設計担当課名

市民局 区政支援部 窓口サービス課

令和元年度窓口サービス満足度調査業務委託

（ 金額入り ・ 金額抜き ）

１

設 計 書

２

仕 様 書

令和元年度 一般会計歳出 第３款２項２目 戸籍住民登録費 13節(４) 窓口改善委託料
種 目 番 号
受付
連絡先

委託担当
市民局窓口サービス課

よしい きよみ

担当者名 吉井 清実
電 話 671-2176

番号

設

計

書

１ 委 託 名

令和元年度窓口サービス満足度調査業務委託

２ 履行場所

仕様書のとおり

３ 履行期間

☑ 期間

契約を締結した日から 令和２年３月31日 まで

又は期限

□ 期限

平成 年 月 日 まで

４ 契約区分

５ その他

☑ 確定契約

□ 概算契約

委託契約約款

特約事項

６ 現場説明

☑ 不要
□要 （ 月 日 時 分

７ 委託概要

仕様書のとおり

場所

）

８ 部 分 払
□ す

る （ 回以内）

☑ しない
業

務

内

容

履行予定月

数

量

単 位

単 価

金

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は，数量及び金額を （ ） で囲む

委 託 代 金 額
内 訳

業

務

価

格

消費税及び地方消費税相当額

額

内
名

称

訳

形状寸法等

書
数量

単位

単 価

金

額

（円）

アンケート用紙の配付と回収等

１区300枚
（４日×18区）

データ入力・集計・分析

72

日

仕様書参照

1

式

報告書の作成

仕様書参照

1

式

受託者による市民局及び
各区への報告

仕様書参照

19

回

区職員向け研修

半日

1

回

その他諸経費
（消耗品、交通費等）

バインダー、筆記用具、名
札、腕章、調査員交通費含む

1

式

摘要

（円）

計
消費税及び地方消費税相当額

委 託 代 金 額
＊概算数量の場合は，数量及び金額を （

） で囲む

委託仕様書
委託者及び受託者は、
「委託契約約款」に定める他、本仕様書に基づき、この委託契約業
務内容等について、その詳細を次のように定める。

１

委託名
令和元年度窓口サービス満足度調査業務委託

２

目的
窓口サービスの状況について区役所来庁者にアンケート調査を行い、その結果を踏ま
えて今後の改善のための具体的な改善を提案する（平成 17 年度から毎年実施）
。また、
調査終了後に、窓口サービス向上取組に携わる区役所職員向け研修を実施し、専門的な
立場から今後の取組についてアドバイスを行うことで、区役所の窓口サービス向上を図
る。

３ 履行場所
市民局窓口サービス課
他 市内 18 区役所
※区役所職員向け研修については、横浜市役所が有する施設を別途指定する。

４ 業務内容
(1) 委託者、区総務課担当者との連絡、調整
以下の業務の履行にあたっては、業務内容を十分に履行できるよう、事前に委託者及
び18区総務課担当者と綿密に連絡調整を行う。
なお、各区担当者の連絡先等については、委託者が提供する。

(2) アンケート用紙の配布と回収
ア

調査方法
受託者の派遣する調査員が、市内 18 区役所等の出入口付近など、区が指定する２
箇所において、来庁者に対して調査の概要に関する説明及び依頼をした後、アンケ
ート用紙の配付及び回収を行う。
なお、配布場所等については、事前に区総務課担当者と調整を行うこととする。

イ

調査期間
令和元年 10 月７日（月）から令和元年 11 月８日（金）まで（土日、祝日を除く）
※各区の希望する日、１区あたり４日間 とする。
※各区の希望する日及び配付・回収場所は、委託者が希望をとりまとめて受託者
に伝える。
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※上記４日間でアンケート用紙の配付及び回収が完了しない場合は、別途、受託
者の負担で各区の希望する日にアンケート用紙の配付及び回収を行い、指定枚
数を確保する。
ウ

調査時間
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く）とする。
※調査終了は午後３時 30 分まで

エ

調査枚数
１区あたり 300 枚、18 区で 5,400 枚とする。
※アンケート用紙は受託者が用意する。委託者が区別のアンケート用紙の電子デ
ータを受託者に送付し、受託者が必要枚数（5,400 枚＋予備）を印刷する。
※無回答・不明（判読できないものや適正に集計できないもの）は含めない。
※配付と回収枚数は、日や時間帯による偏りがないようにする。
（目安：１日、１区 75 枚）
※調査結果の信頼性に影響するため、アンケート用紙を指定枚数より多めにとる
ことはしない。
※２名以上の団体から回収するアンケート用紙は１枚とする。

オ

調査員への指導
調査員の応対等で来庁者の満足度が下がることがないよう、来庁者に対しては丁

寧な応対を心がけ、アンケートの強要や、粗暴な言葉づかい・態度で臨まないよう、
十分に留意します。
また、調査員によって来庁者への聞き取り方に差異が出ないよう、受託者は調査
員への事前指導を徹底します。
カ

アンケート配付、回収方法
配付にあたっては、来庁者に調査の趣旨を伝え、協力が得られた方に 、バインダ
ーに挟んだアンケート用紙と筆記用具を渡す（強要するなど 来庁者に不快感を与え
ないよう細心の注意を払うこと ）
。
記入は原則、来庁者自身によるものとするが、状況に応じて調査員が聞き取り、

記入する。アンケート用紙はその場で回収し、調査員がすぐに内容を確認する。無
回答・不明（判読できないものや適正に集計できないもの）等がある場合はその場
で来庁者に確認し、調査員が修正を加える 。来庁者が確認に応じない場合などは、
無効として取り扱うこととする（※回答数としてはカウントしない。ただし、年代
欄についてはその限りではない）。また、利用した窓口の課名がわからない場合は、

アンケート内の「手続き内容・利用した階」を記入するようにする。
なお、「どちらともいえない」に○をつけた場合及び自由記載欄に記入がない場
合は、調査員がその理由と内容を聞き取り記入する。また、来庁者から区役所に対
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する指摘、要望等があった場合には、改善取組に活用できるよう、出来るだけ詳細
に聞き取り記入する（例：
「案内表示がわかりにくい」という意見があった場合、ど
の位置の表示がわかりにくかったのかを出来るだけ明らかにすること）
。来庁者から
特段の意見はない旨伝えられた場合は、その旨を記載する。
キ

アンケート用紙の引渡し
調査で回収したアンケートは、当日中にコピーを取り、区総務課に提出する（コ

ピー機は区総務課のものを使用）。
回収したアンケート用紙は、事務所等で区ごとに通し番号を付けた上でコピーを
取り、回収枚数に誤りがないようにする。
ク データ入力・集計・報告書作成
回収したアンケート用紙については速やかに集計作業を行います。前年度、前々
年度と比較し、調査結果に異常値等の疑義が見られる場合には、遅滞なく市民局窓
口サービス課に報告する。
（例：「どちらともいえない」という数値が前年度に比べ
て大きく増えている）など）
(ｱ) エクセルを使用してデータの入力と集計を行う。
※無回答・不明（判読できないものや適正に集計できないもの）は、アンケー
ト回収時に除いているため、適正に集計できるもの 5,400 枚を集計すること
になる。
(ｲ) 集計項目は次のとおりとし、エクセルの別シートに入力する。
利用した窓口、質問項目（12 項目）
、曜日、年齢、自由記載欄のクロス集計
(ｳ) 集計方法及び報告書の作成は次のとおりとする。
なお、過去のデータは委託者が提供する。

全市版
ａ

実施概要・傾向分析
集計毎にグラフ等を用いる。グラフは白黒で印刷した場合も内容がわかるも
のとする。傾向分析は今後の改善に生かしたいと考えているため、区別の評価、
自由記載欄にあるコメントの特徴（強みと弱み）
、３か年推移とその傾向、各曜
日の結果と傾向、課題の提示と、区役所窓口外部評価の結果も参考の上、今後
の具体的な改善提案などについて記載する。
なお、単に過去との比較で上がった、下がったという指摘だけではなく、今
年度の横浜市のサービスの特徴、そしてアンケートの数値から見える市民ニー
ズや、来庁者からの意見を踏まえた具体的な今後の改善提案等にまで言及する
こと。
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ｂ

集計結果

(a) 課別回答数（18 区）
(b) 質問項目別回答数（実数、比率。各区分）、18 区合計課別回答数（実数、比
率）
(c) 質問項目別の区別順位（実数、比率）（※）、質問項目別の課別順位
※「満足」・「やや満足」合算値の順位および、「不満」「やや不満」合算値
の順位を出す。
(d) ３か年推移（18 区合計推移、各区別推移、課別推移）
(e) 自由記載欄のデータ入力、回答数（実数、比率）
、分類、内容集計、３か年
推移
(f) 各曜日別の結果と平均との比較（曜日ごとの集計、各区毎の集計）
(g) 年代別の結果と平均との比較（年代ごとの集計、各区毎の集計）
(h)

概要版データ（調査結果及び５か年推移、評価の高かった項目・低かった
項目等）

各区版
ａ

実施概要・傾向分析
集計毎にグラフ等を用いる。グラフは白黒で印刷した場合も内容がわかるもの
とする。傾向分析は今後の改善に活かしたいため、課別の評価、自由記載欄
にあるコメントの特徴（強みと弱み）
、３か年推移とその傾向、課題を提示し、
区役所窓口外部評価の結果も参考の上、今後の具体的な改善提案などについ
て記載する。なお、単に過去との比較で上がった、下がったという指摘だけ
ではなく、他区との比較や今回の区のサービスの特徴、そしてアンケートの
数値から見える市民ニーズや、来庁者からの意見を踏まえた今後の改善提案
等にまで言及すること。

ｂ

集計結果

(a) 課別回答数（18 区）※全市版と同様
(b) 質問項目別当該区分回答数（実数、比率）、18 区合計及び当該区分課別回答
数（実数、比率）
(c) 質問項目別の課別結果（当該区分のみ）
(d) ３か年推移（18 区合計推移、当該区分推移、課別推移）
(e) 自由記載欄のデータ入力、回答数（実数、比率）、分類、内容集計
(f) 各曜日別の結果と平均との比較（当該区分の集計のみ）
(g) 年代別の結果と平均との比較（当該区分の集計のみ）
(h) 概要版データ
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※調査結果及び５か年推移、評価の高かった項目・低かった項目等

《イメージ 課別回答数（全市版ｂ(a)、各区版ｂ(a)）》
総
務
課

区
政
推
進
課

…

土
木
事
務
所

そ
の
他

複
数
課
選
択

合
計

A区

300

B区

300

…

300

C区

300

D区

300

合計

5,400

比率

100.0%

《イメージ 質問項目別回答数（全市版ｂ(ｂ)、各区版ｂ(ｂ)）
》
質問

満足

やや満足

…

実数
比率
実数
比率
実数
比率

問１
問２
…

《イメージ 質問項目別・課別項目別の区別・課別順位（全市版ｂ（ｃ）
、各区版（ｂ（ｃ）
）
》
区別順位
問１
○○

順位

課別順位
問２
××

問１
○○

…

順位

比率

比率

A区

B区

2

B区

C区

17

C区

D区

18

D区

E区

1

A課

B課

2

B課

C課

17

C課

D課

18

D課

E課

…

平均

平均
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…

比率

比率

…

1

問２
××

《イメージ ３か年推移（全市版ｂ（ｄ）
、各区版ｂ（ｄ）
）
》
令和元年度調査結果

平成 30 年度調査結果

平成 29 年度調査結果

（5,400 枚）

（5,400 枚）

（5,400 枚）
どちらとも
いえない

不満

やや満足

やや不満

満足＋やや満足
満足

どちらとも
いえない

不満

やや満足

やや不満

満足＋やや満足
満足

どちらとも
いえない

不満

やや満足

満足

やや不満

満足＋やや満足

問 1 ○○
問 2 ●●
…

満足
問１

○○

やや満足

やや不満

不満

どちらとも
いえない

コメント

令和元年度
平成 30 年度
平成 29 年度

問２

●●

令和元年度
平成 30 年度
平成 29 年度

…
（コメント例）
・全体の評価は○○％だが、△項目で過去最高を記録するなど、全体的に向上が見られる。
・不満度でみると、「待ち時間」「待合場所」などが過去最大となっている。その他の項目は減少傾向にあることから、
総合評価
全体の印象の不満度が引き上げられたのは、職員応対ではなくハード面に対する市民ニーズの高まりの可能性が考えられる。
・自由記述欄を見ても「待ち時間」「待合場所」などについての意見が多いことから、引き続き職員応対向上に取り組むとともに、
待ち時間の短縮や待合場所確保のためレイアウト変更などを検討することが望ましい。
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…等

《イメージ ３か年推移（全市版（ｂ（ｄ）
、各区版ｂ（ｄ）
）
》
（※レーダーチャート）
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《イメージ 自由記載欄のデータ入力（全市版ｂ（ｅ）
、各区版ｂ（ｅ）
）
》
※コメントの内容によって分類し、小項目（
「良い」「丁寧」など）をつける。
（小項目は、高評価、改善点の指摘等、どちらにもつけること）
※分類の際、複数の意見を記入している場合は、いずれも記入する。
【各区版】

【全市版】

区分

高
評
価

実数

比率

①

0

②

0

…

（

…

）

①
高
Ａ評 ②
価

①職員による応対、態度等の差
②来庁者の状況に応じた応対

改
善
点
の
指
摘
・
意
見
・
要
望

改
善
点
の
指
摘
・
意
見
・
要
望

③来庁者の気持ちを考えた応対
④案内、説明の不正確さ
⑤個人情報、プライバシーへの配慮
⑥庁舎、施設、備品への要望
⑦案内表示の改善
⑧職員の身だしなみ
⑨待ち時間の短縮

