参考１

消費者政策会議について

１．概要
消費者政策会議は、消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）第２７
条及び２８条に基づき設置され、
① 消費者基本計画の案の作成
② 消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関する審議
③ 消費者政策の推進、実施の状況の検証・評価・監視
に関する事務をつかさどる。

２．組織
消費者政策会議は、会長及び委員をもって組織される。
会長：内閣総理大臣
委員：内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)
内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府特命担当大臣
のうちから、内閣総理大臣が指定する者

消費者政策会議 構成員

会長

内閣総理大臣

委員

内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
内閣官房長官
総務大臣
法務大臣
外務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣

内閣総理大臣

経済産業大臣

が指定する者

国土交通大臣
環境大臣
防衛大臣
復興大臣
国家公安委員会委員長
公正取引委員会委員長
内閣府特命担当大臣

これまでの消費者政策会議の開催状況
第１回消費者政策会議

平成 16 年９月 10 日 （持ち回り）

（消費者基本計画の案の作成方針について等について）

○第２回消費者政策会議

平成 17 年４月５日

（開催）

（消費者基本計画の案について）

第３回消費者政策会議

平成 18 年３月 14 日 （持ち回り）

（消費者政策会議関係委員会議の規程の改定について）

第４回消費者政策会議

平成 18 年７月 26 日 （持ち回り）

（消費者基本計画の検証･評価･監視について）

第５回消費者政策会議

平成 19 年７月３日

（開催）

（消費者基本計画の検証･評価･監視について）

第６回消費者政策会議

平成 20 年７月 25 日 （開催)

（消費者基本計画の検証･評価･監視等について）

○第７回消費者政策会議

平成 22 年３月 30 日 （開催)

（新たな「消費者基本計画」の案について）

第８回消費者政策会議

平成 23 年７月８日 （持ち回り)

（消費者基本計画の検証、評価及び見直しについて）

第９回消費者政策会議

平成 24 年７月 20 日 （開催)

（消費者基本計画の検証、評価及び見直しについて）

第 10 回消費者政策会議

平成 25 年６月 28 日 （持ち回り)

（消費者基本計画の見直しについて）

第 11 回消費者政策会議

平成 26 年６月 27 日 （持ち回り)

（消費者基本計画の見直しについて）

○第 12 回消費者政策会議

平成 27 年３月 24 日 （持ち回り)

（新たな「消費者基本計画」の案及び工程表について）

第 13 回消費者政策会議

平成 28 年７月 19 日 （持ち回り)

（消費者基本計画工程表改定について）

第 14 回消費者政策会議

平成 29 年６月 21 日 （持ち回り)

（消費者基本計画工程表改定について）
（注）ゴシックは、実開催した会議
○は、最初の基本計画の決定と５年ごとの全面改定を行った会議

参照条文

【消費者基本法（昭和４３年法律第７８号、平成２４年法律６０号改正）
（抄）
】
（消費者政策会議）
第二十七条 内閣府に、消費者政策会議（以下「会議」という。
）を置く。
２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者基本計画の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関し
て審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証
し、評価し、及び監視すること。
３ 会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。
二 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行お
うとするとき。
第二十八条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
２ 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
３ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十一条の二の規定により置かれ
た特命担当大臣
二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命
担当大臣（前号の特命担当大臣を除く。
）のうちから、内閣総理大臣が指定する者
４ 会議に、幹事を置く。
５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

架空請求対策パッケージ＊（案）【概要】①
＊消費者政策会議決定

参考２－１
＊消費者政策会議決定

消費⽣活相談の現状（2017年度）

○ 架空請求に関する相談件数は、前年度比で２倍以上に急増し、約20万件となっている。
○ 架空請求の手段は、ハガキが急増（従来は電子メールが主流）。
○ 既支払額の平均額は約44万円で、既支払額 5,000万円超のものもある(年度合計で約13億円)。
【実例】ハガキによる架空請求

被害発⽣までの流れ
個人情報

架空請求
事業者
（１）ハガキ、
電子メール、
SMS等（※1）

記載された電話番号に電話すると、弁護士のものとする電話番号を教えられ、そこに電話すると、
弁護士と称する者が対応し、示談のための着手金等の名目で金銭の支払を求められる。
★タイトル
他に、「総合
消費料金未
納分」 など

（２）電話等

消費者
コンビニ
（３）支払

端末操作後
レジで支払

プリペイド
カード購入

★東京都内
の消印

★脅かし
・訴訟開始
・強制的に
差押え
・執行証書
を交付

（※2）

★急がせる

被害
発生

銀行口座
へ入金等

仮想通貨
購入代金
の送金等

電話等で
カード番号
を通知

（※1）電子メール及びSMSの場合は、架空請求事業者がランダムに
生成したメールアドレスや電話番号に送信している可能性がある。
（※2）架空請求事業者から伝えられた支払番号を端末に入力し、端
末から出力された用紙をレジに持ち込み代金を支払う。

★公的機関に
類似した名称
国民訴訟通達
センター など

架空請求対策パッケージ＊（案）【概要】②
架空請求対策（主なもの）
（１）架空請求事業者から消費者への接触防止
○架空請求を含む特殊詐欺の犯行に利用された電話に対し
繰り返し警告メッセージを流す警告電話事業を推進【警】
○消費生活センター等からの情報提供により、架空請求に利用
された電話番号を把握し、架電等を実施【消】
○架空請求を含む特殊詐欺に利用された固定電話に関し、
利用停止を含めた有効な対策を検討。【総、警】

（２）消費者から架空請求事業者への連絡防止
○法務省の名称等をかたる架空請求への対処方法等をホーム
ページ に掲載【法】
○啓発資料を作成し、法テラス、法務局等において、注意喚起
を実施 【法、消】
○政府広報、各省庁ホームページ、ＳＮＳ等による注意喚起を
実施 【消、警、金、総、法、経、国セン】
○架空請求を含む特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を
活用した注意喚起を実施【警】
○啓発資料を作成し、消費者安全確保地域協議会（見守りネット
ワーク）における集中的な注意喚起を実施【消】
○消費者ホットライン１８８（いやや！）について、イメージキャラ
クターを作成し、更なる周知を実施【消】
○架空請求事業者にかたられている実在の事業者の取組等を
随時公表【消】
○架空請求に関する情報を集約した特設サイトをホームページ
上に作成【国セン】

＊消費者政策会議決定

（３）消費者による架空請求事業者への支払の防止
○金融機関の架空請求を含む特殊詐欺被害防止に向けた取組
（行員研修、声掛け強化等）の促進【金、警】
○金融機関に対し不正利用口座に関する情報提供を行い、
金融機関の対応状況（強制解約、利用停止等）等を公表【金】
○コンビニに対し、顧客への声掛け強化、レジ画面上での注意
喚起、支払に使われている複合端末画面での注意喚起内
容の充実等を要請。電子マネー発行者に対し、コンビニ等と
連携した取組を要請。 【警、金、消、経】
○仮想通貨交換業者の取引時本人確認の実施状況等について
モニタリングを実施【金】

（４）警察による取締りの推進
○犯行拠点の摘発及び中枢被疑者等の検挙の推進【警】
○預貯金口座や携帯電話の不正売買等の架空請求を含む
特殊詐欺を助長する犯罪の検挙の推進【警】

（５）個人情報の保護の推進
○事業者に対し、個人情報の漏えい等を防止すべく情報提供を
実施するとともに、消費者に対し、名簿等の自らの個人情報の
取扱いに関する啓発のための広報を実施【個】

（注）担当省庁の記載について
警：警察庁、金：金融庁、消：消費者庁、総：総務省、法：法務省、経：経済産業省、
個：個人情報保護委員会、国セン：独立行政法人国民生活センター

参考２－２

架空請求に関する相談の状況

○ 架空請求に関する相談件数は、約20万件で、全相談件数の２割以上。
(万件)

200

192.0
「架空請求」に関する相談

180

「架空請求」以外に関する相談
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93.7
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0

（備考）PIO－NETに登録された消費生活相談情報（平成30年５月31日までの登録分）
平成12年度から平成19年度までは国民生活センター「消費生活年報2017」による。
「架空請求」とは身に覚えのない代金の請求に関するもの。
平成20年度以降は消費生活センター等からの経由相談は含まない。

(年度)

１

○ 平成29年に⼊り相談件数は増加傾向が続く。

(万件)

2.62
2.44
2.32
2.13

1.45
1.38
1.15 1.16
0.97
0.96

1.93
1.80
1.75
1.71
1.70
1.14

1.12

６月

４月
５月

３月

平成30年１月
２月

11月
12月

９月
10月

７月
８月

５月
６月

３月
４月

２月

12月
平成29年１月

10月
11月

８月
９月

６月
７月

４月
５月

２月
３月

0.70
0.82
0.75
0.75
0.73
0.67
0.67
0.51 0.57 0.560.62
0.49 0.52

平成28年１月

2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

（備考）PIO－NETに登録された消費生活相談情報（平成30年６月30日までの登録分）
「架空請求」とは身に覚えのない代金の請求に関するもの。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。

２

○ 50歳代以上の⼥性の相談が急増。
【男性】
(万件)

50歳代

60歳代

【女性】
70歳以上

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

50歳代

60歳代

60歳代
70歳以上
50歳代
平 成 25

平 成 26

平 成 27

平 成 28

平 成 29 (年度)

平 成 25

平 成 26

平 成 27

(万件)

70歳以上
60歳代

平 成 28

6.0
5.5
5.0
4.5
50歳代
4.0
3.5
3.0
2.5
70歳以上 2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
(年度)
平 成 29

（備考） 平成30年５月31日までのPIO‐NET登録分から集計。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。
【参考：独立行政法人国民生活センター作成：「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」】

３

○ ハガキによる架空請求が急増。
架空請求に関する消費生活相談件数の推移
（万件）
20.0
18.0
16.0
10.0

14.0
12.0
10.0
8.0

0.2

6.0
4.0
2.0

0.2

1.1
2.0

0.3
0.3

0.5

0.1

0.0
平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29
(注)

ハガキに関する架空請求の相談

電子メール、ＳＭＳ等に関する架空請求の相談

(年度)
その他

（備考） 平成30年5月31日までのPIO‐NET登録分から集計。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。
(注) SMSとは、メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービスのこと。

４

○ 急増するハガキに関する架空請求の例。

【例】記載された電話番号に電話すると、弁護⼠のものとする電話番号を教
えられ、そこに電話すると、弁護⼠と称する者が対応し、⽰談のための着⼿
⾦の名⽬で⾦銭の⽀払いを求められた。⽀払いは教えられた⽀払番号を利⽤
してコンビニで⾏った。

★タイトル
他には、
「総合消費料金
未納分」など

東京都内の
消印

★公的機関に類似した
名称
他には、
国民訴訟通達センター
民間訴訟告知センター
など

【参考：独立行政法人国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」】

５

○ SMSに関する架空請求の例。

【例】SMSに記載された電話番号に電話すると、コンビニにおいてプリペイド
カードを購⼊し、購⼊したカード番号を教えるよう指⽰された。

★未納料金の発生

★脅かし
・法的手続への
移行
・訴訟に移行

★電話番号の明記

★実在の事業者をかたる場合がある。
例：アマゾンジャパン、ヤフーサポートセンター、
ＤＭＭコンテンツ

【参考：独立行政法人国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」、消費者庁「ＳＭＳを用いて有料動画の未納料金の名目
で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起」、「ＳＭＳを用いて有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする
６
「ヤフー株式会社をかたる事業者」に関する注意喚起 」】

○ 既⽀払額の合計額は、約13億円。平均額は、約44万円（最⾼⽀払額は5100万円）。

既支払額１円以上の件数、合計額及び平均額の推移
※既支払額とは、実際に消費者が事業者に支払った金額を指す。

年度

既支払額１円以上 合計額
の件数
(億円)

平均額
(万円)

最高支払額
(万円)

平成25
平成26

784
1,282

3.6
7.3

46
57

2,717
2,100

平成27
平成28
平成29

2,208
2,616
2,987

8.0
9.7
13.2

36
37
44

2,530
2,000
5,100

（備考）合計額及び平均額については四捨五入した額。
平成30年５月31日までのPIO‐NET登録分から集計。消費生活センター等からの経由相談は含まない。
【参考：独立行政法人国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」】

７

○ 既⽀払額は、10万円〜50万円未満が多い。
架空請求に関する相談における既支払額別件数分布（平成29年度）

既支払額

件数

１円～５万円未満

498

５万円～10万円未満

437

10万円～50万円未満

1,564

50万円～100万円未満

281

100万円～500万円未満

177

500万円～1000万円未満

15

1000万円～2000万円未満

８

2000万円～3000万円未満

３

3000万円～4000万円未満

２

4000万円～5000万円未満

０

5000万円以上

２

（備考） 平成30年５月31日までのPIO‐NET登録分から集計。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。

８

参考３－１

消費者基本計画（平成27年３月24日

閣議決定）（抜粋）

第１章～第４章（略）
第５章 計画の効果的な実施
１ （略）
２ 計画の検証・評価・監視
本計画を実効性のあるものとするためには、本計画に基づく施策の実施状況につい
ては、十分な検証・評価・監視を行うことが重要である。
そのため、消費者基本法に基づき、毎年度、消費者庁が関係府省庁等の協力を得
て、本計画に基づく施策の実施状況について報告を取りまとめ、政府として国会に提
出する。
消費者委員会は、消費者行政全般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、本計画
に基づく施策の実施状況について、随時確認し、ＫＰＩも含めて検証・評価・監視を
行う。
消費者政策会議は、施策の実施状況の検証・評価・監視を行い、消費者委員会の意
見を聴取した上で、１年に１回は工程表を改定し、必要な施策の追加・拡充や整理、
実施状況に応じた施策の実施時期の見直し（前倒しを含む。）等を行う。
さらに、施策の実施状況の検証・評価・監視において、消費者を取り巻く環境や課
題、取り組むべき施策の内容等に大きな変化があると考えられる場合には、消費者委
員会の意見を聴取した上で、必要に応じて本計画の改定を行う。
なお、施策の実施状況の検証・評価・監視を行うに際しては、消費者団体、事業者
団体、地方公共団体等へのアンケートやヒアリング、意見交換会等により意見を聴取
するほか、消費者等からの意見募集を行い、消費者等の意見の的確な反映を図る。

参考３－２

「消費者基本計画」工程表について

 消費者基本計画は、消費者基本法第９条に基づき、①長期的に講ずべき消費者政策の大綱及び②消費者政策の計画
的な推進を図るために必要な事項を定め、閣議決定するもの。
 平成27年３月24日に、平成27年度以降の５か年を対象とする第３期消費者基本計画を策定。
 関係省庁等が講ずべき具体的施策の取組予定等については、工程表を取りまとめており、消費者基本計画に基づく
施策の実施状況について、工程表に基づき検証・評価・監視を行う。１年に１回は工程表を改定（消費者政策会議
（※）において決定）。
※消費者基本法第27条及び第28条に基づき設置。会長は内閣総理大臣、全府省庁の大臣と公正取引委員会委員長で構成。

５年間で取り組むべき施策の構成
❶ 消費者の安全
の確保

❷ 表示の充実と
信頼の確保

❸ 適正な取引の
実現

❹ 消費者が主役
となって選択・行
動できる社会の形
成

❺ 消費者の被害
救済、利益保護の
枠組みの整備

❻ 消費者行政の
体制整備

(1)事故の未然防止

(1)景品表示法の普及
啓発・厳正な運用

(1)横断的な法令の厳
正な執行、見直し
(2)商品・サービスに
応じた取引の適正
化

(1)被害救済、苦情処
理、紛争解決の促
進

(1)国の組織体制の充
実・強化

(2)商品・サービスに
応じた表示の普及・
改善

(1)政策の透明性確保
と消費者意見の反
映
(2)消費者教育の推進

(3)食品表示による適
正な情報提供・関係
法令の厳正な運用

(3)情報通信技術の進
展に対応した取引
の適正化

(2)事故等の情報収集
と発生・拡大防止
(3)原因究明調査と再
発防止
(4)食品の安全性の確
保

(3)消費者団体、事業
者・事業者団体等の
取組の支援・促進

(4)犯罪の未然防止・
取締り

(4)公正自由な競争の
促進と公共料金の
適正性の確保

(5)規格・計量の適正
化

(5)環境に配慮した消
費行動等の推進

２０２０年（平成３２年）に向けて２０１５年度～２０１９年度（５年間）を対象

(2)高度情報通信社会
の進展への対応
(3)グローバル化の進
展への対応

(2)地方における体制
整備
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䠄䠎䠅ᆅ᪉䛻䛚䛡䜛యไᩚഛ

䠑 ᾘ㈝⪅䛾⿕ᐖᩆ῭䚸┈ಖㆤ䛾ᯟ⤌䜏䛾ᩚഛ

䞉᪑⾜ᴗ䛻䛚䛡䜛
ᴗ䜺䝞䝘䞁䝇
䛾ᙉ➼㛵㐃
䞉ఫᏯᐟἩᴗἲ
㛵㐃

2

ᾘ㈝⪅ᇶᮏィ⏬ᕤ⛬⾲䛾ᨵᐃ㡯䞉せ㡯䛾ᴫせ䛻䛴䛔䛶
࠙㸿㸬㹑㹂㹅㹱ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࠚ
㸯
㸰
㸱

