平成２８・２９・３０年度 新３か年研究
研究主題・副主題

旭教研社会科研究部
研究委員会

新３か年
旭教研社会科
部会研究主題
について

これからの研究では，学習者である子どもの立場をより意識して社会科学習を構築し
ていく必要がある。そこで，研究主題を「子どもにとって学びがいがあり，未来につな
がる社会科学習の構築」と設定する。
「学びがいがある社会科学習」とは，子どもが日々の学びの中で充実感や達成感を自
覚させる学習を想定している。また，「未来につながる社会科学習」とは，子どもが未来
社会において生き抜くことができるための資質・能力の育成を目指した学習を想定して
いる。子どもの現在と未来，相互のつながりを考えて社会科学習を構築することを目指
す。なお，具体的には以下のような学習を想定する。
■子どもにとって学びがいがあり，未来につながる社会科学習とは

旭教研社会科
部会の成果と
課題

□自分と社会とのかかわりを実感できる内容を扱った学習

本研究部では，これまでの３年間，「確かな学びを生かし，社会とかかわる子どもの育
成」を主題に研究を進めてきた。その結果，問題解決的な学習過程を通して，社会的事

□子どもが自ら問いを見付け出し，主体的に調べ，考え，答えを出せる学習

象に対する基礎的・基本的な知識を主体的かつ確実に習得させ，社会的な見方や考え方

□他者と協力して調べたり，考えたりして問題解決していく学習

を高めることができた。また，子どもの学習状況を計画的・機能的に見取り，指導と評

□学びを通して自らの成長を実感できる学習

価の一体化を図ることもできた。
一方で，子どもの立場から教材開発や単元・授業構成を検証した場合，教材の選定や
学習問題（課題）への導き方，資料作成・提示など，子どもの思考状況をより考えて授
業づくりをすることに改善の余地があった。

研究副主題と
小・中７年間
を通して目指

道社連の研究
とのかかわり

す旭川の子ど
■北海道社会科教育連盟
主

題

副主題

研究主題・副主題

自ら参画し，たくましく生き抜く北国の子の育成

も像について

もし，このような社会科学習を展開することができれば，子どもから学びに対する主
体性・協働性，社会参画への基礎的態度が表出されるであろう。そこで，副主題を「進
んで学び，共に考え，社会とかかわる子どもの育成」と設定し，以下のような姿が表出
されることを目指す。
■小・中７年間を通した目指す旭川の子ども像

未来を切り拓く資質・能力を育む社会科学習
研究副主題

小学校卒業時

中学校卒業時

道社連が打ち出した新３か年テーマは，本研究部でこれまでに積み重ねてきたこと，

今後の教育
動向との関連

これから深めていかなければならないことと共通する部分が多い。そこで，道社連の研

進んで学ぶ

究に本研究部会のこれまでの成果と課題を生かし，
「旭川の社会科学習」を提案していく。

子ども

現在の子どもたちが社会を担う頃，激しい変化が予想される。そのような社会でも生
き抜くことができるように，中央教育審議会教育課程企画特別部会は，次期学習指導要

共に考える
子ども

□社会生活についての知識や観察 □公民としての資質につながる知識
・資料活用の技能を主体的に身

や資料活用の技能を主体的に身に

に付けている子ども

付けている子ども

□社会的事象の意味や特色，相互 □社会的事象の概念について協働的
の関連について協働的に考え，

に考え，説明・議論できる子ども

説明できる子ども

領等が目指す資質・能力として「三つの柱」を挙げている。

□社会の課題を把握して，関わり □社会の課題や問題を公正に判断
■育成すべき資質・能力の「三つの柱」

方を選択・判断し，説明できる

１

何を知っているか，何ができるか（個別の知識・技能）

子ども

２

知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）

３

どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びに向かう力，人間性等）

これらは，学校基本法３０条に定められた「学力の三要素」を出発点としながら，学

社会と

し，説明・議論できる子ども

□社会のできごとや我が国の歴史 □社会のできごとや我が国の国土・

かかわる

に興味や憧れをもち，よりよい

子ども

社会を考えようとする子ども

歴史に広い視野に立って関心をも
ち，他者と共に社会の形成を参画
しようとする子ども

習する子どもの視点に立ち，整理されたものである。
また，課題の発見・解決に向けた主体的で協働的な学びの視点からの学習･指導方法の
改善も求められている。
このように，次期指導要領では，子どもの立場での資質・能力の育成を目指している

※これまでに小・中研究委員会間において，授業を公開し合ったり，研究成果を交流し
たりすることで，学習内容や指導法，子どもの実態を確認してきた。これからの研究

と読み取ることができる。

では，さらに踏み込み，７年間を見通した子どもの資質･能力の育成を目指す。
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を大切にし，子どもの思考に寄り沿って学習過程ごとに工夫をする。また，単元の中で
学びの状況や成果などを振り返る場を設定し，学びに向かう力を高めることを目指す。

研究の概要

旭教研社会科研究部

②については，社会的事象の意味や特色，相互の関連，概念に関する知識を習得する

研究委員会

ために，協働的に考えを深めていくことを念頭に授業構成する。小・中学校ともに，集
団による話合い（練り合い）の場を大切にし，思考を活性化させたり収束させたりする
「目指す旭川
の子ども像」
に迫るための
研究の視点

ための工夫をする。

「小・中７年間を通して目指す旭川の子ども像」に迫るために，教材開発と学習展開
の両面から社会科学習を考えていく。教材開発については，子どもが自分と社会とのか

③については，単元に観点別の評価規準と評価方法を適切に位置付け，指導改善や学

かわりを実感できるように，何を学ぶかを明確にする。また，学習展開については，問

習状況の見取りを目指す。なお，小・中学校ともに次期指導要領を見据えて「育成すべ

題意識をもって主体的・協働的に追究できるように，どのように学ぶかを明確にする。

き資質・能力の『三つの柱』」を基に，「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学
習に取り組む態度」の３観点で評価活動を行う。ただし，評定の際には，現行の４観点
に振り分けて評価する。

■研究内容
１

子どもが社会とのかかわりを深める教材開発

２

子どもが主体的・協働的に追究する学習展開
社会科学習の
基盤

研究内容１に
ついて

社会科学習を成立させるためには，日々の学習指導の積み重ねが必要である。以下の
項目を社会科学習の基盤として，継続的に指導していく。
■社会科学習の基盤

子どもが社会とのかかわりを深める教材を開発をするにあたり，以下の３点を重視す

□自分の考えを分かりやすく伝える力の育成

る。

□小集団（ペア・グループ）での話合いの習慣化
□生徒指導の機能を生かした授業づくり

■社会とのかかわりを深める教材開発において重視すること

（「自己存在感を与える」
「共感的人間関係を育成する」
「自己決定の場を設定する」）

①社会に対する関心を高める教材の選定
②小・中７年間を見通した身に付けるべき知識・技能の明確化

特に自分の考えを分かりやすく伝える力の育成については，協働的な学習を進めるに

③目的や表現方法を熟考した資料の作成・提示

あたって重視する。「なぜなら～」「例えば～」「つまり～」などを用いて，考えの根拠や
具体例，要点などを意図的に伝えることができるようにする。

①については，社会に対する関心を高めることを目指して教材選定する。小学校では，
主に共感的理解を深めることができる旭川の社会的事象を，中学校では，主に社会の本
質に迫ることができる社会的事象を取り上げる。
②については，多様な知識を「用語・語句」「調べて身に付く知識」「考えて導き出す
知識」の３種類に分類し，「知識の構造図」で表す。小学校では，最終的に社会的事象の

研究成果の
共有化

意味や特色，相互の関連に関する知識，中学校では，概念に関する知識を習得させる。

旭川市の子どもたちの資質･能力の底上げのために，本研究部会での研究成果を旭川市
の各小・中学校において共有化することを目指す。ホームページ等で研究成果を随時発
信していく。

また，小・中連携の観点から，７年間の学習内容のつながりや，単元を通して身に付け
■研究成果の共有化

る技能を明確にする。

□旭川市の各小・中学校へ指導案・資料等の配付・配信

③については，目的や発達段階に見合った表現方法を熟考し，資料の作成・提示をす

□旭川市の各小・中学校での追試の啓発活動

る。小学校では，資料の提示の際に，活用の視点・方法を丁寧に指導する。また，中学
校では，主体的に資料を活用できるように作成する。

※旭川市教育研究会社会科部会

研究内容２に

http://kyokusya.net/

子どもが主体的・協働的に追究する学習を展開するにあたり，以下の３点を重視する。

ついて
■主体的・協働的に追究する学習展開において重視すること

研究の重点化

新３か年研究の１年目は，子どもたちの資質・能力を育むために，２つの研究内容か

①学習問題（課題）と向き合いながら，子どもが主体的に追究する単元構成

ら細分化された６つの研究の視点，さらにはそこから派生した社会科学習のための指導

②社会的事象の意味や特色，相互の関連，概念について協働的に考える授業構成

の基盤・研究成果の共有化と多岐にわたる。そこで，各学年・分野においては，研究の

③子どもの資質･能力をバランスよく育むための評価

視点の焦点化を図り，主張ある社会科学習を構築する。

①については，主体的に学習問題（課題）の解決を進めていくことを念頭に単元構成
をする。小･中学校ともに，主体的に解決することへの充実感や達成感を自覚させること
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旭教研社会科部会小・中学校研究委員会

