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ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸱᭶㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡽᩍ⫱㛵ಀඹྠ
⏝ᣐⅬ㸦ᣐⅬྡ㸸ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ㸧ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ㸪ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱᭶ࡲ࡛
ࡢ㸳ᖺ㛫ࢃࡓࡗ࡚ᵝࠎ࡞㹄㹂㸭㹑㹂ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢᐇ⦼ࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓ⤖ᯝ㸪ᖹᡂ
㸰㸴ᖺ㸵᭶ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁࠕᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࠖࡋ࡚㸳ᖺ㛫ࡢㄆᐃ㸦➨㸰ᮇㄆᐃᮇ㛫㸸ᖹᡂ
㸰㸵ᖺ㸲᭶㹼ᖹᡂ㸱㸰ᖺ㸱᭶㸧ࢆཷࡅ㸪➨㸯ᮇࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ࣭
ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅㸦㹄㹂㹣㹰㸭㹑㹂㹁㸭㹇㹐㹣㹰㸧ࡢ㣴ᡂࡉࡽὀຊࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸲᭶ࡢᏛタ⨨ᇶ‽➼ࡢ୍㒊ᨵṇࡼࡾ㸪ࠕ㹑㹂ࡢ⩏ົࠖཬࡧࠕᩍ⫋༠ാࠖࡀἲ௧
➼᫂グࡉࢀ㸪ᩍ⫋ဨࡀᏛ➼ࡢ㐠Ⴀᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㌟ࡅ㸪⬟ຊ࣭㈨㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢྲྀ⤌ࡸ㸪ᩍဨ࣭ົ⫋ဨ➼ࡀ㐃ᦠ༠ຊࡋ࡚ᴗົྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀࡇࢀࡲ࡛௨ୖ㔜せ࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋᮏᣐⅬ࡛ࡣ㸪⊂⮬㈨᱁࡛࠶ࡿࠕ㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦㹑㹂㹁㸧ࠖࡢㄆᐃไᗘࢆᖹᡂ㸰㸱
ᖺ㸱᭶タࡅ㸪㹑㹂㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆಟᚓࡋ㸪㹑㹂ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡋ࡚㐺ษ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅㸦㹑㹂㹁㸧ࡢ㣴ᡂࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋᖺᗘࡣ㸪㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓᕼᮃ
⪅ᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞㔜Ⅼⓗᨭࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡛
᭱ከ࡞ࡿ㸵ྡ㸦Ꮫእㄆᐃ⪅㸲ྡࢆྵࡴ㸧ࡢ㹑㹂㹁ࢆ㍮ฟࡍࡿ࡞㸪ከࡃࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂࢆ
⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ᮏᣐⅬࡢ㔜Ⅼᴗ࡛࠶ࡿ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂㅮᗙࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᖺᗘࡣ㸪ࠕ㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㣴ᡂㅮᗙ㸤㹇㹐㹣㹰㣴ᡂㅮᗙࠖࢆᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㜰ཬࡧ
Ꮫホ౯ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᚋࢆཷࡅ࡚㜰࡛ึࡵ࡚㛤ദࡋ㸪ཧຍ⪅ࡽࡶዲホࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪➨㸰ᮇㄆᐃᮇ㛫ࡢ᭱⤊ᖺᗘ࡞ࡿ᮶ᖺᗘࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡢⓙࡉࡲࡽ㧗ࡃホ౯࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡾ㸪㸱ࡘࡢ㣴ᡂㅮᗙ㸦㹄㹂㹣㹰㸭㹑㹂㹁㸭㹇㹐㹣㹰㸧ࡍ࡚ࢆ㛤ദࡍࡿィ⏬ࢆ❧࡚
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋከࡃࡢⓙࡉࡲࡢᚚཧຍࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡇ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᖺᗘࡢάືࢆࡲࡵࡓᖺḟሗ࿌᭩ࢆ࠾ᒆࡅࡋࡲࡍࠋࢃࢀࢃࢀ
ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪ᮏᣐⅬࡢάືෆᐜࡸᡂᯝࢆᗈࡃⓙࡉࡲሗ࿌ࡋ㸪⮬ࡽࡢάືࢆࡾ㏉ࡿ୰࡛ᐅ
࡞ࡗࡓ᪂ࡓ࡞άື⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋㅮᗙ㛤ദࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵➼ࡢάືࡣ㸪ᮏ
ᣐⅬࢫࢱࢵࣇࡗ࡚ࡶ㸪᪂ࡓ࡞Ẽࡁࡀᚓࡽࢀࡿ㈗㔜࡞ᶵ࡛࠶ࡾ㸪ᮏᣐⅬᴗࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍ⫱
ࡢ㉁ྥୖ⧅ࡀࡿேᮦ⫱ᡂࡢ㍯ࡀከࡃࡢᶵ㛵㸪ࡑࡋ࡚ከࡃࡢ᪉ࠎᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆᚰࡼࡾ㢪
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࡶ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢⓎᒎᚚᨭ㸪ᚚ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺㸪ࡼࢁࡋࡃ
࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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㸯 ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊࡘ࠸࡚



㸦㸯㸧⤌⧊ᴫせ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸯
㸦㸰㸧ࢫࢱࢵࣇ⤂ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸱

㸰 ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢㄆᐃࡘ࠸࡚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸲
㸦㸰㸧ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᐇయไࡘ࠸࡚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸳
㸦㸱㸧ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᴗィ⏬ࡘ࠸࡚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸵

㸱 ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘࡢᴗሗ࿌
 㸦㸯㸧ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘᴗࡢ⥲ᣓ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸷
 㸦㸰㸧ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘάືᐇ⦼
    ձ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂ࣭ᨭ͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸯
    ղ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࣭ᥦ౪͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸰㸯
    ճㅮᖌὴ㐵㸭࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢜ࣇࢫ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸲㸳
    մሗⓎಙ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸳㸵
    յࡑࡢᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿᴗ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸳㸶

ཧ⪃㈨ᩱ 
ձ➨㸰ᮇᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ┠ᶆయ⣔ᅗ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴㸱
ղឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊෆつ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴㸲
ճឡᏛᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ㸦ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊ㸧࠾ࡅࡿ
ࢫࢱࢵࣇ࣭ࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ࣭ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢㄆᐃ㛵ࡍࡿせ㡯͐͐͐͐͐͐͐㸴㸴
մឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨෆつ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸴㸷
յឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊඹྠ⏝᥎㐍㆟ෆつ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸵㸮
նඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨጤဨྡ⡙ཬࡧඹྠ⏝᥎㐍㆟ጤဨྡ⡙ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸵㸰
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ȟȃǷȧȳ
 ᩍ⫱㺃Ꮫ⏕ᨭᶵᵓ㛗ࡢᣦ♧ࡢࡶ㸪ឡᏛࡢᩍ⫱㛵ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ㺃◊✲ࢆ⾜࠺
ඹ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᐇ㝿ࡢᩍ⫱άື㐺⏝ࡋ㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࠋ 


Ꮛ˖ဒܴƷಅѦᲢϋᙹᇹᲮவӏƼᇹᲫᲪவᲣ èᲰᲮ᳸ᲰᲯӋༀ
㸯㸬Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ㢟ಀࡿㄪᰝ㺃◊✲➼㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸰㸬ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢࡓࡵࡢᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸱㸬ᤵᴗホ౯ཬࡧࢩࣛࣂࢫ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸲㸬Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦ᨭཬࡧ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸳㸬ᅄᅜᆅ༊Ꮫᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᴗ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸴㸬ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬᴗ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸵㸬ࡑࡢᩍ⫱㛤Ⓨಀࡿㄪᰝ㸪◊✲➼㛵ࡍࡿࡇࠋ 
   ͤୖグࡢᡂᯝࢆ㸪ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼ࡢ⏝౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


Ꮛ˖ဒܴӲᢿᧉƴƭƍƯ
ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ㒊㛛
ᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ⫱άືཬࡧᏛ⩦άືࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ
ࡋ࡚ࡣ㸪ᤵᴗࡢᨵၿ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿ㸪⤌⧊ࡢᩚഛ࣭ᨵ㠉࠸࠺㸱ࡘࡢࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚㸪࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ㸪ࢭ࣑ࢼ࣮㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮◊ಟ࡞ࢆᐇࡋ
࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡋ࡚ࡣ㸪ᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭ㒊ᩍ⫱⏬ㄢཬࡧ⥲ົ㒊ேㄢᩍ⫋༠ാ࡛ᑓ
㛛ศ㔝ูཬࡧ㝵ᒙูࡢ㹑㹂ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᩍ⫱ㄪᰝ࣭ศᯒ㒊㛛
ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࡢᐇែ࣭ᡂᯝ㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⏬࣭ᐇ࣭ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂ධ⏕ࡸ༞ᴗண
ᐃ⪅➼ࡢࣥࢣ࣮ࢺࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆศᯒࡍࡿࡇ࡛Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿཬࡧሗබ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌ࡣࠕ㹇㹐࣏࣮ࣞࢺࠖࡲࡵ㸪Ꮫෆ㛵ಀ⪅ᒆࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ㄪᰝ⤖ᯝ
ࡽᐃࡉࢀࡿㄢ㢟㸪Ꮫࡶྵࡵࡓ㹇㹐㛵ࢃࡿྲྀ⤌࡞ࢆࠕᩍ⫱⏬ᐊࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠖᥖ
㍕ࡋ࡚ሗⓎಙࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫ⏕⬟ຊ㛤Ⓨ㒊㛛
Ꮫ⏕ࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ▱ᛶே㛫ᛶࡢ୧ഃ㠃ࡽᨭࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ㸪Ꮫ⏕ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ㧗ࡵࡿࠕឡᏛ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ࣭ࢫࢡ
࣮࡛ࣝࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢫࢱࢹ࣭ࢫ࢟ࣝㅮᗙ➼ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ㸪Ꮫ⏕ࡼࡿㄪᰝ࣭◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㹃㸧ࡢ㐠Ⴀ㸪Ꮫ㝔⏕ࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ┠ⓗࡋࡓ㹒㸿◊ಟ㸪㝃ᒓ㧗ᰯࡢ࢟ࣕ
ࣜᩍ⫱ᨭ➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㸯㸷㸷㸱ᖺ㸸ᪧᩍ㣴㒊ࢆᨵ⤌ࡋ࡚㸪Ꮫᩍ⫱◊✲ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮㸦Ꮫෆタ㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࡿࠋ 

