県立高校「学びの改革 実施方針」策定に向けて（案）
長 野 県 教 育 委 員 会

Ⅰ 「高校改革 ～ 夢に挑戦する学び ～ 実施方針（案）」たたき台
１

新たな学びの推進

国内外の大きな社会変動による先行きの不透明な時代を生き抜くためには、自ら
問題を発見し、答えを生み出し、新たな価値を創造していくための資質・能力 が必
要であるという背景のもと、学習指導要領改訂、高大接続改革により、高等学校教
育の転換が求められている。
これらを踏まえた長野県の高校教育が目指すべき方向性は 次のとおりである。
①

自ら立てた問いに対し、チームとして協働しながら解を見つけ、新しい価
値を主体的に創造していくことができる資質・能力の育成。

② 「一度しかない人生を自分はどう生きたいか」という自分の人生を構想す
る力（キャリアデザイン力）の育成。
③

信州に根ざした確かなアイデンティティと世界に通じる広い視野、資質・
能力の育成。

高校時代は、自らの生き方を模索する時期である。すべての生徒が自らの夢をみ
つけ、夢に挑戦する学びの実現を目指していきたい。
■

方針１

すべての高校が、これからの時代に必要とされる 新たな学びに転換し

ます。
(1) 「３つの方針（ＤＰ，ＣＰ，ＡＰ）」の策定
高校がそれぞれ特色を持ちながら新たな学びへ転換するために、大学教育改
革で大学が策定・公表を求められた３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、
カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシー）の考え方を長野県の
新たな学校づくりに援用し、県教育委員会が全県統一的に示す作成指針に従っ
て、すべての県立高校で以下に示す「３つの方針」を策定する。
「３つの方針」を策定することで、「育てたい人物像」（学校目標）に向けて
教育活動を体系化することができ、各校の特色を打ち出すことができる。
ア

「生徒育成方針」＜ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）＞
生徒にどのような力をつけて卒業させるかを示したもの。
「育てたい人物像」
を明確化、具現化したもので、生徒、保護者、地域等と共有できるメッセー
ジ性と具体性をもったものとする。

イ

「教育課程編成・実施方針」＜カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）＞
学校全体の教育活動をどのように展開するかを示したも の。
「生徒育成方針」
に基づいた各校のテーマに沿って、教育活動を展開する。作成に際しては、
「社
会に開かれた教育課程」の観点から、地域や外部団体との連携を視野に入れ
る。

ウ

「生徒受入れ方針」＜アドミッション・ポリシー（ＡＰ）＞
どのような生徒の入学を望むのか示したもの。入学者選抜に係る生徒募集
の観点について具体的に示す。

(2) 「生徒育成方針」＜ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）＞の実効性を検証するフ
ィードバックシステムの構築
高等教育コンソーシアム信州等の高等教育機関、経済４団体等の産業界の協
力を得て、卒業生の進学先の県内外の大学・短大・専門学校や就職先の企業等
からフィードバックを得られるシステムの構築を図り、「生徒育成方針」の実効
性を検証し、教育活動の改善を図っていく。
(3) 「生徒受入れ方針」＜アドミッション・ポリシー（ＡＰ）＞を反映した入学
者選抜制度の改革
高等学校入学者選抜制度等検討委員会の提言（2018 年（平成 30 年）２月予定）
を受け、入学者選抜制度の改革を行う。
■

方針２

夢に挑戦できる多様な学びの場、学びの仕組を整備充実します。

(1) 多様な学びの場
ア

多様化する生徒の学習ニーズに応える高校
○

総合学科の充実・拡大
総合学科高校は、自らの進路を考えながら、普通教科や 専門教科から幅広

く科目選択が可能であるため、個々の興味・関心を追求しながら自己のキャ
リア形成を図ることができる。今後、こうした学科の特長を活かしながら教
育内容の一層の充実を図るとともに、必要に応じて未設置の南信地区への設
置を検討する。
○

多部制・単位制の充実・拡大
多部制・単位制高校は、現在、東信地区、南信地区、中信地区に各１校配

置され、多様な生活歴・学習歴を持つ生徒に対応した学習指導や相談・支援
体制を充実させてきている。今後、未設置の北信地区への設置を検討すると
ともに、多部制・単位制を含めた定時制教育全体の充実を図っていく。

○

通信制の改革
通信制課程は、個々のペースで学ぶことができる利点を活かした教育によ

り、多様な背景を持つ生徒たちの新たな学びの場として近年注目 されている。
個に合わせた通学の形態をとりながら、ＩＣＴを活用して主体的に 学びに取
り組んだり、地域の様々な活動に参加して体験的に学びを深めたり、スポー
ツや芸術などにとことん打ち込むなど、生徒一人ひとりが自己の可能性を伸
ばす環境を整えることが可能である。また、四年制大学等への進学に も対応
できる。こうした個々の生徒のニーズに対応した通信制教育のあ り方につい
て今後検討を進めるとともに、現在、中信地区と北信地区に各１校配置され
ている通信制高校について、地理的に離れたところに住む生徒のためにサテ
ライト校を導入するなど、通信制教育の学びのさら なる充実を図っていく。
イ

産業人材を育成する高校
○

総合技術高校の充実・拡大
総合技術高校は、特定の専門学科に限定されない共通 科目や、大学科の枠

を越えた科目を学習することができる。現在、北信地区、東信地区、南信地
区に各１校配置されているが、社会の変化に柔軟に対応できる産業人材を育
成するために今後も設置を推進していく。
ウ

モデル校方式による新たな学びの場の創造
改革を推進する方策の一つとして、先導的に改革に取り組むモデル校を指定

し、その研究や実践の成果を検証し、有効な取組を広く県下の高校に普及させ
る。各モデル校は、特色ある学校独自の教育課程を編成・展 開する。また、教
員が授業に専念できる環境づくり等、新たな学校運営のあり方についても研
究・実践する。
県教育委員会は「モデル校」への支援として、外部の有識者を含む「支援チ
ーム」を組織する。また、必要に応じて、少人数学級や少人数講座編成のため
の要員、ＩＣＴ支援員、カリキュラムコーディネーター、部活動外部指導者等
を配置する。
（モデル校の例）
○

スーパー探究科設置校
大学・大学院の研究や現代の最先端の学問分野につながる卓越した「探究

的な学び」を可能にする学科を設置する。生徒の「もっと知りたい」「もっ
と学びたい」に応える教育課程の編成や実践を行う。大学等での単位認定 も
検討する。なお、スーパー探究科の対象として、突出型の学びの履歴を活か
し、自己の特性をさらに追究する学びを含めることについても研究する。

○

信州型ＳＧＨ指定校
世界の諸課題を自分の住んでいる地域と関連づけながら、学校外の団体・

組織等と協働して解決を目指す提案型・協働開発型学習（ＰＢＬ）を教育課
程に位置付ける。文部科学省の指定事業であるスーパーグローバルハイスク
ール（ＳＧＨ）1 の成果の継承と普及を図る。特定の学科・コースではなく、
すべての生徒を対象とする。
○

国際バカロレア研究校
国際基準を満たす教育プログラムの一つである国際バカロレア 2 のディプ

ロマ・プログラム（ＤＰ）について調査・研究する。国際バカロレアの理念
や教育課程、教授法及び講座編成等を研究して、独自の教育課程を編成・実
践する。
○

産業スペシャリスト育成校
県工科短期大学校、農業・林業大学校、技術専門校など地域にある高校卒

業後の学びの場と連携して、専門的な知識・技能を身につける教育システム
を構築する。
○

少人数学級モデル校
学校の課題や生徒の状況に応じて少人数の生活集団（少人数学級）を編成

し、「探究的な学び」等の学習指導や生徒指導について効果を検証するとと
もに、学級及び学校運営のあり方について研究する。
○

統合新校による「新しい学校」
新たに誕生する再編統合校を、改革を牽引する学校と位置づけ、既存の考

え方にとらわれない「新しい学校」を創造していく。
各校の具体的な学校像や教育内容等については、
「 再編整備計画」策定後、
早期の段階から、地域と当該校及び県教育委員会が協働して構想していく。
また、構想された教育を可能にする「新しい学校」にふさわしい施設・設備
についても整備する。

1

語学力とともに国際的素養を身に付け、将来的に政治、経済、学術等の分野で活躍できるグロー バ ル ・
リーダーを育成することを目的に、文部科学省が平成 26 年度から事業開始。平成 29 年度現在、全国 123
校が指定されている。（本県では長野高校と上田高校が指定されている。）
2 国際バカロレア（ IB：International Baccalaureate）は、国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が
提供する国際的な教育プログラム。1968 年、チャレンジに満ちた総合的な教育プログラムとして、世界
の複雑さを理解して、そのことに対処できる生徒を育成し、生徒に対し、未来へ責任ある行動をとるた
めの態度とスキルを身に付けさせるとともに、国際的に通用する大学入学資格（国際バカロレア資格）
を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置。現在、認定校に対する共通カリキュラ
ムの作成や、世界共通の国際バカロレア試験、国際バカロレア資格の授与等を実施。

(2) 多様な学びの仕組
ア

ＩＣＴの活用
ＩＣＴの環境を整備し、教室で、電子黒板、タブレット端末等を積極的に
活用する。例えば次のような活用が考えられる。
①

反転学習
自宅でタブレット端末等を利用して学習動画やデジタル教材を視聴し、
学校では、学んだことをもとに、課題解決や討論中心の学習に取り組むこ
とによって、知識や理解だけでなく、思考力・判断力・表現力の向上を図
る。

②

アダプティブ・ラーニング（個々の生徒の習熟度等に応じた学習）
ＡＩ技術等により個々の生徒の学力に最適化された学習プログラムによ
り、生徒一人ひとりの得意分野や不得意分野に合わせた学びを提供し、多
様な生徒の学力伸長に対応する。

③

協働学習
授業で発表・討論を行う際、意見の共有・分類・整理をタブレット端末
と授業支援ソフトで行い、より効果 的に議論を展開したり、学びを深めた
りする。

④

遠隔授業
インターネット回線等を利用して、大学、企業、地域と教室を結んだり、
他校の授業を受けたり、他校と 協働学習を行ったりすることで、様々な考
えに触れながら学びを深める。

イ

少人数学習・少人数学級

「探究的な学び」のための少人数学習集団編成を推進するとともに、学校の
課題や生徒の状況に応じた少人数の生活集団の導入についてモデル校を設置
して研究する。
ウ

提案型・協働開発型課題解決学習（ＰＢＬ 3 ）の推進
「探究的な学び」の一環として、「社会と結びついた学び」の観点から、自治
体や産業界など地域と連携し、社会の諸課題に取り組み、解決策を提案する
学びを展開する。

3

PBL(Project-Based Learning)は、社会的な課題につ いて、仲間と協働して解決に取り組む課題解決型
の学習。実際に社会に出て課題に取り組むことにより、教室の中だけでは得られない学びを得ることが
できる。さらに、自分たちの 活動が社会に与える影響を実感することができ る。次期学習指導要領では、
このような探究的な学びの実践が強く求められている。

エ

デュアルシステム 4 の拡大
産業現場での長期の就業体験を教育課程に位置づけ、産官学が連携して、
地域の産業人材の育成を図る取組をさらに充実・拡大させていく。

オ

高校間連携・高大連携の推進
生徒の「もっと学びたい」、「深く知りたい」という気持ちに応 え、生徒の
夢の実現を支援するために、複数の高校が連携して 、合同で授業を行ったり、
教員が相互に授業を担当したりする仕組を作り、単位の互換も検討する。ま
た、夢の実現に向けて生徒が在籍する高校から別の高校へ転学 できるような
仕組づくりについても今後研究していく。さらに、大学と連携して、大学の
高度で専門的な講義を受講できるようにする。単位認定についても検討する。

カ

特別支援教育の充実
平成 30 年度から通級指導教室を順次設置していくとともに、多くの高校で
特別な支援を必要とする生徒が学んでいることから、専門性を持つ特別支援
学校の教員による高校への巡回相談・支援の実施を検討する。また、高校に
併設する高等部分教室 5 では、分教室の教員が専門性を活かして、支援が必要
な高校の生徒の支援にあたったり、高校の教員が分教室の生徒の教科指導に
あたるなど、相互に支援する体制を強化していく。

■

方針３
(1)

新たな学びにふさわしい環境を整備します。

ＩＣＴ環境（校務支援システムを含む）の充実
電子黒板、タブレット端末等の整備・充実を図り、生徒や教員のＩＣＴ活用

を推進する。また、成績処理など校務を支援する校内システムの導入 とＩＣＴ
支援員の配置を検討する。
(2)