Ꮚࡶࡢᨾ㜵Ṇ
㧗㱋⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖࡢ㜵Ṇ
࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࡢᬑཬၨⓎ

㸲
㸳

㣗ရࣟࢫ๐ῶࡢ᥎㐍
ᾘ㈝⪅ᚿྥ⤒Ⴀ

࠙㹀㸬㔜せ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࠚ

࠙㹁㸬㧗ᗘሗ♫ࡢᐇ⌧㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࠚ

㸯
㸰
㸱

㸯
㸰

ᡂᖺᖺ㱋ᘬୗࡆࡢᑐᛂ
ࢠࣕࣥࣈࣝ➼౫Ꮡᑐ⟇ࡢᙉ
ࠕほගඛ㐍ᅜࠖᐇ⌧ࢆᨭ࠼ࡿ
ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

࠙㹂㸬㣗ရ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࠚ
㸯
㸰
㸱

㣗ရࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖ
㣗ရࣟࢫ๐ῶࡢ᥎㐍
㣗ရ⾲♧ࡢᐇ

㟁Ẽ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫಀࡿᾘ㈝⪅ಖㆤ
Ỵ῭ᡭẁࡢ㧗ᗘ㛵ࡍࡿྲྀ⤌
㸦ࢧ࣮ࣂᆺ㟁Ꮚ࣐ࢿ࣮ࠊ௬㏻㈌ࠊ
ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ⏝⎔ቃࡢᩚഛ㸧

࠙㹃㸬ᾘ㈝⏕ά࠾ࡅࡿᏳ࣭Ᏻᚰࡢᐇ⌧
㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࠚ
㸯
㸰
㸱
㸲

ᴗ⪅࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ☜ಖ➼
㛵ࡍࡿྲྀ⤌
ᾘ㈝⪅⾜ᨻ࠾ࡅࡿᇳ⾜ຊࡢᐇ
㛵ࡍࡿྲྀ⤌
ᖏ⾑ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࣂࣥࢡ㛵ࡍࡿ
ၥ㢟ࡢᑐᛂ
⨾ᐜ་⒪㛵ࡍࡿᾘ㈝⪅ၥ㢟ࡢᑐᛂ 3

䠝䠊䠯䠠䠣䡏䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌
䕿 ᅜ㝿ⓗ䛺ᡓ␎┠ᶆ䛸䛧䛶䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䛻䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾㻞㻜㻟㻜䜰䝆䜵䞁䝎䛃䛜ᅜ㐃䛷᥇ᢥ䚹䛭䛾ᐇ䛾䛯䜑䚸ᡃ䛜ᅜ
䛷䛿䚸䛂ㄡ୍ேྲྀ䜚ṧ䛥䛺䛔䛃䛸䛾䜻䞊䝽䞊䝗䛾ୗ䚸䛂ᾘ㈝⪅ᇶᮏィ⏬䛾᥎㐍䛃䜢䜒ಶูⓗ䛺⟇䛸䛩䜛ᙧ䛷ᐇᣦ㔪䜢⟇ᐃ
䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶䠅䚹
䕿 ᐇᣦ㔪䛻⨨䛡䜙䜜䛯⟇䚸ཬ䜃䜻䞊䝽䞊䝗䛾⪃䛘᪉䛻㏆᥋䛩䜛⟇䛻䛴䛔䛶ᩚ⌮䚹

䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ┠ᶆ䠄䠯䠠䠣䡏䠅䛾㐩ᡂ䛻䜘䜚䚸䛂ㄡ୍ே
ྲྀ䜚ṧ䛥䜜䛺䛔䛃♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䚸㏵ୖᅜ䛾䜏䛺䜙
䛪䚸ඛ㐍ᅜ䛷䜒ᐇ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜒䛾䛸䛧䛶䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠕
᭶䛻ᅜ㐃䛷᥇ᢥ䠄㻞㻜㻟㻜ᖺ䜎䛷䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ┠ᶆ䠅䚹
䠎䠊Ᏻಸ⥲⌮⮧䛜ᅜ㐃䠯䠠䠣䡏䝃䝭䝑䝖䛻ฟᖍ䛧䚸䛂᥇ᢥ䜢
Ḽ㏄䛧䚸ᐇ䛻᭱㝈ດຊ䛩䜛䛃᪨₇ㄝ䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠕
᭶䠅䚹
䠏䠊ᅜෆእ䛾ྲྀ⤌䜢┬ᗇᶓ᩿ⓗ䛻⥲ᣓ䛧䚸ඃඛㄢ㢟䜢≉
ᐃ䛧䛯ୖ䛷䚸䛂䠯䠠䠣䡏ᐇᣦ㔪䛃䜢⟇ᐃ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ෆ
㛶⥲⌮⮧䜢ᮏ㒊㛗䛸䛩䜛᥎㐍ᮏ㒊䜢タ⨨䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ
䠑᭶䠅 䚹
䠐䠊᥎㐍ᮏ㒊䛻䛚䛔䛶䛂䠯䠠䠣䡏䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁㻞㻜㻝㻤䛃䜢ྲྀ
䜚䜎䛸䜑䚸බ⾲䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䠅䚹

䛀䠍 Ꮚ䛹䜒䛾ᨾ㜵Ṇ䛁
䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊Ꮚ䛹䜒䛾ᨾ㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶䚸䛂Ꮚ䛹䜒䜢ᨾ䛛䜙Ᏺ䜛䟿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃
䜢ᒎ㛤䛩䜛䚹䛆ᾘ㈝䚸⤒⏘➼䛇
䠎䠊Ꮚ䛹䜒䛾ᨾ䛾ືྥศᯒཬ䜃ಖㆤ⪅➼䛾ព㆑䞉⾜ືㄪᰝ䜢ᐇ䚹䛭
䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛶䚸䛂Ꮚ౪䛾ᨾ㜵Ṇ䛻㛵䛩䜛㛵ಀᗓ┬ᗇ㐃⤡
㆟䛃䛻䛚䛔䛶䚸Ꮚ䛹䜒䛾ᨾ㜵Ṇ⟇䜢᳨ウ䞉᥎㐍䚹䛆ᾘ㈝➼䛇

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䛂Ꮚ䛹䜒䜢ᨾ䛛䜙Ᏺ䜛䟿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛾ᒎ㛤䚸Ꮚ䛹䜒䛾៖䛾
ᨾ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ᬑཬάື䛾᥎㐍➼
䛂Ꮚ౪䛾ᨾ㜵Ṇ䛻㛵䛩䜛㛵ಀᗓ┬ᗇ㐃⤡㆟䛃
䛾㛤ദ
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䛀䠎 㧗㱋⪅䛾ᾘ㈝⪅⿕ᐖ䛾㜵Ṇ䛁

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊㌟ඖಖド➼㧗㱋⪅䝃䝫䞊䝖ᴗ䛻䛴䛔䛶ᐇែᢕᥱ䜢⾜䛔䚸䛭
䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢᳨ウ䞉ᐇ䚹䛆ᾘ㈝䚸ཌປ➼䛇
䠎䠊㌟ඖಖドே➼䛾䛔䛺䛔ሙྜ䛾㐺ษ䛺ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶㝔䞉⚟
♴タ➼ཬ䜃㒔㐨ᗓ┴➼䛻࿘▱䚹䛆ཌປ䛇
䠏䠊ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻᙉ㔠䜢ᥐ⨨䛧䚸䛣䜜䜎䛷䛻ᆅ᪉ᾘ㈝⪅
⾜ᨻ᥎㐍㔠䜢ά⏝䛧䛶⾜䛳䛶䛔䛯ᴗ䜢ྵ䜑䚸ᆅ᪉බඹᅋ
య䜈䛾ᨭ䜢⾜䛖䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠐䠊ᆅᇦ䛾ぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䜢᥎㐍䠄ᚨᓥ┴ෆ䛾䜢ྵ
䜑䚸ඛ㐍䛾㞟䞉ඹ᭷➼䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛷䚸䛣䛾┠ᶆ䛾㐩
ᡂ䛻ྥ䛡䛯㒔㐨ᗓ┴䛾ྲྀ⤌䜢ᨭ䚸ಁ㐍䠅䚹䛆ᾘ㈝➼䛇

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

ሗᥦ౪௨እ䛾ᚲせ䛺ᥐ⨨䛾᳨ウ䞉
ᐇ
㌟ඖಖド➼㧗㱋⪅䝃
䝫䞊䝖ᴗ䛾ᐇែᢕᥱ
➼

ሗᥦ౪
ᬑཬၨⓎ㈨
ᩱ➼䜢࿘▱

㝔䚸⚟♴タ➼䛜ồ䜑䜛
ᙺ➼䛾ᐇែ䜢ᢕᥱ

㌟ඖಖドே➼䛾䛔䛺䛔ሙྜ䛾㐺ษ䛺
ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸㝔➼䛻࿘▱➼

ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᥎㐍㔠䠄ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ௨㝆䛿䚸ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻᙉ㔠䠅䛾ά⏝䛻䜘䜚䚸యไᩚഛ䜢
ᨭ
ᨵṇᾘ㈝⪅Ᏻἲ䛾䛺⾜䠄ᾘ㈝⪅Ᏻ☜ಖᆅᇦ༠㆟䛾タ❧ᨭ䚸ᾘ㈝⏕ά
┦ㄯဨ➼䛾ά⏝ᨭ䠅

䛀䠏 䜶䝅䜹䝹ᾘ㈝䛾ᬑཬၨⓎ䛁
䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊ᣢ⥆ྍ⬟䛺䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹䜈䛾⌮ゎ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸⌮ⓗᾘ
㈝➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲ཬ䜃ᬑཬၨⓎ䜢ᐇ䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠎䠊⌮ⓗᾘ㈝䛾ᬑཬ䛾䛯䜑䛾䜲䝧䞁䝖䛂䜶䝅䜹䝹䞉䝷䝪䛃䛿䚸ᆅ᪉
䛷䜒㛤ദ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸㛤ദ䛻ᙜ䛯䜚㛵ಀ┬ᗇ䛸䛾㐃ᦠ䜢ᅗ䜛䚹
䛆ᾘ㈝䚸㎰Ỉ䚸⎔ቃ➼䛇

䛀䠐 㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛾᥎㐍䛁

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䜶䝅䜹䝹ᾘ㈝➼䛻㛵䛩
䜛ㄪᰝ◊✲䜢ᐇ
䜶䝅䜹䝹ᾘ㈝䛾ᬑཬၨⓎ䠄ከᵝ䛺య䛻䜘䜛᥎㐍άື
䠄䝮䞊䝤䝯䞁䝖స䜚䠅➼䠅

䈜 ᕤ⛬⾲䛾ぢฟ䛧䛿䛂㣗ရ䝻䝇๐ῶᅜẸ㐠ື䛾᥎㐍䛃䚹
䠠䠉䠎䛻䛚䛔䛶ヲ㏙䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊㣗ရ䝻䝇๐ῶᅜẸ㐠ື䠄㻺㻻㻙㻲㻻㻻㻰㻸㻻㻿㻿㻌㻼㻾㻻㻶㻱㻯㼀䠅䜢᥎㐍
䠄ඹ㏻䝻䝂䝬䞊䜽䛸䛧䛶䛂䜝䛩䛾䜣䛃䜢ά⏝䚹䠅䚹䛆ᾘ㈝䚸ᩥ⛉䚸㎰
Ỉ䚸⤒⏘䚸⎔ቃ➼䛇

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

㣗ရ䝻䝇๐ῶᅜẸ㐠ື
䠄䠪䠫䠉䠢䠫䠫䠠䠨䠫䠯䠯 䠬䠮䠫䠦䠡䠟䠰䠅䛾ᒎ㛤

䛀䠑 ᾘ㈝⪅ᚿྥ⤒Ⴀ䛁
䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊ᾘ㈝⪅ᚿྥ⤒Ⴀ䛾ᗈ⠊䛺ᬑཬ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䚸♫ⓗᶵ㐠䜢㧗
䜑䜛䛯䜑䛾ᅜⓗ䛺᥎㐍άື䜢ᒎ㛤䛩䜛䚹䛆ᾘ㈝䚸⤒⏘䛇

㻞㻣ᖺᗘ
ᾘ㈝⪅ᚿྥ⤒Ⴀ䜢ಁ
㐍䛩䜛⟇䛾᳨ウ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

ᾘ㈝⪅ᚿྥ⤒Ⴀ䜢ಁ㐍䛩䜛⟇䛾ᐇ
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䠞䠉䠍䠊ᡂᖺᖺ㱋ᘬୗ䛢䜈䛾ᑐᛂ
䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠒᭶䛻ᡂ❧䛧䛯බ⫋㑅ᣲἲᨵṇἲ䛾㝃๎䛻䛚䛔䛶䚸Ẹἲ䛾ᡂᖺᖺ㱋ᘬୗ䛢䛾᳨ウ䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛥䜜䛯䠄➨
㻝㻥㻢ᅇᅜ䛻ᡤᐃ䛾ἲ䜢ᥦฟ䠅䚹
䠎䠊ᡂᖺᖺ㱋䛾ᘬୗ䛢䛻ྥ䛡䛯ື䛝䛜䛒䜛୰䛷䚸᪂䛯䛻ᡂᖺ䛸䛺䜛⪅䛾ᾘ㈝⪅⿕ᐖ䛾㜵Ṇ⟇䜔ᩆ῭⟇䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩
䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ᾘ㈝⪅ጤဨ䛾ୗ䛻⨨䛛䜜䛯䛂ᡂᖺᖺ㱋ᘬୗ䛢ᑐᛂ᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛃䛻䛚䛔䛶䚸ሗ࿌᭩䜢
ྲྀ䜚䜎䛸䜑䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠍᭶䠅䚹
䠏䠊ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠎᭶㻞㻜᪥䛻ᾘ㈝⪅ᗇ䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䚸ἲົ┬䚸㔠⼥ᗇ䛾㛵ಀᒁ㛗䛷ᵓᡂ䛩䜛㆟䜢Ⓨ㊊䛧䚸 㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ䛛䜙
㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䛾䠏ᖺ㛫䜢㞟୰ᙉᮇ㛫䛸䛩䜛䛂ⱝᖺ⪅䜈䛾ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝻䜾䝷䝮䛃䜢Ỵᐃ䚹
䠐䠊䛥䜙䛻䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶㻞㻜᪥䛻䛂ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺᪉㔪䛃䛾ኚ᭦䛜㛶㆟Ỵᐃ䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊䛂ᡂᖺᖺ㱋ᘬୗ䛢䜢ぢᤣ䛘䛯⎔ቃᩚഛ䛻㛵䛩䜛㛵ಀᗓ┬ᗇ㐃⤡
㆟䛃䜢㛤ദ䛧䚸⥲ྜⓗ䛛䛴ຠᯝⓗ䛺ྲྀ⤌䜢᥎㐍䚹䛆ἲົ䚸㔠⼥䚸ᾘ㈝䚸
ᩥ⛉䚸⤒⏘➼䛇
䠎䠊㧗ᰯ⏕ྥ䛡ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᩍᮦ䛂♫䜈䛾ᡬ䛃䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䜢᥎㐍䛩
䜛䛯䜑䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䛻ᚨᓥ┴ෆ䛾䛶䛾㧗ᰯ䛷ᐇ䛧䛯ᮏᩍᮦ䜢ά
⏝䛧䛯ᤵᴗ䛾᳨ド䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸䛂ⱝᖺ⪅䜈䛾ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾᥎㐍䛻
㛵䛩䜛䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝻䜾䝷䝮䛃䛻ᇶ䛵䛝䚸ᅜ䛷䛾ά⏝䜢᥎㐍䠄㻞㻜㻞㻜ᖺ
ᗘ䛻䛶䛾㒔㐨ᗓ┴䛾㧗ᰯ➼䛷ྠᵝ䛾ᤵᴗ䛜ᐇ䛥䜜䜛䛣䛸䜢┠
ᣦ䛧䛶ാ䛝䛡䠅䚹䛆ᾘ㈝䚸㔠⼥䚸ἲົ䚸ᩥ⛉䛇
䠏䠊ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ௨㝆䚸ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᐇ䛾䛯䜑䛾ᩍᮦ
䛾᳨ウ䞉సᡂ䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠐䠊ᆅᇦ䛾ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾ᢸ䛔ᡭ䛾㐃ᦠ䞉༠ാ䛜ᅗ䜙䜜䜛䜘䛖䚸ᾘ㈝⏕ά
䝉䞁䝍䞊➼䛾ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾ᣐⅬ䜔䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛾⫱ᡂ䚸ᾘ㈝
⏕ά䝃䝫䞊䝍䞊䛾㣴ᡂ➼䛾ྲྀ⤌䜢ᨭ䛧䚸Ꮫᰯ䛷䛾እ㒊ㅮᖌ䛸䛧䛶
䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䜢᥎㐍䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛛䜙ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻᙉ㔠
䛷ᨭ䠅 䚹䛆ᾘ㈝䚸ᩥ⛉䚸㔠⼥䛇
䠑䠊ᾘ㈝⪅ዎ⣙ἲᑓ㛛ㄪᰝሗ࿌᭩䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻞᭶䠅䛻䛚䛔䛶ᚋ䛾᳨
ウㄢ㢟䛸䛧䛶ᘬ䛝⥆䛝᳨ウ䜢⾜䛖䜉䛝䛸䛥䜜䛶䛔䜛ㄽⅬ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ෆ㛶ᗓᾘ㈝⪅ጤဨ䛷᭦䛻ᑂ㆟䛜⾜䜟䜜䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䛸䛧䛶♧䛥䜜
䛯䚸ෆ㛶ᗓᾘ㈝⪅ጤဨ䛾⟅⏦䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠔᭶䠅䜢㋃䜎䛘䚸ᾘ㈝⪅ዎ
⣙ἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䜢ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䛻ᅜᥦฟ䚹ᾘ㈝⪅ጤ
ဨ䛾⟅⏦䛾ゝ䛻グ㍕䛥䜜䛯㡯➼䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝ศᯒ䞉᳨ウ䚹䛆ᾘ
㈝䚸ἲົ䛇
䠒䠊ᡂᖺᖺ㱋䛾ᘬୗ䛢䛻క䛖䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥ሗ࿌᭩䜢㋃䜎䛘䚸≉ᐃ
ၟྲྀᘬἲ⾜つ๎䛻䛴䛔䛶ぢ┤䛧䚹䛆ᾘ㈝䚸⤒⏘䛇
䠓䠊䛂ᾘ㈝⪅䝩䝑䝖䝷䜲䞁䛃䛾䠏᱆䜢ᐇ䛧䚸䠏᱆䛾㟁ヰ␒ྕ䛂䠍䠔䠔␒䠄䛔
䜔䜔䟿䠅䛃䜢࿘▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚┦ㄯ❆ཱྀ䛾ㄆ▱ᗘ䛾ྥୖ䛸ά⏝䛾ಁ
㐍䜢ᅗ䜛䚹䛆ᾘ㈝➼䛇

