参考資料５
事務・権限移譲等検討シート（個票）（抜粋)
事務・権限移譲等検討シート
出先機関名：都道府県労働局

No.３

事務・権限移譲等検討シート（個票）
事務・権限名

職業安定法に基づき公共職業安定所が行う無料職業紹介事業
事務・権限の概 ＜根拠法令＞
要
厚生労働省設置法第４条第１項第 54 号、第 23 条、第 24 条、
職業安定法第５条第３号、第８条、第 17 条、第 18 条 等
＜目的＞
各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働
力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与するこ
と
＜業務内容＞
公共職業安定所（ハローワーク）において、民間の職業紹介事業等では就職へ結
びつけることが難しい就職困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとし
て、全国ネットワークによる求職者・求人者に対する無料職業紹介事業を雇用保険、
雇用対策と一体的に実施。
予算の状況
132,640 百万円
（単位:百万円）

関係職員数

5,678 人（平成 25 年度末定員）
事務量（アウト 利用実績（23 年度・常用）
プット）
新規求職者数：721 万 2 千人
就職件数：195 万 3 千件
就職率：27.1％
（ハローワーク箇所数：545 箇所）
地方側の意見
＜全国知事会「当面の地域主権改革の方向性に関する提言（24.5.7）」＞
４．国の出先機関原則廃止
ハローワークについては、ハローワーク特区（仮称）及び一体的取組を地方の
提案に沿って速やかに進め、移管可能性の検証を行い、移管を実現すること。
その他各方面の ＜労働政策審議会「地方分権改革に関する意見」(21.2.5)＞
意見
１ ハローワークの縮小について
ハローワークは、憲法第２７条に基づく勤労権を保障するため、ナショナルミニ
マムとしての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全国ネットワークにより一体的に実
施しており、障害者、母子家庭の母、年長フリーター、中高年齢者などの就職困難
な人に対する雇用の最後のセーフティネットである。ハローワークの業務は、以下
のような理由から、都道府県に移管することは適当でなく、国が責任をもって直接
実施する必要があり、これは先進諸国における国際標準である。
① 都道府県域を越えた労働者の就職への対応や、都道府県域に限定されない企業
の人材確保ニーズへの対応を効果的・効率的に実施する必要があること。
② 雇用状況の悪化や大型倒産に対し、迅速・機動的な対応を行い、離職者の再就
職を進め、失業率の急激な悪化を防ぐ必要があること。
③ 雇用保険については、雇用失業情勢が時期や地域等により大きく異なるため、
保険集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図らないと、保険制度として成
り立たないこと。
④ 地方移管は我が国の批准するＩＬＯ第８８号条約に明白に違反すること。
したがって、国の様々な雇用対策の基盤であるハローワークは地方移管すべきで
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なく、引き続き、国による全国ネットワークのサービス推進体制を堅持すべきであ
る。なお、急速に悪化を続ける雇用情勢の下で、今まさに全国ネットワークのハロ
ーワークによる機動的かつ広域的な業務運営を通じた失業者の再就職の実現が強く
求められているところであり、ハローワークの縮小や全面的な地方移管を論ずるこ
とは極めて不適切である。
一方、地方自治体が独自に地域の実情に応じた雇用対策をこれまで以上に積極的
に進めることは望ましいことであり、国と地方自治体が一体となって、その地域に
おける雇用対策を一層強化する必要がある。また、我が国のハローワークは主要先
進国と比べても少ない組織・人員により効率的に運営しているところであるが、さ
らに、ハローワーク自身も雇用状況の変化に応じて、業務内容を適切に見直し、機
能の強化や効率的な運営を心がけるべきである。
＜労働政策審議会「出先機関改革に関する意見」（22.4.1）＞
ハローワークは、憲法第２７条に基づく勤労権を保障するため、ナショナルミニ
マムとしての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全国ネットワークにより一体的に実
施しており、障害者、母子家庭の母、年長フリーター、中高年齢者などの就職困難
な人に対する雇用の最後のセーフティネットである。
ハローワークの業務は、以下のような理由から、都道府県に移管することは適当
でなく、国が責任をもって直接実施する必要があり、これは先進諸国における国際
標準である。
① 都道府県域を超えた労働者の就職への対応や、都道府県域に限定されない企業
の人材確保ニーズへの対応を効果的・効率的に実施する必要があること。
② 雇用状況の悪化や大型倒産に対し、迅速・機動的な対応を行い、離職者の再就
職を進め、失業率の急激な悪化を防ぐ必要があること。
③ 雇用保険については、雇用失業情勢が時期や地域等により大きく異なるため、
保険集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図らないと、保険制度として成
り立たないこと。
④ 地方移管は我が国の批准するＩＬＯ第８８号条約に明白に違反すること。
したがって、国の様々な雇用対策の基盤であるハローワークは地方移管すべきで
なく、引き続き、国による全国ネットワークのサービス推進体制を堅持すべきであ
る。
一方、地方自治体が独自に地域の実情に応じた雇用対策をこれまで以上に積極的
に進めることは望ましいことであり、国と地方自治体が一体となって、その地域に
おける雇用対策を一層強化する必要がある。また、我が国のハローワークは主要先
進国と比べても少ない組織・人員により効率的に運営しているところであるが、さ
らに、ハローワーク自身も雇用状況の変化に応じて、業務内容を適切に見直し、機
能の強化や効率的な運営を心がけるべきである。
＜社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」報告書
（25.1.25）＞
このため、地方自治体とのワンストップ窓口を引き続き整備するとともに、地方
自治体との連携体制の在り方をさらに強化するなど、地方自治体とハローワークが
一体となった就労支援体制を全国的に整備の上、生活保護受給者をはじめ、就労可
能な生活困窮者を広く対象として、早期のアプローチを徹底することが必要である。
また、職業紹介事業を行う地方自治体が希望する場合には、ハローワークの求人情
報をオンライン提供することについても検討する必要がある。
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平成 21 年工程表
地方公共団体が行う無料職業紹介事業については、民間とは明確に異なる公的性
における見直し
格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置づける。
の内容
また、同事業において必要となる国のシステム・端末を、地方の職員が利用でき
るようにする。
平成 21 年工程表決定
又は平成 22 年見直し

・国と地方自治体がそれぞれの役割を確実に果たし、一緒になって雇用対策を行う

以後の見直しの取組

ことが地域住民に対するサービス強化につながることから、ハローワークと地方自

状況、関連する制度

治体による一体的実施（希望する地方自治体において、国が行う無料職業紹介等と

改正等（近い将来に
実施することが決ま

自治体が行う福祉等の業務を一体的に実施するもの）を推進中である（平成 25 年 4

っているものを含

月 1 日現在、88 自治体で実施中）。特に、福祉事務所等に生活困窮者等の就職支援窓

む。
）当該事務・権限
の現状を的確に理解

口を設置する取組は、平成 25 年度にさらに拡充することとしている。さらに、埼玉

できるような情報

県及び佐賀県において、ハローワーク特区を実施中である。

・社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」報告書
（25.1.25）を踏まえ、生活困窮者自立支援法案に、生活困窮者の雇用の機会の確保
のため無料職業紹介事業を行う地方自治体（福祉事務所を設置する地方自治体）が
希望する場合はハローワークの求人情報をオンライン提供する義務規定を設けてお
り、地方自治体が自ら職業紹介等の就労支援を一貫して実施することを可能にする。

・産業競争力会議（第 4 回：25.3.15、第 7 回：25.4.23）において、ハローワーク
の保有する求人情報を民間人材ビジネスや地方自治体に提供することを、厚生労働
大臣より提案したところであり、その具体化について検討することとしている。
その他既往の政 ＜「アクション・プラン～出先機関の原則廃止に向けて～」
（22.12.28 閣議決定）＞
府方針等
（３）公共職業安定所（ハローワーク）
利用者である地域の住民の利便性を向上させる観点から、まずは、希望する地方
自治体において、国が行う無料職業紹介、雇用保険の認定・給付等の事務と地方が
行う無料職業紹介、職業能力開発、公営住宅、福祉等に関する相談業務等が、地方
自治体の主導の下、運営協議会の設置などにより一体的に実施され、利用者の様々
なニーズにきめ細かく応えることが可能となるよう、所要の措置を講ずることとす
る。その際、国は地方自治体からの特区制度等の提案にも誠実に対応することを基
本とし、国の求人情報等の地方自治体への提供等当該一体的な実施の具体的な制度
の内容については、地方自治体の実情に応じて、国と地方自治体が協議して設計す
る。
上記について速やかに着手し、当該一体的な実施を３年程度行い、その過程にお
いてもその成果と課題を十分検証することとし、広域的実施体制の枠組みの整備状
況も踏まえ、地方自治体への権限移譲について検討することとする。その際には、
ＩＬＯ第 88 号条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策
における機動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意
する。

＜第 15 回地域主権戦略会議了承「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」
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（H23.12.26）＞
（ハローワーク）
知事会の協力も得て、国・地方の一体的取組を全国的に進める。同時に、特区制
度を活用して、試行的に、東西 1 か所ずつハローワークが移管されているのと実質
的に同じ状況を作り、移管可能性の検証を行う（仮称：ハローワーク特区）。具体的
な内容は、国と地方が協議して決定する。
検 討 結 果 （ 事 (区分の理由等)
務・権限の区分）
地域の実情に合った雇用対策を進めていくためには、最低限のセーフティネット
Ｂ

