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新市庁舎整備基本計画
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ᤘ  ᐕ㧔 ᐕ㧕ߦ㐿᷼  ᐕߩ⸥ᔨᬺߩ߭ߣߟߣߒߡᑪ⸳ߐࠇߚᐡ⥢ 㧣ઍ⋡Ꮢᐡ⥢ ߪޔ
▽  ᐕએࠍ⚻ㆊߒޔᣉ⸳⸳ߩ⠧ൻ߇ㅴࠎߢ߹ߔޕ
ᑪ⸳ᒰᤨߚߞߛੱਁ  ⚂ޔᮮᵿᏒߩੱญ߽ޔߪ⚂  ਁੱ߹ߢჇടߒޔᏒ᳃࠾࠭ߩᄙ᭽ൻ߿
␠ળⅣႺߩᄌൻߦࠃࠆᬺോߩᄢߦߞߡޔᏒᐡ⥢ㄝߢൕോߔࠆ⡯ຬߪᑪ⸳ᒰᤨߩ㧞એߣߥࠆ⚂
 ੱߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ߘߩ⚿ᨐޔᏒᓎᚲᯏ⢻㧔ၫോቶ㧕ߪޔᏒᐡ⥢ߦട߃ߡ⚂  ߩ᳃㑆ࡆ࡞Ꮢᚲᣉ⸳ߦὐߒޔಽᢔൻ
ߦࠃࠆᏒ᳃ࠨࡆࠬ߿ᬺോല₸ߩૐਅޔᐕ㑆⚂  ంࠍ߃ࠆ᳃㑆ࡆ࡞╬ߩ⾓୫ᢱߩ⽶ᜂߣ߁㗴ࠍ
ᛴ߃ߡ߹ߔޕ
 ᣂᏒᐡ⥢ߩᢛߦߟߡߪޔᐔᚑ㧟ᐕߦ ޟ♿ߦ߰ߐࠊߒᏒᐡ⥢ߩࠅᣇ᧦ޔઙߥߤᏒᐡ⥢ᢛ
ߩၮᧄ⊛᭴ᗐߦ㑐ߔࠆ㊀ⷐߥ㗄ޔߡߟߦޠᒰᤨߩᏒ㐳߆ࠄޟᮮᵿᏒᏒᐡ⥢ᢛክ⼏ળ⻁ߦޠߐࠇ
߹ߒߚޕ
ᐔᚑ㧣ᐕߦߪޟᮮᵿᏒᏒᐡ⥢ᢛክ⼏ળޔࠄ߆ޠ
ޟᏒᐡ⥢ᢛߩᔅⷐᕈޠ
ޟၮᧄ⊛ℂᔨߣᯏ⢻ޠ
ⷙޟᮨ
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ޟᑪ⸳㧔
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⚻ᷣ⁁ᴫ╬ߦࠃࠅ⸘↹߇ౕൻߐࠇߕߦផ⒖ߒߚᤨᦼ߽ࠅ߹ߒߚ߇ޔᐔᚑ  ᐕߦޟᣂᏒᐡ⥢ᢛ᭴
ᗐ⚛᩺ޔߒࠍޠᐔᚑ  ᐕ㧟ߦߪޔ᭴ᗐ⚛᩺ߩ⠨߃ᣇߦၮߠ߈ޟർખㅢධ↪ߩޠࠍขᓧߒޔ
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ޟ㑐ౝ㑐
ᄖᵴᕈൻផㅴ⸘↹ߩߘߦޠౝኈࠍᤋߐߖ߹ߒߚޕ
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Ꮢ᳃࠾࠭߇ᄙ᭽ൻߔࠆਛߢߘߩⷐ⺧ߦචಽߦᔕ߃ࠄ
ࠇߡ߅ࠄߕޔᏒ᳃ࠨࡆࠬᯏ⢻߇ਇචಽߥ⁁ᴫߢߔޕ
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ᖱႎൻ␠ળߩㅴዷߦ߁㧵㧯㨀ߩᵴ↪߿ޔᄙ᭽ൻ
٨㧦Ꮢᐡ⥢ᯏ⢻ࠍߔࠆࡆ࡞
ⶄ㔀ൻߔࠆⴕ㔛ⷐ߿⺖㗴ߦኻߒޔᨵエߦኻᔕߢ߈ࠆ
߇᳞ࠄࠇ߹ߔޔߚ߹ޕᄢⷙᮨ㔡߿ᣂဳࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩߥߤߩෂᯏߩಾㄼᗵ߇㜞߹ࠆਛޔ㒐
ἴὐ߿ࠠࡘ࠹ࠖኻ╷ߥߤߩෂᯏ▤ℂᯏ⢻ߩᒝൻ߿⾗⋭ޔḮ⋭ࠛࡀ࡞ࠡߣߞߚૐ⚛␠
ળߩታߦะߌޔⅣႺߣ↢ߒߚᏒᐡ⥢߇᳞ࠄࠇߡ߹ߔޕ
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㐿ᆎ߇ㆃࠇߚㇱ⟑߇ࠅ߹ߒߚޕἴኂᤨߦ߅ߌࠆὐߣߒߡޔోࠍ⏕ߒߡᬺോࠍ⛮⛯ߔࠆ㊀ⷐ
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ᤘ  ᐕ 㧥 ᐡ⥢ߒࠀࠎᎿ
ᐔᚑరᐕ 㧠 Ꮢᐡ⥢ᢛၮ㊄⸳⟎㧔ᮮᵿᏒᏒᐡ⥢ᢛၮ㊄᧦ᣉⴕ㧕
ᐔᚑ㧟ᐕ 㧢 Ꮢ㐳߇ޟᮮᵿᏒᏒᐡ⥢ᢛክ⼏ળ ޟߦޠ♿ߦ߰ߐࠊߒᏒᐡ⥢ߩࠅᣇ᧦ޔઙߥߤ
Ꮢᐡ⥢ᢛߩၮᧄ⊛᭴ᗐߦ㑐ߔࠆ㊀ⷐߥ㗄⻁ߡߟߦޠ
ᐔᚑ㧣ᐕ 㧝 ޟᮮᵿᏒᏒᐡ⥢ᢛክ⼏ળ↳╵ޠ
ЈᏒᐡ⥢ᢛߩᔅⷐᕈޔၮᧄ⊛ℂᔨߣᯏ⢻ⷙޔᮨ߮ᒻᘒޔᑪ⸳㧔
ޟ᷼↸㧔
ᐡ⥢㧕ޠ
ޟർખㅢޠ
  ࠄߺߣߥߺޟ㜞ፉޠ
㧕
ᐔᚑ  ᐕ 㧣 ᐡ⥢Ꮢળ⠴㔡ᒝᎿቢੌ㧔⚂  ం㧕
ᐔᚑ  ᐕ   ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛ᭴ᗐ⚛᩺ࠍޠ
ᐔᚑ  ᐕ 㧟 ർખㅢධߩ JC ขᓧ  ంߜ߁ޔᏒᐡ⥢ᢛၮ㊄ ంޔᱷ㜞 ం 
ЈᣂᏒᐡ⥢ᢛߩࠍޟ᷼↸㧔ᐡ⥢㧕ޠ
ޟർખㅢධࠆߔߣޠ
ᐔᚑ  ᐕ 㧠 ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛࠍᩭߣߒߚᬺᚻᴺᬌ⸛ᆔຬળࠄ߆ޠឭ⸒ᦠࠍฃℂ
ᐡ⥢ⴕ⠴㔡ᒝᎿቢੌ㧔⚂  ం㧕
ᐔᚑ  ᐕ 㧟 ޟ㑐ౝ㑐ᄖᵴᕈൻផㅴ⸘↹㨭ࠍ╷ቯ
ᐔᚑ  ᐕ   ޟਛᦼ㧠߆ᐕ⸘↹ޠ
㧔ᣉ╷  ࡛ࠦࡂࡑߩᵴജḮߣߥࠆㇺᔃㇱ᭴▽㧕ߦ߅ߡޟᐔᚑ 
ᐕᐲ߹ߢߦᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ⸘↹ߩ╷ቯ⋡ࠍޠᮡ
ᐔᚑ  ᐕ   ╷✚ോ⽷ᆔຬળߢᬌ⸛㐿ᆎ
ᐔᚑ  ᐕ 㧟 Ꮢ㐳ࠃࠅᏒળ⼏㐳ߦኻߒޔ
ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐ߮ၮᧄ⸘↹ߦߟߡኾ㐷⊛㓸ਛ⊛
ߦክ⼏ߔࠆߚߩද⼏ߩ႐ߩ⸳⟎ࠍޠଐ㗬

㧢 ᏒળߦޟᣂᏒᐡ⥢ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ․ᆔຬળࠆࠇߐ⟎⸳߇ޠ
ЈޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐ╷ޠቯߦะߌߚ⼏⺰߇㐿ᆎߐࠇࠆ
Ꮢ㐳ࠃࠅᏒળ⼏㐳ߡߦޟᣂᏒᐡ⥢ᢛߦะߌߚ⼏ળߩࠅᣇߩᬌ⸛ߡߟߦޠଐ㗬

  Ꮢળ⼏㐳ࠃࠅᏒ㐳ߡߦޟᣂᏒᐡ⥢ᢛߦะߌߚ⼏ળߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᬌ⸛⚿ᨐߦޠ
ߟߡㅢ⍮

  ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐ㧔᩺㧕
ߒࠍޠᏒ᳃ᗧࠍ㓸
ᐔᚑ  ᐕ 㧟 ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐ╷ࠍޠቯ
ЈᣂᏒᐡ⥢ᢛߩၮᧄℂᔨޔᣂᏒᐡ⥢߇߃ࠆߴ߈ᯏ⢻ߣᑪ‛ߦ᳞ࠄࠇࠆᕈ⢻ޔᣂ
Ꮢᐡ⥢ߩⷙᮨޔᣂᏒᐡ⥢ߩᢛ႐ᚲ㧔
ޟർખㅢධࠆߔߣޠ㧕
ޔᓟߩㅴᣇߣᬌ
⸛ߦߚߞߡ⠨ᘦߔߴ߈㗄

㧢 ޟᣂᏒᐡ⥢ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ․ᆔຬળޟߢޠᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ⸘↹╷ޠቯߦะߌߚ⼏⺰߇
㐿ᆎߐࠇࠆ
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㧔㧝㧕Ꮢ᳃߳ߩᖱႎឭଏ⋧⺣᩺ౝᯏ⢻╬ߩలታ
ޟᏒ᳃ߣⴕߩ⋧ା㗬৻ࠍޠጀ㜞ޔᏒ᳃ߩ⊝᭽ߦ⊛⏕ߥᖱႎ߿ⴕࠨࡆࠬࠍឭଏߢ߈ࠆࠃ
߁ޔᖱႎឭଏ⋧⺣᩺ౝᯏ⢻ࠍᢛߒ߹ߔޕ

٤ᏒᖱႎࠍᐢߊឭଏߔࠆᏒ᳃ᖱႎࡦ࠲ࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
٤Ꮢ⋧⺣ࠍߪߓޔᑯ⼔჻⋧⺣╬ߦᔕߓࠆᏒ᳃⋧⺣ቶࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
٤᧪ᐡ⠪ߩⷐᦸⷐઙߦᔕߓߚ⓹ญ᩺ౝࠍⴕ߁᩺ౝᚲࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
٤ฦᯏ⢻ߪޔᏒ᳃ߦࠊ߆ࠅ߿ߔߊ߿ߔᑪ‛ૐጀ㓏ߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ

㧔㧞㧕Ꮢ᳃දᵹⓨ㑆ߩᢛ
Ꮢ᳃ද߇ㅴߺޔᄙ᭽ൻߔࠆߩᜂᚻߩ࠾࠭ߦኻᔕߔࠆߚޔᏒ᳃߿ⴕߩදᵹ߿
ᖱႎ⊒ା߇ᵴ⊒ߦዷ㐿ߐࠇࠆ႐ࠍᢛߒ߹ߔޕ

٤Ꮢ᳃දᵹቶ㧔⒓㧕ࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
٤Ꮢ᳃߇߿ߔᑪ‛ૐጀ㓏ߦޔભᣣ߿ᄛ㑆↪߽⠨ᘦߒߡ㈩⟎ߒ߹ߔޕ

㧔㧟㧕㐿߆ࠇߚ⼏ળߩታ
   ⼏ળߪ⼏ޔળߩ⁛┙ᕈࠍߜߟߟޔᏒ᳃߆ࠄࠊ߆ࠅ߿ߔ㈩⟎ߣߒޔற⡬ᯏ⢻߿ᖱႎឭଏᯏ⢻
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٤ᯏ⢻ᕈࠍ㊀ⷞߒߟߟޔ᷼߆ࠄߩ⌑ߦ߽㈩ᘦߒߚ߹ߜߩࠪࡦࡏ࡞ߣߥࠆ࠺ࠩࠗࡦߣߒ߹ߔޕ
٤ㄝⅣႺ߿ㇺᏒ᥊ⷰߦ⺞ߒޔᏒ᳃߇ࠅ߿ⷫߒߺߩᜬߡࠆ࠺ࠩࠗࡦߣߒ߹ߔޕ

㧔㧟㧕߅߽ߡߥߒߩ႐ߩታ
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࿕ߥᑪ‛ߣߒ߹ߔޕ

٤ᄢ㔡߇⊒↢ߒߡ߽᭴ㅧߩୃࠍⴕ߁ߎߣߥߊ↪ߢ߈ࠆࠃ߁㜞⠴㔡ᕈ⢻ࠍᜬߟᑪ‛ࠍᢛ
ߒ߹ߔޕ
٤ំࠇߦࠃࠆੲེォୟߥߤߩⵍኂࠍ㒐ߋߚޔ㔡㔡ⵝ⟎ߥߤߩᎿᴺࠍᬌ⸛ߒ߹ߔޕ
٤ᄤ߿ᑪౕߥߤߩ㕖᭴ㅧㇱ᧚߿ᑪ▽⸳ߪ⠴㔡ᕈߩ㜞߽ߩࠍណ↪ߒ߹ߔޕ
٤㔚᳇ᯏ᪾ቶߪ㓏ߦ㈩⟎ߔࠆߣߣ߽ߦޔ㕖Ᏹ↪㔚Ḯ⸳ࠍᢛߒ߹ߔޕ
   ٤ἴኂᤨߩ㔚Ḯ༚ᄬࠍ࿁ㆱߔࠆߚޔ㔚Ḯߩᄙ㊀ൻࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ
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Ꮢ᳃↢ᵴߩోᔃࠍࠅޔෂᯏ߇⊒↢ߒߚ㓙ߦߪޔᮮᵿᏒߩኻ╷ᧄㇱߣߒߡޔᖱႎߩ㓸
㓸⚂ޔኻ╷ߩ┙᩺ࠍ⊛⏕ߦⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ෂᯏ▤ℂ㑐ଥ⻉ቶࠍᢛߒ߹ߔޕ

٤᳃㑆ࡆ࡞ߦಽᢔߒߚ㑐ଥㇱ⟑ࠍ㧝ߟߩࡆ࡞ߦ㓸⚂ߒ߹ߔޕ
٤ἴኂᤨߩมႡߣߒߡㄦㅦߦኻᔕߢ߈ࠆෂᯏ▤ℂࡦ࠲ࠍᢛߒ߹ߔ ޕ
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߹ߔޕ
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٤㧯㧭㧿㧮㧱㧱ᮮᵿߦࠃࠆⅣႺᕈ⢻✚ว⹏ଔߢ㧿ࠢࠬߩᑪ‛ߣߒ߹ߔޕ
٤ⓨ⺞⽶⩄ߩૐᷫࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦޔၞ಄ᥦᚱߩዉ╬ߦߟߡᬌ⸛ߒ߹ߔޕ
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ߩૐᷫࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ
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   ⅣႺోߩߚ⥄ޔὼࠛࡀ࡞ࠡ߿ౣ↢น⢻⾗Ḯߩᵴ↪ࠍⴕ߹ߔޔߚ߹ޕᢝౝߩ✛ൻ
ࠍផㅴߒ߹ߔޕ

٤ᄥ㓁శ⊒㔚߿⥄ὼ឵᳇ࠪࠬ࠹ࡓߥߤߩዉࠍᬌ⸛ߒ߹ߔޕ
٤ౝⵝ߿ᄖ᭴╬ߩᧁ⾰ൻ߇น⢻ߥㇱಽߦߟߡ᧚ᧁޔ↪ࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ
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ᧄ↸✢㧔     㧕


Ԙᑪ‛ߪޔ᷼߆ࠄߩ㝯ജߣຠᩰߩࠆ

⌑ᦸ᥊ⷰࠍᒻᚑߔࠆࠃ߁㈩⟎

ૐጀㇱߦߪࠊ⾟ޔᒻᚑߩߚߩ

ᬺᣉ⸳╬ࠍ㈩⟎


ޝᑪ‛㈩⟎ߩࠗࡔࠫ࿑ޞ






ᴾ

ᾂḗᾂᴾ ᆰ᧓ನỉᎋả૾ᴾ

٤᳃㑆ࡆ࡞╬ߦಽᢔߒߡࠆㇱዪࠍ㓸⚂ߒߡޔᏒ᳃ࠨࡆࠬ߮ᬺോല₸ߩะ߇࿑ࠇࠆᯏ⢻㈩⟎ߣߒ
߹ߔޕ
٤⼏ળߪޔੑరઍߩⷰὐ߆ࠄⴕߣߪߢ߈ࠆߛߌ⁛┙ߒߚ㈩⟎ߣߒ߹ߔޕ
٤ᬺോㅪ៤ߩᔅⷐᕈߩ㜞ㇱ⟑ߩㄭធᕈ߿ޔળ⼏ቶࠍߪߓߣߔࠆ⻉ቶߩᯏ⢻ߥߤߦ߽⠨ᘦߒߚ㈩⟎ߣ
ߒ߹ߔޕ


