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はしがき
我が国は人口減少局面に突入しており、現状の人口動態が続けば、２０６０
年（約５０年後）には約８，７００万人になると予想されている。
このような人口減少社会を迎え、社会経済や地域社会の状況は大きく変容し、
住民に身近な行政の果たすべき役割は、従来に増して大きくなることが見込ま
れている。
平成２６年５月に設置された第３１次地方制度調査会では、人口減少社会に
的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方、議会制度や監
査制度等の地方公共団体のガバナンスのあり方等についての諮問を受けて、調
査・審議が行われ、答申が取りまとめられたところである。
地方自治を取り巻く状況の変化を踏まえ、当センターは、学識経験者の方々
にご参加いただき、今後の地方自治制度の運用上の諸課題、新たな制度改正の
展望等について自由闊達にご議論いただくことを目的として、
「２１世紀地方自
治制度についての調査研究会」を設置した。
本研究会において、平成２８年度では、地方自治制度を巡る諸課題、特に、
地方議会議員の選出・人材確保のあり方、首都・大都市制度改革のあり方、地
方公共団体の区域・エリア管理のあり方、都道府県と市町村の役割分担のあり
方、行政代執行制度のあり方、地縁団体のあり方等について議論を行った。
本研究会における新しい視点からの自由な論議が地方自治制度の構築の参考
となり、地方自治の更なる発展に資することとなれば望外の喜びである。
なお、本研究の企画及び実施に当たっては、総務省自治行政局行政課から多
くのご協力をいただいた。
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理事長
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２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２８年度）
（第１回）議事要旨
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・第３１次地方制度調査会答申について

第３１次地方制度調査会答申について
（事務局から資料に基づき説明）
○

以前から監査委員が機能していないと言われていたが、今まで監査委員制度について
の改革に着手しなかった事情があるのか。今回の制度改正の発端は、切り札として導入
されたはずの包括外部監査制度も、うまく機能していないということか。

○

議選監査委員の設置を選択制にするのはよいが、本当に議選監査委員をやめる必要が
あるとするならば、原則置かない制度にする必要があるのではないか。

○

監査委員は執行業務全般にわたって監査しており、財務専門家を投入するだけではな
く、法律の専門家等も投入すべきではないか。

○

法律で、ガバナンスやＰＤＣＡというようなことを謳うのであれば、政策評価の観点
からも、監査委員制度についてもう少し拡充する議論があってもいいのではないか。

○

監査委員自身は、現状にそこまで問題意識は持っておらず、そもそも監査基準を入れ
ること自体についても懐疑的な意見が多いが、監査基準のない監査はあり得ないという
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指摘もあり、監査委員に認識を変えてもらう必要がある。
○

包括外部監査も有効に活用されているが、包括外部監査と並列的に実施されている監
査委員監査を改めて強化する必要がある。

○

議選の監査委員について、有識者からは、議員は監査に向かないので廃止すべしとい
う意見がかなり強い。一方、現場からは、議長経験者など力のある議選監査委員の指摘
は有効性が高いという意見もあることから、答申は議選監査委員を選択制とする余地を
認めているのではないか。

○

内部統制の導入などとあわせて、３Ｅ監査や政策評価的な観点からも、監査委員が一
層コミットすることが、今後求められてくるのではないか。

○

統一監査基準は、どの程度具体的な、どの程度一般化した基準を想定しているのか。
具体化によるメリットとデメリットのバランスをどうするのか。また、地方公共団体が
共同して基準を決めるということだが、どのレベルの共同なのか。

○

統一監査基準は、監査委員の責任、基本原則、手続的なものの原則を想定している。
今は全くそういうものがない状態。自治体の性質や規模、位置によって、監査の責任、
種類、性質等は基本的には変わらないため、東と西で変わるものでもない。全国統一的
な監査基準という形で答申は出されているところ。

○

内部統制の制度化は、自治体の負担にはなるが、住民訴訟なども事前に予防できる部
分もあり、大変だが、やる意味はあるのではないか。

○

４号訴訟の結果で得られるものが住民の利益になっているのか疑わしい。行政の萎縮、
議員のなり手が減る等といったことにもつながりかねない部分が大きいのではないか。
自治体が公共的なサービスの質を高めるために、４号訴訟が本当に必要かどうかを検討
すべきではないか。

○

最高裁が、住民訴訟の対象となる損害賠償請求権の放棄について、議会の裁量を認め
ていることは、一見すると、裁判所よりも議会のほうがガバナンスに適していると示し
ているようで、違和感を覚える。

○

地方自治法第９６条が、債権の処分権のようなものを議会の権限として認めてしまっ
ており、その法律構造からすると、裁判所が判断したから放棄はできないということは、
難しいのではないか。
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○

９６条の規定は、市制町村制の時代から続くものだが、背景にあるのは、土地所有者
である納税者の利益を反映させることが共同体の利益の一番の増進につながるという、
納税者選挙の考え方。その後、住民訴訟制度も導入されてきており、条文だけが問題だ
とすると、それを変更する選択肢もあるのではないか。

○

最高裁が債権放棄を議会の裁量だと認めたのは、今の住民訴訟制度が完全ではなく、
いろいろな弊害があり、プレッシャーリリーフバルブをどこかに設けないと実態として
うまくいかないと考えたからではないか。その理屈を探していたら９６条があったとい
う程度で、９６条に基づいているから全く問題ないとまでは最高裁も考えていなのでは
ないか。

○

首長に対して多額の賠償命令が課せられる状況において、首長と議会の関係が良好な
場合は放棄をする。逆に、敵対的な関係の場合には放棄をしない。また、選挙で首長が
代わった場合に議会が違う判断をする。損害賠償請求権の放棄がそういった政治的状況
に左右されて良いのか。

○

以前の４号訴訟は、住民が直接損害賠償を負うべき首長や職員を団体に代理して訴え
る代位訴訟だったが、義務づけ訴訟になったことで、結果的に放棄する債権が覚知され
やすくなったため、放棄に関する問題が生じてきたのではないか。

○

代位訴訟の時代でも、理論的には債権放棄の議決をすることは可能だったが、平成１
４年の改正でよりやりやすくなったということか。当該改正は、長や職員の負担を軽減
する趣旨のはずだったが、当時はこういう形で議会が介入してくることまで予想はされ
ていなかったのか。

○

平成１４年の改正以降、損害賠償額が非常に巨額になる中、ある事例で、個人的な負
担の限界をはるかに超えた２６億円という額が現実に認められた。その結果、議会も関
わった施策について、市長個人にどこまで賠償を負わせるべきか検討されるようになり、
その過程で放棄に注目が集まるようになったのではないか。

○

議会と裁判所のどちらがガバナンス機関として適しているかについて、法改正の方向
性の中では、純粋に終わった行為について、違法かどうかを裁判所が判断するとしてい
るが、それが裁判所の機能になじむのか疑問である。

○

違法性を裁判所が確認した後に懲戒処分を地方公共団体がやるという方式は、中国で
は例があると聞いたことはあるが、日本で制度化するのは難しいのではないか。

○

少なくとも最高裁まで行けば、住民訴訟に関してもある程度は紛争の実質を見て過失
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の認定をしているのではないか。このことを前提にすると、住民訴訟を裁判所が違法性
だけ確認する制度とすることは、納税者訴訟から出発した本来の制度像からかなり乖離
することになるではないか。
○

過去の違法性を確認するのが裁判所の機能としてなじむのかという点は、これまでも
制度設計がないところであり、検討の必要がある。判決によって懲戒処分の義務づけを
行うことは考えておらず、どういった処分が相当かは地方公共団体の内部で裁量的に判
断すべきと考えている。

○

住民訴訟に関する保険制度は、自治体職員は比較的安い金額で加入できるが、長は年
間数百万円かかり、知事の加入者は１名程度と耳にすることからも、実際問題、機能し
ていないのではないか。他方、民間では、Ｄ＆Ｏのような手厚い保険制度が普及し、税
法上も保険料の優遇措置があり、自治体と会社とは、実際のリスクヘッジが違う状態に
なっているのではないか。

○

高裁と最高裁で過失判断や違法性判断が逆転する事例が幾つか見受けられる。実際、
裁判を受ける身としては、過失の判断が適正になるとされる最高裁まで行くのに数年か
かるとすると、その間にいろいろな負担を負いながら訴訟を続けること自体が十分な萎
縮効果になると考える。

○

首長が非常に強い力を持ち、議会の抑止力が効いていない状況下では、住民訴訟とい
う抑止力により全体としてのガバナンスが効いていると評価できるのではないか。地方
自治の法的構造を全体像で見た場合に、住民訴訟が果たしている機能を無視することは
難しく、萎縮効果を考慮するとすれば、長と議会のパワーバランスを変えることも視野
に入れる必要があるのではないか。

○

住民訴訟で高額賠償を命じられた近年の事例からは、地方公共団体側に、住民訴訟を
争えるほどの法的な専門知識を持った人間が不在である印象を受ける。

○

地方自治体の職員は訴訟に対して過敏な割に、自治体にリーガルアドバイザーのよう
な人材が殆ど置かれていない。地方自治体が法科大学院修了生や司法試験合格者を一層
採用する傾向も、住民訴訟に対する一つの防御策ではないか。

○

法的な専門知識がなく、間違った判断を自分自身がしているかもしれない不安にある
自治体職員や首長が自信を持って日々の行政運営をできるようにどうサポートするかを、
こういう場で検討することが必要ではないか。

○

広域連携のように共同して事務処理を行う際、内部統制の仕組みをもう少し効率化で
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きないか。仕組みを他の自治体と共有して、人的資源の振り分けも、もう少し効率化で
きるのではないか。
○

答申でいう地方公共団体のガバナンスとは、法令遵守の話が主であり、
「統治」や「コ
ーポレートガバナンス」のような、ガバナンス本来が持つ意味合いとは違う印象を受け
る。

○

法律の専門知識が自治体職員にないからといって、アドバイザーを急募するのではな
く、自治体職員の法律知識を高める、あるいは採用時に法的素養をチェックすることを
継続的に担保することが、まずは試みられるべきではないか。

○

既に２０１４年の自治法改正で踏み出しているが、現行の地方自治法は全ての自治体
が同じ仕事をするという建前をもはや取っていない。今後は、ある程度自治体の規模や
能力が多様化・多層化していくということにならざるを得ないのではないか。
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  ࠕ㸰㸯ୡ⣖ᆅ᪉⮬ไᗘࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲ࠖ

㸰 ◊✲ࡢ┠ⓗ
  㸰㸯ୡ⣖࠾ࡅࡿᆅ᪉⮬ไᗘࡢ㐠⏝ୖࡢㅖㄢ㢟ࠊ᪂ࡓ࡞ไᗘᨵṇࡢᒎᮃ➼
 ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࡇࡋࠊᚋ࠾ࡅࡿᆅ᪉⮬ࡢ࡞Ⓨᒎ㈨ࡍࡿࡇ
 ࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

㸱 ࡞◊✲ࡢࢸ࣮࣐
 ࣭ ᆅ᪉㆟㆟ဨࡢ㑅ฟ࣭ேᮦ☜ಖࡢ࠶ࡾ᪉
 ࣭ 㤳㒔࣭㒔ᕷไᗘᨵ㠉ࡢ࠶ࡾ᪉
࣭ ᆅ᪉බඹᅋయࡢ༊ᇦ࣭࢚ࣜ⟶⌮ࡢ࠶ࡾ᪉
࣭ 㒔㐨ᗓ┴ᕷ⏫ᮧࡢᙺศᢸࡢ࠶ࡾ᪉ 
࣭ ⾜ᨻ௦ᇳ⾜ไᗘࡢ࠶ࡾ᪉
࣭ ᆅ⦕ᅋయࡢ࠶ࡾ᪉                       ࡞

㸲 ᵓᡂဨ
࣭ ◊✲ࡢᵓᡂဨࡣู⣬ࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
࣭ ◊✲ࡣࠊᚲせᛂࡌࠊᵓᡂဨ௨እࡢ㛵ಀ⪅ࡢฟᖍࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸳 ◊✲ࡢ㛤ദ
  ◊✲ࡣ㸯ࣨ᭶㸯ᅇ⛬ᗘࠊ㸯ᅇ࠶ࡓࡾ㸰㛫⛬ᗘࢆᐃࡍࡿࠋ

㸴 㛤ദᮇ㛫➼
ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶ࡽ㛤ദࡋࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ୰ㄪᰝ࣭◊✲ᡂᯝࢆࡾࡲࡵࡿࠋ
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資料２

➨䠏䠍ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ⟅⏦䛻䛴䛔䛶

ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠍䠌᭶䠓᪥䠄㔠䠅
⥲ົ┬⮬⾜ᨻᒁ⾜ᨻㄢ

㻌㻌

㻌

┠ḟ㻌

㻌
㻌 䕿㻌 ➨㻟㻝ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ䛾ᴫせ㻌䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌㻌㻌䠍㻌
㻌

㻌 䕿㻌 ⟅⏦䛾ᴫせ㻌䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌㻌㻌䠎㻌
㻌

㻌 䕿㻌 ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䜺䝞䝘䞁䝇䛾㐺ṇᛶ☜ಖ䛻䛴䛔䛶䞉䞉䞉䞉㻌 䠏㻌
㻌

㻌 䕿㻌 ྛయ䛻䛚䛡䜛䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉㻌
㻌

㻌 㻌 㻌 䞉㻌 䠍㻌 䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉䠄㛗䠅㻌䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌㻌㻌㻌䠑㻌
㻌

㻌 㻌 㻌 䞉㻌 䠎㻌 䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉䠄┘ᰝጤဨ➼䠅㻌䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌㻌㻌㻌㻌䠔㻌
㻌

㻌 㻌 㻌 䞉㻌 䠏㻌 䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉䠄㆟䠅㻌䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌㻌㻌㻝㻟㻌
㻌

㻌 㻌 㻌 䞉㻌 䠐㻌 䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉䠄ఫẸ䠅㻌䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌㻌㻌㻝㻠㻌

㻌
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പχυય൯ုయีݓнжЖиș
ᲫᲨಒ ᙲ
ᆅ᪉ไᗘㄪᰝ䛿䚸ᆅ᪉ไᗘㄪᰝタ⨨ἲ䛻䜘䜚䚸ෆ㛶⥲⌮⮧䛾ㅎၥ䛻ᛂ䛨䛶ᆅ᪉ไᗘ䛻㛵䛩䜛㔜せ㡯䜢ㄪᰝᑂ㆟䛩䜛䛯䜑䚸䠎䠓ᖺ
䠍䠎᭶䚸⥲⌮ᗓ䠄⌧䠖ෆ㛶ᗓ䠅䛻タ⨨䚹
➨䠏䠍ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ䛾➨䠍ᅇ⥲䛷䛿䚸⥲⌮⮧䜘䜚䚸䛂ேཱྀῶᑡ♫䛻ⓗ☜䛻ᑐᛂ䛩䜛୕㒔ᕷᅪཬ䜃ᆅ᪉ᅪ䛾ᆅ᪉⾜ᨻయไ䛾䛒䜚᪉䛃
ཬ䜃䛂㆟ไᗘ䜔┘ᰝไᗘ➼䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉䛃䛻䛴䛔䛶ㅎၥ䜢ཷ䛡䚸➨䠎ᅇ⥲䛻䛚䛔䛶ᑂ㆟㡯┠䛜Ỵᐃ䛥䜜䛯䚹➨䠎ᅇ⥲
௨㝆䚸ᑓ㛛ᑠጤဨ䛻䛚䛔䛶ᑂ㆟䛜㐍䜑䜙䜜䚸➨䠏ᅇ⥲䛻䛚䛔䛶䛂ேཱྀῶᑡ♫䛻ⓗ☜䛻ᑐᛂ䛩䜛ᆅ᪉⾜ᨻయไཬ䜃䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉䛻
㛵䛩䜛⟅⏦䛃䛜䛸䜚䜎䛸䜑䜙䜜䛯䚹
ͤ 㛤ദᐇ⦼䠖⥲䠏ᅇ䠄䠤䠎䠒.䠑.䠎䠑䚸䠤䠎䠓.䠏.䠎䚸䠤䠎䠔.䠎.䠎䠕䠅䚸ᑓ㛛ᑠጤဨ䠎䠔ᅇ䠄䛚䛚䜐䛽᭶䠎ᅇ䛾䝨䞊䝇䛷㛤ദ䠅

ᲬᲨ ۀՃ

Ტ˓Ჴ*ᲬᲰᲯᲫᲯ᳸*ᲬᲲᲯᲫᲮᲣ

㻌 ጤဨ䛿䚸ෆ㛶⥲⌮⮧䛜௵䛩䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛚䜚䚸䠏䠌ே௨ෆ䛷ᵓᡂ䚹௵ᮇ䛿䠎ᖺ䛷ᅜ㆟ဨ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㆟䛾㆟ဨ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ
䛾㛗➼ཬ䜃Ꮫ㆑⤒㦂⪅䛻䜘䜚ᵓᡂ䚹
ጤဨ㻌 ➨䠏ᅇ⥲Ⅼ䠄㻴䠎䠔㻚㻌䠎᭶䠎䠕᪥Ⅼ䠅㻌
㻌䛆 Ꮫ㆑⤒㦂⪅䠍䠔ྡ䛇

䕿

䖂

䖩

㣤 ᓥ ῟ Ꮚ
ụ ෆ ẚ ࿅Ꮚ
ఀ ⸨ ṇ ḟ
☄  ග ᫂
ኴ ⏣  ᙪ
 ᒣ ♩ Ꮚ
㙊 ⏣ ⏤ ⨾Ꮚ
␁ ᰗ ಙ 㞝
ᑠ ᯘ ⿱ ᙪ
బ 䚻 ᮌ ಙኵ
Ύ Ỉ ᾴ Ꮚ
ໃ ୍ ᬛ Ꮚ
⏣ ୰ 㔛 Ἃ
㇂ ཱྀ ᑦ Ꮚ
㎷
㷹 ஓ
㛗 ㇂ 㒊 ᜤ⏨
Ṋ ⸨ ༤ ᕫ
ᮧ ᮌ ⨾ ㈗

㻌䛆 ᅜ㆟ဨ䠒ྡ䛇

ᮾᏛᩍᤵ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
䠄ᰴ䠅䝔䝜䠊䝁䞊䝫䝺䞊䝅䝵䞁௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
㤳㒔Ꮫᮾிᩍᤵ
᫂Ꮫᩍᤵ
ᮾிᏛᩍᤵ
㥖⃝Ꮫᩍᤵ
䜹䝹䝡䞊䠄ᰴ䠅ୖ⣭ᇳ⾜ᙺဨ
䠄ᰴ䠅୕⳻ᮾி䠱䠢䠦㖟⾜≉ู㢳ၥ
ᘚㆤኈ
୰ኸᏛᩍᤵ
㛵すᏛᩍᤵ
す༡Ꮫ㝔Ꮫᩍᤵ
䠄ᰴ䠅ᐉఏ㆟ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ව⦅㞟ᐊ㛗
ᮾிᕤᴗᏛᩍᤵ
୍ᶫᏛᩍᤵ
᪩✄⏣Ꮫᩍᤵ
ἲᨻᏛᩍᤵ
༓ⴥᏛᩍᤵ

▼
ᆏ
す
ᑠ
▼
㔝

⏣ ┿ ᩄ
ᮏ ဴ ᚿ
㖭 ᜏ ୕㑻
ᕝ ῟ ஓ
 ṇ ᘯ
⏣ ᅜ ⩏

⾗㆟㝔㆟ဨ
⾗㆟㝔㆟ဨ
⾗㆟㝔㆟ဨ
⾗㆟㝔㆟ဨ
ཧ㆟㝔㆟ဨ
ཧ㆟㝔㆟ဨ

㻌䛆 ᆅ᪉භᅋయ䠒ྡ䛇
ྂ ⏣
⫕
ᮏ ᮌ
ⱱ
᳃
Ẹ ኵ
ᒸ ୗ  ᙪ
⸨ ཎ ᛅ ᙪ
㣤 ⏣ ᚫ 

ᒱ㜧┴▱䠄ᅜ▱䠅
ᇸ⋢┴㆟㆟㛗䠄ᅜ㒔㐨ᗓ┴㆟㆟㛗㛗䠅
᪂₲┴㛗ᒸᕷ㛗䠄ᅜᕷ㛗㛗䠅
㧗ᯇᕷ㆟㆟㛗䠄ᅜᕷ㆟㆟㛗㛗䠅
㛗㔝┴ᕝୖᮧ㛗䠄ᅜ⏫ᮧ㛗䠅
୕㔜┴ᮅ᪥⏫㆟㆟㛗䠄ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗㛗䠅
䠄䚷ጤ䚷ဨ䚷䠏䚷䠌䚷ྡ䚷䠅

䠄䖂䠖㛗䚸䕿䠖㛗䚸䖩䠖ᑓ㛛ᑠጤဨጤဨ㛗䠅

ᲭᲨբʙ
䞉ேཱྀῶᑡ♫䛻ⓗ☜䛻ᑐᛂ䛩䜛୕㒔ᕷᅪཬ䜃ᆅ᪉ᅪ䛾ᆅ᪉⾜ᨻయไ䛾䛒䜚᪉
䞉㆟ไᗘ䜔┘ᰝไᗘ➼䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉
䠤䠎䠔.䠎.䠎䠕䛾➨䠏ᅇ⥲䛻䛚䛔䛶䚸䛂ேཱྀῶᑡ♫䛻ⓗ☜䛻ᑐᛂ䛩䜛ᆅ᪉⾜ᨻయไཬ䜃䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛⟅⏦䛃䜢䛸䜚䜎䛸䜑䚹
䠤䠎䠔䠊䠏䠊䠍䠒䛻䚸⟅⏦䜢ෆ㛶⥲⌮⮧䛻ᡭ䚹

1

പχυય൯ုయี௵̮ݓওॐૠݓнฆގнഒ܂Ыѝ൯ုৈవഐయ
ࡖхѼҠҚӃ҉рДќုн߶Ыѝ๖̯рݵᄣ
Ϩ ᆅ᪉⾜ᨻయไ䛾䛒䜚᪉
䞉ேཱྀῶᑡ♫䛾୰䛷䚸ᕷ⏫ᮧ䛜䚸ᆅᇦ⤒Ⴀ䛾య䛸䛧䛶䚸ேཱྀῶᑡᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛴䛴䚸ᘬ䛝⥆䛝ᣢ⥆ྍ⬟䛺ᙧ䛷⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛ᚲせ䚹
䞉ேཱྀῶᑡ♫䛻䛚䛔䛶䚸⾜ᨻ䝁䝇䝖䛜ቑ䛩䜛୍᪉䛷㈨※䛜㝈䜙䜜䜛୰䛷䚸⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䜢Ᏻᐃⓗ䚸ᣢ⥆ⓗ䚸ຠ⋡ⓗ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸
䛒䜙䜖䜛⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䜢༢⊂䛾ᕷ⏫ᮧ䛰䛡䛷ᥦ౪䛩䜛Ⓨ䛿⌧ᐇⓗ䛷䛿䛺䛔䚹

䠍 ᗈᇦ㐃ᦠ➼䛻䜘䜛⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪
䞉ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䛾ᨵṇᆅ᪉⮬ἲ䛻䜘䜚᪂䛯䛻タ䛡䜙䜜䛯㐃ᦠ༠⣙➼䜢ά⏝䛧䚸ᆅ᪉ᅪ䜔୕㒔ᕷᅪ䛭䜜䛮䜜䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯᪉ἲ䛻䜘䜚᥎㐍䛩䜉䛝䚹
䞉ᅪᇦෆ䛻䚸ኪ㛫ேཱྀẚ⋡䛜䠍௨ୖ䛾䠎䛴䛾୰ᚰⓗ䛺ᕷ䛜㞄᥋䛧䛶䛔䜛ሙྜ䠄」║ᆺ䠅䛻䛚䛔䛶䛿䚸㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷ䛻䛺䜚ᚓ䜛䚹
䞉୍ᐃつᶍ䛾ᅪᇦෆ䛻䚸つᶍ䞉⬟ຊ䛜୍ᐃ௨ୖ䛾㒔ᕷ䛜」ᩘᏑᅾ䛩䜛䜘䛖䛺ሙྜ䛻䛿䚸㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ➼௨እ䛾ᗈᇦ㐃ᦠ䛜䛒䜚ᚓ䜛䚹

䠎 እ㒊㈨※䛾ά⏝䛻䜘䜛⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪
䞉ᚑ᮶䛾ᆅ᪉බඹᅋయ㛫䛾ົ䛾ඹྠฎ⌮䛾⤌䜏䛾䛻䚸ᕷ⏫ᮧᴗົ䛻䛴䛔䛶ຠ⋡ⓗ䛻ฎ⌮䛩䜛᪉⟇䛸䛧䛶䚸እ㒊㈨※䜢ά⏝䛧䚸䛛䛴䚸ඹྠ
䛷⾜䛘䜛⤌䜏䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䜒㔜せ䛺㑅ᢥ⫥䛾୍䛴䚹
䞉❆ཱྀᴗົ䛾䜘䛖䛻䚸බᶒຊ䛾⾜䛻䜟䛯䜛䜒䛾䜢ྵ䜑䛯ໟᣓⓗ䛺ᴗົ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䛾ά⏝䜢ไᗘୖྍ⬟䛸䛩䜛䛣䛸䜒䚸
㑅ᢥ⫥䛾୍䛴䚹ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䜢ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ඹྠ䛷ά⏝䛩䜛䛣䛸䜒㑅ᢥ⫥䛾୍䛴䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛䚹
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᆅ᪉⾜ᨻయไࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡀࠊேཱྀῶᑡᑐ⟇ࢆⓗ☜ㅮࡌࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋ

ϩ 䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉
䞉ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ேཱྀῶᑡ♫䛻䛚䛔䛶ྜពᙧᡂ䛜ᅔ㞴䛺ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䞉ఫẸ䛾⚟♴䛾ቑ㐍䛻ດ䜑䚸᭱ᑡ䛾⤒㈝䛷᭱䛾ຠᯝ䜢ᣲ䛢䜛䜘䛖䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ົ䛾㐺ṇᛶ䛾☜ಖ䛾せㄳ䛜㧗䜎䜛䚹
䊻㻌㛗䚸┘ᰝጤဨ➼䚸㆟䚸ఫẸ䛜䚸ᙺศᢸ䛾᪉ྥᛶ䜢ඹ᭷䛧䛺䛜䜙䚸䛭䜜䛮䜜䛜᭷䛩䜛ᙉ䜏䜢ά䛛䛧䛶ົ䛾㐺ṇᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䚹

䠍 㛗
䞉ෆ㒊⤫ไ䜢ไᗘ䛩䜉䛝
䊻䛶䛾㛗䛻ෆ㒊⤫ไయไ䜢ᩚ
ഛཬ䜃㐠⏝䛩䜛ᶒ㝈䛸㈐௵䛜
䛒䜛䛣䛸䜢᫂☜䚹䛯䛰䛧䚸ලయ
ⓗᡭ⥆䛝䛿ᅋయ䛾つᶍ䛻㓄៖䚹

䠏 ㆟

䠎 ┘ᰝጤဨ➼
䞉┘ᰝ䛾ᐇຠᛶ䜔⊂❧ᛶ䞉ᑓ㛛
ᛶ䛾ྥୖ
䊻ᆅ᪉බඹᅋయඹ㏻䛾⤫୍ⓗ
䛺ᇶ‽䛾⟇ᐃ䜔┘ᰝጤဨ䛾◊
ಟ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸┘ᰝ䜢ᨭ䛩
䜛ᅜⓗ䛺ඹྠ⤌⧊䛾ᵓ⠏➼
䛜ᚲせ䚹

䞉㆟䛿㆟䛸䛧䛶䛾┘どᶵ⬟䜢
㐺ษ䛻Ⓨ䛩䜉䛝
䊻Ỵ⟬ㄆᐃ䛾ᣦ㡯䛻ᑐ䛩
䜛㛗䛾ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛩⤌䜏䚸
㆟㑅┘ᰝጤဨタ⨨䛾㑅ᢥไ䛾
ᑟධ䚹

䠐 ఫẸ
䞉ఫẸ䛜䝏䜵䝑䜽䛷䛝䜛䜘䛖䚸㏱᫂ᛶ䜢☜
ಖ䛩䜉䛝
䞉䜺䝞䝘䞁䝇య䛾ぢ┤䛧䛸䛒䜟䛫䛶䚸
㍍㐣ኻ䛾ሙྜ䛾㛗➼䜈䛾㈐௵㏣ཬ
䛾䛒䜚᪉䛾ぢ┤䛧䜔㐪ἲᛶ➼䜢☜ㄆ
䛩䜛⤌䜏䛾タ䚸ᶒᨺᲠ䛾ᡭ⥆
䛾ᩚഛ➼䛾ఫẸッゴไᗘ➼䛾ぢ┤
䛧䜢䛩䜉䛝

ࡇࢀࡽࡢぢ┤ࡋࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡍࡿఫẸࡽࡢಙ㢗ࢆྥୖࡉࡏࠊேཱྀῶᑡ♫ⓗ☜ᑐᛂࡍࡿࡇࡶ㈨ࡍࡿࠋ
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ᗇⓗ䛺๓䛾䝸䝇䜽ホ౯
ᚑ᮶䛾
䜺䝞䝘䞁䝇

ィ⏬
㻌
ᡭ⥆䛾㐺ṇ䛿䚸 ண⟬䞉
ྛ㒊ᒁ䞉ㄢ䛜
᮲

ෆ㒊⤫ไ
䛾ไᗘ

Ỵつ๎➼䛻
ᚑ䛔䚸ಶู䛻
☜ㄆ


ົ
咒


ົ
咓


ົ
咔
┘ᰝጤဨ䛿䚸
ᚋⓗ䛻㐺ṇ䛺Ⅼ
䜢䝇䝫䝑䝖ⓗ䛻ᣦ
䠄ᣦᆺ┘ᰝ䠅

ᨭฟ㈇ᢸ
⾜Ⅽ

┘ᰝጤဨ
䛻䜘䜛┘ᰝ
䛾ᙉ

ᗇⓗ䛺ᚋ䛾䝸䝇䜽᳨ド

ఫẸ┘ᰝㄳồ

ఫẸッゴ
ไᗘ䛾
ぢ┤䛧

ఫẸッゴ
㐪ἲᛶ➼䛾☜ㄆ
㍍㐣ኻ
䛻Ṇ䜎䜛
⪅䛿㈐௵
㍍ῶ

ᨾព䞉
㔜㐣ኻ䛾
䛒䜛⪅䛿
ಶே㈐௵

3

൯ုࢀഐрѼҠҚӃ҉рจళގဏнঔУбုੈș
ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ົᇳ⾜䛾㐺ṇ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸ୗグ䛾ྲྀ⤌䜢䝟䝑䜿䞊䝆䛸䛧䛶ᐇ䚹
ෆ㒊⤫ไ䛾ไᗘ
䐟㛗䛻䜘䜛ᇶᮏ᪉㔪䛾⟇ᐃ
䐠ྛ㒊ᒁ䛷䛾䝸䝇䜽䛾ホ౯䞉᳨ド䠄䠬䠠䠟䠝䠅
䐡ᗇⓗ䛺ྲྀ⤌䜢᥎㐍䛩䜛యไ䛾ᩚഛ

┘ᰝጤဨ┘ᰝ䛾ᙉ
䐟ᅜ⤫୍䛾䛂┘ᰝᇶ‽䛃䛾⟇ᐃ
㻌 эෆ㒊⤫ไ䛛䜙ఫẸッゴ䜎䛷䚸⾜ᨻ䛾䝥䝻䝉䝇䛾㐺ṇᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾ᅜ⤫୍ᇶ
‽䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸┘ᰝ䛩䜛㈐௵䜢᭷䛩䜛䛣䛸䜢᫂☜
䐠◊ಟ䛻䜘䜛┘ᰝጤဨ䛾ᑓ㛛ᛶᙉ
䐡ᇳ⾜ᶵ㛵➼䛻┘ᰝ⤖ᯝ䛾ᅇ⟅䜢ồ䜑䜛䛂່࿌䛃ไᗘ䛾ᑟධ

ఫẸッゴไᗘ䛾ぢ┤䛧
䐟㍍㐣ኻ䛾ሙྜ䛾ಶே㈐௵㏣ཬ䛾䛒䜚᪉䛾ぢ┤䛧
䐠㐪ἲᛶ➼䛾☜ㄆㄳồ
㻌 䞉ุᡤ䛻䜘䜛ᚋⓗホ౯䛾ᑟධ
䐡ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾ᨺᲠ䛾㐺ṇ
㻌 䞉ᮇ䛾㐺ṇ䠄ッゴಀᒓ୰䛿ᨺᲠ䛾⚗Ṇ䠅
㻌 䞉ᡭ⥆㠃䛾㐺ṇ䠄ุỴᚋ䛿➨୕⪅ពぢ䛾⫈ྲྀ䠅
－12－
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υ! ѼҠҚӃ҉рДќု̢භ̣!
ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䕿㻌Ẹ㛫ᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸᪤䛻♫ἲ➼䛻䜘䜚ෆ㒊⤫ไไᗘ䛜ᑟධ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䜒䚸ෆ㒊⤫ไయไ䜢ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹㻌
䕿㻌බ㔠䜢ᢅ䛖య䛷䛒䜛ᆅ
䈜ෆ㒊⤫ไయไ䠖ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛ົ䛜㐺ษ䛻ᐇ䛥䜜䚸ఫẸ䛾⚟♴䛾ቑ㐍䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢ᇶᮏ䛸䛩䜛⤌⧊┠ⓗ䛜㐩ᡂ䛥䜜䜛䜘䛖䚸ົ䜢ᇳ
⾜䛩䜛య䛷䛒䜛㛗⮬䜙䛜䚸⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪➼䛾ົୖ䛾䝸䝇䜽䜢ホ౯ཬ䜃䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛧䚸ົ䛾㐺ṇ䛺ᇳ⾜䜢☜ಖ䛩䜛యไ㻌

ෆ㒊⤫ไ䛾䛒䜚᪉
㻔㻝㻕㻌ෆ㒊⤫ไయไ䛾ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛾㈐௵䛾ᡤᅾ㻌
䞉㛗䛸㆟䛾ඖ௦⾲ไ䛾ୗ䛻䛚䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ົ䜢㐺ṇ䛻ᇳ⾜䛩䜛⩏ົ䛸㈐௵䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻ົ䛾⟶⌮ᇳ⾜ᶒ
䜢᭷䛩䜛㛗䛻䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ෆ㒊⤫ไయไ䜢ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛩䜛ᶒ㝈䛸㈐௵䛿㛗䛻䛒䜛䚹㻌
㻌
㻔㻞㻕㻌ホ౯ཬ䜃䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛾ᑐ㇟䛸䛩䜉䛝䝸䝇䜽㻌
䞉㈈ົ䛻㛵䛩䜛ົ䛾ᇳ⾜䛻䛚䛡䜛䝸䝇䜽䛿䚸᭱ప㝈䚸ホ౯䛩䜛䝸䝇䜽䛸䛩䜉䛝䚹㻌
䞉䛭䜜௨እ䛾䝸䝇䜽䠄䠖ሗ䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䠅䛻䛴䛔䛶䜒ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ุ᩿䛻䜘䜚ෆ㒊⤫ไ䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹㻌
㻌
㻔㻟㻕㻌ෆ㒊⤫ไయไ䛾ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛾䛒䜚᪉㻌
㻌
ෆ㒊⤫ไయไ䛾ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛻㛵䛩䜛
㐠⏝≧ἣ䛾ホ౯䚸┘ᰝጤဨ䛾┘ᰝ䚸
㻌
ෆ㒊⤫ไయไ䛾ᩚഛཬ䜃㐠⏝
ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛾సᡂ䞉බ⾲
㆟䜈䛾ሗ࿌䚸බ⾲
㻌
㻌
㻌
㻔㻠㻕㻌ෆ㒊⤫ไ䛾ไᗘ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾␃ពⅬ㻌
䞉ෆ㒊⤫ไ䜈䛾㐣䛺ᮇᚅ䛻䜘䜚䚸䝁䝇䝖䛸ຠᯝ䛜ぢྜ䜟䛺䛔㐣ᗘ䛺ෆ㒊⤫ไయไ䛾ᩚഛ䛻䛴䛺䛜䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹㻌
㻌
㻔㻡㻕㻌ෆ㒊⤫ไయไ䛾ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛾ලయⓗ䛺ᡭ⥆䛝➼䛾ไᗘ㻌
䞉䛶䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛻䛿䚸ෆ㒊⤫ไయไ䜢ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛩䜛ᶒ㝈䛸㈐௵䛜䛒䜛䠄㻔㻝㻕䠅䛣䛸䜢䚸ไᗘⓗ䛻᫂☜䛩䜉䛝䚹㻌
䞉㒔㐨ᗓ┴䜔ᣦᐃ㒔ᕷ➼䛾つᶍ䛺ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸䛥䜙䛻㻔㻟㻕䛻䛴䛔䛶䜒ไᗘ䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸㐠⏝䛾⤖ᯝ䛸䛧䛶䚸䝰䝕䝹䜢
☜❧䛩䜉䛝䚹㻌
䞉ᑠつᶍ䛺ᕷ⏫ᮧ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜ䜔㒔㐨ᗓ┴䛜ᚲせ䛺ሗᥦ౪䜔ຓゝ➼䜢⾜䛳䛶䛔䛟䜉䛝䚹㻌
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ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ෆ㒊⤫ไయไ䛾㦵᱁㻌

䠘ཧ⪃䠚Ẹ㛫䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䜏䠄᪂᪥㕲ఫ㔠䠅

䕿㻌 㛗䛜ᇶᮏ᪉㔪䜢⟇ᐃ㻌
㻌 䞉㻌 㛗䛿㏻ᖖᐃ䛥䜜䜛䜘䛖䛺㐺ṇ䛺䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶㻌
ᣦ䞉┘╩䛩䜛㈐௵䜢㈇䛳䛶䛔䜛䚹㻌

䞉㻌 䛂ෆ㒊⤫ไ䝅䝇䝔䝮䛾ᇶᮏ᪉㔪䛃䜢ྲྀ⥾ᙺ䛷㻌㻌㻌

㻌 䞉㻌 ⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛ᣦ䞉┘╩䜢᫂☜䛻䛩䜛䛯䜑䛂ᇶᮏ᪉㔪䛃䜢⟇ᐃ䚹㻌

Ỵ㆟䛧䚸䛂ෆ㒊⤫ไᇶᮏつᐃ䛃䜢ไᐃ䛧䛶ෆ㒊⤫

㻌 䞉㻌 䛂ᇶᮏ᪉㔪䛃䛻䛿䚸㻌

ไ䞉䝸䝇䜽⟶⌮䛻㛵䛩䜛యไ䜢ᩚ䛘䜛䚹㻌

㻌 㻌 㻌 㻌䕿㻌 ಶ䚻䛾㒊⨫䛾ྲྀ⤌䜏䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉⟇䠄㻼㻰㻯㻭䠅㻌 䛸䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌䕿㻌 ᗇⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾యไ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌䜢グ㍕䛩䜛䚹㻌

䕿㻌 ಶ䚻䛾㒊⨫䛾ྲྀ⤌䜏䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉⟇䠄㻼㻰㻯㻭䠅㻌

䞉㻌 ♫ෆྛ㒊㛛䛻䛂䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᢸᙜ⪅䛃䚸ྛ䜾

㻌 䞉㻌 ಶ䚻䛾㒊⨫䛜䚸⥅⥆ⓗ䛻ᐇ䛩䜉䛝㡯䜢ᐃ䜑䜛䚹㻌

䝹䞊䝥♫䛻䛂䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖㈐௵⪅䛃䜢⨨䛝䚸

㻌 㻌 㻌 ලయⓗ䛻䛿䚸䐟ྛ㒊ᒁ䛷䛾䝸䝇䜽Ὑ䛔ฟ䛧㻌 䋻㻌 䐠䢋䢂䡩䡭䢕➼䛾ᑐᛂ⟇䛾

ྛ㒊㛛䞉ྛ䜾䝹䞊䝥♫䛾⮬ⓗ䛺άື䜢ಁ䛧䚸

ᩚഛ㻌 䋻㻌 䐡᪥ᖖ䛾ᴗົ䜢㏻䛨䛯䡽䡦䡫䡴㻌 䋻㻌 䐟㼿䝸䝇䜽䛾ホ౯㻌
㻌 䞉㻌 ᴗົ䛾ぢ䛘䜛䚸ᶆ‽䛻ᇶ䛵䛟⮬Ⅼ᳨䛺䛹⮬ᚊⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䜢᥎㐍䚹㻌
㻌 䞉㻌 ᑠ䛒䜛ಶ䚻䛾㒊⨫䛻ే䛫䛶ᐇែ䛻䛒䛳䛯ᰂ㌾䛺ྲྀ⤌䜏䜢᥇⏝䚹㻌

ᐃᮇⓗ䛺㆟➼䜢㏻䛨䛶ෆ㒊⤫ไ䞉䝸䝇䜽⟶⌮䛻㛵
䛩䜛ሗ䜢ඹ᭷䚹㻌
䞉㻌 㒊⨫䛾つᶍ䛻ే䛫䛯ྲྀ⤌䜏䜢ᰂ㌾䛻᥇⏝䚹㻌

䞉㻌 ♫㛗䜢ጤဨ㛗䛸䛩䜛䛂䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖ጤဨ䛃

䕿㻌 ᗇⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾యไ㻌㻌
㻌 䞉㻌 ෆ㒊⤫ไᢸᙜ㒊⨫䛾タ⨨䚸ෆ㒊⤫ไᢸᙜ䜢ᣦྡ䠄▱䞉ᕷ⏫ᮧ㛗➼䠅䚹
㻌 䞉㻌 㒊⨫䛷ୖグ㻼㻰㻯㻭䛾ྲྀ⤌䜏䜢ᚭᗏ䛩䜛䛯䜑䛾ᨭ䜔┘╩䜢⾜䛖䚹㻌
㻌 㻌 㻌 䠄䠖㻌䝸䝇䜽䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾ᡭ㡰᭩䛾⟇ᐃ䚸䝸䝇䜽ホ౯䛾ᐇ☜ㄆ䠅㻌
㻌 䞉㻌 㒊⨫䛻ඹ㏻䛩䜛䝸䝇䜽ሗ䜢ඹ᭷䛩䜛䚹㻌

䛻䛶ᖺᗘィ⏬䛾㐍ᤖ≧ἣ䚸ෆ㒊⤫ไ䞉䝸䝇䜽䛻㛵䛩
䜛㡯➼䜢ᐃᮇሗ࿌䚹㻌
㻌
䞉㻌 ෆ㒊⤫ไ䞉䝸䝇䜽⟶⌮䛻㛵䛩䜛Ⅼ᳨䚸┘╩䛾⤌
䜏䜢ᩚ䛘䚸䜾䝹䞊䝥య䛻䜟䛯䛳䛶ෆ㒊⤫ไ䛾㻌㻌
≧ἣ䜢ᐃᮇⓗ䛻☜ㄆ䚹㻌
ฟᡤ䠖㻌 ᪂᪥㕲ఫ㔠 䜰䝙䝳䜰䝹䝺䝫䞊䝖 2015
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䝸䝇䜽⟶⌮ᇶᮏ᪉㔪㻌
䠘䛿䛨䜑䛻䠚
䠘䛿䛨䜑䛻䠚㻌
䕿㻌 ᕷẸ䛸䛾ಙ㢗㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛧䚸ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛷䚸䛛䛴㉁䛾㧗䛔බඹ䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧⥆䛡䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䚸ᵝ䚻䛺䛂䝸䝇䜽䛃㻌
㻌㻌 䜢⟶⌮䛩䜛యไ䜢ᩚഛ䞉㐠⏝䛧䚸⥲ྜⓗ䛻䝸䝇䜽⟶⌮䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせྍḞ䛷䛒䜛䚹㻌
䕿㻌 ᇶᮏ᪉㔪䛻ᇶ䛵䛝䚸䝸䝇䜽⟶⌮యไ䜢ᩚഛ䞉㐠⏝䛧䚸⫋ဨཬ䜃㒊ᒁ䛜⤌⧊ⓗ䛛䛴⮬ᚊⓗ䛻䝸䝇䜽⟶⌮䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸㻌
㻌 䛷䚸ᕷẸ䛻䛂ಙ㢗䛥䜜䜛ᕷᙺᡤ䛾ᐇ⌧䛃䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䛟䚹㻌
㻌
䠘䝸䝇䜽⟶⌮䛾ᇶᮏ᪉⟇䠚㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻼㻰㻯㻭䝃䜲䜽䝹㻌
㸨ࣜࢫࢡ⟶⌮ᡭ㡰
ࡢᵓ⠏࣭࿘▱

࣭ᗇⓗࣜࢫࢡ⟶
⌮యไࡢᙉ
࣭ࣜࢫࢡ⟶⌮ᡭ㡰
᭩ࡢసᡂ

ձᴗົ࠾ࡅࡿ
ࣜࢫࢡぢ࠼ࡿ

࣭ᡭ㡰᭩ࢆࡶ
ྛ㒊ᒁ࡛ࣜࢫࢡ
ࡢὙ࠸ฟࡋศ
ᯒ࣭ホ౯ᐇ

ղᑐᛂ⟇ࡢᩚഛ


࣭㺭㺤㺋㺏㺷➼ࡢᩚഛ
࣭Ⓨ⏕ࡢᑐ
ᛂ⟇
࣭ෆ㒊㺱㺤㺞㺶㺻㺖㺼➼

㻌
㻌
䠘䝸䝇䜽⟶⌮䛾᥎㐍యไ䠚㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻌ᕷ㛗㻌
㻌ྛᒁ䞉㒊㻌
㻌䝸䝇䜽⟶⌮᥎㐍㒊⨫㻌

ճண㜵࣭ᢚไάື
ᨵၿࡢᐇ

࣭ྛᴗົ࠾ࡅࡿ
᪥ᖖⓗ㺟㺈㺍㺖
࣭ሗࡢඹ᭷
࣭3'&$㺙㺐㺖㺷࡛⥅⥆
ࡋ᳨࡚ド➼
ᅗ⾲䠖䛄ጲ㊰ᕷ䝸䝇䜽⟶⌮ᇶᮏ᪉㔪䛅
䠄ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠏᭶䠅ཧ↷

㻌 ᇶᮏ᪉㔪䛾ᐇ䛻㛵䛩䜛᭱⤊㈐௵⪅㻌
㻌 ᇶᮏ᪉㔪䛾ලయ䠄䢔䡹䡴Ⅼ᳨䚸䢋䢂䡩䡭䢕సᡂ䠅䚸᪥ᖖⓗ䛺䝰䝙䝍䝸䞁䜾㻌
㻌 䝸䝇䜽⟶⌮᥎㐍䛾ᡭ㡰᭩⟇ᐃ䚸ᗇⓗ䛺䝸䝇䜽⟶⌮䛻ಀ䜛䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖㻌

䠘ጲ㊰ᕷ䛾ά⏝䠚㻌
䠖㻰㼂ᨭᥐ⨨⏦ฟ⪅䜈䛾ఫẸ⚊㻌
䠆㻌 䝸䝇䜽⟶⌮᥎㐍㒊⨫䛜䛂ጲ㊰ᕷ䝸䝇䜽⟶⌮ᇶᮏ᪉㔪䛃䛾ୗ䚸ᗇⓗ䛺䛂䝸䝇䜽⟶⌮ᡭ㡰᭩䛃䜢సᡂ䚹㒊ᒁ䛻䝸䝇䜽Ⅼ᳨䝅䞊䝖䜢సᡂᣦ♧䚹㻌
䐟㻌 ᕷẸᒁ䛻䛚䛔䛶䝸䝇䜽Ⅼ᳨䝅䞊䝖䜢సᡂ䚹䛭䛾୰䛷䚸㻰㼂⿕ᐖ⪅䛾ఫẸ⚊䜢ㄗ䛳䛶ຍᐖ⪅䛻䛩䜛䝸䝇䜽䜢≉ᐃ䠄䝸䝇䜽䛾䛂ぢ䛘䜛䛃䠅䚹㻌
㻌 㻌 䝸䝇䜽ᅇ㑊⟇䜢᳨ウ䞉ᩚഛ䚹㻌
䐠㻌 ྛㄢ䞉ྛᒁ༢䛷ෆ㒊䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢ᐇ䚹䝸䝇䜽ᅇ㑊䛾ᚭᗏ䛾䛯䜑䚸㻰㼂⿕ᐖ⪅䛾ఫẸ⚊䜢ఫẸ❆ཱྀ䝉䞁䝍䞊䛷ᡭ⥆䛝䜢୍ᮏ䛩䜛
䛣䛸䜔䚸᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛾ᨵⰋ䠄䜰䝷䞊䝮⾲♧䠅䛺䛹䜢ᐇ䚹㻌
䐡㻌 ົせ㡿䞉⥲ྜ䝬䝙䝳䜰䝹䛻ᫎ䛧䚸⫋ဨ䜈䛾࿘▱ᚭᗏ䛸䛸䜒䛻䚸᪥ᖖⓗ䛻ᴗົ䜢䝏䜵䝑䜽䛧䚸㻌㻌䜃䝸䝇䜽Ⅼ᳨䝅䞊䝖䛻グ㍕䚹㻌
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φ! ѼҠҚӃ҉рДќု̢ߤڝٷ๕̣!
ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䕿㻌┘ᰝጤဨ䛿䚸㛗䛻䜘䜛ෆ㒊⤫ไయไ䛾ᩚഛཬ䜃㐠⏝䛾≧ἣ䜢䝏䜵䝑䜽䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯┘ᰝ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸
䛻䜘䜚䚸䝸䝇䜽䛾㧗䛔ศ㔝䛾┘ᰝ䜢㞟୰䛧䛶⾜䛖➼䚸ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔㒊ศ䛻㔜Ⅼ䛧䛯┘ᰝ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ྍ⬟䚹㻌
䕿㻌ᆅ᪉බඹᅋయయ䛾㈨※䛜㝈䜙䜜䜛୰䛷䚸┘ᰝ䛻䜘䜛┘どᶵ⬟䜢㧗䜑䜛䛯䜑䚸┘ᰝ䛾ᐇຠᛶ☜ಖ䛾䛒䜚᪉䚸┘ᰝ䛾⊂❧ᛶ䞉
ᑓ㛛ᛶ䛾䛒䜚᪉䚸┘ᰝ䜈䛾㐺ṇ䛺㈨※㓄ศ䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸ᚲせ䛺ぢ┤䛧䜢⾜䛖䜉䛝䚹㻌
㻔㻝㻕㻌┘ᰝ䛾ᐇຠᛶ☜ಖ䛾䛒䜚᪉㻌
䐟㻌┘ᰝ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ඹ㏻䛩䜛つ⠊䛸䛧䛶䚸⤫୍ⓗ䛺ᇶ‽䜢⟇ᐃ䛩䜛
ᚲせ䚹ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸⤫୍ⓗ䛺┘ᰝᇶ‽䛻ᚑ䛳䛶┘ᰝ䜢ᐇ䚹㻌
㻌 㻌 ┘ᰝᇶ‽䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉ศᶒ䛾ほⅬ䛛䜙䚸㻌ᅜ䛜ᐃ䜑䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᆅ
᪉බඹᅋయ䛜䚸ඹྠ䛧䛶ᐃ䜑䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䚹㻌
䐠㻌┘ᰝጤဨ䛾ྜ㆟䛜ㄪ䜟䛺䛔ሙྜ䛷䜒┘ᰝጤဨ䛾ពぢ䛜ศ䛛䜛䜘䛖䛻䛩䜛ᚲせ䚹㻌
䐡㻌ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶┘ᰝጤဨ䛜ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢່࿌䛷䛝䜛⤌䜏䛜ᚲせ䚹㻌

┘ᰝࡼࡿ┘どᶵ⬟ࡢྥୖ

䛆┘ᰝጤဨ䛇㻌

㻌

㻔㻞㻕㻌┘ᰝ䛾⊂❧ᛶ䞉ᑓ㛛ᛶ䛾䛒䜚᪉㻌
䐟㻌እ㒊䛾どⅬ䛛䜙䛾┘ᰝ䛾ᐇ䜔┘ᰝጤဨ䛾ᶒ㝈ᣑ䛻䜘䜚䚸⊂❧ᛶྥୖ䜢ᅗ䜛䚹㻌
䐠㻌┘ᰝ䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䛳䛶ᑓ㛛ᛶ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾◊ಟไᗘ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹㻌
䐡㻌┘ᰝጤဨ䛜䚸≉ᐃ䛾௳䛻䛴䛝ᑓ㛛ጤဨ䜢௵䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛ᚲせ䚹㻌

່࿌ᶒ
㆟㑅┘ᰝጤဨࢆ⨨࡞࠸ࡇࡶ㑅ᢥ⫥

㻌

㻔㻟㻕㻌┘ᰝ䜈䛾㐺ṇ䛺㈨※㓄ศ䛾䛒䜚᪉㻌
䐟㻌ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛾ุ᩿䛻䜘䜚䚸┘ᰝጤဨ䛿ᑓ㛛ᛶ䛾䛒䜛㆑ぢ┘ᰝጤဨ䛻ጤ䛽䚸
㆟㑅┘ᰝጤဨ䜢⨨䛛䛺䛔䛣䛸䜢㑅ᢥ⫥䛸䛧䛶タ䛡䜛䜉䛝䚹㻌
䐠㻌ໟᣓእ㒊┘ᰝไᗘ䛻䛴䛔䛶䚸᮲䛻䜘䜚ᑟධ䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛜᮲䛷㢖ᗘ
䜢ᐃ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᑟධᅋయ䜢ቑ䜔䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䚹㻌
䐡㻌┘ᰝጤဨົᒁ䛾ᐇ䛾䛯䜑䚸◊ಟ䛾ᐇ䜔ົᒁ䛾ඹྠタ⨨䜒᭷ຠ䚹㻌
䐢㻌ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ඹ㏻䛩䜛┘ᰝᇶ‽䛾⟇ᐃ䜔䚸◊ಟ䛾ᐇ䚸ேᮦ䛾䛒䛳䛫䜣䚸
┘ᰝᐇົ䛾ሗ䛾✚䜔ຓゝ➼䜢ᢸ䛖䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾┘ᰝ䜢ᨭ䛩䜛ᅜⓗ
䛺ඹྠ⤌⧊䛾ᵓ⠏䛜ᚲせ䚹㻌
㻌 㻌㻌䛣䛾ሙྜ䚸ᑠつᶍ䛺ᕷ⏫ᮧ➼䛛䜙䛾ồ䜑䛜䛒䜛䛸䛝䛿䚸䛭䛾┘ᰝ䛾ᨭ䜢ᙜヱ
ඹྠ⤌⧊䛜⾜䛖䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌

－14－

⤫୍┘ᰝᇶ‽
◊ಟ
ேᮦ䛒䛳䛫䜣䞉
ሗᥦ౪➼

䛆┘ᰝ䜢ᨭ䛩䜛㻌
㻌 ᅜⓗ䛺ඹྠ⤌⧊䛇㻌
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॓ிрߤࠎୌкߤဥнжЖиș
㒔㐨ᗓ┴┘ᰝጤဨ┘ᰝᇶ‽㻌 ᢒ㻌
㻌

┘ᰝሗ࿌䛾㻌

㻌

䠄㒔㐨ᗓ┴┘ᰝጤဨ༠㆟㐃ྜసᡂ䠅㻌

Ⴁߤș

㻌

㻌

➨䠍㻌 ⥲๎㻌
㻌 䠍㻌 ┘ᰝᐇᇶ‽㻌

㻌 䠘ᑐ㇟䠚㻌 㻝㻟㻢ᶵ㛵䛻䛴䛔䛶┘ᰝ䜢ᐇ㻌
㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 䠄ᇶᮏ᪉㔪䠅㻌
᭱ᑡ䛾⤒㈝䛷
㻌 㻔㻝㻕㻌 ┘ᰝ䜢⾜䛖䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸㒔㐨ᗓ┴䛾ົᴗ䛜䚸᭱
᭱䛾ຠᯝ䜢䛒䛢䜛䜘䛖䛻䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚸⤌
⤌⧊ཬ䜃㐠Ⴀ䛜ྜ⌮
䛥䜜䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䛻≉䛻㓄៖䛧䛶ᐇ䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
㻌 㻌 㻌 䠄ᖺ㛫ィ⏬䛾⟇ᐃ䠅㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌 ┘ᰝ䛿ཎ๎䛸䛧䛶䚸ᑐ㇟䛾ົᴗ䛾ືែ䚸┘ᰝᡤせᮇ㛫➼䜢
຺䛧䛶䚸䛒䜙䛛䛨䜑ᖺ㛫┘ᰝィ⏬䜢⟇ᐃ䛧䚸䛣䜜䛻ᇶ䛵䛔䛶⾜䛖
䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
㻌

㻌 䠎㻌 ┘ᰝሗ࿌ᇶ‽㻌
㻌 㻌 㻌 䠄ሗ࿌᭩䛾సᡂ䠅㻌
ᐇ䛧䛯┘ᰝ䛾
㻌 䠄㻝䠅㻌 ┘ᰝሗ࿌᭩䛿䚸┘ᰝ⤊ᚋ䛩䜏䜔䛛䛻సᡂ䛧䚸ᐇ
ᴫせཬ䜃⤖ᯝ䜢⡆₩᫂░䛻グ㍕䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌

㻌 䠘䛺┘ᰝ⤖ᯝ䠚䈜ྛ㒊ᒁẖ䛻䛭䜜䛮䜜ᣦ㻌
㻌
㻌

ಖ⚟♴㒊

㻌 㻌 䋻㻌 ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ㏉⣡㔠➼䛾ධᮍ῭㢠䛜ቑຍ䛧䛶䛚䜚䚸୍ᒙ䛾
ධ☜ಖ䛻ດ䜑䜛㻌
㻌 㻌 䋻㻌 ᑵᏛㄪᰝ䜢㐺ṇ䛻ᐇ䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸┳ㆤᏛ⏕ዡᏛ㈨㔠䛾㏉
㑏䜢ồ䜑䜛⪅䛻ᑐ䛧㏉㑏௧䚸ㄪᐃ䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
㻌 㻌 䋻㻌 ධド⣬㈞ᐇ⦼⡙䛾ᮍసᡂ䛜䛒䜚䚸㐺ṇ䛺ฎ⌮䛻ດ䜑䜛㻌 ➼㻌
㻌

㻌

┴Ẹᒁ

㻌 㻌 䋻㻌 ẕᏊᐻ፬⚟♴㈨㔠㈚㔠䚸㎰ᴗᨵⰋ㈨㔠㈚㔠➼䛾ධᮍ῭

㻌

➨䠎㻌 ┘ᰝᐇ‽๎㻌

㢠䛻䛴䛔䛶䚸ᘬ䛝⥆䛝ධ☜ಖ䛻ດ䜑䜛㻌
㻌 㻌 䋻㻌 ᗇ⏝⮬ື㌴䜢㌴᳨ษ䜜䛾䜎䜎⏝䛧䛯䜒䛾䛜䛒䜚䚸ᚋ䛿䛣䛾
䜘䛖䛺䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䛻ດ䜑䜛㻌 ➼㻌
ᩍ⫱ᗇ
㻌
㻌

㻌

㻌 㻌 ┘ᰝ䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸┘ᰝ✀ู䛤䛸䛻ᐃ䜑䜛ᐇ᪉㔪䛻‽ᣐ䛧䚸
ົ䛾✀ู䛤䛸䛻ᐃ䜑䛯┘ᰝ╔║Ⅼ䜢ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㑅ᢥ䛧䚸䛛䛴┘
ᰝᢏ⾡䜢㐺ษ䛻᥇⏝䛧䛶⾜䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
㻌
㻌

㻌 㻌 䋻㻌 ዡᏛ㔠㈚㔠䛾ධᮍ῭㢠䛻䛴䛔䛶ධ☜ಖ䛻ດ䜑䜛㻌
㻌 㻌 䋻㻌 タィ㔠㢠䜢㉸䛘䛯ணᐃ౯᱁䛾タᐃ䛜䛒䜚䚸㐺ṇ䛺ฎ⌮䛻ດ䜑䜛㻌 㻌
㻌
㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䠎㻌 ┘ᰝ╔║Ⅼ㻌
䕿㻌 ධ☜ಖ䛿㐺ṇ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛㻌
㻌 㻌 䠄๓ᖺᗘධᮍ῭㢠䛾⧞㉺ᡭ⥆䛿㐺ษ䚸ㄪᰝົ㻌 ➼䠅㻌
㐪ἲ䚸ᙜ䛺ィฎ⌮䛜䛺䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛛㻌
䕿㻌 䛭䛾㐪
㻌 㻌 䠄グᖒ䞉ィ⟬䛾グ㍕䚸⌧㔠䞉ド⣬➼䛾ฟ⣡ಖ⟶㻌 ➼䠅㻌
䕿㻌 മᶒ䛾⟶⌮䛿㐺ṇ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛㻌
㻌 㻌 䠄ᙉไᇳ⾜䞉ಖ䞉ྲྀ❧䚸മᶒ䛾ᚩṆ䚸ᒚ⾜ᮇ㝈ᘏ㛗ཪ䛿മົ㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 䛾ච㝖㻌 ➼䠅㻌
䕿㻌 ᚩົ䛿㐺ṇ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛㻌
㻌 㻌 䠄ᚩ⡙䛿ᩚഛ㻌 ➼䠅㻌
㈈ᨻຓ䛾Ỵᐃ䛿㐺
䕿㻌 ⿵ຓ㔠䚸㔠䚸㈇ᢸ㔠䚸㈚㔠䛭䛾䛾㈈
ṇ䛻䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌
㻌 䛺䛹㻌
㻌㻌㻌

ৈవߤș
㻌

㻌 䠘ᑐ㇟䠚┴䛜ᐇ䛧䛶䛔䜛ᅋయ➼䜈䛾᳨ᰝ➼䛾䛖䛱䚸㻟㻜ົ㻌
㻌 㻌 㻌 䠄Ỉ㐨᳨ᰝ䚸♫⚟♴ἲே᳨ᰝ䚸་⒪ᶵ㛵᳨ᰝ➼䠅䜢┘ᰝ㻌
㻌

㻌 䠘䛺┘ᰝ⤖ᯝ䠚㻌䈜㒊ᒁᶓ᩿䛧䛶≉ᐃ䛾㡯䛻ᣦ㻌
㻌 䕿㻌 ἲ௧䜔せ⥘➼䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ᐇ
ᐇ㢖ᗘ䜢ୗᅇ䜛䜒䛾䚸ᐇィ⏬䛾
┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛜䛒䜛㻌
㻌 㻌 䋻ᐇయไ䜔᪉ἲ䛻䛴䛔䛶㐺
㐺㐺ษ䛺ぢ┤䛧䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸㻌
㻌

㻌 䕿㻌 ෆ㒊◊ಟ䛾ᐇ䚸እ㒊◊ಟ䜈䛾ཧຍ䛜䛥䜜䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛜䛒䜛㻌
◊ಟᶵ䛾☜ಖ䚸◊ಟෆᐜ䛾ᐇ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸㻌
㻌 㻌 䋻◊
㻌

㻌 䕿㻌 ᨵၿᥐ⨨≧ἣ䛾ሗ࿌䛻ᑐ䛩䜛☜ㄆ䛿䚸
䚸ᐇᆅ䞉᭩㠃䚸ཱྀ㢌䛺䛹ᵝ䚻㻌
☜ᐇ䛺᪉ἲ䛛䛴᭱㐺䛺ᮇ䛷䛾☜ㄆ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸㻌
㻌 㻌 䋻☜
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䛆㊃᪨䛇ෆ㒊⤫ไ䜢๓ᥦ䛸䛧䛶┘ᰝ䛾ᇶᮏཎ๎䜔ᐇᡭ㡰➼䜢ᐃ䜑䜛䛣䛸䛷䚸䐟┘ᰝጤဨ䛾㈐௵䜢᫂☜䛻䛧䚸䐠⿕┘ᰝయ䛻ᑐ䛧䛶㈐௵䜢䜒䛳䛯ᑐᛂ
䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸䐡䜺䝞䝘䞁䝇䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶ఫẸ䛻ᑐ䛧䛶䜟䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䜒䛾䚹ᇶ‽䛻ᚑ䛳䛶┘ᰝ䛩䜛䛣䛸䜢つ⠊䛸䛧䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻌
㻌

ồ䜑䜙䜜䜛䛺┘ᰝᇶ‽䛾䜲䝯䞊䝆㻌

ș

ϝϗϨൃн߶ЫѝႡߤࡖхৈవߤș
Ⴁߤࡖхৈవߤ
㻌

㻌

䠘୍⯡ᇶ‽䠚㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝጤဨ➼䛿䚸ᑓ㛛ⓗ⬟ຊ䛾ྥୖ䛸▱㆑䛾✚䜢ᅗ䜚䚸ᑓ㛛ᛶ䜢⥔ᣢ䛩
䜛䛯䜑⥅⥆ⓗ䛺◊ಟ䜢㏻䛨䛶◊㛑䜢ດ䜑䜛䚹㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝ䛾ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䚸┘ᰝ䛾㐣⛬䛷ධᡭ䛧䛯┘
┘ᰝ㈨ᩱ䚸┘ᰝド
ᣐ䚸┘ᰝ⤖ᯝෆᐜ䜢グ㘓ᩚ⌮䛧䚸ಖᏑ䛩䜛䚹㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝጤဨ䛿䚸
ົᒁ⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶㐺ษ䛺ᣦ♧䚸ᣦᑟཬ䜃┘╩䜢䛧䚸ົ
ᒁ⫋ဨ䛜ᐇ䛧䛯┘ᰝෆᐜ䜢ᢕᥱ䛩䜛䚹㻌 䛺䛹㻌
㻌

䠘ᐇᇶ‽䠚㻌
㻌 䞉㻌 㐪ἲᙜ䛾ᣦ䛻䛸䛹䜎䜙䛪ᣦᑟ䞉່࿌䜢ព㆑䛧䛯┘ᰝ䜢ᐇ䛩䜛䚹㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝィ⏬䛾⟇ᐃ䛻ᙜ䛯䜚䚸ᴗෆᐜ䚸ᆅ᪉⮬ἲ䜔㛵㐃ἲつ䚸ෆ㒊⤫
ไ䛾ᩚഛ≧ἣ䚸㐣ཤ䛾┘ᰝ⤖ᯝ➼䜢ศᯒ䛧䛯ୖ䛷䚸㔜Ⅼⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜉
䛝㡯䜢タᐃ䛩䜛䚹㻌
㻌 䞉㻌 ኚ᭦䚸᪂䛯䛺ᐇⓎぢ䛺䛹ぢ┤䛧䛾ᚲせ䛜䛒䜜䜀䚸ᙎຊⓗ䛻┘ᰝ
ィ⏬䜢ಟṇ䛩䜛䚹㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝ䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䜚䚸㐪ἲᙜ䛺ែཪ䛿ᨵၿ䜢せ䛩䜛ែ䛾㔠
㔠㢠ⓗ
ᙳ㡪䜔㉁ⓗᙳ㡪䛾㔜せᛶ䜢༑ศ䛻⪃៖䛧䚸ཎ
ཎ๎䛸䛧䛶䛭䜜䜙䛾㧗䛔㡯┠
䛻㔜Ⅼⓗ䛻┘ᰝ䛾ேဨ䜔㛫䜢䛶䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ䛻┘ᰝ
䜢⾜䛖䚹㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝ⤖ᯝ䜢ᙧᡂ䛩䜛䛯䜑䚸ἲつ‽ᣐᛶ䚸ṇ☜ᛶ䚸⤒῭ᛶ䚸ຠ⋡ᛶ䚸᭷ຠ
ᛶ䛺䛹䛾┘ᰝせⅬ䛻㐺ྜ䛧䛯༑ศ䛛䛴㐺ษ䛺┘ᰝドᣐ䜢ධᡭ䛩䜛䚹㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝᑐ
ᑐ㇟䛜」ᩘ䛾ᶵ㛵䛻ඹ㏻䞉㛵㐃䛩䜛㡯䛜䛒䜛ሙྜ➼䚸≧ἣ䛻ᛂ䛨
䛶┘ᰝ㔜Ⅼ㡯䜢タᐃ䛩䜛䛺䛹䚸ᶓ
ᶓ᩿ⓗ䛻┘ᰝ䜢ᐇ㻌 䛺䛹㻌
㻌

䠘ሗ࿌ᇶ‽䠚㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝጤဨ䛿䚸┘ᰝ⤖ᯝሗ࿌䛾ᥦ♧䜢ཷ䛡䚸䛾ᐇ㛵ಀ䜔ែ䛾
つᶍ䚸㔜せᛶ䛺䛹䜢᳨ウ䛧┘ᰝ⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶Ỵᐃ䛩䜛䚹㻌
㻌 䞉㻌 ┘ᰝ䛾⤖ᯝ䛻㛵䛩䜛ሗ
ሗ࿌ཬ䜃ពぢ䛻䛚䛔䛶䚸┘
┘ᰝ䛾ᑐ㇟䞉ᐇ䛧䛯┘ᰝ
ᴫせ䞉┘ᰝ⤖ᯝ➼䜢グ㍕䛩䜛䚹ᣦ
ᣦ䛩䜉䛝㡯䛜䛺䛔ሙྜ䛿䚸┘ᰝ䛾⤖
ᯝ䛻㛵䛩䜛ሗ࿌ཬ䜃ពぢ䛻䛭䛾᪨䜢グ㍕䛩䜛䚹㻌 䛺䛹㻌
㻌

䈜ࡑࡢヲ⣽ࡢ╔║Ⅼ➼ࡣࠊ࢞ࢻࣛࣥࡸせ⥘➼ࡼࡾᐃࡵࡿࠋ

┘ᰝሗ࿌䛾㻌



䠘┘ᰝ䛾┠ⓗ䠚㻌
ⓗ䠚
㻌 䞉㻌 ఫẸ䛾どⅬ䛻❧䛳䛯බඹ䛾⚟♴䛾ቑ㐍䛾䛯䜑䛻┘ᰝ䜢⾜䛖䚹㻌

䠘䝸䝇䜽䛾≉ᐃ䠚㻌
㻌 䕿㻌 䠥䠟䠰ㄪ㐩䛻䛚䛔䛶䛿䚸ዎ⣙䛻㛵䛩䜛ᴗ⪅ぢ✚䛺䛹䠥䠥䠰䝧䞁䝎䞊䛻㐣ᗘ
䛻౫Ꮡ䛧ᐈほⓗ䛺ホ౯䛺ホ౯䞉ศᯒ䛜䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚸䠥䠥䠰ㄪ㐩䜺䜲䝗䝷
䜲䞁䛻‽ᣐ䛧䛯ྲྀ䜚ᢅ䛔䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔ែ䛜ぢཷ䛡䜙䜜䚸௨
௨ୗ䛾䝸
䝇䜽䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛣䜝䚹㻌
㻌 㻌 㻌 䐟䠥䠟䠰ㄪ㐩䛻䛚䛔䛶㐣䛺ᨭฟ䛜⾜䜟䜜䜛䝸䝇䜽
㻌 㻌 㻌 䐠䠥䠟䠰ㄪ㐩䛻䛚䛔䛶➇தᛶ䛜㐺ษ䛻☜ಖ䛥䜜䛺䛔䝸䝇䜽
㻌 㻌 㻌 䐡ጤクᴗົ䛾ရ㉁䛜☜ಖ䛥䜜䛺䛔䚸ጤクඛ䞉ጤクඛ䛛䜙㔜せ䛺
ሗ䛜₃䛘䛔䛩䜛䝸䝇䜽
㻌 䕿㻌 䛭䛾䛯䜑䚸ಖ᭷䛩䜛㻞㻜㻜㉸䛾ሗ䝅䝇䝔䝮䛾䛖䛱䚸ዎ
ዎ⣙㢠䛜ẚ㍑ⓗ
ከ㢠䛷䛒䛳䛯㻞㻝䛾䝅䝇䝔䝮ㄪ㐩䜢ᑐ㇟䛻䚸䝸
䝸䝇䜽䜢㋃䜎䛘┘ᰝ䜢ᐇ㻌㻌
㻌

㻌

䠘䛺┘ᰝ⤖ᯝ䠚㻌
㻌 䐟㻌 䠥䠟䠰ㄪ㐩䛾⤒῭ᛶ䜢㜼ᐖ䛩䜛䝸䝇䜽㻌
䋻㻌 ಖᏲᴗົ䛾ぢ✚సᴗ༢౯䛻䛴䛔䛶䚸ྠ୍ጤクᴗ⪅䛷䛒䛳䛶䜒䝅
䝇䝔䝮㛫䛷ᕪ␗䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ணᐃ౯᱁䛾⟬ᐃ䛻䛚䛡䜛సᴗ༢
౯䛾ሗඹ᭷䛾⤌䜏䜢᳨ウ㻌 㻌
䋻㻌 ➇தධᮐ᪉ᘧ䛾ㄪ㐩䛻䛚䛔䛶䚸ぢ
ぢ✚᭩䛾」ᩘྲྀᚓ䜢ᚭᗏ㻌 ➼㻌
䐠㻌 䠥䠟䠰ㄪ㐩䛾බᖹᛶ䞉➇தᛶ䜢㜼ᐖ䛩䜛䝸䝇䜽㻌
㻌 㻌 㻌 䋻㻌 ୍⪅ධᮐ䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛻ཎᅉศᯒ䜢⾜䛔䚸䛭䜜䜢䛾㢮ఝ௳
䛻ά⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛻ዎ⣙ᢸᙜᒁ䛿᳨ウ㻌 ➼㻌
㻌 䐡㻌 䠥䠟䠰ㄪ㐩䛾ຠ⋡ᛶ䜔ရ㉁䚸ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾☜ಖ䜢㜼ᐖ䛩䜛䝸䝇䜽㻌
㻌 㻌 㻌 䋻㻌 ጤクඛ䛾ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇≧ἣ䞉ᴗົ㐙⾜⬟ຊ➼䛻ᇶ䛵䛝
ᢎㄆ䛩䜛ᡭ⥆䛸䛩䜉䛟䚸ጤクᢎㅙ⏦ㄳ᭩䛾ᨵゞ➼䜢⾜䛖㻌
㻌 㻌 㻌 䋻㻌 ጤクඛ䛾ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾ᑐ⟇≧ἣ䛾☜ㄆ䜢☜ᐇ䛻⾜䛖㻌 ➼㻌
㻌 䐢㻌 䛭䛾䠄䠥䠟䠰ㄪ㐩䛻ಀ䜛⎔ቃᩚഛ䛻䛴䛔䛶䠅㻌
㻌 㻌 㻌 䋻㻌 ᕷయ䛸䛧䛶㐣
㐣ཤ䛾䠥䠟䠰ㄪ㐩䛾ሗ䞉ᵝ䛺䛹䛾ሗ䜢ඹ᭷䛧䚸
ྛ㒊ᒁ䛜䛣䜜䜙䛾ሗ䜢ά⏝䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ㻌
㻌 㻌 㻌 䋻㻌 ෆ㒊䛾䠥䠥䠟䠰ேᮦ䛾☜ಖ䛾◊ಟ䜢ィ⏬ⓗ䛻ᐇ䛧䚸◊ಟຠᯝ䜢᳨
ド䚸୰ᮇⓗ䛻䛿እ
እ㒊䛾䠥䠟䠰ᑓ㛛ேᮦ䛾ά⏝䜒᳨ウ
㻌

㻌

㻌

㻌
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 ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᇶ♏ⓗ⮬య㸦ᕷ㸧ࡣࠊேཱྀ⣙4,000ேࡽ⣙370ேࡲ࡛ࡢつᶍࡢᑠࠊࡲࡓከᵝ࡞ᆅᇦ≉ᛶ
ࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢㅖ㒔ᕷ㛫࡛ࡣ┘ᰝᐇయไ࡞ࡶࡁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࡑࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ┘ᰝไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࢆồࡵࡿࠋ
 ሗ࿌᭩࠾ࡅࡿࠕ┘ᰝࢧ࣏࣮ࢺ⤌⧊ࠖࡢᶒ㝈ࡣࠊྛ㒔ᕷ┘ᰝጤဨࡸ┘ᰝົᒁ⫋ဨࡢㄆドࠊእ㒊┘ᰝேࡢㄆドࠊ
┘ᰝሗ࿌᭩ࡢ᳨ドࢆ㏻ࡌࡓ┘ᰝရ㉁ࡢホ౯ࡲ࡛ཬࡧࠊᆅ᪉බඹᅋయ┘ᰝጤဨᴗົࢆ࡚┘╩ࠊ⟶⌮ࡍࡿ୰ኸ㞟
ᶒⓗᶵ⬟ࡶゎࡉࢀࠊᆅ᪉⮬ࡢ⌮ᛕࡍࡿ࠸࠺῝้࡞ᠱᛕࢆᢪࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ⤒㦂࠶ࡿ┘ᰝົ
ᒁ⫋ဨࡢ᥇⏝ࡸ㆑ぢ┘ᰝጤဨࡢ☜ಖࡀᐜ࡛᫆࡞࠸ᑠつᶍ࡞ᆅ᪉බඹᅋయࡽࡣࠊࠕ┘ᰝᐇົࢆᨭࡍࡿࡼ࠺࡞
⤌ࡳ㸦ࢡࣛ࢘ࢻⓗ࡞ࡶࡢ࡛ㄡࡶࡀ⏝࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫࡸࢩࢫࢸ࣒㸧ࠖࡣ┘ᰝయไᙉᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢព
ぢࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡣྛᆅ᪉බඹᅋయጤࡡࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ┘ᰝᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┘సᡂࡢ┘ᰝᇶ‽‽๎ࢆཧ⪃ࠊ᭦ᐇົⓗほⅬࢆຍࡋࡓ┘ᰝᇶ‽ࢆ⟇ᐃࡋ㐺ษ┘
ᰝᐇົࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉බඹᅋయࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᕷẸࠊᅜẸࡽࡢ┘ᰝጤဨ┘ᰝࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆ┠
ⓗࠊࠕ⤫୍ⓗ࡞┘ᰝᇶ‽ᇶ࡙ࡁ┘ᰝࢆ⾜࠺ࡇࠖࢆἲⓗ⨨ࡅࡿࡇࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࡀࠊ┘
ᰝᇶ‽ࡸ⣽๎➼ࡢ⟇ᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ┘ࡢ┘ᰝᇶ‽‽๎➼ࢆཧ⪃ࡍࡿࡇࠊཬࡧᆅ᪉බඹᅋయ┘ᰝጤဨ⤌⧊
ࡀ⟇ᐃཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆồࡵࡿࠋ
 㐺ษ࡞ෆ㒊⤫ไయไࡢ☜❧┘ᰝయไࡢᙉࡣ⾲୍య࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢෆ㒊⤫ไࡢయ⣔ⓗᵓ⠏
ྥࡅࡓ㆟ㄽࢆ῝ࡵࠊᢏ⾡ⓗ࡞ຓゝ࡞✚ᴟⓗ࡞ᨭࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇࢆồࡵࡿࠋ
 እ㒊┘ᰝไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊไᗘᑟධࡢ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࡑࡢຠᯝ➼ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠸ࠊእ㒊┘ᰝே┘ᰝ
ጤဨࡢ㐃ᦠ➼ࢆྵࡵࡓ┘ᰝไᗘయࡢ᭷ຠᛶྥୖࢆᛕ㢌ࠊ┘ᰝไᗘయ࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ᙺࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ
ࢆồࡵࡿࠋ
 ➨31ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝࡢㄪᰝᑂ㆟㝿ࡋ࡚ࡣࠊᆅ᪉භᅋయࡽពぢࢆᚓࡿࡶࠊ┘ᰝᐇົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ┘
ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయ┘ᰝጤဨ⤌⧊ࡽ┤᥋ពぢࢆ⫈ࡃᶵࢆタࡅࡿࡇࢆồࡵࡿࠋ
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㸦➨㸱㸯ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ➨㸰㸵ᅇᑓ㛛ᑠጤဨ࠾ࡅࡿᆅ᪉㸴ᅋయᥦฟ㈨ᩱࡼࡾᢤ⢋㸧

 㸺ෆ㒊⤫ไ㛵ಀ㸼 
ྛ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣࠊ᪤ࡑࢀࡒࢀᕤኵࡋࡓෆ㒊⤫ไࡢ⤌ࡳࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡓ࡞యไᩚഛࡸ㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊົࡢቑຍࡸ㈝⏝
ᑐຠᯝࢆᠱᛕࡍࡿኌࡶከ࠸ࠋ㻌
   䋻ຠᯝぢྜࢃ࡞࠸㈝⏝ࡸປຊࢆᆅ᪉බඹᅋయᙉ࠸ࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⮬ᛶࢆᑛ㔜ࡋࠊᐇྜࢃࡏࡓᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡁࠋ㻌
 㸺┘ᰝไᗘ㛵ಀ㸼㻌
⤫୍ⓗ࡞┘ᰝᇶ‽
    ࣭ ┘ᰝయไࡢ⬤ᙅ࡞ᕷ⏫ᮧᑐࡍࡿᨭࡢほⅬࡽࠊᚲせᛶࡣ⌮ゎࠋᇶ‽ࡢ⟇ᐃࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ⮬ᛶࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ᇶᮏⓗ
࡞᪉㔪␃ࡵࡿࡁࠋᆅ᪉බඹᅋయࡢつᶍࡸయไࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡁࠋ
┘ᰝጤဨ➼ࡢᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ᪉⟇
    ࣭ ◊ಟไᗘࡣࠊᚲせ࡞◊ಟࢆྛᆅ᪉බඹᅋయࡀᰂ㌾Ỵᐃ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡁࠋ
     㸦㆑ぢጤဨ㆟㑅ጤဨົᒁ⫋ဨࠊ㒔㐨ᗓ┴ᕷ⏫ᮧࡼࡗ࡚ࡶᚲせ࡞◊ಟࡣ␗࡞ࡿ㸧
㆟㑅┘ᰝጤဨࡢ࠶ࡾ᪉
    ࣭ ㆟㑅┘ᰝጤဨࢆ㑅ᢥไࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊྛᆅ᪉බඹᅋయࡀ⮬ⓗỴᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ᅜⓗ࡞ඹྠ⤌⧊ࡢᵓ⠏
    ࣭ ≉ᑠつᶍ࡞ᕷ⏫ᮧࡢ┘ᰝయไᨭ➼ࡢほⅬࡽࡣᚲせᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ᭦᳨ウࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡁࠋ
    ࣭ ௬ࠊ᪂ࡓᵓ⠏ࡍࡿࡍࢀࡤࠊᆅ᪉ࡢ⮬ᛶ☜ಖࡢほⅬࡽࡶࠊᆅ᪉ᅋయࡢඹྠࡢ⤌⧊ࡍࡁࠋ
     㸦㒔㐨ᗓ┴┘ᰝጤဨ༠㆟㐃ྜ࡞ࡢ᪤Ꮡ⤌⧊ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸧
 㸺ఫẸッゴ㛵ಀ㸼
 ㍍㐣ኻࡢሙྜࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢ㏣ཬࡢ࠶ࡾ᪉ࡢぢ┤ࡋࡣࠊពᕤኵࢆࡇࡽࡋࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿඃ⚽࡞⫋ဨࡢ☜ಖࡸࠊᅜᐙ㈺ൾἲࡢ
ࣂࣛࣥࢫࡢほⅬࡽホ౯࡛ࡁࡿࡢពぢࡀከᩘࠋ
 ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡢッゴ⥅⥆୰ࡢᨺᲠࡢ⚗Ṇࡣࠊ୍㒊ࡢ┴ࡽࠊ㆟ࡢᶒ⬟ࢆ⦰㝈ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡢ࡛
ᨺᲠࡢᮇࡘ࠸࡚ࡣ⌧⾜ไᗘྠᵝ㆟ࡢุ᩿ጤࡡࡿࡁࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㻌 ᅜᕷ㛗

㻌
 㸺ෆ㒊⤫ไ㛵ಀ㸼
 ෆ㒊⤫ไయไࡢᩚഛཬࡧ㐠⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᶒ㝈㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ㛗ࡀࠊᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࢆసᡂ࣭බ⾲ࡍࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㛗ࡀఱࢆࡍࡁࢆලయⓗ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ෆ㒊⤫ไࡢไᗘタィ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ୍ᚊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬యࡢつᶍࡸᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐣ᗘ࡞㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 㸺┘ᰝไᗘ㛵ಀ㸼
ᆅ᪉බඹᅋయࡢ┘ᰝࢆᅜⓗᨭࡍࡿඹྠ⤌⧊ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⊂❧ᛶࡀᢸಖ࡛ࡁࡿタ⨨ᙧែࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ᪉බඹᅋయඹ㏻ࡍࡿ┘ᰝᇶ‽ࡢసᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊேཱྀつᶍ࡞ᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 㸺ఫẸッゴ㛵ಀ㸼
ఫẸッゴไᗘࡣࠊᅜᐙ㈺ൾἲࡢᆒ⾮ࢆᅗࡿほⅬࡸࠊ㛗ࡸ⫋ဨࡢጤ⦰ຠᯝࢆపῶࡍࡿほⅬࡽࠊ㍍㐣ኻච㈐ࢆᐇ⌧ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

－16－
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χ! ѼҠҚӃ҉рДќု̢ࡀ!̣ݓ
ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䕿㻌 ᅋయពᛮ䜢Ỵᐃ䛧䚸ᇳ⾜ᶵ㛵䜢┘ど䛩䜛ᙺ➼䜢ᢸ䛖㆟䛜䚸ேཱྀῶᑡ♫䛻䛚䛔䛶䛭䛾ᙺ䜢䛣䜜䜎䛷௨ୖ䛻༑ศ䛻ᯝ
䛯䛩䛯䜑䛻䛿䚸㆟ไᗘ䜔㆟㐠Ⴀ䛾䛒䜚᪉䚸㆟ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᙺཬ䜃ᖜᗈ䛔ேᮦ䛾☜ಖ䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䚸᪉⟇䜢ㅮ䛨䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹㻌
㻔㻝㻕㻌㆟ไᗘ䜔㆟㐠Ⴀ䛾䛒䜚᪉㻌
䐟㻌㆟ᣍ㞟䠖㻌㆟ഃ䛜ᚲせ䛸ㄆ䜑䜛䛸䛝䛻㝶䛾㆟㛤ദ䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ά⏝䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䚹㻌
䐠㻌㆟Ỵ௳䛾ᑐ㇟䠖㻌ᆅ᪉⮬ἲ➨䠕䠒᮲➨䠎㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸ᇶᖿⓗ䛺ィ⏬➼䜢㆟Ỵ௳䛻㏣ຍ䛩䜛➼䛾ྲྀ⤌䜢✚ᴟⓗ䛻㐍䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹㻌
䐡㻌ண⟬ᑂ㆟䠖㻌ண⟬䛻䛴䛔䛶䛿㛗䛻ᥦᶒ䛜ᑓᒓ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸㆟䛻䜘䜛ண⟬ಟṇᶒ䛾ᣑ䛻䛴䛔䛶䛿ៅ㔜䛻᳨ウ䚹㻌
䐢㻌Ỵ⟬ᑂ㆟䠖㻌㆟䛜Ỵ⟬ㄆᐃ䜢䛫䛪䚸䛭䛾⌮⏤䜢♧䛧䛯ሙྜ䛿䚸㛗䛜ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛩⤌䜏䜢タ䛡䜛䛣䛸䛸䛩䜉䛝䚹㻌
䐣㻌㆟άື䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䛾ᐇ䠖㻌㆟άື䛻㛵䛩䜛㆟ဨ䜈䛾◊ಟ䛾ᐇ䜔䚸㆟ົᒁ⫋ဨ䛾㈨㉁ྥୖ➼䛜ᚲせ䚹㻌
䐤㻌ሗⓎಙ䠖㻌䠥䠟䠰䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛧䛴䛴ሗⓎಙ➼䛾ᐇ䜢ᅗ䛳䛶䛔䛟䜉䛝䚹㻌
䐥㻌ពᛮỴᐃ㐣⛬䜈䛾ఫẸཧຍ䠖㻌බ⫈➼䛾✚ᴟⓗά⏝䛜㔜せ䚹㻌
䐦㻌ᑠつᶍ䛺ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛡䜛㆟䛾䛒䜚᪉䠖㻌ఫẸཧຍ➼䛻䜘䜚㆟ᶵ⬟䜢⿵䛩䜛ᚲせ䚹㆟ົᒁ䛾ඹྠタ⨨➼䜢⾜䛖䛣䛸䜒᭷ຠ䛺᪉⟇䚹㻌

㻔㻞㻕㻌㆟ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᙺ㻌
䐟㻌㆟ဨ䛾⨨䛡䞉ᙺ䛾᫂☜㻌
㻌 䞉ᚋ䛾㆟ဨάື䛾ᐇែ➼䜒㋃䜎䛘䚸ᘬ䛝⥆䛝᳨ウ䚹㻌
䐠㻌㆟ဨάື䛾㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ㻌
㻌 䞉ᨻົάື㈝䛾㏵䜢ྵ䜑䛯㆟ဨάື䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶䚸ྛ㆟ဨ䛿䜘䜚୍ᒙ䚸ఫẸ䜈䛾ㄝ᫂㈐௵䜢䛥䜙䛻ᯝ䛯䛩䛯䜑䛾ྲྀ⤌䜢㐍䜑䛶䛔䛟䜉䛝䚹㻌

㻔㻟㻕㻌ᖜᗈ䛔ேᮦ䛾☜ಖ㻌
䐟㻌㆟䜔㆟ဨ䜈䛾⌮ゎ㻌
㻌 䞉㆟䜔㆟ဨ䛾άື䛻ᑐ䛩䜛ఫẸ䛾⌮ゎ䜔ಙ㢗䜢㧗䜑䛶䛔䛟䛯䜑䛾⥅⥆ⓗ䛺ྲྀ⤌䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䐠㻌ከᵝ䛺ேᮦ䛾ཧ⏬㻌
㻌 䞉㑅ᣲไᗘ䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛿䚸㆟ᨻ䛾᰿ᖿ䛻㛵䜟䜛㔜せ䛺㡯䛷䛒䜚䚸ᵝ䚻䛺ほⅬ䛛䜙㆟ㄽ䛜῝䜑䜙䜜䜛ᚲせ䚹㻌
䐡㻌❧ೃ⿵䛻క䛖ྛ✀ไᗘ䛾ᩚഛ㻌
䞉❧ೃ⿵䛻క䛖ఇᬤ䜢ಖ㞀䛩䜛ไᗘ䜔ఇ⫋䞉⫋ไᗘ➼䛾ᑟධ䛿䚸ປ⪅➼䛾❧ೃ⿵䜔㆟ဨάື䜢ᐜ᫆䛻䛩䜛䛯䜑䛾⎔ቃᩚഛ䜢㐍䜑䜛ほ
Ⅼ䛛䜙᭷ຠ䛺᪉⟇䛾୍䛴䚹ᴗ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛㛵ಀ⪅䛾㈇ᢸ➼䛾ㄢ㢟䜒ྵ䜑䛯ປാἲไ䛾䛒䜚᪉䛻䜒␃ព䛧䛶᳨ウ䛩䜛ᚲせ䚹㻌
䞉බົဨ䛾❧ೃ⿵ไ㝈䛾⦆䜔ᆅ᪉㆟䛾㆟ဨ䛸䛾ව⫋⚗Ṇ䛾⦆䜒䚸ከᵝ䛺ேᮦ䛜㆟ဨ䛸䛧䛶㆟䛻ཧ⏬䛩䜛ୖ䛷᭷ຠ䛺᪉⟇䛾୍䛴䚹
බົဨ䛾⫋ົ䛾බṇ䛺ᇳ⾜䜔⫋ົᑓᛕ⩏ົ➼䛾ㄢ㢟䜒ྵ䜑䛯බົဨἲไ䛾䛒䜚᪉䛻䜒␃ព䛧䛶᳨ウ䛩䜛ᚲせ䚹㻌
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ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䕿㻌ఫẸッゴไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ఫẸ⮬䜙䛜ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ົ䛾㐺ṇᛶ䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ఫẸ┘ᰝㄳồ䜢⤒䛯ୖ
䛷䚸㐪ἲ䛺㈈ົィ⾜Ⅽ➼䛻䛴䛔䛶ッゴ䜢ᥦ㉳䛷䛝䜛⤌䜏䛷䛒䜛䛜䚸ᅇ䚸㛗䚸┘ᰝጤဨ䚸㆟䚸ఫẸ䛜㐃ᦠ䛧䛶ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛾ົ䛾㐺ṇᛶ䜢☜ಖ䛩䜛యไ䜢ᙉ䛩䜛ぢ┤䛧䜢య䛸䛧䛶⾜䛖䛣䛸䛸䛒䜟䛫䛶䚸ఫẸッゴไᗘ➼䜢ᕠ䜛ㄢ㢟䜢ゎ
Ỵ䛩䜛䛯䜑䛾ぢ┤䛧䛜ᚲせ䚹㻌
ぢ┤䛧䛾᪉ྥᛶ㻌

ఫẸッゴไᗘ➼䜢ᕠ䜛ㄢ㢟㻌
䕿㻌ఫẸッゴ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㐺ṇ䛺ົฎ⌮䛾ᢚṆຠᯝ䛜䛒䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䕿㻌୍᪉䛷䚸ఫẸッゴ䠄䠐ྕッゴ䠅䠄䈜䠅䛻䛚䛡䜛㛗䜔⫋ဨ䛾ᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵䛻䛴䛔䛶䚸ᖹᡂ䠎䠐ᖺྛ᭱㧗ุỴ䛾ಶูពぢ➼䛻
䛚䛔䛶䛿䚸ḟ䛻ᥖ䛢䜛Ⅼ➼䜢ᣦ䚹㻌
㻌 䐟㻌㛗䜔⫋ဨ䜈䛾ⴎ⦰ຠᯝ㻌
㻌 䐠㻌ᅜᐙ㈺ൾἲ䛸䛾ᆒ⾮䠄බົဨಶே䜈䛾ồൾ㈐௵䛾せ௳䠖ᨾពཪ䛿㔜㐣ኻ䠅㻌
㻌 䐡㻌㆟䛾㆟Ỵ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾ᨺᲠ䛜ᨻⓗ≧ἣ
䛻ᕥྑ䛥䜜䛶䛧䜎䛖ሙྜ䛜䛒䜛䛣䛸㻌
䠄ཧ⪃䠅䠐ྕッゴ䛸ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾ᨺᲠ䛾㆟Ỵ㻌

䕿㻌ෆ
ෆ㒊⤫ไయไ䛾ไᗘ䜔┘ᰝጤဨ┘ᰝ䛾ᙉ䛺䛹
య䛾䜺䝞䝘䞁䝇䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜚㐺ṇ䛺ົฎ⌮
䛾ᢚṆຠᯝ䜢㧗䜑䜛䚹㻌
㻌
䕿㻌㛗䜔⫋ဨ䜈䛾ⴎ⦰ຠᯝ䜢పῶ䛥䛫䜛䛯䜑䚸㍍㐣ኻ䛾
ሙྜ䛻䛚䛡䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛾㛗䜔⫋ဨಶே䜈䛾㏣ཬ
䛾䛒䜚᪉䜢ぢ┤䛩䛣䛸䛜ᚲせ䚹㻌
㻌
䕿㻌㐺ṇ䛺ົฎ⌮䛾ᢚṆຠᯝ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䚸
ุᡤ䛻䜘䜚㈈ົィ⾜Ⅽ䛾㐪ἲᛶ䜔ὀព⩏ົ㐪䛾
᭷↓䛜☜ㄆ䛥䜜䜛䛯䜑䛾ᕤኵ䛜ᚲせ䚹㻌
㻌
䕿㻌䠐ྕッゴ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾ッゴಀᒓ୰
䛾ᨺᲠ䜢⚗Ṇ䛩䜛䛣䛸䜔䚸ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛
ሙྜ䛻┘ᰝጤဨ➼䛾ពぢ䛾⫈ྲྀ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᚲせ䚹㻌

䈜㻌ఫẸッゴ䠄䠐ྕッゴ䠅䠖㻌
㻌ఫẸ䛜䚸㐪ἲ䛺㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽཪ䛿ᛰ䜛ᐇ䛻䛴䛔䛶䚸ᙜ
ヱ⫋ဨཪ䛿䛭䛾┦ᡭ᪉䛻ᦆᐖ㈺ൾ䞉ᙜᚓ㏉㑏䛾ㄳồ䜢䛩
䜛䛣䛸ཪ䛿㈺ൾ௧䜢䛩䜛䛣䛸䜢ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᇳ⾜ᶵ㛵
ཪ䛿⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶ồ䜑䜛ッゴ䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉බඹᅋయ⊂⮬䛾ไᗘ㻌
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ྕ㹼ྕࡼࡾసᡂ㸧

䈜㻌
䈜㻌
䈜㻌
䈜㻌

ᖹᡂ䠍䠐ᖺ䠕᭶䠍᪥䡚ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠏᭶䠏䠍᪥䛾㛫䛻ᥦ㉳䛥䜜䛯ッゴ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
୍䛾ッゴ䛻䛚䛔䛶䚸」ᩘ䛾ㄳồ䛜䛒䜛䜒䛾䛜䛒䜛䛯䜑䚸㼏䛛䜙㼒䜎䛷䛾ྜィ䛸㼎䛿୍⮴䛧䛺䛔䚹㻌
ேཱྀ䛿䚸ᖹᡂ䠎䠎ᖺᗘᅜໃㄪᰝேཱྀ䛻䜘䜛䚹㻌
ᅋయᩘ䛿䚸ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠓᭶䠍᪥⌧ᅾ䛷䛒䜛䚹㻌

15
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䛆ᴫせ䛇㻌
㻔㻝㻕 ᑐ㇟䠖ᆅ᪉බඹᅋయ䠄䠎ᅋయ䠖䠍൨௨ୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾ䛜䛨䜙䜜䛯䛾䛒䜛ᅋయ䛛䜙ᢳฟ䠅䛾ἲົᢸᙜ⫋ဨ㻌 㻔㻞㻕㻌ᐇ⪅䠖ົᒁ㻌 㻌 㻌
㻔㻟㻕㻌 ᐇ᪥䠖ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠔᭶㻌
㻔㻠㻕㻌䝠䜰䝸䞁䜾ෆᐜ䠖ఫẸッゴไᗘ䛾⌧≧䜔ົᇳ⾜䜈䛾ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛ᐇ䛻䛴䛔䛶䚸䐟㛗䛻㛵䜟䜛䛣䛸䛛⫋ဨ䛻㛵䜟䜛䛣䛸䛛䚸䐠ົฎ⌮⯡䛻㛵䜟
䜛䛣䛸䛛ᨻ⟇ุ᩿䛻㛵䜟䜛䛣䛸䛛䚸䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䚸⪺䛝ྲྀ䜚䚹㻌

ົฎ⌮⯡䛻㛵䜟䜛㡯

ఫẸッゴ
䛾⌧≧
㛗

≉䛻ᨻ⟇ุ᩿䛻㛵䜟䜛㡯

䠄㛵㐃ἲ௧䛾」㞧ᛶ➼䠅㻌
䞉㻌 ఫẸッゴ䛷䛿䚸㈈ົィ⾜Ⅽ䛾ඛ⾜⾜Ⅽ䜔㠀㈈ົィ⾜
Ⅽ䛾㛵㐃ἲ௧䛾ゎ㔘䛜ၥ㢟䛸䛺䜛䛜䚸㐪ἲ䛸䛥䜜䛯䛸䛝䛻ཝ
䛧䛔㐣ኻ㈐௵䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
䠄┘╩㈐௵䠅㻌
䞉㻌 ⫋ဨ䛾ᑓỴ䞉௦Ỵ䛻ጤ䛽䛶䛔䛶䜒䚸ᣦ┘╩ୖ䛾㈐௵䛜䛒
䜛䛸䛧䛶䚸ཝ䛧䛔㐣ኻ㈐௵䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛜䛒䜛䛾䛷
䛿䛺䛔䛛䚹㻌

䠄㔞㐓⬺䛾ணぢᅔ㞴ᛶ䠅㻌
䞉㻌 ᭱ᑡ⤒㈝ཎ๎䠄ᆅ᪉㈈ᨻἲ㻠᮲䠍㡯䚸ᆅ᪉⮬ἲ㻞᮲㻝㻠㡯䠅➼䚸
㔞㐓⬺䛾㐪ἲ䛜ၥ㢟䛸䛺䜛䜿䞊䝇䛷䛿䚸๓䛻㔞䛾㐓⬺
䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䜢ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛜䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶㐣ኻ
䛻䜘䜛㈐௵䜢㈇䛖ሙྜ䛜䛒䜚ᚓ䜛䚹㻌

ົᇳ⾜
䜈䛾ᙳ㡪

䠄ᨻ⟇ᙧᡂ䜈䛾ᙳ㡪䠅㻌
䠄ఫẸ䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䜈䛾ᙳ㡪䠅㻌
䞉㻌 ົ䛾㐺ṇ☜ಖ䛾䛯䜑䛻㐣䛺䝏䜵䝑䜽యไ䜢ᩚഛ䛩䜛䛣䛸 䞉㻌 ᣑ䛩䜛ఫẸ䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䚸㔞䛻ಀ䜛㐺ษ䛺ุ
➼䛻䜘䜚䚸㛗䛻ᮇᚅ䛥䜜䜛ᨻ⟇ุ᩿䛻ὀຊ䛷䛝䛺䛔ែ䛜⏕
᩿䜢ᅔ㞴䛻䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
䛨䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌

ఫẸッゴ
䛾⌧≧

䠄㛵㐃ἲ௧䛾」㞧ᛶ➼䠅㻌
䞉㻌 ఫẸッゴ䛷䛿䚸㈈ົィ⾜Ⅽ䛾ඛ⾜⾜Ⅽ䜔㠀㈈ົィ⾜
Ⅽ䛾㛵㐃ἲ௧䛾ゎ㔘䛜ၥ㢟䛸䛺䜛䛜䚸㐪ἲ䛸䛥䜜䛯䛸䛝䛻ཝ
䛧䛔㐣ኻ㈐௵䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
㻌䠄ᥖ䠅㻌

䠄Ỵᐃ㡯䛸䛾㛵ಀ䠅㻌
䞉㻌 ᨻ⟇ุ᩿䛸䛧䛶Ỵᐃ䛧䛯㡯䛻䛴䛔䛶䛿䚸⫋ဨ䛿䚸᫂䜙䛛䛻
㐪ἲ䛷䛺䛔㝈䜚⫋ົ௧䛻ᚑ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛜䚸䛭䛾ሙྜ䛷
䜒䚸ཝ䛧䛟㐣ኻ䛻䜘䜛㈐௵䜢㈇䛖䛣䛸䛻䛺䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹㻌

䠄⤌⧊㢼ᅵ䜈䛾ᙳ㡪䠅㻌
䠄⫋ဨ䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ䠅㻌
䞉㻌 ㈐௵ᅇ㑊䛾䛯䜑䚸䛾⫋ဨ䜈䛾䛾ᢲ䛧䛴䛡䜔䚸Ᏻ᫆䛻 䞉㻌 ᨻ⟇ุ᩿䛷Ỵᐃ䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶䜒ఫẸッゴ䛷㏣ཬ䛥䜜䜛䛣
๓㋃く䛻㝗䜛ែ䛜⏕䛨䜛䛣䛸䜒䛒䜚ᚓ䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
䛸䛜⫋ဨ䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌

⫋
ဨ
ົᇳ⾜
䜈䛾ᙳ㡪

䠄⫋ဨ䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ䠅㻌
䠄⟶⌮⫋䛾䛺䜚ᡭ䜈䛾ᙳ㡪䠅㻌
䞉㻌 ㏞ᝨタ䛾タ⨨➼䛾䜘䛖䛻䚸ᐖᑐ❧䛜䛒䛳䛶䜒ᐇ䛩䜛 䞉㻌 ⟶⌮⫋䛿ッゴ䛾ᑐ㇟䛸䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹ఫẸッゴ䛰䛡
ᚲせ䛜䛒䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᑐఫẸ䛻䜘䜛ఫẸッゴ䛾⤖ᯝ䚸 䛜ཎᅉ䛷䛿䛺䛔䛜䚸㏆ᖺ䛿㈐௵䛾㔜䛔⟶⌮⫋䛻䛺䜚䛯䛜䜙䛺
ཝ䛧䛔㐣ኻ㈐௵䜎䛷㈇䛖ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜈䛾Ᏻឤ䛜⫋ဨ 䛔䛸䛔䛖ഴྥ䛜䛒䜛䚹㻌
䛻䛿䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌

－18－

16

භіڝнഒЫѝ̢ޛსυٰܑۣய̣рݲ୪ОႭЪћўбદᆍș
䕿㻌 ᖹᡂ䠍䠓ᖺ䠐᭶䠍᪥䡚ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠐᭶䠍᪥䛾㛫䛻䚸ఫẸッゴ䠄䠐ྕッゴ䠅䛻䛚䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䜔⫋ဨ
䛻ᑐ䛩䜛⣙䠍൨௨ୖ䛾ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䛨䜛ุỴ䛜ゝ䛔Ώ䛥䜜䛯䜒䛾䚹


㈺ൾ⩏ົ⪅

㈺ൾ㢠

䠍㻌

ᕷ䛜⥾⤖䛧䛯ởᅵ㞟㐠ᦙసᴗ䛾ጤクዎ⣙㻌

ᕷ㛗䚸ຓᙺ㻌

㻝൨㻣㻡㻝㻌

䠎㻌

䝂䝹䝣ሙ㛤Ⓨチྍฎศ䛸䛥䜜䛯㛤Ⓨᴗ⪅䛸䛾Ẹㄪ㻌

ᕷ㛗㻌

㻞㻢൨㻝㻞㻡㻣㻌

䠏㻌

ᅵᆅ㛤Ⓨබ♫䛜ඛ⾜ྲྀᚓ䛧䛯ື≀㟋ᅬ➼䛾ᘓタணᐃᆅ䛾㈙ཷ㻌

ᕷ㛗㻌

㻝൨㻟㻞㻠㻢㻌

䠐㻌

බඹୗỈ㐨䛻㛵䛩䜛ᆅ᪉⛯⟬ᐃ㻌

ᕷ㛗䚸ຓᙺ䚸⫋ဨ㻌

㻠൨㻡㻜㻥㻜㻌

䠑㻌

┴⫋ဨ䛾බົฟᙇ䛻ᑐ䛩䜛᪑㈝㻌

▱㻌

㻝൨㻥㻤㻟㻌

䠒㻌

እ㒌ᅋయ䛻ᑐ䛩䜛⿵ຓ㔠㻌

ᕷ㛗㻌

㻞൨㻡㻟㻣㻥㻌

䠓㻌

እ㒌ᅋయ䛻ᑐ䛩䜛⿵ຓ㔠㻌

ᕷ㛗㻌

㻡㻡൨㻟㻥㻢㻢㻌

䠔㻌

ίỈሙᘓタணᐃ䛸䛧䛶㉎ධ䛧䛯ᅵᆅ䛾௦㔠㻌

⏫㛗㻌

㻝൨㻞㻝㻥㻞㻌

䠕㻌

⏕άಖㆤ䛾ᨭ⤥Ỵᐃ㻌

⫋ဨ㻌

㻝൨㻟㻠㻢㻡㻌

䠍䠌㻌 Ἑᕝᨵಟᴗ䛾ጤクᩱ䛾㐣ᨭᡶ㻌

⫋ဨ㻌

㻝൨㻠㻜㻠㻥㻌

䠍䠍㻌 䝞䜲䜸䝬䝇ᴗ䜈䛾⿵ຓ㔠䛾ᨭฟ㻌

⏫㛗㻌

㻥㻞㻣㻥㻌

䠍䠎㻌 䝸䝃䜲䜽䝹タ䛾ᴗṆ䛻క䛖⿵ຓ㔠䛾㏉㑏㻌

▱㻌

㻝൨㻥㻢㻡㻥㻌
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ᅜᐙ㈺ൾἲୖ䛾㈐௵
 බົဨᨾពཪࡣ㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ
эᦆᐖ㈺ൾㄳồ㸦ᅜᐙ㈺ൾἲiձ㸧
ᆅ᪉බඹᅋయ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