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᩍᮦ
䛂♫䜈䛾ᡬ䛃

㻞㻥ᖺᗘ

㧗ᰯ⏕ྥ䛡䛾ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾ᵝᏊ
䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻜᭶ ᚨᓥ┴䠅
䠄┿ฟᡤ䠖ᚨᓥ┴㻴㻼䠅

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

㛵ಀᗓ┬ᗇ㐃⤡㆟䜢㛤ദ
㏉῭⬟ຊ䜔ᨭᡶྍ⬟ぢ㎸㢠䛾ㄪᰝ䜢୍
ᒙ㐺ษ䛻⾜䛖ྲྀ⤌䜢᥎㐍

㧗ᰯ⏕ྥ䛡ᾘ
㈝⪅ᩍ⫱ᩍᮦ䜢
సᡂ

సᡂ䛧䛯ᩍᮦ䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䠄䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾どⅬ䛛䜙䛾
ᤵᴗᨵၿ䛾᥎㐍䜒ྵ䜑䛶᳨ウ䠅
ᩍᮦ䜢⏝䛧䛯ᤵᴗ
䛾ᐇ䠄ヨ⾜䠅

ヨ⾜䛾᳨ド䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸䜰䜽䝅䝵䞁䝥
䝻䜾䝷䝮䛻ᇶ䛵䛝䚸ᅜ䛷䛾ά⏝䜢᥎㐍
ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾ᐇ䛾䛯
䜑䚸ᩍᮦ䛾᳨ウ䞉సᡂ

ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾᥎
㐍䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ
ⓗ䛺᪉㔪䛾ኚ᭦
䛾᳨ウ

ᾘ㈝⪅ᩍ
⫱䛾᥎㐍
䛻㛵䛩䜛
ᇶᮏⓗ䛺
᪉㔪䜢ኚ
᭦

ᾘ㈝⏕ά䝉䞁䝍䞊➼䛾ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾ᣐⅬ䜔䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊
䛾⫱ᡂ䚸ᾘ㈝⏕ά䝃䝫䞊䝍䞊䛾㣴ᡂ➼䛾ྲྀ⤌䜢ᨭ䚸Ꮫᰯ䛷䛾
እ㒊ㅮᖌ䛸䛧䛶䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䜢᥎㐍

ᇶᮏ᪉㔪䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䠎᪥ኚ᭦䠅䛾ୗ䛻
䛚䛡䜛䚸⟇䛾≧ἣ➼䜢㋃䜎䛘䛯᳨ウ䚸ᚲ
せ䛻ᛂ䛨䛯ኚ᭦䛾ᐇ

ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻᙉ㔠䛾ά⏝䛻䜘䜚
ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ྲྀ⤌䜢ᨭ
≉ᐃၟྲྀᘬἲ⾜つ๎䛾ᨵṇ䞉ᨵṇෆᐜ䛾
࿘▱

䠘ᾘዎἲ䠚ᾘ㈝⪅ጤဨ䛾
ᑂ㆟䛻ᑐ䛧䚸㐺ษ䛻ᑐᛂ䛩䜛
䛺䛹䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸ศᯒ䞉᳨ウ
䛂ᾘ㈝⪅䝩䝑䝖䝷䜲
䞁䛃䛾䠏᱆

䛂ᾘ㈝⪅䝩䝑䝖䝷䜲䞁䛃䛾࿘▱

ἲ䛾
᳨ウ䞉ᅜ
ᥦฟ

ᾘ㈝⪅ጤဨ䛾⟅⏦䛾ゝ䛻グ㍕䛥
䜜䛯㡯➼䛻䛴䛝䚸ᘬ䛝⥆䛝ศᯒ䞉᳨
ウ
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䠞䠉䠎䠊䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡᑐ⟇䛾ᙉ
䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡ䛻㛵㐃䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛ከ㔜മົၥ㢟䛻ಀ䜛┦ㄯ
䜈䛾ᑐᛂ䛻㝿䛧䛶䛾䝬䝙䝳䜰䝹䠄ᢤ⢋䠅䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䠅

䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶䚸≉ᐃ」ྜタ༊ᇦ䛾ᩚഛ䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺἲ
ᚊ➨㻝㻝㻡ྕ䠅䛾㝃ᖏỴ㆟䛻䛚䛔䛶䚸䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡᝈ⪅䜈䛾ᑐ⟇䜢ᢤᮏ
ⓗ䛻ᙉ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛯䛣䛸➼䜢ཷ䛡䚸䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡᑐ⟇᥎㐍㛵
ಀ㛶㆟䛜タ⨨䛥䜜䛯䛸䛣䜝䚹

䠍 ┦ㄯ⪅᮶ゼ๓䛾‽ഛ
ձ

ᆅᇦࡢ⮬ຓࢢ࣮ࣝࣉ➼ࢆྵࡵࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡘ࡞ࡄ
ࡇ㸦ሗඹ᭷࣭ሗ㐃⤡㸧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⢭⚄ಖ⚟♴
ࢭࣥࢱ࣮ࡸಖᡤࡢ㛫࡛㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃⤡ඛࢆඹ᭷ࡋࡲࡍࠋ
ղ ┦ㄯ⪅㸦ᚚᮏே㸦ὀ㸧ཪࡣᚚᐙ᪘㸧ࡽࡢ┦ㄯෆᐜࢆⓗ☜
ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢠࣕࣥࣈࣝ➼౫Ꮡཬࡧࢠࣕࣥࣈࣝ➼
㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞▱㆑ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ

䠎䠊ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠔᭶䚸ྠ㆟䛻䛚䛔䛶䚸䛂䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡᑐ⟇䛾ᙉ䛻䛴䛔䛶䛃
䜢Ỵᐃ䚹

䠄ὀ䠅 䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡ䛻㝗䛳䛶䛔䜛᪉䠄㝗䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛᪉䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅䜢䛔䛔䜎䛩䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡᝈ⪅䜈䛾ᑐ⟇䜢ᢤᮏⓗ䛻ᙉ䛩䜛䛯䜑䛻䚸䛂䜼䝱䞁䝤䝹➼
౫Ꮡᑐ⟇䛾ᙉ䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠔᭶㻞㻥᪥䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡᑐ⟇᥎
㐍㛵ಀ㛶㆟Ỵᐃ䠅➼䜢㋃䜎䛘䚸㛵ಀᗓ┬➼䛸䛾㐃ᦠ䛾ୗ䛷䚸ḟ䛾ྲྀ⤌䜢
᥎㐍䚹䛆ᾘ㈝䛇
䞉 ᾘ㈝⪅ྥ䛡䛾ὀពႏ㉳䚸ᬑཬၨⓎ䛾ᐇ
䞉 㛵ಀᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ᪉ἲ䛺䛹䜢ᩚ⌮䛧䛯ᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛
ከ㔜മົ⪅┦ㄯ䛻ᑐᛂ䛩䜛ᢸᙜ⪅ྥ䛡䛾ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛾⟇ᐃ
䞉 ᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨ➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯◊ಟ䛾ᐇ
䞉 ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ᑐ䛩䜛ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⮬ⓗ䛺ྲྀ⤌䛾᥎㐍䛾౫㢗

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

䠎 ┦ㄯ⪅᮶ゼ

㻞㻥ᖺᗘ

ձ
ղ

┦ㄯ⪅Ᏻᚰࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋ
㔠ࡢ≧ἣࢆ☜ࡵ࡞ࡀࡽࠊࢠࣕࣥࣈࣝ➼ࡢࡢࡵࡾ㎸ࡳ
ࡢ≧ἣࢆ☜ࡵࡿࡓࡵࡢ㉁ၥࢆࡋࠊᚚᮏேࡢᛂࢆぢࡲࡍࠋ
ճ ㉁ၥᑐࡍࡿᚚᮏேࡢᛂࡽࠊࢠࣕࣥࣈࣝ➼ࡢࡢࡵࡾ
㎸ࡳࡀ࠺ࡀ࠼ࡿሙྜࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ಖᡤࡢ┦ㄯ≧ἣ࡞ࠊᅇྥࡅࡓྲྀ⤌≧ἣࢆ㉁ၥࡍࡿ
ࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋ
㸺௨㝆ࡣࠊᚚᮏேࢠࣕࣥࣈࣝ➼ࡢࡢࡵࡾ㎸ࡳࡢ≧ἣࡀ࠺ࡀ࠼ࡿሙྜヱᙜࡍࡿᡭ㡰࡛ࡍ
ࡀࠊᚚᐙ᪘㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃⤡ඛࢆሗᥦ౪ࡍࡿࡇ➼ࡣࠊᇶᮏⓗࠊᨭ㞀࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸼

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䛂䜼䝱䞁䝤䝹➼౫Ꮡᑐ⟇䛾ᙉ䛻䛴䛔䛶䛃➼䜢㋃䜎䛘䛯
㛵ಀᗓ┬➼䛸䛾㐃ᦠ䛾ୗ䛷䛾ྲྀ⤌䛾᥎㐍
ᾘ㈝⪅ྥ䛡䛾ὀពႏ㉳䞉ᬑཬၨⓎ䛾సᡂ䛸䚸ὀពႏ㉳➼䛾ᐇ
㈨ᩱసᡂ

ὀពႏ㉳➼䛾ᐇ

㛵ಀᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ᪉ἲ䛺䛹䜢ᩚ⌮䛧䛯ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛾⟇ᐃ䚸㐠⏝
䝬䝙䝳䜰䝹⟇ᐃ

䝬䝙䝳䜰䝹䛾㐠⏝

ᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨ➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯◊ಟ䛾ᐇ
ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ᑐ䛩䜛⮬ⓗ䛺ྲྀ⤌䛾᥎㐍䛾౫㢗

7

䠞䠉䠏䠊䛂ほගඛ㐍ᅜ䛃䛾ᐇ⌧䜢ᨭ䛘䜛ྲྀ⤌䛾᥎㐍
䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇

ᚧଐٳʴᘍᎍૠ↝ਖ਼ᆆ

䠍䠊ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠏᭶䛻ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜙䜜䛯䛂᫂᪥䛾᪥ᮏ䜢ᨭ䛘䜛ほග
䝡䝆䝵䞁䛃䛻䛚䛔䛶䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ䛻ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘ㻠㻜㻜㻜
ே䚸㻞㻜㻟㻜ᖺ䛻ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘ㻢㻘㻜㻜㻜ே䛾┠ᶆ䛾㐩ᡂ
䛜ᥖ䛢䜙䜜䛯䚹
䈜 㻞㻜㻝㻣ᖺ䛾ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘ䛿㻞㻘㻤㻢㻥ே䠄ᬻᐃ್䠅䚹
䠎䠊ほග᪑ᐈ䛾ᐟἩ䝙䞊䝈䛜ከᵝ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸බ⾗⾨⏕䛾☜
ಖ䜔ᆅᇦఫẸ➼䛸䛾䝖䝷䝤䝹㜵Ṇ䜢ᅗ䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䚸↓
チྍ䛷᪑㤋ᴗ䜢Ⴀ䜐㐪ἲẸἩ䛻ᑐᛂ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸➼
䛛䜙䚸୍ᐃ䛾䝹䞊䝹䜢ᐃ䜑䚸䛺ẸἩ䝃䞊䝡䝇䛾ᬑཬ䜢ᅗ
䜛䛯䜑䛾ᯟ⤌䜏䛸䛧䛶䚸➨㻝㻥㻟ᅇᅜ䛻䛚䛔䛶ఫᏯᐟἩᴗ
ἲ䛜ᡂ❧䚹

䠘ఫᏯᐟἩᴗἲ䛾㐠⏝䠚
䠍䠊ఫᏯᐟἩᴗἲ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠒᭶ᡂ❧䚹ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠒᭶⾜ண
ᐃ䠅䛻䛴䛔䛶䚸㐺ษ䛻ᐟἩ⪅ಖㆤ䛜ᅗ䜙䜜䜛䜘䛖䚸ᨻ┬௧䚸䜺
䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾⟇ᐃཬ䜃࿘▱䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨ᣦᑟ䞉
┘╩䜢⾜䛖➼ไᗘ䛾㐺ษ䛺㐠⏝䜢⾜䛖䚹䛆ᅜ䞉ཌປ䛇
䠘ᅾ␃እᅜே䛾┦ㄯయไᙉ䠚
䠍䠊ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᥎㐍㔠䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ௨㝆䛿䚸ᆅ᪉ᾘ㈝
⪅⾜ᨻᙉ㔠䠅䛾ά⏝➼䛻䜘䜚䚸ᾘ㈝⏕ά䝉䞁䝍䞊➼䛻
䛚䛡䜛ᅾ␃እᅜே䛻ᑐ䛩䜛ᾘ㈝⏕ά┦ㄯయไ䜢ᙉ䛩䜛䚹
䛆ᾘ㈝䛇
䠎䠊ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛡䜛ᅾ␃እᅜே䠄ᅾ᪥䞉ゼ᪥እᅜே䠅
䛻ᑐ䛩䜛ᾘ㈝⏕ά┦ㄯయไ䛻䛴䛔䛶䚸ゼ᪥እᅜேྥ䛡䛾ᾘ
㈝⏕ά┦ㄯ❆ཱྀ䛾ᩚഛཬ䜃ሗᥦ౪䞉ၨⓎ䜢ᐇ䚹䛆ᾘ㈝䛇

እᅜேྥ䛡䛾ᾘ㈝⏕ά┦ㄯ䛾ෆ㈨ᩱ
䠄䝫䝹䝖䜺䝹ㄒ∧䠅䠄Ⲉᇛ┴సᡂ䠅

㻶㻺㼀㻻䛾䝃䜲䝖䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯୰ᅜㄒ䛻䜘䜛ὀពႏ㉳
䠄ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊సᡂ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠍᭶䠅䠅

㻞㻜㻜㻟
㻞㻜㻜㻠
㻞㻜㻜㻡
㻞㻜㻜㻢
㻞㻜㻜㻣
㻞㻜㻜㻤
㻞㻜㻜㻥
㻞㻜㻝㻜
㻞㻜㻝㻝
㻞㻜㻝㻞
㻞㻜㻝㻟
㻞㻜㻝㻠
㻞㻜㻝㻡
㻞㻜㻝㻢
㻞㻜㻝㻣
㻞㻜㻝㻤

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇

ίɢʴὸ
㻞㻥㻜㻜
㻞㻤㻜㻜
ὀ㻕㻌㻞㻜㻝㻢ᖺ௨๓䛾್䛿☜ᐃ್䚸
㻞㻣㻜㻜
㻞㻜㻝㻣ᖺ䠍᭶䡚㻞㻜㻝㻤ᖺ䠍᭶䛾್䛿ᬻᐃ್䚸
㻞㻢㻜㻜
2,869
㻞㻡㻜㻜
㻞㻜㻝㻤ᖺ䠎䡚䠏᭶䛾್䛿᥎ィ್䚸
㻞㻠㻜㻜
㻞㻟㻜㻜
䠂䛿ᑐ๓ᖺྠ᭶ẚ
㻞㻞㻜㻜
㻞㻝㻜㻜
㻞㻜㻜㻜
㻝㻥㻜㻜
㻝㻤㻜㻜
㻝㻣㻜㻜
㻝㻢㻜㻜
㻝㻡㻜㻜
2,404
㻝㻠㻜㻜
㻝㻟㻜㻜
㻝㻞㻜㻜
1,974
㻝㻝㻜㻜
1䡚3᭶
㻝㻜㻜㻜
761.9ே
㻥㻜㻜
䠄16.5%ቑ䠅
㻤㻜㻜
㻣㻜㻜 ᵴᵨ
1,341
260.8
㻢㻜㻜 ڼ
1,036
㻡㻜㻜
835 861 836
㻠㻜㻜
250.9
614 733
679 622
㻟㻜㻜 521
673 835
㻞㻜㻜
250.2
㻝㻜㻜
㻜

