資料１

公園における公民連携に関する基本方針（素案）

抜粋
：委員会意見の反映箇所

Ⅱ

今後の公園における公民連携の基本方針

：事務局の修正箇所

１. これからの公園行政
公園は、都市における基本的なインフラであり、環境保全、災害抑制等の機能を有するほ
か、市民生活に安らぎや活力をもたらす貴重なオープンスペースです。横浜市においては、
江戸時代末期の開港（1859 年）による都市形成から間もない明治時代初期に、初の西洋式庭
園である山手公園（1870 年）や彼我公園（1876 年）が開園し、以降 150 年の公園史を刻んで
きました。この間、震災や戦災からの復興、接収解除を機とする都市づくりの一環で計画的
な公園整備を進めてきました。また、高度経済成長期における市内全域の都市化の中で、開
発提供による児童公園の設置が急速に進みました。
その後、都市の成熟期を迎え、横浜の公園を取り巻く社会情勢は大きく移り変わってきま
したが、市民（公園利用者）の満足度が向上するよう公園の魅力アップを図ることは公園設
置者である市役所「公」の責務です。これまで、整備、維持・管理において様々な工夫を行
い、公園管理者としての役割を果たし、山下公園やアメリカ山公園などの事例に見られるよ
うな先進的な取組も進めてきました。また、全国都市緑化よこはまフェアを契機に始まった
花と緑による魅力創出は、公園から街へと広がりを見せています。
しかし、少子高齢化が進展し利用者ニーズが多様化している今日、更なる満足度の向上を
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目指していくためには、維持・管理水準や施設整備を含め、計画から管理・運営までを一体
的に考えていく「公園経営＝パークマネジメント」の視点を持つことが必要です。その中で、
利用者満足度を高められる適切な手法を検討し、選択し、実行していくことが重要であると
考えています。この視点は、既存の公園の利活用のみならず、新たな公園の整備においても
適用できるものであると考えます。
更に今後は、横浜市においても郊外部から進みつつある人口減少が全市的なトレンドにな
ることが確実視され、これに伴い市税収入の中心を占める個人市民税が減少していく見通し
です。そうした財政状況が到来しても、公園を市民生活に欠くことのできないインフラとし
て持続させていくためには、維持・管理の効率性の向上が重要な要素となります。
そこで、これからの公園行政においては、公園経営の視点を持ち、「利用者の満足度向上」
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と「維持・管理の効率性向上」に取り組むことが求められているといえます。
一方で、公園がもたらす効用は、公園の中だけにとどまるものではありません。公園は存
在そのものだけでも、潤いのある市民生活、そして環境の保全や防災等に貢献していますが、
その空間を利活用することにより賑わいが生まれ、都市全体を活性化していく可能性を秘め
ています。
いま、公園の存在意義を改めて問い直せば、公園は、市民生活そして都市の質を高めてい
く大切な資源といえます。これから公園経営の視点を持ち、満足度向上と効率性向上に同時
にチャレンジしていくことで、市民生活の質的向上と都市の持続的な成長につなげ、国内外
で存在感を発揮する都市としての横浜のブランド力向上を目指していく、これを公園経営の

３

目的として掲げます。
公園経営の目的：
「公園から」市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な
成長につなげ、横浜のブランド力向上を目指す
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２. 公園経営と公民連携
横浜市内には 2,675 公園が存在し、その立地は、都心臨海部の観光地から郊外部の住宅地
まで様々です。そうした中、公園利用者の満足度向上を実現していくためには、それぞれの
公園の立地特性を踏まえた魅力アップを図っていく必要があります。しかし、
「公」の取組と
しては、限られた財源の中では公園の安全に関わる維持・管理が優先であり、様々なニーズ
に対応していく「運営」には限界があると言わざるを得ません。
そこで、地域の方々をはじめ、様々な企業や NPO 法人といった民間事業者等に担い手とし
て参画いただく「公民連携」の取組を更に拡充し、多様な主体が公園に関わっていく仕組み
づくりが大変重要になります。
住宅地の公園は、地域の方々が一番の利用者であり、その公園に一番近い存在です。地域
の方々が積極的に管理や運営にも関わっていただければ、愛着が深まり、より利用される存
４

在になるものと考えています。
他方、都心臨海部の公園などは、景観や花の演出などを楽しむ多くの観光客が訪れ、横浜

５

の代表的な観光地として賑わい、公園周辺での飲食や買い物などを通じて経済活性化にも貢
献しています。公園内という立地特性を生かした良質な施設整備が進めば、周辺を含め、よ
り魅力と賑わいが創出されるものと考えています。また、郊外部の大規模な公園などでは、
のんびり過ごしたい方、子どもと遊びたい方、イベントを楽しみたい方、健康づくりをした
い方など、様々な目的で利用されています。これらのニーズへの対応としては、公よりもノ
ウハウやアイデアがあり、柔軟性に優れた民間事業者等が質の高いサービスを提供すること
で、より満足度が向上するものも少なくないと思われます。
こうした公園の魅力アップを地域や民間事業者等の「民」に委ねるにあたっては、
「公」は、
これまでの役割に加え、
「民」がその力を十分に発揮していける環境を整えていく役割も担う
ことになります。公園の魅力アップの担い手に「民」が加わることにより、
「公」は「民」を
バックアップし目的の実現を共に目指す、新たな役割を担ったことを十分に認識する必要が
あります。一方で、
「公」は自らにしかできない役割として、
「公園の将来像の明確化」、
「公
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園利活用の公平性の担保」、
「市役所内部を含めた各主体間の調整」などを求められているこ
とを認識し、コーディネート機能を担っていく責務があることも忘れてはなりません。
このように、公園における公民連携の全体像として、
「公」と「民」がそれぞれの強みを発
揮していくことを示しましたが、これは先の「公民連携事例」にあるとおり、すでに実施さ
れている手法で生かされています。例えば、地域主体の市民協働である公園愛護会は、約
2,300 の公園で結成され、日常のきめ細かな維持・管理を担い、公園を「地域の庭」として
育んでいます。また、指定管理者制度等により、民間のノウハウを生かした維持・管理や運
営が数多くの公園で実施されているほか、都心臨海部の公園では、民間の意欲や創意・工夫
により、サービスの質的向上が図られている事例も生まれています。
そしてこれまでの取組の成果として、公園利用者の満足度向上に貢献していることは明ら
かです。
そこで、
「公園経営」に基づく今後の魅力アップを実現する手法として、公民連携を推進し
てくことを明確に位置づけることとします。
公園経営における公民連携の位置付け：公園経営の目的を果たす手法として、公民連携を推進
～多様な主体が、それぞれの強みを生かし、公園の魅力アップを目指す～
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３. 公民連携の基本理念と行動５原則
(1)

基本理念

公民連携により公園の特性や利用者ニーズ等に応じた取組を展開していくにあたっては、
公園の魅力アップという目標を共有できる市民グループや NPO 法人などを含めた多様な主体
と積極的に連携を図り、担い手を継続的に拡大していくことが必要と考えます。特に、横浜
７

市における公園の公民連携事例として広く定着している公園愛護会については、主たる担い
手のひとつとして、改めて位置付けます。
公民連携といえば「公」と「民」の連携を連想しますが、公園愛護会と民間事業者等が連
携することで公園の魅力アップを図っていくことも期待できます。あるいは、
「民」の主体が
多様化する中で、NPO 法人と企業との連携などにより公園の魅力アップを更に発展させてい
くことも十分期待できます。そしてこのような担い手同士の連携のためには、
「公」は、担い

６

手同士のマッチング、取組の際の公平性担保などのコーディネート機能を担っていくことが
必要です。
また、これまで「公」が想定していなかったような民間事業者等の柔軟な発想により、公
園を新たな価値を生み出す場として一層活用することで、公園のみならず都市の魅力と賑わ
いの創出につなげていくことも、横浜のブランド力向上への取組のひとつと捉えていきます。
以上の３点をこれからの公民連携の取組に共通する考え方＝「基本理念」として掲げます。
公民連携の基本理念：多様な主体間の連携による公園の魅力アップ
～ 公園を支える担い手の拡大 ～
～ 担い手同士の更なる連携と「公」のコーディネート機能の発揮 ～
～ 「民」の柔軟な発想による新たな価値創造～

(2)

公民連携の行動５原則

基本理念に基づき具体的に取組を進めていくにあたっての「公」と「民」の向き合い方の
原則や公園での取組ならではの配慮事項を「行動原則」として示します。
①

公園の目指す将来像の共有
公民連携による公園活用にあたっては、公園設置者である「公」が、それぞれの公園の

課題を踏まえた将来像を明示し、利用者や担い手としっかりと共有することが出発点とな
ります。
将来像については、その公園の本来的機能（環境保全、災害抑制等）
、歴史的背景、立
地特性（ポテンシャル）といったアイデンティティを基礎的な情報として整理した上で、
公園のもつ潜在的な可能性を積極的に引き出していくことが重要です。
②

「公」と「民」の相互理解と適切な役割分担
「公」と「民」は、公園を魅力アップさせ、公園利用者の満足度向上のために行動する

という目標を共有するとともに、お互いの果たすべき役割や能力、行動規範などを理解し、
役割分担を明確にして、協力しあうことが必要です。
特に「公」は、公園を魅力アップしていく担い手としての役割を果たしつつ、
「民」同士
の連携のマッチングや「民」による取組における公平性の担保などのコーディネート機能
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を担っていきます。
「民」には、それぞれの主体の強みを生かした役割を期待しますが、とりわけ、優れた
ノウハウやアイデアをもつ民間事業者等には、質の高いサービス提供や効率性の向上とと
８

もに、収益の還元を通じた公園経営への貢献を求めていきます。
③

地域に寄り添う利活用
公園は、市民にとって身近な緑のオープンスペースであり、その空間と機能は地域に多

くの便益をもたらすかけがえのない存在です。また、長年「地域の庭」として育まれてき
た公園も多く、賑わい創出等の利活用にあたっては、地域の方々の意向に十分留意します。
公園が持つポテンシャルを最大限に活用し、地域が抱える課題（コミュニティ活性化、
生活利便性など）の解決にも積極的に取り組み、地域全体の魅力向上につなげていきます。
④

それぞれの公園に求められるニーズへの対応
公園での公民連携の取組を、市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な

成長につなげていくためには、その公園固有の課題に着目した「公園の視点」、公園を取り
巻く地域のマネジメントを意識した「地域の視点」、更には将来にわたる市政運営上のニー
ズに対応していく「全市的な視点」を持つことが重要です。
公園の機能や空間が持つ優位性を生かすことで、公園の魅力アップと両立しながら対応
が図れるニーズ（少子高齢化対策、健康づくり、防災対策、地域経済の活性化など）も多
く、地域ごとに異なるニーズへの対応を意識して進めることで、相乗効果を生み出してい
きます。
⑤

適切な取組手法の選択
公園の魅力アップを実現する公民連携の取組には様々な選択肢があり、
「公」はその中

９

からそれぞれの公園の将来像やニーズに合わせて適切に選択することで、「公」と「民」
が連携する意義や公園のストック効果を最大限に引き出していきます。
このとき、民間事業者等の事業提案などにより「民」のノウハウやアイデアを生かして
いく手法を選択する場合は、あらかじめ対話等により「民」の意欲や事業性を確認し、必
要に応じて参画環境を整えていくことに留意します。

4

基本方針に示す考え方

横浜のブランド力向上

クオリティ・オブ・ライフの向上
都市の持続的な成長
市民

【利用者】
満足度の向上

効率性の向上
多様なニーズ
参加

収益還元

公園愛護会等

市民グループ

企業

NPO 法人等
大学等

国等

各種
団体

市役所
将来像の共有、相互理解

【担い手】
多様な主体間の連携による公園の魅力アップ
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学識
経験者

４. 公民連携の具体的取組
公園の魅力アップの実現に向け、公民連携の基本理念に従い今後進めていく具体的な取組を
掲げました。
大規模な公園においては、民間事業者等の利活用の意欲が高いことなどを踏まえ、パークマ
ネジメントプラン等に基づいた公募型事業等を実施し、魅力アップに取り組んでいきます。
身近な公園については、実績のある公園愛護会活動を基軸とし、活動支援を強化しながら、
地域課題への対応を意識した取組の拡充を中心に進めていきます。
なお、上記の公園規模による取組内容は目安として示したものあり、地域の実情に応じ、公
園規模にとらわれない柔軟な取組も想定しています。
★＝新規、◎＝拡充、下線＝横浜ならではの取組

施策

取組

取組内容

★大規模な公園を中心と
したパークマネジメン
トプランの策定

・都心臨海部の公園や郊外部の大規模公園
など、各公園の特性を生かしながら策定
・パークマネジメントプランを活用した評
価の仕組みづくり

施策１
パークマネジメント

・パークマネジメントプラン等と連携した

プラン等による公園

設置・運用
（協議事項例）

の将来像の共有
★公園協議会制度の活用

・公園のマネジメント方針等
・公園ごとのローカルルール作り
・イベント実施に向けた情報共有・調整

・地域の民間事業者等による公園愛護会の
日常的な活動との連携などの支援強化
施策２

★公園愛護会の支援強化

公園愛護会の支援

・様々な民間事業者等と公園愛護会とのマ
ッチング等、
「公」の調整機能の設置

強化と機能拡充
◎公園活用の取組の拡充

・公園愛護会による公園の魅力アップにつ
ながるイベント等
・新設や再整備等を契機とした公募設置管
理制度（Park-PFI）の実施

★公募型事業の展開

・公募型設置管理許可制度の更なる展開

施策３

・公募型行為許可制度の創設

公募型事業の展開
や制度間の連携等

・指定管理者制度における他の取組との

の推進
◎制度間の連携等の推進

連携など積極的な運用
・民間事業者等からの協賛（ネーミングラ
イツ等）の推進
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★＝新規、◎＝拡充、下線＝横浜ならではの取組

施策

取組

取組内容
・事業化に際しての対話を通じた相互理解
の促進
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・柔軟な発想を受け止め、実現に向け調整

★「公」と「民」との
施策４

する窓口の設置

連携の促進

・共創フロント（公民連携の全庁的窓口）

公民連携推進の

との連携

仕組みの整備

・大学等教育機関との連携など
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★情報共有や意見交換の
場（プラットフォーム） ・市役所と大学や民間事業者等との共催セ
ミナーの実施など
の設置
13
・先進事例のデータベース化等、市役所内
施策５

★「公」とともに「民」

公民連携に関わる

を含めた担い手のスキ

人材育成等

ルアップ
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の情報共有の推進
・取組を円滑に実行するためのガイドライ
ンの作成
・「公」とともに、公民連携に関わる民間
事業者等を対象とした研修の実施など
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５. 取組の進め方と展開
(1)

ＰＤＣＡサイクルを意識した取組
取組の初期段階では、まず試行的に取り組み、得られた知見をもとに検証の上、必要な変

更や修正を加えながら次の展開につなげていきます。
その後の取組にあたっても、個々の事例から得られたノウハウをもとに検証に努め、より
効果的な展開につなげていきます。また、時代とともに変化していくニーズへの対応という
視点で取組を評価し、必要な見直しを行っていきます。
(2)

施策の有機的な連動
それぞれの取組は、公園愛護会活動の支援（施策２）をはじめ、個々の公園で可能なもの

から進めていくことで早期の効果発現を図ります。
一方、公募型事業のように、開始から効果が表れるまでに長期間を要する事業（施策３）
の場合は、公園の将来像（施策１）の中に取組を位置づけることで、継続性・安定性をより
高められると考えます。また、仕組みの整備や担い手の育成（施策４や施策５）は、あらゆ
る取組共通の基盤となるものです。
そこで、それぞれの取組の効果を高めていくために、俯瞰的な視点を持ちながら包括的に
展開し、施策を有機的に連動させていきます。
(3)

