公営企業の経営のあり方等に関する
調査研究会報告書
～公営企業会計の更なる適用拡大に向けて～

平成３１年３月

一般財団法人

自治総合センター

はしがき
公営企業を取り巻く経営環境は、人口減少等に伴うサービス需要の減少や施
設の老朽化に伴う更新需要の増大などにより、その厳しさを増しつつある。各
公営企業においては、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るため、
抜本的な改革の検討及び経営戦略の策定を推進するとともに、これらについて
より的確に取り組むため、公営企業会計の適用拡大を推進する必要がある。
そこで、総務省においては、平成 27 年に「公営企業会計の適用拡大に向け
たロードマップ」を示し、平成 27 年度から平成 31 年度までを公営企業会計適
用の「集中取組期間」とした上で、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業と
位置付け、集中取組期間内に公営企業会計へ移行することを要請してきた。
この結果、人口３万人以上の地方公共団体のうち、９割超の団体が、重点事
業について、公営企業会計を「適用済」・「適用に取組中」としているが、一方
で、人口３万人未満の団体における重点事業やその他の事業については、「適
用済」・「適用に取組中」としている団体の割合が、５割未満にとどまってい
る。
こうした現状を踏まえ、人口３万人未満の団体の下水道事業及び簡易水道事
業における公営企業会計への移行促進策やその他の事業における事業ごとの移
行の進め方などについて、法制化のあり方も念頭に置きつつ、調査・検討を行
うため、本研究会を設置し、今般、調査研究の成果を報告書としてとりまとめ
たところである。
最後に、この研究会を実施するに当たり、綿密な検討を行い、的確な御意見
をいただいた委員各位、並びにヒアリング等において多大な御貢献をいただい
た地方公共団体の実務者各位をはじめ、種々の御協力をいただいた各位に対し
て、心から感謝申し上げる。
なお、本研究会の企画及び実施に当たっては、総務省自治財政局公営企業課
から多くの御協力をいただいた。

平成３１年３月
一般財団法人 自治総合センター
理事長 梶 田 信一郎
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資料編

１ 公営企業会計制度について
（１）公営企業会計とは
① 公営企業とは
地方公共団体は、一般的な行政活動のほか、水の供給や公共輸送の確保、医療の提
供、下水の処理など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な
事業活動を行っている。
地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号。以下「地財法」という。）は、地方公共団体の
行う企業を公営企業と規定し、地方債をもってそれに要する経費の財源とすることがで
きる旨を定めている（地財法第５条第１号）。加えて、地財法に規定される公営企業の
うち、地方財政法施行令（昭和 23 年政令第 267 号。以下「地財令」という。）で定める
もの（図表１参照）については、一般会計とは区分して特別会計を設置し、経費負担区
分の原則 1 に基づき経営することとされている（地財法第６条及び地財令第 46 条）。
また、地方公共団体の経営する企業のうち、②で示すとおり、水道事業等について
は、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号。以下「法」という。）の規定が適用され
ることとされている。
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② 法の適用範囲
法の体系においては、法の規定が当然に適用される事業（当然適用）と、地方公共団
体の自主的な決定によって法の規定が適用される事業（任意適用）の２種類が設けられ
ており、また、適用される規定の範囲について、法の規定の全部が適用される場合（全
部適用）と法の規定のうち財務規定等のみが適用される場合（一部適用）とがある。
現行の法の適用関係を整理すると、次のとおりである。
第一に、地方公共団体が①水道事業（簡易水道事業を除く。）、②工業用水道事業、③
軌道事業、④自動車運送事業、⑤鉄道事業、⑥電気事業、⑦ガス事業の７事業を経営す
る場合には、それらの事業には法の規定の全部が当然適用される。これらの事業の内容
については、各個の事業を規制する各事業法（例：水道法、工業用水道事業法、軌道法
など）との関係も含め、総務省の通知 2 によって規定されている。
第二に、病院事業については、法の規定のうち財務規定等が当然適用される。なお、
条例で定めるところにより、法の規定の全部を適用することも可能である。
第三に、上記以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充
てるものについては、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は一部（財務規定
等）を適用することができることとされている（図表１参照）。
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1

同一の地方公共団体の内部における公営企業の特別会計と一般会計等の間の経費の負担区分を定めた
ものであり、公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費や、収入をもって充て
ることが困難であると認められる経費について、一般会計等が負担するものとし、それ以外の経費に
ついては公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならないこととされている。
2 「地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係る部分）の施行に関
する取扱いについて」
（平成 27 年４月 14 日付け総財公第 78 号 総務事務次官通知）
－1－

図表１：法の適用範囲

財務規定等とは、法第３条から第６条まで、第 17 条から第 35 条まで、第 40 条から
第 41 条まで並びに附則第２項及び第３項の規定とされている。このうち第 20 条におい
て、公営企業の経理の方法について、全ての費用及び収益並びに資産、資本及び負債の
状況を発生主義に基づき計上すること、すなわち、公営企業会計の方式に基づく経理を
行うことが規定されている。また、第 24 条第３項において、予算の弾力的な支出が認
められているとともに、第 33 条、第 40 条及び地方公営企業法施行令（昭和 27 年政令
第 403 号）第 26 条の５において、企業用資産の管理行為を地方公営団体の一般の財産
の管理に比べてより機動的、弾力的に行うことができるようにするため、財産管理に関
する特例が認められている。財務規定等を適用する上で、特に公営企業会計の方式に基
づく経理を行うことが、公営企業の経営に大きく影響するといえる。
なお、公営企業は、その経営に要する経費について、料金等の収入をもって賄うべき
であるとの独立採算を原則としつつ、公共性の観点から本来採算を採ることが困難で企
業ベースに乗らないような事業を行う場合、その事業に要する経費は一般会計等が負担
すべきものとされ、一般会計等からの繰入れが認められている。
この経費負担区分の原則については、地財法第６条に規定する特別会計設置義務のあ
る公営企業及び法の規定が適用される公営企業全てに適用される。
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③ 公営企業会計の特徴
公営企業には２つの側面がある。１つ目は企業としての性格であり、常に企業の経済
性を発揮するように運営されなければならない。企業がその経済性を発揮し、合理的か
つ能率的な運営が行われるよう、常に企業の経営成績及び財政状態を明らかにすること
が求められる。
２つ目は地方公共団体の組織としての性格であり、地方公共団体の本来の目的である
公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
このような性格を持つ公営企業の経営を的確に表すため、公営企業会計制度は、一般
的な官庁会計とは異なり、発生主義に基づく複式簿記による会計処理を採用している一
方、民間の企業会計とは異なり、施設整備等に係る補助金や経費負担区分の原則に基づ
く一般会計等からの出資、補助といった繰入れを前提とした経営状況を示すものとなっ
ている。また、民主的統制の観点から議決を経た予算に執行が拘束されることも民間企
業とは異なる点となる。

＜公営企業会計と官庁会計の相違点＞
○ 現金主義ではなく発生主義である
一般会計等で採用されている官庁会計では、現金の収入及び支出の事実に基づき経理記帳
される現金主義会計をとっているのに対し、公営企業会計では、現金の収支の有無にかかわ
らず経済活動の発生という事実に基づきその発生の都度記録し、整理する発生主義会計方式
をとっていること。
○ 期間損益計算・費用配分という観念がある
官庁会計では現金主義をとる結果、当該年度の現金支出はそのまま当該年度の費用となる
が、公営企業会計では「期間損益計算」が重視され、減価償却費の計上に見られるように現
金支出があってもそれが全て当該年度の費用とはならないこと。
○ 単式簿記ではなく複式簿記である
官庁会計では、財貨等の変動の一面のみを記録する単式簿記が用いられるのに対し、公営
企業会計においては、取引の貸借平均原理に基づき記録を行う複式簿記を採用しているこ
と。複式簿記では、一の取引を経済価値の増加と減少など二つの側面から記録するため、例
えば、減価償却費の計上に伴う固定資産の価額の減少など、費用の発生と資産の正確な価値
を捕捉することが可能となり、固定資産台帳にも的確な情報が反映されることとなる。
○ 損益取引と資本取引の区分がある
官庁会計では、予算及び決算は一切の収入を歳入とし、一切の支出を歳出として、歳入及
び歳出を差し引きして剰余金を計算するのに対し、公営企業会計では収入及び支出を、①当
年度の損益取引に基づくもの（収益的収支）と、②いわゆる投下資本の増減に関する取引
（資本的収支）とに区分して期間損益計算を明らかにすること。
＜公営企業会計と民間企業会計の相違点＞
○ 一般会計等からの繰入金の取扱い
民間企業会計と異なり、公営企業会計では、多くの事業において、補助金や経費負担区分
の原則に基づく一般会計等からの繰入金が存在していること。例えば、建設改良に充てた補
助金を負債に計上した上で、減価償却とともに収益化することで経費負担区分の原則に基づ
いて損益が評価できる仕組みとしている。
○ 予算制度がある
民間企業会計が決算中心主義といわれるのに対して、公営企業会計は、予算の議決を経る
こと（予算に拘束されること）や決算における決算報告書等の作成等、双方を重視する立場
であること。
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（２）公営企業会計導入の意義
① 基本的意義
公営企業会計導入の基本的意義は、発生主義に基づく複式簿記による会計処理を行う
ことにより、資産を含む経営状況を比較可能な形で的確に把握することで、次のような
効果が得られ、公営企業に求められる経済性の発揮が可能となることにある。
○ 将来の収支見通し等を的確に行うことが可能となり、中長期的視点に基づき、適切
に経営方針を決定することができる。
○ 他の類似の公営企業や民間企業との経営状況の比較を通じ、経営成績や財政状態を
より正確に評価・判断することができる。
○ 比較可能で財務状況を把握しやすい会計の採用、決算の早期化など情報開示の充実
がなされ、住民や議会によるガバナンスの向上が期待される。
② 今日的意義
公営企業を取り巻く経営環境は、急速な人口減少等に伴うサービス需要及び料金収入
の減少や施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等により、急速に厳しさを増している。
こうした中で、公営企業が必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していく
ためには、資産及びコストを含む全体の経営状況を的確に把握した上で、中長期的な視
点に基づく経営戦略の策定等を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り
組んでいくことが求められる。
特に、将来にわたり持続可能なストックマネジメントの推進や適切な原価計算に基づ
く料金水準の設定は、今後の公営企業の基盤強化に不可欠な取組であるが、これらの取
組を進めるためには、公営企業会計の適用により得られる情報が必須となる。
また、広域化、民間活用等の抜本的な改革の推進に当たっても、公営企業会計に基づ
く財務情報を関係者間で共有することが有効となる。
（３）制度の変遷
① 地財法制定時における取扱い
昭和 23 年の地財法制定時において、政令で定める公営企業の経理は企業会計による
独立採算制が原則とされ、地財令において、軌道事業、地方鉄道事業、自動車交通事
業、電気事業、ガス事業、上水道事業（町村の経営するものを除く。）、病院事業が具体
的な公営企業として定められた。
公営企業には多種多様なものがあるが、上記事業に限定されたのは、地財法制定以前
の過去何十年もの間、一般会計に習熟してきた地方公共団体に対し直ちに企業会計の採
用を強制したとしても、企業会計への移行が円滑に進むか否か定かではなく、規模の小
さい団体において行う極めて小規模の公営企業についてまでも企業会計の採用を強制す
ることは必ずしも必要ではないとされたためである。
ただし、地方公共団体が企業会計を採用し、順次それに習熟していくのであれば、そ
の政令で指定される範囲は、さらに拡大されうるものであるとの考え方も、併せて示さ
れている。
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② 法制定時の規定
昭和 27 年には、それまで地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）及び地財法の下で、
地方公共団体の行う他の行政事務と同様の規制を受けることとされていた公営企業につ
いて、その能率的経営を促進し、経済性を発揮させ、もって住民福祉の増進という目的
をより明確に実現するため、その組織、財務及び職員の身分取扱いについての通則を規
定するものとして、法が新規に制定されることとなった。
法制定時において、法の適用を受ける企業の範囲については、法が企業にその管理者
を置くことを原則とするとともに、相当な熟練と知識を要する企業会計方式を採用し、
企業に従事する職員の身分取扱いについても特例を定めている点に鑑み、全ての企業に
一様に法の規定を適用することは不適当であるとされ、事務処理の能力や企業経営の合
理化といった見地から、一定の職員を有し、一定の規模を持つ事業とされた。
どの程度の規模を有するものを想定すべきであるかという点については、おおよそ人
口７、８万人以上の地方公共団体の経営する企業が当然適用の目安とされ、企業の種類
も公共の福祉の増進をその直接の目的とし、かつ、いわゆる企業的性格を有し、しかも
企業本来の性格上相当の規模を有するもののみが対象とされた。具体的には、①水道事
業、②軌道事業、③自動車運送事業、④地方鉄道事業、⑤電気事業、⑥ガス事業の６事
業のうち、常時雇用される職員の数（以下「職員数」という。）が一定数以上の企業が
法の規定の全部を当然適用する対象とされることとなった。
それ以前に公営企業について規定していた地財法との関係については、法が地財法の
特例を規定するものとされたことから、上記以外の事業については、基本的に地財法の
規定の下に置かれるものとされたところ、法においても地方公共団体が条例で定めると
ころにより、それらの事業について法の規定の全部又は一部（財務規定等）を任意に適
用することができることとされた。
③ 昭和 35 年、38 年の改正による制度の見直し
昭和 35 年の法改正により、それまで職員数に基づき当然適用（全部）又は任意適用
の２区分とされていた水道事業等の上記６事業について、任意適用であったうち職員数
が一定数以上のものについて、新たに財務規定等を当然適用することとされた。また、
工業用水道事業が水道事業とは別に規定されることとなった。
また、昭和 38 年の法改正においては、それまで任意適用とされていた病院事業、簡
易水道事業、港湾整備事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業及び
公共下水道事業について、職員数が 100 人以上の事業（指定事業）に対しては、財務規
定等の一部を当然適用することとされた。この法改正においては、地財法及び地財令も
併せて改正され、それまで地財法及び地財令の規定の対象範囲としていた公営企業につ
いて、法の規定の当然適用の対象となる事業を明示的に除外することで法の規制の範囲
を明らかにするとともに、従前「準公営企業」 3 としていた事業については、法と歩調
を合わせ、職員数が 100 人未満の事業のみを規定することとされた。
P2F

3

P

昭和 32 年の地財法及び地財令の改正により、特別会計を設けてその経理を行うこととされる一方
で、独立採算制の原則が適用されない事業として規定されたもの。
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④ 昭和 41 年の改正による制度の見直し
昭和 41 年の法改正では、法体系全体の抜本的な見直しがなされ、特に法の規制の対
象となる事業の範囲については、この際に構築された体系が今日まで継続する制度の基
礎となっている。その概要については以下のとおりである。
ⅰ) 法の適用に係る職員数の要件の撤廃
職員数が一定数以上であれば法の規定の全部を当然適用することとされていた事
業について、職員数にかかわらず、法の規定の全部を当然適用することとされた。
また、職員数が一定数以上であれば財務規定等の一部を当然適用することとされて
いた事業のうち、病院事業について、職員数にかかわらず、財務規定等を当然適用
することとされた。
これらは、昭和 30 年代の国民生活の向上等に伴い公営企業が急速に拡大発展を
してきた一方で、人件費や資本費の増嵩への対処、適切な料金水準の設定といった
経営の合理化が徹底して行われなかったこと等により、公営企業の経営が急速に悪
化してきたことが背景にある。
こうした中で、法の規定の全部が当然適用される事業は、地方公共団体の経営す
る企業の中でも最も典型的な企業であって、本来、企業としての組織、財務、職員
の身分取扱い等を適用するのに適しているとともに、法のこのような規定を適用す
ることによって企業としての経済性を発揮することが要請される性格のものである
こと、また、昭和 23 年の地財法制定時に導入された企業会計方式について、昭和
27 年の法制定による本格的な制度運用の開始以来 13 年を経て、地方公共団体がそ
の仕組みに馴染んできたことから、小規模な事業も含めて法の規定を適用すること
が必ずしも困難でなくなったとの考えが示されている。
また、病院事業については、企業としての経営の実態を有するものであり、これ
を能率的に経営するとともに、経営の状況、財政の状態を明らかにするためにはそ
の経理を企業会計方式によって処理することが望ましいが、このことは、規模の大
小にかかわらず等しく当てはまるとの考えがとられたものである。
ⅱ) その他の事業における任意適用
職員数が一定数以上であれば財務規定等の一部を当然適用することとされていた
事業のうち、病院事業については、ⅰ）のとおり職員数要件を撤廃して財務規定等
を当然適用することとされた一方、その他の簡易水道事業等については、それぞれ
以下の理由により法の規定を一律に適用させる実益が少ないとして、任意適用とさ
れた。
（簡易水道事業、港湾整備事業、公共下水道事業）
一般行政との関連が密接であり、この経費の相当な部分を、一般財源をもって賄
わなければならない。
（宅地造成事業）
一定の工事が完成すると事業そのものも完結してしまい、継続的事業体たる企業
とは言い難い。
（市場事業、と畜場事業）
事業の内容が施設の提供というきわめて単純なものであり、企業の経営という実
態を有しない。
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また、法の規定する事業範囲の変更に伴い、同時に地財法及び地財令についても、そ
の対象となる範囲について改正が行われている。地財令の規定する「公営企業」の範囲
については、昭和 38 年の改正においては、同一の事業であっても職員数要件により法
において「地方公営企業」と定められる範囲を除く規定となっていたところ、法の改正
により当該要件が撤廃されたことで、同一の事業について双方がそれぞれ「地方公営企
業」及び「公営企業」と規定することとなった。あわせて、その経理について特別会計
を設けて行うことと規定していた「準公営企業」については、地財法及び地財令から規
定自体が削除され、「公営企業」の規定に一元化されることとなった。
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２ 平成 27 年ロードマップ等に基づくこれまでの取組
（１）平成 27 年ロードマップの概要
① 背景
人口減少やインフラ老朽化が地方行財政を通じた大きな課題となっており、とりわ
け、公営企業においては、高度経済成長期に集中的に整備された施設・設備の老朽化に
伴う更新投資の増大や、人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれるなど、経営環境
は厳しさを増しつつあった。こうした中で、公営企業が必要な住民サービスを将来にわ
たり安定的に提供していくために、中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と
財政マネジメントの向上等に取り組んでいくことが求められていた。
これらにより的確に取り組むためには、公営企業会計を適用し、貸借対照表や損益計
算書等の財務諸表の作成等を通じて、自らの経営・資産等を正確に把握することが必要
となる。
こうしたことから、平成 27 年、総務省から各地方公共団体に対し、公営企業会計の
適用拡大に向けたロードマップ（以下「平成 27 年ロードマップ」という。）が提示さ
れ、平成 27 年度から平成 31 年度までの「集中取組期間」において、公営企業会計への
移行を集中的に推進することとされた。
② 取組期間
この集中取組期間については、施設の老朽化や人口減少の進展を踏まえると、公営企
業会計の適用にはできる限り早期に取り組む必要がある一方で、
ⅰ) それまでの事例では、公営企業会計への移行には、固定資産台帳の整備、会計シ
ステムの改修、条例改正等により、平均で３年程度の期間を要していること。
ⅱ) 概ね３年間での移行を求める地方公会計と比べて、
○ 財務会計システム自体を改修する必要があること。
○ 固定資産の財源情報の把握など、より水準の高い固定資産台帳の整備が必要であ
ること。
から、５年間とされた。
③ 対象事業
ⅰ) 前述のとおり、昭和 41 年の法改正において、下水道事業や簡易水道事業等につ
いては、法の規定を一律に適用させる実益が少ないとして、任意適用と整理された
ものである。
しかしながら、急速な人口減少等に伴うサービス需要及び料金収入の減少や施設
等の老朽化に伴う更新需要の増大等により、公営企業の経営環境が急速に厳しさを
増しているという今日的課題に照らせば、これらの事業についても、公営企業会計
適用の必要性が否定される状況ではなくなっており、提供する住民サービスを将来
にわたって継続するため、経営状況を踏まえて的確な経営改善や経営判断を行い、
より機動的で柔軟な経営を行うことにより、地域を挙げて公営企業の経営の質と効
率性を向上させることが期待されることから、基本的に全ての事業に対して公営企
業会計の適用が必要との考えが示された。
ⅱ) その上で、下水道事業及び簡易水道事業については、「資産規模が大きく、企業
債等の債務残高も巨額であり、資産の管理の必要性が高まっていること」、「施設の
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老朽化が進み、更新等の必要性が高まりつつあること」及び「住民生活に不可欠な
サービスであり、人口減少下にあっても事業を継続していく必要があること」か
ら、「重点事業」と位置付けられ、取組期間中の公営企業会計への移行を重点的に
要請することとされた。ただし、人口３万人未満の市区町村（一部事務組合及び広
域連合を含む。以下同じ。）では、対応できる職員が少数であり、公営企業会計へ
の移行に要する負担も大きくなること等に配慮し、都道府県及び人口３万人以上の
市区町村から段階的に適用を進めることとされた。
ⅲ) 下水道事業の中でも集落排水及び合併浄化槽については、そのほとんどが公共下
水道と併せて実施されており、一体的に公営企業会計への移行に取り組むべきでは
あるが、当該事業が比較的小規模であることを踏まえ、地方公共団体の事務負担を
考慮し、「できる限り」取り組むこととされた。
ⅳ) 下水道事業及び簡易水道事業以外の事業についても、公営企業会計の適用の意義
を踏まえれば、個々の公営企業が任意に公営企業会計を適用することが望ましい
が、事業の種類や事業・団体の規模によって、事業の経過年数やノウハウの蓄積状
況、任意適用の進捗状況等、公営企業会計への移行を行うための熟度に違いがあ
り、また小規模団体では移行に要する負担も大きくなると想定されることから、集
中取組期間内に各地方公共団体の実情に応じて移行することが望ましいこととされ
た。
「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」
（平成 27 年 1 月 27 日付け総財公第 19 号 総務省自治財政局長通知）（抜粋）
１．適用の推進について
(1) 取組期間
平成 27 年度から平成 31 年度までを公営企業会計適用の「集中取組期間」としており、
下記対象事業について、地方公共団体は、遅くとも平成 32 年度予算・決算までに公営企業
会計に基づいたものに移行していることが求められる。
(2) 対象事業
① 下水道事業及び簡易水道事業については、特に公営企業会計を適用する必要性が高い
事業であることから、
「重点事業」と位置づけ、集中取組期間内に以下のとおり公営企業
会計に移行することが必要であること。
・ 都道府県及び人口３万人以上の市区町村（区域内の人口合計が３万人以上の一部事
務組合を含む。以下同じ。
）については、下水道事業（公共下水道（特定環境保全公共
下水道及び特定公共下水道を含む。
）及び流域下水道）及び簡易水道事業について集中
取組期間内に移行することが必要であること。
なお、集落排水及び合併浄化槽についても、できる限り移行対象に含めることが必
要であること。
・ 人口３万人未満の市区町村については、下水道事業及び簡易水道事業についてでき
る限り移行することが必要であること。
② その他の公営企業会計を適用していない公営企業については、集中取組期間内に各地
方公共団体の実情に応じて移行することが望ましいこと。
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（２）公営企業会計適用の取組状況
平成 27 年ロードマップに基づく取組の進捗については、総務省において、毎年度、調
査及びその結果の公表が行われている。
平成 30 年４月時点における公営企業会計適用の取組状況調査の結果、人口３万人以上
の地方公共団体のうち、「適用済」及び「適用に取組中」の団体の割合が、下水道事業
（公共下水道事業及び流域下水道事業）で 99.4％、簡易水道事業で 95.8％となってい
る。調査を開始した平成 27 年 10 月時点では、それぞれ 79.0％、80.3％であったことか
ら、取組に大幅な進捗が見られる。
一方、人口３万人未満の市区町村のうち、「適用済」及び「適用に取組中」の団体の割
合が、下水道事業で 27.6％、簡易水道事業で 42.9％となっており、団体によって取組の
進捗に差異が見られることから、一層の取組が求められる状況にある（図表２参照）。
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図表２：公営企業会計適用の取組状況（平成 30 年４月１日時点）
《人口３万人以上の団体》
下

（単位：団体）

水

道

事

業

（

※

1

） 簡易水道事業（※3）

公共下水道事業及び

団 体 数 （ 構 成 比） 流域下水道事業（※2） 団 体 数 （ 構 成 比 ）
① 適

用

済

370

(44.8%)

370

(45.5%)

201

(64.6%)

② 適 用 に 取 組 中

440

(53.3%)

439

(53.9%)

97

(31.2%)

小 計 （ ① ＋ ② ）

810

(98.1%)

809

(99.4%)

298

(95.8%)

中

8

(1.0%)

5

(0.6%)

13

(4.2%)

手

8

(1.0%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

計

826

(100.0%)

(100.0%)

311

(100.0%)

③ 検
④ 検

討
討

未

着

合

814

《人口３万人未満の団体》

（単位：団体）

下 水 道 事 業 （ ※ 1 ） 簡 易 水 道 事 業 （ ※ 3 ）
団 体 数 （ 構 成 比 ） 団 体 数 （ 構 成 比 ）
① 適

用

済

82

(10.0%)

194

(33.3%)

② 適 用 に 取 組 中

143

(17.5%)

56

(9.6%)

小 計 （ ① ＋ ② ）

225

(27.6%)

250

(42.9%)

中

308

(37.7%)

135

(23.2%)

手

283

(34.7%)

198

(34.0%)

計

816

(100.0%)

583

(100.0%)

③ 検
④ 検
合

討
討

未

着

※１ 公共下水道事業（特定公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を含む。）、流域下
水道事業、農業集落排水施設事業、漁業集落排水施設事業、林業集落排水施設事業、簡易排
水施設事業、小規模集合排水処理施設事業、特定地域生活排水処理施設事業及び個別排水処
理施設事業をいう。
※２ 「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」（平成 27 年 1 月 27 日付け総
財公第 18 号 総務省自治財政局長通知）において、「都道府県及び人口３万人以上の市区町村
については、下水道事業（公共下水道（特定環境保全公共下水道及び特定公共下水道を含
む。）及び流域下水道）
（中略）について集中取組期間内に移行することが必要である」とし
ている。
※３ 簡易水道事業については、上水道事業への統合の取組も公営企業会計適用の取組として集
計している（例えば、H26.4.1 以降、既に上水道事業へ統合した場合は「①適用済」
、上水道
事業への統合に取り組んでいる場合は「②取組中」として整理している。
）
。
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３ 新ロードマップの検討
（１）検討に当たっての基本的な考え方
２（２）で述べたとおり、平成 27 年ロードマップに基づき、公営企業会計の適用拡大
に一定の進捗が見られる一方、人口３万人未満の市区町村を中心として一層の取組が求め
られる状況にある。
また、この間においても、人口減少や施設等の老朽化 4 は進行しており、公営企業を取
り巻く経営環境は確実に厳しさを増している。こうした状況に対応するため、関係施策に
おいても動きが見られる。
例えば、公営企業施設も含めた公共施設等について平成 32 年度までの個別施設計画 5
の策定が求められる中で、各事業分野においては、ライフサイクルコストを低減するため
の手法として、ストックマネジメントの導入及びその水準の向上に向けた取組が進められ
ている 6 。将来にわたって持続可能なストックマネジメントを実施するためには、公営企
業会計の適用により得られる情報が必須となる。
また、水道事業及び下水道事業については、広域化等の推進に向けて、都道府県ごとの
検討体制の構築及びその下での計画策定が要請される 7 など、持続的な経営の確保に向け
て、抜本的な改革の推進が喫緊の課題となっており、関係法令についても所要の改正 8 が
行われたところである。こうした抜本的な改革の推進に当たっても、公営企業会計に基づ
く財務情報を関係者間で共有することが重要である。
こうした動向に鑑みても、公営企業会計適用の必要性がますます高まっていることを踏
まえ、本研究会では、公営企業会計の更なる適用拡大に向けた新たなロードマップ（以下
「新ロードマップ」という。）のあり方について、検討を行うこととした。検討に当たっ
ての基本的な考え方は、以下のとおりである。
P3F

P

P4F

P5F

P

P

P6F

P

P7F

4

P

例えば、水道事業における管路経年化率（管路延長に占める法定耐用年数を超えた管路延長の割合を
表す指標で、管路の老朽化度合を示すもの）については、平成 19 年度に 6.3％であったところ、平成
28 年度には 14.8％となっている。
5 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める計画
6 例えば、水道事業においては、人口減少等を踏まえた施設のダウンサイジング等を織り込んだ将来の
更新費用や、これを回収するために必要な料金水準を的確に試算することが求められている。
7 「市町村等の水道事業の広域連携に関する検討体制の構築等について」
（平成 28 年２月 29 日付け総
財公第 31 号・総財営第 13 号 総務省自治財政局公営企業課長等通知）、
「「水道広域化推進プラン」の
策定について」
（平成 31 年１月 25 日付け総財営第 85 号・生食発第 0125 第４号 総務省自治財政局長
等通知）及び「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」
（平成 30 年１月
17 日付け総財準第１号・29 農振第 1698 号・29 水港第 2464 号・国下事第 56 号・環循適発第 1801171
号 総務省自治財政局準公営企業室長等通知）
8 第 196 回国会における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年
法律第 117 号）の一部改正により、水道・下水道事業に公共施設等運営権方式（コンセッション方
式）を導入した場合、当該事業における借入金の繰上償還に係る補償金免除の特例が創設された。ま
た、第 197 回国会における水道法（昭和 32 年法律第 177 号）の一部改正により、市町村の区域を超え
た広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に係る都道府県の責務等が定められるとともに、地方公
共団体が水道事業者としての位置付けを維持しつつ、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業
者に設定できることとされた。
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○

公営企業が抱える今日的課題に照らせば、公営企業として継続的に経営を行ってい
く以上は、原則として全ての公営企業が公営企業会計に移行することが求められる。
○ 一方で、特に人口規模が小さい市区町村においては、人員や知見等の不足が課題と
の指摘があることから、こうした実態を丁寧に把握した上で検討を進める必要があ
る。
○ 人口規模が小さい市区町村が人員や知見等の不足を補うためには、台帳整備等の移
行作業について、民間事業者への委託が不可欠と考えられることから、そうした事業
者のキャパシティも把握する必要がある。
（２）課題の分析と対応方針
新ロードマップのあり方の検討に当たっては、以下の個別論点について調査等を実施の
上、課題分析を行った。
① 地方公共団体における課題意識
新ロードマップにおいては、人口３万人未満である市区町村、特にその中でも人口規
模が小さい団体における取組の推進が重要となることから、次のとおり調査を行い、こ
れらの団体が抱える課題等の整理を行った。
ⅰ) 調査概要
人口５千人未満の 33 町村を次の３グループに分け、公営企業会計を適用してい
る事業を有していないグループ１及び２に対しては、公営企業会計適用に係る認
識、事業運営の状況と課題、公会計による固定資産台帳の整備状況、その他個別の
事情等について、公営企業会計の適用に取組中の事業を有するグループ３に対して
は、公営企業会計適用の契機、適用に要した期間・人員・経費、公営企業会計適用
における課題、人員・知見不足への対応等についてヒアリングを行った。
【調査対象団体の分類】
○ 公営企業会計を適用している事業を有していない人口 500 人未満の団体（７団
体）＜グループ１＞
○ 公営企業会計を適用している事業を有していない人口 500 人以上、1,000 人未満
の団体（18 団体）＜グループ２＞
○ 公営企業会計の適用に取組中の事業を有する団体のうち、人口 1,000 人以上、
5,000 人未満の団体（８団体）＜グループ３＞
ⅱ) 調査結果
小規模な団体においては、そもそも全体の職員数が少なく、公営企業会計の適用
に充てることのできる人員も限られる。実際に公営企業会計の適用に取組中の事業
を有する団体では、移行に要している人員は概ね２名から３名となっており、比較
的人口規模の大きい団体と比べると少ない人員体制により移行業務にあたってい
る。一方、移行に要する期間（見込み）については、概ね全国での平均的な移行期
間である２年から３年であり、人員体制と移行期間との間に相関は見られなかっ
た。また、移行に係る主たる課題としては、知見の不足、資産台帳の整備等の事務
負担が挙げられた。
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○

人口 1,000 人未満の団体（グループ１及び２）については、当該団体の全職員
数が概ね 30 名以内となっており、各職員が他の複数業務を兼務している状況も見
られた。また、離島等の地理的な条件により、施設等の維持管理を担う事業者が
直ちに対応できない、水源の確保が難しいなど、事業そのものに係る個別の事情
を抱えている団体もあった。
○ また、公営企業会計適用に係る認識については、適用の議論があることは承知
しつつも、具体的な検討は進んでいない団体が多く、その理由として、公営企業
会計適用のメリットが見出せない、業務量に比して人員体制が不足している、移
行に係る予算の措置が難しい等の意見が挙げられた。一方で、当該事業の経営上
の課題としては、施設の老朽化対策や料金収入の減少等が挙げられており、公営
企業会計の適用がこれらの課題の解決手段として有効であることの認識が広まっ
ていない状況が見受けられた。
○ 人口 1,000 人以上、人口 5,000 人未満の団体（グループ３）においては、実際
に公営企業会計の適用に取り組む中での課題としては、主に人員・知見の不足が
挙げられた。これらを克服するため、事業者への移行事務の委託や近隣の先行団
体の視察等、当該団体外の知見を活用している状況であった。
② 小規模団体における資産評価等の事務の増加等への対応
公営企業会計への移行に際しては、例規等の作成、貸借対照表の作成等に係る移行事
務のほか、固定資産台帳の整備や各種システムの整備を行う必要がある。このうち、特
に固定資産台帳の整備については、①による調査でも明らかなように、多大な事務負担
を懸念する声が多いことから、当該事務の増加による負担の軽減策について検討を行っ
た。
ⅰ) 公会計により整備された固定資産台帳の活用
総務省では、平成 27 年度から平成 29 年度までの間で地方公共団体が地方公会計
を導入することを要請 9 している。この要請を受け、ほとんどの地方公共団体は既
に地方公会計ベースでの固定資産台帳の整備を完了している。すなわち、各地方公
共団体は、地方公会計への対応を通じて、少なくとも保有する資産のリスト化は完
了している状況にあり、地方公会計の普及以前と比較すれば、公営企業会計ベース
の台帳の整備に当たっての作業環境は大幅に改善している状況にある。
もっとも、公営企業会計ベースの台帳整備に当たっては、資産評価を再調達原価
ではなく取得価額ベースで行う必要がある、資産の登録単位を耐用年数ごとに整理
する必要がある、資産の取得財源を明らかにする必要があるなど、一定の精緻化が
必要となる。これらの作業に要する事務負担の軽減を図るためには、「地方公営企
業法の適用に関するマニュアル」（平成 27 年１月公表）の改訂などにより、例え
ば、取得価額不明資産の評価額に係る取扱いを明確化するなど、実務上の取扱いを
具体的に示すことが必要である。
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「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」
（平成 27 年１月 23 日付け総財務第 14 号 総
務大臣通知）
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ⅱ) 各事業法に基づく台帳の活用
○ 下水道事業のうち公共下水道事業及び流域下水道事業については、下水道法
（昭和 33 年法律第 79 号）第 23 条第１項において、「公共下水道台帳」の整備が
義務付けられている。
○ 簡易水道事業についても、水道法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 92
号）による改正後の水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第 22 条の３第１項によ
り、「水道施設台帳」の整備が義務付けられることとなる（本条の適用は、施行の
日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定められる）。
○ これらの各事業法に基づく台帳は、公営企業会計による固定資産台帳と全ての
記載項目が一致するものではないが、その一部は公営企業会計による固定資産台
帳の整備に活用しうるものであり、これらを踏まえて実施することが効率的であ
る。
○ 集落排水及び合併浄化槽についても、台帳の整備を行う必要性が議論されてい
るところであり、各事業分野において、台帳整備に向けた取組が進められている
状況にあることに留意が必要である。
③ 事業者のキャパシティ
新ロードマップでは、人口３万人未満の市区町村が取組の中心となることから、公営
企業会計への移行事務に取り組むにあたっては、人員不足等を補うため、事業者の活用
が不可欠となると考えられる。
このため、新ロードマップへの対応に伴い、各地方公共団体において移行事務の委託
の需要が増加することを想定し、事業者のキャパシティについて調査を実施した。
ⅰ) 調査概要
○ 全国の市区町村のうち、下水道事業及び簡易水道事業に関し、公営企業会計を
適用していない事業を有する市区町村は 835 団体 10 あることを踏まえ、これらの
市区町村が公営企業会計への移行事務を事業者に委託した場合、そのキャパシテ
ィに不足が生じることがないかを検証した。
○ 調査に当たっては、発注が想定される支援業務を３つに大別（①移行事務（基
本方針・計画の策定、財務諸表の整備、例規等の整備等）、②資産評価（固定資産
台帳の整備等）、③システム事前準備（財務会計システム、起債管理システム、固
定資産管理システム等の整備等））し、それぞれについて平成 31 年度から平成 35
年度までの各年度において、各事業者が処理可能な団体数についての回答を合算
した。
○ 調査対象とした事業者については、概ね直近５年以内に５件以上の受託実績が
あることを要件として 84 社を選定し、このうち 80 社から回答を得た。また、こ
れまで公会計における財務書類等の作成支援について実績のある一般社団法人地
方公会計研究センターに加入する事業者に対しても調査を実施し、回答を得た。
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公営企業会計適用の取組状況調査（平成 30 年４月１日時点）に基づき算出
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ⅱ) 調査結果
○ 平成 31 年度から平成 35 年度までの各年度における事業者キャパシティの調査
結果は、図表３のとおりである。
○ 各支援業務の受託可能団体数は、平成 27 年ロードマップにおける集中取組期間
の期限としている平成 31 年度は比較的低い水準にあるが、その後増加が見込まれ
る。
○ 調査対象とした事業者のこれまでの主たる実績は、下水道事業のうち公共下水
道事業における移行事務で、かつ、人口規模が３万人以上である市区町村を対象
としていると考えられるが、新ロードマップに基づく取組においては、より資産
規模等が小さい事業（例：集落排水、合併浄化槽）における移行事務で、かつ、
人口３万人未満である市区町村が主な対象となることも踏まえると、概ね 835 団
体を賄うことができるものと考えられる。

図表３：事業者のキャパシティに係る実態調査結果
（単位：団体）

支援業務の内容
①移行事務
（基本方針・計画の策定、財務
諸表の整備、例規等の整備等）
②資産評価
（固定資産台帳の整備等）

③システム事前準備
（財務会計システム、起債管理
システム、固定資産管理システ
ム等の整備等）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

713

900

1,044

1,125

1,106

495

690

833

823

804

728

829

849

954

954

※

表中の団体数は年度ごとの処理可能数であり、契約が複数年度にまたがる見込みのものにつ
いては複数年度にそれぞれ計上している。
※ 対象事業の規模や種類は明示していないため、これまでの主な受託実績（業務委託団体の７
割以上が人口３万人以上の団体であり、また、委託された主な事業は公共下水道である）に基
づいた団体数を回答していると考えられる。
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４ 新ロードマップの概要及び取組の促進策
（１）新ロードマップの概要
平成 27 年ロードマップによる取組の進捗及び本研究会での議論を踏まえ、総務省は、各
地方公共団体に対し、公営企業会計の適用拡大に向けた新ロードマップ（図表４参照）を
示した上で、その詳細について通知 11 を発出した。その内容は以下のとおりである。
① 取組期間
新ロードマップによる取組は、人口３万人未満の市区町村が中心となるが、その取組
期間については、
○ 公営企業会計の適用は、公営企業の経営改革の基盤となる取組であり、早急な取組
の推進が求められていること
○ 平成 27 年当時と比較し、地方公会計の普及や、人口３万人以上の団体における公
営企業会計の適用拡大により、ノウハウの蓄積が進んでいること
○ 移行に要する期間については、市区町村の人口規模との間に必ずしも相関が見られ
ないこと
等を踏まえ、平成 27 年ロードマップにおける集中取組期間と同じく５年間としてい
る。具体的には、平成 31 年度から平成 35 年度までを「拡大集中取組期間」としてい
る。
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② 対象事業
ⅰ) 平成 27 年ロードマップにおいて「重点事業」と位置付けた下水道事業及び簡易
水道事業については、平成 27 年当時と比較して、集落排水や合併浄化槽も含め、
これらの事業における広域化等の抜本的な改革を推進する必要性は高まっているこ
とから、引き続き「重点事業」と位置付けた上で、人口規模を問わず、公営企業会
計へ移行することとしている。なお、平成 27 年ロードマップに基づく取組の中
で、平成 27 年度から平成 31 年度までの「集中取組期間」において公営企業会計に
移行することとしていた、人口３万人以上の団体における下水道事業（公共下水道
事業及び流域下水道事業）並びに簡易水道事業については、引き続き同期間内にお
ける移行を要請している。
ⅱ) ただし、既に廃止が決定している等、将来にわたる継続を見込まない事業や、災
害対応その他の理由により、拡大集中取組期間内の移行が著しく困難な市区町村に
ついては、必ずしも同期間内における公営企業会計への移行は求めないこととして
いる。
ⅲ) 重点事業以外の事業については、平成 27 年ロードマップにおいて、「各地方公共
団体の実情に応じて移行することが望ましい」としていたが、公営企業を取り巻く
環境が急速に厳しさを増している中で、
○ ３（１)に示すとおり、公営企業として継続的に経営を行っていく以上、原則と
して全ての公営企業について公営企業会計への移行が求められること
○ 重点事業については全て公営企業会計への移行を要請する中で、重点事業以外に
も法非適用事業を有する場合には、公営企業会計への移行事務について、事業者へ
11

「公営企業会計の適用の更なる推進について」（平成 31 年１月 25 日付け総財公第９号 総務大臣通
知）及び「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」（平成 31 年１月 25 日付け総財
公第 10 号 総務省自治財政局長通知）
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の委託を含め、一括して取り組むことが効率的であること
等を踏まえ、できる限り公営企業会計に移行することとしている。特に、資産規模
が大きく、多額の更新投資を要する事業については、積極的な移行を促進する内容
としている。

「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」
（平成 31 年 1 月 25 日付け総財公第 10 号 総務省自治財政局長通知）（抜粋）
１．適用の推進について
(1) 取組期間
公営企業会計への移行について、平成 27 年通知においては平成 27 年度から平成 31 年度
まで（以下「集中取組期間」という。）、平成 31 年通知においては平成 31 年度から平成 35
年度まで（以下「拡大集中取組期間」という。）をそれぞれ取組期間としており、(2)に掲げ
る対象事業について、地方公共団体は、遅くとも各期間の最終年度の翌年度の予算・決算に
ついて、公営企業会計に基づくものに移行していることが求められる。
このため、集中取組期間内に公営企業会計に移行することを要請している事業について、
遺漏なく移行作業を進めていただくとともに、拡大集中取組期間内に公営企業会計に移行す
ることを要請する事業について、移行作業に未着手の場合にあっては、固定資産台帳の整備
をはじめとする移行事務の作業量を把握した上で、必要な人員、予算等の確保をはじめとす
る諸準備に速やかに着手し、計画的に移行作業を進めることが必要である。
(2) 対象事業
① 下水道事業（公共下水道（特定環境保全公共下水道及び特定公共下水道を含む。以下
同じ。）
、流域下水道、集落排水及び合併浄化槽をいう。以下同じ。
）及び簡易水道事業
（以下「重点事業」という。
）については、特に公営企業会計を適用する必要性が高い
ことから、集中取組期間及び拡大集中取組期間において、以下のとおり、公営企業会計
への移行に重点的に取り組むことが必要である。
・ 都道府県及び人口３万人以上の市区町村（一部事務組合及び広域連合を含む。以下
同じ。
）については、下水道事業のうち公共下水道及び流域下水道並びに簡易水道事
業について、集中取組期間内に移行することが必要であること。集落排水及び合併浄
化槽についても、集中取組期間内にできる限り移行することが必要であり、遅くとも
拡大集中取組期間内に移行することが必要であること。
・ 人口３万人未満の市区町村については、重点事業について、集中取組期間内にでき
る限り移行することが必要であり、遅くとも拡大集中取組期間内に移行することが必
要であること。
・ ただし、既に廃止が決定している等、将来にわたる継続を見込まない事業や、災害
対応その他の理由により、拡大集中取組期間内の移行が著しく困難な市区町村につい
ては、この限りでないこと。
② 重点事業以外の事業についても、公営企業として継続的に経営を行っていく以上は、
原則として公営企業会計の適用が求められることから、拡大集中取組期間内にできる限
り移行することが必要であること。特に、資産規模が大きく、多額の更新投資を要する
公営企業を経営する地方公共団体においては、積極的に移行を検討すること。

－ 18 －

図表４：公営企業会計の適用拡大に向けた新ロードマップ

（２）新ロードマップに基づく取組に対する促進策
新ロードマップに基づく取組の推進に当たっては、特に、人口３万人未満の市区町村に
おける課題等に対応するため、以下の促進策を講ずることが必要である。なお、これらの
促進策を講ずることにより、３（２）③で課題として取り上げた事業者のキャパシティと
の関係においても、事業者の負担軽減や業務の円滑な遂行に資することになるものと考え
られる。
① 公営企業会計の適用に関するマニュアルの充実
総務省においては、地方公共団体における移行事務の参考とするべく、「地方公営企
業法の適用に関するマニュアル」等をとりまとめ、公表しているが、更なる利便性向上
のため、関連する各種マニュアル等の一元化を含めた全体構成の見直しや、会計適用後
の会計処理等も含めた記載内容の充実、これまでの蓄積を踏まえた質疑応答及び事例集
の追加等の改訂を行うべきである。
② 人的支援制度の拡大・小規模団体を対象としたモデル事業の創設
総務省では、公営企業の経営改革に関する人的支援制度として、「公営企業経営アド
バイザー派遣事業」 12 及び「公営企業経営支援人材ネット事業」 13 を実施しているが、
これらをより充実することが必要である。
P11F

P

P12F

12

P

地方公共団体の要請に基づき、総務省が委嘱した公認会計士等の外部専門家を派遣し、必要な助言
を行うことを目的として、平成７年度から実施している事業
13 総務省において対応可能な地域や取組分野等ごとにリスト化した外部専門家を地方公共団体が自ら
招聘し、継続的な指導・助言を受けることを目的として、平成 28 年度から実施している事業
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○

公営企業経営アドバイザー派遣事業については、更なる量的・質的な拡充を図ると
ともに、同事業を活用し、小規模な団体における公営企業会計適用のロールモデルを
構築し、取組の横展開を図る仕組みの創設が必要である。
○ 公営企業経営支援人材ネット事業については、その有効性を高めるため、国と都道
府県とが連携し、登録人材の確保・養成を積極的に行い、市区町村に対して周知・あ
っせんを図ることが必要である。
③ 都道府県による市区町村の取組への包括的な支援
○ 新ロードマップにおいては、特に人口３万人未満の市区町村の公営企業会計への移
行が求められるところ、都道府県においても、関係部局間で十分連携し、役割分担を
明確化した上で、個別市区町村の状況を的確に把握し、その取組を総合的に支援する
ことが求められる。
○ このため、都道府県においては、全ての市区町村が参加する連絡会議等を設置（既
存の会議の活用を含む。）し、取組状況の把握、課題の共有、連携強化等を図った上
で、研修会等の実施により市区町村の知見不足を補完するとともに、個別相談会の実
施により実務上の課題等の解決を支援する等、個別の市区町村の取組状況を踏まえた
きめ細かい支援を行うべきである。
○ また、特に事務の効率化により市区町村の負担軽減を図る観点から、固定資産台帳
の整備やシステム改修等の移行事務やその発注等について、複数の市区町村による共
同化を推進すべきである。
④ 地方財政措置の拡充
○ 新ロードマップにおいては、重点事業である下水道事業及び簡易水道事業に加え、
その他の事業についてもできる限り公営企業会計に移行することを求めていることを
踏まえ、これらの事業について、公営企業会計の適用に要する経費に対する地方財政
措置 14 を拡充すべきである。
○ 取組の推進に当たっては、都道府県による市区町村支援が不可欠であると考えられ
ることから、都道府県が行う市区町村支援に要する経費等についても、新たに地方財
政措置を講ずるべきである。
○ 公営企業会計適用前後で、資本費平準化債 15 の発行可能額が減少する場合には、公
営企業会計適用の支障となるとの指摘もあることから、こうした場合について、激変
緩和措置を講ずるべきである。
P13F

P

P14F

14

P

法非適用事業における公営企業会計適用に要する経費について、地方債（公営企業会計適用債）を
充当した場合に、その元利償還金の一部を一般会計からの繰出しの対象とし、下水道事業及び簡易水
道事業については当該繰出しに係る地方交付税措置を講ずることとしている。
15 施設整備に要する先行投資について利用者の世代間負担の公平を図るため、地方債の元金償還金と
減価償却費との差額について、当該資産の耐用年数の範囲内で平準化をするための起債
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５

法制化に向けた今後の検討課題
今後、各公営企業において、新ロードマップに基づく適用拡大の取組が着実に推進され
ることが期待される。一方で、このことは、現行法の下では法の規定が任意適用とされて
いる事業について、実態として法の規定の適用拡大を促していることを意味する。
１（３）で述べたとおり、法令に基づく公営企業会計の適用範囲については、昭和 23
年の地財法制定時より、地方公共団体における公営企業会計への習熟に伴ってその拡大が
想定されていたものであり、また、現実にその後、昭和 41 年の法改正に至るまで段階的
拡大が図られた経緯に鑑みれば、本来、公営企業会計の適用が求められるのであれば、水
道事業等と同様、法において適用義務を規定すべきである。
今回は、現時点における適用状況や小規模団体における対応力等を踏まえ、段階的に取
組を推進する観点から、ロードマップによる要請という形をとっているが、総務省におい
ては、公営企業会計の適用拡大の進捗状況を踏まえ、法において財務規定等の適用を義務
付ける対象範囲について、法改正の検討を行う必要がある。
また、法については、昭和 41 年以来、制度の根幹に関わる抜本的な改正は行われてい
ない。本研究会においては、会計制度以外の観点も含め、先に述べた公営企業の経営を取
り巻く環境の変化を踏まえ、今日の公営企業を巡る諸課題に照らした公営企業制度の検討
課題についても、併せて議論を行った。その主な意見は以下のとおりである。
○

「公営企業」の範囲について
「公営企業」の概念について、法の適用対象となる「地方公営企業」、特別会計設置義
務の対象となる「公営企業」、公営企業債の発行が可能となる「公営企業」など、その文
脈によって範囲が異なることから、これらの関係について、法令改正も含め、現代的意義
に即して整理する必要があるのではないか。
○

経費負担区分の原則について
各公営企業においては、持続的な経営を確保するため、常に料金水準の適正化を図るよ
う努めるべきであり、その取組を促す仕組みとすべきではないか。そのためにも、経費負
担区分の原則と、一般会計において負担すべき経費等に係る基本的な考え方を示す繰出基
準との関係について、より明確化を図るべきではないか。また、繰出基準は全国一律に定
めることとなるが、実態としては地域によって経営環境や求められるサービスは様々であ
ることから、各地方公共団体が一定の枠組みの下で地域の合意を得て実施する基準外繰出
金について、法令上の取扱いを明確にすることも考えられるのではないか。
○

経営戦略について
今後、各公営企業において将来展望に基づく合理的な経営の遂行が一層求められるとこ
ろ、経営に係る中長期的な基本計画である経営戦略について、その策定・改定を法定した
上で、これに基づく取組が適切に進められているかを検証する仕組みを導入すべきではな
いか。

－ 21 －

○

人口減少への対応について
公営企業の経営においては、急速な人口減少が進む中、今後のサービス需要を的確に予
測した上で、ダウンサイジングや広域化等の抜本的な改革を行うことが求められるが、こ
うした流れを促進するための更なる制度的な検討が必要ではないか。
○

既存制度の意義の検証について
償還期限を定めないことができることとされている公営企業債（いわゆる「永久企業
債」）や、間接経営方式による経営を行うための「地方公共企業体」等の制度について、
今日における意義を検証する必要があるのではないか。
総務省においては、これらの意見や、過去に開催された研究会 16 等において指摘され
た検討課題等も踏まえ、法の改正も含めた公営企業制度のあり方について、速やかに検討
を進めるべきである。
P15F

16

P

公営企業会計の適用拡大を含む法制度のあり方については、これまで「地方公営企業会計制度等研
究会」
（平成 21 年度）
、
「地方公営企業法の適用に関する調査研究会」
（平成 24 年度）
、
「地方公営企業
法の適用に関する研究会」
（平成 25 年度）
、「地方公営企業法の適用に関する実務研究会」
（平成 26 年
度）及び「地方公営企業法の適用拡大等に関する調査研究会」
（平成 29 年度）において検討を行って
きたところ。
－ 22 －
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「公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会」
設置要綱
１．趣旨
公営企業を取り巻く経営環境は、人口減少等に伴う料金収入の減少や施設の老朽化
に伴う更新需要の増大などにより、その厳しさを増しつつある。
このような状況を踏まえ、各公営企業においては、経営基盤の強化と財政マネジメ
ントの向上を図るため、抜本的な改革の検討及び経営戦略の策定を推進するとともに、
これらについてより的確に取り組むため、公営企業会計の適用拡大を推進する必要があ
る。
総務省においては、平成 27 年度から平成 31 年度までを公営企業会計適用の「集中
取組期間」としており、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業と位置付け、都道府県
及び人口３万人以上の市区町村等に対して、公営企業会計への移行を要請している。こ
の結果、人口３万人以上の団体のうち、９割以上の団体が公営企業会計を「適用済」及
び「適用に取組中」としている（下水道事業 98.8％、簡易水道事業 92.6％（平成 29 年
４月１日時点）
）
。
その一方で、人口３万人未満の市区町村等や重点事業以外の事業については、
「適用
済」及び「適用に取組中」の団体が５割未満にとどまっている（下水道事業 24.8%、簡
易水道事業 42.0%（平成 29 年４月１日時点）
）
。
こうした現状を踏まえ、集中取組期間終了後の展開を想定し、人口３万人未満の市
町村等の下水道事業及び簡易水道事業における公営企業会計への移行支援策や、その他
の事業における事業ごとの移行の進め方などについて調査・検討を行うため、「公営企
業の経営のあり方等に関する調査研究会」を設置する。
２．名称
本研究会は、
「公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会」
（以下「研究会」とい
う。）と称する。
３．構成員
別紙委員名簿のとおりとする。
４．運営
（１）研究会に、座長１人を置く。
（２）座長は、研究会を招集し、主宰する。
（３）座長は、不在の場合など必要の都度、これを代行する者を指名することができ
る。
（４）座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その
意見を聴取することができる。
（５）本要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は座長が定める。
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公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会

委員名簿

（座長）
鈴木

豊

青山学院大学名誉教授

（構成員）
宇野

二朗

横浜市立大学国際総合科学群教授

遠藤

誠作

北海道大学公共政策大学院公共政策学研究センター研究員

柏木

恵

加藤

公敏

北海道安平町水道課課長補佐

小西

砂千夫

関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授

小室

将雄

有限責任監査法人トーマツパートナー

勢一

智子

西南学院大学法学部教授

馬場

正威

EY 新日本有限責任監査法人シニアマネージャー

森垣

文裕

兵庫県香美町上下水道課副課長

山越

伸子

総務省自治財政局公営企業課長

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

（五十音順、敬称略）
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「公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会 法制検討ワーキング・グループ」
設置要綱

１．趣旨
公営企業会計の適用拡大に係る法制化等の論点を検討するため、公営企業の経営の
あり方等に関する調査研究会設置要綱４の（５）に基づき、法制検討ワーキング・グル
ープを設置する。
２．名称
本ワーキング・グループは、
「法制検討ワーキング・グループ」
（以下「ワーキング・
グループ」という。
）と称する。
３．構成員
別紙委員名簿のとおりとする。
４．運営
（１）ワーキング・グループにおける検討結果を公営企業の経営のあり方等に関する
調査研究会に報告するものとする。
（２）ワーキング・グループ委員は、必要があると認めるときは、必要な者にワーキ
ング・グループへの出席を求め、その意見を聴取することができる。
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「公営企 業の 経営の あ り方等に 関す る調査 研 究会

法 制検 討ワー キ ング・グ ルー プ」

委員名簿

宇野

二朗

横浜市立大学国際総合科学群教授

柏木

恵

小西

砂千夫

関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授

小室

将雄

有限責任監査法人トーマツパートナー

勢一

智子

西南学院大学法学部教授

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

（五十音順、敬称略）
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公営企業会計制度について
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䖃බඹୗỈ㐨
䕿䛭䛾ୗỈ㐨
䕿ㆤ䝃䞊䝡䝇
䕿㥔㌴ሙᩚഛ
䕿᭷ᩱ㐨㊰
䕿䛭䛾
䠄᭷⥺ᨺ㏦➼䠅

䠘௵ព㐺⏝ᴗ䠚
䠄ᆅබἲ䠎䐡䠅

䛆㒊㐺⏝ᴗ䛇

䖃Ỉ㐨
䖃ᕤᴗ⏝Ỉ㐨
䖃㏻䠄㌶㐨䠅
䖃 䚺 䠄⮬ື㌴䠅
䖃 䚺 䠄㕲㐨䠅
䖃㟁Ẽ
䖃䜺䝇

⮬ⓗ䛻㐺⏝

䛆㈈ົつᐃ➼㐺⏝ᴗ䛇

䖃㝔

䈜 䖃䛾䛴䛔䛯䜒䛾䛿䚸ᆅ㈈ἲ➨㻢᮲䛻つᐃ䛩䜛≉ูィタ⨨⩏ົ䛾䛒䜛බႠᴗ䚹
䈜 බႠᴗ䛾䛖䛱䚸ἲ㐺⏝ᴗ䛿㻟㻘㻟㻜㻝ᴗ䚸ἲ㠀㐺⏝ᴗ䛿㻡㻘㻜㻥㻣ᴗ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䠅

䖂 ᆅ᪉බඹᅋయ䛷䛿䚸ἲ㠀㐺ᴗ䛻ᆅ᪉බႠᴗィ䜢⮬ⓗ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹

૾עπփ˖ಅඥᢘဇỉॖ፯
බႠᴗ䛸䛿䠖ఫẸ⏕ά䛻㌟㏆䛺♫㈨ᮏ䛾ᩚഛཬ䜃䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䜢⾜䛖య
බႠᴗ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟≧ἣ䛾ኚ䛸ᨵ㠉䛾ᚲせᛶ
䕿 ⴭ䛧䛔ேཱྀῶᑡ➼䛻䜘䜛ᩱ㔠ධ䛾ῶᑡ
䕿 タ䞉⟶㊰➼䛾⪁ᮙ䛻క䛖᭦᪂ᢞ㈨䛾ቑ
䕿 ᅜ䞉ᆅ᪉䜢㏻䛨䛯ཝ䛧䛔㈈ᨻ≧ἣ

ᑗ᮶䛻䜟䛯䛳䛶ᣢ⥆ྍ⬟䛺⤒Ⴀ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䚸
䛂⤒Ⴀ䛾ぢ䛘䜛䛃䛻䜘䜛⤒Ⴀᇶ┙䛾ᙉ䛜ᚲせ

ᆅ᪉බႠᴗἲ㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝
┠ⓗ

බႠᴗィ䛾㐺⏝

䕿 ⤒Ⴀ≧ἣ䠄ᦆ┈ሗ䞉䝇䝖䝑䜽ሗ➼䠅䛾ⓗ☜䛺ᢕᥱ➼
э⤒Ⴀຠ⋡䚸⤒Ⴀᨵ㠉䛾᥎㐍
э䜘䜚㐺ษ䛺ㄝ᫂㈐௵
ண⟬䞉㈨⏘䛾ᙎຊⓗ㐠⏝

䕿 Ⓨ⏕⩏䞉」ᘧ⡙グ䛾᥇⏝
䕿 ⤒Ⴀᡂ⦼䠄ẖᖺᗘ䛾┈䞉ᦆኻ➼䝣䝻䞊ሗ䠅䞉㈈ᨻ≧ែ䠄㈨⏘䞉㈇
മ➼䝇䝖䝑䜽ሗ䠅䛾᪩ᮇᢕᥱ

䕿 ᴗົ㔞䛾ቑຍ䛻ᛂ䛨䛯ධ䛾ᨭฟ䜈䛾ᙜ
䕿 ㈨⏘䛾㐠⏝䛻ಀ䜛≉䠄㆟䛾㆟Ỵせ䠅

ᮇᚅ䛥䜜䜛ຠᯝ
ᑗ᮶䛻䜟䛯䜚ᣢ⥆ྍ⬟䛺⤒Ⴀᇶ┙䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ሗ䛾ᢕᥱ

¾

ᣢ⥆ྍ⬟䛺䝇䝖䝑䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖➼䛾᥎㐍

¾

ᴗ㛫䛷䛾⤒Ⴀ≧ἣ䛾ẚ㍑

¾

㐺ษ䛺ཎ౯ィ⟬䛻ᇶ䛵䛟ᩱ㔠Ỉ‽䛾タᐃ䛜ྍ⬟䛻

¾

ศ䛛䜚䜔䛩䛔㈈ົሗ䛻ᇶ䛵䛟
ఫẸ䜔㆟䛻䜘䜛䜺䝞䝘䞁䝇䛾ྥୖ

¾

ᗈᇦ䚸Ẹ㛫ά⏝➼䛾ᢤᮏᨵ㠉䛾᥎㐍

¾

⫋ဨ䛾⤒Ⴀ䝬䜲䞁䝗䛾⫱ᡂ

－7－

ݓࢢࠉۈएจᄝ̢ေจ̣ܟнњѝႡୠྑрీ᧨שܟ
䕿ေจܟнњќᄉ੫˾ठ੫сଋۛฆଋઉ̢̣ۛڠкડၬฆଋઉ̢ડၬ̣ڠнࣂЧўѝ˻

ἲ㐺๓䛾ண⟬䞉Ỵ⟬

ἲ㐺ᚋ䛾ண⟬䞉Ỵ⟬

䠄ᐁᗇィ䠅

䠄බႠᴗィ䠅
䛆㻟᮲䛇

䛆ṓධ䛇

䛆ṓฟ䛇

┈ⓗ㈝⏝
⌧㔠ᨭฟ

┈ⓗධ

⌧㔠ධ
ᦆ┈㻔㯮Ꮠ䛾ሙྜ㻕 ᦆ┈㻔㉥Ꮠ䛾ሙྜ㻕
䛆㻠᮲䛇

㈨ᮏⓗᨭฟ

㈨ᮏⓗධ

䕿ἲ㐺䛻䜘䜚䚸⌧㔠⩏
ィ䛷䛒䜛ᐁᗇィ䛛䜙䚸Ⓨ⏕
⩏ィ䛷䛒䜛ᴗィ䛻ኚ
䜟䜛䚹

䕿ṓධṓฟ䛾ண⟬䞉Ỵ⟬䛛䜙䚸
බႠᴗィ䛷䛿3᮲䛸4᮲䚸
䛩䛺䜟䛱┈ⓗᨭ䠄ᦆ┈ྲྀ
ᘬ䠅䛸㈨ᮏⓗᨭ䠄㈨ᮏྲྀᘬ䠅
䛻༊ศ䛧䛯ண⟬䞉Ỵ⟬䛸䛺䜛䚹

䜘䜚ヲ䛧䛟ぢ䜛䛸䡡䡡䡡

㊊㢠

ݓࢢࠉۈएจᄝ̢ေจ̣ܟнњѝႡୠྑрీ᧨תܟ
䕿ေจܟнњќཀྵ॓ࢼઉ଼ОિЧў˺จౠмۛए੫Оܦ໕кмѝ˻

ἲ㐺๓䛾ண⟬䞉Ỵ⟬
䠄ᐁᗇィ䠅

ἲ㐺ᚋ䛾ண⟬䞉Ỵ⟬
䠄බႠᴗィ䠅
䛆┈ⓗᨭฟ䛇

䛆ṓฟ䛇

୍⯡㈝⏝

ᩱ㔠ධ
㻟㻜㻜

୍⯡㈝⏝
㻣㻡㻜

㻠㻜㻜

ᩱ㔠ධ
㻟㻜㻜
୍⯡ィ⧞ධ㔠➼

ᜥ 㻝㻝㻜
ῶ౯ൾ༷㈝
ᘬᙜ㔠⧞ධ㢠➼
୍⯡ィ⧞ධ㔠➼

㻞㻜㻜

ᦆ┈䕧㻝㻢㻜

㻥㻜㻜

䛆㈨ᮏⓗᨭฟ䛇

䛆㈨ᮏⓗධ䛇
୍⯡ィ⧞ධ㔠➼

ඖൾ㑏㔠
㻤㻝㻜

ᘓタᨵⰋ㈝
ᴗമⓎ⾜㢠

㻝㻜

⧞㉺㢠
㻝㻣㻜

㻟㻜㻜

㻠㻜㻜

㻢㻜㻜

⧞㉺㢠

䕿㠀⌧㔠ᨭฟ㈝⏝䛷䛒䜛ῶ౯
ൾ༷㈝䜔ᘬᙜ㔠⧞ධ㢠䛜ィୖ
䛥䜜䚸ⓗ☜䛺ᦆ┈ሗ䛾ᢕᥱ
䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹

㻢㻜㻜

㻣㻡㻜

ᘓタᨵⰋ㈝

䛆┈ⓗධ䛇

䛆ṓධ䛇

䕿ἲ㐺䛻䜘䜚䚸㠀⌧㔠ᨭฟ
㡯┠䠄ῶ౯ൾ༷㈝䜔ᘬᙜ㔠⧞
ධ㢠➼䠅䛜㆑ู䛥䜜䚸䛛䛴ᦆ┈
ྲྀᘬ䛸㈨ᮏྲྀᘬ䠄ᴗമྲྀᘬ
➼䠅䛜༊ศ䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸ᨭ
㊊䛜⏕䛨䛶䛔䛺䛟䛶䜒䚸ᦆ┈
㉥Ꮠ䜔Ḟᦆ㔠䛾᭷↓䛜ᢕᥱ䛥
䜜䜛䚹⤖ᯝ䚸⤒Ⴀ䛾ぢ┤䛧➼䛾
ᚲせᛶ䛜ㄆ㆑䛥䜜䜛䚹

