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ᇹᾁѣإԓể੩ᚕ
ᐔᚑ㧝㧢ᐕ㧢

⋡ ᰴ


╙㧞ᦼ✛ផㅴᆔຬળߩᵴേႎ๔ߣឭ⸒ߦߚߞߡ 


Σ㧚╙㧝ᦼᆔຬળߦ߅ߌࠆ⺖㗴ߩᢛℂ                    


Τ㧚╙㧞ᦼᆔຬળߩᵴേᣇ㊎


Υ㧚ᆔຬળᵴേߩᚑᨐ

㧝㧚ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩቯߦะߌߚᵴേ
 ᬌ⸛ߩ⚻✲
  ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨㧔᩺㧕  
 ⴕߩࠅߤߺޟേ⸘↹ ޠ

㧞㧚
✛ߣ⧎ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ߩᵴ↪  
  ⋡⊛
 ౝኈ
 දജ࿅

㧟㧚ㇱળᵴേߩዷ㐿
 ᮸ᨋోㇱળ
 ᵴേߩ⚻✲
  ㇱળߦ߅ߌࠆᬌ⸛㗄⋡
  ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳ⹏ߣⴕ⹜ߩޠଔ
  ᧄᧁᄖߩਗᧁબណߩ⚻✲ߣ㗴ὐߩᬌ⸛
ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂᣇ╷ᬌ⸛ㇱળ  
  ᵴേߩ⚻✲
  ㇱળߦ߅ߌࠆᬌ⸛㗄⋡
  ߩ⧎ߣࠅߤߺޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ⹜ߩޠ
  ⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળߩޠታᣉ

Φ㧚ߺߤࠅߩ᧻ᚭߠߊࠅ߳ߩឭ⸒ߣ⺖㗴

㧝㧚ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩ✛ޔၮᧄ⸘↹ⴕߩࠅߤߺޔേ⸘↹ߦߟߡ  

㧞㧚ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߢߺߤࠅࠍࠅ⢒ⴕേ⸘↹
ߺߤࠅ⾗Ḯߩౣ⊒
  ޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊࠅߊߠޠ

  ޟၞߩߺߤࠅ⾗Ḯࡑ࠶ࡊࠅߊߠޠ
  ߅ߩࠅߤߺޟᢔᱠࡑ࠶ࡊࠅߊߠޠ
  Ꮢ᳃ߦࠃࠆߩࠅߤߺޟ⸘↹ࠅߊߠޠ
ߺߤࠅߩᜂᚻߩ⢒ᚑߣࡀ࠶࠻ࡢࠢߠߊࠅ
  Ꮢ᳃ߦࠃࠆ᮸ᨋోࡏࡦ࠹ࠖࠕ⢒ᚑ⻠ᐳߩ⛮⛯
  ߺߤࠅߩᖱႎࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ⢒ᚑ 
  ᮸ᨋో⧎სߠߊࠅ࿅ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻ
  ߣߐࠆ߰ޟߩળߩߣޠㅪ៤
  ᮸ᨋ᮸ᧁోᣉ╷ߩ⎇ⓥߣ⹜ⴕ
ߺߤࠅߩࡀ࠶࠻ࡢࠢὐ
  ߺߤࠅߩࡀ࠶࠻ࡢࠢὐߩᔅⷐᕈߣᵴേᡰេ⾗Ḯߩᢛℂ
 㧞㧝♿ߩߣᐢ႐ߩᵴ↪
 ߺߤࠅߩᏒ᳃ᵴേᡰេߩ⚵ߺߠߊࠅ
 
㧟㧚ⴕേ⸘↹ߩታߦะߌߚ⺖㗴


Χ㧚✛ផㅴᆔຬળߩ⺖㗴                         

㧝㧚╙㧞ᦼᆔຬળߩᗧ⟵ 

㧞㧚ᆔຬળߩㆇ༡ߦ߅ߌࠆ㗴ὐߣ⺖㗴 


ෳ⠨⾗ᢱ                          
ෳ⠨⾗ᢱ 㧝㧦╙㧞ᦼᆔຬળߩᆔຬ᭴ᚑ 
ෳ⠨⾗ᢱ 㧞㧦╙㧞ᦼᆔຬળߩᬌ⸛⚻ㆊ 
ෳ⠨⾗ᢱ 㧟㧦
࠻ࠤࡦࠕࠆߌ߅ߦޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟ
᧻ޟᚭߺߤࠅߣ⧎ߩ࠼ࡓ㧤 ޠ
ෳ⠨⾗ᢱ 㧠㧦ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨㧔᩺㧕ߩቯߦ߆߆ࠊࠆ
 ˴ ˴ ˴ ˴  ⛗ߩࠅߤߺޟᣣ⸥ޠ
ߩታᣉ    
ෳ⠨⾗ᢱ 㧡㧦ࠆߌ߅ߦޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟᵴേ        
ෳ⠨⾗ᢱ 㧢㧦᮸ᨋోㇱળߩળ⼏↪ࡢࠢࠪ࠻  
ෳ⠨⾗ᢱ 㧣㧦
ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳ ⴕ⹜ߩޠ
ෳ⠨⾗ᢱ 㧤㧦ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳޠฃ⻠⠪߳ߩࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐ 
ෳ⠨⾗ᢱ 㧥㧦ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳޠฃ⻠⠪ߩ⛗ߩࠅߤߺޟᣣ⸥ ޠ
ෳ⠨⾗ᢱ㧝㧜㧦
ߩ⧎ߣࠅߤߺޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ⹜ߩޠ  
ෳ⠨⾗ᢱ㧝㧝㧦
⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળߩ߳ޠෳട࿅  
ෳ⠨⾗ᢱ㧝㧞㧦
⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળߩޠታᣉ  
ෳ⠨⾗ᢱ㧝㧟㧦
⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵴേࡑ࠶ࡊߩޠᚑ  

╙㧞ᦼ✛ផㅴᆔຬળߩᵴേႎ๔ߣឭ⸒ߦߚߞߡ

╙㧞ᦼ᧻ᚭᏒ✛ផㅴᆔຬળߩឭ⸒ࠍߣࠅ߹ߣࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
 ᦼߩᆔຬળߪⴕ̌߫߃ߢ⸒৻ޔേߔࠆᆔຬળ̍ߣ⒓ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕᾲᔃߦ࠶ࠣࠕޔ
ࠪࡉߦ⸛⼏ߒ⚿ߩߘޔᨐߦၮߠߡᘕ㊀ߦⴕേߒ⚿ޔᨐࠍᆔຬળౝㇱߩߺߥࠄߕޔᏒ᳃ߩ⊝᭽ߦᐢ
ߊㆶరߒߡ߹ࠅ߹ߒߚ⊒ޕାဳᆔຬળߢߞߚߣ߃߹ߔޕ
ߘࠇߣ߁ߩ߽ޔᆔຬߩ⊝᭽߇᧻ᚭߩ✛ߩ⁁ߦᄢߦෂᗋࠍᛴ߈ޔߣ߆ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
ߣߩᕁࠍ⢷ߦޔᚻតࠅߒߥ߇ࠄ߽㗴ߩ⢛᥊ࠍតࠅ⸃ޔߩᣇะࠍᮨ⚝ߒߡ߈ߚ⚿ᨐߢߔޕ
 ᦼߩᚑᨐߩ․ᓽߪޔᵴേߩᲣߣߒߡಽ⑼ળᣇᑼࠍណ↪ߒޔᆔຬળߩᨒࠍ߃ߡౕߩ㗴ߩ
ᬌ⸛߿ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩታᣉߦദߚὐߦࠆߣᕁ߹ߔޕ
᮸ᨋోㇱળߩ✛ࠆࠃߦࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄޔ⢒ᚑ▤ℂᣇ╷ᬌ⸛ㇱળߩᆔຬ⻉᳁߇ޔᬌ⸛ᚑᨐࠍ
ታ㓙ߩⴕേߦᤋߔࠆߎߣࠍ೨ឭߦ⼏⺰ߒᤨޔ㑆ߣഭജࠍᗂߒ߹ߕߦߘࠇࠍታ〣ᵴേߦ߹ߢ㜞ߡ
߈߹ߒߚޔߪߣߎߩߎޕᓥ᧪ߩⴕ⸳⟎ᆔຬળߦࠅ߇ߜߥ⚂ࠍࠢࠕߔࠆ⹜ߺߣߒߡᄢߥ
ࠆᚑᨐࠍ↢ࠎߛߣᕁ߹ߔߦ߃ߣ߽߭ࠇߎޕᆔຬߩ⊝᭽ߩߏദജޔᾲᗧߩߚ߹߽ߩߣ⏕ାߒ߹ߔޕ
 ߒౝኈߪᧄᢥߦ⼑ࠅ߹ߔ߇ޔㇱળᵴേߦഀ߆ࠇߚᤨ㑆ߪޔᆔຬળߦᒰߡࠄࠇߚᤨ㑆ࠍ㆝߆ߦ
ಒ㚧ߒߡ߹ߔߩဳࠕࠖ࠹ࡦࡏߦߐ߹ޕෳ↹ޔදߩ᧻ᚭ ࡕ࠺࡞ߣߞߡ߽ㆊ⸒ߢߪߥߣᕁ
߹ߔޕ
ߎ߁ߒߚᵴേ߇ታߢ߈ߚ⢛᥊ߦߪᏒᒰዪߩߏℂ⸃ߏޔᡰេߪߦࠄߐޔᜂᒰ⡯ຬߩᣇߩޘਗᄢᛶ
ߢߥߦ⑳ޔᷰࠆߏዧജ߇ࠅ߹ߒߚⴕޕᒰዪߣᆔຬળᆔຬ߇✎ኒߦㅪ៤ߒߪࠈߎߣࠆ߈ߢޔ
߿ࠆ⸃ޔߒ⺰⼏ࠍ߆ߥ߈ߢߗߥߪࠈߎߣߥ߈ߢޔߩ╭ࠍតࠆߣ߁ෳടߩේὐ߇ߘߎߦ
ߞߚߣ߃ࠆߢߒࠂ߁ޕ
 ߽߁৻ߟޔᔓࠇߡߥࠄߥߩߪ╙ޔ㧝ᦼߩᆔຬળߩᚑᨐࠍ߰߹߃ߡᵴേߢ߈ߚߣ߁ὐߢߔ⛮ޕ
⛯ߪജߥࠅߣ߹ߔ߇ࠍࠇߘߦߐ߹ޔታ⸽ߔࠆᒻߦߥࠅ߹ߒߚ✛߽ߣߎߩߎޕផㅴᆔຬળߩᄢ
ߥࠆᚑᨐߛߣ߃߹ߒࠂ߁ޕ
 ᦼߩᚑᨐ߇ࠃࠅታߩࠆ߽ߩߦߥࠅ✛ޔផㅴᣉ╷ߩዷ㐿ߦᄢߦᓎߦ┙ߡࠄࠇࠆߎߣࠍಾߦ㗿
߁߽ߩߢߔ╙ߦࠄߐޕ㧟ᦼߩᆔຬળߩᵴേၮ⋚ߣߒߡߎࠇ߇ᒁ߈⛮߇ࠇޔᐢߊᏒ᳃ߩ⊝᭽ߦ߽ߏℂ
⸃ࠍߚߛ߈ޔታࠅߩࠆⴕേᜰ㊎ߣߒߡታ〣⊛ߥዷ㐿ߦ⚿߮ߟߊߎߣࠍᦼᓙߒ߹ߔޕ

ᦨᓟߦߥࠅ߹ߔ߇ޔᆔຬળᵴേࠍ⋓ࠅߍߡߚߛߚᆔຬߩ⊝᭽ߩߏ⽸₂ߦᗵ⻢ߒޔᓟߣ߽
ᆔຬળᵴേߦߏදജߏޔᜰዉߚߛߌࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡߦ⪲⸒ߩ␞߅ޔઍ߃ߚߣᕁ߹ߔޕ

ᐔᚑ㧝㧢ᐕ㧢
╙㧞ᦼ᧻ᚭᏒ✛ផㅴᆔຬળ
ળ 㐳  ↰ ઍ 㗅 ቁ


1

Σ㧚╙㧝ᦼᆔຬળߦ߅ߌࠆ⺖㗴ߩᢛℂ
╙㧝ᦼߩ✛ផㅴᆔຬળߢߪޔᐔᚑ  ᐕ  ߦ᧻ߩ✛ޟᚭߠߊࠅߦ㑐ߔࠆឭ⸒㧙ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊ
ߦࠃࠆ✛ߩోߣౣ↢㧙ߩߎޕߚߣ߹ࠅߣࠍޠឭ⸒ᦠߢߪޔᓟߩ✛ߩ᧻ᚭߠߊࠅߦ߆߆ࠊࠆ
⁁⼂ߣኻ╷ߩᣇะᕈࠍ〯߹߃᧻ߩ✛ޔᚭߠߊࠅߦ㑐ߒߡޔ
ޟᣧᕆߦขࠅ⚵ߴ߈ᣉ╷ޟ߮ࠃ߅ޠਛ
㐳ᦼ⊛ߦขࠅ⚵ߴ߈ᣉ╷ߡߟߦޠㅀߴࠄࠇߡࠆޕ
 ߎߩ߁ߜޔ
ޟᣧᕆߦขࠅ⚵ߴ߈⺖㗴ߩ߳ޠኻᔕ߇ᦼ  ╙ޔᆔຬળߦ߅ߌࠆਥߚࠆᵴേ⋡ᮡౝኈ
ߣߒߡ⼂ߐࠇࠆߩߢޔએਅߦౣᢛℂߒߡ߅ߊޕ
Ԙޟ
㧔⒓㧕᧻ᚭ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ߩޠቯ
ⴕᏒ᳃ડᬺߩ㧟⠪߇┙ߩࠇߙࠇߘޔ႐ߢ✛ߩᕲᕺࠍ⥄ⷡߒ␠ޔળ⾗↥ߣߒߡߩ✛ߩଔ୯
ࠍ㜞ߡߊߚߩౕ⊛ߥⴕേߩⷙ▸ߣߒߡޔ
ޟ
㧔⒓㧕᧻ᚭ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ࠍޠቯߒޔၞޔ
ቇᩞߥߤࠆࠁࠄޔ႐㕙ߢߩ᥉⊒ࠍ࿑ߞߡߊᔅⷐ߇ࠆߎߣޕ

ԙ᧻ᚭᏒ✛ߩၮᧄ⸘↹ߩផㅴ
᧻ᚭᏒ✛ߩၮᧄ⸘↹ߦ⟎ߠߌࠄࠇߚᐢၞߩ✛ߩὐߩㇺᏒ⸘↹ቯࠍᣧᦼߦⴕޔ㐳ᦼ⊛ⷞ
㊁ߩ߽ߣߦ⌕ታߦᢛࠍㅴߡߊߣߣ߽ߦߩ✛ޔὐߣߒߡߩᢛߩࠅᣇ߿✛ߩࡀ࠶࠻ࡢ
ࠢൻࠍଦㅴߒޔ
⸘↹ౝኈߩ⍮ࠍⴕޔ
Ꮢ᳃ਥߢᏱߦ⋥ߒࠍട߃ߡߊᔅⷐ߇ࠆߎߣޕ

Ԛ᮸ᨋోߩߚߩᣉ╷
 ጊᨋᚲ⠪ߦࠃࠆ▤ℂㆇ༡ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩᒻᚑޔ᮸ᨋ▤ℂ╬ߦ㑐ߔࠆታᘒߩᛠី߿ᖱႎᵹ
ߩଦㅴޔ᮸ᨋࠞ࡞࠹ߩᚑࠍⴕ߁ߴ߈ߢࠆߎߣޕ
 ᧦ߦࠃࠆ․ో᮸ᨋᜰቯ߿ޔㇺᏒ✛ోᴺߦࠃࠆ✛ోޔᏒ᳃✛ߩᜰቯଦ
ㅴߩߚߩᣇ╷ࠍ⏕┙ߒޔ⢒ᚑ▤ℂ߳ߩᏒ᳃ߩෳടߥߤࠍߚޔ᮸ᨋߏߣߩో╷߿ᐕᰴ
⸘↹ߩ┙᩺߇ߥߐࠇࠆߎߣޕ
 ㇺᏒ✛ోᴺߩ✛ోᜰቯߪޔ⍫ಾᩙጊޔዊ㊄ߩᢳ㕙ᨋ᧲ޔㇱ߆ࠄ㊄
ࠤޔᐘ⼱ߩᐔᨋߦ㊀ὐࠍ⟎߈ޔᣧᦼᜰቯߦะߌߚᬌ⸛ࠍㅴࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣޕ
 ጊᨋᚲ⠪ߩ⋧⛯⒢ߩシᷫ߅ࠃ߮⚊⒢₈੍ᐲߩጊᨋ߳ߩㆡ↪ߦߟߡߪޔห᭽ߥ⺖㗴ࠍᛴ߃
ߚ⥄ᴦߣㅪ៤ߒߥ߇ࠄޔ࿖ߦⓍᭂ⊛ߦ߈߆ߌࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣޕ

ԛࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂ
 ⴕߪᏒ᳃ડᬺߣߩࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂߩߚߩߒߊߺߣߒߡޔ
ޟ
㧔⒓㧕
✛ߩ᧻ᚭߠߊࠅද⼏ળߦߚࠆߔ┙⸳ࠍޠᔅⷐߥᣇ╷ࠍ⻠ߓࠆߴ߈ߢࠆߎߣޕ
 ද⼏ળߩ⚵❱⾗ޔ㊄ߩ⏕ౕޔ⊛ߥᬺዷ㐿ౝኈߣߘߩᜂᚻߠߊࠅޔၞߩᄢቇߣߩ
ㅪ៤ߥߤߦߟߡౕޔ⊛ᬌ⸛ߦ⌕ᚻߔߴ߈ߢࠆߎߣޕ
 ✛ߦ߰ࠇࠍ✛ޔ⢒ᭉߒߐࠍᗵߔࠆὐߣߒߡޔ㧞㧝♿ߩߣᐢ႐ޔ㊄ࠤ⢒⧣ߥߤࠍ
ὐߣߒߡᵴ↪ߒޔᐢߊ✛ߩࡏࡦ࠹ࠖࠕࠍ⢒ᚑߔߴ߈ߢࠆߎߣޕ

Ԝ✛ߩ᧻ᚭߠߊࠅ߳ߩᏒߩᧁ⧎㠽ߩⓍᭂ⊛ߥᵴ↪
ޠࠅߊߠߜ߹ࠆ߈ߢ↢߇ߩ߽߈↢ߣੱޟ
ߩࠪࡦࡏ࡞ߣߒߡቯߒߚᏒߩᧁ⧎㠽ߦߟߡޔ
ߘߩቯߩ⿰ᣦࠍᐢ▸ߦવ߃↢ޔᵴߩਛߦቯ⌕ߔࠆࠃ߁⊒ߒߡߊߎߣޕ
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Τ㧚╙  ᦼᆔຬળߩᵴേᣇ㊎
 ╙㧞ᦼᆔຬળߩᵴേߦ㓙ߒߡߩၮᧄ⊛ߥᣇ㊎ߣߒߡޔએਅࠍ⸳ቯߒߡޔᵴേࠍㅴߚޕ

 ╙  ᦼᆔຬળߢߪᦼ  ╙ޔᆔຬળߦ߅ߡޔ
ޟᣧᕆߦขࠅ⚵ߴ߈ᣉ╷ߡߒߣޠᢛℂߐࠇߚ⺖
㗴߳ߩኻᔕࠍਛᔃߦᆔຬળᵴേࠍផㅴߔࠆޕ

 ╙  ᦼᆔຬળߢߪౕޔ⊛ߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ⹜ⴕ߿ታᣉࠍ〯߹߃ޔᏒ㐳߆ࠄߩ⻁ߦኻߒߡ╵
↳ߒ᧻ߩ✛ޔᚭߠߊࠅ߳ߩឭ⸒ࠍⴕ߁ޕ

 ╙  ᦼᆔຬળߢߪޔቯᦼ⊛ߦ㐿ߐࠇࠆᆔຬળߦട߃․ޔቯߩಽ㊁ߩ⺖㗴ߦ߆߆ࠊࠆ㓸ਛ⊛ߥ
ክ⼏߅ࠃౕ߮⊛ߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍታᣉߔࠆߚߩᏱ⟎ㇱળࠍ⸳⟎ߔࠆߣߣ߽ߦޔㆡቱޔ㕖Ᏹ
⟎ߩࡢࠠࡦࠣ㧔ᄢㇱળ㧕ࠍ⸳⟎ߒߡޔല₸⊛߆ߟᯏേ⊛ߥᵴേࠍផㅴߔࠆޕ

 Ᏹ⟎ㇱળߣߒߡᦼ  ╙ޔᆔຬળߢߩ⺖㗴ߩᢛℂࠍ〯߹߃ޔ᮸ᨋోㇱળ߅ࠃ߮ࡄ࠻࠽ࠪ
࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂᣇ╷ᬌ⸛ㇱળߩ  ㇱળࠍ⸳⟎ߔࠆޕ

 㕖Ᏹ⟎ߩࡢࠠࡦࠣ㧔ᄢㇱળ㧕ߣߒߡ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޔᬌ⸛ㇱળߩࠅߤߺޔᏒ᳃ᙗ
┨ᬌ⸛ㇱળࠍ⚵❱ߒޔㆡቱޔᵴേࠍㅴࠆޕ

 ߘࠇߙࠇߩㇱળ߅ࠃ߮ࡢࠠࡦࠣߩㆇ༡߅ࠃౕ߮ߩᵴേߪ✛ޔផㅴᆔຬળ߳ႎ๔ߒޔᆔຬળ
ߣߒߡߩੌᛚࠍᓧߚᓟߦታᣉߔࠆޕ
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Υ㧚ᆔຬળᵴേߩᚑᨐ
╙  ᦼᆔຬળߪ  ฬߩᆔຬ߆ࠄ᭴ᚑߐࠇ  ⸘ޔ࿁ߩᆔຬળࠍ㐿ߒ᭽⺖ߥޘ㗴ߦኻᔕߒߚޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧝߅ࠃ߮㧞㧕
ട߃ߡޔ᭽ߥޘㇱળߣߘߩᵴേߦࠃࠅޔ㓸ਛ⊛ߥክ⼏ࠍㅴࠆߣߣ߽ߦౕޔ⊛ߥࡊࡠࠫࠚࠢ
࠻ࠍડ↹ㆇ༡ߒߚߩࠄࠇߘޕᚑᨐߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ


㧝㧚ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩቯߦะߌߚᵴേ
 ᬌ⸛ߩ⚻✲
 ╙㧝ᦼᆔຬળߦ߅ߌࠆᬌ⸛
╙  ᦼᆔຬળߩឭ⸒ᦠߦߡޔᣧᕆߦขࠅ⚵ߴ߈⺖㗴ߩ৻ߟߣߒߡޟ
㧔⒓㧕᧻ᚭ✛ߩᏒ᳃
ᙗ┨ߩޠቯ߇⟎ߠߌࠄࠇࠆߣหᤨߦޔၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߩᢛℂ߇ߥߐࠇߚޕ
 ╙㧞ᦼᆔຬળߦ߅ߌࠆᬌ⸛
᧻ޟ࠻ࠤࡦࠕޔߡ߅ߦޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟᚭߺߤࠅߣ⧎ߩ࠼ࡓ㧤ޠ
ࠍታᣉߒ᧻ޔᚭᏒ᳃ߩ✛ߦ߆߆ࠊࠆᄞ߿Ꮧᦸࠍޔᛠីߒߚ ޕψෳ⠨⾗ᢱ㧟 
╙  ࿁✛ផㅴᆔຬળ㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕ߦߡߩࠅߤߺޔᏒ᳃ᙗ┨ᬌ⸛ㇱળߩ⚵❱ࠍ
ቯߒߚޕ
╙  ࿁ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ᬌ⸛ㇱળࠍᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦ㐿ߒޔછᦼਛߩᐔᚑ  ᐕ
 ߹ߢߦᦨ⚳᩺ࠍ⏕ቯߐߖࠆߎߣޔᏒ᳃ߩᗧࠍขࠅࠇࠆࡊࡠࠬࠍ㊀ⷞߔࠆߎߣ
╬ߦߟߡวᗧߒߚޕ
⛗ߩࠅߤߺޟᣣ⸥ߩޠታᣉ
ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇࠍ࠼ࡢࠠޔᬌ⸛ߔࠆߚߦޔᐔᚑ  ᐕ   
ᣣߦ⍫ಾዊቇᩞߩ 㨪 ᐕ↢ࠍኻ⽎ߦޔ
⛗ߩࠅߤߺޟᣣ⸥ࠍޠታᣉߒߚޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧠㧕
╙  ࿁✛ផㅴᆔຬળ㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕ߦߡ⛗ߩࠅߤߺޟᣣ⸥⺞ࠆࠊ߆߆ߦޠᩏ⚿
ᨐࠍᬌ⸛ߒߚޕ
╙  ࿁ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ᬌ⸛ㇱળ㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕ࠍ㐿ߒߩࠅߤߺޔᏒ᳃ᙗ┨
ߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇߩ࠼ࡢࠠޔޔᏒ᳃ᙗ┨ߩ᭴ᚑߣࠗࡔࠫ╬ࠍᬌ⸛ߒߚޕ
╙  ࿁ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ᬌ⸛ㇱળ㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕ࠍ㐿ߒޔᏒ᳃ᙗ┨ߩ᭴ᚑߩᬌ
⸛ᧄޔᢥߩᢥ┨ߦ߆߆ࠊࠆᬌ⸛ⴕޔേ⸘↹ߩขࠅᛒߦߟߡߩᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕ
╙  ࿁✛ផㅴᆔຬળ㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕ࠍ㐿ߒޔᏒ᳃ᙗ┨ߩ⚛᩺㧔Ꮢ᳃ߦឭ␜ߔࠆ
⚛᩺㧕ࠍ⏕ቯߒߚޕ
 ߣ࠻ࠤࡦࠕࠆߌ߅ߦޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟᛩ
ޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟ
㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕ߦ߅ߡޔ
⛗ߩࠅߤߺޟᣣ⸥ߩޠ
⚿ᨐߩࠅߤߺޔᏒ᳃ᙗ┨ߩᆔຬળ⚛᩺ߦߟߡࡄࡀ࡞ዷ␜ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦߩࠅߤߺޔᏒ᳃
ᙗ┨ߦઃᏪߔࠆⴕേ⸘↹ߩౝኈߦߟߡޔᏒ᳃ࠕࡦࠤ࠻ࠍታᣉߒߚޕ
 ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨㧔᩺㧕
⸥ߩㆊ⒟ࠍ⚻ߡޔએਅߩߣ߅ࠅޔ
᧻ᚭߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩේ᩺ࠍቯߒߚޕ
᧻ᚭߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨
⑳ߚߜߩ߹ࠊࠅߦߪޔ᮸ᧁޔ⧎⨲ޔ᳓ޔޔⓨߘߒߡߐ߹ߑ߹ߥ↢߈߽ߩ߆ࠄ᭴ᚑߐࠇࠆ䉂䈬
䉍߇ሽߒߡ߹ߔ⥄ޔߪߜߚ⑳ޕりߣノ߆ߒᧂ᧪ࠍᜂ߁ሶߤ߽ߚߜߩᐘߖߩߚߦࠇߎޔ
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߹ߢ⢒߹ࠇߡ߈ߚ䉂䈬䉍ߩ⽷↥ࠍಽ߆ߜวޔࠅ⢒ߡޔߦߚߩߘޕߔ߹߈ߡߒߦ߆⼾ޔ
Ꮢ᳃ડᬺⴕߩਃ⠪߇┙ߩࠇߙࠇߘޔ႐ߦ߅ߡޔ䉂䈬䉍ߩ߽ߚࠄߔᕺߺߦᗐࠍߪߖޔ
⥄ⷡߣ⽿છޔኻߣදߦၮߠߡⴕേߒ߹ߔޕ
㧝㧚᧻ᚭᏒ᳃ߪ䉂䈬䉍ߣࠄߔ⼾߆ߐࠍᄢಾߦߒ߹ߔޕ
㧝㧚ජᐕ᧪ߩ䉂䈬䉍ߩჿߦ⡊ࠍߌ⊖ޔᐕᓟߩ䉂䈬䉍ࠍ⢒ߡ߹ߔޕ
㧝㧚ሶߤ߽ߚߜߩᄞߣߘ߮ࠍฃߌߣࠆ䉂䈬䉍ࠍߞ߬ߦߒ߹ߔޕ

 ⴕߩࠅߤߺޟേ⸘↹ ޠ
ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߦઃᏪߔࠆᒻߢޔᲤᐕⴕߩࠅߤߺޔേ⸘↹ࠍቯޔታⴕߦ⒖ߔߎߣߦߒߚޕ
ⴕേ⸘↹ߩ╷ቯߦ߅ߡߪޔᏒ᳃ෳടߦࠃࠆᣇᑼࠍណ↪ߒ✛ޔផㅴᆔຬળߢߣࠅ߹ߣቯ
ߔࠆޕ
╙  ᦼᆔຬળߪⴕߩࠅߤߺޟേ⸘↹ ╷ߩޠቯߦ㑐ㅪߒߡޔ
ޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟ
ߦ߅ߡ㓸ߒߚᏒ᳃ߩᗧࠍޔએਅߩࠃ߁ߥ㗄⋡ߣߒߡᢛℂߒߚޕ

٤᧻ᚭᏒ᳃ߪߺߤࠅߣࠄߔ⼾߆ߐࠍᄢಾߦߒ߹ߔޕ
᮸ᨋޔ⇌↰ޔ⧎ޔსޔ᳓ㄝߥߤޕ߁ࠃߒߦࡊ࠶ࡑࠍࠅߤߺߩߜ߹ޔ
ዊߐߥᐸߢ߽ᐸᧁ↢ޔ၂ࠍ⧎ޔ⢒ߡߣࠎߜ߈ޔᚻࠇࠍߒߡߎ߁ޕ
ߺߤࠅߣખ⦟ߊࠄߔߚޔ〝߿ߩ⪭ߜ⪲ࠍߔߔࠎߢ㒰ߒࠃ߁ޕ
⥄ᘟߩ✛ࠍߟߌߒޔ
᧻ޟᚭߺߤࠅߩ㘑᥊  ㆬޕ߁ࠈߊߟࠍޠ
߅᳇ߦࠅߩߩࠅߤߺޟᢔᱠࠦࠬߢߥࠎߺޔࠅߊߟࠍޠᱠߡߺࠃ߁ޕ
٤ජᐕ᧪ߩߺߤࠅߩჿߦ⡊ࠍߌ⊖ޔᐕᓟߩߺߤࠅࠍ⢒ߡ߹ߔޕ

ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕޔߡߞߥߦޠㄭߊߩߩ߅ࠍߒࠃ߁ޕ

ࠍߜ߹ޔߡߞߥߦޠࠕࠖ࠹ࡦࡏࠅߊߠ⧎ޟቄ▵ߩ⧎ߢ㘼ߞߡߎ߁ޕ
ᧁ߿⧎߿↢߈߽ߩߩߎߣࠍߦߥࠎߺޔᢎ߃ߡߍࠆੱߦߥࠈ߁ޕ
߹ߜߩߺߤࠅߩ᧪ࠍߒߢߥࠎߺ߽ߟޔวߞߡߎ߁ޕ
ߺࠎߥߩᅢ߈ߥ߹ߜߩߺߤࠅߦޔᭉߒߛฬࠍߟߌߡߺࠃ߁ޕ
٤ሶߤ߽ߚߜߩᄞߣߘ߮ࠍฃߌߣࠆߺߤࠅࠍߞ߬ߦߒ߹ߔޕ
ሶߤ߽ߚߜߣߺߤࠅߣߩ߰ࠇ߇߁ߥ߆ޔ႐ᚲࠍߚߊߐࠎߟߊࠈ߁ޕ
ߺߤࠅߩߥ߆ߢޔሶߤ߽߽߅ߣߥ߽ߞߒࠂߦߘ߷߁ޕ
りㄭߥᧁޕ߁ࠃߺߡߴ⺞ߣࠈࠈޔࠍߩ߽߈↢ޔ⨲ޔ
߿ቇᩞߩ⧎სࠍ߅ߢࠎߔߔޔߒߡߺࠃ߁ޕ
࠼ࡦࠣ߿ᧁߩታ߆ࠄޔᄢ߈ߥᧁࠍ⢒ߡߡߺࠃ߁ޕ