として全国ネットワークの職業紹介を行うハローワークと、住民福祉等を担う地方
自治体が行う各種雇用対策（無料職業紹介を含む）との一層の連携強化が必要であ

（参考）
平成 22 年の検討
結果
Ｃ－ｃ、
一部Ａ－ｂ

る。
このため、
① 一体的実施については、平成 23 年度中に 24 自治体、平成 24 年度中に 55 自
治体が開始しており、平成 25 年度も 9 自治体が開始し、これ以外にも多くの地
方自治体で開始に向けて調整中である。特に、生活保護受給者等を支援対象と
する一体的実施については、25 年度中にさらに拡充するべく調整中である。
ハローワーク特区については、埼玉県及び佐賀県からの提案に基づき、平成
24 年 8 月に埼玉県知事、佐賀県知事と厚生労働大臣が協定を締結し、平成 24
年 10 月から事業を開始したところである。
②

生活困窮者自立支援法案において、生活困窮者の雇用の機会の確保に対する

国及び地方自治体の役割を明確化するとともに、ハローワークの求人情報の提
供を希望する地方自治体に対し、オンラインでの情報提供を義務付ける規定を
設けている。
③ 生活困窮者以外の場合についても、無料職業紹介事業を行う地方自治体等が
希望する場合に、ハローワークの求人情報ネットワークからオンラインで求人
情報を提供できる仕組みを創設し、ハローワークが全国ネットワークを活かし
て開拓した求人情報を活用した、多様なサービスの提供を可能とする。
（これに
より、地方自治体が、ハローワークによるナショナルミニマムとしてのセーフ
ティネットへの上乗せとして、独自の雇用対策を行うための環境が整備され、
各地域における雇用対策が一層充実する。）
これらの取組を通じ、地域に密着した支援を実施する地方自治体と一体となった
雇用対策をこれまで以上に推進する。

なお、ハローワークの全国ネットワークによる無料職業紹介に係る業務は、引き
続き国が実施することが適切である。
地方移管が不適切な理由は以下のとおり。
① 雇用保険の財政責任と運営主体の不一致
雇用保険業務を地方自治体に移管した場合、財政責任を負わずに地方自治体が
失業認定事務を実施することになり、失業給付の濫給、国民負担の増大（保険料
の引き上げ、給付カット）につながる恐れがある。
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② 職業紹介の全国ネットワークが維持できなくなる
求職者・求人者は、都道府県を越えて求職・募集活動を行う。ハローワークを
地方移管すると、都道府県間の求人が分断され、広域的な職業紹介ができなくな
るため、就職の減少、失業者の増大につながる恐れがある。
（例）東京のハローワークで受理した求人への就職の約４割は東京都外の求職者
（平成 23 年度実績）
③ 全国一斉の雇用対策が講じられなくなる
国は都道府県に対し、雇用対策に関する指揮命令はできない。このため、ハロ
ーワークを地方移管すると、全国一斉・機動的な雇用対策ができなくなる。
（例）リーマンショック後の急激な雇用情勢悪化への対応のため、雇用調整助成
金の迅速な要件緩和、厚生労働本省の指示による労働局・ハローワークが総
力を挙げた求人開拓（平成 21 年度は 183.4 万人の求人を開拓）を実施。
④ ＩＬＯ条約を守ることができなくなる
ＩＬＯ第 88 号条約第 2 条「職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職
業安定機関の全国的体系で構成される。
」を遵守することができなくなる。

※ ハローワークの地方移管については、利用者である労使も反対している（前述
の労働政策審議会意見書（21.2.5、22.4.1）を参照）
。
備考
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参考資料６（１）
第１回雇用対策部会

厚生労働省提出資料
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➨᮲ ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᅜࡢ⟇┦ࡲࡘ࡚ࠊᙜヱᆅᇦࡢᐇᛂࡌࠊ㞠⏝㛵ࡍࡿᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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1

㞠⏝ᑐ⟇䛻䛚䛡䜛ᅜ䞉ᆅ᪉䛾㐃ᦠᙉ䛻䛴䛔䛶䠄ලయⓗ᪉⟇䠅
Ὁ૾עỉᡲઃửẰỤỆࢍ҄ẴỦẺỜỉ૾ሊ
Ṟَ৬ৰُभಌऩॊౄৰ

Ẕব؞্ऋजोझोभশਚ॑ણऊखؚકড়ଳਡद१شঅ५॑ਘ৲ٓ

Ὁ ɟ˳ႎܱỊẆࠎஓẴỦᐯ˳ỆấẟềẆ
ỉᎰಅኰʼሁểᐯ˳ỉᅦ
ᅍሁỉಅѦửὁὅἋἚἕἩỂɟ˳ႎỆܱẴỦẆểᐯ˳ểỉᡲઃʙಅ
Ὁ ᵐᵑ࠰ࡇỆᵐᵒᐯ˳Ẇᵐᵒ࠰ࡇỆᵓᵔᐯ˳ầڼẇᵐᵓ࠰ࡇờٶẪỉᐯ˳
ỂڼỆӼẬềᛦૢɶẇ
ဃ̬ᜱӖዅᎍሁửૅੲݣᝋểẴỦӕኵίᅦᅍʙѦሁỆἡἿὊὁὊἁ
ᆸӝửᚨፗὸỊẆᵐᵓ࠰ࡇɶỆᵏᵎᵎሖỉᚨፗửႸਦẲᛦૢɶẇ
Ὁ ྚؖჄẆ˱ჄỆấẟềἡἿὊὁὊἁཎғửڼίᵐᵒ࠰ᵏᵎஉ῍ὸ
ṟ

বध্ঽ৬भ౻৷ৌੁੈ

ْব؞্ऋ৬धऩढञ౻৷ৌੁٓ

ểᐯ˳ầẆ؏עỉᨽဇݣሊỆɟ˳ểễẾềӕụኵớẺỜẆẐᨽဇݣሊңܭẑửዸኽ
Ḥ ᾇᐯ˳ίᾁᢊჄᾅࠊὸỂዸኽฎίᾁᾄ࠰ᾅஉྵנὸ
Ṡ ঁটشডشॡभযੲਾभड़থছॖথ

ْঽ৬पेॊງஂহ॑বऋ৸એ੍ରٓ

૰Ꮀಅኰʼʙಅửᘍạᐯ˳ሁầࠎஓẴỦئӳỆẆἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإ
੩̓ἕἚὁὊἁẦỤỼὅἻỶὅỂ൭ʴऴإử੩̓ẇẔᾁᾅ࠰ࡇɶỉỂẨỦᨂụଔỆܱʖܭẕ
Ŧ

ɅĂாߣॶܨɅಒȳɥᄳਉ٫ɅȾȞɀɉĂாߣॶܨਹდਉ٫ྱɅȤȞɀĂʧ˅ĜˇĜ
ʇɈߝ୵ྥɈ൱ɬޓ࿎ȳɥ೯ྯਹಐɅಒȱĂʂˋˁɼˋɁɈྥ൱ɬ॥Ʌအ༩ȫɥި൨
ɬȫɀȞɥă

2

䛂୍యⓗᐇ䛃䛸䛂䝝䝻䞊䝽䞊䜽≉༊䛃䛾ᐇ≧ἣ
Ṻɟ˳ႎܱʙಅỊẆࠎஓẴỦᐯ˳ỆấẟềẆầᘍạ૰Ꮀಅኰʼሁểᐯ˳ầᘍạಅѦửɟ˳ႎ
ỆܱẴỦờỉẇ
φ˳ႎỆỊẆˌɦỉợạễˁኵỚửݰλẲẆᐯ˳ɼݰỂἡἿὊὁὊἁểɟ˳ểễẾẺಮẉễپửᘍạ
ẮểầỂẨỦʙಅẇ
Ṟ ᐯ˳ỉ੩కỆؕỀẨẆểᐯ˳ầңᜭẲềϋܾửൿܭẲẆңܭỉዸኽሁỆợụܱỆᆆẴ
ṟ МဇᎍỉἝὊἌỆࣖảỤủỦợạᢃփңᜭ˟ửᚨፗ
ṺἡἿὊὁὊἁཎғỊẆٻᐫểჷʙầңܭửኽỎẆңܭỆܭỜẺಅѦỉርϋỂẆჷʙầіᧈޅỆਦᅆ
ầỂẨỦˁኵỚửᡙьẲẺờỉίᨽဇݣሊඥᘍᙹЩỉોദỆợụਜ਼ፗὸẇ
ɟ˳ႎܱểἡἿὊὁὊἁཎғỆếẟề
䍾୍యⓗᐇ䍿

⮬య
┴䜔ᕷ䛾❆ཱྀ
䛺䛹䛻タ⨨䚹

༠ᐃ

୍యⓗᐇタ

䍾䝝䝻䞊䝽䞊䜽≉༊䍿
䝝䝻䞊䝽䞊䜽≉༊༠ᐃ

ᅜ

㒔㐨ᗓ┴▱

ປാᒁ㛗

▱
㐃ᦠ

䕿㞠⏝ᑐ⟇
䕿㞀ᐖ⪅ᑵປᨭ
䕿⬟ຊ㛤Ⓨ ➼

䕿⫋ᴗ⤂䞉⫋ᴗ┦ㄯ 䠄ᅜ䠅
䕿⫋ᴗカ⦎䞉⚟♴⟇ 䠄⮬య䠅

ᖹᡂ㻞㻡ᖺ䠑᭶ᮎⅬ
䠎䠕㐨ᗓ┴䠄䠏䠕⟠ᡤ䠅䚸䠑䠕ᕷ༊⏫䠄䠔䠌⟠ᡤ䠅䛷ᐇ

ཌ⏕ປാ⮧

༠ᐃ䛻ᇶ䛵䛟ᣦ♧

㐃ᦠ䞉༠ຊ

䕿⫋ᴗ⤂
䕿㞠⏝ಖ㝤 ➼

ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻝㻜᭶䜘䜚ᅜ䠎⟠ᡤ䠄ᇸ⋢┴䞉బ㈡┴䠅䛷㛤ጞ
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3

