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開 催 主 旨
平成27年４月より子ども・子育て支援新制度が実施されました。保育業界にとっては、措置制
度改革以降最も大きく制度が変わった、激変の年となりました。
子どもに関係する全ての施設が施設型給付という給付体形に入り、教育施設として位置づけら
れた幼保連携型認定こども園への移行も現行保育園及び幼稚園は可能となりました。制度改正
にあたり、保育現場及び市町村に於いては制度の変更に伴う課題や保護者への十分な周知不足な
どから新たな課題も生じております。特に保育短時間認定での延長保育料徴収の問題は理解が
得られにくそうです。
他方、保育施設での重大事故防止の取組みの議論と事故防止ガイドラインやマニュアルも大会
期間中には明確になってくると思われます。保育施設での重大事故防止には、どのような取組み
が必要なのか？ また、全国的な保育士不足はより深刻化を増している中で、人材の養成と確保
はどの様に取り組むべきか？ これらの課題については、分科会の中で取り上げて参ります。
今大会では、子ども子育て支援新制度が「より良い子どもの育ち」を保障できる制度である為
に、何を改善し、何を求めて行かなければならないのかを、文明開化の地横浜で参加者と共に検
証したいと考えます。
日本保育協会神奈川県支部と横浜支部合同で皆様のお越しをお待ち申し上げております。
日本保育協会神奈川県支部長・運営委員長
日本保育協会横浜支部長・実行委員長
●後

援

●会

場

伊澤 昭治
柳下 洋一

厚生労働省（申請中）
【メイン会場】 神奈川県民ホール

神奈川県横浜市中区山下町３−１

【分科会会場】 神奈川県民ホール・ローズホテル横浜・ホテルニューグランド
●対

象

●参 加 費

保育園の理事長・園長、その他の保育関係者
研修会

20,000円

懇親会

12,000円

800名

【懇親会会場】 ローズホテル横浜（中華四川料理

重慶飯店）

●研修内容
【11月18日
（水）
】
〇オープニングセレモニー
横浜市消防音楽隊による演奏と
「ポートエンジェルス119」による
ステージ・ドリル
〇開 会 式
〇行政説明
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
〇基調講演
「社会福祉の変遷とより良いこどもの育ちとは」
横須賀基督教社会館会長・神奈川県立保健福祉大学名誉学長

阿部

志郎氏
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〇懇 親 会
オープニングセレモニー

JAZZ・PIANO・LIVE
Grace Mahya

グレースマーヤ氏

３歳からクラシック・ピアノ、ヴァイオリン、バレエを習いはじめ、４歳
で初めてのピアノ・コンクール入賞。1997年にはドイツに留学。フライ
ブルグ国立音楽大学ピアノ部門卒業後、大学院に進学して音楽研究の研
鑽を積む傍ら、コンサート活動を続ける。2003年帰国後はジャズ＆ブル
ースをルーツにする実力派ピアニスト兼シンガーとしてライヴ活動を国
内でスタート。愛くるしいキュートなルックスと持ち前の親しみやすい
キャラクターで、忽ち人気者となる。
ディナーコンサート

〜童謡から唱歌まで〜
NHK教育テレビ

｢おかあさんといっしょ｣ 第16代うたのお姉さん
神崎

ゆう子氏

武蔵野音楽大学声楽科卒業。幼少の頃より東京放送児童合唱団
（現：
NHK東京児童合唱団）に13年間所属。ヨーロッパや日本全土へ演奏旅行
に参加、期間中に昭和天皇御在位60周年記念式典にて歌う。大学３年生
の時にNHK｢おかあさんといっしょ｣第16代うたのお姉さんに抜擢され
６年間出演
（1987〜1993）。その後、同大学付属音楽教室講師も勤める。
その歌声は多くの方より支持されている。現在は、オーケストラとの共
演、ホテルのディナーショー、ファミリーコンサート、講演コンサート
などに出演。現在、フジテレビの番組 ノンストップ 「いいものプレミ
アム」にて通販のお姉さんとしても活躍中！
【11月19日
（木）
】
〇シンポジウム
検証！「子ども・子育て支援新制度」〜現場はどう変わったか〜
４月からスタートした子ども子育て支援新制度は、制度に関わる人たちにどのような利点
と課題を投げかけているのか？

オールジャパンの制度に於いて、都市部と地方、保育園

と幼稚園、施設と利用者、主体であるべき子どもの利益は保障されているのか？

それぞ

れの立場で子ども子育て支援新制度を検証し、今後の保育のあり方の指標とすべくシンポ
ジウムを開催する。
コーディネーター 日本保育協会理事・こども園ひがしどおり園長
シンポジスト

内閣府

坂﨑

隆浩氏

調整中

東京家政大学教授

増田まゆみ氏

保育園を考える親の会代表

普光院亜紀氏

横浜市幼稚園協会会長

木元

茂氏
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〇分 科 会
第１分科会 「幼児教育としての保育所保育を考える」
玉川大学教授

大豆生田啓友氏

OECD（経済協力開発機構）の幼児教育の質研究など、国際的にも幼児教育の質に注目が
集まっています。一方、文部科学省においても幼児教育に関する研究拠点整備がスタート
します。今後、求められる「質の高い幼児教育」について保育の視点から考えます。
第２分科会 「社会福祉法人のあり方を考える」
上智大学准教授／社会保障審議会福祉部会委員

藤井賢一郎氏

社会保障審議会福祉部会報告書において、法人のガバナンスの強化、運営の透明化などが
提言されました。本報告書を踏まえながら、今後の福祉ニーズの多様化・複雑化を見据え
た社会福祉法人のありかたについて考えます。
第３分科会 「我が園では起こらない」が重大事故につながる
〜ヒヤリハットから取り組む重大事故予防〜
NPO法人保育の安全研究・教育センター代表理事／心理学博士 掛札

逸美氏

子どもはケガをしながら、ケンカしながら、育つもの。保育園はそのための最高の場所。
でも、命を奪うできごとだけは避けなければ…。子どもの命を守り、園で働く人たちの心
と仕事を守る方法をお話しします。
第４分科会 「人材育成と保育士確保のための職場環境を考える」
〜保育士養成校と保育現場とのミスマッチ〜
洗足こども短期大学専任講師

井上眞理子氏

保育士不足が深刻になっています。「保育園の理念に沿った採用ができない」そんな声も
現場から聞こえてきます。そんな中で保育現場ができることはなんでしょう。神奈川県
支部の「ふれあい体験」の取り組みも交えて、保育士養成校と保育現場の新たな連携方法
を模索します。
第５分科会 「ものづくりの力から協同でアイデアを形にする力へ」
〜少子化社会が変えるモノ〜
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長
（対談：日本保育協会前青年部長

小室

淑恵氏

堀

昌浩）

少子化社会は、日本の景色を変えました。しかしながら昔から子どもは変わらないもの…
と思い込んでいないでしょうか。日本保育協会50周年で紹介された「Learning journey
Project」
。子どもを育む環境が変われば、関わる大人の姿が変化し、社会が変化する。こ
れからの子どもたちに求められるもの「ものづくりの力から協同でアイデアを形にする
力！」を身に付けるための遊び場の形、これから一歩前に踏み出す乳幼児教育の旅に一緒
に参加してみませんか？
第６分科会

フィールドワーク「横浜史跡めぐり」

横浜市の代表的な観光スポットをバスでめぐります。研修会参加費とは別に9,000円の分
科会参加費が必要です。
【行程】横浜マリンタワー
（昼食と見学）→三溪園（散策）→赤レンガ倉庫（散策）
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【11月20日
（金）
】
〇活動報告