B

⑪制度・業務の改善

）

（

⑩申請書類等の記入しやすさ、記入要領のわかりやすさ

⑫開庁（取扱）時間・曜日

①職員による応対、態度等の差

0

②来庁者の状況に応じた応対

0

③来庁者の気持ちを考えた応対

0

④案内、説明の不正確さ

0

⑤個人情報、プライバシーへの配慮

0

⑥庁舎、施設、備品への要望

0

⑦案内表示の改善

0

⑧職員の身だしなみ

0

⑨待ち時間の短縮

0

⑩申請書類等の記入しやすさ、記入要領のわかりやすさ

0

⑪制度・業務の改善

0

⑫開庁（取扱）時間・曜日

0

⑬その他区役所への要望

0
小計

⑬その他区役所への要望

0

コメント記載あり 合計

0

無回答（Ｄ）

「特に意見なし」「普通」との記載

0

合計

コメント記載なし 合計

（Ｂ）小計
「特に意見なし」「普通」との記載（Ｃ）

区分

内容

課

高評価（対応）

高
評
価

高評価

対応が良かった

○○課

高評価

対応が良かった

○○課

高評価（雰囲気）
高評価

職員の雰囲気が良かった

○○課

高評価

職員の雰囲気が良かった

○○課

…

3 0 年度

自由記載欄の内容

件数

評価をいただいた意見（応対の姿勢・態度、言葉づかい、案内・説明など）

比率

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

②××に関すること

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

計

特に意見なし・普通との評価
無回答

件数

①○○に関すること
…

改善点の
指摘・
意見・
要望

（ 参考） 2 9 年度

比率
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合計

《イメージ 各曜日別の結果と平均の比較（全市版ｂ（ｆ）
、各区版ｂ（ｆ）
）
》
【各区版のみ】

【全市版・各区版】

「満足」「やや満足」の割合

【○曜日】「満足」「やや満足」の割合
問１
Ａ区
Ｂ区

問２

…

問１

問12

…

実数

実数

比率

比率

実数

実数

比率

比率

実数

実数

比率

比率

問２

…

問12

平均

《イメージ 各年代別の結果と平均の比較（全市版ｂ（ｇ）
、各区版ｂ（ｇ）
）
》
【全市版・各区版】

【各区版のみ】
【Ａ区】「満足」「やや満足」の割合

【○代】「満足」「やや満足」の割合
問１
Ａ区
Ｂ区

問２

…

問１

問12

問２

…

問12

実数

実数

10代

比率

比率

実数
実数

比率

…

20代

実数

比率

…

比率

実数

平均
比率

全体
平均

【全市版・各区版】

【各区版のみ】
【Ａ区】「不満」「やや不満」の割合

【○代】「不満」「やや不満」の割合
問１

問２

…

問１

問12
実数

実数

10代

Ａ区

比率

比率

実数

実数

20代

Ｂ区

比率

比率

…

…

実数

実数
比率

比率

全体
平均

平均
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問２

…

問12

《イメージ 概要版データ（全市版ｂ（ｈ）
、各区版ｂ（ｈ）
》
※下記内容は平成 30 年度記者発表資料のものです。

平成 30 年度窓口サービス満足度調査の結果について

ケ

市民局窓口サービス課への報告
報告期限

令和元年 12 月２日（月）

調査結果等について、委託者へ報告する。報告は、報告書の内容を熟知している
者が行う。
コ

各区（18 区）への報告
報告期限

令和２年２月 14 日（金）

各区が調査結果を効果的に活用できるよう、調査結果や課題など（当該区の傾向、
強みや弱み、前回調査との差異、結果から考えられる改善提案など）を的確に伝え
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るための報告を各区で行う。報告は、必ず事前に内容について委託者の了承を十分
に得た上で 、報告書の内容を熟知している者が行う。
また、各区への報告にあたっては、受託者が各区の担当者に直接連絡をとり、日程
調整を行うとともに、報告書の部数について確認をした上で必要部数を用意する。
※報告書の部数の上限は１区につき 30 部とする。30 部を超える場合は、各区で印刷
するよう、委託者から各区の担当者に連絡する。
※各区（18 区）の報告会完了後、報告会の概要（日時、参加者、主な質問と回答な
ど）をまとめ、委託者に提出する。
サ

報告書の納品（郵送可）

(ｱ) 全市報告書（市民局窓口サービス課宛）
ａ 報告書
全市版、及び各区版全て
ｂ

データ入力後のエクセル形式のデータ（元データを含む）
《元データ・イメージ》
NO
1
2

区名
課名
○○区 △△課
○○区 △△課

問１
不満
満足

問２
満足
やや満足

・・・
・・・
・・・

問12
満足
不満

自由記載欄
対応が丁寧だった
とても良かった

分類
高評価（○○）
高評価（××）

※紙媒体１部、電子媒体（ＣＤ-Ｒ）１部
(ｲ) 区別報告書（区役所総務課宛）
ａ

報告書

ｂ

データ入力後のエクセル形式のデータ（元データを含む）
※紙媒体１部、電子媒体（ＣＤ-Ｒ）１部
※18 区に納品するため、紙媒体、電子媒体は区別に分ける。
※区総務課への納品は、内容について委託者の了承を十分に得た上、各区報
告会の３営業日前までに行う。

(ｳ)

区役所報告会完了報告書（市民局窓口サービス課宛）
ａ 18 区報告会の実施日時、参加者
ｂ 参加者からの質問と回答
ｃ 報告会の様子
※紙媒体１部、電子媒体１部
※電子媒体はワード又はエクセル形式のデータを使用すること。

(3) 窓口サービス向上研修
各区の窓口サービス向上に関する取組や課題に対し、窓口サービス満足度調査の調
査結果を効率的に活用するための専門的なアドバイスを提供することを目的として、
区役所職員向けの研修（全１回、半日程度、参加者は 30 名程度を想定）を行う。
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ア

研修内容
区役所窓口外部評価及び窓口サービス満足度調査の結果のほか、各区の窓口サー

ビス向上に向けての取組や課題、各区で行う研修などについて、専門的な立場から
のアドバイスを行う。また、委託者が事前に集約する各区の取組や課題などについ
て、参加者にフィードバックする。
なお、研修内容の詳細については、委託者と協議の上決定する。
【内容例】
・窓口サービス満足度調査結果による全市的な傾向（強み、課題）
・窓口サービス満足度調査結果の活用方法
・１年間の改善取組の総括
・各区役所の窓口サービス向上取組の共有、アドバイス 等
イ

研修日程
窓口サービス満足度調査終了後から令和２年２月 28 日（金）までに実施すること

ウ 研修実施報告書の納品（郵送可）
各研修終了後、研修の概要（日時、参加者、研修内容、質問と回答、アンケート
結果など）をまとめ、委託者に提出します。
(ｱ) 研修の日時、参加者、次第
(ｲ) 研修内容の概要
(ｳ) 参加者からの質問と回答
(ｴ) 当日のアンケート結果
(ｵ) 研修の様子
※紙媒体１部、電子媒体１部
※電子媒体はワードもしくはエクセル形式のデータを使用すること。

５

履行期間
契約締結日から令和２年３月 31 日（火）まで
※アンケート用紙の配付および回収については、令和元年10月７日（月）から令和元
年11月８日（金）までに行う。
※委託者への報告（各区報告分を含む）については、令和元年12月２日（月）までに
行う（報告の３日前までに報告書を委託者に提出する）。
※各区への報告については、令和２年２月14日（金）までに行う。
※窓口サービス向上研修については、令和２年２月28日（金）までに行う。
※委託者の都合により、各々の期限を令和２年３月 31 日（火）までの間で延長する場
合がある。
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６

その他

(1) 受託者の心構え
本事業は職員応対や窓口環境の強み、課題を把握するとともに、区役所の窓口サー
ビス向上取組を効果的に支援することを目的としている。業務の履行にあたっては、
効果的な調査及び研修となるよう、業務の目的を十分に理解した上で、一つひとつ丁
寧な対応を心がける。
(2) 受託者の負担
仕様書上に特記されているものを除き、バインダーや筆記用具等、業務履行に必要
な物品は全て受託者が負担する。また、業務履行に必要な諸経費についても全て受託
者が負担する。
(3) 服装等
調査期間中には、スーツ等、区役所における調査に相応しい服装とし、「調査員」等
の腕章及び名札を着用する。また、調査員の応対等で来庁者の満足度が下がることが
ないよう、来庁者に対しては丁寧な応対を心がけ、アンケートの強要や、粗暴な言葉
づかい・態度で臨まないよう、十分に留意すること。
(4) 区職員への引継ぎ
業務履行中、来庁者から庁舎案内等の問合せを受けた場合は、丁寧に対応するとと
もに、わからないことは無理に答えようとせず、速やかに区職員へ引き継ぐか総合案
内窓口等を案内する。
(5) 履行状況の報告
受託者は、委託者から求められた場合は随時、速やかに履行状況の報告を行う。
(6) トラブル・賠償
受託者に帰すべき事由によってトラブルが発生したとき、又は受託者が委託者に損害
を与えたときは、委託者に速やかに連絡し、その指示に従う。この場合、受託者は委
託者に対して賠償の責を負う。
(7) 報告書の著作権
報告書の著作権は委託者に帰属するものとする。
(8) 秘密を守る義務
受託者は、職務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。業務履行後も同様
とする。
(9) 疑義
その他、業務履行にあたって疑義が生じた場合は双方協議の上、決定する。
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（案）

横浜市では、窓口のサービス向上を目指しています。窓口をご利用いただいた方が
どのようにお感じになったかをお伺いし、今後の改善に役立てますので、アンケー
トへのご協力をお願いいたします。
■本日はどの窓口をご利用いただきましたか。
該当する欄にチェックを入れてください（複数ある場合は、主なものを一つ選択してください）。
*□総務課

□区政推進課 □地域振興課 □戸籍課 □税務課 □福祉保健課 □生活衛生課
□高齢・障害支援課 □こども家庭支援課 □生活支援課 □保険年金課 □土木事務所
□会計室
※課名がわからない場合は、どのような手続きで何階の窓口に行かれたかご記入ください
手続き内容：

（

階の窓口）

■ご利用になった窓口（上記欄にチェックを入れた窓口）の満足度についてお聞かせください。
項目

満足

やや満足 やや不満

不満

どちらとも
いえない

問１ 本日の窓口サービスの全体的な印象
問２ 職員のあいさつ
問３ 職員の身だしなみ
問４ 職員の「言葉づかい」のていねいさ
問５ 職員の話を聞く態度
問６ 職員の「説明」のわかりやすさ
問７

職員の業務知識
（申請書類がある場合）

問８ 申請書類の記入例や職員の記入案内

申請書類記載なし

問９ 待ち時間
問10 待合場所の快適さ
問11 案内表示のわかりやすさ
問12 プライバシーへの配慮
■本日の窓口サービスについて、良かった点やお気づきの点、改善点がありましたら、
ご自由にお書きください。
*

■差し支えなければ、年齢についてお伺いします。
該当する欄にチェックを入れてください。
*

□10代 □20代 □30代 □40代
□50代 □60代 □70代以上 □回答なし
月

日
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㸷 ࡇࡢ⣙Ḱཬࡧタィᅗ᭩࠾ࡅࡿᮇ㛫ࡢᐃࡵࡘ࠸࡚ࡣ

Ώጤク⪅↓ൾ࡛ㆡΏࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊཷク

Ẹἲ㸦᫂ᖺἲᚊ➨ྕ㸧ཬࡧၟἲ㸦᫂ᖺἲᚊ➨

⪅ࡀࡇࡢዎ⣙ࡢ⥾⤖๓ࡽᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿⴭస≀ࡢⴭస

ྕ㸧ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᶒࡣࠊཷク⪅␃ಖࡍࡿࡶࡢࡋࠊࡇࡢⴭస≀ࢆᨵኚࠊ⩻

 ࡇࡢዎ⣙ࡣࠊ᪥ᮏᅜࡢἲ௧‽ᣐࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ཪࡣ⩻ヂࡍࡿࡇࡼࡾసᡂࡉࢀࡓⴭస≀ࡢⴭసᶒࡣࠊ

 ࡇࡢዎ⣙ಀࡿッゴࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓᒓ⟶㎄ࢆ㝖ࡃࠊ

ᙜヱⴭసᶒࡢᘬΏཷク⪅ࡀᙜヱᶒࡢ୍㒊ࢆጤク⪅
↓ൾ࡛ㆡΏࡍࡿࡇࡼࡾࠊጤク⪅ཷク⪅ࡢඹ᭷ࡍࡿ

ጤク⪅ࡢᡤᅾᆅࢆ⟶㎄ࡍࡿุᡤ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡶࡢࡍࡿࠋ

 ཷク⪅ࡀඹྠᴗయࢆ⤖ᡂࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊጤ
ク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃࡍ࡚ࡢ⾜Ⅽࢆඹྠᴗయࡢ௦

㸰 ጤク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡀⴭస≀ヱᙜࡍࡿࡋ

⾲⪅ᑐࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢࡋࠊጤク⪅ࡀᙜヱ௦⾲⪅ᑐࡋ࡚

࡞࠸ࢃࡽࡎࠊᙜヱዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡢෆᐜࢆཷ

⾜ࡗࡓࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃࡍ࡚ࡢ⾜Ⅽࡣࠊᙜヱඹྠᴗయ

ク⪅ࡢᢎㅙ࡞ࡃ⮬⏤බ⾲ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊᙜヱዎ

ࡢࡍ࡚ࡢᵓᡂဨᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡋࠊࡲࡓࠊཷ

⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡀⴭస≀ヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊཷク⪅ࡀ

ク⪅ࡣࠊጤク⪅ᑐࡋ࡚⾜࠺ࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃࡍ࡚ࡢ⾜

ᢎㅙࡋࡓࡁ㝈ࡾࠊ᪤ཷク⪅ࡀᙜヱⴭస≀⾲♧ࡋࡓ

Ⅽࡘ࠸࡚ᙜヱ௦⾲⪅ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

Ặྡࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡀⴭస≀ヱᙜࡍࡿሙྜ

㸦ෆヂ᭩ཬࡧᕤ⛬⾲㸧
➨㸰᮲ ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙᭩ࢆᥦฟࡍࡿ㝿タィᅗ᭩ᇶ