公園から緑のオープンスペースへ
ここに掲げた取組により、公園利用者の満足度向上と効率性向上が実現することで、
「公

園経営の目的」に掲げた市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な成長につ
ながっていくと考えます。
この流れをより確実なものとするために、
「公園」の枠を超え、樹林地などのオープンスペ
ースへと取組を広げていくことができれば、横浜のブランド力向上が大いに期待できると考
えます。

8

資料２
第４回委員会における意見の反映等について
１

これからの公園行政

（資料１

Ｐ１）

委員意見

反映等

本 文 反 映 箇所

・公園経営の考え方の説明で「領域を超えた
横断的な取組」と表現するのは行政的でなじ ・維持・管理水準や施設整備を含め、
みにくい。造る段階から管理のことを考えて 計画から運営までを一体的に考えて
いくことが重要であると示せばよいのでは

①

いく、という表現に修正

ないか。
・公園経営の目的は、
「横浜のブラン
・公園経営の目的が、「直接的＝利用者の満 ド力向上」に一本化
「利用者の満足度向上と維持・管理
足度向上と維持・管理の効率性向上」
、と「究 ・
極的＝横浜のブランド力向上」の２つあり、 の効率性向上」は、これからの公園

②

行政において取り組みが求められて

分かりづらい。

いること、と表現を整理
・公園経営の目的を説明する文章から、維持・
管理の効率性向上の視点が抜けている。効率性
向上によって高められる継続性といった内容
を加えたらどうか。

２

公園経営と公民連携

（資料１

・継続性を示す表現として、都市の持
続的な成長につなげることを加筆

③

（合わせて前後の表現も修正）

Ｐ２）

委員意見

反映等

本 文 反 映 箇所

・住宅地の公園における地域の方々の関わり
方として、管理を任せるような印象を受け ・地域の方々が関わっていくことで、
る。関わっていただくことで、より利用され 愛着が深まり、より利用される存在

④

るようになる、という表現がよいのではない になることを加筆
か。
・比較的大規模な公園の例として「観光公園」 ・都心臨海部の観光地である公園の
を挙げるのであれば、その特性を踏まえ、市民

特性は、郊外部の大規模な公園とは

利用中心の公園とは分けた説明が必要。

異なっていることから、分けて表記

・「公」は自らにしかできない役割を認識とあ
るが、どのような役割を果たすのか明確にする
ことが必要。

３(1)

基本理念

⑤

・
「公平性の担保」、
「将来像の明確化」、
「各主体間の調整」の３点を示し、こ
れらを統合して「コーディネート機

⑥

能」と表現

（資料１

Ｐ３）

委員意見
・横浜市として公園愛護会を今後どのように位
置づけていくのか明記したほうがよい。

反映等

本 文 反 映 箇所

・公園愛護会を公園の魅力アップの
主たる担い手のひとつに位置付ける
ことを加筆

⑦

３(2)

公民連携の行動５原則

（資料１

Ｐ４）

委員意見

反映等

・行動原則⑤にある「適切な主体の選択」と「収

・行動原則②に、
「公」と「民」の役

益の還元」が同じ原則の中にあるのは違和感が

割分担を記載することとし、その中

ある。

で収益の還元について記述

・行動原則⑤の「適切な主体の選択」という表
現は、主体を選別する印象を受ける。

４

公民連携の具体的取組

（資料１

選択」として、手法の選択について

Ｐ６～７）
反映等

る仕組みを作ることを伝えたい。
・公園愛護会からの活用提案より、NPO 法人等
が公園でやりたいことを提案してくると想定
されるので、そのときの調整の枠組みが必要。

本 文 反 映 箇所

・民間事業者等による公園愛護会の
支援強化について加筆
・両者のマッチング等、
「公」の調整

⑩

機能を設置することを加筆

・公と民の連携として、一つひとつの事業を進

・対話による相互理解の促進につい

めていくにあたっては、対話が重要。

て加筆

・担い手づくりの視点で、小学校といった学校

・大学のみならず小学校等も含め、

も多様な主体のひとつに含めたらどうか。

「大学等教育機関」と表記

・「公民連携推進のプラットフォーム」という

・プラットフォームとは、公と民の

表現は、一般的に人材育成も含めた環境整備と

情報共有や意見交換の場を示すこと

いう意味にとらえられるので整理が必要。

を明確化

・人材育成については、市役所職員だけではな

・「公」のみならず、「民」も対象と

く、公園愛護会、指定管理者、公園業界の事業

した人材育成を実施していくことを

者等も対象としたほうがよい。

明記

（資料１

⑨

の記述に修正

・公園愛護会を手助けする民間事業者が参入す

取組の進め方と展開

⑧

・行動原則⑤は、
「適切な取組手法の

委員意見

５

本 文 反 映 箇所

⑪

⑫

⑬

⑭

Ｐ８）

第４回委員会で提示した冊子イメージの中で「取組実現の手順等を記載」としていた部分を
「取組の進め方と展開」として記載

「公園における公民連携に関する基本方針（素案）」
Ⅰ

資料３

概要版

横浜市の公園の現状認識

１ 横浜市を取り巻く現状と課題

２ 横浜市の公園の現状

■人口減少社会の到来、超高齢社会の進展 ■都市間競争の加速 ■花と緑にあふれるまちづくり
■郊外部の活性化 ■厳しい財政状況のなか、整備費や維持管理費の確保が難しい状況、等

■公園の配置基準を満たした小学校区は約４割であり、現在も整備を推進
■設置から 30 年以上経過した公園が６割を超え、再整備が順次必要、等

４ 国における公園行政の変化
· 横浜市水と緑の基本計画
· 横浜市公共施設管理基本方針、等

７

５ 横浜の公園における代表的な公民連携事例

· 民との連携を加速
· 公園を一層柔軟に使いこなす、等

公園愛護会、指定管理者制度、設置・管理の許
可、等

６ 公園の利活用に関するニーズ等
· 利用者：多様な過ごし方と質の向上を期待
· 民間事業者等：利活用に意欲的

・担い手の減少、地域課題解決等に対してこれまで以上に公園を柔軟に使いこなす
・公園へニーズとして利用者の期待がある一方、民間事業者等も利活用に意欲的

まとめ

Ⅱ 今後の公園における公民連携の基本方針

１ これからの公園行政

計画、整備、維持管理等トータルにとらえる「公園経営（パークマネジメント）
」の視
点を持ち、利用者の満足度向上と効率性向上に同時にチャレンジしていくことで、市民
生活の質的向上と都市の持続的な成長につなげていく。

公園の魅力アップには「公民連携」により、多様な主体が関わっていくことが重

２ 公園経営と公民連携 要。「公」は、「民」がその力を十分に発揮していけるよう、バックアップし目的の
実現を共に目指す、新たな役割を担うことを認識する。

公園経営における公民連携の位置付け：公園経営の目的を果たす手法として、公民連携を推進
公園経営の目的:「公園から」市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な成長につなげ、横浜のブランド力向上を目指す

～多様な主体が、それぞれの強みを生かし、公園の魅力アップを目指す～

公民連携の基本理念：多様な主体間の連携による公園の魅力アップ
３

～ 公園を支える担い手の拡大 ～

公民連携の基本理念と
行動５原則
行動５原則

公園の目指す将来像の共有

～ 担い手同士の更なる連携と「公」のコーディネート機能の発揮 ～
「公」と「民」の相互理解と
適切な役割分担

4 具体的取組
施策１
パークマネ
ジメントプ
ラン等によ
る公園の将
来像の共有

施策２
公園愛護会
の支援強化

★大規模な公園
を中心としたパ
ークマネジメン
トプランの策定
★公園協議会制
度の活用

★公園愛護会と
民間事業者等と
の連携の推進
◎公園活用の取
組の拡充

·パークマネジメントプラン等と連携した設置・運用
（協議事項例）
・公園のマネジメント方針等
・公園ごとのローカルルール作り
・イベント実施に向けた情報共有・調整
·地域の民間事業者等による公園愛護会の日常的な活動と
の連携などの支援強化
·様々な民間事業者等と公園愛護会とのマッチング等、調整
機能の設置
·公園愛護会による公園の魅力アップにつながるイベント等

（１）ＰＤＣＡサイクルを意識した取組

５ 取組の
進め方と展開

★公募型事業の展開

·都心臨海部の公園や郊外部の大規模公園など、各公園の
特性を生かしながら策定
·パークマネジメントプランを活用した評価の仕組みづくり

取組の初期には試行的に取組み、検証・修正を行い
ながら次の展開につなげる。その後の取組でも検証に
努め、より効果的な展開につなげる。

施策３
公募型事業
の展開や制
度間の連携
推進

◎制度間の連携等の
推進

地域に寄り添う利活用

～ 「民」の柔軟な発想による新たな価値創造 ～

それぞれの公園に求められる
ニーズへの対応

適切な取組手法の選択

★＝新規、◎＝拡充、下線＝横浜ならではの取組
·新設や再整備等を契機
とした公募設置管理制
度（Park-PFI）の実施
·公募型設置管理許可制
度の更なる展開
·公募型行為許可制度の
創設
·指定管理者制度におけ
る他の取組との連携な
ど積極的な運用
·民間事業者等からの協
賛（ネーミングライツ
等）の推進

（２）施策の有機的な連動
取組み可能なものから進め、早期の効果発現を図る。一方、効果が表
れるまで時間を要する事業は、公園の将来像の中に位置付けることで継
続性等が高まる。全ての施策が有機的に連動するよう、俯瞰的な視点を
持ちながら包括的に推進する。

施策４
公民連携推
進の仕組み
の整備

施策５
公民連携に
関わる人材
育成等

★「公」と「民」 ·事業化に際しての対話を通じた相互理
との連携の促進
解の促進
·柔軟な発想を受け止め、実現に向け調
整する窓口の設置
·共創フロント（公民連携の全庁的窓
口）との連携
·大学等教育機関との連携など
★情報共有や意 ·市役所と大学や民間事業者等との共催
セミナーなど
見交換の場（ﾌﾟﾗ
ｯﾄﾌｫｰﾑ）の設置
★「公」とともに ·先進事例のデータベース化等、市役所
内の情報共有の推進
「民」を含めた
担い手のスキル ·取組を円滑に実行するためのガイドラ
インの作成
アップ
·「公」とともに、公民連携に関わる民
間事業者を対象とした研修の実施等

（３）公園から緑のオープンスペースへ
取組の推進により、市民のクオリティ･オブ･ライフの向上と都市の
持続的な成長につながっていく。この流れを確実にするために「公園」
の枠を超え、樹林地などのオープンスペースへと取組を広げていけれ
ば、横浜のブランド力向上が大いに期待できる。

㈨ ᩱ 㸲





බᅬ࠾ࡅࡿබẸ㐃ᦠ㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪


 ᳸  π  טƔ ǒ ್ ා Ʒ  ǒ Ơ Ʊ Ǉ ƪ Ʒ ឋ Ǜ ᭗ Ǌ ǔ  ᳸


㸦⣲㸧






ᶓᕷ⎔ቃ㐀ᒁ
ᖹᡂ  ᖺ ᭶

Ⴘഏ
í ್ාࠊƷπטƷྵཞᛐᜤ
Ძ

್ාࠊǛӕǓࠇƘྵཞƱᛢ᫆



ᅈ˟ऴѬƷ҄٭



ӈƠƍᝠཞඞ

Წ

್ාࠊƷπטƷྵཞ



ᚨፗཞඞ



ᚨƷᎊ҄



್ාƷπטƷཎࣉ

Ჭ

ؕஜ૾ᤆሊܭƴƋƨƬƯ៊ǇƑƨஜࠊƷ᧙ᡲᚘဒ



್ාࠊ൦ƱዯƷؕஜᚘဒᲢ  ࠰  உሊܭŴ  ࠰ᲰஉોܭᲣ



್ාࠊπσᚨሥྸؕஜ૾ᤆᲢ  ࠰ᲭஉሊܭŴ  ࠰  உોᚖᲣ

Ხ

ƴƓƚǔπטᘍƷ҄٭

Ჯ

್ාƷπטƴƓƚǔˊᘙႎƳπൟᡲઃʙ̊



πטग़ᜱ˟



ਦܭሥྸᎍСࡇ



ᚨፗȷሥྸƷᚩӧ

Ჰ

πטƷМဇƴ᧙ƢǔȋȸǺሁ


ࠊൟƷπטМဇƷឱज़ӏƼʻࢸƷȋȸǺ



πטƴݣƢǔൟ᧓ʙಅᎍሁƔǒƷဇ૾ඥƷ੩క

Ჱ

ᇹíᢿᲢ್ාࠊƷπטƷྵཞᛐᜤᲣƷǇƱǊ

î ʻࢸƷπטƴƓƚǔπൟᡲઃƷؕஜ૾ᤆ
Ძ

ƜǕƔǒƷπטᘍ

Წ

πטኺփƱπൟᡲઃ

Ჭ

πൟᡲઃƷؕஜྸࣞƱᘍѣᲯҾЩ



ؕஜྸࣞ



πൟᡲઃƷᘍѣᲯҾЩ

Ხ

πൟᡲઃƷφ˳ႎӕኵ

Ჯ

ӕኵƷᡶǊ૾Ʊޒ

ï ˄ ᧙ᡲ૰ȷȇȸǿ




ḩᴾ ್ාࠊỉπטỉྵཞᛐᜤᴾ
ᾀ್ාࠊửӕụࠇẪྵཞểᛢ᫆
 ᅈ˟ऴѬƷ҄٭
Ĭ

ʴӝถݲᅈ˟ƷПஹŴឬ᭗ᱫᅈ˟Ʒᡶޒ
್ාࠊưƸŴଏƴᡶᘍƠƯƍǔဃင࠰ᱫʴӝถݲǍŴ ࠰Ტ  ࠰ᲣǛȔȸǯƱƢǔ
ʴӝถݲƴьƑŴ ࠰Ტ  ࠰ᲣƴƸŴരʧૠƕЈဃૠǛɥׅǓŴࢸИǊƯᐯفถ
ƕถݲƴ᠃ơƯƍǇƢŵ
 ബˌɥʴӝƕ  ɢʴƴŴ ബˌɥʴӝƕ  ɢʴƴŴ
ƦǕƧǕᡐǔƱᙸᡂǇǕǔ 
࠰Ტ  ࠰Უƕ᧓ᡈƱƳƬƯƍǇƢŵ

ĭ

ᣃࠊ᧓ᇤʗƷьᡮ
್ාࠊƔǒிʮᣃғᢿǁƷ᠃ЈƩƚưƳƘŴ߷߃ࠊŴႻҾࠊŴჄעځғŴะҤעғƴݣƠƯŴ

᠃ЈឬᢅƷཞ७ƕዓƍƯƍǇƢŵ
್ාƷщǛǑǓɟޖӼɥƞƤǔƨǊƴƸŴʴӝƷᅈ˟فƷዜਤǍŴᚇήƳƲƴǑǔʩ්ʴӝ
ƷਘٻƕഎƔƤǇƤǜŵࠝƴૼƨƳȁȣȬȳǸƱႆ̮ǛᘍƏƜƱưŴ್ාƷȖȩȳȉщǛ᭗Ǌǔ
ƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
Į