ᴗമⓎ⾜㢠
ඖ㔠ൾ㑏㔠
㻣㻜㻜

㻢㻜㻜
㊊㢠
䕧㻞㻜㻜

－8－

㈚ᑐ↷⾲䞉ᦆ┈ィ⟬᭩䛿䡡䡡䡡

ݓࢢࠉۈएจᄝ̢ေจ̣ܟнњѝႡୠྑрీ᧨ܟ
䕿ေจܟнњќۛए੫ଢ଼˺ഡ૨ഒஒྑОੀఴЧў˺ေจܟಔњќ࿑ডЖဥОໜٔйПѝ˻

ἲ㐺ᚋ䛾Ỵ⟬᭩ 䠄බႠᴗィ䠅
䛆┈ⓗᨭฟ䛇

䛆ᦆ┈ィ⟬᭩䛇

䛆┈ⓗධ䛇

ᩱ㔠ධ
㻟㻜㻜

୍⯡㈝⏝

୍⯡㈝⏝

୍⯡ィ⧞ධ㔠➼

㻣㻡㻜

ᩱ㔠ධ
㻟㻜㻜
୍⯡ィ⧞ධ㔠➼

㻣㻡㻜

㻢㻜㻜
ᜥ 㻝㻝㻜
ῶ౯ൾ༷㈝
ᘬᙜ㔠⧞ධ㢠➼

ᦆ┈䕧㻝㻢㻜

䛆㈨ᮏⓗᨭฟ䛇

䛆㈨ᮏⓗධ䛇

㻞㻜㻜

୍⯡ィ⧞ධ㔠➼

ᘓタᨵⰋ㈝

㻟㻜㻜

㻠㻜㻜
ᴗമⓎ⾜㢠
ඖ㔠ൾ㑏㔠
㻣㻜㻜

㻢㻜㻜
ᜥ 㻝㻝㻜
ῶ౯ൾ༷㈝
ᘬᙜ㔠⧞ධ㢠➼

㻞㻜㻜

ᦆ┈䕧㻝㻢㻜

䛆㈚ᑐ↷⾲䛇

䠄㈨⏘䛾㒊䠅

䠄㈇മ䛾㒊䠅

᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘
㻠㻜㻘㻜㻜㻜
ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠
䕧 㻝㻥㻘㻜㻜㻜

ᴗമ
㻝㻜㻘㻜㻜㻜
ᘬᙜ㔠
㻝㻜㻜
ᮍᡶ㔠
㻡㻜
⧞ᘏ┈ 㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻢㻜㻜
㊊㢠
䕧㻞㻜㻜

䕿䛣䜜䜎䛷䛿ᢕᥱ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
බႠᴗ䛾⤒Ⴀᡂ⦼䜢䜂䛸┠
䛷ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸
ᴗ䛜ຠ⋡ⓗ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛
䛛䜢ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

⌧㔠㡸㔠
ᮍධ㔠

㻝㻜 䠄㈨ᮏ䛾㒊䠅
㻡㻜㻌
㈨ᮏ㔠
㻤㻜㻜
㈨ᮏవ㔠
㻡㻜
┈వ㔠
㻢㻜㻌

䕿ᅛᐃ㈨⏘䛾つᶍ䜔⪁ᮙᗘ䚸
മᶒ➼䛾㔠㢠䜢䚸୍ぴᛶ䜢䜒䛳
䛶ᢕᥱྍ⬟䛸䛺䜚䚸බႠᴗ䛾
ᴗつᶍ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹

䕿ᴗമ䚸⧞ᘏ┈➼䛾㔠㢠
䛜ᢕᥱྍ⬟䛸䛺䜚䚸㈨⏘䜢䛹䛾
䜘䛖䛺㈈※䛷㈥䛳䛶䛔䜛䛛䚸䜎
䛯ᑗ᮶ୡ௦䜈䛾㈇ᢸ㢠䜢ᢕᥱ
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ݓࢢࠉۈएจᄝнњѝईۈயрঐ̢שܮశေुЩ̣
䕿จౠм҃҉Ҙए੫Оૐઌܦ໕кмќ˺њќঐᅒฆмశေрಎഴнжмФѝХкОйПб˻
ݵᄣ˾ं
¾ බႠᴗィ㐺⏝๓䛿ṇ☜䛺䝁䝇䝖䛾⟬ᐃ䛜ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䛜䚸㐺⏝ᚋ䛻ῶ౯ൾ༷㈝䜢ྵ䜐䝁䝇䝖䜢⟬ᐃ䛩䜛䛸䚸ேᐙ䛜䜎
䜀䜙䛺ᕷ⾤ㄪᩚ༊ᇦ䛻䛚䛔䛶䚸බඹୗỈ㐨䛾ᩚഛ䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛷䚸ởỈฎ⌮ཎ౯䛜ᖜ䛻ୖ᪼䛩䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䚹
¾ 㻟ᖺ๓䛻ᖹᆒ㻞㻜䠂⛬ᗘ䛾ୗỈ㐨⏝ᩱ䛾್ୖ䛢䜢⾜䛳䛯䜀䛛䜚䛷䛒䜚䚸䛥䜙䛺䜛ᖜ್ୖ䛢䛿㑊䛡䛯䛔䛜䛒䛳䛯䚹
દᆍ
¾ බႠᴗィ䜢㐺⏝䛧䛶䚸ῶ౯ൾ༷㈝➼䜢ྵ䜐㐺ṇ䛺ᦆ┈ィ⟬䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸ṇ☜䛺䝁䝇䝖䛜ᢕᥱྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
䛭䛣䛷䚸䛾㑅ᢥ⫥䛜䛺䛔䛛᳨ウ䛧䛯䛸䛣䜝䚸ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺίᵴ䛿Ᏻ䛔䝁䝇䝖䛷ᩚഛྍ⬟䛺䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䚹
¾ බඹୗỈ㐨䛾䜎䜎ᩚഛ䜢㐍䜑䛯ሙྜ䛸ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺίᵴ䛷㐍䜑䛯ሙྜ䛾ởỈฎ⌮ཎ౯䛾ẚ㍑䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䚹
බඹୗỈ㐨䛾䜎䜎ᩚഛ䜢㐍䜑䛯ሙྜ

ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺίᵴ䛷㐍䜑䛯ሙྜ

251.3э283.8

251.3э258.1

䠄ὀ䠅බඹୗỈ㐨䛿50ᖺ䚸ίᵴ䛿30ᖺ䜢⪏⏝ᖺᩘ䛸䛧䛯ῶ౯ൾ༷㈝䜢䝁䝇䝖ィ⟬䛻ྵ䜑䛯䚹
ঐܮ
¾ 䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛺ᩚഛᡭἲ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ఫẸ㈇ᢸ䛾ᖜቑຍ䜢ᅇ㑊䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛺䛜䛳䛯䚹
¾ බඹୗỈ㐨䛻ẚ䛧䛶ίᵴ䛾⪏⏝ᖺᩘ䛿▷䛔䜒䛾䛾䚸ᑗ᮶䛾ேཱྀῶᑡ䛻క䛖ୡᖏᩘ䜔ฎ⌮Ỉ㔞䛾ῶᑡ䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸
⪏⏝ᖺᩘ䛾㛗䛔ᢞ㈨䜘䜚䜒䚸⪏⏝ᖺᩘ䛾▷䛔ᢞ㈨䛾䜋䛖䛜䚸⎔ቃኚ䛻ᙎຊⓗ䛻ᑐᛂ䛧䜔䛩䛟䛺䜛䚹
¾ ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺίᵴ➼䛾᥎㐍䛻㻼㻲㻵᪉ᘧ䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᴫ䛽㻝䞄᭶௨ෆ䛻タ⨨䛸䛺䜛䛯䜑䚸౪⏝㛤ጞ䜎䛷㻡䡚㻝㻜
ᖺ䜢せ䛩䜛බඹୗỈ㐨䜘䜚䜒᪩ᮇ䛻㐺ṇ䛺ởỈฎ⌮䛾ᐇ⌧䛻䛴䛺䛜䛳䛯䚹

－9－

ݓࢢࠉۈएจᄝнњѝईۈயрঐ̢תܮভๆડఌए̣
䕿ভๆડрᅉฆмఌएѤৈИХкОܦ໕кмќ˺̮ईۈᅖ̯ੈ෨рྀᄣళѤિЫѝХкОйПб˻
ݵᄣ˾ं
¾ ⟶㊰ᘏ㛗䛜㛗䛔䛜䚸බႠᴗィ㐺⏝๓䛿㐺ษ䛻ῶ౯ൾ༷㈝䜢⟬ᐃ䛷䛝䛺䛔䛯䜑䚸ᚋ䛾᭦᪂ᢞ㈨䛾ᐇᮇ䚸㔠㢠
➼䜢ྜ⌮ⓗ䛻ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛜䚸㐺⏝ᚋ䛿ྲྀᚓ౯㢠➼䜢䝧䞊䝇䛻᭦᪂ぢ㎸㢠䛾ヨ⟬䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
દᆍ
㐣ཤ㻡ᖺ㛫䛾᭦᪂ᢞ㈨䜢ᖜ䛻
ୖᅇ䜛つᶍ䛸ヨ⟬䛥䜜䛯

¾ ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒሗ䜢ᇶ♏䛻䚸௬䛻⪏⏝ᖺᩘ฿᮶䛻䚸䛩䜉䛶ྠཱྀᚄ䛷᭦᪂䛩䜛
ᙜヱ㻡ᖺ㛫䛾
䛸䛧䛯ሙྜ䛾᭦᪂ணᐃᮇཬ䜃᭦᪂ぢ㎸㢠䜢ヨ⟬䛧䛯䚹
᭦᪂ᢞ㈨䛾ᖺᖹᆒ㢠
ྲྀᚓᖺᗘ ྲྀᚓ౯㢠 䝕䝣䝺䞊䝍䞊 ᭦᪂ぢ㎸㢠 ᭦᪂ணᐃ
㻿㻟㻡
㻢㻜㻜
㻞㻟㻑
㻞㻘㻢㻜㻥
฿᮶῭
㻿㻟㻢
㻣㻜㻜
㻞㻡㻑
㻞㻘㻤㻜㻜
฿᮶῭
䞉
䞉
䞉
䞉
㻴㻞㻡
㻝㻘㻞㻜㻜
㻝㻜㻜㻑
㻝㻘㻞㻜㻜
㻴㻣㻡
㻴㻞㻢
㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻜㻜㻑
㻝㻘㻜㻜㻜
㻴㻣㻢

㻟㻘㻜㻜㻜
㻞㻘㻡㻜㻜
㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻡㻜㻜
㻝㻘㻜㻜㻜

㐣ཤ㻡ᖺ㛫䛾
᭦᪂ᢞ㈨䛾ᖺᖹᆒ㢠

฿᮶῭

㻴㻞㻣㻙㻟㻝

㻴㻟㻞㻙㻟㻢

㻴㻟㻣㻙㻠㻝

㻴㻠㻞㻙㻠㻢

䞉䞉䞉

㻴㻣㻞㻙㻣㻢

ঐܮ
¾ ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ฿᮶䛻᭦᪂ᢞ㈨䜢⾜䛳䛯䛸௬ᐃ䛧䛯ሙྜ䛾㔠㢠䜢ヨ⟬䛧䛯䛸䛣䜝䚸㐣ཤ㻡ᖺ㛫䛾᭦᪂ᢞ㈨䛾ᖺᖹᆒ㢠䜢
ᖜ䛻ୖᅇ䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䚹
¾ ᐃ䛹䛚䜚䛻᭦᪂ᢞ㈨䜢⾜䛖㈈※䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑䚸⟶㊰䛾ຎデ᩿䚸Ỉ㟂せ䛾ኚ䛻ᑐᛂ䛧䛯᭦᪂
䛾䝎䜴䞁䝃䜲䝆䞁䜾䛾ᚲせᛶ䜢䜘䜚ᐈほⓗ䛻ㄆ㆑䛷䛝䛯䚹
¾ 䜘䜚୍ᒙ⢭⦓䛷ྜ⌮ⓗ䛺ᢞ㈨ヨ⟬䛸䚸䛭䜜䜢㈥䛖䛯䜑㈈※ヨ⟬䜢⾜䛖䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹

ݓࢢࠉۈएจᄝнњѝईۈயрঐ̢ܮौܣ੫෨̣
䕿ࡧौܣрจౠмໜٔнњќ˺จмᄝᅫр෨кईۈपಘܟнжмФѝХкОйПб˻
ݵᄣ˾ं
¾ ⡆᫆Ỉ㐨
⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛚䛔䛶䚸බႠᴗィ㐺⏝๓䛿ᴗമඖ㔠ൾ㑏㢠䜢䛂ῶ౯ൾ༷㈝䛃䛸䜏䛺䛧䛶ཎ౯䛻ᫎ䛥䛫䚸ᩱ㔠䜢
⟬ᐃ䛧䛶䛔䛯䛜䚸㐺⏝ᚋ䛿䛂ῶ౯ൾ༷㈝䛃䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸䜘䜚⢭⦓䛺ᩱ㔠⟬ᐃ䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
દᆍ
ඖ㔠ൾ㑏㢠䜢
䛂ῶ౯ൾ༷㢠䛃䛸䜏䛺䛩
䕿ൾ㑏ᮇ㛫䛻㝈䜚ཎ౯
䛻ᫎ
䕿㉳മ㢠䛾ከᐻ䛷ཎ౯
䜈䛾ᫎ㢠␗䛺䜛 ➼

䛆ᴗィ㐺⏝๓䛾⤥Ỉཎ౯䛇

䛆ᴗィ㐺⏝ᚋ䛾⤥Ỉཎ౯䛇
䛂ῶ౯ൾ༷㢠䛃䜢ᢕᥱྍ⬟

㻝㻞㻜
ῶ౯ൾ༷㈝

㻝㻜㻜

ඖ㔠ൾ㑏㢠

㻟㻜

ᜥ

㻟㻜

ᜥ

㻤㻜

⥔ᣢ⟶⌮㈝

㻤㻜

⥔ᣢ⟶⌮㈝

㻞㻝㻜
≉᭷䛾䛸䛧䛶䚸⮬ᕫ㈨㔠䜢ά⏝䛧䚸㉳മⓎ⾜㢠䜢ᢚไ䛧䛯䛯䜑䚸
⡆᫆Ỉ㐨ᴗィ䛾ᨭฟ㢠䠄ཎ౯䠅䛿ᑡ䛺䛟῭䜣䛷䛔䛯䚹

㻞㻟㻜

䕿䜘䜚⢭ᗘ䛾㧗䛔ཎ౯䛾ᮇ㛫
㓄ศ䛜ྍ⬟䠄㐺ṇ䛺ᮇ㛫䚸䝁
䝇䝖䜢ཎ౯䛻ᫎ䠅
䕿㉳മ㢠䛻㛵䜟䜙䛪䚸㈨⏘䛾
⤒῭ⓗ౯್䛸䛭䛾ῶ⪖ศ䜢
ཎ౯䛻ᫎྍ⬟ ➼

බႠᴗィ㐺⏝䛻䜘䜚䚸ῶ౯ൾ༷㈝➼䛾䝁䝇䝖䜢⢭⦓䛺Ỉ
‽䛷ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛯䜑䚸⢭⦓䛺䝁䝇䝖ሗ䜢ᇶ
䛻䚸䜘䜚㐺ษ䛺⏝ᩱᨵᐃ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹

ᨭ䜢ᴫ䛽ᆒ⾮䛥䛫䜛䛯䜑䚸ཎ౯䛻䛒䜟䛫䛶⏝ᩱỈ‽䜢ᢚไ䚹
䠄ὀ䠍䠅ㄽⅬ䜢༢⣧䛩䜛䛯䜑䚸ᘓタ䛾ᅜᗜ⿵ຓ㔠䜔⥔ᣢ⟶⌮㈝➼䜈䛾୍⯡ィ⧞ධ㔠䛿䝊䝻䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䠄ὀ䠎䠅ᢞ㈨䛾ྜ⌮䚸⤒㈝⠇ῶ䛺䛹䛾⤒Ⴀດຊ䛿䛩䛷䛻⾜䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ঐܮ
¾ බႠᴗィ䛾㐺⏝䜢⾜䛔䚸㈝⏝䛾䜘䜚㐺ṇ䛺ᮇ㛫㓄ศ䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛯䜑䚸ᮇ㛫㈝⏝䜢⏝ᩱ䛷㈇ᢸ䛔䛯䛰䛟䛸䛔䛖䚸
Ⴀ
᫂☜䛺᰿ᣐ䜢ᣢ䛳䛯ㄝ᫂䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䚸㐺ṇ䛺Ỉ‽䜈䛾⏝ᩱᨵᐃ䛻ྥ䛡䛶ື䛝ฟ䛩䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
¾ ཎ౯䜢ᫎ䛧䛯ᩱ㔠⟬ᐃ䛜⾜䜟䜜䛺䛔䛣䛸䛻䜘䜚䚸⤒Ⴀ䛜ᝏ䛧䛶䛔䛯䛜䚸䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹

－ 10 －

ݓࢢࠉۈएจᄝнњѝईۈயрঐ̢ܮҋҀұӃҘᆊ̣
͓ҋҀұӃҘЦкрईۈૐഘѤໜٔЫѝХкй˺દࢢрൔрДќုрषнжмФѝХкОйПб˻
ݵᄣ˾ं
¾ య
య䛸䛧䛶㉥Ꮠ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ୗỈ㐨ᴗィ䛻䛴䛔䛶䚸බႠᴗィ㐺⏝ᚋ䛻䝉䜾䝯䞁䝖ሗ䜢సᡂ䛧䛯䛸䛣䜝䚸㞵Ỉฎ
⌮ᴗ䛾ᨭ䛿ᆒ⾮䛧䛶䛔䜛䛜䚸ởỈฎ⌮ᴗ䛷㉥Ꮠ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹
દᆍ
¾ ୗỈ㐨ᴗ䛻බႠᴗィ䜢㐺
⏝䛧䚸Ỵ⟬᭩䛾ὀグ䛷ồ䜑䜙䜜
䛶䛔䜛䛂䝉䜾䝯䞁䝖ሗ䛃䛻䛴䛔䛶䚸
ྑ⾲䛾䜘䛖䛻䛂ởỈฎ⌮ᴗ䛃䛸
䛂㞵Ỉฎ⌮ᴗ䛃䛸䛻ศ䛡䚸⤒Ⴀ
ᐇែ䛾ᢕᥱ䚸୍⯡ィ⧞ධ㔠䛾
㔠㢠➼䛻䛴䛔䛶ᢕᥱ䛧䛯䚹
¾ 䛭䛾⤖ᯝ䚸ᦆ┈䝧䞊䝇䛻䛚䛔䛶䚸
ởỈฎ⌮ᴗ䛷㉥Ꮠ䛜Ⓨ⏕䛧䛶
䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂䛧䛯䚹

ởỈฎ⌮ᴗ

㞵Ỉฎ⌮ᴗ

ྜィ

Ⴀᴗ┈

㻝㻡㻘㻜㻜㻜

㻡㻘㻜㻜㻜

㻞㻜㻘㻜㻜㻜

Ⴀᴗ㈝⏝

㻞㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻘㻜㻜㻜

㻞㻠㻘㻜㻜㻜

Ⴀᴗᦆ┈

䕧㻡㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

䕧㻠㻘㻜㻜㻜

Ⴀᴗእ┈

㻥㻘㻜㻜㻜

㻜

㻥㻘㻜㻜㻜

Ⴀᴗእ㈝⏝

㻠㻘㻡㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

㻡㻘㻡㻜㻜

⤒ᖖᦆ┈

䕧㻡㻜㻜

㻜

䕧㻡㻜㻜

䠘ෆヂ䠄୍㒊䠅䠚
ィ⧞ධ㔠
ῶ౯ൾ༷㈝

㻠㻘㻜㻜㻜

㻡㻘㻜㻜㻜

㻥㻘㻜㻜㻜

㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻞㻘㻡㻜㻜

㻝㻞㻘㻡㻜㻜

ঐܮ
¾ බႠᴗィ䜢㐺⏝䛧䚸ᩱ㔠䛻䜘䜛⤒㈝㈇ᢸ䜢ཎ๎䛸䛩䜛ởỈฎ⌮ᴗ䛸䚸බ㈝䜢⤒㈝䛾㈈※䛸䛩䜛䛣䛸䛜ཎ๎䛾㞵Ỉ
Ⴀ
ฎ⌮ᴗ䛸䛻ศ䛡䛶䝉䜾䝯䞁䝖ሗ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸୧ᴗ䛾⤒Ⴀᐇែ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
¾ ㉥Ꮠ䛜⏕䛨䛶䛔䜛ởỈฎ⌮ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸୰㛗ᮇⓗどⅬ䛷㉥Ꮠゎᾘ䜢ᅗ䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛭䜜䜢䛹䛾䜘䛖䛻ᐇ⌧䛧
䛶䛔䛟䛛䚸䛂⤒Ⴀᡓ␎䛃⟇ᐃ➼䛻䜘䜛⤒Ⴀᇶ┙ᙉ䛾ᚲせᛶ䜢ᙉ䛟ㄆ㆑䛩䜛䛻⮳䛳䛯䚹

ݓࢢࠉۈएจᄝнњѝईۈயрঐ̢ܮๆડࠨႽрुЩ̣
͓ᆿܟઌভॻрۛிѤໜٔЫѝХкй˺ઌࠨႽрҐѶӃ҅Ѵ҈ӃҀОܦ໕кмеб˻
ݵᄣ˾ं
¾ ⪁ᮙ
⪁ᮙ䛧䛯ởỈฎ⌮タ䛾᭦᪂䛻䛒䛯䜚䚸ᢞ㈨䜢ᐇ䛧䛯ሙྜ䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䠄ᙜึ䠅䜢ᐇ䛧䛯䛸䛣䜝䚸ᖜ䛺ᦆ┈
䛯
ᝏ䛜ぢ㎸䜎䜜䛯䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᨵ䜑䛶ᚲせ䛺ฎ⌮⬟ຊ䜢⢭ᰝ䛧䚸タつᶍ䠄ᢞ㈨㢠䠅䛾⦰ᑠ䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹
દᆍ
¾ ⪁ᮙ䛧䛯ฎ⌮タ䛾᭦᪂䛻ᙜ䛯䜚䚸⌧⾜ฎ
⌮タ䛾つᶍ䜢䜋䜌⥔ᣢ䛩䜛ᙧ䛷ᢞ㈨䜢ᐇ
䛧䛯ሙྜ䠄ᙜึ䠅䚸᭦᪂ᚋ䛾ᦆ┈䛿㉥Ꮠ䛻㌿
䛨䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹
¾ ᳨ウ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸ởỈฎ⌮㔞䛜ῶᑡഴྥ
䛻䛒䜚䚸ฎ⌮⬟ຊ䜢⦰ᑠ䛧䛶䜒䛝䛺ᙳ㡪䛜䛺
䛔䛸ホ౯䛥䜜䛯䛣䛸䜒㋃䜎䛘䚸ᦆ┈䛜㉥Ꮠ䛸䛺
䜙䛺䛔䜘䛖䚸タ䛾䝎䜴䞁䝃䜲䝆䞁䜾䠄ᢞ㈨䛾⦰
ᑠ䠅䜢Ỵᐃ䛧䛯䠄䝎䜴䞁䝃䜲䝆䞁䜾䠅䚹

䛆ฎ⌮タ䛾⌧≧䛇

䛆ฎ⌮タ䛾᭦᪂ᢞ㈨䛾ẚ㍑䛇
ᙜึ

ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ

ฎ⌮⬟ຊ

㻞㻡㻘㻜㻜㻜ੑ㻛᪥

タ⏝⋡

㻡㻜㻚㻟䠂

᭱✌ാ⋡

㻣㻞㻚㻢䠂

ฎ⌮⬟ຊ

䝎䜴䞁䝃䜲䝈

㻞㻡㻘㻜㻜㻜ੑ㻛᪥

㻞㻜㻘㻜㻜㻜ੑ㻛᪥

㻟㻜൨

㻞㻡൨

㻺㻗㻝ᖺᗘ
ῶ౯ൾ༷㈝

㻝൨㻞㻘㻜㻜㻜

㻝൨

㻺㻗㻝ᖺᗘᦆ┈

䕧㻝㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

㻺ᖺᗘᢞ㈨㢠

ঐܮ
¾ つᶍ
つᶍᢞ㈨䛾䛘䜛ᙳ㡪䜢ᦆ┈䝧䞊䝇䛷ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᢞ㈨つᶍ䛾㐺ṇᛶ䜢ุ᩿䛩䜛㝿䛾ཧ⪃䛸䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹
¾ 䝎䜴䞁䝃䜲䝆䞁䜾䠄ᢞ㈨䛾⦰ᑠ䠅䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰⤖ᯝ䚸ᦆ┈㉥Ꮠ䛾Ⓨ⏕䜢ᅇ㑊䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛯䜑䚸⏝ᩱ➼䛾㈇ᢸቑຍ
䜢ᅇ㑊䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛺䛜䛳䛯䚹

－ 11 －

൯ုࢢࠉۈေ๕рݠईڄ
㸺ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇࡢἢ㠉㸼㸦ͤᣓᘼෆࡣ࡞ᨵṇ㡯ࠊ

ෆࡣἲࡢ㐺⏝⠊ᅖ㛵ࡍࡿ㡯㸧

䠎䠎ᖺ䠐᭶

ᆅ᪉⮬ἲไᐃ

䠎䠏ᖺ䠓᭶

ᆅ᪉㈈ᨻἲไᐃ 䠄ᐇᐃἲୖ䛂බႠᴗ䛃䛾ᴫᛕ䛜ึ䜑䛶つᐃ䛥䜜䜛䠅

䠎䠓ᖺ䠔᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲไᐃ
ᖖ㞠⏝⫋ဨᩘ䛜୍ᐃᩘ䠄ᴗ䛤䛸䛻␗䛺䜛䛜䚸᭱ప䛷䜒㻟㻜ே䠅௨ୖ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶ἲ䛾つᐃ䛾㒊䜢ᙜ↛㐺⏝

䠏䠌ᖺ䠔᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄ᩱ㔠ᚩົ䛾Ẹ㛫♫➼䜈䛾ጤ௵➼䠅

䠏䠑ᖺ䠐᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄Ỉ㐨ᴗ䛛䜙ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ䛾ศ㞳➼䠅
ᖖ㞠⏝⫋ဨᩘ㻞㻜ே௨ୖ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶㈈ົつᐃ➼䛾୍㒊䜢ᙜ↛㐺⏝

䠏䠒ᖺ䠑᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄୍⯡ィ➼䛛䜙ᴗィ䜈䛾ฟ㈨䛾つᐃ䛾᪂タ➼䠅

䠏䠔ᖺ䠒᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄㝔ᴗ➼䛷ᖖ㞠⏝䛩䜛⫋ဨ䛾ᩘ䛜㻝㻜㻜ே௨ୖ䛾ᴗ䛻ᑐ䛧䛶
㈈ົつᐃ➼䛾୍㒊䜢ᙜ↛㐺⏝䛩䜛ไᗘ䛾᪂タ➼䠅

⏝

䠏䠕ᖺ䠓᭶

ᣦᐃᴗ䠄㝔䡠⡆᫆Ỉ㐨䡠 ‴ᩚഛ䡠ᕷሙ䡠䛸␆ሙ䡠ほගタ䡠Ꮿᆅ㐀ᡂ䡠බඹୗỈ㐨䠅䛷ᖖ㞠⏝⫋ဨᩘ㻝㻜㻜ே௨
ୖ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶㈈ົつᐃ➼䛾୍㒊䜢ᙜ↛㐺⏝

ᆅ᪉බႠᴗไᗘㄪᰝ䠄⮬⮧䛾ㅎၥᶵ㛵䠅タ⨨

䠏䠕ᖺ䠍䠍᭶ 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾㈈ᨻᘓ䛻䛴䛔䛶䛸䜛䜉䛝ᙜ㠃䛾᪉⟇䛻㛵䛩䜛⟅⏦䛃䠄୰㛫⟅⏦䠅
䠐䠌ᖺ䠍䠌᭶ 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾ᨵၿ䛻㛵䛩䜛⟅⏦䛃
䠐䠍ᖺ䠓᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ

⌧⾜ἲ䛾య⣔

ᴗつᶍ䛾ᑠ䜢ၥ䜟䛪䚸ἲᐃᴗ䠄Ỉ㐨䚸ᕤỈ䚸㌶㐨䚸⮬ື㌴㐠㏦䚸㕲㐨䚸㟁Ẽ䚸䜺䝇䠅䛻䛴䛔䛶ἲ䛾つᐃ䛾
㒊䜢ᙜ↛㐺⏝䚸㝔ᴗ䛻䛴䛔䛶㈈ົつᐃ➼䜢ᙜ↛㐺⏝

൯ုࢢࠉۈေ๕рݠईڄ
㸺ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇࡢἢ㠉㸼㸦ͤᣓᘼෆࡣ࡞ᨵṇ㡯ࠊ
䠎䠎ᖺ䠐᭶

ᆅ᪉⮬ἲไᐃ

䠎䠏ᖺ䠓᭶

ᆅ᪉㈈ᨻἲไᐃ
⊂❧᥇⟬ไ䛜ึ䜑䛶᫂☜䛻つᐃ䛥䜜䜛

䠎䠓ᖺ䠔᭶

ෆࡣ⊂❧᥇⟬ไཬࡧ≉タ⨨⩏ົ㛵ࡍࡿ㡯㸧

≉タ⨨⩏ົ䛜つᐃ䛥䜜䜛

ᆅ᪉බႠᴗἲไᐃ
⊂❧᥇⟬ไ䛾ཎ๎䛜つᐃ䛥䜜䜛

≉タ⨨⩏ົ䛜つᐃ䛥䜜䜛

䠏䠌ᖺ䠔᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄ᩱ㔠ᚩົ䛾Ẹ㛫♫➼䜈䛾ጤ௵➼䠅

䠏䠑ᖺ䠐᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄Ỉ㐨ᴗ䛛䜙ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ䛾ศ㞳➼䠅

䠏䠒ᖺ䠑᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄୍⯡ィ➼䛛䜙ᴗィ䜈䛾ฟ㈨䛾つᐃ䛾᪂タ➼䠅
䛂ฟ㈨䛃䛾つᐃ䛜᪂タ䛥䜜䜛

䠏䠔ᖺ䠒᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䠄㝔ᴗ➼䛷ᖖ㞠⏝䛩䜛⫋ဨ䛾ᩘ䛜㻝㻜㻜ே௨ୖ䛾ᴗ䛻ᑐ䛧䛶
㈈ົつᐃ➼䛾୍㒊䜢ᙜ↛㐺⏝䛩䜛ไᗘ䛾᪂タ➼䠅
䛂⿵ຓ䛃䛸䛂㛗ᮇ㈚䛡䛃䛾つᐃ䛜᪂タ䛥䜜䚸ᆅ᪉බႠᴗ䛾≉ู
ィ䛸୍⯡ィཪ䛿䛾≉ูィ䛸䛾㛵ಀ䛾᫂☜䛜ᅗ䜙䜜䜛

⏝

䠏䠕ᖺ䠓᭶

ᆅ᪉බႠᴗไᗘㄪᰝ䠄⮬⮧䛾ㅎၥᶵ㛵䠅タ⨨

䠏䠕ᖺ䠍䠍᭶ 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾㈈ᨻᘓ䛻䛴䛔䛶䛸䜛䜉䛝ᙜ㠃䛾᪉⟇䛻㛵䛩䜛⟅⏦䛃䠄୰㛫⟅⏦䠅
䠐䠌ᖺ䠍䠌᭶ 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾ᨵၿ䛻㛵䛩䜛⟅⏦䛃
䠐䠍ᖺ䠓᭶

ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ
⤒㈝㈇ᢸཎ๎䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⊂❧᥇⟬ไ䛾᥇⏝
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⌧⾜䛾㈇ᢸ༊ศไᗘ

દࢢЦкрေจᄝрဃಏ

љ

䕧

љ

䕧

㻿㻟㻠

Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ䜢䛂‽බ
Ⴀᴗ䛃䛻㏣ຍ

љ

љ

љ

љ

љ

㻿㻟㻡

Ỉ㐨ᴗ䛛䜙ᕤᴗ⏝
Ỉ㐨ᴗ䜢ศ㞳
බඹୗỈ㐨ᴗ䜢䛂‽
බႠᴗ䛃䛻㏣ຍ

㻿㻟㻤

㻿㻠㻝

ᚑ᮶䛾䛂‽බႠᴗ䛃
䛜ᣦᐃᴗ䛷100ே௨
ୖ䛾䜒䛾䛸䛭䜜௨እ
䛾䜒䛾䠄‽බႠᴗ䠅
䛻ศ䛛䜜䜛

䖂

䖂

䖂

䖂

䠄50ே䠅

䠄30ே䠅

䠄100ே䠅

䠄30ே䠅

䕿

䕿

䕿

䠄20ே䠅

䠄20ே䠅

䠄20ே䠅

䕿

љ

䕧

䕧

䕧

䠄20ேᮍ‶䠅

䠄20ேᮍ‶䠅

䠄20ேᮍ‶䠅

䠄20ேᮍ‶䠅

䕧

љ

䠄20ே䠅

䕧

බඹ
ୗỈ 㐨

љ

Ꮿᆅ
㐀ᡂ

䛂‽බႠᴗ䛃䛸䛔䛖ᴫ
ᛕ䛜ㄌ⏕

ほග
タ

㻿㻟㻞

叉␆ሙ

䠄30ேᮍ‶䠅

ᕷሙ

䕧

䠄100ேᮍ‶䠅

㝔

䖂
䠄30ே䠅

䕧

‴
ᩚഛ

䖂
䠄100ே䠅

⡆᫆
Ỉ㐨

吃吐

䕧
䠄50ேᮍ‶䠅

㟁Ẽ

䖂
䠄50ே௨ୖ䠅
䠄⏫ᮧ䜢㝖䛟䠅

⯪⯧

䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛃䛻䛴
䛔䛶つᐃ

⮬ື㌴

㻿㻞㻣

㕲㐨

ᆅ㈈ἲୖ䛂බႠᴗ䛃
䛸䛔䛖ᴫᛕ䜢᥇⏝

㊰㠃

㻿㻞㻟

ᕤỈ

⫼ᬒ

Ỉ㐨

ᖺ
ᗘ

䕧

⊂❧᥇⟬ไ䛾つᐃ䜢㝖䛟㈈ົつᐃ➼䜢ᙜ↛䛻㐺⏝

љ

⌧⾜ἲయ⣔䛾䝇䝍䞊䝖

љ

љ

љ

љ

䕿

䞉䞉䞉ᣦᐃᴗ䛷100ே௨ୖ䛾䜒䛾

䠄100ே䠅

䕧

䞉䞉䞉ୖグ௨እ䛾䜒䛾䠄‽බႠᴗ䠅

䠄100ேᮍ‶䠅

䖂

䖂

䕧

䖂

䕧

䕿

ͤ

䕧

ͤ᮲䛷⊂❧᥇⟬ไ䛾つᐃ䛾㐺⏝㝖እ䛜ྍ䠄ἲ㝃๎㼲䠏ϫ䠅

䠖ᆅ᪉㈈ᨻἲไᐃ䞉ᨵṇ➼䛾ື䛝
䠖ᆅ᪉බႠᴗἲไᐃ䞉ᨵṇ➼䛾ື䛝
䠖ᆅ᪉㈈ᨻἲཬ䜃ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䛾ື䛝
䠖ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸≉ูィ䜢タ䛡䛶⤒⌮䛩䜛ᴗ
䠖‽බႠᴗ

䛆ซ䛇
䖂䠖ᆅ᪉බႠᴗἲୖ䚸㒊㐺⏝䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ᴗ
䕿䠖ᆅ᪉බႠᴗἲୖ䚸㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ᴗ
䕧䠖௵ព䛻ᆅ᪉බႠᴗἲ䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᴗ
䠄 䠅䠖ᴗ䛾⫋ဨᩘせ௳

ݓࢢࠉۈएจᄝр̢࠽ٻஆᇊφχ˿൯ုవေయ෨મ̣
ᆅ᪉㈈ᨻἲ➨䠒᮲䠄ไᐃ䠅䛾⪃䛘᪉
㸺ዟ㔝ㄔு࣭ᰘ⏣ㆤࠗᆅ᪉㈈ᨻἲㅮヰ࠘㸦ᖺࠊᆅ᪉㈈ົ༠㸧㸼
ࠝせ᪨ࠞ
ᮏ᮲ࡣࠊබႠᴗࡢ⤒Ⴀ㛵ࡍࡿᇶᮏཎ๎ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ࡛࠶ࡾࠊබႠᴗࡢ⤒Ⴀ᪉ᘧࡣ♫⤒⌮᪉ᘧࡼࡾࠊ⊂
❧᥇⟬ไࢆᘓ࡚๓ࡍࡿ᪨ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠝゎㄝࠞ
୍ࠊබႠᴗࡢ⤒⌮᪉ᘧࡀ୍⯡ᆅ᪉ண⟬⤒⌮ࡢ᪉ᘧࠊࡑࡢែᵝࢆ␗ࡍࡁࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ⣧⢋㈨
⏘༢ࡋ࡚ࠊఫẸᑐࡋ࡚ࠊ᱁ูࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ᙜࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㸦㸯㸧ࡑࡢ⤒Ⴀయࡢே᱁ࡀࠊᆅ᪉බඹ
ᅋయ࡛࠶ࡿࡇࠊ㸦㸰㸧ࡑࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࡀබႠ୰ᚰ⩏࡛࠶ࡿゝ࠺ࡇࡢⅬࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊ⚾ᴗࡃࡑࡢᮏ㉁ࢆྠ
ࡌࡃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ᮲ࡣබႠᴗࡢࡶࡘࡇ࠺ࡋࡓᮏ㉁┬ࡳࠊᴗィ⤒⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚⊂❧᥇⟬ไ
ࡼࡿࡁࡇࢆἲᐃࡋࠊィ⤒⌮ࡢ⤒⌮᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡍࡁࡇࢆᙉไࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࠊἲᚊࡣࡲࡎࡑࡢ➨୍㡯
࠾࠸࡚ࠊබႠᴗࡢ⤒⌮ࡣࠊ≉ูィࢆタ⨨ࡋ࡚⾜࠺ࡁ᪨ࢆᐃࡵࠊࡑࡢṓฟࡣࠊᙜヱᴗࡢ⤒Ⴀక࠺ධࢆࡶࡗ
࡚ࠊࡇࢀ࡚ࡿࡁ᪨ࢆࡌࠊࡇࡢ᪉ᘧࢆᙉไࡍࡁᴗࢆලయⓗᨻ௧࡛ࡶࡗ࡚ᐃࡵࡿࡁ᪨ࢆつᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅ
᪉㈈ᨻἲ⾜௧ࡣࠊ㌶㐨ᴗࠊ⮬ື㌴㏻ᴗࠊ㟁Ẽᴗࠊ࢞ࢫᴗࠊୖỈ㐨ᴗ㸦ణࡋࠊ⏫ᮧࡢ⤒Ⴀࡍࡿࡶࡢࢆ㝖
ࡃࠋ㸧ࠊ㝔ᴗࢆࡑࡢ➨୍᮲࠾࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋㄽᆅ᪉බඹᅋయࡢႠࡴබႠᴗࡣࠊࡇࢀࡽࡢእᴟࡵ࡚ከ✀
ከᵝࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊἲᚊࡣࠊࡾ࠶࠼ࡎࡇࢀࡽࡢᴗ㝈ᐃࡋࡓࠋࡋࠊ㐣ཤ༑ఱᖺࡶࡢ㛗ࡉரࡗ࡚ࠊ
୍⯡ண⟬⤒⌮᪉ᘧ⩦⇍ࡋ࡚᮶ࡓᆅ᪉බඹᅋయࠊ┤ࡕࡇ࠺ࡋࡓ⤒⌮᪉ᘧࡢ᥇⏝ࢆᙉไࡍࡿࡇࡣࠊࡑࡢᐇୖࡢ
ࢆ☜ಖࡋᚓࡿྰⴭࡋ࠸ၥࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊつᶍࡢᑠࡉ࠸ᅋయ࠾࠸࡚⾜࠺ᴟࡵ࡚ᑠつᶍࡢබႠᴗࡘ
࠸࡚ࡲ࡛ࡶࡇ࠺ࡋࡓ᪉ᘧࡢ᥇⏝ࢆᙉไࡍࡿࡇࡣࠊᚲࡎࡋࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀࡇࢀࡽ
ࡢἲつࡢᐃࡵࡿᡤࢆᐇ⾜ࡋࠊḟࡇࡢ᪉ᘧ⩦⇍ࡋ࡚᮶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢᨻ௧࡛ᣦᐃࡉࢀࡿ⠊ᅖࡣࠊ᭦ᣑࡉࢀ࠺ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾⾜௧➨୍᮲ࡣࠊ⏫ᮧࡢ⾜࠺ࡶࡢࢆ㝖࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ⏫ᮧ⤌ྜࡢ⾜࠺ࡶࡢࠊ࠼ࡤࠊ⏫ᮧࢆ⤌⧊ẕయࡍࡿ
࠸ࢃࡺࡿỈ㐨⤌ྜࡈࡁࡶࠊᙜ↛ᮏ᮲ࡢつᐃࡼࡿࡇࢆせࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ୖỈ㐨ᴗࡢ࠺ࡕࡽࡃ
⏫ᮧࡢ⾜࠺ୖỈ㐨ᴗࢆ㝖እࡋࡓࡢࡣࠊ⌧ᐇከࡃࡢ⏫ᮧ࡛ࡣ⡆᫆Ỉ㐨࡞ࢆ୍⯡ィ࡛⤒⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊࡋࡶ㐨
㊰࡞ྠࡌࡼ࠺⏝ᩱࡶࡽࡎ୍⯡⛯࡛㈥ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡉ࠼࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᅋయ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺
࡞ࡸࡾ᪉ࡢ᪉ࡀᐇ༶ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
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ݓࢢࠉۈएจᄝр̢࠽ٻஆᇊφϋ̣
ᆅ᪉බႠᴗ䛾⠊ᅖ
㸺ዟ㔝ㄔுࠗᆅ᪉බႠᴗἲゎㄝ࠘㸦ᖺࠊᆅ᪉㈈ົ༠㸧㡫㸼
➨❶ ᆅ᪉බႠᴗࡢᛶ᱁ཬࡧ⤌⧊
➨୕⠇ ᆅ᪉බႠᴗࡢ⠊ᅖ
➨୍Ḱ ᆅ᪉බႠᴗࡢ⠊ᅖ
୍

ᆅ᪉බႠᴗࡢᐃ⩏
ᮏἲࡢᑐ㇟ࡍࡿᆅ᪉බႠᴗࡣࠊᆅ᪉⮬ἲつᐃࡉࢀࡓᆅ᪉බඹᅋయࡢ⤒Ⴀࡍࡿᴗ࡛࠶ࡿࠋࡋࡶᮏἲ➨
᮲➨୍㡯࡛ᆅ᪉බႠᴗ㖭ᡴࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊỈ㐨ᴗࠊ㌶㐨ᴗࠊ⮬ື㌴㐠㏦ᴗࠊᆅ᪉㕲㐨ᴗࠊ㟁Ẽᴗࠊ࢞
ࢫᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᖖ㞠⏝ࡉࢀࡿ⫋ဨࡢᩘࡀࠊỈ㐨ᴗ࠶ࡗ࡚ࡣ༑௨ୖࠊ㌶㐨ᴗࠊ⮬ື㌴㐠㏦ᴗཬࡧᆅ᪉㕲㐨
ᴗ࠶ࡗ࡚ࡣⓒே௨ୖࠊ㟁Ẽᴗཬࡧ࢞ࢫᴗ࠶ࡗ࡚ࡣ୕༑ே௨ୖࡢつᶍࡢᴗ࡛ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ⤒Ⴀࡍࡿᴗ
ࢆ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ๓㏵ࡢつᶍ㐩ࡏࡠࡶࡢཬࡧࡇࢀࡽࡢᴗ௨እࡢᴗࡣࠊࡓ࠼ᆅ᪉බඹ
ᅋయࡼࡗ࡚⤒Ⴀࡏࡽࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊᆅ᪉බႠᴗࡣࡤ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪉㈈ᨻἲ㸦༑୕ᖺἲᚊ➨ⓒྕ㸧➨
᮲➨୍㡯࠾࠸࡚ࡣ㏻ᴗࠊ࢞ࢫᴗࠊỈ㐨ᴗࡑࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢ⾜࠺ᴗࢆබႠᴗᐃ⩏࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊᮏἲࡢᆅ᪉බႠᴗࡣࠊࡇࢀࡼࡾࡶ⠊ᅖࡀ⊃࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦୰␎㸧


┤᥋つไࡢᑐ㇟ࢆไ㝈ࡋࡓ⌮⏤
௨ୖ࡛ᆅ᪉බႠᴗࡢ⠊ᅖࡣࠊ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᮏἲࡢ┤᥋つไࡢᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊᮏ
ἲࡢ┠ⓗࡀᆅ᪉බႠᴗࡢ⤒Ⴀ⤌⧊ࡘ࠸࡚≉ࢆᐃࡵࠊᴗ㈈ົࡢ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡶᴗ㈈ົࡢ㐠Ⴀࡘ࡚ࡶ┦ᙜ⇍⦎
ࢆせࡍࡿᴗィไᗘࢆ᥇⏝ࡋࠊ⫋ဨࡢ㌟ศྲྀᢅࡘ࠸࡚ࡶ≉ู࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᆅ᪉බඹ
ᅋయࡢ⤒Ⴀࡍࡿࡍ࡚ࡢᴗ୍ᵝࡇࢀࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡣ㐺ᙜ࡛࠶ࡾࠊົฎ⌮ࡢ⬟ຊࠊᴗ⤒Ⴀࡢྜ⌮➼ࡢぢ
ᆅࡽࠊබඹࡢ⚟♴≉ᐖࡢ῝࠸⪃࠼ࡽࢀࡿභᴗ㝈ᐃࡋࠊୟࡘࠊ┦ᙜࡢつᶍࢆࡶࡘࡶࡢ㝈ᐃࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
つᶍࡢᇶ‽ࡋ࡚ࡣࠊỈ㐨ཬࡧ࢞ࢫᴗ࠾ࡅࡿ౪⤥⬟ຊࠊ㏻ᴗ࠾ࡅࡿ㊰⥺ࡢᘏ㛗➼ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊྛᴗ
ඹ㏻࡞ࠊࡋࡶ➃ⓗ࡞⾲⌧ࡋ࡚⫋ဨᩘࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ေᅑрจᄝཅٵрވഩ̢ஆᇊȭȪݠદ̣
䛺ᨵṇ㡯
䠄䜰䠅ἲ䛾つᐃ䛾㒊䛾ᙜ↛㐺⏝
䞉 ἲᐃᴗ䜢⤒Ⴀ䛩䜛ሙྜ䛿䚸ᙜヱᴗ䛻䛴䛔䛶䚸つᶍ䛾ᑠ䜢ၥ䜟䛪ἲᚊ䛾つᐃ䛾㒊䛜ᙜ↛䛻㐺⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛸䛥䜜
䛯䚹
䞉 ἲᐃᴗ䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛾୰䛷䜒᭱䜒ᆺⓗ䛺ᴗ䛷䛒䛳䛶䚸ᮏ᮶䚸ᴗ䛸䛧䛶䛾⤌⧊䚸㈈ົ䚸⫋ဨ䛾
㌟ศྲྀ䜚ᢅ䛔➼䜢㐺⏝䛩䜛䛾䛻㐺䛧䛶䛔䜛䛸䛸䜒䛻䚸ἲ䛾䛣䛾䜘䛖䛺つᐃ䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶ᴗ䛸䛧䛶䛾⤒῭ᛶ䜢Ⓨ
䛩䜛䛣䛸䛜せㄳ䛥䜜䜛ᛶ᱁䛾䜒䛾䛷䛒䜚䚸䜎䛯䚸㻞㻣ᖺ䛻ᆅ᪉බႠᴗἲ䛜ไᐃ䛥䜜䛶ᴗィ᪉ᘧ䛜ᑟධ䛥䜜䛶௨᮶㻝㻟
ᖺ䜢⤒䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᴗィ᪉ᘧ䛻䛺䛨䜣䛷䛝䛯䛯䜑䚸ᑠつᶍ䛺ᴗ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜↓⌮䛷䛺䛟䛺䛳䛯䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䠄䜲䠅㈈ົつᐃ➼䛾ᙜ↛㐺⏝
䞉 㝔ᴗ䛻䛿䚸ἲ䛾つᐃ䛾䛖䛱㈈ົつᐃ➼䛜ᙜ↛䛻㐺⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛯䚹
䞉 㝔ᴗ䛿䚸ᴗ䛸䛧䛶䛾⤒Ⴀ䛾ᐇែ䜢᭷䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜢⬟⋡ⓗ䛻⤒Ⴀ䛩䜛䛸䛸䜒䛻⤒Ⴀ䛾≧ែ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛
䛯䜑䛻䛿䛭䛾ィ⌮䜢ᴗィ᪉ᘧ䛻䜘䛳䛶ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛜䚸䛣䛾䛣䛸䛿䚸つᶍ䛾ᑠ䛻䛛䛛䜟䜙䛪㝔ᴗ䛻䛴
䛔䛶➼䛧䛟䛔䛘䜛䛣䛸䛷䛒䜛䛾䛷㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝⠊ᅖ䜢⫋ဨᩘ㻝㻜㻜ே௨ୗ䛾䜒䛾䛻ᣑ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹
䞉 䜎䛯䚸㻠㻝ᖺ䛾ᨵṇ䛻䛚䛔䛶䛿䚸⊂❧᥇⟬䛻㛵䛩䜛➨㻝㻣᮲䛾㻞䛾つᐃ䛜ᨵṇ䛥䜜䚸ᴗィ䛸୍⯡ィ䛸䛾㈇ᢸ༊ศ
䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⤒㈝㈇ᢸ䛾ཎ๎䜢ᐃ䜑䛯つᐃ䛸䛺䛳䛯䛯䜑䚸୍⯡ⓗ䛻䛿䛺⊂❧᥇⟬䜢䛸䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛺㝔ᴗ䛻䛴䛔䛶
䜒䛣䛾つᐃ䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛾䛷䚸䛣䛾つᐃ䜢䜒ྵ䜑䛯㈈ົつᐃ➼䜢ᙜ↛䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹
䠄䜴䠅௵ព㐺⏝
䞉 ἲᐃᴗཬ䜃㝔ᴗ௨እ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸᮲䛷ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚䚸ἲ䛾つᐃ䛾㒊ཪ䛿㈈ົ
つᐃ➼䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛯䚹
䞉 䛣䜜䜙䛾ᴗ䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾୍⯡⾜ᨻ䛸䛾㛵㐃䛜ᐦ᥋䛷䛒䜚䚸䛣䛾⤒㈝䛾┦ᙜ䛺㒊ศ䜢୍⯡㈈※䜢䜒䛳䛶㈥䜟䛺䛡
䜜䜀䛺䜙䛺䛔䜒䛾䛷䛒䛳䛯䜚䠄⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䚸 ‴ᩚഛᴗ䚸බඹୗỈ㐨ᴗ䠅䚸୍ᐃ䛾ᕤ䛜ᡂ䛩䜛䛸ᴗ䛭䛾䜒䛾䛜
⤖䛧䛶䛧䜎䛔⥅⥆ⓗᴗయ䛺䜛ᴗ䛸䛿䛔䛔㞴䛔䜒䛾䛷䛒䛳䛯䜚䠄Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ䠅䚸ཪ䚸ᴗ䛾ෆᐜ䛜タ䛾ᥦ౪䛸䛔䛖䛝
䜟䜑䛶༢⣧䛺䜒䛾䛷䛒䜚ᴗ䛾⤒Ⴀ䛸䛔䛖ᐇయ䜢᭷䛧䛺䛔䜒䛾䛷䛒䛳䛯䜚䠄ᕷሙᴗ䚸䛸␆ሙᴗ䠅䛩䜛䛯䜑䚸ἲ䛾つᐃ䜢୍ᚊ
䛻㐺⏝䛥䛫䜛ᐇ┈䛜ᑡ䛺䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䠘ฟ䠖㛵᰿๎அ䛂ᆅ᪉බႠᴗἲ㏲᮲ゎㄝ䛃䠚
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䕿ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄༑ᖺἲᚊ➨ⓒ༑ྕ䠅 䠄ᢒ䠅
䛆㻠㻝ᖺᨵṇ๓䛇䠄㻟㻤ᖺᨵṇ䠅
䠄䛣䛾ἲᚊ䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䜛ᴗ䛾⠊ᅖ䠅
➨᮲ 䛣䛾ἲᚊ䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛾䛖䛱ᕥ䛾ୖḍ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䠄䛣䜜䜙䛻㝃ᖏ䛩䜛ᴗ䜢ྵ䜐䚹௨ୗྠ䛨䚹䠅䛷䚸ᖖ㞠⏝䛥䜜䜛⫋ဨ
䛾ᩘ䛜䛭䜜䛮䜜䛭䛾ୗḍ䛻ᥖ䛢䜛ᩘ௨ୖ䛾䜒䛾䠄௨ୗ䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻㐺⏝䛩䜛䚹
Ỉ㐨ᴗ
༑ே
ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ ୕༑ே
㌶㐨ᴗ
ⓒ ே
⮬ື㌴㐠㏦ᴗ ⓒ ே
ᆅ᪉㕲㐨ᴗ
ⓒ ே
㟁Ẽᴗ
୕༑ே
䜺䝇ᴗ
୕༑ே
䠎 ๓㡯䛻ᐃ䜑䜛ሙྜ䜢㝖䛟䜋䛛䚸ḟ᮲䛛䜙➨භ᮲䜎䛷䚸➨༑᮲䛛䜙➨୕༑᮲䜎䛷䚸➨ᅄ༑᮲䛛䜙➨ᅄ༑୍᮲䜎䛷ཬ䜃㝃๎➨㡯䛛䜙㝃๎➨ᅄ㡯
䜎䛷䛾つᐃ䠄௨ୗ䛂㈈ົつᐃ➼䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛾䛖䛱๓㡯䛾⾲䛾ୖḍ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䛷䚸ᖖ㞠⏝䛥䜜䜛⫋ဨ䛾ᩘ䛜䛭䜜
䛮䜜༑ே௨ୖྠ⾲䛾ୗḍ䛻ᥖ䛢䜛ᩘᮍ‶䛾䜒䛾䛻㐺⏝䛩䜛䚹
䠏 ๓㡯䛻ᐃ䜑䜛ሙྜ䜢㝖䛟䜋䛛䚸㈈ົつᐃ➼䛾୍㒊㻔㈈ົつᐃ➼䛾䛖䛱➨༑᮲䛾௨እ䛾つᐃ䜢䛔䛖䚹௨ୗྠ䛨䚹㻕䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛
ᴗ䛾䛖䛱ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛ᴗ䛷䚸ᖖ㞠⏝䛥䜜䜛⫋ဨ䛾ᩘ䛜ⓒே௨ୖ䛾䜒䛾䛻㐺⏝䛩䜛䚹
䠐 ๓୕㡯䛻ᐃ䜑䜛ሙྜ䛾䜋䛛䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛ᇶ‽䛻ᚑ䛔䚸᮲䛷ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚䚸ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛻䚸䛣䛾ἲ
ᚊ䛾つᐃ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䛆㻠㻝ᖺᨵṇᚋ䛇
䠄䛣䛾ἲᚊ䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䜛ᴗ䛾⠊ᅖ䠅
➨᮲ 䛣䛾ἲᚊ䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛾䛖䛱ḟ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䠄䛣䜜䜙䛻㝃ᖏ䛩䜛ᴗ䜢ྵ䜐䚹௨ୗ䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻㐺⏝䛩䜛䚹
୍ Ỉ㐨ᴗ䠄⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䜢㝖䛟䚹䠅
 ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ
୕ ㌶㐨ᴗ
ᅄ ⮬ື㌴㐠㏦ᴗ
 ᆅ᪉㕲㐨ᴗ
භ 㟁Ẽᴗ
 䜺䝇ᴗ
䠎 ๓㡯䛻ᐃ䜑䜛ሙྜ䜢㝖䛟䜋䛛䚸ḟ᮲䛛䜙➨භ᮲䜎䛷䚸➨༑᮲䛛䜙➨୕༑᮲䜎䛷䚸➨ᅄ༑᮲䛛䜙➨ᅄ༑୍᮲䜎䛷ཬ䜃㝃๎➨㡯䛛䜙㝃๎➨ᅄ㡯
䜎䛷䛾つᐃ䠄௨ୗ䛂㈈ົつᐃ➼䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛾䛖䛱㝔ᴗ䛻㐺⏝䛩䜛䚹
䠏 ๓㡯䛻ᐃ䜑䜛ሙྜ䛾䜋䛛䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛ᇶ‽䛻ᚑ䛔䚸᮲䠄ᆅ᪉⮬ἲ䠄༑ᖺἲᚊ➨භ༑ྕ䠅➨ⓒඵ༑ᅄ᮲➨୍
㡯䛾つᐃ䛻䜘䜛୍㒊ົ⤌ྜ䠄௨ୗ䛂୍㒊ົ⤌ྜ䛃䠅䛸䛔䛖䚹䠅䛻䛒䛴䛶䛿䚸つ⣙䠅䛷ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚䚸䛭䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛻䚸䛣䛾ἲᚊ䛾つᐃ䛾㒊
ཪ䛿୍㒊䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ईཧൔौ೩рຸ̢ஆᇊȭȪݠદ̣
䛺ᨵṇ㡯
ᴗ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾䛖䛱䐟䛭䛾ᛶ㉁ୖᴗ䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䜢䜒䛳䛶䛶䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䛷䛺䛔⤒㈝ཬ䜃䐠ᆅ᪉බႠᴗ䛾
ᛶ㉁ୖ⬟⋡ⓗ⤒Ⴀ䜢⾜䛳䛶䜒䛺䛚䛭䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䜢䜒䛳䛶䛶䜛䛣䛸䛜ᐈほⓗ䛻ᅔ㞴䛺⤒㈝䛷ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛿ᆅ᪉
බඹᅋయ䛾୍⯡ィ䛷㈇ᢸ䛩䜛䜒䛾䛸䛧䚸䛣䜜䜙䛾⤒㈝௨እ䛾⤒㈝䛻䛴䛔䛶䛿ᴗ䛻䛚䛔䛶㈇ᢸ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹
බႠᴗ䛾⊂❧᥇⟬ไ䛻䛴䛔䛶㈇ᢸ༊ศ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⊂❧᥇⟬ไ䛸䛔䛖⪃䛘᪉䜢ᑟධ䛧䚸䜎䛪୍⯡ィ䛻䛚䛔䛶㈇ᢸ䛩䜉
䛝⤒㈝䜢᫂☜䛻䛧䚸䛣䛾䜘䛖䛺⤒㈝䛻䛴䛔䛶䛿୍⯡ィ䛻䛭䛾㈇ᢸ䜢⩏ົ䛵䛡䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶ᴗ䛾⊂❧᥇⟬䜢ᐇ⾜ྍ⬟䛻
䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
䠘ฟ䠖㛵᰿๎அ䛂ᆅ᪉බႠᴗἲ㏲᮲ゎㄝ䛃䠚
ᆅ᪉බႠᴗ䛿䚸୍⯡䛻බඹᛶ䛜ᙉ䛟䚸䛛䛴䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ྠ䛻䛾୍⯡⾜ᨻົ䜢ฎ⌮䛧䛺䛜䜙⤒Ⴀ䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸
ᴗ䛻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾୍⯡⾜ᨻົ䜢ే䛫⾜䜟䛫䛯䜚䚸ᮏ᮶᥇⟬䜢䛸䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸ᴗ䝧䞊䝇䛻䜙䛺䛔䜘䛖䛺
ົ䛷䜒බඹⓗ䛺ᚲせ䛛䜙⾜䜟䛦䜛䜢䛘䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ົ䛺䛔䛧ົ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾䛩䜉䛶䜢ᴗ䛻㈇ᢸ䛥䛫
䜛䛣䛸䛿䚸㐺ᙜཪ䛿ᐇ㝿ୖྍ⬟䛷䛒䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺⤒㈝䛿䚸䛭䜜䛮䜜䚸䛭䛾䜘䛖䛺⾜ᨻົ䜢ฎ⌮䛩䜛㈐௵䜢᭷䛩䜛⪅䛺
䜚䚸䛭䛾䜘䛖䛺බඹᛶ䜢☜ಖ䛩䜛㈐௵䜢᭷䛩䜛⪅䛺䜚䛜㈇ᢸ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䠄୰␎䠅
䛣䛾ᨵṇ䛿䚸ᚑ᮶䛾䛺ព䛷䛾⊂❧᥇⟬ไ䜢㈇ᢸ༊ศ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⊂❧᥇⟬ไ䛻ᨵ䜑䚸ᆅ᪉බႠᴗ䛾⊂❧᥇⟬䜢
䛭䛾ᐇែ䛻༶䛩䜛䜘䛖䛺䜒䛾䛸䛧䚸ᐇ⾜ྍ⬟䛺䜒䛾䛸䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹
䠘ฟ䠖㛵᰿๎அ䛂ᆅ᪉㈈ᨻ䛃䠄㻠㻞ᖺ㻠᭶ྕ䠅䠚
䠘ᆅ᪉බႠᴗไᗘㄪᰝ 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾ᨵၿ䛻㛵䛩䜛⟅⏦䛃䠄㻠㻜ᖺ㻝㻜᭶䠅䠄ᢒ䠅䠚
ᆅ᪉බႠᴗࡣࠊᴗࡋ࡚⤒Ⴀࡉࢀࡿ௨ୖࠊᴗࡢᮏ㉁ࢇࡀࡳࠊᙜ↛⊂❧᥇⟬ᚭࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ
᪉බඹᅋయࡀ⤒Ⴀࡍࡿ௨ୖࡑࡢᮏ᮶ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿබඹࡢ⚟♴ࡢቑ㐍ࡢぢᆅ❧ࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡿࡁࡇࡣ࠸࠺ࡲ࡛
ࡶ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊබඹᛶࡢ☜ಖ⊂❧᥇⟬ไࡣᮏ᮶ㄪࡋᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢࡓ
ࡵᆅ᪉බႠᴗࡢ⤒Ⴀཎ๎ࡣᐇ㉁ⓗࡣ᫂☜࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡀ᪥ࡢᆅ᪉බႠᴗࡢ㐠Ⴀࢆΰࡏࡋࡵࡓཎᅉࡢ୍ࡘ
࡛ࡶ࠶ࡿࠋၥ㢟ࡣࠊᆅ᪉බႠᴗࡢሙྜ࠾ࡅࡿ⊂❧᥇⟬ไࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉බႠᴗ࠶ࡗ࡚ࡣࠊබඹᛶࡢ
ぢᆅࡽ㈝⏝ࡢ୍㒊ࢆ୍⯡ィ➼㈇ᢸࡉࡏࡿࡁሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᴗィ୍⯡ィ➼ࡢ㛫ࡢ㈇ᢸ༊
ศࢆ᫂☜ࡋࡓ࠺࠼࡛ᮏ᮶ᴗィࡢ㈇ᢸࡉࢀࡿࡁࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊂❧᥇⟬ไࢆሀᣢࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ๓ᥦ❧ࡘ㝈ࡾࠊබඹᛶࡢཎ๎⊂❧᥇⟬ไࡢཎ๎ࡣ୧❧ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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㸺▼⏣῟࣭ἅᢤぬࠗ⌧௦ᆅ᪉⮬㞟࠘㸦ᖺᨵṇ㸧㸼
ᆅ᪉බႠᴗἲ㸰᮲㸯㡯ࡣࠊࠕࡇࡢἲᚊࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ⤒Ⴀࡍࡿᴗࡢ࠺ࡕḟᥖࡆࡿᴗ㸦ࡇࢀࡽ㝃ᖏࡍࡿ
ᴗࢆྵࡴࠋ௨ୗࠕᆅ᪉බႠᴗࠖ࠸࠺ࠋ㸧㐺⏝ࡍࡿࠋࠖつᐃࡋࠊỈ㐨ᴗ㸦⡆᫆Ỉ㐨ᴗࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᕤᴗ⏝
Ỉ㐨ᴗࠊ㌶㐨ᴗࠊ⮬ື㌴㐠㏦ᴗࠊᆅ᪉㕲㐨ᴗࠊ㟁Ẽᴗࠊ࢞ࢫᴗࡢ㸵ᴗࢆิᣲࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦୰␎㸧ᆅ᪉බ
Ⴀᴗἲࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㸵ᴗࢆ᭱ࡶᆺⓗ࡞බႠᴗࡋ࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ㸵ᴗࡣἲ
ᐃᴗ࠸ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡇࡢࡼ࠺ἲᐃᴗࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉බႠᴗἲࡢ⤌⧊ࠊ㈈ົࠊ⫋ဨࡢ㌟ศྲྀᢅ࠸
➼ࡍ࡚ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊঁࡇࢀࡽࡢᴗࡣࠊཷ┈⪅㈇ᢸࡢཎ๎ࡢୗࠊᴗࡋ࡚⬟⋡ⓗࠊ
ᶵືⓗ㐠Ⴀࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡣࠊࡑࡢ⟶⌮⤌⧊ࠊィฎ⌮᪉ᘧࠊ⫋ဨࡢ㌟ศྲྀᢅ࠸➼
ࡘ࠸࡚ᴗࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࠊং㸰㸵ᖺᆅ᪉බႠᴗἲࡀไᐃࡉࢀࠊᴗィ᪉ᘧࡀᑟධ
ࡉࢀ࡚௨᮶㸲㸯ᖺࡢไᗘᨵṇࡲ࡛㸯㸱ᖺࢆ⤒࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀᴗィ᪉ᘧ࡞ࡌࢇ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊᑠつᶍ࡞
ᴗࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ィ᪉ᘧࢆࡽࡏࡿࡇࡀ↓⌮࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
㝔ᴗࡣᴗࡋ࡚⬟⋡ⓗ㐠ႠࡉࢀࡿࡁⅬ࠾࠸࡚ࡣࠊỈ㐨ᴗ➼ࡢἲᐃᴗྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢᴗ
ẚ࡚᥇⟬ᛶࡶపࡃࠊࡘಖ⾨⏕⾜ᨻࠊẸ⏕⾜ᨻ➼ᆅ᪉බඹᅋయࡢ୍⯡⾜ᨻࡢ㛵ಀࡀᐦ᥋࡛࠶ࡗ࡚ࠊἲᐃᴗ
ࡑࡢᛶ᱁ࢆ␗ࡍࡿࡢ࡛ࠊᴗࡢ⟶⌮⤌⧊ࡣ୍⯡⾜ᨻ⤌⧊ࡢ୍⎔ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡢࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡾࠊ⫋ဨࡢ㌟ศྲྀᢅ࠸
ࡘ࠸࡚ࡶࠊ୍⯡ࡢᆅ᪉බົဨྠᵝࡢྲྀᢅ࠸ࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㝔ᴗࡘ࠸࡚㈈ົつᐃ➼ࡀᙜ↛㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ㸲㸯ᖺࡢᆅ᪉බႠᴗἲࡢ୍㒊ᨵṇࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨๓ࡣࠊ㝔ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋ဨᩘ㸯㸮㸮ே௨ୖࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࡢࡳࠊ⊂❧᥇⟬㛵ࡍࡿᪧ㸯㸵᮲
ࡢ㸰ࢆ㝖࠸ࡓ࠸ࢃࡺࡿ㈈ົつᐃ➼ࡢ୍㒊ࡀᙜ↛㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㝔ᴗࡣࠊᴗࡋ࡚ࡢ⤒Ⴀࡢᐇែࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ⬟⋡ⓗ⤒Ⴀࡍࡿࡶ⤒Ⴀࡢ≧ἣࠊ㈈ᨻࡢ≧
ែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡑࡢ⤒⌮ࢆᴗィ᪉ᘧࡼࡗ࡚ฎ⌮ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡇࡢࡇࡣࠊつᶍࡢᑠ
ࢃࡽࡎࠊ㝔ᴗࡘ࠸࡚➼ࡋࡃ࠸࠼ࡿࡇ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㈈ົつᐃ➼ࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆ⫋ဨᩘࡀ㸯㸮㸮ே௨ୗࡢ㝔ᴗ
ࡶᣑࡍࡿࡇࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸯ᖺࡢᨵṇ࠾࠸࡚ࡣࠊ⊂❧᥇⟬㛵ࡍࡿ㸯㸵᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࡀᨵṇࡉࢀࠊᴗィ୍⯡ィ➼ࡢ㈇ᢸ༊ศ
ࢆ᫂☜ࡋࡓ⤒㈝ࡢ㈇ᢸࡢཎ๎ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ୍⯡ⓗࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ⊂❧᥇⟬ࢆࡿࡇࡀᅔ㞴࡞㝔
ᴗࡘ࠸࡚ࡶᨵṇᚋࡢ⤒㈝㈇ᢸࡢཎ๎ࢆᐃࡵࡓ㸯㸵᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ㝔
ᴗࡶ୍⯡ィ➼࠾࠸࡚㈇ᢸࡍࡁ⤒㈝ࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⤒㈝ࡣ⤒Ⴀక࠺ධࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊ≉㸯㸵
᮲ࡢ㸰ࢆ㝖እࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㈈ົつᐃ➼ࢆࡍ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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 ۑᖺࡢᆅ᪉බႠᴗἲไᐃࡽᖺࡢᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇࡲ࡛ࡣࠊ୍⯡ィ➼ࡽබႠ
ᴗィᑐࡍࡿ⧞ධ㔠┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ୍⯡ィ➼⧞ࡾᡠࡍࡇࡀཎ๎ࡉࢀࡿ࡞ࠊ୍⯡ィබႠ
ᴗィࡢ㛫ࡢ㈨㔠ࡢᤵཷࡣࠊ࠸ࢃࡤ୍ⓗ㈨㔠ࢆ⼥㏻ࡋྜ࠺ࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦㆟ࡢ㆟
Ỵࢆ⤒ࡓሙྜ㝈ࡾࠊ୍⯡ィ➼⧞ࡾᡠࡉ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸࠸࠺ไᗘ㸧ࠋ
ྛࡓࡋ࠺ࡇ ۑィ㛫ࡢ୍ⓗ࡞⧞ධࢀ࣭⧞ฟࡋ࠸࠺⪃࠼᪉ࡼࢀࡤࠊ୍⯡ィࡽබႠᴗᑐࡍࡿ
⧞ධ㔠ࡀࡢࡼ࠺࡞┠ⓗࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࡣ᫂ࡽ࡛࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᖺࠕฟ㈨ࠖࠊ
ᖺࠕ⿵ຓࠖཬࡧࠕ㛗ᮇ㈚ࡅࠖࡀࡑࢀࡒࢀタࡉࢀࠊ⧞ධ㔠ࢆ┠ⓗู༊ศࡋ࡚ィ㛫ࡢ⤒⌮ࡢ᫂☜
ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ
 ۑᖺᨵṇ࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ィ࠾࠸࡚㈇ᢸࡍࡁ⤒㈝㸦ࠕᆅ᪉බඹᅋయࡢ୍⯡ィཪࡣࡢ≉
ูィ࠾࠸࡚㈇ᢸࡍࡿࡶࡢࠖ㸧࠸࠺⪃࠼᪉ࢆṇ㠃ࡽㄆࡵࠊබႠᴗࡢ⊂❧᥇⟬ไࡘ࠸࡚ࠕ㈇ᢸ༊
ศࢆ๓ᥦࡋࡓ⊂❧᥇⟬ไࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆᑟධࡋࡓࠋ
ࡇࢀక࠸ࠊ‽බႠᴗไᗘࡀᗫṆࡉࢀࠊබႠᴗࡣ࠾ࡼࡑࠕ㈇ᢸ༊ศࢆ๓ᥦࡋࡓ⊂❧᥇⟬ไࠖ
ᇶ࡙ࡃබႠᴗ࠸࠺㢮ᆺ⤫୍ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸦ͤ㸯㸧ᖺᨵṇࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࠊ㛵᰿๎அࠗᆅ᪉බႠᴗἲ㏲᮲ゎㄝ࡛࠘ࡣࠊࠕᅇࡢᨵṇࡣࠊࡲࡎ୍⯡ィ࠾
࠸࡚㈇ᢸࡍࡁ⤒㈝ࢆ᫂☜ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣ୍⯡ィࡑࡢ㈇ᢸࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࡇࡼࡗ࡚ᴗࡢ
⊂❧᥇⟬ࢆᐇ⾜ྍ⬟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ⾜ྍ⬟ࡋࡓ࠺࠼࡛ᴗ⊂❧᥇⟬ࢆᏲࡽࡏࡿࡇ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢព
࡛ࡣࠊ⊂❧᥇⟬ࡢᘓ๓ࡢᚭᗏ࡛࠶ࡿࡶ࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖࡢグ㍕ࡶ࠶ࡿࠋ
㸦ͤ㸰㸧㝔ᴗࡢ⊂❧᥇⟬ไࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺࡢᨵṇἲ❧ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊཌ⏕┬➼ࡽࠊ
㸦㸧බႠࡢ㝔ᴗࡣᛶ᱁ୖᴗᛶஈࡋࡃࠊ⊂❧᥇⟬࡞ࡌࡲ࡞࠸
㸦㸧⊂❧᥇⟬ࡢᙉㄪࡣࠊẸ㛫㝔ࢆᅽ㏕ࡋࠊࡲࡓ⫋ဨࡢປാᙉࠊᗋࡢᅇ㌿⋡ࡢᘬࡁୖࡆ࠸࠺ᙧ࡛⫋ဨཬࡧ
ᝈ⪅ࡋࢃࡼࡏࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ
㸦࢘㸧ධࡣ♫ಖ㝤デ⒪ሗ㓘ࡼࡾつไࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡀᨵၿࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ⤒Ⴀࡣᨵၿࡉࢀ࡞࠸ࠊ
➼ࡢⅬࡘ࠸࡚␗㆟ࡀၐ࠼ࡽࢀࠊࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊ♫ಖ㝤デ⒪ሗ㓘ࡢᨵၿࡀᐇ⌧ࢆࡳࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᴗࡼࡗ࡚ࡣࠊ
┤ࡕ⊂❧᥇⟬ᚭࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ᮲ࢆࡶࡗ࡚ᙜศࡢ㛫⤒㈝㈇ᢸࡢཎ๎㛵ࡍ
ࡿ➨᮲ࡢࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿ㏵ࢆ㛤࠸ࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿ㸦㝃๎㸱մ㸧ࠋ
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平成 27 年ロードマップ等に基づくこれまでの取組
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πփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇỉਖ਼ᡶỆếẟề
πփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇỉਖ਼ᡶỆếẟềίᵐᵕ࠰ᵏஉᵐᵕଐ˄ẬዮѦٻᐫᡫჷὸ ί৫ὸ
ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛛䜜䛶䛿䚸䛣䜜䜙䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄27ᖺἲᚊ➨292ྕ䠅䛾㈈ົつᐃ➼䜢㐺⏝䛧䛶䛔
䛺䛔බႠᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ᖹᡂ27ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ31ᖺᗘ䜎䛷䛾5ᖺ㛫䛷䚸ྠἲ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䠄㈈ົつᐃ➼䠅䜢㐺⏝䛧䚸බႠᴗィ
䛻⛣⾜䛥䜜䜛䜘䛖䛻䚸≉ẁ䛾ᚚ㓄៖䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹≉䛻䚸㈨⏘䛾つᶍ䛜䛝䛟䚸ఫẸ⏕ά䛻ᐦ╔䛧䛯䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛ୗỈ
㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸බႠᴗィ㐺⏝䛾ᚲせᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䛛䜙䚸㔜Ⅼⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜎䜜䜛䜘䛖䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹

πփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇỉਖ਼ᡶỆ࢘ẺẾềỉသॖʙỆếẟềᵆᵐᵕ࠰ᵏஉᵐᵕଐ˄Ậ⮬㈈ᨻᒁ㛗㏻▱ᵇ ί৫ὸ
䠍䠊㐺⏝䛾᥎㐍䛻䛴䛔䛶
(1) ྲྀ⤌ᮇ㛫
ᖹᡂ27ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ31ᖺᗘ䜎䛷䜢බႠᴗィ㐺⏝䛾䛂㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫䛃䛸䛧䛶䛚䜚䚸ୗグᑐ㇟ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋ
య䛿䚸㐜䛟䛸䜒ᖹᡂ32ᖺᗘண⟬䞉Ỵ⟬䜎䛷䛻බႠᴗィ䛻ᇶ䛵䛔䛯䜒䛾䛻⛣⾜䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䛣䛾䛯䜑䚸‽ഛ䛻ᮍ╔ᡭ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛒䛳䛶䛿䚸ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛾ᩚഛ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛⛣⾜ົ䛾సᴗ㔞䜢ᢕᥱ䛧䛯
ୖ䛷䚸ᚲせ䛺ேဨ䚸ண⟬➼䛾☜ಖ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ㅖ‽ഛ䛻㏿䜔䛛䛻╔ᡭ䛧䚸ィ⏬ⓗ䛻⛣⾜ᡭ⥆䛝䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
(2) ᑐ㇟ᴗ
䐟 ୗỈ㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸≉䛻බႠᴗィ䜢㐺⏝䛩䜛ᚲせᛶ䛜㧗䛔ᴗ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛂㔜Ⅼ
ᴗ䛃䛸⨨䛵䛡䚸㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ䛻௨ୗ䛾䛸䛚䜚බႠᴗィ䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䞉 㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᕷ༊⏫ᮧ䠄༊ᇦෆ䛾ேཱྀྜィ䛜䠏ே௨ୖ䛾୍㒊ົ⤌ྜ䜢ྵ䜐䚹௨ୗྠ䛨䚹䠅䛻䛴
䛔䛶䛿䚸ୗỈ㐨ᴗ䠄බඹୗỈ㐨䠄≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨ཬ䜃≉ᐃබඹୗỈ㐨䜢ྵ䜐䚹䠅ཬ䜃ὶᇦୗỈ㐨䠅ཬ䜃⡆᫆
Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䛺䛚䚸㞟ⴠỈཬ䜃ྜేίᵴ䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜ᑐ㇟䛻ྵ䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䞉 ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᕷ༊⏫ᮧ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୗỈ㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛
䛣䛸䚹
䐠 䛭䛾䛾බႠᴗィ䜢㐺⏝䛧䛶䛔䛺䛔බႠᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ䛻ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶⛣
⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛣䛸䚹
䠓䠊䛭䛾
(4) ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䛻䜘䜛㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑ䛾᳨ウ䛻䛴䛔䛶
㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ䛻䛚䛡䜛㐍ᤖ≧ἣ➼䜢㋃䜎䛘䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾ᨵṇ䛻䜘䜛㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑ䛻䛴䛔䛶䚸
ᚋ䚸᳨ウ䜢⾜䛖ணᐃ䛷䛒䜛䚹

πփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇỉਖ਼ᡶỆếẟề
ᆅ᪉බඹᅋయ䛜බႠᴗ䛾⤒Ⴀᇶ┙䛾ᙉ䜔㈈ᨻ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ྥୖ➼䛻䛥䜙䛻ⓗ☜䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛯䜑䛻䛿䚸Ẹ㛫ᴗ䛾ィᇶ‽䛸ྠ
ᵝ䛾බႠᴗィ䜢㐺⏝䛧䚸⤒Ⴀ䞉㈨⏘➼䛾≧ἣ䛾ṇ☜䛺ᢕᥱ䚸ᙎຊⓗ䛺⤒Ⴀ➼䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹

H26.8 H27.1

⤒῭䞉㈈ᨻ୍యᨵ㠉
䛂㞟୰ᨵ㠉ᮇ㛫䛃

H27

H28

H29

H30

බႠᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌≧ἣ䠄㻴㻟㻜㻚㻠㻚㻝Ⅼ䠅
H31

㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫
䠄㻴㻞㻣ᖺᗘ䡚㻴㻟㻝ᖺᗘ䠅

せ ㄳ

咁 ⥲ົ⮧㏻▱➼ 咂

呄呎吠吵吚吮叏ᥦ♧

䛆䠏ே௨ୖ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛇
බႠᴗィ䜢䛂㐺⏝῭䛃ཬ䜃䛂㐺⏝䛻ྲྀ⤌୰䛃䛾
ᅋయ䛾ྜ䠄ͤ䠅
ї ୗỈ㐨ᴗ 㻥㻥㻚㻠䠂䚸 ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ 㻥㻡㻚㻤䠂
䠄䠄ཧ⪃䠅 㻴㻞㻥㻚㻠㻚㻝Ⅼ ୗỈ㐨ᴗ 㻥㻤㻚㻤䠂䚸 ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ 㻥㻞㻚㻢䠂 䠅

䛆せㄳෆᐜ䛇
ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䜎䛷䠄ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘண⟬䞉Ỵ⟬䜎䛷䠅
䛾䛂㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫䛃䛻䛚䛔䛶䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚䚸බႠᴗィ䜈䛾
⛣⾜䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䐟 ୗỈ㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䜢䛂㔜Ⅼᴗ䛃䛸⨨䛵䛡䚸௨
ୗ䛾䛸䛚䜚බႠᴗィ䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䞉 㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᕷ༊⏫ᮧ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ୗỈ㐨ᴗ䠄බඹୗỈ㐨ཬ䜃ὶᇦୗỈ㐨䠅ཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ
䛻䛴䛔䛶㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䛺䛚䚸㞟ⴠỈཬ䜃ྜేίᵴ䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜
ᑐ㇟䛻ྵ䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䞉 ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᕷ༊⏫ᮧ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୗỈ㐨ᴗཬ
䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒
䜛䛣䛸䚹
䐠 䛭䛾䛾බႠᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ䛻ྛᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛣䛸䚹

ͤୖグ䛾ୗỈ㐨ᴗ䛿㻴㻞㻣㻚㻝㻚㻞㻣䛡⥲ົ┬⮬㈈ᨻᒁ㛗㏻▱
䛻䜘䜚せㄳ 䛧䛶䛔䜛බඹୗỈ㐨ཬ䜃ὶᇦୗỈ㐨䛻㝈䜛䚹
䛺䛚䚸ୗỈ㐨ᴗయ䛻䛚䛡䜛䚸බႠᴗィ䜢䛂㐺⏝῭䛃
ཬ䜃䛂㐺⏝䛻ྲྀ⤌୰䛃䛾ᅋయ䛾ྜ䛿98.1䠂䚹

䛆䠏ேᮍ‶䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛇
බႠᴗィ䜢䛂㐺⏝῭䛃ཬ䜃䛂㐺⏝䛻ྲྀ⤌୰䛃䛾
ᅋయ䛾ྜ
ї ୗỈ㐨ᴗ 㻞㻣㻚㻢䠂䚸 ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ 㻠㻞㻚㻥䠂
䠄䠄ཧ⪃䠅 㻴㻞㻥㻚㻠㻚㻝Ⅼ ୗỈ㐨ᴗ 㻞㻠㻚㻤䠂䚸 ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ 㻠㻞㻚㻜䠂 䠅

ᑠつᶍᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ㐺⏝䛾᥎㐍
䕿 ୗỈ㐨䞉⡆᫆Ỉ㐨䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䜢᫂
☜䛧䚸ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ
䛾㐺⏝䜢୍ᒙಁ㐍䛩䜛䚹
䠄䛂⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ䛸ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪㻞㻜㻝㻤䛃䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻢᭶㻝㻡᪥㛶㆟Ỵᐃ䠅䜘䜚䠅
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䕿 ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䛖䛱䚸බႠᴗィ䜢䛂㐺⏝῭䛃ཬ䜃䛂㐺⏝䛻ྲྀ⤌୰䛃䛾ᅋయ䛾ྜ䛿䚸ୗỈ㐨ᴗ䠄බ
ඹୗỈ㐨ᴗ䠄≉ᐃබඹୗỈ㐨ᴗཬ䜃≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨ᴗ䜢ྵ䜐䚹䠅ཬ䜃ὶᇦୗỈ㐨ᴗ䠅䛻䛚䛔䛶99.4䠂䚸⡆
᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛚䛔䛶䛿95.8䠂䛷䛒䜚䚸ྲྀ⤌䛻ᖜ䛺㐍ᤖ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹
䕿 ୍᪉䚸ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䛖䛱䚸බႠᴗィ䜢䛂㐺⏝῭䛃ཬ䜃䛂㐺⏝䛻ྲྀ⤌୰䛃䛾ᅋయ䛾ྜ䛿䚸ୗỈ㐨
ᴗ䠄බඹୗỈ㐨ᴗ䠄≉ᐃබඹୗỈ㐨ᴗཬ䜃≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨ᴗ䜢ྵ䜐䚹䠅䚸ὶᇦୗỈ㐨ᴗ䚸㞟ⴠỈཬ䜃ྜ
ేίᵴ䠅䛻䛚䛔䛶27.6䠂䚸⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸42.9䠂䛷䛒䜚䚸ྲྀ⤌䛾㐍ᤖ䛻ᕪ␗䛜ぢ䜙䜜䜛䚹
ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᅋయ
ୗ

Ỉ

㐨



ᴗ

䠄

䈜

ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᅋయ

䠄༢䠖ᅋయ䠅

㻝

䠄༢䠖ᅋయ䠅

䠅 ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䠄䈜㻟䠅

ୗ Ỉ 㐨  ᴗ 䠄 䈜 㻝 䠅 ⡆ ᫆ Ỉ 㐨  ᴗ 䠄 䈜 㻟 䠅

ᅋ య ᩘ 䠄 ᵓ ᡂ ẚ䠅 ὶᇦୗỈ㐨ᴗ䠄䈜㻞䠅 ᅋ య ᩘ 䠄 ᵓ ᡂ ẚ 䠅

ᅋ య ᩘ 䠄 ᵓ ᡂ ẚ 䠅 ᅋ య ᩘ 䠄 ᵓ ᡂ ẚ 䠅

බඹୗỈ㐨ᴗཬ䜃

῭

㻟㻣㻜

㻔㻠㻠㻚㻤㻑㻕

㻟㻣㻜

㻔㻠㻡㻚㻡㻑㻕

㻞㻜㻝

㻔㻢㻠㻚㻢㻑㻕

䐟 㐺

῭

㻤㻞

㻔㻝㻜㻚㻜㻑㻕

㻝㻥㻠

㻔㻟㻟㻚㻟㻑㻕

䐠 㐺 ⏝ 䛻 ྲྀ ⤌ ୰

㻠㻠㻜

㻔㻡㻟㻚㻟㻑㻕

㻠㻟㻥

㻔㻡㻟㻚㻥㻑㻕

㻥㻣

㻔㻟㻝㻚㻞㻑㻕

䐠 㐺 ⏝ 䛻 ྲྀ ⤌ ୰

㻝㻠㻟

㻔㻝㻣㻚㻡㻑㻕

㻡㻢

㻔㻥㻚㻢㻑㻕

ᑠ ィ 䠄 䐟 䠇 䐠 䠅

㻤㻝㻜

㻔㻥㻤㻚㻝㻑㻕

㻤㻜㻥

㻔㻥㻥㻚㻠㻑㻕

㻞㻥㻤

㻔㻥㻡㻚㻤㻑㻕

ᑠ ィ 䠄 䐟 䠇 䐠 䠅

㻞㻞㻡

㻔㻞㻣㻚㻢㻑㻕

㻞㻡㻜

㻔㻠㻞㻚㻥㻑㻕

୰

㻤

㻔㻝㻚㻜㻑㻕

㻡

㻔㻜㻚㻢㻑㻕

㻝㻟

㻔㻠㻚㻞㻑㻕

䐡 ᳨

୰

㻟㻜㻤

㻔㻟㻣㻚㻣㻑㻕

㻝㻟㻡

㻔㻞㻟㻚㻞㻑㻕

ᡭ

㻤

㻔㻝㻚㻜㻑㻕

㻜

㻔㻜㻚㻜㻑㻕

㻜

㻔㻜㻚㻜㻑㻕
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䠄ͤ1䠅බඹୗỈ㐨ᴗ䠄≉ᐃබඹୗỈ㐨ᴗཬ䜃≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨ᴗ䜢ྵ䜐䚹䠅䚸ὶᇦୗỈ㐨ᴗ䚸㎰ᴗ㞟ⴠỈタᴗ䚸⁺ᴗ㞟ⴠ
Ỉ タᴗ䚸ᯘᴗ㞟ⴠỈタᴗ䚸 ⡆᫆Ỉタᴗ䚸ᑠつᶍ㞟ྜỈฎ⌮タᴗ䚸≉ᐃᆅᇦ⏕άỈฎ⌮タᴗཬ䜃ಶูỈ
ฎ⌮タᴗ䜢䛔䛖䚹
䠄ͤ2䠅䛂බႠᴗィ䛾㐺⏝䛾᥎㐍䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾␃ព㡯䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᖹᡂ27ᖺ1᭶27᪥䛡⥲ົ┬⮬㈈ᨻᒁ㛗㏻▱䠅䛻䛚䛔䛶䚸䛂㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃ே
ཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᕷ༊⏫ᮧ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୗỈ㐨ᴗ䠄බඹୗỈ㐨䠄≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨ཬ䜃≉ᐃබඹୗỈ㐨䜢ྵ䜐䚹䠅ཬ䜃ὶᇦୗỈ㐨䠅䠄୰
␎䠅䛻䛴䛔䛶㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䠄ͤ3䠅⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖỈ㐨ᴗ䜈䛾⤫ྜ䛾ྲྀ⤌䜒බႠᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌䛸䛧䛶㞟ィ䛧䛶䛔䜛䠄䛘䜀䚸H26.4.1௨㝆䚸᪤䛻ୖỈ㐨ᴗ
䜈⤫ྜ䛧䛯ሙྜ䛿䛂䐟㐺⏝῭䛃䚸ୖỈ㐨ᴗ䜈䛾⤫ྜ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛ሙྜ䛿䛂䐠ྲྀ⤌୰䛃䛸䛧䛶ᩚ⌮䛧䛶䛔䜛䚹䠅䚹
ୖグ䛾ྲྀ⤌≧ἣㄪᰝ⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⥲ົ┬HP䛻䛚䛔䛶බ⾲䛧䛶䛔䜛䚹 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_kaikei.html
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ईਣవઠგࡀݓнМУѝࡀᇈ
䕿 ᮏᖺ䛾⤒῭㈈ᨻㅎၥ㆟䛻䛚䛔䛶䚸Ẹ㛫㆟ဨ䛛䜙䚸ᑠつᶍᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ䛾ᑟධಁ㐍䛻䛴䛔
䛶ᣦ䚹
䕿 㔝⏣㆟ဨ䛛䜙䛿䚸ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ䛾㐺⏝᥎㐍䛻ྥ䛡䛶䚸᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䜢
ᖺෆ䛻⟇ᐃ䛩䜛᪨䜢⾲᫂䚹
䠍 Ẹ㛫㆟ဨ㈨ᩱ䠄ᢤ⢋䠅
䛀ᖹᡂ30ᖺ➨䠐ᅇ⤒῭㈈ᨻㅎၥ㆟䠄ᖹᡂ30ᖺ4᭶12᪥䠅㈨ᩱ䜘䜚䛁
䠏ேᮍ‶䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛷䛾බႠᴗィ䛾ᑟධ䛜㐜䜜䛶䛚䜚䚸ᑠつᶍᆅ᪉බඹᅋయ䛷䛾බႠᴗィ䛾ྲྀ⤌䜢ಁ䛩䜉䛝䚹
䛀ᖹᡂ30ᖺ➨䠑ᅇ⤒῭㈈ᨻㅎၥ㆟䠄ᖹᡂ30ᖺ4᭶24᪥䠅㈨ᩱ䜘䜚䛁
Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨➼䛷ᗈᇦ䜔㐃ᦠ䚸䝁䞁䝉䝑䝅䝵䞁䛾ᑟධ䜢㔜Ⅼⓗ䛻᥎㐍䛩䜉䛝䠄Ỉ㐨ᗈᇦ䛾ຠᯝ䛾බ⾲䚸㐍ᤖ䛜㐜䜜䛶䛔
䜛ᑠつᶍ⮬య䛷䛾බႠᴗィᑟධ䛾ಁ㐍➼䠅䚹

䠎 㔝⏣㆟ဨᥦฟ㈨ᩱ䠄ᖹᡂ30ᖺ➨䠑ᅇ⤒῭㈈ᨻㅎၥ㆟䠄ᖹᡂ30ᖺ4᭶24᪥䠅 䠅
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➨䠏❶

䛂⤒῭䞉㈈ᨻ୍యᨵ㠉䛃䛾᥎㐍

䠐䠊せศ㔝䛤䛸䛾ィ⏬䛾ᇶᮏ᪉㔪䛸㔜せㄢ㢟
䠄䠏䠅ᆅ᪉⾜㈈ᨻᨵ㠉䞉ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺ྲྀ⤌➼
䠄බႠᴗ䞉➨୕䝉䜽䝍䞊➼䛾⤒Ⴀᢤᮏᨵ㠉䠅
බႠᴗ䛾ᗈᇦ䚸㐃ᦠ䚸⦅䞉⤫ྜ䛺䛹⤒Ⴀ䛾ᢤᮏᨵ㠉䜢ຍ㏿䛩䜛䚹බႠᴗ䛾⤒Ⴀᡓ␎䛾⟇ᐃཬ䜃
䠬䠠䠟䠝➼䜢㏻䛨䛶䚸᭦᪂㈝⏝䜔ᩱ㔠䚸⧞ฟᇶ‽እ䛾⧞ฟ㔠䜢ྵ䜑䛯ィ䛛䜙䛾⧞ධ≧ἣ➼䛾ධ䞉ᨭฟ
䜔䚸⟶⌮⪅䛾ሗ䛾䛂ぢ䛘䜛䛃䜔䚸⧞ฟᇶ‽䛾⢭ᰝ䞉ぢ┤䛧䚸ᴗᗫṆ䚸ẸႠ䚸ᗈᇦ➼ཬ䜃እ㒊䛾▱
ぢ䛾ά⏝䛸䛔䛳䛯ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉➼䜢᥎㐍䛩䜛䚹䛒䜟䛫䛶䚸⥲ົ┬䛿ᨵ㠉䛾㐍ᤖ䜔ᡂᯝ䛾ᐃ㔞ⓗᢕᥱ䜢ᙉຊ
䛻㐍䜑䚸බႠᴗ䛾୍ᒙ䛾⤒Ⴀᇶ┙䛾ᙉ䛸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ྥୖ䜢ಁ䛩䚹ୗỈ㐨䞉⡆᫆Ỉ㐨䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪂
䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䜢᫂☜䛧䚸ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ䛾㐺⏝䜢୍ᒙಁ㐍䛩䜛䚹➨୕䝉
䜽䝍䞊➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸㈈ᨻⓗ䝸䝇䜽≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛⤒Ⴀ䛾䛯䜑䛾᪉㔪䛾⟇
ᐃ䞉බ⾲䜢᥎㐍䛩䜛䚹
Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨䛻䛴䛔䛶䚸ᗈᇦ䞉ඹྠ䛾᥎㐍䜢ྵ䜑䚸ᣢ⥆ⓗ⤒Ⴀ䜢☜ಖ䛩䜛᪉⟇➼䜢᳨ウ䛧䚸ලయⓗ䛺
᪉㔪䜢ᖺෆ䛻⟇ᐃ䛩䜛䚹ඛ⾜䛾ṓฟຠ⋡䜔ᨭ➼䜈䛾ຠᯝ䜢බ⾲䛩䜛䜋䛛䚸ከᵝ䛺䠬䠬䠬䠋䠬䠢䠥䛾ᑟ
ධ䜔ᗈᇦ䞉㐃ᦠ䜢ಁ㐍䛩䜛䚹䜎䛯䚸බ❧㝔䛻䛴䛔䛶䚸⦅䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢᥎㐍䛩䜛䚹
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ᅈ˟ஜૢͳዮӳʩ˄ሁỉʩ˄Ệ̞Ủπփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇỆ̞ỦᙲˑỆếẟềίᵏᵍᵐὸ
䕿 ᅜᅵ㏻┬䛻䛚䛔䛶䛿䚸ୗỈ㐨ᴗ䛾᭦䛺䜛ຠ⋡䛻ྥ䛡䚸䝁䞁䝉䝑䝅䝵䞁᪉ᘧ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛PPP/PFI ᡭἲ䛾ά⏝䜔ởỈฎ
⌮タ䛾ᗈᇦ䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚸䛣䜜䜙䛾ྲྀ⤌䜢୍ᒙ᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᖹᡂ30ᖺᗘ䜘䜚䚸♫㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ㔠ཬ䜃㜵
⅏䞉Ᏻ㔠䠄௨ୗ䛂♫㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ㔠➼䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛾䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䕿 䛣䜜䛻䜘䜚䚸♫㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ㔠➼䛾せ௳䛸䛧䛶䚸䛂බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻ಀ䜛せ௳䛃䛜㏣ຍ䛥䜜䛯䜒䛾䚹

♫㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ㔠せ⥘ 䠄ᢒ䠅
ᑐ㇟ᴗ䛿䚸♫㈨ᮏ⥲ྜᩚഛィ⏬䛻グ㍕䛥䜜䛯ḟ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ➼䛸䛧䚸ᇶᖿᴗ䛾䛖䛱䛔䛪䜜䛛୍௨ୖ䜢ྵ䜐䜒䛾䛸䛩䜛䚹䛺䛚䚸ᑐ㇟
ᴗ䛾⣽┠䛻䛴䛔䛶䛿㝃ᒓ➨䊡⦅䛻䛚䛔䛶ᐃ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹

♫㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ㔠せ⥘ 㝃ᒓ➨ϩ⦅䠄ᑐ㇟ᴗ䛾せ௳䠅 䠄ᢒ䠅
䠄䠍䠅 ♫㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ㔠䛻ಀ䜛ᑐ㇟ᴗせ௳
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ͤ2 ᳨ウ୰䛾ᅋయ䞉ᴗ䜢ྵ䜐䚹
ୗỈ㐨ᴗ䛻䛚䛔䛶䚸䠍䛴䛾㡯┠䛻」ᩘᴗ䜢᭷䛧䚸ᮍ╔ᡭ䛾ᴗ䜢䠍䛴䛷䜒᭷䛩䜛ᅋయ䛿ᮍ╔ᡭ䛻ィୖ䚹
䠄䠖㎰ᴗ㞟ⴠỈタ䛿㐺⏝῭䚸⁺ᴗ㞟ⴠỈタ䛿ᮍ╔ᡭ䛾ᅋయїᮍ╔ᡭ䛻ィୖ䠅
ͤ3 ⡆᫆Ỉ㐨䛻䛚䛡䜛䛂㐺⏝῭䛃䛾ᴗᩘ䛻䛿䚸Ỉ㐨䛻⤫ྜ䛧䛯⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䜢ྵ䜐䚹
ͤ4 㔜」ィୖ䛿㝖䛟䚹

ඥᢘဇỆ̞ỦʙѦỉμ˳
ኃᜊΖգἿ༾Ѱ
Ɗ
Ƌ
ƌ
ƍ
Ǝ

Ζգӈ࠻ʮ˶ˮ˵̵̢̨ʴ૫୬
Ə
ࡠᡉΖඃʴ൦យ
Ɛ
ҹᦽᦖᄅ̴ᡞգᦖᄅʴ൦យ
Ƒ
ࠊ௮ʴၜຜʴ૫୬
ƒ
ࠪۊᄂץघʾʴᄂᆅᩳ֢ϫʴ൦យ ƊƉ

ኃᜊΖգ
Лᦽࢂʮʴ៤ʹ
Ꮃᐠ̴ϰԞʴ൦យ
ᒮـሀЯ

Ԟ̴ࠪฤ˘ᝰʟˑಳЇ̴Ԧዿʴ૫୬
Лᦽࢂʴ૫୬
ׯኒ˴˶̝̃ʴၜຜʴ૫୬
ҪᜋΖЇሀኬ̴ᒮـሀЯ
ឞʴᄅʴ൦យ

ࠪۊᡸᄁץगἿѰ
ץघѰʴ༿Ѱ
௮ʴאᬺɱᆅᩳ֢ϫʴࠪ
ץघѰ˶ˮ˵̵̢̨ʴϷસ
ᄂѰϰԞʴ൦យ

ዿ

ಳЇ̴ԦዿʴԞ̴ࠪฤ
ԅ᎙גૠ᧽ᛟොዿʴ
ତࠪʮؐቄ
բࠪቷᆶዿʴឦࠪ
Γࠪᫍ
ᡯхࡠʴϷસ
௺Γጛʴᏹસ
Ԍጛ
գᑗʾʴࢇԅ
Ꮼգᆼʾʴؐܢ

ᄂਲܢʴႶ
ᆅᩳ֢ϫʚʮʴघፎֻГƁגГᯅƂࠪ
ᆅᩳᄂʮגᡞ༾ʮʴρʗ
ͤఠᄂʴ៤
ዿ

ׯኑύώᾊᾤἿѰ
ׯኒ˴˶̝̃ʱʐʗˑגૠʊʴࠪ

ࠊ˴˶̝̃
ʴᄅ
̴Лᦽࢂʮʴ៤
̴ξඬݪ౺ʴ൦យ

௺˴˶̝̃
ʴҸ
̴˴˶̝̃ඦસʴ൦យ
̴্ᝰʰොᓟʴᦞࠪ
̴Ђᄅʴࠪ

䠄ฟᡤ䠖⥲ົ┬䛂ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛻㛵䛩䜛⡆᫆䝬䝙䝳䜰䝹 䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥∧䛃䜢୍㒊ຍᕤ䠅

－ 26 －

䠄ฟᡤ䠖⥲ົ┬䛂ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛻㛵䛩䜛䝬䝙䝳䜰䝹䛃䠅

ࠨႽഐнМУѝݓࢢࠉۈएрจᄝ
нࣰѝҢѲҺӃҀ

ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻜᭶㻞㻞᪥

ᙹݱ˳ׇίʴӝᵓᵊᵎᵎᵎʴசὸỆấẬỦ˟ᚘᢘဇỉܱऴᛦ௹ὼಒᙲ
ㄪᰝ䛾ᴫせ
䕿 ேཱྀつᶍ䛾ᑠ䛥䛔ᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ㐺⏝䛾ᐇ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䚸㟁ヰ䛻䜘䜛䝠䜰䝸䞁䜾ㄪᰝ䜢ᐇ
䕿 ୗグ䛾䛸䛚䜚䚸ேཱྀ㻡㻘㻜㻜㻜ேᮍ‶䛾ᅋయ䜢䜾䝹䞊䝥䐟䡚䐡䛻ศ䛡䚸ྜィ㻟㻟ᅋయ䛾ᐇ䜢ㄪᰝ
䕿 ㄪᰝ㡯┠䛻䛴䛔䛶䛿䚸ḟ䝨䞊䝆௨㝆䜢ཧ↷

ㄪᰝᑐ㇟ᅋయ
䜾䝹䞊䝥䐟䠖ேཱྀ㻡㻜㻜ேᮍ‶䛾ᅋయ
䠉 ᅜ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䛖䛱䚸ேཱྀ㻡㻜㻜ேᮍ‶䛷䛒䜛ᅋయ䛿䠔ᅋయ䠄㻴㻞㻞ᅜໃㄪᰝ䛻䜘䜛ேཱྀ䠅
䠉 ୖグ䛾䛖䛱䠓ᅋయ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䝠䜰䝸䞁䜾䜢ᐇ
䈜 㧗▱┴ᕝᮧ䛿බႠᴗ䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ㄪᰝᑐ㇟䛛䜙㝖እ

䜾䝹䞊䝥䐠䠖ேཱྀ㻡㻜㻜ே௨ୖ䚸㻝㻘㻜㻜㻜ேᮍ‶䛾ᅋయ
䠉 ᅜ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䛖䛱䚸ேཱྀ㻡㻜㻜ே௨ୖ䚸㻝㻘㻜㻜㻜ேᮍ‶䛷䛒䜛ᅋయ䛿㻝㻤ᅋయ䠄ྠୖ䠅
䠉 ୖグ䛾䛶䛾ᅋయ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䝠䜰䝸䞁䜾䜢ᐇ

䜾䝹䞊䝥䐡䠖ேཱྀ㻝㻘㻜㻜㻜ே௨ୖ䚸㻡㻘㻜㻜㻜ேᮍ‶䛾ᅋయ䛾䛖䛱䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻ྲྀ⤌୰䛾ᴗ䜢᭷䛩䜛ᅋయ
䠉 ᅜ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䛖䛱䚸ୖグ䛾せ௳䜢‶䛯䛩ᅋయ䛿㻝㻟ᅋయ䠄 㻴㻟㻜㻚㻠㻚㻝Ⅼ䛾බႠᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌≧ἣ䜢ᇶ‽䠅
䠉 ୖグ䛾䛖䛱䠔ᅋయ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䝠䜰䝸䞁䜾䜢ᐇ
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ᛦ௹ኽௐ ὼ Ṟ ʴӝᵓᵎᵎʴசỉ˳ׇίᾆ˳ׇὸ
A

ᅋయ

B

⫋ဨᩘ
䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅
⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

C

17ே

≉ᐃᆅᇦ⏕άỈฎ⌮ 䐠
⡆᫆Ỉ㐨 䐠
ㆤ䝃䞊䝡䝇 䐠

D

20ே

ಶูỈฎ⌮ 䐡
⡆᫆Ỉ㐨 䐡

21ே

⡆᫆Ỉ㐨 䐡
ほග䠄ఇ㣴ᐟἩ䠅 䐢

19ே

⁺ᴗ㞟ⴠỈ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢

㐺⏝䜢⾜䛖䛸⧞ධ䛜ῶ䜛ྍ⬟ᛶ䛜
㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸ཬ䜃䛭䛾㔜せᛶ䛿
㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸
බႠᴗィ㐺⏝䛻 䛒䜚䚸ᩱ㔠䜢ୖ䛢䛦䜛䜢ᚓ䛺䛟䛺䜛
ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸᳨ウ䛿⾜䛳䛶䛔䛺
≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔
ಀ䜛ㄆ㆑
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛯䜑䚸᳨ウ䜢⤖䛧䛶
䛔
䛔䜛

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸
≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔

ୖグ䛻ಀ䜛⌮⏤

ୖグ⌮⏤䛾䜋䛛䚸ᴗົ䛜タ䛾⥔ ⛣⾜‽ഛ䛛䜙㐠⏝䛻⮳䜛䜎䛷䛾ᴗ
ᣢ⟶⌮䛾䜏䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ィ㐺 ົ㈇ᢸ䛜䛝䛔䛯䜑
⏝䛫䛪䛸䜒⤒Ⴀྍ⬟䛸ุ᩿䛧䛶䛔䜛 ᴗ⪅ጤク䜒⌧Ⅼ䛷䛿ᮍ᳨ウ

㈨⏘⟶⌮䛿⌧⾜䛾ᡭἲ䛷䜒ྍ⬟䛷 ᴗົ㔞䛻ᑐ䛩䜛⫋ဨ䛾䝬䞁䝟䝽䞊
䛒䜛䛯䜑䚸䝯䝸䝑䝖䜢䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔 䛜㊊䛧䛶䛚䜚䚸᳨ウ䛻ᚲせ䛺యไ
䜐䛧䜝䝅䝇䝔䝮⤒㈝➼䛜ቑ䛘䜛༳㇟ ᵓ⠏䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑

ྎᖒᩚഛ䜈䛾ᑐᛂ

ᑐᛂྍ⬟䠄ᴗ⪅䛻ጤクணᐃ䠅

ᑐᛂྍ⬟

ᑐᛂྍ⬟

ᑐᛂྍ⬟䠄㈨⏘グ㘓⡙䛿ಖ᭷䠅

㈈ົィ䝅䝇䝔䝮
ᑟධ≧ἣ

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

㐠Ⴀ≧ἣ䛸ㄢ㢟

䞉ᩱ㔠䛾್ୖ䛢䛿᪤䛻㧗㢠䛷䛒䜛䛯
䜑ᅔ㞴
䞉タ䛾⪁ᮙ䛿ㄢ㢟䛷䛒䜛䛜䚸
タ䛾ᑡ䛺䛥䜖䛘䚸ィ䜢㐺⏝䛧䛺䛟
䛶䜒⟶⌮䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛

ྎᖒ䛻ᇶ䛵䛟㈨⏘⟶⌮ཬ䜃ᩱ㔠ᨵ
ᐃ䜢⾜䛖䛣䛸䛾ᚲせᛶ䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔
䜛䛜䚸䛾ᩱ㔠䛸䛾ව䛽ྜ䛔䜢⪃䛘
䜛䛸ᐇ㝿䛻䛿ᘬୖ䛢䛿ᅔ㞴

䞉㉥Ꮠᨭ䛜⥆䛔䛶䛚䜚䚸ᩱ㔠ᨵᐃ
䜢⾜䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛜䚸ఫẸ䛾
Ⓨ䛜䛒䜚ᐇ䛜ᅔ㞴
䞉ఫẸ䛾୰䛷䛿Ỉ䛿↓ᩱ䛸䛾ព㆑

㈨⏘䛜⪁ᮙ䛧䛶䛚䜚䚸ᑐ⟇䜢ᡴ䛴
ᚲせᛶ䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᅋయ䛾
㈈ᨻ㐠Ⴀ䛜ཝ䛧䛟䚸ᩱ㔠䜒ᛴ⃭䛻䛿
ୖ䛢䜙䜜䛺䛔

බィᩚഛ≧ἣ

ᮍ╔ᡭ

H29ᖺᗘỴ⟬ศ䜘䜚సᡂ

H29ᖺᗘỴ⟬ศ䜘䜚సᡂ

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

Ỉ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭

Ỉ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ほගタ䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭

⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃ≧ἣ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭

䛭䛾ಶู䛾

㞳ᓥ⮬య䛷䛒䜛䛯䜑䚸⡆᫆Ỉ㐨
㞳ᓥ⮬య䛷䛒䜛䛯䜑䚸Ỉ※䛾☜
䛾Ỉ㉁᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䛿ᮏᅵ䛾ᴗ⪅
ಖ䛜ᅔ㞴䠄ཎỈ䛸䛧䛶ᾏỈ䜒⏝䠅
䛻ጤク

㒔㐨ᗓ┴䛾⾜䛖Ỉ㐨ᴗ䛻⤒Ⴀ⤫
ྜ䛧䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛸䛾せᮃ䜢ฟ䛧䛶 ⫋ဨ䛾☜ಖ䛜ႚ⥭䛾ㄢ㢟
䛔䜛

ᛦ௹ኽௐ ὼ Ṟ ʴӝᵓᵎᵎʴசỉ˳ׇίᾆ˳ׇὸ
E

ᅋయ
⫋ဨᩘ
䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅
⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

F
24ே

⡆᫆Ỉ㐨䐡
㏻䠋⯪⯧㐠⯟䐢
≉ᐃᆅᇦỈฎ⌮䐡

G

19ே

㎰ᴗ㞟ⴠỈ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢

18ே

⡆᫆Ỉ㐨䐢
ほග䠋䛭䛾ほග䐢

බႠᴗィ㐺⏝䛻 ㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸≉ẁ䛾ྲྀ⤌
䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔
ಀ䜛ㄆ㆑

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿 ㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸≉ẁ䛾ྲྀ⤌
⾜䛳䛶䛔䛺䛔
䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔

ୖグ䛻ಀ䜛⌮⏤

ᴗ⪅䛾ጤク䜢⪃䛘䜛䛸ண⟬ⓗ䛻ཝ䛧䛔

ୗỈ㐨䛿⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃ䛻╔ᡭ䛧䛯䜀䛛䜚䛷䛒䜚䚸 㒔㐨ᗓ┴䛾◊ಟ䜢⪺䛝䚸せ䛧䛯ᮇ㛫䜔ேဨ䜢⪺
ἲ㐺䛾㆟ㄽ䛻䛿䛩䛠䛻㐍䜑䛺䛔䛯䜑
䛔䛶⌧ᐇⓗ䛻㞴䛧䛔䛸ឤ䛨䛯䛯䜑

ྎᖒᩚഛ䜈䛾ᑐᛂ

H30ᖺᗘண⟬䛻ィୖ䛧䚸✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔
䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛

ᗈᇦ䛻ᙜ䛯䜚䚸㈨⏘ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸ᩚഛ୰䠄⡆
せㄳ䛥䜜䜜䜀ᑐᛂྍ⬟䛰䛸⪃䛘䜛
Ỉ䠅

㈈ົィ䝅䝇䝔䝮
ᑟධ≧ἣ

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

㐠Ⴀ≧ἣ䛸ㄢ㢟

ேཱྀ䛜ῶᑡ䛧䛶䛚䜚䚸ᩱ㔠ධ䛜ᑡ䛺䛔䚹ఫẸ
䛾᪉䛾⌮ゎ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛟䚸ᩱ㔠ᨵᐃ䜒䛷䛝䛺䛔
≧ἣ

タ᭦᪂䜔⪏㟈ᑐ⟇䛻ಀ䜛㈈※㊊

⟶㊰䛾᭦᪂➼䚸⪁ᮙᑐ⟇䛜ᚲせ䛻䛺䛳䛶䛟䜛
䛺䛛䛷䚸ᖺ䚻ᩱ㔠ධ䛜ῶᑡ䛧䛶䛔䜛

බィᩚഛ≧ἣ

H29ᖺᗘỴ⟬ศ䜘䜚సᡂ

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃ≧ἣ

Ỉ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
㏻䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖H31ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ほගタ䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

䛭䛾ಶู䛾

ඹྠⓎὀ➼䛾㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䚸㒔㐨ᗓ┴䜒ྵ䜑᳨ 㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛Ỉ㐨ᗈᇦ䠄⏝Ỉ౪⤥䠅䜢ணᐃ
䠄H33ᖺᗘ䠅䛧䛶䛚䜚䚸⤒Ⴀ⎔ቃ䛾ኚ䜔ᴗົ䛾
ウ䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜛䛜䚸ᆅ⌮ⓗ䛺≧ἣ䜒䛒䜚↓䛟
䛺䛳䛯䠄㒔㐨ᗓ┴䛜ᑟ䛷㆟ㄽ䛧䛯䛸䛾䛣䛸䠅
ቑຍ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛

－ 28 －

⤒Ⴀᡓ␎䛿H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ䛸䛧䛶䛔䜛䛜䚸ண
⟬䛜䛸䜜䛪╔ᡭ䛷䛝䛺䛔≧ἣ

ᛦ௹ኽௐ ὼ ṟ ʴӝᵓᵎᵎʴ῍ᵏᵊᵎᵎᵎʴỉ˳ׇίᵏᵖ˳ׇὸ
A

ᅋయ

B

⫋ဨᩘ
䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅

16ே

C
27ே

D

E

18ே

14ே

16ே

⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨 䐢
㎰ᴗ㞟ⴠỈ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢

බႠᴗィ㐺⏝
䛻ಀ䜛ㄆ㆑

୍㒊᳨ウ䜢㐍䜑䛶䛿䛔䜛䛜䚸ල
㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸 ㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸
యⓗ䛺せㄳ䛜↓䛔䛯䜑䚸㆟ㄽ䜢
≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔
≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔
༑ศ䛻ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔

ୖグ䛻ಀ䜛⌮⏤

䞉ேဨ䞉▱㆑䛜㊊䛩䜛୰䛷䚸⛣
⫋ဨ䠍ྡ䛾యไ䛷᪂䛯䛺᳨ウ䛻 ⾜‽ഛ䛛䜙㐺⏝ᚋ䛾㐠⏝䜎䛷䜢 ᢸᙜ⫋ဨ䛿」ᩘ䛾ᴗົ䜢වົ䛧
సᴗ䛜⭾䛻䛺䜛䛾䛷䚸㏆㞄ᅋ
╔ᡭ䛧䚸ᴗ⪅䛸䛾ᢡ⾪➼䛾ᑐᛂ䜢 ⫋ဨ䠍ྡ䛷䜔䜚䛝䜜䜛䛾䛛Ᏻ
䛶䛚䜚䚸᪂䛯䛺ᴗົ䛾᳨ウ䛻ᙜ䛯
య䛾ືྥ䜒ぢᴟ䜑䛯䛔䛯䜑
⾜䛖䛣䛸䛿⌧≧ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑
䞉ᑓ㛛ⓗศ㔝䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᢸᙜ⪅ 䜛వ⿱䛜↓䛔䛯䜑
䛾௦䛾ᴗົ䛾ᢎ⥅䛜Ᏻ

ྎᖒᩚഛ䜈䛾ᑐᛂ

ᑐᛂྍ⬟䠄ᴗ⪅䛻ጤクணᐃ䠅

㈨⏘䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶᫂☜䛻ᩚ⌮
䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸䝇䝮䞊䝈䛺ᑐᛂ䛿 ᑐᛂᮍᐃ
ᅔ㞴

ᑐᛂྍ⬟䠄ᴗ⪅䛻ጤクணᐃ䠅

ᑐᛂᮍᐃ

㈈ົィ䝅䝇䝔䝮
ᑟධ≧ἣ

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

㐠Ⴀ≧ἣ䛸ㄢ㢟

㈨⏘䛾⪁ᮙᑐ⟇䜢㐍䜑䜛ᚲせ ேཱྀῶᑡ䛻క䛖ᩱ㔠ධ䛾ῶᑡ
㈨⏘䛾ᢞ㈨グ㘓䜔⟶⌮䛾≧ἣ䛻
ᩱ㔠䜢ୖ䛢䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛜䚸 䛜䛒䜛䜒䛾䛾䚸⥔ᣢ᭦᪂䛾ᚲせ 䛻䜘䜚䚸୍⯡ィ䛛䜙䛾⿵ຓ䛻䜘 タ䛾⪁ᮙ䛜㐍䜣䛷䛚䜚䚸ᩱ
䛴䛔䛶᫂☜䛻䜎䛸䜎䛳䛯㈨ᩱ䛜↓
䛭䛾᰿ᣐ䛜ぢ䛔䛰䛫䛺䛔䛯䜑ุ ᛶ䛸ᩱ㔠䛾ᨵᐃ䜔⧞ධ➼䛾㆟ㄽ 䜚ఱ䛸䛛⤒Ⴀ䛜ᡂ䜚❧䛳䛶䛔䜛≧ 㔠ධ䛾䜏䛷䛿䝯䞁䝔䝘䞁䝇㈝⏝
䛟䚸᭦᪂䛾ᚲせᛶ䛿䛒䜛䛸ㄆ㆑䛧
᩿䛜ᅔ㞴
䛸䜢⤖䜃䛴䛡䜛ᮦᩱ䛜㊊䛧䛶䛔 ἣ䛷䛒䜚䚸බႠᴗィ䛷㈥䛖䛾 䛾ฟ䛜ᅔ㞴䛺≧ἣ
䛴䛴䜒䛭䛾ุ᩿䛜ᅔ㞴
䜛
䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛

බィᩚഛ≧ἣ

H29ᖺᗘỴ⟬ศ䜘䜚సᡂ

H29ᖺᗘỴ⟬ศ䜘䜚సᡂ

H29ᖺᗘỴ⟬ศ䜘䜚సᡂ

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃ≧ἣ

Ỉ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ୗỈ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉᴗ䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭

Ỉ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ୗỈ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ୗỈ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭

䛭䛾ಶู䛾

㏆㞄⮬య䛸䛿ᆅ⌮ⓗ䛻㐲䛟䚸ඹ
ᩱ㔠ᨵᐃ䛾㆟ㄽ䜢⾜䛚䛖䛸䛧䛶䛔
⌧ᅾ䚸⪁ᮙ䛧䛯ίỈሙタഛ䛾
ྠⓎὀ䜔▱ぢ䛾ඹ᭷䛿䛛䛘䛳䛶
䜛䛜䚸ලయⓗ䛺ᡭἲ䛿ᮍᐃ
᭦᪂䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛸䛣䜝
ຠ⋡䛜ᝏ䛟䛺䜛䛚䛭䜜

㐣ཤ䛻㆟ㄽ䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜛䛜䚸ᆅ
⌮ⓗ䛺ไ⣙䛛䜙ᗈᇦ䛾ᑟධ䛿
ᅔ㞴

ᆅ⌮ⓗ䛻䛾⮬య䛸㝸⤯䛧䛶
䛚䜚䚸ඹྠ➼䛜ᅔ㞴

㎰ᴗ㞟ⴠỈ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢
ㆤ䝃䞊䝡䝇 䐢

≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨 䐢
ᑠつᶍỈฎ⌮ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐡

ᑟධ῭䜏

㎰ᴗ㞟ⴠỈ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢

㎰ᴗ㞟ⴠỈ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢
ㆤ䝃䞊䝡䝇 䐢

せㄳ䛻ᇶ䛵䛝䛔䛪䜜䛿ྲྀ䜚⤌䜐
䜉䛝䜒䛾䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸
≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔

ᑡ䛺䛔⫋ဨ䛷ᑐᛂ䛩䜛䛾䛜ᅔ㞴
䛷䛒䜛䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛯䜑

ᛦ௹ኽௐ ὼ ṟ ʴӝᵓᵎᵎʴ῍ᵏᵊᵎᵎᵎʴỉ˳ׇίᵏᵖ˳ׇὸ
F

ᅋయ
⫋ဨᩘ
䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅

G
30ே

H
38ே

I
26ே

J
31ே

26ே

⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

⡆᫆Ỉ㐨䐢
ㆤ䝃䞊䝡䝇䐢

ほග䠋⣴㐨䐟
⡆᫆Ỉ㐨䐡
Ꮿ㐀䠋䛭䛾㐀ᡂ䐢
㎰ᴗ㞟ⴠỈ䐡
⡆᫆Ỉ䐡
ᑠつᶍỈฎ⌮䐡

බႠᴗィ㐺⏝
䛻ಀ䜛ㄆ㆑

ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᑟධ䛻ྥ䛡
䛯ලయⓗ䛺㆟ㄽ䜢⾜䛳䛶䛔䛺
䛔

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔
᮶ᖺᗘ䛛䜙ἲ㐺䛻ྥ䛡䛯స
䜛䛜䚸≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔
ᴗ䛻╔ᡭ䛩䜛ணᐃ
䛺䛔

ୖグ䛻ಀ䜛⌮⏤

බィ䜈䛾ᑐᛂ䛸ྠᵝ䛻
බィ䝅䝇䝔䝮䛾䝧䞁䝎䞊䛛 ⥲ົㄢ䚸බႠᴗ䛾ᢸᙜㄢ䛸 ேဨ䛜㊊䛧䛶䛔䜛୰䛷䚸᪂
ኚ䛺సᴗ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛸⪃䛘䛶 䜙ἲ㐺䛻ྥ䛡䛯㆟ㄽ䛻ಀ䜛 䜒䛻䚸᪂䛯䛺ᴗົ䛾᳨ウ䛻 䛧䛔䛜ቑ䛘䜛䛣䛸䜈䛾ᠱ
䛔䜛䛯䜑
ㄝ᫂䜢ཷ䛡䛯䛯䜑
䛡䜛ேဨ䛜㊊䛧䛶䛔䜛䛯䜑 ᛕ䛜䛝䛔䛯䜑

ྎᖒᩚഛ䜈䛾ᑐᛂ

≉䛻‽ഛ䛧䛶䛔䛺䛔

ཧ⪃ぢ✚䜒䜚䜢౫㢗῭䜏
䠄ぢ✚㢠1,500䠅

㐍䜑䛶䛔䜛䛜䚸㛫䛜ᚲせ

㈨⏘⟶⌮⡙➼䛻䜘䜚ᑐᛂ

ᆅ᪉බィ䛻䛚䛡䜛ྎᖒ䛜
ᩚഛ῭䛾䛯䜑ᑐᛂྍ⬟

㈈ົィ䝅䝇䝔䝮
ᑟධ≧ἣ

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

㐠Ⴀ≧ἣ䛸ㄢ㢟

ேཱྀῶᑡ䛻క䛔ᩱ㔠ධ䛜
ῶ䛳䛶䛔䜛୰䚸タ䛾⪁ᮙ
ᑐ⟇䜔᭦᪂㈝⏝䛾☜ಖ䛜ᅔ
㞴

ᩱ㔠ධ䛜ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䛜䚸 タ䛾⪁ᮙ䠄⟶㊰䛾◚ᦆ➼
ᩱ㔠ධ䛜ᑡ䛺䛟䚸⪁ᮙᑐ
⫋ဨ䚸ఫẸ䛸䜒䛻ᑡ䛺䛟䚸ᨵᐃ 䜒㢖Ⓨ䠅䛻ᑐ䛧䛶᭦᪂ᢞ㈨䜢
⟇㈝⏝䜢බႠᴗィ䛷㈥䛖
䛻ྥ䛡䛶䛾㆟ㄽ䜢⾜䛖䛣䛸䛿 ⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸㈈ᨻ≧ἣ
䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
ᅔ㞴
䜢⪃䛘䜛䛸ᑐᛂᅔ㞴

タ䛾⪁ᮙᑐ⟇䛜ᚲせ䛰
䛜䚸ఫẸ䛾㌿ฟ䜔⮬↛ῶ䜒㐍
䜣䛷䛚䜚䚸ᢞ㈨㢠ศ䜢ᅇ䛷
䛝䜛䛛Ᏻ䛜䛒䜛

බィᩚഛ≧ἣ

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃ≧ἣ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃணᐃᖺᗘᮍᐃ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭
ほගタ䠖H31ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ほගタ䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭

䛭䛾ಶู䛾

ඹྠ䜢᳨ウ䛧䛯䛜䚸タ䛾 ほගᴗ䜢᪤䛻ἲ㐺䛧䛶䛔
ᩚഛ≧ἣ䛜ᅋయ䛤䛸䛻␗䛺䜚䚸 䜛䛜䚸ẖᖺ䛾㈈ົฎ⌮䜢䛝 ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔
ᐇ⌧䛻⮳䜙䛺䛛䛳䛯
䛺㈇ᢸ䛸ឤ䛨䛶䛔䜛

⡆᫆Ỉ㐨 䐢
ほග䠄ఇ㣴ᐟἩ䠅 䐢

－ 29 －

⡆᫆Ỉ㐨 䐢

ᑠつᶍ㞟ྜỈฎ⌮ 䐢
≉ᐃᆅᇦ⏕άỈฎ⌮ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔
䜛䛜䚸≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔
䛺䛔

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔
䜛䛜䚸≉ẁ䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔
䛺䛔
ព᪂つᴗົ䜈䛾ᑐᛂ䛻Ᏻ
䛜䛒䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸䝅䝇䝔䝮ᨵ
ಟ䞉㐠⏝⤒㈝䛾ቑຍ䛺䛹㈇ᢸ
䛜䛝䛔䛯䜑

㈨⏘⟶⌮⡙ཬ䜃チㄆྍ᭩㢮
ᴗ⪅䛻㈨⏘䛾⟶⌮䜢ጤク
➼䛻䜘䜚㈨⏘⟶⌮≧ἣ䜢☜ㄆ

ᛦ௹ኽௐ ὼ ṟ ʴӝᵓᵎᵎʴ῍ᵏᵊᵎᵎᵎʴỉ˳ׇίᵏᵖ˳ׇὸ
K

ᅋయ

L

⫋ဨᩘ
䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅

M

26ே

24ே

⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

⡆᫆Ỉ㐨䐡
⁺ᴗ㞟ⴠỈ䐡

බႠᴗィ㐺⏝
䛻ಀ䜛ㄆ㆑

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸≉ẁ䛾 ᅋయෆ䛻䛚䛡䜛㆟ㄽ䛿⾜䛳䛶䛔䜛䛜䚸
ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔
ලయⓗ䛺ື䛝䛻⮳䛳䛶䛔䛺䛔

⡆᫆Ỉ㐨䐡
Ꮿ㐀䠋䛭䛾㐀ᡂ䐡
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐡
≉ᐃᆅᇦỈฎ⌮䐡

N
33ே

29ே

≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨 䐡
⡆᫆Ỉ㐨 䐢
ほග䠄ఇ㣴ᐟἩ䠅 䐢
ほග䠄⣴㐨䠅 䐢
ほග䠄䛭䛾䠅 䐢

⡆᫆Ỉ㐨䐡
㏻䠋⯪⯧㐠⯟䐢

⤒Ⴀᡓ␎䛸ే䛫䛶㆟ㄽ䛧䛯䛜䚸タഛ䛜ᑠ
㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸≉ẁ䛾
䛥䛔䛯䜑䚸᭦᪂㈝⏝䛾ぢ䛘䜛➼䛾ព⩏
ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔
䛜༑ศ䛻ឤ䛨䜙䜜䛺䛛䛳䛯
䞉㐺⏝䛻ᚲせ䛺ேᮦ䛾⫱ᡂ䜔⤒㈝➼䜢⪃
䛘䜛䛸䚸ᚓ䜙䜜䜛ຠᯝ䛻ẚ䛧䛶ྲྀ⤌䛾䝝䞊
䝗䝹䛜㧗䛔
䞉ᢸᙜ䛜䠍ே䛧䛛䛔䛺䛔䛾䛷䚸⛣⾜䛛䜙㐠
⏝䜎䛷Ᏻ

ୖグ䛻ಀ䜛⌮⏤

㈝⏝ᑐຠᯝ䛜ᑡ䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛯䜑

⌧≧௨ୖ䛾సᴗ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛧䜎䛖䛸ㄆ㆑䛧 ᢸᙜ䠄1ே䠅䛜䠓䛴䛾䜢වົ䛧䛶䛚䜚䚸
䛶䛔䜛䛯䜑
ィ䛾▱㆑䜒䛺䛔䛯䜑㞴䛧䛔

ྎᖒᩚഛ䜈䛾ᑐᛂ

㈨⏘䛾≧ἣ䛿ᢸᙜ䛻䜘䛳䛶ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛
䛜䚸ྎᖒ䛾ᩚഛ䛿㐍䜣䛷䛔䛺䛔

䛾⏫ᮧ䛸ሗ䜢䛧䛶䛔䜛䛜䚸ලయⓗ ⟶㊰䛾㊥㞳䜔ᮦ㉁䛜᭕䛺䛯䜑䚸䝇䝮䞊
䛺‽ഛసᴗ䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔
䝈䛺ᑐᛂ䛿ᅔ㞴

⟶㊰䛾㊥㞳䜔ᮦ㉁䛜᭕䛺䛯䜑䚸䝇䝮䞊
䝈䛺ᑐᛂ䛿ᅔ㞴

㈈ົィ䝅䝇䝔䝮
ᑟධ≧ἣ

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

㐠Ⴀ≧ἣ䛸ㄢ㢟

タ䛾⪁ᮙ䛜㐍䜣䛷䛚䜚䚸⥔ᣢ⟶⌮䛻
Ⳙ䛺䝁䝇䝖䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛䚹

⏝ᩱ䜢ୖ䛢䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛜䚸⏝
ᩱ䜢ᨵᐃ䛩䜛ዎᶵ䜔⌮⏤䛡䛺䛹ఫẸ䞉
㆟䜈䛾ㄝ᫂䛜㞴䛧䛔

䞉ᖹᡂ30ᖺ4᭶䛻ᩱ㔠ᨵᐃ䜢⾜䛳䛯䛸䛣䜝
䛷䛒䜚䚸ᚋ䜒್ୖ䛢䜢᳨ウ
䞉⟶㊰䛾᭦᪂୰䛷䛒䜚䝁䝇䝖䛜䛛䛛䜛

ᩱ㔠ධ䛾ῶᑡཬ䜃㈨⏘䛾⪁ᮙ䛻ᑐ
ฎ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛜䚸ᩱ㔠䛾್ୖ䛢䛻
䛴䛔䛶䛾ᨻ⟇ุ᩿䚸ఫẸ➼䜈䛾ㄝ᫂䛜ᅔ
㞴

බィᩚഛ≧ἣ

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H29ᖺᗘỴ⟬ศ䜘䜚సᡂ

⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃ≧ἣ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖⟇ᐃ῭
Ꮿᆅ㐀ᡂ䠖H31ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
㏻䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ୗỈ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ほගタ䠖H32ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

䛭䛾ಶู䛾

ィ㐺⏝䛾ព⩏䛿⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛜䚸つᶍ ඹྠ䜔ᗈᇦ䛻䛴䛔䛶䚸࿘䜚䛾⮬య
䛜ᑠ䛥䛟㈨⏘䜒ᑡ䛺䛔ᅋయ䛻䛚䛔䛶䚸䝯䝸䝑 䛾ື䛝䛻㏣㝶䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛟䚸㆟ㄽ䜢ᘬ䛳
䝖䛜ぢ䛔䛰䛧䛻䛟䛟᳨ウ䛜㐍䜣䛷䛔䛺䛔
ᙇ䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛿ᅔ㞴

H30ᖺ4᭶䛾ᩱ㔠ᨵᐃ䛻䜘䜚䚸ධ䛜1200 䝠䜰䝸䞁䜾䜢㏻䛨䛶ィ㐺⏝䛾ព⩏䛾⌮ゎ
䛛䜙1500䜎䛷ቑຍ䛧䛯䛜䚸ᚋ䜒್ୖ 䛿ಁ㐍䛥䜜䛯䛜䚸ᐇ㝿䛾ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶䛿
䛢䛾᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛔䛟ணᐃ
ᮍᐃ

ᛦ௹ኽௐ ὼ ṟ ʴӝᵓᵎᵎʴ῍ᵏᵊᵎᵎᵎʴỉ˳ׇίᵏᵖ˳ׇὸ
ᅋయ
⫋ဨᩘ
䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅

O

P

Q

R

29ே

28ே

28ே

22ே

⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

⡆᫆Ỉ㐨 䐢

≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨 䐡
⡆᫆Ỉ㐨 䐢
㏻䠋⯪⯧㐠⯟ 䐢

බႠᴗィ㐺⏝䛻ಀ
䜛ㄆ㆑

㆟ㄽ䛜䛒䜛䛣䛸䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛜䚸≉ẁ
䛾ྲྀ⤌䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔

᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛿䛔䜛䛜䚸ලయⓗ䛺సᴗ䜔 ᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛿䛔䜛䛜䚸ලయⓗ䛺సᴗ䜔 ᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛿䛔䜛䛜䚸ලయⓗ䛺సᴗ䜔
┠㏵➼䛿ᮍᐃ
┠㏵➼䛿ᮍᐃ
┠㏵➼䛿ᮍᐃ

ୖグ䛻ಀ䜛⌮⏤

㒔㐨ᗓ┴䛾Ỉ㐨ᗈᇦ䛻ྜ䜟䛫䛶䠓⟠ H33ᖺᗘ䛛䜙㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛Ỉ㐨ᗈᇦ ⛣⾜⤒㈝䛸䛾㛵ಀ䛾୰䛷䚸ᑠつᶍᅋయ ⛣⾜⤒㈝䛸䛾㛵ಀ䛾୰䛷䚸ᑠつᶍᅋయ
ᖺィ⏬䛷タ᭦᪂䞉᪂タ䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚸䠄⏝Ỉ౪⤥䠅䛜ணᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᴗ⎔ቃ 䛻䛚䛡䜛ἲ㐺䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䛜ぢฟ䛫 䛻䛚䛡䜛ἲ㐺䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䛜ぢฟ䛫
ᴗ⎔ቃ䛜ኚ䛩䜛䛯䜑
䛜ኚ䛩䜛䛯䜑
䛺䛔䠄▱ぢ㊊䠅䛯䜑
䛺䛔䠄▱ぢ㊊䠅䛯䜑

