
1 
 

令和３年度政府予算案について 

（知事コメント） 

令和２年１２月２２日 

島 根 県 

 

【総括】 

今回の政府予算では、いわゆる「１５か月予算」の考え方により、令和２年度

第３次補正予算を令和３年度当初予算と一体的に編成し、切れ目なく万全の財政

政策を実行されることとなりました。 

第３次補正予算では、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対

策とし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策をはじめ、ポストコロナに向け

た経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靱化など安全・安心の確

保の実現に向けた予算が計上されております。 

また、令和３年度当初予算は、第３次補正予算と合わせ、感染拡大防止に万全

を期しつつ、活力ある地方、少子化対策など全世代型社会保障制度、デジタル社

会などの中長期的な課題に対応する予算が計上されております。 

 島根県としては、今後、国の予算編成の内容と県財政への影響をよく見ながら、 

新型コロナウイルス感染症対策や島根創生の実現に向けて、全力で取り組んでま

いります。 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症】 

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 ・ 令和２年度第３次補正予算において、「新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金」が１．５兆円（うち地方単独分１．０兆円）増額されました。 

・ 今後、都道府県や市町村ごとの交付限度額を決定するにあたって、財政力に

配慮した設定をお願いしたいと考えております。 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  R2 補正：［1 次］１兆円、［2 次］２兆円、［3次］1.5 兆円（うち地方単独分 1.0 兆円） 
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② 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等 

・ 令和２年度第３次補正予算では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

や医療提供体制の強化等を図るため、受入病床の確保、応援医師等の派遣、軽

症者の療養体制の確保などの取組について、都道府県が地域の実情に応じた対 

策を着実に実施できるよう、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」

が１．２兆円増額されました。 

・ この外、第３次補正予算では、ＰＣＲ検査等の実施や地域外来・検査センタ

ーの設置などの経費、ワクチン接種体制を整備するために必要な経費等が計上

されています。 

・ 今後、島根県において必要な対策を切れ目なく実施できるよう、引き続き十

分な予算の確保を国に働きかけてまいります。 

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療） 

R2 補正：［1 次］0.1 兆円、［2次］1.5 兆円、［予備費］0.9 兆円、［3 次］1.2 兆円 

・ＰＣＲ検査及び抗原検査等、検査態勢の更なる充実 

  R2 補正：［3 次］672 億円 

・ワクチン接種体制等の整備 

  R2 補正：［3 次］5,798 億円 

 

 

③ 中小企業等への支援 

・ 制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子・無担保融資については、来

年３月まで延長されることとなりました。４，０００万円の融資枠については

増額されていないため、引き続き要望してまいります。県としても、国制度に

県単独制度もあわせ、引き続き、中小企業の資金繰りの支援をしてまいりま

す。 

・ 中小企業間の業態転換や新たな分野への展開等の経営転換を後押しする事業

再構築補助金が創設されました。ポストコロナに向けた事業者の取組への支援

として評価しています。 

・民間金融機関を通じた資金繰り支援 

R2 補正：7兆 8,369 億円 

［1次］：2兆 7,014 億円、［2 次］：3 兆 2,375 億円、［3次］：1兆 8,980 億円 

・中小企業等事業再構築促進事業 

R2 補正［3次］：1兆 1,485 億円 
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④ ＧｏＴｏキャンペーン 

・ ＧｏＴｏトラベル事業については、感染拡大防止対策を講じながら６月末ま

で延長されることとなりました。中小事業者など観光需要の回復が遅れている

事業者等への支援や、平日への旅行需要の分散化策も予定されており、一定の

配慮がされております。 

  感染者数が高止まりして医療提供体制が逼迫するような地域を除く地域にお

いては、１月１２日に再開していただくよう要望してまいります。 

・ ＧｏＴｏイート事業については、食事券が追加発行され、使用期限が６月末

まで延長されることとなりました。業況の回復に時間を要する飲食業界への配

慮がなされたものですが、感染状況など地域の実情に応じて適切に実施される

よう国に働きかけてまいります。 

・ＧｏＴｏトラベル事業  R2 補正［3次］：1兆 311 億円 

・ＧｏＴｏイート事業   R2 補正［3 次］：515 億円 

［１次］：１兆 6,794 億円（GoTo キャンペーン全体）、［予備費］：3,119 億円（GoTo トラベル） 

 

