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学習指導実践事例

１

実践事例１

＜保健教育＞（川口市立戸塚中学校）
保健体育科（保健分野）学習指導案
令和２年１１月１９日（木）第６校時
第２学年２組

男子２０名

女子２０名

教諭

川俣 泰幸

川口市立戸塚中学校
１

単元名

２

単元について

「健康な生活と疾病の予防」

教室

（ウ）生活習慣病などの予防

我が国において、がんは、昭和５６（１９８１）年より死因の第一位であり、平成２７（２０１５）
年には、年間３７万人が亡くなり、生涯のうちに、約２人に１人が罹患すると言われており「がん」が
重要な健康課題となっている。平成２８年１２月には「がん対策基本法」が改正され、がん教育に関す
る条文が新たに盛り込まれた。また、改正法を踏まえ策定された「第３期がん対策推進基本計画」で
は、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」ことを目標としている。これま
で学校では、健康の保持増進と生活習慣病などの予防といった視点から、がんの予防も含めた健康教育
に取り組んできたが、がんそのものやがん患者に対する理解を深める教育は、まだまだ不十分と言え
る。がんは身近な病気であるということを理解させ、がんの仕組みやがんの予防、早期発見・検診につ
いての関心をもたせ、正しい知識を身に付けさせた上で適切な対処ができるようになることを目指す。
「健康な生活と疾病の予防」(本単元)では、人間の健康は、主体と環境が関わり合って成り立つこと、
健康を保持増進し、疾病を予防するためには、それに関わる要因に対する適切な対策があることについ
て理解させなければならない。また、健康と生活行動は深く関わっており、運動、食事、休養及び睡眠
のそれぞれと健康との関係について理解させ、健康を保持増進するためには、調和のとれた生活を続け
ることが必要であることを理解させる。さらに、不適切な生活習慣を若い年代から続けることによっ
て、やせや肥満、生活習慣病を引き起こしたり、また、心臓や脳などの血管で動脈硬化が引き起こされ
たりすることや、歯肉に炎症等が起きたり歯を支える組織が損傷したりすることなど、様々な生活習慣
病のリスクが高まることを理解できるようにする。本単元で扱う生活習慣病では、糖尿病、脳卒中、心
臓病などを取り上げて扱い、その原因や予防について理解させる。「がんの予防」については、発生の
仕組みなどの疾病概念、要因と予防、検診による早期発見について扱うこととする。
３

生徒の実態
本学級は、明るく和やかな雰囲気であり、良好な人間関係を構築できる生徒が多い。保健の授業に対す

る関心はおおむね高く、特に学習課題に対して自分の考えを仲間に伝えたり、グループで話し合って考
えをまとめたりするような活動に積極的に取り組める生徒が多い。他教科の授業や保健分野の授業でも、
知識構成型ジグソー法の手法を参考に、協働的な活動を取り入れた授業を何度か経験しており、個人で
考えることに加えて、自分の意見や考えをグループ内で伝え合ったり、まとめたりすることに慣れてい
る。しかし、一部の生徒は、仲間に自分の考えを伝えることを苦手としており、グループ活動での話し合

-38-

いに貢献できない場面も見られる。また、学力差が大きく特に知識の定着度に大きな差が見られる。
事前アンケートの結果から見られる、がんに対する生徒の実態は以下の通りである。
Ｑ１ あなたは「がん」についてどのような印象をもっていますか？（複数回答可）
・なかなか治らない病気 ・怖い ・重い病気 ・一度なってしまったら治らない病気
・治っても再発する ・抗がん剤の副作用が強い ・ステージがある ・転移する
・なったら死んでしまう ・誰でも発症する可能性がある ・進行したら治らない
・早期に発見できれば平気 ・子どもから大人まで関係なくかかる病気 ・早期発見が大切
・お酒やタバコでがんになる ・治療をする上で苦しいことが沢山ある ・生活しにくい
・体が不自由になる ・治る確率が低い ・種類が沢山ありそう ・一度の治療では治りにくい
・死を待つような病気 ・異常な細胞が引き起こす病気 ・一番直すのが難しい病気
Ｑ２ 「がん」は、治療できる病気だと思いますか？
・思う（９人） ・思わない（２人） ・治るものと治らないものがある（２８人）
Ｑ３ 将来がんを見つけるために「がん検診」を受けてみようと思いますか？
・思う（３２人） ・思わない（７人）
Ｑ４ がんの学習は、健康な生活を送るために重要だと思いますか。
・思う（３９人） ・思わない（０人）
Ｑ５ がんは誰もがかかる可能性のある病気だと思いますか。
・思う（３２人） ・思わない（７人）
Ｑ６ 自分はがんにならないと思いますか。
・思う（１5 人） ・思わない（24 人）
Ｑ７ 家族や身近な人でがんにかかった人はいますか。
・いる（８人） ・いない（３１人）
Ｑ８ がんは進行すると今までの生活ができなくなると思いますか。
・思う（３８人） ・思わない（１人）
Ｑ９ がんは日本人の死因の第２位である。
・正しい（３２人） ・正しくない（７人）
Ｑ１０ 喫煙や飲酒などをせずに規則正しい生活を送っていれば、がんになることはないと思う。
・思う（１７人） ・思わない（２２人）
Ｑ１１ がんは予防できると思いますか
・思う（３０人） ・思わない（９人）
Ｑ１２ がんについて学んだことを身近な家族に語ろうと思う。
・思う（１１人） ・どちらかといえばそう思う（２０人） ・思わない（８人）
Ｑ１３ がんは様々な種類がありますが知っている病名を書いてください。
（複数回答可）
・肺がん（２１人） ・脳がん（２人） ・皮膚がん（２人） ・小児がん（２人） ・胃がん（５人）
・乳がん（１５人） ・すい臓がん（２人） ・骨肉腫（１人） ・前立腺がん（１人）
・白血病（１人）

・肝臓がん（２人） ・大腸がん（１人） ・子宮がん（１人）

・心臓がん（４人）
がんの学習について、
「重要だと思う」と回答している生徒が 100%であり、全ての生徒が肯定的な回答
をしていた。がんについての知識はおおむね正しい回答をしているものの、
「日本人の死因の順位」
「がん
の要因」については、他の設問と比較し誤答が多かった。
82.1%の生徒が「がんはだれもがかかる病気である」と回答しているが、38.4%の生徒は「自分はがんに
ならない」と回答している。また、17.9%の生徒が「将来、検診を受けない」と回答している。
以上の結果から、がんに対してある程度の知識はあるものの、正しい理解には至っておらず、自分自身
の生活とは無関係だと思っている生徒もいることがわかった。
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４ 教師の指導観
今回の学習を通して、
「がん」についての正しい知識を身に付け、自分が描く将来に向けて「がん」の
予防も含めた自分なりの生活習慣を確立させるなど、健康の保持増進について主体的に取り組む態度を
育成していきたい。
がんは身近な病気であるにもかかわらず、多くの生徒が正しく理解できておらず、自分事として捉え
られていない。また、健康である生徒が、健康の大切さを自分事として実感することは難しい。しかし、
生活習慣病などは自分自身の生活と関わりが深い問題であり、その予防のためには、適切な生活習慣を
身に付けることが有効であることから、指導に当たっては、自分の生活を振り返らせ、生活習慣病の要因
になりそうなものを生徒同士で交流する中で、予防に取り組んでいくことにつながるよう学習を展開し
ていく。
本単元では、生徒が今後の人生の中で、
「がん」の問題が自分自身や自分の身近な人にも関わりのある
問題であることを知り、望ましい生活習慣を続けたり、がんの予防のために自ら行動したりすることが
できるようになることを目指す。そこで、学習した「がん」についての知識をアウトプットしたり、グル
ープで話し合いをしたりすることで、学習内容を関連付け、生涯にわたって健康を保持増進していくた
めの意識や生活習慣を身に付けることができるようにしていく。
５ 単元の目標
（１）生活習慣病などの予防について、理解することができるようにする。
（知識）
（２）生活習慣病などの予防に関わる事象や情報から課題を発見し、疾病等のリスクを軽減したり、生
活の質を高めたりすることなどと関連付けて解決方法を考え、適切な方法を選択し、それらを伝
え合うことができるようにする。
（思考力、判断力、表現力等）
（３）生活習慣病などの予防について、自他の健康の保持増進や回復についての学習に自主的に取り組
もうとすることができるようにする。
（学びに向かう力、人間性等）

