で承認とは、政策形成過程そのものに疑念を抱かざるを得ません。国からの交付税措置など財源論を知事

は主張していますが充分議論して行かなければならない問題です。

～強引すぎた宿泊税提案は何だったのか？～
納税義務者 宮城県内に所在するホテル・旅館・簡易宿泊所及び民泊施設に宿泊する
ものとする。※宿泊業の現実は内税的にならざるを得ず宿泊業者が負担するとの事〈〈 〉〉

３月２日、コロナによる宿泊業者の影響を理由に知事は一旦、取下げするとしましたが。３月５日の予特で私は骨子として

「入るを量り出ずるを制す」の考え方、財源捻出の努力とムダを省く努力について質疑させて頂きました。

●第371回定例会・予算特別委員会総括質疑＜2.3.5＞

＜他自治体事例の税率＞

自治体名 税率（税率区分） 税収見込

東京都

大阪府

京都市

金沢市

●宮城県（案）

28億円

19億円

42億円

７億円

23億円

10,000円以上15,000円未満 ：  100円
15,000円以上　　　　　　   ：  200円

  7,000円以上15,000円未満 ：  100円
15,000円以上20,000円未満 ：  200円
20,000円以上　　　　　　   ：  300円

20,000円未満　　　　　　   ：  200円
20,000円以上　　　　　　   ：  500円

  3,000円以上　　　　　　   ：  300円

20,000円未満　　　　　　   ：  200円
20,000円以上50,000円未満 ：  500円
50,000円以上　　　　　　   ：1000円

■第371回定例会は大変重要な課題を幾つも抱えた議会でありました。ひとつには、この議会で知事提案の「宿泊税」導入の条

例を承認するか否か？ふたつには上記の県美術館のあり方について、今後どうすすめて行くのか？三つには女川原発再稼働

について県民意志をどう反映させ、県が最終判断をするのか？四つには上工下水コンセッション化事業の課題を残しての推

進の問題？でありました。

≪議会庁舎内禁煙、4月1日から実施≫
改正健康増進法が４月から施行、行政庁舎が原則禁煙になるに伴

い、法的には議会では許されるものの、議会庁舎内に唯一残る喫

煙室を廃止する事に決定！合意に向けての各会派の調整と健康増

進へのご理解に感謝するものです。又、「NPO禁煙みやぎ」の長年

に渡る地道なご努力に敬意を表させて頂きたいと存じます。
●「NPO禁煙みやぎ」山本理事長・大高副理事長（両ドクター）と

石川議長に議会庁舎内禁煙の要望書を提出。    ＜元.11.29＞

～県議会の内向きな話ですが
                      　       ご報告～
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とぴっくす