ྎᖒᩚഛ䜈䛾ᑐᛂ

බィᑟධ䛾㝿䛻ᩚഛ

බィᑟධ䛾㝿䛻ᩚഛ

බィᑟධ䛾㝿䛻ᩚഛ

ᗈᇦ䛻ᙜ䛯䜚ᩚഛ䠄⡆Ỉ䠅
ᩚ⌮䛧䛯ྎᖒ᭷䜚䠄ୗỈ䠅

㈈ົィ䝅䝇䝔䝮
ᑟධ≧ἣ

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

ᑟධ῭䜏

㐠Ⴀ≧ἣ䛸ㄢ㢟

タ䛾⪁ᮙ䛻క䛖᭦᪂䞉⪏㟈ᑐ⟇

ᶵᲔタഛ䛾⥔ᣢ⟶⌮㈝䛾ቑ

タ䛾⪁ᮙ䛻క䛖᭦᪂䞉⪏㟈ᑐ⟇
ฎ⌮ሙ➼䛾タ⪁ᮙ䛻క䛖⥔ᣢ⟶⌮
䠄ୗỈ㐨䛿㛗ᑑィ⏬䜢H32ᖺᗘ䛻⟇
⤒㈝䛾ቑ
ᐃணᐃ䠅

බィᩚഛ≧ἣ

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

H28ᖺᗘỴ⟬ศసᡂ῭䜏

⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃ≧ἣ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃணᐃᖺᗘᮍᐃ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
㏻䠖⟇ᐃணᐃᖺᗘᮍᐃ

Ỉ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ୗỈ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
㏻䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
ほගタ䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ

Ỉ㐨䠖⟇ᐃ῭
ୗỈ㐨䠖H30ᖺᗘ⟇ᐃணᐃ
㏻䠖⟇ᐃணᐃᖺᗘᮍᐃ

䛭䛾ಶู䛾

㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛Ỉ㐨ᗈᇦ䠄⏝Ỉ౪⤥䠅
䜢ணᐃ䠄H33ᖺᗘ䠅䛧䛶䛚䜚䚸⤒Ⴀ⎔ቃ䛾
ኚ䜔ᴗົ䛾ቑຍ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛

㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛Ỉ㐨ᗈᇦ䠄⏝Ỉ౪⤥䠅
䜢ணᐃ䠄H33ᖺᗘ䠅䛧䛶䛚䜚䚸⤒Ⴀ⎔ቃ䛾
ኚ䜔ᴗົ䛾ቑຍ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛

㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛Ỉ㐨ᗈᇦ䠄⏝Ỉ౪⤥䠅
䜢ணᐃ䠄H33ᖺᗘ䠅䛧䛶䛚䜚䚸⤒Ⴀ⎔ቃ䛾
ኚ䜔ᴗົ䛾ቑຍ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛
ከ㢠䛾⧞ධ䜜䛜䛒䜛୰䛷䛿䚸⊂❧᥇⟬䞉
ཷ┈⪅㈇ᢸ䛿䛺䛨䜎䛺䛔䛸ㄆ㆑

䞉ୗỈ㐨䛻䛴䛔䛶䛿䚸౪⏝㛤ጞᚋ20ᖺᮍ
‶䛷䛒䜛䛯䜑䚸᭦᪂㟂せ䛿ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷
䛿䛺䛔
䞉Ỉ㐨ᗈᇦ䛾䜘䛖䛻䚸㒔㐨ᗓ┴ᑟ䛷
ἲ㐺⏝䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜᭷ຠ䛸ㄆ㆑

－ 30 －

㎰ᴗ㞟ⴠỈ 䐢
⡆᫆Ỉ㐨 䐢
㏻䠋⯪⯧㐠⯟ 䐡
ほග䠋䛭䛾ほග 䐢

≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨 䐡
㎰ᴗ㞟ⴠỈ 䐡
⁺ᴗ㞟ⴠỈ 䐡
⡆᫆Ỉ㐨 䐢
㏻䠋⯪⯧㐠⯟ 䐢

ᛦ௹ኽௐ ὼ Ṡ ʴӝᵏᵊᵎᵎᵎʴ῍ᵓᵊᵎᵎᵎʴỂ˟ᚘᢘဇӕኵɶʙಅửஊẴỦ˳ׇίᾇ˳ׇ৷ቦὸ
A

ᅋయ

36ே

⫋ဨᩘ䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅
⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ

B

C
50ே

D
49ே

59ே

䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

⡆᫆Ỉ㐨䐠
ほග䠋ఇ㣴ᐟἩ䐡 ほග䠋⣴㐨䐡
ほග䠋䛭䛾ほග䐡
Ꮿ㐀䠋䛭䛾㐀ᡂ䐢
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠 ㎰ᴗ㞟ⴠỈ䐠
≉ᐃᆅᇦỈฎ⌮䐠

⡆᫆Ỉ㐨䐠
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠
㎰ᴗ㞟ⴠỈ䐠
ᑠつᶍỈฎ⌮䐠
≉ᐃᆅᇦỈฎ⌮䐠
ಶูỈฎ⌮䐠

⡆᫆Ỉ㐨䐠
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠
㎰ᴗ㞟ⴠỈ䐠

⡆᫆Ỉ㐨䐠
ㆤ䝃䞊䝡䝇䐢
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠
㎰ᴗ㞟ⴠỈ䐠

ィ㐺⏝䛾ዎᶵ

⥲ົ┬䛾㏻▱䜢ཷ䛡䛶᳨ウ䜢㛤ጞ䛧䚸බႠ
ᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌䛻╔ᡭ䛧䛯

ᴗ䛾ᛶ䛾ุ᩿➼䛻᭷┈䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛧
䛯䛯䜑

㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫䛻䛚䛡䜛㈈ᨻᥐ⨨䛜ㅮ䛨䜙䜜䛶
䛔䜛䛯䜑

⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛾ᛶ䛾ุ᩿➼䛻᭷┈䛷䛒䜛
䛸ุ᩿䛧䛯䛯䜑

ᙜึ᪉㔪䛾┦ㄯඛ

㒔㐨ᗓ┴䠄㒔㐨ᗓ┴ദ䛾◊ಟ䛻䛶ᚲせᴗ 㒔㐨ᗓ┴䠄㒔㐨ᗓ┴ദ䛾◊ಟ䛻䛶ᚲせᴗ
⛣⾜ᨭᴗົ䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅
ົᢕᥱ䠅
ົᢕᥱ䠅
䛆ᮇ㛫䛇᳨ウ䛻䠏䞄᭶䚸⛣⾜䛻䠏ᖺ䛾ணᐃ
䛆ேဨ䛇ᘓタỈ㐨ㄢ⫋ဨ䠎ྡ
䛆⤒㈝䛇䛩䜉䛶䠏ᖺዎ⣙
䠄⡆᫆Ỉ㐨䠅
㈨⏘ㄪᰝ 9,234༓
つᩚഛ➼ 6,124༓
䝅䝇䝔䝮ᨵಟ 10,800༓
䠄ୗỈ䠄㎰㞟䠅䠅
㈨⏘ㄪᰝ 4,201༓
つᩚഛ➼ 4,611༓
䝅䝇䝔䝮ᨵಟ 5,368༓
䠄ୗỈ䠄බඹ䠅䠅
㈨⏘ㄪᰝ 6,631༓
つᩚഛ➼ 5,783༓
䝅䝇䝔䝮ᨵಟ 5,692༓

䛆ᮇ㛫䛇䠎ᖺ䜢せ䛩䜛ぢ㎸䜏

ィ㐺⏝䛻せ䛧䛯ᮇ㛫䚸䛆ேဨ䛇⯆ㄢୖୗỈ㐨ᐊ⫋ဨ䠎ྡ
䛆⤒㈝䛇ྎᖒᩚഛ䠄ጤク䠅 2,450༓
ேဨ䚸⤒㈝

ͤ䝅䝇䝔䝮ᨵಟ➼䛿ḟᖺᗘ௨㝆᳨ウ

ᴗ⪅䛻⛣⾜䜈䛾సᴗෆᐜ䜢⫈ྲྀ

䛆ᮇ㛫䛇సᴗ䛻䠍ᖺ䚸⛣⾜䛻䠏ᖺ䛾ணᐃ
䛆ேဨ䛇ᘓタỈ㐨ㄢ⫋ဨ䠏ྡ
䛆⤒㈝䛇ͤ䝅䝇䝔䝮ᑟධ⤒㈝䛿⌧ᅾㄪᰝ୰
䠄⡆᫆Ỉ㐨䠅
ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ 2,096༓
㈨⏘ᩚ⌮ 6,005༓
᮲➼᳨ウ 11,081༓
⛣⾜ົᨭ 3,500༓
䠄ୗỈ㐨䠅
ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ 1,360༓
㈨⏘ᩚ⌮ 3,931༓
᮲➼᳨ウ 8,024༓
⛣⾜ົᨭ 4,500༓

䛆ேဨ䛇
䠍ྡ䛷ᚋ䛾⛣⾜ィ⏬䜢᳨ウ୰

ィ㐺⏝䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟

▱ぢ㊊䛷䛒䜚䚸⪃䛘᪉䛾ᩚ⌮䛜䛝䛺ㄢ㢟
䛸䛺䛳䛶䛔䜛

㏆㞄⮬య➼䛻䛚䛔䛶䜒ᶆ‽ⓗ䛺ᡭἲ䛜✚ ▱ぢ㊊䛻ຍ䛘䚸ᴗつᶍ䛻ẚ䛧䛶㈨⏘䛜⭾
ἲ㐺⏝䛻䛒䛯䜚䚸ᑟධ⤒㈝䚸䝅䝇䝔䝮➼䛾ಖ
䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸⪃䛘᪉䛾ᩚ⌮䛜䛝䛺ㄢ㢟䛸
䛺䛯䜑㈨⏘ᩚ⌮➼䛻ከ䛺㛫ཬ䜃⤒㈝䜢
Ᏺ䞉⏝ᩱ➼䛾㈈ᨻ㈇ᢸ䛜䛝䛔
䛺䛳䛶䛔䜛
せ䛧䛶䛔䜛

ேဨ㊊䜈䛾ᑐ⟇

⌧≧䛿⫋ဨ䛾䜏䛷㈥䛳䛶䛔䜛䛜䚸ḟᖺᗘ௨㝆
䛻䛴䛔䛶䛿㛵ಀㄢ➼䛸༠㆟ணᐃ

⫋ဨ䜢๓ᖺᗘ䜘䜚䠍ྡቑဨ䛧䚸ྛ✀◊ಟ➼䛻
⫋ဨᩘ䛾ቑຍ䛿ぢ㎸䜑䛺䛔䛯䜑䚸⌧⫋ဨ䛾ṧ ᴗົ㔞䛾ቑຍ䜔ேဨ䛾㊊䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸እ㒊
ཧຍ䛩䜛䛺䛹䚸䝜䜴䝝䜴䛾ྲྀᚓཬ䜃ᒎ㛤䛻ດ
ᴗ䛻䜘䜚ᑐᛂ
ጤク➼䛾᳨ウ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䛶䛔䜛
䜑䛯䜋䛛䚸ᗇෆ䛷䜒㒊ᒁ㛫䛾ᛂែໃ䜢ᵓ⠏

▱ぢ㊊䜈䛾ᑐ⟇

ྲྀ⤌୰䛷䛒䜛䛜䚸ᑐᛂ䛻⮳䛳䛶䛔䛺䛔

እ㒊ጤク䛻䜘䜛ㄢ㢟ཬ䜃䛭䛾ゎỴ⟇䛾ᢕᥱ

ἲ㐺⛣⾜ົᨭ䜢Ẹ㛫䛻ጤク䛧䛶䛔䜛

ᑐᛂ䛻⮳䛳䛶䛔䛺䛔

㢖⦾䛻ά⏝䛧䛯ᨭ

⛣⾜ᨭᴗົ䛾ጤクඛ䠄㑅ᐃ୰䠅䛻ᨭ䜢せ
ㄳ䛩䜛ணᐃ

⛣⾜ᨭᴗົ䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅

⛣⾜ᨭᴗົ䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅

⛣⾜ᨭᴗົ䛾ጤクඛ䠄㑅ᐃ୰䠅䛻ᨭ䜢せ
ㄳ䛩䜛ணᐃ

ᴗ⪅䜈䛾ጤク

䞉ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒᩚഛᨭ
䞉䝅䝇䝔䝮⛣⾜➼䛻䛴䛔䛶䜒ጤクணᐃ

㈨⏘ㄪᰝ䚸つ➼䛾ᩚഛ䚸ᡴ䛱ษ䜚Ỵ⟬䛾స
ᡂཬ䜃බႠᴗィ䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏

㈨⏘ㄪᰝ䚸⛣⾜ົᨭ➼䚸༙䛾ᴗົ䜢እ
㒊ᴗ⪅䜈䛾ጤク䛧䛶䛔䜛
䝅䝇䝔䝮ᑟධ䜒እ㒊ᴗ⪅䜈ጤクணᐃ

⌧≧እ㒊ጤク䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔

ィ㐺⏝䛾ព⩏

⤒Ⴀ䛾ṇ☜䛺≧ἣᢕᥱ䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸ᴗ⥅ 䝇䝖䝑䜽ሗ䜔ᦆ┈ሗ䛾ⓗ☜䛺ᢕᥱ䛜ྍ⬟
⥆䜔᭦᪂ᢞ㈨䛻ಀ䜛㐺ษ䛺ุ᩿䛜ྍ⬟䛻䛺䜛 䛸䛺䜚䚸᭦᪂ᢞ㈨䛻ಀ䜛ุ᩿䛜ᐜ᫆䛻䛺䜛

ᒣ㛫㒊䛾ᑠつᶍ⮬య䛸䛔䛖ไ⣙ୖ䚸⣧⢋䛺
ᴗ⤒Ⴀ䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ἲ㐺䛾ᚲ
せ䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䛶䛔䜛

ᴗつᶍ䛻ᛂ䛨䛯⤒Ⴀ䛾᳨ウ䛜䛷䛝䜛䛣䛸

ᛦ௹ኽௐ ὼ Ṡ ʴӝᵏᵊᵎᵎᵎʴ῍ᵓᵊᵎᵎᵎʴỂ˟ᚘᢘဇӕኵɶʙಅửஊẴỦ˳ׇίᾇ˳ׇ৷ቦὸ
E

ᅋయ

F
45ே

⫋ဨᩘ䠄H29⤥ᐇែㄪᰝ䠅

G
41ே

69ே
⡆᫆Ỉ㐨䐠
Ꮿ㐀䠋䛭䛾㐀ᡂ䐢
㥔㌴ሙ䐢
ㆤ䝃䞊䝡䝇䐢
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠
㎰ᴗ㞟ⴠỈ䐠
≉ᐃᆅᇦỈฎ⌮䐡

⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
䠉ィ㐺⏝䛾≧ἣ
䐟䠖㐺⏝῭䜏
䐠䠖㐺⏝ྲྀ⤌୰
䐡䠖᳨ウ୰
䐢䠖᳨ウᮍ╔ᡭ

H

⡆᫆Ỉ㐨䐠
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠

⡆᫆Ỉ㐨䐠
ほග䠋⣴㐨䐢
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠

ィ㐺⏝䛾ዎᶵ

ᴗ䛾ᛶ䛾ุ᩿➼䛻᭷┈䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛧
䛯䛯䜑

ᑠつᶍᅋయ䛿⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛜䚸㈈ᨻ
⥲ົ┬䛾㏻▱䜢ཷ䛡䛶᳨ウ䜢㛤ጞ䛧䚸䠏ே
ᥐ⨨䛾䛒䜛ᮇ㛫䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳䛯᪉䛜ᚋ䚻
ᮍ‶䛾ᴗయ䛷䛒䜛䛜㔜Ⅼᮇ㛫୰䛻╔ᡭ䛧䛯
᭷䛸ุ᩿䛧䛯䛯䜑

ᙜึ᪉㔪䛾┦ㄯඛ

㒔㐨ᗓ┴䠄㒔㐨ᗓ┴ദ䛾◊ಟ䛻䛶ᚲせᴗ
⛣⾜ᨭᴗົ䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅
ົᢕᥱ䠅

䛆ᮇ㛫䛇⡆Ỉ䞉ୗỈ䛸䜒䛻䠏ᖺ
䛆⤒㈝䛇
䠄⡆᫆Ỉ㐨䠅
ィ㐺⏝䛻せ䛧䛯ᮇ㛫䚸㈨⏘ㄪᰝ 14,364༓䠄䠏ᖺዎ⣙䠅
䝅䝇䝔䝮ᨵಟ
1,620༓䠄༢ᖺዎ⣙䠅
ேဨ䚸⤒㈝
䠄ୗỈ㐨䠅
㈨⏘ㄪᰝ 15,120༓䠄䠏ᖺዎ⣙䠅
䝅䝇䝔䝮ᅇ ⡆Ỉ䛸ྜྠ

63ே
⡆᫆Ỉ㐨䐠
ほග䠋ఇ㣴ᐟἩ䐢
ほග䠋⣴㐨䐢
≉ᐃ⎔ቃୗỈ㐨䐠
㎰ᴗ㞟ⴠỈ䐠

ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍᭶䠎䠓᪥⥲ົ┬㏻▱䜢ཷ䛡䛶᳨
ウ䜢㛤ጞ䛧䚸බႠᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌䛻╔ᡭ

䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾♫➼䚸Ẹ㛫ᴗ䛜ദ䛩䜛
⥲ົ┬䛜సᡂ䛧䛯ඛ㐍㞟ཬ䜃ྛ✀◊ಟ
◊ಟ
䛆ᮇ㛫䛇䠑ᖺ㛫䠄H28ᖺᗘ䡚H32ᖺᗘ䠅
䛆ேဨ䛇䠎ྡ䠄ಀ㛗䞉ᢸᙜಀဨ䠅
䛆⤒㈝䛇
䠄⡆᫆Ỉ㐨䠅
ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ 544༓ ㈨⏘ㄪᰝ 750༓
䠄ୗỈ䠄≉⎔䠅䠅
ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ 4,097༓ ㈨⏘ㄪᰝ 5,645༓
䠄ୗỈ䠄㎰㞟䠅䠅
ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ 219༓ ㈨⏘ㄪᰝ 301༓

䛆⤒㈝䛇
⛣⾜ᨭᴗົ 3,132༓
つ᭦᪂ᴗົ 2,052༓
ィ䝅䝇䝔䝮ᑟධᴗົ 3,812༓
ͤ⡆Ỉ䞉ୗỈ䛾ྜィ㢠

䛆ᮇ㛫䛇ྎᖒసᡂ䛻䠎ᖺ ⛣⾜ົ䛻䛴䛔䛶䛿
ᚋ᳨ウ
䛆ேဨ䛇ᴗ㒊ᒁ䚸㈈ᨻ㒊ᒁ䛾⫋ဨ➼ィ11ྡ
䛆⤒㈝䛇
㈨⏘ㄪᰝ⤒㈝䠄እ㒊ጤク䛻䜘䜚ᐇ䠅
䠄⡆᫆Ỉ㐨䠅9,720༓䠄䠏ᖺዎ⣙䠅
䠄ୗỈ䠄≉⎔䠅䠅4,590༓䠄䠎ᖺዎ⣙䠅
䠄ୗỈ䠄㎰㞟䠅䠅5,800༓䠄䠎ᖺዎ⣙䠅

ᚋ䛾⛣⾜సᴗ䛾ቑຍ䛻క䛖ேဨ㊊ཬ䜃䝅
䝇䝔䝮➼䛾ᑟධ䞉⥔ᣢ⤒㈝䛻䜘䜛⤒Ⴀ䜈䛾ᙳ እ㒊ጤク䛾䛯䜑䛾ண⟬ཬ䜃ᚲせ䛺ேဨ☜ಖ
㡪

ィ㐺⏝䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟

䞉ィ▱㆑䜢ᣢ䛴⫋ဨ䛾㊊
䞉ྂ䛔ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒᩚഛ䛾ṇ☜ᛶ

ᆅ᪉බႠᴗ䜔」ᘧ⡙グ䛾▱㆑䛜䛺䛔䛣䛸

ேဨ㊊䜈䛾ᑐ⟇

ᗇෆ䛷䜒බႠᴗィ㐺⏝䛾ព⩏䜢ඹ᭷䛧䚸
㒊ᒁ㛫䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚ᑐᛂணᐃ

䜒䛸䜒䛸ேဨ㊊䛺䛾䛷≉ูቑဨ➼ᑐᛂ䛿䛧䛶
⛣⾜ᨭᴗົ䛾እ㒊ጤク䜢᳨ウ୰
䛔䛺䛔

▱ぢ㊊䜈䛾ᑐ⟇

ጤクᴗ⪅➼䛻┦ㄯ䛧ㄢ㢟ཬ䜃䛭䛾ゎỴ⟇䛾ᢕ ᪥ᮏ⤒Ⴀ༠➼䛾ྛ✀◊ಟ䜈ཧຍ䛩䜛䛸䛸䜒
ᥱ䜢⾜䛖䜘䛖䛻䛩䜛
䛻ᴗ⪅䛸䜒༠㆟䜢䛧䛶䛔䜛

䞉◊ಟ䜈䛾ཧຍ
䞉㏆㞄䛾ඛ⾜ᅋయ䜈䛾どᐹ䜢ᐇணᐃ

እ㒊ጤク䛻䜘䜛ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃཬ䜃⥲ົ┬ᥦ
౪䛾䝬䝙䝳䜰䝹䛾ά⏝

㢖⦾䛻ά⏝䛧䛯ᨭ

⛣⾜ᨭᴗົ䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅

⛣⾜ᨭᴗົ䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅

⛣⾜ᨭᴗົ䛾ጤクඛ䠄㑅ᐃ୰䠅䛻ᨭ䜢せ
ㄳ䛩䜛ணᐃ

⛣⾜ᨭᴗົ䜢ጤク䛧䛯ᴗ⪅

ᴗ⪅䜈䛾ጤク

㈨⏘ㄪᰝཬ䜃䝅䝇䝔䝮䛾ᨵಟ

⛣⾜ᨭᴗົ䚸つ᭦᪂ᴗົ䚸ィ䝅䝇䝔䝮
ᑟධᴗົ

䞉㈨⏘ㄪᰝ䜢ጤク䛧䛶䛔䜛
䞉䝅䝇䝔䝮䛾ᑟධཬ䜃⛣⾜ᨭᴗົ䛻䛴䛔䛶
䜒እ㒊ጤク䜢⾜䛖ぢ㎸䜏

䞉ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃཬ䜃㈨⏘ㄪᰝ䛻䛴䛔䛶እ㒊
ጤク䜢ᐇ
䞉ィ䝅䝇䝔䝮䛾ᨵಟཬ䜃⛣⾜ົ䠄୍㒊䠅䛻
䛴䛔䛶䜒እ㒊ጤクணᐃ

ィ㐺⏝䛾ព⩏

䝇䝖䝑䜽ሗ䜔ᦆ┈ሗ䛾ⓗ☜䛺ᢕᥱ䛜ྍ⬟
䛸䛺䜚䚸ᴗ⥅⥆䜔タ䛾᭦᪂䛻ಀ䜛ุ᩿䜢
㐺ษ䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛

䜘䜚㐺ษ䛺⤒Ⴀ≧ἣ䛾ᢕᥱ䛜䛷䛝䜛䛾䛷䚸
䛺⤒Ⴀ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛

⤒Ⴀ≧ἣ䛾ᢕᥱ䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸ⓗ☜䛺⤒Ⴀุ
᩿䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䛜䚸⤒Ⴀ≧ἣ䛾ィ➼䛾༢
⣧䛺ẚ㍑䛿䛷䛝䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛

⤒Ⴀ≧ἣ䜢ⓗ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸
ཷ┈⪅㈇ᢸ䛾Ỉ‽䛾᳨ウ䛺䛹䛾㠃䛷䚸ఫẸ䜔
㆟䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂㈐௵䛻㈨䛩䜛

－ 31 －

ᑐᛂ䛷䛝䛶䛔䛺䛔

πփ˖ಅ˟ᚘᢘဇỉᛢ᫆Ệếẟềỉ˳ׇỉॖᙸ
䛂䛝䛺ㄢ㢟䛃
ᅇ⟅ྜ

ேཱྀつᶍ䛻䜘䜛ẚ㍑
䠄ேཱྀつᶍ䛾༊ศ䛜ᑠ䛥䛟䛺䜛䛻
䛴䜜䛝䛺ㄢ㢟䛸ᅇ⟅䛩䜛ྜ䛾
㧗䛥䛾ഴྥ䠅

䐟▱ぢ㊊

㻢㻤㻚㻤䡚㻥㻣㻚㻝㻑

㧗䛟䛺䜛

䐠ேဨ㊊

㻢㻟㻚㻜䡚㻤㻡㻚㻤㻑

㧗䛟䛺䜛

䠍ே௨ୖᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛䛜䚸䠍
䕿 ேཱྀつᶍ䚸⛣⾜ẁ㝵䛾༊ศ䛻㛵䜟䜙䛪䚸᭱䜒㧗䛔ྜ
ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛
䛷䛝䛺ㄢ㢟䛸⪃䛘䜛㡯┠
䕿 ≉䛻ᑠつᶍᅋయ䜋䛹䛝䛺ㄢ㢟䛸⪃䛘䜛㡯┠
ప䛟䛺䜛

䐡㛵ಀ㒊⨫䛸䛾
ㄪᩚ

㻟㻝㻚㻥䡚㻢㻝㻚㻤㻑

ྲྀ⤌୰䛾ᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛

㧗䛟䛺䜛

䐢㈨⏘ホ౯䛾
ົ㈇ᢸ

㻠㻜㻚㻣䡚㻢㻞㻚㻢㻑

ྲྀ⤌୰䛾ᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛

㧗䛟䛺䜛

䐣᮲➼䛾ᩚഛ
䛾ົ㈇ᢸ

㻠㻜㻚㻥䡚㻣㻥㻚㻠㻑

⛣⾜῭䛾ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛

㧗䛟䛺䜛

䐦ඛ㐍ᅋయ䛾
ሗ㊊

㻞㻡㻚㻥䡚㻟㻤㻚㻞㻑

⛣⾜῭䛾ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛

䠏ே௨ୖᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛䛜䚸䠏 䕿 ≉䛻⛣⾜῭䛾ᅋయ䛾䛖䛱ᑠつᶍᅋయ䜋䛹䛝䛺ㄢ㢟䛸
ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛
⪃䛘䜛㡯┠

䐤⧞ධ㔠䛾☜ಖ

㻞㻣㻚㻠䡚㻟㻢㻚㻠㻑

ప䛟䛺䜛

䠏ே௨ୖᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛䛜䚸䠏 䕿 ≉䛻ேཱྀ䠍ேᮍ‶ᅋయ䛾䛖䛱⛣⾜῭䛾ᅋయ䛿䛝䛺
ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛
ㄢ㢟䛸⪃䛘䜛㡯┠

䐥ᨭᆒ⾮䛾ᅔ
㞴ᛶ

㻞㻤㻚㻣䡚㻡㻤㻚㻤㻑

⛣⾜῭䛾ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛

䠍ே௨ୖᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛䛜䚸䠍
ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛

䐧ᩱ㔠ᨵᐃ䛾㆟
ㄽ䛾ច㉳

㻝㻤㻚㻤䡚㻠㻝㻚㻝䠂

⛣⾜῭䛾ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛䛜䚸
ྲྀ⤌୰䛾ᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛

䠍ே௨ୖᅋయ䛷䛿ప䛟䛺䜛䛜䚸䠍 䕿 ≉䛻ேཱྀ䠍ேᮍ‶ᅋయ䛾䛖䛱⛣⾜῭䛾ᅋయ䛿䛝䛺
ㄢ㢟䛸⪃䛘䜛㡯┠
ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿㧗䛟䛺䜛

䐨ண⟬䛾☜ಖ

㻝㻝㻚㻣䡚㻟㻞㻚㻠㻑
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ᆅ䛿୍ᐃ⛬ᗘᩚ䛳䛶䛚䜚䚸බႠ
ᴗィ䛾㐺⏝䛻ಀ䜛సᴗ㈇
ᢸ䛾㍍ῶ䛜ぢ㎸䜑䜛

౪⏝㛤ጞ䛧䛯ᖺ᭶᪥
ྲྀᚓ౯㢠➼
๓ᖺᗘ䛛䜙㈨⏘䛜ቑῶ䛧䛯ሙྜ䛾᪥
㈨⏘䛾ቑῶ䜢ᫎ䛩䜛๓䛾⡙౯䠄ᮇ㤳⡙౯䠅
ቑῶ䛜␗ື䛧䛯⏤
᭷ൾ䛷ྲྀᚓ䛧䛯ቑศ䛾㔠㢠
↓ൾ䛷ᡤ⟶䛧䛯ቑศ䛾㔠㢠
䛭䛾↓ൾ䛷ྲྀᚓ䛧䛯ቑศ䛾㔠㢠
ᖺᗘෆㄪᰝ䛻䜘䜚᪂䛯䛻ุ᫂䛧䛯ቑศ䛾㔠㢠
ู⛉┠䛛䜙᭰䛧䛯ቑศ䛾㔠㢠
ホ౯➼䜢⾜䛳䛯ቑศ䛾㔠㢠
㝖༷䛧䛯ῶศ䛾㔠㢠
↓ൾ䛷ᡤ⟶䛧䛯ῶศ䛾㔠㢠

䛯䛰䛧䚸ྲྀᚓ㈈※䠄╔Ⰽ㒊䠅䚸ᖒ
⡙ཎ౯䠄ྲྀᚓ౯㢠䠅䠄╔Ⰽ㒊䠅䜔
㈨⏘䛾Ⓩ㘓༢䛾ྲྀᢅ䛔䛿┤
䛱䛻ά⏝䛜䛷䛝䛺䛔䠄ͤ䠅

䛭䛾↓ൾ䛷ㆡΏ䛧䛯ῶศ䛾㔠㢠
ᖺᗘෆㄪᰝ䛻䜘䜚᪂䛯䛻ุ᫂䛧䛯ῶศ䛾㔠㢠
ู⛉┠䛛䜙᭰䛧䛯ῶศ䛾㔠㢠

ῶ౯ൾ༷㢠

ᙜᖺᗘ䛾ῶ౯ൾ༷㈝┦ᙜ㢠

ホ౯➼ῶ㢠

ホ౯➼ῶ㢠

䠄ͤ䠅䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾ィつ๎䠄䠅䛻䛴䛔
䛶䛃䠄ᖹᡂ24ᖺ10᭶19᪥⥲㈈බ➨98ྕ䚹ᨵṇ
ᖹᡂ27ᖺ1᭶27᪥⥲㈈බ➨21ྕ䠅䠄ู⾲➨19
ྕ䠅ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䜘䜚㌿グ

ቑῶ␗ືᚋ⡙౯䠄ᮇᮎ⡙౯䠅
㈨⏘䛾⏝㏵
䛭䛾䛷⟶⌮䛩䜉䛝ຍሗ
ῶ౯ൾ༷㈝䛾⣼ィ㢠

䠄ฟ䠖⥲ົ┬䛂⤫୍ⓗ䛺ᇶ‽䛻䜘䜛ᆅ᪉බィ䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛾䛂ู⣬䠎ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛾グ㍕㡯┠䛾䛃䜢ຍᕤ䛧䚸 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾ィつ๎䠄䠅䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻝㻜᭶㻝㻥᪥⥲㈈බ➨㻥㻤ྕ䚹
ᨵṇ ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝᭶㻞㻣᪥⥲㈈බ➨㻞㻝ྕ䠅䛾ู⾲➨㻝㻥ྕ䛾ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛾㡯┠䜢㌿グ䚹䛺䛚䚸୧⪅䛾㡯┠䛾䛖䛱䚸ྠ✀ྠ㢮䛸⪃䛘䜙䜜䜛㡯┠䛾䜏䜢ᢤ⢋䛧䚸䛭䛾䛾㡯┠䛿┬␎䛧䛶䛔䜛䚹䠅

૾עπփ˖ಅငϐᚸ̖ᙹЩ ί৫ὸ
➨᮲
࠙ྲྀᚓࡢᮇࡢ᫂࡞㈨⏘ࠚ
ྲྀᚓࡢᮇࡢ᫂࡞㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕥࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀ୍ᥖࡆࡿᮇࢆࡑࡢྲྀᚓࡢᮇࡳ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸯 ᙜヱ㈨⏘ࡘ࠸࡚᭱ࡶྂ࠸グ㘓ࡀ࠶ࡿᮇ
㸰 ᙜヱ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ௧㝃๎➨㡯ࡢホ౯ᇶ‽᪥௨ᚋࡢ⏝ྍ⬟ᖺᩘࢆぢ✚ࡾࠊࡑࡢᖺᩘࢆࠊᙜヱ㈨⏘ࢆ᪂ࡓ
ྲྀᚓࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡇࢀࡘࡁ㏻ᖖࡢ⟶⌮ཪࡣಟ⌮ࢆ࡞ࡍࡶࡢࡋ࡚ண ࡉࢀࡿ⏝ྍ⬟ᖺᩘࡽ᥍㝖ࡋࡓᖺᩘࢆ
ホ౯ᇶ‽᪥௨๓ࡉࡢࡰࡘࡓᮇ
㸱 ᕥࡢࡽࢺࡲ࡛ᥖࡆࡿᮇࡢ࠺ࡕᙜヱ㈨⏘ࡢྲྀᚓࡢᮇ᭱ࡶ㏆࠸ㄆࡵࡽࢀࡿᮇ
 ᙜヱ㈨⏘ࡢᒓࡍࡿᕤሙཪࡣᴗሙ࠾࠸࡚ࠊᴗタഛࡋ࡚ᙜヱ㈨⏘୍యࢆ࡞ࡍࡢ㈨⏘࡛ࠊᙜヱ㈨⏘ࡢྲྀᚓ
ࡢᮇྠࡌᮇཪࡣࡇࢀ㏆᥋ࡍࡿᮇྲྀᚓࡋࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢྲྀᚓࡢᮇ
ࣟ ᙜヱ㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ⱝࡋࡃࡣᙜヱ㈨⏘ࡀࡑࡢ⏝౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗྠࡌ✀㢮ࡢᴗࢆႠࡴࡢ⪅ࡀ᭷ࡍࡿྠࡌ
✀㢮ࡢ㈨⏘࡛ࠊࡑࡢホ౯ᇶ‽᪥࠾ࡅࡿ⌧ἣࡀᙜヱ㈨⏘㢮ఝࡍࡿࡶࡢࡢྲྀᚓࡢᮇ
ࣁ ᙜヱ㈨⏘ࡢᵓ㐀ཪࡣᆺᘧࡼࡘ࡚᥎ᐃࡉࢀࡿྲྀᚓࡢᮇ
ࢽ ᙜヱ㈨⏘⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑࡢ〇సࡢᮇ
࣍ ᙜヱ㈨⏘ࡢᒓࡍࡿᕤሙⱝࡋࡃࡣᴗሙࡢᘓタࡢᮇ
࣊ ᙜヱ㈨⏘ࡀࡑࡢ⏝౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗࡢ㛤ጞࡢᮇ
ࢺ ᙜヱ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࡀ᫂ࡽ࡛࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢྲྀᚓ౯㢠ࡼࡘ࡚᥎ᐃࡉࢀࡿྲྀᚓࡢᮇ
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૾עπ˟ᚘỉငᚸ̖ӏỎܭငӨࠚૢͳỉࡽ ί৫ὸ
㻡㻠㻚㻌୰ྂ䛾ൾ༷㈨⏘䜢ྲྀᚓ䛧䛯ሙྜ䛾⪏⏝ᖺᩘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⪏⏝ᖺᩘ┬௧➼䛾ྲྀᢅ䛔䛻‽䛨䛶䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚⟬ᐃ䛧䜎䛩䚹
䐟ぢ✚ἲ䛻䜘䜛⪏⏝ᖺᩘ
ᙜヱ㈨⏘䜢ᴗ䛾⏝䛻౪䛧䛯௨㝆䛾⏝ྍ⬟ᮇ㛫䛸䛧䛶䚸㈨⏘䛾ᦶ⁛䞉ᦶ⪖䛾⛬ᗘ➼䛛䜙ᐈほⓗ䛛䛴ྜ⌮ⓗ䛻ぢ✚䜒䜙䜜䛯ᖺᩘ
䐠⡆౽ἲ䛻䜘䜛⪏⏝ᖺᩘ
ぢ✚ἲ䛻䜘䜚⪏⏝ᖺᩘ䜢ぢ✚䜒䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛺䜒䛾䛿䚸ḟ䛻ᥖ䛢䜛㈨⏘䛾༊ศ䛻ᛂ䛨䚸䛭䜜䛮䜜䛻ᐃ䜑䜛ᖺᩘ䠄䛭䛾ᖺᩘ䛜䠎ᖺᮍ‶䛾ሙྜ䛿䠎ᖺ䠅
䕿ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛾㒊䜢⤒㐣䛧䛯㈨⏘
ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ 㽢 䠎䠌䠂
䕿ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛾୍㒊䜢⤒㐣䛧䛯㈨⏘
䠄ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ 䠉 ⤒㐣ᖺᩘ䠅 䠇 ⤒㐣ᖺᩘ 㽢 䠎䠌䠂
䛯䛰䛧䚸ᙜヱ㈨⏘䛻䛴䛔䛶ᨭฟ䛧䛯㈨ᮏⓗᨭฟ䛾㔠㢠䛜ᙜヱ㈨⏘䛾ྲྀᚓ౯㢠䛾䠑䠌䠂䛻┦ᙜ䛩䜛㔠㢠䜢㉸䛘䜛ሙྜ䛿䚸䐠⡆౽ἲ䛻䜘䜛⪏⏝ᖺᩘ䛻
䜘䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛻䜘䜛䛣䛸䛸䛧䜎䛩䚹
㻢㻟㻚㻌ᴗ⏝㈨⏘䛸䜲䞁䝣䝷㈨⏘䛾㛤ጞ⡙౯䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྲྀᚓཎ౯䛜ุ᫂䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶ྲྀᚓཎ౯䛸䛧䚸ྲྀᚓཎ౯䛜᫂䛺䜒䛾䛿䚸ཎ๎
䛸䛧䛶ㄪ㐩ཎ౯䛸䛧䜎䛩䠄ൾ༷㈨⏘䛿䚸ᙜヱ౯㢠䛛䜙ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠䜢᥍㝖䛧䛯౯㢠䜢ィୖ䚹௨ୗྠᵝ䠅䚹䛯䛰䛧䚸㐨㊰䚸Ἑᕝཬ䜃Ỉ㊰䛾ᩜᆅ䛾䛖䛱䚸
ྲྀᚓཎ౯䛜᫂䛺䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶ഛᛀ౯㢠䠍䛸䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸㛤ጞᚋ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶ྲྀᚓཎ౯䛸䛧䚸ホ౯䛿⾜䜟䛺䛔䛣䛸䛸䛧
䜎䛩䚹䛺䛚䚸ྲྀᚓཎ౯䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐇ㛵ಀ䜢䜘䛟ㄪᰝ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸Ᏻ᫆䛻ྲྀᚓཎ౯䛜᫂䛰䛸ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ලయⓗ䛻䛿䚸ᆅ᪉മⓎ⾜䛻㛵㐃䛩䜛㈨ᩱ䛺䛹䚸ṧᏑ䛩䜛ドᣐ᭩㢮䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜎䛩䛜䚸䛭䜜䛷䜒ྲྀᚓཎ౯䛜ุ᫂䛧䛺䛔㈨⏘䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ྲྀᚓཎ౯䛾ᢕᥱ䛾䛯䜑䛻䚸ᆅ᪉㈈ᨻ≧ἣㄪᰝ䠄Ỵ⟬⤫ィ䠅䛾ᩘ್䜢⏝䛔䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹
㻢㻠㻚㻌䜎䛯䚸ྲྀᚓཎ౯䛾ุ᫂≧ἣ䛿ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶␗䛺䜛䛣䛸䜔ᆅ᪉മ䛾ൾ㑏ᖺ㝈䛜ྲྀᚓཎ౯䛾ุ᩿≧ἣ䛻ᙳ㡪䛩䜛䛣䛸➼䜢㋃䜎䛘䚸ᐇ
ྍ⬟ᛶ䜔ẚ㍑ྍ⬟ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸≉ᐃ䛾ᮇ䠄䠑䠕ᖺᗘ௨๓䠅䛻ྲྀᚓ䛧䛯䜒䛾䛿䚸䠒䠏ẁⴠ䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸ཎ๎䛸䛧䛶ྲྀᚓཎ౯
᫂䛺䜒䛾䛸䛧䛶ྲྀᢅ䛖䛣䛸䛸䛧䜎䛩䚹䛺䛚䚸ᚋ㏙䛾䠍䠌䠕ẁⴠ䛾䛸䛚䜚䚸᪤䛻ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䜢ᩚഛ῭䜎䛯䛿ᩚഛ୰䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㈨⏘ホ
౯䛻ಀ䜛㔜㈇ᢸ䜢ᅇ㑊䛩䜛ほⅬ➼䛛䜙䚸୍ᐃ䛾⤒㐣ᥐ⨨䜢タ䛡䛶䛔䜎䛩䚹
㻣㻞㻚㻌ྲྀᚓᮇ䜔ᘓタᮇ䛜᫂䛾ൾ༷㈨⏘䛾⪏⏝ᖺᩘ➼䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿䚸௨ୗ䛾᪉ἲ䛜⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹
䐟ྲྀᚓᮇ䛜᫂䛷ᘓタᮇ䛜ุ᫂䛧䛶䛔䜛ሙྜ
ᙜヱᘓ≀➼䛾ᘓタᮇ䛛䜙㛤ጞ䜎䛷䛾⤒㐣ᖺᩘ䛻ᇶ䛵䛝ῶ౯ൾ༷䜢⾜䛔䜎䛩䚹
䐠ᘓタᮇ䛜᫂䛷ྲྀᚓ౯㢠ཬ䜃ྲྀᚓᮇ䛜ุ᫂䛧䛶䛔䜛ሙྜ
ぢ✚ἲ䠄䠑䠐ẁⴠཧ↷䠅䜢᥇⏝䛧䚸㛤ጞ௨㝆䛾⏝ྍ⬟ᮇ㛫䛾ᖺᩘ䜢ぢ✚䜒䜚䜎䛩䚹䛺䛚䚸㛤ጞ⡙౯䛾⟬ᐃ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ᘓ≀➼䛾⪁ᮙ䛾⛬ᗘ
䛛䜙ྜ⌮ⓗ䛻⤒㐣ᖺᩘ䜢᥎ᐃ䛧䚸䛣䜜䛻ᇶ䛵䛔䛶ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠䜢ุᐃ䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜎䛩䚹⤒㐣ᖺᩘ䛿䚸⏝ᒚṔ䜔ᨵಟ➼䛾ᒚṔ䛛䜙ฟ᮶䜛㝈䜚
ᐇ㝿䛾⤒㐣ᖺᩘ䛻㏆䛔ᖺᩘ䜢ぢ✚䜒䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜎䛩䛜䚸ᅔ㞴䛺ሙྜ䛿䚸ᘓ≀➼䛾⪁ᮙ䛾⛬ᗘ䛻ᛂ䛨䛯୍ᐃ䛾ᇶ‽䜢ᐃ䜑䛶䚸ᙜヱᇶ‽䛻䜘䜚⤒
㐣ᖺᩘ䜢ᐃ䜑䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹
䐡ྲྀᚓᮇ䞉ᘓタᮇ䛸䜒䛻᫂䛺ሙྜ
ぢ✚ἲ䛻䜘䜚㛤ጞ௨㝆䛾⏝ྍ⬟ᮇ㛫䛾ᖺᩘ䜢ぢ✚䜒䜚䜎䛩䚹

૾עπ˟ᚘỉ୍ӏỆợỦငऴྸૢإỉᡶ
䕿 H26ᖺᗘ䡚H29ᖺᗘ䛻䛛䛡䛶䚸ᆅ᪉බィ䛾ᑟධ䜢᥎㐍
䕿 බႠᴗ䛻䛴䛔䛶䜒䚸93.0%䛾ᅋయ䛷ᆅ᪉බィ䝧䞊䝇䛾㈨⏘ྎᖒ䛾ᩚഛ䛜䠄H30.3.31⌧ᅾ䠅
ᆅ᪉බィ䝧䞊䝇䛾㈨⏘ྎᖒᩚഛ䛻䜘䜛ຠᯝ

䐟 ᆅ᪉බィ䝧䞊䝇䛾ྎᖒ䛻䛚䛔䛶䚸ಖ᭷䛩䜛㈨⏘䛾䝸䝇䝖䜰䝑䝥䛿䛧䛶䛔䜛
䠄і 䝸䝇䝖䜰䝑䝥䛜䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䚸ᇙἐ㈨⏘䛾☜ㄆ➼䛾సᴗ䛜䛝䛺㈇ᢸ䛸䛺䜛䠅
䐠 ᆅ᪉බィ䝧䞊䝇䛾ྎᖒ䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛯㈨⏘ሗ䛾䜋䛸䜣䛹䛿䚸බႠᴗィ䝧䞊䝇䛾ྎᖒ䛻
ά⏝䛜ྍ⬟
䐡 Ỵ⟬⡙➼䚸㈈※ᩚ⌮➼䛻ᙜ䛯䛳䛶ཧ↷䛩䜉䛝㐣ཤ䛾㈨ᩱ䛜ᢕᥱ䛥䜜䛶䛔䜛
䠄і ㈨ᩱ䛾☜ㄆ䛻╔ᡭ䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䚸ヱᙜ㈨ᩱ䛾ᤚ⣴➼䛻ከ䛟䛾㛫䜢せ䛩䜛䠅

බႠᴗィ䝧䞊䝇䛾ྎᖒᩚഛ䛻ྥ䛡䛶䛿䚸䛺䛚Ⓩ㘓ሗ䛾㏣ຍ➼䛜ᚲせ䛸䛺䜛䛜䚸䝊䝻䛛䜙බႠᴗィ
䝧䞊䝇䛾ྎᖒ䜢ᩚഛ䛩䜛ሙྜ䛸ẚ㍑䛩䜜䜀䚸┦ᙜ⛬ᗘసᴗ䛜㐍ᤖ䛧䛶䛔䜛≧ἣ

－ 35 －

૾עπ˟ᚘỆấẬỦငӨࠚỉૢͳ൦แίἇὅἩἽᛦ௹ὸ
䕿 ேཱྀ䠍ேᮍ‶䛛䛴බႠᴗィᮍ㐺⏝䛾ᴗ䜢᭷䛧䛶䛔䜛ᅋయ䠄164ᅋయ䚸371ᴗ䠅䛻ᑐ䛧䚸ᆅ᪉බィ
䛸බႠᴗィ䛾ᇶ‽䛾ᕪ␗䛻╔┠䛧䛴䛴䚸㈨⏘ྎᖒ䛾ᩚഛỈ‽䜢ㄪᰝ
ᩚഛỈ‽
䛾ᴫせ

䕕
䕕
䕕
䕕

බႠᴗィ䝧䞊䝇䛷ᩚഛ῭ 䠖4.9%
බႠᴗィ䝧䞊䝇䛷ᩚഛ୰ 䠖15.6%
ᆅ᪉බィ䝧䞊䝇䛷ᩚഛ῭
䠖51.8%
ᆅ᪉බィ䝧䞊䝇䛷䜒ᮍᩚഛ 䠖27.8%

⣙䠎䛜බႠᴗィ䝧䞊䝇䛾ྎᖒ䜢ᩚഛ
䠄ᩚഛ୰ྵ䜐䠅

䛀ᆅ᪉බィ䝧䞊䝇䛷ᩚഛ䛧䛯ᅋయ䛾≧ἣ䠄බႠᴗィ䝧䞊䝇䛷ồ䜑䜙䜜䜛ᇶ‽䜈䛾ᑐᛂ≧ἣ䛁
䐟 ྲྀᚓ㈈※ሗ䛾ᢕᥱ

ͤබィ䠖௵ព

ᴗィ䠖ᢕᥱ䛜ᚲせ

䕕 ྲྀᚓ㈈※䜢ᢕᥱ῭
䠖11.9%
䕕 ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔䛜䚸㈨ᩱ䛿☜ㄆྍ⬟䠖31.1%
䕕 ᢕᥱ䛧䛶䛚䜙䛪䚸㈨ᩱ䛾☜ㄆ䜒ᅔ㞴 䠖57.0%

䐠 ྲྀᚓ౯㢠᫂㈨⏘䛾ホ౯

⣙䠐䛾ᅋయ䛿ᑐᛂྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸
⣙䠒䛾ᅋయ䛿䚸ᚋ㈨ᩱ㞟➼䛻ᙜ䛯䜛ᚲせ

ͤබィ䠖ㄪ㐩ཎ౯ἲ䛷ྍ

䕕 ྲྀᚓ౯㢠᫂㈨⏘䜢᭷䛧䛺䛔䠖51.3%
ྲྀᚓ౯㢠᫂㈨⏘䜢᭷䛧䛺䛔 5
䕕 ྲྀᚓ౯㢠᫂㈨⏘䜢᭷䛩䜛 䠖48.7%
䠉 ㄪ㐩ཎ౯䛻䜘䜛ホ౯ 䠖87.6%
䠉 䛭䛾䠄䛾㈨ᩱཧ↷➼䠅䠖12.4%

䐡 ㈨⏘Ⓩ㘓䛾༢䠄ͤ」ᩘᅇ⟅ྍ䠅

ᴗィ䠖䜏䛺䛧ྲྀᚓ౯㢠䛻䜘䜛ホ౯䛜ᚲせ

⣙䠑䛾ᅋయ䛿䚸᫂㈨⏘䜢᭷䛧䛺䛔䛜䚸
᫂㈨⏘䜢᭷䛩䜛⣙䠑䛾ᅋయ䛾䜋䛸䜣䛹䛿䚸
䜏䛺䛧ྲྀᚓ౯㢠䛻䜘䜛ホ౯䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᚲせ

ͤබィ䠖୍ᐃ䛾༢䛷Ⓩ㘓

ᴗィ䠖⪏⏝ᖺᩘ䞉ྲྀᚓᖺᗘู䛾Ⓩ㘓䛜ᚲせ

䕕 ⪏⏝ᖺᩘ䛜␗䛺䜛㈨⏘䜢୍ᣓⓏ㘓䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛜䛒䜛䠖72.4%
⪏⏝ᖺᩘ䛜␗䛺䜛㈨⏘䜢୍ᣓⓏ
䕕 ྲྀᚓᖺᗘ䛜␗䛺䜛㈨⏘䜢୍ᣓⓏ㘓䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛜䛒䜛䠖49.0%

ከ䛟䛾ᅋయ䛻䛚䛔䛶⪏⏝ᖺᩘ䞉ྲྀᚓᖺᗘู䛷
䛾Ⓩ㘓䛜ᚲせ

ᆅ᪉බィ䜢䝧䞊䝇䛻䚸බႠᴗィ䛷ồ䜑䜙䜜䜛ᇶ‽䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜘䛖䚸䝬䝙䝳䜰䝹䛾ᐇ➼䛾ᑐ⟇䛜ᚲせ

൯ုݓए̢๙ڒฆмࠎୌ̣рढ़෨ડ੪നචнМУѝฬᇇဥрިᄝ̢ѐкѓ̣
ᆅ᪉බィ䛻䛚䛔䛶ᩚഛ䛧䛯ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛾Ⓩ㘓ሗ䜢䚸බႠᴗィ䛾ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛾Ⓩ㘓
ሗ䛸䛧䛶ά⏝䛷䛝䜛䛛
䠷⪃䛘᪉䠹
ᆅ᪉බィ䛷䛾Ⓩ㘓ሗ䛻䛴䛔䛶䚸
බႠᴗィ䛷ά⏝ྍ⬟䛸䛩䜛ୖ䛷䛿䚸ᩱ㔠ཎ౯䛾⟬ᐃ䛾ᇶ♏䛸䛩䜛┠ⓗ䛻↷䜙䛧䛶䚸
ῶ౯ൾ༷㈝䜢㐺ṇ䛻⟬ᐃ䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䛜᮲௳
䠷ᇶᮏ
䠷ᇶᮏ᮲௳䠹
ї ྲྀᚓᖺᗘ䛜␗䛺䜛㈨⏘䜢༊ู䚸䛛䛴䚸
⪏⏝ᖺᩘ䛜␗䛺䜛㈨⏘䜢༊ู䛧䛶䚸㈨⏘Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ
䠄ྲྀᚓᖺᗘ䞉⪏⏝ᖺᩘ䛜␗䛺䜛㈨⏘䜢୍యⓗ䛻䜎䛸䜑䛶㈨⏘Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿ά⏝ྍ䠅
䠷ά⏝ྍ⬟䛺Ⓩ㘓ሗ䠹
䠷ά⏝
їୖグ䛾ᇶᮏ᮲௳䜢‶䛯䛫䜀䚸ᇶᮏⓗ䛻
䛭䛾Ⓩ㘓ሗ䠄タྡ䚸ᡤᅾᆅ䚸ྲྀᚓᖺ᭶᪥䚸຺ᐃ⛉┠䚸⪏⏝ᖺᩘ➼䠅䜢ά⏝ྍ
䛯䛰䛧䚸ୗグ䛾䐟䞉䐠䛻䛴䛔䛶䛿䚸ά⏝䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛䛯䜑௨ୗ䛾ᑐᛂ䛜ᚲせ
䐟ྲྀᚓ౯㢠䠄㈨⏘ྲྀᚓ䛻せ䛧䛯㔠㢠䠅
(i) グ㘓䛻ᇶ䛵䛝☜ㄆ䛷䛝䛶䛔䛯ሙྜ䛻䛿ά⏝ྍ
(ii)グ㘓䛻ᇶ䛵䛝☜ㄆ䛷䛝䛪䚸⌧ᅾㄪ㐩䛧䛯䛸௬ᐃ䛧䛯ሙྜ䛾౯㢠䠄ㄪ㐩౯㢠䠅䜢ྲྀᚓ౯㢠
䛸䛧䛶Ⓩ㘓䛧䛶䛔䛯ሙྜ䛻䛿䚸ᨵ䜑䛶㈨⏘ホ౯䜢⾜䛔䚸᭱䜒ྂ䛔グ㘓䛻グ㍕䛥䜜䛯౯㢠䜔
ྲྀᚓᮇ䛻䛚䛡䜛ྠ䛨✀㢮䛾㈨⏘䛾౯㢠䛺䛹䠄䜏䛺䛧ྲྀᚓ౯㢠䠅䜢ྲྀᚓ౯㢠䛸䛧䛶
Ⓩ㘓䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ
䐠ྲྀᚓ㈈※䠄㈨⏘ྲྀᚓ䛾㈈※䠄ᅜᗜ⿵ຓ㔠䛺䛹䠅䛾㔠㢠䠅
ᆅ᪉බィ䛷䛿Ⓩ㘓䛜௵ព䛾䛯䜑䚸ྲྀᚓ㈈※䜢ㄪᰝ䛧䚸Ⓩ㘓䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ
ͤྲྀᚓ㈈※䛜Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䛯ሙྜ䛿䚸䛭䛾ྲྀᚓ㈈※䛾㔠㢠䜢ά⏝ྍ
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ોദ൦ᢊඥỆؕỀẪẐ൦ᢊᚨӨࠚẑểπփ˖ಅ˟ᚘỆấẬỦẐܭငӨࠚẑỉൔ᠋
䕿 ᨵṇỈ㐨ἲ䛷䛶䛾Ỉ㐨ᴗ⪅䛻ᩚഛ䛜⩏ົ䛡䜙䜜䜛䛂Ỉ㐨タྎᖒ䛃䛸බႠᴗィୖ䛻䛚䛡䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃䛾グ㍕㡯┠䛿
ඹ㏻䚸㢮ఝ䛩䜛㡯┠䛜ከ䛔䚹
䕿 䛘䜀ἲ㠀㐺⏝䛾⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䛂Ỉ㐨タྎᖒ䛃䛾ᩚഛ䛻䜘䜚ᢕᥱ䛥䜜䜛ྛ㈨⏘䛾タ⨨ᖺᗘ䚸⨨䚸ᮦ㉁䚸ᵓ㐀䛺䛹䛾ᇶ
♏ⓗ䛺ሗ䜢ᇶ䛻䚸ᖒ⡙౯㢠䜔ྲྀᚓ㈈※㢠䚸⪏⏝ᖺᩘ➼䛾㈚ᑐ↷⾲䜔ᦆ┈ィ⟬᭩䛾సᡂ䛻ᚲせ䛺ሗ䜢㏣ຍ䛩䜛䛣䛸䛷䚸බႠᴗ
ィ䛻䛚䛡䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

බႠᴗィ䛻䛚䛡䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃

䕔⟶㊰ㄪ᭩
䕕⟶㊰༊ศ 䕕タ⨨ᖺᗘ 䕕ཱྀᚄ 䕕ᮦ㉁ 䕕⥅ᡭᙧᘧ䛤䛸䛾⟶㊰ᘏ㛗
䕔タㄪ᭩
䕕ྡ⛠ 䕕タ⨨ᖺᗘ 䕕ᩘ㔞 䕕ᵓ㐀ཪ䛿ᙧᘧ 䕕⬟ຊ

䕔㈚ᑐ↷⾲䜔ᦆ┈ィ⟬᭩䛾సᡂ䛻ᚲせ䛺㡯┠
䕕㈨⏘ྡ⛠ 䕕ྲྀᚓᖺ᭶᪥䠄౪⏝㛤ጞᖺ᭶᪥䠅
䕕ྲྀᚓ౯㢠䚸ྲྀᚓ㈈※㢠䚸⪏⏝ᖺᩘ ➼

䕔୍⯡ᅗ䠄Ỉ㐨タ䛾యീ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛾㓄⨨ᅗ䠅
䕕ᕷ༊⏫ᮧྡ䛸䛭䛾ቃ⏺⥺ 䕕⤥Ỉ༊ᇦ䛾ቃ⏺⥺
䕕せ䛺Ỉ㐨タ䛾⨨ཬ䜃ྡ⛠ 䕕せ䛺⟶㊰䛾⨨
䕕᪉䚸⦰ᑻ䚸ซཬ䜃సᡂ䛾ᖺ᭶᪥

䕔㈨⏘౯್➼䛾␗ື䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺㡯┠
䕕ቑῶ䛜⏕䛨䛯ᖺ᭶᪥䚸⌮⏤䚸㢠䚸ෆヂ

䕔ᙧᘧ䜢ၥ䜟䛪ᩚഛ䛩䜉䛝ሗ
䕕⟶㊰䛾タ⨨ᖺᗘ䚸⥅ᡭᙧᘧཬ䜃ᅵ䛛䜆䜚
䕕ไỈᘚ䚸✵Ẽᘚ䚸ᾘⅆᰦ䚸ῶᅽᘚཬ䜃Ỉタഛ䛾ᙧᘧཬ 䜃ཱྀᚄ
䕕Ỉ㐨䝯䞊䝍䞊䛾⨨
䕕㐨㊰䚸Ἑᕝ䚸㕲㐨➼䜢ᯫ✵ᶓ᩿䛩䜛⟶㊰䛾ᵓ㐀ᙧᘧ䚸᮲ᩘཬ䜃ᘏ㛗

咈咂
㡯┠咁 ͤ

䕔タᖹ㠃ᅗ
䕕⟶㊰䛾ᇶᮏሗ䠄⟶㊰䛾⨨䚸ཱྀᚄ䚸ᮦ㉁䠅
䕕ไỈᘚ䚸✵Ẽᘚ䚸ᾘⅆᰦ䚸ῶᅽᘚཬ䜃Ỉタഛ䛾⨨ཬ 䜃✀㢮
䕕⟶㊰௨እ䛾タ䛾ྡ⛠䚸⨨ཬ䜃ᩜᆅ䛾ቃ⏺⥺
䕕䛭䛾ᆅᅗሗ

ィฎ⌮ୖᚲせ友㡯┠咁 ͤ
咇咂 ㈨⏘叏ᢕᥱ呍⥔ᣢ呍⟶⌮双ᚲせ友

ᨵṇỈ㐨ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂Ỉ㐨タྎᖒ䛃䠄ͤ䠍䠅

䕕ᡤᅾᆅ 䠄ಖᏑሙᡤ䠅
䕕ᵓ㐀
䕕ᙧ≧ᑍἲ
䕕⬟ຊ
䕕⏝㏵

ͤ ㉥Ꮠ䚸㟷Ꮠ䛾㡯┠䛿ඹ㏻䜎䛯䛿㢮ఝ䛩䜛㡯┠䚹
ͤ䠍 ཌ⏕ປാ┬㈨ᩱ䛻ᇶ䛵䛝సᡂ
ͤ䠎 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾ィつᐃ䠄䠅䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᖹᡂ24ᖺ10᭶19᪥䛡⥲㈈බ➨98ྕ䠅୰ู⾲➨19ྕ䛷♧䛥䜜䛶䛔䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃䛾䛖䛱䚸බႠᴗィ䛾ฎ⌮䛷ᚲせ䛺㡯┠
ͤ䠏 䛂ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛻㛵䛩䜛ᐇົ◊✲ ሗ࿌᭩䛃䠄ᖹᡂ27ᖺ䠍᭶⥲ົ┬䠅P56䡚P60䛻䛚䛔䛶㈨⏘䛾ᢕᥱ䚸⥔ᣢ䚸⟶⌮䛻ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛㡯┠

ɦ൦ᢊඥỆؕỀẪẐπσɦ൦ᢊӨࠚẑểπփ˖ಅ˟ᚘỆấẬỦẐܭငӨࠚẑỉൔ᠋
䕿 ୗỈ㐨ἲ䛷䛶䛾බඹୗỈ㐨ᴗ⪅䛻ᩚഛ䛜⩏ົ䛡䜙䜜䜛䛂බඹୗỈ㐨ྎᖒ䛃䛸බႠᴗィୖ䛻䛚䛡䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃䛾グ㍕
㡯┠䛿ඹ㏻䚸㢮ఝ䛩䜛㡯┠䛜ከ䛔䚹
䕿 䛘䜀ἲ㠀㐺⏝䛾බඹୗỈ㐨ᴗ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䛂බඹୗỈ㐨ྎᖒ䛃䛾ᩚഛ䛻䜘䜚ᢕᥱ䛥䜜䜛ྛ㈨⏘䛾ྡ⛠䚸❹ᕤᖺ᭶᪥䚸⨨䚸ᵓ㐀䚸
⬟ຊ䛺䛹䛾ᇶ♏ⓗ䛺ሗ䜢ᇶ䛻䚸ᖒ⡙౯㢠䜔ྲྀᚓ㈈※㢠䚸⪏⏝ᖺᩘ➼䛾㈚ᑐ↷⾲䜔ᦆ┈ィ⟬᭩䛾సᡂ䛻ᚲせ䛺ሗ䜢㏣ຍ䛩䜛䛣䛸
䛷䚸බႠᴗィ䛻䛚䛡䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

බႠᴗィ䛻䛚䛡䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃

䕔⟶Ὼᘏ㛗䠄䝬䞁䝩䞊䝹ཬ䜃䜎䛩䠅ㄪ᭩
䕕⾜ᖺᗘ 䕕⟶ཱྀᚄ 䕕⟶Ὼᘏ㛗 䕕ᑍἲ

䕔㈚ᑐ↷⾲䜔ᦆ┈ィ⟬᭩䛾సᡂ䛻ᚲせ䛺㡯┠
䕕㈨⏘ྡ⛠ 䕕ྲྀᚓᖺ᭶᪥䠄౪⏝㛤ጞᖺ᭶᪥䠅
䕕ྲྀᚓ౯㢠䚸ྲྀᚓ㈈※㢠䚸⪏⏝ᖺᩘ ➼

䕔 ฎ⌮タ䠄䝫䞁䝥タ䠅䛾⨨䚸ᩜᆅ䛾㠃✚䚸ᵓ㐀ཬ䜃⬟ຊㄪ᭩
䕕ྡ⛠ 䕕❹ᕤᖺ᭶᪥ 䕕⨨ 䕕ᵓ㐀 䕕⬟ຊ

䕔㈨⏘౯್➼䛾␗ື䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺㡯┠
䕕ቑῶ䛜⏕䛨䛯ᖺ᭶᪥䚸⌮⏤䚸㢠䚸ෆヂ

咇咂
㡯┠咁 ͤ

䕔୍⯡ᅗ
䕕ᕷ༊⏫ᮧྡ䛸䛭䛾ቃ⏺⥺ 䕕Ỉ༊ᇦཬ䜃ฎ⌮༊ᇦ䛾ቃ⏺⥺
䕕せ䛺⟶Ὼ䛾⨨ 䕕ฎ⌮タཬ䜃䝫䞁䝥タ䛾⨨
䕕᪉䚸⦰ᑻ䚸ซཬ䜃సᡂ䛾ᖺ᭶᪥

ィฎ⌮ୖᚲせ友㡯┠咁 ͤ
咆咂 ㈨⏘叏ᢕᥱ呍⥔ᣢ呍⟶⌮双ᚲせ友

ୗỈ㐨ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂බඹୗỈ㐨ྎᖒ䛃

䕔タᖹ㠃ᅗ
䕕⟶Ὼ䛾ᇶᮏሗ䠄⟶Ὼ䛾⨨䚸ཱྀᚄ䚸⟶Ὼᘏ㛗䚸ᮦ㉁䠅
䕕ྲྀ⟶Ὼ䚸䝬䞁䝩䞊䝹䚸ཬ䜃ởỈ䜎䛩䞉㞵Ỉ䜎䛩䛾⨨ཬ䜃✀㢮
䕕ฎ⌮タ䠄䝫䞁䝥タ䠅䛾ྡ⛠䚸⨨ཬ䜃ᩜᆅ䛾ቃ⏺⥺
䕕䛭䛾ᆅᅗሗ

䕕ᡤᅾᆅ 䠄ಖᏑሙᡤ䠅
䕕ᵓ㐀
䕕ᙧ≧ᑍἲ
䕕⬟ຊ
䕕⏝㏵

ͤ ㉥Ꮠ䚸㟷Ꮠ䛾㡯┠䛿ඹ㏻䜎䛯䛿㢮ఝ䛩䜛㡯┠䚹
ͤ䠍 䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛾ィつᐃ䠄䠅䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᖹᡂ24ᖺ10᭶19᪥䛡⥲㈈බ➨98ྕ䠅୰ู⾲➨19ྕ䛷♧䛥䜜䛶䛔䜛䛂ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛃䛾䛖䛱䚸බႠᴗィ䛾ฎ⌮䛷ᚲせ䛺㡯┠
ͤ䠎 䛂ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛻㛵䛩䜛ᐇົ◊✲ ሗ࿌᭩䛃䠄ᖹᡂ27ᖺ䠍᭶⥲ົ┬䠅P56䡚P60䛻䛚䛔䛶㈨⏘䛾ᢕᥱ䚸⥔ᣢ䚸⟶⌮䛻ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛㡯┠
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πփ˖ಅ˟ᚘᢘဇỆ᧙ẴỦಅѦӖᚠʙಅᎍỉỿἵἣἉἘỵ
䚽 ୗỈ㐨ᴗ䠄㞟䞉ίᵴྵ䜐䠅ཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻㛵䛧䚸බႠᴗィ㐺⏝῭䛷䛺䛔ᴗ䜢᭷䛩䜛ᕷ༊⏫ᮧ䛜㻤㻟㻡ᅋయ
䚽 බႠᴗィ㐺⏝䛻㛵䛩䜛ົ䛾ཷクᐇ⦼䛾䛒䜛ᴗ⪅䛜ᚋ䛭䛖䛧䛯ᴗົ䜢ཷクྍ⬟䛺ᅋయᩘ䛿䚸ୗ⾲䛾䛸䛚䜚