外部人材・専門人材の活用

「チーム学校」の考えのもと、地域や産業界、大学等の外部人材の協力を得て、
生徒 たち が多 様な 経験 や知 識に 触れ て学 びを 深め るこ とが でき る環 境を 整え
る。また、外部人材が十分に活躍できるように、カリキュラムコーディネータ
ーの配置を検討する。さらに、スクールカウンセラー（ＳＣ）、スクールソー
シャルワーカー（ＳＳＷ）、部活動外部指導者等の専門人材の配置により、生
徒たちが安心して充実した学校生活を送ることができる環境を整える。

4

デュアルシステムは、産業現場での長期の就業体験を教育課程に位置付け、学校の授業と併用して学習する産
業教育の仕組み。産業界と専門高校が連携をとりながら協同で人材を育成する教育システムを構築し、効果的に
事業を推進するために、学校、地元自治体、産業関係団体による連携協議会の設置やコーディネーターを置くこ
とが多い。
5 特別支援学校高等部の分教室として、学びの場を高校に置くことにより、障がいのある生徒が同世代
の高校生と日常的に接し、分教室の特色を活かした学習活動を通して自己肯定感を高め、自立と社会的
参加に向けて学ぶ場とする。また、高校生にとっても、障がいに対する理解を深め、自らの人間形成を
行う上で大切な機会となる。さらに、分教室には特別支援教育の地域センター的な役割を果たすことが
期待されている。

(3)

教員の資質向上のための研修

「探究的な学び」の指導力を向上させるために、「探究的な学び」を普及・推
進していくリーダー的な教員（信州学コア・ティーチャー）の養成に努めると
ともに県内外の先進校への視察をもとにした校内研修を充実させる。また、教
育機関等への派遣研修を推進し、柔軟な思考と幅広い視野を持つ教員の養成に
努める。
(4)

学習環境・生活環境の整備
施設・設備の老朽化対策を計画的に進めるとともに、生活環境（エアコン、

洋式トイレ等）の整備を進める。

２

再編整備計画

■

方針４
(1)

さらなる少子化の進行に的確に対応します。

近距離に複数校が存在し、学びの場が確保されている都市部においては、小
規模校分立の状況を回避し、教育効果・投資効果の最大化を目指す。これから
の子ども達のために、できる限り早期に、新しい時代にふさわしい新しい学校
を再編整備する。

(2)

学びの場の保障が必要な中山間地においては、魅力的な学びの場の創造に向
けて、地域と協力した最大限の努力を行っていく。

■

方針５
(1)
ア

多様な学びの場を全県に適切に配置します。

配置の基本的な考え方
再編整備計画の策定にあたっては、再編を個々の学校の問題として捉え る
のではなく、地域全体及び県全体の高校の将来像を総合的に検討することが
大切である。

イ

新たな高校配置は、地理的な条件や通学の利便性に配慮することに加え、
地域の子どもたちを地域で育てる観点からも、実質的な生活・通学圏域であ
る旧 12 通学区単位を基本に検討する。

(2)
ア

校種ごとの配置の考え方
普通高校は、普通科志望者が多いことを踏まえ、生活圏・通学圏域である
旧 12 通学区単位に配置を検討する。

イ

専門高校は、旧 12 通学区単位に何らかの専門教育を受けられる環境を整
えるとともに、より広域の通学区単位では、農業、工業及び商業の専門教育
を受けられるようにしていく。
さらに、６次産業化等の進展を見据え、総合技術高校の設置を検討してい
く。

ウ

総合学科高校及び多部制・単位制高校は、通学区ごとに配置を検討すると
した第１期高校再編計画の考え方に基づいて、４通学区を基本に配置を検討
する。

エ

定時制高校は、通学時間帯が夜間に及ぶことを考慮し、生活・通学圏域で
ある旧 12 通学区を基本に配置を検討する。

オ

通信制高校は、現在の東北信と中南信への配置を基本に据え、さらなる通
信制教育の充実・発展を図るために、新たなサテライト校の設置等も含めて
検討する。

(3)

モデル校の配置の考え方
スーパー探究科設置校、信州型ＳＧＨ指定校、国際バカロレア研究校等のそ

れぞれの学校の特性と全県のバランスを考慮してモデル校の配置を検討する。
■

方針６

優先順位を定め、計画的に整備を進めます。

旧 12 通学区単位に再編整備計画が定まったところから、既存校を含め計画的に
整備を進める。

Ⅱ
１

今後のスケジュール
2021 年３月までに県全体の再編整備計画を確定し、再編に着手する。なお、
「高
校の将来像を考える地域の協議会」については次のとおりである。
（スケジュールの全体像は 13 ページの別紙のとおり）

(1)「高校の将来像を考える地域の協議会」の設置
「県立高校『学びの改革 実施方針』策定に向けて」の公表以降に、旧 12 通
学区ごとに「高校の将来像を考える地域の協議会」を順次設置し、 2019 年（平
成 31 年）９月までには、すべての旧 12 通学区に設置する。
(2)

検討内容
「高校改革 ～夢に挑戦する学び～ 実施方針」に基づいて検討を行い、旧通

学区内の将来を見据えた高校の学びのあり方と具体的な高校の配置について、
県教育委員会に対して意見・提案を行う。
(3)

協議会設置の要請
県教育委員会は、広域連合長たる市町村長に協議会の設置を要請する。なお、

旧通学区と広域圏が一致していない地域では、別途調整のうえ要請する。
(4)

協議会の構成員
市町村長、市町村教育長（または教育委員長）に加え、産業界から選出され

た者を必ず含むものとし、その他の構成員は地域の実情に応じて構成するもの
とする。
(5)

協議会の事務局
協議会の事務局は、上記(3)の市町村及び県教育委員会の共同事務局とし、そ

の役割分担は以下のとおりとする。
市町村・・・協議会の運営（日程調整､会議の運営）
県教育委員会・・・資料の収集・作成をはじめとする協議会運営の支援
(6)

意見・提案の取り扱い
県教育委員会は、協議会の意見・提案を踏まえた上で、全県的視野に立ち、

学びのあり方及び具体的な高校配置計画について、総合教育会議での議論を経
て、総合的に判断するものとする。

Ⅲ

地域懇談会等において寄せられたご意見、ご質問について

主なご意見、ご質問への回答
＊カッコ内の「方針」は、前述の「Ⅰ 『高校改革 ～ 夢に挑戦する学び ～ 実施方針（案）』
たたき台」で示す「方針」の番号を表しています。
＊ご意見、ご質問の詳細は、「資料１」をご覧ください。

１

都市部存立普通校の再編基準及びその根拠に関する質問について
都市部存立普通校の学級規模の根拠については、既に説明しているとおりで
す。（詳しくは平成 29 年３月 30 日に公表した「『学びの改革

基本構想(案)』

のパブリックコメント等にいただいたご意見に対する補足説明」をご覧くださ
い。）
一方、再編基準を引き下げるべきとのご意見もあります。しかし、再編基準
を引き下げたとしても、少子化が進行する中においては、いずれその再編基準
に該当し、統合等の議論が必要になることに変わりはありません。そう考えた
場合、これからの子ども達のために、できる限り早い時期に、新しい時代にふ
さわしい新しい学校を作っていくべきだと考えています。それにより、教育効
果・投資効果の最大化を目指します。（方針４）

２

中山間地の学びの場の確保を求める意見について
県土が広く中山間地の多い本県においては、都市部にも中山間地にも高校が
存立し、それぞれの特性を活かした教育を進めることが望ましいと考え、都市
部と中山間地で異なる再編基準を設けたところです。さらに、県境に近い地域
で、その高校がなくなることにより、他県の高校に行かざるを得ない状況を極
力避けるために、新たに「中山間地存立特定校」の考え方を設けました。学び
の場の保障が必要な中山間地においては、魅力的な学びの場の創造に向けて、
地域と協力した最大限の努力を行っていきます。（方針４）

３ 「探究的な学び」推進の前提条件として少人数学級の導入が必要との意見につ
いて
小・中学校と異なり、高校では授業等の学習集団と学級等の生活集団とは別
に考えていくことが必要です。学習集団としては、これまでにも習熟度別学習
や選択講座、専門学科の実習等、学級とは別の少人数の集団を編成し、多様な
生徒に対応してきました。今後、「探究的な学び」を推進するにあたり、授業や
学びの場面に応じて柔軟に学習集団を編成できるように検討していきます。
一方、生活集団については、少子化が進行するなかでの学科設置や、不登校
や特別な支援を必要とする生徒への対応等、学校の課題や生徒の状況に応じた
少人数の生活集団（少人数学級）の導入についてモデル校を設置して研究して
いきます。（方針２）

４

高校の魅力づくりの推進を求める意見について
各校が特色を活かした魅力づくりを推進していくことが大切だと認識してい
ます。すべての高校が「育てたい人物像」（学校目標）に基づいて教育活動を体
系化するために、「３つの方針（ＤＰ，ＣＰ，ＡＰ）」を策定します。また、「生
徒育成方針」
（ＤＰ）の実効性を検証するためにフィードバックシステムを構築
します。（方針１）

５

地域や産業界との連携を求める意見について
「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会
が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子ども
たちに育みたいと考えています。
すべての高校が、「教育課程編成・実施方針」（ＣＰ）の作成に際しては、「社
会に開かれた教育課程」の観点から、地域や外部団体との連携を視野に入れて
いきます。（方針１）

６

多様な学びの場の確保を求める意見について
すべての生徒が自らの夢をみつけ、夢に挑戦する学びの実現を目指していき
たいと考えています。そのために、総合学科や多部制・単位制、総合技術高校
の充実・拡大、通信制の改革、モデル校方式による新たな学びの場の創造等を
進めていきます。（方針２）

７

教員の資質向上や業務改善を求める意見について
「探究的な学び」を着実に推進するためにも、教員の資質向上は重要だと考
えています。また、教員が授業に専念できる環境づくり等、新たな学校運営の
あり方についても研究が必要です。
「探究的な学び」の指導力を向上させるためには、「探究的な学び」を普及・
推進していくリーダー的な教員（信州学コア・ティーチャー）の養成に努める
とともに県内外の先進校への視察をもとにした校内研修を充実させます。また、
教育機関等への派遣研修を推進し、柔軟な思考と幅広い視野を持つ教員の養成
に努めます。
教員が授業に専念できる環境づくりのためには、スクールカウンセラー（Ｓ
Ｃ）、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）、部活動外部指導者等の専門人材
の配置を検討します。（方針３）

８

生徒の学習環境や生活環境の充実や改善を求める意見について
ＩＣＴ環境の充実を図ります。また、外部人材・専門人材の活用を進めます。
施設・設備の老朽化対策を計画的に進めるとともに、生活環境（エアコン、
洋式トイレ等）の整備を進めていきます。（方針３）

９

今後の進め方について
幅広く県民からご意見を伺い、検討を深めていくことが大切と考えています。
地域懇談会やパブリックコメントを実施するとともに、産業各界、ＰＴＡ、中
学校長会、高校長会、大学等との意見交換を実施します。
また、地域での協議を推進するために「県立高校『学びの改革

実施方針』

策定に向けて」の公表以降に、旧 12 通学区ごとに「高校の将来像を考える地域
の協議会」を順次設置し、2019 年（平成 31 年）９月までには、すべての旧 12
通学区に設置します。協議会は、「高校改革 ～夢に挑戦する学び～ 実施方針」
に基づいて検討を行い、旧通学区の将来を見据えた高校の学びのあり方と具体
的な高校の配置について、県教育委員会に対して、意見・提案を行います。
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ᮇᚅ䛧䛯䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
⨨䛵䛡䛶᥎㐍䛧䛶䛔䛝
䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄᪉㔪䠍䠅㻌

