別冊２

行 政 運 営 プ ラ ン

平成 29 年６月
福岡市
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策定の趣旨



福岡市では、最少の経費で最大の効果を挙げるという行政運営の基本理念に基づく組織
編成などに継続して取り組んできたことにより、人口あたりの職員数は政令指定都市の
中で最少となるなど、効率的な行政運営を進めてきました。



また、平成 25 年度に策定した「行財政改革プラン」に基づき、市民へのわかりやすい
情報発信やＩＣＴ1の活用による行政手続きの利便性向上、職員の意欲を高める取組み
などを推進してまいりました。



これらの取組みの結果、平成 27、28 年度の市政アンケート調査において、
「市の行政は
信頼できると思っている市民の割合」が同プランの目標値である 60％を超えるなど、
一定の評価をいただいています。



しかしながら、今後とも社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化による行政需要の増
加が見込まれる中、限られた経営資源を活かして、これらに的確かつ迅速に対応してい
くためには、さらに効果的・効率的な行政運営を行うことが必要となっています。



そのためには、日々の業務改善はもとより、ＩＣＴなど最新技術の活用やさらなる民間
活力の導入などによるサービス向上・効率化に向けた取組みや、市民、地域、企業、Ｎ
ＰＯ2、大学といった多様な主体と連携・共働3を一層進めていくとともに、これまでの
行政運営の仕組みや発想、手法を見直し、これからの時代にふさわしい行政サービスの
提供やシステムづくりに取り組むことが重要と考えています。



このようなことを踏まえ、将来にわたり持続可能な行政運営の実現に向け、行政運営に
あたっての基本的な考え方を示すとともに、モデルとなる取組みをまとめた「行政運営
プラン」を策定し、全庁をあげて不断の改善の取組みを推進します。

■総合計画と政策推進プラン、行政運営プラン、財政運営プランの位置づけ
行政運営プランと、政策推進プラン及び財政運営プランを一体的に推進することにより、
必要な財源を確保し、選択と集中による重点化を図りながら、生活の質の向上と都市の
成長のために必要な施策事業の推進を図ります。

1
2

3

ＩＣＴ：[Information and Communication Technology]：情報通信技術といい、情報・通信に関連する技術一般の総称。
ＮＰＯ：[Nonprofit Organization]：政府・自治体や企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで、医療・福祉、環境、
国際協力・交流など社会的な公益活動を行う民間非営利組織・団体。法人格を持たない団体、ボランティア団体を含む。
共働：相互の役割と責任を認め合いながら、対等な立場で知恵と力を合わせて共に行動すること。
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２

計画期間と進行管理


計画期間
平成 29（2017）年度から平成 32（2020）年度までの４年間



進行管理
具体的な取組み内容を定めた実行項目に基づき取組みを推進し、実施状況をフォ
ローアップのうえ毎年公表するとともに、随時、見直しを行います。

３

行財政改革プランの実施状況

行財政改革プラン（「【取組２】健全な財政運営」を除く）の実施状況（平成 28 年度末
見込）は、全取組み 146 項目のうち、
・スケジュールどおり進捗した取組みは 136 項目（93％）
・スケジュールどおり進捗しなかった取組みは 10 項目（7％）
となっており、概ね順調に進んでいます。
○指標の進捗状況（「取組２ 健全な財政運営」に関する部分を除く）
【取組１】市民の納得と共感の数値目標
指標
市の行政は信頼できる
と思っている市民の割合

当初値

直近値

目標値

（平成24年度） （ 平 成 28年 度 ） （平成28年度）

55.1%

71.7%

60%

（平成24年度） （ 平 成 28年 度 ） （平成28年度）

共働4

市の情報発信に対する満足度

28.4%
共働 4 事業提案制度による共働事業数
（新規採択数の累計件数）

42.0%

55%

（平成24年度） （ 平 成 28年 度 ） （平成28年度）

24件

37件

40件

指標

当初値

直近値

目標値

市の方針やトップの考え方が職場で
共有されていると思う職員の割合

(平成23年度)

(平 成 28年 度 )

(平成28年度)

48.9%

58.2%

60%

職場で業務改善が続けられている
と思う職員の割合

(平成23年度）

(平 成 28年 度 ）

(平成28年度）

81.6%

88.2%

85%

自分の適性や進みたい職務分野についての
考えが上司と共有されていると思う
職員の割合

(平成23年度)

(平 成 28年 度 )

(平成28年度)

61.3%

66.8%

70%

【取組３】チャレンジする組織改革の数値目標

4

共働：Ｐ１の脚注参照。

2

４

行政運営の現状・課題

○サービス
 市民との情報受発信と対話の推進を重視する市民の割合は高い(H28 市政アンケー
ト調査：82.9％)。
 市の情報発信に対する総合的な満足度は半分以下(H28 福岡市の情報発信に関する
調査：42.0％)。
 行政手続きの利便性向上を重視する市民の割合は高い(H28 市政アンケート調査：
88.1％)。
○連携・共働
 単独世帯(50％)、流入人口、共同住宅(約８割)の多さなど、地域コミュニティの
帰属意識が希薄になりやすい都市特性（H27）。
 東日本大震災を契機に、地域における住民相互の支え合い等の共助の取組みの重
要性が高まっている。
 地域活動への参加者、役員等の担い手が充足していない。
 市民、地域、企業、ＮＰＯ5、大学などまちづくりの新たな担い手づくりが必要。



公共施設等の老朽化や、大量更新期の到来を見据え、財政負担の軽減・平準化を
図りつつ良好なサービスを提供していくため、民間活力のさらなる活用が必要。
近年の大規模災害の事例などを踏まえ、他の自治体との連携を推進し、共通する
課題に対応していくことが必要。

○組織
 限られた経営資源を有効に活用するとともに、効果的・効率的な事業の推進に、
ＰＤＣＡサイクル6の徹底が必要。
 効率的な行政運営のため、ＩＣＴ7の活用等による業務効率化や最適な組織体制の
構築が必要。
 社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応できる職員の育成に向けて、職員
の意欲・能力向上に関する継続的な取組みが必要。
 職員全体に占める女性の割合が高まってきており(H28:30.6％)、女性職員の活躍
推進の取組みが必要。
 不祥事再発防止への継続した取組みが必要。

5
6

7

ＮＰＯ：Ｐ１の脚注参照。
ＰＤＣＡサイクル：政策の企画立案(Plan)、実践・執行(Do)、評価・点検(Check)、改革・対策の実施(Action)の繰り返しにより経営管
理を行う手法。マネジメント・サイクル。
ＩＣＴ：Ｐ１の脚注参照。

3

５

取組みの方向性と数値目標

＜取組方針１＞
時代に即した行政サービスの提供・システムづくり

＜取組の方向性＞
市政の推進にあたっては、その情報を誰にでもわかりやすく発信し、多様な機
会をとらえて市民とのコミュニケーションを進めるとともに、市が保有する情報
を積極的に提供します。
また、ＩＣＴ8など先進的な技術の活用や、これまでのやり方にとらわれない
新たな発想や手法により、利便性の向上はもとより、これからの時代にふさわし
い行政サービスの提供、システムづくりにチャレンジします。

数値目標
現状値
（Ｈ28）

目標値
（Ｈ32）

市民との情報受発信と対話の推進に対する市民
満足度

５０．９％

６０％

行政手続きの利便性向上に対する市民満足度

５６．３％

６０％

指標

【取組方針１の体系図】
時代に即した行政サービスの提供・システムづくり

8

市民に伝わるわかりやすい
情報発信の推進
推進項目①

多様な機会をとらえた
市民とのコミュニケーションの推進

市民とのコミュニケー
ションの推進

市が保有する情報の積極的な提供

新たな発想や手法による
行政サービスの提供
推進項目②
窓口サービスなどの向上

新たな発想や手法による
行政サービスの提供

行政手続きの利便性向上

ＩＣＴ：Ｐ１の脚注参照。
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【推進項目１】市民とのコミュニケーションの推進
【具体的な取組内容】
〇市民に伝わるわかりやすい情報発信の推進
スマートフォンなどモバイル端末やＳＮＳをはじめとするＩＣＴなどを活用
し、高齢者や障がい者など誰にでもわかりやすい市政情報の発信に取り組みま
す。
・ユニバーサルデザイン9に配慮した広報の実施
・ＳＮＳ10などＩＣＴを活用した情報発信の強化 など
〇多様な機会をとらえた市民とのコミュニケーションの推進
市政に対する意見やニーズを把握するため、市民とのコミュニケーションを
進め、市政への反映を図ります。
・区長と地域団体等との意見交換
・各施設における利用者アンケート、満足度調査の実施 など
〇市が保有する情報の積極的な提供
市民生活の利便性向上や企業活動の活性化に向け、市が保有する情報を積極
的に提供します。
・オープンデータ11の提供拡充 など

【推進項目２】新たな発想や手法による行政サービスの提供
【具体的な取組内容】
〇新たな発想や手法による行政サービスの提供
ＩＣＴなどの先進的な技術の活用や、新たな発想や手法を採り入れた、時代
に即した仕組みの構築や行政サービスの提供に取り組みます。
・高齢化の進展を踏まえたケアシステムの構築
・地域コミュニティ活性化に向けた公園利用の推進 など
〇窓口サービスなどの向上
各区サービス向上委員会の活動を通した、区役所窓口サービスの向上などに
取り組みます。
・ユニバーサルデザインに配慮した庁舎設備の改修、接遇の向上
・障がい者や外国人により配慮した窓口サービスの実施 など
〇行政手続きの利便性向上
マイナンバー制度やＩＣＴの活用などにより、時間や場所に制約されない電
子申請を拡充するなど、行政手続きの利便性向上を図ります。
・マイナンバー制度の活用による電子申請の導入 など

9

ユニバーサルデザイン：年齢、性別、障がいの有無、国籍の違いなどに関係なく、誰にとっても使いやすくわかりやすい
ように都市や生活環境をデザインする考え方。
10ＳＮＳ：[Social Networking Service] ：個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援す
るインターネットを利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人同士のコミュニティを容易に
構築できる場を提供するサービス。
11 オープンデータ：「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり「人手を
多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」のこと。

5

＜取組方針２＞
多様な主体との連携・共働の推進

＜取組の方向性＞
多様化する市民ニーズに応えるために、市民、地域、企業、ＮＰＯ12 、大学な
どとのさらなる連携・共働13を進め、それぞれの強みを活かしながら、さまざま
な課題の解決に向けて取り組みます。
また、行政サービスの向上や効率化を図るため、行政による適切な管理監督の
もと、民間が有する専門的な技術やノウハウ、資金などの一層の活用に取り組む
とともに、共通する課題に効果的・効率的に対応するなど、福岡都市圏や九州の
自治体などとの連携・協力を推進します。

数値目標
指標
地域活動に参加したことがある市民の割合
ＮＰＯ・民間事業者等との新規連携・共働件数

現状値

目標値

５４．５％
（Ｈ28）

６８％
（Ｈ32）

２４件
（Ｈ27）

（Ｈ29～32累計）

１００件

【取組方針２の体系図】

多様な主体との連携・ 共働の推 進

共創の地域づくりの推進

推進項目③
多様な主体との共働

多様な主体との連携・共働の推進

官民協働の推進
推進項目④

指定管理者制度の推進

民間活力の活用

民間委託などの推進
推進項目⑤

自治体との連携の推進

自治体との連携の推進

12
13

ＮＰＯ：Ｐ１の脚注参照。
共働：Ｐ１の脚注参照。
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【推進項目３】多様な主体との共働
【具体的な取組内容】
〇共創14の地域づくりの推進
共に協力し合い地域の未来を創り出す共創の地域づくりに向け、新たな担い
手の発掘・育成など、多様な主体の地域活動への参加を促進します。
・企業等の地域活動への参加促進
・区における地域コミュニティ活性化に向けた支援 など
〇多様な主体との連携・共働の推進
地域の活性化や市民サービスを向上させるため、地域やＮＰＯ、企業、大学
など多様な主体との連携・共働を進めます。
・ＮＰＯとの共働事業の推進
・企業との包括連携協定15に基づく連携事業の推進 など

【推進項目４】民間活力の活用
【具体的な取組内容】
〇官民協働の推進
公共施設の整備などにあたり、民間企業の経営ノウハウや技術力、資金を活
用する官民協働（ＰＰＰ16）を推進します。
・ＰＦＩ17による公共施設の整備
・民間活力の導入による公園の利便性及び魅力向上 など
〇指定管理者制度の推進
民間事業者がよりノウハウを発揮できる環境の整備や、公募による指定管理
者の選定を進めます。
・インセンティブ18制度や利用料金制度の導入
・公募による指定管理者の選定 など
〇民間委託などの推進
行政サービスの質の向上や効率化に向け、民間委託などに取り組みます。
・民間活力の導入等に伴う技能労務職関係業務の見直し
・公共施設の民間移行 など

【推進項目５】自治体との連携の推進
【具体的な取組内容】
〇自治体との連携の推進
災害など共通する課題に対応するため、福岡都市圏や九州の自治体との連携
を推進します。
・災害時における自治体相互応援態勢の強化
・オープンデータ19サイトの自治体との共同利用 など
14

15

16

17

18
19

共創：自治協議会や企業、商店街、ＮＰＯ、大学、行政などの様々な主体が、お互いの役割と責任を認め合い、相互関係
・パートナーシップを深めながら、知恵や力を合わせ、長所や資源を活かして、共に協力し合って、地域の未来を創り出し
ていくこと。
包括連携協定：多様な連携を通じて、双方が互いの資源や魅力を生かした事業に共働して取り組むために交わす協定。地域
の一層の活性化や市民サービスの向上に資することを目的とする。
ＰＰＰ：[Public Private Partnership]：官民協働事業。行政が実施している公共サービスや社会資本整備を計画段階から、
民間企業と協働で知恵と資金を出し合いながら実施していくものであり、PFI や指定管理をはじめとした官と民との連携に
よる事業を総称した概念。
ＰＦＩ：[Private Finance Initiative]：公共施設等の建設・維持管理・運営等を、民間の資金や経営能力及び技術的能力
を活用して効率的かつ効果的に実施し、公共サービスを提供する事業手法。
インセンティブ：刺激・動機。
オープンデータ：Ｐ５の脚注参照。
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＜取組方針３＞
チャレンジする組織づくり

