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モンゴルの人口密集地で開発が遅れる首都ウラ
ンバートルが抱える課題を解決するために
は、より進んだ発想が必要となっている。過

去 30年の間にいくつかのウランバートル都市開発計
画が採択されたが、どれも実行されないままである。
歴代市長は４年間の自分の任期以降を見ていないし、
政党の利益や政治家の私利私欲が優先されてきた結果
だ。
　市や国の幹部たちがウランバートルの土地、トール
川、ボグド山周辺の開発に関する法律を自分たちの都
合の良いように変えてきた結果、ウランバートルには
都市開発計画というものが存在しない。金銭さえ積め
ば誰でも、どこにでも、好きな場所に何を建てても許
される。市民の大半がウランバートル周辺に広がるゲ
ル地区に住み、いまだに穴を掘っただけの仮設トイレ
を使い、飲料水を井戸から運んで暮らしている。市内
は右ハンドルの中古の日本車で溢れ、渋滞が酷く多く
の市民は家より「車」の中にいる時間のほうが長い。

モンゴルの「世
セジョン

宗特別自治市」

　現ウランバートル市長は人口過密と渋滞緩和のため
にいくつかの提案をし、新しく道路や橋を建設してい
る。それに加え市内の建築資材や自動車のマーケット
を郊外に移転させることを計画しているが、実施でき
てはいない。
　Su. バトボルド市長は今年初めに、市役所と全ての
行政機関をヤールマグ地区に移すと公言した。S. バト・
ウール前市長は在職中に市役所をバヤン・ホショー地
区に移すと公約していたが果たされなかった。今回は
スフバートル広場の西側に位置する歴史ある市役所の
建物をゴロムト銀行に売却済みのため、市役所はどこ
かへ移転することは確実である。
　ここで、市役所移転に際して一部政府機関も移転さ
せることを提案したい。例えば、韓国はソウル市の人
口集中を減らすために、また地方との均衡した開発の
ために一部政府機関、大学などを 2012 年から世

セジョン

宗と
いう都市に移転を始めた。世

セジョン

宗は特別自治市として開
発され、韓国３大都市の真中、ソウルから 120kmの
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距離にある。今、この行政中心複合都市には９省庁
１６行政機関を含む２６の政府中央機関が移転してき
ている。移転した省には、国土海洋部、知識経済部、
環境部、農林水産食品部、文化体育観光部、企画財政部、
雇用労働部などがある。
　ウランバートルの場合は、世

セジョン

宗ほど遠くなくてもヤー
ルマグ地区、さらにウンドゥルドブなど新国際空港へ
の高速道路沿いに移転させる選択肢も十分にありえる。
　平日は、ウランバートルの中心にある 20近くの省
庁を囲むように駐車場を探し回る何十台もの車が渋滞
の原因の 1つであることが調査で明らかになっている。
　もし本当に行政機関、一部省庁の移転が実現するな
らば、それは一か所の場所に八角形の広場とその周囲
を囲むように統合庁舎を建てることが望ましい。各省
の建物の規模やデザインを統一し、大臣、局長、課長
の部屋を同一規格にして、地下に大きな駐車場を設け
る必要がある。
　その建物には大小会議室を設け、最上階には高さ 2、
3階相当の天井をもつ、何千人も入る大きな展示会や
フォーラムなどを開催できるガラス張りのホール（ア
トリウム）を設置すると効果的だ。ワシントン市にあ
る世界銀行や国際通貨基金のビルが良い例になるだろ
う。またそういった建造物はモンゴルに独特な新しい
設計基準をもたらすだろう。
　世界の一部の国では、首都を大都市から新たに造成
した街へ移転させ、開発された中心都市として機能し
ている。
　例えば、オーストラリアの首都はシドニーではなく
キャンベラ、ニュージーランドの首都はオークランド
ではなくウェリントン、カリフォルニア州の州都はサ
ンフランシスコではなくサクラメントなど、同様の理
由で首都機能を移転している。数年前、モンゴルの近
隣国であるカザフスタンは、首都をアルマトゥイから
アスタナへ移転した。また、同じく他にもナイジェリア、
ミャンマー、パキスタン、ロシア、ブラジル、タンザ
ニアなども遷都した国に挙げられる。

