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老人保健事業推進費等補助金

老人保健健康増進等事業

看護小規模多機能型居宅介護事業所及び
療養通所介護事業所の業務負担軽減に関する事業
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日本訪問看護財団
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ሙᡤ㸸ྛጤဨᡤᅾᆅ㸦:HE ㆟㸧
᳨ウෆᐜ㸸ࣥࢣ࣮ࢺ࣭ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌ࠊᮏᴗ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢ᳨ウ
㸺➨  ᅇ᳨ウጤဨ㸼
᪥㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧 㹼 
ሙᡤ㸸ྛጤဨᡤᅾᆅ㸦:HE ㆟㸧
᳨ウෆᐜ㸸ሗ࿌᭩ࡢ᳨ウ


┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡢᴗົ㈇ᢸ
㍍ῶ㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ

㸦㸯㸧 ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿᴗᡤࡢ⮬ᕫ
ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ࡢᐇ≧ἣ➼ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ┠ⓗ࡛ᐇࡋࡓࠋ
㸦㸰㸧ࣄ ࣜࣥࢢㄪᰝ 
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿࠊ㐠Ⴀ᥎㐍
㆟ࡢ㛤ദ≧ἣࠊᴗᡤࡢホ౯ࠊᴗᡤ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᴗົࡢຠ⋡ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧
㸦ᴗ⥅⥆ィ⏬㸧ࠊᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀព⩏ࡸ᪥ࠎࡢᴗົཬࡰࡍᙳ㡪
ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗᐇࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ
➨  ᅇ᳨ウጤဨ࡚ࠊලయⓗ࡞ᮏᴗࡢᥦࢆࡍࡿࡓࡵࡣࠊ⌧ሙࡢ⟶⌮⪅ࢆྵ
ࡵࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࡢタ⨨࣭㛤ദࡀᚲせࡢពぢࢆཷࡅ࡚࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࢆ  ᅇ
㛤ദࡋࡓࠋ

㸺➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼
᪥㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧 㹼 
ሙᡤ㸸ྛጤဨᡤᅾᆅ㸦:HE ㆟㸧
᳨ウෆᐜ㸸┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢホ౯⾲㡯┠ࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆᚩ
㸦ᗙㄯ᪉ᘧ㸧

㸺➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼
᪥㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶࣭⚃㸧 㹼 ༙
᳨ウෆᐜ㸸➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࡢពぢࢆᩚ⌮
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㸺➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼
᪥㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 㹼 
ሙᡤ㸸ྛጤဨᡤᅾᆅ㸦:HE ㆟㸧
᳨ウෆᐜ㸸┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢホ౯⾲➼ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚
ᩚ⌮㸦ᗙㄯ᪉ᘧ㸧

㸦㸲㸧 ⌮ⓗ㓄៖
ㄪᰝࡢᐇ࠶ࡓࡾࠊ᪥ᮏゼၥ┳ㆤ㈈ᅋ◊✲⌮ጤဨࡢᑂᰝࢆཷࡅᢎㄆࢆᚓࡓࠋ
᭩㠃࡚◊✲ࡢ┠ⓗࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡣཝᏲࡉࢀࡿࡇࠊㄪᰝࡢ༠ຊࡣ௵ព࡛࠶ࡿ
ࡇࠊㄪᰝ༠ຊࡋ࡞࠸ࡇ୍࡛ษ┈ࢆ⿕ࡿࡣ࡞࠸ࡇ࡞ࢆㄝ᫂ࡋࠊㄪᰝ
⚊ࡢグධཬࡧ㏉ಙࢆࡶࡗ࡚ㄪᰝࡢྠពࢆᚓࡽࢀࡓࡶࡢࡋࡓࠋ
ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊୖグ㡯ࢆᩥ᭩࠾ࡼࡧཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࠊ⨫ྡ࡚ྠ
ពࢆᚓࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ ௨ୗࠕࢥࣟࢼࠖ␎ࡍࠋ  ឤᰁᣑ㜵Ṇࡢほ
Ⅼࡽࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᕼᮃᛂࡌࠊ:HE ࡲࡓࡣ㟁ヰ࡛ࡢ◊✲ㄝ᫂ཬࡧࣄࣜࣥࢢㄪᰝ
ࡍࡿࠋࣄࣜࣥࢢሙᡤࡣ᪥ᮏゼၥ┳ㆤ㈈ᅋᑐ㇟⪅ࡢᡤᅾᆅࡋࠊࣥࢱࣅࣗ
࣮࡛࠶ࡿ᪥ᮏゼၥ┳ㆤ㈈ᅋࡣࠊಶᐊࢆ☜ಖࡋᑐ㇟⪅ࡢኌࡀ⪅⪺ࡇ࠼࡞࠸⎔ቃࢆ
☜ಖࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ
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➨㸰❶ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᴫせ


ㄪᰝᴫせ
㸯㸬ㄪᰝࡢ┠ⓗ
 ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿᴗᡤࡢ⮬ᕫ
ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ࡢᐇ≧ἣ➼ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ

㸰㸬ㄪᰝࡢෆᐜ࣭᪉ἲ
㸧ᑐ㇟
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ  ࢝ᡤ㸦ᜳⓙ㸧
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ  ࢝ᡤ㸦ᜳⓙ㸧
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ㐃ᦠᴗᡤ㸦௵ពᅇ⟅㸧

㸧ㄪᰝ᪉ἲ
 㒑㏦㓄ᕸ࣭㒑㏦ᅇ

㸧ㄪᰝᮇ㛫
 ௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥

㸧ㄪᰝ㡯┠
ࠐ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ⚊
 ᴗ ᡤࡢ ᇶᮏ ሗ㐠Ⴀ᥎ 㐍 ㆟ࡢ㛤 ദ≧ ἣᴗ ᡤ ࡢホ౯ ᴗᡤ㐠 Ⴀ 㛵ࡍࡿ ᴗ
ົࡢຠ⋡➼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧▷ᮇධᡤㆤ㈝་⒪ᶵ㛵ࡸࡢㆤᴗᡤ
ࡢሗ㐃ᦠ

ࠐ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ⚊
 ᴗ ᡤࡢ ᇶᮏ ሗ㐠Ⴀ᥎ 㐍 ㆟ࡢ㛤 ദ≧ ἣᴗ ᡤ ࡢホ౯ ᴗᡤ㐠 Ⴀ 㛵ࡍࡿ ᴗ
ົࡢຠ⋡➼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧㐃ᦠ≧ἣ

ࠐ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ㐃ᦠᴗᡤ⚊
 ᴗᡤࡢ✀㢮ᅇ⟅⪅ࡢ⫋✀ሗᥦ౪ࡢᡭẁሗ㐃ᦠࡼࡾᥦ౪ࡍࡿሗ㡯┠㐃
ᦠࡢຠᯝ࣭ព⩏㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᥦ
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➨㸱❶ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ


ᅇ⋡

┳ㆤᑠつᶍ
ከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ
ᴗᡤ

 

㐃ᦠᴗᡤ

⒪㣴㏻ᡤ
ㆤᴗᡤ

Ⓨ㏦ᩘ



 



ᐇᩘ



 



ᅇᩘ







ᅇ⋡



 




ͤ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ㸸 ᴗᡤࡣᴗ㛢㙐ࠊ ᴗᡤࡣᑠつᶍከᶵ
⬟ኚ᭦
ͤ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ㸸 ᴗᡤࡣ㛢㙐࣭୰Ṇ
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┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤㄪᰝࡢ⤖ᯝ
㸯㸬ᇶᮏሗ
ᡤᅾᆅ
ᡤᅾᆅࡣࠊࠕᮾி㒔ࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⚄ዉᕝ┴ࠖࠕ㜰ᗓࠖࡀ ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᡤᅾᆅ㸦ၥ 㸧
㒔㐨ᗓ┴
ᾏ㐨
㟷᳃┴
ᒾᡭ┴
ᐑᇛ┴
⛅⏣┴
ᒣᙧ┴
⚟ᓥ┴
Ⲉᇛ┴
ᰣᮌ┴
⩌㤿┴
ᇸ⋢┴
༓ⴥ┴
ᮾி㒔
⚄ዉᕝ┴
᪂₲┴
ᐩᒣ┴
▼ᕝ┴
⚟┴
ᒣ┴
㛗㔝┴
ᒱ㜧┴
㟼ᒸ┴
ឡ▱┴
୕㔜┴

ᅇ⟅ᩘ ᵓᡂẚ  㒔㐨ᗓ┴

  ㈡┴

  ி㒔ᗓ

  㜰ᗓ

  රᗜ┴

  ዉⰋ┴

  ḷᒣ┴

  㫽ྲྀ┴

  ᓥ᰿┴

  ᒸᒣ┴

  ᗈᓥ┴

  ᒣཱྀ┴

  ᚨᓥ┴


㤶ᕝ┴


ឡ┴

  㧗▱┴

  ⚟ᒸ┴

  బ㈡┴

  㛗ᓮ┴

  ⇃ᮏ┴

  ศ┴

  ᐑᓮ┴

  㮵ඣᓥ┴

  Ἀ⦖┴

  య

ᅇ⟅ᩘ ᵓᡂẚ
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ᴗ㛤ጞᖺ᭶
ᴗ㛤ጞᖺ᭶ࡣࠊ
ࠕ ᖺࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ ᖺࠖ
ࠕ ᖺࠖࡀࡑ
ࢀࡒࢀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗ㛤ጞᖺ᭶㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
㻞㻜㻞㻜ᖺ

㻡㻑

㻝㻜㻑

㻝㻡㻑

㻞㻜㻑

㻝㻚㻢㻑
㻝㻠㻚㻞㻑

㻞㻜㻝㻥ᖺ

㻝㻢㻚㻤㻑

㻞㻜㻝㻤ᖺ
㻝㻠㻚㻞㻑

㻞㻜㻝㻣ᖺ

㻝㻟㻚㻞㻑

㻞㻜㻝㻢ᖺ
㻝㻜㻚㻡㻑

㻞㻜㻝㻡ᖺ

㻝㻝㻚㻢㻑

㻞㻜㻝㻠ᖺ

㻝㻜㻚㻡㻑

㻞㻜㻝㻟ᖺ
㻞㻜㻝㻞ᖺ

㻞㻚㻝㻑
㻡㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅



⤒Ⴀయ
⤒ႠయࡣࠊࠕႠἲேࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ἲேࠖࡀ ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕබ┈㈈ᅋἲேࠖ
ࠕබ┈♫ᅋἲேࠖࠊ
ࠕྜྠ♫ࠖ
ࠕ⏕༠ࠖ
ࠕ୍⯡㈈ᅋἲே࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ⤒Ⴀయ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻞㻚㻝㻑

㻠㻞㻚㻝㻑

㻞㻢㻚㻟㻑

㻝㻣㻚㻥㻑

㻡㻚㻤㻑
㻠㻚㻞㻑

Ⴀἲே
♫⚟♴ἲே
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே
↓ᅇ⟅

㻝㻚㻢㻑

་⒪ἲே
୍⯡♫ᅋἲே
䛭䛾
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ࢧࢸࣛࢺᆺᴗᡤ
ࢧࢸࣛࢺᆺᴗᡤ࡛࠶ࡿࡣࠊࠕࡣ࠸ࠖࡀ ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ ࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ࢧࢸࣛࢺᆺᴗᡤ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻝㻚㻝㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻥㻢㻚㻟㻑

䛿䛔

㻞㻚㻢㻑

䛔䛔䛘

↓ᅇ⟅



ㆤಖ㝤࠾ࡅࡿゼၥ┳ㆤᴗᡤࡢᣦᐃ
ㆤಖ㝤࠾ࡅࡿゼၥ┳ㆤᴗᡤࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡣࠊ
ࠕࡣ࠸ࠖࡀ ࠊ
ࠕ࠸࠸
࠼ࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ㆤಖ㝤ࡼࡿゼၥ┳ㆤᴗᡤࡢᣦᐃ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻣㻡㻚㻟㻑

㻝㻜㻜㻑

㻞㻜㻚㻡㻑

䛿䛔

䛔䛔䛘

㻠㻚㻞㻑

↓ᅇ⟅



ᇶ‽ヱᙜࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ≧ἣ
ᇶ‽ヱᙜࢧ࣮ࣅࢫ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿᴗࡣࠊ
ࠕ ᇶ‽ヱᙜ▷ᮇධᡤࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ࠕᇶ‽ヱᙜ⏕άㆤࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᇶ‽ヱᙜࢧ࣮ࣅࢫ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿᴗ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
ᇶ‽ヱᙜ⏕άㆤ
ᇶ‽ヱᙜ⮬❧カ⦎

㻞㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻜㻚㻜㻑
㻞㻚㻝㻑

ᇶ‽ヱᙜඣ❺Ⓨ㐩ᨭ

㻝㻚㻝㻑

䛭䛾

㻢㻜㻑

㻢㻚㻤㻑

ᇶ‽ヱᙜᨺㄢᚋ➼䡿䢚䡮䡷䡬䢇䢚䡹

ᇶ‽ヱᙜ▷ᮇධᡤ

㻠㻜㻑

㻝㻜㻚㻜㻑
㻞㻚㻝㻑
㻤㻢㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅
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ඹ⏕ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢᣦᐃ
ඹ⏕ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡣࠊࠕࡣ࠸ࠖࡀ ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ඹ⏕ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢᣦᐃࡢ᭷↓㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻚㻟㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻥㻞㻚㻢㻑

䛿䛔

䛔䛔䛘

㻝㻜㻜㻑

㻞㻚㻝㻑

↓ᅇ⟅




ࠕࡣ࠸ࠖࡢሙྜࠊᐇࡋ࡚࠸ࡿᴗࡣࠊࠕ▷ᮇධᡤࠖࡀ  ᴗᡤࠊࠕ⏕άㆤࠖࠕᒃᏯ
ㆤࠖࡀࡑࢀࡒࢀ  ᴗᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 㸦ᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜ㸧ᐇᴗ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 







 

 
⏕άㆤ
⮬❧カ⦎
ᨺㄢᚋ➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫ
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ
▷ᮇධᡤ
ᒃᏯㆤ
㔜ᗘゼၥㆤ
య

ᅇ⟅௳ᩘ
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⫋ဨయไ
⫋ဨࡢᖖ⟬ᩘࡣࠊㆤ⚟♴ኈࡀᖹᆒ  ேࠊㆤ⫋ဨࡀᖹᆒ  ேࠊಖᖌ࣭┳
ㆤᖌࡣᖹᆒ  ேࠊ┳ㆤᖌࡣᖹᆒ  ேࠊㆤᨭᑓ㛛ဨࡣᖹᆒ  ேࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࣭
సᴗ⒪ἲኈ࣭ゝㄒ⫈ぬኈࡣᖹᆒ  ேࠊົ⫋ဨࡣᖹᆒ  ேࠊࡑࡢ⫋ဨࡣᖹᆒ 
ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㆤ⫋ဨࡣᖹᆒ  ேࠊ┳ㆤ⫋ဨࡣᖹᆒ  ேࠊᴗᡤయ࡛ࡣᖹᆒ  ே࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ⫋ဨయไ㸦༢㸸ே㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
ᖹᆒ್
ᶆ‽೫ᕪ

















 
ㆤ⚟♴ኈ
ㆤ⫋ဨ㸦ㆤ⚟♴ኈ௨እ㸧
ಖᖌ㺃┳ㆤᖌ
┳ㆤᖌ
ㆤᨭᑓ㛛ဨ
⌮Ꮫ⒪ἲኈ㺃సᴗ⒪ἲኈ㺃ゝㄒ⫈ぬኈ
ົ⫋ဨ
ࡑࡢࡢ⫋ဨ
 



୰ኸ್










ㆤ⫋ဨᑠィ
┳ㆤ⫋ဨᑠィ










⫋ဨᩘྜィ








ᅗ⾲㸱㸰 ⫋ဨᩘࡢศᕸయไ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧

ձㆤ⫋ဨᑠィ
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻜㻚㻣㻑
㻝㻡㻚㻜㻑

㻠㻞㻚㻝㻑

㻠㻜㻚㻜㻑

㻥㻚㻟㻑
㻞㻚㻡ே௨ୖ㻟ேᮍ‶

㻟ே௨ୖ㻡ேᮍ‶

㻣ே௨ୖ㻝㻜ேᮍ‶

㻝㻜ே௨ୖ

㻡ே௨ୖ㻣ேᮍ‶



ղ┳ㆤ⫋ဨᑠィ
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻝㻜㻚㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻡㻜㻚㻜㻑

㻤㻜㻑

㻞㻣㻚㻥㻑

㻞㻚㻡ே௨ୖ㻟ேᮍ‶

㻟ே௨ୖ㻡ேᮍ‶

㻣ே௨ୖ㻝㻜ேᮍ‶

㻝㻜ே௨ୖ

㻝㻜㻜㻑

㻝㻞㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑

㻡ே௨ୖ㻣ேᮍ‶
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ճㆤᨭᑓ㛛ဨ
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻜㻚㻣㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻥㻟㻚㻢㻑

㻝㻜㻚㻣㻑
㻞㻚㻝㻑

㻜ே

㻜ே㉸䡚㻝ே௨ୗ

㻝ே㉸䡚㻞ே௨ୗ

㻞ே㉸


մ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࣭సᴗ⒪ἲኈ࣭ゝㄒ⫈ぬኈ


㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻢㻠㻚㻟㻑

㻜ே

㻤㻜㻑

㻞㻢㻚㻠㻑

㻜ே㉸䡚㻝ே௨ୗ

㻝㻜㻜㻑

㻣㻚㻝㻑 㻥㻚㻟㻑

㻝ே㉸䡚㻞ே௨ୗ

㻞ே㉸


յົ⫋ဨ
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻡㻣㻚㻥㻑

㻜ே

㻤㻜㻑

㻠㻜㻚㻣㻑

㻜ே㉸䡚㻝ே௨ୗ

㻝㻜㻜㻑

㻣㻚㻝㻑 㻝㻚㻠㻑

㻝ே㉸䡚㻞ே௨ୗ

㻞ே㉸


նࡑࡢࡢ⫋ဨ
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻣㻞㻚㻥㻑

㻜ே

㻜ே㉸䡚㻝ே௨ୗ

㻤㻜㻑

㻞㻝㻚㻠㻑

㻝ே㉸䡚㻞ே௨ୗ

㻞ே㉸

㻝㻜㻜㻑

㻣㻚㻝㻑

㻡㻚㻣㻑

↓ᅇ⟅


շ⫋ဨᩘྜィ
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻡㻚㻣㻑

㻝㻜ேᮍ‶

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻟㻠㻚㻟㻑

㻤㻜㻑

㻠㻡㻚㻣㻑

㻝㻜ே௨ୖ䡚㻝㻡ேᮍ‶

㻝㻡ே௨ୖ䡚㻞㻜ேᮍ‶

㻝㻜㻜㻑

㻞㻝㻚㻠㻑

㻞㻜ே௨ୖ
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ᐃဨ
ᐃဨࡣࠊⓏ㘓ᐃဨࡀᖹᆒ  ேࠊ㏻࠸ࡢᐃဨࡀᖹᆒ  ேࠊἩࡲࡾࡢᐃဨࡀᖹᆒ 
ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᐃဨ㸦༢㸸ே㸧㸦ၥ 㸧
 

௳ᩘ




Ⓩ㘓ᐃဨ
㏻࠸ࡢᐃဨ
Ἡࡲࡾࡢᐃဨ

ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ







୰ኸ್





Ⓩ㘓⪅ᩘ
Ⓩ㘓⪅ᩘࡣࠊᖹᆒ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄪᰝࡢᅇ⟅ᴗᡤࡢྜィ࡛ࠊ ே࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
࠺ࡕඹ⏕ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡣᖹᆒ  ே࡛ࠊᅇ⟅ᴗᡤࡢྜィࡣࠊ ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 Ⓩ㘓⪅ᩘ㸦ၥ 㸧
 
Ⓩ㘓⪅ᩘ ே㸧

௳ᩘ


ྜィ್


ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ



୰ኸ್



ᅗ⾲㸱㸰 Ⓩ㘓⪅ᩘ㸦࠺ࡕࠊඹ⏕ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅㸧㸦ၥ 㸧
 
࠺ࡕඹ⏕ᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ ே㸧

௳ᩘ


ྜィ್


ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ



୰ኸ್
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㸰㸬㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദ≧ἣ
㛤ദᅇᩘ
 ᖺᗘ୰ࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദᅇᩘࡣࠊࠕ ᅇࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ
ᅇࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദᅇᩘ㸦ၥ 㸧㸦Q  
㻜㻑
㻝ᅇ
㻞ᅇ
㻟ᅇ

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻣㻜㻑

㻜㻚㻡㻑
㻠㻚㻞㻑
㻝㻚㻢㻑
㻡㻚㻤㻑

㻠ᅇ

㻝㻣㻚㻠㻑

㻡ᅇ

㻢㻡㻚㻤㻑

㻢ᅇ
㻣ᅇ

㻜㻚㻡㻑

㻝㻞ᅇ

㻜㻚㻡㻑

㻝㻠ᅇ

㻜㻚㻡㻑

↓ᅇ⟅

㻡㻜㻑

㻟㻚㻞㻑
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㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟࣭㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦ
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟࣭㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࡣࠊ
ࠕㄢ㢟ࢆᑡ࡞ࡃࡍ
ࡿᥦࠖࡀ࠶ࡿሙྜࡀ ࠊࠕ≉ㄢ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟࣭㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦ㸦Q  
㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻣㻞㻚㻢㻑

㻝㻜㻜㻑

㻞㻞㻚㻝㻑

ㄢ㢟䜔㈇ᢸ䜢ᑡ䛺䛟䛩䜛ᥦ

≉䛻ㄢ㢟䛿䛺䛔

㻡㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅




ࠕㄢ㢟ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࠖࡢ⌮⏤ࡣࠊࠕ ᭶  ᅇ௨ୖࡢ㛤ദ㢖ᗘࢆᘏ㛗ࡍࡿࠖࡀ
࡛᭱ࡶከࡃ ࠊḟ ࠸࡛ࠕ ホ౯ 㡯┠ࡀ ఫẸ ㈇ᢸ ࡞ ࡽ࡞࠸ ࡼ࠺ ⡆⣲ ࡍ ࡿࠖࡀ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭➨㸱⪅ᶵ㛵࡛ࡢㄪᰝࡸホ౯௦࠼ࡿࠋ
࣭እ㒊ホ౯ࡢ㡯┠ࢆῶࡽࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭ఫẸࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵ㈨ᩱ㸦᭩㠃㸧࡛ࡢࡸࡾࡾࡍࡿࠋ
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢᚲせᛶࠊᐇ⦼ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠊࡑࡢⅭ
୍ᐃᮇ㛫㸦㸯ᖺ㸧ࡢ୰࡛ࡢࠊㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ᪉ࡀㄝᚓຊࡣ࠶ࡿ ➼ࠋ

ᅗ⾲㸱㸰 ࠕㄢ㢟ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࠖࡢ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻤㻡㻚㻡㻑

㻞䛛᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ䛾㛤ദ㢖ᗘ䜢ᘏ㛗䛩䜛
㻡㻜㻚㻜㻑

ホ౯㡯┠䛜ఫẸ䛻㈇ᢸ䛸䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻⡆⣲䛩䜛
㻞㻥㻚㻜㻑

ไᗘ䛾ㄝ᫂䛺䛹㆟㢟䛾䢋䢙䢄䢔䜢㜵Ṇ䛩䜛
๓䛻㆟㢟䜢▱䜙䛫䜛➼㆟㛤ദ㛫䜢ᑡ䛺䛟 䛩䜛

㻝㻣㻚㻠㻑

䡱䢙䢓䡮䢙㛤ദ䜢ᑟධ䛩䜛

㻝㻢㻚㻣㻑
㻢㻚㻡㻑

䛭䛾
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ࠕ ᭶  ᅇ௨ୖࡢ㛤ദ㢖ᗘᘏ㛗ࡍࡿࠖሙྜࠊ㐺ษᛮࢃࢀࡿ㢖ᗘࢆࡓࡎࡡࡓ
ࡇࢁࠊࠕ ᭶  ᗘࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ ᭶  ᗘࠖࡀ ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ࠕ ᭶㸯ᅇ௨ୖࡢ㛤ദ㢖ᗘᘏ㛗ࡍࡿࠖሙྜࠊ㐺ษᛮࢃࢀࡿ㢖ᗘ
㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻜㻑

㻞㻡㻚㻠㻑

㻟䛛᭶䛻㻝ᗘ

㻞㻠㻚㻢㻑

㻠䛛᭶䛻㻝ᗘ

㻠㻝㻚㻡㻑

㻢䛛᭶䛻㻝ᗘ
㻟㻚㻠㻑

㻝ᖺ䛻㻝ᗘ

㻡㻚㻝㻑

↓ᅇ⟅


㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢྜྠ㛤ദ
ձ」ᩘࡢᴗᡤ࡛ࡢྜྠ㛤ദࡢㄆ▱
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆࠊ」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ࡛㛤ദ࡛ࡁࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡣࠊࠕࡣ࠸ࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 」ᩘࡢᴗᡤ࡛ࡢྜྠ㛤ദࡢㄆ▱㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻣㻟㻚㻣㻑

䛿䛔

㻤㻜㻑

㻞㻠㻚㻣㻑

䛔䛔䛘

↓ᅇ⟅

㻝㻜㻜㻑

㻝㻚㻢㻑
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ղྜྠ㛤ദࡢ᭷↓
」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡣࠊ
ࠕࡣ࠸ࠖࡀ ࠊ
ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ 㸣࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ྜྠ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ ᖺᗘࡢྜྠ㛤ദᅇᩘࡣࠊࠕ ᅇࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊ
ࠕ ᅇࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ྜྠ㛤ദࡢ᭷↓㸦Q 㸧㸦ၥ ձ㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻠㻞㻚㻥㻑

㻤㻜㻑

㻡㻞㻚㻥㻑

䛿䛔

䛔䛔䛘

㻝㻜㻜㻑

㻠㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅



ᅗ⾲㸱㸰 ྜྠ㛤ദᅇᩘ㸦ၥ ձ㸧
 

ᅇ⟅ᩘ












 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
↓ᅇ⟅
య

ྜ





















16

141021-00-本文.indd 16

2021/03/26 18:05:39


ճྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤
ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࠊࠕཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿࡓࡵཧຍேᩘࡀቑ࠼ࡿࡓࡵࠖ
ࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࡢᴗᡤࡸᆅᇦࡢ♫㈨※ࡢ≧ἣࡀࢃࡿࡓࡵࠖࡀ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗෆᐜࡣࠊేタࡸ㞄᥋ࡢྠ୍ἲேࡢ㛤ദ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ ձ㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻜㻑

㻢㻜㻑

ཧຍ⪅䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛸䛺䜛䛯䜑ཧຍேᩘ䛜ቑ䛘䜛䛯䜑

㻣㻜㻑
㻢㻡㻚㻜㻑

䛾ᴗᡤ䜔ᆅᇦ䛾♫㈨※䛾≧ἣ䛜䜟䛛䜛䛯䜑

㻡㻢㻚㻣㻑

⮬ᴗᡤ䛷䛾‽ഛ䛜㍍ῶ䛥䜜䜛䛯䜑

㻞㻢㻚㻣㻑

ከᵝ䛺㛤ദ᪉ἲ䛾䢇䢙䢀䛜ᚓ䜙䜜䜛䛯䜑

㻝㻤㻚㻟㻑

䛭䛾

㻤㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅

㻟㻚㻟㻑


մྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤
ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࡣࠊ
ࠕᴗᡤࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠖࡀ
㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⮬ᴗᡤࡢᴗົ࡛ᡭ୍ᮼ࡛࠶ࡿࡓࡵࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕ౫㢗ࡋࡓࡀࠊ࠾᩿ࡾࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠖ
ࠕ㆟㢟ࡀᗈࡀࡾࡍ
ࡂ࡚ࡋࡲ࠺Ẽࡀࡍࡿࠖࠕ㐃⤡ࡀ࠶ࡾࠊ㐃ᦠࠊሗࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࠕ⾜࠺ࢆ᳨ウ
୰ࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᅗ⾲㸱㸰 ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ ձ㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻠㻚㻝㻑

ᴗᡤ䛸䛾䡹䡵䡸䢚䡩䡬䢕䛾ㄪᩚ䛜㞴䛧䛔䛯䜑
㻟㻟㻚㻤㻑

⮬ᴗᡤ䛾ᴗົ䛷ᡭ୍ᮼ䛷䛒䜛䛯䜑
㻞㻠㻚㻟㻑

ಶேሗ䛾⟶⌮䛻ᠱᛕ䛜䛒䜛䛯䜑

㻞㻝㻚㻢㻑

ᴗᡤ䛸䛾㐃ᦠ䛾䛝䛳䛛䛡䜔ാ䛝䛛䛡䛾ᶵ䛜䛺䛔䛯䜑
㻝㻢㻚㻞㻑

ྜྠ㛤ദ䛾ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛺䛔䛯䜑

㻝㻠㻚㻥㻑

࿘ᅖ䛻ᆅᇦᐦ╔ᆺᴗᡤ䛜䛺䛔䡡㐲䛔䛯䜑
እ㒊䛾ホ౯䜢ᴗᡤ䛻▱䜙䜜䛯䛟䛺䛔䛯䜑

㻜㻚㻜㻑

⾜ᨻ䛛䜙ู䚻䛾㛤ദ䛷䛚㢪䛔䛥䜜䛯䡡⮬య⊂⮬䛾䢕䡬䢕䛜䛒䜛

㻜㻚㻜㻑

䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻢㻜㻑

㻥㻚㻡㻑
㻝㻟㻚㻡㻑
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㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢຠ⋡࣭⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ ⮬⏤グ㍕ 
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆຠ⋡ࡋࠊ⏕⏘ᛶࢆྥୖࡍࡿࡓࡵᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ⮬
⏤グ㍕࡚௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
䠄㻝䠅㛤ദ᪉ἲ㻌
୍࣭ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㛤ദ᪥ࠊሙᡤࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ  
࣭㛤ദᩥ᭩ࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿ   
࣭ྜྠ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ   
࣭๓㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋ࡚࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿ   
࣭ᖺᩘᅇࡣᅵ᭙᪥᭙᪥㛤ദ㸦ᐙ᪘ࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺   
࣭ᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪࡛ᩥ᭩ࢆࡶࡗ࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ   
࣭᭶ึࡵෆࢆ㏦ࡾฟḞࢆ )$; ࡸ㟁ヰ࡛ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ   
࣭㜵⅏カ⦎ྜࢃࡏ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ   
࣭ḟᅇࡢ㛤ദ᪥ࢆ㆟Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡿ
࣭⾜ྜࢃࡏ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ
࣭Ⲕヰ᪉ᘧࡋ࡚࠸ࡿ
࣭㆟ࡢ๓ᐙ᪘ࢆ㛤ദࡋㆤ⪅ྠኈ࡛ㄒࡾྜ࠺㛫ࢆᣢࡘࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ

䠄䠎䠅ෆᐜ䞉䝔䞊䝬㻌
࣭ᴗᡤࡢ㐠Ⴀ≧ἣࠊࣄࣖࣜࣁࢵࢺ࣭ࣥࢩࢹࣥࢺࠊᆅᇦࡢὶ⾜ࡢሗ࿌  
࣭Ⓨ⾲ࠊⓎ⾲ࡘ࠸࡚ࡣጤဨࡢⓙࡉࢇࡽࡢ㛵ᚰࡀከ࠸   
࣭ࡑࡢࠎྜࢃࡏࡓࢸ࣮࣐ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ   
࣭ᴗᡤࡢᅔ㞴ࠊᅔࡾࡈ   
࣭࠶ࡽࡌࡵ࠾ヰࡍࡿෆᐜࢆ⣔ิࡲࡵ࡚࠸ࡿ
࣭ሗ࿌ෆᐜࡣ⤫୍ࡋࠊࣉࣛࢫᖺ㛫࡛㏣ຍࡢෆᐜࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ   
࣭ឤᰁࡢࡇ➼࣑ࢽㅮᗙ᪉ᘧ࡛⾜࠺ࡇࡶ࠶ࡿ
࣭ᴗᡤࡢ㐠Ⴀෆᐜࢆఏ࠼㏱᫂ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ
࣭ㆤ㛵ࡍࡿ⯆ࡢ࠶ࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿ
࣭タ࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡁࡊࡳ㣗ࠊ࣒࣮ࢫ㣗ࠊᰂ⳯➼ࡢヨ㣗➼ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ᙜᴗᡤࡢㄢ㢟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦయࡢࢧ࣮ࣅࢫ㛵ಀࡍࡿෆᐜࢆ㑅ࡪ
࣭༊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢෆᐜࢆඖ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
࣭እ㒊ホ౯ࡢ㡯┠ᩘࡀከࡃࠊእ㒊ࡢ᪉ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡢ㛫ࡀࡿࡢ࡛ศ
ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚ࡁࡓ
࣭㏻ᖖࡢάືሗ࿌ኚ࠼࡚ࠊㆤࠊ┳ྲྀࡾ࡞ࡢ㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋ࡚⤂ࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ไᗘࡢࡇࡸㆤࠊ┳ㆤ㛵ࡍࡿᮏࢆሗᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ
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䠄㻟䠅ᵓᡂ䝯䞁䝞䞊㻌
ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ   
Ẹ⏕ጤဨ  
ᐙ᪘  
ᕷࡢㆤಖ㝤ㄢ  
ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ  
⏝⪅  
⟶⌮⪅  
᭷㆑⪅  
⮬㛗  
㛤ᴗ་  
♫⚟♴༠㆟  
ᆅᇦ⸆ᖌ  
ࡑࡢ㸧ᆅᇦ⏫ෆᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ᆅᇦఫẸ࣭㏆ᡤࡢ᪉⏫ෆ㛗୰᰾㝔㐃ᦠᐊ⫋ဨ
⚟♴ ࢻࣂ ࢨ࣮㧗 㱋⪅ࢡ ࣛࣈ 㛗㏆㞄 ࡢᑵປ ᨭ ᴗᡤ༊ 㛗㏆㞄ࡢ 㝔┦ ㄯဨ 
ゼၥ┳ㆤᖌ༠ຊ་⒪ᶵ㛵་ᖌ➼㜵≢ጤဨࢸ࣮࣐ࡼࡗ࡚ᴗᡤ㸦⫋✀㸧ࢆࢤࢫࢺ
ࡪ

䠄㻠䠅㛤ദ㛫㻌
࣭Ỵࡲࡗࡓ᭶㸦അᩘ᭶࡞㸧ࠊỴࡲࡗࡓ㛫  
࣭ ศ௨ୖ  㛫ᮍ‶  
࣭ 㛫௨ୖ  㛫ᮍ‶  
࣭ᆅᇦࡢ᪉ࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺  ༙㹼㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ࡑࡢ㒔ᗘỴࡵ࡚࠸ࡿ
࣭ᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࢆྠࡌࡋ࡚ࠊྠἲேࡢᐃᮇᕠ┳ࡢㆤ࣭་⒪᥎㐍㆟  ศࡎࡽࡋ
࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ
㻌
䠄㻡䠅グ㘓➼㻌
࣭㆟㘓ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭㆟㘓ࡣᕷᣦᐃࡢᵝᘧ࡛ᕷㆤಖ㝤ㄢ࣓࣮ࣝῧࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆసࡗ࡚⡆༢グ㍕ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ
࣭ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥ࡛ࣥࡑࡢሙ࡛グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ពぢࡣᴗᡤูⰍศࡅࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡶྍࡋࠊᢸᙜ⪅ࢆỴࡵ࡚ 」ᩘ㸧ᚋ᪥ࡲࡵ࡚࠸ࡿ
࣭⫋ဨࡀグ㘓ࡋࠊᚋ㆟㘓ࡋ࡚ +3 ᥖ㍕ࡍࡿ
࣭ദഃ࡛సᡂࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡛ࠊ▷ࡋ࡚࠸ࡿ
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㸱㸬ᴗᡤࡢホ౯
ཧ⪃ᵝᘧࡢㄆ▱
ཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻▱࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ
ཧ⪃ᵝᘧࢆぢࡓࡇࡀ࠶ࡿࡣࠊࠕࡣ࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ཧ⪃ᵝᘧࡢㄆ▱㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻤㻟㻚㻣㻑

䛿䛔

㻝㻜㻜㻑

㻝㻝㻚㻝㻑 㻡㻚㻟㻑

䛔䛔䛘

↓ᅇ⟅



ಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿホ౯
ձᴗᡤࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿホ౯ᡭἲ
ᴗ⪅ࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿホ౯ᡭἲࡣࠊ
ࠕཧ⪃ᵝᘧࡢ㒊ࢆά
⏝ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕཧ⪃ᵝᘧࡢ୍㒊ࢆά⏝ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࡢᵝᘧࠖࡢලయⓗ࡞సᡂ⪅ࡣࠊ
ࠕᅜᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗ⪅㐃⤡ࠖࠊ
ࠕྡ◊㸦ྡྂᒇᕷㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅㐃⤡◊✲㸧࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿホ౯ᡭἲ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻞㻚㻝㻑

㻡㻢㻚㻟㻑

㻞㻝㻚㻝㻑

㻥㻚㻡㻑

ཧ⪃ᵝᘧ䛾㒊䜢ά⏝
ཧ⪃ᵝᘧ䛾୍㒊䜢ά⏝
ᴗᡤ䜎䛯䛿ἲே⊂⮬䛷స䛳䛯ᵝᘧ䡡㡯┠
䛭䛾䛾ᵝᘧ
↓ᅇ⟅



㻝㻝㻚㻝㻑







20

141021-00-本文.indd 20

2021/03/26 18:05:40


ղಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢព⩏
ಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢព⩏ࡣࠊ
ࠕព⩏ࡣࡁ࠸ࠖ
ࠕព⩏ࡣ࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ
࡚ 㸣ࠊࠕ࠶ࡲࡾព⩏ࡣ࡞࠸ࠖࠕࡃ࡞࠸ࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢព⩏㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻝㻡㻚㻤㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻢㻞㻚㻢㻑

ព⩏䛿䛝䛔

ព⩏䛿䛒䜛

㻝㻜㻜㻑
㻞㻚㻝㻑

㻝㻡㻚㻟㻑

䛒䜎䜚ព⩏䛿䛺䛔

㻠㻚㻞㻑

䛟䛺䛔

↓ᅇ⟅


ճಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ⾜࠺ຠᯝ
ಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ⾜࠺ຠᯝࡣࠊࠕಶࠎࡢᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢣࡢࡾ㏉
ࡾ࡞ࡿࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࢧ࣮ࣅࢫయࡢ㐠Ⴀど㔝ࡀᗈࡀࡿࠖࡀ 㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕ⌧≧࣭ㄢ㢟ࡢᢕᥱࡀ࡛ࡁࡿࠖࠕ┠ᣦࡍࡁࡇࢁࡀࢃ
ࡿࠖࠕᴗᡤࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠖࠕᚑᴗ⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌮ゎᗘࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࠕ⫋ဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡞ࡿࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ⾜࠺ຠᯝ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻣㻠㻚㻣㻑

ಶ䚻䛾ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䡵䡭䛾䜚㏉䜚 䛻䛺䜛
㻠㻤㻚㻥㻑

䡷䡬䢇䢚䡹య䛾㐠Ⴀ䜈ど㔝䛜ᗈ䛜䜛
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻤㻜㻑

㻢㻚㻟㻑
㻣㻚㻥㻑
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մᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤ
ᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤࡣࠊ
ࠕ㈇ᢸࡀࡁ࠸ࠖ
ࠕࡲ࠶ࡲ࠶㈇ᢸ࡛࠶ࡿࠖ
ࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣ࠊ
ࠕ࠶ࡲࡾ㈇ᢸ࡛࡞࠸ࠖ
ࠕࡃ㈇ᢸ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻜㻚㻡㻑

㻟㻣㻚㻠㻑

㻡㻟㻚㻞㻑

㈇ᢸ䛜䛝䛔

䜎䛒䜎䛒㈇ᢸ䛷䛒䜛

䛟㈇ᢸ䛷䛿䛺䛔

↓ᅇ⟅

㻠㻚㻣㻑

㻠㻚㻞㻑

䛒䜎䜚㈇ᢸ䛷䛿䛺䛔


ᴗᡤࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯
ձᴗᡤࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᡭἲ
ᴗᡤࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᡭἲࡣࠊ
ࠕཧ⪃ᵝᘧࡢ㒊ࢆά⏝ࠖࡀ 㸣࡛᭱
ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕཧ⪃ᵝᘧࡢ୍㒊ࢆά⏝ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࡢᵝᘧࠖࡢලయⓗ࡞సᡂ⪅ࡣࠊ
ࠕᅜᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗ⪅㐃⤡ࠖࠊ
ࠕྡ◊㸦ྡྂᒇᕷㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅㐃⤡◊✲㸧࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᡭἲ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻞㻚㻝㻑

㻢㻞㻚㻢㻑

㻝㻣㻚㻥㻑

ཧ⪃ᵝᘧ䛾㒊䜢ά⏝
ཧ⪃ᵝᘧ䛾୍㒊䜢ά⏝
ᴗᡤ䜎䛯䛿ἲே⊂⮬䛷స䛳䛯ᵝᘧ䡡㡯┠
䛭䛾䛾ᵝᘧ
↓ᅇ⟅



㻥㻚㻡㻑

㻣㻚㻥㻑
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ղᴗᡤࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࡢព⩏
ᴗᡤࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ព⩏ࡣࠊ
ࠕព⩏ࡣࡁ࠸ࠖ
ࠕព⩏ࡣ࠶ࡿࠖࡀྜ
ࢃࡏ࡚ 㸣ࠊࠕ࠶ࡲࡾព⩏ࡣ࡞࠸ࠖࠕࡃ࡞࠸ࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࡢព⩏㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻝㻚㻝㻑

㻝㻣㻚㻠㻑

㻢㻣㻚㻠㻑

ព⩏䛿䛝䛔

ព⩏䛿䛒䜛

䛒䜎䜚ព⩏䛿䛺䛔

㻥㻚㻡㻑

㻠㻚㻣㻑

䛟䛺䛔

↓ᅇ⟅


ճᴗᡤ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤ
ᴗᡤ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤࡣࠊࠕ㈇ᢸࡀࡁ࠸ࠖࠕࡲ࠶ࡲ࠶㈇ᢸ࡛࠶
ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣ࠊ
ࠕ࠶ࡲࡾ㈇ᢸ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ࠕࡃ㈇ᢸ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻜㻚㻜㻑

㻠㻡㻚㻤㻑

㻠㻢㻚㻤㻑

㈇ᢸ䛜䛝䛔

䜎䛒䜎䛒㈇ᢸ䛷䛒䜛

䛟㈇ᢸ䛷䛿䛺䛔

↓ᅇ⟅

㻟㻚㻣㻑

㻟㻚㻣㻑

䛒䜎䜚㈇ᢸ䛷䛿䛺䛔
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㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯
ձᴗᡤࡢᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯ᡭἲ
ᴗᡤࡢᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯ᡭἲࡣࠊ
ࠕཧ⪃ᵝᘧࡢ㒊ࢆά⏝ࠖࡀ
㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕཧ⪃ᵝᘧࡢ୍㒊ࢆά⏝ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࡢᵝᘧࠖࡢලయⓗ࡞సᡂ⪅ࡣࠊ
ࠕᅜᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗ⪅㐃⤡ࠖࠊ
ࠕྡ◊㸦ྡྂᒇᕷㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅㐃⤡◊✲㸧࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤࡢᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯ᡭἲ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻝㻚㻢㻑

㻡㻝㻚㻢㻑

㻞㻢㻚㻤㻑

㻝㻞㻚㻢㻑

㻣㻚㻠㻑

ཧ⪃ᵝᘧ䛾㒊䜢ά⏝
ཧ⪃ᵝᘧ䛾୍㒊䜢ά⏝
ᴗᡤ䜎䛯䛿ἲே⊂⮬䛷స䛳䛯ᵝᘧ䡡㡯┠
䛭䛾䛾ᵝᘧ
↓ᅇ⟅



ղព⩏
ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ホ౯ࢆ⾜࠺ព⩏ࡣࠊࠕព⩏ࡣࡁ࠸ࠖࠕព⩏ࡣ࠶
ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣ࠊ
ࠕ࠶ࡲࡾព⩏ࡣ࡞࠸ࠖ
ࠕࡃ࡞࠸ࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ព⩏㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻞㻚㻢㻑

㻥㻚㻡㻑

ព⩏䛿䛝䛔

㻡㻥㻚㻡㻑

ព⩏䛿䛒䜛

㻞㻠㻚㻞㻑

䛒䜎䜚ព⩏䛿䛺䛔

䛟䛺䛔

㻠㻚㻞㻑

↓ᅇ⟅



ճຠᯝ ⮬⏤グ㍕ 
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࠊ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡢຠᯝࡘ࠸
࡚⮬⏤グ㍕࡚ࠊ௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
䠘➨୕⪅ホ౯䜢ཷ䛡䜛䠚㻌
࣭➨୕⪅ࡽࡢពぢࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࡾ㏉ࡾࡸ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠊẼࡁ࡞ࡿ  
࣭ᆅᇦࡢ┠⥺࡛ࡢពぢࢆࡶࡽ࠼ࡿ   
࣭㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡢពぢࡋ࡚ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿ
࣭⮬ᴗᡤ೫ࡾࡀ࡞࠸࡞ࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
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࣭⮬ศࡓࡕࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊⰋ࠸ពぢ࡞ࡣࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿ
࣭ᴗᡤࡢ⊂ࡾࡼࡀࡾ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡽ࡞࠸
࣭እ㒊ࡽࡢどⅬ࡛ᆅᇦ㈉⊩ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿᶵࡀࡶ࡚ࡿ

䠘ᴗᡤ䛾࿘▱䛻䛴䛺䛜䜛䠚㻌
࣭タࡢᙺࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ  
࣭ᆅᇦࡢ༠ຊయไࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ᴗົෆᐜࡢ⌮ゎ㏱᫂ࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ᴗᡤࡢಙ⏝ࢆᢸಖࡍࡿᶵ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