日本保育協会常務理事

萩原

〇特別講演

世界の子どもの声を聴こう

英俊
戦場カメラマン／ジャーナリスト
渡部

陽一氏

戦争の悲劇とそこで生活する民の生きた声を体験し、世界の人々に伝え
るジャーナリスト。世界情勢の流れのその瞬間に現場で取材を続けてい
る。取材は戦争が起こっている国々の家族模様や子どもたちの生活を中
心とし、住民たちと共に長期にわたり生活し暮らしていくことで次第に
見せてくれる「ありのままの表情や生の声」を大切におこなっている。
講演会では、戦場で生活している人々の家族の絆や、取材を通じて見え
てきた人間が持つ愛の深さ、命の大切さ、生きることの素晴らしさなど、
普段ニュースで見ている戦場とは異なる一面を実際の写真とともに伝え
ていく。
〇閉 会 式
●日 程 表
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●会場案内図

神奈川県民ホール

ローズホテル横浜

神奈川県横浜市中区山下町３−１
みなとみらい線日本大通り駅３番出口より
徒歩約６分

神奈川県横浜市中区山下町77
みなとみらい線元町・中華街駅２番出口より
徒歩１分
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㖟⾜ྡ
ᨭᗑྡ

ཱྀᗙྡ⩏䠄䜅䜚䛜䛺䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䠅

㏣グḍ

䛈㻞㻞㻜㻙㻜㻜㻜㻠䚷㻌⚄ዉᕝ┴ᶓᕷす༊ᖾ㻞㻙㻤㻙㻞㻥䚷
ᮾṊᶓ➨䠏䝡䝹䚷㻡㝵䚷
ᮾṊ䝖䝑䝥䝒䜰䞊䝈ᰴᘧ♫ᶓᨭᗑ㻌ಖ⫱䝕䝇䜽䚷
㟁ヰ㻦㻜㻠㻡㻙㻟㻞㻢㻙㻝㻝㻞㻜㻌㻲㻭㼄㻦㻜㻠㻡㻙㻟㻞㻢㻙㻝㻝㻞㻞䚷
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᢸᙜ⪅䚷䠖䚷᳃䞉㛗㇂ᕝ
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䛚⏦㎸䜏᪉ἲ
䞉 䛚⏦㎸䜏᭩䛻䛚ྡ๓䚸ཧຍ᭩㢮㏦ඛ䚸䛤ᕼᮃศ⛉䚸᠓ぶ䛾䛤ཧຍ䚸䛤㣗䛾ᕼᮃ䚸䡱䢈䢛䡸䡪䢁䢕䡾䡭䡬䛾
䛤ᕼᮃ䛺䛹䛾ᚲせ㡯䜢䛤グධ䛾ୖ䚸䠢䠝䠴ཪ䛿䚸㒑㏦䛻䛶䛚㏦䜚䛟䛰䛥䛔䚹㒑㏦䛥䜜䜛ሙྜ䛿䚸ᚲ䛪
䛚ᡭඖ䛻䡶䢇䢛䡬➼᥍䛘䜢䛚ṧ䛧䛟䛰䛥䛔䚹㻲㻭㼄䛷䛚⏦㎸䛾ሙྜ䛿╔ಙ䛾䛤㐃⤡䜢䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹䠄㻲㻭㼄ཪ䛿䚸
㟁ヰ䛻䛶䠅
䞉 䛚⏦㎸䜏ᚋ䚸ཧຍ᭩䜔ㄳồ᭩➼䛾㛵ಀ᭩㢮䜢㏦䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䛾䛷䚸䛚⏦㎸䜏᭩䛾
᥍䛘䛸↷䜙䛧ྜ䜟䛫䛶ෆᐜ䜢䛤☜ㄆ䛾䛖䛘䚸ྜィ㢠䜢ᣦᐃཱྀᗙ䛻䛤㏦㔠䛟䛰䛥䛔䚹
䞉 䛤ᐟἩ䛿ᕼᮃ䛥䜜䜛ᐟἩタ䜢ู⾲䜢䛤ཧ⪃䛻䛚⏦㎸䜏䛟䛰䛥䛔䚹
䞉 ㏻ಟ䛷䛾ཧຍ䛾ཷ䛿䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹
䞉 ᮏ◊ಟ䛾⏦㎸䜏䞉ཧຍ㈝➼䛾ཷ䛺䛹䛾ົྲྀᢅ䛔䛿䚸ᮾṊ䝖䝑䝥䝒䜰䞊䝈䞞ᶓᨭᗑ䛜௦⾜䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
ྲྀᾘ䛸ኚ᭦䛻䛴䛔䛶
䞉 ཧຍ⪅䛾㒔ྜ䛷䚸ྲྀᾘ䞉ኚ᭦䜢䛥䜜䜛ሙྜ䛿䚸┤䛱䛻䝣䜯䝑䜽䝇䛷䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹
䛤㏦㔠๓䛷䜒ᚲ䛪䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹ᑦ䚸ཧຍ⪅䛾᭰䜒䛤㐃⤡䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
䞉 ཧຍ㈝䛿䛤㏉㔠⮴䛧䛛䛽䜎䛩䚹Ḟᖍ⪅䜈䛿◊ಟ⤊ᚋ䚸㈨ᩱ䜢㏦䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
䞉 䛤㏉㔠䛿䚸ྲྀᾘᩱ䞉㎸䜏ᡭᩘᩱ䜢ᕪ䛧ᘬ䛝䛤Ύ⟬䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
ᐟἩタ䛾䛤ෆ
䞉 䛤ᐟἩ䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛᪉䛿䚸ୗグ⾲䜘䜚䛚㑅䜃䛾ୖ䚸䛚⏦㎸䛟䛰䛥䛔䚹
䞉 ᪑⾜௦㔠䛿䚸䛩䜉䛶ே䛚୍ேᵝ䛒䛯䜚䚸䠍Ἡᮅ㣗䚸ㅖ⛯䞉䡷䡬䢇䢚䡹ᩱ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹
䞉 ᭱ᑡദ⾜ேဨ䚷㻞㻜ྡ䚷䚷ῧဨ䛿ྠ⾜䛔䛯䛧䜎䛫䜣䚹
䝩䝔䝹ྡ

䝍䜲䝥 ⏦㎸グྕ
䝅䞁䜾䝹
㻭㻿
ᶓ䢗䡮䢐䢕䢆䢛䡬䡴䢊䡿䢕
䝒䜲䞁
㻭㼀
䝅䞁䜾䝹
㻮㻿
䢆䢛䢙䢆䢛䡸䢈䡤䡫䡴ᶓ䢉䢚䡮䢊䡿䢕ᮾᛴ
䝒䜲䞁
㻮㼀
䝅䞁䜾䝹
㻯㻿
䢒䡶䢆䢋䡴䢚䢓䢙䢀䢚䡮䢙䡼䡬䡶䢙䡽䢄䢙䡼䢕䢊䡿䢕
䝒䜲䞁
䠟䠰
䝅䞁䜾䝹
㻰㻿
䝩䝔䝹䝙䝳䞊䜾䝷䞁䝗
䝒䜲䞁
䠠䠰
䝅䞁䜾䝹
㻱㻿
䝩䝔䝹䝰䞁䝖䝺ᶓ
䝒䜲䞁
㻱䠰
ᶓᱜᮌ⏫䢘䡸䢙䢀䢙䢊䡿䢕
䝅䞁䜾䝹
㻲
䝅䞁䜾䝹
㻳㻿
䝻䞊䝈䝩䝔䝹ᶓ
䝒䜲䞁
㻳㼀
䡼䢚䡮䢘䢗䡮䢄䡫䢀䢊䡿䢕ᶓ㛵ෆ
䝅䞁䜾䝹
㻴
䡼䢚䡮䢘䢗䡮䢄䡫䢀䢊䡿䢕ᶓබᅬ
䝅䞁䜾䝹
䠦
䝅䞁䜾䝹
㻷㻿
䝩䝔䝹䠦䠝䠨䝅䝔䜱㛵ෆᶓ
䝒䜲䞁
㻷㼀