䛀ᴗ⪅䛾ཷク⬟ຊ䠄䜻䝱䝟䝅䝔䜱䠅䛻ಀ䜛ᐇែㄪᰝ⤖ᯝ䛁
ᖹᡂ31ᖺᗘ

ᖹᡂ32ᖺᗘ

ᖹᡂ33ᖺᗘ

ᖹᡂ34ᖺᗘ

ᖹᡂ35ᖺᗘ

䐟⛣⾜ົ
䠄ᇶᮏ᪉㔪䞉ィ⏬䛾⟇ᐃ䚸㈈ົㅖ⾲䛾ᩚ
ഛ䚸つ➼䛾ᩚഛ➼䠅

713

900

1,044

1,125

1,106

䐠㈨⏘ホ౯
䠄ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛾ᩚഛ➼䠅

495

690

833

823

804

䐡䝅䝇䝔䝮๓‽ഛ
䠄㈈ົィ䝅䝇䝔䝮䚸㉳മ⟶⌮䝅䝇䝔䝮䚸
ᅛᐃ㈨⏘⟶⌮䝅䝇䝔䝮➼䛾ᩚഛ➼䠅

728

829

849

954

954

ᨭᴗົ䛾ෆᐜ

ͤ ⾲୰䛾ᅋయᩘ䛿ᖺᗘ䛤䛸䛾ฎ⌮ྍ⬟ᩘ䛷䛒䜚䚸ዎ⣙䛜」ᩘᖺᗘ䛻䜎䛯䛜䜛ぢ㎸䜏䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿」ᩘᖺᗘ䛻䛭䜜䛮䜜ィୖ䛧䛶䛔䜛
ͤ ᑐ㇟ᴗ䛾つᶍ䜔✀㢮䛿᫂♧䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸䛣䜜䜎䛷䛾䛺ཷクᐇ⦼䠄ᴗົጤクᅋయ䛾䠓௨ୖ䛜ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᅋయ䛷䛒䜚䚸䜎䛯䚸ጤク
䛥䜜䛯䛺ᴗ䛿බඹୗỈ㐨䛷䛒䜛䠅䛻ᇶ䛵䛔䛯ᅋయᩘ䜢ᅇ⟅䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛

䛆ㄪᰝᑐ㇟䛇
䞉 ᖹᡂ29ᖺ4᭶ᐇ䛾㒔㐨ᗓ┴䚸ᣦᐃ㒔ᕷཬ䜃ᕷ༊⏫ᮧ䛻ᑐ䛩䜛䛂බႠᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌≧ἣㄪᰝ䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᖹᡂ26ᖺ4
᭶1᪥䡚ᖹᡂ29ᖺ4᭶1᪥䜎䛷䛾㛫䛻ἲ㐺䛧䛯ᴗཬ䜃ᖹᡂ29ᖺ4᭶1᪥⌧ᅾ䛷ྲྀ⤌୰䛾ᴗ䠄᪤䛻ᴗົጤクዎ⣙䜢⥾⤖䛧䛶
䛔䜛䜒䛾䠅䛻䛴䛔䛶䚸⛣⾜సᴗ䛾୍㒊ཪ䛿㒊䜢ཷク䛧䛯ᴗ⪅䛸䛧䛶ᅇ⟅䛾䛒䛳䛯172♫䛾䛖䛱䚸ཷクᐇ⦼5௳௨ୖ䛾ᴗ⪅
84♫䜢㑅ᐃ䛧䛶ㄪᰝ䜢ᐇ䚹䛣䛾䛖䛱80♫䛛䜙ᅇ⟅䛜䛒䛳䛯䜒䛾䚹
䞉 䛭䛾䚸䛣䜜䜎䛷බィ䛻䛚䛡䜛㈈ົ᭩㢮➼䛾సᡂ䛻䛴䛔䛶ᐇ⦼䛾䛒䜛୍⯡♫ᅋἲேᆅ᪉බィ◊✲䝉䞁䝍䞊䛻ຍධ䛧䛶䛔
䜛ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸ᅇ⟅䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹

ᆆᘍฎ˳ׇỆấẬỦᆆᘍ˺ಅểಅѦۀᚠỉཞඞ
ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᅋయ
䛆㻞㻢㻜ᴗ䛇

⛣⾜䛻せ䛧䛯⫋ဨᩘ䠄ᖹᆒ䠅
⛣⾜䛻せ䛧䛯ᮇ㛫
ጤクᮇ㛫䠄ᖹᆒ䠅
䐟⛣⾜‽ഛ
䈜㒊䞉୍㒊ྵ䜐
䐠㈨⏘ㄪᰝ
䐡⛣⾜ົ
䐢䝅䝇䝔䝮
⛣⾜䛻せ䛧䛯⤒㈝䛾㢠
ጤク㈝䠄ᖹᆒ䠅
䐟⛣⾜‽ഛ
ͤ㒊䞉୍㒊ྵ䜐
䐠㈨⏘ㄪᰝ
䐡⛣⾜ົ
䐢䝅䝇䝔䝮
ጤク䛾ྜ䠄ᖹᆒ䠅
䐟⛣⾜‽ഛ
䐠㈨⏘ㄪᰝ
䐡⛣⾜ົ
䐢䝅䝇䝔䝮
୍ᣓጤク䛾ྜ䠄ᖹᆒ䠅 䐟⛣⾜‽ഛ
䐠㈨⏘ㄪᰝ
䐡⛣⾜ົ
䐢䝅䝇䝔䝮

㻟㻚㻝ே
㻟㻚㻟ᖺ
㻝㻚㻢ᖺ
㻝㻚㻤ᖺ
㻝㻚㻡ᖺ
㻝㻚㻝ᖺ
㻟㻝㻘㻠㻜㻜༓
㻝㻞㻘㻜㻝㻞༓
㻝㻢㻘㻤㻤㻥༓
㻡㻘㻠㻠㻥༓
㻢㻘㻠㻢㻠༓
㻡㻣㻚㻜䠂
㻥㻠㻚㻟䠂
㻤㻞㻚㻡䠂
㻥㻤㻚㻝䠂
㻟㻟㻚㻡䠂
㻡㻟㻚㻤䠂
㻠㻤㻚㻢䠂
㻝㻢㻚㻥䠂

ேཱྀ䠏ேᮍ‶䠍ே௨ୖ䛾ᅋయ
䛆㻢㻥ᴗ䛇

㻞㻚㻣ே
㻟㻚㻝ᖺ
㻝㻚㻡ᖺ
㻝㻚㻞ᖺ
㻝㻚㻝ᖺ
㻜㻚㻤ᖺ
㻝㻣㻘㻡㻜㻜༓
㻣㻘㻡㻜㻢༓
㻝㻞㻘㻝㻤㻞༓
㻡㻘㻥㻡㻟༓
㻠㻘㻥㻟㻣༓
㻡㻝㻚㻜䠂
㻥㻞㻚㻟䠂
㻣㻝㻚㻝䠂
㻥㻠㻚㻞䠂
㻞㻤㻚㻢䠂
㻞㻢㻚㻥䠂
㻞㻟㻚㻣䠂
㻡㻚㻤䠂

ேཱྀ䠍ேᮍ‶䛾ᅋయ
䛆㻟㻝ᴗ䛇

㻞㻚㻝ே
㻞㻚㻤ᖺ
㻝㻚㻝ᖺ
㻝㻚㻞ᖺ
㻝㻚㻝ᖺ
㻜㻚㻢ᖺ
㻞㻜㻘㻟㻜㻜༓
㻥㻘㻝㻝㻥༓
㻥㻘㻥㻠㻤༓
㻣㻘㻥㻢㻢༓
㻠㻘㻢㻥㻣༓
㻢㻝㻚㻥䠂
㻥㻢㻚㻟䠂
㻡㻡㻚㻜䠂
㻥㻞㻚㻢䠂
㻟㻤㻚㻝䠂
㻞㻞㻚㻞䠂
㻞㻜㻚㻜䠂
㻣㻚㻠䠂

䠄ὀ䠅䖃ጤク䛾ྜ䠖䐟䡚䐢䛾సᴗ䛾䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶䚸సᴗ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䜢ጤク䛧䛶䛔䜛ᴗ䛾ྜ䠄䠖57.0䠂䠙260ᴗ䛾䛖䛱148ᴗ䛜⛣⾜‽ഛົ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䜢ጤク䛧䛶䛔䜛䠅
䖃୍ᣓጤク䛾ྜ䠖䐟䡚䐢䛾సᴗ䛻䛴䛔䛶䚸䠎䛴௨ୖ䛾సᴗ䜢䚸䠍䛴䛾♫䛻䜎䛸䜑䛶ጤク䛧䛶䛔䜛ᴗ䛾ྜ䠄䠖33.5䠂䠙260ᴗ䛾䛖䛱87ᴗ䛜⛣⾜‽ഛ䛸䐠䡚䐢䛔䛪䜜䛛䛾ົ䜢䜎䛸䜑䛶1♫䛻ጤク䛧䛶䛔䜛䠅

䕿ேဨయไ䠖ᅋయ䛾ேཱྀつᶍ䛜ᑠ䛥䛔䜋䛹䚸ᑡ䛺䛔ேᩘ䛷⛣⾜సᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
䕿⛣⾜ᮇ㛫䠖ᅋయ䛾ேཱྀつᶍ䛜ᑠ䛥䛔䜋䛹䚸▷䛔ᮇ㛫䛷⛣⾜సᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
సᴗ䛾ẚ㔜䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠏ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿䚸㈨⏘ㄪᰝ䜘䜚䜒⛣⾜‽ഛ䛻せ䛧䛶䛔䜛ᮇ㛫䛾ẚ㔜䛜䛝䛔䚹
䕿ጤク㈝ 䠖ᅋయつᶍ䛜ᑠ䛥䛔䜋䛹⛣⾜ົ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶ከ㢠䛾㈝⏝䜢せ䛧䛶䛔䜛䚹
䕿ጤクྜ䠖⛣⾜ᴗົ䛾䛖䛱䚸ጤク䛩䜛䛛䚸┤Ⴀ䛷⾜䛖䛛䛻䛴䛔䛶䚸㈨⏘ㄪᰝ䜔䝅䝇䝔䝮䛿䚸ᅋయ䛾つᶍ䛻㛵䜟䜙䛪䠕㉸䛿ጤク䛷⾜䛳䛶䛔䜛䚹
䠏ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿䚸⛣⾜ົ䜢┤Ⴀ䛷⾜䛳䛶䛔䜛ᅋయ䛜༙ᩘ㏆䛟䛒䜛䚹
䕿୍ᣓጤク䠖୍䛴䛾ᴗ⪅䛻」ᩘ䛾ົ䜢୍ᣓ䛧䛶ጤク䛷䛝䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛿䚸
䠏ேᮍ‶ᅋయ䛷䛿㈨⏘ㄪᰝ䚸⛣⾜ົ䛜䚸సᴗ༊ศ䛷䛿䝅䝇䝔䝮䛿䛹䛾ᅋయつᶍ䛷䜒䚸୍ᣓጤク䛾ྜ䛜ప䛔ഴྥ䛻䛒䜛䚹
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新ロードマップの概要及び取組の促進策
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൦ᢊὉɦ൦ᢊễỄπփ˖ಅửӕụࠇẪኺփؾỉ҄٭
ᚋண䛥䜜䜛⤒Ⴀ⎔ቃ䛾ኚ
ᛴ㏿䛺ேཱྀῶᑡ䛸ேཱྀ䛾పᐦᗘ

䜲䞁䝣䝷㈨⏘䛾つᶍ䛺᭦᪂ᮇ䛾฿᮶
╔ᐇ䛺᭦᪂䛾䛯䜑䛾ᢞ㈨㢠䛾ቑ

䠇

Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨ᴗ䛾ᑗ᮶㟂せ䛾ᖜ䛺ῶᑡ

䝝䞊䝗䞉䝋䝣䝖䛸䜒ᑗ᮶㟂せ䛻ᇶ䛵䛟౪⤥యไ䛾㐺ṇつᶍ䛾せㄳ

Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨ᴗ䛾ᩱ㔠ධ䛾ᖜ䛺ῶᑡ䛾䛚䛭䜜

⟶㊰➼䛻䛴䛔䛶䛿᭦᪂㟂せ䛾ᖹ‽䛸╔ᐇ䛺᭦᪂䚸
ίỈሙ➼䛾タ䛻䛴䛔䛶䛿䝎䜴䞁䝃䜲䝆䞁䜾䜔ᗈᇦ

ᑓ㛛ேᮦ䛾☜ಖ䛜ᅔ㞴䛻

¾ Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨ᴗ䛾⤒Ⴀ⎔ቃ䛿᭦䛻ཝ䛧䛥䜢ቑ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ண䛥䜜䜛䚹
¾ 䛸䛟䛻䚸⌧Ⅼ䛷䜒⤒Ⴀ᮲௳䛾ཝ䛧䛔ேཱྀ䛜పᐦᗘ䛾ᆅᇦ➼䛻䛚䛔䛶䛿䚸᭦䛺䜛
పᐦᗘ䛻䜘䜚䚸ᩱ㔠ᅇ⋡䛾పୗ➼䚸᭦䛺䜛⤒Ⴀᝏ䛾䛚䛭䜜
䛣䜜䜎䛷䛾ᘏ㛗⥺ୖ䛷䛾ᑐ⟇䛷䛿䚸
⤒Ⴀ䛜ᡂ䜚❧䛯䛺䛟䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹
㘽䛸䛺䜛䛾䛿䚸
 Ᏻ䛛䛴Ᏻᚰ䛛䛴ᣢ⥆ྍ⬟䛺ᴗ䛾⥔ᣢ᭦᪂䛾䛯䜑䛾䛂㈼䛔䛃ᢞ㈨
 ᗈᇦ䚸Ẹ㛫ά⏝➼䜢ྵ䜑䛯䛂ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉䛃
 Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨ᴗ௨እ䛾Ẹ㛫௦᭰ᛶ䛾㧗䛔බႠᴗ䛿䚸ᴗ䛭䛾䜒䛾䛾ព⩏
䜢᳨ド䛧䛯ୖ䛷䚸ᴗᗫṆ䚸ẸႠ䞉Ẹ㛫ㆡΏ➼䜢ྵ䜑䛯䛂ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉䛃

πփ˖ಅỆấẬỦễỦኺփો᪃ỉਖ਼ᡶ
බႠᴗ䛾⌧≧ཬ䜃䛣䜜䛛䜙䛾ㄢ㢟
䕿
䕿
䕿
䕿

ᛴ⃭䛺ேཱྀῶᑡ➼䛻క䛖ᩱ㔠ධ䛾ῶᑡ
᭦䛻ཝ䛧䛔⤒Ⴀ⎔ቃ
タ䛾⪁ᮙ䛻క䛖᭦᪂㟂せ䛾ቑ
Ẹ㛫ά⏝䛾᥎㐍➼䛻క䛔⫋ဨᩘ䛜ῶᑡ䛩䜛୰䚸ேᮦ䛾☜ಖ䞉⫱ᡂ䛜ᚲせ
≉䛻୰ᑠ䛾ᴗ䛷䛿䚸⌧ᅾ䛾⤒Ⴀᙧែ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⤒Ⴀᨵ㠉䛾ྲྀ⤌䛰䛡䛷䛿䚸ᑗ᮶䛻䜟䛯䜛ఫẸ䝃䞊䝡䝇䜢
☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛸䛺䜛ᠱᛕ

᭦䛺䜛⤒Ⴀᨵ㠉䛾᥎㐍
⤒Ⴀᡓ␎䛾⟇ᐃ䞉බ⾲䞉㻼㻰㻯㻭

ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉䛾᳨ウ

䞉 ⤒Ⴀᡓ␎䛻ᇶ䛵䛟ィ⏬ⓗ䛛䛴ྜ⌮ⓗ䛺⤒Ⴀ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸
⤒Ⴀᇶ┙䜢ᙉ䛧䚸㈈ᨻ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢ྥୖ
䞉 ୰㛗ᮇ䛾どⅬ䛻❧䛳䛯ேཱྀῶᑡ䛾᥎ィ➼䜢㋃䜎䛘䛯䚸䜰䝉䝑䝖
䠄䝇䝖䝑䜽䠅䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᡂᯝ䜔ᑗ᮶㟂せண 䜢ᫎ䛥䛫䛺䛜䜙䚸
ᙜ㠃䛾10ᖺ௨ୖ䛾ᢞ㈨䞉㈈ᨻィ⏬䜢⟇ᐃ
䞉 PDCA䝃䜲䜽䝹䛻䜘䜚ᚲせ䛺ぢ┤䛧䜢ᅗ䜛

䞉 බႠᴗ䛜⾜䛳䛶䛔䜛ᴗ䛾ព⩏䚸ᚲせᛶ➼䜢᳨ド䛧䚸ᚋ䛾
᪉ྥᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ
9 ᴗ䛭䛾䜒䛾䛾ᚲせᛶ
9 බႠ䛷⾜䛖ᚲせᛶ

㈈※ヨ⟬

ᢞ㈨ヨ⟬

ẸႠ䞉Ẹ㛫ㆡΏ

䠄ィ⏬ᮇ㛫ෆ䛻ᨭ䜼䝱䝑䝥䜢ゎᾘ䛩䜛䠅
ேᮦ☜ಖ䚸
⤌⧊యไ䛾ᩚഛ

9 ᴗ䛸䛧䛶䛾ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ

ᗈᇦ➼

9 ⤒Ⴀᙧែ

Ẹ㛫ά⏝

ᆸΚἼధ

ᢞ㈨䞉㈈ᨻィ⏬䠄ᇶᮏ㻝㻜ᖺ௨ୖ䠅䛾⟇ᐃ
ᗈᇦ➼䞉
Ẹ㛫ά⏝

ᴗᗫṆ

᪂ᢏ⾡䚸䠥䠟䠰䛾
ά⏝

බႠᴗ䛾䛂ぢ䛘䜛䛃
䞉 ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉䜔⤒Ⴀᡓ␎䛻䚸䜘䜚ⓗ☜䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛯䜑䚸⤒Ⴀ䞉㈨⏘➼䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䚸ྛ✀⤒Ⴀᣦᶆ䜢ά⏝

බႠᴗィ䛾㐺⏝ᣑ

⤒Ⴀẚ㍑ศᯒ⾲䛾సᡂ䞉බ⾲
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πփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇਘٻỆӼẬẺૼẺễἿὊἛἰἕἩ
H27.1᭶
⥲ົ⮧㏻▱➼䛻䜘䜚せㄳ

H27

H31.1᭶
⥲ົ⮧㏻▱➼䛻䜘䜚せㄳ

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

䠘⌧㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫䠚
䠘ᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫䠚

䕿 ⡆᫆Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨䠄බඹ䞉ὶᇦ䠅
䠘ேཱྀ䠏ே௨ୖ䠚
䠄⛣⾜䠅
䠄⛣⾜䠅
䠅

⛣⾜

䕿 ⡆᫆Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨䠄බඹ䠅
䠘ேཱྀ䠏ேᮍ‶䠚

᪂䝻䞊䝗䝬䝑䝥

䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜

⛣⾜
䛯䛰䛧䚸䛩䛷䛻ᗫṆ䛜Ỵᐃ䛧䛶䛔䜛➼䚸ᑗ᮶䛻䜟䛯䜛⥅⥆䜢ぢ㎸䜎䛺
䛔ᴗ䜔䚸⅏ᐖᑐᛂ䛭䛾䛾⌮⏤䛻䜘䜚䚸ᮇ㛫ෆ䛾⛣⾜䛜ⴭ䛧䛟ᅔ㞴䛺
ᕷ༊⏫ᮧ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛾㝈䜚䛷䛺䛔

䕿 ୗỈ㐨䠄㞟䞉ίᵴ䠅
ᅋయ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶⛣⾜

䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜

䕿 䛭䛾䛾ᴗ

⌧䝻䞊䝗䝬䝑䝥

බႠᴗ䛸䛧䛶⥅⥆ⓗ䛻⤒Ⴀ䜢⾜䛳䛶䛔䛟௨ୖ䚸ཎ๎䛸䛧䛶බႠᴗ
ィ䜈䛾⛣⾜䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹≉䛻䚸㈨⏘つᶍ䛜䛝䛟䚸ከ㢠䛾᭦᪂ᢞ㈨
䜢せ䛩䜛ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸✚ᴟⓗ䛻⛣⾜䜢᳨ウ

᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛻ᇶ䛵䛝䚸ᑠつᶍᅋయ䛻䛚䛔䛶䜒ྲྀ⤌䛜╔ᐇ䛻᥎㐍䛥䜜䜛䜘䛖䚸
ᘬ䛝⥆䛝ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䛸䛸䜒䛻䚸ィ㐺⏝䛻ಀ䜛䝬䝙䝳䜰䝹䚸ᑓ㛛ேᮦ䛻䜘䜛ேⓗᨭ䚸㒔㐨
ᗓ┴䛻䜘䜛ᨭయไ➼䛾ᐇ䜢ᅗ䜛䚹
ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ㐺⏝䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ䛻䛚䛡䜛㈈ົつ
ᐃ➼䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑ➼䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾ᨵṇ䜢ྵ䜑䛯ᚋ䛾බႠᴗไᗘ䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶
᳨ウ䚹

ૼẺễἿὊἛἰἕἩỆấẬỦݣᝋʙಅỆếẟề
㻴㻟㻝ᖺᗘ䡚㻴㻟㻡ᖺᗘ䠄䠑ᖺ㛫䠅䜢᪂䛯䛺㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾ྲྀ⤌䜢せㄳ
㟷ᩥᏐ䛿๓ᅇ㏻▱䛻䜘䜚せㄳ䛧䛶䛔䛯ෆᐜ

㉥ᩥᏐ䛿ᅇ㏻▱䛻䜘䜚᪂䛯䛻せㄳ䛩䜛ணᐃ䛾ෆᐜ

ୗỈ㐨
⡆᫆Ỉ㐨

䛭䛾
ὶᇦ

㒔㐨ᗓ┴
ཬ䜃
ேཱྀ䠏ே௨ୖ
䛾ᕷ༊⏫ᮧ

බඹ

ᖹᡂ31ᖺᗘ䜎䛷䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ

㞟ⴠỈ

ίᵴ

ᖹᡂ31ᖺᗘ䜎䛷䛻
䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜ᑐ㇟
䛻ྵ䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ

ᖹᡂ35ᖺᗘ䜎䛷䛻⛣⾜䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ

ேཱྀ䠏ேᮍ‶
䛾ᕷ༊⏫ᮧ

ͤ䛯䛰䛧䚸䛩䛷䛻ᗫṆ䛜Ỵᐃ䛧䛶䛔䜛➼䚸ᑗ᮶䛻䜟䛯䜛⥅⥆䜢ぢ㎸䜎䛺䛔
ᴗ䜔䚸⅏ᐖᑐᛂ䛭䛾䛾⌮⏤䛻䜘䜚䚸ᮇ㛫ෆ䛾⛣⾜䛜ⴭ䛧䛟ᅔ㞴䛺ᕷ༊⏫
ᮧ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛾㝈䜚䛷䛺䛔䛣䛸䚹

䛂㔜Ⅼᴗ䛃䠖≉䛻බႠᴗィ䜢㐺⏝䛩䜛ᚲせᛶ䛜㧗䛔
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බႠᴗ䛸䛧䛶⥅⥆
ⓗ䛻⤒Ⴀ䜢⾜䛳䛶䛔䛟
௨ୖ䚸ཎ๎䛸䛧䛶බႠ
ᴗィ䛻⛣⾜䛩䜛
䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛣䛸
䛛䜙䚸ᖹᡂ35ᖺᗘ䜎
䛷䛻䛷䛝䜛㝈䜚⛣⾜䛩
䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹
≉䛻䚸㈨⏘つᶍ䛜
䛝䛟䚸ከ㢠䛾᭦᪂ᢞ
㈨䜢せ䛩䜛ᴗ䛻䛴
䛔䛶䛿䚸✚ᴟⓗ䛻⛣
⾜䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䚹

－ 43 －

බႠᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ⤒Ⴀ⎔ቃࡣࠊᛴ㏿࡞ேཱྀῶᑡ➼క࠺ࢧ࣮ࣅࢫ㟂せཬࡧᩱ㔠



බႠᴗィࡢ㐺⏝ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࡘ࠸࡚

 ⥲ົ⮧ ▼⏣ ┿ᩄ  

ࡇࡢ㛫ࠊ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧேཱྀ㸱ே௨ୖࡢᕷ༊⏫ᮧ㸦୍㒊ົ⤌ྜཬࡧᗈᇦ㐃ྜࢆྵ

ࡧ⡆᫆Ỉ㐨ᴗࡘ࠸࡚ࠊ㔜Ⅼⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ

≉㈨⏘ࡢつᶍࡀࡁࡃࠊఫẸ⏕άᐦ╔ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿୗỈ㐨ᴗཬ

ཪࡣ୍㒊㸦㈈ົつᐃ➼㸧ࢆ㐺⏝ࡋࠊබႠᴗィ⛣⾜ࡉࢀࡿࡼ࠺せㄳࡍࡿࡶࠊ

࠸࠺ࠋ
㸧ࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫࡛ࠊྠἲࡢつᐃࡢ㒊

࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥ࡅ⥲㈈බ➨  ྕ⥲ົ⮧㏻▱ࠋ௨ୗࠕᖹᡂ  ᖺ㏻▱ࠖ

ᴗ㸦௨ୗࠕἲ㠀㐺⏝ᴗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕබႠᴗィࡢ㐺⏝ࡢ᥎㐍ࡘ࠸

ࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽࠊᆅ᪉බႠᴗἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸

ಀ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ᭷ຠ࡛ࡍࠋ

Ẹ㛫ά⏝➼ࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡶࠊබႠᴗィᇶ࡙ࡃ㈈ົሗࢆ㛵

ࡵࡣࠊබႠᴗィࡢ㐺⏝ࡼࡾᚓࡽࢀࡿሗࡀᚲ㡲࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᗈᇦࠊ

タᐃࡣࠊᚋࡢබႠᴗࡢᇶ┙ᙉྍḞ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡓ

ࡓࡾᣢ⥆ྍ⬟࡞ࢫࢺࢵࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍ࡸ㐺ษ࡞ཎ౯ィ⟬ᇶ࡙ࡃᩱ㔠Ỉ‽ࡢ

㈈ᨻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢྥୖ➼ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ≉ࠊᑗ᮶ࢃ

ᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬᇶ࡙ࡃ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ⟇ᐃ➼ࢆ㏻ࡌࠊ⤒Ⴀᇶ┙ࡢᙉ

ࡃࡓࡵࡣࠊබႠᴗィࡢ㐺⏝ࡼࡾࠊ㈨⏘ࢆྵࡴ⤒Ⴀ≧ἣࢆẚ㍑ྍ⬟࡞ᙧ࡛ⓗ☜

ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊබႠᴗࡀᚲせ࡞ఫẸࢧ࣮ࣅࢫࢆᑗ᮶ࢃࡓࡾᏳᐃⓗᥦ౪ࡋ࡚࠸

ࡲࡍࠋ

ධࡢῶᑡࡸタ➼ࡢ⪁ᮙక࠺᭦᪂㟂せࡢቑ➼ࡼࡾࠊᛴ㏿ཝࡋࡉࢆቑࡋ࡚࠸







ྛ ᣦ ᐃ 㒔 ᕷ ᕷ 㛗

  Ẋ  

ྛ㒔㐨ᗓ┴▱



ⓗ࡞ຓゝ㸧ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡍࠋ

 ࡞࠾ࠊᮏ㏻▱ࡣࠊᆅ᪉⮬ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ᮲ࡢ㸲➨㸯㡯㸦ᢏ⾡

ࡋࡲࡍࠋ

㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀ㒊ᒁ㛫࡛༑ศ㐃ᦠࡢୖࠊ㐺ษ࡞ᚚຓゝࢆ࠾㢪࠸

ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢ᪨ࢆ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡶࠊᕷ༊⏫ᮧࡀබႠᴗィࡢ⛣⾜ࢆ

 ྛ㒔㐨ᗓ┴▱࠾ࢀ࡚ࡣࠊ㈗㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᕷ༊⏫ᮧ㸦ᣦᐃ㒔ᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ᑐ

ࡇࢀࡽࢆ㐺ษά⏝ࡋࠊྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ᘬࡁ⥆ࡁࠊຓゝ࣭ሗᥦ౪➼ࢆ⾜࠺ࡇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋྛᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࢀ࡚ࡣࠊ

ᑐࡍࡿᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨ࡢᣑࠊබႠᴗ⤒Ⴀࢻࣂࢨ࣮ὴ㐵ᴗ➼ࡢᐇ࡞ࡼࡾࠊ

ࡁࡓࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊᆅ᪉බႠᴗἲࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝࡢᨵゞࠊᡤせࡢ⤒㈝

 ࡞࠾ࠊ⥲ົ┬࠾࠸࡚ࡣࠊᚑ๓ࡼࡾබႠᴗィࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ᨭᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺ࠊ≉ẁࡢᚚ㓄៖ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ≉ࠊୗỈ㐨ᴗཬࡧ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ

ࡶࠊ᪂ࡓᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫࡛ࠊ᭦࡞ࡿྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚

ᴗィࡢ⛣⾜ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᖹᡂ  ᖺ㏻▱ࡼࡿྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃ

ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࢀ࡚ࡣࠊἲ㠀㐺⏝ᴗಀࡿබႠ

ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿ࡞ࠊ୍ᒙࡢྲྀ⤌ࡀồࡵࡽࢀࡿ≧ἣ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᤖࡀぢࡽࢀࡲࡋࡓࡀࠊ୍᪉࡛ࠊேཱྀ㸱ேᮍ‶ࡢᕷ༊⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 


ࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࠾ࡅࡿୗỈ㐨ᴗཬࡧ⡆᫆Ỉ㐨ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊྲྀ⤌ᖜ࡞㐍

⥲ ㈈ බ ➨ 㸷 ྕ
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ࠋ㞟ⴠỈཬࡧྜేίᵴࡘ࠸࡚ࡶࠊ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⛣⾜
ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㐜ࡃࡶᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ⛣⾜ࡍࡿࡇࡀᚲせ

⾜ࡍࡿࡇࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ

⛣⾜ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ

ղ බႠᴗィࡢ⛣⾜క࠺ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒࡢᩚഛᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ࠕ⤫୍ⓗ࡞ᇶ
‽ࡼࡿᆅ᪉බィࡢᩚഛಁ㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥ࡅ⥲㈈ົ➨
 ྕ⥲ົ⮧㏻▱㸧ᇶ࡙ࡃᅛᐃ㈨⏘ྎᖒࡸࠊୗỈ㐨ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨ 

 ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛㸦௨ୗࠕᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆࡑࢀࡒࢀྲྀ

⤌ᮇ㛫ࡋ࡚࠾ࡾࠊ  ᥖࡆࡿᑐ㇟ᴗࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ㐜ࡃࡶྛ

࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡇࠋ

ࡸࢩࢫࢸ࣒ᨵಟ➼ࡢ⛣⾜ົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫ᴗ⪅➼ࡢጤクࢆྵࡵࠊ୍ᣓࡋ

ձ 」ᩘࡢἲ㠀㐺⏝ᴗࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊᅛᐃ㈨⏘ྎᖒࡢᩚഛ

 බႠᴗィࡢ⛣⾜సᴗᙜࡓࡗ࡚ࡢ␃ព㡯

ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛㸦௨ୗࠕ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࠊᖹᡂ  ᖺ㏻▱࠾࠸࡚ࡣᖹᡂ

බႠᴗィࡢ⛣⾜ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ㏻▱࠾࠸࡚ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹ

 ྲྀ⤌ᮇ㛫

㸯㸬㐺⏝ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚



ከ㢠ࡢ᭦᪂ᢞ㈨ࢆせࡍࡿබႠᴗࢆ⤒Ⴀࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊ✚ᴟⓗ

グ

ᮇ㛫ෆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⛣⾜ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠋ≉ࠊ㈨⏘つᶍࡀࡁࡃࠊ



௨ୖࡣࠊཎ๎ࡋ࡚බႠᴗィࡢ㐺⏝ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡽࠊᣑ㞟୰ྲྀ⤌

ղ 㔜Ⅼᴗ௨እࡢᴗࡘ࠸࡚ࡶࠊබႠᴗࡋ࡚⥅⥆ⓗ⤒Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ

࡞ᕷ༊⏫ᮧࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࡇࠋ

ࡸࠊ⅏ᐖᑐᛂࡑࡢࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆࡢ⛣⾜ࡀⴭࡋࡃᅔ㞴

࣭ ࡓࡔࡋࠊ᪤ᗫṆࡀỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ➼ࠊᑗ᮶ࢃࡓࡿ⥅⥆ࢆぢ㎸ࡲ࡞࠸ᴗ

⛣⾜ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠋ

ෆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⛣⾜ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㐜ࡃࡶᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ

࣭ ேཱྀ㸱ேᮍ‶ࡢᕷ༊⏫ᮧࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔜Ⅼᴗࡘ࠸࡚ࠊ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫

ゝ㸧ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡍࠋ

ᮏ㏻▱ࡣࠊᆅ᪉⮬ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ᮲ࡢ㸲➨㸯㡯㸦ᢏ⾡ⓗ࡞ຓ

ᗘࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ㏻▱ࡼࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ

᭶  ᪥ࡅ⥲㈈බ➨  ྕ⥲ົ┬⮬㈈ᨻᒁ㛗㏻▱㸧ࡢ࠺ࡕࠊ㸯  ಀࡿᖹᡂ  ᖺ

࡞࠾ࠊࠕබႠᴗィࡢ㐺⏝ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡢ␃ព㡯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯

࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ಀ୍㒊ົ⤌ྜ➼ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢ᪨ࢆ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡶࠊ㐺ษ࡞ᚚຓゝࢆ

ྛ㒔㐨ᗓ┴▱࠾ࢀ࡚ࡣࠊ㈗㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᕷ༊⏫ᮧ㸦ᣦᐃ㒔ᕷࢆ㝖ࡃࠋ㸧ཬࡧ㛵

Ⴀᴗィࡢ⛣⾜㐺ษྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࡛࠶ࡿࡇࠋ

ࡧ⡆᫆Ỉ㐨ᴗࡘ࠸࡚ࠊ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ⛣⾜ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ

බඹᅋయࡀྠἲࡢつᐃࡢ㒊ཪࡣ୍㒊㸦㈈ົつᐃ➼㸧ࢆ㐺⏝ࡋࠊබႠᴗィ⛣

ྛᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࢀ࡚ࡣࠊࡇࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊୗグࡢෆᐜᚚ␃ពࡢୖࠊබ

ࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗỈ㐨ᴗࡢ࠺ࡕබඹୗỈ㐨ཬࡧὶᇦୗỈ㐨୪

 ྕ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗ㸦௨ୗࠕἲ㠀㐺⏝ᴗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊྛᆅ᪉

௨ୗࡢ࠾ࡾࠊබႠᴗィࡢ⛣⾜㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ 㒔㐨ᗓ┴ཬࡧேཱྀ㸱ே௨ୖࡢᕷ༊⏫ᮧ㸦୍㒊ົ⤌ྜཬࡧᗈᇦ㐃ྜࢆྵ

ィࡢ㐺⏝ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ⥲㈈බ➨㸷ྕ⥲ົ⮧㏻

▱ࠋ௨ୗࠕᖹᡂ  ᖺ㏻▱ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡼࡾࠊᆅ᪉බႠᴗἲ㸦  ᖺἲᚊ➨

㐺⏝ࡍࡿᚲせᛶࡀ㧗࠸ࡇࡽࠊ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ཬࡧᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ

ࡅ⥲㈈බ➨  ྕ⥲ົ⮧㏻▱ࠋ௨ୗࠕᖹᡂ  ᖺ㏻▱ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧࠕබႠᴗ

ࡧ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ㸦௨ୗࠕ㔜Ⅼᴗࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉බႠᴗィࢆ

ࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊὶᇦୗỈ㐨ࠊ㞟ⴠỈཬࡧྜేίᵴࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ཬ

ᶆグࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕබႠᴗィࡢ㐺⏝ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥



ձ ୗỈ㐨ᴗ㸦බඹୗỈ㐨㸦≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨ཬࡧ≉ᐃබඹୗỈ㐨ࢆྵ



⛣⾜సᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᑐ㇟ᴗ



බႠᴗィࡢ㐺⏝ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡢ␃ព㡯ࡘ࠸࡚

࡛ࠊᚲせ࡞ேဨࠊண⟬➼ࡢ☜ಖࢆࡣࡌࡵࡍࡿㅖ‽ഛ㏿ࡸ╔ᡭࡋࠊィ⏬ⓗ
⥲ົ┬⮬㈈ᨻᒁ㛗   

࠶ࡗ࡚ࡣࠊᅛᐃ㈨⏘ྎᖒࡢᩚഛࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⛣⾜ົࡢసᴗ㔞ࢆᢕᥱࡋࡓୖ



බႠᴗィ⛣⾜ࡍࡿࡇࢆせㄳࡍࡿᴗࡘ࠸࡚ࠊ⛣⾜సᴗᮍ╔ᡭࡢሙྜ

ࡘ࠸࡚ࠊ㑇₃࡞ࡃ⛣⾜సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃࡶࠊᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆ

ࡇࡢࡓࡵࠊ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ෆබႠᴗィ⛣⾜ࡍࡿࡇࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿᴗ

⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ྛ㒔㐨ᗓ┴▱
  Ẋ  
ྛ ᣦ ᐃ 㒔 ᕷ ᕷ 㛗



ᮇ㛫ࡢ᭱⤊ᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘࡢண⟬࣭Ỵ⟬ࡘ࠸࡚ࠊබႠᴗィᇶ࡙ࡃࡶࡢ⛣

⥲ ㈈ බ ➨   ྕ
ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥

－ 45 －


ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

ࡣࠊࡑࢀࡽඹ㏻┠ⓗࡢᴗࡘ࠸࡚⥲ྜⓗ࡞⤒Ⴀ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ㈈ᨻ࣐ࢿࢪ

ൾ㑏㔠ಀࡿᆅ᪉⛯ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㸰ᥖࡆࡿ㒔㐨
ᗓ┴ࡀ⾜࠺ᕷ༊⏫ᮧࡢᨭせࡍࡿ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉⛯ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ
ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 බႠᴗ⤒Ⴀࢻࣂࢨ࣮ὴ㐵ᴗ➼ࡢᐇ

ࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗᐇࡉࢀࡓ࠸ࠋ࡞࠾ࠊලయⓗ࡞ᙺศᢸ

ࡣࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢᐇᛂࡌᐃࡵࡽࢀࡓ࠸ࡀࠊᇶᮏⓗࡣࠊᕷ༊⏫ᮧ㈈ᨻᢸᙜ㒊ᒁ

ࡀྲྀࡾࡲࡵࢆᢸ࠸ࠊබႠᴗࢆ⤒Ⴀࡍࡿ㒊ᒁཬࡧྛᴗἲᇶ࡙ࡃົࢆᡤ⟶ࡍ

ࡿ㒊ᒁࡀᑓ㛛ⓗぢᆅࡽᚲせ࡞㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿබႠᴗമࡢᙜࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊᙜࡋ࡞࠸ሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ≉ู⛯ᥐ
⨨ࢆㅮࡎࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿಶู┦ㄯࢆ㛤ദࡍࡿ࡞ࠊࡁࡵ⣽࠸ᨭࢆ⾜࠺ࡇࠋ

බႠᴗィࡢ㐺⏝ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⤒Ⴀࡢᶵືᛶ࣭⮬⏤ᗘࡢྥୖ➼ࢆᅗࡿ
ࡶࠊᗈᇦ➼ࡢ⤒Ⴀ⤫ྜࡼࡿ⤒Ⴀᇶ┙ࡢᙉࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᆅ᪉බႠ



 ᆅ᪉බႠᴗἲࡢ㒊㐺⏝



ࡢᕷ༊⏫ᮧࡼࡿඹྠࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࠋ

ࢫࢸ࣒ᨵಟ➼ࡢ⛣⾜ົࡸࡑࡢⓎὀ➼ࡘ࠸࡚ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊ」ᩘ

㸲㸬ࡑࡢ

ࠊ⥅⥆ⓗሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ົࡢຠ⋡ࡼࡾᕷ༊⏫ᮧࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅛᐃ㈨⏘ྎᖒࡢᩚഛࡸࢩ

 ົࡸⓎὀ➼ࡢඹྠࡢ᥎㐍

⥲ົ┬࠾࠸࡚ࡣࠊබႠᴗィࡢ㐺⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ㛵ಀ
ᶵ㛵㐃ᦠࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋࠊබႠᴗィࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ⾜࠺࡞

ࡏࢇࢆᅗࡿࡇࠋ

㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿᑓ㛛ேᮦࢆ✚ᴟⓗ☜ಖ࣭㣴ᡂࡋࠊᕷ༊⏫ᮧᑐࡋ࡚࿘▱ཬࡧ࠶ࡗ

 ◊ಟ➼ࡼࡿሗᥦ౪➼ࡘ࠸࡚

ྠᴗࢆබႠᴗィࡢ㐺⏝ά⏝ࡍࡿሙྜࠊᡤせࡢ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࠊ  ᥖࡆ

ࡀ㛤ദࡍࡿ◊ಟ➼ࢆᕷ༊⏫ᮧᑐࡋ࡚࿘▱ࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊᑓ㛛ேᮦࡢά⏝ࡼ

᭦ࠊබႠᴗ⤒Ⴀᨭேᮦࢿࢵࢺᴗࡢ᭷ຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊྛ㒔㐨ᗓ┴

ᨭேᮦࢿࢵࢺᴗࡘ࠸࡚ࠊὴ㐵ேᮦࡢᐇᙉࢆᅗࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ

ᕷ༊⏫ᮧࡢ▱ぢࡢ⩦ᚓࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟ㸦ᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓࡀᐇ

ࡍࡿㅮᖌὴ㐵➼ࡢᨭᴗࡢά⏝ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊࡢ㛵ಀᶵ㛵

ࡲࡓࠊእ㒊ᑓ㛛ᐙࢆᣍ࠸ࡋࠊᣦᑟ࣭ຓゝࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿබႠᴗ⤒Ⴀ

‶ࡢᕷ༊⏫ᮧ➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓබႠᴗィࡢ㐺⏝ಀࡿࣔࢹࣝᴗࢆタࡍࡿ

ࡍࡿࡇࠋ

 ◊ಟࡢ㛤ദ➼

ࢨ࣮ὴ㐵ᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊྠᴗࢆά⏝ࡋࠊேཱྀ㸱ேᮍ

㒔㐨ᗓ┴ෆࡢྛᕷ༊⏫ᮧࡢྲྀ⤌≧ἣࡢᢕᥱࠊㄢ㢟ࡢඹ᭷ࠊ㐃ᦠᙉ➼ࢆ┠ⓗ

ࡧᗈᇦࡢ᳨ウ➼ࡘ࠸࡚ຓゝࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ㢠ᅜ㈝ࡼࡿබႠᴗ⤒Ⴀࢻࣂ

ࡋ࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢ࡚ࡢᕷ༊⏫ᮧࡀཧຍࡍࡿ㐃⤡㆟➼ࢆタ⨨

ࡢタ⨨

බႠᴗࡢ⤒Ⴀຠ⋡➼ࡢほⅬࡽࠊබႠᴗィࡢ㐺⏝ࠊ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ⟇ᐃཬ

࡛࠶ࡿୗỈ㐨ᴗཬࡧ⡆᫆Ỉ㐨ᴗຍ࠼ࠊ㔜Ⅼᴗ௨እࡢᴗࡘ࠸࡚ࡶඖ

⏫ᮧࡀ⛣⾜ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀ㒊ᒁ㛫࡛༑ศ㐃ᦠࡋࠊᙺศᢸ

 㐃⤡㆟➼㸦㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᕷ༊⏫ᮧࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸧

බႠᴗィࡢ㐺⏝せࡍࡿ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊබႠᴗമࡢᑐ㇟ࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࠊ㔜Ⅼᴗ

ᣑ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊேཱྀ㸱ேᮍ‶ࡢᕷ༊⏫ᮧ࠾ࡅࡿබႠᴗィ

ࡢ⛣⾜ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊᕷ༊

㐺ษᑐᛂࡉࢀࡓ࠸ࠋ
 ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨ࡢᣑ

㸰㸬㒔㐨ᗓ┴ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚

ࣝࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘ྎᖒࡢᩚഛ࣭᭦᪂ࡸࠊ㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚ࠊ



ィࡼࡗ࡚⤒⌮ࢆ⾜࠺ࡇࡶ᭷ຠ࡞᪉⟇࡞ࡾ࠺ࡿࡇࠋ

࡞࠾ࠊ᪤බႠᴗィࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉බඹᅋయ࠶ࡗ࡚ࡶࠊྠ࣐ࢽࣗ

ຍ➼ࡢᨵゞࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⛣⾜ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᨵゞᚋࡢྠ࣐ࢽࣗࣝࢆཧ⪃

Ỉ㐨ᴗࢆేࡏ࡚⤒Ⴀࡍࡿሙྜཪࡣ௨ୖࡢୗỈ㐨ᴗࢆేࡏ࡚⤒Ⴀࡍࡿሙྜ

࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ほⅬࡽࠊࡑࢀࡒࢀᙜヱేࡏ࡚⤒Ⴀࡍࡿᴗࢆ㏻ࡌ୍࡚ࡢ≉ู

࠸࡚ࡣࠊయᵓᡂࡢぢ┤ࡋࠊྛ㡯┠ࡢグ㍕ෆᐜࡢᐇࠊ㉁ᛂ⟅ཬࡧ㞟ࡢ㏣

ճ ᆅ᪉බඹᅋయࡀࠊỈ㐨ᴗཬࡧᆅ᪉බႠᴗἲࡢつᐃࡢ㒊ࢆ㐺⏝ࡍࡿ⡆᫆

ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶බ⾲ࡋࡓࠕᆅ᪉බႠᴗἲࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝࠖࡘ

 ࣐ࢽࣗࣝࡢᨵゞ

㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊỈ㐨タࡢྎᖒࡢసᡂࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ᐇࡍ

ࡿࡇࡀຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡇࠋ

㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⥲ົ┬࠾࠸࡚ࡣࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚බႠᴗィࡢ⛣⾜ࡀ᥎

㸱㸬ᨭᥐ⨨ࡘ࠸࡚

ᚊ➨  ྕ㸧ࡼࡿᨵṇᚋࡢỈ㐨ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ᮲ࡢ㸱➨㸯

ࡲࡓࠊ⡆᫆Ỉ㐨ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊỈ㐨ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲ

ྕ㸧➨  ᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿබඹୗỈ㐨ྎᖒ➼ࡢά⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࠋ
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ᴗἲࡢつᐃࡢ㒊ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡶేࡏ᳨࡚ウࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

᪉බႠᴗἲࡢᨵṇࢆྵࡵࡓᚋࡢබႠᴗไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜࠺

࡞ᨵ㠉ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍᪉⟇ࠊ⤒Ⴀᡓ␎ᇶ࡙ࡃ㈈ᨻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙉ᪉⟇➼ࠊᆅ

≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅ᪉බႠᴗἲ࠾ࡅࡿ㈈ົつᐃ➼ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡢᣑࡸࠊᢤᮏⓗ

➼ࡢᑐᛂࢆ㐺ษ⾜࠺ࡓࡵࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿබႠᴗィ㐺⏝ࡢ㐍ᤖ

⥲ົ┬࠾࠸࡚ࡣࠊබႠᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ⤒Ⴀ⎔ቃࡢኚࡸࠊ୰࣭㛗ᮇⓗ࡞ㄢ㢟

 බႠᴗไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウ

ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

⥲ົ┬࡛ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊẖᖺᗘࠊබႠᴗィ㐺⏝ࡢྲྀ⤌≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝ

 බႠᴗィ㐺⏝ࡢྲྀ⤌≧ἣ➼ࡢㄪᰝ࣭බ⾲

⾜ྍ⬟㢠ࡀῶᑡࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚ࠊ⃭ኚ⦆ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ᴗ࡛Ⓨ⾜ྍ⬟㢠ࡢ⟬ᐃ᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࡇࡽࠊබႠᴗィࡢ㐺⏝క࠸Ⓨ

㈨ᮏ㈝ᖹ‽മࡘ࠸࡚ࡣࠊබႠᴗィࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗ㐺⏝ࡋ࡚࠸࡞

 ㈨ᮏ㈝ᖹ‽മࡢⓎ⾜ྍ⬟㢠ಀࡿ⃭ኚ⦆ᥐ⨨

πփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇਘٻỆ̞Ủૅੲ૾ሊ
䠍䠊䝬䝙䝳䜰䝹➼䛾సᡂ
䕿 බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻ಀ䜛ලయⓗ䛺ᴗົ䛻䛴䛔䛶ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯䝬䝙䝳䜰䝹䜔䚸ඛ⾜ᅋయ䛾䜢ᥖ㍕䛧䛯
ඛ㐍㞟䚸ᅋయ䛛䜙䛾㉁ၥ䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯㉁ᛂ⟅㞟䜢సᡂ䞉බ⾲䚹
䋻 ౽ᛶྥୖ䛾䛯䜑䚸ྛ✀䝬䝙䝳䜰䝹➼䜢୍ඖ䛧䛯ୖ䛷䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛾㐍ᤖ䜔ྛᅋయ䛸䛾
㉁ᛂ⟅䜢㋃䜎䛘䚸ඛ㐍㞟䜔㉁ᛂ⟅㞟䜢ᐇ䚹
䠎䠊ேⓗᨭไᗘ
䕿 ᕷ⏫ᮧ䛻ᑐ䛩䜛ᑓ㛛ேᮦ䛾ὴ㐵➼䛻䜘䜚䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻ಀ䜛ಶูලయⓗ䛺ຓゝ䜢ᐇ䚹
䋻 ὴ㐵ไᗘ䛾㔞ⓗ䞉㉁ⓗ䛺ᣑ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᑓ㛛ேᮦ䜢ά⏝䛧䚸ᑠつᶍ䛺ᅋయ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ䛾㐺
⏝䛾䝰䝕䝹ᴗ䜢ᑟධ䚹
䠏䠊㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛ᕷ⏫ᮧ䛾ᨭ
䕿 ⌧ᅾ䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴䛜ᕷ⏫ᮧ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䛾᥎㐍䛾䛯䜑䛾◊ಟ➼䜢ᐇ䚹
䋻 ᕷ⏫ᮧ䛾ྲྀ⤌ᨭ䛾䛯䜑䚸㒔㐨ᗓ┴䛸ᕷ⏫ᮧ䛜ཧຍ䛩䜛యไ䜢ᵓ⠏䛧䚸ᙜヱయไ䛾ୗ䛷䚸ಶู┦ㄯ䜔䚸
ᑓ㛛ேᮦ䛾㣴ᡂཬ䜃ྛᕷ⏫ᮧ䜈䛾ὴ㐵䜢ᐇ䚹䜎䛯䚸㒔㐨ᗓ┴䛜䛣䜜䜙䛾ྲྀ⤌䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶䚸᪂䛯
䛻⛯ᥐ⨨䚹
䠐䠊ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨
䕿 බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛻ᙜ䛩䜛䛯䜑䛾බႠᴗമ䠄බႠᴗィ㐺⏝മ䠅䜢ᥐ⨨䚹
䋻 ୗỈ㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䠄㔜Ⅼᴗ䠅䛻䛴䛔䛶䚸ඖൾ㑏㔠䛻ᑐ䛩䜛⛯ᥐ⨨䜢⥅⥆䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
㔜Ⅼᴗ௨እ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䜒᪂䛯䛻⛯ᥐ⨨䚹

πփ˖ಅሁỉኺփો᪃Ệ̞ỦʴႎૅੲСࡇίಒᙲὸ
ᑓ㛛ᐙ䛾ຓゝ䜢ά䛛䛧䚸බႠᴗ➼䛜⤒Ⴀᨵ㠉䛻ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛ሙྜ䚸䐟බႠᴗ⤒Ⴀ䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵ᴗཬ䜃䐠බႠ
ᴗ⤒Ⴀᨭேᮦ䝛䝑䝖ᴗ䛾ேⓗᨭไᗘ䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䚹

䐟 බႠᴗ⤒Ⴀ䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵ᴗ

䐠 බႠᴗ⤒Ⴀᨭேᮦ䝛䝑䝖ᴗ

ᕼᮃ䛩䜛ᕷ⏫ᮧ䛻ᑐ䛧䛶䚸බႠᴗ➼䛾⤒Ⴀ䛻⢭㏻䛧䛯䜰
䝗䝞䜲䝄䞊䜢ὴ㐵䛧䚸බႠᴗ➼䛾⤒Ⴀᨵ㠉䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᅋయ
䜢ᨭ䠄ᖹᡂ䠓ᖺᗘ䜘䜚㛤ጞ䠅

⥲ົ┬䛜බ⾲䛧䛶䛔䜛䛂බႠᴗ⤒Ⴀᨭேᮦ䝛䝑䝖䛃䝸䝇
䝖䛾Ⓩ㘓⪅䛾୰䛛䜙䚸බႠᴗ䛾⤒Ⴀᨵ㠉䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᆅ᪉
බඹᅋయ䛜ᕼᮃ䛩䜛ᑓ㛛ேᮦ䜢┤᥋ᣍ䜈䛔䛧䚸ཷධ䜜䠄ᖹᡂ
䠎䠔ᖺᗘ䜘䜚㛤ጞ䠅

䕿ᑐ㇟ᴗ බႠᴗ䚸➨୕䝉䜽䝍䞊䛾⤒Ⴀᨵ㠉

䕿ᐃ᪥⛬ ཎ๎䛸䛧䛶䠍Ἡ䠎᪥

䕿ᑐ㇟ᴗ බႠᴗ䛾⤒Ⴀᨵ㠉
䕿䛻ὴ㐵䛥䜜䜛ேᮦ බㄆィኈ䚸⮬య㻻㻮䞉㻻㻳䚸⮬య
⫋ဨ䚸Ꮫ㆑⤒㦂⪅
䕿ὴ㐵᪉ἲ Ⓩ㘓⪅䝸䝇䝖䜢⥲ົ┬䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䛶බ㛤
ὴ㐵䜢ᕼᮃ䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛿ᙜヱ䝸䝇䝖䛾୰
䛛䜙ᑓ㛛ேᮦ䜈┤᥋ၥྜ䛫䛾ୖ䚸ཷධ䜜

䕿⤒㈝䛾㈇ᢸ 䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛾᪑㈝䞉ㅰ㔠䛿⥲ົ┬䛷㈇ᢸ

䕿ᐃ᪥⛬ 䠍ᖺ㛫䜢㏻䛨䛶ᩘᅇ⛬ᗘ

䕿䠤䠎䠕ᖺᗘὴ㐵ᐇ⦼ 䠍䠕ᅋయ䠎䠍ᴗ

䕿⤒㈝䛾㈇ᢸ ཎ๎䛸䛧䛶ྛᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶㈇ᢸ
䛯䛰䛧䚸≉ู⛯ᥐ⨨䛒䜚
эᑐ㇟⤒㈝䠄ୖ㝈䠎䠌䠌䠅䛾1/2䜢୍⯡ィ䛛䜙⧞ฟ䛧
୍⯡ィ⧞ฟ㔠䛾1/2䛻䛴䛔䛶≉ู⛯ᥐ⨨

䕿䛻ὴ㐵䛥䜜䜛ேᮦ බㄆィኈ䚸⤒Ⴀ䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖
䕿ὴ㐵᪉ἲ

⥲ົ┬䛻䛶䜰䝗䝞䜲䝄䞊䜢㑅ᐃ䚸ᕷ⏫ᮧ䛿ά
⏝䛧䛯䛔ᴗ䜢⏦䛧㎸䜏䚸⥲ົ┬䛜㑅ᐃ䛧䛯䜰
䝗䝞䜲䝄䞊䜢ཷධ䜜

䛆ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䛇
䕿䝇䜿䝆䝳䞊䝹
䠤䠏䠌ᖺ䠏᭶ 㒔㐨ᗓ┴䜢㏻䛨䛶↷Ⓨฟ
䠤䠏䠌ᖺ䠐᭶ ⏦ㄳ⥾ษ䜚
䠤䠏䠌ᖺ䠓᭶䡚
ᑐ㇟ᅋయ䜈䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵㛤ጞ
䕿ὴ㐵つᶍ ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ䛸ྠ⛬ᗘ䜢ᐃ

䕿䠤䠎䠕ᖺ⏝ᐇ⦼ 䠍䠔ᅋయ䠄බႠᴗィ䛾㐺⏝䚸⤒Ⴀᡓ
␎䛾⟇ᐃ➼䠅
䛆ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䛇
䕿䝇䜿䝆䝳䞊䝹
䠤䠏䠌ᖺ䠐᭶ Ⓩ㘓⪅䛾㏣ຍ䛻ಀ䜛᥎⸀౫㢗Ⓨฟ
䠤䠏䠌ᖺ䠓᭶୰᪪ Ⓩ㘓⪅䝸䝇䝖䛾᭦᪂䞉බ⾲䠄㻴㻼䛻䛶䠅
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πփ˖ಅ˟ᚘᢘဇỆ̞ỦʴႎૅੲСࡇỉਘΪίకὸ
බႠᴗ⤒Ⴀ䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵ᴗ

බႠᴗ⤒Ⴀᨭேᮦ䝛䝑䝖ᴗ
䠄ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨䛻䜘䜛ᨭ䠅

䠄ᅜ㈝䛻䜘䜛ᨭ䠅

㏻ᖖᴗ

Ⓩ㘓ேᮦ䛾ᐇ䞉ᙉணᐃ

㻞㻜ᅋయ⛬ᗘ㽢䠍Ἡ䠎᪥㽢䠍ᅇ

䠄ཧ⪃䠅⌧ᅾ䛾Ⓩ㘓⪅㻠㻥ྡ䠄㻴㻟㻜㻚㻥㻚㻝㻠⌧ᅾ䠅

䝰䝕䝹ᴗ䠄㻴㻟㻝䛛䜙᪂タ䠅

㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛡䜛䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖䛾᥎㐍
ྛ㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛔䛶䚸ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛡䜛
ேᮦά⏝䛾ຓゝ䚸䛒䛳䛫䜣➼䜢᥎㐍

ィ㐺⏝䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᑠつᶍᅋయ
㻟ᅋయ䠄䜾䝹䞊䝥䠅⛬ᗘ
ᖺ㛫䜢㏻䛨䛯ὴ㐵䠄䠍Ἡ䠎᪥㽢㻝㻜ᅇ⛬ᗘ䠅

䠄ཧ⪃䠅ィ㐺⏝䛻䛴䛔䛶ά⏝䛩䜛ሙྜ䛿䚸ィ
㐺⏝മ䛻䜘䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䚹

䠄䠅䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵ᴗ䛻䛚䛔䛶䜒䚸
᭷㆑⪅䝸䝇䝖䠄௬䠅䛛䜙ὴ㐵ᕼᮃᅋయ䛜䜰䝗䝞䜲
䝄䞊ೃ⿵⪅䜢㑅ᐃ䚹

⥲ົ┬䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛯᭷㆑⪅䝸䝇䝖䠄䠅
䕿䕿
䕿䕿
䕿䕿
䕿䕿

䕿䕿
䕿䕿
䕿䕿
䕿䕿

䕧䕧ᕷ⫋ဨOB 䠄Ỉ㐨䡡ୗỈ㐨ᴗ䠅
䕧䕧ᕷ⫋ဨ䠄Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨ᴗ䠅
䕧䕧ᩍᤵ䠄ୗỈ㐨ᴗ䠅
䕧䕧ἲேබㄆィኈ䠄Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨䞉

㒔㐨ᗓ┴ᕷ⏫ᮧㄢ

㒔㐨ᗓ┴ᴗᒁ

‴䞉ᕷሙ䞉ほගタᴗ➼䠅

᥎⸀

ᴗ⏺ᅋయ

ᨻ௧ᕷᴗᒁ

ྛᅋయ䛛䜙බႠᴗ䛻⢭㏻䛧䛯ேᮦ䜢᥎⸀䛔䛯䛰䛝䚸⥲ົ┬䛻䛚䛔䛶䝸䝇䝖

πփ˖ಅኺփỴἛἢỶἈὊᢔʙಅỆếẟề
{ ᮏᴗ䛿䚸බႠᴗ䛾ຠ⋡䞉⤒Ⴀ➼䛾ほⅬ䛛䜙䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䚸⤒Ⴀᡓ␎䛾⟇ᐃ䚸⤌⧊⟶⌮䚸ሗ⟶⌮䚸ᴗ䛾᪂ᒎ㛤䚸᪂䛧䛔
䝃䞊䝡䝇ᐇ➼䛻䛴䛔䛶ຓゝ➼䜢⾜䛔䚸➨୕䝉䜽䝍䞊䛻䛴䛔䛶䛿䚸ຠ⋡䞉⤒Ⴀᨵၿ➼䛻ಀ䜛ᕷ⏫ᮧ䛾ᣦᑟ┘╩䜢ᨭ䛧䛶䛔䜛䚹
{ ὴ㐵ᑐ㇟䛿䚸බႠᴗ䜢㐠Ⴀ䛧䛶䛔䜛ᕷ⏫ᮧ➼䛸䚸➨୕䝉䜽䝍䞊䛻ᑐ䛧䛶25䠂௨ୖ䛾ฟ㈨ཪ䛿ฟ㈨ྜ䛜25䠂ᮍ‶䛷䛒䜛䜒䛾䛾㈈ᨻⓗᨭ䠄⿵
ຓ㔠䚸㈚㔠ཬ䜃ᦆኻ⿵ൾ➼䠅䜢⾜䛳䛶䛔䜛ᕷ⏫ᮧ䛷䛒䜚䚸ཎ๎䛸䛧䛶䠍Ἡ䠎᪥㽢䠍ᅇ䛾ὴ㐵䜢ᐇ䚹
{ ᖹᡂ31ᖺᗘ䛿䚸බႠᴗィ㐺⏝䛻䛚䛡䜛䝻䞊䝹䝰䝕䝹䛸䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䚸ᖺ㛫䜢㏻䛧䛯ὴ㐵䠄䠍Ἡ䠎᪥㽢10ᅇ⛬ᗘ䠅䜢⾜䛖䝰䝕䝹ᴗ䜢ᐇ
䛩䜛䛯䜑䛻ண⟬䜢ᣑ䚹

ྛᆅ᪉බඹᅋయ
咁
ᴗẖ咂

Ⅸ⇟⇓∞∆Ⅹ

せ

ㄳ

⥲ ົ ┬

๓ㄪᰝ䚸ᐇㄪᰝ
ὴ 㐵
ຓ

ゝ

ሗ

࿌

ሗ ࿌

ጤ კ

䠘䜰䝗䝞䜲䝄䞊䠚
බㄆィኈ䚸Ꮫᩍᤵ䚸ᆅ᪉ᅋయᴗ⫋ဨOB䚸
⤒Ⴀ䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䚸Ẹ㛫ᴗ⪅ 

䠄ཧ⪃䠅ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘὴ㐵ᐇ⦼ 㻞㻝ᴗ䠄㻞㻜ᅋయ䠅
ᴗྡ

ᅋయྡ

Ỉ㐨ᴗ
炷䠎ᴗ炸

ឡ┴◒㒊⏫

⡆᫆Ỉ㐨ᴗ
䠄䠏ᴗ䠅

⇃ᮏ┴㘊⏫
ᒾᡭ┴ᒾἨ⏫
ᒾᡭ┴ᬑ௦ᮧ
ᒾᡭ┴㔝⏣ᮧ
ᒾᡭ┴ᬑ௦ᮧ

ୗỈ㐨ᴗ
䠄䠐ᴗ䠅

ᴗྡ

⚄ዉᕝ┴ⱴ䞄ᓮᕷ
㝔ᴗ
䠄䠐ᴗ䠅
ᆅᇦ㛤Ⓨᴗ
䠄䠎ᴗ䠅

㟼ᒸ┴ᕝᕷ
ឡ▱┴ᢇ᱓⏫
රᗜ┴䛯䛴䛾ᕷ

ᅋయྡ

➨୕䝉䜽䝍䞊
䠄䠒ᴗ䠅
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༓ⴥ┴⍰ᕷ
㛗ᓮ┴㝔ᴗᅋ
ḷᒣ┴୵ᮏ⏫
ᾏ㐨㔲㊰ᕷ
ᗈᓥ┴࿋ᕷ
ᾏ㐨┿⊁ᮧ
ᾏ㐨ᕝᕷ
⛅⏣┴⩚ᚋ⏫
㈡┴⏥㈡ᕷ
ᒣཱྀ┴ୗᯇᕷ
ឡ┴すணᕷ

ᵑᵏ࠰ࡇπփ˖ಅኺփỴἛἢỶἈὊᢔἴἙἽʙಅỆếẟề
䠍䠊㊃᪨ ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛾ᅋయ䛾බႠᴗィ㐺⏝䛻䛚䛔䛶䚸᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䜢♧䛧䛯䛣
䛸䛛䜙䚸ᙜヱᅋయ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᖺ㛫䜢㏻䛧䛯ὴ㐵䜢⾜䛔䚸ィ㐺⏝䛾䝻䞊䝹䝰䝕䝹䛸䛩䜛䛣䛸䚹
䠎䠊ᑐ㇟ᅋయ ேཱྀ䠏ேᮍ‶䛷⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䜎䛯䛿ୗỈ㐨ᴗ䛾බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻ྲྀ
䜚⤌䜐ᅋయ䚹

ὴ㐵⤊䛾┠ᶆ䠄䜲䝯䞊䝆䠅
ィ㐺⏝䛻䛿‽ഛẁ㝵䛛䜙㏻ᖖ䠎ᖺ⛬ᗘ䜢せ䛩䜛
䛜䚸ᖹᡂ31ᖺᗘ䛻䛿௨ୗ䛾సᴗ䜢⾜䛔䚸ィ㐺⏝
䜎䛷䛾㐨➽䜢䛴䛡䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹
䐟ィ㐺⏝䛾䜎䛷䛾⾜⛬⾲䛾సᡂ
䐠ྎᖒᩚഛ䛻㛵䛩䜛సᴗ
䡡ᚲせ䛺㈨ᩱ䛾ᩚ⌮
䡡┤㏆ᩘᖺศ䛾ྎᖒሗ䛾సᡂ
䡡䛭䜜௨እ䛾㈨⏘䛻ಀ䜛సᴗ䛻╔ᡭ
䐡䛭䛾䝅䝇䝔䝮ᩚഛ➼䛾Ⓨὀసᴗ
䐢᮲つ๎➼䛾᮲ᩥ䛾సᡂ