㸰㸮㸮㸯ᖺ㸸Ꮫᩍ⫱⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸦Ꮫෆタ㸧࡞ࡿࠋ 

㸰㸮㸮㸰ᖺ㸸Ꮫᩍ⫱⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸦┬௧タ㸧࡞ࡿࠋ
     ࢭࣥࢱ࣮ෆ࡛ࡁࡓᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㒊ࡀ㸪㹄㹂ࢆᢸᙜࡍࡿࠋ

㸰㸮㸮㸲ᖺ㸸ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓࡢタ⨨క࠸㸪ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦ඹ㏻ᩍ⫱㒊࣭ᩍ⫱㛤Ⓨ㒊㸧
ྡ⛠ࢆኚ᭦ࡍࡿࠋ

㸰㸮㸮㸴ᖺ㸸ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦ඹ㏻ᩍ⫱㒊࣭ᩍ⫱㛤Ⓨ㒊㸧ࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀඹ㏻ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ
⫱⏬ᐊᨵ⤌ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ≉Ⰽ࠶ࡿᏛᩍ⫱ᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦≉Ⰽ *3㸧ࠖ㸪ᮏᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓࡽ
⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡓࠕ)'6'7$' ୕୍యᆺ⬟ຊ㛤Ⓨࠖ㸦௦⾲ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱
⏬ᐊ㛗㧗℩ḟᩍᤵ㸧ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡿࠋ


㸰㸮㸮㸶ᖺ㸸ࠕᡓ␎ⓗᏛ㐃ᦠᨭᴗࠖ㸪ᮏᏛࡀ௦⾲ᰯ࡞ࡾ⏦ㄳࡋࡓࠕࠗᅄᅜᆅ༊Ꮫᩍ
⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦㹑㹎㹍㹂㸧࠘ࡼࡿᏛࡢᩍ⫱ຊྥୖࠖ㸦௦⾲⪅㸸ᩍ
⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊబ⸨ᾈ❶ᩍᤵ㸧ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡿࠋ

㸰㸮㸯㸮ᖺ㸸ࠕᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࠖ㸦௦⾲⪅㸸ᑠᯘ ┤ே ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᶵ
ᵓ㛗㸪ᩍ⫱⏬ᐊ㛗㸪ㄆᐃࡢ᭷ຠᮇ㛫㸸ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱᭶㸱㸯
᪥㸧ࡋ࡚㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡽᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿࠋ

㸰㸮㸯㸰ᖺ㸸ࠕᏛ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗࠖ㸪ᮏᏛࡀ௦⾲ᰯ࡞ࡾ⏦ㄳࡋࡓࠕす᪥ᮏࡽୡ
⏺⩧ࡓࡃ␗ᩥὶᆺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㹓㹌㹅㹊㸧ࠖ㸦௦⾲⪅㸸ᩍ
⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊ⛙ᩗᩍᤵ㸧ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡿࠋ

㸰㸮㸯㸲ᖺ㸸㸰㸮㸯㸳ᖺ௨㝆ࡶᘬࡁ⥆ࡁ㸪ᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࠕᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࠖ㸦௦⾲
⪅㸸ᑠᯘ ┤ே ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᶵᵓ㛗㸪ᩍ⫱⏬ᐊ㛗㸪ㄆᐃࡢ᭷
ຠᮇ㛫㸸ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ㸱㸰ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥㸧ࡋ࡚㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡽ
ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿࠋ
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ᲢᲬᲣǹǿȃȕኰʼ
 ᩍ⫱⏬ᐊࡣ㸪ᐇ㊶⤒㦂◊✲ᴗ⦼ࢆවࡡഛ࠼ࡓ㸪㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࢆᑓ㛛ࡍࡿࢫࢱࢵࣇࡀ㓄ᒓ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ᩍ⫱⏬ᐊ ࢫࢱࢵࣇ㸼
Ặ  ྡ
ᑠᯘ ┤ே

̽ .2%$<$6+,1DRWR
୰ ಇᶞ

̽ 1$.$,7RVKLNL

⫋  ྡ
Ꮫ㛗≉ู⿵బ㸦ᩍ⫱㸧㸪
ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᶵᵓ㛗㸪
ᩍ⫱⏬ᐊ㛗㸪་Ꮫ㒊ᩍᤵ
ᩍ⫱⏬ᐊᐊ㛗㸪ᩍᤵ

ᑓ  㛛
་Ꮫᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪
Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫᏛ⩦ࡢᨭ㸪㹄㹂➼
㧗➼ᩍ⫱ㄽ㸪ேᮦ⫱ᡂㄽ
㸦㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓ⪅㸧

ΎỈ ᰤᏊ

ㅮᖌ

㧗➼ᩍ⫱㸪Ꮫ⩦ᨭ

̽ 6+,0,=8(LNR

㸦ͤH30.9㹼Ꮫእ㌿ฟ㸧

㸦㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓ⪅㸧

ᮧ⏣ ஓ

̽ 085$7$6KLQ\D
௰㐨 㞞㍤

̽ 1$.$0,&+,0DVDNL
➉୰ ႐୍

̽ 7$.(1$.$<RVKLND]X
ୖ␊ ὒభ

̽ 8(+$7$<RVXNH
㜿㒊 ගఙ

̽ $%(0LWVXQREX
㧗ᶫ ᖹᚨ

̽ 7$.$+$6+,<RVKLQRUL
ᒣ ᬛᏊ

̽ 0$58<$0$7RPRNR

⤌⧊ㄽ㸦㹄㹂㸧㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽ㸪

ㅮᖌ

ேⓗ㈨※⟶⌮ㄽ
ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨࣥ㸪

ㅮᖌ

ᩍ⫱ᕤᏛ㸪㹄㹂㸪HOHDUQLQJ
㸦㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓ⪅㸧
㧗➼ᩍ⫱ㄽ㸪ᩍ⫱ᕤᏛ

≉௵ຓᩍ

㸦㹑㹎㹍㹂㸫㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓ⪅㸧
㧗➼ᩍ⫱ㄽ㸪㹑㹂㸪㹇㹐

≉௵ຓᩍ

㸦㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓ⪅㸧

Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ㅮᖌ

ᩍ⫋⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ㅮᖌ

㹑㹂㸪㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇㸪⏘ᴗᩍ⫱ㄽ
㸦㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓ⪅㸧

⏕ᾭᏛ⩦ㄽ㸪ேⓗ㈨※⟶⌮ㄽ
ᩍ⫱㛤Ⓨ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪

Ꮫ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮ㅮᖌ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
㸦㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓ⪅㸧
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ᲬᲨᎰՃᏡщႆਗໜƴƭƍƯ
ᲢᲫᲣᎰՃᏡщႆਗໜƷᛐܭƴƭƍƯ
 ᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬไᗘࡣ㸪ከᵝࡍࡿ♫Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡘࡘ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪ྛᏛࡢ᭷ࡍࡿேⓗ࣭≀ⓗ㈨※ࡢඹྠ⏝➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛Ꮫᩍ⫱యࡋ࡚
ከᵝࡘ㧗ᗘ࡞ᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࢆᅜࡀᨭࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚タࡉࢀࡓไᗘ࡛࠶ࡿࠋ

 ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ◊ಟㅮ
ᖌࡢὴ㐵ࡸ⊂⮬㛤Ⓨࡋࡓ㹄㹂◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪ཬࡧࠕᅄᅜᆅ༊Ꮫᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ㸦㹑㹎㹍㹂㸧ࠖ࠾ࡅࡿᩍ⫋༠ാ࡞ᖜᗈ࠸ྲྀ⤌ᐇ⦼ࡀホ౯ࡉࢀ㸪ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸱᭶㸰㸱᪥ᩥ
㒊⛉Ꮫ⮧ࡽᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬㄆᐃࡉࢀࡓࠋᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸵᭶㸱㸯᪥ࡣ㸪ᮏᣐⅬࡢࡇࢀࡲ
࡛ࡢᐇ⦼㸪Ꮫࡶ㛤ࢀ㸪ࡘᏛࡽࡢཧຍ⪅ࡢᡂ㛗࣭⩦⇍ࢆᢸಖ࡛ࡁࡿᣐⅬࡋ࡚Ⓨ
ᒎࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿⅬࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ㸪ᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࡋ࡚ࡉࡽ㸳ᖺ㛫ㄆᐃࡀ⥅⥆ࡉࢀࡓࠋ
ᏛࡸㅖᏛ༠➼ࡢ㐃ᦠࡼࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇࡸ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐
ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡾ㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 ۔ᣐⅬྡ㸸ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ
 ۔ㄆᐃタࡢ✀㢮㸸Ꮫࡢᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼ࡢᐇᶵ㛵
 ۔ㄆᐃࡢ᭷ຠᮇ㛫㸸ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥㸦㸳ᖺ㛫㸧
          ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ㸱㸰ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥㸦㸳ᖺ㛫㸧㸦ㄆᐃ㸧
 ۔௦⾲⪅ྡ㸸ᑠᯘ┤ே㸦ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᶵᵓ㛗 ᩍ⫱⏬ᐊ㛗㸧 
 ࠙ཧ⪃ࠚᮏᣐⅬ௨እࡢࠕᏛࡢᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼ࡢᐇᶵ㛵ࠖಀࡿᣐⅬ㸦ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ㸧
タྡ㻌

ᣐⅬྡ㻌

ᾏ㐨Ꮫ  㧗➼ᩍ⫱◊ಟࢭࣥࢱ࣮

ᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼ࡢඹྠ⏝ᣐⅬ

ᮾᏛ   㧗ᗘᩍ㣴ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓ㻌

ᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼ࡢඹྠ⏝ᣐⅬ㻌

ᒣᙧᏛ   ᩍ⫱㛤Ⓨ㐃ᦠᨭࢭࣥࢱ࣮

ᆅ᪉୰ᑠつᶍᏛࡢᩍ⫱ᐇ㊶ຊࡢ㛤Ⓨ࣭ྥୖࢆᨭࡍࡿ
㐃ᦠ࣭య㦂ᆺᣐⅬ

⟃ἼᏛ   ࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣭ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࣭
࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮

ከᵝ࡞Ⓨ㐩≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿᏛ⏕ᑐࡍࡿᨭேᮦᩍ⫱ᣐⅬ

⟃Ἴᢏ⾡Ꮫ 㞀ᐖ⪅㧗➼ᩍ⫱◊✲ᨭࢭࣥࢱ࣮

㞀ᐖ⪅㧗➼ᩍ⫱ᣐⅬ

༓ⴥᏛ   Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉㝃ᒓ
┳ㆤᐇ㊶◊✲ᣦᑟࢭࣥࢱ࣮㻌

┳ㆤᏛᩍ⫱◊✲ඹྠ⏝ᣐⅬ㻌

༓ⴥᏛ   ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣜࣥࢡ࣭ࢭࣥࢱ࣮

ᩍ⫱࣭Ꮫಟᨭᑓ㛛⫋ࢆ㣴ᡂࡍࡿᐇ㊶ⓗSDࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
㛤Ⓨ࣭㐠ႠᣐⅬ㻌

㔠ἑᏛ   ᅜ㝿ᇶᖿᩍ⫱㝔㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨ࣭ᨭ㒊㛛

ᩍ⫱ᨵၿ࣭Ꮫࡢ⤌⧊㛤Ⓨࢆᨭ࠼ࡿ◊ಟேᮦ⫱ᡂᣐⅬ

ᒱ㜧Ꮫ   ་Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

་Ꮫᩍ⫱ඹྠ⏝ᣐⅬ

ྡྂᒇᏛ  㧗➼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮

㉁ಖドࢆᢸ࠺୰᰾ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ

ᒣཱྀᏛ   ▱ⓗ㈈⏘ࢭࣥࢱ࣮㻌

ᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼ࡢඹྠ⏝ᣐⅬ㸦▱ⓗ㈈⏘ᩍ⫱㸧㻌

ᕞᏛ   ᇶᖿᩍ⫱㝔

ḟୡ௦ᆺᏛᩍ⫱㛤ⓎᣐⅬ

బ㈡Ꮫ   Ꮫᩍ⫱ᶵᵓ
ࢡ࢚ࣜࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢭࣥࢱ࣮

ᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟ➼ࡢඹྠ⏝ᣐⅬ㸦ICTά⏝ᩍ⫱㸧

⇃ᮏᏛ   ᩍᤵࢩࢫࢸ࣒Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ᩍᤵࢩࢫࢸ࣒Ꮫᇶ࡙ࡃᏛᩍဨࡢᩍ⫱ᐇ㊶ຊ㛤ⓎᣐⅬ

ⰪᾆᕤᴗᏛ ᩍ⫱ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮

⌮ᕤᏛᩍ⫱ඹྠ⏝ᣐⅬ

ᖇிᏛ   㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮

FD᥎㐍ඹྠ⏝ᣐⅬ㹼ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞FD◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆά⏝ࡋࡓᡂᯝホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ㹼
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ᲢᲬᲣᎰՃᏡщႆਗໜƷܱ˳СƴƭƍƯ

 ᩍ⫱⏬ᐊࡀᡤᒓࡍࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓࡣ㸪ឡᏛࡢᩍ⫱⌮ᛕ┠ᶆἢ࠸㸪ᩍ⫱ࡢᐇ
ཬࡧᏛ⏕ࡢಟᏛᨭ➼ࡢᙉࢆᅗࡾ㸪ࡇࢀࡽక࠺ㅖㄢ㢟ᑐฎࡋ㸪㎿㏿࡛ຠ⋡ⓗ࡞ពᛮỴᐃࢆ
⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗタ⨨ࡉࢀࡓ⤌⧊࡛㸪௨ୗࡢᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓࡢᴗົ㸧
㸯㸬Ꮫኈㄢ⛬ཬࡧᏛ㝔ㄢ⛬ࡢᩍ⫱ࡢᨵၿཬࡧᐇ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸰㸬ඹ㏻ᩍ⫱ࡢ⏬ཬࡧᐇ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸱㸬Ꮫ⏕ࡢཷධࢀ㸪ಟᏛᨭ㸪ㄢእάືᨭ㸪ᑵ⫋ᨭ➼ࡢ⏬ཬࡧᐇ㛵ࡍࡿࡇࠋ
㸲㸬ࡑࡢ㸪┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯ࠋ

 ࡑࡢ୰࡛㸪ᩍ⫱⏬ᐊࡣ㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓ㛗㸦⌮࣭Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧ࡀව௵㸧ࡢ┤ᒓ
ᶵ㛵ࡋ࡚㸪ᶵᵓ㛗ࡢᣦ♧ࡢࡶ㸪ឡᏛࡢᩍ⫱㛵ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ㸪◊✲➼ࢆ⾜࠺
ࡶ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᐇ㝿ࡢᩍ⫱άື㐺⏝ࡋ㸪ឡᏛࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ
࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢㄆᐃࢆཷࡅ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡓࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᐇࡸ㔜Ⅼᴗࡢ᥎㐍ࢆᅗࡾ㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼ࡢ⏝౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡣ㸪ᩍ⫱Ꮫ⏕ᨭ㒊ᩍ⫱⏬ㄢཬࡧ⥲ົ㒊ேㄢᩍ⫋༠ാ࡛ᩍ⫋ဨࡢ⬟
ຊ㛤Ⓨࡸᩍ⫱ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ᩍ⫱⏬ᐊࡣ㸪ඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨཬࡧඹྠ⏝᥎㐍㆟ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨࡣ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ࡞㡯ࢆᑂ㆟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫱
⏬ᐊဨ➼ࡢᏛෆ㛵ಀ⪅ࡢ㸪ᏛእࡢᏛ㆑⤒㦂⪅㸲ྡࡶ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㹎.㸴㸷㸪㹎.
㸵㸰ཧ↷㸧ࠋ
ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ௨㝆ࡢㄆᐃ⥅⥆ࢆཷࡅ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸴᭶ྠጤဨ࠾࠸࡚㸪ㄆᐃᚋࡢࠕ➨㸰
ᮇᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᴗ➼㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡓ㸦ḟ㡫ཧ↷㸧ࠋࡲࡓ㸪ᮏᣐⅬᴗ
ࡢホ౯࣭ᨵၿࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ᴗ┠ⓗࡸホ౯ᣦᶆࢆ♧ࡋࡓࠕ➨㸰ᮇᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ┠
ᶆయ⣔ᅗࠖࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚సᡂࡋࡓ㸦㹎.㸴㸱ཧ↷㸧ࠋ
 ඹྠ⏝᥎㐍㆟ࡣ㸪ඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨࡀᐃࡵࡿᇶᮏ᪉㔪ᇶ࡙ࡁ㸪ඹྠ⏝ࡢᴗ➼ࢆᐇ
ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯ࢆᑂ㆟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿᩍ⫱⏬ㄢ㛗
ࡸேㄢ㛗ࡀ࣓ࣥࣂ࣮ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦㹎.㸵㸮㸪㹎.㸵㸰ཧ↷㸧
    

ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡣ㸪ᅄᅜᆅ༊Ꮫᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦㹑㹎㹍㹂㸧㸪᪥ᮏ㧗➼ᩍ
⫱㛤Ⓨ༠㸦㹈㸿㹃㹂㸧ࡸᏛホ౯ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࡞ࡢ㧗➼ᩍ⫱㛵ಀᏛ༠㸪ࡢᩍ⫱㛵ಀඹ
ྠ⏝ᣐⅬ➼ྛ✀ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㐃ᦠࡋ㸪ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

−6−

ᲢᲭᲣᎰՃᏡщႆਗໜƷʙಅᚘဒƴƭƍƯ

ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ௨㝆ࡢㄆᐃ⥅⥆ࢆཷࡅ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸴᭶ࠕ➨㸰ᮇᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᴗ➼
㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࠖࡀඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢᇶᮏ᪉㔪ᇶ࡙ࡁ㸪ẖᖺ㸪
ᴗィ⏬ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ























➨㸰ᮇᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᴗ➼㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪

ᖹ ᡂ 㸰 㸵 ᖺ 㸴 ᭶ 㸱 㸮 ᪥
ඹྠ⏝㐠ႠጤဨỴᐃ
㸯㸬ᴗ┠ⓗ
ᮏᴗࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࡢಁ㐍ࢆᢸ࠺ᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵
࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㛤Ⓨࡋࡓ㹄㹂㸭㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ᐇࡉࡏ㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ά⏝࡛ࡁࡿ◊ಟ࠾ࡼࡧྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡾࢃࡅ㸪㧗࠸Ἴ
ཬຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂࢆ㔜Ⅼⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ㸪ྛ
⤌⧊࠾ࡅࡿ⮬ᚊⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࢆᨭࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ

㸰㸬ᴗෆᐜ
 㸦㸯㸧ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡣ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ௨ୗࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
ձ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅㸦㹄㹂㹣㹰㸪㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸪
㹇㹐㹣㹰㸧ࡢ㣴ᡂ࣭ᨭ
ղ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᩍᮦࡢᥦ౪
ճ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢜ࣇࢫ㸦ゼၥᑐᛂ㸧
   մ◊ಟㅮᖌὴ㐵
   յሗⓎಙ
   նࡑࡢ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿᴗ
     ͤୖグձ㹼նࡲ࡛ࡢᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞タࡣ㸪ᤵᴗࡸࡑࡢࡢ⾜ే⏝ࡋ࡞ࡀࡽ
ᥦ౪ࡍࡿࠋ
 㸦㸰㸧㸦㸯㸧ࡢᴗࢆᐇࡍࡿࡓࡵ㸪௨ୗࡢάືࢆ⾜࠺ࠋ
   ձᗈሗ㸦࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸪ෆࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ➼㸧
   ղᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ➼ࡼࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᩍᮦ➼ࡢ㛤Ⓨ
   ճ◊ಟㅮᖌཬࡧゼၥᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ

㸱㸬⏝⏦㎸ࡳ᪉ἲ
ᩍ⫱⏬ᐊ࢙࢘ࣈࢧࢺ㸪ෆࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ㸪ᐃဨ㸪㐃⤡ඛ➼ࢆ♧ࡋ㸪ཧຍ
⪅➼ࡢ⏦㎸ࡳࢆཷࡅࡅࡿࠋ

㸲㸬ඹྠ⏝ࡢỴᐃ➼
㸦㸯㸧◊ಟㅮᖌὴ㐵
  ᩍ⫱⏬ᐊ࢙࢘ࣈࢧࢺ◊ಟࢽ࣮ࢬࣥࢣ࣮ࢺࢆᥖ㍕ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝཬࡧ௨ୗࡢඃඛ㡰ᇶ
࡙ࡁ㸪ᩍ⫱⏬ᐊ㆟࡛◊ಟㅮᖌὴ㐵ࡢྍྰཬࡧ◊ಟㅮᖌࢆỴᐃࡍࡿࠋ
࠙ඃඛ㡰ࠚ
   ձ」ᩘࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᩍ⫋ဨࡀཧຍࡍࡿ◊ಟ࡛࠶ࡿࠋ
   ղ༢୍ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡶᏛⓗ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋ
   ճࡑࡢ
㸦㸰㸧ゼၥᑐᛂ
  ᩍ⫱⏬ᐊ࢙࢘ࣈࢧࢺゼၥࢽ࣮ࢬࣥࢣ࣮ࢺࢆᥖ㍕ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ㸪ᩍ⫱⏬ᐊ
㆟࡛ゼၥᑐᛂࡢྍྰࢆỴᐃࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛᥦ౪
  ឡᏛࡀᥦ౪ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰ࡽ㸪ᩍ⫱⏬ᐊ㆟࡛ᥦ౪ࡍࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆỴᐃࡍ
ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡢᶵ㛵ࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ඹྠ࡛ᐇࡍࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐃဨᩘ㸪
⏦㎸ࡳ᪉ἲ㸪ඹྠ⏝ࡢỴᐃ᪉ἲࡸࣥࢣ࣮ࢺᵝᘧ➼ࡘ࠸࡚ᙜヱᶵ㛵༠㆟ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸲㸧ᩍᮦ➼ᥦ౪
  ᩍ⫱⏬ᐊ࢙࢘ࣈࢧࢺᥖ㍕ࡍࡿᩍᮦ➼ࡣ㸪㠀Ⴀ┠ⓗ࠾࠸࡚ࡢࡳ⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࡋ㸪
⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ḟࡢࠕ⏝᮲௳ࠖࢆࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
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࠙⏝᮲௳ࠚ

   ձᩍᮦ➼ࢆᨵኚࡋ࡞࠸ࡇࠋ࡞࠾㸪ᢏ⾡ⓗ⌧ᅔ㞴࡞ሙྜࡣ㸪ᨵኚࡍࡿࡇࢆㄆࡵࡿࡀ

ෆᐜࡣᨵኚࡋ࡞࠸ࡇࠋ

ղᚲࡎᩍᮦ➼ࡢฟᡤ㸦ᩍᮦసᡂ⪅ྡ㸪ᩍᮦྡ㸪◊ಟ㸦㆟㸧ྡ➼㸧ࡢ⾲♧ࢆ⾜࠺ࡇࠋ

ճᩍᮦ➼ࢆᘬ⏝ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿ┠ⓗ࡛⏝ࡍࡿሙྜࡣ㸪సᡂ⪅ࡢ⏝チㅙࢆᚲࡎࡿࡇࠋ









ͤୖグճࡢ⏝チㅙࡀᚲせ࡞᪉ࡣ㸪ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊᡤᒓ㸪Ặྡ㸪
 㐃⤡ඛ㸪⏝チㅙࡀᚲせ࡞㈨ᩱྡ㸪⏝┠ⓗࢆグ㍕ࡋ㸪⏦ㄳࡍࡿࡇ㸦ᵝᘧ௵ព㸧ࠋ

㸳㸬ᐇ⦼⟶⌮
 ඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨ➼ሗ࿌ࡍࡿࡓࡵ㸪㸯ᖺ㛫ࡢྛᴗࡢᐇ⦼ࢆᡤᐃࡢᵝᘧྲྀࡾࡲࡵࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ྛᴗࡢホ౯ࢆᚓࡿࡓࡵ㸪௨ୗࡢࡇࢆ⾜࠺ࠋ
 㸦㸯㸧ㅮᖌὴ㐵 ὴ㐵ඛࡢᶵ㛵ࡀᐇࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢᥦ౪ࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ
 㸦㸰㸧ゼၥᑐᛂ ࣥࢣ࣮ࢺᵝᘧࢆసᡂࡋ㸪ゼၥ⪅౫㢗ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛᥦ౪ ࣥࢣ࣮ࢺᵝᘧࢆసᡂࡋ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ⪅౫㢗ࡍࡿࠋ




 ୖグᇶ࡙ࡁ㸪ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᴗ➼ࢆᐇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⏬
ᐊ㆟࡛Ỵᐃࡍࡿࠋ


 
ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬᴗィ⏬

ۍయィ⏬
ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ㸦ឡᏛᩍ⫱⏬ᐊ㸧ࡣ㸪ᅜࡢᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝ᣐⅬࡋ࡚㸪㹄㹂㸭㹑㹂
㸭㹇㹐ࡢᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ᣦᑟ⪅ࡢ⫱ᡂ㸪ཬࡧ㛗ᮇⓗ࡞ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋࡓྛ⤌⧊ࡢ⮬ᚊⓗ࡞
ᩍ⫱ᨵၿࡢᨭ࡞㸪௨ୗࡢᴗࢆ⾜࠺㸪ࡢᶵ㛵ࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿࠋ
ࡉࡽ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⦼ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡑࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞㞟ཬࡧຠᯝ᳨ドࢆ⾜࠸㸪ᮏᴗ
ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ۍᴗෆᐜ
ձ̿㸯 㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂ࣭ᨭ
   ⮬Ꮫ࠾࠸࡚ᩍ⫱ᨵၿࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿ㹄㹂㹣㹰㸦ࣇ࢝ࣝࢸ࣭ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮㸧㹑㹂ࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮㸦⬟ຊ㛤Ⓨᢸᙜᩍ⫋ဨ㸧㸪ᩍᏛ㹇㹐㹣㹰㸦ᩍᏛศ㔝≉ࡋࡓᶵ㛵ㄪᰝࡢᢸᙜᩍ⫋ဨ㸧
ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࢆᐇࡍࡿ㸪◊ಟཷㅮ⪅ᑐࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࢆᐇࡍࡿࠋᖹᡂ㸱㸮
ᖺᗘࡣࠕ㹑㹂㹁㸭㹇㹐㹣㹰㣴ᡂㅮᗙࠖࢆ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ձ̿㸰 㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢㄆᐃ
⊂⮬ࡢㄆᐃ㈨᱁࡛࠶ࡿᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆㄆᐃࡍࡿ㸪㹄㹂㹣㹰࣭
ᩍᏛ㹇㹐㹣㹰ࡘ࠸࡚ࡶ㈨᱁ㄆᐃࡀྍ⬟࠺᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ղ ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᩍᮦࡢᥦ౪
   タ⨨ᙧែࡸ⤌⧊ࡢつᶍ㸪ཷ㦂㞴᫆ᗘ➼ࡽࢃࢀ࡞࠸㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ά⏝࡛ࡁࡿᇶ♏ⓗ
࡞㹄㹂㸭㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡉࡽ㸪࢞ࣂࢼࣥࢫᶵ⬟ࡢᙉࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪᪂ࡓ
㹇㹐㛵ಀࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨ࣭ᥦ౪ࡍࡿࠋࡉࡽ㸪◊ಟࡢࡓࡵ㛤Ⓨࡉࢀࡓᩍᮦ➼㸪ᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ
㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ࢜ࣜࢪࢼࣝᩍᮦࢆᩍ⫱⏬ᐊࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺᥖ㍕ࡋ㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼ࡢ㠀Ⴀ┠
ⓗ࠾࠸࡚⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ

ճ ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢜ࣇࢫ㸦ゼၥᑐᛂ㸧
   ឡᏛࡢྲྀ⤌ࡸྛ✀ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤂ࡸᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐㛵ࡍ
ࡿ┦ㄯࢆᖺ㸳ᅇ⛬ᗘ⾜࠺ࠋᖺ㛫ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡽࡌࡵᩍ⫱⏬ᐊࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ
ᥖ㍕ࡋ㸪㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᩍ⫋ဨࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ

մ ◊ಟㅮᖌὴ㐵
   ከ✀ከᵝ࡞࣓ࢽ࣮ࣗࡸ⤒㦂㇏ᐩ࡞ࢫࢱࢵࣇࢆᥞ࠼㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࢽ࣮ࢬ
࠶࠺◊ಟㅮᖌࢆὴ㐵ࡍࡿࠋ๓ࠕ◊ಟࢽ࣮ࢬࣥࢣ࣮ࢺࠖࢆ⾜࠺࡞ࡋ࡚㸪ࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱດ
ࡵࡿࠋ◊ಟㅮᖌඛࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏ᪉㔪ᐃࡵࡓඃඛ㡰ᇶ࡙ࡁ㸪Ỵᐃࡍࡿࠋ