＜取組の方向性＞
限られた経営資源を有効に活用するため、組織におけるマネジメント機能を強
化し、パフォーマンスの向上を図るとともに、ＰＤＣＡサイクル20の実施などに
より、施策や事業の不断の見直しを行います。
また、組織力向上の推進や、職員の育成と働きやすい環境づくりにより組織の
活性化を図るとともに、コンプライアンス21を推進し、チャレンジする組織づく
りに取り組みます。

数値目標
現状値
（Ｈ28）

目標値
（Ｈ32）

毎年度継続的に事業を振り返り、必要な見直しが
行われていると思う職員の割合

６９．０％

７５％

上司（先輩）が部下（後輩）を育成する職場風土
があると思う職員の割合

７６．６％

８０％

指標

【取組方針３の体系図】

マネジメントの推進

チャレンジする組織づくり

推進項目⑥
マネジメントの強化

業務効率化の推進
組織力向上の推進

推進項目⑦
組織の活性化

職員の育成と働きやすい環境づくり

推進項目⑧

コンプライアンスの推進

コンプライアンスの推進

20
21

ＰＤＣＡサイクル：Ｐ３の脚注参照。
コンプライアンス：法令等や社会的な倫理、規範を守って行動するという考え方。

8

【推進項目６】マネジメントの強化
【具体的な取組内容】
〇マネジメントの推進
組織の課題や目標を共有した上で、施策・事業等を計画的に推進し、成果や
課題について振り返りを行うなど、組織マネジメントを推進します。
・運営方針を活用した組織マネジメントの実施
・外部の視点を活かした行政評価の推進 など
〇業務効率化の推進
ＩＣＴ22の活用や事務のやり方を見直すことなどにより、業務の効率化を進
めます。
・業務共通基盤23システムの整備などシステム刷新化による業務効率化
・職員の創意工夫による業務改善運動の推進 など

【推進項目７】組織の活性化
【具体的な取組内容】
〇組織力向上の推進
行政課題に柔軟に対応できるよう組織の最適化を図るとともに、外郭団体の
あり方を見直すなど、組織力の向上に取り組みます。
・最適な組織体制の構築
・外郭団体の見直し など
〇職員の育成と働きやすい環境づくり
ＯＪＴ24を基本として職員の育成を図るとともに、職員が職業生活と家庭生
活の両立を図れるよう働きやすい職場環境づくりに取り組みます。
・職員の意欲・能力向上に関する取組みの推進
・女性職員の活躍推進、ワーク・ライフ・バランス25の推進 など

【推進項目８】コンプライアンスの推進
【具体的な取組内容】
〇コンプライアンスの推進
不祥事再発防止に向けた取組みを進めるとともに、職員の事務処理能力の向
上による、事務処理ミスの防止に取り組みます。
・不祥事再発防止に向けた取組みの推進
・監査結果を活用した業務改善の推進 など

22
23
24
25

ＩＣＴ：Ｐ１の脚注参照。
業務共通基盤：複数の情報システムで共通に利用する機能を１つにまとめて構築するシステム。
ＯＪＴ：[On the Job Training]：仕事を通じた職員の指導育成。
ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和。老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、
さまざまな活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態。
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⾡⨾ە㤋ࣜࢽ࣮ࣗࣝ㸦㹆ᖺ
᭶࣮࢜ࣉࣥணᐃ㸧ࢆᶵࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ
࡞᭱᪂ᶵჾᑐᛂࡋࡓࢹࢨ
ࣥኚ᭦ࡍࡿࡶࠊሗࡢ
㉁࣭㔞ࢆᐇࡉࡏࠊ㨩ຊⓗ࡞ࢧ
ࢺᵓ⠏ࡋࡲࡍࠋ
ە㤋ෆሗࢥ࣮ࢼ࣮࠾࠸࡚ࠊ
㤋ෆࡢⶶရࢆ᳨⣴࡛ࡁࡿࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡲࡍࠋ

ᖺᗘ

࠸ࡍࡸࡾࢃۑᕷᨻࡔࡼࡾࡢ⣬㠃࡙ࡃࡾ
ۑㄡ࡛ࡶᨭ㞀࡞ࡃ⏝࡛ࡁࡿᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㐠⏝
ྛۑᒁᗈሗᢸᙜ⫋ဨࡢ◊ಟᐇ

㹇㹁㹒 ࢆά⏝ࡋࡓሗⓎಙࡢᙉ

ە㹑㹌㹑➼ࢆά⏝ࡋࡓᕷẸ
ࢽ࣮ࢬ࠶ࢃࡏࡓሗⓎಙࡢ
ᐇᙉྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
↓ەᩱබ⾗↓⥺㹊㸿㹌ࠕ㹄㹳㹩
㹳㹭㹩㹟ࠉ㹁㹧㹲㹷ࠉ㹕㹧㹄
㹧ࠖࡢ࢚ࣜᣑࡢࡓࡵࠊẸ㛫
タ➼ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ



ᕷ㛗ᐊ

⤒῭ほගᩥᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ۑᵓ⠏
࣒ࢸࢫࢩۑ㛤Ⓨ
ۑ᪂࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㐠⏝㛤ጞ
ۑ㤋ෆሗࢥ࣮ࢼ࣮࣮࢜ࣉࣥ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㜀ぴ௳ᩘ
௳㸭ᖺ
⣙





ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥ㸸㹎㸳ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
㹇㹁㹒㸸㹎㸯ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ

㹑㹌㹑㸸㹎㸳ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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ᾘ㜵ᒁ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥᑐᛂ

ࠊࡶ࡛ࡽ࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫە㜀
ぴࡋࡸࡍࡃࠊ౽ᛶࡀ㧗࠸࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡛ࠊ⥭
ᛴࡢሗࢆጞࡵࡋࡓࠊࡍࡄ
ᚲせ࡞⅏ᐖሗ࡞ࢆࡼࡾࢃ
ࡾࡸࡍࡃᕷẸⓎಙࡋࡲࡍࠋ

ᾘ㜵ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫۑᑐᛂࡢᨵಟ࣭ᩚഛ࣭㐠⏝㛤ጞ
ۑᨵಟࡢ᳨ウ࣭ᐇ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㜀ぴ௳ᩘ
௳㸭ᖺ






୰ኸ༊

୰ኸ༊ࡢຠᯝⓗ࡞ᗈሗࡢ᥎㐍

ࢺ࣮ࢣࣥەㄪᰝࡼࡾᗈሗ
ᕤ⛬
㛵ࢃࡿㄢ㢟ࡢᢳฟࢆ⾜࠸ࠊ᭦࡞
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࡿᗈሗࡢᐇྥࡅ࡚ㄢ㢟ゎỴ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ەᕷᨻࡔࡼࡾࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ ࢺ࣮ࢣࣥࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥۑᐇ
ࣇ࢙ࢫࣈࢵࢡࢆ୰ᚰⓗ࡞ᗈሗ ۑᗈሗᑐ㇟ࡈࡢࢽ࣮ࢬㄢ㢟ࡢᩚ⌮ࠊຠᯝⓗ࡞ᗈሗࡢ
፹యࡋ࡚ά⏝ࡋࠊᗈሗᑐ㇟⪅
᳨ウ࣭ᐇ
ࡢࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓᗈሗࢆ┠ᣦ
ࢆ⏬ືۑά⏝ࡋࡓሗⓎಙ
ࡋࡲࡍࠋ

ᗈሗᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ 㸣

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ




ᇛ༡༊Ꮚ⫱࡚ᛂ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢ㓄ಙ

ەᏊ⫱࡚୰ࡢಖㆤ⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚
ᴦࡋࡃᏊ⫱࡚࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᏊࡢ
᭶㱋ᛂࡌࡓሗࡢࠊᆅᇦ
ࡢᏊ⫱࡚㛵ಀ࣋ࣥࢺࠊឤᰁ
ሗ࡞ࠊᏊ⫱࡚㛵ࡍࡿᵝࠎ
࡞ሗࢆᦠᖏྥࡅ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪ
࡛ࣥ㓄ಙࡋࠊᏊ⫱࡚ᨭࢆ㐍ࡵ
ࡲࡍࠋ




ᇛ༡༊

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࣥࢪ࣐࣮࣓࢞ࣝۑ㓄ಙ
ۑዷ፬ྥࡅሗࡢ㓄ಙ
ۑᐇ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᮏᴗࡼࡾᏊ⫱࡚㛵ࡍ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࡿᏳࡸᝎࡳࡀ㍍ῶࡋࡓே
ࡢྜ 㸣
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ۑከᵝ࡞ᶵࢆࡽ࠼ࡓᕷẸࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍


ᗈ⫈ᴗࡼࡿᕷẸࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱᕷᨻࡢᫎ

௨ୗࡢᗈ⫈ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᕷẸ
ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋᕷᨻࡢᫎࢆ
ᅗࡾࡲࡍࠋ
ەಶูᗈ⫈
ࠉᕷẸ୍ேࡦࡾࡽࠊᕷᨻ
ࡘ࠸࡚ពぢࡸせᮃ࡞ࡢኌࢆ⫈
ࡃࡶࠊ᪥ᖖ⏕άୖࡢ┦ㄯ
ᛂࡌࡿࠋ
ە㞟ᗈ⫈
ࠉᕷ㛗ࠊ⫋ဨࡀᕷẸ᠓ㄯࢆ⾜
࠸ࠊ⋡┤࡞ពぢࢆ⫈ࡃࡶ
ᕷᨻࡢཧຍ༠ຊࢆಁࡍࠋ
ەㄪᰝᗈ⫈
ࠉࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡿ᪉ἲ
࡛ࠊᕷẸࡽᕷᨻࡘ࠸࡚ࡢព
ぢࡸホ౯ࢆ⫈ࡃࠋ



ᕷ㛗ᐊ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᕷᨻࡢᥦࠊᕷẸ┦ㄯ ࡞
ۑᕷẸᕷ㛗ࡢᑐヰ㞟ࠊฟ๓ㅮᗙࡢᐇ
ۑᕷᨻ㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠊᕷᨻࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

ྛ༊

༊㛗ᆅᇦᅋయ➼ࡢពぢࡢᐇ

ە༊㛗ࡀࠊ༊⾜ᨻࡘ࠸࡚ᆅᇦ
ᅋయ➼ពぢࢆࡋࠊᕷẸࡢ
ᕷᨻࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࠊ⌮ゎࠊ
༠ຊࢆᚓࡿࡶࠊពぢࢆᕷ
ᨻࡢཧ⪃ࡍࡿࠕࡇࢇࡕࡣ༊
㛗࡛ࡍࠖࢆᐇࡋࡲࡍࠋ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࡣࡕࢇࡇࠕۑ༊㛗࡛ࡍࠖࡢᐇ

㸵༊࠾ࡅࡿ㛤ദᅇᩘ
ᅇ㸭ᖺ

15

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
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࠾ᐈࡉࡲࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࢧ࣮ࣅࢫྥୖࡢά⏝

࠾ەᐈࡉࡲࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿ ࠙Ỉ㐨ࠚ
ࡓࡵࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼ࢆ⾜࠸ࠊ
୍ᒙࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖࢆᅗࡾࡲ
ࡍࠋ
ᖺᗘ

Ỉ㐨ᒁ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࢺ࣮ࢣࣥۑㄪᰝࡢᐇࠊ⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭ウࠊά⏝
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᕷᨻࣥࢣ࣮ࢺ࠾࠸࡚ࠊ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
Ỉ㐨⾜ᨻࠕ‶㊊ࠖᅇ⟅
ࡋࡓ࠾ᐈࡉࡲࡢྜ 㸣



࠙ᆅୗ㕲ࠚ

㏻ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㥐❆ཱྀࡸ㹆㹎ࠊ㟁ヰ➼ࢆ㏻ࡌࡓࠕ࠾ᐈᵝࡢኌࠖࡢ
ᑐᛂ
ۑᆅୗ㕲ࣔࢽࢱ࣮ไᗘࡢ㐠⏝
‶ۑ㊊ᗘㄪᰝࡢᐇࠊ⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭ウࠊά⏝
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࠕ࠾ᐈᵝ‶㊊ᗘㄪᰝࠖࡼ
ࡿ࠾ᐈᵝ‶㊊ᗘ Ⅼ‶Ⅼ


⟇ᐃ୰


⫋ဨࡢᗈ⫈࣐ࣥࢻྥୖ

◊ەಟ࡞ࡢᐇࡼࡾࠊ⫋ဨ
୍ேࡦࡾࡀ┿ᦸᕷẸࡢኌࢆ
⫈ࡁࠊᕷᨻᫎࡋ࡚࠸ࡃ࠸
࠺ጼໃ࣭ព㆑㸦ᗈ⫈࣐ࣥࢻ㸧
ࢆྥୖࡉࡏࡲࡍࠋ

ᕷ㛗ᐊ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᗈ⫈࣐ࣥࢻ◊ಟᐇ
ۑᕷẸࡢኌࢆཷࡅ࡚ᨵၿࡋࡓࢆᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ᥖ㍕
ۑᕷẸࡢኌࡔࡼࡾࠊ࠾♩ࡢኌࡢᗇ㹊㸿㹌ᥖ㍕
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᕷẸࡽࡢⱞࡸせᮃᑐ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࡋ࡚ࠊᨵၿࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ
ᛮ࠺⫋ဨࡢྜ 㸣
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ۑᕷࡀಖ᭷ࡍࡿሗࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦ౪


࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ ࡢά⏝᥎㐍

⚟ەᒸᕷࡀᥦ౪ࡍࡿ࣮࢜ࣉࣥ
ࢹ࣮ࢱࡢᐇࢆᅗࡾࠊᕷẸ⏕ά
ࡢ౽ᛶྥୖࡸᴗάືࡢάᛶ
ྥࡅ࡚ࠊᕷẸࡸᴗࡢά
⏝ࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ

⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

䕿䝕䞊䝍䝉䝑䝖䛾ᣑ
ۑᥦ౪ࢹ࣮ࢱࡢᣑ
䕿ඹྠཧຍ䜈䛾ാ䛝䛛䛡

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ࢹ࣮ࢱࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘ ௳ ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
᭶
⣙ 




࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ㸸㹎㸳ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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䛊᥎㐍㡯┠䐠᪂䛯䛺Ⓨ䜔ᡭἲ䛻䜘䜛⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛋

᥎㐍㡯┠ղ᪂ࡓ࡞Ⓨࡸᡭἲࡼࡿ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
ۑ᪂ࡓ࡞Ⓨࡸᡭἲࡼࡿ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪


㹇㹁㹒 ࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦໟᣓࢣ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨭ

ە㔜ᗘ࡞せㆤ≧ែ࡞ࡗ࡚ࡶ
ఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛⮬ศࡽࡋ࠸ᬽ
ࡽࡋࢆ᭱ᮇࡲ࡛⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊఫࡲ࠸࣭་⒪࣭
ㆤ࣭ண㜵࣭⏕άᨭࡀ୍యⓗ
ᥦ౪ࡉࢀࡿࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫ
ࢸ࣒ࠖࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊಖ࣭
་⒪࣭ㆤ➼㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ
୍ඖⓗ㞟⣙࣭⟶⌮ࡍࡿࠕᆅᇦ
ໟᣓࢣሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒ࠖࢆᵓ⠏ࡋࡲࡍࠋ



ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㐠⏝㛤ጞ
࣒ࢸࢫࢩۑᣑ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
᭱ᮇࡲ࡛⮬Ꮿ࡛ᬽࡽࡏࡿ㧗
㱋⪅ࡢྜ 㸣




㹇㹁࣮࢝ࢻࢆά⏝ࡋࡓ࣏ࣥࢺไᗘࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ

ࢥ࢚ەάືࠊᗣ࡙ࡃࡾࡸ࣎ࣛ
ࣥࢸ➼ࡢάື࠾࠸࡚ࠊ
ࠕࡣࡸࡅࢇࠖࡸࠕ࣐ࢼࣥ
ࣂ࣮࣮࢝ࢻࠖ࠸ࡗࡓ㹇㹁࣮࢝
ࢻࢆ⏝ࡋ࡚࣏ࣥࢺࢆ㈓ࡵࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏
ࡋࠊᕷẸࡀάືཧຍࡋࡸࡍ࠸
⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ


ಖ⚟♴ᒁ

⥲ົ⏬ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᗇෆㄪᩚࠊせ௳ᐃ⩏
࣒ࢸࢫࢩۑᵓ⠏࣭ᐇド➼

බᅬࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢάᛶ

ఫᏯ㒔ᕷᒁ

ەᆅᇦࡼࡿබᅬࡢ⏝࣮ࣝࣝ
ᕤ⛬
࡙ࡃࡾ⮬ᚊⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀࡼ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࡾࠊᆅᇦࡗ࡚࠸ࡸࡍ࠸㨩
ຊⓗ࡞බᅬ࡙ࡃࡾᆅᇦࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸࡢάᛶࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ ۑ༠ᐃ⥾⤖ྥࡅࡓᆅᇦࡢࢻࣂࢨ࣮ὴ㐵ࠊ
ەᕷࡣࢻࣂࢨ࣮ὴ㐵ࡸᆅᇦ ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ
ྥࡅ࢞ࢻࣈࢵࢡసᡂ➼ࡢᨭ
ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦᕷ࡛༠ᐃࢆ⥾
⤖ࡋࡲࡍࠋ



㹇㹁㹒㸸㹎㸯ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
ᆅᇦໟᣓࢣ㸸ㄡࡶࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࠊẼ࡞ࡗࡓࡾㆤࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡶࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ
་⒪ࡸㆤࠊ⏕άᨭ࡞ࡀ୍యⓗษࢀ┠࡞ࡃᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࠋ
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ୖྥࡢ࡞ࢫࣅ࣮ࢧཱྀ❆ۑ


༊ᙺᡤࡢ❆ཱྀࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖ

ྛە༊ᙺᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖጤဨ
ࡀࠊẖᖺㄢ㢟ࡢᢳฟࢆ⾜࠸ࠊ
᥋㐝ࡸ༊ᙺᡤෆෆ⾲♧࡞ࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫᨵၿྥࡅࡓྲྀ⤌ࡳࢆ
⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࠊࡓࡲەᚲせᛂࡌ࡚❆ཱྀ᮶ᗇ
⪅ྥࡅࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫྥୖࡢྲྀ⤌ࡳᫎࡉ
ࡏࡲࡍࠋ

ྛ༊
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࢫࣅ࣮ࢧۑᨵၿ⟇ࡢ᳨ウ࣭ᐇ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
࠙ᮾ༊ࠚ
᮶ᗇ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࠾ࡅࡿ
ᕷẸ‶㊊ᗘ 㸣


ᖺᗘ





࠙༤ከ༊ࠚ
᮶ᗇ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࠾ࡅࡿ
ᕷẸ‶㊊ᗘ 㸣







࠙୰ኸ༊ࠚ
᮶ᗇ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࠾ࡅࡿ
ᕷẸ‶㊊ᗘ 㸣







࠙༡༊ࠚ
ࢧ࣮ࣅࢫྥୖጤဨࡼࡿ
ㄢ㢟ゎỴ௳ᩘ ⣼ィ ௳





















࠙ᇛ༡༊ࠚ
᮶ᗇ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࠾ࡅࡿ
ᕷẸ‶㊊ᗘ 㸣
࠙᪩Ⰻ༊ࠚ
᮶ᗇ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࠾ࡅࡿ
ᕷẸ‶㊊ᗘ 㸣
࠙す༊ࠚ
ࢧ࣮ࣅࢫྥୖጤဨࡢᥦゝ
ࡼࡗ࡚᪂ࡓᨵၿࡉࢀࡓ
௳ᩘ ௳


ᖺᗘ

㸦ᖺᗘ㸧


㸦ᖺᗘ㸧



ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢά⏝ࡼࡿ㞀ࡀ࠸⪅ࡸእᅜே➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ

ەᮾ༊ᙺᡤࠕ࡞ࡳࡁࢫࢡ࢚
ࠖド᫂ࢧ࣮ࣅࢫࢥ࣮ࢼ࣮ࢱ
ࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆタ⨨ࡋࠊ᳨⣴ᶵ
⬟ࡸࢸࣞࣅ㟁ヰᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓ
ᡭ⥆ࡁෆࡸ㏻ヂࢧ࣮ࣅࢫ ᡭ
ヰ࣭እᅜㄒ ➼ࢆ⾜࠸ࠊ❆ཱྀ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

ᮾ༊

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

➃ۑᮎᑟධ
⏝㛤ጞ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ᳨ド࣭ㄢ㢟ᩚ⌮ࠊᨵၿ⟇᳨
ۑᨵၿᚋࡢ㐠⏝

⏝௳ᩘ ⣼ィ

௳

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
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Ꮚ⫱࡚ୡ௦ໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨

ࡇࡶᮍ᮶ᒁ

ەዷፎᮇࡽࡢᨭయไࡢᙉ
ᕤ⛬
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊྛ༊ಖ⚟♴ࢭࣥ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࢱ࣮ෆᏊ⫱࡚ୡ௦ໟᣓᨭࢭ
ࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊ᪂ࡓẕᏊಖ
┦ㄯဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࡶࠊ ‽ۑഛ ۑタ⨨
㛵ಀྛㄢࡀ㐃ᦠࡋ࡚ዷፎᮇࡽ
Ꮚ⫱࡚ᮇࢃࡓࡿษࢀ┠ࡢ࡞࠸
ᣦᶆ
ᨭࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
㸲᭶デ࠾࠸࡚ࣥ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࢣ࣮ࢺࠕ⫱ඣᚰ㓄ࡀ࠶
ࡿࠖ⟅࠼ࡓẕぶࡢྜ



㸣


ዷᑓ㛛┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨

ەዷᑓ㛛ࡢ┦ㄯ❆ཱྀࢆᕷẸࡢ
౽ᛶࡀ㧗࠸ሙᡤ㸯ᡤ㛤タ
ࡋࠊ❆ཱྀࡢ㛤タ㛫ࡢᘏ㛗ࠊ㛤
タ᪥ࡢᣑྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

ࡇࡶᮍ᮶ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ᳨ウ࣭‽ഛ
ۑタ⨨
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ዷᑓ㛛┦ㄯࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ
┦ㄯ௳ᩘ ௳




⾜ۑᨻᡭ⥆ࡁࡢ౽ᛶྥୖ


࣐ࢼࣥࣂ࣮ไᗘࡢά⏝➼ࡼࡿ࢜ࣥࣛࣥᡭ⥆ࡁࡢᣑ࣭⏝ಁ㐍

ەᅜ࠾ࡅࡿ࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝ
ࡢᩚഛ≧ἣࡸᕷẸࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊ࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝࢆά⏝ࡋ
ࡓሗᥦ౪ࡸࠊᏊ⫱࡚ᨭࢆࡣ
ࡌࡵࡋࡓ⾜ᨻᡭ⥆ࡁࡢ㟁Ꮚ
⏦ㄳࡢᑟධྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ە᪤࢜ࣥࣛࣥࡋ࡚࠸ࡿᡭ
⥆ࡁ࡛ࠊ⏝⋡ࡀప࠸ᡭ⥆ࡁ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡭ⥆ࡁࡢㄆ▱⋡ྥୖ
ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࡸ⏝ᡭἲࡢぢ
┤ࡋ➼ࡢ᳨ウࢆᐇࡋࠊ⏝ࢆ
ಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ

⥲ົ⏬ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

࣒ࢸࢫࢩۑᩚഛࠊᨵಟ
ۑᑐ㇟ᴗົࡢ࣐ࢽࣗࣝᩚഛ
ۑᑐ㇟ᴗົࡢ㡰ḟᣑ᳨ウ
ࣥࣛࣥ࢜ۑ῭ࡳᡭ⥆ࡁࡢ⏝ಁ㐍
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝࢆά⏝ࡋࡓ
㟁Ꮚ⏦ㄳᡭ⥆ࡁᩘ






࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝ㸸⾜ᨻᶵ㛵➼ࡀಖ᭷ࡍࡿ⮬ศࡢಶேሗࡸ㸪࡞࠾▱ࡽࡏ࡞ࢆ⮬Ꮿࡢࣃࢯࢥࣥࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡽ☜ㄆ࡛
ࡁࡿಶே⏝ࢧࢺࠋ
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ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࠾ࡅࡿド᫂᭩ࡢಁ㐍

ࡅ࠾ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥە
ࡿド᫂᭩ࢧ࣮ࣅࢫ㸦+
㛤ጞ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮
࣮࢝ࢻࡢྲྀᚓ⪅ྥࡅ࡚㹎㹐ࢆ
⾜࠺࡞ࠊ⏝⪅ཬࡧⓎ⾜ド᫂
ᩘࡢቑຍྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

ᕷẸᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ྲྀࢻ࣮࣮࢝ࣂࣥࢼ࣐ۑᚓ⪅ࡢࢳࣛࢩసᡂ
ࢩࣛࢳۑ㓄ᕸࡼࡿࢥࣥࣅࢽࡢ࿘▱࣭ಁ㐍
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ࢥࣥࣅࢽᑐ㇟ࡢ࡚ࡢ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
᭷ᩱド᫂Ⓨ⾜ᩘ༨ࡵࡿࢥ
ࣥࣅࢽⓎ⾜ド᫂ࡢྜ



㸣



ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡋࡓཱྀᗙ᭰➼ཷࢧ࣮ࣅࢫࡢᑟධ

࠙ᕷ⛯ࠚ
࠙ᕷ⛯ࠚ
࡛ࡲࢀࡇە⣬፹యࡢ⏦㎸᭩ࡼ
ࡾᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᕷ⛯ࡢཱྀ
ᕤ⛬
ᗙ᭰ࡘ࠸࡚ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࢺࢆ⏝ࡋࡓ⏦㎸ࡳࢆྍ⬟ࡍ
ࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸦㹕㹃㹀㸧ཱྀ
ᗙ᭰ཷࢧ࣮ࣅࢫࢆᑟධࡋࠊ ۑᑟධ‽ഛ
⏦ㄳ⪅ࡢᢲ༳ࡸ㒑㏦ࡢᡭ㛫ࢆ┬
ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥۑ㸦㹕㹃㹀㸧
␎ࡍࡿ࡞ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ౽ᛶ
ྥୖࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ཱྀᗙ᭰ཷࢧ࣮ࣅࢫᑟධ

㈈ᨻᒁ
ᖺᗘ

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ཱྀᗙ᭰⏦㎸ࡳ࠾ࡅࡿ
㹕㹃㹀⏝⣼ィ௳ᩘ ௳



࠙Ỉ㐨ᩱ㔠ࠚ
࠙Ỉ㐨ᩱ㔠ࠚ
࡛ࡲࢀࡇە⣬፹యࡢ⏦㎸᭩ࡼ
ࡾᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠕཱྀᗙ
᭰ࠖࡸࠕࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ⥅⥆
ᖺᗘ
ᡶ࠸ࠖࡘ࠸࡚ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺ㸦㹕㹃㹀㸧ཱྀᗙ᭰➼ཷ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆᑟධࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᢲ ۑᑟධ‽ഛ
༳ࡸ㒑㏦ࡢᡭ㛫ࢆ┬␎ࡍࡿ࡞
ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡁࡢ౽ᛶྥୖࢆ
ᅗࡾࡲࡍࠋ

Ỉ㐨ᒁ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥۑ㸦㹕㹃㹀㸧
ཱྀᗙ᭰➼ཷࢧ࣮ࣅࢫᑟධ

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ཱྀᗙ᭰➼⏦㎸ࡳ࠾ࡅࡿ
㹕㹃㹀⏝⣼ィ௳ᩘ ௳
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Ỉ㐨ᩱ㔠➼ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ☜ㄆࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤ጞ

࠾ەᐈࡉࡲࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊࠕ㐣ཤࡢ⏝Ỉ㔞ࡸỈ㐨
ᖺᗘ
ᩱ㔠ࠖࡘ࠸࡚ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺୖࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆά⏝ࡋ࡚
࠸ࡘ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ ۑᑟධ‽ഛ
㛤ጞࡋࡲࡍࠋ

Ỉ㐨ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࢫࣅ࣮ࢧۑ㛤ጞ

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
Ỉ㐨ᩱ㔠➼ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
☜ㄆࢧ࣮ࣅࢫ⏝Ⓩ㘓௳ᩘ
௳
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᥎㐍㡯┠ճከᵝ࡞యࡢඹാ
ۑඹࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍


ඹ ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾྥࡅࡓከᵝ࡞యࡢ㐃ᦠಁ㐍㸦ඹࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ᥎㐍ᴗ㸧

ࠕەඹࠖࡢྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃࡓࡵࠊᆅᇦᴗࠊၟᗑ⾤ࠊ
㹌㹎㹍ࠊᏛ࡞ᵝࠎ࡞య
ࢆಶูࡘ࡞ࡄᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࢆ
⨨ࡁࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࢆᐇ
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅᇦάືࡢ᪂
ࡓ࡞ᢸ࠸ᡭࢆⓎ᥀ࡋࠊᆅᇦࡢ㨩
ຊ࡙ࡃࡾࠊ⤎࡙ࡃࡾྥࡅࡓ᪂
ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆᨭࡋࡲࡍࠋ






ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࡢ➼ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ۑᐇ
ۑ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࠊࣔࢹࣝ࡞ࡿྲྀ⤌ࡳࡢᨭ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᆅᇦάືࡢཧຍ⋡ ᆅᇦά
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ືཧຍࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿᕷ
Ẹࡢྜ 㸣




ᴗࡢᆅᇦάືࡢཧຍಁ㐍㸦͆ࡩࡃ࠾͇ᆅᇦࡢ⤎ᛂᅋᴗ㸧

ەᴗ➼ࡢᆅᇦάືࡢཧຍࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦάືྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿᴗࡸၟᗑ⾤➼ࢆⓏ
㘓࣭බ⾲ࡍࡿࡶࠊ≉㈉
⊩ᗘࡢ㧗࠸ᴗ࣭ၟᗑ⾤➼ࡘ
࠸࡚ឤㅰ≧ࢆ㉗࿊ࡋࡲࡍࠋ
ەᴗ➼ࢆጤဨࡋࡓ͆ࡩࡃ࠾
͇ᆅᇦࡢ⤎ᛂᅋホ㆟ࢆタ
⨨ࡋࠊࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆඹദࡍࡿ
ࡶࠊὶࡢሙࢆタࡅࡿ࡞
ࠊᴗ㛫ཬࡧᆅᇦᴗ➼ࡢ
ሗࡸࠕඹࠖࡢྲྀ⤌ࡳࢆ
᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

ᕷẸᒁ

ᕷẸᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᆅᇦάືᛂࡢᬑཬ࣭ᣑࠊὶಁ㐍㛵ࡍࡿᴗ
ࡢ᳨ウ
ۑ㹆㹎ࡼࡿᴗ➼ࡢྲྀ⤌ࡳ⤂
ࠊ࣮ࢼ࣑ࢭۑὶ➼ࡢ㛤ദ
͇࠾ࡃࡩ͆ۑᆅᇦࡢ⤎ᛂᅋᴗࡢ㹎㹐
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᆅᇦάືࡢཧຍ⋡ ᆅᇦά
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ືཧຍࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿᕷ
Ẹࡢྜ 㸣




ඹ㸸㹎㸵ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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ྛ༊ࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸάᛶᨭ

ەᆅᇦࠊᏛࠊᴗ➼ࡢከᵝ࡞
యࡢᆅᇦάືཧຍࢆಁࡋࠊᆅ
ᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢάᛶࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊከᵝ࡞ྲྀ⤌ࡳࡼࡾඹ
ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

㸺ྲྀ⤌㸼
࣭ྛయ㛫ࡢ㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㆟ࡢሙࡢタ⨨
࣭ᆅᇦάືࡢඹ᭷
࣭ᆅᇦάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ᴗ➼ࡢ≧ἣᢕᥱ
࣭ྛయࡢάືࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᗈሗᨭ
࣭࣋ࣥࢺ㛤ദ

ྛ༊
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

࠙ᮾ༊ࠚ
ۑඹ㐃ᦠ㆟ࡢ㛤ദ
ྛۑయࡢㄢ㢟ࡢ㞟⣙᳨࣭ウ
ۑඹ࣭ᆅᇦ㈉⊩ࡢ㞟࣭Ⓨಙ
࠙༤ከ༊ࠚ
ۑᴗࡀᣢࡘᢏ⾡ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆάࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮➼࡛
ᵓᡂࡉࢀࡿࠕᴗ࣎ࣛࣥࢸࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢᆅᇦ
άື➼ࡢά⏝᥎㐍
࠙୰ኸ༊ࠚ
ۑᰯ༊➼ሗඹ᭷㆟ࡼࡿྛᰯ༊ࡢㄢ㢟ゎỴ᳨ウ
ࠕۑබẸ㤋ࡌࡻ࠸ࢇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢᐇ
⮬ࠕۑ࣭⏫ෆάືὶࠖࡢᐇ
ۑᴗゼၥࠊᆅᇦࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢᐇ
࠙༡༊ࠚ
ۑᴗࣄࣜࣥࢢᐇࠊᆅᇦάື㞟ࡢసᡂ
ࡾࡃ࡙ࡕࡲۑ᠓ヰࡢ㛤ദ
ۑ༡༊Ꮫ㐃⤡㆟ࡢ㐠Ⴀ
⫋ۑဨᴗ࣭Ꮫ⏕ࡼࡿᶫ㥐࿘㎶Ύᤲάືࡢᐇ
ࡢ⤌ྲྀۑ᳨ド
࠙ᇛ༡༊ࠚ
ۑᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍༠㆟㸦Ꮫദ㸧ࡢ㐠Ⴀᨭࠊཧຍ
ۑᏛᆅᇦࡢሗὶࡢሙ࡙ࡃࡾ
ۑᏛ࣭Ꮫ⏕ࡢᆅᇦάືᑐࡍࡿᗈሗ➼ࡢᨭࠊ
᪂ࡓ࡞㐃ᦠᴗࡢ᳨ウ࣭ᐇ
ۑᆅᇦ࣭Ꮫ࣭⾜ᨻࡢ㐃ᦠࡼࡿ㜵⅏ᑐ⟇ᴗࡢᐇ
࠙᪩Ⰻ༊ࠚ
⮬ۑ⤌⧊㐃⤡༠㆟⥲➼ඹ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ
ሗ࣭㐃ᦠಁ㐍㆟ࢆ㛤ദ
ۑ༠㆟ࣈࣟࢵࢡࡲࡓࡣ୰Ꮫᰯ༊༢࡛ㄢ㢟➼㞟⣙
᳨࣭ウ
ۑඹࡼࡿᆅᇦάື➼ࡢ㞟ࠊ◊ಟ➼ࡢᐇ
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㸦ᐇ⾜㡯┠⥆ࡁ㸧

࠙す༊ࠚ
ۑᏛᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭ὶಁ㐍ᴗ
࣭༊ദ࣭ඹദᴗࡢ㛤ദ
ۑᕷẸࡢඹാࡼࡿࠕす༊ࡢᐆࠖ☻ࡁ
࣭ࠕす༊ࡢᐆࠖࡢ㨩ຊⓎಙ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
࠙ᮾ༊ࠚ
ᆅᇦᏛࡢ㐃ᦠᰯ༊ᩘ
ᰯ༊
࠙༤ከ༊ࠚ
ᴗ࣎ࣛࣥࢸࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ⏝ᅇᩘ ᅇ










㸦ᖺ㸧 㸦ᖺ㸧 㸦ᖺ㸧

࠙୰ኸ༊ࠚ
ఫẸࡢᆅᇦάືཧຍ⋡ 㸣







࠙༡༊ࠚ
ᴗᆅᇦࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ
௳ᩘ ⣼ィ ௳







࠙༡༊ࠚ
Ꮫ࣭Ꮫ⏕ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭
ὶᴗᩘ ௳㸭ᖺ







࠙ᇛ༡༊ࠚ
ᆅᇦᏛࡢὶᴗᩘཬ
ࡧ⾜ᨻᏛࡢ㐃ᦠᴗᩘ







࠙᪩Ⰻ༊ࠚ
ඹࡢྲྀ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࡓᛮ
࠺⮬༠㆟㛗ࡢྜ
㸣







࠙す༊ࠚ
Ꮫᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭ὶ
ᴗᩘ ༊ദ࣭ඹദᴗྵ
ࡴ







25

䛊᥎㐍㡯┠䐡ከᵝ䛺య䛸䛾ඹാ䛋



ᆅᇦ㜵⅏ຊࡢᙉ㸦㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ㸧

ە㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢᇶᮏ㡯ࡽカ
⦎ィ⏬ࡢసᡂࡲ࡛ࢆᏛࡪ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࢆᆅᇦ࡛㛤ദࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ㑊
㞴ᡤࡢ㛤タ࣭㐠Ⴀ࡞ࢆ⮬ࡽ⾜
࠼ࡿయไ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡳࡲ
ࡍࠋ



ᕷẸᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ᐇᰯ༊ᩘ ⣼ィ ᰯ༊




༊Ẹࡢඹ ࡼࡿᏳᏳᚰࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ

᪩Ⰻ༊࣭す༊

ەᆅᇦ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊᰯ༊ࡈ
ᕤ⛬
ࡢ㏻Ᏻ࣭㜵≢࣭㜵⅏㛵ࡍ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࡿィ⏬ࡢ⟇ᐃࡸᏳᏳᚰ࣐ࢵࣉ
ࡢసᡂࠊᰯ༊༴㝤⟠ᡤࡢⅬ᳨ࢆ ࠙᪩Ⰻ༊ࠚ
⾜࠺࡞ࠊᏳᏳᚰࡢࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࡾࡃ࡙ࡕࡲۑᇶᮏィ⏬⟇ᐃ ۑᰯ༊࡛
ᏳᏳᚰ࣐ࢵࣉసᡂ
ۑ㏻Ᏻタࡢᩚഛ
➨ۑ㸰ḟ
ᴗ㛤ጞ
࠙す༊ࠚ
⮬ۑ㜵⅏カ⦎ࡢᨭࠊᰯ༊㜵⅏ィ⏬ᨵゞࡢᨭ
ۑᰯ༊ᏳᏳᚰ࣐ࢵࣉࡢ᭦᪂ᨭ
ۑ㜵⅏༴㝤⟠ᡤⅬ᳨ࡢᐇ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ



࠙᪩Ⰻ༊ࠚ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾᇶᮏィ⏬⟇ᐃᰯ
༊ࡢྜ 㸣







࠙す༊ࠚ
ᰯ༊ࡢ㜵⅏カ⦎ᐇ⋡ 㸣
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ۑከᵝ࡞యࡢ㐃ᦠ࣭ඹാࡢ᥎㐍


ᴗࡢໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㐃ᦠᴗࡢ᥎㐍

ەᴗࡢໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃᇶ࡙
ࡁࠊᆅᇦࡢάᛶࡸᕷẸࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢྥୖࡢࡓࡵࠊ࠸ࡢ㈨※
ࡸ㨩ຊࢆάࡋ࡚ᵝࠎ࡞ศ㔝࡛
ࡢ㐃ᦠᴗྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ



ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᕷẸᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑඹാ࢝ࣇ࢙ᐇ
ۑᥦࢧ࣏࣮ࢺࢭ࣑ࢼ࣮ᐇ
ۑඹാಁ㐍ࢻࣂࢨ̿➼ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺ
ۑᥦᅋయᕷᢸᙜㄢࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ
ۑไᗘぢ┤ࡋࡢ᳨ウ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
㹌㹎㹍ඹാࡋࡓࡇࡀ࠶
ࡿᕷ⫋ဨࡢྜ 㸣




ᕷẸ➼ࡢඹാࡼࡿ㐨㊰ࡢಖάືࡢ᥎㐍

ەᕷࡀ⟶⌮ࡍࡿ㐨㊰࠾࠸࡚ࠊ
ᆅᇦᅋయ➼ࡀᐇࡍࡿ㐨㊰ࡢΎ
ᤲ࣭⨾ᑐࡋ࡚ࠊࡈࡳ⿄ࡢᨭ
⤥ࡸᅇ࡞ࡢᨭࢆ⾜࠸ࡲ
ࡍࠋ
⟠ᦆ◚ەᡤࡢ㏻ሗᑐࡋ࡚ࠊ⿵
ಟ➼ࢆ⾜࠸ࠊࡲࡕࡢᏳࢆᏲࡾ
ࡲࡍࠋ

ᖺᗘ

ۑ༠ᐃ⥾⤖ᴗࡢ㐃ᦠᴗࡢ᥎㐍
ۑ᪂つࡢ༠ᐃ⥾⤖㛵ࡍࡿㄪᩚ

㹌㹎㹍 ࡢඹാᴗࡢ᥎㐍㸦ඹാᴗᥦไᗘ㸧

ەᕷẸࠊ㹌㹎㹍ࠊᆅᇦࠊᴗࠊ
⾜ᨻ➼ࠊከᵝ࡞యࡀඹാ 
ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ㐺ษ࡞ᙺ
ศᢸᑐ➼࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
ࡢࡶඹാ࡛ᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸
ࡃࡓࡵࠊබ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࡸඹാ࢝ࣇ࢙➼ࡢ㛤ദࡼ
ࡾࠊᗈࡃไᗘࡢ࿘▱ࢆᅗࡾࡲ
ࡍࠋ
⫋ەဨ◊ಟࡢᐇ➼ࡼࡾࠊ
ᗇⓗඹാᴗࡘ࠸࡚࿘▱ࢆ
ᅗࡾࠊᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ᴗᥦ
ࡢⓎ᥀⧅ࡆ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ



⥲ົ⏬ᒁ

㐨㊰ୗỈ㐨ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᆅᇦᅋయ➼ࡢάືࡢ㹎㹐
㐨㊰ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࡢཧຍಁ㐍

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
㐨㊰ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࡢⓏ㘓
ᅋయᩘ ⣼ィ






ໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃ㸸㹎㸵ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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Ẹ㛫ᴗ⪅㐃ᦠࡋࡓ⚟ᒸ࢚ࢥ㐠ືࡢ᥎㐍

ە㣗ṧࡋ๐ῶࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠕࡶࡗࡓ࠸࡞࠸㣗ṧࡋࢆ࡞
ࡃࡑ࠺⚟ᒸ࢚ࢥ㐠ືࠖࡘ࠸
࡚ࠊ㈶ྠࡍࡿ㣧㣗ᗑࢆቑࡸࡋࡲ
ࡍࠋ
ە♫࣭ᴗᡤ┤᥋㐠ືࢆ࿘
▱ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⫋ሙࡄࡿࡳ
࡛㣗ṧࡋ๐ῶࡢྲྀ⤌ࡳࡢᶵ㐠
ࢆ㧗ࡵࡲࡍࠋ



⎔ቃᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᴗࡢ㐃ᦠࡧࡅࢆᐇ
⚟ۑᒸ࢚ࢥ㐠ື༠ຊᗑࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
⚟ᒸ࢚ࢥ㐠ື༠ຊᗑ⯒ᩘ ᗑ ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
⯒




ᩍ⫱ᶵ㛵㐃ᦠࡋࡓ㑅ᣲၨⓎࡢᐇ

ࡢ⪅ⱝەᢞ⚊⋡ࡢపୗࡸᖹᡂ
ᖺࡢཧ㆟㝔㆟ဨ㑅ᣲࡽ㑅ᣲᶒ
ࡀṓ௨ୖᘬࡁୗࡆࡽࢀࡓࡇ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍ⫱ᶵ㛵㐃ᦠࡋ
࡚ⱝ⪅ࡢၨⓎᴗྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡲࡍࠋ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

㑅ᣲ⟶⌮ጤဨົᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᑠᏛᰯ࣭㧗ᰯ࣭Ꮫࢆᑐ㇟ࡋࡓฟ๓ㅮᗙࡢᐇ
ۑ㧗ᰯ⏕ࡢᢞ⚊ົయ㦂
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
Ꮫᰯࡢฟ๓ㅮᗙࡢ㛤ദᅇ
ᩘ ᅇ㸭ᖺ






ᕷẸ➼ࡢ㐃ᦠ࣭ඹാࡼࡿ༤ከ‴ࡢ⎔ቃಖࡢ᥎㐍

⎔ቃᒁ

ࠕە༤ከ‴⎔ቃಖィ⏬㸦➨
ᕤ⛬
ḟ㸧ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧ᇶ࡙
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࡁࠊ⾜ᨻࠊᕷẸࠊ㹌㹎㹍➼ᕷ
Ẹᅋయࠊᴗ⪅ࠊᏛ➼◊✲ᶵ
㛵࡞ྛయࡀඹാࡋࠊ༤ከ‴ ۑ㹌㹎㹍➼ࡢඹാࡼࡿ⏕≀ᣦᶆㄪᰝ 㨶㢮➼㸧ࡸ⎔ቃ
ࡢ⎔ቃಖྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ಖάື㸦Ύᤲάື➼㸧ࡢᐇ
ەᾏࡘ࡞ࡀࡿ᳃࣭ᕝ࣭㒔ᕷ➼ ۑᏛ◊✲ᶵ㛵➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡢ᥎㐍㸦⸴ሙㄪᰝ➼㸧
ࡢᵝࠎ࡞ሙᡤ࠾࠸࡚ࠊᕷẸ➼
ྛయࡢ㐃ᦠ࣭ඹാࡼࡿಖ ۑ༤ከ‴ࡢ⎔ቃಖㄪᰝ⤖ᯝࡢබ⾲
άືࡀ⥅⥆ⓗᐇࡉࢀࡿࡇ
ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
ۑ༤ከ‴㛵ࡍࡿᗈሗ፹యࡢసᡂ࣭ά⏝
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᕷẸ➼ࡢ㐃ᦠ࣭ඹാࡼ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࡿ༤ከ‴⎔ቃಖάືࡢ㛤
ദᩘ ௳㸭ᖺ







ඹാ㸸㹎㸯ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
㹌㹎㹍㸸㹎㸯ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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ᆅᇦ㐃ᦠࡋࡓ㝰⥺ᘏఙ᪂㥐ࡢ㨩ຊ࣭㈰ࢃ࠸࡙ࡃࡾ

ەᆅୗ㕲ᘏఙక࠺ ௬⛠ ୰㛫
㥐ࡢᩚഛ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㒔ᚰᅇ
㐟ࡢ᪂ࡓ࡞ᣐⅬ࡞ࡿࡇࢆࡵ
ࡊࡋࠊ⌧ᅾ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㥐࿘
㎶ࡢ㨩ຊ࠶ࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࡸ㈰ࢃ
࠸࡙ࡃࡾ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡿࡼ
࠺ࠊ㥐✵㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ
༤ከࡲࡕ࡙ࡃࡾ᥎㐍༠㆟࡞
ࡢᆅᇦᅋయ➼ࡢᑐヰࢆ㐍ࡵࡲ
ࡍࠋ

㏻ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㸦௬⛠㸧୰㛫㥐✵㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウ
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䛊᥎㐍㡯┠䐢Ẹ㛫άຊ䛾ά⏝䛋

᥎㐍㡯┠մẸ㛫άຊࡢά⏝
ۑᐁẸ༠ാࡢ᥎㐍


බඹタ➼ࡢᩚഛ࠾ࡅࡿᐁẸ༠ാ㸦㹎㹎㹎 㸧ࡢ᳨ウ᥎㐍

ࠕەᐁẸ༠ാᴗ㸦㹎㹎㹎㸧
ࡢྲྀ⤌᪉㔪ࠖ㸦+⟇ᐃ㸧
ᇶ࡙ࡁࠊつᶍ࡞ᘓ⠏≀ࡢᩚഛ
࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㈈ᨻ㈇ᢸࢆ㍍ῶ
ࡋࡘࡘࡼࡾⰋ㉁࡞බඹࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊẸ㛫ᴗࡢ⤒
Ⴀࣀ࢘ࣁ࢘ࡸᢏ⾡ຊࠊ㈨㔠ࢆά
⏝ࡋࡓᴗ㸦Ⓨὀ㸧ᡭἲ➼ࡢ᳨
ウࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ


㈈ᨻᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ྛۑᒁࡢᨭ

බඹタ➼ࡢᩚഛ࠾ࡅࡿᐁẸ༠ാ㸦㹎㹎㹎㸧ࡢᐇ

࠙⛉Ꮫ㤋ࠊ⨾⾡㤋ࠊ⥲ྜయ⫱
࠙⛉Ꮫ㤋ࠚ
㤋㸪➨㸰ᮇᒎ♧ሙ➼ࠚ
ەබඹタ➼ࡢᩚഛ࠶ࡓࡾࠊ
ᕤ⛬
ᐁẸ༠ാ㸦㹎㹎㹎㸧ᡭἲ࡛ࡢᩚ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ഛࢆỴᐃࡋࡓᴗࡘ࠸࡚ࠊタ
ィ࣭ᘓタẁ㝵࠾ࡅࡿࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢ࡞ࢆ╔ᐇ⾜࠸ࠊ㐺ษ࡞ ۑᘓタᕤ
⟶⌮࣭㐠ႠࡼࡾࠊⰋ㉁࡞බඹ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ۑ㛤㤋
ۑ㹎㹄㹇ᴗ⪅ࡼࡿ㐠Ⴀ

ࡇࡶᮍ᮶ᒁ
ᖺᗘ

ࡧཬࢢࣥࣜࢱࢽࣔۑእ㒊ホ౯
࠙⨾⾡㤋ࠚ

⤒῭ほගᩥᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᨵಟᕤ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࣥࣉ࣮࣮࢜ࣝࣗࢽࣜۑ
ۑ㹎㹄㹇ᴗ⪅ࡼࡿ㐠Ⴀ
㸦୍㒊㸧

࠙⥲ྜయ⫱㤋ࠚ

ᕷẸᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᘓタᕤ




㹎㹎㹎㸸㹎㸵ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
㹎㹄㹇㸸㹎㸵ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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ᖺᗘ

ۑ㛤㤋
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㸦ᐇ⾜㡯┠⥆ࡁ㸧

࠙➨㸰ᮇᒎ♧ሙ➼ᩚഛࠚ

⤒῭ほගᩥᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᴗ⪅බເ
࠙❧య㥔㌴ሙࠚ
ۑタィ ۑᘓタᕤ ۑ౪⏝㛤ጞ
ۑ䠬䠢䠥ᴗ⪅䛻䜘䜛
⟶⌮䠄୍㒊䠅
ͤ㐠Ⴀࡣู㏵ᡭ⥆ࡁ
࠙➨㸰ᮇᒎ♧ሙࠚ
ۑタィ


ۑᘓタᕤ

බᅬ࠾ࡅࡿẸ㛫άຊࡢᑟධࡼࡿ౽ᛶཬࡧ㨩ຊྥୖ

ەẸ㛫άຊࡢᑟධࡼࡾࠊබᅬ
ෆ࢝ࣇ࢙➼ࢆタ⨨ࡍࡿ࡞ᕷ
Ẹࡢ౽ᛶྥୖࡸබᅬࡢ㨩ຊྥ
ୖྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

ఫᏯ㒔ᕷᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑẸ㛫Ⓨࡢເ㞟ࠊ㝶ᐇ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
බᅬ䛻䛚䛡䜛䜹䝣䜵➼䛾ᑟධ
ᩘ




ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ᥎㐍


ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධタ࠾ࡅࡿᕷẸࢧ࣮ࣅࢫྥୖࡢ᥎㐍

ەᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධタ࠾
ࡅࡿఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢࡉࡽ࡞ࡿྥ
ୖࡢࡓࡵࠊࣥࢭࣥࢸࣈ࣭
࣌ࢼࣝࢸไᗘࡸ⏝ᩱ㔠ไᗘ
ࡢᑟධ➼ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡛࠶
ࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࡼࡾࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ
Ⓨ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛྲྀࡾ⤌
ࡳࡲࡍࠋ



⥲ົ⏬ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ࢸࣝࢼ࣭࣌ࣈࢸࣥࢭࣥۑไᗘࡢᑟධಁ㐍
ۑ⏝ᩱ㔠ไᗘࡢᑟධಁ㐍
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䞉䝨䝘䝹䝔䜱ไᗘ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜛タ䛾ྜ
䠄䠂䠅




ࣥࢭࣥࢸࣈ㸸㹎㸵ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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┤Ⴀタ➼ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ

࠙༤≀㤋ࠚ
࠙༤≀㤋ࠚ
⌧ەᅾ┤Ⴀ࡛⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿタ
ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࢆ᳨
ウࡋࠊタ⏝⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ᖺᗘ
ྥୖ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

⤒῭ほගᩥᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㒔ᕷࡸ㢮ఝタࡢᑟධ≧ἣᢕᥱ
ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢබເ࣭ᣦᐃ
ۑᴗົᘬࡁ⥅ࡂ
ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀ
࠙ᅗ᭩㤋ศ㤋ࠚ
䛆ᅗ᭩㤋ศ㤋䛇
ەᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸
ࡿᅗ᭩㤋ศ㤋㸦ᮾᅗ᭩㤋㸧࠾
ᕤ⛬
ࡅࡿᡂᯝࡸㄢ㢟➼ࡢ᳨ドࢆ㋃ࡲ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
࠼ࠊᚋᩚഛࡍࡿᅗ᭩㤋ศ㤋
ࡘ࠸࡚ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ᳨
ウࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ۑᑟධタ࠾ࡅࡿᡂᯝ➼ࡢ᳨ド
ۑᚋᩚഛࡍࡿᅗ᭩㤋ศ㤋ࡢᑟධ᳨ウ


ᩍ⫱ጤဨ
ᖺᗘ

බເࡼࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ

࠙ᕷ❧㞀ࡀ࠸ඣ㏻ᅬタࠊᕷ❧
䛆ᕷ❧㞀䛜䛔ඣ㏻ᅬタ䛇
㞀ࡀ࠸⪅タࠊ୰ኸࡩ㢌ࢡ࣮ࣝ
ࢬࢭࣥࢱ࣮ࠊ༤ከ
‴タࠊ
ᕤ⛬
ᕷႠఫᏯࠚ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
⌧ەᅾ㠀බເࡼࡾ㑅ᐃࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿᣦᐃ⟶⌮タࡘ࠸࡚ࠊ
බເࡼࡿ㑅ᐃࡘ࠸᳨࡚ウࢆ ۑホ౯࣭㑅ᐃጤဨពぢ⫈ྲྀ
⾜࠸ࠊタ⏝⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫྥ
ୖྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ۑබເタࡢ᳨ウ

䛣䛹䜒ᮍ᮶ᒁ
ᖺᗘ

ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢබເ࣭ᣦᐃ
ۑබເᅋయ
ࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀ
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㸦ᐇ⾜㡯┠⥆ࡁ㸧

䛆ᕷ❧㞀䛜䛔⪅タ䛇

ಖ⚟♴ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑホ౯࣭㑅ᐃጤဨពぢ⫈ྲྀ
ۑබເタࡢ᳨ウ
ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢබເ࣭ᣦᐃ
ۑබເᅋయ
ࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀ
‴✵

