全県の「医療非常事態宣言」を解除します
令和３年２月３日
新型コロナウイルス感染症長野県対策本部
１

趣旨
年末年始以降の急速な感染の拡大により、医療提供体制に大きな負荷がかかり、入院調整

も困難になっていたことから、全県に対して１月８日に「医療警報」を、１月 14 日に「医療
非常事態宣言」を発出し、２月上旬までに「全県の感染警戒レベル３以下（１週間当たりの新
規陽性者数 102 人未満）
、かつ、受入可能病床数に対する入院者の割合 25％未満」を実現する
ことを目標に掲げたところです。
現在の県内の感染状況を見ると、直近１週間の新規陽性者数は 75 人、人口 10 万人当たり
では 3.68 人と全県のレベル４の基準である 5.0 人を下回っており、レベル３相当となってい
ます。また、医療機関のご協力により、新型コロナウイルス感染症に対応する病床について
350 床から 434 床に増やすことができ、受入可能病床数に対する入院者の割合は 21.7％
（94/434 床）となりました。医療従事者の皆様、県民の皆様のお力添えにより目標を達成し、
危機的な状況は回避することができました。
このため、
「医療非常事態宣言」については予定どおり２月３日をもって解除します。
長丁場となっている第３波の第一線で闘っていただいている医療従事者の皆様に改めて感
謝いたします。また、人との接触機会の低減や外出自粛等にご協力いただいた県民の皆様、
営業時間の短縮等を受け入れていただいた、また、現在も受け入れていただいている飲食店
の皆様など、暮らしや事業活動に大きな影響を受けながらも、感染防止にご協力いただいて
いるすべての皆様に改めて感謝いたします。
２

県民及び事業者の皆様へのお願い
県民及び事業者の皆様は、国による緊急事態宣言が現時点においても発出されている状況
を踏まえ、別紙１「感染拡大防止のお願い」に沿った対応をお願いします。また、次の３点
を特に遵守してください。
１ 緊急事態宣言が発出されている地域（特定都道府県）との往来は控えてください。
（特措法第 24 条第９項）
２ 会食（自宅や職場等も含む。
）の際は感染防止に十分注意してください。普段会わな
い方との会食は特に注意してください。
３ 人との距離の確保やマスク着用、手指消毒等、基本的な対策を改めて徹底してくだ
さい。高齢者や基礎疾患のある方は特に留意してください。

３

県としての対策の強化
感染の再拡大に備えるとともに、新しい生活様式のもとで社会経済活動を動かしていくた

め、県として実施する対策を別紙２「新型コロナウイルスへの対応体制」のとおりとします。
県内にお住まいの方、訪問される方、市町村、事業者等の皆様は、対策にご協力ください。

別紙１

感染拡大防止のお願い
令和３年２月３日時点
１

基本的なお願い
新型コロナウイルス感染症は、咳・くしゃみや、２ｍ以内でマスクをせずに会話を行うこと

で生じる飛沫が目・鼻・口に入ることで感染します（飛沫感染）。また、ウイルスがついた手
で目・鼻・口に触れることで感染します（接触感染）。このことを踏まえて、改めて以下のと
おり基本的な感染防止策の徹底についてお願いします。
(1) 人との距離を確保（２ｍ最低でも１ｍ）してください
人と間近に接する機会を極力減らすようお願いします。特に、１ｍ以内、15 分以上、
マスク非着用の接触はリスクが高まるので、できる限り回避するようお願いします。
(2) ３密（密閉、密集、密接）の環境を回避してください
密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、密集場所（多くの人が密集している）、密接場
面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われる）という３つの条件の
環境で感染リスクが高まりますので、「３密」環境の回避をお願いします。
(3) マスク着用、手洗い・手指の消毒を徹底してください
マスクの着用、手洗い又は手指の消毒について、意識しないで行うようになった今こ
そ、忘れてしまうことも増え注意が必要です。
「短時間だから大丈夫」、
「急いでいるから」
といった気の緩みも生じがちですので、今一度、人と会話する際のマスクの着用、こまめ
な手洗い・手指の消毒の徹底をお願いします。
(4) 体調が悪い方、体調がよくなって２日以内の方は外出をしないでください
体調が悪い方、体調がよくなって２日以内の方は外出をしないようお願いします。
なお、発症日前後に人に感染させる可能性が高く、無症状でも人に感染させるおそれが
あることにも十分注意願います。
２

避けるべき場面に関するお願い
(1) 会食について
〇 会食の際には、感染拡大予防ガイドラインを遵守している店舗を利用するとともに、
次の５つのポイントを徹底してください。なお、家庭内や知人同士での会食においても
ご注意ください。
①

体調が悪い場合は参加しない、させない。

②

開始前と会食後に必ず手指消毒を行う。
（可能であれば会食中も。手指消毒の代わ
りに徹底した手洗いでも可。
）

③

人と直接・間接に接触しない。
（大皿料理、とり箸、お酌、司会・カラオケマイク
の共用を避けるなど）

④
⑤

飛沫を人や人の飲食物に飛ばさない。
（会話時のマスク着用など）
こまめな換気
なお、お酒が入ると気が緩みがちになるので十分注意してください。

〇 密な室内での大人数での飲食、あるいは長時間（概ね２時間超）の飲食とならないよ
う注意してください。
(2) 往来の自粛について
○ 特定都道府県への訪問は、基本的に行わないでください。受験やリモートによること
が困難な仕事など、訪問が必要な場合は、人との接触機会を最大限減らし、滞在時間も
できるだけ少なくするなど、最大限の感染防止策を講じてください。
○