ᑶƱዯƴƋƾǕǔǇƪƮƘǓ
ƜǕǇưƷž್ාǈƲǓǢȃȗᚘဒſƷӕኵǍ  ɢ
ʴƕஹئƠƨμᣃࠊዯ҄ǑƜƸǇȕǧǢƷௐƳƲƴ
ǑǓŴࠊൟƷᑶǍዯƴᚃƠǉೞᢃƕɟޖ᭗ǇƬƯƓǓŴச
ஹƴᑶƱዯǛࡽƖዒƙŴᝅƔƳؾƮƘǓǛᡶǊǔǛ
ᡇƑƯƍǇƢࠋ

į

➨  ᅇᅜ㒔ᕷ⥳ࡼࡇࡣࡲࣇ࢙

ᢸٳᢿƷࣱ҄

ᢸٳᢿƷ˰עܡưƸŴᙹٻעׇሁƷᨼӳ˰ܡƷᎊ҄ǍᆰܼƷفьŴ܇ݲ᭗ᱫ҄Ʒ࣯ᡮƳ
ᡶޒƳƲƕᙸǒǕŴࠊൟƷဃМࣱ̝ŴщƷዜਤȷӼɥƴӕǓኵǜưƍƘƜƱƕᙲƱƳƬ
ƯƍǇƢŵ
Ტž್ාࠊɶᲮƔ࠰ᚘဒ ᳸ſƔǒ৷ቦȷᙲኖᲣ

 ӈƠƍᝠཞඞ
ஜࠊʖምƴƓƚǔ፯ѦႎኺᝲᲢʴˑᝲᲥৣяᝲᲥπͺᝲᲣƷлӳƸ࠰ŷٻفƠŴᚨሁૢͳᝲӏƼ
ᘍᢃփᝲᲢπטƷዜਤሥྸᝲƸƜƷЎᲣƷлӳƸถݲƠƯƍǇƢŵ
୍⯡ィṓฟண⟬㢠㸦ᛶ㉁ู㸧ࡢ᥎⛣
㸦ฟ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࠕࣁ࣐ࡢྎᡤࠖ
㸧

1

ᾁ್ාࠊỉπטỉྵཞ

್ාࠊƴƸ  ƔᡈƘƷπטƕƋǔǋƷƷŴΪឱƠƯƍǔཞඞƱƸᚕƑƣŴྵנǋૢͳǛᡶǊ
ƯƍǇƢŵǇƨŴᚨፗƔǒ  ࠰ˌɥኺᢅƠƨπטƕᲰлǛឬƑŴᑣڤƳዜਤሥྸƷਖ਼ᡶǍೞᏡዜਤሁ
ƷƨǊƷϐૢͳƕഏ࣏ᙲƳཞඞƱƳƬƯƍǇƢŵ
ɟ૾ŴӈƠƍᝠཞඞሁƷƳƔŴૢͳᝲǍዜਤሥྸᝲƸᝠเᄩ̬ƕᩊƠƍཞඞƴƋǓǇƢŵ

 ᚨፗཞඞ
Ĭ ࠊᇌπטˑૠ
ӳᚘ  Ɣ
πט
ᘑғ
ᆔК
πט
ᚨፗˑૠ

Ტ  ࠰  உ  ଐໜᲣ



ᡈᨩ
πט

עғ
πט

ᢃѣ
πט

ዮӳ
πט

࠼؏
πט

ཎഷ
πט

ᣃࠊ
ዯע

ዯᢊ
ǄƔ





Ჰ



Ხ









ᕪࡋ᭰࠼
ᕪࡋ᭰࠼

㌟㏆࡞බᅬ
㸦✀ู㸸⾤༊㺃㏆㞄බᅬ㸧

㑹እ㒊ࡢつᶍ࡞බᅬ
᮶ᅬ⪅ࡀ⤯࠼࡞࠸ほගබᅬ
㸦ࡇࡶ⮬↛බᅬࠊ✀ู㸸ᗈᇦබᅬ㸧㸦 ࡢぢ࠼ࡿୣබᅬࠊ✀ู㸸㢼⮴බᅬ㸧


ĭ ɟʴ࢘ƨǓπט᩿ᆢ

Ტ  ࠰  உ  ଐໜᲣ



᩿ᆢᲢɜᲣ

ˮ
Ტ ᣃࠊɶᲣ

್ාࠊ

ᲮᲨᲳ

 ˮ

ˋਦܭᣃࠊר

ᲰᲨᲱ

Ü

ᲢЈχᲴםʩᡫႾžᣃࠊπטȇȸǿșȸǹſᲣ



Į ᘑғπטȷᡈᨩπטƷૢͳཞඞ
ܖݱఄғƋƨǓᘑғπטᲬƔŴᡈᨩπטᲫƔ
ǛแƱƠƯᣐፗƠƯƓǓŴኖᲮлƷܖݱఄғưΪ
ឱƠƯƍǇƢŵ

⾤༊බᅬ࣭㏆㞄බᅬࡢᩚഛ≧ἣ
㸦ฟ㸸ࠕᶓᕷỈ⥳ࡢᇶᮏィ⏬ࠖ㸧

2

 ᚨƷᎊ҄
᳸᳂ ƷᚨፗƕҞૠˌɥǛҩǊŴᚨፗࢸ  ࠰ˌɥኺᢅƴǑǔᎊ҄ƕᡶᘍƠƯƍǇƢŵ
ᚨፗ

᳸5

5᳸

5᳸

5᳸

5᳸*

*᳸

*᳸

л ӳ

ᲫᲟ

ᲭᲟ

ᲱᲟ

Ჟ

Ჟ

Ჟ

Ჟ

ᚨፗӍƸϐૢͳࢸƷኺᢅ࠰ૠǋŴ πטᲢኖ ᲟᲣƕ  ࠰ˌɥኺᢅƠƯƍǇƢŵ
㸨㏆㞄බᅬࠊᆅ༊බᅬࠊ
⥲ྜබᅬ㺃㐠ືබᅬ➼

         
㸦ฟ㸸ࡶࠕᶓᕷබඹタ⟶⌮ᇶᮏ᪉㔪ࠖᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⅼ㸧

 ್ාƷπטƷཎࣉ
Ĭ

್ාǒƠƍᚇǛоǔŴസƢ
ෙǍลƷǤȡȸǸƕࢍƍ್ාưƢƕŴƔƭƯƸลฺᚨǍಅဇעưҩǊǒǕŴࠊൟƕܱᨥƴ
൦ᡀǛज़ơǒǕǔƷƸޛɦπטƙǒƍưƠƨŵƦƷࢸŴ ࠰Ტଯԧ  ࠰Უƴžρٻʙಅſ
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Ტ̊Ჴ ɜǇưᲴ࠰᧓ᲬɢόᲣ

ѣƷǳȸȇǣȍȸȈ ২ᘐૅੲƳƲƷܱƷᛦૢǍૼƨƳѣƷƨǊƷႻᛩƴࣖơǇƢ





≀ရᨭࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ
㸦ࡑ࠺ࡌ㐨ලࠊάື㹎㹐ࢢࢵࢬ㸧

ᢏ⾡ᨭ࣓ࢽ࣮ࣗ ୰పᮌࡢส㎸ㅮ⩦
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 ਦܭሥྸᎍСࡇ
Ĭ

Сࡇឯଓ
ਦܭሥྸᎍСࡇƸٶಮ҄ƢǔࠊൟȋȸǺƴǑǓјௐႎŴјྙႎƴࣖݣƢǔƨǊŴπƷᚨƷሥ
ྸƴൟ᧓ƷȎǦȏǦǛဇƠƳƕǒŴࠊൟǵȸȓǹƷӼɥƱኺᝲƷራถǛǔƜƱǛႸႎƴŴ
  ࠰ᲰஉƷ૾עᐯඥોദƴǑǓоᚨƞǕƨǋƷưƢŵ
ƜƷСࡇƕݰλƞǕƨƜƱƴǑǓŴƜǕǇưπσႎƳ˳ׇሁƴᨂܭƞǕƯƍƨπƷᚨƷሥྸ

ᢃփǛൟ᧓ʙಅᎍǋԃǊƨࠢ࠼ƍ˳ׇƴǋۀƶǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳǓǇƠƨŵ
ĭ

Сࡇݰλཞඞ
࠰ࡇᲢᲣ

***************

ൟ᧓˖ಅ
             

πѪ 

πט


᩼πѪ 
ѣཋט

ٳᣀ˳ׇ







˓ॖ˳ׇ





ᲢݱᚘᲣ




021 ඥʴ

021 ඥʴ
˓ॖ˳ׇ
ᲢݱᚘᲣ
ٳᣀ˳ׇ

ᚨૠӳᚘ






            



































           

СࡇݰλπטƴƋǔਦܭሥྸᎍƕሥྸᢃփƢǔπטᚨƷ̊
ǹȝȸȄᚨᲢྶئŴࡊྶئŴȗȸȫǄ
ƔᲣŴ૨҄˳᬴ᚨᲢӞൟܼᲣŴᐯ˳᬴ᚨŴ
ЎғטŴѣཋט






ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ⟶⌮㐠Ⴀࡍࡿ㔝⌫ሙ

į



             















     








            
















Į



Мࣱ̝ӼɥƷʙ̊
ӲᆔǹȝȸȄܴƷܱŴțȸȠȚȸǸ
ᚨƴǑǔऴإႆ̮ŴƍཚƷȞȊȸܴŴπ
טȞȃȗƷ˺Ŵ᧓טƷࡨᧈᲢྶ২ئǄ
ƔᲣ



ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡼࡿಶูබᅬࡢ㹆㹎㛤タ
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 ᚨፗȷሥྸƷᚩӧ
Ĭ

Сࡇឯଓ
πטሥྸᎍˌٳƷᇹɤᎍƴᚩӧǛɨƑƯŴπטᚨƷሥྸǛ˓ƤǔСࡇưƋǓŴᣃࠊπטඥƴ
ᙹܭƞǕƯƍǇƢŵ
z žሥྸᚩӧſƸŴπטሥྸᎍƕૢͳǛᘍƬƨπטᚨƷሥྸǛᇹɤᎍƴᚩӧƢǔǋƷưƢŵ
z žᚨፗᚩӧſƸŴπטᚨƷᚨፗӏƼሥྸǛᇹɤᎍƴᚩӧƢǔǋƷưƢŵ

ĭ

ᚩӧʙ̊ᲫᲢޛɦπטȬǹȈȏǦǹሥྸᢃփʙಅᲣ
z ʙಅϋܾ
ഭӪƋǔᐮෙπטƱƠƯ್ාࠊϋٳƔǒٶƘƷМဇᎍƕᚧǕǔ್ාމਦƷᚇήӸưƋǔ
ޛɦπטƷȬǹȈȏǦǹƴƭƍƯŴ
žሥྸᚩӧſСࡇǛဇƠƯൟ᧓ʙಅᎍƴሥྸᢃփǛۀƶŴ
МဇᎍǵȸȓǹƷӼɥǛǔǋƷưƢŵ
ሥྸᢃփǛᘍƏඥʴƸŴʙಅ੩కƴǑǓπѪƠƯƍǇƢŵ


ݣᝋᚨ

ȬǹȈȏǦǹᲢ ɜŴᲽᡯɟᢿᤧᭌᡯދƯᲣ
èȬǹȈȏǦǹԗᡀעטǋሥྸᢃփƷݣᝋƴԃǉŵ
٥ࡃǛͳƑƨ˞কӏƼȈǤȬ
è٥ࡃȷ˞কϋƷǵȸȓǹϋܾŴȬǤǢǦȈŴϋᘺሁƸʙಅᎍƷ੩కƴǑǔ

ᚨဇᡦ

èȈǤȬƸŴሥྸሁˁಮǛƨƢሥྸ
èȬǹȈȏǦǹԗᡀעטƸŴฌੈሁƷଐࠝႎƳሥྸƷǄƔŴȆȸȖȫǍౝ܇Ʒ
ᚨፗŴȯǴȳᝤ٥ሁǛ੩కƢǔƜƱǋӧ

ᚩӧ᧓
̅ ဇ ૰

ોᘺኳʕࢸ  ࠰᧓ᲢોᘺɶƸҩဇᚩӧᲣ
ȬǹȈȏǦǹϋᲴ όᲩஉᲩɜᲢփಅғ؏ƷǈŵǄƔƸถβᲣ
ٳދᲢԗᡀעטᲣᲴ όᲩஉᲩɜ

z ʙಅᎍᢠܭ




ᇹ  πѪ

  ࠰

ᇹᲬπѪ

  ࠰

ఇࡸ˟ᅈȭȸǽȳ
Ტ܇ᏋƯૅੲѣሁƷ੩కƋǓᲣ
ఇࡸ˟ᅈȭȸǽȳ
Ტ܇ᏋƯૅੲѣሁƷ੩కƋǓŵϋᘺƸɟᢿોᘺᲣ

ࣞࢫࢺࣁ࢘ࢫෆ㒊 
ఇ᠁タࡸᏊ⫱࡚ᨭタࡶタ⨨

ࣞࢫࢺࣁ࢘ࢫᬒ
ࢺࣞࡸ࿘㎶ᅬᆅࡢΎᤲࡶᴗ⪅ࡀᐇ
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Į ᚩӧʙ̊ᲬᲢǢȡȪǫޛπטሥྸᢃփʙಅᲣ
z ʙಅϋܾ
  ࠰ƷᣃࠊπטඥોദƴǑǓоᚨƞǕƨžᇌ˳ᣃࠊπטСࡇſǛμưИǊƯᢘဇƠŴ
žΨထȷɶᓙᘑᬜſǛفોሰƠŴᨩƢǔǢȡȪǫޛעƱɟ˳ႎƴžǢȡȪǫޛπטſƱƠ
ƯૢͳƠƨǋƷưƢŵᬜᑀفોሰᢿЎƴƭƍƯŴൟ᧓ʙಅᎍƷΟǕƨȎǦȏǦǛဇƠŴᚇή
ǹȝȃȈƱƠƯƷ᭽щǢȃȗǍŴ؏עƷࣱ҄ǍМࣱ̝ƷӼɥǛǔƨǊŴ
žሥྸᚩӧſƴǑǔ
ሥྸᢃփʙಅᎍǛπѪƠǇƠƨŵ

ݣᝋᚨ
ሥྸᢃփ

ᬜᑀفોሰᢿЎᲢᲭ᨞ܴӏƼᲮ᨞ܴᲴᚘ  ɜᲣ
ܴᲢ̝ႩᚨᲣƷȆȊȳȈѪᨼȷᡲዂᛦૢሁŴወਙႎƳሥྸᢃփ
σဇᢿӏƼעטƷሥྸ

ᚩӧ᧓

 ࠰᧓

̅ ဇ ૰

ܴᢿЎǛݣᝋŵƨƩƠŴσဇᢿӏƼעטƷሥྸᝲႻ࢘Ǜถβ
㒔ᕷබᅬ༊ᇦ



⟶⌮チྍࡼࡾ⟶⌮㐠Ⴀᴗ⪅ࡀ୍యⓗ⟶⌮

❧యබᅬ㒊ศ

ᒇୖᅬᆅ

)
)

ቑᨵ⠏㒊ศ

)
)