 

 ⑥ サプライチェーン対策 

・ 「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業」については、令和２年

度第１次補正予算額２，２００億円に加えて、既に予備費による８６０億円の

追加措置がなされ、３，０６０億円に拡充されているところですが、令和２年

度第３次補正予算において、更に追加実施されることになり、評価をしており

ます。県としては、県内での同事業の活用を促し、県内産業の競争力の強化に

努めてまいります。 

・サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金 

  R2：［１次］2,200 億円、［予備費］860 億円 → R3：5,168 億円 

（うち 3 次補正：2,108 億円） 
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【地方財源の確保】 

・ 今回の地方財政対策では、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等

が大幅な減収となる中、地方交付税等の一般財源総額について、水準超過経費

を除く交付団体ベースで、実質令和２年度を０．２兆円上回る額が確保されま

した。 

・ 現時点で島根県への影響は不明ですが、財政力が弱い自治体においても必要

かつ十分な対策が実施できるよう、地方交付税の配分にあたり十分な配慮を求

めてまいります。 

地方一般財源      R2：63.4 兆円 → R3：63.1 兆円 （▲0.3 兆円／▲0.5 %） 

地方一般財源      R2：61.8 兆円 → R3：62.0 兆円 （＋0.2 兆円／＋0.2 %） 

（交付団体ベース） 

地方税         R2：40.9 兆円 → R3：38.1 兆円 （▲2.9 兆円／▲7.0 %） 

地方交付税       R2：16.6 兆円  →  R3：17.4 兆円 （＋0.9 兆円／＋5.1 %） 

臨時財政対策債      R2： 3.1 兆円  →  R3：5.5 兆円   （＋2.3 兆円／＋74.5 %） 

実質的な交付税     R2：19.7 兆円 → R3：22.9 兆円 （＋3.2 兆円／＋16.2 %） 

                     ※端数処理のため合計が一致しない場合がある 

 

 

・ 光ファイバーの全国的な展開や、５Ｇサービスの開始等を踏まえ、新たに

「地域デジタル社会推進費（仮称）」が地方財政計画に計上されました。これ

は、地域社会全体のデジタル化を集中的に推進し、全ての地域がデジタル化に

よるメリットを享受できるよう必要な経費を措置されたものであり、評価して

おります。 

・ 令和２年度に創設された「地域社会再生事業費」が、引き続き令和３年度地

方財政計画においても計上されました。これは、都市と地方の税源の格差を是

正し、財政力の弱い地方が地方創生・人口減少対策に十分に取り組めるよう配

慮されたものであり、評価しております。 

 

  

地方財政計画 

 地域デジタル社会推進費（仮称）           R3：2,000 億円（新規） 

地域社会再生事業費       R2：4,200 億円 → R3：4,200 兆円（同額） 
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【地方創生関連】 

・ 地方創生関連については、「地方創生推進交付金」が引き続き措置され、令和元

年度補正予算で措置された「地方創生拠点整備交付金」が令和２年度第３次補正

予算においても措置されました。 
・ これらの予算を有効に活用しながら、県政最大の課題である、地方創生・人口

減少問題の克服に取り組んでまいります。 

 

 

 

【過疎対策】 

・ 過疎債及び辺地債に係る地方債計画額は、前年度から増額して確保されており、

評価しています。 

・ 島根県の過疎地域は、特に深刻な人口減少と高齢化が進み、また辺地では、他

の地域に比して生活環境が不便であるなど、依然として様々な課題を抱えており、

引き続き雇用の場の創出や産業振興など地方創生のための施策等を十分に展開

し、過疎対策及び辺地対策に積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

地方債計画（過疎債） R2：4,700 億円 → R3：5,000 億円（＋300 億円／＋6.4％） 

（辺地債） R2：  510 億円 → R3：520 億円（＋10 億円／＋2.0％） 

 