৻ᣇᦼ  ╙ޔᆔຬળߪޔ⸥ߩᏒ᳃ࠕࡦࠤ࠻ߦ߆߆ࠊࠆᚑᨐߩᢛℂߦട߃ޔᆔຬળ߿ฦߩޘㇱ
ળߩ႐ߢⴕേ⸘↹ߩ╷ቯߦ߆߆ࠊࠆ᭽ߥޘᬌ⸛ࠍⴕߞߡࠆߩߘޕᚑᨐߪޔ
ޟΦ㧚ߺߤࠅߩ᧻ᚭߠߊ
ࠅ߳ߩឭ⸒ߣ⺖㗴ޟߩޠ㧞㧚ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߢߺߤࠅࠍࠅ⢒ⴕേ⸘↹ߩޠਛߦ⸥ㅀߐࠇߡ
ࠆޕ
ⴕߩࠅߤߺޟേ⸘↹ ޔߪޠᏒ᳃ࠕࡦࠤ࠻ߩᚑᨐ߅ࠃ߮ᆔຬળ߿ㇱળߢߩᬌ⸛ߩᚑᨐߩਔ⠪
ࠍ⛔วᢛℂߒߡ╷ቯߔࠆ߽ߩߣߒ৻ࠆࠊ߆߆ߦࠇߎޔㅪߩࡊࡠࠬߢߩᬺߣ⸘↹╷ቯࠍ╙  ᦼᆔ
ຬળߦᆔߨࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
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㧞㧚✛ߣ⧎ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ߩᵴ↪
 ⋡⊛
᧻ᚭᏒߩ✛ߩ⁁ߣ⺖㗴ߦ߆߆ࠊࠆᏒ᳃߳ߩ᥉⊒ࠍផㅴߔࠆߎߣޕ
✛ផㅴᆔຬળߩᵴേࠍ⚫ߔࠆߎߣޕ
✛ផㅴᆔຬળߣ✛㑐ㅪ࿅ߣߩࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠅߩ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈޔᵴᕈൻࠍ࿑
ࠆߎߣޕ
✛ߦ߆߆ࠊࠆᏒ᳃ᗧ⼂ࠍᛠីߒ✛ޔផㅴᆔຬળߩᵴേߦ߆ߔߎߣޕ
ߘߩઁߩ✛ޔផㅴߦᔅⷐߥᖱႎࠍ㓸ߔࠆߎߣޕ

 ౝኈ
✛ߩߪߚࠄ߈᧻ޔᚭᏒߩ✛ߩ⁁ߩ✛ޔၮᧄ⸘↹߅ࠃ߮᧦✛ޔផㅴᆔຬળߩᵴേ╬ߦ
߆߆ࠊࠆࡄࡀ࡞ዷ␜╬ࠍታᣉߒߚޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧡㧕
႐⠪ߩ✛ផㅴᵴേ߳ߩ㑐ᔃࠍ㜞ޔ
✛ߣ⧎ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ߩᵴᕈൻߦ⾗ߔࠆߚߦޔ
✛㑐ㅪ࿅ߩࡉࠬ㑆ࠍᎼࠆࠬ࠲ࡦࡊࠍડ↹ታᣉߒߚޕ
ޔߪߢޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟᏒ᳃ߩ✛ߦ߆߆ࠊࠆᄞࠍߨࠆࠕࡦࠤ࠻ߣߒ
ߡ᧻ޟᚭߺߤࠅߣ⧎ߩ࠼ࡓ㧤ࠍޠታᣉߒߚޕ
ߩࠅߤߺޔߪߢޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟᏒ᳃ᙗ┨㧔᩺㧕ࠍ⍮ߒߦࠇߘޔઃᏪ
ߔࠆⴕേ⸘↹ߦ߆߆ࠊࠆᗧࠍߨࠆ
ⴕߩࠅߤߺޟേ⸘↹Ꮢ᳃ࠕࡦࠤ࠻ޠ
ࠍታᣉߒߚޕ
ᏒߩᧁᏒߩ⧎Ꮢߩ㠽✛ޔផㅴᆔຬળߩᵴേ╬ߦ߆߆ࠊࠆ࠴ࠪࠍᚑߒޔਥߣߒߡ
ࠬ࠲ࡦࡊෳട⠪ߦ㈩Ꮣߒߚޕ

 දജ࿅
✛ߣ⧎ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ߢߩ✛ផㅴᆔຬળߩᵴേߦ߅ߡߪޔ
એਅߩࠃ߁ߥ⻉࿅╬߆ࠄޔ
දജࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ㧔᧻ᚭᏒ߅ࠃ߮✛ផㅴᆔຬࠍ㒰ߊ㧕
ޕ
ࠬ࠲ࡦࡊෳട࿅
᧻ᚭᏒㅧᬺදળޔ
㧔␠㧕᧻ᚭ㕍ᐕળ⼏ᚲߤߟ߹ޔ᥊ⷰࡏޔජ⪲⋵᮸ᧁකળ㧺㧼㧻
᮸ߩ↢ࠍࠆળ᧻ޔᚭᏒήㄘ⮎ᩱၭ⎇ⓥળߣߐࠆ߰ޔߩળ᧻ޔᚭᏒᏒ᳃ㄘㅪ⛊
ද⼏ળ᧻ޔᚭᏒℂ⑼หᅢળ⎇࡞ࠢࠗࠨߩࠅߤߺޔⓥળ
᥊ຠឭଏ㧦
㧔⽷㧕ጊ㓏㠽㘃⎇ⓥᚲࡆ࠹ࠕࠦޔ
ࠬ࠲ࡦࡊ㧦
᧻ᚭᏒ߹ߜߠߊࠅᵹቶ࠹ࡦ࠻ዊደ
ࡄࡀ࡞ᚑߦ㑐ߔࠆදജ
ජ⪲ᄢቇ⧓ቇㇱᩉ⎇ⓥቶቇ↢ᔒ
ࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ᒰᣣߩ⻉ᬺ
╙  ᦼ✛ផㅴᆔຬળᆔຬᔒޔජ⪲ᄢቇ⧓ቇㇱ↰ઍ⎇ⓥቶᩉ⎇ⓥቶቇ↢ᔒ
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㧟㧚ㇱળᵴേߩዷ㐿
3.1 ᮸ᨋోㇱળ
3.1.1 ᵴേߩ⚻✲
᮸ᨋోㇱળߪޔᆔຬ㧠ฬߣോዪ⡯ຬ㧞ฬߢ᭴ᚑߐࠇޔએਅߩᵴേࠍዷ㐿ߒߚޕ
╙  ᦼᆔຬળឭ⸒߆ࠄޔ᮸ᨋోߦ߆߆ࠊࠆౝኈࠍᢛℂߒ⺖ޔ㗴ߩߣ⸃ߩߘޔᚻᴺ
ࠍᬌ⸛ߒߚޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧢㧕
ߘߩ߁ߜޔ᮸ᨋߩో▤ℂ⢒ᚑߩ✛ޔ㊀ⷐᕈߩ⍮⍮ޔ᮸ᨋߩో▤ℂ⢒
ᚑࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ⢒ᚑߦ㑐ଥߔࠆ߽ߩߣߒߡޔ
ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳࠍޠડ↹ߒޔታ
ᣉߒߚޕ

ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳⴕ⹜ߩޠታ❣ࠍ〯߹߃⻠ޔᐳߩ⛮⛯ߣᓟߩዷ㐿ߦᔅⷐߥ⺖㗴
ࠍᬌ⸛ߒߚޕ
3.1.2 ㇱળߦ߅ߌࠆᬌ⸛㗄⋡
⋧⛯⒢ߩᷫޔᑧ⚊ߩភ⟎ߦ߆߆ࠊࠆߎߣޕ
✛ోᜰቯߩน⢻ᕈߣ᧻ޔᚭᏒ✛ߩ᧦ߦၮߠߊ․ో᮸ᨋߥࠄ߮ߦో᮸ᨋ
ߩ᥉ߦ߆߆ࠊࠆߎߣޕ
᮸ᨋߩో▤ℂ⢒ᚑߦ߆߆ࠊࠆߎߣޕ
✛ߩᖱႎᵴേὐߠߊࠅߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
  ✛ߩ㊀ⷐᕈࠍ⍮ߔࠆᣇ╷ߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
  ᮸ᨋߩో▤ℂ⢒ᚑߦ߆߆ࠊࠆࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ⢒ᚑߦ㑐ߔࠆߎߣޕ
3.1.3 ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳ⹏ߣⴕ⹜ߩޠଔ
(1)⻠ᐳߩ⹜ⴕ
ో  ࿁ߩ⻠ᐳࠍᧄޔᆔຬળߣߺߤࠅߣ⧎ߩ⺖ߩߢታᣉߒߚޕᐢႎࠆࠃߦޢߤߟ߹ޡฃ
⻠⠪ߩ㓸ߦኻߒ ޔฬߩᔕ߇ࠅ  ߜ߁ޔฬ߇ෳടߒߚ⻠ޕᐳߩ⋡⊛߅ࠃ߮ࡊࡠࠣ
ࡓߪਅ⸥ߩߣ߅ࠅޕ
 ⋡⊛
᮸ᨋߩㇺᏒ↢ᵴߦ߅ߌࠆᓎഀߣ㊀ⷐᕈ᧻ޔᚭߦ߅ߌࠆ᮸ᨋߩ⁁ࠍߦోߩ✛ޔ㑐ᔃ
ࠍᜬߟᏒ᳃ߦ⍮ߞߡ߽ࠄ߁ߎߣޕ
ߩޘ᮸ᨋ߇ᜬߟ․ᕈߦวࠊߖߚో߇ᔅⷐߢࠆߎߣ߆ࠄޔၮᧄ⊛ߥ᮸ᨋోߩᣇ
ะᕈࠍߔࠆߎߣޕ
ోᵴേߩታ㓙⊛ߥᬺޔᭉߒߺࠍ㛎ߒߡ߽ࠄ߁ߎߣޕ
ฃ⻠ߦࠃࠅ᮸ᨋోߩᗧ⼂ࠍ㜞ޔታ㓙ߩᵴേߦߟߥߍߡߊߎߣޕ
ߎߩ⻠ᐳࠍ࠹ࠬ࠻ࠤࠬߣߒߡޔᏒ᳃ߩ᮸ᨋోߦኻߔࠆᗧ⼂߿ᗧะࠍ⺒ߺขࠅోޔ
ࡏࡦ࠹ࠖࠕ߿ߘߩࡀ࠶࠻ࡢࠢ⢒ᚑߩน⢻ᕈࠍߪ߆ࠅᧄޔឭ⸒ߦᤋߐߖࠆߎߣޕ
 ࡊࡠࠣࡓ㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧣㧕
╙㧝࿁ ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ ޟ㉿߿߹ߞߡߛࠈ߁⻠ ޠᏧ㧦㜞㊁ผ㇢᳁
   ╙㧞࿁ ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ ޟㇺᏒߩ✛ߩᓎഀ⻠ ޠᏧ㧦ᩉ㊀ੱජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮ഥᢎ
   ╙㧟࿁ ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ ޟߩᚻࠇ㛎 ߘߩ  ޠ㑐ߐࠎߩࠍ⢒ળ
   ╙㧠࿁ ᐔᚑ  ᐕ   ᣣ ޟߩᚻࠇ㛎 ߘߩ  ޠ㊄ࡩߩࠍ⢒ળ
 ╙㧡࿁ ᐔᚑ  ᐕ   ᣣ ߣߣ߹ޟᵹߣߐࠆ߰ ޠߩળ
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 ⻠ᐳߩ⹏ଔߣᓟߩዷ㐿
 ฃ⻠⠪ߩ⻠ᐳߦኻߔࠆ⹏ଔ
ో  ࿁ߩ⻠ᐳ⚳ੌᓟޔฃ⻠⠪ߦ⻠ᐳߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍⴕߥߞߚޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ
㧤㧕
ࠕࡦࠤ࠻ߢߪޟޔታᣉᤨᦼᦐᣣᤨ㑆ޔޠ
⻠ޟᐳౝኈߩ㔍ᤃᐲޔޠ
ޟฃ⻠ߩ⋡⊛߇߆ߥ
ߞߚ߆ޠ
ޔ
⻠ޟᐳߩ㔓࿐᳇ޠ
ޔ
✚ޟว⹏ଔ⸳ߩߤޔ߇ߚߨߕߚࠍޠߦ߅ߡ߽ߨ⦟ᅢߥ
࿁╵߇ᓧࠄࠇߚޕ
 ታᣉ⠪ߩ⻠ᐳߦኻߔࠆ⹏ଔ
  ฦ࿁ߩ⻠ᐳߢޔฦฃ⻠⠪߇ฃ⻠ౝኈࠍᝄࠅࠆߎߣߣޔฃ⻠⠪߇ߘߩ࿁ߩ⻠ᐳ߆ࠄࠍ
ᗵߓขߞߚ߆ࠍ⍮ࠆߚߦ⛗ߩࠅߤߺޟᣣ⸥ࠍޠᚑߒߡ߽ࠄߞߚ⻠ోޔߦࠄߐޕᐳߩ
⚳ੌᓟ᧻ޔᚭߩ✛ߩ᧪ࠍ߿ߪࠅ⛗ᣣ⸥ߦߒߡ߽ࠄߞߚޕ
  ฃ⻠ೋ࿁ߩ⛗ᣣ⸥ߣੌ⚳ޔᓟߩ⛗ᣣ⸥ࠍᲧߴࠆߣޔฃ⻠⠪ߩ✛ߦኻߔࠆᗧ⼂߇એਅߩࠃ
߁ߦᄌൻߒߚะ߇⺒ߺขࠇࠆޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧥 
ೋ࿁Ბ㓏ߢߪߩ✛ߚߒోޔኻ⽎߇ਇ⍎ߛߞߚ߇ޔฃ⻠ᓟߢߪోߒߚ
✛ߩኻ⽎߇ࠃࠅ⏕ߦឬ߆ࠇߡࠆޕ
ೋ࿁Ბ㓏ߢߪ⥄ޔりߩ↢ᵴߣ✛ߩ߆߆ࠊࠅ߇ޔᐸ߿ᐸᧁޔߩ᮸ᧁߥߤߏߊ
りㄭߥ⁜▸࿐ߦ㒢ቯߐࠇࠆะ߇ߞߚ߇ޔฃ⻠ᓟߪ᮸ᨋߩሽࠍᗧ⼂ߒޔ
⥄りߩ↢ᵴߣߩ߆߆ࠊࠅࠍឬߊ⛗ᣣ⸥߇ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ
ฃ⻠ᓟߩ⛗ᣣ⸥ߢߪߦోߩ✛ޔኻߒߡⓍᭂ⊛ߦⴕേߒߚᗧะࠍߒߚ߽ߩ
߽ᄙ߆ߞߚޕ
 ᮸ᨋᚲ⠪߅ࠃ߮᮸ᨋ▤ℂ࿅ߩ⻠ᐳߦኻߔࠆ⹏ଔ
  
ޟߩᚻࠇ㛎ޟߪߢޠ㑐ߐࠎߩࠍ⢒ળޟߣޠ㊄ࡩߩࠍ⢒ળ࠼࡞ࠖࡈߦޠ
ߩឭଏࠍ߅㗿ߒߚ  ╙ޔߚ߹ޕ࿁ߩߣߣ߹ޟᵹޔߪߢޠᏒౝߩ᮸ᨋᚲ⠪ߢ⚵
❱ߐࠇࠆߣߐࠆ߰ޟߩળޠળຬߣᗧ឵ࠍⴕߦ✜৻ޔ᮸ᨋోߩᣇ╷ࠍ⠨߃ࠆ
ࠣ࡞ࡊࡢ߽ࠢⴕߥߞߚޕ
  ᬺ㛎ߢ߽ޔ
ߣߐࠆ߰ޟߩળޠળຬߣߩᗧ឵ߢ߽ޔ᮸ᨋᚲ⠪ࠆߪ᮸ᨋ
▤ℂ࿅߆ࠄ⻠ᐳታᣉࠍᡰᜬߔࠆჿ߇㜞߆ߞߚߣߐࠆ߰ޟߦߊߣޕߩળޠળຬߣߩ
ᵹߢߪ⾆ޟࠍࠇߎޔ㊀ߥᯏળࠆߔߣޠჿ߇ฃ⻠⠪ߣ᮸ᨋᚲ⠪ߩᣇ߆ࠄነߖࠄࠇߚޕ
ߐࠄߦޔ᮸ᨋᚲ⠪߆ࠄߪฃ⻠⠪߳ߩᵴേࡈࠖ࡞࠼ឭଏߩ↳ߒ߇ࠆߥߤޔ೨ะ
߈ߥㅪ៤ߩᯏળߠߊࠅߣߥߞߚޕ
 ᏒᎹᏒߩⷞኤ
⻠ᐳߩ⹜ⴕߦߚߞߡޔᏒᎹᏒߩ✛㑐ㅪㇱ⟑߆ࠄⷞኤߩ↳ߒࠇ߇ߞߚޕ᮸ᨋㇱ
ળߢߪޟቇߦ⇐߹ࠆߩߢߪߥߊޔฃ⻠⠪ߣหߓ┙႐ߢෳടߒߡ߶ߒޠᣦࠍવ߃ߎޔ
ߩⷞኤࠍฃߌߚޕෳടߒߚᏒᎹᏒ⡯ຬ߇ߦߊߣޔ᮸ᨋߩᚻࠇ㛎ᬺࠍᭉߒߺߎޔ
ߩ⻠ᐳߩ⹜ⴕࠍ㜞ߊ⹏ଔߒߡߊࠇߚߎߣࠍઃ⸥ߒߡ߅ߊޕ
 ฃ⻠⠪ߩߘߩᓟ
  ⻠ᐳߩ⚳ੌᓟޔฃ⻠⠪ߦࠃࠆᵹળࠍ㐿ߒߚ⻠ޔࠄ߆߆ߥߩߘޕᐳߩୃੌ⠪ߢ᮸ᨋ
ోࡏࡦ࠹ࠖࠕ࿅ࠍߟߊࠈ߁ߣ߁߇⥄ਥ⊛ߦᜬߜ߇ࠅ᧻ޟᚭߩ㉿߿߹ᔕេ࿅ޠ
߇⚿ᚑߐࠇߚޕޔቯߩળว߿ᬺᣣࠍ⸳ߌ߿⺖ߩ⧎ߣࠅߤߺޔᣢሽߩ᮸ᨋో
ࡏࡦ࠹ࠖࠕ࿅ߣㅪ៤ߒߥ߇ࠄᵴേࠍዷ㐿ߒߡࠆޕ


