
このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、コー
ドの位置を示すために切り込みを入れています。専用の読み上げ
装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。
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誰もが地域で安心して暮らすことができる大都市東京の実現
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　7月27日（水）から7月31日（日）
まで、西武池袋本店において、「第
31回東京都障害者総合美術展」を開
催しました。
　この美術展は、障害者の芸術・文
化活動への参加及び優れた才能の発
掘・育成を通じて障害者生活を豊か
にし、自立と社会参加を促進すると
ともに、障害者への理解を深めるこ
とを目的として毎年開催していま
す。
　7月27日（水）には、承子女王殿下のご臨席を賜り、表彰式を執り行いました。入選作品約200点の中
から最優秀賞に輝いた川村智英さんに梶原洋福祉保健局長から賞状が手渡されると、受賞者の皆さんに盛
大な拍手が送られました。

第31回東京都障害者総合美術展
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問 福祉保健局総務部企画政策課　TEL 03-5320-4201　FAX 03-5388-1401

　東京都では、増え続ける介護ニーズや保育ニーズに対応す
るために、サービス基盤の整備を進めるとともに、それを支
える福祉人材の安定的な確保・育成・定着に取り組んでいます。
　この度、都における福祉人材対策を加速化させていくため、
東京にある福祉事業者、職能団体、養成施設、就労支援団体
や区市町村等行政機関など22の団体の参画を得て「東京都福
祉人材対策推進機構」を新たに設置しました。推進機構では、
福祉人材の掘り起こしから育成、職場定着までを総合的に支
援していく取組を進めていきます。

　推進機構の設立にあたり、6月29日（水）、都
庁内会議室にて、東京都福祉人材対策推進機構
の設立総会・第1回運営協議会を開催しました。
設立総会では、様々な立場にある参画団体の皆
様から、福祉事業所における元気高齢者や主婦
の活躍の状況や、養成施設と福祉の現場におけ
る更なる密接な連携の必要性といったそれぞれ
の団体が抱えている課題や、推進機構への期待
等様々な御意見をいただきました。

　今後、推進機構では、多様な人材が、希望する働き方で福祉職場に就業できるように支援することで、
都民が必要な福祉サービスを、安心して利用できるよう、推進機構の参画団体と連携しながら、福祉人材
対策を推進してまいります。

～オール東京で「東京の福祉人材対策」を進める～

【東京都福祉人材対策推進機構　参画団体一覧】
（一社）シルバーサービス振興会　（社福）東京都社会福祉協議会　（一社）東京都老人保健施設協会　 
（公社）東京社会福祉士会　（一社）東京精神保健福祉士協会　（公社）東京都介護福祉士会　日本ホーム
ヘルパー協会 東京都支部　（一社）全国保育士養成協議会　（公社）日本介護福祉士養成施設協会関東信
越ブロック協議会東京部会　（一社）日本社会福祉教育学校連盟　（一社）日本社会福祉士養成校協会　

（一社）日本精神保健福祉士養成校協会　（公財）介護労働安定センター 東京支部　（公財）東京しごと財
団　東京都シルバー人材センター連合　（公財）東京都福祉保健財団　東京ボランティア・市民活動セン
ター　特別区福祉主管部長会　東京都市福祉保健主管部長会　東京都町村会　東京労働局職業安定部
東京都（福祉保健局・産業労働局・生活文化局・教育庁）

★★東京都福祉人材対策推進機構の取組をSNSで情報発信しています★★
▶Facebook	 https://www.facebook.com/jinzai.suishin/
▶Twitter	 @jinzai_suishin
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9月15日～21日は「老人週間」です
　社会に長年尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするとともに、広く
都民の方々に福祉についての関心と理解を深めていただくため、9月15日の老人
の日と老人週間を中心に、各種施設の無料公開と入場料の割引が行われます。

