市⺠・⽂化観光・消防委員会
平成 30 年 10 ⽉２⽇
市⺠局

ラグビーワールドカップ 2019TM 及び東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた
取組状況について（報告）

１

横浜ビジョンに基づく「横浜市の取組」について

「横浜市の取組」は、横浜ビジョン実現のため、ラグビーワールドカップ 2019™東京 2020 オリ
ンピック・パラリンピックの両大会を契機として、各区局が実施する主な取組をまとめたもので、
平成 29 年４月に策定しました。
「横浜市の取組」については、それぞれの取組状況を把握するとともに、状況の変化に対応しな
がら毎年度更新することとしています。
（１）29 年度の取組状況について（資料１）
「横浜市の取組」に記載している全ての取組について、関係区局による取組状況を市民局で取りま
とめました。
＜「横浜市の取組」の構成＞
「柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし」の取組
【３分野、９項目（①、②…）、21 取組（ア、イ…）
】
「柱２ スポーツを通じて横浜を元気に」の取組
【４分野、９項目（①、②…）、28 取組（ア、イ…）
】
「柱３ 文化芸術の創造性を生かしたまちづくり」の取組
【４分野、８項目（①、②…）、10 取組（ア、イ…）
】
「柱４ 横浜を世界に魅せる」の取組
【４分野、10 項目（①、②…）
、23 取組（ア、イ…）】
合計 ４つの柱、15 分野、36 項目、82 取組

ア

柱１「両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし」

主な取組項目

平成 29 年度の取組状況

分野１：本市で開催される競技について、関係機関と連携・協力し、円滑に実施します
① 競技会場における各種計画（警備、安全確保、救急医療体制

横浜市危機管理基本計画及び交通

など）の策定・実施

輸送基本計画の策定など

★所管局：市民局、総務局、消防局、道路局、交通局、医療局等
② 競技会場における必要な整備やアクセスルートなども含めた

各会場施設における改修工事等の

バリアフリーや屋外広告物への対応

実施（照明設備、トイレの増設・

★所管局：市民局、健康福祉局、環境創造局等

洋式化等）など

③ 組織委員会と連携した大会運営ボランティアの育成・活用

「横浜市のボランティア基本方針」

★所管局：市民局

の策定など
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主な取組項目

平成 29 年度の取組状況

分野２：両大会に向けて機運を醸成し、大会を盛り上げます
①

機運の醸成と両大会を盛り上げるための広報・イベントの実

両大会のカウントダウンイベント

施

の実施、各種イベントの PR ブース

★所管局：市民局、交通局、各区局等

出展など

② 来訪者をおもてなしするボランティアの育成・活用に向けた

「横浜市のボランティア基本方針」

取組

の策定

★所管局：市民局、国際局等
③ ラグビーワールドカップ 2019™ファンゾーンの設置による来 ファンゾーン運営計画書 Ver.１の
訪者へのおもてなし

組織委員会への提出

★所管局：市民局
分野３：トレーニングキャンプの受入やホストタウンの取組等を通じた国際交流を進め、様々な国の
人々と理解し合い協働できる人材の育成などに取り組みます
① トレーニングキャンプの受入に向けた調整

事前キャンプ及び公認チームキャン

★所管局：市民局、国際局

プに係る視察の受入など

②

日豪少年ラグビー交流フェスティバ

ホストタウン構想の実施などによる国際交流の推進

★所管局：市民局、国際局等

ルの開催、季刊誌「横濱」英国特集
への掲載等による広報の実施など

③ 文化の異なる人々と協働する姿勢を身につけた人材の育成

小学校全校及び特別支援学校への

★所管局：教育委員会、国際局

外国人講師配置、市立高校での国際
交流プログラムの実施など

2

イ

柱２「スポーツを通じて横浜を元気に」

主な取組項目

平成 29 年度の取組状況

分野４：ラグビー競技の普及を図りながら、スポーツへの意欲向上と地域スポーツの振興に取り組みま
す
① オリンピアン・パラリンピアン、ラグビー日本代表等トップ

オリンピアン・パラリンピアンに

アスリートと小・中学生等との交流を通じた運動意欲の向上

よる学校訪問の実施（53 校）、元ラ

★所管局：市民局、教育委員会

グビー日本代表選手による学校訪
問（18 校）の実施など

② 市民参加型スポーツイベントの充実や横浜文化体育館再整備

横浜市スポーツボランティアセン

等による場の拡充など、地域スポーツの振興

ターの運営、横浜文化体育館再整備

★所管局：市民局、各区

事業における PFI 事業者との契約締
結など

③ ラグビーワールドカップ 2019™開催を契機としたラグビーの

元ラグビー日本代表選手による学

普及・啓発

校訪問（18 校）の実施、カウントダ

★所管局：市民局

ウンボードの設置（２基）
、カウント
ダウンイベントの実施（４回）
、パブ
リックビューイングの実施（５回）
日本代表戦やラグビートップリー
グの誘致など

分野５：障害のある人もない人も同じようにスポーツ活動を楽しむことが出来るよう、広く社会全体に
向けて、障害者スポーツの推進に取り組みます
① 学校や地域のスポーツイベント等での障害者スポーツの実

障害者のスポーツ・文化活動の南部

施、体験を通じた障害者スポーツの普及・啓発（パラリンピック

方面拠点「ラポール上大岡」の基本

競技体験等）

設計・実施設計の実施、スポーツ・

★所管局：健康福祉局、市民局

レクリエーション事業の実施（10 教
室）など

② 横浜ラポールと連携した取組、身近で活動できる場の確保、

横浜ラポールと連携した人材育成

特別支援学校等におけるスポーツ活動の活性化など、スポーツ関

事業の実施（171 回）、国際的大会出

係団体や障害者団体とも連携した障害者スポーツの推進

場奨励金の交付など

★所管局：健康福祉局、教育委員会等
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主な取組の内容

平成 29 年度の取組状況

分野６：子どもたちの運動に親しむ資質や能力を育て、体力向上と、スポーツに関わる人材の育成に取
り組みます
① 市内小・中・義務教育学校・高等学校・特別支援学校と連携し

「体力アップよこはま 2020 プラン」

た取組

に基づく体力向上への取組の推進、

★所管局：教育委員会、こども青少年局、市民局等

いきいきキッズ事業の実施（766 回）
など

② 横浜商業高等学校におけるスポーツマネジメント人材の育成

外部講師による講義（22 回）、理学

★所管局：教育委員会

療法士派遣（114 回）など

分野７：本格的な超高齢社会の到来に伴い、生活習慣の改善や介護予防を進めるため、スポーツなどを
通じた健康づくりに取り組みます
① ウォーキングなどの運動による生活習慣の改善や、日常生活

よこはまウォーキングポイント事

の中で取り組める仕組みなどによる健康づくりの推進

業（登録者数：300,306 人）、健康横

★所管局：健康福祉局、環境創造局、道路局、各区

浜２１推進事業の推進など

② 高齢者も楽しむことができるスポーツの推進ほか生涯スポー

高齢者を対象とした講演会、講座・

ツの推進

教室等の実施（827 回）、各区におけ

★所管局：健康福祉局、市民局、環境創造局、各区

るヨコハマさわやかスポーツの普
及活動（9680 回）など

ウ

柱３「文化芸術の創造性を生かしたまちづくり」

主な取組の内容

平成 29 年度の取組状況

分野８：横浜らしい特色ある芸術フェスティバルをはじめとした文化プログラムの実施により、まちに
にぎわいを創出するとともに、横浜の魅力を世界に発信します
① 横浜トリエンナーレ、横浜芸術アクション事業など文化芸術

ヨコハマトリエンナーレ 2017（来場

創造都市・横浜ならではの文化プログラムの推進

者数：約 260,000 人）の開催、Dance

★所管局：文化観光局

Dance Dance ＠ YOKOHAMA2018 の開
催準備

② 環境技術を活用したアートイベント（スマートイルミネーシ

スマートイルミネーション横浜

ョン）やユニバーサルな文化事業（パラトリエンナーレなど）の

2017（来場者数：182,044 人）及び

実施

ヨコハマ・パラトリエンナーレ 2017

★所管局：文化観光局、健康福祉局

（来場者数：114,303 人）の開催
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主な取組の内容

平成 29 年度の取組状況

分野９：子どもたちの豊かな感性や創造性をはぐくむ文化芸術体験の充実や新進アーティストの支援と
いった次世代育成に取り組みます
①

子どもたちの文化芸術体験の充実

ヨコハマトリエンナーレ 2017 での

★所管局：文化観光局

学校団体の鑑賞受入れ（129 団体）
、
高校生、大学生を対象としたダンス
コンテストの開催など

② 新進アーティストの発掘・育成・支援

ネットワーク促進プログラムの実

★所管局：文化観光局

施、アーティスト・クリエーター向
け相談窓口の運営（相談件数 236 件）
など

分野 10：一人ひとりの市民が、地域におけるさまざまな文化芸術活動に参加し、いきいきと活動できる
環境の整備や文化芸術活動への支援を行います
①

地域における文化芸術活動の拠点機能の充実

企画展（国内外の障害者アーティス

★所管局：健康福祉局

トの入選作品展）の開催

②

実施検討

地域課題の解決につながる文化芸術活動の支援

★所管局：文化観光局
分野 11：アーティスト・クリエーターなど創造的な人材と企業や地域との共同を推進し、創造的産業の
集積・振興につなげ、創造性を生かしたまちづくりを進めます
① 企業やＮＰＯ、大学等と連携したアーティスト・クリエータ

ネットワーク促進プログラムの実

ーの集積とビジネス機会の創出

施、企業や関係者へのヒアリングの

★所管局：文化観光局

実施（17 件）など

② アーティスト・クリエーター同士のネットワークづくり

ネットワーク促進プログラムの実

★所管局：文化観光局

施、アーティスト・クリエーター共
同実施プログラムの実施

エ

柱４「横浜を世界に魅せる」

主な取組の内容

平成 29 年度の取組状況

分野 12：
「横浜ならでは」の魅力・コンテンツの発信により、国内外から人が訪れ、賑わう「千客万来
のまちづくりを進めます」
① 横浜ならではの魅力創出とシティプロモーションの展開

関内・関外地区における整備事業

★所管局：都市整備局、港湾局、道路局、総務局、文化観光局

等の推進、新横浜都心におけるま
ちづくりの取組推進、重点プロモ
ーション事業について戦略的なプ
ロモーション展開の実施など

② インバウンド対応強化など千客万来のまちづくり

海外旅行博・商談会への出展、市内

★所管局：文化観光局、国際局、経済局

事業者向けセミナーの実施、商店街
が行うＷｉ－Ｆｉ整備等への補助
金交付など
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主な取組の内容

平成 29 年度の取組状況

分野 13：来訪者の滞在環境の向上や都心部での緑化（花）等により来訪者や市民が「居心地がいい」と
感じるようなまちづくりを進めます
① バリアフリーの取組や案内サインの多言語化、通信環境の向

JR 関内駅北口及び JR 石川町駅南口

上などによる快適な滞在環境の提供

におけるバリアフリー対応工事、市

★所管局：都市整備局、交通局、道路局、国際局等

営地下鉄５駅における案内サイン
のリニューアルなど

② 花や緑による賑わいの創出

都心臨海部の緑花の推進、第 33 回

★所管局：環境創造局

全国都市緑化よこはまフェアの開
催

③

都心臨海部における新たな交通による回遊性の向上

★所管局：都市整備局、交通局、港湾局

高度化バスシステムの導入に向け
た検討、官民協働による水上交通社
会実験を踏まえたイベントの実施
など

分野 14：再生可能エネルギー等の活用や環境に配慮したライフスタイルの推進など、世界のモデルとな
るスマートシティの実現を目指します
① エネルギーマネジメントの推進・再生可能エネルギー・水素

燃料電池自動車等の活用に向けた

等の活用

検討・関係者調整など

★所管局：温暖化対策統括本部、環境創造局、資源循環局
②

環境に配慮したライフスタイルの推進

環境に配慮したライフスタイルの

★所管局：温暖化対策統括本部、資源循環局

普及啓発活動や環境教育の実施
（YES 講座：413 回等）、食品ロス削
減に向けたシンポジウム等の開催
（６回）など

③

みなとみらい 21 地区を中心に、スマートなまちづくりに向

コージェネレーションシステム導

けた環境ショーケースとしての取組の推進

入に向けた関係者との調整の実施

★所管局：温暖化対策統括本部

など

分野 15：世界に開かれた国際都市・ビジネスチャンスあふれる都市 横浜を発信します
① MICE 機能や客船の受入環境の強化

MICE 施設の工事着工、超大型客船の

★所管局：文化観光局、都市整備局、港湾局

受入機能強化のためのＣＩＱ施設
の一部完成など

②

ビジネス環境の向上とプロモーションの充実によるビジネ

国内外への効果的なプロモーショ

ス機会の拡大

ン事業手法の検討、トップセールス

★所管局：経済局

の実施、オンライン窓口の設置など
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（２）30 年度版の更新について（資料２）
各区局の 30 年度の取組内容に合わせて更新を行いました。新たな取組として３項目を追加し、取
組数は 82 項目から 85 項目へ増加しました。また、取組内容を見直した取組が５項目、取組内容を追
加、具体化した項目が 15 項目あります。
ア

新規に追加した取組：３項目

主な取組の内容

所管局

ページ

(ｱ)

文化観光局

P.16

都市整備局

P.22

環境創造局

P.23

beyond2020 プログラムの認証の実施

国が進める文化プログラムの認証制度である「beyond2020 プログラム」
の認証組織となり、国と連携して 2020 年に向けた機運醸成を図るとともに、
認証業務を通じて、共生社会・国際化につながる市内の文化芸術活動を促進
します。
(ｲ) 広告付案内サイン・公衆無線 LAN（Ｗｉ－Ｆｉ）整備
国内外からの来街者に快適な滞在環境を提供するため、外国人観光客を
はじめ多くの来街者が訪れる横浜都心部の公共空間（道路等）において、訪
日外国人等からのニーズの高い公衆無線 LAN（Ｗｉ－Ｆｉ）や、案内サイン
を整備し、良好な管理運営を行うことで、滞在環境の向上を図ります。
(ｳ) ガーデンシティ横浜の推進のための先導的な取組である「ガーデンネ
ックレス横浜」の展開
都心臨海部や、郊外部の里山ガーデンを中心として、全市・地域で花と緑
による街の魅力形成、賑わいの創出を図り、花や緑で彩られた美しい街、横
浜を内外にアピールします。

イ

取組内容を見直した取組：５項目
29 年度の作成以降の状況変化に応じて取組内容の見直しを行いました。
主な取組の内容の変更点
②
旧

所管局

ページ

新進アーティストの発掘・育成・支援
プラットフォームの設立・運営

(H29)
②

新進アーティストの発掘・育成・支援
クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ（※）、ア
ーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助

(ｱ)
新
(H30)

成
（※）クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ：
次世代のアーティストの育成・キャリアアップ支援
のための助成制度（助成金の交付のほか、広報など
の活動支援も実施）
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文化観光局

P.17

主な取組の内容

所管局

ページ

障害のある方の文化芸術活動を支援する環境及び仕組みの
整備
障害のある方の文化芸術活動を支援する環境及び仕組み

旧
(H29)

を整備するため、課題の抽出や人材育成研修、芸術分野のジ
ャンルを問わず多彩な企画展の開催等を通じて、関係団体
をネットワーク化し、協議会機能の構築を目指します。

(ｲ)

障害のある方の文化芸術活動を支援する環境及び仕組みの

健康福祉局

P.18

国際局

P.21

資源循環局

P.23

整備
新
(H30)

障害者芸術文化活動を支援する人材を確保します。また、
カリキュラムの作成及び企画展を通じた実地活動の場を作
り、支援人材の育成を図っていきます。
これらの取組を通して、活動団体の更なる活性化を図り、
将来的な協議会機能の構築を目指します。
外国人観光客の受入環境の充実
（省略）

旧
(H29)

・来日外国人等が利用可能な医療機関や、災害発生時の
避難先など、安心な滞在に向けた情報をスマートフォ
ンにより多言語で提供できるアプリを開発します。

(ｳ)
外国人観光客の受入環境の充実
新
(H30)

（省略）
・災害発生時の避難先など、来訪外国人等の安心な滞在
に向けた多言語情報をスマートフォン向けに提供しま
す。
きれいな街並みに向けた環境整備

旧
(H29)

（省略）
○大会期間にあわせてポイ捨て・歩行喫煙防止パトロー
ルを集中的に実施するほか、臨時喫煙場所の設置

(ｴ)

きれいな街並みに向けた環境整備
新
(H30)

（省略）
○大会期間にあわせてポイ捨て・歩行喫煙防止パトロー
ルを集中的に実施
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主な取組の内容

所管局

ページ

再生可能エネルギーの活用及びプロモーション
（省略）

旧

○焼却工場で発電した電力で、ごみ収集車を充電するシ

(H29)

ステムの導入
(ｵ)

再生可能エネルギーの活用及びプロモーション
新
(H30)

資源循環局

P.25

（省略）
○焼却工場で発電した電力で、ごみ収集車を充電するシ
ステムの導入検討

ウ

取組内容を追加・具体化した取組：15 項目

(ｱ) 柱１「両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし」
取組項目

所管局

ページ

外国人診療の支援

医療局、医療

P.3

局病院経営
本部、国際局
都市ボランティアの育成・活用

市民局、国際
局

P.6

等

教育委員会、 P.7

グローバル人材の育成等

国際局
(ｲ) 柱２「スポーツを通じて横浜を元気に」
取組項目
小中学生とオリンピック・パラリンピック出場経験者等との交流

所管局

ページ

市民局、教育

P.9

委員会
P.10

市民参加型スポーツイベントの充実

市民局、各区

障害者スポーツの場の確保と種目の普及

健康福祉局、 P.12
市民局

障害の有無に関わらず、誰もが一緒に参加できるスポーツイベントの実施

健康福祉局、 P.12
市民局

東京 2020 大会を契機とした、運動意欲の向上や運動機会の充実

教育委員会

P.13

幼児期における運動習慣の啓発・普及活動

こども青少

P.13

年局、市民局
高齢者向けのスポーツ教室・イベントの実施

健康福祉局
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P.14

(ｳ) 柱３「文化芸術の創造性を生かしたまちづくり」
取組項目
ユニバーサルな文化事業の実施

所管局

ページ

健康福祉局、

P.16

文化観光局
(ｴ) 柱４「横浜を世界に魅せる」
取組項目

所管局

ページ

シティプロモーションの展開

文化観光局

P.21

国内外からの集客の推進

文化観光局

P.21

商店街のインバウンド対応強化への支援・プロモーションの実施

経済局

P.21

客船の誘致・受入機能の強化

港湾局

P.26
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２ 平成 30 年度の主な取組状況（市民局中心）
（１）両大会共通の取組
ア

交通輸送

ラグビーワールドカップ 2019™については、平成 29 年度に交通輸送基本計画を策定し、平成
30 年度は、案内デスクの設置やボランティアによる案内・誘導などを盛り込んだ交通輸送実施
計画の策定を進めています。
東京 2020 大会については、交通輸送に関する組織委員会の検討状況を関係者と共有すると
ともに、国・組織委員会・自治体・経済界が一体となった「東京 2020 大会交通輸送円滑化推進
会議」において交通量を減らす交通需要マネジメントの取組等が検討されています。
イ

警備

ラグビーワールドカップ 2019™については、平成 29 年度に横浜国際総合競技場で行われた
大規模イベントの開催状況等を調査し、警備上の課題整理を行いました。平成 30 年度は、周
辺地域の安全対策、危機管理対策などを盛り込んだ警備計画の策定を進めています。
東京 2020 大会については、ラグビーワールドカップ 2019™における取組や課題の共有を進
めました。
ウ

危機管理

平成 29 年度に両大会の危機管理基本計画を策定し、平成 30 年度は、より詳細な危機管理計
画の策定を進めています。
平成 30 年９月 12 日には、横浜国際総合競技場において、関係区局や関係機関による両大会
に向けたテロ対策合同訓練を実施しました。
エ

救急・医療

市内の医療関係機関等の皆様とともに、両大会における会場及び周辺の医療救護や開催期間
中の市内救急医療体制等について検討しています。
オ

会場整備

(ｱ) 横浜国際総合競技場

平成 29 年度から 30 年度にかけて照明設備の LED 化、デジタルサイネージの設置、トイレ
のリニューアル、観客席等の改修・更新、ハイブリッド芝への張替えなどを行っています。
今後は、会場の記者席やコーチボックスをはじめとした仮設施設の設置などを実施していき
ます。
(ｲ) 横浜スタジアム

平成 32 年 2 月完成に向けて、収容人員が約６千人増える座席の増席や回遊デッキの新設、
エレベータ新設などのバリアフリー化推進の工事が進められています。
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（２）ラグビーワールドカップ 2019™に向けた取組
ア

機運醸成に関する取組状況

イベント名

内容

【カウントダウン関連】

開幕500日前カウントダウン
イベント【５月６日】
於：ランドマークプラザ

・開催都市特別サポーターによるトーク
ショー
・来浜国（ニュージーランド、アイルラン
ド）の踊り、音楽のパフォーマンス
・ラグビー体験コーナー
・館内フォトラリー
・横浜開催試合のPRコーナー（来浜国ユニ
フォーム・パネル展示等）

カウントダウン表示開始
【５月８日】

・日産スタジアム屋外大型ビジョン
・各区役所等へのカウントダウンボード
設置

各種イベント等でのPR

・ザ・よこはまパレード（5/3）
・2018ITU世界トライアスロンシリーズ
横浜大会EXPO（5/12・13）
・ガーデンネックレス横浜2018
（4/12～5/8）

カウントダウンボード設置
【８月16日】

・中区役所
・横浜駅みなみ西口

キヤノンラグビーウォールギ
ャラリーお披露目
【８月17日】

・市営地下鉄関内駅でのウォールギャラ
リー設置
・市営バス（フルラッピングバス）の車内
展示

カウントダウンボード設置
【９月20日】

・ランドマークプラザ３階「風の灯台」前
（除幕式は１階で実施）

トップリーグの試合と連携し
たPR実施【９月22日】

・開幕１年前限定グッズ配布（2,019個）
・試合会場でのラグビーワールドカップ
2019™ PR

500日前

400日前

１年前

開幕 500 日前
（カウントダウンイベントでのニュージ
ーランドの舞踊ハカの披露）

開幕 400 日前
（キヤノン ウォールギャラリー）
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※除幕式実施

開幕 1 年前
（カウントダウンボード除幕式）

【イベント関連】

・日本代表対イタリア代表（６月９日：八景島）
日本代表戦等のパブリック ・日本代表対ジョージア代表
（６月23日：イオンシネマ港北ニュータウン）
ビューイング
・スーパーラグビー（７月７日：ヨコハマNEWSハーバー）
ラグビーワールドカップ出
場経験者等による市内小学 ・１区１校、全18校を訪問予定。
（現在４校で実施済み）
校訪問
親子ラグビー教室
（全５回）

・開催都市特別サポーター（神奈川・横浜）の吉田義人氏
による、親子ラグビー教室を全５回実施予定（７月、９
月、10月、11月、３月）

【広報・ＰＲ関連】

シティドレッシング
（３～６月、９～11 月）

広報関係

各区におけるＰＲ事業の
支援

・開催都市住民向けチケット先行販売期間・開幕500日前の
機会を捉え、関内駅周辺・桜木町駅周辺で掲出（計550枚）
・開幕１年前の機会を捉え、横浜駅や新横浜駅で掲出
・特設ＷＥＢサイトの運用開始（４月）
・SNSの運用開始（６月）
・県内全域のセブンイレブン・イトーヨーカ堂等へのポス
ター掲出（約1,400枚）
・広報よこはまへのコラム掲載（隔月）
・市内発行のフリーペーパーへの記事掲載（サンケイリビ
ング、ヨコハマよみうり、スポーツよこはま等）
・大会紹介パネルや来浜国ユニフォーム貸出等、各区で実
施するラグビーワールドカップＰＲ事業の開催を支援

【今後実施予定の主なイベント等】
・決勝戦１年前イベント（11 月）
・「第 11 回ヒーローズカップ」※を日産スタジアムで開催（平成 31 年２月）。地区大会（前回
大会実績：参加 200 チーム）を勝ち上がってきた、16 チームで優勝を争います。
※小学生ラグビーチーム唯一の全国大会で、第 10 回までは花園ラグビー場、キンチョウス
タジアム等関西で開催され、大会創設以来、初めて横浜で開催されます。
（後援：日本ラグビーフットボール協会、スポーツ庁）

過去のヒーローズカップ
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イ

キヤノン ブレディスローカップ 2018

「ブレディスローカップ」は、ニュージーランド代表対オーストラリア代表の伝統の一戦で
あり、この試合をラグビーワールドカップ 2019™に向けた盛り上げに加え、交通輸送・警備な
ど大会運営面の確認・検証の絶好の機会と捉え、本番に近い環境で様々な取組を行います。
©Getty Images

(ｱ) 大会概要

〇日時：10 月 27 日（土）15：00 キックオフ
〇会場：日産スタジアム
〇対戦カード：
ニュージーランド代表 対 オーストラリア代表
(ｲ) ブレディスローカップに合わせた取組

昨年のブレディスローカップ

〇日新豪少年少女ラグビー交流フェスティバル
ニュージーランド、オーストラリアの子どもたちを
招いて、日本の子どもたちとラグビーを通じた国際交
流を図る「日新豪少年少女ラグビー交流フェスティバル」
を実施します。
・日程：10 月 26 日（金）～29 日（月）
昨年の日豪少年少女ラグビー交流フェスティバル

・会場：日産フィールド小机他

・内容：日新豪の子どもたちによる交流試合、ブレディスローカップ観戦、
ラグビークリニック、文化交流など
〇機運醸成の取組について
当日イベントの実施や、各種イベントにおいてブース出展を行うなど、ブレディスローカ
ップの機運醸成を図っていきます。
〇大会運営面の確認・検証について
ブレディスローカップ当日は、案内デスクの設置や案内ボランティアを配置するなどの大
会運営面での確認・検証を行います。
ウ