䠏䠊ὴ㐵ᅋయ䛾Ỵᐃ 㒔㐨ᗓ┴䛜ྛᅋయ䛛䜙䛾せㄳ䜢䛸䜚䜎䛸䜑䚸䠍ᅋయ䠄ྠὴ㐵䛜ྍ⬟䛺ሙ
ྜ䛿䠍䜾䝹䞊䝥䠅䜢㑅ᐃ䛧䚸ᥦฟ䛩䜛䚹ᑐ㇟ᅋయ䛾ேཱྀ䚸ὴ㐵ᑐ㇟ᴗ䚸㒔㐨ᗓ┴䛾䝃䝫䞊䝖
≧ἣ䠄䈜䠅䚸䛭䛾≉Ṧ≧ἣ➼䜢⥲ົ┬䛜⥲ྜⓗ䛻ุ᩿䛧Ỵᐃ䚹
䠄䈜䠅㒔㐨ᗓ┴䛻䛿䚸ὴ㐵䛾㝶⾜䚸ሗ࿌᭩䛾ྲྀ䜚䜎䛸䜑䞉సᡂ䚸᪥⛬ㄪᩚ➼䜢䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛣䛸
䜢ᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠐䠊ὴ㐵䜰䝗䝞䜲䝄䞊 බㄆィኈ䚸⤒Ⴀ䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖ཬ䜃䛭䛾䛾᭷㆑⪅䚹

➼

ͤලయⓗ䛺᪉㔪䛻䛴䛔䛶䛿ྛᅋయ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶
䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛸ㄪᩚ

䠑䠊ᐃ᪥⛬ 䠍Ἡ䠎᪥㽢䠑䡚㻝㻜ᅇ⛬ᗘ
䠒䠊⤒㈝䛾㈇ᢸ 䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛾᪑㈝䞉ㅰ㔠䛿⥲ົ┬䛷㈇ᢸ䚹

䝰䝕䝹ᴗ䝇䜿䝆䝳䞊䝹
䠐᭶ୖ᪪
䝰䝕䝹ᅋయ

㒔㐨ᗓ┴

䠐᭶ୗ᪪

ὴ㐵䠄䠐᭶ୗ᪪䡚䠅

ㄢ㢟Ὑ䛔
ฟ䛧➼

せㄳ᭩
సᡂ

ὴ㐵⤊ᚋ

䞉ὴ㐵䛾ཷ䛡ධ䜜
䞉ὴ㐵䛾㒔ᗘ䚸ሗ࿌᭩䜢㒔㐨ᗓ┴䛻ᥦฟ

ሗ࿌᭩సᡂ

୰㛫ሗ࿌᭩సᡂ
᪥⛬
ㄪᩚ➼

䛸䜚䜎䛸䜑

䞉ὴ㐵䛻ྠᖍ
䞉ὴ㐵䛾㒔ᗘ䚸ሗ࿌᭩䜢䛸䜚䜎䛸䜑⥲ົ┬䛻ᥦฟ

䜰䝗䝞䜲䝄䞊
ຓゝ

⥲ົ┬

ὴ㐵ᅋయ
ᑂᰝ

ὴ㐵Ỵ
ᐃ㏻▱

ጤკ≧
㏦

䞉ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ὴ㐵䛻ྠᖍ
䞉ᑠつᶍᅋయ䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䛾ᢳฟ

ሗ࿌᭩බ⾲

πփ˖ಅኺփૅੲʴἕἚʙಅỆếẟề
⫋ဨ䛾㔞㏥⫋➼䛻䜘䜚䚸ᴗ䛾⤒Ⴀ㠃䛻⢭㏻䛧䛯ேᮦ䛜㊊䛩䜛୰䛷䚸බႠᴗ䛾⤒Ⴀᨵ㠉䛻ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛜䚸䛭䛾ㅖㄢ㢟䛻
ᑐᛂ䛩䜛ᑓ㛛ேᮦ䜢ᣍ䜈䛔䛧䚸ᣦᑟ䞉ຓゝ䜢ཷ䛡䛺䛜䜙ྲྀ⤌䜢⾜䛖ሙྜ䛾ᑓ㛛ேᮦ䛾ᣍ䜈䛔䜔⤒Ⴀ≧ἣ䛾⌧≧ศᯒ䛺䛹䛻ᚲせ䛺⤒㈝䛻䛴䛔䛶⥲ົ
┬䛜ᨭ䚹

䠍.ά⏝䝇䜻䞊䝮
ᆅ᪉බඹᅋయ
ᑓ㛛ேᮦ䝸䝇䝖
ேᮦ᥎⸀

㒔㐨ᗓ┴

᪥⛬ㄪᩚ➼

ᑓ㛛ேᮦ
බㄆィኈ䚸
⮬యOB䞉OG䚸
⮬య⫋ဨ䚸
Ꮫ㆑⤒㦂⪅
➼

ሗ࿌᭩䛾ᥦฟ
ᣦᑟ䞉ຓゝ

ㄢ㢟䛾┦ㄯ

ͤゼၥ䚸㟁ヰ䚸䝯䞊䝹➼

᪑㈝䞉ㅰ㔠➼

ㄢ㢟䛾ᢕᥱ䚸
ᚲせ䛺ຓゝ䞉ሗᥦ౪䚸
ேᮦ䛾䛒䛳䛫䜣 ➼

ே
ᮦ
᥎
⸀

ᕷ༊⏫ᮧ

ሗ࿌᭩ྲྀ䜚䜎䛸䜑䞉බ⾲

⥲ົ┬

⧞ฟ㔠ㄪᰝ
㈈ᨻᥐ⨨

䛆ά⏝䛷䛝䜛䛇
䞉ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䠄୍㒊㐺⏝ཪ䛿୍㒊㐺⏝䛛䜙㒊㐺⏝䜈䛾⛣⾜䜢ྵ䜐䚹䠅
䞉⤒Ⴀᡓ␎䛾⟇ᐃ䞉ᨵᐃ
䞉ᴗᗫṆ䚸ẸႠ䞉Ẹ㛫ㆡΏ
䞉Ỉ㐨ᴗ䛾ᗈᇦ䞉ୗỈ㐨ᴗ䛾᭱㐺➼

䞉PPP/PFI䚸ໟᣓⓗẸ㛫ጤク䚸ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ
䞉タ䛾⤫ྜ䞉ᗫṆ
䞉᪂බ❧㝔ᨵ㠉䝥䝷䞁⟇ᐃ䠄≉䛻⦅䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜔⤒Ⴀᙧែ䛾ぢ┤䛧䜈䛾ྲྀ⤌䠅
䞉䛭䛾䚸ᴗ䜢㐍䜑䜛䛻䛒䛯䜚ᚲせ䛸⪃䛘䜙䜜䜛㡯

䠎.ேᮦ䝛䝑䝖ᴗ䛻㛵䛩䜛≉ู⛯ᥐ⨨
㸦㸯㸧ᑐ㇟⤒㈝
࣭ ᑓ㛛ேᮦࡢㅰ㔠ࠊ᪑㈝
㸦㸸⤒Ⴀᡓ␎ࡢᨵᐃ㝿ࡋࠊᑓ㛛ேᮦࡽࡢຓゝࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊᐃᮇⓗㅮ⩦࣭ຮᙉࢆ㛤ദࡍࡿࡓࡵࡢ
⤒㈝㸧
࣭ ⤒Ⴀ≧ἣࡢศᯒ➼せࡍࡿ⤒㈝
㸦㸸ᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࡢ᳨ウᙜࡓࡾࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞⤒Ⴀࡢぢ㏻ࡋࡢࡓࡵᚲせ࡞ㄪᰝࡸሗ㞟➼ࡢࡓࡵࡢ⤒㈝㸧
࣭ ࡑࡢ㸦ሙୖ㈝ࠊ༳ๅ㈝➼㸧
эᑐ㇟⤒㈝䛾ୖ㝈㢠200䠄ᖺ㛫ྜィ㢠䠅
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䠄䠎䠅ᆅ᪉⛯ᥐ⨨䛾ෆᐜ
䞉 ᑐ㇟⤒㈝䛾䠍䠋䠎䠄100ୖ㝈䠅䛻䛴䛔䛶୍⯡ィ䛛䜙
⧞䜚ฟ䛩䛣䛸䛸䛩䜛䚹
䞉 ୍⯡ィ⧞ฟ㢠䛾䠍䠋䠎䠄50ୖ㝈䠅䛻䛴䛔䛶≉ู⛯
ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䚹

ᣃᢊࡅჄỆợỦૅੲỉཞඞ
䕿 䛶䛾㒔㐨ᗓ┴䛷䚸◊ಟ➼䛾බႠᴗィ㐺⏝䛾ᣑ䛻ྥ䛡䛯ᨭ⟇䛜ㅮ䛨䜙䜜䛶䛔䜛
䕿 ᅋయ䛻䜘䛳䛶䛿䚸ᕷ⏫ᮧ䛻ᑐ䛩䜛⊂⮬䛾せㄳ䜢⾜䛖䛺䛹䚸ィ㐺⏝䛾᥎㐍䛻ᙜ䛯䛳䛶ᣐⅬⓗᶵ⬟䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䜒䛾䜒Ꮡᅾ

䛀㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌ෆᐜ䛁
ྲྀ⤌ෆᐜ

䠄㻴㻟㻜㻚㻠㻚㻝⌧ᅾ䠅

ᅋయᩘ

ձ 㐃⤡㆟ࡢタ⨨

㸲ᅋయ

ղ ◊ಟࡢᐇ

㸲㸰ᅋయ

ճ ົࡸⓎὀ➼ࡢඹྠࡢ᥎㐍

㸯ᅋయ

մ ඛ㐍ࡢ⤂

㸯㸶ᅋయ

յ ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡢ࠶ࡗࡏࢇ

㸳ᅋయ

ᅋ య ྡ
⛅⏣┴ࠊᮾி㒔ࠊி㒔ᗓࠊ㛗ᓮ┴
㸳┴㸦ᒾᡭ┴ࠊ▼ᕝ┴ࠊឡ▱┴ࠊᒸᒣ┴ࠊศ┴㸧௨እ
⛅⏣┴
ᾏ㐨ࠊ㟷᳃┴ࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊᰣᮌ┴ࠊ⩌㤿┴ࠊᇸ⋢┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊᮾி㒔
⚄ዉᕝ┴ࠊ▼ᕝ┴ࠊᒣ┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊ㫽ྲྀ┴ࠊᚨᓥ┴ࠊឡ┴ࠊ⚟ᒸ┴
ᒾᡭ┴ࠊ㫽ྲྀ┴ࠊᒸᒣ┴ࠊศ┴ࠊᐑᓮ┴

䚾⊂⮬䛾ྲྀ⤌䜢⾜䛳䛶䛔䜛ᅋయ䚿
䕿 㒔㐨ᗓ┴䛛䜙ᕷ⏫ᮧ䛻ᑐ䛧䛶බႠᴗィ䛾㐺⏝䜢せㄳ䠖䠏ᅋయ䠄㟷᳃┴䚸▼ᕝ┴䚸୕㔜┴䠅
䕿 ಶู┦ㄯ䞉ಶู䝠䜰䝸䞁䜾䜢ᐇ
䠖䠕ᅋయ䠄Ⲉᇛ┴䚸ᰣᮌ┴䚸⩌㤿┴䚸ᇸ⋢┴䚸ᒣ┴䚸㛗㔝┴䚸ឡ▱┴䚸ᒣཱྀ┴䚸ᚨᓥ┴䠅

䛀ྲྀ⤌䛾ලయ䛁
ᅋయྡ

⛅⏣┴

ྲྀ⤌ෆᐜ
ձ 㐃⤡㆟ࡢタ⨨

ᕷ⏫ᮧࡢୗỈ㐨ᢸᙜㄢࠊ┴ࡢᕷ⏫ᮧㄢཬࡧୗỈ㐨ᢸᙜㄢ୪ࡧୗỈ㐨ᴗᅋ㸦࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸧
ࡽ࡞ࡿࠕ⏕άỈฎ⌮ᴗ㐠Ⴀసᴗ㒊ࠖࢆタ⨨ + ࡋࠊᚋࡢୗỈ㐨ࡢຠ⋡ⓗ࡞⥔ᣢ⟶⌮
ࡸබႠᴗィ㐺⏝㸦ἲ㐺㸧ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ղ ◊ಟࡢᐇ

ᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓࡢᴗࢆά⏝ࡋࠊබㄆィኈࢆㅮᖌࡋ࡚ࠊ┴ෆᕷ⏫ᮧࡢබႠᴗᢸᙜ⪅
➼㸦ྡཧຍ㸧ᑐࡋࠊ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ⟇ᐃᆅ᪉බႠᴗィࡢ㐺⏝ᣑ㛵ࡍࡿ◊ಟࢆᐇࠋ

ճ ົࡸⓎὀ➼ࡢඹྠ

┴ࡢὶᇦୗỈ㐨ཬࡧබඹୗỈ㐨୪ࡧ┴ෆ㸯ᕷ㸰⏫ࡢࡢ⏕άỈฎ⌮ᴗࡘ࠸࡚ࠊබႠᴗ
ィࡢ⛣⾜ࢆࡍࡿࡓࡵࡢᅛᐃ㈨⏘ࡢㄪᰝཬࡧホ౯㛵ࡍࡿົࢆඹྠ࡛Ⓨὀࠋ

᧙̞˳ׇỆợỦૅੲỉཞඞ
䛀㛵ಀᶵ㛵䛾ᨭ䛒䜚䛁
ᴗ

㛵ಀᶵ㛵

⌧⾜䛾ྲྀ⤌

ᚋ䛾ྲྀ⤌䛾ணᐃ

䞉ᑓ㛛ᐙὴ㐵ᴗ䠄ἲ㐺⏝ᣑᨭ䠅

ඹ

㏻

⡆᫆Ỉ㐨

ᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓ

ᅜ⡆᫆Ỉ㐨༠㆟

᪥ᮏୗỈ㐨༠

䞉ᑓ㛛ᐙὴ㐵ᴗ

䠄㒔㐨ᗓ┴䛜ദ䛩䜛ᕷ༊⏫ᮧ➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯◊ಟ➼䜈ㅮᖌ䜢ὴ㐵䠅
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䠖㻞㻣௳䠄ㄪᩚ୰䠅䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䠖㻡㻣௳䚸ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䠖㻞㻡௳
䈜ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ௨㝆⤒Ⴀᡓ␎⟇ᐃᨭὴ㐵䜒ྵ䜐

䠄ᆅ᪉බඹᅋయ䛾䝙䞊䝈䛜䛒䜜䜀䚸ᘬ䛝⥆䛝ᨭ䛾ᐇ
ணᐃ䠅

䞉䜰䝗䝞䜲䝄䞊䜢ᣍ䜈䛔䛧䚸ㅮ⩦䛷䛾ㅮᖌ➼䛸䛧䛶ά⏝
䞉ᶵ㛵ㄅ䛚䛔䛶⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛾ἲ㐺⏝ᐇົ䛸䛧䛶ィつᐃ䛾㏲᮲ゎㄝ
䜔ᴗィ䛾ᇶ♏▱㆑䜢㐃㍕

䞉䜰䝗䝞䜲䝄䞊䜢ᅋయ䜈ὴ㐵
䞉ᶵ㛵ㄅ䛾ἲ㐺⏝䛻ಀ䜛㐃㍕⤊ᚋ䚸グ䜢䜎
䛸䜑㒔㐨ᗓ┴ဨ䛻㓄ᕸணᐃ
䞉ྎᖒసᡂᨭ䝒䞊䝹䛾㛤Ⓨ

䞉䛂ୗỈ㐨ᴗ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィᑟධ䛾ᡭᘬ䛝䛃Ⓨห䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䠅
䞉ᅜᅵ㏻┬䛸ୗỈ㐨༠䛜ඹྠ䛷タ⨨䛧䛯䛂ୗỈ㐨⤒Ⴀᨭ䜰䝗䝞䜲 䞉ඃⰋ䜢ᢳฟ䛧䚸䛻ᑠつᶍᅋయ䛾ຠ⋡ⓗ
䝄䞊ไᗘ䛃䛻ᇶ䛵䛝䚸ྛ✀◊ಟ➼䜈ㅮᖌ䜢ὴ㐵
䛺ἲ㐺⏝ᴗົ䛻㈨䛩䜛㞟䜢ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ
䈜ྛᖺᗘ䠍䡚䠎௳⛬ᗘ䛾つᶍ䛷ὴ㐵
䛻බ⾲ணᐃ䚹
䞉⤒Ⴀ┦ㄯ䠄බㄆィኈ䠅◊ಟ䛾ᐇ
䞉䛂බႠᴗィ䛾ᑟධ䛻㛵䛩䜛䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛃䛾㛤ദ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻣᭶㻞㻡᪥䠅

ୗ Ỉ 㐨

䞉◊ಟ䛾ᐇ䠄䠑᪥䝁䞊䝇䞉ᖺ䠎ᅇ䠅

᪥ᮏୗỈ㐨ᴗᅋ

䈜ᴗᅋ䛾◊ಟ䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛔䛶ྜᐟᙧᘧ䛻䜘䜚䚸ᇶ♏ⓗ䛺ෆᐜ䛾䝁䞊䝇䛸㈨⏘ㄪᰝ䞉
ィ䝅䝇䝔䝮䛻≉䛧䛯䝁䞊䝇䜢䛭䜜䛮䜜ᖺ䠍ᅇ䛪䛴ᐇ
䞉䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵䠄䠍ྡయไ䠅 ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ㻞㻥௳ὴ㐵ணᐃ
䞉ᴗィ⛣⾜ᴗົ䛾ཷク䠄ᢸᙜ⫋ဨ䠓ྡయไ䠅 ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ㻟㻠௳ཷクணᐃ

䞉◊ಟ䛾ᐇ䠄ᅇᩘቑຍணᐃ䠅
䞉䜰䝗䝞䜲䝄䞊ὴ㐵䠄䠍ྡయไ䠅
䞉ᴗィ⛣⾜ᴗົ䛾ཷク䠄⌧Ⅼ䛷䛿ᢸᙜ⫋ဨ
ᩘ䜢ῶဨணᐃ䚹ἲ㐺䛾ື䛝ḟ➨䛷䛿ቑဨ䜢᳨ウ䠅

䛀㛵ಀᶵ㛵䛾ᨭ䛺䛧䛁
ᴗ
㏻㸦⯪⯧㸧
㟁 Ẽ
‴ᩚഛ
㥔㌴ሙ
ͤ

㛵ಀᶵ㛵

ᴗ

᪥ᮏ᪑ᐈ⯪༠

ᕷ

බႠ㟁Ẽᴗ⤒Ⴀ⪅㆟
᪥ᮏ

‴༠

ሙ

␆ሙ

᪥ᮏ㥔㌴༠

ㆤࢧ࣮ࣅࢫࠊほගタࠊᏯᆅ㐀ᡂᴗࡘ࠸࡚ࡣ㛵ಀᶵ㛵࡞ࡋࠋ
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㛵ಀᶵ㛵
ᅜ୰ኸ༺ᕷሙ༠
ᅜබタᆅ᪉༺ᕷሙ༠㆟
᪥ᮏ㣗⫗ᕷሙ༠
ᅜ㣗⫗ࢭࣥࢱ࣮༠㆟

ᣃᢊࡅჄỆợỦࠊထૅੲ˳Сỉನሰ
䕿 ᪂䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛾᥎㐍䛻ྥ䛡䛶㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛧䚸ಶูᕷ⏫ᮧ䛾≧ἣ䜢ⓗ☜䛻ᢕᥱ䛧䚸䛭䛾ྲྀ⤌䜢⥲ྜⓗ䛻ᨭ䛩䜛䛣䛸䜢せㄳ䚹
䕿 ᕷ⏫ᮧ䛾ྲྀ⤌䛻せ䛩䜛⤒㈝䠄ィ㐺⏝മ䛾ᑐ㇟䠅䜔䚸㒔㐨ᗓ┴䛜⾜䛖ᕷ⏫ᮧᨭ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶䚸ᬑ㏻⛯ᥐ⨨䚹

ᕷ⏫ᮧ
叏ྲྀ⤌

సᴗ㛤ጞ

‽ഛ

๓‽ഛ
㛵ಀ㒊ᒁ䛸䛾ㄪᩚ
⫋ဨ䛾㣴ᡂ ➼

ィ㐺⏝

㈨⏘ྎᖒ䛾
ᩚഛ

๓‽ഛ
ᴗ⪅䜈䛾ጤク

ேⓗᨭ

㒔㐨ᗓ┴ᴗ㒊ᒁ䜢୰ᚰ䛸䛧䛶䚸
ᕷ⏫ᮧ㛫䛾㐃ᦠయไ䜢ᵓ⠏

䝅䝇䝔䝮ᩚഛ

㐠⏝

᪥ᖖ⤒⌮䞉Ỵ⟬

ண⟬⦅ᡂ

ண⟬ᇳ⾜

ᕷ⏫ᮧ䛾ᣍ⪸⤒㈝䛻䛿ேᮦ䝛䝑䝖ᴗ䜢ά⏝

ᑓ㛛ேᮦ䛾Ⓨ᥀䞉㣴ᡂ䞉䝸䝇䝖䞉ᕷ⏫ᮧ䜈䛾ὴ㐵䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖

㒔㐨ᗓ┴叏ᨭ

ᕷ⏫ᮧ㛫䛾㐃ᦠᨭ
」ᩘᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛ඹྠⓎὀ䛾䝁
」ᩘᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛ඹྠⓎὀ䛾䝁䞊
」ᩘᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛ඹྠⓎὀ
䝕䜱䝛䞊䝖

ಶู┦ㄯ➼

ᑓ㛛ேᮦ䜢ά⏝

䕻ィ㐺⏝䛻ᚲせ䛺ண⟬䛾せồ
䕻ᴗ⪅㑅ᐃୖ䛾␃ពⅬ

◊ಟ➼
䕻බႠᴗィ䛸䛿
䕻ᴗ⪅ጤク䛻ಀ䜛␃ព㡯

ᕷ⏫ᮧ㛫䛾ሗ➼䛾ᶵ䜢☜ಖ

Ỵ⟬⡙➼䛻䜘䜛ྲྀᚓཎ౯䛾Ⓩ㘓

ᴗ⪅䜈䛾ᨭᡶ㢠䛾ጇᙜ䛺Ỉ‽

㐺ษ䛺຺ᐃ⛉┠䛾タᐃ

᪥䚻ヂ䛾ᐇົ㈇ᢸ䜈䛾ᑐᛂ

䠐᮲ண⟬䛾⦅ᡂୖ䛾䝫䜲䞁䝖

」ᘧ⡙グ䛻䜘䜛᪥䚻ヂ䛾ᡭἲ

ᑓ㛛ேᮦ䜔ᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓ➼䛾ㅮᖌὴ㐵ไᗘ䜢ά⏝
㈨⏘ྎᖒ䛾ᩚഛ䛻ᚲせ䛺సᴗ

」ᘧ⡙グ䛾ィ䝅䝇䝔䝮ฎ⌮

䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䠄㒔㐨ᗓ┴䠉ᕷ⏫ᮧ㐃⤡㆟䠅䛾タ⨨
㒔㐨ᗓ┴
බႠᴗ㒊ᒁ

㒔㐨ᗓ┴
ᕷ⏫ᮧ㈈ᨻᢸᙜ㒊ᒁ

᭷㆑⪅䞉ᑓ㛛ேᮦ
䠄⮬యOB➼䠅

䕿 㒔㐨ᗓ┴䛿ಶูᕷ⏫ᮧ䛾≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䚸ୖグ䛾ྲྀ⤌䜢㏻䛨䚸㐺ษ䛺ຓゝ➼䜢ᐇ
䕿 ᕷ⏫ᮧ䛿⮬ᅋయ䛾ㄢ㢟䜢ᢕᥱ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅋయ䛸䛾ሗ䜢㏻䛨䛶ྲྀ⤌䜢ಁ㐍
䕿 㒔㐨ᗓ┴䛜ᣍ⪸䛩䜛ᑓ㛛ேᮦ䛾䝃䝫䞊䝖䛻䜘䜚䚸ᑓ㛛ᛶ䜢☜ಖ

ʙಅᎍồỉɟਙۀᚠὉσӷႆදỉ̊
䠍䠊㒔㐨ᗓ┴䞉ᕷ⏫ᮧඹྠⓎὀ᪉ᘧ䠄⛅⏣┴ཬ䜃┴ෆ䠏ᕷ⏫䠅
䠄䠍䠅ᴫせ
䕿⛅⏣┴ୗỈ㐨ㄢ䛾䜃䛛䛡䛻䜘䜚䚸ᕼᮃᕷ⏫䛸䛸䜒䛻⛣⾜ົ䠄㈨⏘ㄪᰝ䞉ホ౯䠅䜢ඹྠጤク䠄┴ὶᇦୗỈ㐨䜒ጤクᑐ㇟䠅
䕿⛅⏣┴ୗỈ㐨ㄢ䛜ᕷ⏫䚸ཷクᴗ⪅䛸䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥❆ཱྀ䛸䛺䜚䚸⛣⾜ົ䜢⥲ᣓ䚹ධᮐ䞉ዎ⣙ົ➼䛿┴ୗỈ㐨ㄢ䛷ᐇ
䠄ͤᮏ௨እ䛻㢮ఝ䛿☜ㄆ䛷䛝䛶䛔䛺䛔䠅

⛣⾜ົ

⛅⏣ᕷ
ཷクᴗ⪅

୕✀⏫

⛅⏣┴

ඵᓠ⏫

ጤク
㈇ᢸ㔠 䠘㈇ᢸ㔠༠ᐃ䠄┴䞉ᕷ⏫㛫䠅䠚

䠘ጤクዎ⣙䠄┴䞉ᴗ⪅㛫䠅䠚

䠄䠎䠅⛣⾜ᮇ㛫䠖ᖹᡂ28ᖺ䠐᭶䡚ᖹᡂ31ᖺ䠏᭶䠄ணᐃ䠅䠄⣙䠏ᖺ㛫䠅
䠄䠏䠅䛝䛳䛛䛡䠖⛅⏣┴ୗỈ㐨ㄢ䛛䜙┴ෆᕷ⏫ᮧ䜈ᥦ
䠄䠐䠅㈝⏝๐ῶຠᯝ䠖㈝⏝⥲㢠䛻䛴䛔䛶16.4%䛾ῶ 䠄༢⊂ᐇ䛾ሙྜ䛻䛚䛡䜛ぢ✚䜚䛸䛾ẚ㍑䠅
䠄䠑䠅䛭䛾䝯䝸䝑䝖䠖ᕷ⏫ᮧ⫋ဨ䛾㈇ᢸῶ䠄ᴗ⪅䛾㑅ᐃ䞉ㄪᩚ䚸ධᮐ䞉ዎ⣙ົ➼䛾ඹ㏻䠄┴䛜୍ඖⓗ䛻ᑐᛂ䠅䠅
䠄䠄䠒䠅ㄢ㢟䠖ඹྠⓎὀ䛻క䛖๓ㄪᩚ䛾Ⓨ⏕䚸⛣⾜ᮇ㛫䛾㛗ᮇ
䠅ㄢ㢟
Ⓨ
క䛖๓ㄪ
Ⓨ 䚸⛣⾜ᮇ㛫

䠎䠊ᕷ⏫ᮧ㛫Ỉᖹ㐃ᦠ᪉ᘧ䠄ዉⰋ┴ෆ䠏⏫䠅
䠄䠍䠅ᴫせ
䕿ዉⰋ┴ᩬ㬀⏫䛜ᖿᙺ䜢ົ䜑䚸㏆㞄䠏⏫䠄⏕㥖㒆ෆ䠅䛷ඹྠ䛧䛶⛣⾜ົ䠄㈨⏘ㄪᰝ䞉ホ౯䚸⛣⾜ົ୍ᘧ䠅䜢ጤク
䕿᪥ᮏୗỈ㐨ᴗᅋ䛜䠏⏫䛛䜙⛣⾜ᨭᴗົ䜢ཷク䛧䚸᪥ᮏୗỈ㐨ᴗᅋ䛛䜙ᴗ⪅䜈ጤク䜢⾜䛔䚸⛣⾜ົ➼䜢ᐇ
䠄ͤᮏ௨እ䛻㢮ఝ䛿☜ㄆ䛷䛝䛶䛔䛺䛔䠅
ጤク䠄㐃ྡ䠅

ᩬ㬀⏫

᪥ᮏୗỈ㐨ᴗᅋ

୕㒓⏫

ᴗົጤク 䠘ጤクዎ⣙䠄᪥ᮏୗỈ㐨ᴗᅋ䞉ᴗ⪅㛫䠅䠚
ᴗ

ᖹ⩌⏫
⛣⾜ົ
⛣
⾜ົ
䠘㈝⏝㈇ᢸ䛻ಀ䜛ぬ᭩䠄ྛ⏫㛫䠅䠚
䠘ጤク༠ᐃ䠄ྛ⏫䠄㐃ྡ䠅䞉᪥ᮏୗỈ㐨ᴗᅋ㛫䠅䠚

ཷクᴗ⪅

䠄䠎䠅⛣⾜ᮇ㛫䠖ᖹᡂ26ᖺ䠐᭶䡚ᖹᡂ30ᖺ䠏᭶䠄ணᐃ䠅䠄⣙䠐ᖺ㛫䠅
䠄䠏䠅䛝䛳䛛䛡䠖ᩬ㬀⏫䛛䜙㏆㞄ྛ⏫䠄⏕㥖㒆ෆ䠅䜈ᥦ
䠄䠐䠅㈝⏝๐ῶຠᯝ䠖㛫᥋㈝⏝䠄ዎ⣙ົᡭ⥆➼䠅➼䛾๐ῶ 䠄ὀ䠖ぢ✚䜚➼䛻䜘䜛㈝⏝ẚ㍑䛿䛺䛧䠅
䠄䠑䠅䛭䛾䝯䝸䝑䝖䠖ᵓᡂᅋయ䛾ᢸᙜ⪅㛫䛷䝜䜴䝝䜴ඹ᭷䞉┦ㄯ➼䛜ྍ⬟䚸䠏⏫䛷ྠ୍䛾సᴗᕤ⛬䜢⤌䜐䛣䛸䛻䜘䜛ཷクᴗ⪅䛻䛚䛡䜛ົຠ⋡
䠄䠒䠅ㄢ㢟䠖ඹྠⓎὀ䛻క䛖๓ㄪᩚ䛾Ⓨ⏕䚸ྛᅋయ䛾సᴗ㐍ᤖ䛻┦㐪䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾ㄪᩚ䛾ᚲせ➼
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πփ˖ಅ˟ᚘỉᢘဇਘٻỆ̞Ủ૾עᝠਜ਼ፗ
᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛻䛚䛔䛶䚸⌧⾜䛾㔜Ⅼᴗ䜢ྵ䜐䛶䛾ἲ㠀㐺⏝ᴗ䛻䛴䛔䛶බႠᴗィ䛾㐺⏝䜢せㄳ䛩䜛䛣䛸䜢㋃䜎
䛘䚸බႠᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌䜔ᙜヱྲྀ⤌䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䛻せ䛩䜛⤒㈝➼䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨䛾ᣑ䞉᪂タ䜢⾜䛖

䠍䠊 බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻ಀ䜛ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨ 䛆ᣑ䛇
䕿 ᴫせ䠖ἲ㠀㐺⏝ᴗ䛻䛚䛡䜛බႠᴗィ㐺⏝䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉മ䠄බႠᴗィ㐺⏝മ䠅䜢ᙜ䛧䛯ሙྜ䛻䚸
䛭䛾ඖൾ㑏㔠䛾୍㒊䜢୍⯡ィ䛛䜙䛾⧞ฟ䛧䛾ᑐ㇟䛸䛧䚸ᙜヱ⧞ฟ䛧䛻䛴䛔䛶ᆅ᪉⛯ᥐ⨨
䕿 ᑐ㇟⤒㈝䠖ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝䛻せ䛩䜛⤒㈝䠄ᇶ♏ㄪᰝ䞉ᇶᮏィ⏬➼⟇ᐃ⤒㈝䚸㈨⏘ホ౯䞉㈨⏘ྎᖒసᡂ
⤒㈝䚸㈈ົィ䝅䝇䝔䝮ᑟධ⤒㈝➼䜢䛔䛖䚹䛯䛰䛧䚸㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝䛻ಀ䜛ົ䛻ᚑ䛩䜛⫋ဨ䛾⤥ᩱ➼䛿ཎ
๎䛸䛧䛶ྵ䜎䜜䛺䛔䚹䠅
ͤ 䛂බႠᴗ⤒Ⴀᨭேᮦ䝛䝑䝖ᴗ䛃䜢ά⏝䛧䛯ሙྜ䛾䚸ᑓ㛛ேᮦᣍ䜈䛔䛻せ䛩䜛⤒㈝䜢ྵ䜐
䕿 ㈈ᨻᥐ⨨䠖
䠉 ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䠷⥅⥆䠹 䠖ඖൾ㑏㔠䛾1/2䛻⧞ฟ䛧䚸⧞ฟ㢠䛾100䠂䛻ᬑ㏻⛯ᥐ⨨
䠉 ୗỈ㐨ᴗ䠷⥅⥆䠹
䠖ඖൾ㑏㔠䛾୍㒊䛻⧞ฟ䛧䚸ඖൾ㑏㔠䛾21䡚49䠂䛻ᬑ㏻⛯ᥐ⨨
䠉 ୖグ௨እ䛾ᴗ䠷᪂つ䠹䠖ඖൾ㑏㔠䛾1/2䛻⧞ฟ䛧䚸⧞ฟ㢠䛾50䠂䛻≉ู⛯ᥐ⨨
䠄㒔㐨ᗓ┴䞉ᣦᐃ㒔ᕷ䛻䛴䛔䛶䛿㈈ᨻຊ⿵ṇ䛒䜚䠅
䕿 ᥐ⨨ᮇ㛫䠖ᖹᡂ31䡚ᖹᡂ35ᖺᗘ

䠎䠊 㒔㐨ᗓ┴䛜⾜䛖ᕷ⏫ᮧ䜈䛾ᨭ䛻ಀ䜛ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨ 䛆᪂つ䛇
䕿 ᴫせ䠖㒔㐨ᗓ┴䛜⾜䛖ᕷ⏫ᮧ䛾බႠᴗィ㐺⏝䛾ྲྀ⤌䜈䛾ᨭ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶䚸ᬑ㏻⛯ᥐ⨨
䕿 ᑐ㇟⤒㈝䠖㆟䞉◊ಟ➼䛾㛤ദ䚸ᕷ⏫ᮧ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ಶู┦ㄯ䛾ᐇ䚸ಶูᕷ⏫ᮧ䛸䛾㐃⤡ㄪᩚ䠄⫋ဨὴ㐵➼䠅䚸ᑓ㛛ே
ᮦ㣴ᡂ䠄◊ಟᐇ㈝➼䠅䛻せ䛩䜛⤒㈝
䕿 ᥐ⨨ᮇ㛫䠖ᖹᡂ31䡚ᖹᡂ35ᖺᗘ

䠏䠊බႠᴗィ㐺⏝๓ᚋ䛾㈨ᮏ㈝ᖹ‽മ䛾Ⓨ⾜ྍ⬟㢠䛻ಀ䜛⃭ኚ⦆ᥐ⨨ 䛆᪂つ䛇
䕿 ᴫせ䠖බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻క䛔㈨ᮏ㈝ᖹ‽മ䛾Ⓨ⾜ྍ⬟㢠䛜ῶᑡ䛩䜛ሙྜ䛻䛴䛔䛶䚸⃭ኚ⦆ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛
䕿 ᥐ⨨ෆᐜ䠖ᖹᡂ35ᖺᗘ䜎䛷䛻ィ㐺⏝䛧䛯ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸䠏ᖺ㛫䛻䜟䛯䛳䛶⃭ኚ⦆ᥐ⨨䜢ᐇ䠄ィ㐺⏝ᚋ䛾Ⓨ⾜ྍ⬟㢠
䛜㠀㐺⏝䛾ሙྜ䛾⟬ᐃ᪉ἲ䛻ᇶ䛵䛟Ⓨ⾜ྍ⬟㢠䜢ୗᅇ䜛ሙྜ䚸ᕪ㢠䛻୍ᐃ⋡䜢䛨䛯㢠䜢ຍ⟬䠅
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法制化に向けた今後の検討課題
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ݓࢢࠉۈएрจᄝވഩн߶Ыѝ़ࡢݓ
ေయषҿ̔ѽӃҀ˾Ҁһ̔ҧ
ආߴဥ
ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠔᭶

᳨ウෆᐜ䛾୰㛫ሗ࿌

䠍䠊බႠᴗィ㐺⏝䛾ព⩏
䠎䠊⩏ົ䛵䛡䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛ᴗ䛾⠊ᅖ
䠏䠊୍㒊㐺⏝䛸㒊㐺⏝
䠐䠊බႠᴗィ㐺⏝䛸⊂❧᥇⟬ไ䛸䛾㛵ಀ
䠑䠊᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛻䛚䛡䜛㐺⏝ᣑ䛻ྥ䛡䛯᪉ྥᛶ
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බႠᴗィ㐺⏝䛾ព⩏
䕿 ㏆ᖺ䚸ேཱྀῶᑡ➼䛻䜘䜛ᩱ㔠ධ䛾ῶᑡ䜔䚸タ䞉⟶㊰➼䛾⪁ᮙ䛻క䛖᭦᪂ᢞ
㈨䛾ቑ䛜ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛
䕿 ᣢ⥆ⓗ䛺⤒Ⴀ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᦆ┈ሗ䞉䝇䝖䝑䜽ሗ➼䛾⤒Ⴀ≧ἣ䜢ṇ☜䛻
ᢕᥱ䛧䛯ୖ䛷䚸㐺ษ䛺ᑐᛂ⟇䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ྍḞ
䕿 බႠᴗィ䛿䚸䛭䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺䝒䞊䝹䠄ᶆ‽ഛ䠅䛸⨨䛵䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 䜎䛯䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻䜘䛳䛶⤒Ⴀ≧ἣ䜢ẚ㍑ྍ⬟䛺ᙧ䛷䛂ぢ䛘䜛䛃䛩䜛䛣
䛸䛿䚸ఫẸ䜔㆟䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂㈐௵䛾ほⅬ䛛䜙䜒㔜せ䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 ୖグ䜢㋃䜎䛘䜜䜀䚸බႠᴗィ䛾ᑟධ䛿䚸⌧ᅾ䛾ィᇶ‽䛸ྠ⛬ᗘ䛾⢭ᗘ䛷ᐇ
䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛

බႠᴗィ㐺⏝䛾ព⩏䠄ἲไⓗ⤒⦋䠅
䕿 䜎䛯䚸௨ୗ䛾ἲไⓗ⤒⦋䛻䛛䜣䛜䜏䜜䜀䚸බႠᴗ䛸䛧䛶ᴗ䜢⾜䛖௨ୖ䚸ᇶᮏⓗ
䛻බႠᴗィ䜢㐺⏝䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䞉 ᆅ᪉බႠᴗἲไᐃᙜ䛛䜙䚸බႠᴗ䛷䛒䜛௨ୖ䚸ཎ๎䛸䛧䛶Ⓨ⏕⩏䛻ᇶ䛵
䛟ィ᪉ᘧ䜢㐺⏝䛩䜉䛝䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸
䞉 ᆅ᪉බඹᅋయ䛜බႠᴗィ䛻⩦⇍䛩䜛䛻ᚑ䛳䛶䚸㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑ䛜ணᐃ䛥䜜
䛶䛔䛯䛣䛸
䞉 㻠㻝ᖺ䛾ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䛻䛚䛡䜛௵ព㐺⏝䛾䝯䝹䜽䝬䞊䝹䠄䈜䠅䛿䚸
タ➼䛾⪁ᮙ䛻క䛖㈨⏘⟶⌮䛺䛹䚸බႠᴗ䛾⤒Ⴀ⎔ቃ䛻ಀ䜛᪥ⓗㄢ㢟䛻↷䜙
䛩䛸䚸බႠᴗィ㐺⏝䛾ᚲせᛶ䜢ᙅ䜑䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛣䛸
䈜 䛂⤒㈝䛾┦ᙜ㒊ศ䛜୍⯡㈈※䛷㈥䜟䜜䜛䠄⡆Ỉ䚸 ‴䚸බඹୗỈ➼䠅䛃䛂ᴗෆᐜ䛜タ䛾ᥦ౪䛸䛔䛖
༢⣧䛺䜒䛾䛷䛒䜛䠄ᕷሙ䚸䛸␆ሙ➼䠅䛃䛂୍ᐃ䛾ᕤ䛜ᡂ䛩䜛䛸ᴗ䛜⤖䛩䜛䠄Ꮿᆅ㐀ᡂ䠅䛃

䞉 ㈈ᨻἲ䛻䛚䛔䛶䚸ἲ㠀㐺⏝ᴗ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ᑗ᮶䛻䜟䛯䜚⥅⥆䛩䜛䛣䛸䜢๓
ᥦ䛻䚸ᴗ䛸䛧䛶䛾䜢┠ᣦ䛩䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛜ᑟධ䛥䜜䛯䛣䛸
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⩏ົ䛡䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛ᴗ䛾⠊ᅖ
䕿 ఫẸ⏕ά䛻ᐦ╔䛧䚸㈨⏘つᶍ䛜䛝䛔ୗỈ㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ேཱྀつᶍ䜢ၥ䜟䛪බႠᴗィ㐺⏝䛾ᑐ㇟䛸䛩䜉䛝
䕿 䛭䛾䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䜒䚸⤒Ⴀ≧ἣ䛾ṇ☜䛺ᢕᥱ➼䛾ᚲせᛶ䛿ኚ䜟䜙䛺䛔䛣䛸䛛
䜙䚸ᇶᮏⓗ䛻䛿ᑐ㇟䛸䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 ලయⓗ䛻䛹䛣䜎䛷䛾ᴗ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䛛䛻䛴䛔䛶䚸ἲไⓗほⅬ䛛䜙䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖
䛺䝟䝍䞊䞁䛜⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䐟 ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸≉ูィ䛾タ⨨䛜⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䜛ᴗ䜢ᑐ㇟
䐠 ⮬య㈈ᨻἲ䛻䛚䛡䜛䛂୍⯡ィ➼䛃௨እ䛾ᴗ䜢ᑐ㇟
䐡 䐠䛻ᖹᡂ㻞㻣ᖺ⥲ົ⮧➼せㄳ䛻䛚䛔䛶㔜Ⅼᴗ䛸䛧䛶䛔䜛ᴗ䜢㏣ຍ
䐢 ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸බႠᴗമ䛾Ⓨ⾜䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ᴗ䜢ᑐ㇟
䕿 䛭䛾㝿䚸䐟䛾ᴗ䛾⠊ᅖ䛾䛒䜚᪉䜒ే䛫䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛

୍㒊㐺⏝䛸㒊㐺⏝
䕿 ⫋ဨ䛾㌟ศྲྀᢅ䛔➼䛻ಀ䜛つᐃ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
䞉 ྛᅋయ䛜䛭䛾㐺⏝䛾せྰ䜢ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛜㐺ษ䛷䛒䜚䚸ᚲ䛪䛧䜒ྛබႠᴗ䛻ඹ
㏻䛧䛶ồ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛣䛸
䞉 ἲ䛾㒊䜢㐺⏝䛧䛶䛔䜛බႠᴗ䛻䛚䛔䛶䜒䚸⟶⌮⪅䜢タ⨨䛧䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛜ᑡ䛺
䛟䛺䛔䛣䛸
䜢㋃䜎䛘䜜䜀䚸ᅇ䛾ἲᨵṇ䛾ᑐ㇟䛿㈈ົつᐃ➼䛾୍㒊㐺⏝䛻⤠䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛
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බႠᴗィ㐺⏝䛸⊂❧᥇⟬ไ䛸䛾㛵ಀ
䕿 ᆅ᪉㈈ᨻἲ➼䛜බႠᴗ䛻⊂❧᥇⟬ไ䜢ồ䜑䜛୍᪉䛷䚸බႠᴗィ䛻䛴䛔䛶
䛿ᙜึ䛛䜙ẁ㝵ⓗ䛺㐺⏝ᣑ䛜ணᐃ䛥䜜䛶䛔䛯䛣䛸䜢㋃䜎䛘䜜䜀䚸୧⪅䛿ㄽ⌮ⓗ䛻
⊂❧䛧䛶䛔䜛䛸ゝ䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 ᅇ䛾බႠᴗィ䛾㐺⏝ᣑ䛻䛴䛔䛶䜒䚸⊂❧᥇⟬ไ䜢ᙉ䜑䜛䚸ᙅ䜑䜛䛸䛔䛳
䛯䛣䛸䛻䛿䛺䜙䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 㻠㻝ᖺ䛾ᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇ䛿䚸ᆅ᪉㈈ᨻἲไᐃ௨᮶䛾⊂❧᥇⟬ไ䛻䛴䛔䛶䚸
୍⯡ィ➼䛸䛾⤒㈝㈇ᢸ༊ศ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⊂❧᥇⟬ไ䜢ᨵ䜑䛶せㄳ䛧䛯䜒䛾䛸⌮ゎ
䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 㻠㻝ᖺᨵṇ䛻䜘䜛⤒㈝㈇ᢸ༊ศ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⊂❧᥇⟬ไ䜢⥔ᣢ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䜒䚸
බႠᴗィ䛾㐺⏝䛻䜘䛳䛶ㄝ᫂㈐௵䜢☜ಖ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸ゝ䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛

᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛻䛚䛡䜛㐺⏝ᣑ䛻ྥ䛡䛯᪉ྥᛶ
䕿 ⌧⾜䛾䝻䞊䝗䝬䝑䝥䠄ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䡚䠏䠍ᖺᗘᮎ䜎䛷䜢㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫䠅䛻䛚䛔䛶䛿䚸
⡆᫆Ỉ㐨ཬ䜃ୗỈ㐨䜢㔜Ⅼᴗ䛸䛧䛶䚸ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᅋయ䛻ᑐ䛧䚸㔜Ⅼⓗ䛻බ
Ⴀᴗィ䛾㐺⏝䜢せㄳ䛧䛶䛔䜛
䕿 䛣䛖䛧䛯ാ䛝䛛䛡䛻䜘䜚䚸ேཱྀ䠏ே௨ୖ䛾ᅋయ䛻䛚䛔䛶䛿ྲྀ⤌䛜ᖜ䛻㐍ᤖ䛩䜛
୍᪉䚸䠏ேᮍ‶䛾ᅋయ䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛻㐜䜜䛜ぢ䜙䜜䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸᪂䛯䛻䝻䞊䝗
䝬䝑䝥䜢⟇ᐃணᐃ䠄ᖹᡂ䠏䠌ᖺᮎ䜎䛷䛾⟇ᐃ䜢ணᐃ䠅
䕿 ᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜎䛪䛿䛂⡆᫆Ỉ㐨ཬ䜃ୗỈ㐨䛃䛻䛴䛔䛶䚸ேཱྀ䠏
ேᮍ‶䛻䛴䛔䛶䜒ྲྀ⤌䜢୍ᒙ᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ
䕿 䜎䛯䚸⡆᫆Ỉ㐨ཬ䜃ୗỈ㐨௨እ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䜒䚸බႠᴗィ㐺⏝䛻䜘䜛⤒Ⴀ
≧ἣ䛾ṇ☜䛺ᢕᥱ➼䛾ᚲせᛶ䛿ኚ䜟䜙䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ྲྀ⤌䛾᥎㐍䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 ᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛻䛚䛡䜛㐺⏝ᣑ䛾ලయⓗෆᐜ䞉ྲྀ⤌ᮇ㛫➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸๓㏙
䛾ἲไⓗほⅬ䛛䜙䛾ᑐ㇟ᴗ➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ䜒㋃䜎䛘䚸᳨ウ䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛
䕿 䜎䛯䚸᪂䛯䛺䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛻䛚䛔䛶䛿䚸ἲไ䛻㛵䛩䜛ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛒䜟䛫䛶
♧䛩䛣䛸䛜㐺ᙜ䛷䛿䛺䛔䛛
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ࢢࠉۈయีнࣰѝୠܿബнжЖи
䛆⥲ᣓ䛇
 ᆅ᪉බඹᅋయ䛜බⓗ䛻䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜ఫẸ䛻䛸䛳䛶ᚲせ䛺ᴗ䛷䚸䝃䞊䝡䝇ᑐ౯䛷䛒
䜛ᩱ㔠䜢䛯䜛ධ䛸䛧䛶⤒Ⴀ䛩䜛䜒䛾䜢බႠᴗ䛸䛧䛶ᩚ⌮䚹
 බႠᴗไᗘ䛿䚸ィไᗘ䚸⫋ဨไᗘ➼䛻䛴䛔䛶ᆅ᪉⮬ἲ䚸ᆅ᪉බົဨἲ➼䛾≉つᐃ䜢
タ䛡䜛䛸䛸䜒䛻䚸୍⯡ィ䛸䛿␗䛺䜛㈈ᨻไᗘ䠄බႠᴗമ䞉⧞ฟᇶ‽䛸⛯ᥐ⨨䠅䜢㐺⏝䛩䜛
⤌䜏䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
 䛣䛾ไᗘ䛿䚸බႠᴗ䜢⊂❧᥇⟬ཎ๎䛻ᇶ䛵䛝ຠ⋡ⓗ䛻⤒Ⴀ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸୍⯡ィ䛾ᴗ䛸
䛿␗䛺䜛つᚊ䜢ồ䜑䜛䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
 බႠᴗ䛾⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉㈈ᨻἲ➨䠑᮲䛾බႠᴗ䚸ྠἲ➨䠒᮲䛻ᇶ䛵䛝≉ูィタ⨨
⩏ົ䛾䛒䜛ᴗ䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛾䛒䜛බႠᴗ䛸䛔䛖䜘䛖䛻䚸ᵝ䚻䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸ồ䜑
䜙䜜䜛つᚊ䛜␗䛺䜛୍᪉䛷䚸ྠᵝ䛾㈈ᨻไᗘ䛜㐺⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹
 䜎䛯䚸䛘䜀ୗỈ㐨ᴗ䛾䜘䛖䛻䚸㛵ಀἲ௧ไᐃᙜึ䛸≧ἣ䛜䛝䛟␗䛺䛳䛯䛯䜑䚸ᗈ⩏䛾බႠ
ᴗ䛻䛚䛡䜛䝅䜵䜰䛿䛝䛔䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ἲ௧ୖ䛾⨨䛡䛜䛝䛱䜣䛸䛥䜜䛶䛔䛺䛔䜒䛾䜒
䛒䜛䚹
ලయⓗ䛻䛿䚸ୗỈ㐨ᴗ䛿ᙜึ䛿ᴗつᶍ䜒䛭䜜䜋䛹䛝䛟䛺䛟䚸䜎䛯බඹୗỈ㐨䛻䜘䜛ᩚഛ䜢ᐃ䛧䛶
䛔䛯䛯䜑䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ䛻ᇶ䛵䛟ィไᗘ䜢㐺⏝䛥䛫䛪䚸䜎䛯ᆅ᪉㈈ᨻἲ䛾≉ูィタ⨨⩏ົ䜒බඹ
ୗỈ㐨䛾䜏䛻ㄢ䛧䛯䛜䚸䛭䛾ᚋ䚸ὶᇦୗỈ㐨䚸㞟ⴠỈᴗ䚸ίᵴ➼䛜ᩚഛᡭἲ䛸䛧䛶ຍ䜟䛳䛯㝿䛻
䛿䚸㈈ᨻไᗘ䛸䛧䛶䛿ୗỈ㐨ᴗ䛸䛧䛶⨨䛡䛯䜒䛾䛾䚸ἲ௧ୖ䛾⨨䛡䛿䛥䜜䛪䛻䛝䛶䛔䜛䚹

 㛵ಀἲ௧䛾つᐃ䛿䚸41ᖺᨵṇ௨᮶䚸ᇶᮏไᗘ䛻ಀ䜛䛝䛺ᨵṇ䜢䛧䛶䛚䜙䛪䚸⌧ᅾ䛾ᐇែ
䛻ྜ䜟䛺䛔ഃ㠃䛜䛒䜛䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᚋண䛥䜜䜛ேཱྀῶᑡ➼⤒Ⴀ⎔ቃ䛾ኚ䜈䛾ᑐᛂ䠄ᢤ
ᮏⓗ䛺ᨵ㠉䠅䛻ᙜ䛯䛳䛶䜒䚸ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹
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 ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛸ồ䜑䜙䜜䜛どⅬ
䠍 බⓗ䝃䞊䝡䝇ᐇ䛾⠊ᅖ䛾⦰ῶ
䠄ᴗᗫṆ䚸Ẹ㛫ㆡΏ➼䜢᥎㐍䠅
䕿 ᢤᮏᨵ㠉䜢ᐇ䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ุ᩿ᮦᩱ䛸䛧䛶䚸㈈ົሗ䛾ᩚഛ䛜ᚲせ䚹
䕿 ᨵ㠉ᐇ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸⤒Ⴀ䛾ᝏ䛔බႠᴗ䛜᧔㏥䛩䜛䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶㈨㔠ᡭᙜ䛜ᚲせ䚹

䠎 බⓗ䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶⥔ᣢ䛩䜛䜒䛾䛾᭦䛺䜛ຠ⋡
䠄Ỉ㐨ᴗ䚸ୗỈ㐨ᴗ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᗈᇦ䚸ᩚഛᡭἲ䛾᭱㐺䛾᥎㐍䠅
䕿 ᢤᮏᨵ㠉䜢ᐇ䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ุ᩿ᮦᩱ䛸䛧䛶䚸㈈ົሗ䛾ᩚഛ䛜ᚲせ䚹
䕿 ᩚഛᡭἲ䛾᭱㐺䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸ྠ୍┠ⓗ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䛾ィ⤫ྜ䜢ಁ䛩䚹

 ලయⓗ䛺ไᗘ䛾᪉ྥᛶ
䠘㈈ົィไᗘ䠚
ї බႠᴗィ䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾᪩ᮇᣑ
ї ᩚഛᡭἲ䛾᭱㐺䜢୰ᚰ䛸䛧䛯⤒Ⴀຠ⋡䛾䛯䜑䛾ィ⤫ྜ
䠘ᆅ᪉മ䛾≉䠚
ї බႠᴗ䛛䜙䛾᧔㏥䚸ᗈᇦ䛻䜘䜛⤒Ⴀ⤫ྜ䜢⾜䛖㝿䚸බႠᴗ䜢ᗫṆ䛩䜛㝿䛻ᚲせ䛸䛺䜛
⤒㈝䜢ᆅ᪉മ䛾ᑐ㇟䛻䚹
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ᆅ㈈௧䛾ᨵṇ䛻䜘䜚≉ูィ䜢タ⨨䛩䜛ᴗ䛾⠊ᅖ䜢ᩚ⌮䛩䜛䚹
ᆅ㈈௧つᐃᴗ䛾䛖䛱䚸㒊ཪ䛿୍㒊䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄➨䠎᮲➨䠎㡯䠅䜢ᨵṇ䛧䚸㈈ົつᐃ➼䜢㐺⏝䛩䜛䚹
䛒䜟䛫䛶䚸බႠᴗ䛾⤒Ⴀຠ⋡䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾ᨵṇ䜢⾜䛖䛣䛸䜒᳨ウ䚹

䠍 ᆅ㈈௧䛾ᨵṇ䠄බႠᴗ䛾⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶䠅
䠄䠍䠅ᆅ㈈ἲ➨䠑᮲➨䠍ྕ䛾බႠᴗ䛾ゎ㔘䛾ᩚ⌮
䠄䠎䠅ᆅ㈈ἲ➨䠒᮲䛻ᇶ䛵䛟ᆅ㈈௧➨46᮲䛻つᐃ䛩䜛ᴗ䛻䛴䛔䛶
¾ බႠᴗമ䛾ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛ᴗ䛻䛴䛔䛶䛩䜉䛶つᐃ䛩䜛䛣䛸䜢ᇶᮏ䛸䛩䜛䚹

䠎 බႠᴗἲ䛾ᨵṇ䐟䠄㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝ᣑ➼䛻䛴䛔䛶䠅
䠄䠍䠅බႠᴗἲ➨䠎᮲➨䠎㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸㈈ົつᐃ➼䜢㐺⏝䛩䜛ᴗ䛻䛴䛔䛶
¾ ᆅ㈈௧䛷ᐃ䜑䜛ᴗ䛾䛖䛱䚸㐺䛾ᴗ䠄䠓ᴗ䠅䜢㝖䛟ᴗ䛻䛴䛔䛶䛩䜉䛶つᐃ䛩䜛䛣䛸䜢ᇶᮏ䛸䛩䜛䚹
¾ 䛯䛰䛧䝣䜱䞊䝆䝡䝸䝔䜱䛾ほⅬ䛛䜙䚸୍ᐃ䛾⤒㐣ᥐ⨨䜢⨨䛟䚹
䠄䠎䠅බႠᴗἲ➨17᮲䛾䠍ᴗ䠍≉ูィ䛾ཎ๎䛻䛴䛔䛶
¾ ྠ୍┠ⓗ䛷ᐇ䛩䜛ᴗ䠄䠖Ỉ㐨䛸⡆᫆Ỉ㐨䚸බඹୗỈ㐨䛸㞟ⴠỈ䜔ίᵴ➼䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཎ๎䛸䛧
䛶ྠ୍䛾≉ูィ䛸䛩䜛䛣䛸䜢ಁ䛩⤌䜏䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䜢᳨ウ䚹
¾ 䛯䛰䛧䚸⤒Ⴀุ᩿䜢㐺ษ䛻⾜䛖ほⅬ䛛䜙䜒ᴗ䛤䛸䛾༊ศ⤒⌮➼䛿⩏ົ䛡䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
ͤ බႠᴗ䛻䛴䛔䛶䛿≉ูィ䛜⤒Ⴀ䛾༢䛷䛒䜚䚸ẚ⋡➼䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛⤒Ⴀ䛾ၿ䛧ᝏ䛧䛾ホ౯䛾༢䛷䛒䜚䚸බႠᴗయ䛾⤒Ⴀ
ᨵၿ䛾ほⅬ䛛䜙䛿䚸ྠ୍┠ⓗ䛾ᴗ䛿䜎䛸䜑䛶⤒Ⴀ䛾ᨵၿ䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛜⫢せ䚹
ͤ 䛯䛰䛧䚸බႠᴗἲ䛾㐺⏝㛵ಀ䛜␗䛺䜛ᴗ㛫䛷䛿≉ูィ䛾⤫ྜ䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䛯䜑䚸ἲᚊୖ䛾⩏ົ䛡䛿䛷䛝䛺䛔䚹
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䠏 බႠᴗἲ䛾ᨵṇ䐠䠄䛭䛾䛾ᨵṇ䠅
䠄䠍䠅୰㛗ᮇ䛾どⅬ䛻❧䛳䛯⤒Ⴀᡓ␎䛾⟇ᐃ䛸PDCA䛻䛴䛔䛶
¾ බႠᴗἲ䛻䛚䛔䛶䚸බႠᴗἲ䛾㐺⏝䠄㒊㐺⏝ཬ䜃㈈ົ㐺⏝䠅䛾䛒䜛බႠᴗ䛻ᑐ䛧䛶䚸㛗ᮇⓗ䛺ᣢ
⥆ྍ⬟ᛶ䜢ど㔝䛻タᐃ䛥䜜䜛୰ᮇ┠ᶆ䛻ᇶ䛵䛟⤒Ⴀᡓ␎䠄୰ᮇィ⏬䠅䛾⟇ᐃ䛸㐍ᤖ⟶⌮➼䜢⩏ົ䛡䜛䚹┠
ᶆ䚸ィ⏬䛾ෆᐜ䜔┠ᶆ➼䛾㐩ᡂ≧ἣ䜢䝏䜵䝑䜽䛩䜛ᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䜒᳨ウ䚹
ͤ ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲ䜢ཧ⪃䛻䛧䛴䛴䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ෆ㒊䛾⤌⧊䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᫎ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹
ຍ䛘䛶䚸㛗ᮇⓗ䛺どⅬ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛣䛸䜒᳨ウ䚹
ͤ ᅜ䛷♧䛩⧞ฟᇶ‽䛻ᇶ䛵䛛䛺䛔䚸䛔䜟䜖䜛ᇶ‽እ⧞ฟ䛾᰿ᣐ䛸䛧䛶ά⏝䛩䜛䛣䛸䜒᳨ウ䚹

䠐 䛭䛾
䠄䠍䠅ᪧ➨୕䝉䜽䝍䞊➼ᨵ㠉᥎㐍മ䛸ྠ㊃᪨䛾ᆅ᪉മ䛾≉つᐃ䛾ᩚഛ䠄ᆅ㈈ἲ㝃๎䛾ᨵṇ䠅
¾ ⤒Ⴀ䛾ᝏ䛧䛯ᴗ䛻䛴䛔䛶බႠᴗ䛛䜙䛾᧔㏥䠄ᗈᇦ䜢ྵ䜐䚹䠅䜢ಁ䛩䛯䜑䛻䚸බႠᴗ䛾ᗫṆ䠄ᴗ
䛾ᗫṆ䚸ᴗ䛾Ẹ㛫ㆡΏ䚸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䚸ᗈᇦ ➼䠅䛻ಀ䜛⤒㈝䜢ᆅ᪉മ䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛つᐃ䜢タ
䛡䜛䚹
䠄䠎䠅Ọஂᴗമ䛾つᐃ䛾ᗫṆ䠄බႠᴗἲ➨䠎䠏᮲䠅
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䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ௧䛻つᐃ䛩䜛䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛃䛸ᆅ᪉㈈ᨻἲ௧䛻つᐃ䛩䜛䛂බႠᴗ䛃䛸䛾㛫䛷䛿ᴫᛕ䛻ᕪ␗䛒䜚
䕿 ἲᨵṇ䜢⾜䛖ሙྜ䚸୧ἲ௧䛻䛚䛡䜛䛂䠄ᆅ᪉䠅බႠᴗ䛃䛾⠊ᅖ䜢⤫୍䛩䜛䛣䛸䛜᭱ඃඛ
䕿 䛭䛾ୖ䛷䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛾⠊ᅖ䜢ᴗ༢䛷ุ᩿䛩䜛ᚲせ

䛆⌧⾜ไᗘ䛇

䛆ᨵṇᚋ䛇

ᆅ㈈ἲ➨䠑᮲➨䠍ྕ䛻つᐃ䛩䜛䛂බႠᴗ䛃
䠄බႠᴗമⓎ⾜ྍ⬟䠅

ᆅ㈈ἲ➨䠑᮲➨䠍ྕ䛻つᐃ䛩䜛䛂බႠᴗ䛃
䠄බႠᴗമⓎ⾜ྍ⬟䠅
ᆅ㈈ἲ➨䠒᮲䛻つᐃ䛩䜛䛂බႠᴗ䛃
䠄≉タ⨨⩏ົ᭷䜚䠅

ᆅ㈈ἲ➨䠒᮲䛻つᐃ䛩䜛䛂බႠᴗ䛃
䠄≉タ⨨⩏ົ᭷䜚䠅

ᆅබἲ䛻つᐃ䛩䜛䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛃
䠄ᆅ᪉බႠᴗἲ㐺⏝䠅

ᆅබἲ䛻つᐃ䛩䜛䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛃
䠄ᆅ᪉බႠᴗἲ㐺⏝䠅

䛀㒊㐺⏝䛁
䐟 Ỉ㐨
䐠 ᕤᴗ⏝Ỉ㐨
䐡 ㏻
䠉 ㌶㐨
䠉 ⮬ື㌴㐠㏦
䠉 㕲㐨
䐢 㟁Ẽ
䐣 䜺䝇
䐤 㝔 䛀㈈ົ㐺⏝䛁

䛀௵ព㐺⏝䛁

䕿 Ỉ㐨
䕿 ᕤᴗ⏝Ỉ㐨
䕿 ㏻
䠉 ㌶㐨
䠉 ⮬ື㌴㐠㏦
䠉 㕲㐨
䕿 㟁Ẽ
䕿 䜺䝇
䕿 㝔

䕿 ὶᇦୗỈ㐨
䕿 㞟ⴠỈ
䕿 ίᵴ
䕿 㥔㌴ሙ
䕿 ᭷ᩱ㐨㊰
䕿 ㆤ䝃䞊䝡䝇
䕿 බႠ➇ᢏ
䕿 ᅬ
䕿 ⏘ᗫฎ⌮タ ➼

䐥 ⡆᫆Ỉ㐨
䐦 ‴ᩚഛ
䐧 ᕷሙ
䐨 䛸␆ሙ
䐩 ほගタ
䐪 Ꮿᆅ㐀ᡂ
䐫 බඹୗỈ㐨

䕿 ⡆᫆Ỉ㐨
䕿 ‴ᩚഛ
䕿 ᕷሙ
䕿 䛸␆ሙ
䕿 ほගタ
䕿 Ꮿᆅ㐀ᡂ
䕿 බඹୗỈ㐨

䕿 ὶᇦୗỈ㐨
䕿 㞟ⴠỈ
䕿 ίᵴ
䕿 㥔㌴ሙ
䕿 ᭷ᩱ㐨㊰
䕿 ㆤ䝃䞊䝡䝇
䕿 ᅬ
䕿 ⏘ᗫฎ⌮タ ➼

ἲ㐺⏝䛾⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶せ᳨ウ

䕿 බႠ➇ᢏ
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ေయܟнࣰѝग़ᇈผỆếẟề
ṞᾉẐπփ˖ಅẑỉርỆếẟề
ṟᾉπփ˖ಅඥỉᢘဇίμᢿᢘဇẆᝠѦᢘဇሁὸỆếẟề
Ṡᾉʙಅể˟ᚘểỉ᧙̞Ệếẟề
ṡᾉኺᝲਃғЎỆếẟề

ṢᾉኺփဦểᾟᾓᾒᾐỆếẟề
ṣᾉʴӝถݲồỉࣖݣỆếẟề
Ṥᾉ൨ʁ˖ಅͺỆếẟề
ṥᾉ૾עπσ˖ಅ˳Ệếẟề

ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠔᭶

ᛯໜṞᾉẐπփ˖ಅẑỉርỆếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 බႠᴗമ䛾ᑐ㇟䛸䛧䛶䛾䛂බႠᴗ䛃䚸≉ูィタ⨨⩏ົ䜢ㄢ䛩䛂බႠᴗ䛃䚸බႠᴗἲ
䠄㒊䞉୍㒊䠅䜢㐺⏝䛥䛫䜛䛂බႠᴗ䛃䛾㛵ಀ䜢ᩚ⌮䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 䛭䛾䛖䛘䛷බႠᴗἲ䛾㐺⏝䠄㈈ົつᐃ䠅䛾⠊ᅖ䜢ᩚ⌮䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䕿 ᭱䜒ᗈ⩏䛻䛺䜛䛷䛒䜝䛖䛂බႠᴗ䛃䜢䛹䛾䜘䛖䛺⠊ᅖ䛻䛩䜉䛝䛛䚹
䕿 ⌧⾜䛾䜘䛖䛻䚸≉ᐃ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䛂බႠᴗ䛃䛸䛧䛶ᐇ䛩䜛䛣䛸䜢⩏ົ䛵䛡䜛䛜䚸䛭䜜௨እ
䛻䛴䛔䛶䛿ྛᅋయ䛾᮲䛻ጤ䛽䜛䛣䛸䛸䛩䜛䛣䛸䜢䚸䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
ͤ⌧⾜ไᗘ
䕿 ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⾜䛖ᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛭䛾せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶ᆅ᪉മ䜢Ⓨ⾜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄ᆅ᪉㈈ᨻἲ➨䠑᮲
➨䠍ྕ䠅䚹
䕿 බႠᴗ䛾⤒⌮䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᴗ䛤䛸䛻≉ูィ䜢タ䛡䛶⾜䛖䛣䛸䛜ཎ๎䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛭䛾ཎ๎䛜㐺⏝䛥䜜䜛ᴗ䛾
⠊ᅖ䛿ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄➨䠎᮲ཬ䜃➨17᮲䠅䛸ᆅ᪉㈈ᨻἲ䠄➨䠒᮲ཬ䜃ᆅ᪉㈈ᨻἲ⾜௧➨46᮲䠅䛸䛷␗䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䕿 ௵ព㐺⏝ᴗ䛻䛴䛔䛶ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾୍㒊䜢㐺⏝䛩䜛ሙྜ䚸⤒㈝䛾㈇ᢸ༊ศ➼䛾㈈ົ䛻ಀ䜛つᐃ䠄➨17᮲䡚➨35
᮲䠅䛿㐺⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜛୍᪉䚸⤌⧊䛻ಀ䜛つᐃ䠄➨䠓᮲䡚➨16᮲䠅䜔⫋ဨ䛾㌟ศྲྀᢅ䛔䛻ಀ䜛つᐃ䠄➨36᮲䡚➨39᮲䠅
䛿㐺⏝䛥䜜䛺䛔䛣䛸䛻䛺䜛䚹