 

 

【特定地域づくり事業の推進】 

・ 「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」

に基づき、特定地域づくり事業協同組合の運営を支援するための特定地域づくり

事業推進交付金については、前年度と同額が措置されました。 

・ これにより、人口急減に直面している地域において、一定の仕事と待遇を確保

することで、地域づくり人材となり得る若者等の就労を支援し、定住促進の効果

が期待されるものであります。 

・ 県内では、海士町が全国で初めて組合を設立され、今年度内には７市町、来年

度は６市町村が事業協同組合を設立する意向であります。県としては、引き続き、

地域における取組が円滑に進むよう支援してまいります。 

特定地域づくり事業推進交付金 R2：５億円 → R3：５億円（同額） 

  

・地方創生推進交付金    R2：1,000 億円 →  R3：1,000 億円（同額） 

・地方創生拠点整備交付金  R1 補正：600 億円 → R2 補正［3次］：500 億円 

（▲100 億円／▲16.7％） 
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【有人国境離島地域への支援】 

・ 「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に

関する特別措置法」に基づき、特定有人国境離島地域の地域社会維持関係予算が

概ね前年度並みに措置されました。 

・ 隠岐諸島は、我が国の領海や排他的経済水域の保全等においても極めて重要な

役割を担っており、その活動の拠点としての機能を維持するため、引き続き国に

対して、同法に基づき、国の機関の設置、社会基盤の整備などの施策を講じるこ

とを求めてまいります。また、隠岐諸島の地域社会の維持を図るため、同法に盛

り込まれた航路・航空路運賃の低廉化をはじめ、必要な施策を十分に展開できる

よう、十分な予算の確保と地方財政措置を講じるよう働きかけてまいります。 

・ また、今年度内には、特定有人国境離島に関係する８都道県で協議会を設立し、

今後、関係都道県が抱える課題の解決に向けて、国に一体となって要望してまい

ります。 

[特定有人国境離島地域の地域社会維持関係予算] 

１．特定有人国境離島地域社会維持推進交付金【内閣府】 

 R2：50 億円 → R3：50 億円（同額） 

          R2 補正：2.6 億円 

２．離島活性化交付金【国土交通省】 

 R2：14.0 億円 → R3：13.0 億円（▲1.0 億円／▲7.1％） 

 

 

 

【公共事業関係（土木）】 

・ 土木関係公共事業予算は、「１５か月予算」の考え方により、令和２年度第３

次補正予算を令和３年度当初予算と一体的に編成され、前年度と比べ増額となり

ました。 

・ 今月国において「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」がとり

まとめられ、早速、令和２年度第３次補正予算で措置されました。 

・ 島根県においては、地域の生活に欠かせない道路や下水道等の整備、住民の安

全・安心を確保するための土砂災害対策や河川改修、道路斜面の落石対策、子ど

もの交通安全確保対策、地籍調査、公共土木施設の長寿命化推進など、緊急に対

策が必要な事業が多く残されており、今後予算の配分に当たっては、十分な配慮

を国に求めてまいります。 

・ 江の川下流治水事業については、平成 30 年７月豪雨に続きわずか２年後に再

び浸水被害が発生したことから、江の川下流の予算の大幅な増額と事業を加速的

に推進することを引き続き国に強く求めてまいります。 
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・ 山陰道については、早期全線供用のために、事業中区間の早期完成と、未着手

区間が多く残る「益田～萩間」の早期事業化を国に働きかけてまいります。 

・ 中でも、県境部の「小浜
こ は ま

～田万川
た ま が わ

間」と山口県側の「大井
お お い

～萩間」については、

１２月１０日に山口県と連携し国に要望したところであり、引き続き令和３年度

の新規事業化を国に働きかけてまいります。 

・ 日本海側拠点港である浜田港においては、国際物流拠点としての機能を強化し、

利用拡大を図るため、福井地区５号岸壁の早期事業化を引き続き国に働きかけて

まいります。 

・ 県内３空港の安全で安定的な運航の確保については、航空灯火の更新、および

滑走路舗装の改良を着実に進められるよう必要な予算を配分することを国に働

きかけてまいります。 

（国土交通省）公共事業関係費 

R2+R1 補正：7兆 1,233 億円 → R3+R2 補正［3次］：7兆 1,929 億円 

（＋696 億円／＋1.0％） 

 うち防災・減災、国土強靱化の推進（公共） 

    R2+R1 補正：1 兆 3,232 億円 → R2 補正［3 次］：1兆 4,266 億円 

（＋1,034 億円／＋7.8％） 

     ※ R2 当初は国土強靱化（公共）以外のものも含んでいる 

 