ボランティアに関する取組状況

大会ボランティア
運営主体

組織委員会・開催都市が合同で実施（募集・採用・研修等）

主 な 応 募 ・満 18 歳以上
条件

・１日あたり最長８時間の活動にご参加いただけること

活動場所

競技会場、大会関係施設、最寄駅周辺、ファンゾーンほか

活動内容

観客サービスサポート、現地案内サポート、輸送サポートほか

募集期間

平成 30 年４月 23 日（月）～７月 18 日（水）

募集人数

全国：約１万人

応募状況
スケジュ
ール

神奈川・横浜：1,500～2,000 人
全国：約 38,000 人

面接

共通研修

配置別研修

11/30・12/1・12/2

平成 31 年１月～

平成 31 年６月～
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エ

ファンゾーン

ファンゾーンとは、大会期間中にパブリックビューイング、ケータリング、ラグビー普及啓
発活動等が行われるイベントスペースのことで、開催都市が設置するものです。
国内外から多くの観戦客やメディアが横浜に来訪し、その多くが訪れるファンゾーンは、試
合が行われる横浜国際総合競技場と並び、横浜の魅力を世界に発信するうえで重要なイベント
スペースとなります。
【神奈川・横浜のファンゾーン概要】
〇開催場所：臨港パーク
〇開催日

：日本代表戦や横浜国際総合競技場での試合が開催される日を中心に開催

〇開催内容：パブリックビューイング、ステージイベント、ラグビー体験、飲食ブース
コマーシャルパートナーブース出展等
〇テストイベント：今年 11 月３日の日本代表戦（味の素スタジアム）に合わせて臨港パーク
で開催

ファンゾーンのイメージ図

オ

公認チームキャンプ地

横浜市は、アイルランド、スコットランド（両チームは日本と同じプールＡに所属）の公認
チームキャンプ地に決定しました。
〇練習グラウンド、ジム（仮設）：関東学院大学金沢文庫キャンパスサブグランド
〇屋内練習場、プール：横浜市立大学総合体育館
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（３）東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた取組
ア

機運醸成に関する取組状況
イベント名

内容

【カウントダウン関連】
横浜にオリンピックがやっ
てくる！【Tokyo 2020 2
Years to Go!】in Yokohama
【８月４日】
於：クイーンズスクエア横浜

・オリンピアントークショー
・大会マスコットトークショー・撮影会
・審判員ファッションショー
・ボッチャ体験会
・オリジナル缶バッジ作り ほか

ブース展示等

・市庁舎市民広間での展示（７月17日～８月10日）
・組織委員会カウントダウンイベントでのブース
出展（７月24日 於:東京スカイツリータウン）
・市営地下鉄での交通広告

２年前を契機にスタートし
た取組

・１万人の笑顔でつくる！フォトモザイクアート
・カウントダウンボード設置拡充

２年前

横浜にオリンピックがやってくる！
【Tokyo 2020 2 Years to Go!】in Yokohama

市庁舎市民広間での展示

【イベント関連】

オリンピアン・パラリンピアンによ ・平成30年度は、小学校34校・中学校18校・特別
る市内小・中・特別支援学校訪問
支援学校１校を訪問予定（現在20校で実施済み）
【広報・ＰＲ関連】
参画プログラム（公認プログラム、応
援プログラム）の推進

・平成30年度は、市の取組８件を公認プログラムと
して認証済（８月末時点）

・ＣＤ・ＤＶＤを市役所・区役所・市立図書館で貸
東京五輪音頭2020の普及促進（６月～） 出（地域の祭りや盆踊りなどで使用）
・区役所を中心に舞踊団体等の協力を得て展開
広報関係
・東京2020大会横浜市ＷＥＢサイト開設（８月）
・各区で実施するオリパラＰＲ事業の開催支援
各区におけるＰＲ事業の支援
（法被の貸し出しやピンバッジの配布等）

【今後実施予定の主なイベント等】
・「ジャパンウォーク in YOKOHAMA 2018 秋」
（11 月 10 日）
40 人程度のオリンピアン・パラリンピアンとウォーキング等を楽しむイベント
主催：東京 2020 大会のパートナー企業複数社による実行委員会（事務局・朝日新聞社）
共催：横浜市市民局

・開幕 500 日前キャンペーン（３月）
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イ

ボランティアに関する取組状況

横浜市・都市ボランティア
横浜市
次の５つ全てにあてはまる方
・2002 年（平成 14 年）４月１日以前に生まれた方
・日本国籍を有する方または日本に居住する資格を有する方
・日本語によるコミュニケーションができる方
応募条件
・電子メールでの連絡やホームページの閲覧ができる方
・（公財）横浜市体育協会が運営する「横浜市スポーツボランティアセンタ
ー」にご登録いただける方
競技会場（横浜スタジアム、横浜国際総合競技場）周辺、
活動場所
競技会場最寄駅周辺、最寄駅～競技会場など
活動内容
交通案内、観光案内、美化推進、イベント補助、ボランティア事務局補助
活動期間・ 原則として３日以上（東京 2020 大会の開催期間及び開催期間前後を通じて）
時間
１日５時間程度（休憩時間を含む）
募集期間
平成 30 年９月 12 日（水）～12 月 12 日（水）
募集人数
2,500 人程度
応募方法
WEB、FAX、郵送により、個人またはグループ（４名まで）で応募可能
第一段階：応募者多数の場合は抽選
決定方法
※抽選時は、横浜市在住・在勤・在学者を優先
第二段階：面談
待遇
ユニフォーム、飲食、保険、交通費相当を提供
運営主体

ウ 事前キャンプ・ホストタウンの取組状況
(ｱ) 英国事前キャンプ・ホストタウンの取組

英国代表チームの事前キャンプに向けて、関係機関との調整及び視察受け入れを行っていま
す。また、ホストタウンの取組として、川崎市、慶應義塾大学と広報用ツールやＷＥＢサイト
等を作成するとともに、英国選手と小学生との交流も積極的に実施しています。
〇2020 年英国代表チームの事前キャンプ
キャンプ予定地（横浜市内）
横浜国際プール（都筑区）
慶應義塾大学日吉キャンパス（港北区）
〇川崎市、慶應義塾大学と共同でのウェブサイトの公開
８月 30 日に英国チーム応援ＷＥＢサイト
「ＧＯ ＧＢ 2020」を公開しました。
〇選手との交流
平成 30 年５月 11 日、12 日に英国トライアスロンチームと
地元小学校との交流を実施しました。

選手との交流

(ｲ)ホストタウンの取組について（英国以外）

横浜市は、４月 27 日にイスラエル国・チュニジア共和国、８月 31 日にベナン共和国・ボツ
ワナ共和国のホストタウンとして、新たに登録されました。今後、国際局と連携しながら、さ
らなる交流を深めていきます。
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エ

オリンピック聖火リレー

(ｱ) リレー日程

平成 32 年３月 26 日に福島県をスタートし、全国 47 都道府県を回ります。
神奈川県では６月 29 日～７月１日の３日間で実施されます。
(ｲ) ルート選定

各都道府県内のルート案は、各都道府県の実行委員会において選定を進め、平成 31 年に
発表される予定です。
神奈川県においても、知事を会長とする実行委員会において現在検討中です。
(ｳ) ランナー選考

ランナーの選考基準は、平成 31 年に決定する予定です。
各都道府県やスポンサーが選考した候補者を含むすべてのランナーを組織委員会がとり
まとめ、IOC の了解を得て決定します。

オ

競技日程の決定

平成 30 年 7 月 18 日、国際オリンピック委員会（IOC）理事会にて、東京 2020 オリンピック
競技大会の競技日程が承認されました。
横浜スタジアムについては、承認後にソフトボールの試合数が変更となり、現在、野球を含
む詳細な競技日程の調整が行われています。
なお、横浜国際総合競技場は、
「ＦＩＦＡワールドカップ」
「ラグビーワールドカップ」
「オリ
ンピック」の３大会で決勝戦が行われる、世界で初めての競技場となります。

会場名

競技名

競技日程

開催
日数

試合数等

ソフトボール

調整中

決勝戦を含む 11 試合

野球

調整中

決勝戦を含む 15 試合

横浜スタジアム

横浜国際総合
競技場

サッカー

７月 23 日（木）
～８月８日（土）

８日

女子準決勝（8/3）
、
男子決勝（8/8）を含む
11 試合

※１ 日程については、今後も組織委員会と国際競技団体との間で引き続き調整が行わ
れ、変更の可能性があります。
※２ 【9 月 12 日組織委員会発表】野球・ソフトボール競技について、福島あづま球場
での試合開催数を、ソフトボール 6 試合、野球 1 試合とすることを、世界野球ソフ
トボール連盟（WBSC）および IOC と合意されました。詳細な競技スケジュールにつ
いては、引き続き調整が進められています。
※３ 今回、承認を受けた競技日程は、各競技、チケット単位のセッションの開始時間
と終了時間を記載した、セッションスケジュールと呼ばれる日程です。
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ࡍࠋ
 ᒇእᗈ࿌≀ࡢᑐᛂ
ࠉࠉ୧ࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάືࢆጉᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࢡࢭࢫ࣮ࣝࢺୖ
ࠉࠉࡢᒇእᗈ࿌≀ࡘ࠸࡚⤌⧊ጤဨ㐃ᦠࡋ࡚ᑐᛂࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᬒほ⥔ᣢᏳᑐ⟇ࡢࡓࡵࠊᮇ㛫๓ᮇ㛫୰ሙ࿘㎶ࡸᕷෆせ㥐࿘
ࠉࠉ㎶࡛ࡢ㊰ୖ㐪ᗈ࿌≀ࡢ㝖༷ࢆᙉࡋࡲࡍࠋ

ᡤ⟶ᒁ

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

㹼+

࠙ᶓᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏሙࠚ
࣭ሙタ࠾ࡅࡿ➇ᢏ⏝↷᫂タഛ࡞ࡢᨵಟࢆᐇ
࣭ሙタ࠾ࡅࡿ➇ᢏ⏝ࡢሙෆᨺ㏦タഛ➼ࡢಖᕤࡸࢺࣞࡢቑタࠊὒ
ᕷẸᒁ
ᘧࡸࢸࣞࣅᨺ㏦㛵㐃タഛࡢ᭦᪂࡞ࢆᐇ
ᗣ⚟♴ᒁ
⎔ቃ㐀ᒁࠉ➼ ࠙ᶓࢫࢱࢪ࣒ࠚ
࣭⤌⧊ጤဨ➼ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊᶓࢫࢱࢪ࣒ࡢቑ⠏࣭ᨵಟᕤࡢ୰
࡛ࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢቑタ➼ࣂࣜࣇ࣮ࣜࡢ᥎㐍ྥࡅࡓᕤࢆᐇ

+࣭

ᕷẸᒁ
㒔ᕷᩚഛᒁ

ճ ⤌⧊ጤဨ㐃ᦠࡋࡓ㐠Ⴀ࣎ࣛࣥࢸࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝
 㐠Ⴀ࣎ࣛࣥࢸࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝
ࠉࠉ⤌⧊ጤဨ㐃ᦠࡋࠊ㐠Ⴀࢆᢸ࠺࣎ࣛࣥࢸࡢ⫱ᡂྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
+㹼
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

3

ᕷẸᒁ

࣭せᖿ⥺㐨㊰ࡸ㕲㐨㥐࿘㎶ࢆ୰ᚰࠊ㊰ୖ㐪ᗈ࿌≀ࡢ᧔ཤࢆᐇ

࠙୧ඹ㏻ࠚ
࣭࣎ࣛࣥࢸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛤ദ㸸㸱ᅇ
࣭ࠕᶓᕷࡢ࣎ࣛࣥࢸᇶᮏ᪉㔪ࠖࡢ⟇ᐃ
࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭ᖺ㸲᭶ࡢ࣎ࣛࣥࢸເ㞟ྥࡅࡓ‽ഛ
࠙ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠚ
࣭⤌⧊ጤဨࡢ㐃ᦠཬࡧሗ㞟

ᰕ䠍䚷䚷୧䛾ᡂຌ䛻ྥ䛡䛶䜸䞊䝹ᶓ䛷䛚䜒䛶䛺䛧
ศ㔝䠖୧䛻ྥ䛡䛶ᶵ㐠䜢㔊ᡂ䛧䚸䜢┒䜚ୖ䛢䜎䛩䠄㻝㻛㻞䠅
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉᶵ㐠ࡢ㔊ᡂ୧ࢆ┒ࡾୖࡆࡿࡓࡵࡢᗈሗ࣭࣋ࣥࢺࡢᐇ
᪤Ꮡᗈሗㄅࠊᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆά⏝ࡋࡓᗈሗ
ࠉࠉᗈሗィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊࠕᗈሗࡼࡇࡣࡲࠖ➼ࡢ᪤Ꮡᗈሗࢶ࣮ࣝࡸᆅୗ㕲㥐ࢆά⏝ࡋ
ࠉࠉࡓຠᯝⓗ࡞ࡢ㹎㹐ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ➇ᢏ㛤ദணᐃ㒔ᕷ࡛࠶ࡿᶓࢆ⤂ࡍࡿ㹎㹐ື⏬ࢆసᡂࡋࠊ࣋ࣥࢺ➼࡛ᨺᫎ
ࠉࠉࡍࡿࡇࡼࡾᶵ㐠ࡢ㔊ᡂࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ࣭ᗈሗィ⏬ࡢ⟇ᐃ
ࠉࠉࠉ࣭ࠕᗈሗࡼࡇࡣࡲࠖࡢά⏝
ࠉࠉࠉ࣭㹎㹐ື⏬ࡢసᡂ࣭ά⏝
ࠉࠉࠉ࣭ᆅୗ㕲㥐ࢆά⏝ࡋࡓ㹎㹐ࡢᐇࠉ
ሗⓎಙᣐⅬࡢタ⨨
ࠉࠉᕷෆࡢせ㥐㹎㹐ࢫ࣮࣌ࢫ➼ࢆタ⨨ࡋࠊ୧ࡢㄆ▱ᗘࡢྥୖࡸࠊ㛵㐃
ࠉࠉ࣋ࣥࢺࡢᗈሗྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
࢘┒ࡾୖࡆ࣋ࣥࢺ➼ࡢᐇ
ࠉ⠇┠ࡈࡢ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࡸࠊྛ༊࠾ࡅࡿ┒ࡾୖࡆ࣋ࣥࢺ➼ࡢᐇࡼ
ࠉࠉࡾࠊ୧ྥࡅࡓᶵ㐠㔊ᡂࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
࣭㝈ᐃ㌴ๆࡢ㈍
࣭⠇┠ࡈࡢ࢝࢘ࣥࢺࢲ࢘ࣥ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ
࣭࢝࢘ࣥࢺࢲ࣮࢘ࣥ࣎ࢻࡢタ⨨
࣭ྛ༊࠾ࡅࡿᶵ㐠㔊ᡂ࣋ࣥࢺࡢᐇ
࢚᪤Ꮡ࣋ࣥࢺ㐃ᦠࡋࡓᶵ㐠㔊ᡂ
ࠉࠉ༊Ẹࡲࡘࡾࡸᾘ㜵ฟึᘧ➼ྛ✀᪤Ꮡ࣋ࣥࢺ㐃ᦠࡋࡓ㹎㹐άືࡸࠊࣃࣛࣜࣥ
ࠉࠉࣆࢵࢡ➇ᢏయ㦂➼ࢆᐇࡋࡲࡍࠋ

࢜ࢸࢫࢺ࣋ࣥࢺ㐃ᦠࡋࡓᶵ㐠㔊ᡂ
ࠉࢸࢫࢺ࣋ࣥࢺ࠾ࡅࡿ㹎㹐άືࡢᐇࡼࡾࠊᮏ␒ྥࡅࡓ┒ࡾୖࡀࡾ
ࠉࠉࢆ㧗ࡵࡲࡍࠋ
࢝⾤ࡢ㣭
ࠉࠉࣂࢼ࣮➼ࡢ㣭ࡼࡿ㹎㹐άືࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࠉ࣭➇ᢏሙࡸ➇ᢏሙ࿘㎶ཬࡧᕷෆせ㥐➼ࡢࣂࢼ࣮࡞ࡢ㣭ࡼࡿ
㹎㹐άື
ࠉࠉ࣭ᆅඖၟᗑ⾤㐃ᦠࡋࡓ㹎㹐άື
ࠉ࣭ࡲࡕ࡞ࡳࣛࢵࣆࣥࢢࡢ᳨ウ࣭ㄪᩚ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

ᕷẸᒁ
㏻ᒁ
㹼+
㹼+
+㹼
+࣭

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭ᗈሗィ⏬ࡢ⟇ᐃ
࣭ࠕᗈሗࡼࡇࡣࡲࠖࡢሗᥖ㍕㸸㸵ᅇ
࣭㹎㹐ື⏬సᡂά⏝
࣭ᆅୗ㕲㥐ࠊࣂࢫࢆά⏝ࡋࡓ㹎㹐ࡢᐇ
࣭ᕷẸᒁ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ሗࢆⓎಙ
࠙ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠚ
࣭ࠕᗈሗࡼࡇࡣࡲࠖࡢሗᥖ㍕㸸㸯ᅇ
࣭ᕷẸᒁ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ሗࢆⓎಙ

ᕷẸᒁࠉ➼

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭ᆅୗ㕲᪂ᶓ㥐ࡢつᐃ┳ᯈᥖฟ
࣭ࣛࢵࣆࣥࢢࣂࢫෆ࡛ࡢᗈ࿌ᥖฟ

ᕷẸᒁ
㏻ᒁࠉ➼

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭࢝࢘ࣥࢺࢲ࣮࢘ࣥ࣎ࢻタ⨨㸸㸰ᇶ
࣭࢝࢘ࣥࢺࢲ࢘ࣥ࣋ࣥࢺࡢᐇ㸸㸲ᅇ
࣭ࣃࣈࣜࢵࢡࣅ࣮ࣗࣥࢢ㸸㸳ᅇ
࣭༊࡛ࡢᶵ㐠㔊ᡂ࣋ࣥࢺᐇ
࠙ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠚ
࣭ࣇࣛࢵࢢḼ㏄࣋ࣥࢺࡸ᪥๓࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆᐇࠋ
࣭༊࡛ࡢᶵ㐠㔊ᡂ࣋ࣥࢺᐇ

㹼+

ᕷẸᒁ
ྛ༊ᒁࠉ➼

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭ྛ✀࣋ࣥࢺࡢ35ࣈ࣮ࢫฟᒎ㸸ᅇ
࠙ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠚ
࣭᪤Ꮡࡢつᶍ࣋ࣥࢺ㐃ᦠࡋࠊࣈ࣮ࢫฟᒎࡸࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏయ㦂
ࠉ➼ࢆᐇ㸸㸴ᅇ

+࣭

ᕷẸᒁࠉ➼

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭ࡢ᪥ᮏ௦⾲YV࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ௦⾲ᡓྜࢃࡏࡓ35άື➼

+࣭

ᕷẸᒁ
⤒῭ᒁ
㏻ᒁ
㈨※ᚠ⎔ᒁ
ᕤᐇᡤ⟶ᒁ
ྛ༊ࠉ➼

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭᪥ᮏ௦⾲ᡓࡸࢳࢣࢵࢺ㈍➼ࡢᶵྜࢃࡏࡓ➇ᢏሙ࿘㎶ࠊ᪂ᶓ㥐ࠊ
ࠉせ㥐ࡢࣂࢼ࣮ᥖฟ
࣭᪥ᮏ௦⾲ᡓ࠶ࢃࡏࡓ࣐ࣜࣥࢱ࣮࣡ࡢ≉ูࣛࢺࢵࣉ

+㹼

+࣭
ࠉ+㹼
+㹼
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ᰕ䠍䚷䚷୧䛾ᡂຌ䛻ྥ䛡䛶䜸䞊䝹ᶓ䛷䛚䜒䛶䛺䛧
ศ㔝䠖୧䛻ྥ䛡䛶ᶵ㐠䜢㔊ᡂ䛧䚸䜢┒䜚ୖ䛢䜎䛩䠄㻞㻛㻞䠅
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
࢟ᕷẸཧຍࡼࡿ⪷ⅆ࣮ࣜࣞ
ࠉࠉᮾி㛵㐃ࡋ࡚ᐇࡉࢀࡿ⪷ⅆ࣮ࣜࣞࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢᕷẸࡀ
ࠉࠉ㛵ࢃࡿᶵࢆቑࡸࡍࡓࡵࠊ࣮࣮ࣜࣞࣝࢺࡢㄏ⮴ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ࢡࣃࣈࣜࢵࢡࣅ࣮ࣗࣥࢢࡢᐇ
➇ᢏሙ࡛ほᡓ࡛ࡁ࡞࠸᪉ࠎࡢࡓࡵࣃࣈࣜࢵࢡࣅ࣮ࣗࣥࢢࢆ㛤ദࡋࠊከࡃ
ࠉࠉࡢᕷẸࡀឤືࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ
䜿㻌䝯䝎䝹ไస䛻ྥ䛡䛯ᑠᆺᐙ㟁➼䛾ᅇ
ࠉࠉᕷẸࡢࡳ࡞ࡉࡲࡀ࠾ᣢࡕࡢ⏝῭ࡳᑠᆺᐙ㟁➼ࡣࠊ࣓ࢲࣝࡢไసᚲせ࡞㔠
ࠉࠉᒓࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⤌⧊ጤဨ㐃ᦠࡋࠊᮾி࡛⏝ࡍࡿ࣓ࢲࣝไ
ࠉࠉసྥࡅࠊᑠᆺᐙ㟁➼ࡢᅇࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
ղࠉ᮶ゼ⪅ࢆ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝ྥࡅࡓྲྀ⤌
㻌㻌㻌䜰㻌㒔ᕷ䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾⫱ᡂ䞉ά⏝
ࠉࠉ⤌⧊ጤဨ➼㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ㒔ᕷ࣎ࣛࣥࢸࡢ⫱ᡂࡸά⏝ྲྀࡾ⤌ࡳࡲ
ࠉࠉࡍࠋ
ࠉࠉࠉ㻌࣭άືෆᐜࠊάືሙᡤࠊつᶍࡢ᳨ウ
ࠉࠉ㻌㻌㻌࣭⏦㎸᪉ἲࠊᮇࠊ◊ಟయไࠊࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࠊ࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢ᳨ウ
ࠉࠉࠉ࣭እᅜேఫẸࡢ༠ຊࡼࡿእᅜㄒ࣎ࣛࣥࢸࡢ⫱ᡂ
ࠉ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

+

ᕷẸᒁ

࣭⤌⧊ጤဨ࠾ࡅࡿ⪷ⅆ࣮ࣜࣞ⯡ࡢ᳨ウ≧ἣᢕᥱᗇෆඹ᭷

+࣭

ᕷẸᒁࠉ➼

࣭⤌⧊ጤဨ࠾ࡅࡿ᳨ウ≧ἣࡢᢕᥱ
࣭ᖹᫀࡢࣃࣈࣜࢵࢡࣅ࣮ࣗࣥࢢ࡛ࡢ≧ἣ☜ㄆᗇෆඹ᭷

ᕷẸᒁ
㈨※ᚠ⎔ᒁ

+㹼

ᕷẸᒁ
ᅜ㝿ᒁࠉ➼

+㹼

ճࠉࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࣇࣥࢰ࣮ࣥࡢタ⨨ࡼࡿ᮶ゼ⪅ࡢ࠾ࡶ࡚࡞ࡋ
ࣇࣥࢰ࣮ࣥࡢタ⨨
ࠉࠉࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࡢ㛤ദక࠸ࠊබඹࡢ࢚࡛ࣜࣃࣈࣜࢵࢡ
+
ࠉࠉࣅ࣮ࣗࣥࢢ࡞ࣛࢢࣅ࣮ࣇࣥྥࡅࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ㛵ಀࡍࡿయ
ࠉࠉ㦂ࢆᥦ౪ࡍࡿࠕࣇࣥࢰ࣮ࣥࠖࢆタ⨨ࡋࡲࡍࠋ

ᕷẸᒁ

5

࣭ᖹᡂᖺᗘᅇᐇ⦼
ࠉᦠᖏ㟁ヰ㸸
ࠉࣃࢯࢥࣥ㸸
ࠉࡑࡢࠉ㸸
ࠉࠉྜィࠉࠉ㸸

࠙ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠚ
࣭࣎ࣛࣥࢸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛤ദ㸸㸱ᅇ࠙ᥖࠚ
࣭ࠕᶓᕷࡢ࣎ࣛࣥࢸᇶᮏ᪉㔪ࠖࡢ⟇ᐃ࠙ᥖࠚ
࣭ᅾఫእᅜேྥࡅ࣎ࣛࣥࢸධ㛛ㅮᗙࡢ㛤ദ㸸ྡཧຍ

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭ࣇࣥࢰ࣮ࣥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛤ദ㸸㸰ᅇ
࣭ࣇࣥࢰ࣮ࣥ㐠Ⴀィ⏬᭩9HUࡢ⤌⧊ጤဨࡢᥦฟ

ᰕ䠍䚷䚷୧䛾ᡂຌ䛻ྥ䛡䛶䜸䞊䝹ᶓ䛷䛚䜒䛶䛺䛧
ศ㔝䠖䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜻䝱䞁䝥䛾ཷධ䜔䝩䝇䝖䝍䜴䞁䛾ྲྀ⤌➼䜢㏻䛨䛯ᅜ㝿ὶ䜢㐍䜑䚸ᵝ䚻䛺ᅜ䛾ே䚻䛸⌮ゎ䛧ྜ䛔༠ാ䛷䛝䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ䛺䛹䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ

ձࠉࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࢟ࣕࣥࣉࡢཷධྥࡅࡓㄪᩚ
๓࢟ࣕࣥࣉࡢཷධ
ࠉࠉ㛵ಀᅋయ㐃ᦠࡋࠊᮾிฟሙࡍࡿⱥᅜ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ௦⾲ࢳ࣮࣒ࡢ
ࠉࠉ๓࢟ࣕࣥࣉࢆཷධࢀࡲࡍࠋేࡏ࡚ࠊᅜ㝿㒔ᕷࡋ࡚ࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎྥࡅ࡚᪂ࡓ
ࠉࠉ࡞ཷධࢀࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ࣭タ⏝ዎ⣙ࡢ⥾⤖
ࠉࠉ࣭㛤ദࡢ๓࢟ࣕࣥࣉࡢཷධ