䠘ሗ㞟䞉ሗ䛜䛷䛝䜛䠚㻌
࣭ࢣෆᐜࡢ᳨ウࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡽሗ㞟ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭ㄢ㢟ࢆ᫂☜ࡋࠊຓゝ࣭ᣦᑟࢆࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ᆅᇦ㈨※ࡢሗࡀࡶࡽ࠼ࡿ
࣭⾜ᨻࡽࡢᣦᑟࢆཷࡅࡸࡍ࠸

䠘㉁䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜛䠚㻌
࣭ᴗᡤ㛤タ௨᮶ࠊẖᖺࡢホ౯ࢆࢢࣛࣇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᚑᴗ⪅ࡢ㉁ཬࡧᴗᡤࡢ㉁ࡢ
ࢵࣉࡀࡼࡃࢃࡿ
࣭ᆅᇦఫẸࡢồࡵ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫ⌧≧➼ࡽෆᐜࢆぢ┤ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ

䠘䛭䛾䠚㻌
࣭⏝⪅Ꮿࡸᐙ᪘ࡢ⏝‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿຠᯝ
࣭ࢫࢱࢵࣇᩍ⫱ᙺ❧ࡘ

䠘㈇ᢸឤ䠚㻌
࣭ࢫࢱࢵࣇࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㈇ᢸࡢࡳ
࣭ព⩏ࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࡀ࣓ࣥࣂ࣮ࡶከᛁ࡞᪉ࡀከࡃ㈇ᢸࡀࡁࡍࡂࠊࡸࡗࡘࡅឤࢆᙉࡃ
ឤࡌࡿ
࣭ẖᅇࡢ᥎㐍㆟ࡢෆᐜࢆ⣽ࡃࡍࡿࡇ࡛⡆⣲ࡋࡓホ౯࡛ࡶⰋ࠸ࡢᛮ࠺
࣭▷࠸ࢫࣃࣥ㐣ࡂ࡚  ࢝᭶㛫ࡢሗ࿌ࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࣭ཧ⪃ᵝᘧࡣ⫋ဨ⮬ᕫホ౯ࡣ࠼ࡿࡀࠊᵓᡂဨࡣศࡾࡃ࠸
࣭ኚឤࡔࡅࡀࣆ࣮ࣝࡉࢀࡿឤࡌࡀࡍࡿ
࣭ᩥ᭩ࡀ㞴ࡋࡃ⪅ホ౯ࡀ㞴ࡋࡃຠᯝ࡞࠸
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մᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤ
ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤࡣࠊࠕ㈇ᢸࡀࡁ࠸ࠖࠕࡲ࠶
ࡲ࠶㈇ᢸ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣ࠊ
ࠕ࠶ࡲࡾ㈇ᢸ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ࠕࡃ㈇ᢸ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡀྜ
ࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯ࢆ⾜࠺㈇ᢸឤ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻜㻚㻜㻑

㻟㻤㻚㻥㻑

㻡㻞㻚㻝㻑

㈇ᢸ䛜䛝䛔

䜎䛒䜎䛒㈇ᢸ䛷䛒䜛

䛟㈇ᢸ䛷䛿䛺䛔

↓ᅇ⟅

㻡㻚㻟㻑

㻟㻚㻣㻑

䛒䜎䜚㈇ᢸ䛷䛿䛺䛔
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ᴗᡤホ౯ࡢཧ⪃ᵝᘧᴗᡤࡢホ౯㡯┠ࡢ㔜」
ᴗᡤ࡛ࡢホ౯࠾࠸࡚ࠊཧ⪃ᵝᘧࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࠊ
ᴗᡤཪࡣἲே࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ேホ౯ࡢ㡯┠ࠊ◊ಟ➼ࡢホ౯㡯┠ࡋ࡚㔜」ࡋ࡚
࠸ࡿ㡯┠ࢆࡓࡎࡡࡓࠋ
ձ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠
㔜 」 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ 㡯 ┠ ࡣ ࠊࠕ  ⏝ ⪅ ➼ ࡢ ≉ ᛶ 㺃ኚ   ᛂ ࡌ ࡓ ᑓ 㛛 ⓗ ࡞ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ᥦ ౪ ࠖ ࡀ
㸣ࠊࠕከᶵ㛵㺃ከ⫋✀ࡢ㐃ᦠࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 㔜」ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑

⏝⪅➼䛾≉ᛶ䡡ኚ䛻ᛂ䛨䛯ᑓ㛛ⓗ䛺䡷 䡬䢇䢚䡹ᥦ౪

㻡㻜㻑

㻟㻞㻚㻟㻑

ከᶵ㛵䡡ከ⫋✀䛸䛾㐃ᦠ

㻟㻝㻚㻢㻑

ᴗ㐠Ⴀ䛾ホ౯

㻞㻜㻚㻢㻑

ㄡ䛷䜒Ᏻᚰ䛧䛶ᬽ䜙䛫䜛䜎䛱䛵䛟䜚䜈ཧ⏬

㻝㻝㻚㻜㻑

⤖ᯝホ౯

㻝㻜㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅䠄䛺䛧䠅

㻠㻞㻚㻢㻑


ղ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿᵝᘧ
㔜」ࡋ࡚࠸ࡿᵝᘧࡣࠊ
ࠕேᮦ⫱ᡂ㺃ேホ౯ࡢᵝᘧࠖࡀ 㸣ࠊ
ࠕ◊ಟࡢ⮬ᕫホ౯ࡼ
ࡿᵝᘧࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫ‶㊊ᗘㄪᰝࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 㔜」ࡋ࡚࠸ࡿᵝᘧ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

ேᮦ⫱ᡂ䡡ேホ౯䛾ᵝᘧ

㻡㻜㻑

㻢㻜㻑
㻡㻣㻚㻟㻑

◊ಟ䛾⮬ᕫホ౯䛻䜘䜛ᵝᘧ
䛭䛾

㻠㻜㻑

㻞㻣㻚㻜㻑
㻠㻚㻡㻑

↓ᅇ⟅

㻞㻟㻚㻢㻑
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㸲㸬ᴗᡤ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᴗົࡢຠ⋡
ᴗ㐠Ⴀక࠺ᩥ᭩㔞๐ῶᡭἲࡢᥦ ⮬⏤グ㍕ 
ᴗ㐠Ⴀక࠺ᩥ᭩㔞ࢆ๐ῶࡍࡿࡓࡵࡢᥦࡘ࠸࡚⮬⏤グ㍕࡚ࠊ௨ୗࡢᅇ⟅ࢆ
ᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
䠘ᥦฟ᭩㢮䛾⡆⣲䠚㻌
࣭ᴗᡤ➼ࡢሗ࿌᭩⡆⣲
࣭┳ㆤᑠつᶍඹ㏻ࡢ᭩ᘧࢆసࡾࠊࢳ࢙ࢵࢡᘧ࡛≉グࡢࡳグධ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᭩ᘧࡔᩥ
᭩㔞ࡢ๐ῶࡘ࡞ࡀࡿᛮ࠺
࣭ᴗᡤホ౯ෆᐜࡀ⭾࡛ᢳ㇟ⓗ࡞Ⅽศࡾࡸࡍࡃ⡆⣲ࡋ࡚ḧࡋ࠸
࣭ᐇᆅᣦᑟࡢᥦฟ᭩㢮ࡢ⪃

䠘グ㘓䛾⤫୍䠚㻌
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࡛ࡣࢣࣉࣛࣥࡢసᡂຍ࠼࡚ẖ᭶┳ㆤᑠつᶍ
ከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ⏬᭩ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍యⓗࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽ⤫୍ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࣭ᚲせ࡞᭩㢮ࡣ࡚⤫୍ࡍࡿ
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆ༙ᖺ  ᅇࠊ࡚ࡢᶆ‽ᵝᘧࢩࢫࢸ࣒ࢆ୍ඖࡍࡿ

䠘ᣦ♧᭩౫㢗┬␎䠚㻌
࣭ᣦ♧᭩౫㢗┬␎
࣭ලయⓗ࡞㡯┠ࡋ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡅࡿᙧᘧ

䠘䝅䝇䝔䝮ᑟධ䞉㻵㻯㼀 䠚㻌
࣭ࢱࣈࣞࢵࢺࡢᑟධ  
࣭⣬࣮࣋ࢫ࡛ṧࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࢹ࣮ࢱࡋ࡚ṧࡍࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࡣᅜ࡛⤫୍
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤᑓ⏝ࡢࢯࣇࢺࡀ࠶ࢀࡤຍ⟬ࠊῶ⟬ࠊࡑࡢ᪥ࡑࡢ
᪥ࡢ⏝ቑῶ࡞ࠊከ㔞࡞ᩥ᭩ᑐᛂࢆຓࡅ࡚ḧࡋ࠸  
࣭ㆤࢯࣇࢺࡢᑟධ㸦᪥ᖖᴗົࡢグධ㈇ᢸࢆῶࡽࡍ㸧ᴗᡤࡢ᭩㠃ࢆ )$; ࡛ࡣ࡞
ࡃࢹ࣮ࢱ࡛㌿㏦࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ

䠘䝨䞊䝟䞊䝺䝇䠚㻌
࣭࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࡍࡿ  
࣭㟁Ꮚࡍࡿࡇ࡛࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࡘ࡞ࡀࡿࡀࠊࢇࡢᴗࡣ⣬࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ
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ᴗ㐠Ⴀక࠺ᴗົຠ⋡⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢᥦ ⮬⏤グ㍕ 
ᴗ㐠Ⴀక࠺ᴗົࢆຠ⋡ࡋࠊ⏕⏘ᛶࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢᥦࡘ࠸࡚⮬⏤グ㍕
࡚ࠊ௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
䠘䝨䞊䝟䞊䝺䝇䠚㻌
࣭࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫ

䠘䝅䝇䝔䝮ᑟධ䞉㻵㻯㼀 䠚㻌
࣭ࢩࢫࢸ࣒  
࣭ࢳ࢙ࢵࢡࢆ ,&7 ࡛⾜࠸ࠊグ㘓ࢆ࡞ࡃࡍ

䠘㏦㏄䛾ᥦ䠚㻌
࣭㏦㏄⾲ࡢ⮬ື
࣭ᑓᒓࢻࣛࣂ࣮ࡢ௵⏝

䠘䛭䛾䠚㻌
࣭ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢ᭩㢮ࡀᒃᏯ‽ࡌࡿࡀ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢᒎ㛤
ࡀ᪩ࡃ᭩㢮ࡀ㏣࠸࡞࠸  
࣭ࢣ㆟ࢆෆ㒊㛤ദࡋࠊ࡞࠾ࡘࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟ࢆ㛤࠸࡚ࢩࣇࢺไࡢࢫࢱࢵࣇ
ဨᅇぴࡋ࡚◊ಟࡶ⾜࠺ࠋ୍࡚ࡘࡢ᭩ᘧ࡛ࡼ࠸ᛮ࠺
࣭๓ᖺᗘၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㡯┠ࢆḟᖺᗘホ౯ࡍࡿ
࣭ᑠつᶍከᶵ⬟ࡢ༊ูࢆ᫂☜ࡍࡿࠋᑠつᶍከᶵ⬟ゼၥ┳ㆤࢆࣉࣛࢫࡋࡓࡔࡅ࡛
ࡣ࡞࠸
࣭ࢱࣈࣞࢵࢺࡸࢫ࣐࣍࡞ࡢࢣᴗົࡢ☜ㄆࡸ㐙⾜ࡢඹ᭷㸦ᙜ᪥ᴗົࡀࡇࡽ࡛ࡶ
ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ᭩ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸧
࣭ㆤ⫋ဨࡼࡿ་⒪ⓗࢣࡢ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡀᗈࡀࢀࡤᴗົࡣࡁࡃຠ⋡ࡀᅗࢀࡿ㸦
౽ࠊⅬࡢ㔪ࢆᢤࡃࠊࣥࢫࣜࣥ➼㸧
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢィ⏬᭩ࡸホ౯ࢆ⾜࠺ࢶ࣮ࣝࡀ࠶ࢀࡤࡼ࠸ࠊゎ
㔘ࡢ᪉ࢆᅜⓗ⤫୍ࡋศࡾࡸࡍࡃࡋ࡚ḧࡋ࠸
࣭ࢭࣥࢧ࣮㸦ぢᏲࡾ㸧ࢆ⏝ࡍࡿሙྜࠊ㌟యᣊ᮰࠶ࡓࡽ࡞࠸ᑂ㆟ࡍࡿ࡞ࠊᡭసࡾ
ࡢ᭩㢮ࡀከ࠸
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆῶࡽࡍ
࣭࣐ࢽࣗࣝ࡞ᅜ࡛⤫୍
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟㛤ദࡢᅇᩘࢆぢ┤ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋᆅᇦࡢ᪉ࡶ㈇ᢸࡀࡗ࡚࠸ࡿ
࣭グ㘓ࢆ㸳ᖺࡈࡃࡽ࠸ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿࡶࡢ
࣭࣮ࣜࢲ࣮ࡢ⫱ᡂ
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㠀ຠ⋡ࡔឤࡌࡿᴗົࡸㄢ㢟 ⮬⏤グ㍕ 

㠀ຠ⋡ࡔឤࡌࡿᴗົࡸㄢ㢟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㍕࡚௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
䠘㏦㏄䛻㛵䛩䜛䛣䛸䠚㻌
࣭㏦㏄⾲ࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࣭㏻࠸ࡢᐃဨࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊゼၥኚ᭦ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ⫋ဨ  ே࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ
࣭㔜ᗘ⪅ࡢ㏦㏄ࡀ  ேࡘࡁ  ேࡢ⫋ဨࡀᚲせ࡞ࡿࡓࡵ㠀ຠ⋡࡛ᴗົ㈇ᢸࡀࡁ࠸
࣭ㆤ⫋ࡀᑡ࡞࠸ศࠊ┳ㆤᖌࡀ㏦㏄ࡸゼၥㆤࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ
࣭་⒪ࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸⏝⪅ࡢ」ᩘྡ࡛ࡢಶู㏦㏄

䠘⣬䝧䞊䝇䛸䝅䝇䝔䝮ධຊ䛾㔜」䠚㻌
࣭⣬࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒㸦ධຊ㸧ࡢ㔜」ࡀ࠶ࡿ
࣭グ㘓ࡢࢹࢪࢱࣝ㸦ᡭ᭩ࡁグධࡀከ࠸ࠋධຊࡋࡓ࠸ࡀಶேࡢຊ㔞ᕪࡀ࠶ࡿ㸧
࣭,&7 ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡀ⾜ᨻࡀ⾜࠺┘ᰝ࡞ࡣࠊ⣬࣮࣋ࢫ࡛ㄪᰝࢆࡍࡿࡓࡵ㠀ຠ⋡
࣭┳ㆤࡣࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿࡀࠊㆤࡣ⣬࣮࣋ࢫ

䠘ධຊሗ䛾㔜」䠚㻌
࣭⏝⪅ࡢෆᐜࢆධຊࡍࡿࢯࣇࢺࢆ་ᖌࡸከ⫋✀㐃ᦠࡍࡿࡓࡵࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ
࡞ྠࡌෆᐜࢆ  ᗘධຊࡀᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿ

䠘䝨䞊䝟䞊䝺䝇䛻䛷䛝䛺䛔䠚㻌
࣭࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫ࡛ࡁ࡞࠸
࣭ẖᅇࡢ㔞ࡢ᭩㢮ᩚ⌮
࣭⣬࣮࣋ࢫ࡛ࡢᥦ౪⚊ࡢࡸࡾࡾ࡞

䠘グ㘓䠚㻌
࣭ゼၥ┳ㆤᴗᡤࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡑࢀࡒࢀ࠾࠸࡚ሗࢆ⟶⌮
ࡋࠊグ㘓࡞ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶከࠎ࠶ࡿ  

䠘䛭䛾䠚㻌
࣭㆟㢟ࡢ↓࠸㆟
࣭ఱࢆࡍࡿࡶ⏝⪅ཪࡣᐙ᪘ࡽྠព᭩ࢆྲྀࡿࡇ
䠘⫋✀䜈䛾᭩㢮䠚㻌
࣭ᣦ♧᭩ࡀ࠶ࡿࡢ࡞࠾་ᖌࡢពぢࡀᚲせ࡞ࡇࢁ
࣭་ࡢᣦ♧᭩౫㢗
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䠘䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䛻㛵䛩䜛ᴗົ䠚㻌
࣭ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡣࡎࡗ᭩㢮సᡂࢆࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ࢣ࣐ࢿᴗົࠊᒃᏯࡢືࡁ࠶ࢃࡏࡿࡇࡀࢫ࣒࣮ࢬ࠸࡞࠸ࡇࡀከ࠸
࣭ࢣࣉࣛࣥࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺ➼ࠊᚲせ࡞ࡇࡔࡀࠊ⊂⮬ⓗ࡞㛵ࢃࡾࡀ࠶ࢀࡤࡼ࠸ᛮ࠺
࣭ࢣ࣐ࢿᴗົࡀᒃᏯ‽ࡌ࡚࠸ࡿࡓࡵᐇែ༶ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

䠘㆟䞉ホ౯䠚㻌
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟㛤ദࡢ㢖ᗘࡀ㈇ᢸ  
࣭ᴗᡤホ౯ࡶ⮬ᕫホ౯ࠊᴗᡤホ౯ࠊእホ౯ࡢὶࢀࡀ↹㞧࡛㛫ࢆせࡋ㈇ᢸ  
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟࣓ࣥࣂ࣮ࡶホ
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദࡢᮇ㛫ࢆᗈࡆ࡚ḧࡋ࠸
࣭ᴗᡤホ౯ࢆ⡆༢ࡋ࡚ḧࡋ࠸
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢᅇᩘࡀከ࠸
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,&7 ࡢᑟධ࣭⏝
ձ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ
,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㠀ᖖ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࠕ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚
㸣ࠊࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࠕ㠀ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻝㻝㻚㻝㻑

㻢㻜㻑

㻟㻤㻚㻠㻑

㻟㻞㻚㻢㻑

㠀ᖖ䛻✚ᴟⓗ䛷䛒䜛

✚ᴟⓗ䛷䛒䜛

㠀ᖖ䛻ᾘᴟⓗ䛷䛒䜛

↓ᅇ⟅

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻢㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻢㻑

ᾘᴟⓗ䛷䛒䜛


ղ⌧Ⅼ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒
⌧Ⅼ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࠕ࠶ࡿࠖࡀ 㸣ࠊࠕ࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ࠶ࡿࠖࡢሙྜࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ=220ࠖ
ࠕࡢࡰࡢࠖ
ࠕ࣡ࢬ࣐ࣥࠖ
ࠕ╀ࡾࢫ࢟ࣕࣥࠖ
ࠕࡕࡻ࠺ࡌࡹࠖ
ࠕ࣒ࣥ࢝ࠖ
ࠕ㟁
Ꮚ࢝ࣝࢸࠖࠕㄳồࢯࣇࢺࠖࠕ0HGLFDO &DUH 6WDWLRQࠖࠕࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࠖࠕࣇ࣮ࢫࢺࢣࠖ
ࠕぢᏲࡾࣟ࣎ࢵࢺࠖ
ࠕࣂࢱࣝࣜࣥࢡࠖ
ࠕࢭࣥࢧ࣮࣌ࢵࢺࠖ
ࠕ࢝ࢼ࣑ࢵࢡࠖ
ࠕࢣᶞࠖࠕࢫ
࣐࢙ࣝ࢘ࣈࣉࣛࢫࠖࠕ࣐ࢿࢵࢺࠖࠕ࣏࢝ࢣࠖࠕぢᏲࡾ࣓࢝ࣛࠖࠕࢧ࣎࢘ࢬࠖࠕᑑࠖ
ࠕࣇ࣮ࢫࢺࢣࠖ
ࠕࢫࢢࣟࢡࠖࠕࣛࣇ࢙࢘ࠖ
ࠕ㹌㹭㹲㹧㹡㹣ࠖ
ࠕࢣࣀ࣮ࢺࠖ
ࠕ㹁㹦
㹟㹲㹵㹭㹰㹩ࠖࠕ㹧㹀㹭㹵ࠖࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ⌧Ⅼ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻠㻟㻚㻣㻑

䛒䜛



㻤㻜㻑

㻠㻝㻚㻝㻑

䛺䛔

㻝㻜㻜㻑

㻝㻡㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅
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ճ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟
,&7 ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊ
ࠕᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⫋ဨࡀࡘ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ
࠺ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ,&7 ࡢᑟධࢆࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸ࠖ
ࠕᴗົෆᐜࡀ」㞧࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿ
ᚰ㓄ࠖ
ࠕ᭷ຠ࡞ࢯࣇࢺࡀ࡞࠸ࠖ
ࠕ⥔ᣢ㈝ࠖ
ࠕ⌧ᅾᑟධ୰ࠖ
ࠕࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ࡀࡋࡗࡾࡋ࡚
࠸ࡿࠖࠕᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࡢ㛫ࡀࢀ࡞࠸ࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑
㻟㻠㻚㻣㻑

ᑟධ䛧䛶䜒䡠⫋ဨ䛜䛴䛛䛔䛣䛺䛫䛺䛔䜘䛖䛻ᛮ䛖

㻟㻝㻚㻝㻑

㻵㻯㼀䛾ᑟධ䜢䛩䜛䛯䜑䛾㈈※䛜䛺䛔
㻞㻠㻚㻞㻑

ఱ䜢ᑟධ䛧䛯䜙䜘䛔䛛䜟䛛䜙䛺䛔
㻝㻥㻚㻡㻑

㻵㻯㼀䛾ᑟධ䜢᳨ウ䛷䛝䜛ேᮦ䛜䛔䛺䛔

㻝㻣㻚㻥㻑

㻵㻯㼀䛩䜛䛸䡠ሗ䛾ὶฟ䛜ᚰ㓄䛰
ᑟධ䛧䛶䜒䡠⏝⪅䛜䛴䛛䛔䛣䛺䛫䛺䛔䜘䛖䛻ᛮ䛖

㻝㻜㻚㻜㻑

䛭䛾

㻝㻜㻚㻜㻑
㻝㻤㻚㻥㻑

↓ᅇ⟅


ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝
ձࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ
 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ㠀ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕ㠀ᖖ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࠕ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡾࠊࡕࡽ
࠸࠺ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᅗ⾲㸱㸰 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻢㻚㻟㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻟㻞㻚㻢㻑

㻠㻟㻚㻣㻑

㠀ᖖ䛻✚ᴟⓗ䛷䛒䜛

✚ᴟⓗ䛷䛒䜛

㠀ᖖ䛻ᾘᴟⓗ䛷䛒䜛

↓ᅇ⟅

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻤㻚㻥㻑 㻤㻚㻠㻑

ᾘᴟⓗ䛷䛒䜛
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ղ⌧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮ࡢ᭷↓
⌧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮ࡣࠊ
ࠕ࠶ࡿࠖࡀ 㸣ࠊ
ࠕ࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
ࠕ࠶ࡿࠖࡢሙྜࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕぢᏲࡾࣟ࣎ࢵࢺࠖ
ࠕ3$52ࠖ
ࠕ࣌ࢵࣃ࣮ࠖ
ࠕࢭࣥࢧ
࣮࣐ࢵࢺࠖ
ࠕ㞳ᗋࢭࣥࢧ࣮ࠖ
ࠕேឤࢭࣥࢧ࣮ࠖ
ࠕ⛣ື⏝ࣟ࣎ࢵࢺࠖ
ࠕ╀ࡾ 6&$1࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻞㻠㻚㻞㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻢㻠㻚㻣㻑

䛒䜛

㻝㻝㻚㻝㻑

䛺䛔

↓ᅇ⟅




ճࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟
ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸ࠖ
ࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕఱࢆᑟධࡋࡓࡽࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠖࠕᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⫋ဨ
ࡀࡘ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠖࡀࡑࢀࡒࢀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸ࠖ
ࠕ㈝⏝ࠖ
ࠕ㛫ࡀ࡞࠸ࠖ
ࠕࣟ࣎ࢵࢺ
ࡀᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ศ㔝࡛࠶ࡿࠖࠕḧࡋ࠸ᶵ⬟ࡢࣟ࣎ࢵࢺࡀ࡞࠸ࠖࠕ❧ࡕୖࡀࡾ⿵ຓᶵࡘ
࠸࡚ࡣ࠺ࡲࡃᣦ♧ࡀධࡽ࡞࠸⏝⪅ࡣᅔ㞴ࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧
㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻜㻑
㻠㻡㻚㻟㻑

ᑟධ䛩䜛䛯䜑䛾㈈※䛜䛺䛔
ఱ䜢ᑟධ䛧䛯䜙䜘䛔䛛䜟䛛䜙䛺䛔

㻞㻡㻚㻤㻑

ᑟධ䛧䛶䜒䡠⫋ဨ䛜䛴䛛䛔䛣䛺䛫䛺䛔䜘䛖䛻ᛮ䛖

㻞㻡㻚㻤㻑
㻝㻣㻚㻠㻑

ᑟධ䜢᳨ウ䛷䛝䜛ேᮦ䛜䛔䛺䛔

㻝㻠㻚㻣㻑

ᑟධ䛧䛶䜒䡠⏝⪅䛜䛴䛛䛔䛣䛺䛫䛺䛔䜘䛖䛻ᛮ䛖
Ᏻᛶ䛻ၥ㢟䛜䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䛖

㻝㻞㻚㻝㻑
㻣㻚㻥㻑

䛭䛾

㻝㻣㻚㻥㻑

↓ᅇ⟅
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㸳㸬ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧 
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࡢ᭷↓
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡣࠊ
ࠕࡣ࠸ࠖࡀ 㸣ࠊ
ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ 㸣࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻠㻞㻚㻢㻑

㻤㻜㻑

㻡㻜㻚㻡㻑

䛿䛔

䛔䛔䛘

㻝㻜㻜㻑

㻢㻚㻤㻑

↓ᅇ⟅



ձᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ≧ἣ
ࠕࡣ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓᴗᡤ࠾࠸࡚ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ≧ἣࡣࠊ
ࠕసᡂ῭ࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕసᡂ୰ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ≧ἣ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻟㻠㻚㻢㻑

㻤㻜㻑

㻠㻢㻚㻥㻑

సᡂ῭

㻝㻜㻜㻑

㻝㻤㻚㻡㻑

సᡂ୰

↓ᅇ⟅



ղᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㇟
సᡂ῭࣭సᡂ୰ࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣࠊᆅ㟈ࠊỈᐖࠊឤᰁ࡞ࠊ࠶ࡽࡺࡿ㇟
ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢆࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊࠕ࠸ࡎࢀࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀ㺂༑ศ
࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛ࠊࠕ୍㒊ࡢ㇟ࡢࡳᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㇟㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻢㻚㻞㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻠㻤㻚㻝㻑

㻤㻜㻑

㻞㻡㻚㻥㻑

㻝㻜㻜㻑

㻝㻥㻚㻤㻑

䛔䛪䜜䛻䜒༑ศ䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛
䛔䛪䜜䛻䜒ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䛜䡠༑ศ䛷䛿䛺䛔
୍㒊䛾㇟䛾䜏䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛
↓ᅇ⟅




35

141021-00-本文.indd 35

2021/03/26 18:05:46


ճᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂணᐃ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗᡤࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂணᐃࡣࠊ
ࠕ㏆࠸࠺ࡕ╔ᡭணᐃࠖࡀ 㸣ࠊࠕ⌧Ⅼ࡛సᡂࡢணᐃ࡞ࡋࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
సᡂணᐃࡀ࡞࠸⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕసᡂࡍࡿ㛫ࡀ࡞࠸ࠖ
ࠕసࡾ᪉ࡀࢃࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕ▱ࡽ
࡞࠸ࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 㸦ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸧ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ
ணᐃ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻠㻝㻚㻣㻑

㻤㻜㻑

㻠㻟㻚㻤㻑

㏆䛔䛖䛱䛻╔ᡭணᐃ

㻝㻜㻜㻑

㻝㻠㻚㻢㻑

⌧Ⅼ䛷సᡂ䛾ணᐃ䛺䛧

↓ᅇ⟅




ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫྵࡲࢀࡿࡶࡢ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫ
ྵࡲࢀࡿࡶࡢࡣࠊࠕࣥࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡀ 㸣ࠊࠕࣜࢫࢡࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡀ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰

ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧

ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫྵࡲࢀࡿࡶࡢ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑
㻠㻢㻚㻥㻑

⤌⧊ᵓ⠏䛸ᇶᮏ᪉㔪Ỵᐃ
㻟㻜㻚㻥㻑

ᴗົᙳ㡪ศᯒ

㻡㻡㻚㻢㻑

䢔䡹䡴䡭䡺䡹䢎䢙䢀

㻢㻣㻚㻥㻑

䡮䢙䡸䡿䢚䢙䢀䢋䢄䡸䢚䢎䢙䢀
㻞㻠㻚㻣㻑

ᴗົ⥅⥆䛾䛯䜑䛾ᡓ␎

㻠㻡㻚㻣㻑

ᴗ⥅⥆ィ⏬
㻟㻡㻚㻤㻑

ᴗົ⥅⥆䢋䢄䡸䢚䢎䢙䢀
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻤㻜㻑

㻜㻚㻜㻑
㻤㻚㻢㻑
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ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㝿ࡋ࡚ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ❧࡚ࡿୖ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣࡇࡢඛసᡂᙜࡓࡗ࡚ᅔࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࡇࢆᑜࡡࡓࡇࢁࠊ
ࠕ ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀศࡽ࡞࠸ࠖࡀ 㸣
࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ᭷㺂ᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸᣦ♧᭩ࠖࡀ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕἲேࡋ࡚ࡢ⤌⧊ᙧᡂࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㝿ࡋ࡚ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ
㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑
㻟㻝㻚㻢㻑

㻮㻯㻼䛾సᡂ᪉ἲ䛜ศ䛛䜙䛺䛔
᭷䛻䡠ᴗᡤ䛾⏝⪅䛻௦᭰ゼၥ䛩䜛㝿䛾
ዎ⣙䜔ᣦ♧᭩

㻞㻣㻚㻠㻑

ඹྠカ⦎䛾㛤ദ

㻞㻢㻚㻟㻑

㏆㞄䛾ᴗᡤ䛸䛾༠ᐃ⥾⤖䛾᪉ἲ䜔ෆᐜ

㻞㻠㻚㻞㻑

ྛᶵ㛵䛾⿕⅏≧ἣ䡡ᨭ䢂䡬䡹䢚䛾ᢕᥱ᪉ἲ

㻞㻝㻚㻢㻑
㻝㻢㻚㻤㻑

⏝⪅䛾ሗඹ᭷᪉ἲ
⤒Ⴀⓗ䛺㠃䛷䛾ᴗ⥅⥆ィ⏬䛾ෆᐜ

㻝㻠㻚㻞㻑

ಶู㑊㞴ᨭィ⏬䛸䛾㐃ື
䛭䛾

㻠㻜㻑

㻝㻞㻚㻢㻑
㻜㻚㻡㻑

↓ᅇ⟅

㻟㻠㻚㻞㻑


ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᨭ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᨭࡣࠊ
ࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡀ 㸣ࠊ
ࠕせ࡛
࠶ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᨭ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻢㻢㻚㻤㻑

ᚲせ䛷䛒䜛



㻤㻜㻑

㻢㻚㻟㻑

せ䛷䛒䜛

㻝㻜㻜㻑

㻞㻢㻚㻤㻑

↓ᅇ⟅
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ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ⥭ᛴែⓎ⏕ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ≧ἣ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ⥭ᛴែⓎ⏕ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ≧ἣࡣࠊ
ࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 㸣ࠊࠕࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕࡃࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖሙྜࡢカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿᅇᩘࡣࠊᖹᆒᖺ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢ⥭ᛴែⓎ⏕ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ≧ἣ
㸦Q 㸧
㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻚㻡㻑

䛧䛶䛔䜛

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻟㻤㻚㻠㻑

㻝㻡㻚㻤㻑

䛧䜘䛖䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䛜䛧䛶䛔䛺䛔

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻟㻡㻚㻟㻑

䛟䛧䛶䛔䛺䛔

↓ᅇ⟅


ᅗ⾲㸱㸰 㸦ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧カ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿᅇᩘ㸦ၥ 㸧
 
カ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿᅇᩘ㸦ᅇᖺ㸧

௳ᩘ


ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ



୰ኸ್



ࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖሙྜࠊカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ㛵ࡋ࡚ࠊ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⮬⏤グ㍕࡛௨ୗ
ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
䠘㑊㞴カ⦎䠚㻌
࣭ኪ㛫ࡢ㑊㞴カ⦎
࣭ᖺ㛫㸰ᅇ⾜࠺ⅆ⅏࣭⅏ᐖࡢ㑊㞴カ⦎ࡣኪ㛫ࡢタᐃ࡛㛫ᐇࡍࡿ࡞ࠊἲே
య࡛ࢩࢼࣜ࢜ࢆసᡂࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ᩆᛴ⸽⏕ἲ
࣭⅕ࡁฟࡋカ⦎
࣭ᆅᇦࡢカ⦎ཧຍࠊタࡢカ⦎ཧຍࠊᆅᇦᾘ㜵ࡽࡢࢻࣂࢫࢆཷࡅ࡚ࡑࡢ
㒔ᗘᨵၿࡋ࡚࠸ࡿ

䠘ィ⏬䛾ぢ┤䛧䠚㻌
࣭ィ⏬ࡢぢ┤ࡋ

䠘㆟䠚㻌
࣭ẖ᭶㆟㸦ࢻࣂࢨ࣮㸧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ጤဨ᪉ᘧࡋࠊᐃᮇⓗぢ┤ࡋࡑࢀ௨እࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࢆసࡾ᳨ウࡋࠊ
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ᴗࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ⮫ⓗᣍ㞟ࡋࠊ᳨ウࡍࡿ
࣭ᢸᙜ⪅࡛ࡢぢ┤ࡋ
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ពぢࢆᚓࡿ


⿕⅏≧ἣࠊឤᰁ≧ἣࡸᨭࢽ࣮ࢬࢆඹ᭷ࡍࡿሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡢㆤ࣭⚟♴∧
⿕⅏≧ἣࠊឤᰁ≧ἣࡸᨭࢽ࣮ࢬࢆඹ᭷ࡍࡿሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝ㸦་⒪ᶵ㛵ࡢ㹃㹋㹇㹑㸧
ࡢㆤ࣭⚟♴∧ࡣࠊࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡀ 㸣ࠊࠕせ࡛࠶ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ⿕⅏≧ἣࠊឤᰁ≧ἣࡸᨭࢽ࣮ࢬࢆඹ᭷ࡍࡿሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡢㆤ࣭⚟♴∧
㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻢㻟㻚㻣㻑

ᚲせ䛷䛒䜛



㻤㻜㻑

㻡㻚㻤㻑

せ䛷䛒䜛

㻝㻜㻜㻑

㻟㻜㻚㻡㻑

↓ᅇ⟅
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㸴㸬▷ᮇධᡤᒃᏯㆤ㈝
▷ᮇධᡤᒃᏯㆤࡼࡿ⏝⪅ࡢ᭱㏆ࡢཷࡅධࢀ
ձ▷ᮇධᡤᒃᏯㆤ⏝⪅ࡢ᭱㏆ࡢཷࡅධࢀࡢ᭷↓
 ᖺ  ᭶㸯᪥㹼 ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫▷ᮇධᡤᒃᏯㆤࡼࡿ⏝⪅ࡢཷ
ࡅධࢀࢆ⾜ࡗࡓࡣࠊࠕࡣ࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ▷ᮇᒃᏯㆤ⏝⪅ࡢ㐣ཤ㸯ᖺ㛫ࡢཷࡅධࢀࡢ᭷↓㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻟㻠㻚㻣㻑

䛿䛔

㻤㻜㻑

㻢㻝㻚㻝㻑

䛔䛔䛘

㻝㻜㻜㻑

㻠㻚㻞㻑

↓ᅇ⟅



ղ▷ᮇධᡤᒃᏯㆤ⏝⪅ࡢ㐣ཤ㸯ᖺ㛫ࡢཷࡅධࢀேᩘ
▷ᮇᒃᏯㆤ⏝⪅ࡢ㐣ཤ  ᖺ㛫㸦 ᖺ  ᭶㸯᪥㹼 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡢ⏝⪅
ᩘࡣࠊᖹᆒ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 㸦ࡣ࠸ࡢሙྜ㸧▷ᮇධᡤᒃᏯㆤ⏝⪅ࡢ㐣ཤ㸯ᖺ㛫ࡢཷࡅධࢀேᩘ
㸦ၥ 㸧
 
 ᖺ㛫ࡢ⏝⪅ᩘ㸦ே㸧

௳ᩘ


ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ



୰ኸ್


▷ᮇධᡤᒃᏯㆤࡼࡿ⏝⪅ࡢ㸯␒᭱㏆ࡢཷࡅධࢀ⪅ࡢሗ
ձ⏝ࡢ࡞⌮⏤
⏝ࡢ࡞⌮⏤ࡣࠊ
ࠕᮏேࡢ≧ែࡢᝏࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕㆤ⪅ࡢࣞ
ࢫࣃࢺࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕㆤ⪅ࡢ≧ᝏࠖ
ࠕㆤ⪅ࡢධ㝔ࠖ
ࠕ㈨※ࡢ↓ࡗ
ࡓࢣ࣮ࢫࡢཷࡅධࢀࠖࠕ⚃᪥࡛ࢧ࣮ࣅࢫࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠖࠕᐙ᪘እฟక࠺ࢥࣟ
ࢼᏳᑐᛂࡢࡓࡵࠖࠕධ㝔ࢆᣄྰࡋࡓࡓࡵࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
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ᅗ⾲㸱㸰 ⏝ࡢ࡞⌮⏤㸦Q 㸧㸦ၥ ձ㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑
㻞㻣㻚㻟㻑

ᮏே䛾≧ែ䛾ᝏ

㻞㻠㻚㻞㻑

ㆤ⪅䛾䢖䡹䢆䢛䡮䢀
㻝㻡㻚㻞㻑

ㆤ⪅䛾⏝
㻟㻚㻜㻑

㏥㝔䡡㏥ᡤᚋ䛾ᅾᏯ⛣⾜‽ഛ

㻣㻚㻢㻑

䛭䛾

㻞㻞㻚㻣㻑

↓ᅇ⟅


ղᅇ⟅ᴗᡤ࣭ేタᴗᡤࡢゼၥ┳ㆤࡢ⏝⪅
ᅇ⟅ᴗᡤ࣭ేタᴗᡤࡢゼၥ┳ㆤࡢ⏝⪅ࡣࠊࠕࡣ࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᅇ⟅ᴗ⪅࣭ేタᴗᡤࡢゼၥ┳ㆤࡢ⏝⪅㸦Q 㸧㸦ၥ ղ㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻠㻤㻚㻡㻑

䛿䛔

㻤㻜㻑

㻟㻢㻚㻠㻑

䛔䛔䛘

㻝㻜㻜㻑

㻝㻡㻚㻞㻑

↓ᅇ⟅



ճᥦ౪ࡋࡓࢣ
ᥦ౪ࡋࡓࢣࡣࠊ
ࠕධᾎຓࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕἥࡢຓࠖࡀ 㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᥦ౪ࡋࡓࢣ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ ճ㸧
 
⫶ࢁ࠺㺃⭠ࢁ࠺ࡼࡿᰤ㣴⟶⌮
⤒㰯⤒⟶ᰤ㣴
୰ᚰ㟼⬦ᰤ㣴
㍺⾑
࢝ࢸ࣮ࢸࣝࡢ⟶⌮
ࢫࢺ࣮࣐ࡢ⟶⌮
ၻ⑱྾ᘬ
ࢿࣈࣛࢨ࣮
㓟⣲⒪ἲ
Ẽ⟶ษ㛤ࡢࢣ
ேᕤ྾ჾࡢ⟶⌮
㟼⬦ෆὀᑕ
⓶ෆ㺂⓶ୗཬࡧ➽⫗ෆὀᑕ
⡆᫆⾑⢾ ᐃ
ࣥࢫࣜࣥὀᑕ

ᅇ⟅ᩘ
















ྜ
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⑊③⟶⌮ 㯞⸆࡞ࡋ 
⑊③⟶⌮ 㯞⸆⏝ 
᭹⸆ᣦᑟ㺃⟶⌮
་ᖌ㐃ᦠࡋࡓ᭹⸆ㄪᩚ
യฎ⨨
〟⒔ฎ⨨
〟⒔ண㜵ࡢࡓࡵࡢㆤ⏝ရࡢᑟධ
ᾃ⭠
౽
ᑟᒀ
ἥࡢຓ
ཱྀ⭍ࢣ
㌟యᶵ⬟⥔ᣢࢆ┠ⓗࡋࡓࡁῧ࠸ࡸぢᏲࡾ
⤒ཱྀᰤ㣴ྥࡅࡓࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ
⫵⌮Ꮫ⒪ἲ
ᅄ⫥ࡢ⮬ື㐠ືཬࡧ㛵⠇ྍືᇦ⥔ᣢࡢ
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ
Ύᣔᾎ㺃㝜㒊Ὑί
ධᾎຓ
ᮏேࡢ⢭⚄ⓗ࡞≧ែࡢኚࡢᑐᛂ
ᐙ᪘➼ࡢㄆ▱ࡢ≧ྜࢃࡏࡓ㛵ࢃࡾ᪉ࡢᣦᑟ
ᐙ᪘➼ࡢㆤ㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗ࡞ᣦᑟ
ᅾᏯ┳ྲྀࡾྥࡅࡓᮏே㺃ᐙ᪘ࡢㄪᩚ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࢣ
╧╀ࡢࡓࡵࡢࢣ
ពḧྥୖࡸẼศ㌿ࢆಁࡍࢣ
እฟࡢᨭ
ᮏேࡢ⒪㣴ᣦᑟ
ᐙᒇࡢᨵၿ㺃⒪㣴⎔ቃᩚഛࡢᨭ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య
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մ་⒪ฎ⨨ᚲせ࡞ࡗࡓ≀ရࡢᴗᡤ࡛ࡢ㈇ᢸ
་⒪ฎ⨨ᚲせ࡞ࡗࡓ≀ရࡢᴗᡤ࡛ࡢ㈇ᢸࡣࠕᴗᡤࡀ㈇ᢸࡋࡓࠖࡀ 㸣㸦
௳㸧ࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢᣢࡕ㎸ࡳࡢ≀ရࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㈇ᢸࡣ࡞࠸ࠖࡀ 㸣ࠊ
ࠕ་ࡢ
ᣦ♧᭩ඹฎ᪉ࡉࢀࡓࡢ࡛ᴗᡤ࡛ࡣ㈇ᢸࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ་⒪ฎ⨨ᚲせ࡞ࡗࡓ≀ရࡢᴗᡤ࡛ࡢ㈇ᢸ Q 㸧㸦ၥ մ㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻞㻜㻚㻠㻑

㻢㻜㻑

㻞㻞㻚㻞㻑

㻠㻜㻚㻣㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻡㻚㻢㻑 㻝㻝㻚㻝㻑

ᴗᡤ䛜㈇ᢸ䛧䛯
་䛾ᣦ♧᭩䛸ඹ䛻ฎ᪉䛥䜜䛯䛾䛷ᴗᡤ䛷䛿㈇ᢸ䛧䛶䛔䛺䛔
⏝⪅䛾ᣢ䛱㎸䜏䛾≀ရ䜢⏝䛧䛶䛔䜛䛾䛷㈇ᢸ䛿䛺䛔
䛭䛾
↓ᅇ⟅
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յᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋ࡚ᥦ౪ࡋࡓ་⒪ฎ⨨
ᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓࡢࡣ  ௳࡛࠶ࡾࠊᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋ࡚ᥦ౪ࡋࡓ་⒪ฎ⨨ࡣࠊࠕയ
ฎ⨨ࠖࠕ〟⒔ฎ⨨ࠖࡀ  ௳㸦㸣㸧ࠊࠕၻ⑱྾ᘬࠖࡀ  ௳㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋ࡚ᥦ౪ࡋࡓ་⒪ฎ⨨㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ յ㸧
 
⫶ࢁ࠺㺃⭠ࢁ࠺ࡼࡿᰤ㣴⟶⌮
⤒㰯⤒⟶ᰤ㣴
୰ᚰ㟼⬦ᰤ㣴
㍺⾑
࢝ࢸ࣮ࢸࣝࡢ⟶⌮
ࢫࢺ࣮࣐ࡢ⟶⌮
ၻ⑱྾ᘬ
ࢿࣈࣛࢨ࣮
㓟⣲⒪ἲ
Ẽ⟶ษ㛤ࡢࢣ
ேᕤ྾ჾࡢ⟶⌮
㟼⬦ෆὀᑕ
⓶ෆ㺂⓶ୗཬࡧ➽⫗ෆὀᑕ
⡆᫆⾑⢾ ᐃ
ࣥࢫࣜࣥὀᑕ
⑊③⟶⌮ 㯞⸆࡞ࡋ 
⑊③⟶⌮ 㯞⸆⏝ 
᭹⸆ᣦᑟ㺃⟶⌮
་ᖌ㐃ᦠࡋࡓ᭹⸆ㄪᩚ
യฎ⨨
〟⒔ฎ⨨
〟⒔ண㜵ࡢࡓࡵࡢㆤ⏝ရࡢᑟධ
ᾃ⭠
౽
ᑟᒀ
య

ᅇ⟅ᩘ



























ྜ


































44

141021-00-本文.indd 44

2021/03/26 18:05:48


նᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓ≀ရࡢ✀㢮
ᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓ≀ရࡢ✀㢮ࡣࠊ
ࠕ࣮࢞ࢮࠖࡀ  ௳㸦㸣㸧ࠊ
ࠕࢻࣞࢵࢩࣥࢢࠖࡀ
 ௳㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᾘẘ⏝ရࠖ
ࠕ྾ᘬჾࠖ
ࠕࢸ࣮ࣉࠖ
ࠕ᭹⸆࣏ࢣࢵࢺࠖ➼ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓ≀ရࡢ✀㢮㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ ն㸧
 