Ԙ Ꮢ᳃ߦࠃࠆ↪߇ᄙ⓹ญㇱ⟑߿ᖱႎឭଏ⋧⺣ᯏ⢻ޔᏒ᳃දᯏ⢻ߥߤߪૐጀㇱߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
ԙ ਛጀㇱߦߪޔᵤᵄߦࠃࠆᶐ᳓ߩน⢻ᕈࠍ⠨ᘦߒߡ㔚᳇ᯏ᪾ቶࠍ㈩⟎ߔࠆߣߣ߽ߦޔἴኂኻ╷ߩᧄ
ㇱߣߥࠆෂᯏ▤ℂࡦ࠲ࠍ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
Ԛ ߘߩઁߩㇱ⟑ߪਛ㜞ጀㇱߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
ԛ ደᩮઃ߈ߩᏒ᳃ᐢ႐ ࠕ࠻࠙ࡓ ߪ✢ࠄߺߣߥߺޔ㚍ゞ㚞ߦ⋥⚿ߒޔᣢሽߩᮮᵿࠕࠗࡦ࠼
࠲ࡢߦ㓞ធߒߚ႐ᚲߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
Ԝ ⼏ળߪࡓ࠙࠻ࠕޔㇱߥߤⴕޔߣߪߢ߈ࠆߛߌ⁛┙ߐߖߡ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
ԝ ⾟ࠊࠍഃߔࠆᬺᣉ⸳ࠍᄢጟᎹࡊࡠࡓ࠽࠼ᴪߩૐጀㇱߦ࡞ࡆޔዞᬺ⠪߿㚞ߩ↪⠪ߦ㈩ᘦ
ߒߚᐫ⥩╬ࠍ㓏ߩ㚞ㅪ⛊ㅢ〝ᴪߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
Ԟ




 



















㚢ゞ႐ߪ㓏ߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
㧔ᵤᵄߦࠃࠆᶐ᳓ߩน⢻ᕈࠍ⠨ᘦߒ㒐ầ᧼߿ᱛ᳓᧼╬ࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ㧕
ⴕޣޤ

Ԛਛ㜞ጀㇱ
ၫോቶ㧔৻ㇱࠞ࠙
ࡦ࠲⓹ญ㧕
ળ⼏ቶ ╬



ᮮᵿࠕࠗࡦ࠼࠲ࡢ

ԙਛጀㇱ
㔚᳇ᯏ᪾ቶ
ෂᯏ▤ℂࡦ࠲

Ԙૐጀㇱ

Ԝ⼏ળ

ࠛࡦ࠻ࡦࠬ
Ꮢ᳃ᖱႎࡦ࠲
Ꮢ᳃⋧⺣ቶ
Ꮢ᳃දᯏ⢻
↳⺧ฃઃㇱ⟑╬

ԛࠕ࠻࠙ࡓ

ᄢጟᎹ

 Ԟ㚢ゞ႐
ߺߥߣߺࠄ✢
㚍ゞ㚞ㅪ⛊ㅢ〝

ԝᬺᣉ⸳
ᄢጟᎹᴪ㧦⾟ࠊࠍഃߔࠆ
ᬺᣉ⸳
㓏ߩ㚞ㅢ〝ᴪ㧦ᐫ⥩╬

ޝᣂᏒᐡ⥢ߩᯏ⢻ߩⓨ㑆᭴ᚑޞ



ᴾ

ᾃᴾ ೞᏡКૢͳ૾ᤆ


ᾃḗᾀᴾ ᘍೞᏡᴾ
᳃㑆ࡆ࡞╬ߦಽᢔߒߡࠆㇱዪࠍ㓸⚂ߒߡ᧪ޔᐡ⠪ߩଢᕈߣᬺോߩല₸ᕈࠍ㜞߹ߔޕ
߹ߚޔᏒᓎᚲߢᛒ߁᭽ⴕߥޘᖱႎ߮ੱᖱႎߩ⼔ߩⷰὐޔਇክ⠪ߩଚ㒐ᱛߥߤߩ㒐‽
ߩⷰὐߥߤ߆ࠄ᧪ޔᐡ⠪ߣ⡯ຬߩ┙ߜࠅ㧔↪㧕น⢻ߥ႐ᚲࠍ⏕ߦߔࠆߥߤߩࠖ࠹ࡘࠠޔ
⏕ߦ߽㈩ᘦߒ߹ߔޕ

㧔㧝㧕ߩ⺖㗴㧔⡯ຬࠕࡦࠤ࠻㧔*㧕ޔฦዪࡅࠕࡦࠣ㧔*㧕ࠃࠅ㧕
٤ၫോቶߩ⁜ൻޔᛂวߖࠬࡍࠬળ⼏ቶ᧪ᐡ⠪ኻᔕࠬࡍࠬߩਇ⿷
     ⡯ຬჇ߳ߩኻᔕ߿ࠗࠕ࠙࠻ᄌᦝ߇࿎㔍
     ߔࠇ㆑߇࿎㔍ޔゞሶบゞߥߤ߇ㅢࠇߥേ✢ࡈࠕࡃޔ㕖ኻᔕ
     ↪ߒߚߣ߈ߦ߃ߥᛂวߖࠬࡍࠬળ⼏ቶ㧔ળ⼏ቶߩⓨ߈⁁ᴫߦࠊߖߚᣣ⒟⺞ᢛ㧕
     㐳ᤨ㑆┙ߜߥ߇ࠄߩᔕኻ
    ٤㐽㎮⊛ߥၫോቶ
     ოߢ↹ߐࠇޔㇱ⟑㑆ㅪ៤߇࿎㔍
٤ICT ൻኻᔕߩㆃࠇ
    ࡈࠕࠢࠬࡈࡠࠕ㕖ኻᔕߦࠃࠆ㈩✢╬ߩᐥ߳ߩ⓭
٤⣀ᒙߥࠠࡘ࠹ࠖ
    ⺕ߢ߽ၫോቶౝᅏ߹ߢ┙ߜࠇߡߒ߹߁᭴ㅧ㧔ᖱႎṳ߃ߩෂ㒾ᕈ㧕

ޣෳ⠨✚ޤോዪ✚ോㇱၫോቶ
ၫോቶ㕙Ⓧ(ࡠ࠶ࠞቶޔዪ㐳ቶળ⼏ቶ㒰ߊ)㧦266 ট
⡯ຬᢙ㧔ዪ㐳㒰ߊ㧕㧦50 ੱ㧔৻ੱᒰߚࠅߩⷙᮨ㧦5.3 ট㧕

ᦠ᨞ߦࠃࠆㇱౝⓨ㑆ߩㆤᢿ
ㇱౝ৻ᗵߩ㒖ኂ 

.#0 ࠤࡉ࡞╬
㈩✢ߩᐥ⓭

ᦠᐶ↪ߩࡠ࠶ࠞቶ

ၫോቶౝߩᛂวߖࠬࡍࠬ
 ᧪ᐡ⠪ኻᔕ↪߽ࠅޔᖱႎ
ṳᵨ╬ߦᵈᗧ߇ᔅⷐ 

↪ᑈਅ

ㇱౝળ⼏ቶ
ዋੱᢙ↪߽ᄙߊ
㜞Ⓙ₸ 

ዪ㐳ቶ

ࡃ࡞ࠦ࠾

ࡃ࡞ࠦ࠾

ߔࠇ㆑ߢ߈ߥㅢ〝
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㧔㧞㧕ᢛᣇ㊎
ၫോቶߪోࠕࡠࡈޔࠍലߦᵴ↪ߢ߈ࠆᐔ㕙᭴ᚑߣߒࠕࡠࡈޔౝߦ৻ᗵࠍᜬߚߖޔ㐿⊛
ߢⷞᕈߩࠃࠝࡊࡦࡈࡠࠕࠍၮᧄߣߒ߹ߔޕ
ၫോቶߩ╬ߪᦨㆡߥ⟎ߦⷙೣ⊛ߦ㈩⟎ߔࠆ࡙࠾ࡃࠨ࡞ࠗࠕ࠙࠻̪ࠍၮᧄߣߒ߹ߔޕ
ၫോቶߩოߪนേᑼߪ⒖േน⢻ߥ㑆ಾࠅࠍ߃ߚ߽ߩߣߒߚࠅޔᐥࠍࡈࠕࠢࠬߣߔ
ࠆߥߤ᧪ߩⴕ㔛ⷐߩᄌൻ߿ᯏ᭴ᡷ㕟ߥߤߦᨵエߦኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁㈩ᘦߒ߹ߔޕ
ળ⼏ቶࠍ㓸⚂ߒߚળ⼏ቶࡈࡠࠕࠍ⸳ߌߩ╬ࡓ࠹ࠬࠪ⚂੍ޔᎿᄦߦࠃࠅല₸⊛ߦㆇ↪ߒ߹ߔޕ
   ળ⼏ቶࡈࡠࠕߦߪੱ↪ޔᢙߦᔕߓߚᄢዊⷙᮨߩળ⼏ቶࠍ⸳ߌࠆߣߣ߽ߦޔળ⼏ቶ㑆ߩოࠍน
േᑼߣߔࠆߥߤᔅⷐߦᔕߓߡⷙᮨࠍᄌᦝߢ߈ࠆ᭽ߣߒ߹ߔޕ
    ߹ߚޔෂᯏ▤ℂࡦ࠲ߦㄭធ㈩⟎ߔࠆળ⼏ቶߪޔἴኂ⊒↢ᤨߦ㑐ଥ⠪ߩᬺോࠬࡍࠬߣߒߡ
ォ↪ߢ߈ࠆ߽ߩߣߒ߹ߔޕ

㽲ⷙೣᕈ䈱䈅䉎ੲེ㈩⟎㩷
䋨䊡䊆䊋䊷䉰䊦䊧䉟䉝䉡䊃䋩
㽺ળ⼏ቶ㩷

㽳ᮮᢿ⊛䈭⡯ຬㅪ៤䉴䊕䊷䉴

㽴䊐䊨䉝ౝ䈪䈜䉎䉮䊏䊷ᯏ䇮
䉲䊠䊧䉾䉻䊷╬⸳⟎䉴䊕䊷䉴㩷

䈜䉏㆑䈇䇮ゞሶ䊶บゞ䈱ㅢㆊ䈏ኈᤃ䈭ਥⷐേ✢

⓹ญ
ࡈࡠࠕ

㽹ᓙว䊶⸥タ䉴䊕䊷䉴

㽷ᦠᐶ䊶ୖᐶ䊶ભ㙃ቶ╬
㽸⓹ญ䉦䉡䊮䉺䊷㩷

⡯ຬ䉣䊥䉝䈫↪䉣䊥䉝䈱ಽ㔌㩿䉶䉨䊠䊥䊁䉞䊤䉟䊮㪀㩷

↪ㇱ
'8 ࡎ࡞

࠻ࠗ

࠻ࠗ

⸳ࠬࡍࠬ

⛎ḡቶ

'8 ࡎ࡞

'8 ࡎ࡞

'8 ࡎ࡞

㕖Ᏹ↪ '8

ᮡḰ
ࡈࡠࠕ

․ㆱ㔍㓏Ბ㒝ቶ

⸳ࠬࡍࠬ

⸳ࠬࡍࠬ
ᑈਅ

⸳ࠬࡍࠬ

㨇 㧝ࡈࡠࠕߩᗐቯ㕙Ⓧ㧦⚂  ট㧔↪ㇱ㒰ߊ㧕
㨉

㽵੍⚂䈭䈚䈪↪䈪䈐䉎䉥䊷䊒䊮䈭ᛂว䈞䉴䊕䊷䉴
ޣಠޤ

⡯ ຬ
ࠛࠕ

 ↪
ࠛࠕ

㽶䊨䉾䉦䊷ቶ䇮ᦝቶ㩷

㶎䊡䊆䊋䊷䉰䊦䊧䉟䉝䉡䊃䈫䈲㵺㩷

Ԙၫോࠬࡍࠬ
ԙㅪ៤ࠬࡍࠬ
Ԛࠦࡇᯏ╬⸳⟎ࠬࡍࠬ
ԛࠝࡊࡦࡒ࠹ࠖࡦࠣࠬࡍࠬ
Ԝࡠ࠶ࠞቶᦝቶ
ԝᦠᐶୖᐶભ㙃ቶ╬
Ԟ⓹ญࠞ࠙ࡦ࠲
ԟᓙว⸥タࠬࡍࠬ
Ԡળ⼏ቶ

⚵❱ᄌᦝ䈏䈅䈦䈩䉅ၮᧄ⊛䈮䊧䉟䉝䉡䊃ᄌᦝ䉕䈞䈝䈮
䇸ੱ䇹䇸ᦠ㘃䇹䈱⒖േ䈱䉂䈪ኻᔕน⢻䈭䊪䊷䉪䊒䊧䉟䉴䇯㩷
ᓥ᧪䈱䇸ፉဳ䈱䊧䉟䉝䉡䊃䇹䈲䇮䉫䊦䊷䊒ౝ䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷
䉲䊢䊮䈏䈫䉍䉇䈜䈇䈫䈇䈉ఝ䉏䈢․ᓽ䈏䈅䉍䉁䈜䈏䇮Ⴧຬ䉇⇣
േ䈭䈬䈮䈅䈢䈦䈩䈱ਗ䈶ᦧ䈋䉇㔚✢䊶䊈䉾䊃䊪䊷䉪㈩✢
䉕ᄌᦝ䈜䉎ᚻ㑆䉇䉮䉴䊃䈏⊒↢䈚䈩䈇䉁䈚䈢䇯㩷
䈠䈱ὐ䇮䊡䊆䊋䊷䉰䊦䊧䉟䉝䉡䊃䈪䈲䇮ᓎ⡯䉇ᬺോ․ᕈ䈮
䈎䈎䉒䉌䈝䇮ᔀᐩ䈚䈢䊧䉟䉝䉡䊃䈱ᮡḰൻ䉕ⴕ䈭䈇䇮䊐䊧䉨䉲
䊑䊦䈮䊪䊷䉪䊒䊧䉟䉴䉕ㆇ↪䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉍䉁䈜䇯



ᴾ

㧔㧟㧕ၮᧄࠗࠕ࠙࠻ߣฦࠬࡍࠬߩࠗࡔࠫ
ᢛᣇ㊎ߦၮߠߚၮḰ㓏ߩၮᧄ⊛ߥࠗࠕ࠙࠻ߣޔฦࠬࡍࠬߩࠗࡔࠫ㧔P18 㧕ࠍ␜ߒ߹ߔޕ
㧔࿑ߩඨಽߪᏒ᳃ኻᔕߩᄙㇱ⟑㧔⓹ญࡈࡠࠕ㧕ޔਅඨಽߪߘࠇએᄖ㧔ᮡḰࡈࡠࠕ㧕ߩࠗࡔࠫ㧕
Ԙၫോࠬࡍࠬ
ࡈࡠࠕోࠍലߦᵴ↪ߢ߈ࠆᐔ㕙᭴ᚑߣߒࠕࡠࡈޔౝߦ৻ᗵࠍᜬߚߖޔ㐿⊛ߢⷞᕈߩࠃ
ࠝࡊࡦࡈࡠࠕࠍၮᧄߣߒ߹ߔޕ
ၫോቶߩ╬ߪᦨㆡߥ⟎ߦⷙೣ⊛ߦ㈩⟎ߔࠆ࡙࠾ࡃࠨ࡞ࠗࠕ࠙࠻ࠍၮᧄߣߒ߹ߔޕ
ᯏ᭴ᡷ㕟߿ੱ⇣േ╬ߩ㓙߽ੱߣᦠ㘃ߩߺ߇⒖േߒ࠻࠙ࠕࠗޔᄌᦝߦࠃࠆࠦࠬ࠻ߣᤨ㑆ࠍ⋭߈߹
ߔޕ
ߔࠇ㆑ޔゞሶบゞ╬ߩㅢㆊߦ㈩ᘦߒޔਥⷐേ✢ߩലࠍ⏕ߒ߹ߔޕ
 
ԙㅪ៤ࠬࡍࠬ
ฦࡈࡠࠕ߹ߚߪㇱ⟑ߩᜬߟ․ᱶᖱߦᔕߓߚᣇ߿ޔ⡯ຬߩᮮᢿ⊛ߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߥߤߢࠦࡒࡘ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩଦㅴࠍ࿑ࠆࠬࡍࠬߣߒߡޔฦࡈࡠࠕߩⵙ㊂ߦࠃࠅ↪ߢ߈ࠆࠬࡍࠬࠍ⸳ߌ߹ߔޕ
⥄Ꮸએᄖߩࡢࠢࠬࡍࠬߣߒߡߩ↪߿ޔᮮᢿ⊛ߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߥߤߢߩ↪ߩ߶߆ޔᔅⷐߦᔕ
ߓߡਅ㓏ࠍߟߥߋ㓏Ბߩ⸳⟎߿ᦠޔᐶୖᐶߣߒߡߩ↪߽น⢻ߥࠬࡍࠬߣߒ߹ߔޕ