࠾࠸࡚ࠊጤク⪅ࡀᙜヱⴭస≀ࡢ⏝┠ⓗࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ

࡙࠸࡚ࠊෆヂ᭩ࢆసᡂࡋࠊጤク⪅ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

ࡑࡢෆᐜࢆᨵኚࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊࡑࡢᨵኚྠពࡍࡿ

࠸ࠋࡓࡔࡋࠊูῧࡢタィ᭩ෆヂࢆグ㍕ࡍࡿࡇࡼࡾࡇ

ࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊጤク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡀⴭస

ࢀ௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

≀ヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡢෆᐜ

㸰 ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙⥾⤖ᚋ㸳᪥㸦ᶓᕷࡢఇ᪥ࢆᐃࡵࡿ

ࢆཷク⪅ࡢᢎㅙ࡞ࡃ⮬⏤ᨵኚࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

᮲ ᖹᡂᖺ᭶ᶓᕷ᮲➨ྕ ➨᮲➨㡯つᐃࡍ

㸲 ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀㸦ዎ⣙ࢆᒚ⾜ࡍࡿୖ࡛ᚓ

ࡿᮏᕷࡢఇ᪥ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧௨ෆࠊタィᅗ᭩ᇶ࡙࠸࡚ࠊᕤ

ࡽࢀࡓグ㘓➼ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡀⴭస≀ヱᙜࡍࡿࡋ࡞࠸

⛬⾲ࢆసᡂࡋࠊጤク⪅ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ

ࢃࡽࡎࠊጤク⪅ࡀᢎㅙࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱዎ⣙ࡢᒚ⾜

-1-

ྠᵝࡍࡿࠋ

ࡢ┠ⓗ≀ࢆ⏝ཪࡣ」〇ࡋࠊࡲࡓࠊ➨㸯᮲➨㸲㡯ࡢつᐃ

㸰 ⌧ሙ㈐௵⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜㛵ࡋ࡚ᚑ⪅ࢆᣦ┘

ࢃࡽࡎᙜヱዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡢෆᐜࢆබ⾲ࡍࡿࡇ

╩ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳 ཷク⪅ࡣࠊ➨㸯㡯ࡓࡔࡋ᭩ࡢつᐃࡼࡾඹ᭷࡞ࡗࡓⴭ

㸱 ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ╔ᡭ๓ࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ᚑ

స≀ࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵࠊጤ

ࡍࡿ⪅ࡢẶྡࡑࡢᚲせ࡞㡯ࢆጤク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀ

ク⪅ࡢᢎㅙࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᢎ

ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦┘╩ဨ㸧
ㅙࡢෆᐜࡣࠊጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࠋ
㸴 ጤク⪅ࡣࠊཷク⪅ࡀዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡢసᡂᙜࡓࡗ

➨㸷᮲ࡢ㸰ጤク⪅ࡣࠊ┘╩ဨࢆ⨨࠸ࡓࡁࡣࠊࡑࡢẶྡࢆ

࡚㛤Ⓨࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ⴭసᶒἲ➨᮲➨㸯㡯➨㸷ྕつ

ཷク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ┘╩ဨࢆኚ᭦ࡋࡓ

ᐃࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢⴭస≀ࢆ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦

ࡁࡶࠊྠᵝࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᕷ㛗ࠊỈ㐨ᴗ⟶⌮⪅ཪࡣ

ⴭసᶒἲ➨᮲ࡢ㸰つᐃࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢⴭస≀ࢆ࠸

㏻ᴗ⟶⌮⪅ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶒ㝈㸦ࡢ⪅ጤ௵ࡋ࡚

࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊཷク⪅ࡀᢎㅙࡋࡓሙྜࡣࠊูᐃࡵࡿ

࠸ࡿሙྜࡣࠊᙜヱཷ௵⪅ࡢᶒ㝈ࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ
㸧ᒓ

ࡇࢁࡼࡾࠊᙜヱࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝ࡍ

ࡍࡿዎ⣙ࡘ࠸࡚≉ᐃࡵࡓሙྜࡣࠊࡑࡢẶྡࢆཷク
⪅㏻▱ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸵 ཷク⪅ࡣࠊḟ᮲➨㸯㡯ࡓࡔࡋ᭩ࡢつᐃࡼࡾ➨୕⪅ጤ

㸰┘╩ဨࡣࠊࡇࡢ⣙Ḱࡢࡢ᮲㡯ᐃࡵࡿࡶࡢཬࡧࡇࡢ⣙

௵ࡋࠊཪࡣㄳࡅ㈇ࢃࡏࡿሙྜࡣࠊ๓ྛྕᐃࡵࡿつᐃࢆ

Ḱᇶ࡙ࡃጤク⪅ࡢᶒ㝈ࡉࢀࡿ㡯ࡢ࠺ࡕጤク⪅ࡀᚲ

ᙜヱ➨୕⪅ࡀ㑂Ᏺࡍࡿࡼ࠺ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞

せㄆࡵ࡚┘╩ဨጤ௵ࡋࡓࡶࡢࡢࠊタィᅗ᭩ᐃ

ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊḟᥖࡆࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
 ࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡘ࠸࡚ࡢཷク⪅ཪࡣཷク⪅ࡢ⌧ሙ㈐

㸦୍ᣓጤ௵ཪࡣ୍ᣓୗㄳ㈇ࡢ⚗Ṇ㸧

௵⪅ᑐࡍࡿᣦ♧ࠊᢎㅙཪࡣ༠㆟

➨㸴᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ཪࡣࡓࡿ㒊ศࢆ୍ᣓ

 ࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㐍ᤖࡢ☜ㄆࠊタィᅗ᭩ࡢグ㍕ෆᐜ

ࡋ࡚➨୕⪅ጤ௵ࡋࠊཪࡣㄳࡅ㈇ࢃࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔ

ᒚ⾜ෆᐜࡢ↷ྜࡑࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜≧ἣࡢㄪᰝ

ࡋࠊ࠶ࡽࡌࡵࠊጤク⪅ࡢᢎㅙࢆᚓࡓሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛

㸱ጤク⪅ࡣࠊ㸰ே௨ୖࡢ┘╩ဨࢆ⨨ࡁࠊ๓㡯ࡢᶒ㝈ࢆศᢸ

࡞࠸ࠋ
㸰 ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜࠾࠸࡚ୗㄳ㈇ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓሙ

ࡉࡏࡓࡁ࠶ࡗ࡚ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ┘╩ဨࡢ᭷ࡍࡿᶒ㝈ࡢ

ྜࡣࠊୗㄳ㈇ேࡢၟྕཪࡣྡ⛠ࡑࡢጤク⪅ࡢᐃࡵࡿ㡯

ෆᐜࢆࠊ┘╩ဨࡇࡢ⣙Ḱᇶ࡙ࡃጤク⪅ࡢᶒ㝈ࡢ୍㒊

ࢆࠊࡍࡳࡸጤク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢆጤ௵ࡋࡓࡁ࠶ࡗ࡚ࡣᙜヱጤ௵ࡋࡓᶒ㝈ࡢෆᐜࢆࠊ
ཷク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦≉チᶒ➼ࡢ⏝㸧
➨㸵᮲ ཷク⪅ࡣࠊ≉チᶒࠊᐇ⏝᪂ᶒࠊពᶒࠊၟᶆᶒࡑ

㸲ጤク⪅ࡀ┘╩ဨࢆ⨨࠸ࡓࡁࡣࠊཷク⪅ࡣࠊࡇࡢ⣙Ḱ

ࡢ᪥ᮏᅜࡢἲ௧ᇶ࡙ࡁಖㆤࡉࢀࡿ➨୕⪅ࡢᶒ㸦௨ୗ

ᐃࡵࡿㄳồࠊ㏻▱ࠊሗ࿌ࠊ⏦ฟࠊᢎㅙཬࡧゎ㝖ࡘ࠸࡚

ࠕ≉チᶒ➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᮦᩱࠊᒚ⾜᪉

ࡣࠊタィᅗ᭩ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊ┘╩ဨࢆ⤒⏤ࡋ࡚⾜

ἲ➼ࢆ⏝ࡍࡿࡁࡣࠊࡑࡢ⏝㛵ࡍࡿ୍ษࡢ㈐௵ࢆ㈇

࠺ࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ┘╩ဨ฿㐩ࡋࡓ

ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊጤク⪅ࡀࡑࡢᮦᩱࠊᒚ⾜᪉

᪥ࢆࡶࡗ࡚ጤク⪅฿㐩ࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
㸳ጤク⪅ࡀ┘╩ဨࢆ⨨࡞࠸ࡁࡣࠊࡇࡢ⣙Ḱᐃࡵࡿ┘

ἲ➼ࢆᣦᐃࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊタィᅗ᭩≉チᶒ➼ࡢᑐ㇟

╩ဨࡢᶒ㝈ࡣࠊጤク⪅ᖐᒓࡍࡿࠋ

࡛࠶ࡿ᪨ࡢ᫂♧ࡀ࡞ࡃࠊࡘࠊཷク⪅ࡀࡑࡢᏑᅾࢆ▱ࡽ࡞

㸦ᒚ⾜ࡢሗ࿌㸧

ࡗࡓࡁࡣࠊጤク⪅ࡣࠊཷク⪅ࡀࡑࡢ⏝㛵ࡋ࡚せࡋ

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊタィᅗ᭩ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊࡇࡢዎ
ࡓ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
⣙ࡢᒚ⾜ࡘ࠸࡚ࠊጤク⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦≉チᶒ➼ࡢⓎ᫂➼㸧

㸦ᮦᩱࡢရ㉁ࠊ᳨ᰝ➼㸧

➨㸶᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡾࠊ≉チᶒ➼ࡢᑐ㇟

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊタィᅗ᭩ရ㉁ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᮦᩱ

࡞ࡿࡁⓎ᫂ཪࡣ⪃ࢆࡋࡓሙྜࡣࠊጤク⪅㏻▱ࡋ࡞

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰➼ࡢရ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆ⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰 ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱ≉チᶒ➼ࡢྲྀᚓࡢࡓࡵࡢᡭ⥆

㸰 ཷク⪅ࡣࠊタィᅗ᭩࠾࠸࡚ጤク⪅ࡢ᳨ᰝ㸦☜ㄆࢆྵࡴࠋ

ཬࡧᶒࡢᖐᒓ➼㛵ࡍࡿヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ཷク

㸧ࢆཷࡅ࡚⏝ࡍࡁࡶࡢᣦ
⪅ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ ௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ྠࡌࠋ
㸦⌧ሙ㈐௵⪅➼㸧

ᐃࡉࢀࡓᮦᩱࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ᳨ᰝྜ᱁ࡋࡓࡶࡢࢆ⏝

➨㸷᮲ ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡾࠊ⌧ሙ㈐௵⪅ࢆ

ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ᳨ᰝ┤᥋ᚲせ
࡞㈝⏝ࡣࠊཷク⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋ

ᐃࡵࠊዎ⣙⥾⤖ᚋ㸳᪥㸦ᶓᕷࡢఇ᪥ࢆᐃࡵࡿ᮲ ᖹᡂ
ᖺ᭶ᶓᕷ᮲➨ྕ ➨᮲➨㡯つᐃࡍࡿᮏᕷࡢఇ

㸱 ጤク⪅ࡣࠊཷク⪅ࡽ๓㡯ࡢ᳨ᰝࢆồࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊ

᪥ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧௨ෆࠊࡑࡢẶྡࡑࡢᚲせ࡞㡯ࢆጤク⪅

ᙜヱㄳồࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㸵᪥௨ෆࠊࡇࢀᛂࡌ࡞ࡅࢀࡤ

㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌧ሙ㈐௵⪅ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜࡶ

࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡀタィᅗ᭩㐺ྜࡋ࡞࠸ሙྜ

㸦ᨭ⤥ᮦᩱཬࡧ㈚ရ㸧

࠾࠸࡚ࠊጤク⪅ࡀࠊᒚ⾜ࡑࡢࡢᥐ⨨ࢆㄳồࡋࡓࡁ

➨᮲ ጤク⪅ࡽཷク⪅ᨭ⤥ࡍࡿᮦᩱ㸦௨ୗࠕᨭ⤥ᮦᩱ

ࡣࠊࡇࢀᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧ㈚ࡍࡿᶵᲔჾල㸦௨ୗࠕ㈚ရࠖ࠸

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢ㐺ྜࡀጤク⪅ࡢᣦ♧ࡼࡿ➼ጤク⪅

࠺ࠋ
㸧ࡢရྡࠊᩘ㔞ࠊရ㉁ࠊつ᱁ཪࡣᛶ⬟ࠊᘬΏሙᡤཬࡧ
ᘬΏᮇࡣࠊタィᅗ᭩ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

ࡢ㈐ࡵᖐࡍࡁ⌮⏤ࡼࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿ

㸰 ጤク⪅ࡣࠊᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚ရࢆཷク⪅ࡢ❧࠸ࡢୖࠊ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣᒚ⾜ᮇ㛫ཪࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク

ጤク⪅ࡢ㈇ᢸ࠾࠸࡚ࠊ᳨ᰝࡋ࡚ᘬࡁΏࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

⪅ᦆᐖࢆཬࡰࡋࡓࡁࡣᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞

࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢရྡࠊᩘ㔞ࠊ

ࡽ࡞࠸ࠋ

ရ㉁ࠊつ᱁ཪࡣᛶ⬟ࡀタィ᭩ࡢᐃࡵ␗࡞ࡾࠊཪࡣ⏝

㸦᮲௳ኚ᭦➼㸧

㐺ᙜ࡛࡞࠸ㄆࡵࡓࡁࡣࠊཷク⪅ࡣࠊ㐜࡞ࡃࠊࡑࡢ᪨

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡾࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀ

ࢆጤク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋヱᙜࡍࡿᐇࢆⓎぢࡋࡓࡁࡣࠊ┤ࡕࠊࡑࡢ᪨ࢆጤ
ク⪅㏻▱ࡋࠊࡑࡢ☜ㄆࢆồࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸱 ཷク⪅ࡣࠊᮦᩱཪࡣ㈚ရࡢᘬΏࡋࢆཷࡅࡓࡁࡣࠊᙜ