એߩߎߣ߆ࠄ᮸ᨋㇱળߢߪ⻠ޔᐳߩડ↹ߦߚߞߡ߆߆ߍߚ⋡⊛߇߷߶ޔ㆐ᚑߐࠇߚߣ್
ᢿߔࠆޕታߣߒߡ᮸ᨋߩోᵴേߦෳടߔࠆᜂᚻߩ⢒ᚑߦߣߤ߹ࠄߕࠍ✛ޔࠅ⢒ߡࠆߎ
ߣߩ㊀ⷐᕈోߪࠆޔᵴേߦᗵࠍነߖࠆᏒ᳃ࠍჇ߿ߒߡߊ߁߃ߢ߽ߎߩ⻠ᐳߪലߢ
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ࠅޔᓟ߽⛮⛯⊛ߦ㐿ߒߡߊᔅⷐ߇ࠆߣ⠨߃ࠆޕ
3.1.4










ᧄᧁᄖߩਗᧁબណߩ⚻✲ߣ㗴ὐߩᬌ⸛

ᐔᚑ  ᐕ   ޔ♿ߩߣᐢ႐ߦ㓞ធߔࠆᧄᧁᄖߩਗᧁ㧔ࠬࠡߤߥࠪࠞࠪޔ㧕߇બ
ណߐࠇࠆߢ߈ߏߣ߇ߞߚޕᒰㇱળߢߪޔએਅߩℂ↱ߢߎߩߢ߈ߏߣࠍ㊀ⷞߒޔਗᧁ߇બណߦ
ߚࠆ⚻✲ߦߟߡᬌ⸛ߒߚޕ
બណߐࠇߚਗᧁߪޔߩႺ⇇ࠍ␜ߔ᮸ᧁߢ⑳ߦዻߔࠆ߽ߩߛ߇᧻ޔᚭฎ᧪ߩ㘑ߦ
↱᧪ߔࠆ᥊ⷰࠍ๒ߔࠆ߽ߩߢࠅޔㄭ㓞ߩ᳃ߦ߽⦟ᅢߥ↢ᵴⅣႺߩ৻ㇱߣߒߡฃߌߣ
ࠄࠇߡߚޕ
ਗᧁ߇બណߐࠇࠆߎߣࠍ⍮ߞߚ᳃߇ޔબណࠍߣࠅᱛࠆࠃ߁ᮭ⠪ߣᏒߦ߈߆ߌޔᏒ
߽ᮭ⠪ߦኻߒሽߦะߌߚ߈߆ߌࠍߒߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔબណࠍᏅߒᱛࠆߎߣ߇ߢ
߈ߥ߆ߞߚޕ
᮸ᧁޔ᮸ᨋߩ⼔ߥࠄ߮ߦోߦ㑐ߔࠆቯᮭࠍᜬߟߩߪ߽ߢ߹ߊޔ᮸ᨋߩᚲ⠪ߢࠆޕ
ߎߩߢ߽ߦ⛯⋧ޔ㑐ଥߔࠆᮭ⠪ߩᖱߦࠃࠅબណߐࠇߚߦ✲⚻ߩߘޕ㗴ߪߥޕ
ߒ߆ߒޔ᮸ᧁޔ᮸ᨋߩሽ߇ㇺᏒ᥊ⷰ߿↢ᵴⅣႺࠍ⦟ᅢߦߟ߁߃ߢ㊀ⷐߥၞ⾗Ḯߢࠅޔ
⑳‛ߢߞߡ߽ᕈ߇㜞ߣߔࠆᣇ߇ᣣߢߪ㜞߹ߞߡࠆߥ߁ࠃߩߎޔߚߩߘޕᮭ
⠪ߣ᳃ޔᏒ᳃ߩኂߩኻ┙߇ߒ߫ߒ߫ࠅޔᓟ߽㗫⊒ߔࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆޕ
 ᧻ᚭᏒߩࠃ߁ߦޔ߽ㇺᏒൻ߇ㅴᏒၞߦ߅ߡޔ᮸ᧁޔ᮸ᨋߩᷫዋࠍ㘩ᱛ⼔ޔ
ోߦദࠆߦߪߚߒ߁ߎޔኂߩኻ┙ࠍࠄߍޔ᮸ᧁޔ᮸ᨋߩ⼔ోߦኻߔࠆᮭ⠪ߩℂ⸃
ࠍᓧࠆᣇ╷߇ߗ߭ߣ߽ᔅⷐߦߥࠆޕ
 ᒰㇱળߢߪߎ߁ߒߚ⠨߃߆ࠄޔ᳃ߣᏒ߇ߣ߽ߦਗᧁሽߩ߈߆ߌࠍߒߥ߇ࠄޔᮭ⠪ߩℂ
⸃ࠍᓧࠄࠇߥ߆ߞߚ⚻✲ߦ⌕⋡ߒޔએਅߩࠃ߁ߦ㗴ὐࠍᢛℂߒޔᓟ᳞ࠄࠇࠆኻ╷ߦߟߡ
⠨ኤߒߚޔ߅ߥޕ㗴ὐߩᢛℂߦߚߞߡߪޔ᳃ߥࠄ߮ߦᏒߩᜂᒰ⠪ߦࠍ⡞߈⾗ޔᢱࠍ᳞
ࠆߥߤߒߡᬌ⸽ߒߚޕ
ਗᧁࠍᒰߩ߇ޔ㚢ゞ႐ߣߒߡ↪ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ߅ࠅ᧻ޔᚭᏒߦ߅ߌࠆ
ቛ㐿⊒ᬺ╬ߦ㑐ߔࠆ᧦ߩቛ㐿⊒ᬺߦᒰߚࠄߥ߆ߞߚߚޔ೨ද⼏ߩኻ⽎ߣߥ
ࠄߕޔਗᧁબណߦ߆߆ࠊࠆᖱႎߩขᓧ߇ㆃࠇߚߎߣޕ
  ᮭ⠪ߦኻߔࠆਗᧁሽߩ߈߆ߌߦ߅ߡޔ᳃ߣᏒߩᜂᒰㇱ⟑߇หᱠ⺞ࠍߣࠇߥ߆
ߞߚߚޔᣇߩ߈߆ߌߦߕࠇ߇↢ߓ⚿ޔᨐߣߒߡ৻ᤨߪሽߦߚᮭ⠪ߩᗧะ߇
⠡ߐࠇߡߒ߹ߞߚߎߣޕ
  ᮭ⠪ߩ⟎߆ࠇߡࠆ┙႐⁁ᴫ߳ߩℂ⸃㈩ᘦ߇⿷ࠅߥ߆ߞߚޕ
  ᳃ߣᜂᒰㇱ⟑ߩ㑆ߢޔᖱႎߩ឵߇චಽߦߥߐࠇߥ߆ߞߚߚޔㅢߩ⋡⊛ࠍߒߥ߇
ࠄޔ᳃ߩᜂᒰㇱ⟑ߦኻߔࠆਇାࠍ↢ࠎߛߎߣޕ
Ꮢߩ✛ోᜂᒰㇱ⟑ߣޔ㑐ㅪߔࠆઁߩㇱ⟑ߣ㑆ߢ✛ߩోߦ߆߆ࠊࠆ⠨߃ᣇ߿ᣉ╷߇ච
ಽߦߐࠇߡߥߚޔㅪ៤ߒߚኻᔕ߇ߣࠇߥ߆ߞߚߎߣޕ
 ߎࠇࠄߩ㗴ὐߦၮߠ߈ޔ⠨ኤߒߚᓟߩኻᔕ╷ߦߟߡߪޔ
ޟΦ㧚ߺߤࠅߩ᧻ᚭߠߊࠅ߳ߩឭ
⸒ߣ⺖㗴ޠ
㧔㗄㧕ߢㅀߴࠆߎߣߣߔࠆޕ

 ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂᣇ╷ᬌ⸛ㇱળ
 ᵴേߩ⚻✲
 ╙㧝ᦼᆔຬળߩ᧻ߩ✛ޟᚭߠߊࠅߦ㑐ߔࠆឭ⸒ߩޠᣧᕆߦขࠅ⚵ߴ߈ᣉ╷ߩ৻ߟߣߒߡޔ
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ߩ✛ࠆࠃߦࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄޟ⢒ᚑ▤ℂ߇ޠߍࠄࠇߚޕ
 ߩ✛ࠆࠃߦࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄޟ⢒ᚑ▤ℂߩߢޠឭ᩺ߩਥᣦߪએਅߩߣ߅ࠅޕ
ԘⴕߪޔᏒ᳃ડᬺߣߩࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂߩߚߩߒߊߺߣߒߡޟ
㧔
⒓㧕✛ߩ᧻ᚭߠߊࠅද⼏ળߦߚࠆߔ┙⸳ࠍޠᔅⷐߥᣇ╷ࠍ⻠ߓࠆߎߣࠍౕޔ⊛
ߥᬌ⸛ߦ⌕ᚻߔࠆߎߣޕ
ԙ✛ߦ߰ࠇࠍ✛ޔ⢒ᭉߒߐࠍᗵߔࠆὐࠍࠕࠖ࠹ࡦࡏߩ✛ޔ⢒ᚑߔࠆὐߣߒߡޔ
 ♿ߩߣᐢ႐ޔ㊄ࡩ⢒⧣╬ࠍᵴ↪ߔࠆߎߣޕ
 ⸥ߩឭ⸒ࠍ〯߹߃ߩ✛ࠆࠃߦࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄߚ߹ޔ⢒ᚑ▤ℂࠍផㅴߔࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈޔ
✕ᕆᕈࠍ㐓ߺᦼ  ╙ޔᆔຬળߢߪߩ✛ࠆࠃߦࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄޔ⢒ᚑ▤ℂᣇ╷ᬌ⸛ㇱળࠍ
⸳⟎ߒߚޕ
 ߎߩㇱળߢߪߩ✛ࠆࠃߦࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄޔ⢒ᚑ▤ℂߦߟߡޔԘ⁁߅ࠃ߮㗴ὐߩ
⼂ޔԙ⺖㗴ߩޔԚࠃࠅࠃࠅᣇߩᬌ⸛ޔԛ᧪ߦะߌߡߩឭ⸒ౕࠍޔߩⴕേ߿⹜
ⴕࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩਛߢតߞߡߊߎߣߦߒߚޕ
 ㇱળߦ߅ߌࠆᬌ⸛㗄⋡
 ✛ߩࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦ߆߆ࠊࠆⓨ㑆⊛⾗Ḯ߅ࠃ߮ੱ⊛⾗Ḯߩᢛℂߦ߆߆ࠊࠆߎߣޕ
 ✛ൻᵴേ࿅㧔⧎სߠߊࠅ࿅㧕ߩᵴേߩ⁁߿㗴ὐߩᛠីߥࠄ߮ߦ⺖㗴ߩߦ߆߆
ࠊࠆߎߣޕ
 ✛ߩࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߩὐߣߒߡߩ  ♿ߩߣᐢ႐ߩᵴ↪ߦ߆߆ࠊࠆߎߣޕ
 ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂߩߒߊߺߩᬌ⸛ߦ߆߆ࠊࠆߎߣޕ
 ߘߩઁ
 ߩ⧎ߣࠅߤߺޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ⹜ߩޠ
 ߩ⧎ߣࠅߤߺޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ⹜ߩޠ
ජ⪲ᄢቇ⧓ቇㇱᩉ⎇ⓥቶߣߩㅪ៤ߦၮߠ߈)ޔ+5 ࠍ↪ߒߟߟ࿑ࠍ⹜ߒߚޕ
ᚑߒߚ࿑ࠍ✬㓸ߒ࡞ࡀࡄࠆߌ߅ߦ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޔዷ␜߿ޔ
⧎ޟსߠߊࠅ
࿅ᵹળߩߢޠ㈩Ꮣ⾗ᢱߦᵴ↪ߒߚޕ
 ⋡⊛
✛ߣࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦ߆߆ࠊࠆⅣႺ⾗Ḯ㧔ⓨ㑆ᤨ㑆ખ㑆㧕ࠍᛠីߒᢛℂߔࠆߎߣޕ
ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ✛ߩ⢒ᚑ▤ℂߩ⁁ࠍᛠីߒ⺖㗴ࠍߔࠆߎߣޕ
ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆᵴേࠍᐢႎߒ⥸৻ޔᏒ᳃߳᥉ߐߖࠆߎߣޕ
ၞߩ㝯ജߩ⊒ߣὐᬌߦ߆߆ࠊࠆⴕേ߿ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߳↪ߔࠆߎߣޕ
ⴕߩ✛㑐ㅪᣉ╷߳ߩᵴ↪ࠍ࿑ࠆߎߣޕ
ߘߩઁ
 ౝኈ
ኻ⽎ၞࠍᏒోၞߣߒޔ
ޟߩ㘑᥊ޠ
ޟޔ᳓ߣᵹࠇߩ㘑᥊ޠ
ޟޔ㉿ጊߩ↰ߩ㘑᥊ޠ
ޔ
ޟᱧ
ผߣᢥൻߩ㘑᥊ޠ
ޔ
ߣߒࠄޟㆆ߮ߩ㘑᥊ޠ
ޔ
ޟෳടߣቇ߮ߩ㘑᥊ߩޠ㧢࠹ࡑߢࡑ࠶ࡊࠍ
ᚑߒߚޕหᤨߦోޔߩ㊀ⷐㇱಽࠍ㓸ߚ✚࿑ࠍᚑߒߚޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧝㧜㧕
 ᵴേߩ⹏ଔߣᓟߩዷ㐿
⹜ߐࠇߚߩ⧎ߣࠅߤߺޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ↪ߩߘޔߪޠㅜߦᔕߓߡ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟ
ࠖࡃ࡞ ࡞ࡀࡄࠆߌ߅ߦޠዷ␜߿ޔ
⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળࠆߌ߅ߦޠ㈩Ꮣ‛ߣߒߡ✬
㓸↪ߐࠇ✛ޔផㅴᵴേߦ߅ߌࠆᔕ↪ߩน⢻ᕈ߇⏕ߢ߈ߚޕ
ᓟߩ⧎ߣࠅߤߺޟޔⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊߩߩ߽ߩߘޠలታࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦޔએਅߩࠃ߁ߥ
ᵴ↪ߣዷ㐿ࠍ⠨߃ߡߊޕ
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⧎ޟსߠߊࠅ࿅ߩޠᵴേ⚫
ၞߩ㝯ജߩ⊒ߣὐᬌߦ߆߆ࠊࠆᵴേ߳ߩዷ㐿
ޟၞߩߺߤࠅ⾗Ḯࡑ࠶ࡊߩߡߒߣࡊ࠶ࡑࠬࡌߩࠆߌ߅ߦࠅߊߠޠ↪
Ꮢ᳃ෳടߦࠃࠆࡑ࠶ࡊߩᚑᦝᣂ
ශߦࠃࠆ৻⥸Ꮢ᳃߳ߩ᥉⊒ߣડᬺߩࠨࡐ࠻╬ߦ߆߆ࠊࠆᬌ⸛
ዊቇᩞ╬ߦ߅ߌࠆ✚ޟว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߩ╬ޠⅣႺቇ⠌߳ߩᵴ↪
Ꮢߩᣉ╷߳ߩᵴ↪
 ⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળߩޠታᣉ
 ⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળߩޠታᣉߦ߆߆ࠊࠆ⚻✲

