

 ᵝᘧ㸰 
  බඹᴗ๓ホ౯ㄪ᭩
ᴗྡ ᶓᩥయ⫱㤋ᩚഛᴗ
ሙ  ᡤ ᶓᕷ୰༊⪁⏫㸰┠㸵␒ᆅཬࡧ⩝⏫㸰┠㸷␒ᆅ  
ᡤᅾᆅ  㸦⌧ᶓᩥయ⫱㤋ᩜᆅཬࡧᪧᶓ⥲ྜ㧗ᰯᩜᆅ㸧
ᶓᕷᗇ⯋⛣㌿ࢆዎᶵࡋࡓ㛵ෆ㥐࿘㎶ᆅ༊ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ࣮ࣜࢹ

ᴗ┠ⓗ ࣥࢢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ࠊ⪁ᮙࡋࡓᶓᩥయ⫱㤋ࡢᩚഛࢆ⾜
࠸ࡲࡍࠋ





ᴗ




ᴫ




せ

ᴗෆᐜ

㸯 ᩚഛࡢ᪉ྥᛶ
   ᩜᆅ
   ⌧ᩥయ⫱㤋ᩜᆅཬࡧ㏆᥋ࡍࡿᪧᶓ⥲ྜ㧗ᰯᩜᆅࢆά⏝ࡋ࡚
ᩚഛࡋࡲࡍࠋ
   タ
ᩚഛᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᶓᩥయ⫱㤋ࠑ࣮ࣜࢼタ
ࢧࣈ࣮ࣜࢼタ㸦Ṋ㐨㤋ᶵ⬟ࢆྵࡴ㸧ࠒࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊ
㛵ෆ㥐࿘㎶ᆅ༊ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵẸ㛫タࡢㄏᑟࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

㸰 ᩚഛࡍࡿタࡢᐃ  
   ࣮ࣜࢼタ
ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶࡸࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡞ࡢ⯆⾜⏝ࡶᑐᛂ࡛
ࡁࡿつᶍ࣭ᶵ⬟ࡢ☜ಖ

࣮࠙ࣜࢼࡢᐃつᶍࠚ

࣮ࣜࢼ㠃✚㹼੍⛬ᗘ

ほぴᖍ㸦ᅛᐃᖍ㸧㹼ᖍ⛬ᗘ
 
㸦ྍືᖍ㸧ᖍ⛬ᗘ















  ࢧࣈ࣮ࣜࢼタ㸦Ṋ㐨㤋ᶵ⬟ࢆྵࡴ㸧
ձ⌧ᩥయ⫱㤋ࡢ࣮ࣜࢼᶵ⬟㸦ᕷẸࢫ࣏࣮ࢶ➼⏝ࡢᣐⅬⓗᶵ
⬟㸧ࢆ⛣⾜࣭☜ಖ
ղ᪂ࡓᩚഛࡍࡿ࣮ࣜࢼタࡢࢧࣈ࣮ࣜࢼᶵ⬟ࢆ☜ಖ
ճᕷෆࡢṊ㐨➼ᑐᛂ࡛ࡁࡿṊ㐨㤋ᶵ⬟ࢆ☜ಖ
 
࣮࠙ࣜࢼࡢᐃつᶍࠚ
࣮ࣜࢼ㠃✚  㹼੍⛬ᗘ
ほぴᖍ㸦ᅛᐃᖍ㸧㹼ᖍ⛬ᗘ
ྍືᖍ 㹼ᖍ⛬ᗘ
  
࠙Ṋ㐨ሙࡢᐃつᶍࠚ

Ṋ㐨ሙ㸲㠃㸦ᗋ࣭␚ే⏝ᆺࠊ㛫ษྍ㸧

ほぴᖍ㸦ᅛᐃᖍ㸧ᖍ⛬ᗘ






  タ㓄⨨ࡢᐃ
⌧ᩥయ⫱㤋ᩜᆅ࣮ࣜࢼタࠊᪧᶓ⥲ྜ㧗ᰯᩜᆅࢧࣈ
࣮ࣜࢼタ㸦Ṋ㐨㤋ᶵ⬟ࢆྵࡴ㸧ࢆᩚഛࡋࡲࡍࠋ

⌧ᶓᩥయ⫱㤋ᩜᆅ

ᣐፗ̊




ড়
ਝ



॔জॼشਝ



পૠெ५এش
ॶপভಉदभ
৴ਹ৷




१ঈ॔জॼشਝ
ق૱ைਃચ كষତ
ড়
ਝ





ᪧᶓ⥲ྜ㧗ᰯᩜᆅ





  ཧ⪃ Ẹ㛫タࡢㄏᑟࡢ᪉ྥᛶ
୧ᩜᆅㄏᑟࡍࡿẸ㛫タࡣࠊయ⫱㤋ࡢぶᛶࡀⰋࡃ┦ຠ
ᯝࢆⓎࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡘࠊ㛵ෆ㥐࿘㎶ᆅ༊ࡢ㈰ࢃ࠸ࡸࡲࡕ࡙
ࡃࡾ㈉⊩࡛ࡁἼཬຠᯝࢆⓎࡍࡿࡶࡢࢆㄏᑟ࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᴗࢫࢣ
ࢪ࣮ࣗࣝ