䛂୍యⓗᐇ䛃䛾ᐇ≧ἣ䞉ᡂᯝ䠄ᖹᡂ24ᖺᗘ䠅 䜎䛸䜑
Ṻ ᵐᵑ࠰ᾅஉợụẆࠎஓẴỦᐯ˳ỆấẟềẆᐯ˳ểểỉɟ˳ႎܱͤửڼẇ
୍ͤయⓗᐇࡣࠊྠ୍タෆ࡛ᅜ㸦ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ㸧ࡢ↓ᩱ⫋ᴗ⤂➼⮬యࡢ⚟♴➼ࡢᴗົࢆ୍యⓗᐇࡍࡿྲྀ⤌

Ṟ ܱᐯ˳ỊࠢٻỆفь
Ṻ ᾁᾂ࠰ᾅஉợụഏӕኵửڼẇᵐᵒ࠰ࡇỆܱᐯ˳ầٻ
ࠢỆفьẇ
䈜㻞㻟ᖺᗘᮎ䠖㻞㻠⮬య䊻㻞㻠ᖺᗘᮎ䠖㻤㻜⮬య䊻㻞㻡ᖺᗘ䠄䠑᭶ᮎⅬ䠅䠖䠔䠔⮬య
䠄䛥䜙䛻䚸㻟㻜⮬య䛷ㄪᩚ୰䠅

୍యⓗᐇ
ᐇ⮬యᩘ
䛾᥎⛣

80

88

118

24

䠎䠏ᖺᗘ 䠎䠐ᖺᗘ 䠎䠑ᖺᗘ 䠎䠑ᖺᗘᮎ䠄ணᐃ䠅
(䠑᭶ᮎⅬ) 䠄ㄪᩚ୰䜢ྵ䜐䠅

ṟ ᵐᵒ࠰ࡇỊᾃɢᾃҘʴˌɥầݼᎰ
Ṻ ᵐᵒ࠰ࡇỊᵒᵒᵊᵏᵐᵖʴầݼᎰẇίạẼဃ̬ᜱӖዅᎍሁửૅੲݣᝋểẴ
ỦӕኵỂỊᵐᵊᵐᵎᵐʴầݼᎰὸ

Ṻ ᾇᐯ˳ỉạẼẆᵕᵏᐯ˳ỂႸửᢋẇίɟᢿᢋửԃớὸ

Ṡ МဇᎍὉ᧙̞ᎍỊӕኵửᚸ̖
Ṻ Мဇᎍί൭ᎰᎍὸẦỤ᭗ẟᚸ̖ẇίᾇлˌɥỉᚨỂᵗᵎήˌɥỉឱࡇὸ
Ṻ ᐯ˳ẦỤỊẆӕኵửᚸ̖ẰủềấụẆộẺʙಅỉዒዓử൭ỜỤủề
ẟỦẇίཎỆؕᄽᐯ˳ỉᅦᅍಅѦίဃ̬ᜱӖዅᎍૅੲሁὸỆấẟề᭗Ẫᚸ̖
ẰủềẟỦẇὸ

Ṻ ӲӕኵỆếẟềẆі̅ỉˊᘙẦỤờᚸ̖ẴỦ٣ầЈềẟỦẇ

ɟ˳ႎܱỉ̊ ίૼܿғὉἡἿὊὁὊἁૼܿὸ
ᅦᅍਃ࢘ᛢầλއẴỦ࠻ᑀỆẐૼܿݼᎰἇἯὊἚ
Ἔἥẑửᚨẇ៲ᡈễғࢫỂẆܦμʖኖСὉਃ࢘
ᎍСỂỉᎰՃầࣖݣẲẆᅦᅍẦỤݼіộỂỉɟ
˳ႎૅੲሁửܱྵẇ
䠘㻞㻠ᖺᗘྲྀ⤌≧ἣ䠚
䕺᪂つᨭᑐ㇟⪅ᩘ 䠙 㻠㻜㻣ே
㻔ᖺᗘ┠ᶆ 㻟㻡㻜ே䠅
䕺ᑵ⫋௳ᩘ 䠙 㻟㻝㻞ே
㻔ᖺᗘ┠ᶆ㻞㻝㻜ே㻕

Ṻ ɟ˳ႎܱỊẆٶẪỉӕኵỂႸửỖỗᢋẇМဇᎍẆі̅ӏỎܱᐯ˳ẦỤờ᭗Ẫᚸ̖Ằủềấ
ụẆӲ؏עỂ࣏ᙲễʙಅểẲềೞᏡẇ
Ṻ ܱᐯ˳ẦỤỊẆӕኵỉዒዓửࢍẪᙲஓẰủềẟỦẇ
Ṻ ဃ̬ᜱӖዅᎍሁửݣᝋểẴỦӕኵỆếẟềỊẆᐯ˳ỉᙲஓሁờ៊ộảẆᵐᵓ࠰ࡇɶỆᵏᵎᵎẦ
ỉἡἿὊὁὊἁᆸӝᚨፗửႸਦẴẇ

4

䛂䝝䝻䞊䝽䞊䜽≉༊䛃䛾ᐇ≧ἣ䞉ᡂᯝ䠄ᖹᡂ24ᖺᗘ䠅 䜎䛸䜑
Ṻ ᵐᵒ࠰ᵏᵎஉợụẆྚؖჄӏỎ˱ჄỆấẟềẆẐἡἿὊὁὊἁཎғẑͤửڼẇ
ͤࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ≉༊ࡣࠊཌ⏕ປാ⮧▱ࡀ༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊ༠ᐃᐃࡵࡓᴗົࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊ▱ࡀປാᒁ㛗ᣦ♧࡛ࡁࡿ⤌ࡳ

ྚؖჄίἡἿὊὁὊἁිԧὸỉܱཞඞ

˱ჄίἡἿὊὁὊἁ˱ὸỉܱཞඞ

Ṻ МဇᎍỂẝỦ˰؏עൟỉМࣱ̝ửӼɥẰẶỦẺỜẆỴἁἍἋỉ
ᑣẟᬜЭỉჄஊᚨỆẆႻᛩẦỤኰʼộỂὁὅἋἚἕἩỂૅੲẴ
ỦẐἡἿὊὁὊἁිԧὉݼಅૅੲἇἘἻỶἚẑửૼᚨẲẆˌɦỉἅὊ
ἜὊửᚨፗẇ

Ṻ ᒉ࠰ᎍݼіૅੲẆᨦܹᎍݼіૅੲӏỎᅦᅍẦỤݼіૅੲỆ
ếẟềẆഏỉợạỆӕኵửࢍ҄ẇ
Ṟ ᒉ࠰ᎍݼіૅੲ
ἊἹἨỽἧỹᾢᾐᾖᾐίჄὸểἶὅἂἡἿὊὁὊἁᾢᾐᾖᾐίὸỉɟ˳ႎ
ᢃփሁửܱίग़ᆅửẐἸἳἑẑỆൿܭẆἾỶỴỸἚᙸႺẲễỄὸ
ṟ ᨦܹᎍݼіૅੲ
ᨦܹᎍỆݣẴỦἓὊἲૅੲởჄὉἡἿὊὁὊἁ˱ỉɟ˳ႎễʙಅ
ᚧբሁửܱ
Ṡ ᅦᅍẦỤݼіૅੲ
ἡἿὊὁὊἁ˱ሥϋỉࠊểᡲઃẲẆᅦᅍẦỤݼіồỉૅੲửܱ
ίἡἿὊὁὊἁỆợỦٶʁࠊẆݱ؉ࠊẆᅕࠊؖỉᅦᅍʙѦồỉ߹ׅႻᛩὸ

Ṟ ἡἿὊὁὊἁἅὊἜὊίὸ
൭ᎰᎍỆݣẴỦᎰಅႻᛩὉᎰಅኰʼ
ṟ ἰἈὊἌἅὊἜὊίὸ
܇Ꮛềɶỉ૾ӼẬỉᎰಅႻᛩὉኰʼ
Ṡ ɶ᭗࠰ἅὊἜὊίჄầൟ᧓ۀᚠὸ
ᵒᵎബˌɥỉɶ᭗࠰ỉ૾ӼẬỉᎰಅႻᛩὉኰʼ
ṡ ဃὉ˰ܡႻᛩἅὊἜὊίჄὉẰẟẺộࠊὸ
Ꮀể˰ộẟửڂẾẺ૾ồỉዮӳႻᛩ
Ṣ ᅦᅍʴݼᎰἅὊἜὊίჄầᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟Ệۀᚠὸ
ʼᜱễỄᅦᅍỆ᧙ẴỦˁʙửࠎஓẴỦ૾ӼẬỉᎰಅႻᛩὉኰʼ

Ṻ МဇᎍૠίႸᵖᵊᵎᵎᵎʴẆܱጚᵏᵎᵊᵑᵒᵗʴὸễỄỊႸửᢋẲẺầẆ
ݼᎰᎍૠίႸᵒᵎᵎʴẆܱጚᵑᵐᵏʴὸễỄỊႸசᢋ

Ṻ ẐἸἳἑẑỉМဇᎍૠ ίႸᵔᵊᵕᵎᵎʴẆܱጚᵕᵊᵒᵔᵖʴὸ Ẇᨦܹᎍỉ
ἓὊἲૅੲỆợỦɟᑍݼіồỉᆆᘍᎍૠίႸᾇʴẆܱጚᾇʴὸễỄ
ỊႸửᢋẲẺầẆᅦᅍẦỤݼіૅੲỊႸỉɟᢿầசᢋ
ί̊ᾉٶʁࠊỉဃ̬ᜱӖዅᎍỉݼіᎍૠ ႸᾂʴẆܱጚᾁʴὸ