ί࠰ὸ

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ
ఫᏯᐟἩᴗἲ䛾
ᡂ❧

ᶆ‽ఫᏯᐟἩ௰
ᴗ⣙Ḱ䛾⟇ᐃ
ᨻ┬௧䞉䜺䜲䝗䝷䜲
䞁䛾⟇ᐃཬ䜃࿘▱

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

ᐟἩ⪅ಖㆤ䜢ྵ䜑䛯ఫᏯᐟἩᴗἲ䛾㐺ษ䛺
㐠⏝ཬ䜃࿘▱

ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᥎㐍㔠䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ௨㝆䛿䚸ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻᙉ㔠䠅䛾ά⏝➼䛻䜘䜛䚸ᾘ㈝⏕ά䝉䞁䝍䞊➼䛻䛚䛡䜛ᅾ␃እᅜே䛻ᑐ䛩䜛ᾘ㈝⏕ά┦ㄯ
యไ䛾ᙉ
ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛡䜛ㄪᰝ䞉᳨ウ

ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛔䛶䚸ゼ᪥እᅜேྥ䛡䛾ᾘ㈝⏕ά┦ㄯ❆ཱྀ䛾ᩚഛ䚸ሗᥦ
౪䞉ၨⓎ
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䠟䠉䠍䠊㟁Ẽ㏻ಙ䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛ᾘ㈝⪅ಖㆤ
䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾ㄪᰝᑐ㇟
ᴗ⪅ᩘ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䠅

䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊ㄝ᫂⩏ົ䛾ᐇ䚸᭩㠃⩏ົ䚸ึᮇዎ⣙ゎ㝖ไᗘ䚸
່ㄏ⥅⥆⾜Ⅽ䞉ᐇ࿌▱➼䛾⚗Ṇ䚸፹➼ᴗົཷク⪅
䛻ᑐ䛩䜛ᣦᑟ➼䛾つᐃ䜢┒䜚㎸䜣䛰ᨵṇ㟁Ẽ㏻ಙᴗ
ἲ䛜䚸ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠑᭶㻞㻝᪥䛻⾜䚹ᨵṇᚋ䛾ἲᇳ⾜䜢㐺ษ
䛻ᐇ䛧䚸ไᗘ䛾ᐇຠᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸ᾘ㈝⪅ಖㆤ
䝹䞊䝹䛾ᐇ≧ἣ䛻䛴䛔䛶⥲ົ┬ཬ䜃㛵ಀ⪅䛾㛫䛷ඹ
᭷䞉ホ౯➼䛩䜛䛂ᾘ㈝⪅ಖㆤ䝹䞊䝹ᐇ≧ἣ䛾䝰䝙䝍䝸
䞁䜾ᐃᮇྜ䛃䜢タ⨨䚹

ㄪᰝᑐ㇟
ᴗ⪅ᩘ
䠄ᘏ䜉䠅
᭩㠃➼ㄪᰝ

ᐇ
ᆅ
ㄪ
ᰝ

䠎䠊ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛷䛿䚸
䞉 ⱞ➼ศᯒ
⥲ົ┬ཬ䜃ᅜ䛾ᾘ㈝⏕ά䝉䞁䝍䞊➼䛷ཷ䛡䛡䛯
㟁Ẽ㏻ಙ䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛ⱞ䛾┦ㄯ௳ᩘᢕᥱཬ䜃
ෆᐜ䛾ศ㢮ᩚ⌮
䞉 ᭩㠃➼ㄪᰝ
ᾘ㈝⪅ಖㆤ䝹䞊䝹䛻㛵㐃䛩䜛ᴗົ䛾㐠⏝᪉ἲ䜔᭩㠃
グ㍕≧ἣ䛻䛴䛔䛶䚸ྛㄪᰝᑐ㇟ᴗ⪅䛛䜙᭩㠃ᅇ⟅䜢
ᚓ䛶᳨ド
䞉 ᐇᆅㄪᰝ
⏝⪅䛻ᢃ䛧䛯ㄪᰝဨ䛜㈍⌧ሙ䛻䛚䛔䛶ලయⓗ䛺
ㄝ᫂䛾≧ἣ䜢ㄪᰝ➼
䛺䛹䜢ᐇ䛧䚸䛣䜜䜙䛾⤖ᯝ䜢䚸䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᐃᮇྜ䛻
ሗ࿌䛧䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠒᭶䛂ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘᾘ㈝⪅ಖㆤ䝹䞊䝹ᐇ
≧ἣ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠄ホ౯䞉⥲ᣓ䠅䛃䛸䛧䛶ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛯䚹
䠏䠊ᮏホ౯䞉⥲ᣓ➼䜢㋃䜎䛘䚸ㄪᰝᑐ㇟ᴗ⪅䛻ᡤせ䛾ᨵၿ
ᣦᑟ䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠒᭶䠅䚸䛂㟁Ẽ㏻ಙᴗ
ἲ䛾ᾘ㈝⪅ಖㆤ䝹䞊䝹䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䜢୍㒊ᨵᐃ
䠄ྠᖺ䠕᭶䠅䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊㟁Ẽ㏻ಙᴗἲᨵṇᚋ䛾ἲᇳ⾜䜢㐺ษ䛻ᐇ䛧䚸ไᗘ䛾ᐇຠᛶ
䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸ไᗘ䛾ᐇ≧ἣ䜢⥅⥆ⓗ䛻䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛䚹
䛆⥲ົ䛇

㻣㻜♫

そ㠃ㄪᰝ

㻝㻞♫

⏝⪅䜰䞁
䜿䞊䝖

㻝㻞♫

⥲ົ┬సᡂ䛾ᬑཬၨⓎ㈨ᩱ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䠅

㻞㻣ᖺᗘ

㟁Ẽ㏻ಙ
䝃䞊䝡䝇
ศ㔝䛻䛚
䛡䜛ไᗘ
ᨵṇ䛾ᐇ


㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

ᐇ≧ἣ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾
ᨵṇἲ
⾜䛻క䛔䚸
䜺䜲䝗䝷䜲
䞁㠃ᨵ
ᐃ

䝰䝙䝍䝸
䞁䜾➼䜢
㋃䜎䛘䚸
䜺䜲䝗䝷
䜲䞁୍㒊
ᨵᐃ
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䠟䠉䠎䠊Ỵ῭ᡭẁ䛾㧗ᗘ䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌
䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇

௬㏻㈌䛻㛵䛩䜛ὀពႏ㉳䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻥᭶䠅

䠘䝃䞊䝞ᆺ㟁Ꮚ䝬䝛䞊䠚
䠍䠊ᨵṇ㈨㔠Ỵ῭ἲ䛻䜘䜚䚸๓ᡶᘧᨭᡶᡭẁⓎ⾜⪅䛾ⱞฎ⌮యไ
䜢ᩚഛ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶⾜䠅䚹
䠎䠊䝃䞊䝞ᆺ㟁Ꮚ䝬䝛䞊Ⓨ⾜⪅䛻䛚䛡䜛䠥䠠䛾ブྲྀ⿕ᐖ䛾㜵Ṇ䞉ᅇ䛻
ྥ䛡䛯ែໃᩚഛ䛾䛯䜑䚸ົ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢ᨵṇ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠔᭶䠅䚹
䠘௬㏻㈌䠚
䠍䠊ᨵṇ㈨㔠Ỵ῭ἲ䛻䜘䜚௬㏻㈌䛸ἲᐃ㏻㈌䛾ᴗ⪅䛻Ⓩ㘓ไ
䜢ᑟධ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶⾜䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶㻞㻢᪥Ⅼ䛷Ⓩ㘓䛿㻝㻢
♫䠅䚹
䠎䠊௬㏻㈌䛾ྲྀᘬ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㔠⼥ᗇ䞉ᾘ㈝⪅ᗇ䞉㆙ᐹᗇ䛻䛚䛔䛶䚸
㻵㻯㻻䛻䛴䛔䛶䛿䚸㔠⼥ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜ὀពႏ㉳䜢ᐇ䛧䛯䜋
䛛䚸ಶู䛻ᑐ䛧䛶䜒㐺ษ䛻ᑐᛂ䚹
䠘䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗⏝⎔ቃ䛾ᩚഛ䠚
䠍䠊Ᏻᚰ䞉Ᏻ䛺䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗⏝⎔ቃ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䚸䛂㈿㈍
ἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛃䛜➨㻝㻥㻞ᅇᅜ䛷ᡂ❧䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠒᭶
䛻⾜ணᐃ䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠘䝃䞊䝞ᆺ㟁Ꮚ䝬䝛䞊䠚
䠍䠊ົ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾㐺ษ䛺㐠⏝䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸Ⓨ⾜⪅䛻䜘䜛ຍ┕ᗑ⟶⌮䛾
ᙉ䜔䝁䞁䝡䝙䜶䞁䝇䝇䝖䜰➼䛾㈍ᗑ⯒䛻䛚䛡䜛⿕ᐖ㜵Ṇ䠄㔞䛾㟁Ꮚ
䝬䝛䞊䜢㉎ධ䛧䜘䛖䛸䛩䜛⪅䜈䛾ኌ䛜䛡➼䠅䛾ಁ㐍䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹䛆㔠⼥䛇
䠘௬㏻㈌䠚
䠍䠊௬㏻㈌䛸ἲᐃ㏻㈌䛾ᴗ⪅䛻䛴䛔䛶䚸䝬䝛䞊䞉䝻䞊䞁䝎䝸䞁䜾ཬ䜃䝔䝻
㈨㔠౪つไ䜢ᑟධ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏝⪅䛾ಙ㢗䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾ᡤせ䛾
ไᗘᩚഛ䜢⾜䛔䚸ᩚഛ䛥䜜䛯ไᗘ䜢㐺ษ䛻㐠⏝䚹䛆㔠⼥䛇
䠎䠊㆙ᐹᗇ䛸㐃ᦠ䛧䛶ὀពႏ㉳➼䜢ᐇ䚹䜎䛯䚸ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛔䛶䚸ᨵ
ṇ㈨㔠Ỵ῭ἲ䛻㛵㐃䛩䜛◊ಟ䜢ᐇ䚹䛆㔠⼥䚸ᾘ㈝䛇
䠘䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗⏝⎔ቃ䛾ᩚഛ䠚
䠍䠊ᨵṇ㈿㈍ἲ䛾⾜䛻ྥ䛡࿘▱䜢ᅗ䜛䚹䛆⤒⏘䛇
䠎䠊䜽䝺䝆䝑䝖ྲྀᘬ䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇༠㆟䛾⟇ᐃ䛩䜛ᐇ⾜ィ⏬䜢ᐇົୖ䛾ᣦ
㔪䛸䛧䛶⨨䛡䚸ྲྀ⤌䜢㐍䜑䜛䚹䛆⤒⏘䛇

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䛀䝃䞊䝞ᆺ㟁Ꮚ䝬䝛䞊㛵ಀ䛁
ᑂ㆟䛷䛾
ᑂ㆟

ἲᅜ
ᥦฟ

ົ䜺䜲䝗䝷䜲
䞁ᨵṇ᳨ウ

⾜‽
ഛ

ົ䜺䜲䝗
䝷䜲䞁ᨵṇ

ᨵṇ㈨㔠Ỵ῭ἲ䠄๓ᡶᘧᨭᡶᡭẁⓎ⾜⪅䛾ⱞฎ
⌮యไ䜢ᩚഛ䠅䛾㐠⏝
ົ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾㐺ษ䛺㐠⏝䚸䝃䞊䝞ᆺ㟁Ꮚ䝬
䝛䞊䜢㈍䛩䜛ᗑ⯒䛻䛚䛡䜛⿕ᐖ㜵Ṇ䛾ಁ㐍➼

䛀௬㏻㈌㛵ಀ䛁
௬㏻㈌䛸ἲᐃ㏻㈌䛾
ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛つไ䛾ᩚഛ

⏝⪅ಖㆤ䛾ほⅬ➼䛛䜙ᩚഛ䛥䜜䛯つไ䛾㐺ษ䛺
㐠⏝
௬㏻㈌䛻㛵䛩䜛䝖䝷䝤䝹䛻䛴䛔䛶ὀពႏ㉳

䛀䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗㛵ಀ䛁
ἲ௧➼䛾ᨵṇ䛻ಀ䜛
ᑂ㆟䞉᳨ウ

ἲᥦ
ฟ

⾜‽ഛ

䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᨵᐃ᳨ウ䛸ྲྀ
䜚䜎䛸䜑
ᴗ⪅䜈䛾❧ධ᳨ᰝ䜔䚸ሗ࿌ᚩ䛾㐺ṇ䛺ᇳ⾜➼

ᨵṇ㈿㈍ἲ䛾
㐠⏝
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䠠䠉䠍䠊㣗ရ䛾Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛾☜ಖ
㻴㻭㻯㻯㻼䛾ᡭᘬ᭩䛾

䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠍᭶䛻Ⓨぬ䛧䛯ᗫᲠ㣗ရ䛾ṇὶ㏻䜢ཷ䛡䚸䛂㣗ရᏳ⾜ᨻ
䛻㛵䛩䜛㛵ಀᗓ┬㐃⤡㆟䛃䛻䛚䛔䛶䚸䛂ᗫᲠ㣗ရ䛾ṇὶ㏻䛻㛵䛩䜛ᚋ
䛾ᑐ⟇䛃䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠎᭶䠅䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚸ᑐ⟇䜢ᐇ䚹
䠎䠊䠰䠬䠬䠄䠰䠬䠬䠍䠍䜢ྵ䜐䠅ཬ䜃᪥䠡䠱䞉䠡䠬䠝䛾Ⓨຠ䜢ぢᤣ䛘䚸ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䛻⟇ᐃ䛥
䜜䛯䛂⥲ྜⓗ䛺䠰䠬䠬㛵㐃ᨻ⟇⥘䛃䜢ᨵゞ䛧䚸䛂⥲ྜⓗ䛺䠰䠬䠬➼㛵㐃ᨻ⟇
⥘䛃䜢ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻝᭶䛻䠰䠬䠬➼⥲ྜᑐ⟇ᮏ㒊䛷Ỵᐃ䚹
䠏䠊ᾘ㈝⪅䛾㣗䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ሗⓎಙ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜᑂ㆟䛾ሙ䛻䛚䛔䛶䚸
⥲⌮䛛䜙䜒䚸䜘䜚ศ䛛䜚䜔䛩䛔ሗⓎಙ䛻ດ䜑䜛᪨䜢⟅ᘚ䚹
䠐䠊䛂㣗ရ䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁◊✲䛃䜢㛤ദ䛧䚸ᾘ㈝⪅ᗇ䛾ᚋ䛾
䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ྲྀ⤌᪉ྥ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌᭩䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊⥭ᛴែ➼䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㛵ಀᗓ┬ᗇ䛜㐃ᦠ䛧䚸᪥㡭䛛䜙㐺ษ䛺カ⦎
䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ែⓎ⏕䛻䛚䛔䛶䛿䚸㛵ಀᗓ┬䛜┦䛻༑ศ䛺㐃⤡
ཬ䜃㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䚸ᨻᗓ୍య䛸䛺䛳䛶㎿㏿䛛䛴㐺ษ䛻ᑐᛂ䛧䚸⿕ᐖ䛾Ⓨ⏕ཬ䜃
ᣑ䛾㜵Ṇ䛻ດ䜑䜛䚹䛆ᾘ㈝䚸㣗Ᏻጤ䚸ཌປ➼䛇
䠎䠊䛂⥲ྜⓗ䛺䠰䠬䠬➼㛵㐃ᨻ⟇⥘䛃䜒㋃䜎䛘䚸㣗ရ䛾Ᏻᛶ⯡䛻㛵䛩䜛䝸䝇
䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹䛆ᾘ㈝䚸ෆ㛶䚸㣗Ᏻጤ➼䛇
䠏䠊㣗ရ୰䛾ᨺᑕᛶ≀㉁䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶䛿䚸⚟ᓥ┴
➼䛾⿕⅏ᆅ䛛䜙ᾘ㈝ᆅ䛻㔜ᚰ䜢⛣䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹䛆ᾘ㈝䚸㣗Ᏻጤ䚸ཌປ➼䛇
䠐䠊㛵ಀᗓ┬䛾༠ຊ䜢ᚓ䛺䛜䜙䚸㣗䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ᩚ⌮䛧䚸䜴䜵䝤䝃䜲䝖
➼䜢㏻䛨䛶ᗈ䛟ᥦ౪䛩䜛䛺䛹䚸ᾘ㈝⪅䜈䛾ศ䛛䜚䜔䛩䛔ሗⓎಙ䛻ດ䜑䜛䚹
䛆ᾘ㈝➼䛇
䠑䠊䠣䠝䠬䛾ᐇ㊶䜔ㄆドྲྀᚓ䜢ಁ㐍䛩䜛䚹䛆㎰Ỉ䛇
䠒䠊ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠏᭶䛛䜙䚸䛂㣗ရ⾨⏕⟶⌮䛾ᅜ㝿ᶆ‽䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃䜢㛤ദ
䛧䚸㣗ရ⾨⏕ἲ➼䛻䛚䛡䜛䠤䠝䠟䠟䠬䛻ἢ䛳䛯⾨⏕⟶⌮䛾ไᗘ䛻ྥ䛡䛯᳨
ウ䜢⾜䛔䚸ྠᖺ㻝㻞᭶䛻᭱⤊ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜢බ⾲䛧䛯䚹ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛺䛹䜢㋃䜎䛘䚸
㻴㻭㻯㻯㻼䛻ἢ䛳䛯⾨⏕⟶⌮䛾ไᗘ䜢ྵ䜐㣗ရ⾨⏕ἲ➼䛾ᨵṇἲ䜢ᖹᡂ
㻟㻜ᖺ䠏᭶䛻ᅜᥦฟ䚹䛆ཌປ䛇
䠓䠊ᴗ⪅䛜䠤䠝䠟䠟䠬䛻ἢ䛳䛯⾨⏕⟶⌮䛻ྲྀ䜚⤌䜑䜛䜘䛖䛻㣗ရ➼ᴗ⪅ᅋయ
䛜⟇ᐃ䛩䜛ᡭᘬ᭩䛿䚸䛂㣗ရ⾨⏕⟶⌮䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡᳨ウ䛃䛻䛚䛔䛶ຓゝ䚸
☜ㄆ䜢⾜䛳䛯ᚋ䚸㒔㐨ᗓ┴䛻㏻▱䚹䜎䛯䚸䠤䠝䠟䠟䠬䛻ᇶ䛵䛟⾨⏕⟶⌮ィ⏬స
ᡂ䛾䛯䜑䛾◊ಟ➼䜢ᨭ䚹䛆ཌປ䚸㎰Ỉ䛇