６ 単元の指導計画と評価計画
（１）単元の評価規準
知識・技能
① 生活習慣病は、日常の生活習慣
が要因となって起こる疾病であ
り、適切な対策を講ずることに
より予防できること、不適切な
生活行動を若い年代から続ける
ことによって、様々な生活習慣
病のリスクが高まることについ
て、理解したことを言ったり、
書き出したりしている。
② がんは、異常な細胞であるがん
細胞が増殖する疾病であり、そ
の要因には不適切な生活習慣を
はじめ様々なものがあることに
ついて、理解したことを言った
り、書き出したりしている。

思考・判断・表現
主体的に学習に取り組む態度
① 生活習慣病などの予防につ ① 生活習慣病などの予防
いて、それらに関わる事柄
について、課題の解決
や情報などを整理したり、
に向けての対話や、教
個人生活と関連付けたりし
科書や資料を調べた
て、自他の課題を発見して
り、自他の生活を振り
いる。
返ったりするなどの学
② がんの仕組みや予防、早期
習に自主的に取り組も
発見について学んだことを
うとしている。
筋道立てて伝え合ったり、
自分の「現在」及び「将来」
の生活習慣や行動について
考えたことをワークシート
にまとめたりしている。

（２）単元の指導と評価の計画
時
学習のねらい・学習活動
知・技
Ⅰ ねらい
①
１ ・生活習慣病は、日常の生活習慣が要因となって起
こる疾病であり、適切な対策を講ずることにより
生
予防できること、不適切な生活行動を若い年代か
活
ら続けることによって、様々な生活習慣病のリス
習
クが高まることについて、理解することができる
慣
ようにする。
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思・判・表

態

評価方法
＜知・技①＞
（学習活動２）
調和のとれた生活
と生活習慣病につ
いて理解したこと
を言ったり、書き
出したりしている

病
の Ⅱ 学習活動
予 １ 望ましい生活習慣について考える。
防 ２ 健康と生活習慣の関連、調和のとれた生活の必
①
要性、生活習慣の乱れによる生活習慣病など、生
活習慣が健康に及ぼす影響について説明を聞
く。
３ 本時の学習を振り返り、ワークシートにまとめ、
発表する。
Ⅰ ねらい
２
・生活習慣病の予防について、それらに関わる
事柄や情報などを整理したり、個人生活と関
生
連付けたりして、自他の課題を発見すること
活
ができるようにする。
習
慣 Ⅱ 学習活動
病 １ 前時の授業を振り返る。
の ２ 今後実践できる生活習慣の改善について考え、
予
発表する。
防 ３ 本時の学習を振り返り、ワークシートにまとめ、
②
発表する。

Ⅰ ねらい
②
・がんは、異常な細胞であるがん細胞が増殖する疾
３
病であり、その要因には不適切な生活習慣をはじ
め様々なものがあることについて、理解したこと
が
を言ったり、書き出したりすることができるよう
ん
にする。
の
予 Ⅱ 学習活動
防 １ 「がんの仕組み」「がんの予防」「がんの早期発
①
見」についてそれぞれのグループに分かれ動画を
みて正しい知識を学ぶ。
・
「がんの仕組み」
「がんの予防」
「がんの早期発見」
について、それぞれの資料を読み解く。
２ 自分の考えや他者の意見を伝え合い、課題につ
いての考えを深めていく。
３ 本時の学習を振り返り、次時の流れを確認する。
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内容等を【観察・ワ
ークシート】で捉
える。

①

①

＜思・判・表①＞
（学習活動２）
生活習慣病の予防
について、それら
に関わる事柄や情
報などを整理した
り、個人生活と関
連付けたりして、
自他の課題を発見
している状況等を
【観察・ワークシ
ート】で捉える。
＜態①＞
（学習活動２・３）
課題の解決に向け
ての対話や、教科
書や資料を調べた
り、自他の生活を
振り返ったりする
などの学習に自主
的に取り組もうと
している状況等を
【観察】で捉える。
＜知・技②＞
（学習活動 12）
がんについて理解
したことを言った
り、書き出したり
している内容等を
【観察・ワークシ
ート】で捉える。

４

Ⅰ ねらい
・がんについて学んだことや資料から読み取れる
ことを筋道を立てて伝え合うことで、がんについ
ての知識を深め、「現在」及び「将来」の生活習
慣や行動をワークシートにまとめることができ
るようにする。

が
ん
の
予
防 Ⅱ 学習活動
② １ 前時を振り返り、本時のめあてを知る。
２ 「がんの仕組み」「がんの予防」「がんの早期発
本
見」について、それぞれ資料の説明や担当した課
時
題から読み解いたことを伝え合い、わからなか
② ったことは質問する。
・ メモをもとにワークシートをまとめる。
３ がんについて学んだことをもとに「現在」及び
「将来」自分にできること、
「学習を終えてがん
についてどんなイメージを持ったか」ワークシ
ートにまとめる。
４ 教師の話を聞く。
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②

①

＜態①＞
（学習活動 2）
がんの仕組みや予
防、早期発見につ
いて、資料を結び
付け他者と協力し
たりして学習に自
主的に取り組もう
としている状況等
を【観察】で捉え
る。
＜思・判・表②＞
（学習活動 3・4）
学んだことを生か
し自分の「現在」及
び「将来」の生活習
慣や行動をワーク
シートにまとめた
り、がんのイメー
ジに変容が見られ
たかについて考え
たりしている状況
等を【観察・ワーク
シート】で捉える。

7 本時の学習と指導（４／４）
（１）ねらい
・ 学んだことを生かし自分の「現在」及び「将来」の生活習慣や行動をワークシートにまとめた
り、がんのイメージに変容が見られたかについて考えたりすることができるようにする。
（思考力、判断力、表現力等）
・ がんの仕組みや予防、早期発見について、学んだことを筋道立てて伝え合ったり資料を結び
付け他者と協力したりして学習に自主的に取り組むことができるようにする。
（学びに向かう力、人間性等）
（２）準 備 ＴＶ、パソコン、ワークシート、資料
（３）展 開
時間 学習内容・活動
指導上の留意点（○指導 ◆評価規準）
導 １ 前時の振り返り、活動の流れを 全体 ○前時までの学習の流れを確認する。
確認する。
○本時の目的を理解させ、学習の見通しを持
入
（
たせる。
○授業中に気持ちが辛くなってしまうような
５
・本時のめあてを知る。
ことがあれば、遠慮なく申し出るように伝
分
える。
）

【学習課題】がんについて学んだことをもとに、自分の生活習慣や今後の行動に生かせるようにしよう。
展
開
（
40
分
）

２「がんの仕組み」「がんの予防」 グル
「がんの早期発見」について、資料 ープ
や担当した課題から読み解いたこと
を伝え合い、わからなかったことは
質問する。
（各３分×３）
※他者の説明を聞きながらキーワ
ードをメモする。
○３つの資料を結び付けて分かっ
たことや感じたことを話し合いワ
ークシートに記入し発表する。
（１５分）

〇資料を適切に活用し、学んだことが相手に
伝わるように説明するよう促す。
○グループ内での発表をしっかりと聞き、他
者の意見からキーワードとなりそうなこと
をメモさせるようにする。
〇グループの中で積極的に意見を出し合いな
がら課題に対する答えを考えることが出来
るように机間指導をしながら、話し合いが
深まるように促していく。
○机間指導の際、自分なりの考えをまとめて
いる生徒をピックアップし、発表させる。
◆がんの仕組みや予防、早期発見につい
て、資料を結び付け他者と協力したり
して学習に自主的に取り組もうとして
いる。
【主体的に学習に取り組む態度】
「努力を要すると判断される状況」
（Ｃ）の生徒への手立て（支援）
机間指導を行いながら、資料を振り返ら
せるなど、気付きを促すための声かけを
行っていく。
「十分満足できると判断される状況」
（Ａ）の生徒の具体的な姿
グループ活動で、自分の意見を積極的に
発言するとともに、他の意見を取り入
れ、より良い課題解決の方法を考えるこ
とができている。
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３ がんについて学んだことをもと 個人
に「現在」及び「将来」自分にで
きること、
「学習を終えてがんに
ついてどんなイメージを持った
か」ワークシートにまとめ、発表
する。（10 分）

○がんの学習を行う前と後で変容が見られた
か、学習の成果を自ら感じられるようにする。
◆学んだことを生かし自分の「現在」及び
○机間指導を行い、本時のねらいに沿って
「将来」の生活習慣や行動をワークシー
よくまとめられている生徒をピックアップ
トにまとめたり、がんのイメージに変容
して、発表させる。
が見られたか考えたりしている。
【思考・判断・表現】
「努力を要すると判断される状況」
（Ｃ）の
生徒への手立て（支援）
机間指導を行い、自分の考えがまとめられ
るようにキーワードを伝え学習を整理でき
るようにし、自分の「現在」及び「将来」
の生活習慣に結びつけることができるよう
にする。
「十分満足できると判断される状況」（Ａ）
の生徒の具体的な姿
「がん」の要因は様々なものがあるが、中
でも生活習慣は自分自身で改善できる予防
法であること。また、誰でもがんになる可
能性があるので、がん検診が大切であるこ
とを踏まえ、学習したことを基に、
「現在」
及び「将来」の具体的な対策についてワー
クシートに記入している。