Ṻ ᵐᵒ࠰ࡇɦҞỆấẟềỊẆྚؖჄӏỎ˱ჄểờỆɼễႸửᢋẲẆộẺẆṞМဇᎍỉẺỜỉἇὊἥἋầࢍ
҄ẰủẺẆṟểჄỂңᜭửỈẺẮểỆợụɲᎍỉᡲઃầࢍ҄ẰủẺẆễỄỉјௐầẝẾẺẇẺẻẲẆẸủẹủỉӕኵ
ỂɟᢿỉႸỊசᢋểễẾẺẇ
Ṻ ᵐᵓ࠰ࡇỊẆμềỉႸửᢋỂẨỦợạẆộẺẆМဇᎍἇὊἥἋỉễỦӼɥầỤủỦợạẆჄểỉɟޖỉ
ᡲઃࢍ҄ỆӕụኵớẮểầ࣏ᙲẇ
Ṻ ἡἿὊὁὊἁཎғỊἋἑὊἚẲẺịẦụỉെ᨞ỂẝụẆᵐᵓ࠰ࡇẦỤỉૼẺễӕኵḤỉܱཞඞờ៊ộảẆᾂ࠰ᆉࡇ
ʙಅửܱẲềௐểᛢ᫆ử౨ᚰẴỦẮểầ࣏ᙲẇ
ḤྚؖჄỊᒉᎍὉࣱڡὉɶ᭗࠰ỉૅੲࢍ҄ίᒉᎍἅὊἜὊẆࣱڡἅὊἜὊỉᚨፗሁὸẆ˱ჄỊᒉ࠰ᎍݼіૅੲỉࢍ҄ሁίਃ࢘ᎍСỉࢍ҄ሁὸửܱẇ
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5

ᅜ䛸ᆅ᪉⮬య䛾㞠⏝ᑐ⟇༠ᐃ䛻䛴䛔䛶
Ṻ μἕἚὁὊἁỂᎰಅኰʼὉᨽဇ̬ᨖὉᨽဇݣሊửɟ˳ႎỆᘍạểẆ؏עỉܱऴỆ
ࣖẳẺӲᆔݣሊửᘍạ૾עᐯ˳ầẆẸủẹủỉࢫлửௐẺẴểểờỆẆɟደỆễẾềᨽ
ဇݣሊỆӕụኵỚẆ؏עỉᛢ᫆ỆࣖݣẴỦẺỜẆể૾עᐯ˳ầẐᨽဇݣሊңܭẑử
ዸኽẇ
䛆ᅜ䛸㞠⏝ᑐ⟇༠ᐃ䜢⥾⤖䛧䛯ᆅ᪉⮬య䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺ䠒᭶Ⅼ䠅䛇
ᕞᕷ䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ䠏᭶䠅
ᶓᕷ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺ䠍᭶䠅
⚟ᒸᕷ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺ䠏᭶䠅
ஂ␃⡿ᕷ䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺ䠏᭶䠅
ᾏ㐨䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻝㻞᭶䠅
ᐑྂᓥᕷ䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺ䠍᭶䠅
ᗈᓥᕷ䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺ䠍᭶䠅
ዉⰋ┴䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺ䠒᭶䠅

҅ෙᢊᨽဇݣሊңܭ

ډᑣჄᨽဇݣሊңܭ
Ṻ ډᑣჄểډᑣіޅỊẆ൭ᎰᎍỉݼᎰỉ̟ᡶểჄϋ˖ಅỉ
ʴᄩ̬ૅੲửỦẺỜẆᨽဇݣሊỆ᧙ẴỦሊửɟ˳ႎỆ
ܱẴỦẐډᑣჄᨽဇݣሊңܭẑửᵐᵓ࠰ᾅஉᾆଐỆዸኽẇ

Ṻ ҅ෙᢊể҅ෙᢊіޅỊẆ҅ෙᢊỉᨽဇڂಅऴѬỉોծử
ỦẮểửႸႎỆẆႻʝầᡲઃẲẆẸủẹủỉሊửɟ˳ႎỆ
ܱẴỦẺỜẆẐ҅ෙᢊᨽဇݣሊңܭẑửᵐᵒ࠰ᵏᵐஉᾃଐỆ
ዸኽẇ

Ṻ ңܭỆấẟềỊẆңܭỂܭỜẺʙಅỉܱỉẺỜẆႻʝỆ࣏
ᙲễᙲᛪửᘍạẮểầỂẨẆᙲᛪỆỊᛗܱỆࣖݣẴỦẮểểẲẺẇ

Ṻ ңܭỆấẟềỊẆңܭỂܭỜẺʙಅỉܱỉẺỜẆႻʝỆ࣏
ᙲễᙲᛪửᘍạẮểầỂẨẆᙲᛪỆỊᛗܱỆࣖݣẴỦẮểểẲẺẇ

Ṻ ᵐᵓ࠰ࡇỊẆᒉᎍểჄϋ˖ಅỉἰἕἓὅἂỉࢍ҄Ẇࣱڡỉ
ݼಅૅੲỉࢍ҄ẆჄϋᇌ˖עಅỉʴᄩ̬ễỄỆӕụኵớẇ

Ṻ ᵐᵓ࠰ࡇỊẆ҅ෙᢊỉẐἊἹἨỽἧỹ҅ෙᢊẑểỉẐἶὅἂ
ἡἿὊὁὊἁẑỉɟ˳ႎᢃփởẆờỉỀẪụငಅồỉʴᄩ̬ૅ
ੲễỄỆӕụኵớẇ

ᖹᡂ25ᖺ䠒᭶䠓᪥
ዉⰋ┴㞠⏝ᑐ⟇༠ᐃ ⥾⤖ᘧ

ᖹᡂ24ᖺ12᭶䠐᪥
ᾏ㐨㞠⏝ᑐ⟇༠ᐃ ㄪ༳ᘧ

6

⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭἲ䛻䛴䛔䛶
Ṻ ဃᇀᎍỆݣẴỦݼіૅੲỆếẟềỊẆဃᇀᎍᐯᇌૅੲඥకỆấẟềẆ
ἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإỉ੩̓ửࠎஓẴỦ૾עᐯ˳ỆݣẲẆỼὅἻỶὅỂỉऴإ
੩̓ửỆ፯Ѧ˄ẬỦᙹܭầᚨẬỤủềẟỦẇ
ဃᇀᎍᐯᇌૅੲඥక
ĪࣱႝɈۓޝɈྏī
ಪ଼ؒ ॥ߖɍ೯ྯऎࠀಐɉĂாߣॶܨɈࣱႝɈۓޝɈྏɬஆɥȹɛĂࠢࡩᄧɈĂ
ɈȜȽȵɭȷɈಀɈༀႣɄఠɬॊȴɥɢȠɅපɛɥɜɈɂȳɥă
ǎ ॥ߖɍ೯ྯऎࠀಐɉĂாߣॶܨɈࣱႝɈۓޝɈྏɬஆɥȹɛĂ॥Ɉॊȴɥఠɂ೯ྯऎࠀ
ಐɈॊȴɥఠȦဗɄᄪࢀɈڞɅ٣ܪȥȾऐڮආɅȯɦɥɢȠɅࣵɅᄪႹȱĂߖɍࠂჹȳɥ
ɜɈɂȳɥă
Ǐ ऎࠀࠢר൨ɉĂாߣॶܨɈࣱႝɈۓޝɈྏɬஆɥȹɛĂߝ୵ɅݶȳɥྥɈઋતߖɍ൱Ă
ாߣॶܨɬࣱႝȳɥਦࠢੵɅಒȳɥ٫ૡȷɈಀༀႣɄఠɬॊȴɥɢȠɅපɛɥɜɈɂȳɥă
ǐ ऎࠀࠢר൨ɉĂாߣॶܨɈࣱႝɈۓޝɈྏɬஆɥȹɛĂࠢר൨ྱĪଆᅊออ็ྱბಪ
༈৽ؒग़īಪৠৠ଼Ɉ৽ಪؒ॔Ɉި൨Ʌɢɥฉ઼ɬȱɀဣძɈࠢଜےਦࠢɬैȠධ༰ࢿȦ
ߝ୵ɅݶȳɥྥɈ൱ɬޓ࿎ȳɥɂȧɉĂිۺධ༰ࢿɅಒȱɀĂි୵ߝۺɅݶȳɥྥɬඡਵ
ආྯྱĪඡਂྥబ୍ɬ৸ႝȳɥྯྱȷɈಀɈྥൊୖɈઽɬჄႝȳɥྯྱɬȞȠăīȷɈಀ
ऒாᄳ෩ଔᄋɁ൨ɛɥྯྱɅɢɤ൱ȳɥɜɈɂȳɥă
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φ ҟҽ̔ҿ̔ѿр௵ဥр
൯ုહഐърѺӃҹѴӃࡻ

ᵐᵓ࠰ᾅஉ
ҽဃіႾᎰಅޅܭܤ

௵ဥрѺӃҹѴӃࡻ

ૐઌฆ

ं
іࠊئμ˳ểẲềỉἰἕἓὅἂೞᏡửࢍ҄ẴỦẺỜẆὉ૾עỉᡲઃửẰỤỆࢍ҄ẴỦểể
ờỆẆμἕἚὁὊἁỉ൭ʴऴإử૾עᐯ˳Ệ੩̓ẴỦẮểỆợụẆ૾עᐯ˳ầᘍạᐯ
ỉᨽဇݣሊửẰỤỆΪܱẴỦẺỜỉؾửૢͳẲềẟẪẮểầ࣏ᙲẇ
бмಬ
ૼẺễӕኵểẲềẆἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإ੩̓ἕἚὁὊἁẦỤỼὅἻỶὅỂẆᎰಅኰʼʙ
ಅửᘍạ૾עᐯ˳ỆݣẲẆ൭ʴऴإử੩̓ẴỦẇ
䠄ཧ⪃䠅
䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛜ཷ⌮䛧䛯ồே䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ䠅 㻤㻘㻥㻣㻥㻘㻟㻥㻝ே
䠄ཧ⪃䠅
⏕άಖㆤཷ⤥⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ᑵ⫋ᨭ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭἲ䛻䛚䛔䛶䚸䝝䝻䞊䝽䞊
䜽䛾ồேሗ䛾ᥦ౪䜢ᕼᮃ䛩䜛ᆅ᪉⮬య䛻ᑐ䛧䚸䜸䞁䝷䜲䞁䛷䛾ሗᥦ౪䜢ᅜ䛻⩏ົ䛡䜛つᐃ
䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹

ঐܮ
૾עᐯ˳ỊẆӲ؏עỉܱऴỆࣖẳềẆἡ
ἡἿὊὁὊἁầμἕἚὁὊἁửẦẲềਏẲẺ
൭ʴऴإửဇẲẺẆٶಮễἇὊἥἋỉ੩̓ầӧᏡỆễụẆӲ؏עỆấẬỦᨽဇݣሊầɟޖ
Ϊܱẇ
1
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௵ဥрѺӃҹѴӃࡻ ݵᄣ̢٬̣
Ṻ૰Ꮀಅኰʼửᘍạ૾עᐯ˳ίൟ᧓ỉᎰಅኰʼʙಅᎍỆۀᚠẴỦئӳửԃớὸầࠎஓẴỦئӳỆẆ
ἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإửỼὅἻỶὅỂ੩̓ίᵐᵔ࠰ࡇɶỉỂẨỦẻẬଔỉڼỆӼẬᛦૢɶὸẇ
Ṻ੩̓૾ඥỊẆ
Ṟ ૾עᐯ˳ầἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإ੩̓ᇢểӷሁỉᇢửᚨፗẴỦ૾ඥ
ỆьảẆẰỤỆ૾עᐯ˳ỉᝲဇਃửถỤẲẆᐯỆዻᨼሁầӧᏡểễỦợạỆẆ
ṟ ૾עᐯ˳ầьӧᏡễ࢟ࡸỂἙὊἑửἒỸὅἿὊἛỂẨỦợạỆẴỦ૾ඥ
ờ౨᚛ẇ૾עᐯ˳ỉࠎஓỆࣖẳṞểṟửᢠ৸ӧᏡểẴỦί́ဇờӧᏡὸẇ

ૐઌုေ̢Ѵұ̔҈̣
Ẕ൭ʴऴإ੩̓ᇢ૾ࡸẕ
ᆅ᪉⮬య䠝ᕷ

ẔἙὊἑ੩̓૾ࡸẕ
ᆅ᪉⮬య䠝ᕷ

䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾ồேሗ
ᥦ౪➃ᮎ䛸ྠ➼䛾➃ᮎ䜢
⮬䜙タ⨨
䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䜈᥋⥆䛩䜛ᅇ⥺
䜔䠨䠝䠪➼䜢⮬䜙ᩚഛ

䝝䝻䞊䝽䞊䜽

ཌ⏕ປാ┬

䝝䝻䞊䝽䞊䜽

ཌ⏕ປാ┬

ᆅ᪉⮬య䠞┴

ἡἿὊὁὊἁỉᇢể
ӷሁỉદ˺ࣱ

ỗ⏝䠬䠟䠄䝕䞊䝍⦅㞟䛾䛯
䜑䛾䝋䝣䝖䜴䜵䜰➼䛿ᆅ
᪉⮬య䛜⏝ព䠅

䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ᅇ⥺䛻䜘
䜚䝎䜴䞁䝻䞊䝗

ᆅ᪉⮬య䠞┴

ᐯỉἙὊἑዻᨼሁầ
ӧᏡ

௵ဥрѺӃҹѴӃࡻ

2

ૐઌုေрਫ̢ש٬̣

ုા

௵ဥࡻ൜ႆုા

җ̔ҏࡻုા

ಒᙲ

૾עᐯ˳ầἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإ੩̓ᇢể
ӷሁỉᇢửᐯỤᚨፗẴỦẮểỂẆἡἿὊὁὊἁể
ӷಮỉ൭ʴऴإỉ੩̓ầӧᏡểễỦẇ

ἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإửьӧᏡễ࢟ࡸίᾒᾢᾥ
࢟ࡸὸỂἒỸὅἿὊἛỂẨỦợạỆẴỦẇ૾עᐯ˳Ị
ᐯỤἙὊἑửἒỸὅἿὊἛẲẆ˓ॖỆዻᨼẲẺɥỂ൭ʴ
ऴإỉ੩̓ầӧᏡểễỦẇ

ڼ

ᵐᵔ࠰ࡇɶỉỂẨỦẻẬଔỆڼίφ˳ႎễڼỊᛦૢɶὸ

ݣᝋểễỦ૾עᐯ˳

૰Ꮀಅኰʼửᘍạ૾עᐯ˳ίൟ᧓ỉᎰಅኰʼʙಅᎍỆۀᚠẴỦئӳửԃớὸ

੩̓ẴỦ൭ʴỉር

ἡἿὊὁὊἁϋỂ൭ᎰᎍỆπẲềẟỦμỉ൭ʴί൭ʴʙಅɼầ੩̓ửࠎஓẲễẟئӳửᨊẪὸ

૾עᐯ˳ỉ
ᝲဇਃ

ỼὅἻỶὅỂ൭ʴऴإửӖẬӕỦẺỜỆ࣏ᙲễೞ֥
ሁɟࡸ ίҽဃіႾਦܭỉˁಮỉᇢὸ ẆᚨϋỉᾛᾐᾝẆ
ἡἿὊὁὊἁỉἉἋἘἲỆዓẴỦẺỜỉׅዴễỄ
ίẟẵủờ̬ڎܣኖሁửԃớὸửẆᐯỤỉᝲဇਃỂಅᎍể
ڎኖẲᛦᢋὉૢͳ
Ẕᾂ࠰᧓ὉᇢᵏᵎӨݰλỉئӳỉᚾምẕ
ṺἻὅἝὅἂἅἋἚ ᵏᵊᵒᵎᵎɢόᆉࡇ
ṺИݰλᝲဇ
ᵏᵊᵏᵎᵎɢόᆉࡇ

൮ဇᾟᾒẆỶὅἑὊἕἚׅዴẆἙὊἑỉዻᨼሁửᘍạ
ẺỜỉἏἧἚỸỹỴễỄửᐯỤỉᝲဇਃỂဇॖ

ḤἡἿὊὁὊἁỂ̅ဇẲềẟỦờỉểӷಮỉᇢሁử̖ܭỂᛦᢋẲẺ
ئӳửेܭẲẺӋᎋ͌ẇˁಮỆ̞ỦᙲˑίྵנᛦૢɶὸӏỎ૾עᐯ
˳ỉᛦᢋ૾ඥίλሁὸỆợụ٭ѣ

Мဇỉዓ

Ẹỉ˂

இ˯ᨂỉМဇᙲˑὉᙹኖồỉӷॖầ࣏ᙲ
МဇዓὉἋἃἊἷὊἽሁỊ౨᚛ɶίɟܭỉМဇဎᛪ᧓ửᚨܭẴỦẮểửेܭὸ
Ṻ൭ʴỊ᨟ૼ
ṺἡἿὊὁὊἁỉἉἋἘἲỉૼầᵐᵕ࠰ࡇᡦɶ
ỆʖܭẰủềấụẆἉἋἘἲૼЭỆڼẲẺ
ئӳỊૼᝲဇầႆဃί૾עᐯ˳ỉਃὸ
ṺἉἋἘἲૼЭỊဒ᩿ᘙᅆỆɟܭỉСኖ
ṺἉἋἘἲૼࢸίᵐᵕ࠰ࡇᡦɶὸỆڼẴỦ
ئӳỊẆᝲဇਃử᠉ถẴỦ૾ඥử౨᚛ɶ

ͤ⌧ᅾ᳨ウ୰䛾䛷䛒䜚ᚋኚ᭦䛜䛒䜚䛖䜛䚹
ͤᅜ䛿䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾䝅䝇䝔䝮ᨵಟ䛻せ䛩䜛㈝⏝䜔ᨵಟᚋ䛾㐠⏝䛻ᚲせ䛺⤒㈝➼䜢㈇ᢸ䛩䜛䚹
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ṺЭփಅଐኳʕໜỉஊј൭ʴầ੩̓ݣᝋ
ṺἡἿὊὁὊἁỉἇὊἢὊỆᒵầẦẦỦẺỜẆ
ἒỸὅἿὊἛӧᏡễ᧓࠘ỉСᨂễỄầẝụạỦ