ᕷᗇ⯋⛣㌿ࡢᮇࢆ㋃ࡲ࠼࡚㐍ࡵࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㛵ෆ㥐࿘㎶ࡢάᛶ
ࡢࡓࡵࡢ㐟ఇᕷ᭷ᆅࡢ᪩ᮇά⏝✌ാ⋡ࡀ㧗࠸⌧ᩥయ⫱㤋ᶵ⬟ࡢ⥅
⥆ᛶ㓄៖ࡋࠊᪧᶓ⥲ྜ㧗ᰯᩜᆅ࡛ࡢᩚഛࢆඛ⾜ࡋ࡚ᩚഛࡍࡿࡇ
ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᘓタ㈝ ⣙  ൨㹼 ൨⛬ᗘ

⥲ᴗ㈝

ͤ ⌧ᅾࠊᴗᡭἲࢆ᳨ウ୰࡛ࡍࠋᚋࡢ⢭ᰝࡼࡾኚ᭦ࡍࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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㸯 ᩚഛࡢᚲせᛶ
  タⓗㄢ㢟
⠏ᖺ⤒㐣ࡼࡿ⪁ᮙᑐᛂࠊつᶍ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ➼ࢆ㛤ദࡍ
ࡿࡓࡵࡢタࡋ࡚ࡣࠊࢧࣈ࣮ࣜࢼࡀ࡞࠸ࡇ➼ࠊᶵ⬟㠃ᙉࡢ
ᚲせᛶ
   Ṋ㐨⯆
 ᖺᗘࡽࡢ୰Ꮫᰯ࠾ࡅࡿṊ㐨ᩍ⫱ࡢᚲಟࢆཷࡅࠊ㒔ᕷ
ᚲせ࡞Ṋ㐨⯆ࡢࡓࡵࡢሙࡢ☜ಖࡢᚲせᛶ
  㛵ෆ㥐࿘㎶ᆅ༊άᛶ
ᕷᗇ⯋⛣㌿ࢆዎᶵࡋࡓ㛵ෆ㥐࿘㎶ᆅ༊ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ࣮ࣜࢹ
ࣥࢢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ࡢྲྀ⤌ࡢᚲせᛶ

㸰 ୖィ⏬࠾ࡅࡿ⨨ࡅ


  ᶓᕷࢫ࣏࣮ࢶ᥎㐍ィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶㸧
ྲྀ⤌  つᶍᒇෆࢫ࣏࣮ࢶタ ࢫࢣ࣮ࢺሙࠊṊ㐨㤋➼ ࡢᩚഛ
ᶓᩥయ⫱㤋ࡢᩚഛࡣࠊ㛵ෆ࣭㛵እᆅ༊ࡢ⾤࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿ
୰࡛ࠊ᳨ウࡋࡲࡍࠋࡑࡢ㝿ࠊṊ㐨ࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࡢ᳨

ᴗࡢ
ᚲせᛶ

ウࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
㸦௨ୗ␎㸧


  ୰ᮇ㸲ᖺィ⏬ 㹼㸦ཎ㸧
ᮍ᮶ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾᡓ␎࣭ᡓ␎㸱㸸㨩ຊάຊ࠶ࡩࢀࡿ㒔ᕷࡢ⏕
ی㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ࡢ㨩ຊྥୖ

   㛵ෆ࣭㛵እᆅ༊࡛ࡣࠊ᪂ᕷᗇ⯋ᩚഛࡸࠕᶓᩥయ⫱㤋㸦Ṋ㐨
㤋ᶵ⬟ࢆྵࡴࠋ㸧
ࠖࠊ⌧ᕷᗇ⯋⾤༊ࡢᩚഛࢆྵࡵࡓࡉࡽ࡞ࡿάᛶ
ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

  ᇶᮏᨻ⟇࣭⟇㸸ࢫ࣏࣮ࢶ࡛⫱ࡴᆅᇦࡃࡽࡋ
⤌ྲྀ࡞ی㸦ᴗ㸧
㸲 ࠙᪂つࠚᶓᩥయ⫱㤋ࡢᩚഛ

ᡤ⟶ᒁ

ᕷẸᒁ

 ࠕᶓᩥయ⫱㤋ࠖࡘ࠸࡚ࠊ㛵ෆ㥐࿘㎶ᆅ༊ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ㐃ືࡋࠊ
Ṋ㐨㤋ᶵ⬟ࢆྵࡵࡓᩚഛྲྀࡾ⤌ࡳࠊࢫ࣏࣮ࢶ⎔ቃࡢᐇࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ᐃ

ᴗ᥎㐍

ィ⏬ୖࡢ

ᴗ㔞 ࠙┤㏆ࡢ⌧≧್ࠚᖺᗘ㸸ㄪᰝ᳨ウ

ぢ㎸㢠

㸫ͤ

ͤ ィ⏬ୖࡢぢ㎸㢠ࡣࠊᴗᡭἲࡘ࠸࡚ㄪᰝ➼ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼Ỵᐃࡍࡿࡓࡵࠊグ㍕
ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
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⪁ᮙࡋࡓᩥయ⫱㤋ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏝⪅ࡗ࡚Ᏻ࡛
ᛌ㐺࡞タࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡘࠊ᪂ࡓᕷෆࡢṊ㐨➼ᑐᛂ
࡛ࡁࡿṊ㐨㤋ᶵ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࢧࣈ࣮ࣜࢼタࢆࡘࡃࡿࡇ➼ᶵ⬟ྥୖࢆᅗࡿࡇ࡛ࠊከ