  Ԛࠦࡇᯏ╬⸳⟎ࠬࡍࠬ
  ࠦࡇᯏࠪࡘ࠶࠳‛ޔࠬࠢ࠶ࡏ࡞ࠢࠗࠨޔຠ╬ࠕࡠࡈޔౝߩᯏེࠍ㓸⚂ߒ߹ߔޕ

ԛࠝࡊࡦࡒ࠹ࠖࡦࠣࠬࡍࠬ
 ੍⚂ਇⷐ㧔ㇱ⟑ߢߩኾߥߒ㧕ߢ⡯ຬߥࠄ⺕ߢ߽ኈᤃߦ↪ߢ߈ࠆࠝࡊࡦߥᛂวߖࠬࡍࠬߣߒ
߹ߔޕ
↪ੱᢙߦᔕߓߡࡈࠠࠪࡉ࡞ߥ㈩⟎߿↪ੱᢙࠍ⺞ᢛߢ߈ࠆ߿ሶࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
ᬺߥߤᛂวߖએᄖߩ↪ㅜߢ߽↪ߢ߈ࠆࠬࡍࠬߣߒ߹ߔޕ
 
Ԝࡠ࠶ࠞቶᦝቶ
   ല₸⊛ߦ↪ߢ߈ࠆ႐ᚲߦ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
⡯ຬᢙ㧔↵ᅚᢙ㧕ߩჇᷫߦᔕߓߡࠬࡍࠬࠍ⺞ᢛߢ߈ࠆ߽ߩߣߒ߹ߔޕ

ԝᦠᐶୖᐶભ㙃ቶ╬
ฦࡈࡠࠕߩᔅⷐᢙߦᔕߓߡᦠᐶୖᐶࠍ⸳⟎ߔࠆࠬࡍࠬߣߔࠆ߶߆ޔᬺോߩᕈ⾰ޔᯏኒᕈߩ㜞
ળ⼏߿ᬺࠍⴕ߁႐ᚲߣߒߡ߽ᵴ↪ߢ߈ࠆࠬࡍࠬߣߒ߹ߔޕ
ᬺോߩౝኈ․ᕈߦᔕߓߡ․ޔቯ↪ㅜߢߩఝవ⊛↪ߪኾ↪↪߽น⢻ߣߒ߹ߔޕ
ฦࡈࡠࠕߩᔅⷐߦᔕߓߚⷙᮨߩ⡯ຬะߌભ㙃ቶࠍ㈩⟎ߒ߹ߔޕ

Ԟ⓹ญࠞ࠙ࡦ࠲
↳⺧ฃઃߥߤ᧪ᐡ⠪߇ᄙㇱ⟑ߦߪᦠ⺧↳ޔ㘃ߩᄢ߈ߐ╬ߦ߽㈩ᘦߒߚࠁߣࠅߩࠆ⓹ญࠞ࠙ࡦ࠲
ࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ

ԟᓙว⸥タࠬࡍࠬ
᧪ᐡ⠪ߩᄙ⓹ญࠞ࠙ࡦ࠲ߦߪ᧪ޔᐡ⠪ߦ㈩ᘦߒߡᓙว⸥タࠬࡍࠬ╬ࠍ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
߹ߚޔᯏኒᖱႎ߿ࡊࠗࡃࠪߩ⼔ߥߤߩⷰὐ߆ࠄޔࡉࠬ߿ቶࠍ⸳ߌࠆߥߤޔᏒ᳃߇
ᔃߒߡᚻ⛯߈߿⋧⺣ߥߤ߇ⴕ߃ࠆࠃ߁㈩ᘦߒ߹ߔޕ
 
Ԡળ⼏ቶ
᧪ᐡ⠪ኻᔕ↪ߩળ⼏ቶࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
↪ੱᢙߦᔕߓߡ㕙Ⓧ⺞ᢛ߇น⢻ߥ᭽ߣߒ߹ߔޕ
ේೣ⚂੍ޔߩળ⼏ቶߣߒߡ↪ߒ߹ߔ߇ޔฦࡈࡠࠕߩᬺോߩౝኈ․ᕈߦᔕߓߡ․ޔቯ↪ㅜߢߩ
ఝవ⊛↪ߪኾ↪↪߽น⢻ߣߒ߹ߔޕ




ᴾ

㧔㧠㧕ࠠࡘ࠹ࠖߩ⏕
ⴕᖱႎੱᖱႎߩ⼔߿㒐‽ߩⷰὐߥߤ߆ࠄ᧪ޔᐡ⠪ߩ┙ߜࠅ㧔↪㧕น⢻ߥ႐ᚲࠍ⏕ߦ
ߔࠆߣߣ߽ߦޔ⡯ຬߦߟߡ߽․ቯߩ⡯ຬߒ߆ቶߢ߈ߥ↹ࠍ⸳ߌࠆߥߤޔᬺോߩᕈ⾰߿ᛒ߁ᖱႎ
ߦᔕߓߡࠍ࡞ࡌߩࠖ࠹ࡘࠠޔಽߒ߹ߔޕ
߹ߚࠍ⏕ߩࠖ࠹ࡘࠠޔቢߔࠆᯏ⢻ߣߒߡࠆࠃߦ╬ࠠ࠼ࠞޔㅌቶᯏ⢻ߩዉ߿㒐‽ࠞࡔ
ߩ⸳⟎╬ࠍᬌ⸛ߒ߹ߔޕ

ߩ࡞ࡌࠖ࠹ࡘࠠޝಽߩࠗࡔࠫޞ

䇼ၮᧄ䊧䉟䉝䉡䊃䈫䉶䉨䊠䊥䊁䉞䊧䊔䊦䈫䈱㑐ଥ䇽㩷
ၮᧄ䊧䉟䉝䉡䊃䈱䉣䊥䉝㩷
㩷 ↪㩷
䉣䊥䉝㩷

⡯㩷 ຬ㩷
䉣䊥䉝㩷

䉶䉨䊠䊥䊁䉞䊧䊔䊦㩷

㽲⓹ญ䉦䉡䊮䉺䊷䇮ᓙว䊶⸥タ䉴䊕䊷䉴㩷

㩷

䊧䊔䊦䋱䋺

㽳ળ⼏ቶ㩷

㩷

䊧䊔䊦䋲䋺

㽴ၫോ䉴䊕䊷䉴䇮ㅪ៤䉴䊕䊷䉴䇮䉮䊏䊷ᯏ╬⸳
⟎䉴䊕䊷䉴䇮䉥䊷䊒䊮䊚䊷䊁䉞䊮䉫䉴䊕䊷䉴䇮
䊨䉾䉦䊷ቶ䊶ᦝቶ䇮ᦠᐶ䊶ୖᐶ䊶ભ㙃ቶ╬㩷

㩷

䊧䊔䊦䋳䋺

㽵․ቯ⻉ቶ㩷

㩷

䊧䊔䊦䋴䋺



㩷
┙䈤䉍䈱นุ㩷
Ꮢ᳃㩷
⡯ຬ㩷

㩷

㐿ᐡᤨ㑆䈲㩷
⺕䈪䉅↪䈪䈐䉎㩷
᧪ᐡ⠪䈫⡯ຬ䈏㩷
↪䈪䈐䉎㩷

䂾㩷

䂾㩷

䂾㩷

䂾㩷

⡯ຬ䈱䉂䈏㩷
↪䈪䈐䉎㩷

㬍㩷

䂾㩷

․ቯ䈱⡯ຬ䈱䉂䈏㩷
↪䈪䈐䉎㪅㩷

㬍㩷

㽲⓹ญ䉦䉡䊮䉺䊷䇮ᓙว䊶⸥タ䉴䊕䊷䉴㩷

↪䉣䊥䉝㩷



㽳ળ⼏ቶ㩷

↪ㇱ

㽴ၫോ䉴䊕䊷䉴䇮ㅪ៤䉴䊕䊷䉴䇮䉮䊏䊷ᯏ╬⸳⟎䉴䊕䊷䉴䇮㩷
䉥䊷䊒䊮䊚䊷䊁䉞䊮䉫䉴䊕䊷䉴䇮䊨䉾䉦䊷ቶ䊶ᦝቶ䇮ᦠᐶ䊶ୖᐶ䊶ભ㙃ቶ╬㩷

㽵․ቯ⻉ቶ㩷



⡯ຬ䉣䊥䉝㩷

䂾㩷
䋨․ቯ⡯ຬ䈱䉂䋩

ᴾ

ࡌ࡞㧝 㧦㐿ᐡᤨ㑆ߪ⺕ߢ߽↪ߢ߈ࠆ

⓹ญࠞ࠙ࡦ࠲ޔᓙว⸥タࠬࡍࠬߦߟߡߪޔᬺോᤨ㑆ౝߦ㒢ࠅ᧪ޔᐡ⠪߇⥄
↱ߦࠅߢ߈ࠆࠝࡊࡦߥࠛࠕߣߒ߹ߔޔߒߛߚޕᬺോߩᕈ⾰ޔᔅⷐߦᔕߓ
ߡ⓹ญࠞ࠙ࡦ࠲ߩญߦࠗࡦ࠲ࡎࡦ߿߮ߒ㔚╬ࠍ⸳⟎ߒ᧪ޔᐡ⠪ߩ
ࠅࠍ㒢ߔࠆߎߣ߽ᬌ⸛ߒ߹ߔޕ
ᬺോᤨ㑆ᄖߪ↪ޔㇱߣߩญ߹ߚߪࠛࡌ࠲ࡎ࡞ߢࠠࡘ࠹ࠖࠍ↹
ߔࠆߥߤߒ᧪ޔᐡ⠪ߩ┙ߜࠅߪਇนߣߒ߹ߔޕ

ࡌ࡞㧞 㧦᧪ᐡ⠪ߣ⡯ຬ߇↪ߢ߈ࠆ

⓹ญࠞ࠙ࡦ࠲߿ᓙว⸥タࠬࡍࠬߢߪኻᔕߢ߈ߥ႐วߩ᧪ޔᐡ⠪ߣߩᛂวߖ
߿ળ⼏╬ߢ↪ߔࠆࠛࠕߣߒ߹ߔޕ
ᯏኒᖱႎ߿ࡊࠗࡃࠪ⼔ߥߤߩⷰὐ߆ࠄޔේೣޔቶဳߣߒ߹ߔޕ
ฦቶญߦߪࠠࡘ࠹ࠖࠍ⸳⟎ߒޔㅌቶߩ㓙ߪޔ⡯ຬ߇వዉߒࠠ࠼ࠞޔ
╬ߦࠃࠆ⸃㒰㧛ᣉ㍤ࠍⴕ߹ߔ᧪ޕᐡ⠪ߩߺߢߩቶߪਇนߣߒޔᔅߕ⡯ຬࠍ߁
↪ߣߒ߹ߔޕ
ේೣޔᬺോᤨ㑆ౝߢߩ↪ߣߒ߹ߔ߇ޔᔅⷐߦᔕߓߡᬺോᤨ㑆ᄖߩ↪߽น⢻ߣߒ
߹ߔޕ
᧪ᐡ⠪ኻᔕࠍఝవߣߒ߹ߔ߇ޔ↪ߩߥ႐ว╬ߪ⡯ຬߩߺߢߩ↪߽น⢻ߣߒ߹
ߔޕ

ࡌ࡞㧟 㧦⡯ຬߩߺ߇↪ߢ߈ࠆ

ⴕᖱႎ╬ߩ⼔ߩⷰὐ߆ࠄޔේೣ᧪ޔᐡ⠪ߩ┙ߜࠅߪਇนߣߒޔ⡯ຬ㧔བྷ⸤ޔ
ࠕ࡞ࡃࠗ࠻╬㧕ኾ↪ߩၫോࠛࠕߣߒ߹ߔޕ
⡯ຬߪޔේೣࠅࠃߦ⸽ߩ╬ࠠ࠼ࠞޔߒ߹ߔޕ
ᬺോᆔ⸤ᬺ⠪╬ޔᬺോߩᕈ⾰ޔᔅⷐ߇ࠆ႐วߦ㒢ߞߡޔ⡯ຬએᄖߩቶࠍน⢻
ߣߒ߹ߔ߇ޔቶน⢻ࠛࠕࠍಾࠆ╬ⴕޔᖱႎߩ⼔ߦദ߹ߔޕ

ࡌ࡞㧠 㧦․ቯߩ⡯ຬߩߺ߇↪ߢ߈ࠆ
ⴕᖱႎߩਛߢ߽․ߦ㊀ⷐߢᯏኒᕈߩ㜞ᖱႎߥߤࠍᛒ߁㒢ࠄࠇߚ⡯ຬߩߺ߇
ߢ߈ޔᬺቶ߿▤↪ᦠᐶ╬ߣߒߡ↪ߒ߹ߔޕ




ᴾ

ᾃḗᾁᴾ ᜭ˟ೞᏡᴾ
   㐿߆ࠇߚ⼏ળࠍ⋡ᜰߔߣߣ߽ߦޔല₸⊛ߥ⼏ળᵴേ߇ⴕࠊࠇࠆࠃ߁⼏႐╬ߩలࠖ࠹ࡘࠠޔ
ߩᒝൻޔㄫ⾠ᯏ⢻ߩలታ╬ࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ
ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛߦะߌߚ⼏ળߩࠅᣇ⺞ᩏળޠ㧔Ꮢળ⼏㐳⻁ᯏ㑐㧕ߢߩᬌ⸛⚿ᨐ㧔ᐔᚑ 
ᐕ  㧕ࠍ〯߹߃⻉ޔቶߏߣߩᢛᣇ㊎ࠍ␜ߒ߹ߔޕ
   ߹ߚ⼏ޔળߢᛒ߁᭽ߥޘᖱႎߩ⼔ߩⷰὐޔਇክ⠪ߩଚ㒐ᱛߥߤߩ㒐‽ߩⷰὐߥߤ߆ࠄ᧪ޔ
ᐡ⠪߮⼏ຬ㧔⡯ຬ㧕ߩ┙ߜࠅ㧔↪㧕น⢻ߥ႐ᚲࠍ⏕ߦߔࠆߥߤ⏕ߩࠖ࠹ࡘࠠޔ
ߦ߽㈩ᘦߒ߹ߔޕ

㧔㧝㧕ᢛᣇ㊎
Ԙᧄળ⼏႐
વ⛔ࠆᮮᵿᏒળߩ㔓࿐᳇ࠍᄢಾߦߒࠍࠅߣࠁޔᜬߞߚࠬࡍࠬࠍ⏕ߒ߹ߔޕ
৻⥸ற⡬Ꮸ⾠ޔቴ↪ߩ․ற⡬Ꮸ⸥⥸৻ޔ⠪ᏨࡔࠞޔᏨࠍ⸳ߌ߹ߔޕ
ઃዻᣉ⸳ߣߒߡޔற⡬⠪ࡠࡆޔᒰዪ⡯ຬប߃ቶࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
ԙᆔຬળቶ
Ᏹછᆔຬળኾ↪ቶ㧔㧤ቶ㧕ߩ߶߆ޔㆇ༡ᆔຬળቶޔㆇ༡ℂળቶోޔຬද⼏ળቶ੍▚▚․
ᆔຬળቶࠍ⸳ߌޔᏱછᆔຬળቶ߅ࠃ߮ㆇ༡ᆔຬળቶߦߪޔᒰዪបቶ╬ߣߒߡ↪ߢ߈ࠆቶ
ࠍ૬⸳ߒ߹ߔޕ
ㆇ༡ℂળቶࠍ㒰ߊฦቶߦޔற⡬ߩߒ߿ߔߐޔోᕈߦ㈩ᘦߒ⸥ޔ⠪Ꮸற⡬Ꮸࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
ࠠࡘ࠹ࠖߩⷰὐ߆ࠄற⡬⠪ߣ⼏ຬ㧔⡯ຬ㧕ߩേ✢ࠍߢ߈ࠆ㒢ࠅಽ㔌ߒ߹ߔޕ
Ԛ⼏ຬបቶ
Ꮢ᳃ߦಽ߆ࠅ߿ߔࡈࡠࠕ㈩⟎ߣߒޔળᵷߩੱᢙᄌേߦᔕߓߡᨵエߦᄌᦝߢ߈ࠆ᭴ㅧ⸳ߣ
ߒ߹ߔޕ
ԛᱜ⼏㐳ቶ
⼏㐳ᔕធቶ⼏㐳ᔕធቶࠍ߃ߚᱜ⼏㐳ቶߣߒ᧪ޔቴߩᓙᯏቶࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
Ԝᔕធቶ
↪ߩᔕធቶࠍ⸳⟎ߔࠆߣߣ߽ߦޔᶏᄖ߆ࠄߩᄢੱᢙߩ⾠ቴߥߤߦኻᔕߢ߈ࠆᔕធቶࠍ⸳⟎ߒ
߹ߔޕ
ԝળ⼏ቶ
↪ߩળ⼏ቶࠍ⸳⟎ߔࠆߣߣ߽ߦୃ⎇ޔળ⼏ㅪ✚ળߥߤᄙ⋡⊛ߦ↪ߢ߈ࠆળ⼏ቶࠍ⸳⟎ߒ
߹ߔޕ
ⷞኤฃ⾠ޔቴฃߩߚߦࡊࡦ࠹࡚ࠪࡦኻᔕ߇น⢻ߥળ⼏ቶࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ
Ԟ࿑ᦠቶ
චಽߥ⬿ᦠࠬࡍࠬޔ㈩᨞ࠬࡍࠬޔ㑛ⷩࠬࡍࠬޔോ⺞ᩏ↪ࠬࡍࠬࠍ߃ޔᏒ᳃㐿ߒ
߹ߔޕ
⼏ળዪോቶߣㄭធߒߡ㈩⟎ߒ߇ࠬࡆࠨࠬࡦࠔࡈޔน⢻ߥᣉ⸳ߣߒ߹ߔޕ
ԟߘߩઁ
⼏ળᵴേ߿ᏒᖱႎࠍᏒ᳃ߦ⚫ߔࠆ 24 ࠦ࠽߿⸥ޔᔨຠ⾗ᢱߥߤࠍዷ␜ߔࠆࠬࡍࠬ
ࠍᏒ᳃߇↪ߒ߿ߔ႐ᚲߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
⼏ળዪോቶߦ⺧ޔ㗿㒸ᖱᖱႎ㐿╬ߩᏒ᳃ኻᔕࠬࡍࠬࠍ⏕ߒ߹ߔޕ
㘶㘩ᐫ╬ߦߟߡߪ⼏ޔળ߆ࠄ߽↪ߒ߿ߔ⟎ߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ





ᴾ

ᾃḗᾂᴾ ࠊൟМဇೞᏡᴾ
 Ꮢ᳃ᖱႎࡦ࠲ޔᏒ᳃⋧⺣ቶޔ᩺ౝᚲޔᏒ᳃දᵹቶ㧔⒓㧕
ޔደᩮઃ߈Ꮢ᳃ᐢ႐㧔ࠕ࠻
࠙ࡓ㧕ߥߤߩᏒ᳃↪ᯏ⢻ߪޔᏒ᳃ߦࠊ߆ࠅ߿ߔߊ߿ߔࠃ߁ᑪ‛ૐጀ㓏ߦ㈩⟎ߒ߹ߔޕ
ᚻ⛯߈߿⋧⺣ᬺോߦߟߡߪⷰߩ⼔ߩࠪࡃࠗࡊޔὐߥߤ߆ࠄޔᔅⷐߦᔕߓߡࡉࠬ߿
ቶࠍ⸳⟎ߔࠆߥߤޔᏒ᳃߇ᔃߒߡᚻ⛯߈߿⋧⺣߇ⴕ߃ࠆࠃ߁㈩ᘦߒ߹ߔޕ

ޣᢛᣇ㊎ޤ
ԘᏒ᳃ᖱႎࡦ࠲
Ꮢ᳃ߦಽ߆ࠅ߿ߔߊߦ↱⥄߇߽⺕ޔ↪ߢ߈ࠆ㈩⟎ߣߔࠆ৻ᣇ߇߽⺕ޔᔃߒߡోߦ↪ߢ
߈ࠆࠃ߁ࠠࡘ࠹ࠖࠍ⏕ߒ߹ߔ ޕ
ฃઃࠬࡍࠬ߿㐿␜⺧᳞ࠬࡍࠬߪ⺧ޔ᳞⠪߇ઁߩ᧪ᐡ⠪߆ࠄ߃ߥࠃ߁ޔቶ߿⓹ญࠞ࠙
ࡦ࠲߳ߩ㑆ಾࠅߩ⸳⟎ߥߤ᧪ޔᐡ⠪ߩࡊࠗࡃࠪߩ⼔ߦ㈩ᘦߒ߹ߔޕ
Ꮢ᳃࠾࠭ߩ㜞ᖱႎߦߟߡߪޔ㈩᨞ࠬࡍࠬࠍలታߐߖࠆߥߤߒߡޔⓍᭂ⊛ߥᖱႎឭଏߦ
ദ߹ߔޕ

ԙᏒ᳃⋧⺣ቶ
᧪ᐡ⠪߇⪭ߜ⌕ߡ⋧⺣ߢ߈ߦ߆⚦߈ߦ⺣⋧ޔᔕ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔࡉࠬ߿⓹ญ
ࠞ࠙ࡦ࠲߳ߩ㑆ಾࠅߩ⸳⟎ߥߤ⺣⋧ޔ⠪ߩࡊࠗࡃࠪߩ⼔ߦ㈩ᘦߒ߹ߔޕ
ᤨ㑆ᄖ╬ߩ⋧⺣ߦ߽ኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ᬌ⸛ߒ߹ߔޕ
⋧⺣⠪ߩࡊࠗࡃࠪߦ㈩ᘦߒߚᓙวቶࠍ⸳⟎ߒ߹ߔޕ

Ԛ᩺ౝᚲ
Ꮢ᳃߆ࠄߟߌ߿ߔߔ߿ࠅ߆ࠊޔ႐ᚲߦ⸳⟎ߒ߹ߔޕ

ԛᏒ᳃දᵹቶ㧔⒓㧕
Ꮢ᳃߿ⴕߦࠃࠆ⻠Ṷળ⻠ޔᐳ߇ߤߥࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޔ㐿ߢ߈ࠆࠬࡍࠬߣߒߡᢛߒ߹ߔޕ
ᄛ㑆߿ભᣣߦ߽↪ߔࠆߎߣࠍ೨ឭߣߒߚ㈩⟎ߣߒ߹ߔޕ

Ԝደᩮઃ߈Ꮢ᳃ᐢ႐㧔ࠕ࠻࠙ࡓ㧕
Ṷᄼળޔዷ␜ⷰޔ࠻ࡦࡌࠗޔశ᩺ౝ╬ޔᄙ⋡⊛ߦ↪ߢ߈ࠆࠬࡍࠬߣߒ߹ߔޕ
ᓙߜวࠊߖ╬ߢߩ↪߿᳇シߦ⸰ࠇભᙑߢ߈ޕߔ߹ߒߣࠬࡍࠬࠆߍࠈߟߊߣࠅߊߞࠁޔ
ᄛ㑆߿ભᣣߩ↪ߦ߽㈩ᘦߒޔㅢࠅᛮߌ߽น⢻ߥࠬࡍࠬߣߒ߹ߔޕ





ᴾ

ᾃḗᾃᴾ үೞሥྸೞᏡᴾ
ᄢⷙᮨ㔡ࠍߪߓޔෂᯏ߇⊒↢ߒߚ㓙ߦߪޔᮮᵿᏒߩኻ╷ᧄㇱߣߒߡޔᖱႎߩ㓸ޔ㓸⚂ޔኻ
╷ߩ┙᩺ޔቯࠍⴕ߁ෂᯏ▤ℂࡦ࠲ࠍᢛߒ߹ߔޕ
ἴኂ⊒↢ᤨߦޔㄦㅦ߆ߟ⊛⏕ߥᗧᕁቯ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦἴኂኻ╷ߩᧄㇱᯏ⢻ߪห৻ࡈࡠࠕߦ㓸⚂
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߿⸳ߩ⠴㔡ᕈߩ⏕ࠍ࿑ࠆޕ
ԙⅣႺߦᦨᄢ㒢㈩ᘦߒߚᏒᐡ⥢ߣߒߡޔవㅴ⊛ߥⅣႺ⸳ᯏ⢻╬ߩዉࠍ࿑ࠆޕ
Ԛၫോቶߩಽᢔൻޔᐕ㑆  ంࠍ߃ࠆ⾓୫ᢱ⽶ᜂޔἴኂᤨߩෂᯏ▤ℂᯏ⢻ߩᒝൻߥߤ༛✕ߩ
⺖㗴ࠍᣧᦼ⸃ߔࠆߚߦޔᎿᦼ㑆ߩ⍴❗ࠍ࿑ࠆޕ
ԛ᭽ߥޘᎿᄦߦࠃࠅޔᑪ⸳ࠦࠬ࠻߿ࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ࠦࠬ࠻ߩ❗ᷫࠍ࿑ࠆޕ
ԜᏒౝડᬺߩෳᯏળߦ㈩ᘦߔࠆߥߤၞ⚻ᷣߩᵴᕈൻࠍ࿑ࠆޕ





ᴾ

عᣂᏒᐡ⥢ᢛᬺߦ߅ߌࠆᎿ⊒ᵈᣇᑼߩᲧセᬌ⸛



㧔#㧕⸳⸘ᣉᎿಽ㔌⊒ᵈ㧔ᓥ᧪㧕ᣇᑼ

㧔$㧕⸳⸘ᣉᎿ৻⊒ᵈ㧔࠺ࠩࠗࡦࡆ࡞࠼㧕ᣇᑼ

㩷㩷

㩷㩷

⸳⸘Ბ㓏䈎䉌ᣉᎿᬺ⠪䈱ᜬ䈧⁛⥄ߩᛛⴚ
ᮡḰ⊛䈪᳢↪ᕈ䈱䈅䉎⸳⸘ౝኈ䈪
ⷞὐԘޔԙ
䈱Ꮏ⊒ᵈ䈮䈭䉌䈙䉎䉕ᓧ䈭䈇䈢䉄䇮 ߿Ꮏᴺ╬ࠍᤋߔࠆߎߣ߇น⢻䈫䈭䉍䇮ᦨᣂ

㜞ᐲߥᛛⴚജ ᣉᎿᬺ⠪䈏䈜䉎⁛⥄ߩᛛⴚ߿․⸵ 䈱㜞ᐲᛛⴚ䉇Ꮏᴺ䉕ណ↪䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯㩷
䋨వㅴ⊛䈭ᛛⴚ╬䈮㑐䈜䉎ឭ᩺䉕᳞䉄䈩䇮ឭ᩺
ࡁ࠙ࡂ࠙╬ Ꮏᴺ╬ࠍណ↪ߒߦߊޕ㩷
䈘䉏䈢ౝኈ䈫ᧅଔᩰ䉕✚ว⊛䈮⹏ଔ䈚䈢䈉䈋
ߩណ↪
䈪ฃᵈᬺ⠪䉕ቯ䈜䉎䇯䋩㩷
㩷㩷

㩷㩷
ⷞὐԚ

Ꮏᦼ⍴❗ߩ
น⢻ᕈ

ᣉᎿᬺ⠪䈱⁛⥄䈱ᛛⴚജ䉇䊉䉡䊊䉡䉕⸳⸘
⸳⸘Ბ㓏䈶ᣉᎿᲑ㓏䈪䈱Ꮏᦼ
⍴❗䈱น⢻ᕈ䉕ᬌ⸛䈜䉎䈏䇮ᣉᎿᬺ Ბ㓏䈎䉌ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈪䈅䉍䇮૬䈞䈩䇮⸳
⠪䈱⁛⥄䈱ᛛⴚജ䉇䊉䉡䊊䉡䉕⸳⸘ ⸘ᬺ䈫ਗⴕ䈚䈩ᣉᎿḰ䋨⾗᧚⊒ᵈ╬䋩䈏䈪
Ბ㓏䈎䉌ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈏࿎㔍䈭䈢䉄䇮 䈐䉎䈢䉄Ꮏᦼ⍴❗ߩน⢻ᕈ߇㜞ޕ㩷
Ꮏᦼ⍴❗ߩน⢻ᕈߪ㒢ቯ⊛ߦߥࠆޕ
㩷

㩷㩷

㩷㩷
⸳⸘Ბ㓏䈶ᣉᎿᲑ㓏䈪䈱䉮䉴䊃
❗ᷫ䈱น⢻ᕈ䉕ᬌ⸛䈜䉎䈏䇮ᣉᎿᬺ
ⷞὐԛ
⠪䈱⁛⥄䈱ᛛⴚ╬䉕ណ↪䈜䉎䈖䈫䈏

࿎㔍䈭䈢䉄䇮ࠦࠬ࠻❗ᷫߩലᨐߪ㒢
ࠦࠬ࠻❗ᷫ╬ ቯ⊛ߦߥࠆޕ㩷

⸳⸘᭽䉇ᣉᎿᣇᴺ╬䈮ᣉᎿᬺ⠪䈱ᜬ䈧
⁛⥄䈱ᛛⴚ䉕ណ↪䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍ࠦࠬ࠻❗ᷫല
ᨐ߇ᦼᓙߢ߈ࠆޕ㩷
㩷 䉁䈢䇮ᣧᦼ䋨⸳⸘Ბ㓏䈎䉌䋩䈮ᬺ⠪䈫䈱䉮䊚䉾
䊃䊜䊮䊃䋨⊒ᵈ⏕⚂䋩䈏䈪䈐䉎䈖䈫䈎䉌䇮䉮䉴䊃❗
ലᨐ䈏䈅䉍䇮❥ᔔᦼ䈪Ꮏ႐↢↥䈏㑆䈮ว䉒䈭
䈇䈫䈇䈉䉴䉬䉳䊠䊷䊦䊥䉴䉪䉅シᷫ䈪䈐䉎䇯㩷

㩷
㽲㜞ጀ৻ᑪ▽䈱䈢䉄䇮Ꮏ䈱Ꮏ
䉕ಽ䈔䈢ಽഀ⊒ᵈ䈲࿎㔍䈪䈅䉎䇯㩷
㩷
㽳ᑪ▽Ꮏ䉇ฦ⒳⸳Ꮏ䉕ฦ䇱
ಽ㔌䈚䈩⊒ᵈ䈜䉎႐ว䈪䉅䇮ฦ䇱䈱
Ꮏ䈏䇮䌗䌔䌏ᐭ⺞㆐දቯኻ⽎Ꮏ
䈫䈭䉎䈢䉄䇮Ꮢౝડᬺߦ㒢ቯߒߚ
ᧅෳട᧦ઙࠍ⸳ቯߢ߈ߥޕ㩷
㩷
㩷
㩿ኻᔕ㪀㩷 㩷
䈠䈱䈢䉄䇮หડᬺ䋨䌊䌖䋩䈪䈱᭴ᚑ
ડᬺ䈫䈚䈩Ꮢౝડᬺ䉅ෳട䈪䈐䉎䉋䈉
䈭ᧅෳട᧦ઙ䉕⸳ቯ䈜䉎䈭䈬䇮Ꮏ
ᄦ䉇㈩ᘦ䈏ᔅⷐ䇯㩷

㩷
㽲หᏀ㩷
㩷
㩷
㽳㪮㪫㪦 ᐭ⺞㆐දቯኻ⽎Ꮏ䈫䈭䉎䈖䈫䈮ട
䈋䇮వㅴ⊛䈭ᛛⴚ䊶Ꮏᴺ䉕䈜䉎ᄢᚻડᬺ䈏䇮
⸳⸘䈫ᣉᎿ䋨ᑪ▽Ꮏ䇮⸳Ꮏ䈭䈬ో䈩䋩䉕
✚ว⊛䈎䈧৻⊛䈮ታᣉ䈜䉎䈢䉄䇮Ꮢౝડᬺ
ߦ㒢ቯߒߚᧅෳട᧦ઙࠍ⸳ቯߢ߈ߥޕ㩷
㩷
㩷
䋨ኻᔕ䋩㩷
䈠䈱䈢䉄䇮ᑪ▽ᬺ⠪䇮⸳ᬺ⠪䉕䉄䈢ห
ડᬺ䋨䌊䌖䋩䈮䉋䉎䈖䈫䈫䈚䇮䈠䈱หડᬺ䈱
᭴ᚑડᬺ䈫䈚䈩Ꮢౝડᬺ䉅ෳട䈪䈐䉎䉋䈉䈭
ᧅෳട᧦ઙ䉕⸳ቯ䈜䉎䈭䈬䇮Ꮏᄦ䉇㈩ᘦ䈏ᔅ
ⷐ䇯㩷

ⷞὐԜ

ၞ⚻ᷣߩ
ᵴᕈൻ






ᴾ

Ꮏ⊒ᵈᣇᑼߩᲧセᬌ⸛ߩ⚿ᨐޔᣂᏒᐡ⥢ᢛߦߟߡߪⷞޔὐԘ߆ࠄԛߦߟߡ⹏ଔߩ㜞⸘⸳ޔ
ᣉᎿ৻⊒ᵈᣇᑼࠍណ↪ߔࠆߎߣߣߒߡᬌ⸛ࠍㅴ߹ߔޕ
⸳⸘ᣉᎿ৻⊒ᵈᣇᑼߩ⺖㗴ߣߒߡޔᕈ⢻⊒ᵈߣߥࠅౕ⊛ߥ᭽ࠍฃᵈ⠪ߦᆔߨࠆߎߣߦߥࠆߚ
ޔᏒ߇᳞ࠆᕈ⢻߿᭽ࠍ⏕ߔࠆᎿᄦ߇ᔅⷐߣߥࠅ߹ߔ⸃ߩߘޕ╷ߣߒߡ⊒ޔᵈ⠪㧔Ꮢ㧕ߩᗧะ
ࠍ〯߹߃ߚኾ㐷ኅ㧔㧯㧹㨞㧦ࠦࡦࠬ࠻࡚ࠢࠪࡦࡑࡀࠫࡖ̪㧕╬ߦࠃࠆᡰេࠍዉߒ߹ߔޕ
ၞ⚻ᷣᵴᕈൻ㧔ⷞὐԜ㧕ߦߟߡߪޔᎿⷙᮨ߇ᄢ߈ߚ㨃㨀㧻ᐭ⺞㆐දቯኻ⽎Ꮏߣߥࠅ߹
ߔߩߢ⊒ߩࠇߕޔᵈᣇᑼࠍߣߞߡ߽ޔᏒౝડᬺߦߟߡ㒢ቯ߹ߚߪఝవߒߚᎿ⊒ᵈߪߢ߈߹ߖࠎ ޕ
ߎߩߚⶄޔᢙߩᬺ⒳Ფߩડᬺࠍ᭴ᚑຬߣߔࠆหડᬺ㧔㧶㨂㧕ߣߔࠆߎߣࠍᧅෳട᧦ઙߣߔࠆ
ߎߣ╬ߦࠃࠅޔᏒౝડᬺ߽หડᬺ㧔㧶㨂㧕ߩ᭴ᚑຬߣߒߡෳടߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠆ⚵ࠍᬌ⸛ߒ
ߡ߈߹ߔޕ