　大自然に隣接するウランバートルが人の目を喜ばせ
感動を与える景観があり、空気がきれいで快適に暮ら
せる大都会にするかどうかは、権力者ではなく私たち
国民一人一人にかかっていることを思い出すべきだ。
モンゴル人は国民の代表として自ら選んだ者、権力を
与えられた者たちを監視し、責任を追及する意識を持
つ必要がある。
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デファクト インタビュー
モンゴル語・英語・ロシア語でのインタビュー

V. ガンゾリグ
バト・ソリューション・パートナーズ社取締役

モンゴルダウン症協会会長

J（ジャルガルサイハン）:　ダウン症という言葉をよく耳にするよ
うになりました。これは社会が抱える大きな問題の 1つです。モン
ゴルにはダウン症の人はどのくらいいますか？彼らの問題をどのよ
うに解決していますか？これについて最近の数字やデータがあれば
話を聞かせて下さい。
ガンゾリグ :　私たちは 10年前にダウン症協会を設立しました。当
時の状況は今とは比較にならないものでした。人々の知りうる知識、
機会、能力、連携、教育、一般的な情報認識などが不十分でした。
世界のダウン症について統計があります。ダウン症は平均的に 700
出生児に 1人の割合で現れると言われています。今でもダウン症、
つまり染色体異常の原因は特定されていません。この原因を特定で
きれば、その人はノーベル賞を受賞するでしょう。モンゴルでは新
生児数は年平均 7〜 8万人だと考えれば、700 人に 1人の割合で
すから最低100人の子どもがダウン症で生まれている計算です。過
去 10年間、ダウン症の子どもの数は数千人に上ります。残念なが
ら今日までダウン症の人たちの正確な数やデータはありません。つ
い最近までダウン症についての情報や知識は限られたものでした。

J:　ダウン症の子どもが生まれることに両親の健康状態は関係あり
ますか？染色体についてもう少し具体的に話を聞かせてください。
ガンゾリグ :　人には通常 23組 46本の染色体があります。そのう
ち 21番目の染色体が 2本ではなく 3本になる「トリソミー」が原
因であり、ダウン症の人の全体の 94〜 95％を占めています。この
ことを専門用語で「標準型 21トリソミー」と呼んでいます。また
3月 21日は「世界ダウン症の日」と制定されています。理由は 21
番目の染色体トリソミーという意味を込めてのことです。この日は
世界各国でダウン症の啓発を目的とした大規模なイベントが開催さ
れています。モンゴルダウン症協会も毎年この日に啓発イベントを
行っています。そのイベントでは社会にダウン症についての知識や
情報を提供するために多くの活動を行います。ダウン症を生殖細胞
の減数分裂時の失敗とも解釈されています。モンゴルのダウン症に
ついて、市内のスモッグが原因だと言う人がいますが、ダウン症の
原因を何かと結び付けようとしても、現時点では科学的に立証され
ていません。原因は本当に不明です。

J:　ダウン症であることを子どもが生まれてどのくらいでわかりま
すか？ダウン症かどうかを診断するために何をしていますか？
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ダウン症協会の最終目標は、
モンゴルの全てのダウン症の人が

納税者となることです。

V. ガンゾリグ氏はオーストラリア、日本で経営管理と e- ビジネス・マネジメントで修士号を取得しました。モンゴ
ル国立大学商学部、貿易開発銀行（TDB）、ハス銀行、シュンフライグループで管理職を歴任してきました。近年で
は企業PR活動の仕事をしています。またモンゴルダウン症協会会長、モンゴルスペシャルオリンピックス委員会、ツァ
ヒムウルトゥー協会の取締役を兼任しています。

ガンゾリグ :　西欧諸国では、女性が妊娠した時に必ず受ける検査
がいくつかあります。これにはダウン症の検査が含まれます。検査
は無料で受けることができます。モンゴルの場合はこのシステムが
まだ導入されていません。色々な検査方法があります。例えば、血
液検査があります。血液検査は妊婦にも胎児にも最もリスクが低い
ものですが、精度は高くありません。基本的には 50〜 60％です。
最も精度が高い検査は羊水検査です。これは妊婦の腹部に注射器を
刺し子宮から羊水を採取し、その中にある胎児の細胞から染色体異
常があるかを調べます。しかし、羊水検査が原因で流産に至る確率
が高くなります。西欧諸国ではこの２つの検査方法のどちらも受け
ることができます。もし、夫婦がリスクを覚悟の上で希望する場合
は、羊水検査を受けます。モンゴルでは羊水検査についてあまり知
られていません。血液検査に関しては国立病院でも私立病院でもで
きるようになりました。何週間か前にギャルス病院が最先端の検査
機器を導入しました。検査はモンゴルでもできるようになりました
が、検査料金に関しては西欧諸国のように健康保険でカバーできて
いません。また、専門医の不足という問題にも直面しています。