3

௵ဥрѺӃҹѴӃࡻ

ૐઌုေрਫ̢ת٬̣

ᅄᄝᄣध˾ࠨს
ṺἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴỊẆ൭ʴʙಅɼầἡἿὊὁὊἁỉᎰಅኰʼửӖẬỦẮểửࠎஓẲề੩ЈẲẺờỉỂẝ
ỦẺỜẆ൭ʴʙಅɼểỉ᧙̞Ể࣏ᙲễஇ˯ᨂỉМဇᙲˑὉᙹኖửᚨẬỦẇộẺẆ൭ʴऴإ੩̓ᇢ૾
ࡸỉئӳỊẆἡἿὊὁὊἁỉ൭ʴऴإ੩̓ἕἚὁὊἁỆዓẴỦẺỜẆஇ˯ᨂỉ̬ܣὉሥྸỉᙲˑὉᙹ
ኖửᚨẬỦẇ
䛆⏝せ௳䞉つ⣙䛾䠄䛺䜒䛾䚸ᚋ䛥䜙䛻᳨ウ䠅䛇
䕿⫋ᴗ⤂௨እ䛾┠ⓗ䛷䛾⏝䜔➨୕⪅䞉≉ᐃከᩘ䛾⪅䜈䛾ᥦ౪䛿䛧䛺䛔䛣䛸䚹
䕿⫋ᴗ⤂䜢⾜䛖㝿䛿䚸ᆅ᪉⮬య⮬䜙䚸ồேᴗ䛻ປാ᮲௳䜢☜ㄆ䛧䚸⫋ᴗ⤂䜢⾜䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶ồேᴗ䛾ྠព䜢ᚓ䜛䛣䛸䚹
䕿ᆅ᪉⮬య䛾ᴗົ䛻䜘䜚Ⓨ⏕䛧䛯ⱞ䛿䛶ᆅ᪉⮬య䛜ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䚹
䕿ồே䛾㊊䜢ᢕᥱ䛧䛯ሙྜ䜔ồே᮲௳䛻ኚ᭦䛜䛒䜛䛣䛸䜢ᢕᥱ䛧䛯ሙྜ䛺䛹䛿䚸䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛻㐃⤡䛩䜛䛣䛸䚹
䕿䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛸䛾㐃⤡ㄪᩚ䛻ᙜ䛯䜛㐃⤡㈐௵⪅䜢⨨䛟䛣䛸䚹
䕿ồேሗᥦ౪➃ᮎ䜢タ⨨䛩䜛ሙྜ䛿䚸⟶⌮㈐௵⪅䜢⨨䛟䛣䛸䚹䜎䛯䚸䝅䝇䝔䝮䛾ಖᏲ䞉⟶⌮䜢㐺ṇ䛻⾜䛖䛣䛸䚹

ࢢ٨෨ေрจᄝнжЖи
Ṻ૾עᐯ˳ầẆἡἿὊὁὊἁẦỤỼὅἻỶὅ੩̓ẰủẺ൭ʴऴإửဇẲềᎰಅኰʼửᘍạᨥỆờẆᎰ
ಅኰʼʙಅᎍểẲềẆ൭ᎰᎍỆݣẴỦіவˑỉଢᅆễỄẆᎰಅܭܤඥɥỉ፯ѦửạẇίἡἿὊὁὊἁ
ẦỤỉ൭ʴऴإỉỼὅἻỶὅ੩̓ỆợỦئӳỂẝẾềờẆᎰಅܭܤඥỉᢘဇỆ٭Ịễẟẇὸ
䛆ཧ⪃䠖⫋ᴗᏳᐃἲ䠄ᢒ䠅䛇
䠄ປാ᮲௳➼䛾᫂♧䠅
➨᮲䛾୕ බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤཬ䜃⫋ᴗ⤂ᴗ⪅䚸ປാ⪅䛾ເ㞟䜢⾜䛖⪅ཬ䜃ເ㞟ཷク⪅䠄➨୕༑᮲䛻つᐃ䛩䜛ເ㞟ཷク⪅䜢䛔䛖䚹䠅୪䜃䛻ປാ⪅
౪⤥ᴗ⪅䠄ḟ᮲䛻䛚䛔䛶䛂බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤ➼䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛿䚸䛭䜜䛮䜜䚸⫋ᴗ⤂䚸ປാ⪅䛾ເ㞟ཪ䛿ປാ⪅౪⤥䛻ᙜ䛯䜚䚸ồ⫋⪅䚸ເ㞟䛻ᛂ䛨䛶ປാ
⪅䛻䛺䜝䛖䛸䛩䜛⪅ཪ䛿౪⤥䛥䜜䜛ປാ⪅䛻ᑐ䛧䚸䛭䛾⪅䛜ᚑ䛩䜉䛝ᴗົ䛾ෆᐜཬ䜃㈤㔠䚸ປാ㛫䛭䛾䛾ປാ᮲௳䜢᫂♧䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠎 ồே⪅䛿ồே䛾⏦㎸䜏䛻ᙜ䛯䜚බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤཪ䛿⫋ᴗ⤂ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸ປാ⪅౪⤥䜢ཷ䛡䜘䛖䛸䛩䜛⪅䛿䛒䜙䛛䛨䜑ປാ⪅౪⤥ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸
䛭䜜䛮䜜䚸ồ⫋⪅ཪ䛿౪⤥䛥䜜䜛ປാ⪅䛜ᚑ䛩䜉䛝ᴗົ䛾ෆᐜཬ䜃㈤㔠䚸ປാ㛫䛭䛾䛾ປാ᮲௳䜢᫂♧䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠏 ␎

4

38

ুડᅫ
⋇ ঁটشডشॡधमق3كڭ؝
⋈ ৬ৰহभৰ૾யق3كڴ؝
⋉ ঁটشডشॡ્યभৰ૾யঁقটشডشॡఓਮقك3كگڮ؝
⋊ ঁটشডشॡ્યभৰ૾யঁقটشডشॡଯவقك3كڵڮ؝

⋇ঁটشডشॡधम

1

39

බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤ䠄䝝䝻䞊䝽䞊䜽䠅䛸䛿䠛

䠄ཧ⪃䠍䠅 䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾タ⨨ᩘ➼
タ⨨ᩘ䠖㻡㻠㻠ᡤ䠄ᮏᡤ䠖㻠㻟㻣䚸ฟᙇᡤ䠖㻥㻠ᡤ䚸ศᐊ䠖㻝㻟ᐊ䠅
䠄ཧ⪃䠎䠅 䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾ேဨయไ䠄㻞㻡ᖺᗘணᐃ㢠䝧䞊䝇䠅
⫋ဨᩘ䠖㻝㻝㻘㻟㻠㻤ே ┦ㄯဨᩘ䠄䈜䠅䠖㻝㻣㻘㻥㻠㻝ே

䪮
⫋ᴗ┦ㄯ䧸ᵝᏊ䪯

䪮
ồ⫋άື䧸ᵝᏊ䪯

Ṻ ἡἿὊὁὊἁỊẆൟ᧓ỉᎰಅኰʼʙಅሁỂỊݼᎰồኽỎếẬỦẮểầᩊẲẟݼ
ݼᎰᩊᎍửɶ࣎Ệૅ
ੲẴỦஇࢸỉἍὊἧἘỵὊἕἚểẲềỉࢫлửਃẾềẟỦẇ
Ṻ ộẺẆ؏עỉዮӳႎᨽဇἇὊἥἋೞ᧙ểẲềẆᎰ
ᎰಅኰʼẆᨽဇ̬ᨖẆᨽဇݣሊễỄỉಅѦửɟ˳ႎ
ỆܱẴỦໜầἡἿὊὁὊἁỉཎࣉẇ

䠄䈜䠅┦ㄯဨ䛻䛿䚸බເ䛻䜘䜚ᇶᮏⓗ䛻Ẹ㛫ฟ㌟䛾ປົ⤒㦂⪅䞉᭷㈨᱁⪅➼䜢ά⏝

ɼễੋʙѦ

ኵጢỉˮፗỀẬ

ࢢஜݒ

ཌ⏕ປാ┬

㒔㐨ᗓ┴ປാᒁ
ປാᇶ‽㒊

ປാᇶ‽┘╩⨫

⫋ᴗᏳᐃ㒊

πσᎰಅܭܤ
ίἡἿὊὁὊἁὸ

ኻᴗㄆᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿
ಖ㝤⪅䛯䜛ᅜ䛜䚸┤᥋
⫋ᴗ⤂䜢ᐇ䛧䛶䚸
ᑵ⫋䛾ពᛮ䜢ཝ᱁䛻
ㄆᐃ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹

ᑵ⫋䛾ᐇ⌧䛻䛿䚸ᴗ
䛾ᣦᑟ䞉ᨭ䛸୍య䛸
䛺䛳䛯⫋ᴗ⤂䜔䚸㛵
ಀᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧䛯䝏䞊
䝮ᨭ䛜ຠᯝⓗ䚹

ᎰಅኰʼὉᎰಅႻᛩẆ൭ʴਏ

ॱᄝഒੈ

ॱᄝဏे̗ૢઉ۫

̈́ࠫࣄપຏўѝͅ

Ὁ ڂಅᛐܭẆڂಅዅ˄ỉૅዅ

Ὁ ᨦܹᎍỉᨽဇྙᢋਦݰ

Ὁ ᎰಅጀỉӖᜒਦᅆẆᎰಅ
ጀӖᜒዅ˄ỉૅዅ ሁ

Ὁ ᭗࠰ᱫᎍᨽဇᄩ̬ਜ਼ፗݰλਦݰ

ĪࣱุۊɈীழိᄋĆ݉।ī
Ī؉ີਦࠢੵɅಒȳɥ݉।ī

Ὁ ᨽဇዜਤỉẺỜỉૅੲ

ሁ

䈜䠫䠡䠟䠠䛾㞠⏝ᡓ␎䛷䜒䚸⫋ᴗ⤂䞉ኻᴗ⤥䞉㞠⏝ᑐ⟇䛾䠏ᶵ⬟䛿⤫ྜ䛥䜜䜛䜉䛝䚸䛸䛾່࿌
䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹䠄㻝㻥㻥㻠ᖺ䞉㻞㻜㻜㻢ᖺ䠅