特定都道府県にお住まいの方は、当該都府県の知事による要請に従って行動すると

ともに、受験やリモートによることが困難な仕事での訪問など必要な場合を除き、不要
不急の本県への訪問はなるべく控えてください。ご家族やご親戚の方が上記の区域に
お住まいの場合は、大変ご心配のことと思いますが、連絡を取り合っていただき、当該
都府県の知事による要請を踏まえて慎重に行動するようお願いしてください。
○

特定都道府県を除く感染拡大地域 ※への不要不急の訪問についても特に注意をお願

いします。
また、感染拡大地域と往来された方は、２週間程度はご家庭への訪問等高齢者や基礎
疾患がある方との接触を控えるとともに、健康観察を徹底し、発熱等の症状がある場合
には早めの相談・受診をお願いします。
※直近１週間の人口 10 万人当たりの新規陽性者数が 15.0 人を上回っている都道府県（首都圏、関西圏など）

(3) 帰省や観光で本県にお越しになる方について
○ 来訪前２週間は、大人数での会食等リスクが高い行動を控え、かつ、発熱、風邪症状
がある、または、10 日以内に症状があった方は帰省等を控えるなどの「信州版 新た
な旅のすゝめ」に沿った対応をお願いします。
○

お住まいの都道府県等から出されている外出自粛等の要請を踏まえた行動をお願い

します。
○ 帰省された方から県内への感染も確認されております。普段会わない親しい親戚、友
人との会食にご注意いただくとともに、一時的な滞在・同居、自動車の同乗にご注意を
お願いします。
(4) 高齢者や基礎疾患のある方等と同居されている方について
手で触れる共用部分の消毒や家庭内でもマスクを着用するなど高齢者や基礎疾患のあ
る方等の重症化リスクの高い方に感染を広げないよう慎重な行動をお願いします。
３

その他のお願い
(1) 観光誘客・イベントについて
○ 観光・宿泊施設等の観光事業者の皆様は、特定都道府県からの積極的な誘客は控えて
いただくようご協力をお願いします。
○ 特定都道府県を含む全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が 1000 人を超える
大規模イベントを主催する事業者の皆様に、県に事前相談するよう求めるとともに、感
染リスクを低下させるための対策について十分ご検討いただき、それが困難な場合に
はイベントの延期や中止を検討するようお願いします。また、上記以外の小規模なイベ
ントの開催に当たっても、同様に慎重な検討を行うようご協力をお願いします。

(2) 陽性者、医療従事者等の人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症は、注意をしていても誰もが感染する可能性があるもので、
皆さんご自身も例外ではありません。
このことを踏まえて、患者・陽性者、医療従事者や、緊急事態宣言が発出された地域等
に滞在していた方、県外から長野県に来られた方などへの、不当な差別や偏見、いじめ等
が生じないよう、冷静な行動をお願いします。

別紙２
新型コロナウイルスへの対応体制
令和３年２月３日

長野県では、
昨年２月 25 日に県内での最初の陽性例が確認されて以降、医療関係者や市町村、
経済団体等の全面的なご協力のもと、医療・検査体制の整備、感染警戒レベルの制定・見直し、
県民・事業者に対する様々な要請等を行い、県民が一致結束して新型コロナウイルス対策を推
進してきた。
年始以降の感染の急拡大も、多くの県民及び事業者の皆様の深いご理解・ご協力と医療現場
のご尽力のおかげでピークを超えることができ、医療非常事態宣言も当初の予定どおり２月３
日をもって解除できることとなった。
しかしながら、全国や世界の感染状況に鑑みると、新型コロナウイルス感染症の再拡大に対
する最大限の備えと、社会経済活動を動かしていくための新しい生活様式の徹底が不可欠であ
る。
そのため、長野県としては、当面、次の新型コロナウイルス感染症への対応体制により、県民
の皆様の命と健康を守るとともに、新たな日常において社会経済活動を行うための環境整備を
行っていくこととする。
１

療養体制の強化
(1) 新型コロナ療養病床の増床
これまでの患者発生状況を踏まえ、医療機関における患者の受入れを 350 名から 434 名
（うち重症者 49 名）に拡大するとともに、受入医療機関に対しては、症状に応じた適切な
医療が速やかに受けられるように協力を求め、必要に応じて調整本部で広域的な受入先の
調整を行う。
(2) 宿泊療養施設の拡充等
軽症者等を受け入れる宿泊療養施設については、既に東信、中信、北信地域において開
設・運用を行っており、最大 275 人の受入れが可能となっているが、さらに、南信地域にお
いても２月中旬の開設に向け準備を加速し、県全体で最大 375 人の受入れ体制への拡充を
図る。
併せて、各施設における入所者の移送や健康観察の体制の強化を図る。
(3) 医療従事者の応援派遣への支援
医療従事者を派遣する場合、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている全ての医
療機関を派遣先の対象とし、必要な支援を行う。

２

検査体制の強化

(1) 一日当たり検査可能件数
ＰＣＲ等検査機器の整備、身近な医療機関で診療、検査が行える体制の整備を進め、本年
１月末までに 572 の医療機関を診療・検査医療機関に指定した。１日当たりの検査可能件
数は、昨年６月末 300 件、７月末 1,000 件、10 月末 4,100 件と増加しており、現在１日当
たり約 4,700 件の検査が可能となっている。また、感染が急速に拡大し、検査需要が大幅
に増加した場合には、県外検査機関へ委託することにより、さらに検査数を拡大すること

が可能であり、これまでに、1 日当たり 2,000 件の検査を追加で行った実績がある。
外来・検査センター設置数は、昨年 6 月末 11 か所、9 月末 12 か所、11 月末 14 か所とな
っており引き続き運用を継続していく。
(2) 検査方針
濃厚接触者の把握と全員検査に加え、接触者に対しても幅広く検査を実施するとともに、
感染警戒レベル５が発出された地域で感染拡大を防止するために必要が生じた場合には、
接待を伴う飲食店や高齢者施設等の従事者等を対象とした集中的な検査を実施する。
また、高齢者等の施設や医療施設内における感染防止のため、一定の条件に該当する施
設の設置者が当該施設の従事者等を対象に自主的に行った検査に係る費用を助成する。
県内の自費検査が可能な医療機関等を県ホームページで紹介するとともに、陽性時の対
応等、検査を受ける方や検査を実施する機関向けの留意事項等を周知する。
３