䛆୰ኸ䜅㢌䜽䝹䞊䝈䝉䞁䝍䞊䛇

ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㑅ᐃጤဨពぢ⫈ྲྀ
ۑᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢබເ࣭ᣦᐃ
ۑබເᅋయࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀ
䛆༤ከ

‴✵

‴タ䛇

ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᣦᐃ⟶⌮ࡢ⠊ᅖࡢぢ┤ࡋ
ۑ㑅ᐃጤဨពぢ⫈ྲྀ
ۑ༢య࡛ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡀྍ⬟࡞タࡘ࠸࡚
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢබເ࣭ᣦᐃ
ۑබເᅋయࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀ
䛆ᕷႠఫᏯ䛇

ఫᏯ㒔ᕷᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

⌮⟶ۑᴗົࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢබເ࣭ᣦᐃ
୍ۑ㒊ࡢ༊࡛බເᅋయࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀࢆ
ヨ⾜
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ۑẸ㛫ጤク࡞ࡢ᥎㐍


せㆤ࣭せᨭㄆᐃಀࡿົࡢጤク

ەせㆤㄆᐃࡢ⏦ㄳࡀᖺࠎቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇక࠸ࠊ⌧ᅾྛ༊
࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿㆤㄆᐃಀࡿ
ົࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓㄆᐃົࢭ
ࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊᴗົࢆ୍⟠ᡤ
㞟⣙ࡍࡿࡶࠊ㒊ศ
ࡢᴗົࢆẸ㛫ጤクࢆ⾜࠺ࡇ࡛
ົࡢຠ⋡ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

ಖ⚟♴ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᇶᮏ᪉㔪⟇ᐃ
ۑᴗົᘬ⥅
ۑጤクᐇ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ㆤㄆᐃᴗົᚑ⫋ဨᩘ
䠄ྡ䠅






ەᢏ⬟ປົ⫋ဨಀࡿົᴗ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊཎ๎ࠊ
㏥⫋⿵ࡋࡓୖ࡛ࠊᨵࡵ࡚
ᴗົෆᐜࢆ⢭ᰝࡋࠊẸ㛫άຊࡢ
ᑟධ࡞ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾ㐺
ษ࡞⫋ဨ㓄⨨࡞ࡿࡼ࠺ྲྀࡾ
⤌ࡳࡲࡍࠋ



⥲ົ⏬ᒁ

ᢏ⬟ປົ⫋㛵ಀᴗົࡢぢ┤ࡋ㸦㏥⫋⿵㸧
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㏥⫋⿵ࡢᐇ

㨶ฎ⌮ᴗࡢẸ㛫⛣⾜

ە㨶ฎ⌮ࢆẸ㛫⛣⾜ࡋࠊỈ
⏘ຍᕤබ♫ࢆᖹᡂᖺᗘᮎࢆ┠
㏵ゎᩓࡍࡿࡶࠊỈ⏘ຍ
ᕤࢭࣥࢱ࣮ࢆᗫṆࡋࡲࡍࠋ

ᖺᗘ

㎰ᯘỈ⏘ᒁ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑẸ㛫ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ㑅ᐃ
‽⾜⛣ۑഛ
ۑẸ㛫ฎ⌮㛤ጞ
ۑබ♫ゎᩓࠊࢭࣥࢱ࣮ᗫṆ
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ࣚࢵࢺࣁ࣮ࣂ࣮ࡢຠ⋡ⓗ࡞タ⟶⌮ᡭἲࡢᑟධ

ەẸ㛫άຊࡢᑟධࢆ๓ᥦࡋ
ࡓࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞タ⟶⌮ᡭἲ
ࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢᡭἲᇶ࡙ࡃ
ᴗᙧែ࡛ࡢ㐠Ⴀ㛤ጞྥࡅ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

‴✵

ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᴗ⪅ࡢබເ‽ഛ
ۑ㑅ᐃጤဨࡢ㛤ദ
ۑᴗ⪅ࡢබເ
ۑ㐠Ⴀᴗ⪅ࡢỴᐃཬࡧዎ⣙⥾⤖
ۑẸ㛫ᴗ⪅ࡼࡿ㐠Ⴀ㛤ጞ
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᥎㐍㡯┠յ⮬యࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍
⮬ۑయࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍


ᕞྛᆅࡢ⮬యࡢ㐃ᦠ

ەᕞྛᆅࡢ⮬య㐃ᦠ
ࡋࠊᕞࡢⓎᒎࡘ࡞ࡆࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᕷẸࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢྥୖࡸほග⯆➼ྥࡅ࡚
ᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㐃ᦠᴗࠊὶ㐃ᦠࢆ᥎㐍
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ᕞᗈሙࡢ⏝௳ᩘ ௳㸭
ᖺ






⅏ᐖࡢᛂᛴ⤥Ỉ࣭ᛂᛴᪧྜྠ㜵⅏カ⦎ࡢᐇ

ە㒔ᕷࡸᕞࡢせ㒔ᕷࡢ
⮬య࡛⥾⤖ࡋࡓ⅏ᐖࡢᛂ
ᛴ⤥Ỉࠊᛂᛴᪧࡢ┦ᛂ
༠ᐃᇶ࡙ࡃྜྠ㜵⅏カ⦎ࢆ
⾜࠺࡞ࠊつᶍ⅏ᐖഛ࠼
ࡓᗈᇦⓗ࡞㐃ᦠࡢᙉࢆᅗࡾ
ࡲࡍࠋ
⅏ەᐖ࡞ࡼࡾࡢỈ㐨
ᴗయࡢᛂᛴὴ㐵ࡀᚲせ
࡞ࡗࡓሙྜഛ࠼ࠊẖᖺᗘࠊ
ᛂᛴὴ㐵㝲࡞ࡿ⫋ဨࢆỴᐃ
ࡋࠊὴ㐵せㄳ༶ᛂ࡛ࡁࡿయ
ไࢆ☜ಖࡋࡲࡍࠋ
⇃ەᮏᆅ㟈ࢆཷࡅ࡚ࠊཷయ
ไࡢᩚഛྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ


Ỉ㐨ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

⮬ۑయࡢྜྠ㜵⅏カ⦎ᐇ
ۑᛂᛴὴ㐵㝲ࡢ௵ࠊカ⦎ᐇ

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ẖᖺᗘ௵ࡍࡿᛂᛴὴ㐵㝲
ဨᩘ ྡ




⅏ᐖࡢᾘ㜵┦ᛂయไࡢ᭦࡞ࡿᙉ

⇃ەᮏᆅ㟈࠾ࡅࡿᾘ㜵άື
ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡶࠊ⚟ᒸ
㒔ᕷᅪ࡞ࡢ㏆㞄ᾘ㜵ᮏ㒊
つᶍ⅏ᐖࡢᾘ㜵άືࡢㄢ
㢟ཬࡧᨵၿ⟇ࡘ࠸࡚ሗඹ
᭷ࢆᅗࡾࠊつᶍ⅏ᐖ➼ࡢⓎ
⏕ഛ࠼࡚ࠊᾘ㜵┦ᛂయ
ไ㸦┴ෆ࣭㒔ᕷᅪ㸧ࡢ᭦࡞ࡿ
ᙉྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

ᖺᗘ

ᾘ㜵ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑㄢ㢟ࡢ᳨ドࠊᛂయไࡢᙉ
ۑᐇ㊶ⓗカ⦎ࡢ㛤ጞ

ۑ㏆㞄ᾘ㜵ᮏ㒊カ⦎࣭◊ಟ࣭㆟➼ࡢᐇ
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⚟ᒸ㒔ᕷᅪᾘ㜵㏻ಙᣦ௧ᴗົࡢඹྠ㐠⏝ࡢᐇ

ᾘ㜵ᒁ

ەᖹᡂᖺᗘࡽ⚟ᒸ㒔ᕷᅪ
ᕤ⛬
ࡢయࡢᴗࡋ࡚ࠊ⚟ᒸᕷ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᾘ㜵ᮏ㒊ᗇ⯋ඹྠᣦ௧ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆᩚഛࡋࠊ⚟ᒸ㒔ᕷᅪࡢ
ᾘ㜵ᮏ㒊ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᾘ㜵㏻ ⚟ۑᒸ㒔ᕷᅪ㸲ᾘ㜵ᮏ㒊ࡢᾘ㜵㏻ಙᣦ௧ᴗົࡢ
ಙᣦ௧ᴗົ㸦␒ཷಙࠊฟື
ඹྠ㐠⏝㛤ጞ
ᣦ௧➼㸧ࢆᮏᕷࡀཷクࡋࠊຠ
ᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᣦ௧ᴗົྲྀ
㸺⚟ᒸ㒔ᕷᅪ㸲ᾘ㜵ᮏ㒊㸼
ࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
࣭᪥࣭㔝ᇛ࣭㑣⌃ᕝᾘ㜵⤌ྜᾘ㜵ᮏ㒊
࣭⢑ᒇ༡㒊ᾘ㜵⤌ྜᾘ㜵ᮏ㒊
࣭᐀ീᆅ༊ᾘ㜵ᮏ㒊
࣭⢑ᒇ㒊ᾘ㜵ᮏ㒊



࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ ࢧࢺࡢ⮬యࡢඹྠ⏝

ەᕞෆࡢ⮬యࠊ࣮࢜ࣉ
ࣥࢹ࣮ࢱࢧࢺࡢඹྠ⏝ཧ
ຍࢆാࡁࡅࠊᗈᇦ࡛ࡢ࣮࢜
ࣉࣥࢹ࣮ࢱࡢ᥎㐍ࡼࡾࠊ
⏝⪅ࡀά⏝ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ
࠼ࡲࡍࠋ

⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑඹྠ⏝ཧຍࡢാࡁࡅ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱࢧࢺࡢඹ
ྠ⏝ཧຍ⮬యᩘ






࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ㸸㹎㸳ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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᥎㐍㡯┠ն࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙉ
ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ۑ᥎㐍


㐠Ⴀ᪉㔪ࢆά⏝ࡋࡓ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ

ە⫋ဨࡀ⫋ሙࡢㄢ㢟ࡸ┠ᶆ
ࢆඹ᭷ࡋࠊᖺᗘࡈ㔜Ⅼⓗ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡁෆᐜࢆ᫂☜
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⟇ᴗࡢ
᥎㐍ࠊᴗᴗົࡢぢ┤ࡋࠊே
ᮦ⫱ᡂ➼ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ᥎
㐍ࡋࡲࡍࠋ



⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑ㐠Ⴀ᪉㔪ࡢ⟇ᐃ࣭ඹ᭷࣭ࡾ㏉ࡾ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᕷࡢ᪉㔪ࡸࢺࢵࣉࡢ⪃࠼᪉
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࡀ⫋ሙ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᛮ࠺⫋ဨࡢྜ 㸣




እ㒊ࡢどⅬࢆάࡋࡓ⾜ᨻホ౯ࡢᐇ

⥲ົ⏬ᒁ

ەᇶᮏィ⏬ᇶ࡙ࡃ⟇ᴗ
ᕤ⛬
ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᐃᮇⓗᢕᥱ࣭
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ホ౯ࡍࡿࠕ⟇ホ౯ࠖࢆᐇ
ࡋࠊ⟇ᴗࡢ╔ᐇ࡞᥎㐍ࢆ
ᅗࡾࡲࡍࠋ
ۑ⟇ホ౯ࡢᐇ
ەಶࠎࡢᴗࡘ࠸࡚ࠊຠᯝ
ࠐົᴗⅬ᳨ࡢᐇ
ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᐇࡀ࡞ࡉࢀ࡚
ۑົᴗⅬ᳨ຊྥୖ◊ಟࡢᐇ
࠸ࡿࢆࠊ┠ⓗࡸᡂᯝࡢᣦᶆ
↷ࡽࡋ࡚☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕົᴗⅬ᳨ࠖࢆᐇࡋࠊ
ᴗࡢぢ┤ࡋ⥅⥆ⓗྲྀࡾ
⤌ࡳࡲࡍࠋ
ەᐈほⓗ࡞ホ౯࣭Ⅼ᳨ࢆᐇ
ᣦᶆ
ࡍࡿࡓࡵእ㒊ࡢどⅬࢆά⏝ࡍ
ࡿࡶࠊ⫋ဨ㹎㹂㹁㸿
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ࢧࢡࣝࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ ⥅⥆ⓗᴗࢆࡾ㏉ࡾࠊ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ົᴗⅬ᳨ຊྥୖ◊ಟࢆᐇ ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿᛮ࠺⫋ဨࡢྜ 㸣



ࡋࡲࡍࠋ

ۑᴗົຠ⋡ࡢ᥎㐍


ᴗົᨵၿࡢ᥎㐍

ەᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࡸົࡢຠ⋡
ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⫋ဨࡢ
ពᕤኵࡼࡿᴗົᨵၿࢆ᥎
㐍ࡋࡲࡍࠋ
ەᅜ㒔ᕷᨵၿᨵ㠉ᐇ㊶
Ⓨ⾲ཧຍࡋࠊᮏᕷࡢྲྀ⤌
ࡳࢆⓎ⾲ࡍࡿࡶࠊ㒔
ᕷࡢඃࢀࡓࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿࢧ࣮ࣅࢫྥୖ
ࡸົࡢຠ⋡ྲྀࡾ⤌ࡳࡲ
ࡍࠋ



⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ۑᴗົᨵၿ㐠ືࡢᐇ
ۑᅜ㒔ᕷᨵၿᨵ㠉ᐇ㊶Ⓨ⾲ࡢཧຍ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ᴗົᨵၿࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ᛮ࠺⫋ဨࡢྜ 㸣




㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝ㸸㹎㸱ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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ࢩࢫࢸ࣒ๅ᪂ࡼࡿᴗົࡢຠ⋡