᪑⾜௦㔠
㻞㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻠㻘㻜㻜㻜
㻞㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻟㻘㻜㻜㻜
㻞㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻟㻘㻜㻜㻜
㻝㻤㻘㻜㻜㻜
㻝㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻡㻘㻜㻜㻜
㻝㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻝㻘㻡㻜㻜
㻝㻢㻘㻡㻜㻜
㻝㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻝㻘㻜㻜㻜
㻥㻘㻡㻜㻜

ሙ䜈䛾䡭䡴䡺䡹䠋㥐䛛䜙䛾䡭䡴䡺䡹
ሙ䜎䛷䝍䜽䝅䞊⣙㻣ศ䠋䜏䛺䛸䜏䜙䛔㥐䜘䜚ᚐṌ㻟ศ
ሙ䜎䛷䝍䜽䝅䞊⣙㻣ศ䠋䜏䛺䛸䜏䜙䛔㥐䜘䜚ᚐṌ㻞ศ
ሙ䜎䛷䝍䜽䝅䞊⣙㻣ศ䠋䜏䛺䛸䜏䜙䛔㥐䜘䜚ᚐṌ㻟ศ

ሙ䜎䛷ᚐṌ㻠ศ䠋୰⳹⾤㥐䜘䜚ᚐṌ㻞ศ
ሙ䜎䛷ᚐṌ㻞ศ䠋୰⳹⾤㥐䜘䜚ᚐṌ㻠ศ
ሙ䜎䛷㌴䛷㻝㻤ศ䠋ᱜᮌ⏫㥐䜘䜚ᚐṌ㻞ศ
ሙ䜎䛷ᚐṌ㻡ศ䠋୰⳹⾤㥐䜘䜚ᚐṌ㻡ศ
ሙ䜎䛷ᚐṌ㻝㻞ศ䠋㛵ෆ㥐䜘䜚ᚐṌ㻟ศ
ሙ䜎䛷ᚐṌ㻢ศ䠋㛵ෆ㥐䜘䜚ᚐṌ㻡ศ
ሙ䜎䛷ᚐṌ㻠ศ䠋᪥ᮏ㏻䜚㥐䜘䜚ᚐṌ㻠ศ

㻖ᶓ䢗䡮䢐䢕䢆䢛䡬䡴䚸䢆䢛䢙䢆䢛䡸䢈䡤䡫䡴ᶓ䢉䢚䡮䢊䡿䢕ᮾᛴ䚸䢒䡶䢆䢋䡴䢚䢓䢙䢀䢚䡮䢙䡼䡬䡶䢙䡽䢄䢙䡼䢕䢊䡿䢕䚸䢊䡿䢕䢂䡩䡬䡴䢚䢓䢙䢀䢚䚸䢊䡿䢕䢏䢙䢀䢖ᶓ䚸
䚷䚷䝻䞊䝈䝩䝔䝹ᶓ䛾䝅䞁䜾䝹䛿䝒䜲䞁䛾䝅䞁䜾䝹䝴䞊䝇䛻䛺䜚䜎䛩䚹
㻖䚷䜏䛺䛸䜏䜙䛔ᆅ༊䛾䢊䡿䢕䛿䚸ሙ䜎䛷䛿䝍䜽䝅䞊䛺䛹䜢䛤⏝ୗ䛥䛔䚹
㻌

䞉 㻝㻝᭶㻝㻤᪥䠄Ỉ䠅䚸㻝㻝᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅䚸䠎Ἡศ䛾䛚⏦㎸䜏䜢ᢎ䜚䜎䛩䚹䠄㻝㻝᭶㻝㻣᪥๓Ἡ䞉㻝㻝᭶㻞㻜᪥ᚋἩ䜒䛤ᕼᮃ䛻䜘䜚ᢎ䜚䜎䛩䚹䠅
䞉 䛤ᕼᮃ䛾タ䛜‶ᐊ䛾ሙྜ䛜䛤䛦䛔䜎䛩䚹➨㻞ᕼᮃ䜒䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
䞉 ᪑⾜௦㔠䛻ྵ䜎䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪑⾜᮲௳䠄せ⣙䠅䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹
ู⣬䚸䛤᪑⾜᮲௳ᩥ䜢ᚲ䛪䛚ㄞ䜏䛔䛯䛰䛝䛚⏦㎸䛟䛰䛥䛔䚹
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Ⅼٲ↝ↃకϋⅭ‣‣உ‣ଐ≋ங≌
ųųųųųųų್ාȇǣȊȸǯȫȸǺ ǈ્᫆˄ƖᲣ
᪥⛬ 䚷䛆䛤᪑⾜௦㔠䛇䚷䚷䠍䠎䠈䠌䠌䠌䚷䚷䠄㣧䜏ᨺ㢟䛝䞉ಶᐊ⏝䠅

䛚㣗

㻔䢆䢚䡮䡳䢙䡴䢚䠅

㻝㻝㻛㻝㻥 䚷䚷䚷䛥䜣ᶫ䡚䡚䡚䡚䍾䢗䡮䢐䢕䡯䡮䢙䡴䢚䡿䢚䜱䢁䡬䡴䢕䡬䡹䢚䍿䡚䡚䡚䡚䛥䜣ᶫ
䠄ᮌ䠅 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻥㻦㻟㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻝㻦㻞㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷

ኤ䠖䕿

⇐⇽⇝∍⇰∑⇪⇈∞ⅬᙻݑᘍⅭ
 #ᴒᴈᴕ ų൶Ʒȷᦉ̽ȷɤිҞƷ
᪥⛬ 䚷䛆䛤᪑⾜௦㔠䛇䚷䚷䠏䠒䠈䠌䠌䠌䠄㻞ྡ୍ᐊ⏝䠅䚷䚷䚷䚷䚷ᐟἩணᐃ䠖䝬䝩䝻䝞䝬䜲䞁䝈୕ᾆ
┴Ẹ䝩䞊䝹䠙䠙䠙䍾㧗㏿䍿䠙䠙䠙Ụ䛾ᓥ䠄㣗䛸ᩓ⟇䠅䠙䠙䠙㙊䠙䠙䠙

㻝㻝㻛㻞㻜 䚷䚷䚷䚷㻝㻝㻦㻠㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻞㻦㻠㻜䚷䚷㻌䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻠㻦㻠㻜䚷䚷䚷㻝㻡㻦㻝㻜䚷䚷䚷㻝㻢㻦㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷
䠄㔠䠅 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠙䠙䠙୕ᾆᕷෆ䠄ᐟἩ䠅

䛚㣗
䠖䕿
ኤ䠖䕿

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻝㻣㻦㻜㻜㡭

ᮅ䠖䕿

୕ᾆ䠙䠙䠙୕ᓮ༺ᕷሙ䠄ぢᏛ䠅䠙䠙䠙䛖䜙䜚䠄㈙≀䠅䠙䠙䠙ᇛ䜿ᓥ䠄ᓥෆᩓ⟇䠅䠙䠙䠙

㻝㻝㻛㻞㻝 䚷䚷㻤㻦㻟㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷㻤㻦㻡㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻥㻦㻟㻜䚷䚷䚷㻥㻦㻠㻜䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻜㻦㻞㻜䚷䚷䚷㻝㻜㻦㻟㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻝㻦㻝㻜䚷䚷䚷䚷
䠄ᅵ䠅
୕ᾆ䠄㣗䠅䠙䠙䠙ᶓ㡲㈡䠄㌷ 䜑䛠䜚䠅䠙䠙䠙グᛕ㤋䛂୕➟䛃䠙䠙䠙䍾㧗㏿䍿䠙䠙䠙ᶓ㥐