᪼
㝆

タ

ᅬᆅ

ቑᨵ⠏㒊ศ
㸦౽┈タ➼㸧

ඖ⏫୰⳹⾤㥐
㸦᪤Ꮡ㥐⯋㸧

㕲㐨ᴗ⪅ᩜᆅ

࣓ࣜ࢝ᒣᩜᆅ㸦ᶓᕷ㸧

࣓ࣜ࢝ᒣබᅬᬒ

z ʙಅᎍᢠܭ
ᇹ  πѪ




  ࠰
̓ဇ࠰  ڼ

ǢȡȪǫޛπטȑȸȈȊȸǺ
Ტˊᘙ˖ಅᲴᙱനᡯטఇࡸ˟ᅈᲣ
ܴȆȊȳȈᲴᛐӧ̬ᏋŴኽ۟ࡸئ



ࢸࢼࣥࢺ ㄆྍಖ⫱ᡤ

ࢸࢼࣥࢺࠕᑠࡉ࡞⤖፧ᘧሙࠖࡼࡿ
࣮࢞ࢹ࢙ࣥ࢘ࢹࣥࢢ
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ᾅπטỉМဇỆ᧙ẴỦἝὊἌሁ
 ࠊൟƷπטМဇƷឱज़ӏƼʻࢸƷȋȸǺ
Ĭ

ᛦ௹૾ඥ
ȨǳȏȞ᳟ǢȳǱȸȈèᲢ  ࠰ᲲஉܱᲣƴǑǓŴ ʴƷࠊൟƔǒׅሉǛƍƨƩƖ
ǇƠƨŵ
ᲢׅሉᎍƷ࠰ᱫ  ࣱޓബˌɦᲴᲟŴ᳸ ബˊᲴᲟŴ ബˌɥᲴᲟᲣᲣ
Š˄ Ӌༀ
èႇƞǕƨࠊൟᲢࠊϋ˰נƷ  ബˌɥŴኖ  ʴᲣƴŴࠊƴ᧙ƢǔǢȳǱȸȈƴǤȳǿȸȍȃȈ
ưңщƍƨƩƘˁኵǈŵ

ĭ

ҥኝᨼᚘኽௐᲢ৷ቦᲣ
ឋբ

ᨼᚘኽௐ

Мဇ᫁ࡇ

ҞૠˌɥᲢᲟᲣƷ૾ƕஉᲫ᳸ᲬˌׅɥМဇƠŴƞǒƴᲮʴƴᲫʴ
ᲢᲟᲣƸᡵᲫ᳸ᲬˌׅɥМဇ

ฌੈሁǁƷӋь

ᲮʴƴᲫʴᲢᲟᲣƕኺ᬴ƋǓŵǄƔƴᲭʴƴᲫʴᲢᲟᲣƕӋь
ॖഒƋǓ

ឱࡇ ܇ƲǋƷᢂƿئᲢᲟᲣŴዯǍᑶƷƋǔئᲢᲟᲣƷƴ᭗ƍŵ
ᙹݱ
Ƴπט

ࢳ

ዯǍᑶƷᝅƔƳئᲢᲟᲣƱƱǋƴŴܹƷ᧸້࠘ǍᢤᩊƷئ
ᲢᲟᲣŴ؏עƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƷئᲢᲟᲣƱƠƯƷࢳǋ᭗
ƍŵ

ឱࡇ ᐯؾǍᑥᲢᲟᲣŴዯƷǍᑶƷЈᲢᲟᲣƕ᭗ƍŵ
ᙹٻ
Ƴπט

ࢳ

˞কئƷૢͳᲢᲟᲣŴȈǤȬƷૢͳᲢᲟᲣŴዯǍᑶƷƞǒƳǔ
ਘΪᲢᲟᲣƕ᭗ƘŴ٥ࡃǍᚨƷૢͳᲢᲟᲣǁƷࢳǋǈ
ǒǕǔŵ

ʻࢸƷȋȸǺ

ǏƬƘǓᢅƝƢᲢᲟᲣƕஇǋ᭗ƘŴഏƍưͤࡍƮƘǓᲢᲟᲣ
Ŵᐯ
ƱƷƾǕƋƍᲢᲟᲣƱƍƬƨѣႎƳȋȸǺƕ᭗ƍŵ


ƂӋᎋƃ  ࠰ࡇᣃࠊπטМဇܱ७ᛦ௹ ᲢםʩᡫႾᲣ
ᛦ௹Ʒಒᙲ

πטᆔКᲢᘑғπטƔǒփπטᲣƝƱƴМဇᎍƴǢȳǱȸȈǛܱ
Ტᛦ௹πטૠᲴŴׅሉૠᲴ ᅚᲣ

ׅሉᎍƷ࠰ᱫࣱޓ

 ബˌɦᲴᲟŴ᳸ ബˊᲴᲟŴ ബˌɥᲴᲟ

ᛦ௹ኽௐ
ᲢࢳƢǔࢫлᲣ

ȷ˰ғؕ࠴πטưƸŴ܇ƲǋƷᢂƼƷᆰ᧓ᲢᲟᲣŴࣛᢘư፦ƠƍŴǇƪƮƘǓƷ
ਗໜᲢᲟᲣƕ᭗ƍŵ
ȷᣃࠊؕ࠴πטưƸŴࣛᢘư፦ƠƍǇƪƮƘǓƷਗໜᲢᲟᲣŴᢃѣȷǹȝȸȄȷ
ͤࡍƮƘǓƷئᲢᲟᲣƕ᭗ƍŵ

èသॖໜᲴஜࠊᛦ௹Ʊᛦ௹ưƸŴׅሉᎍƴҩǊǔ  ബˌɦƷлӳƴࠀƕƋǔᲢஜࠊᲴᲟŴᲴᲟᲣ
ƨǊŴᛦ௹ưƸŴᙹݱƳπטᲢ˰ғؕ࠴πטᲣƴࢳƢǔࢫлƱƠƯŴ
ž܇ƲǋƷᢂƼƷᆰ᧓ſƕ᭗ƘƳ
ƬƯƍǔŵஜࠊᛦ௹ƷኽௐǛЎௌƢǔᨥƸƜƷໜǛᎋॾƢǔ࣏ᙲƕƋǔŵ

Į

ᛦ௹ኽௐሁƷЎௌ
z ᙹݱƳπטƸŴዯǍᑶƷƋǔᆰ᧓Ŵ܇ƲǋƷᢂƿئƱƠƯᚸ̖ȷࢳƞǕƯƍǔƩƚưƳ
ƘŴܹࣖݣŴǳȟȥȋȆǣ࢟ƷئƱƠƯǋࢳƞǕƯƍǔŵ
z ᙹٻƳπטƸŴƞǒƳǔዯǍᑶƷਘΪƷǄƔŴᚨૢͳƕࢳƞǕƯƍǔŵ
z πטƴƓƚǔកǘƍƮƘǓᲢǤșȳȈǍᚨᲣƕ൭ǊǒǕƯƍǔɟ૾ưŴ᩺ƔƳؾǛ൭Ǌ
ǔ٣ǋƋǓŴٶಮƳȋȸǺƴȐȩȳǹǑƘࣖƑƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵ
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 πטƴݣƢǔൟ᧓ʙಅᎍሁƔǒƷဇ૾ඥƷ੩క
Ĭ

ᛦ௹૾ඥ
ǵǦȳȇǣȳǰئࠊᛦ௹èᲢ  ࠰ᲭஉܱᲣƴǑǓŴ ˳ׇƱݣᛅƠŴ ˑƷ੩క

ǛӖƚǇƠƨŵ
èʙಅ౨᚛Ʒെ᨞ưൟ᧓ʙಅᎍƷǢǤȇǢǍࠊࣱئƷஊǛŴπѪƴǑǔݣᛅư৭੮ƢǔˁኵǈŵǇƨŴӋ
λƠǍƢƍπѪவˑƷᚨܭǛ৭੮ƢǔƱƱǋƴ؏עᛢ᫆ǍᣐॾʙǛʙЭƴˡƑǔƜƱưŴΟǕƨ੩కǛ̟
ƢႸႎưܱƢǔƜƱǋƋǔŵ

ĭ

੩కƷಒᙲ
੩కƷݣᝋƱƳǔπט
៲ᡈƳ ᙹٻƳπ טཎܭ
π טᣃࠊؕ࠴ሁ ཎഷ࠼؏ ƳƠ

੩కϋܾ
ŠᚨᲢȬǹȈȩȳȷǫȕǧሁᲣǛૢͳƢǔ੩Ჴ ੩క
ᚇήܲӼƚƷஜႎƳȬǹȈȩȳ



Ū

Ū



ᡈᨩဃᎍӼƚƴଐࠝ̅ƍƷưƖǔǫȕǧ




Ū




ٶೞᏡƳᚨǛ੩కƠƨǋƷ

Ū




ȷ૰˞কᚨǛ́ᚨƢǔ



Ū



ȷ؏עǳȟȥȋȆǣਗໜǛ́ᚨƢǔ



Ū


Ū



ȷ૨҄ᑸᘐኒƷೞᏡǛ˄ьƢǔᲢȖȃǯǫȕǧŴǮȣȩȪȸƳƲᲣ



Ū




ȐȸșǭȥȸᲢ᧓փಅŴࠝᚨƱǋᲣ



Ū


ǭȃȁȳǫȸሁᆆѣࡸࡃᑄưƷǵȸȓǹ੩̓





Ū



Ū





ȕȃȈǵȫǳȸȈǍȐǹǱȃȈǳȸȈƳƲǛૼƨƴૢͳƢǔ੩క





ଏ܍ᚨᲢȆȋǹǳȸȈƳƲᲣƷᚨͳ൦แǛӼɥƞƤǔ੩క

Ū








Ū

ɼƴᚇήܲǛݣᝋƱƠƨܿජᚨǛૢͳƢǔ੩క



Ū



ᙹݱƳቇତܿජᚨǛૢͳƠŴܿජ˳᬴ǵȸȓǹǛ੩̓Ƣǔ੩క



Ū

Ū


Ū


ŠᢃѣᚨǛૢͳƢǔ੩కᲴᲰ੩క
ȩȳȋȳǰǍǦǩȸǭȳǰƷਗໜᚨᲢȩȳǹȆȸǷȧȳሁᲣ

ŠܿජᚨǛૢͳƢǔ੩కᲴᲯ੩క


Ū

Ū

Ū





Ū





ᠾಅ˳᬴ᚨǛૢͳƢǔ੩క





πטϋעǛဇƠƨᢂᚨǛૢͳƢǔ੩క

Ū






ƜƲǋƷᢂƼǛᡫơƨܖ፼ǛᘍƏᚨƷૢͳ



Ū

Ū




ଏ܍ȐȸșǭȥȸᚨǛဇƠƨǢǦȈȉǢ˳᬴Ʒ੩̓



Ū





Ū







܇ᏋƯɭˊƷʩ්Ǎ؏עǳȟȥȋȆǣ࢟ሁǛႸႎƱƠƨǤșȳȈᲢٳ
ପဒᦷច˟ƳƲᲣƷ͵





Ū



ᐯᚇݑǍǢǦȈȉǢ˳᬴ƳƲƷȗȭǰȩȠ



Ū

Ū







Ū



ǰȩȳȔȳǰᚨǍǭȣȳȗئǛૢͳƢǔ੩క
ŠƦƷ˂ᚨǛૢͳƢǔ੩కᲴ ੩క
ȚȃȈӼƚǵȸȓǹᚨǍȉȃǰȩȳƷૢͳ



ŠǤșȳȈǍȗȭǰȩȠǛɼ˳ƱƢǔ੩కᲴ ੩క
್ාငᠾငཋǍעΨՠࡃƷՠԼሁǛƋƭƔƏȞȫǷǧƷ͵

ŠƜǕǒƷᚨȷȗȭǰȩȠǛኵǈӳǘƤƨ੩కᲴᲬ੩క
ǫȕǧŴȩȳǹȆȸǷȧȳŴǳȟȥȋȆǣᚨǛᙐӳ҄Ơƨᚨ

Į

ᛦ௹ኽௐƷЎௌ
z πטƷ᭽щǢȃȗƴƋƨǓŴൟ᧓ʙಅᎍሁƷщƕࢳưƖǔƷƸŴɼƴᙹٻƳπט
ưƋǔŵ
z πטƝƱƷཎᑥǛဃƔƠƨಮŷƳᚨƷૢͳŴƋǔƍƸǤșȳȈǍȗȭǰȩȠƴƭƍ
ƯŴൟ᧓ʙಅᎍሁƷ੩కǛӖƚŴܱưƖǔӧᏡࣱƕƋǔƜƱŵ
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ᾆᇹḩᢿί್ාࠊỉπטỉྵཞᛐᜤὸỉộểỜ

ᇹíᢿưƸŴ್ාࠊƷπטǛӕǓࠇƘᅈ˟ऴѬŴඥˋǍ್ාࠊƳǒưƸƷˁኵǈŴπטМဇᎍƱൟ᧓
ʙಅᎍƷȋȸǺƳƲŴಮŷƳᚌࡇƔǒπטƷྵཞƴǢȗȭȸȁƠƯƖǇƠƨŵ
ྵנŴ್ාࠊƴƓƍƯƸŴʴӝถݲᅈ˟ƷПஹŴᣃࠊ᧓ᇤʗƷьᡮŴӈƠƍᝠཞඞሁǁƷࣖݣƕᛢ
᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵπטƴƓƍƯƸŴπטग़ᜱ˟ǍᚨፗሥྸᚩӧСࡇŴਦܭሥྸᎍСࡇሁƴǈǒǕǔπ
ൟᡲઃƴέᡶႎƴӕǓኵǈŴƜǕǇưǋˊƷᙲᛪƴᆢಊႎƴࣖݣƠƯƖƨƱƜǖưƋǓŴƦƷӕኵܱ
ጚƸʻࢸƷᛢ᫆ᚐൿƴƓƚǔșȸǹƴˮፗƮƚǒǕƯƍƘƜƱƸ᧓ᢌƍƋǓǇƤǜŵ
ƠƔƠŴʴӝถݲȷឬ᭗ᱫᅈ˟ƷᡶޒƴǑǓŴƜǕǇư؏עưπטƴઃǘƬƯƖƨਃƍƷถݲǍŴ
ᅈ˟ऴѬƷ҄٭ƴǑƬƯဃơǔ؏עᛢ᫆ሁƴݣƠƯƸŴƜǕǇưˌɥƴπטǛ௩᠂ƴ̅ƍƜƳƠŴૼƨ
ƳਃƍƱƷᡲઃǍπטƷ̖͌оᡯƕ࣏ᙲƱƳƬƯƍǇƢŵǇƨŴπטМဇƴ᧙ƢǔȋȸǺƴႸǛӼ
ƚǔƱŴМဇᎍƸᢅƝƠ૾ƱƱǋƴឋƷӼɥǛࢳƠƯƓǓŴɟ૾ưൟ᧓ʙಅᎍሁƸŴМဇƴॖഒႎ
ưƋǔƜƱǋ৭੮ưƖŴȎǦȏǦƷႆੱƕࢳƞǕǔƱƜǖưƢŵ
ƜǕǒƷʻଐႎƳᛢ᫆ǍࢳȷॖഒƴࣖƑƯƍƘƨǊƴƸŴࢼஹƷӕኵƷਘΪŴƋǔƍƸૼƨƳӕኵ
Ʒޒƕ࣏ᙲưƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵ
ᇹîᢿưƸŴƜǕƔǒƷӕኵǛ੩ᅆƢǔƴƋƨǓŴƍƬƨǜπטᘍƷƋǓ૾ƴǇưᇌƪǓŴોǊ
ƯžπſƷࢫлǍπൟᡲઃƷॖ፯ǛբƍႺƠŴʻࢸƷπטƴƓƚǔπൟᡲઃƷਖ਼ᡶƷᎋƑ૾Ǜؕஜ૾ᤆ
ƱƠƯૢྸƢǔƜƱƱƠǇƢŵ