－ 62 －

ᛯໜṞᾉẐπփ˖ಅẑỉርỆếẟề
䛆㛵ಀ᮲ᩥ䛇
䕿 ᆅ᪉㈈ᨻἲ䠄23ᖺἲᚊ➨109ྕ䠅
䠄ᆅ᪉മ䛾ไ㝈䠅
➨᮲ ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ṓฟ䛿䚸ᆅ᪉മ௨እ䛾ṓධ䜢䜒䛴䛶䚸䛭䛾㈈※䛸䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸ḟ䛻ᥖ䛢䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉മ䜢䜒䛴䛶䛭䛾㈈※䛸䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
୍ ㏻ᴗ䚸䜺䝇ᴗ䚸Ỉ㐨ᴗ䛭䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⾜䛖ᴗ䠄௨ୗ䛂බႠᴗ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛸䛩䜛ሙྜ
䡚 䠄␎䠅
䠄බႠᴗ䛾⤒Ⴀ䠅
➨භ᮲ බႠᴗ䛷ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾⤒⌮䛿䚸≉ูィ䜢タ䛡䛶䛣䜜䜢⾜䛔䚸䛭䛾⤒㈝䛿䚸䛭䛾ᛶ㉁ୖᙜヱබႠᴗ䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䜢䜒䛴䛶䛶䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䛷䛺䛔⤒㈝ཬ䜃ᙜ
ヱබႠᴗ䛾ᛶ㉁ୖ⬟⋡ⓗ䛺⤒Ⴀ䜢⾜䛺䛴䛶䜒䛺䛚䛭䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䛾䜏䜢䜒䛴䛶䛶䜛䛣䛸䛜ᐈほⓗ䛻ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛⤒㈝䜢㝖䛝䚸ᙜヱᴗ䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䠄➨᮲䛾つᐃ䛻䜘䜛
ᆅ᪉മ䛻䜘䜛ධ䜢ྵ䜐䚹䠅䜢䜒䛴䛶䛣䜜䛻䛶䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹ణ䛧䚸⅏ᐖ䛭䛾≉ู䛾⏤䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶㆟䛾㆟Ỵ䜢⤒䛯䛸䛝䛿䚸୍⯡ィཪ䛿䛾≉ูィ䛛䜙䛾⧞ධ䛻䜘䜛ධ䜢
䜒䛴䛶䛣䜜䛻䛶䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䕿 ᆅ᪉㈈ᨻἲ⾜௧䠄23ᖺᨻ௧➨267ྕ䠅
䠄බႠᴗ䠅
➨ᅄ༑භ᮲ ἲ➨භ᮲䛾ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛බႠᴗ䛿䚸ḟ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䛸䛩䜛䚹
୍ Ỉ㐨ᴗ
 ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ
୕ ㏻ᴗ
ᅄ 㟁Ẽᴗ
 䜺䝇ᴗ
භ ⡆᫆Ỉ㐨ᴗ

‴ᩚഛᴗ䠄ᇙ❧ᴗ୪䜃䛻ⲴᙺᶵᲔ䚸ୖᒇ䚸ᗜ䚸㈓ᮌሙཬ䜃⯪⯧䛾㞳╔ᓊ䜢⿵ຓ䛩䜛䛯䜑䛾⯪⯧䜢⏝䛥䛫䜛ᴗ䛻㝈䜛䚹䠅
ඵ 㝔ᴗ
 ᕷሙᴗ
༑ 䛸␆ሙᴗ
༑୍ ほගタᴗ
༑ Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ
༑୕ බඹୗỈ㐨ᴗ
䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄27ᖺἲᚊ➨292ྕ䠅
䠄䛣䛾ἲᚊ䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䜛ᴗ䛾⠊ᅖ䠅
➨᮲ 䛣䛾ἲᚊ䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䛾䛖䛱ḟ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䠄䛣䜜䜙䛻㝃ᖏ䛩䜛ᴗ䜢ྵ䜐䚹௨ୗ䛂ᆅ᪉බႠᴗ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻㐺⏝䛩䜛䚹
୍ Ỉ㐨ᴗ䠄⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䜢㝖䛟䚹䠅
 ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ
୕ ㌶㐨ᴗ
ᅄ ⮬ື㌴㐠㏦ᴗ
 㕲㐨ᴗ
භ 㟁Ẽᴗ
 䜺䝇ᴗ
䠎䞉䠏 䠄␎䠅
䠄≉ูィ䠅
➨༑᮲ ᆅ᪉බႠᴗ䛾⤒⌮䛿䚸➨᮲➨୍㡯䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䛤䛸䛻≉ูィ䜢タ䛡䛶⾜䛺䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹ణ䛧䚸ྠ᮲ྠ㡯䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䜢௨ୖ⤒Ⴀ䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䛸
䛣䜝䛻䜘䜚᮲䛷௨ୖ䛾ᴗ䜢㏻䛨䛶୍䛾≉ูィ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ᛯໜṟᾉπփ˖ಅඥỉᢘဇίμᢿᢘဇẆᝠѦᢘဇሁὸỆếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 බႠᴗ䛾⠊ᅖ䚸බႠᴗἲ䛾㐺⏝➼䜢ᩚ⌮䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᗈᇦ➼䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ᢤᮏᨵ
㠉䜢᥎㐍䛧䜔䛩䛟䛩䜛⎔ቃᩚഛ䛸䛧䛶⾜䛖どⅬ䛜ᚲせ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 ㈈ົ㐺⏝䛾ᑐ㇟ᴗ䜢ᣑ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸䛒䜟䛫䛶䚸㒊㐺⏝䛾ᑐ㇟ᴗ䛻䛴䛔䛶䜒䛒䜙䛯䜑
䛶ᩚ⌮䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 ẸႠ➼䛻䜘䜛බႠᴗ䛛䜙䛾᧔㏥䜢ᐃ䛩䜜䜀䚸Ẹ㛫䛷ᐇ䛩䜛䝅䜵䜰䛜㧗䛔ᴗ䜋䛹䚸බ
Ⴀᴗἲ㐺⏝䛾せㄳ䛿ᙉ䛔䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄ㄽⅬ䐤䛸㛵ಀ䠅
䕿 䛭䜒䛭䜒䚸㒊㐺⏝䛧䛯ሙྜ䛷䜒䚸୍⯡ィ㒊ᒁ䛸⤥య⣔䛻ᕪ䜢タ䛡䜛䛾䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䛣䛸䚸
ᑠつᶍᴗ䛻䛴䛔䛶䛿᮲䛻䜘䜚⟶⌮⪅䜢⨨䛛䛺䛔䜿䞊䝇䛜ከ䛔䛣䛸➼䜢㋃䜎䛘䚸㒊㐺⏝䛾
ព⩏䛻䛴䛔䛶䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
䕿 ⌧⾜䛿䚸බႠᴗἲ䜢㐺⏝䛩䜛ሙྜ䚸㒊㐺⏝䛛㈈ົ㐺⏝䛛䛾ᢥ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛜䚸䜘䜚ᰂ㌾
䛺㐺⏝䛾䛒䜚᪉䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛛䠄䠖㈈ົつᐃ䠇⟶⌮⪅タ⨨ 䛺䛹䠅䚹
ͤ⌧⾜ไᗘ
䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㒊䜢㐺⏝䛩䜛ሙྜ䚸୍㒊㐺⏝䛾ሙྜ䛻ຍ䛘䛶䚸⤌⧊䛻ಀ䜛つᐃ䠄➨䠓᮲䡚➨16᮲䠅
䜔⫋ဨ䛾㌟ศྲྀᢅ䛔䛻ಀ䜛つᐃ䠄➨36᮲䡚➨39᮲䠅䛜㐺⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹
䠉 ලయⓗ䛻䛿䚸⟶⌮⪅䛾タ⨨䛾ཎ๎䜔ᴗ⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛㌟ศྲྀᢅ䛔䛻ಀ䜛ᆅ᪉බႠᴗປാ㛵ಀἲ
䛾㐺⏝䛺䛹䚹
䕿 ⌧⾜ἲୖ䚸ἲ㐺⏝䛿୍㒊㐺⏝ཪ䛿㒊㐺⏝䛾ᢥ䛷䛒䜚䚸୍㒊㐺⏝䠇⤌⧊䛻ಀ䜛つᐃ䛾䜏䛾㐺⏝➼䛿
ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹
－ 63 －

ᛯໜṠᾉʙಅể˟ᚘểỉ᧙̞Ệếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 䛂ᴗ䛤䛸䛃䛻タ䛡䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜛බႠᴗ䛾≉ูィ䠄⤒⌮䛾༢䠅䛷䛒䜛䛜䚸䛹䛾䜘䛖䛺༢
䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛛䚹ྠ୍┠ⓗ䛷⿵㛵ಀ䛻䛒䜛ᴗ䠄ୖỈ㐨䛸⡆᫆Ỉ㐨䚸බඹୗỈ㐨䛸㞟
ⴠỈ䞉ίᵴ䛺䛹䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᴗᶓ᩿䛾ᨵ㠉䛻䜘䜛⤒Ⴀຠ⋡ᨵၿ䛾᥎㐍䛾ほⅬ䛛䜙䜒䚸
ィ䜢⤫ྜ䛩䜛䛣䛸䜢ཎ๎䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䛭䛾㝿䛻䛿䚸⌧⾜䛾ᴗ䛤䛸䛾㈈ົ
᭩㢮䛾సᡂ䛿ồ䜑䜛䛣䛸䛸䛧䚸ᩱ㔠Ỉ‽䛾タᐃ䛻䛴䛔䛶䜒ᚲ䛪䛧䜒⤫୍䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛺䛔䛣䛸䛸
䛧䛶䛿䛹䛖䛛䚹
䕿 䛭䛾㝿䚸ィ䜢⤫ྜ䛩䜛ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛻ᙜ䛯䜚䚸㒊㐺⏝䛸㈈ົ㐺⏝䛾
䛔䛪䜜䜢㑅ᢥ䛩䜛䛛䚸୍యⓗ䛻ุ᩿䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 䛒䜟䛫䛶䚸௵ព㐺⏝ᴗ䛾䛂ᴗ䛾༢䛃䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛒䜙䛯䜑䛶ᩚ⌮䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
ͤ⌧⾜ไᗘ
䕿 බႠᴗ䛾⤒⌮䛿ཎ๎䛸䛧䛶䛂ᴗ䛤䛸䛃䛻≉ูィ䜢タ䛡䛶⾜䛖䜒䛾䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄ἲ➨䠍䠓᮲䠅䚹
䕿 䛯䛰䛧䚸ᴗ䛾ᛶ㉁䛜㢮ఝ䛧䛶䛔䜛ᴗ䠄㌶㐨ᴗ䞉⮬ື㌴㐠㏦ᴗ䞉㕲㐨ᴗཪ䛿Ỉ㐨ᴗ䞉⡆᫆Ỉ㐨
ᴗ䠄㒊㐺⏝䛾ሙྜ䛻㝈䜛䠅䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸௨ୖ䛾ᴗ䜢㏻䛨䛶୍䛾≉ูィ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣
䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄௧➨䠔᮲䛾䠐䠅䚹
䕿 䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛣䛖䛧䛯ᴗ㛫䛾ィ䛾⤫ྜ䛿䚸䛒䛟䜎䛷እⓗ䛺ᥐ⨨䛷䛒䛳䛶䚸≉ู䛺ሙྜ䛻㝈䜛䜉䛝䜒
䛾䛸ゎ㔘䛥䜜䛶䛚䜚䠄㏲᮲䠅䚸䜎䛯䚸௵ព㐺⏝ᴗ䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿᫂ᩥ䛾つᐃ䛜⨨䛛䜜䛶䛔䛺䛔䚹

ᛯໜṠᾉʙಅể˟ᚘểỉ᧙̞Ệếẟề
䛆㛵ಀ᮲ᩥ䛇
䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄27ᖺἲᚊ➨292ྕ䠅
䠄≉ูィ䠅
➨༑᮲ ᆅ᪉බႠᴗ䛾⤒⌮䛿䚸➨᮲➨୍㡯䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䛤䛸䛻≉ูィ䜢タ䛡䛶⾜䛺䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹ణ䛧䚸
ྠ᮲ྠ㡯䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䜢௨ୖ⤒Ⴀ䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚᮲䛷௨ୖ
䛾ᴗ䜢㏻䛨䛶୍䛾≉ูィ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ⾜௧䠄27ᖺᨻ௧➨403ྕ䠅
䠄௨ୖ䛾ᴗ䜢㏻䛪䜛≉ูィ䠅
➨ඵ᮲䛾ᅄ ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸㌶㐨ᴗ䚸⮬ື㌴㐠㏦ᴗཬ䜃㕲㐨ᴗ䛾䛖䛱௨ୖ䛾ᴗ䜢ే䛫䛶⤒Ⴀ䛩
䜛ሙྜཪ䛿Ỉ㐨ᴗཬ䜃ἲ䛾つᐃ䛾㒊䜢㐺⏝䛩䜛⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䜢ే䛫䛶⤒Ⴀ䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛭䜜䛮䜜ᙜ
ヱే䛫䛶⤒Ⴀ䛩䜛ᴗ䜢㏻䛨䛶୍䛾≉ูィ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

－ 64 －

ᛯໜṡᾉኺᝲਃғЎỆếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 බႠᴗ䛻㐺⏝䛥䜜䜛⤒㈝㈇ᢸ༊ศ䛿ἲ௧䛻ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛୍᪉䚸ලయⓗ䛻
つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶䛿ᴟ䜑䛶㝈ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸ᐇែ䛿⧞ฟᇶ‽䛷♧䛩䛣䛸䛻䜘䜚
ಶ䚻䛾ᴗ䛾⤒Ⴀ䛸㈈ᨻᥐ⨨䜢䝸䞁䜽䛥䛫䛶䛔䜛䚹䛒䜙䛯䜑䛶⤒㈝㈇ᢸ༊ศ䛸⧞ฟᇶ‽䛾㛵ಀ䜢
ᩚ⌮䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 ㈈ᨻᥐ⨨䛾ᇶᮏ䛸䛺䜛⧞ฟᇶ‽䛿ᅜ୍ᚊ䛷ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䛜䚸ᐇែ䛸䛧䛶䛿䚸ᆅᇦ䛻䜘䛳
䛶⤒Ⴀ⎔ቃ䜔ồ䜑䜙䜜䜛䝃䞊䝡䝇䛿ᵝ䚻䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ྜ⌮ⓗ䛺ᇶ‽እ⧞ฟ㔠䜒Ꮡᅾ䛩䜛䛸ᛮ
䜟䜜䜛䚹㉥Ꮠ⿵ሸ䛸䛧䛶⾜䜟䜜䜛ᇶ‽እ⧞ฟ䛸䛿༊ู䛧䛶䚸ྛᅋయ䛜୍ᐃ䛾ᯟ⤌䜏䛾ୗ䛷ᆅᇦ
䛾ྜព䜢ᚓ䛶ᐇ䛩䜛ᇶ‽እ⧞ฟ䛻䛴䛔䛶䚸ఱ䜙䛛䛾ἲ௧ୖ䛾᰿ᣐ䜢⨨䛟䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷
䛿䛺䛔䛛䚹
ͤ⌧⾜ไᗘ
䕿 ᆅ᪉බႠᴗ䛾⤒Ⴀ䛿䚸ཷ┈⪅㈇ᢸཬ䜃⊂❧᥇⟬ไ䜢ཎ๎䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸᪉䚸䛭䛖䛧䛯⊂❧᥇
⟬䛻䛺䛨䜎䛺䛔⤒㈝䛻䛴䛔䛶䛿䚸ィ䛛䜙䛾ฟ㈨➼䛻䜘䜚㈇ᢸ䛩䜛䜒䛾䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄ἲ➨17᮲䛾䠎䠅䚹
䕿 ୖグ䛾⤒㈝䛿䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ⾜௧䛻䜘䜚㝈ᐃⓗ䛻ิᣲ䛥䜜䛶䛔䜛䠄௧➨䠔᮲䛾䠑䠅䚹
䕿 䛭䛾䚸බႠᴗ䛾≉ูィ䛻ᑐ䛧䛶䚸ィ䛛䜙⿵ຓ䜔㈚䛡➼䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛥䜜䛶䛔䜛
䠄ἲ➨17᮲䛾䠏䡚➨18᮲䛾䠎䠅䚹

ᛯໜṡᾉኺᝲਃғЎỆếẟề
䛆㛵ಀ᮲ᩥ䛇
䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄27ᖺἲᚊ➨292ྕ䠅
䠄⤒㈝䛾㈇ᢸ䛾ཎ๎䠅
➨༑᮲䛾 ḟ䛻ᥖ䛢䜛ᆅ᪉බႠᴗ䛾⤒㈝䛷ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾୍⯡ィཪ䛿䛾≉ูィ䛻䛚䛔䛶䚸
ฟ㈨䚸㛗ᮇ䛾㈚䛡䚸㈇ᢸ㔠䛾ᨭฟ䛭䛾䛾᪉ἲ䛻䜘䜚㈇ᢸ䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹
୍ 䛭䛾ᛶ㉁ୖᙜヱᆅ᪉බႠᴗ䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䜢䜒䛴䛶䛶䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䛷䛺䛔⤒㈝
 ᙜヱᆅ᪉බႠᴗ䛾ᛶ㉁ୖ⬟⋡ⓗ䛺⤒Ⴀ䜢⾜䛺䛴䛶䜒䛺䛚䛭䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䛾䜏䜢䜒䛴䛶䛶䜛䛣䛸䛜ᐈほⓗ䛻ᅔ㞴
䛷䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛⤒㈝
䠎 ᆅ᪉බႠᴗ䛾≉ูィ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛭䛾⤒㈝䛿䚸๓㡯䛾つᐃ䛻䜘䜚ᆅ᪉බඹᅋయ䛾୍⯡ィཪ䛿䛾≉ูィ䛻䛚䛔䛶
㈇ᢸ䛩䜛䜒䛾䜢㝖䛝䚸ᙜヱᆅ᪉බႠᴗ䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䜢䜒䛴䛶䛶䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ⾜௧䠄27ᖺᨻ௧➨403ྕ䠅
䠄୍⯡ィ➼䛻䛚䛔䛶㈇ᢸ䛩䜛⤒㈝䠅
➨ඵ᮲䛾 ἲ➨༑᮲䛾➨୍㡯➨୍ྕ䛻つᐃ䛩䜛⤒㈝䛷ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛿䚸ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䛾༊ศ䛻ᛂ䛨䚸ᙜ
ヱྛྕ䛻ᐃ䜑䜛⤒㈝䠄ᙜヱ⤒㈝䛻ಀ䜛≉ᐃ䛾ධ䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᙜヱ≉ᐃ䛾ධ䛾㢠䜢䛣䛘䜛㒊ศ䠅䛸䛩䜛䚹
୍ Ỉ㐨ᴗ බඹ䛾ᾘ㜵䛾䛯䜑䛾ᾘⅆᰦ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛭䛾Ỉ㐨䜢බඹ䛾ᾘ㜵䛾⏝䛻౪䛩䜛䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝ཬ䜃බᅬ
䛭䛾䛾බඹタ䛻䛚䛔䛶Ỉ㐨䜢↓ൾ䛷බඹ䛾⏝䛻౪䛩䜛䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝
 ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ බඹ䛾ᾘ㜵䛾䛯䜑䛾ᾘⅆᰦ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛭䛾ᕤᴗ⏝Ỉ㐨䜢බඹ䛾ᾘ㜵䛾⏝䛻౪䛩䜛䛯䜑䛻せ䛩䜛
⤒㈝
୕ 㝔ᴗ ┳ㆤᖌ䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻⾜䛖㣴ᡂᴗ䛻せ䛩䜛⤒㈝䚸ᩆᛴ䛾་⒪䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝ཬ䜃㞟ᅋ᳨
デ䚸་⒪┦ㄯ➼ಖ⾨⏕䛻㛵䛩䜛⾜ᨻ䛸䛧䛶⾜䜟䜜䜛ົ䛻せ䛩䜛⤒㈝
䠎 ἲ➨༑᮲䛾➨୍㡯➨ྕ䛻つᐃ䛩䜛⤒㈝䛷ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛿䚸ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛ᴗ䛾༊ศ䛻ᛂ䛨䚸ᙜヱྛྕ䛻ᐃ
䜑䜛⤒㈝䠄ᙜヱ⤒㈝䛻䛶䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᙜヱᴗ䛾⤒Ⴀ䛻క䛖ධ䛾㢠䜢䛣䛘䜛㒊ศ䛻㝈䜛䚹䠅䛸䛩䜛䚹
୍ ㌶㐨ᴗ ᙜヱ㌶㐨ᴗ䛾⏝䛻౪䛩䜛㌴୧௨እ䛾㌴୧䛜㏻⾜䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᚲせ䜢⏕䛨䛯㌶㐨ᩜ䛾⥔ᣢ䚸ಟ⧋ཬ䜃ᨵⰋ
୪䜃䛻㐨㊰䛻䛚䛡䜛㏻䛾ΰ㞧䜢⦆䛩䜛䛯䜑ᙜヱ㌶㐨ᴗ䜢⤒Ⴀ䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛜ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯ሙྜ䛻⾜䛺䛖
㌶㐨䛾᧔ཤ䛻せ䛩䜛⤒㈝
 㝔ᴗ ᒣ㛫ᆅ䚸㞳ᓥ䛭䛾䛾䜈䜣䜄䛺ᆅᇦ➼䛻䛚䛡䜛་⒪䛾☜ಖ䜢䛿䛛䜛䛯䜑タ⨨䛥䜜䛯㝔ཪ䛿デ⒪ᡤ䛷䛭䛾❧
ᆅ᮲௳䛻䜘䜚᥇⟬䜢䛸䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛻せ䛩䜛⤒㈝ཬ䜃㝔䛾ᡤᅾ䛩䜛ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛་⒪Ỉ‽䛾ྥ
ୖ䜢䛿䛛䜛䛯䜑ᚲせ䛺㧗ᗘཪ䛿≉Ṧ䛺་⒪䛷᥇⟬䜢䛸䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛻せ䛩䜛⤒㈝

－ 65 －

ᛯໜṢᾉኺփဦểᾟᾓᾒᾐỆếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 බႠᴗ䛾⤒Ⴀ䛿䚸⏕ά䜲䞁䝣䝷タ䛾ᬑཬᣑ䛻║䛜⨨䛛䜜䛶䛔䛯䛜䚸タ䛜ᴫᡂ䛧ᛴ
⃭䛺ேཱྀῶᑡ䛜㐍䜐⌧ᅾ䛻䛚䛔䛶䛿䚸᭦᪂㟂せ䛻ⓗ☜䛻ᑐᛂ䛧䚸䝎䜴䞁䝃䜲䝆䞁䜾䜒ྵ䜑䛯䜘䜚
ຠ⋡ⓗ䛛䛴ᣢ⥆ⓗ䛺⤒Ⴀ䛾☜ಖ䛜ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸୰㛗ᮇⓗ䛺どⅬ䛻❧䛳䛯ィ⏬ⓗ䛺⤒
Ⴀ䜔ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉䛜ồ䜑䜙䜜䜛≧ἣ䜢㋃䜎䛘䜜䜀䚸䛭䛾⤒Ⴀ䛾ᇶᮏ䛸䛺䜛⤒Ⴀᡓ␎䛻䛴䛔䛶䚸
䛭䛾⟇ᐃ䜢ἲ௧ୖ䚸⩏ົ䛵䛡䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 䜎䛯䚸⤒Ⴀᡓ␎䛜㐺ษ䛺ෆᐜ䛷䛒䜛䛛䚸⤒Ⴀᡓ␎䛻ᇶ䛵䛟ྲྀ⤌䛜㐺ษ䛻㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛛➼䜢
ᐈほⓗ䛻ホ౯䛩䜛⤌䜏䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䛻䛚䛡䜛⤌䜏䠄୰ᮇ┠ᶆ䚸୰ᮇィ⏬䛺䛹䛻ᇶ䛵䛟PDCA䠅䛜ཧ⪃䛻䛺䜛䛾䛷
䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 䛒䜟䛫䛶䚸⤒Ⴀ≧ἣ䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸⤒Ⴀᡓ␎➼䛻ᇶ䛵䛝ྛᅋయ䛜ᐇ䛩䜛ᇶ‽
እ⧞ฟ㔠䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍ᐃ䛾ᯟ⤌䜏䛾ୗ䛷䚸⤒㈝㈇ᢸ༊ศ䛻䛚䛔䛶⨨䛵䛡䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛
䛾䛷䛿䛺䛔䛛䠄ㄽⅬ䐢䛸㛵ಀ䠅䚹

ᛯໜṣᾉʴӝถݲồỉࣖݣỆếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 බႠᴗ䛾⤒Ⴀ䛿䚸ᛴ⃭䛺ேཱྀῶᑡ䛜㐍䜐୰䚸ᚋ䛾䝃䞊䝡䝇㟂せ䜢ⓗ☜䛻ண 䛧䚸䝎䜴䞁䝃
䜲䝆䞁䜾䜔ᗈᇦ➼䛾ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉䛜ᚲせ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛣䛾ὶ䜜䜢ಁ䛩⤌䜏䛜ᚲ䛪䛧䜒༑ศ
䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 䜎䛯䚸㝔䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛶䚸බႠᴗ䛛䜙䛾᧔㏥䛻㝿䛧䛶䛿䚸ᚲせ䛸䛺䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶ἲ௧ୖ䚸
㉳മ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔䛣䛸䛜䚸㐺㐺ษ䛺᧔㏥䜢㜼ᐖ䛩䜛せᅉ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹

ͤ⌧⾜ไᗘ
䕿 ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸බႠᴗ䛻䛚䛡䜛ᆅ᪉മ䛾Ⓨ⾜䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂ᴗ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛸䛩䜛ሙྜ䛃䛻
㝈ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䠄ྠἲ➨䠑᮲➨䠍ྕ䠅䚹
䕿 ᖹᡂ21ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ25ᖺᗘ䜎䛷䛾㛫䛻㝈䛳䛶䛿䚸බႠᴗ䛾ᗫṆ䛻క䛔୍⯡ィ➼䛜㈇ᢸ䛩䜛ᚲせ䛜
䛒䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶ᆅ᪉മ䛾Ⓨ⾜䜢ㄆ䜑䛶䛔䛯䠄ྠἲ➨33᮲䛾䠑䛾䠓䠅䚹

－ 66 －

ᛯໜṣᾉʴӝถݲồỉࣖݣỆếẟề
䛆㛵ಀ᮲ᩥ䛇
䕿 ᆅ᪉㈈ᨻἲ䠄23ᖺἲᚊ➨109ྕ䠅
䠄ᆅ᪉മ䛾ไ㝈䠅
➨᮲ ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ṓฟ䛿䚸ᆅ᪉മ௨እ䛾ṓධ䜢䜒䛴䛶䚸䛭䛾㈈※䛸䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸ḟ䛻ᥖ䛢䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉മ䜢䜒䛴䛶䛭䛾㈈※䛸䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹
୍ ㏻ᴗ䚸䜺䝇ᴗ䚸Ỉ㐨ᴗ䛭䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⾜䛖ᴗ䠄௨ୗ䛂බႠᴗ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛸䛩䜛ሙྜ
䡚 䠄␎䠅
䠄බႠᴗ䛾ᗫṆ➼䛻ಀ䜛ᆅ᪉മ䛾≉䠅
➨୕༑୕᮲䛾䛾 ᆅ᪉බඹᅋయ䠄㒔㐨ᗓ┴䚸ᕷ⏫ᮧཬ䜃≉ู༊䛻㝈䜛䚹௨ୗ䛣䛾᮲䛻䛚䛔䛶ྠ䛨䚹䠅䛿䚸ᖹᡂ༑୍ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ༑ᖺᗘ䜎䛷䠄⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
䛸䛣䜝䛻䜘䜚䚸ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛖䛣䛸䛭䛾䛾⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛㡯䜢ᐃ䜑䛯ィ⏬䜢ᖹᡂ༑භᖺ᭶୕༑୍᪥䜎䛷䛻⥲ົ⮧䛻ᥦฟ䛧䛶䚸䛭䛾ᢎㄆ䜢ཷ䛡
䛯ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛒䛴䛶䛿䚸ᖹᡂ༑୍ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ༑ඵᖺᗘ䜎䛷䠅䛾㛫䛻㝈䜚䚸ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛⾜Ⅽ䛜ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᑗ᮶䛻䛚䛡䜛㈈ᨻ䛾䛺㐠Ⴀ䛻
㈨䛩䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᙜヱྛྕ䛻ᐃ䜑䜛⤒㈝䛾㈈※䛻䛶䜛䛯䜑䚸➨᮲䛾つᐃ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᆅ᪉മ䜢㉳䛣䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
୍ ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ䠄ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ᨻ䛾䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨᮲➨ྕ䜲䛻つᐃ䛩䜛බႠᴗ䛻㝈䜛䚹ḟྕ䛻䛚䛔䛶ྠ䛨䚹䠅䛾ᗫṆ ᙜ
ヱᗫṆ䛻క䛔୍⯡ィཪ䛿䛾≉ูィ䛻䛚䛔䛶୍䛻㈇ᢸ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛⤒㈝䛸䛧䛶⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛⤒㈝
 ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜ຍධ䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤌ྜ䛜⤒Ⴀ䛩䜛බႠᴗ䛾ᗫṆ ᙜヱᗫṆ䛻క䛔ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛾⤌ྜ䛻ᑐ䛧䛶䛩䜛
㈇ᢸ㔠ཪ䛿⿵ຓ㔠䛾䛖䛱䚸๓ྕ䛻ᐃ䜑䜛⤒㈝䛻┦ᙜ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛻䛶䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛸䛧䛶⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾
୕ ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜༢⊂䛷ཪ䛿䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛸ඹྠ䛧䛶タ❧䛧䛯ᆅ᪉㐨㊰බ♫ཪ䛿ᅵᆅ㛤Ⓨබ♫䠄௨ୗ䛣䛾ྕཬ䜃ḟྕ䛻䛚䛔䛶䛂බ♫䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛾ゎᩓཪ䛿
ᙜヱබ♫䛜⾜䛖ᴗົ䛾୍㒊䛾ᗫṆ ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜䛭䛾ඖ㔠ⱝ䛧䛟䛿Ꮚ䛾ᨭᡶ䜢ಖド䛧䚸ཪ䛿ᦆኻ⿵ൾ䜢⾜䛴䛶䛔䜛ᙜヱබ♫䛾ධ㔠䛾ൾ㑏䛻せ䛩䜛⤒㈝
䛾䛖䛱䚸ᙜヱゎᩓཪ䛿ᗫṆ䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜㈇ᢸ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛸䛧䛶⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾ཬ䜃ᙜヱゎᩓཪ䛿ᗫṆ䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᙜ
ヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᙜヱබ♫䛻ᑐ䛩䜛ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈚㔠䛷䛒䛴䛶⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛻ಀ䜛മົ䜢ච㝖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶ᙜヱമົ䜢ච㝖䛩䜛
䛯䜑ᚲせ䛸䛺䜛⤒㈝
ᅄ ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜䛭䛾ධ㔠䛻䛴䛔䛶ᦆኻ⿵ൾ䜢⾜䛴䛶䛔䜛ἲே䠄බ♫ཬ䜃ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே䜢㝖䛟䚹௨ୗ䛣䛾ྕ䛻䛚䛔䛶ྠ䛨䚹䠅ཬ䜃ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜㈚
㔠䛾㈚䛡䜢⾜䛴䛶䛔䜛ἲே䛾ゎᩓ䠄◚⏘ᡭ⥆䛭䛾䛾⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛ᡭ⥆䛻䜘䜚䛣䜜䜙䛾ἲே䛜Ύ⟬䜢䛩䜛ሙྜ䛻㝈䜛䚹௨ୗ䛣䛾ྕ䛻䛚䛔䛶ྠ䛨䚹䠅ཪ䛿䛣䜜䜙䛾
ἲே䛾ᴗ䛾⏕䠄⏕ᡭ⥆䛭䛾䛾⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛ᡭ⥆䛻䜘䜛䜒䛾䛻㝈䜛䚹௨ୗ䛣䛾ྕ䛻䛚䛔䛶ྠ䛨䚹䠅 ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜䛭䛾ධ㔠䛻䛴䛔䛶ᦆኻ⿵ൾ䜢⾜
䛴䛶䛔䜛ἲே䛾ධ㔠䛻䛴䛔䛶ᙜヱゎᩓཪ䛿ᴗ䛾⏕䛻క䛔ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛸ᙜヱἲே䛾മᶒ⪅䛸䛾ᦆኻ⿵ൾ䛻ಀ䜛ዎ⣙䛻ᇶ䛵䛝㈇ᢸ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛ᦆኻ⿵
ൾ䛻せ䛩䜛⤒㈝ཬ䜃ᙜヱゎᩓཪ䛿ᴗ䛾⏕䛻క䛔ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛜㈚㔠䛾㈚䛡䜢⾜䛴䛶䛔䜛ἲே䛻ᑐ䛩䜛ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈚㔠䛷䛒䛴䛶⥲ົ┬௧
䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛜ൾ㑏䛥䜜䛺䛔䛣䛸䛸䛺䛴䛯䛯䜑ᚲせ䛸䛺䜛⤒㈝
䠎 ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸๓㡯䛾つᐃ䛻䜘䜛ᆅ᪉മ䠄ᙜヱᆅ᪉മ䛾䛘䛾䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛻䛶䜛䛯䜑䛻㉳䛣䛩ᆅ᪉മ䜢ྵ䜐䚹䠅䜢㉳䛣䛧䚸ཪ䛿㉳䛣䛭䛖䛸䛧䚸ⱝ䛧䛟
䛿㉳䛣䛧䛯ᆅ᪉മ䛾㉳മ䛾᪉ἲ䚸⋡ⱝ䛧䛟䛿ൾ㑏䛾᪉ἲ䜢ኚ᭦䛧䜘䛖䛸䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸➨᮲䛾୕➨୍㡯ཬ䜃➨භ㡯୪䜃䛻➨᮲䛾ᅄ➨୍㡯䛾つᐃ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸
ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚䚸⥲ົ⮧ཪ䛿㒔㐨ᗓ┴▱䛾チྍ䜢ཷ䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸㍍ᚤ䛺ሙྜ䛭䛾䛾⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛ሙྜ䛿䚸䛣䛾㝈䜚䛷䛺䛔䚹
䠏 ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸๓㡯䛻つᐃ䛩䜛チྍ䛾⏦ㄳ䜢䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛸䛝䛿䚸䛒䜙䛛䛨䜑䚸㆟䛾㆟Ỵ䜢⤒䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠐 ➨㡯䛻つᐃ䛩䜛チྍ䜢ཷ䛡䜘䛖䛸䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸➨୍㡯ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛⾜Ⅽ䛻䜘䜚ぢ㎸䜎䜜䜛㈈ᨻ䛾䛾ຠᯝ䚸➨᮲䛾୕➨ᅄ㡯➨୍ྕ䛻つᐃ䛩䜛ᐇ㉁
බമ㈝ẚ⋡ཬ䜃ྠ㡯➨ᅄྕ䛻つᐃ䛩䜛ᑗ᮶㈇ᢸẚ⋡䛾ᑗ᮶䛾ぢ㏻䛧䚸䛣䜜䜙䛾ẚ⋡䜢ᢚไ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᥐ⨨䛭䛾䛾⥲ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛㡯䜢ᐃ䜑䛯ィ⏬䜢సᡂ
䛧䚸䛣䜜䜢➨㡯䛻つᐃ䛩䜛チྍ䛾⏦ㄳ᭩䛻ῧ䛘䛶ᥦฟ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠑 ➨᮲䛾୕➨㡯䠄➨୍ྕ䛻ಀ䜛㒊ศ䛻㝈䜛䚹䠅䛾つᐃ䛿䚸➨㡯䛻つᐃ䛩䜛チྍ䜢ᚓ䛯ᆅ᪉മ䛻䛴䛔䛶䚸ྠ᮲➨ඵ㡯䛾つᐃ䛿䚸➨㡯䛻つᐃ䛩䜛チྍ䜢ᚓ䛯ᆅ᪉മ
䛻ಀ䜛ඖൾ㑏䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜‽⏝䛩䜛䚹
䠒 ⥲ົ⮧䛿䚸➨㡯䛾⥲ົ⮧䛾チྍ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉㈈ᨻᑂ㆟䛾ពぢ䜢⫈䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠓 ➨㡯䛾つᐃ䛻䜘䜚㒔㐨ᗓ┴䛜ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛ົ䠄㒔㐨ᗓ┴䛾⾜䛖チྍ䛻ಀ䜛䜒䛾䛻㝈䜛䚹䠅䛿䚸ᆅ᪉⮬ἲ➨᮲➨㡯➨୍ྕ䛻つᐃ䛩䜛➨୍ྕἲᐃ
ཷクົ䛸䛩䜛䚹

ᛯໜṤᾉ൨ʁ˖ಅͺỆếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 ᆅ᪉බႠᴗ䛾ᘓタ䛻せ䛩䜛㈨㔠䛻䛶䜛䛯䜑䛾ᴗമ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚑ᮶䚸⮬ᕫ㈨ᮏ㔠䛸୪
䜃䚸䛂㈨ᮏ㔠䠄ධ㈨ᮏ㔠䠅䛃䛸ᩚ⌮䛥䜜䛶䛔䛯䛜䚸ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ䛾ィไᗘ䛾ぢ┤䛧䛻䛚䛔䛶䚸ൾ
㑏ᮇ㝈䛾ᐃ䜑䛜䛺䛔Ọஂᴗമ䜢ྵ䜐䛶䛾ᴗമ䛜䛂㈇മ䛃䛸䛧䛶ᢅ䛖䛣䛸䛸ᩚ⌮䛥䜜䛯䚹
䕿 䜒䛸䜘䜚Ọஂᴗമ䜒ᆅ᪉മ䛷䛒䜛䛣䛸䛻ኚ䜟䜚䛺䛟䚸ୖグ䛾ぢ┤䛧䜢㋃䜎䛘䜜䜀䚸ᬑ㏻ィ䛾
ᘓタᆅ᪉മ䛸ྠᵝ䚸ൾ㑏ᮇ㝈䜢ᐃ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹

ͤ⌧⾜ไᗘ
䕿 ᴗമ䛾䛖䛱䚸ᆅ᪉බႠᴗ䛾ᘓタ䛻せ䛩䜛㈨㔠䛻䛶䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸ൾ㑏ᮇ㝈䜢ᐃ䜑䛺䛔䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄ἲ➨䠎䠏᮲䠅䚹
䕿 䛂Ọஂᴗമ䛃䛾㊃᪨䛸䛧䛶䛿䚸ᆅ᪉බႠᴗ䛿䚸ఫẸ⚟♴䛾ቑ㐍䜢ᇶᮏ┠ⓗ䛸䛧䛶⤒Ⴀ䛥䜜䚸බඹ⾜ᨻ
䛾୍⯡䛸䛧䛶䛾ᆅ䜢ᮏ᮶ᣢ䛴䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛭䛾ᡤせ㈨㔠䜢ఫẸ䛜ฟᤑ䛩䜛䛯䜑䛾᪉ἲ䛸䛧䛶⏝䛥䜜䜛
䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩䜛䜒䛾䛸ㄝ᫂䛥䜜䛶䛔䜛䠄㏲᮲䠅䚹
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ᛯໜṤᾉ൨ʁ˖ಅͺỆếẟề
䛆㛵ಀ᮲ᩥ䛇
䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄27ᖺἲᚊ➨292ྕ䠅
䠄ൾ㑏ᮇ㝈䜢ᐃ䜑䛺䛔ᴗമ䠅
➨༑୕᮲ ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ᴗമ䛾䛖䛱䚸ᆅ᪉බႠᴗ䛾ᘓタ䛻せ䛩䜛㈨㔠䛻䛶䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸ൾ㑏ᮇ㝈䜢ᐃ䜑䛺
䛔䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛣䛾ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᙜヱᆅ᪉බႠᴗ䛾ẖᴗᖺᗘ䛻䛚䛡䜛┈䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䚸≉ูᜥ䜢䛴䛡䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹
䕿 ᆅ᪉㈈ᨻἲ䠄23ᖺἲᚊ➨109ྕ䠅
䠄ᆅ᪉മ䛾ไ㝈䠅
➨᮲ ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ṓฟ䛿䚸ᆅ᪉മ௨እ䛾ṓධ䜢䜒䛴䛶䚸䛭䛾㈈※䛸䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸ḟ䛻ᥖ䛢䜛ሙྜ䛻䛚䛔
䛶䛿䚸ᆅ᪉മ䜢䜒䛴䛶䛭䛾㈈※䛸䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
୍ ㏻ᴗ䚸䜺䝇ᴗ䚸Ỉ㐨ᴗ䛭䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⾜䛖ᴗ䠄௨ୗ䛂බႠᴗ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛸䛩䜛ሙ
ྜ
 ฟ㈨㔠ཬ䜃㈚㔠䛾㈈※䛸䛩䜛ሙྜ䠄ฟ㈨ཪ䛿㈚䛡䜢┠ⓗ䛸䛧䛶ᅵᆅཪ䛿≀௳䜢㈙䛩䜛䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛸
䛩䜛ሙྜ䜢ྵ䜐䚹䠅
୕ ᆅ᪉മ䛾䛘䛾䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾㈈※䛸䛩䜛ሙྜ
ᅄ ⅏ᐖᛂᛴᴗ㈝䚸⅏ᐖᪧᴗ㈝ཬ䜃⅏ᐖᩆຓᴗ㈝䛾㈈※䛸䛩䜛ሙྜ
 Ꮫᰯ䛭䛾䛾ᩥᩍタ䚸ಖ⫱ᡤ䛭䛾䛾ཌ⏕タ䚸ᾘ㜵タ䚸㐨㊰䚸Ἑᕝ䚸 ‴䛭䛾䛾ᅵᮌタ➼䛾බඹタཪ䛿
බ⏝タ䛾ᘓタᴗ㈝䠄බඹⓗᅋయཪ䛿ᅜⱝ䛧䛟䛿ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ฟ㈨䛧䛶䛔䜛ἲே䛷ᨻ௧䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛜タ⨨䛩䜛බඹ
タ䛾ᘓタᴗ䛻ಀ䜛㈇ᢸཪ䛿ຓᡂ䛻せ䛩䜛⤒㈝䜢ྵ䜐䚹䠅ཬ䜃බඹ⏝ⱝ䛧䛟䛿බ⏝䛻౪䛩䜛ᅵᆅཪ䛿䛭䛾௦᭰ᆅ䛸䛧䛶
䛒䜙䛛䛨䜑ྲྀᚓ䛩䜛ᅵᆅ䛾㉎ධ㈝䠄ᙜヱᅵᆅ䛻㛵䛩䜛ᡤ᭷ᶒ௨እ䛾ᶒ䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛻せ䛩䜛⤒㈝䜢ྵ䜐䚹䠅䛾㈈※䛸
䛩䜛ሙྜ
䠄ᆅ᪉മ䛾ൾ㑏ᖺ㝈䠅
➨᮲䛾 ๓᮲➨ྕ䛾つᐃ䛻䜘䜚㉳䛣䛩ྠྕ䛾ᘓタᴗ㈝䛻ಀ䜛ᆅ᪉മ䛾ൾ㑏ᖺ㝈䛿䚸ᙜヱᆅ᪉മ䜢㈈※䛸䛧䛶ᘓタ䛧䛯
බඹタཪ䛿බ⏝タ䛾⪏⏝ᖺᩘ䜢㉸䛘䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹ᙜヱᆅ᪉മ䜢䜚䛘䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䜒䚸ྠᵝ䛸䛩
䜛䚹

ᛯໜṥᾉ૾עπσ˖ಅ˳Ệếẟề
䛆ၥ㢟ព㆑䛇
䕿 䛂ᆅ᪉බඹᴗయ䛃䛾⌧ᅾ䛻䛚䛡䜛ព⩏䛻䛴䛔䛶䚸᳨ド䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䞉 බႠᴗᆺᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேไᗘ䛾タ䛸䚸ᮏ᮲䛸䛾㛵ಀ䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
䞉 Ỉ㐨䞉ୗỈ㐨➼䛻䛚䛡䜛ᗈᇦ䜢᥎㐍䛩䜛୰䛷䚸᪂䛯䛺ᴗయ䛸䛧䛶䚸ᮏ᮲䛻ᇶ䛵䛟⤒Ⴀయ䜢
ලయ䛩䜛ព⩏䛜䛒䜛䛛䚹

ͤ⌧⾜ไᗘ
䕿 ᆅ᪉බႠᴗ䛾⬟⋡ⓗ䚸ྜ⌮ⓗ䛺⤒Ⴀ䜢☜ಖ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸㛫᥋⤒Ⴀ᪉ᘧ䛻䜘䜛⤒Ⴀ䛜㐺ᙜ䛷䛒䜛ሙ
ྜ䜒䛒䜛䜒䛾䛸ᐃ䛧䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ู䛻ἲᚊ䛷ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚䚸ᆅ᪉බႠᴗ䜢⤒Ⴀ䛩䜛䛯䜑䛾
䛂ᆅ᪉බඹᴗయ䛃䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄ἲ➨䠎䠏᮲䠅䚹
䕿 ලయⓗ䛺ෆᐜ䛿ู䛻ἲᚊ䜢䜒䛳䛶ᐃ䜑䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛣䛾ἲᚊ䛿ᮍ䛰ไᐃ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䠄㏲᮲䠅䚹

－ 68 －

ᛯໜṥᾉ૾עπσ˖ಅ˳Ệếẟề
䛆㛵ಀ᮲ᩥ䛇
䕿 ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄27ᖺἲᚊ➨292ྕ䠅
䠄ᆅ᪉බඹᴗయ䠅
➨ᅄ༑᮲ ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ู䛻ἲᚊ䛷ᐃ䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜚䚸ᆅ᪉බႠᴗ䜢⤒Ⴀ䛩䜛䛯䜑䛾ᆅ
᪉බඹᴗయ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

݃ࡪнຼٻจᄝкశᅉЧўбદࢢнจᄝཅٵѤވФѝ॓ധฆ࠽ٻ
䕿 㻠㻝ᖺᆅ᪉බႠᴗἲᨵṇᙜ䛻௵ព㐺⏝䛸䛥䜜䛯ྛᴗ䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛾䝯䝹䜽䝬䞊
䝹䛻ἢ䛳䛯ᙜ䛾ᩚ⌮䠄ἲ䛾つᐃ䜢୍ᚊ䛻㐺⏝䛥䛫䜛ᐇ┈䛜ᑡ䛺䛔䛸䛥䜜䛯⌮⏤䠅䠷㛵᰿๎அ䛂㏲᮲ゎㄝ䛃䠹
䛻䛴䛔䛶䛿䚸⌧ᅾ䛾ྛᴗ䛾≧ἣ䜔タ➼䛾⪁ᮙ䛻క䛖㈨⏘⟶⌮䛻㛵䛩䜛♫ⓗせㄳ䛾୰䛷䚸
௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᩚ⌮䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䐟䛂ᴗ䛾ෆᐜ䛜タ䛾ᥦ౪䛸䛔䛖ᴟ䜑䛶༢⣧䛺䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᴗ䛾⤒Ⴀ䛸䛔䛖ᐇయ䜢᭷䛧䛺䛔䛃
䠄ᕷሙ䚸䛸␆ሙ䚸ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜛ᴗ ➼䠅

э ⌧ᅾ䛿䚸⪁ᮙタ䛾⥔ᣢ⟶⌮䞉᭦᪂䛜୰ᚰⓗㄢ㢟䚹䛣䜜䜙䛾ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ῶ౯ൾ༷䜢ᢕᥱ䛧䚸
㐺ษ䛺⏝ᩱタᐃ䜢⾜䛖䛯䜑䛾㈨⏘ྎᖒ䜔B/S䛜ᚲ㡲䛷䛒䜛䚹䛥䜙䛻䚸ᴗ䛾⥅⥆ᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䚸P/L䜒ᚲ㡲
䛷䛒䜛䚹

䐠䛂୍ᐃ䛾ᕤ䛜ᡂ䛩䜛䛸ᴗ䛭䛾䜒䛾䛜⤖䛧䛶䛧䜎䛔䚸⥅⥆ⓗᴗయ䛺䜛ᴗ䛸䛿ゝ䛔㞴䛔
䜒䛾䛃䠄Ꮿᆅ㐀ᡂ䠅
э ⌧ᅾ䛿䚸ィ⏬䛹䛚䜚䛻㐀ᡂᆅ➼䛾ฎศ䛜㐍䜣䛷䛚䜙䛪䚸䜜ṧ䛳䛯㐀ᡂᆅ➼䜢䛹䛾䜘䛖䛻ゎᾘ䛩䜛䛛䛜୰ᚰⓗ
ㄢ㢟䚹䛣䜜䜙䛾ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸㈨⏘౯್䜢ᢕᥱ䛧䛶⟶⌮䛷䛝䜛䜘䛖䚸㈨⏘ྎᖒ䜔B/S䛜ᚲ㡲䛷䛒䜛䚹

䐡䛂ᆅ᪉බඹᅋయ䛾୍⯡⾜ᨻ䛸䛾㛵㐃䛜ᐦ᥋䛷䛒䜚䚸⤒㈝䛾┦ᙜ䛺㒊ศ䜢୍⯡㈈※䜢䜒䛳䛶㈥䜟
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䜒䛾䛃䠄⡆Ỉ䚸⯪⯧䚸 ‴䚸බඹୗỈ ➼䠅
э䞉 ⌧ᅾ䛿䚸⪁ᮙ䛻క䛖㈨⏘⟶⌮䛾ᚲせᛶ䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜛䛣䛸䚸䜎䛯䚸୍⯡ィഃ䛷䜒බඹタ䛾⪁ᮙᑐ
⟇䛜㔜せ䛸䛺䛳䛶䛝䛶䛚䜚䚸බィ୪䛾ィ䠄Ⓨ⏕⩏䞉」ᘧ⡙グ䠅䜢ഛ䛘䛺䛡䜜䜀䚸୍⯡㈈※䜢䛹䛖䜚ᙜ䛶
䛶䛔䛟䜉䛝䛛䜢㐺ษ䛻ุ᩿䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹
䞉 ୍⯡ィ䜒ཝ䛧䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛶䛔䜛୰䛷䚸୍⯡㈈※䛾㈇ᢸ䛜䛝䛔ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍ᒙ䛾⤒Ⴀ䛾ຠ⋡
䜢ᅗ䜚䚸ఫẸ䜈䛾ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䚸䛂ぢ䛘䜛䛃䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
－ 69 －

ຂᅓਠ੫యкр߶ࣰ
䕿 බႠᴗィ䜈䛾⛣⾜䠄⩏ົ䛡䠅䛻䜘䛳䛶䚸⊂❧᥇⟬ไ䛾㐺⏝䛻ኚ䛜⏕䛨䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛾ᠱᛕ䛻ᑐ䛧䚸ᨵ
䜑䛶⪃䛘᪉䜢ᩚ⌮䛩䜛䛸௨ୗ䛾䜘䛖䛻䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 䛔䜟䜖䜛⊂❧᥇⟬ไ䛭䛾䜒䛾䛿䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䛾᭷↓䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᆅ᪉㈈ᨻἲ䛾つᐃ➼䛻ᇶ䛵䛝䚸䛒䜙
䜖䜛බႠᴗ䛻ᙜ䛶䛿䜎䜛䜒䛾䚹
䚽 ୍᪉䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䛿䚸㐣ཤ䛛䜙䛾⤒⦋䛸䛧䛶බႠᴗィ᪉ᘧ䜈䛾⩦⇍䜔୍⯡⾜ᨻ䛸䛾㛵ಀ➼䛻䛛䜣䛜
䜏䚸ẁ㝵ⓗ䛻䛭䛾㐺⏝䜢ᣑ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
䋻 ୧⪅䛾ၥ㢟䛿ㄽ⌮ⓗ䛻䛿䛭䜜䛮䜜⊂❧䛧䛶䛔䜛䚹
䕿 㻠㻝ᖺ䛾ᆅ᪉බႠᴗἲ䠄ཬ䜃ᆅ᪉㈈ᨻἲ䠅䛾ᨵṇ䛻䛚䛔䛶䚸㈈ົつᐃ➼䛻䛂⤒㈝㈇ᢸ༊ศ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⊂❧᥇
⟬䛃ไ䛜ᑟධ䛥䜜䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝ᴗ䛻䛿⊂❧᥇⟬ไ䛜ᚭᗏ䛥䜜䚸୍⯡ィ䛛䜙䛾⧞ฟ䛧䛻䜒ᙉ
䛔ไ⣙䛜䛛䛛䜛୍᪉䚸㠀㐺⏝ᴗ䛻䛿⊂❧᥇⟬ไ䛜ồ䜑䜙䜜䛪䚸୍⯡ィ䛛䜙䛾⧞ධ䜜䛻䜒ไ⣙䛿䛺䛔䚸䛸䛾⌮ゎ
䛜ᬑཬ䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䕿 䛧䛛䛧䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝ᴗ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ᆅ᪉බႠᴗἲ➨㻝㻣᮲䛾䠎䛻ᇶ䛵䛟୍⯡ィ㈇ᢸ௨እ䛻䚸ྠἲ➨㻝㻣
᮲䛾䠏䛻ᇶ䛵䛟⿵ຓ䛺䛹୍⯡ィ䛛䜙䛾⧞ධ䜜䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䛧䚸䜎䛯䚸㠀㐺⏝ᴗ䛷䛒䛳䛶䜒䚸⧞ฟᇶ‽䠄⥲ົ⮧
㏻▱䠅䛻๎䛳䛶⧞ධ䜜䛜⾜䜟䜜䛶䛚䜚䚸୍⯡ィ䛛䜙䛾⧞ධ䜜䛿↓ไ⣙䛷䛿䛺䛔䚹
䕿 䛧䛯䛜䛳䛶䚸⌧ᅾ䚸㠀㐺⏝ᴗ䛻ᑐ䛧䛶බႠᴗィ䛾㐺⏝⠊ᅖ䜢ᣑ䚸䛩䛺䜟䛱䚸䛂⤒㈝㈇ᢸ༊ศ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⊂
❧᥇⟬䛃䛾㐺⏝⠊ᅖ䜢ᣑ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛸䛧䛶䜒䚸ᐇ㉁ⓗ䛻䚸⊂❧᥇⟬ไ䛾ᙉ䛸䛺䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹
䕿 ௨ୖ䜢㋃䜎䛘䚸ᅇ䛾බႠᴗィ䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸⊂❧᥇⟬ไ䜢ᙉ䜑䜛䠋ᙅ䜑䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛸㐃
ື䛥䛫䜛䛣䛸䛺䛟䚸ἲ௧ୖ䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛║䜢䚸බႠᴗ䛾⤒Ⴀୖ䛾ᶆ‽ഛ䛸䛧䛶බႠᴗィ䜢㐺⏝䛧䚸⤒Ⴀ≧
ἣ䛾ṇ☜䛺ホ౯䞉ุ᩿䛸㐺ษ䛺⤒Ⴀィ⏬➼䛾⟇ᐃ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺㈨⏘䞉ᦆ┈䛾≧ἣ䛾ⓗ☜䛺ᢕᥱ䜢⤫୍ⓗ䛺Ỉ‽䛷
ᐇ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛻䛚䛔䛶䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝⠊ᅖ䛾ᣑ䜢᳨ウ䛩䜜䜀䜘䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹

࠽ႡྩУрഒкЫѝદࢢрཅשٵ
ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉
䕿 ఫẸ⏕ά䛻ᐦ╔䛧䚸㈨⏘つᶍ䛜䛝䛔ୗỈ㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᴗ䜢ᐇ䛩䜛ᅋయ䛾ேཱྀつᶍ䜢
ၥ䜟䛪䚸බႠᴗィ㐺⏝䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
䕿 䛭䛾䛾௵ព㐺⏝䛸䛥䜜䛶䛔䜛ᴗ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᴗ䛻䜘䛳䛶㈨⏘䞉タഛ➼䛻ᕪ䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸タ䞉タഛ䛾⪁ᮙ➼
䜈䛾ᑐᛂ䛸䛔䛳䛯ᚲせᛶ䛿ୗỈ㐨ᴗཬ䜃⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛸ኚ䜟䜛䛸䛣䜝䛿䛺䛟䚸⤒Ⴀ≧ἣ䛾ṇ☜䛺ホ౯䞉ุ᩿ཬ䜃ᚲせ
䛺㈨⏘䞉ᦆ┈䛾≧ἣ䛾ⓗ☜䛺ᢕᥱ䛸䛔䛖ἲᨵṇ䛾┠ⓗ䛿䛣䜜䜙䛾ᴗ䛻䜒ᙜ䛶䛿䜎䜛䛣䛸䛛䜙䚸㐺⏝䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
䕿 බႠᴗィ䛾㐺⏝⠊ᅖ䛻ಀ䜛䝟䝍䞊䞁䠄䠅䛻䛴䛔䛶䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚♧䚹䛺䛚䚸≉ูィタ⨨䛾⩏ົ䛡䛾ᑐ㇟䛸
䛺䜛ᴗ䛾⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶䚸⯡䛾ἲไ䛾᳨ウ䛻䛚䛔䛶䛹䛾䜘䛖䛻ᩚ⌮䛩䜛䛛䛿せ᳨ウ䚹

ලయⓗ䛺㐺⏝⠊ᅖ䛾䝟䝍䞊䞁䠄䠅
䐟 ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸≉ูィ䛾タ⨨䛜⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䜛ᴗ䠄⌧⾜ἲ௧䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䠅䜢ᑐ㇟
ᆅ᪉㈈ᨻἲ⾜௧➨㻠㻢᮲
⡆᫆Ỉ㐨䞉⯪⯧䞉㟁Ẽ䞉

‴ᩚഛ䞉ᕷሙ䞉䛸␆ሙ䞉ほගタ䞉Ꮿᆅ㐀ᡂ䞉බඹୗỈ㐨

䐠 ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ᨻ䛾䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䛚䛡䜛୍⯡ィ➼௨እ䛾ᴗ䜢ᑐ㇟
ᆅ᪉㈈ᨻἲ⾜௧➨㻠㻢᮲
⡆᫆Ỉ㐨䞉⯪⯧䞉㟁Ẽ䞉

‴ᩚഛ䞉ᕷሙ䞉䛸␆ሙ䞉ほගタ䞉Ꮿᆅ㐀ᡂ䞉බඹୗỈ㐨

㥔㌴ሙ䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇䞉
᭷ᩱ㐨㊰

䐡 䐠䛻ᖹᡂ㻞㻣ᖺ⥲ົ⮧➼せㄳ䛻䛚䛔䛶㔜Ⅼᴗ䛸䛧䛶䛔䜛ᴗ䜢㏣ຍ
ᆅ᪉㈈ᨻἲ⾜௧➨㻠㻢᮲
⡆᫆Ỉ㐨䞉⯪⯧䞉㟁Ẽ䞉

‴ᩚഛ䞉ᕷሙ䞉䛸␆ሙ䞉ほගタ䞉Ꮿᆅ㐀ᡂ䞉බඹୗỈ㐨

㥔㌴ሙ䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇䞉
᭷ᩱ㐨㊰

㞟ⴠỈ䞉
ίᵴ

䐢 ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸බႠᴗമ䛾Ⓨ⾜䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ᴗ䜢ᑐ㇟
ᆅ᪉㈈ᨻἲ⾜௧➨㻠㻢᮲
⡆᫆Ỉ㐨䞉⯪⯧䞉㟁Ẽ䞉

‴ᩚഛ䞉ᕷሙ䞉䛸␆ሙ䞉ほගタ䞉Ꮿᆅ㐀ᡂ䞉බඹୗỈ㐨
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㥔㌴ሙ䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇䞉
᭷ᩱ㐨㊰

㞟ⴠỈ䞉
ίᵴ

ᅬ䞉⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮䞉
බႠ➇ᢏ ➼

࠽ႡྩУрഒкЫѝદࢢрཅתٵ
䕿 ⩏ົ䛡䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛ᴗ䛾⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶䚸๓グ䛾䐟䡚䐢䛾䝟䝍䞊䞁䠄䠅䛻㛵䛩䜛䛭䜜䛮䜜䛾䛺䝯䝸䝑䝖䛸␃ព
Ⅼ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䚹
䠘䝟䝍䞊䞁䐟䠚
ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸≉ูィ䛾タ⨨䛜
⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䜛ᴗ䜢ᑐ㇟䛸䛩
䜛

䠘䝟䝍䞊䞁䐠䠚
䠘䝟䝍䞊䞁䐡䠚
䠘䝟䝍䞊䞁䐢䠚
ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ᨻ䛾䛻 䝟䝍䞊䞁䐠䛻ᖹᡂ㻞㻣ᖺ⥲ົ⮧➼ ᆅ᪉㈈ᨻἲୖ䚸බႠᴗമ䛾Ⓨ⾜䛜ㄆ
㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䛚䛡䜛୍⯡ィ➼௨ せㄳ䛾ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜛ᴗ䜢㏣ຍ䛩 䜑䜙䜜䜛ᴗ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛
እ䛾ᴗ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛
䜛

⪃ 䕿≉ูィタ⨨⩏ົ䛜䛒䜛ᴗ䛻 䕿≉ูィタ⨨⩏ົ䛜䛒䜛ᴗ 䕿≉ูィタ⨨⩏ົ䛜䛒䜛ᴗ୪ 䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⾜䛖䛂ᴗ䛃䛻せ䛩䜛
䜃䛻㥔㌴ሙᴗ䚸ㆤ䝃䞊䝡䝇
⤒㈝䛾㈈※䛸䛩䜛බႠᴗമ䜢Ⓨ⾜
䛘 䛴䛔䛶䛿䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝
䛻䛴䛔䛶䛿ྠᕥ
᪉ 䛻䜘䜛⤒Ⴀ≧ἣ䛾ṇ☜䛺ホ౯䜔 䕿㥔㌴ሙᴗ䚸ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ ᴗ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྠᕥ
䛩䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸䛂ᴗ䛃䛸䛧䛶䛭䛾⤒
ᚲせ䛺㈨⏘䞉ᦆ┈䛾≧ἣ䛾ⓗ☜䛺 ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᴗᩘ䜒ከ䛟䚸Ẹ 䕿ᖹᡂ㻞㻣ᖺ⥲ົ⮧➼せㄳ䛾ᑐ㇟ ㈝䜢䛭䛾ᴗ䛾ධ䛷㈥䛖䛯䜑䚸බႠ
ᴗィ䜢㐺⏝䛩䜛ព⩏䛜䛝䛔
ᢕᥱ䛜⤫୍ⓗ䛺Ỉ‽䛷⾜䜟䜜䜛
㛫௦᭰ᛶ䜒㧗䛔䛣䛸䛛䜙䚸බႠ
䛸䛧䛶䛔䜛ίᵴཬ䜃㞟ⴠỈ
䛣䛸䛜ྍḞ
ᴗィ䜢㐺⏝䛩䜛ព⩏䛜䛝 ᴗ䜒ᑐ㇟䛻ຍ䛘䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ
䛟䚸ᚲせᛶ䜒㧗䛔
 䕿ᑐ㇟ᴗ䛾⠊ᅖ䛜᫂☜
䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ᨻ䛾 䕿ᖹᡂ㻞㻣ᖺ⥲ົ⮧➼せㄳ䛾ᑐ㇟ 䕿බႠᴗമ䛾Ⓨ⾜య䛷䛒䜛ᆅ᪉㈈
Ⅼ 䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ᨻ䛾䛻 䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䛚䛡䜛බႠᴗ ᴗ䛸ᩚྜⓗ
ᨻἲୖ䛾䛂බႠᴗ䛃䛸䚸㈈ົつᐃ➼
㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䛚䛡䜛බႠᴗ䛾
䛾⠊ᅖ䛸୍⯡ィ➼䛾⠊ᅖ䛸䛾
䛾㐺⏝䜢䛩䜛ᆅ᪉බႠᴗἲୖ䛾䛂ᆅ
⠊ᅖ䛸ᩚྜⓗ
㝽㛫䜢ᇙ䜑䜛ᙧ䛸䛺䜛
᪉බႠᴗ䛃䛾㐪䛔䜢䛺䛟䛧䚸䛔䜟䜖䜛
බႠᴗ䛯䜛䜒䛾䚸㈈ົつᐃ➼䛾㐺⏝
䜢䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸ᩚ⌮䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟
␃ 䕿⌧ᅾ䛾≉ูィタ⨨⩏ົ䛾ᑐ㇟ 䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㈈ᨻ䛾 䕿ୗỈ㐨ᴗ䛾୰䛷䜒䚸බඹୗỈ 䕿ἲ㐺⏝䛧䛺䛔ᴗ䛿䚸බႠᴗമ䛾Ⓨ
ព ᴗ䠄ᆅ㈈௧㼲㻠㻢䠅䛻䛴䛔䛶䚸䛺䛬 䛻㛵䛩䜛ἲᚊไᐃ䛻䛚䛔䛶 㐨䛸ίᵴ➼䛷බႠᴗィ㐺 ⾜䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜛䛣䛸䛷ၥ㢟䛜⏕䛨䛺䛔
Ⅼ ⌧≧䛾༊ศ䛷༊ษ䛳䛶せㄳ䛩䜛
ᐃ䛧䛶䛔䜛බႠᴗ䛾⠊ᅖ䛸䛾 ⏝䛾ྲྀ⤌䛾せㄳ䛾ᗘྜ䛔䛻ᕪ䜢 䛛ᩚ⌮䛜ᚲせ
䛾䛛䚸≉タ⨨⩏ົ䛻䛴䛔䛶እ䛩 ᩚྜᛶ䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛜ᚲせ
タ䛡䛶䛔䜛䛣䛸䛸䛾ᩚྜᛶ䛻䛴䛔
䛶ᩚ⌮䛜ᚲせ
䜉䛝ཪ䛿᪂䛯䛻ຍ䛘䜛䜉䛝ᴗ䛜
䛒䜚䛖䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛔䛳䛯Ⅼ䛻
䛴䛔䛶ᩚ⌮䛜ᚲせ
䕿⌧ᅾ䛾≉タ⨨⩏ົ䛾ᑐ㇟ᴗ
䛾ᐃ⩏䛻ゎ㔘䛾ᖜ䛜䛒䜚䚸ᅋయ䛾
ุ᩿䛻䜘䜚タ⨨䛧䛺䛔ሙྜ䛾ྲྀᢅ
䛔䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䛜ᚲせ