ᴗࡢຠᯝ

ࡃࡢつᶍ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࡞ࡢ㛤ദࡀྍ⬟࡞タ࡞ࡾࠊᕷẸࡢࢫ
࣏࣮ࢶࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࠊάືࡀάⓎࡍࡿࡇࡶᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢຠᯝࡢࡶࠊᩥయ⫱㤋Ẹ㛫タࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇ࡛
࿘㎶ᆅ༊ࡢࡂࢃ࠸࡞ࡢἼཬຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊవᅵᆅ࣭ᐜ✚ࢆά⏝ࡋ࡚Ẹ㛫タࢆㄏᑟࡍࡿ࡞ࠊẸ㛫㈨
㔠ࡶά⏝ࡋࢥࢫࢺ⦰ῶດࡵࡲࡍࠋ

⎔ቃࡢ㓄៖

ᬮᑐ⟇࡞⎔ቃ㈇Ⲵࡢపῶ㓄៖ࡋࡓタィࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ᮏᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᆅᇦࡢ᪉ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊࡈពぢࢆఛ

ᆅᇦࡢ≧ἣ➼

ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ᳨ウࡢ㐍ᤖ࠶ࢃࡏ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊࡈពぢ
ࢆఛ࠸ࡲࡍࠋ
᳨ウ୰

ᴗᡭἲ

ͤ వᅵᆅ➼ࢆά⏝ࡋࡓẸ㛫タࡢㄏᑟࡸẸ㛫㈨㔠ࢆά⏝ࡋࡓ
ᩚഛࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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⌧ᅾࡢᶓᩥయ⫱㤋➼ࡢᴫせ
㸯 タ➼ࡢᴫせ
  ᶓᩥయ⫱㤋
ሙ  ᡤ
୰༊⪁⏫㸰┠㸵␒ᆅ 
ͤ-5 㛵ෆ㥐༡ཱྀࡽ 㹫ࠋ
ᩜᆅ㠃✚
 ੍ͤᖹࣞࢫࢺࣁ࢘ࢫᩜᆅࢆྵࡴ
ᘓ࠸⋡㸭 㸣㸭㸣
ᐜ✚⋡
ᘓタᖺᗘ
  ᖺ㸦⠏  ᖺ㸧
ᘏᗋ㠃✚
 ੍
ᵓ㐀࣭㝵ᩘ 㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀࣭ᆅୖ㸱㝵
࠙ㅖ ᐊࠚ
࣮ࣜࢼ  ੍㸦㹫㹫ࠊ㧗ࡉ 㹫㸧
ࠊ
ほᐈᖍ㸦)㸸 ᖍࠊ)㸸 ᖍ㸧
㺢㺸㺎㺤㺻㺖㺼㺷㺎㺯ࠊ᥍ᐊࠊᐊࠊ᭦⾰ᐊࠊົᐊࠊ㥔㌴ሙ➼

  ᖹグᛕࣞࢫࢺࣁ࢘ࢫ
ሙ  ᡤ
ᶓᩥయ⫱㤋ేタ
ᘓタᖺᗘ
  ᖺ㸦⠏  ᖺ㸧
ᘏᗋ㠃✚
 ੍
ᵓ㐀࣭㝵ᩘ 㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀࣭ᆅୖ㸰㝵
࠙ㅖ ᐊࠚ
≉ูᐊ  ੍㺂 ྕᐊ  ੍㺂 ྕᐊ  ੍ࠊ ྕᐊ  ੍㺂 ྕᐊ  ੍

ࡑࡢ


  ᪧᶓ⥲ྜ㧗ᰯᩜᆅ
ሙ  ᡤ
୰༊⩝⏫㸰┠㸷␒ᆅ   
ͤ-5 㛵ෆ㥐༡ཱྀࡽ 㹫
ᩜᆅ㠃✚
 ੍
ᘓ  ࠸ ⋡ 㸭 㸣㸭㸣㸦୍㒊 㸣㸧
ᐜ✚⋡

㸰 タ㐠Ⴀ≧ἣ
  ᣦᐃ⟶⌮⪅
  බ┈㈈ᅋἲே ᶓᕷయ⫱༠

  ⏝㛫
  ཎ๎ 㸸㹼㸦ఇ㤋᪥  ᭶  ᪥㹼㸯᭶㸱᪥㸧
 
  ⏝᮲௳
    ྡ௨ୖࡢ㛤ദ➼ࡢᅋయ⏝
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  ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࣋ࣥࢺ➼ࡢ⏝ᐇ⦼
࣭ᅜ㝿ࢪࣗࢽయ᧯➇ᢏ
࣭ࢪࣕࣃ࣮ࣥ࢜ࣉ࣭ࣥⲶᮧᮼ㸦ᅜ㝿༟⌫㑅ᡭᶒᶓ㸧
࣭࣎ࣜࢩࣙࢧ࣮࢝ࢫ
࣭┦᧞ᶓሙᡤ
࣭ࡺࡎࢥࣥࢧ࣮ࢺ
࣭ᑠ⏣ṇࢥࣥࢧ࣮ࢺ