13

ᴾ

Ḫᴾ ʻࢸỉπטỆấẬỦπൟᡲઃỉؕஜ૾ᤆᴾ
ᾀẮủẦỤỉπטᘍ

πטƸŴᣃࠊƴƓƚǔؕஜႎƳǤȳȕȩưƋǓŴ̬ؾμŴܹ৮СሁƷೞᏡǛஊƢǔǄƔŴࠊൟဃ

ƴܤǒƗǍщǛǋƨǒƢᝮƳǪȸȗȳǹȚȸǹưƢŵ್ාࠊƴƓƍƯƸŴ൶ৎˊƷล
Ტ ࠰Უ
ƴǑǔᣃࠊ࢟Ɣǒ᧓ǋƳƍଢˊИƴŴ
ИƷᙱබࡸࡊטưƋǔޛπטᲢ ࠰Უ
ǍࢬπטᲢ ࠰ᲣƕטƠŴˌᨀ  ࠰ƷπטӪǛЦǜưƖǇƠƨŵƜƷ᧓ŴᩗǍƔǒ
ƷࣄᐻŴӓᚐᨊǛೞƱƢǔᣃࠊƮƘǓƷɟưᚘဒႎƳπͳૢטǛᡶǊƯƖǇƠƨŵǇƨŴ᭗ࡇኺฎ
ᧈƴƓƚǔࠊϋμ؏Ʒᣃࠊ҄ƷɶưŴႆ੩̓ƴǑǔδᇜπטƷᚨፗƕ࣯ᡮƴᡶǈǇƠƨŵ
ƦƷࢸŴᣃࠊƷ༌ǛᡇƑŴ್ාƷπטǛӕǓࠇƘᅈ˟ऴѬƸٻƖƘᆆǓ٭ǘƬƯƖǇƠƨƕŴࠊ
ൟᲢπטМဇᎍᲣƷឱࡇƕӼɥƢǔǑƏπטƷ᭽щǢȃȗǛǔƜƱƸπטᚨፗᎍưƋǔࠊࢫžπſ
ƷᝧѦưƢŵƜǕǇưŴૢͳŴዜਤȷሥྸƴƓƍƯಮŷƳپǛᘍƍŴπטሥྸᎍƱƠƯƷࢫлǛௐƨ
ƠŴޛɦπטǍǢȡȪǫޛπטƳƲƷʙ̊ƴᙸǒǕǔǑƏƳέᡶႎƳӕኵǛᡶǊƯƖǇƠƨŵǇƨŴμ
ᣃࠊዯ҄ǑƜƸǇȕǧǢǛڎೞƴڼǇƬƨᑶƱዯƴǑǔ᭽щоЈƸŴπטƔǒᘑǁƱ࠼ƕǓǛᙸƤƯ
ƍǇƢŵ
ƠƔƠŴ܇ݲ᭗ᱫ҄ƕᡶޒƠМဇᎍȋȸǺƕٶಮ҄ƠƯƍǔʻଐŴƳǔឱࡇƷӼɥǛႸਦƠƯƍ
ƘƨǊƴƸŴዜਤȷሥྸ൦แǍᚨૢͳǛԃǊŴᚘဒƔǒሥྸȷᢃփǇưǛɟ˳ႎƴᎋƑƯƍƘžπט
ኺփᲷȑȸǯȞȍǸȡȳȈſƷᙻໜǛਤƭƜƱƕ࣏ᙲưƢŵƦƷɶưŴМဇᎍឱࡇǛ᭗ǊǒǕǔᢘЏ
ƳඥǛ౨᚛ƠŴᢠ৸ƠŴܱᘍƠƯƍƘƜƱƕᙲưƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵƜƷᙻໜƸŴଏ܍ƷπטƷ
МဇƷǈƳǒƣŴૼƨƳπטƷૢͳƴƓƍƯǋᢘဇưƖǔǋƷưƋǔƱᎋƑǇƢŵ
 ƴʻࢸƸŴ್ාࠊƴƓƍƯǋᢸٳᢿƔǒᡶǈƭƭƋǔʴӝถݲƕμࠊႎƳȈȬȳȉƴƳǔƜƱƕᄩ
ܱᙻƞǕŴƜǕƴˤƍࠊᆋӓλƷɶ࣎ǛҩǊǔ̾ʴࠊൟᆋƕถݲƠƯƍƘᙸᡫƠưƢŵƦƏƠƨᝠཞ
ඞƕПஹƠƯǋŴπטǛࠊൟဃƴഎƘƜƱƷưƖƳƍǤȳȕȩƱƠƯਤዓƞƤƯƍƘƨǊƴƸŴዜਤȷ
ሥྸƷјྙࣱƷӼɥƕᙲƳᙲእƱƳǓǇƢŵ
ƦƜưŴƜǕƔǒƷπטᘍƴƓƍƯƸŴπטኺփƷᙻໜǛਤƪŴ
žМဇᎍƷឱࡇӼɥſƱžዜਤȷ
ሥྸƷјྙࣱӼɥſǛႸਦƠƯƍƘƜƱƕ൭ǊǒǕƯƍǔƱƍƑǇƢŵ
ɟ૾ưŴπטƕǋƨǒƢјဇƸŴπטƷɶƩƚƴƱƲǇǔǋƷưƸƋǓǇƤǜŵπטƸנ܍ƦƷǋƷ
ƩƚưǋŴƍƷƋǔࠊൟဃŴƦƠƯؾƷ̬μǍ᧸ሁƴᝡྂƠƯƍǇƢƕŴƦƷᆰ᧓ǛМဇƢ
ǔƜƱƴǑǓកǘƍƕဃǇǕŴᣃࠊμ˳Ǜࣱ҄ƠƯƍƘӧᏡࣱǛᅼǊƯƍǇƢŵ
ƍǇŴπטƷנ܍ॖ፯ǛોǊƯբƍႺƤƹŴπטƸŴࠊൟဃƦƠƯᣃࠊƷឋǛ᭗ǊƯƍƘٻЏƳ
เƱƍƑǇƢŵƜǕƔǒπטኺփƷᙻໜǛਤƪŴឱࡇӼɥƱјྙࣱӼɥƴӷƴȁȣȬȳǸƠƯƍƘ
ƜƱưŴࠊൟဃƷឋႎӼɥƱᣃࠊƷਤዓႎƳᧈƴƭƳƛŴϋٳưנ܍ज़ǛႆੱƢǔᣃࠊƱƠƯƷ
್ාƷȖȩȳȉщӼɥǛႸਦƠƯƍƘŴƜǕǛπטኺփƷႸႎƱƠƯਫ਼ƛǇƢŵ

π  טኺ փ žπטƔǒſࠊൟƷǯǪȪȆǣȷǪȖȷȩǤȕƷӼɥƱᣃࠊƷ
Ʒ
Ⴘ
ႎ ਤዓႎƳᧈƴƭƳƛŴ್ාƷȖȩȳȉщӼɥǛႸਦƢ
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ᾁπטኺփểπൟᡲઃ

್ාࠊϋƴƸ  πטƕנ܍ƠŴƦƷᇌעƸŴᣃ࣎ᐮෙᢿƷᚇήעƔǒᢸٳᢿƷ˰עܡǇưಮŷ
ưƢŵƦƏƠƨɶŴπטМဇᎍƷឱࡇӼɥǛܱྵƠƯƍƘƨǊƴƸŴƦǕƧǕƷπטƷᇌעཎࣱǛ៊
ǇƑƨ᭽щǢȃȗǛƬƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵƠƔƠŴ
žπſƷӕኵƱƠƯƸŴᨂǒǕƨᝠเƷɶưƸ
πטƷܤμƴ᧙ǘǔዜਤȷሥྸƕΟέưƋǓŴಮŷƳȋȸǺƴࣖݣƠƯƍƘžᢃփſƴƸᨂမƕƋǔƱ
ᚕǘƟǔǛࢽǇƤǜŵ
ƦƜưŴ؏עƷ૾ŷǛƸơǊŴಮŷƳ˖ಅǍ 021 ඥʴƱƍƬƨൟ᧓ʙಅᎍሁƴਃƍƱƠƯӋဒƍ
ƨƩƘžπൟᡲઃſƷӕኵǛƴਘΪƠŴٶಮƳɼ˳ƕπטƴ᧙ǘƬƯƍƘˁኵǈƮƘǓƕ٭ٻᙲƴ
ƳǓǇƢŵ
˰עܡƷπטƸŴ؏עƷ૾ŷƕɟဪƷМဇᎍưƋǓŴƦƷπטƴɟဪᡈƍנ܍ưƢŵ؏עƷ૾ŷƕᆢ
ಊႎƴሥྸǍᢃփƴǋ᧙ǘƬƯƍƨƩƚǕƹŴग़ბƕขǇǓŴǑǓМဇƞǕǔנ܍ƴƳǔǋƷƱᎋƑƯ
ƍǇƢŵ
˂૾Ŵᣃ࣎ᐮෙᢿƷπטƳƲƸŴᚇǍᑶƷЈƳƲǛಏƠǉٶƘƷᚇήܲƕᚧǕŴ್ාƷˊᘙႎƳ
ᚇήעƱƠƯកǘƍŴπטԗᡀưƷǍᝰƍཋƳƲǛᡫơƯኺฎࣱ҄ƴǋᝡྂƠƯƍǇƢŵπטϋ
ƱƍƏᇌעཎࣱǛဃƔƠƨᑣឋƳᚨૢͳƕᡶǊƹŴǑǓ᭽щƱកǘƍƕоЈƞǕǔǋƷƱᎋƑƯƍǇ
ƢŵǇƨŴᢸٳᢿƷᙹٻƳπטƳƲưƸŴƷǜƼǓᢅƝƠƨƍ૾Ŵ܇ƲǋƱᢂƼƨƍ૾ŴǤșȳȈǛ
ಏƠǈƨƍ૾ŴͤࡍƮƘǓǛƠƨƍ૾ƳƲŴಮŷƳႸႎưМဇƞǕƯƍǇƢŵƜǕǒƷȋȸǺǁƷࣖݣ
ƱƠƯƸŴπǑǓǋȎǦȏǦǍǢǤȇǢƕƋǓŴ௩᠂ࣱƴΟǕƨൟ᧓ʙಅᎍሁƕឋƷ᭗ƍǵȸȓǹ੩̓
ƢǔƜƱưŴǑǓឱࡇƕӼɥƢǔǋƷǋݲƳƘƳƍƱ࣬ǘǕǇƢŵ
ƜƏƠƨπטƷ᭽щǢȃȗǛ؏עǍൟ᧓ʙಅᎍሁƷžൟſƴۀƶǔƴƋƨƬƯƸŴ
žπſƸŴƜǕǇư
ƷࢫлƴьƑŴ
žൟſƕƦƷщǛҗЎƴႆੱƠƯƍƚǔؾǛૢƑƯƍƘࢫлǋਃƏƜƱƴƳǓǇƢŵπ
טƷ᭽щǢȃȗƷਃƍƴžൟſƕьǘǔƜƱƴǑǓŴ
žπſƸžൟſǛȐȃǯǢȃȗƠႸႎƷܱྵǛσ
ƴႸਦƢŴૼƨƳࢫлǛਃƬƨƜƱǛҗЎƴᛐᜤƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵɟ૾ưŴ
žπſƸᐯǒƴƠƔưƖ
ƳƍࢫлƱƠƯŴ
žπטƷݩஹƷଢᄩ҄ſŴ
žπטМဇƷπࣱƷਃ̬ſŴ
žࠊࢫϋᢿǛԃǊƨӲɼ˳
᧓ƷᛦૢſƳƲǛ൭ǊǒǕƯƍǔƜƱǛᛐᜤƠŴǳȸȇǣȍȸȈೞᏡǛਃƬƯƍƘᝧѦƕƋǔƜƱǋࣔ
ǕƯƸƳǓǇƤǜŵ
ƜƷǑƏƴŴπטƴƓƚǔπൟᡲઃƷμ˳ƱƠƯŴ
žπſƱžൟſƕƦǕƧǕƷࢍǈǛႆੱƠƯƍƘ
ƜƱǛᅆƠǇƠƨƕŴƜǕƸέƷžπൟᡲઃʙ̊ſƴƋǔƱƓǓŴƢưƴܱƞǕƯƍǔඥưဃƔƞ
ǕƯƍǇƢŵ̊ƑƹŴ؏עɼ˳ƷࠊൟңưƋǔπטग़ᜱ˟ƸŴኖ  ƷπטưኽƞǕŴଐࠝƷ
ƖǊኬƔƳዜਤȷሥྸǛਃƍŴπטǛž؏עƷࡊſƱƠƯᏋǜưƍǇƢŵǇƨŴਦܭሥྸᎍСࡇሁƴǑ
ǓŴൟ᧓ƷȎǦȏǦǛဃƔƠƨዜਤȷሥྸǍᢃփƕૠٶƘƷπטưܱƞǕƯƍǔǄƔŴᣃ࣎ᐮෙᢿƷ
ᚇήπטưƸŴൟ᧓ƷॖഒǍоॖȷپƴǑǓŴǵȸȓǹƷឋႎӼɥƕǒǕƯƍǔʙ̊ǋဃǇǕƯƍ
ǇƢŵ
ƦƠƯƜǕǇưƷӕኵƷௐƱƠƯŴπטМဇᎍƷឱࡇӼɥƴᝡྂƠƯƍǔƜƱƸଢǒƔưƢŵ
ƦƜưŴ
žπטኺփſƴؕƮƘʻࢸƷ᭽щǢȃȗǛܱྵƢǔඥƱƠƯŴπൟᡲઃǛਖ਼ᡶƠƯƘƜƱǛ
ଢᄩƴˮፗƮƚǔƜƱƱƠǇƢŵ


π  טኺ փ ƴ Ɠ ƚ ǔ πטኺփƷႸႎǛௐƨƢെƱƠƯŴπൟᡲઃǛਖ਼ᡶ
π ൟ ᡲ ઃ Ʒ ˮ ፗ ˄ ƚ
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ᾂπൟᡲઃỉؕஜྸࣞểᘍѣᾄҾЩ