４ 教師の話を聞く。
ま
と
め
（
５
分
）

全体

８

〇本時のまとめを行い、がんの発生要因は、
様々であることから「がんになった人」イ
コール「生活習慣が乱れている人」ではな
いことを伝える。しかしながら、予防とし
て私たちにできることは、がんを予防する
ための望ましい生活習慣と早期発見・早期
治療であることについて、再確認する。
〇ワークシートを回収し、まとめた内容につ
いての補足や指導の必要な生徒には、個別
に指導する。

事後指導
本単元終了後、ゲストティーチャーを招き、「なぜ、がんについて学んだのか」「がんになったときに
（がんになった身近な人に対して）どう向き合っていくか」について、講話していただく。その際、本来
であれば高等学校での学習内容であるがん患者や周囲の人々の生活の質を保つことや、緩和ケアについ
ても触れていただくことで、今回の学習をここで閉じるのではなく、生徒の将来を見据えた学習として
位置付けたい。また、講話を特別活動の授業として、未来につながる学びへとつなげていく。

-44-

㸰 ᐇ㊶㸰 
㸺Ᏻᩍ⫱㸼 ᕝ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ
௧㸰ᖺᗘࠕᏛᰯᏳ⥲ྜᨭᴗࠖ

ᕝ㉺ᕷ❧Ꮫᰯ㜵⅏ࢱ࣒ࣛࣥࡢసᡂ
ࣔࢹࣝᆅᇦ㸸ᑎᑿ୰Ꮫᰯᆅᇦ                 ᕝ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ
ࣔ ࢹ ࣝ ᰯ㸸ᑎᑿ୰ᏛᰯࠊᑎᑿᑠᏛᰯࠊ㧗㝵ᑠᏛᰯࠊ㧗㝵༡ᑠᏛᰯ
㸦ᕷ❧Ꮫᰯ ᑠᏛᰯ 32 ᰯࠊ୰Ꮫᰯ 22 ᰯࠊ≉ูᨭᏛᰯ 1 ᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯ 1 ᰯ㸧
㸯 ࡣࡌࡵ
  ᕝ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊᏳᩍ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᏳᩍ⫱◊ಟ
ࢆ⏬ࡋࠊẖᖺࠊࡑࡢᖺᗘㄢ㢟ࡍࡿࢸ࣮࣐ࢆ⢭㑅ࡋࡓୖ࡛◊ಟࢆᐇࡋ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ௧ඖᖺᗘࡣࠊᮏᴗࡢጤクࢆཷࡅࠊࣔࢹࣝᰯࢆ୰ᚰᏳᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ◊
✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ௧㸰ᖺᗘ࡛ࡶࠊᮏᴗࡢጤクࢆཷࡅࠊ㜵⅏ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢻࣂࢨ࣮᠕⩏ሿᏛᩍᤵᮌ⪷ᏊẶࢆᣍ⪸ࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅࡢࡶ◊✲ࢆ
㔜ࡡࡓࠋᮏࡣࠊࡑࡢ୰ࡢࠕᕝ㉺ᕷ❧Ꮫᰯ㜵⅏ࢱ࣒ࣛࣥࡢసᡂࠖࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ

㸰 ᐇ㊶ࠕᕝ㉺ᕷ❧Ꮫᰯ㜵⅏ࢱ࣒ࣛࣥࡢసᡂࠖ
 օ ࣔࢹࣝᆅᇦࡢᐇែ
ᑎᑿᆅᇦࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ྎ㢼࡞ࡢ㝿ࠊᾐỈ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢྎ㢼
ࡼࡿᗋୖᾐỈ௳ᩘࡣࠊᖹᡂ  ᖺࡢྎ㢼  ྕ࡛ᑎᑿᆅ༊  ௳㸦ᕝ㉺ᕷ  ௳㸧ࠊ
௧ඖᖺᮾ᪥ᮏྎ㢼㸦ྎ㢼  ྕ㸧࡛ᑎᑿᆅ༊  ௳㸦ᕝ㉺ᕷ  ௳㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ௧
ඖᖺᮾ᪥ᮏྎ㢼㸦ྎ㢼  ྕ㸧Ⓨ⅏ࠊᏛᰯࡀ㑊㞴ᡤ࡞ࡗࡓ㝿ࡣࠊᕝ㉺ᕷయ࡛ࠊ
㑊㞴ᡤタႠ࣭㐠Ⴀಀࡿㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࣔࢹࣝᰯࢆᑎᑿᆅᇦࡢᏛᰯᣦᐃࡋ㸪㑊㞴ᡤタႠ࣭㐠Ⴀࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
᳨ウࡍࡿࡇࢆ◊✲ࡢ୍ࡘࡋࡓࠋ

 ֆ ᕝ㉺ᕷ㜵⅏ᩍ⫱᥎㐍㆟
  ձ ᥎㐍㆟ࡢᵓᡂጤဨ
   ࣭ࢻࣂࢨ࣮㸸᠕⩏ሿᏛᩍᤵᮌ⪷ᏊẶ
   ࣭ᕝ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ ࣭ᕝ㉺ᕷ㜵⅏༴ᶵ⟶⌮ᐊ
࣭௧㸰ᖺᗘᮏᴗࣔࢹࣝᰯ㸲ᰯࡢᰯ㛗 ࣭௧ඖᖺᗘᮏᴗࣔࢹࣝᰯ㸰ᰯࡢᰯ㛗
ղ ࢜ࣥࣛࣥ㆟㸦  ᅇ㸧
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ࡢほⅬࡽࠊᮏ᥎
㐍㆟ࡣ࢜ࣥࣛࣥ㆟࡚ᐇࡋࡓࠋᙜึࡣࠊ⌧
⾜ࡢࠕᕝ㉺ᕷᏛᰯ㜵⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝࠖࡘ࠸࡚ࠊ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ࡢどⅬࡶྲྀࡾධࢀࡓ
ୖ࡛ぢ┤ࡋࢆᅗࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
㆟ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊᰯ㛗ࡽࠊ㐣ཤࡢ⿕ᐖࡶ㋃ࡲ࠼ࠊⓎ⅏㑊㞴ᡤタႠ࣭㐠Ⴀ
㛵ࢃࡿࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ࡢືࡁࡀࠊ୍┠࡛ࢃࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿά⏝ࡋࡸࡍ࠸࠸
࠺ពぢࡀ࠶ࡀࡾࠊࠕᕝ㉺ᕷ❧Ꮫᰯ㜵⅏ࢱ࣒ࣛࣥࠖࢆసᡂࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
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ճ ᕝ㉺ᕷ❧Ꮫᰯ㜵⅏ࢱ࣒ࣛࣥ㸦Ỉᐖ⦅࣭ᆅ㟈⅏ᐖ⦅㸧
 ࢱ࣒ࣛࣥࡣࠊỈᐖ⦅ཬ
ࡧᆅ㟈⅏ᐖ⦅ࢆసᡂࡋࡓࠋỈ
ᐖ⦅࡛ࡣࠊෆ㛶ᗓࡀ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㆙ᡄࣞ࣋ࣝࡢ㓄Ⰽࢆཧ⪃
ࡍࡿࡇ࡛ࠊ༴㝤ᗘࡀ୍┠࡛
⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ
 ᕝ㉺ᕷ࡛ࡣࠊᖺᗘࡈࠊ
㜵⅏༴ᶵ⟶⌮ᐊࡢᣦ♧ࡢࡶࠊ
㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ⌜ࡀᢸᙜᰯࠊ㑊
㞴ᡤタႠ࣭㐠Ⴀಀࡿ๓☜
ㄆ➼ࡢࡓࡵゼၥࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௧㸱ᖺᗘࡢ๓ゼၥࡢ㝿
ࡣࠊ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ⌜ᰯ㛗ࡀᡴ   
ྜࡏࢆࡋࠊᮏࢱ࣒ࣛࣥࡢࠕ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ⌜ࡢືࡁࠖ
ࠊ
ࠕᰯ㛗ࡢືࡁࠖ
ࠊ
ࠕᩍ⫋ဨࡢື
ࡁࠖ࠸࠺㡯┠ࠊྛᰯࡢᐇែྜࢃࡏࠊලయⓗ࡞ືࡁࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊᮏࢱ࣒ࣛࣥࢆࠊྛᰯ⊂⮬ࡢ࣐ࢽࣗࣝࡋ࡚࠸ࡃࠋ