※窓口で年齢のわかるものを提示してください。詳細は各施設へお問合わせください。
対象施設 電話番号 対　象 日　程 内　　容

無
料
公
開

恩賜上野動物園 03（3828）5171

60歳以上

※60歳以上
の方で介助
が必要な場
合付添者１
名可

9/15（木）
～9/21（水）

公園等の入場無料（期間中休園日無）井の頭自然文化園 0422（46）1100
東京港野鳥公園 03（3799）5031
多摩動物公園 042（591）1611 公園等の入場無料（9/21（水）休）葛西臨海水族園 03（3869）5152
夢の島熱帯植物館 03（3522）0281 公園等の入場無料（9/20（火）休）神代植物公園 042（483）2300
浜離宮恩賜庭園 03（3541）0200

庭園等の入場無料（休園日無）

旧芝離宮恩賜庭園 03（3434）4029
六義園 03（3941）2222
向島百花園 03（3611）8705
旧古河庭園 03（3910）0394
清澄庭園 03（3641）5892
殿ヶ谷戸庭園 042（324）7991
小石川後楽園 03（3811）3015
旧岩崎邸庭園 03（3823）8340

東京都庭園美術館 03（3443）0201
65歳以上
※本人のみ

9/19（月）
敬老の日

庭園入園料無料（一部工事中のため、ご覧いただけ
ない場所があります。）

東京都江戸東京博物館 03（3626）9974 「常設展」観覧料無料
江戸東京たてもの園 042（388）3300 入園料無料
東京都写真美術館 03（3280）0099 「自主企画展」観覧料無料

東京都美術館　公募展 03（3823）6921

年齢不問 9/18（日）
～9/21（水）第101回　書教展（会期9/18（日）～ 9/24（土））

65歳以上
※本人のみ

9/17（土）
～9/21（水）第46回「双樹展」（会期9/17（土）～ 9/24（土））

9/15（木）
9/16（金）

第45回「齣展」（会期9/8（木）～ 9/16（金））

70歳以上
※本人のみ

第42回　美術の祭典「東京展」
（会期9/9（金）～ 9/16（金））

9/18（日）
～9/21（水）第88回「新構造展」（会期9/18（日）～ 9/24（土））

9/18（日） 第78回「一水会展」（会期9/18（日）～ 10/2（日））

入
場
割
引

東京都美術館　公募展 03（3823）6921
70歳以上
※本人のみ 9/15（木）

9/16（金）

再興第101回　院展
（会期9/1（木）～ 9/16（金））入場料700円

65歳以上
※本人のみ

第52回　主体展
（会期9/1（木）～ 9/16（金））入場料500円

東京都交響楽団主催の
演奏会 03（3822）0727 65歳以上※本人のみ

9/15（木）
19時

東京文化会館
大ホール

東京都交響楽団第814回定期演奏会Aシリーズ
指揮／エリアフ・インバル
ピアノ／アンナ・ヴィニツカヤ
・�プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第2番ト短調 op.16
・�バルトーク：管弦楽のための協奏曲 Sz.116　他

都響ガイド（窓口・電話）にて、シルバー割引利用と
お申し付けいただくか、ホームページでシルバー割
引をご選択ください。
（S席5,250円A席4,550円B席3,850円C席3,150円）

「老人週間」施設等の無料公開と割引一覧

問 福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　TEL 03-5320-4275　FAX 03-5388-1395
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9月9日は救急の日

　「救急の日」及び「救急医療週間」の行事として、今年度は、「災害時の医療」をテーマにシンポジウム
を開催します。災害時に一人でも多くの命を救うためには、限りある医療資源を有効に活用するとともに、
私たち都民一人ひとりの助け合いが大切です。本年4月に発生した熊本地震等から得られた教訓を踏まえ、
東京で首都直下地震が起きたとき、私たちにできることを一緒に考えてみませんか。たくさんの方のご参
加をお待ちしております。

日　時　9月9日（金）15時から17時まで（予定）
会　場　東京都庁第一本庁舎　5階大会議場　（事前申込不要・無料）
内　容　
　1　救急医療関係功労者等知事感謝状贈呈式
　2　救急の日シンポジウム
　　　テーマ　『東京都の災害医療体制　〜首都直下地震に備えて〜』
　　　◦基調講演　山本　保博（東京都災害医療協議会 会長）
　　　◦熊本地震等被災地で活動した医師等によるパネルディスカッション
　3　併設イベント
　　　◦「救急受診ガイド」ウェブ版体験、東京DMAT関連資器材等の展示