յ ሗⓎಙ
   ᩍ⫱⏬ᐊ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢᐇࢆᅗࡾ㸪ᗈࡃᩍ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࢃࡿሗࢆⓎಙࡍࡿࠋࡲࡓ㸪
ᮏᣐⅬࡢྲྀ⤌ෆᐜࡸάືᐇ⦼࣭ᡂᯝ➼ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ➼࡛Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ն ࡑࡢᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿᴗ
   ୖグ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢜ࣇࢫࡸ◊ಟㅮᖌὴ㐵㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡸ⬟ຊ㛤Ⓨࢥࣥࢧ
ࣝࢸࣥࢢ࠸ࡗࡓࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ㸪ࡢᶵ㛵
ࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋ㸪㐃ᦠࡋࡓᴗࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ᲭᲨᲭᲪ࠰ࡇƷʙಅإԓ
ᲢᲫᲣᲭᲪ࠰ࡇʙಅƷዮਙ
  ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊࡣ㸪➨㸰ᮇᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢᴗ➼㛵ࡍࡿ
ᇶᮏ᪉㔪ᇶ࡙ࡁ㸪ྛྲྀ⤌ࢆయ⣔❧࡚࡚ᩍ⫱ⓗ㈨※ࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪ᖺᗘࡢྲྀ
⤌≧ἣࢆ⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡃࠋ





Ĭ ᳀ᲾᲩᲾᲩ᳃ਖ਼ᡶƷܼᧉݦȷܱោႎਦݰᎍᲢ᳀Ჾ᳟ᳬᲾǳȸȇǣȍȸǿȸ
᳃᳟ᳬᲣƷȷૅੲ                   ᲢɥíĬĮƴࣖݣᲣ

ᮏᴗࡢ୰࡛ࡶ≉㔜Ⅼࢆ⨨ࡃྲྀ⤌࡛࠶ࡾ㸪ᖺᗘࡣ㹑㹂㛵ࡋ࡚㸰ㅮᗙ㸪㹇㹐㛵ࡋ࡚
㸯ㅮᗙࢆ㛤ദࡋࡓࠋ㸯㸮᭶㸯㸵᪥㹼㸯㸷᪥㜰࡛㛤ദࡋࡓࠕ㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦㹑㹂
㹁㸧㣴ᡂㅮᗙ㸤㹇㹐㹣㹰㣴ᡂㅮᗙ࡛ࠖࡣ㸪ᅜࡽ㸴㸰ྡࡢᩍ⫋ဨࡀཧຍࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᙺ
ᚲせ࡞▱㆑ࡸලయⓗᡭἲࢆᏛࢇࡔࠋࡲࡓ㸪㹑㹂㹁㣴ᡂㅮᗙཷㅮ⪅ᑐࡍࡿ⥅⥆ⓗᨭ
ࡋ࡚㸪㸯㸰᭶㸱᪥ࠕ㹑㹂㹁㣴ᡂㅮᗙࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ㛤ദࡋ㸪㸵ྡࡢཧຍ⪅ࡀ
㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓྥࡅࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ⮫ࢇࡔࠋࡇࢀࡽࡢㅮᗙࡣ㸪ᡤᒓᏛࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡸ
㛵ࡍࡿሗඹ᭷ࡢሙࡋ࡚ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ĭ ᄂ̲ȗȭǰȩȠƷႆȷ੩̓                 ᲢɥîĬƴࣖݣᲣ
ᩍ⫋ဨಶࠎࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡽ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ຊྥୖࡲ࡛㸪ᖜᗈࡃ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ά⏝࡛ࡁ
ࡿ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㸰㸮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋࡓࠋᖺᗘࡣᅜࡽᘏ
㸱㸴㸱ྡࡢཧຍࡀ࠶ࡾ㸪࠸ࡎࢀࡢ◊ಟ࠾࠸࡚ࡶཧຍ⪅ࡽ㧗࠸‶㊊ᗘࢆᚓࡓࠋ≉㸪㸯㸰
᭶㸵᪥㹼㸶᪥ឡᏛ࠾࠸࡚㛤ദࡋࡓࠕࢫࢱࢵࣇ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦㹑㹎㸧సᡂ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㹑㹎ࢆసᡂࡋࡓ࠸ࠖࠕ㹑㹎ࡘ࠸࡚ࡶࡗ▱ࡾࡓ࠸ࠖᮾ㸪ᅄᅜ➼ྛ
ᆅࡽ㸴ྡࡢ⫋ဨࡀཧຍࡋࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣ㸪ឡᏛࡢࢆ࠼࡞ࡀࡽ㹑㹎ࡢ᭷
ຠᛶࡘ࠸࡚Ꮫࡧ㸪ㅮᖌࡼࡿ࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࢆཷࡅ㸪ᐇ㝿㹑㹎ࢆసᡂࡋࡓࠋᩍᮦࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᩍ⫱⏬ᐊࡀ㛤Ⓨࡋࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢᩍᮦ➼ࢆឡᏛᩍ⫱⏬ᐊࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㠀Ⴀ┠ⓗ࡛ά⏝࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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Į ᜒࠖᢔᲩǪȸȗȳȷǪȕǣǹ            ᲢɥíĭᲦîĭƴࣖݣᲣ
ᤵᴗ࣭ᩍᤵἲࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪ᴗົᨵၿ➼㸪ከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥞ࠼㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ
㛵ࡽࡢ౫㢗ᛂࡌ࡚ㅮᖌࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡣ㸪㸲㸷ᶵ㛵ࡽࡢ౫㢗ࢆཷࡅ㸪㸳㸴௳
ࡢㅮᖌὴ㐵ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ㸱㸯ᖺ㸰᭶ᮎ⌧ᅾ㸧ࠋ
  ࡲࡓ㸪ᮏᏛࡢྲྀ⤌ࡢၥྜࡏࡸ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐㛵ࡍࡿ┦ㄯ➼㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼ 
ࡽࡢゼၥㄪᰝᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢜ࣇࢫ㸦ᖺ㸳ᅇ㸧ࡸಶูゼၥ㝶ᑐᛂࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ᖺᗘࡣᅜබ⚾❧Ꮫࢆྵࡴ㸶ᶵ㛵ࡽಶูゼၥࡀ࠶ࡗࡓࠋゼၥ┠ⓗྜࢃࡏ࡚᭱㐺
࡞ᩍ⫋ဨࡀᑐᛂ࠶ࡓࡾ㸪ᮏᏛࡢྲྀ⤌ࢆᇶຠᯝⓗ࡞⤌⧊యไࡢࡓࡵࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹ
ᡂ㸱㸯ᖺ㸰᭶ᮎ⌧ᅾ㸧ࠋ


į ऴإႆ̮                          ᲢɥîĮƴࣖݣᲣ
 ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㸪࣏ࢫࢱ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡽ⪃࠼ࡿឡᤵᴗᨵၿ 9RO㸲ࠖࡸᩍ⫱⏬ᐊࢽࣗ
࣮ࢫࣞࢱ࣮ࠕ㹇㹐㹌㹣㹵㹱➨㸴ྕࠖࢆసᡂࡋ㸪㹇㹐ࢆ୰ᚰឡᏛࡢྲྀ⤌ࡸ◊✲ᡂᯝࢆᏛ
ෆእⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍ⫱⏬ᐊࡀ㛤Ⓨࡋࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢᩍᮦࡸห⾜≀➼ࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚㸪ឡᏛᩍ⫱
⏬ᐊࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㠀Ⴀ┠ⓗ࡛ά⏝࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


İ ƦƷ˂ᎰՃᏡщႆƴ᧙Ƣǔʙಅ              ᲢɥîįƴࣖݣᲣ
 ᅜ㝿ὶ༠ᐃᰯ⫋ဨࡢ┦ὴ㐵ࡼࡿ◊ಟࡢ୍⎔ࡋ࡚㸪࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ &ROOHJHRI
/DNH&RXQWU\㸦&/&㸧⫋ဨᑐࡋ㸪ᮏᣐⅬ௦⾲ࡀ㹄㹂㸭㹑㹂ࡢྲྀ⤌ࢆ⤂ࡍࡿ➼㸪ᅜ㝿㐃ᦠ
ࡶᑐᛂࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ➼㛵ࢃࡿಶู┦ㄯࢆཷࡅࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆ
ᐇࡋࡓ㸪ᏛⓎ⾲ࡸㄽᩥ࣭グࡢㄅ㠃ᥖ㍕➼ࡼࡾ㸪ᮏᣐⅬࡢᡂᯝࡸᐇ⦼ࡢ࢘ࢺࣉࢵ
ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ƓǘǓƴ
ឡᏛᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ௨㝆ࡢ㸳ᖺ㛫㸪ᩍ⫱㛵ಀඹྠ⏝
ᣐⅬࠕᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࠖࡋ࡚ㄆᐃࢆཷࡅ㸪ᖺᗘࡶᏛࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢⓙᵝᚚᨭ
ࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ྛᴗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡲࡋࡓࠋ
≉ᮏᣐⅬࡢ㔜Ⅼⓗྲྀ⤌࡛࠶ࡾࡲࡍ㸪㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂࡘ
࠸࡚ࡣ㸪㸯㸮᭶ࠕ㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦㹑㹂㹁㸧㣴ᡂㅮᗙ㸤㹇㹐㹣㹰㣴ᡂㅮᗙࠖࢆᏛࢥ
ࣥࢯ࣮ࢩ࣒㜰ཬࡧᏛホ౯ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᚋࢆཷࡅ࡚㛤ദࡋ㸪ᅜྛᆅࡽ㸴㸮ྡ௨
ୖࡢᩍ⫋ဨࡀཧຍࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㛤ദ࠶ࡓࡾ㸪ᚚ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝᨵࡵ࡚ᚚ♩⏦
ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ḟᖺᗘࡣ㸪➨㸰ᮇㄆᐃᮇ㛫ࡢ᭱⤊ᖺᗘ࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪Ꮫࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀ
ࡽ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢⓎᒎດࡵ࡚ཧࡾࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲ
ࡋ࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪ᮏᴗᚚ⌮ゎᚚᨭࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺㸪ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬ ௦⾲