և ᡂᯝㄢ㢟
 ձᡂᯝ
 ࣭ᕝ㉺ᕷ❧Ꮫᰯ㜵⅏ࢱ࣒ࣛࣥࡢసᡂ࡛ࡣࠊ㜵⅏ࡢᑓ㛛ᐙᰯ㛗ࠊᕷࡢ㛵ಀᶵ㛵ࠊ
ᕷᩍጤ࡛ᮏ㡢ࡢពぢࢆ࠼࡞ࡀࡽసᡂࡋࡓࡇ࡛ࠊᐇែ࠶ࡗࡓࡶࡢࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ղㄢ㢟
  ࣭㑊㞴ᡤタႠ࣭㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦఫẸࡢ㐃ᦠࢆࠊࡼࡾ୍ᒙᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠋᚋࡣࠊྛᰯࡢࢱ࣒ࣛࣥࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦఫẸࡶඹ᭷ࢆᅗࡿࡇ࡛ࠊ
ྛᰯࡢᐇែ࠶ࡗࡓᑐ⟇ࢆࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸱 ࠾ࢃࡾ
  ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ௧㸱ᖺᗘࡢྲྀ⤌ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿᕝ㉺ᕷ❧Ꮫᰯ㜵⅏ࢱ࣒ࣛࣥࡢస
ᡂࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓࡀࠊࣔࢹࣝᰯ࡛ࡣࠊࡶ㜵⅏ᩍ⫱ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋḟᖺᗘ௨
㝆ࡶࠊࡑࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕝ㉺ᕷయ࡛⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
㜵⅏ᩍ⫱࡛ࡣࠊᏊࡶࡓࡕ࠸࡞ࡿ≧ἣୗ࡛ࡶ⮬ࡽࡢࢆᏲࡾᢤࡃࡓࡵࠊ≧ἣࢆ㐺
ษุ᩿ࡋࠊᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ᭱ၿࢆᑾࡃࡑ࠺ࡍࡿࠕయⓗ⾜ືࡍࡿែᗘࠖࢆ⫱ᡂࡋ
࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㜵⅏ᩍ⫱ࡣࠊ≉ᐃࡢᩍ⛉ࡸ㛫ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ษ࡞ࡇࡣࠊྛᩍ⛉┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㜵⅏㛵ࢃࡿᏛ⩦ෆᐜࡸࠊ๓࣭ᚋᏛ⩦ࢆ
ྵࡴ㑊㞴カ⦎࡞ࢆ᭷ᶵⓗ㛵㐃ࡅࠊᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ㜵⅏ᩍ⫱ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᚋࡶࠊྛᩍ⛉ࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫ࠊ≉ูάື➼࠾࠸࡚ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ
࡚ᣦᑟࡍࡁෆᐜࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊᏛᰯᏳィ⏬⨨ࡅࡿࡇࡼࡾࠊ⣔⤫ⓗ࣭య⣔ⓗ
࡞㜵⅏ᩍ⫱ࢆィ⏬ⓗᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡼࡿඣ❺⏕ᚐࡢຠᯝࢆ᳨ドศᯒࡋࠊ
⤖ᯝࢆᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵၿࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࡞ࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ☜❧ࢆ㏻ࡌ
࡚ᆅᇦࡢ≉ᛶࡸඣ❺⏕ᚐࡢᐇᛂࡌࡓ㜵⅏ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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㸺Ᏻᩍ⫱㸼 ⲡຍᕷᩍ⫱ጤဨ 
௧㸰ᖺᗘࠕᏛᰯᏳ⥲ྜᨭᴗࠖ

యⓗࠕ⮬ຓࠖࠕඹຓࠖࡀ࡛ࡁࡿⲡຍࡗᏊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ
 ࣔࢹࣝᆅᇦ㸸ⲡຍᕷ㇂ሯ୰Ꮫᰯ༊            ⲡຍᕷᩍ⫱ጤဨ
 ࣔ ࢹ ࣝ ᰯ㸸ⲡຍᕷ❧㇂ሯ୰Ꮫᰯ࣭ⲡຍᕷ❧㇂ሯᑠᏛᰯ࣭ⲡຍᕷ❧ịᕝᑠᏛᰯ
㸦ᕷ❧Ꮫᰯ ᑠᏛᰯ㸰ᰯࠊ୰Ꮫᰯ㸯ᰯ㸧
㸯 ࡣࡌࡵ
  ࣔࢹࣝᰯ༊ࡋ࡚ࠊ⅏ᐖᏳࠊ㜵≢ࢆྵࡴ⏕άᏳࠊ㏻Ᏻࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ཬࡧカ
⦎➼ࡢᐇ㊶ࢆ୰ᚰࡋࡓྲྀ⤌ࡼࡾࠊయⓗࠕ⮬ຓࠖ
ࠕඹຓࠖࡀ࡛ࡁࡿⲡຍࡗᏊࡢ⫱ᡂ
ࢆ┠ᣦࡍࡇࢆ┠ⓗᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
  ᮏᕷ࡛ࡣࠊ
ࠕᗂಖᑠ୰ࡀ୍㈏ࡋࡓⲡຍࡢᩍ⫱ࠖࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ࠊ┠ᣦࡍᏊࡶ
ീࢆඹ᭷ࡍࡿࡶⓎ㐩ࡢẁ㝵࠾ࡅࡿ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊᏳᩍ⫱ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋⓎ㐩
ẁ㝵࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ᪥ᖖ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ⅏ᐖࡢ༴㝤ࢆ⌮ゎࡋࠊᏳ࡞
⾜ືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࠊࡢேࠎࡢᏳࡶẼ㓄ࡾ࡛ࡁࡼ࠺ࡋࠊⓎ㐩ࡢẁ
㝵ᛂࡌ࡚ࠊ┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡑࡋ࡚ࠊ⅏ᐖᏳࠊ㜵⅏ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯᏳࢻࣂࢨ࣮࡛࠶ࡿᇸ⋢┴❧Ꮫ
ࡢ㧘ᶫᩍᤵࡢࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊඣ❺⏕ᚐࠊᩍ⫋ဨࡀᏳᩍ⫱ᑐࡍࡿ▱㆑࣭⌮
ゎࢆࡉࡽ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 
㸰 ᤵᴗᐇ㊶࠙௧㸰ᖺ㸯㸰᭶㸯㸮᪥㸦ᮌ㸧 ⲡຍᕷ❧㇂ሯ୰Ꮫᰯ ➨㸰Ꮫᖺ ≉ูάືࠚ
 օ ᴫせ
  ᮏᕷ࡛ࡣࠊⲡຍᕷ⏫㐃ྜࡀദࡍࡿ㑊㞴ᡤ㐠ႠᕷẸ㜵⅏カ⦎ࢆ⅏ᐖᣦᐃ㑊㞴
ᡤ࡞ࡿᕷෆࡢࡍ࡚ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡀ㜵⅏カ⦎ཧ
ຍࡍࡿࡇ࡛ࠊ㜵⅏ព㆑ࡢ㧗ᥭࢆᅗࡾࠊつᶍ⅏ᐖ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢຊ࡞ࡿࡶࠊ
ᆅᇦࡢ୍ဨࡋ࡚ࡢ⮬ぬࢆ㣴࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕୰Ꮫᰯ㸰ᖺ⏕ࡢ
ᩍ⫱ㄢ⛬⨨ࡅ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ᖺᗘࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽカ⦎ࡣ୰Ṇ࡞ࡗࡓࡀࠊᕷࡢ
༴ᶵ⟶⌮ㄢ㐃ᦠࡋ࡚సᡂࡋࡓື⏬ࢆᇶᤵᴗࢆᐇࡋࡓࠋ

 ֆ ⣔⤫ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟ












࣭ᕷࡢ༴ᶵ⟶⌮ㄢᕷᩍ⫱ጤဨ࡛ࠊᕷෆࡢᑠᏛᰯ㸳ᖺ⏕
 ୰Ꮫᰯ㸯ᖺ⏕ࢆᑐ㇟ࠕⲡຍᕷࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖࢆᩍᮦ
 ࡋࡓ㜵⅏Ꮫ⩦ࢆᐇࡋࡓࠋᤵᴗ࡛ࡣࠊ⮬ศࡢఫࡴᆅᇦࡢ≉
 ᛶࢆ▱ࡿࡶࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ㌟ࢆᏲࡿࡓࡵ⪃࠼⾜ືࡍ
 ࡿࡇࡢษࡉࢆᏛࢇࡔࠋ
࣭ᩍᮦࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠕⲡຍᕷࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖࡣᕷࡽྛ
 ᐙᗞࡶ㓄ᕸࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊಖㆤ⪅ࡶ☜ㄆࡋࠊ༴ᶵព
 ㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ

-47-















և ᤵᴗᐇ㊶
࣭⮬ศࡢఫࡴᆅᇦࡢ≉ᛶࡸࠊ࠸ࡊ࠸࠺ࡢࡼ࠺
 ⾜ືࡍࡁࢆ▱ࡾࠊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜഛ࠼ࠊ⮬
 ศ⮬㌟ࡢ㌟ࢆᏲࡿࡓࡵ⪃࠼࡚⾜ືࡍࡿࡇࡘ࠸࡚
 Ꮫ⩦ࡋࡓࠋ
࣭㑊㞴ᡤࡢ⤌ࡳࢆ▱ࡾࠊⲡຍᕷࡢ㑊㞴ᡤࡘ࠸࡚ື⏬
 ࢆࡶᏛ⩦ࡋࡓࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉάື࡛ࡣࠕ㑊㞴ᡤ࡛୰Ꮫ⏕ồࡵࡽࢀࡿᙺࠖ
 ࡘ࠸࡚⪃࠼ࠊ୰Ꮫ⏕ࡣᏲࡽࢀࡿ❧ሙࡽᏲࡿ❧ሙ
 ࡞ࡿࡇࢆᏛ⩦ࡋࡓࠋ
࣭ࡾ㏉ࡾ࡛ࡣࠊ
ࠕ㑊㞴ᡤࡢタႠࡢ᪉ࡀศࡗࡓࡢ࡛ࠊ
 ⏫ෆࡢே୍⥴㐠Ⴀ༠ຊࡋࡓ࠸ࠖ࡞ࡢឤࢆ
 ⏕ᚐࡣࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ








ֈ ᚋᣦᑟ
࣭ಖㆤ⪅㑊㞴ሙᡤࡘ࠸࡚
 ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊᕷᗈሗㄢ
 㐃ᦠࡋࠊᤵᴗᐇ㊶ࢆᗈሗ
 ࠕࡑ࠺ࠖᥖ㍕ࡍࡿࡇ
 ࡛ࡑࡢྲྀ⤌ࢆ࿘▱ࡋࡓࠋ

㸱 ᡂᯝㄢ㢟
 օ ᡂᯝ
 ࣭ྛᏛᖺࡢⓎ㐩ẁ㝵ᛂࡌࡓᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊඣ❺⏕ᚐࡢ⾜ືࡸព㆑ࡢኚᐜࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ࣭ᩍ⫋ဨ࠾࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡞࣓࣮ࢪࡀࡶ࡚ࡿᣦᑟࡸື⏬ࡢᥦ♧ࠊ◊ಟࢆ⾜࠺
  ࡇ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛Ẽࡅ࡞ࡗࡓࡇࡶẼࡅࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ





ֆ ㄢ㢟
࣭ᮏᴗࡢ◊✲ᡂᯝࢆᕷෆᰯᗈࡵࠊᕷయࡢᏳᩍ⫱ࡢ᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ඣ❺⏕ᚐࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐙᗞ࠾ࡅࡿ㜵⅏࣭Ᏻព㆑ࡶ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊඣ❺⏕ᚐࡀ
 ᐙᗞᣢࡕᖐࡗ࡚ヰ㢟࡛ࡁࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸱 ࠾ࢃࡾ
  ᮏᖺᗘࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᐇࡍࡿࡇ
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ㛵ಀㄢ༠ຊࡋ௦᭰ࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ
᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྛᏛᖺࡢⓎ㐩ẁ㝵ᛂࡌࡓᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ
Ꮚࡶࡓࡕࡢ⾜ືࡸព㆑ࡢኚᐜࡀぢࡽࢀࡓࠋᚋࡶ⣔⤫ⓗ࣭య⣔ⓗ࡞Ᏻᩍ⫱ࢆィ⏬ⓗ
ᐇࡋ࡚࠸ࡁࠊᆅᇦࡢ≉ᛶࡸඣ❺⏕ᚐࡢᐇែᛂࡌࡓᏳᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡁࠊࣔࢹ
ࣝᰯ༊ࡢྲྀ⤌ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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㸺Ᏻᩍ⫱㸼 ᮏᗉᕷᩍ⫱ጤဨ 
௧㸰ᖺᗘࠕᏛᰯᏳ⥲ྜᨭᴗࠖ
㏻Ᏻᩍ⫱ࢆ୰ᚰࡋࡓࠕ⮬ࡽࡢࢆᏲࢁ࠺యⓗ⾜ືࡍࡿែᗘࠖࡢ⫱ᡂ
 ࣔࢹࣝᆅᇦ㸸ᮏᗉᕷ❧ᮏᗉᮾᑠᏛᰯᆅ༊           ᮏᗉᕷᩍ⫱ጤဨ
 ࣔ ࢹ ࣝ ᰯ㸸ᮏᗉᕷ❧ᮏᗉᮾᑠᏛᰯ

㸯 ࡣࡌࡵ
  ᮏᗉᕷࡣࠊỤᡞ௦ࡢ┣┠ࡢᅜᏛ⪅ࠊሮಖᕫ୍⏕ㄌࡢᆅ࡛࠶ࡾࠊಖᕫ୍ࡢṧࡋࡓゝⴥ
ࡽࠊᮏᕷᩍ⫱⥘ࡢᇶᮏ⌮ᛕࢆࠕୡࡢࡓࡵࠊᚋࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋሙᡤࡣᇸ
⋢┴す㒊ࡢ┴ቃ⨨ࡋࠊ㹈㹐㧗ᓮ⥺ࠊඵ㧗⥺ࠊୖ㉺᪂ᖿ⥺ࠊ㛵㉺⮬ື㌴㐨ᮏᗉඣ⋢
㹇㹁ࡸࠊᅜ㐨㸯㸵ྕࠊ㸰㸳㸲ྕࠊ㸲㸴㸰ྕ࡞ࡢせ㐨ࡀ⦪ᶓ㉮ࡾࠊᮾிୖಙ㉺᪉
㠃ࢆ⤖ࡪ㏻ࡢせ⾪࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ᮏᗉᕷෆࡢ㏻ᨾࡣῶᑡഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ௧ඖᖺ࠾ࡅࡿேཱྀ༓ே࠶ࡓࡾࡢே
㌟ᨾⓎ⏕௳ᩘࡣ  㧗࠸Ỉ‽࠶ࡾࠊ
㏻ᨾ㜵Ṇࡣᕷࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣔࢹࣝᰯᣦᐃࡋࡓᮏᗉᕷ❧ᮏᗉᮾᑠᏛᰯࡣࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡼࡾ㏻ᏳᏊ౪⮬㌿㌴ᇸ
⋢┴ฟሙࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘࡣᇸ⋢┴ඃࠊᅜฟሙࠊ௧ඖᖺ
ᗘࡣᅜඃࢆᯝࡓࡋࡓࠋᅇࡢᴗ࡛ࡣࠊᮏᗉᮾᑠᏛᰯࢆ୰ᚰࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊᕷෆᑠ୰Ꮫᰯඣ❺⏕ᚐࡢ㏻Ᏻព㆑ࢆ㧗ࡵࠊ
ࠕ⮬ࡽࡢࢆᏲࢁ࠺యⓗ⾜ື
ࡍࡿែᗘࠖࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