⥲ົ⏬ᒁ

࣒ࢸࢫࢩەๅ᪂ィ⏬㸦㹆
ᕤ⛬
᭶⟇ᐃࠊィ⏬ᮇ㛫ࡣᖺᗘࡲ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
࡛㸧ࡢᇶᮏ᪉㔪࡛࠶ࡿ
ࠕ㹇㹁㹒࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉࠖ
ۑᴗົඹ㏻ᇶ┙࣭ఫẸグ㘓➼ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏
ࠕᴗົࣉࣟࢭࢫࡢᨵ㠉ࠖ
ࠕࢩࢫࢸ࣒ࡢๅ᪂ඹ㏻ᇶ┙
ࡢᩚഛࠖ
♫ۑಖ㞀⣔ࢩࢫࢸ࣒ ᖺ㔠࣭බ㈝་⒪ ࣭
ᇶ࡙ࡁࠊྠィ⏬ࢆᐇ⾜ࡍࡿ
ே⤥ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏
ࡇࡼࡾࠊᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࡸ
ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ࡿᴗົࡢ
ຠ⋡ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
♫ۑಖ㞀⣔ ᖺ
㔠࣭බ㈝་⒪௨እ

ཬࡧᕷ⛯ࢩࢫࢸ࣒
ࡢๅ᪂╔ᡭ


ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆά⏝ࡋࡓᾘ㜵࣭ᩆᛴάືࡢຠ⋡

ەቑຍࡍࡿᩆᛴฟືᑐᛂࡍ
ࡿࡓࡵࠊᩆᛴ㝲➼ࢱࣈࣞࢵ
ࢺ➃ᮎࢆ㓄⨨ࡋࠊάືグ㘓⚊
㸦άືෆᐜࠊയ⪅ሗ➼ࡢ
グ㘓㸧ࡢධฟຊࢆྍ⬟ࡍࡿ
ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩆᛴᦙ㏦ᨭࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ㝔฿╔ᚋ
ࡢ་ᖌࡢᘬ⥅㛫ࡢ▷⦰ࢆ
ᅗࡿ࡞ᴗົࡢຠ⋡ࢆ⾜࠸
ࡲࡍࠋ

ᾘ㜵ᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

➃ۑᮎ㓄⨨
ۑຠᯝ➼᳨ド
ۑㄢ㢟ᨵၿྥࡅࡓᶵ⬟ࡢ
ᨵಟ࣭㐠⏝㛤ጞ

㝔฿╔ᚋࡢᘬ⥅ࡂ㛫

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺ
ᖺ
ᖺ
ศ⛊ ศ⛊ ศ⛊



ຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐨㊰ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡢᐇ

ە㹇㹁㹒ࡸᆅ⌮✵㛫ሗࢆά
⏝ࡋ࡚㐨㊰ࡢⅬ᳨⤖ᯝࡸㄪᰝ
⟠ᡤ࡞ࡢሗࢆ⤫ྜࡋࠊຎ
ࡢഴྥࡸඃඛᗘࡢศᯒ࡞
ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆά⏝ࡋࡓ
ຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐨㊰ࡢ⥔ᣢ
⟶⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

㐨㊰ୗỈ㐨ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

࣒ࢸࢫࢩࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺࢵࢭۑᮏ᱁㐠⏝
ۑᖿ⥺㐨㊰⯒ࡢಟ⧋ィ⏬᭦᪂
ۑᶫᱱࡢḟᮇಟ⧋ィ⏬᳨ウ



㹇㹁㹒㸸㹎㸯ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
ᴗົඹ㏻ᇶ┙㸸㹎㸷ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ
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᥎㐍㡯┠շ⤌⧊ࡢάᛶ
⧊⤌ۑຊྥୖࡢ᥎㐍


᭱㐺࡞⤌⧊యไࡢᵓ⠏

ەᒁ༊ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢゎỴࡸ┠
ᶆࡢᐇ⌧ⓗ☜ᑐᛂࡋࡓ⤌⧊
యไࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᒁ༊
࠾ࡅࡿ⮬ᚊⓗ࡞⤌⧊⦅ᡂࢆ⥅⥆
ࡋࡲࡍࠋ
⦅⧊⤌ەᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊඹ㏻
ᴗົࡢ㞟⣙ࡸࠊᴗົࡢ㛵㐃ᛶ
ࡢ࠶ࡿㄢ࣭ಀࡢ⤫ྜ࡞ࠊ᪤Ꮡ
⤌⧊ࡢ᭱㐺ࢆᅗࡾࠊ⥲ே௳㈝
ࡢቑຍࢆᢚไࡋࡘࡘࠊ⫋ဨࡢຊ
ࢆ᭱㝈Ⓨࡍࡿ⤌⧊యไࡢ
ᵓ⠏ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ


⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

⾜ۑᨻㄢ㢟ᑐᛂࡋࡓ⤌⧊యไࡢᵓ⠏

እ㒌ᅋయࡢぢ┤ࡋ

⥲ົ⏬ᒁ

ࠕەእ㒌ᅋయࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ
ᕤ⛬
ᣦ㔪ࠖ㸦௬⛠㸧ᇶ࡙ࡁࠊྛᅋ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
యࡢᐇࡍࡿᴗࡢᚲせᛶࡸ⤒
῭ᛶࠊຠ⋡ᛶࠊእ㒌ᅋయࡢ࣓
ࣜࢵࢺࡀ༑ศⓎࡉࢀ࡚࠸ࡿ ۑᣦ㔪⟇ᐃ
࡞ࡘ࠸᳨࡚ド࣭ぢ┤ࡋࢆ ۑᅋయࡢぢ┤ࡋ
⾜࠸ࡲࡍࠋ


ከᵝ࡞ேᮦࡢ☜ಖ

ە᥇⏝㛵ࡍࡿሗࢆᏛᰯ㛵ಀ
⪅➼࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ࡞࡛ᥦ
౪ࡍࡿࡶࠊ᥇⏝ㄝ᫂ࡸ
Ꮫᰯゼၥ࡞ࢆᐇࡋࠊከᵝ࡞
ேᮦࡢ☜ಖࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ࠕە᪂つ᥇⏝⫋ဨồࡵࡿேᮦ
ീࠖࡩࡉࢃࡋ࠸ேᮦࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡓࡵࠊ᥇⏝ヨ㦂࣭㑅⪃ࡢ᪉ἲ
➼ࡘ࠸࡚ࠊᰂ㌾ぢ┤ࡋࢆ㐍
ࡵࡲࡍࠋ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ேጤဨົᒁ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

⫋ۑဨເ㞟ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡸ࣏ࢫࢱ࣮ࡢసᡂ࣭㓄ᕸ
ۑ㹆㹎➼ࡼࡿᗈሗ
ۑ᥇⏝ㄝ᫂ࠊᏛᰯゼၥ➼
ۑ᥇⏝ヨ㦂࣭㑅⪃ࡢ᪉ἲ➼ࡢぢ┤ࡋ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ୖ⣭࣭୰⣭࣭ึ⣭᥇⏝ヨ㦂
ࡢ➇தಸ⋡
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⫋ۑဨࡢ⫱ᡂാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾ


⫋ဨࡢពḧ࣭⬟ຊྥୖ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ

⮬ەⓎⓗ࡞⬟ຊྥୖࡸⱝᡭ⫋ဨ
ᕤ⛬
ࡢ⫱ᡂࠊ⬟ຊᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ホ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
౯ࡸ㓄⨨࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
⬟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ⪅╩┘⌮⟶ە
ຊࡢྥୖࡸ㹍㹈㹒ࡢ╔ᐇ࡞ᐇ ۑᴗ⦼ホ౯ไᗘࡢᐇ
࡞ࠊ⫋ဨࢆ⫱ᡂࡍࡿ⤌⧊࡙ ⫋ۑࡸ⤒㦂ᛂࡌࡓ◊ಟࡢᐇ
ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

⥲ົ⏬ᒁ
ᖺᗘ

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ୖྖ ඛ㍮ ࡀ㒊ୗ ᚋ㍮ ࢆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
⫱ᡂࡍࡿ⫋ሙ㢼ᅵࡀ࠶ࡿ
ᛮ࠺⫋ဨࡢྜ 㸣





ᢏ⾡⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡢ᥎㐍

㈈ᨻᒁ

⫋ࣥࣛࢸ࣋ەဨࡢ㔞㏥⫋᪂
ᕤ⛬
つ᥇⏝⫋ဨࡢቑຍࡼࡿᢏ⾡ࡢ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡢㄢ㢟ᑐᛂࡍࡿࡓ
ࡵࠊࠕᢏ⾡⫋ဨேᮦ⫱ᡂࣉࣛ
ࣥࠖ +ᖺᗘᨵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ
ᗇⓗ࡞ᢏ⾡⫋ဨࡢ⫱ᡂࡸ⤌⧊ ࠕۑᢏ⾡⫋ဨேᮦ⫱ᡂࣉࣛࣥࠖᇶ࡙ࡃྲྀ⤌㡯┠ࡢᐇ
ࡢάᛶࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
㸦◊ಟ࣭㹍㹈㹒ᨭ࣭ࢫ࢟ࣝࡢぢ࠼ࡿ࡞㸧
ࠉ࣭ᇶ♏ⓗ࡞◊ಟࡢ✚ࡳ㔜ࡡ
ࠉ⌧ሙࢆぢࡿᶵࡢᣑ
ࠉಀࡿྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋࠊᢏ⾡
ࠉ⫋ဨࡢࠕ⌧ሙᑐᛂຊࡢᙉ
ࠉࠖࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ࠉ࣭ᣦᑟᢸᙜ⫋ဨࡢ⫱ᡂࡸࠊ
ࠉࢫ࢟ࣝࡢぢ࠼ࡿ࡞ⱝᡭ
ࠉ⫋ဨ⫱ᡂ⎔ቃࡢᩚഛ࣭άᛶ
ࠉಀࡿྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋࠊ
ࠉࠕ⤌⧊ࡢ⫱ᡂຊᙉࠖࢆ
ࠉᅗࡾࡲࡍࠋ
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ᢏ⾡⫋ဨ㸦Ỉ㐨࣭㕲㐨㸧ࡢேᮦ⫱ᡂࡢ᥎㐍

⫋ࣥࣛࢸ࣋ەဨࡢ㔞㏥⫋ࡢ
ᕤ⛬
ᑐᛂࡸ⫋ဨࡢᢏ⾡⥅ᢎࡼࡿᏳ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᐃⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪➼ࡢࡓࡵࠊ
⫋ሙࡢ≧ἣࡸ⫋ဨࡢಶᛶࠊᢸᙜ ࠙Ỉ㐨ᒁࠚ
ᴗົ➼ᛂࡌ࡚ࠊ㹍㹈㹒ࢆ᥎
㐍ࡍࡿࡶࠊ᪥ᖖᴗົ࡛⤒
ۑ㹍㹈㹒ࡢ᥎㐍
㦂ࡋࡃ࠸ࢫ࢟ࣝࡸ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡞ࠊ㹍㹈㹒ࡔࡅ࡛ ࠕۑỈ㐨ᒁ⫋ဨ◊ಟィ⏬ࠖᇶ࡙ࡃ◊ಟᐇ
ͤ◊ಟィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣẖᖺᗘෆᐜぢ┤ࡋ
ࡣ⫱ᡂࡀ㞴ࡋ࠸㒊ศ➼ࡘ࠸࡚
◊ಟࢆᐇࡋࠊ⫋ဨࡢ⬟ຊྥୖ ۑ㏥⫋ࡋࡓ⫋ဨࡢ㞠⏝ࡼࡿᢏ⾡⥅ᢎ
ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ㏥⫋⪅
ࡢά⏝ࡼࡾᢏ⾡ࡢ⥔ᣢ࣭⥅ᢎ
࠙㏻ᒁࠚ
ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ۑ㹍㹈㹒ࡢ᥎㐍ࠊ◊ಟᐇ࣭⫋ሙయ㦂
ۑ㧗㱋⪅㞠⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウ
ۑ㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡓࡗࡓィ⏬ⓗ࡞ேဨ㓄⨨
ࠕۑḟᮇ㏻ᒁேᮦ⫱ᡂᐇィ⏬ࠖࠊ
ࠕḟᮇ⫋ဨ◊ಟᐇィ⏬ࠖ⟇ᐃ


ᾘ㜵ᒁ

ᾘ㜵⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡢ᥎㐍

⚟ࠕەᒸᕷᾘ㜵ᒁேᮦ⫱ᡂ࣭ά
ᕤ⛬
ᛶࣉࣛࣥ㸦㹆᭶⟇ᐃ㸧ࠖ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᇶ࡙ࡁࠊྛ✀ᩍ⫱カ⦎ࡸ◊ಟ
➼ࢆᐇࡋࠊ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡢ
᥎㐍ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
✀ྛۑᩍ⫱カ⦎࣭◊ಟᐇࠊᚲせᛂࡌࡓෆᐜࡢぢ┤ࡋ
ەⅆ⅏ண㜵⾜ᨻࡢᐇࡢࡓࡵࠊ
ۑᰝᐹ࣐ࢽࣗࣝ㸦ࡉࡉࡘࡢᮏ㸧ࡢά⏝࣭ぢ┤ࡋࠊ
ᰝᐹ࣭ᣦᑟ㒊㛛ࡢேᮦ⫱ᡂࡢᙉ
H࣮ࣛࢽࣥࢢࡢά⏝
ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ەዪᛶ⫋ဨά㌍᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ ۑ࡚ࡢ⫋ဨࡀാࡁࡸࡍ࠸⫋ሙ⎔ቃᩚഛ
࡚ࡢ⫋ဨࡀാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃ
ࡾࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ᾘ㜵ᒁ࠾ࡅࡿዪᛶ⫋ဨࡢ
ྜ 㸣