保健所体制の強化

(1) 人員の増員
保健福祉事務所の職員数は、令和２年４月には 413 人だったが、臨時的任用職員等の任
用や、行政職員 71 人に兼務発令する等、大幅に体制を強化し、現在は 532 人となっている。
このうち、保健所の中核をなす保健師は、20 人を増員し、74 人から 94 人となったが、
今後も、更なる増員を図る。
(2) 行政職員の活用
各地方部の行政職員に保健所への兼務発令を行い、保健所支援体制を増強するとともに、
ＯＪＴ研修を実施し、感染状況により行政職員も疫学調査の支援を行うことができる体制
を構築する。
(3) 市町村保健師の応援受入
各保健所において、管内市町村のご協力のもと応援受入体制を構築し、令和２年４月か
ら令和３年１月までに、18 市町村から延べ 600 人以上の応援をいただいた。今後も、引き
続き感染状況に応じて応援を依頼していく。
４

県民一体での感染拡大防止対策の推進

(1) 「感染リスク１０分の１県民運動」の実施
基本的な対策を徹底しつつ、これまでの感染事例を参考にしながら県民一人ひとりが感
染防止に向けた適切な行動を自ら考え実践する「感染リスク 10 分の 1 県民運動」を展開し、
感染防止対策を県民総参加で推進する。
(2) 「新型コロナ対策推進宣言」のアップグレード
適切な感染防止対策を自ら実施する事業者に対する巡回等を通じて、より県民が安心し
て利用できる環境づくりを推進する。併せて、飲食店には、会食時の感染リスクを軽減する
ため、飛沫防止パネルの無償配布を行う。
(3) 「スノーリゾートの安心確保対策」の実施
現在、県内スキー場が共通して取り組んでいるゴンドラの定期消毒や従業員のマスク着
用等の感染防止対策をはじめ、観光地における感染疑い者が出た場合の搬送体制の構築等
を引き続き支援する。

また、白馬村での対策を参考に、県内の他のスノーリゾートにおいても地域の実情を踏
まえた対策の徹底を索道事業者などと連携しながら推進していく。
５

ワクチン接種体制の整備
長野県対策本部内に「ワクチンチーム」を設置し、副知事の統括のもと全庁的に取り組む。
また、市町村、医療関係者等を含めた関係者間の情報共有と連携体制の構築を図る。


㣤⏣ᕷⓎฟࡋ࡚࠸ࡿࠕ≉ู㆙ሗϩࠖࢆゎ㝖ࡍࡿࡶࠊ㣤⏣ᕷ
ࢆྵࡴ༡ಙᕞᅪᇦࡢឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸲ࡽ㸱ᘬࡁୗࡆࡲࡍ
௧㸱ᖺ㸰᭶㸱᪥ 
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛗㔝┴ᑐ⟇ᮏ㒊㛗 
㸯 ⤒⦋
༡ಙᕞᅪᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤㏆㸯㐌㛫ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢ᪂つ㝧ᛶ⪅ᩘࡀ  ேࢆ
㉸࠼ࠊឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡓࡇࡽࠊ㸯᭶  ᪥ឤᰁ㆙ᡄࣞ
࣋ࣝࢆ㸲ᘬࡁୖࡆࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ≉ู㆙ሗϨࠖࢆⓎฟࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ༡ಙᕞᅪᇦ࠾࠸࡚ࠊࡾࢃࡅឤᰁࡢᣑࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓ㣤⏣ᕷࡘ࠸࡚ࡣ㸯
᭶  ᪥ឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸳ᘬࡁୖࡆࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ≉ู㆙ሗϩࠖࢆⓎฟࡋࡲ
ࡋࡓࠋ

㸰 ≉ู㆙ሗϩࡢゎ㝖ࡘ࠸࡚
༡ಙᕞᅪᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊࣞ࣋ࣝ㸲ࡢᘬୖࡆࡽ  ᪥㛫௨ୖ⤒㐣ࡋࠊ┤㏆㸯㐌㛫㸦㸯
᭶  ᪥㹼㸰᭶㸰᪥㸧ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢ᪂つ㝧ᛶ⪅ᩘࡣࠊ ே࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ
㣤⏣ᕷ࠾ࡅࡿ┤㏆㸯㐌㛫ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾ᪂つ㝧ᛶ⪅ᩘࡣ  ேࠊࡶ 
ேࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡࡀపୗࡋࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡇࡽࠊ㣤⏣ᕷ࠾
ࡅࡿࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ≉ู㆙ሗϩࠖࢆゎ㝖ࡍࡿࡶࠊ㣤⏣ᕷࢆྵࡴ༡ಙᕞᅪᇦࡢ
ឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸲ࡽ㸱ᘬࡁୗࡆࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㛫ࠊ┴ࡢせㄳࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㣤⏣ᕷ࠾ఫࡲ࠸ࡢⓙᵝᚰࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ

㸱 ឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸
༡ಙᕞᅪᇦ࠾ࡅࡿឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝ㸱ࡋ࡚ࡢࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ㆙ሗࠖࡣ⥅⥆୰
࡛ࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁឤᰁ㜵Ṇ⟇ࡢࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ


ᯇᮏᕷⓎฟࡋ࡚࠸ࡿ≉ู㆙ሗϩࢆゎ㝖ࡍࡿࡶ
୍㒊༊ᇦ࠾ࡅࡿႠᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢせㄳࢆ⤊ࡋࡲࡍ
௧㸱ᖺ㸰᭶㸱᪥ 
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛗㔝┴ᑐ⟇ᮏ㒊㛗 
㸯 ⤒⦋
ᯇᮏᅪᇦ࠾ࡅࡿឤᰁࡢࡉࡽ࡞ࡿᣑࡀ┴ࡢ་⒪ᥦ౪యไࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠾
ࡑࢀࡀ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊ་⒪タࡸ㧗㱋⪅タ➼࡛」ᩘࡢឤᰁࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ࡞ࠊࡾ
ࢃࡅឤᰁࡢᣑࡀ㢧ⴭ࡞ᯇᮏᕷࡘ࠸࡚ࠊ㸯᭶㸶᪥ឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸳ᘬࡁୖࡆࠕ᪂
ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ≉ู㆙ሗϩࠖࢆⓎฟࡋࡲࡋࡓࠋ
ᯇᮏᕷ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᚋࡶ㞟ᅋⓗ࡞ឤᰁ࡞ࡢࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ࡀ⥅⥆ࡋ࡚☜ㄆࡉ
ࢀࡓࡇࡽࠊ
ឤᰁࡢ㐃㙐ࢆᮍ↛㜵ࡄࡓࡵࠊ㸯᭶  ᪥ࡣࡉࡽ࡞ࡿᑐ⟇ࡢᙉࡋ࡚ࠊ
ᯇᮏᕷࡢ୍㒊༊ᇦ࠾ࡅࡿ㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑ➼ᑐࡋ࡚Ⴀᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢせㄳ
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

㸰 ≉ู㆙ሗϩࡢゎ㝖ཬࡧႠᴗ㛫▷⦰➼ࡢせㄳࡢ⤊
ᯇᮏᕷ࠾ࡅࡿ┤㏆㸯㐌㛫㸦㸯᭶  ᪥㹼㸰᭶㸰᪥㸧ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾ᪂つ㝧ᛶ⪅
ᩘࡣ  ே㸦㝧ᛶ⪅ᩘ㸷ே㸧ࠊ≉ู㆙ሗϩⓎฟࡢ  ே㸦㝧ᛶ⪅ᩘ  ே㸧ࠊᑐ⟇
ᙉࡢ  ே㸦㝧ᛶ⪅ᩘ  ே㸧ࢆୗᅇࡾࠊឤᰁ≧ἣࡣⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㸰
᭶㸲᪥ࢆࡶࡗ࡚ࠊᯇᮏᕷⓎฟࡋ࡚࠸ࡿ≉ู㆙ሗϩࢆゎ㝖ࡍࡿࡶࠊ୍㒊༊ᇦ࠾
࠸࡚ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡁࡓ㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑ➼ᑐࡍࡿႠᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢせㄳ
ࢆணᐃ࠾ࡾ⤊ࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㛫ࠊ┴ࡢせㄳࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᯇᮏᕷ࠾ఫࡲ࠸ࡢⓙᵝࠊᯇᮏ㒔ᕷィ⏬༊ᇦෆ
ࡢᕷ⾤༊ᇦࡢᴗ⪅ࡢⓙᵝᚰࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᯇᮏᕷࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤㏆㸯㐌㛫ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾ᪂つ㝧ᛶ⪅ᩘࡣ  ேࢆ
ୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㸰᭶㸳᪥ࡽឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸱ࡋࡲࡍࠋ

㸱 ឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸
ᯇᮏᅪᇦ࠾ࡅࡿឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝ㸱ࡋ࡚ࡢࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ㆙ሗࠖࡣ⥅⥆୰࡛
ࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁឤᰁ㜵Ṇ⟇ࡢࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ⓑ㤿ᮧࡢ୍㒊ᆅ༊࠾ࡅࡿႠᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢせㄳࢆ⤊ࡍࡿࡶࠊ
ほගᴗ⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡴឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢆᨭࡍࡿ࡞ឤᰁᑐ⟇ࢆᙉࡋࡲࡍ
௧㸱ᖺ㸰᭶㸱᪥ 
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛗㔝┴ᑐ⟇ᮏ㒊 
㸯 ㊃᪨
ࣝࣉࢫᅪᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ㸯᭶  ᪥ឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸲ᘬࡁୖࡆࡓࠊ㸯᭶  ᪥
ࡣࠊᅪᇦࡢ་⒪ᥦ౪యไࡀ㐕㏕ࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊࡾࢃࡅឤᰁࡢᣑࡀ㢧ⴭ࡞ⓑ㤿ᮧ
ࡘ࠸࡚ឤᰁ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࢆ㸳ᘬࡁୖࡆࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ≉ู㆙ሗϩࠖࢆⓎฟࡋࠊ୍㒊ࡢ
ᆅᇦࡢ㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑ➼ᑐࡍࡿႠᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢせㄳࢆ⾜࠺࡞┴ࡋ࡚ࡢឤᰁ
ᑐ⟇ࢆᙉࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ⓑ㤿ᮧ࠾ࡅࡿ┤㏆㸯㐌㛫㸦㸯᭶  ᪥㹼㸰᭶㸰᪥㸧ࡢ᪂つ㝧ᛶ⪅ࡣ  ேࠊ࠸ࡲࡔ㧗࠸
Ỉ‽࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢ㛫ࠊⓑ㤿ᮧࡢ㣧㣗ᗑࡢᚑᴗဨ➼ᑐࡋ࡚㞟୰ⓗ࡞᳨ᰝࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ
ឤᰁᣑࡢ㜵Ṇࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛㣧㣗ᗑ࠾ࡅࡿ㞟ᅋⓗ࡞ឤᰁࡢ㐃㙐ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸
≧ἣ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊⓑ㤿ᮧ୰㒊ᆅ༊࠾ࡅࡿ㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑ➼ᑐࡍࡿႠᴗ㛫ࡢ▷⦰➼ࡢ
せㄳࡣணᐃ㏻ࡾ㸰᭶㸲᪥࡛⤊ࡋࡲࡍࡀࠊ㸰᭶㸲᪥ࡲ࡛ࡋ࡚࠸ࡿࣞ࣋ࣝ㸳ࡢࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ࣝࢫ≉ู㆙ሗϩࠖࢆᙜ㠃ࡢ㛫ᘏ㛗ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿᑐ⟇ࡢᙉࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