㻴㻭㻯㻯㻼䛾⪃䛘᪉䛻ᇶ䛵䛟⾨⏕⟶⌮䛾䛯䜑䛾ᡭᘬ᭩
䠄ᶵᲔ〇䜑䜣䚸ᡭᘏ䜉ᖸ䛧䜑䜣〇㐀ᴗ⪅ྥ䛡䠅
䠄సᡂ䠖ᅜ㯝༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ䠅䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠎᭶䠅

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䛂㣗ရᏳ⾜ᨻ䛻㛵䛩䜛㛵ಀᗓ┬㐃⤡㆟䛃䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ྛ✀㐃⤡
㆟➼䛾ᐃᮇⓗ䛺㛤ദ䚸⥭ᛴែ➼䛾Ⓨ⏕䛻䛚䛡䜛㎿㏿䛛䛴㐺
ษ䛺ᑐᛂ
㣗ရ䛾Ᏻᛶ⯡䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢᥎㐍
㣗ရ୰䛾ᨺᑕᛶ≀㉁䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ᐇ

㣗䛾Ᏻ䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ᩚ⌮䛧䚸䜴䜵䝤䝃
䜲䝖➼䜢㏻䛨䛶ᗈ䛟ᥦ౪䛩䜛䛺䛹䚸ᾘ㈝⪅
䜈䛾ศ䛛䜚䜔䛩䛔ሗⓎಙ䛾ྲྀ⤌
ᅜ㝿Ỉ‽䠣䠝䠬䛾ྲྀ⤌ཬ䜃ㄆドྲྀᚓ䛾ᣑಁ㐍
㣗ရ⾨⏕ἲᨵṇ䛻䜘䜛䠤䠝䠟䠟䠬䛻ἢ䛳䛯⾨⏕⟶⌮䛾ไᗘ䛾᳨
ウ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶㣗ရ⾨⏕ἲᨵṇ䜢ᅜᥦฟ䠅䚸㣗ရ➼ᴗ
⪅ᅋయ䛜⟇ᐃ䛩䜛ᡭᘬ᭩䛾⟇ᐃ㐣⛬䛷䛾ຓゝཬ䜃☜ㄆ

䠤䠝䠟䠟䠬䛾ไᗘ䜢㋃䜎䛘䛯䚸㣗ရᴗ⪅
ྥ䛡ᡭᘬ᭩䛾సᡂᨭ
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䠠䠉䠎䠊㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛾᥎㐍
䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊ᡃ䛜ᅜ䛾㣗ရ䝻䝇䛿䚸ᖺ㛫㻢㻠㻢䝖䞁Ⓨ⏕䚹
䈜 ᴗ⣔䈈㻟㻡㻣䝖䞁䚸ᐙᗞ⣔䈈㻞㻤㻥䝖䞁䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䠅
䠎䠊㛵ಀ┬ᗇ➼㐃⤡㆟䛷䚸ྛ䚻䛾ྲྀ⤌➼䛻䛴䛔䛶ሗ䚹
䠏䠊ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠑᭶䚸බ᫂ඪ㣗ရ䝻䝇๐ῶ᥎㐍䠬䠰䛜⥲⌮ᐄ䛶䛻ᥦゝ䚹

㇏᫂ᕷ

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䖃 㣗ရ䝻䝇๐ῶᅜẸ㐠ື䠄㻺㻻㻙㻲㻻㻻㻰㻸㻻㻿㻿㻌㻼㻾㻻㻶㻱㻯㼀䠅䜢᥎㐍䠄ඹ㏻䝻䝂䝬䞊䜽䛸䛧䛶䛂䜝䛩䛾
䜣䛃䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻝㻞᭶Ỵᐃ䠅䜢ά⏝䚹䠅䚹䛆ᾘ㈝䚸ᩥ⛉䚸㎰Ỉ䚸⤒⏘䚸⎔ቃ➼䛇
䠍䠊㣗ရ䝻䝇Ⓨ⏕㔞䛾᥎ィ䜢⥅⥆ⓗ䛻ᐇ䚹䛆㎰Ỉ䚸⎔ቃ䛇
䜎䛯䚸㣗ရ䝻䝇䛾ෆᐜ䚸Ⓨ⏕せᅉ➼䜢ศᯒ䚹䛆㎰Ỉ䚸⎔ቃ䚸ᾘ㈝䛇
䠎䠊㣗ရ䝻䝇ၥ㢟䜢ㄆ▱䛧䛶๐ῶ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᾘ㈝⪅䛾ྜ䜢ㄪᰝ䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠏䠊㣗ရ䝻䝇䛾๐ῶ䛻䜘䜛⎔ቃ㈇Ⲵ⟬ᐃ䛾ᡂᯝ䛻ಀ䜛ሗᥦ౪䚹䛆⎔ቃ䛇
䠐䠊㣗ရ㛵㐃ᴗ⪅䛻䜘䜛㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛾䛯䜑䛾ၟ័⩦ぢ┤䛧➼䛾ಁ㐍䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜢᥎㐍䚹䛣
䛾䜘䛖䛺ᴗ⪅䛾ྲྀ⤌䛻ಀ䜛ሗᥦ౪䜢⾜䛔ᾘ㈝⪅䛾⌮ゎ䜢ಁ㐍䚹䛆㎰Ỉ䚸⤒⏘䚸ᾘ㈝䛇
䠑䠊㣧㣗ᗑ➼䛻䛚䛡䜛㣗䜉䛝䜜䜛ศ㔞䛾䝯䝙䝳䞊䛾ᐇ䛺䛹䛾ዲ䛾ᒎ㛤䚸ᣢ䛱ᖐ䜚䛻䛴䛔䛶
Ᏻ䛻㣗䜉䜛䛯䜑䛾ὀព㡯䛾࿘▱䚹䛆㎰Ỉ䚸ᾘ㈝➼䛇
䠒䠊እ㣗ᴗ⪅䛾㣗ရ䝻䝇๐ῶᡭἲ䛾ඹ᭷䚹䛆㎰Ỉ䛇
䠓䠊㈹ᮇ㝈ෆ䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᵝ䚻䛺⌮⏤䛻䜘䜚㣗ရ㛵㐃ᴗ⪅䛻䜘䜛㈍䛜ᅔ㞴䛸䛺䛳䛯ຍ
ᕤ㣗ရ䛺䛹䛾ᐤ䜢ཷ䛡䛶⚟♴タ➼䛻↓ൾ䛷ᥦ౪䛩䜛ྲྀ⤌䠄䝣䞊䝗䝞䞁䜽άື䠅䛻ᑐ䛧䛶ᨭ
䚹䛆㎰Ỉ➼䛇
䠔䠊ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛾⅏ᐖഛ㣗ᩱ䛾᭦᪂䛻ᙜ䛯䜚䚸䝣䞊䝗䝞䞁䜽䜈䛾ᥦ౪䜢⾜䛖䛺䛹䚸᭷ຠά⏝
䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢ಁ㐍䠄䈜 ᅜ䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䚸ഛ㣗ᩱ䛾᭷ຠά⏝䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䜘䛖㏻
▱䛷౫㢗䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠍᭶䠅 䠅䚹䛆ᾘ㈝➼䛇
䠕䠊ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ඃⰋ➼䛾ሗᥦ౪䚹䛆⎔ቃ䛇
㻝㻜䠊Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛≉Ⰽ䛾䛒䜛ྲྀ⤌䛾ሗᥦ౪䚹䛆ᩥ⛉䛇
㻝㻝䠊㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛾䛯䜑䛻ᐙᗞ䛷ྲྀ䜚⤌䜑䜛ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛸䜒㐃ᦠ䛧䛶䚸ᾘ㈝
⪅䛻ᑐ䛩䜛ᬑཬၨⓎ䜢᥎㐍䚹䛆ᾘ㈝➼䛇
㻝㻞䠊ᅜ䛚䛔䛧䛔㣗䜉䛝䜚㐠ື䝛䝑䝖䝽䞊䜽༠㆟䛸䛾㐃ᦠ䠄䈜 ➨䠍ᅇ㣗ရ䝻䝇๐ῶᅜ䜢
㛗㔝┴ᯇᮏᕷ䛷㛤ദ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻜᭶䠅䚹䜎䛯䚸ྠ༠㆟䛾䛂䛚䛔䛧䛔㣗䜉䛝䜚䛃ᅜඹྠ䜻䝱䞁
䝨䞊䞁䛸㐃ᦠ䛧䚸ᛀ᪂ᖺ䝅䞊䝈䞁䛻እ㣗䛾㣗䜉䛝䜚䜢᥎㐍䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䡚ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠍
᭶䠅䠅䚹䛆ᾘ㈝䚸㎰Ỉ䚸⎔ቃ䛇
㻝㻟䠊ᚨᓥ┴ෆ䛾䝰䝙䝍䞊ᐙᗞ䜢ᑐ㇟䛻ᐇド䜢⾜䛔䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛾ྲྀ⤌䜢
ᅜ䛻ᒎ㛤䚹䛆ᾘ㈝䛇

⚟ᒸᕷ

ඵ⋤Ꮚᕷ

እ㣗䛾䛂䛚䛔䛧䛔㣗䜉䛝䜚䛃ᅜඹྠ
䜻䝱䞁䝨䞊䞁䛻䛚䛡䜛䠬䠮㈨ᩱ
䠄ᐇᮇ㛫䠖ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䡚ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠍᭶䠅

㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛾ၨⓎ⏝㈨ᩱ
䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻜᭶䠅

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䞉㣗ရ䝻䝇Ⓨ⏕㔞᥎ィ䛾⥅⥆ⓗᐇ
䞉㣗ရ䝻䝇䛾ෆᐜ䞉Ⓨ⏕せᅉ➼䛾ศᯒ
ၟ័⩦ぢ┤䛧➼䛾ಁ㐍䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾᥎㐍ཬ䜃ᴗ⪅䛾ྲྀ⤌䛻
ᑐ䛩䜛ᾘ㈝⪅⌮ゎ䛾ಁ㐍
㣗䜉䛝䜜䜛ศ㔞䛾䝯䝙䝳䞊䛾ᐇ䜔ᣢ䛱ᖐ䜚䛻䛴䛔
䛶Ᏻ䛻㣗䜉䜛䛯䜑䛾ὀព㡯䛾࿘▱
ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛾⅏ᐖഛ
㣗ᩱ䛾᭦᪂䛻ᙜ䛯䜚䚸䝣䞊䝗
䝞䞁䜽➼䜈䛾ᥦ౪䜢⾜䛖䛺䛹䚸
᭷ຠά⏝䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢ಁ㐍 ➼

ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ᑐ䛧䚸᭷ຠ
ά⏝䛾᳨ウ䜢౫㢗

⮬య䛾ඃⰋ➼䛾ᅜ䜈䛾ሗᥦ౪
Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䛾ᅜ䜈䛾ሗᥦ౪
ᾘ㈝⪅䛜ᐙᗞ䛷ྲྀ䜚⤌䜑䜛ෆᐜ䛾ᬑཬၨⓎ
ᅜ䛚䛔䛧䛔㣗䜉䛝䜚㐠ື䝛䝑䝖
䝽䞊䜽༠㆟䛸䛾㐃ᦠ
䛂ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᪂ᮍ᮶㐀䜸䝣䜱䝇䛃
䛻䛚䛡䜛䝰䝕䝹ᴗ䛾ᐇ
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䠠䠉䠏䠊㣗ရ⾲♧䛾ᐇ
䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇

䛂㑇ఏᏊ⤌䛘䛷䛺䛔䛃䛸䛔䛖⾲♧䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛᮲௳䛻
䛴䛔䛶

ཎᩱཎ⏘ᆅ⾲♧䛻䛴䛔䛶

䠍䠊ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䚸㣗ရ⾲♧ἲ䛜⾜䚹䜎䛯䚸㣗ရ
䛾ᶵ⬟ᛶ䜢⾲♧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛᪂䛯䛺䛂ᶵ⬟
ᛶ⾲♧㣗ရไᗘ䛃䜢ྠἲ䛾ୗ䛻タ䚹ྠไᗘ
䛻䛴䛔䛶䛿䚸つไᨵ㠉ᐇィ⏬䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠒᭶
㛶㆟Ỵᐃ䠅䜢㋃䜎䛘䚸㐠⏝ᨵၿ䛻╔ᡭ䚹
䠎䠊ຍᕤ㣗ရ䛾ཎᩱཎ⏘ᆅ⾲♧䛻䛴䛔䛶䛾᪂䛯䛺
ไᗘ䛜⾜䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶䠅䚹
䠏䠊㑇ఏᏊ⤌䛘⾲♧䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ
㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙᳨ウ䜢㛤ദ䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䛻
ሗ࿌᭩䜢බ⾲䛧䛯䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䛛䜙⾜䛥䜜䛯㣗ရ⾲♧ἲ䛻ᇶ䛵䛟᪂䛯䛺㣗ရ⾲♧ไᗘ䛻
䛴䛔䛶䚸ᾘ㈝⪅䚸ᴗ⪅➼䛻ᑐ䛧ᬑཬၨⓎ䜢⾜䛔䚸⌮ゎಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹䛆ᾘ
㈝䛇
䠎䠊ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶䛻⾜䛥䜜䛯᪂䛯䛺ຍᕤ㣗ရ䛾ཎᩱཎ⏘ᆅ⾲♧䛻䛴䛔䛶
䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸ᾘ㈝⪅䚸ᴗ⪅➼䜈䛾ᬑཬၨⓎ䜢⾜䛔䚸⌮ゎಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹
䛆ᾘ㈝䛇
䠏䠊䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㈍➼䛻䛚䛡䜛㣗ရ⾲♧䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶䛻බ
⾲䛥䜜䛯ሗ࿌᭩䜢ᴗ⪅䛻࿘▱䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᾘ㈝⪅䛻ᬑཬၨⓎ䜢⾜䛖䚹
㣗ရῧຍ≀⾲♧䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐇែㄪᰝ➼䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸ᚲせ䛺᳨ウ
䜢⾜䛖䚹㑇ఏᏊ⤌䛘⾲♧䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛿䚸᳨ウሗ࿌᭩䜢㋃䜎䛘䚸
㣗ရ⾲♧ᇶ‽➼䛾ᨵṇ➼䜢⾜䛖䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠐䠊ᶵ⬟ᛶ⾲♧㣗ရไᗘ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛㣗ရ䛾ᶵ⬟ᛶ➼䜢⾲♧䛩䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛ไᗘ䜢㐺ษ䛻㐠⏝䛩䜛䚹ᶵ⬟ᛶ⾲♧㣗ရไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸බ⾲䛥䜜
䛯ሗ࿌᭩䜢㋃䜎䛘䚸ไᗘ䜈䛾ᫎ➼䜢ᘬ䛝⥆䛝⾜䛖䚹䜎䛯䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ
䛻⾜ᚋ䠎ᖺ㛫䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶᳨ド䛧䛯⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ
ᗘ௨㝆䛻ᚲせ䛺᳨ウ䜢⾜䛖䚹䛆ᾘ㈝➼䛇
䠑䠊≉ᐃಖ⏝㣗ရไᗘ䛻䛴䛔䛶䚸㈙ୖㄪᰝ䛾ᐇ䛺䛹㐠⏝䛾ぢ┤䛧䜢⾜
䛔䚸㐺ᐅྲྀ⤌≧ἣ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢⾜䛖䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠒䠊ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻝᭶䛻බ⾲䛥䜜䛯㣗ရ⾨⏕ἲᨵṇ᠓ㄯྲྀ䜚䜎䛸䜑ཬ䜃ᖹᡂ
㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䛻ᾘ㈝⪅ጤဨ䛻䛚䛔䛶ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜙䜜䛯㣗ရ⾨⏕つไ➼䛾
ぢ┤䛧䛻㛵䛩䜛ពぢ䜢㋃䜎䛘䚸ᚋ䚸㣗ရ㛵㐃ᴗ⪅➼䛜㣗ရ⾲♧ἲ
㐪➼䛻క䛖⮬ᅇሗ䜢⾜ᨻ䛻ሗ࿌䛧䚸⾜ᨻ䛜ᅜẸ䛻ᥦ౪䛩䜛
⤌䜏䜢ᵓ⠏䚹䛆ᾘ㈝䛇