⤒⟶ᰤ㣴ࡢࡓࡵࡢ࣎ࢺࣝࡸࢳ࣮ࣗࣈ
㍺ᾮ⏝ࡢࣛࣥ
ὀᑕჾ㺃ὀᑕ㔪
࢝ࢸ࣮ࢸࣝࢳࢵࣉ
ࢫࢺ࣮࣐ࡢලࡸ㞳
྾ᘬ⏝࢝ࢸ࣮ࢸࣝ
ࢿࣈࣛࢨ࣮⏝ࡢ␃Ỉ
ࢿࣈࣛࢨ࣮
ᒀ㐨␃⨨࢝ࢸ࣮ࢸࣝ㺃ࢥࣥࢻ࣮࣒࢝
ࢸ࣮ࢸࣝ
㓟⣲྾ධ⏝ࡢ㓟⣲
⾑⢾ ᐃࡢࡓࡵὀᑕ㔪ࡸ ᐃࢳࢵࣉ
࣮࢞ࢮ
ࢻࣞࢵࢩࣥࢢ
⁛⳦ᡭ⿄
⏕⌮㣗ሷᾮ
ࢢࣜࢭࣜࣥ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ









ྜ




































շᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓ≀ရࡢ㈝⏝
ᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓ≀ရࡢ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࠊグ㍕ࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓ≀ရࡢ㈝⏝㸦ၥ շ㸧

ձ
ղ
ճ
մ
յ
ն
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㸵㸬ᴗᡤ་⒪ᶵ㛵ࡸㆤᴗᡤࡢሗ㐃ᦠ
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ᪂つ⏝⪅㛵ࡍࡿሗ㐃ᦠ
ձ᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼
᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼ࡣࠊ
ࠕ㝔㺃デ⒪
ᡤࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ࠕ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ࠖ
ࠕゼၥ࣐
ࢵࢧ࣮ࢪࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼
㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
㝔䡡デ⒪ᡤ
⸆ᒁ
ᒃᏯㆤᨭ
ゼၥㆤ
ゼၥධᾎㆤ
ゼၥ┳ㆤ
ゼၥ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
㏻ᡤㆤ
㏻ᡤ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
▷ᮇධᡤ⏕άㆤ
≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤ
⚟♴⏝ල
ኪ㛫ᑐᛂᆺゼၥㆤ
ᐃᮇᕠᅇ㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤ
ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ
ㆤ⪁ே⚟♴タ
ㆤ⪁ேಖタ
ㆤ་⒪㝔
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻥㻤㻚㻥㻑

㻠㻡㻚㻟㻑
㻤㻠㻚㻣㻑
㻝㻣㻚㻠㻑
㻟㻚㻣㻑
㻡㻜㻚㻡㻑
㻝㻡㻚㻤㻑
㻝㻢㻚㻤㻑
㻣㻚㻥㻑
㻡㻚㻟㻑
㻜㻚㻡㻑
㻡㻢㻚㻟㻑
㻜㻚㻜㻑
㻠㻚㻣㻑
㻡㻚㻟㻑
㻞㻡㻚㻤㻑
㻝㻜㻚㻡㻑
㻝㻜㻚㻜㻑
㻟㻞㻚㻢㻑
㻞㻚㻝㻑
㻢㻚㻤㻑
㻝㻚㻝㻑
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ղ᭱ࡶ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀከ࠸ᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼
᭱ࡶ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀከ࠸ᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼ࡣࠊࠕ㝔㺃デ⒪ᡤࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᭱ࡶ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀከ࠸ᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
㝔䡡デ⒪ᡤ
⸆ᒁ
ᒃᏯㆤᨭ
ゼၥㆤ
ゼၥධᾎㆤ
ゼၥ┳ㆤ
ゼၥ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
㏻ᡤㆤ
㏻ᡤ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
▷ᮇධᡤ⏕άㆤ
≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤ
⚟♴⏝ල
ኪ㛫ᑐᛂᆺゼၥㆤ
ᐃᮇᕠᅇ㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤ
ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ
ㆤ⪁ே⚟♴タ
ㆤ⪁ேಖタ
ㆤ་⒪㝔
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻣㻤㻚㻠㻑
㻜㻚㻡㻑
㻝㻞㻚㻢㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻞㻚㻢㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻡㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻡㻚㻟㻑
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ճሗ㐃ᦠᡭẁ
ሗ㐃ᦠᡭẁࡣࠊ
ࠕධ㝔㺃ධᡤඛࢆゼၥࡋ࡚㐃ᦠࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㟁ヰ
࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕཷデࡁῧ࠸ࠖ
ࠕ㏥㝔࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࠖ
ࠕ㐃ᦠࢩ࣮
ࢺࠖࠕ,&7࣭ື⏬ࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ሗ㐃ᦠᡭẁ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

ゼၥ┳ㆤィ⏬᭩䜢ᥦ౪

㻠㻡㻚㻟㻑

ゼၥ┳ㆤሗ࿌᭩䜢ᥦ౪

㻠㻡㻚㻤㻑

㻤㻜㻑

㻡㻣㻚㻠㻑

ゼၥ┳ㆤ䡷䢋䢔䜢ᥦ౪

㻢㻤㻚㻥㻑

㟁ヰ䛷┳ㆤ䡡ㆤ䛾せⅬ䜢ఏ㐩
㻠㻤㻚㻠㻑

㻲㻭㼄䛷┳ㆤ䡡ㆤ䛾せⅬ䜢ఏ㐩

㻣㻠㻚㻞㻑

ධ㝔䡡ධᡤඛ䜢ゼၥ䛧䛶㐃ᦠ
㻡㻣㻚㻠㻑

⏝⪅Ꮿ➼䛻ྠ⾜ゼၥ䛧䛶㐃ᦠ
䛭䛾

㻝㻜㻜㻑

㻡㻚㻤㻑

ᥦ౪䛧䛶䜒䜙䛳䛶䛔䛺䛔

㻜㻚㻜㻑

↓ᅇ⟅

㻝㻚㻝㻑
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մሗ㐃ᦠࡼࡾ☜ㄆࡍࡿሗࡢ㡯┠
ሗ㐃ᦠࡼࡾ☜ㄆࡍࡿሗࡢ㡯┠ࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸
࡛ࠕ་⒪ฎ⨨ࡢෆᐜࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕ⤒῭ⓗ࡞ࡇࠖ
ࠕᛴኚࡢᑐᛂࠖ
ࠕ⒪᪉㔪ࠖ
ࠕ$&3ࠖ
➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ሗ㐃ᦠࡼࡾ☜ㄆࡍࡿሗࡢ㡯┠㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

⏝⪅䛾≧

㻥㻤㻚㻠㻑

⏝⪅䛾ᝈ䛾ཷ䛡Ṇ䜑᪉

㻣㻜㻚㻜㻑

ㆤ⪅䛾ᝈ䛾ཷ䛡Ṇ䜑᪉

㻣㻜㻚㻜㻑

⏝⪅䛾⏕άほ

㻣㻝㻚㻝㻑
㻢㻝㻚㻢㻑

ㆤ⪅䛾⏕άほ

㻡㻠㻚㻣㻑

⏝⪅䛾ㆤ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䜈䛾ᛮ䛔

㻢㻝㻚㻝㻑

ㆤ⪅䛾ㆤ䜢䛩䜛䛣䛸䜈䛾ᛮ䛔

㻤㻞㻚㻢㻑

་ᖌ㻔ධ㝔䡡እ᮶デ⒪㻕䛸䛾㐃ᦠ≧ἣ
་ᖌ㻔ゼၥデ⒪䡡 デ㻕䛸䛾㐃ᦠ≧ἣ

㻣㻤㻚㻠㻑
㻢㻝㻚㻝㻑

ゼၥ┳ㆤ䛾⏝≧ἣ
ㆤ⪅䛾ㆤຊ

㻣㻥㻚㻡㻑

་⒪ฎ⨨䛾ෆᐜ

㻤㻢㻚㻤㻑

་⒪䢂䡬䡹䢚䛻㓄៖䛧䛯䡵䡭䛾ὀពⅬ

㻣㻠㻚㻣㻑

⏝⪅䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟㛵ಀ⪅䛾≧ἣ

㻣㻝㻚㻢㻑

⏝⪅䛻㐺⏝䛥䜜䛶䛔䜛බⓗไᗘ䜔䡷䡬䢇䢚䡹䛾ෆᐜ
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻢㻜㻚㻜㻑
㻡㻚㻟㻑
㻝㻚㻢㻑
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յሗ㐃ᦠࡢຠᯝ
ሗ㐃ᦠࡢຠᯝࡣࠊ
ࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬ㓄៖ࡋࡓࢣࡢ᪉ἲࢆලయⓗ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖ
ࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⏝⪅ࡢᑛཝࡸಶูᛶࢆࡋࡓ⥅⥆ࡋࡓࢣࡢᥦ
౪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ሗ㐃ᦠࡢຠᯝ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

⏝⪅䛾ᑛཝ䜔ಶูᛶ䜢䛻䛧䛯
⥅⥆䛧䛯䡵䡭䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯

㻤㻜㻑
㻣㻝㻚㻢㻑

་⒪䢂䡬䡹䢚䛻㓄៖䛧䛯䡵䡭䛾᪉ἲ䜢
ලయⓗ䛻▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯

㻤㻠㻚㻞㻑

ᒃᏯㆤᨭᑓ㛛ဨ䛜㛵ಀ䛩䜛
་⒪⫋䛸㐃⤡䜢ྲྀ䜚䜔䛩䛟䛺䛳䛯

㻠㻠㻚㻞㻑

㏥㝔䡡㏥ᡤᚋ䛷䜒་⒪䢂䡬䡹䢚䜈䛾ᑐᛂ䛜
୍㈏䛧䛶⾜䛘䛯

㻢㻡㻚㻟㻑

㏥㝔䡡㏥ᡤඛ䜈䛾☜ㄆ䛾䛯䜑䛾
ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜ῶ䛳䛯

㻞㻜㻚㻜㻑

⏝⪅䛾Ᏻ䛜㍍ῶ䛷䛝
䡷䡬䢇䢚䡹⏝䛜䛷䛝䛯

㻡㻤㻚㻥㻑

⏝⪅䜔ㆤ⪅䛻⏕άୖ䛾ὀពⅬ䜔
⏕άほ➼䜢☜ㄆ䛩䜛సᴗ䛜ῶ䛳䛯

㻟㻜㻚㻡㻑

ሗ㐃ᦠ䛻䜘䜚ධ㝔䡡ධᡤඛ䛛䜙䛾
㏥㝔䡡㏥ᡤᮇ㛫䛜᪩䜎䛳䛯
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻝㻜㻜㻑

㻞㻠㻚㻣㻑
㻜㻚㻡㻑
㻞㻚㻢㻑
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ն ᭶ࡢሗ㐃ᦠᡭẁูࡢேᩘ
 ᖺ  ᭶ࡢሗ㐃ᦠᡭẁูࡢேᩘࡣࠊࠕ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ⏬᭩ࢆᥦ
౪ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕゼၥ┳ㆤィ⏬᭩ࢆᥦ౪ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕゼၥ┳ㆤሗ࿌᭩ࢆᥦ౪ࠖ
ࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕゼၥ┳ㆤࢧ࣐ࣜࢆᥦ౪ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕ㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ
㐩ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕ)$; ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕධ㝔㺃ධᡤඛࢆゼ
ၥࡋ࡚㐃ᦠࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕ⏝⪅Ꮿ➼ྠ⾜ゼၥࡋ࡚㐃ᦠࠖࡀᖹᆒ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰  ᭶ࡢሗ㐃ᦠෆᐜ࣭ேᩘ㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
ᐇᴗ
ᡤᩘ

 
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ
⏬᭩ࢆᥦ౪
ゼၥ┳ㆤィ⏬᭩ࢆᥦ౪
ゼၥ┳ㆤሗ࿌᭩ࢆᥦ౪
ゼၥ┳ㆤࢧ࣐ࣜࢆᥦ౪
㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩
)$; ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩
ධ㝔㺃ධᡤඛࢆゼၥࡋ࡚㐃ᦠ
⏝⪅Ꮿ➼ྠ⾜ゼၥࡋ࡚㐃ᦠ

ᐇ⋡㸦ᴗ
ᡤ࣮࣋ࢫ㸧

ᐇᴗᡤ
ྜィேᩘ
࠾ࡅࡿᖹᆒேᩘ
㸦ே㸧
㸦ே㸧
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┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ⏝⤊⪅㛵ࡍࡿሗ㐃ᦠ
ձ᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼
᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼ࡣࠊ
ࠕ㝔㺃デ⒪
ᡤࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖࠕ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࡛࣍ࠖ࠶ࡗ
ࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼
㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
㝔䡡デ⒪ᡤ
⸆ᒁ
ᒃᏯㆤᨭ
ゼၥㆤ
ゼၥධᾎㆤ
ゼၥ┳ㆤ
ゼၥ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
㏻ᡤㆤ
㏻ᡤ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
▷ᮇධᡤ⏕άㆤ
≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤ
⚟♴⏝ල
ኪ㛫ᑐᛂᆺゼၥㆤ
ᐃᮇᕠᅇ㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤ
ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ
ㆤ⪁ே⚟♴タ
ㆤ⪁ேಖタ
ㆤ་⒪㝔
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻤㻞㻚㻝㻑

㻞㻠㻚㻞㻑
㻢㻜㻚㻡㻑
㻝㻜㻚㻜㻑
㻞㻚㻝㻑
㻞㻥㻚㻡㻑
㻤㻚㻠㻑
㻝㻜㻚㻜㻑
㻟㻚㻣㻑
㻞㻚㻝㻑
㻟㻚㻞㻑
㻟㻝㻚㻝㻑
㻜㻚㻜㻑
㻝㻚㻢㻑
㻢㻚㻟㻑
㻝㻜㻚㻡㻑
㻝㻞㻚㻝㻑
㻞㻢㻚㻟㻑
㻞㻡㻚㻟㻑
㻝㻚㻝㻑
㻡㻚㻤㻑
㻢㻚㻟㻑








52

141021-00-本文.indd 52

2021/03/26 18:05:51


ղ᭱ࡶ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀከ࠸ᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼
᭱ࡶ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀከ࠸ᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼ࡣࠊ
ࠕ㝔㺃デ⒪ᡤࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ
࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᭱ࡶ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀከ࠸ᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
㝔䡡デ⒪ᡤ
⸆ᒁ
ᒃᏯㆤᨭ
ゼၥㆤ
ゼၥධᾎㆤ
ゼၥ┳ㆤ
ゼၥ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
㏻ᡤㆤ
㏻ᡤ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
▷ᮇධᡤ⏕άㆤ
≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤ
⚟♴⏝ල
ኪ㛫ᑐᛂᆺゼၥㆤ
ᐃᮇᕠᅇ㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤ
ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ
ㆤ⪁ே⚟♴タ
ㆤ⪁ேಖタ
ㆤ་⒪㝔
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻡㻣㻚㻠㻑
㻜㻚㻜㻑
㻝㻤㻚㻠㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻡㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻡㻑
㻟㻚㻞㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻡㻑
㻣㻚㻠㻑
㻝㻚㻝㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻝㻝㻚㻝㻑
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ճሗ㐃ᦠᡭẁ
ሗ㐃ᦠᡭẁࡣࠊ
ࠕ㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕゼ
ၥ┳ㆤࢧ࣐ࣜࢆᥦ౪ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ㛤ദࠖ
ࠕ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࠖ
ࠕ࣓࣮ࣝࠖ➼࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ሗ㐃ᦠᡭẁ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ⏬᭩䜢ᥦ౪

㻢㻜㻑

㻞㻞㻚㻝㻑
㻞㻢㻚㻤㻑

ゼၥ┳ㆤሗ࿌᭩䜢ᥦ౪

㻠㻥㻚㻡㻑

ゼၥ┳ㆤ䡷䢋䢔䜢ᥦ౪

㻡㻤㻚㻥㻑

㟁ヰ䛷┳ㆤ䡡ㆤ䛾せⅬ䜢ఏ㐩
㻠㻞㻚㻝㻑

㻲㻭㼄䛷┳ㆤ䡡ㆤ䛾せⅬ䜢ఏ㐩
㻞㻝㻚㻝㻑

㏥㝔䡡㏥ᡤඛ䜢ゼၥ䛧䛶㐃ᦠ

㻞㻡㻚㻤㻑

⏝⪅Ꮿ➼䛻ྠ⾜ゼၥ䛧䛶㐃ᦠ

ᥦ౪䛧䛶䛔䛺䛔

㻝㻜㻜㻑

㻠㻠㻚㻞㻑

ゼၥ┳ㆤィ⏬᭩䜢ᥦ౪

䛭䛾

㻤㻜㻑

㻡㻚㻟㻑
㻜㻚㻡㻑
㻢㻚㻤㻑

↓ᅇ⟅
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մᥦ౪ࡍࡿሗࡢ㡯┠
ᥦ౪ࡍࡿሗࡢ㡯┠ࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ฎ⨨ࡢ
ෆᐜࠖࡀ 㸣ࠊࠕ་ᖌ ゼၥデ⒪㺃 デ ࡢ㐃ᦠ≧ἣࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤊ࡍࡿ⌮
⏤ࠖࠕ⤒῭ⓗ࡞ࡇࠖࠕ᭹⸆ሗࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ᥦ౪ࡍࡿሗࡢ㡯┠㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

⏝⪅䛾≧

㻝㻜㻜㻑
㻥㻜㻚㻡㻑

⏝⪅䛾ᝈ䛾ཷ䛡Ṇ䜑᪉

㻡㻣㻚㻠㻑

ㆤ⪅䛾ᝈ䛾ཷ䛡Ṇ䜑᪉

㻡㻞㻚㻝㻑

⏝⪅䛾⏕άほ

㻡㻟㻚㻣㻑

ㆤ⪅䛾⏕άほ

㻡㻜㻚㻜㻑

⏝⪅䛾ㆤ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䜈䛾ᛮ䛔

㻠㻟㻚㻣㻑

ㆤ⪅䛾ㆤ䜢䛩䜛䛣䛸䜈䛾ᛮ䛔

㻡㻝㻚㻢㻑

་ᖌ㻔ධ㝔䡡እ᮶デ⒪㻕䛸䛾㐃ᦠ≧ἣ

㻡㻥㻚㻡㻑

་ᖌ㻔ゼၥデ⒪䡡 デ㻕䛸䛾㐃ᦠ≧ἣ

㻢㻞㻚㻝㻑

ゼၥ┳ㆤ䛾⏝≧ἣ

㻡㻤㻚㻥㻑

ㆤ⪅䛾ㆤຊ

㻡㻥㻚㻡㻑

་⒪ฎ⨨䛾ෆᐜ

㻣㻜㻚㻡㻑

་⒪䢂䡬䡹䢚䛻㓄៖䛧䛯䡵䡭ὀពⅬ

㻢㻜㻚㻜㻑

⏝⪅䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟㛵ಀ⪅䛾≧ἣ

㻡㻤㻚㻠㻑

⏝⪅䛻㐺⏝䛥䜜䛶䛔䜛බⓗไᗘ䜔䡷䡬䢇䢚䡹䛾ෆᐜ

㻠㻤㻚㻥㻑

䛭䛾

㻠㻚㻞㻑

↓ᅇ⟅

㻣㻚㻥㻑
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յሗ㐃ᦠࡢຠᯝ
ሗ㐃ᦠࡢຠᯝࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢᑛཝࡸಶูᛶࢆࡋࡓ⥅⥆ࡋࡓࢣࡢᥦ౪ࡀྍ⬟
࡞ࡗࡓࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬ㓄៖ࡋࡓࢣࡢ᪉ἲࢆ┤᥋
ㆤ⫋ဨఏ㐩࡛ࡁࡓࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰 ሗ㐃ᦠࡢຠᯝ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
⏝⪅䛾ᑛཝ䜔ಶูᛶ䜢䛻䛧䛯
⥅⥆䛧䛯䡵䡭䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯
་⒪䢂䡬䡹䢚䛻㓄៖䛧䛯䡵䡭䛾᪉ἲ䜢
┤᥋ㆤ⫋ဨ䛻ఏ㐩䛷䛝䛯
ᒃᏯㆤᨭᑓ㛛ဨ䛜㛵ಀ䛩䜛
་⒪⫋䛸㐃⤡䜢ྲྀ䜚䜔䛩䛟䛺䛳䛯
ධ㝔䡡ධᡤඛ䛷䜒་⒪䢂䡬䡹䢚䜈䛾ᑐᛂ䛜
୍㈏䛧䛶⾜䛘䛯
ධ㝔䡡ධᡤඛ䛛䜙䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜
ῶ䛳䛯
┳ከᶵ䛾⏝䜢⤊䛧䛯᪉䛾Ᏻ䛜
㍍ῶ䛷䛝䛯
┳ከᶵ䛾⏝⤊ᚋ䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜
ῶ䛳䛯
ሗ㐃ᦠ䛻䜘䜚ධ㝔䡡ධᡤඛ䛛䜙䛾
㏥㝔䡡㏥ᡤᮇ㛫䛜᪩䜎䛳䛯
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻡㻢㻚㻤㻑
㻡㻠㻚㻣㻑
㻟㻣㻚㻠㻑
㻠㻜㻚㻜㻑
㻞㻣㻚㻥㻑
㻟㻟㻚㻣㻑
㻝㻣㻚㻥㻑
㻝㻝㻚㻝㻑
㻝㻚㻢㻑
㻝㻝㻚㻢㻑
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ն ᭶ࡢሗ㐃ᦠᡭẁูࡢேᩘ
 ᖺ  ᭶  ᭶ࡢሗ㐃ᦠᡭẁูࡢேᩘࡣࠊࠕ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ⏬
᭩ࢆᥦ౪ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕゼၥ┳ㆤィ⏬᭩ࢆᥦ౪ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕゼၥ┳ㆤሗ࿌᭩ࢆ
ᥦ౪ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊࠕゼၥ┳ㆤࢧ࣐ࣜࢆᥦ౪ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊࠕ㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせ
Ⅼࢆఏ㐩ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕ)$; ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩ࠖࡀᖹᆒ  ேࠊ
ࠕධ㝔㺃ධᡤ
ඛࢆゼၥࡋ࡚㐃ᦠࠖࡀᖹᆒ  ேࠊࠕ⏝⪅Ꮿ➼ྠ⾜ゼၥࡋ࡚㐃ᦠࠖࡀᖹᆒ  ே࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸰  ᭶ࡢሗ㐃ᦠෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
 
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ
⏬᭩ࢆᥦ౪
ゼၥ┳ㆤィ⏬᭩ࢆᥦ౪
ゼၥ┳ㆤሗ࿌᭩ࢆᥦ౪
ゼၥ┳ㆤࢧ࣐ࣜࢆᥦ౪
㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩
)$; ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩
ධ㝔㺃ධᡤඛࢆゼၥࡋ࡚㐃ᦠ
⏝⪅Ꮿ➼ྠ⾜ゼၥࡋ࡚㐃ᦠ

ᐇ
ᴗᡤᩘ

ᐇ⋡
㸦ᴗᡤ
࣮࣋ࢫ㸧









































ྜィேᩘ
㸦ே㸧

ᐇᴗᡤ࠾
ࡅࡿᖹᆒேᩘ
㸦ே㸧










57

141021-00-本文.indd 57

2021/03/26 18:05:52



┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ㐃ᦠᴗᡤ⚊ࡢ⤖ᯝ
㸯㸬ᇶᮏሗ
ձᴗᡤࡢ✀㢮
ᴗᡤࡢ✀㢮ࡣࠊ
ࠕゼၥ┳ㆤࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㝔࣭デ⒪ᡤࠖࡀ 
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕఫᏯᆺ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍ࠖࠕᆅᇦໟᣓࢭࣥࢱ࣮ࡸ⚟♴
ㄢ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸱 ᴗᡤࡢ✀㢮㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑
㝔䡡デ⒪ᡤ
⸆ᒁ
ᒃᏯㆤᨭ
ゼၥㆤ
ゼၥධᾎㆤ
ゼၥ┳ㆤ
ゼၥ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
㏻ᡤㆤ
㏻ᡤ䢔䢆䢇䢚䢔䡿䡬䡸䡪䢙
▷ᮇධᡤ⏕άㆤ
≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤ
⚟♴⏝ල
ኪ㛫ᑐᛂᆺゼၥㆤ
ᐃᮇᕠᅇ㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤ
ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ
ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ
ㆤ⪁ே⚟♴タ
ㆤ⪁ேಖタ
ㆤ་⒪㝔
䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑
㻞㻟㻚㻡㻑

㻠㻚㻟㻑
㻝㻡㻚㻣㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻞㻣㻚㻤㻑
㻜㻚㻥㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻥㻑
㻜㻚㻥㻑
㻝㻚㻣㻑
㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑
㻝㻚㻣㻑
㻡㻚㻞㻑
㻝㻚㻣㻑
㻜㻚㻥㻑
㻞㻚㻢㻑
㻜㻚㻜㻑
㻝㻚㻣㻑
㻝㻜㻚㻠㻑
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ղᅇ⟅⪅ࡢ⫋✀
ᅇ⟅⪅ࡢ⫋✀ࡣࠊࠕ┳ㆤᖌࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭᑓ㛛ဨࠖࡀ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕタ㛗ࠖ
ࠕ⟶⌮⪅ࠖ
ࠕ⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨࠖ
ࠕタࢣ
࣐ࢿࠖࠕ⢭⚄ಖ⚟♴ኈࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸱 ᅇ⟅⪅ࡢ⫋✀㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

ㆤ⫋ဨ

㻜㻚㻥㻑
㻟㻚㻡㻑
㻜㻚㻜㻑
㻠㻚㻟㻑

⸆ᖌ

㻜㻚㻥㻑
㻢㻚㻝㻑

♫⚟♴ኈ
⟶⌮ᰤ㣴ኈ

㻡㻜㻑

㻠㻣㻚㻤㻑

་ᖌ

⌮Ꮫ⒪ἲኈ䡡సᴗ⒪ἲኈ䡡ゝㄒ⫈ぬኈ

㻠㻜㻑

㻟㻚㻡㻑

┳ㆤᖌ

ṑ⛉་ᖌ

㻟㻜㻑
㻞㻞㻚㻢㻑

ᒃᏯㆤᨭᑓ㛛ဨ

ಖᖌ

㻞㻜㻑

㻜㻚㻜㻑
㻢㻚㻝㻑

䛭䛾

㻠㻚㻟㻑

↓ᅇ⟅
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㸰㸬ሗ㐃ᦠࡢ≧ἣ
ձሗᥦ౪ࢆཷࡅࡓᡭẁ
ሗᥦ౪ࢆཷࡅࡓᡭẁࡣࠊࠕ㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩ࠖࡀ ࠊࠕ┳ㆤᑠつᶍ
ከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ⏬᭩ࡢᥦ౪ࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕࣇ࢙ࢫࢩ࣮ࢺࠖ
ࠕేタࡢࡓࡵ┤᥋㐃ᦠࠖ
ࠕሗᥦ౪
᭩ࠖࠕ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤฟྥࡁࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥホ౯ࠊᣦᑟࠖ
ࠕᐃᮇ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࡢ㛤ദࠖ
ࠕ:HE ㆟ࠊ㏻ᡤ⏝㛫ᖏࠖ
ࠕᐙ᪘ࡢぢᏛྠᖍࡋ
ሗᥦ౪ࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸱 ሗᥦ౪ࡢᡭẁ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻝㻜㻑

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑

㻠㻤㻚㻣㻑

┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ⏬᭩䛾ᥦ౪
㻟㻟㻚㻜㻑

ゼၥ┳ㆤィ⏬᭩䛾ᥦ౪
ゼၥ┳ㆤሗ࿌᭩䛾ᥦ౪

㻟㻜㻚㻠㻑

ゼၥ┳ㆤ䡷䢋䢔䛾ᥦ౪

㻞㻤㻚㻣㻑

㟁ヰ䛷┳ㆤ䡡ㆤ䛾せⅬ䜢ఏ㐩

㻠㻥㻚㻢㻑

㻲㻭㼄䛷┳ㆤ䡡ㆤ䛾せⅬ䜢ఏ㐩

㻞㻞㻚㻢㻑

⏝⪅Ꮿ➼䛻ྠ⾜ゼၥ䛧䛶㐃ᦠ

㻟㻤㻚㻟㻑

⮬ᴗᡤ䛻┳ከᶵᚑ⪅䛜ゼၥ䛧䛶㐃ᦠ

㻟㻣㻚㻠㻑

䛭䛾
↓ᅇ⟅

㻡㻜㻑

㻝㻝㻚㻟㻑
㻝㻚㻣㻑
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ղሗ㐃ᦠࡼࡾᥦ౪ࡍࡿ㡯┠
ሗ㐃ᦠࡼࡾᥦ౪ࡍࡿ㡯┠ࡣࠊࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་
⒪ฎ⨨ࡢෆᐜࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕ⥭ᛴᘏࡘ࠸࡚ࡢពྥࠖ
ࠕఫᏯᨵ㐀ࡢ≧ែࠖࡀ࠶
ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸱 ሗ㐃ᦠࡼࡾᥦ౪ࡍࡿ㡯┠㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻥㻟㻚㻥㻑

⏝⪅䛾≧
⏝⪅䛾ᝈ䛾ཷ䛡Ṇ䜑᪉

㻠㻤㻚㻣㻑

ㆤ⪅䛾ᝈ䛾ཷ䛡Ṇ䜑᪉

㻠㻥㻚㻢㻑
㻢㻜㻚㻜㻑

⏝⪅䛾⏕άほ
㻠㻤㻚㻣㻑

ㆤ⪅䛾⏕άほ

㻟㻥㻚㻝㻑

⏝⪅䛾ㆤ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䜈䛾ᛮ䛔

㻠㻞㻚㻢㻑

ㆤ⪅䛾ㆤ䜢䛩䜛䛣䛸䜈䛾ᛮ䛔

㻡㻟㻚㻜㻑

་ᖌ㻔ධ㝔䡡እ᮶デ⒪㻕䛸䛾㐃ᦠ≧ἣ

㻢㻝㻚㻣㻑

་ᖌ㻔ゼၥデ⒪䡡 デ㻕䛸䛾㐃ᦠ≧ἣ

㻡㻟㻚㻜㻑

ゼၥ┳ㆤ䛾⏝≧ἣ

㻡㻥㻚㻝㻑

ㆤ⪅䛾ㆤຊ

㻣㻟㻚㻜㻑

་⒪ฎ⨨䛾ෆᐜ
㻢㻜㻚㻥㻑

་⒪䢂䡬䡹䢚䛻㓄៖䛧䛯䡵䡭ὀពⅬ

㻡㻤㻚㻟㻑

⏝⪅䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟㛵ಀ⪅䛾≧ἣ
㻟㻤㻚㻟㻑

⏝⪅䛻㐺⏝䛥䜜䛶䛔䜛බⓗไᗘ䜔䡷䡬䢇䢚䡹䛾ෆᐜ
䛭䛾

㻞㻚㻢㻑

↓ᅇ⟅

㻟㻚㻡㻑
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ճሗ㐃ᦠࡼࡿຠᯝ
ሗ㐃ᦠࡼࡿຠᯝࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢᑛཝࡸಶูᛶࢆࡋࡓ⥅⥆ࡋࡓࢣࡢᥦ౪ࡀ
ྍ⬟࡞ࡗࡓࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬ㓄៖ࡋࡓࢣࡢ᪉ἲࢆ┤᥋
⫋ဨఏ㐩࡛ࡁࡓࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࠊᐙ᪘ࡢ⏕ά⫼ᬒ㓄៖ࡋࡓಶูᛶࡢ࠶ࡿ┳
ྲྀࡾࡀᐇ⌧ฟ᮶ࡓࠖࠕᐙ᪘ࡢᏳࡢ㍍ῶࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸱 ሗ㐃ᦠࡼࡿຠᯝ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

⏝⪅䛾ᑛཝ䜔ಶูᛶ䜢䛻䛧䛯⥅⥆䛧䛯
䡵䡭䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯

㻝㻜㻜㻑

㻣㻟㻚㻥㻑

་⒪䢂䡬䡹䢚䛻㓄៖䛧䛯䡵䡭䛾᪉ἲ䜢┤᥋⫋ဨ䛻
ఏ㐩䛷䛝䛯

㻢㻡㻚㻞㻑

ᒃᏯㆤᨭᑓ㛛ဨ䛜㛵ಀ䛩䜛
་⒪⫋䛸㐃⤡䜢ྲྀ䜚䜔䛩䛟䛺䛳䛯

㻠㻡㻚㻞㻑

ධ㝔䡡ධᡤඛ䛷䜒་⒪䢂䡬䡹䢚䛾ᑐᛂ䛜୍㈏䛧䛶
⾜䛘䛯

㻟㻣㻚㻠㻑

ධ㝔䡡ධᡤඛ䛛䜙┳ከᶵ䜈䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜
ῶ䛳䛯

㻝㻜㻚㻠㻑
㻟㻥㻚㻝㻑

⏝⪅䛾᪉䛾Ᏻ䛜㍍ῶ䛷䛝䛯
⏝⪅䜔ㆤ⪅䛻⏕άୖ䛾ὀពⅬ䜔
⏕άほ➼䜢☜ㄆ䛩䜛సᴗ䛜ῶ䛳䛯

㻞㻡㻚㻞㻑

ሗ㐃ᦠ䛻䜘䜚ධ㝔䡡ධᡤඛ䛛䜙䛾
㏥㝔䡡㏥ᡤᮇ㛫䛜᪩䜎䛳䛯
䛭䛾

㻤㻜㻑

㻝㻤㻚㻟㻑
㻝㻚㻣㻑
㻡㻚㻞㻑

↓ᅇ⟅
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մሗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ព⩏
ሗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ព⩏ࡣࠊࠕព⩏ࡣࡁ࠸ࠖࠕព⩏ࡣ࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ ࠊࠕ࠶ࡲࡾ
ព⩏ࡣ࡞࠸ࠖࠕព⩏ࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸱 ሗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ព⩏㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
㻜㻑

㻞㻜㻑

㻠㻜㻑

㻢㻜㻑

㻤㻜㻑

㻝㻜㻜㻑
㻜㻚㻥㻑

㻢㻢㻚㻝㻑

㻞㻤㻚㻣㻑

㻠㻚㻟㻑
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑

ព⩏䛿䛝䛔

ព⩏䛿䛒䜛

䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔

䛒䜎䜚ព⩏䛿䛺䛔

䛟䛺䛔

↓ᅇ⟅



յሗ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᥦ

ሗ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᥦࡘ࠸࡚௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ

࣭ᒃᏯࡢᘬࡁ⥅ࡂࡀᚲせ࡞ሙྜࠊవ⿱ࢆࡶࡗ࡚ሗࢆࡶࡽ࠼ࡿ⏝⪅ࡢ㈇ᢸࡀᑡ
࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸ᛮ࠺
࣭㐃ᦠࢆࡽ࡞࠸⌧≧ࡢࡲࡲ࡛ࡣṧᛕ࡞ࡀࡽ᭩㢮⏝⪅ࡢ $'/ ࡸែ࡞ࢬࣞ
ࡀ࠶ࡿࡇࡀከ࠸Ⅽࠊດࡵ࡚㐃ᦠࡀྲྀࢀࡿࡼ࠺ാࡁࡅ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊ⊂ᒃࡸ⪁⪁
ㆤࡣቑࡍ୍᪉ࡔ⪃࠼ࡿࡢ࡛ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㝔ࡢ 06: 
ࡶ㧗㱋⪅ࡢ⏕άࠊᅾᏯ࡛ࡢ⒪㣴⏕άࡢᵝᏊࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ✀㢮➼ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸
࣭㐃ᦠࢆࡍࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࡋ࡚ࠊࡁࡕࢇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩚഛࡀᚲせ
࣭ᅪᇦእࡢ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࡛ࡶࠊ✵ࡁ≧ἣ࡞ࡀࢱ࣒࣮ࣜᚓ
ࡽࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࢀࡤⰋ࠸ᛮ࠺
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࢆᚲせࡍࡿ᪉ࡀ࡚ࡶከ࠸ᛮ࠺ࠋ⏝⪅ࡢ
ᇶ‽ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࡞࠸㠃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ་⒪ไᗘࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
࣭ㆤሗ㓘ୖࡢホ౯㸦ຍ⟬࡞㸧ࡀࡶ࠺ᑡࡋ࠶ࡿࡉࡽ㐃ᦠࡣ㐍ࡴ⪃࠼ࡿ
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ㏻࠸⏝୰࡛ࡶࠊゼၥデ⒪⾜ࡅࡿࠊࡼࡾ
㐃ᦠࡀࢀ⏝⪅ࢆほᐹࡋ࡞ࡀࡽࡢሗࡀ⾜࠼ࡿᛮ࠺
࣭ᚋ ,&7 ࢆࡗࡓሗඹ᭷ࡀᮃࡲࢀࡿ
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⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤㄪᰝࡢ⤖ᯝ
㸯㸬ᇶᮏሗ
ᡤᅾᆅ
ᡤᅾᆅࡣࠊࠕ⚄ዉᕝ┴ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕරᗜ┴ࠖࡀ  
ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᡤᅾᆅ㸦ၥ 㸧
㒔㐨ᗓ┴
ᾏ㐨
⩌㤿┴
ᇸ⋢┴
༓ⴥ┴
ᮾி㒔
⚄ዉᕝ┴
ᐩᒣ┴
ᒱ㜧┴
ឡ▱┴
୕㔜┴
㈡┴
㜰ᗓ
රᗜ┴
ዉⰋ┴
ḷᒣ┴
ᒸᒣ┴
ឡ┴
㮵ඣᓥ┴
య

ᅇ⟅ᩘ
ᵓᡂẚ




































 








64

141021-00-本文.indd 64

2021/03/29 15:05:05


ᴗ㛤ጞᖺᗘ
ᴗ㛤ጞᖺᗘࡣࠊ
ࠕ ᖺࠖ
ࠕ ᖺࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ
ᖺࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ㛤ጞᖺᗘ㸦ၥ 㸧
 
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
 ᖺ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ















ྜ
















⤒Ⴀయ
⤒Ⴀయࡣࠊ
ࠕႠἲேࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ἲேࠖ
ࠕ♫
⚟♴ἲேࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕබ┈♫ᅋἲேࠖࠕබ┈㈈ᅋἲே࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ⤒Ⴀయ㸦ၥ 㸧
 
Ⴀἲே
་⒪ἲே
♫⚟♴ἲே
୍⯡♫ᅋἲே
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ








ྜ
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ゼၥ┳ㆤᴗᡤࡢేタ≧ἣ
ゼၥ┳ㆤᴗᡤࢆేタࡋ࡚࠸ࡿࢆࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊ
ࠕࡣ࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧ࠊ
ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ゼၥ┳ㆤᴗᡤࡢేタ≧ἣ㸦ၥ 㸧
 
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ






ᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
ᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࠕඣ❺Ⓨ㐩ᨭࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧
࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࡞ࡋࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕ᪥୰୍ᨭࠖࠕᏳᚰ⏕άᨭᴗࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
ᨺㄢᚋ➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫ
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ
▷ᮇධᡤ
⏕άㆤ
ࡑࡢ
࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ









ྜ
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⫋ဨయไ
⫋ဨࡢᖖ⟬ᩘࡣࠊ┳ㆤᖌࡣᖹᆒ  ேࠊ┳ㆤᖌࡣᖹᆒ  ேࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࣭స
ᴗ⒪ἲኈ࣭ゝㄒ⫈ぬኈࡣᖹᆒ  ேࠊㆤ⚟♴ኈࡣᖹᆒ  ேࠊㆤ⚟♴ኈ௨እࡢㆤ
⫋ဨࡣᖹᆒ  ேࠊࡑࡢࡢ⫋ဨࡣᖹᆒ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
┳ㆤ⫋ဨᑠィࡣᖹᆒ  ேࠊㆤ⫋ဨࡣᖹᆒ  ேࠊᴗᡤࡢ⫋ဨࡢྜィࡣᖹᆒ 
ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ⫋ဨయไ㸦༢㸸ே㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
 
┳ㆤᖌ
┳ㆤᖌ
⌮Ꮫ⒪ἲኈ㺃సᴗ⒪ἲኈ㺃ゝㄒ⫈ぬኈ
ㆤ⚟♴ኈ
ㆤ⚟♴ኈ௨እࡢㆤ⫋ဨ
ࡑࡢࡢ⫋ဨ

ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ













┳ㆤ⫋ဨᑠィ
ㆤ⫋ဨᑠィ







୰ኸ್










ᴗᡤ⫋ဨ ྜィ










⏝⪅ᩘ
௧㸰ᖺ㸵᭶ࡢ⏝⪅ᩘࡣࠊㆤಖ㝤ࡢ⏝⪅ࡣᖹᆒ  ேࠊ ṓᮍ‶ࡢ⏝⪅ࡣ
ᖹᆒ  ேࠊ ṓ௨ୖࡢ⏝⪅ࡣᖹᆒ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ௧  ᖺ  ᭶ࡢ⏝⪅ᩘ㸦༢㸸ே㸧㸦ၥ 㸧
 
ㆤಖ㝤ࡢ⏝⪅
 ṓᮍ‶ࡢ⏝⪅
 ṓ௨ୖࡢ⏝⪅

௳ᩘ
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ ୰ኸ್
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㸰㸬㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദ≧ἣ
 ᖺᗘ୰ࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദᅇᩘ
 ᖺᗘ୰ࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡣࠊࠕ㸯ᅇࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲  ᖺᗘ୰ࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദᅇᩘ㸦ၥ 㸧
 
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
య

ᅇ⟅ᩘ








ྜ










㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟࣭㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦ
ձ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢㄢ㢟
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕㄢ㢟ࡸ㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࠖࡀ࠶ࡗࡓᴗᡤࡀ  ᴗ
ᡤ㸦㸧ࠊࠕ≉ㄢ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢㄢ㢟㸦ၥ 㸧
 
≉ㄢ㢟ࡣ࡞࠸
ㄢ㢟ࡸ㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ
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ղㄢ㢟ࡸ㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࡑࡢ⌮⏤
ㄢ㢟ࡸ㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࡣࠊ
ࠕไᗘࡢㄝ᫂࡞㆟㢟ࡢ࣐ࣥࢿࣜࢆ㜵Ṇࡍࡿࠖࡀ
 ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ๓㆟㢟ࢆ▱ࡽࡏࡿ➼㆟㛤ദ㛫ࢆᑡ࡞
ࡃࡍࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ㐺ษ࡞㛤ദ㢖ᗘࠖࡘ࠸࡚ࠊලయⓗࡣࠕ ᖺ୍ᅇࠖࠕᖺ㸯ᅇၥ㢟Ⓨ⏕ࠖ
ࡢグධࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᥦࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᐙ᪘ࡀ㧗㱋࡚ฟᖍࡀ㞴
ࡋ࠸ࡓࡵࠊ⏝⪅ᐙ᪘ࡣせ࡛ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ࠕࢥࣟࢼ⚝ࡢ㛤ദࡢ࠶ࡾ᪉ࡋ࡚ࠊ
࢜ࣥࣛࣥࡲࡓࡣ᭩㠃ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟࣭㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࡢ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧
㸦ၥ 㸧
 
㛤ദ㢖ᗘࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿ
ไᗘࡢㄝ᫂࡞㆟㢟ࡢ࣐ࣥࢿࣜࢆ㜵Ṇࡍࡿ
๓㆟㢟ࢆ▱ࡽࡏࡿ➼㆟㛤ദ㛫ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿ
࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࢆᑟධࡍࡿ
ホ౯㡯┠ࡀఫẸ㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺⡆⣲ࡍࡿ
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ








ྜ









㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ」ᩘᴗᡤ࡛ࡢྜྠ㛤ദ
ձ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆࠊ」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ࡛㛤ദ࡛ࡁࡿࡇࡢㄆ▱
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆࠊ」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ࡛㛤ദ࡛ࡁࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࢆࡓࡎࡡࡓ
ࡇࢁࠊࠕࡣ࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ྜྠ㛤ദࡢㄆ▱㸦ၥ 㸧
 
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
య

ᅇ⟅ᩘ




ྜ
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ղྜྠ࡛ࡢ㛤ദ≧ἣ
 㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆ」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ࡛㛤ദ࡛ࡁࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊྜྠ࡛㛤
ദࡋ࡚࠸ࡿࢆࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊ
ࠕࡣ࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧ࠊ
ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ  ᴗᡤ
㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢ㛤ദᅇᩘࡣࠊࠕ㸯ᅇࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧ࠊࠕ㸰ᅇࠖࡀ 
ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ྜྠ࡛ࡢ㛤ദ≧ἣ㸦ၥ ձ㸧
 
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
య

ᅇ⟅ᩘ




ྜ





ᅗ⾲㸱㸲 ྜྠ࡛ࡢ㛤ദᅇᩘ㸦ၥ ձ㸧
 
 ᅇ
 ᅇ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ







ճྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤
 ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⮬ᴗᡤ࡛ࡢ‽ഛࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࠖࡀ  ᴗ
ᡤ㸦㸧ࠕཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿࡓࡵࠊཧຍேᩘࡀቑ࠼ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᴗᡤࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢㄪᩚࡀ
㞴ࡋ࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⮬ᴗᡤࡢᴗົ࡛ᡭ୍ᮼ࡛࠶ࡿࠖ
ࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡀ㏆ࡃ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ ձ㸧
 
ࡢᴗᡤࡸᆅᇦࡢ♫㈨※ࡢ≧ἣࡀࢃࡿ
ཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿࡓࡵ㺂ཧຍேᩘࡀቑ࠼ࡿ
⮬ᴗᡤ࡛ࡢ‽ഛࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ
ከᵝ࡞㛤ദ᪉ἲࡢࣄࣥࢺࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ







ྜ
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ᅗ⾲㸱㸲 ྜྠ࡛㛤ദࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ ձ㸧
 
ᴗᡤࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸
ಶேሗࡢ⟶⌮ᠱᛕࡀ࠶ࡿ
࿘ᅖᆅᇦᐦ╔ᆺᴗᡤࡀ࡞࠸㺃㐲࠸
ᴗᡤࡢ㐃ᦠࡢࡁࡗࡅࡸാࡁࡅࡢᶵࡀ࡞࠸
⮬ᴗᡤࡢᴗົ࡛ᡭ୍ᮼ࡛࠶ࡿ
ྜྠ㛤ദࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸
እ㒊ࡢホ౯ࢆᴗᡤ▱ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸
⾜ᨻࡽูࠎࡢ㛤ദ࡛࠾㢪࠸ࡉࢀࡓ㺃⮬య⊂⮬ࡢ࣮ࣝࣝࡀ
࠶ࡿ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅

ᅇ⟅ᩘ








ྜ



















㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢຠ⋡࣭⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ ⮬⏤グ㍕ 

㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆຠ⋡ࡋࠊ⏕⏘ᛶࢆྥୖࡍࡿࡓࡵᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ⮬
⏤グ㍕࡚௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
䠎䠊㛤ദ᪉ἲ㻌
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ࡢࡓࡵࠊᩥ᭩ࡼࡿ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨྠ᪥㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭๓㛤ദෆࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭ᆅᇦࡢᐇྜࢃࡏ࡚ฟᖍࡋࡸࡍ࠸ᮇ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ
࣭๓᪥ࢆỴࡵㄪᩚࡋ࡚࠸ࡿ
㸺せᮃ㸼
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ⮬యࠊᐇࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡀᑡ࡞࠸ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊྜྠ㛤ദࡍ
ࡿࡣྠࡌ⏕άᅪᇦ࠶ࡿᴗᡤ࡛࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ᕷᣦࡉࢀࡓࠋ⮬ศࡢᴗ
ᡤࡢᐇ≧ἣࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊᴗᡤࡢሗࡽぢ࠼࡚ࡃࡿᴗࡢㄢ㢟ࡸᨵၿ
⟇ࡢࣄࣥࢺ➼࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊࡶࡗ⮬⏤࡞㛤ദࢆㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ᭷㞴࠸

䠏䠊ෆᐜ䞉䝔䞊䝬㻌
࣭ᴗሗ࿌ࠊ⏝⪅ᩘ࣭≧ἣࠊᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾ➼ࠊㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭35 ࡶවࡡ࡚ᆅᇦఫẸࡸ㛵ಀ⪅ᴗࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭タഛࡢ⤂ࠊᐉఏࠊぢᏛࢆࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭ࣥࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢศᯒࠊᑐ⟇ࢆ୰ᚰ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  
࣭⾜ᨻᢸᙜ⪅ࡀࡼࡃኚࢃࡿⅭࠊᴗᡤࡢㄝ᫂ࡸ⌧≧ࠊㄢ㢟➼ࢆヰࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭ࡑࡢ㒔ᗘࠊᚲせ࡞ࡇ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࢸ࣮࣐࣭ෆᐜࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ
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䠐䠊ᵓᡂ䝯䞁䝞䞊㻌
࣭ᐙ᪘  
࣭ᕷㆤಖ㝤ㄢ  
࣭Ẹ⏕ጤဨ  
࣭ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮  
࣭▱ぢࢆ᭷ࡍࡿ᪉㸦་ᖌࡢ་ᖌࠊゼၥ┳ㆤࡢ⟶⌮⪅㸧  
࣭ㆤᨭᑓ㛛ဨ  
࣭ᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮
࣭タࢫࢱࢵࣇ㸦⟶⌮⪅ࠊ┳ㆤᖌࠊㆤኈ㸯ྡࡎࡘ㸧
࣭ᆅᇦ௦⾲㸦ࢡࣜࢽࢵࢡ་ᖌࠊᆅᇦࡢ௦⾲㸧
࣭⮬㛗
࣭Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨ࣓ࣥࣂ࣮

䠑䠊㛤ദ㛫㻌
 ศᮍ‶  ࠊ ศ௨ୖ  㛫ᮍ‶  ࠊ 㛫௨ୖ  㛫ᮍ‶  

䠒䠊グ㘓➼㻌
࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ධຊࡋࠊ⣬࣮࣋ࢫ࡛ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿ  
࣭グ㘓ࡣ㆟ᚋ࣓ࣥࣂ࣮㏦ࡾࠊ⾜ᨻࡢሗ࿌ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  
࣭άືሗ࿌᭩ࡸ㐠Ⴀ᥎㐍㆟➼ሗ࿌ࡣᕷࡢඹ㏻ᵝᘧࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ົ⫋ဨࡀ㆟ཧຍࡋグ㘓ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ
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Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨ
ձ㛤ദᅇᩘ
 ᖺᗘ୰ࡢᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢ㛤ദᅇᩘࡣࠊᖹᆒ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲  ᖺᗘ୰ࡢᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨ㸦ၥ 㸧
 
Ᏻ㺃ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢ  ᖺᗘ୰
ࡢ㛤ദᅇᩘ㸦ᅇ㸧

௳ᩘ


ᖹᆒ್

ᶆ‽೫ᕪ





୰ኸ್



ղཧຍ⪅
Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢཧຍ⪅ࡣࠊ
ࠕ༠ຊ་⒪ᶵ㛵ࠖ
ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮
⫋ဨࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᐙ᪘ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠖ
ࠕᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࠖ
ࠕゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࠕᆅᇦࡢᑓ㛛ᐙࠖ
ࠕᕷᙺᡤࠖ
ࠕᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ࠕಖᡤಖ
ᖌࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ཧຍ⪅㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦Q 㸧㸦ၥ 㸧
 
་ᖌ
┳ㆤ༠
༠ຊ་⒪ᶵ㛵
⮬
ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ
Ẹ⏕ጤဨ
ᐙ᪘
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅

ᅇ⟅ᩘ










ྜ
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ճຠᯝ
Ᏻ㺃ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡼࡿຠᯝࡣࠊ
ࠕ་⒪ⓗࢣࡢᏳࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠖ
ࠕ
ᨾ࡞ࢆඹ᭷ࡋ㜵Ṇᑐ⟇ࡀᚓࡽࢀࡿࠖࡀࡑࢀࡒࢀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ
࠸࡛ࠕ⒪㣴㏻ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾࠊ⏝⪅ࡘ࡞ࡀࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕⰍࠎ࡞᪉ࠎࡢሗࡸຓゝࡀᚓࡽࢀࡿࠖ
ࠕ་⒪᪤Ꮡᗘࡢ
㧗࠸᪉ࡢࢣࡢ㞴ࡋࡉࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᅗ⾲㸱㸲 ຠᯝ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
་⒪ⓗࢣࡢᏳࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ
⒪㣴㏻ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾ㺂⏝⪅ࡘ࡞ࡀࡿ
ᨾ࡞ࢆඹ᭷ࡋ㜵Ṇᑐ⟇ࡀᚓࡽࢀࡿ
་ᖌࢆࡣࡌࡵࡋࡓ་⒪ࡢ㐃ᦠࡀࢀࡿ
་⒪ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥋Ⅼ࡞ࡿ㛵ಀᛶࡀ῝ࡲࡿ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ









ྜ
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մၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
Ᏻ㺃ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢၥ㢟Ⅼ㺃ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࠕㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ
㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋㄢ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕཧຍ⪅ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࠖࡀ
 ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㆟㢟ࡀ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ
㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
㐺ษ࡞㛤ദ㢖ᗘࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ᅇ⟅ࡣࠊࠕᖺ㸯ᅇ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ⌮⏤ࡢࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᐙ᪘ཧຍࡀ㞴ࡋࡃ⣬㠃࡞ࡿࠖ
ࠕ㈝
⏝ࡢ㈇ᢸࠖ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟㸦ၥ 㸧
 
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ
≉ㄢ㢟ࡣ࡞࠸
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ






ᅗ⾲㸱㸲 ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
㛤ദ㢖ᗘࡀ㧗࠸
㆟㢟ࡀ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚࠸ࡿ
άⓎ࡞㆟ㄽࡀ࡞࠸
ཧຍ⪅ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸
‽ഛ㺃㐠Ⴀࡢᴗົ㈇ᢸࡀࡁ࠸
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ








ྜ
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㐠Ⴀ᥎㐍㆟Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢྜྠ㛤ദࡢពྥࡑࡢ⌮⏤
㐠Ⴀ ᥎ 㐍  ㆟ Ᏻ 㺃ࢧ࣮ ࣅ ࢫ ᥦ ౪⟶ ⌮ ጤ ဨ ࡢ ྜ ྠ ࡛ ࡢ㛤 ദ ࢆ ࡋ ࡚ࡳ ࡓ ࠸ ᛮ࠺
ࢆࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊ
ࠕᛮ࠺ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊ
ࠕᛮࢃ࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྜྠ㛤ദࡋࡓ࠸⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛
᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᨾ࣭␃ពⅬࡀ࠾࠸⌮ゎ࡛ࡁࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕሗ࿌ෆᐜࡸࢸ࣮࣐㔜」ࡍࡿࡇࢁࡀከ࠸ࡢ࡛ྠ
㛤ദࡀࡼ࠸ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 㐠Ⴀ᥎㐍㆟Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢྜྠ㛤ദࡢពྥ㸦ၥ 㸧
 
ᛮ࠺
ᛮࢃ࡞࠸
ࢃࡽ࡞࠸
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ






ᅗ⾲㸱㸲 ྜྠ㛤ദࡋࡓ࠸⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ ձ㸧
 
ࡢᴗᡤࡸᆅᇦࡢ♫㈨※ࡢ≧ἣࡀࢃࡿ
ཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿ
⮬ᴗᡤ࡛ࡢ‽ഛࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ
ᨾ㺃␃ពⅬࡀ࠾࠸⌮ゎ࡛ࡁࡿ
་⒪ⓗࢣࡘ࠸࡚ෆᐜࡀࢃࡿ
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ








ྜ
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㸱㸬⮬ᴗᡤ࡛ࡢホ౯
ձ⮬ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡢᴗᡤホ౯ࡢᐇ≧ἣ
⮬ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ᴗᡤホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࢆࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊ
ࠕࡣ࠸ࠖࡀ
 ᴗᡤ㸦㸧ࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗᡤホ౯ࡢᐇ≧ἣ㸦ၥ 㸧
 
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
య

ᅇ⟅ᩘ




ྜ





ղ⮬ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡢᴗᡤホ౯ࡢ᪉ἲ
ࠕࡣ࠸ࠖࡢሙྜࠊ⮬ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡢᴗᡤホ౯ࡢ᪉ἲࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢኌ
ࢆఛࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯࡛
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕࢣ࣐ࢿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗᡤホ౯ࡢ᪉ἲ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
⏝⪅ࡢኌࢆఛࡗ࡚࠸ࡿ
‶㊊ᗘㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
➨୕⪅ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ➼࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠗᴗ⪅⮬ᕫホ౯࠘ࢆ
ཧ⪃ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ➼࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠗಖㆤ⪅ホ౯࠘ࢆཧ⪃
ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡑࡢ
≉ホ౯ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ
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ճ⮬ᕫホ౯ࡢព⩏
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࠊ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽࠊ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ព⩏ࡣࠊ
ࠕព⩏ࡣࡁ࠸ࠖ
ࠕព
⩏ࡣ࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚  ᴗᡤ㸦㸧ࠊࠕ࠶ࡲࡾព⩏ࡣ࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ⮬ᕫホ౯ࡢព⩏࣭ຠᯝ㸦ၥ 㸧
 
ព⩏ࡣࡁ࠸
ព⩏ࡣ࠶ࡿ
࠶ࡲࡾព⩏ࡣ࡞࠸
ࡃ࡞࠸
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ







ྜ









մຠᯝ ⮬⏤グ㍕ 
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࠊ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽ⮬ᕫホ౯ࡢຠᯝࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤グ㍕࡚௨ୗ
ࡢ࠾ࡾࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
࣭እ㒊ࡽ┤᥋ពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡛᪥ᖖᴗົࢆࡾ㏉ࡾࠊẼࡀ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࢆᢳฟ
࡛ࡁࡿ  
࣭ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ‶㊊ᗘࠊᨵၿⅬࡀศࡿ  
࣭ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⮬ᕫ‶㊊࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࡢࡾ㏉ࡾ࡞ࡿ  
࣭┤᥋ពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡛Ẽࡀ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡀᢳฟ࡛ࡁࡿ  
࣭་ᖌࡢ㐃ᦠࡀᐦ࡞ࡿ
࣭ホ౯ࢆྍど࡛ࡁࡿ
࣭ពぢࡀࡋࡸࡍ࠸
࣭⫋ဨࡢࢣࡢ㉁ࡢྥୖࡸពḧࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ  
࣭ಙ㢗ᗘࡀቑࡍ⪃࠼ࡿ
࣭⟶⌮⪅ࡀẼ࡞࠸ෆᐜࢆ⮬ᕫホ౯࡛▱ࡿࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ࢫࢱࢵࣇࡢᮏ㡢ࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ホ౯ࡍࡿ࡛⟶⌮⪅ࡢព㆑ኚࡘ࡞ࡀࡿ
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㸲㸬ᴗົࡢຠ⋡
ᩥ᭩㔞๐ῶࡢࡓࡵࡢᥦ ⮬⏤グ㍕ 

ᴗ㐠Ⴀక࠺ᩥ᭩㔞ࢆ๐ῶࡍࡿࡓࡵࡢᥦࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤グ㍕࡚௨ୗࡢᅇ⟅ࢆ
ᚓࡓࠋ

࣭ྡ๓➼ࠊඹ᭷࡛ࡁࡿሗࡣ㸯ᅇධຊࡍࢀࡤࡢᩥ᭩ࡶᫎࡋ࡚ḧࡋ࠸
࣭⏝ዎ⣙᭩➼ࠊ⏝⪅ࡸᐙ᪘ࡀグධࡍࡿ᭩㢮ࡀከ࠸ࡢ࡛⡆␎ࡋ࡚ḧࡋ࠸
࣭⏦ㄳࡸ᭦᪂ࡢᚲせ࡞᭩㢮సᡂࡣ᪉࡞࠸ᛮ࠺ࡀ᭦᪂ࡣ⡆₩࡛࠶ࡗ࡚ḧࡋ࠸
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣ་⒪ⓗࢣࡀ࡞ࡿࡓࡵࠊ⊂⮬ࡢ᭩ᘧࡀ࠶ࡿⰋ࠸ᛮ࠺
࣭ィ⏬᭩ࠊሗ࿌᭩ࡢ⡆᫆
࣭⣬࡛ࡢಖ⟶⩏ົࢆ࡞ࡃࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢಖ⟶ࢆྍ⬟ࡋ࡚ḧࡋ࠸
࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ┳ㆤࠊᒃᏯㆤᨭࠊ┦ㄯᨭ➼ࠊඹ᭷ࡍࡁሗࡣ㸯ᅇࡢධ
ຊ࡛ཧ↷ࠊ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠸ᛮ࠺
࣭グ㘓ࡢ⡆⣲ࡀ࡛ࡁ࡞࠸᳨ウࡀᚲせ

ᴗົຠ⋡࣭⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢᥦ ⮬⏤グ㍕ 

ᴗ㐠Ⴀక࠺ᴗົࢆຠ⋡ࡋࠊ⏕⏘ᛶࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢᥦࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤グ㍕
࡚௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
࣭┳ㆤᖌࡀ⟶⌮ࠊ┦ㄯဨࠊᴗົࢆᢸ࠺ࡇࡽ┳ㆤᖌࡢ㓄⨨ேᩘつᐃࢆ☜ಖࡋ࡚ḧࡋ
࠸  
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣ་⒪ⓗࢣࡀ࡛࠶ࡾࠊ㉸㔜ᚰ㌟㞀ᐖࡢ᪉ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊࡢᴗᡤ㸦㔜ᚰ㌟㞀ᐖ㸧ྠࡌຍ⟬࡛ᢅࡗ࡚ࡋࡃ࡞࠸ࠋ࠶ࡲࡾࡶ㔜ᗘ
ࡀ㐪࠺ࡢຍ⟬ࡀྠࡌ࡛ࡣ᥇⟬ࡀྜࢃ࡞࠸ࡢࢫࢱࢵࣇࡢఇᜥࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
㸦ࣔࢳ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡿ㸧
࣭ᶵ㛵ᛶࡢ࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏
࣭㟁ヰࡸ )$; ࢆᗫṆࡋ࣓࣮࡛ࣝࡢ㐃⤡ࡍࡿ
࣭ᩥ᭩ࡢࢹ࣮ࢱ
࣭グ㘓⡆␎ࡢࡓࡵグ㘓⏝⣬ࡢぢ┤ࡋ
㸺せᮃ㸼
࣭ಶู㏦㏄࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⫋ဨࡢேᩘࡀࡽࢀ㈇ᢸࡀ࠶ࡿࡀࠊ㔜ᗘࡢ⏝⪅ᑐ㇟ࡢࡓࡵ
⮴ࡋ᪉࡞࠸ឤࡌࡿࡢ࡛ຍ⟬ࢆୖࡆ࡚ḧࡋ࠸
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㠀ຠ⋡ࡔឤࡌࡿᴗົࡸㄢ㢟 ⮬⏤グ㍕㸧
㠀ຠ⋡ࡔឤࡌࡿᴗົࡸㄢ㢟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㍕࡚௨ୗࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
ͤ㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣྠពぢࡢᅇ⟅ᩘ
࣭ ྡࡎࡘࡢࣆࢫࢺࣥ㏦㏄࡛ே㛫ࢆせࡍࡿ  
࣭Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢู㛤ദࠋྜྠࡍࡿࡣෆᐜࡀ␗
࡞ࡾࡍࡂࡿᛮ࠺
࣭ጤဨࢆⓎ㊊ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢၥᛮ࠺ࠋᨾෆᐜࡸࣥࢩࢹࣥࢺࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡞࡛Ⓨ⾲ࠊඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛༑ศឤࡌࡿ
࣭ఇࡳࡸ㏦㏄㛫ࡢࢬࣞ➼ࡀ᪥ᖖⓗ࠶ࡾࠊᴗົணᐃ⾲ࡢ⟶⌮㛫ࢆせࡋ࡚࠸ࡿ
࣭⾜ᨻ㛵ಀࡢᥦฟ᭩㢮➼
୍࣭⏝⪅୍ྎࡢ㏦㏄つ๎ࡣ࢚ࣜෆ࡛ࡢ ↓㥏࡞㛫ࢆ㈝ࡸࡍ
࣭♫ෆ࡛ ,&7 㐍ࡵ࡚ࡶࠊᥦ౪⚊ࡸィ⏬᭩➼ᶵ㛵ࡢࡸࡾࡾࡀ⣬፹య୰ᚰ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡛㟁ヰࡢ௳ᩘࡶቑ࠼ࠊᴗົࡀࡿ
࣭ᥦ౪⚊ࢆ )$; ࡛㏦ಙࡍࡿࡇ
࣭ᆅᇦᐦ╔ᆺࡢࡓࡵᆅᇦఫẸࡢὶࡀ㞴ࡋ࠸㸦㔜⪅ࡀࢇࡢⅭ㸧
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,&7 ࡢᑟධ࣭⏝
ձ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ
,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊ
ࠕ㠀ᖖ✚ᴟⓗ
࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡾࠊࡕࡽ࠸࠺ᾘ
ᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ㸦ၥ 㸧
 
㠀ᖖ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ
✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ
ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ
㠀ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ







ྜ








ղ⌧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒
⌧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࠕ࠶ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧ࠊࠕ࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ
㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ලయⓗ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࠕ⮬♫ࢩࢫࢸ࣒ࠖࠕࢧ࣎࢘ࢬࠖࠕ0&6ࠖࠕࡢࡰ
ࡢࠖࠕࢫ࣐ࣝ࣡ࣥࠖࠕࣈࣛࢫ࣡ࣥࠖࠕ=220ࠖࠕ࡛࣎ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ⌧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒㸦ၥ 㸧
 
࠶ࡿ
࡞࠸
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ
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ճ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟
,&7 ᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕᑟධࡋ࡚ࡶࠊ⫋ဨࡀࡘ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ
࠺ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊ
ࠕ,&7 ࢆᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕ㈝⏝ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࠖࠕࢥࢫࢺࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀᝏ࠸ࠖ
ࠕᖺ㱋ࡢ㧗࠸ࢫࢱࢵࣇࡀ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࠖ
ࠕ⏝⪅ࡢ≧ែࡀࡁࡕࢇぢࡽࢀ࡞࠸ࠖ➼ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
ఱࢆᑟධࡋࡓࡽࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸
,&7 ࡢᑟධࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿேᮦࡀ࠸࡞࠸
,&7 ࢆᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸
ᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⫋ဨࡀࡘ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺
ᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⏝⪅ࡀࡘ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺
,&7 ࡍࡿ㺂ሗࡢὶฟࡀᚰ㓄ࡔ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ










ྜ
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ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝
ձࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ
ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ㠀ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࡀྜࢃࡏࡿ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊ
ࠕ㠀ᖖ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚
 ᴗᡤ㸦㸧ࠊ࡛࠶ࡾࠊࡕࡽ࠸࠺ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ㸦ၥ 㸧
 
㠀ᖖ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ
✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ
ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ
㠀ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ







ྜ








ղ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮
⌧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮ࡣࠕ࠶ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧ࠊ
ࠕ࡞࠸ࠖࡀ 
ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ලయⓗ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮ࡣࠊ
ࠕ㢦ㄆドࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࠕࢫ࢝ࣜࣇࢺࠖ
ࠕᚔᚉ⏝ࢭࣥࢧ࣮࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡢពぢ㸦ၥ 㸧
 
࠶ࡿ
࡞࠸
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ
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ճࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟
ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ
࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕఱࢆᑟධࡋࡓࡽࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠖ
ࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᚲせ࡞࠸ࠖ
ࠕ⏝⪅ࡀᛧࡀࡿࠖ
ࠕࣟ࣎ࢵࢺࡣቯࢀ࡞࠸
ᵝࠊ⟶⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠕḧࡋ࠸ࣟ࣎ࢵࢺࢆ᥈ࡍ㛫ࡀ࡞࠸ࠖ➼ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
ఱࢆᑟධࡋࡓࡽࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸
ᑟධࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿேᮦࡀ࠸࡞࠸
ᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸
ᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⫋ဨࡀࡘ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺
ᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⏝⪅ࡀࡘ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺
Ᏻᛶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠺
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ










ྜ
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㸳㸬ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧 
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࡢ᭷↓
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࢆࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊ
ࠕ ࡣ࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊ
ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᭷↓㸦ၥ 㸧
 
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ







ձᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ≧ἣ
ࠕࡣ࠸ࠖ⟅࠼ࡓᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕస
ᡂ῭ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊࠕసᡂ୰ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ≧ἣ㸦ၥ 㸧
 
సᡂ῭
సᡂ୰
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ







ղᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㇟
సᡂ῭࣭సᡂ୰ࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣᆅ㟈ࠊỈᐖࠊឤᰁ࡞ࠊ࠶ࡽࡺࡿᴗࡢ
ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢆࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊ
ࠕ୍㒊ࡢ㇟ࡢࡳᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ
 ᴗᡤ㸦㸧ࠊ
ࠕ࠸ࡎࢀࡶ༑ศᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕ࠸ࡎࢀࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ༑
ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡀࡑࢀࡒࢀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲

సᡂ῭࣭సᡂ୰ࡢሙྜ㸧ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㇟㸦ၥ 㸧

 
࠸ࡎࢀࡶ༑ศᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ
࠸ࡎࢀࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸
୍㒊ࡢ㇟ࡢࡳᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ






ྜ
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ճᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂணᐃ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗᡤࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂணᐃ
ࡘ ࠸࡚ ࡣࠊࠕ ㏆࠸ ࠺ ࡕ  ╔ᡭ ண ᐃ ࠖࠕ ⌧ Ⅼ ࡛ సᡂ ࡢ ண ᐃ ࡞ࡋ ࠖ ࡀ ࡑ ࢀࡒ ࢀ  ᴗ ᡤ
㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
సᡂணᐃࡀ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊࠕࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠖࠕᡭࡀᅇࡽ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ

ᅗ⾲㸱㸲 㸦ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸧ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ
ணᐃ㸦ၥ 㸧
 
㏆࠸࠺ࡕ╔ᡭணᐃ
⌧Ⅼ࡛సᡂࡢணᐃ࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ






ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂࡢࣉࣟࢭࢫྵࡲࢀࡿࡶࡢࡣࠊࠕࣥࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊ
ࠕ⤌⧊ᵓ⠏ᇶᮏ᪉㔪Ỵᐃࠖ
ࠕࣜࢫࢡࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡀ  
ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫྵࡲࢀࡿࡶࡢ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
⤌⧊ᵓ⠏ᇶᮏ᪉㔪Ỵᐃ
ᴗົᙳ㡪ศᯒ
ࣜࢫࢡࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࣥࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ᴗົ⥅⥆ࡢࡓࡵࡢᡓ␎
ᴗ⥅⥆ィ⏬
ᴗົ⥅⥆࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ











ྜ
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ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀ
ࢃࡽ࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㏆㞄ࡢᴗᡤࡢ༠ᐃ⥾⤖
ࡢ᪉ἲࡸෆᐜࠖࠕ᭷㺂ᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸ་ᖌࡢ㐃ᦠࠖ
ࡀࡑࢀࡒࢀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀศࡽ࡞࠸
㏆㞄ࡢᴗᡤࡢ༠ᐃ⥾⤖ࡢ᪉ἲࡸෆᐜ
᭷㺂ᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸ་ᖌ
ࡢ㐃ᦠ
⏝⪅ࡢሗඹ᭷᪉ἲ
ྛᶵ㛵ࡢ⿕⅏≧ἣ㺃ᨭࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ᪉ἲ
ඹྠカ⦎ࡢ㛤ദ
ಶู㑊㞴ᨭィ⏬ࡢ㐃ື
⤒Ⴀⓗ࡞㠃࡛ࡢᴗ⥅⥆ィ⏬ࡢෆᐜ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ



ྜ
























ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᨭ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡍࡿୖ࡛ࡢᢏ⾡ⓗᨭࡣࠊࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ
㸦㸧ࠊࠕせ࡛࠶ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᨭ㸦ၥ 㸧
 
ᚲせ࡛࠶ࡿ
せ࡛࠶ࡿ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ
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ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ⥭ᛴែⓎ⏕ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ≧ἣ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ⥭ᛴែⓎ⏕ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ≧ἣࡣࠊ
ࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧ࠊࠕࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ
㸦㸧ࠊࠕࡃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᨵၿࢆࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢᨵၿᅇᩘࡣࠊ㸯ᅇࡀ㸰ᴗᡤࠊ㸰ᅇࡀ㸯ᴗᡤ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢ⥭ᛴែᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢカ⦎࣭ィ⏬ࡢᨵၿ≧ἣ㸦ၥ 㸧
 
ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡃࡋ࡚࠸࡞࠸
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ






ྜ






ᅗ⾲㸱㸲 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ᨵၿᅇᩘ㸦ၥ 㸧
 
 ᅇ
 ᅇ
య

ᅇ⟅ᩘ




ྜ





ࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖሙྜࠊカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ㛵ࡋ࡚ࠊ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ
ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂࡋࡓࡶࡢ
࣭ⅆ⅏ࡢカ⦎ࡣᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ⅏ᐖࡸឤᰁᑐࡋ࡚ࡣྲྀࡾ⤌
ࡳィ⏬୰࡛࠶ࡿ

ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡢㆤ࣭⚟♴∧
⿕⅏≧ἣࠊឤᰁ≧ἣࡸᨭࢽ࣮ࢬࢆඹ᭷ࡍࡿሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝ㸦་⒪ᶵ㛵ࡢ㹃㹋㹇㹑㸧
ࡢㆤ࣭⚟♴∧ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧ࠊࠕせ࡛࠶ࡿࠖࡀ 
ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡢㆤ࣭⚟♴∧㸦ၥ 㸧
 
ᚲせ࡛࠶ࡿ
せ࡛࠶ࡿ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ





ྜ
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㸴㸬ᴗᡤ㸦⒪㣴㏻ᡤㆤ㸧ࡢ㐃ᦠ
᪂つ࡛⏝ࡍࡿሙྜࡢ㐃ᦠඛ
᪂つ࡛⏝ࡍࡿሙྜࡢ㐃⤡ඛࡣࠊ
ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ࠕゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊࠕ┦ㄯဨࠖࠕᐙ᪘ࠖࠕ⾜ᨻࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ᪂つ࡛⏝ࡍࡿሙྜࡢ㐃⤡ඛ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ
་ࡢᒓࡍࡿ་⒪ᶵ㛵
ᒃᏯㆤᨭ
⸆ᒁ
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ







ྜ








ሗ㐃ᦠࡢᡭẁ
ሗ㐃ᦠࡢᡭẁࡣࠊࠕィ⏬᭩࣭ሗ࿌᭩ࠖࠕ㟁ヰࠖࡀࡑࢀࡒࢀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱
ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ)$;ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕᢸᙜ⪅㆟ࠖ
ࠕᑐ㠃ࠖ
ࠕ0&6 ࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࠕ࢝ࢼ࣑ࢵࢡࠖ
➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ሗ㐃ᦠࡢᡭẁ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
ィ⏬᭩㺃ሗ࿌᭩
㟁ヰ
㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
)$;
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ







ྜ
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ሗ㐃ᦠࡢ࣓ࣜࢵࢺ
ሗ㐃ᦠࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬࡢ㓄៖ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ࠕゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢣࡢᫎࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕࢣࡢ⥅⥆ᛶࠖ
ࠕே㛫㛵ಀ࣭ಙ㢗㛵ಀࡀ⠏ࡅࡿࠖ➼ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ሗ㐃ᦠࡢ࣓ࣜࢵࢺ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
་⒪ࢽ࣮ࢬࡢ㓄៖
ධ㝔ඛ࡛ࡢࢣࡢᫎ
ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢣࡢᫎ
ࢣࣉࣛࣥࡢᫎ
ࡑࡢ
↓ᅇ⟅
య

ᅇ⟅ᩘ








ྜ









 ᖺ  ᭶ࡢሗ㐃ᦠேᩘ
㸯᭶࠶ࡓࡾࡢሗ㐃ᦠேᩘࡣࠊᖹᆒ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲  ᖺ  ᭶ࡢሗ㐃ᦠேᩘ㸦ၥ 㸧
 
 ᭶ࡢሗ㐃ᦠேᩘ

௳ᩘ
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ ୰ኸ್
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ሗ㐃ᦠࡢෆᐜ
ሗ㐃ᦠࡢෆᐜࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་
⒪ฎ⨨ࡢෆᐜࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ሗ㐃ᦠࡢෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
⏝⪅ࡢ≧
⏝⪅ࡢᝈࡢཷࡅṆࡵ᪉
ㆤ⪅ࡢᝈࡢཷࡅṆࡵ᪉
⏝⪅ࡢ⏕άほ
ㆤ⪅ࡢ⏕άほ
⏝⪅ࡢㆤࢆཷࡅࡿࡇࡢᛮ࠸
ㆤ⪅ࡢㆤࢆࡍࡿࡇࡢᛮ࠸
་ᖌ ධ㝔㺃እ᮶デ⒪ ࡢ㐃ᦠ≧ἣ
་ᖌ ゼၥデ⒪㺃 デ ࡢ㐃ᦠ≧ἣ
ゼၥ┳ㆤࡢ⏝≧ἣ
ㆤ⪅ࡢㆤຊ
་⒪ฎ⨨ࡢෆᐜ
་⒪ࢽ࣮ࢬ㓄៖ࡋࡓࢣࡢὀពⅬ
⏝⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ㛵ಀ⪅ࡢ≧ἣ
⏝⪅㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿබⓗไᗘࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜ
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ


















ྜ



















⒪㣴㏻ᡤㆤࢆ⤊ࡋࡓሙྜࡢ㐃ᦠඛ
⒪㣴㏻ᡤㆤࢆ⤊ࡋࡓሙྜࡢ㐃ᦠඛࡣࠊ
ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛
᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ  ᴗᡤ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ
ࠕḟࡢࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠖ
ࠕ┦ㄯဨࠖ
ࠕ㝔ࠖ
ࠕ࣊ࣝࣃ
࣮ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲㸱㸲 ⒪㣴㏻ᡤㆤࢆ⤊ࡋࡓሙྜࡢ㐃ᦠඛ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦ၥ 㸧
 
ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ
་ࡢᒓࡍࡿ་⒪ᶵ㛵
ᒃᏯㆤᨭ
⸆ᒁ
ࡑࡢ
య

ᅇ⟅ᩘ







ྜ
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ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢࡲࡵ
 ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢせⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ
ࠐ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദ≧ἣ
࣭ ᖺᗘ୰ࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദᅇᩘࡣࠊ ᅇࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟
ࡢㄢ㢟ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࡋ࡚ࡣࠊࠕ ࢝᭶  ᅇ௨ୖࡢ㛤ദ㢖ᗘࢆᘏ㛗ࡍࡿࠖࡀ 
௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ㐺ษᛮࢃࢀࡿ㢖ᗘࡣࠊࠕ ࢝᭶  ᗘࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭㆟ࡢຠ⋡ཬࡧ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢᕤኵࡋ࡚ࠊ
ࠕᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㛤ദ᪥ࡸ
ሙᡤࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࠖࠊࠕᐙ᪘ࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᖺᩘᅇࡣ㐌ᮎ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕⲔヰ᪉ᘧࡋ࡚࠸ࡿࠖ➼ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ ࢝᭶  ᗘ㛤ദࡍࡿ㝿ࡣࠕ㜵⅏カ⦎ྜࢃࡏ࡚ᐇࠖࡋ࡚࠸ࡿ࡞⾜ྜࢃࡏ
࡚㛤ദࡋࡓࡾࠊணࡵ㛤ദᩥ᭩ࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕⓎ⾲ࠊྜࢃࡏࡓࢸ࣮࣐ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠊ
ࠕሗ࿌ෆᐜࡣ⤫
୍ࡋࠊࡉࡽᖺ㛫࡛㏣ຍࡢෆᐜࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕᴗᡤࡢㄢ㢟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ
యࡢࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿෆᐜࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕタ
࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡁࡊࡳ㣗ࡸ࣒࣮ࢫ㣗ࡢヨ㣗ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠖᕤኵࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡶ
ぢࡽࢀࡓࠋ
࣭ྜྠ㛤ദ࡛ࡁࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿㛤ദࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋྜྠ㛤ദࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࡣࠊ
ࠕᴗᡤࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ
ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⮬ᴗᡤࡢᴗົ࡛ᡭ୍ᮼ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛ࠖ࠶
ࡗࡓࠋ
࣭ྜྠ㛤ദࡍࡿࡇ࡛ࠕཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠖࠊ
ࠕᴗᡤࡢ♫㈨※ࡢ≧ἣࡀࢃࡿࠖ
ࡢຠᯝࡀ࠶ࡿ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡽࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡣつᐃ㏻ࡾ  ࢝᭶ 
ᗘ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛤ദ㢖ᗘࡀከ࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿᴗᡤࡀከࡃࠊࡲࡓࠊྜྠ㛤ദࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࡇࡣ  ௨ୖࡢᴗᡤࡣㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝㄪᩚࡀ㞴ࡋ
࠸➼ࡢ⌮⏤ࡽᐇ㝿㛤ദࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ  ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
 
ࠐᴗᡤࡢホ౯
࣭ཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻▱࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬ᕫホ౯ࡢཧ⪃ᵝᘧࢆᐇ㝿ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᚑᴗ⪅➼⮬ᕫホ౯࣭ᴗᡤ⮬ᕫホ౯࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟࠾ࡅࡿホ౯ࡣ
ࡑࢀࡒࢀࠊព⩏ࡣ࠶ࡿࡀ㈇ᢸឤࡶ࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ
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қٝͺ͵͏

ෝ୴ͺ͍Ζ

ෝ୴ͺ͵͏



ॊंۂࣙހՃ











ࣆހࣙॶۂՃ











ӣӨਬճ٠Ͷ͕͜ΖՃ











ʀқٝͺ͍Ζʻʰқٝͺ͘͏ʱʰқٝͺ͍Ζʱࢋ



ʀқٝͺ͵͏ʻʰ͍ΉΕқٝͺ͵͏ʱʰસ͚͵͏ʱࢋ



ʀෝ୴ͺ͍Ζʻʰෝ୴͗͘͏ʱʰΉ͍Ή͍ෝ୴Ͳ͍Ζʱࢋ



ʀෝ୴ͺ͵͏ʻʰ͍ΉΕෝ୴Ͳͺ͵͏ʱʰસ͚ෝ୴Ͳͺ͵͏ʱࢋ

ࠐ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝
 ,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㠀ᖖ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࠕ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᑟධ࣭⏝㝿ࡍࡿㄢ㢟ࡣࠊ
ࠕᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⫋ဨࡀ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺
ᛮ࠺ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ,&7 ࢆᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ

ࠐࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝
 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࠕ㠀ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶
ࡿࠖࡀ 㸣ࠊࠕ㠀ᖖ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࠕ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸ࠖ
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕఱࢆᑟධࡋࡓࡽࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕᑟධࡋ࡚ࡶ㺂⫋ဨࡀ࠸ࡇ࡞
ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺࡛ࠖ࠶ࡾࠊᾘᴟⓗ࡞ഴྥ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

ࠐᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊࠕ࠸ࡎࢀ㸦ࡢ㇟㸧
ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀ㺂༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ୍㒊ࡢ㇟ࡢࡳᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗᡤ࠾ࡅࡿᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂண
ᐃࡣࠕ㏆࠸࠺ࡕ╔ᡭணᐃࠖࡀ  ᙉ࡛࠶ࡾࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ❧࡚ࡿୖ࡛ᅔ
ࡿࡇࡣࠕᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀศࡽ࡞࠸ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ᭷
㺂ᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸᣦ♧᭩࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᨭࡣࠊ
ࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭⿕⅏≧ἣࠊឤᰁ≧ἣࡸᨭࢽ࣮ࢬࢆඹ᭷ࡍࡿሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝ㸦་⒪ᶵ㛵ࡢ㹃㹋㹇㹑㸧
ࡢㆤ࣭⚟♴∧ࡣࠊࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
   ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣࠊ┬௧ᨵṇࡼࡾᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢ⟇ᐃࠊ◊ಟࡢ
ᐇࠊカ⦎㸦ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸧ࡢᐇ➼ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࠊ ᖺࡢ⤒㐣ᥐ⨨ࡀタࡅࡽ
ࢀࡓࡀࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣ㐣༙ᩘ‶ࡓ࡞࠸ࡓࡵ᪩ᛴ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせゝ࠼ࡿࠋ
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ࠐ▷ᮇධᡤᒃᏯㆤ Ⓩ㘓⏝⪅௨እࡢ⥭ᛴࢩ࣮ࣙࢺ 
࣭ ᖺ  ᭶㸯᪥㹼 ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫▷ᮇධᡤᒃᏯㆤࡼࡿ⏝⪅ࡢཷ
ࡅධࢀࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ⏝ࡢ࡞⌮⏤ࡣࠊ
ࠕᮏேࡢ≧ែࡢᝏࠖࡀ᭱
ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕㆤ⪅ࡢࣞࢫࣃࢺ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ ㏆ࡃࡀᅇ⟅ᴗᡤ࣭ేタᴗᡤࡢゼၥ┳ㆤࡢ⏝⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᥦ౪ࡋࡓࢣࡣࠊࠕධᾎຓࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕἥࡢຓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭་⒪ฎ⨨ᚲせ࡞ࡗࡓ≀ရࡢࠕᴗᡤ㈇ᢸࠖࡣ⣙  ࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢᣢࡕ㎸ࡳࡢ≀ရ
ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡣ⣙  ࡛࠶ࡗࡓࠋᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋ࡚ᥦ౪ࡋࡓ་⒪ฎ⨨ࡣࠊ
ࠕയ
ฎ⨨ࠖ
ࠕ〟⒔ฎ⨨ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊᴗᡤ࡛㈇ᢸࡋࡓ≀ရࡢ✀㢮ࡣࠊ
ࠕ࣮࢞ࢮࠖࠊ
ࠕࢻࣞࢵ
ࢩࣥࢢࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࠐ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ་⒪ᶵ㛵ࡸㆤᴗᡤࡢሗ㐃ᦠ
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾ
ྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼ࡣࠊ
ࠕ㝔㺃デ⒪ᡤࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭ࡛ࠖ
࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠᡭẁࡣࠊ
ࠕධ㝔㺃ධᡤඛࢆゼၥࡋ࡚㐃ᦠࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㟁ヰ
࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ሗ㐃ᦠࡼࡾ☜ㄆࡍࡿሗࡢ㡯┠ࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪
ฎ⨨ࡢෆᐜ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠࡢຠᯝࡣࠊ
ࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬ㓄៖ࡋࡓࢣࡢ᪉ἲࢆල
యⓗ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⏝⪅ࡢᑛཝࡸಶูᛶࢆࡋࡓ
⥅⥆ࡋࡓࢣࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
  
ࠐ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ⏝⤊⪅㛵ࡍࡿሗ㐃ᦠ
࣭᪂つ⏝⪅ࡢ┳ㆤ࣭ㆤ㛵ࡍࡿሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᶵ㛵࣭ᴗᡤ➼ࡣࠊ
ࠕ㝔㺃デ⒪
ᡤࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠᡭẁࡣࠊ
ࠕ㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃
ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕゼၥ┳ㆤࢧ࣐ࣜࢆᥦ౪࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ሗ㐃ᦠࡼࡾᥦ౪ࡍࡿሗࡢ㡯┠ࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ฎ
⨨ࡢෆᐜࠖ
ࠕ་ᖌ ゼၥデ⒪㺃 デ ࡢ㐃ᦠ≧ἣ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠࡢຠᯝࡣࠊ
ࠕ⏝
⪅ࡢᑛཝࡸಶูᛶࢆࡋࡓ⥅⥆ࡋࡓࢣࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ
࠸࡛ࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬ㓄៖ࡋࡓࢣࡢ᪉ἲࢆ┤᥋ㆤ⫋ဨఏ㐩࡛ࡁࡓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
 
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ㐃ᦠᴗᡤㄪᰝࡢ⤖ᯝ
࣭ᴗᡤࡢ✀㢮ࡣࠊࠕゼၥ┳ㆤࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㝔࣭デ⒪ᡤ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅
⪅ࡢ⫋✀ࡣࠊࠕ┳ㆤᖌࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᒃᏯㆤᨭᑓ㛛ဨ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ
ᥦ౪ࢆཷࡅࡓᡭẁࡣࠊ
ࠕ㟁ヰ࡛┳ㆤ㺃ㆤࡢせⅬࢆఏ㐩ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ┳ㆤᑠ
つᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤィ⏬᭩ࡢᥦ౪࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ሗ㐃ᦠࡼࡾᥦ౪ࡍࡿሗࡢ㡯┠ࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪
ฎ⨨ࡢෆᐜ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠࡼࡿຠᯝࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢᑛཝࡸಶูᛶࢆࡋ
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ࡓ⥅⥆ࡋࡓࢣࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬ㓄៖ࡋࡓ
ࢣࡢ᪉ἲࢆ┤᥋⫋ဨఏ㐩࡛ࡁࡓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ព⩏ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕព⩏ࡣࡁ࠸ࠖࠕព⩏ࡣ࠶ࡿࠖࡀྜࢃࡏ࡚ ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ
ࠐ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࠾ࡼࡧᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢ㛤ദ
࣭ ᖺᗘ୰ࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡣࠕ㸯ᅇࠖᐇࡀ᭱ࡶከࡗࡓࠋ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢㄢ㢟ࡣࠊ
ࠕㄢ㢟ࡸ㈇ᢸࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿᥦࠖᅇ⟅ࡋࡓᴗᡤࡀከࡗࡓࠋㄢ㢟ࡸ㈇ᢸࢆᑡ࡞
ࡃࡍࡿᥦࡣࠊ
ࠕไᗘࡢㄝ᫂࡞㆟㢟ࡢ࣐ࣥࢿࣜࢆ㜵Ṇࡍࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛
ࠕ๓㆟㢟ࢆ▱ࡽࡏࡿ➼㆟㛤ദ㛫ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ ᖺᗘ୰ࡢᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢ㛤ദᅇᩘࡣࠊᖹᆒ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢཧຍ⪅ࡣࠊ
ࠕ༠ຊ་⒪ᶵ㛵ࠖ
ࠕᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮
⫋ဨࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᐙ᪘࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋᮏጤဨࡢຠᯝࡣࠊࠕ་⒪ⓗࢣࡢᏳ
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠖ
ࠕᨾ࡞ࢆඹ᭷ࡋ㜵Ṇᑐ⟇ࡀᚓࡽࢀࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⒪
㣴㏻ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾࠊ⏝⪅ࡘ࡞ࡀࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆࠊ」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ㛤ദ࡛ࡁࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ  ௨
ୖ࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿ྜྠ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ  ⛬ᗘࡔࡗࡓࠋྜྠ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤
ࡣࠊ
ࠕ⮬ᴗᡤ࡛ࡢ‽ഛࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞
ࡿࡓࡵࠊཧຍேᩘࡀቑ࠼ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྜྠ㛤ദࡋ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊ
ࠕᴗᡤ
ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ⮬ᴗᡤࡢᴗົ࡛ᡭ୍ᮼ࡛࠶
ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆຠ⋡ࡋࠊ⏕⏘ᛶࢆྥୖࡍࡿࡓࡵᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡣࠊ
ࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ࡢࡓࡵࠊᩥ᭩ࡼࡿ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ  ௳࡛
࠶ࡗࡓࠋ
࣭Ᏻ㺃ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢၥ㢟Ⅼ㺃ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊㄢ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ᴗᡤࡣ
 ㏆ࡃ࠶ࡾࠊ⌮⏤ࡣࠊࠕཧຍ⪅ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㆟㢟ࡀ
࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚࠸ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ྜྠ㛤ദࡋࡓ࠸⌮⏤ࡣࠊ
ࠕཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᨾ࣭␃
ពⅬࡀ࠾࠸⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
  ௨ୖࡽࠊ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚ࡶ㆟㛤ദࡣ᪥⛬ㄪᩚࡢ㈇ᢸࡀ࠶ࡿࡇ
ࡀࢃࡗࡓࠋ㆟ࡢព⩏ࡣ࠶ࡿࡀ㐠Ⴀ㈇ᢸࡀ࠶ࡾࠊྜྠ㛤ദࡘ࠸࡚ࡶᐇ
⮳ࡽ࡞࠸⌧≧ࡀぢ࠼ࡓࠋ