̪ࠦࡦࠬ࠻࡚ࠢࠪࡦࡑࡀࠫࡖ㧦ᛛⴚ⊛ߥਛ┙ᕈࠍߜߟߟ⊒ޔᵈ⠪ߩߦ┙ߞߡ⊒ޔᵈ⸳⸘ᣉᎿߩฦᲑ㓏ߦ߅
ߡޔᎿ⊒ᵈᣇᑼߩᬌ⸛߿⸳⸘ߩᬌ⸛ޔᎿ⒟▤ℂޔຠ⾰▤ℂ▤࠻ࠬࠦޔℂߥߤߩ
ฦ⒳ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ᬺോࠍⴕ߁߽ߩޕ



ᾅḗᾂᴾ ἋἃἊἷὊἽᴾ
ᣂᏒᐡ⥢ࠍᢛߒޔଏ↪㐿ᆎߔࠆ߹ߢߩࠬࠤࠫࡘ࡞ߪޔߨᰴߩߣ߅ࠅߣߥࠅ߹ߔޕ

䋭
㪈ᐕ
㪉ᐕ
㪊ᐕ
㪋ᐕ
㪌ᐕ
㪍ᐕ
㪎ᐕ
ᬺᐕᐲ

㪟㪉㪌ᐕᐲ
㪟㪉㪍ᐕᐲ
㪟㪉㪎ᐕᐲ
㪟㪉㪏ᐕᐲ
㪟㪉㪐ᐕᐲ
㪟㪊㪇ᐕᐲ
㪟㪊㪈ᐕᐲ
㪟㪊㪉ᐕᐲ

䃂Ꮢ᳃ᗧ㓸
䂾㪉Ꮢળ

ၮᧄ⸘↹
⸳⸘ⷐઙ䈱ᢛℂ䊶

⊒ᵈ⾗ᢱ䈱ᚑ
⊒ᵈᚻ⛯
䋨䋹䉦䋩

⸳⸘䋨24䉦䋩
 ⸳⸘䊶ᣉᎿ
వⴕᬺ
৻⊒ᵈᣇᑼ
Ꮏ 䋨30䉦䋩
(䋶䉦)
⒖ォ

䋨ᣉᎿḰ╬䋩



ᐔᚑ  ᐕ㧝ߦ┫Ꮏޔᐔᚑ  ᐕ㧢ߦ⒖ォࠍቢੌߒޔଏ↪㐿ᆎߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߒ߹ߔޕ
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ᾆᴾ ʙಅᝲὉӓૅἉἱἷἾὊἉἹὅᴾ

ޟ㧡 ᣂᏒᐡ⥢ߩⷙᮨޟޠ㧢 ᬺᚻᴺࠬࠤࠫࡘ࡞ߢޠᢛℂߒߚౝኈߦၮߠ߈ޔർખㅢධ
ߢᣂᏒᐡ⥢ࠍᢛߔࠆ႐วߩᗐቯᬺ⾌ࠍ▚ߒޔᡰࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍⴕ߹ߒߚޕ
ᡰࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߪޔ
ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐߩޠ⠨߃ᣇࠍ〯ⷅߒޔߦᣂᏒᐡ⥢ࠍᢛߒߥ
႐วߦޔᕡᏱ⊛ߦᡰߒ⛯ߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ⾌↪㧔᳃㑆ࡆ࡞⾓୫ᢱ߿ᐡ⥢ߩ⛽ᜬ▤ℂ⾌╬㧕ࠍ
ߣߺߥߒߡޔ
ޟᣂᏒᐡ⥢ࠍᢛߒߥ႐วߦᲧߴߡ⽶ߌߛࠇߤޔᜂ߇Ⴧ߃ࠆ߆ⷰ߁ߣޠὐߢ⹜▚ࠍ
ⴕ߹ߒߚޕ
ᡰࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍⴕ߁ߦߚߞߡߪޔ
ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐߣᤨޠᲧߴߡޔਥߦᰴߩὐߦߟ
ߡ⹜▚᧦ઙࠍ⋥ߒ߹ߒߚޕ
⾓⾉ᐥߩ߁ߜࠝࡈࠖࠬᐥߦߟߡߪޔᢛߒߥߎߣߣߒߡ⹜▚ߒ߹ߒߚޕ
ᬺᦼ㑆ࠍ㧢ᐕߣߒߡ⹜▚ߒ߹ߒߚޕ
᳃㑆ࡆ࡞⾓୫ᢱ⋉⾌╬ࠍ㓸⚂ኻ⽎ㇱ⟑ߩ♖ᩏ㧔Ⴧ㧕ߦࠃࠅ⋥ߒ߹ߒߚޕ
ᑪ⸳නଔࠍᦨޔㄭߩᏒᴫߦࠃࠆ⁁ᴫࠍ⠨ᘦߒߡ⋥ߒ߹ߒߚޕ
 ᐕߩᶖ⾌⒢₸ߩᒁ߈ߍࠍᝪ߃ޔᶖ⾌⒢₸ࠍ 㧑ߣߒߡ⹜▚ߒ߹ߒߚޕ
ᐡ⥢ߩᛒߦߟߡߪޔ㑐ౝ㑐ᄖߩᵴᕈൻߦะߌߚ߹ߜߠߊࠅߩ৻Ⅳߣߒߡޔᓟౕޔ
⊛ߦᬌ⸛ߒߡߊߚᤨޔὐߢਇ⏕ቯߢࠆ᷼↸ߦࠆᐡ⥢ߩᡷୃ⾌߿⸃⾌ߥߤߩᡰޔ
ᑪ‛߿ߩ⾓⾉ߦࠃࠆࠍ㒰ᄖߒߡ⹜▚ߒ߹ߒߚޕ


ᾆḗᾀᴾ ᚨᚘὉᚨᝲሁᴾ
㧝  ᣂᏒᐡ⥢߇ቢᚑߒ⒖ォߔࠆ߹ߢߦᔅⷐߣߥࠆ⾌↪
  ࠕ ⸳⸘ᑪ⸳⾌╬  
     ⚂  ం 
ޣౝ⸶ޤ
䊶ᑪ ⸳ ⾌䋺⚂㩷 㪌㪏㪎 ం䋨㪋㪇 ਁ䋯䋛㶎㬍㪈㪋㪍㪃㪏㪇㪇 䋛䋩㩷 㶎᳃㑆ᬺ⠪䈻䈱䊍䉝䊥䊮䉫⺞ᩏ⚿ᨐ╬䈮䉋䉎㩷
䊶⸳⸘⾌╬䋺⚂㩷 㩷 㪉㪐 ం䋨ᑪ⸳⾌䈱䋵䋦䋩㩷 㶎⺞ᩏ䇮ၮᧄ⸳⸘䇮ታᣉ⸳⸘䇮Ꮏ⋙ℂ⾌㩷
  ࠗ ⒖ォ⾌
     ⚂  ం㧔 ජ㧛ট̪ ট㧕̪ᧄᏒ⒖ォᤨߩታ❣㧛ੲེߩ⾼⾌ߪㄟࠎߢߥ
࠙ ㅌୃ❲⾌ 
     ⚂  ం㧔 ජ㧛ট̪ ট㧕̪ᧄᏒ⒖ォᤨߩታ❣㧛ੲེߩ⾼⾌ߪㄟࠎߢߥ
㧞  ᣂᏒᐡ⥢ቢᚑᓟߦᲤᐕᔅⷐߣߥࠆ⾌↪
  ࠕ ⛽ᜬ▤ℂ⾌ 
  ⚂  ం㧛ᐕ㧔 ජ㧛টᐕ̪ ট㧕
̪᳃㑆ᬺ⠪߳ߩࡅࠕࡦࠣ⺞ᩏ⚿ᨐ╬ߦࠃࠆ㧛⚻Ᏹ⊛ୃ❲⾌ࠍߺ⼊ޔ⾌ࠍ㒰ߊ㧛㚢ゞ႐ࠍ㒰ߊ

  ࠗ ⸘↹ୃ❲⾌ 
  ⚂  ం㧛 ᐕ㧔 ජ㧛ট̪ ট㧕̪᳃㑆ᬺ⠪߳ߩࡅࠕࡦࠣ⺞ᩏ⚿ᨐ╬ߦࠃࠆ


ᾆḗᾁᴾ ᝠเᴾ
ᣂᏒᐡ⥢ߩᢛ⽷ḮߦߟߡߪޔᏒௌࠍ⊒ⴕߒߡᏒ߇⥄ࠄ⺞㆐ߔࠆߎߣߣߒ߹ߔޕ
ߚߛߒޔᬺࠬࡍࠬߥߤௌߩኻ⽎ᄖߣߥࠆㇱಽߦߟߡߪ⽷⥸৻ޔḮߢᢛߒ߹ߔޕ

㧝  ⸳⸘ᑪ⸳⾌╬㧔⚂  ం㧕ߩ⺞㆐ᣇᴺ
  ࠕ Ꮢ  ௌ
 ⚂  ం㧔₸ 㧑̪ ޔᐕఘㆶ㧕̪ㆊ  ᐕ㑆ߩ  ᐕએߩ㐳ᦼௌ⊒ⴕ㗵ߩᐔဋ₸
  ࠗ ৻⥸⽷Ḯ 
 ⚂  ం㧔ᬺᣉ⸳ࠬࡍࠬޔડᬺዪㇱಽߪௌኻ⽎ᄖ㧕


ᴾ

㧞  ᣂᏒᐡ⥢ቢᚑᓟߩᲤᐕߩ
  ࠕ ߦᣂᏒᐡ⥢ࠍᢛߒߥ႐วߦᕡᏱ⊛ߦᡰߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ⾌↪㧔ߺߥߒ㧕 
   ᳃㑆ࡆ࡞⾓୫ᢱ⋉⾌╬㧦⚂  ం㧛ᐕ ̪ ᐕ  ᤨὐߩᣂᐡ⥢ዬᗐቯㇱ⟑  টಽ
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８‐２ 関内駅周辺地区のまちづくり

関内駅周辺地区
港町地区
港町地区周辺 （現市庁舎街区）
（民間街区）
横浜公園

JR 関内駅

横浜文化体育館

横浜総合高校

（１） まちづくり戦略
 文化芸術、スポーツ、エンターテイメントの拠点を整備し、都市のブランド力を強化する。
関内・関外地区の核となる文化芸術、スポーツ、エンターテイメントの拠点施設を整備し、
休日の来街者の増加につなげるとともに、関連産業の周辺への立地を推進します。


関内・関外地区の独自性を打ち出す人・企業を集め・育てる。
大学などの教育施設や独創的なグローバル企業、世界的な研究者やトップアスリート、
トップデザイナーなどを誘致・育成することにより、地区の個性を強化します。



関内・関外地区の強みを活かした、都心部の産業強化を図るための拠点を整備する。
成長産業の拠点施設（オフィス、研究開発、マーケティング施設など）の整備、
ベンチャー支援、異分野融合、産学連携などを推進します。



横浜都心部の回遊性を高めるための交通拠点機能を強化する。
横浜都心部の各地区間の回遊性向上に資する交通拠点を整備し、新たな交通手段を導入し
ます。



象徴的な公共空間を整備する。
・ＪＲ関内駅の改良、ＪＲ関内駅高架下の利活用を促進します。
・大通り公園～くすのき広場～横浜公園～日本大通りを結ぶ「緑の軸線」を強化します。
・くすのき広場を象徴的空間として再整備します。
・関内・関外地区の分断の解消により連絡性を強化します。
・規制緩和等により公共空間の利活用を促進します。
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【参考】

関内駅周辺地区のまちづくりのテーマと目的

・関内・関外地区の特徴や課題を踏まえ、現段階で考えられるテーマと、その目的を整理した。
・4 つのテーマを融合、取捨選択したり、更なるテーマを追加したりしながら、関内駅周辺地区のまちづくりを進めていく。
・関内駅周辺地区が、横浜市全体の成長や、時代の変革の原動力となるためには、人材の集積とネットワークの形成が重要となる。

テーマ①：アート＆デザイン

テーマ②：成長産業

【現況】

【現況】

・文化芸術創造都市の政策により、横浜
都心部において、アーティスト・クリ
エイターの集積が進んでいる。

まちづくりを進めるにあたって重要なこと

人材の集積とネットワーク
【目的】

47都道府県のグッ
ドデザイン賞受賞作
品の展示会の様子

・いずれのテーマにおいても、これまでにない新しいもの
やサービスを生み出していくことが求められている。

■ 創造力により、横浜の都市としての価値や魅力を高め、
発信する。
・横浜にとって、文化芸術は市民生活を充実させるだけではなく、国際的な
競争力を獲得していくための力となる。
・多彩な人材の創造力を活かし、都市の新しい価値や魅力を高め、発信する。

・その為には、現在の横浜の人材を活かしていくとともに、
世界から人材が集まる都市となることが必要である。
・「みなとまち」横浜の資源を活かし、有能な人材にとって
魅力的に感じられる都市環境を創りだしていく。

・開港以来、常に新しいことを発信し、多様
な人材を受け入れてきた「みなとまち」と
してのブランド力がある。
・居住人口が多いため、商品やサービスを購
入する人を多く抱える都心部としてのポテ
ンシャルがある。

【目的】

■ 地域社会の中の持続可能な産業がこれからの横浜の
成長を支える。
・縮小する時代において、地域社会と密接な関わりを持ち、地域内で自立可能で持
続的な産業を生み出す。

■ 横浜の産業・ビジネスに新しい価値を与える。
・アート・デザインが、様々な産業やビジネスと結びつくことで、それらに新
しい価値を与える。

■ 世界を相手としたビジネスを、横浜から生み出す。
【必要な機能】
人材育成の場（次世代を担う有能な人材を育てる）

・世界の市場に対して、横浜の位置づけを考え、海外に売り出していく産業を生み
出す。

交流の場（分野・立場を超えてアイデアを出し合う）
創造の場（新しい製品・サービス・作品をつくりだす）

テーマ③：観光・エンターテイメント

発信の場（世界に伝え、つながりをつくり、
市場開拓する）

テーマ④：スポーツ＆健康
【現況】

【現況】

・横浜スタジアムや文化体育館等が立地して
おり、スポーツのイベントなども数多く開
催されている。

・開港の歴史を受け継いできたことが、
横浜の重要な誘客要素となっている。
・臨海部や中華街を中心に観光やエンタ
ーテイメントの機能が集積している。

・平成25年には、関内地区（2か所）がライフ
イノベーション特区に追加指定された。

・関内駅前という立地を活かした誘客機
能が求められている。

【目的】
© 2010 Caroline Gagné, on Flickr, CC BY 2.0.

■ スポーツを通して都市活動を生み出す。

【目的】

・集客施設としてまちなかにプロスポーツ施設を立地させ、周辺施設やイベントを
連携させることで、経済波及効果が期待できる。

■ 横浜への来街・滞在を促し、支える。
・横浜独自の資源を活かし、観光・エンターテイメントを集積することで、
横浜の都市ブランド力を高め、来街や滞在を促す。

© 2010 Rondo Estrello, on Flickr, CC BY-SA 2.0.

写真http://www.rijkswaterstaat.nl/over̲ons/lef̲future̲center/ より

■ 市民の誇りを醸成し、世界に誇るスポーツ都市を発信する。

・アフターコンベンション機能（レセプション会場、観光インフォメーショ
ン施設、飲食店や小売店、シアター等）を関内・関外地区に集積し、みな
とみらい21地区との連携を強化することにより、都心部全体でＭＩＣＥ都
市の機能強化を図る。

・市民の誇りにつながるスポーツ（特にプロスポーツ（例：ワールドカップ開催都
市））を、国際都市横浜の都市外交の重要な力と捉え、国内外への発信力強化を
図る。

■ 健康的な社会づくりを進める。
・今後、ますます高齢化が進む中で、スポーツを含めた健康づくりや予防医学など
の市場の拡大を意識したまちづくりを進める。
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【参考

ケース①のイメージ】

施設例・波及効果のイメージ

文化芸術創造都市拠点+ スポーツ関連産業集積拠点

創造性を刺激し、未来をつくるアクティブ・デザインタウン

現代美術館・デザインミュージアム

・市民、企業、行政等多様な主体の共創により、都市のアイデンティティを形成する文化、芸術、デザインの水準を高める。
・創造 都 市の取 組みを国 際 的に発 信 する

・都市体験の質を向上させる、芸術、デザイン、スポーツ、医療分野の市場を開拓する。

ミュージアム。

・文化芸術創造都市のアジア地域におけるリーダーとして相応しい、文化芸術・デザインのグローバルな発信拠点、ハブ機能を創出する。

・展示機能を有するだけでなく、芸術系の大学
等の、教育機関との連携、若手発掘や人材育

日本大通り
アート
・デザ
イン
プロ
ムナ
ード

sports
スポーツ関連産業集積拠点
※

横浜公園

成、ビジネスインキュベーションなど、文化芸

© 2011 Oh Paris, on Flickr, CC BY 2.0.

（事例）ポンピドーセンター（フランス）

術デザインの市場開拓に資する拠点。

p.5 0 参照

現市庁舎街区

芸術・デザイン大学や専門学校
キャンパスタウンの形成
・芸術・デザインの次世代の担い手を育成す
る。先進的な専門分野の教育などにより、
創造性あふれる人材の誘致につなげる。
・まちなかの既存ビルなども活用し、まちに

JR関内駅・高架下空間

開かれたキャンパスタウンを形成する。

ア

ー

ト

© 2006 Fin Fahey, on Wikipedia, CC BY-SA 2.5.