  タィᅗ᭩ࡢ⾲♧ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࡇ㸦タィ᭩ࠊᅗ㠃ࠊ

ヱᘬΏࡋࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㸵᪥௨ෆࠊጤク⪅ཷ㡿᭩ཪࡣ

ᵝ᭩ࠊ⌧ሙㄝ᫂᭩ཬࡧࡇࢀࡽࡢᅗ᭩ᑐࡍࡿ㉁ၥᅇ⟅᭩

⏝᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡀ➢ྜࡋ࡞࠸ࡇࠊ୪ࡧタィᅗ᭩ㄗࡾཪࡣ₃ࢀ

㸲 ጤク⪅ࡣࠊཷク⪅ࡽ➨㸰㡯ᚋẁࡢつᐃࡼࡿ㏻▱ࢆཷ

ࡀ࠶ࡿࡇࢆྵࡴࠋ
㸧
ࠋ

ࡅࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊᙜヱ
ᨭ⤥ᮦᩱⱝࡋࡃࡣ㈚ရ௦࠼࡚ࡢᨭ⤥ᮦᩱⱝࡋࡃࡣ㈚

  ᒚ⾜ሙᡤࡢᙧ≧ࠊᆅ㉁ࠊỈ➼ࡢ≧ែࠊᒚ⾜ୖࡢไ⣙

ရࢆᘬࡁΏࡋࠊཪࡣᨭ⤥ᮦᩱⱝࡋࡃࡣ㈚ရࡢရྡࠊᩘ

➼タィᅗ᭩♧ࡉࢀࡓ⮬↛ⓗཪࡣேⅭⓗ࡞ᒚ⾜᮲௳ᐇ

㔞ࠊရ㉁ࠊつ᱁ⱝࡋࡃࡣᛶ⬟ࢆኚ᭦ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㝿ࡢᒚ⾜ሙᡤࡢ≧ែࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇࠋ
  タィᅗ᭩࡛᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᒚ⾜᮲௳ࡘ࠸࡚ࠊணᮇ

㸳 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊཷク⪅ᑐࡋ࡚ࠊ

ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸≉ูࡢ≧ែࡀ⏕ࡌࡓࡇࠋ

ࡑࡢ⌮⏤ࢆ᫂♧ࡋ࡚ࠊᙜヱᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚ရࡢ⏝ࢆồ

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢ☜ㄆࢆồࡵࡽࢀࡓࡁࠊཪࡣ⮬ࡽྠ㡯

ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ྛྕᥖࡆࡿᐇࢆⓎぢࡋࡓࡁࡣࠊཷク⪅ࡢ❧࠸ࡢୖࠊ

㸴 ጤク⪅ࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚
ရࡢရྡࠊᩘ㔞ࠊရ㉁ࠊつ᱁ⱝࡋࡃࡣᛶ⬟ࠊᘬΏሙᡤཪ

┤ࡕࠊㄪᰝࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊཷク⪅ࡀ

ࡣᘬΏᮇࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

❧࠸ᛂࡌ࡞࠸ሙྜࡣࠊཷク⪅ࡢ❧࠸ࢆᚓࡎㄪᰝ
ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸵 ጤク⪅ࡣࠊ๓㸱㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽ
ࢀࡿࡁࡣᒚ⾜ᮇ㛫ཪࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク⪅ᦆ

㸱 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊཷク⪅ࡢព

ᐖࢆཬࡰࡋࡓࡁࡣࠊᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

ぢࢆ⫈࠸ࡓୖࠊᙜヱㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ࡇࢀᑐࡋ࡚ᇳࡿࡁᥐ

࠸ࠋ

⨨ࢆᣦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᙜヱᣦ♧ࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆ

㸶 ཷク⪅ࡣࠊᨭ⤥ᮦᩱཬࡧ㈚ရࢆၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࢆ

ࡾࡲࡵࠊᙜヱㄪᰝࡢ⤊ᚋ᪥௨ෆࠊཷク⪅㏻▱ࡋ

ࡶࡗ࡚ಖ⟶ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊጤク⪅ࡣࠊᙜヱᮇ㛫ෆཷク

㸷 ཷク⪅ࡣࠊᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚ရࡢᘬΏࡋࢆཷࡅࡓᚋࠊᙜ

⪅㏻▱ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡁ

ヱᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚ရ➨㸰㡯ࡢ᳨ᰝࡼࡾⓎぢࡍࡿࡇ

ࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵࠊཷク⪅ࡢពぢࢆ⫈࠸ࡓୖࠊᙜヱᮇ㛫ࢆᘏ

ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㞃ࢀࡓࡋࡀ࠶ࡾࠊ⏝㐺ᙜ࡛࡞࠸ㄆ

㛗ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸲 ๓㡯ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ➨㸯㡯ྛྕᥖࡆࡿᐇࡀጤク⪅ཬ

ࡵࡓࡁࡣࠊ┤ࡕࠊࡑࡢ᪨ࢆጤク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞

ࡧཷク⪅ࡼࡗ࡚☜ㄆࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿ

ࡽ࡞࠸ࠋ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊḟᥖࡆࡿࡇࢁࡼࡾࠊタィᅗ᭩ࢆ

  ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ➨㸲㡯ࠊ➨㸳㡯ཬࡧ➨㸵㡯ࡢつᐃ

ゞṇࡋࠊཪࡣኚ᭦ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ

  ➨㸯㡯➨㸯ྕヱᙜࡋ   ጤク⪅ࡀ⾜࠺ࠋ

 ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ࡢࠊタィᅗ᭩ࡢኚ᭦➼

ࠊタィᅗ᭩ࢆゞṇࡍࡿሙ

ࡼࡗ࡚⏝࡞ࡗࡓᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚ရࢆࠊタィᅗ᭩
ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊጤク⪅㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ྜ
  ➨㸯㡯➨㸰ྕཪࡣ➨㸱   ጤク⪅ࡀ⾜࠺ࠋ

 ཷク⪅ࡣࠊᨾពཪࡣ㐣ኻࡼࡾᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚ရࡀ⁛
ኻࡋࠊⱝࡋࡃࡣࡁᦆࡋࠊཪࡣࡑࡢ㏉㑏ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ

ྕヱᙜࡋࠊタィᅗ᭩ࢆ

ࡁࡣࠊጤク⪅ࡢᣦᐃࡋࡓᮇ㛫ෆ௦ရࢆ⣡ࡵࠊⱝࡋࡃࡣཎ

ኚ᭦ࡍࡿሙྜ࡛ࠊዎ⣙ࡢ

≧ࡋࠊཪࡣᦆᐖࢆ㈺ൾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᒚ⾜ࡢෆᐜࡢኚ᭦ࢆక࠺

 ཷク⪅ࡣࠊᨭ⤥ᮦᩱཪࡣ㈚ရࡢ⏝᪉ἲࡀタィᅗ᭩

ࡶࡢ

᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡁࡣࠊጤク⪅ࡢᣦ♧ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞

  ➨㸯㡯➨㸰ྕཪࡣ➨㸱   ጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠

ࡽ࡞࠸ࠋ

  ྕヱᙜࡋࠊタィᅗ᭩ࢆ   ㆟ࡋ࡚⾜࠺ࠋ

㸦タィᅗ᭩㐺ྜ࡞ሙྜࡢᥐ⨨➼㸧

ኚ᭦ࡍࡿሙྜ࡛ࠊዎ⣙ࡢ

-3-

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊ

ᒚ⾜ࡢෆᐜࡢኚ᭦ࢆకࢃ

ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊᒚ⾜ᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋ࡞ࡅࢀ

࡞࠸ࡶࡢ
㸳 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾタィᅗ᭩ࡢゞṇཪࡣኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ

ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋጤク⪅ࡣࠊࡑࡢᒚ⾜ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡀጤク⪅ࡢ㈐

࠾࠸࡚ࠊጤク⪅ࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣᒚ⾜

ࡵᖐࡍࡁ⌮⏤ࡼࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊዎ⣙௦㔠㢠ࡘ

ᮇ㛫ཪࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク⪅ᦆᐖࢆཬࡰࡋࡓ

࠸࡚ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿኚ᭦ࢆ⾜࠸ࠊཪࡣཷク⪅ᦆᐖࢆཬ

ࡁࡣᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡰࡋࡓࡁࡣᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦タィᅗ᭩ࡢኚ᭦㸧

㸦ᒚ⾜ᮇ㛫ࡢ▷⦰➼㸧

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊ๓᮲➨㸲㡯ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠊᚲ

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊ≉ูࡢ⌮⏤ࡼࡾᒚ⾜ᮇ㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿᚲ

せࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊタィᅗ᭩ࡢኚ᭦ࡢෆᐜࢆཷク

せࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊཷク⪅ᑐࡋ࡚ࠊᒚ⾜ᮇ㛫ࡢ▷⦰ࢆồࡵ

⪅㏻▱ࡋ࡚ࠊタィᅗ᭩ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ሙྜ࠾࠸࡚ࠊጤク⪅ࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁ

㸰 ጤク⪅ࡣࠊࡇࡢ⣙Ḱࡢࡢ᮲㡯ࡢつᐃࡼࡾᒚ⾜ᮇ㛫ࢆ

ࡣᒚ⾜ᮇ㛫ཪࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク⪅ᦆᐖࢆཬ

ᘏ㛗ࡍࡁሙྜ࠾࠸࡚ࠊ≉ูࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᘏ㛗

ࡰࡋࡓࡁࡣᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡍࡿᒚ⾜ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࠊཷク⪅㏻ᖖᚲせࡉࢀࡿᒚ⾜ᮇ

㛫‶ࡓ࡞࠸ᒚ⾜ᮇ㛫ࡢኚ᭦ࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦௦᭰᪉ἲ➼ࡢᥦ㸧
➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊタィᅗ᭩➼ࡘ࠸࡚ࠊᢏ⾡ⓗཪࡣ⤒῭ⓗ

㸱 ๓㸰㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊጤク⪅ࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽ

ඃࢀࡓ௦᭰᪉ἲࡑࡢᨵⰋ㡯ࢆⓎぢࡋࠊཪࡣⓎࡋࡓ

ࢀࡿࡁࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク⪅ᦆᐖࢆཬࡰࡋࡓ

ࡁࡣࠊጤク⪅ᑐࡋ࡚ࠊᙜヱⓎぢཪࡣⓎᇶ࡙ࡁタィ

ࡁࡣࠊᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᅗ᭩➼ࡢኚ᭦ࢆᥦࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦ᒚ⾜ᮇ㛫ࡢኚ᭦ࡢ᪉ἲ㸧

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯つᐃࡍࡿཷク⪅ࡢᥦࢆཷࡅࡓሙྜ

➨᮲ ➨᮲➨㸵㡯㸦ྠ᮲➨㸷㡯ᚋẁ࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿሙ

࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊタィᅗ᭩➼ࡢኚ᭦ࢆ

ྜࢆྵࡴࠋ
㸧
ࠊ➨᮲➨㸰㡯ࠊ➨᮲➨㸳㡯ࠊ➨᮲ࠊ➨

ཷク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸰㡯ཪࡣ๓᮲➨㸯㡯ⱝ

㸱 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾタィᅗ᭩➼ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓሙ

ࡋࡃࡣ➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡿᒚ⾜ᮇ㛫ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤ

ྜ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊᒚ⾜ᮇ㛫ཪ

ク⪅ཷク⪅ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱ༠㆟ࡢ㛤

ࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ጞࡢ᪥ࡽ᪥௨ෆᙜヱ༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊጤ
ク⪅ࡣࠊᒚ⾜ᮇ㛫ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ୍୰Ṇ㸧

㸰 ๓㡯ࡢ༠㆟ࡢ㛤ጞࡢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀཷク⪅ࡢព

➨᮲ ᒚ⾜ሙᡤ➼ࡢ☜ಖࡀ࡛ࡁ࡞࠸➼ࡢࡓࡵཪࡣᭀ㢼ࠊ

ぢࢆ⫈࠸࡚ᐃࡵࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࠋ

㞵ࠊὥỈࠊ㧗₻ࠊᆅ㟈ࠊᆅࡾࠊⴠ┙ࠊⅆ⅏ࡑࡢࡢ⮬↛
ⓗⱝࡋࡃࡣேⅭⓗ࡞㇟㸦௨ୗࠕኳ⅏➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࡛࠶

㸦ዎ⣙௦㔠㢠➼ࡢኚ᭦ࡢ᪉ἲ㸧

ࡗ࡚ཷク⪅ࡢ㈐ࡵᖐࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡼࡾࠊዎ⣙

➨᮲ ➨᮲➨㸵㡯㸦ྠ᮲➨㸷㡯ᚋẁ࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿሙ

ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀➼ᦆᐖࢆ⏕ࡌࠊⱝࡋࡃࡣᒚ⾜ሙᡤࡢ≧ែ

ྜࢆྵࡴࠋ
㸧
ࠊ➨᮲➨㸰㡯ࠊ➨᮲➨㸳㡯ࠊ➨᮲ࠊ➨

ࡀኚືࡋࡓࡓࡵࠊཷク⪅ࡀዎ⣙ࢆᒚ⾜࡛ࡁ࡞࠸ㄆࡵࡽࢀ

᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸰㡯ཪࡣ➨᮲➨㸱㡯

ࡿࡁࡣࠊጤク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ୍୰Ṇࡢෆᐜࢆ┤ࡕ

ࡢつᐃࡼࡿዎ⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙⥾⤖ࡢ

ཷク⪅㏻▱ࡋ࡚ࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆ୍୰

౯᱁ࢆᇶ♏ࡋ࡚ࠊጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࠋ

Ṇࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ ࡓࡔࡋࠊ༠㆟㛤ጞࡢ᪥ࡽ᪥௨ෆᙜヱ༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞
࠸ሙྜࡣࠊጤク⪅ࡣࠊዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク⪅㏻