ᆅᇦ䛸䛾㐃ᦠ䞉
⏘Ꮫ㐃ᦠ➼䛻
䛴䛔䛶㻌

㧗ᰯ䛾㨩ຊ䛵䛟
䜚䛻䛴䛔䛶㻌

㧗ᰯ䛾⦅⤫
ྜ䛻䛴䛔䛶㻌

䞉䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃䛿ᑠ୰㧗䛷㐃ᦠ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷ḧ䛧䛔䚹ຍ䛘䛶䚸ᆅᇦ䚸⾜ 䕿䛩䜉䛶䛾㧗ᰯ䛜䛂ᩍ⫱
ㄢ⛬⦅ᡂ䞉ᐇ᪉㔪䛃䠄䠟
ᨻ䚸⏘ᴗ⏺䚸Ꮫ䛸䛾㐃ᦠ䜒ᚲせ䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䞉㧗ᰯ䛾ᩍ⫱άື䛻䛚䛡䜛⾜ᨻ䚸ᆅᇦ䚸Ꮫ䚸ᴗ➼䛸䛾ὶಁ㐍䚸㐃ᦠᙉ 䠬䠅䛾సᡂ䛻㝿䛧䛶䛿䚸
䜢ồ䜑䜛䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䛂♫䛻㛤䛛䜜䛯ᩍ⫱ㄢ
䞉┴❧㧗ᰯᏑ⥆䛾䛯䜑䛻ᆅඖ⮬య䛾ᨭ䜢ᮃ䜐䚹㻔ᆅ䠅㻌
⛬䛃䛾ほⅬ䛛䜙䚸ᆅᇦ䜔
䞉㈈ᨻつᶍ䛾ᑠ䛥䛺⏫ᮧ䛻㈇ᢸ䜢䛛䛡䛪䛻ᩍ⫱᮲௳䛾ᩚഛ䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
እ㒊ᅋయ䛸䛾㐃ᦠ䜢ど㔝
䛻ධ䜜䛶䛔䛝䜎䛩䚹㻌
䠄᪉㔪䠍䠅㻌
䞉ྛᰯ䛾㨩ຊ䛵䛟䜚䚸≉Ⰽ䛵䛟䜚䛾᥎㐍䜢䚹㨩ຊ䜔≉Ⰽ䛜ᆅᇦ䚸୰Ꮫ⏕䚸ಖㆤ 䕿㧗ᰯ䛜䛭䜜䛮䜜≉Ⰽ䜢
⪅䛻ఏ䜟䜛ᕤኵ䜢䚹䠄ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
ᣢ䛱䛺䛜䜙᪂䛯䛺Ꮫ䜃䜈
䞉ྛᰯ䛾㨩ຊ䜔≉Ⰽ䛵䛟䜚䛜┴❧㧗ᰯ䜈䛾㐍Ꮫ⪅ቑ䛻䛴䛺䛜䜛䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
㌿䛩䜛䛯䜑䛻䚸䛂䠏䛴䛾
䞉ᆅ༊䜔┴䛻ὶฟ䛧䛺䛔䜘䛖䚸ྛᰯ䛾㨩ຊ䛵䛟䜚䜢᥎㐍䛩䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
᪉㔪䠄㻰㻼㻘㻯㻼㻘㻭㻼㻕䛃䜢⟇ᐃ
䞉┴ᩍጤ䛜䛹䛾䜘䛖䛺Ꮫᰯ䜢䛂㨩ຊ䛒䜛Ꮫᰯ䛃䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛾䛛ᩍ䛘䛶䜋䛧 䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛂⏕ᚐ⫱ᡂ
䛔䚹Ꮫᰯ䛻㨩ຊ䞉≉Ⰽ䛜䛒䜜䜀Ꮡ⥆䛷䛝䜛䛾䛛䚹ྛᰯ䛜㨩ຊ䛵䛟䜚䜢㐍䜑 ᪉㔪䛃䠄䠠䠬䠅䛾ᐇຠᛶ䜢
䜛䛸䛧䛶䚸䛭䛾ᡂྰ䜢ㄡ䛜䛹䛖ホ౯䞉ุ᩿䛩䜛䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
᳨ド䛩䜛䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䝅
䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛧䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠄᪉㔪䠍䠅㻌
䞉᪂䛧䛔ᩍ⫱䛾᥎㐍䛸᪂䛯䛺㧗ᰯ䛵䛟䜚䜢ᨭᣢ䚹⦅⤫ྜ䛿ᚲせ䚹ᇶ‽䛻๎ 䕿䛥䜙䛺䜛ᑡᏊ䛾㐍⾜䛻
ⓗ☜䛻ᑐᛂ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
䛧䛶╔ᐇ䛻᥎㐍䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉⦅⤫ྜ䛧䚸㐺ษ䛺つᶍ䜢☜ಖ䛧䚸ᩍ⫱ෆᐜ䛾ᐇ䜢䚹䠄ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
ከᵝ䛺Ꮫ䜃䛾ሙ䜢┴䛻
䞉ᑗ᮶䜢ᒎᮃ䛧䛯Ꮚ䛹䜒ᮏ䛾どⅬ䛛䜙ᆅᇦ䛾㧗ᰯ䛾䛒䜚᪉䜢⪃䛘䛯ᨵ㠉᥎ 㐺ษ䛻㓄⨨䛩䜛᪉㔪䛻ᇶ
㐍䚸㧗ᰯ⦅䜢ᮃ䜐䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛵䛔䛶⦅ᩚഛィ⏬䜢
䞉ᑡᏊ䛜㐍䜐୰䛷䚸⦅䛜㐍䜐䛣䛸䛿䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
⟇ᐃ䛧䜎䛩䚹᪂䛯䛺㧗ᰯ
䞉㧗ᰯ䛾⦅⤫ྜ䛸䛂᪂䛯䛺ᩍ⫱䛾᥎㐍䛃䛿ู䚻䛻㆟ㄽ䛩䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
㓄⨨䛿䚸ᆅ⌮ⓗ䛺᮲௳䜔
䞉⌧≧䛾Ꮫᰯᩘ⥔ᣢ䚸⌧ᅾ䛒䜛㧗ᰯ䛾Ꮡ⥆䜢ᮃ䜐䚹䠄ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
㏻Ꮫ䛾౽ᛶ䛻㓄៖䛩䜛
䞉䛹䛾㧗ᰯ䛻䜒Ꮡᅾព⩏䛜䛒䜛䚹ṧ䛩᪉ྥ䛷⟇䛾᳨ウ䜢㢪䛖䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䛣䛸䛻ຍ䛘䚸ᆅᇦ䛾Ꮚ䛹䜒
䞉ᑓ㛛⛉䛾⦅䜔Ꮫ⣭ᩘῶ䛻䛿ᑐ䚹୰Ꮫ⏕䛾㑅ᢥ⫥䜢⊃䜑䜛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛯䛱䜢ᆅᇦ䛷⫱䛶䜛ほⅬ
䞉㏻Ꮫ༊䛛䜙䛾ὶධ䛾ከ䛔ᆅᇦ䛷䛿䚸䛾㏻Ꮫ༊䜒ど㔝䛻ධ䜜䛯⦅⤫ 䛛䜙䜒䚸ᐇ㉁ⓗ䛺⏕ά䞉㏻
ྜ䜢᳨ウ䛧䛶䜋䛧䛔䚹㻔ᆅ䠅㻌
Ꮫᅪᇦ䛷䛒䜛ᪧ 㻝㻞 ㏻Ꮫ
䞉ᪧ㏻Ꮫ༊䜢᳨ウ䛾䝧䞊䝇䛻䛧䛶䛔䜛⌮⏤䛿ఱ䛛䚹㻌 ᗈᇦ䜔┴ⓗ䛺どⅬ ༊༢䜢ᇶᮏ䛻᳨ウ䛧䜎
䛷䛾᳨ウ䛿䛩䜛䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛩䚹㻌 㻌 㻌
䞉ᆅᇦ䛾㧗ᰯ䜢ṧ䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛾ᛮ䛔䜢┴ᩍጤ䛿䛹䛾䜘䛖䛻ཷ䛡Ṇ䜑䜛䛾
䠄᪉㔪䠐䠅䠄᪉㔪䠑䠅㻌
䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌

㡯  ┠

㧗ᰯ䛾⦅ᇶ
‽䛻䛴䛔䛶㻌

㒔ᕷ㒊䛸୰ᒣ㛫
ᆅ䛾㧗ᰯ䛾䛒䜚
᪉䛻䛴䛔䛶㻌

䛣䜜䛛䜙䛾௦
䛻䜅䛥䜟䛧䛔ᩍ
⫱䛾䛒䜚᪉䛻䛴
䛔䛶㻌

ከᵝ䛺Ꮫ䜃䛾
ሙ䛾☜ಖ䛻䛴
䛔䛶㻌

ࡈពぢࠊࡈ㉁ၥ

ᅇ⟅࣭ࢥ࣓ࣥࢺ

䞉䛂Ꮫ䜃䛾ᨵ㠉㻌 ᇶᮏᵓ䛃䛾ᮃ䜎䛧䛔Ꮫ⣭つᶍ䛻㈶ྠ䛩䜛䚹㒔ᕷ㒊Ꮡ❧ᬑ 䕿㏆㊥㞳䛻」ᩘᰯ䛜Ꮡᅾ
䛧䚸Ꮫ䜃䛾ሙ䛜☜ಖ䛥䜜
㏻ᰯ䛾୍ᐃつᶍ☜ಖ䜢䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䛶䛔䜛㒔ᕷ㒊䛻䛚䛔䛶
䞉⦅ᇶ‽䛾᰿ᣐ䜢᫂☜䛻♧䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䛿䚸ᑠつᶍᰯศ❧䛾≧ἣ
䞉ᆅᇦ䛻᰿䛦䛧䛯ᩍ⫱䜢⾜䛖䛯䜑⦅ᇶ‽䜢ᙎຊⓗ䛻㐠⏝䛩䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
䜢ᅇ㑊䛧䚸ᩍ⫱ຠᯝ䞉ᢞ
䞉䛂Ꮫ䜃䛾ᨵ㠉㻌 ᇶᮏᵓ䛃䛾⦅ᇶ‽䜢ぢ┤䛩䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
㈨ຠᯝ䛾᭱䜢┠ᣦ䛧
䞉䛂㒔ᕷ㒊Ꮡ❧ᬑ㏻ᰯ䛃䜒㨩ຊ䛒䜛Ꮫ䜃䛜ྍ⬟䛺䜙䠐Ꮫ⣭つᶍ䛷Ⰻ䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䜎䛩䚹䛣䜜䛛䜙䛾Ꮚ䛹䜒㐩
䞉䛂㒔ᕷ㒊Ꮡ❧ᬑ㏻ᰯ䛃䛿䛺䛬ເ㞟Ꮫ⣭ᩘ䠒Ꮫ⣭௨ୖ䛜⌮䛺䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉䛂ᆅᇦ䜻䝱䞁䝟䝇䛃䛸䛂୰ᒣ㛫ᆅᏑ❧≉ᐃᰯ䛃䛾ເ㞟Ṇ䛾ᇶ‽䛂㻢㻜 ே௨ୗ 䛾䛯䜑䛻䚸䛷䛝䜛㝈䜚᪩
ᮇ䛻䚸᪂䛧䛔௦䛻䜅䛥
䛜䠎ᖺ㐃⥆䛃䛾᰿ᣐ䛿ఱ䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉䛂ᆅᇦ᠓ㄯ䛃䛷ฟ䛯ពぢ䜢㋃䜎䛘䛶䚸ᚋ䚸⦅䞉⤫ྜ䛺䛹䛾ᇶ‽䛾ኚ᭦ 䜟䛧䛔᪂䛧䛔Ꮫᰯ䜢⦅
ᩚഛ䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸Ꮫ䜃
䛾ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛾ሙ䛾ಖ㞀䛜ᚲせ䛺୰
䞉㒔ᕷ㒊䛻䜒୰ᒣ㛫ᆅ䛻䜒㧗ᰯ䜢Ꮡ❧䛥䛫䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
ᒣ㛫ᆅ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㨩ຊ
䞉䛂㒔ᕷ㒊Ꮡ❧ᰯ䛃䛸䛂୰ᒣ㛫ᆅᏑ❧ᰯ䛃䛾Ꮫ䜃䛿ྠ䛨䛷䛒䜛䜉䛝䛰䚹䠄ᆅ䠅㻌
ⓗ䛺Ꮫ䜃䛾ሙ䛾㐀䛻
䞉┴య䚸ᆅᇦయ䛾䝞䝷䞁䝇䜢⪃៖䛧䛯㧗ᰯ㓄⨨䛾᳨ウ䛜ᚲせ䚹䠄ᆅ䠅㻌
ྥ䛡䛶䚸ᆅᇦ䛸༠ຊ䛧䛯
䞉㻞㻜䡚㻟㻜 ᖺඛ䜢ぢᤣ䛘ᆅᇦ䛾㧗ᰯ䛾つᶍ䛸㓄⨨䛾㐺ṇ䜢⾜䛖䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
᭱㝈䛾ດຊ䜢⾜䛳䛶䛔
䞉ᆅᇦᛶ䜢⪃៖䛧䚸㒔ᕷ㒊䛻䝇䜿䞊䝹䝯䝸䝑䝖䜢ά䛛䛧䛯㧗ᰯ䛵䛟䜚䜢䚹㻔ᆅ䠅㻌
䛝䜎䛩䚹㻌
䞉䛂୰ᒣ㛫ᆅᏑ❧ᰯ䛃䛾ྲྀ⤌䜢ᑛ㔜䛧䛶⦅䛾᳨ウ䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䠄᪉㔪䠐䠅㻌
䞉୰ᒣ㛫ᆅ䛾㧗ᰯ䛻⏕ᚐ䜢䜃㎸䜐㨩ຊ䛾ฟ䜢ồ䜑䜛䚹䠄㐍Ꮫ≉ู䝁䞊
䝇䚸ᑅ䚸୰㧗୍㈏ᰯ䠅䠄ᆅ䠅㻌
䞉Ꮫ⩦ሿ䛾䛺䛔ᆅᇦ䛷䛿㐍Ꮫ⿵⩦➼䜢ᐇ䛥䛫䛶䜋䛧䛔䚹䠄ಖ䠅㻌
䞉Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾㐍㊰ᕼᮃ䛻ᛂ䛘䜙䜜䜛ᩍ⫱䛾㉁䜢⥔ᣢ䛧䚸ከᵝ䛺㑅ᢥ⫥䛜ྍ 䕿䛩䜉䛶䛾⏕ᚐ䛜⮬䜙䛾
⬟䛸䛺䜛ᨵ㠉䜢䚹䠄ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
ክ䜢䜏䛴䛡䚸ክ䛻ᣮᡓ䛩
䞉Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ษ☩⌶☻䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ಖ䠅㻌
䜛Ꮫ䜃䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䛶
䞉㛗㔝┴䛾Ꮫຊపୗၥ㢟䛻ᑐฎ䛧䚸ᅜ䜔ୡ⏺䛻㏻䛨䜛Ꮫຊ䚸యຊ䚸ேᶒ 䛔 䛝 䛯 䛔 䛸 ⪃䛘 䛶 䛔 䜎
ឤぬ䛾ᾰ㣴䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛩䚹䛭䛾䛯䜑䛻䚸⥲ྜᏛ
䞉୰㧗୍㈏ᰯ䚸㻿㻿㻴䚸㻿㻳㻴 䛺䛹䛾ከᵝᛶ䛿ษ䚹ྠ➼䛾Ꮫ䜃䛾ሙ䛜䛹䛾ᆅ ⛉䜔ከ㒊ไ䞉༢ไ䚸⥲
ᇦ䛷䜒䛷䛝䜛䜘䛖ᮃ䜐䚹䠄ᆅ䠅㻌
ྜᢏ⾡㧗ᰯ䛾ᐇ䞉ᣑ
䞉䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦䜔⩦⇍ᗘูㅮᗙ⦅ᡂ䚸ᑡேᩘᤵᴗ䛾ᐇ䜢䚹䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
䚸㏻ಙไ䛾ᨵ㠉䚸䝰䝕
䞉䜟䛛䜚䜔䛩䛟⯆䛾ᣢ䛶䜛ᤵᴗ䜢ᮃ䜐䚹䠄୰䠅㻌
䝹ᰯ᪉ᘧ䛻䜘䜛᪂䛯䛺Ꮫ
䞉㐍㊰ᣦᑟయไ䛾ᐇ䜢ᮃ䜐䚹䠄୰䠅㻌
䜃䛾ሙ䛾㐀➼䜢㐍䜑䛶
䞉䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䜢ᐇ䛥䛫䛶䜋䛧䛔䚹♫ᛶ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛯䜑䛻䛿䜰䝹䝞䜲䝖 䛔䛝䜎䛩䚹㻌
䜒᭷ຠ䚹䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄᪉㔪䠎䠅㻌
䞉ᑓ㛛ⓗ䛺䛣䛸䜢Ꮫ䜉䛶䚸䛥䜎䛦䜎䛺㈨᱁䛜ྲྀᚓ䛷䛝䜛㧗ᰯ䜢ᮃ䜐䚹䠄୰䠅㻌
䞉ᑓ㛛⛉䜢䜂䛸䛴䛻䜎䛸䜑䚸άẼ䛒䜛Ꮫᰯつᶍ䛻⦅䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉⥲ྜᏛ⛉䛿㐍㊰Ỵᐃ䛻ྥ䛡䛯ᖜᗈ䛔㑅ᢥ䛜ྍ⬟䚹ᣑ䛾᳨ウ䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉༡ಙ䜈䛾⥲ྜᏛ⛉㧗ᰯ䛾タ⨨䜢᳨ウ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉⚾❧䛾ᗈᇦ㏻ಙไ➼䛜ྎ㢌䛩䜛୰䚸ಙ䛻ከ㒊ไ䞉༢ไ㧗ᰯ䜢タ⨨䛧
䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䞉ಙᆅ༊䛾ከ㒊ไ䞉༢ไ㧗ᰯ䛾タ⨨䜢┴ᩍጤ䛿䛹䛾䜘䛖䛻⪃䛘䛶䛔䜛䛾
䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉༡ಙᆅ༊䛾ከ㒊ไ䞉༢ไᐇ䜢䚹㣤⏣ᆅ༊䛻ከ㒊ไ䞉༢ไ㧗ᰯ䜔≉
ูᨭᏛᰯศᩍᐊ䛾タ⨨䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉᪤Ꮡ䛾ኪ㛫ᐃไ䛾Ꮡ⥆䜢䚹ᐃไᑓ㛛⛉䛾ᬑ㏻⛉㌿䛻䛴䛔䛶䜒ៅ㔜
䛻᳨ウ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉㏥Ꮫ⪅䚸㌿⦅ධᕼᮃ⪅䜈䛾ᑐᛂ⟇䜢᳨ウ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉⚾❧㧗ᰯ䛾Ꮫᰯ䛵䛟䜚䜢බ❧㧗ᰯ䜒ぢ⩦䛔䚸≉䛻ᯇᮏᕷෆᬑ㏻⛉䠐ᰯ䛾≉
Ⰽ䛵䛟䜚䜢⾜䛖䜉䛝䛰䚹䠄ᆅ䠅㻌

㡯  ┠

≉ูάື䞉㒊ά
ື䛾ᐇ䛻䛴
䛔䛶㻌 㻌

ࡈពぢࠊࡈ㉁ၥ
䞉Ꮡศ䛻㒊άື➼䛾䛷䛝䜛Ꮫᰯつᶍ䛿ᚲせ䚹䠄ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
䞉ྜྠ䝏䞊䝮➼䚸⦅ᑐ㇟ᰯ䛾㒊άື➼䜈䛾㓄៖䜢ồ䜑䜛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉㒊άື䜢ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔㢳ၥ䛻ᣦᑟ䛧䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹㻔୰䠅㻌
䞉㒊άື䛻䛚䛡䜛ᰯ䛸䛾ὶ䜢ಁ㐍䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
䞉ᰯ䛾⏕ᚐ䛜ཧຍ䛩䜛⏕ᚐάື䜢ᒎ㛤䛷䛝䜛䛸䜘䛔䚹䠄୰䠅㻌
䞉♫䛻ཧ⏬䛩䜛ពḧ䚸⤒㦂䜢㔊ᡂ䛩䜛⮬ⓗ䛺⏕ᚐάື䜢䚹䠄ಖ䠅㻌
䞉䜒䛳䛸ᆅᇦ䛾᪉䚻䛸㛵䜟䜛䛣䛸䛾䛷䛝䜛Ꮫᰯ⾜䛜䛒䜛䛸Ⰻ䛔䚹䠄୰䠅㻌
䞉Ꮫᖺ䛾ᇉ᰿䜢㉸䛘䛯ὶ䜢ಁ㐍䛷䛝䜛㧗ᰯ䛜䛒䜛䛸Ⰻ䛔䚹䠄୰䠅㻌

ᅇ⟅࣭ࢥ࣓ࣥࢺ
䕿 ྛᰯ䛜 䛂 䠏䛴䛾 ᪉㔪
䠄㻰㻼㻘㻯㻼㻘㻭㻼㻕䛃䜢⟇ᐃ䛩䜛
䛣䛸䛻䜘䜚䛂⫱䛶䛯䛔ே≀
ീ䛃䠄Ꮫᰯ┠ᶆ䠅䛻ྥ䛡䛶
ᩍ⫱άື䜢య⣔䛧䜎
䛩䚹䛭䛾୰䛷䚸≉ูάື䞉
㒊άື䛻䛴䛔䛶䛿䛂ᩍ⫱
ㄢ⛬⦅ᡂ䞉ᐇ᪉㔪䛃䠄䠟
䠬䠅䛻䛚䛔䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛻
ᒎ㛤䛩䜛䛛䜢♧䛧䚸ᐇ
䜢ᅗ䜚䜎䛩䚹㻌
䕿㒊άືእ㒊ᣦᑟ⪅➼䛾
㓄⨨➼䚸እ㒊ேᮦ䞉ᑓ㛛
ேᮦ䛾ά⏝䜢㐍䜑䜎䛩䚹㻌
䠄᪉㔪䠍䠅䠄᪉㔪䠏䠅㻌

䞉≉ูᨭᩍ⫱ᐇ䛾どⅬ䜢ḟᨵ㠉䛻ᙉ䛟ồ䜑䜛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䕿ᖹᡂ 㻟㻜 ᖺᗘ䛛䜙㏻⣭ᣦ
䞉Ⓩᰯ䚸Ⓨ㐩㞀䛜䛔䚸ᨭ䜢ᚲせ䛸䛩䜛⏕ᚐ䛾䛯䜑䛾ᑡேᩘ䛷ಶ䛻ᛂ䛨䛯 ᑟᩍᐊ䜢㡰ḟタ⨨䛧䛶䛔
ᩍ⫱䛜䛷䛝䜛㧗ᰯ䛵䛟䜚䜢䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䛟䛸䛸䜒䛻䚸ᑓ㛛ᛶ䜢ᣢ䛴
䞉ᨭ䛾ᚲせ䛺⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛ᩍဨ䛾ᣦᑟຊྥୖ䜢ᮃ䜐䚹䠄ಖ䠅㻌
≉ูᨭᏛᰯ䛾ᩍဨ䛻䜘
䞉⦅⤫ྜᰯ䜢≉ูᨭᏛᰯศᩍᐊ䛸䛧䛶⏝䛩䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
䜛㧗ᰯ䜈䛾ᕠᅇ┦ㄯ䞉ᨭ
䞉≉ูᨭᏛᰯศᩍᐊ䛾タ⨨䚸㏻⣭ᣦᑟయไ☜❧䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛾ᐇ䜢᳨ウ䛧䜎䛩䚹
≉ูᨭᩍ⫱
䜎䛯䚸㧗ᰯ䛻ేタ䛩䜛㧗
䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶㻌
➼㒊ศᩍᐊ䛷䛿䚸᪉䛾
ᩍဨ䛜ᑓ㛛ᛶ䜢ά䛛䛧
䛶䚸┦䛻ᨭ䛩䜛యไ
䜢ᙉ䛧䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠄᪉㔪䠎䠅㻌