ղࠉ࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥᵓࡢᐇ࡞ࡼࡿᅜ㝿ὶࡢ᥎㐍
࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥࡢྲྀ⤌
ࠉࠉⱥᅜࡢ࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥࡋ࡚ࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌࠊⱥᅜ㛵ಀ⪅➼ᕷẸࡢⓙᵝࡢὶᶵ
ࠉࠉࢆฟࡋࡲࡍࠋ
ࠉ᪂ࡓ࡞๓࢟ࣕࣥࣉࡢཷධࢀక࠺࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥⓏ㘓ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ࣭ⱥᅜ㛵ಀ⪅㐃ᦠࡋࡓὶ
ࠉࠉ࣭➼ཧຍࡍࡿࡓࡵ᮶᪥ࡍࡿⱥᅜ௦⾲㑅ᡭࡢὶ
ճࠉᩥࡢ␗࡞ࡿேࠎ༠ാࡍࡿጼໃࢆ㌟ࡘࡅࡓேᮦࡢ⫱ᡂ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂ➼
ࠉࠉࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂྥࡅࡓᏛᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡸࠊከᩥඹ⏕άືࡢ
ᨭࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ࣭ᑠᏛᰯ㸯ᖺ⏕ࡽࡢእᅜேㅮᖌࡼࡿᑠᏛᰯᅜ㝿⌮ゎᩍᐊࡢᐇࡸⱥㄒᩍ
⫱ࡢ᥎㐍
ࠉࠉ࣭ྛᰯᅾ⡠ࡍࡿእᅜ⡠➼ඣ❺⏕ᚐࡢὶࢆ㏻ࡋࡓ␗ᩥ⌮ゎ࣭ከᩥඹ
⏕ព㆑ࡢ㔊ᡂ
ࠉࠉ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂྥࡅࡓࠊᤵᴗ➼࠾ࡅࡿእᅜேࡢ␗ᩥὶࡢ
ࠉࠉࠉࠉᐇ
࣭ᕷẸᅋయࡸ132➼ࡀྲྀࡾ⤌ࡴࠊᆅᇦࡢከᩥඹ⏕άື➼ᑐࡍࡿᨭࢆᐇ
ࠉࠉࠉࠉ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

ᕷẸᒁ
ᅜ㝿ᒁ

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉබㄆࢳ࣮࣒࢟ࣕࣥࣉᆅ㑅ᐃࣉࣟࢭࢫࡋ࡚ࠊ
ࠉཧຍࢳ࣮࣒ࡢどᐹཷධ㸸㸲ࢳ࣮࣒ ࣝࣛࣥࢻࠊࣥࢢࣛࣥࢻࠊࢫࢥࢵࢺ
ࠉࣛࣥࢻࠊࣇࣛࣥࢫ
࠙ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠚ
࣭ⱥᅜ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ࠾ࡼࡧⱥᅜࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡጤဨࡢどᐹཷධ㸸
ࠉ㸵ᅇ
࣭ࢸࣞࣅ㆟ࡢᐇ㸸㸰ᅇ
࣭ᖹᫀ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ๓࢟ࣕࣥࣉどᐹᐇ
࣭ⱥᅜࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ&(2ࡼࡿᕷ㛗⾲ᩗᐇ

ᕷẸᒁ
ᅜ㝿ᒁࠉ➼

࠙ࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࠚ
࣭᪥ᮏ௦⾲ᡓ࠶ࢃࡏࡓ᪥ᑡᖺᑡዪࣛࢢࣅ࣮ὶࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝࡢ㛤ദ
࠙ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࠚ
࣭ⱥᅜ࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥὶ㛵ࡍࡿᗇෆㄪᩚࡢᐇ
࣭Ꮨหㄅࠕᶓ℈ࠖⱥᅜ≉㞟ࡢᥖ㍕
࣭ᕝᓮᕷ࣭᠕⩏ሿࡢྜྠᗈሗ⏝ࢶ࣮ࣝไస
࣭ෆ㛶ᐁᡣ࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥࢧ࣑ࢵࢺฟᖍ
࣭ⱥᅜ௨እࡢᅜࡢ࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥⓏ㘓㛵ࡍࡿㄪᩚࡢᐇ

+
+

+㹼
+㹼

ࠉ㹼+

ᩍ⫱ጤဨ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᅜ㝿ᒁ

+㹼

6

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

࣭እᅜேㅮᖌ㓄⨨Ꮫᰯᩘ㸸ᑠᏛᰯᰯཬࡧ≉ูᨭᏛᰯ㸷ᰯ
࣭㸿㹃㹒㓄⨨ᰯᩘ㸸ᑠ୰Ꮫᰯᰯࠊ≉ูᨭᏛᰯᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯᰯ
࣭እᅜ⡠➼ඣ❺⏕ᚐࡢேᩘ㸸ே
࣭ᅜ㝿ὶࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸸ᕷ❧㧗ᰯᰯ࡛ᐇ
࣭ᾏእᏛ㐍Ꮫᨭᴗ㸸Ꮫᖺ࡛ᐇ
࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸸ᕷ❧㧗ᰯᰯ࡛ཷク
࣭᮶ゼእᅜேࡢ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࡸ␗ᩥ⌮ゎࡢಁ㐍➼ྲྀࡾ⤌ࡴ㸰௳ࡢᕷẸ
ࠉάືࡢᨭ

ᰕ㻞䝇䝫䞊䝒䜢㏻䛨䛶ᶓ䜢ඖẼ䛻
ศ㔝䠖䝷䜾䝡䞊➇ᢏ䛾ᬑཬ䜢ᅗ䜚䛺䛜䜙䚸䝇䝫䞊䝒䜈䛾ពḧྥୖ䛸ᆅᇦ䝇䝫䞊䝒䛾⯆䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩䠄㻝㻛㻟䠅
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

ձࠉ࢜ࣜࣥࣆ࣭ࣥࣃࣛࣜࣥࣆࣥࠊࣛࢢࣅ࣮᪥ᮏ௦⾲➼ࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜࢺᑠ࣭
୰Ꮫ⏕➼ࡢὶࢆ㏻ࡌࡓ㐠ືពḧࡢྥୖ
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡฟሙ⤒㦂⪅ࡢὴ㐵
ࠉࠉᮾிࡢ㛤ദྥࡅ࡚ࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡฟሙ⤒㦂⪅ࢆᣍ
ࠉࠉ࠸ࡋࡓ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿ࡞ࠊᕷෆࡢࢫ࣏࣮ࢶ⯆ྥࡅࡓᶵ㐠ࡢ
ࠉࠉ㔊ᡂࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

㹼+

ᑠ୰Ꮫ⏕࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡฟሙ⤒㦂⪅➼ࡢὶ
ࠉࡣࡲࡗᏊࢫ࣏࣮ࢶ࢙࣮࢘ࣈ㸦ᑠᏛᰯయ⫱࣭ᑠᏛᰯỈὋ➼㸧ࡸ୰Ꮫᰯ⥲
ࠉࠉྜయ⫱࡞࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡฟሙ⤒㦂⪅➼ࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜ
ࠉࠉࢺࢆᣍ࠸ࡋࠊ₇ᢏࡢᐇ₇ࡸㅮ₇ࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ྥࡅࡓᶵ㐠ࡢ㔊ᡂࢆ
ࠉࠉᅗࡾࡲࡍࠋ

㹼+

ᕷẸᒁ
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᩍ⫱ጤဨ

࣭ᕷദࡢྛ✀➼ࡢ࢜ࣜࣥࣆ࣭ࣥࣃࣛࣜࣥࣆࣥ➼ࡢࢺࢵࣉࢫࣜ
ࠉ࣮ࢺࡢᣍ࠸
ࠉᣍ࠸ᩘ㸸
ࠉᣍ࠸ேᩘ㸦ᅋయྵࡴ㸧㸸

࢘ᕷෆᑠᏛᰯࣛࢢࣅ࣮㑅ᡭࡸࢱࢢࣛࢢࣅ࣮ᣦᑟ⪅ࢆὴ㐵
ࠉࠉࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࡢ㛤ദྥࡅ࡚ࠊᕷෆᑠᏛᰯࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝ
ࠉࠉࢻ࢝ࢵࣉฟሙ⤒㦂⪅ࡸࢱࢢࣛࢢࣅ࣮ᣦᑟ⪅ࢆᣍ࠸ࡋࠊㅮ₇ࡸࢱࢢࣛࢢࣅ࣮ࢆ
ࠉࠉᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊྥࡅࡓᶵ㐠ࡢ㔊ᡂࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

㹼+

࣭ඖࣛࢢࣅ࣮᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭࡼࡿᏛᰯゼၥࢆᐇ㸸ᑠᏛᰯᰯ

࢚ࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜࢺ➼ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ
ࠉࠉ㹈㹍㹁ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㒔ᕷ༠ᐃࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ࢜ࣜࣥࣆࣥࡸࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶࢳ࣮࣒࠶ࡿ
ࠉࠉ࠸ࡣࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜࢺࡀ❧ࡕୖࡆࡓ㹌㹎㹍ἲே➼㐃ᦠ࣭༠ຊࡍࡿࡇࡼ
ࠉࠉࡾࠊࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜࢺࢆᏛᰯࡸᆅᇦὴ㐵ࡋࠊᏊࡶ㐩ࡸከࡃࡢᕷẸࡀ୍ὶࡢ
ࠉࠉࢫ࣮ࣜࢺゐࢀྜ࠺ᶵࢆᥦ౪ࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡲࡍࠋ

࢜つᶍࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢㄏ⮴࣭㛤ദ
ࠉࠉᅜ㝿ࡸᅜ࡞ࡢつᶍ࣋ࣥࢺࡢㄏ⮴ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᕷẸࡢࢫ࣏࣮ࢶ
ࠉࠉほᡓࡸ࣎ࣛࣥࢸάືཧຍࡍࡿᶵࢆቑࡸࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㨩ຊⓗ࡞つᶍ
ࠉࠉ࣋ࣥࢺࢆㄏ⮴࣭㛤ദࡍࡿࡇࡼࡾࠊୡ⏺ࡸᅜྥࡅࡓᶓࡢ▱ྡᗘࡢ
ࠉࠉࢵࣉࡸࠊ⤒῭ཬࡧᆅᇦࡢάᛶ࡞ࡶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧
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ᕷẸᒁ

ᕷẸᒁ

ᕷẸᒁ

ᕷẸᒁ

࣭࢜ࣜࣥࣆ࣭ࣥࣃࣛࣜࣥࣆࣥࡼࡿᏛᰯゼၥࢆᐇ㸸ᑠᏛᰯᰯࠊ୰Ꮫ
ࠉᰯᰯ

࣭-2&࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᩍᐊࡢᐇ㸸㸰ᰯ
࣭ྛ༊ࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶࢳ࣮࣒ࡢ㐃ᦠᴗࡼࡿᏛᰯゼၥࡸࢫ࣏࣮ࢶᩍᐊࡢ㛤
ࠉദ͐㸵ᅇ
࣭㸲ࡘࡢࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶࢳ࣮࣒ࡼࡿ⊂⮬ࡢᏛᰯゼၥࡸࢫ࣏࣮ࢶᩍᐊࢆከᩘ㛤
ࠉദ

࣭つᶍࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ㸸ᅇ
࣭つᶍࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢほᡓ⪅ᩘ㸸ே

ᰕ㻞䝇䝫䞊䝒䜢㏻䛨䛶ᶓ䜢ඖẼ䛻
ศ㔝䠖䝷䜾䝡䞊➇ᢏ䛾ᬑཬ䜢ᅗ䜚䛺䛜䜙䚸䝇䝫䞊䝒䜈䛾ពḧྥୖ䛸ᆅᇦ䝇䝫䞊䝒䛾⯆䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩䠄㻞㻛㻟䠅
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ

┠ᶆᮇ

࢝ࢫ࣏࣮ࢶ㑇⏘ࡢಖᏑ࣭ά⏝
ࠉᶓࡣࠊࢸࢽࢫࠊࣛࢢࣅ࣮ࠊ➇㤿➼ࠊከࡃࡢࢫ࣏࣮ࢶᩥࡢⓎ⚈ࡢᆅ࡛࠶ࡾࠊ
ࠉࠉࡑࡢṔྐࡸఏ⤫ࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࢧࢵ࣮࢝Ỵᡓࡢሙ࡞ࡗࡓᶓᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏሙ➼ࡢ
ࠉࠉࢫ࣏࣮ࢶタࡸ࣎ࣛࣥࢸ➼ࡢேⓗ㈨※ࠊつᶍࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢ㐠Ⴀ▱
ࠉࠉ㆑ࡸࣀ࢘ࣁ࢘࡞ࡢࢫ࣏࣮ࢶ㑇⏘ࢆᮍ᮶ࡢᶓࡢᏊࡶࡓࡕࡢ㈈⏘ࡋ࡚ṧ
ࠉࠉࡋࡲࡍࠋ

㹼+

ղࠉᕷẸཧຍᆺࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢᐇࡸᶓᩥయ⫱㤋ᩚഛ➼ࡼࡿሙࡢᣑ
࡞ࠊᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࡢ⯆
䜰㻌䝇䝫䞊䝒䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾⫱ᡂ䞉ᨭ
ࠉࠉࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ➼ࡢ㐠Ⴀࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡿࢫ࣏࣮ࢶ࣎ࣛࣥࢸࢆ⫱ᡂ࣭ᨭ
ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣎ࣛࣥࢸࡀ⥅⥆ⓗ࡞άືࡀ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡸࠊ࣎ࣛ
ࠉࠉࣥࢸࡋ࡚ࡢຌ⦼ࢆ⛠࠼ࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ
ࠉࠕᶓᕷࢫ࣏࣮ࢶ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮㸦௬⛠㸧ࠖࢆタ⨨ࡋࠊᕷẸࡀ✚ᴟⓗ࣭
ࠉࠉ⮬Ⓨⓗࢫ࣏࣮ࢶ㛵ࢃࢀࡿయไ࡙ࡃࡾࡸࡑࡢᨭࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

+㹼

䜲㻌ᕷẸ䞉༊Ẹ䛾ᐃᮇⓗ䛺㛤ദ䠄ึᚰ⪅䛜ཧຍ䛷䛝䜛ᕤኵ䠅
䚷䚷ᕷẸࡸ༊Ẹࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ➇ᢏᅋయ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊึᚰ⪅ࡀᏳᚰࡋ
ࠉࠉ࡚ࢫ࣏࣮ࢶཧຍ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ
䚷

㹼+

䜴㻌つᶍᒇෆ䝇䝫䞊䝒タ䠄䝇䜿䞊䝖ሙ䚸Ṋ㐨㤋➼䠅䛾ᩚഛ
ࠉ㻌㻌㻌㛵ෆ࣭㛵እᆅ༊ࡢ⾤࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ࠊᶓᩥయ⫱㤋ࡢᩚഛࢆࡍࡍࡵࡲ
㻌㻌㻌ࠉࡍࠋࡑࡢ㝿ࠊṊ㐨ࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋࡲࡍࠋ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌ࡲࡓࠊ⪁ᮙࡋࡓ⚄ዉᕝࢫࢣ࣮ࢺࣜࣥࢡࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᚋタࡢ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌ࡉࡽ࡞ࡿ᭷ຠά⏝ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

㹼+

㻌䜶㻌䝇䝫䞊䝒ሗ➼䛾ᥦ౪
ࠉࠉᕷẸࡀࠕࡍࡿࠖࠕほࡿࠖࠕᨭ࠼ࡿࠖ࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ࢫ࣏࣮ࢶάືཧຍࡋࡸࡍ
ࠉࠉࡃ࡞ࡿࡼ࠺ࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദሗࡸࢫ࣏࣮ࢶ࣎ࣛࣥࢸ㛵ࡍࡿ
ࠉࠉሗࠊࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅ࠊࢫ࣏࣮ࢶタࡢ⏝㛵ࡍࡿሗ➼ࢆᶓᕷࡢ࣮࣒࣍࣌
ࠉࠉ࣮ࢪࡸᗈሗ⣬ࠊࡲࡓࡣࠊ㸦බ㈈㸧ᶓᕷయ⫱༠ࡢࢫ࣏࣮ࢶሗࢧࢺࠕࣁ࣐
ࠉࠉࢫ࣏ࡗࢥ࣒ࠖࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᥦ౪ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᦠᖏ➃ᮎ➼ࡢ
ࠉࠉ㌟㏆࡞፹య࡛ࡶሗࡀᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

㹼+

ᡤ⟶ᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ᕷẸᒁ

ᕷẸᒁ

ᕷẸᒁ
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ྛ༊

ᕷẸᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ᕷẸᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧
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ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᶓᕷࢫ࣏࣮ࢶ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮ᴗⓏ㘓⪅ᩘேࠊ◊ಟ㛤ദ
ࠉ㸦㸱᭶㸧
࣭ᶓᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏሙ࠾࠸࡚ࠊ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࢫࢱࢪ࣒ࢶ࣮ࢆᐇ
ࠉ㸦᪥ᐇࠊཧຍேᩘே㸧
࣭ᶓᩥయ⫱㤋࠾࠸࡚ࠊᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛵ࡍࡿヨྜ┿ࠊࣂ
ࠉ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ➇ᢏሙ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ♧ࡍᴙࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࠊ⪷ⅆ࣮ࣜࣞࡀᩥయ
ࠉ๓ࢆ㉮ࡾᢤࡅࡿᵝᏊࢆࡽ࠼ࡓ┿ࢆᒎ♧

࣭ᶓᕷࢫ࣏࣮ࢶ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮ᴗ㸸Ⓩ㘓⪅ᩘேࠊ◊ಟ㛤ദ
ࠉ㸦㸱᭶㸧࠙ᥖࠚ

࣭ᕷẸయ⫱࣭࣐ࢫࢱ࣮ࢬࢫ࣏࣮ࢶࠉཧຍ⪅ᩘ㸸ே
࣭༊Ẹࠉཧຍ⪅ᩘ㸸ே
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝཧຍ⪅ᩘ㸸ே
࣭ࣅ࣮ࢳࢫ࣏࣮ࢶࣇ࢙ࢫࢱࠉཧຍ⪅ᩘ㸸ே

࣭ᶓᩥయ⫱㤋ᩚഛᴗ࠾ࡅࡿ3),ᴗ⪅ዎ⣙⥾⤖

࣭ࢫ࣏࣮ࢶሗࢧࢺࠕࣁ࣐ࢫ࣏ࠖ㐠Ⴀ
࣭ࠕ632576ࡼࡇࡣࡲࠖⓎ⾜㸸ᖺ㸴ྕⓎ⾜ࠊྜィ㒊Ⓨ⾜
࣭616ࡼࡿሗⓎಙ

ᰕ㻞䝇䝫䞊䝒䜢㏻䛨䛶ᶓ䜢ඖẼ䛻
ศ㔝䠖䝷䜾䝡䞊➇ᢏ䛾ᬑཬ䜢ᅗ䜚䛺䛜䜙䚸䝇䝫䞊䝒䜈䛾ពḧྥୖ䛸ᆅᇦ䝇䝫䞊䝒䛾⯆䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩䠄㻟㻛㻟䠅
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ

┠ᶆᮇ

ճࠉࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτ㛤ദࢆዎᶵࡋࡓࣛࢢࣅ࣮ࡢᬑཬ࣭ၨⓎ
ᑠᏛᰯὴ㐵ᴗ㸦ᕷෆᑠᏛᰯࣛࢢࣅ࣮㑅ᡭࡸࢱࢢࣛࢢࣅ࣮ᣦᑟ⪅ࢆὴ㐵㸧
ࠓᥖࠔ
ࠉࠉࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࡢ㛤ദྥࡅ࡚ࠊᕷෆᑠᏛᰯࣛࢢࣅ࣮࣮࣡
ࠉࠉࣝࢻ࢝ࢵࣉฟሙ⤒㦂⪅ࡸࢱࢢࣛࢢࣅ࣮ᣦᑟ⪅ࢆᣍ࠸ࡋࠊㅮ₇ࡸࢱࢢࣛࢢࣅ࣮
ࠉࠉࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊྥࡅࡓᶵ㐠ࡢ㔊ᡂࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

㹼+

࢝࢘ࣥࢺࢲ࢘ࣥ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ
ࠉࠉࣛࢢࣅ࣮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉτࡢ㛤ദᮇ㛫࡞ࡿ㸷᭶᪥ࡽ᭶㸰᪥ࢆ┠㏵
ࠉࠉࠊྥࡅ࡚ࡢᶵ㐠㔊ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࠊᶓᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏሙ➼࡛㛤ദࡀணᐃ
ࠉࠉࡉࢀࡿࣛࢢࣅ࣮ࡢヨྜేࡏࠊྛ✀࣋ࣥࢺࢆᐇࡋࠊࡢㄆ▱ᗘࡸ┒ࡾୖ
ࠉࠉࡆࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

+࣭

࢘᪥ᮏ௦⾲ᡓࡸࢪࣕࣃࣥࢺࢵࣉ࣮ࣜࢢ➼ࡢヨྜㄏ⮴
ࠉࠉᖺྥࡅࠊࣆࢵࢳࡢ᳨ドࡸ㐠Ⴀࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡶࠊᶵ㐠㔊
ࠉࠉᡂࡸࣛࢢࣅ࣮➇ᢏࡢᬑཬࢆ┠ⓗィ⏬ⓗࣛࢢࣅ࣮ࡢヨྜࢆㄏ⮴ࡋࡲࡍࠋ

ᡤ⟶ᒁ

ᕷẸᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ᕷẸᒁ

ᕷẸᒁ

㹼+
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ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

࣭ඖࣛࢢࣅ࣮᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭࡼࡿᏛᰯゼၥࢆᐇ㸸ᑠᏛᰯᰯ࠙ᥖࠚ
࣭㛤ദ㒔ᕷ≉ูࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡼࡿぶᏊࣛࢢࣅ࣮ᩍᐊࡢᐇ㸸㸲ᅇ

࣭࢝࢘ࣥࢺࢲ࣮࢘ࣥ࣎ࢻタ⨨㸸㸰ᇶ࠙ᥖࠚ
࣭࢝࢘ࣥࢺࢲ࢘ࣥ࣋ࣥࢺࡢᐇ㸸㸲ᅇ࠙ᥖࠚ
࣭ࣃࣈࣜࢵࢡࣅ࣮ࣗࣥࢢ㸸㸳ᅇ࠙ᥖࠚ
࣭༊࡛ࡢᶵ㐠㔊ᡂ࣋ࣥࢺᐇ࠙ᥖࠚ
࣭ᅜ㝿ヨྜ㸸ヨྜ
㸦᪥⏘ࢫࢱࢪ࣒㸧
࣭ࢺࢵࣉ࣮ࣜࢢ㸸ヨྜ㸦᪥㛫㸧
㸦ࢽࢵࣃࢶ୕ࢶἑ⌫ᢏሙ㸧

ᰕ㻞䝇䝫䞊䝒䜢㏻䛨䛶ᶓ䜢ඖẼ䛻
ศ㔝䠖㞀ᐖ䛾䛒䜛ே䜒䛺䛔ே䜒ྠ䛨䜘䛖䛻䝇䝫䞊䝒άື䜢ᴦ䛧䜐䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䜘䛖䚸ᗈ䛟♫య䛻ྥ䛡䛶䚸㞀ᐖ⪅䝇䝫䞊䝒䛾᥎㐍䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉᏛᰯࡸᆅᇦࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ➼࡛ࡢ㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢᐇࠊయ㦂ࢆ㏻ࡌࡓ㞀
ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢᬑཬ࣭ၨⓎ㸦ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏయ㦂➼㸧
㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢሙࡢ☜ಖ✀┠ࡢᬑཬ
ࠉࠉ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓ
ࠉࠉࡵࠊ࢘ࣜࣥࢢᶓ⏝㏵ᗫṆ㒊ศࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᣐⅬࡢᩚഛࡸࠊ᪤Ꮡࡢྛ༊
ࠉࠉࢫ࣏࣮ࢶࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᆅ༊ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡢᆅᇦ㈨※㐃ᦠࢆ㐍ࡵࠊ㞀ᐖ⪅ࢫ࣏
ࠉࠉ࣮ࢶࢆ⾜࠼ࡿሙࡢ☜ಖࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⮬ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸✀┠ࢆᆅᇦ
ࠉࠉᗈࡆ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
㞀ᐖࡢ᭷↓㛵ࢃࡽࡎࠊㄡࡶࡀ୍⥴ཧຍ࡛ࡁࡿࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢᐇ
ࠉࠉ㞀ᐖࡢ᭷↓㛵ࢃࡽࡎඹᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㞀ᐖ⪅ᅋయࡸ➇ᢏᅋయࠊ
ࠉࠉᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶᅋయ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊㄡࡶࡀᏳᚰࡋ࡚ཧຍ࡛ࡁࡿࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥ
ࠉࠉࢺࢆ᳨ウࡋࠊᐇࡋࡲࡍࠋ
ࠉ

┠ᶆᮇ

ᗣ⚟♴ᒁ
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᕷẸᒁ

㹼+

ᗣ⚟♴ᒁ

㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ղࠉᶓ࣏࣮ࣛࣝ㐃ᦠࡋࡓྲྀ⤌ࠊ㌟㏆࡛άື࡛ࡁࡿሙࡢ☜ಖࠊ≉ูᨭᏛᰯ➼
࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶάືࡢάᛶ࡞ࠊࢫ࣏࣮ࢶ㛵ಀᅋయࡸ㞀ᐖ⪅ᅋయࡶ㐃ᦠࡋࡓ㞀
ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢ᥎㐍
ᆅᇦࡢ㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶ㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᾐ㏱
ࠉࠉࠕ㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶᩥࢭࣥࢱ࣮ᶓ࣏࣮ࣛࣝࠖ༠ຊ࣭㐃ᦠࡋࠊྛ༊ࡢࢫ࣏࣮
ࠉࠉࢶࢭࣥࢱ࣮ࡸࢫ࣏࣮ࢶタࡢ⫋ဨ➼ࠊᐃᮇⓗ㸦ᖺ㹼ᅇ㸧◊ಟࢆᐇࡋࠊ
ࠉࠉ㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢ㛤ጞཬࡧ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆ
ࠉࠉ㐍ࡵࡿࡶࠊᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ά㌍࡛ࡁࡿ⤌࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ

㹼+

≉ูᨭᏛᰯ࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ㑅ᡭ⫱ᡂᙉᴗ
ࠉࠉᮾிࢆዎᶵࠊ㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢᬑཬ࣭ಁ㐍ࢆ⾜࠺ࠊ≉ูᨭᏛ
ࠉࠉᰯࡢඣ❺⏕ᚐࡀࢫ࣏࣮ࢶ࡛ୡ⏺ࢆ┠ᣦࡍࡇࢆᨭࡍࡿ࡞ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ
ࠉࠉࡶࡓࡕࡢ⮬❧♫ཧຍࡘ࡞ࡆࡲࡍࠋ

㹼+

࢘ࣃࣛࢺࣛࢫࣟࣥࡢᙉ
ࠉࠉࣃࣛࢺࣛࢫࣟࣥ➇ᢏࡢᙉᣐⅬࡋ࡚ᶓ࣏࣮ࣛࣝࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮾி
ࠉࠉྥࡅ࡚ࠊ➇ᢏࡢᬑཬ࣭ᙉྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