㸰 ᐇ㊶
 օ ㏻ᏳᏊ౪⮬㌿㌴ࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡋࡓ㏻Ᏻព㆑ࡢ㧗ᥭ
   ㏻ᏳᏊ౪⮬㌿㌴ࡣᑠᏛ⏕ࡀ⮬㌿㌴࡛Ᏻ㉮⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ▱㆑ᢏ⬟ࢆ㌟
ࡅࠊࡑࡢᐇ㊶ࢆ⩦័ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㏻ᨾ㜵Ṇࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊẖ
ᖺ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡢ➇ᢏࡣࠊ㏻㛵ࡍࡿᏳ▱㆑ࢆၥࢃࢀࡿᏛ⛉ヨ㦂ࠊ
ᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࣝࡸᢏ⾡ຊࢆၥࢃࢀࡿᏳ㉮⾜ࢸࢫࢺࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆせồࡉࢀࡿᢏ⬟㉮
⾜ࢸࢫࢺࡀ࠶ࡿࠋ
  ձࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌
   ࣭௧ඖᖺᗘ ᅜᅋయඃࠊಶேඃࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧㈹㸦Ꮫ⛉ࢸࢫࢺᏳ
㉮⾜ࢸࢫࢺࡀඃ⚽࡞Ꮫᰯ㉗ࡽࢀࡿ㸧ࢆཷ㈹ࡋࠊྐୖึࡢ㸱ෙ㐩ᡂ࡞ࡾࠊ
Ꮫᰯయࡢ㏻Ᏻព㆑ࡢ㧗ᥭࡘ࡞ࡆࡓࠋ
   ࣭ᮏᗉᕷ㏻Ᏻ㐠ືฟ㝕ᘧཧຍࡋࠊ⮬㌿㌴ᶍ⠊㉮⾜ࠊ㏻Ᏻࢡࢬࠊ㏻
ᨾ㜵Ṇ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢⓎಙ࡞ࠊᰯእ࠾࠸࡚ࡶ㏻Ᏻព㆑ࢆ㧗ࡵࡿάືࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
  ղᖺᗘࡢྲྀ⤌
ᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ࡢࡓࡵࠊ
㏻ᏳᏊ౪⮬㌿㌴ᇸ⋢┴ཬࡧᅜࡀ୰Ṇ
࡞ࡗࡓࡀࠊ௦⾲ඣ❺ࡣ⮬㌿㌴ࡢ⦎⩦ࠊᏛ⛉ヨ㦂ࡢᏛ
⩦⥅⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ㸷᭶ࡣࠊᅜฟሙ
⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⩌㤿┴ࠊᰣᮌ┴ࠊୖ㔛⏫ࡢᑠᏛᰯὶ
ࢆ⾜࠸ࠊ⮬㌿㌴㐠㌿ᢏ⬟ࡸᏳ▱㆑ࡢྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ
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 ֆ ᤵᴗᐇ㊶࠙௧㸱ᖺ㸯᭶㸵᪥㸦ᮌ㸧ᮏᗉᕷ❧ᮏᗉᮾᑠᏛᰯ ➨㸲Ꮫᖺ ≉ูάືࠚ 
ձࡡࡽ࠸
   ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬㌿㌴ࡢࡾ᪉ࢆࡾ㏉ࡿࡶࠊṇࡋ࠸㏻࣮ࣝࣝࡸᏳ࡞⮬㌿㌴
ࡢࡾ᪉ࢆ▱ࡾࠊ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛㏻ᨾࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢᏳ࡞ࡾ᪉ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ղᤵᴗࡢෆᐜ
࣭ᑟධ࡛ࡣࠊᕷ⏫ᮧู㏻ᨾⓎ⏕⋡ࡸ㆙ᐹ⨫ู㏻Ṛஸᨾࢮࣟ᭦᪂᪥ᩘ࡞ࡢ㈨
ᩱࢆά⏝ࡋࠊᮏᕷࡢ㏻ᨾⓎ⏕≧ἣࢆ▱ࡿࡇࡼࡾࠊඣ❺ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࠊయ
ⓗᏛ⩦ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ
࣭ᫎീࢆ࠸࡞ࡀࡽ㏻Ᏻࢡࢬྲྀࡾ⤌ࡳࠊṌ㐨ࡣṌ⾜⪅ඃඛ࡛㌴㐨ᐤࡾࢆᚎ⾜
ࡍࡿࡇࠊᏳ࣮ࣝࣝࢆᏲࡿࡇࠊ࣓࣊ࣝࢵࢺࡣ╔⏝ࡍࡿࡇ࡞ࠊ
ࠕ⮬㌿㌴Ᏻ
⏝๎ࠖࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࠋ
࣭ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬㌿㌴ࡢࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡾࠊ㏻
ᨾࢆ㜵ࡄࡓࡵࡇࢀࡽẼࢆࡅࡿࡇࡘ࠸࡚
⮬ᕫỴᐃࡍࡿ㛫ࢆࡗࡓࠋඣ❺ࡣࠊᮏᏛࢇࡔ
ෆᐜࢆࡶࠊ
ࠕ࣓࣊ࣝࢵࢺࢆ╔⏝ࡍࡿࡇࠖ
ࠕ୪㐍
ࢆࡋ࡞࠸ࡇࠖ
ࠕኪ㛫ࡣࣛࢺࢆࡘࡅࡿࡇࠖ࡞ࠊ
⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵලయⓗ࡞⾜ື┠ᶆࢆタ
ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭⤊ᮎࠊࢤࢫࢺࢸ࣮ࢳ࣮ࣕࡋ࡚ᣍ⪸ࡋࡓᇸ⋢┴ᏛᰯᏳࢻࣂࢨ࣮ࡢఀ⸨ᬛ
❶Ặ㸦ᇸ⋢┴㆙ᐹᮏ㒊㏻⥲ົㄢ㸧ࡢ࠾ヰࢆ⫈࠸ࡓࠋ
࣭ࡾ㏉ࡾ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋඣ❺ࡣᮏࡢᏛ⩦ෆᐜࢆᤊ࠼┤ࡍ
ࡶࠊ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿ㏻Ᏻࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࠕ᪥ࡢᏛ⩦࡛ࠊṌ㐨ࡣṌ⾜⪅ࢆඃඛࡍࡿࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
ᨾẼࢆࡅ࡚⮬㌿㌴ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
ࠖ
 ࠕṇࡋ࠸⮬㌿㌴ࡢࡾ᪉ࡀศࡾࡲࡋࡓࠋ⮬㌿㌴Ᏻ⏝๎ࢆࡢேࡶᩍ࠼࡚
࠶ࡆࡓ࠸࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏᗉᕷࡢᨾࢆῶࡽࡋࡓ࠸࡛ࡍࠋ
ࠖ
ճᚋᣦᑟ
  ࣭⮬㌿㌴ࡢ⦎⩦ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿඣ❺ࡀࠊᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔࡇࡸឤࡌࡓࡇ࡞
ࡘ࠸࡚ᰯෆᨺ㏦ࡼࡾⓎ⾲ࢆ⾜࠸ࠊᰯඣ❺ᑐࡍࡿ㏻Ᏻࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡓࠋ
㸱 ࠾ࢃࡾ
  ᖺᗘࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞άື➼ࢆไ㝈ࡍࡿ࡞ࡢ
ᑐᛂࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓࡓࡵࠊ༑ศ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ㞴ࡋࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ
୰࡛ࡶࠊ㏻Ᏻ㛵ࡍࡿᤵᴗࡢᐇࡸ㈨ᩱࡢά⏝ࠊ㏻Ᏻᩍᐊࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㏻࣮ࣝ
ࣝࡸ࣐ࢼ࣮㛵ࡍࡿṇࡋ࠸▱㆑ࢆ㌟ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊඣ❺⏕ᚐࡀ⮬ࡽࡢࡸᏳࢆ
Ᏺࢁ࠺యⓗ⾜ືࡋࡼ࠺ࡍࡿែᗘࡀ⫱ࡗࡓࠋ
  ᕷෆࡢ㏻ᨾⓎ⏕⋡ࡣ౫↛ࡋ࡚㧗࠸ࡓࡵࠊᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐࡢ㏻Ᏻព
㆑ࢆ㧗ࡵࠊ㏻ᨾ㜵Ṇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࣔࢹࣝᰯࡢྲྀ⤌ࢆᰯ࡛ࡶᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊᕷ❧ᑠ୰ࡢᏛᰯᏳ௵➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊ಟࢆᐇࡋࡓ࠸ࠋ
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㸱 ᐇ㊶㸱㸺㣗㛵ࡍࡿᣦᑟ㸼 㸦῝㇂ᕷ❧ᖖ┙ᑠᏛᰯ㸧
௧㸰ᖺᗘ ᇸ⋢┴ᑠ࣭୰Ꮫᰯ㣗⫱ᣦᑟຊྥୖᤵᴗ◊✲༠㆟
 ◊✲㢟  ⏕ࡁࡿຊክぢࡿຊࢆࡣࡄࡃࡴ㣗㛵ࡍࡿᣦᑟࡢ◊✲
     㹼ᮾ㒔࣭JA 㐃ᦠࡋࡓྲྀ⤌㹼
              ῝㇂ᕷᩍ⫱ጤဨ࠙ᐇ㊶ᰯ ῝㇂ᕷ❧ᖖ┙ᑠᏛᰯࠚ


➨㸴Ꮫᖺ㸯⤌⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫Ꮫ⩦ᣦᑟ
                        ᣦᑟ⪅ ᩍ  ㅍ  Ώ㎶ ගᘺ㸦㹒㸯㸧
                            ᰤ㣴ᩍㅍ  ຍ⸨ ↷⨾㸦㹒㸰㸧