ߩ✛ޟᗲ⼔࿅ᵴേ⁁ᴫ⺞ᩏߩޠታᣉ㧔ᐔᚑ  ᐕ  ߺߤࠅߣ⧎ߩ⺖㧕ߦࠃࠅ⧎ޔს
ߠߊࠅ࿅ߩᐕ㑆੍▚ޔᵴേ႐ᚲޔᏒ߿ၮ㊄߆ࠄߩഥᚑޔၮ㊄ߩࠦࡦࠢ࡞߳ߩෳട⚻
㛎ޔᵴേࠍㅴߡߊߢߩ㗴ὐ╬ࠍᛠីߒߚޕ

✛ޟൻᗲ⼔࿅ㅪ⛊ળᗧะ⺞ᩏߩޠታᣉ㧔ᐔᚑ  ᐕ  ߺߤࠅߣ⧎ߩ⺖㧕ߦࠃࠅޔ
ޟㅪ
⛊ળߩ߳ޠෳടᗧะޔෳടᏗᦸ࿅ߩᗧޔෳടࠍᏗᦸߒߥ࿅ߩᗧ╬ࠍᛠីߒߚޕ
⧎სߠߊࠅ࿅ߩⷞኤ߅ࠃ߮ࡅࠕࡦࠣࠍᧄㇱળߢታᣉߒߩߘޔᓟ⧎ޔსߠߊࠅ࿅
ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻߩࠗࡔࠫߣࠦࡦࡊ࠻ࠍᬌ⸛ߒߚޕ
 ⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળߩޠડ↹ታᣉ
 ⿰ᣦ
Ꮢౝߩ⧎სߠߊࠅ࿅ߩ⁁ߣ⺖㗴ߦ߆߆ࠊࠆ⼂ߩ
⧎სߠߊࠅ࿅ߩᵴേߩ⚫߿ቇળߥߤࠍㅢߓߡޔᏒౝߩ⧎სߠߊࠅ࿅߿
ߘߩᵴേߩ⁁ࠍℂ⸃ߒޔฦ࿅߇ࠃࠅࠃᵴേࠍㅴߡߊߚߩ⺖㗴ࠍ⠨߃ࠆޕ

⧎სߠߊࠅߦ߆߆ࠊࠆᖱႎߩ឵
᥉Ბⴕࠊࠇࠆ⧎სߠߊࠅߩ႐㕙ߢᓎߦ┙ߟࠃ߁ߥޔᩱၭ߿⛽ᜬ▤ℂߦ߆߆ࠊࠆ⍮⼂
߿ᛛⴚߦ߆߆ࠊࠆᖱႎ឵ࠍⴕߥ߁ޔߚ߹ޕᵴ᳇ߩࠆ⧎სߠߊࠅ࿅ࠍㆇ༡ߒߡ
ߊߚߩᣇᴺߥߤߦߟߡ߽ޔᖱႎ឵ࠍߒߥ߇ࠄ⠨߃ߡߊޕ
⧎სߠߊࠅߦ߆߆ࠊࠆੱ⊛ᵹ
⧎სߠߊࠅߦ㑐ߒߡ߆ߩഥߌ߇ᔅⷐߥᤨߥߤߦ߅ޔ߇ഥ⸒ߒᡰេߢ߈ࠆࠃ߁
ߥ⋡ࠍࠅ߇ߥߟߩߣੱߣੱޔᜰߔޔߦߚߩߘޕ᥉Ბ߆ࠄ㗻ߣ㗻ߣࠍวࠊߖߡࠦࡒ
ࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍߣࠇࠆࠃ߁ߥ႐ࠍߟߊࠆޕ
ᖱႎ⊒ାߣੱ⊛ᵹߩᄢ
⧎სߠߊࠅߦ߆߆ࠊࠆᵴേࠍޔᐢߊᏒ᳃ߩᣇߦޘ⍮ߒߡ߽ࠄ߁ߚߦޔᖱႎࠍ⊒
ାߒߡߊࠍࠅ߇ߥߟߩߣੱߣੱޔߡߞࠃߦࠇߘޕᐢߍߡߊޕ
ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߦࠃࠆ⧎ߣ✛ߩ߹ߜߠߊࠅ߳ߩዷ㐿
᧪⊛ߦߪߩߎޔᵹળߩᵴേߦࠃߞߡޔฦ࿅ߩᵴേ߇⼾߆ߥ߽ߩߦߥࠅޔหᤨ
ߦޔᏒ᳃ડᬺⴕࠍߚ᧻ᚭᏒోߩ✛ߣ⧎ߩ߹ߜߠߊࠅ߳ߣᐢ߇ߞߡߊ
ߎߣࠍ⋡ᜰߔޕ
 ╙㧝࿁ᵹળߩⷐ
ਥ  㧦᧻ᚭᏒ✛ផㅴᆔຬળ⺖ߩ⧎ߣࠅߤߺޔ
ද  ജ㧦 ⽷ ߹ߟߤⴝߣ᳓ㄝߩ✛ൻၮ㊄
㐿ᣣᤨ㧦ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧔㊄㧕 ᤨ  ಽ߆ࠄ  ᤨ߹ߢ
႐  ᚲ㧦 ♿ߩߣᐢ႐ࡄࠢࡦ࠲ 㓏ᄙ⋡⊛ቶ
ෳട࿅㧦 ࿅  ฬ㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧝㧝㧕
ౝ  ኈ㧦
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⥄Ꮖ⚫ߩᓟ᧻ޔᚭᏒ✛ߩၮᧄ⸘↹ߩⷐߣ✛ផㅴᆔຬળߩᵴേޔᵹળߩታᣉߦ⥋
ࠆ߹ߢߩ⚻✲߅ࠃ߮ᵹળߩ⿰ᣦޔฦ࿅ߦࠃࠆᵴേႎ๔ߣᗧ឵╬ࠍታᣉߒߚޕ
ᗧ឵ߩⷐ㧦
ᵴേࠍ⛮⛯ߒߡߊߚߩᔃ᭴߃߿⠨߃ᣇ⧎ޔსߠߊࠅߦ߅ߌࠆᎿᄦ㧔ᑄ᧚ߩ↪╬㧕
ޔ
⠹ㆇᯏ╬ߩᯏ᧚ߩ⾉ߒߒߦ߆߆ࠊࠆ⸘↹ߩߔ߹〝ⴝޔᩋߩ⸳⟎ߦߟߡ㧔ψ〝⛽
ᜬ⺖ߣߩද⼏㧕
ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔ㒾߿ⴕ㒾ߦߟߡ㧔ψ⺞ᩏ㧕
ࠣࡕޔኻ╷ߦߟ
ߡ㧔ψ⺞ᩏ㧕
ޔሶଏ߿⧯ઍߩෳടଦㅴ╬ߦߟߡᗧ឵ࠍታᣉߒߚޕ
 ╙㧞࿁ᵹળߩታᣉ㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧝㧞㧕
㐿  ᣣ㧦ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧔㧕
㐿ౝኈ㧦⧎სቇળߣࡒ࠹ࠖࡦࠣ
ቇ႐ᚲ㧦
Ԙᣂ᧻ᚭਛᄩ㧦
ޠߜ߹ߩ⧎ࡊ࡞ࠣޟ
ԙ㚍ᯅߪߥߺߕ߈ㅢࠅ㧦
ߩ߈ߕߺߥߪޟળޠ
Ԛ߭߹ࠊࠅ㧦
ޟᏱ⋚ᐔ㧝ৼ⋡߭߹ࠊࠅࡀ࠶࠻ࡢࠢޠ
ԛᏱ⋚ᐔ߃ࠎߓࠀㅢࠅ㧦
ޟᏱ⋚ᐔⅣႺળ⼏ޠ
ળ⼏႐ᚲ㧦᧻ᚭᏒᓎᚲౝ
ෳട࿅㧦 ࿅ਛ  ࿅
ౝ  ኈ㧦
⧎სߠߊࠅ࿅㧠࿅ߩᵴേߦ߆߆ࠊࠆቇࠍታᣉߒߚᓟޔᗧ឵ળࠍⴕߞߚޕ

ᗧ឵ߩⷐ
╙㧝࿁ᵹળߦ߅ߌࠆ ᩺㗄ߢࠆⴝ〝ࡑࠬߩᩋߩ⸳⟎ࠣࡕޔㅌᴦߩᅱ᩺ࡏޔ
ࡦ࠹ࠗࠕ㒾ߩ⚫ߦߟߡࠅࠃ⺖ߩ⧎ߣࠅߤߺޔ࿁╵ࠍⴕߞߚޔߚ߹ޕቇߦ
߆߆ࠊࠆᗵᗐ߿ᗧ឵ࠍⴕߞߚޕᰴ࿁એ㒠ߩᵹળߩ㐿࿁ᢙߪ⧎ߩ㈩Ꮣߦ૬ߖ㧟
ࡩߦ㧝࿁⒟ᐲࠍᗐቯߔࠆߎߣ⧎ޔსߠߊࠅᵴേ࿅߆ࠄᐙࠍߒޔോዪߢࠆ
ߺߤࠅߣ⧎ߩ⺖ߣදߒߡડ↹ㆇ༡ࠍⴕ߁ߎߣޔᐙߪㄭ㓞ߩ࿅ห჻ߣߔࠆߎߣޔ
⧎ߦ㑐ߔࠆࠕ࠼ࡃࠗࠩߣߒߡ✛ൻၮ㊄ߩ⡯ຬߩෳടࠍ᳞ࠆߎߣ╬ࠍቯߒߚޕ
ߘߩઁ㧦
ߩ⧎ߣࠅߤߺޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ✬ࠍޠ㓸ߒޔ
⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵴേࡑ࠶ࡊࠍޠᚑ㈩
Ꮣߒߚޕ
㧔ψෳ⠨⾗ᢱ㧝㧟㧕
 ᵹળߩ⹏ଔߣᓟߩዷ㐿
⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળ╙ޔߪޠ㧞ᦼߦ߅ߡ⊒⿷ߒߚ߫߆ࠅߢࠅޔ㐿ታ❣߽  ࿁ࠍᢙ
߃ࠆߩߺߢࠆޔߡߞ߇ߚߒޕᲑ㓏ߢߩ⹏ଔߪ࿎㔍ߢࠆ߇⧎ޔსߠߊࠅ࿅⽷ޔ࿅ᴺੱ߹
ߟߤⴝߣ᳓ㄝߩ✛ൻၮ㊄᧻ޔᚭᏒ✛ផㅴᆔຬળ৻߇⺖ߩ⧎ߣࠅߤߺޔၴߦળߒޔᗧ឵߿
ቇࠍታᣉߢ߈ߚߎߣߪޔᗧ⟵߽ᷓߩߣ⠨߃ࠆޕ
ᓟޔ
⧎ޟსߠߊࠅ࿅ᵹળ⧎ޔߦ߽ߣߣߊߡߒ⛯⛮ࠍޠსߠߊࠅ࿅߇ᵹળߦෳടߔ
ࠆߎߣߦࠃߞߡ੨ฃߢ߈ࠆࡔ࠶࠻ߩ⏕ൻ⧎ޔსߠߊࠅ࿅ߩਥ⊛ߥᵹળߩડ↹ㆇ༡
߳ߩዷ㐿ޔ
㧔⽷㧕߹ߟߤⴝߣ᳓ㄝߩ✛ൻၮ㊄ߣߩㅪ៤ᒝൻ⥄ޔਥ⥄┙ࠍᗧ࿑ߒߚ⧎სߠߊࠅ࿅
߳ߩᡰេߩᣇะᕈߩᬌ⸛ᧂޔෳട࿅ߩෳടଦㅴ╬ࠍᬌ⸛ߒߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ
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Φ㧚ߺߤࠅߩ᧻ᚭߠߊࠅ߳ߩឭ⸒ߣ⺖㗴
㧝㧚ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩ✛ޔၮᧄ⸘↹ⴕߩࠅߤߺޔേ⸘↹ߦߟߡ
 ᓥ᧪᧻ޔᚭᏒߦ߅ߡߪߩ✛ޔၮᧄ⸘↹ߦၮߠߡޔోߩ✛ޔഃㅧޔ⢒ᚑޔ᥉⊒ࠍㅴ
ߡ߈ߚ╙ޕ㧞ᦼᆔຬળߢߪࠍ↹⸘ߩߎޔㅴࠆℂᔨ߿ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇࠍ␜ߔߚߩߩࠅߤߺޔᏒ᳃
ᙗ┨ߩේ᩺ࠍ╷ቯߒߚ✛ޔߦࠄߐޕផㅴߩߚߩ⍴ᦼ⊛ߥ⸘↹ߣߒߡⴕߩࠅߤߺޔേ⸘↹ࠍ╷ቯߔ
ࠆߎߣߣߒߡḰࠍⴕߞߚޕ
 ߘࠇߙࠇߩౝኈߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
ԘߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨
 ✛ផㅴߦ߆߆ࠊࠆ㐳ᦼ⊛ߥℂᔨߣߒߡ⟎ߠߌࠄࠇࠆޕ
 ✛ߩၮᧄ⸘↹ߩℂᔨ߿ၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇࠍ᥉ㆉൻߒߚ߽ߩߢࠆߣหᤨߦⴕߩࠅߤߺޔേ
⸘↹ߩ⋡ᜰߔߴ߈ᣇะᕈࠍ␜ߔᜰ㊎ߣߥࠆޕ
 ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩ᥉ࠍㅢߓߡ᧻ޔᚭᏒߩߺߥࠄߕੱ㑆ߣⅣႺߩଥࠊࠅ߹ߢᗐ
ࠍߪߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥᏒ᳃ࠍ⢒ߡࠆޕ
ԙߺߤࠅߩⴕേ⸘↹
 ✛ផㅴߦ߆߆ࠊࠆ⍴ᦼ⊛ߥ⸘↹ߢࠅߩ✛ޔၮᧄ⸘↹ߦ߅ߡឝߍࠄࠇߚ⋡ᮡࠍౕޔ
ߩⴕേߦࠃߞߡታߔࠆߚߩ⸘↹ߣߒߡ⟎ߠߌࠄࠇࠆޕ
 ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩℂᔨࠍᤋߒࠍࠇߘޔᏒ᳃ߦߣߞߡࠊ߆ࠅ߿ߔᒻߢᣣᏱൻߒߚ߽
ߩߣߒߡ߽⟎ߠߌࠄࠇߩࠅߤߺޔᏒ᳃ᙗ┨ߦઃᏪߔࠆޕ
 ၞ᳃ߣߒߡりㄭߥߺߤࠅߩోഃ▤ℂߦⓍᭂ⊛ߦෳ↹ߢ߈ࠆࠃ߁ߥᏒ᳃ࠍ⢒
ߡࠆޕ
Ԛ✛ߩၮᧄ⸘↹
 ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ࠍᣂߚߦ⸳ߌࠆߎߣߦࠃࠅోߩ✛ޔഃ▤ℂࠍ⋡ᮡൻߒߚ✚ว
⊛߆ߟၮᧄ⊛ߥ⸘↹ߣߒߡ⟎ߠߌߚޕหᤨߦⴕߩࠅߤߺޔേ⸘↹ࠍ⛔วᢛℂߒޔᣉ╷
ߣߒߡᤋߐߖࠆᓎഀࠍ߽ߚߖࠆޕ
 ߎࠇࠄࠍ⺑ߒߚ߽ߩ߇ਅ࿑ߢࠆޕ