ᡤ⟶ᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥᴗࡢᐇ㸸ᩍᐊ㸦ᘏཧຍ⪅ᩘ㸸ே㸧
࣭➨ᅇࣁ࣐ࣆࢵࢡ㛤ദ㸸✀┠㸦ᘏཧຍ⪅ᩘ㸸ே࡞㸧
࣭ྛ༊࠾ࡅࡿࣚࢥࣁ࣐ࡉࢃࡸࢫ࣏࣮ࢶࡢᬑཬάື㸦ᆅᇦάືࠊㅮ⩦ࠊ
ࠉࠊࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝ➼㸧㸸㛤ദᅇᩘᅇࠊཧຍ⪅ᩘே
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝLQᱜᮌ⏫㸦ཧຍ⪅ᩘ㸸ே㸧

࣭ேᮦ⫱ᡂᴗࡢᐇ㸸ィᅇ㸦ேཧຍ㸧

ᗣ⚟♴ᒁ

࣭ᅜ㝿ⓗฟሙዡບ㔠ࡢ㸸㸯ྡ
࣭ഛရ㉎ධ㸸㸴ᰯ

ᕷẸᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᗣ⚟♴ᒁ
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࣭㞀ᐖ⪅ࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥάືࡢ༡㒊᪉㠃ᣐⅬࠕ࣏࣮ࣛࣝୖᒸࠖᩚഛࡢࡓ
ࠉࡵࡢᇶᮏタィ࣭ᐇタィࡢᐇ
࣭㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶᩥࢭࣥࢱ࣮᮲ࡢᨵṇ
࣭ᶓᕷయ⫱༠ࡸᶓ࣏࣮ࣛࣝ➼㐃ᦠࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶ⏝ලࡢ㈚ฟࡸ◊ಟ
ࠉࡢෆࠊᆅᇦᅋయࡢຓᡂࡸ┦ㄯ➼ࡢᨭࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆᐇ

ᗣ⚟♴ᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᩍ⫱ጤဨ

㹼+

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

࣭ୡ⏺ࢺࣛࢫࣟࣥࢩ࣮ࣜࢬᶓ
ࠉ㸳᭶᪥㸦ᅵ㸧࢚࣮ࣜࢺࣃࣛࢺࣛࢫࣟࣥࡢ㒊㸸ཧຍ⪅ྡ
࣭ࣃࣛࢺࣛࢫࣟࣥ㑅ᡭࡢࢫ࣒ࡢ⦎⩦ᣐⅬࡋ࡚࣏࣮ࣛࣝࢆᥦ౪

ᰕ㻞䝇䝫䞊䝒䜢㏻䛨䛶ᶓ䜢ඖẼ䛻
ศ㔝䠖Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾㐠ື䛻ぶ䛧䜐㈨㉁䜔⬟ຊ䜢⫱䛶䚸యຊྥୖ䛸䚸䝇䝫䞊䝒䛻㛵䜟䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩
┠ᶆᮇ

࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉᕷෆᑠ࣭୰࣭⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࣭≉ูᨭᏛᰯ㐃ᦠࡋࡓྲྀ⤌
యຊࢵࣉࡼࡇࡣࡲࣉࣛࣥᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࡢᐇ㊶
ࠕయຊࢵࣉࡼࡇࡣࡲࣉࣛࣥࠖᇶ࡙ࡁࠊᏛᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦࡢ㐃ᦠࡼࡿ
ࠉࠉయຊྥୖྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᐇ㊶᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᕷෆᑠ୰Ꮫᰯᰯ࡛య⫱࣭ᗣ㛵ࡍࡿᣦᑟࡢయィ⏬࡛࠶ࡿࠕయ⫱࣭
ᗣࣉࣛࣥࠖࢆసᡂࡋࠊࣉࣛࣥᇶ࡙ࡁࠊᏛᰯࡢ≉Ⰽࢆ⏕ࡋࡓࠕయຊྥୖ
ࠉࠉᰯᐇ㊶㐠ືࠖࢆᐇࡋࡲࡍࠋ
㣗⫱ࡢ᥎㐍
᪥ᖖ⏕άࢆࡼࡾᗣⓗ㏦ࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆάⓎ⾜࠺ࡓࡵࠊࢫ࣏࣮ࢶᅋయ
ࠉ㸦ࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶࢳ࣮࣒ࢆྵࡴ㸧ࠊᩍ⫱ጤဨࡸ㣗⫱㛵ಀᅋయ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡞
ࡀࡽࠊᏊࡶࡸಖㆤ⪅ཬࡧᣦᑟ⪅➼㣗⫱ࡢᬑཬၨⓎࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

࢘ᮾிࢆዎᶵࡋࡓࠊ㐠ືពḧࡢྥୖࡸ㐠ືᶵࡢᐇ
ᮾிࢆዎᶵࡋࠊ࢜ࣜࣥࣆ࣭ࣥࣃࣛࣜࣥࣆ࣭ࣥࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜࢺ
ࠉࠉࡢὶ➼ࡢᶵࢆ㏻ࡋ࡚㐠ືពḧࡢྥୖࡸࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋࡓ㐠ືᶵࡢ
ࠉࠉᣑࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
࢚☜࡞Ꮫຊ࣭㇏࡞ᚰ࣭ࡸ࡞యࡢ⫱ᡂ
ᶓᆺᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡼࡾඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊྥୖඣ❺⏕ᚐᣦᑟࡢᐇࢆ
ࠉࠉᅗࡿࡶࠊࠕᶓᕷᏊࡶᏛຊྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࠊࠕࠗ㇏࡞ᚰࡢ⫱ᡂ࠘
ࠉࠉ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࠊࠕయຊࢵࣉࡼࡇࡣࡲࣉࣛࣥࠖ➼ࠊ▱࣭ᚨ࣭యࡢࣉࣟ
ࠉࠉࢢ࣒ࣛᇶ࡙ࡁࠊྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

ᡤ⟶ᒁ

㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ᩍ⫱ጤဨ

ᗣ⚟♴ᒁ

㹼+

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᩍ⫱ጤဨ

㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

࢜ᗂඣᮇ࠾ࡅࡿ㐠ື⩦័ࡢၨⓎ࣭ᬑཬάື
ࠉࠉయຊࡢ㔜せᛶ㛵ࡍࡿಖㆤ⪅ࡢၨⓎࢭ࣑ࢼ࣮ࡸぶᏊ࡛య㦂࡛ࡁࡿྛ✀㐠ືࣉࣟ
ࠉࠉࢢ࣒ࣛ➼ࢆᐇࡋࡲࡍࠋ

㹼+

࢝Ꮚࡶࡢయຊྥୖᴗࡢᐇཬࡧᣑ
୰ఇࡳࡸᨺㄢᚋ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊඣ❺ࡀ㛵ᚰࢆᣢ࡚ࡿ㐠ືࡸࢫ࣏࣮ࢶࢆ⤂ࡋࠊ
ࠉࠉᐃᮇⓗ㐠ືぶࡋࡴᶵࡸᚲせ࡞⏝ල➼ࢆᥦ౪㸦㈚㸧ࡋࠊඣ❺ࡀయⓗࠊ
ࠉࠉ᪥ᖖⓗయࢆືࡍࡇࡢ࡛ࡁࡿࠕ࠸ࡁ࠸ࡁ࢟ࢵࢬᴗࠖࢆᣑࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁ
ࠉࠉᐇࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᆅඖࡢᏛ㐃ᦠࡋࠊᏛᰯࡸᆅᇦయ⫱㒊ᡤᒓࡢᏛ⏕➼ࢆὴ㐵ࡋࠊᤵᴗ
ࡢ⿵ຓࡸᩍᐊᴗ➼ࢆᐇࡋࡲࡍࠋ

㹼+

ղࠉᶓၟᴗ㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺேᮦࡢ⫱ᡂ
ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺேᮦࡢ⫱ᡂ
ࠉࠉᶓၟᴗ㧗ᰯࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⛉࠾࠸࡚ࠊᶓᕷࢫ࣏࣮ࢶ་⛉Ꮫࢭࣥ
ࠉࠉࢱ࣮ࡸࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶ㛵ಀ⪅➼ࡢ㐃ᦠࡶࠊࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜࢺࠊࢫ࣏࣮ࢶ
ࠉࠉ㛵ಀ◊✲⪅࣭⤒Ⴀ⪅➼ゐࢀࡿᶵࢆタࡅࠊ➇ᢏຊࡢྥୖཬࡧࢫ࣏࣮ࢶ⯆
ࠉࠉ㛵ࢃࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡋࡲࡍࠋ

㹼+

11

࣭㣗⫱࣋ࣥࢺࡢᐇ㸸㸲ᅇ
࣭ᶓᕷ㣗⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദ㸸㸰ᅇ
࣭㣗⫱᥎㐍◊ಟࡢ㛤ദ㸸㸯ᅇ
࣭㣗⫱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ㸸㸴ᅇ
࣭㣗⫱ᐇ㊶᥎㐍ᰯࡢᣦᐃ㸸ᰯ
࣭ฟ๓ᤵᴗࡢᐇ㸸ᰯ
࣭ᰤ㣴ᩍㅍࢆ୰᰾ࡋࡓ㣗⫱᥎㐍ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏㸸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࣭ᕷദࡢྛ✀➼ࡢ࢜ࣜࣥࣆ࣭ࣥࣃࣛࣜࣥࣆࣥ➼ࡢࢺࢵࣉࢫ
ࠉ࣮ࣜࢺࡢᣍ࠸࠙ᥖࠚ
ࠉᣍ࠸ᩘ㸸
ࠉᣍ࠸ேᩘ㸦ᅋయྵࡴ㸧㸸

ᩍ⫱ጤဨ

࣭ᶓᕷᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝཬࡧయຊ࣭㐠ື⬟ຊㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᫎࡋࡓศᯒ
ࠉࢳ࣮ࣕࢺࢆྛᰯ㓄ࡋࠊྛᰯࡢࠕᏛຊྥୖࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖࠊࠕయ
ࠉ⫱࣭ᗣࣉࣛࣥࠖࡢసᡂࢆᨭ
࣭ᕷ❧୰Ꮫᰯࠊ⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᚋᮇㄢ⛬ࠊ≉ูᨭᏛᰯ୰Ꮫ㒊㸯ᖺ⏕㸦⩏ົᩍ
ࠉ⫱Ꮫᰯࡣ㸵ᖺ⏕㸧ဨࠗ♩࣭సἲㄞᮏ࠘ࢆ㓄ᕸ
࣭యຊࢵࣉࡼࡇࡣࡲࣉࣛࣥࠖᇶ࡙ࡃయຊྥୖࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍
࠙ᥖࠚ
࣭ྛᏛᰯࡢ≉㛗ࠊㄢ㢟ᛂࡌࡓࠕయ⫱࣭ᗣࣉࣛࣥࠖࠊࠕయຊྥୖᰯᐇ㊶
ࠉ㐠ືࠖࡢ㐠Ⴀᨵၿࡢ᥎㐍࠙ᥖࠚ

ࡇࡶ㟷ᑡᖺᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

࣭ࠕయຊࢵࣉࡼࡇࡣࡲࣉࣛࣥࠖᇶ࡙ࡃయຊྥୖࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍
࣭ྛᏛᰯࡢ≉㛗ࠊㄢ㢟ᛂࡌࡓࠕయ⫱࣭ᗣࣉࣛࣥࠖࠊࠕయຊྥୖᰯᐇ㊶
ࠉ㐠ືࠖࡢ㐠Ⴀᨵၿࡢ᥎㐍

ᩍ⫱ጤဨ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᕷẸᒁ

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

࣭ࡣࡘࡽࡘ࢟ࣥࢲ࣮ᴗ
ᐇᅇᩘ㸸ᅇ㸦ᐇᅬᩘ㸸ᅬࠊཧຍ⪅ᩘ㸸ே㸧
࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᣐⅬ࡛ࡢࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟࡢᐇᅇᩘ㸸㸰༊ᅇ

ᕷẸᒁ

࣭࠸ࡁ࠸ࡁ࢟ࢵࢬᴗ
ࠉᐇᅇᩘ㸸ᅇ㸦ᐇᰯᩘ㸸ᰯࠊཧຍ⪅ᩘ㸸ே㸧

ᩍ⫱ጤဨ

࣭እ㒊ㅮᖌࡼࡿㅮ⩏㸸ᅇ
࣭⌮Ꮫ⒪ἲኈὴ㐵㸸ᅇ
࣭ᑓᒓࢺ࣮ࣞࢼ࣮㞠⏝ࠉ➼

ᰕ㻞䝇䝫䞊䝒䜢㏻䛨䛶ᶓ䜢ඖẼ䛻
ศ㔝䠖ᮏ᱁ⓗ䛺㉸㧗㱋♫䛾฿᮶䛻క䛔䚸⏕ά⩦័䛾ᨵၿ䜔ㆤண㜵䜢㐍䜑䜛䛯䜑䚸䝇䝫䞊䝒䛺䛹䜢㏻䛨䛯ᗣ䛵䛟䜚䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࡞ࡢ㐠ືࡼࡿ⏕ά⩦័ࡢᨵၿࡸࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ
⤌ࡳ࡞ࡼࡿᗣ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍
ேࡢᗣ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍
ࠉṌᩘィࢆά⏝ࡋࡓࠕࡼࡇࡣࡲ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࣏ࣥࢺࠖࡸࠊᵝࠎ࡞ᗣ⾜ືࢆಁ
ࠉࠉࡍᗣ࣋ࣥࢺ࡞ࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ⤌ࡳ
ࠉࠉࡼࡾࠊᕷẸࡢᗣ⾜ືࡢ⩦័ࢆᅗࡾࠊᆅᇦࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᗣ࡙ࡃࡾࢆ
ࠉࠉ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

ղࠉ㧗㱋⪅ࡶᴦࡋࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ᥎㐍⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶࡢ᥎㐍
㧗㱋⪅ྥࡅࡢࢫ࣏࣮ࢶᩍᐊ࣭࣋ࣥࢺࡢᐇ
ࠉ㧗㱋⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸ࠊᗣ࡙ࡃࡾࡸయຊ࡙ࡃࡾࡢᩍᐊ࡞ࡢࠊㆤண
ࠉࠉ㜵ᩍᐊ࡞ᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㧗㱋⪅ࡢࢫ࣏࣮ࢶᩍᐊࡸࢫ࣏࣮ࢶ
ࠉࠉ࣋ࣥࢺࡢࡼࡾ୍ᒙࡢᐇࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶࡢᨭ ࢩࢽࢫ࣏࣮ࢶࡢᒎ㛤࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆయࡋࡓ
ࢫ࣏࣮ࢶࡢ㛤ദࠉ➼
ࠉࠉ࣭ࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡁࡀ࠸࡙ࡃࡾࡸ♫ཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࢩࢽࢫ
ࠉࠉࠉࠉ࣏࣮ࢶࡢᒎ㛤ࢆᅗࡿࡶࠊᗣ࣭యຊ࡙ࡃࡾ㐠ືࢆ᥎㐍ࡋࠊᬽࡽࡋ
ࠉࠉࠉࠉࡢ୍㒊ࡋ࡚⩦័ࡍࡿࡇࢆᨭࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢫ࣏࣮ࢶ➼ぶࡋࡴ
ࠉࠉࠉࠉࡇࡢ࡛ࡁࡿᶵࡸሙࡢᥦ౪ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉ࣭ᶓᕷ⪁ேࢡࣛࣈ㐃ྜ࡞ࢆ㏻ࡌࠊᗣࡢಖᣢቑ㐍㧗㱋⪅┦ࡢぶ
ࠉࠉࠉࠉ╬ࢆᅗࡿࡓࡵࠊࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝࠊࢢࣛࣥࢻࢦࣝࣇ࡞ࡢྛ✀ࢫ࣏࣮ࢶࡸࠊ
ࠉࠉࠉࠉࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆయࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶࢆ㛤ദࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ࣭㧗㱋⪅ࢆ୰ᚰࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶࠊᩥࠊᗣ⚟♴ࡢ⥲ྜⓗ࡞どⅬࡋ࡚
ࠉࠉࠉࠉẖᖺ㛤ദࡉࢀࡿࠕᅜᗣ⚟♴⚍㸦ࡡࢇࡾࢇࣆࢵࢡ㸧ࠖᕷ௦⾲㑅ᡭᅋ
ࠉࠉࠉࠉࢆὴ㐵ࡋࠊᗣ࣭ࢫ࣏࣮ࢶάື➼ࡢ㧗ᥭࢆᅗࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᖺ⚄ዉ
ࠉࠉࠉࠉᕝ┴ࡢ㛤ദྥࡅࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢᗣ࡙ࡃࡾࡢᶵ㐠ࢆ
ࠉࠉࠉࠉ┒ࡾୖࡆ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ࣭㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛ᗣ࡙ࡃࡾࡸࢫ࣏࣮ࢶࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ
ࠉࠉࠉࠉ࠺ࠊྛ༊ࢫ࣏࣮ࢶࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊᏊࡶࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ࡋࡓྛ✀
ࠉࠉࠉࠉࢫ࣏࣮ࢶᩍᐊࢆ㛤ദࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉ࣭ㄡࡶࡀࠊ࠸ࡘ࡛ࡶࠊࡇ࡛ࡶࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࢫ࣏࣮ࢶぶࡋࡴࡇࡢ࡛ࡁ
ࡿ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶ♫ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊྛ⮬ࡢ⯆ࡸࣞ࣋ࣝᛂࡌ࡚ཧຍ
࡛ࡁࡿከୡ௦࣭ከ✀┠ᆺࡢࢡࣛࣈ㸦⥲ྜᆺᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈ㸧ࡢ⫱ᡂ
ࢆ᥎㐍ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࢆࡣࡌࡵㄡࡶࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛ࢫ࣏࣮ࢶࢆᐇ
ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ࣭㧗㱋⪅ྥࡅࡢᗣ࡙ࡃࡾࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᗣ࡙ࡃࡾࡢሙࡢฟྲྀࡾ⤌
ࡳࡲࡍࠋ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

ᗣ⚟♴ᒁ
⎔ቃ㐀ᒁ
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 㐨㊰ᒁ
ྛ༊

࣭ࡼࡇࡣࡲ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࣏ࣥࢺཧຍⓏ㘓⪅ᩘ㸸㸱㸮㸮㸱㸮㸴ே
ᖹᡂᖺ㸱᭶ᮎⅬ
࣭ᗣᶓ㸰㸯᥎㐍ᴗ
ࠉ㞟ᅋᗣᩍ⫱ᴗ㸸༊
ࠉࠕᗣᶓ㸰㸯᥎㐍㆟ࠖࡢ㛤ദ㸸㸰ᅇ
ࠉ➨㸰ᮇᗣᶓ㸰㸯୰㛫ホ౯᳨ウ㒊ࡢ㛤ദ㸸㸱ᅇ
࣭ᆅᇦேᮦ⫱ᡂ࣭άືᨭ
ࠉ㣗⏕ά➼ᨵၿ᥎㐍ဨ⫱ᡂᨭ㸸ᅇ
࣭ᗣ┦ㄯ➼
ࠉ⏕ά⩦័ᨵၿ┦ㄯ㸸ᅇ
࣭ᗣࡳࡕ࡙ࡃࡾᴗࡋ࡚ࠊ⯒ᨵಟࡸෆᯈ࣭㊥㞳ᶆ➼ࡢᩚഛ᥎㐍
࣭༊බᅬ࡛ᗣჾලࡸᗣჾලࡢ࠸᪉┳ᯈࡢタ⨨➼
࣭Ꮚࠕබᅬ࡛ᗣ࡙ࡃࡾࠖࡢ㓄ᕸ࣭ά⏝

㹼+

࣭ㅮ₇ࠊㅮᗙ࣭ᩍᐊ➼ࡢᐇ㸸ᅇཧຍ⪅ᩘ㸸ே

㹼+

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ᗣ⚟♴ᒁ

ᗣ⚟♴ᒁ
ᕷẸᒁ
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ⎔ቃ㐀ᒁ
ྛ༊

㹼+
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࣭ྛ༊࠾ࡅࡿࣚࢥࣁ࣐ࡉࢃࡸࢫ࣏࣮ࢶࡢᬑཬάື㸦ᆅᇦάືࠊㅮ⩦ࠊ
ࠉࠊࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝ➼㸧㸸㛤ദᅇᩘᅇࠊཧຍ⪅ᩘே
ࠉ࠙ᥖࠚ
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝLQᱜᮌ⏫㸦ཧຍ⪅ᩘ㸸ே㸧
ࠉ࠙ᥖࠚ
࣭࿘ᖺグᛕࢢࣛࣥࢻࢦࣝࣇὶLQ᪂ᶓබᅬ㸦ཧຍ⪅ᩘ㸸ே㸧
࣭ࢩࢽࡢ⚍㸦ཧຍ⪅ᩘ㸸⣙ே ࡢ㛤ദ
࣭ࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝ ཧຍ⪅ᩘ㸸ࢳ࣮࣒㑅ᡭேே
࣭ࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣭ࢦࣝࣇ ཧຍ⪅ᩘ㸸ྛ༊㸴ே㑅ᡭேே
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣮ࣜࢲ࣮㣴ᡂㅮᗙ
࣭ࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣭ࢦࣝࣇㅮ⩦㸦ᐇᅇᩘ㸸㸰ᅇࠉཷㅮ⪅ᩘே㸧
࣭➨ᅇᅜᗣ⚟♴⚍࠶ࡁࡓ ࡡࢇࡾࢇࣆࢵࢡ⛅⏣ ࠊ✀┠࣭
ࠉேࡢ㑅ᡭ➼ࢆὴ㐵
࣭ᖺ㛤ദࡉࢀࡿ⚄ዉᕝ┴ࡴࡅࠊ┴ཬࡧᨻ௧ᕷ༠㆟ࢆ㐍ࡵ
ࠉࡓࠋ
࣭㧗㱋⪅࣭୰㧗ᖺᗣᩍᐊ㸸㛤ദᅇᩘᅇࠊཧຍேᩘேࠊ
㛤ദሙᡤྛ༊ࢫ࣏࣮ࢶࢭࣥࢱ࣮
࣭ᕷෆ⥲ྜᆺᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࡢタ⨨
࣭タ❧῭㸦ᖹᡂᖺᗘᮎⅬ㸧㸸༊ࢡࣛࣈ
࣭㸰ࢡࣛࣈᑐࡍࡿຓᡂࢆᐇ
࣭ࢡࣛࣈ㛫࡛ࡢሗඹ᭷➼ࢆᐇ
࣭⥲ྜᆺᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࡢᬑཬၨⓎࡢࡓࡵࠊ࣋ࣥࢺ㛤ദࠊࢳࣛࢩ㓄
ࠉᕸࠊሗⓎಙࢆᐇ
࣭༊බᅬ࡛ᗣჾලࡸᗣჾලࡢ࠸᪉┳ᯈࡢタ⨨➼࠙ᥖࠚ
࣭Ꮚࠕබᅬ࡛ᗣ࡙ࡃࡾࠖࡢ㓄ᕸ࣭ά⏝࠙ᥖࠚ

ᰕ㻟䚷䚷䚷ᩥⱁ⾡䛾㐀ᛶ䜢⏕䛛䛧䛯䜎䛱䛵䛟䜚
ศ㔝䠖ᶓ䜙䛧䛔≉Ⰽ䛒䜛ⱁ⾡䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛯ᩥ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ䛻䜘䜚䚸䜎䛱䛻䛻䛞䜟䛔䜢ฟ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᶓ䛾㨩ຊ䜢ୡ⏺䛻Ⓨಙ䛧䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉᶓࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞࠊᶓⱁ⾡ࢡࢩࣙࣥᴗ࡞ᩥⱁ⾡㐀㒔ᕷ࣭ᶓ࡞
ࡽ࡛ࡣࡢᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥎㐍
ᩥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥎㐍
ᮾி㛤ദࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᶓࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞࠊ'DQFH'DQFH'DQFH㸾
ࠉࠉ<2.2+$0$ࠊᶓ㡢⚍ࡾࢆ୰᰾ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ᐇࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉ࣭ᶓࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞᴗ
࣭'DQFH'DQFH'DQFH㸾<2.2+$0$ ᶓⱁ⾡ࢡࢩࣙࣥᴗ
ࠉࠉ࣭ᶓ㡢⚍ࡾ㸦ᶓⱁ⾡ࢡࢩࣙࣥᴗ㸧
ղࠉ⎔ቃᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ࣮ࢺ࣋ࣥࢺ㸦ࢫ࣐࣮ࢺ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡸࣘࢽࣂ࣮
ࢧࣝ࡞ᩥᴗ㸦ࣃࣛࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞ࡞㸧ࡢᐇ
⎔ቃᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ࣮ࢺ࣋ࣥࢺࡢᐇ
┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡࣮ࢸࢫࢺࡢ㐀ᛶࢆ⼥ྜࡉࡏࡓࠊ᪂ࡓ࡞ኪᬒࡢ㐀ࢆ
ࠉࠉヨࡳࡿᶓ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᅜ㝿࣮ࢺ࣋ࣥࢺࢆᐇࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉ࣭ࢫ࣐࣮ࢺ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥᴗ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

ᩥほගᒁ
+࣭
+
+

㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ࡞ᩥᴗࡢᐇ
ࠉ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ከᵝ࡞ศ㔝ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ༠ാࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞ⱁ⾡
ࠉࠉ⾲⌧ࢆ⏕ࡳฟࡍ⌧௦࣮ࢺࡢᅜ㝿ᒎࢆ㛤ദࡋࡲࡍࠋ
࣭ࣚࢥࣁ࣐࣭ࣃࣛࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞᴗ
+࣭
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ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

࣭ࣚࢥࣁ࣐ࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞ㛤ദ
ࠉᮇ㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡽ᭶᪥㸦᪥㛫㸧
⥲᮶ሙ⪅ᩘ㸸⣙ே
⤒῭Ἴཬຠᯝ㸸⣙൨
ࣃࣈࣜࢩࢸຠᯝ㸸⣙൨
࣭'DQFH'DQFH'DQFH㸾<2.2+$0$㛤ദ‽ഛ