㸯 ༢ඖྡ ࠕ῝㇂㥐ࡢ㥐ᘚࢆࡘࡃࢁ࠺㸟ࠖ㹼ᆅ⏘ᆅᾘࢆព㆑ࡋࡓ㨩ຊࡢ࠶ࡿ⊩❧࡙ࡃࡾ㹼

㸰 ༢ඖ┠ᶆ
῝㇂ᕷࡢ≉⏘ရࢆㄪࡓࡾࠊ㌟㏆࡞࠾ᘚᙜ┠ࢆྥࡅࡓࡾࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏕⏘⪅ࡢᛮ࠸
ࡸᆅᇦࡢࡼࡉẼ࡙ࡁࠊࡑࢀࡽࢆⓎಙࡍࡿࡓࡵࡢ㹎㹐άືྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛ᆅᇦࡢឡ╔ࢆ῝
ࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㣗⏕άࢆぢ┤ࡋࠊ⮬ࡽࡢ⏕ά⏕ࡑ࠺ࡍࡿࠋ 

㸱 ༢ඖࡢᣦᑟィ⏬ホ౯ィ⏬



㸴Ꮫᖺࡢ
ලయⓗ࡞ྲྀ⤌


ࠐ㹒㹒ࡼࡿᣦ
ᑟࡸᰤ㣴ᩍㅍ
㐃ᦠࢆᅗࡗ
ࡓᤵᴗᐇ㊶
⏘≉ۑရࢆ⏕
ࡋࡓ῝㇂㥐ᘚ
࡙ࡃࡾ
ۑᆅᇦ㹎㹐ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ㥐ᘚ
⤂

ᣦᑟィ⏬
۔Ꮫ⩦ㄢ㢟 ࣭Ꮫ⩦άື ࠐᮏࡢࡲࡵ
㸯㛫┠࠙ㄢ㢟ࡢタᐃࠚ
῝۔㇂ᕷࡢ㨩ຊࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺ࠋ 
࣭ᅗࡸゝⴥ࡛ࡲࡵࠊㄢ㢟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
ࠐ῝㇂ᕷࡢ㨩ຊࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ⮬ศࡓࡕ࡛ࡁࡿࡇࡣఱࡀ࠶ࡿ
ࡢ࡞ࠋ
㸰㛫┠࠙ሗࡢ㞟ࠚ
῝۔㇂ᕷࡢ≉⏘ရࡘ࠸࡚ㄪࡼ࠺ࠋ 
࣭ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸᆅᇦࡢ᪉ࡢ⪺ࡁࡾ 
ࠐ῝㇂ᕷࡣࡓࡃࡉࢇࡢ≉⏘ရࡀ࠶ࡿࠋ 
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ホ౯ィ⏬
ྛی 㛫⤊ࡢඣ ❺ࡢጼ  ࠐホ౯ 㸦ホ౯᪉ἲ㸧 
῝ی㇂ᕷࡢⰋࡉࢆ㉳ࡋࠊࡑࡢ㨩ຊࡘ࠸࡚ࡋࢁ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠐ ែ ձ㸦Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ㸧

ی㐍ࢇ࡛ㄪᰝࡋࠊ῝㇂ᕷࡢ≉⏘ရࡘ࠸࡚▱ࢁ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠐ ែ ձ㸦Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ㸧

㸱㛫┠࠙ᩚ⌮࣭ศᯒࠚ
۔ㄪ࡚ࡁࡓࡇࢆᅗࡸゝⴥࡲࡵࡼ࠺ࠋ 
࣭ᛮ⪃ࢶ࣮ࣝࢆࡗ࡚ㄪࡓሗࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ࠐᛮ⪃ࢶ࣮ࣝࢆ࠺ㄪ࡚ࡁࡓࡇࡀศࡾࡸࡍࡃᩚ⌮࡛ࡁ
ࡿࠋ
㸲㛫┠࠙ࡲࡵ࣭⾲⌧ࠚ
ࢆࡇࡓࡵࡲࡈࣉ࣮ࣝࢢ۔Ⓨ⾲ࡋࡼ࠺ࠋ 
࣭ㄪࡓ≉⏘ရࡸᆅᇦࡢேࡢ㢪࠸ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡍࡿࠋ 
ࠐ῝㇂ᕷࡣࡓࡃࡉࢇࡢ≉⏘ရࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀᆅᇦࡢேࡢ㢪
࠸ࡀࡇࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸳㛫┠࠙ㄢ㢟ࡢタᐃࠚ
࠾۔ᘚᙜࡢ୰㌟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺ࠋ 
࣭࠾ᘚᙜ㥐ᘚࡢࡕࡀ࠸ࡸ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
ࠐᆅᇦࡢ㨩ຊࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡞㥐ᘚ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

یᛮ⪃ࢶ࣮ࣝࢆࡗ࡚⮬ศࡓࡕࡀㄪ࡚ࡁࡓࡇࢆ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠐ ᛮุ࣭࣭⾲ ճ㸦Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ㸧

㸴㛫┠࠙ሗࡢ㞟ࠚ
࠾۔ᘚᙜ࡙ࡃࡾࡢࢥࢶࢆᏛ⩦ࡋࡼ࠺ࠋ 
࣭㸳ࡘࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚▱ࡿࠋ 
ࠐ࠾ᘚᙜసࡾࡣḞࡏ࡞࠸せ⣲ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸵㛫┠࠙ሗࡢ㞟ࠚ
῝۔㇂㥐ᘚࡣࡢࡼ࠺࡞㣗࣭⳯ࢆධࢀࡓࡽࡼ࠸ࡢ࡞ࠋ
࣭≉⏘ရࡽ㑅ᢥࡋࡓࡾᰤ㣴⣲ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࠋ 
ࠐ῝㇂ࡢ≉⏘ရࢆධࢀࡿࡇ࡛῝㇂࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㥐ᘚ࡞ࡿࠋ 

یᘚᙜ࡙ࡃࡾ࡛ᚲせ࡞㸳ࡘࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠐ ▱࣭ᢏ ձ㸦Ⓨ⾲㸧

㸶㛫┠࠙ሗࡢ㞟ࠚ㸦ᮏ㸧
῝۔㇂㥐ᘚࡣࡢࡼ࠺࡞⳯ࢆධࢀࡓࡽࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
࣭῝㇂ࡢᆅሙ㔝⳯ࢆධࢀࡓ࠾ࡎࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ 
ࠐ⳯ᆅሙ㔝⳯ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡛῝㇂࡞ࡽ࡛ࡣࡢ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝ㥐ᘚ࡞ࡿࠋ

یᆅሙ㔝⳯Ẽࡁࠊ῝㇂㥐ᘚࡢ⳯ࢆ⪃࠼
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⊩❧࡙ࡃࡾࡢ࣏ࣥࢺࢆ
ࡩࡲ࠼ࠊ⤂ࡋࡓ࠸࠾ࡎࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠐ ᛮุ࣭࣭⾲ ղ㸦Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ࣭Ⓨ⾲㸧 

㸷㛫┠࠙ᩚ⌮࣭ศᯒࠚ
࠾۔ᘚᙜࡢ୰㌟ࢆᡂࡉࡏࡼ࠺ࠋ 
࣭㊊ࡾ࡞࠸ᰤ㣴⣲ࡘ࠸࡚⪃࠼ࠊᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ࠐ㊊ࡾ࡞࠸㒊ศࢆ⿵࠺ࡇ࡛ࡼࡾ㨩ຊⓗ࡞ࡿࠋ 
㸯㸮㛫┠࠙ࡲࡵ࣭⾲⌧ࠚ 
۔㨩ຊ࠶ࡿࣃࢵࢣ࣮ࢪࡸࢿ࣮࣑ࣥࢢࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࠋ 
࣭⮬ศࡓࡕࡀఏ࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࡸ㢪࠸ࢆධࢀࡿࠋ 
ࠐ⮬ศࡓࡕࡀ⪃࠼ࡓ῝㇂㥐ᘚࡀᡂ࡛ࡁࡓࠋ 

࡚ࡋ⏕ࢆࢹیぢᰤ࠼ࡸⰍྜ࠸࡞ࡢ㊊ࡾ࡞
࠸㒊ศࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࠐ ᛮุ࣭࣭⾲ ճ㸦Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ࣭Ⓨ⾲㸧

⏘≉یရࡸᆅᇦࡢேࡢ㢪࠸࡞ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊ⮬
ศࡓࡕࡢᡭ࡛῝㇂ᕷࢆ㹎㹐ࡍࡿ᪉ἲࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠐ ▱࣭ᢏ մ㸦Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ㸧
ی㥐ᘚࡸᐙࡢேࡀసࡗ࡚࠸ࡿ࠾ᘚᙜࡢ୰㌟ࡘ࠸࡚
㛵ᚰࢆࡶࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠐ ែ ղ㸦⾜ື࣭Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ㸧