J:　ダウン症の子どもが生まれた時に注意すべきことは何ですか？
その子どもをどのように受け入れなければならないですか？ダウン
症は完治できますか？これらについて話してください。
ガンゾリグ:　私は2つの側面で説明したいと思います。まず1つは、
モンゴルダウン症協会の最終目標は「モンゴルの全てのダウン症の
人が納税者になる」ことです。たしかにこの目標は達成困難で、一
部の人からみれば不可能な目標かもしれません。しかし、これは哲
学的に大きな目標です。税金を払うということは仕事をするという
ことです。仕事をするためにはまず専門教育を受けていなければな
りません。教育を受けた次には健康でなければなりません。言い換
えれば、モンゴルダウン症協会は教育、保健、労働の 3つを柱として、
その上に戦略的目標を設定して取り組んでいます。実際はこの 3本
柱はNGOより政府が取り組むべきことだと思います。近年では政
権が頻繁に変わり、その度に新しくやってきた人たちに情報を提供
するため大半の時間を割いています。しかしその間にも様々な技術
が進化しているので、私たちは遅れないように努力しています。

J:　モンゴルダウン症協会に子どもは何人いますか？
ガンゾリグ :　現在、約 200人の子どもが登録されています。
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2017 年 7 月 26 日のデファクトインタビューの内容を一部省略しました。
インタビュー全部を

http://jargaldefacto.com/article/w-ganzorig-ganzorig-vanchig
リンクにてご覧いただけます。

しかし、登録されているだけであり、私たちは地方へ行ってそこに
いる子どもたちに十分な取り組みをしていません。今年後半から同
協会の保護者と一緒に地方に行き、研修や新規登録などをする予定
です。

J:　ダウン症の子どもたちは知的には問題ないですか？
ガンゾリグ :　知的において問題がないというわけではありません。
ダウン症の子どもの特徴は IQ が普通の人より比較的低い傾向にあ
ります。しかし、程度によって異なります。軽度の子どもは健常児
と同じく英語を話しますし、2、3ヵ国語を習得し、さらにチベッ
ト語を勉強している子どもたちもいます。IQによって中度及び重度
といった程度があります。普通の人に「この水を飲んで下さい」と
言えばすぐに理解できます。しかし、中度のダウン症の子どもの場
合は 2回、重度の子どもの場合は 5、6回も言わなければ伝わりま
せん。全く何もわからないということではありません。ある程度は
理解できます。ただ、ゆっくりと何回も伝える必要があります。また、
子どもたちの中では自己表現ができる子どもがいれば、できない子
どももいます。例えば、重度の子どもの場合は読み書きを覚えるこ
とはできません。また、話すことができない子どもはジェスチャー
を使います。物事を良く理解できる子どももいます。このように子
どもたちの特徴は何かを掴み、子ども 1人 1人の特徴に合った教育
カリキュラムが必要です。