ᩥほගᒁ

࣭ࢫ࣐࣮ࢺ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥᶓࢆ㛤ദ
ࠉ᮶ሙ⪅ᩘ㸸ே

ᗣ⚟♴ᒁ
ᩥほගᒁ

࣭ࣚࢥࣁ࣐࣭ࣃࣛࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞࡢ㛤ദ
ࠉ᮶ሙ⪅㸸ே
ࠉࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅㸸ே
ࠉ㸱㒊ศࡅ࡚㛤ദ

ᰕ㻟䚷䚷䚷ᩥⱁ⾡䛾㐀ᛶ䜢⏕䛛䛧䛯䜎䛱䛵䛟䜚
ศ㔝䠖Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾㇏䛛䛺ឤᛶ䜔㐀ᛶ䜢䛿䛠䛟䜐ᩥⱁ⾡య㦂䛾ᐇ䜔᪂㐍䜰䞊䝔䜱䝇䝖䛾ᨭ䛸䛔䛳䛯ḟୡ௦⫱ᡂ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

ձࠉᏊࡶࡓࡕࡢᩥⱁ⾡య㦂ࡢᐇ
ᶓࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞᴗࢆ㏻ࡌࡓḟୡ௦⫱ᡂ
ᶓࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞᴗ࠾࠸࡚ࠊᏊࡶࡓࡕࡀᒎぴࢆ㚷㈹ࡍࡿᶵࢆࡘࡃ
ࠉࠉࡿ࡞ࠊୡ⏺ࡢⱁ⾡సရࢆ㌟㏆ឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ

㹼+

ᩥほගᒁ
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

࣭ࣚࢥࣁ࣐ࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞ㛤ദ
ࠉ୰Ꮫ⏕௨ୗ᮶ሙ⪅ᩘ㸸ே
ࠉᏛᰯᅋయࡢ㚷㈹ཷධࢀ㸸ᅋయ
ࠉᏊࡶྥࡅࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘ㸸ᅇ

ᶓⱁ⾡ࢡࢩࣙࣥᴗࢆ㏻ࡌࡓḟୡ௦⫱ᡂ
ࠉࠉᶓⱁ⾡ࢡࢩࣙࣥᴗ㸦ᶓ㡢⚍ࡾࡸ'DQFH'DQFH'DQFH㸾<2.2+$0$㸧
ࠉࠉ࠾࠸࡚ࠊᏛᰯࣉࣟࡢ࣮ࢸࢫࢺࢆὴ㐵ࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ࡞ࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊḟୡ௦⫱ᡂྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ࠉࠉ࣭ᶓⱁ⾡ࢡࢩࣙࣥᴗ㸦ḟୡ௦⫱ᡂ㸧

㹼+

࣭ࢺࢵࣉ࣮ࢸࢫࢺࡼࡿࢲࣥࢫ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ㸸㸯ᅇ
࣭㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓࢲࣥࢫࢥࣥࢸࢫࢺࡢ㛤ദ㸸㸯ᅇ
࣭Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓࢲࣥࢫࢥࣥࢸࢫࢺࡢ㛤ദ㸸㸯ᅇ

ղࠉ᪂㐍࣮ࢸࢫࢺࡢⓎ᥀࣭⫱ᡂ࣭ᨭ
㻌㻌䜰㻌䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾タ❧䞉㐠Ⴀ
䚷㻌㻌㻌㻌࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ᴗࠊ㹌㹎㹍ࠊᏛ➼ࡢᵝࠎ࡞ᅋయࡀฟ࠸
ࠉࠉὶࡍࡿ⤌ࡳ ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊ┦ຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸
ࠉࠉࡃࡶࠊᶓࡢᩥⱁ⾡㐀㒔ᕷ⟇ࡢ୰᰾ⓗᙺࢆᯝࡓࡍయไ࡙ࡃࡾ
ࠉࠉྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

+㹼

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧
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ᩥほගᒁ

ᩥほගᒁ

࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡಁ㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ㸸㸯ᅇ
࣭࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ࡢຓᡂ㸸௳
࣭࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ྥࡅ┦ㄯ❆ཱྀࡢ㐠Ⴀ㸸┦ㄯ௳ᩘ௳

ᰕ㻟䚷䚷䚷ᩥⱁ⾡䛾㐀ᛶ䜢⏕䛛䛧䛯䜎䛱䛵䛟䜚
ศ㔝䠖୍ே䜂䛸䜚䛾ᕷẸ䛜䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛䛥䜎䛦䜎䛺ᩥⱁ⾡άື䛻ཧຍ䛧䚸䛔䛝䛔䛝䛸άື䛷䛝䜛⎔ቃ䛾ᩚഛ䜔ᩥⱁ⾡άື䜈䛾ᨭ䜢⾜䛔䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉᆅᇦ࠾ࡅࡿᩥⱁ⾡άືࡢᣐⅬᶵ⬟ࡢᐇ
㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡢᩥⱁ⾡άືࢆᨭࡍࡿ⎔ቃཬࡧ⤌ࡳࡢᩚഛ
ࠉ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡢᩥⱁ⾡άືࢆᨭࡍࡿ⎔ቃཬࡧ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊㄢ㢟
ࠉࠉࡢᢳฟࡸேᮦ⫱ᡂ◊ಟࠊⱁ⾡ศ㔝ࡢࢪࣕࣥࣝࢆၥࢃࡎከᙬ࡞⏬ᒎࡢ㛤ദ➼ࢆ
ࠉࠉ㏻ࡌ࡚ࠊ㛵ಀᅋయࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋࠊ༠㆟ᶵ⬟ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ
ࠉ࣭㞀ᐖ⪅ⱁ⾡άືᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ᴗ
ղࠉᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡘ࡞ࡀࡿᩥⱁ⾡άືࡢᨭ
ᶓࡢᩥࡸⱁ⾡ಀࡿ࠶ࡽࡺࡿሗࢆ୍యⓗⓎಙࡍࡿከゝㄒᑐᛂࡢሗࢧ
ࠉࠉࢺࡢᵓ⠏
ࠉࠉୡ⏺ࡢὀ┠ࡀ㞟ࡲࡿࡇࡢᶵࢆᤊ࠼ࠊձ㚷㈹ࡋࡓ࠸ேࠊղⓎಙࡋࡓ࠸ேࠊճㄪ
ࠉࠉࡓ࠸ே࣮ࢸࢫࢺࡸ࣮࢝ࣈ㸧࡞ࠊᶓࡢᩥࡸⱁ⾡ಀࡿ࠶ࡽࡺࡿ
ࠉࠉሗࢆ୍యⓗⓎಙࡍࡿከゝㄒᑐᛂࡢሗࢧࢺࢆᵓ⠏ࡋࠊୡ⏺ྥࡅ࡚ᩥ
ࠉࠉⱁ⾡㐀㒔ᕷ࣭ᶓࡢࣉࣞࢮࣥࢫࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
࣭⥲ྜⓗᩥⱁ⾡㐀㒔ᕷሗⓎಙ㹕㹃㹀ࢧࢺࡢᵓ⠏

┠ᶆᮇ

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

ᡤ⟶ᒁ

+㹼
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

+
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ᗣ⚟♴ᒁ

࣭⏬ᒎࡢ㛤ദ㸸㸯ᅇ

ᩥほගᒁ

࣭ᐇ᳨ウ

ᰕ㻟䚷䚷䚷ᩥⱁ⾡䛾㐀ᛶ䜢⏕䛛䛧䛯䜎䛱䛵䛟䜚
ศ㔝䠖䜰䞊䝔䜱䝇䝖䞉䜽䝸䜶䞊䝍䞊䛺䛹㐀ⓗ䛺ேᮦ䛸ᴗ䜔ᆅᇦ䛸䛾ඹྠ䜢᥎㐍䛧䚸㐀ⓗ⏘ᴗ䛾㞟✚䞉⯆䛻䛴䛺䛢䚸㐀ᛶ䜢⏕䛛䛧䛯䜎䛱䛵䛟䜚䜢㐍䜑䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ

ᡤ⟶ᒁ

┠ᶆᮇ

ձᴗࡸ㹌㹎㹍ࠊᏛ➼㐃ᦠࡋࡓ࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ࡢ㞟✚ࣅࢪࢿ
ࢫᶵࡢฟ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢタ❧࣭㐠Ⴀࠓᥖࠔ
ࠉ࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ᴗࠊ㹌㹎㹍ࠊᏛ➼ࡢᵝࠎ࡞ᅋయࡀฟ࠸
ࠉࠉὶࡍࡿ⤌ࡳ ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊ┦ຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸
ࠉࠉࡃࡶࠊᶓࡢᩥⱁ⾡㐀㒔ᕷ⟇ࡢ୰᰾ⓗᙺࢆᯝࡓࡍయไ࡙ࡃࡾ
ࠉࠉྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

+㹼

ղ࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ྠኈࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢタ❧࣭㐠Ⴀࠓᥖࠔ
ࠉ࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ᴗࠊ㹌㹎㹍ࠊᏛ➼ࡢᵝࠎ࡞ᅋయࡀฟ࠸
ࠉࠉὶࡍࡿ⤌ࡳ ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊ┦ຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸
ࠉࠉࡃࡶࠊᶓࡢᩥⱁ⾡㐀㒔ᕷ⟇ࡢ୰᰾ⓗᙺࢆᯝࡓࡍయไ࡙ࡃࡾ
ࠉࠉྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

+㹼

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧
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ᩥほගᒁ

࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡಁ㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ㸸㸯ᅇ࠙ᥖࠚ
࣭ᴗࡸ㛵ಀ⪅ࡢࣄࣜࣥࢢࢆᐇ㸸௳
࣭࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ྥࡅ┦ㄯ❆ཱྀࡢ㐠Ⴀ㸸┦ㄯ௳ᩘ௳࠙ᥖࠚ
࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ⏝:(%ࢧࢺࡢ㐠Ⴀ
ࠉ㸦+ᖺᗘᮎⓏ㘓⪅ᩘ㸸⤌㸧

ᩥほගᒁ

࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡಁ㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ㸸㸯ᅇ࠙ᥖࠚ
࣭࣮ࢸࢫࢺ࣭ࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ඹྠᐇࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ㸸ᅇ

ᰕ㻠䚷䚷ᶓ䜢ୡ⏺䛻㨩䛫䜛
ศ㔝䠖䛂ᶓ䛺䜙䛷䛿䛃䛾㨩ຊ䞉䝁䞁䝔䞁䝒䛾Ⓨಙ䛻䜘䜚䚸ᅜෆእ䛛䜙ே䛜ゼ䜜䚸㈰䜟䛖䛂༓ᐈ᮶䛾䜎䛱䛵䛟䜚䜢㐍䜑䜎䛩䛃
┠ᶆᮇ

࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉᶓ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㨩ຊฟࢩࢸࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢᒎ㛤
ᶓ㒔ᚰࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡸࠊᗈᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡼࡿࠊ㒔ᕷࡢ㨩ຊྥୖ
࣭ᶓ㒔ᚰ㸦㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ཬࡧ᪂ᶓ㒔ᚰ㸧ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡸࠊᗈᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠉࠉࠉࡢᩚഛࡼࡾࠊ㒔ᕷάຊࢆྥୖࡉࡏࠊከࡃࡢேࢆចࡁࡘࡅࡿ㒔ᕷ࡙ࡃࡾࢆ᥎
ࠉࠉࠉ㐍ࡋࡲࡍࠋ
ۑᶓ㥐࿘㎶ᆅ༊㸦㸦௬⛠㸧ᶓ㥐すཱྀ㛤Ⓨࣅࣝࡸ㥐๓ᗈሙ➼࿘㎶ᇶ┙ࡢᩚ
ࠉࠉࠉࠉഛ㸧
࠸ࡽࡳ࡞ࡳۑᆅ༊㸦ᅜ㝿ᴗົᶵ⬟ࡢ㞟✚ཬࡧほග࣭࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢺ
ࠉࠉࠉࠉࡢ᥎㐍㸧
ࠉۑ㛵ෆ࣭㛵እᆅ༊㸦᪂ᕷᗇ⯋ᩚഛཬࡧ࿘㎶ࡢࢡࢭࢫᛶ࣭ᅇ㐟ᛶྥୖࡢྲྀ
ࠉࠉࠉࠉ⤌㸦㸦௬⛠㸧ᒸᕝᶓ᩿ே㐨ᶫᩚഛ➼㸧ࠊ⌧ᗇ⯋࿘㎶ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ➼㸧
ࠉۑᒣୗࡩ㢌࿘㎶ᆅ༊㸦㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ࡢ᪂ࡓ࡞㈰ࢃ࠸ᣐⅬࡢᙧᡂྥࡅࡓ㛤Ⓨ
ࠉࠉࠉࠉࡢ᥎㐍㸧
ࠉۑᮾ⚄ዉᕝ⮫ᾏ㒊࿘㎶ᆅ༊㸦༊⏬ᩚ⌮ࡸ㛤Ⓨ➼ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ
ࠉࠉࠉࠉ᥎㐍㸧
ࠉۑ᪂ᶓ㒔ᚰ㸦㒔ᕷ⎔ቃࡢኚ㐺ᛂࡋࡓࠊ㐺ṇ࡞ᅵᆅ⏝࠾ࡼࡧࡲࡕࡢά
ࠉࠉࠉࠉᛶࡢ᥎㐍㸧
ۑᶓ⎔≧す⥺ࡢᩚഛࡼࡿࠊᗈᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ
ࢩࢸࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢᒎ㛤
࣭ᶓࡢㄆ▱ᗘࡸࣈࣛࣥࢻຊྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᛂࡌࡓຠᯝⓗ࡞ᡭ
ࠉࠉࠉἲࡼࡾࠊࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉ࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒊࠾ࡅࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࣔࣅࣜࢸࢶ࣮ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᐇドᐇ㦂ࢆ
ࠉࠉࠉ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࢘ᅜෆእࡽࡢ㞟ᐈࡢ᥎㐍
ࠉࠉᅜෆእࡽࡢ㞟ᐈࡢࡓࡵࠊㄏᐈࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ㏄㈱࣭ほගタࡢᶵ⬟ᙉࢆ
ࠉࠉ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
ࠉ࣭ࢹ࣓ۑ᪑⾜♫➼ᑐࡋ࡚ࠊ᪑⾜ၟရࡢ㐀ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ⌧ᆅࣉ࣮ࣟࣔ
ࠉࠉࠉࢩࣙࣥࡸᣍ࠸➼ࢆᐇ
⯪ۑ♫࣭ࣛࣥࢻ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮➼ᑐࡋ࡚ࠊࢡ࣮ࣝࢬࢶ࣮㐀ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ
ࠉࠉࠉࢭ࣮ࣝࢫࢆᐇ
ۑᅜᣦᐃྡ୕⁇ᅬࢆ⥔ᣢ࣭ಖᏑࡍࡿࡶࠊᅜෆእࡽࡢ㞟ᐈཬࡧ᪥ᮏᩥ
ࠉࠉࠉⓎಙࡢᣐⅬࡋ࡚ά⏝
ղࠉࣥࣂ࢘ࣥࢻᑐᛂᙉ࡞༓ᐈ᮶ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ
እᅜேほගᐈࡢཷධ⎔ቃࡢᐇ
࣭ከᩥᑐᛂࡋࡓཷධ࣭ㄏᐈࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ㸦࣒ࢫ࣒ࣜ᪑⾜⪅ࡢཷධ⎔ቃᩚ
ࠉࠉࠉഛࠊෆᶵ⬟ࡢᐇ㸧
࣭ᕷෆࡢከゝㄒᑐᛂᙉࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ㸦ᕷෆᴗ⪅ྥࡅ◊ಟࡢᐇࠊ࣮࣍
ࠉࠉࠉ࣒࣮࣌ࢪࡢከゝㄒᑐᛂࠊእᅜே᮶ゼ⪅ࡢሗ᥋ゐ࣏ࣥࢺࡢᶵ⬟ᣑ㸧
࣭᮶᪥እᅜே➼ࡀ⏝ྍ⬟࡞་⒪ᶵ㛵ࡸࠊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ㑊㞴ඛ࡞ࠊᏳᚰ࡞
ࠉࠉࠉᅾྥࡅࡓሗࢆࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡼࡾከゝㄒ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡿࣉࣜࢆ㛤Ⓨࡋ
ࠉࠉࠉࡲࡍࠋ
ၟᗑ⾤ࡢࣥࣂ࢘ࣥࢻᑐᛂᙉࡢᨭ
࣭እᅜேほගᐈࡀゼࢀࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡴၟᗑ⾤ᑐࡋ࡚ࠊࣁ࣮ࢻᩚ
ࠉࠉࠉഛ㸦㹕㹧㸫㹄㹧⎔ቃࠊච⛯ᡭ⥆ࡁ࢝࢘ࣥࢱ࣮➼㸧ࡸࢯࣇࢺᴗ㸦࣐ࢵࣉࡸ࣍
ࠉࠉࠉ࣮࣒࣮࣌ࢪࡢከゝㄒ➼㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദࡸࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ࠉࠉࠉ࡞ࠊከᵝ࡞ᨭࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ᡤ⟶ᒁ

䠿

㒔ᕷᩚഛᒁ
‴ᒁ
㐨㊰ᒁ
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧
⥲ົᒁ
ࠉͤ᪂ᕷᗇ⯋ᩚഛ㹼+
+㹼
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࣭ᶓ࿘㎶ᆅ༊㸸Ẹ㛫㛤Ⓨ࣭ᇶ┙ᩚഛࡢྲྀ⤌᥎㐍
࣭ࡳ࡞ࡳࡽ࠸ᆅ༊㸸⾤༊㛤Ⓨ㐍ᤖ⋡ࠉ㸣㸦ᬻᐃタࢆྵࡴࠉ㸣㸧
࣭㛵ෆ࣭㛵እᆅ༊㸸᪂ᕷᗇ⯋ᩚഛࡢᕤ╔ᡭ㸦ᖹᡂᖺ㸶᭶㸧ࠊ㛵ෆ㥐ཱྀ
ࠉᩚഛᴗ➼ࡢ᥎㐍ࠊᩍ⫱ᩥࢭࣥࢱ࣮㊧ᆅᴗணᐃ⪅Ỵᐃࠊ㸦௬⛠㸧ᒸ
ࠉᕝᶓ᩿ே㐨ᶫᩚഛࡘ࠸࡚ヲ⣽タィጤクཬࡧ 㔞࣭ᆅ㉁ㄪᰝጤクࠊᶫ⬮ୗ㒊
ࠉᕤࡢ╔ᡭ
࣭ᒣୗࡩ㢌࿘㎶ᆅ༊ࡢ㛤Ⓨ㸸ᴗ᥎㐍
࣭ᮾ⚄ዉᕝ⮫ᾏ㒊࿘㎶ᆅ༊
ࠉࠉᮾ⚄ዉᕝ୍┠㸸ᴗ୰
ࠉࠉᮾ㧗ᓥ㥐㸸ᴗ୰
࣭᪂ᶓ㒔ᚰ㸸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢྲྀ⤌᥎㐍
࣭ᶓ⎔≧す⥺㸸⥺࡛ᕤࡢ᥎㐍

+
ࠉ+㹼
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ࠉ+㹼
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ࠉ
ࠉ+㹼
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ᩥほගᒁ

ᩥほගᒁ

ᩥほගᒁ
ᅜ㝿ᒁ

+㹼

㹼+
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࣭ᶓᕷ㛵ࡍࡿព㆑࣭⏕ά⾜ືᐇែㄪᰝࡢᐇ
࣭㔜Ⅼࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥᴗࡢ࣓ࢹ㟢ฟ௳ᩘ㸸௳
࣭ࣃ࣮ࢯࢼࣝࣔࣅࣜࢸࢶ࣮
ࠉබ㐨ᐇドᐇ㦂ࡢᐇ㸸ᅇᐇ
࣭࣓ࢹ࣭᪑⾜♫➼ᑐࡍࡿᾏእㄏᐈࢭ࣮ࣝࢫ㸸௳ᩘ௳
࣭࣓ࢹ࣭᪑⾜♫➼ᑐࡍࡿᅜෆㄏᐈࢭ࣮ࣝࢫ㸸㔜Ⅼࢭ࣮ࣝࢫ࢚࡛ࣜ
ࠉၟㄯࢆᐇࠋࢭ࣮ࣝࢫᅇᩘᅇࠊᐇᴗᩘ㸸♫
࣭⯪♫࣭ࣛࣥࢻ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮➼ᑐࡍࡿᾏእㄏᐈࢭ࣮ࣝࢫ㸸௳ᩘ௳
ࠉ㸦࣓ࢹ࣭᪑⾜♫➼ᑐࡍࡿᾏእㄏᐈࢭ࣮ࣝࢫ௳ᩘࡢෆᩘ㸧
࣭୕ᅬ
࣭ྡࡢ⥔ᣢࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢᩚഛ➼ࠊ⥔ᣢ⟶⌮క࠺⤒㈝ᑐࡍࡿ⿵ຓ
࣭୧ࢆぢᤣ࠼ࡓ㏄㈱タࡋ࡚ࡢ㨩ຊྥୖࠊཷධ⎔ቃᩚഛࢆ᥎㐍
࣭ከᩥᑐᛂࡋࡓཷධ࣭ㄏᐈࡢ᥎㐍
࣭ᾏእ᪑⾜༤࣭ၟㄯࡢฟᒎ㸸㸰ᅇ
࣭ᕷෆᴗ⪅ྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ㸸㸴ᅇ
࣭ከゝㄒᑐᛂᙉ
࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢከゝㄒᑐᛂ㸸᪂ࡓࣥࢻࢿࢩㄒࠊࢫ࣌ࣥㄒࠊࣇࣛ
ࠉࣥࢫㄒᑐᛂ
࣭ᕷෆᴗ⪅ྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ㸸㸲ᅇ
࣭⅏ᐖࡢከゝㄒሗⓎಙࡘ࠸᳨࡚ウ
࣭⿵ຓ㔠௳ᩘ㸸㸳௳
࣭ከゝㄒࡼࡿ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ࡢ⤂㸸࢚࣭ࣜၟᗑ⾤
࣭ၟᗑ⾤⤂࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸸㒊㓄ᯫ㸦᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒࡢ⥲ィ㸧
࣭ၟᗑ⾤ࢶ࣮㸸㸳௳

ᰕ㻠䚷䚷ᶓ䜢ୡ⏺䛻㨩䛫䜛
ศ㔝䠖᮶ゼ⪅䛾ᅾ⎔ቃ䛾ྥୖ䜔㒔ᚰ㒊䛷䛾⥳䠄ⰼ䠅➼䛻䜘䜚᮶ゼ⪅䜔ᕷẸ䛜䛂ᒃᚰᆅ䛜䛔䛔䛃䛸ឤ䛨䜛䜘䛖䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢㐍䜑䜎䛩䠄㻝㻛㻟䠅
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉࣂࣜࣇ࣮ࣜࡢྲྀ⤌ࡸෆࢧࣥࡢከゝㄒࠊ㏻ಙ⎔ቃࡢྥୖ࡞ࡼࡿᛌ㐺
࡞ᅾ⎔ቃࡢᥦ౪
ሙ࿘㎶㥐ࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜ
ࠉ࣭ࢆ㏻ࡌ࡚ከࡃࡢ᮶⾤⪅ࡀゼࢀࡿ㕲㐨㥐ࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࢆ⾜࠸ࠊㄡ࡛
ࠉࠉࠉࠉࡶᛌ㐺⛣ື࡛ࡁࡿ㏻⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ
ۑ㹈㹐㛵ෆ㥐ཱྀ
ࠉۑ㹈㹐▼ᕝ⏫㥐༡ཱྀ
ෆࢧࣥከゝㄒ࡞ࠊෆ⎔ቃࡢྥୖ
࣭እᅜேほගᐈࡶྵࡵࠊከࡃࡢ᮶⾤⪅ࡀࠊ㏞ࢃࡎࠊ┠ⓗᆅ฿㐩࡛ࡁ
ࠉࠉࠉࠉࡿࡓࡵࡢෆ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ
ۑෆࢧࣥ➼ࡢᩚഛ
ࠉࠉࠉۍ㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ཬࡧ᪂ᶓ࿘㎶ᆅ༊࠾࠸࡚ࠊタ⟶⌮⪅ࡸ㕲㐨ᴗ⪅࡞
ࡢ㛵ಀ⪅㐃ᦠࡋࠊ㐨㊰࣭බᅬ࣭㕲㐨㥐➼ࡢෆࢧࣥࡢከゝㄒ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠊ⤫୍ࠊ㐃⥆ᛶࡢ☜ಖ࡞ࠊ᮶⾤⪅ࡗ࡚ศࡾࡸࡍ࠸Ṍ⾜⪅
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⏝ࡢෆ࣭ㄏᑟࢧࣥᩚഛࡢᐇ
ࠉࠉࠉۍᕷႠᆅୗ㕲㥐ᵓෆෆࢧࣥࡢࣜࢽ࣮ࣗࣝ
ࠉࠉࠉۍබඹࢧࣥ࢞ࢻࣛࣥࡢᨵᐃ᳨ウ
ࠉۑ㐨㊰ෆᶆ㆑ࡘ࠸࡚ࠊⱥㄒ⾲グࡢᨵၿࡸ㌿ᩥᏐࡢά⏝
࢘㹕㹧㸫㹄㹧ᩚഛࡼࡿࠊ㏻ಙ⎔ቃࡢྥୖ
࣭ࡳ࡞ࡳࡽ࠸ᆅ༊➼
ࠉۑᆅ༊࠾ࡅࡿせ࡞Ṍ⾜⪅✵㛫ࡸ⤖⠇Ⅼࡢᒇእබඹ✵㛫࠾ࡅࡿࠊ㹕㹧
ࠉࠉࠉࠉࠉ㸫㹄㹧ࡢ᪩ᮇᩚഛ
ࠉ࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ࠊ᪂ᶓ
ࠉۑබẸ㐃ᦠࡼࡿࠊ᮶ゼ⪅ࡢ౽ᛶྥୖ㈨ࡍࡿ㏻ಙ⎔ቃࡢᩚഛ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

㒔ᕷᩚഛᒁ
+
+

+

࣭ෆࢧࣥᩚഛ㛵ࡍࡿㄢ㢟ᩚ⌮ࡸ࠸ࡸࡍ࠸ࡋࡃࡳࡘ࠸᳨࡚ウ
࣭㸳㥐㸦ᡞሯࠊ ༡୰ኸࠊⵗ⏣ࠊྜྷ㔝⏫ࠊఀໃబᮌ㛗⪅⏫㸧ࣜࢽ࣮ࣗࣝ
ࠉ
࣭බඹࢧࣥ࢞ࢻࣛࣥࡘ࠸࡚ࠊ-,6ࡢෆ⏝グྕࡢኚ᭦࣭㏣ຍ➼ࢆᐇ
࣭㐨㊰ෆᶆ㆑㸸㌿ᩥᏐࡢά⏝ࠊⱥㄒ⾲グࡢᨵၿィ⏬ࡢసᡂ