ေจᄝрಬદᆍ̢ߨ˾ܞٰݰрદࢢ̣
⡆Ỉ䚸ୗỈ௨እ䛾ᴗ䛷䛿䚸䛾ᴗ䛜ἲ㐺䛧䛯㝿䛻ྠ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䛜ከ䛔䚹
ᴗྡ

ᅋయྡ

⌮⏤

ᴗ䛾
ྲྀ⤌≧ἣ

ཧ⪃䛸䛧䛶䛔䜛


㤶ᕝ┴
ほ㡢ᑎᕷ

ୗỈ㐨ᴗ䛾ἲ㐺䜢㐍䜑䜛୰䛷ྠ䛨ἲ㠀㐺䛷䛒䜛⯪⯧㐠⯟
ᴗ䜒᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠕᭶䛻⟇ᐃ䛧䛯ほ㡢ᑎᕷ⾜ᨻ
ᨵ㠉᥎㐍ィ⏬䛻䛚䛔䛶䚸ἲ㐺⏝䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜⨨䛵䛡䜙䜜䛯
䛯䜑䚹

ୗỈ㐨ᴗ

ྠᕷ䛾ୗỈ㐨
ᴗ

㮵ඣᓥ┴
ᒇஂᓥ⏫

䞉ୗỈ㐨ᴗ䛾ἲ㐺䜢㐍䜑䜛୰䛷ྠ䛨ἲ㠀㐺䛷䛒䜛⯪⯧㐠⯟
ᴗ䜒᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䛯䜑䚹
䞉ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ䛻᪂⯪䛾ᘓタ䜢ணᐃ䛧䛶䛚䜚䚸᪂⯪ᘓタ䛾ᚲせᛶ
䜔ᚋ䛾⤒Ⴀぢ㏻䛧䜢♧䛩䜉䛝䛸䛾㆟ㄽ䛜䛒䛳䛯䛯䜑䚹

⡆᫆Ỉ㐨ᴗ
ୗỈ㐨ᴗ

ྠ⏫䛾ୗỈ㐨
ᴗ

ศ┴
㇏ᚋ㔝ᕷ

ἲ㐺䜢ᕷయ䛷㆟ㄽ䛩䜛୰䛷䚸㟁Ẽᴗ䜒᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䛳
䛯䛯䜑䚹

ୗỈ㐨ᴗ

ྠᕷ䛾Ỉ㐨
ᴗ

⯪⯧㐠⯟
䚷䚷䚷ᴗ

㟁Ẽᴗ

䛝䛳䛛䛡

Ꮿᆅ㐀ᡂ රᗜ┴
䚷䚷䚷ᴗ Ὢᮏᕷ

ୗỈ㐨ᴗ䛾ἲ㐺䛻㝿䛧䛶䛾ᗇෆ༠㆟䛾⤖ᯝ䚸㈈ᨻㄢ䛾ᑟ ఫẸ䜔㆟䛻⤒Ⴀ≧ἣ䜢䜘䜚᫂☜䛻♧ ୗỈ㐨ᴗ
㥔㌴ሙᩚഛᴗ
䛾ୗ䚸ୗỈ㐨ᢸᙜㄢ䛜୰ᚰ䛸䛺䜚බႠᴗᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ἲ 䛩䛯䜑䚹
ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ
㐺䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯䛯䜑䚹

ྠᕷ䛾ୗỈ㐨
ᴗ

㥔㻌㌴㻌ሙ රᗜ┴
ᩚഛᴗ Ὢᮏᕷ

ୗỈ㐨ᴗ䛾ἲ㐺䛻㝿䛧䛶䛾ᗇෆ༠㆟䛾⤖ᯝ䚸㈈ᨻㄢ䛾ᑟ
䛾ୗ䚸ୗỈ㐨ᢸᙜㄢ䛜୰ᚰ䛸䛺䜚බႠᴗᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ἲ
㐺䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯䛯䜑䚹

ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ

ᚨᓥᕷ䛾㥔㌴
ሙᴗ

රᗜ┴
Ὢᮏᕷ

ୗỈ㐨ᴗ䛾ἲ㐺䛻㝿䛧䛶䛾ᗇෆ༠㆟䛾⤖ᯝ䚸㈈ᨻㄢ䛾ᑟ
䛾ୗ䚸ୗỈ㐨ᢸᙜㄢ䛜୰ᚰ䛸䛺䜚බႠᴗᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ἲ
㐺䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯䛯䜑䚹

㥔㌴ሙᩚഛᴗ

䚷䚷ㆤ
䝃䞊䝡䝇
㻌䚷䚷ᴗ ᐑᇛ┴
ຍ⨾㒆ಖ་
⒪⚟♴⾜ᨻ
ົ⤌ྜ

⤌ྜෆ䛷䛿䚸㝔ᴗ䠄㈈ົ㐺⏝䠅䛸ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ䠄⌧ᅾ㠀
㐺⏝䠅䛜ΰᅾ䛧䛶䛚䜚䚸ぢ䛵䜙䛔䛸䛔䛖ពぢ䛜ከ䛛䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸
ᅜ䛾ືྥ➼䜢ὀど䛧䚸ぢ䛘䜛䜢㐍䜑䜛䛖䛘䛷ἲ㐺䛩䜉䛝䛷䛒
䜛䛸ุ᩿䛧䛯䛯䜑䚹

䈜Ὢᮏᕷ㥔㌴ሙᩚഛᴗ௨እ䛿≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶ᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
䈜ຍ⨾㒆ಖ་⒪⚟♴⾜ᨻົ⤌ྜㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ䛿ἲ㐺䛾䛯䜑䛻᪂䛯䛻䠍ྡ㓄⨨䚹䛭䛾䛾ᴗ䛿≉䛻㓄⨨ேဨ䜢ቑ䜔䛧䛶䛔䛺䛔䚹

－ 71 －

ୗỈ㐨ᴗ
Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ

ୗỈ㐨ᴗ
Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ

䠉

㉥✑ᕷ䛾ㆤ
䝃䞊䝡䝇ᴗ

䠉

દࢢၸрܿബ

દࢢჹрܿബ
ㄽⅬ
ᴗ≉᭷䛾ㄢ㢟䛜䛒䜛䛣䛸䜢䜒䛳䛶䚸ᙜヱᴗ⮬య䛻බႠᴗィ䜢㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔䛣䛸䛸䛧䛶Ⰻ䛔䛛䚹
᳨ウ
ୗグ䛾䠒ᴗ䛻䛴䛔䛶≉᭷䛾ㄢ㢟䛜䛒䜛䛜䚸ᴗ⮬య䛸䛧䛶䛾㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛻䛿䛒䛯䜙䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
ᴗ
㟁Ẽ

ㄢ㢟

‴ᩚ 䕿
ഛ

‴⟶⌮⪅䛿䚸ᾏᇦ䜒ྵ䜐 ‴✵㛫య
⟶⌮䜢䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸 ‴ᶵ⬟タ䛰䛡䛻
ἲ㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛿䛭䛠䜟䛺䛔䚹

Ꮿᆅ㐀 䕿 㐀ᡂ䛧䛯ᅵᆅ䛾㈍䛜⤊䛩䜜䜀䚸ᴗ
ᡂ
⮬య䜢ᗫṆ䛩䜛ᅋయ䛜ከ䛟Ꮡᅾ䛩䜛䚹

㞟ⴠ 䕿 ἲ㐺⏝䛜䛝䛳䛛䛡䛸䛺䛳䛶䚸ᴗ᥎㐍䛻ᨭ
Ỉ
㞀䛜⏕䛨䚸ởỈฎ⌮タ䛾ᬑཬ䛜㐜䜜䜛䛣䛸
䛜䛺䛔䜘䛖䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
ίᵴ 䕿 ἲ㐺⏝䛾ົ㈇ᢸ䛜㔜䛔䛣䛸䜢⌮⏤䛸䛧䛶䚸
⎔ቃ┬䛜᥎㐍䛩䜛ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺ䛾ίᵴ
ᴗ䛜ᗫṆ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻␃ព䛩䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䚹
ㆤ
䝃䞊䝡
䝇

᳨ウ

䕿 ἲ㠀㐺⏝䛾㟁Ẽᴗ䛾䛖䛱䚸ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀ 䕿 㟁Ẽᴗ⮬య䛸䛧䛶䚸ἲ㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛸䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛒䛟䜎䛷ಶ䚻䛾ᅋయ䛤䛸䛻ᴗᗫṆ➼
ไᗘ䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䜛ᴗ䛿䚸ไᗘ㐺⏝ᮇ㛫
䛜☜ᐇ䛷䛒䜛ሙྜ䛾䜏䚸㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛻䛒䛯䜛䛸䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹
⤊ᚋ(20ᖺᚋ䠅䛻ᗫṆ䛩䜛ぢ㎸䜏䛷䛒䜚䚸 䠘⌮⏤䠚
㈨⏘䛾᭦᪂䜢ணᐃ䛧䛶䛔䛺䛔ᴗ䛜䛒䜛䚹 䕿 ᴗᗫṆ➼䛜☜ᐇ䛷䛺䛔ᴗ䛻䛚䛔䛶䛿ἲ㐺⏝䛾ព⩏䛜䛒䜛䛯䜑䚹

䕿 ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ䛸୍⯡ィ➼䛻䜘䜛⚟♴
ᴗົ䜢ྜ䜟䛫䛶⾜䛳䛶䛔䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹

䕿
‴⟶⌮⪅䛜䛾タ䜒ే䛫䛶⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛿䚸㐺⏝䛧䛺䛟䛶Ⰻ䛔⏤䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠘⌮⏤䠚
䕿 ≉ูィ䛷⾜䛖䛣䛸䛜⩏ົ䛡䜙䜜䜛 ‴ᶵ⬟タ䛿䚸䛾タ䛸⤒⌮ୖ༊ศ䛡䛜䛷䛝䚸䜎䛯䚸ἲ㐺⏝
䜢䛧䛺䛡䜜䜀䚸ୖᒇ䜔ⲴᙺᶵᲔ䛺䛹䛾䝇䝖䝑䜽ሗ䜔䚸ᦆ┈ሗ䛾ⓗ☜䛺ᢕᥱ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸タ䛾⪁ᮙ
➼䜢㋃䜎䛘䛯᭦᪂ィ⏬䛾⟇ᐃ䜢㐺ษ䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛪䚸ἲ㐺⏝䛾ព⩏䛿䛝䛔䛯䜑䚹
䕿 Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ⮬య䛸䛧䛶䚸ἲ㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛸䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛒䛟䜎䛷ಶ䚻䛾ᅋయ䛤䛸䛻୍ᐃ䛾
ᮇ䜎䛷䛻ᴗᗫṆ➼䛜☜ᐇ䛷䛒䜛ሙྜ䛾䜏䚸㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛻䛒䛯䜛䛸䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠘⌮⏤䠚
䕿 ᴗᗫṆ➼䛜☜ᐇ䛷䛺䛔ᴗ䛻䛚䛔䛶䛿ἲ㐺⏝䛾ព⩏䛜䛒䜛䛯䜑䚹
䕿 ᴗ᥎㐍䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛䛚䛭䜜䛻䛴䛔䛶䛿䚸㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠘⌮⏤䠚
䕿 ἲ㐺⏝䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᚲせᛶ䛾⌮ゎ㔊ᡂ䛸ᠱᛕ䛾ᡶᣔ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅋయ䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛻㈨䛩䜛ಁ㐍⟇䜢
ᐇ䛥䛫䛶䚸ᨭ㞀䛜⏕䛨䛺䛔䜘䛖䛻䛷䛝䜛䛯䜑䚹
䕿 ᴗ᥎㐍䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛䛚䛭䜜䛻䛴䛔䛶䛿䚸㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠘⌮⏤䠚
䕿 ἲ㐺⏝䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᚲせᛶ䛾⌮ゎ㔊ᡂ䛸ᠱᛕ䛾ᡶᣔ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅋయ䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛻㈨䛩䜛ಁ㐍⟇䜢
ᐇ䛥䛫䛶䚸ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺ䛾ᗫṆ䛻䛴䛺䛜䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛷䛝䜛䛯䜑䚹
䕿 ୍⯡ィ➼䛻䛚䛔䛶୍యⓗ䛺⤒⌮䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛿䚸㐺⏝䛧䛺䛟䛶䜒Ⰻ䛔⏤䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠘⌮⏤䠚
䕿 බႠᴗ䛸䛧䛶⾜䛖㒊ศ䛸䚸୍⯡ィ䛸䛧䛶⾜䛖㒊ศ䛾༊ศ䛾᪉ἲ䜢♧䛫䜀䚸⤒⌮䛾༊ศ䛜䛷䛝䜛䛯䜑䚹
䜎䛯䚸ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ䛸୍⯡ィ䛷⾜䛖⚟♴ᴗົ䛾⤒⌮䜢༊ศ䛧䛶䜒ᐇົୖၥ㢟䛺䛔䛯䜑䚹
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ʙಅЎắểỉᛢ᫆ί᧙̞Ⴞ࠻ॖᙸὸ

ᵦᵐᵗ࠰ᵔஉዮѦႾᛦ௹

䠄䠎䠅ἲ㐺䜢⩏ົ䛡䛯ሙྜ䛾ἲᚊୖཪ䛿
ᐇົୖ䛾ၥ㢟

䠄䠍䠅ἲ㐺䜈䛾ពぢ䠄⥲ㄽ䠅

䠄䠏䠅ᕥグ䠄䠎䠅䛾ලయ

ほගタ
䠄ほගᗇ䠅

ពぢ䛺䛧

ၥ㢟䛺䛧

䠉

Ꮿᆅ㐀ᡂ
䠄ᅜ┬䠅

ពぢ䛺䛧

ၥ㢟䛺䛧

䠉

ୗỈ㐨ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᴗィ⏬䛾㈈ᨻィ⏬᭩䛺
බႠᴗィᑟධ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᣢ⥆ⓗ䛺⤒Ⴀ䜢ಖ䛴䛯䜑䛻䚸
䛹䛻䛚䛔䛶䚸ῶ౯ൾ༷㈝䛸㉳മൾ㑏㈝䛾グධ
ຠᯝⓗ䛺⟇䛸⪃䛘䛶䛚䜚䚸ᚑ๓䜘䜚ᑟධಁ㐍䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
䠄ᅜ┬䠅
ෆᐜ䛾ᩚ⌮䜢⾜䛖ᚲせ䛒䜚䚹
䠄㎰ᴗ㞟ⴠỈ䠅
᥇⟬ᛶ䛾☜ಖ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸䜎䛯䚸ᆅ༊ᩘ䜔つᶍ䛜ᕷ༊⏫
ᮧ䛻䜘䜚䛝䛟␗䛺䜛䛣䛸䛛䜙䚸つᶍ䛻䜘䜛≉ᥐ⨨䚸ேⓗ䞉㈈
ᨻⓗᨭ䚸⛣⾜ᮇ㛫䛾☜ಖ➼䛜ᚲせ䚹
䠄⁺ᴗ㞟ⴠỈ䠅
㞟ⴠỈ
ఫẸ➼䛛䜙䛾⏝ᩱ䛾䜏䛻䜘䜛㐠Ⴀ䛿ᅔ㞴䛷䛒䜚䚸⌧≧䛷
ྠᕥ
䠄㎰Ỉ┬䚸Ỉ⏘
䛿୍⯡ィ䛛䜙⧞䜚ධ䜜䛜ከ䛟䚸䜎䛯ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶
ᗇ䚸ᯘ㔝ᗇ䠅
ᢸᙜ䛩䜛⫋ဨᩘ䛜ᑡ䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜛䛸ㄆ㆑䚹
ởỈฎ⌮タ䛾ᬑཬ䛜㐜䜜䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䚸㐺⏝⩏ົ
䛾㠀䜢᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䠄ᯘᴗ㞟ⴠỈ䠅
ពぢ䛺䛧

බඹୗỈ㐨

ίᵴ
䠄⎔ቃ┬䠅

㥔㌴ሙ
䠄ᅜ┬䠅

ㆤ䝃䞊䝡䝇

䠄ཌປ┬䠅

䠉

䠉

ởỈฎ⌮ᴗయ䛾ຠ⋡䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺⤒Ⴀ䜢ಁ䛩
䛯䜑䚸ίᵴᕷ⏫ᮧᩚഛ᥎㐍ᴗ䛻䛴䛔䛶䜒䚸බႠ
ᴗィ䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛿ᮃ䜎䛧䛔ື䛝䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
୍᪉䛷䚸ᮏᴗ䛾ᐇయ䛿㞽⣽䛺⮬య䛜ከ䛟䚸⫋
ဨᩘ䜒ᑡ䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ົ㈇ᢸ䛜㐣䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖
㓄៖䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹

ἲᚊୖ䛾ၥ㢟䛸䛧䛶ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛㡯䛿
䛺䛔䚹ᐇົୖ䛾ᠱᛕ㡯䛸䛧䛶䚸ᮏᴗ
䛾᪂つ╔ᡭ䛜ఙ䜃ᝎ䜏䚸ᴗᗫṆ䛾ື䛝
䜒⏕䛨䛶䛔䜛୰䚸බႠᴗィ䛾㐺⏝䛜
ົⓗ㈇ᢸ䜢ቑຍ䛥䛫䜛䛣䛸䛷ᴗᗫṆ
䛾ື䛝䜢ຍ㏿䛧䛺䛔䜘䛖䚸⮬య䜈䛾
䝃䝫䞊䝖䜢ᐇ䛥䛫䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸ᛮᩱ䚹

ᒾᡭ┴୍㛵ᕷ䛻䛚䛔䛶䚸ᖹᡂ28
ᖺᗘ䛛䜙ಶேタ⨨ᆺ䜈䛾⛣⾜䞉
ᕷᡤ᭷ίᵴ䛾ఫẸ䜈䛾↓ൾㆡ
Ώ䜢㛤ጞ䚹䜋䛛䚸ᒸᒣ┴┿ᗞᕷ䚸
㛗ᓮ┴㛗ᓮᕷ䛷䜒ᴗᗫṆ䚹

ពぢ䛺䛧

ၥ㢟䛺䛧

䠉

ពぢ䛺䛧

ၥ㢟䛺䛧

䠉

ʙಅЎắểỉᛢ᫆ί᧙̞Ⴞ࠻ॖᙸὸ
䠄䠍䠅ἲ㐺䜈䛾ពぢ䠄⥲ㄽ䠅

ᵦᵐᵗ࠰ᵔஉዮѦႾᛦ௹

䠄䠎䠅ἲ㐺䜢⩏ົ䛡䛯ሙྜ䛾ἲᚊୖཪ䛿ᐇົୖ䛾ၥ㢟

䠄䠏䠅ᕥグ䠄䠎䠅䛾ලయ

㟁Ẽ
䠄䜶䝛ᗇ䠅

ពぢ䛺䛧

ၥ㢟䛺䛧

䠉

㏻䠄⯪⯧䠅
䠄ᅜ┬䠅

ពぢ䛺䛧

ၥ㢟䛺䛧

䠉

⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻බႠᴗィ䜢㐺⏝䛩䜛㊃᪨䛻䛴
䛔䛶䛿䜰䝉䝑䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ほⅬ䛛䜙䜒᭷┈䛷䚸Ỉ㐨
䛾ᇶ┙ᙉ䛻㈨䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹⡆
᫆Ỉ㐨䛻䛴䛔䛶䛿㞽⣽䛺ᴗ⪅䜒ከ䛟ཌ⏕ປാ┬䛸
䛧䛶䜒⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛾⤫ྜ䜔Ỉ㐨ᴗ䛾ᗈᇦ䜢
㐍䜑䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸ᆅ⌮ⓗ᮲௳➼䛷⤫ྜཬ
䜃ᗈᇦ䛜ᅔ㞴䛺⡆᫆Ỉ㐨䛷䛒䜛ሙྜ䛿䚸බႠ
ᴗィ㐺⏝䛾⩏ົ䛾ᑐ㇟እ䛸䛩䜛䛺䛹᳨ウ䛜ᚲ
せ䛸⪃䛘䜛䚹

⌧ᅾ䜒᪤䛻බႠᴗィ䜢㐺⏝䛧䛶䛔䜛⡆᫆Ỉ㐨ᴗ
䜒䛒䜛䛯䜑䚸ἲᚊୖ䛾ၥ㢟䛿⏕䛨䛺䛔䜒䛾䛸⪃䛘䜛䛜䚸
⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛿⤥Ỉேཱྀ䛜ᑡ䛺䛔䛖䛘ᆅ⌮ⓗ᮲௳䛜
䛺ᴗ䜒ከ䛔䛯䜑䚸୍⯡ィ䛛䜙䛾⧞ධ䛻㢗䜚䛜䛱䛺
ᴗ䜒ከ䛔䚹䛥䜙䛻䚸⤒Ⴀᇶ┙䛜⬤ᙅ䛺⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛻
䛚䛔䛶䛿ᴗ䛻ᦠ䜟䜛⫋ဨᩘ䜒㝈䜙䜜䛶䛚䜚䚸බႠᴗ
ィ㐺⏝䛜⩏ົ䛥䜜䛯ሙྜ䛻⏕䛨䜛ົ➼䛻ᑐ䛧䛶
༑ศᑐᛂ䛷䛝䛺䛔ᜍ䜜䛜䛒䜛䚹

ᖹᡂ28ᖺᗘ䛻ᐇ䛧䛯Ỉ㐨ྎᖒ
䛾ᩚഛ≧ἣ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪ
ᰝ䛷䛿䚸ᅇ⟅䛧䛶䛔䜛⡆᫆Ỉ㐨
ᴗ⪅䛾⣙༙ᩘ㏆䛟䛻䛚䛔䛶タ
䝕䞊䝍䛜ᩚ⌮䛧䛶䛔䛺䛔ཪ䛿䛒䜎
䜚ᩚ⌮䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖ᅇ⟅⤖
ᯝ䛜䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛺䛚䚸ཌ⏕ປ
ാ┬䛷䛿䚸ᗈᇦ䜢๓ᥦ䛻Ỉ㐨
タྎᖒ䛾ᩚഛ䛻せ䛩䜛㈝⏝䛾୍
㒊䛻䛴䛔䛶㈈ᨻᨭ䛾ᑐ㇟䛸䛧䚸
Ỉ㐨ἲ䛾୍㒊ᨵṇ䛻䛚䛔䛶䜒䚸
タྎᖒ䛾⩏ົ䠄H32.4.1ணᐃ䠅
䜢つᐃ䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝

‴⟶⌮⪅䛿䚸ᾏᇦ䜒ྵ䜐 ‴✵㛫య⟶⌮䜢䛧
䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸 ‴ᶵ⬟タ䛰䛡䛻බႠᴗ
ィ䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛿䛭䛠䜟䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹

䠉

䠉

➨10ḟ༺ᕷሙᩚഛᇶᮏ᪉㔪䛻䜒䚸⤒Ⴀ㈐௵䛾᫂
☜䜔⮬ᛶ䛾ᣑ➼䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛ᆅ᪉බႠ
ᴗἲ䠄27 ᖺἲᚊ➨292 ྕ䠅䜒ど㔝䛻ධ䜜䛶ᑐᛂ
䛩䜛䜘䛖グ㍕䛜䛒䜛䛜䚸ከ䛟䛾༺ᕷሙ䛜ᐁබᗇ
ィ䜢᥇⏝䛧䛶䛔䜛⌧≧䜢㋃䜎䛘䜛䛸䚸ᅋయ䛸䛧䛶䛿
ἲ㐺⏝䛻㋃䜏ษ䜚䛵䜙䛔ఱ䛛䛜䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸
ᙜ᪉䛷䛿ᢕᥱ䛧䛶䛔䛺䛔䚹

㎰ᴗ➇தຊᙉᨭἲ䛜ᡂ❧䛧䚸༺ᕷሙ䛾䛒䜚᪉
䛜ၥ䜟䜜䚸༺ᕷሙ㛵ಀ⪅䛿ᵝ䚻䛺ᑐᛂ䛻㏣䜟䜜䜛
䛣䛸䛜ண䛥䜜䜛୰䚸᭦䛻ᆅ᪉බႠᴗἲ㐺⏝䛻ಀ䜛
సᴗ䛜Ⓨ⏕䛧䚸䛝䛺㈇ᢸ䛻䛺䜛䛣䛸䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛䛸䛣
䜝䚹

⌧ᅾ䚸ไᗘᨵṇ䜢ど㔝䛻༺ᕷ
ሙ㛵ಀ⪅䛛䜙ពぢ䜢⪺䛔䛶䛔䜛
䛸䛣䜝䛷䛒䜚䚸ᚋ䚸᮶ᖺᗘ䛾㏻
ᖖᅜ䛻ྥ䛡䛶䚸ලయⓗ䛻᳨ウ
䜢⾜䛳䛶䛔䛟ணᐃ䚹(༺ᕷሙ㛵ಀ
⪅䛿䜎䛰᮲䜔ᴗົつ⛬䜢సᡂ
䛷䛝䛺䛔)䛣䛾䜘䛖䛺୰䚸ไᗘୖ㔜
せ䛺ィไᗘ䛾ኚ᭦䜢᳨ウ䛧䛶
䛔䛟䛣䛸䛿ᐇົⓗ䛻㞴䛧䛔䚹

ពぢ䛺䛧

ၥ㢟䛺䛧

䠉

⡆᫆Ỉ㐨
䠄ཌປ┬䠅

‴
䠄ᅜ┬䠅
ᕷሙ
䠄㎰Ỉ┬䠅

䛸␆ሙ
䠄㎰Ỉ┬䚸ཌປ┬䠅
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ሗ࿌䠖Ὢᮏᕷ䠄Ꮿᆅ㐀ᡂ䞉㥔㌴ሙ䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ䠅

ҢѲҺӃҀદࢢрݵᄣ
⮬యྡ䠄ேཱྀ䠅
රᗜ┴Ὢᮏᕷ䠄䠐䠓䠈䠎䠑䠐ே䠅
䝠䜰䝸䞁䜾ᴗ䛾ᴫせ
⤒Ⴀ≧ἣ䠄┈ⓗᨭ䠅
ᩱ㔠ධ
Ⴀᴗ㈝⏝
䚷䚷䚷䠄༓䠅
䚷䚷䚷䠄༓䠅

⫋ဨᩘ
䚷䚷䚷䠄ே䠅

ᴗつᶍ
䚷䚷䚷䚷䠄༓䠅

Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ

㻞

㻥㻞㻘㻟㻟㻜

㻥㻣㻘㻤㻡㻜

㻥㻞㻘㻟㻟㻜

㻝㻘㻜㻢㻣

㻙

㥔㌴ሙᴗ

㻞

㻠㻝㻘㻡㻢㻝

㻠㻝㻘㻡㻢㻝

㻠㻝㻘㻡㻢㻝

㻠㻜㻘㻟㻠㻥

㻙

ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ

㻟

㻥㻠㻘㻢㻜㻟

㻥㻠㻘㻢㻜㻟

㻥㻠㻘㻢㻜㻟

㻝㻣㻞㻘㻢㻢㻞

㻡㻟㻘㻥㻣㻝

ᴗྡ

Ⴀᴗ┈
䚷䚷䚷䠄༓䠅

ィ⧞ධ㔠

䚷䚷䚷䚷䚷䠄༓䠅

ᕷ䛾බႠᴗ䛾≧ἣ
㐠Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
ୗỈ㐨ᴗ
Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ
㥔㌴ሙᴗ
ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗ

ィྡ
ୗỈ㐨ᴗ≉ูィ
ᅵᆅྲྀᚓ㐀ᡂ≉ูィ
୍⯡ィ
ㆤಖ㝤≉ูィ
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ἲ㐺⏝≧ἣ

ἲ㠀㐺

ἲ㐺ᖺ᭶᪥
ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻠᭶䠍᪥䠄ணᐃ䠅
ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻠᭶䠍᪥䠄ணᐃ䠅
ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻠᭶䠍᪥䠄ணᐃ䠅
ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻠᭶䠍᪥䠄ணᐃ䠅

ေจᄝрܿബкڂৈ೧௲ੈ
䐟⡆Ỉ䞉ୗỈ䛸䛿␗䛺䜛≉᭷䛾ㄢ㢟䛿ఱ䛛
䕿 ୗỈ㐨௨እ䛾ᴗ䛷䛿㏆ᖺἲ㐺⏝䛧䛯ᅋయ䛜ぢᙜ䛯䜙䛺䛛䛳䛯䛯䜑䚸ୗỈ㐨䛾ἲ㐺⏝䛻㛵䛩䜛㏻
▱䜔䝬䝙䝳䜰䝹䜢ཧ⪃䛻䚸ྛᴗ䛻⨨䛝䛘䛯ሙྜ䛻䛹䛖䛺䜛䛛䜢⪃䛘䚸ἲ㐺⏝䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹
䕿 ୗỈ㐨ᴗ䛷䛿䚸䛂ヲ⣽ᩚ⌮ᡭἲ䛃䚸䛂ᶆ‽ᩚ⌮ᡭἲ䛃➼䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛭䛾䛾ᴗ䛷䛿䛭䛾
䜘䛖䛺ᡭἲ䛜♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸䛹䛾䜘䛖䛺㈨⏘䛜䛒䛳䛶䛹䜜䛟䜙䛔䛾༢䛷ᩚ⌮䛩䜜䜀䛔䛔䛾䛛
䛜ศ䛛䜙䛪䚸㈨⏘య䜢ᢕᥱ䛩䜛䛾䛻㛫䛜䛛䜚ຠ⋡䜒ᝏ䛛䛳䛯䚹
䕿 ᮲䞉つ๎➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸⥲ົ┬䝬䝙䝳䜰䝹䛻䛒䜛䜢ཧ⪃䛻సᡂ䛧䛶䛔䜛䚹⌧Ⅼ䛷䛿≉᭷䛾ㄢ
㢟䛿ឤ䛨䛶䛔䛺䛔䚹
䕿 ィ䝅䝇䝔䝮ᑟධ䛻䛒䛯䜚䚸ᑟධᴗ⪅䛜㥔㌴ሙᴗ䜔Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ䛾ᐇ⦼䛜䛺䛟䚸ண⟬⛉┠䜔຺
ᐃ⛉┠䛾సᡂ䛻ᙜ䛯䜚䚸ປຊ䜢せ䛧䛯䚹
䕿 ୗỈ㐨ᴗ䛷䛿ඛ⾜ᅋయ䜒ከ䛟䚸ᵝ䚻䛺ሗ䜢ྛᅋయ䛛䜙ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸䛭䛾䛾ᴗ䛷䛿
ἲ㐺⏝῭䛾ᅋయ䜒ᑡ䛺䛟䚸ሗ䛾ධᡭ䛜㞴䛧䛔䚹
䐠ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䚸䛹䛾䜘䛖䛺ಁ㐍⟇䛜ᚲせ䛛
⡆Ỉ
Ỉ௨እ ᴗ䛻
ྛᴗ䛤䛸 ㄢ㢟
䕿 ⡆Ỉ䞉ୗỈ௨እ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ྛᴗ䛤䛸䛾ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛾䚸䝬䝙䝳䜰䝹䛾グ㏙䛾ᐇ䚸
⛣⾜⤒㦂⪅䛻䜘䜛䝜䜴䝝䜴ᥦ౪䛾ᶵ䛾ᐇ䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 㥔㌴ሙ䜔ㆤ䝃䞊䝡䝇䛺䛹䛿䚸つᶍ䛜ᑠ䛥䛟䚸༢య䛷ἲ㐺⏝䛾ጤク䜢䛩䜛䛸㈝⏝䛜䛛䛥䜐䛯䜑䚸
䛾ᴗศ㔝䛸䜎䛸䜑䛶ጤク䜢䛩䜛䛣䛸䛷䚸୍䛴䛾ᴗ䛻䛴䛝䚸⣙䠎䠐䠌䛾ጤク㈝๐ῶ䛜䛷䛝䛯䚹
䕿 ⡙グ䛾▱㆑䛜䛺䛔⫋ဨ䛜ከ䛟䚸ἲ㐺⏝ᑟධ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸䜎䛪⫋ဨ◊ಟ䛾ᐇ䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
⫋ဨ◊ಟ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛻䛴䛔䛶䚸⛯ᥐ⨨➼䛻䜘䜚㈈※䜢☜ಖ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹

ေจᄝрᆍฆмٝЖ๕
䐡ἲ㐺⏝䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔ཪ䛿䛷䛝䛺䛔⏤䛜䛒䜛䛛
䕿
䕿

䛩䜉䛶䛾ᴗ䛜ᐇ䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶≉䛻ၥ㢟䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹
බィᑟධ䛻㈨⏘ྎᖒᩚഛ䛧䛶䛚䜚䚸䛭䛾ປຊ䜢⏕䛛䛧䛯䛔䚹䛒䛸䛿ィ䝅䝇䝔䝮ᑟධ䛸⫋ဨ
䛾◊ಟ䛜ၥ㢟䛸䛺䜛䚹
䕿 ⌧㔠⩏䛷䛿ண⟬䛷䛿ᨭ䛜䛩䜉䛶䠌䛻䛺䜚䚸⧞ฟ㔠䛜䛒䜛ィ䛷䛿Ỵ⟬䜒ᨭ䛜䠌䛻䛺䜛䛯䜑䚸
⊂❧᥇⟬䛾ཎ๎䛜䛺䛔䛜䛧䜝䛻䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䕿 බႠᴗ䛾䝃䞊䝡䝇䜢Ᏻᐃ䛧䛶ᥦ౪䛩䜛䛻䛿䚸⌧≧䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛧䚸⤒Ⴀィ⏬䜢సᡂ䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䜚䚸䛭䛾䛯䜑䛻䛿ἲ㐺⏝䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䚹⤖ᯝ䛸䛧䛶䚸㉥Ꮠ䛜ぢ䛘䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔
䛜䚸ᚋ䛾ᩚഛ䜔タഛᢞ㈨䜈䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸㆟ㄽ䛜῝䜎䜚䚸⫋ဨ䛾ព㆑ᨵ㠉䠄⤒Ⴀឤぬ䛾ྥ
ୖ䛺䛹䠅䛻⧅䛜䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䕿 ண⟬䛸Ỵ⟬䛿⌧㔠⩏䛷䛒䜛䛜䚸ἲ㠀㐺ᴗ䛾Ỵ⟬⤫ィ䛜ἲ㐺䛾䜘䛖䛺ᵝᘧ䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸
䜼䝱䝑䝥䜢ឤ䛨䜛䚹䜎䛯䚸Ỵ⟬⤫ィ䛜බົဨ䛾ෆ㒊ㄝ᫂㈨ᩱ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ఫẸ䛻ᑐ䛧䛶ㄝ᫂䛷䛝䜛
䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ἲ㐺⏝䜢᥎㐍䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹
䐢ἲ㐺⏝᥎㐍䛻䛒䛯䛳䛶䛾␃ពⅬ➼
䕿

ᅜ㏻▱➼䛜䛺䛡䜜䜀䚸ᐇ㝿䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᅋయ䛿ᑡ䛺䛔䛸ᛮ䛖䚹ἲ㐺⏝䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢㐍䜑䛶䛔䛟୰
䛷䚸ᚲせᛶ䜢ᐇឤ䞉⌮ゎ䛩䜛䛾䛷䚸ἲ㐺⏝䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾ዎᶵ䜢స䜛䛣䛸䛜ษ䛸⪃䛘䜛䚹
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ሗ࿌䠖㔲㊰ᕷ䠄

‴ᩚഛᴗ䠅

ҢѲҺӃҀદࢢрݵᄣ
⮬యྡ䠄ேཱྀ䠅
ᾏ㐨㔲㊰ᕷ䠄䠍䠔䠍䠈䠍䠒䠕ே䠅
䝠䜰䝸䞁䜾ᴗ䛾ᴫせ
⫋ဨᩘ
䚷䚷䚷䠄ே䠅
㻠

⤒Ⴀ≧ἣ䠄┈ⓗᨭ䠅
ᴗつᶍ
Ⴀᴗ┈
ᩱ㔠ධ Ⴀᴗ㈝⏝ ィ⧞ධ㔠
䚷䚷䚷䚷䠄༓䠅
䚷䚷䚷䠄༓䠅 䚷䚷䚷䠄༓䠅 䚷䚷䚷䠄༓䠅 䚷䚷䚷䚷䚷䠄༓䠅
㻣㻜㻟㻘㻠㻤㻣

㻣㻜㻟㻘㻠㻤㻣

㻣㻜㻟㻘㻠㻤㻣

㻡㻠㻥㻘㻥㻠㻣

㻙

බႠᴗィ
⛣⾜䠄ணᐃ䠅ᮇ

㐺⏝༊ศ

㻟㻥ᖺ㻠᭶

୍㒊㐺⏝

ᕷ䛾බႠᴗ䛾≧ἣ
㐠Ⴀ䛩䜛බႠᴗ
Ỉ㐨ᴗ
ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗ
㝔ᴗ
ᕷሙᴗ
‴ᩚഛᴗ
⮫ᾏᅵᆅ㐀ᡂᴗ
䛭䛾ᴗ
බඹ⏝ୗỈ㐨ᴗ
≉ᐃ⎔ቃಖබඹୗỈ㐨ᴗ

ィྡ
Ỉ㐨ᴗィ
ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗィ
㝔ᴗィ
බタᆅ᪉༺ᕷሙᴗィ
‴ᩚഛᴗィ
ᕷタ㨶ᥭሙᴗィ
ୗỈ㐨ᴗィ
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ἲ㐺⏝≧ἣ

ἲ㐺

ἲ㐺ᖺ᭶᪥
㻞㻣ᖺ㻝㻜᭶㻝᪥
㻡㻜ᖺ㻠᭶㻝㻥᪥
㻟㻥ᖺ㻠᭶㻝᪥
㻠㻣ᖺ㻠᭶㻝᪥
㻟㻥ᖺ㻠᭶㻝᪥
㻠㻠ᖺ㻝㻞᭶㻞᪥
㻠㻢ᖺ㻠᭶㻝᪥
㻡㻥ᖺ㻠᭶㻝᪥
ᖹᡂ㻝㻥ᖺ㻠᭶㻝᪥

ေจᄝрܿബкڂৈ೧௲ੈ
䐟⡆Ỉ䞉ୗỈ䛸䛿␗䛺䜛≉᭷䛾ㄢ㢟䛿ఱ䛛
䕿

ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ‴≉᭷䛾㈨⏘䠄ⲴᙺᶵᲔ➼䠅䜒䛒䜚䛭䛾ホ౯᪉ἲ䜔⪏⏝ᖺᩘ➼䛾Ỵ
ᐃ䚸㐀ᡂῶ౯䜘䜚䜒ᅵᆅ䛾౯䛜ୗ䛜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䚹
䕿 つ➼䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྠつᶍ䛾 ‴ᴗィ䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑䚸ཧ⪃䛻䛷䛝䜛䜒䛾䛜䛒䜎䜚䛺䛔䛣䛸䚹

䐠ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䚸䛹䛾䜘䛖䛺ಁ㐍⟇䛜ᚲせ䛛
䕿
䕿
䕿
䕿

㉥Ꮠ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ἲ㐺⏝䛾ព⩏䛿䛒䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶⮬య䛻ၨⓎ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
බㄆィኈ➼බႠᴗィ䛾ᑓ㛛ᐙ䜈Ẽ㍍䛻┦ㄯ䛷䛝䜛ᨭ⟇䜢ᅜ䛜ᵓ⠏䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
⪏⏝ᖺᩘ䜢ᰂ㌾䛻タᐃ䛷䛝䜛ไᗘ䛾タ䚹䠄䜘䜚㛗䛟タᐃ䛩䜛䛸༢ᖺ䛾㉥Ꮠ䜢⦰ᑠ䛷䛝䜛䚹䠅
㉳മൾ㑏ᮇ㛫䜢䜘䜚㛗ᮇ䛻ධ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚸䜎䛯䛿䜘䜚ప䛷䛾㈚䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹

ေจᄝрᆍฆмٝЖ๕
䐡ἲ㐺⏝䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔⏤䛜䛒䜛䛛
䕿

䛝䛺㉥Ꮠ䜢ᢪ䛘䜛䜎䛯䛿㯮Ꮠ䛻䛺䜛ぢ㎸䜏䛜䛯䛯䛺䛔ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ἲ㐺⏝䛻䛭䜒䛭䜒㐺䛧䛶䛔䛺䛔
䛸⪃䛘䛶䛔䜛ᅋయ䛜ከ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 ᓊቨ➼䛾≉Ṧ䛺ᵓ㐀䛾䛖䛘䛻タ⨨䛩䜛ୖᒇ䜔ⲴᙺᶵᲔ➼䛿䜲䝙䝅䝱䝹䝁䝇䝖䛜⭾䛷䛒䜚䚸⪏⏝ᖺᩘෆ䛷
㯮Ꮠ䛻䛩䜛䛻䛿┦ᙜ㧗㢠䛺⏝ᩱ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹
䕿 ᇙ❧ᴗ䠄⮫ᾏᅵᆅ㐀ᡂ䠅䛿䛺䛛䛺䛛ᅵᆅ䛜䜜䛪䛻ⱞ៖䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛜ከ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
ї㔲㊰ᕷ䛾ሙྜ䜒ᖹᡂ䠕ᖺᗘ䛻ᅵᆅྲྀᚓ䛧㐀ᡂ䛧䛶䛝䛯㒊ศ䛜䛒䜛䛜䚸ᅵᆅ䛜䜜䛪䚸⁺ᴗ㛵ಀ䛾ඛ⾜⿵ൾ
ཬ䜃ᅵᆅྲྀᚓ㈝䛾90൨䛻䛴䛔䛶ᖹᡂ24ᖺᗘ䛾‶ᮇ୍ᣓൾ㑏䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹䠄മ䜢Ⓨ⾜䛧ᖹᡂ39ᖺ
ᗘ䜎䛷15ᖺᘏ㛗䛧䛯䠅
їᅵᆅ༷䛾ໃ䛿㏱᫂䛷䛒䜚䚸ⱞ៖䛧䛶䛔䜛䚹
䐢ἲ㐺⏝䛷䛝䛺䛔⏤䛜䛒䜛䛛
䕿 ᙜึ䛾సᴗ䛿ኚ䛷䛒䜛䛜䚸㛤ጞ䛥䜜䛶䛧䜎䛘䜀䛝䛺ᨭ㞀䛿䛺䛔䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
䐣ἲ㐺⏝᥎㐍䛻䛒䛯䛳䛶䛾␃ពⅬ➼
䕿 ἲ㐺⏝ᴗ䛾䛺䛔⮬య䛿⢭㏻䛧䛯⫋ဨ䛾㣴ᡂ䛜䛝䛺ㄢ㢟䚹
䕿 䛝䛺㉥Ꮠᴗ䛿䛭䛾㉥Ꮠ䛾ゎᾘ䜔ᴗ༊ศ䛾⢭ᰝ䛜ᚲせ䛻䛺䜛䚹
їྠ୍ ‴ᴗ䛾୰䛷䜒䚸㯮Ꮠ䛻䛺䜛ᴗ䚸㉥Ꮠ䛻䛺䜛ᴗ䛜䛒䜛䚹㔲㊰ᕷ䛿䜺䞁䝖䝸䞊䜽䝺䞊䞁䛸⯪⯧⤥Ỉ
ᴗ䛜㉥Ꮠ䛰䛜䛾ᩱ㔠ධ䛷⿵䛘䛶䛔䜛䚹⿵䛘䛺䛔ᅋయ䛜䛒䛳䛶䜒䛚䛛䛧䛟䛺䛔䚹
䕿 䜲䝙䝅䝱䝹䝁䝇䝖䛜Ⳙ䛺䛯䜑䚸㯮Ꮠ䛩䜛䛻䛿ῶ౯ൾ༷䝧䞊䝇䛾ᩱ㔠タᐃ䛺䛹ᕤኵ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䠄ᐇ㝿䛻
䛷䛝䜛䛛䛹䛖䛛䛿ศ䛛䜙䛺䛔䛜䚹䠅䚹
䕿 ⌧≧䛸䛧䛶⮬య㛫䛷䛾ྲྀ䜚ྜ䛔䛜䛒䜛䛯䜑ᩱ㔠್ୖ䛢䛷䛝䛺䛔䚹
䕿 ᴗ⏺䛸㟂⤥㛵ಀ䛾୰䛷ᡂ䜚❧䛴ᴗ䛷䛒䜚䚸ᚲ䛪䛧䜒ཎ౯⩏䛰䛡䛻ᇶ䛵䛝ᩱ㔠タᐃ䛜ฟ᮶䛪䚸ᩱ㔠タᐃ
䛾ᖜ䛜ᣊ᮰䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛜⌧≧䚹䠄ᩱ㔠್ୖ䛢їධ ᩘῶҸྲྀᢅ㔞ῶїᩱ㔠ධῶї㉥Ꮠ䠅
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ૐഘणܮнжЖи̢ѐкѓ̣
㈈ົ㐺⏝䜢㐍䜑䜛⠊ᅖ䛾᳨ウ䛻㈨䛩䜛䜘䛖䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⾜䛖ᴗ䠄Ỵ⟬⤫ィᑐ㇟እ䛾ᆅ᪉බႠᴗ䛸㢮ఝ䛾ᴗ䜢
ྵ䜐䠅䛻䛴䛔䛶䚸ᩱ㔠ᅇ⋡䠄ᴗ᥇⟬ᛶ䠅䚸බႠᴗമ䛾Ⓨ⾜䠄㈨㔠ㄪ㐩ᡭẁ䠅ཬ䜃≉ูィ䛾タ⨨䠄⤒⌮ᡭἲ䠅䛻╔┠
䛧䚸䛭䛾ᐇែ䜢ㄪᰝ䚹

ᩱ㔠ᅇ⋡䠄ᴗ᥇⟬ᛶ䠅
¾ య䛷䜏䜛䛸䚸ᩱ㔠ᅇ⋡䛸ᆅ᪉බႠᴗἲ䛾㐺⏝䛾᭷
↓䛻䛿䚸୍ᐃ䛾┦㛵䛜䛒䜛䚹
¾ ಶูᴗ䛷䜏䜛䛸䚸୍ᵝ䛷䛿䛺䛟䚸ᩱ㔠ᅇ⋡䛜ప䛔ᴗ
䛷䜒ἲ㐺⏝䛧䛶䛔䜛ᴗ䜒䛒䜜䜀䚸ᩱ㔠ᅇ⋡䛜㧗䛔䛻䜒
㛵䜟䜙䛪㠀㐺⏝䛾ᴗ䜒䛒䜚䚸㏫㌿䛜⏕䛨䛶䛔䜛䚹
⡆᫆Ỉ㐨ᴗ䛾

ἲ㐺

ᖹᆒ䠖㻣㻞㻚㻟䠂 ᭱䠖㻝㻟㻝㻚㻤䠂 ᭱ᑠ䠖㻤㻚㻡䠂

㠀㐺

ᖹᆒ䠖㻡㻤㻚㻞䠂 ᭱䠖㻞㻜㻡㻚㻟䠂 ᭱ᑠ䠖㻜㻚㻜䠂

¾ බႠᴗ䛾㢮ఝᴗ䛷䛿䚸බႠᴗമ䜢Ⓨ⾜䛧䛶䛔䜛
ᴗ䛾᪉䛜ᩱ㔠ᅇ⋡䛜㧗䛔䚹

≉ูィ䛾タ⨨䠄⤒⌮ᡭἲ䠅
¾ ≉ูィ䛾タ⨨⩏ົ䛾䛺䛔බႠᴗ䛷䜒88䠂䛾ᴗ䛷௵ព䛻≉䜢タ⨨䚹䛯䛰䛧䚸ᴗ㛫䛾᱁ᕪ䛜䛝䛔䚹
≉タ⨨⋡䛜㧗䛔ᴗ
≉タ⨨⋡䛜ప䛔ᴗ

ίᵴᴗ䠄㻝㻜㻜䠂䠅䚸㞟ⴠỈᴗ䠄㻥㻥㻚㻤䠂䠅
㥔㌴ሙᴗ䠄 㻞㻡䠂䠅䚸ㆤ䝃䞊䝡䝇䠄㻠㻜䠂㻕

¾ ≉ูィ䜢௵ព䛻タ⨨䛧䛯⌮⏤䛸䛧䛶䛿䚸䐟ᩱ㔠䜢ᚩ䛧䛶䛔䜛䛛䜙䚸䐠⊂❧᥇⟬䛷ᴗ䜢⾜䛖䛯䜑䚸䐡⛯㈇ᢸ䛾
≧ἣ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑 䛸䛾ᅇ⟅䛜ከ䛔䚹
¾ ≉ูィ䜢௵ព䛻タ⨨䛧䛶䛔䜛ᴗ䛻බႠᴗィ䛾㐺⏝䜢せㄳ䛧䛯ሙྜ䚸䛂බႠᴗィ䜢㐺⏝䛩䜛䛃䛸䛾ᅇ⟅
䛜42䠂䛒䜛୍᪉䚸䛂䜟䛛䜙䛺䛔䛃䛸䛾ᅇ⟅䛜᭱ከ䛷49䠂䛷䛒䛳䛯䚹
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ૐഘрणݵܮᄣ
ᴗ䛾ᐇែ
¾

ᆅ᪉බႠᴗἲࡢ㈈ົつᐃࡢ㐺⏝ࢆ㐍ࡵࡿࡁᴗ⠊ᅖࡢ᳨ウ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ⾜࠺ᴗ
㛵ࡋ࡚ࠊᴗࡢᐇែࢆㄪᰝࠋ
࠙ᴗᐇែࡢᴫᛕᅗࠚ
ἲ䠖ᆅ᪉බႠᴗἲ

ἲ㐺⏝῭

ἲ㐺⏝䛫䛪
≉௵ពタ⨨

↓ї

≉タ⨨⩏ົ᭷叫

௵ពἲ㐺⏝

බႠᴗമ䛾
Ⓨ⾜

ᙜ↛ἲ㐺⏝

᭷ї

ศ㢮ϩ
䠄Ỵ⟬⤫ィᥦฟ䛺䛧䠅

ศ㢮Ϩ䠄බႠᴗỴ⟬⤫ィᥦฟ䛒䜚䠅

ј᭷

ј↓

≉タ⨨

ศ㢮Ϫ

ј᭷

ј↓

≉タ⨨

䠄ᐃ⩏䠅 ศ㢮Ϩ䠖බႠᴗỴ⟬⤫ィ䜢ᥦฟ䛧䛶䛔䜛ᴗ
ศ㢮ϩ䠖බႠᴗỴ⟬⤫ィ䛾ᥦฟ䛿䛺䛔䛜䚸ศ㢮Ϩ䛸㢮ఝ䛾ᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛸ᅇ⟅䛜䛒䛳䛯䜒䛾
ศ㢮Ϫ䠖ศ㢮Ϩ䛾ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸୍⯡ィ➼䛻䛚䛔䛶⢭⟬ཬ䜃ᆅ᪉മ䛾ൾ㑏䜢⾜䛳䛶䛔䜛䜒䛾

¾

ᴗࡢᐇែࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢほⅬࡽᩚ⌮ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
࣭ᴗࡢ᥇⟬ᛶࢆ⾲ࡍࠊᴗࡈࡢṇࡢᩱ㔠ᅇ⋡㸦௨ୗࠊࠕᩱ㔠ᅇ⋡ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ≧ἣ
࣭㈨㔠ㄪ㐩ࡢᡭẁ࡛࠶ࡿࠊᴗࡈࡢබႠᴗമࡢⓎ⾜≧ἣ
࣭⤒⌮ࡢᡭἲ࡛࠶ࡿࠊᴗࡈࡢ≉ูィࡢタ⨨≧ἣ
ͤ࡞࠾ࠊྛ㈨ᩱࡣࠊ+බႠᴗỴ⟬⤫ィㄪᰝ⤖ᯝࢆ⏝ࡍࡿࡶࠊ⊂⮬ㄪᰝ㸦+Ⅼ㸧ࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆࡶసᡂࠋ

ࢢࠉۈ๕рಘഐೠ
≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛බႠᴗ
ᆅ㈈ἲ➨䠒᮲䛻つᐃ䛩䜛බႠᴗ
䠄≉タ⨨⩏ົ᭷ ͤᆅ㈈௧➨䠐䠒᮲䠅

ᆅබἲ➨䠎᮲䛻つᐃ䛩䜛ᆅ᪉බႠᴗ
䠄ᙜ↛㐺⏝䞉௵ព㐺⏝➼䠅

䠄㻟㻘㻝㻝㻢䠅

䠄㻟㻘㻞㻢㻟䠅

䞉⡆᫆Ỉ㐨
䞉 ‴ᩚഛ
䞉ᕷሙ
䞉䛸␆ሙ
䞉Ꮿᆅ㐀ᡂ

䞉බඹୗỈ㐨
䞉㏻䠄⯪⯧䠅
䞉ほගタ
䞉㟁Ẽ

䞉Ỉ㐨
䞉ᕤᴗ⏝Ỉ㐨
䞉㏻䠄㌶㐨䠅
䠄⮬ື㌴㐠㏦䠅
䠄㕲㐨䠅
䞉⡆᫆Ỉ㐨
䞉 ‴ᩚഛ
䞉ᕷሙ
䞉䛸␆ሙ
䞉Ꮿᆅ㐀ᡂ

䞉㟁Ẽ
䞉䜺䝇
䞉㝔
䞉බඹୗỈ㐨
䞉㏻䠄⯪⯧䠅
䞉ほගタ
䞉㟁Ẽ

䐟ศ㢮Ϩᴗ䛾䛖䛱䚸ἲ㐺⏝䜢䛫䛪䚸
≉ูィ䜢௵ព䛷タ⨨䛧䛶䛔䜛ᴗ
䠄㻝㻘㻤㻠㻟䠅

䐣ศ㢮Ϫᴗ䠄㻝㻡㻡䠅

䞉㞟ⴠỈ
䞉ίᵴ
䞉㥔㌴ሙ
䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇
䞉䛭䛾
䠄䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝥䝷䞁䝖䚸デ⒪ᡤ➼䠅

䞉㞟ⴠỈ 䞉ίᵴ
䞉㥔㌴ሙ
䞉᭷ᩱ㐨㊰
䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇

䐠ศ㢮Ϩᴗ䛾䛖䛱䚸ἲ㐺⏝䜢䛫䛪䚸
≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶䛔䛺䛔ᴗ䠄㻞㻟㻥䠅

䞉㞟ⴠỈ 䞉ίᵴ
䞉㥔㌴ሙ
䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇

䐡ศ㢮ϩᴗ䛾䛖䛱䚸බႠᴗമ䜢
Ⓨ⾜䛧䛯ᴗ䠄㻤㻜䠅

䞉ᅬ

බႠᴗỴ⟬⤫ィᑐ㇟䛾බႠᴗ

බႠᴗമ䜢Ⓨ⾜䛧䛯ᴗ

ͤ㉥Ꮠ䠙⊂⮬䛻⾜䛳䛯ᐇែㄪᰝ䛾ᑐ㇟

䐢ศ㢮ϩᴗ䛾䛖䛱䚸බႠᴗമ䜢
Ⓨ⾜䛧䛶䛔䛺䛔ᴗ䠄㻟㻤㻟䠅

ศ㢮Ϩ䠖බႠᴗỴ⟬⤫ィ䜢ᥦฟ䛧䛶䛔䜛ᴗ
ศ㢮ϩ䠖බႠᴗỴ⟬⤫ィ䛾ᥦฟ䛿䛺䛔䛜䚸ศ㢮Ϩ䛸㢮ఝ䛾ᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛸ᅇ⟅䛜䛒䛳䛯䜒䛾
ศ㢮Ϫ䠖ศ㢮Ϩ䛾ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸୍⯡ィ➼䛻䛚䛔䛶⢭⟬ཬ䜃ᆅ᪉മ䛾ൾ㑏䜢⾜䛳䛶䛔䜛䜒䛾
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ᆊદࢢрி
䕔 ศ㢮ϩᴗ䛾䛖䛱䚸බႠᴗമ䜢Ⓨ⾜䛧䛯ᴗ䠄⊂⮬ㄪᰝ䐡䠅
༊䚷ศ
㝔ᴗമ
ほග䛭䛾ᴗമ
⡆᫆Ỉ㐨ᴗമ
ྜィ

ᴗᩘ

㻠㻜
㻟㻣
㻟
㻤㻜

ྜ
䛺ᴗෆᐜ
㻡㻜㻚㻜㻑 デ⒪ᡤ䠄㻟㻞ᴗ䠅䚸୍⯡⾜ᨻ㝔䠄㻤ᴗ䠅
㻠㻢㻚㻞㻑 ᅬ䠄㻞㻣ᴗ䠅䚸බႠ➇ᢏ䠄㻢ᴗ䠅䚸⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ䠄㻟ᴗ䠅
㻟㻚㻤㻑 㣧ᩱỈ౪⤥タ䠄㻟ᴗ䠅
㻝㻜㻜㻚㻜㻑

䕔 ศ㢮ϩᴗ䛾䛖䛱䚸බႠᴗമ䜢Ⓨ⾜䛧䛶䛔䛺䛔ᴗ䠄⊂⮬ㄪᰝ䐢䠅
༊ศ
⮬ື㌴㐠㏦ᴗ
㝔ᴗ
⡆᫆Ỉ㐨
ほගタᴗ
䛭䛾ᴗ
㟁Ẽᴗ
ୗỈ㐨ᴗ
⯪⯧ᴗ
㕲㐨ᴗ
㊰㠃㟁㌴
Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ
ᕷሙᴗ
ྜィ

ᴗᩘ
㻝㻠㻤
㻝㻝㻡
㻞㻤
㻞㻣
㻝㻤
㻝㻡
㻝㻥
㻠
㻟
㻟
㻞
㻝
㻟㻤㻟

ྜ
㻟㻤㻚㻢㻑
㻟㻜㻚㻜㻑
㻣㻚㻟㻑
㻣㻚㻜㻑
㻠㻚㻣㻑
㻟㻚㻥㻑
㻡㻚㻜㻑
㻝㻚㻜㻑
㻜㻚㻤㻑
㻜㻚㻤㻑
㻜㻚㻡㻑
㻜㻚㻟㻑
㻝㻜㻜㻚㻜㻑

䛺ᴗ䛾ෆᐜ
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇䚸䝕䝬䞁䝗䝍䜽䝅䞊
デ⒪ᡤ䚸୍⯡⾜ᨻ㝔
㣧ᩱỈ౪⤥ᴗ䠄⤥Ỉேཱྀ㻝㻜㻜ே௨ୗ䠅
䜻䝱䞁䝥ሙ䚸 Ἠタ䚸ື≀ᅬ䚸⨾⾡㤋
ᅬᴗ䚸㥔㍯ሙ
ᑠỈຊⓎ㟁䚸䛤䜏Ⓨ㟁
㞟ⴠỈᴗ䚸ίᵴ
Ώ⯪ᴗ
➨୕✀㕲㐨ᴗ
㌶㐨ᩚഛᴗ
䈜
㨶⳯㢮ᕷሙ

䈜 Ꮿᆅ㐀ᡂᴗ䛾
▼ᕝ┴ᚿ㈡⏫ 䡡䡡䡡ⱝ⪅䛾⏫ෆᐃఫ䜔㼁㻵㻶䝍䞊䞁ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛯䜑Ꮿᆅ䜢㐀ᡂ䛩䜛䜒䛾䚹♫㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ㔠䛸බඹᴗ➼മ䜢ά⏝䚹
ḷᒣ┴⏣㎶ᕷ 䡡䡡䡡ᅵᆅ㛤Ⓨබ♫䛜⁺ᴗ㞟ⴠ⎔ቃᩚഛᴗ䛻䜘䜛௦᭰⏝ᆅ䛸䛧䛶㐀ᡂ䛧䛯ᅋᆅ䛻䛴䛔䛶䚸ᕷ䛜ྲྀᚓ䛧䚸ṧᆅ䛾Ꮿᆅศㆡ䜢⾜䛖䜒䛾䚹

णܮрݵᄣ

ݓएр൶ש

䕔 ≉ูィタ⨨⩏ົ䛾䛺䛔ᴗ䛻䛚䛡䜛≉ูィ䛾タ⨨≧ἣ

ศ㢮Ϩ䠖ἲ㠀㐺⏝䠄≉タ⨨⩏ົ䜢㝖䛟䠅

ศ㢮ϩ䠄බႠᴗമⓎ⾜䛒䜚䠅

య
ಶูู
ูᴗ
ͤ 䠄

䠅ෆ䛿䚸ᅋయᩘ

－ 80 －

ศ㢮ϩ䠄බႠᴗമⓎ⾜䛺䛧䠅

णܮрݵᄣ

ݓएр൶ת

≉ูィ䛾タ⨨⌮⏤
⊂⮬ㄪᰝ䐟䚸䐠䚸䐡䚸䐢

¾ ≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛ᴗ䛻䛚䛡䜛䛂≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛⌮⏤䛃
¾ ≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶䛔䛺䛔ᴗ䛻䛚䛡䜛䛂≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶䛔䛺䛔⌮⏤䛃
༊ศ

≉

タ
⨨
࣭
㠀
タ
⨨
ࡢ
⌮
⏤

≉ูィࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᴗ

ᩱ㔠䜢ᚩ䛧䛶䛔䜛䛯䜑

77.9%

⊂❧᥇⟬䛷ᴗ䜢⾜䛖䛯䜑
⛯䠄୍⯡ィ䠅㈇ᢸ䛾≧ἣ䜢
㆟䜔ఫẸ䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑

14.9%

䛾ᴗ䛸ྠ䛨䠍䛴䛾≉ูィ䛷⤒⌮
䛧䛶䛔䜛䛯䜑

21.4%

䛭䛾

⛯䠄୍⯡ィ䠅㈇ᢸ䛾≧ἣ䜢㆟䜔
ఫẸ䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䜒䛾䛷䜒䛺䛔䛯䜑

7.0%

ᅜᗜ⿵ຓᴗ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䛯䜑
䠄䠖ᴗつᶍ䜢‶䛯䛥䛺䛔䠅

5.4%

8.1%
20%

51.5%

⊂❧᥇⟬䛜ᅔ㞴䛺䛯䜑

31.4%

ᅜᗜ⿵ຓᴗ䛻ヱᙜ䛩䜛䛯䜑

12.3%

ᩱ㔠䜢ᚩ䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑

44.4%

0%

ࡑ
ࡢ

ࡢ

࡞
ࡶ
ࡢ

≉ูィࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗ

38.4%

䛭䛾
40%

60%

80%

100%

0%

࣭ἲ࡛⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ
࣭ᴗࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢせ௳࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ
࣭ཎ๎⊂❧᥇⟬ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࠋ
࣭ᴗࡢ࡞㐠Ⴀ⤒⌮ࡢ㐺ṇࢆᅗࡿࡓࡵࠋ
࣭බႠᴗമࢆࡾධࢀࡿࡓࡵ㸦ᆅ᪉മࡢൾ㑏ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸧ࠋ
࣭≉ᐃࡢṓධࢆࡶࡗ࡚≉ᐃࡢṓฟ୍࡚⯡ࡢṓධṓฟ༊ศࡋ࡚⤒⌮ࡍ
ࡿࡓࡵ㸦ᆅ᪉⮬ἲ➨᮲➨㡯㸧ࠋ
࣭බႠᴗ㢮ఝࡢᴗ࡛࠶ࡾࠊࡢබႠᴗྠᵝ⤒⌮ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠋ

णܮрݵᄣ

20%

40%

60%

80%

100%

࣭ἲ௧➼࡛≉ูィࡢタ⨨ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠋ
࣭බඹᛶࡀ㧗ࡃࠊ⟇ࡢ㛵ಀࡽ୍⯡ィ࡛⤒⌮ࡍࡿࡢࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶
ࡿࡓࡵࠋ
࣭⤒Ⴀ≧ἣ࣭ᴗつᶍࡽ≉タ⨨ࡢᚲせᛶࡀప࠸ࡓࡵࠋ
࣭ᴗࡋ࡚᥇⟬ᛶࢆồࡵ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠋ
࣭ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡸẸ㛫ጤクࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ
࣭ᗫṆ࣭ẸႠࡢணᐃࡀ࠶ࡿࡓࡵࠋ
࣭ᆅ᪉බィࡢᩚഛಁ㐍ᇶ࡙ࡁ㈈ົㅖ⾲➼ࡢసᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ

ݓएр൶

௵ព䛷≉ูィ䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛ᴗ䛻බႠᴗィ䛾㐺⏝䜢せㄳ䛧䛯ሙྜ䛾ᑐᛂ
⊂⮬ㄪᰝ䐟

䛆䛂䜟䛛䜙䛺䛔䞉䛭䛾䛃䛷ᣲ䛢䜙䜜䛯⌮⏤䛇
䕿ᴗ䛭䛾䜒䛾䛾䛒䜚᪉䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䞉ᴗᗫṆ䚸ẸႠ䛺䛹䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䞉ィ䛸䛾⤫ྜ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛
䕿බႠᴗィ䛾⛣⾜䛾䝯䝸䝑䝖䞉ᚲせᛶ䛻ၥ䛜䛒䜛
䞉ᆅ᪉බィ䛻䜘䜚䚸㈈ົㅖ⾲䛾సᡂ䚸⤒Ⴀ≧ἣ䛾ᢕᥱ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛
䞉බႠᴗィ䜢㐺⏝䛫䛪䛸䜒䚸⤒Ⴀ≧ἣ䛜䛷䛒䜛
䞉᥇⟬ᛶ䛜ప䛟䚸⊂❧᥇⟬䜢㐩ᡂ䛷䛝䜛ぢ㎸䜏䛜䛺䛔
䞉୍⯡ィ⟇䛸㐃ᦠ䛧බඹ┠ⓗ䛷ᐇ䛧䛶䛚䜚⊂❧᥇⟬ไ䛻㐺䛥䛺䛔
䞉ᆅ᪉മ䜢ൾ㑏䛩䜛䛰䛡䛾ィ䛷䛒䜛
䕿⛣⾜䛻せ䛩䜛㈈※䜔ேⓗ㈨※䛻ㄢ㢟䛜䛒䜛
䞉⛣⾜ᑐᛂ䛜ᅔ㞴䠄ᴗົ㔞ቑ䚸ேᡭ䚸䝜䜴䝝䜴䚸䝁䝇䝖㠃䛺䛹䠅
䞉㐺⏝䚸⤫ྜ䛻䛒䛯䛳䛶䛾ฎ⌮䛜䜟䛛䜙䛺䛔
䞉ᴗつᶍ䛜ᑠ䛥䛔
䕿බႠᴗィ䛾⛣⾜䛾⨨䛵䛡
䞉ἲⓗᣊ᮰ຊ䛜↓䛔
䞉බႠᴗィ䜢㐺⏝䛩䜉䛝䛛䛹䛖䛛䛿ᆅ᪉ᅋయ䛻ጤ䛽䜛䜉䛝

䛆ᴗู䛾≧ἣ䛇
㞟ⴠỈ䠄1,343䠅

ίᵴ䠄26䠅

ㆤ䝃䞊䝡䝇䠄273䠅

㥔㌴ሙ䠄158䠅
7.6%

15.4%
41.9%
1.2%

30.8%
51.6%

10.3%

53.8%

63.4%

7.7%
7.7%

5.3%

－ 81 －

11.0%

79.1%

8.2%
5.1%