䕿 ⌧⾜ไᗘ
㇋ཬ䜃䛸䛖䜒䜝䛣䛧䛻䛴䛔䛶ศู⏕⏘ὶ㏻⟶⌮䜢㐺ษ
䛻⾜䛺䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸㑇ఏᏊ⤌䛘㎰⏘≀䛾ΰධ䛜䠑䠂௨
ୗ䛷䛒䜜䜀䚸䛂㑇ఏᏊ⤌䛘䛷䛺䛔䛃᪨䛾௵ព⾲♧䛜ྍ⬟䚹
䕿 ᩚ⌮䛾᪉ྥᛶ
䛂㑇ఏᏊ⤌䛘䛷䛺䛔䛃⾲♧䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛᮲௳䜢⌧⾜ไ
ᗘ䛾䛂䠑䠂௨ୗ䛃䛛䜙䛂᳨ฟ䛃䛻ཝ᱁䚹
ຍᕤ㣗ရ䛾ཎᩱཎ⏘ᆅ
⾲♧ไᗘ䛻㛵䛩䜛䝸䞊䝣
䝺䝑䝖

㻞㻣ᖺᗘ

㑇ఏᏊ⤌䛘⾲♧ไᗘ䛻㛵䛩䜛᳨ウ ሗ࿌᭩䛾ᴫせ
䠄せ䛺ㄽⅬ䛻㛵䛩䜛㒊ศ䠅

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

᪂䛯䛺㣗ရ⾲♧ไᗘ䛻㛵䛩䜛ᾘ㈝⪅䚸ᴗ⪅➼䜈䛾ᬑཬၨⓎ
㣗ရ⾲♧ἲ㝃๎➨㻝㻥᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟
ぢ┤䛧䛾᳨ウ
ᐇែ䜢㋃䜎䛘䛯ಶูㄢ㢟䛾᳨ウ
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㈍➼䛻䛚䛡䜛㣗
ရ⾲♧䛾᳨ウ
ຍᕤ㣗ရ䛾ཎᩱཎ⏘ᆅ⾲♧䛾᳨ウ
㑇ఏᏊ⤌䛘⾲♧䛾᳨ウ
㣗ရῧຍ≀⾲♧䛾᳨ウ
ᶵ⬟ᛶ⾲♧㣗ရไᗘ䜢ጞ䜑䛸䛩䜛㣗ရ䛾ᶵ⬟ᛶ➼䜢⾲♧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ไᗘ䛾㐠⏝䚸ཬ䜃ᾘ㈝⪅䚸ᴗ
⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ᬑཬၨⓎ

ᶵ⬟ᛶ㣗ရ⾲♧ไᗘ䛾ṧ䛥䜜䛯᳨
ウㄢ㢟䛻䛴䛔䛶᳨ウ

⾜≧ἣ䛾᳨ド䜢⾜䛔䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ไᗘ䛾ぢ┤䛧䛾᳨ウ䜢
ᐇ
ᒆฟ䜺䜲䝗䝷䜲䞁
➼䛾ᨵṇ

ᒆฟ䝕䞊䝍䝧䞊
䝇䛾ᨵಟ

㣗ရ㛵㐃ᴗ⪅➼䛜⮬ᅇሗ䜢⾜ᨻ䛻ሗ
࿌䛧䚸⾜ᨻ䛜ᅜẸ䛻ᥦ౪䛩䜛⤌䜏䜢ᵓ⠏
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䠡䠉䠍䠊ᴗ⪅䛻䛚䛡䜛䜺䝞䝘䞁䝇䛾☜ಖ➼䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌
䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠘䠦䠥䠯つ᱁ぢ┤䛧䠚
䠍䠊ᡃ䛜ᅜ䛾ᙉ䜏䛾※Ἠ䛷䛒䜛䛂䜒䛾䛵䛟䜚䛃⏘ᴗ䛻䛚䛔䛶䚸ရ㉁䝕䞊䝍䛻ಀ䜛ṇ䛜Ⓨぬ䚹䠦䠥䠯ไᗘ
䛾ಙ㢗ᛶ☜ಖ䛜ᚲせ䛺≧ἣ䚹
䠎䠊䜎䛯䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻜᭶䚸⏘ᴗᵓ㐀ᑂ㆟䛾ୗ䛻⨨䛛䜜䜛ᑠጤဨ䛻䛚䛔䛶䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᕷሙ䛷䛾
䝹䞊䝹ᙧᡂ䛾ᅾ䜚᪉䛾ほⅬ䛛䜙䚸ไᗘ䛾ᑐ㇟䜢䝃䞊䝡䝇䛻ᣑ䛩䜛䛣䛸䛺䛹䚸ไᗘᨵṇ䛾᪉ྥᛶ
䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚹
䠘බ┈㏻ሗ⪅ಖㆤ䠚
䠍䠊䛂බ┈㏻ሗ⪅ಖㆤไᗘ䛾ᐇຠᛶ䛾ྥୖ䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶䛻᭱⤊ሗ࿌᭩
䜢බ⾲䚹
䠎䠊Ẹ㛫ᴗ⪅ྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᨵṇ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶䠅ཬ䜃ᅜ䛾⾜ᨻᶵ㛵ྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᨵṇ
䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䠅䛾䜋䛛䚸ᆅ᪉බඹᅋయྥ䛡䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢⟇ᐃ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠓᭶䠅䚹
䠏䠊ἲ䛾つᚊ䛾ᅾ䜚᪉䜔⾜ᨻ䛾ᯝ䛯䛩䜉䛝ᙺ➼䛻ಀ䜛᪉⟇䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䚸ᾘ㈝⪅ጤဨ䜈ㅎၥ
䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠍᭶䠅䚹
䠘ᾘ㈝⪅ᅋయッゴ䠚
䠍䠊≉ᐃ㐺᱁ᾘ㈝⪅ᅋయ䛻䜘䜛௬ᕪᢲ䛘䜢ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛜䝞䝑䜽䜰䝑䝥䛩䜛⤌䜏䛸䛧䛶䚸➨㻝㻥㻟
ᅇᅜ䛻䛚䛔䛶䛂⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊ἲ➼䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛃䛜ᡂ❧䛧䚸ᖹᡂ㻞㻥
ᖺ㻝㻜᭶㻝᪥䛻⾜䚹
䠘᪑⾜ᴗ䠚
䠍䠊ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䚸ከ䛟䛾㈇മ䜢ᢪ䛘䛯ᴗ⪅䛻᪑⾜䛾⏦㎸䜏䜢䛧䛯୍㒊䛾᪑⾜⪅䛜ฟⓎ䛷䛝䛺䛔➼䛾
㇟䛜Ⓨ⏕䚹ྠᖺྠ᭶䚸ᙜヱᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛◚⏘ᡭ⥆㛤ጞỴᐃ䛜ฟ䛥䜜䛯䚹
䠎䠊ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙䚸ᅜᅵ㏻┬䛻䛚䛔䛶䛂᪂䛯䛺௦䛾᪑⾜ᴗἲไ䛻㛵䛩䜛᳨ウ ⤒Ⴀ䜺䝞䝘
䞁䝇䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛃䜢㛤ദ䚹ྠᖺ䠔᭶䚸䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛾䛂䛸䜚䜎䛸䜑䛃䜢බ⾲䚹
䠏䠊ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ᪑⾜ᴗ༠ཬ䜃䠄୍♫䠅ᅜ᪑⾜ᴗ༠䛻䛚䛔䛶䚸䛂ᾏእເ㞟ᆺ⏬
᪑⾜䛾⏬䞉ᐇ䛻㛵䛩䜛ᣦ㔪䛃➼䜢ไᐃ䚹

බ┈㏻ሗ⪅ಖㆤἲ䛻ᇶ䛵䛟
ྛ✀䜺䜲䝗䝷䜲䞁

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

䛀බ┈㏻ሗ⪅
ಖㆤ㛵ಀ䛁

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

ἲ
ᥦฟ

䠦䠥䠯ἲ䛾ᨵ
ṇ䜢᳨ウ

䛀䠦䠥䠯つ᱁ぢ┤䛧㛵ಀ䛁
䠄䠍䠅ไᗘ䛾㐠⏝ᨵၿ

䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᨵṇ䞉⟇ᐃ
᪂䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾࿘▱ᚭᗏ
ㄆドไᗘ䛾ᑟධ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠘䠦䠥䠯つ᱁ぢ┤䛧䠚
䠍䠊᪥ᮏᕤᴗつ᱁䠄䠦䠥䠯䠅䛾ᑐ㇟䜢䝃䞊䝡䝇➼䛻ᣑ䛩䜛䛣䛸䜔㻶㻵㻿䝬䞊䜽䜢⏝䛔䛯ྲྀᘬ䛾ಙ㢗ᛶ☜ಖ
䛻ྥ䛡䛯⨩๎ᙉ䛺䛹䜢ྵ䜐ᕤᴗᶆ‽ἲ䠄䠦䠥䠯ἲ䠅䛾ᨵṇ䜢➨㻝㻥㻢ᅇᅜ䛻ᥦฟ䚹䛆⤒⏘䛇
䠘බ┈㏻ሗ⪅ಖㆤ䠚
䠍䠊ᨵṇ䞉⟇ᐃ䛥䜜䛯ྛ✀䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾࿘▱ᚭᗏ䚸䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛾ᑟධ䠄ෆ㒊㏻ሗไᗘ䛻ಀ䜛ㄆド
ไᗘ䛾ᑟධ䞉ᬑཬ䚸බඹㄪ㐩䛷䛾ホ౯䚸ㄆドྲྀᚓ䛾ಁ㐍ᨭ䠅ཬ䜃ேᮦ䛾⫱ᡂ䛻ಀ䜛ྲྀ⤌➼䜢
⾜䛖䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠎䠊ἲ䛾つᚊ䛾ᅾ䜚᪉䜔⾜ᨻ䛾ᯝ䛯䛩䜉䛝ᙺ➼䛻ಀ䜛᪉⟇䛻䛴䛔䛶䛾ᾘ㈝⪅ጤဨ䛻䛚䛡䜛ᑂ㆟
䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠍᭶䛻ㅎၥ䠅䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷䚸ไᗘ䛾ᐇຠᛶ䛾ྥୖ䛻ྥ䛡䛯᭦䛺䜛ྲྀ⤌䜢⾜䛖䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠘ᾘ㈝⪅ᅋయッゴ䠚
䠍䠊㐺᱁ᾘ㈝⪅ᅋయཬ䜃≉ᐃ㐺᱁ᾘ㈝⪅ᅋయ䛻ᑐ䛩䜛タ❧ಁ㐍䞉ㄆᐃ䞉┘╩䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛸䛸䜒䛻䚸䛣
䜜䜙䛾ᅋయ䜢ᨭ䛩䜛Ẹ㛫ᇶ㔠䛾࿘▱䞉ᗈሗ䛻䛴䛔䛶ྲྀ䜚⤌䜐䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠘᪑⾜ᴗ䠚
䠍䠊᭷㆑⪅㆟䛾䛂䛸䜚䜎䛸䜑䛃䛻ᇶ䛵䛝䚸᪑⾜ᴗ⪅䛾ᴗ䜺䝞䝘䞁䝇䛾ᙉཬ䜃ᘚ῭ไᗘ䛾ᅾ䜚᪉
䛾ぢ┤䛧䜢⾜䛖䚹䛆ᅜ䛇

㻞㻥ᖺᗘ

䞉ㄆドไᗘ䛾ᑟධ䚸ᬑཬ
䞉ㄆドྲྀᚓ䛾ಁ㐍ᨭ
䛺䛹

䠄䠎䠅ไᗘ䛾ぢ┤䛧
䝟䝤䝁䝯➼䛾ᐇ
䞉᳨ウ

ᾘ㈝⪅ጤဨ䛾ᑂ㆟䜢㋃䜎䛘䛯᭦䛺䜛ྲྀ⤌

䛀ᾘ㈝⪅ᅋయッゴ㛵ಀ䛁
㐺᱁ᾘ㈝⪅
ᅋయཬ䜃≉
ᐃ㐺᱁ᾘ㈝
⪅ᅋయ䛻ᑐ䛩
䜛ᨭ䛾ᅾ䜚
᪉䛾᳨ウ
䛾㛤ദ

䛀᪑⾜ᴗ㛵ಀ䛁

᳨ウ䛾
ሗ࿌᭩䜢
㋃䜎䛘䛯ෆ
㛶ᗓ௧䛾
ᨵṇసᴗ

᳨ウ
䛾ሗ࿌
᭩䜢㋃䜎
䛘䛯ἲ
ᨵṇస
ᴗ䛾ᐇ


㐺᱁ᾘ㈝⪅ᅋయཬ䜃≉ᐃ㐺᱁ᾘ㈝⪅ᅋయ䛻
ᑐ䛩䜛タ❧ಁ㐍䞉ㄆᐃ䞉┘╩䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌

ᴗ䜺䝞䝘䞁
䝇䛾ᙉཬ䜃
ᘚ῭ไᗘ䛾ᅾ
䜚᪉䛾ぢ┤䛧

ᴗ䜺䝞䝘䞁䝇䛾ᙉ䛾ྲྀ⤌䛾╔ᐇ
䛺ᐇ
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䠡䠉䠎䠊ᾘ㈝⪅⾜ᨻ䛻䛚䛡䜛ᇳ⾜ຊ䛾ᐇ䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌
䝬䝹䝏ྲྀᘬ䛻㛵䛩䜛
ၨⓎ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠎᭶䠅

䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊ᬒရ⾲♧ἲ䛾ᇳ⾜௳ᩘ䛿ቑຍഴྥ䚹
䈜䠍 ᾘ㈝⪅ᗇ䛻䜘䜛ᥐ⨨௧௳ᩘ ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ 㻝㻟௳ 䊻 ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ 㻡㻜௳
䈜䠎 ᾘ㈝⪅ᗇ䛻䜘䜛ㄢᚩ㔠⣡௧௳ᩘ ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ 䠍௳ 䊻 ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ 㻝㻥௳
䈜䠏 㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛ᥐ⨨௧௳ᩘ ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ 䠏௳ 䊻 ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ 䠔௳

䠎䠊≉ᐃၟྲྀᘬἲ䛻㛵䛧䛶䛿䚸⏒䛺⿕ᐖ䛾䛚䛭䜜䛾䛒䜛㔜䛻㔜Ⅼⓗ
䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚹䜎䛯䚸ᖹᡂ㻞㻤ᖺᨵṇ䛻䜘䜚䚸ḟ䚻䛸ἲே䜢❧䛱ୖ䛢䛶㐪⾜
Ⅽ䜢⾜䛖ᴗ⪅䜈䛾ᑐฎ䚸ᴗົṆ௧䛾ᮇ㛫䜢᭱㛗䠍ᖺ䛛䜙䠎ᖺ䛻ఙ㛗
䛩䜛䛺䛹䚸ᇳ⾜䛻㛵䜟䜛ไᗘᩚഛ䜢ᐇ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶⾜䠅䚹
䠏䠊ᾘ㈝⪅ᗇ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘண⟬䛻䛚䛔䛶䚸ᇳ⾜ຊ䛾ᙉ䛾ほⅬ䛛
䜙䚸䠔ே䛾ᐃဨቑ䜢☜ಖ䚹
䠐䠊㆙ᐹ⫋ဨ䛷䛒䛳䛯⪅䜔ἲ᭪㛵ಀ⪅➼䛾ά⏝䛺䛹䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᆅ
᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛ᇳ⾜ຊ䛾ᐇ䛻㛵䛩䜛ᥦゝ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚹
䞉 䛂ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻ䛾ᐇ䞉ᙉ䛻ྥ䛡䛯ᚋ䛾ᨭ䛾䛒䜚᪉➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃
ሗ࿌᭩䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠓᭶ ᾘ㈝⪅ᗇ䠅