            ᑠᯘ┤ே㸦ឡᏛᏛ㛗≉ู⿵బ㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭᶵᵓᩍ⫱⏬ᐊ㛗㸧
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ᲢᲬᲣᲭᲪ࠰ࡇѣܱጚ
ᲫᲨ᳀ᲾᲩᲾᲩ᳃ਖ਼ᡶƷܼᧉݦȷܱោႎਦݰᎍᲢ᳀Ჾ᳟ᳬᲾǳȸȇǣȍȸǿȸ
᳃᳟ᳬᲣƷȷૅੲ
ྛᏛ➼࠾࠸࡚⮬ᚊ㸦❧㸧ⓗ㹄㹂㸪㹑㹂ཬࡧ㹇㹐ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅
ࡢ㣴ᡂࡣ㸪≉㧗࠸Ἴཬຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖࡁࡃ㈨ࡍࡿࡇࡢ࡛
ࡁࡿࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ᴗࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᣐⅬࡢ➨㸰ᮇ࡛ࡣ㸪➨㸯ᮇࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡿ㹄㹂㸭㹑㹂㸭㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂࡉࡽ㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ᖺᗘࡶᏛࡸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㸪㹑㹂ࡘ࠸࡚㸰ㅮᗙ㸪㹇㹐ࡘ࠸࡚㸯ㅮ
ᗙࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪ࠕࣇ࢝ࣝࢸ࣭ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮㣴ᡂㅮᗙࠖࡘ࠸࡚ࡣ㝸ᖺ㛤ദ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
᮶ᖺᗘᐇணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

᳛ᲨᲾƷܱោႎਦݰᎍƷȷૅੲ
ᮏᣐⅬ࡛ࡣ㸪⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ▱㆑㺃ᢏ⾡ࢆಟᚓࡋ㸪≉ᐃࡢㄆᐃᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋࡓ㹑㹂
ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ࡢࡇࢆࠕ㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦㹑㹂㹁㸧ࠖ⛠ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᖺᗘࡣᏛእ⪅
㸲ྡࢆྵࡴ㸵ྡࡀ᪂ࡓ㹑㹂㹁ࡋ࡚㈨᱁ㄆᐃࡉࢀࡓ㸦ヲ⣽ࡣ㹎㸴㸴ཧ↷㸧ࠋ㹑㹂㹁㈨᱁ࢆྲྀ
ᚓࡋࡓᏛእ⪅㸲ྡࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ᚋ㏙ࡍࡿࠕ㹑㹂㹁㣴ᡂㅮᗙࠖࡸࠕࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ
㐣ཤཷㅮࡋ࡚࠾ࡾ㸪㹑㹂ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅㣴ᡂࡢྲྀ⤌ࡀ╔ᐇᡂᯝࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 㹑㹂㹁㸦ࢫࢱࢵࣇ࣭ࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ࣭ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸㹑㹂ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅㸧ࡣ


⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆಟᚓࡋ㸪௨ୗ㸲Ⅼࢆᢸ࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿ㹑㹂ᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅

 㸦㸯㸧Ꮫ➼࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࡢᵓ⠏ࡢຓ
 㸦㸰㸧ྛᏛ➼࠾ࡅࡿ㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬࣭❧
 㸦㸱㸧⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨ
 㸦㸲㸧ேᮦ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋࡓ┠ᶆ⟶⌮ไᗘ࡞ࡢ⏬࣭❧
 






















㹑㹂㹁ࡢ㈨᱁ㄆᐃᇶ‽
㸯㸬㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࢫࢱࢵࣇ࣭ࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍ᑐࡍࡿពḧᒎᮃࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ࣭⏬࣭ホ౯ࡢᡭἲࢆಟᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ⫋ဨேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࢆᵓ⠏࣭ᨭࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࢆಟᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ࢫࢱࢵࣇ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ͤࢆసᡂࡍࡿ⫋ဨᑐࡍࡿ࣓ࣥࢱ࣮⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸳㸬㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡼ࠺ࡍࡿ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᶵ㛵௨እ࠾࠸࡚ദࡉࢀࡿ◊ಟࡢㅮᖌࡢ
⤒㦂ࢆཎ๎㸪㸵ᅇ௨ୖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤࢫࢱࢵࣇ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪SPOD㸦ᅄᅜᆅ༊Ꮫᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤Ⓨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ⫋ဨࡢᴗ
⦼グ㘓ࡢ୍ᙧែ࡛࠶ࡾ㸪⫋ဨࡋ࡚ࡢᴗ⦼ࢆලయⓗ࡞ࡅ㸦࢚ࣅࢹࣥࢫ㸧ᇶ࡙ࡁࡾ㏉ࡿࡇࡼࡾ㸪
⮬ࡽࡢᡂ㛗ࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
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ڦ㸯㸮᭶㸯㸵᪥㸦Ỉ㸧㹼㸯㸷᪥㸦㔠㸧㛤ദ 㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㣴ᡂㅮᗙ
ᮏㅮᗙࡣ㸪⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟ⪅ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࡸᙺࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿㹑㹂᥎
㐍ά⏝࡛ࡁࡿලయⓗᡭἲࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ௨㝆㸪ẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ
ᗘࡣ㸪Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㜰ࡢᚋࢆཷࡅ࡚㜰࡚㛤ദࡋ㸪㛵すᆅ᪉ࢆ୰ᚰ㸰㸰ྡࡢ⫋
ဨࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࡸ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭ᡭἲࢆᏛࢇ
ࡔᚋ㸪㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬㸪㐠Ⴀ㸪ホ౯ࡢᇶᮏࢆᏛࡧ㸪ᐇ㝿㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࣡
࣮ࢡ⮫ࢇࡔࠋ᭱⤊᪥ࡣ㸪㛤Ⓨࡋࡓ㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸㸪㸱᪥㛫ࡢᡂᯝࢆඹ
᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸺ࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓᡂ㸼










ࡢ⧊⤌یேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥసᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
⮬Ꮫ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋ࠼ࡤ㸪ồࡵࡿ⫋ဨീࡸ⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜ
㛤Ⓨ㸪࢟ࣕࣜᙧᡂࡢࡓࡵ㸪⤌⧊ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࣅࢪࣙࣥࡀᚲせ࡛࠶ࡿ➼ࢆᏛࡪࠋ

ࣜࣕ࢟ی㛤Ⓨᡭἲ㸭ಶேࡢࣅࢪࣙࣥసᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
 ཧຍ⪅ࡀ⮬ࡽࡢࢫࢱࢵࣇ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆసᡂࡋ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡌ࡚⫋ဨࡋ࡚ࡢ
⌮ᛕ࣭ࣅࢪࣙࣥࢆᩚ⌮ࡋ㸪⮬ࡽࡀ࣓ࣥࢱ࣮ࡋ࡚࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࢆయ㦂ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪⫋ဨ
ࡢ࢟ࣕࣜ㛤ⓎᡭἲࢆᏛࡪࠋ



ی㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏬࣭㐠Ⴀ࣭ホ౯ᡭἲ㸭㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
  㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏬࣭㐠Ⴀ࣭ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࢆᏛࡪࠋࡉࡽ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡌ
 ࡚㛤Ⓨࡋࡓ㹑㹂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸㸪య࡛ඹ᭷ࢆ⾜࠺ࠋ 


ͤཷㅮ⪅ࡣ๓ㄢ㢟ࡋ࡚ࢫࢱࢵࣇ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆసᡂ










࠙ᚋࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࠚ
ձ◊ಟࡣయⓗ‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋ 㸣㸦ࡑ࠺ᛮ࠺㸩ࡕࡽゝ࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺㸧
ղ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸣㸦ࡑ࠺ᛮ࠺㸩ࡕࡽゝ࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺㸧
࠙ཧຍ⪅ࡽࡢኌࠚ
࣭㹑㹂ࡘ࠸࡚య⣔ⓗࡘලయⓗᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁ㸪⮬Ꮫᣢࡕᖐࡾලయⓗ࡞ࢡࢩࣙࣥ
⧅ࡆࡿ࣓࣮ࢪࢆᣢࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ேࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃษࡉࢆᨵࡵ࡚ᐇឤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㠀ᖖཧ⪃࡞ࡾ㸪㹑㹂ࡢษࡉࢆ
▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭㹑㹎ࡢసᡂࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡢẼ࡞ࡗࡓ⪃࠼᪉Ẽࡅࡓࠋ
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ڦ㸯㸰᭶㸱᪥㸦᭶㸧㛤ദࠕ㹑㹂㹁㣴ᡂㅮᗙࠖࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢭ࣑ࢼ࣮
ᮏࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ㸪㐣ཤࡢࠕ㹑㹂㹁㣴ᡂㅮᗙࠖཷㅮ⪅ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࡋ࡚㸪ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘࡽ
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡣ㸪㹑㹂㹁㈨᱁ྲྀᚓᕼᮃ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪㈨᱁ྲྀᚓᚲせ࡞ࡿࠕ⫋ဨேᮦ⫱ᡂ
ࣅࢪࣙࣥࢆᵓ⠏࣭ᨭࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࡢಟᚓࠖ㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛᮍཷㅮ⪅ࢆᑐ㇟㛤ദࡋ㸪
㸵ྡࡀཧຍࡋࡓࠋᮏࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕ㸰ྡࡀ㸪ᖺᗘ᪂ࡓ㹑㹂㹁㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠾ࡾ㸪
⥅⥆ⓗ࡞ᨭࡢྲྀ⤌ࡀ╔ᐇᐇࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㸺ࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓᡂ㸼
⫋ࠕیဨேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࢆᵓ⠏࣭ᨭࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࡢಟᚓࠖ㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣭ேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
࣭⤌⧊ࡢேᮦ⫱ᡂࣅࢪ࣮ࣙࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ

   