  ✌ാ⋡ࠊ⏝⪅ᩘ

㻌



⏝⪅ᩘ
⏝

⏝

✌ാ

ྍ⬟᪥

᪥

⋡


ྜィ

࣮ࣜࢼ

ᖹグᛕ
㺸㺛㺢㺨㺑㺛

 ᖺᗘ  ᪥  ᪥ 㸣  ྡ  ྡ  ྡ
 ᖺᗘ  ᪥  ᪥ 㸣  ྡ  ྡ  ྡ
 ᖺᗘ  ᪥  ᪥ 㸣  ྡ  ྡ  ྡ
 ᖺᗘ  ᪥  ᪥ 㸣  ྡ  ྡ  ྡ
 ᖺᗘ  ᪥  ᪥ 㸣  ྡ  ྡ  ྡ


ῧ㈨ᩱ㻌

ᢸᙜ㒊⨫㻌

㸯 ୰ᮇ㸲ᖺィ⏬ 㹼㸦ཎ㸧
㸸ᡓ␎㸱ࠊ⟇ 
㸰 㛵ෆ㥐࿘㎶ᆅ༊ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸦᪂ᕷᗇ⯋ᩚഛᇶᮏィ⏬ࡽᢤ⢋㸧
 ᕷẸᒁࢫ࣏࣮ࢶ⯆㒊ࢫ࣏࣮ࢶ⯆ㄢ
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ᲂ ෆʍʝʀʄɮʩຊ



ੱಏਲ
 ਅറྟِگৡधણৡँऴोॊभગেّਅറ
ྦྷਗ

 ਼ੀরभযृر੫॑Ꮇऌणऐؚၴुऋકाञःؚકाਢऐञःधઓइॊऽठ


ऽठतऎॉ
भ্ਙ

૯ଘभਛশग़থ४থधऩॊੱಏਲदमؚৣऴ୍ऩनৗञऩଅਹ৷भன৫ؚপૠெ
ૐਝभোಉपेॊిदྟৡऩऽठतऎॉृ௴ںڸھۂ؞ஷ௪ؚਤऩધ৲഼
ୗभੌऩनपेॉؚড়؞੫؞ষऋ৬धऩॉ਼ؚੀরभযृر੫॑Ꮇऌ
णऐؚभણৡधዖॎः॑লघॊऽठतऎॉ॑ਤखथःऌऽघ؛

ੱكقಏਲ

ྦྷ كقਗ

ੱٷಏਲभྟৡ

૯ଘകఢఈયदमॢؚটشংঝ੫॑ாपාಱघॊবঅ४ॿ५ುਡधखथؚਜૹ؞
ਃચपਸइؚৈૠતऩક୧ڭپಉभোपेॉপૠெऩभজঀঋش३ঙথ॑ڮپਤीऽघ؛
ाऩधाैः  યपउःथमںڸھۂ؞௴ؚਃચभૐ॑ःऊखथؚऔैऩॊॢটشংঝ
੫ऩनभාಱ॑ਸசऔचऽघ؛ৣऴ୍ఢఈયपउःथमؚপૠெदྟৡऩૐਝभ
োऩन॑அीੱؚಏਲभৗञऩዖॎःುਡभਛपऐथગ৫॑ਤखऽघ؛ঢ়؞ঢ়ਗ
યदमؚৗૂༀତृَ૯ଘધ৲৬ைق૱ைਃચ॑அिُك؛
ؚਠૂༀඌયभગତ॑
அीञऔैऩॊણਙ৲॑ਤखऽघূ؛ઋఱਆಏਲఢఈયदमؚകఢఈभગ৫धূؚৈਣ
കਨયभఈऩनୠৱ౺॑ःऊखञગତ॑ਤीऽघ؛
ऽञূূؚ૯॑ણ৷खञฉనतऎॉृॢؚছথঔشঝਁୱभজॽগ॔شঝप়ॎच
ञभলؚඌଡ଼भਛ॑ৢगञभॿॵॺডشॡ॑ਛघॊधधुपਁؚୱृਁؚ
ॉॆऎऊ

ੱಏਲभગে؞ਃચਘ৲ 

ુਝभ૬॑ৼ൩प৴औचؚఛතभँॊ୨पेॉੱؚಏਲ৸৬भྟৡ॑ৈीऽघ؛
औैपڱؚणभયभਃચभ৴૿ਙ॑ৈी਼ؚੀরभয॑رᎷऌणऐॊྟৡ॑ੜ்औचॊ
ञीؚ০भ৫૾யृใோभઐৢॖথইছभਹ৷૾ய॑౷ऽइؚฉਙ॑औचॊৗञऩઐ
ৢ॑োखؚዖॎःभກ॑ਛखथःऌऽघ؛