⿕ᐖ⪅㻌
䠄ఫẸ➼䠅㻌
 ᦆᐖࢆ࠼ࡿ⾜Ⅽ

 බົဨᨾពཪࡣ㔜㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ
эồൾㄳồ㸦ᅜᐙ㈺ൾἲiղ㸧

බົဨ㻌

ͤồൾᶒࢆไ㝈ࡋࡓ⌮⏤ࡘ࠸࡚㸦ྂᓮ㛗ⴭࠕᅜᐙ㈺ൾἲࠖ㸧
࣭ồൾᶒࢆࠊᨾព࣭㔜㐣ኻ㝈ࡗࡓࡢࡣࠊබົဨࡢ⫋ົࡢ
࡞㐠Ⴀᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍࡇࢆᠱᛕࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊ
ཧ㆟㝔ྖἲጤဨ࡛ࡢᨻᗓጤဨࡢࠗ㍍㐣ኻࡢሙྜ࡛ࡶ୍ࠎබົ
ဨࡀᅜᐙᑐࡋ࡚ồൾ⩏ົࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊබົဨࡀ⫋
ົᇳ⾜ࡘ࠸࡚⮑࡞ࡗ࡚ṇᙜ࡞⫋ົࡢᇳ⾜ࡉ࠼ศ⾜࠼
࡞࠸ࡇࢆᜍࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿ࠘ࡢ⟅ᘚࡼࡗ࡚❚▱࡛ࡁࡿࠋ

㛗䜔⫋ဨ䛾㈐௵
 ッゴ䛾ᥦ㉳䠄䠐ྕッゴ䠅
ᆅ᪉බඹᅋయ
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

 㛗ࡸ⫋ဨᨾពཪࡣ㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ
эᦆᐖ㈺ൾㄳồ㸦Ẹἲi㸧

㛗䜔⫋ဨ䠄ィ⫋ဨ➼䜢㝖䛟䠅㻌

ఫẸ㻌

 ᦆᐖࢆ࠼ࡿ⾜Ⅽ

ͤィ⫋ဨ➼ࡼࡿ⌧㔠࣭≀ရ➼ࡢஸኻ࣭ᦆയࠊ㐪ἲ࡞ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ
➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉⮬ἲiࡢࡢつᐃࡼࡿ㈺ൾ௧㸦ᨾពཪ
ࡣ㔜㐣ኻࠋ⌧㔠ࡘ࠸࡚ࡣᨾពཪࡣ㐣ኻ㸧
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㻌 ᖹᡂ䠎䠐ᖺ䠐᭶䠎䠌᪥᭱㧗ุᡤ➨ᑠἲᘐุỴ䠄Ẹ㞟䠒䠒ᕳ䠒ྕ䠎䠑䠔䠏㡫䠅䛆⚄ᡞᕷ䐟௳䛇㻌
㻌 ᖹᡂ䠎䠐ᖺ䠐᭶䠎䠌᪥᭱㧗ุᡤ➨ᑠἲᘐุỴ䠄ุ㞟Ẹ䠎䠐䠌ྕ䠍䠔䠑㡫䠅䛆ᮾᕷ௳䛇㻌
㻌 ᖹᡂ䠎䠐ᖺ䠐᭶䠎䠏᪥᭱㧗ุᡤ➨ᑠἲᘐุỴ䠄Ẹ㞟䠒䠒ᕳ䠒ྕ䠎䠓䠔䠕㡫䠅䛆䛥䛟䜙ᕷ௳䛇㻌
࠙ἲᘐពぢ㸦ྛ௳㸧ࠚ
㸦ఫẸッゴ࡛தࢃࢀ࡚࠸ࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ➼ࢆᨺᲠࡍࡿ㆟Ỵࡢ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚㸧㻌
䕿㻌 ᆅ᪉⮬ἲ䠕䠒᮲䠍㡯䠍䠌ྕ䛿䚸ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㆟䛾㆟Ỵ㡯䛸䛧䛶䚸䛂ἲᚊⱝ䛧䛟䛿䛣䜜䛻ᇶ䛵䛟ᨻ௧ཪ䛿᮲䛻
≉ู䛾ᐃ䜑䛜䛒䜛ሙྜ䜢㝖䛟䜋䛛䚸ᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛䛣䛸䛃䜢ᐃ䜑䚸䛣䛾䛂≉ู䛾ᐃ䜑䛃䛾䛸䛧䛶䛿䚸ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗
䛿䛭䛾മᶒ䛻ಀ䜛മົ⪅䛜↓㈨ຊཪ䛿䛣䜜䛻㏆䛔≧ែ➼䛻䛒䜛䛸䛝䛿䛭䛾㆟䛾㆟Ỵ䜢⤒䜛䛣䛸䛺䛟䛭䛾മᶒ䛾ᨺᲠ䛸䛧
䛶䛾മົ䛾ච㝖䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛᪨䛾ྠἲ䠎䠐䠌᮲䠏㡯䚸ᆅ᪉⮬ἲ⾜௧䠍䠓䠍᮲䛾䠓䛾つᐃ➼䛜䛒䜛䚹᪉䚸ᬑ㏻ᆅ᪉
බඹᅋయ䛾㆟䛾㆟Ỵ䜢⤒䛯ୖ䛷䛭䛾㛗䛜മᶒ䛾ᨺᲠ䜢䛩䜛ሙྜ䛻䛚䛡䜛䛭䛾ᨺᲠ䛾ᐇయⓗせ௳䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྠἲ䛭
䛾䛾ἲ௧䛻䛚䛔䛶䛣䜜䜢ไ㝈䛩䜛つᐃ䛿Ꮡ䛧䛺䛔䚹㻌
䕿㻌 䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᆅ᪉⮬ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛜䛭䛾മᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸䛭䛾㆟䛾㆟Ỵཬ䜃㛗䛾
ᇳ⾜⾜Ⅽ䠄᮲䛻䜘䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾බᕸ䠅䛸䛔䛖ᡭ⥆ⓗせ௳䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛㝈䜚䚸䛭䛾㐺ྰ䛾ᐇయⓗุ᩿䛻䛴䛔䛶䛿䚸ఫ
Ẹ䛻䜘䜛┤᥋䛾㑅ᣲ䜢㏻䛨䛶㑅ฟ䛥䜜䛯㆟ဨ䛻䜘䜚ᵓᡂ䛥䜜䜛ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㆟Ỵᶵ㛵䛷䛒䜛㆟䛾㔞ᶒ䛻ᇶᮏ
ⓗ䛻ጤ䛽䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
䕿㻌 䜒䛳䛸䜒䚸ྠἲ䛻䛚䛔䛶䚸ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᇳ⾜ᶵ㛵ཪ䛿⫋ဨ䛻䜘䜛බ㔠䛾ᨭฟ➼䛾㈈ົィ⾜Ⅽཪ䛿ᛰ䜛ᐇ䛻
ಀ䜛㐪ἲ⏤䛾᭷↓ཬ䜃䛭䛾ṇ䛾せྰ➼䛻䛴䛝ఫẸ䛾㛵䛩䜛ุᡭ⥆䛻䜘䜛ᑂᰝ➼䜢┠ⓗ䛸䛧䛶ఫẸッゴไᗘ䛜
タ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚸ఫẸッゴ䛾ᑐ㇟䛸䛥䜜䛶䛔䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒཪ䛿ᙜᚓ㏉㑏ㄳồᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛᪨䛾㆟Ỵ䛜䛥
䜜䛯ሙྜ䛻䛴䛔䛶䜏䜛䛸䚸䛣䛾䜘䛖䛺ㄳồᶒ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛿ᵝ䚻䛷䛒䜚䚸ಶ䚻䛾䛤䛸䛻䚸ᙜヱㄳồᶒ䛾Ⓨ⏕ཎᅉ䛷
䛒䜛㈈ົィ⾜Ⅽ➼䛾ᛶ㉁䚸ෆᐜ䚸ཎᅉ䚸⤒⦋ཬ䜃ᙳ㡪䚸ᙜヱ㆟Ỵ䛾㊃᪨ཬ䜃⤒⦋䚸ᙜヱㄳồᶒ䛾ᨺᲠཪ䛿⾜䛾ᙳ
㡪䚸ఫẸッゴ䛾ಀᒓ䛾᭷↓ཬ䜃⤒⦋䚸ᚋ䛾≧ἣ䛭䛾䛾ㅖ⯡䛾䜢⥲ྜ⪃៖㻌䛧䛶䚸䛣䜜䜢ᨺᲠ䛩䜛䛣䛸䛜ᬑ㏻ᆅ᪉
බඹᅋయ䛾Ẹⓗ䛛䛴ᐇຠⓗ䛺⾜ᨻ㐠Ⴀ䛾☜ಖ䜢᪨䛸䛩䜛ᆅ᪉⮬ἲ䛾㊃᪨➼䛻↷䜙䛧䛶ྜ⌮䛷䛒䛳䛶ୖグ䛾㔞
ᶒ䛾⠊ᅖ䛾㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛻ᙜ䛯䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛝䛿䚸㆟Ỵ䛿㐪ἲ䛸䛺䜚䚸ᨺᲠ䛿↓ຠ䛸䛺䜛䜒䛾䛸ゎ䛩䜛䛾䛜┦ᙜ䛷䛒
䜛䚹䛭䛧䛶䚸ᙜヱබ㔠䛾ᨭฟ➼䛾㈈ົィ⾜Ⅽ➼䛾ᛶ㉁䚸ෆᐜ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾㐪ἲ⏤䛾ᛶ᱁䜔ᙜヱ⫋ဨཪ䛿ᙜヱ
ᨭฟ➼䜢ཷ䛡䛯⪅䛾ᖐ㈐ᛶ➼䛜⪃៖䛾ᑐ㇟䛸䛥䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛸ゎ䛥䜜䜛䚹㻌
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࠙༓ⴥ⨾ุᐁࡢ⿵㊊ពぢ㸦ྛ௳㸧ࠚ㻌
䕿㻌 ᅜᐙ㈺ൾἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ಶே㈐௵䜢㈇䜟䛫䜛⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶䚸ྠἲ➨䠍᮲䠎㡯䛜බᶒຊ䛾⾜䛻ᙜ䛯䜛බົဨ䛜ᨾពཪ
䛿㔜䛺㐣ኻ䛾䛒䛳䛯ሙྜ䛻㝈ᐃ䛧䛶䛔䜛䛾䛸ẚ䜉䚸ఫẸッゴ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ಶே㈐௵䜢㈇䛖⠊ᅖ䜢⊃䜑䛶䛿䛚䜙䛪䚸䛭䛾
Ⅼ䛜ไᗘ䛾≉㉁䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䕿㻌 ఫẸッゴไᗘ䛜タ䛡䜙䜜䛯ᙜ䛿䚸㈈ົィ⾜Ⅽཬ䜃ィἲつ䛿䚸䛭䛾㐺ἲ䞉㐪ἲ䛜ᐜ᫆䛻䛛䛴᫂☜䛻ุ᩿䛧ᚓ䜛䜒
䛾䛷䛒䜛䛸ᐃ䛥䜜䛶䛔䛯䛜䚸䛭䛾≧ἣ䛿䚸᪥୍ኚ䛧䛶䛚䜚䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ᨻつᶍ䚸⾜ᨻάື䛾つᶍ䛜ᛴ㏿䛻ᣑ
䛧䚸䛭䜜䛻క䛔䚸」㞧ከᵝ䛺㈈ົィ⾜Ⅽ䛜㘒⥈䛧䚸䛭䜜䜢つไ䛩䜛ィἲつ䜒ከᒱ䛻䜟䛯䜚䚸䛭䜜䜙䛾㐺ἲᛶ䛾ุ᩿
䛜ᐜ᫆䛷䛺䛔ሙྜ䜒ከ䛟䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹䛭䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛾୰䛷䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛜⮬ᕫཪ䛿⫋ဨ䛾䝭䝇䜔ἲ௧ゎ㔘䛾
ㄗ䜚䛻䜘䜚⤖ᯝⓗ䛻⭾䛺ಶே㈐௵䜢㏣ཬ䛥䜜䜛䛸䛔䛖⤖ᯝ䜒ከ䛟⏕䛨䛶䛝䛶䛚䜚䠄᭱㏆䛾ୗ⣭ุᡤ䛾ุ䛻䛚䛔䛶
䛿䚸ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛻䛴䛔䛶䛾ㄆᐜ㢠䛜ᩘ༓䛻⮳䜛䜒䛾䜒ከ䛟ᩓぢ䛥䜜䡠᭦䛻䛿ᩘ൨䛺䛔䛧ᩘ༑൨䛻ཬ䜆䜒䛾䜒ぢ
䜙䜜䜛䚹䠅䚸䜎䛯䚸ಶே㈐௵䜢㈇䜟䛫䜛䛣䛸䛜䚸ᰂ㌾䛺⫋ົ㐙⾜䜢ⴎ⦰䛥䛫䜛䛸䛔䛳䛯ᣦ䜒ぢ䜙䜜䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹㻌
䕿㻌 ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛜䚸ᨾព➼䛻䜘䜚ಶேⓗ䛺ᚓ䜢ᚓ䜛䜘䛖䛺≢⨥⾜Ⅽ䛺䛔䛧䛭䜜䛻㢮䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛾㈐௵㏣
ཬ䛷䛒䜜䜀ู䛷䛒䜛䛜䚸㘒⥈䛩䜛ົฎ⌮䛾㐣⛬䛷䚸୍ᗘ䝭䝇䜔ἲ௧ゎ㔘䛾ㄗ䜚䛜䛒䜛䛸䚸┦ᙜᅉᯝ㛵ಀ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛㝈䜚䚸
㛗䛾⤥䜔㏥⫋㔠䜢䛿䜛䛛䛻㥙䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ⩏ົ䜢㈇䜟䛫䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛾ไᗘ䛾ព⩏䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂䛿䚸㏻ᖖ䛾
ಶே䛾㈐௵ㄽ䛾⪃䛘䛛䜙䛿ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸䛭䜜䛸䛿␗䛺䜛ḟඖ䛾䜒䛾䛸䛔䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹㻌
䕿㻌 ᅜᐙ㈺ൾἲ䛾⪃䛘᪉䛻ೌ䛘䜀䚸㛗䛻ಶே㈐௵䜢㈇䜟䛫䜛᪉ἲ䛸䛧䛶䛿䚸ᦆᐖ㈺ൾ䜢㈇䛖ሙྜ䜔䛭䛾⠊ᅖ䜢㝈ᐃ䛩䜛᪉
ἲ䜒䛒䜚ᚓ䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹䠄䛘䜀䚸ᦆᐖ㢠䛻䛴䛔䛶ಶே㈐௵䜢㈇䜟䛫䜛ሙྜ䜢䚸ᨾព䛻䜘䜚ಶேⓗ䛺ᚓ䜢ᚓ䜛䛯䜑
䛻㐪ἲ䛺㈈ົィ⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯ሙྜ䜔䚸ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛻㔜䛺ᦆᐖ䜢䛘䜛䛣䛸䜢䛚䜘䛭㢳៖䛧䛺䛔䛸䛔䛖↓ど䠄ⱥ
⡿ἲ䛷䛔䛖୍✀䛾㼞㼑㼏㼗㼘㼑㼟㼟㻌㼐㼕㼟㼞㼑㼓㼍㼞㼐㻌䛾䜘䛖䛺䜒䛾䠅䛻ᇶ䛵䛟⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯ሙྜ➼䛻㝈䜛䛣䛸䛸䛧䚸䛭䜜௨እ䛾㐣ኻ䛾ሙྜ䛻
䛿䚸ุᡤ䛜㐪ἲᐉゝ䜢䛧䚸ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶୍ᐃ䛾ᠬᡄฎศ➼䜢⾜䛖䛣䛸䜢⩏ົ䛡䜛䛣䛸䛷ᑐฎ䛩䜛➼䛾
᪉ἲ䞉⤌䜏䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䠅䚹㻌 㻌
䕿㻌 ⌧⾜䛾ఫẸッゴ䛿䚸ἲ⾜Ⅽἲ䛾ἲ⌮䜢๓ᥦ䛻䛧䛶䚸㐪ἲ⾜Ⅽ䛸┦ᙜᅉᯝ㛵ಀ䛜䛒䜛ᦆᐖ䛾䛶䜢ಶே䛻㈺ൾ䛥䛫䜛
䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛣䛸䛜ᚰ⌮ⓗ䛻䛝䛺ጾᄐ䛸䛺䜚䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ົ䛾㐺ṇ䛜ᅗ䜙䜜䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷ᡂᯝ䛜ୖ䛜
䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛୍᪉䚸ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿䚸๓グ䛾䛸䛚䜚䚸ಶே䛜ฎ⌮䛷䛝䜛⠊ᅖ䜢㉸䛘䛯㐣䛷㐣㓞䛺㈇ᢸ䜢㈇䜟䛫䜛
➼䛾ሙ㠃䛜⏕䛨䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹㻌㻌
䕿㻌 ㆟䛸䛧䛶䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻䛿䛭䛾㔞㡯䛷䛒䛳䛶䜒䚸༢䛺䜛ᨻⓗ䞉ඪὴⓗุ᩿䛺䛔䛧 ⓗุ᩿䛾䜏䛷ฎ⌮䛩䜛䛣䛸
䛺䛟䚸䛭䛾㐓⬺䞉℃⏝䛸䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻䚸ᮏ௳䛾ἲᘐពぢ䛜ᣦ䛧䛯ྖἲุ᩿䛾ᯟ⤌䜏䛻䛚䛔䛶⪃៖䛥䜜䜛䜉䛝ㅖ䜢༑
ศ䛻㋃䜎䛘䚸䛻༶䛧䛯ៅ㔜䛺ᑐᛂ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛣䛸䜢⫢䛻㖭䛨䛶䛚䛟䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
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࠙㡲⸨ṇᙪุᐁࡢពぢ㸦ࡉࡃࡽᕷ௳㸧ࠚ
㻌
䕿㻌 ୍⯡ㄽ䛷䛔䛘䜀䚸㛗䛻ᑐ䛧䛶䛚䜘䛭ᘚ῭⬟ຊ䜢㉸䛘䜛㠀ᖖ㆑䛻㧗㢠䛺㔠㢠䛾ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢⾜䛩䜛䛾䜒ᚲ䛪䛧䜒
㐺ษ䛷䛺䛔䛸䛔䛖㠃䜒ྰᐃ䛷䛝䛺䛔䚹䛩䛺䜟䛱䚸㛗䛻䜘䜛ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ຠ⋡ⓗ䞉ᘓタⓗ䛺බ㔠⏝䛒䜛䛔䛿」㞧䛛
䛴ከᵝ䛺⌧௦♫䛻ᑐᛂ䛧㛗ᮇⓗ䛺ど㔝䛻❧䛳䛯✚ᴟᯝᩒ䛺⾜ᨻ㐠Ⴀ䜔⫋ົ䛾㐙⾜䛜ồ䜑䜙䜜䜛୍᪉䛷䚸䛭䛾⫋ົ䛾
㐙⾜㐣⛬䛷㐪ἲ䛻ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ᦆᐖ䜢䛘䜛䛸䛔䛖ሙ㠃䛜䛒䜚ᚓ䚸䛭䛾ሙྜ䛻䚸䛭䛾ᦆᐖ䛾ྡ┠㢠䛻䜒䛛䛛䜟䜙
䛪⤒῭ᐇ㉁ୖ䛾䛭䜜䛿ഹ䛛䛷䛒䜛䛸ホ౯䛥䜜䜛䛸䛝䜔䚸ᖐ㈐ᛶ䛜䛥䜋䛹䛷䛿䛺䛔䛸䜏䜙䜜䜛䛸䛝䜒䛒䜚ᚓ䜛䚹㻌
䕿㻌 ᪉䜎䛯䚸බᶒຊ䛾⾜䛻ᙜ䛯䜛බົဨ䛾⫋ົ䛾㐙⾜䛻䛚䛡䜛ἲ⾜Ⅽ䛻䜘䜛ᅜཪ䛿බඹᅋయ䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛻䛴䛔
䛶බົဨಶே䛿⿕ᐖ⪅䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇䜟䛺䛔䛣䛸䚸㛗௨እ䛾⫋ဨ䛿㆟䛾ྠព䜢ᚓ䛶䛷䛿䛒䜛䛜䚸┘ᰝጤဨ䛻
䜘䛳䛶Ỵᐃ䛥䜜䛯㈺ൾ㈐௵䛻䛴䛝㛗䛛䜙ῶච䜢ཷ䛡ᚓ䜛䛣䛸䠄ἲ䠎䠐䠏᮲䛾䠎➨䠔㡯䠅䛸䛾ᶒ⾮䚸㛗䛿䛭䜜௨እ䛾⫋ဨ䛸␗䛺䜚
ఫẸ䛻䜘䜛┤᥋䛾㑅ᣲ䜢㏻䛨䛶㑅ฟ䛥䜜䚸ᨻ㈐௵䜢ၥ䜟䜜ᚓ䜛Ꮡᅾ䛷䛒䜛䛣䛸䛺䛹䛾䜢⪃៖䛩䜛䛸䚸ከ㢠䛾ᦆᐖ㈺
ൾㄳồᶒ䜢⾜䛩䜛䛣䛸䛜㓞䛻ኻ䛧䚸䛒䜛䛔䛿䚸⾜ᨻ㐠Ⴀ䜢ⴎ⦰䛥䛫䛯䜚䚸㛗䛾㐺௵⪅䜢㐲䛦䛡䜛䛣䛸䛻䜒䛺䜚䛛䛽䛺䛔㠃
䜒䛒䜛䚹㻌
䕿㻌 䜒䛱䜝䜣䚸ఫẸッゴ䛿䚸㛗䛺䛹䛾⏕ά䜢◚⥢䛥䛫䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛧䚸䜎䛯䚸䛭䛖䛥䛫䛶䜎䛷㈺ൾ䜢䛥䛫䛶䜒
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第２回
・窓口業務における地方独立行政法人の活
用について
・自治体の国際的活動と公法理論について
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２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２８年度）
（第２回）議事要旨
１

日

時

平成２８年１１月２日（水）１７：００～

２

場

所

（一財）自治総合センター

３

出席者

４

議

題

５

概

要

秋田
大西
興津
西貝
平田

典子
楠・テア
征雄
小名都
彩子

大会議室

千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授
専修大学 法学部 准教授
神戸大学大学院 法学研究科 教授
首都大学東京 社会科学研究科 准教授
京都大学大学院 地球環境学堂 特定准教授

・窓口業務における地方独立行政法人の活用について
・自治体の国際的活動と公法理論について

窓口業務における地方独立行政法人の活用について
（事務局から資料に基づき説明）
○

公権力の行使については民間に委託することができないという規範を前提に、様々な
議論が展開されているが、その規範に何か法律上の根拠はあるのか。

○

公権力の行使と解されている作用について、独立行政法人ないし民間が行うことがで
きる事例においては、全て法律に根拠があり、法律で定めれば、民間に委ねることは必
ずしも禁止されていないのではないか。そうすると、公権力の行使を民間委託できない
ということの本当の意味合いは、公権力の行使に関係する場合は注意を払うようにとい
う、立法指針程度のものなのではないか。

○

公権力の行使とは一体何物で、どういう性格を持っていれば公権力の行使なのかは、
実際のところは明確に整理されておらず、各制度の所管省庁においても、その法制度の
中で何が公権力の行使に当たるかを整理していることは、基本的に無いのではないだろ
うか。

○

従前から、公権力の行使というものは公務員が行うべきものであると言われてきてい
る中で、その反射として民間委託ができないと言われている。
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○

個別の法律に基づいて設立されている特殊法人でなくても、指定行為という行政行為
をかませることで行政権限を行使できるようになるという制度は既に多く設けられてい
るが、いずれも事務の中身を個別に見ていった上で、行政以外の主体に行わせることが
できるのかを確認しているのではないか。公の施設の設置や管理運営についての指定管
理者制度も、同様の事務を行うことができる実態に鑑みて、使用許可という行政行為も
含めて民間事業者に行わせることができるという判断で設けられている。

○

窓口行為は定型的ではあるが、住民としての基礎的な権利義務を確定させたり変動さ
せたりする行為であり、安定的に提供されていく必要があるので、私法人を指定すると
いう制度設計だけでは少し不足しているのではないか。そこで、存立の根幹を行政が握
っている地方独立行政法人が適しているという判断になったものである。

○

比較法的に言うと、日本は公務員以外の私人、あるいは私法人に対して、公権力の行
使をさせることに比較的寛容である。公務員でなければだめだということはなく、ただ
しそれを可能にするには法律の根拠が必要ということ。逆に言えば、法律で書けば割と
自由に私法人、私人にも公権力行使をさせているのが日本の法制で、そこに地独法とい
う便利なスキームを活用すればうまくいくのではというのが、今回の改正案である。

○

大学の地独法化の例は、元々あった大学法人が地方独立行政法人に変わっただけで新
鮮味に欠けるが、今回の地独法活用は、具体的にはどういった形で外部資源が入ってく
ることを想定しているのか。公務員が地独法になるということは想定されておらず、企
業が地独法になることを想定しているのか。

○

今回の窓口地方独立行政法人では、設立当初は窓口業務のスキルを持つ自治体職員が、
窓口地方独立行政法人の職員になることにより事務を円滑に移行させることを想定して
いるが、あくまで行政から切り離された一つの法人であり、年数をかけて職員を自ら採
用し育成することで、次第に外部資源を有効に活用出来ると考えている。

○

小規模団体が、地方独立行政法人を自ら設立して窓口業務を行わせることは、スキル
としてもコストとしても難しい可能性があるので、連携中枢都市が設立した地方独立行
政法人が周りの小規模市町村の窓口事務も行えるような共同設立の仕組みも設けていき
たい。

○

アウトソーシングが進んでいるアメリカにおいても、ローカルガバメントは、コント
ラクトを結んだ相手方のパフォーマンスが悪ければ、命令をしたり、委託料を減額する
という形でガバナンスをかけようとしているが、思うように効いていないことが多いと
聞く。
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○

一旦民間委託をしてしまうと、地方自治体は委託先で何が行われているか徐々にわか
らなくなる。業務が自分の手から離れてしまうとガバナンスが効かなくなっていき、事
前防止のためのチェックが難しくなるのではないか。

○

一旦民間委託をした後、業務を直営に戻すのは難しいというのが自治体の実情ではあ
るが、民間委託や指定管理者の場合と同様、今回、地方独立行政法人に窓口を行わせる
にあたり、自治体職員を当該地方独立行政法人に継続して派遣し、なるべく職員のスキ
ルを継承させていくといった工夫はあるのではないか。

○

民間委託の結果、自分たちで情報管理ができなくなってしまった業務については、本
来的に行政がやらなければいけなかったものなのかを改めて検証しても良いのではない
か。また、外部資源の活用は、行政がガバナンスをきかせ続ける必要がある事務とない
事務が枝分かれしていく良い分岐点になるのではないか。

○

窓口業務における外部資源の活用は、人口減少社会という厳しい情勢下でも、小さい
町村が一定水準のサービスを提供し続ける必要があるというところに端を発する。複数
の町村が共同し、あるいは中心市が周辺町村の事務を行うことも想定しつつ、地方独立
行政法人を設立し、業務を補完し合おうという考えが出発点だったが、実際には、窓口
業務全体の包括的な委託ができないという点がクローズアップされ、地独法に窓口業務
を一括して行えるようにしたいという動機が前面に出てきたという経緯がある。

○

窓口業務の自治体行政における割合の提示が、制度改正の効果の把握にとって必要な
のではないか。

○

公園の指定管理においては、管理者側のモチベーションは重要な要素であり、指定管
理者側が裁量の範囲内でクリエーティブに管理をすることで、公園を活性化して収入を
さらに得て、指定管理者自体も次へつなげていくことが可能である。それに対して、窓
口関連業務においては、業務に対するモチベーションをどう維持して、質の高い業務を
持続させる予定なのか。

○

一口に窓口業務といっても、今まで法令上何の定義もなく、どこからどこまでが窓口
業務か不明瞭なため、効果の算出も一様にしづらい。また、どこからどこまでの窓口業
務を地方独立行政法人に行わせるかで、効果も変わってくるのではないか。

○

窓口業務については、地方独立行政法人側のモチベーションというよりは、設立団体
である行政側のモチベーションが高いのではないか。どれだけ質の高い接遇ができるか、
待ち時間や休日開庁に対する住民からの不満をどれだけ解消できるかといった、行政側
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だけでは機動的に対応出来ない点を、別の法人格に託すことによって実現できるのでは
ないか。
○

今回の地方独立行政法人は、基本的には非公務員型を想定しており、任期の定めのな
い短時間採用もできることになれば、繁忙期にマンパワーを増大し、そうでない時期は
少しならすことで、繁閑に対応した人員体制を組むことも可能になる。通年を通じて市
民課に人員を一定数確保するより効率的に窓口サービスが提供できるといったところに、
設立団体たる行政側のモチベーションがあると考える。

○

地方独立行政法人側が、自主的・自律的に窓口サービスを提供する中でサービスの質
に対してモチベーションを持ってもらうことに関しては、制度というより運用の話にな
ってしまわざるを得ないのではないか。

○

窓口業務における地方独立行政法人の活用によって、住民が求めるサービスの濃淡に
臨機応変に対応出来るようになれば、サービスの質は相対的に高まるのではないか。

○

全国的な大企業が多くの自治体から事業を請け負うことで、ノウハウを蓄積してシス
テムを開発してしまえば、コストを下げる方向で収益を上げられるが、地独法を活用す
る場合はそういったメカニズムは働かないと考えられる。今回の改正は、自治体が、本
当は民間会社に委ねたいというニーズがあったとすれば、それに応えていないことにな
るのではないか。

○

民間業者に委託するのであれば、失敗した事業について別の業者と新たに契約するこ
とは可能だが、地独法では不可能ではないか。ガバナンスやコントロールの観点から、
ある程度複数の会社で競争的なマーケットをつくることも、制度設計としてあり得たの
ではないか。

○

制度設計として、地方独立行政法人に代替執行を活用しようとしているが、具体的に
どういう改正を検討しているのか。

○

地方自治法上の事務の代替執行という制度を元に、設立団体が本来的な窓口事務の権
限、責任を持ったままで手足として地方独立行政法人を活用することを想定している。

○

現行の地方自治法２５２条の１６の２の条文を、
「地方独立行政法人は」という主語に
置きかえるのであれば、条文自体からは代替執行できる事務の該当・非該当は導けない
が、そこは包括的な一般条項を置き、解釈適用で仕分けをする方向になるのか。

○

代替執行という特殊な法制を使うのであれば、具体的に窓口事務の根拠条項を列記す

－28－

ることになると想定している。

自治体の国際的活動と公法理論について
（大西委員から資料に基づき説明）
○

主権国家体制を前提に、公権力は国家が独占し、権力的な関与によって国家の統一性
を保持する一方、地方公共団体が自由に国際社会とも関わっているという対照的な状況
下で、地独法のような新たな行政権の主体が生まれてくるときに、権力的な統制を上か
らかけていくべきなのか、それとも、国際地方自治法というような一般的なルールを固
めていくべきなのか。

○

グローバル化とともに国民国家が担っていた機能が、超国家的な主体や、民間、脱国
家的な主体に移行していくことは現象としてありえることだが、そのルートを用意して
いるのは実は国民国家だとサスキア・サッセンなどが主張している。国民国家が国際条
約を結ぶことで、ＮＰＯのような形で国家に代わって様々な業務をする存在が出てきた
としても、それが成功したら国家の制度に取り上げる形で、国民国家は常に自分の正当
化基盤を強化し続けている。

○

国際的な自治体の活動があったとしても、それを監督する官庁が、国家の側で最終的
な手綱を締めていくことが望ましいのではないか。

○

自治体が国家と違った形で勝手に活動することを日本政府はどう見ているのかについ
て、ドイツ人は興味を持っている。少なくともドイツでは８０年代以来の議論の蓄積が
あり、地域的な共同体であるドイツの自治体においては、地域との関わり合いの度合い
で、自治体の事務が何なのか、どこまでやって良いのかを個別的に見ていくしかないと
捉えられている。

○

自治体は条約締結主体ではないので、国際的な協定や約束をしても法的効果が生ずる
ことはないという大前提の上で、法的効果が生じない活動であったとしてもなお、自治
体の国際的な活動を制約する法理として、自治体の事務の範囲内か、地域性があるかと
いう基準が出てくるということか。

○

自治体外交に関する一番基本的なドイツの判例が、連邦憲法裁判所の判例集２巻３４
７ページのＫｅｈｌｅｒ Ｈａｆｅｎ-Ｕｒｔｅｉｌで、これはフランスのストラスブー
ルとバーレンの間で、ライン川の港町に特定の公的な法人を作り、港の管理業務や河川
管理業務を行わせようとしたところ、憲法違反だとドイツ社会民主党の議員に言われて、
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憲法裁判所に持ち込まれた事案である。
○

Ｋｅｈｌｅｒ Ｈａｆｅｎ-Ｕｒｔｅｉｌに関して、ドイツ連邦憲法裁判所が「自治体
は国際法的に拘束力がある協定や合意を結ぶことはできない」と結論づけている一方、
「それに反しないような国際的な協定や協力関係を結ぶこと自体は禁止されていない」
とした結果、８０年代には、自治体の外交権を主張する学者たちが現れた。

○

仮に自治体が「一定の平和的なものに限る」というような要件を設けて、軍事目的の
艦船には港を使わせない条例を作った場合には、自治体の外交権というより、そういっ
た場合に拒否する権限が地方公共団体に許容されるかどうかという、国内法の船舶関係
の解釈になるのではないか。

○

日本では、外交については、補完性の原則で全て考えるのか、それとも補完性の原則
とは関係なく、国家の専権事項であるとして考えられているのか。

○

８０年代の日本において、北見市が旧ソ連のサハリン市と姉妹都市協定を結び、共同
宣言のようなものを出したが、それが反共で固まっている日本の政治とずれていたため、
外務省と自治省が「地方公共団体の国際交流は文化交流と地域振興に限定する」という
指針のようなものを出したと聞いたことがある。

○

外国との関係がなくても、自治体が自主的に国防方針に反対することは自治体外交に
該当するとドイツでは考えられている。その具体例であるＡｔｏｍｂｅｗａｆｆｕｎｇ
ｓ－Ａｎｆｒａｇｅ Ｕｒｔｅｉｌは、１９５８年頃に、ＮＡＴＯの枠組みで核兵器を
使う活動をドイツ国防軍がして良いかどうかを、各自治体が住民投票し決議しようとし
たが、ドイツ連邦憲法裁判所に止められた事案である。

○

国家の主権を前提にどれ位自治体を統制できるかは、結局のところ、国家の主権に基
づく各種統制にどれだけ権威が認められるかという話になる。自治体外交について国家
がどこまで手綱を引けるかも、その自治体にとって今まであまりなじみのなかった外交
問題について、どれ位国家が自治体に対して権威を今までと同様に持てるかにかかって
いるのではないか。

○

外交問題について、国家の自治体に対する権威が認められる時とは、国家が自治体に
比べて知識を多く持っている時、あるいは調整問題として国家がより上手く解決できる
時のいずれかと考えたときに、これだけ情報がインターネットを通じて流布し、人の移
動も従来の国境という概念からかなりかけ離れてきている現在、国家がそこまで外交問
題について権威を持てるのか。
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○

ドイツの裁判所の判決も、学説もシンプルで、自治体外交は認められないという立場
は、外交は国民全体で決めるべきことであり、勝手に決められたら困るという議論のみ
で片付けており、国家のほうが知識があるという議論は、二の次になっている。

○

どこの国とどれだけ交流するかは、知識の量で決まる問題ではなく一刀両断で調整で
きる問題だと考える場合ならば、現代において、調整問題的に思い切って割り切ること
が非常に難しくなってきていることを考えると、どこまで国の権威を維持できるのか。

○

属する国家よりも外国に近い地域も既にあり、その地域のほうが外交問題について要
領を得、人的な繋がりもあるということがこれからどんどん増えていくのではないか。

○

民主的な正当性があるという話は、権威主体の命令の内容に理由があるからではなく、
主体の属性に基づく推論であり、国家の権威を命令の理由に基づいて分析することは、
民主的正当性という話とは全く毛色の違う問題ではないか。

○

日本では、地方自治は民主化を促進するために戦後導入されたという考えが、少なく
とも憲法分野では非常に根強く、中央の民主主義を補完するために地方でどんどん民主
主義の学校としてやっていくことが良いという考えが非常に強いのではないか。一方ド
イツでは、民主的正当性を持ち出して、国家と地方の問題を切り分けて、民主主義とい
うのは中央レベルだとしており、その違いは非常に興味深い。

○

ドイツでは、基本的に連邦国家における民主的正当性は、ゲマインデ（地方自治体）
から鎖の連鎖のように連邦までつながっていくとされている一方で、民主的正当性を与
えられる主体は国だけであると言われている。

○

個別の団体だけが何かをしても、それは全体としての民主的正当性を補完したり作っ
たりすることはできないとドイツ人は考えているため、一部が民主的な決定をすれば、
それにより国家全体の決定が覆されるという考え方は、ドイツ人には受け入れられない。
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䠍 ᗈᇦ㐃ᦠ➼䛻䜘䜛⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪
䞉ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䛾ᨵṇᆅ᪉⮬ἲ䛻䜘䜚᪂䛯䛻タ䛡䜙䜜䛯㐃ᦠ༠⣙➼䜢ά⏝䛧䚸ᆅ᪉ᅪ䜔୕㒔ᕷᅪ䛭䜜䛮䜜䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯᪉ἲ䛻䜘䜚᥎㐍䛩䜉䛝䚹
䞉ᅪᇦෆ䛻䚸ኪ㛫ேཱྀẚ⋡䛜䠍௨ୖ䛾䠎䛴䛾୰ᚰⓗ䛺ᕷ䛜㞄᥋䛧䛶䛔䜛ሙྜ䠄」║ᆺ䠅䛻䛚䛔䛶䛿䚸㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷ䛻䛺䜚ᚓ䜛䚹
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䜛䚹

䠎 እ㒊㈨※䛾ά⏝䛻䜘䜛⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪
䞉ᚑ᮶䛾ᆅ᪉බඹᅋయ㛫䛾ົ䛾ඹྠฎ⌮䛾⤌䜏䛾䛻䚸ᕷ⏫ᮧᴗົ䛻䛴䛔䛶ຠ⋡ⓗ䛻ฎ⌮䛩䜛᪉⟇䛸䛧䛶䚸እ㒊㈨※䜢ά⏝䛧䚸䛛䛴䚸ඹྠ
䛷⾜䛘䜛⤌䜏䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䜒㔜せ䛺㑅ᢥ⫥䛾୍䛴䚹
䞉❆ཱྀᴗົ䛾䜘䛖䛻䚸බᶒຊ䛾⾜䛻䜟䛯䜛䜒䛾䜢ྵ䜑䛯ໟᣓⓗ䛺ᴗົ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䛾ά⏝䜢ไᗘୖྍ⬟䛸䛩䜛䛣䛸䜒䚸
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ϩ 䜺䝞䝘䞁䝇䛾䛒䜚᪉
䞉ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ேཱྀῶᑡ♫䛻䛚䛔䛶ྜពᙧᡂ䛜ᅔ㞴䛺ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䞉ఫẸ䛾⚟♴䛾ቑ㐍䛻ດ䜑䚸᭱ᑡ䛾⤒㈝䛷᭱䛾ຠᯝ䜢ᣲ䛢䜛䜘䛖䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ົ䛾㐺ṇᛶ䛾☜ಖ䛾せㄳ䛜㧗䜎䜛䚹
䊻㻌㛗䚸┘ᰝጤဨ➼䚸㆟䚸ఫẸ䛜䚸ᙺศᢸ䛾᪉ྥᛶ䜢ඹ᭷䛧䛺䛜䜙䚸䛭䜜䛮䜜䛜᭷䛩䜛ᙉ䜏䜢ά䛛䛧䛶ົ䛾㐺ṇᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䚹

䠍 㛗
䞉ෆ㒊⤫ไ䜢ไᗘ䛩䜉䛝
䊻䛶䛾㛗䛻ෆ㒊⤫ไయไ䜢ᩚ
ഛཬ䜃㐠⏝䛩䜛ᶒ㝈䛸㈐௵䛜
䛒䜛䛣䛸䜢᫂☜䚹䛯䛰䛧䚸ලయ
ⓗᡭ⥆䛝䛿ᅋయ䛾つᶍ䛻㓄៖䚹

䠏 ㆟

䠎 ┘ᰝጤဨ➼
䞉┘ᰝ䛾ᐇຠᛶ䜔⊂❧ᛶ䞉ᑓ㛛
ᛶ䛾ྥୖ
䊻ᆅ᪉බඹᅋయඹ㏻䛾⤫୍ⓗ
䛺ᇶ‽䛾⟇ᐃ䜔┘ᰝጤဨ䛾◊
ಟ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸┘ᰝ䜢ᨭ䛩
䜛ᅜⓗ䛺ඹྠ⤌⧊䛾ᵓ⠏➼
䛜ᚲせ䚹

䞉㆟䛿㆟䛸䛧䛶䛾┘どᶵ⬟䜢
㐺ษ䛻Ⓨ䛩䜉䛝
䊻Ỵ⟬ㄆᐃ䛾ᣦ㡯䛻ᑐ䛩
䜛㛗䛾ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛩⤌
䜏䚸㆟㑅┘ᰝጤဨタ⨨䛾㑅ᢥไ
䛾ᑟධ䚹

䠐 ఫẸ
䞉ఫẸ䛜䝏䜵䝑䜽䛷䛝䜛䜘䛖䚸㏱᫂ᛶ䜢☜
ಖ䛩䜉䛝
䞉䜺䝞䝘䞁䝇య䛾ぢ┤䛧䛸䛒䜟䛫䛶䚸
㍍㐣ኻ䛾ሙྜ䛾㛗➼䜈䛾㈐௵㏣ཬ
䛾䛒䜚᪉䛾ぢ┤䛧䜔㐪ἲᛶ➼䜢☜ㄆ
䛩䜛⤌䜏䛾タ䚸ᶒᨺᲠ䛾ᡭ⥆
䛾ᩚഛ➼䛾ఫẸッゴไᗘ➼䛾ぢ┤
䛧䜢䛩䜉䛝
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䞉Ẹ㛫ጤク䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜᭷ຊ䛺ᡭẁ䛾୍䛴

䞉❆ཱྀᴗົ䛾䜘䛖䛻䚸බᶒຊ䛾⾜䛻䜟䛯䜛䜒䛾䜢ྵ䜑䛯ໟᣓⓗ
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䠄ཧ⪃䠅ᮏᗇ⯋䛾Ύᤲ䠕䠔䠂
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䞉ᕷ⏫ᮧ䛜ᴗົ䛻ᑐ䛧䛶ᙉ䛟㛵䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟
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ۑ୰ᮇ┠ᶆࡢලయ
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ۑᴗົ᪉ἲ᭩࠾ࡅࡿෆ㒊⤫ไయไࡢグ㍕
ᙺۑဨࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵➼㛵ࡍࡿぢ┤ࡋ
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࠙බ❧Ꮫἲேࠚ
ࡌྠ ۑ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿᅜ❧Ꮫἲேẚ࡚ࠊไᗘୖࠊㄆࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿᴗົ⠊ᅖࡀ⊃ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㡯➼ࡀᏑᅾࠋ
タ❧ᅋయ䜔බ❧Ꮫἲே䛛䜙䚸௨ୗ䛾䠐㡯┠䛻䛴䛔䛶බ❧
Ꮫἲே䛷䜒⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ไᗘᨵṇせᮃ䛒䜚䚹
䞉ฟ㈨ 䞉㛗ᮇධ 䞉వ⿱㔠䛾㐠⏝ 䞉㝃ᒓᏛᰯ䛾タ⨨

࠙බႠᴗᆺᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࠚ
 ۑබ❧Ꮫἲே࠾ࡅࡿᆅ᪉බඹᅋయࡽࡢไᗘᨵṇせᮃࡢ᳨ウ
㝿ࡋࠊබ❧Ꮫἲே௨እࡢἲே㢮ᆺ࠾࠸࡚ࡶඹ㏻ࡍࡿ㡯┠
㸦ฟ㈨ࠊ㛗ᮇධࠊవ⿱㔠ࡢ㐠⏝㸧ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊྛ㡯┠ࡘ
࠸࡚ࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆᐇࠋ

 ۑᅜ❧Ꮫྠ➼ࡢᩍ⫱࣭◊✲⎔ቃࡢᩚഛࡸᆅ᪉⏕ࡢྲྀ⤌ࡢ୰
࡛ேᮦ⫱ᡂࡸ⏘ᴗฟබ❧Ꮫἲேࡀᙺࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡣࠊ
බ❧Ꮫἲே࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞Ꮫ⤒Ⴀࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

 ۑබႠᴗᆺᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡘ࠸࡚ࠊ୍ᐃࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
㈈ᢞᶵ㛵മ➼㸦≉ูࡢἲᚊࡼࡾἲேࡢⓎ⾜ࡍࡿമๆ㸧ࢆవ⿱㔠
ࡢ㐠⏝ᑐ㇟㏣ຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊไᗘᨵṇࢆ⾜࠺ࠋ

ᇶᮏⓗࠊᅜ❧Ꮫἲேࡢࢫ࣮࣒࢟༶ࡋࡓᙧ࡛ࡢไᗘᨵṇࢆ⾜࠺ࠋ

χ

௵ওॐგബнฆގнഒ܂Ыѝ൯ုຂᅓৈవေ௵рДќု

 ۑேཱྀῶᑡ♫࠾࠸࡚ࣜࢯ࣮ࢫࡀ㝈ࡽࢀࡿ୰࡛ࡣࠊᕷ⏫ᮧᴗົࡘ࠸࡚ຠ⋡ⓗฎ⌮ࡍࡿ᪉⟇ࡋ࡚ࠊእ㒊㈨※ࢆά⏝ࡍࡿ⤌ࡳ
ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ㔜せࠋ
ཱྀ❆ ۑ㛵㐃ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫ጤクࡀ࡛ࡁ࡞࠸බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞ᴗົࡘ࠸࡚ฎ⌮ࢆྍ⬟ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢᴗົࢆ⾜࠺ሙ
ྜࠊᕷ⏫ᮧࡀ┘╩௧ࡸົࡢ┤᥋ᇳ⾜ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ࡞ᕷ⏫ᮧࡼࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᙉࡍࡿࠋ
 ۑ᪤タ❧ࡉࢀࡓᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢᕷ⏫ᮧࡀົࢆฎ⌮ࡉࡏࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿ࡞᪂ࡓ࡞ᗈᇦ㐃ᦠࡢᡭἲࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠋ
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㻟

௵ওॐგബнฆގнഒ܂Ыѝ൯ုຂᅓৈవေ௵рДќု
 ं
 ۑேཱྀῶᑡ♫࠾࠸࡚ࣜࢯ࣮ࢫࡀ㝈ࡽࢀࡿ୰࡛ࡣࠊᕷ⏫ᮧᴗົࡘ࠸࡚ຠ⋡ⓗฎ⌮ࡍࡿ᪉⟇ࡋ࡚ࠊእ㒊㈨※ࢆά⏝ࡍࡿ⤌ࡳ
ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ㔜せࠋ

ࠨႽહഐнМУѝܿബ

႟ߴٷഹнМУѝܿബ
 ۑົࡢ୍㒊බᶒຊࡢ⾜ࡀྵࡲࢀࡿሙྜࠊ୍㐃ࡢົࡢ୍ᣓࡋࡓ
Ẹ㛫ጤクࡀ࡛ࡁࡎࠊ࠸ࢃࡺࡿഇㄳ㈇ࡢၥ㢟ࢆᣦࡉࢀࡓࡀ࠶ࡿ
➼ࠊẸ㛫ጤクࡢά⏝㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ

⾜ ۑᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ᥦ౪యไࡢ☜ಖࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟ࠋ
 ۑົ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࡇࡽ༢⊂࡛ࡢጤクඛࡢ☜ಖࡀᅔ㞴ࠋ

ഒкЫѝࢢႡрཅٵ
ཱྀ❆ ۑ㛵㐃ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୍㒊ᑂᰝࡸỴᐃ➼ࡢබ
ᶒຊࡢ⾜ࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊ
Ẹ㛫ጤク࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ㄢ
㢟ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ
ࢁࠋ

㠀ᐃᆺⓗᴗົ

ᐃᆺⓗᴗົ
බᶒຊࡢ⾜ಀࡿົ

බᶒຊࡢ⾜௨እࡢົ

䛆ᕷ⏫ᮧ䛜⮬䜙ᐇ䛩䜛ᴗົ䛇
ۑண⟬⦅ᡂ
ۑ᮲ไᐃ㛵ࡍࡿᴗົ
ۑᨻ⟇ࡢ⏬❧
࣭
ᴗົࡢᛶ㉁ᛂࡌ࡚
࣭
ົࡢ୍㒊බᶒຊ
࣭
ࡢ⾜ࢆྵࡴሙྜࢆ

 ۑᅇࡢไᗘᨵṇ࠾࠸࡚ࡣࠊ
❆ཱྀ㛵㐃ᴗົࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ
බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴ㸦ྑᅗᩳ
⥺㒊㸧ໟᣓⓗ࡞ᴗົࡘ࠸࡚
እ㒊㈨※ࢆά⏝ࡍࡿ⤌ࡳࢆ
ྍ⬟ࡍࡿࠋ

䛆Ẹ㛫ጤク䛜ྍ⬟䛺ົ䛇

䛆ᅇᑐ㇟䛸䛩䜛ᴗົ䛇
䕿❆ཱྀ㛵㐃ᴗົ
࣭ᑂᰝࠊỴᐃ➼ ࣭ཷࠊධຊࠊᘬΏࡋ➼

࠙ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࠚ ۑබࡢタࡢ⟶⌮
࣭⏝チྍ ࣭ࡑࡢᐇ⾜Ⅽ㸦Ύᤲࠊタࡢ⥔ᣢ⿵ಟ➼㸧

ྵࡵࠊእ㒊㈨※ࢆά
⏝ࡍࡿ⤌ࡳࢆᐇ

࠙Ẹ㛫ጤクࠚۑ༢⣧ᐃᆺⓗᴗົ
࣭බ⏝㌴ࡢ㐠㌿

࣭㟁ヰ

࣭Ύᤲ➼

እ㒊㈨※䛾ά⏝
䛜ྍ⬟䛺ᴗົ

൯ုຂᅓৈవေ௵рިᄝ
࠙≉ᚩࠚ
 ۑᕷ⏫ᮧࡽࡢ⊂❧ᛶ
 ۑᕷ⏫ᮧࡼࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫ
 ۑᙎຊⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㐠Ⴀ
 ۑົࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ✚ࠊ⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶࡢ☜ಖࠊ
ᰂ㌾࡞ே㐠Ⴀ

࠙ά⏝ࡢ᪉ྥᛶࠚ
ཱྀ❆ ۑ㛵㐃ᴗົಀࡿẸ㛫ጤクࡀ࡛ࡁ࡞࠸බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞
ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡀᕷ⏫ᮧ㛗ࡢྡ࠾࠸࡚ࡇࢀࡽࡢᴗົ
ࢆ⾜࠺ࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࠊᕷ⏫ᮧࡀ┘╩௧ࡸົࡢ┤᥋ᇳ
⾜ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ࡞ᕷ⏫ᮧࡼࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᙉࡍࡿࠋ
 ۑ᪤タ❧ࡉࢀࡓᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢᕷ⏫ᮧࡀົࢆฎ⌮ࡉࡏࡿࡇ
ࢆྍ⬟ࡍࡿ࡞᪂ࡓ࡞ᗈᇦ㐃ᦠࡢᡭἲࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠋ

㻠

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேไᗘ䛾ᨵ㠉䛻㛵䛩䜛◊✲
┠ⓗ
ᅜ࠾࠸࡚ࡣࠕ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧ࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲ
ே㏻๎ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢ⾜క࠺㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧ࡀ
බᕸࡉࢀࠊἲேࡢᨻ⟇ᐇᶵ⬟ࡸᴗົࡢ㉁ຠ⋡ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᆅ᪉⮬యࡽࡶไᗘᨵṇࢆồࡵࡿせᮃࡀฟ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊேཱྀῶᑡၥ㢟ⓗ☜ᑐᛂࡍࡿᆅ
᪉⾜ᨻయไࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⌧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேไᗘࡢᨵ㠉ࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࢆ┠
ⓗࡍࡿࠋ