大通り公園

・

デ

馬車道商店街

ザ

イ

ド

ー

ン

（事例）セントラル・セント・マーチンズ・カレッジ・
オブ・アーツ（イギリス）

プ

ナ

ロ

ム

ロ

プ

ン

ム

デザインスクール

ナ

ー

ド

・様々な分野の人と企業が集まり、技術・アイ

イ

デア・ビジネスと人間を結びつけ創造産業

ザ

デ

・

を強化する、実践的なデザインスクール。

ト

ー

ア

・アートや技術・産業、スポーツ・健康等を繋ぎ、
新たなもの・ことを生み出す原動力となる

イセザキモール

（事例）スタンフォード大学 d.school（アメリカ）
写真 http://dschool.stanford.edu/learning-experiences/ より

※この図はまちづくりのイメージを概念的に示したものであり、建物の整備位置、建物形状などの詳細は確定していません。

凡例

文化芸術創造都市拠点

スポーツ関連産業集積拠点

・現代美術・デザインミュージアムを核とし、

プロ・市民が利用できるアリーナ

文化芸術・デザインに携わる人材育成

施設を核とした、スポーツ関連の

やビジネスインキュベーション、産官学

多様な産業が集積する拠点

交流などを行うための、芸術デザインの
文化と産業の創造発信の場。

交通拠点機能の強化

拠点形成とともに進める界隈形成
既存施設を利活用した
施設更新イメージ
まちづくりのテーマに沿った用途の
導入等により、賑わいを創出する路地

スポーツ関連産業集積拠点
※

芸術・デザインやスポーツのミュージアム

や界隈の形成

（事例）ローマ現代アート美術館（イタリア）

p.5 0 参照

大規模公共空間軸

※既存施設等を活用することでまちの個性、歴史
性を蓄積し、新しさと伝統が融合するブランド
形成へとつなげる。

・20 世紀初めに竣工したビール工場を改修し
美術館として活用した事例。中庭部分に大

アート・デザインプロムナード

・既存の公共交通拠点機能と歩行者ネッ

・公園、広場、高架下、道路等の公共空

トワークの強化に加えて、新たな交通

間をまちの賑わいを生む象徴的な空間

手段等の拠点機能を付加し、強化を

として捉え、規制緩和や設備の工夫、 ・創造都市横浜を発信し、新進アーティスト、クリエイ

図る。

活動の多様化等を推進する。

屋根をかけて半屋外の展示空間、エントラ

・公共空間を使った作品の創作・展示、アート・デザイ

ンスとしている。重厚な工場の建物と現代

ンのイベントを行う。
ターの発掘を行うための、パビリオン（仮設・常設）
を設置する。

建築による架構のコントラストにより、現代
美術に相応しい展示空間を創出している。
© 2011 Jean-Pierre Dalbéra, on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

※現市庁舎のあり方については、今後、関内・関外地区のまちづくりの中で検討します。

施設例・波及効果のイメージ
シェアオフィス

国際教育支援型の
多言語対応型スクール

・多様化する働き方に対応

となる、シェアオフィスの

ツウェアの開発。

国際人材教育、講師の養

・高品質なデザイン等により付

成等を行う。

加価値・訴求力強化を求め
© 2009 Paul Keleher on Wikipedia, CC BY 2.0.

アーバンデザインセンター

デザインホテル

・都市デザインや創造都市

・従来の画一的な居室プラ

の取り組みを進めるため

ンとは異なり、優れたイ

に、産・官・学 と市 民 が

ンテリアデザインや宿泊

集い、都市デザインを研

環境により、質の高い滞

究・実践する場。

（事例）CLASKA（東京）

（事例）アーバンデザインセンター柏の葉（柏）

© 2010 Mathieu
Thouvenin, on Flickr,
CC BY-NC-ND 2.0.

関する図書館や書店等。

いスポーツ用品、スポー

豊 かな特 性を活 かした、

立地を促進する。

やすくしたアートやデザインに

機能的でデザイン性の高

・関内・関外地区の国際色
© 2010 sarspri, on Flickr, CC-BY-NC 2.0.

・アフターファイブの時間に使い

ナーや企業が連携した、

学校。

世界的ネットワークのハブ

メディア・出版関連企業

・地 区 に 集 積 するデ ザイ

教育を重点的に支援する

ラボレーションを促進し、
Impact Hub, on Flickr, CC BY-SA 2.0.

デザイン性の高い
スポーツ用品開発企業

日本人、外国人への国際

・創造的な人材の集積やコ

© 2008

sports

・外国人への日本語教育や

したオフィス空間の整備。

（事例）THE HUB ( ロンドン )

産業集積のイメージ

© 2012 hazuijunpei, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

（事例）蔦谷書店（代官山）

る、製品メーカー等の誘致。

sports

在体験を提供する個性的
なホテル。
© 2012 IDEO Postcards, on Flickr, CC BY-SA 2.0.

© 2011 monsieur
paradis, on Flickr,
CC BY-NC 2.0.

デザイン・IT 業

メディア、コンテンツ産業

・市内に集積が進んでいる

・横浜のプロスポーツイベン

デザイン企業、IT 企業の

トなどを発信する多様なメ

さらなる誘致と共に、企

ディア産業や広告産業、及

業同士や芸術デザイン、

びアプリ開発、映像制作、

テクノロジー系の大学と

イベント企画など幅広いコ

のコラボレーションを促

ンテンツ産業の集積によ

進し、発信力を強化する。

り、横浜の発信力を強化
する。

（事例）STORY HOTEL（スウェーデン）

公共空間の利活用促進

© 2012 USFWS Mountain-Prairie on Flickr, CC BY 2.0.

© 2013 Magda
Wojtyra on Flickr,
CC BY-NC-SA 2.0.

アーティストの作品制
作滞在施設

公共空間を使った作品
の制作や展示

・アーティストが中長期間滞

・公園や道路等の公共空

在し作品制作を行うアー

間の利活用促 進に合わ

ティスト・イン・レ ジデ

せ、アート作 品 等 の 制

ンスを推進する。

作・展示を行う。

・空き家活用や、地域の案

© 2013 NYCDOT, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

内役等の人的サポートの

く、現在進行形でまちが

充実など、地域が一体と

良くなっているというイ

なった取組みとする。

メージを発信していく。

創造都市横浜を発信する
パビリオン

© 2008 NYCDOT, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

・広場や公共空間に世界の
各都市や企業のパビリオ
ン、ギャラリー等を設置
（仮設、常設）
。
© 2006 Metro Centric, on Flickr, CC BY 2.0.

（事例）サーペンタイン・ギャラリー（ロンドン）

・目を楽しませるだけでな

© 2011 NYCDOT, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

（事例）ニューヨーク市運輸局の取組み

© 2012 IDEO Postcards, on Flickr, CC BY-SA 2.0.

デザインコンサルティ
ングを行う企業

アート事業を行う企業

・新しい商品やサービスな

・営利、非営利問わず、アー

どの開発を行う上でのコ

トを事業として行う企業の

ンセプト作りや、企業組

誘致、育成を行うことによ

織デザインによる経営革

り、横 浜 におけるアート

新など、デザインコンサ
ルティングを行う企業を
誘致・育成する。

マーケットの多様性、ポテ
© 2013 j-No, on Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

ンシャルの強化を行う。

施設例・波及効果のイメージ

【参考 スポーツ関連産業集積拠点のイメージ】
※スポーツ関連産業集積拠点は各ケースに共通する内容を記載している。

横浜公園
現市庁舎街区

ランニングステーション
自転車ステーション

スポーツ関連産業
プロモーション施設

・ランナーをサポートするラ

・スポーツ関連製品や健康食

ンニングステーションや、

品、新サービスなどをプロ

自転車利用者をサポートす

モーションする施設を創出

る自転車ステーションを整
© 2005 Rüdiger Wölk, on wikipedia, CC BY-SA 2.5.

（事例）
Radstation
（自転車ステーション）(ドイツ )

備する。

し、企業とユーザーの接点
を生み、製品の改良やニー

（事例）アシックスストア大阪（大阪）

ズの発掘ができる場とする。

スポーツエリートトレーニ
ン グ・コ ン デ ィ シ ョ ン サ
ポートセンター

先進医療研究・情報発信拠点
・先進の医薬品や医療機器、
臨床試験情報をいち早く、

・食事療法や疲労回復のた

わかりやすく伝える、情報

めのマッサージなどプロス

収集・発信の拠点。
（事例）ジョンソン・エンド・ジョンソン
川崎サイエンスセンター（川崎）

大通り公園

・健康・医療関連業従事者

ポーツ選手のコンディション
づくりをサポートする施設。

（事例）JOC エリートアカデミー

や患者等の国際的な交流・
写真 http://www.re-port.net/news.php?ReportNumber=33972より

研修等が行われる。

公共空間の利活用促進

※この図はまちづくりのイメージを概念的に示したものであり、建物の整備位置、建物形状などの詳細は確定していません。
©2013 NYCDOT, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

多機能複合型アリーナ
・プロスポーツ大会開催、合
宿トレーニング、及び大会や
© Blue-Letter - Steﬀen Grocholl, on wikipedia, CC BY 3.0

.

（事例）ザンクト・ヤコブ・パルク（スイス）

能を複 合し、収 益 性 を高
め、多様 性あるスポーツ

スポーツ関連製品開発を
© 2009 CruyﬀSports

・正しいスポーツの仕方や予
防医学に基づく健康づくり
のアドバイスをするなど、

©2013 NYCDOT, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

多様な市民スポーツ・健康
アクティビティに対応する
新しい公共施設

トする施設。

・多様 化する市民活動、コ

・プロのトレーナーから直接
指 導 が 受 けられるなど、

ミュニティに対応し、
「運

スポーツ界との 連 携 や、

動」を行う場とアートや音
（事例）KU.BE ( デンマーク )

楽、子育てなどの場が併
設され、多様な交流が行

なげていく。

行う企業。

ヘルスケアサービス企業
フィットネス施設運営企業

やビジネスシーズの発見
につながる。

（事例）Summer Streets (New York)

・市民の健 康増進をサポー

われる、新しい形態の公
共施設。
写真 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/060100/p005139.htmlより

ンの融合による高機能な

ることで、マーケティング
©2013 NYCDOT, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

写真 http://www.narawa-sportsclub.gr.jp/より

人材育成の機会づくりにつ

開発 や、質の高いデザイ

るイベントを実施する。

（事例）特定非営利活動法人ソシオ成岩スポー
ツクラブ（愛知）

スポーツクラブやジム

（事例）十坪ジム（柏）

・アスリートと共同した製品

空間利活用を促進・PR す

ションの場となるようにす

施設とする。

（事例）Siauliai Arena ( リトアニア )

・まちの賑わい創出と、公共

・市民組織が運営する市民

関連ビジネスを生み出す
© 2004 Roberta Rudokienė, on Wikipedia, CC BY-SA 3.0.

高機能スポーツ製品製造業

製品・サービスのプロモー

選手が講師を務める。

・保育所や福祉施設等、多機

公共空間利用を実験し
楽しみ方を発信するイベント

・多様な屋外空間を企業の

・市民や地元プロスポーツ

ンションに対応したアリーナ

http://www.joc.or.jp/training/ntc/eliteacademy.htmlより

産業集積のイメージ

市民利用体育館と市民が運
営するスポーツクラブ

スポーツ施設。

プロスポーツ関連のコンベ

写真

写真 http://kube.frederiksberg.dk/より
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©2009 localﬁtness.com.au, on Wikimedia Commons,
CC BY-SA 3.0

フィットネス関連サービス
業の多様化が見込まれる。

【参考

ケース②のイメージ】

施設例・波及効果のイメージ

生活関連産業育成･集積拠点+ スポーツ関連産業集積拠点

生活の質・働き方・産業を変え、持続可能な社会をつくりだすライフスタイル・イノベーションタウン

生活関連製品・サービスのＲ＆Ｄ
マーケティング拠点（ショールーム等）

・質の高い生活や経済活動が行える都心環境を備え、豊かな居住者コミュニティ、ビジネスコミュニティをつくる。
・都心部に近接して居住人口が多いという潜在力を活かし、製品やサービスの企画・開発から消費までが一連で行われる、研究開発・ビジネス拠点をつくる。

・購買行動調査や、販促の効果測定、製品体

・地区内及び周辺居住者・従業者の多様な価値観、活動の中からビジネスチャンスを見つけ、地区内の産業を育てる。

験を通したプロモーション、公共空間を使っ
たプロモーション、製品やサービスの利用者

ワー

へのインタビューなど、企業が様々なマーケ

日本大通り

ルド

バザ

ール

sports

パー

© 2012 Tomás Fano, on Flickr, CC BY-SA 2.0.

ティング活動を行うことのできる環境を提供

スポーツ関連産業集積拠点

ク

※

横浜公園

する。

p.5 0 参照

現市庁舎街区

アジアデザインセンター
・産学連携のビジネスや研究開発プロジェクト
を創出するとともに、３ D プリンター等の高
度な機器を備え、試作開発をサポートする
デザインセンターの整備。

JR関内駅・高架下空間

・優れたデザインの記録保存や、国内外への

© 2013 Friedrich Kirschner, on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

（事例）FabLab Barcelona（スペイン）

ワ

ー

馬車道商店街

発信を行う記録保存館等を併設する。

大通り公園

ル

ド

バ

ザ

ー

ル

ク

ー

パ

パ

フューチャーセンター

ー

ク

・大学や企業、個人がそれぞれに持つ技術

ル

やアイデアを、対話を通して創造的に組み

ー

ザ

バ

合わせ、新たな商品やビジネスモデル、社

ド

ル

写真http://www.rijkswaterstaat.nl/over̲ons/lef̲future̲center/ より

ー

ワ

（事例）LEF フューチャーセンター（オランダ）

会システムを生み出す、
「知」のイノベーショ
ンの創出の場を設ける。

イセザキモール

※この図はまちづくりのイメージを概念的に示したものであり、建物の整備位置、建物形状などの詳細は確定していません。

凡例

生活関連産業育成・集積拠点
・本社機能用のオフィス空間や、都市型
生活関連産業に関する多様な業種が
集まる中小規模のオフィス空間と、コラ

スポーツ関連産業集積拠点

拠点形成とともに進める界隈形成

プロ・市民が利用できるアリーナ

既存施設を利活用した
施設更新イメージ

まちづくりのテーマに沿った用途の

施設を核とした、スポーツ関連の

国際会議・展示施設

導入等により、賑わいを創出する路

多様な産業が集積する拠点

（事例）LAMOT（ベルギー）

地や界隈の形成

ボレーションのための空間を創出する。

・工場地域から商業、居住地域に変化した

スポーツ関連産業集積拠点
※

交通拠点機能の強化

地域の中で、元ビール醸造工場であった

p.5 0 参照

大規模公共空間軸

※既存施設等を活用することでまちの個性、歴史
性を蓄積し、新しさと伝統が融合するブランド
形成へとつなげる。

施設を、会議場やレストラン、デザイン

ワールドバザールパーク

© 2006 Hans Vandenbogaerde, on Flickr, CC BY-SA 2.0.

ショップとして活用した。

・既存の公共交通拠点機能と歩行者ネッ

・公園、広場、高架下、道路等の公共空

・常設の屋外マーケット空間として活用し、まちに賑わい

トワークの強化に加えて、新たな交通

間をまちの賑わいを生む象徴的な空間

の連続性を作り出すと共に、横浜への出店を試みる

エントランスやオーディトリアムとしてガ

手段等の拠点機能を付加し、強化を

として捉え、規制緩和や設備の工夫、

新規参入者の受け皿となるなど、新しいビジネスが育

ラス部が追加され、新しいまちの中心施

図る。

活動の多様化等を推進する。

つ空間となる。

設に相応しい設えとなっている。

・既存の煉瓦部を残し、重厚さを保ちつつ、

※現市庁舎のあり方については、今後、関内・関外地区のまちづくりの中で検討します。
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施設例・波及効果のイメージ
常設バザール

産業集積のイメージ

大学コンソーシアム
拠点施設

・若手デザイナーや、首都
圏展開を求める地方産品
などの販売企業が集まる、

力し、公開講座や施設の

常設の見本市機能。

共同利用を行い、さらに

・企業、一般客など多様な

国際的な交流や産学官と

人を集める集客施設とし

の緊密な連携を図りなが

ての機能も果たす。

ら、新しい高等教育モデ

（事例）The Market NYC（ニューヨーク）

次世代農業

生活関連産業ベンチャー

・野菜工場と連携した飲食

・生活関連産業の多様なベ

店のように、農・食・テ

ンチャー、スモールビジ

クノロジーが融合する領

ネスを創出する。

・複数の大学・研究室が協

©2006 Ignis, on Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

（事例）大学コンソーシアム京都（京都市）

域の産業育成、市場開拓
を推進する。
（事例）
関内野菜を使ったサラダ
（横浜）

ルの創出を目指す拠点。

・
「女性」、「子育て・教育」、
© 2013 Krystal K. on Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

等の分野、ターゲット設
定により、個性ある界隈

写真 https://www.facebook.com/pages/The-Market-NYC/180965861983122 より

形成につなげる。
© 2011 VMⅡ,CC BY-SA 3.0.

ユニークな子育て支援施設

会議支援施設

・アート NPO と物販店の

・地区内の会議を支援する

共同による子供向けアー

植物工場の例

施設。

生 活 関 連 製 品 開 発 業・
流通業

飲 食・食 品 関 連 製 造・
流通業

ト体験等、多様なプログ

・会合の内容や活動に適し

・家具や家電、文房具等の

・飲食品の製造販売業、健

ラムによる子育て支援

た場を提 供したり、個々

製品デザイン・開発・製

康 食品や有機 栽 培農 産

人の知識や人的ネットワー

造販売、流通業など。

物の製造販売業、高品質

や、地域子育て支援拠点
（事例）Free Arts NYC（ニューヨーク）

「ク ラ フト（手 工 芸）」、

の民間事業の参入促進を

© 2011 Seats2meet.com, on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

（事例）Seats2meet（オランダ他）

図る。

食材などの輸入業など。

クを共有できる仕組によ
り、創造的な議論や予期
© 2012 Dan Nguyen, on Flickr, CC BY-NC 2.0.