࿑ ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨✛ߩၮᧄ⸘↹ߺߤࠅߩⴕേ⸘↹ߩ㑐ଥ
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㧞㧚ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߢߺߤࠅࠍࠅ⢒ⴕേ⸘↹
  ᧻ᚭᏒ✛ߩၮᧄ⸘↹ߣ╙ޔ㧞ᦼᆔຬળߩᵴേታ❣ࠍ〯߹߃᧻ޔᚭᏒߩߺߤࠅࠍࠅ⢒ߚߩ
ᣇ╷ࠍߩࠅߤߺޔᏒ᳃ᙗ┨ߣㅪേߔࠆᏒ᳃ⴕേ⸘↹ߣߒޔ
⾗ࠅߤߺޟḮߩౣ⊒ޠ
ߩࠅߤߺޟᜂ
ᚻߩ⢒ᚑߣࡀ࠶࠻ࡢࠢߠߊࠅޠ
ࠢࡢ࠻࠶ࡀߩࠅߤߺޟὐߩޠ㧟ߟࠍゲߦ߹ߣߚޕ
  ߕࠇ߽Ꮢ᳃Ꮢ᳃࿅ߣⴕ߅ࠃ߮㑐ㅪᯏ㑐ߣߩදޔડᬺᬺ⠪ޔቇᩞߥߤߣߩᐢ
ㅪ៤ࠍⷞ㊁ߦ⟎߈ޔዷ㐿ࠍ⠨߃ߚ߽ߩߢࠆ⋧߇ࠄࠇߘޕߦ㑐ଥߒߥ߇ࠄޔਅ⸥ߦឝߍࠆ㧠ߟ
ߩ⋡ᮡࠍታߒߡߊࡊࡠࠬࠍឭ᩺ߔࠆޕ
  ߺߤࠅࠍࠅ⢒Ꮢ᳃ᗧ⼂ߩ㉯ᚑޕ
Ꮢ᳃ߦࠃࠆߺߤࠅߩ⸘↹ߠߊࠅޕ
᮸ᨋޔ᮸ᧁޔㄘߩోᵴേߩផㅴޕ
ၞߩ⟤ൻߩ߳ࠅߊߠߜ߹ޔෳ↹ޕ
 2.1 ߺߤࠅ⾗Ḯߩౣ⊒
   ↢߈‛ࠍ✛ߩో⢒ᚑ▤ℂࠍㅴࠆߦߪߩ✛ޔᴫ߿േᘒߥߤߩၮᧄ⊛ߥᖱႎࠍ
ីߢ߈ࠆ⚵ߺߣޔᏒ᳃߇ߘࠇࠄࠍりㄭߥ߽ߩߣߒߡ⼂ߒޔଔ୯ࠍߔࠆߚߩ߈߆ߌ
߇ᔅⷐߦߥࠆޕ
2.1.1 ޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊࠅߊߠޠ
Ꮢోၞߩ✛ߦ㑐ߔࠆၮᧄᖱႎࠍ✂⟜ߒߚࡑ࠶ࡊࠍᚑߒⴕޔߩ✛㑐ㅪᣉ╷ߦᵴ↪ߔࠆߣߣ
߽ߦޔၞߩ㝯ജߩౣ⊒ߣὐᬌߦ߆߆ࠊࠆⴕേ߿ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ↪ߔࠆޕ
✂⟜ߔࠆᖱႎߪ✛ޔߦߣߤ߹ࠄߕ߫߃ߣߚޔਅ⸥ߩࠃ߁ߥᄙ㕙⊛ߥಾࠅญࠍᜬߚߖߚࡑ࠶
ࡊࠍⶄᢙᚑߔࠆޕ
ࡌࠬࡑ࠶ࡊ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯ᒻޔ⾰ޔ↪✛ޔઁߩߘޔ
᳓ߣᵹࠇߩ㘑᥊㨯㨯㨯㨯㨯㨯ᳰޔᴡᎹޔ᳓〝ޔḝ߈᳓ⷫޔ᳓ᐢ႐╬
㉿ጊߩ㘑᥊㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯᮸ᨋޔ⇌ޔᨐ᮸ޔ᳓↰ޔ㜞↢၂ደᢝᨋ⼔᮸ᨋ╬ߩၞᕈ
ߩࠆ✛
ᱧผߣᢥൻߩ㘑᥊㨯㨯㨯㨯ᱧผߩޔผ〔ᢥൻ⽷ޔ⍹⎼␠ޔ㑑⼔ޔ᮸ᧁᏂᧁႺ
⇇ᧁ╬
↢߈‛ߚߜߩ㘑᥊㨯㨯㨯㨯㠽㘃ޔ㝼㘃ޔ⯻╬ߩዊേ‛ߩ↢ᕷ⁁ᴫ
ࠄߒߣㆆ߮ߩ㘑᥊㨯㨯ఽ┬ㆆޔ✛ޔቇᩞޔሶߤ߽ߩㆆ߮႐〝ⴝޔ᮸ਗᧁ╬
ෳടߣቇ߮ߩ㘑᥊㨯㨯㨯㨯⧎სߠߊࠅᵴേޔ᮸ᨋోᵴേߩ✛ޔቇ⠌ᵴേὐ╬
ᔃߣ႐ᚲߩ㘑᥊㨯㨯㨯㨯㨯㨯᳃ߦߡߊࠆ႐ᚲ㘑᥊ޔᐕਛⴕޔߦߡߊࠆ႐ᚲ㘑᥊ޔ
ฬ╬ᦸ⌑ޔ
2.1.2 ޟၞߩߺߤࠅ⾗Ḯࡑ࠶ࡊࠅߊߠޠ

ޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ߇ޠᏒోၞࠍࠞࡃߔࠆߩߦኻߒߪࠄߜߎޔၞනߢᚑߔࠆၮᧄᖱႎࡑ
࠶ࡊޕ
Ꮢ᳃߇ၞߩりㄭߥ✛⾗Ḯࠍࡑ࠶ࡊൻߔࠆߎߣࠍផᅑߒޔၞߩ㝯ജߩౣ⊒⾗✛ޔḮߩଔ
୯ߩൻߣὐᬌߦᓎ┙ߡࠆޕ
ⅣႺㇱ߇ታᣉߒߡࠆ↢߈‛⺞ᩏߥߤߣߩㅪേࠍ࿑ࠆޕ
2.1.3 ߅ߩࠅߤߺޟᢔᱠࡑ࠶ࡊࠅߊߠޠ
ၞޔᏒၞߩ✛⾗Ḯࠍߟߥ߉วࠊߖߚ࠙ࠜࠠࡦࠣࡑ࠶ࡊߩᚑࠍផᅑߔࠆޕ
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․ో᮸ᨋోޔ᮸ᨋ⼔ޔ᮸ᧁߥߤࠍᖱႎߣߒߡ⋓ࠅㄟߎߣߦࠃࠅޔᏒ߇✛
ߩ᧦ߦၮߠ߈ታᣉߒߡࠆ✛ోᣉ╷ߩ⍮ߦ߽ߟߥߍࠆޕ
✛ߩၮᧄ⸘↹ߩޠࠢࡢ࠻࠶ࡀࡊ࠻ࠝࡆޟ᭴ᗐ✚ޔว⸘↹ߩޟ᳓ߣ✛ߣᱧผߩ࿁ᑈߠߊࠅޠ
᭴ᗐߣߩㅪേ߽࿑ࠆޕ
 2.1.4 Ꮢ᳃ߦࠃࠆߩࠅߤߺޟ⸘↹ࠅߊߠޠ

ޟၞߩߺߤࠅ⾗Ḯࡑ࠶ࡊޠ
߅ߩࠅߤߺޟᢔᱠࡑ࠶ࡊߢޠᚑᦝޔᣂߐࠇߚᖱႎࠍ㓸Ⓧߒޔ㓐
ᤨޟⅣႺ⾗Ḯࡑ࠶ࡊߦޠᤋߔࠆ⚵ߺࠍߟߊࠆޕ
ߎࠇࠄߩ✛⾗Ḯᖱႎࠍ߽ߣߦޔၞߩวᗧߦၮߠߊߩࠅߤߺޟ⸘↹╷߇ޠቯߐࠇⴕޔ
ߘߩઁߣߩදߩ߽ߣߦ⾗✛ޔḮߩో▤ℂ⢒ᚑ߇࿑ࠄࠇࠆߎߣࠍ᧪⋡ᮡߣߔࠆޕ
2.2 ߺߤࠅߩᜂᚻߩ⢒ᚑߣࡀ࠶࠻ࡢࠢߠߊࠅ
  ✛ߩో▤ℂ⢒ᚑߪⴕޔ߿✛ߩᚲ⠪ߩߺߦᆔߨߡߚߩߢߪޔਇචಽߥ⁁ᴫߦ
ࠆࠆߔߣߓߪࠍࠕࠖ࠹ࡦࡏޕᏒ᳃ޔડᬺᬺ⠪ޔቇᩞߥߤᐢጀߩෳ↹ࠍઔ߉ߩ✛ޔ
ᜂᚻࠍ⢒ᚑߒޔㅪ៤ߩベࠍᐢߍߡߊᔅⷐ߇ࠆޕ
 2.2.1 Ꮢ᳃ߦࠃࠆ᮸ᨋోࡏࡦ࠹ࠖࠕ⢒ᚑ⻠ᐳߩ⛮⛯
ᐔᚑᐕᐲ╙ޔ㧞ᦼߩᆔຬળ߇ߺߤࠅߣ⧎ߩ⺖ߣදߢ⹜ⴕߒߚޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷
⻠ᐳߩ✛ޔ߇ޠᜂᚻߩជࠅߎߒߦലߢࠆߣ⹏ଔߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄޔᐕᐲએ㒠߽⛮⛯
ߒߡታᣉߔࠆޕ
ታᣉߦߚߞߡߪޔ᮸ᨋోᵴേߦขࠅ⚵Ꮢ᳃࿅╬ࠍታᣉਥߣߒ⺖ߩ⧎ߣࠅߤߺޔ
ߪߓ㑐ㅪㇱ⟑⻉ᯏ㑐߇ߎࠇࠍᡰេߔࠆޕ
  ᧪⊛ߦߪ⻠ޔᐳߩୃੌ⠪߇⻠ᐳߩታᣉ߿⊒ዷߦෳ↹ߔࠆߠߊࠅࠍㅴޔሶߤ߽ࠍኻ⽎
ߣߒߚࡊࡠࠣࡓߩታᣉ߽ᬌ⸛ߔࠆޕ
 2.2.2 ߺߤࠅߩᖱႎࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ⢒ᚑ
ޟၞߩߺߤࠅ⾗Ḯࡑ࠶ࡊ߅ߩࠅߤߺޟ߿ޠᢔᱠࡑ࠶ࡊޠᚑߩផᅑ╬ߣࠊߖޔၞߩ✛
ࠍࠆᖱႎࡏࡦ࠹ࠖࠕߩ⢒ᚑ߽࿑ࠆޕ
2.2.3 ᮸ᨋో⧎სߠߊࠅ࿅ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻ
✛ߩోޔ⢒ᚑ▤ޔℂߦ߅ߡߪߩ✛ޔ᭽ᘒ߇ޔၞᕈޔၞⅣႺߦࠃߞߡ⇣ߥࠆߩߢߔޔ
ߴߡࠍ৻ᓞߩᚻᴺߢⴕ߁ߎߣߪߢ߈ߥޔߚ߹ޕᵴേߦขࠅ⚵࿅ੱߦߪߦ✛ޔ㑐ߔ
ࠆ⍮⼂ోޔ⢒ᚑ▤ℂߩ⚻㛎߿ᛛⴚജߦᏅ߇ࠆߩ✛ޔߡߞ߇ߚߒޕᜂᚻ߇ߘࠇߙࠇ
ߩࡈࠖ࡞࠼ߦ߅ߡㆡᱜߥᵴേ߿⚵❱ㆇ༡ࠍㅴࠆ⚵ߺࠍߟߊࠆޕ
ౕ⊛ߦߪޔ᮸ᨋోᵴേ࿅߿⧎სߠߊࠅ࿅ߩ✭߿߆ߥࡀ࠶࠻ࡢࠢൻࠍ࿑ࠅޔ᧚ੱޔ
ᛛⴚ߇╬᧚⾗ޔᨵエߦᵹߔࠆⅣႺߠߊࠅࠍㅴࠆޕ
 2.2.4 ߣߐࠆ߰ޟߩળߩߣޠㅪ៤
ᐔᚑ12ᐕߦⴕࠊࠇߚޟ᮸ᨋోᗧะ⺞ᩏ⺞ޔߢޠᩏኻ⽎ߣߥߞߚ᮸ᨋᚲ⠪ߩߥ߆ߦ᮸
ᨋߩోᗧะࠍᜬߟੱ߇ᄙ߆ߞߚࠍࠇߎޕฃߌߩ⺖ߩ⧎ߣࠅߤߺޔ߮߆ߌߦࠃࠅࠆ߰ޟ
ߐߣߩળ߁ߣޠ᮸ᨋᚲ⠪ߩળ߇⚿ᚑߐࠇߡࠆޕ
หળળຬߩදജߦࠃࠅޔᵴേߩ႐ߩឭଏࠍฃߌߚ᮸ᨋోᵴേ߇ᢙࠆ߇ޔᓟ߽หળ
ߣᵴേ࿅ߩᵹㅪ៤ࠍᷓߩ࠼࡞ࠖࡈޔឭଏ╬ߩᡰេࠍⷐ⺧ߔࠆޕ
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 2.2.5 ᮸ᨋ᮸ᧁోᣉ╷ߩ⎇ⓥߣ⹜ⴕ
  ᧄᧁᄖߩਗᧁબណߩ⚻✲ߦ߆߆ࠊࠆ㗴ὐߦߟߡ೨ㅀߒߚ߇ߩߎޔઙߦߣߤ߹ࠄߕޔ᮸
ᨋ㓞ធߩቛൻߦࠃࠆ᮸ᧁߩબណ߇㗴ൻߔࠆࠤࠬ߿ޔᨋ✼ߣቛ߇ㄭធߒߡࠆ߇ࠁ߃ߦ
ߎࠆᚲ⠪ߣ᳃ߩ࠻ࡉ࡞߇ᓟࠍ⛘ߚߥޕ
  ✛ߩᷫዋࠍ㘩ᱛࠆߦߪߕ߹ޔ᮸ᨋ᮸ᧁߩ⼔ࠍ╙৻ߦ⠨߃ޔታലᕈߩࠆភ⟎ࠍ⻠ߓ
ࠆᔅⷐ߇ࠆޔߦߚߩߘޕએਅࠍ⠨ᘦߒߚ᮸ᨋ᮸ᧁోᣉ╷ߩ⎇ⓥߣ⹜ⴕࠍឭ᩺ߔࠆޕ
 ⋧⛯ߩ⊒↢߿ޔᨋ✼ߩቛൻߥߤߦࠃࠆ᮸ᨋ᮸ᧁߩᶖᄬߦ߆߆ࠊࠆᖱႎ߇ޔᣧᦼߦ
ᚻߢ߈ࠆࠍᢛ߃ࠆޕ
 ᮸ᨋ᮸ᧁᚲ⠪ߣㄭ㓞᳃ߣߩ࠻ࡉ࡞߿ޔ᮸ᨋߩ㐿⊒╬ߦߣ߽ߥߞߡ᮸ᨋ⼔ߩ
ⷐ⺧ࠍᏒ᳃Ꮢ᳃࿅߆ࠄฃߌߚ႐วߥߤޔㅦ߿߆ߦߎࠇߦኻᔕߒ⺞ޔᢛࠍ࿑ࠆ⓹ญߥ
ࠄ߮ߦࠍᢛ߃ࠆޕ
 ోߦ㑐ߔࠆ✕ᕆᘒ߇⊒↢ߒߚߣ߈ޔᐡౝߩ㑐ଥㇱ⟑ࠍᮮᢿ⊛ߦถ㓸ߒߦࠇߎޔ᳃㑆
⼂⠪߿ࠆߡߒ⺧ⷐࠍోޔᏒ᳃ߩઍ⠪╬ࠍട߃ߚળ⼏ࠍ⸳ߌޔᣧᕆߦᖱႎಽᨆࠍ
ⴕޔᛂ㐿╷ࠍᬌ⸛ޔታᣉߔࠆ⚵ߺࠍߟߊࠆޕ
 Ꮢ᳃Ꮢ᳃࿅߆ࠄⷐ⺧ࠍฃߌߩߚߩో⼔ޔᷤ߿⺞ᢛࠍⴕ߁႐วߪࠆ߈ߢޔ
߆߉ࠅᖱႎࠍߒޔหᱠ⺞ࠍߣࠆޕ
ߎࠇߦ㑐ଥߒߡߦోߩ✛ޔ㑐ߒߡ✕ᕆߥኻᔕࠍㄼࠄࠇߚ႐วߩᐲߩኻ╷ߣߒߡޔએਅ
ߩឭ᩺߇ߞߚߩߢઃ⸥ߒߡ߅ߊޕ
 ޠࡓࠗ࠲ࡦࠣޟᐲߩዉ㨯㨯㨯㨯✕ᕆᤨߦༀಣ╷ࠍߔᤨ㑆ࠍ⏕ߔࠆߚޔᏒ㐳
ᮭ㒢ߦࠃߞߡ㒢ቯᦼ㑆ᎿࠍᏅߒᱛߐߖࠆߎߣߩߢ߈ࠆᐲࠍ᧦ൻߔࠆޕ