ؕஜྸࣞ
πൟᡲઃƴǑǓπטƷཎࣱǍМဇᎍȋȸǺሁƴࣖơƨӕኵǛޒƠƯƍƘƴƋƨƬƯƸŴπטƷ
᭽щǢȃȗƱƍƏႸǛσஊưƖǔࠊൟǰȫȸȗǍ 021 ඥʴƳƲǛԃǊƨٶಮƳɼ˳Ʊᆢಊႎƴ
ᡲઃǛǓŴਃƍǛዒዓႎƴਘٻƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲƱᎋƑǇƢŵཎƴŴ್ාࠊƴƓƚǔπטƷ
πൟᡲઃʙ̊ƱƠƯ࠼ƘܭბƠƯƍǔπטग़ᜱ˟ƴƭƍƯƸŴɼƨǔਃƍƷƻƱƭƱƠƯŴોǊ
Ưˮፗ˄ƚǇƢŵ
πൟᡲઃƱƍƑƹžπſƱžൟſƷᡲઃǛᡲेƠǇƢƕŴπטग़ᜱ˟Ʊൟ᧓ʙಅᎍሁƕᡲઃƢǔ
ƜƱưπטƷ᭽щǢȃȗǛƬƯƍƘƜƱǋࢳưƖǇƢŵƋǔƍƸŴ
žൟſƷɼ˳ƕٶಮ҄Ƣǔɶ
ưŴ021 ඥʴƱ˖ಅƱƷᡲઃƳƲƴǑǓπטƷ᭽щǢȃȗǛƴႆޒƞƤƯƍƘƜƱǋҗЎࢳ
ưƖǇƢŵƦƠƯƜƷǑƏƳਃƍӷٟƷᡲઃƷƨǊƴƸŴ
žπſƸŴਃƍӷٟƷȞȃȁȳǰŴӕ
ኵƷᨥƷπࣱਃ̬ƳƲƷǳȸȇǣȍȸȈೞᏡǛਃƬƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ǇƨŴƜǕǇưžπſƕेܭƠƯƍƳƔƬƨǑƏƳൟ᧓ʙಅᎍሁƷ௩᠂ƳႆेƴǑǓŴπטǛૼ
ƨƳ̖͌ǛဃǈЈƢئƱƠƯɟޖဇƢǔƜƱưŴπטƷǈƳǒƣᣃࠊƷ᭽щƱកǘƍƷоЈƴƭ
ƳƛƯƍƘƜƱǋŴ್ාƷȖȩȳȉщӼɥǁƷӕኵƷƻƱƭƱਵƑƯƍƖǇƢŵ
ˌɥƷᲭໜǛƜǕƔǒƷπൟᡲઃƷӕኵƴσᡫƢǔᎋƑ૾ᲷžؕஜྸࣞſƱƠƯਫ਼ƛǇƢŵ



බᅬឡㆤ
ᢸ࠸ᡭࡢ㊊ࡸ᪂ࡓ࡞άື
ྥࡅࡓᨭࡀᚲせ

බᅬࡢ㨩ຊࢵࣉ
᪂ࡓ࡞౯್

ᴗ
ᵝࠎ࡞άືᅋయ
ᛂࡌࡓྲྀ⤌ࡢሙ࡞ࡿ

㈨㔠ࡸࣀ࢘ࣁ࢘
᪂ࡓ࡞ά㌍ࡢሙࡋ࡚
බᅬ࡛ࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ 

ࠕẸࠖྠኈࡢ㐃ᦠ

ٶಮƳɼ˳᧓ƷᡲઃƴǑǔπטƷ᭽щǢȃȗ
π ൟ ᡲ ઃ Ʒ
᳸ πטǛૅƑǔਃƍᲢ؏עŴ021 ඥʴŴ˖ಅሁᲣƷਘ ٻ᳸
ؕ ஜ ྸ ࣞ
᳸ ਃƍӷٟƷƳǔᡲઃ ᳸
᳸ žൟſƷ௩
௩᠂ƳႆेƴǑǔૼƨƳ̖͌оᡯ ᳸
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πൟᡲઃƷᘍѣᲯҾЩ
ؕஜྸࣞƴؕƮƖφ˳ႎƴӕኵǛᡶǊƯƍƘƴƋƨƬƯƷžπſƱžൟſƷӼƖӳƍ૾ƷҾЩǍ
πטưƷӕኵƳǒưƸƷᣐॾʙǛžᘍѣҾЩſƱƠƯᅆƠǇƢŵ


Ĭ πטƷႸਦƢݩஹƷσஊ
πൟᡲઃƴǑǔπטဇƴƋƨƬƯƸŴπטᚨፗᎍưƋǔžπſƕŴƦǕƧǕƷπטƷᛢ᫆Ǜ
៊ǇƑƨݩஹǛଢᅆƠŴМဇᎍǍਃƍƱƠƬƔǓƱσஊƢǔƜƱƕЈႆໜƱƳǓǇƢŵ
ݩஹƴƭƍƯƸŴƦƷπטƷஜஹႎೞᏡᲢ̬ؾμŴܹ৮СሁᲣŴഭӪႎᏑŴᇌעཎࣱᲢȝ
ȆȳǷȣȫᲣƱƍƬƨǢǤȇȳȆǣȆǣǛؕᄽႎƳऴإƱƠƯૢྸƠƨɥưŴπטƷǋƭנႎ
ƳӧᏡࣱǛᆢಊႎƴࡽƖЈƠƯƍƘƜƱƕᙲưƢŵ
 
ĭ žπſƱžൟſƷႻʝྸᚐƱᢘЏƳࢫлЎਃ 
žπſƱžൟſƸŴπטǛ᭽щǢȃȗƞƤŴπטМဇᎍƷឱࡇӼɥƷƨǊƴᘍѣƢǔƱƍƏ
ႸǛσஊƢǔƱƱǋƴŴƓʝƍƷௐƨƢǂƖࢫлǍᏡщŴᘍѣᙹርƳƲǛྸᚐƠŴࢫлЎਃǛ
ଢᄩƴƠƯŴңщƠƋƏƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ཎƴžπſƸŴπטǛ᭽щǢȃȗƠƯƍƘਃƍƱƠƯƷࢫлǛௐƨƠƭƭŴ
žൟſӷٟƷᡲઃ
ƷȞȃȁȳǰǍžൟſƴǑǔӕኵƴƓƚǔπࣱƷਃ̬ƳƲƷǳȸȇǣȍȸȈೞᏡǛਃƬƯƍƖ
ǇƢŵ
žൟſƴƸŴƦǕƧǕƷɼ˳ƷࢍǈǛဃƔƠƨࢫлǛࢳƠǇƢƕŴƱǓǘƚŴΟǕƨȎǦȏ
ǦǍǢǤȇǢǛǋƭൟ᧓ʙಅᎍሁƴƸŴឋƷ᭗ƍǵȸȓǹ੩̓ǍјྙࣱƷӼɥƱƱǋƴŴӓႩƷ
ᢩΨǛᡫơƨπטኺփǁƷᝡྂǛ൭ǊƯƍƖǇƢŵ

Į ؏עƴ݃ǓชƏМဇ
πטƸŴࠊൟƴƱƬƯ៲ᡈƳዯƷǪȸȗȳǹȚȸǹưƋǓŴƦƷᆰ᧓ƱೞᏡƸ؏עƴٶƘƷ̝
ႩǛǋƨǒƢƔƚƕƑƷƳƍנ܍ưƢŵǇƨŴᧈ࠰ž؏עƷࡊſƱƠƯᏋǇǕƯƖƨπטǋٶƘŴ
កǘƍоЈሁƷМဇƴƋƨƬƯƸŴ؏עƷ૾ŷƷॖӼƴҗЎသॖƠǇƢŵ
πטƕਤƭȝȆȳǷȣȫǛஇٻᨂƴဇƠŴ؏עƕৼƑǔᛢ᫆ᲢǳȟȥȋȆǣࣱ҄ŴဃМ
ࣱ̝ƳƲᲣƷᚐൿƴǋᆢಊႎƴӕǓኵǈŴ؏עμ˳Ʒ᭽щӼɥƴƭƳƛƯƍƖǇƢŵ

į ƦǕƧǕƷπטƴ൭ǊǒǕǔȋȸǺǁƷࣖݣ
πטưƷπൟᡲઃƷӕኵƕŴࠊൟƷǯǪȪȆǣȷǪȖȷȩǤȕƷӼɥƱᣃࠊƷਤዓႎƳᧈƴ
ƭƳƛƯƍƘƨǊƴƸŴƦƷπטஊƷᛢ᫆ƴბႸƠƨžπטƷᙻໜſŴπטǛӕǓࠇƘ؏עƷȞ
ȍǸȡȳȈǛॖᜤƠƨž؏עƷᙻໜſŴƴƸݩஹƴǘƨǔࠊᢃփɥƷȋȸǺƴࣖݣƠƯƍƘ
žμࠊႎƳᙻໜſǛਤƭƜƱƕᙲưƢŵ
πטƷೞᏡǍᆰ᧓ƕਤƭΟˮࣱǛဃƔƢƜƱưŴπטƷ᭽щǢȃȗƱɲᇌƠƳƕǒࣖݣƕǕ
ǔȋȸǺᲢ܇ݲ᭗ᱫ҄ݣሊŴͤࡍƮƘǓŴ᧸ݣሊŴ؏עኺฎƷࣱ҄ƳƲᲣǋٶƘŴ؏עƝƱ
ƴီƳǔȋȸǺǁƷࣖݣǛॖᜤƠƯᡶǊǔƜƱưŴႻʈјௐǛဃǈЈƠƯƍƖǇƢŵ
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İ ᢘЏƳӕኵඥƷᢠ৸



πטƷ᭽щǢȃȗǛܱྵƢǔπൟᡲઃƷӕኵƴƸಮŷƳᢠ৸ᏃƕƋǓŴ
žπſƸƦƷɶƔǒƦǕ
ƧǕƷπטƷݩஹǍȋȸǺƴӳǘƤƯᢘЏƴᢠ৸ƢǔƜƱưŴ
žπſƱžൟſƕᡲઃƢǔॖ፯Ǎ
πטƷǹȈȃǯјௐǛஇٻᨂƴࡽƖЈƠƯƍƖǇƢŵ
ƜƷƱƖŴൟ᧓ʙಅᎍሁƷʙಅ੩కƳƲƴǑǓžൟſƷȎǦȏǦǍǢǤȇǢǛဃƔƠƯƍƘ
ඥǛᢠ৸ƢǔئӳƸŴƋǒƔơǊݣᛅሁƴǑǓžൟſƷॖഒǍʙಅࣱǛᄩᛐƠŴ࣏ᙲƴࣖơƯӋ
ဒؾǛૢƑƯƍƘƜƱƴသॖƠǇƢŵ




⛣ື㈍ࡢヨ⾜ᐇ㸦ᆅᇦㄢ㢟㸧


Ꮚ⫱࡚㸦ࣉࣞࣃ࣮ࢡ㸧

࣋ࣥࢺ㸦᪂ࡓ࡞㈰ࢃ࠸ࡢฟ㸧

බᅬ GH ᗣ࡙ࡃࡾ
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ؕஜ૾ᤆƴᅆƢᎋƑ૾
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ᾃπൟᡲઃỉφ˳ႎӕኵ

πטƷ᭽щǢȃȗƷܱྵƴӼƚŴπൟᡲઃƷؕஜྸࣞƴࢼƍʻࢸᡶǊƯƍƘφ˳ႎƳӕኵǛਫ਼ƛǇƠ
ƨŵ
ᙹٻƳπטƴƓƍƯƸŴൟ᧓ʙಅᎍሁƷМဇƷॖഒƕ᭗ƍƜƱǛ៊ǇƑŴȑȸǯȞȍǸȡȳȈȗ
ȩȳሁƴؕƮƍƨπѪʙಅƴǑǔ᭽щǢȃȗƴӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ
៲ᡈƳπטƴƭƍƯƸŴܱጚƷƋǔπטग़ᜱ˟ѣǛؕ᠆ƱƠŴѣૅੲǛࢍ҄ƠƳƕǒŴ؏עᛢ᫆
ǁƷࣖݣǛॖᜤƠƨӕኵƷਘΪǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ
ƳƓŴɥᚡƷπᙹטƴǑǔӕኵϋܾƸႸܤƱƠƯᅆƠƨǋƷƋǓŴ؏עƷܱऴƴࣖơŴπᙹטƴ
ƱǒǘǕƳƍ௩᠂ƳӕኵǋेܭƠƯƍǇƢŵ


 ŬᲷૼᙹŴũᲷਘΪŴɦዴᲷ್ාƳǒưƸƷӕኵ
ሊ

ӕኵ

ӕኵϋܾ

ŬᙹٻƳπטǛɶ࣎Ʊ
ƠƨȑȸǯȞȍǸȡȳ
ȈȗȩȳƷሊܭ

ȷᣃ࣎ᐮෙᢿƷᚇήπטǍᢸٳᢿƷᙹٻπ
טƳƲŴӲπטƷཎࣱǛဃƔƠƳƕǒሊܭ
ȷȑȸǯȞȍǸȡȳȈȗȩȳǛဇƠƨᚸ̖
ƷˁኵǈƮƘǓ

ሊᲫ
ȑȸǯȞȍǸȡȳȈ

ȷȑȸǯȞȍǸȡȳȈȗȩȳሁƱᡲઃƠƨᚨ

ȗȩȳሁƴǑǔπט

ፗȷᢃဇ

ƷݩஹƷσஊ
Ŭπטңᜭ˟СࡇƷဇ

Ტңᜭʙ̊Უ
ȷπטƷȞȍǸȡȳȈ૾ᤆሁ
ȷπטƝƱƷȭȸǫȫȫȸȫ˺Ǔ
ȷǤșȳȈܱƴӼƚƨऴإσஊȷᛦૢ
ȷ؏עƷൟ᧓ʙಅᎍሁƴǑǔπטग़ᜱ˟Ʒ

ሊᲬ

Ŭπטग़ᜱ˟Ʒૅੲࢍ҄

πטग़ᜱ˟Ʒૅੲ

ଐࠝႎƳѣƱƷᡲઃƳƲƷૅੲࢍ҄
ȷಮŷƳൟ᧓ʙಅᎍሁƱπטग़ᜱ˟ƱƷȞȃ
ȁȳǰሁŴᛦૢೞᏡƷᚨፗ

ࢍ҄ƱೞᏡਘΪ
ũπטဇƷӕኵƷਘΪ

ȷπטग़ᜱ˟ƴǑǔπטƷ᭽щǢȃȗƴƭƳ
ƕǔǤșȳȈሁ
ȷૼᚨǍϐૢͳሁǛڎೞƱƠƨπѪᚨፗሥྸ

ሊᲭ

СࡇᲢ2CTM2(+ᲣƷܱ

ŬπѪʙಅƷޒ

ȷπѪᚨፗሥྸᚩӧСࡇƷƳǔޒ

πѪʙಅƷޒ

ȷπѪᘍໝᚩӧСࡇƷоᚨ

ǍСࡇ᧓Ʒᡲઃሁ

ȷਦܭሥྸᎍСࡇƴƓƚǔ˂ƷӕኵƱƷ

Ʒਖ਼ᡶ
ũСࡇ᧓ƷᡲઃሁƷਖ਼ᡶ

ᡲઃƳƲᆢಊႎƳᢃဇ
ȷൟ᧓ʙಅᎍሁƔǒƷңឃᲢȍȸȟȳǰȩǤ
ȄሁᲣƷਖ਼ᡶ
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ŬᲷૼᙹŴũᲷਘΪŴɦዴᲷ್ාƳǒưƸƷӕኵ

ሊ

ӕኵ

ӕኵϋܾ
ȷʙಅ҄ƴᨥƠƯƷݣᛅǛᡫơƨႻʝྸᚐ
Ʒ̟ᡶ

ŬࠊࢫƱൟ᧓ʙಅᎍሁ
ሊᲮ

ƱƷᡲઃ̟ᡶ

ȷ௩᠂ƳႆेǛӖƚഥǊŴܱྵƴӼƚᛦૢƢ
ǔᆸӝƷᚨፗ
ȷσоȕȭȳȈᲢπൟᡲઃƷμ࠻ႎᆸӝᲣ

πൟᡲઃਖ਼ᡶƷ

ƱƷᡲઃ

ˁኵǈƷૢͳ

ȷܖٻሁᏋೞ᧙ƱƷᡲઃƳƲ
ŬऴإσஊǍॖᙸʩ੭Ʒ
ئᲢȗȩȃȈȕǩȸȠᲣ
 Ʒᚨፗ

ȷࠊࢫƱܖٻǍൟ᧓ʙಅᎍሁƱƷσ͵ǻ
ȟȊȸƳƲ
ȷέᡶʙ̊Ʒȇȸǿșȸǹ҄ሁŴࠊࢫϋ

ሊᲯ

ŬžπſƱƱǋƴžൟſǛ

πൟᡲઃƴ᧙ǘǔ

ԃǊƨਃƍƷǹǭȫ

ʴᏋሁ

Ǣȃȗ

ƷऴإσஊƷਖ਼ᡶ
ȷӕኵǛό๖ƴܱᘍƢǔƨǊƷǬǤȉȩǤ
ȳƷ˺
ȷ
žπſƱƱǋƴŴπൟᡲઃƴ᧙ǘǔൟ᧓ʙಅ
ᎍሁǛݣᝋƱƠƨᄂ̲ƷܱƳƲ
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ᾄӕኵỉᡶỜ૾ểޒ