ࠐᴗᡤࡢホ౯
࣭⮬ᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ᴗᡤホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ  ௨ୖ࠶ࡾࠊᴗᡤホ౯
ࡢ᪉ἲࡣࠊ
ࠕ⏝⪅ࡢኌࢆఛࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯
࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ព⩏ࡣ࠶ࡿᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ  ௨ୖ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
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ࠐ,&7ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝
࣭,&7 ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖࡀ  ㏆ࡗࡓࠋ,&7 ᑟධ࣭⏝
㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊ
ࠕᑟධࡋ࡚ࡶࠊ⫋ဨࡀ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠖࡀ  ㏆ࡃࠊࣟ
࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ㠀ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࡀྜࢃࡏࡿ  ௨ୖᾘᴟⓗ࡞ᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡓࠋࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭
⏝㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠕᑟධࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※ࡀ࡞࠸ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕఱࢆᑟධࡋ
ࡓࡽࡼ࠸ࡢࡼࡃࢃࡽ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
  ௨ୖࡽࠊ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚ࡶ ,&7ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝
ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ

ࠐᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ⣙  ࡛࠶ࡾࠊᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㇟ࡣࠕ୍
㒊ࡢ㇟ࡢࡳᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ  ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ
࡚࠸࡞࠸ᴗᡤࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂணᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㏆࠸࠺ࡕ╔ᡭண
ᐃࠖࠕ⌧Ⅼ࡛సᡂࡢணᐃ࡞ࡋࠖࡀࡑࢀࡒࢀ⣙  ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣࠊ
ࠕᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀࢃ
ࡽ࡞࠸ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ㏆㞄ࡢᴗᡤࡢ༠ᐃ⥾⤖ࡢ᪉ἲࡸෆᐜࠖ
ࠕ᭷㺂
ᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸ་ᖌࡢ㐃ᦠ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋᴗ⥅⥆ィ
⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡍࡿୖ࡛ࡢᢏ⾡ⓗᨭࡣࠊࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖࡀ  ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ
  
ࠐᴗᡤ㸦⒪㣴㏻ᡤㆤ㸧ࡢ㐃ᦠඛ
࣭᪂つ࡛⏝ࡍࡿሙྜࡢ㐃ᦠඛࡣࠊ
ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕゼၥ┳ㆤࢫ
ࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠࡢᡭẁࡣࠊ
ࠕィ⏬᭩࣭ሗ࿌᭩ࠖ
ࠕ㟁ヰࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ࠕ)$;࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋሗ㐃ᦠࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊ
ࠕ་⒪ࢽ࣮ࢬࡢ㓄៖ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ࠕゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢣࡢ࡛ᫎࠖ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ሗ㐃ᦠࡢෆᐜࡣࠊࠕ⏝⪅ࡢ≧ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ་⒪ฎ⨨ࡢෆᐜ࡛ࠖ࠶ࡗ
 ࡓࠋ
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤࢆ⤊ࡋࡓሙྜࡢ㐃ᦠඛࡣࠊ
ࠕᒃᏯㆤᨭࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕゼ
ၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡗࡓࠋ

㻌

㻌
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➨㸲❶ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡢᴫせ
ㄪᰝᴫせ
㸯㸬ㄪᰝࡢ┠ⓗ
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿࠊ㐠Ⴀ᥎㐍
㆟ࡢ㛤ദ≧ἣࠊᴗᡤࡢホ౯ࠊᴗᡤ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᴗົࡢຠ⋡ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࠊ
ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀព⩏ࡸ㈇ᢸឤࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸬ㄪᰝෆᐜ࣭᪉ἲ
ࣄࣜࣥࢢᑐ㇟࡞ࡿ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ
ࡣࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡚௵ព࡛ເࡗࡓࠋࣄࣜࣥࢢㄪᰝ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿᴗᡤࡢㄪ
ᰝ⚊ࢆ☜ㄆࡋࠊ⮬⏤グ㍕ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡾࠊࡘࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡸᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮
ጤဨࡢ㛤ദࡘ࠸࡚ዲ࡞ࡿᴗᡤࠊᴗົࡢຠ⋡ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ࢆグ
㍕ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࢆࣄࣜࣥࢢೃ⿵ࡋ࡚࠶ࡆࠊ᭱⤊ⓗົᒁ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋ


㸱㸬ㄪᰝᡭ⥆ࡁ
ᑐ㇟࡞ࡗࡓᴗᡤࠊ◊✲⪅ࡽㄪᰝࡢ┠ⓗཬࡧᴫせࡘ࠸࡚㟁ヰ࡛ㄝ᫂ࡋྠព
᭩ࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓࠋ
ࢥࣟࢼ⚝ࡼࡾࠊឤᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽ࢜ࣥࣛࣥ㸦]RRP㸧࡛ࡢࣄࣜࣥࢢㄪᰝ
ࡋࡓࠋࣄࣜࣥࢢࡣ  ௳ࡘࡁ⣙  ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㄪᰝᮇ㛫ࡣ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᭶  ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ 


㸲㸬ࢹ࣮ࢱศᯒ
ࣄࣜࣥࢢෆᐜࡣ㏲ㄒ㘓ࢆసᡂࡋࠊࡑࢀࢆࡶ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദ≧ἣࠊᴗᡤ
ࡢホ౯ࠊᴗᡤ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᴗົࡢຠ⋡ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࠊᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡘ
࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀព⩏ࡸ㈇ᢸឤࡘ࠸࡚㡯┠ࡈᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
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➨㸳❶ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝ
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ
࠾ࡅࡿࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝ
㸯㸬ᑐ㇟ᴗᡤࡢᒓᛶ➼
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ  ࢝ᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ  ࢝ᡤࢆᑐ㇟
ࡋࡓࠋ
ᅗ⾲㻌 ᑐ㇟ᴗᡤ䛾ᒓᛶ➼㻌

$┳ ከ ᶵ

%┳ ከ ᶵ

&⒪ 㣴 ㏻ ᡤ  ㆤ

'⒪ 㣴 ㏻ ᡤ  ㆤ

ᡤᅾᆅ

⚟ᒸ┴

㟼ᒸ┴

ᒱ㜧┴

⚄ዉᕝ┴

⤒Ⴀయ

Ⴀἲே

Ⴀἲே

Ⴀἲே

་⒪ἲே

ゼၥ┳ㆤᴗᡤࡢᣦᐃ

᭷

᭷

᭷

᭷

࣮

࣭ᨺㄢᚋ➼ࢹ࣮ࢧ࣮ࣅࢫ
࣭ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ
࣭⏕άㆤ 㞀ᐖ㸧

ே

ே

ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡋ࡚
࠸ࡿሙྜࡢᴗ

࣮

࣮

Ⓩ㘓ᐃဨ

ே

ே

⏝⪅ᩘ㸦5᭶㸧

㻌

㻌

㸰㸬ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝ
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢព⩏
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ᆅᇦఫẸࡸໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࡢពぢࢆ⪺ࡅࡿ㈗㔜࡞ᶵࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᆅᇦࡢ᪉ゐࢀྜ࠺ᶵࡀసࡾࡃ࠸ࡢ࡛ࠊ㆟ࢆᶵ⮬ࡢ᪉ࡸ࣎ࣛࣥࢸ
ࡢ᪉タࡢぢᏛ࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᇉ᰿ࢆྲྀࡾᡶ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ㠀ᖖ
ࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯᴗᡤ࠸ࡗ࡚ࡶ࣓࣮ࢪࡋࡃ࠸ࡢ࡛ࠊᆅᇦࡢ᪉
タࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽᴫせࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇࡣࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣ୍⯡ࡢ㏻ᡤㆤ␗࡞ࡾࠊ་⒪౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸ே≉ࡋ࡚ཷ
ࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆᆅᇦࡢ᪉ࡸྠࡌㆤ⫋ࠊ⾜ᨻࡢ᪉࿘▱࡛ࡁࡿࡢࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ

㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢᕤኵ࣭ㄢ㢟
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ࠕࢥࣟࢼᑐ⟇ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠖ࠸࠺ၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
ࡇࢀࢆᶵឤᰁᑐ⟇ࡢ࣐ࢽࣗࣝࢆ࿘▱࡛ࡁࡓࠋ
࣭」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋྜྠ࡛ᩗ⪁ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋ㐠Ⴀ᥎
㐍㆟ࢆ㛤ദࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡀᅛᐃ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡾࠊࢸ࣮࣐ࡶ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚ࡁࡓ㡭
࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ࠸ࡘࡶࡼࡾᙧᘧᣊࡽ࡞࠸ឤࡌ࡞ࡗࡓࡢࡣⰋࡗࡓࠋ
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࣭ྜྠ㛤ദࡀ࡛ࡁࡿࡇࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊᴗᡤࡸࡾࡓࡃ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ࡇࡢᆅᇦࡣ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡀ  ࢝ᡤࡋ࡞ࡃࠊ‽ഛࡍࡿᮇ㛫
➼ࢆ⪃࠼ࡿ㐍ࡲ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧ࠋ
࣭࢜ࣥࣛࣥ㆟ࡶⰋ࠸ᛮ࠺ࡀࠊࣃࢯࢥࣥࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ᐙᗞࡶ࠶ࡿࡢ࡛㞴ࡋ࠸ࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ཧຍ⪅་ᖌࡀ࣓ࣥࣂ࣮ධࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛫ࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ㆟ࡣ  ศ⛬ᗘ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋㆤ⫋ဨࡢຮᙉࡶྠࡌ་ᖌㅮᖌࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊྠ᪥
㛤ദࡍࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢥࣟࢼ⚝ࡼࡾࠊᩥ᭩ࡼࡿ↷ษࡾ᭰࠼ࡓࠋᚋࡢ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡣ࢜ࣥࣛࣥ
㆟ࡍࡿணᐃࠋ㢦ࢆྜࢃࡏ࡚࠸ࢀࡤ㞧ㄯࡽฟ࡚ࡃࡿ࡞Ẽࡁࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࢀࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢࡣṧᛕࠋ

㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㈇ᢸ
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ ࢝᭶  ᗘࡢ㛤ദࡣࠊ⾜ᨻࡢᢸᙜ⪅ࡀẖᅇཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࣭᭷ࡢ㝿ᩥ᭩ࢆ㏦ࡿࡔࡅ࡛ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅇᩘࢆ㝈ᐃࡏࡎࠊᮇࢆぢィࡽ࠸࡞ࡀࡽࡢ㛤ദ࡛ࡶⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ㐃ᦠࡀࢀ࡞࠸ࢃ
ࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛  ࢝᭶  ᗘ⛬ᗘ࡛༑ศࡔᛮ࠺ࠋ
࣭ࢸ࣮࣐ࡀ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊឤᰁࡸ⇕୰࡞Ꮨ⠇ࡢヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀ᪂
ࡋ࠸ࢸ࣮࣐ࢆ⪃࠼ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢥࣟࢼ⚝ࡢࡓࡵ㞟ࡲࡗ࡚ヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛᭩㠃࡛ࡢ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࡶࡇࡢ≧ἣ࠾࠸࡚ࡶ  ࢝᭶  ᅇ㛤ദࡍࡿࡢࡣࠊᐃᆺࡢᩥ᭩ࢆసࡿࡔࡅࡢస
ᴗ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛Ᏻࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ྜྠ㛤ദࡀྍ⬟࡞ࡢࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᴗᡤࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛
ᐇ⮳ࡽ࡞࠸
࣭ࢸ࣮࣐ࡣ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊẖᖺྠࡌࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢㄝ᫂ࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽ
࠺Ⅼ࡛ࡣࡇࡕࡽࡶᴗᡤࡢ 35 ࡶ࡛ࡁࡿࠋẸ⏕ጤဨࡶఱᖺ࡛᭰ࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ
ᆅ༊ࡢ㛗ࡶ  ᖺࡈ࡞ࡢ࡛ࠊẖᖺᚲせ࡞ࡇࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭᪥⛬ㄪᩚᡭ㛫ࡀࡿࠋ
࣭ࡉࡲࡊࡲ࡞ேࡀཧຍࡉࢀࡿࡢ࡛᪥⛬ㄪᩚࡀ㈇ᢸ࡛࠶ࡿࠋ 

㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢグ㘓
㸺┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ㸼
࣭㆟㘓ࢆసᡂࡋࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࡀཧຍࡢࡣ㏦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㆟㘓ࡣ⣬፹య࡛ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㆟㘓ࡣཧຍ⪅㓄ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭๓ࣞࢪ࣓ࢆసᡂࡋࠊࡑࡢヰࡋྜࡗࡓෆᐜࢆᚋ᪥ࠊ㆟㘓ࡋ࡚㒑㏦ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

㸦⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ㸧Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢព⩏
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡸᏳࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺࡢ࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ࡾ
㏉ࡾࠊᚋࡘ࡞ࡆࡿ࠸࠺ព࡛ࡣព⩏ࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭༠ຊ་⒪ᶵ㛵ࡶཧຍࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ་⒪ⓗࢣࡢᏳࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㐃ᦠࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢ
࡛ព⩏ࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭⏝⪅ࡣ་⒪౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸⏝⪅࡞ࡢ࡛ࠊᏳ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせࡔᛮ࠺ࠋ

㸦⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ㸧Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢㄢ㢟㻌
࣭ཧຍ⪅ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭ᖖ⪅ࡀཧຍࡍࡿࡓࡵᴗົࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊࡢࢫࢱࢵࣇ㈇ᢸࡀࡿࠋ
࣭άⓎ࡞㆟ㄽࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡢࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡣ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ㔜࡞ࡿࡢ࡛ࠊ୍⥴㛤
ദࡋࡓ᪉ࡀຠ⋡ࡣⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ

ᴗᡤࡢホ౯ࡢព⩏
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭⏝⪅ࡸᐙ᪘ࡢ┠⥺࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡢࡼ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
ࡣព⩏ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭ホ౯ࢆࡍࡿࡇࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀാࡃሙࡣ࠺࠸࠺⌮ᛕ๎ࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊ
ேᮦ⫱ᡂࡸሗඹ᭷࣭ᥦ౪ࠊ⅏ᐖࡢືࡁ᪉➼ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㐣ࡈࡍ࠸࠺ព㆑
ࡅ࡞ࡿࡢ࡛ព⩏ࡢ࠶ࡿࡇࡔᛮ࠺ࠋ
࣭ᴗᡤ࡛ࡢ⮬ᕫホ౯ࡣࠊᴗᡤࡋ࡚ࡢ⌮ᛕࡀࡲࡔ₍↛ࡋ࡚㊊ඖࡀᅛࡲࡗ࡚࡞
ࡗࡓᮇࠊ
ࠕ⌮ᛕࡀࡋࡗࡾ࠶ࡾࡲࡍࠖၥࢃࢀࡓࠋࡇࡢ㉁ၥࢆᢞࡆࡅࡓࡔࡅ
࡛༑ศ౯್ࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ホ౯㡯┠ࡣከ࠸ࡀࠊ⣽࠸ࡇࢁࡲ࡛☜ㄆసᴗࡀᚲせ࠸࠺ࡇࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ࣓
ࣜࢵࢺࡣከ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢫࢱࢵࣇࡣࠊ⮬ศࡢ┠ᶆࡀぢࡘࡽ࡞࠸ேࡸ㐣ᑠホ౯ࢆࡍࡿேࡀከ࠸ࠋホ౯㡯┠ࢆ
ぢ࡚㊊ࡾ࡞࠸ᛮࡗࡓࡽࠊ๓ྥࡁ⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭⏝⪅ࡽࠕ᫂ࡿ࠸⎔ቃࡢ୰࡛ࠊࡳࢇ࡞ࡀᴦࡋࡑ࠺᪥ࠎ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ⾜ࡃࡓ
ࡧぢ࡚࠸ࡲࡍࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⤒Ⴀ⪅ࡀࢫࢱࢵࣇఱゝ࠺ࡼࡾࡶࠊ
㔜ࡃ㡪ࡃゝⴥࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᴗᡤ⮬ᕫホ౯ࡣࠊᴗᡤࡋ࡚ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࢆࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ព⩏ࡀ࠶
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ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟࠾ࡅࡿホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊពぢࡀ࡛ࡁࠊ⾜ᨻࡽࡣ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ព⩏ࡣ࠶ࡿࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ᶆ‽ⓗఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭⏝⪅ࡸᐙ᪘ࡢゝⴥࡣࠊᚑᴗ⪅࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡘ࠸࡚እ㒊ࡢ᪉ࡽពぢࢆ࠸ࡓࡔࡃᶵࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ㐠Ⴀ᥎㐍
㆟࡛ࡢホ౯ࡣཧ⪃࡞ࡿࠋ
࣭ᚑᴗ⪅ࡀ⮬ᕫࡢࢣࢆࡾ㏉ࡾࠊḟࡢࢣࡘ࡞ࡆࡿࡇࡢព⩏ࡣࡁ࠸ࠋ

ᴗᡤࡢホ౯ࡢㄢ㢟
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭
ࠕඹ᭷ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ
ࠕㆤ⫋ࠊ┳ㆤ⫋㛫ࡢ┦⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ
ࡓࡵࡢᶵࡢ☜ಖࠊㆤ⫋ࠊ┳ㆤ⫋ࠊㆤᨭᑓ㛛ဨࡢ㛫࡛ࠊ⫋ဨࡀ┦ሗࢆඹ
᭷ࡍࡿᶵࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࠊࠕᚲせᛂࡌ࡚⫋ဨ㛫࡛㎿㏿ඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ⏝⪅ࡉࢇࡢሗࡘ࠸࡚ㆤ⫋┳ㆤ⫋ࡀࡑࢀࡒࢀࡢどⅬࡽ
ᐇࡋࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ⤖ᯝࡀ୧⫋✀㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ➼ࠊ㐪࠸ࡀศࡽ࡞࠸
㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕㄡࡢࡼ࠺࡞ሗࢆࠊࡢࡼ࠺ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠖᗈࡃ⪺࠸࡚
ࡶࡽࡗࡓ࠺ࡀヰࡸࡍ࠸ࠋ<HV1R ࡛⟅࠼ࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞㡯┠ࡔヰࡀᗈࡀࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ᐙ᪘ࡽࠕ㡯┠ᩘࡀከࡃࠊࢃࡾ࡙ࡽ࠸ࠖ࠸࠺ࡇࢆᣦࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ」ᩘࡢᐙ
᪘ࡽࠊࠕ࠾ୡヰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡞࡞ពぢࡣゝ࠼࡞࠸ࠖゝࢃࢀࡓࠋ
࣭ཧ⪃ᵝᘧࢆཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅾ⡠ࡍࡿ⫋ဨࡀ㛗ᮇ㛫ᅾ⡠ࡍࢀࡤࡍࡿࠊ࣐ࣥࢿࣜ
ࡍࡿ㒊ศࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ࠼ࡤタ❧ࡽ  ᖺ┠ࡲ࡛ࡢホ౯ᵝᘧࠊ㹼 ᖺࡲ࡛
ࡢᵝᘧ࠸࠺ࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃࡢࡶⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭ཧ⪃ᵝᘧࢆά⏝ࡋࡓ࠺ࡀຠ⋡ⓗ࡛ࢫ࣒࣮ࢬホ౯ࡀ࡛ࡁࡿᛮ࠺ࠋ
࣭ᑠつᶍ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡣఝࡓࡼ࠺࡞࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
་⒪ⓗ࡞ෆᐜࡀ  ࡄࡽ࠸༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᑠつᶍࡢホ౯⾲ࡣࠕᆅᇦᐦ╔ࡋ࡚࠸ࡲࡍ
ࠖ➼ࡁ࡞ෆᐜ࡞ࡢ࡛⟅࠼ࡸࡍ࠸ᛮࡗࡓࠋ
࣭ࢥࣟࢼ⚝ࡼࡗ࡚᭩㠃㛤ദࡀ⥆ࡃࠊఫẸࡢ᪉ࡣホ౯ࡢෆᐜࡸពࡶศࡽ࡞࠸
ᛮ࠺ࡢ࡛ぢ┤ࡋࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ
࣭࠼ࡤࠕᡂᖺᚋぢไᗘࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡿࠊࡑࡢᚋ࢝ࣥࣇࣞࣥ
ࢫࡸෆ㒊◊ಟࡢ㢟ᮦ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᩍ⫱ⓗ࡞㡯┠ࡶ࠶ࡿⰋ࠸ࠋ
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ᴗᡤࡢホ౯ࡢ㈇ᢸ
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭㡯┠ࡀከࡃࠊ୍ࡘ୍ࡘ⪃࠼࡚ホ౯ࡍࡿ㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ㆤ⫋ဨࡀ⟅࠼ࡽࢀࡿ㡯┠ࡀᑡ࡞࠸ᛮ࠺ࡀࠊࡑࢀࢆᚑᴗ⪅ဨ࡛ࡸࡿࡢࡣ㈇ᢸࡀ
ࡁ࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭ホ౯ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊேᩘศࡢホ౯⾲ࢆ༳ๅࡋ࡚⏝ࡍࡿࠋู⣬  ᚑᴗ⪅➼⮬ᕫホ
౯ᵝᘧࡣ  㡫࠶ࡿࡇࡽ༳ๅ㔞ࡣ࡞ࡾࡢᯛᩘ࡞ࡾ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࡘ࡞ࡀ
ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࡞ࡿࠊఱࢆ᭩࠸࡚Ⰻ࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ࠋ

,&7 ࡢຠᯝࠊᙳ㡪
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠊ㧗㱋ࡢ⫋ဨࡣࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆᣢࡗ࡚࡞࠸᪉ࡶ࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
グ㘓ࡣ⣬࣮࣋ࢫࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍␒㑊ࡅࡓ࠸ࡢࡣࢹ࣮ࢱࢆධຊࡋࡓࡽࡳࢇ࡞ࡀぢ࡚࠸
ࡿ๓ᥦ࡞ࡾࠊ࿘▱ࡀ⾜ࡁᒆ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࡇࠋሗࡢఏ㐩₃ࢀࡀ࡞࠸ࡼ࠺
Ẽࢆࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡸࢱࣈࣞࢵࢺࡢᢅ࠸ࡣࠊⱝᡭࡢ⫋ဨᚓពࡋ࡚࠸ࡿࠋⱝᡭࡀ㢗
ࡽࢀࡿ႐ࡧࢆ▱ࡿ㒊ศ࡛ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࡓࡇ࡛ࠊࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᴗົࡀ≉๐ῶࡉࢀࡓᛮ࠺ࠋ
࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࡘ࡞ࡀࡿᛮ࠺ࠋ

䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭,&7 ࡼࡾࠊᡭ᭩ࡁࡼࡾࡣᙜ↛ぢࡸࡍࡃࠊ⏝⪅ࡸᐙ᪘ࡢ㐃⤡⚊ࡶ㠀ᖖࡍࡗࡁ
ࡾࡋࡓࠋ
࣭,&7 ࡼࡾࠊ⏝⪅ࡢሗࡀࢱ࣒࣮ࣜࢃࡿࡢ࡛ሗࡍࡿࡓࡵࡢࢫࢱ
ࢵࣇࢆᚅࡗࡓࡾࠊ㟁ヰࢆࡅ࡞ࡃ࡚ࡶᚲせ࡞ሗࡀࢀࡿࡢ࡛ᴗົᨵၿ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ
࣭⏬ീࡶぢࡽࢀࡿࡢ࡛〟⒔ࡢ≧ែࡶඹ᭷࡛ࡁࠊ࠸Ꮫࡧྜࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ᖺ㱋ࡢ㧗࠸ࢫࢱࢵࣇࡀ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸⌧≧ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
↓⌮ࡏࡎࠊ㛗࠸┠࡛ぢ࡚ᚎࠎࡗ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ࢫࢱࣥࢫ࡛࠸ࡿࠋ࠺ࢃ࡞
࠸ࡼࡾࡶࠊࡑࡢேࡢࢫࢺࣞࢫࡀ࡞࠸ࡢࡀ୍␒ࡔᛮ࠺ࠋ
࣭ඹ᭷࡛ࡁࡿሗࡣ୍ᗘධຊࡍࢀࡤࡢᩥ᭩ࡶ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿຠ⋡ࡀⰋࡃ
࡞ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭ᩥ᭩ࢆ๐ῶࡍࡿࡓࡵࠊఫᡤࡸྡ๓࡞ඹ᭷࡛ࡁࡿሗࡣ  ᅇධຊࡍࢀࡤࠊࡢᩥ
᭩ࡶᫎࡉࢀࡿⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤඣ❺Ⓨ㐩ᨭᨺㄢᚋ➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫ⏕άㆤࡶ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࡚ࢆホ౯ࡍࡿࡢࡀ㈇ᢸࠋ ᴗࡢ࡚ࢆࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋ࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼
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࡛බ㛤ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㈇ᢸឤࡀ࠶ࡿࠋ

,&7 ࡀ㐍ࡲ࡞࠸⌮⏤
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ᴗᡤෆ࡛ࡣࢩࢫࢸ࣒ᑟධ࡛ຠ⋡ࡀᅗࢀ࡚ࡶࠊ⾜ᨻࡢᥦฟ≀ࡣ⣬ࡀከ࠸ࠋ⏝
⪅ࡢᐙ᪘ࡽࡶࠊ
ࠕࡶ࠺ᑡࡋ᭩㠃ࢆῶࡽࡋ࡚ࢹ࣮ࢱ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࠖ࠸࠺ኌࡶ࠶ࡿࠋ
࣭་⒪ⓗࢣ࡛་ᖌࡢᣦ♧ࡀḧࡋ࠸ࡁࡸ┦ㄯࡋࡓ࠸ࡣࠊ་ᖌࡢᕼᮃ࡛┤᥋ᑐ㠃ࡋ
࡚ᣦ♧ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ ,&7 ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࡓࡇ࡛ᴗᡤෆ࡛ࡣຠ⋡ࡀᅗࢀ࡚ࡶࠊㆤ࣭⚟♴ᴗ⏺యࡢ
,&7 ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㟁ヰࣇࢡࢫࢆࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࠋ
࣭ేタ་⒪ᶵ㛵ࡢ་ᖌࡣ㟁ヰ࡛ࡢ┦ㄯࡸሗ࿌ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᴗᡤ⤫୍ࡋ
ࡓሗᥦ౪ࡸඹ᭷ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ㆤࣟ࣎ࢵࢺࢆᑟධࡋ࡞࠸⌮⏤
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭௨๓ࠊ࢛࢘ࢩࣗࣞࢵࢺࡁࡢ࣏࣮ࢱࣈࣝࢺࣞࢆ⏦ㄳࡋࡓࠋ⏦ㄳᡭ㛫ࡀࡾ⤖
ᯝⓗ᥇ᢥࡉࢀ࡞ࡗࡓ⤒㦂ࡽࠊࡑࢀ௨᮶⏦ㄳࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ࢥࢫࢺ㠃ࡸᐇ㝿ࢀࡄࡽ࠸ά⏝࡛ࡁࡿุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡣ✚ᴟⓗྲྀࡾධࢀ
ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ᐇ≀ࢆぢࡓࡇࡀ࡞࠸ࡢ࡛ീࡀࡎࠊ⏝ࡸ㉎ධ⮳ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ఱࢆᑟධࡋࡓࡽࡼ࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ࠊࡲࡓࠊᏳᛶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ
࣭ᑟධࡋ࡚ࡶ⏝⪅ࠊ⫋ဨࡀ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
㻌
ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࣟ࣎ࢵࢺ࡞
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭⭜③ࢆᢪ࠼ࡿࢫࢱࢵࣇࡀከ࠸ࡢ࡛ࣃ࣮࣡ࢫ࣮ࢶࢆࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭タࡢ⒪㣴⎔ቃࡀ / Ꮠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛Ṛゅ࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋ㝶ព㐠ື➼࡛ື
ࡃ᪉ࡸㄆ▱➼࡛㉳ࡁୖࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࢭࣥࢧ࣮࡞ࡀ࠶ࡿⰋ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࢆ㉎ධࡋࡓࡃ࡚ࡶ㈈※ࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ᛮ࠺ࡢࡀ
ㄢ㢟ࠋ
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ᚋࡢㆤ⏝ࣟ࣎ࢵࢺࡘ࠸࡚
㸺┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ㸼
࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡢࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࢆ᳨ドࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ≉Ⰽࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞タ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣟ࣎ࢵࢺࡀⰋ࠸࡞ࡢࢻࣂࢫࢆࡶࡽ࠼ࡿࠊ
ᑟධྥࡗ࡚㋃ࡳฟࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭ᑡࡋ࡛ࡶ⫋ဨࡢ㌟యⓗ࡞㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࠊά⏝ࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ


㏦㏄㛵ࡍࡿㄢ㢟㻌
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ ேࡎࡘࡢࣆࢫࢺࣥ㏦㏄ࡢࡓࡵࠊேᡭ㛫ࢆせࡍࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭㏦㏄ࡣ  ேࡘࡁయ  ศࡃࡽ࠸ࡿࡢ࡛  ฟ࡚ࡶ᭱ᚋࡢ᪉ࡀ฿╔ࡍࡿࡢࡀ
 㐣ࡂ࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵᕷෆᇦࡣ㊥㞳ⓗ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧ࠋ
࣭⏝⪅ࡢ✺↛ࡢఇࡳࡸ࡛㏦㏄㛫ࡢ㐜ᘏ➼ࡀ࠶ࡿࠊ᪥ࠎࡢᴗົணᐃࢆኚ᭦ࡍ
ࡿࡇ㛫ࢆ࠸࡚ࡋࡲ࠺㸦࠼ࡤ⏝⪅ࡢఇࡳࡀ✺↛ධࡿࠊணᐃࢆ⤌ࡳ┤ࡍ
ࡀࠊ㏦㏄ࡢ࣮ࣝࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏝⪅ࡢయ᱁ࡸ㌴࠸ࡍࡢࡁࡉ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚㏦㏄㌴
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢ࡛ࠊᗘィ⏬ࢆࡓ࡚ࡿࡢ㈇ᢸࡀࡁ࠸㸧ࠋ

ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂࡢព⩏
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭⤒Ⴀ⪅ࡋ࡚ࠊ࠺࠸ࡗࡓࡇࢆ᪥ࡈࢁࡽẼࢆࡅ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢࢆㄆ㆑
ࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࡣࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࡣពࡀ࠶ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࣐ࢽࣗࣝࡍࡿࡇ࡛ࠊ⫋ဨ୍ே୍ேࡀⓎ⅏ఱࢆࡍࡿࡁ࡞ࡢࠊᴗᡤࡸ
⏝⪅ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ព⩏ࡋ࡚ࡣࡁ࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭⥭ᛴែⓎ⏕ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡸィ⏬ࡢᨵၿ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕኪ㛫ࡢ㑊㞴カ
⦎ࠖ
ࠕᆅᇦࡢカ⦎ཧຍࡋࠊᆅᇦࡢᾘ㜵⨫ࡽࡢࢻࣂࢫࢆཷࡅࠊࡑࡢ㒔ᗘᨵၿࡋ
࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚 㻌
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂࡢព⩏ࡣࠊ⿕⅏࠺ࡸࡗ࡚ᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࠸
࠺ࡇࢆᖹࡽ⪃࠼ࡿࡇࡔᛮ࠺ࠋ
࣭ᅇࡢࢥࣟࢼ⚝࡛ࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥྠኈࡢ㐃ᦠࢆࡋ࡚࠾࠸ࡢḞဨࢆᇙࡵྜ
࠺ࡇࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ືࡁጞࡵࡓࠋ

ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂࢆ㏻ࡋ࡚ឤࡌࡿࡇ
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ᆅᇦࡸᴗᡤࡢᐇྜ࠺ࡦ࡞ᆺࡀ࠶ࡿ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ
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࣭㐃ᦠ࡛ࡁࡿࡢࡀἲேෆ࡛࠶ࡾࠊᐃᮇⓗሗඹ᭷ࡸ⅏ᐖカ⦎ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊἲேࡢ㐃ᦠࡀ࣏ࣥࢺ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭ᆅᇦ࡛⅏ᐖࡢ◊ಟ࡞⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊཧຍࡍࡿ୰࡛ࡢᴗᡤࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࡛ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡀసᡂ࡛ࡁࡿⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ 
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣ༢⊂ࡢᴗᡤ࡛సࡗ࡚⤊ࢃࡾ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ
సࡗࡓᚋࡑࡢ≧ἣᛂࡌ࡚᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࢀࡤᙺ❧ࡘᛮ࠺ࠋࡣ
ᙧࡔࡅసࡗࡓ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᆅᇦࡢᴗᡤ᭷ࡢ㝿ࡣ༠ຊࡋࡼ࠺࠸࠺ヰࢆࡍࡿᶵࡀ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧ࠋࡇ
ࡢࡓࡵࠊ᭷ࡢࡣ༠ຊࡍࡿ⏝ពࡀ࠶ࡿࡢࠊࡑࢀࡶ⮬ศࡢᡤ࡛ᡭ࠸ࡗࡥ࠸࡛ࠊ
ࡼࡑࡢཷࡅධࢀࢆࡍࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࡢࡑࡇࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿᏳᚰࡘ࡞
ࡀࡿࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣ༢⊂࡛ࡣᑠࡉ࡞ᴗᡤ࡞ࡢ࡛ࠊ࠸ࢁࢇ࡞༠ຊࢆᚓࡽࢀ࡞࠸
⏝⪅ࡢᏳᚰᏳࡢ☜ಖࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊࡲࡎࡣゼၥ┳ㆤࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ㐃ᦠ࡞ࢆᵓ⠏ࡋࠊ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡶࡑࡇྵࡵࡿᙧ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ
࣭ᴗᡤ㛫ࡢ㐃ᦠࢆࡍࡿࡣつไ⦆ࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ⌧≧ࡔ  ᅇ࣊ࣝࣉࡢゼၥ
⾜ࡃࡢࡶዎ⣙᭩ࡀ࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ᡭ㛫ᬤ㛫ࢆྲྀࡽࢀࡿࠊゼၥ  ᅇ࡞ࡋࡢ᪉
ࡀ࠸࠸࠸࠺ุ᩿࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
࣭ἲேࡼࡗ࡚ቨࡀ࠶ࡾ㐣ࡂࡿࠋ,&7 ࡘ࠸࡚ࡶἲேࡢࢺࢵࣉࡢ⪃࠼࡛␗࡞ࡿࠋࢫࢱ
ࢵࣇ㛫࡛ࡣ㐃ᦠࡋࡓࡃ࡚ࡶࢺࢵࣉࡢពぢ࡛࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ヰࡣࡼࡃ⪺ࡃࠋ
࣭ ఱ᪥㛫ศࡢ㣗ᩱࡸ㟁※➼ࢆࡢࡼ࠺☜ಖࡍࡿ➼ࠊ᳨ウࡍࡿࡇࡀከᒱࢃࡓࡿࠋ


࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣࣔࢹࣝ࡞ࡿࡶࡢࡀࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࢆලయⓗ
࠺㐠⏝ࡍࡿࢃࡾ࡙ࡽ࠸ࠋ
࣭ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣᑓ㛛ᐙࡀ࠸࡞࠸࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸ࠋ
࣭㏻ᖖࡢ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࡣ㐪࠸ࠊ་⒪౫Ꮡᗘࡀ㧗ࡃࠊ⮬ศ࡛ືࡃࡇࡀฟ᮶࡞࠸⏝
⪅ࡀ୰ᚰࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡢ୍࡛⯡ⓗ࡞ࣔࢹ࡛ࣝࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀከ࠸ࠋ

ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡘ࠸࡚ࡢព⩏
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡣ࠾⚍ࡾཧຍࡋࡓࡾࠊタෆ࡛࣋ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋᚋࡣຮᙉ
ࡸᏊ౪┦ㄯࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦࡢᇉ᰿ࢆ࡞ࡃࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᆅᇦࡢ㜵⅏カ⦎ཧຍࡋࡓࡾࠊᆅᇦࡢ࠾⚍ࡾ⫋ဨࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㎰ᅬࡶ
⏝⪅Ỉࡸࡾࡋࡓࡾ✭⚍ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ✭ࡀከ࠸ࡣ㎰༠ฟⲴࡋ࡚࠸ࡿࠋ


䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭୰㔜ᗘせㆤ⪅ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊᆅᇦࡢὶࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭ᖺ  ᅇᆅᇦࡢὶ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊ㏦㏄㌴୧ࡢබ㛤ࡸ㌴࠸ࡍయ㦂➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
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ࡿࠋఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡿࡁࡗ
ࡅ࡞ࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭ࠕᶵ㛵㐃ᦠ㆟࡛ࠖࡣࠊ㧗㱋ࡸ㞀ᐖࠊඣ❺࡞ᶓ᩿ⓗ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊᅔ㞴
ࡘ࠸࡚ᑐᛂ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ㈗㔜࡞ሙ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢥࣟࢼ⚝࡛ᛮ࠺ࡇ
䠘┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ࢥࣟࢼ⚝ࡢࡓࡵࠊ㝔࡛ࡣ㠃࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࡛
ࡣྍ⬟࡞ࡓࡵ┳ྲྀࡾࡀቑ࠼ࡓࠋࢥࣟࢼ⚝࠾࠸࡚ࡶᆅᇦࡢ᪉ᐤࡾῧࡗࡓ┳ྲྀࡾࡀ
࡛ࡁ࡚ࡼࡗࡓࠋ
࣭᭷ࡢ㝿ࡔࡅ࡛ࡶࠊ⡆᫆ᘧࡢዎ⣙᭩࡛⮫ᶵᛂኚゼၥ┳ㆤࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ἲᩚഛࡀᚲ
せࡔᛮ࠺ࠋ
䠘⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ䠚㻌
࣭ࣜࢫࢡࢆ㢳ࡳࡎఱࡢࢧ࣮ࣅࢫࡶῶࡽࡋ࡚࡞࠸ᡤホ౯ࡀ࡞࠸ࡢࡣ࠾ࡋ࠸ᛮ࠺ࠋ
࣭⏝⪅ࢆ㏦ࡾฟࡋࡓࡽΎᤲ࣭ࢩ࣮ࢶࢆࡋ࡚ࠊࢻࡢྲྀࡗᡭࡸᡭࡍࡾࠊ㟁ヰ➼ࡑࡢ
ࡘᾘẘࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⎔ቃᩚഛࡢ㈇ᢸࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ឤᰁ㜵ㆤලࢆࣇࣝഛ࡛⾜࠺ࡢ࡛ධᾎຓࡣ㈇ᢸឤࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ឤᰁ㜵ㆤලࡢᡭ⿄ࡣ㧗㦐ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡲ࡛ྠࡌࡼ࠺㈙࠺ࡢࡣ↓⌮ࠋ
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ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝࡢࡲࡵ
ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝࡢせⅬࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡘ࠸࡚
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࡛ࡣࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡣᆅᇦఫẸࡸໟᣓᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࡢពぢࢆ⪺ࡅࡿ㈗㔜࡞ᶵ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦࡢ᪉ࡶタぢᏛࢆ㏻ࡋ࡚
タᴫせࢆఏ࠼ࡽࢀࡿࡇࡽព⩏ࡣࡁ࠸ࡢពぢࡀከࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ ࢝᭶
  ᗘࡢ㛤ദ㢖ᗘࡣ㈇ᢸࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ ࢝᭶  ᗘ⛬ᗘ࡛ࡶ༑ศࡔᛮ࠺࠸࠺ពぢ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
」ᩘࡢᴗᡤ࡛ྜྠ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆ⾜ࡗࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᴗᡤ࡛ࡣࠊཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡶ
࠸ࡘࡶᅛᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࢸ࣮࣐ࡶ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ࠸ࡘࡶࡼࡾᙧᘧᣊࡽࡎ
࡛ࡁࡓࡢࡣⰋࡗࡓ࠸࠺ឤࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊྜྠ㛤ദ࠾ࡅࡿ᪥⛬ㄪᩚ࡞
㛫ࢆせࡍࡿࡇࡽᐇ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ ࢝᭶  ᗘ࠸࠺㛤ദ㢖ᗘࡽᮇ㛫ࡀ▷ࡃࠊኚࡸ᪂ࡋ࠸ࢺࣆࢵࢡࢫࡶஈࡋ
࠸ࡓࡵᐃᆺᩥ᭩ࢆసࡿࡢࡳ࡞ࡾࠊࡉࡽࢥࣟࢼ⚝࠾࠸࡚᭩㠃ࡢࡳࡢ㛤ദ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡓࡵぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ
⒪㣴㏻ᡤㆤ࡛ࡣࠊ୍⯡ࡢ㏻ᡤㆤ␗࡞ࡾࠊ་⒪౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸ேࡀከࡃ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࢆᆅᇦࡢ᪉ࡸ⾜ᨻࡢ᪉࿘▱࡛ࡁࡿࡢࡣព⩏ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࢥࣟࢼ⚝ࡢࡓࡵ㞟ྜࡋ࡚㆟ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡽࠊᚋࡢ㛤ദࡘ࠸࡚Ᏻࡀ࠶ࡿ
࠸࠺ពぢࡣࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸦⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ㸧Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡘ࠸࡚
⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡣࠊ༠ຊ་⒪ᶵ㛵ࡢ㛵
ಀ⪅ࡶཧຍࡉࢀࡿࡇࡽ་⒪ⓗࢣࡢᏳࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㐃ᦠࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
ࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ㈇ᢸࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ྠᵝཧຍ⪅ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ
ࡸࠊᖖ⪅ࡀཧຍࡍࡿࡇࡽࡢࢫࢱࢵࣇ㈇ᢸࡀࡿ➼ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ホ౯ࡘ࠸࡚
ホ౯ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀാࡃሙࡣࡢࡼ࠺࡞⌮ᛕ๎ࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊேᮦ⫱ᡂ
ࡸሗඹ᭷࣭ᥦ౪ࠊ⅏ᐖࡢືࡁ᪉➼ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㐣ࡈࡍ࠸࠺ព㆑ࡅ࡞ࡿ
ࡢ࡛ព⩏ࡢ࠶ࡿࡇࡔ࠸࠺ពぢࡸࠊᴗᡤ⮬ᕫホ౯ࡣᴗᡤࡋ࡚ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾ
ࢆࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࠾ࡅࡿホ౯ࡣࠊពぢࢆ㏻ࡋ࡚⾜ᨻࡽࡣ᪉ྥ
ᛶࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ព⩏ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊホ౯㡯┠ᩘࡀከ࠸ࠊ
ࠕඹ᭷ࠖ➼ྠࡌゝⴥࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠾ࡾศࡾ
ࡃ࠸ࠊ⏝⪅ࡢᐙ᪘ࡽࡣ㡯┠ᩘࡀከࡃ⾲⌧ࡀࢃࡾ࡙ࡽ࠸ᣦࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⮬
⏤グ㍕㒊ศࡣఱࢆ᭩࠸࡚Ⰻ࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡉࡽࠕᡂᖺᚋぢ
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ไᗘࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ➼࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡿࠊࡑࡢᚋ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࡸෆ㒊◊ಟࡢ
㢟ᮦ࡞ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊᩍ⫱ⓗ࡞ഃ㠃ࡽࡢ㡯┠ࡶ࠶ࡿⰋ࠸➼ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࡛ࡣࠊᶆ‽ⓗఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡘ࠸࡚እ㒊ࡢ᪉ࡽពぢࢆ࠸ࡓࡔࡃᶵࡀᑡ࡞࠸
ࡓࡵࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡛ࡢホ౯ࡣཧ⪃࡞ࡿ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᴗᡤ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᴗົࡢຠ⋡ࡘ࠸࡚
ᴗᡤෆ࡛ ,&7 ࡋ࡚ຠ⋡ࡀᅗࢀ࡚ࡶࠊㆤ࣭⚟♴ᴗ⏺యࡢ ,&7 ࡀ㐍ࢇ࡛࠸
࡞࠸ࡢ࡛࡛ࡶ㟁ヰ )$; ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧ࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻࡢᥦฟ≀ࡣ⣬፹యࡀ
ከ࠸ࡢ࡛࠶ࡲࡾពࡀ࡞࠸࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධࡘ࠸࡚ࡣࠊ⭜③ࢆᢪ࠼ࡿࢫࢱࢵࣇࡶ࠸ࡿࡢ࡛ࣃ࣮࣡ࢫ
࣮ࢶࡀ࠶ࡿຓࡿࡀࠊ⏦ㄳ᭩㢮➼ᡭ㛫ࡀࡿࡢ࡛࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧ࠋ
ࠕ࠸᪉ࡀⰋࡃࢃࡽ࡞࠸ࠖࠊࠕࣇ࢛࣮ࣟࡀఱࡶ࡞࠸ࡢ࡛✚ᴟⓗ࡞ࢀ࡞࠸ࠖ࠸࠺ព
ぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࡛ࡣࠊ⏝⪅ࡢᛴ࡞ఇࡳࡀ࠶ࡿࠊ㏦㏄ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⤌ࡳ❧
࡚┤ࡍࡇ㛫ປຊࢆ࠺ࡓࡵࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮ࢆࢩࢫࢸ࣒࡛ࡁࡓࡽⰋ࠸
࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࡘ࠸࡚
 ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣᆅᇦᐦ╔ᆺ㏻ᡤㆤࡢタ༊ศධࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏝⪅ࡢ
ࢇࡀ୰࣭㔜ᗘせㆤ⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢὶࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࡀㄒࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊᖺ  ᅇᆅᇦࡢὶ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠸ࠊ㏦㏄㌴୧ࡢබ㛤ࡸ㌴࠸ࡍయ㦂➼
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗᡤࡶぢࡽࢀࡓࠋ

ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃࡘ࠸࡚
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕసᡂࡋࡓࡀࠊᙧࡔࡅసࡗࡓ࠸࠺≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋᆅᇦࡢᴗᡤ㛫࡛ࡢ◊ಟ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧
╔ᡭ࡛ࡁࡿⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ពぢࡶࡳࡽࢀࡓࠋᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣ༢⊂
ࡢᴗᡤ࡛సࡗ࡚⤊ࢃࡾ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᆅᇦࡢᴗᡤࡀⓎ⅏ࡢࡼ࠺
࡞᪉㔪࡛࠸ࡿࡢࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᖹࡽሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡢᚲせᛶࡀᾋࡁ᙮
ࡾ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ≧ἣᛂࡌ࡚ሗࢆ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳసࡾࡢᚲせᛶࡶ࠶ࡆࡽ
ࢀࡓࠋᆅᇦࡢᴗᡤࡢ㐃ᦠࡣእࡏ࡞࠸ࡀࠊ
ࠕἲேࡢࢺࢵࣉࡢ⪃࠼࡛ࠊ㐃ᦠࡸ ,&7 ࡢ
ࡇ࡞ࡀኚࢃࡿࡢ࡛ࠊ⌧ሙࡢࢫࢱࢵࣇࡀᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸࡚ࡶ࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸
࠸࠺⌧≧ࡣࡼࡃ⪺ࡃࠋࠖࡸࠕูἲேࡢ㐃ᦠ࡞ࡿ㊥㞳ࡀ㞳ࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊᐇ㝿⅏ᐖ
ࡇࡲ࡛㐃ᦠࡍࡿ࠸࠺ព㆑ᕪࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋࠖ࠸࠺ࡼ࠺ࠊᴗᡤ
సᡂࡍࡿࡇࡢព㆑ࡢᕪࢆᣦࡍࡿពぢࡶᣲࡆࡽࢀࡓࠋᑗ᮶ⓗࡣࠊ
ࠕᴗ⥅⥆ィ⏬
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㸦%&3㸧ࢆࡇࡢタࡀࡇࡲ࡛సᡂࡋࠊ᭷ࡢ㝿ࡣ༠ຊࡍࡿ⏝ពࡀ࠶ࡿࡢ࡞࠸ࡢ
ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿᏳᚰࠋࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⅏ᐖ㛵ࡍࡿせᮃ࡛ࡣࠊつไ⦆ࡢᚲせᛶ࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ⌧≧࡛ࡣࠊ
 ᅇゼၥࡍࡿࡶዎ⣙᭩ࡀᚲせ࡞ࡿࡇࡽࠊ᭷ࡢ㝿ࡣࠊ⡆᫆ᘧࡢዎ⣙᭩࡛Ⰻ࠸ࡇ
ࡍࡿ࡞ࠊ⮫ᶵᛂኚືࡅࡿࡼ࠺࡞ἲᩚഛࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋ
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ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝࡽࡢ⪃ᐹࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬 ᴗᡤࡢ⮬ᕫホ౯࣭እ㒊ホ౯ࡢᕤኵ
ཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻▱࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬ᕫホ౯ࡢཧ⪃ᵝᘧࢆᐇ㝿ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ༙
ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋホ౯ࡣࠊ
ࠕព⩏ࡀ࠶ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓᴗᡤࡣ  ⛬࠶ࡾࠊලయⓗࡣ
ࠕ⮬ศ㐩ࡀാࡃ⫋ሙ⎔ቃࡘ࠸࡚ᚑᴗ⪅ព㆑ࡅࢆࡍࡿ㈗㔜࡞ᶵ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠊ
ࠕ⏝⪅ࡸᐙ᪘ࡢពぢࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࠊࠕᚑᴗ⪅ࡢ୰ࡣ⮬ศࡢ┠ᶆࡀぢࡘࡽ
࡞࠸ேࡸ㐣ᑠホ౯ࢆࡍࡿேࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡛๓ྥࡁ⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ
࡞ࡿᛮ࠺ࠖࠊࠕ⮬ᕫࡢࢣࢆࡾ㏉ࡾḟࡢࢣࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿࠖ➼࠸࠺ពぢࡀ࠶
ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ
ࠕホ౯ࢆࡍࡿࡇ㈇ᢸࡀ࠶ࡿࠖᅇ⟅ࡋࡓᴗᡤࡣ  ௨ୖ࠶ࡾࠊ
ࠕ㡯
┠ᩘࡀከࡃෆᐜࡀศࡾࡃ࠸ࡇࡽホ౯ࡋ࡙ࡽ࠸ࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊ᪤Ꮡ࠶ࡿཧ⪃ᵝᘧࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖ㈨ࡍࡿホ౯⾲࡛࠶ࡾࠊ
ホ౯⪅ࢆศࡍࡿ࡞⏝᪉ἲࢆᕤኵࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

㸰㸬 㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢຠᯝⓗ࡞㛤ദ
 㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡣᖺ㛫  ᅇ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ  ᙉ࡛࠶ࡗࡓࠋㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊࠕ
࢝᭶  ᗘࡢ㛤ദ㢖ᗘࢆᘏ㛗ࡍࡿࠖࠊࠕࢸ࣮࣐ࡀ࣐ࣥࢿࣜࡋ࡚࠸ࡿࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ㐠
Ⴀ᥎㐍㆟ࢆຠ⋡ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ
ࠕᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㛤ദ᪥ࡸሙᡤࢆỴࡵ
࡚࠸ࡿࠖࠊࠕᐙ᪘ࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᖺᩘᅇࡣ㐌ᮎ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠖࠊࠕⲔヰ᪉ᘧ
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ➼ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ࢝᭶  ᗘࡢ㛤ദ࡛ࡣࠕ㜵⅏カ⦎ྜࢃࡏ࡚
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠖ➼ࢸ࣮࣐ࡶྵࡵ࡚ᵝࠎ࡞ᕤኵࡣぢࡽࢀࡿࡀࠊ㛤ദࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡓ
ࡵࠊ‽ഛࡢ㈇ᢸࡶ࠶ࡾ  ࢝᭶୍ᗘ⛬ᗘࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࡛ࡣࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࢆຠ⋡ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࡋ࡚ࡣࠕ᪂ᆺࢥ
ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊᩥ᭩ࡼࡿ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠖࠊࠕ⾜ᨻᢸᙜ
⪅ࡀ␗ື➼࡛ࡼࡃ᭰ࢃࡿࡢ࡛ᴗᡤ⤂ࡸ⌧≧ࡢㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢពぢࡀ࠶
ࡗࡓࠋᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢ㛤ദᅇᩘࡣᖹᆒ  ᅇ࡛࠶ࡾࠊຠᯝࡣࠕ་⒪ⓗ
ࢣࡢᏳࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠖࠊࠕᨾ࡞ࢆඹ᭷ࡋ㜵Ṇᑐ⟇ࡀᚓࡽࢀࡿࠖࠊࠕ⒪㣴㏻ᡤㆤ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾࠊ⏝⪅ࡘ࡞ࡀࡿࠖ࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࠊᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢྜྠ㛤ദࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕཧຍ⪅ࡢ
㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿࡇࡽ㛤ദࡋࡓ࠸ᛮ࠺ࠖᴗᡤࡣ  ᙉ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡣ㛤ദࡋࡸࡍ࠸⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⒪㣴㏻
ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢྜྠ㛤
ദࡀྍ⬟࡞ࡿయไࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ


㸱㸬✚ᴟⓗ࡞ ,㹁㹒࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධྥࡅ࡚
 ,㹁㹒࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධࡘ࠸࡚ࡣ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬ
ࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࡛ࡶᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌮⏤ࡣࠕఱࢆᑟධࡋ࡚࠸࠸ࡢࢃࡽ࡞
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࠸ࠖࡢࠊ㈈※ࡢၥ㢟ࡸᚑᴗ⪅ࡀ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉
࡛ࠊࠕ⭜③ࡀ࠶ࡿࢫࢱࢵࣇࡀከ࠸ࡢ࡛ࣃ࣮࣡ࢫ࣮ࢶࢆヨࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠖࠕ⒪㣴⎔ቃⓗṚ
ゅ࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࢭࣥࢧ࣮ࢆྲྀࡾࡅࡓ࠸ࠖ➼ࡢពぢࡶぢࡽࢀࡓࠋ
 ௨ୖࡢ⤖ᯝࡽࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡸ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣࠊ✚
ᴟⓗ࡞ሗ㞟ࡸ⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡀᑟධ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣓
࣮࣮࢝➼ࡢ༠ຊࢆᚓࡓㄝ᫂ࡢ㛤ദࠊ⮬ᴗᡤྜࡗࡓࣟ࣎ࢵࢺ➼ࢆయ㦂ࡍࡿࡼ࠺࡞
ᶵࢆタࡅࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


㸲㸬ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ  ᙉ࡛࠶ࡗࡓࠋసᡂࡢㄢ㢟ࡣࠕ࠸ࡎ
ࢀࡢ㇟ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀศ
ࡽ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕ᭷ࠊᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸᣦ♧᭩࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊἲேࡢ᪉㔪࡛ពぢࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ࡞࡞ᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࢪ࣐ࣞࣥࡀ࠶ࡿࡇࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡓࠋᕤኵⅬࡋ࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᾘ㜵⨫ࡽࢻࣂࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᴗᡤ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࡛ࡣࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ  ᙉ࡛࠶
ࡗࡓࠋసᡂࡢㄢ㢟ࡣࠕᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀศࡽ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕ㏆㞄ࡢᴗᡤ
ࡢ༠ᐃ⥾⤖ࡢ᪉ἲࡸෆᐜࠖࠊࠕ᭷ᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸᣦ
♧᭩ࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
⅏ᐖࡣ⮬ᴗᡤࡔࡅ࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀከࠎ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᖖᴗົࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ
カ⦎ࡸᨵၿⅬࢆᶍ⣴ࡍࡿࡢࡣປຊࢆせࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᆅᇦ࠶ࡿ᪤Ꮡࡢ◊ಟࡸカ
⦎➼ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅㛫ࡀඹྠࡋ࡚ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡍࡿࡇࡣࠊᐇ⾜
ᛶࢆ㧗ࡵࠊࡉࡽᆅᇦࡢ㠀ᖖయไᵓ⠏ࡢ୍ຓ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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➨㸴❶࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ
࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࡢᴫせ
㸯㸬┠ⓗ
ᮏᴗࡢ┠ⓗࡣࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡢ୧
ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ཬࡧᴗᡤࡢ⮬ᕫホ౯୪ࡧእ㒊ホ౯㛵ࡍࡿᐇ≧
ἣࡘ࠸࡚ᐇែᢕᥱࢆ⾜࠸ࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ཬࡧᴗᡤࡢ⮬ᕫホ౯୪ࡧእ㒊ホ౯ࡢຠ
ᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ᪉ἲࡘ࠸࡚ᥦࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊᴗ㐠Ⴀక࠺ᩥ᭩㔞ཬࡧᴗົ
㈇ᢸ㍍ῶ⟇ࡢᥦࢆ⾜࠺ࡶࠊᅜࡢᴗᡤᗈࡃ࿘▱ࡋࠊᴗᡤ࠾ࡅࡿ⏕⏘
ᛶྥୖࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࠋࡉࡽࠊ୧ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㛵ࡍ
ࡿᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࣥࢣ࣮ࢺࣄࣜࣥࢢ
ࡼࡿㄪᰝࢆᐇࡋࠊᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡓࠋ
࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࡢ㛤ദࡣࠊࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿᥦࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢホ౯⾲ࡸᴗົ㈇ᢸ㛵ࡍࡿ⌧ሙࡢពぢࢆ
㞟ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ


㸰㸬ෆᐜ࣭᪉ἲ
࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨᵓᡂ
࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࡢᵓᡂࡣࠊ᭷㆑⪅ࡼࡾ⤂ࢆཷࡅ࡚ጤဨࡢ᪨ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ྠពࡉࢀࡓ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ⟶⌮⪅  ྡࡢᐇ㊶⪅ࠊᮏᴗࡢጤ
ဨࠊົᒁ➼ཬࡧ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋࡓࠋ

ࠐ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ⟶⌮⪅㸦ᩗ⛠␎࣭ 㡢㡰㸧
ᾆ㑔㞝స
ᰴᘧ♫ࣇࢡࢩࢫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
ሯࡍࡳ  ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤࡉࢇࡋࡻ࠺ ⟶⌮⪅
➉ୖඃᏊ   ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟࣮࣒࣍ ࢁࡃࡌࡹ ⟶⌮⪅
⛙ᐇ༓௦ 
ᆏ⏫࣑ࣔࢨࡢᐙ ⟶⌮⪅
⚟⏣⿱Ꮚ   ࡲࡕࡢࢼ࣮ࢫࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥඵ༓௦ ⟶⌮⪅
ࠐ᳨ウጤဨ࣭ົᒁ➼
ᒣᓊᬡ⨾
᳨ ウ ጤ ဨ 㛗   ᠕ ⩏ ሿ  Ꮫ ་ Ꮫ 㒊 ⾨ ⏕ Ꮫ බ ⾗ ⾨ ⏕ Ꮫ
ᩍᐊ
బ⸨⨾✑Ꮚ   ᪥ᮏゼၥ┳ㆤ㈈ᅋ ᖖົ⌮ 
ᫍⰪ⏤⨾Ꮚ
୕⳻ 8)- ࣜࢧ࣮ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ ௵◊✲ဨ
ᒣ㎶ᬛᏊ
᪥ᮏゼၥ┳ㆤ㈈ᅋ ◊✲ဨ
  ࠐ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮
ึᮧ ᜨ
➉ ᑛ

࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢ
ㆤண㜵ᑐ⟇ᑓ㛛ᐁ㸦ే㸸┳ㆤᑓ㛛ᐁ㸧
࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢ┳ㆤಀ㛗 
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㛤ദ᪉ἲ
=RRP ࡼࡿ㛤ദ
ᮏᴗ࡛ᐇࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺཬࡧࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓㄢ㢟
ࡘ࠸࡚ࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢ⟶⌮⪅ࡽᗙㄯᙧᘧ࡛ᑐᛂ
➼ࡢពぢࢆເࡗࡓࠋ
ጤဨ᪥
➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ ௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧㹼 
➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧㹼 
➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ ௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧㹼 

  ͤ➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࡣࠊ➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࡛ฟࡓពぢࢆ㞟⣙ࡋࠊᥦ
㡯ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ㛤ദࡋࡓࠋ
  ͤ➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࡛ࡣࠊ➨  ᅇ࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ࡛ᩚ⌮ࡋࡓホ౯⾲➼
ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㛤ദࡋࡓࠋ
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➨㸵❶࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࡢ⤖ᯝ
 ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿᴗᡤࡢ⮬ᕫ
ホ౯୪ࡧእ㒊ホ౯ࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ
࠙┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࠚ
ホ౯᪉ἲࡢ⌮ゎᕤኵ
㸦ㄢ㢟 㸧᫂░࡞ホ౯ᑐ㇟
㸺⌧≧㸼ᚑᴗ⪅⮬ᕫホ౯ࡘ࠸࡚ࠊᩥ᭩㸦㏻▱ࡸཧ⪃㈨ᩱ㸧ࡼࡗ࡚ࠕ⮬ࡽࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆࡾ㏉ࡿࠖࡸࠕᚑᴗ⪅ࡀᴗᡤࢆホ౯ࡍࡿࠖ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ಶࠎࡢᚑᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ⾜࠺ຠᯝࡋ࡚ࠕಶࠎࡢᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿࢣࡢࡾ㏉ࡾ࡞ࡿࠖ㸣࡛࠶ࡾࠊᚑᴗ⪅⮬ᕫホ౯ࡣಶேࡢホ౯
ࢆࡋ࡚࠸ࡿᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ⌧ሙࡢㄆ㆑ࠊ⾜ᨻࡀồࡵ࡚࠸ࡿࡇࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ࢫࢱࢵࣇࡽࠕࡇࢀࡣ⮬ศࡢホ౯ࠊࡑࢀࡶ⮬ศࡽぢࡓ
ᴗᡤࡢホ౯ࠖ࠸࠺㉁ၥࡀ୍␒ከ࠸ࠋ
㸦ᥦ㸧ࠕᚑᴗ⪅➼⮬ᕫホ౯ࠖࡢ┠ⓗཬࡧホ౯᪉ἲࡘ࠸࡚࿘▱
࣭
ࠕᚑᴗ⪅➼⮬ᕫホ౯ࠖࡣࠊಶࠎࡢᚑᴗ⪅➼ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ⏝⪅ࡢ㛵
ࡾ㛵ࡍࡿಶேࡢࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᴗᡤホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࢆ࿘▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦ㄢ㢟 㸧ㄞࡳࡃ࠸ᡭᘬࡁ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ホ౯ࡢᡭᘬࡁࡸ࢞ࢻࣛࣥࡀㄞࡳࡃ࠸ࡢ࡛⌮ゎࡍࡿࡢ
㛫ࡀࡿࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ホ౯᪉ἲࡢᡭᘬࡁࡣࠊᩥ❶ࡋ࡚᭩ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡇࡀ㔜
せ࡞ࡢ࣏ࣥࢺࡀぢࡘࡅࡃ࠸ࠋ
㸦ᥦ㸧ࢩࣥࣉࣝ࡞ᡭᘬࡁࡢసᡂ
࣭ホ౯᪉ἲ㛵ࡋ࡚ࠊ࡞せⅬࡘ࠸࡚ࢃࡾࡸࡍࡃࢩࣥࣉࣝࡍࡿࡇࡀᚲせ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦ㄢ㢟 㸧᫂☜࡞ᥦฟ᭩㢮
㸺⌧≧㸼ホ౯ࡢᡭᘬࡁࢆㄞࡴࠊᵝᘧ  ࡣ⥲ᣓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᵝᘧ࡚ࢆᥦฟࡍࡿ
ࡼ࠺ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
㸦ᥦ㸧ᥦฟ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞᫂ᩥ
࣭ᵝᘧ  ࢆබ⾲ࡍࡿࡢࡣ㸯㹼 ᯛ┠ࡢ⥲ᣓࡢ㒊ศࡢࡳࠊࡶࡋࡃࡣ㒊࡞ࡢศ
ࡾࡃ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵᡭᘬࡁࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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㸦ㄢ㢟 㸧,7 㛵ࡍࡿ▱㆑㊊
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼,&7 ᑟධࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ ⫋ဨࡀ࠸ࡇ࡞ࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠖ㸣ࠊ
ࠕఱࢆᑟධࡋࡓࡽࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸ࠖࠊࠕ᳨ウ࡛ࡁࡿேᮦࡀ࠸࡞࠸ࠖࡀඹ 㸣
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼,&7 ࡋ࡚ᴗᡤෆ࡛ຠ⋡ࡀᅗࢀ࡚ࡶࠊㆤ࣭⚟♴ᴗ⏺యࡢ
,&7 ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࡛ࡶ㟁ヰ )$; ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼⾜ᨻࡢᥦฟ≀ࡣ⣬፹యࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࡲࡾពࡀ࡞࠸ࠋ
㸦ᥦ㸧ᆅᇦ࡛ຮᙉ➼ࢆᐇࡋࠊ,7 ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࡿ
࣭ᑟධࡍࡿ㝿ࡣᆅᇦࡢ」ᩘࡢᴗᡤࡀ㞟ࡲࡾࠊ࣓࣮࣮࢝ࡼࡿྜྠࡢຮᙉ➼ࢆᐇ
ࡋࠊᑟධᚋࡶࣇ࢛࣮ࣟࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ ,7 ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡀ㧗
ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 
㸦ㄢ㢟 㸧⣬፹యࡼࡿ༳ๅ㈝⏝࠾ࡼࡧᴗົ㈇ᢸ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ᚑᴗ⪅⮬ᕫホ౯⾲ࡣဨࡀ⏝ࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮⪅࠾ࡼࡧᚑᴗ⪅
ࡢேᩘศࢆ༳ๅࡍࡿࠋู⣬  ᚑᴗ⪅➼⮬ᕫホ౯ᵝᘧࡣ  㡫࠶ࡿࡇࡽ༳
ๅ㔞ࡣ࡞ࡾࡢᯛᩘ࡞ࡿࠋຍ࠼ู࡚⣬  ᴗᡤ⮬ᕫホ౯ᵝᘧࡣ  㡫ࠊู
⣬  㐠Ⴀ᥎㐍㆟࠾ࡅࡿホ౯ᵝᘧࡣ  㡫༳ๅᯛᩘࡀከ࠸ࠋ
㸦ᥦ㸧ホ౯ᵝᘧࡢ ,&7 
࣭,&7 ࡍࡿࡇ࡛࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫཬࡧຠ⋡ࡀᅗࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ホ౯㡯┠ࡢᩚ⌮
㸦ㄢ㢟 㸧ホ౯㡯┠ᩘ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ྛホ౯ࡢព⩏ࡣ࠶ࡿࡀ㸦ࠕព⩏ࡣࡁ࠸ࠖ
ࠕព⩏ࡣ࠶ࡿࠖࢆྜࢃࡏ
ࡿ 㸣㸧ࠊྠࠊ
ࠕ㈇ᢸࡀࡁ࠸ࠖ
ࠕࡲ࠶ࡲ࠶㈇ᢸ࡛࠶ࡿࠖࡣྜࢃࡏ࡚ 㸣௨
ୖࠋ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ࠕホ౯㡯┠ࡀఫẸ㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺⡆⣲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ
ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼 㡯┠ࡶ࠶ࡾᐇ㝿ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿഃࡽࡍࡿࠊ㡯┠ࡣከ࠸ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ㄞࡴ࠺ࡶኚࠊタၥࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿࡢࡶ㠀ᖖⱞປࡍࡿࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼㡯┠ࡀከ࠸ࡓࡵホ౯ࡍࡿࡢ༙ᖺ㛫ࡶ㛫ࢆࡅ࡚࠸ࡿࠋ


㸦ᥦ 㸧㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡼࡿホ౯㡯┠ࡢ⤠ࡾ㎸ࡳ
࣭㈇ᢸ㍍ῶࠊホ౯ࡢ㉁ࢆ⪃៖ࡋࠊホ౯㡯┠ࢆ㝈ᐃࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭㡯┠ 㹼 ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢཧ⏬ࡢ㒊ศࡢࡳࡢ  㡯┠ࡍࡿࠋࡶࡋࡃࡣࢫࢺࣛࢡ
ࢳ࣮ࣕ㸦ᵓ㐀㸧㒊ศࡢ㡯┠ࡶ㐠Ⴀ᥎㐍㆟࡚ホ౯ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡣ࠺ࠋ
࣭┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡣつᶍࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵ㸪እ㒊ホ౯ࢆእᅽࡋ࡚
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ά⏝ࡋ࡚⤌⧊ࢆືࡍᚲせᛶࡶ࡞࠸ࠋᆅᇦ᰿ᕪࡋࡓάືࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺
Ⅼࡢホ౯⤠ࡗ࡚ࡣ࠺ࠋ
࣭እ㒊ጤဨࡣࠊホ౯࡛㈇ᢸࢆࡅࡿࡼࡾࡶᆅᇦồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢᥦࡸ༠
ാ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦ᥦ 㸧⟶⌮⪅ࡼࡿホ౯ࡢᐇ㸦㆟➼࡛ᚑᴗ⪅ࡀ☜ㄆ࣭ᢎㄆ㸧
࣭ホ౯㡯┠ࡼࡗ࡚ࡣࠊ᭱ึ⟶⌮⪅ࡀホ౯⾲グධࡋࠊࡑࡢホ౯⾲ࢆᚑᴗ⪅㛤
♧ࡋ࡚ྛ⮬ࡀຍ➹࣭ಟṇࡍࡿࡢࡣ࠺ࠋホ౯ࡍࡿࡇࡢ㈇ᢸឤࢆ㍍ῶࡋࠊࡘຠ
ᯝⓗ࡞ホ౯᪉ἲ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᥦ 㸧ఝ࡚࠸ࡿෆᐜ࣭㔜」ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡢᩚ⌮࣭⤫ྜ
 ࣭ໟᣓࢣࡢᙺ࣭་ࡢ㐃ᦠ㸸ࠊࠊࠊ
 ࣭┳ྲྀࡾࡘ࠸࡚㸸ࠊ
 ࣭ ࡘࡢᩥ❶࡛  ࡘ௨ୖࡢෆᐜࢆ㉁ၥࡋ࡚࠸ࡿタၥ㸸ࠊࠊ
࣭ෆᐜࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡁ࡞ព࡛ࡲࡵࡿࠊᑠ㡯┠ 㹼 ࡢࡼ࠺ࡍࡿ㸸
㹼ࠊ㹼

㸦ㄢ㢟 㸧┠ⓗ᫂░࡞⮬⏤グ㍕
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆグධࡍࡿᵝᘧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊఱࢆ᭩࠸࡚Ⰻ
࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼㡯┠ᑐࡋ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆධࢀࡿࡇᅽಽࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ
⤖ᒁ୍ゝゝࡄࡽ࠸᭩ࡃ⛬ᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ㄢ㢟 㸧ホ౯ᑐ㇟ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿホ౯㡯┠
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ྠࡌࡼ࠺࡞㉁ၥ㡯┠࡛ࡶᚑᴗ⪅ᅇ⟅ࢆồࡵࡿࡣ㐺ษ࡞
㡯┠ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ᥦ㸸ㄢ㢟 ࣭࣭ ᑐࡋ࡚㸧⟶⌮⪅࣭ᚑᴗ⪅ࡀホ౯ࡍࡿ㡯┠ࢆศ
࣭ලయࡋ࡚ࠊࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕ㸦ᵓ㐀㸧ࡣ⟶⌮⪅ࡀホ౯ࡋࠊㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࠕᚑᴗ⪅⮬
㌟ࡢࢣࡢࡾ㏉ࡾࡋ࡚᭷⏝ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀ  ࡔࡗࡓࡇࡽࠊࣉࣟࢭࢫ㸦㐣
⛬㸧㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣࠊᚑᴗ⪅ࡀ⮬㌟ࡢࢣࢆࡾ㏉ࡾࠊࡑࢀࢆ⟶⌮⪅ࡀྲྀࡾࡲࡵ
ࡿᙧ࡛ᴗᡤホ౯ࡍࡿࠋ࢘ࢺ࣒࢝㸦⤖ᯝ㸧㡯┠ࡣࠊ⟶⌮⪅ࡀホ౯ࡍࡿ࠸࠺ࡼ
࠺ࠊホ౯ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⟶⌮⪅࣭ᚑᴗ⪅ࡀホ౯ࢆࡍࡿࡢࡣ࠺ࠋ
ͤయไ㛵ࡍࡿ㡯┠㸦㹼㸧ࡀ㐣⛬㸦ࣉࣟࢭࢫ㸧࠶ࡿࡓࡵࠊᵓ㐀㸦ࢫࢺࣛࢡࢳ
࣮ࣕ㸧⛣ࡋࠊ⟶⌮⪅ࡀホ౯ࡋࡓ࠺ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ͤ⟶⌮⪅ࡀᴗᡤホ౯ࡋ࡚ࡾࡲࡵࡓࡶࡢࢆᴗᡤෆ࡛ヰࡋྜ࠺ࡇ࡛ࠊ᭱
⤊ⓗᴗᡤࡋ࡚ࡢホ౯ࢆ☜ᐃࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ᪨ࢆ᫂グࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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㸦ㄢ㢟 㸧ゝⴥࡢ㔜」ࡸࢃࡾࡃ࠸ホ౯㡯┠
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼㐠Ⴀ᥎㐍ጤဨࠊㆤ⫋ဨࠊእᅜேᚑᴗ⪅ࡽᩥ❶ࡀศࡾ
ࡃ࠸ゝࢃࢀࡓࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ホ౯⾲ࠕ㸬ㆤ⫋࣭┳ㆤ⫋࣭ㆤᨭᑓ㛛ဨࡢ㛫࡛ࠊ⫋ဨࡀ
┦ሗࢆඹ᭷ࡍࡿᶵࡀࠊ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕ㸬⏝⪅➼ࡢሗࡘ࠸࡚ࠊ㝶
᭦᪂ࢆ⾜࠺ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚⫋ဨ㛫࡛㎿㏿ඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠖ
ࠕ ⅏ᐖ࡞ࡢ⥭ᛴ࠾࠸࡚ࡶࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡀ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⫋ဨࠊ
⏝⪅ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࠊලయⓗ࡞ᑐᛂ᪉㔪ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕ ㆤ⫋┳
ㆤ⫋ࡀࡑࢀࡒࢀࡢどⅬࡽᐇࡋࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ⤖ᯝࡀࠊ୧⫋✀ࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠖࠕ ⏝⪅➼ࡢ≧ἣኚࡸ┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊ་࡞ࠊ
ᴗᡤෆእࢆྵࡴ㛵ಀከ⫋✀ሗࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕ ⏝⪅➼ࡢ≧ἣࡘ
࠸࡚ࠊㆤ⫋┳ㆤ⫋ࡀ࠸ሗࢆඹ᭷ࡋᑐᛂ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ࡞ࠊ୧⫋✀㛫ࡢ
㐃ᦠࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕ 㝔࣭タ➼ࡢ㐃ᦠ࣭ሗඹ᭷➼ࡼࡾࠊ㝔࣭
タ➼ࡽࡢࠊ⏝⪅ࡢ࡞ᅾᏯ⏕άࡢ⛣⾜ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕ ࡍ࡚ࡢ
⏝⪅ࡘ࠸࡚ࠊ⥭ᛴࡢᑐᛂ᪉㔪➼ࢆࠊ་➼┦ㄯ࣭ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸
ࡿࠖࠊ
ࠗඹ᭷࠘࠸࠺ゝⴥࡀᩓᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊሗඹ᭷ࡢᑐ㇟ࡀ⫋ဨ㛫࡞ࡢࠊ㝔࣭
་࡞ࡢࡢ㐪࠸ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊྠࡌ㉁ၥࢆ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡼ࠺ឤࡌࡿࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼㐠Ⴀ᥎㐍㆟➼࡛ࡣཧຍࡍࡿఫẸ➼ࡀពぢࢆゝ࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞
ෆᐜࡀࡼ࠸ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼㡯┠ᩘࡀከࡃ࡚ࡶࠊศࡾࡸࡍࡅࢀࡤ㈇ᢸឤࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
㸦ᥦ 㸧⾲⌧ࡢᖹ࣭᫆⡆⣲
࣭ㄡᑐࡋ࡚㉁ၥࡋ࡚࠸ࡿࡢศࡾࡃ࠸㡯┠ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࢀࡤ⟅
࠼ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭ࠕඹ᭷ࠖࡀᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࠼ࡤࠕㆤ⫋┳ㆤ⫋࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇࠖࡣձ⏝
⪅ࡢሗࡘ࠸࡚ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓࠊղࡑࢀࡒࢀࡢどⅬࡽᐇࡋࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠊճ⏝⪅ࡢᑐᛂ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡞ࠊఱࡢࡘ
࠸࡚ㄡඹ᭷ࡍࡿࢆศࡾࡸࡍࡃ᭩ࡁ࠼ࡿᕤኵࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᥦ 㸧⿵㊊㒊ศゎㄝࢆ㏣グ
࣭Ẹ⏕ጤဨ࡞ホ౯័ࢀ࡚࠸࡞࠸ே࡛ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑓ㛛⏝ㄒࡣ⏝ࡋ࡞
࠸᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
࣭ホ౯ࡢどⅬࡸホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡢ⿵㊊ḍࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇゎㄝࡀ࠶ࡿⰋ࠸ࠋ
ࡢホ౯ࡢどⅬࡸ⿵㊊ࢆㄞࡴྠࡌࡇࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ༳㇟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊㄒྃࡢㄝ᫂
ࡸ⪃࠼᪉ࠊ㡯┠ࡘ࠸࡚ఱࢆ࣏ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ᫂グࡍࢀࡤࠊከᑡ⾲⌧ࡀ
◳ࡃ࡚ࡶఏࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦ㄢ㢟 㸧⤒ᖺኚࡀぢ࠼࡞࠸ホ౯⾲
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ẖᖺホ౯ࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᴗᡤࡢ⫋ဨಶࠎࡢホ౯ࡶᖺ
ᗘẚ㍑ࡀ࡛ࡁࡿⰋ࠸ࡀ⌧ẁ㝵ࡢホ౯⾲࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞సࡾ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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㸦ᥦ 㸧ホ౯ࡢྍど
࣭ྛ㡯┠ࡢホ౯ࡘ࠸࡚ࠕࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸦 Ⅼ㸧ࠖࠕ࠾࠾ࡼࡑ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸦 Ⅼ㸧ࠖ
ࠕ࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸦 Ⅼ㸧ࠖࠕࡃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸦㸮Ⅼ㸧ࠖྍどࡍࡿࡇ࡛
⤒ᖺኚࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࠓホ౯㛵ࡍࡿࡑࡢࡢពぢࠔ
ࠐ೫ࡾࡢ࠶ࡿホ౯㡯┠
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼་⒪ⓗ࡞㡯┠࡛ࡣࠊࢇ┳ྲྀࡾࡢෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ㄆ▱
࡞ࡶྵࡵࡿⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
ࠐ⟬ᐃෆᐜࢆ຺ࡋࡓ་⒪ⓗฎ⨨㡯┠ࡢ㏣ຍ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼⫶ࢁ࠺ࠊ⑱྾ᘬࡘ࠸࡚ㆤ⫋ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡛ᙉຍ⟬ࡀ⟬ᐃ࡛
ࡁࡿࡇ➼ࢆ຺ࡋ࡚ࠊ་⒪ⓗ࡞ෆᐜࢆຍ࠼ࡿⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
ࠐホ౯ࡔࡅᤕࡽࢃࢀ࡞࠸㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ホ౯ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ᴗࡸ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᆅᇦఫẸࡸ⾜ᨻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿሙ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀ㔜せࡔᛮ࠺ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡣᆅᇦᐦ╔ᆺ࡞ࡢ࡛⮬ᴗ
ᡤࡔࡅ࡛ᢪ࠼㎸ࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࢆᕳࡁ㎸ࢇ᳨࡛ウ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺どⅬࡀᚲ
せࡔᛮ࠺ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ᆅᇦᐦ╔ᆺࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㡯┠ࢆ⤫୍ࡍࡿⰋ࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ホ౯㈝ࡸࡍᮇ㛫ࡣ  ࢝᭶⛬ᗘ࡛⤊ࢃࡽࡏࠊ࠶ࡣ᮶ᖺᗘࡢ┠
ᶆ➼ࢆࡌࡗࡃࡾ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
ࠐᩍ⫱ⓗഃ㠃ࡽࡢ㡯┠ෆᐜࡢ㏣ຍ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ࠕᡂᖺᚋぢไᗘࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ➼ࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠊෆ㒊◊ಟࡢ
㢟ᮦ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᩍ⫱ⓗ࡞㡯┠ࡶᚲせࡔᛮ࠺ࠋ
ࠐ⟶⌮⪅ࡀᚑᴗ⪅ࡽホ౯ࢆཷࡅࡓ࠸㡯┠ࡢ㏣ຍ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ᚑᴗ⪅ࡀࡇࡢᴗᡤࡣ⮬ศࡢࢫࢺࣞࢫᑐࡋ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚ࡃ
ࢀ࡚࠸ࡿࢆධࢀࡿⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
ࠐ⟶⌮⪅ࡀእ㒊ጤဨࡽホ౯ࢆཷࡅࡓ࠸㡯┠ࡢ㏣ຍ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼⫋ဨࡣヰࡋࡅࡸࡍ࠸ࠊᣵᣜࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊᆅᇦࡢ୰࡛┳ㆤᑠ
つᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡢᙺࡀศࡿ➼ࠊᆅᇦࡢ᪉ാࡁࡅ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࢆᐈほⓗぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿⰋ࠸ࠋ







118

141021-00-本文.indd 118

2021/03/26 18:06:15


㸦㡯┠ูࡢពぢ㸧
ۑ㡯┠ ࠕ┳ㆤ⫋ࡽㆤ⫋ᑐࡋ࡚ࠊண㜵࣭≧ࡢணᚋண

࣭ᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࡢ⥔

ᣢᅇ࡞ࡢほⅬࡽࠊሗᥦ౪ࡸᥦ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡘ࠸࡚
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ண㜵࣭≧ࡢணᚋண

࣭ᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࡢ⥔ᣢᅇ࡞ࡢほⅬࡽ

┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤᚲ㡲࡞㡯┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡀࠊ㡯┠ ࠕ 
⏝⪅➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊㆤ⫋┳ㆤ⫋ࡀ࠸ሗࢆඹ᭷ࡋᑐᛂ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ࡞
ࠊ୧⫋✀㛫ࡢ㐃ᦠࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖࡢෆᐜ㏆࠸ෆᐜࡔᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ㡯┠ ࠊ
ࢆྜయ࡞ࡋ࡚ෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀᚲせࠋ
㸺 ࣮࣡ ࢟ ࣥ ࢢ ጤဨ  㸼 ┳ ㆤᑠ つ ᶍ ከ ᶵ⬟ ᆺ ᒃ Ꮿ ㆤ  ᴗ ᡤ ࡣᑠ ከ ᶵ  ࡣ␗ ࡞ ࡾ ་ ⒪
ⓗ࡞ෆᐜࢆྵࡴࢣࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡑࡢࡲࡲṧࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࠋ
ۑ㡯┠ ࠕ⫋ဨࡀᏳᚰࡋ࡚ാࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿᑵᴗ⎔ቃࡢᩚഛດࡵ࡚࠸ࡿࠖ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ࠕ⫋ဨࡀᏳᚰࡋ࡚ാࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿᑵᴗ⎔ቃࠖࡢ⿵㊊ࡋ࡚ࠕ⫋
ဨࡢ⬟ຊྥୖࡢᨭࠖ
ࠕ⢭⚄ⓗ࡞㈇ᢸࡢ㍍ῶࡢࡓࡵࡢᨭࠖ
ࠕປാ㛫ࡢ㓄៖ࠖ࠸
࠺  ࡘࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊᐇົⓗᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ☜ㄆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡽࡣ୍ࡘ୍
ࡘホ౯ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ࠕ⫋ဨࡢ⬟ຊྥୖࡢᨭࠖࠕ⢭⚄ⓗ࡞㈇ᢸࡢ㍍ῶࡢࡓࡵࡢᨭࠖ
ࠕປാ㛫ࡢ㓄៖ࠖࡢ  ࡘࡢࡀ⿵㊊ࡋ࡚࠶ࡿࡀࠊࠕࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇᑐ⟇ࠖࠊ
ࠕᐙᗞࡢ୧❧ᨭࠖࠊ
ࠕ⥭ᛴࡢᏳྰ☜ㄆࠖ➼ࡢ㡯┠ࡶຍ࠼ࡓ᪉ࡀࡼࡾࠊᑵᴗ⎔
ቃࡘ࠸࡚⥙⨶࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠐࣞࣥࢪྍ⬟࡞ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆᥦ♧
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ྛᴗᡤ࡛ホ౯⾲ࢆࣞࣥࢪࡋ࡚ࡶⰋ࠸ゝࢃࢀࡿࠊࡲࡍࡲ
ࡍΰࡍࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊලయࢆ♧ࡋࡓࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ࣞࣥࢪྍ⬟ࡔࡋ࡚ࡶࠊ᭱ప㝈☜ㄆࡍࡁ㡯┠ࡣ♧ࡋ࡚ࡶࡽ
࠼ࡿ࠸ࡸࡍ࠸ࠋ

ࠐᗫṆࡶど㔝ධࢀࡓᚑᴗ⪅⮬ᕫホ౯ࡢ᳨ウ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼᪥ࠎࡢᴗົࡣࢳ࣮࣒࡛ᐇࡍࡿࡇࡀከ࠸ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡇࢀ
ࡽࡢ㡯┠ࢆᚑᴗ⪅ಶࠎホ౯ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡣࠊ࠶ࡓࡶ୍ேࡀᐇྍ⬟࡞ࡽ࡞࠸
࠸ࡅ࡞࠸᭩ࡁ᪉࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠋㄗゎࢆᣍࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚑᴗ⪅ಶࠎࡢࣔࢳ
࣮࣋ࢩࣙࣥࢆୗࡆࡿせᅉ࡞ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊᚑᴗ⪅⮬ᕫホ౯ࢆᗫṆࡍࡿࡢࡶⰋ࠸ࡢ
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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ᴗ㐠Ⴀక࠺ᩥ᭩㔞ཬࡧᴗົ㔞㍍ῶ⟇ࡘ࠸࡚
࠙┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ ඹ㏻ࠚ
ᵓᡂဨ࠾ࡼࡧ⟶⌮⪅ࡢ㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദ㢖ᗘ
ㄢ㢟㸯 ㆟㢖ᗘ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㐺ษᛮࢃࢀࡿ㢖ᗘࡣࠊ
ࠕ  ࢝᭶  ᗘࠖࡀ 㸣ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ཧຍேᩘࡀከ࠸ࡢ࡛᪥⛬ㄪᩚࡀ㞴ࡋࡃࠊ㈇ᢸឤࡀ࠶ࡿࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼᪥㡭ࡢ㐃ᦠࡀࢀ࡚࠸࡞࠸ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ ࢝᭶  ᗘ⛬ᗘ࡛
ࡶ༑ศ࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ
 㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ཧຍ⪅ࡶࢃࡊࢃࡊࢆఇࢇ࡛ཧຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛⏦ࡋヂ࡞࠸ࠋ
㸦ᥦ㸧㛤ദ㢖ᗘࡢ⦆
 ࣭᪥㡭ࡢ㐃ᦠ≧ἣࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ㛤ദ㢖ᗘࢆ⦆ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢຠ⋡ⓗ࡞㛤ദ᪉ἲ
㸦ㄢ㢟 㸧ࢥࣟࢼ⚝࠾ࡅࡿ᭩㠃㛤ദ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ࢥࣟࢼ⚝࡛㆟ࡣ㛤ദࡏࡎࠊ᭩㠃ࡢࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵぢ┤ࡋࡀ
ᚲせࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼 ࢝᭶  ᅇࡢ㛤ദࡣࠊḟࡢ㛤ദࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀ▷ࡃࠊኚࡸ᪂ࡋ
࠸ࢺࣆࢵࢡࢫࡶஈࡋ࠸ࡓࡵᐃᆺᩥ᭩ࢆసࡿసᴗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ
㸦ᥦ㸧,&7 ࡢᑟධᨭ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵጤဨࢆᣍ㞟ࡋࡓ㆟ࡀ㞴ࡋ࠸ሙ
ྜࡣࠊື⏬࡛タࢆᫎࡋ࡚㆟࡛ὶࡍࠊࡲࡓࡣࠊࣅࢹ࢜㏻ヰ➼࡛タࢆ⤂ࡍࡿࡇ
࡛ࠊホ౯ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺➼ࡢᕤኵࡶᚋᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵ ,&7 ࡢᑟධᨭࡀᚲ㡲ࡔ⪃࠼ࡿࠋ

㸦ㄢ㢟 㸧ྜྠ㛤ദࡢゎ㔘ࡢ┦㐪
 㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ྜྠ㛤ദࡣࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤྠኈ࡛ࡢ㛤
ദ࡛࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ᥦ㸧⾜ᨻࡼࡿྜྠ㛤ദࡢᨭ
࣭ཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⾜ᨻࡸᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ
࣮➼ࡀᴗᡤ㛫ࡢㄪᩚ➼ᨭࢆ⾜࠸ࠊྜྠ㛤ദࡀᐇࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿ
ࡇࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦ᥦ㸧ྜྠ㛤ദྍ⬟࡞ᴗᡤࡢ᫂ᩥ
࣭ྜྠ㛤ദࡍࡿ㝿ࡣࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤྠኈࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ
ᐦ╔ᆺࡢᴗᡤࡢྜྠ㛤ദࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ᩥࡋ࿘▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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,&7࣭ㆤࣟ࣎ࢵࢺ㛵ࡍࡿࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖᴗົࡢຠ⋡
㸦ㄢ㢟㸯㸧ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࢆᑟධࡍࡿࡇᾘᴟⓗ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ㠀
ᖖᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠖ㸣ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼⭜③ࡀ࠶ࡿࢫࢱࢵࣇࡶ࠾ࡾࠊఇࢇ࡛࠸ࡿ⫋ဨࡶࡋࡃࡣ㐣ཤఇ
ࢇࡔࡇࡀ࠶ࡿ⫋ဨࡀ࡞ࡾ࠸ࡿࡢ࡛ࣃ࣮࣡ࢫ࣮ࢶࡀ࠶ࡿຓࡿࠋࡋࡋࠊ⏦
ㄳ᭩㢮➼ᡭ㛫ࡀࡾࠊ࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼㉎ධ⿵ຓ㔠➼ࡀ࠶ࢀࡤ✚ᴟⓗᑟධࡋࡓ࠸ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼࠸᪉ࡀⰋࡃࢃࡽ࡞࠸࣭ࣇ࢛࣮ࣟࡀ࡞ࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࡞࡞
✚ᴟⓗ࡞ࢀ࡞࠸ࠋ
㸺࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨ㸼ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮ࡸグ㘓ᵝᘧ࡞ಶࠎ࡛ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊㄳồᴗົ㐃ືࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㠀ຠ⋡ࡔᛮ࠺ࠋ
㸦ᥦ 㸧ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝ࡢᥦ♧
࣭ලయࡸዲࢆ♧ࡍࡇ࡛㌟㏆ࡽ࠼ࠊ⏝ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭᭱ඛ➃ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛⯆ࢆᣢࡘᶵ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᥦ 㸧ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ᑟධࡢࡓࡵࠊ⿵ຓ㔠➼ࡢᐇ
࣭⿵ຓ㔠ࡸຓᡂ㔠ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑟධࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᥦ 㸧┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡢ≉ᛶᛂࡌࡓࢯ
ࣇࢺ㛤Ⓨྥࡅࡓᨭ
 ࣭᪥ࠎࡢሗࡸࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮ࠊㄳồ➼⤫୍ࡋࡓࢯࣇࢺࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡛ᴗົࡢ
ຠ⋡ࡀᅗࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᥦ 㸧ࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮ࡢᑟධࡸ࠸᪉ࡢຓゝ➼ࡢ⥅⥆ⓗᨭ
 ࣭㉎ධࡘ࠸࡚ࡢࡁࡵ⣽ࡸ࡞ㄝ᫂ࡸ⏝᪉ἲࡢ♧ࠊ㉎ධᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࡞ࡶ࣓࣮
࣮࢝ࡼࡿ⥅⥆ⓗᨭࡀ࠶ࡿࠊࡼࡾᑟධࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸦ㄢ㢟 㸧ᴗົணᐃ⾲⟶⌮㛵ࡍࡿ㈇ᢸ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼⏝⪅ࡢᛴ࡞ఇࡳ➼࡛ணᐃࡢኚ᭦ࡀ࠶ࡿࠊ㏦㏄ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ࢆ⤌ࡳ❧࡚┤ࡍࡇ㛫ປຊࢆ࠺ࠋ
㸦ᥦ㸧,&7 ࡼࡿࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮
࣭,&7 ࡼࡿ᪥ᖖᴗົࡢㄪᩚࡸ㏦㏄➼ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮ࢆ⾜࠸ࠊసᴗຠ⋡ࢆୖࡆ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
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࠙⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࠚ
Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨᵓᡂဨཬࡧ⟶⌮⪅ࡢ㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸㆟᪉ἲ
㸦ㄢ㢟㸧ከ⫋✀ࡼࡿ㛤ദࡢࡓࡵ᪥⛬ㄪᩚࡀᅔ㞴
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ྜྠ㛤ദࡍࡿࡇ ࡀᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊࠕཧຍ
⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡞ࡿࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᨾ࣭␃ពⅬࡀ࠾࠸⌮ゎ࡛
ࡁࡿࠖࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼㐠Ⴀ᥎㐍㆟Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࡰ
ྠࡌ࡛࠶ࡾࠊ་ᖌࢆྵࡵࡉࡲࡊࡲ࡞⫋✀ࡀཧຍࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ᪥⛬ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
㸦ᥦ㸧ྜྠ㛤ദࡢ᥎㐍
࣭㐠Ⴀ᥎㐍㆟Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢྜྠ㛤ദࢆ່ࡵࠊ㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦ
ࡍࠋ