ᵓᡂဨ
ᗙ 㛗
㎷
ᗙ㛗௦⌮ ᩪ ⸨
 ᶫ
ዟ ㇂
 ᓥ
ᮌ ᮧ
す ᮧ
ᫍ 㔝
ᒣ ᓮ
ᒣ ୗ

䠄ᩗ⛠␎䚸༑㡢㡰䠅

㷹 ஓ
ㄔ
┿⏤⨾
ᜤ Ꮚ
࿘ స
Ὀ ๎
⨾ 㤶
㑥 ᙪ
ⱱ ᶞ
ᾈ 

㸦୍ᶫᏛᏛ㛗࣭Ꮫ㝔ἲᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
㸦ᮾிᏛᏛ㝔ἲᏛᨻᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
㸦ᡂᇛᏛἲᏛ㒊ἲᚊᏛ⛉ᩍᤵ㸧
㸦᭷㝈㈐௵┘ᰝἲேࢺ࣮࣐ࢶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ බㄆィኈ㸧
㸦ᮾᏛᏛ㝔ἲᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㸧
㸦ᒣཱྀ┴⎔ቃ⏕ά㒊┴Ẹ⏕άㄢ㛗㸧
㸦ᡂ㋣ᏛἲᏛ㒊ᨻᏛ⛉ᩍᤵ㸧
㸦ᮾி㒔ᯈᶫ༊༊Ẹᩥ㒊ᡞ⡠ఫẸㄢ㛗㸧
㸦ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⚄ᡞᕷẸ㝔ᶵᵓἲேᮏ㒊⤒Ⴀ⏬ᐊ㈈ົࢢ࣮ࣝࣉ ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸧
㸦ឡ▱┴㧗ᕷᕷẸ⥲ྜ❆ཱྀࢭࣥࢱ࣮ᕷẸ⏕άࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸧

㛤ദᐇ⦼
ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㹼㸯㸯᭶㸶ᅇ㛤ദ
KWWSZZZVRXPXJRMSPDLQBVRVLNLNHQN\XFKLGRSSRXLQGH[KWPO
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㻡

❆ཱྀᴗົ䛻䛚䛡䜛እ㒊㈨※ά⏝䛾せㄳ

㻢

ᆅ᪉⾜㠉ࡘ࠸࡚
䠘ᨻᗓ䛾ྲྀ⤌䠚

䠘ᆅ᪉䛻䛚䛡䜛⫋ဨᩘ䛸⤥Ỉ‽䛾᥎⛣䠚

䛆ᖹᡂ㻝㻣䡚㻞㻝ᖺᗘ䛇䠘㞟୰ᨵ㠉䝥䝷䞁䛾ᐇ䠚

䕿ᆅ᪉බົဨ⥲ᩘ䛾᥎⛣
䠤䠓䛛䜙䠎䠍ᖺ㐃⥆䛧䛶⣧ῶ䠄䕦⣙䠑䠐ே䠅

䕿㛶㆟Ỵᐃ䜔ἲᚊ䛻䜘䜚䚸ᩘ್┠ᶆ䜢ྵ䜑䛶᪉㔪䜢Ỵᐃ
䛂ᚋ䛾⾜㠉ᣦ㔪䠄㻴㻝㻢㻚㻝㻞㻕䛃䛂⾜㠉᥎㐍ἲ䠄㻴㻝㻤㻚㻢䠅䛃➼

䠄༓ே䠅

3,200

䕿⥲ົ┬䛛䜙ᆅ᪉⮬య䛻᪉㔪䛻ᇶ䛵䛟ྲྀ⤌䜢せㄳ
䛂᪂ᆅ᪉⾜㠉ᣦ㔪䛃䠄㻴㻝㻣㻚㻟䠅䠄㞟୰ᨵ㠉䝥䝷䞁䛾సᡂ䞉බ⾲䛾せㄳ䠅
䛂ᆅ᪉⾜㠉᪂ᣦ㔪䛃䠄㻴㻝㻤㻚㻤䠅 䠄᭦䛺䜛ᐃဨ䛾⣧ῶ䚸බィᩚഛ➼䠅

3,117
3,084

3,100

㞟୰ᨵ㠉䝥䝷䞁௨㝆䜒䚸 䠔㉸䛾ᅋయ
䛜⾜ᨻᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ィ⏬䞉᪉㔪䜢⟇ᐃ

3,042
2,998

3,000

䛆ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘ䡚䛇

䠘㞟୰ᨵ㠉䝥䝷䞁௨㝆䠚

䠘㞟୰ᨵ㠉䝥䝷䞁ᮇ㛫䠚

3,144

䠘⮬ⓗ䡡యⓗ䛺⾜㠉䛾᥎㐍䠚

䕿ྛᆅ᪉⮬య䛻䛚䛔䛶⮬ⓗ䞉యⓗ䛺⾜ᨻᨵ㠉䜢᥎㐍

2,951
2,899

2,900

2,855
2,814
2,789

2,800

䞉⾜ᨻᨵ㠉䛻䛛䛛䜛ィ⏬䞉᪉㔪䜢⟇ᐃ䛧䛶䛔䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛾≧ἣ
㒔㐨ᗓ┴㻠㻣ᅋయ䠄㻝㻜㻜㻑䠅䚸ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ㻝㻥ᅋయ䠄㻥㻡㻑䠅䚸ᕷ༊⏫ᮧ
㻝㻘㻠㻟㻞ᅋయ䠄㻤㻟㻑䠅䛜⟇ᐃ䠄ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻝᪥Ⅼ䠅

2,769
㞟୰ᨵ㠉䝥䝷䞁
┠ᶆ䕦6.4%ї䕦7.5%䛾⣧ῶ䜢ᐇ⌧䠄ᅜ䛿䕦5.3䠂䠅

2,738
2,752 2,744

2,700
H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

䕿䝷䝇䝟䜲䝺䝇ᣦᩘ䛾᥎⛣

䛆ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䡚䛇䠘ᆅ᪉⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇ᨵ㠉䛾᥎㐍䠚
䕿䛂⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ䛸ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪㻞㻜㻝㻡䛃䠄㻴㻞㻣㻚㻢㛶㆟Ỵᐃ䠅➼䜢㋃䜎䛘䚸
⥲ົ┬䛛䜙ᆅ᪉⮬య䛻ຓゝ㏻▱䛻ᇶ䛵䛟ྲྀ⤌䜢せㄳ
䛂ᆅ᪉⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇ᨵ㠉䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛␃ព㡯䛃䠄㻴㻞㻣㻚㻤䠅
䠄Ẹ㛫ጤク➼䛾᥎㐍䞉ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ➼䛾ά⏝䚸㻮㻼㻾䛾ᡭἲ䜔㻵㻯㼀䜢
ά⏝䛧䛯ᴗົ䛾ぢ┤䛧䚸⮬యሗ䝅䝇䝔䝮䛾䜽䝷䜴䝗䛾ᣑ ➼䠅

䕿ᴗົᨵ㠉䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸Ẹ㛫ጤク䜔䜽䝷䜴䝗➼䛾ྛᆅ᪉⮬య
䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌≧ἣ䜢ẚ㍑ྍ⬟䛺ᙧ䛷බ⾲䛧䚸ྲྀ⤌≧ἣ䛾ぢ䛘䜛䜢
ᐇ

107.0

108.0

106.9

104.0
100.5100.1
98.9

100.0

98.7 98.5 98.8
97.9 98.0 98.0 98.5
98.9

98.8

䈜

98.9 99.0

96.0

䕿⥲ົ┬䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛣䜜䜙䛾᥎㐍≧ἣ䛻䛴䛔䛶ẖᖺᗘ䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥
䛧䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢ᗈ䛟බ⾲
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H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26
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䈜ཧ⪃್䠄ᅜᐙබົဨ䛾㝈ⓗ䛺⤥ᨵᐃ≉ἲ䛻䜘䜛ᥐ⨨䛜↓䛔䛸䛧䛯ሙྜ䛾್䠅
⤥ῶ㢠䜢せㄳ䛧䛶䛔䛯ᖹᡂ䠎䠑ᖺ䠓᭶䠍᪥⌧ᅾ䛾≧ἣ
䞉ᆅ᪉බඹᅋయᖹᆒ
㻝㻜㻟㻚㻡
䞉ᅜ䛾せㄳ䜢㋃䜎䛘䛯ῶ㢠➼䛾ᐇᅋయᖹᆒ
㻝㻜㻜㻚㻥

㻣

䛂ᆅ᪉⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇ᨵ㠉䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛␃ព㡯䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᢒ䠅
ᆅ᪉⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇ᨵ㠉䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛␃ព㡯
ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠔᭶㻞㻤᪥
⥲ົ┬
ேཱྀῶᑡ䞉㧗㱋䛜㐍⾜䛧䚸ᆅ᪉㈈ᨻ䜒౫↛䛸䛧䛶ཝ䛧䛔≧ἣ䛻䛒䜛୰䛷䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸⾗㆟㝔ཬ䜃ཧ㆟㝔୧㝔
䛻䛚䛡䜛䛂ᆅ᪉ศᶒ䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛Ỵ㆟䛃௨᮶䚸㻞㻜ᖺ䛻䜟䛯䜛➨䠍ḟ䞉➨䠎ḟᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻䜘䜛ᡂᯝ䜢ά⏝䛧䚸♫ಖ
㞀䚸Ꮚ⫱䛶ᨭ䚸ᩍ⫱䚸♫㈨ᮏᩚഛ䛺䛹ከᵝ䛧ቑ䛩䜛ఫẸ䝙䞊䝈䛻ⓗ☜䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䛣䜜䜎䛷䜒䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛂ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛⾜ᨻᨵ㠉䛾᥎㐍䛾䛯䜑䛾᪂䛯䛺ᣦ㔪䛃䠄ᖹᡂ㻝㻣ᖺ䠏᭶
㻞㻥᪥䛡⥲ົົḟᐁ㏻▱䠅䜔䛂㟁Ꮚ⮬య䛾ྲྀ⤌䜏䜢ຍ㏿䛩䜛䛯䜑䛾㻝㻜䛾ᣦ㔪䛃䠄ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠏᭶㻞㻠᪥⥲ົ┬⮬⾜
ᨻᒁᆅᇦሗᨻ⟇ᐊ䠅➼䛻ᇶ䛵䛝✚ᴟⓗ䛻⾜ᨻᨵ㠉➼䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸ົ䞉ᴗ䛾Ẹ㛫ጤク䚸⤥䞉᪑㈝➼䛻㛵䛩䜛
ົ䛾㞟୰䞉䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䚸ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ䛾ά⏝➼䚸䛭䛾ྲྀ⤌䛿╔ᐇ䛻㐍ᒎ䛧䛶䛝䛯䚹䜎䛯䚸㏆ᖺ䚸❆ཱྀᴗົ䛾䜰
䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛺䛹䛾᪂䛯䛺ྲྀ⤌䜒ぢ䜙䜜䜛䜋䛛䚸䜽䝷䜴䝗ᑟධᕷ༊⏫ᮧ䛾ᩘ䜒㻡㻡㻜ᅋయ䛻ୖ䛳䛶䛔䜛䚹䠄ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䠍᪥
⌧ᅾ䠅
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸౫↛䛸䛧䛶ཝ䛧䛔ᆅ᪉㈈ᨻ䛾≧ἣ䛺䛹ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛⤒Ⴀ㈨※䛾ไ⣙䛜ᙉ䜎䛳䛶䛝䛶䛔䜛୍᪉
䛷䚸ᑡᏊ㧗㱋➼䜢⫼ᬒ䛸䛧䛯⾜ᨻ㟂せ䛿☜ᐇ䛻ቑຍ䛩䜛䛣䛸䛜ぢ㎸䜎䜜䚸䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣୗ䛻䛚䛔䛶䜒㉁䛾㧗䛔බඹ
䝃䞊䝡䝇䜢ᘬ䛝⥆䛝ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ䛻ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䛿䜘䜚୍ᒙ䛾ྲྀ⤌䛜ᚲせ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䜎䛯䚸Ẹ㛫ᴗ⪅䛾ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛜᪥䚻㐍䜢䛸䛢䛶䛔䜛୰䛷䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䜒䜽䝷䜴䝗➼䛾ྲྀ⤌䛜
᥎㐍䛥䜜䚸䝅䝇䝔䝮䝁䝇䝖䛾ᅽ⦰➼䛜㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛䜋䛛䚸ఫẸ䛾౽ᛶྥୖ䛾䛯䜑䛾⥲ྜ❆ཱྀ䜔䝁䞁䝡䝙䛻䛚䛡䜛ド᫂
᭩䚸♫ಖ㞀䞉⛯␒ྕไᗘ䛾ᑟධ䛺䛹䚸⾜ᨻົ䜔⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛻䛚䛡䜛䠥䠟䠰䛾ᙺ䛿ᚋ䜎䛩䜎䛩㧗䜎䜛䜒䛾䛸
⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䛣䜜䜙䛾≧ἣ䜢㋃䜎䛘䜜䜀䚸ᚋ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠞䠬䠮䠄㻮㼡㼟㼕㼚㼑㼟㼟㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌㻾㼑㻙㼑㼚㼓㼕㼚㼑㼑㼞㼕㼚㼓䠅䛾ᡭἲཬ䜃䠥䠟
䠰䜢ᚭᗏⓗ䛻ά⏝䛧䛶ᴗົ䛾ᶆ‽䞉ຠ⋡䛻ດ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸Ẹ㛫ጤク➼䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝➼䛻䜘䜛᭦䛺䜛ᴗົᨵ㠉䛾
᥎㐍䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸䛭䛣䛷ฟ䛥䜜䛯ேⓗ㈨※䜢බົဨ䛜⮬䜙ᑐᛂ䛩䜉䛝ศ㔝䛻㞟୰䛩䜛䛣䛸䛜⫢せ䛷䛒䜛䚹
䛣䛾䛯䜑䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠒᭶㻟㻜᪥䛻㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯䛂⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ䛸ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪㻞㻜㻝㻡䛃䠄௨ୗ䛂ᇶᮏ᪉㔪㻞㻜㻝㻡䛃䛸䛔
䛖䚹䠅➼䜢ཷ䛡䚸௨ୗ䛻ᆅ᪉⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇ᨵ㠉䜢᥎㐍䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾␃ព㡯䜢♧䛧䚸䛣䜜䜢ཧ⪃䛸䛧䛶䚸ྛᆅ᪉බඹ
ᅋయ䛻䛚䛔䛶䜘䜚✚ᴟⓗ䛺ᴗົᨵ㠉䛾᥎㐍䛻ດ䜑䜛䜘䛖ᆅ᪉⮬ἲ➨㻞㻡㻞᮲䛾㻝㻣䛾䠑䛻ᇶ䛵䛝ຓゝ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹

㻤

㻥
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❆ཱྀᴗົࡢẸ㛫ጤクࠊ⥲ྜ❆ཱྀࠊᗢົᴗົࡢ㞟⣙➼ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚
❆ཱྀᴗົࡢẸ㛫ጤクࡢᐇ≧ἣ

䠄ཧ⪃䠅⤒῭䞉㈈ᨻ⏕ィ⏬
ᨵ㠉ᕤ⛬⾲䠄ᢒ䠅

䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻠᭶㻝᪥⌧ᅾ㏿ሗ್䈜䠅

ᕷ༊⏫ᮧ
ᣦᐃ㒔ᕷ
≉ู༊
୰᰾ᕷ
ᣦᐃ㒔ᕷ䞉୰᰾ᕷ௨እ䛾ᕷ
⏫ᮧ

ᑟධᅋయᩘ
㻞㻣㻤ᅋయ
㻝㻢ᅋయ
㻝㻤ᅋయ
㻞㻢ᅋయ
㻝㻤㻡ᅋయ
㻟㻟ᅋయ

ᕷ༊⏫ᮧᩘ
㻝㻘㻣㻠㻝ᅋయ
㻞㻜ᅋయ
㻞㻟ᅋయ
㻠㻟ᅋయ
㻣㻞㻣ᅋయ
㻥㻞㻤ᅋయ

ྜ
㻝㻢㻚㻜㻑
㻤㻜㻚㻜㻑
㻣㻤㻚㻟㻑
㻢㻜㻚㻡㻑
㻞㻡㻚㻠㻑
㻟㻚㻢㻑

㸦ͤ㸧ෆ㛶ᗓ㏻▱࡛Ẹ㛫ᴗ⪅ྲྀࡾᢅࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᩚ⌮ࡉࢀࡓ❆ཱྀᴗົࡢ࠸ࡎࢀࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿᅋయᩘ

⥲ྜ❆ཱྀࡢᑟධ≧ἣ

䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻠᭶㻝᪥⌧ᅾ㏿ሗ್䈜䠅

ఫẸ➼ࡽࡢྛ✀⏦ㄳ➼㸦ᡞ⡠࣭ఫẸᇶᮏྎᖒᴗົࠊ⛯ド᫂ࠊ⚟♴ᴗົ➼㸧㛵ࡍࡿཷ㒊⨫ࢆ」ᩘ㒊⨫ࡽ㒊⨫
㞟⣙ࡋࠊእⓗ࡞ࢣ࣮ࢫࢆ㝖ࡁ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛ᑐᛂࡀ⤖ࡍࡿྲྀ⤌ࠋ

ᕷ༊⏫ᮧ
ᣦᐃ㒔ᕷ
≉ู༊
୰᰾ᕷ
ᣦᐃ㒔ᕷ䞉୰᰾ᕷ௨እ䛾ᕷ
⏫ᮧ

ᑟධᅋయᩘ
㻞㻝㻝ᅋయ
㻢ᅋయ
㻢ᅋయ
㻝㻜ᅋయ
㻝㻝㻟ᅋయ
㻣㻢ᅋయ

ᗢົᴗົࡢ㞟⣙㛵ࡍࡿᐇ≧ἣࡘ࠸࡚

ᕷ༊⏫ᮧᩘ
㻝㻘㻣㻠㻝ᅋయ
㻞㻜ᅋయ
㻞㻟ᅋయ
㻠㻟ᅋయ
㻣㻞㻣ᅋయ
㻥㻞㻤ᅋయ

ྜ
㻝㻞㻚㻝㻑
㻟㻜㻚㻜㻑
㻞㻢㻚㻝㻑
㻞㻟㻚㻟㻑
㻝㻡㻚㻡㻑
㻤㻚㻞㻑

㻔ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻠᭶㻝᪥⌧ᅾ㻕

ே࣭⤥࣭᪑㈝࣭⚟ཌ⏕➼ࡢᗢົᴗົࡘ࠸࡚ࠊᗢົົࢩࢫࢸ࣒➼ࢆ⏝ࡋ࡚Ⓨ⏕※ධຊࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ☜ㄆ
➼ࡢᢸᙜ㒊ᒁࢆ㞟⣙ࡋࠊྛ㒊ᒁࡢᗢົᢸᙜ⪅ࡢᴗົࢆ๐ῶࡍࡿྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ

㒔㐨ᗓ┴
ᕷ༊⏫ᮧ
ᣦᐃ㒔ᕷ
≉ู༊
୰᰾ᕷ
ᣦᐃ㒔ᕷ䞉୰᰾ᕷ௨እ䛾ᕷ
⏫ᮧ

ᑟධᅋయᩘ
㻠㻡ᅋయ
㻝㻢㻟ᅋయ
㻝㻞ᅋయ
㻟ᅋయ
㻝㻣ᅋయ
㻝㻜㻥ᅋయ
㻞㻞ᅋయ

ᕷ༊⏫ᮧᩘ
㻠㻣ᅋయ
㻝㻘㻣㻠㻝ᅋయ
㻞㻜ᅋయ
㻞㻟ᅋయ
㻠㻟ᅋయ
㻣㻞㻣ᅋయ
㻥㻞㻤ᅋయ

ྜ
㻥㻡㻚㻣㻑
㻥㻚㻠㻑
㻢㻜㻚㻜㻑
㻝㻟㻚㻜㻑
㻟㻥㻚㻡㻑
㻝㻡㻚㻜㻑
㻞㻚㻠㻑
䠄䈜䠅⇃ᮏ┴ෆᕷ⏫ᮧ䛿ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䝕䞊䝍

㻝㻜

൯ုࢀഐнМУѝওࢢႡр႟ߴٷഹ๕н߶Ыѝ
䛆ㄪᰝయ䛇⥲ົ┬⮬⾜ᨻᒁ⾜ᨻ⤒Ⴀᨭᐊ
䛆ㄪᰝᑐ㇟䛇㻞㻜㻞ᕷ⏫ᮧ䠄ᢳฟ䠅
䛆ㄪᰝⅬ䛇ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠍䠌᭶䠍᪥
䛆 ᅇ ⟅ 䛇㻝㻥㻥ᕷ⏫ᮧ䠄㻥㻤㻚㻡㻑䠅
䛆ㄪᰝෆᐜ䛇
䞉 ❆ཱྀᴗົ䛾Ẹ㛫ጤク䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾᥎㐍䜢㜼ᐖ䜒䛧䛟䛿㌋㌉䛥䛫䜛せᅉ䛸⪃䛘䛶䛔䜛䜒䛾䜢௨ୗ䛾㑅ᢥ⫥䛛䜙䠏
䠏䛴䜎䛷㑅䜃ᅇ⟅䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䐟❆ཱྀᴗົ䛾௳ᩘ䛜ᑡ䛺䛟䚸ጤク䛩䜛䛣䛸䛾ຠ⋡䛜ぢ㎸䜑䛺䛔䛯䜑
䐠ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔䛻ㄢ㢟䛜䛒䜛䛯䜑
䐡䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾పୗ䛾ᜍ䜜䛜䛒䜛䛯䜑
䐢ไᗘୖᕷ༊⏫ᮧ⫋ဨ䛜⾜䛖䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛ົ䛷䛒䜛䛯䜑䠄䜒䛧䛟䛿䡠ᕷ༊⏫ᮧ⫋ဨ䛜⾜䛖䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛ົ䛸䛾ษ䜚ศ䛡䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑䠅
䐣ᴗົㄳ㈇䛻ฟ䛧䛯䛔䛜䚸ປാ⪅ὴ㐵ἲ䠄ഇㄳ㈇➼䠅䛸䛾㛵ಀ䛷㌋㌉䛩䜛㒊ศ䛜䛒䜛䛯䜑
䐤ᕷẸ䛾⌮ゎ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑
䐥❆ཱྀ⫋ဨ䛾㓄⨨䛻ㄢ㢟䛜䛒䜛䛯䜑
䐦䛭䛾
䛆ㄪᰝ⤖ᯝ䛇
䐟
௳ᩘ

䐠
ಶேሗ

䐡
䝃䞊䝡䝇

䐢
┤Ⴀ

䐣
ປാ⪅
ὴ㐵ἲ

䐤
ఫẸ⌮ゎ

䐥
⫋ဨ
㓄⨨

䐦
䛭䛾

ᅇ⟅
ྜィᩘ

㻠㻠
㻔㻞㻞㻑㻕

㻝㻜㻤
㻔㻡㻠㻑㻕

㻢㻤
㻔㻟㻠㻑㻕

㻢㻤
㻔㻟㻠㻑㻕

㻢㻞
㻔㻟㻝㻑㻕

㻞㻟
㻔㻝㻞㻑㻕

㻝㻝
㻔㻢㻑㻕

㻡㻣
㻔㻞㻥㻑㻕

㻠㻠㻝

ᣦᐃ㒔ᕷ䠄㻥䠅

㻞
㻔㻞㻞㻑㻕

㻢
㻔㻢㻣㻑㻕

㻠
㻔㻠㻠㻑㻕

㻟
㻔㻟㻟㻑㻕

㻞
㻔㻞㻞㻑㻕

㻜
㻔㻜㻑㻕

㻜
㻔㻜㻑㻕

㻟
㻔㻟㻟㻑㻕

㻞㻜

୰᰾ᕷ䠄㻞㻤䠅

㻟
㻔㻝㻝㻑㻕

㻝㻡
㻔㻡㻠㻑㻕

㻝㻠
㻔㻡㻜㻑㻕

㻝㻜
㻔㻟㻢㻑㻕

㻝㻟
㻔㻠㻢㻑㻕

㻜
㻔㻜㻑㻕

㻟
㻔㻝㻝㻑㻕

㻤
㻔㻞㻥㻑㻕

㻢㻢

㻞㻤
㻔㻞㻜㻑㻕

㻣㻢
㻔㻡㻡㻑㻕

㻠㻢
㻔㻟㻟㻑㻕

㻠㻥
㻔㻟㻡㻑㻕

㻠㻣
㻔㻟㻠㻑㻕

㻞㻜
㻔㻝㻠㻑㻕

㻣
㻔㻡㻑㻕

㻠㻞
㻔㻟㻜㻑㻕

㻟㻝㻡

㻝㻝
㻔㻠㻤㻑㻕

㻝㻝
㻔㻠㻤㻑㻕

㻠
㻔㻝㻣㻑㻕

㻢
㻔㻞㻢㻑㻕

㻜
㻔㻜㻑㻕

㻟
㻔㻝㻟㻑㻕

㻝
㻔㻠㻑㻕

㻠
㻔㻝㻣㻑㻕

㻠㻜

ᕷ⏫ᮧ䠄㻝㻥㻥䠅

ᣦᐃ㒔ᕷ䞉୰᰾ᕷ௨
እ䛾ᕷ䠄㻝㻟㻥䠅
⏫ᮧ䠄㻞㻟䠅
ͤ

㸦㸧ෆࡢᩘࡣᅇ⟅ᅋయᩘࠋ」ᩘᅇ⟅ྍࡢࡓࡵࠊᅇ⟅ྜィᩘࡣᩘࡀ␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊྜࡣᅇ⟅௳ᩘ/ᅇ⟅ᅋయᩘ࡛࠶ࡿࠋ

－40－

㻝㻝

Ẹ㛫ᴗ⪅ጤクࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞❆ཱྀᴗົࡢ⠊ᅖ ձ
 ۑᕷ⏫ᮧࡢฟᙇᡤ࣭㐃⤡ᡤ➼࠾ࡅࡿ❆ཱྀᴗົ㛵ࡍࡿᐁẸ➇தධᮐཪࡣẸ㛫➇தධᮐ➼ࡼࡾẸ㛫ᴗ⪅ጤクࡍ
ࡿࡇࡀྍ⬟࡞ᴗົࡢ⠊ᅖ➼ࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂᖺ㸴᭶㸲᪥ࡅෆ㛶ᗓබඹࢧ࣮ࣅࢫᨵ㠉᥎㐍ᐊ㏻▱ࠋ௨ୗࠕ+ෆ㛶
ᗓ㏻▱ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᢒ

㸯

Ẹ㛫ᴗ⪅ྲྀࡾᢅࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ❆ཱྀᴗົࡢ⠊ᅖ

࣭

❆ཱྀᴗົࡣࠊබド⾜Ⅽ࡞ᕷ⏫ᮧ㛗ࡢྡ๓࠾࠸࡚ᐇࡍࡿᴗົ࡛࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀ⮬ࡽ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚⾜࠺ࡁ
ᴗົࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊู⣬ࡣࠊ⌧⾜ἲ࠾࠸࡚Ẹ㛫ᴗ⪅ྲྀࡾᢅࢃࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿᐇୖࡢ⾜Ⅽཪࡣ⿵ຓⓗ
ᴗົヱᙜࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸰

ู⣬ࡢ❆ཱྀᴗົࢆẸ㛫ᴗ⪅ྲྀࡾᢅࢃࡏࡿ㝿ࡢ␃ព㡯

㸦㸯㸧ᕷ⏫ᮧࡢ㐺ษ࡞⟶⌮
࣭ Ẹ㛫ᴗ⪅ᴗົࢆྲྀࡾᢅࢃࡏࡿ㝿ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡢ☜ಖ␃ពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋලయⓗࡣࠊẸ㛫
ᴗ⪅ࡀᴗົࢆᐇࡍࡿᐁ⨫ෆᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀᖖ㥔ࡋࠊ ࡢែ➼㝿ࡋ࡚ࡣᙜヱ⫋ဨ⮬ࡽࡀ⮫ᶵ㐺ษ࡞ᑐᛂ
ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿయไࡍࡿࡇ➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
࣭

ࡲࡓࠊἲᚊᇶ࡙ࡃᕷ⏫ᮧ㛗ࡢุ᩿⾜Ⅽࠊཎ⡙㸦ఫẸᇶᮏྎᖒࠊᡞ⡠⡙ࠊᏛ㱋⡙ࠊ≟Ⓩ㘓ཎ⡙➼㸧ࡢ⟶⌮➼ࠊ
ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀ⮬ࡽ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ᐇࡍࡁᴗົࡣ☜ᐇ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠙ཧ⪃ࠚఫẸ␗ື❆ཱྀ㸦㌿ධᒆࡢཷࡘఫẸ⚊ࡢࡋࡢ㸧࠾ࡅࡿᴗົࣇ࣮ࣟᅗ
㸦ᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿ㐠⏝ࡢ㸧
ཷ
࠙ጤクࠚ

ධຊ
࠙ጤクࠚ

ධຊ࣭
ఫẸ⚊ࡢࡋࡢฟຊ
࠙ጤクࠚ

ᑂᰝ࣭Ỵᐃ
࠙⮬య⫋ဨࠚ

ᑂᰝ࣭Ỵᐃ
࠙⮬య⫋ဨࠚ

㸦ᘬΏࡋ
࠙ጤクࠚ

㻝㻞
Ẹ㛫ᴗ⪅ጤクࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞❆ཱྀᴗົࡢ⠊ᅖ㸦ᢤ⢋㸧 ղ
ۑ

+ෆ㛶ᗓ㏻▱ู⣬ ᕷ⏫ᮧࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡢࡶᕷ⏫ᮧࡢุ᩿ᇶ࡙ࡁẸ㛫ᴗ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡀྍ⬟࡞❆ཱྀᴗົ

㡯ྡ

Ẹ㛫ᴗ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡀྍ⬟࡞ᴗົ

ᢸᙜ┬

ఫẸ␗ື
ᒆ

⥲ົ┬
㸯 ఫẸ␗ືᒆࡢཷ㛵ࡍࡿᴗົ
• ᒆฟேࡢ☜ㄆࠊᒆฟ᭩ࡢグ㍕㡯ࠊῧ᭩㢮ࡢ☜
ㄆ
㸰 ఫẸ⚊ࡢグ㍕㛵ࡍࡿᴗົ
• ఫẸ⚊ࡢグ㍕ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㟁⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡣࠊ➃ᮎࡢධฟຊࡢ᧯సࢆྵࡴࠋ
㸱 ㌿ฟド᫂᭩ࡢసᡂ㛵ࡍࡿᴗົ
• ㌿ฟド᫂᭩ࡢసᡂࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㟁⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡣࠊ➃ᮎࡢධฟຊࡢ᧯సࢆྵࡴࠋ
㸲 ㌿ฟド᫂᭩ࡢᘬΏࡋᴗົ
㸳 ࡑࡢࠊᐇୖࡢ⾜Ⅽཪࡣ⿵ຓⓗᴗົ
ͤࡓࡔࡋࠊఫẸᇶᮏྎᖒࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸
࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ

ఫẸ⚊ࡢ
ࡋ➼ࡢ


⥲ົ┬
㸯 ఫẸ⚊ࡢࡋ➼ࡢㄳồࡢཷ㛵ࡍࡿᴗົ
• ㄳồ⪅ࡢ☜ㄆࠊㄳồ᭩ࡢグ㍕㡯ࠊῧ᭩㢮ࡢ☜
ㄆ
• ➨୕⪅㸦⮬ᕫཪࡣ⮬ᕫྠ୍ࡢୡᖏᒓࡍࡿ⪅௨
እࡢ⪅㸧ࡽࡢㄳồࡢཷࡶྵࡴࠋ
㸰 ఫẸ⚊ࡢࡋ➼ࡢసᡂ㛵ࡍࡿᴗົ
• ఫẸ⚊ࡢࡋ➼ࡢసᡂࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㟁⟬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿሙྜࡣࠊ➃ᮎࡢධฟຊࡢ᧯సࢆྵࡴࠋ
㸱 ఫẸ⚊ࡢࡋ➼ࡢᘬΏࡋᴗົ
㸲 ࡑࡢࠊᐇୖࡢ⾜Ⅽཪࡣ⿵ຓⓗᴗົ
ͤࡓࡔࡋࠊఫẸᇶᮏྎᖒࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸
࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ

ᡞ⡠ࡢ㝃
⚊ࡢࡋ
ࡢ

⥲ົ┬
㸯 ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢࡋࡢㄳồࡢཷ㛵ࡍࡿᴗົ
• ㄳồ⪅ࡢ☜ㄆࠊㄳồ᭩ࡢグ㍕㡯ࠊῧ᭩㢮ࡢ☜
ㄆ
• ➨୕⪅㸦⮬ᕫཪࡣ⮬ᕫྠ୍ୡᖏᒓࡍࡿ⪅௨እ
ࡢ⪅㸧ࡽࡢㄳồࡢཷࡶྵࡴࠋ
㸰 ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢࡋࡢసᡂ㛵ࡍࡿᴗົ
• ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢࡋࡢసᡂࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㟁⟬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ➃ᮎࡢධฟຊࡢ᧯సࢆྵࡴࠋ
㸱 ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢࡋࡢᘬΏࡋᴗົ
㸲 ࡑࡢࠊᐇୖࡢ⾜Ⅽཪࡣ⿵ຓⓗᴗົ

㡯ྡ

Ẹ㛫ᴗ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡀྍ⬟࡞ᴗົ

ᢸᙜ┬

ᆅ᪉⛯ἲ
ᇶ࡙ࡃ
⣡⛯ド᫂
᭩ࡢ

௨ୗࡢᐇୖࡢ⾜Ⅽཪࡣ⿵ຓⓗ࡞సᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ ⥲ົ┬
ู㏵Ⓨฟࡍࡿ㏻▱ᚑ࠸ࠊᕷ⏫ᮧࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡢࡶ
㸦ᗇ⯋ෆ㸧࠾࠸࡚ࠊಶேሗಖㆤ␃ពࡋࡘࡘࠊ
Ẹ㛫ᴗ⪅ྲྀࡾᢅࢃࡏࡿࡇࠋ
㸯 ド᫂᭩ࡢㄳồࡢཷ㛵ࡍࡿᴗົ
• ㄳồ⪅ࡢ☜ㄆࠊㄳồ᭩ࡢグ㍕㡯ࡢ☜ㄆ
㸰 ド᫂᭩ࡢసᡂ㛵ࡍࡿᴗົ
• ド᫂᭩ࡢసᡂཬࡧసᡂಀࡿ➃ᮎࡢධฟຊࡢ
᧯స
㸱 ド᫂᭩ࡢᘬΏࡋᴗົ
㸲 ࡑࡢࠊᐇୖࡢ⾜Ⅽཪࡣ⿵ຓⓗᴗົ
ͤド᫂᭩ࡢసᡂಀࡿ➃ᮎࡢධฟຊࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Ᏺ⛎ᛶࡢ㧗࠸⛯ົࢩࢫࢸ࣒ࢆ᧯సࡍࡿࡇࡽ
ド᫂᭩సᡂ㝈ᐃࡋࡓࢡࢭࢫไ㝈ࡍࡿ➼ࡢ
⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᡞ⡠ࡢᒆ
ฟ

㸯 ᡞ⡠ࡢྛᒆฟࡢཷ㛵ࡍࡿᴗົ
• ᒆฟேࡢ☜ㄆࠊᒆ᭩ࡢグ㍕㡯ཬࡧῧ᭩㢮
ࡢ☜ㄆ
㸰 ᡞ⡠ࡢグ㍕㛵ࡍࡿᴗົ
• ᡞ⡠ࡢグ㍕ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㟁⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡣࠊ➃ᮎࡢධฟຊࡢ᧯సࢆྵࡴࠋ
㸱 ࡑࡢࠊᐇୖࡢ⾜Ⅽཪࡣ⿵ຓⓗᴗົ
ͤ ࡓࡔࡋࠊ㸯ࡢᒆฟேࡢᮏே☜ㄆᴗົࡢ࠺ࡕࠊᡞ
⡠ἲ⾜つ๎➨㸳㸱᮲ࡢ㸰࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿ➨
㸯㸯᮲ࡢ㸰➨㸱ྕつᐃࡍࡿᮏே☜ㄆ㸦ၥࢆⓎ
ࡋ࡚ࡍࡿᮏே☜ㄆ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡢ
㔞ⓗุ᩿ࢆక࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊẸ㛫ᴗ⪅
ጤクࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿᴗົࡢ⠊ᅖྵࡲ
ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ㸰ࡢᡞ⡠ࡢグ㍕ᴗົ㸦➃ᮎ᧯సࢆྵ
ࡴࠋ㸧ࡢ࠺ࡕࡢ⛣グ㡯ࡢグ㍕ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣
グࢆせࡍࡿྰࡘࡁࠊἲ௧࣭㏻㐩➼↷ࡽ
ࡋ࡚᫂ⓑ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗ᗘ࡞ุ᩿ࢆせࡍࡿሙྜ
ࡣࠊᕷ⏫ᮧ⫋ဨ࠾࠸࡚ࡑࡢุ᩿ࢆࡋ࡚ࠊグ㍕
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊẸ㛫ᴗ⪅ጤクࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡿᴗົࡢ⠊ᅖྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ
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ἲົ┬

㻝㻟

❆ཱྀᴗົࡢẸ㛫ጤク࠾ࡅࡿㄢ㢟 ձ
 ۑබᶒຊࡢ⾜ಀࡿṇᣦᑟ
ۑᡞ⡠ົ⌧ᆅㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࡅᮾிἲົᒁ㛗ࡽ㊊❧༊㛗࠶࡚㸧ᢒ
㸯

ཷ⌮Ỵᐃ➼ࡢฎศỴᐃࡘ࠸࡚
ᡞ⡠ἲୖࡢཷ⌮ࡣࠊᡞ⡠ົ⟶ᤸ⪅࡛࠶ࡿᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡀࠊᥦฟࡉࢀࡓᒆ᭩➼ࡢ᭩㢮ࢆ㐺ἲ࡞ࡶࡢุ᩿ࡋ࡚ࡇࢀ
ࢆཷ㡿ࡍࡿࡇࢆㄆᐜࡍࡿ⾜ᨻฎศࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊཷ⌮ࡢỴᐃࡣࠊᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡀࠊᒆࡅฟࡽࢀࡓᒆฟ➼ࡀ
Ẹἲཬࡧᡞ⡠ἲᡤᐃࡢせ௳ࢆලഛࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᑂᰝࡋࡓୖ࡛࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡇࡢࡇࡣࠊᡞ⡠ሗࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᡞ⡠ົࢆฎ⌮ࡍࡿሙྜ࡛ࡶᙜ↛ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊᡞ⡠ሗࢩࢫࢸ࣒ᶆ‽ᵝ᭩
ୖࡶࠊᑂᰝࢆࡋࡓୖ࡛ཷ⌮Ỵᐃࡍࡿࡇࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᡞ⡠ົࢆẸ㛫ᴗ⪅ጤクࡍࡿሙྜࡢᴗົᡭ㡰㸦ᴗົࣇ࣮ࣟ㸧ࡢᵓ⠏ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊୖグࡢᡭ㡰ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㊊❧༊ࡢᴗົᡭ㡰࡛ࡣࠊ༊⫋ဨࡢᑂᰝ๓Ẹ㛫ᴗ⪅ࡀཷ⌮Ỵᐃ㸦ฎศỴᐃ㸧ࡢධຊ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪩ᛴୖグᡭ㡰ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົᡭ㡰ࡢぢ┤ࡋࢆࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡲࡍࠋ
㸰 ❆ཱྀᑐᛂࡘ࠸࡚
ᡞ⡠ົࢆẸ㛫ᴗ⪅ጤクࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ᴗົࡋ࡚ࠊᒆ᭩ࡢཷ㡿ཬࡧᮏே☜ㄆࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸦ᖹᡂᖺ㸱᭶
᪥ࡅἲົ┬Ẹ୍➨ྕ㏻▱ཧ↷㸧ࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡀࠊ❆ཱྀ࠾࠸࡚᭩㢮ࡢഛ➼ࢆ⌮⏤ࡋ࡚ᒆ᭩ࢆཷ㡿ࡋ࡞࠸⾜
Ⅽ㸦ᒆฟேࢆᖐࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡞㸧ࢆࡍࡿࡇࡣࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡀᐇ㉁ⓗ࡞ཷ⌮⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ➼ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊẸ㛫
ᴗ⪅ࡢጤクࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
㊊❧༊ࡀẸ㛫ᴗ⪅ጤクࡋ࡚࠸ࡿࠕᡞ⡠ᒆ᭩ཷᴗົࠖ࠾࠸࡚ࠊᒆ᭩ഛ➼ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊୖグࡢጤク
⠊ᅖࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ༊⫋ဨࡀ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢᑐᛂࡀྍ⬟࡞యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡼ࠺ồࡵ
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㻴㻞㻜㻚㻠㻚㻝
⚟ᒸ┴

Ꮫ

᪂ぢᕷ
ᑿ㐨ᕷ

㻴㻞㻞㻚㻠㻚㻝

㛗ᓮ┴

ᐑᓮ┴
Ἀ⦖┴
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Ꮫ
බႠᴗ
Ꮫ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேᗓ୰ᕷ㝔ᶵᵓ

㻴㻞㻠㻚㻠㻚㻝

බ❧Ꮫἲேୗ㛵ᕷ❧Ꮫ

㻴㻝㻥㻚㻠㻚㻝

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேୗ㛵ᕷ❧ᕷẸ㝔

㻴㻞㻠㻚㻠㻚㻝

බ❧Ꮫἲேᒣ㝧ᑠ㔝⏣ᕷ❧ᒣཱྀᮾி⌮⛉Ꮫ

㻴㻞㻤㻚㻠㻚㻝

∹⏣ᕷ

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே∹⏣ᕷ❧㝔

㻴㻞㻞㻚㻠㻚㻝

⟃ᚋᕷ

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃ᚋᕷ❧㝔

㻴㻞㻟㻚㻠㻚㻝

ᕝᓮ⏫

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேᕝᓮ⏫❧㝔

㻴㻞㻟㻚㻠㻚㻝

㠡ᡭ⏫

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䛟䜙䛶㝔

㻴㻞㻡㻚㻠㻚㻝

ⰱᒇ⏫

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேⰱᒇ୰ኸ㝔

㻴㻞㻣㻚㻠㻚㻝

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேᯇ୰ኸ㝔

㻴㻝㻣㻚㻠㻚㻝

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேబୡಖ⥲ྜ་⒪䝉䞁䝍䞊

㻴㻞㻤㻚㻠㻚㻝

㛗ᓮᕷ

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㛗ᓮᕷ❧㝔ᶵᵓ

㻴㻞㻠㻚㻠㻚㻝

ᐑᓮᕷ

Ꮫ

බ❧Ꮫἲேᐑᓮබ❧Ꮫ

㻴㻝㻥㻚㻠㻚㻝

す㒔ᕷ

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேす㒔ඣ་⒪䝉䞁䝍䞊

㻴㻞㻤㻚㻠㻚㻝

㑣ぞᕷ

බႠᴗ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㑣ぞᕷ❧㝔

㻴㻞㻜㻚㻠㻚㻝

బୡಖᕷ

㻞㻝

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⨨ࡅձ
 ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࠊᣦᐃἲேไᗘẚ㍑ࡋ࡚ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣ❆ཱྀ㛵㐃ᴗົ➼ಀࡿබᶒຊࢆ
⾜ࡍࡿయࡋ࡚㐺ษࠋ
࠙ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࠚ
 ۑᏛㄝ࠾࠸࡚ࡣࠊไᐃἲୖ≉⾜ᨻయࡋ࡚ࡢᆅࢆ࠼ࡽࢀࠊ≉ูࡢつᚊ᭹ࡍࡿࠕ≉ู
⾜ᨻయࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊタ❧ࡢ㊃᪨㐺ྜⓗ࡛࠶ࡿ⠊ᅖෆ࡛ࡢࠊබᶒຊࡢ⾜ࡢࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡶࠕ≉ู⾜ᨻయࠖྵࡲࢀࡿࠋ
࠙ฟࠚࠕ⾜ᨻἲϪࠖ㸦ሷ㔝ᏹ㸧SSࡼࡾ
୍ ᗎㄝ
͐ᮏ᭩࠾࠸࡚ࡣࠊᅜ࠾ࡼࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢࡈࡁ࠸ࢃࡤᬑ㏻⾜ᨻయࡣ␗࡞ࡗࡓࠊไᐃἲୖ≉⾜ᨻయࡋ࡚ࡢᆅࢆ
࠼ࡽࢀࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ≉ูࡢつᚊ᭹ࡍࡿ≉ู⾜ᨻయࠊไᐃἲࡼࡾ⾜ᨻᶒ㝈ࢆጤ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿἲே㸦ጤ௵⾜ᨻ㸧ࠊබ┈
ୖࡢᚲせࡽࠊไᐃἲୖࡢつᚊ᭹ࡍࡿࡶࡢࡢ୕ศ㢮ࡢୗࠊ⪃ᐹࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡃࡇࡋࡓ࠸㸦᭱ᚋࡢࡶࡢࡣࠊ⾜ᨻ⤌⧊
ࡣ┤᥋ࡢ㛵ಀࢆࡶࡓ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ௨ୗࡢ⪃ᐹࡽ㝖እࡍࡿ㸧ࠋ
୍ࠐ ≉ู⾜ᨻయᴫᛕࡢᶵ⬟
⊂❧⾜ᨻἲேࠊᅜ❧Ꮫἲேࠊᨻᗓ㛵ಀ≉Ṧἲேࠊබඹ⤌ྜࠊᆅ᪉බ♫ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣࠊㄆ㆑ୖࡢၥ㢟ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ
యࡓࡿᆅࢆࡶࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
͐㸦୰␎㸧͐
ճ බᶒຊࡢ⾜ࡣᅜ࣭ᆅ᪉බඹᅋయ࠼ࡽࢀࡓ≉ᶒ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᶒࡢⓎືࡢ୍ᙧែ࡛࠶ࡿࡀࠊᚲࡎࡋࡶࡇࢀࡽࡢᬑ㏻
⾜ᨻయⓗ⊂༨ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧ጤ௵⾜ᨻ࠾࠸࡚ࡶࠊබᶒຊࡢጤ௵ࡢࡀไᐃἲୖࡳࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀ
ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊእ࡛࠶ࡗ࡚ࠊබᶒຊࡢ⾜ࡢᚲせᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊጤ௵ࡢྜ⌮ⓗ᰿ᣐࡀཝᐦ᳨ドࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊጤ
௵⾜ᨻ࠾࠸࡚ࡣࠊጤ௵ࡉࢀࡿබᶒຊࡢഃࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ゎࡉࢀࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊ≉ู⾜ᨻయ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⾜ᨻ
యࡢタ❧ࡢ㊃᪨㐺ྜⓗ࡛࠶ࡿ⠊ᅖෆ࡛ࡢࠊබᶒຊࡢ⾜ࡢࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㸦ࡘ࡚ࡢ᪥ᮏᅜ᭷㕲㐨࠾ࡅࡿ㕲㐨බᏳ⫋ဨ
ࡢᴗົ㸧ࠋ

㻞㻞
ཧ⪃㸸ᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵௨እࡢἲேࠕබᶒຊࡢ⾜ࠖࡢᶒ㝈ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ

㻞㻟
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ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⨨ࡅղ
 ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࠊᣦᐃἲேไᗘẚ㍑ࡋ࡚ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣ❆ཱྀ㛵㐃ᴗົ➼ಀࡿබᶒຊࢆ
⾜ࡍࡿయࡋ࡚㐺ษࠋ
ཱྀ❆ ۑᴗົ㛵ࡍࡿබᶒຊࡢ⾜ࡣࠊఫẸࡀ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿ㌟ศࡢド᫂ཪࡣᶒⱝࡋࡃࡣ⩏ົ
ࡢ☜ᐃⱝࡋࡃࡣኚືࡢᇶ♏࡞ࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ≉㐺ษ࡞ᐇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ۑᰴᘧ♫ࠊ୍⯡㈈ᅋἲே➼ࡢ⚾ἲேࢆᣦᐃἲேࡋࡓሙྜࠊᐃḰࡢసᡂࠊ௦⾲ྲྀ⥾ᙺࡸ⌮㛗ࡢ㑅
ゎ௵➼ࠊ⤌⧊࣭㐠Ⴀࡢ᰿ᣐࡘ࠸࡚ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛵ࡣᚲࡎࡋࡶ☜ಖࡉࢀࡎࠊ☜ᐇ࡞ᐇࢆไᗘ
ࡋ࡚ᢸಖࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ۑ࠼ࡤࠊබࡢタࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡣࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡀᣦᐃἲேࡋ࡚බᶒຊࡢ⾜࡛࠶ࡿ⏝チྍ
ࢆྵࡵࡓタ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡉࢀࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛵ࡣ⡆⣲࡞ࡶࡢ㸦ᣦ♧➼㸧ࡋ
࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊබࡢタࡢ⟶⌮ࡀẸ㛫ᴗ⪅ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫẚ㍑ࡋ࡚ࡶ
ෆᐜࠊ㉁࠾࠸࡚ࡁ࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ᴗົ࡛࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀ㈈⏘ⓗᇶ♏ࢆฟ㈨ࡋ࡚タ❧ࡋࠊᐃḰࡢసᡂࠊ⌮㛗ࡢ௵ච
➼ࠊ⤌⧊࣭㐠Ⴀࡢ᰿ᖿࡘ࠸࡚ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛵ࡀไᗘࡋ࡚ࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᆅ᪉
⊂❧⾜ᨻἲே࡛࠶ࢀࡤࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈐௵࠾࠸࡚⤌⧊࣭㐠Ⴀࡢ㐺ṇࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀᖖྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋ

㻞㻠
ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⨨ࡅճ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேไᗘ

ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ

ᣦᐃἲேไᗘ

ไᗘᴫせ

ᆅ᪉බඹᅋయࡀ┤᥋⾜ࡗ࡚࠸ࡿົ࣭ ᆅ᪉බඹᅋయࡀᣦᐃࡍࡿἲேࡑࡢ
ᴗࡢ࠺ࡕ୍ᐃࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉ ࡢᅋయබࡢタࡢ⟶⌮ࢆ⾜ࢃ
ࡏࡿࠋ
බඹᅋయࡣูࡢἲே᱁ࢆᣢࡘἲே
㸦㸻ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㸧ࢆタ❧ࡋࠊࡇ
ࡢἲேᙜヱົ࣭ᴗࢆᢸࢃࡏࡿࡇ
ࡼࡾࠊࡼࡾຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞⾜ᨻ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆ┠ᣦࡍࠋ

ᴗົ⠊ᅖ

࣭ヨ㦂◊✲
࣭Ꮫࡢタ⨨࣭⟶⌮
࣭බႠᴗ┦ᙜᴗ
࣭♫⚟♴ᴗ
࣭බඹⓗ࡞タࡢタ⨨࣭⟶⌮

බᶒຊࡢ⾜ ἲᚊୖࡢ᰿ᣐࡀᚲせ

⫋ဨࡢ㌟ศ
㸦බົဨ㠀
බົဨ㸧

බࡢタࡢ⟶⌮

ᘓ⠏ᇶ‽ἲᇶ࡙ࡃ
ᣦᐃ☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵ไᗘ

ⅆ⸆㢮ྲྀ⥾ἲᇶ࡙
ࡃᣦᐃヨ㦂ᶵ㛵ไᗘ

≉ูࡢἲᚊᇶ
࡙ࡁ≉ᐃࡢᴗົ
ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡋ
࡚⾜ᨻᗇࡼࡾ
ᣦᐃࡉࢀࡓ⚾ἲ
ୖࡢἲேᴗົ
ࢆ⾜ࢃࡏࡿࠋ

ᅜᅵ㏻⮧ཪࡣ㒔㐨
ᗓ┴▱ࡢᣦᐃࡋࡓ⪅
ࡀ⾜ࡗࡓ☜ㄆࢆࠊᘓ⠏
ࡀ⾜ࡗࡓ☜ㄆࡳ
࡞ࡍࠋ

⤒῭⏘ᴗ⮧ࡀᣦᐃ
ࡋࡓ⪅ࡀࠊಖᏳ㈐௵
⪅ヨ㦂㛵ࡍࡿົ
ࢆ⾜࠺ࠋ

ಶูἲࡼࡿ

ᘓ⠏☜ㄆ

ಖᏳ㈐௵⪅ヨ㦂ົ

㸦㐨㊰࣭Ꮫᰯ➼ࠊಶูἲ࠾࠸࡚
ᆅ᪉බඹᅋయ⟶⌮⪅ࢆ㝈ᐃࡋ࡚
࠸ࡿタࡘ࠸࡚ࡣᑐ㇟እ㸧
タࡢ⏝チྍࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟

㠀බົဨ
≉ᐃᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㸸බົဨ
㸦ࡓࡔࡋࠊ≉ᐃᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⫋ဨ 㸦ࡳ࡞ࡋබົဨ➼ࡢつᐃ࡞ࡋ㸧
ࡣᆅබປἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊᆅ᪉බඹᅋ
యࡢ୍⯡ࡢ⾜ᨻ⫋ဨẚ㍑ࡋ࡚ࠊ⤥
࣭ົ᮲௳ࡘ࠸࡚ᅋయ΅࡛Ỵᐃ
ࡍࡿ➼ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ㸧
୍⯡ᆺᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㸸㠀බົဨ
㸦ࡳ࡞ࡋබົဨ➼ࡢつᐃ࠶ࡾ㸧

ಶูἲࡼࡿ
ᘓ⠏☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࡀ
㸦ἲᚊୖࡢ᰿ᣐ ྍ⬟
ࡀᚲせ㸧

ಖᏳ㈐௵⪅ヨ㦂ົ
㛵ࡍࡿฎศࢆ⾜࠺
ࡇࡀྍ⬟

㠀බົဨ
㠀බົဨ
㸦ࡳ࡞ࡋබົဨ 㸦ࡳ࡞ࡋබົဨ➼ࡢつ
➼ࡘ࠸࡚ࡣಶ ᐃ࠶ࡾ㸧
ูἲࡼࡿ㸧

㠀බົဨ
㸦ࡳ࡞ࡋබົဨ➼ࡢ
つᐃ࠶ࡾ㸧

㻞㻡
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ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⨨ࡅմ

ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேไᗘ

࢞ タ❧࣭ㄆ
ࣂ ྍ࣭ᣦᐃ
ࢼ ࡢᡭ⥆
ࣥ
ࢫ
ࡢ

⤌
ࡳ

ࡑࡢ

ۑタ❧ᅋయࡢ㆟ࡢ㆟Ỵ
ۑᐃḰࡢไᐃ
ۑ㈈⏘ⓗᇶ♏ࡢฟ㈨
ົ⥲ۑ⮧ཪࡣ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢㄆྍ

ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ

ᣦᐃἲேไᗘ

ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃಀࡿ᮲
㸦ᣦᐃࡢᡭ⥆ࠊ⟶⌮ࡢᇶ‽ࠊᴗ
ົࡢ⠊ᅖ➼㸧ࠊ⏝ᩱ㔠ಀࡿ
᮲ࡢไᐃ
ۑ㆟ࡢ㆟Ỵ
ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ
ۑ⏝ᩱ㔠ࡢᢎㄆ

ۑᣦᐃྲྀᾘฎศ
┠ۑᶆࡼࡿ⟶⌮ホ౯ࡢ⤌ࡳ
࣭୰ᮇ┠ᶆࡣࠊタ❧ᅋయࡢ㛗ࡀ㆟ࡢ
㆟Ỵࢆ⤒࡚ᐃࡵࡿ
࣭୰ᮇィ⏬ࡣࠊἲேࡀసᡂࡋࠊタ❧ᅋ
యࡢ㛗ࡀㄆྍ
࣭ホ౯ጤဨࡣࠊྛᖺᗘཬࡧ୰ᮇ┠ᶆ
ᮇ㛫ࡢᴗᐇ⦼ࢆホ౯ࠋ⤖ᯝࢆἲ
ே࣭タ❧ᅋయࡢ㛗㏻▱ࡋࠊබ⾲
࣭୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫⤊ࠊタ❧ᅋయࡢ
㛗ࡀἲேࡢ⤌⧊࣭ᴗົ⯡ࢃࡓࡾ
ぢ┤ࡋ
ۑ㈈ົ࣭ィ
࣭ἲேࡣࠊẖᴗᖺᗘࠊ㈈ົㅖ⾲➼ࢆ
సᡂࠊබ⾲ࠋタ❧ᅋయࡢ㛗ࡀᢎㄆ
ۑᐃḰኚ᭦ࠊゎᩓཬࡧྜేᙜࡓࡗ࡚
ࡣࠊ⥲ົ⮧ཪࡣ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢㄆ
ྍ➼ࡀᚲせ
➼

ᘓ⠏ᇶ‽ἲᇶ࡙ࡃ
ᣦᐃ☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵ไᗘ

ⅆ⸆㢮ྲྀ⥾ἲᇶ࡙
ࡃᣦᐃヨ㦂ᶵ㛵ไᗘ

ಶูἲࡼࡿ

ۑᴗࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿ
⪅ࡢ⏦ㄳ
≉ۑᐃ⾜ᨻᗇࡽࡢព
ぢ⫈ྲྀ
ۑᅜᅵ㏻⮧ཪࡣ㒔
㐨ᗓ┴▱ࡢᣦᐃ
ۑᣦᐃ☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵ࡢ
ྡ⛠࣭ࡓࡿົᡤ
ࡢᡤᅾᆅ➼ࡢබ♧

ۑᴗࢆ⾜࠾࠺ࡍ
ࡿ⪅ࡢ⏦ㄳ
⏘῭⤒ۑᴗ⮧ࡢᣦ
ᐃ
ۑᣦᐃヨ㦂ᶵ㛵ヨ
㦂ົࢆ⾜ࢃࡏࡿ
ࡇࡋࡓ᪨ࡢබ
♧

ಶูἲࡼࡿ

ۑᴗົ༊ᇦࡢኚ᭦ࠊ☜
ㄆ᳨ᰝᴗົつ⛬ࡢస
ᡂ࣭ኚ᭦ࡘ࠸࡚ࠊ
ᅜᅵ㏻⮧ཪࡣ㒔
㐨ᗓ┴▱ࡢㄆྍࡀ
ᚲせ
ۑ㸳ᖺ௨ෆᣦᐃࡢ᭦
᪂ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤᣦ
ᐃࡢຠຊࢆኻ࠺
ۑᅜᅵ㏻⮧ཪࡣ㒔
㐨ᗓ┴▱┘╩
௧➼ࡢᶒ㝈࠶ࡾ
➼

ۑ௨ୗࡘ࠸࡚ࠊ⤒
῭⏘ᴗ⮧ࡢチㄆ
ྍࡀᚲせ
࣭ヨ㦂ົつ⛬ࡢไ
ᐃࠊኚ᭦
࣭ヨ㦂ົࡢఇᗫṆ
࣭ᴗィ⏬➼ࡢసᡂࠊ
ኚ᭦
࣭ᙺဨࡢ㑅௵࣭ゎ௵
⏘῭⤒ۑᴗ⮧㐺
ྜ௧ࠊ❧ධ᳨ᰝ
➼ࡢᶒ㝈࠶ࡾ
➼

㻞㻢
බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴ❆ཱྀᴗົࡢྲྀᢅ࠸࣭ᶒ㝈ࡢձ
ཱྀ❆ ۑ㛵㐃ᴗົ➼ࡢẸ㛫ጤク࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣࠊබᶒຊࡢ⾜ಀࡿົࡘ࠸
࡚ࠊ୍㐃ࡢົฎ⌮ࡢ㐣⛬ࡽษࡾฟࡍࡇ࡞ࡃࠊᐇୖࡢ⾜Ⅽࡸ⿵ຓⓗᴗົࡶໟᣓⓗ
ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⾜ࢃࡏࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊࡢࡼ࠺ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே
ᶒ㝈ࢆࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜࠋ
࠙ཧ⪃ࠚఫẸᇶᮏྎᖒไᗘ࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧ㸦㛗㸧ࡢົ
᮲ᩥ
ෆᐜ
㸦㸯㸧ఫẸᇶᮏྎᖒ➼ࡢഛࡅࠊసᡂ
㸳᮲
ఫẸᇶᮏྎᖒࡢഛࡅ
㸴᮲
ఫẸᇶᮏྎᖒࡢసᡂ
㸯㸴᮲
ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢసᡂ
㸦㸰㸧ఫẸ⚊ࡢࡋ➼㸦ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢࡋࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ
㸯㸰᮲
ᮏே➼ࡢㄳồࡼࡿఫẸ⚊ࡢࡋ➼ࡢ
ᅜཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ࡢㄳồࡼࡿఫẸ⚊ࡢࡋ➼ࡢ
㸯㸰᮲ࡢ㸰

㸯㸰᮲ࡢ㸱
ᮏே➼௨እࡢ⪅ࡢ⏦ฟࡼࡿఫẸ⚊ࡢࡋ➼ࡢ
㸯㸰᮲ࡢ㸲
ఫᡤᆅᕷ⏫ᮧ௨እࡢᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿఫẸ⾲ࡢࡋࡢ
㸰㸮᮲
ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢࡋࡢ㸦ᕷ⏫ᮧ㛫㸧
㸦㸱㸧ఫẸᇶᮏྎᖒࡢࡋࡢ㜀ぴ
ᅜཪࡣᆅ᪉බඹᅋᆅࡢᶵ㛵ㄳồࡼࡿఫẸᇶᮏྎᖒࡢ୍㒊
㸯㸯᮲
ࡢࡋࡢ㜀ぴ
㸯㸯᮲ࡢ㸰
ಶேཪࡣἲேࡢఫẸᇶᮏྎᖒࡢ୍㒊ࡢࡋࡢ㜀ぴ
㸦㸲㸧ఫẸ␗ືᒆ
㸰㸰᮲
㌿ධᒆ
㸰㸱᮲
㌿ᒃᒆ
㸰㸲᮲
㌿ฟᒆ
㌿ฟᆅᕷ⏫ᮧ㛗ࡢ㏻▱㸦ఫᇶྎᖒ࣮࢝ࢻᡤ᭷⪅ࡢ㌿ฟ
㸰㸲᮲ࡢ㸰
ධ㸧
㸰㸳᮲
ୡᖏኚ᭦ᒆ
㸰㸵᮲
ᒆฟ㛵ࡍࡿㄝ᫂せồ
㸱㸮᮲ࡢ㸲㸴 ୰㛗ᮇᅾ␃⪅➼ࡀఫᡤࢆᐃࡵࡓሙྜࡢ㌿ධᒆ
㸱㸮᮲ࡢ㸲㸵 ఫᡤࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀ୰㛗ᮇᅾ␃⪅➼࡞ࡘࡓሙྜࡢᒆฟ
㸱㸮᮲ࡢ㸲㸶 እᅜேఫẸࡢୡᖏࡢ⥆ࡢኚ᭦ࡢᒆฟ

᮲ᩥ
ෆᐜ
㸦㸳㸧ఫẸ⚊➼ࡢグ㍕➼
㸶᮲
ఫẸ⚊ࡢグ㍕ࠊᾘ㝖ཪࡣグ㍕ࡢಟṇ
㸷᮲
ఫẸ⚊ࡢグ㍕➼ࡢࡓࡵࡢᕷ⏫ᮧ㛗㛫ࡢ㏻▱
㸯㸶᮲
⫋ᶒࡼࡿᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢグ㍕ࠊᾘ㝖ཪࡣグ㍕ࡢಟṇ
㸯㸷᮲
ᡞ⡠ࡢ㝃⚊ࡢグ㍕ࡢಟṇ➼ࡢࡓࡵࡢᕷ⏫ᮧ㛗㛫ࡢ㏻▱
㸱㸮᮲ࡢ㸰
ఫẸ⚊ࢥ࣮ࢻࡢグ㍕➼
㸱㸮᮲ࡢ㸱
ఫẸ⚊ࢥ࣮ࢻࡢグ㍕ࡢኚ᭦
㸱㸮᮲ࡢ㸳
ఫẸ⚊ࡢグ㍕➼ࡘ࠸࡚ࡢ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢ㏻▱
㸦㸴㸧ఫᇶ࣮࢝ࢻ㛵㐃ᴗົ
㸱㸮᮲ࡢ㸲㸲 ఫẸᇶᮏྎᖒ࣮࢝ࢻࡢ
㸦㸵㸧ࡑࡢ❆ཱྀᴗົ㐙⾜㛵㐃ࡍࡿᴗົ
㸯㸲᮲
ఫẸᇶᮏྎᖒࡢṇ☜࡞グ㘓ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨
㸯㸳᮲
㑅ᣲ⟶⌮ጤဨࡢ㏻▱
㸱㸮᮲ࡢ㸴
ࡢᕷ⏫ᮧࡢᮏே☜ㄆሗࡢᥦ౪
㸱㸱᮲
㛵ಀᕷ⏫ᮧ㛗ࡢពぢࡀ␗࡞ࡿሙྜࡢᥐ⨨
㸱㸲᮲
グ㍕㡯ࡢㄪᰝ➼
㸱㸴᮲ࡢ㸰
ఫẸ⚊グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࡢᏳ☜ಖ➼
㸱㸴᮲ࡢ㸱
ⱞฎ⌮
㸱㸵᮲
ᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ཪࡣ㒔㐨ᗓ┴▱ᑐࡍࡿ㈨ᩱࡢᥦ౪

㻞㻣
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බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴ❆ཱྀᴗົࡢྲྀᢅ࠸࣭ᶒ㝈ࡢղ㸦⌧⾜ࡢ㛵㸧
㸯

⌧⾜ไᗘ࠾ࡅࡿᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேᑐࡍࡿ㛵
ձሗ࿌᳨࣭ᰝ
࠙ཧ↷᮲ᩥࠚ
ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲ㸦ᖹᡂ༑ᖺἲᚊ➨ⓒ༑ඵྕ㸧
㸦ሗ࿌ཬࡧ᳨ᰝ㸧
➨ⓒ༑୍᮲ ⥲ົ⮧ⱝࡋࡃࡣ㒔㐨ᗓ┴▱ཪࡣタ❧ᅋయࡢ㛗ࡣࠊࡇࡢἲᚊࢆ⾜ࡍࡿࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊᆅ᪉⊂
❧⾜ᨻἲேᑐࡋࠊࡑࡢᴗົ୪ࡧ㈨⏘ཬࡧമົࡢ≧ἣ㛵ࡋሗ࿌ࢆࡉࡏࠊཪࡣࡑࡢ⫋ဨࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢົᡤ❧ࡕ
ධࡾࠊᴗົࡢ≧ἣⱝࡋࡃࡣᖒ⡙ࠊ᭩㢮ࡑࡢࡢᚲせ࡞≀௳ࢆ᳨ᰝࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾ⫋ဨࡀ❧ධ᳨ᰝࢆࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ㌟ศࢆ♧ࡍド᫂᭩ࢆᦠᖏࡋࠊ㛵ಀேࡇࢀࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
㸱 ➨୍㡯ࡢつᐃࡼࡿ❧ධ᳨ᰝࡢᶒ㝈ࡣࠊ≢⨥ᤚᰝࡢࡓࡵㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢゎࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ղ㐪ἲ⾜Ⅽ➼ࡢṇ௧
࠙ཧ↷᮲ᩥࠚ
ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲ㸦ᖹᡂ༑ᖺἲᚊ➨ⓒ༑ඵྕ㸧
㸦㐪ἲ⾜Ⅽ➼ࡢṇ㸧 ͤᅜࡢ⊂ἲ㏻๎ἲᨵṇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨵṇ㸦ୗ⥺㒊ࡀᨵṇ㒊ศ㸧
➨ⓒ༑᮲ タ❧ᅋయࡢ㛗ࡣࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேⱝࡋࡃࡣࡑࡢᙺဨⱝࡋࡃࡣ⫋ဨࡀࠊṇࡢ⾜Ⅽⱝࡋࡃࡣࡇࡢἲᚊࠊࡢἲ௧ⱝ
ࡋࡃࡣタ❧ᅋయࡢ᮲ⱝࡋࡃࡣつ๎㐪ࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡋࠊⱝࡋࡃࡣᙜヱ⾜Ⅽࢆࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࠊཪࡣᆅ᪉⊂❧⾜
ᨻἲேࡢᴗົ㐠Ⴀࡀⴭࡋࡃ㐺ṇࢆḞࡁࠊࡘࠊࡑࢀࢆᨺ⨨ࡍࡿࡇࡼࡾබ┈ࢆᐖࡍࡿࡇࡀ᫂ⓑ࡛࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊ≉ᚲ
せࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊᙜヱᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேᑐࡋࠊᙜヱ⾜Ⅽࡢṇཪࡣᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆࡿࡁࡇ
ࢆࡎࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿタ❧ᅋయࡢ㛗ࡢ௧ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊ㏿ࡸᙜヱ⾜Ⅽࡢṇࡑࡢࡢᚲせㄆࡵࡿ
ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࠊᙜヱᥐ⨨ࡢෆᐜࢆタ❧ᅋయࡢ㛗ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱㹼㸳 㸦␎㸧

㻞㻤
බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴ❆ཱྀᴗົࡢྲྀᢅ࠸࣭ᶒ㝈ࡢճ㸦⌧⾜ࡢ㛵㸧

ࡢࡽࢀࡇ ۑไᗘࡣࠊタ❧ᅋయࡢ㛵ࢆᚲせ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⮬ᛶ࣭
⮬ᚊᛶࢆ༑ศⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࡢᴗົࡢᏳᐃⓗ࡛㐺ษ࡞ᐇࢆ☜ಖ
ࡍࡿほⅬࡽࠊタ❧ᅋయࡢ㛗ࡢ㛵ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ཧ⪃ࠚᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲ㏲᮲ゎㄝ
ۑⓒ༑᮲㸦㐪ἲ⾜Ⅽ➼ࡢṇ㸧
ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேไᗘࡣࠊᅜࡢ⊂❧⾜ᨻἲேไᗘྠᵝࠊタ❧ᅋయࡢ㛵ࢆᚲせ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡇࡼࡾࠊἲேࡢ⮬ᛶ࣭⮬
ᚊᛶࢆ༑ศⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪉ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢᢸ࠺ᴗົࡣࠕᆅᇦ♫ཬࡧᆅᇦ⤒῭ࡢ
Ᏻᐃ➼ࡢබඹୖࡢぢᆅࡽࡑࡢᆅᇦ࠾࠸࡚☜ᐇᐇࡉࢀࡿࡇࡀᚲせ࡞ົཬࡧᴗࠖ㸦➨᮲➨୍㡯㸧࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑ
ࡢᴗົࡢᏳᐃⓗ࡛㐺ษ࡞ᐇࡀ☜ಖࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ➨୍㡯࡛ࡣࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேཪࡣࡑࡢᙺ⫋ဨࡢ⾜Ⅽࡀᮏἲࠊࡢἲ௧ࠊタ❧ᅋయࡢ᮲࣭つ๎㐪ࡋࠊཪࡣ㐪ࡍ
ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊタ❧ᅋయࡢ㛗ࡀࠊᙜヱἲேᑐࡋࠊᙜヱ⾜Ⅽࡢṇࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡁࡇࢆࡎࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡍࡿࠋ

 ۑᅇࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே᪂ࡓ❆ཱྀ㛵㐃ᴗົ➼ࢆ⾜ࢃࡏࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ❆ཱྀ㛵㐃ົ➼
ࡣࠊఫẸ㛵ࡍࡿྛ✀⾜ᨻࡢᇶ♏࡞ࡿົࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉ᴗົࡢᏳᐃⓗ࡛㐺ษ࡞ᇳ⾜ࡢ☜
ಖࡀồࡵࡽࢀࠊᚲせᛂࡌࠊಶࠎࡢ⾜Ⅽࡶ㛵࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᆅ᪉⊂❧⾜
ᨻἲே䛻ᑐ䛩䜛㛵䛾䛒䜚᪉䜢ぢ┤䛩ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹

㻞㻥
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බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴ❆ཱྀᴗົࡢྲྀᢅ࠸࣭ᶒ㝈ࡢմ㸦᪂ࡓ࡞㛵㸧
㸰 ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேᑐࡍࡿ㛵ࡢ࠶ࡾ᪉
ձ┘╩௧
 ۑᅜࡢ⾜ᨻᇳ⾜ἲேไᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜࡢุ᩿㈐௵ࡢୗࠊᅜᐦ᥋࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࡑࡢᴗົࢆ
⾜࠺࠸࠺ᴗົࡢ≉ᛶ㚷ࡳࠊᗈࡃἲேࡢᴗົࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡋࡘࡘࠊࡑࡢ⮬ᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ㊃᪨
ࡽࠊᚑ᮶ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ➼ࡢṇ௧ࡼࡾᗈ࠸┘╩௧ࡢつᐃࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ཱྀ❆ ۑ㛵㐃ົࡀࠊఫẸ㛵ࡍࡿྛ✀⾜ᨻࡢᇶ♏࡞ࡿົࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᴗົࡢᏳᐃⓗ࡛㐺
ษ࡞ᐇࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢほⅬࡽࠊᙜヱ❆ཱྀ㛵㐃ົᮏ᮶ἲ௧ୖࡢ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿᕷ⏫
ᮧࡢ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ᪥ᖖⓗ࣭ಶูⓗ࡞ົࡢฎ⌮ᑐࡍࡿࡶࡢ
ࢆྵࡵࠊࡼࡾᗈ࠸ᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ㛵ࠊලయⓗࡣࠊ❆ཱྀ㛵㐃ົࡢ᪥ᖖⓗ࣭ಶูⓗ࡞ົฎ⌮ᑐ
ࡍࡿ┘╩௧ᶒࢆㄆࡵࡿࡇࡍࡿࠋ
࠙ཧ↷᮲ᩥࠚ
⾜❧⊂ۑᨻἲே㏻๎ἲ㸦ᖹᡂ༑୍ᖺἲᚊ➨ⓒ୕ྕ㸧
㸦┘╩௧㸧
➨୕༑᮲ࡢ༑ ົ⮧ࡣࠊᖺᗘ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡑࡢࡇࡢἲᚊཪࡣಶูἲࢆ⾜ࡍࡿࡓࡵ≉ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ⾜
ᨻᇳ⾜ἲேᑐࡋࠊࡑࡢᴗົ㛵ࡋ┘╩ୖᚲせ࡞௧ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠙ཧ⪃ࠚ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲᨵṇ㸦ᖹᡂᖺ㸧㏲᮲ゎㄝ
୕➨ۑ༑᮲ࡢ༑㸦┘╩௧㸧
㸦㸯㸧⾜ᨻᇳ⾜ἲேࡣࠊᅜࡢุ᩿㈐௵ࡢୗࠊᅜᐦ᥋࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࡑࡢᴗົࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶ㚷ࡳࠊົ⮧ࡀ
ᣦ♧ࡋࡓᖺᗘ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡞≉ᚲせㄆࡵࡿࡁࡣࠊᗈࡃἲேࡢᴗົࡢᅾࡾ᪉㛵࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ
ࡽࠊᴗົࡢ┘╩ୖᚲせ࡞௧ࢆⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪨ࢆつᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾜ᨻᇳ⾜ἲேࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏつᐃࡼࡾࡑࡢᴗົᨵၿࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ⥙⨶࡛ࡁࡿࡇࡽࠊ୰ᮇ┠ᶆ⟶⌮ᆺࡢἲேࡣ␗࡞
ࡾࠊホ౯⤖ᯝᇶ࡙ࡃᴗົ㐠Ⴀᨵၿ௧ࡸ㐪ἲ⾜Ⅽ➼ࡢṇ࣭ᨵၿ௧ࡣಶูつᐃࡋ࡞࠸ࡇࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧࠼ࡤ᪥ᮏ㒑ᨻᰴᘧ♫ἲ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⤒Ⴀࡢ⮬ᛶ㓄៖ࡋࠊ♫⤒Ⴀࡢྜ⌮ᛶࠊጇᙜᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊ┘╩ᡭẁ
ࡋ࡚≉ᚲせ࡞ሙྜ㝈ࡾㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࡢ㊃᪨ࡽࠊ┘╩௧ࡘ࠸࡚ࠕ≉ᚲせࡀ࠶ࡿࠖሙྜ㝈ࡾㄆࡵࡿࡶࡢࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
⾜ᨻᇳ⾜ἲேࡘ࠸࡚ࡶࠊ➨㸰᮲➨㸯㡯ࠊ➨㸱᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸴᮲ࡢつᐃぢࡽࢀࡿ࠾ࡾࠊᴗົࡢຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ᇳ⾜ࡢࡓࡵ
ᅜࡣูࡢἲேࡋ࡚ࠊࡑࡢ⮬ᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠊࡲࡓࠊࡑࡢᶒ㝈ࡢ⾜ࡣࠊᇶᮏⓗົ⮧ࡽᣦ♧ࡉࢀࡓᖺᗘ┠ᶆ
ࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿୖ࡛ᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡽ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ┘╩௧ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᖺᗘ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠖࠊࠕ≉ᚲせࡀ࠶
ࡿࠖሙྜㄆࡵࡿࡶࡢࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ
㻟㻜

බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴ❆ཱྀᴗົࡢྲྀᢅ࠸࣭ᶒ㝈ࡢյ㸦᪂ࡓ࡞㛵㸧

ղṆ௧
ཱྀ❆ ۑᴗົࡣࠊ≉㐺ษ࡞ᐇࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᙜヱ❆ཱྀ㛵㐃ົᮏ᮶ἲ௧ୖࡢ㈐௵ࢆ᭷
ࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⟶⌮ཬࡧᇳ⾜ࡋࡓ❆ཱྀົಶࠎ
㛵ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࠼ࡤᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡀ㐪ἲ࡞ᴗົᇳ⾜ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ➼
ࠊᙜヱᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢṆࢆ௧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡍࡿࠋ
 ۑṆ௧ࢆ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢせ௳ࡋ࡚ࡣࠊ❆ཱྀᴗົࡢᏳᐃⓗ࡛㐺ษ࡞ᐇࡢ☜ಖࡢࠊᆅ᪉⊂
❧⾜ᨻἲேࡢ⮬ᛶ࣭⮬ᚊᛶࡶ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
ձ ❆ཱྀᴗົ㛵ࡋࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேཪࡣࡑࡢᙺ⫋ဨࡀࠊࡇࡢἲᚊࠊࡢἲ௧ࠊ᮲࣭つ๎ⱝࡋ
ࡃࡣᐃḰ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡋࠊཪࡣᙜヱ⾜Ⅽࢆࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࠋ
ղ ❆ཱྀᴗົࡢ⟶⌮ᇳ⾜ࡀ㐺ṇࢆḞࡁࠊࡘࠊබ┈ࢆᐖࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡿࡁࠋ
ճ ┘╩௧㐪ࡋࡓࡁࠋ

㻟㻝
－50－

බᶒຊࡢ⾜ࢆྵࡴ❆ཱྀᴗົࡢྲྀᢅ࠸࣭ᶒ㝈ࡢն㸦᪂ࡓ࡞㛵㸧
ճົࡢ┤᥋ᇳ⾜
 ۑ࠼ࡤᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡀᙜᴗົࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿ➼ࡢሙྜࠊᕷ⏫ᮧ㸦㛗㸧ࡣ⮬ࡽࡢッゴࣜ
ࢫࢡ➼ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ࡽࡢᣢࡘᶒ㝈ᇶ࡙࠸࡚ࠊ┤᥋ົࢆᇳ⾜ࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
୍ ۑ᪉࡛ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேไᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᴗົࡢᏳᐃⓗ࡛㐺ษ࡞ᐇࡢ☜ಖ࠸࠺ほⅬࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⮬ᛶ࣭⮬ᚊᛶࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ┤᥋ᇳ⾜
࡛ࡁࡿሙྜࢆἲᩥୖ᫂ࡽࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ㐠Ⴀୖࡢண ྍ⬟ᛶࢆ☜
ಖࡍࡿࠋ
┤ۑ᥋ᇳ⾜࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
ձ ᕷ⏫ᮧࡢ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ࡀࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ❆ཱྀᴗົࡢ⟶⌮ᇳ⾜ᑐࡋ࡚Ṇ௧ࢆ
⾜ࡋࡓሙྜ
ղ ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡀኳ⅏ࡑࡢࡢ⏤ࡼࡾᙜヱ❆ཱྀᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆᐇࡍࡿࡇࡀᅔ
㞴࡞ࡗࡓሙྜ

㻟㻞
බᶒຊࡢ⾜ಀࡿົࡢྲྀᢅ࠸࣭ᶒ㝈ࡢշ㸦ࡲࡵ㸸ࠕ௦᭰ᇳ⾜ࠖ㸧

ཱྀ❆ ۑ㛵㐃ᴗົ➼ࡢẸ㛫ጤク࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣࠊබᶒຊࡢ⾜ಀࡿົࡘ࠸
࡚ࠊ୍㐃ࡢົฎ⌮ࡢ㐣⛬ࡽษࡾฟࡍࡇ࡞ࡃࠊᐇୖࡢ⾜Ⅽࡸ⿵ຓⓗᴗົࡶໟᣓⓗ
ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⾜ࢃࡏࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊࡢࡼ࠺ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே
ᶒ㝈ࢆࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜࠋ

ཱྀ❆ ۑᴗົࡣ≉㐺ษ࡞ᇳ⾜ࡢ☜ಖࡀồࡵࡽࢀࠊᚲせᛂࡌࠊಶࠎࡢ⾜Ⅽࡶᆅ᪉බඹᅋయࡀ㛵
࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ┠ᶆ࣭ホ౯ࡼࡿᴗ⦼⟶⌮ࡢࠊᕷ⏫ᮧ࠾ᙉ࠸㛵㸦┘╩
௧ࠊṆ௧ࠊ┤᥋ᇳ⾜㸧ࡢୗᴗົࡢᇳ⾜ࢆ⾜࠺ࡇࡍࡿࠋ
ࡢࡇ ۑ㝿ࠊᕷ⏫ᮧࡢᙉ࠸㛵ࡢୗ࡛ᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡀᴗົࢆᇳ⾜
ࡍࡿࡀࠊᕷ⏫ᮧཪࡣᕷ⏫ᮧࡢ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ࡢྡ࠾࠸࡚ࡇࢀࢆ⾜࠸ࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ㛗ࡑࡢ
ࡢᇳ⾜ᶵ㛵ࡀ⟶⌮࣭ᇳ⾜ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ຠຊࢆ⏕ࡎࡿࡶࡢ㸦௦᭰ᇳ⾜㸧ἲⓗ⨨ࡅࡿࠋ
ࠊ࠾࡞ ۑᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢົࡢ୍㒊ࡢ⟶⌮ᇳ⾜ࢆࠊᙜヱᆅ᪉බඹᅋయࡢྡ࠾࠸࡚ࡢయ
⾜ࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿไᗘࡋ࡚ࠊᆅ᪉⮬ἲୖࡢ༠㆟ࡸົࡢ௦᭰ᇳ⾜ࡢไᗘࡀ࠶ࡿࠋ

㻟㻟
－51－

ཧ⪃㸸ᆅ᪉⮬ἲୖࡢࠕົࡢ௦᭰ᇳ⾜ࠖ

࠙ཧ⪃ࠚົࡢ௦᭰ᇳ⾜
ձ

᰿ᣐἲ௧

ᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸳㸰᮲ࡢ㸯㸴ࡢ㸰㹼➨㸰㸳㸰᮲ࡢ㸯㸴ࡢ㸲

ղ

ไᗘࡢᴫせ

ົࡢ௦᭰ᇳ⾜ࡣࠊᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢົࡢ୍㒊ࡢ⟶⌮ᇳ⾜ࢆࠊᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢྡ
࠾࠸࡚ࠊࡢᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ⾜ࢃࡏࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ
ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ༠㆟ࡼࡾつ⣙ࢆᐃࡵࠊົࢆ௦᭰ᇳ⾜ࡉࡏࡿࠋ
ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡀࡢᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయᙜヱົࢆ௦᭰ᇳ⾜ࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊົࢆ௵ࡏ
ࡓᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡀࠊ⮬ࡽᙜヱົࢆ⟶⌮ᇳ⾜ࡋࡓሙྜྠᵝࡢຠᯝࢆ⏕ࡎࡿࠋᙜヱົࡘ࠸
࡚ࡢἲ௧ୖࡢ㈐௵ࡣົࢆ௵ࡏࡓᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయᖐᒓࡋࡓࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊᙜヱົࢆ⟶⌮ᇳ⾜ࡍ
ࡿᶒ㝈ࡢ⛣ືࡶకࢃ࡞࠸ࠋ

䠝ᕷ

ճ

ɲົ

ɲົ

䠞⏫

㈈※

௦᭰ᇳ⾜ົせࡍࡿ⤒㈝ࡣࠊࡍ࡚ࠊົࢆ௵ࡏࡓᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡀົࡢ௦᭰ᇳ⾜ࢆࡍࡿ
ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయᑐࡍࡿ㈇ᢸ㔠ࡋ࡚ண⟬ィୖࡋࠊ㈇ᢸࡍࡁࡑࡢ⤒㈝ࡢᨭᘚࡢ᪉ἲࡣつ⣙ࡢ
୰࡛ᐃࡵࡿࠋ

մ ไᗘά⏝ᐇ⦼

㸦ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸵᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧

ᆅ᪉⮬ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸴ᖺἲᚊ➨㸲㸰ྕࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸯㸯᭶㸯᪥⾜㸧ࡼ
ࡾࠊタࡉࢀࡓไᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊά⏝ᐇ⦼࡞ࡋࠋ
㻟㻠

ཧ⪃㸸ᆅ᪉⮬ἲୖࡢࠕົࡢጤクࠖ

࠙ཧ⪃ࠚົࡢጤク
ձ

᰿ᣐἲ௧

ᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸳㸰᮲ࡢ㸯㸲㹼➨㸰㸳㸰᮲ࡢ㸯㸴

ղ

ไᗘࡢᴫせ

ົࡢጤクࡣࠊᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢົࡢ୍㒊ࡢ⟶⌮ᇳ⾜ࢆࠊࡢᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయጤࡡࡿไ
ᗘ࡛࠶ࡿࠋ
ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ༠㆟ࡼࡾつ⣙ࢆᐃࡵࠊົࢆጤクࡍࡿࠋ
ົࢆཷクࡋࡓᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡀᙜヱົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࡼࡾࠊጤクࡋࡓᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ
ࡀࠊ⮬ࡽᙜヱົࢆ⟶⌮ᇳ⾜ࡋࡓሙྜྠᵝࡢຠᯝࢆ⏕ࡎࡿࠋᙜヱົࡘ࠸࡚ࡢἲ௧ୖࡢ㈐௵ࡣࠊ
ཷクࡋࡓᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయᖐᒓࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊጤクࡋࡓᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊጤクࡢ⠊ᅖෆ
࠾࠸࡚ࠊጤクࡋࡓົࢆ⟶⌮ᇳ⾜ࡍࡿᶒ㝈ࢆኻ࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
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第３回
・環境規制法の解釈と執行をめぐる自治体
間ネットワークの可能性について
・街区管理の法制度設計について
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２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２８年度）
（第３回）議事要旨
１

日

時

平成２８年１２月１６日（金）１７：００～

２

場

所

総務省

３

出席者

秋田
大西
興津
西貝
原田
平田
堀田

４

議

題

・環境規制法の解釈と執行をめぐる自治体間ネットワークの可能性に
ついて
・街区管理の法制度設計について

５

概

要

共用会議室４
典子
楠・テア
征雄
小名都
大樹
彩子
聰子

千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授
専修大学 法学部 准教授
神戸大学大学院 法学研究科 教授
首都大学東京 社会科学研究科 准教授
京都大学 法学系（大学院法学研究科） 教授
京都大学大学院 地球環境学堂 特定准教授
国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 教授

環境規制法の解釈と執行をめぐる自治体間ネットワークの可能性について
（平田委員から資料に基づき説明）
○

法の解釈と執行について他自治体に問い合わせる場合、一般的に、指定都市は都市同
士でネットワークを持っている一方、その他の市は県内の近隣自治体に問い合わせるこ
とが多いが、土壌汚染対策法（以下「土対法」という。
）についてもそういった特徴があ
るのか。

○

大都市には意識の高い市民が多く、情報公開請求や審査請求の件数も多いことから市
民の目にさらされるプレッシャーが高いのに対し、地方では情報公開が年に１件あるか
どうかとういう所もある。法の解釈と執行に係るネットワークのグループ形成に、都市
か地方かといったファクターは関連するのか。

○

自治体の担当者は、土対法の解釈と執行を主に担当者会議のメンバーに対して問い合
わせるが、そもそも、自分たちの部署が所属している担当者会議の形成時期や、なぜこ
の構成メンバーになったのかという理由は参加者自体も把握していない。水質汚濁が非
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常に深刻であった公害時期に、利害関係のある地域で自然発生的にできたと推測される。
○

法の解釈と執行についての自治体間ネットワークにおいて地域性は重要であり、やは
り関西なら関西、特に市の場合には県内に留まるという一般的な傾向がある。

○

市民の目にさらされるという、現場職員が主観的に感じるプレッシャーという観点か
らは、都市か地方かというファクターは際立っていない。都市レベルと地方レベルでグ
ループ構成が違うかについては、大都市は自分たちで判断できるため、ネットワークを
使う必要性をあまり感じておらず、一方小規模都市は、問い合わせに対して「経験が無
い」と答える傾向がある点で、グループ構成に影響があるかもしれない。

○

Consistency とIndividual treatmentについて、国には、裁判に負けて、個別事案を
重ねることで統一性を確定させている側面もあるが、自治体の場合は、法律をつくって
いるのが国で、執行しているのが自治体であるため、個々の自治体が裁判に負けても、
翌年の法律改正や国の事務処理要領の変化に直結しないように感じられる。

○

多くの分野で、法の解釈と執行を他の自治体に問い合わせた上で慎重に意思決定が行
われているとは思うが、そうではない分野として、例えば、農地転用の許可や消防法の
運用においては、かなり思い切った解釈や執行をする傾向がある。個々の法執行につい
てリスクを冒す価値があると首長が判断する、あるいは社会的な要請が高まるといった
ケースになると、これまでと違う執行がなされるのではないか。

○

都市計画の分野では地方分権が非常に進んでおり、最近、用途地域の指定権限が基礎
自治体に移譲された。どのように用途地域を決めようかという段階になったことから、
研究者が自治体の担当者に声をかけて、積極的にネットワークをつくったという例もあ
る。

○

国境を越えた環境汚染があり、隣国の動向を見る必要が生じたことから、ＥＵでは環
境法分野において政策の相互参照が先行しているが、今回の話は、法の解釈と執行に曖
昧さがあるという点で、ＥＵレベルの話とは違っている。

○

自治体間の水平的な相互参照はあっても、自治体と環境省の垂直的な関係がほとんど
無いという点については、どう位置づけているのか。

○

環境行政は、自治体が独自に運用している自治事務の性格が非常に強い。もちろん法
律は環境省が所管しており、ガイドライン等も環境省で作成しているが、自治体独自の
考え方や手法も脈々とある分野であることから、国からの通知や具体的なガイドライン
の程度は他の行政分野と比較すると相対的に低く、自治体による法の解釈と執行に係る
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独自傾向が顕著になると考える。
○

垂直的な関係性について、自治体は必要に応じて環境省に問い合わせるものの、規制
対象に該当するかは個々具体の事案によるとの認識もあることから、実際にその法律を
解釈・執行している別の自治体の担当者に問い合わせる方が、参考になっているのでは
ないか。また、問い合わせたが分からない場合であっても、近隣自治体での運用状況の
平均を採ろうとしているような動きが見られた。

○

担当者会議のグループ構成の要素としては、基本的に地域性が一番強い。調査命令の
発出率が高いグループでは発出率の分散は広がるが、むしろ発出率が低いグループの場
合、発出率の分散が極めて小さいという点が特に興味深く、どのような事例が生じても
命令はしないという適用判断に収れんしていることが読み取れる。

街区管理の法制度設計について
（原田委員から資料に基づき説明）
○

法制度設計の選択肢について、区画整理組合をモデルとした公共組合をつくることも
あり得るのではないか。

○

ドイツのＢＩＤに法人格はないとのことだが、従来の土地区画整理組合とどこが違う
のか。マーケットを媒介にするとか、サイレントマジョリティーを巻き込むためには法
人ではないほうが良いということか。

○

道路に敷石を設置することはまちづくりの観点からすると意味のあることだとは思う
が、それに対してＢＩＤのような大きな制度を設計しなければいけないのか。

○

ドイツでもアメリカでも、ＢＩＤは土地所有者が加入している団体としては存在せず、
土地所有者の一部が、街区団体をつくったり、建設業者と契約して受託管理者を指定す
る程度で、土地所有者全員が集まって意思決定をする構造にはなっていない。一方で、
土地区画整理組合の場合には全員が加入して意思決定を行い、そこから分担金を徴収し
て管理するという仕組みが設けられており、その点が大きく異なる。

○

道路に敷石を設置する位であれば、日本では自治体が実施するが、ハンブルク州の場
合には、財政上の理由なのか、従来の市町村では対応できなかった点であり、このよう
な細やかなサービスに焦点を当てることが、ＢＩＤの主眼となっている。
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○

ドイツではＢＩＤによるイベント開催やマーケティングを考えているようだが、ＢＩ
Ｄの起源であるアメリカではもともと、警察が頼りにならないのでセキュリティーを自
分たちで雇い、市の清掃が当てにならないので自分たちで清掃業者を雇ったというセー
フ・アンド・クリーンが出発点だった。

○

ハンブルク州では、ＢＩＤがうまく機能しているが、導入したばかりのバーデン・ヴ
ュルテンベルク州では、ＢＩＤという先進的な制度を導入したものの、どう使うか悩ん
でいる。

○

日本における法制度設計の選択肢を挙げられたところからすると、ある程度日本でも
ＢＩＤの必要性が想定されているのか。

○

大阪版ＢＩＤの場合には、分担金の徴収という形で制度化がなされたが、現に生じて
いる問題を解消するために、地方自治法第２２４条の分担金の規定を法改正してはどう
かという関心を持っている。

○

強制的に地権者から金銭を徴収することについて、地権者の一定数が反対せず合意す
るに至るまでのプロセスにどういった特徴があるか。

○

合意形成のプロセスとしては、何度も話し合いを重ねるといった、日本でもあるよう
なことしか聞かなかったが、ポイントとしては所有者の人数や、居住地が挙げられる。
ハンブルク州の場合には土地所有者の人数が少なく、地元に住んでいる人が多いため、
地域に関心があり、しかも数人が合意すれば足りる。他方、ベルリンの場合には海外に
住んでいる土地所有者が多く、たとえばサウジアラビアの所有者に了承を得る必要があ
るといったこともあり、実際には合意形成が円滑に進んでいないと聞く。

○

狭い密集地に様々な選好を持ったような土地所有者がいるところでは、そこに街区団
体に当たるような取りまとめの組織がなければ、なかなかＢＩＤは現実には機能しない
のではないか。

○

特別地方公共団体として街区を定める選択肢③が、今後現実化すると考えている。市
町村の提供するサービスの質が低くなり、街区をつくらざるを得なくなってしまう場合
に、市町村全域をカバーするように街区をそれぞれつくっていくのか、それとも一部の
地域のみでつくっていくことになるのか。

○

アメリカの地方自治のモデルからいくと、これから市町村の提供するサービスの質が
低くなり、結果として特別地方公共団体として街区を定めることになるのではないか。
おそらく地方自治法の２０１４年改正あたりから、日本もそちらの方向に踏み出してい
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るという印象を持っている。
○

特別地方公共団体として街区を設置する枠組みは、どちらかというとドイツの枠組み
を前提にしている。ドイツの場合には市町村はどこにでもあり、最低限のサービスを担
保しているという前提だが、日本でも今のところその前提で総務省は考えており、フィ
ットすると考える。一方で、今後の人口減少等を考えると、市町村はどこにでもあり、
最低限のサービスを担保することを維持できる前提に立つのは、現実には難しいかもし
れない。
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㸲㸬⮬య㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡつไᇳ⾜ࡢ㛵ಀᛶ㸦㉁ၥ⚊ㄪᰝࡼࡾ㸧

ᑐ㇟⮬య
ᐇᮇ㸪ᅇ⟅⋡

ȋͳȌ ᢸᙜ⪅㆟࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࡢ᭷↓ၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ື
ᢸᙜ⪅㆟࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉၥ࠸ྜࢃࡏඛࡶࢳ࢙ࢵࢡ
ȋʹȌ ⮬య㛫ၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ືつไᇳ⾜άື
ȋ͵Ȍ ࢢ࣮ࣝࣉࡈ␗࡞ࡿἲゎ㔘࣭㐺⏝


᪂ࡋ࠸つไἲᇳ⾜࠸࠺࠶࠸ࡲ࠸ࡉࡢ࠶ࡿ≧ἣୗ࡛ࡢἲゎ㔘࣭ἲ㐺⏝ุ᩿ࡘ
࠸࡚㸪༢୍⮬యࡢಶูせ⣲ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪⮬య㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࠸࠺⤌⧊㛫せ⣲
ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ㸬

ၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ືЍつไᇳ⾜ࡢ✚ᴟⓗุ᩿
ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢᕪ
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x

⮬యࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀἲࡢពᵓ⠏ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ᮲௳

x

ἲࡢศἲⓗ⌮ゎࠕ㛫㐪࠸࣭ṇゎࠖяࠕఱࡀ࣋ࢱ࣮ࠖ

x

௧ᩘᣦᐃ༊ᇦⓏ㘓ᩘࡢ㛵ಀ




ࡲࡵ

ᰂ㌾ᛶ୍㈏ᛶࡢࢪ࣐ࣞࣥ
㛫ⓗไ⣙


ᩥ⊩

ǡ ǤǡǤǤͳͻͺ͵Ǥǲ ǣ
   Ǥǳ
AmericanSociologicalReviewͶͺȋʹȌǣͳͶȂͲǤ
ǡ ǤǡǤͳͻǤǲ ǣ 
 ǤǳAmericanJournalofSociologyͺ͵ȋʹȌǣ͵ͶͲȂ
͵Ǥ
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㈨ᩱ䠍䠉䠎

ၥ㢟㛵ᚰ
つไἲ䛿⾜ᨻ⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䠈䛹䛾䜘䛖䛻ᐇ䞉ᇳ⾜䛥䜜䛶䛔䜛
䛾䛛䠛

つไἲ䛾ᨻ⟇❧㐣⛬

つไἲ䛾ᐇ䞉ᇳ⾜㐣⛬
㻌

つไἲไᐃ

－76－

⌧ሙ㒊⨫䛾䝏䝱䝺䞁䝆

• つไἲ䛾ಶูලయⓗ䜿䞊䝇䜈䛾ᙜ䛶䛿䜑䠊
– ᢳ㇟ⓗグ㏙
– 䛂䛚䛭䜜䛃䛜䛒䜛ሙྜ䛻⾜ᨻ௧

• ᪂ࡋ࠸つไἲ㸸ࡢࡼ࠺⌧ሙ㒊⨫ࡣゎ
㔘ࡋ㸪ᇳ⾜άືࢆ⾜࠺ࡢ㸽

3

ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ
• (᪂䛧䛔)つไἲ䛾ලయⓗ䛺ព䛿⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䛹䛾䜘䛖䛺
䝥䝻䝉䝇䜢㏻䛨䛶ᵓ⠏䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛䠊䛹䛾䜘䛖䛺᮲௳ୗ䛷䠈
ἲⓗຠᯝ䜢⏕䛨䛥䛫䜛䜘䛖䛺㐺⏝ุ᩿䜢⾜䛖䛾䛛䠊
• ⮬య㛫䛾䛴䛺䛜䜚䛿䠈ୖグุ᩿䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛾䛛䠛
• ␃ព䠖
– 䛒䛔䜎䛔䛥䛜㧗䛔䛣䛸䛜つ⠊ⓗ䛻ᝏ䛷䛿䛺䛔䠊䠄ἲ䝕䝄䜲䞁䛸䛧䛶ᚲせ䠅

4
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ඛ⾜◊✲
• つไ◊✲ (regulatory studies)
• ➨୍⥺⫋ဨ◊✲ (street-level/front-line
bureaucracy)
• ⤌⧊♫Ꮫ䞉᪂ไᗘㄽ

5

つไ◊✲/➨୍⥺⫋ဨ◊✲
• ⌧ሙ䛷䛾ἲ㐺⏝䛜䛝䛺ᙳ㡪
䜢ཬ䜌䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖⌮ゎ
(a law-making role)
• 䛹䛾䜘䛖䛻ἲ䛿㐺⏝䛥䜜䛶䛔
䜛䛾䛛䠊⌧ሙ㔞䛜䛹䛾䜘䛖
䛻⾜䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛䠊

䛆ᙇ䛇
• ពⓗ䛷䛿䛺䛟୍ᐃ䛾⣔⤫䛰䛳䛯
㔞⾜
• 䝍䞊䝀䝑䝖ᒙ䛸䛾┦స⏝ᛶ

䛆ኚᩘ䛇
⿕つไ⪅㛵㐃(㐪Ṕ䠈㛗ᮇⓗ㛵ಀ)
⾜ᨻ⤌⧊㛵㐃䠄⤌⧊䝸䝋䞊䝇䠈㔞⛬ᗘ䠅
ᨻ㛵㐃ኚᩘ䠄ᆅඖᨻ䠈ᕷẸ䞉䝯䝕䜱䜰䛾㛵ᗘ䠅
つไᐁ⮬㌟䛾ኚᩘ䠄䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗䠅
⿕つไ⪅䛾ホ౯

6
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• ಶู䝺䝧䝹䛷䛾⪃ᐹ
• ⤌⧊䛂㛫䛃䛾ᙳ㡪䛿䛺䛔䛾䛛䠛
ї ⤌⧊♫Ꮫ䞉᪂ไᗘㄽ䠈ᨻ⟇Ἴཬ◊✲
䛂⤌⧊⾜ື䛿䠈⤌⧊䛾⾜ື䛛䜙䜒ᙳ㡪䜢ཷ䛡
䜛䛃䛸䛟䛻䠈䛒䛔䜎䛔䛺≧ἣୗ䛷䛾ពᛮỴᐃ䛻䛚
䛔䛶䠊

7

Institutional Isomorphism
• 䛒䛔䜎䛔䛥䛻┤㠃䛧䛯⤌⧊䠖
– Coercive process
– Mimetic process
– Normative process

䜢㏻䛨䛶䠈ྠᆺ(isomorphism)䛜㉳䛣䜛䠊
(Rowen&Mayer1977, DiMaggio&Powell1983)

ྠᵝ䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛜䠈ᇳ⾜ሙ㠃䛷䛒䛔䜎䛔䛥䛻
┤㠃䛧䛯⌧ሙ㒊⨫䛻䜒ാ䛟⌮ㄽⓗᯟ⤌䜏䜢ᥦ
౪䠊
8
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Research context and methods
• ᑐ㇟ἲ䠖 ᨵṇᅵተởᰁᑐ⟇ἲ (2010)
• ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸪ほᐹ㸪㉁ၥ⚊ㄪᰝ (a mixed
method approach)

◊✲ᑐ㇟
ᨵṇᅵተởᰁᑐ⟇ἲ
4 ᮲ ㄪᰝ௧
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 2010ᖺ⾜
䛂ᅵᆅ䛾ᙧ㉁䛾ኚ᭦䛃䛷䛒䛳䛶䠈ᑐ㇟ᅵᆅ㠃✚䛜3000m2௨ୖ䛾⪅䛿ᒆฟ䛜ᚲせ䠊⮬
య䛿ᙜヱᅵᆅ䛜≉ᐃ᭷ᐖ≀㉁䛻䜘䛳䛶䛂ởᰁ䛥䜜䛶䛔䜛䛚䛭䜜䛃䛜䛒䜛䜒䛾䛸䛧
䛶䞉䞉䞉ㄆ䜑䜛䛸䛝䛿䞉䞉䞉ㄪᰝ䛥䛫䛶䛭䛾⤖ᯝ䜢ሗ࿌䛩䜉䛝䛣䛸䜢䛪䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

47㒔㐨ᗓ┴䛸111䛾ᨻ௧ᕷ䛾⌧ሙ㒊⨫

10
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◊✲ᑐ㇟㸸⌧ሙ㒊⨫࣭⫋ဨࡣ
• ᑓ㛛⫋᥇⏝䠄ከ䛟䛾ሙྜᏛ⫋䠅䛾ᆅ᪉බົ
ဨ䛜䜋䛸䜣䛹䠊㻌
–
–
–
–

Ꮫ༞䠈Ꮫ㝔ಟ㻌 䠄Ꮫ䠈⎔ቃᕤᏛ➼䠅㻌
⎔ቃᕤᏛ➼䠅
⏨ᛶከ䛔㻌 㻌
㔞㏥⫋䛻క䛖ᖺ௦ᵓᡂ䛾䛔䜃䛴䛥㻌
䛔䜃䛴䛥
␗ື䠎䌦䠑ᖺ䛚䛝䠊㻌



11

䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜒䛤Ꮡ▱䛛䛸ᛮ䛖䜣䛷䛩䛡䛹䠈䛣䜜䛜䜘䜚䛹䛣䜝䛷䠈䛧䛛䛧䜎䛒䠈ᩥ❶
䜢ㄞ䜏㎸䜣䛷䛔䛟䛸䛷䛩䛽䠊䛹䛖ゎ㔘䛩䜛䛛䛳䛶ᚲ䛪ฟ䛶䛟䜛䜣䛷䠊䛘䜀䠐᮲䛾
䠊䛨䜓
ㄪᰝ௧䛻䛧䛯䛳䛶䠈↛ᛶ䛜㧗䛟䛺䛔䛸ฟ䛫䛺䛔䛳䛶䛔䛖㢼䛻᭩䛔䛶䛒䜛䠊
䛒↛ᛶ䛳䛶ఱ䛰䛳䛶䛔䛖䠊䛷䐟䛛䜙䐣䛸䛛䛭䛖䛔䛖せ௳䛜᭩䛔䛶䛒䜛䜣䛷䛩䛡
䛹䠈䛒䜜䛷䛩䜉䛶䛧䜀䜚䛝䜜䛺䛔ヂ䛷䛩䜘䛽䠊[i13] 
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ἲゎ㔘ࡘ࠸࡚
⮬య䛾ၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ື
• 䛂䛖䛱䛾㒊⨫䛷䛿䛭䛾䜘䛖䛺䛜䛺䛔䛃
• ලయⓗ䛻䛚䛔䛶䛹䛾䜘䛖䛻ἲゎ㔘䜢䛧䠈ἲ䜢㐺⏝䛩䜛䛾
䛛䛜୍⩏ⓗ䛻ᐃ䜎䛳䛶䛔䛺䛔≧ែ---⌧ሙ䛷䛾ἲ㐺⏝䛾䛒䛔
䜎䛔䛥
• ⤌⧊䛻┠䜢ྥ䛡䠈ุ᩿䛾㐨➽䜢䛴䛡䜘䛖䛸䛩䜛䠊
– ⎔ቃ┬䜈䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫㻌 䛂⮬య䛾ุ᩿䛷䛃

– ⮬య䜈䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫

13

ၥྜࡏ⾜ືࡢ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝ㸰ࡘ
ಶู⮬య䜈䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫
ᢸᙜ⪅㆟
ࠕ㟁ヰ࡛ࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡞
ࠕ㟁ヰ࡛ࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡞ࢇࡣ㸪࠺ࡕࡢ᪉ࡽࡶྛ⮬యࡇ࠺࠸࠺ࢣ࣮ࢫ
ࡁࡓࡅ㸪ఝࡓࡼ࠺࡞࠶ࡿ㸪࠺࠸࠺㢼ุ᩿ࡍࡿࡗ࡚࠸࠺ࡼ࠺⪺
࠸ࡓࡾࡋࡲࡍࡋ㸪ࡢ⮬యࡽࡶࡸࡗࡥࡾࡑ࠺࠸࠺┦ㄯࡢ㟁ヰ࡞ࢇ࡚࠸࠺
ࡢࡣ⤖ᵓẼ㍍ࡗ࡚ࡃࡿࢇ࡛ࡍࡡ㸬>L@ࠖ

 Ѝࠕ⮬య㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ

14
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ᢸᙜ⪅㆟
ࠕ┈ฎศࡢⓎฟ࠶ࡓࡗ࡚ࡢᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢇ࡞ᐈ
ほⓗ㸪ἲࡽ᫂ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡃ࡚㸪࠶ࡢ㸪ྛ
⮬యࡈࡢ㔞ࡢ㡿ᇦ㸪ゎ㔘ࡢవᆅࡀࡁ࠸࠸࠺ࡇࢁ
ࡶ࠶ࡗ࡚㸪࡛㸪ࡑࡢ㎶ࡣ㸪ࡸࡣࡾ㸪࠺ࡕࡶࡑ࠺࡛ࡍࡋ㸪ࡳ࡞ࡉ
ࢇᡭ᥈ࡾ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚㸪࠶ࡢ㸪㠀ᖖሗ
ࡢ㸪ࡇࡇᩘᖺ࣓ࣥࢺࣆࢵࢡࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠖ[i33]
1.
2.