῝ی㇂ࡢ≉⏘ရࡩࢀࠊ㥐ᘚࡩࡉࢃࡋ࠸⊩❧ࡘ
࠸࡚ពḧⓗ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࠐ ែ ճ㸦⾜ື࣭Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ㸧

῝ی㇂࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ㥐ᘚࡋ࡚ၟရࢆᡂࡉࡏࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠐ ᛮุ࣭࣭⾲ ձ㸦Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ㸧

ͤ㸯㸯㹼㸰㸰㛫┠ ┬␎  ༢ඖࡢ࣓࣮ࢪᅗཧ↷   

㸲 ᮏࡢᣦᑟィ⏬㸦ᮏ㸶㸭㸰㸰㸧          
㸦㸯㸧┠ᶆ
῝㇂ᕷࡢ㨩ຊࢆఏ࠼ࡿࡓࡵࠊᆅሙ㔝⳯ࢆ⏕ࡋࡓ㥐ᘚࡢ⳯ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࠙㣗⫱ࡢどⅬࠚ
  㸨⮬ศࡓࡕࡢఫࡴ┴ࡢ⏘≀࣭㣗ᩥࡸṔྐ➼ࢆ⌮ゎࡋᑛ㔜ࡍࡿࠑ㣗ᩥࠒ 
  㸨㣗≀ࢆษࡋࠊ㣗≀ࡢ⏕⏘➼㛵ࢃࡿேࠎឤㅰࡍࡿࠑឤㅰࡢᚰࠒ 
㸦㸰㸧ᒎ㛤                      
Ꮫ⩦άື
࣭ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ ࠐホ౯㸦ホ౯᪉ἲ㸧
‽ഛ
㸯 ᰤ㣴ࡢḷࢆḷ࠺ࠋ
࣭㉥ࠊ㯤ࠊ⥳ࡢᰤ㣴⣲㛵ࢃࡿḷࢆḷ࠺ࡇ࡛Ꮫ
㡢ᴦ
⩦ពḧࢆႏ㉳ࡍࡿࠋ

㹁㹂



㸰 ๓ࡢࡾ㏉ࡾࢆࡍ ࣭࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡸ᭩⏬࣓࡛࢝ࣛ⌧Ⅼ࡛ࡢ࠾ᘚᙜ
࣮࣡ࢡࢩ
ࡢ୰㌟ࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡿࠋ
ࡿࠋ
࣮ࢺձ

࣭㣗ရศ㢮⾲ࢆࡩࡲ࠼ࠊ㊊ࡋ࡚࠸ࡿᰤ㣴⣲ࡶ
ᥖ♧㈨

ࡩࢀࡿࠋ
ᩱ



㸱 ᮏࡢㄢ㢟ࢆ▱ࡿࠋ 




῝㇂㥐ᘚࡣࡢࡼ࠺࡞⳯ࢆධࢀࡓࡽࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ






㸲 ⤥㣗ࡢ⊩❧ࢆ㉳ࡍ ࣭᭱㏆㣗ࡓ⤥㣗ࡢ⊩❧ࢆࡾ㏉ࡿࠋ
࠾ࡎ
ࡿࠋ
࣮࢝ࢻ
࣭᪤⩦ෆᐜࡢᆅሙ㔝⳯㸦ఏ⤫㔝⳯ࡩࡃࡴ㸧ࡸ᪪ࡢ


㔝⳯ࡶ┠ࢆྥࡅࡉࡏࡿࠋ
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㛫
㸳
ศ










㸳
ศ



㸳 ᰤ㣴ᩍㅍࡢヰࢆ⪺
ࡃࠋ








㸴 ⮬ศ࡛⳯ࡍࡿࡶ
ࡢࢆ㑅ࡪࠋ









㸵 ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ពぢࢆ
ὶࡋྜ࠺ࠋ









 ᖖ┙ᑠࡢ⤥㣗࡛ࡣᆅඖࡢ㔝⳯ࢆ࡞ࡿࡃከࡃࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋᆅ⏘ᆅᾘ࠸࠸ࡲࡍࠋᆅᇦࡢ⨾ࡋ࠸᪪ࡢ
 㣗ᮦࢆ࠺ࡇࡣᏳᚰ࣭Ᏻ㣗ࡿࡇࡸ㣗ᩥ
 ࢆᏲࡿࡇࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍࠋ

࣭ᰤ㣴ᩍㅍࡢヰࢆ⪺ࡁάືࡢពḧࢆ㧗ࡵࡉࡏ
ࡿࠋ
㸨⮬ศࡓࡕࡢఫࡴ┴ࡢ⏘≀࣭㣗ᩥࡸṔྐ➼ࢆ⌮
ゎࡋᑛ㔜ࡍࡿࠑ㣗ᩥࠒ

࣭⮬ศ࡛⳯ࢆ㸯ရ㑅ᢥࡉࡏࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ᭩ࡃࠋ
 㹼Ỵࡵᡭࡢ࣏ࣥࢺ㹼
 ࣭ ࣭ࣂࣛࣥࢫ㸦ᰤ㣴㸧 ࣭Ⰽࡾ
 ࣭≉⏘ရ ࣭࠾ࡍࡍࡵ ࣭෭ࡵ࡚ࡶ࠾࠸ࡋ࠸
࣭࠾ࡎࡢཧ⪃⏝࣮࢝ࢻࢆ࣌ࡈ㓄ᕸࡍࡿࠋ
࣭ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡎ㣗ᮦࢆࡅ㊊ࡋ࡚⪃࠼࡚
ࡶⰋ࠸ࡇࡍࡿࠋ
࣭࣮࢝ࢻ࡞࠸࠾ࡎࢆ⪃࠼ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㑅ࢇࡔ࠾ࡎࡣࢇ࡞ᰤ㣴⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ㣗ရศ㢮⾲ࢆ☜ㄆࡉࡏࡿࠋ

࣭⮬ศ࡛⪃࠼ࡓ⳯ࢆ⤂ࡋ࠶࠺ࠋ
࣭ὶࡣࠊ┦ᡭࡢពぢࢆᑛ㔜ࡉࡏࡿࠋ
࣭㐩ࡢⰋ࠸⪃࠼ࡣ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ᭩ࡁ㎸ࡳࠊከ
ࡃࡢ⪃࠼ࡩࢀࡿࡇ࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
࣭࠾ࡎ࣮࢝ࢻ࡛᧯సⓗ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡢぢ
࠼ࡿࢆᅗࡿࠋ







ᥖ♧
㈨ᩱ

㔝⳯
࣮࢝ࢻ

࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ
ղ

ཧ⪃⏝
࣮࢝ࢻ
㣗ရ
ศ㢮⾲
࠾ࡎ
࣮࢝ࢻ





Ⓨ⾲⏝
࣮࣎ࢻ
ᰤ
㣴⣲ࡢ
ᥖ♧≀






㸶 Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ
࣭」ᩘࡢ⌜ࡢ⪃࠼ࢆᢳฟࡋࠊⓎ⾲ࡉࡏࡿࠋ

࣭⌜࡛Ỵࡲࡗࡓࢢࢵࢻࢹࢨࣥࢆ㯮ᯈᥖ♧ࡍࡿ

ࡇ࡛ࡼࡾⰋ࠸⪃࠼ࡩࢀࡉࡏࡿࠋ














㸷 ᮏࡢࡲࡵࢆࡍ

ࡿࠋ



ᆅሙ㔝⳯ࢆ⏕ࡍࡇ࡛῝㇂࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㥐ᘚ࡞ࡿࠋ



࣭⮬ศ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛ࡾ㏉ࡿࠋ
ࠐ⮬ศ࡛⪃࠼ࡓࡾ㐩ࡢពぢࢆ⪺࠸ࡓࡾࡋࠊ㥐ᘚ


ࡢ⳯ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ࠚ㸦ほᐹ࣭࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸧



ḟࡘ࠸࡚▱ࡿࠋ ࣭ᐇ㝿㥐ᘚධࢀࡿ⳯ࡣᚋ᪥ᢞ⚊ࡼࡗ࡚Ỵ

ࡲࡿࡇࢆఏ࠼ࡿࠋ
࣭㥐ᘚࡢ㊊ࡾ࡞࠸㒊ศࡸࢇ࡞どⅬ࡛⪃࠼ࢀࡤⰋ

࠸ࡘ࠸࡚ࡩࢀ࡚࠾ࡃࠋ


㸨㣗≀ࢆษࡋࠊ㣗≀ࡢ⏕⏘➼㛵ࢃࡿேࠎ

ឤㅰࡍࡿࠑឤㅰࡢᚰࠒ


㸦㸱㸧ᯈ᭩ィ⏬   ┬␎ 
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