問 福祉保健局医療政策部救急災害医療課　TEL 03-5320-4427　FAX 03-5388-1441

～救急の日シンポジウムを開催します～

救急の日とは… 救急医療及び救急業務に対する正しい理解と認識とを高めるため、9月9日は「救急の
日」とされています。この日を含む日曜日から土曜日までを「救急医療週間」として
全国で様々な事業が行われます。

自分の周りで誰かが突然倒れていたら…
　～東京都トラック協会と協力した東京都応急手当普及啓発事業～
　けが人や急病人が発生した場合、その場に居合わせた人（バ
イスタンダー）による速やかな応急手当が救命につながりま
す。そのためには、普通救命講習を受講し、胸骨圧迫やAED（自
動体外式除細動器）の使用方法を含めた応急手当に関する正
しい知識と技術を身に付けて、いざという時に勇気を持って
実行することが大切です。
　東京都では、AEDの設置場所を意味するAEDマークを都
民の皆さまに広く知っていただくことにより、AEDの使用を
含む応急手当の実施を促進できるように、一般社団法人東京
都トラック協会の協力を得て、都内を走行する一部のトラッ
クの車体にAEDマークを掲示することとしています。
　また、このトラックには、実際にAEDを搭載することと
しており、都民の皆様も使用できるよう、トラックの外側に
AEDを設置します。 AEDマークを掲示したトラック　※イメージ
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“広がれ、元気っこ活動”都内10団体にニッセイ財団から助成

野菜をおいしく、バランスよく食べよう！

問 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　TEL 03-5320-4045　FAX 03-5388-1403

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4357　FAX 03-5388-1427

　6月 24日（金）、都庁において、公益財団法人日本生命財団
（ニッセイ財団）から“広がれ、元気っこ活動”（子ども自身が
主人公となって行う自然体験や、冒険遊び場活動、療育支援活
動、地域の子育て支援活動等）団体へ助成金の贈呈式が開催さ
れました。この助成は、毎年、全国都道府県知事に候補団体の
推薦依頼があり、ニッセイ財団から民間団体に対して行われて
います。
　当日は梶原洋福祉保健局長、芦田真吾生活福祉部長、西村信
一高齢社会対策部長、松山祐一少子社会対策部長、高原俊幸障害者施策推進部長立会いのもと、ニッセイ
財団広瀬浩平助成事業部部長から、おひさまネットワークをはじめ 10団体に、助成金の目録が贈られま
した。その後の懇談会では、各団体から日頃の活動についてお話を伺い、積極的な意見交換が行われました。

　生活習慣病予防のために1日に摂りたい野菜の量は350g以上ですが、都民の約6割は目標に達していま
せん。野菜をどれだけ食べれば、体に必要なカルシウム・カリウム・ビタミンC・食物繊維等の栄養素を十
分に確保できるかデータ解析を行った結果、算出された必要量が350gです（健康日本21）。また、350g
の野菜摂取は、高血圧や糖尿病の予防にも効果があることが報告されています（健康日本21（第二次））。
　そこで東京都では、9月に「野菜をおいしく、バランスよく食べよう！」をテーマに東京都食生活改善
普及運動を実施し、1食当たり野菜を120g以上使用した野菜たっぷりバランス弁当のレシピを募集して、
ホームページでの情報提供や都庁内でパネル展示を行うなどの取組を行います。
　詳しくは、福祉保健局ホームページ「とうきょう健康ステーション」をご覧ください。

～ 9月に東京都食生活改善普及運動を実施します ～

東京都健康づくり推進キャラクター
ケンコウデスカマン

出典：東京都福祉保健局　野菜、あと一皿！ちょっと実行、ずっと健康

バランスのとれたお弁当の考え方

市販の弁当や丼物、おにぎりやサンドイッチは、主食（ごはん、
パンなど）と主菜（肉、魚など）中心であることが多いので、副
菜である野菜料理を追加しましょう。
（例）サラダ、野菜たっぷりの汁物、きんぴらなどの野菜の惣菜