 

 

【農林水産関係】 

・ 農業分野は、水田園芸等の収益性の高い農業の拡大に向けた取組を支援するた

めの予算が増額されました。また、親元就農への新たな支援策が措置されるなど

新規就農者や担い手の確保・育成のための予算が増額されました。 

・ 林業分野は、カーボンニュートラルの実現に向けて、森林資源を適切に管理す

るための間伐や路網整備等に必要な予算が増額されました。また、原木生産の低

コスト化のための路網整備や高性能林業機械の導入、木材加工流通施設の整備等

に必要な予算が措置されました。 

・ 水産業分野は、漁業者の経営安定・維持に向けたセーフティーネット対策に必

要な予算が増額されました。また、外国漁船の違法操業等に対する取締体制強化

のための予算が措置されました。 

・ 農林水産業・農山漁村のインフラ整備のための公共事業予算は、令和２年度第

３次補正で「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の推進などに

必要な予算が措置され、これと併せて増額されました。 
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・ 「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」の農林水産業対策として、令和２年度第３

次補正予算で国内農林水産業の体質強化対策や経営安定対策等のための予算が

措置されました。 

・ 引き続き、こうした国の予算を十分に活用し、農林水産業・農山漁村の振興に

取り組んでまいります。 

 

  

・農業分野 

新市場開拓に向けた水田リノベーション事業 R2 補正［3 次］：290 億円 

水田活用の直接支払交付金 R2：3,050 億円 → R3：3,050 億円（同額） 

経営継承・経営発展の推進 R2：11 億円 → R3：20 億円（＋9 億円／＋81.8％） 

・林業分野 

森林整備事業（公共） R2+R1 補正：1,600 億円 → R3+R2 補正［3次］：1,744 億円 

（＋144 億円／＋9.0％） 

林業成長産業化総合対策 R2：129 億円 → R3：123 億円（▲6 億円／▲4.7％） 

・水産業分野 

  漁業収入安定対策事業 R2+R1 補正：353 億円 

 → R3+R2 補正［3 次］+R2 予備費：902 億円（＋549 億円／＋155.5％） 

外国漁船対策等 R2：180 億円 → R3：180 億円（同額） 

・公共事業 

R2+R1 補正：10,980 億円 → R3+R2 補正［3 次］：11,544 億円（＋564 億円／＋5.1％）  

   うち防災・減災、国土強靱化対策 

R2：1,000 億円 → R2 補正［3 次］：2,191 億円（＋1,191 億円／＋119.1％） 

・ＴＰＰ等関連政策大綱関係 

   R1 補正：3,250 億円 → R2 補正［3 次］：3,220 億円（▲30 億円 ▲0.9％） 
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【中小企業対策】 

・ 中小企業対策については、中小企業・小規模事業者の事業承継の促進や生産性

向上に資する設備投資等を支援する予算が確保されました。令和２年度第３次補

正予算と合わせ、これらを活用し、県内中小企業の振興に努めてまいります。 

・中小企業対策   R2：1,111 億円 → R3：1,117 億円（＋6 億円／＋0.5％） 

・事業承継・再編・統合の促進 

R2：75.1 億円 → R3：111.2 億円（＋36.1 億円／＋48.1％） 

R1 補正：64 億円 → R2 補正：156.6 億円［1 次：100 億円、3次：56.6 億円］ 

（＋92.6 億円／＋144.7％） 

・ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 

R2：10.1 億円 → R3：10.4 億円（＋0.3 億円／＋3％） 

〔関連〕中小企業の生産性革命推進事業 R2 補正：4,000 億円 

［1次：700 億円、2次：1,000 億円、3 次：2,300 億円］ 

・小規模事業対策推進等事業 

      R2：59.2 億円 → R3：53.2 億円（▲6 億円／▲10％） 

 
 