䠖䕿

㻌㻌㻌㻌㻝㻝㻦㻞㻜䚷䚷䚷䚷㻝㻞㻦㻝㻜䚷䚷䚷䚷㻝㻟㻦㻜㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻟㻦㻡㻜䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻠㻦㻜㻜䚷䚷䚷䚷㻝㻠㻦㻠㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻡㻦㻟㻜

䈜䠍ྡᵝ䛷䛤ཧຍ䛤ᕼᮃ䛾᪉䛿䚸䠍ே㒊ᒇ௦㔠䛛䜚䜎䛩䚹㏣ຍ௦㔠䛿䚸㻢㻘㻜㻜㻜㏣ຍ䛸ᡂ䜚䜎䛩䚹

ųųųųų ᴒᴈᴕᲣų್᪰žลǊƙǓſ
᪥⛬ 䚷䛆䛤᪑⾜௦㔠䛇䚷䚷䚷䠕䠈䠌䠌䠌

䛚㣗

┴Ẹ䝩䞊䝹䠙䠙䠙䍾㧗㏿䍿䠙䠙䠙ᶓ㡲㈡䠄㣗䠅䠙䠙䠙グᛕ㤋䛂୕➟䛃

䠖䕿

㻝㻝㻛㻞㻜 䚷䚷䚷䚷㻝㻞㻦㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻞㻦㻡㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻟㻦㻠㻜䚷䚷㻝㻟㻦㻡㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻠㻦㻟㻡㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷
䠄㔠䠅 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠙䠙䠙ᶓ㡲㈡䠄㌷ 䜑䛠䜚䠅䠙䠙䠙ᶓ㥐
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻡㻦㻜㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻡㻦㻠㻡䚷䚷䚷㻝㻢㻦㻡㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷

ųųųųų ᲽᴒᴈᴕᲣųᦉ̽žӞᣃǊƙǓſ
᪥⛬ 䚷䛆䛤᪑⾜௦㔠䛇䚷䚷䚷䠔䠈䠑䠌䠌

䛚㣗

䠖䕿
㻝㻝㻛㻞㻜 ┴Ẹ䝩䞊䝹䠙䠙䠙䍾㧗㏿䍿䠙䠙䠙㙊䠄ぢᏛ䠅䠙䠙䠙㭯ᒸඵᖭᐑ䠄ཧᣏ䠅䠙䠙䠙ᶓ㥐
䠄㔠䠅 䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻞㻦㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻟㻦㻜㻜䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻡㻦㻜㻜䚷䚷䚷㻝㻡㻦㻝㻡䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻢㻦㻝㻡䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻝㻣䠖㻞㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䈜㙊᪉㠃䛿⣚ⴥᮇ䛾䛯䜑㐨㊰≧ἣ䛻䜘䜚㐜䜜䜛ሙྜ䜒ᚚᗙ䛔䜎䛩䚹䛚ᖐ䜚䛾㝿䛾㏻ᶵ㛵䛿వ⿱䜢ᣢ䛳䛶ண⣙ୗ䛥䛔䚹

䈜
䈜
䈜
䈜
䈜
䈜

䛤᪑⾜௦㔠䛻ྵ䜎䜜䜛䜒䛾䞉䞉䞉䞉㈚ษ䝞䝇䚸ᐟἩᩱ㔠䚸㣗௦䚸ධሙ䞉ᣏほᩱ䚸㐟ぴ⯪䚸ㅖ⤒㈝䛺䛹
ῧဨ䛜ྠ⾜䛔䛯䛧䜎䛩䚹
᭱ᑡദ⾜ேᩘ䠏䠌ྡᵝ䛻‶䛯䛺䛔ሙྜ䛿䚸᪑⾜䜢୰Ṇ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
ദ⾜୰Ṇ䛾ሙྜ䛿䚸䠍䠌᭶䠎䠏᪥䜎䛷䛻䛤㐃⤡䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
ྲྀᾘᩱ䛿䚸ྲྀᾘᩱ୍ぴ⾲䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹
᪑⾜⏬䞉ᐇ䚷ᮾṊ䝖䝑䝥䝒䜰䞊䝈䞞ᶓᨭᗑ䚷
䚷䛈㻞㻞㻜㻙㻜㻜㻜㻠㻌⚄ዉᕝ┴ᶓᕷす༊ᖾ㻞㻙㻤㻙㻞㻥䚷ᮾṊᶓ➨䠏䢇䢚䢕䚷㻡㝵
㟁ヰ䠖㻜㻠㻡㻙㻟㻞㻢㻙㻝㻝㻞㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻲㻭㼄㻦㻜㻠㻡㻙㻟㻞㻢㻙㻝㻝㻞㻞
⥲ྜ᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅䚷㛗㇂ᕝ䚷㑳ኵ
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䖃ເ㞟ᆺ⏬᪑⾜᮲௳᭩䠄せ⣙䠅㻌㻌㻌㻌㻌㻖䛂ᐟἩ䢈䢛䢓䢙䛃䛂⤊ᚋ䛾䡱䢈䢛䡸䡪䢁䢕䡾䡭䡬䛃䛜ヱᙜ䛧䜎䛩䚹
䚷䛣䛾᪑⾜䛿ᮾṊ䢀䡫䢈䢛䡾䡭䡬䝈䞞ᶓᨭᗑ䠄⚄ዉᕝ┴ᶓᕷす༊ᖾ㻞㻙㻤㻙㻞㻥㻌ほගᗇ㛗ᐁⓏ㘓᪑⾜ᴗ➨㻟㻤ྕ䚹
௨ୗ䛂ᙜ♫䛃䛸䛔䛖䠅䛜⏬䞉ᐇ䛩䜛᪑⾜䛷䛒䜚䚸䛣䛾᪑⾜䛻ཧຍ䛥䜜䜛䛚ᐈᵝ䛿ᙜ♫䛸ເ㞟ᆺ⏬᪑⾜ዎ⣙
䠄௨ୗ䛂᪑⾜ዎ⣙䛃䛸䛔䛖䠅䜢⥾⤖䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸᪑⾜᮲௳䛿䚸ୗグ䛻䜘䜛䜋䛛䚸ู㏵䛚Ώ䛧䛩䜛᪑⾜
᮲௳᭩䠄ᩥ䠅䚸ฟⓎ๓䛻䛚Ώ䛧䛩䜛᭱⤊᪥⛬⾲䛸⛠䛩䜛☜ᐃ᭩㠃ཬ䜃ᙜ♫᪑⾜ᴗ⣙Ḱເ㞟ᆺ⏬᪑⾜ዎ⣙
䛾㒊䛻䜘䜚䜎䛩䚹
䖃᪑⾜䛾䛚⏦㎸䜏ཬ䜃ዎ⣙ᡂ❧ᮇ
䚷䠄㻝㻕㻌ᡤᐃ䛾⏦㎸᭩䛻ᡤᐃ䛾㡯䜢グධ䛧䚸䛚⏦㎸䜏䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䠄㻞㻕㻌᪑⾜ዎ⣙䛿䚸ᙜ♫䛜ዎ⣙䛾⥾⤖䜢ᢎㅙ䛧䚸䛚⏦㎸㔠䠄᪑⾜௦㔠㢠䠅䜢ཷ㡿䛧䛯䛸䛝䛻ᡂ❧䛩䜛䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹
䖃᪑⾜௦㔠䛾䛚ᨭᡶ䛔
䚷᪑⾜௦㔠䛿ᙜ♫䛜ᣦᐃ䛩䜛ᮇ᪥䜎䛷䛻䛚ᨭᡶ䛔䛟䛰䛥䛔䚹
䖃ྲྀᾘᩱ
䚷᪑⾜ዎ⣙ᡂ❧ᚋ䚸䛚ᐈᵝ䛾㒔ྜ䛷ዎ⣙䜢ゎ㝖䛥䜜䜛䛸䛝䛿䚸ḟ䛾㔠㢠䜢ྲྀᾘᩱ䛸䛧䛶⏦䛧ཷ䛡䜎䛩䚹
ᐟἩ䚸どᐹ᪑⾜䛾ྲྀᾘᩱ୍ぴ䠄ྲྀᾘ᪥䛿᪑⾜㛤ጞ᪥䛾๓᪥䛛䜙㉳⟬䛧䜎䛩䚹䠅
㻞㻝᪥๓䜎䛷㻔᪥
㻞㻜᪥๓㻔᪥ᖐ䜚䛿
ᐟἩ䞉᪑⾜㛤ጞᚋ䛾
ྲྀᾘ᪥ ᖐ䜚䛿㻝㻝᪥๓
㻣᪥๓䡚㻞᪥๓ ๓᪥ ᙜ᪥䠄ὀ䠅
㻝㻜᪥๓䠅䡚㻤᪥๓
ゎ㝖ཪ䛿ཧຍ
䜎䛷䠅