㒔ᕷᩚഛᒁ

࣭ᶓ㥐ࡁࡓ㏻㊰࣭ࡳ࡞ࡳ㏻㊰ཬࡧ⮫
࣭බເࢆᐇࡋࠊᐇೃ⿵⪅ࡢ≉ᐃ

+
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࣭-5㛵ෆ㥐ཱྀ㸸࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊከᶵ⬟ࢺࣞࡢᩚഛࠊẁᕪゎᾘᕤࢆ㐍
ࠉࡵࠊ㥐ࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࢆ
࣭-5▼ᕝ⏫㥐༡ཱྀ㸸༡⾜㸦⯪᪉㠃㸧࣮࣒࢚࣮࣍ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢ౪⏝㛤ጞࠊᨵᮐ㝵
ࠉ๓㠃㐨㊰ࡢẁᕪゎᾘ

㏻ᒁ
㒔ᕷᩚഛᒁ
㐨㊰ᒁ
ᅜ㝿ᒁ

㹼+
+
+

+

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ

ࣃ࣮ࢡ࡛ࡢᩚഛ

ᰕ㻠䚷䚷ᶓ䜢ୡ⏺䛻㨩䛫䜛
ศ㔝䠖᮶ゼ⪅䛾ᅾ⎔ቃ䛾ྥୖ䜔㒔ᚰ㒊䛷䛾⥳䠄ⰼ䠅➼䛻䜘䜚᮶ゼ⪅䜔ᕷẸ䛜䛂ᒃᚰᆅ䛜䛔䛔䛃䛸ឤ䛨䜛䜘䛖䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢㐍䜑䜎䛩䠄㻞㻛㻟䠅
┠ᶆᮇ

࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
࢚Ⰻ㉁࡞ᐟἩタࡢ❧ᆅಁ㐍ࡼࡿࠊᅾ⎔ቃࡢྥୖ
ࠉ࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ࡸ᪂ᶓࢆᑐ㇟ࠊᐟἩタࡢᐜ✚⋡⦆ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊእᅜே᪑
ࠉࠉࠉࠉ⾜⪅ࢽ࣮ࢬࡶᑐᛂࡋࡓⰋ㉁࡞ᐟἩタࡢ❧ᆅࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ
㻌䜸䚷䛝䜜䛔䛺⾤୪䜏䛻ྥ䛡䛯⎔ቃᩚഛ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌࣭Ύ₩࡞⾤୪ࡳࡼࡿࠊᒃᚰᆅࡢⰋ࠸⎔ቃࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊሙ࿘㎶ࢆᑐ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㇟ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ۑṌ㐨ࡸᕷᡤ᭷ᆅ࣭ᕷᡤ᭷タࡘ࠸࡚ࠊᮇ㛫࠶ࢃࡏࡓΎᤲ➼ࡢ
ࠉࠉࠉࠉࠉᐇ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ۑሙ࿘㎶ࡸ⦾⳹⾤࡞ࡢ࢚ࣜࡘ࠸࡚ࠊᮇ㛫୰ࠊ㛫ࡢ㛫ᖏ
ࠉࠉࠉࠉ㻌ࠉࡈࡳࡀ⨨ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ↝༷ᕤሙኪ㛫ᦙධྍ⬟࡞⎔ቃᩚഛࡢᐇ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ۑከࡃࡢ࠾ᐈᵝࢆ㏄࠼ࡿሙᡤࡢࠊᮃࡲࡋ࠸බඹⓗᶵ⬟㸦බ⾗ࢺ࣭ࣞႚ
ࠉࠉࠉࠉ㻌ࠉ↮ᡤ㸧ࡢ᳨ウࠊᩚഛ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ۑබ⾗ࢺࣞෆࡢከゝㄒࠊእᅜேྥࡅ⏝࣐ࢼ࣮⾲♧ᯈࡢタ⨨ཬࡧ
ࠉࠉࠉࠉ㻌ࠉὒ౽ჾࡢ᥎㐍
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ۑᮇ㛫࠶ࢃࡏ࡚࣏ᤞ࡚࣭Ṍ⾜ႚ↮㜵Ṇࣃࢺ࣮ࣟࣝࢆ㞟୰ⓗᐇ
ࠉࠉࠉࠉ㻌ࠉࡍࡿࠊ⮫ႚ↮ሙᡤࡢタ⨨
࣭ႚ↮⚗Ṇᆅ༊ࡢᶆ㆑࣭ᶆ♧࣭┳ᯈ➼ࡢከゝㄒࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ

㻌䜹ᛌ㐺࡞ᅾࢆୗᨭ࠼ࡍࡿࠊᏳ࣭Ᏻᚰ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍
࣭⏝⪅ᩘ᪥ே௨ୖࡢ㥐㸦ᕷෆ㥐㸧➼ࢆᑐ㇟ࠊ㕲㐨ᴗ⪅ࡼࡿ
ࠉࠉࠉࠉ࣮࣒࣍ᰙࡢᩚഛࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ
ࠉ࣭㆙ᐹ➼㐃ᦠࡋࡓྜྠᰝᐹࢆᐃᮇⓗᐇࡍࡿ࡞ࠊ⦾⳹⾤࠾ࡅࡿᏳ
ࠉࠉࠉࠉᑐ⟇ࢆᙉࡋࡲࡍࠋ

ᡤ⟶ᒁ
㒔ᕷᩚഛᒁ

+㹼

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧 ᘓ⠏ᒁ

+㹼
+
+㹼

㈨※ᚠ⎔ᒁ

ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᐟἩタࡢᐜ✚⦆ࡢ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂᖺ㸲᭶ᕷ⾤ᆅ⎔ቃタィไᗘ
ࠉࡢᨵṇࢆᐇࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂᖺᗘࡢチྍᐇ⦼ࡣ㸮௳ࠋ

࣭ᮇ㛫࠶ࢃࡏࡓΎᤲࡘ࠸࡚㛵ಀ㒊⨫ࡢㄪᩚ
࣭ᕤሙ㛫ཷධྥࡅࡓ๓ㄪᰝጤクࡢᐇ
࣭➇ᢏሙ࿘㎶➼ࡢබ⾗ࢺࣞࡢ⏝≧ἣㄪᰝ➼ࡢᐇ
࣭-5᪂ᶓ㥐ཱྀබ⾗ࢺࣞࡢᨵಟᕤࡢᐇ
࣭⮫ႚ↮ሙᡤࡘ࠸࡚㛵ಀ㒊⨫ࡢㄪᩚ
࣭᪂ᶓ㥐࿘㎶ႚ↮ᡤ⾲グࡢከゝㄒ
࣭ෆᶆ♧ࡘ࠸࡚㛵ಀ㒊⨫ࡢㄪᩚ

+㹼
+㹼
+㹼
+㹼
㒔ᕷᩚഛᒁ

࣭ᮾᛴᮾᶓ⥺⥘ᓥ㥐ࠊጁⶈᑎ㥐ࠊ-5ிᮾ⥺㭯ぢ㥐ࡢ࣮࣒࣍ᰙࡢ౪⏝㛤ጞ
࣭ྜྠࣃࢺ࣮ࣟࣝࡢᐇ㸸㸰ᅇ

+㹼
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧

ղࠉⰼࡸ⥳ࡼࡿ㈰ࢃ࠸ࡢฟ
㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ࡢ⥳ⰼࡼࡿ㈰ࢃ࠸࡙ࡃࡾ
ࠉࠉ࣭බᅬ➼ࡢබඹタࢆ୰ᚰࠊ⥳ⰼࡼࡿࡲࡕࡢ㈰ࢃ࠸࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ

㹼+

➨ᅇᅜ㒔ᕷ⥳ࡼࡇࡣࡲࣇ࢙ࡢ㛤ദ
࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ࡢ⥳ࢆࡣࡌࡵࠊ㑹እ㒊࡛ࡢ⥳ࡢྲྀ⤌ࢆྵࡵ࡚ࠊ⥳ࡸⰼ࡛⨾ࡋ
ࠉࠉࠉࠉ࠸⾤ࠊᶓࢆෆእࣆ࣮ࣝࡋࡲࡍࠋ

㹼+

㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧
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⎔ቃ㐀ᒁ

࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒊ࡢ⥳ⰼࡢ᥎㐍
࣭⥳ⰼࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡢ᥎㐍

⎔ቃ㐀ᒁ

࣭➨ᅇᅜ㒔ᕷ⥳ࡼࡇࡣࡲࣇ࢙ࡢ㛤ദ

ᰕ㻠䚷䚷ᶓ䜢ୡ⏺䛻㨩䛫䜛
ศ㔝䠖᮶ゼ⪅䛾ᅾ⎔ቃ䛾ྥୖ䜔㒔ᚰ㒊䛷䛾⥳䠄ⰼ䠅➼䛻䜘䜚᮶ゼ⪅䜔ᕷẸ䛜䛂ᒃᚰᆅ䛜䛔䛔䛃䛸ឤ䛨䜛䜘䛖䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢㐍䜑䜎䛩䠄㻟㻛㻟䠅
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ճࠉ㒔ᚰ⮫ᾏ㒊࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞㏻ࡼࡿᅇ㐟ᛶࡢྥୖ
㒔ᚰ⮫ᾏ㒊࠾ࡅࡿᅇ㐟ᛶࡢྥୖ
ࠉࠉ࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒊࠾࠸࡚ࠊ᮶⾤⪅ࡢ౽ᛶࢆ᭦㧗ࡵࡿࡓࡵࠊࠕ㧗ᗘࣂࢫࢩ
ࠉࠉࠉࠉࢫࢸ࣒ࠖ㸦㐃⠇ࣂࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞㏻㸧ࢆᑟධࡋࡲࡍࠋ
࣭Ἑᕝࡸෆ ᆅ༊ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᕷẸ➼ࡢ㛤ᨺࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ྲྀ⤌ࢆᐁẸ
ࠉࠉࠉࠉ༠ാ࡛㐍ࡵࡿࡓࡵࠊỈୖ㏻ࡸỈ㝣୧⏝ࣂࢫࢆ㍈ࡋࡓ᪂ࡓ࡞Ỉ㎶ࡢ㈰ࢃ
ࠉࠉࠉࠉ࠸᪉⟇ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒊࠾ࡅࡿ⌧࢚ࣜࡢ࣏࣮ࢺᣑࠊཬࡧ࢚ࣜᣑࢆᅗࡾࠊࢥ࣑
ࠉࠉࠉࠉࣗࢽࢸࢧࢡࣝࡢ᭦࡞ࡿ౽ᛶྥୖࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

┠ᶆᮇ

ᡤ⟶ᒁ

+
㒔ᕷᩚഛᒁ
㏻ᒁ
‴ᒁ

+
㹼+
㸦+௨㝆ࡶ⥅⥆ணᐃ㸧
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ᖹᡂᖺᗘࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭㧗ᗘࣂࢫࢩࢫࢸ࣒
ࠉ࣭ࢺ࣮ࢱࣝࢹࢨࣥࡢ᳨ウ
ࠉ࣭㐨㊰ࣥࣇࣛࡢ᳨ウㄪᰝ➼
ࠉ࣭ฟධᗜ࠾ࡅࡿ㐠⾜࣮ࣝࢺࡢ᳨ウ
࣭ᐁẸ༠ാࡼࡿỈୖ㏻♫ᐇ㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࣋ࣥࢺࡋ࡚ࠊ∉ₔ࣭
ࠉࡼࡇࡣࡲࢡ࣮ࣝࢬ㸦㹼᭶㸧ཬࡧᶓ㐠Ἑࣃ࣮ࣞࢻ㸦᭶㸧ࢆᐇ
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢧࢡࣝ
࣭ࢧࢡ࣏࣮ࣝࢺ᪂タ㸸⟠ᡤ
ࠉ࣭㛵እᆅ༊ࡢᴗ࢚ࣜᣑ

ᰕ㻠䚷䚷ᶓ䜢ୡ⏺䛻㨩䛫䜛
ศ㔝䠖⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊➼䛾ά⏝䜔⎔ቃ䛻㓄៖䛧䛯䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹䛾᥎㐍䛺䛹䚸ୡ⏺䛾䝰䝕䝹䛸䛺䜛䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䜎䛩
࡞ྲྀ⤌ࡢෆᐜ
ձࠉ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍࣭⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭Ỉ⣲➼ࡢά⏝
⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴➼ࡢά⏝
࣭⇞ᩱ㟁ụࣂࢫࡸ㟁Ẽ⮬ື㌴࡞ࡢ⎔ቃ㌴୧ࢆࠊሙ࣭࣋ࣥࢺ➼࡛ά⏝ࡍ
ࠉࠉࠉࠉࡿࡇࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢά⏝ཬࡧࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ
࣭ᮇ㛫୰ࡢሙ࡛ࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮➼ࡢά⏝㸦ࢢ࣮ࣜࣥ㟁ຊド
ࠉࠉࠉࠉ᭩ࠊᕷෆබඹタ࡛ࡢⓎ㟁ࠊ㹃㹔࣭㹄㹁㹔ࡼࡿ⤥㟁࡞㸧ࡸࠊ↝༷ᕤ
ࠉࠉࠉࠉሙࡢవ㟁ຊࡢά⏝㸦ሙࡢ⮬ᕫク㏦㸧ࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ
࣭ᕷෆ㸲ᡤࡢ↝༷ᕤሙࢆ⎔ቃࢫ࣏ࢵࢺࡋ࡚ࠊࡈࡳ↝༷ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ
ࠉࠉࠉࠉ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
༷↝ۑᕤሙ࡛Ⓨ㟁ࡋࡓ㟁ຊ࡛ࠊࡈࡳ㞟㌴ࢆ㟁ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ
ۑ㔠ἑᕤሙࠊ㭯ぢᕤሙ࠾࠸࡚ࠊ㞄᥋ࡍࡿୗỈ㐨ฎ⌮タ㐃ᦠࡋࠊ
ࠉࠉࠉࠉࠉᮇ㛫୰ࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛࠶ࡿࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁ࡢ㹎㹐ࡋ࡚ࠊ
ࠉࠉࠉࠉࠉぢᏛཷධࡢᐇࡸ↝༷ᕤሙࣛࢺࢵࣉ➼ࡢᐇ
ղࠉ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓࣛࣇࢫࢱࣝࡢ᥎㐍
⎔ቃ㓄៖ࡋࡓࣛࣇࢫࢱࣝࡢ᥎㐍
࣭ྥࡅ࡚ࠊබඹ㏻ࡢ⏝࡞ ᬮᑐ⟇ࡢᐇ㊶➼ࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋ
ࠉࠉࠉࠉࡓࣛࣇࢫࢱࣝࡢᬑཬၨⓎάືࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
࣭ᕷẸࡸᕷෆᴗࡢ┬࢚ࢿ➼ࡼࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ๐ῶࢆά⏝ࡋࡓ
ࠉࠉࠉࠉ㛵㐃࣋ࣥࢺ➼ࡢ࣮࢝࣎ࣥ࢜ࣇࢭࢵࢺࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ
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資料２

ラグビーワールドカップ 2019™
東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた

横浜市の取組
平成 29 年４月
（平成 30 年 10 月改訂）
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ラグビーワールドカップ 2019™ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた
「横浜市の取組」について
平成 28 年 11 月 17 日に官民連携組織「ラグビーワールドカップ 2019™
上げ、
「ラグビーワールドカップ 2019™

東京 2020 オリンピック・パラリンピック 横浜開催推進委員会」を立ち

東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた横浜ビジョン～横浜のさらなる飛躍とレガシーの創造～」

を策定しました。
そこに掲げられている「取組の４つの柱」に基づいて、横浜市が行う両大会に向けた取組や、取組から生まれるレガシーを、ラグビーワールドカッ
プ 2019™ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた「横浜市の取組」としてまとめました。
横浜市では、両大会の開催を契機に、スポーツ振興はもとより、文化芸術の振興、経済、教育分野、シティプロモーションなど幅広い取組により、
次世代を担う子どもたちへの「贈り物」となるような有形無形のレガシーを遺していきます。

《取組の４つの柱（「ラグビーワールドカップ 2019™ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた横浜ビジョン」より）》
（１）両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし
（２）スポーツを通じて横浜を元気に
（３）文化芸術の創造性を生かしたまちづくり
（４）横浜を世界に魅せる
※「横浜市の取組」に掲載している取組の事業費については、毎年度の予算編成の中で決定します。
※「横浜市の取組」の取組期間は平成 32 年度までとなっており、両大会後も継続して取り組む予定のものについても計画期間に合わせて目標時期を記載しています。

1

２

取組
柱１

両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし
＜考え方＞
ラグビーワールドカップ 2019™は決勝戦開催都市として、東京 2020 オリンピック・パラリンピックは競技開催都市として、
関係機関と連携して円滑な大会運営に取り組むとともに、国内外から訪れる皆様を全力でおもてなしします。
ソフト・ハード両面でのバリアフリーを推進するとともに、開催都市プロモーション・広報やイベントなどによる機運の醸成や、
トレーニングキャンプの受入れ等を通じた国際交流などで両大会を大いに盛り上げ、ラグビーワールドカップ 2019™、東京 2020
オリンピック・パラリンピックに対して最大限の貢献をしていきます。

１

本市で開催される競技について、関係機関と連携・協力し、円滑に実施します。

２

両大会に向けて機運を醸成し、大会を盛り上げます。

３

トレーニングキャンプの受入やホストタウンの取組等を通じた国際交流を進め、様々な国の人々と理解し合い協働できる人材の育成
などに取り組みます。

《取組から生まれるレガシー》
ａ 高い大会開催能力と世界に誇るホスピタリティを持つまちの実現
ｂ ソフト・ハード両面でのバリアフリーの推進
ｃ ボランティア文化の醸成・定着
ｄ トレーニングキャンプ実施国・チームと地域とのつながり
ｅ 多文化共生を尊重する意識や国際感覚の醸成
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柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし

分野

本市で開催される競技について、関係機関と連携・協力し、円滑に実施します(1/2)
主な取組の内容

目標時期

① 競技会場における各種計画（警備、安全確保、救急医療体制など）の策定・実施
ア 危機管理・安全対策
組織委員会や警察等関係機関と連携を図りながら、選手、大会関係者、観戦客等の安全対策に取り組みます。
大会開催期間中の有事に備え各種訓練を実施します。
・会場周辺の安全対策の推進
・組織委員会等と連携した各種計画の策定、大規模災害発生時を想定した事前対策の推進
・関連施設等の防火・安全対策
・各種災害対応訓練の実施（図上訓練、テロ災害対応訓練、警察など関係機関と連携した合同訓練など）
イ 交通・輸送対策
組織委員会と連携し、選手、大会関係者の円滑な輸送を図るとともに、鉄道等公共交通機関における混雑緩和対
策に取り組みます。
・警察、輸送事業者及び道路管理者等と連携した交通輸送体制の確立（公共交通機関の増発、終電延長他）
・本市の広報媒体等を活用した事前広報
ウ 救急医療体制の構築
大会開催期間中の救急医療体制を構築します。
・大会開催期間中の救急医療体制の確立
・テロ等大規模災害発生による多数負傷者発生時の搬送体制の確立

H29～32

H29～32

H29～32

所管局区

市民局
総務局
消防局

等

市民局
道路局
交通局

等

市民局
医療局
医療局病院経営本部

消防局

エ 外国人診療の支援
滞在中の外国人が安心して医療を受けられるような体制を整備します。
・ＪＣＩ・ＪＭＩＰ（※）認証取得に向けた病院支援
※JCI ：医療の質や安全性、継続的な品質改善を評価する国際的な医療機能評価のこと。
※JMIP：医療機関における多言語対応や異文化・宗教への配慮等の体制を評価する制度のこと。
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～H32

等

医療局
医療局病院経営本部

国際局

取組から生まれるレガシー

ａ 高い大会開催能力と世界に誇
るホスピタリティを持つまちの
実現

柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし

分野

本市で開催される競技について、関係機関と連携・協力し、円滑に実施します(2/2)
主な取組の内容

目標時期

所管局区

取組から生まれるレガシー

② 競技会場における必要な整備やアクセスルートなども含めたバリアフリーや屋外広告物への対応
ア 会場整備
会場施設等の必要な改修を行うとともに、障害者や高齢者をはじめ、誰もが円滑に移動でき、安全に観戦できる
よう、バリアフリー対応の充実に取り組みます。
＜横浜国際総合競技場＞
・ラグビーワールドカップ2019™決勝戦の開催に向けた照明設備を更新し、競技場の魅力づくりを図ります。
・国際大会の開催時に安全や機能を確保するため、競技用の場内放送設備等の保全工事やトイレの増設、洋式
化やテレビ放送関連設備の更新などを実施します。
＜横浜スタジアム＞
・野球・ソフトボールの開催に向けて、大会組織委員会等と調整を行います。
イ 屋外広告物への対応
両大会スポンサーのマーケティング活動を妨害しないよう、アクセスルート上の屋外広告物について組織委員会
と連携して対応します。また、景観維持と安全対策のため、期間前と期間中に会場周辺や市内主要駅周辺での路
上違反広告物の除却を強化します。

～H32

市民局
ｂ ソフト・ハード両面でのバリ
健康福祉局
アフリーの推進
環境創造局 等

H31・32

市民局
都市整備局

ａ 高い大会開催能力と世界に誇
るホスピタリティを持つまちの
実現

H29～32

市民局

ｃ ボランティア文化の醸成・
定着

③ 組織委員会と連携した大会運営ボランティアの育成・活用
ア 大会運営ボランティアの育成・活用
組織委員会と連携し、大会運営を担うボランティアの育成に取り組みます。

(H33以降も継続予定)
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柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし

分野

両大会に向けて機運を醸成し、大会を盛り上げます(1/2)
主な取組の内容

目標時期

所管局区

取組から生まれるレガシー

① 機運の醸成と両大会を盛り上げるための広報・イベントの実施
ア 既存広報誌、市ホームページを活用した広報
広報計画を策定し、「広報よこはま」等の既存広報ツールや地下鉄駅を活用した効果的な大会のＰＲを行います。
競技開催予定都市である横浜を紹介するＰＲ動画を作成し、イベント等で放映することにより機運の醸成を図り
ます。
・広報計画の策定
～H29
～H32
・「広報よこはま」の活用
H29～32
・ＰＲ動画の作成・活用
・地下鉄駅を活用したＰＲの実施 他
H31・32
イ 情報発信拠点の設置
市内の主要駅にＰＲスペース等を設置し、両大会の認知度の向上や、大会関連イベントの広報に取り組みます。 H30～32
ウ 盛り上げイベント等の実施
節目ごとのイベントの開催や、各区における盛り上げイベント等の実施により、両大会に向けた機運醸成を図り
ます。
・限定乗車券の販売
・節目ごとのカウントダウンイベントの開催
・カウントダウンボードの設置
・各区における機運醸成イベントの実施
エ 既存イベントと連携した機運醸成
区民まつりや消防出初式等各種既存イベントと連携したＰＲ活動や、パラリンピック競技体験等を実施します。
オ テストイベントと連携した機運醸成
テストイベントにおけるＰＲ活動の実施により、大会本番に向けた盛り上がりを高めます。
カ 街の装飾
バナー等の装飾によるＰＲ活動を行います。
・競技会場や競技会場周辺及び市内主要駅等へのバナーなどの装飾によるＰＲ活動
・地元商店街と連携したＰＲ活動
・まちなみラッピングの検討・調整

市民局
交通局

市民局

等

市民局
交通局

等

市民局
各区局

等

H30・31

市民局

等

H31・32

市民局
経済局
交通局
資源循環局

H31・32
H30～32
H29～32
～H32

工事実施所管局

各区
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等

ａ 高い大会開催能力と世界に誇
るホスピタリティを持つまちの
実現

柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし

分野

両大会に向けて機運を醸成し、大会を盛り上げます(2/2)
主な取組の内容

目標時期

キ 市民参加による聖火リレー
東京2020大会に関連して実施される聖火リレーについて、多くの市民が大会に関わる機会を増やすため、リレー
ルートの誘致に取り組みます。

H32

所管局区

取組から生まれるレガシー

市民局

ク パブリックビューイングの実施
競技会場で観戦できない方々のためにパブリックビューイングを開催し、多くの市民が感動を共有できる環境を
整えます。

H31・32

市民局

ケ メダル制作に向けた小型家電等の回収
市民のみなさまがお持ちの使用済み小型家電等には、メダルの制作に必要な金属が含まれています。組織委員会
と連携し、東京2020大会で使用するメダル制作に向け、小型家電等の回収を進めます。

H29～31

市民局
資源循環局

H29～32

市民局
国際局

等

ａ 高い大会開催能力と世界に誇
るホスピタリティを持つまちの
実現

② 来訪者をおもてなしするボランティアの育成・活用に向けた取組
ア 都市ボランティアの育成・活用
組織委員会等と連携しながら、都市ボランティアの育成や活用に取り組みます。
・活動内容、活動場所、規模の検討
・申込方法、時期、研修体制、ユニフォーム、マニュアル等の検討
・在住外国人の語学力等を活かし、「おもてなし」ボランティアの担い手として活躍していただくための講座
を実施

等

ａ 高い大会開催能力と世界に誇
るホスピタリティを持つまちの
実現
ｃ ボランティア文化の醸成・
定着

③ ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーンの設置による来訪者へのおもてなし
ア ファンゾーンの設置
ラグビーワールドカップ2019™の開催に伴い、公共のエリアでパブリックビューイングなどラグビーファン向けに H31
ラグビーワールドカップに関係する体験を提供する「ファンゾーン」を設置します。
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市民局

ａ 高い大会開催能力と世界に誇
るホスピタリティを持つまちの
実現

柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし

分野

トレーニングキャンプの受入やホストタウンの取組等を通じた国際交流を進め、様々な国の人々と理解し合い協働できる人材の育成などに取り組みます
主な取組の内容

目標時期

所管局区

取組から生まれるレガシー

① トレーニングキャンプの受入に向けた調整
ア 事前キャンプの受入
関係団体と連携し、東京2020大会に出場する英国オリンピック代表チームの事前キャンプを受入れます。
併せて、国際都市としての更なる発展に向けて新たな受入れについて検討します。
・施設利用契約の締結
・大会開催時の事前キャンプの受入