2.3 ߺߤࠅߩࡀ࠶࠻ࡢࠢὐ
2.3.1 ߺߤࠅߩࡀ࠶࠻ࡢࠢὐߩᔅⷐᕈߣᵴേᡰេ⾗Ḯߩᢛℂ
   ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߢߺߤࠅࠍࠅ⢒ⴕേ⸘↹ߩዷ㐿ߩߚߦޔ
✛ߦ߆߆ࠊࠆ᭽ߥޘᖱႎ߿ޔ
✛ߩᏒ᳃ᵴേߦ߆߆ࠊࠆᖱႎࠍ㓸Ⓧឭଏߒߩ✛ޔᜂᚻߩࡀ࠶࠻ࡢࠠࡦࠣࠍᡰ߃ޔᵴേߦ
ኻߔࠆ⋧⺣ฃઃ߿ᡰេࠍ৻ర⊛ߦᛒ߁⓹ญߣߒߡࠢࡢ࠻࠶ࡀߩࠅߤߺޟὐࠍ⟎⸳ߩޠ࿑ࠆޕ
2.3.2 21♿ߩߣᐢ႐ߩᵴ↪
   Ꮢౝߢᦨᄢⷙᮨߩ✛ࠍߒޔᏒ᳃ߦⷫߒ߹ࠇޔ⍮ᐲ߽㜞21♿ߩߣᐢ႐ߦࠅߤߺޔ
ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢὐᯏ⢻ࠍᜬߚߖࠆޕὐߣߒߡ᳞ࠄࠇࠆᯏ⢻ߪએਅߩߣ߅ࠅߩߘޕߠ
ߊࠅߣㆇ༡ߦߚߞߡߪߩ✛ޔᏒ᳃ᵴേ࿅߅ࠃ߮ߘߩࡀ࠶࠻ࡢࠢޔ⺖ߩ⧎ߣࠅߤߺޔ
✛⺖ࠍߪߓޔ
㧔⽷㧕߹ߟߤⴝߣ᳓ㄝߩ✛ൻၮ㊄߿㊄ࡩ⢒⧣ߥߤޔ㑐ଥᯏ㑐߇දജߒߡផ
ㅴߔࠆޕ
Ꮢౝߩ✛⾗Ḯߦ߆߆ࠊࠆᖱႎߩ㓸Ⓧߣឭଏࠍⴕ߁ޕ
✛ߩᏒ᳃ᵴേᖱႎߩ㓸Ⓧߣឭଏࠍⴕ߁ޕ
  ✛ߩᏒ᳃ᵴേߦ㑐ߔࠆ⋧⺣ߦኻᔕߔࠆޕ
  ✛ߩో▤ℂ⢒ᚑߦ㑐ߔࠆޔ᳃㑆ߩᡰេᖱႎߩ㓸ߣឭଏࠍⴕ߁ޕ
✛ߩᏒ᳃ᵴേ࿅ߩ⢒ᚑߣߘߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻⴕ߇ࠄࠇߘޔ߿ડᬺᬺ⠪ޔቇᩞߥߤߣ
දߢⴕ߁ᬺࠍࠦ࠺ࠖࡀ࠻ߔࠆޕ
ઁߩᏒ᳃ᵴേᡰេὐߣߩㅪ៤ࠍㅴࠆޕ
 2.3.3 ߺߤࠅߩᏒ᳃ᵴേᡰេߩ⚵ߺߠߊࠅ
  ၮᧄߣߒߡᵴേ࿅ߩ⥄┙ࠍଦߔᡰេࠍⴕ߁ޕ࿅ߩᵴേౝኈࠆߪᬺౝኈߦ㑐ࠊࠄߕޔ
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৻ᓞߦഥ㊄ࠍᡰ⛎ߔࠆࠃ߁ߥᡰេᒻᘒߪᅢ߹ߒߊߥ⾗ޕ㊄߽ޔ࿅ߩᵴേ⋡ᮡޔᔅⷐ
ߣߔࠆᡰេߩౝኈߦวࠊߖ⋡ޔᮡߩ㆐ᚑᐲߥߤ߽⠨ᘦߒޔߩޘ࿅ߦኻߒਅ⸥ߩࠃ߁ߥᡰេ
߇ㆡቱߦឭଏߢ߈ࠆ⚵ߺࠍߟߊࠆޕ
ᵴേޔㅪ៤ޔද⼏ߩ႐ࠍឭଏߔࠆޕ
⻠Ꮷޔᛛⴚᜰዉߥߤኾ㐷ኅࠍᵷ㆜ߔࠆޕ
ᵴേߩೋᦼᲑ㓏ߦ߅ߌࠆౕེ᧚╬ߩ⾉ߒߒ৻ޔ᧚⾗ޔㇱ⾗㊄ߩଏਈࠍⴕ߁ޕ
දቯߦၮߠߊදᬺࠍផㅴߒޔᬺᆔ⸤߿ఘࡏࡦ࠹ࠖࠕߩᬌ⸛⹏ޔⴕ⹜ޔଔࠍⴕ߁ޕ
Ꮢ᳃࿅㑆ޔᏒ᳃ߣⴕߩදࠍㅴࠆࠦ࠺ࠖࡀ࠲ࠍ⢒ᚑߔࠆޕ

㧟㧚ⴕേ⸘↹ߩታߦะߌߚ⺖㗴
 







╙㧞ᦼᆔຬળߢߪߩࠅߤߺޔᏒ᳃ᙗ┨㧔᩺㧕ߣߘࠇߦㅪേߔࠆࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߢߺߤࠅࠍ
ࠅ⢒ⴕേ⸘↹ࠍឭ⸒ߒߚⴕߩߎޔߒ߆ߒޕേ⸘↹ߪᏒ᳃ޔᏒ᳃࿅߇ᜂ߁ㇱಽ߇ᄙߊޔౝ
ኈ߽ᄙᓀߢࠆ৻ࠍߡߴߔޕ᳇ߦታߦะ߆ࠊߖࠆߩߪ࿎㔍ߢࠅߩߘޔᗧߢߪౕ⊛ߥⴕ
േߩࡔ࠾ࡘࠍឭ␜ߒߡߪࠆ߽ߩߩޔዷ㐿ߩᜰ㊎ࠍ␜ߔࡌ࡞ߦߣߤ߹ߞߡࠆޕ
 ታ㓙ߩផㅴߦߚߞߡߪޔᰴߩὐߦ⇐ᗧߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ⴕߩޘേࡔ࠾ࡘࠍታᣉߔࠆᜂᚻߩౕൻߣᚻᴺߩ⚵ߺ┙ߡޕ
ⴕߩᣉ╷ߣߩ㑐ㅪߠߌ߿ޔᣂߚߥᣉ╷߳ߩ⟎ߠߌޕ
ߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄขࠅ⚵ߺోޔࠍ᭴▽ߒߡߊ߁߃ߢ⹏ޔⴕ⹜ޔଔޔᡷༀࠍ➅ࠅߔ⚵ߺ
ߠߊࠅޕ
ⴕߩ✛ᣉ╷߳ߩᏒ᳃ෳടᚻᴺߩ㐿⊒ޕ
Ꮢ᳃ᵴേ߿ߘߩࡀ࠶࠻ࡢࠢ߇ᜬߟ࠳ࠗ࠽ࡒ࠭ࡓࠍ៊ߥࠊߥᨵエߥߠߊࠅޕ
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ⴕߩޘേࡔ࠾ࡘࠍታ
ᣉߔࠆᜂᚻߩౕൻ
ߣᚻᴺߩ⚵ߺ┙ߡ

ዯƷؕஜᚘဒ

ƷˁኵǈƮƘǓ

ŨǈƲǓƷࠊൟѣૅੲ

Ʒဇ

ŨᲬᲫɭኔƷౕƱ࠼ئ

Ʒૢྸ

ŨǈƲǓƷѣૅੲเ

ਗໜƷ࣏ᙲࣱƷૢྸ

ߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄขࠅ⚵ߺోޔ
ࠍ᭴▽ߒߡߊߢ⹜ⴕޔ
⹏ଔޔᡷༀࠍ➅ࠅߔ⚵ߺ
ߠߊࠅ

ⴕߩߺߤࠅᣉ╷߳ߩ
Ꮢ᳃ෳടᚻᴺߩ㐿⊒

ⴕേ⸘↹ߩታߦะߌߚ⺖㗴

ǈƲǓƷᘍѣᚘဒ
ᲬᲪᲪᲯ

ƮƘǓ

žǈƲǓƷעғᚘဒſ

ŨࠊൟƴǑǔ

žǈƲǓƷƓഩȞȃȗſ

ž؏עƷǈƲǓเȞȃȗſ

žؾเȞȃȗſ

ŨǈƲǓƷȍȃȈȯȸǯ

ǈƲǓƷ
ȍȃȈȯȸǯਗໜ


ⴕേ⸘↹

Ꮢ᳃ᵴേ߿ߘߩࡀ࠶࠻ࡢ
ࠢ߇ᜬߟ࠳ࠗ࠽ࡒ࠭ࡓ
ࠍ៊ߥࠊߥᨵエߥ
ߠߊࠅ

ᆮƱᚾᘍ

Ũȷங̬μሊƷᄂ

ƱƷᡲઃ

ŨžƾǔƞƱౕƷ˟ſ

ȍȃȈȯȸǯ҄

ŨᑶّƮƘǓ˳ׇƷ

ȍȃȈȯȸǯ҄

Ũ樹̬עμ˳ׇƷ

ȜȩȳȆǣǢƷᏋ

ŨǈƲǓƷऴإ

ᏋᜒࡈƷዒዓ

Ũ̬עμȜȩȳȆǣǢ



ǈƲǓƷਃƍƷ
ᏋƱȍȃȈȯȸǯ
ƮƘǓ

ࡄ࠻࠽ࠪ࠶ࡊߢみどりࠍࠅ⢒ⴕേ⸘↹
ǈƲǓเƷ
ϐႆᙸ
ŨȞȃȗƮƘǓ

ⴕߩᣉ╷ߣߩ㑐ㅪ
ߠߌ߿ޔᣂߚߥᣉ╷߳
ߩ⟎ߠߌ

ƔƞǛٻЏƴƠǇƢ
ŨҘ࠰ஹƷǈƲǓƷ٣ƴǛͼ
ƚŴႊ࠰ࢸƷǈƲǓǛᏋƯǇ
Ƣ
Ũ܇ƲǋƨƪƷٹƱƋƦƼǛӖ
ƚƱǊǔǈƲǓǛƍƬƺƍƴ
ƠǇƢ

ŨৎࠊൟƸǈƲǓƱǒƢᝅ

ǈƲǓƷࠊൟঙᇘ

ℂᔨ⋡ᮡ

ǈƲǓƷৎƮƘǓǁƷ੩ᚕƱᛢ᫆

Χ㧚✛ផㅴᆔຬળߩ⺖㗴
㧝㧚╙㧞ᦼᆔຬળߩᗧ⟵

╙㧞ᦼߩᆔຬળߢߪ᧻ޔᚭߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩේ᩺ࠍᚑߒߚ߇ߩࠅߤߺߡߖࠊߣࠇߎޔ
ో▤ℂ⢒ᚑߦ߆߆ࠊࠆౕ⊛ߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ⹜ⴕߒߩߘޔᚑᨐࠍឭ⸒ߦᤋߐߖߚޕ
ታ㓙ߩࡈࠖ࡞࠼ࡢࠢࠍㅢߒߡᓧࠄࠇߚⓠߪᄢ߈ޕ
  ᧻ᚭᏒߪࠆࠃߦࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄޔᣉ╷ߩផㅴࠍᮡ᭙ߒߡࠆ߇ޔᆔຬળᵴേࠍߩ⼏⺰
ߦߣߤߕޔදࠍታ〣ߒ⹏ޔଔߔࠆ႐ߣߒߚߎߣߪޔᓟߩᆔຬળߩࠅᣇࠍ⠨߃ߡߊ
ߢᗧ⟵ߩࠆ⹜ߺߛߞߚߣ߃ࠆޕ
  ㅢᧄޔળ⼏ߢോዪ⡯ຬߪࠝࡉࠩࡃߩ┙႐ߦࠅ⋥ߪߦ⼏⸛ޔធ㑐ਈߒߥޔߒ߆ߒޕ
ㇱળᵴേߢߪޔㇱળࡔࡦࡃߩ৻ຬߣߒߡࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦෳ↹ߒߚޔࠅࠃߦࠇߎޕᆔຬߣ⡯ຬ
ߩᗧ឵߇ᵴ⊒ߦⴕࠊࠇޔߩ┙႐ߩℂ⸃߿ߩኾ㐷ᕈࠍ↢߆ߔߎߣߦߟߥ߇ߞߚޕ
  Ꮢ᳃ෳടဳߩᣉ╷ផㅴߢߪ⋧ޔߩࠬࡠࡊߣ⊛⋡ޔߩℂ⸃ޔኻ╬ᕈޔᔕಽߩಽᜂޔኻ
ಣߩᨵエᕈߥߤ߇᳞ࠄࠇࠆߎߣ߆ࠄޔㇱળᵴേࠍዅ㊀ߒⓍᭂ⊛ߦขࠅࠇࠆߣߣ߽ߦⴕޔ
ߩᗧ߽ᆔຬળߦᤋߢ߈ࠆࠃ߁ߥߠߊࠅ߇ᦸ߹ࠇࠆޕ
㧞㧚ᆔຬળߩㆇ༡ߦ߅ߌࠆ㗴ὐߣ⺖㗴

╙㧞ᦼᆔຬળߦㆇ༡ߦ߅ߡߪᰴߩࠃ߁ߥ㗴ὐ߇ߞߚޕ
ㇱળ㐿ߩ㗫ᐲ߇ᄙߊߥࠅޔฦᆔຬߩ⽶ᜂ߇Ⴧᄢߒߚߎߣޕ
છᦼ2ᐕߢᆔຬળߪౣ✬ߐࠇࠆ߇ޔ೨ᦼߩᆔຬળߩᵴേߩ⛮⛯߇ᜂߐࠇࠆߣߪ㒢ࠄߥ
ߦࠆߎߣޕ
೨ᦼߩᆔຬߣߩᵹޔㅪ៤߇⏕┙ߐࠇߡߥߎߣޕ
ᆔຬળឭ⸒ࠍᣉ╷ߦᤋߔࠆࡊࡠࠬ߇ᔟߦߥߞߡߥߎߣޕ

ߎࠇࠄߩ㗴ὐࠍ〯߹߃╙ޔ㧟ᦼᆔຬળ߳ߩ↳ߒㅍࠅ㗄ࠍએਅߩࠃ߁ߦᢛℂߒߚޕ
ౕߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ⹜ⴕࠍขࠅࠇߚᆔຬળᵴേޕ
✛ផㅴᆔຬળߩ⚫ߣ⺞ᩏࠍ߆ߨߚ✛ߣ⧎ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞߳ߩዷߣޔหታⴕᆔຬળ
߳ߩෳടߩ╬ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޕታᣉޕ

ⴕߩࠅߤߺޟേ⸘↹2005ߩޠߣቯޕޔ
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ෳ⠨⾗ᢱ 
╙㧞ᦼᆔຬળߩᆔຬ᭴ᚑ
 ╙㧞ᦼ᧻ᚭᏒ✛ផㅴᆔຬળᆔຬฬ★
 ޛᓎ ⡯ ޜ

 ޛ᳁ ฬ ޜ

 ޛᚲ ዻ ╬ ޜ

ળ  㐳

↰ ઍ  㗅 ቁ

ජ⪲ᄢቇ⧓ቇㇱᢎ

ળ㐳ઍℂ

᧖   ᢥ ᄦ

㧔⽷㧕ጊ㓏㠽㘃⎇ⓥᚲਥછ⎇ⓥຬ

ᆔ  ຬ

ᩉ   ㊀ ੱ

ජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ഥᢎ

ᆔ  ຬ

ᷰ ㄝ  ᐘ ਃ ㇢

ㇹผ⎇ⓥኅ

ᆔ  ຬ

᭑ ᧄ  ቁ ⧐

✛ൻࡏࡦ࠹ࠖࠕ࿅ઍ

ᆔ  ຬ

⌀ ᎑  ᅢ ඳ

᮸ᧁක࿅ઍ

ᆔ  ຬ

㜞 ᯅ  Ꮘ ৻ ㇢

ㄘᬺ㑐ଥ࿅ઍ⠪

ᆔ  ຬ

ศ ㊁  ኑ ੑ ㇢

ᨋᬺ㑐ଥ࿅ઍ⠪

ᆔ  ຬ

⚦ 㑆  ᧂ  ✜

߹ߜߠߊࠅ࿅ઍ

ᆔ  ຬ

ᷦ ⼱  ቁ ሶ

Ꮢ ᳃

ᆔ  ຬ

⩲ 

ඳ ༹

Ꮢ ᳃

ᆔ  ຬ

㋈ ᧁ  ᱜ 

Ꮢ ᳃

ᆔ  ຬ

㜞 ᯅ  ⋓ ↵

Ꮢ ᳃

ᆔ  ຬ

㜞   Ḯ ᴦ

Ꮢ ᳃
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ෳ⠨⾗ᢱ㧞
╙㧞ᦼᆔຬળߩᬌ⸛⚻ㆊ

 ╙㧞ᦼ᧻ᚭᏒ✛ផㅴᆔຬળߩᬌ⸛⚻ㆊ

 ޛᆔຬળฬ⒓ ޜ

 ޛ㐿ᣣ ޜ

 ⼏ ޛ㗴 ޜ

٠ᆔ བྷ ᑼ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ળ㐳ߩㆬછ

٠╙㧝࿁ᆔຬળ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ળ㐳ઍℂߩㆬ
 ᆔຬળߩㅴᣇ

٠╙㧞࿁ᆔຬળ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ㇱળߩ⸳⟎߮⺖㗴ߩᬌ⸛

٠╙㧟࿁ᆔຬળ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ㇱળߩႎ๔               
 ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ ᩺ ߩ⻁