ྲྀᾘᩱ

↓ᩱ

㻞㻜㻑

㻟㻜㻑

㻠㻜㻑

㻡㻜㻑

㻝㻜㻜㻑

㻖䠄ὀ䠅ᐟἩᙜ᪥㻝㻞䜎䛷䛻ᙜᨭᗑ䜎䛯䛿䚸䛤ᐟἩタ䛻ྲྀᾘ䛾㐃⤡䛜↓䛔ሙྜ䛿䚸↓㐃⤡ཧຍ䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ䛔䚸㻝㻜㻜㻑䛾ྲྀᾘᩱ䜢
䚷䚷䚷㻌⏦䛧ཷ䛡䜎䛩䚹

䞉 ᪑⾜௦㔠䛻ྵ䜎䜜䜛䜒䛾
䚷᪑⾜᪥⛬䛻᫂♧䛧䛯㐠㏦ᶵ㛵䛾㐠㈤䞉ᩱ㔠䚸ᐟἩ㈝䚸㣗௦䚸ཬ䜃ᾘ㈝⛯➼ㅖ⛯䚹䚷䛣䜜䜙䛾㈝⏝䛿䚸䛚ᐈᵝ
䛾㒔ྜ䛻䜘䜚୍㒊⏝䛥䜜䛺䛟䛶䜒ཎ๎䛸䛧䛶ᡶ䛔ᡠ䛧䛔䛯䛧䜎䛫䜣䚹
䠄䝁䞊䝇䛻ྵ䜎䜜䛺䛔㏻㈝➼䛾ㅖ㈝⏝ཬ䜃ಶேⓗ㈝⏝䛿ྵ䜏䜎䛫䜣䚹䠅
䞉 ≉ู⿵ൾ
䚷ᙜ♫䛿䚸ᙜ♫ཪ䛿ᙜ♫䛜ᡭ㓄䜢௦⾜䛥䛫䛯⪅䛾ᨾព䜎䛯䛿㐣ኻ䛾᭷↓䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸ເ㞟ᆺ⏬᪑⾜⣙Ḱ
⣬≉ู⿵ൾつ⛬䛻ᇶ䛵䛝䛚ᐈᵝ䛜ເ㞟ᆺ⏬᪑⾜ཧຍ୰䛻ᛴ⃭䛛䛴അ↛䛺እ᮶䛾ᨾ䛻䜘䜚䚸䛭䛾㌟య䚸
⏕ཪ䛿䚸ᡭⲴ≀ୖ䛻⿕䛳䛯୍ᐃ䛾ᦆᐖ䛻䛴䛔䛶䚸௨ୗ䛾㔠㢠䛾⠊ᅖ䛻䛚䛔䛶䚸ಖド㔠ཪ䛿䚸ぢ⯙㔠䜢ᨭᡶ䛔䜎䛩䚹
䞉Ṛஸ⿵ൾ㔠䠖㻝㻘㻡㻜㻜䞉ධ㝔ぢ⯙㔠䠖㻞䡚㻞㻜䞉㏻㝔ぢ⯙㔠䠖㻝䡚㻡䞉ᦠ⾜ရᦆᐖ⿵ൾ㔠䠖䛚ᐈᵝ䠍ྡ䛻䛴䛝
䡚㻝㻡䠄ణ䛧䚸⿵ൾᑐ㇟ရ䠍ಶ䛒䛯䜚㻝㻜䜢㝈ᗘ䛸䛧䜎䛩䚹䠅
䞉 ಶேሗྲྀᢅ
䚷⏦㎸᭩䛻グ㍕䛔䛯䛰䛝䜎䛩ಶேሗ䛿䚸᪥ᮏಖ⫱༠䛸ᮾṊ䢀䡫䢈䢛䡾䡭䡬䝈䞞䛜ඹྠ⏝䛧䚸ᮏ䛾Ⓩ㘓䞉‽ഛ䞉
ෆ䛾Ⓨ㏦䛺䛹㐠Ⴀ䛻ಀ䜛⠊ᅖ୪䜃䛻ู⣬䛻グ㍕䛾᪑⾜᮲௳ཬ䜃᪑⾜ᡭ㓄䞉㣗ᡭ㓄䛻ᚲせ䛺⠊ᅖ䛷ᐟἩ䞉
㐠㏦ᶵ㛵➼䛻ᥦ౪䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䞉 ᪑⾜᮲௳䞉᪑⾜௦㔠䛾ᇶ‽
䚷䛣䛾᪑⾜᮲௳䛿䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ㻣᭶㻜㻝᪥䛾ᇶ‽䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹ཪ䚸᪑⾜௦㔠䛿㻞㻜㻝㻡ᖺ㻣᭶㻜㻝᪥⌧ᅾ䛾᭷ຠ䛺㐠㈤䞉つ๎
䜢ᇶ‽䛸䛧䛶⟬ฟ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䚷䛆䛚⏦㎸䜏ඛ䛇

䚷ᮾṊ䝖䝑䝥䝒䜰䞊䝈䞞䚷ᶓᨭᗑ䚷
䛂ᅜಖ⫱ᡤ⌮㛗䞉ᡤ㛗◊ಟ䚷ᢸᙜಀ䛃
ᢸᙜ⪅䚷䠖䚷᳃䚷䚷ಙኵ
ఫᡤ䠖䛈㻞㻞㻜㻙㻜㻜㻜㻠䚷⚄ዉᕝ┴ᶓᕷす༊ᖾ㻞㻙㻤㻙㻞㻥䚷ᮾṊᶓ➨䠏䢇䢚䢕䚷㻡㝵

㟁ヰ䠖㻜㻠㻡㻙㻟㻞㻢㻙㻝㻝㻞㻜

䝣䜯䝑䜽䝇䠖

㻜㻠㻡㻙㻟㻞㻢㻙㻝㻝㻞㻞

ཷ䠖᭶᭙᪥䡚㔠᭙᪥䚷㻝㻜㻦㻜㻜䚷䡚䚷㻝㻣㻦㻜㻜㻌䠄ᖹ᪥䛾䜏䠅
⥲ྜ᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅䠖㛗㇂ᕝ䚷㑳ኵ
䛆᪑⾜⏬䞉ᐇ䛇
ᮾṊ䝖䝑䝥䝒䜰䞊䝈䞞䚷ᶓᨭᗑ
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷす༊ᖾ㻞㻙㻤㻙㻞㻥
ほගᗇ㛗ᐁⓏ㘓᪑⾜ᴗ➨㻟㻤ྕ
㻶㻭㼀㻭ṇဨ䚷䚷䝪䞁䝗ಖドဨ
ᢎㄆ␒ྕ䠖 ᐈᅜ㻝㻡㻙㻞㻝㻜