ｄ トレーニングキャンプ実施
国・チームと地域とのつながり

H29
H32

市民局
国際局

② ホストタウン構想の実施などによる国際交流の推進
ア ホストタウンの取組
英国のホストタウンとしての取組を通じ、英国関係者等と市民の皆様の交流機会を創出します。
新たな事前キャンプの受入れに伴うホストタウン登録について検討します。
・英国関係者と連携した交流
・大会等に参加するために来日する英国代表選手との交流

ｄ トレーニングキャンプ実施
国・チームと地域とのつながり

H29～32
H31～32

市民局
国際局

等

③ 文化の異なる人々と協働する姿勢を身につけた人材の育成
ア グローバル人材の育成等
グローバル人材の育成に向けた学校教育における取組や、多文化共生活動への支援を推進します。
・小学校１年生からの外国人講師による小学校国際理解教室の実施や国際交流の推進
・小中学校等への外国人英語指導助手（AET）配置等による英語教育の推進
・各校に在籍する外国籍等児童生徒との交流を通した異文化理解・多文化共生意識の醸成
・グローバル人材の育成に向けた、授業等における外国人との異文化交流の実施
・来訪外国人のおもてなしや異文化理解の促進などに取り組む市民団体やＮＰＯの取組への支援の実施
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～H32

教育委員会

(H33以降も継続予定)
国際局

H29～32

ｅ 多文化共生を尊重する意識
や国際感覚の醸成

柱２

スポーツを通じて横浜を元気に
＜考え方＞
ラグビーワールドカップ 2019™、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機に、地域スポーツや障害者スポーツをはじめ、
さらなるスポーツ振興に取り組み、障害の有無や世代に関わらず子どもから高齢者まで全ての市民がスポーツや運動に親しみ、健康で
心豊かに生き生きと暮らすことができる、元気な横浜の実現を目指します。
１

ラグビー競技の普及を図りながら、スポーツへの意欲向上と地域スポーツの振興に取り組みます。

２

障害のある人もない人も同じようにスポーツ活動を楽しむことができるよう、広く社会全体に向けて、障害者スポーツの推進に取り組み
ます。

３

子どもたちの運動に親しむ資質や能力を育て、体力向上と、スポーツに関わる人材の育成に取り組みます。

４ 本格的な超高齢社会の到来に伴い、生活習慣の改善や介護予防を進めるため、スポーツなどを通じた健康づくりに取り組みます。

《取組から生まれるレガシー》
ａ スポーツ実施状況の向上
ｂ パラリンピック競技や障害者スポーツの普及・促進
ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進
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柱２ スポーツを通じて横浜を元気に

分野

ラグビー競技の普及を図りながら、スポーツへの意欲向上と地域スポーツの振興に取り組みます（１/３）
主な取組の内容

目標時期

① オリンピアン・パラリンピアン、ラグビー日本代表等トップアスリートと小・中学生等との交流を通じた運動意欲の向上
ア オリンピック・パラリンピック出場経験者の派遣
東京2020大会の開催に向けて、オリンピック・パラリンピック出場経験者を招へいしたイベントを開催するな
ど、市内のスポーツ振興と大会に向けた機運の醸成を図ります。
イ 小中学生とオリンピック・パラリンピック出場経験者等との交流
はまっ子スポーツウェーブ（小学校体育大会・小学校水泳大会等）や中学校総合体育大会などにオリンピック・
パラリンピック出場経験者等トップアスリートを招へいし、演技の実演や講演を実施すること及びオリンピック
・パラリンピック教育推進校での取組を通して、大会に向けた機運の醸成を図ります。

～H32

所管局区

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進

市民局
教育委員会

ａ スポーツ実施状況の向上
ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

取組から生まれるレガシー

ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進

ウ 市内小学校にラグビー選手やタグラグビー指導者を派遣
ラグビーワールドカップ2019™の開催に向けて、市内小学校にラグビーワールドカップ出場経験者やタグラグビ
ー指導者を招へいし、講演やタグラグビーを実施することで、大会に向けた機運の醸成を図ります。
エ トップアスリート等との連携・協力
ＪＯＣパートナー都市協定を通じてのオリンピアンやプロスポーツチームあるいはトップアスリートが立ち上げ
たＮＰＯ法人等と連携・協力することにより、トップアスリートを学校や地域に派遣し、子ども達や多くの市民
が一流のアスリートと触れ合う機会を提供し、スポーツへの関心を高めます。

～H32

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進

オ 大規模スポーツイベントの誘致・開催
国際大会や全国大会などの大規模イベントの誘致に取り組み、市民のスポーツ観戦やボランティア活動に参加す
る機会を増やします。また、魅力的な大規模イベントを誘致・開催することにより、世界や全国に向けた横浜の
知名度のアップや、経済及び地域の活性化などにも貢献していきます。
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～H32
(H33以降も継続予定)

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｄ 市民の健康増進

柱２ スポーツを通じて横浜を元気に

分野

ラグビー競技の普及を図りながら、スポーツへの意欲向上と地域スポーツの振興に取り組みます（２/３）
主な取組の内容

目標時期

カ スポーツ遺産の保存・活用
横浜は、テニス、ラグビー、競馬、スポーツクラブ等、多くのスポーツ文化の発祥の地であり、その歴史や伝統
を継承していきます。
また、ＦＩＦＡワールドカップ、ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックの世界三大スポーツ
イベントの開催実績を持つこととなる横浜国際総合競技場等のスポーツ施設やボランティア等の人的資源、大規
模スポーツイベントの運営知識やノウハウなどのスポーツ遺産を未来の横浜の子どもたちへの財産として残しま
す。
② 市民参加型スポーツイベントの充実や横浜文化体育館再整備等による場の拡充など、地域スポーツの振興
ア スポーツボランティアの育成・支援
スポーツイベント等の運営を支えてくれるスポーツボランティアを育成・支援します。また、スポーツボランテ
ィアが継続的な活動ができる仕組みや、ボランティアとしての功績を称える環境を整えます。
「横浜市スポーツボランティアセンター（仮称）」を設置し、市民が積極的・自発的にスポーツに関われる体制
づくりやその支援を行います。
イ 市民参加型スポーツイベントの充実
スポーツ・レクリエーションフェスティバル、ビーチスポーツフェスタ、市民大会・区民大会など、各競技団体
と連携しながら、市民が気軽に参加でき、日頃の練習の成果を発揮する機会となる市民参加型スポーツイベント
の充実を図るとともに、初心者が安心して参加できる環境を整えます。
ウ 大規模屋内スポーツ施設（スケート場、横浜文化体育館〈メインアリーナ施設・サブアリーナ施設（横浜武道館）〉の再整備
関内・関外地区の街づくりを進める中で、横浜文化体育館を再整備します。その際、武道を行うことの
できる環境を整備します。
また、老朽化した神奈川スケートリンクの再整備を行いましたが、今後施設のさらなる有効活用を行います。
エ スポーツ情報等の提供
市民が「する」「みる」「ささえる」といった様々なスポーツ活動に参加しやすくなるよう、スポーツイベント
の開催情報やスポーツボランティアに関する情報、スポーツ指導者、スポーツ施設の利用に関する情報等を横浜
市のホームページや広報紙、または、（公財）横浜市体育協会のスポーツ情報サイト「ハマスポ」やホームペー
ジ等を通じて提供します。また、携帯端末等の身近な媒体でも情報が提供できるようにしていきます。
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～H32

所管局区

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｄ 市民の健康増進

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｄ 市民の健康増進

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上

各区

ｃ 子どもたちの体力向上

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｄ 市民の健康増進

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

(H33以降も継続予定)

H29～32
(H33以降も継続予定)

～H32

取組から生まれるレガシー

(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進

柱２ スポーツを通じて横浜を元気に

分野

ラグビー競技の普及を図りながら、スポーツへの意欲向上と地域スポーツの振興に取り組みます（３/３）
主な取組の内容

目標時期

③ ラグビーワールドカップ2019™開催を契機としたラグビーの普及・啓発
ア 小学校派遣事業（市内小学校にラグビー選手やタグラグビー指導者を派遣）《再掲》
ラグビーワールドカップ2019™の開催に向けて、市内18小学校にラグビーワールドカップ出場経験者やタグラグビ ～H32
(H33以降も継続予定)
ー指導者を招へいし、講演やタグラグビーを実施することで、大会に向けた機運の醸成を図ります。
イ カウントダウンイベントの開催
ラグビーワールドカップ2019™の開催期間となる９月20日から11月２日を目途に、大会に向けての機運醸成を図る H29・30
ため、横浜国際総合競技場等で開催が予定されるラグビーの試合に併せ、各種イベントを実施し、大会の認知度
や盛り上げにつなげていきます。
ウ 日本代表戦やジャパントップリーグ等の試合誘致
2019年に向け、ピッチの検証や運営シミュレーションを行うとともに、機運醸成やラグビー競技の普及を目的に
計画的にラグビーの試合を誘致します。
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～H31

所管局区

取組から生まれるレガシー

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上

市民局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｄ 市民の健康増進

柱２ スポーツを通じて横浜を元気に

分野

障害のある人もない人も同じようにスポーツ活動を楽しむことができるよう、広く社会全体に向けて、障害者スポーツの推進に取り組みます
主な取組の内容

目標時期

① 学校や地域のスポーツイベント等での障害者スポーツの実施、体験を通じた障害者スポーツの普及・啓発（パラリンピック競技体験等）
ア 障害者スポーツの場の確保と種目の普及
地域団体・横浜市体育協会・横浜ラポール等が連携した地域ネットワークの構築支援や、新たに設置する障害者 ～H32
スポーツ・文化活動南部方面拠点を活用し、地域スポーツ指導者との連携を進め、自主的に取り組みやすい種目 (H33以降も継続予定)
を地域に広げていきます。また、各区のスポーツセンター等における障害者スポーツの指導員の配置、用具の充
実、プログラムの提供、よりわかりやすいスポーツ施設等の情報発信に取り組みます。
イ 障害の有無に関わらず、誰もが一緒に参加できるスポーツイベントの実施
障害者と健常者が共に楽しむことのできるイベントや大会の開催や、その支援を行うとともに、横浜ラポール、 ～H32
障害者団体、競技団体、地域団体と連携しながら、各区のスポーツセンター等、地域で障害者・健常者がともに (H33以降も継続予定)
楽しめるインクルーシブスポーツ（※）を推進します。
※インクルーシブスポーツ:共生社会の実現に向けた取組を推進する、各人の適正にあったスポーツ活動のこと

所管局区

取組から生まれるレガシー

健康福祉局
市民局

ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

健康福祉局
市民局

ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

② 横浜ラポールと連携した取組、身近で活動できる場の確保、特別支援学校等におけるスポーツ活動の活性化など、スポーツ関係団体や障害者団体とも連携した障害者スポーツの推進
ア 地域への障害者スポーツに関するノウハウの浸透
ｂ パラリンピック競技や障害者
「障害者スポーツ文化センター横浜ラポール」と協力・連携し、各区のスポーツセンターやスポーツ施設の職員 ～H32
健康福祉局
スポーツの普及・促進
等に、定期的（年1～2回）に研修を実施し、障害者スポーツの開始及び継続していくためのノウハウを有する人 (H33以降も継続予定)
材の育成を進めるとともに、様々な場面で活躍できる仕組づくりを進めます。
イ 特別支援学校におけるスポーツ選手育成強化事業
東京2020大会を契機に、障害者スポーツの普及・促進を行うほか、特別支援学校の児童生徒がスポーツで世界を
目指すことを支援するなど、障害のある子どもたちの自立と社会参加につなげます。
ウ パラトライアスロンの強化
パラトライアスロン競技の強化拠点として横浜ラポールを提供しており、東京2020大会に向けて、競技の普及・
強化に向けた取組を推進します。
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～H32
(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

健康福祉局
教育委員会

ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

市民局
健康福祉局

ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

柱２ スポーツを通じて横浜を元気に
分野

子どもたちの運動に親しむ資質や能力を育て、体力向上と、スポーツに関わる人材の育成に取り組みます
主な取組の内容

目標時期

① 市内小・中・義務教育学校・高等学校・特別支援学校と連携した取組
ア 体力アップよこはま2020プランに基づく取組の実践
「体力アップよこはま2020プラン」に基づき、学校・家庭・地域の連携による体力向上に向けた取組を実践推進
します。
また、市内小中学校全校で体育・健康に関する指導の全体計画である「体育・健康プラン」を作成し、プランに
基づき、学校の特色を生かした「体力向上1校1実践運動」を実施します。
イ 食育の推進
日常生活をより健康的に送り、スポーツを活発に行うために、スポーツ団体（プロスポーツチームを含む）、教
育委員会や食育関係団体と連携・協力しながら、子どもや保護者及び指導者等に食育の普及啓発を行っていきま
す。
ウ 東京2020大会を契機とした、運動意欲の向上や運動機会の充実
東京2020大会を契機とし、オリンピアン・パラリンピアン・トップアスリートとの交流等の機会を設けることや
オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組を通して、運動意欲の向上や、関係機関と連携した運動機会
の拡充を図ります。
エ 確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成
特色ある９年間一貫したカリキュラム・マネジメントを通して、未来社会に生きる子どもたちに必要な資質・能
力を育成するとともに、「横浜市子ども学力向上プログラム」、「『豊かな心の育成』推進プログラム」、「体
力アップよこはま2020プラン」等、知・徳・体のプログラムに基づき、取組を推進します。
オ 幼児期における運動習慣の啓発・普及活動
体力の重要性に関して、保護者への啓発セミナーや、ウェブ・健診等を活用した情報提供について検討していき
ます。また、親子で体験できる各種運動プログラムの提供や、保育園や幼稚園、地域子育て拠点等にスポーツ指
導者を派遣し、遊びながら体を動かす楽しさを伝えていく事業を実施します。
カ 子どもの体力向上事業の実施及び拡充
小学校の中休みや放課後の時間にスポーツ指導者や地域の協力者を派遣し、子どもたちが気軽にスポーツに親し
める機会を提供する「いきいきキッズ事業」を拡充し、実施していきます。
また、地元の大学と連携し、学校や地域に体育部所属の学生等を派遣し、授業の補助や教室事業等を実施しま
す。
② 横浜商業高等学校におけるスポーツマネジメント人材の育成
ア スポーツマネジメント人材の育成
横浜商業高校スポーツマネジメント科において、横浜市スポーツ医科学センターやプロスポーツ関係者等との連
携とともに、トップアスリート、スポーツ関係研究者・経営者等に触れる機会を設け、競技力の向上及びスポー
ツ振興に関わる人材を育成します。
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所管局区

取組から生まれるレガシー

教育委員会

ｃ 子どもたちの体力向上

ｃ 子どもたちの体力向上

(H33以降も継続予定)

健康福祉局
教育委員会

～H32

教育委員会

ｃ 子どもたちの体力向上

教育委員会

ｃ 子どもたちの体力向上

～H32
(H33以降も継続予定)

～H32

(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

～H32

こども青少年局 ｃ 子どもたちの体力向上

市民局

市民局

ｃ 子どもたちの体力向上

教育委員会

ｃ 子どもたちの体力向上

(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

柱２ スポーツを通じて横浜を元気に

分野

本格的な超高齢社会の到来に伴い、生活習慣の改善や介護予防を進めるため、スポーツなどを通じた健康づくりに取り組みます
主な取組の内容

目標時期

① ウォーキングなどの運動による生活習慣の改善や、日常生活の中で取り組める仕組みなどによる健康づくりの推進
ア 370万人の健康づくりの推進
歩数計やスマホアプリを活用した「よこはまウォーキングポイント」や、様々な健康行動を促す健康イベントな
ど、日常生活の中で楽しみながら継続して取り組める仕組みにより、市民の健康行動の習慣化を図り、地域とも
連携しながら健康づくりを推進します。
② 高齢者も楽しむことができるスポーツの推進ほか生涯スポーツの推進
ア 高齢者向けのスポーツ教室・イベントの実施
・高齢者のニーズが高い、健康づくりや体力づくりの教室などのほかに、介護予防教室など様々なニーズを考慮
しながら、高齢者のスポーツ教室やスポーツイベントのより一層の充実を図ります。
・横浜市オリジナル体操「ハマトレ」の普及啓発を実施します。横浜市歌にあわせた「ハマトレ～体験編～」を
活用し運動に取り組むきっかけづくりを推進します。
イ 生涯スポーツへの支援(シニアスポーツの展開・レクリエーションを主体としたスポーツ大会の開催 等)
・スポーツを通じて生きがいづくりや社会参加を促進するため、シニアスポーツの展開を図るとともに、健
康・体力づくり運動を推進し、暮らしの一部として習慣化することを支援します。また、スポーツ等に親
しむことのできる機会や場の提供を推進します。
・横浜市老人クラブ連合会などを通じ、健康の保持増進と高齢者相互の親睦を図るため、ゲートボール、グ
ランドゴルフなどの各種スポーツや、レクリエーションを主体としたスポーツ大会を開催します。
・高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な視点として毎年開催される「全国健康福祉祭
（ねんりんピック）」に市代表選手団を派遣し、健康・スポーツ活動等の高揚を図ります。また、2021年
神奈川県大会の開催に向け、スポーツを通した高齢者の健康づくりの機運を盛り上げていきます。
・身近な地域で健康づくりやスポーツ、レクリエーションに取り組めるよう、各区スポーツセンターで、子
どもから高齢者までを対象とした各種スポーツ教室を開催します。
・誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも各自の興味やレベルに応じて参加できるよう多世代・多種目・
多志向を理念とする総合型地域スポーツクラブの育成を推進し、高齢者や障害者をはじめ誰もが身近な地
域でスポーツを実施する機会を提供します。
・高齢者向けの健康づくりの取組として、健康づくりの場の創出に取り組みます。
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～H32
(H33以降も継続予定)

～H32

所管局区

健康福祉局
環境創造局
道路局
各区

ａ スポーツ実施状況の向上
ｄ 市民の健康増進

健康福祉局

ａ スポーツ実施状況の向上
ｄ 市民の健康増進

健康福祉局
市民局
環境創造局
各区

ａ スポーツ実施状況の向上
ｂ パラリンピック競技や障害者
スポーツの普及・促進

(H33以降も継続予定)

～H32
(H33以降も継続予定)

取組から生まれるレガシー

ｃ 子どもたちの体力向上
ｄ 市民の健康増進

文化芸術の創造性を生かしたまちづくり

柱３

＜考え方＞
人々の活力や市民生活の向上につながる文化芸術の振興を図ります。 文化芸術の持つ創造性を様々な施策に生かし、コミュニティ
の活性化を図るなど創造的なまちづくりを進めます。
横浜ならではの文化プログラムを実施し国内外に発信するとともに、賑わいづくりと経済の活性化につなげます。
１

横浜らしい特色ある芸術フェスティバルをはじめとした文化プログラムの実施により、まちに賑わいを創出するとともに、横浜の魅力を
世界に発信します。

２

子どもたちの豊かな感性や創造性を育む文化芸術体験の充実や新進アーティストの支援といった次世代育成に取り組みます。

３

一人ひとりの市民が、地域におけるさまざまな文化芸術活動に参加し、いきいきと活動できる環境の整備や文化芸術活動への支援を行い
ます。

４

アーティスト・クリエーターなど創造的な人材と企業や地域との協働を推進し、創造的産業の集積・振興につなげ、創造性を生かした
まちづくりを進めます。

《取組から生まれるレガシー》
ａ 「文化芸術創造都市 横浜」のプレゼンス向上
ｂ 子どもたちや新進アーティストが横浜をはじめ世界で活躍するチャンスあふれるま
ちの実現
ｃ 文化芸術活動の拠点機能の充実や地域課題の解決につながる文化芸術活動の支援な
どによる心豊かな市民生活の実現
ｄ アーティスト、クリエーター、企業、地域の協動体制の確立による創造的活動の展開
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柱３ 文化芸術の創造性を生かしたまちづくり

分野

横浜らしい特色ある芸術フェスティバルをはじめとした文化プログラムの実施により、まちに賑わいを創出するとともに、横浜の魅力を世界に発信します
主な取組の内容

目標時期

① 横浜トリエンナーレ、横浜芸術アクション事業など文化芸術創造都市・横浜ならではの文化プログラムの推進
ア 文化プログラムの推進
東京2020大会開催までの間、横浜トリエンナーレ、Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA、横浜音祭りを中核的な取組
として実施します。
・横浜トリエンナーレ事業
H29・32
・Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA(横浜芸術アクション事業)
H30
・横浜音祭り（横浜芸術アクション事業）
H31

所管局区

文化観光局

イ beyond2020プログラムの認証の実施
国が進める文化プログラムの認証制度である「beyond2020プログラム（※）」の認証組織となり、国と連携して
2020年に向けた機運醸成を図るとともに、認証業務を通じて、共生社会・国際化につながる市内の文化芸術活動
を促進します。
・文化プログラム推進事業
※beyond2020プログラム：東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とし、日本文化の魅力を
発信するとともに障害者や外国人にとってのバリアを取り除く取組を対象に認証を行う制度

～H32

② 環境技術を活用したアートイベント（スマートイルミネーション）やユニバーサルな文化事業（パラトリエンナーレなど）の実施
ア 環境技術を活用したアートイベントの実施
省エネルギー技術とアーティストの創造性を融合させた、新たな夜景の創造を試みる横浜ならではの国際アート
イベントを実施します。
・スマートイルミネーション事業
～H32

文化観光局

文化観光局

取組から生まれるレガシー

ａ「文化芸術創造都市
プレゼンス向上

横浜」の

ｃ 文化芸術活動の拠点機能の
充実や地域課題の解決につな
がる文化芸術活動の支援など
による心豊かな市民生活の実現

ａ「文化芸術創造都市
プレゼンス向上

横浜」の

ａ「文化芸術創造都市
プレゼンス向上

横浜」の

(H33以降も継続予定)

イ ユニバーサルな文化事業の実施
・障害のある方と多様な分野のプロフェッショナルとの協働により、新たな芸術表現を生み出す現代アートの国際
展を開催します。
○ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業
H29・32
・「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2020（仮称）」に向けてアートワークショップや支援者育成を実施します。
～H32
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健康福祉局
文化観光局

柱３ 文化芸術の創造性を生かしたまちづくり

分野

子どもたちの豊かな感性や創造性を育む文化芸術体験の充実や新進アーティストの支援といった次世代育成に取り組みます
主な取組の内容

目標時期

① 子どもたちの文化芸術体験の充実
ア 横浜トリエンナーレ事業を通じた次世代育成
横浜トリエンナーレ事業において、子どもたちが展覧会を鑑賞する機会をつくるなど、世界の芸術作品を身近に
感じることができる取組を進めます。

所管局区

取組から生まれるレガシー

ｂ

子どもたちや新進アーティ
ストが横浜をはじめ世界で
活躍するチャンスあふれる
まちの実現

ｂ

子どもたちや新進アーティ
ストが横浜をはじめ世界で
活躍するチャンスあふれる
まちの実現

ｂ

子どもたちや新進アーティ
ストが横浜をはじめ世界で
活躍するチャンスあふれる
まちの実現

文化観光局
～H32
(H33以降も継続予定)

イ 横浜芸術アクション事業を通じた次世代育成
横浜芸術アクション事業（横浜音祭りやDance Dance Dance ＠ YOKOHAMA）において、学校にプロのアーティスト
を派遣し、ワークショップの開催などを通じて、次世代育成に取り組みます。
～H32
・横浜芸術アクション事業（次世代育成）

文化観光局

(H33以降も継続予定)

② 新進アーティストの発掘・育成・支援
ア クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ、アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成
・次世代を担う若手アーティストがキャリアアップ活動を行うためのフェローシップ型の支援を行います。
H29～H32
・若手のアーティスト・クリエーターが既存の民間ビルを賃貸借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する (H33以降も継続予定)
ことを支援します。
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文化観光局

柱３ 文化芸術の創造性を生かしたまちづくり

分野

一人ひとりの市民が、地域におけるさまざまな文化芸術活動に参加し、いきいきと活動できる環境の整備や文化芸術活動への支援を行います
主な取組の内容

目標時期

所管局区

① 地域における文化芸術活動の拠点機能の充実
ア 障害のある方の文化芸術活動を支援する環境及び仕組みの整備
障害者芸術文化活動を支援する人材を確保します。また、カリキュラムの作成及び企画展を通じた実地活動の場
を作り、支援人材の育成を図っていきます。
これらの取組を通して、活動団体の更なる活性化を図り、将来的な協議会機能の構築を目指します。

ｃ 文化芸術活動の拠点機能の
充実や地域課題の解決につな
がる文化芸術活動の支援など
による心豊かな市民生活の実現

～H32

・障害者芸術活動支援ネットワーク構築事業

取組から生まれるレガシー

健康福祉局

(H33以降も継続予定)

② 地域課題の解決につながる文化芸術活動の支援
ア 横浜の文化や芸術に係るあらゆる情報を一体的に発信する多言語対応の情報サイトの構築
世界の注目が集まるこの時機を捉え、①鑑賞したい人、②発信したい人、③調べたい人（アーティストやアーカ
イブ）など、横浜の文化や芸術に係るあらゆる情報を一体的に発信する多言語対応の情報サイトを構築し、世界
に向けて文化芸術創造都市・横浜のプレゼンスを高めるための準備を進めます。
・総合的文化芸術創造都市情報発信ＷＥＢサイトの構築

H31

文化観光局

ａ「文化芸術創造都市 横浜」の
プレゼンス向上
ｂ 子どもたちや新進アーティ
ストが横浜をはじめ世界で
活躍するチャンスあふれる
まちの実現
ｃ 文化芸術活動の拠点機能の
充実や地域課題の解決につな
がる文化芸術活動の支援など
による心豊かな市民生活の実現
ｄ アーティスト、クリエータ
ー、企業、地域の協働体制
の確立による創造的活動の
展開
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柱３ 文化芸術の創造性を生かしたまちづくり

分野

アーティスト・クリエーターなど創造的な人材と企業や地域との協働を推進し、創造的産業の集積・振興につなげ、創造性を生かしたまちづくりを進めます
主な取組の内容

目標時期

①企業やＮＰＯ、大学等と連携したアーティスト・クリエーターの集積とビジネス機会の創出
ア プラットフォームの設立・運営
アーティスト・クリエーターと企業、ＮＰＯ、大学等の様々な団体が出会い交流する仕組み(プラットフォーム)
を構築することで、相乗効果を生み出していくとともに、横浜の文化芸術創造都市施策の中核的役割を果たす体
制づくりに取り組みます。
②アーティスト・クリエーター同士のネットワークづくり
ア プラットフォームの設立・運営《再掲》
アーティスト・クリエーターと企業、ＮＰＯ、大学等の様々な団体が出会い交流する仕組み(プラットフォーム)
を構築することで、相乗効果を生み出していくとともに、横浜の文化芸術創造都市施策の中核的役割を果たす体
制づくりに取り組みます。
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H29～32