新３か年研究「研究構造図」

平成２８年度～３０年度
旭教研社会科部会（小・中）これまでの成果と課題

北海道社会科連盟としての問題意識

○身に付けさせたい知識の明確化
○学習問題（課題）を軸においた問題解決的な学習過程の定着
○学習評価の指導改善，学びへの充実への活用
△子どもの思考状況を第一に考えての授業づくり

次期学習指導要領（論点整理）との関連

□「学力格差問題」
□「求められる人材」
□「我が国・世界が置かれた状況」

□育成すべき資質・能力の「三つの柱」
□社会に開かれた教育課程
□アクティブ・ラーニング
□カリキュラム・マネジメント

北海道社会科連盟

新３か年研究主題

自ら参画し，たくましく生き抜く北国の子の育成
～未来を切り拓く資質・能力を育む社会科学習～
旭教研社会科部会

小・中研究委員会

研究主題

子どもにとって学びがいがあり，未来につながる社会科学習の構築
～進んで学び，共に考え，社会とかかわる子どもの育成～
小中７年間を通して目指す旭川の子ども像
研究副主題

北海道社会科教育連盟

小学校卒業時

中学校卒業時

１

進んで学ぶ
子ども

□社会生活についての知識や観察・資料活用
の技能を主体的に身に付けている子ども

□公民としての資質につながる知識や資料活
用の技能を主体的に身に付けている子ども

共に考える
子ども

□社会的事象の意味や特色，相互の関連につ
いて協働的に考え，説明できる子ども

□社会的事象の概念について協働的に考え，
説明・議論できる子ども

□社会の課題を把握して，関わり方を選択･判
断し，説明できる子ども

□社会の課題や問題を公正に判断し，説明・
議論できる子ども

研究の柱

地域に誇りをもつ教材開発
□世界・未来に誇れる北海道のス
トロングポイント・人物の営み
を教材化
□地域に根付く教材の共有化

２

社会的事象の意味を明らかにする
問題解決
□単元の学習問題の設定
□社会的事象の意味を考える時間
の設定
□資質・能力の育成に結び付く単
元のまとめ

社 会 と か か わ □社会のできごとや我が国の歴史に興味や憧 □社会のできごとや我が国の国土・歴史に広
る子ども
れをもち，よりよい社会を考えようとする
い視野に立って関心をもち，他者と共に社
子ども
会の形成に参画しようとする子ども
３

学びを支える知識・技能の定着
□主体的な態度を引き出す知識・
技能の定着
□問題解決に必要な情報の収集・
蓄積
□効果的な指導方法の共有化

研究内容１「何を学ぶか」

研究内容２「どのように学ぶか」

子どもが社会とのかかわりを深める教材開発

子どもが主体的・協働的に追究する学習展開

小学校

中学校

小学校

中学校

①社会に対する関心を高める教材の選定

①学習問題（課題）と向き合いながら，主体的に追究する単元構成

□全道・全国に誇れるとともに児童が興 □地域の問題から社会の本質に迫り，参
味をもつ旭川の人々の営みを選定する
画意識を高める教材を選定する
□共感的理解を深めることができる人々 □生徒が共感できる人の営みに焦点を当
の営みを選定する
てる
□旭川の社会科学習に根付く可能性をも □主体的な学びを引き出す教材を選定す
っている人々の営みを選定する
る

□「つかむ」「調べる」「まとめる」「深 □単元を貫く課題を基に主体的に学びを
く考える」のサイクルを基本として問
進めるユニットのあり方を工夫する
題解決的な学習を展開する
□概念的知識へとつなげる指導の重点を
□各学習過程における主体的な学びを促
明らかにする
すための工夫をする
□学びの状況や成果などを振り返る場を
□学びの状況や成果などを振り返る場を
工夫する
設定する

②小中７年間を見通した身に付けるべき知識・技能の明確化

②社会的事象の意味や特色，相互の関連，概念について協働的に考える授業構成

□社会的事象の意味や特色，相互の関連 □小学校の学習を踏まえ，概念へとつな
へとつながる知識の構造図を作成する
がる知識の構造図を作成する
□中学校との学習内容のつながりを明確
にする
□身に付けさせたい技能を明確にする

□思考を促し深めるための資料提示や問 □「練り合い」の手法を活用した協働的
い，発問の工夫をする
な学びの充実を図る
□目的に応じた学習形態をとる（個別・ □生徒の協働的な学びを，概念的知識へ
小集団・一斉）
と高める指導のあり方を工夫する
□思考の可視化を図る（板書･学習ノー □協働的に学んだことを自分の言葉でま
ト・ＩＣＴ・思考ツール等）
とめる場を設定する

③目的や表現方法を熟考した資料の作成・提示

③子どもの資質・能力をバランスよく育むための評価

□学年に応じたを分かりやすい資料の作 □多様な視点からアプローチし，多面的
成・提示をする
・多角的に考察できる資料を工夫する
□資料活用の視点･方法を丁寧に指導す □生徒の実態に応じ，社会的な見方や考
る
え方を高める資料を工夫する

□観点別評価を適切に位置付け，児童の □観点別評価を適切に位置付け，生徒の
学びの充実に生かす
学びの変容をとらえる
□知識の定着度を確認する確認プリント □主体的な学びを支える知識・技能の定
を作成・実施する
着を促す学習プリントを工夫する

社会科学習の基盤
□自分の考えを分かりやすく伝える力の育成
□小集団（ペア・グループ）での話合いの習慣化
□生徒指導の機能を生かした授業づくり（
「自己存在感を与える」「共感的人間関係を育成する」「自己決定の場を設定する」）

研究成果の共有化
□旭川市の各小・中学校へ指導案・資料等の配付・配信
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□旭川市の各小・中学校での追試の啓発活動
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ࢀࡓࢃࡾࡢ࡞࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡋࡋ㸪♫⛉Ꮫ⩦࡛ࡢ࡞࣏ࣥࢺࡣ㸪ඣ❺♫
ⓗ㇟ࡢ㊥㞳ࢆ⦰ࡵ㸪ࢃࡾࢆᐇឤࡉࡏࡿࡇ࠶ࡿࠋඣ❺ࡣ♫ⓗ㇟⮬ศ
ࡢ㊥㞳ࡀ⦰ࡲࡗࡓࡁ㸪⯆࣭㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪♫ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿᩍᮦࢆ㑅ᐃࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚㸪௨ୗࡢࡇࢆ㔜どࡍ
ࡿࠋ

୰Ꮫᰯ
㸯㸫ձ
♫ᑐࡍࡿ
㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ
ᩍᮦࡢ㑅ᐃ

Ꮚࡶࡀ♫ࡢࢃࡾࢆ῝ࡵࡿᩍᮦ㛤Ⓨ
ձ ♫ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿᩍᮦࡢ㑅ᐃ

♫⛉ࡣ㸪♫ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚බẸⓗ㈨㉁ࢆ㣴࠺ࡇࢆ┠ᣦࡋࡓෆᐜⓗ࡞
ᩍ⛉࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ኚࡢ⃭ࡋ࠸௦࠶ࡗ࡚㸪ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆᩍᮦࡋ࡚࠸ࡃ
ࡀࡲ࡛௨ୖၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡣ㸪ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆᩍᮦࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺㸪ࠕࡇࡢࡼ࠺࡞ຊࢆ㌟ࡅࡉࡏࡓ
࠸ࠖ࠸࠺㸪┠ᶆἢ࠸࡞ࡀࡽ㐺ษෆᐜࢆ㑅ᢥࡋ㸪ᤵᴗࢆᵓࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ
࡞ࡿࠋ┠ᶆἢࡗࡓᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
┠ᶆἢ࠸㸪ࠕ♫ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࠖᩍᮦࢆⓎ᥀ࡍࡿࡓࡵ㸪௨ୗࡢどⅬࢆព㆑ࡍ

Šᅈ˟ƴݣƢǔ᧙࣎Ǜ᭗ǊǔǛᢠܭƢǔƴƋƨƬƯᙻƢǔƜƱ

ࡿࠋ

ᲢᲫᲣμᢊȷμƴᛍǕǔƱƱǋƴδᇜƕᐻԛǛǋƭଖ߷ƷʴŷƷփǈưƋǔƜƱ
ᲢᲬᲣσज़ႎྸᚐǛขǊǔƜƱƕưƖǔʴŷƷփǈưƋǔƜƱ

ŠǛႆƢǔƨǊƷᙻໜ

ᲢᲭᲣଖ߷Ʒᅈ˟ᅹܖ፼ƴఌ˄ƘӧᏡࣱǛǋƬƯƍǔʴŷƷփǈưƋǔƜƱ

ᲢᲫᲣ؏עƷբ᫆Ɣǒᅈ˟ƷஜឋƴᡐǓᲦᅈ˟ӋဒǁƷॖᜤǛ᭗ǊǔǛᢠܭƢǔŵ
ᲢᲬᲣဃࢻƕσज़ưƖǔʴƷփǈƴໜǛ࢘Ưǔŵ

ࠕ㐨࣭ᅜࢀࡿࡶඣ❺ࡀ⯆ࢆࡶࡘ᪫ᕝࡢேࠎࡢႠࡳࠖࡣ㸪㐨ࡸ

ᲢᲭᲣɼ˳ႎƳܖƼǛࡽƖЈƢǛᢠܭƢǔŵ

ᅜ㸪ୡ⏺ࡢࡓࡵᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡓࡾ㸪ᙺ❧ࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ᪫ᕝࡢேࠎࡢႠࡳࢆᣦ
ࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓேࡢႠࡳࢆ㏻ࡋ࡚ඣ❺㸪ᡃࡀ⾤ࡣᗈࡃ♫ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ㸪ࢀ
ࡿ⾤࡛࠶ࡿࡇ㸪ឡࡍࡁ⾤࡛࠶ࡿࡇ࡞ࢆᐇឤࡉࡏࡓ࠸ࠋ