୰࣭㔜ᗘせㆤ⪅ࡢࡓࡵࡢᆅᇦὶࡢ᪉ἲ
㸦ㄢ㢟㸧ᆅᇦఫẸࡢὶࡀᅔ㞴
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣᆅᇦᐦ╔ᆺ㏻ᡤㆤࡢタ༊ศධࡗ࡚࠸
ࡿࡀࠊ⏝⪅ࡢࢇࡀ୰࣭㔜ᗘせㆤ⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢὶࡀ㞴ࡋ
࠸ࠋ
㸦ᥦ㸧ᆅᇦఫẸࡢὶ㛵ࡍࡿዲࡢᶓᒎ㛤
࣭ᆅᇦఫẸࡶཧຍ࡛ࡁࡿཧほ᪥ࡸ࣋ࣥࢺࢆ⏬ࠊᆅᇦࡢぢᅇࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཧຍࠊ
ྜྠ࡛ࡢ㜵⅏カ⦎ࡢᐇ࡞ࡢዲࢆඹ᭷ࡍࡿཧ⪃࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

















122

141021-00-本文.indd 122

2021/03/26 18:06:16



┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ
࠾ࡅࡿᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ᐇែㄪᰝࣄࣜࣥࢢㄪ
ᰝࡢࡲࡵ
࠙┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࣭⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤඹ㏻ࠚ
㸯㸬ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦ㄢ㢟 㸧ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࡘ࠸࡚༙ᩘ௨ୖࡢᴗᡤ࡛సᡂ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࡑࡢ⌮⏤ࡣసᡂ᪉ἲࡀࢃࡽ࡞࠸ࡀ  
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ 㸣ࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ
సᡂ῭ࡳࡣ 㸣ࠊసᡂ୰ࡣ 㸣ࠋసᡂ῭࣭సᡂ୰ࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣ
ࠕ࠶ࡽࡺࡿ㇟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢࡀ
㸣ࠊࠕ୍㒊ࡢ㇟ࡢࡳᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗᡤࡣࠊ
ࠕ㏆࠸࠺ࡕ╔
ᡭணᐃࠖࡀ 㸣ࠊࠕ⌧Ⅼ࡛సᡂࡢணᐃ࡞ࡋࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋసᡂணᐃࡀ
࡞࠸⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕసᡂࡍࡿ㛫ࡀ࡞࠸ࠖ
ࠕసࡾ᪉ࡀࢃࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕ▱ࡽ࡞࠸ࠖ➼
ࡢ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣసᡂࡋࡓࡀᙧࡔࡅసࡗࡓ࠸࠺≧ἣ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂ㝿ࡋ࡚ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࠕᴗ⥅
⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂ᪉ἲࡀศࡽ࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ᭷
㺂ᴗᡤࡢ⏝⪅௦᭰ゼၥࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙ࡸᣦ♧᭩ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧సᡂᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗᨭࡣࠊࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕせ࡛࠶ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡢ࠺ࡕࠊᴗ⥅⥆ィ
⏬㸦%&3㸧ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫྵࡲࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊࠕࣥࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕࣜࢫࢡࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦ᥦ㸧ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃ╔ᡭ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡿ
ձ ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃᐤࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺ࣭࣐ࢽࣗࣝࡢసᡂ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣ༙ᩘ‶ࡓ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠊࡲࡓࠊ
సᡂࡋ࡚࠸࡚ࡶ࣮࢜ࣝࣁࢨ࣮ࢻࡢᙧែ࡛ࡣ࡞࠸ᐇែࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋཌ⏕ປാ┬
⪁ᒁࡽࠕㆤタ࣭ᴗᡤ࠾ࡅࡿ⮬↛⅏ᐖⓎ⏕ࡢᴗົ⥅⥆࢞ࢻࣛࣥࠖ
ཬࡧࠕㆤタ࣭ᴗᡤ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁⓎ⏕ࡢᴗົ⥅⥆࢞
ࢻࣛࣥࠖᵝᘧ㸦ࡦ࡞ᙧ㸧ࡀ௧  ᖺ  ᭶♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡇࢀࡽࢆཧ
⪃సᡂࡍࡿࡇࢆ࿘▱ࡍࡿࠋ
ղ ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧◊ಟ㸦ᣦᑟ⪅⫱ᡂ㸭⟶⌮⪅ྥࡅ㸧ࡢᐇ
ࢸ࢟ࢫࢺ࣭࣐ࢽࣗࣝࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃࡢࡓࡵࡢ◊ಟࢆ⾜
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࠺ࠋᣦᑟ⪅⫱ᡂࡶ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ⟇ᐃࡍࡿᴗ⪅ࡽ
ࡢ┦ㄯࡢࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
ճ ࡛࢜ࣥࣛࣥಶู┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ᆅᇦࡢ≧ἣࢆᫎࡋࡓᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦ࠶ࡿᏛ
ࡢᏛ㆑⤒㦂⪅ࡸゼၥ┳ㆤ㐃⤡༠㆟ࠊㄆᐃ┳ㆤᖌ➼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡘ࠸࡚
┦ㄯ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
㸦ㄢ㢟 㸧ᴗᡤ㐃ᦠࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸
㸺ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ⥭ᛴែⓎ⏕ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢカ⦎ࡸ
ィ⏬ࡢᨵၿࡣࠊࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 㸣ࠊࠕࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ
㸣ࠊࠕࡃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ᴗᡤ㛫࡛ࡢ◊ಟ➼ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧㛵ࡍࡿᆅᇦ࡛ࡢᩚ⌮ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ἲேࡢࢺࢵࣉࡢ⪃࠼࡛㐃ᦠࡸ ,&7 ࡢࡇ࡞ࡀኚࢃࡿࡢ࡛ࠊ⌧ሙ
ࡢࢫࢱࢵࣇࡀᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸࡚ࡶ࡞࡞ヰࡀ㐍ࡲ࡞࠸࠸࠺ࡣࡼࡃ⪺ࡃࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡍࡿୖ࡛ࠊྠ୍ἲே࡞ࡽࡤᐃᮇⓗ࡞
ሗඹ᭷ࡸ⅏ᐖカ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚㐃ᦠࡀࢀࡿࡀࠊูἲேࡢ㐃ᦠ࡞ࡿ㊥㞳ࡀ㞳ࢀ
࡚࠸ࡓࡾࠊᐇ㝿⅏ᐖࡇࡲ࡛㐃ᦠࡍࡿ࠸࠺ព㆑ᕪࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼㏆㞄ࡢタࡣᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆࡢࡼ࠺సᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢタࡀࡇࡲ࡛సᡂࡋࠊ᭷ࡢ㝿ࡣ༠ຊࡍࡿ⏝ពࡀ࠶ࡿ
ࡢ࡞࠸ࡢᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿᏳᚰࠋ
㸺ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸼ᴗᡤ㛫ࡢ㐃ᦠࢆࡍࡿࡣࠊつไ⦆ࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ⌧≧࡛
ࡣࠊࡓࡗࡓ  ᅇ࣊ࣝࣉ࡛ゼၥ⾜ࡃࡶዎ⣙᭩ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ᭷ࡢ㝿ࡣࠊ⡆᫆ᘧ
ࡢዎ⣙᭩࡛Ⰻ࠸ࡇࡍࡿ࡞ࠊ⮫ᶵᛂኚືࡅࡿࡼ࠺࡞ἲᩚഛࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸
ࠋ
ᥦ ᆅᇦ㐃ᦠᆺࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࡢᆅᇦ࡛ࡢຮᙉᐇ
  ᐇ㝿⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜࠊ⮬タࡔࡅ࡛ࡣゎỴ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡽࠊᆅᇦࡢ」ᩘ
ᴗᡤ࡛ຮᙉ࡞ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆసᡂࡍࡿࠋᆅᇦ
ࡢタ ඹᖹ ࡽ㢦ࢆྜࢃ ࡏ᳨࡚ウࡍ ࡿࡇࡣࠊ ᆅᇦ㐃ᦠᆺ ࡢᴗ⥅⥆ ィ⏬
㸦%&3㸧ࡶࡘ࡞ࡀࡿゝ࠼ࡿࠋ


㸰㸬⮬ᴗᡤ࠾ࡅࡿᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ⟇ᐃࡍࡿ
 ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࠾ࡼࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣᑠつᶍࡢᴗᡤࡀ
ከࡃࠊࢫࢱࢵࣇࡀฟ࡛ࡁ࡞࠸ᴗົࢆ⥅⥆࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣ㏦
㏄ࡶᚲせ࡞ࡿࡇࡽࠊ⛣ືᡭẁࡀ࡞࠸ཷࡅධࢀࡽࢀࡿ⏝⪅ࡀ㝈ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺
ࡇࡀணࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ㏆㞄ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡸゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊデ⒪ᡤࠊㆤタ➼
ࡢ㐃ᦠࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣ⟇ᐃࡋ࡚⤊ࢃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊカ⦎ࢆᐇ࣭ぢ┤ࡋ࣭ᨵၿࢆຍ࠼
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ࡿ 3'&$ ࢧࢡࣝࢆᅇࡍࡇࡼࡗ࡚ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡼࡿ࢘ࢺ࣒࢝ࡢྥ
ୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


㸱㸬⮬ᴗᡤࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ᆅᇦ㐃ᦠᆺࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࢆ
㐃ືࡉࡏࡿ
 ⅏ᐖࡣ⮬ᴗᡤࡔࡅ࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀከࠎ࠶ࡿࡇࡽࠊᆅᇦయࡢయไ
ࡢᵓ⠏ࡀᚲ㡲࡞ࡿࠋሗࡢ㞟⣙࣭ඹ᭷࣭ᨭὴ㐵࣭ᛂ㟂యไࡢᵓ⠏ࠊ⥲ྜᨭ༠ᐃࠊ
ఫẸࡢ༠ാ࡞ࡘ࠸࡚ࠊ㏆㞄ᴗᡤࡸ⾜ᨻඹィ⏬ࢆ❧࡚ࠊᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ⤌
ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ⮬ᴗᡤࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ᆅᇦ㐃ᦠᆺࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧
ࡀ㐃ືࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢᐇ⾜ᛶࡀ㧗ࡲࡿ࠸࠼ࡿࠋ






125

141021-00-本文.indd 125

2021/03/26 18:06:17



➨㸶❶ᥦゝ
┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࠾ࡼࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡣࠊ㏥㝔┤ᚋࡢᅾᏯ
⏕άࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜ᨭࡸ┳ྲྀࡾᮇࡢᨭࠊᐙ᪘ᑐࡍࡿࣞࢫࣃࢺࢣ࡞
ᑐᛂࡋࠊ་⒪ࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘ୰࣭㔜ᗘせㆤ⪅ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᅇࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖ⤖ࡧࡃᴗົᨵၿⅬࡘ࠸࡚ࠊ
ࣥࢣ࣮ࢺ࣭ࣄࣜࣥࢢㄪᰝཬࡧ᳨ウጤဨ࣭࣮࣡࢟ࣥࢢጤဨࢆ⾜࠸᳨ウࡋࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡼࡾࠊホ౯ᣦᶆࡢ᪉ἲ࣭㐠⏝ࠊホ౯㢖ᗘ㛵ࡍࡿᨵၿࡢᥦ
ࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㐠Ⴀ࣭㛤ദ㢖ᗘ➼㛵ࡋ࡚௨ୗࡢ㏻ࡾᥦゝࡍࡿࠋ


ᥦゝ
㸯㸬㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദࡘ࠸࡚
㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡢ㛤ദ㢖ᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥㡭ࡢ㐃ᦠ≧ἣࢆ຺ࡋࡓୖ࡛⦆ࡍࡿࡇ
ࢆᥦࡍࡿࠋྜྠ㛤ദࡘ࠸࡚ࡣࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ㸦ࡲࡓࡣ⒪㣴㏻
ᡤㆤᴗᡤ㸧ྠኈ࡛࡞࠸ᐇ࡛ࡁ࡞࠸ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ⟶⌮⪅ࡶ࠸ࡿࡓࡵࠊᆅᇦᐦ
╔ᆺࡢᴗᡤࡢ㛤ദࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆᨵࡵ࡚࿘▱ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᴗᡤ㛫ࡢㄪᩚ࡞ࡣᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮➼ࡀ㛵ࡍࡿ࡛㛤ദࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ⪃
࠼ࡿࠋ 
⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊ་⒪ⓗࢣࡢᏳࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊᨾ㜵Ṇᑐ⟇ࡀᚓ
ࡽࢀࡿⅬࡽࠊ㐠Ⴀ᥎㐍㆟Ᏻ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨࡢྜྠ㛤ദࡢᐇࢆ
ᥦࡍࡿࠋ

㸰㸬ຠᯝⓗ࡞ᴗ㐠Ⴀ㈨ࡍࡿእ㒊ホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
ホ౯ࡢ᪉ྥᛶ
ホ౯ࡢᐇࡘ࠸࡚ࡣࠊ⟶⌮⪅࣭ᚑᴗ⪅ࡀホ౯ࡍࡿ㡯┠ࢆศࡍࡿࢆᥦࡍࡿࠋල
యⓗࡣࠊࠗࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕ㸦ᵓ㐀㸧࠘㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣ⟶⌮⪅ࡀホ౯ࡋࠊ
ࠗࣉࣟࢭࢫ㸦㐣
⛬㸧࠘㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣᚑᴗ⪅ࡀホ౯ࡋ࡚ࠊ⟶⌮⪅ࡀྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
ࠗ࢘ࢺ࣒࢝㸦⤖ᯝ㸧࠘
㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣࠊ⟶⌮⪅ࡀホ౯ࡍࡿࠋ㐠Ⴀ᥎㐍㆟ࡼࡿホ౯㡯┠ࡣࠗᆅᇦໟᣓࢣࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚ࡢࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢཧ⏬࠘⤠ࡾ㎸ࡳࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦ᰿ᕪ
ࡋࡓάືࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ୍㒊యไ㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀࣉࣟ
ࢭࢫ࠶ࡿࡓࡵࠊࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕ⛣ࡋࠊ⟶⌮⪅ࡀホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ  
ୖグࡢࡼ࠺ᚑᴗ⪅ࡸእ㒊ጤဨࡀホ౯ࡋࡓࡶࡢࢆࠊ⟶⌮⪅ࡀᴗᡤホ౯ࡋ࡚ࡾ
ࡲࡵࠊᴗᡤෆ࡛ヰࡋྜࡗࡓࡢࡕࠊ᭱⤊ⓗᴗᡤࡋ࡚ࡢホ౯ࢆ☜ᐃࡍࡿࠋ
㸦㘓
ཧ↷㸧
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ホ౯ᢸᙜ⪅ࡀホ౯ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
ホ౯ᢸᙜ⪅ࡀホ౯ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊᚑᴗ⪅➼⮬ᕫホ౯ࡢ┠ⓗཬࡧホ౯᪉ἲࡘ
࠸࡚ࢩࣥࣉࣝ࡞ᡭᘬࡁ࡞ࢆసᡂࡋࠊホ౯᪉ἲࡸᥦฟ᭩㢮ࡘ࠸࡚᫂ᩥࡍࡿࡇ࡛
༑ศ⌮ゎࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ホ౯㡯┠ࡢ⾲⌧ࡣᖹ᫆ࡘ⡆⣲ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡢ⫋✀ࡗ࡚ࡶศࡾࡸࡍ࠸⾲
⌧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ⫋✀ࡢ㐪࠸ࢆ㓄៖ࡋ࡚ホ౯ࡢࢡ࢜ࣜࢸࢆ㧗ࡵࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊホ
౯ࢆⅬᩘࡋྍどࡍࡿࡇ࡛ಶே࠾ࡼࡧᴗᡤࡢ⤒ᖺኚࢆ㏣࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ホ౯ࢆຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡓࡵࡢ᪉⟇
ホ ౯ ࢆ ຠ ⋡ ⓗ  ⾜ ࠺ ࡓ ࡵ  ,&7  ࢆ ᥎ 㐍 ࡍ ࡿ ࠋ ຠ ᯝ ⓗ ࡞ ά ⏝  ࢆ ල య ⓗ  ᥦ ♧ ࡋ 
ࡓࡾࠊ࣓࣮࣮࢝ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚⣽ࡸ࡞⏝ㄝ᫂ࡸ㉎ධᚋࡢ⥅⥆ᨭࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ
࡛ᑟධࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ,&7 ࡼࡾᴗᡤホ౯ࡢ⤒ᖺኚࡸᅜẚ
㍑ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊྛᴗᡤ࠾ࡅࡿ 3'&$ ࢧࢡࣝࡢ᥎㐍ᐤࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋࡲ
ࡓࠊホ౯⾲ࡣ ,&7 ࡍࡿࡇ࡛࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࡶࡘ࡞ࡀࡾࠊ༳ๅ㈝⏝ࢆᢚ࠼ࡿࡇ
ࡶ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋ


㸱㸬ᴗົ㈇ᢸ㍍ῶࡘ࠸࡚
 ᪥ᖖᴗົࡢㄪᩚࡸ㏦㏄➼ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡶ ,&7 ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡣ
ᚋᚲせゝ࠼ࡿࠋࡉࡽࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ሗࡀㄳồࢯࣇࢺࣜࣥࢡࡋ࡞ࡅࢀࡤᴗົ㈇
ᢸࡢ㍍ῶࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇࡽࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤཬࡧ⒪㣴㏻ᡤ
ㆤᴗᡤࡢ≉ᛶᛂࡌࡓࢯࣇࢺ㛤Ⓨྥࡅࡓᨭࡶᚲせゝ࠼ࡿࠋ
ᖺࡣ␗࡞ࡾࠊᖺᗘࡣࢥࣟࢼ⚝ࡼࡾ᭩㠃ࡢࡳࡢ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡀከ
ࡗࡓࠋ㆟㐠Ⴀࡢ୍ࡋ࡚ࣅࢹ࢜㏻ヰࡸື⏬ࡼࡿタ⤂➼ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
,&7 ࡸㆤࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟධࡣࠊ⮬ᴗᡤࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᆅᇦࡢ㐃ᦠࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡶᚲ
㡲࡛࠶ࡿࠋຮᙉ➼ࢆඹྠࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡛ࠊᆅᇦయࡢ ,7 ࣜࢸࣛࢩ࣮ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ
ࡀᚋ㔜せ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ


㸲㸬ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇ᐃྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡣᚋ  ᖺ௨ෆ⟇ᐃࡍࡿࡇࡀ⤒㐣ᥐ⨨ࡋ࡚Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵࠊ╔ᡭ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧⟇
ᐃᐤࡍࡿᵝᘧ㸦ࡦ࡞ᙧ㸧ࡢά⏝ࢆࡣࡌࡵࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣭࣐ࢽࣗࣝࡢసᡂࠊ◊ಟࡢ
ᐇࡸ࡛࢜ࣥࣛࣥಶู┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆᥦࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⮬ᴗᡤࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᆅᇦయࡢయไࡢᵓ⠏ࡀᚲ㡲࡞ࡿࡇࡽࠊᆅᇦ࡛
ࡢຮᙉ➼ࢆᐇࡋࠊ⮬ᴗᡤᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ᆅᇦ㐃ᦠᆺࡢᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧
ࢆ㐃ືࡉࡏࡿࡇࡶᚲせ⪃࠼ࡿࠋ
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ᚋࡢᒎᮃ
  ᮏᴗࡼࡗ࡚ࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ㛵㐃ࡍࡿホ౯ᵝᘧࡸ㐠Ⴀ᥎
㐍㆟ࠊ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿᏳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⟶⌮ጤဨ➼ࡢព⩏ࡀㄆࡵ
ࡽࢀホ౯ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࢆά⏝ࡍࡿᚑᴗ⪅ࡸ㆟ཧຍࡍࡿఫẸ➼ࡗ࡚ᴗົ㈇ᢸឤ
㍍ῶࡢ᪉ྥᛶࢆᥦゝࡋࡓࠋ
ᅇࠊホ౯⾲㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪤Ꮡࡢホ౯⾲ࡢෆᐜࡣኚ࠼ࡎࠊホ౯ᢸᙜ⪅ࡈศ⏝
ࡍࡿࢆᥦࡋࠊࡉࡽホ౯⪅ࡀホ౯ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡋ࡚ࠊࢩࣥࣉࣝ࡞ᡭ
ᘬࡁࡢసᡂࠊ᭩㢮ࡢ⌮ゎࠊホ౯㡯┠ࡢ⾲⌧ࡸⅬᩘࡢᥦࡶຍ࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡼࡾ㈇ᢸ
࡞ࡃࠊホ౯ᢸᙜ⪅ྜࡗࡓෆᐜࡘ࠸࡚ࡼࡾ↔Ⅼࡋࡓホ౯ࡀྍ⬟࡞ࡿゝ࠼ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊᅇࡣホ౯㡯┠ࡢ⾲⌧ࡘ࠸࡚ලయⓗᨵゞࢆᥦ♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ⌧ሙࡢពぢࢆ༑ศ຺ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾホ౯⪅ࢃࡾࡸࡍ࠸⾲⌧ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇࡶᚋᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊホ౯ࢆຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡓࡵࡢ᪉⟇ࡋ࡚ ,&7 ➼ࢆᥦࡋࡓࠋ་⒪ㆤศ㔝࡛
ࡢ ,&7 ࡣᛴົࡉࢀࠊ་⒪ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࠊ⏕⏘ᖺ㱋ࡢῶᑡࡀᛴ㏿㐍
ࡴ୰ࠊᴗົࡢຠ⋡ࢆᅗࡾࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ಖ㞀ไᗘࡢ☜ಖࢆ┠ᣦࡍࡣ ,&7 ࡣᚲ
㡲࡛࠶ࡿࠋᮏᴗࡢㄪᰝ࡛ ,&7 ᑟධ࣭⏝ࡘ࠸࡚ᾘᴟⓗ࡞ពぢࡀ༙ᩘ㏆ࡃ࠶ࡾࠊ
࠸ࡇ࡞ࡏࡿ⮬ಙࡀ࡞࠸➼ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᚋࡣࡇࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚㉁ⓗᢕᥱࡍࡿ
ࡇࡶᚲせ⪃࠼ࡿࠋ
௧  ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣࠊ⛉Ꮫⓗㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࢧ࣮ࣅࢫ
࠾࠸࡚ &+$6(࣭9,6,7 ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ /,)( ࡞ࡿ ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ┳
ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࡛ࡣࠕ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍ຍ⟬㸸 ༢ࠖࡀ᪂タࡉࢀࡓࠋ
ᚋࡣㆤࢹ࣮ࢱࢆᥦฟࡋࠊࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡሗࢆά⏝ࡋࡓ 3'&$ ࢧࢡࣝࢆ᥎㐍ࡋࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ྥୖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᚋࠊ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤࡸ⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿ /,)( ࡢ
ཧຍࡸά⏝ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ3'&$ ࢧࢡࣝࡢ᥎㐍ࡘ࡞ࡀࡿホ౯ࡢᇶ‽ᩚഛཬࡧᬑཬ
ྥࡅ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⪁ேಖᗣቑ㐍➼ᴗࠕ」ྜᆺࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯࣭እ㒊ホ
౯ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ᴗࠖ୕⳻ 8)- ࣜࢧ࣮ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ
♫
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⪁ேಖᗣቑ㐍➼ᴗࠕ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗᡤ࠾ࡼࡧ
⒪㣴㏻ᡤㆤᴗᡤࡢ≉ᛶ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ᴗࠖ୕⳻ 8)- ࣜࢧ࣮ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝ
ࢸࣥࢢᰴᘧ♫
࣭௧ඖᖺᗘ⪁ேಖᗣቑ㐍➼ᴗࠕᆅᇦඹ⏕♫㈉⊩ࡍࡿ┳ㆤᑠつᶍከᶵ⬟ᆺ
ᒃᏯㆤ࠾ࡼࡧ⒪㣴㏻ᡤㆤࡢከᶵ⬟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ᴗࠖ୕⳻ 8)- ࣜࢧ࣮
ࢳ㸤ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ♫
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１．付録
令和 2 年版

看護小規模多機能型居宅介護支援事業所における事業所評価の手引き

地域密着型サービスである指定看護小規模多機能型居宅介護では、平成 26 年度老人
保健健康増進等事業「複合型サービスにおける自己評価・外部評価の在り方に関する調
査研究事業（実施者：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）」を参考に、サ
ービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行うこととされて、従業者個人及
び事業所の自己評価、さらに運営推進会議において第三者評価を受けることが義務付け
られているところである。
令和 2 年度老人保健健康増進等事業「看護小規模多機能型居宅介護事業所及び療養通
所介護事業所の業務負担軽減に関する事業（実施者：公益財団法人日本訪問看護財団）
」
において、当該評価について調査した結果、構造（ストラクチャー）、過程（プロセス）
及び結果（アウトカム）で構成されている 44 の評価表は意義があるものの評価する上
で、担当者にとって負担感が大きいという結果となった。
そこで、評価の負担感を軽減し、サービス改善や質向上を図るための方法について、
表現や項目数の見直しに関する意見があったが、以下のとおり提案する
（資料 1「全体のフローチャート」）
① 既存の評価表・44 項目は変更せずに使用する
② 評価する項目を従業者と管理者が分割して評価し、管理者が取りまとめて事業所評
価を行う。体制に関する項目（30～34）が過程（プロセス）にあるため、構造（ス
トラクチャー）に移し、管理者が評価する（資料 2「中項目からみた評価担当者別
評価表」
、資料 3「小項目からみた評価担当者別評価表」
）
③ 運営推進会議による評価項目は「地域包括ケアシステムの構築に向けての、まち
づくりへの参画」を中心にする（資料 2「中項目からみた評価担当者別評価表」、
資料 3「小項目からみや評価担当者別評価表」）
④ 事業所内でミーティングを行い評価の確定と全従業者間で共有する
⑤ 各評価項目を「よくできている：3 点」
「おおよそできている：2 点」
「あまりでき
ていない：1 点」
「全くできていない：0 点」というように点数化して可視化し、
定期的に経年変化を評価する（資料 4「サービスの改善及び質向上の経年評価」 ）
※各事業所で記載できるようにひな形をダウンロード可能として本財団ホームペー
ジに掲載予定。
以上、今回の見直し案を参考例として、現場で活用していただくことを提案する。
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資料１
全体のフローチャート
資料１全体のフローチャート

【通知より抜粋】看護小規模多機能型居宅介護における自己評価は、事業所の全ての従業者
等が自ら提供するサービス内容についての振り返りとして行う自己評価（従業者等自己評
価）と、従業者等が相互に事業所が提供するサービス内容について振り返りとして行う自己
評価（事業所自己評価）により構成される。運営推進会議における評価について⑴ 運営推
進会議における評価は、事業所自己評価で取りまとめた当該事業所で提供されているサー
ビスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利用者、地域の医療関係者、
市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点
を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で当該事業所が果た
すべき役割を明らかにしていくことを目指すものである。
「老振発第０３２７第４号/老老発第０３２７第１号平成２７年３月２７日指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の 37 第１項 に定める介護・医療連
携推進会議、第 85 条第１項（第 182 条第１項において準用する場合 を含む）に規定する運営推進会議
を活用した評価の実施等について」より

管理者が評価し、従業者等が相互に 振り返ることによる事業所評価
Ⅰ事業所の評価（1～10）、Ⅱ-2.多機関・多職種との連携（30,31）
Ⅱ-3 誰でも安心して暮らせるまちづくりへの参画（32～34）
、Ⅲ結果評価（42～44）

従業者が評価し、管理者がとりまとめによる事業所評価
Ⅱ-1 利用者等の特性・変化に応じた専門的なサービス提供（11～27）
Ⅱ-2 多機関・多職種との連携（28,29）
Ⅱ-3（2）医療ニーズの高い利用者の在宅での療養生活を支える、
地域拠点としての機能の発揮（35～37）

主として運営推進会議で評価
Ⅱ-3 誰でも安心して暮らせるまちづくりへの参画（38～41）

事業所内でミーティングを行ったの ち、事業所としての評価を確定
※評価者別の表示について： 管理者が評価(グリーン)
従業者が評価し、管理者がとりまとめる（ブルー）

主として運営推進会議で評価（ピンク）
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資料２
資料２中項目からみた評価担当者別評価表
中項目からみた評価担当者別評価表
評価表の組み合わせ

評価表の構造
大項目

Donabed
ian

中項目
1
2

（

構
造
ス
ト
ラ
ク
チ

Ⅰ事業所の評価

1

（１）理念等の明確化

2

3

3

4 （２）人材の育成

4

5

5

6

ャー）

7

6

（３） 組織体制の構築

8

9

9

（５） 安全管理の徹底

10

11
12
13
14

等の特性・
Ⅱ サ ー ビ ス 提 供 等 の 評 価

Ⅱ
サ
ビ

過
程

変化に応じ
た専門的な
サービス提
供

（
）

供
等
の
評

２．多機関・
多職種との
連携

価

３．誰でも
安心して暮
らせるまち
づくりへの
参画

(

Ⅲ結果評価

ア
結
ウ
果
ト
カ

）

ム

18
19
20
21

（１） 利用者等の状況把握及びアセスメン
トに基づく計画の作成

12
13
14
15

（２） 利用者等の状況変化への迅速な対応
とケアマネジメントの実践
（３）介護職・看護職の協働による一体的
なサービスの提供

16
17
18
19
20
21

22

22

23

23

25

提

プ
ロ
セ
ス

17

24

ス

11

15
16

（４）利用者等との情報及び意識の共有

27

27

29
30

切れ目のないケアの提供

29
30
31

32

32

34
35
36
37

よる事業所評価

28

31 （２）多職種との連携体制の構築
33

〇管理者のとりまとめに

25
26

（１） 病院・施設等との連携による円滑で

〇従業者が評価

24

26
28

〇管理者が評価

7

8 （４） 情報提供・共有のための基盤整備
10

１．利用者

評価担当者の分割

（１）地域への積極的な情報発信及び提案
（２） 医療ニーズの高い利用者の在宅での
療養生活を支える、地域拠点としての機能
の発揮

〇管理者が評価

33 ※従来は「過程」だが「構造」に
移動
34
35 〇従業者が評価
36 〇管理者のとりまとめに
37

よる事業所評価

38

38

39 （３）地域包括ケアシステムの構築に向け

39

40 ての、まちづくりへの参画

40

41

41

42

42

43

43 ※運営推進会議で報告
44 ※行政への報告

44

※ 評価者別の表示について

〇主として運営推進会議で評価

〇管理者が評価

管理者が評価（グリーン）
従業者が評価し管理者がとりまとめる（ブルー）
主として運営推進会議で評価（ピンク）
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資料３
資料３ 小項目からみた評価担当者別評価表
小項目からみた評価担当者別評価表

資料２

中項目からみた評価担当者別評価表

評価表の構造 Ⅰ．事業運営の評価 管理者のみが評価

評価表の組み合わせ

１．サービスに求められる「①医療ニーズの高い利用者の在宅生活の継続支援」、「②在宅での看取り
大項目
中項目
評価担当者の分割
の支援」、「③生活機能の維持回復」、「④家族の負担軽減」、「⑤地域包括ケアへの貢献」を含む、
独自の理念等を掲げている
1
1
（１）理念等の明確化
2
2
２．サービスの特徴および事業所の理念等について、職員がその内容を理解し、実践している

Donabed
ian
理念等の明確化

構
造

（

3
3
３．職員との話し合いなどを通じて、各職員の中長期的な育成計画などを作成している
（２）人材の育成
4
4
ス
４．法人内外の研修を受ける機会を育成計画等に基づいて確保するなど、職員の専門技術の向上のため
ト
5
5
人材の育成
の日常業務以外での機会を確保している
ラ
Ⅰ事業所の評価
〇管理者が評価
6
6
ク
５．介護職・看護職・介護支援専門員の間で、職員が相互に情報を共有する機会が、確保されている
（３） 組織体制の構築
チ
7
7
６．運営推進会議で得られた要望、助言等を、 サービスの提供等に反映させている
8 （４） 情報提供・共有のための基盤整備
8
組織体制の構築
７．職員が、安心して働くことができる就業環境の整備に努めている
9
9
（５） 安全管理の徹底
10
10
病院・施設等との連携による円 30.地域の医療機関等との連携により、休日夜間等を含めて、すべての利用者について、急変時に即座
滑で切れ目のないケアの提供
に対応が可能な体制が構築されている
11
11
ャー）

31.運営推進会議等において、利用者のために必要と考えられる包括的なサポートについて、民生委
12
12
（１） 利用者等の状況把握及びアセスメン
員・地域包括支援センター・市区町村職員等への情報提供や提案が行われている
13
13
トに基づく計画の作成
32.運営推進会議の記録について、誰でも見ることができるような方法での情報発信が、迅速に行われ
14
14
ている
15
15
33．サービスの概要や地域において果たす役割等について、正しい理解を広めるため、地域住民向け
１．利用者 16
16
（２） 利用者等の状況変化への迅速な対応
の積極的な啓発活動が行われている
17
等の特性・ 17 とケアマネジメントの実践
34．看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者以外を対象とした訪問看護を積極的に実施している
18
18

多職種との連携体制の構築

地域への積極的な情報発信及び
提案

医療ニーズの高い利用者の在宅
での療養生活を支える、地域拠
点としての機能の発揮

変化に応じ

19

19

〇従業者が評価

情報提供・共有のための基
Ⅱ 8．利用者等の情報について、随時更新を行うとともに、必要に応じて職員間で迅速に共有できるよう
た専門的な 20 （３）介護職・看護職の協働による一体的 20 〇管理者のとりまとめに
盤整備
工夫されている

ー

なサービスの提供
サ 9．サービス提供に係る利用者等および職員の安全確保のため、事業所においてその具体的な対策が講
21
サービス提 21
よる事業所評価
じられている
22
22
供
23
23
ビ 10．災害などの緊急時においても、サービス提供が継続できるよう、職員、利用者、関係機関の間

安全管理の徹底

（

過
程

で、具体的な対応方針が共有されている
24
（４）利用者等との情報及び意識の共有
25Ⅱ．サービス提供等の評価

24
25

26
26
提
従業者が自己のケアを振り返り、それを管理者がとりまとめ、事業所評価とする

）

プ
ロ
セ
ス

ス
供
等
の

27

27

28
28
11.在宅時の利用者の生活状況や家族等介護者の状況等を含む、利用者等の24時間の暮らし全体に着目
２．多機関・
（１） 病院・施設等との連携による円滑で
したアセスメントが行われている
29
29
切れ目のないケアの提供
多職種との
30
30
12．介護職と看護職がそれぞれの視点から実施したアセスメントの結果が、両職種の間で共有されて
連携
31 （２）多職種との連携体制の構築
31
いる

評
利用者等の状況把握及びア
セスメントに基づく計画の
32
32 〇管理者が評価
（１）地域への積極的な情報発信及び提案
13．家族を含む利用者等の考えを把握するとともに、その目標の達成に向けた計画が作成されている
作成
価
※従来は「過程」だが「構造」に
33

33

移動
３．誰でも 34
34
14.利用者の有する能力を最大限に活かした、「心身の機能の維持回復」「生活機能の維持又は向上」

利用者等の状況変化への迅
速な対応とケアマネジメン
トの実践

(

ア
結
ウ

）

ム

果
介護職・看護職の協働によ
ト
る一体的なサービスの提供
カ

（２） 医療ニーズの高い利用者の在宅での
を目指すことを重視した計画が作成されている
安心して暮 35 療養生活を支える、地域拠点としての機能 35 〇従業者が評価
36
36 〇管理者のとりまとめに
15．利用者の今後の状況変化の予測と、リスク管理を踏まえた計画が作成されている
の発揮
らせるまち
よる事業所評価
37
37
16.サービス提供を通じた継続的なアセスメントにより、利用者等の状況変化を早期に把握し、計画へ
づくりへの
38
38
の適宜反映が行われている
39 （３）地域包括ケアシステムの構築に向け 39
参画
17．通い・泊まりの利用に過度に偏らないよう、適時適切に利用者宅を訪問することで、家族等を含
〇主として運営推進会議で評価
40 ての、まちづくりへの参画
40
めた居宅での生活状況の変化を継続的に把握している
41
41
18．利用者等の状況変化や目標の達成状況等について、主治医など、事業所内外を含む関係多職種と
42
42 〇管理者が評価
情報が共有されている

Ⅲ結果評価

43
43 ※運営推進会議で報告
19．介護職と看護職のそれぞれの専門性を最大限に活かしながら、柔軟な役割分担が行われている
44
44 ※行政への報告

※ 評価者別の表示について

管理者が評価（グリーン）
従業者が評価し管理者がとりまとめる（ブルー）
主として運営推進会議で評価（ピンク）
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資料３
資料３ 小項目からみた評価担当者別評価表
小項目からみた評価担当者別評価表

介護職・看護職の協働によ
る一体的なサービスの提供

20.利用者等の状況について、介護職と看護職が互いに情報を共有し対応策を検討するなど、両職種間
の連携が行われている
21．看護職から介護職に対して、疾病予防・病状の予後予測・心身の機能の維持回復などの観点か
ら、情報提供や提案等を行っている
22.サービスの趣旨および特徴等について、分かりやすく説明し、利用者等の理解を得ている

23.作成した計画の内容や在宅での療養生活の継続に向けて留意すべき点等について、分かりやすく説
明し、利用者等の理解を得ている
24.利用者等が行う医療処置や医療機器の取り扱い方法、家族等が行うケアの提供方法等について、分
利用者等との情報及び意識 かりやすく説明し、利用者等の理解を得ている
の共有
25.利用者本人（意思の決定・表示ができない場合は家族等）の希望や意向を把握し、サービスの提供
に反映している
26．在宅生活の継続の可否を検討すべき状況を予め想定し、その際の対応方針等について、利用者等
と相談・共有することができている
27．終末期ケアにおいて、利用者等に適切な時期を見計らって、予後および死までの経過を丁寧に説
明し、説明した内容や利用者等の意向等を記録として残している
28．病院・施設等との連携・情報共有等により、病院・施設等からの、利用者の円滑な在宅生活への
病院・施設等との連携によ
る円滑で切れ目のないケア 移行を支援している
の提供

29.すべての利用者について、緊急時の対応方針等を、主治医等と相談・共有することができている

医療ニーズの高い利用者の
在宅での療養生活を支え
る、地域拠点としての機能
の発揮

35．「たん吸引」を必要とする要介護者を受け入れることができる体制が整っており、積極的に受け
入れている
36．「人工呼吸器」を必要とする要介護者を受け入れることができる体制が整っており、積極的に受
け入れている
37. 「看取り支援」を必要とする要介護者を受け入れることができる体制が整っており、積極的に受け
入れている

運営推進会議で評価

地域包括ケアシステムの構
築に向けての、まちづくり
への参画

38.管理者および職員が、行政が介護保険事業計画等で掲げている、地域包括ケアシステムの構築方針
や計画の内容等について理解している
39．サービスの提供エリアについて、特定の集合住宅等に限定せず、地域に対して積極的にサービス
を提供している
40.介護・看護の観点から、地域の関係者に対し、必要に応じて課題提起や改善策の提案等が行われて
いる
41.家族等や近隣住民などに対し、その介護力の引き出しや向上のための具体的な取組等が行われてい
る

Ⅲ．評価結果

管理者のみが評価

42.サービスの導入により、利用者ごとの計画目標が達成されている
１）ほぼ全ての利用者について、達成されている
２）利用者の２/３くらいについて、達成されている
３）利用者の１/３くらいについて、達成されている
４）利用者の１/３には満たない
43．サービスの導入により、利用者およびその家族等において、医療が必要な状況下においての在宅
での療養生活の継続に対し、安心感が得られている
１）ほぼ全ての利用者について、達成されている
２）利用者の２/３くらいについて、達成されている
３）利用者の１/３くらいについて、達成されている
４）利用者の１/３には満たない
44．サービスの導入により、在宅での看取りを希望する利用者およびその家族等において、在宅での
看取りに対する安心感が得られている
１）ほぼ全ての利用者について、達成されている
２）利用者の２/３くらいについて、達成されている
３）利用者の１/３くらいについて、達成されている
４）利用者の１/３には満たない
５）看取りの希望者はいない

5
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○月

○月

介護職・看護職・介護支援専門員の間で、職員が相互に情報を共有する機会が確保されている

5

医療ニーズの高い利用者の在宅で
の療養生活を支える、地域拠点と
しての機能の発揮

34

33

1 ページ

看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者以外を対象とした訪問看護を積極的に実施している

サービスの概要や地域において果たす役割等について、正しい理解を広めるため、地域住民向けの積極
的な啓発活動が行われている

運営推進会議の記録について、誰でも見ることができるような方法での情報発信が、迅速に行われてい
る

32

地域への積極的な情報発信及び提
案

運営推進会議等において、利用者のために必要と考えられる包括的なサポートについて、民生委員・地
域包括支援センター・市区町村職員等への情報提供や提案が行われている

31

多職種との連携体制の構築

地域の医療機関等との連携により、休日夜間等を含めて、すべての利用者について、急変時に即座に対
応が可能な体制が構築されている

職員が、安心して働くことができる就業環境の整備に努めている

30

7

サービスの提供等に反映させている

法人内外の研修を受ける機会を育成計画等に基づいて確保するなど、職員の専門技術の向上のための日
常業務以外での機会を確保している

4

運営推進会議で得られた要望、助言等を、

職員との話し合いなどを通じて、各職員の中長期的な育成計画などを作成している

3

6

サービスの特徴および事業所の理念等について、職員がその内容を理解し、実践している

2

サービスに求められる「①医療ニーズの高い利用者の在宅生活の継続支援」、「②在宅での看取りの支
援」、「③生活機能の維持回復」、「④家族の負担軽減」、「⑤地域包括ケアへの貢献」を含む、独自
の理念等を掲げている

○○○○年

○○○○年

Ⅰ．事業運営の評価 管理者のみが評価

病院・施設等との連携による円滑
で切れ目のないケアの提供

組織体制の構築

人材の育成

理念等の明確化

1

・よくできている（3点）
・おおよそできている（2点）
・あまりできていない（1点）
・全くできていない（０点）

評価点数

評価項目

氏名：

○月

○○○○年
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資料４
サービスの改善及び質向上の経年評価
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利用者等の状況変化への迅速な対
応とケアマネジメントの
実践

利用者等の状況把握及びアセスメ
ントに基づく計画の作成

安全管理の徹底

情報提供・共有のための基盤整備

2 ページ

利用者等の状況変化や目標の達成状況等について、主治医など、事業所内外を含む関係多職種と情報が
共有されている

18

サービス提供を通じた継続的なアセスメントにより、利用者等の状況変化を早期に把握し、計画への適
宜反映が行われている

16

通い・泊まりの利用に過度に偏らないよう、適時適切に利用者宅を訪問することで、家族等を含めた居
宅での生活状況の変化を継続的に把握している

利用者の今後の状況変化の予測と、リスク管理を踏まえた計画が作成されている

15

17

利用者の有する能力を最大限に活かした、「心身の機能の維持回復」「生活機能の維持又は向上」を目
指すことを重視した計画が作成されている

14

家族を含む利用者等の考えを把握するとともに、その目標の達成に向けた計画が作成されている

介護職と看護職がそれぞれの視点から実施したアセスメントの結果が、両職種の間で共有されている

12

13

在宅時の利用者の生活状況や家族等介護者の状況等を含む、利用者等の24時間の暮らし全体に着目した
アセスメントが行われている

11

従業者が自己のケアを振り返り、それを管理者がとりまとめ、事業所評価とする

Ⅱ．サービス提供等の評価

災害などの緊急時においても、サービス提供が継続できるよう、職員、利用者、関係機関の間で、具体
的な対応方針が共有されている

サービス提供に係る利用者等および職員の安全確保のため、事業所においてその具体的な対策が講じら
れている

9

10

利用者等の情報について、随時更新を行うとともに、必要に応じて職員間で迅速に共有できるよう工夫
されている

8

Ⅰ．事業運営の評価 管理者のみが評価

○○○○年

○月

○○○○年

○月

○月

○○○○年

資料４サービスの改善及び質向上の経年評価

資料４
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病院・施設等との連携による円
滑で切れ目のないケアの提供

利用者等との情報及び意識の共有

介護職・看護職の協働による一体
的なサービスの提供

Ⅱ．サービス提供等の評価

サービスの趣旨および特徴等について、分かりやすく説明し、利用者等の理解を得ている

作成した計画の内容や在宅での療養生活の継続に向けて留意すべき点等について、分かりやすく説明
し、利用者等の理解を得ている

利用者等が行う医療処置や医療機器の取り扱い方法、家族等が行うケアの提供方法等について、分かり
やすく説明し、利用者等の理解を得ている

22

23

24

終末期ケアにおいて、利用者等に適切な時期を見計らって、予後および死までの経過を丁寧に説明し、
説明した内容や利用者等の意向等を記録として残している

病院・施設等との連携・情報共有等により、病院・施設等からの、利用者の円滑な在宅生活への移行を
支援している

すべての利用者について、緊急時の対応方針等を、主治医等と相談・共有することができている

27

28

29

3 ページ

在宅生活の継続の可否を検討すべき状況を予め想定し、その際の対応方針等について、利用者等と相
談・共有することができている

26

利用者本人（意思の決定・表示ができない場合は家族等）の希望や意向を把握し、サービスの提供に反
映している

看護職から介護職に対して、疾病予防・病状の予後予測・心身の機能の維持回復などの観点から、情報
提供や提案等を行っている

21

25

利用者等の状況について、介護職と看護職が互いに情報を共有し対応策を検討するなど、両職種間の連
携が行われている

介護職と看護職のそれぞれの専門性を最大限に活かしながら、柔軟な役割分担が行われている

20

19

従業者が自己のケアを振り返り、それを管理者がとりまとめ、事業所評価とする

○○○○年

○月

○○○○年

○月

○月

○○○○年

資料４サービスの改善及び質向上の経年評価

資料４
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地域包括ケアシステムの構築に向
けての、まちづくりへの参画

医療ニーズの高い利用者の在宅で
の療養生活を支える、地域拠点と
しての機能の発揮

Ⅱ．サービス提供等の評価

「看取り支援」を必要とする要介護者を受け入れることができる体制が整っており、積極的に受け入れ
ている

37

家族等や近隣住民などに対し、その介護力の引き出しや向上のための具体的な取組等が行われている

41

4 ページ

介護・看護の観点から、地域の関係者に対し、必要に応じて課題提起や改善策の提案等が行われている

サービスの提供エリアについて、特定の集合住宅等に限定せず、地域に対して積極的にサービスを提供
している

39

40

管理者および職員が、行政が介護保険事業計画等で掲げている、地域包括ケアシステムの構築方針や計
画の内容等について理解している

38

運営推進会議で評価

「人工呼吸器」を必要とする要介護者を受け入れることができる体制が整っており、積極的に受け入れ
ている

「たん吸引」を必要とする要介護者を受け入れることができる体制が整っており、積極的に受け入れて
いる

36

35

従業者が自己のケアを振り返り、それを管理者がとりまとめ、事業所評価とする

○○○○年

○月

○○○○年

○月

○月

○○○○年

資料４サービスの改善及び質向上の経年評価

資料４
サービスの改善及び質向上の経年評価
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５）看取りの希望者はいない

４）利用者の１/３には満たない

３）利用者の１/３くらいについて、達成されている

２）利用者の２/３くらいについて、達成されている

１）ほぼ全ての利用者について、達成されている

サービスの導入により、在宅での看取りを希望する利用者およびその家族等において、在宅での看取り
に対する安心感が得られている

４）利用者の１/３には満たない

３）利用者の１/３くらいについて、達成されている

２）利用者の２/３くらいについて、達成されている

１）ほぼ全ての利用者について、達成されている

サービスの導入により、利用者およびその家族等において、医療が必要な状況下においての在宅での療
養生活の継続に対し、安心感が得られている

４）利用者の１/３には満たない

３）利用者の１/３くらいについて、達成されている

２）利用者の２/３くらいについて、達成されている

１）ほぼ全ての利用者について、達成されている

主として運営推進会議で評価（ピンク）

従業者が評価し管理者がとりまとめる（ブルー）

※評価者別の表示について
管理者が評価（グリーン）

5 ページ

※事業所内でミーティングを行ったのち、事業所としての評価を確定する。

44

43

42

管理者のみが評価

サービスの導入により、利用者ごとの計画目標が達成されている

Ⅲ．評価結果

○○○○年

○月

○○○○年

○月

○月

○○○○年

資料４サービスの改善及び質向上の経年評価
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2 いいえ

6 その他（

1 はい
2 いいえ

）

6 その他

生活介護

2

自立訓練 3 放課後等デイサービス

7 重度訪問介護

4 児童発達支援

5 短期入所

2 いいえ

.