㹍㹈㹒㸸㹎㸷ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ

42

䛊᥎㐍㡯┠䐥⤌⧊䛾άᛶ䛋



⛯ົ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡢ᥎㐍

㈈ᨻᒁ

ەᖹᡂᖺᗘᐇࡋࡓᴗົᕤ
ᕤ⛬
⛬ࡢぢ┤ࡋ㸦㹀㹎㹐㸧ࡢᡂᯝࢆ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ά⏝ࡋࠊົฎ⌮せ㡿➼ࡢᩚ
ഛ࡞ࡼࡾࠊ⛯ົົࡢ᭦࡞
ࡿຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜ྲྀࡾ ۑົฎ⌮せ㡿➼ࡢᩚഛ
⤌ࡳࡲࡍࠋ
ەᩚഛࡋࡓົฎ⌮せ㡿➼ࢆ
ᴗົᘬ⥅㈨ᩱࡸ◊ಟ㈨ᩱ➼ࡋ ۑ㹀㹎㹐࡛ᢳฟࡉࢀࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊぢ┤ࡋ᪉㔪ࢆ
࡚ά⏝ࡋࠊ⫋ဨࡢ⌮ゎྥୖດ
᳨ウ࣭ᐇ
ࡵࠊ⛯ົ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࢆ⾜࠸
ۑ㹀㹎㹐ࢆ
ࡲࡍࠋ
Ⅼಟṇ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᩚഛࡋࡓົฎ⌮せ㡿➼
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࢆά⏝ࡋ࡚ᐇࡋࡓ◊ಟᩘ





ᩍ⫱ጤဨ

ᩍ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡢ᥎㐍

ەᩍ⫋ဨࡢࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪ࣭
࣭࢟ࣕࣜࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚◊ಟ
ㅮᗙࢆ⏬ᐇࡋࠊᩍ⫋ဨࡢ㈨
㉁⬟ຊࡢྥୖྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ەᩍ⫱බົဨ≉ἲᨵṇ㸦㹆
᭶㸧ᑐᛂࡋ࡚◊ಟࡢぢ┤
ࡋࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

⤒ۑ㦂ᖺᩘ࣭⫋⬟࣭ㄢ㢟ᛂࡌࡓ◊ಟㅮᗙࡢ⏬ᐇ
ۑᩍ⫱බົဨ≉ἲᨵṇᑐᛂࡋࡓ◊ಟࡢぢ┤ࡋ

ཷㅮ⪅ࡢ◊ಟ‶㊊ᗘ
㸲Ⅼ‶Ⅼ


ᖺᗘ

ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ





⥲ົ⏬ᒁ

ዪᛶ⫋ဨࡢά㌍᥎㐍

ەዪᛶ⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂྥ
ᕤ⛬
ࡅ࡚ࠊᮏேࡢពḧࡸ⬟ຊᛂࡌ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࡓே㓄⨨ࡸ◊ಟࡢᐇྲྀࡾ
⤌ࡳࡲࡍࠋ
ە࡚ࡢ⫋ဨࡀ⫋ᴗ⏕άᐙᗞ ۑ᪩ᮇ࢟ࣕࣜᙧᡂྥࡅࡓே㓄⨨
⏕άࡢ୧❧ࢆᅗࢀࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ ࣜࣕ࢟ۑᙧᡂ㛵ࡍࡿ◊ಟࡢᐇ
ࡳࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
ۑ㛫እົ⦰ῶᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓಁ㐍➼
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
⟶⌮⫋༨ࡵࡿዪᛶ⫋ဨࡢ
ྜ 㸣


⛬ᗘ
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࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢ᥎㐍

⥲ົ⏬ᒁ

⚟ࠕەᒸᕷ≉ᐃᴗ⾜ືィ⏬
ᕤ⛬
㸦㹆ᖺ᭶⟇ᐃ㸧ࠖᇶ࡙
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ᖺᗘ
ࡁࠊ࡚ࡢ⫋ဨࡀ⫋ᴗ⏕άᐙ
ᗞ⏕άࡢ୧❧ࢆᅗࢀࡿࡼ࠺࡞⫋
ሙ⎔ቃࡢᩚഛྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ ۑ㛫እົ⦰ῶࠊᐃ㏥ᗇࡢྲྀ⤌ࡳ
ۑാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾ
㸦୧❧ᨭไᗘࡢ࿘▱ࠊ⏨ᛶ⫋ဨࡢᐙ⫱ඣཧ⏬ಁ㐍㸧
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
Ꮚࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓ⏨ᛶ⫋ဨ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
ࡢฟ⏘࣭⫱ඣᨭఇᬤྲྀᚓ
⋡ 㸣



⫋ဨࡢᖺḟ᭷⤥ఇᬤࡢᖺ㛫
ᖹᆒྲྀᚓ᪥ᩘ ᪥
Ꮚࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓ⏨ᛶ⫋ဨ
ࡢ࠺ࡕࠊ⫱ඣఇᴗࠊ㒊ศఇ
ᴗࠊ⫱ඣ▷㛫ົࡢ࠸ࡎ
ࢀࢆྲྀᚓࡋࡓ⫋ဨࡢྜ
㸣



࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㸸㹎㸷ࡢ⬮ὀཧ↷ࠋ

44

⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ






⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
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᥎㐍㡯┠ոࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᥎㐍
ࡢࢫࣥࣛࣉࣥࢥۑ᥎㐍


⚈Ⓨ㜵Ṇྥࡅࡓྲྀ⤌ࡳࡢ᥎㐍

⫋ەဨ୍ேࡦࡾࡀ⚈㜵
Ṇࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࢆಖࡕࠊ㢼
ࡉࡏࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㣧
㓇㐠㌿➼⚈Ⓨ㜵Ṇࢡ
ࢩࣙࣥࣉࣛࣥᇶ࡙ࡃࠊྛ
ᒁ࣭༊࠾ࡅࡿ⊂⮬ࡢྲྀ⤌ࡳ
ࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜࠸ࡲࡍࠋ

⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ྛۑᒁ➼࠾ࡅࡿ⚈Ⓨ㜵Ṇྥࡅࡓ⮬᥎㐍యไ
ࡢᵓ⠏ࠊྲྀ⤌ෆᐜࡢᢕᥱ࣭ඹ᭷
ۑබົဨ⌮㛵ࡍࡿ⫋ሙ◊ಟࠊ㝵ᒙู◊ಟࠊ
H࣮ࣛࢽࣥࢢ◊ಟࡢᐇ
ࢫࣥࣛࣉࣥࢥۑ᥎㐍ဨ㸦㒊㛗⣭⫋ဨ㸧◊ಟࡢᐇ
㸺ྛᒁ➼⚈Ⓨ㜵Ṇ⮬᥎㐍యไࡢྲྀ⤌ࡳ㸼
࣭㛵ಀᅋయ㐃ᦠࡋࡓ㣧㓇㐠㌿᧞⁛࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ
࣭᭹ົࡢᐉㄋ࣭㣧㓇㐠㌿᧞⁛ࡢㄋ࠸ࡢၐ
࣭࣓࣮ࣝࡼࡿὀពႏ㉳
࣭ࣝࢥ࣮ࣝ㛵ࡍࡿ◊ಟ
࣭ᣵᣜ➼ࠊ⫋ሙάᛶࡢྲྀ⤌ࡳ
ᣦᶆ
⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ
⫋ဨࡢࣔࣛࣝࡀపୗࡋ࡚࠸
ࡿᛮ࠺⫋ဨࡢྜ 㸣






ົฎ⌮࣑ࢫࡢ㜵Ṇ

ەົฎ⌮࣑ࢫࡢ㜵Ṇྥࡅ
࡚ࠊබ㔠ᨭฟ➼ົࡘ࠸࡚
ࡣࠊィᐊࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㸲
ᒁᨭࡼࡿ⫋ဨ◊ಟࡸ
ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢά⏝ࢆ㐍ࡵ
ࡲࡍࠋ
ەබ㔠ᨭฟ➼ົ௨እࡘ࠸
࡚ࡶࠊᴗົࣜࢫࢡ࢝ࣝࢸࡢά
⏝ࢆࡣࡌࡵࠊࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ᙉ
ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡲ
ࡍࠋ



⥲ົ⏬ᒁ
ᕤ⛬
ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

ᖺᗘ

◊ۑಟᐇࠊࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢά⏝᥎㐍
ࢡࢵ࢙ࢳۑᶵ⬟ᙉ
ᣦᶆ
ࠕ⟶⌮┘╩⪅◊ಟࠖࡘ࠸࡚ࠊබ ⌧≧್ ୰㛫┠ᶆ ᭱⤊┠ᶆ
ᖺᗘ ᖺᗘ
㔠ᨭฟ➼ࡢ㐺ṇฎ⌮ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ ᖺᗘ
ࡃୖ࡛ࠕ࡚ࡶᙺ❧ࡘࠖࠊࠕᙺ
❧ࡘࠖᅇ⟅ࡋࡓྜ 㸣
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１

パブリック・コメント手続の実施概要
（１）実施の目的
政策推進プラン、行政運営プラン、財政運営プランの策定にあたり、市民との情
報の共有を図り、市民の意見を反映させるため、パブリック・コメント手続によっ
てプラン原案を公表し意見募集を実施しました。

（２）意見募集期間
平成２９年４月３日（月）から５月２日（火）まで〔１か月〕

（３）実施方法
① プラン原案の公表方法
プラン原案を情報公開室、情報プラザ、各区役所情報コーナー、入部・西部出張
所において配布するとともに、各公民館で閲覧できるようにし、ホームページにも
掲載しました。
② 意見提出の方法
意見については、プラン原案の配布場所へ書面で提出いただいたほか、郵送、
ファクシミリ、電子メールによって受け付けました。

（４）意見の提出状況および対応
① 意見提出者総数
８７名
② 意見件数
１６４件

（内訳）

政策推進プラン
行政運営プラン
財政運営プラン

：
：
:

８３件
４９件
３２件

③ 意見への対応
■修正

□原案どおり

□記載あり

□その他

政策推進プラン

６件

１９件

３５件

２３件

行政運営プラン

１件

１３件

１９件

１６件

財政運営プラン

０件

１３件

１９件

０件
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（５）提出された主な意見
総論
〇変化が激しい時代なので、市役所も新しいことをどんどん採り入れて変化してい
ってほしい。

主な取組み
【取組方針１】時代に即した行政サービスの提供・システムづくり
〇ＳＮＳの活用による情報発信は、全方位的に漠然と行うのではなく、目的や対象
者等を具体的に設定し、より効果的な情報発信とすることが大切。
〇ＩＣＴの活用やオンライン化により、手続きのために区役所などの窓口に行く必
要がないようにしてほしい。
【取組方針２】多様な主体との連携・共働の推進
〇地域活動に参加する機会があまりない人もいると思うが、地域のつながりは大切
であり、助け合える関係でもあると思うので、地域活動への参加を呼び掛けてほ
しい。
〇防災で他の自治体と連携することは必須の取組だと思う。熊本の地震の時のよう
な助け合いを多くの自治体でシステム化するとスムーズ。

【取組方針３】チャレンジする組織づくり
〇職員のワーク・ライフ・バランスに率先して取り組み、企業に手本を見せてほし
い。
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２

近年の取組み
プラン名

実施期間

主な内容

主な実施項目

①行政組織・機構の整備
②行政運営システムの見直し
平成
③人材の育成・活用と職員定数
行財政改革大綱 8～10年度
の適正管理
④外郭団体の見直し

①類似事業の再編統合
②的確なニーズの把握と施策
の選択
③市民と行政の相互協力と
行財政構造改革 平成
役割分担の明確化
基本指針
10～14年度
④官民の役割分担の明確化
⑤適切な施設整備や地域施設
の活用
⑥投資の重点化・効率化

・民生局と衛生局の統合
（保健福祉局の設置）
・保健所の区役所への編入
・区役所課長の地区担当者制の
導入
・外郭団体 ４団体削減

・保健所と福祉事務所の統合
①自律した行財政運営の推進
（保健福祉センター設置）
第２次
平成
②市民が主役の市政の推進
・経営会議の設置
行財政改革大綱 12～14年度 ③行政の透明化の推進
・職員定数を157人純減
④民間活力導入の推進
・外郭団体 ５団体削減
・ＤＮＡ運動
・プロポーザル運動
・民間型経営システム
平成
ＤＮＡ２００２計画
・行政評価
12～18年度
・市民自治体制
・コミュニティの自律経営
など

行政経営改革
プラン

①自らを律する、スリムで透明な
行政
②行政の役割や関与のあり方
の見直し
平成
③地域コミュニティへの分権と
16～19年度
共働
④仕事のやり方の改革
⑤改革にチャレンジする職員の
育成・支援
など
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・ＤＮＡ運動発表大会「ＤＮＡどんた
く」の実施
・プロポーザル運動の実施
・「出前講座」の導入
・市民視点での案内表示改善 等

・自治協議会制度の導入
・地域支援部の新設及び校区担当
係長の配置
・指定管理者制度の導入
・庁内ベンチャー制度の導入
・人材育成活性化プランを策定
・庁内報「ふく・よか通信」を創刊
・職員表彰「改善改革部門」を創設
・職員数を240人純減
・外郭団体 ８団体削減

プラン名

実施期間

主な内容

目標１
市民から信頼され、
市民と向き合う市役所
行政改革プラン

平成
目標２
20～23年度
簡素で効率的な市役所
目標３
風通しのよい市役所

取組１
市民の納得と共感
行財政改革
プラン

平成
取組２
25～28年度 健全な財政運営
取組３
チャレンジする組織改革
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主な実施項目
・平成23年度職員数9,784人となり、
平成26年度の約9,800人とする
目標を3年前倒し達成
・技術系組織の再編
－アセットマネジメント及び技術分
野の組織を財政局に設置
－都市整備局と建築局の統合
（住宅都市局の設置）
－土木局と下水道局の統合
（道路下水道局の設置）
・ＮＰＯ 共働事業提案制度導入
・行政評価（事業仕分け）実施
・市立病院の地方独立行政法人化
・外郭団体 ４団体削減

・市政だよりＷＥＢ版の開設
・オープンデータサイト開設，
自治体共同利用開始
・千早証明サービスコーナーに証明
書自動交付機設置
・市税のクレジットカード納付開始
・施策評価、事務事業点検の実施
・女性活躍推進法に基づく
特定事業主行動計画の策定
・外郭団体 ２団体削減

福岡市総務企画局行政部行政マネジメント課
〒810-8620 福岡市中央区天神１－８－１（本庁舎８階）
電話
０９２－７１１－４１３６
ＦＡＸ ０９２－７２４－２０９８
Ｅ-mail gyoseimg.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