㻌䚷䈜᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅䛸䛿䚸䛚ᐈᵝ䛾᪑⾜䜢ྲྀᢅ䛖Ⴀᴗᡤ䛷䛾
㻌䚷ྲྀᘬ䛾㈐௵⪅䛷䛩䚹䛣䛾᪑⾜䛾ዎ⣙䛻㛵䛧䚸ᢸᙜ⪅䛛䜙䛾ㄝ᫂
㻌䚷䛻䛤᫂䛺Ⅼ䛜䛤䛦䛔䜎䛧䛯䜙䚸ୖグ᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅䛻
㻌䚷䛤㉁ၥ䛟䛰䛥䛔䚹

⏦㎸⥾ษ᪥䚷䚷ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠍䠌᭶䠍䠑᪥䠄ᮌ䠅
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᪑⾜᮲௳ᮏ᪑⾜᮲௳᭩ࡣࠊ᪑⾜ᴗἲ➨  ᮲ࡢ㸲ᐃࡵࡿྲྀᘬ᮲௳ㄝ᫂᭩㠃ཬࡧྠἲ➨  ᮲ࡢ㸳ᐃࡵࡿዎ⣙᭩㠃ࡢ୍㒊࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ᮲௳ᐃࡵࡢ
࡞࠸㡯ࡣࠊᙜ♫᪑⾜ᴗ⣙Ḱ㸦ເ㞟ᆺ⏬᪑⾜ዎ⣙ࡢ㒊㸧ࡼࡾࡲࡍࠋᙜ♫᪑⾜ᴗ⣙Ḱࡣᙜ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ

ࡇࡢ᪑⾜ࡣᮾṊࢺࢵࣉࢶ࣮ࢬᰴᘧ♫ᶓᨭᗑ㸦௨ୗ

㸯㸯ࠊಶேሗࡢྲྀᢅ࠸
㸵ࠊᙜ♫ࡢ㈐௵ཬࡧච㈐㡯

ࠕᙜ♫ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸧ࡀ⏬࣭ᐇࡍࡿ᪑⾜࡛࠶ࡾࠊࡇ

 ᙜ♫ࡣࠊ
ᙜ♫ཪࡣᡭ㓄௦⾜⪅ࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡼࡾ࠾ᐈ

ࡢ᪑⾜ཧຍࡉࢀࡿ࠾ᐈᵝࡣᙜ♫ເ㞟ᆺ⏬᪑⾜ዎ⣙

ᵝᦆᐖࢆ࠼ࡓࡁࡣࠊࡑࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡋࡲࡍࠋࡓࡔ

ಶேሗࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢ㐃⤡ࡢࡓࡵ⏝ࡉࡏ࡚࠸

㸦௨ୗࠕ᪑⾜ዎ⣙ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸧ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇ࡞ࡾ

ࡋࠊᡭⲴ≀ࡢᦆᐖࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᪥௨ෆᙜ♫ᑐࡋ࡚

ࡓࡔࡃࠊ⏦㎸ࡳࡢ᪑⾜࠾ࡅࡿ㐠㏦࣭ᐟἩᶵ㛵➼ࡀᥦ

ࡲࡍࠋ᪑⾜ዎ⣙ࡢෆᐜࠊ᮲௳ࡣࠊᙜࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢグ㍕ෆ

㏻▱ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㝈ࡾࠊ࠾㸯ேᵝ  ࢆ㝈ᗘࡋ࡚

౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᡭ㓄࣭ཷ㡿ࡢࡓࡵࡢᡭ⥆ᚲせ࡞⠊ᅖෆ

ᐜࠊᮏ᪑⾜᮲௳᭩ࠊ☜ᐃ᭩㠃㸦᭱⤊᪥⛬⾲㸧ࠊ୪ࡧᙜ♫

㈺ൾࡋࡲࡍࠋ㸦ᙜ♫ᨾពཪࡣ㔜࡞㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜࢆ

ཬࡧᙜ♫ࡢ᪑⾜ዎ⣙ୖࡢ㈐௵ࠊᨾࡢ㈝⏝➼ࢆᢸಖࡍࡿ

㝖ࡁࡲࡍࠋ㸧

ಖ㝤ࡢᡭ⥆ୖᚲせ࡞⠊ᅖෆ࡛ࠊᙜ♫ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸

᪑⾜ᴗ⣙Ḱ㸦ເ㞟ᆺ⏬᪑⾜ዎ⣙ࡢ㒊㸧ࡼࡾࡲࡍࠋ

 ᙜ♫ࡣࠊ⏦㎸ࡳࡢ㝿ᥦฟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⏦㎸᭩グ㍕ࡉࢀࡓ

 ࠾ᐈᵝࡀࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᙜ♫ࡢ㛵ࡋᚓ࡞࠸⏤ࡼࡾᦆ

ࡘ࠸࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡑࢀࡽ㐠㏦࣭ᐟἩᶵ㛵ࠊಖ㝤♫➼

㸯ࠊ࠾⏦㎸ࡳ᪉ἲ࣭᮲௳᪑⾜ዎ⣙ࡢᡂ❧ᐖࢆ⿕ࡽࢀࡓࡁࡣࠊᙜ♫ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋձኳ⅏ᆅ

ᑐࡋࠊ࠶ࡽࡌࡵ㟁Ꮚⓗ᪉ἲ➼࡛㏦ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚

ኚࠊᡓࠊᭀືࠊࢸࣟࠊᐁබ⨫ࡢ௧➼ཪࡣࡇࢀࡽࡼࡿ

ᥦ౪ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊᨾ➼ࡢⓎ⏕㛵㐃ࡋ㆙

࡚ࡢዎ⣙㈐௵⪅ࡽ⏦㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊዎ⣙ࡢ⥾⤖࣭

᪥⛬ࡢኚ᭦ࡸ᪑⾜ࡢ୰Ṇղ㐠㏦࣭ᐟἩᶵ㛵➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ

ᐹࡢᤚᰝࡢ㈨ᩱᥦ౪ཬࡧᅜᅵ㏻┬࣭እົ┬ࡑࡢᐁබ

ゎ㝖➼㛵ࡍࡿ୍ษࡢ௦⌮ᶒࢆᙜヱ௦⾲⪅ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ

ᥦ౪ࡢ୰Ṇ➼ཪࡣࡇࢀࡽࡼࡿ᪥⛬ࡢኚ᭦ࡸ᪑⾜ࡢ୰Ṇ

⨫ࡽࡢせㄳࡼࡾಶேሗࡢᥦ౪༠ຊࡍࡿሙྜࡀ࠶

ࡶࡢࡳ࡞ࡋࠊࡑࡢᅋయಀࡿ᪑⾜ᴗົ㛵ࡍࡿྲྀᘬࡣࠊ


ճ⮬⏤⾜ື୰ࡢᨾմ㣗୰ẘյ┐㞴ն㐠㏦ᶵ㛵ࡢ㐜ᘏࠊ

ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࠊᙜ♫࡛ࡣ᪑⾜ࢆᐇࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ᡭ

ᙜヱ௦⾲⪅ࡢ㛫࡛⾜࠸ࡲࡍࠋ

㏻ࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝኚ᭦ࠊ⤒㊰ኚ᭦ཪࡣࡇࢀࡽࡼࡿ᪥⛬

㓄ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᥦᦠඛಶேሗࢆ㡸クࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲ

ࡢኚ᭦ࡸ┠ⓗᆅᅾ㛫ࡢ▷⦰

ࡍࠋࡲࡓࠊᙜ♫ཬࡧᙜ♫ᥦᦠࡍࡿᴗࡢၟရࡸࢧ࣮ࣅ


 ᙜ♫ࡣࠊᅋయ㺃ࢢ࣮ࣝࣉࢆᵓᡂࡍࡿ᪑⾜⪅ࡢ௦⾲ࡋ

 ᡤᐃࡢ⏦㎸᭩ࡼࡾ࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ᪑⾜ዎ⣙ࡣࠊᙜ♫ࡀዎ⣙ࢆᢎㅙࡋࠊ᪑⾜௦㔠ࢆཷ㡿
ࡋࡓᡂ❧ࡍࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ




ࢫ࣭࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢࡈෆࠊ᪑⾜ᑐࡍࡿࡈពぢ࣭ࡈឤ

㸶ࠊ᪑⛬ಖド

ࡢᥦ౪ࡸࣥࢣ࣮ࢺࡢ࠾㢪࠸࡞ࡢࡓࡵ࠾ᐈᵝࡢಶே
ሗࢆ⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

 ᙜ♫ࡣዎ⣙᭩㠃ཬࡧ☜ᐃ᭩㠃グ㍕ࡋࡓዎ⣙ෆᐜࡢ࠺

㸰ࠊ᪑⾜௦㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸

ࡕࠊḟࡢձ㹼ո࠶ࡓࡿ㔜せ࡞ኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ᪑⾜

 ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࠊཪࡣಶேሗ

᪑⾜௦㔠ࡣࠊࠕ⏦㎸せ㡯ࠖࡢ᮲௳ࡼࡾ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔ

௦㔠 㹼㸣ࡢᡤᐃࡢ⋡ࢆࡌࡓ㢠ࡢኚ᭦⿵ൾ㔠ࢆᨭᡶ

ࡢ㛤♧ࠊゞṇࠊ๐㝖➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ♫ᡤᐃࡢ࠾ᡭ⥆ࡁ

ࡁࡲࡍࠋࡇࢀ௨㝆࠾⏦㎸ࡳࡢሙྜࡣࠊ᪑⾜㛤ጞ᪥๓ࡢᙜ

࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ ⏬᪑⾜ࡘࡁྜィ ࢆୖ㝈ࡋࠊ

࡚ࡈෆ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊྲྀᢅᗑࡢ㢳ᐈಶேሗྲྀᢅ⟶⌮

♫ࡀᣦᐃࡍࡿᮇ᪥ࡲ࡛࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ࡲࡓ⿵ൾ㔠ࡢ㢠ࡀ  ᮍ‶ࡢࡁࡣ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡋ

⪅࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊಶேሗ⟶⌮㈐௵⪅ࡣᙜ♫
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᐊ㛗࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࡲࡏࢇࠋ



㸱ࠊ᪑⾜௦㔠ྵࡲࢀࡿࡶࡢ
ձ᪑⾜㛤ጞ᪥ཪࡣ᪑⾜⤊᪥ղධሙࡍࡿほගᆅཪࡣほග



ࠕ⏦㎸せ㡯ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋࡑࢀ௨እࡢ㈝⏝ࡣ࠾

㸯㸰ࠊ࠾ᐈᵝࡢ᭰

ᐈᵝ㈇ᢸ࡞ࡾࡲࡍࠋ


タࠊࣞࢫࢺࣛࣥࠊࡑࡢࡢ᪑⾜┠ⓗᆅճ㐠㏦ᶵ㛵ࡢ➼⣭ཪ
ࡣタഛࡢࡼࡾప࠸ᩱ㔠ࡢࡶࡢࡢኚ᭦մ㐠㏦ᶵ㛵ࡢ✀㢮ཪ

࠾ᐈᵝࡣࠊᙜ♫ࡢᢎㅙࢆᚓ࡚ࠊዎ⣙ୖࡢᆅࢆูࡢ᪉ㆡ

ࡣ♫ྡյᮏ㑥ෆࡢฟⓎ✵ ཪࡣᖐ╔✵ ࡢ␗࡞ࡿ౽ࡢ

ࡾΏࡍࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ᭰㝿ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᐇ㈝

ኚ᭦նᐟἩᶵ㛵ࡢ✀㢮ཪࡣྡ⛠շᐟἩᶵ㛵ࡢᐈᐊࡢ✀㢮ࠊ ࡘ࠸࡚ࡣ࠾ᐈᵝ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸲ࠊ᪑⾜ෆᐜ࣭᪑⾜௦㔠ࡢኚ᭦
  ᙜ♫ࡣࠊኳ⅏ᆅኚࠊᡓࠊᭀືࠊᐁබ⨫ࡢ௧ࠊ㐠㏦࣭
ᐟἩᶵ㛵➼ࡢ᪑⾜ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ୰Ṇࠊᙜึࡢ㐠⾜ィ⏬ࡼ
ࡽ࡞࠸㐠㏦ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡑࡢᙜ♫ࡢ㛵ࡋᚓ࡞࠸⏤

タഛࠊᬒほࡑࡢࡢᐈᐊࡢ᮲௳ո๓ྛྕᥖࡆࡿኚ᭦ࡢ࠺



ࡕࢶ࣮ࢱࢺࣝ୰グ㍕ࡀ࠶ࡗࡓ㡯

㸯㸱ࠊࡑࡢ

 ࡓࡔࡋࠊ
ḟࡢሙྜࡣࠊ
ᙜ♫ࡣኚ᭦⿵ൾ㔠ࢆᨭᡶ࠸ࡲࡏࢇࠋ


ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡁࡣࠊ᪑⾜ෆᐜ࣭᪑⾜

ձḟᥖࡆࡿ⏤ࡼࡿኚ᭦ࡢሙྜ㸦ࡓࡔࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ

௦㔠ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋኳೃ➼ࡢྍᢠຊࡼࡾ⯟

౪ᶵ㛵ࡢண⣙㉸㐣ࡼࡿኚ᭦ࡢሙྜࢆ㝖ࡁࡲࡍࠋ
㸧

✵ᶵ➼ࡢ㐠㏦ᶵ㛵ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ୰Ṇཪࡣ㐜ᘏ࡞ࡾࠊ⾜⛬ࡢ

 ࡇࡢ᪑⾜᮲௳࣭᪑⾜௦㔠ࡣᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥⌧ᅾ
ࢆᇶ‽ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㸦ᢎㄆ␒ྕ㸸ᐈᅜ 㸧

                    + ∧ 
㸬᪑⾜᪥⛬ᨭ㞀ࢆࡶࡓࡽࡍᝏኳೃࠊኳ⅏ᆅኚ  

ኚ᭦➼ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᐟἩ㈝ࠊ㏻㈝➼ࡣ࠾ᐈᵝࡢ㈇ᢸ࡞

㸬ᡓ ࢘㸬ᭀື ࢚㸬ᐁබ⨫ࡢ௧ ࢜㸬Ḟ⯟ࠊ

ࡾࡲࡍࠋ

㏻ࠊ
ఇᴗ➼㐠㏦࣭ᐟἩᶵ㛵➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ୰Ṇ ࢝㸬

 ࠾⏦㎸ࡳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓேᩘࡢ୍㒊ࢆྲྀᾘࡉࢀࡿሙྜࡣዎ⣙

㐜ᘏࠊ㐠㏦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢኚ᭦➼ᙜึࡢ㐠⾜ィ⏬ࡼࡽ

᮲௳ࡢኚ᭦࡞ࡾࡲࡍࠋᐇ㝿ࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡃ࠾ᐈᵝࡢ᪑⾜

࡞࠸㐠㏦ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ ࢟㸬᪑⾜ཧຍ⪅ࡢ⏕ཪࡣ㌟

௦㔠ࡀኚ᭦࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃ

యࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨

ࡔࡉ࠸ࠋヲࡋࡃࡣಀဨ࠾ࡓࡎࡡࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ᙜ♫ࡣ࠸࡞ࡿሙྜࡶ᪑⾜ࡢᐇࡣ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ


⏦࠾ە㎸ࡳ࣭࠾ၥྜࢃࡏࡣ
࠙᪑⾜⏬࣭ᐇࠚほගᗇ㛗ᐁⓏ㘓᪑⾜ᴗ➨  ྕ

ղዎ⣙᭩㠃㺃☜ᐃ᭩㠃グ㍕ࡋࡓ᪑⾜ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆཷ
ࡅࡿ㡰ᗎࡀኚ᭦࡞ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊ᪑⾜୰ᙜヱ᪑⾜ࢧ







࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓሙྜࠋ
㸳ࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡢゎ㝖

ᶓᨭᗑ

 ࠾ᐈᵝࡣࠊࠕ⏦㎸せ㡯ࠖグ㍕ࡢྲྀᾘᩱࢆ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔ

 ᙜ♫ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢྠពࢆᚓ࡚ࠊ㔠㖹ࡼࡿኚ᭦⿵ൾ㔠ࡢ

ࡃࡇࡼࡾࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ᪑⾜ዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲ

ᨭᡶ࠸᭰࠼ࠊࡇࢀྠ➼ཪࡣࡑࢀ௨ୖࡢ౯್ࡢ࠶ࡿ≀ရ

ࡍࠋ࡞࠾ࠊ᪑⾜ዎ⣙ࡢゎ㝖ᮇ᪥ࡣࠊᙜ♫ࡢႠᴗ᪥࣭Ⴀᴗ

ཪࡣ᪑⾜ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆࡶࡗ࡚⿵ൾࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡾ

ᶓᕷす༊ᖾ   

㛫ෆゎ㝖ࡍࡿ᪨ࢆ࠾⏦ࡋฟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢆᇶ‽ࡋ

ࡲࡍࠋ

㟁ヰ␒ྕ  )$; ␒ྕ 



ཷႠᴗ᪥ ᖹ᪥  Ⴀᴗ㛫 㹼

ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᙜ♫ࡣᙜ♫᪑⾜ᴗ⣙Ḱࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ᪑⾜



㛤ጞ๓ཬࡧ᪑⾜㛤ጞᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠾ᐈᵝࡢ᪑⾜ዎ⣙ࢆ

㸷ࠊ≉ู⿵ൾ

ゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᙜ♫ࡣࠊ≉ู⿵ൾつ⛬ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ࠾ᐈᵝࡀ

୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ᪑⾜ᴗ༠ṇဨ ࣎ࣥࢻಖドဨ
⥲ྜ᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅㸸㛗㇂ᕝ 㑳ኵ 

 ࠾ᐈᵝࡢࡈ㒔ྜ࡛᪑⾜㛤ጞ᪥࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣮ࢫࢆኚ᭦ࡉ

᪑⾜୰ᛴ⃭ࡘഅ↛ࡢእ᮶ࡢᨾࡼࡾࠊࡑࡢ㌟యཪࡣ



ࢀࡿሙྜࠊࡲࡓࠊ⏦㎸ேᩘࡽ୍㒊ࡢேᩘࢆྲྀᾘࡉࢀࡿሙ

Ⲵ≀⿕ࡽࢀࡓ୍ᐃࡢᦆᐖࡘ࠸࡚ࠊ⿵ൾ㔠ཬࡧぢ⯙㔠ࢆ



ྜࡶࠊୖグྲྀᾘᩱࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ

ᨭᡶ࠸ࡲࡍࠋṚஸ⿵ൾ㔠  ࠊධ㝔ぢ⯙㔠 㹼

᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅ࡣ࠾ᐈᵝࡢ᪑⾜ࢆྲྀᢅ࠺Ⴀᴗᡤ࡛ࡢ
ྲྀᘬࡢ㈐௵⪅࡛ࡍࠋࡇࡢࡈ᪑⾜ࡢዎ⣙㛵ࡋࠊᢸᙜ⪅ࡽࡢ
ㄝ᫂ࡈ᫂ࡢⅬࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊ㐲៖࡞ࡃ᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶
⌮⪅࠾ᑜࡡࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࠊ㏻㝔ぢ⯙㔠 㹼 ࠊᦠᖏရᦆᐖ⿵ൾ㔠᪑⾜⪅ 

 ⏦㎸ேᩘࡀ᭱ᑡദ⾜ேဨ‶ࡓ࡞࠸ࡁࡣࠊ᪑⾜ࡢᐇ

ྡࡘࡁ  ௨ෆࠋ

ࢆ୰Ṇࡋࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊ᪑⾜㛤ጞ᪥ࡢ๓᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚
ࡉࡢࡰࡗ࡚  ᪥┠ࠊ᪥ᖐࡾ᪑⾜࠶ࡗ࡚ࡣ᪑⾜㛤ጞ᪥



ࡢ๓᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚ࡉࡢࡰࡗ࡚  ᪥┠࠶ࡓࡿ᪥ࡼࡾ

㸯㸮ࠊ࠾ᐈᵝࡢ㈐௵

๓ࡲ࡛᪑⾜ࢆ୰Ṇࡍࡿ᪨ࢆ㏻▱ࡋࡲࡍࠋ

 ࠾ᐈᵝࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࠊἲ௧㐪ࠊᙜ♫ࡢ᪑⾜ᴗ⣙Ḱࡢ
つᐃࢆᏲࡽ࡞ࡗࡓࡇࡼࡾᙜ♫ࡀᦆᐖࢆཷࡅࡓሙྜ



ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡽᦆᐖࡢ㈺ൾࢆ⏦ࡋཷࡅࡲࡍࠋ
㸴ࠊ᪑⛬⟶⌮ཬࡧῧဨ➼ࡢᴗົ
 ῧဨࡣྠ⾜࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ ᚲせ࡞ࢡ࣮࣏ࣥ㢮ࢆ࠾

 ࠾ᐈᵝࡣࠊᙜ♫ࡽᥦ౪ࡉࢀࡿሗࢆά⏝ࡋࠊ࠾ᐈᵝࡢ

Ώࡋ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ᪑⾜ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ

ᶒ࣭⩏ົࡑࡢ᪑⾜ዎ⣙ࡢෆᐜࡘ࠸࡚⌮ゎດࡵ࡞ࡅ

ᡭ⥆ࡣ࠾ᐈᵝࡈ⮬㌟࡛⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊᝏኳ
ೃ➼ࡼࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡢኚ᭦ࢆᚲせࡍࡿ⏤ࡀ⏕

ࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ᪑⾜㛤ጞᚋࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼グ㍕ࡉࢀࡓෆᐜᐇ㝿

ࡌࡓሙྜ࠾ࡅࡿ௦᭰ࢧ࣮ࣅࢫࡢᡭ㓄ཬࡧᚲせ࡞ᡭ⥆ࡣࠊ ࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡀ␗࡞ࡿㄆ㆑ࡋࡓሙྜࠊ᪑⾜୰ᨾ࡞
࠾ᐈᵝࡈ⮬㌟࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ


ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ᪑⾜ᆅ࠾࠸࡚ࡍࡳࡸᙜ♫ཪࡣ᪑⾜
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ᶵ㛵࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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