⮬య䛾ᇳ⾜≧ἣᢕᥱ
Ꮫ⩦䛾ሙ

䛂䝇䝍䝑䝣䛜ຮᙉ䛻䛺䜛䛾䛷䠊䠊䠊≉䛻ᨻ௧ᕷ䝺䞂䜵䝹䛰䛸ᆅᇦ䛜㝈䜙䜜䛯ヰ䛺䛾䛷䠈䛜䛒䛳
䛯䜚䛺䛛䛳䛯䜚䛷䠈䝢䞁䝫䜲䞁䝖䛷ึ䜑䛶䛾䜿䞊䝇䛜䛹䜣䛹䜣㝆䛳䛶䛝䛱䜓䛖䜣䛷䛩䛽䠊ᗈ䛡䜜䜀
䜒䛖䛱䜗䛳䛸Ⰽ䜣䛺䜢✚䛷䛝䜛䜣䛰䛸ᛮ䛖䜣䛷䛩䛡䛹䠈ᨻ௧ᕷ䝺䞂䜵䝹䛰䛸䛭䛖䛿䛔䛛䛺䛔
䛾䛷䠊䜎䛒䛭䛖䛔䛖ព䛷䛿䠈䛭䛖䛔䛖ᶵ䛜䛺䛔䛸䠈䝇䝍䝑䝣䛜ከศ⫱䛯䛺䛔䛷䛩䛽䛃[i13]

3. ⮬య⫋ဨ䛸䛾䝁䝛䜽䝅䝵䞁ᙧᡂ
- ཧຍ⮬య䛾⠊ᅖ. ᖺ䠍-2ᅇ
- 䛹䛾⮬య䜒ᒓ䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔

15

ᢸᙜ⪅㆟䛸⮬య䛾ၥ࠸ྜࢃࡏ
• ၥ䛔ྜ䜟䛫┦స⏝䛾Cluster 䛾ഴྥ䠊
- ྠ䛨䝯䞁䝞䞊㛫䛷䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫⾜ື
䛂䛭䜜䛣䛭ᖺ䠍ᅇ㆟䛷㞟䜎䛳䛯䜚䛧䛶䠈ከᑡ䛿䠈㢦ྜ䜟䛫䜛ᶵ
䜒䛒䛳䛯䜚䛩䜛䛾䛷䠈䜎䛒䛭䛣䛜୍䛴䛾༊ษ䜚䛺䛾䛛䛺䛸䛃
[i3]
Random䛻ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䜢Ỵ䜑䛶䛔䜛ヂ䛷䛿䛺䛔䠊
-> ⮬యࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣcluter䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䠛

16
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ἲゎ㔘ࡘ࠸࡚
⮬య䛾ၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ື
• Three roles of Inter-office interaction
1. 㐺⏝ุ᩿䛾䝧䞁䝏䝬䞊䜽-> ᶍೌ
2. ⤒㦂䞉ἲ▱㆑䛾྾
(⌧ᐇ䛻䛿overlap䛩䜛)

ї ゎ㔘䞉ἲ㐺⏝ุ᩿ෆᐜ䛾ඹ᭷

17

1. ุ᩿䛾䝧䞁䝏䝬䞊䜽
ゎ㔘㐺⏝䛾䜀䜙䛴䛝䜢ῶᑡ䛥䛫䜛
ྠࡌἲᚊࢆ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ⮬㒊⨫ࡢࡳࡀᏙ❧ࡋࡓἲゎ㔘ࢆࡋ
࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡣࠕ㛫㐪࠸࡛ࠖ࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼
ࠕ⮬ศࡢ┴ࡔࡅࡀ㐪࠺ࡸࡾ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࢇࡲࡾእࢀ࡚࠸ࡿࡲࡎ࠸࡞㸪ᛮ࠸ࡲࡍࡅ
㸬͐ࡲ࠶⮬ົࡣ࠸࠼㸪࣮࣋ࢫࡋ࡚ࡣᅜ୍ᚊࡢἲᚊࡀ࠶ࡿࢃࡅࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ㸬ࡑࡢ
ゎ㔘ࡀ୍ࡘࡢ┴ࡔࡅ㸪㣕ࡧᢤࡅ࡚㐪࠺ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ㸪ࡸࡗࡥࡾ㸪ᴗ⪅ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࡢ┴ࡔࡅ
࠾ࡋ࠸ࡗ࡚࠸࠺ヰ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ >L@ࠖ

ࠕ࢞ࢻࣛࣥ↷ࡽࡋ࡚ࡸࡗࡥࡾࡇࡢሙྜࡣㄪᰝ௧ࢆࡗࡕࡗ࡚࠸࠺ࡇࢀ↷ࡽࡋ࡚
ㄞࡴฟࡉࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡼ࠺⪃࠼ࡽࢀࡿࡅ㸪ࡇࢀࡗ࡚ᮏᙜฟࡍࡢ࡞ࡳࡓ࠸࡞㸪ࡑ࠺࠸
࠺㸪Ᏻ࡞ࡿࡇࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ㸪⚾࡞ࢇ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋ㸪ᐇ㝿ࡇࡢ⮬యࡢᢸᙜ⪅࡛
ࡶࡑ࠺࠸࠺Ᏻࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣᚲࡎᢪ࠼࡚࠸ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡼࡡ㸬࡛ࡸࡗࡥࡾࡑ࠺࠸࠺ࡁࡢ㸪
⮬ศࡢุ᩿ࡢᚋᢲࡋࡢ୍ࡘࡋ࡚㸪ࡢ⮬యẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࢇ࡞࠶ࡢ㸪㝿
㝿❧ࡗ࡚≉␗࡞
ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ㸪୍ࡘ㸪࠶ࡢ㸪ࡲ࠶㸪ࡇࢀ࡛࠸࠸ࡢ࡞ࡗ࡚࠸࠺ᚰ⌮ⓗᚋᢲ
ࡋ࡞ࡿࡢ࡞ࡗ࡚ゝ࠺㢼ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࠖ>L@

18
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䛥䜙䛻㐍䜐䛸---Æ㻌 ᶍೌ
ࠕ࠶ࡾࡲࡍࡳࡓ࠸࡞ឤࡌ࡛⪺ࡃ㸪࠶ࡿࡢ࡞࠸ࡢࡗ࡚࠸࠺ヰࡀ㏉ࡗ
࡚ࡃࡿࡢ࡛㸬ࡲ࠶࡞࠸࡞ࡽ㸪>ㄪᰝ௧ࢆ@ࡲ࠶ฟࡉ࡞࠸࡞㸪࠶ࡿ࡞ࡽ㸪࠺
࠸࠺᰿ᣐ࡛ฟࡍࢇ࡛ࡍࡗ࡚࠸࠺ヰࢆ⪺࠸࡚㸪ࡑࢀ࡛ྠࡌࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡔࡏࡑ
࠺࡞ࡽ㸪ฟࡍ࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡ㸬>L@ࠖ

19

ἲゎ㔘ࡘ࠸࡚
⮬య䛾ၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ື
2.㻌 ⤒㦂䞉▱㆑䛾྾
⮬యࡢ⤒㦂㇏࡞⫋ဨࡢࡸࡾྲྀࡾ

䜔䛿䜚䠈䕿┴䛥䜣䛿䛷䛩䛽䠈䛖䛱䛸㐪䛳䛶䠈ᅵተಀ䜏䛯䛔䛾䛜䛒
䜛䜣䛷䛩䜘䠈䛖䛱䠍ே䛺䜣䛷䠊[䕿┴䛻䛿]」
」ᩘ䛔䜛䛾䛷䠈䜔䛳䜁
䜚䠈▱㆑㇏ᐩ䛺䜣䛷䛩䜘䛽䠈[๓௵⪅]䛥䜣䜒䠈㏞䛳䛯䜙䕿┴䛻⪺
䛟䛸䛔䛔䜘䛳䛶ゝ䜟䜜䛯䜣䛷䠈䕿┴䛻⪺䛔䛯䠊…䛖䛱䜏䛯䛔䛻㎰
ᆅ䛔䛳䜁䛔䛸䛛䛷䛩䛽䠈⏿䛸䛛䠈䛭䛖䛔䛖䛸䛣䜝䛾ᙧ㉁䛾ኚ᭦䛾
䛸䛝䛳䛶䛰䛔䛯䛔ᕤሙ䛸䛛ఱ䜒ᘓ䛳䛶䛔䛺䛔䜣䛷䠈ㄪᰝ௧ฟ
䜛䛣䛸䜋䛸䜣䛹䛺䛔䜣䛷䛩䜘䠊䕿┴䛸䛛ᕷ⾤ᆅ䛷㛤Ⓨ䛸䛛䛜⾜
䜟䜜䜛䜣䛷䠈䛷䠈ㄪᰝ௧䛸䛛ᅵተởᰁ䛸䛛ከ䛔䛾䛛䛺䛸䠊▱
㆑㇏ᐩ䛛䛺䛸䠊ᝎ䜣䛰䜙䕿┴䛻⪺䛟䠊
20
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ࠕ㏆ࡃࡢ'ࡉࢇ&⮬యࡉࢇ㸪㛗ᖺ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛
࠾ࡽࢀࡿ᪉ࡢពぢࢆ⪺࠸ࡓ㸪⪺ࡅࡓࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ୍␒ຓ
ࡗࡓ࡛ࡍࡡ㸬ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡀ࠶ࡗࡓ࡛ࡍࡼ࡛ࡍ
ࡡ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡁࡇ࠺ᑐᛂࡋࡲࡋࡓࡼ࡛ࡍࡡ㸬
>୰␎@⎔ቃᑐࡍࡿᙳ㡪ࡢヰࡶ㸪ࡋࡓࡾࡋࡓࡢ
࡛ࡍࡡ㸪ど㔝ࡀᗈࡀࡿ࠸࠺࡛ࡍࡡ㸪ࡸࡗࡥࡾ㠀ᖖ
ཧ⪃࡞ࡿ㸬ࡸࡗࡥࡾ㸪༙ᖺ㸪ຮᙉ㸪࢞ࢻࣛࣥ
ၥ㢟㞟ぢ࡚㸪Ⰽࠎຮᙉࡣࡋࡓࢇ࡛ࡍࡅ㸪ࡑࡇࡣ
࡞࠸ࡼ࠺࡞⤒㦂࠸࠺ࡶࡢࢆ࡛ࡍࡡ㸪&ࡉࢇ'⮬య
ࡉࢇ㸪ࡢ⮬యࡢ᪉ࡣ✚ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑ࠺࠸
ࡗࡓࡢࢆ⪺ࡅࡓࡢࡀ࡛ࡍࡡ㸪࡛Ẽ㍍⪺ࡅࡿ࠸࠺ࡢࡀ
࡛ࡍࡡࠊ㠀ᖖ࠶ࡾࡀࡓࡃ࡚㸬>L@ࠖ

21

• 䛒䛔䜎䛔䛺≧ἣୗ:
mimetic and normative isomorphism䛾䝥䝻䝉䝇
Normative: professionals(“ඛ㐍”⮬య)䛻䜘䜛story䛜ᗈ䜎䜛
Mimetic: ⮬య䛾ゎ㔘䜢ᶍೌ/䛭䜜䛛䜙እ䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛
ᢅ䛖ሗ䛜ከ䛟䠈ᴟ䜑䛶」㞧䠈ᩥ⬦౫Ꮡⓗ 䠄ᐇ䛻䛴䛔䛶䞉ἲ
䝹䞊䝹䛻䛴䛔䛶䠅-> ᩥ❶䛻䛺䛨䜐ሗ䛷䛿䛺䛔䠊┦స⏝ᚲ
せїඹ᭷䛩䜛䝯䞁䝞䞊ᩘ䛿ᑠ䛥䜑

22
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௬ㄝ
H1:[ၥ䛔ྜ䜟䛫⾜ື䛸ᢸᙜ⪅㆟䝯䞁䝞䞊䝅䝑䝥]
ᢸᙜ⪅㆟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ㸪⮬యၥ࠸ྜࢃࡏࢆ࠾
ࡇ࡞࠸ࡸࡍ࠸㸬
ۻၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ືࡢࢢ࣮ࣝࣉࡘ࠸࡚ࡶࢳ࢙ࢵࢡ

H2:[⮬య㛫䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸つไᇳ⾜άື]
⮬య㛫ၥ࠸ྜࢃࡏ⾜ືࡣ㸪つไᇳ⾜άືᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ

H3: [䜾䝹䞊䝥䛤䛸䛻␗䛺䜛ἲゎ㔘䞉㐺⏝]
ࢢ࣮ࣝࣉࡈ␗࡞ࡿἲゎ㔘࣭㐺⏝ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬

23

ᅜ⮬య㉁ၥ⚊ㄪᰝ
ᑐ㇟: ᅵተởᰁᑐ⟇ἲ䛾⾜ᢸᙜ䛾ᆅ᪉⮬య (ᜳⓙㄪᰝ)
(47㒔㐨ᗓ┴䞉111ᕷ䠊ィ158㒊⨫)
ᐇᮇ: 2015ᖺ2᭶
ᅇ⟅⋡: 86.0% (n=136)
Dependent variable: ྛ⮬య䛾ㄪᰝ௧Ⓨฟᩘ㻌
䠄䛄ᅵተởᰁᑐ⟇ἲ䛾⾜≧ἣཬ䜃ᅵተởᰁㄪᰝ䞉ᑐ⟇
➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ⤖ᯝ䛅䠄2010-2012ᖺ)

24

－87－

⮬యၥ࠸ྜࢃࡏᢸᙜ⪅㆟ࢢ࣮ࣝࣉ
- 74.3%䛜䠈2014ᖺᗘ䛻ᅵᑐἲ䛾㐠⏝䛻䛴䛔䛶⮬య䜈ၥ
䛔ྜ䜟䛫䜢⾜䛳䛯䛸ᅇ⟅䠊
- ⮬య䛸䛾ᢸᙜ⪅㆟䜢ᣢ䛴⮬య䛿55.9%䠊
ၥ䛔ྜ䜟䛫䛧䛺䛛䛳
䛯

ၥ䛔ྜ䜟䛫䛧䛯

ィ

Membership䛺䛧

21 (35%)

39 (65%)

60

Membership䛒䜚

14 (18.4%)

62 (81.6%)

76

ィ

35

101

136

ɍ2 <.05

- Membership䛒䜛䜋䛹䠈ၥ䛔ྜ䜟䛫䛧䜔䛩䛔 (H1)
- Membership䛒䜛⮬య䛿䜾䝹䞊䝥䝯䞁䝞䞊ෆ䛾⮬య
䜈ၥ䛔ྜ䜟䛫(89%)
-> ᢸᙜ⪅㆟䝯䞁䝞䞊䛾䜾䝹䞊䝥
-> membership䛿⮬య㛫ၥ䛔ྜ䜟䛫⾜ື䛾⛬ᗘ䜢 䜛proxy䛸䛧䛶⏝ྍ㻌
25

• Poisson Regression Analysis
1: ᢸᙜ⪅㆟䜾䝹䞊䝥䛾᭷↓䛜つไἲᇳ⾜
䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛾䛛䛹䛖䛛
2: 䜾䝹䞊䝥ู䠊ྛ䜾䝹䞊䝥䜈䛾䝯䞁䝞䞊䝅䝑䝥
䛿つไἲᇳ⾜䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛾䛛䛹䛖䛛

26

－88－

Independent variables
• ᢸᙜ⪅㆟䜈䛾ཧຍ䝎䝭䞊
• 䜾䝹䞊䝥ู䝎䝭䞊 (11䛾䜾䝹䞊䝥䝎䝭䞊)
Control variables
–
-

䠐᮲ᒆฟᩘ
䜿䞊䝇䝻䞊䝗 (4᮲ᒆฟᩘ/ᅵᑐἲᢸᙜ⪅ᩘ)
㒔㐨ᗓ┴䝎䝭䞊 (1 if the office is prefecture䠄0 if not䠅)
ᑓ㛛▱㆑䛾⮬ಙ (䛂⮬ศ䛯䛱䛾⌜䞉ಀ䛿䠊ᅵተởᰁ䛻㛵䛩䜛つไάື䜢⾜
䛖䛾䛻ᚲせ䛺⛬ᗘ䛾ἲⓗ▱㆑/ᢏ⾡ⓗ▱㆑䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸⮬㈇䛧䛶䛔䜛䛃䠎
䛴䛾㉁ၥ䠊r=0.79)
㒊⨫ෆ䛷䛾┦ㄯ (䛂ಀෆ䞉⌜ෆ䛾ྠ䛃)
㒔ᕷ⛬ᗘ㻌 (➨୍ḟ⏘ᴗᚑ⪅ᩘ䜢య䛾ᑵᴗ⪅ᩘ䛷䛳䛯㏫ᩘ)
ᆅඖᨻ㻌 (ᆅඖ㆟䛻䛚䛡䜛⮬Ẹඪ㆟ဨྜ)
ሗබ㛤䝎䝭䞊㻌 (1 if ᅵᑐἲ㐠⏝䛻㛵䛧䛶ሗබ㛤ㄳồ䜢ཷ䛡䛯䠄0 if
not䠅)
⿕つไ⪅䜈䛾ホ౯ 䠄䛂ᴗ⪅䛿ᅵᑐἲ䛾㐠⏝䛻⣡ᚓ䛧䛺䛔ሙྜ䠈ᙉ䛟ᢠ㆟
䛩䜛䛃䠅
27

䛂䝯䞁䝞䞊䝅䝑䝥䛒䜚䛃䛾᪉䛜䠈䜘䜚✚ᴟⓗ䛺
ᇳ⾜άື䠊
([ᚋ㏙]௧Ⓨฟ䛻䛴䛺䛜䜛ゎ㔘䞉ᡭ⥆䛻㛵䛩䜛▱㆑䞉⤒㦂䛾ඹ
᭷䠅
28
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䜾䝹䞊䝥䛻䜘䛳䛶ᇳ⾜⛬ᗘ䛜␗䛺䛳䛶䛔䜛䠊
௧䜢䛰䛧䜔䛩䛔䜾䝹䞊䝥䛸䛰䛧䛻䛟䛔䜾䝹䞊䝥
-> ᪂䛧䛔つไἲ䛻䛴䛔䛶䠈ᵓ⠏䛥䜜䛯ἲ䛾ព䛜䜾䝹䞊
䝥䛻䜘䛳䛶␗䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧၀
29

䜾䝹䞊䝥ู䛾ㄪᰝ௧Ⓨฟ⋡ (ANOVA p<.05)

30
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௧ฟࡋࡸࡍ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ䞉ฟ䛧䛻䛟䛔ࢢ࣮ࣝࣉ

31

௧ᩘ䛸ᣦᐃ༊ᇦⓏ㘓ᩘ䛾㛵ಀ
• ᅵተởᰁ䛾䛒䜛ᅵᆅ䛜ᢕᥱ䛥䜜බ⾲䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛿䠈䛭䛾
ศᅵተởᰁᑐ⟇䛾ᐇ䜢ᅗ䜚䠈ᅜẸ䛾ᗣ䜢ಖㆤ䛩䜛䛸䛔
䛖ᅵᑐἲ䛾┠ⓗ䛻ྜ⮴䛩䜛䠊
їᣦᐃ༊ᇦⓏ㘓ᩘ䜢ἲ䛾ຠᯝ[ᚑᒓኚᩘ]䛾proxy (௦⏝್)䛸䛧
䛶⏝䠊

32
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Summary

33

• ⮬య䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜ἲ䛾ពᵓ⠏䛻ᙳ㡪䜢
䛘䜛᮲௳:
- Ambiguity, uncertaintyୗ䛾Ỵᐃ
- ศᶒ
- ᑓ㛛ᐙ(⛉Ꮫ⪅䠈ᘚㆤኈ)䛛䜙䛾ຓゝஈ䛧䛔
• ༴䛖䛥

34
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ຠᯝⓗ䛺つไᇳ⾜䜈ྥ䛡䛶
• 䝁䞁䝉䞁䝃䝇:
- ༠ㄪⓗ䝇䝍䜲䝹䜢ᇶㄪ
- ᚲせ䛺䛸䛝䛻ᢚṆຊ䜢Ⓨື䛩䜛䛣䛸
Ayres &Braithwaite (1992), Bardach&Kagan (1982),
Pires (2008) 䠄ᖹ⏣2009䠅➼ከᩘ䠊

35

䛂㛫㐪䛔䛃䛷䛺䛔ἲゎ㔘䜢⾜䜟䛺䛔䛸䛔䛡䛺䛔䠈
䛸䛔䛖ᙉ䛔ㄆ㆑
ࠕࡸࡗࡥࡾ࠶ࡢ㸪࠼ࡤㄪᰝ௧ࢆฟࡍ࡞ࡿ㸪௧ࡢྡᐄேࡣ㸪ࡋ࡚
Ẹ㛫ࡢᴗ⪅㸪⾜ᨻࡣูࡢయ࡞ࡾࡲࡍࡋ㸪࡛ࡑࡢ௧ࡢෆᐜࡗ࡚࠸࠺ࡢ
௧ࢆཷࡅࡿഃࡽࡍࢀࡤ┈࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪࡞ࡐࡇࢇ࡞௧ࢆ࠺
ࡣࡑࡢ㸪
᫂☜࡞
ࡅࡿࢇࡔゝࢃࢀࡓࡁ㸪࠶ࡢ㸪ࡇࢀࡇࢀࡇ࠺࠸࠺⌮⏤ࡔࡼࡗ࡚࠸࠺᫂
⌮⏤ࢆ♧ࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸪࡚࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡ㸬࡛ࡑࡇ࡛ࡸ
ࡗࡥࡾ㸪ࡶࡋ㸪࠶ࡢ㸪㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡽኚࡔ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚㸪ࡲ
࠶㸬ࠖ [i3]

• 䛂㛫㐪䛔䞉ṇゎ䛃䛾ศἲⓗ䛺ἲ䛾⌮ゎ䛜ぢ䜙䜜䜛
• False positive error and false negative error
• ⿕つไ⪅䛻ᑐ䛩䜛ṇᙜᛶ

36
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䜎䛸䜑䛸♧၀
• ຠᯝⓗ䛺つไᇳ⾜䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈⮬
య⫋ဨ䜈䛾ᩍ⫱άື䜢㏻䛨䛯ἲ▱㆑ྥୖ
䛿ྍḞ䠊⮬య㛫䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜒䛭䛾୍ຓ
䛸䛺䜚䛖䜛䠊(䝟䞊䝋䝘䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠈ᢸᙜ⪅㆟)
㻌 㻌 㻌 -> ≉䛻䝸䝋䞊䝇䛾ᑡ䛺䛔⮬య䛻䛸䛳䛶⮬య䛛䜙䛾ሗ䛿᭷⏝

• ᕷẸ䛾Ꮡᅾឤ䜢㧗䜑䜛(false negative risk䜒຺䛥䜜
䜛䜘䛖䛺ἲ䝹䞊䝖䛾ᩚഛ)䠈
• 䛭䜜䜢ྍ⬟䛻䛩䜛ሗබ㛤䛾㧗䛔ᚲせᛶ (䛭
䜒䛭䜒ሗබ㛤䛜䛺䛔䛸䠈ୖグ䛿ᐇ㝿ୖᶵ⬟䛧䛺䛔)
37

Policy Implication
• Training
• Need more information disclosure
• Legal support from legal professionals
Normative and Practical Questions

• Consistency vs. individual treatment?
• Consultation takes time, slows down decisionmakings.

38
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ࡈΎ⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ
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原田

大樹

平成28年 3 月号

行政インフラの維持

2

3

4

人口減少時代に対応する新たな政策実現手法に共通するのは、制度設計者と制御の名宛人

レファレンス 2016. 3

な政策実現手法における誘導作用・媒介作用の萌芽は、こうした方向性を示すものである。

策立案」や「政策実施における調整」に資源が集中的に投下されることが予想される。新た

となる。それゆえ、選択と集中の営みの中で、公務員にしか対応ができない分野として「政

人口減少時代においては人的資源に代表される行政資源がこれまでと比べて限定されること

との間に（ある種の）市場が介在するタイプの手法（誘導作用・媒介作用）が目立つことである。

④

の受け皿として、複数の地方公共団体が地方独立行政法人を設立する案が議論されている。

遂行の移譲に際して実務上大きな障壁となっている公権力の行使に該当する作用を含む事務

広域自治体が基礎自治体の事務を代替執行する規定が設けられた。また、民間主体への公務

2014 年の地方自治法改正では、複数の基礎自治体が事務遂行に関して連携する連携協約や、

ることから、場所によってはフル装備の基礎自治体を維持できない可能性がある。そこで

国家の役割の変容

おわりに

2

これまでの自治法は、全ての地域で同水準の行政サービスを地方公共団体が提供するユニ
バーサルモデルを前提としてきた。しかし、人口減少のスピードは地域によって大きく異な

行政法学と政策

③

重要な役割を果たすものである。

の管理を行う「エリアマネジメント」も、人口減少時代において都市空間の質を向上させる

立地適正化計画の制度が導入された。また、地域コミュニティを単位として空間管理や施設

2014 年に改正された都市再生特別措置法においては、こうした政策課題に対応するため、

1

Ⅲ 行政法学と政策実現手法

居住コミュニティの維持

1

Ⅱ 人口減少時代の政策実現手法

人口減少時代の政策課題

2

る。そこで、緩やかに居住地を集約する「コンパクトシティ」の方向性が示されている。

人口減少社会の到来

1

莫大な費用がかかる上に、人口過小地域ではコミュニティの維持さえ困難を来すおそれがあ

レファレンス 2016. 3

人口減少時代の政策実現手法の萌芽が明瞭に現れている領域は、都市法と自治法である。
このうち都市法では、人口減少時代に入ると分散的な居住形態のままでは都市施設の維持に

②

の際に国家にはどのような役割が期待されるのかを素描することとしたい。

では、目前に迫る人口減少時代において、どのような政策実現手法が求められるか、またそ

Ⅰ 人口減少時代の政策課題

次

旨

我が国で今後予想される急激な人口減少は、社会を支える生産年齢人口の急激な減少を伴

要

うため、行政活動を支えるさまざまな基盤を縮小・喪失させる可能性を有する。そこで本稿

①

特集「行政における政策実現手法の新展開」

はじめに

目

（本稿は、行政法務課が執筆を委託したものである。
）

人口減少時代における政策実現手法の展開

特集「行政における政策実現手法の新展開」

－116－

社会問題としての人口減少

かな暮らしを実現することができるとの見方もある。さらには、人口減少は生物個体が増えすぎた

ム化は、いずれも財政問題に起因するところが大きかった 。しかし今後は、人口減少時代の到来

人口減少社会の到来

人口減少とその要因

１

⑴

（4）

レファレンス 2016. 3

5

⑵ ただし、介護サービスや障害者福祉サービス提供を行政直営から民間提供へと改めた社会福祉基礎構造改革で
は、民営化によってサービスの質を向上したり、効率性を高めたりすることが企図されており、必ずしも財政問
題にのみに動機付けられていたわけではない。原田大樹「福祉契約の行政法学的分析」『行政法学と主要参照領域』
東京大学出版会, 2015, p.115 参照。
⑶ 国立社会保障・人口問題研究所編『日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）』2012, p.65（出生一定・死亡中
位推計）.
⑷ 北海道総合研究調査会編著『地域人口減少白書 2014-2018』生産性出版, 2014, p.11.
⑸ 増田寛也編著『地方消滅―東京一極集中が招く人口急減―』中央公論新社, 2014, p.2.

⑴

西尾勝『行政学 新版』有斐閣, 2001, p.115 は、省庁の組織・定員の決定・管理制度（「行政機関の職員の定員
に関する法律」
（昭和 44 年法律第 33 号）
、総務省行政管理局による審査）が「鉄格子効果」を持ち、行政機関の
膨張抑制に寄与してきたとする。

測されている。その理由としてしばしば指摘されているのは、若年層の経済状況の悪さや、ワーク

る。出生率の低下のみならず、若年女性が減少することで、出生数が今後大幅に落ち込むことが予

このような人口減少をもたらす要因として指摘されているのは少産多死化、とりわけ少産化であ

という。

年には 9805 万人となり、2100（平成 112）年には 5227 万人となって、明治時代の水準にまで戻る

少し始めている 。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、今後の人口は 2050（平成 62）

（5）

日本では 2005（平成 17）年に出生数と死亡数が逆転し 、2008（平成 20）年をピークに人口が減

人口減少時代の政策課題

Ⅰ

国家の役割や政策実現手法の展開を素描することとしたい（Ⅲ）。

の上で、こうした新たな手法が政策実現手法の一般論や行政法学にもたらす意義を考察し、今後の
検討課題の限定

人口減少時代の政策課題

、人口減少時代を与件とした場合の政策課題とそれに対応し得る政策実現手法を検討するこ

とする。
速水融「日本の人口減少 ちっとも怖くない」
『文藝春秋』93 巻 10 号, 2015.9, p.472.
古田隆彦『日本人はどこまで減るか―人口減少社会のパラダイム・シフト―』幻冬舎, 2008, p.39 は、生物学・
生態学の用語である環境収容力（carrying capacity）の考え方から人口問題を論じている。この見解にも影響を与
えているマルサスの人口論につき参照、兼清弘之「社会保障と人口変動」兼清弘之・安藏伸治編著『人口減少時
代の社会保障』（人口学ライブラリー 7）原書房, 2008, pp.1-22.

増田寛也ほか「緊急提言「地方消滅」回避の処方箋」
『文藝春秋』93 巻 11 号, 2015.10, p.176 はさらに、東京一
極集中と、一極集中した東京における出生率の低さを指摘する。他方、坂本誠「
「人口減少社会」の罠」『世界』
860 号, 2014.9, p.202 は、若年女性の減少は全国的な出生率低下に起因するもので、東京一極集中との関係はない

6
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社会に対する悪影響として、教育・医療・福祉サービスの不足、空き家等の急増による地価下落等を挙げている。
⒀ ドイツの移民法制の現状につき参照、大西楠・テア「グローバル化時代の移民法制と家族の保護―家族呼び寄
せ指令とドイツの新移民法制―」
『社會科學研究（東京大学）
』65 巻 2 号, 2014.3, pp.157-183; 同「グローバル化時
代の移民法制―多元的システムから見たドイツの移民法制―」浅野有紀ほか『グローバル化と公法・私法関係の
再編』弘文堂, 2015, pp.241-267.

⑼

加藤久和『世代間格差―人口減少社会を問いなおす―』筑摩書房, 2011, p.154 は、1970 年代中盤には、日本の
人口が将来的に人口増減のない静止人口の状態に近づくとの分析がされていたことを紹介している。
⑽ 増田寛也・冨山和彦『地方消滅 創生戦略篇』中央公論新社, 2015, p.13（冨山発言）
.
⑾ 大森彌『自治体職員再論―人口減少時代を生き抜く―』ぎょうせい, 2015, p.89.
⑿ 増田寛也「「極点社会」を回避するために」
『日本不動産学会誌』29 巻 2 号, 2015, p.28 は、人口減少がもたらす

⑺
⑻

⑹

。本稿が具体的に取り上げる政策課題は、

（14）

。他方で、人口減少そのものを回避するための政策（例えば移民受入

・少子化対策等）は、紙幅の関係で取り上げない

（13）

れ

立場を採用することとする

（12）

ととしたい。すなわち、人口減少が法制度の設計によって対応を要する社会問題を引き起こすとの

み

（11）

（同法第 1 条）ことを目的として提示していることに鑑
136 号）が「人口の減少に歯止めをかける」

そこで本稿では、2014（平成 26）年に制定された「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26 年法律第

⑴

２

策実現手法の改革を不可避的にもたらすというシナリオである。

的課題を惹起するのかを確認する（Ⅰ）。次に、人口減少時代に対応し得る政策実現手法を、居住

コミュニティの維持と行政インフラの維持の観点から、近時の立法例を素材に分析する（Ⅱ）。そ

ことのない「痛みの再分配」 を行政活動が担わなければならず、それが日本の行政スタイル・政

（10）

激な減少によって、行政活動を支える基盤が失われるかもしれない。この結果、これまで経験した

が故に、社会システムに対して大きな影響を及ぼす可能性はある。社会を支える生産年齢人口の急

他方で、人口減少そのものが社会問題にならないとしても、それが加速度的で急激なものである

かどうかはなお不明であるとのとらえ方もあり得るところである 。

（9）

ことに伴う自動的な調整のメカニズムの一部であるとの考え方 や、そもそも将来人口が減少する

芽的な政策実現手法を素材に分析することとしたい。具体的にはまず、人口減少がどのような政策

そこで本稿では、人口減少がもたらす政策実現手法や行政法学への波及効果を、現在見られる萌

ため、我が国の政策実現手法や行政スタイルに大きな変容がもたらされると考えられる。

を割り、2060（平成 72）年に 8800 万人程度になるという 。そして、このような事態に対応する

（3）

障・人口問題研究所の 2012（平成 24）年の推計によれば、2049（平成 61）年に日本の人口は 1 億人

に直面して、これまでとは質的に異なる行政改革や民営化が求められる可能性がある。国立社会保

（8）

タリア・ルネッサンス期や日本の化政文化の頃のように、人口が停滞する時期に文化が円熟し、豊

が将来の公務遂行に悪影響を与えることが懸念されている。もっとも、これまでの行政組織のスリ

（2）

例えば、人口を支える資源の観点からは、現在の日本の人口は多すぎるとの見解も存在する 。イ

（7）

もっとも、人口減少が政治・行政過程によって解決すべき「社会問題」なのかは議論を要する。

⑵

えしており、これほど急激な人口減少は想定されていない。

う事情を挙げることができる。フランスやドイツなどのヨーロッパ諸国では、移民が出生数を下支

ライフバランスの悪さである 。加えて、日本では移民の受入れをこれまで抑制してきているとい

（6）

特集「行政における政策実現手法の新展開」

た。また、地方行政組織は近時の採用抑制によって縮小傾向にあり、公務員年齢層のアンバランス

とされる 。他方で、行政周辺組織の規模は比較的大きく、この領域も含めて民営化が図られてき

（1）

は常に重要な政策課題であり続けてきた。もともと日本の国家行政組織は、比較法的に見て小規模

とりわけ 1980 年代以降、日本においても「行政改革」と「民営化」による行政組織のスリム化

はじめに

人口減少時代における政策実現手法の展開

－117－

自治法・行政資源に関する政策課題

。第 2 は、その実現手段としては区域外の立地に対する届出義務と、

。居住に関しては、居住誘導区域の外側に居住調整地域を都市計画として定めれば、

（25）

。エリアマネ

レファレンス 2016. 3

7

8
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都市計画法制研究会編『コンパクトシティ実現のための都市計画制度 平成 26 年改正都市再生法・都市計画法
の解説』ぎょうせい, 2014, p.17.
髙山泰「都市再生特別措置法の改正―コンパクトシティ施策の推進―」
『ジュリスト』1481 号, 2015.6, p.49.
野口知希「コンパクトなまちづくりを目指す市町村の取組を支援―立地適正化計画制度の創設―」
『時の法令』
1969 号, 2015.1.15, p.40.
原田 前掲注⒇, pp.123-127.
磯部力「エリアマネジメントの法的課題」
『ジュリスト』1429 号, 2011.9.15, p.85.

辻琢也「連携中枢都市圏構想の機制と課題」
『日本不動産学会誌』29 巻 2 号, 2015, p.51. また、原田泰・鈴木準『人
口減少社会は怖くない』日本評論社, 2005, p.138 は、人口減少社会においては分散型居住を前提に、下水道でな
く浄化槽、鉄道でなく道路、新幹線でなく空港のように、必要な社会資本が変わってくることを指摘する。
⒄ 小林重敬「エリアマネジメントとルール」
『ジュリスト』1429 号, 2011.9.15, p.76.
⒅ 内海麻利「拡大型・持続型・縮退型都市計画の機能と手法」
『公法研究』74 号, 2012, p.180.
⒆ 植村哲士「人口減少とインフラ―背景と問題―」宇都正哲ほか編『人口減少下のインフラ整備』東京大学出版会,
2013, p.4.

⒃

⒇

。このうち商業地の具体例と

（27）

プロモーションを中心とする商業地で行われる活動とが存在する

ジメントには、建築協定や地区計画を基盤に住宅地で行われる活動と、公共施設の維持管理や地域

して「
「行政ではない」ところの地域公共主体」が担う活動と位置付けられている

（26）

国で議論されているエリアマネジメントもこの流れを汲むものであり、
「地域の自由選択科目」と

Owners Association） や欧米の業務改善地区（Business Improvement District）が知られてきた。近時我が

原田大樹『自主規制の公法学的研究』有斐閣, 2007, pp.87-88; 鈴木浩『日本版コンパクトシティ―地域循環型都
市の構築―』学陽書房, 2007, pp.51-85.
米倉大悟「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」
『法令解説資料総覧』397 号, 2015.2, p.27.

。歴史的には、1937（昭和 12）年と 1956（昭和 31）年の「百貨店

エリアマネジメント
地域コミュニティを単位に空間管理を行う活動としては、アメリカの住宅所有者組合（Home

⑵

れた場合には用途地域を見直すことも想定されている（同法第 84 条・第 85 条） 。

⒁ この問題に対する取組を俯瞰できるものとして、厚生労働省編『厚生労働白書 平成 27 年度版』日経印刷,
2015, pp.201-265 参照。
⒂ 海道清信『コンパクトシティの計画とデザイン』学芸出版社, 2007, p.14.

立の構図の中でまず主張された

（20）

中心市街地を活性化すべきという政策課題は、中心市街地と郊外のショッピングセンターとの対

⑴ コンパクトシティ

１ 居住コミュニティの維持

Ⅱ 人口減少時代の政策実現手法

し、行政の中核的任務に人的資源を集中投入するべきとの考え方も強まってきている。

（24）

ある。もっとも都市計画との連動も図られており、5 年ごとに評価を行った上で、誘導の効果が現

固有の任務・役割とは何かに関する議論が進展している。さらに、データ処理のクラウド化や事務

フローの共通化を推進して情報通信技術（Information and Communication Technology: ICT）をさらに活用

下）ものの、この仕組み以外はソフトな手段によって人口密度を緩やかにコントロールする方法が

採られている。第 3 は、立地適正化計画は都市計画とは別枠の仕組みとして設計されていることで

務委任のモデルが導入されている。また、公私協働・外部委託の拡大が進み、行政にしかできない

都市計画法の市街化調整区域と同様に住宅開発を厳しく抑制することが可能である（同法第 89 条以

、場所によってはフル装備の基礎自治体を維持できない局面が予測

とである

（23）

区域内への立地の勧告・あっせん、さらには補助金の交付などの誘導的な手法が予定されているこ

計画の目的に含まれている

（22）

置するものも多く含まれており、民間事業者が投資しやすいように都市の将来像を示すこともこの

される。そこで 2014（平成 26）年の地方自治法改正では、複数の基礎自治体間の連携や包括的な事

域によって異なることから

（19）

地方公共団体が提供するユニバーサルモデルを前提としてきた。しかし、人口減少のスピードは地

これまでの地方自治法は、都道府県・市町村の二層制と、全ての地域で同水準の行政サービスを

⑶

設定することである。都市機能誘導区域の対象となる都市機能増進施設の中には、民間が投資・設

な課題として空き家問題が現在注目を集めている。

。その特色は次の 3 点にまとめられる。第 1 は、居住地域を

集約するために、立地の適正化に関する基本的な方針のほか、居住誘導区域と都市機能誘導区域を

（21）

画（同法第 81 条以下）が導入された

地利用を自然的土地利用へと復元する「縮退型都市計画」 も重要な政策課題となり、その典型的

（18）

への転換とともに、
「エリアマネジメント」 の考え方に注目が集まっている。さらに、都市的土

（17）

これに対して近時強調されているのが、人口密度の維持という観点である。これに対応して、
2014（平成 26）年の「都市再生特別措置法」（平成 14 年法律第 22 号）改正によって、立地適正化計

の法定化がなされた。

その維持改善の方が重要な政策課題となる。このようなインフラ重視の時代からソフト重視の時代

上に、人口過小地域では居住コ

ミュニティの維持が困難になる問題が生じる。また、都市基盤施設を新規に建設することよりも、

な居住形態のままでは都市施設等の維持に莫大な費用がかかる

（16）

緩和を背景に中心市街地の空洞化や郊外のショッピングモールの林立が進んだことを受けて、2006
（平成 18）年のまちづくり三法改正では用途地域による出店規制の強化と中心市街地活性化協議会

と、居住地を集約する「コンパクトシティ」 のアイデアが重要となってくる。すなわち、分散的

（15）

成 10 年法律第 91 号）は実効的な出店調整のメカニズムを持たないものとなった。このような規制

に、都市基盤施設を公費で建設・整備することを念頭に置いてきた。しかし、人口減少時代に入る

（平成 2）年前後の日米構造協議を経て 1998（平成 10）年に制定された「大規模小売店舗立地法」
（平

これまでの都市法は、民間の旺盛な開発圧力の存在を前提に、無秩序な都市化を防止するととも

都市法・まちづくりに関する政策課題

て、中心市街地と郊外の対立構造へと変化した。1973（昭和 48）年に制定された「大規模小売店舗法」

⑵

と百貨店の対立という図式が、スーパーマーケットという業態や郊外の大規模小売店の登場によっ

観察できる領域である。

（昭和 48 年法律第 109 号）が旧来の商業者（商店街）の利益を保護するものであったのに対し、1990

法」（昭和 12 年法律第 76 号、昭和 31 年法律第 116 号）の立法に代表される中心市街地における商店街

口減少時代における政策課題と密接に関係し、新たな政策手法の萌芽が現時点において最も明瞭に

特集「行政における政策実現手法の新展開」

都市法・まちづくりに関するものと、自治法・行政資源に関するものの 2 つである。これらは、人

人口減少時代における政策実現手法の展開

－118－

。これに対して地方・農村部などの地価が低い地域での空き家は、

空き家対策

。

。都心部など地価が高い地域での空き家の多くは、未接道地で土

。空き

。

等であり、2014（平成

9

10
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273 号, 2015.8.3, p.11. これに対し、小林秀樹「空き家をめぐる現状と課題」
『法律のひろば』68 巻 7 号, 2015.7, p.4
は、総務省の調査は抽出調査であって、空き家の判断も外観からなので、丁寧に調査すれば空き家の数は少し減
るはずであるとする。
小林秀樹「都市部の市街地における空き家問題の解決に向けて」
『自治体法務研究』36 号, 2014. 春, p.20.

レファレンス 2016. 3

米山秀隆『空き家急増の真実―放置・倒壊・限界マンション化を防げ―』日本経済新聞出版社, 2012, p.134; 霜垣
慎治「空き家バンク制度の分析と展開」
『法律のひろば』68 巻 7 号, 2015.7, p.32 は、契約成立時に行政職員が立ち会
う実務を紹介する。また、米山秀隆「空き家利活用の自治体の取り組み」
『市政』63 巻 7 号, 2014.7, p.26 は、空き家
バンクから借りた場合の家賃補助として、大分市の事例（土地の固定資産税相当額を 3 年間補助）を紹介している。

田中義人「エリアマネジメントの可能性―ニセコひらふ地区の挑戦―」
『地方自治職員研修』47 巻 13 号, 2014.12,
pp.32-34.
中川内克行「特集 主要 98 市区調査 特措法全面施行で新局面 空き家対策、権限強化で加速」『日経グローカル』

政法Ⅰ 第 6 版』有斐閣, 2015, p.48.
例えば長崎市では、土地を市に寄付することを条件に市が解体費用を全額補助するか、寄付を前提とせず最大

76 号, 2014, p.80; 同「自治体行政における事務管理」自治法規実務研究会編『現行自治六法速報版 平成 27 年版』
第一法規, 2014, pp.1-18; 北村喜宣「行政による事務管理（3・完）」『自治研究』91 巻 5 号, 2015.5, p.59; 塩野宏『行

より対応する方法も模索されている。行政上の事務管理の許容性につき、北村喜宣「自治体条例による空き家対
策をめぐるいくつかの論点」
『都市問題』104 巻 4 号, 2013.4, p.66; 鈴木庸夫「大規模震災と住民生活」
『公法研究』

前から存在した空き家関連条例（空き地・空き家管理条例）として、茨城県神栖市（1973（昭和 48）年）、北海
道沼田町（1983（昭和 58）年）、北海道長万部町（1998（平成 10）年）などがあり、これらの条例でも所沢市条
例以降の空き家条例に匹敵する法的仕組みが規定されていたとする。
北村喜宣「空き家の不適正管理と行政法」
『法社会学』81 号, 2015, p.82; 青山竜治「空家特措法制定後の空き家
条例の整備―京都市条例を素材として―」
『自治実務セミナー』637 号, 2015.7, p.17. 即時執行ではなく事務管理に

榎本好二「空き家問題と自治体―これまでとこれから―」
『法律のひろば』68 巻 7 号, 2015.7, p.21.
秋田典子「空き地問題の現状と空き地活用の可能性」
『自治実務セミナー』637 号, 2015.7, p.21 は、都市計画で
は空き家のような用途のないものはコントロールの対象外となることを指摘する。
小澤英明「法律家の視点からみる空き家問題」
『法律のひろば』68 巻 7 号, 2015.7, p.38.
松本昭「縮退時代のまちづくり条例を考える」
『地域開発』594 号, 2014.3, p.26. 北村喜宣「空家対策特措法の制
定と市町村の空き家対応施策」
『論究ジュリスト』15 号, 2015. 秋, pp.72-73 は、空き家条例の政策伝播が起こる以

三池史子「一戸建て住宅の空き家に関する研究―熊本市を事例として―」
『熊本大学政策研究』5 号, 2014, p.87
は、熊本市の場合、地区内平均道路幅員の方が高齢化率・路線価よりも空き家の数に影響を与えているとする。
松本恭治「集合住宅における空き家問題―地方都市から大都市へ警告―」
『都市問題』104 巻 4 号, 2013.4, p.82.

、さらに空き家の寄付・売

（49）

地方公共団体で、空き家の取引を媒介する空き家バンクが設けられ

。また、条例の制定の有無にかかわらず比較的多くの

（47）

、住宅用地特例の激変緩和措置

（48）

（46）

。その具体的内容は、危険な空き家に対する勧告・命令・代執行や即

、解体費用の補助

26）年 10 月時点で 401 の制定例があった

時執行による対応

（45）

策条例が制定されてきた

（44）

こうした中で、2010（平成 22）年の所沢市を嚆矢として、多くの先進的地方公共団体で空き家対

（43）

ての市町村がこうした事務を担えないことも問題とされてきた

あると認める場合」）。また同法第 9 条・第 10 条の権限はいずれも特定行政庁に与えられており、全

件が極めて厳しい（「そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれが

。

50 万円まで補助する制度を運用している（北村喜宣「空き家対策の自治体政策法務（1）」
『自治研究』88 巻 7 号,
2012.7, p.42; 稲葉良夫「空き家の維持管理・活用・除却による地域の維持・再生」鈴木浩ほか編著『地域再生―
人口減少時代の地域まちづくり―』日本評論社, 2013, pp.87-112）。
北村喜宣「老朽空き家対策の新たな法的展開」
『自治体法務研究』36 号, 2014. 春, p.7.
自由民主党空き家対策推進議員連盟編著『空家等対策特別措置法の解説』大成出版社, 2015, p.3.

国土交通省都市局まちづくり推進課「エリアマネジメントの推進施策」
『新都市』69 巻 9 号, 2015.9, pp.63-64.
中井検裕「都市マネジメントとエリアマネジメントについて」
『新都市』69 巻 9 号, 2015.9, pp.10-14.
大阪市都市計画局都市計画課「エリアマネジメントによる高質な都市空間の創造―大阪版 BID 制度設計に向け
て―」
『建築と社会』95 巻 1102 号, 2014.1, pp.22-23; 原田大樹「まちづくり」北村喜宣ほか『行政課題別 条例実務
の要点』第一法規, 2016（刊行予定）
.

その活用―」
『新都市』69 巻 9 号, 2015.9, pp.33-37.
杉谷第士郎「鳥取県米子市における米子方式のエリアマネジメント」
『土木技術』68 巻 10 号, 2013.10, pp.33-38.
嘉名光市「都市再生の手法としてのエリアマネジメント―BID の導入による都市計画再構築への展望―」
『建築
と社会』95 巻 1102 号, 2014.1, pp.8-11; 大阪市都市計画局計画部都市計画課「大阪市エリアマネジメント活動促進条
例」小林重敬編著『最新エリアマネジメント―街を運営する民間組織と活動財源―』学芸出版社, 2015, pp.163-168.

犬丸秀夫「魅力と活力ある都心の実現に向けたエリアマネジメント」
『土木技術』68 巻 10 号, 2013.10, pp.16-20;
白鳥健志「公共空間の活用とエリアマネジメント―公共空間の活用から生み出されるエリアマネジメント財源と

長島俊夫「民間都市開発とまちづくり制度」大西隆編著『人口減少時代の都市計画―まちづくりの制度と戦略―』
学芸出版社, 2011, p.138.
福川裕一「高松丸亀町商店街におけるエリアマネジメント」
『ジュリスト』1429 号, 2011.9.15, pp.95-98; 熊紀三夫「商
店街から多機能居住エリアへ転換するための「エリアマネジメント」―丸亀町―」『建築雑誌』129 巻 1664 号,
2014.11, pp.30-31.

小林重敬「エリアマネジメントのこれまでとこれから」
『土木技術』68 巻 10 号, 2013.10, pp.9-15. それぞれの具
体例につき、国土交通省土地・水資源局土地政策課監修, エリアマネジメント推進マニュアル検討会編著『街を
育てる―エリアマネジメント推進マニュアル―』コム・ブレイン, 2008, pp.139-250 参照。

家が増える原因は多様である

（38）

820 万戸で全住戸の 13.5% を占めており、5 年前調査と比較すると 63 万戸増加している

（37）

総務省統計局が 2013（平成 25）年に実施した住宅・土地統計調査によれば、我が国の空き家は

⑶

ニセコひらふ地区の取組が挙げられる

（36）

。同様の例として北海道倶知安町

（35）

などの活動が行われており、フリーライダーを出さずにこうした活動

。大阪市のうめきた地区では、公物管理

の費用を徴収するメカニズムとして分担金が用いられている

や屋外広告物の自主審査

（34）

に応じて分担金として徴収する仕組みを導入している

（33）

この措置は、同法第 9 条と異なり既存不適格建築物に対して対処可能である一方で、権限の発動要

補助金を交付し、その原資をエリアマネジメントの受益地の所有者等から容積率の最高限度の割合

（32）

年法律第 201 号）第 10 条が規定する保安上危険な建築物等に対する措置での対応が想定されてきた

を制定し、都市再生推進法人と都市利便増進協定のスキームを前提に、協定に基づく活動に対する

（42）

挙げられてきた

担金を利用したりする制度設計が見られる。例えば大阪市では、エリアマネジメント活動促進条例

。これらの問題のうち建物の安全に係るものについては、
「建築基準法」（昭和 25

（41）

危険としては、建物の倒壊や敷地内の雑草等の繁茂のほか、衛生上の問題や防犯・防災上の問題が

体によるエリアマネジメントの活動の財源を確保するため、目的税を利用したり、地方自治法の分

。こうした空き家が抱える

や設備不良、あるいは併存施設の空き家化が原因となることが多い

再生特別措置法の都市再生推進法人（同法第 118 条以下）となっている主体も見られる。こうした主

（40）

資産税の住宅用地特例（「地方税法」（昭和 25 年法律第 226 号）第 349 条の 3 の 2）が適用されなくなっ
て税負担が増えることが背景となってきた。さらにマンションにおける空き家は、開発業者の倒産

解体しても土地を売却できる見込みがないマイナス資産であることが多く、また、解体すると固定

（39）

地売買が困難な場所にある

商業地のエリアマネジメントの主体となっているのが、地権者・商業施設の経営者等の協議会組

等である。

、

（30）

、札幌市

（29）

、高松市丸亀町商店街

（28）

特集「行政における政策実現手法の新展開」

織である。法人格を取得している主体はあまり多くないものの、NPO 等の法人格を取得して都市

米子市

（31）

してよく知られているのが東京大手町・丸の内・有楽町地区

人口減少時代における政策実現手法の展開

－119－

。国の法律での対応

。一般に権限の委任の場

、総務省は 2008（平成 20）年に定

が

。

。この制度がなくても協定を結ぶことは可能

。それとともに事務の代替執行の規定を新設し（同

ブ付与に求めている。
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2015.11, p.173; 馬内雄大「定住自立圏構想の推進」
『自治実務セミナー』636 号, 2015.6, p.30.
下仲宏卓「定住自立圏構想について」
『地方自治』729 号, 2008.8, p.94; 山崎重孝「
「定住自立圏構想」について（1）
」
『自治研究』85 巻 5 号, 2009.5, p.11; 谷隆徳「総務省が「地方中枢拠点都市圏」構想 人口流出防止へ「ダム機能」
期待 都道府県と役割調整課題に」
『日経グローカル』250 号, 2014.8.18, pp.56-59.
斎藤誠「連携協約制度の導入と自治体の課題」
『市政』63 巻 12 号, 2014.12, p.19 は制度化の目的をインセンティ

市計画のすすめ―』自治体研究社, 2010, pp.42-48; 高村学人「土地・建物の過少利用問題とアンチ・コモンズ論
―デトロイト市のランドバンクによる所有権整理を題材に―」
『論究ジュリスト』15 号, 2015. 秋, pp.64-69 参照。
北村喜宣「空家対策特措法案を読む（2・完）
」
『自治研究』90 巻 11 号, 2014.11, p.37; 同「新法解説 空家等対策
の推進に関する特別措置法」
『法学教室』419 号, 2015.8, p.58; 国土交通省住宅局住宅総合整備課「「空家等対策の
推進に関する特別措置法」の概要及び空家等対策の取組支援」
『法律のひろば』68 巻 7 号, 2015.7, pp.13-19.
辛坊治郎・増田寛也「対談 第 1 弾発表から 2 年「増田レポート」は日本を変えたか」『中央公論』129 巻 11 号,

饗庭伸『都市をたたむ―人口減少時代をデザインする都市計画―』花伝社, 2015, pp.182-190. 鶴岡市のつるおか
ランド・バンク（NPO）の活動につき参照、樋野公宏「空き家対策とまちづくり」
『自治実務セミナー』637 号,
2015.7, p.13. アメリカのランド・バンクの分析として、中山徹『人口減少時代のまちづくり―21 世紀＝縮小型都

法第 252 条 16 の 2）、委任元の権限を残したまま包括的に事務遂行を委ねることを可能とした。具体

る解決が図られうる仕組みとするためである

（55）

によって連携関係が容易に解消されない安定性を確保することと、紛争時に自治紛争処理委員によ

であるにもかかわらずあえて立法的対応が図られた理由は、議会議決を要求することで首長の交代

協定を念頭に置き、その手続ルールを定めている

（54）

を連携協約（地方自治法第 252 条の 2）という形で法定化した。連携協約は中心市と周辺市町村との

「地方自治法」（昭和 22 年法律第 67 号）の 2014（平成 26）年改正では、この連携の仕組みの一部

ぎとめる人口のダム機能をも期待するものであった
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る三大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方」関係）
」2015.7.15, p.9; 福田毅「地方行政サービス改革の留意点」
『自治実務セミナー』643 号, 2016.1, pp.14-16.