㸰 ⓑ㤿ᮧ࠾ࡅࡿ┴ࡢᑐ⟇ᙉࡘ࠸࡚
  ⓑ㤿ᮧ࠾ࡅࡿࡉࡽ࡞ࡿឤᰁᣑࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ┴ࡋ࡚ᐇࡍࡿឤᰁᑐ⟇ࢆḟࡢ࠾ࡾ
ࡉࡽᙉࡋࡲࡍࠋⓑ㤿ᮧ࠾ఫࡲ࠸ࡢ᪉ࠊゼၥࡉࢀࡿ᪉ࠊᴗ⪅ࡢⓙᵝࡣࠊឤᰁᣑᆅᇦ
ࡢゼၥࢆᴟຊ᥍࠼ࡿࡇ࡞ࠊࠕឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸ࠖ
㸦ู⣬㸧ࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏࡍࡿࡶ
ࠊḟᥖࡆࡿ┴ࡢᑐ⟇ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦࡞࠾ࠊ≉ᥐἲࡢ᰿ᣐつᐃࢆグ㍕ࡋࡓྲྀ⤌௨እࡣࠊ㛗㔝┴᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ➼ᑐ⟇
᮲㸦௧㸰ᖺ㛗㔝┴᮲➨  ྕ㸧➨㸳᮲ᇶ࡙ࡃឤᰁᑐ⟇ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
㸧




㸦┴Ẹཬࡧ᮶ゼ⪅ࡢ༠ຊせㄳ㸧



ձ ឤᰁᣑண㜵࢞ࢻࣛࣥࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸࡞࠸㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑࡢ⏝ࢆ᥍࠼



ࡿࡼ࠺༠ຊࢆせㄳࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼



㸦ᴗ⪅ࡢ༠ຊせㄳ㸧













ղ ⫋ሙࡸඹྠ⏕άࡢሙ࡛ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢࡉࡽ࡞ࡿᚭᗏࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼
㸦ᴗ⪅ཬࡧၟᗑ⾤➼ࡢᨭ㸧
ճ ᮧ㐃ᦠࡋឤᰁᣑ㜵Ṇᑐ⟇࡞ಀࡿᆅᇦࡢྲྀ⤌ࡢᨭࢆ᳨ウࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼
㸦㞟୰ⓗ࡞᳨ᰝࡢᐇ㸧
մ 㧗㱋⪅タ➼ࡀ⾜࠺⮬ⓗ࡞᳨ᰝࡢᐇࢆᨭࡋࡲࡍ㸺᪂つ㸼
㸦㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠࡼࡿᑐ⟇ࡢ᳨ウ㸧
յ ほගᴗ⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡴឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢆᨭࡋࡲࡍ㸺᪂つ㸼
㸦බඹタࡢఇṆ➼ࡢ᳨ウ㸧
ն ┴ࡢබඹタࡘ࠸࡚ఇṆ➼ࡢᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊⓑ㤿ᮧᑐࡋ࡚ࡶ᳨ウࢆ
せㄳࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼




ձ ឤᰁᣑண㜵࢞ࢻࣛࣥࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸࡞࠸㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑࡢ⏝ࢆ᥍࠼ࡿࡼ
࠺༠ຊࢆせㄳࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼               㸦≉ᥐἲ➨  ᮲➨㸷㡯㸧
   ⓑ㤿ᮧ࠾ఫࡲ࠸ࡢ᪉ࡸゼၥࡉࢀࡿ᪉ࠊ㓇㢮ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺㣧㣗ᗑࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊ
ᗑෆ࠾ࡅࡿᑐே㊥㞳ࡢ☜ಖࠊ࣐ࢫࢡࡢ╔⏝ࠊタࡢẼ࣭ᾘẘ࡞ࡢᑐ⟇ࡸࠕ᪂ᆺࢥࣟ
ࢼᑐ⟇᥎㐍ᐉゝࠖ➼ࡢᐇ࡞ࢆ☜ㄆࡋࠊឤᰁᣑண㜵࢞ࢻࣛࣥࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸࡞࠸ᗑ
ࡢ⏝ࢆ᥍࠼ࡿࡼ࠺༠ຊࢆせㄳࡋࡲࡍࠋ

 ղ ⫋ሙࡸඹྠ⏕άࡢሙ࡛ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢࡉࡽ࡞ࡿᚭᗏࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼
ᴗ⪅ࡢⓙᵝࡣࠊᡭὙ࠸࣭ᡭᣦᾘẘࡢບ⾜ࠊ࣐ࢫࢡࡢ╔⏝ࠊ㣗ჾࡸࢱ࢜ࣝ࡞ࡢඹ⏝ࢆ
㑊ࡅࡿࡇ࡞ࠊ⫋ሙࡸᚑᴗဨᑅ➼ࡢඹྠ⏕άࡢሙ࠾ࡅࡿឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢆᚭᗏࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋࡾࢃࡅࠊࡢᚋࡸඹྠ⏕άࡢሙ࠾ࡅࡿ㣧㣗ࡢ㝿ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇␃ពࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊឤᰁᣑᆅᇦͤࡢゼၥࢆᴟຊ᥍࠼ࡿࡇ࡞ࠊ
ࠕឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸ࠖ㸦ู⣬㸧
ࡢ㑂Ᏺࡢᚭᗏࢆᚑᴗဨാࡁࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤ┤㏆㸯㐌㛫ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢ᪂つ㝧ᛶ⪅ᩘࡀ  ேࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ㒔㐨ᗓ┴㸦㤳㒔ᅪࠊ
㛵すᅪ࡞㸧