  ᲾᲽǵǤǯȫǛॖᜤƠƨӕኵ
ӕኵƷИെ᨞ưƸŴǇƣᚾᘍႎƴӕǓኵǈŴࢽǒǕƨჷᙸǛǋƱƴ౨ᚰƷɥŴ࣏ᙲƳ٭
Ǎ̲ദǛьƑƳƕǒഏƷޒƴƭƳƛƯƍƖǇƢŵ
ƦƷࢸƷӕኵƴƋƨƬƯǋŴ̾ŷƷʙ̊ƔǒࢽǒǕƨȎǦȏǦǛǋƱƴ౨ᚰƴѐǊŴǑǓ
јௐႎƳޒƴƭƳƛƯƍƖǇƢŵǇƨŴˊƱƱǋƴ҄٭ƠƯƍƘȋȸǺǁƷࣖݣƱƍƏ
ᙻໜưӕኵǛᚸ̖ƠŴ࣏ᙲƳᙸႺƠǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ



  ሊƷஊೞႎƳᡲѣ

   ƦǕƧǕƷӕኵƸŴπטग़ᜱ˟ѣƷૅੲᲢሊᲬᲣǛƸơǊŴ̾ŷƷπטưӧᏡƳǋƷ
ƔǒᡶǊƯƍƘƜƱưଔƷјௐႆྵǛǓǇƢŵ
ɟ૾ŴπѪʙಅƷǑƏƴŴڼƔǒјௐƕᘙǕǔǇưƴᧈ᧓ǛᙲƢǔʙಅᲢሊᲭᲣ
ƷئӳƸŴπטƷݩஹᲢሊᲫᲣƷɶƴӕኵǛˮፗƮƚǔƜƱưŴዒዓࣱȷࣱܭܤǛǑǓ
᭗ǊǒǕǔƱᎋƑǇƢŵǇƨŴˁኵǈƷૢͳǍਃƍƷᏋᲢሊᲮǍሊᲯᲣƸŴƋǒǏ
ǔӕኵσᡫƷؕႴƱƳǔǋƷưƢŵ
ƦƜưŴƦǕƧǕƷӕኵƷјௐǛ᭗ǊƯƍƘƨǊƴŴ̳ყႎƳᙻໜǛਤƪƳƕǒѼਙႎƴ
ޒƠŴሊǛஊೞႎƴᡲѣƞƤƯƍƖǇƢŵ



  πטƔǒዯƷǪȸȗȳǹȚȸǹǁ

   ƜƜƴਫ਼ƛƨӕኵƴǑǓŴπטМဇᎍƷឱࡇӼɥƱјྙࣱӼɥƕܱྵƢǔƜƱưŴžπט
ኺփƷႸႎſƴਫ਼ƛƨࠊൟƷǯǪȪȆǣȷǪȖȷȩǤȕƷӼɥƱᣃࠊƷਤዓႎƳᧈƴƭƳ
ƕƬƯƍƘƱᎋƑǇƢŵ
ƜƷ්ǕǛǑǓᄩܱƳǋƷƱƢǔƨǊƴŴ
žπטſƷǛឬƑŴעƳƲƷǪȸȗȳǹȚ
ȸǹǁƱӕኵǛ࠼ƛƯƍƘƜƱƕưƖǕƹŴ್ාƷȖȩȳȉщӼɥƕٻƍƴࢳưƖǔƱᎋ
ƑǇƢŵ
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ḫᴾ ˄ᴾ ᧙ᡲ૰ὉἙὊἑᴾ
Ძ ್ාࠊɶᲮƔ࠰ᚘဒ ᳸ Ტ  ࠰  உᄩܭᲣ
 ࠰ǛޒஓƠƨɶᧈႎƳဦƱŴᚘဒ᧓ƷᲮ࠰᧓Ʒ  Ʒሊȷᘍᝠᢃփưನ
ࠋ


















 ᨻ⟇㸷 ⰼ࣭⥳࣭㎰࣭Ỉࡀ⾤ࡸᬽࡽࡋࡘ࡞ࡀࡿ࣮࢞ࢹࣥࢩࢸᶓࡢ᥎㐍
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Წ σоਖ਼ᡶƷਦᤆ Ტ  ࠰ᲭஉሊܭᲣ
ଏ܍ƷπൟᡲઃඥƷǈƳǒƣŴʻࢸႆƠƯƍƘૼƨƳඥǋԃǊŴƢǂƯƷπൟᡲઃඥƴ
ᡫơǔᎋƑ૾ǛૢྸƠƨžπൟᡲઃਖ਼ᡶƷؕᄽƱƳǔਦᤆſŵ
σоƷӕኵƴǑǓŴᘍƱൟ᧓ƷݣᛅǛᡫơƯൟ᧓ƷਤƯǔǢǤȇǢƱщǛ܍ЎƴႆੱƠŴƦǕ
ƧǕƕਤƭเǍȎǦȏǦǛဇƢǔƜƱưŴσƴૼƠƍπσƮƘǓǛႸਦƠƯƍƘƜƱǛਫ਼ƛƯ
ƍǔŵ

       

 ➨  ❶ඹࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ 㸰ඹࡢ┠ⓗ 

èƜƷਦᤆưܭ፯ƢǔžσоſƱƸഏƷƱƓǓ
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Ჭ   ࠰ࡇᇹᲲׅȨǳȏȞ᳟ǢȳǱȸȈ
žπטМဇƷឱज़ӏƼʻࢸƷȋȸǺƴ᧙ƢǔǢȳǱȸȈſኽௐ
ᲢᲫᲣܱಒᙲ
ڦᐇᮇ㛫

ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶  ᪥㸦㔠㸧ࡽ㸶᭶  ᪥㸦㔠㸧

ڦᡤ⟶ㄢ

⎔ቃ㐀ᒁ බᅬ⥳ᆅ⟶⌮ㄢ

ڦᖺ௦ู࣭ᛶูࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᩘ㸭ᵓᡂẚ
 
⏨ᛶ

ዪᛶ

᫂

ィ


㸯㸮ṓ௦ 㸰㸮ṓ௦ 㸱㸮ṓ௦ 㸲㸮ṓ௦ 㸳㸮ṓ௦ 㸴㸮ṓ௦  ṓ௨ୖ
㻝㻠㻌
㻠㻠㻌
㻝㻥㻤㻌
㻟㻥㻢㻌
㻟㻝㻤㻌
㻟㻠㻝㻌
㻞㻜㻣㻌
㻔㻜㻚㻡㻑㻕㻌
㻔㻝㻚㻡㻑㻕㻌
㻔㻢㻚㻤㻑㻕㻌
㻔㻝㻟㻚㻢㻑㻕㻌
㻔㻝㻝㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻝㻝㻚㻣㻑㻕㻌
㻔㻣㻚㻝㻑㻕㻌
㻣㻌
㻥㻜㻌
㻠㻟㻤㻌
㻠㻠㻡㻌
㻞㻢㻞㻌
㻝㻜㻡㻌
㻟㻝㻌
㻔㻜㻚㻞㻑㻕㻌
㻔㻟㻚㻝㻑㻕㻌
㻔㻝㻡㻚㻝㻑㻕㻌
㻔㻝㻡㻚㻟㻑㻕㻌
㻔㻥㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻟㻚㻢㻑㻕㻌
㻔㻝㻚㻝㻑㻕㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻝㻌
㻟㻌
㻝㻌
㻜㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻝㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻞㻝㻌
㻝㻟㻠㻌
㻢㻟㻢㻌
㻤㻠㻞㻌
㻡㻤㻟㻌
㻠㻠㻣㻌
㻞㻟㻤㻌
㻔㻜㻚㻣㻑㻕㻌
㻔㻠㻚㻢㻑㻕㻌
㻔㻞㻝㻚㻥㻑㻕㻌
㻔㻞㻥㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻞㻜㻚㻝㻑㻕㻌
㻔㻝㻡㻚㻠㻑㻕㻌
㻔㻤㻚㻞㻑㻕㻌

᫂
㻞㻌
㻔㻜㻚㻝㻑㻕㻌
㻜㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻜㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻞㻌
㻔㻜㻚㻝㻑㻕㻌

ィ
㻝㻘㻡㻞㻜㻌
㻔㻡㻞㻚㻠㻑㻕㻌
㻝㻘㻟㻣㻤㻌
㻔㻠㻣㻚㻡㻑㻕㻌
㻡㻌
㻔㻜㻚㻞㻑㻕㻌
㻞㻘㻥㻜㻟㻌
㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕㻌

ڦᖺ௦ู࣭ᛶูࡢᅇ⟅⪅ᩘ㸭ᅇ⟅⋡
 
⏨ᛶ
 
ዪᛶ
 
᫂
 
ィ
 

㸯㸮ṓ௦ 㸰㸮ṓ௦ 㸱㸮ṓ௦ 㸲㸮ṓ௦ 㸳㸮ṓ௦ 㸴㸮ṓ௦  ṓ௨ୖ
㻟㻌
㻥㻌
㻢㻝㻌
㻝㻢㻤㻌
㻝㻡㻢㻌
㻞㻜㻞㻌
㻝㻟㻜㻌
㻔㻞㻝㻚㻠㻑㻕㻌
㻔㻞㻜㻚㻡㻑㻕㻌
㻔㻟㻜㻚㻤㻑㻕㻌
㻔㻠㻞㻚㻠㻑㻕㻌
㻔㻠㻥㻚㻝㻑㻕㻌
㻔㻡㻥㻚㻞㻑㻕㻌
㻔㻢㻞㻚㻤㻑㻕㻌
㻜㻌
㻝㻟㻌
㻝㻜㻥㻌
㻝㻟㻠㻌
㻝㻞㻝㻌
㻠㻤㻌
㻝㻟㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻝㻠㻚㻠㻑㻕㻌
㻔㻞㻠㻚㻥㻑㻕㻌
㻔㻟㻜㻚㻝㻑㻕㻌
㻔㻠㻢㻚㻞㻑㻕㻌
㻔㻠㻡㻚㻣㻑㻕㻌
㻔㻠㻝㻚㻥㻑㻕㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻝㻌
㻜㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻟㻌
㻞㻞㻌
㻝㻣㻜㻌
㻟㻜㻞㻌
㻞㻣㻣㻌
㻞㻡㻝㻌
㻝㻠㻟㻌
㻔㻝㻠㻚㻟㻑㻕㻌
㻔㻝㻢㻚㻠㻑㻕㻌
㻔㻞㻢㻚㻣㻑㻕㻌
㻔㻟㻡㻚㻥㻑㻕㻌
㻔㻠㻣㻚㻡㻑㻕㻌
㻔㻡㻢㻚㻞㻑㻕㻌
㻔㻢㻜㻚㻝㻑㻕㻌



᫂
㻝㻌
㻔㻡㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻜㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻜㻌
㻔㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻝㻌
㻔㻡㻜㻚㻜㻑㻕㻌

ィ
㻣㻟㻜㻌
㻔㻠㻤㻚㻜㻑㻕㻌
㻠㻟㻤㻌
㻔㻟㻝㻚㻤㻑㻕㻌
㻝㻌
㻔㻞㻜㻚㻜㻑㻕㻌
㻝㻘㻝㻢㻥㻌
㻔㻠㻜㻚㻟㻑㻕㻌

௨ୗࠊn=1,169

ᲢᲬᲣׅሉኽௐ
4㸸බᅬࡣࢀࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦༢୍㑅ᢥ㸧

䜰 䜋䜌ẖ᪥
䜲 㐌䛻䠍䡚䠎ᅇ⛬ᗘ
䜴 ᭶䛻䠍䡚䠎ᅇ⛬ᗘ
䜶 ᖺ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ
䜸 䜋䛸䜣䛹䛺䛔
↓ᅇ⟅

㻣㻚㻝㻑
㻝㻥㻚㻞㻑
㻞㻣㻚㻡㻑
㻟㻜㻚㻟㻑
㻝㻡㻚㻤㻑
㻜㻚㻝㻑

㻤㻟
㻞㻞㻡
㻟㻞㻝
㻟㻡㻠
㻝㻤㻡
㻝

4㸸ࡑࢀࡣࡢࡼ࠺࡞බᅬ࡛ࡍࠋ」ᩘࡢබᅬࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ᭱ࡶ⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࡘ
࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦༢୍㑅ᢥ㸧
ͤୗグࡢ㑅ᢥ㡯┠ཬࡧḟࡢ㉁ၥ௨㝆ࡢ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡣḟࡢ࠾ࡾ
࣭ᑠつᶍ࡞බᅬ㸸㐟ල࡞ࢆഛ࠼ࠊᆅᇦࡢദࡋ࡞᪥ᖖⓗ࡞ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢሙ࡞ࡿබᅬࠋ
࣭つᶍ࡞බᅬ㸸㒔ᚰ㒊ࡢほගබᅬࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡞ከᵝ࡞ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᴦࡋࡵࡿබᅬࡸ⮬
↛⎔ቃ࡞ࢆ⏕ࡋࡓබᅬࠋ

䜰 ⮬Ꮿ䛻㏆䛔ᑠつᶍ䛺බᅬ
䜲 ⮬Ꮿ䛻㏆䛔つᶍ䛺බᅬ
䜴 ㏻Ꮫඛ䜔ົඛ䛺䛹䛻㏆䛔ᑠつᶍ䛺බᅬ
䜶 ㏻Ꮫඛ䜔ົᆅ䛺䛹䛻㏆䛔つᶍ䛺බᅬ
䜸 ఇ䜏䛾᪥䛺䛹䛻ฟ䛛䛡䛶⾜䛟つᶍ䛺බᅬ
↓ᅇ⟅

㻠㻠㻚㻣㻑
㻞㻟㻚㻥㻑
㻞㻚㻝㻑
㻞㻚㻝㻑
㻞㻡㻚㻟㻑
㻞㻚㻜㻑

㻡㻞㻞
㻞㻣㻥
㻞㻡
㻞㻠
㻞㻥㻢
㻞㻟

㻡㻢㻚㻠㻑
㻞㻟㻚㻝㻑
㻟㻤㻚㻝㻑
㻞㻜㻚㻠㻑
㻥㻚㻢㻑
㻝㻣㻚㻜㻑
㻥㻚㻤㻑

㻢㻡㻥
㻞㻣㻜
㻠㻠㻡
㻞㻟㻥
㻝㻝㻞
㻝㻥㻥
㻝㻝㻠

4㸸ࡑࡢබᅬࢆ⏝ࡍࡿ┠ⓗࡣఱ࡛ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧
䜰 ᩓṌ䜢䛩䜛
䛾䜣䜃䜚ఇ䜐
䜲
䜴 ⰼ䜔⥳䚸⮬↛䜢ᴦ䛧䜐
䜶 Ꮚ䛹䜒䜔ே䛸㐟䜆
䜸 䝇䝫䞊䝒䜢䛩䜛䚸䛒䜛䛔䛿ほᡓ䛩䜛
ദ䛧≀䛻ཧຍ䛩䜛
䜹
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖䝨䝑䝖䛸ᩓṌ䛩䜛䚸Ꮮ䛸㐟䜆䚸䛚ᘚᙜ䜢㣗䜉䜛䠅
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4㸸ࡑࡢබᅬ࡛ࡣࠊ㸯ᅇᙜࡓࡾࢀࡃࡽ࠸ࡢ㛫ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦༢୍㑅ᢥ㸧