٠╙㧠࿁ᆔຬળ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ✛ߣ⧎ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞  ߩႎ๔
 ㇱળߩႎ๔
 ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ߩᬌ⸛

٠╙㧡࿁ᆔຬળ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ㇱળߩႎ๔
 ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ߩᬌ⸛

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ㇱળߩႎ๔
 ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ߩᬌ⸛
 ╙㧞ᦼឭ⸒ߩᬌ⸛

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ㇱળߩႎ๔
 ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ߩᬌ⸛
 ╙㧞ᦼឭ⸒ߩᬌ⸛

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ㇱળߩႎ๔
 ✛ߩᏒ᳃ᙗ┨ߩᬌ⸛
 ╙㧞ᦼឭ⸒ߩᬌ⸛

٠╙㧥࿁ᆔຬળ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ✛ߣ⧎ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞  ߩႎ๔
 ㇱળߩႎ๔
 ߺߤࠅߩᏒ᳃ᙗ┨ߩᬌ⸛
 ╙㧞ᦼឭ⸒ߩᬌ⸛

٠╙  ࿁ᆔຬળ

ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ

 ╙㧞ᦼឭ⸒ߩขࠅ߹ߣ
 ឭ⸒ߩឭ

٠╙㧢࿁ᆔຬળ

٠╙㧣࿁ᆔຬળ

٠╙㧤࿁ᆔຬળ
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ෳ⠨⾗ᢱ㧟
᧻ޟ࠻ࠤࡦࠕࠆߌ߅ߦޠ ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈߩ⧎ߣ✛ޟᚭߺߤࠅߣ⧎ߩ࠼ࡓ㧤ޠ
㧙✛ߣ⧎ߞ߬ߩࠄߒ ߥߚߩ߅᳇ߦࠅߩᄞߪߤࠇߢߔ߆㧫㧙

˴˴˴˴˴˴˴˴˴㧔ᐔᚑᐕᣣ♿ߩߣᐢ႐㧕
٤ᛩ㗄⋡ߣਥߥℂ↱㧔ᓧᢙ㧕

㧝㧚 ♿ߩߣᐢ႐ߦᆫࠍߖߡࠆࠝࠝ࠲ࠞ߇ౝߢࡅ࠽ࠍ⢒ߡࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߶ߒޕ
㧔㧡㧠㧕
 ࠝࠝ࠲ࠞߩࡅ࠽߇ߺߚޕ
 ࠝࠝ࠲ࠞ߇Ꮍࠅߢ߈ࠆ⥄ὼⅣႺޕ
 ࠝࠝ࠲ࠞߪ⥄ὼ߇⼾߆ߢߥߊߡߪߛߢߔޕ
 ߆ࠊࡅ࠽߇ߚޕ
 ᄤᢜߩࠝࠝ࠲ࠞ߇Ⴧ߃ߥߣ߇ࠬࠞޕჇ߃ߔ߉ߡ࿎ࠅ߹ߔޕ
 ࠝࠝ࠲ࠞ߇ߔ߈ߛ߆ࠄޕ
 ߆ࠊ⿒ߜ߾ࠎ߇ߚޕ

㧞㧚㉿ጊ߿✛ޔߥߤ✛ߩⓨ㑆ࠍㅢߞߡޔᚒ߇ኅ߆ࠄᳯᚭᎹ߹ߢᱠߌࠆࠃ߁ߦߒߚޕ
㧔㧠㧜㧕
 ஜᐽ⊛ߦࠄߒߚ߆ࠄޕ
 ሶଏߣᭉߒᢔᱠ߇ߒߚޕᱠߊߎߣߪஜᐽߦࠃ߆ࠄޕ
 ߟ߹ߢ߽ర᳇ߢᱠ߈࿁ࠅ⿷ޔ⣶ࠍਂᄦߦߒߡ߈ߚޕ
 ✛ߩਛࠍᱠߡࠆߣ᳇ᜬߜ߇߆ࠄޕ
 ⥄ὼ߇ߘ߫ߦߥ߆ࠄޕ
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３．緑の適切な育成管理という視点」

●松戸駅周辺における保全と創出」

●パートナーシップによる育成管理」

・緑化基金の事業の拡充

・市民参加のための具体的な活動の場の提供と体制づくり

・樹林の保全運動に対する行政の支援

ど)

・市民及び市民団体による緑のトラスト運動等の推進(枝の伐採、下草刈りな

・自治会や緑化団体、市民ボランティアによる公共施設等の緑化推進

クづくり

・山林所有者、市民ボランティア、行政が一体となった緑地保全ネットワー

「松戸市緑推進委員会で討議された項目」

きである。

金ヶ作育苗圃などを拠点として活用し、広く緑のボランティアを育成すべ

・緑にふれ、緑を育む楽しさを体感する拠点として、２１世紀の森と広場、

「Ⅱ．早急に取り組むべき施策

７．ボランティアの育成、拠点づくり

系的な保全

・千葉大学園芸学部キャンパス、浅間神社から金山神社にかけての樹林地の体

「Ⅲ．中期的に取り組むべき施策

６．社寺林の保全

自然の中での楽しい遊び体験を指導できる人材の育成

学校と連携した総合学習の場としての樹林地や公園などの利用

への感性を育てるべきである。そのために、

・森や草原など自然の中での楽しい遊び体験を復活させ、こどもたちの自然

民主体で創り出していく必要がある。

・緑空間を利用し、運営するためのソフトづくりが不可欠であり、それを市

・緑は社会資産として認知すべきである。

「Ⅰ．現状認識と対策の方向性

５．緑の重要性の認知・周知

担当

東京都環境局自然環境部保全課（03‑5388‑3555）

名称「東京都緑地保全活動指導者認定講習」

・ ［参考］東京都が、都民向けに里山管理作業の研修会を実施している。

検討を、今後の課題として具体的に検討していく。

・ 森林ボランティアの育成について、市民ができること、市ができることの

用する。

インストラクターも少人数だが、松戸にもいる。そうした制度、人材を活

・ 千葉県自然観察指導員協議会が小学校への総合学習支援をしている。森林

・ 緑の人材バンクづくり。

る。

了とともに、ボランティア登録してもらい、活動するフィールドも斡旋す

・ カリキュラム、テキストが必要。講習だけではなく実習も行う。講習の修

ラバラでは、よいかたちで保全することができなくなるおそれがある。

長期的なもの。森林ボランティアの樹林地保全に対する認識、技術力がバ

・ 市民向けに、樹林地管理の講習会、研修会を開く。有償で、半年くらいの

７．ボランティアの育成、拠点づくり

６．社寺社林の保全

・松戸版レッドデータブックをつくってはどうか。

・緑の現状と保全をわかりやすく呼びかける広報資料の作成、配布。

５．緑の重要性の認知・周知
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回収枚数１３枚

30

良くなかった
０名

（＋講師分１枚）

良かった
９名

計１４枚
１名

１名

７名

どちらとも
言えない

０名

・易しすぎる

・難しすぎる

・ 松戸の緑事情をまったく知らなかったので貴重な体験で楽しかった。もう少し解

・ 平日開催で参加し易かった。

・ 時間不足もあり、もう少し突っ込んだ体験や学習がしたかった。

説を多くして欲しかった。

たことを良し思います。
・ 内容について未消化な感じがある。話を聴くだけで終わってしまった所がある。

・ 平日開催なので、家族に気兼ねなく参加できた。
・ 土日開催ならもう少し若い方や、仕事を持っている方も参加できたのでは？

・ 松戸の緑の保全に自分はどう関われるか？重たい課題だったが、意識を向けられ

・ 冬なので寒いのではないかと心配したが、焚き火にあたったり、作業をしたので
暖かく過ごせた。時間的には午後３時に終わり丁度良かった。

・ 工作や作業はあまり自信が無かったが、実際にやってみると何とかなり楽しかっ
た。

・ 初めての講座としては妥当だと思います。
・ 高齢なので申込の際断られると思ったが、皆さんと一緒に楽しく受講できました。

・ 用語等で初めて聞く物もあったが、この程度で良いと思います。

・ フィールドワークをより充実させてくれれば更に良くなる。
（入門講座としては妥当）

・ こういった講座を受講するのが初めてだったので良かった。

・ すんなり入れる内容だったので良かった。
・ 易しいくらいの方がいいと思う。興味があれば自分で難しい分野にも挑戦できる。

・ 勉強になった。

その他の意見：入門編としてはベストだった。

５名

少し易しかった

その他

少し難しかった

問２. 内容（難易度）について

・ 開催時期についてはもっと暖かい季節が良かった。
・ 月２回の開催が良かった。
・ 時期や曜日はそれぞれ都合があるので何処かで区切って開催するしかないと思う

別枠で土日の講座があってもよいのでは？

うため

か、春では如何か？
・ 平日であって参加が出来た。時期的にはもう少し暖かい時期であれば更に良かっ
た。
・ 里山の手入れには時期的に良かったと思う。興味のある若い人達に参加してもら

・ 天候に恵まれていて良かった。時期的に少し早く９〜１１月・１０月〜１２月頃

どちらかと言えば
良かった
２名

どちらかと言えば
良くなかった
１名

開催時期・曜日・時間について

どちらとも
言えない
２名

問１．

受講生配布枚数１４枚

アンケート結果

「里やまボランティア入門講座」

参考資料８
ޟ㉿߿߹ࡏࡦ࠹ࠖࠕ㐷⻠ᐳޠฃ⻠⠪߳ߩࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐ㧔ᐔᚑᐕᣣታᣉ㧕

31

・ 関さんの森、金ケ作の森も初めて訪れた。

・ 松戸の緑に関心を持っている人、所有者の方達の思いを知り緑の保全に何か出来
る事を見つけられそうな気持ちになれた。

・ 森や里やまに入る機械を得て管理の仕方が異なる事を知った、どう残すか手伝い
出来ればありがたい。

で山林が消えていくことを知った。
・ 里やまボランティアに関する基礎知識を得ることが出来た、これからどの様に活
動するか考えていきたい。

・ 地元で緑を守るために汗を流している人たちがいる事がわかり嬉しく思う。
・ 松戸の緑が消えていくのが悲しく緑に関する講座があると参加したくなる税問題

・ 緑の維持保全に何らかの形で参加することを目的にしているので今後の取組みに
生かせそうだ。
・ 下草刈、植樹選定、植樹法、間伐法なども教わりたかった。

・ ふるさと森の会の方や、ボランティア活動をしている会の皆さんから情報を得ら
れたので、今後の活動に結びつけたいと思う。

・ 当初、作業中心の講座かと想像していたので、少し的外れだった。しかし里山を
めぐる社会的な問題等、予想外の収穫があった。
・ もう少し実体験を経験したかった。ボランティア活動のするフィールドが少ない。

弾を受講したい。

・ もう少し実務の時間が欲しかった。ボランティアの第１歩で終わったので、第２

１１名

０名

１名

１名

少しかなった

目的がかなった

ややかなわなかった

かなわなかった

どちらとも
言えない
１名

問３．講座を受講し自身の目的がかないましたか？

良かった
９名

大変良かった
４名

・ 運営スタッフ、山林所有者、講師の方々皆さんがこの講座を大切に思っている気
持ちが感じられた。お茶の用意をしてくれていて嬉しかった。
・ 楽しかった。スタッフの方々準備いろいろ大変だった事でしょう、ご苦労様でし
た。

す。受講できて良かったです。

・ 皆さんとても熱心で刺激を受けました。飲食が出来た講座は初めてだったので感
激しました。
・ バラエティ−にとんだ講座だったので、準備が大変だったと思います。緑推進委
員さんの熱意を毎回強く感じました。緑を守ろうとする方々にお礼を言いたいで

・ 皆さん同じ気持ちで一生懸命なのでとても嬉しく思った。

・ いろんな人のいろんな得意分野があるので、もっと通じ合えたら嬉しく思う４〜
５回目の後で有志で一杯とかの企画も欲しかった。

・ 次第に和やかな雰囲気になったと思う。
・ 個人的な自己紹介の時間もあった方が良かったと思う。

・ １週置きなのでちょっと硬い感じがあった。最終回は良かった。

・ スタッフの皆様の努力に感謝します。お疲れ様でした。

０名

良くなかった
大変良くなかった

普通
１名

問４．雰囲気は如何か？
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５名

◎

・ 行政とボランティアの接点をどう創り出すか、をもっと率直に話し合うべきだと
思った。

・ ２回目の地図の色塗りは色の統一を図った方がいいと思う。今後も調査出来る所
は取り組んでいく姿勢があってもいいのでは？地域の住人・緑保全に関心のある
方々で具体的な活動が出来ればいいなと思います。作業体験も関さんの森・金ケ
作の森以外に市内で広がればいいなと思います。
・ とても上手くいったと思います。

・ 宅地と森の共生がどんなに大変か改めて感じた。

・ 緑を守るために何かしたいと思っていた私にとってはタイムリーな企画でした。
講義ばかりでなく、作業も体験できたのがとても良かった。山林所有者の生の声
が聞けて有意義だった。

・ もう少し作業時間があっても良いと思った。竹細工で皆さんの作品を見せて頂き
楽しかったです。

・ 初めてでこれだけ出来たのは素晴らしいと思います。役所の職員も役人らしくな
くて良かった。緑推進委員で企画をたてて準備に取り組んで頂いた方々に感謝し
ています。

の充実を図り初級・中級とグレードアップ出来たらなお良いと思います。

・ 四季それぞれの森の様子、その時期ごとの作業などを体験してみたいと思った。
・ 企画実行された緑推進委員の皆さんの気配り心配りに感謝しています。
・ 自然が好きな人にとっては時宜を得た企画だったと思います。今後継続して内容

・ メンバー的にかなり緑関係に明るい人もいたので、相当モノ足りなかったのでは
と思います。

△
×
××
０名

９名

○

問５．総合評価・その他

・ 松戸の残された自然の中で、子供達が昆虫等に出会う場所を作り出したい。

フィールドで一緒に作業できたらいいなと思います。ホームページを作り掲示板
で意見交換が出来れば良いと思います。
・ 体を動かすことで何らかの手助けをしたいと願っています。

・ 森を守ってゆく為に自分なりにお手伝い出来る事があれば実行していきたいと思
います。
・ せっかく知り合いになれたので、定期的に集まって情報交換をしたり、何処かの

言っていました。参考までにこういう考え方の人もいる様です。

たい。
・ 家で息子に講座の終わりに毎回絵日記を描いている事を話したら、自分だったら
どんなに素敵な企画であっても絵を描かされるのでは、次回からは参加しないと

れば良いと思います。
・ 関さんの森を育む会、金ケ作の森を育む会等に参加して実際の活動を体験してみ

・ お互いの得意分野を生かし協力体制を作り松戸の緑自然が守られる推進役を目指
す組織作りが出来ればいいと思います。
・ 今期の仲間でまとまってボランティア活動が出来るよう具体的な組織化が計られ

・ 自然観察に絶好の場所や、里やまの風景等、松戸にもこんな所があるんだと思え
る情報が欲しいです。

・ ふるさと森の会の方々とやっと接点が見出せた、お互い楽しく信頼を築きあげて
いきたい。

たい。
・ 市内に限らず森林・里やま等のボランティアの情報が知りたい。

・ 長続きする活動を期待しています。定期的に軽重おりまぜた講座を創ってもらい

問６．交流会でしたいこと。提案したいこと。欲しい情報など。
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