© 2008 David Shankbone, on Wikipedia CC BY-SA 3.0.

せぬ出会いを生む。
写真 http://www.freeartsnyc.org/ より

リビングラボ

多言語対応生活者
コンシェルジュセンター

生活関連サービス産業

ファッション、美容関連業

の受け手などを中心とし

・横浜都心部に多い外国籍

・働く女性のための子育て

・アパレルメーカーや流通

たイノベーション活動の拠

居 住者等に対して、生活

支援施設や、アクティブ

関 連 業（小 売 店、店 舗

や言語サポートを行うコン

シニアを含めた新しい高

プランニングやファッショ

品やサービスを活用する

シェルジュサービスを充実

齢者福祉のあり方を提案

場面を間近に観察できる

させる。

する産業の成長が見込ま

・製品の利用者やサービス

点。ユーザーが実際に製
© 2013 Waag Society, on Flickr, CC BY 2.0.

（事例）リビングラボ (FabLab)（オランダ）

（事例）ソウル・グローバル・センター（韓国）

れる。

場として、企業の新しい
企画に役立てる。
写真 http://japanese.seoul.go.kr/lh/support/scof2.php より

公共空間の利活用促進

高架下を活用した
商業空間

バザール空間としての
公共空間活用

・優れたデザインの雑貨や

・常設のバザール空間とし

アート作品など、個性的

て公共空間を活用する

な商品 を扱う個 店 を集

ことにより、まちの賑わ

め、個性ある都市空間と

い を 創 出し、ビ ジ ネ ス

まちの賑わいの連続性を
（事例）2k540 aki-oka artisan（東京）

つくる。

チャンスが生まれる場
（事例）ブライアントパークに設置された店舗
（ニューヨーク）

をつくる。
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ンメディア等）、化粧品関
（事例）Real NYC Market（ニューヨーク）
写真 https://www.facebook.com/TheRealDesignerMarket より

連業、美容関連業など。

【参考

ケース③のイメージ】

施設例・波及効果のイメージ

エンターテイメント集積拠点+ スポーツ関連産業集積拠点

横浜独自の文化・産業を発信するスポーツ＆エンターテイメントタウン

エンターテイメントの創作活動拠点（スタジオ）

・従来のエンターテイメントの枠にとらわれない、横浜独自のエンターテイメントを生み出していく。
・アート、音楽、テクノロジーなど分野を超

・多様な人・企業を惹きつけ、都市の誘引力となる、エンターテイメントの創作・集積・発信拠点を創出する。
© 2010 Caroline Gagné,
on Flickr, CC BY 2.0.

・エンターテイメントの集客力を活かし、来街者を増やし、産業創出や横浜の文化発信につなげる。

© 2007 Steve Jurvetson,
on Flickr, CC BY 2.0.

えたエンターテイメントが融合する機会を
創出し、独自のエンターテイメント文化を
生み出す創作拠点。

エンタ
ーテイ 日本大通り
メント
・
トレー
ドパ
ーク

sports
スポーツ関連産業集積拠点

© 2005 Alex, on Flickr,
CC BY-SA 2.0.

© 2009 Cliﬀ, on Flickr,
CC BY 2.0.

※p.50参照

横浜公園
現市庁舎街区

ホール・シアターコンプレックス
・食、子育て、ものづくり（ものづくり選手
権）、プレゼンテーションなど既成のエン
ターテイメントの枠を超えた、横浜独自の
エンターテイメントの発信。
・多様なエンターテイメントの発信拠点とし

JR関内駅・高架下空間

てのホール・シアター。
・エンターテイメント関連企業のオフィスの

エ

（事例）新歌舞伎座（東京）

ン

ク

タ

大通り公園

ー

テ

ー

馬車道商店街

集積。

イ

パ

ド

メ

ン

ー

ト

レ

・

ト

・

ト

ン

ト

レ

エンターテイメントが集積する
賑わいの見える界隈の形成

ー

ド

メ

イ

テ

パ

ー

・エンターテイメント施設の集積や、街中で

ク

のパフォーマンス、イベントを行うことに

ー

タ

より、賑わいを生み出す。

ン

エ

イセザキモール

© 2009 NYCDOT, on Flickr, CC BY-ND 2.0.

（事例）Fourth Arts Block( ニューヨーク )

※この図はまちづくりのイメージを概念的に示したものであり、建物の整備位置、建物形状などの詳細は確定していません。

凡例

スポーツ関連産業集積拠点

拠点形成とともに進める界隈形成

・横浜独自のエンターテイメントを生み出

プロ・市民が利用できるアリーナ

まちづくりのテーマに沿った用途の

すスタジオや創作の場所、ホールシア

施設を核とした、スポーツ関連の

導入等により、賑わいを創出する路

ター等の発信の場所、関連産業のオ

多様な産業が集積する拠点

地や界隈の形成

エンターテイメント集積拠点

フィス機能などを創出する。

既存施設を利活用した
施設更新イメージ

※既存施設等を活用することでまちの個性、歴史
性を蓄積し、新しさと伝統が融合するブランド
形成へとつなげる。

アート・エンターテイメント複合施設

スポーツ関連産業集積拠点

（事例）KAAPELI（フィンランド）

※p.5 0 参照

・もともとＮＯＫ
Ｉ
Ａのケーブル工場であった施
設を活かし、美術館、ギャラリー、ダンス・

交通拠点機能の強化

大規模公共空間軸

エンターテイメント・トレードパーク

シアター、スポーツクラブ、アートスクール、

・既存の公共交通拠点機能と歩行者ネッ

・公園、広場、高架下、道路等の公共空

トワークの強化に加えて、新たな交通

間をまちの賑わいを生む象徴的な空間

環境（施設・設備・サービス）を整備することにより、

フェテリアなどの施設が入居している複合施

手段等の拠点機能を付加し、強化を

として捉え、規制緩和や設備の工夫、

エンターテイメント関連産業の成長と、独自のエンター

設。約250 のテナントが関わっている。

活動の多様化等を推進する。

テイメントの創出の場となる。

図る。

・多様な屋外のエンターテイメントが行われ、そのための

© 2008 Jean-Pierre Dalbéra, on Flickr, CC BY 2.0.

アトリエ、リハーサルスタジオ、ラジオ局、カ

※現市庁舎のあり方については、今後、関内・関外地区のまちづくりの中で検討します。
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施設例・波及効果のイメージ
エンターテイメントイ
ンフォメーション施設

実験的表現活動の発信
アーティスト、エンター
テイナーの養成

・横浜の様々なエンターテ

エンターテイメント産業
・エンターテイメントのプロ

市などをさらに充実させ

集まる拠点施設。
・チケット販売施設。
©Park yong-tae

（事例）TPAM 国際舞台芸術ミーティング
（舞台芸術国際見本市）（横浜）

映像・音響機器の
研究開発・製造業

（制作）

・舞台芸術の国際的な見本

イメントに関しての情報が

（事例）tkts（チケット施設）( ニューヨーク )

産業集積のイメージ

ていくと共に、日本初の

デュース・制作業、劇団、

現代ダンス等の高等教育

楽団、演芸・スポーツ等

機関などを立地する。

興業団など。

・プロジェクションマッピン
グやウォータースクリーン
な ど、高 度 な 技 術・機
© 2009 marie-ll, on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

器開発により、新しいエ
ンターテイメントをサポー
トする企業など。

sports
まちがステージとなる仕掛け

ローラースケートリンク・
バスケットボールコート

・まち自体をステージと見

観光業

立て、休憩機能を兼ねた

・未利用空間を活用し、非

・横浜独自の資源を活用し

座席や、エンターテイメン

日常のスポーツの場を民

た着地型のツーリズムを

トに必要な設備を広場等

間企業との連携により創

開発する観光業。

に 備 え、イ ベ ン ト、パ
（事例）tkts（チケット施設）( ニューヨーク )

写真 http://www.geidai.ac.jp/ﬁlm/index.html より

フォーマンスが常に行わ

© 2011 Terry Ballard, on Flickr, CC BY 2.0.

（事例）High Line（遊歩道）沿いに設置された
ローラースケートリンク（ニューヨーク）

出、スポーツのエンター

家 具・小 物・骨 董・衣
装等の販売・デザイン・
製造・輸入等を行う企業
・舞台演出用の小道具等に
使用される様々なものを

・まちなか MICE をサポー

テイメントの場とする。

扱う商店など。

トする、コンシェルジュ

れている場として、まち

（事例）コンベンション札幌ネットワーク（札幌）

に賑わいをもたらす。

企 業（多 言 語 対 応 等）

© 2009 SergeyRod, on Flickr, CC BY-SA 2.0.

などの集積により、カン
ファレンスビジネスの強
写真上 http://www.sora-scc.jp/ より

化と連動する。

公共空間の利活用促進
まちなかでのエンターテ
イメントを生み出す

シアター・ライブハウス

カンファレンス・ミーティ
ングサポート企業

・映 像や音楽のシアター、

次世代交通関連業

ライブハウス等の多様な

・公共空間の利活用を促

・カンファレンスビジネス

・横浜らしい交通手段を充

エンターテイメント施設。

進する多様なイベント

は、近 年、外 資 系 企 業

実させ、アクセス性や利

や 規 制 緩 和 等 に よ り、

が参入するなど日本で市

便性を高めることで、回

まちなかを使った楽し

場成長を見せている。

遊を促す。

© 2010 Juska Wendland, on Flickr, CC BY-NC 2.0.

© 2013 Shawn Hoke on Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

（事例）Sing for Hope ( ニューヨーク )

（事例）KAAPELI（フィンランド）

み、ライフスタイルを
生み出す。

（事例）Benchmark Hospitality International Japan
（東京）

写真 http://www.tokyo-cc.co.jp/features̲a.html より

観光インフォメーション施設
・市 内の 観 光 情 報 が 集ま

© 2008 cubemate on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

例）チェス

り、横浜らしい観光を提
案していく、観光インフォ
メーション施設。
（事例）NYC & Company（ニューヨーク）

写真下 http://www.nycgo.com/articles/oﬃcial-nyc-information-centers/ より
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・企業の立地需要を喚起す

・次世代の技術用いたモビ
（事例）電池推進船社会実験（横浜）

る上で、高品質なカンファ

リティなど、テクノロジー

レンスをサポートする企

分野、エネルギー分野に

業を誘致する。

おける産業を強化する。

（４）関内駅周辺地区のまちづくりのプロセス
■ 来街者、利用者の視点や、人を中心に捉えたプラン及びプロセスづくり

■ まちづくりのプロセス自体が人材を集める機会となる

・まちづくりを実現するためには、テーマに関わる有能かつ影響力のある人材や企業・組織に、選ばれるまちとなっ
ていくことが求められる。
・このターゲットとなる人材や企業・組織の視点から、まちに必要な空間や機能を整備していく。
・まちづくりを進めるにあたっては、多様な人材や企業・組織が活躍する段階、場面、関係性など、人的・社会的な
まちづくりの機運の高まりを戦略的に捉え、マネジメントしていく必要がある。

・まちづくりのプロセス自体を、人材を集める機会と捉え、リーディングプロジェクトを実施しながら、現市庁舎街区の
再整備に向けた機運を盛り上げていく。
■ 交通拠点機能の強化の検討
・ＪＲ関内駅北口整備事業や、開発等の具体的な事業の内容と整合性を図りながら検討を行う。

まちづくりの
プロセス

第１段階
場づくり

第２段階

■ 研究会等の「場」づくり
・民間や行政、大学等、様々な人材の知見を活かしていくため、研究会などの場を創
り、まちづくりの核となるネットワークづくりを行う。

■「場」を核とした人材や企業・組織の集積とそのネットワークの形成
・人材の集積やネットワークの形成を図る「場」を常設的につくり、それらをマネジメントする体制を整える。
・新しいアイデアを生み出し、その実現に向けた動きを創り出す場となる。
・「場」や新しいアイデアの実現ができる都市環境に魅力を感じる人材や企業・組織をさらに集積させ、育てていく。

「場」の整備
人材・企業の参入

研究会等の成果を
実践する場

「場」の整備
人材・企業の参入

■ リーディングプロジェクトとしての文化体育館の再整備等の事業の実施
リーディング
プロジェクト

・事業は、まちづくりの4つのテーマに沿うものとし、戦略的に実施する。
・大通り公園・くすのき広場など、既存の公共空間を活用した事業を実施する。
・教育文化センター跡地、横浜総合高校跡地などの市有地の利活用や文化体育館の再整備を実施する。

施設の整備・運営等の
ノウハウを活かす

第３段階

・リーディングプロジェクトにおけるノウハウを活かし、市庁舎機能移転後の
現市庁舎街区の利活用・再整備を行う。

現市庁舎街区
再整備

民間街区の
再整備

■ 市庁舎機能移転後の現市庁舎街区の利活用・再整備の実施

■ 周辺のまちづくりと連携した民間街区の再整備
・まちづくりの目標を共有した上で、地権者とともに
民間街区の再整備検討を進め、実施していく。

■ 規制緩和や民間資金・ノウハウの導入など、新たな仕組み・制度の整備
制度・
システム

・リーディングプロジェクトや現市庁舎街区の利活用・再整備等にあたり障害となる規制の緩和や、リーディングプロジェクトにおける課題を解決するための検討を進める。
・まちづくりの４つのテーマをふまえて、まちづくりの実現に必要となる仕組みや制度等を整備する。
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㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷







ർ㩷

ධ





٤ᴫ౮⌀

㧔ᐔᚑ  ᐕ㧠ᓇ㧕㩷
-  -

ᴾ


㧔㧞㧕ᱠⴕ⠪ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ⠨߃ᣇ


٤ޔਅࠆߌ߅ߦ࡞ࡌࠠ࠶࠺ޔ
ᄙ᭽ߥᱠⴕ⠪േ✢ࠍ⏕ߒⴝ᧪ޔ⠪
ߦߣߞߡోߢ㝯ജࠆᱠⴕ⠪ࡀ࠶
࠻ࡢࠢߩᒻᚑࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ

٤ᦨነࠅ㚞ߢࠆ㚍ゞ㚞ߣߩធ⛯߿
᪉ᧁ↸㚞ߣߩㅪ⛊ࠍᒝൻߔࠆߣߣ߽ߦޔ
ߺߥߣߺࠄ㧞㧝߿㑐ౝ㑐ᄖ
ߣߩࠕࠢࠬᕈࠍ⏕ߒޔଢᕈ߿࿁ㆆ
ᕈߩะࠍ⋡ᜰߒ߹ߔޕ

٤ർߣධߩㅪ⛊ᕈ߇㜞߹ࠆ
ࡀ࠶࠻ࡢࠢᢛࠍᬌ⸛ߒ߹ߔޕ

-  -

ޣෳ⠨⾗ᢱ㧝ޤ

㑐ౝ㨯㑐ᄖߩర⚵❱㨯࿅߳ߩ⺑⁁ᴫ

  ╙ޟ࿁ ᣂᏒᐡ⥢ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ․ᆔຬળࠍޠฃߌޔ㑐ౝ㚞ㄝߩ߹ߜߠߊࠅߦߟߡޔ㑐ౝ㨯
㑐ᄖߩర⚵❱㨯࿅ߦ⺑ߒޔᗧ឵ࠍⴕ߹ߒߚޕ

㧝 ኻ⽎࿅㧔㧞㧠࿅㧕
Ԙ 㑐ౝ㑐ᄖᵴᕈൻද⼏ળᚲዻߩ߹ߜߠߊࠅ࿅   ࿅
ԙ ߘߩઁ߹ߜߠߊࠅ࿅                ࿅
Ԛ ㅪว↸ౝળ                     ࿅
ԛ ᮮᵿᎿળ⼏ᚲ                   ࿅