ٷਤ৲घॊবऩ௴ںڸھۂ؞

ड़জথআॵॡ؞ঃছজথআॵॡ॑ਃधखؚম॑৻घॊॡঝش६এॺشधखथभ௩भਭ
োਃચਘ৲ृਲਗऊैभාউটঔش३ঙথभਘ৲लਭো୭भତ॑ਤीऽघ؛ऽञؚ૯ଘ
भਘा॑ःऊखञবऩںڸھۂುਡ॑৯खںڸھۂؚਃચ॑ఁౄघॊऒधपेॉ৽ؚ
ੋణટभৈःরপभবভ৮ृୢ৾ভ৮ಉभාಱ॑ਘ৲खऽघ؛
औैपؚপૠெ५এॶشॖঋথॺभාಱ؞৫ಈृ५এॶشਝभગତपॉੌिधधुपؚ
ଁ়জ॰ृگپكۇھقॺشড়ঃشॼॺش३ॵউभણ৷ಉ॑ਫ਼ୈखऽघ؛ऒोैभੌ॑ৢ
गञঈছথॻৡभृዖॎःলपेॉؚ૯ଘ৽ੋ॑ણਙ৲खऽघ؛

॔ٷ४॔भறधऩॊધ৲഼ୗ

বृधभ৴पेॊड़জথআॵॡ؞ঃছজথআॵॡभ৫ಈ
प়ॎचञધ৲উটॢছृ૯ଘैखः્౦भँॊ഼ইख़५ॸॕ
ংঝऩनभಲਢऩৰपेॉ਼ؚੀपऐञધ৲഼भਦৡ॑
ਘ৲खؚ॔४॔भધ৲ঁঈڰپधखथभউঞ८থ५॑ৈीऽघ؛
ऽञॸشؚ॔ॕ५ॺ؞ॡজग़شॱشಉभয౫भૐ॑ಽॉؚ
੫؞ۄۅۃ؞প৾ಉधभੈ௮॑ਤीॊऩनؚୗਓ॑ڱپল
घॊधधुपؚୠৱ౺॑ਈপपણ৷खऩऋै૯ଘऊैྜચँॊ
഼ੇऋ਼ੀपಭयञऎ୭तऎॉ॑ਤीऽघ؛

চ॥ঁঐॺজग़থॼشঞ 

দॕॹ؞ঝٌ॔෫ॺঞشছٍش

Ḥᾀᴾ ᭗ᙹễ˰ܡᾉἂἿὊἢἽ˖ಅỉݼಅᎍሁỉဃૅੲỆ࣏ᙲễೞᏡử́ᚨẲẆ᧸ὉࣱؾᏡỆΟủẺ˰ܡᴾ
Ḥᾁᴾ ᣃࠊỉἼἠἫὊἉἹὅᾉሰཋỉềஆảởᣃࠊỶὅἧἻỉૼỆợụẆᣃࠊೞᏡửӼɥẲẆ؏עỉ̖͌ử᭗ỜỦẮểᴾ
Ḥᾂᴾ ወӳἼἐὊἚίᾘᾡὸᾉỽἊἠᚨӏỎ˟ᜭئᚨẆἾἁἼỺὊἉἹὅᚨẆޒᅆᚨẆܿජᚨẸỉ˂ỉᚇήỉਰᐻỆ݃ɨẴỦể
ᛐỜỤủỦᚨầɟ˳ểễẾềẟỦᚨᴾ
Ḥᾃᴾ ỴἊỴỉ૨҄ἡἨᾉỴἊỴ؏עỆấẟềẆ૨҄ᑸᘐоᡯᣃࠊỉἕἚὁὊἁỉɶఋਗໜểẲềỉࢫлửௐẺẴೞᏡᴾ
Ḥᾄᴾ оᡯႎငಅᾉᑸᘐẆପẆἄὊἲễỄჷႎᝠငೌửਤẾẺᙌԼỉᙌᡯὉ්ᡫӏỎἇὊἥἋỉ੩̓Ệ᧙ỪỦငಅởẆሰᚨᚘở
ἙἈỶὅễỄỉЎửɶ࣎ểẲẺẆоᡯࣱỉ˄ь̖͌ỆợẾềࠊئỂᢠ৸ẰủỦငಅᴾ
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ᲂ ෆʍʝʀʄɮʩຊ