࠙ཧຍ⪅ࡽࡢኌࠚ
࣭ồࡵࡽࢀࡿேᮦീࢆᩥ❶࡛ࡲࡵࡿࡓࡵࡢᡭἲࡸ┒ࡾ㎸ࡴࡁせ⣲ࡘ࠸࡚㸪࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚
⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭⤌⧊⫋ဨࡢ᪉ࡀᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵࡢ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ᣦ㔪ࡀ㸪⫋ဨேᮦ⫱ᡂࣅࢪ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇࡀ
ࢃࡗࡓࠋ
࣭⫋ဨேᮦ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࢆసᡂࡍࡿ㐣⛬࡛㸪⌮ᛕࡸ┠ⓗ࣭ᙉࡳࡸᙅࡳ࠸ࡗࡓ⮬Ꮫࡢ≉ᚩࢆ
⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡗࡓࠋ
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DᲨ᳃ਖ਼ᡶƷܼᧉݦƷȷૅੲ
  㹇㹐㸦ࣥࢫࢸࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ㸧ࡣ㸪ィ⏬❧㸪ᨻ⟇ᙧᡂ㸪ពᛮỴᐃࢆᨭࡍ
ࡿࡓࡵࡢሗࢆᥦ౪ࡍࡿάື࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ㸪ྛᏛ࡛ࡣᏛࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᶵ⬟ࡢᙉࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮏᣐⅬ࡛ࡣ㹇㹐ࢆ᥎㐍ࡍࡿᑓ㛛ᐙ㸦㹇㹐㹣㹰㸧ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࡢㅮᗙࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸
ࡿࠋᮏㅮᗙࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ㸦㛤ദᆅ㸸⚟ᒸ㸧㸪ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ㸦㛤ദᆅ㸸ྡྂᒇ㸧㝸ᖺ࡛㛤
ദࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪㏆ᖺࡢ㹇㹐ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡽᖺᗘࡣᙜึࡢィ⏬ࢆኚ᭦ࡋ࡚㛤ദ㸦㛤ദᆅ㸸
ឡ㸧ࡋ㸪ᖺᗘࡣ㸱ᖺ㐃⥆࡛ࡢ㛤ദ࡞ࡗࡓࠋ
㹇㹐㹣㹰㸦ࣥࢫࢸࢸ࣮ࣗࢩࣙࢼ࣭ࣝࣜࢧ࣮ࢳ࣮ࣕ㸸㹇㹐᥎㐍ࡢᑓ㛛ᐙ㸧ࡣ
ᩍᏛ㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ࢹ࣮ࢱ㸦ྛ✀ㄪᰝࡸᩍົࢹ࣮ࢱ➼㸧ᇶ࡙ࡁ㸪⤌⧊ⓗᩍ⫱ᨵ㠉࣭ᨵၿࢆ⾜࠺
ࡇࡀ࡛ࡁࡿᑓ㛛ᐙࠋ
 ͤᮏᣐⅬ࠾ࡅࡿ㹇㹐ࡣ㸪≉ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕ᨭ㛵ࡍࡿ㹇㹐ࠕᩍᏛ㹇㹐ࠖࢆᣦࡋࡲࡍࠋ

ڦ㸯㸮᭶㸯㸵᪥㸦Ỉ㸧㹼㸯㸷᪥㸦㔠㸧㛤ദ 㹇㹐㹣㹰㣴ᡂㅮᗙ
ᮏㅮᗙࡣ㸪㹇㹐ࡢᢸᙜ⪅ࡋ࡚㸪㹇㹐ࡢព⩏ࡸ᪉ἲ㸪ࢹ࣮ࢱศᯒࡸ⟶⌮㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑
ࢆ㌟ࡘࡅࡿࡶ㸪ᡤᒓᏛ࠾ࡅࡿ㹇㹐ࡢᐇົࢆ᥎㐍ࡲࡓࡣᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗᡭἲࢆ
㌟ࡘࡅࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡣ㸪Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㜰ཬࡧᏛホ౯
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢᚋࢆཷࡅ㸪㹑㹂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㣴ᡂㅮᗙ୍㒊ྜྠ࡛㜰࡚㛤ദࡋࡓࠋ
ᅜࡽᩍ⫋ဨ㸲㸮ྡ㸦ᩍဨ㸴ྡ㸪⫋ဨ㸱㸲ྡ㸧ࡀཧຍࡋ㸪㹇㹐㹣㹰ᚲせࡉࢀࡿᇶᮏⓗ࡞▱
㆑ࡸ㉁ⓗ࣭㔞ⓗࢹ࣮ࢱࡢศᯒ᪉ἲ➼ࡢලయⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡋ㸪ࡉࡽ㸪ศᯒ⤖ᯝࢆࡶࡋࡓ
ᨵၿ⟇ࡢᥦࡸⓎ⾲ࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࢇ࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࠋཧຍ⪅ࡽࡣ㸪ࠕ㹇㹐ࡢᤊ࠼
᪉ලయⓗ࡞ศᯒᡭἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖ➼㸪㧗࠸ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡃࡶ㸪ཧຍ⪅㛫ࡢ
ὶࢆ㏻ࡌ่࡚⃭ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡋ࡚ዲホࢆᚓࡓࠋ


࠙ᚋࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࠚ
ձ◊ಟࡣయⓗ‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋ 㸣㸦ࡑ࠺ᛮ࠺㸩ࡕࡽゝ࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺㸧
ղ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸣㸦ࡑ࠺ᛮ࠺㸩ࡕࡽゝ࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺㸧

࠙ཧຍ⪅ࡽࡢኌࠚ
࣭⮬㌟ࡢࣞ࣋ࣝࢆᐇឤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㹇㹐ᚲせ࡞▱㆑ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭⤫ィᏛࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢព⩏ά⏝ࡢࢩ࣮ࣥࢆ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚య㦂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ከࡃࡢ㉁ၥࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀᑐࡍࡿⓗ☜࡞⟅࠼ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓⅬࡀࡼࡗࡓࠋ
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教職員能力開発拠点事業

＆

※ＩＲｅｒ養成講座のみ

愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室（教職員能力開発拠点）は，全国の高等教育機関の発展のため
ＦＤ／ＳＤ／ＩＲ の専門家・実践的指導者の養成に取り組んでいます。
今回は大学コンソーシアム大阪，大学評価コンソーシアムの後援を受けて，大阪で開催いたします。
全国の皆様のご参加をお待ちしております。

参 加対象者
ＳＤ

ＩＲｅｒ養成講座

ＩＲを担当する教職員

ＳＤを担当する教職員，

（ＩＲの経験が１年以上１０年未満の方）

ＳＤコーディネーターに関心のある教職員

※ ３日間の参加が可能な方のみとなります。全プログラムの受講者には修了証をお渡しします。
※ 民間企業等に勤務の方の参加はお断りしております。
※ 多くの機関の方々にご参加いただくため，同一機関からのお申し込みが多数の場合は，全体のお申し込み
状況により受講を制限させていただくことがあります。
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小林直人

小湊卓夫

嶌田敏行

塩川雅美

ＳＤＣ/ＩＲｅｒ養成講座
教職員能力開発拠点代表
愛媛大学学長特別補佐
教育企画室長
教授

ＩＲｅｒ養成講座
大学評価コンソーシアム
代表幹事
九州大学 基幹教育院
人文社会科学部門 准教授

ＩＲｅｒ養成講座
大学評価コンソーシアム
総務担当 副代表幹事
茨城大学全学教育機構
総合教育企画部門 准教授

ＳＤＣ養成講座
大学コンソーシアム大阪
SD 研修コーディネーター
大阪市立大学 客員教授
（ＳＤＣ）

中井俊樹

清水栄子

上畠洋佑

竹中喜一

吉田一惠

ＳＤＣ/ＩＲｅｒ養成講座
愛媛大学
教育企画室 副室長
教授
（ＳＤＣ）

ＩＲｅｒ養成講座
愛媛大学
教育企画室
講師
（ＳＤＣ）

ＳＤＣ/ＩＲｅｒ養成講座
愛媛大学
教育企画室
特任助教

ＩＲｅｒ養成講座
愛媛大学
教育企画室
特任助教

ＳＤＣ養成講座
愛媛大学
教育学生支援部
愛媛大学ＳＤ統括コーディネーター
能力開発室長（ＳＤＣ）

砂田寛雅

吉松明子

井川貴通

葛西崇文

ＳＤＣ養成講座
愛媛大学
社会共創学部事務課
副課長

ＳＤＣ養成講座
愛媛大学
教育学生支援部
教育企画課 副課長

ＳＤＣ養成講座
桃山学院教育大学
キャリアラーニングセンター

ＳＤＣ養成講座
青森中央学院大学
教育開発推進課
リーダー

大学コンソーシアム大阪

教職員能力開発拠点
（愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室）

AC C ES S

関 西大 学 梅 田キ ャン パス

大学評価コンソーシアム

JR 大阪駅から徒歩 10 分 / 阪急 梅田駅 茶屋町側から徒歩
歩5分

新御堂筋

TEL：０８９-９２７-９１５４ E-mail：kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp
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実施目的

職員の能力開発の実践的指導者（ＳＤコーディネーター／ＳＤＣ）になるため，その役割や求めら
れる能力を理解し，実際のＳＤ推進に活用できる具体的手法を身につけることを目的としています。

到達目標

１.
２.
３.
４.
５.
６.