2

䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾䛺ྲྀ⤌䛸ᡂᯝ䐟
Ṻ ἡἿὊὁὊἁỊᾀଐኖᵏᵕɢʴầМဇẴỦൟỆஇờ៲ᡈễᘍೞ᧙ỉɟếẇ
䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ䛾䛺ᴗົᣦᶆ䠅
䞉᪂つồ⫋⪅ᩘ䠄ᖖ⏝䠄䝟䞊䝖ྵ䜐䠅䠅 㻢㻢㻢㻚㻠ே
䞉᪂つồேᩘ䠄ᖖ⏝䠄䝟䞊䝖ྵ䜐䠅䠅 㻣㻥㻡㻚㻟ே
䈜䝝䝻䞊䝽䞊䜽ồே䠄䝣䝹䝍䜲䝮䞉ᖖ⏝䠅䛾⣙㻥㻡䠂䛿୰ᑠᴗ
䞉ᑵ⫋௳ᩘ䠄䝟䞊䝖ྵ䜐䠅
㻝㻥㻟㻚㻢ே
䞉㞠⏝ಖ㝤ཷ⤥㈨᱁Ỵᐃ௳ᩘ
㻝㻤㻟㻚㻝௳

ݼᎰˑૠỊࠢٻỆفь
139.9 174

ᖹᡂ10ᖺᗘ
ᖹᡂ20ᖺᗘ

181.4

ᖹᡂ21ᖺᗘ

191.8

ᖹᡂ22ᖺᗘ

195.3

䠄ே䠅

ᖹᡂ23ᖺᗘ

μἕἚὁὊἁỂỉᎰಅኰʼỆợỦ൭ʴὉ൭ᎰἝὊἌồỉࣖݣ

Ṻ ᣃᢊࡅჄ؏ửឭảẺݼᎰὉѪᨼѣỆờμἕἚὁὊἁỂࣖݣẇ
䈜ᮾி䛾䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛷ཷ⌮䛧䛯ồே䜈䛾ᑵ⫋䛾⣙䠐䛿ᮾி㒔እ䛾ồ⫋⪅䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘᐇ⦼ὸ
䈜ᮾி䛾䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛷ཷ⌮䛧䛯ồே䛾⣙䠏䛿ົሙᡤ䛜ᮾி㒔እ䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᐇ⦼䠅

ᨽဇբ᫆ồỉೞѣႎẆμ૪ɟႎễࣖݣ

Ṻ ዬ࣯ỆࣖݣẴỔẨᨽဇբ᫆ỆẆμἕἚὁὊἁửဇẲẆμɟ૪ỆೞѣႎỆࣖݣẇ
䠄䠅䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽ᚋ䛾ᛴ⃭䛺㞠⏝ໃᝏ䜈䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䚸㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾㎿㏿䛺せ௳⦆䚸ཌ⏕ປാ
ᮏ┬䛾ᣦ♧䛻䜘䜛ປാᒁ䞉䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾⥲ຊ䜢ᣲ䛢䛯ồே㛤ᣅ䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ䛿㻝㻤㻟㻚㻠ே䛾ồே䜢㛤ᣅ䠅

Ṻ μἕἚὁὊἁỂỉʙಅɼਦݰὉૅੲᵆᨦܹᎍᨽဇሁᵇỆợụẆஜᅈὉૅࡃμ˳Ểỉӕኵửᄩ̬ẇ
ἇὊἥἋોծὉൟ᧓ဇỉӕኵ

Ṻ ݼᎰྙẆ൭ʴΪឱྙሁỉɼᙲਦỊẆμἡἿὊὁὊἁỂႸửᚨܭẆᾟᾓᾒᾐἇỶἁἽỆợụႸửሥྸẇ
Ṻ МဇᎍỴὅἃὊἚሁỆợụẆМဇᎍỉắॖᙸὉắᙲஓử৭੮ẲẆἇὊἥἋửોծẴỦểểờỆẆ
ἡἿὊὁὊἁᎰՃỆợỦἇὊἥἋỉᐯɼໜ౨Ὁᝧ˓ᎍỆợỦዮໜ౨ửܭႎỆܱẇ
Ṻ ἡἿὊὁὊἁỉଐỉ࠻ࡨᧈίᵐᵑᵏሖὸở࠻୴םίᵏᵗᵓሖὸửܱẇίᵐᵓ࠰ᾃஉໜὸ
3
Ṻ ᨽဇ̬ᨖӖዅᎍỆݣẴỦἍἱἜὊởᒉ࠰ᎍᨽဇݣሊẆᧈڂಅᎍૅੲỂൟ᧓ửဇ䚹

40

䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾䛺ྲྀ⤌䛸ᡂᯝ䐠
ẪࠎஓửਤếᒉᎍὉࣱڡὉᨦܹᎍởဃ̬ᜱӖዅᎍሁỉݼᎰૅੲễỄሊᛢ᫆ỆờᆢಊႎỆࣖݣ
䈜ᐇ⦼䛿ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘᐇ⦼䠄䛯䛰䛧䚸㞀ᐖ⪅䛾ᐇ㞠⏝⋡䛿ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻢᭶㻝᪥⌧ᅾ䠅

ᒉᎍίૼҡᎍὉἧἼὊἑὊὸ
ὉૼҡࣖੲἡἿὊὁὊἁίᵓᵕὸửᚨፗẲẆૼҡᎍỆݣẲềẆἊἹἨἇἯὊἑὊ
ỆợỦਃ࢘ᎍСỉૅੲửܱ
䛆⏝⪅ᩘ 䛾䜉㻣㻜㻚㻣ே䚸䝆䝵䝤䝃䝫䞊䝍䞊䛾ᨭ䛻䜘䜛ᑵ⫋Ỵᐃ 㻝㻥㻚㻠ே䛇
ὉỪẦờỉἡἿὊὁὊἁὉἅὊἜὊሁửᚨፗίᵐᵏᵒẦὸẆἧἼὊἑὊỉദᙹ
ᨽဇ҄ửૅੲ 䛆䝣䝸䞊䝍䞊➼䛾ᑵ⫋௳ᩘ 㻟㻜㻚㻞ே䛇

䠄䝣䝸䞊䝍䞊➼䛾ᑵ⫋௳ᩘ
䠄ே䠅䠅

30.2
21.1 24.4 25.0

䠄᪂༞ᛂ䝝䝻䞊䝽䞊䜽䠅

܇Ꮛềࣱڡሁ
Ὁ܇ỄờᡲủỂஹẲởẴẟؾỉἰἈὊἌἡἿὊὁὊἁὉἅὊἜὊửᚨፗ
ίᵏᵕᵑὸẆˁʙể܇ᏋềầɲᇌẲởẴẟ൭ʴỉᄩ̬ởਃ࢘ᎍСỆợỦ
ૅੲửܱ 䛆ᑵ⫋⪅ᩘ 㻢㻚㻥ே䛇
䈜ᢸᙜ⪅ไᨭ䠙ᑐ㇟⪅㻡㻚㻣ே䚸ᑵ⫋⪅㻡㻚㻜ே䚸ᑵ⫋⋡㻤㻢㻚㻝䠂

21ᖺᗘ 22ᖺᗘ 23ᖺᗘ 24ᖺᗘ

䠄ᑵ⫋⪅ᩘ䠄ே䠅䠅

5.4

䠄䝬䝄䞊䝈䝝䝻䞊䝽䞊䜽䠅

ᨦܹᎍ
ὉᨦܹཎࣱỆࣖẳẺᎰಅኰʼểᨽဇྙசᢋ˖ಅỆݣẴỦӈദễਦݰửኵ
ỚӳỪẶềܱ 䛆ᑵ⫋⪅ᩘ 㻢㻚㻤ே ᐇ㞠⏝⋡ 㻝㻚㻢㻥䠂䛇 䠄㐣ཤ᭱㧗䠅
䈜ᴗᣦᑟ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ேᶵ⬟䜢᭷䛩䜛ᮏ♫䜢⟶㎄䛩䜛䝝䝻䞊䝽䞊䜽
䛸ᑵᴗᆅ䛾䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾㐃ᦠ䛜㔜せ
䠄䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛷䛾⫋ᴗ┦ㄯ䠅

ဃ̬ᜱӖዅᎍሁί૾עᐯ˳ểᡲઃẲẺݼᎰ̟ᡶὸ
ὉᅦᅍʙѦểᡲઃẲềἓὊἲửኵỚẆݣᝋᎍắểỆݼіૅੲἩἻὅử˺ẲẆ
ᐯᇌỆӼẬẺૅੲửܱ 䛆ᑵ⫋⪅ᩘ 㻠㻚㻜ே䛇
ὉᅦᅍʙѦϋሁỆἡἿὊὁὊἁᆸӝửᚨፗẆᐯ˳ểἡἿὊὁὊἁầɟ˳ể
䠄⮬య䛸䛾୍యⓗ䛺ᨭ䠅
ễẾẺૅੲửܱ 䛆ᐇ⮬యᩘ 㻟㻠ᕷ༊䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻡᭶ᮎ⌧ᅾ䠅䛇

6.4

6.9

6.9

21ᖺᗘ 22ᖺᗘ 23ᖺᗘ 24ᖺᗘ

䠄ᑵ⫋⪅ᩘ䠄ே䠅䠅

4.5

5.3

5.9

6.8

21ᖺᗘ 22ᖺᗘ 23ᖺᗘ 24ᖺᗘ

䠄ᑵ⫋⪅ᩘ䠄ே䠅䠅

0.9

1.3

2.5

4.0

21ᖺᗘ 22ᖺᗘ 23ᖺᗘ 24ᖺᗘ

4

䠄ཧ⪃䐟䠅 䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾ᆅ᪉⛣⟶䛾ၥ㢟Ⅼ
Ṻ ẐᎰಅኰʼẑὉẐᨽဇ̬ᨖίڂಅᛐܭὉڂಅዅ˄ὸẑὉẐᨽဇݣሊί˖ಅਦݰὉૅੲễỄὸẑỉᾂếỉಅѦỊẆӷɟỉ
ኵጢỂܱẴỦ࣏ᙲầẝỦẇίྵנẆἡἿὊὁὊἁầᾂếỉಅѦửܱὸ
Ṻ ộẺẆᾂếỉಅѦỉẟẵủỆếẟềờẆ૾עỆᆆሥẴỦẮểỊᩊẇ
ἡἿὊὁὊἁỉ૾עᆆሥỆ᧙ẴỦɼễբ᫆ໜ
Ṟᨽဇ̬ᨖỉᝠᝧ˓ểᢃփɼ˳ỉɧɟᐲ
Ṻ ᨽဇ̬ᨖಅѦửᐯ˳ỆᆆሥẲẺئӳẆᝠᝧ˓ửỪẵỆᐯ˳ầڂಅᛐܭʙѦửܱẴỦẮể
ỆễỦẇ
ḵ ڂಅዅ˄ỉዅẆൟਃỉٻفί̬ᨖ૰ỉࡽẨɥậὉዅ˄ỽἕἚὸỆếễầỦऀủầẝỦẇ