ճ ᮧ㐃ᦠࡋឤᰁᣑ㜵Ṇᑐ⟇࡞ಀࡿᆅᇦࡢྲྀ⤌ࡢᨭࢆ᳨ウࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼
ⓑ㤿ᮧ㐃ᦠࡋࠊᆅᇦࡢほග㛵ಀ⪅ࡸၟᗑ⾤➼ࡀྲྀࡾ⤌ࡴឤᰁᣑ㜵Ṇᑐ⟇ࡸ㢼ホ⿕ᐖ
㜵Ṇᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌➼ࡢᨭࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ

մ 㧗㱋⪅タ➼ࡀ⾜࠺⮬ⓗ࡞᳨ᰝࡢᐇࢆᨭࡋࡲࡍ㸺᪂つ㸼
㧗㱋⪅➼ࡢឤᰁᣑᢚไࡸタෆឤᰁ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊタタ⨨⪅ࡀࠊᙜヱタࡢᚑᴗဨ➼
ࢆᑐ㇟⮬ⓗ⾜࠺᳨ᰝᑐࡋ࡚ᨭࡋࡲࡍࠋ

 յ ほගᴗ⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡴឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢆᨭࡋࡲࡍ㸺᪂つ㸼
ᚑᴗဨࡢඹྠ⏕ά㛵ࡍࡿὀពႏ㉳ࡸタࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢᚭᗏࢆࡣࡌࡵࠊᚑᴗဨࡢ
⮬  ᳨ᰝ ࡸ┴ እ ࡢ ᮶ ⮬ ⢔ࡢ ࡧ ࡅ ࠊእᅜ ே ࡢ ࢃ ࡾࡸ ࡍ࠸ㄝ ᫂ ➼ࠊ  ୍
♫ +$.8%$9$//(< 7285,60 ࡀබ⾲ࡋࡓ  ࢫ࣮࢟ሙࡢ⤫୍࣮ࣝࣝࡸ +$.8%$9$//(< ࢡ࣮ࣜࣥ
ㄆドไᗘࡢᚭᗏ➼ࡢྲྀ⤌ᑐࡋ࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝࡸሗᥦ౪࡞ࡼࡾᨭࡋࡲࡍࠋ

ն ┴ࡢබඹタࡘ࠸࡚ఇṆ➼ࡢᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊⓑ㤿ᮧᑐࡋ࡚ࡶ᳨ウࢆせㄳ
ࡋࡲࡍ㸺⥅⥆㸼
  ேࡀ㞟ࡲࡿ┴ࡢබඹタࡘ࠸࡚ࠊఇṆ➼ࢆྵࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊ᪤
ண⣙ࡀධࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡞ఇṆࢆࡋ࡞࠸ሙྜࡶタࡢឤᰁ㜵Ṇ⟇ࢆᚭᗏࡋࡲࡍࠋⓑ㤿ᮧ
ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝࡢᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿࡼ࠺せㄳࡋࡲࡍࠋ


᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ᕪูࡸㄦㅫ୰യࡀ⏕ࡲࢀࠊⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿேࡀ࠸
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㄦㅫ୰യࢆ࠾ࡑࢀࡿ࠶ࡲࡾཷデࢆࡓࡵࡽ࠺ࡇࡣࠊ㔜ࡢࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿ
ࠊࡉࡽ࡞ࡿឤᰁࡢᣑࢆᣍࡁࡡࡲࡏࢇࠋ
┴Ẹ࠾୍ே࠾ࡦࡾࡀࠕᛮ࠸ࡸࡾࠖࡢᚰࢆᣢࡕࠕᨭ࠼࠶࠸ࠖࡢ㍯ࢆᗈࡆࠊࡳࢇ࡞࡛ࡾ㉺࠼
࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ



ู⣬

ឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ࠾㢪࠸
௧㸱ᖺ㸰᭶㸱᪥Ⅼ
㸯 ᇶᮏⓗ࡞࠾㢪࠸
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡣࠊတ࣭ࡃࡋࡷࡳࡸࠊ㸰㹫௨ෆ࡛࣐ࢫࢡࢆࡏࡎヰࢆ⾜࠺ࡇ
࡛⏕ࡌࡿ㣕ἓࡀ┠࣭㰯ཱྀ࣭ධࡿࡇ࡛ឤᰁࡋࡲࡍ㸦㣕ἓឤᰁ㸧ࠋࡲࡓࠊ࢘ࣝࢫࡀࡘ࠸ࡓ
ᡭ࡛┠࣭㰯ཱྀ࣭ゐࢀࡿࡇ࡛ឤᰁࡋࡲࡍ㸦᥋ゐឤᰁ㸧
ࠋࡇࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᨵࡵ࡚௨ୗࡢ
࠾ࡾᇶᮏⓗ࡞ឤᰁ㜵Ṇ⟇ࡢᚭᗏࡘ࠸࡚࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

    ேࡢ㊥㞳ࢆ☜ಖ㸦㸰㹫᭱ప࡛ࡶ㸯㹫㸧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
ே㛫㏆᥋ࡍࡿᶵࢆᴟຊῶࡽࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ≉ࠊ㸯㹫௨ෆࠊ ศ௨ୖࠊ
࣐ࢫࢡ㠀╔⏝ࡢ᥋ゐࡣࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᅇ㑊ࡍࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