ＳＰ

10 月 17 日（水）

事前課題

12:30
13:00
13:25
13:30
14:00
14:30

受付
オープニング・アイスブレイク ※ＩＲｅｒ養成講座と合同開催
会場移動
オリエンテーション /ＳＤ，
ＳＤＣについて理解する [ 塩川雅美 ]
人材育成ビジョンの必要性について理解する [ 吉田一惠 ]
組織の人材育成ビジョンワークショップ [ 吉田一惠 ]
（適宜休憩）
17:00 終了
18:00 〜 20:00 情報交換会（参加任意／会費：4,000 円）

① スタッフ・ポートフォリオ
※受付完了後，様式をお送りします。

② 自大学で実施している
『新任職員に対する研修』の実施要項
（受講者間で共有可能なもの）
※ＰＤＦデータ（Ａ４用紙５枚まで）
該当するものがない場合は，
職員に対する何らかの研修の実施要項で結構です。
※資料の１枚目右上に大学名・氏名をご記入ください。

※ＩＲｅｒ養成講座と合同開催

10 月 18 日（木）

提出期限：平成３０年９月２１日（金）

9:30 ＳＰ, メンタリングの導入事例及びその有効性について
10:30
12:00
13:00
14:30
14:40
15:50
16:00
17:00
17:30

提出先：kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp

[ 砂田寛雅・吉松明子 ]
メンタリングを実践する [ 井川貴通 ]
休憩
個人のビジョン作成ワークショップ [ 葛西崇文 ]
休憩
ＳＤプログラムを企画・運営する [ 上畠洋佑 ]
休憩
ＳＤプログラムを評価する [ 中井俊樹 ]
ＳＤプログラムを開発する [ 上畠洋佑 ]
終了

持参物
事前課題で提出いただいた
スタッフ・ポートフォリオ２部

10 月 19 日（金）
※研修会当日メンタリングを

9:30
11:20
12:50
13:40
13:55
14:00
15:00

ＳＤプログラムを開発する [ 全講師 ( 進行：上畠洋佑 ) ]
休憩
ＳＤプログラム発表 ( ポスターセッション )[ 全講師 ( 進行 : 上畠洋佑 ) ]
振り返り [ 全講師 ]
会場移動
クロージング ※ＩＲｅｒ養成講座と合同開催
終了

お申し込み

実施する際に使用します。

受付期間：７月１８日
（水）正午 〜 ８月２０日
（月）正午
サイトからお申し込み

先着
30 名

https://web.opar.ehime-u.ac.jp/

※ 受付完了後 , 確認メールを送信いたします。 ※ いただいた情報は本講座以外に使用することはございません。

Web サイトからお申し込み出来ない場合は下記までメールでご連絡下さい。
宛先：kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp

件名：ＳＤＣ養成講座申し込み（氏名○○○○）
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実施目的

ＩＲの担当者として，
ＩＲの意義や方法，データ分析や管理に関する基礎的な知識を身につけるとともに，
所属大学におけるＩＲの実務を推進または改善するための具体的手法を身につけることを目的としています。

到達目標

１．
ＩＲの意義と方法について説明できる
２．データの適切な管理を組織的に行う方法を説明できる
３．学生にかかわるデータの分析を行うことができる
４．データ分析を基に教育や学生支援の改善提案ができる
５．多様な考えや経験を尊重し , 共に学び合う雰囲気をつくることができる

10 月 17 日（水）

事前課題
① Excel（Windows 版）を用いた統計分析
② 所属大学におけるＩＲの取組とご自身の
ＩＲの業務経験に関するポートフォリオ
※受付完了後，様式をお送りします。
※資料の１枚目右上に，大学名及び氏名をご記入ください。
※提出いただいた資料は参加者に配付し共有します。

提出期限：平成３０年９月２１日（金）

12:30 受付
13:00 オープニング・アイスブレイク ※ＳＤＣ養成講座と合同開催
13:30 オリエンテーション [ 竹中喜一 ]
13:40 ＩＲの意義と方法を理解する [ 中井俊樹 ]
14:50 休憩
15:00 所属大学のＩＲの特徴と課題を理解する [ 清水栄子 ]
15:35 ＩＲｅｒに必要な能力を理解する [ 小湊卓夫 ]
16:10 休憩
16:20 データの適切な管理方法を理解する [ 竹中喜一 ]
17:00 ＩＲに関する質疑応答① [ 全講師 ]
17:30 終了
18:00〜20:00 情報交換会（参加任意／会費：4,000 円）
※ＳＤＣ養成講座と合同開催

提出先：kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp

10 月 18 日（木）

持参物
ノートパソコン
※Excel(2013 以降のバージョン）
がインストールされたもの
※研修会の２日目・３日目に
使用します。

お申し込み

9:30
9:45
10:30
11:45
12:45
13:50
15:20
15:30
16:00
17:30

前日の振り返り
管理者が求める報告のポイントとは [ 小林直人 ]
実務担当者による分析のポイントとは [ 嶌田敏行 ]
休憩
質的データを分析する [ 上畠洋佑 ]
量的データを分析する（事前課題の振り返り）[ 竹中喜一・清水栄子 ]
休憩
ＩＲに関する質疑応答② [ 全講師 ]
教育・学生支援の改善提案を考える①（グループワーク）[ 竹中喜一・清水栄子 ]
終了

10 月 19 日（金）
9:30
11:20
12:50
13:50
14:00
15:00

教育・学生支援の改善提案を考える②（グループワーク）[ 竹中喜一・清水栄子 ]
休憩
教育・学生支援の改善提案を考える③
（発表）[ 全講師（進行：竹中喜一）]
振り返り [ 全講師 ]
クロージング
※ＳＤＣ養成講座と合同開催
終了

受付期間：７月１８日
（水）正午 〜 ８月２０日
（月）正午
サイトからお申し込み

先着
40 名

https://web.opar.ehime-u.ac.jp/

※ 受付完了後 , 確認メールを送信いたします。 ※ いただいた情報は本講座以外に使用することはございません。

Web サイトからお申し込み出来ない場合は下記までメールでご連絡下さい。
宛先：kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp

件名：ＩＲｅｒ養成講座申し込み（氏名○○○○）
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教職員能力開発拠点事業

スタッフ・ポートフォリオ
スタ
ス
タッフ・ポートフォ
ッフ・ポ
ッフ・ポートフォリオ
ポートフォリオ
ポ
ォリオ
作成ワークショップ
作成ワ
作成ワ
成
成ワークショップ
成ワーク
ワ
ワークショップ
ークショップ
ク
クショップ
ショップ in
ショップ
iin
n 愛媛
愛
愛媛
媛
会場：愛媛大学 城北キャンパス

共催：大学コンソーシアムえひめ

スタッフ・ポートフォリオを
業務の振り返りや人材育成に活用してみませんか？
参加費 無 料

２日目の昼食代として 1,000 円が必要です。

定員

16 名
多数の機関の方々にご参加いただくため，定員を超すお申し込みが
あった場合、各機関１名 ( 先着順 ) とさせていただくことがあります。

参加対象者：スタッフ・ポートフォリオを作成したい高等教育機関の職員 ＊２日間の参加が可能な方のみとなります。
＊民間企業等に勤務されている方の受講はお断りしております。

スタッフ・ポートフォリオとは
職員が自らのこれまでの業績を具体的な裏付け（エビデンス）に基づき整理し，これからのキャリアのビジョンとゴールを記載す
る職員業績記録です。作成することにより，業務の振返りと整理が促され，自らの成長をあらためて認識できるとともにキャリア
形成を図ることが可能となります。また，組織的に導入することによって，人材育成に有効活用できるツールとして期待されます。

実施目的
大学職員としての自己を振り返り，メンタリングを通して今後のキャリアにおけるビジョンをより一層明確にしながら，
スタッフ・ポートフォリオを実際に作成することを目的としています。

到達目標

スタッフ・ポートフォリオのメリットについて説明できる
スタッフ・ポートフォリオにおけるメンター，メンタリングの重要性について説明できる
自身の キャリアを振り返ることができる
自身のキャリアのビジョンについて考えることができる
スタッフ・ポートフォリオを作成することができる

申し込み：9 月 26 日 ( 水 ) 正午〜10 月 15 日 ( 月 ) 正午

https://web.opar.ehime-u.ac.jp/

※ 受付完了後，確認メールを送信します。

ホームページから申し込みできない場合は，下記までメールでご連絡ください。
◆ 宛先／ kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp

◆ 件名／スタッフ・ポートフォリオ作成ＷＳ申込み（氏名）

※定員人数に到達次第，募集を締め切ります。
お早めにお申し込みください。 ※いただいた情報は，本ワークショップ以外に使用することはございません。
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講師

教職員能力開発拠点
（愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室）

小林

直人

教職員能力開発拠点代表
愛媛大学学長特別補佐
教育企画室長
教授

西尾

澄気

愛媛大学
社会共創学部事務課
特定専門職員

中井

俊樹

愛媛大学
教育企画室 副室長
教授
（ＳＤＣ）

秋谷

恵子

愛媛大学
総務部人事課
（ＳＤＣ）

上畠

洋佑

愛媛大学
教育企画室
特任助教

玉岡

吉田

一惠

愛媛大学
教育学生支援部
愛媛大学ＳＤ統括コーディネーター
能力開発室長（ＳＤＣ）

鈴木

兼治

聖カタリナ大学
図書課 課長

洋

芝浦工業大学
教育イノベーション推進
センター事務課 課長

アクセス
12：20
12：50

︵城北キャンパス︶

赤十字病院前

14：30
15：30
16：30
17：20
17：40
18：45

松山駅（市内電車環状線 ①
番古町方面行き）から
赤十字病院前まで約２０分、
下車後北へ徒歩２〜５分

愛媛大学

13：10

受付
オープニング ( 小林学長特別補佐･教育企画室長）
講師紹介・オリエンテーション
レクチャーⅠ（吉田）
「スタッフ・ポートフォリオ ( SP ) について」
「SP を作成することのメリット，
組織にとってのメリットについて」
「スタッフ・ポートフォリオにおける
メンター・メンタリングについて」
個人メンタリングⅠ-①
個人メンタリングⅡ-①
スタッフ・ポートフォリオ作成作業
メンターとメンティーⅠ・Ⅱで振り返り
終了
情報交換会（参加任意）

愛媛大学城北キャンパス
（松山市文京町３番）
愛大ミューズ１階

事前課題
スタッフ・ポートフォリオ

09：00 レクチャーⅡ（上畠）
「大学職員としてのキャリアを考える」
09：40 SP 作成作業
11：00 個人メンタリングⅠ-②
11：30 個人メンタリングⅡ-②
12：00 ランチタイム（お弁当付き）
13：00 スタッフ・ポートフォリオ作成作業＆発表資料準備
15：00 参加者全員で SP 作成の振り返り（全講師）
16：00 クロージング
修了証授与 挨拶 ( 小林学長特別補佐･教育企画室長）
16：10 終了
＊終了後，写真撮影を行います。

※受付完了後，スタッフ・ポートフォリオ様式をお送りします。

提出期限：平成 30 年 11 月 19 日（月）
提出先：kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp

持参物
ノートパソコン
準備の難しい場合は，お申し込み時にお知らせください。

お問い合わせ

愛媛大学教育学生支援部教育企画課 TEL : 089-927-9154 E-mail : kiyoiku@stu.ehime-u.ac.jp
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