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䛀ᬒရ⾲♧ἲ㛵ಀ䛁
ᙜ䛺⾲♧䛻ಀ䜛䛻ᑐ䛩䜛ᬒရ⾲♧ἲ䛾ཝṇ䛺ᇳ⾜

䛀㣗ရ⾲♧ἲ㛵ಀ䛁

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊ᙜ䛺⾲♧䜢⾜䛖ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㒔㐨ᗓ┴䜔ᴗᡤ⟶┬ᗇ➼䛸㐃
ᦠ䛧䚸ㄢᚩ㔠ไᗘ䛾㐠⏝䜢ྵ䜑䚸ᬒရ⾲♧ἲ䜢㎿㏿䛛䛴ⓗ☜䛻㐠⏝䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
ᚲせ䛻ᛂ䛨ྠἲ䛾ᇳ⾜యไ䜢ᣑ䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠎䠊㣗ရ⾲♧䛻㛵䛩䜛┘ど䞉ྲྀ⥾䜚䛻㛵䛧䚸㣗ရ⾲♧㐃⤡㆟䜢タ⨨䛧䚸㛵ಀᶵ㛵䛾
㐃ᦠ䛾ୗ䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ሗඹ᭷䚸ពぢ䜢⾜䛔䚸㎿㏿䛻ၥ㢟䛾䛒䜛ᴗ⪅
䜈䛾ฎศ➼䛾ᚲせ䛺ᑐᛂ䜢ㅮ䛪䜛䚹䛆ᾘ㈝䚸㆙ᐹ➼䛇
䠏䠊㧗㱋⪅䛺䛹䜢≺䛳䛯ᝏ㉁ၟἲᑐ⟇䛾ᐇ䞉ᙉ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸≉ᐃၟྲྀᘬἲ䛾㊃
᪨ཬ䜃ᾘ㈝⪅⿕ᐖ䛾ᐇែ䜢㋃䜎䛘䚸ྠἲ䛾ཝṇ䛺ᇳ⾜䜢⾜䛖䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠐䠊ᾘ㈝⪅䛾㈈⏘⿕ᐖ䛾Ⓨ⏕ཪ䛿ᣑ䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䚸ᾘ㈝⪅Ᏻἲ䛻ᇶ䛵䛟ὀព
ႏ㉳䚸່࿌➼䛾ᥐ⨨䜢㎿㏿䛛䛴ⓗ☜䛻ㅮ䛪䜛䚹䛆ᾘ㈝䛇
䠑䠊ᾘ㈝⪅ᗇ䛷䛿䛂ᾘ㈝⪅ᗇᡤ⟶ἲ௧ᇳ⾜ᢸᙜ⪅◊ಟ䛃䜢ᐇ䛧䚸ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊
䛷䛿䚸ᾘ㈝⪅⾜ᨻ⫋ဨཬ䜃ᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨ䜢ᑐ㇟䛻≉ᐃၟྲྀᘬἲ䛾▱㆑䜢Ꮫ
䜆ㅮᗙ䜢ྵ䜐◊ಟ䜢ᐇ䚹ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛛䜙䛿䚸ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻᙉ㔠䜢ά
⏝䛧䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛㆙ᐹ⫋ဨ䛷䛒䛳䛯⪅䚸ἲ᭪ᑓ㛛ᐙ➼䛾Ⓩ⏝䜔ᅜ
Ẹ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛜ᐇ䛩䜛◊ಟ䜈䛾ཧຍ䛻䛛䛛䜛㈝⏝䜢ᨭ䚹䛆ᾘ㈝䛇

䠘㣗ရ⾲♧䛻㛵䛩䜛㛵ಀἲ௧䛾ຠᯝⓗ䛺ᇳ⾜䠚
㣗ရ⾲♧㐃⤡㆟䛾ᐇ➼䛻䜘䜛㛵ಀ┬ᗇ㛫ཬ䜃㒔㐨ᗓ┴➼䛸䛾ሗඹ᭷䞉㐃ᦠ
ᙉ

䛀≉ᐃၟྲྀᘬἲ㛵ಀ䛁
ᝏ㉁ᛶ䜔⥭ᛴᛶ䛾㧗䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛௳䛾ㄪᰝ䛾ᐇ䚸ㄪᰝ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟ཝṇ䛺ἲᇳ
⾜

䛀ᾘ㈝⪅Ᏻἲ㛵ಀ䛁
ᾘ㈝⪅Ᏻἲ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ὀពႏ㉳䚸່࿌➼

䛀ᆅ᪉䛻䛚䛡䜛ᇳ⾜ຊ䛾ᐇ㛵ಀ䛁
ἲᇳ⾜ᢸᙜ⪅◊ಟ➼ࡢᐇ
ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᥎㐍㔠䠄ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ௨㝆䛿䚸ᆅ᪉ᾘ㈝⪅⾜ᨻᙉ㔠䠅䛾ά
⏝䛻䜘䜚䚸ἲᇳ⾜యไ䛾ᙉ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᆅ᪉බඹᅋయ䜢ᨭ
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䠡䠉䠏䠊ᖏ⾑䝥䝷䜲䝧䞊䝖䝞䞁䜽䛻㛵䛩䜛ၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ
බⓗᖏ⾑䝞䞁䜽䛸ᖏ⾑䝥䝷䜲䝧䞊䝖䝞䞁䜽

䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊⤒Ⴀ◚䛯䜣䛧䛯ᖏ⾑䝥䝷䜲䝧䞊䝖䝞䞁䜽䛛䜙
ὶฟ䛧䛯ᖏ⾑䜢⏝䛔䛶䚸⏕་⒪➼䛾Ᏻ
ᛶ䛾☜ಖ➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻ᇶ䛵䛟ᡭ⥆䜢⤒䜛
䛣䛸䛺䛟⏕་⒪➼䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛯་⒪ᶵ㛵䛻
ᑐ䛧䚸ཌ⏕ປാ┬䛿ᥦ౪䛾୍Ṇ䜢䛨䛯
䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠑᭶௨㝆䠅䚹
ྠᖺ䠔᭶䛾ྠ┬䛻䜘䜛་⒪ᶵ㛵䛾⟶⌮⪅䛾
ฮ࿌Ⓨᚋ䚸ฮ࿌Ⓨ䜢䛥䜜䛯⪅䜢ྵ䜐䠒ྡ
䛾⿕⪅䛜㐊ᤕ䛥䜜䛯䚹
䠎䠊ᮏ௳䜢ཷ䛡䚸ཌ⏕ປാ┬䛿䚸ᖏ⾑䝥䝷䜲䝧䞊
䝖䝞䞁䜽䛾ᐇែㄪᰝ䜢ᐇ䚹
ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶௨㝆䚸ᙜヱ௳䛾ㄢ㢟䞉ၥ㢟Ⅼ
䜢බ⾲䚹䜎䛯䚸ዎ⣙⪅䛷䛒䜛䛚ẕ䛥䜣䛺䛹䜈䛾
ὀពႏ㉳䛾䝏䝷䝅䛾సᡂ䚸ᖏ⾑䝥䝷䜲䝧䞊䝖
䝞䞁䜽䛻ᑐ䛧䛶䛾ᴗົෆᐜ➼䛾ᒆฟ䛾せㄳ䛺
䛹䜢ᐇ䚹

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

㻞㻥ᖺᗘ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶䛻䚸ᖏ⾑䝥䝷䜲䝧䞊䝖䝞䞁䜽䛻
ᑐ䛧䚸ᴗົෆᐜ➼䛾ᅜ䜈䛾ᒆฟ䜢ồ䜑䜛➼䛾
ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛯䚹ᚋ䚸䛂ᖏ⾑䜢⏝䛔䛯་⒪䛾
㐺ษ䛺ᥦ౪䛻㛵䛩䜛᳨ド䞉᳨ウ㆟䛃䜢㛤ദ
䛧䚸ᮏᥐ⨨䛾ᐇຠᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ド䜢⾜䛳䛶䛔
䛟䚹䛆ཌປ䛇

䞉 ᖏ⾑䝥䝷
䜲䝧䞊䝖䝞䞁
䜽䜈䛾ᴗົ
ෆᐜ➼䛾ᒆ
ฟ౫㢗
䞉 㛵ಀᶵ㛵
䛻ᑐ䛩䜛බ
ⓗ䝞䞁䜽䛾
࿘▱౫㢗
➼

䛂ᖏ⾑䜢⏝䛔䛯་⒪䛾㐺ษ䛺ᥦ౪䛻㛵
䛩䜛᳨ド䞉᳨ウ㆟䛃䛻䛚䛔䛶䚸௨ୗ䛾ᐇ
ຠᛶ䛾⥅⥆ⓗ䛺᳨ド䞉᳨ウ䚹
䞉 ᖏ⾑䛾ရ㉁⟶⌮䞉Ᏻᛶ䛾☜ಖ
䞉 ዎ⣙⪅䜈䛾ሗᥦ౪䛺䛹

ᖏ⾑䝥䝷䜲䝧䞊䝖䝞䞁䜽䛛䜙ᒆฟ䛾䛒䛳䛯
ᴗᐇ⦼➼䛾䜴䜵䝤䝃䜲䝖බ㛤➼
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䠡䠉䠐䠊⨾ᐜ་⒪䛻㛵䛩䜛ᾘ㈝⪅ၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ
䛆⫼ᬒ䞉⌧≧䛇
䠍䠊⨾ᐜ་⒪䛻㛵䛩䜛ᾘ㈝⏕ά┦ㄯ䛿䚸㏆ᖺ
䛷䛿ᖺ㛫䛷⣙㻞㻘㻜㻜㻜௳䛾┦ㄯ䛜ᐤ䛫䜙䜜䛶
䛔䜛䚹
䠎䠊་⒪ᶵ㛵䛾䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒䚸
ഇ䞉䛺䛹䛾㐺ษ䛺⾲♧䜢⚗Ṇ䛩䜛
ෆᐜ䜢ྵ䜑䛯་⒪ἲ➼䛾୍㒊ᨵṇ䛜➨
㻝㻥㻟ᅇᅜ䛷ᡂ❧䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠒᭶䜎䛷䛻
⾜䛾ணᐃ䠅䚹
䠏䠊⨾ᐜ་⒪䛻㛵䛩䜛ᾘ㈝⪅䝖䝷䝤䝹䛾㜵Ṇ
䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸୍ᐃ䛾⨾ᐜ་⒪ዎ⣙䜢≉ᐃ
⥅⥆ⓗᙺົᥦ౪䛸䛧䛶≉ᐃၟྲྀᘬἲ䛾つ
ไᑐ㇟䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䠍᪥⾜䠅䚹

ዪᛶㄅ䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯⨾ᐜ་⒪䛻㛵䛩䜛ᗈ࿌
䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠎᭶䠅

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇
䠍䠊➨㻝㻥㻟ᅇᅜ䛷䚸་⒪ᶵ㛵䛾䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒䚸ഇ䞉
䛺䛹䛾㐺ษ䛺⾲♧䜢⚗Ṇ䛩䜛ෆᐜ䜢ྵ䜑䛯་⒪ἲ➼䛾୍㒊
䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛜ᡂ❧䛧䛯䛯䜑䚸⾜䛻ྥ䛡䚸┬௧䞉᪂䛯䛺䜺䜲䝗
䝷䜲䞁䜢Ⓨฟ䛩䜛䚹䜎䛯䚸䝛䝑䝖䝟䝖䝻䞊䝹ᴗ䛻䜘䜛┘どయไ䛾ᙉ
➼䚸ᚲせ䛺ᑐ⟇䜢ᐇ䚹䛆ཌປ䛇
䈜 ⚗Ṇ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᗈ࿌䛾ෆᐜ➼䛾┬௧ᨵṇ䠄䠅
䞉 ᝈ⪅➼䛾ほ䛻ᇶ䛵䛟䚸⒪➼䛾ෆᐜཪ䛿ຠᯝ䛻㛵䛩䜛య㦂ㄯ
䞉 ⒪➼䛾ෆᐜཪ䛿ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䚸ᝈ⪅➼䜢ㄗㄆ䛥䛫䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛
⒪➼䛾๓ཪ䛿ᚋ䛾┿➼

䠎䠊⨾ᐜ་⒪䛻㛵䛩䜛ᾘ㈝⪅䝖䝷䝤䝹䛾㜵Ṇ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛂≉ᐃၟྲྀ
ᘬ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ᨻ௧䛃䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺᨻ௧➨
㻝㻣㻠ྕ䠅䛻䜘䜚䚸୍ᐃ䛾⨾ᐜ་⒪ዎ⣙䜢≉ᐃ⥅⥆ⓗᙺົᥦ౪䛸䛧つ
ไᑐ㇟䛻㏣ຍ䛧䛯䚹ᨵṇᨻ௧䛿ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䠍᪥䛻⾜䛥䜜䛶䛚
䜚䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸࿘▱䞉ၨⓎάື䜢ᐇ䛩䜛䚹䛆ᾘ㈝䛇

ᨵṇ≉ᐃၟྲྀᘬἲ⾜௧⾜䛾
ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛛䜙䛾ὀពႏ㉳䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䠅

㻞㻣ᖺᗘ

㻞㻤ᖺᗘ

་⒪ᶵ㛵䛻
㛵䛩䜛ᗈ࿌
つไ䛾ᅾ䜚
᪉䛻䛴䛔䛶
᳨ウ

㻞㻥ᖺᗘ

䞉 ➨㻝㻥㻟ᅇᅜ䛷་⒪ἲ
➼䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲ
ᚊ䛜ᡂ❧
䞉 ⾜䛻ྥ䛡䚸┬௧䚸᪂
䛯䛺䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢Ⓨฟ
䞉 䝛䝑䝖䝟䝖䝻䞊䝹ᴗ
䛻䜘䜛┘どయไ䛾ᙉ
➼䚸ᚲせ䛺ᑐ⟇䜢ᐇ

≉ᐃၟྲྀᘬἲ⾜௧䛾ᨵṇ䛻ྥ
䛡䛯᳨ウ

㻟㻜ᖺᗘ

㻟㻝ᖺᗘ

䞉 ᨵṇἲ䛻
ᇶ䛵䛟࿘▱䞉
ၨⓎάື䜢
ᐇ

ᨵṇ⾜௧䛾࿘▱䞉ၨⓎ䚸㐺ษ䛺
ᇳ⾜
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䠷⿵㊊䠍䠹ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䛻ἲไୖ䛾㐍ᤖ䛜ぢ䜙䜜䛯䛺⟇
䛆≉ᐃၟྲྀᘬἲ䛾ぢ┤䛧䛇

䛆㣗ရ⾨⏕ἲ䛾ぢ┤䛧䛇 䠄➨㻝㻥㻢ᅇᅜ䛻ἲᥦฟ䠅

¾

¾

ᝏ㉁ᴗ⪅䜈䛾ᑐᛂ䠄ḟ䚻䛸ἲே䜢❧䛱ୖ䛢䛶㐪⾜Ⅽ䜢⾜䛖ᴗ⪅䜈䛾ᑐ
ฎ䛺䛹䠅䚸ᡤᅾ᫂䛾㐪ᴗ⪅䜈䛾ᑐᛂ䠄බ♧㏦㐩䛻䜘䜛ฎศ䠅䚸㐣㔞㈍䜈
䛾ᑐᛂ䠄㟁ヰ່ㄏ㈍䛻䛚䛡䜛㐣㔞㈍つไ䛾ᑟධ䠅➼䛻䛴䛔䛶䛾つᐃ䜢┒䜚
㎸䜣䛰䛂≉ᐃၟྲྀᘬ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛃䠄➨㻝㻥㻜ᅇᅜ䛻䛚䛔
䛶ᡂ❧䠅䛜䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䛻⾜䚹

䛆⨾ᐜ་⒪䛻㛵䛩䜛ᾘ㈝⪅䝖䝷䝤䝹䛾㜵Ṇ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾
≉ᐃၟྲྀᘬἲ⾜௧䛾ᨵṇ䛇
¾

ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻞᭶䛾ᾘ㈝⪅ጤဨ≉ᐃၟྲྀᘬἲᑓ㛛ㄪᰝሗ࿌᭩䜢㋃䜎䛘䚸䠍
䛛᭶䜢㉸䛘䛶⥅⥆䛧䛶⾜䜟䜜䜛⨾ᐜ་⒪ዎ⣙䠄䠑㉸䛾䜒䛾䠅䛾䛖䛱䚸
ձ
ճ

䛆ᾘ㈝⪅ዎ⣙ἲ䛾ぢ┤䛧䛇䠄➨㻝㻥㻢ᅇᅜ䛻ἲᥦฟ䠅
¾

⬺ẟ
ղ ࡁࡧ࣭ࡋࡳ࣭ࡑࡤࡍ࣭ࡃࢁ➼ࡢ㝖ཤ
⫙ࡢࡋࢃ࣭ࡓࡿࡳྲྀࡾ
մ ⬡⫫ࡢ⁐ゎ
յ ṑࡢ⁻ⓑ

➼䛻䛴䛔䛶䚸ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛᪉ἲ䠄䠖ග䛾↷ᑕ䚸⸆䛾ὀᑕ䛻䜘䜛䜒䛾䠅䜢
≉ᐃ⥅⥆ⓗᙺົᥦ౪䛸䛧䛶⨨䛵䛡䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶䛻⾜䠅䚹