J:　あなたはパラリンピック委員会と連携があります。皆さんはこ
の間オーストリアに行きました。これについて話を聞かせて下さい。
ガンゾリグ :　世界では 3つの異なるオリンピック大会があります。
1つは私たちが良く知っている通常のオリンピックでこれは 4年に
1度、冬と夏に開催されるオリンピックです。2つ目は、パラリン
ピックつまり身体障害者の総合的な国際スポーツ大会です。言い換
えれば、知的障害がなく、身体的な障害をもっている人たちの大会
です。3つ目は、私たちが良く言うスペシャルオリンピックスです。
スペシャルオリンピックスは知的障害がある子どもや大人の自立や
社会参加を目的とした国際的なスポーツ組織のことです。これは国
際オリンピック委員会に所属しているわけではありませんが、同等
なレベルで競技会を開催します。オリンピックのシンボルである五
輪マークを使わず、自分たちのロゴマークがある組織です。障害の
ある子どもや大人の社会参加を促進するための最も可能性のある方
法はスポーツです。スポーツを通じて彼らの社会参加を促すだけで
なく、スポーツに取り組むことが他の健常者と同じように体を動か
すことに喜びを感じさせることが重要です。これを過去 50年、世
界の 180 ヵ国が認識しこの活動に取り組んでいます。オリンピッ
クと同じく 4年ごとに開催され、約 500 万人の選手が登録されて
います。しかし、スペシャルオリンピックスはこの数字にまだ満足
していません。なぜならば、世界で 70億人がいるうちの 10億人
が何らかの障害をもっています。そのうち2億人が知的障害者です。
また、知的だけではなく、他の病気や障害と重複しているケースも
あります。私たちは今年 3月、スペシャルオリンピックス冬季世界
大会に初めて選手 15人とコーチや教員合わせて 20人から構成さ
れる選手団を参加させ、10個のメダルを獲得しました。スノーボー
ド、スノーシューイング、フロアホッケーの 3競技に参加しました。
初参加にしては大きな成績を残せました。

J:　あなたが勤務するバト・ソリューションズ社の活動について話
してください。
ガンゾリグ :　当社が設立されて3年になります。モンゴルのメディ
ア分野、特にコンテンツ開発、製品開発、ブランディング、広報、
プロジェクト管理などといったことを専門に活動しています。当社
はチームを結成し、今は 10人が務めています。メディア分野と関
わるようになった主旨は啓発的な活動を広げるためです。以前は、
メディアはある 1点からもう 1つの点までという流れでした。しか
し、今はある 1点からオピニオンリーダーへ、つまりあるセグメン
トへ流れ、そのセグメントが他のセグメントに届ける、これが循環
する形となっています。人々には最初にネガティブな情報、スキャ
ンダルが届いています。その情報を信じて生活や仕事における決定
をしていることがとても残念です。私たちは啓発活動を通じて人々
に知識、情報を届けるために自分たちの学んだことを教え、そして
コンテンツ開発、伝達、普及活動を行わなければなりません。モン
ゴル全国のアイデンティティについてよく話します。このアイデン
ティティに関して「モンゴル人とは誰なのか、何を求め、どこへ行
くべきなのか」という質問に答えられるようにならなければいけな
いと考え、そのために私たちは活動しています。

J:　私たちモンゴル人がモンゴル人たらしめているものは何です
か？
ガンゾリグ :　弊社はこの質問の答えを得るために設立されました。
そして答えを得るためのソリューションは鉄道や工場を建設する様
なことではなく、コンテンツを通じて人々の精神に影響を与える形
で答えを求めて行きます。

J:　こうやって見ると教育は 4つの基本から成り立っていますね。
知識、創造、人間形成、共存。モンゴルの教育制度は知識だけを与
えています。先ほどあなたが話していたことを総合的に見た時、モ
ンゴル社会全体において足りないものは何ですか？
ガンゾリグ :　1 年前にハーバード大学が実施した調査があります。
この調査では世界中にポピュリズムがどうして広がっているのか？
その原因として日々流れている様々なメディアの中から人は自分の
興味がある、好きな知識、情報のみを得るチャンネルを選択できる
ようになっています。また、何らかの形で自分の興味を引かないチャ
ンネルを遮断できるようになっています。一部の人々はより肯定的
な情報を受け、その情報の中から出られなくなっています。他方で
はそれと全く逆のスキャンダルや悪い情報ばかりを信じる人たちも
います。この２つが合流せず、将来的に同時に 2つの異なる生活が
形成される恐れがあると記述されていました。モンゴルでもこの恐
れがあります。この問題をどのように解決するかということをS. モ
ロル・エルデネさんが講義で話していました。彼は、一方では暗い
情報をばかりをみている過半数と、他方では、肯定的な情報をみて
いるエリート層に分けて事例を出しながら説明していました。
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　報道の自由、表現の自由の擁護を目的としたジャーナ
リストによるNGO国境なき記者団が毎年発行している
「世界報道自由ランキング」の今年のランキングではモン
ゴルは 180 ヶ国中 71位だった。　しかし、2017 年は
69位、2015 年は 54位になっていた。これをみると過
去 3年連続して順位を落としている。
　報道の自由の順位が下がっている主な理由は企業、政
府、報道機関の間にある賄賂問題と関連している。モン
ゴルには約 450 の報道機関が活動している。M. ムンフ
マンダフ報道研究所所長は「報道機関がオーナーの為に
情報提供をしなくなる時、一つの原則が働く」と述べた。
モンゴルには報道機関を誰が所有しているかを隠す法的
不備があり、報道機関の独占を制限する法律規程がない。
報道機関の特別許可に関する全てを政府が握っている。
政府は広告宣伝費に大きな予算を割り当てているが、そ
の予算をどのように使うか何らの規定もない。
　殆どのモンゴル人記者は残業し、低賃金で働いている。
そのため報道機関が手当を調達するために有料情報を作
成している事は明らかだ。モンゴルの広告市場全体の総
額は約 2000 万ドルで、トゥグルグに換算すると 500
億だ。その 60％に当たる 1200 万ドルはテレビ局が占
めている。こうなると 450の報道機関にとってこの額で
は足りない。
　報道機関は人々の知的好奇心を満たすための「食料」
を与えるもので、銀行のようにオーナーを明確にする法
律を作る事、広告宣伝費全体の 50％以上をテレビ局が取
れないようにする事、政府の広告宣伝にかかる予算配分
規則を作成する事、政治家による報道機関の所有を禁止
する必要がある。このように関連する法律の改訂を行い、
テレビ局の特別許可の更新を 3年毎に行い、法律に定め
られた条件を満たしていない場合は、許可取り消し措置
を取るなどして報道機関の数を減らしていく必要がある。