 

  㸱ᐦ㸦ᐦ㛢ࠊᐦ㞟ࠊᐦ᥋㸧ࡢ⎔ቃࢆᅇ㑊ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
ᐦ㛢✵㛫㸦Ẽࡢᝏ࠸ᐦ㛢✵㛫࡛࠶ࡿ㸧ࠊᐦ㞟ሙᡤ㸦ከࡃࡢேࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠊᐦ᥋
ሙ㠃㸦࠸ᡭࢆఙࡤࡋࡓࡽᡭࡀᒆࡃ㊥㞳࡛ࡢヰࡸⓎኌࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸧࠸࠺㸱ࡘࡢ᮲
௳ࡢ⎔ቃ࡛ឤᰁࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࠕ㸱ᐦࠖ⎔ቃࡢᅇ㑊ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ


 

  ࣐ࢫࢡ╔⏝ࠊᡭὙ࠸࣭ᡭᣦࡢᾘẘࢆᚭᗏࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
࣐ࢫࢡࡢ╔⏝ࠊᡭὙ࠸ཪࡣᡭᣦࡢᾘẘࡘ࠸࡚ࠊព㆑ࡋ࡞࠸࡛⾜࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ
ࡑࠊᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶቑ࠼ὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࠕ▷㛫ࡔࡽኵࠖࠊ
ࠕᛴ࠸࡛࠸ࡿࡽࠖ
࠸ࡗࡓẼࡢ⦆ࡳࡶ⏕ࡌࡀࡕ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ୍ᗘࠊேヰࡍࡿ㝿ࡢ࣐ࢫࢡࡢ╔⏝ࠊࡇࡲ

 

ࡵ࡞ᡭὙ࠸࣭ᡭᣦࡢᾘẘࡢᚭᗏࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

  యㄪࡀᝏ࠸᪉ࠊయㄪࡀࡼࡃ࡞ࡗ࡚㸰᪥௨ෆࡢ᪉ࡣእฟࢆࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸
యㄪࡀᝏ࠸᪉ࠊయㄪࡀࡼࡃ࡞ࡗ࡚㸰᪥௨ෆࡢ᪉ࡣእฟࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊⓎ᪥๓ᚋேឤᰁࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊ↓≧࡛ࡶேឤᰁࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀ
ࡀ࠶ࡿࡇࡶ༑ศὀព㢪࠸ࡲࡍࠋ


㸰 㑊ࡅࡿࡁሙ㠃㛵ࡍࡿ࠾㢪࠸
  㣗ࡘ࠸࡚
ࠐ 㣗ࡢ㝿ࡣࠊឤᰁᣑண㜵࢞ࢻࣛࣥࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿᗑ⯒ࢆ⏝ࡍࡿࡶࠊ
ḟࡢ㸳ࡘࡢ࣏ࣥࢺࢆᚭᗏࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᐙᗞෆࡸ▱ேྠኈ࡛ࡢ㣗࠾࠸࡚
ࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ యㄪࡀᝏ࠸ሙྜࡣཧຍࡋ࡞࠸ࠊࡉࡏ࡞࠸ࠋ
ղ 㛤ጞ๓㣗ᚋᚲࡎᡭᣦᾘẘࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ㣗୰ࡶࠋᡭᣦᾘẘࡢ௦ࢃ
ࡾᚭᗏࡋࡓᡭὙ࠸࡛ࡶྍࠋ
㸧
ճ ே┤᥋࣭㛫᥋᥋ゐࡋ࡞࠸ࠋ
㸦─ᩱ⌮ࠊࡾ⠂ࠊ࠾㓃ࠊྖ࣭࢝ࣛ࢜ࢣ࣐ࢡ
ࡢඹ⏝ࢆ㑊ࡅࡿ࡞㸧
մ 㣕ἓࢆேࡸேࡢ㣧㣗≀㣕ࡤࡉ࡞࠸ࠋ
㸦ヰࡢ࣐ࢫࢡ╔⏝࡞㸧
յ ࡇࡲࡵ࡞Ẽ
࡞࠾ࠊ࠾㓇ࡀධࡿẼࡀ⦆ࡳࡀࡕ࡞ࡿࡢ࡛༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ




ࠐ ᐦ࡞ᐊෆ࡛ࡢேᩘ࡛ࡢ㣧㣗ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛗㛫㸦ᴫࡡ㸰㛫㉸㸧ࡢ㣧㣗࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