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠊᚲせࡀ࠶ࡿ

▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ㄆࡵࡿࡁࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆ୍୰Ṇࡉࡏ

㸰 ๓㡯ࡢ༠㆟ࡢ㛤ጞࡢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀཷク⪅ࡢព

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ぢࢆ⫈࠸࡚ᐃࡵࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸱 ጤク⪅ࡣࠊ๓㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾዎ⣙ࡢᒚ⾜ࢆ୍୰Ṇࡉ
ࡏࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣᒚ⾜ᮇ

㸱 ➨᮲➨㸵㡯㸦ྠ᮲➨㸷㡯ᚋẁ࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿሙྜࢆ

㛫ཪࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཷク⪅ࡀዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ⥆⾜

ྵࡴࠋ
㸧
ࠊ➨᮲➨㸰㡯ࠊ➨᮲➨㸳㡯ࠊ➨᮲ࠊ➨᮲➨

ഛ࠼ᒚ⾜ሙᡤࢆ⥔ᣢࡋࠊཪࡣᚑ⪅ࠊᶵᲔჾල➼ࢆಖᣢࡍ

㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸰㡯ࠊ➨᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸲㡯ࠊ➨

ࡿࡓࡵࡢ㈝⏝➼ࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ୍୰Ṇక࠺ቑຍ㈝⏝ࢆ

᮲ࡓࡔࡋ᭩ཪࡣ➨᮲➨㸱㡯ࡢつᐃࡼࡾጤク⪅ࡀ㈇ᢸࡍ

ᚲせࡋࡓࡁࡑࡢཷク⪅ᦆᐖࢆཬࡰࡋࡓࡁࡣᚲせ

ࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵ
ࡿࠋ

࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ᒚ⾜ᮇ㛫ࡢᘏ㛗㸧

㸦㈤㔠ཪࡣ≀౯ࡢኚືᇶ࡙ࡃዎ⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦㸧

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊࡑࡢ㈐ࡵᖐࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤ࡼ

➨᮲ ጤク⪅ཪࡣཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ᮇ㛫ෆ࡛ጤクዎ⣙⥾⤖ࡢ

ࡾᒚ⾜ᮇ㛫ෆᴗົࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡁࡣࠊࡑ

᪥ࡽ᭶ࢆ⤒㐣ࡋࡓᚋࠊ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡅࡿ㈤㔠Ỉ‽ཪ

ࡢ⌮⏤ࢆ᫂♧ࡋࡓ᭩㠃ࡼࡾࠊጤク⪅ᒚ⾜ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆ

ࡣ≀౯Ỉ‽ࡢኚືࡼࡾዎ⣙௦㔠㢠ࡀ㐺ᙜ࡞ࡗࡓㄆ

ㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡵࡓࡁࡣࠊ┦ᡭ᪉ᑐࡋ࡚ዎ⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦ࢆㄳồࡍࡿ
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ࢀࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀࡇࢀࢆ㈇ᢸࡍࡿࠋ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦୍⯡ⓗᦆᐖ㸧

㸰 ጤク⪅ཪࡣཷク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡀ࠶ࡗࡓ
ࡁࡣࠊኚື๓ጤク௦㔠㢠㸦ዎ⣙௦㔠㢠ࡽᙜヱㄳồࡢᒚ

➨᮲ ዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡘ࠸࡚⏕ࡌࡓᦆᐖ㸦ḟ᮲➨㸯㡯ཪࡣ➨

⾜῭㒊ศ┦ᛂࡍࡿጤク௦㔠㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㢠ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗ

㸰㡯つᐃࡍࡿᦆᐖࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡣࠊཷク⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋ

ࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ྠࡌࠋ
㸧ኚືᚋጤク௦㔠㢠㸦ኚືᚋࡢ㈤

ࡓࡔࡋࠊᙜヱᦆᐖࡢ࠺ࡕጤク⪅ࡢ㈐ࡵᖐࡍࡁ⌮⏤ࡼ

㔠ཪࡣ≀౯ࢆᇶ♏ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓኚື๓ጤク௦㔠㢠┦ᛂ

ࡾ⏕ࡌࡓࡶࡢ㸦タィᅗ᭩ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࡉࢀࡓಖ

ࡍࡿ㢠ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ྠࡌࠋ
㸧ࡢᕪ㢠ࡢ࠺

㝤ࡼࡾ࡚ࢇ⿵ࡉࢀࡓ㒊ศࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅
ࡀࡇࢀࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡕࠊኚື๓ጤク௦㔠㢠ࡢศࡢࢆ㉸࠼ࡿ㢠ࡘࡁࠊ

㸦➨୕⪅ཬࡰࡋࡓᦆᐖ㸧

ዎ⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦ᛂࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨᮲ ዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡘ࠸࡚➨୕⪅ᦆᐖࢆཬࡰࡋࡓࡁࡣࠊ

㸱 ኚື๓ጤク௦㔠㢠ཬࡧኚືᚋጤク௦㔠㢠ࡣࠊㄳồࡢ࠶ࡗ
ࡓ᪥ࢆᇶ‽ࡋࠊ≀౯ᣦᩘ➼ᇶ࡙ࡁጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠

ḟ㡯ᐃࡵࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊཷク⪅ࡀࡑࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡋ࡞ࡅ

㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱ༠㆟ࡢ㛤ጞࡢ᪥ࡽ᪥௨ෆ

ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢᦆᐖࡢ࠺ࡕጤク⪅ࡢ㈐ࡵᖐ

ᙜヱ༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊጤク⪅ࡣࠊኚື๓ጤク

ࡍࡁ⌮⏤ࡼࡾ⏕ࡌࡓࡶࡢ㸦タィᅗ᭩ᐃࡵࡿࡇࢁ

௦㔠㢠ཬࡧኚືᚋጤク௦㔠㢠ࢆᐃࡵࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࠋ

ࡼࡾࡉࢀࡓಖ㝤ࡼࡾ࡚ࢇ⿵ࡉࢀࡓ㒊ศࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡘ
࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀࡇࢀࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ

㸲 ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡣࠊࡇࡢ᮲ࡢつᐃࡼࡾዎ⣙௦
㔠㢠ࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊᗘ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ

ཷク⪅ࡀࡑࡢᮦᩱཪࡣᣦ♧ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡇࢆ▱ࡾ࡞ࡀ

࠾࠸࡚ࡣࠊྠ㡯୰ࠕጤクዎ⣙⥾⤖ࡢ᪥ࠖ࠶ࡿࡢࡣࠊ
ࠕ

ࡽࡇࢀࢆ㏻▱ࡋ࡞ࡗࡓࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
㸰 ዎ⣙ࡢᒚ⾜క࠸㏻ᖖ㑊ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸㦁㡢ࠊືࠊ

┤๓ࡢࡇࡢ᮲ᇶ࡙ࡃዎ⣙௦㔠㢠ኚ᭦ࡢᇶ‽ࡋࡓ᪥ࠖ

ᆅ┙ỿୗࠊᆅୗỈࡢ᩿⤯➼ࡢ⌮⏤ࡼࡾ➨୕⪅ᦆᐖ㸦タ

ㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿ
㸳 ≉ู࡞せᅉࡼࡾᒚ⾜ᮇ㛫ෆせ࡞ᮦᩱࡢ᪥ᮏᅜෆ

ィᅗ᭩ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࡉࢀࡓಖ㝤ࡼࡾ࡚ࢇ⿵ࡉ

࠾ࡅࡿ౯᱁ⴭࡋ࠸ኚືࢆ⏕ࡌࠊዎ⣙௦㔠㢠ࡀ㐺ᙜ࡞

ࢀࡓ㒊ศࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࢆཬࡰࡋࡓࡁࡣࠊጤク⪅ࡀࡑࡢᦆᐖ

ࡗࡓࡁࡣࠊጤク⪅ཪࡣཷク⪅ࡣࠊዎ⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦ࢆồ

ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢᦆᐖࡢ࠺ࡕዎ⣙

ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡢᒚ⾜ࡘࡁཷク⪅ࡀၿⰋ࡞⟶⌮⪅ࡢὀព⩏ົࢆᛰࡗࡓࡇ
ࡼࡾ⏕ࡌࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊཷク⪅ࡀࡇࢀࢆ㈇ᢸࡋ࡞

㸴 ணᮇࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸≉ูࡢࡼࡾࠊᒚ⾜ᮇ㛫ෆ

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

᪥ᮏᅜෆ࠾࠸࡚ᛴ⃭࡞ࣥࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥཪࡣࢹࣇ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡌࠊዎ⣙௦㔠㢠ࡀⴭࡋࡃ㐺ᙜ࡞ࡗࡓࡁࡣࠊ

㸱 ๓㸰㡯ࡢሙྜࡑࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡘ࠸࡚➨୕⪅ࡢ㛫

ጤク⪅ཪࡣཷク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊዎ⣙௦㔠

⣮தࢆ⏕ࡌࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠㆟ࡋ

㢠ࡢኚ᭦ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࡚ࡑࡢฎ⌮ゎỴ࠶ࡓࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ዎ⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦௦࠼ࡿタィᅗ᭩ࡢኚ᭦㸧

㸵 ๓㸰㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱዎ
⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠㆟ࡋ࡚

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊ➨᮲➨㸵㡯㸦ྠ᮲➨㸷㡯ᚋẁ࠾࠸࡚

ᐃࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱ༠㆟ࡢ㛤ጞࡢ᪥ࡽ᪥௨ෆᙜヱ

‽⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ
㸧
ࠊ➨᮲➨㸰㡯ࠊ➨᮲➨㸳㡯ࠊ➨

༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊጤク⪅ࡣࠊዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦

᮲ࠊ➨᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸰㡯ࠊ➨

᮲➨㸱㡯ࠊ➨᮲➨㸯㡯ࠊ➨㸳㡯ⱝࡋࡃࡣ➨㸴㡯ࠊ➨᮲
ࡋࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
➨㸲㡯ࠊ➨᮲ཪࡣ➨᮲➨㸱㡯ࡢつᐃࡼࡾዎ⣙௦㔠㢠

㸶 ๓㡯ࡢ༠㆟ࡢ㛤ጞࡢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀཷク⪅ࡢព
ぢࢆ⫈࠸࡚ᐃࡵࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࠋ

ࢆኚ᭦ࡍࡁሙྜཪࡣ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡁሙྜ࠾࠸࡚ࠊ≉

㸦⮫ᶵࡢᥐ⨨㸧

ูࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊኚ᭦ࡍࡁዎ⣙௦㔠㢠ཪࡣ㈇ᢸࡍ

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊ⅏ᐖ㜵Ṇ➼ࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿ

ࡁ㈝⏝ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊௦࠼࡚タィᅗ᭩ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ

ࡁࡣࠊ⮫ᶵࡢᥐ⨨ࢆᇳࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾

ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊタィᅗ᭩ࡢኚ᭦ࡢෆᐜࡣࠊ

࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊཷク⪅ࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵࠊ

ጤク⪅ཷク⪅ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊ༠㆟㛤ጞࡢ

ጤク⪅ࡢពぢࢆ⫈࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⥭ᛴࡸࡴ

᪥ࡽ᪥௨ෆᙜヱ༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊጤク⪅

ࢆᚓ࡞࠸ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ ࡣࠊタィᅗ᭩ࡢኚ᭦ࡢෆᐜࢆᐃࡵࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࡶࡢ
㸰 ཷク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᇳࡗࡓᥐ⨨ࡢෆ

ࡍࡿࠋ

ᐜࡘ࠸࡚ጤク⪅┤ࡕ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸰 ๓㡯ࡢ༠㆟ࡢ㛤ጞࡢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀཷク⪅ࡢព
㸱 ጤク⪅ࡣࠊ⅏ᐖࡢ㜵Ṇࡑࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ୖ≉ᚲせࡀ࠶

ぢࢆ⫈࠸࡚ᐃࡵࠊཷク⪅㏻▱ࡍࡿࠋ

ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊཷク⪅ᑐࡋ࡚⮫ᶵࡢᥐ⨨ࢆᇳࡿࡇ

㸦୰㛫᳨ᰝ㸧

ࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜㛵ࡋࠊጤク⪅ࡀᚲせㄆࡵ

㸲 ཷク⪅ࡀ➨㸯㡯ཪࡣ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾ⮫ᶵࡢᥐ⨨ࢆᇳࡗ

ࡿࡁࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ๓ࠊཷク⪅ࡢ❧࠸ࡢୖࠊ

ࡓሙྜࡣࠊᙜヱᥐ⨨せࡋࡓ㈝⏝ࡢ࠺ࡕࠊཷク⪅ࡀዎ⣙௦

ጤク⪅ࡢ᳨ᰝࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ

㔠㢠ࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚㈇ᢸࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࡞࠸ㄆࡵࡽ

᳨ᰝ┤᥋ᚲせ࡞㈝⏝ࡣࠊཷク⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ

-5-

ࢆᚓ࡚⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ጤク⪅ࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡼࡾࠊ㐣ศࡢ㈝⏝ࢆせࡋࡓศࡘ

㸰 ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡣࠊࡑࡢ⏝㒊ศࢆၿⰋ
࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀࡇࢀࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࡞⟶⌮⪅ࡢὀពࢆࡶࡗ࡚⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰 ୰㛫᳨ᰝࡢᐇࡢᮇ᪥ཬࡧሙᡤࡣࠊጤク⪅ཷク⪅ࡀ

㸱 ጤク⪅ࡣࠊ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿ⏝ࡼࡾཷク⪅ᦆᐖ

༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࠋ

ࢆཬࡰࡋࡓࡁࡣࠊᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸱 ཷク⪅ࡣࠊ୰㛫᳨ᰝࡢᮇ᪥ࡲ࡛ࠊᙜヱ᳨ᰝಀࡿ‽ഛ
ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦๓㔠ᡶ㸧

㸲 ཷク⪅ࡣࠊṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃ୰㛫᳨ᰝ❧ࡕࢃ࡞ࡗࡓ

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊูᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ๓ᡶ㔠ࡢᨭᡶ
ࢆጤク⪅ㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡁࡣࠊ୰㛫᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋฟࡿࡇࡀ࡛

㸦㒊ศᡶཬࡧ㒊ศ᳨ᰝ㸧

ࡁ࡞࠸ࠋ

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ࡢ๓ࠊᒚ⾜῭㒊

㸦᳨ᰝ㸧

ศ┦ᛂࡍࡿዎ⣙௦㔠㢠ࡘ࠸࡚ࠊḟ㡯௨ୗᐃࡵࡿࡇ

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ࡀࡋࡓࡁࡣࠊ㐜
࡞ࡃࠊࡑࡢ᪨ࢆጤク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࢁࡼࡾࠊጤク⪅ᑐࡋ࡚ࠊ㒊ศᡶࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿ㏻▱ࢆཷࡅࡓࡁࡣࠊࡑࡢ

㸰 㒊ศᡶࡢᅇᩘཬࡧᮇࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵጤク⪅ࡢᣦᐃࡍࡿ

᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚᪥௨ෆࠊཷク⪅ࡢ❧࠸ࡢୖࠊዎ⣙ࡢ

ࡇࢁࡼࡿࠋ

ᒚ⾜ࡢ㒊ࡢࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ᰝࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ᳨ᰝ┤᥋ᚲせ࡞㈝⏝ࡣࠊ

㸱 ཷク⪅ࡣࠊ㒊ศᡶࢆㄳồࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊ࠶ࡽࡌ

ཷク⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊጤク⪅ࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡼ

ࡵࠊᙜヱㄳồಀࡿዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ศࡢ☜ㄆࢆጤク⪅

ࡾࠊ㐣ศࡢ㈝⏝ࢆせࡋࡓศࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀࡇࢀࢆ㈇

ㄳồࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸲 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿ☜ㄆࡢㄳồࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊ
ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢෆᐜࡀ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿ᳨ᰝ

ᙜヱㄳồࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚᪥௨ෆࠊཷク⪅ࡢ❧

ྜ᱁ࡋ࡞࠸ࡁࡣࠊ┤ࡕࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆᇳࡗࡓୖࠊጤク

࠸ࡢୖࠊタィᅗ᭩ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊᙜヱ☜ㄆࢆࡍ

⪅ࡢ᳨ᰝࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ࡿࡓࡵࡢ᳨ᰝࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ

ᚲせ࡞ᥐ⨨ࡢࢆዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ࡢࡳ࡞ࡋ࡚๓

᳨ᰝ┤᥋ᚲせ࡞㈝⏝ࡣࠊཷク⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ

㸰㡯ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

ጤク⪅ࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡼࡾࠊ㐣ศࡢ㈝⏝ࢆせࡋࡓศࡘ
࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦ዎ⣙௦㔠ࡢᨭᡶ㸧
➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊ๓᮲➨㸰㡯㸦ྠ᮲➨㸱㡯ᚋẁࡢつᐃࡼ

㸳 ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢෆᐜࡀ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿ᳨ᰝ

ࡾ㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࢆྵࡴࠋ➨㸱㡯࠾࠸࡚ྠࡌࠋ
㸧ࡢつᐃ

ྜ᱁ࡋ࡞࠸ࡁࡣࠊ┤ࡕࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆᇳࡗࡓୖࠊጤク

ࡼࡿ᳨ᰝྜ᱁ࡋࡓࡁࡣࠊጤク⪅ዎ⣙௦㔠ࡢᨭᡶࢆ

⪅ࡢ᳨ᰝࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᚲせ࡞ᥐ⨨ࡢࢆዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ࡢࡳ࡞ࡋ࡚๓
㸰㡯ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࢆཷࡅࡓࡁࡣࠊࡑࡢ

㸴 ཷク⪅ࡣࠊ➨㸲㡯ࡢつᐃࡼࡿ᳨ᰝྜ᱁ࡋࡓࡁࡣࠊ

᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚᪥௨ෆዎ⣙௦㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ

ጤク⪅㒊ศᡶࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸

࡞࠸ࠋ

࡚ࠊጤク⪅ࡣࠊᙜヱㄳồࡀ࠶ࡗࡓ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚᪥௨ෆ

㸱 ጤク⪅ࡀࡑࡢ㈐ࡵᖐࡍࡁ⌮⏤ࡼࡾ๓᮲➨㸰㡯つ

㒊ศᡶ㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᐃࡍࡿᮇ㛫ෆ᳨ᰝࢆࡋ࡞࠸ࡁࡣࠊࡑࡢᮇ㝈ࢆ⤒㐣ࡋࡓ
᪥ࡽ᳨ᰝࢆࡋࡓ᪥ࡲ࡛ࡢ᪥ᩘࡣࠊ๓㡯ࡢᮇ㛫㸦௨ୗࡇࡢ

㸦㒊ศᡶ㔠ࡢᡶᑐࡍࡿዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ୰Ṇ㸧

㡯࠾࠸࡚ࠕ⣙ᐃᮇ㛫ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ᪥ᩘࡽᕪࡋᘬࡃࡶ

➨᮲ཷク⪅ࡣࠊጤク⪅ࡀ๓᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡃᨭᡶࢆ㐜ᘏ

ࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ㐜ᘏ᪥ᩘࡀ⣙ᐃᮇ㛫ࡢ

ࡋࠊ┦ᙜࡢᮇ㛫ࢆᐃࡵ࡚ࡑࡢᨭᡶࢆㄳồࡋࡓࡶࢃࡽ

᪥ᩘࢆ㉸࠼ࡿࡁࡣࠊ⣙ᐃᮇ㛫ࡣࠊ㐜ᘏ᪥ᩘࡀ⣙ᐃᮇ㛫ࡢ

ࡎᨭᡶࢆࡋ࡞࠸ࡁࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢᒚ⾜

᪥ᩘࢆ㉸࠼ࡓ᪥࠾࠸࡚‶ࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ

ࢆ୍୰Ṇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊཷク
⪅ࡣࠊ┤ࡕࡑࡢ᪨ࢆጤク⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦ᾘ㈝⛯➼⋡ኚືక࠺ዎ⣙௦㔠㢠ࡢኚ᭦㸧
➨᮲ࡢ㸰 ᾘ㈝⛯ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➼ࡢᨵṇ➼

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾཷク⪅ࡀዎ⣙ࡢᒚ⾜ࢆ୰Ṇ

ࡼࡗ࡚ᾘ㈝⛯➼⋡ኚືࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ≉ẁࡢኚ᭦ᡭ

ࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣᒚ⾜ᮇ

⥆ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡃࠊ┦ᙜ㢠ࢆຍῶࡋࡓࡶࡢࢆዎ⣙௦㔠㢠

㛫ⱝࡋࡃࡣዎ⣙௦㔠㢠ࢆኚ᭦ࡋࠊཪࡣཷク⪅ࡀዎ⣙ࡢᒚ⾜

ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᅜࡀᐃࡵࡿ⤒㐣ᥐ⨨➼ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊᾘ㈝⛯

ࡢ⥆⾜ഛ࠼ᒚ⾜ሙᡤࢆ⥔ᣢࡋⱝࡋࡃࡣᚑ⪅ࠊᶵᲔჾල

➼㢠ኚືࡀ⏕ࡌ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱ⤒㐣ᥐ⨨➼ࡢྲྀᢅ࠸

➼ࢆಖᣢࡍࡿࡓࡵࡢ㈝⏝ࡑࡢࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ୍୰Ṇ

ᚑ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

క࠺ቑຍ㈝⏝ࢆᚲせࡋⱝࡋࡃࡣཷク⪅ᦆᐖࢆཬࡰࡋࡓ
ࡁࡣᚲせ࡞㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦᳨ᰝ๓ࡢ⏝㸧

㸦ࡋᢸಖ㸧

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊ➨᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡿ᳨ᰝ๓࠾࠸

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡋࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ

࡚ࡶࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆཷク⪅ࡢᢎㅙ
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ཷク⪅ᑐࡋ࡚ᙜヱࡋࡢಟ⿵ཪࡣᙜヱಟ⿵௦࠼ࠊⱝࡋ

➨᮲ࡢ㸰 ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙㛵ࡋ࡚ࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎ

ࡃࡣᙜヱಟ⿵ࡶᦆᐖࡢ㈺ൾࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊヱᙜࡋࡓⅬ࠾ࡅࡿዎ⣙௦㔠㢠

ࡓࡔࡋࠊᙜヱࡋࡀ㔜せ࡛࡞ࡃࠊࡘࠊᙜヱಟ⿵㐣ศࡢ

ࡢศࡢ㸰┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆᦆᐖ㈺ൾ㔠ࡋ࡚ጤク⪅ࡢᣦᐃ

㈝⏝ࢆせࡍࡿࡁࡣࠊጤク⪅ࡣࠊᙜヱಟ⿵ࢆồࡵࡿࡇࡀ

ࡍࡿᮇ㛫ෆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᆅ᪉⮬

࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ἲ➨᮲ࡢ㸱ᇶ࡙ࡃ㛗ᮇ⥅⥆ዎ⣙࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ᮲
࠾ࡅࡿዎ⣙௦㔠㢠ࢆࠊዎ⣙௦㔠ࡢ⥲㢠ㄞࡳ᭰࠼ࡿࠋ

㸰 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿࡋࡢಟ⿵ཪࡣᦆᐖ㈺ൾࡢㄳồࡣࠊዎ

 ཷク⪅ཪࡣཷク⪅ࢆᵓᡂᴗ⪅ࡍࡿ⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇ

⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡢᘬΏࡋࡢ᪥ࡽ㸯ᖺ௨ෆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱࡋࡀཷク⪅ࡢᨾពཪࡣ㔜࡞

ཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖺἲᚊ➨ྕࠋ

㐣ኻࡼࡾ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊᙜヱㄳồࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿ

௨ୗࠕ⊂༨⚗Ṇἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧➨㸰᮲➨㸰㡯ࡢᴗ⪅ᅋ

ᮇ㛫ࡣࠊᖺࡍࡿࠋ

య㸦௨ୗࠕཷク⪅➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀࠊࡇࡢዎ⣙ࡘ࠸࡚

㸱 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊࡋᢸಖᮇ㛫ࡘ࠸࡚タィᅗ

⊂༨⚗Ṇἲ➨㸱᮲ཪࡣ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡋࡓ

᭩ู࡛ẁࡢᐃࡵࢆࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᅗ᭩ࡢᐃࡵࡿࡇࢁ

ࡋ࡚ࠊཷク⪅➼ᑐࡍࡿ⊂༨⚗Ṇἲ➨㸵᮲ⱝࡋࡃࡣ➨㸶

ࡼࡿࠋ

᮲ࡢ㸰ࡢつᐃᇶ࡙ࡃ㝖ᥐ⨨௧㸦௨ୗࠕ㝖ᥐ⨨

㸲 ጤク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡀ➨㸯㡯ࡢࡋࡼࡾ⁛

௧ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཪࡣ⊂༨⚗Ṇἲ➨㸵᮲ࡢ㸰➨㸯㡯㸦⊂༨

ኻࡋࠊཪࡣࡁᦆࡋࡓࡁࡣࠊ๓㸰㡯ᐃࡵࡿᮇ㛫ෆ࡛ࠊ

⚗Ṇἲ➨㸶᮲ࡢ㸱࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ
㸧ࡢつ

ࡘࠊጤク⪅ࡀࡑࡢ⁛ኻཪࡣࡁᦆࡢᐇࢆ▱ࡗࡓ᪥ࡽ㸴⟠

ᐃᇶ࡙ࡃㄢᚩ㔠ࡢ⣡௧㸦௨ୗࠕ⣡௧ࠖ࠸࠺ࠋ

᭶௨ෆ➨㸯㡯ࡢᶒࢆ⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸧ࡀ☜ᐃࡋࡓࡁ㸦☜ᐃࡋࡓ⣡௧ࡀ⊂༨⚗Ṇἲ➨
᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾྲྀࡾᾘࡉࢀࡓࡁࢆྵࡴࠋ
㸧
ࠋ

㸳 ➨㸯㡯ࡢつᐃࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ┠ⓗ≀ࡢࡋࡀᨭ⤥ᮦᩱ
ࡢᛶ㉁ཪࡣጤク⪅ࡢᣦ♧ࡼࡾ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁࡣࠊ

 ๓ྕᥖࡆࡿࡶࡢࡢࠊ☜ᐃࡋࡓ㝖ᥐ⨨௧ཪࡣ

ࡇࢀࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊཷク⪅ࡀࡑࡢᮦᩱཪࡣᣦ♧ࡀ

⣡௧㸦⊂༨⚗Ṇἲ➨᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾྲྀࡾᾘ

㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡇࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽࡇࢀࢆ㏻▱ࡋ࡞ࡗࡓࡁ

ࡉࢀࡓࡶࡢࢆྵࡴࠋḟྕ࠾࠸࡚ྠࡌࠋ
㸧ࡼࡾࠊཷク

ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ

⪅➼ࡀࠊࡇࡢዎ⣙ࡘ࠸࡚⊂༨⚗Ṇἲ➨㸱᮲ཪࡣ➨㸶᮲
➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓࡉࢀࡓࡁࠋ

㸦ᒚ⾜㐜ᘏࡢሙྜ࠾ࡅࡿᦆᐖ㔠➼㸧

 ☜ᐃࡋࡓ㝖ᥐ⨨௧ཪࡣ⣡௧ࡼࡾࠊཷク⪅➼

➨᮲ ཷク⪅ࡢ㈐ࡵᖐࡍࡁ⌮⏤ࡼࡾᒚ⾜ᮇ㛫ෆዎ
⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ

⊂༨⚗Ṇἲ➨㸱᮲ཪࡣ➨㸶᮲➨㸯ྕࡢつᐃ㐪ࡍࡿ

ጤク⪅ࡣࠊᦆᐖ㔠ࡢᨭᡶࢆཷク⪅ㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓࡉࢀࡓᮇ㛫ཬࡧᙜヱ⾜Ⅽࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓ
㸰 ๓㡯ࡢᦆᐖ㔠ࡢ㢠ࡣࠊዎ⣙௦㔠㢠ࠊ㐜ᘏ᪥ᩘᛂࡌࠊ

ྲྀᘬศ㔝ࡀ♧ࡉࢀࡓሙྜ㸦ࡇࡢዎ⣙ࡀ♧ࡉࢀࡓሙྜࢆ㝖

ᖺ㸳ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆࡌ࡚ィ⟬ࡋࡓ㢠㸦ィ⟬ࡋ࡚ồࡵࡓ㢠ࡢ

ࡃࠋ
㸧࠾࠸࡚ࠊᙜヱᮇ㛫ࡇࡢዎ⣙ࡢධᮐ㸦ぢ✚᭩ࡢ

㢠ࡀᮍ‶࡛࠶ࡿࡁࡣ㢠ࢆࠊᮍ‶ࡢ➃ᩘ

ᥦฟࢆྵࡴࠋ
㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡘࠊࡇࡢዎ⣙

ࡀ࠶ࡿࡁࡣࡑࡢ➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸧ࡍࡿࠋ

ࡀᙜヱྲྀᘬศ㔝ヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁࠋ

ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊጤク⪅ࡀㄆࡵࡓᒚ⾜῭㒊ศ┦ᛂࡍࡿ

 ཷク⪅㸦ἲே࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᙺဨཪࡣ⏝ேࢆྵࡴࠋ

ዎ⣙௦㔠㢠ࡣ᥍㝖ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㒊ࡢᒚ⾜ࡀ

㸧ࡢฮἲ㸦᫂ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨᮲ࡢ㸴ཪࡣ⊂༨⚗

࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤዎ⣙ࡢ┠ⓗࡀ㐩ࡏࡽࢀ࡞࠸ࡁࡣࠊࡇࡢ㝈

Ṇἲ➨᮲➨㸯㡯ⱝࡋࡃࡣ➨᮲➨㸯㡯➨㸯ྕつᐃࡍ

ࡾ࡛࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ㐜ᘏ᪥ᩘࡣࠊጤク⪅ࡢ㈐ࡵᖐࡍࡁ⌮

ࡿฮࡀ☜ᐃࡋࡓࡁࠋ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡼࡿᴗົࡀࡋࡓᚋ࠾࠸

⏤ࡼࡿ᪥ᩘࢆ᥍㝖ࡋࡓࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉⮬ἲ㸦

࡚ࡶྠᵝࡍࡿࠋ

ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨᮲ࡢ㸱ᇶ࡙ࡃ㛗ᮇ⥅⥆ዎ⣙
࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ᮲࠾ࡅࡿዎ⣙௦㔠㢠ࢆࠊᒚ⾜ᮇ㛫ࡢጞ

㸱 ➨㸯㡯つᐃࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊཷク⪅ࡀඹྠᴗయ࡛

ᮇࡽᒚ⾜ᮇ㛫ࡢ‶ࡲ࡛ࡢዎ⣙௦㔠ࡢ⥲㢠㸦௨ୗ㺀ዎ⣙

࠶ࡾࠊ᪤ゎᩓࡋ࡚࠸ࡿࡁࡣࠊጤク⪅ࡣࠊཷク⪅ࡢ௦⾲

௦㔠ࡢ⥲㢠㺁࠸࠺ࠋ
㸧ㄞࡳ᭰࠼ࡿࠋ

⪅࡛࠶ࡗࡓ⪅ཪࡣᵓᡂဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅㈺ൾ㔠ࢆㄳồࡍࡿࡇ

㸱 ጤク⪅ࡢ㈐ࡵᖐࡍࡁ⌮⏤ࡼࡾࠊ➨᮲ཪࡣ➨᮲

ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊཷク⪅ࡢ௦⾲⪅࡛࠶ࡗࡓ

ࡢつᐃࡼࡿዎ⣙௦㔠ࡢᨭᡶࡀ㐜ࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊཷ

⪅ཬࡧᵓᡂဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࡣࠊ㐃ᖏࡋ࡚ᙜヱ㈺ൾ㔠ࢆᨭᡶࢃ

ク⪅ࡣࠊᮍཷ㡿㔠㢠ࡘࡁࠊ㐜ᘏ᪥ᩘᛂࡌࠊዎ⣙᪥࠾

࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡅࡿࠊᨻᗓዎ⣙ࡢᨭᡶ㐜ᘏ㜵Ṇ➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖺ

㸦ጤク⪅ࡢゎ㝖ᶒ㸧

ἲᚊ➨ྕ㸧➨㸶᮲➨㸯㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㈈ົ⮧ࡀỴ

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊཷク⪅ࡀḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ

ᐃࡍࡿ⋡ࢆࡌ࡚ィ⟬ࡋࡓ㢠㸦ィ⟬ࡋ࡚ồࡵࡓ㢠ࡢ㢠ࡀ

ࡁࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᮍ‶࡛࠶ࡿࡁࡣ㢠ࢆࠊᮍ‶ࡢ➃ᩘࡀ࠶ࡿ

  ṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜╔ᡭࡍࡁᮇ᪥ࢆ㐣ࡂ

ࡁࡣࡑࡢ➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸧ࡢ㐜ᘏᜥࡢ

࡚ࡶ╔ᡭࡋ࡞࠸ࡁࠋ

ᨭᡶࢆጤク⪅ㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

  ࡑࡢ㈐ࡵᖐࡍࡁ⌮⏤ࡼࡾᒚ⾜ᮇ㛫ෆዎ⣙ࡢᒚ

㸦ㄯྜ➼ṇ⾜Ⅽᑐࡍࡿᥐ⨨㸧

⾜ࡢ㒊ࢆࡋ࡞࠸ࡁཪࡣᒚ⾜ᮇ㛫⤒㐣ᚋ┦ᙜࡢᮇ
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࠶ࡿࡁࠋ

㛫ෆዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ࢆࡍࡿぢ㎸ࡳࡀ᫂ࡽ࡞

 ཷク⪅ࡀࠊࡇࡢዎ⣙㛵ࡋ࡚ࠊୗㄳ㈇ዎ⣙ཪࡣ㈨ᮦࠊ

࠸ㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ
  ➨㸷᮲つᐃࡍࡿ⌧ሙ㈐௵⪅ࢆタ⨨ࡋ࡞ࡗࡓࡁࠋ

ཎᮦᩱࡢ㉎ධዎ⣙ࡑࡢࡢዎ⣙࠶ࡓࡾࠊࡑࡢ┦ᡭ᪉

  ዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡗ࡚ἲ௧ࡢつᐃࡼࡾᚲせ࡞チྍཪ

ࡀ➨㸯ྕཪࡣ➨㸰ྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡇࢆ▱ࡾ

ࡣㄆྍ➼ࢆኻࡗࡓࡁࠋ

࡞ࡀࡽࠊᙜヱ⪅ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ

  ๓㸲ྕᥖࡆࡿሙྜࡢࠊࡇࡢዎ⣙㐪ࡋࠊࡑࡢ

 ཷク⪅ࡀࠊࡇࡢዎ⣙㛵ࡋ࡚ࠊ➨㸯ྕཪࡣ➨㸰ྕࡢ

㐪ࡼࡾࡇࡢዎ⣙ࡢ┠ⓗࢆ㐩ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ㄆ

࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࢆୗㄳ㈇ዎ⣙ཪࡣ㈨ᮦࠊཎᮦᩱ

ࡵࡽࢀࡿࡁࠋ

ࡢ㉎ධዎ⣙ࡑࡢࡢዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡋ࡚࠸ࡓሙྜ㸦➨

  ⤒Ⴀ≧ែࡀᝏࡋࠊཪࡣࡑࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀ

㸱ྕヱᙜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࠊጤク⪅ࡀཷク⪅ᑐ

ࡿ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡁࠋ

ࡋ࡚ᙜヱዎ⣙ࡢゎ㝖ࢆồࡵࠊཷク⪅ࡀࡇࢀᚑࢃ࡞
ࡗࡓࡁࠋ

  ➨᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡽ࡞࠸࡛ࡇࡢዎ⣙ࡢゎ㝖ࢆ⏦

㸰 ཷク⪅ࡀඹྠᴗయࡢሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡣ

ࡋฟࡓࡁࠋ

ࡑࡢᵓᡂဨࡀྠ㡯ྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡋࡓሙྜ㐺⏝

㸦ዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ➼ࡢ㐪⣙㔠㸧
➨᮲ࡢ㸰 ḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ࡍࡿࠋ

ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙௦㔠㢠ࡢศࡢ㸯┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆ㐪⣙

㸱 ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊጤク⪅ࡀዎ⣙ࢆゎ㝖ࡋࡓሙྜ

㔠ࡋ࡚ጤク⪅ࡢᣦᐃࡍࡿᮇ㛫ෆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞

࠾࠸࡚ࡣࠊཷク⪅ࡣࠊዎ⣙௦㔠㢠ࡢศࡢ㸯┦ᙜࡍࡿ

ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᆅ᪉⮬ἲ➨᮲ࡢ㸱ᇶ࡙ࡃ㛗ᮇ

㢠ࢆ㐪⣙㔠ࡋ࡚ጤク⪅ࡢᣦᐃࡍࡿᮇ㛫ෆᨭᡶࢃ࡞ࡅ

⥅⥆ዎ⣙࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ᮲࠾ࡅࡿዎ⣙௦㔠㢠ࢆࠊ

ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᆅ᪉⮬ἲ➨᮲ࡢ㸱ᇶ࡙ࡃ

ዎ⣙௦㔠ࡢ⥲㢠ㄞࡳ᭰࠼ࡿࠋ

㛗ᮇ⥅⥆ዎ⣙࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ᮲࠾ࡅࡿዎ⣙௦㔠㢠ࢆࠊ
ዎ⣙௦㔠ࡢ⥲㢠ㄞࡳ᭰࠼ࡿࠋ

  ๓᮲ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ
  ཷク⪅ࡀࡑࡢമົࡢᒚ⾜ࢆᣄྰࡋࠊཪࡣࠊཷク⪅ࡢ㈐

㸲 ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊཷク⪅ࡀඹྠᴗయ࡛࠶ࡿࡁ

ࡵᖐࡍࡁ⏤ࡼࡗ࡚ཷク⪅ࡢമົࡘ࠸࡚ᒚ⾜

ࡣࠊᵓᡂဨࡣࠊ㐃ᖏࡋ࡚ጤク⪅ᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

⬟࡞ࡗࡓሙྜ

࠸ࠋ
➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡀࡋ࡞࠸㛫ࡣࠊ➨᮲ࠊ

㸰ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࡀࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡋࡓሙྜࡣࠊ๓㡯

➨᮲ࡢ㸱ཬࡧ๓᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿሙྜࡢࠊᚲせࡀ

➨㸰ྕヱᙜࡍࡿሙྜࡳ࡞ࡍࠋ

࠶ࡿࡁࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

  ཷク⪅ࡘ࠸࡚◚⏘ἲ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧ࡢつᐃ

㸰 ጤク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡋࡓࡇ

ࡼࡿ◚⏘ᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊྠ

ࡼࡾཷク⪅ᦆᐖࢆཬࡰࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡋ࡞

ἲࡢつᐃࡼࡾ㑅௵ࡉࢀࡓ◚⏘⟶㈈ே

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

  ཷク⪅ࡘ࠸࡚♫᭦⏕ἲ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧
ࡢつᐃࡼࡿ᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸

㸦ཷク⪅ࡢゎ㝖ᶒ㸧

࡚ࠊྠἲࡢつᐃࡼࡾ㑅௵ࡉࢀࡓ⟶㈈ே

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊ
ࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

  ཷク⪅ࡘ࠸࡚Ẹ⏕ἲ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧
ࡢつᐃࡼࡿ⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸

  ➨᮲ࡢつᐃࡼࡾタィᅗ᭩ࢆኚ᭦ࡋࡓࡓࡵዎ⣙௦㔠

࡚ࠊྠἲࡢつᐃࡼࡾ㑅௵ࡉࢀࡓ⏕മົ⪅➼

㢠ࡀ㸱ศࡢ㸰௨ୖቑῶ㸦ᾘ㈝⛯➼⋡ࡢኚືక࠺㔠㢠ࡢ

➨᮲ࡢ㸱 ጤク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙㛵ࡋ࡚ࠊཷク⪅ࡀ➨᮲

ቑῶࡣྵࡲ࡞࠸ࠋ
㸧ࡋࡓࡁࠋ

ࡢ㸰➨㸯㡯ヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ

  ➨᮲ࡢつᐃࡼࡿࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ୰Ṇࡀᒚ⾜ᮇ㛫

࡛ࡁࡿࠋ

ࡢศࡢ㸳㸦ᒚ⾜ᮇ㛫ࡢศࡢ㸳ࡀ㸴᭶ࢆ㉸࠼ࡿࡁࡣࠊ

➨᮲ࡢ㸲 ጤク⪅ࡣࠊ⚄ዉᕝ┴㆙ᐹᮏ㒊㛗ࡽࡢ㏻▱ཪ

㸴᭶㸧ࢆ㉸࠼ࡓࡁࠋࡓࡔࡋࠊ୰Ṇࡀዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ୍㒊

ࡣᅇ⟅ࡼࡾࠊཷク⪅ࡀḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ

ࡢࡳࡢሙྜࡣࠊࡑࡢ୍㒊ࢆ㝖࠸ࡓࡢ㒊ศࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜

ࡁࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡀࡋࡓᚋ㸱᭶ࢆ⤒㐣ࡋ࡚ࡶࠊ࡞࠾ࡑࡢ୰Ṇࡀゎ㝖ࡉ

 ᶓᕷᭀຊᅋ㝖᮲㸦ᖹᡂᖺ᭶ᶓᕷ᮲➨

ࢀ࡞࠸ࡁࠋ

ྕࠋ௨ୗࠊᮏ᮲࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ᮲ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧➨㸰᮲

  ጤク⪅ࡀࡇࡢዎ⣙㐪ࡋࠊࡑࡢ㐪ࡼࡗ࡚ࡇࡢዎ

➨㸰ྕつᐃࡍࡿᭀຊᅋ㸦௨ୗࠊ
ࠕᭀຊᅋࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࠊ

⣙ࡢᒚ⾜ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡁࠋ

᮲➨㸰᮲➨㸲ྕつᐃࡍࡿᭀຊᅋဨ➼㸦௨ୗࠊ
ࠕᭀຊ

㸰 ཷク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢዎ⣙ࢆゎ㝖ࡋࡓሙྜ

ᅋဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࠊ᮲➨㸰᮲➨㸳ྕつᐃࡍࡿᭀຊ

࠾࠸࡚ࠊᦆᐖࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊࡑࡢᦆᐖࡢ㈺ൾࢆጤク⪅ㄳ

ᅋ⤒Ⴀᨭ㓄ἲே➼ཪࡣ᮲➨㸵᮲つᐃࡍࡿᭀຊᅋဨ

ồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➼ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡿ⪅࡛࠶ࡿࡁࠋ

㸦ゎ㝖క࠺ᥐ⨨㸧

 ⚄ዉᕝ┴ᭀຊᅋ㝖᮲㸦ᖹᡂᖺ⚄ዉᕝ┴᮲➨

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊ➨᮲ࡽ➨᮲ࡲ࡛ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢ

ྕ㸧➨᮲➨㸯㡯ཪࡣ➨㸰㡯㐪ࡋ࡚࠸ࡿᐇࡀ

ዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ศ
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ࢆ᳨ᰝࡢୖࠊᙜヱ᳨ᰝྜ᱁ࡋࡓ㒊ศ┦ᛂࡍࡿዎ⣙௦㔠

㸴 ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊཷク⪅ࡀṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃࠊ┦ᙜࡢ

ࢆཷク⪅ᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ

ᮇ㛫ෆᙜヱ≀௳ࢆ᧔ཤࡏࡎࠊཪࡣᒚ⾜ሙᡤ➼ࡢಟⱝࡋ

ࡃࡣྲྀ∦ࡅࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡁࡣࠊጤク⪅ࡣࠊཷク⪅௦ࢃ
᳨ᰝ┤᥋せࡍࡿ㈝⏝ࡣࠊཷク⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ➨᮲ࡢつᐃࡼࡿ๓㔠ᡶࡀ࠶ࡗ

ࡗ࡚ᙜヱ≀௳ࢆฎศࡋࠊᒚ⾜ሙᡤ➼ࡢಟⱝࡋࡃࡣྲྀ∦

ࡓࡁࡣࠊᙜヱ๓ᡶ㔠ࡢ㢠㸦➨᮲ࡢつᐃࡼࡿ㒊ศᡶࢆ

ࡅࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊཷク⪅ࡣࠊ

ࡋ࡚࠸ࡿࡁࡣࠊࡑࡢ㒊ศᡶ࠾࠸࡚ൾ༷ࡋࡓ๓ᡶ㔠ࡢ㢠

ጤク⪅ࡢฎศཪࡣಟⱝࡋࡃࡣྲྀ∦ࡅࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦

ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㢠㸧ࢆ๓㡯ࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ศ┦ᛂࡍࡿ

ࡋฟࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓࠊጤク⪅ࡢฎศཪࡣಟⱝࡋࡃ
ࡣྲྀ∦ࡅせࡋࡓ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ዎ⣙௦㔠㢠ࡽ᥍㝖ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊཷク⪅ࡣࠊ
ᨭᡶ῭ࡳࡢ๓ᡶ㔠࡞࠾వࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊḟࡢྛྕᐃ

㸵 ➨㸱㡯๓ẁཪࡣ➨㸲㡯๓ẁࡢつᐃࡼࡾཷク⪅ࡀᨭ⤥ᮦ

ࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊࡑࡢవ㔠ࢆጤク⪅㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ

ᩱཪࡣ㈚ရࢆ㏉㑏ࡍࡿሙྜࡢᮇ㝈ࠊ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ḟࡢྛྕᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

  ゎ㝖ࡀ➨᮲ࠊ➨   ጤク⪅ࡀᐃࡵࡿࠋ

 ゎ㝖ࡀ➨᮲ࠊ➨   ᙜヱవ㔠ࠊ๓ᡶ㔠ࡢᨭ 
 ᮲ࡢ㸱ཬࡧ➨᮲  ᡶࡢ᪥ࡽ㏉㑏ࡢ᪥ࡲ࡛ࡢ᪥

᮲ࡢ㸰ཬࡧ➨᮲

ࡢ㸲ࡢつᐃᇶ࡙ࡃᩘᛂࡌࠊዎ⣙᪥࠾ࡅࡿࠊ

ࡢ㸱ࡢつᐃᇶ࡙ࡃ

ࡁࠋ

ࡁࠋ

ᨻᗓዎ⣙ࡢᨭᡶ㐜ᘏ㜵Ṇ➼
㛵ࡍࡿἲᚊ㸦  ᖺἲᚊ➨

  ゎ㝖ࡀ๓㸰᮲ࡢつ ཷク⪅ࡀጤク⪅ࡢពぢࢆ⫈

 ྕ㸧➨㸶᮲➨㸯㡯ࡢつᐃ

  ᐃᇶ࡙ࡃࡁࠋ   ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ

ᇶ࡙ࡁ㈈ົ⮧ࡀỴᐃࡍࡿ⋡

㸶 ➨㸱㡯ᚋẁࠊ➨㸲㡯ᚋẁཬࡧ➨㸳㡯ࡢつᐃࡼࡾཷク⪅

ࢆࡌ࡚ィ⟬ࡋࡓ㢠㸦ィ⟬ࡋ

ࡀᇳࡿࡁᥐ⨨ࡢᮇ㝈ࠊ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤク⪅ࡀཷク

࡚ồࡵࡓ㢠ࡢ㢠ࡀ  ᮍ

⪅ࡢពぢࢆ⫈࠸࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

‶࡛࠶ࡿࡁࡣ㢠ࢆࠊ 

㸦ᭀຊᅋ➼ࡽࡢᙜධࡢ㝖㸧

ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡀ࠶ࡿࡁࡣࡑࡢ

➨᮲ ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡗ࡚ࠊᭀຊᅋཪࡣᭀຊ

➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚ࡿࡶࡢࡍ

ᅋဨ➼ࡽࡢᙜධࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㐜࡞ࡃጤク⪅

ࡿࠋ
㸧ࡢᜥࢆࡋࡓ㢠

ሗ࿌ࡍࡿࡶᡤ㎄ࡢ㆙ᐹ⨫㏻ሗࡋࠊᤚᰝୖࡢᚲせ࡞
༠ຊࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

  ゎ㝖ࡀ๓㸰᮲ࡢ   ᙜヱవ㢠

㸰 ཷク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢᙜධࢆཷࡅࡓࡇࡼࡾࠊᒚ⾜ᮇ

つᐃᇶ࡙ࡃࡁࠋ  
㸱 ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡀゎ㝖࡞ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᨭ⤥

㛫㐜ࢀࡀ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊጤク⪅ᒚ⾜ᮇ㛫

ᮦᩱࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ➨㸯㡯ࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ㒊ศࡢ᳨ᰝ

㛵ࡍࡿ༠㆟ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᒚ⾜ᮇ

ྜ᱁ࡋࡓ㒊ศ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊጤク⪅㏉

㛫㐜ࢀࡀ⏕ࡌࡿㄆࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊ➨᮲ࡢつᐃࡼ
ࡾࠊጤク⪅ᒚ⾜ᮇ㛫ᘏ㛗ࡢㄳồࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱᨭ⤥ᮦᩱ
ࡀཷク⪅ࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡼࡾ⁛ኻࡋࠊⱝࡋࡃࡣࡁᦆࡋࡓ

㸱 ཷク⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡗ࡚ࠊᭀຊᅋཪࡣᭀຊᅋဨ

ࡁࠊࡑࡢ㏉㑏ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡁࠊཪࡣዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢ

➼ࡽࡢᙜධࡼࡿ⿕ᐖࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆ

㒊ศࡢ᳨ᰝྜ᱁ࡋ࡞ࡗࡓ㒊ศ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

┤ࡕጤク⪅ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊ⿕ᐖᒆࢆ㏿ࡸᡤ㎄

ࡁࡣࠊ௦ရࢆ⣡ࡵࠊⱝࡋࡃࡣཎ≧ࡋ࡚㏉㑏ࡋࠊཪࡣ㏉

ࡢ㆙ᐹ⨫ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㑏௦࠼࡚ࡑࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸲 ཷク⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢ⿕ᐖࡼࡾᒚ⾜ᮇ㛫㐜ࢀࡀ⏕ࡌࡿ࠾
㸲 ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡀゎ㝖࡞ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊ㈚

ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊጤク⪅ᒚ⾜ᮇ㛫㛵ࡍࡿ༠㆟ࢆ⾜ࢃ

ရࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᙜヱ㈚ရࢆጤク⪅㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞

࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᒚ⾜ᮇ㛫㐜ࢀࡀ⏕ࡌࡿ

ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱ㈚ရࡀཷク⪅ࡢᨾពཪ

ㄆࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊ➨᮲ࡢつᐃࡼࡾࠊጤク⪅ᒚ⾜ᮇ

ࡣ㐣ኻࡼࡾ⁛ኻࡋࠊⱝࡋࡃࡣࡁᦆࡋࡓࡁࠊཪࡣࡑࡢ㏉

㛫ᘏ㛗ࡢㄳồࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

㑏ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡁࡣࠊ௦ရࢆ⣡ࡵࠊⱝࡋࡃࡣཎ≧

㸦┦ẅ㸧

ࡋ࡚㏉㑏ࡋࠊཪࡣ㏉㑏௦࠼࡚ࡑࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡋ࡞ࡅࢀ

➨᮲ ጤク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙࠸࡚ጤク⪅ࡀ㈇࠺മົࢆ
ࡇࡢዎ⣙ཪࡣࡢዎ⣙ᇶ࡙࠸࡚ཷク⪅ࡀ㈇࠺മົ┦ẅ

ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸳 ཷク⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡀゎ㝖࡞ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᒚ⾜
ሙᡤཷク⪅ࡀᡤ᭷ࡋࠊཪࡣ⟶⌮ࡍࡿᮦᩱࠊᶵᲔჾලࡑࡢ

㸦ᴫ⟬ዎ⣙㸧

ࡢ≀௳㸦ୗㄳ㈇ேࡀᡤ᭷ࡋࠊཪࡣ⟶⌮ࡍࡿࡇࢀࡽࡢ≀௳

➨᮲ ࡇࡢዎ⣙᭩ᴫ⟬ዎ⣙࡛࠶ࡿ᪨ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿዎ⣙㸦

ཬࡧ๓㸰㡯ࡢᮦᩱཪࡣ㈚ရࡢ࠺ࡕጤク⪅㏉㑏ࡋ࡞࠸ࡶ

௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ࠕᴫ⟬ዎ⣙ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊ

ࡢࢆྵࡴࠋ
㸧ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊཷク⪅ࡣࠊᙜヱ≀௳ࢆ᧔ཤࡍ

タィᅗ᭩グ㍕ࡢᩘ㔞ཬࡧዎ⣙᭩グ㍕ࡢዎ⣙௦㔠㢠ࡣᴫ⟬࡛

ࡿࡶࠊᙜヱᒚ⾜ሙᡤࢆಟࡋࠊྲྀࡾ∦ࡅ࡚ࠊጤク

࠶ࡾࠊቑῶࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᮏᕷࡀ

ᨭᡶ࠺㔠㢠ࡣࠊᒚ⾜ᮇ㛫ෆࡢᐇ㝿ࡢᒚ⾜ᩘ㔞ዎ⣙᭩ཪࡣ
⪅᫂ࡅΏࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ෆヂ᭩グ㍕ࡋࡓ༢౯ࢆࡌࡓ㔠㢠ᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝
⛯┦ᙜ㢠ࢆຍ⟬ࡋࡓ㢠ࡍࡿࠋ
㸰 ᴫ⟬ዎ⣙࠾࠸࡚ࡣࠊ➨᮲୰ࠕዎ⣙௦㔠㢠ࠖࡣࠕᒚ⾜
ᮇ㛫ෆࡢᐇ㝿ࡢᒚ⾜ᩘ㔞ዎ⣙᭩ཪࡣෆヂ᭩グ㍕ࡋࡓ༢
౯ࢆࡌࡓ㔠㢠ᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯┦ᙜ㢠ࢆຍ⟬ࡋࡓ
㢠ࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࠋ
㸦⿵๎㸧
➨᮲ ࡇࡢ⣙Ḱᐃࡵࡢ࡞࠸㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶓᕷዎ⣙
つ๎㸦ᖺ㸱᭶ᶓᕷつ๎➨ྕ Ỉ㐨ᴗ⟶⌮⪅ࡢ
ᶒ㝈ᒓࡍࡿዎ⣙࠶ࡗ࡚ࡣࠕᶓᕷỈ㐨ᒁዎ⣙つ⛬㸦ᖹ
ᡂᖺ㸱᭶Ỉ㐨ᒁつ⛬➨㸵ྕ㸧➨㸰᮲ࡢつᐃࡼࡾㄞࡳ᭰
࠼࡚‽⏝ࡍࡿᶓᕷዎ⣙つ๎ࠖࠊ㏻ᴗ⟶⌮⪅ࡢᶒ㝈
ᒓࡍࡿዎ⣙࠶ࡗ࡚ࡣࠕᶓᕷ㏻ᒁዎ⣙つ⛬㸦ᖹᡂ
ᖺ㸱᭶㏻ᒁつ⛬➨ྕ㸧➨㸰᮲ࡢつᐃࡼࡾㄞࡳ᭰࠼࡚
‽⏝ࡍࡿᶓᕷዎ⣙つ๎ࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸧ࡢ
ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊጤク⪅ཷク⪅
ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࠋ
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