毎週日曜日VTVで19時より放送中。デファクトレビュー：2018年5月6日

報道の自由

週刊レビュー http://jargaldefacto.com/category/12

報道機関がオーナーの為に情報提供をしなくなる時、
一つの原則が働く。

トール川岸沿いに許可された土地
トール川南部にある土地は自然環境・観光省の陰謀の
せいで、都市でも何でもない場所となった。

　過去 2年間でトール川の汚染と川岸沿いに許可された
土地問題に関する 6000 通の苦情が国会請願常任委員会
に届いている。これを受け同委員会は川岸沿いで砂利や
砂の採掘をしている数社の特別許可を取り消した。これ
に続き、観光事業運営の特別許可を取得したのみで住宅
建設事業を行っている企業への責任追及問題も浮上して
きている。自然環境・観光大臣令でバヤンズルフ橋から
マーシャル橋までの 54ヘクタールの土地所有者が個人・
企業合わせて 54 人だった。そのうち 48 人の所有特別
許可を取り消した。
　これは長年の賄賂の歴史である。このままだとウラン
バートルは飲料水不足に陥る。J. エンフバヤル国会議員
はトール川岸沿いの土地問題に関して「代々の自然環境・
観光大臣らが法律を無視して所有許可を出してきた土地」
と述べた。これはモンゴルのガバナンスや政府が、解決
できない大きな問題を抱えてしまったことを現している。
トール川はウランバートルの命の川である。私たちはトー
ル川に関する問題を長年話してきた。しかし、一握りの
人たちに土地を奪われたまま、座して死を待つだけの国
民私たちが悪いのだ。民主主義国の国民でありながら、
公共の利益を守るために外にもでない、デモもしないの
だから他にどうすればいいのか。
　まずは土地所有特別許可を与えた権力者の中で個人的
な利害関係があり、賄賂を受け取った者に対して損害賠
償請求をすべきだ。受けた被害を償わせるべきだ。次に
トール川岸沿いとボグド山周辺の全ての住宅や固定資産
を把握し、納税状況を確認すべきだ。また、固定資産税
を徴収する必要があると思う。
　モンゴルでは法律が不足しているのではなく、法律を
遵守していないことに問題がある。法律を遵守しない理
由は、法律を施行する人たちが賄賂に吸い込まれている
からだ。腐敗に染まった一部の人のせいで、国民は民主
主義という貴重なものを疑っている。
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デファクトレビューの一部を省略しました。