䞉┴እເ㞟䜢⾜䛖䜉䛝䚸䛒䜛䛔䛿㐍䜑䜛䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
䕿㧗➼ᏛᰯධᏛ⪅㑅ᢤไ
䞉ᒣᮧ␃Ꮫ⏕䛾┴ෆ㧗ᰯ㐍Ꮫ䛜䛛䛺䛖䜘䛖᳨ウ䛧䛶䜋䛧䛔䚹㻔ᆅ䠅㻌
ᗘ➼᳨ウጤဨ䛾ᥦゝ䜢
ධᏛ⪅㑅ᢤ䞉ເ
䞉බ❧㧗ᰯ䛾ເ㞟ᐃဨቑ䛒䜛䛔䛿ເ㞟ᐃဨ䛾ぢ┤䛧䜢せᮃ䚹䠄ᆅ䠅㻌
ཷ䛡䚸ධᏛ⪅㑅ᢤไᗘ䛾
㞟ᐃဨ䛻䛴䛔䛶㻌
䞉ᑡᏊ䛜㐍⾜䛩䜛୰䚸⚾❧㧗ᰯ䜈䛾ᑐᛂ䛿䛹䛖䛩䜛䛾䛛䚹㻌 ເ㞟ᐃဨ䛾බ ᨵ㠉䜢⾜䛔䜎䛩䚹㻌
⚾䛾ẚ⋡䛿ኚ䛘䜛䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄᪉㔪䠍䠅㻌
䞉㧗ᰯ䛻䛚䛔䛶䜒ᑡேᩘᏛ⣭䜢ᑟධ䛩䜉䛝䛰䚹┴༢⊂ண⟬䛷ᐇ⌧䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌 䕿䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃䛾䛯䜑
䞉䠍Ꮫ⣭ 㻠㻜 ே䛾᰿ᣐ䛿䛹䛣䛻䛒䜛䛾䛛䚹䛺䛬ᶆ‽ἲ䝧䞊䝇䛺䛾䛛䚹ᑡேᩘᏛ 䛾ᑡேᩘᏛ⩦㞟ᅋ⦅ᡂ䜢
⣭䛾┴༢⊂ᥐ⨨䛿⪃䛘䛶䛔䛺䛔䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸Ꮫᰯ䛾
䞉䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃䛿 㻠㻜 ேᏛ⣭䛷ྍ⬟䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
ㄢ㢟䜔⏕ᚐ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨
䞉䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃ᐇ䛻䛿ᑡேᩘᏛ⣭ᑟධ䜔ᩍဨᩘቑ䛜ᚲせ䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛯ᑡேᩘ䛾⏕ά㞟ᅋ䛾ᑟ
䞉୰ᒣ㛫ᆅᰯ䜔ᑓ㛛ᰯ䛛䜙ᑡேᩘᏛ⣭䜢ᑟධ䛧䚸ከ䛟䛾㧗ᰯ䛾Ꮡ⥆䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌 ධ䛻䛴䛔䛶䝰䝕䝹ᰯ䜢タ
䞉䛂୰ᒣ㛫ᆅᏑ❧ᰯ䛃䛛䜙ᑡேᩘᏛ⣭䜔⎔ቃᩚഛ䜢⾜䛖䜉䛝䚹ᆅᇦ䛾ᐇ䛻 ⨨䛧䛶◊✲䛧䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᑡேᩘᏛ⣭䞉ᩍ
ྜ䜟䛫䛯Ꮫ⣭⦅ᡂ䜢䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䠄᪉㔪䠎䠅㻌
ဨ䛾㓄⨨䛻䛴
䞉Ꮫᰯ⥔ᣢ䛾䛯䜑䛻ᑡேᩘᏛ⣭䛻䛧䛶䜒䚸ᑠつᶍ䛷㧗ᰯ䛸䛧䛶䛾Ꮫ䜃䜢ಖ㞀
䛔䛶㻌
䛷䛝䜛䛛ၥ䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᑡேᩘᏛ⣭䛜ྍ⬟䛺䜙᪤䛻⾜䛳䛶䛔䜛䚹ཝ䛧䛔㈈ᨻ≧ἣୗ䛾ᑡேᩘᏛ⣭
せồ䛻䛿↓⌮䛜䛒䜛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᩍ⛉䛾ᤵᴗ䛿ᑡேᩘ䛜Ⰻ䛔䛸ᛮ䛖䛜䚸䠍䜽䝷䝇䛿 㻠㻜 ே䛾᪉䛜䚸Ꮚ౪䛜⏕
䛝⏕䛝䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉䛂యⓗ䛷ᑐヰⓗ䛺Ꮫ䜃䛃䛿ᑡேᩘ䛷䛺䛟䛶䜒ྍ⬟䚹ᣦᑟຊ䛒䜛ᩍဨ䛜䛔
䜜䜀ᑡேᩘᏛ⣭䛿せ䚹䠄ᆅ䠅㻌

㡯  ┠
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ᅇ⟅࣭ࢥ࣓ࣥࢺ

䞉᪤Ꮡ䛾ᰯ⯋䚸タ䚸タഛ䛾⪁ᮙ䛻ᑐฎ䛧⎔ቃ䛾ᨵၿ䜢䚹⅏ᐖ䛻ഛ䛘 䕿䠥䠟䠰⎔ቃ䛾ᐇ䜢ᅗ䜚䜎
ᰯ⯋᪂⠏➼䛜ᚲせ䚹㻔ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
䛩䚹䜎䛯䚸እ㒊ேᮦ䞉ᑓ㛛
䞉䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛧ᤵᴗ䛻㞟୰䛷䛝䜛Ꮫ⩦⎔ቃ䜢ᩚ䛘䛶䜋䛧䛔䚹䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
ேᮦ䛾ά⏝䜢㐍䜑䜎䛩䚹㻌
Ꮫ⩦⎔ቃ䞉⏕ά 䞉㻵㻯㼀 䛾✚ᴟⓗά⏝䛺䛹䛻䜘䜛Ꮫ⩦⎔ቃ䛾ᩚഛ䜢ồ䜑䜛䚹㻔ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
䕿タ䞉タഛ䛾⪁ᮙᑐ
⎔ቃ䛾ᩚഛ䛻
⟇䜢ィ⏬ⓗ䛻㐍䜑䜛䛸䛸
䞉䠝䠥䞉䜸䞁䝕䝬䞁䝗䞉᪉ྥ㏻ಙ➼䠥䠟䠰ᩍ⫱䛾᥎㐍䜢䚹㻔ᆅ䠅䠄୰䠅䠄ಖ䠅㻌
䛴䛔䛶㻌
䞉⚾❧㧗ᰯ䛿䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃䜔 㻵㻯㼀 ᩍ⫱䛜㐍䜣䛷䛔䜛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䜒䛻䚸⏕ά⎔ቃ䠄䜶䜰䝁
䞁䚸ὒᘧ䝖䜲䝺➼䠅䛾ᩚഛ
䜢㐍䜑䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌
䠄᪉㔪䠏䠅㻌
䞉䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃᥎㐍䛾䛯䜑䛻ᩍဨ䛾ព㆑ᨵ㠉䛸ᤵᴗᨵၿ䜢ᮃ䜐䚹ᩍဨ䛾 䕿䡞᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䡟䛾ᣦᑟ
ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䛻䚸
◊ಟ䜒ᚲせ䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃䜢䛩䛩䜑䜛䛻䛒䛯䛳䛶䚸ᩍ⫋ဨ䛾ேⓗ䛺㓄⨨䜔◊ಟ䛿䛹 䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃䜢ᬑཬ䞉
᥎㐍䛧䛶䛔䛟䝸䞊䝎䞊ⓗ
䛾䜘䛖䛻㐍䜑䛶䛔䛟䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉㧗ᰯᩍဨ䛾ᣦᑟຊྥୖ䛻ᮇᚅ䚹୍᪉䛷䚸ᤵᴗᨵၿ䛾䛯䜑䛻䛿ᩍဨ䛾ከᛁ 䛺ᩍဨ䠄ಙᕞᏛ䝁䜰䞉䝔䜱
ゎᾘ䜒ᚲせ䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䞊䝏䝱䞊䠅䛾㣴ᡂ䛻ດ䜑
䞉ᩍဨ䛻䛿⏕ᚐ䛸ྥ䛝ྜ䛖㛫䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹ᨵ㠉᥎㐍䛻䜘䜛ᩍဨ䛾㈇ᢸቑ 䜛䛸䛸䜒䛻┴ෆእ䛾ඛ㐍
䜢ᠱᛕ䛩䜛䚹䠄ᆅ䠅㻌
ᰯ䜈䛾どᐹ䜢䜒䛸䛻䛧䛯
ᰯෆ◊ಟ䜢ᐇ䛥䛫䜎
䞉㒊άື䛾እ㒊ጤク䛸ᩍဨ䛾ᩍ⫱άື䜈䛾ᑓᛕ䜢ồ䜑䛯䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉⏕ᚐ䛻ᐤ䜚ῧ䛖ඛ⏕䚸ぶ䛧䜏䜔䛩䛟┦ㄯ䛻䛾䛳䛶䛟䜜䜛ඛ⏕䜢ᮃ䜐䚹䠄୰䠅㻌
䛩䚹䜎䛯䚸ᩍ⫱ᶵ㛵➼䜈
ᩍဨ䛾㈨㉁ྥ
䞉ከᵝ䛺䜻䝱䝸䜰䜢ᣢ䛴ᩍဨ䜢ቑ䜔䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ಖ䠅㻌
䛾ὴ㐵◊ಟ䜢᥎㐍䛧䚸ᰂ
ୖ䞉ᴗົᨵၿ䛻 㻌
㌾䛺ᛮ⪃䛸ᖜᗈ䛔ど㔝䜢
䛴䛔䛶㻌
ᣢ䛴ᩍဨ䛾㣴ᡂ䛻ດ䜑䜎
䛩䚹㻌
䕿ᩍဨ䛜ᤵᴗ䛻ᑓᛕ䛷䛝
䜛⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䛯䜑䛻䛿䚸
䝇䜽䞊䝹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䠄䠯
䠟䠅䚸䝇䜽䞊䝹䝋䞊䝅䝱䝹
䝽䞊䜹䞊䠄䠯䠯䠳䠅䚸㒊ά
ືእ㒊ᣦᑟ⪅➼䛾ᑓ㛛
ேᮦ䛾㓄⨨䜢᳨ウ䛧䜎
䛩䚹㻌
䠄᪉㔪䠏䠅㻌
䞉䛂᪂䛯䛺㧗ᰯ䛵䛟䜚䛃䛿ศ䛺ண⟬☜ಖ䛷タタഛ䛾ᐇ䜢䚹㻔ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䕿ᚲせ䛺ண⟬䛾☜ಖ䛻ດ
ண⟬䛾☜ಖ➼
䞉㈈ᨻ㠃䛾ᐇ䚸ᩍ⫱ண⟬䛾☜ಖ䚸㈈ᨻⓗ䛺䛡䜢ồ䜑䜛䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䜑䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹㻌
䛻䛴䛔䛶㻌
䞉㈈ᨻⓗ䛺ㄝ᫂䜒ཷ䛡䛯䛔䚹ண⟬䜒♧䛧䛶㆟ㄽ䜢㐍䜑䜛䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉㏻䜲䞁䝣䝷䛾ᩚഛ䜔⏕ᚐ䛾㏻Ꮫ㈇ᢸ㍍ῶ䜢ồ䜑䜛䚹䠄ᆅ䠅䠄ಖ䠅㻌
䞉୰ᒣ㛫ᆅ䚸㞷ᆅ䛾㏻Ꮫᡭẁ䜔Ᏻ䛻䜒㓄៖䛧䛯㧗ᰯ⦅䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䕿᪂䛯䛺㧗ᰯ㓄⨨䛿䚸ᆅ
䞉㏻Ꮫ䛧䜔䛩䛔ሙᡤ䛻㧗ᰯ䜢タ⨨䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄୰䠅㻌
⌮ⓗ䛺᮲௳䜔㏻Ꮫ䛾
㻌
౽ᛶ䛻㓄៖䛩䜛䛣䛸䛻ຍ
䛘䚸ᆅᇦ䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜢
⏕ᚐ䛾㏻Ꮫ䜈
ᆅᇦ䛷⫱䛶䜛ほⅬ䛛䜙
䛾㓄៖䛻䛴䛔䛶㻌
䜒䚸ᐇ㉁ⓗ䛺⏕ά䞉㏻Ꮫ
ᅪᇦ䛷䛒䜛ᪧ 㻝㻞 ㏻Ꮫ༊
༢䜢ᇶᮏ䛻᳨ウ䛧䜎
䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄᪉㔪䠑䠅㻌