昼食に野菜を
プラス！

プラス！

食塩のとりすぎにも気をつけよう！

主食：3

主菜：1

副菜：2

★�主食（ご飯）は全体の1/2にします。
★�残り半分を1/3が主菜、2/3が
副菜（野菜料理など）にします。

野菜をおおめに、いっしょに、しゅしょく（主食）・主菜と
くみ合わせて、うす味でバランスよく食べよう！
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▪「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」の募集
テーマ　�①作文：「出会い、ふれあい、心の輪―障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げ

よう―（題名は自由）」
　　　　�②ポスター：「障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社

会の実現」
対　象　①小学生以上、②小・中学生。各部門ごとに最優秀作品を内閣府へ推薦する。
規　格　�①400字詰め原稿用紙4枚程度（B4判縦書）、②B3判か四つ切りで縦位置使用。①②とも未

発表のもの1点に限る。
応　募　�9月1日（木）（消印有効）までに郵便で、作品と応募用紙を〒163-8001東京都福祉保健局障

害者施策推進部計画課「心の輪担当」へ
HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/syougai/syougai/oshirase/kokoronowa.html
問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4143、FAX 03-5388-1413

▪東京都児童福祉審議会公募委員の募集
　児童等の福祉に関する事項を調査審議していただく委員を募集します。
資　　格　�都内在住の満20歳以上（平成28年9月16日現在）で年数回の審議会に出席できる方（公務

員を除く）。
募集人数・任期　2名・任命の日から2年間
応募方法　�9月16日（金）（消印有効）までに「審議会委員への応募動機」についてまとめた作文（400字

以上800字以内）と、別紙に住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・職業・電話番号・東京
都における他の審議会への参加の有無（有の場合は審議会名称）を書き、郵送でお申込みく
ださい。

申込み・問合せ先
　　　　　〒163-8001�東京都福祉保健局少子社会対策部計画課
　　　　　TEL 03-5320-4114　FAX 03-5388-1406
　　　　　 HP �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/syoushi/syoushi/oshirase/iinbosyu28.html

▪老年学・老年医学公開講座「薬のイロハ！これを聞けばあなたも薬博士」
日　時　9月12日（月）13時15分から16時15分まで
会　場　文京シビックホール大ホール（文京区春日1-16-21）
講　師　遠藤　昌吾（東京都健康長寿医療センター研究所�研究部長）ほか
申込み　当日先着1,800人。事前申込は不要。手話通訳あり。
HP http://www.tmghig.jp/J_TMIG/kouenkai/index.html
問 東京都健康長寿医療センター広報普及係　TEL 03-3964-1141　FAX 03-3964-1982

▪都医学研都民講座「うつと認知症―健康長寿社会の実現に向けて―」
日　時　10月20日（木）14時30分から16時まで
会　場　一橋講堂（千代田区一ツ橋2-1-2　学術総合センター 2階）
講　師　楯林　義孝（東京都医学総合研究所�研究員）、神庭　重信（九州大学大学院�教授）
定　員　抽選で500人。入場無料。

申込み　�10月3日（月）（消印有効）までに往復はがきに講座名・人数（2人まで）・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号を書き、〒156-8506　東京都世田谷区上北
沢2-1-6（公財）東京都医学総合研究所普及広報係へ

問 公益財団法人東京都医学総合研究所　TEL 03-5316-3109　FAX 03-5316-3150

お知らせ
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▪東京子育て応援事業平成28年度第2回公募説明会の開催
　公益財団法人東京都福祉保健財団では、社会全体で子育て応援を進めるため、NPO・企業等の、先
駆的・先進的な取組の立ち上げを支援する助成事業を実施しています。
　この度、平成28年度助成事業募集に向けた、「公募説明会」を以下のとおり開催します。
日　時　①9月23日（金）②9月26日（月）いずれも14時から
会　場　�①小田急第一生命ビル19階　東京都福祉保健財団　研修室3・4（新宿区西新宿2-7-1）　�

②トヨタドライビングスクール東京　ホール（立川市羽衣町1-3-4）
申込み　�東京都福祉保健財団HP（http://www.fukushizaidan.jp/313kosodate/setsumeikai.html）

の参加申込書にて、FAX または� E メール�でお申込み下さい。各回開催日の3日前まで受け付けま
すが、満席の場合はお断りする場合がございます。

問 東京都福祉保健財団　TEL 03-3344-8535　FAX 03-3344-8596　E メール kosodateouen@fukushizaidan.jp

▪児童扶養手当の加算額改定
　児童扶養手当の加算額が平成28年8月分（12月支給分）から所得に応じて改定されます。
対　象　児童扶養手当を受給している方　
加算額　第2子加算額　定額5,000円→全部支給10,000円、一部支給9,990円〜5,000円
　　　　�第3子以降加算額（1人につき）　定額3,000円→全部支給6,000円、一部支給5,990円〜3,000円
問 お住いの区市町村又は福祉保健局少子社会対策部育成支援課　
TEL 03-5320-4123　FAX 03-5388-1406

▪専門点訳奉仕員養成講習会（英語・触図・コンピューター）
対　　象　�視覚障害福祉に対する理解と熱意、点訳に関する知識と経験があり、受講後都内で活動で

きる方
講習日時　�①英語コース：10月5日・12日・26日、11月2日・30日、12月7日・14日・21日、

1月11日・18日※いずれも水曜日9時30分から11時30分まで
　　　　　�②触図コース：10月14日・28日、11月11日・25日、12月9日、1月20日、2月10日・

24日、3月10日・24日※いずれも金曜日14時から16時まで
　　　　　�③コンピューターコース：10月19日・26日、11月9日・16日・30日、12月21日、�

1月18日・25日、2月8日・15日※いずれも水曜日10時から12時まで
定　　員　各10人　課題提出試験及び選考試験有
申　　込　�9月17日（土）（当日必着）までに所定の申込書及び提出課題を郵送（又は持参）で日本盲人会

連合点字図書館（〒169-8664　新宿区西早稲田2-18-2）へ。　
　　　　　�9月9日（金）（当日必着）までに住所・氏名・希望コース名を記載した返信用封筒（必ず

92円切手添付）を同封して、日本盲人会連合点字図書館（〒169-8664　新宿区西早稲田
2-18-2）に郵送により請求して下さい。　

問 日本盲人会連合点字図書館　TEL 03-3200-6160　FAX 03-3200-7755
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413

申込書及び課
題の入手方法

◦東京都障害者スポーツセンター
開催名 開催日・時間 対象者 申込

総
　
合

チャレンジスポーツ（ボッチャ）　※1 10月1日（土）　13時〜 15時 障害児者 必要（申込期間：8/20〜 9/10）
はじめよう!卓球入門（後期）　※2 10月1日、11月5日、12月3日、1月7日の土曜日 障害児者 必要（申込期間：8/20〜 9/10）
ノルディックハイキング　※3 10月4日（火）13時15分〜 16時45分※雨天中止 障害児者 必要（申込期間：8/23〜 9/13）

多
　
摩

みんなでバドミントン　※4 8月25日（木）18時30分〜 20時30分 障害児者・介護者、地域住民
不要納涼祭　※5 8月27日（土）12時30分〜19時30分（予定） 障害児者・介護者、地域住民

サッカー教室　※6 9月10日（土）10時〜 12時 知的障害児者
※1　クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒にボッチャを体験しましょう！
※ 2　�これから卓球を始めたい方を対象に、基礎から練習します。まずはラケットにあてるところから始めて、ラリーができるまで

を目指します。� �
※ 3　ノルディックウォーキング教室の拡大版として、ノルディックハイキングを行います。
（※ 1〜 3　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付または� HP �にて掲載しております申込書にご記入の上、