（介護福祉
士以外）

介護職員

登録定員

.

保健師・
看護師

10) 登録者数（2019 年９月末日時点）

9) 定員等

.

士

介護福祉

（

.
人

准看護師

1

通いの定員

.
人

理学療法士・
作業療法士・
言語聴覚士

人

）人

.

その他の
職員

泊まりの定員

.

事務職員

）人 うち共生型サービスの利用者（

.

介護支援
専門員

※指定訪問看護事業所の指定も併せて受けている場合は、指定訪問看護事業所の職員数と合算した人数でご記入ください。
※常勤換算数は「従事者の１週間の勤務延時間数（残業は除く）÷当事業所において常勤の従事者が勤務すべき１週間の時
間数（所定労働時間）」で計算し、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位まで計上して下さい。該当の職種の
職員がいるのに、得られた結果が 0.1 に満たない場合は、「0.1」と計上して下さい。

8) 貴事業所の職員体制について、常勤換算数をお伺いします。

6 居宅介護

1

上記において、「1 はい」の場合、実施している事業を選択してください。（複数回答）

1 はい

3 基準該当放課後等デイサービス

7) 貴事業所は、共生型サービスの事業所として指定を受けていますか。

基準該当自立訓練

2

5 基準該当短期入所

1 基準該当生活介護

4 基準該当児童発達支援

6) 貴事業所で基準該当サービスを実施している場合、実施している事業を選択してください。（複数回答）

1 はい

4 一般社団法人

）市・区・町・村

3 社会福祉法人

）月

5) 貴事業所は、介護保険における訪問看護事業所の指定を受けていますか。

4) 貴事業所は、サテライト型事業所ですか。

5 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

2 医療法人

1 営利法人（会社）

3) 経営主体

）年（

2) 事業開始年月

）都・道・府・県 （

（

西暦（

1) 所在地

１．貴事業所の基本情報をおうかがいします。

※本調査票は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者の方がご記入ください。
※回答の際は、あてはまる番号や記号を○で囲んで下さい。○を付ける数は原則１つです。○を複
数に付けていただく場合は、質問文に「複数回答可」と記載しています。
※具体的な数値等をご記入いただく箇所もあります。該当がない場合には必ず「０」とご記入下さ
い。
※調査時点は、2020 年 8 月 1 日または、質問に記載している期間とします。

看護小規模多機能型居宅介護事業所票

令和２年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業
看護小規模多機能型居宅介護事業所及び療養通所介護事業所の業務負担軽減に関する事業
1
2

2019 年度中の開催回数（

14）運営推進会議を効率化
し、生産性を向上するため
に実施していることがあれ
ば、ご紹介ください。

（「１ はい」の場合）
①複数の事業所で合同で
開催していますか

）回

いいえ

5 記録等

4 開催時間

3 構成メンバー

2 内容・テーマ

1 開催方法

2

1 はい ➡2019 年度中の合同開催回数（
）回
➡理由（複数回答）：
1 他の事業所や地域の社会資源の状況がわかるため
2 参加者の負担軽減となるため参加人数が増えるため
3 自事業所での準備が軽減されるため
4 多様な開催方法のヒントが得られるため
5 その他（
）
2 いいえ
➡理由（複数回答）：
1 他事業所とのスケジュールの調整が難しいため
2 個人情報の管理に懸念があるため
3 周囲に地域密着型事業所がない・遠いため
4 他事業所との連携のきっかけや働きかけの機会がないため
5 自事業所の業務で手一杯であるため
6 合同開催の必要性を感じないため
7 外部の評価を他事業所に知られたくないため
8 行政から別々の開催でお願いされた・自治体独自のルールがある
9 その他（
）

1 はい 2

特に課題はない
課題や負担を少なくする提案
→理由
1 ２か月に１回以上の開催頻度を延長する
➡基準にかかわらず、適切と思われる頻度（最も近いもの）
a ３か月に１度
b ４か月に１度
c ６か月に１度
d １年に１度
2 制度の説明など議題のマンネリ化を防止する
3 事前に議題を知らせる等会議開催時間を少なくする
4 オンライン開催を導入する
5 評価項目が住民に負担とならないように簡素化する
6 その他（
）

13)運営推進会議を、複数の事業所で合同で開催できることを知っていますか

12)貴事業所での運営推進
会議についての問題点・課
題・負担を少なくする提案
（複数回答）

11)運営推進会議の開催回数

２．運営推進会議の開催状況についてお伺いします。
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1
2
3
4

1 負担が大きい
3 あまり負担ではない
1
2
3
4

19）個々の従業者が評価を行うことに
ついて負担感がありますか

20)事業所が提供するサービスについ
て、事業所の自己評価をどのように
行っていますか

1
2
3
4

自由記載

1 意義は大きい
3 あまり意義はない

3

）

2 意義はある
4 全くない

参考様式の全部を活用
参考様式の一部を活用
事業所または法人独自で作った様式・項目
その他の様式（作成者：

2 まあまあ負担である
26）運営推進会議で評価を行うことについ 1 負担が大きい
3 あまり負担ではない 4 全く負担ではない
て負担感がありますか

か。

25）どのような効果があると感じています

2 意義はある
4 全くない

）

2 まあまあ負担である
4 全く負担ではない

1 意義は大きい
3 あまり意義はない

1 負担が大きい
3 あまり負担ではない

24)サービスの改善、質の向上の観点から運営推進会
議で評価を行う意義があると思いますか。

23)事業所が提供するサービスについ
て、どのように運営推進会議で評価し
ていますか

22）事業所で自己評価を行うことについて
負担感がありますか

21)サービスの改善、質の向上の観点から事業所で自己
評価を行う意義があると思いますか。

参考様式の全部を活用
参考様式の一部を活用
事業所または法人独自で作った様式・項目
その他の様式（作成者：

2 まあまあ負担である
4 全く負担ではない

1 個々の提供しているケアの振り返りになる
2 サービス全体の運営へ視野が広がる
3 その他（

18）個々の従業者が評価を行うことに
ついてどのような効果がありますか
（複数回答）

1 意義は大きい
3 あまり意義はない

）
2 意義はある
4 全くない

1 はい 2 いいえ
参考様式の全部を活用
参考様式の一部を活用
事業所または法人独自で作った様式・項目
その他の様式（作成者：

17)サービスの改善、質の向上の観点から、個々の従業
者が評価を行う意義があると思いますか

16)貴事業所では事業所が提供する
サービスについて、個々の従業者
はどのように評価を行っていますか

15)上記の参考様式を見たことはありますか

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091038.html

する運営推進会議を活用した評価の実施等について

）

介護・医療連携推進会議、第 85 条第１項（第 182 条第１項において準用する場合 を含む ）に規定

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の 37 第１項 に定める

また、参考様式が平成 27 年 3 月 27 日付けの通知で示されています。

第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を 1 年に 1 回以上行うこととされています。

て、評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において、

宅介護事業所は、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについ

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準において、看護小規模多機能型居

３．事業所の評価についてお伺いします。

1 人材育成・人事評価の様式
2 研修の自己評価による様式
3 その他（

37)ロボットやセンサーの導入・使用
に、どのような課題がありますか（複
数回答）

1
2
3
4
5
6
7

2 積極的である
4 非常に消極的である

4

何を導入したらよいかわからない
導入を検討できる人材がいない（詳しい人がいない）
導入するための財源がない
導入しても、職員がつかいこなせないように思う
導入しても、利用者がつかいこなせないように思う
安全性に問題があるように思う
その他（
）

1 ある（
2 ない

35))貴事業所ではロボットやセンサー
の導入・使用についてどのようにお考
えですか
36)現に利用しているロボット・センサ
ーはありますか

1 非常に積極的である
3 消極的である

34)ＩＣＴの導入・使用に、どのような課
題がありますか（複数回答）

2 積極的である
4 非常に消極的である
）

）

何を導入したらよいかわからない
ＩＣＴの導入を検討できる人材がいない（詳しい人がいない）
ＩＣＴの導入をするための財源がない
導入しても、職員がつかいこなせないように思う
導入しても、利用者がつかいこなせないように思う
ＩＣＴ化すると、情報の流出が心配だ
その他（
）

1 ある（
2 ない

33)現に使用しているシステムはあり
ますか

1
2
3
4
5
6
7

1 非常に積極的である
3 消極的である

自由記載

自由記載

自由記載

32)貴事業所ではＩＣＴの導入・使用に
ついてどのようにお考えですか

31)非効率だと感じる業務や課題

30)事業運営に伴う業務を効率化し、
生産性を向上するための提案があれ
ば教えてください。

29)事業運営に伴う文書量を削減する
ための提案があれば教えてください。

）

Ⅰ 事業運営の評価
Ⅱ 1.利用者等の特性・変化に応じた専門的なサー
ビス提供
Ⅱ 2.多機関・多職種との連携
Ⅱ 3.誰でも安心して暮らせるまちづくりへ参画
Ⅲ 結果評価

４．事業所運営に関する業務の効率化等についてお伺いします。

28) 27）において重複している項目があると回
答された場合、どのような様式等重複してい
ますか。
（複数回答）

＜参考様式の全部又は一部を活用している事業
所様にお伺いします。＞
27)貴事業所又は法人における人材育成・人事評
価、研修等の評価項目として重複している項
目はありますか。（複数回答）
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）

自由記載

5

44)被災状況、感染状況や支援ニーズを共有する情報共有ツール
（医療機関の EMIS）の介護・福祉版について

43)上記で 1 と回答された方に伺い
ます。訓練や計画の改善に関し、主
にどのようなことをされていますか
1 必要である

2 不要である

1 している 年（
）回
2 しようと思っているがしていない
3 全くしていない

42)BCP が緊急事態発生時に活用できるように、訓練や計画の改
善をしていますか

2 不要である

BCP の作成方法が分からない
近隣の事業所との協定締結の方法や内容
有事に、他事業所の利用者に代替訪問する際の契約や指示書
利用者の情報共有方法
各機関の被災状況・支援ニーズの把握方法
共同訓練の開催
個別避難支援計画との連動
経営的（金銭的）な面での事業継続計画の内容
その他（
）
1 必要である

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 組織構築と基本方針決定
（自施設の業務継続計画策定の基本方針と目的を決定した上で、実
際に BCP を策定・管理する担当を決定）
2 業務影響分析（BIA）
（有事の際の業務への影響を分析し、自施設の「優先業務」
やその目標復旧時間（RTO）を決定）
3 リスクアセスメント
（遭遇する可能性のある“リスク”が起きる頻度と、それによる影
響を明確にした上で、これらに対する備えを検討）
4 インシデントマネジメント
（危機的事象が起きた時の組織の緊急対応（それが起こった時にど
う対応するか？をまとめたもの）
：災害対応マニュアルやアクショ
ンカードと同類)
5 業務継続のための戦略
（優先度の高い業務の目標復旧時間（RTO）を達成するための業
務継続・復旧戦略を検討）
6 事業継続計画
（業務が中断した際に、どう動くのか？またそのように動くため
に平時に何を準備し、備えておくかの計画）
7 業務継続マネジメント（訓練・演習・計画の見直し）
8 その他（
）

2 いいえ
➡1 近いうちに着手予定
2 現時点で作成の予定なし
➡2 の場合、その理由
（

はい
➡ 1 作成済
2 作成中
➡貴事業所で作成済、作成中の BCP は、地震、水害、感染症な
ど、あらゆる事象に対応するものになっていますか？
1 いずれにも十分に対応している
2 いずれにも対応しているが、十分ではない
3 一部の事象のみに対応している

41)BCP を作成する上で、技術的支援（方法やポイントの伝授）が
必要ですか

40)BCP を立てる上で、困っている、
またはこの先に作成に当たって困る
であろうことを挙げてください
（複数回答）

39)貴事業所の BCP 作成のプロセス
に含まれるものを全て選んでくださ
い

38)ＢＣＰを作成していますか

1

５．BCP（Business Continuity Plan：事業（業務）継続計画）について、お尋ねします。

（

1 はい

12 静脈内注射（点滴含む）

11 人工呼吸器の管理

27 口腔ケア

26 排泄の援助（23,24 除く）

30 肺理学療法
33 入浴介助

担しましたか。

6

4 その他

3 利用者の持ち込みの物品を使用しているので負担はない

いない

2 主治医の指示書と共に処方されたので事業所では負担して
を提供した利用者のうち、処置に必要と
なった物品（衛生材料等）を事業所で負

1 事業所が負担した
④上記、「１～25」に該当する医療処置

44 その他（自由記載：

43 家屋の改善・療養環境整備の支援

42 本人への療養指導

39 睡眠のためのケア
41 外出の支援

38 ターミナルケア
40 意欲向上や気分転換を促すケア

36 家族等への介護に関する技術的な指導
37 在宅看取りへ向けた本人・家族との調整

35 家族等への認知症の症状に合わせた関わり方の指導

34 本人の精神的な状態の変化への対応

32 清拭浴・陰部洗浄（入浴除く）

31 四肢の自動運動及び関節可動域維持のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

29 経口栄養へ向けたﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

）

25 導尿

24 摘便

身体機能維持を目的とした付き添いや見守り

23 浣腸

22 褥瘡予防のための介護用品の導入

28

19 医師と連携した服薬調整
21 褥瘡処置

20 創傷処置

17 疼痛管理（麻薬使用）

16 疼痛管理（麻薬なし）
18 服薬指導・管理

15 ｲﾝｽﾘﾝ注射

14 簡易血糖測定

13 皮内、皮下及び筋肉内注射（ｲﾝｽﾘﾝ注射を除く）

8 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ
10 気管切開のケア

7 喀痰吸引
9 酸素療法（酸素吸入）

6 ｽﾄｰﾏ（人工肛門・人工膀胱）の管理

5 ｶﾃｰﾃﾙ（尿道留置ｶﾃｰﾃﾙ・ｺﾝﾄﾞｰﾑｶﾃｰﾃﾙ）の管理

2 経鼻経管栄養
4 輸血

1 胃ろう・腸ろうによる栄養管理
3 中心静脈栄養

（複数回答）

2 いいえ

③提供したケア

②貴事業所・併設事業所の訪問看護の利用者ですか

1 はい

（主な１つ）
5 その他（具体的に：

2 介護者の用事
4 退院・退所後の在宅移行準備

1 本人の状態の悪化
3 介護者のレスパイト

①利用の主な理由

）

）人

2 いいえ

47）45）で、はいの場合：2020 年７月 31 日より前で、１番最近に利用された方についてお伺いします。

46）45）で、はいの場合：2019 年８月１日～2020 年７月 31 日の間に実利用
者として何人の利用者を受け入れましたか。
例）Ａさん１人が７日利用した場合は、１人と計上。ただし、Ａさんが期間を置い
て、再度７日間利用した場合には２人として計上する。

利用者の受入を行いましたか。

45)2019 年８月１日～2020 年７月 31 日までの間に短期入所居宅介護による

６．短期入所居宅介護費（登録利用者以外の緊急ショート）についてお伺いします。
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9 通所リハビリテーション

8 通所介護

10 気管切開のケア
12 静脈内注射（点滴含む）

9 酸素療法（酸素吸入）

11 人工呼吸器の管理

2 輸液用のライン（管）
4 カテーテルチップ
6 吸引用カテーテル

1 経管栄養のためのボトルやチューブ

3 注射器・注射針

5 ｽﾄｰﾏの装具や剥離剤

⑥事業所で負担した物

品（衛生材料等）の種類

はどれですか。（複数回

答）

（

25 導尿

24 摘便

16

13 ドレッシング剤

15 生理食塩液

7

合は、当該ボトルやチューブの合計金額をご記載ください。

）円

1 訪問看護計画書を提供

2 訪問看護報告書を提供

2 医療ニーズに配慮したケアの方法を具体的に知ることができた
3 居宅介護支援専門員が関係する医療職と連絡を取りやすくなった

よりどのような効果があ
りましたか。（複数回答）

9 その他（

8

8 情報連携により入院・入所先からの退院・退所期間が早まった
）

7 利用者や介護者に生活上の注意点や生活観等を確認する作業が減った

6 利用者の不安が軽減できサービス利用ができた

5 退院・退所先への確認のための問い合わせが減った

4 退院・退所後でも医療ニーズへの対応が一貫して行えた

1 利用者の尊厳や個別性を大事にした継続したケアの提供が可能となった

16 その他（

15 利用者に適用されている公的制度やサービスの内容

14 利用者を取り巻く関係者の状況

13 医療ニーズに配慮したケアの注意点

12 医療処置の内容

11 介護者の介護力（医療処置への対応力等を含む）

10 訪問看護の利用状況

9 医師（訪問診療・往診）との連携状況

8 医師（入院・外来診療）との連携状況

）

6 利用者の介護を受けることへの思い

5 介護者の生活観

7 介護者の介護をすることへの思い

2 利用者の疾患の受け止め方
4 利用者の生活観

）

1 利用者の病状

8 その他（

6 入院・入所先を訪問して連携

4 電話で看護・介護の要点を伝達

3 介護者の疾患の受け止め方

9 提供してもらっていない

7 利用者宅等に同行訪問して連携

5 FAX で看護・介護の要点を伝達

3 訪問看護サマリを提供

（

）

19 介護老人保健施設

52）情報連携することに

か。（複数回答）

のようなものがあります

ためのボトル（ｲﾙﾘｶﾞｰﾄﾙ等）やチューブを事業所が負担して提供した場

でご記載ください。例：Ａさん１人が７日利用した中で、毎日経管栄養の

51）情報連携により確
確認

（複数回答）

報連携をしていますか。

50）どのような手段で情

する情報の項目にはど

グリセリン

滅菌手袋

ガーゼ

21 その他（

20 介護医療院

18 介護老人福祉施設

17 認知症対応型共同生活介護

16 小規模多機能型居宅介護

15 認知症対応型通所介護

）

13 夜間対応型訪問介護

12 福祉用具

14 定期巡回随時対応型訪問介護看護

11 特定施設入居者生活介護

10 短期入所生活介護

49）上記のうち、最も連携することが多い連携先はどれですか。番号を記入してください。

注）介護老人福祉施設には地域密着型も含む

も含む

注）特定施設入居者生活介護には地域密着型

注）通所介護には地域密着型も含む

等はどちらになりますか。（複数回答）

護に関する情報をやり取りする機関・事業所

⑦事業所で負担した物品（衛生材料等）の費用について分かる範囲

17 その他（

12
14

11 血糖測定のため注射針や測定チップ

）

23 浣腸

22 褥瘡予防のための介護用品の導入

8 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ

21 褥瘡処置

20 創傷処置

10 酸素吸入用の酸素

19 医師と連携した服薬調整

18 服薬指導・管理

9 尿道留置ｶﾃｰﾃﾙ・ｺﾝﾄﾞｰﾑｶﾃｰﾃﾙ

17 疼痛管理（麻薬使用）

16 疼痛管理（麻薬なし）

7 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ用の蒸留水

15 ｲﾝｽﾘﾝ注射

14 簡易血糖測定

13 皮内、皮下及び筋肉内注射（ｲﾝｽﾘﾝ注射を除く）

7 訪問リハビリテーション

6 訪問看護

8 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ

7 喀痰吸引

5 訪問入浴介護

4 訪問介護

3 居宅介護支援

6 ｽﾄｰﾏ（人工肛門・人工膀胱）の管理

どれですか。（複数回答）

48)貴事業所が新規で利用される方の看護・介

2 薬局

1 病院・診療所

5 ｶﾃｰﾃﾙ（尿道留置ｶﾃｰﾃﾙ・ｺﾝﾄﾞｰﾑｶﾃｰﾃﾙ）の管理

合：提供した医療処置は

７．貴事業所（看多機）と医療機関や他の介護事業所との情報連携についてお伺いします。
【看多機を新
新規で利用される方に関する情報連携について】

2 経鼻経管栄養
4 輸血

1 胃ろう・腸ろうによる栄養管理

3 中心静脈栄養

⑤事業所で負担した場
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（
（

5 電話で看護・介護の要点を伝達

6 FAX で看護・介護の要点を伝達

7 入院・入所先を訪問して連携

8 利用者宅等に同行訪問して連携

い。

21 その他（

20 介護医療院

18 介護老人福祉施設

7 退院・退所先を訪問して連携
9 その他（

6 FAX で看護・介護の要点を伝達

8 利用者宅等に同行訪問して連携

7 介護者の介護をすることへの思い

のようなものがあります

か。（複数回答）

16 その他（

9

15 利用者に適用されている公的制度やサービスの内容

14 利用者を取り巻く関係者の状況

13 医療ニーズに配慮したケア注意点

12 医療処置の内容

11 介護者の介護力（医療処置への対応力等を含む）

10 訪問看護の利用状況

9 医師（訪問診療・往診）との連携状況

）

4 利用者の生活観
6 利用者の介護を受けることへの思い

5 介護者の生活観

する情報の項目にはど

8 医師（入院・外来診療）との連携状況

2 利用者の疾患の受け止め方

1 利用者の病状

3 介護者の疾患の受け止め方

57）情報連携により提供

）

3 訪問看護報告書を提供
5 電話で看護・介護の要点を伝達

2 訪問看護計画書を提供

4 訪問看護サマリを提供

（複数回答）

10 提供していない

1 看護小規模多機能型居宅介護計画書（訪問看護計画を含む）を提供

報連携をしていますか。

）

56）どのような手段で情

（

）

19 介護老人保健施設

17 認知症対応型共同生活介護

16 小規模多機能型居宅介護

15 認知症対応型通所介護

14 定期巡回随時対応型訪問介護看護

13 夜間対応型訪問介護

12 福祉用具

9 通所リハビリテーション

8 通所介護
11 特定施設入居者生活介護

7 訪問リハビリテーション

6 訪問看護
10 短期入所生活介護

4 訪問介護

3 居宅介護支援

55）上記のうち、最も連携することが多い連携先はどれですか。番号を記入してください。

注）介護老人福祉施設には地域密着型も含む

も含む

注）特定施設入居者生活介護には地域密着型

注）通所介護には地域密着型も含む

等はどちらになりますか。（複数回答）

護に関する情報をやり取りする機関・事業所

54)貴事業所が新規で利用される方の看護・介

2 薬局

）人

）人

）人

1 病院・診療所

）人

）人

5 訪問入浴介護

（

（

4 訪問看護サマリを提供

１人ずつ計上してくださ

【看多機の利
利用を終了された方に関する情報連携について】

（

（

3 訪問看護報告書を提供

当する場合は、それぞれ

）人

（

（

（

8 利用者宅等に同行訪問して連携

7 入院・入所先を訪問して連携

6 FAX で看護・介護の要点を伝達

5 電話で看護・介護の要点を伝達

4 訪問看護サマリを提供

3 訪問看護報告書を提供

2 訪問看護計画書を提供

（

）人

（

（

（

（

）人

）人

）人

）人

）人

）人

1 看護小規模多機能型居宅介護計画書（訪問看護計画を含む）を提供

9 その他（

8 情報連携により入院・入所先からの退院・退所期間が早まった

7 看多機の利用終了後の問い合わせが減った

6 看多機の利用を終了した方の不安が軽減できた

5 入院・入所先からの問い合わせが減った

4 入院・入所先でも医療ニーズへの対応が一貫して行えた

3 居宅介護支援専門員が関係する医療職と連絡を取りやすくなった

2 医療ニーズに配慮したケアの方法を直接介護職員に伝達できた

）

1 利用者の尊厳や個別性を大事にした継続したケアの提供が可能となった

10

なお、皆さまが行われている様々な取り組みや工夫を整理・共有し、さらには政策提言していくために、
詳細をお伺いする場合があります。ご協力いただける場合は、次ページにお名前、ご連絡先等をご記入
ください

以上で質問は終わりです。記入済みの調査票は、返送用封筒（切手は不要です）に入れ、投函してくだ
さい。ご協力いただきまして、まことにありがとうございました。

い。

１人ずつ計上してくださ

当する場合は、それぞれ

お答えください。複数該

で情報連携した実人数を

59）2020 年７月の 1 か月

りましたか。（複数回答）

（

2 訪問看護計画書を提供

お答えください。複数該

）人

よりどのような効果があ

）人

（

で情報連携した実人数を
）人

58）情報連携することに

1 看護小規模多機能型居宅介護計画書（訪問看護計画を含む）を提供

53）2020 年７月の１か月
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E メールアドレス

電話番号

管理者名

事業所名

11

ヒアリングにご協力いただける場合、ご連絡先などをご記入ください。
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12 福祉用具

11 特定施設入居者生活介護
13 夜間対応型訪問介護
14 定期巡回随時対応型訪問介護看護
15 認知症対応型通所介護
16 小規模多機能型居宅介護
17 認知症対応型共同生活介護
18 介護老人福祉施設

選択ください

注）通所介護には地域密着型も含

む

注）特定施設入居者生活介護には

地域密着型も含む

注）介護老人福祉施設には地域密

着型も含む

）

7 利用者宅等に同行訪問して連携

6 FAX で看護・介護の要点を伝達

（複数回答）

9 その他（

1

8 自事業所に看多機従事者が訪問して連携

3 訪問看護報告書の提供
5 電話で看護・介護の要点を伝達

2 訪問看護計画書の提供

4 訪問看護サマリの提供

ましたか。

）

10 管理栄養士

1 看護小規模多機能型居宅介護計画書（訪問看護計画を含む）の提供

9 社会福祉士

情報提供を受け

3）どのような手段で

11 その他（

8 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

7 薬剤師

てお伺いします。

6 歯科医師

2 介護職員（介護福祉士を含む）
5 医師

3 看護師

4 保健師

1 居宅介護支援専門員

2）回答されている

方の職種につい

21 その他（

20 介護医療院
）

10 短期入所生活介護

9 通所リハビリテーション

19 介護老人保健施設

8 通所介護

7 訪問リハビリテーション

5 訪問入浴介護 6 訪問看護

4 訪問介護

3 居宅介護支援

2 薬局

1 病院・診療所

注）看多機と連携を行った類型を

所様になりますか。（単一回答）

1)貴事業所はどのような機関・事業

○ 看多機との情報連携についてお伺いします。

※調査時点は、2020 年 8 月 1 日または、質問に記載している期間とします。

※本調査票は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の連携先である管理者の方がご記入ください。
※回答の際は、あてはまる番号や記号を○で囲んで下さい。○を付ける数は原則１つです。○を複
数に付けていただく場合は、質問文に「複数回答可」と記載しています。
※具体的な数値等をご記入いただく箇所もあります。該当がない場合には必ず「０」とご記入下さ
い。

看護小規模多機能型居宅介護との連携事業所票

令和２年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業
看護小規模多機能型居宅介護事業所及び療養通所介護事業所の業務負担軽減に関する事業

4 入院・入所先（貴施設・事業所）でも医療ニーズの対応が一貫して行えた

（複数回答）

2 意義はある
5 全くない

1 意義は大きい
4 あまり意義はない

9 その他（

早まった
3 どちらともいえない

）

8 情報連携により入院・入所先（貴施設・事業所）からの退院・退所期間が

7 利用者や介護者に生活上の注意点や生活観等を確認する作業が減った

6 利用者（入院）の方の不安が軽減できた

2

ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

以上で質問は終わりです。記入済みの調査票は、ピンクの封筒に入れ、調査票の記入を依頼された看多
機事業所の管理者様にお渡しいただきますようお願いいたします。

（自由回答）

ご記載ください。

提案がありましたら、

7）連携を進めるための

と思いますか。

6）連携を行う意義はある

3 居宅介護支援専門員が関係する医療職と連絡を取りやすくなった

りましたか。

5 入院・入所先（貴施設・事業所）から看多機への問い合わせが減った

2 医療ニーズに配慮したケアの方法を直接職員に伝達できた

りどのような効果があ

1 利用者の尊厳や個別性を大事にした継続したケアの提供が可能となった

16 その他（

15 利用者に適用されている公的制度やサービスの内容

14 利用者を取り巻く関係者の状況

13 医療ニーズに配慮したケア注意点

12 医療処置の内容

11 介護者の介護力（医療処置への対応力等を含む）

10 訪問看護の利用状況

9 医師（訪問診療・往診）との連携状況

）

7 介護者の介護をすることへの思い

ましたか。（複数回答）

5）情報連携することによ

4 利用者の生活観
6 利用者の介護を受けることへの思い

5 介護者の生活観

どのようなものがあり
8 医師（入院・外来診療）との連携状況

2 利用者の疾患の受け止め方

1 利用者の病状
3 介護者の疾患の受け止め方

する情報の項目には

4）情報連携により提供
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西暦（

5 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

2 医療法人

）年

）都・道・府・県

1 営利法人（会社）

（

1 はい

6 その他（

4 一般社団法人

）市・区・町・村

2 いいえ

3 社会福祉法人

（

）6 なし

3 短期入所（障害）

4 生活介護（障害）

）

准看護師
言語聴覚士

理学療法士・
作業療法士・

①介護保険の利用者

人

.

1

人

介護福祉士

②18 歳未満の利用者

.
.
.
7) 令和２年７月に１回以上利用した利用者数（実人数）

看護師

.

その他の
職員

③18 歳以上の利用者
（介護保険対象以外）

.

介護福祉士以
外の介護職員

人

※職員が兼務している場合は、それぞれのサービスに計上をしてください。
※常勤換算数は「従事者の１週間の勤務延時間数（残業は除く）÷当事業所において常勤の従事者が勤務すべき１週
間の時間数（所定労働時間）
」で計算し、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位まで計上して下さい。
該当の職種の職員がいるが、得られた結果が 0.1 に満たない場合は、「0.1」と計上して下さい。

6) 貴事業所の職員体制（常勤換算）

5 その他（

1 放課後等デイサービス 2 児童発達支援

5) 貴事業所が他に指定を受けている障害福祉サービスをすべて選択してください。

4) 貴事業所は、訪問看護事業所を併設していますか

3) 経営主体

2) 事業開始年度

1) 所在地

１．貴事業所の基本情報をおうかがいします。

※本調査票は、療養通所介護事業所の管理者の方がご記入ください。
※回答の際は、あてはまる番号や記号を○で囲んで下さい。○を付ける数は原則１つです。○を複
数に付けていただく場合は、質問文に「複数回答可」と記載しています。
※具体的な数値等をご記入いただく箇所もあります。該当がない場合には必ず「０」とご記入下さ
い。
※調査時点は、2020 年 8 月 1 日または、質問に記載している期間とします。

療養通所介護事業所票

令和２年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業
看護小規模多機能型居宅介護事業所及び療養通所介護事業所の業務負担軽減に関する事業
2019 年度中の開催回数（
）回

11）運営推進会議を効率
化し、生産性を向上するた
めに実施していることがあ
れば、ご紹介ください。

（「１ はい」の場合）
①複数の事業所で合同で
開催していますか

）
2

いいえ

）

6 記録等

5 開催時間

4 構成メンバー

3 内容・テーマ

1 開催回数：年（
2 開催方法

2

）回にする

1 はい ➡2019 年度中の合同開催回数（
）回
➡理由：
1 他の事業所や地域の社会資源の状況がわかる
2 参加者の負担軽減となるため、参加人数が増える
3 自事業所での準備が軽減される
4 多様な開催方法のヒントが得られる
5 その他（
）
2 いいえ（知っているが、合同で開催していない）
➡理由（複数回答）：
1 他事業所とのスケジュールの調整が難しい
2 個人情報の管理に懸念がある
3 周囲に地域密着型事業所がない・遠い
4 他事業所との連携のきっかけや働きかけの機会がない
5 自事業所の業務で手一杯である
6 合同開催の必要性を感じない
7 外部の評価を他事業所に知られたくない
8 行政から別々の開催でお願いされた・自治体独自のルールがある
9 その他（
）

1 はい

1 特に課題はない
2 課題や負担を少なくする提案
➡理由
1 開催頻度少なくする
➡基準にかかわらず、適切な頻度（具体的に：
2 制度の説明など議題のマンネリ化を防止する
3 事前に議題を知らせる等会議開催時間を少なくする
4 オンライン開催を導入する
5 評価項目が住民に負担とならないよう簡素化する
6 その他（

10)運営推進会議を、複数の事業所で合同で開催できることを知っていますか

9)貴事業所での運営推進
会議についての問題点・課
題・負担を少なくする提案
（複数回答）

8)運営推進会議の開催回数

２．運営推進会議の開催状況についてお伺いします。
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1 特に課題はない
2 課題がある
➡課題がある場合の理由
1 開催頻度が高い
➡基準にかかわらず、適切な頻度は（具体的に：
2 議題がマンネリ化している
3 活発な議論がない
4 参加者の日程調整が難しい
5 準備・運営の業務負担が大きい
6 その他（

14）安全・サービス提供管
理委員会による効果
（複数回答）

15）貴事業所での安全・サ
ービス提供管理委員会の
問題点・課題（複数回答）

か。

20）どのような効果があると感じています

己評価を行う意義があると思いますか

2 いいえ

）

評価を行っている
8 特に評価はしていない

3

自由記載

3 あまり意義はない

4 全くない

2 意義はある

）

児童発達支援等で使用している『保護者評価』を参考に

考に評価を行っている

児童発達支援等で使用している『事業者自己評価』を参

7 その他（

6

5

4 第三者評価を受けている

19）サービスの改善、質の向上の観点から、自 1 意義は大きい

していますか（複数回答）

事業所のサービスについて事業所評価を

18）1 はいの場合：どのような方法で、自

3 運営推進会議での評価で行っている

2 満足度調査を行っている

1 利用者の声を伺っている

17)自事業所のサービスについて事業所評価をしていますか

1 はい

5 医療的ケアについて内容がわかる

4 事故・留意点がお互いに理解できる
6 その他（

）

）

）

2 思わない 3 わからない

3 自事業所での準備が軽減される

2 参加者の負担軽減となる

３．自事業所での評価についてお伺いします。

①1「思う」の場合の理由（複数回答）

1 思う

1 他の事業所や地域の社会資源の状況がわかる

とすることについて、開催してみたいと思いますか

16) 運営推進会議と安全・サービス提供管理委員会を合同

）

）回
4 自治会
7 家族

医療的ケアの安全が確認できる
療養通所介護サービスの理解が深まり、利用者につながる
事故などを共有し防止対策が得られる
医師をはじめとした医療との連携がとれる
医療と介護サービスの接点となる関係性が深まる
その他（

１
2
3
4
5
6

13）参加者(複数回答)

3 協力医療機関
6 民生委員

2019 年度中の開催回数（

1 医師会
2 看護協会
5 地域包括支援センター職員
8 その他（

12）安全・サービス提供管理委員会の開催回数

29)ロボットやセンサーの導入・使用
に、どのような課題がありますか（複
数回答）

28）現に利用しているロボット・センサ
ーはありますか

27)貴事業所ではロボットやセンサー
の導入・使用についてどのようにお考
えですか

26)ＩＣＴの導入・使用に、どのような課
題がありますか（複数回答）

25）現に使用しているシステムはあり
ますか

24）貴事業所ではＩＣＴの導入・使用に
ついてどのようにお考えですか

23）非効率だと感じる業務や課題

22）事業運営に伴う業務を効率化し、
生産性を向上するための提案があれ
ば教えてください。

21)事業運営に伴う文書量を削減する
ための提案があれば教えてください。

2 積極的である
4 非常に消極的である

4

何を導入したらよいかわからない
導入を検討できる人材がいない（詳しい人がいない）
導入するための財源がない
導入しても、職員がつかいこなせないように思う
導入しても、利用者がつかいこなせないように思う
安全性に問題があるように思う
その他（
）

1 ある（
2 ない
1
2
3
4
5
6
7

2 積極的である
4 非常に消極的である
）

）

何を導入したらよいかわからない
ＩＣＴの導入を検討できる人材がいない（詳しい人がいない）
ＩＣＴの導入するための財源がない
導入しても、職員がつかいこなせないように思う
導入しても、利用者がつかいこなせないように思う
ＩＣＴ化すると、情報の流出が心配だ
その他（
）
1 非常に積極的である
3 消極的である

1
2
3
4
5
6
7

1 ある（
2 ない

1 非常に積極的である
3 消極的である

自由記載

自由記載

自由記載

４．業務の効率化等についてお伺いします。
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）

1 組織構築と基本方針決定
（自施設の業務継続計画策定の基本方針と目的を決定した上で、実際に
BCP を策定・管理する担当を決定）
2 業務影響分析（BIA）
（有事の際の業務への影響を分析し、自施設の「優先業務」やその目標
復旧時間（RTO）を決定）
3 リスクアセスメント
（遭遇する可能性のある“リスク”が起きる頻度と、それによる影響を
明確にした上で、これらに対する備えを検討）
4 インシデントマネジメント
（危機的事象が起きた時の組織の緊急対応（それが起こった時にどう
対応するか？をまとめたもの）
：災害対応マニュアルやアクションカ
ードと同類)
5 業務継続のための戦略
（優先度の高い業務の目標復旧時間（RTO）を達成するための業務継
続・復旧戦略を検討）
6 事業継続計画
（業務が中断した際に、どう動くのか？またそのように動くために平
時に何を準備し、備えておくかの計画）
7 業務継続マネジメント（訓練・演習・計画の見直し）
8 その他（
）

2 いいえ
➡1 近いうちに着手予定
2 現時点で作成の予定なし
➡2 の場合、その理由
（

はい
➡ 1 作成済
2 作成中
➡貴事業所で作成済、作成中の BCP は、地震、水害、感染症など、
あらゆる事象に対応するものになっていますか？
1 いずれにも十分に対応している
2 いずれにも対応しているが、十分ではない
3 一部の事象のみに対応している

自由記載

5

1 必要である

1 している 年（
）回
2 しようと思っているがしていない
3 全くしていない

36)被災状況、感染状況や支援ニーズを共有する情報共有ツール
（医療機関の EMIS）の介護・福祉版について

35)上記で 1 と回答された方に伺います。
訓練や計画の改善に関し、主にどのよう
なことをされていますか

34)BCP が緊急事態発生時に活用できる
ように、訓練や計画の改善をしています
か

2 不要である

1 BCP の作成方法が分からない
2 近隣の事業所との協定締結の方法や内容
32)BCP を立てる上で、困って 3 有事に、他事業所の利用者に代替訪問する際の契約や医師との連携
いる、またはこの先に作成に当 4 利用者の情報共有方法
たって困るであろうことを挙げ 5 各機関の被災状況・支援ニーズの把握方法
てください
6 共同訓練の開催
（複数回答）
7 個別避難支援計画との連動
8 経営的（金銭的）な面での事業継続計画の内容
9 その他（
）
33)BCP を作成する上で、技術的支援（方法やポイントの伝授）が
1 必要である
2 不要である
必要ですか？

31)貴事業所の BCP 作成のプ
ロセスに含まれるものを全て選
んでください

30)ＢＣＰを作成していますか

1

５．BCP（Business Continuity Plan：事業（業務）継続計画）について、お尋ねします。

5 その他（

4 FAX
1 医療ニーズへの配慮
2 入院先でのケアの反映

ますか。（複数回答）
39）情報連携によるメリットは何ですか
（複数回答）
4 ケアプランへの反映

訪問看護ステーション
5 その他（

3 居宅介護支援

1

）

主治医の属する医療機関
4 薬局

2

）

）

6

なお、皆さまが行われている様々な取り組みや工夫を整理・共有し、さらには政策提言していくために、
詳細をお伺いする場合があります。ご協力いただける場合は、次ページにお名前、ご連絡先等をご記入
ください

以上で質問は終わりです。記入済みの調査票は、返送用封筒（切手は不要です）に入れ、投函してくだ
さい。ご協力いただきまして、まことにありがとうございました。

携先を教えてください。（複数回答）

42)利用者が療養通所介護を終了した場合の連

16 その他（

15 利用者に適用されている公的制度やサービスの内容

14 利用者を取り巻く関係者の状況

13 医療ニーズに配慮したケアの注意点

12 医療処置の内容

11 介護者の介護力（医療処置への対応力等を含む）

10 訪問看護の利用状況

9 医師（訪問診療・往診）との連携状況

8 医師（入院・外来診療）との連携状況

）

6 利用者の介護を受けることへの思い

5 介護者の生活観

答）

7 介護者の介護をすることへの思い

2 利用者の疾患の受け止め方
4 利用者の生活観

1 利用者の病状
3 介護者の疾患の受け止め方

教えてください。（複数回

（

5 その他（

）

41）情報連携した内容を

40）2020 年７月の１か月で情報連携した実人数を教えてください。

）人

3 電子メール

3 訪問看護ステーションのケアの反映

2 電話

1 計画書・報告書

4 薬局

38）どのような手段で情報連携をしてい

5 その他（

1 訪問看護ステーション 2 主治医の属する医療機関
3 居宅介護支援

の連携先はどこですか。（複数回答）

６．貴事業所（療養通所）の連携についてお伺いします。
37)貴事業所を新規で利用される場合
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E メールアドレス

電話番号

管理者名

事業所名

7

ヒアリングにご協力いただける場合、ご連絡先などをご記入ください。

令和２年度

老人保健事業推進費等補助金

老人保健健康増進等事業

看護小規模多機能型居宅介護事業所及び療養通所介護事業所の業務負担軽減に関する事業
2021 年 3 月発行
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