この印刷物は、環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

拝啓　春暖の候、皆様方にはご健勝のこと

とお喜び申し上げます。

　しかしながら大変な時代を迎えており、

それぞれに感染予防の最大限の努力を行

わなければならない昨今でもあります。

　今年は干支でいうと庚子（かのえね）の

年、今年はどんな年になるのか？誰しも年

初思うもので、職業柄、新年会のご挨拶等

で干支について、60年に一回の庚子の年が

どんな年なのか過去もひも解いてお話をさ

せて頂いておりました。

　一言で表すと「変化が多い年」と考えら

れると申し上げ、前回の庚子にあたる1960

年（昭和35年）の大きく変わったできごとを

紹介させて頂き、国内政治では、日米安全

保障条約に反対する「安保闘争」が政界を

揺るがし岸内閣が総辞職に追い込まれたこ

と。米国では、キング牧師らによる公民権

運動のさなか、大統領選でジョン・Ｆ・ケネ

ディが勝利。法律上の人種差別撤廃へつな

がる大きな一歩となったこと。ほかにも、日

本を含む環太平洋全体を津波が襲ったチリ

地震も、四日市公害の被害が表面化し、大

きな問題となったのもこの年でした。

　今更ながら正月の頃を振り返り、まさか東

京オリパラさえも延期になる年になるとは、

「変化が多い年」とお話してはいたものの、

本当に「まさか」の年になってしまいました。

　改めて干支に係る書物をひも解くと庚子

の年は「中国で大きな騒乱が起きる可能

性」とも書かれ、1840年の「アヘン戦争」、

1940年の「義和団の乱」があげられ、この

２つの戦いに清国は破れ去り、その結果と

して「不平等条約」を結ばねばならず、中国

は苦難の20世紀を歩むことなった訳です。

今回のコロナウィルスの感染源についても

中国の武漢市と言われており、当初は武漢

市を中心とした中国国内での爆発的感染か

ら、今や世界各国で燎原の火の如く感染の

拡大が続いているのはご承知の通りです。

　既に世界の感染者数は150万人を超え、

死者数も９万人を超えています。（４月10日

現在）今回の対応で評判の悪い、あのＷＨ

Ｏのテドロス事務局長もＧ20緊急テレビ電

話会議で「全ての国が積極的な対策を講じ

なければ、数百万人が死ぬかもしれない」

と警告しています。

　現代の医療技術や感染症に関する知識

がはるかに低い時代ではありますが、今か

ら百年前、1918～20年はじめにかけて、世

界的にインフルエンザが大流行し、感染者

５億人以上、死者が２千万人～４千万人と

言われ、日本でも18年の11月と20年１月の

２回をピークとする流行により、合計20万人

を超える死者が記録されています。

　今は地球人類の英知を集め、治療薬、そし

てワクチンの開発が急がれますが、当面の対

症医療体制、衛生学的防御が各国で求めら

れ、医療現場では戦場のような状況が日々

行われているのもご承知の通りです。

　日本国内においても東京を中心とする大

都市圏が、いつオーバーシュートするか分か

らない状況にあり、３月25日には東京都が

週末外出自粛を要請しました。

　国においても26日、政府対策本部を設

置、感染拡大防止に向けた全国的な態勢を

整え、首相も逡巡していた緊急事態宣言を４

月７日、７都府県にようやく発令しました。

　感染症の影響はそれにとどまらず、世界

経済に与える影響が計り知れないという点

にあるのもご承知おきかと存じます。

　既に日本国内においても３月の月例経済

報告で景気の総括判断を「回復」の文言を

削除、景気の後退が濃厚となっています。

　実体経済の悪化はホテル・旅館業・飲食

店を始め、とどまる事を知りません。

　３月27日に2020年度予算が成立しまし

たが、これを受け、政府はコロナ感染拡大

で打撃を受ける日本経済の下支えに向け、

追加経済対策を盛り込んだ補正予算案の

編成作業を本格化させ、規模については

リーマンショック後の経済対策を上回る過

去最大となる見込みで、補正予算を大型連

休前には成立させる事を目指しています。し

かしながら緊急経済対策のポイントのひと

つ、住民税非課税、収入半減の世帯に30万

円給付などはかなり世帯が限定され、申請

から給付されるまで大変な時間を要するこ

とが懸念されます。

　既にそれに呼応しての県議会臨時会が５

月14～15日開会との内部連絡が入っており

ますが、緊急経済対策のスピード感は遅す

ぎると思わざるを得ません。

　米国では27日には約237兆円規模の経

済対策を成立させ、対策の柱となる現金給

付は、４月に実施され、失業保険について

も通常の額に２倍の上乗せが４カ月実施さ

れる見込みであり、感染症対策の遅れとは

異なり、経済対策のスピードは見習うものが

あります。

　コロナ感染症に係る事ばかりになりました

が、大震災からまる９年が経ち、20年度は基

本的に復興計画仕上げの年度になります。

　大変な年ではありますが復興計画の達成

は勿論、県政の様々な課題に対し、真摯に

向き合い県政発展のために邁進して参る事

お誓い申し上げご挨拶とさせて頂きます。

敬具
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宮城県議会議員  かんま  進

“庚子（かのえね）の年”～新たな試練を乗り越えて！～

かんま進後援会連合会
TEL 022－277－1284
FAX 022－279－4654
E-mail:kanma@kanma.jp
〒989-3203　仙台市青葉区中山吉成1－16－1

ホームページ更新中！
http://www.kanma.jp

事務局だより事務局だより
　いつも事務局に対し、ご理解ご協力を賜わり心より感謝申し上げます。
世の中コロナで大変ですが、健康に気を付け頑張って参ります。

佐 藤  明 子

後援会・今後のスケジュール

　日頃より何かとありがとうござ

います。昨年度の「新春の集い」

はコロナ感染症対策で急遽中止

することになりご迷惑をおかけし

ました。今後のコロナ感染症の推

移によっては左記の行事も中止せ

ざるを得ないと思われます。ご理

解を賜りだく存じます。

GOGO会ゴルフコンペ＜後援＞
令和２年6月11日木　8：30スタート
グレート仙台カントリー倶楽部　会費3千円

かんま進と仲間たちのビアパーティー
令和２年8月27日木　18時30分～　会費4千円
仙台国際センター２Fレセプションホール「桜」

いも煮会
令和２年11月上旬

新春の集い
令和3年2月6日土　18時～　森のパルク  会費4千5百円 千田 勝見 後援会幹事長

《宮城県全域で深刻化する鳥獣被害対策、国・県・市連携》
～新年度もイノシシ捕獲目標を5,600頭とし、2013年３月末生息数から

　　　　　　　　　約4割減少（2024年３月末）させることを目標としています。～

～後援会の皆さんと楽しい交流も～
“大友憧山　尺八の世界”伝統的な古典

曲からジャズ・ポップスまでのりのり

のライブで参加者ものりのりで大いに

盛り上がり、楽しく交流する事ができ

ました。

＜元.7.11＞

「スマート捕獲」による捕獲の効率化

○左記は令和２年度の国の主

な事業内容です。宮城県とし

てもこれに基づいて、約5億

円強の予算を計上し、対策に

取り組んで参ります。小規模

農地の対策についても各行

政機関と連携し対応して参

りますし、市街地侵入防止

についても、市民の安全・安

心の為努めて参ります。

＊お問い合せ、ご相談等ご連絡下さい

事 業 の 内 容
１.鳥獣被害防止総合対策交付金　10,010（10,227）百万円（R元補正　499百万円）
　 市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組等を総合的に支援します。
○ 侵入防止柵（再編整備含む）、ジビエ処理加工施設（保冷車等含む）、焼却施設、
捕獲技術高度化施設の整備　等※　〔1/2以内、侵入防止柵の資材費のみ交付対象とする場合は定額支援〕

○ 地域ぐるみの被害防止活動、ジビエ利用拡大の取組、スマート捕獲、捕獲現場及
びジビエ処理加工現場でのOJT研修を支援   〔1/2以内、取組状況に応じた限度額内で定額支援〕

総合的な鳥獣被害対策

ICTを活用した罠等の実装を通じ
て、「スマート捕獲」を実現

侵入防止柵の設
置・再編整備や
捕獲機材の導入

刈り払い等によ
る生息環境管理

捕獲活動経費の
直接支援