㧞 ታᣉᦼ㑆
   ᣣ㨪   ᣣ

㧟 ߹ߜߠߊࠅߦ㑐ߔࠆਥߥߏᗧ
㧔㧝㧕Ꮢᐡ⥢ߦߟߡ
Ꮢᐡ⥢ࠍౣ↪ߔࠆߩ߆უߔߩ߆ޔᛒ߇߹ࠄߥߣᰴߦㅴߥߩߢߪߥ߆ޕ
ᢛ⾌↪ࠍᛥ߃ࠆߚߦޔᏒᐡ⥢ࠍౣ↪ߔߴ߈ޕ

㧔㧞㧕㑐ౝ㨯㑐ᄖߩ߹ߜߠߊࠅߦߟߡ
ᢥൻ⢒㙚ߩᑪᦧᤨᦼޔᮮᵿ✚ว㜞ᩞ߿ᢎ⢒ᢥൻࡦ࠲ߩౕ⊛ߥ〔↪ߦߟߡޕ
᷼↸ㄝߩ᳃㑆ⴝߩ⁁ᴫߦߟߡޕ
㑐ౝ㑐ᄖోߩ࿁ㆆᕈࠍ㜞ࠆߚޔㅢ✂ߩᢛ߇㊀ⷐߦߥࠆ  ޕ
ᮮᵿࠬ࠲ࠫࠕࡓߦߟߡ߽ޔᬌ⸛ኻ⽎ߣߔߴ߈ޕ
  Ꮢ᳃ࠡࡖࠍ㚞ㄭߊߦౣᢛߒߡ᰼ߒޕ
  㑐ౝߪᄢੱߩࠛࡦ࠲࠹ࠗࡔࡦ࠻ߩ߹ߜ㨯ᄛߩ߹ߜߥߩߢޔᢎ⢒ᣉ⸳ߥߤࠍዉߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ
㘑༡ᴺߢ༡ᬺߢ߈ߥߊߥࠆᐫ⥩߇ߢࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆߩߢ↪ޔㅜߦߟߡߪޔ᳇ࠍߟߌߡ᰼ߒ
ޕ
  㑐ౝ㚞ߦࡃࠬ࠲ࡒ࠽࡞ࠍᢛߒߡ᰼ߒޕ
  㑐ౝ㚞⥄߽วࠊߖߡౣᢛߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
  ዬ⠪߆ࠄ㛍㖸ߥߤߦኻߔࠆ⧰ᖱ߇ߥࠃ߁ޔቛߣᬺࠍಽߌࠆ࠱࠾ࡦࠣࠍ⠨߃ߡ᰼ߒޕ
  ᴡᎹࠍ↪ߒߚ᳓ㅢߩᵴ↪߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
  ᣂᏒᐡ⥢߆ࠄ᪉ᧁ↸ㇷଢዪߩᣥ㚞೨ᐢ႐߳⥋ࠆޔേ✢ߩᢛޔᵴ↪߇ᔅⷐߦߥࠆޕ
ᄖ࿖⺆ࠍᢎ߃ࠆᢎቶߥߤ࿖㓙⦡߇ࠆᢎ⢒ᯏ⢻ࠍᢛℂߔߴ߈ޕ
㑐ౝ㑐ᄖᵴᕈൻߩߚߦㇺᏒゲߩᢛߣേ✢ߩᒝൻ߇ᔅⷐߛޕ

㧔㧟㧕ߘߩઁ
࠹ࡑ߇ឭ᩺ߐࠇߚ߇ޕߥࠄ߆ࠊߊ⦟ߪߢߌߛࠇߎޔ
ℂᔨ߇ᦠߡࠆ߇ౕޔ⊛ߥ⸘↹߇߃ߥޕ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ


ᾈᴾ ʻࢸỉ౨᚛ỆẝẺẾềᴾ

ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ⸘↹ޔߪޠᐔᚑ  ᐕ㧟ߦ╷ቯߒߚޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐޔ߃߹〯ࠍޠᣂ
Ꮢᐡ⥢ߩᢛၮᧄᣇ㊎ޔᑪ‛㈩⟎ߩ⠨߃ᣇޔᯏ⢻ᢛᣇ㊎ޔᣂᏒᐡ⥢ߩⷙᮨޔᬺᚻᴺࠬࠤࠫ
ࡘ࡞ޔ㑐ౝ㑐ᄖߩ߹ߜߠߊࠅ╬ߦߟߡޟᣂᏒᐡ⥢ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ․ᆔຬળࠍޠਛᔃߦ⼏
⺰ߐࠇߚౝኈࠍ߽ߣߦ߹ߣߚ߽ߩߢߔޕ

ᴾ

ᓟߪᧄޔၮᧄ⸘↹ߩᣇะᕈߦᴪߞߡᦝߦ⚦ߥᬌ⸛ࠍⴕޔᐔᚑ  ᐕᐲਛߩᣂᏒᐡ⥢ߩଏ↪㐿
ᆎࠍ⋡ᮡߦޔಾࠇ⋡ߥߊᬺࠍផㅴߒߡ߈߹ߔޕ

ᴾ

߹ߚޔᣂᏒᐡ⥢ᢛߩㅴߦวࠊߖߡⷰߩࠅߊߠߜ߹ޔὐ߆ࠄߪޔ㑐ౝ㚞ㄝ߿ർખㅢ
ߩ߹ߜߠߊࠅߦߟߡᬌ⸛ࠍㅴޔ㑐ౝ㑐ᄖߩᵴᕈൻߦขࠅ⚵ࠎߢ߈߹ߔޕ

‒
ᾈḗᾀᴾ ૼࠊ࠻ᑀỉૢͳỆếẟềᴾ
㧔㧝㧕ᬌ⸛ߩㅴᣇߣᖱႎឭଏ
 ࠕ ᬌ⸛ߩㅴᣇ
ᣂᏒᐡ⥢ߩᢛߦߟߡߪޔ
ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ⸘↹╷ޠቯᓟޔᮮᵿᏒᬺ⹏ଔᐲߦၮߠ߈ޔ
Ꮢ᳃ᗧ㓸ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔቇ⼂⚻㛎⠪ߢ᭴ᚑߔࠆᮮᵿᏒᬺ⹏ଔᆔຬળ߆ࠄ߽ᗧࠍ⡬ข
ߒ߹ߔޕ
ᑪ‛ߩ࠺ࠩࠗࡦ㈩⟎⸘↹ޔേ✢⸘↹ߥߤߩౕ⊛ߥᬌ⸛ߦߟߡߪޔᐡౝ㑐ଥዪߦࠃࠆࡊࡠࠫࠚ
ࠢ࠻࠴ࡓࠍ⸳⟎ߒޔ⡯ຬߩᗧ߽ขࠅࠇߥ߇ࠄޔᮮᢿ⊛ߦㅴߡ߈߹ߔޕ
߹ߚޔ᭴ㅧᕈ⢻ޔⅣႺᕈ⢻ߥߤߩ㕙ߢޔ㜞ᐲߥᛛⴚ߿Ꮏᴺ╬ࠍขࠅࠇࠆߚߦޔኾ㐷ኅߢࠆ
ࠦࡦࠬ࠻࡚ࠢࠪࡦࡑࡀࠫࡖࠍዉߒޔᬌ⸛ࠍㅴ߹ߔޕ
ߎࠇࠄᬌ⸛ߩㆊ⒟ߢ⼏ޔળߦኻߒߡ߽ㆡቱᬌ⸛⁁ᴫࠍႎ๔ߒߏޔᗧࠍߚߛ߈ߥ߇ࠄㅴ߹ߔޕ


 ࠗ ᖱႎឭଏ
ᬌ⸛⁁ᴫߦߟߡޔᓟ߽ࡎࡓࡍࠫ߿ޟᐢႎࠃߎߪ߹߅ޔߢ╬ޠ⍮ࠄߖߔࠆ߶߆ޔ᭽ߥޘᐢ
ႎᐢ⡬ᚻᲑࠍ↪ߡⓍᭂ⊛ߥᖱႎឭଏࠍⴕޔᏒ᳃ߩ⊝᭽ߩߏᗧࠍᛠីߒ߹ߔޕ

㧔㧞㧕ᬌ⸛ߦߚߞߡߩ⇐ᗧὐ
ࠕ ᬺᚻᴺߣᏒౝ⚻ᷣߩᵴᕈൻ
ᣂᏒᐡ⥢ߩᢛߪᧄޔᏒ߇ᑪ‛ߩ⊒ᵈ⠪ߣߥࠆ⋥༡㧔⊒ᵈ㧕ᚻᴺߢⴕޔ㜞ᐲߥᛛⴚജࡁ
࠙ࡂ࠙╬ߩណ↪ޔᎿᦼ⍴❗ߩน⢻ᕈ❗࠻ࠬࠦޔᷫ╬ޔၞ⚻ᷣߩᵴᕈൻߥߤߩⷞὐࠍ✚ว⊛ߦ⠨ᘦ
ߒ⸘⸳ޔᣉᎿ৻⊒ᵈᣇᑼࠍណ↪ߔࠆߎߣߣߒ߹ߒߚޕ
ߥ߅ޔᏒࠍ⽎ᓽߔࠆᑪ‛ߩᢛߢࠆߚޔᮮᵿᏒߩડᬺߣߒߡᬺߦෳ↹ߒߚߣ߁ჿ߇ነ
ߖࠄࠇߡ߹ߔߩ▚੍ޕㆡᱜߥၫⴕޔㅘ߆ߟᱜߥ┹ߦ㈩ᘦߒߟߟޔഃㅧ⊛ߥᏒౝડᬺ߇ᑪ⸳
߿▤ℂߥߤߩᬺߦෳടߒޔᏒౝ⚻ᷣߩᵴᕈൻߦߟߥ߇ࠆࠃ߁ߥ⚵ߺࠍᒁ߈⛯߈ᬌ⸛ߒౕޔൻ
ߒ߹ߔޕ






ࠗ ᬺ⾌
ᧄၮᧄ⸘↹ߢឭ␜ߒߚᬺ⾌ߪޔ
ޟᣂᏒᐡ⥢ᢛၮᧄ᭴ᗐߩᤨޠᢙ୯ࠍ߽ߣߦޔ㕙Ⓧߩ♖ᩏ߿නଔ
ߩᤨὐୃᱜ╬ࠍⴕߞߚ⹜▚ߢߔ߇ޔᓟౕޔ⊛ߦ⸳⸘ⷐઙ╬ࠍᢛℂߔࠆᲑ㓏ߦ߅ߡޔᑪ‛ᯏ⢻
߿᭽╬ࠍ⚦߆ߊᬌ⸛ߒ♖ߦᦝޔᩏߒߡ߈߹ߔޕ
ᓟ߽᧚⾗ޔଔᩰ߿ੱઙ⾌ߩᄌേ♖ߩ↹⸘ޔᩏߥߤߦࠃࠅޔᬺ⾌߇ᄌേߔࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇ߹
ߔ߇ᧄޔᏒߩ᧪ߩ⽷ㆇ༡߳ߩᓇ㗀ࠍᝪ߃┫ޔᎿᓟߩ⛽ᜬ▤ℂୃ❲ߥߤߩࡦ࠾ࡦࠣࠦࠬ࠻
߽ߚోᬺ⾌ߩ❗ᷫߦദ߹ߔޔ߅ߥޕᬺ⾌ࠍ⋥ߔ႐วߦߪߩߘޔℂ↱ࠍࠄ߆ߦߒޔ
ᓇ㗀ࠍ␜ߔߥߤ⺑⽿છࠍᨐߚߒߡ߈߹ߔޕ


࠙ ࠬࠤࠫࡘ࡞
ᐡ⥢ߪޔၫോቶಽᢔൻߦࠃࠆ㕖ല₸ൻޔᐕ㑆  ంࠍ߃ࠆ⾓୫ᢱ⽶ᜂޔෂᯏ▤ℂᯏ⢻ߩ⣀ᒙ
ߐߥߤ༛✕ߩ⺖㗴ࠍᛴ߃ߡ߅ࠅޔᣂᏒᐡ⥢ߩᣧᦼᢛ߇ᕆോߢߔޕᓥߞߡޔᐔᚑ   ᐕᐲਛߩ
ᣂᏒᐡ⥢ߩଏ↪㐿ᆎߣ߁⋡ᮡࠬࠤࠫࡘ࡞ߦᴪߞߡ⌕ታߥᬺㅴࠍ࿑ࠅ ޔᐕࠝࡦࡇ࠶
ࠢࡄࡦࡇ࠶ࠢ᧲੩ᄢળߦ߅ߡ߽ߢߤߥࠬ࡞ࠖ࠹ࠪޔᣂᏒᐡ⥢ࠍᵴ↪ߒߡ߈߹ߔޕ

ࠛ ⠴㔡ᕈߩ⏕ߣవㅴ⊛ߥⅣႺᕈ⢻
㜞ጀᑪ▽‛ߦ߅ߌࠆ㐳ᦼ㔡േ߳ߩኻᔕࠍߪߓޔᄢ㔡ߩ⊒↢ᤨߦ߅ߡ߽ᬺ⛮⛯น⢻
ߥ㜞⠴㔡ᕈ⢻ࠍ߃ߚᣂᏒᐡ⥢ࠍᢛߒ߹ߔޕ
߹ߚޔⅣႺᕈ⢻ߦߟߡߪߒࠆߋ߹⋡ޔᛛⴚ㕟ᣂߩേะࠍߒߞ߆ࠅᭂޔ᳃㑆ߩߥߤ߽
ෳ⠨ߦߒߥ߇ࠄޔⓍᭂ⊛ߦవㅴ⊛ߥࠍขࠅࠇࠆߎߣߢޔⅣႺᧂ᧪ㇺᏒߦ߰ߐࠊߒᐡ⥢ࠍታ
ߢ߈ࠆࠃ߁ᬌ⸛ߒ߹ߔޕ

ࠝ ᮮᵿࠄߒᏒᐡ⥢ߩታ
   ᯏ⢻ᕈࠍ㊀ⷞߒߟߟ߽ޔㄝⅣႺ߿ㇺᏒ᥊ⷰߦ⺞ߒޔ᷼߆ࠄߩ⌑ߦ߽㈩ᘦߒߚ߹ߜߩࠪࡦࡏ
࡞ߣߥࠅޔᏒ᳃ߩ⊝᭽߇ࠅߣⷫߒߺߩ߽ߡࠆᑪ‛࠺ࠩࠗࡦߣߒ߹ߔޕ



ᾈḗᾁᴾ ᧙ϋὉ᧙עٳғỉộẼỀẪụỆếẟề
㑐ౝ㑐ᄖߩ߹ߜߠߊࠅߦߟߡߪޟ㑐ౝ㑐ᄖᵴᕈൻផㅴ⸘↹ߦޠၮߠ߈ޔ㑐ౝ㚞ർ
ญᢛ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠨࠗࠢ࡞ߩዉߣߞߚޔᣢߦታᣉߐࠇߡࠆᬺߦട߃ޔ㑐ౝ㚞ㄝ
߿ർખㅢߩ⚿▵ὐᯏ⢻ߩᒝൻ╬ߦࠃࠅޔᒁ߈⛯߈ߩᵴᕈൻࠍㅴߡ߈߹ߔޕ
․ߦޔ㑐ౝ㚞ㄝߦߟߡߪޔ೨┨ߢ␜ߒߚߩࠅߊߠߜ߹ޔ㧟ߟߩࠤࠬࠍ㗴᧚ߣߒߡ ޔ
ᓟޔᮭ⠪߿࠹࠽ࡦ࠻ޔᬺ⠪ߥߤ᭽ߥޘ㑐ଥ⠪ߩᣇߩࠅߊߠߜ߹ޔޘኾ㐷ኅޔᬺ⠪ߥߤ߆ࠄ 
ߏᗧߏឭ᩺ࠍߚߛ߈ߥ߇ࠄࠆߥࠄߐޔᬌ⸛ࠍㅴ߹ߔޕᴾ
߹ߚޔ᳃㑆߿ⴕޔᄢቇ╬ޔ᭽ߩ᧚ੱߥޘ⍮ࠍᵴ߆ߒߡߊߚߩ⎇ⓥળߥߤߩ႐ࠍഃࠅ ޔ
ߘߎ߆ࠄߩࠅߊߠߜ߹ޔᩭߣߥࠆࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍߟߊࠅޔᣂߒࠕࠗ࠺ࠕࠍ↢ߺߒߩߘޔታߦ
ะߌߚേ߈ࠍࠅߒ߹ߔޕ
 ߎߩ⎇ⓥળ╬ߩ႐ߩᚑᨐࠍᵴ߆ߒޔᮮᵿᢥൻ⢒㙚ߩౣᢛࠍߪߓߣߔࠆ࠺ࠖࡦࠣࡊࡠࠫ
ࠚࠢ࠻߿ᣢሽߩⓨ㑆ࠍᵴ↪ߒߚᬺ╬ߩታߦะߌߚᬌ⸛ࠍㅴ߹ߔޕ
ߘߒߡߩࠄࠇߎޔᬺࠍ㗅ᰴㅴࠆߎߣߦࠃࠅޔᏒᐡ⥢ᯏ⢻⒖ォᓟߩᏒᐡ⥢ⴝߩᵴ↪ౣ
ᢛߦะߌߚᯏㆇࠍ⋓ࠅߍࠆߥߤޔᲑ㓏⊛ߦߩ᧪ࡆ࡚ࠫࡦߩታࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ
 ߥ߅ޔ㑐ౝ㚞ㄝߩ߹ߜߠߊࠅߩᬌ⸛ߦߚߞߡߪޔㄝߩ᳃㑆ⴝߩ߹ߜߠߊࠅߣㅪ៤
ࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ
 ߐࠄߦޔ᳃㑆ߦࠃࠆᑪ‛ᑪᦧߥߤߩଦㅴࠍ࿑ࠆߚߦᔅⷐߣߥࠆᡰេ╷߿߹ߜߠߊࠅߩታߦ
ᴾ
ᔅⷐߣߥࠆⷙߩ✭ޔ᳃㑆⾗㊄ࡁ࠙ࡂ࠙ߩዉߥߤޔᣂߚߥ⚵ߺᐲߩᢛࠍㅴ߹ߔޕ
ർખㅢߩ߹ߜߠߊࠅߦߟߡߪޔ㓞ធߔࠆ᳃㑆㐿⊒ߥߤߣߩ⺞ᢛࠍⴕߥ߇ࠄޔᱠⴕ⠪ࡀ࠶
࠻ࡢࠢߩᢛߥߤߦࡦࠗ࠼ࠗࠟޔᴪߞߚ߹ߜߠߊࠅࠍㅴߡ߈߹ߔޕ
ߎࠇࠄߩᬺࠍ⌕ታߦផㅴߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᣂᏒᐡ⥢ᢛࠍᄾᯏߣߒߡޔ㐿᷼એ᧪ߩᱧผߣ㝯ജ
ࠍ␆ߦޔᮮᵿㇺᔃㇱߩ৻⠢ࠍᜂߞߡ߈ߚ㑐ౝ㨯㑐ᄖߩᣂߚߥᵴᕈൻߦขࠅ⚵ࠎߢ߈߹ߔޕ
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