䜰 ⮬Ꮿ䛻㏆䛔ᑠつᶍ䛺බᅬ
䜲 ⮬Ꮿ䛻㏆䛔つᶍ䛺බᅬ
䜴 ㏻Ꮫඛ䜔ົඛ䛺䛹䛻㏆䛔ᑠつᶍ䛺බᅬ
䜶 ㏻Ꮫඛ䜔ົᆅ䛺䛹䛻㏆䛔つᶍ䛺බᅬ
䜸 ఇ䜏䛾᪥䛺䛹䛻ฟ䛛䛡䛶⾜䛟つᶍ䛺බᅬ
↓ᅇ⟅
4㸸ࡑࡢබᅬࡣࠊㄡ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧
䜰 ୍ே
䜲 ே䠄ኵ፬䚸䜹䝑䝥䝹䠅
䜴 Ꮚ䛹䜒䜢ྵ䜐ᐙ᪘
䜶 ே䚸㊃䛾䜾䝹䞊䝥
䜸 Ꮫᰯ䚸⫋ሙ䚸ᆅᇦ䛺䛹䛾䜾䝹䞊䝥
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖䝨䝑䝖䚸Ꮚ䛹䜒䜢ྵ䜎䛺䛔ᐙ᪘䠄Ꮮ䜔ぶ䠅䠅

㻠㻠㻚㻣㻑
㻞㻟㻚㻥㻑
㻞㻚㻝㻑
㻞㻚㻝㻑
㻞㻡㻚㻟㻑
㻞㻚㻜㻑

㻡㻜㻚㻜㻑
㻞㻡㻚㻠㻑
㻞㻤㻚㻝㻑
㻝㻝㻚㻤㻑
㻠㻚㻣㻑
㻠㻚㻤㻑

㻡㻞㻞
㻞㻣㻥
㻞㻡
㻞㻠
㻞㻥㻢
㻞㻟

㻡㻤㻡
㻞㻥㻣
㻟㻞㻤
㻝㻟㻤
㻡㻡
㻡㻢

4㸸ࡇࡇࡽࡣࠊබᅬࡢつᶍࢆᑠつᶍつᶍศࡅ࡚࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋᑠつᶍ࡞බᅬࡘ࠸࡚ࠊ‶
㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣఱ࡛ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧

䜰 ⥳䜔ⰼ䛾䛒䜛ሙ䛷䛒䜛䛣䛸
䜲 Ꮚ䛹䜒䛾㐟䜆ሙ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䜴 ᆅᇦ䛾᠁䛔䛾ሙ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䜶 ≉䛻䛺䛔
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖䝧䞁䝏䛜䛒䜛䛣䛸䚸㛤ᨺⓗ䛺✵㛫䛷䛒䜛䛣䛸䠅
4㸸ᑠつᶍ࡞බᅬᚋᮇᚅࡍࡿࡇࡣఱ࡛ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧
䜰 ⥳䜔ⰼ䛾㇏䛛䛺ሙ䛻䛺䜛䛣䛸
䜲 ᆅᇦ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ሙ䛻䛺䜛䛣䛸
䜴 ⅏ᐖ䛾㜵ⅆᖏ䜔㑊㞴䛾ሙ䛻䛺䜛䛣䛸
䜶 ᗣ䛵䛟䜚䛾ሙ䛻䛺䜛䛣䛸
䜸 ≉䛻䛺䛔
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖Ꮚ䛹䜒䛜䛾䜃䛾䜃䛸㐟䜉䜛ሙᡤ䛻䛺䜛䛣䛸䚸Ύᤲ䛜䛝䛱䜣䛸
ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚸㜵≢ୖၥ㢟䛾䛺䛔ሙ䛻䛺䜛䛣䛸䠅

㻠㻠㻚㻣㻑
㻠㻤㻚㻝㻑
㻠㻜㻚㻥㻑
㻝㻡㻚㻜㻑
㻟㻚㻡㻑

㻡㻞㻞
㻡㻢㻞
㻠㻣㻤
㻝㻣㻡
㻠㻝

㻡㻢㻚㻥㻑
㻠㻜㻚㻠㻑
㻠㻤㻚㻞㻑
㻟㻢㻚㻜㻑
㻣㻚㻠㻑

㻢㻢㻡
㻠㻣㻞
㻡㻢㻟
㻠㻞㻝
㻤㻣

㻢㻚㻡㻑

㻣㻢

4㸸ᑠつᶍ࡞බᅬ࡛ࡣࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎࢆ୰ᚰ⤖ᡂࡉࢀࡓࠕබᅬឡㆤࠖࡀ᪥ᖖࡢΎᤲࡸ㝖ⲡ➼ࢆᢸ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦༢୍㑅ᢥ㸧

䜰 ▱䛳䛶䛔䜛
䜲 ▱䜙䛺䛔
↓ᅇ⟅

㻠㻣㻚㻞㻑
㻡㻝㻚㻣㻑
㻝㻚㻝㻑

㻡㻡㻞
㻢㻜㻠
㻝㻟

4㸸ᑠつᶍ࡞බᅬࡢΎᤲࡸ㝖ⲡ➼ࡘ࠸࡚ࠊཧຍࡋࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦༢୍㑅ᢥ㸧

䜰 බᅬឡㆤ䛾ဨ䛸䛧䛶ཧຍ䛧䛶䛔䜛䠄䛒䜛䛔䛿ཧຍ䛧䛶䛔䛯䠅
䜲 Ύᤲᙜ␒䛺䛹䛾䛸䛝䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛䠄䛒䜛䛔䛿ཧຍ䛧䛶䛔䛯䠅
䜴 ཧຍ䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛔䛜䚸ᚋཧຍ䛧䛶䜏䛯䛔
䜶 ཧຍ䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛟䚸ᚋ䜒ཧຍ䛩䜛䛴䜒䜚䛿䛺䛔
↓ᅇ⟅

㻟㻚㻤㻑
㻞㻜㻚㻞㻑
㻟㻢㻚㻥㻑
㻟㻤㻚㻠㻑
㻜㻚㻣㻑

㻠㻡
㻞㻟㻢
㻠㻟㻝
㻠㻠㻥
㻤

4㸸つᶍ࡞බᅬࡘ࠸࡚ࠊ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧
䜰 Ⱚ⏕䜔᳜᱂䛺䛹䛾⥳䛾㔞䜔ⰼ䛾₇ฟ
䜲 ⮬↛⎔ቃ䜔ᬒⰍ䛾䜘䛥
䜴 㥔㌴ሙ䚸ᗑ䜔㣧㣗タ
䜶 ᮶ᅬ┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䝇䝫䞊䝒タ➼
䜸 ≉䛻䛺䛔
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖㐟ල䛾ከ䛥䚸䜲䝧䞁䝖䛾ᐇ䠅

㻢㻠㻚㻥㻑
㻣㻜㻚㻢㻑
㻞㻣㻚㻢㻑
㻝㻤㻚㻜㻑
㻤㻚㻜㻑
㻟㻚㻡㻑

㻣㻡㻥
㻤㻞㻡
㻟㻞㻟
㻞㻝㻜
㻥㻠
㻠㻝
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4㸸つᶍ࡞බᅬᚋᮇᚅࡍࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧

䜰 ⥳䜔ⰼ䛾䛥䜙䛺䜛ᣑ
䜲 ఇ᠁ሙᡤ䛾ᩚഛ
䜴 䝖䜲䝺䛾ᩚഛ
䜶 ᗑ䜔㣧㣗タ䛾ᩚഛ
䜸 ≉䛻䛺䛔
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖㥔㌴ሙ䛾ᩚഛ䚸䜲䝧䞁䝖䛾㛤䚸䛾䜎䜎䛷䜘䛔䠅

㻡㻞㻚㻡㻑
㻢㻜㻚㻝㻑
㻡㻤㻚㻥㻑
㻟㻞㻚㻥㻑
㻢㻚㻤㻑
㻤㻚㻤㻑

㻢㻝㻠
㻣㻜㻟
㻢㻤㻥
㻟㻤㻡
㻤㻜
㻝㻜㻟

4㸸ࡇࡇࡽࡣࠊබᅬࡢつᶍ㛵ಀ࡞ࡃ࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋᚋࠊබᅬ࡛⮬ࡽࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡇࡣఱ࡛
ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧

䜰 䝝䜲䜻䞁䜾䜔⏕䛝≀ほᐹ䛺䛹䛾⮬↛䛸䛾䜅䜜䛒䛔
䜲 䝷䞁䝙䞁䜾䜔䜴䜷䞊䜻䞁䜾䛺䛹䛾ᗣ䛵䛟䜚
䜴 බᅬ䛾ⰼቭ䛷ⲡⰼ䜢⫱䛶ᴦ䛧䜐
䜶 බᅬ䛾⥳䜔ⰼ䜢═䜑䚸䜖䛳䛟䜚䛸㐣䛤䛩
䜸 ≉䛻䛺䛔
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖Ꮚ䛹䜒䛸㐟䜆䚸䝢䜽䝙䝑䜽䚸䜻䝱䞁䝥䜔䝞䞊䝧䜻䝳䞊䠅

㻠㻝㻚㻣㻑
㻠㻣㻚㻠㻑
㻝㻣㻚㻜㻑
㻢㻠㻚㻤㻑
㻥㻚㻟㻑
㻡㻚㻜㻑

㻠㻤㻤
㻡㻡㻠
㻝㻥㻥
㻣㻡㻣
㻝㻜㻥
㻡㻤

4㸸ᚋࠊබᅬ࡛㛤ദࡉࢀࡓࡽཧຍࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࡇࡣఱ࡛ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧

䜰 䝣䝸䞊䝬䞊䜿䝑䝖䜔䝬䝹䝅䜵䛺䛹㈙䛔≀䜢ᴦ䛧䜐䜲䝧䞁䝖
䜲 බᅬ䛾⮬↛⎔ቃ䜔ᬒⰍ䛭䛾䜒䛾䜢ᴦ䛧䜏䚸㣧㣗䜒䛷䛝䜛䜲䝧䞁䝖
䜴 䝇䝫䞊䝒య㦂䜲䝧䞁䝖
䜶 Ꮚ⫱䛶ぶᏊྥ䛡䛾䜲䝧䞁䝖
䜸 ≉䛻䛺䛔
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖⮬↛ほᐹ䜲䝧䞁䝖䚸㡢ᴦ䜲䝧䞁䝖䚸බᅬ䛷䜲䝧䞁䝖䜢㛤ദ䛩䜛
ᚲせ䛿䛺䛔䠅

㻠㻡㻚㻢㻑
㻢㻜㻚㻡㻑
㻞㻢㻚㻢㻑
㻝㻣㻚㻟㻑
㻝㻠㻚㻣㻑

㻡㻟㻟
㻣㻜㻣
㻟㻝㻝
㻞㻜㻞
㻝㻣㻞

㻠㻚㻝㻑

㻠㻤

㻡㻢㻚㻟㻑
㻟㻝㻚㻝㻑
㻠㻞㻚㻥㻑
㻝㻡㻚㻢㻑

㻢㻡㻤
㻟㻢㻠
㻡㻜㻝
㻝㻤㻞

㻡㻚㻥㻑

㻢㻥

4㸸ᚋࠊබᅬタ⨨ࡉࢀࡓࡽ⏝ࡋ࡚ࡳࡓ࠸タࡣఱ࡛ࡍࠋ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧

䜰 බᅬ䛾㨩ຊ䜢㧗䜑䜛䜘䛖䛺䜹䝣䜵䛺䛹䛾㣧㣗タ
䜲 䝞䞊䝧䜻䝳䞊䚸䜻䝱䞁䝥䚸䜰䝇䝺䝏䝑䜽䛺䛹䛾䜰䜴䝖䝗䜰タ
䜴 Ẽ㍍䛻⏝䛷䛝䜛䝇䝫䞊䝒タ
䜶 ≉䛻䛺䛔
䛭䛾䠄ᢤ⢋䠖䝗䝑䜽䝷䞁䚸Ꮚ䛹䜒䛾Ỉ㐟䜃ሙ䚸⮬↛ほᐹタ䚸Ⰽ䚻䛺タ
䜢㐀䜚䛣䜏㐣䛞䛺䛔䜋䛖䛜䜘䛔䠅

4㸸බᅬ⏝ࡢ‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢせᮃࡸᥦࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽ࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦⮬⏤グ㍕㸧
  㸦୍㒊ࢆ⤂㸧
࣭ࢺࣞࡢΎᤲࢆࡁࡗࡕࡾࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓබᅬࡣࠊẼᣢࡕࡼࡃ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣭ᆅᇦࡢᑠࡉ
࡞බᅬࡶࢺࣞࡢタ⨨ࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭㥔㌴ሙࡀᑡ࡞ࡃࠊ୪ࢇ࡛ࡣ࠸ࡿࡇࡶከ࠸ࡢ࡛ࠊΰࢇ࡛࠸ࡿබᅬࡘ࠸࡚ࡣ㥔㌴ሙࡢᩚഛ
ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
࣭⛅ࡣⰋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊኟሙࡣ⇕ࡃ࡚ᒃሙᡤࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋฟ᮶ࢀࡤ᪥ᙳࡀ࠶ࡿ⎔ቃᩚഛࡀ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᎰࡋ࠸࡛ࡍࠋ
࣭ఱࡋࡽࡢ࣋ࣥࢺࡀ࠶ࡿࠊ㊊ࡀྥࡁࡸࡍ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭Ꮚ౪ྥࡅࡢሙᡤࠊ㟼⮬↛ࢆᴦࡋࡴேྥࡅࡢሙᡤࢆࡁࡕࢇศࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡛
ࡍࠋࡃࡘࢁࡂࡓ࠸ேࠊࡣࡋࡷࡂࡓ࠸ே࡛⏝ࡢ᪉ࡀࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠋ
࣭බᅬෆྜ࠺ࡼ࠺࡞Ⰻ㉁࡞࢝ࣇ࢙࡞ࡢ㣧㣗タࡀฟ᮶ࢀࡤⰋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭⡆༢࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡁࡿჾලࡢᩚഛ
࣭⥳ࡀከࡃࠊධࡗࡓࡓࢇࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢබᅬࡀከࡃ࠶ࡿࠊ㏻ࡾ㐣ࡂࡿ
ࡔࡅ࡛ࡶᏑᅾព⩏ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋవィ࡞タࡣせࠋࡓࡔࡋࠊ㜵≢࣭㜵⅏ࡢ㠃ࡣ༑ศ㓄
៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ఱࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ㟼㐣ࡈࡏࡿ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
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㸲 බᅬ༠㆟ࡢᴫせ

ฟᒎ㸸㒔ᕷබᅬἲᨵṇࡢ࣏ࣥࢺࠊᅜᅵ㏻┬ 㒔ᕷᒁබᅬ⥳ᆅ࣭ᬒほㄢ
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