ृ୨पेॊྟৡतऎॉ

৲ইख़॔
৫ಈফ


ع

਼ੀরभযृر੫॑Ꮇऌणऐ␓भણৡधዖॎः॑লघॊऽठ 























 ষங





 ਛ
ग़य़१ॖॺेऒमऽڭپڮڮभਤ
जभभড়৫ਤ
ਤ
ਧઠകঅঝ ାੵ
 قফ২ك



ାੵ
ূઠക৫
ਛ ಲਢਤ

ाऩधाैः  યभਤ
পૠெඌય৫भਤ ؞قඌયಉك

 ਛ

ৗञऩںڸھۂਝତ قਝੑಉك
ାੵ
 قফ২ ك৷৫

৷
 ৣऴ୍भગ৫
  قফ ك
 ঢ়؞ঢ়ਗયभତਤ
 ਛ
ৗૂༀ
ାੵ
 قফ২ ك৷৫


૯ଘધ৲৬ைق૱ைਃચ॑அि؛
ك
؞ਠૂༀඌયभગତ

ৗञऩઐৢ
হ৲ਫ਼ୈ
হ৲
 ڮپۉۇہقऩन   كଡ୳؞ਫ਼ୈ

ৗڵಀ       
  ਛ  ৷৫
 قফ২ك
 ௩भਭোਃચਘ৲     

૯ଘঋॖঈজॵ४॑ৢૌदऌऩःதপ௩भਭোਝभତ

 ଁ়জ॰  كۇھقॺش
ਤ১
ৰ১
યୠ
১भಉؚবभ॑ৄྚइञਫ਼ୈ



ٌবभٍ

૯ଘैखः્౦भँॊ഼ইख़५ॸॕংঝभৰपेॊዖॎःभল
 ق૯ଘॺজग़থॼشঞহ؞૯ଘ഼॔ॡ३ঙথহك
ड़জথআॵॡ؞ঃছজথআॵॡ৫ಈप
়ॎचञધ৲উটॢছभৰ
 ূ॔४॔

ॺজग़থॼشঞ
চ॥ঁঐॺজग़থॼشঞ
ધ৲
৫ಈফ
 ৫ಈ

୨धपेॊ
ዖॎःभँॊऽठ

Ḥᾀᴾ ỺỿἇỶἚợẮỊộᾁᾁᾉ್ාᬜԗᡀٻોᡯᚘဒᴾ ᴾ Ḥᾁᴾ ᾛᾡᾣᾉᵪᶇᶅᶆᶒᴾᵰᵿᶇᶊᴾᵲᶐᵿᶌᶑᶇᶒίഏɭˊែ᩿ᩓἉἋἘἲὸᴾ
َ
ྦྷكقਗُमઃঌش४ष
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ᲃ Ղච३ݼ

५এॶشदिୠधථैख

ੁ 


号ੁभ৯ఏ্؞ਙ



؞नुऊैৈೡऽदؚড়भၴुऋ೨दੱ௹ऊऩেણ॑ଛॊञीؚ५এॶشॖঋথॺभ
ౄৰृਝभତ॑ਤीॊऩनؚମऩৃਚद५এॶشपखिਃভقघॊ௴ؚॊ੍ؚइॊك








॑खऽघ؛
؞ड़জথআॵॡ؞ঃছজথআॵॡ৫ಈৠ॑ీਃपؚرऩ਼৻भ५এॶشषभঢ়ੱृਔඟऋ
घॊेअेؚॉಽभ५এॶشஷ௪भౄৰ॑ॉऽघ؛
؞উট५এشॳॶشभୠ൴ણ੍॑ରखؚୠपఎऔोॊॳشतऎॉपੈৡखऽघ؛
؞পૠெ५এॶشॖঋথॺभාಱ؞৫ಈ੍ର॑ৢखथؚড়ऋମऩৃਚदभউঞ௴॑ش
ਅखؚตृ॑ુથघॊਃভ॑णऎॉऽघ؛


号ਠ૾धୖ



؞ড়भ৺ਯऋ୦ैऊभ५এ॑ॶشৰखथउॉؚ५এॶشषभਸॽش६ऋৈऽॊরؚ০
ुेॉऎभড়ऋମऩৃਚقୠكद५এॶشपਸघॊਃভृखि୭तऎॉऋ











ਏदघ؛
؞ऎभযऋૐअॖঋথॺ॑ষअऒधभदऌॊপૠெ५এॶشਝभഠᄺ৲षभৌੁधਃચએ
भਘ৲ऋਏदघ؛
؞५এॶشਤ৩ऩनୠभ५এॶشঢ়બधੈৡखऩऋै਼ؚ৻ऋرऩ५এॶشप௫
खिણभ੍ରऋਤ॒दःऽघऋेؚॉऎभড়ਸऋीैोथःऽघ؛


ড়भ५এॶشषभਸॽش६मಊൊ
ୠ५এॶشણलড়ਸ५এॶشॖঋথॺभਸਯभ


قযك











)LJXUH












ফ২

ফ২

ফ২

ফ২






૯ଘ॑ॊ਼ؚੀऋॎॊع؛૯ଘঐছ९থ ع
ق৫ಈ؟ਛ  ফگা
  ق كਸয৩ ؟যك

 ফऊै  भৰ॑ਯइॊَ૯ଘঐছ९থপভُऋؚড়ਸ
ইঝঐছ९থَ૯ଘঐছ९থ ُधखथেऽोॎॉऽघ؛
ाऩधाैःય॑५ॱॺشَؚঞথफ़ಠಛَُؚ૯ଘਕྶُऩनؚ
௴ਚ॑ॉऩऋैؚ૯ଘभବ౦॑ཹ؛॥ش५भৈச
ଡ଼दमؚਲ௯॑৸ମपຉलోؚ௩ृ૯ଘঋॖঈজॵ४॑ၦीऩऋैॊؚ
০ऽदप৽ୡखञऒधभऩः્શऩ਼ੀ॑ॎइऽघ؛
َघॊ௴ؚॊ੍ؚइॊُ৸थभযऋ௫खीॊপভ॑৯खऽघ؛
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قৱમ؟ড়ଂك