所管局区

文化観光局

(H33以降も継続予定)

H29～32
(H33以降も継続予定)

文化観光局

取組から生まれるレガシー

ｄ アーティスト、クリエータ
ー、企業、地域の協働体制
の確立による創造的活動の
展開

ｄ アーティスト、クリエータ
ー、企業、地域の協働体制
の確立による創造的活動の
展開

柱４

横浜を世界に魅せる
＜考え方＞
横浜のプレゼンスやブランド力を高めるためのシティプロモーションを展開し、文化芸術創造都市、環境未来都市、世界に開かれた
国際都市、ビジネスチャンスあふれる都市など、横浜が持つ様々な姿を世界に魅せていきます。
また、国内外からの誘客を強化し、観光客など来訪者の滞在環境や回遊性を一層充実させるほか、ＭＩＣＥ機能の強化やビジネス
環境の向上を進め、さらなる賑わいと活力を創出します。
１

「横浜ならでは」の魅力・コンテンツの発信により、国内外から人が訪れ、賑わう「千客万来のまちづくり」を進めます。

２

来訪者の滞在環境の向上や都心部での緑化（花）等により、来訪者や市民が「居心地がいい」と感じるようなまちづくりを進めます。

３

再生可能エネルギー等の活用や環境に配慮したライフスタイルの推進など、世界のモデルとなるスマートシティの実現を目指します。

４

世界に開かれた国際都市・ビジネスチャンスあふれる都市 横浜を発信します。

《取組から生まれるレガシー》
ａ 「選ばれる都市 横浜」の実現
ｂ 世界のモデルとなるスマートシティ横浜の実現
ｃ 快適な滞在環境の整備（案内サインの多言語化、通信環境の向上、駅周辺の
バリアフリー、花や緑があふれるまち）
ｄ 「国際的なＭＩＣＥ拠点都市」の実現
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柱４
分野

横浜を世界に魅せる
「横浜ならでは」の魅力・コンテンツの発信により、国内外から人が訪れ、賑わう「千客万来のまちづくり」を進めます
主な取組の内容

目標時期

① 横浜ならではの魅力創出とシティプロモーションの展開
ア 横浜都心のまちづくりや、広域ネットワークの整備による、都市の魅力向上
・横浜都心（都心臨海部及び新横浜都心）のまちづくりや、広域ネットワークの整備により、都市活力を向上
させ、多くの人を惹きつける都市づくりを推進します。
○横浜駅周辺地区（（仮称）横浜駅西口開発ビルや駅前広場等周辺基盤の整備）
○みなとみらい21地区（国際業務機能の集積及び観光・エンターテイメントの推進）
○関内・関外地区（新市庁舎整備及び周辺とのアクセス性・回遊性向上の取組（（仮称）大岡川横断人道橋
整備等）、現庁舎周辺のまちづくり等）
○山下ふ頭周辺地区（都心臨海部の新たな賑わい拠点の形成に向けた再開発の推進）
○東神奈川臨海部周辺地区（区画整理や再開発等による新たなまちづくりの推進）
○新横浜都心（都市環境の変化に適応した、適正な土地利用およびまちの活性化の推進）
○横浜環状北西線の整備による、広域ネットワークの形成
イ シティプロモーションの展開
・横浜の認知度やブランド力向上を図るため、ターゲットに応じた効果的な手法により、プロモーションを展
開します。
・都心臨海部におけるパーソナルモビリティツアーの実現に向けた実証実験を行います。
・アジアに加え、英国やオーストラリア等をターゲットに動画やＳＮＳを活用した海外プロモーションを強化
します。
ウ 国内外からの集客の推進
国内外からの集客のため、誘客プロモーションと迎賓・観光施設の機能強化を推進します。
○メディア・旅行会社を対象としたセールス活動やクルーズ旅客の横浜滞在・観光促進
○国内向けセールス・プロモーションやユニバーサルツーリズム（※）の推進などを実施
※ユニバーサルツーリズム：年齢や障害の有無等にかかわらず、全ての人が楽しめるように創られた旅行
○訪日観戦客の横浜での滞在・観光の促進
○国指定名勝三溪園を維持・保存するとともに、国内外からの集客及び日本文化発信の拠点として活用
② インバウンド対応強化など千客万来のまちづくり
ア 外国人観光客の受入環境の充実
・観光案内所の運営など国内外からの観光客の受入環境整備の推進
・多様な文化圏からの観光客の受入環境整備や誘客の推進
・横浜観光情報公式サイトの多言語対応強化、外国人観光客への情報拠点の機能拡充、市内事業者向け研修な
どの実施
・災害発生時の避難先など、来訪外国人等の安心な滞在に向けた多言語情報をスマートフォン向けに提供しま
す。
イ 商店街のインバウンド対応強化への支援・プロモーションの実施
・外国人観光客が訪れやすい環境づくりに取り組む商店街に対して、ハード整備（Ｗｉ－Ｆｉ環境、免税手続
きカウンター等）やソフト事業（マップやホームページの多言語化等）のみならず、セミナーの開催やコン
サルティングなど、多様な支援を行います。
・ウェブページやリーフレット、その他メディアを通じて、商店街の魅力を外国人観光客に発信します。

21

所管局区

取組から生まれるレガシー

H29～32

都市整備局
(H33以降も継続予定) 港湾局
道路局
※新市庁舎整備
総務局
～H32

H32
H29～32
(H33以降も継続予定) 文化観光局

ａ 「選ばれる都市
実現

横浜」の

ａ 「選ばれる都市
実現

横浜」の

文化観光局

H29～32
(H33以降も継続予定)

H29～32

文化観光局
(H33以降も継続予定) 国際局

H30～32

～H32

経済局

柱４

分野

横浜を世界に魅せる

来訪者の滞在環境の向上や都心部での緑化（花）等により、来訪者や市民が「居心地がいい」と感じるようなまちづくりを進めます（1/3）
主な取組の内容

目標時期

① バリアフリーの取組や案内サインの多言語化、通信環境の向上などによる快適な滞在環境の提供
ア 会場周辺駅のバリアフリー化
・大会を通じて多くの来街者が訪れる鉄道駅のバリアフリー化を行い、誰でも快適に移動できる交通環境を
整えます。
○ＪＲ関内駅北口
○ＪＲ石川町駅南口
イ 案内サイン多言語化など、案内環境の向上
・外国人観光客も含め、多くの来街者が、迷わず、円滑に目的地に到達できるための案内環境を整えます。
○案内サイン等の整備
◇都心臨海部及び新横浜周辺地区において、施設管理者や鉄道事業者などの関係者と連携し、道路・
公園
・鉄道駅等の案内サインの多言語化、統一化、連続性の確保など、来街者にとって分かりやすい歩行
者用の案内・誘導サイン整備の実施
◇市営地下鉄駅構内案内サインのリニューアル
◇公共サインガイドラインの改定検討
○道路案内標識について、英語表記の改善や反転文字の活用

H29
H30

都市整備局

H31

交通局
都市整備局
道路局

～H32
H30
H31

ウ 公衆無線LAN（Ｗｉ－Ｆｉ）整備による、通信環境の向上
・みなとみらい21地区等
○地区における主要な歩行者空間や結節点の屋外公共空間（公園・港湾緑地等）における、 公衆無線LAN
（Ｗｉ－Ｆｉ）の早期整備
エ 広告付案内サイン・公衆無線LAN（Ｗｉ－Ｆｉ）整備
国内外からの来街者に快適な滞在環境を提供するため、外国人観光客をはじめ多くの来街者が訪れる横浜都
心部の公共空間（道路等）において、訪日外国人等からのニーズの高い公衆無線LAN（Ｗｉ－Ｆｉ）や、案
内サインを整備し、良好な管理運営を行うことで、滞在環境の向上を図ります。
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所管局区

H29

国際局

都市整備局

H31
都市整備局

取組から生まれるレガシー

ｃ 快適な滞在環境の整備（案内
サインの多言語化、通信環境の
向上、駅周辺のバリアフリー、
花や緑があふれるまち）

柱４

分野

横浜を世界に魅せる

来訪者の滞在環境の向上や都心部での緑化（花）等により、来訪者や市民が「居心地がいい」と感じるようなまちづくりを進めます（2/3）
主な取組の内容

目標時期

オ 良質な宿泊施設の立地促進による、滞在環境の向上
・都心臨海部や新横浜を対象に、宿泊施設の容積率緩和を通じて、外国人旅行者ニーズにも対応した良質な
宿泊施設の立地を促進します。
カ きれいな街並みに向けた環境整備
・清潔な街並みによる、居心地の良い環境の実現に向けて、会場周辺を対象に、以下の取組を行います。
○歩道や市所有地・市所有施設について、大会期間にあわせた清掃等の実施
○大会期間にあわせてポイ捨て・歩行喫煙防止パトロールを集中的に実施
○喫煙禁止地区の標識・標示・看板等の多言語化
○公衆トイレ案内の多言語化、外国人向け利用マナー表示類の充実及び洋便器化等の改修推進
○会場周辺や繁華街などのエリアについて、大会期間中、昼間の時間帯にごみが置かれないよう、焼却
工場に夜間搬入可能な環境整備の実施
○多くのお客様を迎える場所の、望ましい公共的機能（公衆トイレ・喫煙所）の検討、整備
キ 快適な滞在を下支えする、安全・安心なまちづくりの推進
・1日あたりの乗降者数10万人以上の駅（21駅）と視覚障害者利用施設の最寄駅（7駅）を対象に鉄道事業
者に補助金を交付し、整備促進を図ります。
・警察等と連携した合同査察を定期的に実施するなど、繁華街における治安対策を強化します。

H29～32
(H33以降も継続予定)

H30～32
H31～32
H30～32
H29～30
H30

所管局区

取組から生まれるレガシー

都市整備局
建築局

資源循環局

ｃ 快適な滞在環境の整備（案内
サインの多言語化、通信環境の
向上、駅周辺のバリアフリー、
花や緑があふれるまち）

H29～32

H29～32

都市整備局

H29～32
(H33以降も継続予定)

② 花や緑による賑わいの創出
ア 都心臨海部の緑花による賑わいづくり
・公園等の公共施設を中心に、緑花によるまちの賑わいづくりを進めます。

～H32

環境創造局

(H33以降も継続予定)

イ 第33回全国都市緑化よこはまフェアの開催
・都心臨海部の緑化をはじめ、郊外部での緑の取組を含めて、緑や花で美しい街、横浜を内外にアピールします。 ～H29
ウ ガーデンシティ横浜の推進のための先導的な取組である「ガーデンネックレス横浜」の展開
都心臨海部や郊外部の里山ガーデンを中心として、全市・地域で花と緑による街の魅力形成、賑わいの創出
を図り、花や緑で彩られた美しい街、横浜を内外にアピールします。
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環境創造局

～H32
（H33以降も継続予定） 環境創造局

ｃ 快適な滞在環境の整備（案内
サインの多言語化、通信環境の
向上、駅周辺のバリアフリー、
花や緑があふれるまち）

柱４

分野

横浜を世界に魅せる

来訪者の滞在環境の向上や都心部での緑化（花）等により、来訪者や市民が「居心地がいい」と感じるようなまちづくりを進めます（3/3）
主な取組の内容

目標時期

③ 都心臨海部における新たな交通による回遊性の向上
ア 都心臨海部における回遊性の向上
・都心臨海部において、まちの賑わいづくりや回遊性向上を図るため、連節バスを活用した「高度化バスシ
ステム」を導入します。
・河川や内港地区を中心として、市民等への開放を積極的に行う取組を進めるため、水上交通や水陸両用バ
スを軸とした新たな水辺の賑わい方策を官民協働で推進します。
・都心臨海部における現エリアのポート拡充、及びエリア拡大を図り、コミュニティサイクルの更なる利便
性向上を推進します。
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H32
H32
～H32
(H33以降も継続予定)

所管局区

都市整備局
交通局
港湾局

取組から生まれるレガシー

ｃ 快適な滞在環境の整備（案内
サインの多言語化、通信環境の
向上、駅周辺のバリアフリー、
花や緑があふれるまち）

柱４

分野

横浜を世界に魅せる

再生可能エネルギー等の活用や環境に配慮したライフスタイルの推進など、世界のモデルとなるスマートシティの実現を目指します
主な取組の内容

目標時期

① エネルギーマネジメントの推進・再生可能エネルギー・水素等の活用
ア 燃料電池自動車等の活用
・燃料電池バスや電気自動車などの環境車両を、会場・イベント等で活用することを検討します。

～H31

所管局区

取組から生まれるレガシー

温暖化対策統括本部

環境創造局

イ 再生可能エネルギーの活用及びプロモーション
・大会期間中の会場等での再生可能エネルギー等の活用（グリーン電力証書、市内公共施設での発電、ＥＶ・
ＦＣＶによる給電など）や、焼却工場の余剰電力の活用（会場への自己託送）を検討します。
・市内４か所の焼却工場を環境スポットとして、ごみ焼却により得られる再生可能エネルギーのプロモー
ションを行います。
○焼却工場で発電した電力で、ごみ収集車を充電するシステムの導入検討
○金沢工場、鶴見工場において、隣接する下水道処理施設と連携し、大会期間中、再生可能エネルギーで
あるバイオマス発電のＰＲとして、見学受入の充実や焼却工場ライトアップ等の実施
② 環境に配慮したライフスタイルの推進
ア 環境に配慮したライフスタイルの推進
・大会に向けて、公共交通の利用など温暖化対策の実践等、環境に配慮したライフスタイルの普及啓発活動
を推進します。
・市民や市内企業の省エネ等による温室効果ガスの排出削減を活用した大会関連イベント等のカーボンオフ
セットを検討します。
イ ３Ｒの推進や、食品ロス削減の取組の、世界への情報発信
・マイバッグ・マイボトルなどのリデュースの取組や、ごみの分別・リサイクルを紹介することで、横浜が
推進している３Ｒ行動をＰＲします。
・国際機関と連携しながら、世界の食料事情と横浜市の食品ロス削減の取組を世界に情報発信し、資源の
重要性をＰＲします。
③ みなとみらい21地区を中心に、スマートなまちづくりに向けた環境ショーケースとしての取組の推進
ア みなとみらい2050アクションプランにもとづくスマートなまちづくりの推進
・「エネルギー」「グリーン」「アクティビティ」「エコ・モビリティ」の４分野において、それぞれが
連携したスマートなまちづくりを推進します。
○パシフィコ横浜等にコージェネレーションシステムを導入し、地域冷暖房施設と連携するなどの、新た
な取組の推進
○第33回全国都市緑化よこはまフェアの開催を契機とした、歩いて楽しめる緑化空間の創出
○ＩＣＴなど、先端技術を活用したイベントの実施
○国内で実用化・技術開発の進むパーソナルモビリティなど、多様な次世代交通の体験の場の創出
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～H31

温暖化対策統括本部

資源循環局

ｂ 世界のモデルとなるスマート
シティ横浜の実現

H31
H31

～H32

温暖化対策統括本部

(H33以降も継続予定)

～H31
ｂ 世界のモデルとなるスマート
シティ横浜の実現

～H32

資源循環局

(H33以降も継続予定)

H30
H32

温暖化対策統括本部

ｂ 世界のモデルとなるスマート
シティ横浜の実現

柱４

分野

横浜を世界に魅せる

世界に開かれた国際都市・ビジネスチャンスあふれる都市 横浜を発信します
主な取組の内容

目標時期

① MICE機能や客船の受入環境の強化
ア ＭＩＣＥ機能の強化
・新たなＭＩＣＥ施設の整備
○横浜での開催需要に対応するため、パシフィコ横浜の隣接地（みなとみらい２１中央地区20街区）に新
たなＭＩＣＥ施設を整備します。
○横浜駅方面からのアクセス性を向上させるため、臨港幹線道路を横断し、新たなＭＩＣＥ施設及び臨港
パークに連絡する歩行者デッキを整備します。
イ 客船の誘致・受入機能の強化
・大さん橋国際客船ターミナルのサービス拡充
○出入国管理審査用ブースを増設し、大型客船寄港時の出入国審査に要する時間を短縮するなど、サービ
ス拡充を図ります。
○大さん橋１号線の渋滞緩和策として車線の拡幅整備を実施します。
・新港地区客船ターミナル整備
○大さん橋国際客船ターミナルを補完する客船バース及び公民連携事業により客船ターミナル施設等を整備
します。
・超大型客船の受入機能強化
○大黒ふ頭において、自動車専用船岸壁の改良に併せて、ベイブリッジを通過できない超大型客船の受入
機能を強化します。
・ホテルシップの実現
○特色ある宿泊施設として観光需要を創出するため、クルーズ船をホテルとして活用するホテルシップ
を実現します。
② ビジネス環境の向上とプロモーションの充実によるビジネス機会の拡大
ア 企業立地における、横浜の魅力の発掘・構築
・外国企業や外資系企業の目線で、横浜ならではの魅力を把握・構築し、発信します。

H32

所管局区

文化観光局
都市整備局
港湾局

港湾局

～H32
(H33以降も継続予定)

ｄ 「国際的なＭＩＣＥ拠点都市」
の実現

H29
H30

H32

～H32

経済局

(H33以降も継続予定)

イ 外資系企業誘致に向けた効果的なプロモーション
・トップセールスにより、横浜への投資や進出を呼びかけるプレゼンテーションを実施します。
・オンライン相談窓口の設置・リアリティのある横浜の魅力の発信を行います。
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取組から生まれるレガシー

～H32
(H33以降も継続予定)

ｄ 「国際的なＭＩＣＥ拠点都市」
の実現
経済局

３

両大会に向けた関連取組

（１）「柱１ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし」関連
競技会場における各種計画（警備、安全確保、救急医療体制など）の策定・実施
・避難誘導表示の多言語化等の検討（総務局）
・外国人等からの 119 番通報及び救急現場等における多言語対応などの強化（消防局）
・大規模集客イベントにおける多数傷病者発生時の医療提供体制の検討（医療局）
・地域の実情に応じた災害時における医療救護訓練・研修等の実施支援（医療局）

機運の醸成と両大会を盛り上げるための広報・イベントの実施
・横浜市消防音楽隊による演奏やイベント等における大会ＰＲ（消防局）

（２）「柱２

スポーツを通じて横浜を元気に」関連

オリンピアン・パラリンピアン、ラグビー日本代表等トップアスリートと小・中学生等との交流を通じた運動意欲の向上
・オリンピック・パラリンピック出場経験者による講義・講演（教育委員会）

市民参加型スポーツイベントの充実や横浜文化体育館再整備等による場の拡充など、地域スポーツの振興
・スポーツ推進委員の育成・活用（市民局）

市内小・中・高等学校・特別支援学校と連携した取組
・学校独自指標を活用した体力向上１校１実践運動の運営改善（教育委員会）
・体力・運動能力調査の実施、結果の活用（教育委員会）
・
「体力向上研究校」の先進的な取組を支援、全校への波及（教育委員会）
・地域人材の協力による、朝や休み時間・放課後等を活用した外遊びの推進（教育委員会）
・
「部活動の指針【改訂版】
」に基づく部活動の運営・改善（教育委員会）
・小中連携した教員の指導力向上（教育委員会）
・知・徳・体バランスのとれた子どもの育成を目指した「体育・健康プラン」の運営改善（教育委員会）
・魅力ある体育科・保健体育科授業の実践（教育委員会）
・運動習慣・生活習慣の改善（教育委員会）
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ウォーキングなどの運動による生活習慣の改善や、日常生活の中で取り組める仕組みなどによる健康づくりの推進
・横浜市スポーツ医科学センターとの連携・活用（健康福祉局、市民局）

高齢者も楽しむことができるスポーツの推進ほか生涯スポーツの推進
・地域の高齢者サークルの活動支援（市民局）
・身近な地域で自主的・継続的に介護予防・健康づくりに取り組むグループ活動「元気づくりステーション」の拡充及び活動支援（健康福祉局）

（３）「柱３

文化芸術の創造性を生かしたまちづくり」関連

環境技術を活用したアートイベント（スマートイルミネーション）やユニバーサルな文化事業（パラトリエンナーレなど）の実施
・アーツコミッション事業（クリエイティブ・インクルージョン活動助成）
（文化観光局）

子どもたちの文化芸術体験の取組の充実
・東京藝術大学大学院映像研究科と連携した次世代育成事業（文化観光局）
・芸術文化教育プログラム推進事業（文化観光局）

新進アーティストの発掘・育成・支援
・クラシック・ヨコハマ推進事業（文化観光局）

地域における文化芸術活動の拠点機能の充実
・文化施設整備事業（文化観光局）
・創造界隈形成事業（文化観光局）

地域課題の解決につながる文化芸術活動の支援
・創造界隈形成事業（初黄・日ノ出町地区）
（文化観光局・都市整備局）
・地域文化サポート事業（文化観光局）

企業やＮＰＯ、大学等と連携したアーティスト・クリエーターの集積とビジネス機会の創出
・創造的ビジネス・コーディネート事業（文化観光局）
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（４）「柱４

横浜を世界に魅せる」関連

横浜ならではの魅力創出とシティプロモーションの展開
・東京 2020 大会と同年に開催予定の「第２回全日本製造業世界コマ大戦 2020」の横浜開催を誘致し、ものづくりのオリンピックとして発信（経済局）
・ＷＥＢやＳＮＳを活用した観光ＭＩＣＥ最新情報の発信（文化観光局）
・ホテルなどの集客施設の耐震化の促進と公共建築物を含めた耐震性の PR（建築局）
・給水スポット等による、良質な横浜の水道水のＰＲ（水道局）
・横浜環状南線・横浜湘南道路の早期開通に向けて沿線各地で工事を推進中（道路局）

インバウンド対応強化など千客万来のまちづくり
・空港リムジンバス等の深夜早朝対応をはじめとして、羽田空港等へのアクセス強化やサービス水準向上を図るため、公民で連携しながら
取組を推進（政策局、都市整備局）
・山下ふ頭再開発供用後の来街者の交通円滑化を図るため、臨港幹線本牧ふ頭～山下ふ頭間の整備の推進（港湾局）

バリアフリーの取組や案内サインの多言語化、通信環境の向上などによる快適な滞在環境の提供
・バス・地下鉄の乗り方案内などの多言語化（交通局）
・市営交通の運賃・経路等検索システムの他言語対応を検討（交通局）
・市営地下鉄の運行状況や市営交通のＰＲ、ニュース、天気等の情報を提供する「多目的デジタル案内板」を全駅に設置（交通局）

花や緑による賑わいの創出
・未整備である臨港パークの先端部を親水性のある緑地として整備（港湾局）

エネルギーマネジメントの推進・再生可能エネルギー・水素等の活用
・多様な都市施設をＩｏＴ等でつなげ、再エネや自立分散型電力などを最大限活用することにより、エネルギーを効率的にマネジメントするなど
次世代につながるスマートシティの構築を推進（温暖化対策統括本部）

みなとみらい 21 地区を中心に、スマートなまちづくりに向けた環境ショーケースとしての取組の推進
・環境に配慮した先進的住宅のＰＲ等（建築局）

ＭＩＣＥ機能や客船の受入環境の強化
・ＭＩＣＥ（中大型の国際会議や医学会議等）の誘致及び開催支援の実施（文化観光局）
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４

主なスケジュール
2016 年（H28）
●東京 2020 大会

2017 年（H29）
●第 50 回アジア開発

2018 年（H30）
●ラグビーワールドカップ

2019 年（H31）

2020 年（H32）

●ラグビーワールドカップ
●東京 2020 大会（７～９月）

追加種目決定（８月）

主要イベント

●リオデジャネイロ

●第 33 回全国都市緑化

●リオ大会報告会（９月頃） ●競技開催に向けた各種

(1)両大会の成功に

●事前キャンプ受入調整

向けてオール

計画の策定
●ラグビーワールドカップ

横浜でおもてなし

2019™（９～11 月）
●東京 2020 大会

イベント
●東京 2020 大会２年前イベント
●東京 2020 大会

テストイベント
●ラグビーワールドカップ

●英国オリンピックチーム

大会運営ボランティア

2019™ファンゾーンの

の事前キャンプの受入

募集・育成

設置

ファンゾーン設置検討
機運の醸成（カウントダウンイベントの開催、各区における盛り上げイベント等の実施、既存イベントとの連携 等）
●「横浜市スポーツボランティ

●横浜文化体育館サブアリーナ

アセンター(仮称)」開設

施設 供用開始予定

オリンピアン・パラリンピアン、ラグビー日本代表等トップアスリートとの交流

(2)スポーツを通じて
●世界トライアスロンシリー

●世界トライアスロンシリーズ

●世界トライアスロンシリーズ

●世界トライアスロンシリーズ

●世界トライアスロンシリー

ズ横浜大会／●横浜マラソン

横浜大会／●横浜マラソン

横浜大会／●横浜マラソン

横浜大会／●横浜マラソン

ズ横浜大会／●横浜マラソン

横浜を元気に
●全国健康福祉祭（神奈川県開
催）1 年前イベント

(3)文化芸術の創造性
を生かしたまち

●スマートイルミネーション事業

●スマートイルミネーション事業

●スマートイルミネーション事業

●スマートイルミネーション事業

●スマートイルミネーション事業

●横浜芸術アクション事業（ダンス）

●障害者芸術活動支援ネット

●横浜芸術アクション事業（音楽）

●横浜芸術アクション事業（ダンス）

●ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ/ﾊﾟﾗﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ

●Wi-Fi の整備(MM21 地区等)
●新港地区客船ターミナルの整備
●超大型客船の受入機能強化
（大黒ふ頭）
●広告付案内サイン・公衆無
線 LAN 整備

●歩行者用案内・誘導サインの整備
●広告付案内サイン・公衆無
線 LAN 整備
●ごみ焼却工場に夜間搬入
可能な環境の整備

●新たな MICE 施設供用開
始（みなとみらい 21 中央地区）
●連節バスを活用した「高
度化バスシステム」の導入
●ホテルシップの受入環境
整備

ワーク構築事業

開始

づくり
●ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ/ﾊﾟﾗﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ
●Wi-Fi の整備(MM21 地区)

(4)横浜を世界に
魅せる

●Wi-Fi の整備(MM21 地区等)

先客万来のまちづくり、滞在環境の向上、スマートシティの実現、国際都市・ビジネスチャンスあふれる都市横浜の発信
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取組の成果を『
次の世代への贈り物（
レガシー）
』
として遺し、

よこはまフェア（３～６月）

2019™開幕１年前

横浜のさらなる飛躍につなげます。

2016 大会（8～９月）

銀行年次総会（５月）