䛆་⒪ᗈ࿌䛻㛵䛩䜛་⒪ἲ⾜つ๎䛾୍㒊ᨵṇ䚸
᪂䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ䛇
¾

་⒪ᶵ㛵䛾䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒䚸ഇ䞉䛺䛹䛾㐺ษ䛺⾲♧䜢⚗
Ṇ䛩䜛ෆᐜ䜢ྵ䜑䛯་⒪ἲ䛾୍㒊ᨵṇ䠄➨㻝㻥㻟ᅇᅜ䛻䛚䛔䛶ᡂ❧䠅䛾⾜
䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠒᭶䛾ணᐃ䠅䛻ྥ䛡䚸⚗Ṇ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᗈ࿌䛾ෆᐜ➼䛾┬௧ᨵṇཬ
䜃᪂䛯䛺་⒪ᗈ࿌䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾⟇ᐃ䛻䛴䛔䛶䚸᳨ウ䛾ሙ䛷᳨ウ䚹

䈜 ⚗Ṇ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᗈ࿌䛾ෆᐜ➼䛾┬௧ᨵṇ䠄䠅
䞉 ᝈ⪅➼䛾ほ䛻ᇶ䛵䛟䚸⒪➼䛾ෆᐜཪ䛿ຠᯝ䛻㛵䛩䜛య㦂ㄯ
䞉 ⒪➼䛾ෆᐜཪ䛿ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䚸ᝈ⪅➼䜢ㄗㄆ䛥䛫䜛䛚䛭䜜䛜
䛒䜛⒪➼䛾๓ཪ䛿ᚋ䛾┿➼

䛆௬㏻㈌ᴗ⪅䛾Ⓩ㘓ไ䛾ᑟධ䛇
¾

௬㏻㈌䛸ἲᐃ㏻㈌䛾ᴗ⪅䛻ᑐ䛧Ⓩ㘓ไ䜢ᑟධ䛧䚸䝬䝛䞊䡡䝻䞊䞁䝎䝸䞁
䜾ཬ䜃䝔䝻㈨㔠౪つไ䛻ຍ䛘䚸⏝⪅ಖㆤ䛾ほⅬ䛛䜙䛾つไ䛾ᑟධ䜢┒䜚
㎸䜣䛰䛂ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾㐍ᒎ➼䛾⎔ቃኚ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛾㖟⾜ἲ➼䛾୍㒊
䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛃䠄➨㻝㻥㻜ᅇᅜ䛻䛚䛔䛶ᡂ❧䠅䛜䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛻⾜䚹ᖹᡂ㻞㻥
ᖺ㻝㻞᭶⌧ᅾ䛷㻝㻢䛾ᴗ⪅䛜Ⓩ㘓䚹

ᡃ䛜ᅜ䛾㣗䜢䛸䜚䜎䛟⎔ቃኚ䜔ᅜ㝿➼䛻ᑐᛂ䛧䚸㣗ရ䛾Ᏻ䜢☜ಖ
䛩䜛䛯䜑䚸㣗ရ⾨⏕ἲ➼䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䜢ᥦฟ䚹ᮏἲ䛷䛿䚸
௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᥐ⨨䜢つᐃ䚹
䞉 㻴㻭㻯㻯㻼䠄䝝䝃䝑䝥䠅䛻ἢ䛳䛯⾨⏕⟶⌮䛾ไᗘ
䞉 ≉ู䛾ὀព䜢ᚲせ䛸䛩䜛ᡂศ➼䜢ྵ䜐㣗ရ䛻䜘䜛ᗣ⿕ᐖሗ
䛾㞟

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠔᭶䛾ᾘ㈝⪅ጤဨ䛾⟅⏦䜢㋃䜎䛘䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺ෆᐜ䜢ྵ
䜐ᾘ㈝⪅ዎ⣙ἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䜢ᥦฟ䚹
䞉 ྲྀ䜚ᾘ䛧䛖䜛ᙜ䛺່ㄏ⾜Ⅽ䛸䛧䛶䚸ᴗ⪅䛜䚸♫⏕άୖ䛾⤒㦂
䛾㊊䛩䜛ᾘ㈝⪅䛻ᑐ䛧䚸Ᏻ䜢䛒䛚䜛࿌▱䚸ᜊឡឤ➼䛻䛨䛯
ே㛫㛵ಀ䛾℃⏝➼䜢㏣ຍ
䞉 ↓ຠ䛸䛺䜛ᙜ䛺ዎ⣙᮲㡯䛸䛧䛶䚸ᾘ㈝⪅䛜ᚋぢ㛤ጞ䛾ᑂุ➼䜢
ཷ䛡䛯䛣䛸䛾䜏䜢⌮⏤䛸䛩䜛ゎ㝖ᶒ䜢ᴗ⪅䛻䛩䜛᮲㡯➼䜢
㏣ຍ

䛆ᕤᴗᶆ‽ἲ䛾ぢ┤䛧䛇䠄➨㻝㻥㻢ᅇᅜ䛻ἲᥦฟ䠅
¾

᪥ᮏᕤᴗつ᱁䠄㻶㻵㻿䠅䛾ᑐ㇟䜢䝃䞊䝡䝇䛻ᣑ䛩䜛䛣䛸䜔㻶㻵㻿䝬䞊䜽䜢⏝䛔
䛯ྲྀᘬ䛾ಙ㢗ᛶ☜ಖ䛻ྥ䛡䚸ᕤᴗᶆ‽ἲ䛾୍㒊ᨵṇ䠄ṇ➇த㜵Ṇ
ἲ➼䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䠅䜢ᥦฟ䚹

䛆⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭἲ䛾ぢ┤䛧䛇䠄➨㻝㻥㻢ᅇᅜ䛻ἲᥦฟ䠅
¾

⏕άᅔ❓⪅➼䛾୍ᒙ䛾⮬❧䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸⏕άᅔ❓⪅䛻ᑐ䛩䜛ໟ
ᣓⓗ䛺ᨭయไ䛾ᙉ䛻ಀ䜛௨ୗ䛾䜘䛖䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛ἲ䠄⏕άᅔ❓
⪅➼䛾⮬❧䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭἲ➼䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩
䜛ἲᚊ䠅䜢ᥦฟ䚹
䞉 ⮬❧┦ㄯᨭᴗ䞉ᑵປ‽ഛᨭᴗ䞉ᐙィᨵၿᨭᴗ䛾
୍యⓗᐇ䛾ಁ㐍
䞉 ⮬❧┦ㄯᨭᴗ➼䛾⏝່ዡ䛾ດຊ⩏ົ
䞉 㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛ᕷ➼䛻ᑐ䛩䜛◊ಟ➼䛾ᨭ䜢⾜䛖ᴗ䛾タ
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䠷⿵㊊䠎䠹䛂ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᪂ᮍ᮶㐀䜸䝣䜱䝇䛃䛻䛚䛡䜛䛺ྲྀ⤌
䕿 ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠓᭶䚸ᚨᓥᕷෆ䛻䛂ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᪂ᮍ᮶㐀䜸䝣䜱䝇䛃䜢㛤タ䚹
⌮ㄽⓗ䞉ඛ㐍ⓗ䛺ㄪᰝ䞉◊✲䜔ᅜᒎ㛤䜢ぢᤣ䛘䛯䝰䝕䝹䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䛺䛹䜢ᐇ䚹

䛆ᕤ⛬⾲䛻䛚䛡䜛グ㏙䛾㦵Ꮚ䛇

ၟရ䝔䝇䝖䛾ᐇ≧ἣ
䠄䝰䝙䝍䞊ᐙᗞ䜢ゼၥ䛧䛶
䛾⤥ᶵタ⨨≧ἣㄪᰝ䠅

䠘ᨻ⟇❧䛾䛯䜑䛾ㄪᰝ䛾ᐇ䠚
䠍䠊ᾘ㈝⏕ά䛾⌧≧䜔ᾘ㈝⪅ၥ㢟䛻ᑐ䛩䜛䛂ㄪᰝ䞉ศᯒ䛃ᶵ⬟䛾ᙉ䚸ཬ䜃䛭䜜䜢㋃
䜎䛘䛯䛂ㄢ㢟Ⓨぢ䞉ᑐ⟇ᥦ♧䛃ᶵ⬟䛾ᙉ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸ᚨᓥ┴䜔Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼䛾
༠ຊ䜢ᚓ䛺䛜䜙䚸⌮ㄽⓗ䞉ඛ㐍ⓗ䛺ㄪᰝ䞉◊✲䜢⾜䛖䚹
䈜 䛀ᐇ⦼䛁ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶䛛䜙䚸䛂ⱝ⪅䛾ᾘ㈝⪅⿕ᐖ䛾ᚰ⌮ⓗせᅉ䛛䜙䛾ศᯒ䛻ಀ䜛
᳨ウ䛃䜢㛤ദ䛧䚸ྠᖺ㻝㻜᭶䛛䜙䚸䛂㞀䛜䛔⪅䛾ᾘ㈝⾜ື䛸ᾘ㈝⪅䝖䝷䝤䝹䛻㛵䛩
䜛ㄪᰝ䛃䜢㛤ጞ䛧䛯䚹䜎䛯䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠍᭶䛛䜙䚸⾜ື⤒῭Ꮫ➼䜢⏝䛧䛯ᾘ㈝⾜ື
➼䛾ศᯒ䞉◊✲䛸䛧䛶䚸䛂ᗣ䛸⏕ά䛻㛵䛩䜛♫ᐇ㦂䛃䜢ᐇ䚹

ⱝ⪅䛾ᾘ㈝⪅⿕ᐖ䛾ᚰ⌮ⓗせᅉ䛛䜙䛾ศᯒ
䛻ಀ䜛᳨ウ䛾ᵝᏊ

㻞㻥ᖺᗘ
䛀㣗ရ⾲♧㛵ಀ䛁
䛀ㄪᰝ㛵ಀ䛁
䛀ᾘ㈝⪅ᩍ⫱㛵ಀ䛁

䠘ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䛾᥎㐍䠚
䠍䠊㧗ᰯ⏕ྥ䛡ᾘ㈝⪅ᩍ⫱ᩍᮦ䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᩍᮦ䜢ά⏝䛧䛯ᤵ
ᴗ䜢ᐇ䠄ヨ⾜䠅䛧䚸ᅜ䛷䛾ά⏝䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䠎䠊䠄䜶䝅䜹䝹ᾘ㈝䛻㛵䛩䜛䠅ඛ㥑ⓗྲྀ⤌䛾㞟䜔䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ᵓ⠏䛾᳨ウ䚸
Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䜢⾜䛖䚹
䠏䠊ᚨᓥ┴ෆ䛾䝰䝙䝍䞊ᐙᗞ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛻㈨䛩䜛ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶ᐇド䜢
⾜䛔䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯㣗ရ䝻䝇๐ῶ䛾ྲྀ⤌䜢ᅜ䛻ᒎ㛤䛩䜛䚹

䠘ᆅᇦ䛾ぢᏲ䜚䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䠚
䠍䠊ከ䛟䛾ᆅ᪉බඹᅋయ䛷䛾ᾘ㈝⪅Ᏻ☜ಖᆅᇦ༠㆟䛾タ⨨䜢┠ᣦ䛧䚸┴ⓗ䛻
ᾘ㈝⪅Ᏻ☜ಖᆅᇦ༠㆟䛾タ⨨䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛ᚨᓥ┴ෆ䛾䜢ྵ䜑䚸ඛ
㐍䛾㞟䞉ඹ᭷➼䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛷䚸䛣䛾┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛯㒔㐨ᗓ┴䛾ྲྀ
⤌䜢ᨭ䚸ಁ㐍䛩䜛䚹

䠘ᅜẸ⏕ά䝉䞁䝍䞊䛻䜘䜛ၟရ䝔䝇䝖䜔◊ಟ䛾ᐇ䠚

ᰤ㣴ᡂศ⾲♧䞉ಖᶵ⬟㣗ရ
䛾ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䝰䝕䝹ᴗᐇ

䛀䜶䝅䜹䝹ᾘ㈝㛵ಀ䛁
䛀㣗ရ䝻䝇㛵ಀ䛁

㻟㻝ᖺᗘ

ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛻䛚䛡䜛ᾘ㈝⪅
ᩍ⫱䛾ᐇ

⌮ㄽⓗ䞉ඛ㐍ⓗ䛺ㄪᰝ䞉◊✲
సᡂ䛧䛯ᩍᮦ䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝䠄䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾どⅬ䛛䜙䛾
ᤵᴗᨵၿ䛾᥎㐍䜒ྵ䜑䛶᳨ウ䠅
ᩍᮦ䜢⏝䛧䛯ᤵᴗ䛾
ᐇ䠄ヨ⾜䠅

ヨ⾜䛾᳨ド䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸䜰䜽䝅䝵䞁䝥
䝻䜾䝷䝮䛻ᇶ䛵䛝䚸ᅜ䛷䛾ά⏝䜢᥎㐍

ᆅ᪉බඹᅋయ䚸ᾘ㈝⪅䚸ᴗ⪅䚸⾜ᨻ䛻䜘䜛᥎㐍⤌⧊䠄䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊
䝮䠅䛾ᵓ⠏䜢᥎㐍
䛂ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᪂ᮍ᮶㐀䜸䝣䜱䝇䛃䛻䛚䛡䜛䝰䝕䝹ᴗ䛾ᐇ

䛀ᾘ㈝⪅ᚿྥ⤒Ⴀ㛵ಀ䛁

䛂ᾘ㈝⪅⾜ᨻ᪂ᮍ᮶㐀䜸䝣䜱䝇䛃䛻䛚䛡䜛䚸ᆅ᪉䛾ᴗ⪅䜈䛾ᬑཬ䞉
ၨⓎ

䛀බ┈㏻ሗ㛵ಀ䛁

ᴗ⪅ᅋయ➼䛾ᑟ䛻䜘䜛୰ᑠᴗ䛻䛚䛡䜛ෆ㒊㏻ሗไᗘ䛾ᑟධಁ
㐍ཬ䜃䛭䛾ຠᯝ䜢᳨ド➼䛧䛯ୖ䛷䛾ᅜᒎ㛤
ᚨᓥ┴ෆᕷ⏫ᮧ䛾
❆ཱྀᩚഛ⋡㻝㻜㻜䠂

䛀ぢᏲ䜚㛵ಀ䛁

䠍䠊ᚨᓥ┴䛾༠ຊ䜢ᚓ䛺䛜䜙䚸ᚨᓥ┴䜢ᐇド䝣䜱䞊䝹䝗䛸䛧䛯䚸ඛ㥑ⓗ䛺ၟရ䝔䝇䝖䛾
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᐇ䚹
䠎䠊䛸䛧䛶㛵す䚸୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅᇦ䛾ᑐ㇟⪅䜢୰ᚰ䛸䛧䛯◊ಟ䜔䚸ᚨᓥ⊂⮬䛾◊ಟ䜢
ᐇ䛩䜛䚹
䈜 䛀ᐇ⦼䛁ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䛿䛂ᆅ㟈䛻䜘䜛㌿ಽ䛾㜵Ṇ⟇䛃䛾䝔䝇䝖䜢ᐇ䚹┴ෆ䛾䝰䝙䝍䞊
ᐙᗞ䜢ゼၥ䛧䚸㈓䝍䞁䜽䛻䛴䛔䛶䚸タ⨨≧ἣ➼䛾ᐇែ䜢ㄪᰝ䛧䚸㌿ಽ㜵Ṇ⟇䜢
ㄪ䜉䜛䛺䛹䛧䛶ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚹

㻟㻜ᖺᗘ

㏻ሗไᗘ䛾䛺㐠⏝䛸䛭䛾ホ౯䞉ᨵၿ䚸┴ෆ
ᕷ⏫ᮧඹ㏻䛾❆ཱྀᩚഛཬ䜃䛣䜜䜙䛾ᅜᒎ㛤

䞉ᚨᓥ┴ෆ䛶䛾ᕷ⏫ᮧ䛷䛾༠㆟タ⨨ᨭ
䞉༠㆟タ⨨䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟ゎỴ䛾ඛ㐍䜢㞟
ඛ㐍㞟䛾సᡂ䞉බ⾲

䛀ၟရ䝔䝇䝖㛵ಀ䛁
䛀◊ಟ㛵ಀ䛁

ᚨᓥ┴䜢ᐇド䝣䜱䞊䝹䝗䛸䛧䛯ඛ㥑ⓗ䛺ၟရ䝔䝇䝖䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ᐇ
䛸䛧䛶㛵す䚸୰ᅜ䞉ᅄᅜᆅᇦ䛾ᑐ㇟⪅䜢୰ᚰ䛸䛧䛯◊ಟ➼䛾ᐇ
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