ᲃ Ղච३ݼ


号ఏ


ఏ

ઉभਠ૾க

৯ఏக
 قফ২ଜك

ਚଵ

ڭ

ୠ५এॶشણलড়ਸ
५এॶشॖঋথॺਸਯ

 য
 قফ২ك

 য

ড়ଂ

ڮ

পૠெ५এॶشॖঋথॺ௴ਅਯ

 য قফ২ك

 য

ড়ଂ

گ

भপૠெ५এॶشॖঋথॺप
జহखञ५এॶشছথॸॕ॔ਯ

 য قফ২ك

 য

ড়ଂ


号ऩੌقহك

 ڭড়ਸ५এॶشॖঋথॺभౄৰ

ਚଵ

ড়ଂ

ἧἽἰἻἏὅ˟ٻởࠊൟ˳Ꮛ˟ٻሁỉٶಮễࠊൟӋьἋἯὊỶἫὅἚửܱẴỦẮểỂẆἋἯὊỆॹủᚃẲ
ớೞ˟ửоЈẲộẴẇᴾ
ेܭᴾ
ʙಅᴾ



ࠊൟӋьἋἯὊỶἫὅἚૠᴾ ᵏᵎ ׅᵍ࠰ᴾ
ẔႺᡈỉྵཞ͌ẕᵐᵓ ࠰ࡇᾉᵏᵎ ׅᵍ࠰ᴾ 

ᚘဒɥỉᴾ
ᙸᡂ᫇ᴾ

 ڮୠ५এॶشણभ੍ର

ਚଵ

ᾅΕόᴾ

ড়ଂ

ἋἯὊਖ਼ᡶۀՃễỄ؏עỉἋἯὊ᧙̞ᎍểңщẲễầỤẆ៲ᡈễ؏עỂٶɭˊỉʴẺẼầಮẉễἋἯὊỆ
ᚃẲớẮểầỂẨỦѣửૅੲẲẆͤࡍỀẪụởː᧓ỀẪụửᡶỜộẴẇộẺẆἩἿἋἯὊἓὊἲỆợỦ؏עᝡྂѣ
ỆݣẴỦૅੲửᘍẟẆἋἯὊỆợỦࣱ҄؏עửụộẴẇᴾ
ेܭᴾ
؏עỆấẬỦἋἯὊѣỉܱׅૠᴾ ᵏᵎᵕᵊᵎᵎᵎ ׅίᾃẦ࠰ὸᴾ
ᚘဒɥỉᴾ
ᾀΕόᴾ
ʙಅᴾ ẔႺᡈỉྵཞ͌ẕᵐᵓ ࠰ࡇᾉᵐᵔᵊᵓᵖᵑ ׅᵍ࠰Ń Ń
ᙸᡂ᫇ᴾ

 گপૠெ५এॶشॖঋথॺभාಱ؞৫ಈ੍ର

ਚଵ

ড়ଂ



ẐɭမἚἻỶỴἋἿὅἉἼὊἌ್ා˟ٻẑởẐ႐ӹႦμଐஜ܇ڡ௩ᢊᢠೌ˟ٻẑễỄỉᙹٻἋἯὊỶἫὅἚử
ᛔᐲὉ͵ẲẆࠊൟỉἋἯὊᚇỉೞ˟ửоЈẲộẴẇᴾ
ेܭᴾ
ʙಅᴾ



ᙹٻἋἯὊỶἫὅἚỉᛔᐲὉ͵ૅੲૠᴾ ᵐᵔ ˑίᾃẦ࠰ὸᴾ
ẔႺᡈỉྵཞ͌ẕᴾ ᵐᵓ ࠰ࡇᾉᵏᵎ ˑᵍ࠰ᴾ

ْ ڰৗૠٓ૯ଘધ৲৬ைभગତ

ᚘဒɥỉᴾ
ᙸᡂ᫇ᴾ
ਚଵ

ᾁΕόᴾ

ড়ଂ

Ẑ್ා૨҄˳ᏋẑỆếẟềẆ᧙ϋᬜԗᡀעғỉộẼỀẪụểᡲѣẲẆനᢊೞᏡửԃỜẺϐૢͳỆӕụኵỚẆἋ
ἯὊؾỉΪܱửụộẴẇᴾ
ेܭᴾ
ʙಅਖ਼ᡶᴾ
ᚘဒɥỉᴾ
ḘḤᴾ
ʙಅᴾ ẔႺᡈỉྵཞ͌ẕᴾ ᵐᵓ ࠰ࡇᾉᛦ௹౨᚛ᴾ
ᙸᡂ᫇ᴾ
Ḥᚘဒɥỉᙸᡂ᫇ỊẆʙಅඥỆếẟềᛦ௹ሁỉኽௐử៊ộảൿܭẴỦẺỜẆᚡ᠍ẲềẟộẶỮẇᴾ