FAX �、郵送または直接ご来館にてお申し込みください。詳細は当センター受付または� HP �にてご確認ください。）
※ 4　皆さまの要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。協力：多摩バドミントンクラブ
※ 5　毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥夏休みの最後にみんなで楽しみましょう！
※ 6　お友達を誘って、ボールをたくさん蹴りましょう！協力：東京都知的障害者サッカー連盟
問 東京都障害者総合スポーツセンター
　　　TEL 03-3907-5631　FAX 03-3907-5613　 HP http://www.tokyo-mscd.com/
　　東京都多摩障害者スポーツセンター
　　　TEL 042-573-3811　FAX 042-574-8579　 HP http://www.tamaspo.com/
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  4日  第19回東京都障害者就労支援協議会
  6日 「東京都食品衛生自主管理認証制度」第1回認証取得支援講習会
  8日  第1回東京都食品安全情報評価委員会
10日  難病・重度障害者コミュニケーション支援講座
  福祉の仕事　就職フォーラム
14日  第1回東京都医療審議会
15日   東京都地方独立行政法人評価委員会第1回高齢者医療・研

究分科会
23日  保育の仕事就職支援セミナー（～24日）
24日  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
  市民公開講座「肝臓病治療の進歩と日常生活」
25日  第2回東京都食品安全情報評価委員会

26日  第2回東京都医療審議会
27日  第31回東京都障害者総合美術展（～31日）
28日  第1回東京都小児医療協議会
  「世界（日本）肝炎デー」普及啓発活動
29日  東京都児童福祉審議会第8回専門部会（家庭的養護の推進）
   第3回都医学研都民講座「ヒアルロン酸の科学から健康長

寿を考える～糖鎖と健康～」
  健康安全研究センター　夏休み子供セミナー
  第1回東京都医療安全推進協議会
30日  東京都保健師業務説明会
31日  東京都職員Ⅱ類（福祉職）業務説明会
  ウイルス性肝炎対策普及啓発イベント

７
月
の
動
き

東京都ICT遠隔手話通訳等モデル事業を開始しました

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　7月15日（金）、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、
聴覚障害者の社会参加を促進するため、都立施設にICTを活用した遠隔手話通
訳等を導入し、都内普及のためのモデル事業を開始しました。
1　モデル事業概要
　（1）タブレット端末による遠隔手話通訳システムの導入
　　　�手話通訳者がタブレット端末画面越しに聴覚障害者と聞こえる人との手

話通訳を行い、コミュニケーションを取るための仕組み
　（2）聴覚障害者向けコミュニケーションアプリ（UDトーク※）の導入
　　　※�UDトーク…音声認識技術を使うことにより、リアルタイムで字幕を

作成することにより、複数人でのコミュニケーションが可能

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413

２　設置場所
◦東京都消費生活総合センター� （月～土（祝日を除く）　9時～ 17時）
◦東京観光情報センター東京都庁� （都庁点検日以外　9時30分～ 18時30分）
◦都営大江戸線都庁前駅駅長事務室� （8時～ 19時）
◦東京都立多摩総合医療センター� （月～金　8時30分～ 17時、土　8時30分～ 12時30分）
◦東京都福祉保健局障害者施策推進部窓口�（月～金（祝日を除く）　8時30分～ 18時15分）
◦東京都心身障害者福祉センター� （月～金（祝日を除く）　9時～ 17時）
※いずれの施設も年末年始期間（12月29日～ 1月3日）はご利用できません。

問 福祉保健局指導監査部指導調整課　TEL 03-5320-4192　FAX 03-5388-1415

熊本地震に対する義援金ご協力ありがとうございました

　熊本地震により被害を受けた被災地への支援を実施するため、平成28年4月18日（月）から義援金を受け
付け、6月30日（木）に募集を終了しました。
　都民の方をはじめ、多くの個人、団体の皆様から多大なご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　これまでにお預かりした義援金は、下記のとおり熊本県及び大分県に配分致しました。

―熊本地震に対する義援金の配分について―

義援金額（総額）� 1億7,916万6,118円
配分先及び配分額� 7月22日（金）に熊本県及び大分県の指定口座に送金しました
	 ◦熊本県1億7,757万1,540円　◦大分県159万4,578円
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