㡯  ┠

ᚋ䛾㐍䜑᪉
䛻䛴䛔䛶㻌

ᆅᇦ᠓ㄯ䛾
ෆᐜ䞉㐠Ⴀ᪉ἲ
➼䛻䛴䛔䛶㻌

ࡈពぢࠊࡈ㉁ၥ

ᅇ⟅࣭ࢥ࣓ࣥࢺ

䞉ᆅᇦ䛷యⓗ䛻᳨ウ䛩䜛䛂⪃䛘䜛䛃䛂ᆅᇦ༠㆟䛃䛾タ⨨䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
䕿ᆅᇦ᠓ㄯ䜔䝟䝤䝸䝑䜽
䞉⦅䛾╔ᐇ䛺᥎㐍䜢䚹┴ᑟ䛻䜘䜛᥎㐍䚸┴ᩍ⫱ጤဨ䛾䜲䝙䝅䜰䝔䜱䞂 䝁䝯䞁䝖䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒
䜢ồ䜑䛯䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛻䚸⏘ᴗྛ⏺䚸Ꮫ䚸㧗
䞉ᩍ⫱ጤဨ䛰䛡䛷䛺䛟⾜ᨻ䛾㒊⨫䛸㐃ᦠ䚸ㄪᩚ䜢ᅗ䜛䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
ᰯ㛗➼䛸䛾ពぢ䜢
䞉ேཱྀῶᑡ䜢䛟䛔䛸䜑䜛䛯䜑䛾┴⾜ᨻ䛛䜙䛾䜰䝥䝻䞊䝏䜢ồ䜑䛯䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
ᐇ䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᆅᇦ䛷
䞉┴䛾⪃䛘䜔ᚋ䛾⦅䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢᪩䜑䛻ᥦ♧䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛾༠㆟䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻
䞉➨䠍ᮇ㧗ᰯ⦅䛾ᡂᯝ䛸ㄢ㢟䜢᫂☜䛻䛧䚸᳨ド⤖ᯝ䛾බ⾲䜢䚹䠄ᆅ䠅㻌
ᪧ 㻝㻞 ㏻Ꮫ༊䛤䛸䛻䛂㧗ᰯ
䞉࿘▱䛜༑ศ䛷┴Ẹ䛿䛂Ꮫ䜃䛾ᨵ㠉䛃䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䛺䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛾ᑗ᮶ീ䜢⪃䛘䜛ᆅᇦ䛾
䞉ᚋ䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜑䛶䛔䛟䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
༠㆟䛃䜢㡰ḟタ⨨䛧䜎
䞉ពぢ䛾ᶵ䛿䛣䜜䛛䜙䜒䛒䜛䛾䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛩䚹㻌
㻌
䞉䛣䛾䜘䛖䛺䜢㛤䛝䚸ᨵ㠉䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛿Ⰻ䛔䚹ከ䛟䛾ሗ䛜ᚓ䜙䜜ᆅᇦ䜢 䕿䛤ពぢ䛸䛧䛶ᚋ䛾᥎
⪃䛘䜛ᶵ䛸䛺䛳䛯䚹䠄ᆅ䠅㻌
㐍䛾ཧ⪃䛸䛥䛫䛶䛔䛯䛰
䞉䛂Ꮫ䜃䛾ᨵ㠉㻌 ᐇ᪉㔪䛃䛾ෆᐜ䜢▱䜚䛯䛛䛳䛯䚹䠄ᆅ䠅㻌
䛝䜎䛩䚹㻌
䞉⤫ᗫྜ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯ᆅᇦ᠓ㄯ䛿䜔䜑䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ྛᰯ䛾ྲྀ⤌䜔㨩ຊ䛵䛟䜚䛾Ⓨゝ䛿ᚲせ䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ྛᰯ䛾 㻼㻾 䛾Ⓨゝ㛫䛜㛗䛩䛞䜛䚹Ⓨゝ㛫䜢ไ㝈䛩䜛ᚲせ䛒䜚䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᆅᇦ᠓ㄯ䛷䛿ᑡேᩘ䜾䝹䞊䝥䛷ヰ䛧ྜ䛔䜢䛩䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ㄝ᫂䛾୰䛷䚸ᖹᡂ 㻠㻟 ᖺᗘ䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛿ᚲせ䛺䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉㈈ᨻᢸᙜ⪅䜒ᆅᇦ᠓ㄯ䜈ཧຍ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿䛻๎䛳䛯ᤵᴗᨵ㠉䛜ᚲせ䛰䛜䚸䛭䛖䛧䛯ព㆑䛾ⷧ䛔ᩍ
ဨ䛾Ⓨゝ䛜䛒䜚ṧᛕ䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉㧗ᰯ䛾ඛ⏕䛾Ⓨゝ䛻㐪ឤ䜢ぬ䛘䛯䚹ᆅᇦ᠓ㄯ䛿ປ΅➼䛾ሙ䛷䛿
䛺䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᆅᇦ᠓ㄯ䛿䚸⮬ศ䛾Ꮫᰯ䜢ṧ䛫䛸䛔䛖ពぢ䜢ゝ䛔䛒䛖ሙ䛷䛿䛺䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᆅᇦ䛾ኌ䜢⫈䛟ᶵ䜢䜒䛳䛸タ䛡䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᐇ᪉㔪䠄䠅సᡂ䛻ྥ䛡䚸ᗘ䚸ᆅᇦ᠓ㄯ䜢㛤ദ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᆅᇦ᠓ㄯ௨እ䛷䜒ពぢ⫈ྲྀ䜢ᐇ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉୍㒊䛾ពぢ䠄ྠ❆䜔⏘ᴗ⏺䠅䛷䛺䛟ከ䛟䛾ே䛾ពぢ䜢⪺䛔䛶䜋䛧䛔䚹
䠄ᆅ䠅㻌
䞉┴ᩍጤ䛿⌧ሙ䛻ᐤ䜚ῧ䛖ጼໃ䜢♧䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉┴ᩍጤ䛸ᩍဨ䛾ព㆑䛾䛛䛔㞳䛿ၥ㢟䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ฟ䛥䜜䛯㉁ၥ䛻䛭䜜䛮䜜ᅇ⟅䛩䜉䛝䚹ᅇ⟅䛜༑ศ䛺㒊ศ䜒䛒䜚ᑀ䛺
ᅇ⟅䜢ồ䜑䛯䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᅇ⟅䛻ᑐ䛧䛶㉁ၥ䜔ពぢ䜢ゝ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䜋䛧䛛䛳䛯䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᙜ᪥⟅䛘䛶㡬䛡䛺䛛䛳䛯ᅇ⟅䛿 㻴㻼 ➼䛷♧䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᆅᇦ᠓ㄯ䛾ពぢ䜔䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䜢බ⾲䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ಖㆤ⪅䛜ฟ䜔䛩䛔᪥䛻䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉๓䛾࿘▱䜢༑ศ䛻⾜䛳䛶䜋䛧䛔䚹࿘▱᪉ἲ䜒ᨵၿ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄ᆅ䠅㻌
䞉ᑠ୰Ꮫᰯ䜈䛾ᛴ䛻䛧䛶↓⌮䛺ฟᖍ౫㢗䛿䛔䛯䛰䛡䛺䛔䚹㒆䠬䠰䠝⤌⧊䜢㏻
䛨䛯ཧຍ౫㢗䜢⾜䛖䜉䛝䚹䠄ᆅ䠅㻌

௨ୗ䛿ᆅᇦ᠓ㄯ䛻䛚䛔䛶ᐤ䛫䜙䜜䛯䛤ពぢ䚸䛤㉁ၥ䛾୰䛷䚸ྛᆅᇦ䛒䜛䛔䛿ಶู䛾㧗ᰯ䛻㛵䛩䜛䜒䛾㻌
ᆅ㻌 ༊㻌 ྡ㻌

ಙᆅ༊㻌

ᮾಙᆅ༊㻌

༡ಙᆅ༊㻌

ྛᆅᇦ䛒䜛䛔䛿ಶู䛾㧗ᰯ䛻㛵䛩䜛䛤ពぢ䚸䛤㉁ၥ㻌

ᅇ㻌 ⟅䞉䝁䝯䞁䝖㻌

䛆ᪧ➨䠍㏻Ꮫ༊䛇㻌
䕿ᚋ䛾᳨ウ䛾୰䛷ཧ⪃
䛻䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹㻌
䞉ᪧ䠍༊䛿➨䠍ᮇ⦅䜢⤒䛶䛔䜛䚹䛣䜜௨ୖ䛾⦅䛻䛿ᑐ䚹㻌
䞉┴୍ᚊ䛷䛺䛟䚸㣤Ỉᆅᇦ䛾ᐇ䛻ྜ䛳䛯⦅ᇶ‽䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䞉ୗ㧗㎰ᯘ䛻⚟♴⛉䜢䚹㻌 㻌
䞉㣤ᒣ㧗ᰯ䛾䝇䝫䞊䝒⛉䛿䚸䝥䝻䛾ᣦᑟ⪅䜢⨨䛟䜉䛝䚹㻌
䛆ᪧ➨䠎㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉ᑡᏊ䛻క䛔㧗ᰯ⦅䛿ᚲせ䚹୰㔝ᕷ䛻䠍ᰯ䚸㡲ᆏᕷ䛻䠍ᰯ䛾ᬑ㏻⛉䛜
⌧ᐇⓗ䛰䛸ᛮ䛖䚹㻌
䞉ከ㒊ไ䞉༢ไ䛾Ꮫᰯ䜎䛯䛿Ꮫ⣭䜢タ⨨䛧䛶䜋䛧䛔䚹㻌
䞉㡲ᆏୖ㧗䚸୰㔝ୗ㧗䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᆅඖ䛻䛸䛹䜎䜛㧗ᰯ䛵䛟䜚䜢ᮃ䜐䚹㻌
䛆ᪧ➨䠏㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉䠏༊䛾㒔ᕷ㒊䛿༊䛛䜙䛾ὶධ䛜ከ䛔䚹ᆅඖ䛾୰Ꮫ⏕䛜බ❧ᰯ䛻ධ䜜䜛
䜘䛖䛻ྛᰯ䛾Ꮡ⥆䜔つᶍ䛾☜ಖ䜢ᮃ䜐䚹㻌
䞉ᪧ䠏༊䛷䛿䚸⚾❧䞉㧗ᑓ䞉ᕷ❧䞉┴❧䛸ከ䛟䛾㑅ᢥ⫥䛜䛒䜛୰䛷䚸ྛᰯ䛾㨩
ຊ䛵䛟䜚䜢䛥䜙䛻᥎㐍䛩䜉䛝䚹㻌
䛆ᪧ➨䠐㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉ᒇ௦༡㧗ᰯ䛻䚸ከ㒊ไ䞉༢ไ䛾タ⨨䜢䚹ྠ❆䞉䠬䠰䠝䛸䛧䛶䜒ᙉ䛟ᮃ䜐䚹㻌
䞉ᕤᴗ䛾⏫䛻䛒䜛ᆏᇛ㧗ᰯ䛻ᕤᴗ⣔䛾Ꮫ⛉䜢䚹㻌
䛆ᪧ➨䠑㏻Ꮫ༊䛇㻌
䕿ᚋ䛾᳨ウ䛾୰䛷ཧ⪃
䞉ᆅ༊䛛䜙䛾ὶධቑ䛻䜘䜚ᆅඖ䛾⏕ᚐ䛜ᆅᇦእ䛻ὶฟ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔⌧ 䛻䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹㻌
≧䜢ᨵၿ䛧䛶䜋䛧䛔䚹㻌
䛆ᪧ➨䠒㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉ᆅᇦ䜔ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㧗ᰯᩍ⫱䛾ᑗ᮶䜢ᒎᮃ䛧䚸ᑠㅖၟᴗ㧗ᰯ䛸ᑠㅖ㧗ᰯ
䛿ྠ❆୰ᚰ䛻⤫ྜ䛾᪉ྥ䛷᳨ウ䜢㛤ጞ䛧䛶䛔䜛䚹ᆅඖ⮬య䜢䛘䛯
༠㆟䜢㛤ጞ䛧䛯䛔䚹㻌
䞉୰Ꮫ 㻟 ᖺ⏕䛾䛯䜑䛻ᮃ᭶㧗ᰯ䛾ᚋ䛾䛒䜚᪉䜢᪩䜑䛻Ỵ䜑䜛䜉䛝䛰䚹㻌
䞉ᮃ᭶㧗ᰯ䛾⦅䛿䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䚹㻌
䞉ⶑ⛉㧗ᰯ䛸ᮃ᭶㧗ᰯ䛾ྠ❆䛾ヰ䛧ྜ䛔䛜ᚲせ䛰䚹㻌
䞉ᮃ᭶㧗ᰯ䛾Ꮡ⥆䜢ᮃ䜐䚹➨䠎ᮇ⦅䛷᳨ウ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䞉ᮾಙᆅ༊䛻୰㧗୍㈏ᰯ䜢タ⨨䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
䞉㍍ἑ㧗ᰯ䛻㜵⅏⛉䜢స䛳䛶䜋䛧䛔䚹㻌
䞉బஂᆅᇦ䜈䛾ᐙᗞ⛉䛾タ⨨䜢ᮃ䜐䚹㻌
䕿ᚋ䛾᳨ウ䛾୰䛷ཧ⪃
䛆ᪧ➨䠓㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉ᒸ㇂ᮾ㧗ᰯ䛿⌧≧䠐Ꮫ⣭つᶍ䛰䛜Ꮫᰯ䛾㨩ຊ䛵䛟䜚䛜ዌຌ䛧┴ୗ䛷䜒ᚿ 䛻䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹㻌
㢪ಸ⋡䛾㧗䛔ேẼᰯ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷⌧≧䛾䠐Ꮫ⣭䛷䛾Ꮡ⥆䜢ᙉ䛟ᮃ䜐䚹㻌
䛆ᪧ➨䠔㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉ୖఀ㑣ᆅ༊䛷䛿ᑗ᮶䜢ぢ䛸䛚䛧䛶㒔ᕷ㒊ᰯ䛾⤫ྜ䜢᥎㐍䛩䜉䛝䚹㻌
䞉ୖఀ㑣య䛾㧗ᰯ䛾㐺ṇ㓄⨨䜢⪃䛘䜜䜀ᆅᇦ㧗ᰯ䜢ṧ䛩どⅬ䜒ᚲせ䚹㻌
䞉Ꮫ༊䜢㉺䛘䛯⦅ィ⏬䛾どⅬ䠄䛘䜀㉥✑䛸ᯇᕝ䠅䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䛆ᪧ➨䠕㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉ఀ㑣㇂䛷䛿䝸䝙䜰㛤㏻ᚋ䜢ぢ㏻䛧䛯㧗ᰯ䛾䛒䜚᪉䜢⪃䛘䜛䜉䛝䛰䚹㻌
䞉㈨᱁ྲྀᚓ䜢๓ᥦ䛸䛧䛯䝁䞊䝇ไ䜢ᑟධ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䠄㜿༡㧗ᰯ䛾⚟♴䝁䞊䝇
䛿㈨᱁䛜ྲྀ䜜䛺䛔䠅㻌