ࠕᆅᇦࡢၥ㢟ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿពᅗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ᚐࡀ♫⛉Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡓࡕࡢఫࡴᆅᇦ⯆࣭㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪ࡑࡇࡽᆅᇦ

ࠕඹឤⓗ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿேࠎࡢႠࡳࠖࡣ㸪♫ࡢኚᑐᛂࡋࡼ࠺ヨ

⮬ศࡢࢃࡾࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇࡣษ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦᩍᮦࡣ㸪⏕ᚐࡀ┤᥋య㦂࡛

ࡳ࡚࠸ࡓࡾ㸪ษ࡞ࡶࡢࢆᏲࡾ⥆ࡅࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡢႠࡳࢆᣦࡍࠋᙉ࠸

ࡁࡓࡾ㸪ලయⓗ࡞࣓࣮ࢪࢆࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓࡾ㸪⏕ᚐࡀᆅᇦ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚㸪ࡲࡓ㸪

㢪࠸ࡸ㸪ࡑࡇࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓ▱ᜨ࣭⾜ືࢆᏛࡪࡇ࡛㸪ᕼᮃࡸࢀ㸪ᮇᚅ࡞ࢆᢪ

⮬ศࡢၥ㢟ࡋ࡚⮬ぬ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ࡏࡓ࠸ࠋࠕࡍࡈ࠸࡞࠶㸟ࠖࠕࡗࡇ࠸࠸࡞࠶㸟ࠖࠕᑗ᮶ࡇࢇ࡞ࡩ࠺࡞ࡾࡓ࠸࡞࠶㸟ࠖࠕ⮬

┠ᶆἢࡗ࡚ᆅᇦ⣲ᮦࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ලయⓗࢆ㏻ࡋ࡚♫ࡢᮏ㉁㏕ࡾ㸪♫ཧ⏬

ศࡶཧຍࡋࡓ࠸࡞࠶㸟ࠖ࡞࠸࠺ඹឤⓗ࣭ཧ⏬ⓗ࡞ゝⴥࡀඣ❺ࡽ⮬↛ฟࡿࡇࢆ

ࡘ࡞ࡀࡿࢆᩍᮦࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ⏕ᚐࡢᏛࡧࢆ☜࡞ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ᭷ຠ

┠ᣦࡍࠋ

࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ᪫ᕝࡢ♫⛉Ꮫ⩦᰿ࡃྍ⬟ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢႠࡳ࡛࠶ࡿࡇࠖࡣ㸪♫

ࠕ⏕ᚐࡀඹឤ࡛ࡁࡿேࡢႠࡳࠖࡣ㸪࠼ࡤ㸪ᆅ⌮ⓗศ㔝ࡸබẸⓗศ㔝࡛ࡣࠕᆅᇦࡢ

⛉ࢆᑓ㛛ࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍဨ࡛ࡶά⏝ࡋࡓࡃ࡞ࡿேࠎࡢႠࡳࢆᣦࡍࠋᮏ◊✲㒊ࡢᐇ㊶ࢆ᪫

Ⓨᒎᐤࡋࡓேࠖࠕ⏕άࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿேࠖࠕᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆඞ᭹ࡋ㸪⢓

ᕝࡢྛᑠᏛᰯᗈࡵࡿࡇ࡛㸪Ꮚࡶࡢ㈨㉁㺃⬟ຊࡢࡉࡽ࡞ࡿྥୖࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢࡓࡵ

ࡾᙉࡃ⏕ࡁࡿேࠖ㸪ࡲࡓṔྐⓗศ㔝࡛ࡣࠕ௦ࢆኚ࠼ࡿ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࡢ≉ᚩⓗ࡞ࠖ࡞

ࡶ㸪ᩍᮦࡋࡸࡍ࠸ேࠎࡢႠࡳࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ

ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇࡼࡾ㸪ၥ㢟ࢆලయⓗᤊ࠼㸪యⓗ࡞Ꮫࡧࢆಁࡍࡶ㸪⌮ゎ

ᩍᮦ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᆅᇦ⣲ᮦࢆᢅ࠺Ⅼࢆ⏕ࡋ࡚㸪㏣✲ᑐ㇟㛵ࢃࡿタࡸᕤሙ
➼ࡢㄪᰝ࣭ぢᏛάື㸪ࢤࢫࢺࢸ࣮ࢳ࣮ࣕࡢᣍ⪸࡞ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࠋ┤᥋㸪ぢࡓࡾ

ࢆᵝࠎ࡞ၥ㢟ᑐࡋ࡚㸪ලయⓗാࡁࡅ࡚࠸ࡃどⅬࢆࡶࡘ⏕ᚐࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇࡘ
࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

⪺࠸ࡓࡾឤࡌࡓࡾࡍࡿࡇ࡛㸪Ꮫࡧࡢᑐ㇟ࢆࡼࡾ㌟㏆࡞ࡶࡢࡋ㸪♫ࡢࢃࡾࢆ

ࠕయⓗ࡞Ꮫࡧࢆᘬࡁฟࡍᩍᮦࠖࡀពᅗࡍࡿࡇࢁࡣ㸪♫⛉ࡀⱞᡭ㸪᎘࠸࠸࠺⏕

ᐇឤࡉࡏࡓ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕጞࡵᆅᇦ⣲ᮦࡢᩍᮦ࠶ࡾࡁࠖ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿࠋ

ᚐࡶከ࠸୰㸪⏕ᚐࡀࠕ㠃ⓑࡑ࠺ࡔࠖࠕ࡛ࡁࡑ࠺ࡔࠖࠕࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖᛮ࠼ࡿᩍᮦ㛤Ⓨࢆ

Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿♧ࡉࢀࡓ┠ᶆ㸪ෆᐜᩍᮦࡢᩚྜࢆ༑ศྫྷࡋࡓୖ࡛୰ᚰᩍᮦࡲࡓ

⾜࠺ࡇ࠶ࡿࠋୗᒙࡢ⏕ᚐࡶయⓗᏛࡧࢆ⥆ࡅ㸪ࡑࡋ࡚㸪♫ࡢᮏ㉁㏕ࡗ࡚࠸

ࡣ࿘㎶ᩍᮦࡋ࡚ᢅ࠺ࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿᩍᮦࢆษࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

  

  

◊✲ࡢලయ

᪫ᩍ◊♫⛉◊✲㒊

㹼◊✲ෆᐜ㸯ࠕఱࢆᏛࡪࠖ㹼

㸯

◊✲ጤဨ

ᑠᏛᰯ
㸯㸫ղ
ᑠ࣭୰㸵ᖺ㛫
ࢆぢ㏻ࡋࡓ㌟
ࡅࡿࡁ
▱㆑㺃ᢏ⬟ࡢ
᫂☜

♫ࡢࢃࡾࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᩍᮦࡍࡿࡣ㸪♫ⓗ㇟㛵ࢃࡿከᵝ࡞
▱㆑ࢆᵓ㐀ⓗ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠕ▱㆑ࡢᵓ㐀ᅗࠖࢆ⏝࠸࡚㸪㌟ࡅࡿࡁ㉁
ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆᵓ㐀ⓗ♧ࡍࠋ
ŠჷᜤƷನᡯᲢ̊Უ
ɶఋ

ā ᅈ˟ႎʙᝋƷॖԛǍཎᑥᲦ
ႻʝƷ᧙ᡲƴ᧙Ƣǔჷᜤ
ᲢᎋƑƯݰƖЈƢჷᜤᲣ

ؕஜ

ā ᅈ˟ႎʙᝋƷʙܱ

ᙲእ

Ꮚࡶࡀ♫ࡢࢃࡾࢆ῝ࡵࡿᩍᮦ㛤Ⓨ
ղ ᑠ࣭୰㸵ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋࡓ㌟ࡅࡿࡁ▱㆑㺃ᢏ⬟ࡢ᫂☜

୰Ꮫᰯ
㸯㸫ղ
ᑠ࣭୰㸵ᖺ㛫
ࢆぢ㏻ࡋࡓ㌟
ࡅࡿࡁ
▱㆑㺃ᢏ⬟ࡢ
᫂☜

⚾ࡓࡕࡣᴫᛕⓗ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡇࡀษࡔ⪃࠼ࡓࠋᴫᛕⓗ▱㆑ࡣࠕ୍⯡ⓗ࡛ᬑ
㐢ᛶࡢ࠶ࡿࡢࡶᛂ⏝ᛶ㸪㌿⏝ᛶࡢ࠶ࡿ▱㆑࡛ࠖ࠶ࡾ㸪᪤⩦ࡢ▱㆑ࢆẚ㍑࣭㛵㐃
ࡉࡏࡓࡾ㸪ㄪ㸪⪃ᐹࡋ㸪↔Ⅼ㸪୍⯡ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡛⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ᚐࡀᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡋࡓ᩿∦ⓗ࡞▱㆑ࢆ୍ᮏࡢ⥺࡛ࡘ࡞ࡆࡓࡾ㸬⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡾ
ࡍࡿ୰࡛㸪᪤᭷ࡢ▱㆑ࡀ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡋ࡚⏕ࡲࢀኚࢃࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡶ㸪༢ඖࡸᮏࡢ
୰࡛ࠕఱࡀᴫᛕⓗ▱㆑࡞ࡢࠖࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡞ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᴫᛕⓗ▱
㆑ࢆᑟࡁฟࡍࡓࡵࢇ࡞ᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡞ࡢ㸪ᵓ㐀ⓗ⪃࠼࡚▱㆑ࢆᩚ⌮ࡍࡿ
ࡇࡀษࡔ⪃࠼㸪ḟࡢࡼ࠺࡞▱㆑ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡛ᩚ⌮ࡋࡓ࠸ࠋ
ؕᄽႎჷᜤ

ᛟଢႎჷᜤ

ಒࣞႎჷᜤ

ᲢဇᛖȷᛖӟᲣ

ᲢᛦǂƯ៲ƴ˄ƘᲣ

ᲢᎋƑƯݰƖЈƢᲣ

ᲢᛦǂƯ៲ƴ˄ƘჷᜤᲣ
ࡉࡽ㸪୰Ꮫᰯࡢᩍဨࡀぢⴠࡋࡀࡕ࡞ࡿࡢࡀ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ▱㆑ࡢࡘ࡞ࡀࡾᑠᏛᰯ࡛ࡢ᪤⩦ෆᐜࢆᨵࡵ࡚ᩚ⌮ࡋ㸪
ୖグࡢ▱㆑ࡢࡘ࡞ࡀࡾྜࢃࡏ࡚ࠕ▱㆑ࡢᵓ㐀ᅗ࡛ࠖ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲ࡛ࡢ◊✲ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕᴫᛕⓗ▱㆑ࡢ⋓ᚓࠖࡀ⏕ᚐࡗ࡚㞴᫆ᗘࡀ㧗ࡃ㸪࡞
࡞ࡑࡇࡲ࡛㏕ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺┬Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㸪༢ඖ࣭ᤵᴗࣞ࣋ࣝ

ဇᛖȷ

ā ᅈ˟ႎʙᝋǛನƢǔဇᛖȷ

ᛖӟ

࡛ᴫᛕⓗ▱㆑⋓ᚓࡢࡓࡵ㸪ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟ㔜Ⅼࢆ࠾ࡃࡘ࠸࡚ࡶࠕ▱㆑ࡢᵓ㐀ᅗࠖ
ࡢ୰⨨ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᛖӟ

ࠕ▱㆑ࡢᵓ㐀ᅗࠖࡘ࠸࡚ࡣୗグࡢ⾲ࢆᇶᮏࡋ㸪ලయࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛศ㔝ࡢᐇ㊶࡛
ᥦࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ᑠ࣭୰㐃ᦠࡢほⅬࡽ㸪㸵ᖺ㛫ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢࡘ࡞ࡀࡾࡶ᫂☜ࡍࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ

ŠჷᜤƷನᡯᲢ̊Უ

ࡇ࡛㸪ィ⏬ⓗ㺃⣔⤫ⓗ࡞ᣦᑟࢆࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ

ܖݱఄưƷଏ፼ჷᜤ

Šžܖ፼ϋܾƷƭƳƕǓſ
ᢅӊƴܖǜƩ
ܖ፼ϋܾ

ஜҥΨƷ
ܖ፼ϋܾ

ʻࢸᲦܖݱఄư
ܖƿܖ፼ϋܾ

ɶܖఄưܖƿ
ܖ፼ϋܾ

ᲤܖݱఄǇưƷଏ፼ϋܾǛ࠰ܖƱҥΨǛଢǒƔƴƠƯᲦቇƴᚡ᠍Ƣǔŵ
ᲤؕᄽႎჷᜤǍᛟଢႎჷᜤƴܖݱఄưƷܖ፼ǛƾǇƑƨǋƷƸႉ৷Ɩ૨܌ưᚡ᠍Ƣ
ǔŵ
ؕᄽႎჷᜤ

ࡉࡽ㸪༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚㌟ࡅࡿᢏ⬟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜ࡍࡿࠋ
ŠžҥΨǛᡫƠƯ៲ƴ˄ƚǔ২Ꮱſ
Ⴘႎ

ᛟଢႎჷᜤ

ᲤဇᛖǍᛖӟ
ᲤؕᄽႎჷᜤǛဇƍƨǓᲦ Ფಒࣞႎჷᜤǁஇኳႎƴݰ
ᲢʴཋӸᲦưƖƝƱǍ࠰ˊᲦ ૰ǛᛦǂǔɶƔǒƴ
ƘƨǊƴᲦҥΨƷെ᨞Ɲ
עӸǍˮፗƳƲᲣ
λǕƨǓƢǔჷᜤ
ƱưᙻƠƨƍܖ፼ǍƦ
ƷƨǊƷਦݰƷφ˳

ā ܖ፼ਦݰᙲ᪸ƴᅆƞǕƨႸ

ಒࣞႎჷᜤ

ƷɶƔǒᢠ৸Ƣǔ
ئ᩿

ā ᚸ̖ئ᩿ƱૢӳƞƤǔ

φ˳

ā ៲ƴ˄ƚǔ২ᏡƴƭƍƯφ˳
ႎƴᘙƢ

ಒࣞႎჷᜤǁƭƳƛǔਦݰ
Ʒໜ

ᲤᛟଢႎჷᜤǛဇƠƯஇኳႎƴݰƖЈƞǕᲦྒࢽƞǕǔɟᑍႎȷ୍ᢄႎჷᜤ

࡞࠾㸪㈨ᩱࡢㄞࡳྲྀࡾ࡞ࡢࠕᢏ⬟ࠖ㠃ࡣ㸪ᣦᑟࡢ㔜Ⅼࡀ᫂☜࡞ࡗ࡚ࡇ࡞ࡗࡓ
┬ࢆ⏕ࡋ㸪༢ඖࡸᮏࡢ୰࡛㸪㌟ࡅࡉࡏࡓ࠸ᢏ⬟ࡘ࠸࡚᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

  

  

◊✲ࡢලయ

᪫ᩍ◊♫⛉◊✲㒊

㹼◊✲ෆᐜ㸯ࠕఱࢆᏛࡪࠖ㹼

㸯

◊✲ጤဨ

ᑠᏛᰯ
㸯㸫ճ
┠ⓗࡸ⾲⌧᪉
ἲࢆ⇍⪃ࡋࡓ
㈨ᩱࡢసᡂ࣭
ᥦ♧

ඣ❺ࡀᩍᮦࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡀ㸪Ꮫ⩦㈨ᩱ㸦௨ୗ㸪㈨ᩱ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗࡣ㸪ᐇ≀㸪ᫎീ㸪⏬ീ㸪⤫ィ㸪ᩥ᭩࡞㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛㈨ᩱࡉࢀࡿࡀ㸪సᡂ
࣭ᥦ♧࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪┠ⓗࡸ⾲⌧᪉ἲࢆ⇍⪃ࡍࡿࠋ
Š૰Ʒ˺ȷ੩ᅆƴƋƨƬƯॖᜤƢǔƜƱ
ᲢᲫᲣଢᄩƳॖǛǋƬƯ૰˺ƷƨǊƷऴإӓᨼƢǔƜƱ

୰Ꮫᰯ
㸯㸫ճ
┠ⓗࡸ⾲⌧᪉
ἲࢆ⇍⪃ࡋࡓ
㈨ᩱࡢసᡂ࣭
ᥦ♧

Ꮚࡶࡀ♫ࡢࢃࡾࢆ῝ࡵࡿᩍᮦ㛤Ⓨ
ճ ┠ⓗࡸ⾲⌧᪉ἲࢆ⇍⪃ࡋࡓ㈨ᩱࡢసᡂ࣭ᥦ♧

Ꮫ⩦㈨ᩱ㸦௨ୗ㸪㈨ᩱ㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ᩍᮦࢆࠕぢ࠼ࡿࠖࡋ㸪⏕ᚐࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࡢ᭷
ຠ࡞ࡶࡢ࡞ࡿࡓࡵ㸪సᡂࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢⅬࢆព㆑ࡍࡿࠋ
Š૰Ʒ˺ȷ੩ᅆƴƋƨƬƯॖᜤƢǔƜƱ
š˴ǛᎋƑƞƤᲦ˴ǛྸᚐƞƤǔƔƱƍƏଢᄩƳॖǛǋƬƯ˺Ƣǔŵ
ăٶಮƳᙻໜƔǒǢȗȭȸȁƠᲦٶ᩿ႎȷٶᚌႎƴᎋݑưƖǔ૰ưƋǔƔŵ

ᲢᲬᲣ࠰ܖƴࣖơƨᘙྵư˺ƢǔƜƱ

ăᅈ˟ႎʙᝋƴݣƠƯᲦᙸ૾ǍᎋƑ૾Ǜ᭗ǊǔƜƱƕưƖǔ૰ưƋǔƔŵ

ᲢᲭᲣδᇜƷ᧙࣎ǍྸᚐࡇǛ᭗ǊǔᏋјௐƷ᭗ƍ੩ᅆƷپǛƢǔƜƱ

ăಒࣞႎჷᜤǛᎋݑƢǔఌਗƱƠƯᲦᢘЏƴဇưƖǔ૰ưƋǔƔŵ

ᲢᲮᲣ૰Ǜ੩ᅆƠƨࢸᲦᙸǔᙻໜǍဇ૾ඥǛਦݰƢǔƜƱ
šဃࢻƷܱ७Ǎܖ፼ཞඞƴࣖơƨ૰Ǜ˺Ƣǔŵ
ࠕ᫂☜࡞ពᅗࠖࡣ㸪ඣ❺ࡀ㈨ᩱࢆᇶࡋ࡚ఱࢆ⪃࠼ࡓࡾ⌮ゎࡋࡓࡾࡍࡿࢆ᫂☜
ࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ᫂☜࡞ពᅗࢆࡶࡗ࡚㈨ᩱసᡂࡢࡓࡵࡢሗ㞟ࢆࡍࡿࠋ
Š૰ƷɼƳࣱឋ

Įσज़ႎ᩿ͨ

šဃࢻƷ᧙࣎ǍྸᚐࡇǛ᭗ǊǔᏋјௐƷ᭗ƍ૰Ǜ˺Ƣǔŵ
š࣏ᙲƴࣖơƯᲦ૰Ʒ̅ƍ૾ǛਦݰƢǔŵ

ž࣬ƍǍᫍƍſ

Ĭܱज़ႎ᩿ͨ

ȷʴŷǁƷӕϋܾƷ૰

žѣȷˁʙȷဃƷಮ܇ſ
ȷϙჇǍѣဒƳƲƷ૰
ȷᙸܖᲦᛦ௹ѣᲦલ˳᬴

㈨ᩱࢆຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࡓࡵ௨ୗࡢⅬࢆព㆑ࡍࡿࠋ

ȷǲǹȈȆǣȸȁȣȸƷᛅ ሁ
Šܖ፼૰ƷјௐႎƳဇƴƋƨƬƯॖᜤƢǔƜƱ

ሁ

èᅈ˟ႎʙᝋƷॖԛǍཎᑥᲦ
ႻʝƷ᧙ᡲƴᡐǔƨǊƴ

ĭᅹܖႎ᩿ͨ

šܖ፼ϋܾƴࣖơƯᲦҥΨǍಅƷɶưƲƷǑƏƳႸႎᲢွբǛဃǉᲦᛦǂǔᲦᄩ
ƔǊǔሁᲣǛǋƬƯᲦƲƷໜưƲƷǑƏƴ੩ᅆƢǔƷƔŵ

ƸᲦݱҥΨϋưĬƔǒĮƷ

žૠ͌ሁƷȇȸǿſ

૰ǛȐȩȳǹǑƘဇƍǔ

ȷǰȩȕǍעᲦ࠰ᘙƴǇƱǊǒǕƨ૰ ሁ

࣏ᙲƕƋǔ

š૰ƴݣƠƯᲦƲƷǑƏƳႆբưဃࢻƴᎋƑƞƤƨǓᲦྸᚐƞƤƨǓƢǔƷƔŵ
š૰ƸƲǕƩƚɨƑǔƷƔŵ૰ƷᛠǈӕǓƴໜǛፗƘƷƔŵᢠ৸ƞƤǔƷƔŵ

ඣ❺ࡗ࡚㞴ゎ࡞⾲⌧࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ㈨ᩱ
ࡣ㸪ຠᯝࡀ༙ῶࡍࡿࠋࡑࡇ࡛㸪Ꮫᖺᛂࡌࡓ
⾲⌧࡛సᡂࡍࡿࠋ≉⾲ࡸࢢࣛࣇࡘ࠸࡚ࡣ㸪

ᢘЏƳǋƷǛᙸ˄ƚƞƤǔƷƔŵዮӳႎƴᎋƑƞƤǔƷƔŵ
ŠምૠᅹƴƓƚǔ
ӲᆔǰȩȕǍᘙƷᛠǈ૾ȷƔƖ૾

ᑠᏛᰯ࡛㌟ࡅࡓࠕ㈨ᩱࢆṇࡋࡃㄞࡳྲྀࡿຊࠖࢆ῝ࡉࡏ㸪ࠕ㈨ᩱࢆ᰿ᣐࡋ࡚⪃ᐹ

⟬ᩘ⛉ࡢᏛ⩦⣔⤫ᇶ࡙࠸࡚㓄៖ࡋ㸪సᡂࡍ

Ჭ࠰

ొǰȩȕᲦቇҥƳʚഏΨᘙ

ࡍࡿຊࠖࢆ㌟ࡅࡉࡏࡿどⅬ࡛㈨ᩱࡢᕤኵྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ྛศ㔝࡛ࡢලయⓗᐇ㊶࠾࠸

ࡿࠋࡶࡋ㸪ᮍᏛ⩦ࡢ⾲⌧᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣ㸪

Ხ࠰

৵ǕዴǰȩȕᲦʚഏΨᘙ

࡚ᥦࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᑀ࡞ᣦᑟࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

Ჯ࠰

࠘ǰȩȕᲦόǰȩȕ

Ჰ࠰

ࡇૠЎࠋᘙᲦ௵ཞǰȩȕ

ᥦ♧࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩍ⫱ຠᯝࢆ㋃ࡲ࠼᪉ἲ
ࢆᕤኵࢆࡍࡿࠋ࠼ࡤ㸪ぢᏛάືࡀ࡛ࡁ࡞࠸

ሙྜࡣ㸪ື⏬࡛ぢࡏࡿࡇ࡛ఝయ㦂ࢆࡉࡏࡓࡾ㸪ࢤࢫࢺࢸ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ᣍ⪸ࡋࡓ
ࡾࡍࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇ≀ᢞᙳᶵࡸࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡞ࢆά⏝ࡋ㸪ඣ❺ࡢ༳
㇟ṧࡿぢࡏ᪉ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪యࡢᵝᏊࢆືࡁ࡛ぢࡏࡓ࠸ࡁࡣື⏬ࢆ⏝࠸㸪
ᵝᏊࢆ↔Ⅼࡉࡏࡓ࠸ࡁࡣ㟼Ṇ⏬ࢆ⏝࠸ࡿ࡞㸪㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿពᅗࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
ᑠᏛᰯ࠾࠸࡚ࡣ㸪㈨ᩱࢆᥦ♧ࡋࡓ㝿ࡣ㸪ά⏝ࡢどⅬ࣭᪉ἲࢆᑀᣦᑟࡍࡿࠋࡇ
ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ୰Ꮫᰯ♫࡛ࡢᢏ⬟ά⏝ࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡿࠋ

  

  

◊✲ࡢලయ

᪫ᩍ◊♫⛉◊✲㒊

㹼◊✲ෆᐜ㸰ࠕࡢࡼ࠺Ꮫࡪࠖ㹼

◊✲ጤဨ

ᑠᏛᰯ
㸰㸫ձ
Ꮫ⩦ၥ㢟㸦ㄢ
㢟㸧ྥࡁྜ
࠸࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ
ࡶࡀయⓗ
㏣✲ࡍࡿ༢
ඖᵓᡂ

ࠕ┠ᣦࡍᏊࡶീࠖ㏕ࡿࡓࡵࡣ㸪♫ⓗ㇟ᑐࡍࡿၥࡸẼࡁࢆయⓗ㏣
✲࣭ゎỴ࡛ࡁࡿၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᑠ༢ඖ࠾࠸
࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ࢧࢡࣝࢆᇶᮏࡋ࡚༢ඖᵓᡂࢆᅗࡿࠋ
ܖڦ
ܖ፼բ᫆ƱӼƖӳƍƳƕǒᲦɼ˳ႎƴᡙᆮƢǔҥΨನƂ̊ƃ
ܖ፼ᢅᆉ

ܖ፼ȗȭǻǹ

ܖƼƷ
ᢋࡇ

㸰

Ꮚࡶࡀయⓗ࣭༠ാⓗ㏣✲ࡍࡿᏛ⩦ᒎ㛤
ձ Ꮫ⩦ၥ㢟㸦ㄢ㢟㸧ྥࡁྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪Ꮚࡶࡀయⓗ㏣✲ࡍࡿ༢ඖᵓᡂ

୰Ꮫᰯ
㸰㸫ձ
Ꮫ⩦ၥ㢟㸦ㄢ
㢟㸧ྥࡁྜ
࠸࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ
ࡶࡀయⓗ
㏣✲ࡍࡿ༢
ඖᵓᡂ

୰Ꮫᰯ◊✲ጤဨ࡛ࡣ㸪୍ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛」ᩘࡢ㛫ࢆࡗ࡚ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺
㸯ࢫࣃࣥࢆࠕࣘࢽࢵࢺࠖࡧ㸪㛗ᖺ㸪ࣘࢽࢵࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ◊✲ࡋ࡚ࡁࡓࠋࣘࢽࢵࢺ
ࡣ㸪
ࠕ㇟ࡢฟ࠸ࠖ
ࠕᏛ⩦ㄢ㢟ࡢタᐃࠖ
ࠕ㏣✲࣭ゎỴࠖ
ࠕⓎᒎࠖࡢ㸲ẁ㝵࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࣘࢽࢵࢺࢆ༢ඖࡢ୰⨨ࡅ㸦ࡲࡓࡣ༢ඖయࢆࣘࢽࢵࢺయࡋ࡚ᤊ࠼㸧㸪య
ⓗ࣭༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ௨ୗࡢ⾲ࡣ㸪ࣘࢽࢵࢺࡢᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬ࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Šɼ˳ႎȷңႎƳܖ፼Ǜ̟ƠᲦᡙᆮǛขǊǔȦȋȃȈƷܖ፼ᢅᆉ
ဃࢻƷᡙᆮᢅᆉ

ƭƔǉ

šᅈ˟ႎʙᝋƱЈ˟Ə

ʙ
ᝋ
Ʊ
Ʒ
Ј
˟
ƍ

šᅈ˟ႎʙᝋǁƷွբȷൢ˄ƖǛǋƭ
šܖ፼բ᫆Ტ̊žƲƷǑƏƴ᳸ſᲣǛᚨܭƢǔ
šբ᫆ᚐൿƷᙸᡫƠǛǋƭ
ᛦǂǔ

ǇƱǊǔ

šᙸᡫƠƴؕƮƖऴإӓᨼǛƢǔ

ܖƼƷ

šऴإʩ੭ǛƢǔ

ਰǓᡉǓ

šऴإǛૢྸƢǔ
šૢྸƠƨऴإǛؕƴܖ፼բ᫆ƷǇƱǊǛᎋƑǔ
èૢྸƠƨऴإƴʴŷƷփǈƷ̖͌ƕϋנƠƯƍǔ
ƜƱƴႸǛӼƚǔ

ขƘᎋƑǔ

šܖ፼բ᫆ƷǇƱǊƴƭƍƯขƘᎋƑǔ
èʴŷƷփǈƷ̖͌ǛᡙᆮƢǔ
šҥΨǛᡫƠƨܖƼƷਰǓᡉǓǛƢǔ

ࠕࡘࡴ࡛ࠖࡣ㸪♫ⓗ㇟⯆ࡸၥࢆࡶࡕ㸪ㄪࡿෆᐜࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࢆ
ษࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪♫ⓗ㇟ࡢᥦ♧ࡢ᪉㸪Ꮫ⩦ၥ㢟ࢆ⮬ศࡈࡋ࡚ᤊ࠼ࡉࡏࡿ
᪉ἲ࡞ࡢᕤኵࢆᅗࡿࠋ
ࠕㄪࡿ࡛ࠖࡣ㸪ゎỴࡢぢ㏻ࡋᇶ࡙࠸࡚ຠᯝⓗሗ㞟࣭ࢆࡍࡿࡇࢆษ
ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ᙧែ㸪ほᐹ࣭ㄪᰝ࣭㈨ᩱά⏝ࡢ᪉ࡢᣦᑟ㸪㈨ᩱࡢෆᐜࡸᥦ♧
ࡢ᪉࡞ࡢᕤኵࢆᅗࡿࠋ
ࠕࡲࡵࡿ࡛ࠖࡣ㸪㞟࣭ࡋࡓሗࢆᩚ⌮ࡍࡿࡶ㸪ேࠎࡢႠࡳࡢ౯್
┠ࢆྥࡅࡿࡁࡗࡅ࡙ࡃࡾࢆษࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ሗࡢᩚ⌮ࡢ᪉㸪ேࠎࡢႠࡳࡢ
౯್ὀ┠ࡉࡏࡿࡁࡗࡅࡢࡘࡃࡾ᪉㸪Ꮫ⩦ၥ㢟ṇᑐࡋࡓࡲࡵ᪉࡞ࡢᕤኵࢆᅗࡿࠋ
ࠕ῝ࡃ⪃࠼ࡿ࡛ࠖࡣ㸪ேࠎࡢႠࡳࡢ౯್ࢆ㏣✲ࡍࡿࡇࢆษࡍࡿࠋࡑࡇ࡛㸪Ꮫ⩦
ၥ㢟ࡢࡲࡵࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢࠕ᪂ࡓ࡞ၥ࠸ࠖࢆᑟࡁฟࡍ᪉ἲࡸάⓎ࡞ヰྜ࠸ࢆಁࡍ᪉ἲ㸪
ヰྜ࠸ࢆ᮰ࡉࡏ୰᰾㏕ࡿ᪉ἲ࡞ࡢᕤኵࢆᅗࡿࠋ

Ũᐻԛȷ᧙࣎Ǜǋƭ
ŨʻǇưƷܖ፼Ǎဃኺ᬴ƔǒƱǒƑǔ
ŨွբǍբƍǛǋƭ
Ũᅈ˟ႎʙᝋǛᚇݑƠᛠǈӕǔ
Ũː᧓ƱσƴွբǍբƍᲦᚇݑƠᛠǈӕƬƨƜ
ƱƳƲǛσஊƢǔ
ŨᡙᆮǁƷᙸᡫƠǛǋƭ

Ũज़ࣱƴ᪪ƘщƷƋǔʙᝋǛแͳƢǔ
Ũբ᫆ॖᜤᲦ᧙࣎Ǎဃኺ᬴Ǜ৭੮Ƣǔ
Ũܖ፼ϋܾǍ੩ᅆƷپ
Ũբ᫆ႆᙸщǛ᭗Ǌǔپ
Ũ˺ಅႎᲦ˳᬴ႎѣƷᚨܭ
Ũϋႆႎܖ፼ॖഒƷնឪ
èɼ˳ႎƴܖ፼ƴӕǓኵǉ७ࡇ

 ܖŨžჷǓƨƍſ
žᛦǂƨƍſƜƱǛൿǊǔ
Ũբ᫆Ǜໜ҄ƞƤǔᲢբ᫆ăᛢ᫆Უ
፼
ᲢᨼኖăૢྸᲣ
Ũဃࢻƴܖ፼ႸǛྸᚐƞƤǔƜƱǛԃǜƩ
ᛢ Ũܖ፼ႸǛ৭੮Ƣǔ
ܖ፼ႸǛƨƯǔ
᫆ Ũܖ፼ᛢ᫆ƷᚨܭᲢȦȋȃȈǛƭǒƵƘᛢ᫆Უ
Ʒ
ᚨ
ܖ፼ᛢ᫆ᲢȦȋȃȈǛᝦƘᛢ᫆ᲣƷᚨܭ
ܭ
ŨˎᛟƷᚨܭ
ŨᡙᆮƢǔᛢ᫆Ʒଢᄩ҄
ŨᚐൿƷ૾ඥǛǔᲢᛦ௹૾ඥȷƷᄩᛐᲣ ŨᚐൿǁƷʖेᲦᡙᆮǍႆᘙƷᙸᡫƠǛǋƨ
Ƥǔ
ᡙ ŨᙸܖᲦᛦ௹Ღ˳᬴ƳƲǍӓᨼȷЎௌƠƨ ŨٶಮƳܖ፼ѣƷᚨܭ
૰Ɣǒᛢ᫆ƴݣƢǔᎋƑǛǋƭᲢᛦǂ૾Ǜ Ũܖ፼ѣƷᙐዴ҄
ᆮ
ܖƿᲣ
ŨᡙᆮщǛ᭗Ǌǔپ
Ũٶ᩿ႎȷٶᚌႎƳᙻໜƴǑǔǢȗȭȸȁ
ȷ
è࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵ
ᙸܖᲦᛦ௹Ღ˺ಅႎᲦ˳᬴ႎƳѣƷݰλ
èჷᜤ২Ꮱ
ᚐ
ŨᛦǂƨʙܱǍᐯЎƷᎋƑǛᘙྵƢǔ૾ඥǛ ŨٶಮƳᘙྵѣǛ̬ᨦƠᲦΪܱƞƤǔ
ൿ
پƢǔ
Ũܖ፼ƷਰǓᡉǓȷσஊǛǔᇌƯƷΪܱ
ႆᘙȷʩ්
Ტ᚛ᛯǍᛅӳƍǛɶ࣎ƱƠƨጀǓӳƍᲣ

è࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵ
èჷᜤ২Ꮱ

Ũʩ්ǛᡫƠƯᲦʙᝋƷஜឋƴᡐǔ
Ũʩ්ƴǑƬƯᲦբ᫆ƷנƷଢᄩ҄Ʊբ᫆
ŨಮŷƳᇌئǍᎋƑ૾ǛྸᚐƠᲦπദƴЙૺ
ǛᚐൿƢǔ૾ӼࣱǛǋƨƤǔ
Ƣǔ
Ũܖ፼ϋܾǛɟᑍ҄ƠᲦಒࣞႎჷᜤƴǓᡂ
ŨಒࣞႎჷᜤǛᙸƍƩƢ
ǉ
èჷᜤȷ২Ꮱ
ႆ ŨܖǜƩƜƱǛ˂Ʒᅈ˟ႎʙᝋƴƭƳƛǔ
Ũᐯࠁᚸ̖ǍႻʝᚸ̖Ɣǒᐯࠁјщज़Ǜǋƨ
Ũᅈ˟ƴƔƔǘǓዓƚǔॖഒǛǋƭ
Ƥǔ
 ޒŨᐯࠁǛਰǓᡉǓᲦʴŷƷᫍƍǍဃƖ૾ƴᡐ Ũɼ˳ႎƴᘍѣƢǔ७ࡇǛ᭗Ǌǔ
ǔ
ŨഏƷҥΨƴӼƚƯᲦॖഒ˄ƚǛǔŵ
ŨૼƨƳွբǍ᧙࣎Ǜǋƭ
èɼ˳ႎƴܖ፼ƴӕǓኵǉ७ࡇ

࡞࠾㸪༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫࡧࡢ≧ἣࡸᡂᯝࢆࡾ㏉ࡿሙࡋ࡚ࠕᏛࡧࡢࡾ㏉ࡾࠖࢆタ
ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡼࡗ࡚㸪Ꮫࡧࡢᐇឤࡸ㐩ᡂឤࢆ⮬ぬࡉࡏࡿࠋ

  

ࠖƷਦݰ

  

ܖ
Ƽ
Ʒ
ਰ
Ǔ
ᡉ
Ǔ

◊✲ࡢලయ

᪫ᩍ◊♫⛉◊✲㒊

㹼◊✲ෆᐜ㸰ࠕࡢࡼ࠺Ꮫࡪࠖ㹼

◊✲ጤဨ

ᑠᏛᰯ
㸰㸫ղ
♫ⓗ㇟ࡢ
ពࡸ≉Ⰽ㸪
┦ࡢ㛵㐃㸪
ᴫᛕࡘ࠸࡚
༠ാⓗ⪃࠼
ࡿᤵᴗᵓᡂ

ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪♫ⓗ㇟ࡢពࡸ≉Ⰽ㸪┦ࡢ㛵㐃㛵ࡍࡿ▱㆑㸦୰᰾㸧ࢆேࠎࡢႠ
ࡳࡢ౯್ὀ┠ࡍࡿࡇ࡛᫂☜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣ㸪᪤⩦ෆᐜࡸ㏣ຍ㈨ᩱ㸪⪅ࡢ⪃
࠼ࢆᇶ⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆ㸪῝ࡵࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࢧࢡࣝࢆ
ᇶᮏࡋ࡚㸪ᩍᖌࡢ㐺ษ࡞ᣦᑟࡢୗ㸪༠ാⓗ⪃࠼ࢆ῝ࡵ㸪୰᰾㏕ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
Šᅈ˟ႎʙᝋƷॖԛǍཎᑥᲦႻʝƷ᧙ᡲƴƭƍƯңႎƴᎋƑǔಅನƂ̊ƃ
ᢅᆉ

δᇜƷѣ

ࠖƷƔƔǘǓ

㸰

Ꮚࡶࡀయⓗ࣭༠ാⓗ㏣✲ࡍࡿᏛ⩦ᒎ㛤
ղ ♫ⓗ㇟ࡢពࡸ≉Ⰽ㸪┦ࡢ㛵㐃㸪ᴫᛕࡘ࠸࡚༠ാⓗ⪃࠼ࡿᤵᴗᵓᡂ

୰Ꮫᰯ
㸰㸫ղ
♫ⓗ㇟ࡢ
ពࡸ≉Ⰽ㸪
┦ࡢ㛵㐃㸪
ᴫᛕࡘ࠸࡚
༠ാⓗ⪃࠼
ࡿᤵᴗᵓᡂ

ඹᏛࡧྜ࠸㸪⪅ࢃࡾ࡞ࡀࡽ㧗ࡵྜ࠺Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ᤵᴗࡢ୰ࠕ⦎
ࡾྜ࠸ࠖࡪヰྜ࠸άືࢆタᐃࡋ࡚ࡁࡓࠋၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ୰࡛㸪ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ
࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࡣ⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡃࡀ㸪≉⪅ࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ゐࢀ࡞ࡀࡽ㆟ㄽࡍࡿ࡞
ࡢሙ㠃ࡀษ⪃࠼㸪ࡇࡢࠕ⦎ࡾྜ࠸ࠖࢆᤵᴗࡢ୰⨨ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࠕ⦎ࡾྜ࠸ࠖ
࡛ษࡍࡿⅬࡀ௨ୗࡢ㸲ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ŠžጀǓӳƍſưٻЏƴƢǔƜƱ
šႸǛǋƭ
ȷဃࢻᐯ៲ƕžጀǓӳƍſƷႸǍᛢ᫆ᲦǇƱǊ૾ƷᙸᡫƠǛǋƭŵ

բƍǛǋƭئ

šૼƨƳբƍǛǋƭ

šૼƨƳբƍƷ࣏ᙲࣱǛσᡫᛐᜤ
ƞƤǔƨǊƷپᲢ૰ሁᲣ

šӖܾƢǔ
ȷဃࢻᐯ៲ƕ˂ᎍƷॖᙸǛᎥƘƜƱƴǑǓᲦಮŷƳᎋƑ૾ƴᚑǕǔŵ
šขǊǔ

ᎋƑǛ

š̾ưᎋƑǔ

ƭƳƗᲦ

ȷଏ፼ϋܾƷဇ

ǊƷپ

ขǊǔئ

ȷžᆰ᧓ႎſž᧓ႎſž᧙

ᲢெᲦܖ፼ȎȸȈᲦ᳃ᲽᲦ

̞ႎſƳᙻໜ

š࣬ᎋǛӧᙻ҄ȷࣱ҄ƞƤǔƨ

ȷဃࢻƕܖǜƩƜƱǛᲦႻƴឋբƠƳƕǒ࣬ᎋǛขǊǔŵ
šᘙྵƢǔ
ȷဃࢻƕܖǜƩƜƱǛ ॖᙸƱƠƯᡓǂƨǓᲦȬȝȸȈሁưᘙྵƠƨǓƢǔŵ

࣬ᎋȄȸȫᲦܖ፼࢟७ሁᲣ
ࡇࡢࠕ⦎ࡾྜ࠸ࠖࢆᣦᑟࡍࡿୖ࡛㸪ḟࡢ㸳Ⅼ␃ពࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

šᨼׇưᎋƑǔ
ȷᎋƑǛᛟଢƠӳƏ

š࣬ᎋǛӓளƞƤǔƨǊƷپ
Ტᡙь૰ᲦႆբሁᲣ

ŠžጀǓӳƍſǛਦݰƢǔɥưသॖƢǔƜƱ

ȷᡙь૰Ʒ੩ᅆ

šጀǓӳƍƷȆȸȞᲢƶǒƍᲣǛӿԛƢǔŵ

ȷᎋƑǛขǊӳƏ

šጀǓӳƍƷႸႎǛଢᄩƴƠᲦጀǓӳƍࢸƷဃࢻƷܾ٭ƷۋǛेܭƢǔŵ
šጀǓӳƍƷǍ࢟७ǛپƠᲦଢǒƔƴƢǔŵ

ሉƑǛ

š̾ưሉƑǛǇƱǊǔ

ǇƱǊǔئ
ܖƼǛ
ਰǓᡉǔئ

šɼ˳ႎƴǇƱǊǔƜƱƕưƖǔ
ǑƏƴƢǔƨǊƷپᲢெሁᲣ

šܖƼƷਰǓᡉǓ
ȷܖƼƷཞඞǍௐ

šጀǓӳƍƷಮ܇Ǜ৭੮ƠᲦᢘЏƳяᚕǛƢǔŵ
šႆᘙǍᘙྵƷ૾ඥǛپƢǔŵ
ࠕ⦎ࡾྜ࠸ࠖࡼࡿ༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࡣ㸪᭱⤊ⓗࡣಶࠎࡢᏛࡧ㏉ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡼࡗ࡚
༠ാⓗᏛࢇࡔࡇࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛ࡲࡵࡿሙࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢࠕ⦎ࡾྜ࠸ࠖࡀᴫᛕⓗ▱㆑ᑟࡃάື࡞ࡿࡇࢆษࡋࡓ࠸ࠋ⏕ᚐ
ࡀᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚⋓ᚓࡋࡓ᩿∦ⓗ࡞▱㆑ࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ㸪᪤᭷ࡢ▱㆑ࡀᴫᛕⓗ▱㆑ᙧ

ࠕၥ࠸ࢆࡶࡘሙ࡛ࠖࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆᇶேࠎࡢႠࡳࡢ౯್ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺
ࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡀษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪㈨ᩱࡢෆᐜࡸᥦ♧ࡢ᪉ࡢᕤኵࢆᅗࡿࠋ

ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ㐣⛬ࡀయⓗ࣭༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࡢሙ࡛࠶ࡿࡇࡀ♫ཧ⏬ࡢⱆࢆ⫱ࡴ㔜
せ࡞せ⣲࡞ࡿ⪃࠼ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ḟࡢ㸲ࡘࡢሙ㠃ࢆษࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠕ⪃࠼ࢆࡶࡕ㸪῝ࡵࡿሙ࡛ࠖࡣ㸪⪃࠼ࢆㄝ᫂ࡋྜ࠸㸪῝ࡵྜ࠺ࡓࡵ㸪ᛮ⪃ࡢྍど
άᛶࡀษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᯈ᭩ࡸᏛ⩦ࣀ࣮ࢺ㸪㹇㹁㹒㸪ᛮ⪃ࢶ࣮ࣝ➼ࡢά⏝᪉ἲ

ŠžጀǓӳƍſưٻЏƴƢǔئ᩿

ࡢᕤኵ㸪ಶู࣭ᑠ㞟ᅋ୍࣭ᩧ࡞ࡢ┠ⓗᛂࡌࡓᏛ⩦ᙧែࡢᕤኵࢆᅗࡿࠋࡲࡓ㸪⮬ࡢ

š˂ᎍƷႆᘙǍᙸ૾ƴƾǕƯᲦᡕƬƨǓपǜƩǓƢǔŵ

⪃࠼ࢆ᮰ࡋ㸪୰᰾㏕ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㏣ຍ㈨ᩱࡢෆᐜࡸᥦ♧ࡢ᪉ࢆᕤኵࡋ㸪

š˂ᎍƷႆᘙǍᎋƑƴݣƠƯᲦᐯЎƱƷσᡫໜǍႻᢌໜƴൢ˄ƖᲦƦǕǒǛਦઇ

Ⓨၥෆᐜࢆྫྷࢆᅗࡿࠋ

Ƣǔŵ

ࠕ⟅࠼ࢆࡲࡵࡿሙ࡛ࠖࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛༠ാⓗᏛࢇ࡛ࡁࡓᏛ⩦ෆᐜࢆಶᡠࡗ࡚⪃
࠼㸪ᩚ⌮ࡍࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣ㸪㸯༢㛫ࡢᏛ⩦ࡢὶࢀࡀศࡿᯈ᭩
ࡢᵓ㐀ࢆᅗࡿࠋ

š˂ᎍƷႆᘙǛᎥƖƳƕǒኛࢽƠƨǓᲦᐯЎƷᎋƑǛขǊǔŵ
šဃࢻƕጀǓӳƍƴǑƬƯЈƠƨᎋƑƴੵƞƿǓǛੑƚƨǓᲦૼƨƳᙻໜǛɨƑ
ƨǓƢǔࠖƷƖƔƚǛپƢǔŵ

ࠕᏛࡧࢆࡾ㏉ࡿሙ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ⟅࠼ࢆࡲࡵࡿሙࠖྠᵝಶᡠࡾ㸪Ꮫࡧࡢ≧ἣࡸᡂᯝ
ࢆࡾ㏉ࡿࠋඣ❺ࡢⓎゝࡸグ㏙ᐇឤࡸ㐩ᡂឤࡢ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
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㹼◊✲ෆᐜ㸰ࠕࡢࡼ࠺Ꮫࡪࠖ㹼

㸰

Ꮚࡶࡀయⓗ࣭༠ാⓗ㏣✲ࡍࡿᏛ⩦ᒎ㛤
ճ Ꮚࡶࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃ⫱ࡴࡓࡵࡢホ౯

◊✲ጤဨ

ᑠᏛᰯ
㸰㸫ճ
Ꮚࡶࡢ㈨㉁
࣭⬟ຊࢆࣂࣛ
ࣥࢫࡼࡃ⫱ࡴ
ࡓࡵࡢホ౯

ᮍ᮶♫ࢆ⏕ࡁᢤࡃࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡋ࡚㸪ࠕಶูࡢ▱㆑㺃ᢏ⬟ࠖࠕᛮ⪃ຊ㺃ุ᩿ຊ࣭
⾲⌧ຊࠖࠕᏛࡧྥ࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ࠖࢆ⫱ࡴࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪༢ඖ࣭ᤵᴗᵓᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ㸱Ⅼࢆព㆑ࡋ࡚Ꮫ⩦ホ౯ྥࡁྜ࠸㸪
ᣦᑟᨵၿࡸᏛࡧࡢᐇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ܖ፼ᚸ̖ƴƋƨƬƯॖᜤƢǔƜƱ

୰Ꮫᰯ
㸰㸫ճ
Ꮚࡶࡢ㈨㉁
࣭⬟ຊࢆࣂࣛ
ࣥࢫࡼࡃ⫱ࡴ
ࡓࡵࡢホ౯

ࣘࢽࢵࢺࡢ୰ほⅬูホ౯ࢆ⨨ࡅ㸪ぢྲྀࡾࡢሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪ᣦᑟࡢᨵၿࡸᏛࡧࡢ
ᐇ⏕ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ
ࣘࢽࢵࢺෆࡢホ౯ࡢᇶᮏࡋ࡚ࡣ㸪㇟ࡢฟ࠸࡛ࡣࠕయⓗᏛ⩦ྲྀࡾ⤌ࡴែ
ᗘࠖࢆ⨨ࡅ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆษࡍࡿࠋࣘࢽ
ࢵࢺࢆ㈏ࡃㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪㛵ᚰ࣭ពḧࡢᣢ⥆Ꮫࡧࡢᐇࢆᅗࡿࠋ
㏣✲㐣⛬࡛ࠕᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ࠖࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟㸦ࡾࢃࡅᢏ⬟㠃㸧ࠖࢆ㧗ࡵ㸪ᴫᛕⓗ▱

ᲢᲫᲣžɤƭƷ௵ſƴؕƮƘᚸ̖ᙹแƱᚸ̖૾ඥǛᢘЏƴˮፗ˄ƚǔ

㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿሙ㠃࡛ࡣ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢᐃ╔ࢆ⨨ࡅ㸪⏕ᚐࡢᴫᛕⓗ▱㆑ࡢᐃ╔ࢆ┠

ᲢᲬᲣδᇜƷӒࣖǍཞ७ǛᘙƠƨφ˳ႎƳᚸ̖ᙹแǛᚨܭƢǔ

ᣦࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᲢᲭᲣჷᜤƷܭბǛႸਦƠᲦ࢟ႎᚸ̖ƷᙻໜưᄩᛐȗȪȳȈǛ˺ȷܱƢǔ

ࡉࡽⓎᒎ࡛ࡣ㸪ḟࡢᏛ⩦ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ၥࡢႏ㉳ࡸពḧࢆࡶࡓࡏࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕయⓗᏛ⩦ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࠖࡢホ౯ࢆ⨨ࡅࡿࡇࢆᇶᮏࡍࡿࠋ
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⮬ᕫホ౯ࡢどⅬࡽ㸪Ꮫ⩦ࢆࡾ㏉ࡿホ౯ࣉࣜࣥࢺࢆసᡂࡍࡿࠋ⏕ᚐࡀᩍᖌࡢࡸࡾ
ࡾࡢ୰࡛⮬ศࡢᏛ⩦ࢆࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽᏛ⩦ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࠋࡑࢀࡽࢆ㛵㐃ࡉࡏࡓࡾ㸪᪤

ホ౯つ‽ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ㸿㸦༑ศ‶㊊࡛ࡁࡿ≧ἣ㸧ࠖ
ࠕ㹀㸦࠾࠾ࡴࡡ‶㊊࡛ࡁࡿ≧ἣ㸧ࠖ

⩦㡯ࢆࡁࡃᤊ࠼ࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽᴫᛕⓗ▱㆑ྥࢃࡏࡓ࠸ࠋ

ࠕ㹁㸦ດຊࢆせࡍࡿ≧ἣ㸧ࠖศ㢮ࡋ࡚⾲ࡍࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌഃࡢၥ࠸ࡅࢆ᫂☜ࡋ㸪ࡑࢀ

ࡑࡢࡓࡵࡣ㸪༢ඖ࡛ࣞ࣋ࣝಶࠎࡢ☜ᐇ࡞▱㆑ࡢᐃ╔ࢆಁࡋ㸪ࡲ࡛ࡢ⮬ศࡢᏛࡧࢆ

ᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᛂࢆࡋࡓࢆලయⓗ࡞ᩥゝ࡛⾲ࡍࠋ࡞࠾㸪
ࠕ㹁ࠖࡣᒓࡋ࡚㸪
ࠕ㹀ࠖ

୍ᯛࡢࣉࣜࣥࢺ࡛せⅬࢆࡾ㏉ࡾ㸪ᴫᛕⓗ▱㆑⋓ᚓࡢሙ㠃࡛⏕ࡏࡿࣉࣜࣥࢺࡀ᭷ຠ࡛
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࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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ࡸᮅᏛ⩦࡞࡛▷㛫࡛ᐇࡍࡿࠋ

  

  