原田大樹「指定確認検査機関と国家賠償」前掲注⑵, p.299.
東京都足立区の事例につき、中村明慶「自治体の事務・事業のアウトソーシング―足立区における「専門定型
業務」の外部化推進―」『自治実務セミナー』643 号, 2016.1, p.20 参照。
第 31 次地方制度調査会第 20 回専門小委員会「総括的な論点整理（審議項目 I「人口減少社会に的確に対応す

稲葉馨「公の施設法制と指定管理者制度」
『法学（東北大学）
』67 巻 5 号, 2004.1, p.703.
塩野宏『行政法Ⅲ 第 4 版』有斐閣, 2012, pp.35, 124.

を改正する法律について（上）」
『地方自治』801 号, 2014.8, p.35 は、連携協約を「国家間の条約」に類するもの
とし、柔軟な連携の仕組みと位置付ける。
岩﨑忠「2014 年地方自治法改正の制定過程と論点―大都市制度等の見直しと新たな広域連携制度の創設―」
『自
治総研』431 号, 2014.9, p.15.
原田大樹「立法者制御の法理論」
『公共制度設計の基礎理論』弘文堂, 2014, p.181.

p.11 は、一旦申請されれば自治紛争処理委員による打切りの手続がない点、当事者の受諾がなくとも処理方策の
提示がなされる点に、連携協約締結のメリットを見いだす。
植田昌也「第 30 次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」
について（下）」『地方自治』790 号, 2013.9, p.47; 堀文彦「地方自治法の一部を改正する法律」
『法令解説資料総覧』
394 号, 2014.11, p.25.
勢一智子「地方自治法 2014 年改正」
『法学教室』413 号, 2015.2, p.46. 寺田雅一・浦上哲朗「地方自治法の一部

つとに、山崎重孝「「定住自立圏構想」について（6・完）」『自治研究』86 巻 9 号, 2010.9, pp.64-82 がこのよう
な制度を提案していた。岩﨑忠「定住自立圏構想と地方中枢拠点都市制度―連携協約法制度化のインパクト―」
『都
市問題』106 巻 2 号, 2015.2, p.62. 藤本元太「2014 年地方自治法改正の概要」
『自治実務セミナー』630 号, 2014.12,

。具体的には、複数の地方公共団体で地

（64）

。そこで、窓口業務を包括的に委任・委託するスキームとして、地方

独立行政法人制度を利用する可能性が議論されている

（63）

担当していることが多い

使に該当する作用も含まれていることから、この部分に関しては委託の対象から外して行政職員が

携を図るものである。同時にこの試みは、東京への人口の一極集中を防止し、地域に定住者をつな

（53）

の業務委託という形でのアウトソーシングが進んではいるものの、こうした業務の中に公権力の行

これに対して、住民票や国民健康保険の給付等のいわゆる窓口業務に関しては、民間の事業者へ

用意されていることで、民間への移譲が許容されたと考えることができる。

り、特に建築確認の場合には個別処分取消権を特定行政庁に留保するという強度の公的監督

市が中心市宣言を行い、周辺市町村との協定を締結することで、合併を行わずに基礎自治体間の連

住自立圏構想を、2014（平成 26）年には連携中枢都市圏構想を提唱した。これらは、中心となる都

共団体相互での協力関係を構築する連携の考え方が強調され

（52）

（62）

る公的監督の在り方により決まってくる。上記の 2 つの例は、作用が比較的定型的な認定判断であ

併と呼ばれる大規模な市町村合併が進行した。合併の動きが一段落した後は、合併ではなく地方公

成 11 年法律第 87 号））は、事務を担いうる基礎自治体の必要性という議論と結び付き、平成の大合

。また、処分の権限を民間組織に移譲すること

が憲法上一律に禁止されているわけではなく、移譲の可能性は当該作用の性質や、民間組織に対す

こととなることから、法律の根拠が要求される

（61）

合には、その相手が行政機関であったとしても、法律で一旦定められた権限を完全に委任先に移す

可等の行政処分の権限も含めて指定管理者に委任する方式が採られた

（60）

、2003（平成 15）年に導入された指定管理者制度では使用許

（59）

間の指定確認検査機関にも認められ

1999（平成 11）年の地方分権一括法（「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平

⑴ 自治体連携の強化

２ 行政インフラの維持

地方税法の住宅用地特例を不適用にする地方税法改正もなされている。

ウトソーシングである。その際に限界線として意識されてきたのが、行政行為（処分）の権限に代
表される公権力の行使の有無であった。もっとも、1999（平成 11）年には建築確認・完了検査が民

域で緩和代執行・簡易代執行（略式代執行）の特例を設定する必要があったことである。さらに、

特定空家等に対する助言・指導、勧告、命令、代執行という行政過程のうち、勧告を受けた段階で

民間主体による公務遂行の拡大
地方公共団体においても、事務遂行の人的資源が不足した場合に用いられてきたのは民間へのア

⑵

取りの自治」 の政策手法は、人口減少時代の進展とともに増加するかもしれない。

。このような「看

（57）

を突き止める必要があったことと、形式的意味の法律に留保されている行政上の義務履行強制の領

が求められた理由は、地方税法第 22 条の特例として固定資産税情報を利用して空き家の所有者等

家等対策の推進に関する特別措置法」（平成 26 年法律第 127 号）が制定された

（51）

の土地を民間に売却したりして活動費を得ている。加えて、2014（平成 26）年には議員立法で「空

（58）

。これらの規定は、全国どこにでもほぼ同等の権能を有する市町村が存在

することを前提としてきた従来の地方自治システムを大転換するものである

解体して土地の再整備と道路用地の確保を行い、道路用地を地方公共団体に売却したり、再整備後

（56）

的には、人口減少によって事務遂行能力が低下した市町村に代わり、都道府県が事務を遂行するこ
とが想定されている

。このうちランド・

特集「行政における政策実現手法の新展開」

バンクは、市場で買い手が見付からない空き家を寄付してもらうか低い金額で買い取り、空き家を

却の受け皿となるランド・バンクが活動している地方公共団体も存在する

（50）

人口減少時代における政策実現手法の展開

－120－

、行政過程論のアイデアを政

（71）

。代表民主政モデルと法律による行政の原理

により、情報共有とシステム
公共制度設計論の構想

。

。

への注目や、1980 年代以降
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地方自治体における業務の標準化・効率化に関する研究会『地方自治体における業務の標準化・効率化に関す
る研究会報告書』2015, p.3.
原田智「京都府・市町村税務共同化における自治体クラウドの活用」電子自治体推進パートナーズ『自治体クラウ
ド開発実証事業の検証―複数自治体によるシステム共同化と業務共同化の方策―』地域科学研究会, 2012, pp.87-114.
原田大樹「自治体クラウド活用に向けた法的課題」
『NBL』1071 号, 2016.4.1（掲載予定）.
雄川一郎ほか「行政指導の基本問題」
『ジュリスト』342 号, 1966.3.15, pp.21-45.

に接続した。

（70）

への関心の高まりの中で、行政実務や行政の現実に眼を向けるべきとの主

張がなされ、それが 1990 年代以降の「制度設計論としての行政法学」という考え方

の行政の実効性確保

（69）

としての行政法学」という見方に対して、1960 年代以降の行政指導

（68）

行政法学は伝統的に紛争局面に関心を持ち、法解釈論を重視してきた。こうしたいわば「病理学

⑴ 行政法学と政策論

１ 行政法学と政策

Ⅲ 行政法学と政策実現手法

（出典） 筆者作成。

市場を経由させる国家の活動

国家による直接的活動

誘導

規制

媒介

給付
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藤田宙靖『行政法総論』青林書院, 2013, pp.137-140; 仲野武志「行政過程による＜統合＞の瑕疵」稲葉馨・亘理
格編『行政法の思考様式』青林書院, 2008, pp.127-128.
同旨、濱西隆男「行政法・行政法理論・政策過程論（1）―行政法とは何なのか―」
『自治研究』90 巻 11 号, 2014.11, p.72.
原田大樹「多元的システムにおける行政法学」前掲注 , pp.8-48.

政の法システム（上） 新版』有斐閣, 1997, p.56; 大橋洋一「行政手法から見た現代行政の変容」
『行政法学の構造
的変革』有斐閣, 1996, pp.3-24; 北村喜宣『行政執行過程と自治体』日本評論社, 1997.
大橋洋一「法政策学について」
『新世代法政策学研究（北海道大学）
』7 号, 2010.7, p.4.
濱西隆男「政策過程論序説―ポスト行政過程論として―」
『季刊行政管理研究』129 号, 2010.3, p.32.
藤谷武史「「法政策学」の再定位・試論―「新世代法政策学」の基礎理論の探求―」
『新世代法政策学研究（北
海道大学）』9 号, 2010.12, p.196; 原田大樹「行政法総論と参照領域理論」前掲注⑵, pp.1-20.

畠山武道「サンクションの現代的形態」芦部信喜ほか編『岩波講座基本法学 8 紛争』岩波書店, 1983, pp.365-394;
高木光「行政手法論」『技術基準と行政手続』弘文堂, 1995, pp.85-113.
代表的な業績として、阿部泰隆「行政法学の課題と体系」
『政策法学の基本指針』弘文堂, 1996, pp.29-54; 同『行

高まってきた民営化対応の行政法学をめぐる議

保っていた。その後、1980 年代頃から関心が

所得再分配
目的

作用」も行政法学の視野に含まれ、規制と給付

口減少時代への対応という観点からも引き続き要請されるものと考えられる。

行動を制御
する目的

が私人に対して財やサービスを給付する「給付

要性が意識され始めている。このような ICT 利活用に起因する事務処理の標準化・規格化は、人

が行政作用の二大分類としてこれまで通用力を

その後、国家による再分配の増大に伴い、国家

れており、そのために各地方公共団体で異なっている事務処理フローや書式を広域的に統一する必

行政作用の類型

の権利や自由を制約し、私人の行動に直接的に介入する「規制作用」を主要な分析対象としてきた。

に転換しつつある。こうした状況を踏まえてシステムの統一やクラウド化を推進する方向性が示さ

表

手法が増加しつつあることである（表「行政作用の類型」参照）。行政法学はもともと、国家が私人

く制限してきた個人情報保護法制は、一定の情報保護措置の存在を前提に情報の共有を進める方向

。

もう 1 つは、制度設計者（制御者）と制御の名宛人との間に（ある種の）市場が介在する政策実現

とりわけ国家の立法者が他の制度設計者に対して果たすべき役割の解明が必要となっている

（76）

それゆえ、それぞれの制度設計者が用い得る制度設計手法の分析はもとより、その相互作用の分析、

めの番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号）の制定により、情報の目的外利用を厳し

るようになってきている。また、2013（平成 25）年の「行政手続における特定の個人を識別するた

定型的なものであれば、一定の事項を入力するだけでコンピュータシステムによって判断が示され

ル化や分権化により進行する公共部門の多層化により、制度設計者・制御者も多元化している

（75）

理に忠実な見方ではある。しかし、民営化・外部委託に代表される公共部門の複線化と、グローバ

た。意思決定のための情報はその都度収集することが予定され、既に収集された情報を目的外利用

することには厳しい制約が課されてきた。しかし、ICT の進展で、行政による認定判断がある程度

国家の立法者）を唯一の制度設計者・制御者として措定するとともに、それ以外のアクターを制御

の客体と位置付けるイメージを前提としてきた。これは、代表民主政モデルと法律による行政の原

を調査し、根拠となる法令を解釈し、考慮事項を十分考慮して認定判断することが前提とされてき

設計者あるいは制御者の多元性である。制度設計論としての行政法学はもともと、国家（とりわけ

行政法学と政策の問題に関してはさらに、次の 2 つの要素を考慮する必要がある。1 つは、制度

⑵

学の自己理解をめぐる大きな対立が生じることになる

。行政行為（処分）に代表される行政の意思決定は従来、公務員自身が事実

可能性を秘めている

（67）

こうした ICT 活用の深化は、行政の意思決定と情報管理のこれまでの常識を大きく塗り替える

運用の合理化を図ることが想定されている。

報システムや、地方公共団体間のシステムを統合するクラウド化

（66）

該法律を所管している省庁のセクション単位で）なされてきた。これに対して今後は、庁内横断的な情

る際にも求められる。この ICT の活用はこれまで、地方公共団体の事務事業単位で（換言すれば当

（74）

の内在化モデル）。このように、行政過程が政策目的の形成の要素を含むかどうかによって、行政法

いる。こうした「筋肉質の自治体」 への転換は、人口減少時代に入って行政活動の基盤が縮小す

（65）

デル）
。しかし、政策実現の過程をより直視すれば、政策目的が議会の段階で完全に決まっている

ことは多くはなく、むしろ行政過程の中での利益衡量の結果、目指すべき公益が創出される（政策

それによって生じた人的資源を政策立案や対人サービス等の業務にシフトする必要性が強調されて

決定された政策目的を実現する手法を蓄積することを任務とすべきと考えられる（政策の道具箱モ

かは民主政の過程を経て議会により決定されるべき事項と位置付けられ、行政法学は議会によって

を理論の中核に位置付けている行政法学においては、何が実現されるべき政策目的（＝公益）なの

ただし、行政法学と政策の関係は単純ではない

（73）

策全体の実施の把握にまで延長する考え方（政策過程論） を提示している。

（72）

この立場は、解釈論と立法論が相互依存関係にあることを重視し

特集「行政における政策実現手法の新展開」

情報通信技術（ICT）の進展に伴い、地方公共団体の事務作業を ICT の活用によって効率化し、

⑶ ICT 活用と事務標準化の促進

も容易に委任が可能であると考えられる。

る定型的組織であるから、監督措置や組織規律を設けた上で民間組織にアドホックに委任するより

は行政組織法上の行政主体性を持つ組織であって、公権力の行使を担う組織的な手当がなされてい

方独立行政法人を設立し、そこに窓口業務を任せる方式が念頭に置かれている。地方独立行政法人

人口減少時代における政策実現手法の展開

－121－

。ほぼ同時期に行政法

り向けるかをより真剣に考える必要が生じる。この選択と集中の営みの中で、公務員にしか対応が

ゆえ、ここでもまた、国家の立法者が政策目的を完結的に設定できない状況が生じている。

裁量と様々な諸利害の衡量手続とが結び付く局面（典型的には都市計画）で既に見られる。また、制
度設計者が多元化している現状において、国家がそれらの制度設計者の自律性を尊重しつつ国家法

的に描いた上で居住地域や民間の設置に係る都市利便増進施設の立地を誘導するものである。
また、

。

れば幸いである。

設定する手法である。公共施設の管理・運営を私人に委ねる指定管理者制度は、現在のところこの

ような性格を有していない。しかし、指定管理者に内部留保を認める制度変更を行えば、施設の永
。
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1994.6.1, pp.123-127; 曽和俊文「経済的手法による強制」
『行政法執行システムの法理論』有斐閣, 2011, pp.25-41 参照。
原田 前掲注⑵, p.133.
御手洗潤「エリアマネジメントの今後の展望」
『新都市』69 巻 9 号, 2015.9, pp.26-28.
原田大樹「媒介行政と保障責任」前掲注⑵, p.176.

保障責任に関する包括的研究として、板垣勝彦『保障行政の法理論』弘文堂, 2013 参照。
経済的手法の代表的な理論研究として、大塚直「環境賦課金（6・完）
」
『ジュリスト』987 号, 1991.10.1, pp.61-65;
中里実「経済的手法の法的統制に関するメモ（上）
（下）
」
『ジュリスト』1042 号, 1994.4.1, pp.121-125; 1045 号,

続性を保障する独自財源確保のためのスキームとしてもこの制度を利用する余地が残されている
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原田大樹「多元的システムにおける本質性理論」前掲注 , p.369.
このような方向を示唆する議論として、Eberhard Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik: eine Zwischenbilanz zu Entwicklung, Reform und künftigen Aufgaben, Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, pp.38-42 参照。 政治学の観点か
ら現代における代表民主政の意義・機能を論じたものとして、待鳥聡史『代議制民主主義―「民意」と「政治家」
を問い直す―』中央公論新社, 2015, pp.251-256 参照。

京都大学大学院法学研究科教授）

想を生み出す柔軟性と開放性がますます求められると思われる。本稿の試みがその契機の 1 つとな

いずれも、国家が自ら再分配を行うのではなく、再分配を私的主体に行わせる組織・手続・構造を

ひろき

法学が対応するためには、これまでの議論蓄積を前提としつつ、問題解決に向けた大胆で新しい発

家対策における媒介組織としての空き家バンクやランド・バンクを挙げることができる。これらは

（はらだ

組んできた。これに対して、今後予想される人口の急激な減少とそれに伴う行政基盤の縮小に行政

特別な財源を留保する構造と評価することも可能である。同じような性格を持つものとして、空き

（81）

近代国家の建設とともに歩んできた日本の行政法学はこれまで、人口増加によって引き起こされ
る社会問題や、人口増加がもたらすパイの増大をどのように適正に再分配するかという課題に取り

る大阪市のようなスキームが現れており、これは見方を変えると、都市機能の維持・管理のための

。その支援の一環として、行政が費用徴収を代行す

代においてはなおさら、実効的な法執行制度に向けた改革が不可欠である。

なされることが必要である。執行作用に割き得る行政資源も減少することが予測される人口減少時

れらの団体の育成・支援に向けられている

（80）

能を発揮するためには、国家にしかなし得ない作用である強制的な執行が機動性と実効性をもって

ると、エリアマネジメントを行っている団体は地権者・商業者等で構成されており、行政資源はこ

間接的な制御・調整や政策の枠組みの設定という、従来に比して謙抑的な国家作用がなお一定の機

うに見えるこの第 3 の役割はしかし、
新たな 2 つの国家の役割を機能させる前提条件となっている。

第 3 は、強制的な執行権限の保有者としての国家である。上記の 2 つの国家の役割と逆方向のよ

また、媒介の具体例として、エリアマネジメントを挙げることができる。その主体の面に注目す

⑵ 給付から媒介へ

り、政策実現手法の面から見れば、手法の多様化・高度化と評価し得る。

策基準の定立という理論構造（政策基準論）で解消可能かもしれない

（83）

政策実現過程に関する大枠の確定と、立法者が創出した政策実現過程における様々な主体による政

の権利・義務の変動や行政活動の内容に関する実体的プログラムという手法からの乖離を見せてお

を利用する地方公共団体に委ねている。これらはいずれも、伝統的な法律事項の観念である、国民

。このよ

うに考えると、政策目的の位置付けをめぐる行政法学の自己理解の対立は、立法者による政策目的・

を含まず、その手続と紛争解決手段という枠組みのみを法定し、具体的な連携の内容・方法はこれ

との一定の整合性確保を図る局面でも、政策の枠組みの設定という手法を観察し得る

（82）

度の形成は完結的にはなされていない。しかし、この類例は、行政に判断の余地が認められる行政

の実現に向けた都市再生特別措置法の 2014（平成 26）年改正で導入された立地適正化計画は、それ

までの都市法のように開発圧力に対して受動的に規制するのではなく、都市の将来像を計画で積極

地方自治法の 2014（平成 26）年改正で導入された連携協約は、協約で規定すべき内容に関する規律

せることで一定の政策目的の実現が図られる作用であり、国家の立法者による政策目的の決定や制

国の法律で実体的プログラムを書き切らない手法が目立つことである。例えば、コンパクトシティ

第 2 は、政策の枠組みの設定者としての国家である。誘導作用や媒介作用は私人の行動を介在さ

いるものと考えられる。

⑴ 規制から誘導へ

人口減少時代に対応する新たな政策実現手法を通覧して気が付くのは、上述の誘導手法のように、

ことが予想される。新たな政策手法における誘導作用・媒介作用の萌芽は、こうした傾向を示して

２ 国家の役割の変容

できない分野として「政策立案」や「政策実施における調整」の作用に資源が集中的に投下される

第 1 は、間接的な制御者・調整者としての国家である。人口減少時代においては人的資源に代表
される行政資源がこれまでと比べて限定されることとなる。それゆえ、どのような分野に資源を振

たな政策実現過程における国家の役割は次の 3 点に集約し得る。

な行動原理）を考慮に入れて制度を設計しなければ、適切な結果を期待することができない。それ

。これら誘導作用・媒介作用は、市

場を介在させて私人の行動を制御しようとするものであるから、私人の行動原理（とりわけ経済的

行ったりする「媒介作用」にも関心が向けられてきている

（79）

本稿では、人口減少時代における政策実現手法の変容の方向性を探るため、近時の都市法・地方
自治法で見られる新たな政策実現手法を素材とする検討を試みた。そこから浮かび上がってくる新

。

おわりに

特集「行政における政策実現手法の新展開」

さらに最近では、国家が自ら給付をするのではなく、再分配のための制度を設計したりその仲介を

行政作用を用いる「誘導作用」の考え方（具体例として環境税や容積率緩和が挙げられる）も登場した

（78）

学の関心を集めた経済的手法の議論では、一定の方向に私人の行動を誘導するために規制・給付の

適切な遂行を保障する責任があるとする保障責任の考え方が提示された

（77）

論の中で、従来国家によって担われてきた作用を民間主体に移譲したとしても、国家が当該事務の

人口減少時代における政策実現手法の展開
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第４回
・在留外国人の地方選挙権について
・法体系と団体自治について等

－133－

２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２８年度）
（第４回）議事要旨
１

日

時

平成２９年１月２０日（金）１７：００～

２

場

所

（一財）自治総合センター

３

出席者

秋田
大西
興津
西貝
原田
平田
渕
堀田

４

議

題

・在留外国人の地方選挙権について
・法体系と団体自治について等

５

概

要

典子
楠・テア
征雄
小名都
大樹
彩子
圭吾
聰子

大会議室

千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授
専修大学 法学部 准教授
神戸大学大学院 法学研究科 教授
首都大学東京 社会科学研究科 准教授
京都大学 法学系（大学院法学研究科） 教授
京都大学大学院 地球環境学堂 特定准教授
神戸大学大学院 法学研究科 教授
国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 教授

在留外国人の地方選挙権について
（興津委員から資料に基づき説明）
○

浦部説や原告の主張をとった場合、主権の大きな部分を放棄していることになるが、
その場合にはマクリーン判決の判例変更まで迫らないと平仄が合わない。仮に、マクリ
ーン判決を変更して、外国人の在留管理や出入国管理を日本が放棄していると憲法レベ
ルで決定されていると考えると、それは国家としては大きな選択になるため、やはり憲
法の明文の根拠がないととれない解釈であり、本件において浦部説や原告の立場はとり
がたい。

○

判旨２だけを切り取ると、外国人については、法律で定めれば特に緊密な関係を有す
る地方公共団体への投票も認めて良いと言っていると考えられる。そうすると、日本国
民についても同じことが言え、法改正は前提になるが、特に緊密な関係を持つ地方公共
団体に投票することを認めても良いという帰結になるのではないか。

○

特に緊密な関係という形で、地方公共団体に帰属していると観念できるということは、
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昭和３８年最判のように地方公共団体を濃密な地縁的共同体として捉えることが前提に
なるが、現実にそのような濃密な地縁的共同体があるのか、実態を鑑みたときに、この
立論の説得力に疑問を持つ。
○

居住していない自治体の選挙に関与することについては、日本国籍を有することを前
提にすれば、判旨１には抵触しないと読み取れる。

○

帰属を具体的な要件で表すとすれば、生活の本拠を有することを前提に、在住何年と
いう要件も当然に必要となるが、在住何年とは、国内のどこかに住んでいれば良いので
はなく、当該地方公共団体に何年も住み、かつコミュニティーの一員であることを指す。

○

たまたま同じ地域に居合わせた人々の集団があり、濃密な関係がなくとも、公共的な
事柄を共同で処理するために、集団的な意思決定が必要になるという意味で地方公共団
体の組織や機構が必要になってくることは当然認められる。最高裁がどういう役割論を
念頭に置いているか見出すことは難しく、地方公共団体にこれ以上の意味を持たせなく
ても良いのではないか。

○

地方公共団体は公共的な事柄を共同で処理するためのものだとすると、国政との関係
については、２つの筋道があり得る。１つは、地域に関する事務に限定してしまい、必
要最小限のことのみを担うということ。もう１つは全く逆に、地方の重要な利害が損な
われないように、その地域に固有の事情を中央に対してインプットしていくということ。

○

ドイツで外国人地方参政権の話が問題となったときには、国民を管理する視点から国
籍が大事であり、それが前提という話と並んで、実態面でも、国籍がある種の運命共同
体をつくるという考えになった。普通の外国なら、自分の出身国に戻ることや、他国に
移住することがあり得るが、そうではなく国籍によって実態も担保されているという、
帰属だけではなくて、そこに実態も含まれるという議論をしていた。

○

外国人参政権は違憲だと言った後に、ドイツは、実態としている２世、３世の人たち
を帰属のほうに持ってくるために、二重国籍を認め、出生地主義を導入する形の法改正
をシュレーダー政権時代に行った。そのため、まさに判決が出て、その後、実態を帰属
のほうに持ってくる形で、帰属と実態を結合するといった議論や動きが実際にあったと
言える。

○

血統・対・地縁の対抗軸で、ＥＵ市民に対して地方参政権が認められたことにより、
９０年にドイツの憲法裁判所が外国人参政権は違憲としたときの論理が少なくとも部分
的には崩壊した。それまでは、国家及び地方いずれにおいても、民主的正当化主体は国
民であるということ、そして国家も州も、連邦も州も、国家レベルも地方自治体レベル
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も、同質性が必要だという２つの論理に支えられていたが、どちらかが維持できなくな
った。
○

ＥＵ市民の地方参政権は、国家のレベルから見ると、国家の国民の範囲と違った人た
ちが選挙に参加しており、国家の枠からはみ出ている感があるが、ＥＵ市民権によって、
帰属のはみ出しには当たらなくなったと言えるのではないか。

○

フーゴー・プロイスが、国家、国際法上の団体、地方自治体いずれも、団体であるこ
とに変わりはないとするところから、ＥＵ統合以降は、団体としての連続性の中に、Ｅ
Ｕ市民の地方参政権の行使も位置づけることができるのであり、全く問題ないのではな
いか。

○

これまでは国家が唯一の排他的な運命共同体だと考えられていたところ、その上にＥ
Ｕという、包括的な別の運命共同体ができて、そこに帰属していることをもって、ドイ
ツがＥＵ市民に地方参政権を付与したことが正当化されるということか。

○

プロイス的な発想でいうと、血統・対・地縁の対抗軸で、血統ではなくて地縁で、団
体だから全て良いと展開することもある。国家も地方自治体も国際法上レベルの団体も、
団体として存在し、どんな機構を持ちどう機能させていくかは別の論理で動いているか
ら、何があっても良いというもの。

○

判例中６４１ページの、
「このように」という段落の３行目にある「その地方の住民の
意思」と、判旨で言っている住民は少し違うものではないか。その地方の住民の意思に
基づいてその区域の地方自治体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障す
る趣旨があるとすれば、理論上の話だが、その地方の住民に外国人が多かった場合、選
挙という形ではないが、外国人選挙権も、認めることになるのではないか。

○

判旨１で、憲法９３条２項に言う住民とは、日本国民たる住民のことを言うと限定し
て捉えており、一方で判旨２の「その地方の住民」が、地域に居住している人を指すと
いうことは、その文脈から強く感じる。他方で、その理解をとると、当該地方の住民の
意思に基づいて地方公共団体が処理するという政治形態を、憲法上、制度として保障し
ようとすることになり、憲法の中でも異なる住民観念が併存することになる。そうなる
と、最高裁がそういう併存を認めているのか、あるいは判旨２も、実は日本国民だけを
指しているという解釈も、あり得るかもしれない。

○

都市計画の分野などでは、住民の合意形成時に、住民の意思決定が非常に重要だが、
「その地方の住民の意思」決定と個人の意思決定は違うという前提に立つと、どの「住
民」の意思を指すかによって、解釈が違ってくることは考え得る。
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○

選挙において、国なり地方公共団体に帰属しているメンバーという要件は必須ではな
いか。したがって、帰属していないが実態としてあるから選挙権を与えるということは
あり得るのか。浦部説もそこまで言っているわけでなく、帰属の判断として血統か実態
かということを言っているのではないか。ここで帰属と実態を対極に並べているのは、
団体に帰属しないが実態があれば選挙権を与えることがあり得るということか。

○

３カ月以上住んでいるだけで地方選挙権が日本国民には認められるという体裁を地方
自治法の条文がとっており、それが帰属にまで強い指標として機能するということが念
頭にあり、それと、国籍のような国家のメンバーシップを対置したときに、実態という
対局を置いた。

○

地方自治法の条文上の、
「日本国民たる」というものが、実は重い意味を持って書かれ
ているのかもしれない。

○

地方選挙権を有するためには、地方公共団体へのメンバーシップはあまり必要ないが、
国家へのメンバーシップが必要であるとすると、国と地方との役割論を考えたときに、
地方が非常に個性のない下位団体というか、内部的な管轄団体という位置づけになると
も少し感じた。

法体系と団体自治について等
（西貝委員から資料に基づき説明）
○

現行の日本法の認識として別法体系説が成り立つ余地もある場合、憲法９４条や地方
自治法１４条１項の位置づけはどうなるのか。

○

今の日本の憲法解釈及び地方自治法解釈で言うと、憲法９４条に基づいて条例制定権
が地方公共団体に付与されていると考えるのではないか。そうすると、憲法は国法であ
り、国法の傘の下で条例制定権が認められることになるのではないか。また、法律と条
例の抵触に関しても、地方自治法１４条１項の解釈として法律と条例の抵触関係を判断
するのであれば、それも国法のもとで判断していることになるため、やはり同一法体系
説しかとれないのではないか。

○

法体系が同一かどうかを判断する際に、文言だけに着目して考えていくと、国際法一
元説に到達してしまう。また、突き詰めていくと、法律家が普通に考える法体系とはか
け離れてしまうため、憲法や法律の書きぶりから一度離れる必要がある。例えば、憲法
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は文言上明治憲法の改正として成立しているが、明治憲法と日本国憲法との間の法体系
的な同一性を日本の通説は肯定しておらず、文言上授権が行われているから必ず同一性
を有するとはなっていない。
○

憲法９４条や地方自治法１４条といった国法の中で条例に言及しているものは、国法
が一方的に言明をしているだけであって、憲法９４条があるから条例制定権が授権され
ているのではなく、もともと地方自治体が持っていた条例制定権を、一方的に追認した
ということか。

○

田中二郎は、英米法的な感覚で、私法人・公法人の別も、本来はないのと考えていた
ということか。

○

田中二郎は戦前と戦後で、本当に違うことを言っているのか。自主法を戦後認めるよ
うになったという議論は、明確に行政法の文献で書かれているわけではないが、学説の
傾向から見て逆方向なのではないか。

○

田中二郎が別法体系説であるとは考えていないが、自主法説の話になると殊更彼が引
用されるものの、何をもって自主法と言うか、そして国家の授権をどう捉えるかで、田
中二郎の位置づけは色々と考えられる。

○

公法人と私法人の区別は、営団などを念頭に置いた議論である。一方で、
「公」が抜か
れる、抜かれないという議論は、行政法学の分野で戦後かなり洗練された部分である。

○

公権力とも関係して、戦前・戦後で地方自治の守備範囲は変わっている。戦前の地方
自治は、いわゆる給付行政や、団体の活動に限定したようなことしかできない中での自
主法であった。一方、戦後になり、例えば警察の事務や権力的な要素が入ると、侵害留
保との関係で法律の授権が必要だという議論が別途立てられた。

○

田中二郎は形式的意味の自主法と実質的意味の自主法を分けている。形式的には活動
範囲が広がって、法律の授権が必要な点では、地方公共団体は国の下位機関であると整
理されているが、一方で、それとは区別された実質的意味での自主法の領域というもの
が存在し、それに関して法体系がどうなっているかを論じていた。

○

権力的事務といっても、徳島市公安条例事件判決のように、法律の委任を受けずにで
きているものもあり、権力的なこと自体を地方長官たる府県知事が行っていた状況から
大転換して、地方公共団体が自らの事務として権力的な作用も担うことが戦後あり得る
ようになったという意味で、自主法の内容も戦前と戦後では変わっている。
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○

同一の法人格の中であれば同一の法体系だということを前提とした上で、同一の法人
格の中でも別の法体系が存在する場合も、自治体と国家レベルで別々の法体系だったと
きに法人格が同じであることもあり得るから、法人格を置くことと、法体系がどうかは、
無関係であるということか。

○

連邦国家において権限関係が分かれていて、州と連邦でそれぞれ別の法律をつくるこ
とができる。それで、新しい問題ができたときには調整のルールによって、新しいこと
があり得るというようなことか。

○

地方分権と連邦制に関しては、そこまで本質的な違いはないという前提に立っており、
連邦制になるかどうかで、事実上抵触するように見える法を廃止する政治的な権力をど
れだけ強く置くかによって、連邦制と地方分権のグラデーションをつくるようなことを
想定していた。

○

例えばアメリカのような連邦制で、民法の制定権や商法の制定権が州にあった場合に
は、州ごとに違った法体系が存在していて、しかしながら法人格は１つの連邦国家だと
いう理解になるのか。

○

自治体で条例を策定する際は、法律では全てをすくい切れないので、法律と条例でお
互い足りない部分を埋め合うようにしている。地方の住民の意思の一つが条例であり、
憲法の下で法律と条例で補完し合っているという状況が実情ではないか。

○

現在の判例からは、全ての場合に法律先占論ではなくて、自主法で決めたことが優先
する場合もあるという印象を強く受ける。自主法で決めたことがおおよそ誤っていなけ
れば、国の機関も裁判所もそれを執行するというもので、例えば憲法と条例の関係を見
るときにしても、普通の国法と憲法の間の整合性を見る場合とは違い、一歩引いた見方
で合憲性判断をしている感覚があるが、この感覚は、別法体系だと考えるとある程度説
明がつくのではないか。

○

議論を明確化するために、同一の法体系か別法体系かという二元論で表現しているが、
様々な分類の仕方があり得る。同一の法体系しかありえないとすると、徳島市公安条例
事件判決で全て処理するほかないが、何か亜種があるとすると、徳島市公安条例事件判
決の射程をもっと限定して説明ができるようになる。
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62

ݘཤ͵͏͢Ӏ͘କ͘ࡑཻͤΖ͞ͳΝགྷ͑͢ٽΖݘཤΝฯ্͠Ηͱ͏ΖͲ͵͏ͳ

63

մͤ΄͘Ͳ͍Ζɽͨ͢ͱɼफ़ݓ๑टࢭΝͳ͢ͱɼ๑ཱͳ͢ͱްྙΝ༙ͤΖड़

64

ࠅ؇ཀྵྫͺɼࠅਕͶଲ͢ɼҲఈؔغΝݸΕʤ࢝ড়ҲߴҲߺɼ್ߺɼҲ࢝ߺΝ

65

ঈ͚ɽʥಝఈࣁ֪ͶΓΕΚ͗ࠅΝ͏ͱ͢ͳͳͤ͞ڒΖͲ͍Ζ͖ΔɼΝ

66

͠ڒΗͪࠅਕͺɼͨࡑཻܨ͗ؔغգͪ͢ͶͺષΚ͗ࠅ͖Δୂ͜͵͢ڊΗͻ͵

67

Δ͵͏ɽͯͳɼड़ࠅ؇ཀྵྫͺɼ֚ࠅਕ͗ࡑཻؔغԈௗΝسͤΖͳ͘Ͷͺࡑ

 Ӟ෨๑ุʰೖຌࠅݓ๑ͳࠅਕࢂݘʱঅྀୣฦʲڠਫ਼ऀճஏ๏ࢂݘʳೖຌऀ



ʤ ೧ʥʷ นɾʷ นɾಋʰݓ๑ͳʰࠅࡏਕݘʱʗʗʰࠅਕࢂݘʱΝৼ
Ͷʱࠅࡏਕߺ  ݘʤ ೧ʥʷ นɾಋʰ
ʰࠅਕࢂݘʱ࠸ʱݓ๑ཀྵڂݜճฦʲਕ
ݘཀྵఴʳʤܡชಌɾ ೧ʥʷ นɽ




－146－

68

ཻؔغߍΝਅ੧ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζ͗ʤ್Ҳড়Ҳߴɼ್ߴʥɼͨਅ੧

69

Ͷଲ͢ͱͺ๑ແ͗ʰࡑཻؔغߍΝనͳΌΖͶଏΕΖ૮ཀྵ༟͍͗Ζͳ͘

70

ͶݸΕʱ͞ΗΝڒՆͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖͳఈΌͱ͏Ζʤಋড়ࢀߴʥͲ͍Ζ͖Δɼड़

71

ࠅ؇ཀྵྫࡑཻࠅਕࡑཻؔغߍ͗ݘཤͳ͢ͱฯ্͠Ηͱ͏ΖͲ͵͏͞ͳ

72

ͺɼΔ͖Ͳ͍Ζɽ

73

ʤྲྀʥ

74

ࢧ͑Ͷɼݓ๑ࢀহঀوఈͶΓΖخຌదਕݘฯ্ͺɼݘཤ࣯ೖຌࠅΊΝͨ

75

ଲেͳ͢ͱ͏Ζͳմ͠ΗΖΝঈ͘ɼΚ͗ࠅͶࡑཻͤΖࠅਕͶଲ͢ͱ͚͢ٶ

76

ͳմͤ΄͘Ͳ͍Εɼ࣑ಊࣙ༟Ͷͯ͏ͱɼΚ͗ࠅ࣑దқࢧ݀ఈͺͨ

77

ࣰࢬͶӪڻΝͤ·ٶಊࠅਕஏҒͶ͖Ξ͗Ί͞ΗΝΌΖ͞ͳ͗૮Ͳ͵͏ͳմ

78

͠ΗΖΝঈ͘ɼͨฯ্͗ٶͳմͤΖ͗ɼ૮Ͳ͍Ζɽ͖͢͢͵͗Δɼफ़

79

Γ͑Ͷɼࠅਕࡑཻڒ൳ͺࠅࡍྖͶΑͫΔΗɼΚ͗ࠅͶࡑཻͤΖࠅਕͺɼݓ

80

๑Κ͗ࠅͶࡑཻͤΖݘཤ͵͏͢Ӏ͘କ͘ࡑཻͤΖ͞ͳΝགྷͤٽΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖݘཤΝ

81

ฯ্͠Ηͱ͏ΖͲͺ͵͚ɼͪͫɼड़ࠅ؇ཀྵྫ๑ແ͗ͨࡍྖͶΓΕߍΝన

82

ͳΌΖͶଏΕΖ૮ཀྵ༟͍͗ΖͳஇͤΖͶݸΕࡑཻؔغߍΝण͜Ζ͞

83

ͳ͗Ͳ͘ΖஏҒΝ༫͓ΔΗͱ͏ΖͶ͙ͤ͵͏Ͳ͍Εɼͪ͗ͯ͢ͱɼࠅਕͶଲͤΖݓ

84

๑خຌదਕݘฯ্ͺɼӊΓ͑͵ࠅਕࡑౕཻΚ಼͚Ͳ༫͓ΔΗͱ͏ΖͶ͙ͤ

85

͵͏ͳմͤΖ͗૮Ͳ͍ͯͱɼࡑཻڒ൳Ν݀ͤΖࠅࡍྖΝ߈ͤΖΉͲฯ

86

্ɼͤ͵Κͬɼࡑཻؔغݓ๑خຌదਕݘฯ্Νण͜ΖߨҟΝࡑཻؔغߍࡏ

87

Ͷভۅద͵ࣆͳ͢ͱ͢Ξ͢Ώ͚͠Η͵͏͞ͳΉͲฯ্͗༫͓ΔΗͱ͏Ζͳմͤ

88

Ζ͞ͳͺͲ͘͵͏ɽࡑཻࠅਕߨҟ͗ݓ๑͵Ͳɼ๑ແ͗ͨߨҟΝ

89

͖ΔೖຌࠅͶͳͯͱΉ͢͏ͳͺ͏͓͵͏ͳՃ͢ɼΉͪɼӊߨҟ͖Δগ

90

པ֚ࠅਕ͗ೖຌࠅཤӻΝ֒ͤΖߨҟΝߨ͕͑ͨΗ͍͗ΖंͲ͍ΖͳਬͤΖ͞ͳ

91

ͺɼӊߨҟ͗ىΓ͑͵қັͶ͕͏ͱݓ๑ฯ্Νण͜ΖͲ͍Ζ͖Δͳ͏ͯͱ͵

92

ΞΔ͝ΔΗΖͲͺ͵͏ɽ

93



94

࠹দ ʀʀ   ߺ  ת  ॄܒน

95

ݓ๑ͺɼ۟ࢀড়್ߴͶ͕͏ͱʰஏ๏ޮڠରௗɼͨ٠ճ٠ҽ;ٶ๑ཱఈΌΖͨ

96

ଠཥҽͺɼͨஏ๏ޮڠରे͗ં͞ΗΝમͤڏΖɽʱͳوఈ͢ͱ͏ΖɽՁ͗͞

97

͞Ͷ͏͑ஏ๏ޮڠରͲ͍Ζ͖Ͷͯ͏ͱͺɼՁΔࣖͤΖͳ͞Θͺ͵͏͗ɼݓ๑͗ಝͶҲ

98

হΝઅ͜ͱஏ๏࣑ࣙΝฯ্ͤΖͶ͏ͪͯͪॶҐͺɼݓ๑خͳͤΖ࣑क

99

ԿҲͱ͢ͳɼेೖਫ਼Ͷືં͵ؖ࿊Νͯޮڠదࣆແͺɼͨஏ๏ेघ

100

Ͳͨेର͗कରͳ͵ͯͱॴཀྵͤΖ࣑ܙସΝฯ্ͦΞͳͤΖटࢭͶड़ͪͲ

101

͍Ζɽ͞टࢭͶͤΖͳ͘ͺɼӊஏ๏ޮڠରͳ͏͏ಚΖͪΌͶͺɼୱͶ๑ཱͲஏ๏

102

ޮڠରͳ͢ͱखΕѽΚΗͱ͏Ζͳ͏͑͞ͳͫ͜ͲͺଏΔͥɼࣆࣰे͗ࡃܨదชԿ

103

దͶືં͵ڠಋਫ਼ΝӨΊɼڠಋରқࣟΝͯͱ͏Ζͳ͏͑ऀճదخ൭͗ଚࡑ͢ɼԌַద



－147－

104

ͶΊͱɼΉࣰͪݳߨͶ͕͏ͱɼ૮ఖౕࣙकཱི๑ݘɼࣙकߨݘɼࣙकࡔ

105

ݘஏ๏࣑ࣙخຌదݘΝ༫͠ΗͪஏҮରͲ͍Ζ͞ͳΝචགྷͳͤΖͳ͏͑

106

΄͘Ͳ͍Ζɽͨ͢ͱɼ͖͖ΖࣰରΝඍ͓ͪରͲ͍ΖҐɼࣰͨରΝໃࢻ͢ͱɼݓ๑Ͳ

107

ฯ্ͪ͢ஏ๏࣑ࣙݘΝ๑ཱΝҐͱ͑͞ͳͺɼ͠ڒΗ͵͏ͳմͤΖΝ૮ͳͤ

108

Ζɽ

109
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資料２-１

ἲయ⣔ᅋయ⮬ࡘ࠸࡚➼
す㈅ ᑠྡ㒔㸦㤳㒔Ꮫᮾி㸧
2017 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥
㸾21 ୡ⣖ᆅ᪉⮬ไᗘ◊✲

1㸬ᅋయ⮬㸦körperschaftlich Selbstverwaltung㸧ࡘ࠸࡚
ᡓᚋ㸪ᅋయ⮬࠸࠺ゝⴥࢆᬑཬࡉࡏࡓࡢࡣ⏣୰㑻࡛࠶ࡿࡉࢀࡿ1㸬
ࠕ⮬⾜ᨻཪࡣᆅ᪉⮬⾜ᨻ㸦local autonomy, kommunale Selbstverwaltung㸧࠸࠺ほᛕࡣ㸪
ࡘࡢせ⣲ࡢ⤖ྜࡼࡾᡂࡿ㸬ࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪ᅧᐙෆࡢ୍ᐃᆅᇦࢆᇶ♏ࡍࡿ⊂❧ࡢᅰ㧓ࡀ㸪
ᅧࡽ⊂❧ࡋ࡚⮬ᕫࡢ┠ⓗ࣭ពᛮཬࡧᶵ㛵ࢆࡶࡘࡁ࡛࠶ࡿ࠸࠺ព࡛ࡢࠗᅰ㧓⮬࠘
ࡢせ⣲࡛࠶ࡾ㸪ࡢ୍ࡘࡣ㸪ࡑࡢᅰ㧓ࡢ⾜ᨻࡀ㸪୰ኸᨻᗓࡢᡭࡼࡗ࡚࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢᅰ㧓
ࡢᵓᡂဨ⮬ࡽࡢᡭࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿ࠸࠺ព࡛ࡢࠗఫẸ⮬࠘ࡢせ⣲࡛࠶ࡿ㸬
ᆅ᪉⮬ࡢほᛕࡣ㸪ᮏ᮶㸪ࡇࡢࡘࡢせ⣲ࢆᨭᰕࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢఱࢀࢆḞ࠸
࡚ࡶ㸪ᮏ᮶ࡢព࡛ࡢᆅ᪉⮬ࡣ࠸࠼࡞࠸2ࠖ
㸬
ࡋࡋ㸪ᆅ᪉⮬ࢆᅋయ⮬ఫẸ⮬ศࡅࡿᴫᛕᅗᘧ⮬యࡣᡓ๓ࡽ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
࠼ࡤ㸪
⨾⃰㒊㐩ྜྷ㸸
ࠕᨻୖࡢព⩏࠾ࡅࡿ⮬ࠖࠕἲᚊୖࡢព⩏࠾ࡅࡿ⮬ࠖࡢࡘࢆ༊ู
ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡋࡓୖ࡛㸪ᚋ⪅ࢆබඹᅋయࡼࡿ⮬⾜ᨻࡢࡇ࡛࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡿ3㸬ࡲࡓ㸪
බඹᅋయࢆ࠙ࢫࣛࢻ 2 ᯛ┠ࠚࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡋࡓୖ࡛㸪
ࠕබඹᅰ㧓ࡢ⾜ࡩᡤࡢ⾜ᨻࢆ⛠ࡋ࡚
ᬑ㏻⮬⾜ᨻㅝࡩ㸬௨ࡗ࡚ᅜࡢ┤᥋ࡢ⾜ᨻࡓࡿᐁ⾜ᨻᑐࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ4ࠖ㏙ࡿ㸬
Heinrich Rosin5㸸
ࠕἲᚊୖࡢព⩏࠾ࡅࡿ⮬ࠖ㸻ᅋయ⮬㸦körperschaftliche Selbstverwaltung㸧
ࠕ ᨻ  ୖ ࡢ ព ⩏  ࠾ ࡅ ࡿ ⮬  ࠖ 㸻 ఫ Ẹ ⮬  㸦 bürgerliche Selbstverwaltung ࡞ ࠸ ࡋ
staatsbürgerliche/gemeindebürgerliche/stadtbürgerliche Selbstverwaltung㸧
ᮏሗ࿌ࡢㄢ㢟㸸ᅋయ⮬ᅜἲయ⣔ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮

2㸬ᡓ๓ࡢ⏣୰㑻࠾ࡅࡿ᮲ᅜἲయ⣔ࡢ㛵ಀ
࠙ࢫࣛࢻ 3 ᯛ┠ࠚ
࣭බඹᅋయࡢ⮬ἲࡀᅜᐙἲࡢ୍㒊࡞ࡿ
බඹᅋయࡢ⮬ἲࡀᅜᐙἲࡢ୍㒊࡞ࡿ๓ᥦࡋ࡚㸪
1

▼ᕝࠕᮍࡢ➨ඵ❶ࠖ㸪⮬ົࢭ࣑ࢼ࣮638 ྕ㸦2015 ᖺ㸧2ࠥ6㸪5 㡫㸬
⏣୰㑻ࠗ⾜ᨻἲព࠘
㸦1950 ᖺ㸧192 㡫㸬ࡲࡓ㸪ྠࠗ᪂᠇ἲᆅ᪉⮬࠘
㸦1948 ᖺ㸧5 㡫
ࡶྠࡌグ㍕ࡀ࠶ࡿ㸬
3
⨾⃰㒊㐩ྜྷࠗ᪥ᮏ⾜ᨻἲ㸦ୖᕳ㸧࠘
㸦1936 ᖺ㸧㸪483ࠥ84 㡫㸬
4
⨾⃰㒊㸪๓ᥖ㸪483 㡫㸬
5
Heinrich Rosin, Souveränität, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung, 1883, S. 56ff.
2

－167－

࣭ᅜᐙἲࡼࡿᤵᶒ࠾ࡼࡧᅜᐙἲ▩┪ࡋ࡞࠸ࡇࡀᚲせ
ᅜᐙἲࡢ୍㒊࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡣ㸪ᅜἲయ⣔ࡢ୍㒊࡞ࡿ࠸࠺ព࡛࠶ࡿ⌮ゎࡋ࡚Ⰻ
࠸ᛮࢃࢀࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣࡇࡢ⌮ゎࢆ๓ᥦヰࢆࡍࡍࡵࡿ㸬
࡛ࡣ㸪ᅜἲయ⣔ࡢ୍㒊࡞ࡿ࠸࠺ࡇ㸪ᅜᐙἲࡼࡿᤵᶒࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡢ㛫ࡣ
ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ㸬
࠙ࢫࣛࢻ 4 ᯛ┠ࠚ
ἲࡣಶูࡢἲࡢ༢࡞ࡿ㞧ከ࡞ᐤࡏ㞟ࡲࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୍ᐃࡢయ⣔ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ
࡛ࡣ㸪ࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
Ѝ ※Ἠࢸ࣮ࢮ㸦ἲయ⣔ࡢྠ୍ᛶࡣࡑࡢ※Ἠࡼࡗุ࡚ᐃࡉࢀࡿ㸧
Ѝ ጇᙜᛶࡢ㐃㙐㸦Model B㸧࡞࠸ࡋ௧ᶒࡢ⾜㸦Model A㸧ࡀ㐃㙐ࡋ୍࡚ࡘࡢ※Ἠ⏤
᮶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
Model A: ࡑࡢయࡀㄡࡶ㐳ࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࢁࡢ✲ᴟⓗ࡞య㸪ࡘࡲࡾᶒ⪅ࢆࡑࡢ※Ἠ
ࡋ࡚㸪ࡑࡇࡽⓎฟࡍࡿἲつ⠊ࡢ⥲యࢆ୍ࡘࡢࣘࢽࢵࢺࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ
Model B: ࡑࢀ⮬యࡋ࡚ࡣఱࡶጇᙜᛶࢆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸つ⠊ࡋ࡚ࡢ✲ᴟⓗ࡞つ⠊㸪
ࡘࡲࡾ᰿ᮏつ⠊ࡽⓎฟࡍࡿἲつ⠊ࡢ⥲యࢆ୍ࡘࡢࣘࢽࢵࢺࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ

3㸬ἲே᱁ࡢ༢㸦ἲே᱁ࡢಶู㸧
ྠࡌἲయ⣔ࡢෆ㒊ู࡛ࡢἲே᱁ࢆసࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࡢ
Ѝ ἲே᱁ࡢࣘࢽࢵࢺࢆࡇ⨨ࡃࡁ㸪ἲே᱁ࡢಶูࢆࡢࡼ࠺࡞ࣘࢽࢵࢺ࠾࠸
࡚⾜࠺ࡁ
࠙ࢫࣛࢻ 6 ᯛ┠ࠚ
ពᛮࢻࢢ࣐㸸 ἲⓗຠᯝࡣ㸪ࡑࡢἲᚊ⾜Ⅽࢆ⾜࡞ࡗࡓయࡀࡑࡢἲⓗຠᯝࢆᮃࡴពᛮࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࡽࡇࡑ⏕ࡌ㸪ἲ⛛ᗎࡣࡑࢀࢆチࡍ㐣ࡂ࡞࠸6㸦Bernhard Windscheid㸧
Kelsen㸸 ᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵㸪ᅜࡢᶵ㛵㸪ศࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇពࡣ࡞࠸
Ѝ ᆅ᪉㆟࡛࠶ࢀ㸪ᅜ࡛࠶ࢀ㸪ᅜᐙἲయ⣔ᒓࡍࡿἲࢆᐃ❧ࡍࡿ⪃࠼ࡿ௨ୖ㸪࡚
ᅜᐙᶵ㛵࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑࢀࢆᆅ᪉බඹᅋయࡢᐃ❧ࡋࡓἲ࡛࠶ࡿ㸪୰ኸᨻᗓࡢᐃ❧ࡋࡓἲ
࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣពࢆ࡞ࡉ࡞࠸
ᐑἑಇ⩏㸸 ᅛ᭷ົࡢྰᐃ㸪ᅋయ⮬ࡢព⩏ᾘᴟⓗ㸦ཧ⪃㈨ᩱࠕᅋయ⮬ࡘ࠸࡚ࠖ
ཧ↷㸧

4㸬୰㛫ே᱁㸦୰㛫㡯㸧ࢆ⨨ࡃࡇࡢព⩏
௬⮬యࡢἲయ⣔ࡀᅜἲయ⣔ྠ୍࡛࠶ࡿࡋࡓሙྜ㸪ᆅ᪉බඹᅋయ࠸࠺ἲே᱁ࢆほ
ᛕࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ពࡀ࠶ࡿ
࠙ࢫࣛࢻ 7 ᯛ┠ࠚ

6

Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9 Aufl., 1 Bd., 1906, § 69 (Die
Rechtsgeschäfte), S. 310ff.
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ࡘࡢၥ㢟ࢆ༊ูࡍࡿᚲせ㸸
㸦1㸧ᶒ㝈ᤵ⪅ᶒ㝈ࢆᤵࡉࢀࡓ⪅ࡢ㛵ಀ
࠙ࢫࣛࢻ 8 ᯛ┠ࠚ
㸦2㸧ᶒ㝈ࢆᤵࡉࢀࡓ⪅ࢆᢳ㇟ⓗே᱁ࡍࡿࡇࡢព
࠙ࢫࣛࢻ 9 ᯛ┠ࠚ

5㸬᮲ᅜἲయ⣔ࡢ㛵ಀ㸦2㸧ѸѸѸᡓᚋ
⏣୰㑻㸸
ᆅ᪉බඹᅋయࡀ᮲ࢆไᐃࡍࡿࡇࡣ㸪᠇ἲࡸᆅ᪉⮬ἲࡢつᐃࢆࡲࡗ࡚ึࡵ࡚࡛ࡁࡿࡇ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࠕᆅ᪉බඹᅰ㧓ࡀ㸪ᆅ᪉බඹᅰ㧓ࡋ࡚ࡢᏑ❧ࢆㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࡑࡢົ
㛵ࡋ࡚ἲつࢆタࡅࡿࡇࡣ㸪ࡑࡢ⮬ᶒࡢᙜ↛ࡢෆᐜࡋ࡚ࡇࢀࢆㄆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸7ࠖ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ἲࡣ㸪ࠕ⮬ἲ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᅧᐙἲ࡛ࡣ࡞࠸8ࠖ㸬
࠙ࢫࣛࢻ 10 ᯛ┠ࠚ
ࠕἲᚊࡀࡑࡢ⮬ᅰ㧓ㄆࡵࡓ⮬ᶒ࣭࣭࣭ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚⮬ἲࡢᐃ❧ࢆㄆࡵࡿࡇࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ἲᚊࡼࡘ࡚㸪ࡑ࠺࠸࠺ෆᐜࡢ⮬ἲᙧᘧࡢᤵᶒࢆࡍࡿࡇࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬ేࡋࡼ࠺࡞ἲࡣ㸪ᙧᘧࡣ⮬ἲ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᐇ㉁ⓗ⮬ἲࡧ࠺ࡿ
࠺ࡣၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪ࡴࡋࢁ⮬ἲࡢᙧᘧࡼࡿᅧᐙἲᐃ❧ࡢᤵᶒ⪃࠼࡚Ⰻ࠸9ࠖ
㸬
Ў
㸦1㸧㸦2㸧ࢆ༊ู㸸
㸦1㸧ᅜἲࡽࡢᤵᶒࢆཷࡅᐃ❧ࡉࢀࡿᐇ㉁ⓗ࡞ᅜἲࢆྵࡴࡇࢁࡢ㸪ᙧᘧⓗ࡞ពࡢ⮬
ἲ
㸦2㸧ᅜἲࡽࡢᤵᶒࢆཷࡅࡎᙜ↛⮬ᶒࡢᖐ⤖ࡋ࡚ᐃ❧ࡉࢀࡿࡇࢁࡢ㸪ᐇ㉁ⓗ࡞
ពࡢ⮬ἲ
ࠕ⮬ἲࡶ㸪✲ᴟ࠾࠸࡚㸪ᅧࡼࡾ㸪ࡑࡢุᶵ㛵ཪࡣ⾜ᨻᶵ㛵ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢጇᙜᛶࡀ
☜ಖࡉࢀࡿព࠾࠸࡚㸪㛫᥋ࡣᅧᐙἲࡢἲ※ࢆᵓᡂࡍࡿࡣ࠸࠸࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪┤
᥋ࡣ㸪බඹᅰ㧓ࡢἲࡓࡿ㯶≉Ⰽࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࡢ࡛࠶ࡿ10ࠖ㸬
ࠕ⮬ἲࡣ┤᥋ࡣබඹᅰ㧓ࡢἲ࡛࠶ࡿࡽ㸪
࣭࣭࣭ࡑࡢຠຊ࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢀ⮬యࢆ┤ࡕ
ᅧᐙἲࡋ࡚㸪௧ྠᵝ㏻⏝ࡏࡋࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁ⚾ேࡸ⚾ἲேࡢᐃ❧ࡍ
ࡿἲࡢຠຊྠᵝ㸪ᅧᐙἲࡢᯟࢆ㏻ࡋุ࡚᩿ࡉࢀ࡚ࡣࡌࡵ࡚㸪ᅧᐙἲࡋ࡚ࡢጇᙜࡀ☜
ಖࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ11ࠖ
ࡇࡢ㆟ㄽࡢ≉ᚩ
A. ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⮬ἲࡣ㸪ᙜ↛ᅜἲ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
࣭࣭࣭ᅜἲ⮬ἲࡢඖㄽࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪
ࠕ␜ヱ⮬ᅰ㧓ࡢᨭ㓄ᅪ┠ⓗᶵ⬟

7

⏣୰㑻ࠕ᮲ࡢᛶ㉁ཬࡧຠຊࠖ㸪ྠࠗἲᚊࡼࡿ⾜ᨻࡢཎ⌮࠘
㸦1954 ᖺ㸧
㸦ึฟ 1948 ᖺ㸧
335 㡫㸬
8
⏣୰㸪๓ᥖ㸪336 㡫㸬
9
⏣୰㸪๓ᥖ㸪337 㡫㸬
10
⏣୰㸪๓ᥖ㸪338ࠥ39 㡫㸬
11
⏣୰㸪๓ᥖ㸪339 㡫㸪ὀ 1㸬
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㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᡂ❧ࡢᆅ┙12࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡺ࠼㸪ᅜἲᆅ᪉⮬యࡢ⮬ἲࡣࠕ␗࡞ࡿ
㡿ᇦ࣭␗࡞ࡿᆅ┙ࡢୖጇᙜࡍࡿἲ13࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡞ࡿ㸬
Ѝ ᅜἲ⮬ἲࡢඖㄽࢆᇶ♏ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࠕሙࠖࡢ┦㐪
㸬㸬
B. ἲᚊ⮬ἲࡢ༊ูࡣ㸪ࠕᅧබඹᅰ㧓ࡢᶒࡢศ㓄ࡢ⤖ᯝ⏕ࡎࡿ༐ูࠖ
㸬㸬
࣭࣭࣭ᙼࡣࡇࡇ࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࠕᶒࠖ࠸࠺ゝⴥഐⅬࢆࡋ࡚㸪ࡑࡢ┤๓ࡢࠕ❧ἲᶒ
㸬㸬
⾜ᨻᶒࡢᶒ㝈ࡢศ㓄ࡢ⤖ᯝ⏕ࡌࡿ༐ูࠖࡋ࡚ࡢἲᚊ௧ࡢ┦㐪ࡘ࠸࡚㏙ࡿ㝿ࡢ
㸬㸬
ࠕᶒ㝈ࠖ࠸࠺ゝⴥࡶྠᵝഐⅬࢆࡋ㸪ศ㓄ࡢᛶ㉁ࡢ┦㐪ࢆ㝿❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢⅬ
ࡣ㸪ᡓ๓ᙼࡀ㸪ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⮬ἲไᐃࡣᅜἲࡢࠕᤵᶒࠖࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ㸪ࡘࡲࡾࠕᶒ㝈࡛ࠖ࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡓࡇ㸪㝿❧ࡗࡓ㌿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
Ѝ ᅜᐙᆅ᪉බඹᅋయࡣ㸪୍ᐃࡢሙ࠾࠸࡚ࡣ㸪୍᪉ࡀᶒ㝈ᤵࢆ⾜࠺㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᶒ㝈ᤵ㛵ಀࢆᐃࡋ࡞࠸ࠕᶒࠖࡢศ㓄ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ㸪ࡘࡲࡾࠕ➼ࠖ
ࡢ㛵ಀ࠶ࡿ㸬
⮬ἲㄽ࠾࠸࡚㸪␗࡞ࡿሙࡸ➼ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡇࡣ㸪ᅜἲయ⣔ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⮬
ἲయ⣔ࢆ␗࡞ࡿἲయ⣔ࡋ࡚ඖⓗ⌮ゎࡍࡿぢ᪉ࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿ㸬ࡇࢀᑐࡋ࡚㸪ᅜᐙ
ࡶᆅ᪉බඹᅋయࡶྠࡌࡃ᪥ᮏᅜ᠇ἲࡼࡗ࡚ࡑࡢᶒ㝈ࡀ࠼ࡽࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇࢆᙉㄪ
ࡍࡿぢ᪉ࡣ㸪ᅜἲయ⣔ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⮬ἲయ⣔ࢆྠ୍ࡢἲయ⣔ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿぢ᪉
ࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ࠸㸬

6㸬ἲయ⣔ࡢ༢㸦ἲయ⣔ࡢಶู㸧
㏙ࡓࡼ࠺㸪ᡓᚋࡢᅋయ⮬ࡘ࠸࡚㸪௬ྠ୍ἲయ⣔ㄝูἲయ⣔ㄝࡢ୧᪉ࡀᡂࡾ
❧ࡕ࠺ࡿࡍࡿ㸪࠸࡞ࡿሙྜἲయ⣔ࡀู࡛࠶ࡿุ᩿ࡍࡿࡢ㸪࠸࠺Ⅼࢆࡶ࠺ᑡ
ࡋヲࡋࡃၥ㢟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
࠙ࢫࣛࢻ 5 ᯛ┠ࠚ
A- Model 1 ᑐᛂ
B- Model 2 ᑐᛂ
A ࡶ B ࡶ㸪✺ࡁワࡵ࡚㐺⏝ࡍࡿ㸪ἲᚊᐙࡀ㏻ᖖἲయ⣔ࡀྠ୍ู⪃࠼ࡿ㝿ࡢἲయ
⣔ࡢ༢ࡣࡅ㞳ࢀࡓ⤖ㄽࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿ㸬⤖ᒁࡣ C ࡢࡼ࠺㸪ἲయ
⣔ࡢᵓᡂせ⣲࡞ࡿἲࡢㄆᐃࡣἲᚊᐙࡸุᡤࡢᐇົ࡞ࡼࡗ࡚࣮ࣜࢻࡉࢀࡿ♫័⾜
ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿ࠸࠺ぢ᪉ࡀ㸪ከࡃࡢᨭᣢࢆ࠼࡚࠸ࡿ14㸬
ࡇࡢⅬ㸪ᅧᐙᆅ᪉බඹᅋయࡀࠕ➼ࠖࡢ㛵ಀ࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࢆࡶࡗ࡚㸪ἲయ⣔ࡀࠕู࡛
࠶ࡿࠖぢࡿ⪃࠼᪉ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࠕࡑࡶࡑࡶ㸪2 ࡘࡢయ⣔ࡀ⊂❧࣭↓㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇࡣ㸪ࡑ
ࢀࡀࡑࡢࡲࡲ➼࡛࠶ࡿ࡞ࡐゝ࠼ࡿࡢၥࡀṧࡿ㸬␗࡞ࡿᑐ㇟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡿࡢࡣࡓ
ࡔ␗࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡢࡳ࡛࠶15ࠖࡿࡢᢈุࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ㸬
12

⏣୰㸪๓ᥖ㸪336 㡫㸬
⏣୰㸪๓ᥖ㸪339 㡫㸬
14
H.L.A. ࣁ࣮ࢺࠕࢣࣝࢮࣥࡢἲࡢ⤫୍㛵ࡍࡿᏛㄝࠖ㸪ྠࠗἲᏛ࣭ဴᏛㄽ㞟࠘▮ᓮගᅞ㸪
ᯇᾆዲヂ㸦1990 ᖺ㸧349-88 㡫㸬
15
ᑎ㇂ᗈྖࠕㄪᩚ⌮ㄽ⪃ѸѸѸㄆ㆑ㄽⓗཬࡧ㐣⛬ㄽⓗᢕᥱѸѸѸࠖ㸪Ụ⸨῟୍⦅ࠗᮧ℩ಙஓඛ⏕
ྂ⛥グᛕ ᅜ㝿ἲᏛࡢㅖ┦ѸѸѸ฿㐩ⅬᒎᮃѸѸѸ࠘
㸦2015 ᖺ㸧105ࠥ49㸪134 㡫㸬ࡇࡢᢈุࡣ㸪
ᒣᮏⲡࡢࠕ➼⌮ㄽࠖᑐࡋ࡚ྥࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
13
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ࡋࡋ㸪㏫ゝ࠼ࡤ㸪ྠ୍࡛࠶ࡿྰࢃࡽ࡞࠸ᑐ㇟ᑐࡋ࡚㸪␗࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡶゝ
࠼࡞࠸ࡣࡎ㸬ࡑࡋ࡚㸪␗࡞ࡿࡇࢆㄽドࡍࡿࡣ㸪࠶ࡿἲయ⣔ูࡢ␗࡞ࡿࡉࢀࡿἲయ
⣔ࡢ࣓ࢱ㞟ྜࢆ๓ᥦࡍࡿࡇ࡞ࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪ࡑࡢ࣓ࢱ㞟ྜ⮬యᒓࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆࡶ
ࡗ࡚ྠ୍ࡢἲయ⣔ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡍࡿ㸪↓㝈ᅇᖐⓗ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡲࡓ㸪ἲᚊᐙ
ࡢ㏻ᖖࡢࠕἲయ⣔ࠖ࠸࠺ㄒࡢ⏝ἲࡽࡣࡅ㞳ࢀࡿ㸬
Ў
ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪ἲయ⣔ࡢྠ୍ᛶࢆ㸪㏻ᖖࡢἲࡢゐゎᾘ࣮ࣝࣝࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿྰࡼࡗ࡚
ᖐⓗᐃ⩏ࡍࡿ㸬

7㸬ἲࡢゐࡀ⏕ࡌࡓሙྜ
ᅜἲయ⣔⮬యࡢ⮬ἲయ⣔ࢆ␗࡞ࡿἲయ⣔࡛࠶ࡿࡍࡿ㸪ࡑࢀࡶྠ୍ࡢᅜἲయ⣔
࡛࠶ࡿࡍࡿࡼࡗ࡚㸪ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࡢ
࠙ࢫࣛࢻ 11 ᯛ┠ࠚ
ྠ୍ἲయ⣔ㄽ❧ࡕ㸪ᅜἲ⮬ἲࡢ㛫ࡇࡢព࡛ࡢ⾪✺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿ
ሙྜ㸪➨୍࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿ auctoritas superior ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅜἲࡀඛᏑᅾࡍࡿሙ
ྜࡣ㸪᮲ࡣࡇࢀ▩┪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎ㸦ἲᚊඛ༨ㄽ㸧㸪ᅜἲࡀᚋࡽᐃ❧ࡉࢀࡓሙྜ
ࡣ㸪᮲ࡀຎᚋࡍࡿ㸬
ྠ୍ἲయ⣔࡛࠶ࡿࡋࡘࡘ㸪ࡘ㸪୍ᐃࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡣᆅ᪉බඹᅋయᅜࡀྠ୍ࡢࣄ࢚
࣮ࣛࣝ࢟࠶ࡿ⪃࠼ࡿሙྜ㸪➨୍࣮ࣝࣝࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛㸪➨࣮ࣝࣝ➨୕࣮ࣝࣝ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ฎ⌮ࡉࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ᅜἲࡀඛᏑᅾࡍࡿሙྜࡣ㸪➨࣮ࣝࣝࢆ㐺⏝ࡋᚋ
᪉࡛࠶ࡿ᮲ࡀඃඛ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡕࡽࡀ≉ูἲ࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡏࡿሙྜࡣ➨୕࣮ࣝࣝࢆ
㐺⏝ࡋ㸪≉ูἲࡳ࡞ࡏࡿ᪉ࢆඃඛࡍࡿ㸬
ูἲయ⣔ㄝ❧ࡘ㸪➨୍࣮ࣝࣝࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡇࡣࡶࡕࢁࢇ㸪➨࣮ࣝࣝ௨㝆ࡶᙜ↛
ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡓࡔ㸪ࡘࡢἲయ⣔ࡀู࡛࠶ࡿ௬⪃࠼ࡓࡋ࡚ࡶ㸪
⌧ᐇࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ㸪࠶ࡿἲయ⣔ᒓࡍࡿつ⠊ูࡢἲయ⣔ᒓࡍࡿつ⠊ࡀ㸪ྠ୍ேᑐࡍࡿ
ྠࡘྠ✵㛫࡛ࡢ␗࡞ࡿ⾜Ⅽࢆࡎࡿࡇࡣ࠶ࡾ࠺ࡿ⪃࠼ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡢព
࡛㸪୧⪅ࡢ㛫ࡣ⾪✺ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ㸬ࡑࡢሙྜࡣ㸪ఱࡽࡢㄪᩚࡀᅗࡽࢀ
ࡿࡇࡀᐇୖከࡃ㸪ࡾࢃࡅ㸪୧ἲయ⣔ࡢ㐺⏝ࡿᶵ㛵ࡀྠ୍ࡢሙྜ㸪ࡑࡢ↛ᛶ
ࡣ㧗࠸㸬ࡋࡋ㸪㸰ࡘࡢつ⠊ࡢ㛫࡛ㄪᩚࡀ࡞ࡉࢀࡿࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡣᐇୖࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢ࣮ࣝࣝࡢᙜ↛ࡢ㐺⏝࡛ࡣ࡞࠸㸬

8㸬ᚨᓥᕷබᏳ᮲ุỴ
᪥ᮏࡢゎ㔘㐠⏝ࡀࡑࡢᚋ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࠙ࢫࣛࢻ 12 ᯛ┠ࠚ
ྂⓗἲᚊඛ༨ㄽ㸸 ࠕᅜࡢἲ௧ࡀ᫂♧ࡲࡓࡣ㯲♧ඛ༨ࡋ࡚࠸ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ἲᚊ
ࡢ᫂♧ⓗ࡞ጤ௵ࡀ࡞࠸㝈ࡾ᮲ࢆไᐃࡋᚓ࡞࠸㸪ࡍࡿࡶࡢ16ࠖ
ᮏุỴࡢࠕ୧⪅ࡢᑐ㇟㡯つᐃᩥゝࢆᑐẚࡍࡿࡢࡳ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㊃᪨㸪┠ⓗ㸪ෆ
16

㧗⏣ᩄࠕ᮲ㄽࠖ㸪㞝ᕝ୍㑻⦅ࠗ⌧௦⾜ᨻἲయ⣔㸦㸶㸧ᆅ᪉⮬࠘
㸦1984 ᖺ㸧165ࠥ222㸪
203 㡫㸬
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ᐜཬࡧຠᯝࢆẚ㍑ࡋࠖ㸪᮲ࡀἲᚊ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿྰࢆุ᩿ࡍࡿ࠸࠺ุ♧ࡣ㸪ἲᚊඛ
༨ㄽࢆಟṇࡋࡓࡶࡢ㸽
ᡂ⏣㢗㸸 ᮲ไᐃᶒࡢ㝈⏺ࡣࡘࡢഃ㠃ࡽ⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ17㸬
ᆅ᪉⮬ἲ 14 ᮲ 1 㡯࠶ࡿࡼ࠺㸪
㸦1㸧ࠕ2 ᮲ 2 㡯ࡢົࠖᒓࡍࡿྰ
㸦2㸧ࠕἲ௧㐪ࡋ࡞࠸ࠖྰ
ࡇࡢุỴࡣ㸪➨ࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࠕἲ௧㐪ࡋ࡞࠸ࠖྰ࠸࠺Ⅼࡢࡳ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚
࠸ࡿ㸬ἲᚊࡢ㊃᪨㸪┠ⓗ㸪ෆᐜཬࡧຠᯝࢆ᩵㓃ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣ㸪㏻ᖖࡢἲᚊゎ㔘ࡢᐇ㊶࡛
࠶ࡿࡶ࠸࠼ࡿ㸬ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿἲᚊゎ㔘ࡼࡗ࡚㸪ୗつ⠊࡛࠶ࡿ᮲ไᐃᶒࡢ㝈⏺
ࡀỴࡲࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࡍࢀࡤ㸪ᮏุỴࡢุ♧ࡣ㸪auctoritas superior ࣮ࣝࣝࡢ༢⣧࡞㐺
⏝㐣ࡂ࡞࠸㸬
ูἲయ⣔ㄝ❧ࡘ㸪ᙜ↛ auctoritas superior ࡢ࣮ࣝࣝࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸㸬ࡇࡇ࡛ၥ㢟࡞ࡿ
ࡢࡀ㸪ᆅ᪉⮬ἲ 14 ᮲ 1 㡯ࡢつᐃࡢゎ㔘㸸
⣲┤ㄞࡴ㸪ࠕἲ௧㐪ࡋ࡞࠸㝈ࡾ࠾࠸࡚ࠖ࠸࠺せ௳ࡣ㸪ࠕ➨ 2 ᮲➨ 2 㡯ࡢົ
㛵ࠖࡍࡿሙྜࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬
Ў
ࡇࡢゎ㔘ࢆ㑊ࡅࡼ࠺ࡍࡿ࡞ࡽ㸪
ࠕἲ௧㐪ࠖࡍࡿ⮬యࡀ⏕ࡌࡿࡢࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ⮬ົ
ᅜᐙົࡢ࣮࣎ࢲ࣮ࣛࣥୖ㝈ࡽࢀࡿࡽ㸪ࡑࡶࡑࡶࡑࢀ௨እࡢ⮬ົࡢ㡿ᇦ㛵
ࡋ࡚ࡣ㸪
ࠕἲ௧㐪ࡋ࡞࠸㝈ࡾ࠾࠸࡚ࠖࡢせ௳ࡣၥ㢟࡞ࡽ࡞࠸ゎࡍࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪
⮬ົࡢ㡿ᇦ࡛⮬యࡢ⮬ἲࡢ㛵ಀ࡛⩏ົࡢ⾪✺ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿᅜἲࡣ㸪᠇ἲ 92 ᮲
㐪ࡋࡶࡶຠຊࢆᣢࡓ࡞࠸ゎࡍࡿࡇࡶྍ⬟㸬᠇ἲ 94 ᮲ࡢࠕἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠖࡢ
ゎ㔘ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ㸬
ࡇࡢぢᆅࡽᮏุỴࢆࡶ࠺୍ᗘㄞࡴ࡞ࡽ㸪auctoritas superior ࡢ࣮ࣝࣝࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
୍ぢࡍࡿぢ࠼ࡿࡅࢀࡶ㸪ᐇࡣ㸪ゐࡀၥ㢟࡞ࡿἲᚊࡢゎ㔘㸪⮬ົᅜᐙົ
ࡢࡕࡽ㛵ࡍࡿၥ㢟࠸࠺⪃៖ࡀࡶࡶධࡾࡇࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ㸪
ࠕゐࡀၥ㢟࡞ࡿ
ྰࠖࡢ๓ẁ㝵࡛ၥ㢟ࡢ∦ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡍࡿ㸪ᚨᓥᕷබᏳ
᮲ุ᭱ࡣ㸪᮲ࡀࠕἲ௧㐪ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿሙྜ㸪࡞࠸ࡋ㸪᮲ࡀࠕἲᚊࡢ
⠊ᅖෆ࡛ࠖไᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ぢ࠼ࡿሙྜ㸪ࡘࡲࡾ㸪᪂ࡓ࡞♫ࡢⓎ⏕క࠸⏕
ࡌ࡚ࡁࡓ⮬ົᅜᐙົࡢ࣮࣎ࢲ࣮ࣛࣥୖࡢ㸪ࡘࡢἲయ⣔ࡢㄪᩚၥ㢟ࢆᢅࡗࡓ≉
Ṧ࡞ࢣ࣮ࢫ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺ㄞࡴࡇࡣ㸪ᮏุỴࡢᑕ⛬ࢆ㠀ᖖ
⊃ࡃ㝈ᐃࡍࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿ㸬

9. ࠕබᶒຊ⾜ࠖࡢᙺ
බඹᅋయㄽ㸦බἲேㄽ㸧
බἲே⚾ἲேࡢ༊ูࢆࡇồࡵࡿࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ㄝࡀ࠶ࡿ㸬
࠼ࡤ㸪⨾⃰㒊㐩ྜྷ㸸
බඹᅰ㧓㸦öffentliche Körperschaft㸧ࡘ࠸࡚㸪ࠕᅧᐙࡢୗ࠸࡚ᅧᐙࡼࡾࡢᏑ❧ࡢ┠ⓗ
ࢆ⯅ࡽࢀࡓἲேࠖᐃ⩏ࡋ㸪බἲே⚾ἲேࡢ༊ูࢆḟࡢⅬồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡍ
ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪
㸦1㸧
ࠕ┠ⓗࡀἲᚊ౫ࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࡇࠖ
㸪
㸦2㸧
ࠕタ❧ࡀᅧᐙཪࡣබἲேࡢ
17

ᡂ⏣㢗ࠕἲᚊ᮲ࠖ
㸪Ύᐑᅄ㑻㸻బ⸨ຌ⦅ࠗ᠇ἲㅮᗙ㸦㸲㸧ྖἲ࣭㈈ᨻ࣭ᆅ᪉⮬࣭
᭱㧗ἲつ࣭ᨵṇ࠘㸦1964 ᖺ㸧193ࠥ218㸪208 㡫㸬
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ពᛮ౫ࡿࡇࠖ㸪
㸦3㸧
ࠕ♫ဨࡢຍධࡀᙉไࡏࡽࡿࡿࡇࠖ
㸪
㸦4㸧ᡈࡿ⠊ᅖ࠸࡚ࡇ࠺ἲⓗ
⾜Ⅽࡢᶒ⬟ࡀᤵ⯆ࡏࡽࡿࡿࡇࠖ㸪㸦5㸧ࠕࡢ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡁ⩏ົࢆ㈇ࡦ㝶ࡘ࡚ゎᩓࡢ⮬
⏤࡞ࡁࡇࠖ
㸪
㸦6㸧
ࠕᅜᐙࡢ≉ูࡢ┘╩᭹ࡍࡿࡇࠖ18㸬ࡾࢃࡅ⨾⃰㒊ࡣ㸪༊ูࡢᮏ㉁ࡣ
ࡑࡢᅋయࡢ┠ⓗồࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࡍࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅜᐙ┠ⓗࡢࡓࡵᏑࡍࡿἲேࡀබ
ἲே࡛㸪⚾ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵᏑࡍࡿἲேࡀ⚾ἲே࡛࠶ࡿ19㸬
⏣୰㑻㸸 ࡑࡢᚋࡇࡢ༊ูㄽࡀ᥎⛣ࡋ㸪
ࠕබἲேࡣබἲࡼࡗ࡚つᚊࡏࡽࢀࡿἲே࡛࠶ࡿ
࡞ࡋ㸪ࡑࢀ㛵ࡍࡿἲᚊ㛵ಀࡢ࡚ࢆබἲⓗᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢゎࡍࡿഴྥࠖࢆᣢࡘࡼ
࠺࡞ࡗࡓࡇࢆᣦࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪
ࠕබἲே㜝ࡍࡿἲᚊ㜝ಀࡀᖖබἲ㛵ಀ࠸ࡠࡇ
ࡣ㸪ᅧᐙ㜝ࡍࡿἲᚊ㜝ಀࡉᖖᚲࡎࡋࡶබἲ㜝ಀࡏࡽࢀ࡚ᒃࡽࡠࡇࡽ࠸ࡘ࡚㸪
ከࡃㄝ᫂ࢆせࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠖࡋ࡚㸪
ࠕඛࡎබἲே࡞ࡾࡸ⚾ἲே࡞ࡾࡸࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢఱ
࡞ࡿࡼࡗ࡚㸪ྑ㏙ࡓㅖၥ㢟࡚㸪୍ᚊⓗ࡞⤖ㄽࢆᘬฟࡉ࠺ࡍࡿែᗘࡣ㸪ᐇᐃ
ἲࡢゎ㔚ㄽⓗែᗘࡋ࡚㸪Ỵࡋ࡚ṇ␜ࡣ࠸ࡠࠖ㏙࡚࠸ࡿ20㸬ࡑࡋ࡚㸪⤒῭⤫ไἲࡢ
Ⓨᒎక࠺බἲࡢ⚾ἲ࠾ࡼࡧ⚾ἲࡢබἲ㸪ࡑࡋ࡚ࡇࡢ⼥ྜ⌧㇟ࡢୗ⤫ไࡸ⤫ไ⤌
ྜ㸪㔠ᗜ࡞ࡢ᪂ࡓ࡞⤒῭ⓗ⮬⾜ᨻᅋయࡀⓏሙࡋࡓࡇࡼࡗ࡚㸪⌧ᅾࡣ㸪
ࠕබἲே࣭⚾
ἲேࡢ༊ูࡣࠗ༢↓⏝࡞ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᐇ㝿ୖ᭷ᐖ࡞ࡿ࠘ࡶࡢ⪃ࡿࠖㄝࡀከᩘㄝ
࡞ࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࠕබἲே࣭⚾ἲேࡢ༐ูࡣ㸪ࡓࡔබἲⓗⰍᙬࡢ⃰ῐࡢᕪ㐣ࡂࡠࡋ࡚㸪
ࡑࡢ༐ูࡢ┦ᑐᛶࢆㄝࡁ㸪ᡈࡣࡑࡢᐇᐃἲୖࡢ༐ูࡢព⩏ࢆ୍⯡ⓗྰᐃࡍࡿ⪅ࡀᑡ࡞ࡃ
࡞࠸≧ែ࡛ࠖ࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡿ21㸬
࠙ࢫࣛࢻ 13 ᯛ┠ࠚ
᪉㸪
ࠕබࠖࢆᢤ࠸ࡓࠕἲ㛵ಀࠖࡢ⤖⠇Ⅼࡋ࡚ࡢᙺࢆࠕබᶒຊ⾜ࠖࡢయᮇᚅࡍࡿ
࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ㸪
ࠕබᶒຊ⾜ࠖ㸻ࠕἲⓗᶒຊ⾜ࠖࡢㄞࡳ᭰࠼ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ㸬බᶒຊ㸪
ࡘࡲࡾࣇࣛࣥࢫㄒࡢ puissance publique ࡣ souveraineté ⓗ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓゝⴥ࡛㸪ࢻ
ࢶㄒࡢ Staatsgewalt ࡣࡶࡶ๓⪅ࡢ⩻ヂ࡛࠶ࡿࡉࢀࡿ22㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢព࡛ࡢබᶒ
ຊ⾜ࡀ᭱⤊ⓗᶒ⪅ࡢୗ㞟⣙ࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ࡘࡲࡾ㸪୍ࡘࡢ※Ἠࡢୗ㞟ࡵ
ࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ἲయ⣔ࡢ⤫୍ᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬
Ў
බᶒຊ⾜ࡣ㸪࡚ᅜᐙⓗ⤌⧊⤌ࡳධࢀࡽࢀࡓయࡢᡭጤࡡࡽࢀࡿࡇࡼࡗ࡚㸪᭱
⤊ⓗࡑࡢ※Ἠࢆᅜᐙ㐳ࡽࡏࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ἲయ⣔ࡢ⤫୍ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇ
࡞ࡿ㸬
ࡋࡋ㸪ἲࡢ㐺⏝⾜Ⅽࡀἲⓗᶒຊࡢ⾜࡛࠶ࡿࡍࢀࡤ㸪ఏ⤫ⓗ࡞ᆅ᪉බඹᅋయ௨እࡢ
ࢡࢱ࣮ࡀᢸ࠺ົࡶ㸪ἲࡢࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡢ୰࡛ලయࡉࢀࡓつ⠊ᐃ❧⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࢀࡤ㸪ἲࡢ㐺⏝⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡇࡣ௦ࢃࡾ࡞࠸23㸬ࡶࡋࠕබᶒຊ⾜ࠖヱᙜࡍࡿἲࡢ
㐺⏝⾜Ⅽࢆᙉไࢆక࠺ࡶࡢ㝈ᐃࡋࡼ࠺ࡍࡿ࡞ࡽ㸪ᙉไࢆἲࡢᮏ㉁ࡍࡿぢ᪉ࢆࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿ㸬ࡋࡋ㸪බἲ⚾ἲࡀ⼥ྜࡋ㸪ᅜᐙࡢάື⠊ᅖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸪ἲᴫᛕ⮬య
18

⨾⃰㒊㐩ྜྷࠗ᪥ᮏ⾜ᨻἲ㸦ୖᕳ㸧࠘462ࠥ78 㡫㸬⮬ᅰ㧓㸦Selbstverwaltungskörper㸧࠶ࡿ
࠸ࡣබἲே㸦juristische Person des öffentlichen Rechts㸧ྠ⩏࡛࠶ࡿㄝ᫂ࡉࢀࡿ㸬
19
⨾⃰㒊㸪๓ᥖ㸪467 㡫㸬
20
⏣୰㑻ࠕබἲேㄽࡢྫྷѸѸѸ⤒῭ᅰ㧓ࡢἲⓗᛶ᱁ㄽࢆᶵ⦕ࡋ࡚ѸѸѸࠖ㸪ྠࠗබἲ⚾ἲ࠘
㸦1955 ᖺ㸧㸦ึฟ 1942Ѹ43 ᖺ㸧107ࠥ148㸪115ࠥ16 㡫㸬
21
⏣୰㸪๓ᥖ㸪116 㡫㸬
22
Olivier Beaud, La puissance de l'État, 1994, pp. 55 et s.
23
ලయࡉࢀࡓࠕᐇࠖࡋ࡚ࡢ㐺⏝⾜Ⅽࡘ࠸࡚㸪Martin Borowski, Concretized Norm
and Sanction qua Fact in the Vienna School's Stufenbaulehre, Ratio Juris, vol. 27, no. 1, 2014, pp.
79-93 ཧ↷㸬
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ࢆ⊃ࡵࡿ࠸࠺ࡢࡣⰋ࠸㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿࡼ࠺ࡣぢ࠼࡞࠸㸬
ఏ⤫ⓗ࡞ᆅ᪉බඹᅋయࡢ᮲ไᐃᶒࢆ⮬ἲయ⣔࠸࠺ูࡢయ⣔ࡢ※Ἠࡋࡓୖ࡛㸪ࡇࡢ
᮲ไᐃᶒࢆࡶࡗ࡚ࠕබᶒຊ⾜ࠖᅋయࡢᶆ㆑ࡍࡿ᪉ἲ㸸
ࡇࡢሙྜࡢࠕබᶒຊ⾜ࠖᴫᛕࡣ㸪ἲࡢࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡢ୰ࡢୖ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ㸪
ࡘࡲࡾࡑࡢᢳ㇟ᛶ㔜Ⅼࡀ⨨ࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࠕබᶒຊ⾜ࠖࢆࠕἲࠖⓗᶒຊ⾜ࡸࠕἲࠖ㐺⏝⾜Ⅽࡣษࡾ㞳ࡋ㸪⣧⢋Ṕྐⓗ࡞ᴫᛕ
ࡋ࡚㸪⌧௦࡛ࡶ୍ᐃࡢព⩏ࢆᣢࡘࡶࡢ⪃࠼ࡿ᪉ἲ㸸
࠙ࢫࣛࢻ 14 ᯛ┠ࠚ

10㸬ࡇࢀࡽࡢᅋయ⮬㛵ࡍࡿࡘࡢࣔࢹࣝ
࠙ࢫࣛࢻ 15 ᯛ┠ࠚ

11㸬ࡲࡵ
࣭ἲయ⣔ࡢྠ୍ᛶࢆἲࡢゐ㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ 3 ࣮ࣝࣝࡀἲᚊᐙࡼࡗ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ⠊ᅖ
ᐃ⩏ࡍࡿ㸪᮲⮬ἲㄝࡣ㸪ᡓ๓ࡢྠ୍య⣔ㄝࢆ⬺ࡋ㸪ᅜἲయ⣔ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⮬
ἲయ⣔ࢆูࡢἲయ⣔ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࣭ྠ୍ἲయ⣔ㄝࡽࡍࡿ㸪ᚨᓥᕷබᏳ᮲ุỴࡣ㸪ἲᚊඛ༨ㄽࢆᑀ㏙ࡓ㐣ࡂ࡞
࠸ࡇ࡞ࡿ㸬ࡇࢀᑐࡋ࡚㸪ูἲయ⣔ㄝࡽࡍࡿ㸪ᮏุỴࡣ㸪
ࠕἲࡢゐࡀᏑᅾࡍࡿࠖ
࠸࠺㝿ࡢἲᚊࡢゎ㔘㸪⮬ἲయ⣔ࡢࠕሙࠖ㸪ࡑࢀࡶᅜἲࡢࠕሙࠖࡘ࠸࡚ࡢุ
᩿ࢆධࢀ㎸ࢇࡔุỴ࠸࠺ࡇ࡞ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࠕ⮬ἲయ⣔ࡢሙ࡛࠶ࡿุ᩿ࠖࡉࢀࡿ
ሙྜࡣゐࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࡀ㸪
ࠕᅜἲయ⣔ࡢሙ࡛࠶ࡿุ᩿ࠖࡉࢀࡿሙྜࡣ㏻
ᖖࡢ auctoritas superior ࡢ࣮ࣝࣝࡼࡗ࡚㸪ୖᶵ㛵࡛࠶ࡿᅜୗᶵ㛵࡛࠶ࡿᆅ᪉බඹᅋయ
ࡢἲࡢၥ㢟ࡋ࡚㸪ἲᚊඛ༨ㄽ࡛ฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿ㸬
࣭ఏ⤫ⓗ࡞ᅜᐙ⌮ㄽ࠾࠸࡚ࡣ㸪බᶒຊ⾜ࡣἲయ⣔ࡢ⤫୍ᛶ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࡀ๓ᥦࡍࡿἲᴫᛕࡣ㸪ᑡ࡞ࡃࡶ⌧௦࡛ࡣ⊃ࡍࡂࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪࠼ࡤ㸪
බᶒຊ⾜ࢆࡑࡢᐃ❧ࡍࡿἲࡢᢳ㇟ᛶ࡞࠸ࡋ┈ᛶࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬

－174－

資料２䠉２

法体系と団体自治について等
西貝小名都（首都大学東京）
2017年1月20日
＠21世紀地方自治制度についての調査研究会（平成28年度第4回）

団体自治（körperschaftlich Selbstverwaltung）
•

ドイツ帝政期の公法学者，Heinrich Rosinの造語

•

この呼び方は，明治憲法時代，美濃部達吉らによって，日本の公法学で普及するようになっ
た

「公共團體（öffentliche Körperschaft）とは國家の下に於いて國家より其の存
立の目的を與へられた法人である．或は自治團體
（Selbstverwaltungskörper）と稱し，或は公法人（juristische Person des
öffentlichen Rechts）とも謂ふ．何れも同意義である」．
–––美濃部達吉『日本行政法（上巻）』，1936年，462〜63頁．

団体自治における自主法と国法体系の関係は？
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条例と国法体系の関係（1）–––戦前
「・・・自主法の定立について國家法に明文の定めがあることが多く，一般にはかかる國家
法の授権（Ermächtigung）によってのみ自主法は定立せられ得るもののやうに考へられて居る．併
しその所謂授権が必要とせられる理由には様々のものが混在する．
•

•

•

•

•

その一は，團體の定立する法が有効な法として國家の保護を共有する爲めには，その論理的前提と
して，それを法たらしめることに付て國家法の授権がなければならぬ，國家法の授権によってのみ國
家法としてその妥當を確保し得る，といふ意味に於ていはれる場合であり・・・所謂法段階説の立場
からすれば，これは當然の帰結である」．
「實定制度上には，地方の特殊の必要に應ずる爲めの實際上の考慮から，明示又は黙示に公共團體固
有の法として自主法の定立が許容せられることが多い．そこで明示の授権の有無が實際上にどういふ
意味をもつであらうか．
明示の授権のある場合に，その授権に基いて定立された自主法は國家によって當然にその妥当性が
確保せられる．そこでは國家は，自主法が授権の範囲を越えざるや否やの判断をなすに止まる．之に
反して明示の授権のないときは，–––自主法によって構成員の自由又は財産の侵害に關する規定を設け
得ぬことは暫く別論として–––その定立せる自主法に對しては，私人の定立する法に對すると同様に，
國家法的見地から，果たしてそれを國家法となし得るや否やの批判が加へられ，國家法に矛盾せず，
團體自治の許された範囲に属すると認められる限りに於てのみ，國家によってその妥当性が確保され
ることとなる」．
–––田中二郎「公共團體の自主法の根據と限界–––最近の二三の判例を機縁として–––」，『法律によ
る行政の原理』，1954年（初出1938年），305〜28，315〜20頁．

源泉テーゼ
Model A

Model B
命令の名宛人

命令

命令

具体的規範

具体的規範

命令
抽象的規範
妥当性付与
の連鎖

命令権者

根本規範

アイコンの出典：http://icooon-mono.com/category/person/
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法体系の単位（法体系の個別化）
A．命令（強制）の連鎖に着目

・・・法制定主体の関係に着目

B．妥当性付与の連鎖に着目

・・・法命題の内容に着目

C．構成要素たる資格の認定に関する社会慣行に着目

・・・法執行機関や法決定

機関の認定内容や法制定にまつわる日時など様々な事情から

法人格の単位（法人格の個別化）
法人格の独自の意義を認めない立場（Kelsen）
意思ドグマは間違っている，意思があるから法的効果があるのではなく，法規範が
あるから法的効果が意思に帰属させられるに過ぎない．
団体に権利義務を帰属させるということは，構成員に権利義務を帰属させることと
変わらない．全ての団体の権利義務は，構成員の権利義務に関する形で書き換える
ことができる．

法人格の独自の意義を認める立場
法律家にとって次の実際的な意義がある？
（１）構成員のリスク回避：権利義務が帰属するということは，その主体が有する
実際の財産が債務の引き当てになるということを意味している．構成員自身に権利
義務を帰属させるのではなく，別の団体人格に権利義務を帰属させることで，構成
員は自分の財産をリスクから守ることができる．
（２）個人利益に還元できない公益保護：その法人格のために実際に行為する代表
者に対して，特定の行為規範を課すための技術．この意味で，法人格の形成は信託
と似た技術．
（３）法人格の種類に合わせて権利義務の種類を類型的に把握
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中間人格（中間項）を置くことの意義
「・・・國家は時として自ら行政を行ふことの代はりに，他の者にこれを行ふ
権利を授興し，又は他の者に委任してこれを行はしむることが有る．前者はこれ
を行政権の授権と謂ひ，後者はこれを行政事務の委任と謂ふ．これに依り行政には
（一）國の直接の行政又は官治行政（二）國の授権に基づく公共團體の行政又は
自治行政（三）國の委任に因る委任行政の三種を分たねばならぬ」．
「（二）行政権の主體には國家の外に尚ほ國家の下に存在する公共團體（公法人）
が有る．公共團體は國家から其の存在の目的を與へられて居る團體で，法人として
自己の存立の目的を有するものであるが，併し其の目的自身が國家に其の淵源を
発し，國家的な目的の爲めに存する法人に他ならぬ．目的自身を國家から與へら
れて居るのであるから，其の目的の爲めにする総ての作用は，何れも國家に其の淵
源を発し，國家から授権せられたものであり，随つて國家自身の作用と同様に公
の行政たる性質を有する．
公共團體の行ふ行政を普通に自治行政（Selbstverwaltung）と稱し，随つて公共
團體自身をも時として自治團體（Selbstverwaltungskörper）と稱する・・・」．
–––美濃部達吉『日本行政法（上巻）』，38〜39頁．

法の単位（法の個別化）
Model 1

法＝義務賦課（伝統的な見解）

命令の名宛人

命令

命令

命令

•

法＝強制，と捉えるAustinに代表される法実証主義的法概念

•

ドイツ立憲君主制の伝統に基づく，君主と議会の役割分担

（1）AはBに対して命令権限を与えることができる．
命令権者

（2）BはCに対して命令することができる．
（3）BはCが命令に従わなかったとき，強制的手段を取ることができる．

Model 2

法のユニットをどこに設定するか？

命令の名宛人

命令

命令

命令

命令権者
（裁量権者）
（裁量権
（
者）

権限授与

中
中間項

権限授与

権限授与者

•
•

現代では，もはや君主との役割分担は考慮する必要がない
法＝義務賦課（強制）説は，悪人の世界を想定しているが，想定する人の
範囲が特殊すぎる

人に対する働きかけの種類ごとに分類できる法の単位が必要
法＝1．権限授与／2．義務賦課

Model 1,2におけるアイコンの出典：http://icooon-mono.com/category/person/
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中間人格（中間項）をいわゆる「抽象的」人格とすることの意義
住民自治とは独立に団体自治を観念する意味
国家法人格

無意味だとする説（Kelsen）：抽象的法人格は単に支配関
係を隠蔽するためのイデオロギーに過ぎない

地方公共団体

命令
命

命令
命

しかし，法人格を人間でない者に与える（いわゆる抽象的

命令

命令権者
者

法人格の創設）には，法律家にとって，少なくとも次のよう

命令権者

（裁量権者）
（裁量権
（
量権者）
） （裁量権者）

な実践的意味はあるのではないか．

権限授与

権限授与

（1）構成員の責任限定（リスクヘッジ）

権限授与者

（2）構成員の個人的利益に解消できない利益の保護（公益保
護）cf. 信託

アイコンの出典：http://icooon-mono.com/category/person/

（3）人間という法人格に与えられる権利が切り詰められるの
を防ぐ
（4）担当者の交代に関わらない法制定主体の存続性

条例と国法体系の関係（2）–––戦後
「ここで，法律の委任とか國家法の授権とかいうことの意味を考えてみる
必要がある．普通に法律の委任といつているのは，法律で定めるべき事項の一
部を命令の形式で定めることを認め，その命令で定めたところが法律の補充と
•

•

•

•

•

•

•

•

•

して，國家法としての効力をもつ場合を考えている．ところが，条例が市制に基
くというのは，条例制定権が，市制の認める地方公共團體たる市の自治権の一と
して，市制によって認められているというだけであつて，条例が直ちに法律の補
•

•

•

•

•

•

•

•

•

充として，國家法としての効力をもつものとはいいえないといわなくてはなら
ぬ．かりにそれを法律の委任という言葉で呼ぶとしても，それは，命令への委任
•

•

•

•

•

•

•

•

とは異つて，自主法定立の委任に外ならないからである．法律の委任に基いて定
立されるのは，自主法であって，國家法ではない．自主法は国家の與えた自治
権に基く法であることの當然の結果として，原則として，當該自治團體の支配圏
とか目的とか機能とか，それぞれその成立の地盤によって，その規定事項とか
効力とかについて，一定の制約を受けるを免れないのである」．
–––田中二郎「条例の性質及び効力–––國家法と自主法–––」，『法律による行政
の原理』，1954年（初出1948年），329〜45，336頁．
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法の抵触が生じた場合
1. auctoritas superior

–––ヒエラルキー的に上位のレベルの権威に

よって遂行された行為は，より下位のレベルの権威によって遂行
された行為に優越する
2. auctoritas posterior

–––時間的に後の行為が，前の行為に優越す

る（第1ルールの補充的ルール）
3. auctoritas specialis

–––より一般的でない規範内容を発布する行

為は，より一般的な規範内容を発布する行為に優越する
–––Carlos E. Alchourrón and Eugenio Bulygin, The Expressive Conception of Norms. In: Risotto
Hilpinen ed., New Studies in Deontic Logic, 1981, pp. 95-124, 108.

戦前→

第1ルールによって処理（法律先占論）

戦後→

国法体系に当然には組み込まれないため，一定の目的の範

囲内においては，第1ルールが必ずしも妥当しない？

徳島市公安条例事件判決（最判S50.9.10）
「すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限
りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定している
から、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有し
ないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項
と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、
両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、
ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令
全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく
放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例
の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律
する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律
を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなん
ら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が
必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、そ
れぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すこ
とを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾
牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである」。
12
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中間人格（中間項）として「公共」団体を置くことの意義（2）

「公権力行使」の役割（1）
公法／私法の二分論
国家と経済の分離（公益と私益の分離）
独立の行政単位としての意義

しかし，国家と経済の分離はもはや妥当しない
また，私法人であっても公益実現を担っている
・・・

公権力行使＝自治事務の領域において，国法体系の結節点あるいは自主法体系の源
泉の標識

中間人格（中間項）として「公共」団体を置くことの意義（３）
「公権力等行使」の役割（2）〜縮小された意味において〜
•

立憲君主制の伝統の名残で，立法府と行政府の役割分担原理に，まだ義務賦課の要素が入ってい
る（立法府の定立にかかる「法」（＝憲法41条の「法」）の定義における侵害留保原則）

•

通常，立法府は一般的抽象的法規範を定立する（cf. 措置法の合憲性）

•

日本の通説によれば，同様の原理が条例にも妥当するとされる（条例も憲法41条の「法」たりう
るとされる）

個別具体的な義務賦課法を中間項が定立する場合（e.g. 処分を行う場合），一般的抽象的法規範（国会の
定めた法律および地方議会の定めた条例）の解釈が必要

解釈技術にはある程度専門性・画一性があることが望ましい（市民の予測可能性の確保＝法の
支配の要請）

「公務員組織」＝法の解釈技術に関する専門的知識を有し，実効的にこれを執行することのできる集
団として，公権力行使と公務員組織の結合に意味を認める方向
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これからの団体自治に関する二つのモデル
Model a

Model b
公共団体

市民

命令
命

国家

公共団体

市民

命令
命

公共団体

命令

公務員

承認

承認

公共団体

公務員

公務員

公務員

権限授与
権限授与

権限授与

権限授与

国家
権限授与
民間団体

市民

命令
市民

権限授与
民間団体
民間団体

準公務員や市民

民間団体

準公務員や市民

サービスの提供等
市民

命令

権限授与

サービスの提供等

市民

市民

市民

中間項として国家を置くか，それ以外の団体を置くか
連邦国家か，地方分権化された単一国家かの選択
両者に違いはないとする説（Kelsen）：連邦国家も，国際社会も地方分権の一種であ
る．３つの分権方法に質的な差は存在しない．

しかし，法体系の単位とは別に，（1）〜（3）は意味があるというのが本報告の結論
（１）中間項的な法人格を観念すること
（２）中間項的な抽象的法人格を観念すること
（３）中間項的な公的抽象的法人格（公共団体）を観念すること
（４）中間項的な国家という名の公的抽象的法人格（公共団体）を観念すること

国法体系と地方公共団体の自主法法体系を区別する立場を取るなら，日本の団体自
治は，伝統的な連邦制と地方分権の区別から見ると前者に近づいていることになる

－182－

連邦国家か，地方分権化された単一国家かの選択（2）

区別の指標：e.g. derogation（免除・廃止）の手段をどれだけ与えるか否か

仮に，一定の領域においては国家と地方公共団体が同一レベルのauctoritasであるとし
たとしても，その一定の領域に属するか否かが曖昧な場合は必ず存在する．この場合，
第1ルールと第2ルールのいずれを適用すべきかが明らかでないことになる．その場合，
それが自分の専属領域であると主張する側に，それを侵犯していると見られる法の
derogationの手段が与えられているか否かが問題になる．

－183－
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