ᆅ㻌 ༊㻌 ྡ㻌

୰ಙᆅ༊㻌

ྛᆅᇦ䛒䜛䛔䛿ಶู䛾㧗ᰯ䛻㛵䛩䜛䛤ពぢ䚸䛤㉁ၥ㻌

ᅇ㻌 ⟅䞉䝁䝯䞁䝖㻌

䛆ᪧ➨ 㻝㻜 ㏻Ꮫ༊䛇㻌
䕿ᚋ䛾᳨ウ䛾୰䛷ཧ⪃
䞉Ꮚ䛹䜒䛾㐍㊰ᕼᮃᐇ⌧䛾䛯䜑ᮌ᭮㟷ᓠ㧗ᰯ䛻ᬑ㏻⛉䜢ቑ䜔䛧䛶䜋䛧䛔䚹㻌
䛻䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹㻌
䞉ᮌ᭮ᆅᇦ䛾≉Ⰽ䜢ά䛛䛧䛯⫋ᴗ⛉䛜ᚲせ䛰䚹㻌
䞉ᑓ㛛Ꮫ⛉䛾ᅜເ㞟ᐇ䜢せᮃ䛧䛯䛔䚹㻌
䞉ᮌ᭮䛾䠎ᰯ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛷䛿ヰ䛿㐍䜎䛺䛔䛾䛷䚸ྛ᪉㠃䛛䜙ලయⓗ䛺⏬
ᥦ䜢ᐇ䛧䛶䛿䛹䛖䛛䚹㻌
䞉Ꮚ䛹䜒䛜ᮌ᭮䛛䜙ᒱ㜧┴➼䛻ฟ䛶⾜䛛䛺䛔䜘䛖䛺Ꮫᰯ䛵䛟䜚䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䞉㧗ᰯ䛿ᆅᇦάᛶ䛾せ䚹ᮌ᭮䛾㧗ᰯ䜔Ꮫ⣭ᩘ䜢䛣䜜௨ୖ๐ῶ䛧䛺䛔䛷䜋
䛧䛔䚹㻌
䛆ᪧ➨ 㻝㻝 ㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉≉Ⰽ䛾䛺䛔ᯇᮏᕷෆᬑ㏻⛉䛿䠐ᰯ䜒ᚲせ䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
䛆ᪧ➨ 㻝㻞 ㏻Ꮫ༊䛇㻌
䞉ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᗂಖ䞉ᑠ䞉୰䛛䜙㧗ᰯ䜎䛷䛾㐃ᦠయไᵓ⠏䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䞉⏫ᓅ㝧㧗ᰯ䛾Ꮫ✲⛉䜔ⓑ㤿㧗ᰯ䛾ᅜ㝿ほග⛉タ⨨䛸䛔䛳䛯ᙜᆅᇦ䛻
䛚䛡䜛➨䠍ᮇ⦅䛾ᡂᯝ䜢ᚋ䛾᳨ウ䛻ᫎ䜢䚹㻌
䞉㻝㻞 ༊䛷䛿 㻝㻝 ༊䛸䛾㛵㐃䜢㋃䜎䛘䛯䛖䛘䛷㧗ᰯ⦅䜢䛧䛶䜋䛧䛔䚹㻌
䞉㻝㻞 ༊䛾㧗ᰯ䛻┳ㆤ⛉䞉ㆤ⛉䛾タ⨨䜢᳨ウ䛧䛯䜙䛹䛖䛛䚹㻌
䞉⏕ᚐ䛾㏻Ꮫ౽ᛶ䛛䜙ụ⏣ᕤᴗ㧗ᰯ䛛䜙⏫ᓅ㝧㧗ᰯ䜈䛾ᐃไㄢ⛬
䛾⛣⟶䜢䚹㻌
䞉ụ⏣ᕤᴗ䛿༡Ᏻ㎰ᴗ䜔✑㧗ၟᴗ䛸⤫ྜ䛸䛔䛖ᵓ䛜䛒䛳䛶䜒Ⰻ䛔䚹㻌
䞉ⓑ㤿㧗ᰯᏑ⥆䛿ᆅᇦ䛾ᕼᮃ䚹ᆅඖ⮬య䛾㈈ᨻ㈇ᢸ䜢ྵ䜐ⱥ᩿䜢↓䛻
䛩䜉䛝䛷䛺䛔䚹㻌

௨ୗ䛿⏘ᴗ⏺ཬ䜃Ꮫ䛸䛾ពぢ䛻䛚䛔䛶ᐤ䛫䜙䜜䛯䛺䛤ពぢ➼㻌
⏘ᴗศ㔝➼㻌

ᯘᴗ㛵ಀ㻌

⤒῭䠐ᅋయ㻌
䠄ၟ䞉ᕤᴗ㛵ಀ䠅㻌

㎰ᴗ㛵ಀ㻌

ᘓタ㛵ಀ㻌

⚟♴㛵ಀ㻌

ほග㛵ಀ㻌

Ꮫ㛵ಀ㻌



ྛ㻌 ⏺㻌 䛛㻌 䜙㻌 䛾㻌 㻌 䛺㻌 䛤㻌 ព㻌 ぢ㻌 ➼㻌

ᅇ㻌 ⟅䞉䝁䝯䞁䝖㻌

䞉ᯘᴗ䝇䝨䝅䝱䝸䝇䝖⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯䚸ᯘᴗᏛᰯ䜔ୖᯇᢏᑓ䚸ಙ䛸䛾㐃ᦠ 䕿ᚋ䛾᳨ウ䛾୰䛷ཧ⪃
䛾ಁ㐍䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䛻䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹㻌
䞉ᑠ୰Ꮫᰯ䛷䛂ᮌ⫱䛃䛾ㅮᖌ䜢ᯘᴗ⣔Ꮫ⛉䛾⏕ᚐ䛜⾜䛖䛣䛸䛷䚸ᆅᇦ䜢ᕳ䛝㎸ 㻌
䜣䛰άື䛻䛴䛺䛜䜛䚹㻌
㻌
䞉㎰ᴗ⛉䚸ၟᴗ⛉䚸ᕤᴗ⛉㛫䛷㐃ᦠ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮫ⛉䜢㉸䛘䛯Ⓨຊ
䛾⫱ᡂ䜢┠ᣦ䛫䜛䚹㻌
䞉䜾䝻䞊䝞䝹䛾୰䛷䚸ᆅඖ䛷䜒䚸ᾏእ䛷䜒ά㌍䛷䛝䜛ຊ䜔Ẽᴫ䛾⫱ᡂ䛜ᚲ
せ䛷䛒䜛䚹
䞉⤒Ⴀឤぬ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸┴㈝䛷䛺䛟⊂⮬㈨㔠䛻䜘䜚⏕⏘䞉ຍᕤ䞉㈍
➼䜢⾜䛖ᐇ㊶ⓗ䛺㎰ᴗ⤒Ⴀయ㦂䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䚹㻌
䞉㎰ᴗ䝇䝨䝅䝱䝸䝇䝖⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯䚸㎰ᴗ⛉䛛䜙㎰ᴗᏛᰯ䜈䛾㐍Ꮫ䛾ಁ㐍
䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䞉⌧ᅾ⾜䛳䛶䛔䜛䚸㈨᱁ྲྀᚓ䛻ྥ䛡䛯ㅮ⩦䜔䚸ᐇ㊶ⓗ䛺ᐇ⩦ᣦᑟ➼䜢
ᚋ䜒⥅⥆䛧䛯䛔䚹㻌
䞉ᕤ⟶⌮➼䚸ᩍဨ䛜ⱞᡭ䛸䛩䜛ᐇົศ㔝䛾ᩍဨ◊ಟ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛷䚸㈨
᱁ྲྀᚓ䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜚䛯䛔䚹
䞉䛂⚟♴䝬䜲䞁䝗䛃䜢⫱䛶䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᐇ⩦䛺䛹䛷⚟♴䛾⌧≧䜢▱䜛䛣䛸䛜
ษ䛷䛒䜛䚹㻌
䞉ᩍဨᑟ䛷䜒䚸⏕ᚐ䛜ື䛝ฟ䛩䛝䛳䛛䛡䜢స䛳䛶䜋䛧䛔䚹ື䛝ฟ䛧䛶䚸ㄢ㢟
䜢Ⓨぢ䛧䚸䛭䜜䜢ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸㐩ᡂឤ䜢ឤ䛨䜛䚹㻌
䞉ᤵᴗ䛷Ꮫ䜣䛰▱㆑䜢ᐇ⩦䛷☜䛛䜑䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ㄢ㢟䜢Ⓨぢ䛧䚸ゎỴ䛩䜛ຊ
䛜⫱ᡂ䛷䛝䜛䚹㻌
䞉ᆅᇦ⊂⮬䛾䝔䜻䝇䝖䛷㒓ᅵ䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ䜢ᒎ㛤䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ䜢ㄒ䜛⣲
㣴䜢⫱ᡂ䛷䛝䜛䚹
䞉㧗ᰯ䛸Ꮫ䛜༠ാ䛧䛶ᆅᇦ䜢⪃䛘䜛ྲྀ⤌䜢⾜䛔䚸ᆅᇦ㈉⊩䛻䛴䛺䛢䛯䛔䚹㻌
䞉ᤵᴗ䛻㝈䜙䛪㒊άື➼䛷䛾㐃ᦠ䜒㐍䜑䛯䛔䚹㻌
䞉㻵㻯㼀➼䛷㐲㝸㏻ಙ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸┤᥋䛾ゼၥ䛜ᅔ㞴䛺㐲㝸ᆅ䛾㧗ᰯ䛸䛾
㐃ᦠ䜒ྍ⬟䛻䛺䜛䚹㻌
䞉䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜔ウㄽ௨๓䛻䚸䛭䛾ᇶ┙䛸䛺䜛ᑐヰຊ䜔ᑐே䝇䜻䝹䚸ᩥ❶
⌮ゎຊ䜔グ㏙ຊ➼䛾ྥୖ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌



㈨ᩱ㸰

ᆅᇦ᠓ㄯ➼䛻䛚䛔䛶ᐤ䛫䜙䜜䛯䛤ពぢ䚸䛤㉁ၥ䛻䛴䛔䛶
ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡘ࠸࡚
㛗㔝┴ᩍ⫱ጤဨ
ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽ㸶᭶┴ୗ  ᡤ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕ
ࠗᏛࡧࡢᨵ㠉࠘ಀࡿᆅᇦ᠓ㄯ
࡛ࠖ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈពぢࡢ୰࡛ࠊ
ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡘ࠸࡚┴ᩍ⫱ጤဨࡢ⪃࠼᪉ࢆᨵ
ࡵ࡚ᩚ⌮ࡋࠊ⿵㊊㈨ᩱࡋࡲࡋࡓࠋ