   ᮶ࡢ⮬⢔ࡘ࠸࡚
≉ ۑᐃ㒔㐨ᗓ┴ࡢゼၥࡣࠊᇶᮏⓗ⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋཷ㦂ࡸ࣮ࣜࣔࢺࡼࡿࡇ
ࡀᅔ㞴࡞࡞ࠊゼၥࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊேࡢ᥋ゐᶵࢆ᭱㝈ῶࡽࡋࠊᅾ
㛫ࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅᑡ࡞ࡃࡍࡿ࡞ࠊ᭱㝈ࡢឤᰁ㜵Ṇ⟇ࢆㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
≉ ۑᐃ㒔㐨ᗓ┴࠾ఫࡲ࠸ࡢ᪉ࡣࠊᙜヱ㒔ᗓ┴ࡢ▱ࡼࡿせㄳᚑࡗ࡚⾜ືࡍࡿ
ࡶࠊཷ㦂ࡸ࣮ࣜࣔࢺࡼࡿࡇࡀᅔ㞴࡞࡛ࡢゼၥ࡞ᚲせ࡞ሙྜࢆ㝖ࡁࠊ
せᛴࡢᮏ┴ࡢゼၥࡣ࡞ࡿࡃ᥍࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈᐙ᪘ࡸࡈぶᡉࡢ᪉ࡀୖグࡢ༊ᇦ
࠾ఫࡲ࠸ࡢሙྜࡣࠊኚࡈᚰ㓄ࡢࡇᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㐃⤡ࢆྲྀࡾྜࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
ᙜヱ㒔ᗓ┴ࡢ▱ࡼࡿせㄳࢆ㋃ࡲ࠼࡚ៅ㔜⾜ືࡍࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
≉ ۑᐃ㒔㐨ᗓ┴ࢆ㝖ࡃឤᰁᣑᆅᇦͤࡢせᛴࡢゼၥࡘ࠸࡚ࡶ≉ὀពࢆ࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊឤᰁᣑᆅᇦ ᮶ࡉࢀࡓ᪉ࡣࠊ㸰㐌㛫⛬ᗘࡣࡈᐙᗞࡢゼၥ➼㧗㱋⪅ࡸᇶ
♏ᝈࡀ࠶ࡿ᪉ࡢ᥋ゐࢆ᥍࠼ࡿࡶࠊᗣほᐹࢆᚭᗏࡋࠊⓎ⇕➼ࡢ≧ࡀ࠶ࡿ
ሙྜࡣ᪩ࡵࡢ┦ㄯ࣭ཷデࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ͤ┤㏆㸯㐌㛫ࡢேཱྀ  ேᙜࡓࡾࡢ᪂つ㝧ᛶ⪅ᩘࡀ  ேࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ㒔㐨ᗓ┴㸦㤳㒔ᅪࠊ㛵すᅪ࡞㸧


  ᖐ┬ࡸほග࡛ᮏ┴࠾㉺ࡋ࡞ࡿ᪉ࡘ࠸࡚
 ۑ᮶ゼ๓㸰㐌㛫ࡣࠊேᩘ࡛ࡢ㣗➼ࣜࢫࢡࡀ㧗࠸⾜ືࢆ᥍࠼ࠊࡘࠊⓎ⇕ࠊ㢼㑧
≧ࡀ࠶ࡿࠊࡲࡓࡣࠊ ᪥௨ෆ≧ࡀ࠶ࡗࡓ᪉ࡣᖐ┬➼ࢆ᥍࠼ࡿ࡞ࡢࠕಙᕞ∧ ᪂
ࡓ࡞᪑ࡢࡍࡵࠖἢࡗࡓᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࠾ ۑఫࡲ࠸ࡢ㒔㐨ᗓ┴➼ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿእฟ⮬⢔➼ࡢせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⾜ືࢆ࠾㢪࠸
ࡋࡲࡍࠋ
 ۑᖐ┬ࡉࢀࡓ᪉ࡽ┴ෆࡢឤᰁࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᬑẁࢃ࡞࠸ぶࡋ࠸ぶᡉࠊ
ேࡢ㣗ࡈὀព࠸ࡓࡔࡃࡶࠊ୍ⓗ࡞ᅾ࣭ྠᒃࠊ⮬ື㌴ࡢྠࡈὀ
ពࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

  㧗㱋⪅ࡸᇶ♏ᝈࡢ࠶ࡿ᪉➼ྠᒃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡘ࠸࡚
ᡭ࡛ゐࢀࡿඹ⏝㒊ศࡢᾘẘࡸᐙᗞෆ࡛ࡶ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡍࡿ࡞㧗㱋⪅ࡸᇶ♏ᝈࡢ࠶
ࡿ᪉➼ࡢ㔜ࣜࢫࢡࡢ㧗࠸᪉ឤᰁࢆᗈࡆ࡞࠸ࡼ࠺ៅ㔜࡞⾜ືࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸱 ࡑࡢࡢ࠾㢪࠸
  ほගㄏᐈ࣭࣋ࣥࢺࡘ࠸࡚
 ۑほග࣭ᐟἩタ➼ࡢほගᴗ⪅ࡢⓙᵝࡣࠊ≉ᐃ㒔㐨ᗓ┴ࡽࡢ✚ᴟⓗ࡞ㄏᐈࡣ᥍࠼
࡚࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
≉ ۑᐃ㒔㐨ᗓ┴ࢆྵࡴᅜⓗ࡞ேࡢ⛣ືࢆక࠺࣋ࣥࢺཪࡣཧຍ⪅ࡀ  ேࢆ㉸࠼
ࡿつᶍ࣋ࣥࢺࢆദࡍࡿᴗ⪅ࡢⓙᵝࠊ┴๓┦ㄯࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࡶࠊ
ឤᰁࣜࢫࢡࢆపୗࡉࡏࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚༑ศࡈ᳨ウ࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࢀࡀᅔ㞴࡞ሙྜ
ࡣ࣋ࣥࢺࡢᘏᮇࡸ୰Ṇࢆ᳨ウࡍࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊୖグ௨እࡢᑠつᶍ࡞
࣋ࣥࢺࡢ㛤ദᙜࡓࡗ࡚ࡶࠊྠᵝៅ㔜࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ





  㝧ᛶ⪅ࠊ་⒪ᚑ⪅➼ࡢேᶒࡢ㓄៖ࡘ࠸࡚
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡣࠊὀពࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶㄡࡶࡀឤᰁࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ⓙࡉࢇࡈ⮬㌟ࡶእ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡇࡢࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᝈ⪅࣭㝧ᛶ⪅ࠊ་⒪ᚑ⪅ࡸࠊ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎฟࡉࢀࡓᆅᇦ
➼ᅾࡋ࡚࠸ࡓ᪉ࠊ┴እࡽ㛗㔝┴᮶ࡽࢀࡓ᪉࡞ࡢࠊᙜ࡞ᕪูࡸ೫ぢࠊ࠸ࡌ
ࡵ➼ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ෭㟼࡞⾜ືࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ