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh5-sh6

公務員の規律と責任

にてご覧いただけます。

レビュー全文を

公務員は政府のためではなく、国民に奉仕すべきとい
うことを忘れている。

　政府は公務員の規律と責任についての法案を策定
し、この春季国会に提出し協議する予定である。政府は
2018 年を「規律と責任を向上させる年」にすると公表
した。規律と責任というのは今年に限らず、毎年向上さ
せていかなければならない。なぜ公務員の規律と責任に
関する法というものを公務員法と別に作る必要があるの
か。具体的に見ていくと 20年前に可決成立した公務員
法は昨年改正された。それが今年の 1月 1日から施行さ
れている。
　公務員の規律を規定しなければならない状況に陥って
いる。各政府機関は互いに職務上要求できない、何をす
るかがわからない状況にある。他国では、規律と責任の
向上の背景には倫理的な問題が存在する。だからこの公
務員の規律と責任についての法案は、公務員の倫理規定
を定めようという試みだとみえる。
　モンゴルの公務員は政府特別部、行政官庁部、政府政
治部という 3つの部に分かれる。内閣官房長官G. ザン
ダンシャタルは、どのレベルの公務においても倫理とい
うものがないから仕事が進まないと言っていた。大規模
プロジェクトを凍結し、国が発展しない理由は規律と責
任がないことにある。ある段階で決定したことも、次の
段階で止まってしまう。
　公務員がその権限範囲や法律に反した時の処罰などを
明確に定義しなければならない。なぜならモンゴルでは
「曖昧」で、形だけの法律がたくさん採択されているから
だ。例えば、先日のD. ガントルガ議員の問題は、もし日
本だったら彼は自ら辞任し、倫理責任を追及される。
　経済協力開発機構（OECD）加盟国及び日本ではこの
ような法律がある。日本は 1999年に法律第 129号「国
家公務員倫理法」が制定された。例えば、日本では公務
員は贈与を受け取れない。もし贈与物を置いて行かれた
場合は、その人に必ず郵便で返す。カナダでは公務員試
験の他にその人の性格が職務によって変わるかどうかを
特別なテストでみる。モンゴルの場合はそのようなテス
トがあってもなくても見れば分かる。
　どの国でも国家公務員という職は尊敬を受けるもので
ある。私は数年前に駐モンゴルアメリカ大使とウランバー

トルの中心地で会ったことがある。大使は小型の赤色の
乗用車に乗っていた。私は大使に「大使館の公用車はど
うしましたか？」と聞いたら、彼は「日曜日の私用に公
用車は使わない。」と言っていた。モンゴルでは政府の仕
事は国の仕事ということを理解しなければならない。新
法に公務員による縁故採用を禁じ、もし縁故採用を行っ
た場合は解雇するという条項を入れなければならないと
思う。

政府令で鷹を売ったのか
自然環境観光省が自然を保護するのではなく、自然環
境観光省から自然を保護しなければならなくなった。

　国会自然環境常任委員会の会議で J. エンフバヤル議員
が自然環境・観光大臣に対して政府は密令により 750羽
の鷹を売却したと言った。2013 年当時、N. アルタンフ
ヤグ元首相が政府令で鷹の売却を禁止した。この政府令
は今でも有効である。iToim.mn サイトでは総額 250 億
トゥグルグで鷹が売却されたという情報がある。N. ツェ
レンバト自然環境・観光大臣は「この件を与り知らない。
J. エンフバヤル議員が知っている」と説明した。
　私は J. エンフバヤル議員が嘘を言ったとは思わない。
彼は約 700 羽の鷹が売られたと言った。D. オユンホロ
ル自然環境・観光前大臣は「代々の大臣が年間 250 〜
300 羽の鷹の輸出許可を出し、今も続いている。なぜ鷹
の輸出が秘匿とされ、諜報庁の監査を受けたかというと
アラブ首長国連邦とのハイレベル国家訪問の際、アラブ
側から秘密にするように要求された」と述べた。
　モンゴルの法律に勝る人たちが海外にいるということ。
諜報庁長官は国民の安全を保障するはずなのに、どうし
て政府と組み鷹を売り、その代金を隠すのか？民主主義
国では国民の安全保障に関連する密令が存在するが、国
民の財産、自然保護に関する密令はあってはならない。
　全ての人類が夢見てきた自由を持ちながら、一握りの
詐欺師によって失われるわけにはいかない。次の選挙で
私たち国民は声を上げなければならない。さもなければ、
飲料水・土地・鷹もなくなり、一部の人たちだけが裕福
になり他は貧困や失業に溺れてしまう。
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