ْ ڱৗૠٓઋఱਆ५ॣॺشজথॡभગତ

ਚଵ

ড়ଂ

ἋἯὊؾỉΪܱửỦẺỜẆίπᝠὸ್ාࠊ˳Ꮛң˟ầᢃփẴỦᅕ߷ډἋἃὊἚἼὅἁỉϐૢͳỆӼẬẺૅੲửᘍẟộẴẇ
ᴾ
ेܭᴾ
ʙಅᴾ

ẲỠỮίᵐᵕ ࠰ࡇὸᴾ
ẔႺᡈỉྵཞ͌ẕᵐᵓ ࠰ࡇᾉʙಅᎍỉ੩కπѪᴾ

ᚘဒɥỉᴾ
ᙸᡂ᫇ᴾ

ḘḤᴾ

Ḥᚘဒɥỉᙸᡂ᫇ỊẆஜࠊỉʙಅᝲૅЈầႆဃẲễẟӕኵỉẺỜᚡ᠍ẲềẟộẶỮẇᴾ

ْ ڲৗૠٓड़জথআॵॡ؞ঃছজথআॵॡपऐञ५এॶشஷ௪ 

ਚଵ

ড়ଂؚઇ৩ভহਜଂ

ỼἼὅἦἕἁὉἣἻἼὅἦἕἁЈئኺ᬴ᎍửᜒࠖểẲềἋἯὊỶἫὅἚởݱὉɶܖఄỆਔồẟẲẆʩ්ửᡫẳềࠊൟở
δᇜဃࢻỉἋἯὊॖഒỉӼɥửỦểểờỆẆợụɟޖỉἋἯὊਰᐻửụộẴẇᴾ
ेܭᴾ
ʙಅᴾ



ỼἼὅἦἕἁὉἣἻἼὅἦἕἁЈئኺ᬴ᎍểᡲઃẲẺʙಅỉܱׅૠᴾ ᵓᵎ ׅᵍ࠰ ᴾ
ẔႺᡈỉྵཞ͌ẕᵐᵓ ࠰ࡇᾉᾅׅᵍ࠰ᴾ

ْ ڳৗૠٓ५এॶشছথॸॕ॔भਛ੍؞ର

ਚଵ

ᚘဒɥỉᴾ
ᙸᡂ᫇ᴾ

ᾁΕόᴾ

ড়ଂ

ἋἯὊἮἻὅἘỵỴἍὅἑὊίˎᆅὸửоᚨẲẆࠊϋỉᙹٻἋἯὊỶἫὅἚሁửૅảỦἮἻὅἘỵỴỉᏋὉૅੲửẲộẴẇ
ेܭᴾ
ʙಅᴾ



ἋἯὊἮἻὅἘỵỴἍὅἑὊίˎᆅὸỉႇᎍૠᴾ ᵐᵊᵎᵎᵎ ʴίᾃẦ࠰ὸᴾ
ẔႺᡈỉྵཞ͌ẕᵐᵓ ࠰ࡇᾉḘᴾ
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ᚘဒɥỉᴾ
ᙸᡂ᫇ᴾ

ᵎᵌᵔ Εόᴾ

ᴾ

ᴾ
ᾇḗᾁᴾ ᧙ϋᬜԗᡀעғỉộẼỀẪụᴾ


᧙ϋᬜԗᡀעғᴾ

ลထעғᴾ

ลထעғԗᡀᴾ ίྵࠊ࠻ᑀᘑғὸᴾ

ίൟ᧓ᘑғὸᴾ
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関内駅周辺地区のまちづくりのテーマと目的

© 2010 Caroline Gagné, on Flickr, CC BY 2.0.

・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。

・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。

■ 横浜への来街・滞在を促し、支える。

【目的】

・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。

・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。

・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。

【現況】

テーマ③：観光・エンターテイメント

・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。

■ 横浜の産業・ビジネスに新しい価値を与える。

・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。

・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。

■ 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。

【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

・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。

【現況】

テーマ①：アート＆デザイン

13
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写真http://www.rijkswaterstaat.nl/over̲ons/lef̲future̲center/ より

発信の場（世界に伝え、つながりをつくり、市場開拓する）

創造の場（新しい製品・サービス・作品をつくりだす）

交流の場（分野・立場を超えてアイデアを出し合う）

人材育成の場（次世代を担う有能な人材を育てる）

【必要な機能】

・「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。

・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。

・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。

人材の集積とネットワーク

まちづくりを進めるにあたって重要なこと

・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。

・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・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。

ア

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

・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。

■ 健康的な社会づくりを進める。

・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。

■ 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。

・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。

■ スポーツを通して都市活動を生み出す。

【目的】

・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。

・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。

【現況】

テーマ④：スポーツ＆健康

・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。

■ 世界を相手としたビジネスを、横浜から生み出す。

・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。

■ 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。

【目的】

・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。

・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。

【現況】

テーマ②：成長産業
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制度・
システム

民間街区の
再整備

現市庁舎街区
再整備

第３段階

プロジェクト

リーディング

第２段階

場づくり

第１段階

まちづくりの
プロセス

・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。

■ 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

「場」の整備
人材・企業の参入

17
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・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。

■ 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

・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。

施設の整備・運営等の
ノウハウを活かす

・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。

「場」の整備
人材・企業の参入

・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」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

・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。

■ 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

■ 周辺のまちづくりと連携した民間街区の再整備

研究会等の成果を
実践する場

・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。

■ 研究会等の「場」づくり

・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。

・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。
■ 交通拠点機能の強化の検討

■ まちづくりのプロセス自体が人材を集める機会となる

■ 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

（４）関内駅周辺地区のまちづくりのプロセス