 
・ 中小企業・小規模企業者の時間外労働の改善や非正規雇用労働者の処遇改善の

ための予算が増額されました。 

・ 県内企業における人材確保は、県外企業等との競争が激しく、大変厳しい状況

にあります。中小・小規模企業の魅力ある職場づくりを支援することにより、若

者の県内就職や定着につなげてまいります。 

最低賃金、賃金引上げに向けた生産性向上等の推進 

R2：11 億円 → R3：12 億円（＋1億円／＋9.1％） 
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【社会保障関係】 

① 子ども子育て支援・少子化対策 

・ 待機児童の解消に向けた「新子育て安心プラン」に基づき、保育の受け皿確

保、保育士の処遇改善を進めていくための予算が措置されました。 

・ 放課後児童クラブ、地域の子育て支援拠点等の受け皿確保を進めていくため

の予算が措置されました。 

・ 結婚支援などの少子化対策の充実に向けて、結婚新生活支援事業の対象年齢

の引き上げが図られました。 

・ 引き続き、子ども・子育て支援や少子化対策の充実に必要な財政措置を国に

求めてまいります。 

・保育の受け皿整備・保育人材の確保等 

R2：1,085 億円 → R3（R2 3 次補正含む）： 1,286 億円（＋201 億円／＋19％） 

・放課後児童クラブの受け皿整備 

R2：978 億円 → R3：1,092 億円（＋114 億円／＋12％） 

・結婚新生活支援事業の対象年齢要件の緩和 

   R2：新婚夫婦とも 34 才以下 → R3：新婚夫婦とも 39 才以下 

 

 

② 不妊治療への支援 

・ 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高度な不妊治療の治療費助成事業

について、対象者、助成金額、助成回数の拡充のための予算が、令和２年度第

３次補正予算及び令和３年度予算において大幅に増額されました。 

・ このうち助成回数については、既に県単独で先行して拡充しておりますが、

不妊に悩むご夫婦の方が安心して妊娠、出産にのぞめるよう、対象者や助成金

額の拡充についても速やかに対応してまいります。 

不妊症・不育症に対する総合的支援の推進 

R2 ： 153 億円  → R2 補正［3次］： 370 億円、R3 ： 37 億円 

（R2・R3 での助成制度拡充の所要額を安心子ども基金へ積み増し） 
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③ 医療 

・ 地域医療介護総合確保基金（医療分）については前年度と同程度で措置され

ました。引き続き、医療従事者の確保や在宅医療の推進に十分取り組んでいけ

るよう、必要な基金の配分と柔軟な制度運用を国に求めてまいります。 

 

 

④ 介護 

・ 地域包括ケアシステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴う

在宅サービス、施設サービス等の予算が措置されました。 

・ また、介護報酬改定については、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮し

つつ、介護事業者の経営状況等を踏まえ、＋０．７０％の改定（うち、新型コ

ロナウイルス感染症対策：０．０５％、令和３年９月末まで）となりました。 

・ 介護保険の保険者努力支援交付金については、引き続き市町村と一体となっ

て介護予防・重度化防止の取り組みを進めてまいります。 

・ 昨年１０月からスタートした介護人材の処遇改善の評価も含め、現場の実態

に即した人材確保・処遇改善を国に求めてまいります。 

・地域医療介護総合確保基金（介護分） 

R2：824 億円（国費 549 億円） → R3：824 億円（国費 549 億円）（同額） 

・介護保険保険者努力支援交付金・保険者機能強化推進交付金（介護分） 

R2：400 億円 → R3：400 億円（同額） 

（うち 200 億円：介護保険保険者努力支援交付金） 

・新しい経済政策パッケージに基づく介護人材の処遇改善 

R2:国費 506 億円 → R3:国費 506 億円（同額） 

 

 

⑤ 国民健康保険 

・ 国民健康保険の都道府県単位化に伴い、平成３０年度から毎年約３，４００

億円の公費の拡充を行うこととされ、令和３年度についても約３，４００億円

が確保されました。 

・ 今後も全国知事会とも連携して、国民健康保険が将来に渡り持続可能な制度

となるよう、さらなる財政支援の拡充について国に強く働きかけてまいります。 

国民健康保険への財政支援 

R2 ： 3,936 億円（うち国分 3,104 億円、地方分 832 億円） 

→ R3 ： 3,936 億円（うち国分 3,104 億円、地方分 832 億円）（同額） 

地域医療介護総合確保基金（医療分） 

R2：1,194 億円（国費 796 億円） →  R3：1,179 億円（国費 851 億円）（▲15億円／▲1.3％） 
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【教育体制の充実】 

・ 教職員定数については、小学校全ての学年に来年度から段階的に３５人学級

編制を導入する方針が示されました。一方、３５人学級編制の導入に係る財源

確保の方策が明らかにされておらず、様々な教育課題に対応する加配定数への

影響が懸念されます。 

・ 「教員の働き方改革」につながるスクール・サポート・スタッフや部活動指

導員の配置に係る予算が増額されましたが、コロナウイルス感染症への対応を

考えると十分とは言えないものと受け止めております。今後も、働き方改革へ

の支援充実や学校現場におけるコロナウイルス感染症対応への充実などについ

て、国に強く求めてまいります。 

・ ＩＣＴ活用教育推進のための環境整備については、高等学校における 1 人 1
台の情報端末整備等への財政支援を要望していましたが、令和２年度第３次補

正予算により低所得者世帯等への貸出用端末整備に対して予算措置されるにと 
どまりました。このことを踏まえ、整備のあり方について検討してまいります。 

１．教職員定数の改善 

・加配定数の改善        ＋68 億円 ＋3,141 人 

・教職員定数の合理化減等    ▲35 億円 ▲1,615 人 

・教職員配置の見直し      ▲43 億円 ▲2,000 人 

２．学校における働き方改革 

・スクール・サポート・スタッフの配置 R2：19 億円 → R3：39 億円（＋20 億円） 

R2：4,600 人 → R3：9,600 人 

・部活動指導員の配置  R2：11 億円 → R3：12 億円（＋1億円） 

  R2:10,200 人 → R3:10,800 人 

３．ＧＩＧＡスクール構想の拡充等ＩＣＴ環境の整備 

R2：4,615 億円 → R3：306 億円（▲4,309 億円／▲93.4％） 
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【原子力安全・防災対策の強化】 

・ 緊急時の防災資機材の整備等に要する経費が措置されました。引き続き、原子

力発電所の安全対策・防災対策などの強化を、国に強く働きかけてまいります。 

・原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 R2：100 億円 →  R3：88 億円 

・原子力災害時避難円滑化モデル実証事業 R2： 15 億円 →  R3：10 億円 

事業計 R2：115 億円 →  R3：98 億円 

（▲17億円／▲15％） 

 

 

 

【領土保全対策】 

・ 我が国の領土・主権に関する取組の予算として、内閣官房における「領土・主

権内外発信推進経費」並びに領土対策に関する予算を含む内閣府の政府広報予算

は前年度並の規模で措置されました。 

・ 領土保全・領土問題に関する広報や対外発信、調査研究等に要する領土保全対

策関連予算が措置されました。 

・ これらにより、国において、竹島問題に関する調査研究や国内外への情報発信

などに、積極的に取り組まれることを期待します。 

・内閣官房 領土･主権内外発信推進経費 R2：3.8 億円 → R3：3.8 億円（同額） 

・内閣府 政府の重要施策等に関する広報（国際） R2：36.6 億円 → R3：33.9 億円 

（▲2.7 億円／▲7.4％） 

・外務省 領土保全対策 R2：13.0 億円 → R2：11.6 億円（▲1.4 億円／▲10.8％） 

 

 

※ 予算の額については、今後各省庁の予算の詳細が判明することから、変更とな

る可能性があります。 