㸯 ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࡢලయⓗ࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ᤵᴗࡢෆᐜ࣭ᙧែ㸦⏕ᚐࡢጼ㸧
ࠊᩍဨࡢᙺࡘ࠸࡚
ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡢ➨୍ẁ㝵ࡀࠕㄢ㢟ࡢⓎぢ࡛ࠖࡍࠋ᪥ࡈࢁࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊᩍဨࡀ⏕ᚐᑐࡋࠊ
Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࡸ㌟ࡢ࿘ࡾࡢㅖㄢ㢟⮬ࡽẼࡀࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࣉ࣮ࣟࢳࢆ
⾜࠺ࡇ࡛ࠊ⏕ᚐࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢẼ࡙ࡁࢆ㧗ࡵࠊ⮬ࡽࡢㄢ㢟ࢆぢฟࡍຊ㸦ㄢ㢟Ⓨぢຊ㸧
ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
⥆ࡃ➨ẁ㝵ࡀࠕᩚ⌮࣭ศᯒ࡛ࠖࡍࠋࡑࡢぢฟࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⏕ᚐࡣᵝࠎ࡞
᪉ἲࡼࡗ࡚ලయⓗ࡞ሗࢆ㞟ࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪤⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖ
ࢆά⏝ࡋ࡚㞟ࡵࡓሗࢆᩚ⌮࣭ศᯒࡋࡲࡍࠋከࡃࡢሗࡢ୰ࡽᚲせ࡞せ⣲ࢆ㑅ᢥ
ࡋ࡚⤫ྜࡋࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡋ࡚ᅗࡸᩥ❶ࡲࡵ࡚࠸ࡃ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᛮ⪃ຊุ࣭
᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࡀ㔊ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚᭱㐺ゎࡸ⣡ᚓゎࢆᑟࡁฟࡍࡓࡵࠊྛ⮬ࡢ⪃࠼ࡸ௬ㄝ
ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࠊඹ᭷ࡍࡿ࣮࣌࣡ࢡࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ➼ࡢᑐ
ヰⓗ࡞Ꮫࡧࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠕᏛࡧྥ࠺ຊࡸ༠ാࡍ
ࡿຊࠖࡶᾰ㣴ࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ᭱⤊ẁ㝵ࡀࠕࡲࡵ࣭⾲⌧࡛ࠖࡍࠋࡲࡵࡓ⪃࠼ࡸㄢ㢟ゎỴࡢ
᪉ἲࢆ⪅Ⓨಙࡋࠊ┦⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡑ
ࢀࡼࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡘ࠸࡚᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ┦ᡭࡀࢃࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡍࡿ⾲
⌧ຊࡶ⫱ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋⓎ⾲ෆᐜࢆᥦゝࡋ࡚ࠊᆅᇦࡸ㛵ಀᅋయ➼Ⓨಙࡋ࡚
࠸ࡃࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࡇ࠺ࡋࡓ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡛ࡢయⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࡣࠊᚲࡎࡋ
ࡶ௰㛫ࡢヰࡋྜ࠸࠸࠺ලయⓗ࡞⪅ࡢᑐヰࡔࡅ࡛ࠊᩥᏐ࠾ࡾࡢ῝࠸Ꮫࡧ
ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡣ㛫ࢆࡅࠊసᐙࡢ⪃࠼ࡸࠊᩘᏛࡸ⌮⛉
ࡢබᘧ࠸ࡗࡓᢳ㇟ⓗ࡞⪅ࡢᑐヰࡶᚲせ࡛ࡍࠋᑗ᮶ⓗࡶ⮬ࡽᏛࡧ⥆ࡅࡿࠕ
ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢼ࣮ࠖࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺ከᵝ࡞ᑐヰࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ






ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊᩍဨࡣᵝࠎ࡞Ꮫ⩦ሙ㠃࡛⏕ᚐ
୍ேࡦࡾࡀࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡢࠖ࠸࠺どⅬࢆ⤯࠼ࡎᣢࡗ࡚ࠊࣂࣛࣥࢫ
ࡢྲྀࢀࡓᏛຊࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿࡼ࠺㓄៖࣭ᕤኵࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠕㄢ㢟ࡢⓎぢࠖࡢሙ㠃࡛ࡣࠊᩍဨࡣㅮ⩏୰ᚰࡢᤵᴗࢫࢱࣝᅛᇳࡍࡿࡇ࡞
ࡃࠊᤵᴗ࡛Ꮫࡪࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱㆑ࢆᇶࠊ♫⏕άࡢ୰Ꮡᅾࡍࡿㅖㄢ㢟ࢆ⏕ᚐ
⮬ࡽࡀぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿᏛࡧࡢᶵࢆࡼࡾከࡃタᐃࡍࡿ࡞ࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ࡋ࡚ࡢᙺࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
ࠕᩚ⌮࣭ศᯒࠖཬࡧࠕࡲࡵ࣭⾲⌧ࠖࡢሙ㠃࡛ࡣࠊ
ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࡀ
⏕ᚐ㌟ࡃࡼ࠺ࠊᩍဨࡣⓗ☜࡞ሗࡢᩚ⌮ἲ࣭ศᯒἲࡸ⾲⌧ຊࡢࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࡼࡗ࡚⏕ᚐࢆᑟ࠸࡚࠸ࡃᙺࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࠊ
ࠕᏛࡧྥ࠺ຊࡸ༠ാ
ࡍࡿຊࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࠼ࡤࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࢆᏛ⩦άືࡢ୰ྲྀࡾධࢀࡿ࠸ࡗࡓᕤኵࡼࡗ࡚ゝㄒάືࢆࢧ࣏
࣮ࢺࡍࡿࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ࡢᙺࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺ࠊᩍဨࡣࠊ᪥ࠎࡢᤵᴗࡢ୰࡛⏕ᚐ⮬ࡽ⪃࠼ࡿሙᶵࢆຠᯝⓗ
タᐃࡋࠊᐇ♫࡛ά⏝࡛ࡁࡿᐇ㊶ⓗ࡞ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᤵᴗຊࢆ㌟
ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊಶேཬࡧᩍဨ㞟ᅋࡋ࡚ࡢ⥅⥆ⓗ࡞◊✲◊
㛑ཬࡧ✚ᴟⓗ࡞ᰯෆእࡢ◊ಟࡢཧຍࡀᮃࡲࢀࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࡢࡓࡵࡢ⎔ቃ㸦ᑡேᩘᏛ⩦㞟ᅋࠊ㹇㹁㹒㸧ࡘ࠸࡚
ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡣࠊᏛࡪ⎔ቃ㠃ࡘ࠸࡚ࡶᨵၿࢆ㐍ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡎࠊᤵᴗሙ㠃ᛂࡌࡓᰂ㌾࡞ㅮᗙ⦅ᡂ࡛ࡍࠋ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿሙ㠃࡛ࡣࢡ
ࣛࢫつᶍࡢㅮ⩏ᙧᘧࡢㅮᗙࠊࡁࡵ⣽ࡸ࡞ᣦᑟࡀᚲせ࡞ሙ㠃࡛ࡣㅮᗙேᩘࢆῶࡽࡋ
ࡓ⩦⇍ᗘูㅮᗙࠊࡑࡋ࡚ࠊㄢ㢟◊✲ࡸ᥈✲άືࢆ⾜࠺ሙ㠃࡛ࡣࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᙧᘧࡢㅮ
ᗙ➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋᏛࡧࡢ┠ⓗᛂࡌࡓㅮᗙ⦅ᡂࡀࠊ⏕ᚐࡢ῝࠸Ꮫࡧࢆ⫱ࡳࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㹇㹁㹒⎔ቃࡢᩚഛດࡵࠊ㟁Ꮚ㯮ᯈࡸࢱࣈࣞࢵࢺ㹎㹁➼ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊຠ⋡Ⰻ࠸ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ➼ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡾࡲࡍࠋࡉࡽࠊከᵝ࡞Ꮫࡧࢆᨭࡍࡿ㐲㝸㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓᏛᰯ
㛫㐃ᦠࡼࡿᤵᴗࡢᐇ㊶ࡶᚋ◊✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ꮫࡧࡢᨵ㠉࡛ࡣࠊ⏕ᚐ୍ேࡦࡾࡀಶᛶࢆάࡋࠊ☜ᐇ࡞௦ࢆ㏾ࡋࡃ⏕ࡁᢤ
ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿຊࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊᵝࠎ࡞ᨵၿࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸱㸧ࡇࢀࡽࡢ♫࡛ồࡵࡽࢀࡿຊࡘ࠸࡚
  ᑗ᮶ࢆぢ㏻ࡍࡇࡀ㞴ࡋ࠸௦ࢆ㏄࠼ࡓࠊ⏕ᚐࡓࡕࡣࠊ⏕ᾭࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ
⥆ࡅࠊᆅᇦࡸୡ⏺࡛⏕ࡁᢤ࠸࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕ᪂ࡓ࡞♫ࢆ㐀ࡍࡿຊࠖࡢᾰ
㣴ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
  ࡑࡢࡓࡵࠊ⏕ᚐࡓࡕࡣ㧗ᰯ⏕ά㸱ᖺ㛫࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕᛮ
⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࡸࠕయᛶࢆᣢࡗ࡚ከᵝ࡞ேࠎ༠ാⓗᏛࡪែᗘࠖ࠸
࠺ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍࠕᏛຊࡢ㸱せ⣲ࠖࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃ㌟ࡅࡿࡇࡀᚲ
せ࡞ࡾࡲࡍࠋ



  ࡇ࠺ࡋࡓᏛຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢࣉࣟࢭࢫࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ᪥ࠎࡢᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢຊࡣ⏕ᚐࡓࡕ㔊ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡣྠࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᮏ᱁ࡍࡿᏛධᏛ⪅㑅ᢤᨵ㠉࠾࠸࡚ㅻࢃࢀࡓ
ࠕᏛຊࡢ㸱せ⣲ࠖࡢከ㠃ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࡢ㔜どࡶᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

㸰ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᩍဨ◊ಟࡘ࠸࡚
⏕ᚐࡢࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᣦᑟࡍࡿഃࡢᩍဨࢆᨭࡍࡿ
ࡋࡃࡳࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࡢ௦ࢆ⏕ࡁࡿ⏕ᚐᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࠊḟᣲࡆࡿࡼ࠺࡞ᵝࠎ࡞ᙧ࡛ࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ୰
ࡣࡍ࡛ᴗࡉࢀᐇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖ᥎㐍࣮ࣜࢲ࣮ࡢ⫱ᡂ
㸦㸯㸧
ಙᕞᏛࢥ࣭ࢸ࣮ࢳ࣮ࣕ➼ࡼࡿᰯෆཬࡧᰯእ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ
ࠕ᥈✲ⓗ
࡞Ꮫࡧࠖࡢᣦᑟἲࡘ࠸࡚ࠊᩍဨಶࠎࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆᅗࡿࡶࠊ⏕ᚐࡢࠕ᥈
✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࢆᬑཬ࣭᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ㈨㉁࣭⬟ຊࢆഛ࠼ࡓ࣮ࣜࢲ࣮ⓗ࡞ᩍဨࢆ⫱ᡂࡋ
࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧
ࠕᏛࡧྜ࠺ᩍဨࠖ⫱ᡂྥࡅࡓᰯෆ◊ಟࡢᐇ
ࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ┴ෆእ㧗ᰯࡢどᐹ➼ࢆࡩࡲ࠼ࠊ
ᰯෆ◊ಟࢆᐇࡉࡏࠊ࣋ࢸࣛࣥᩍဨࡸ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࢡࣛࢫࡢ୰ሀᩍဨࡀⱝᡭᩍဨ
ࡢᣦᑟ࣭ຓゝࡸᤵᴗ◊✲ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊࢳ࣮࣒ෆ࡛Ꮫࡧྜ࠺୰࡛ⱝᡭᩍဨࢆ㣴ᡂࡍ
ࡿ࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣓ࣥࢱ࣮᪉ᘧࡸࠊᰯෆࢪࣙࣈ࣭ࢩࣕࢻ࢘ࣥࢢ➼ࢆ✚ᴟⓗᑟ
ධࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

㸦㸱㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝᑐᛂࡍࡿᩍဨ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᾏእὴ㐵◊ಟ
㹈㹇㹁㸿ࡢᩍဨᾏእὴ㐵◊ಟ➼ࢆ᥎㐍ࡋࠊຍ㏿ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝᑐᛂࡋࠊಠ▔
ⓗ࡞ど㔝ᖜᗈ࠸ぢ㆑ࢆᣢࡘᩍဨࡢ⫱ᡂຊࢆධࢀ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