ṟᎰಅኰʼỉμἕἚὁὊἁầዜਤỂẨễẪễỦ
Ṻ ൭ᎰᎍὉ൭ʴᎍỊẆᣃᢊࡅჄửឬảềẆ൭ᎰὉѪᨼѣửᘍạẇἡἿὊὁὊἁử૾עᆆሥẴỦểẆ
ᣃᢊࡅჄ᧓ỉ൭ʴầЎૺẰủẆ࠼؏ႎễᎰಅኰʼầỂẨễẪễỦẇ
ḵ ݼᎰỉถݲẆڂಅᎍỉٻفỆếễầỦऀủầẝỦẇ
䈜 ᮾி䛾䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛷ཷ⌮䛧䛯ồே䜈䛾ᑵ⫋䛾⣙䠐䛿ᮾி㒔እ䛾ồ⫋⪅䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘᐇ⦼䠅
䈜 ᮾி䛾䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛷ཷ⌮䛧䛯ồே䛾⣙䠏䛿ົሙᡤ䛜ᮾி㒔እ䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᐇ⦼䠅

Ṡμɟ૪ỉᨽဇݣሊầᜒẳỤủễẪễỦ
Ṻ ỊᣃᢊࡅჄỆᨽဇݣሊỆ᧙ẴỦਦੱԡˋỊỂẨễẟẇἡἿὊὁὊἁử૾עᆆሥẴỦểẆμɟ૪Ὁೞ
ѣႎễᨽဇݣሊầỂẨễẪễỦẇ
䠄䠅䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽ᚋ䛾ᛴ⃭䛺㞠⏝ໃᝏ䜈䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䚸㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾㎿㏿䛺せ௳⦆䚸ཌ⏕ປാ
ᮏ┬䛾ᣦ♧䛻䜘䜛ປാᒁ䞉䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛜⥲ຊ䜢ᣲ䛢䛯ồே㛤ᣅ䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ䛿㻝㻤㻟㻚㻠ே䛾ồே䜢㛤ᣅ䠅
䜢ᐇ

ṡᾘᾛᾞவኖửܣỦẮểầỂẨễẪễỦ
Ṻ ᾘᾛᾞᇹᵖᵖӭவኖửܣủễẪễỦẇ
➨㸰᮲ ⫋ᴗᏳᐃ⤌⧊ࡣࠊᅜࡢᶵ㛵ࡢᣦ┘╩ࡢୗ࠶ࡿ⫋ᴗᏳᐃᶵ㛵ࡢᅜⓗయ⣔࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
Ŧᄳ৸ɜ೯ྯݧɅɉີಒăᄳ෩வৈ߀ۓȥɣɜĸ॥Ʌɢɥఘ॥ʥʛʠˇĜʇɈಐயɬਭȳɓȧĹɈࣁȦ઼ȯɦɀȞɥă
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䠄ཧ⪃䐠䠅 䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾ᆅ᪉⛣⟶䛻ᑐ䛩䜛ປ䛾ពぢ
Ṻ і̅ểờἡἿὊὁὊἁỉ૾עᆆሥỆӒݣỉᇌئẇ
Ṻ ể૾עᐯ˳ầɟ˳ểễẾềẆẸỉ؏עỆấẬỦᨽဇݣሊửɟ҄ࢍޖẴỔẨểਦઇẇ
ͤ ᖹᡂᖺ㸰᭶ࠊᖹᡂᖺ㸲᭶ࡢᗘࢃࡓࡾࠊࡇࡢ᪨ࡢពぢ᭩ࢆປാᨻ⟇ᑂ㆟ࡋ࡚
ࡾࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ
іሊݙᜭ˟ỉॖᙸ
ࠕᆅ᪉ศᶒᨵ㠉㛵ࡍࡿពぢࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ ⯖ῧせ୍ཌ⏕ປാ⮧ᐄ ປാᨻ⟇ᑂ㆟ពぢ᭩㸧
Ǎ

㸦ᢤ⢋㸧

ʧ˅ĜˇĜʇɈસɅȾȞɀ
Īఔზī
ʧ˅ĜˇĜʇɈࠢအɉĂڞװɈɢȠɄၿȥɣĂධ༰ࢿɅݧȳɥȭɂɉඈිɁɉɄȩĂ॥ȦɬɜȽɀ഼
ȳɥༀႣȦȜɤĂȭɦɉ௮୲ૠ॥ɅȤȫɥ॥য༌ૌɁȜɥă
թ ධ༰ࢿ؎ɬഴȢȹᄳ෩ɈɒɈಒڂɞĂධ༰ࢿ؎Ʌࣘ൨ȯɦɄȞࠢމɈ୵লྏʣĜʒɒɈಒڂɬऐڮ
ආĆऐგආɅȳɥༀႣȦȜɥȭɂă
ժ ࣱႝିࠑɈڟדɞࡷඹ৪ɅಒȱĂĆޝ෪ආɄಒڂɬैȞĂɈঘɬ୲ɛĂੈࠢგɈߚ࢛Ʉڟדɬ࿙
ȪༀႣȦȜɥȭɂă
ի ࣱႝྏࣇɅȾȞɀɉĂࣱႝੈࠢரȦਮޚɞ೯؎ɅɢɤȧȩɄɥȹɛĂྏࣇતɬڦ๕Ʉࣘɤȧȩȱɀ˂
ʑʇཞ০ɬஆɣɄȞɂĂྏࣇயඵɂȱɀழɤდȹɄȞȭɂă
լ ೯ྯݧɉۈȦ॥Ɉ໙ȳɥǥǨǫಪǔǔग़଼ၡɅီຊɅ؉ີȳɥȭɂă
ȱȹȦȽɀĂ॥
॥Ɉ႙ęɄࣱႝಒৈɈໍގɁȜɥʧ˅ĜˇĜʇɉ೯ྯݧȳɓȧɁɄȩĂؠȧȧĂ॥Ʌɢɥఘ॥ʥʛʠ
ˇĜʇɈʍĜʫʑ୲ಐயɬࢰਭȳɓȧɁȜɥă
Īആზī
ؒྯɁĂ೯
೯ྯਹಐȦขਹɅ೯؎ɈɅڂȲȹࣱႝಒৈɬȭɦɘɁװଯɅௗࠥආɅ୲ɛɥȭɂɉ࿎ɘȱȞȭɂɁȜ
ɤĂ॥ɂ೯ྯਹಐȦؒಐɂɄȽɀĂȷɈ೯؎ɅȤȫɥࣱႝಒৈɬ఼ؒࠉڟȳɥༀႣȦȜɥăĪࣻზī
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䠄ཧ⪃䐡䠅 ㅖእᅜ䛻䛚䛡䜛⫋ᴗ⤂䞉ኻᴗಖ㝤䛾ᐇయ
Ṻ έᡶɼᙲỆấẟềờẆᎰಅኰʼಅѦỊҾЩểẲềầܱẇ
Ṻ ộẺẆẟẵủờᎰಅኰʼὉڂಅ̬ᨖỉᛐܭὉڂಅ̬ᨖỉᝠɼ˳Ịɟᐲẇ

⫋ᴗ⤂ᴗົ

ኻᴗㄆᐃᴗົ

ኻᴗಖ㝤䛾㈈ᨻ㈐௵

䜲䜼䝸䝇

䝆䝵䝤䝉䞁䝍䞊䝥䝷䝇 䠄ᅜ䠅

䝆䝵䝤䝉䞁䝍䞊䝥䝷䝇 䠄ᅜ䠅

ᅜ

䜰䝯䝸䜹

⫋ᴗᏳᐃᡤ 䠄ᕞ䠅

⫋ᴗᏳᐃᡤ 䠄ᕞ䠅

ᕞ

䝗䜲䝒

⫋ᴗᏳᐃᡤ 䠄㐃㑥䠅

⫋ᴗᏳᐃᡤ 䠄㐃㑥䠅

㐃㑥

᪥ᮏ
䠄⌧⾜䠅

䝝䝻䞊䝽䞊䜽 䠄ᅜ䠅

䝝䝻䞊䝽䞊䜽 䠄ᅜ䠅

ᅜ

ҾЩểẲề
ầܱ

ӲỉᎰಅኰʼὉڂಅ̬ᨖỉᛐܭὉڂಅ̬ᨖỉᝠɼ˳Ịɟᐲ

䈜 䜲䜼䝸䝇䛷䛿䚸䠍䠕䠓䠐ᖺ䛛䜙⫋ᴗ⤂䛸ኻᴗಖ㝤䛾⤥䜢ษ䜚㞳䛧䛯䜒䛾䛾℃⤥䛜⏕䛨䚸䠍䠕䠔䠒ᖺ䚸䝃䝑䝏䝱䞊ᨻᶒ䛜୧
ᴗ䜢⤫ྜ䠄⤫ྜ䛾ึᖺᗘ䛻䛿ཷ⤥⪅⣙䠏ῶ䠅䚹
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