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通番17

௧ඖᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ཌ⏕ປാ┬㻌 ➨䠎ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻢㻥㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 ་⒪䞉⚟♴㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䜈䛝ᆅ䛻䛚䛡䜛┳ㆤ⫋ဨ➼་⒪ᚑ⪅䛾ὴ㐵䛜ྍ⬟䛸䛺䜛ປാ⪅ὴ㐵ἲ䛾つไ⦆㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᚨᓥ┴䚸㈡┴䚸ி㒔ᗓ䚸ሜᕷ䚸රᗜ┴䚸⚄ᡞᕷ䚸ḷᒣ┴䚸㫽ྲྀ┴䚸㤶ᕝ┴䚸㧗▱┴䚸㛵すᗈᇦ㐃ྜ㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồ䜑䜛ᥐ⨨䛾ලయⓗෆᐜ㻌
་ᖌ㊊䛾䛯䜑ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚸䜈䛝ᆅ➼䛻䛚䛡䜛ປാ⪅ὴ㐵ἲ䛾㐺⏝㝖እ䜢䚸㊊䛧䛶䛔䜛┳ㆤ⫋ဨ➼་
⒪ᚑ⪅䛻䜒ㄆ䜑䚸㐌䠍䚸䠎ᅇ䛾䝇䝫䝑䝖ⓗ䛺་⒪ᚑ⪅䛾ὴ㐵䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖ປാ⪅ὴ㐵ἲ䛾つไ䜢⦆
䛩䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䜈䛝ᆅ䛾㝔䛻䛚䛔䛶䛿䚸་ᖌ䛰䛡䛷䛺䛟䚸῝้䛺┳ㆤ⫋ဨ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛་⒪ᚑ⪅䛾㊊䛻ᝎ䜎䛥䜜䛶䛚
䜚䚸ᩆᛴᝈ⪅䛾ཷධ䜜䜢୍㒊୰Ṇ䛩䜛㝔䜒䛒䜛䛺䛹䚸ᆅᇦ་⒪ᥦ౪యไ䛾ኚ᭦䜢㏕䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ලయⓗ䛻䛿䚸䛒䜛⏫❧㝔䛷䛿䚸㻟㻢㻡 ᪥ 㻞㻠 㛫ᩆᛴᝈ⪅䛾ཷධ䜜䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛜䚸ᖺᗘᮎ䛻䚸」ᩘ䛾┳ㆤ
⫋ဨ䛜㏥⫋ணᐃ䛸䛺䜚䚸┳ㆤ⫋ဨ䛾⿵☜ಖ䛾┠㏵䛜❧䛯䛪䚸䠐᭶䛛䜙䚸ᖹ᪥䛾᪥ᖏ௨እ䛾ᩆᛴཷධ䜜䜢
㠃୰Ṇ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛯䚹⏫䛾✚ᴟⓗ䛺᥇⏝άື䛻ຍ䛘䚸┴䜔㛵ಀᅋయ➼䛜┳ㆤᖌ☜ಖ䜢ᨭ
䛧䚸᪥᭙᪥䛾᪥ᖏ䛾┳ㆤᖌ䛾☜ಖ䛜䛷䛝䛯䛣䛸䛛䜙䚸䠐᭶䛛䜙䚸᪥᭙᪥䛾᪥ᖏ䛷䛾ᩆᛴཷධ䜜䛜ྍ⬟䛸䛺
䛳䛯䚹ᗋ䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍㒊ఇᗋ䛧ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䠒᭶䛛䜙䚸┳ㆤᖌ䛾ົయไ䛾ኚ᭦➼䛻䜘䜚䚸ᅵ᭙᪥
䛾᪥ᖏ䛸ᖹ᪥㐌䠏᪥䛿䠎䠍䜎䛷䛾ᩆᛴཷධ䜜䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸㐌䠐᪥䛾ኪ㛫䛾ᩆᛴཷධ䛿
୰Ṇ䛾䜎䜎䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᮏ┴䛷䛿䚸ᆅᇦ䛾බⓗ་⒪ᶵ㛵䛜୍య䛸䛺䛳䛯་⒪ᥦ౪యไ䛂ᾏ㒊䞉㑣㈡䝰䝕䝹䛃䜢ᵓ⠏䛧䚸ᆅᇦయ䛷་⒪
ᚑ⪅䜢䝣䜷䝻䞊䛩䜛యไ䛵䛟䜚䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛜䚸䛂ປാ⪅ὴ㐵ἲ䛃ୖ䚸་ᖌ䜢㝖䛟་⒪ᚑ⪅䛾ὴ㐵䛜ㄆ
䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸┳ㆤᖌ䜢䛿䛨䜑⸆ᖌ䜔᳨ᰝᢏᖌ䛺䛹ᚲせྍḞ䛺ᑓ㛛⫋ဨ䛜㊊䛩䜛䜈䛝ᆅ་⒪ᶵ
㛵䜈䛾༑ศ䛺ᨭ䛜䛷䛝䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
㒔ᕷ㒊་⒪ᶵ㛵䛛䜙䜈䛝ᆅ་⒪ᶵ㛵䜈䛾་⒪ᚑ⪅䛾ὴ㐵➼䛻䜘䜚䚸䜈䛝ᆅ་⒪ᶵ㛵䛾䛂ேဨ㊊䛾ゎᾘ䛃
䛸䛂་⒪䛾㉁䛾ྥୖ䛃䛻ᐤ䛩䜛䚹㻌
䛣䜜䛻䜘䜚䚸䜈䛝ᆅ་⒪䜢ᆅᇦయ䛷ᨭ䛘䜛䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛜ᅗ䜙䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜈䛝ᆅ䛻䛚䛔䛶䜒ఫẸ䛜Ᏻᚰ
䛧䛶⏕ά䛷䛝䜛యไ䛻䛴䛺䛜䜛䚹㻌

㻌
᰿ᣐἲ௧➼㻌
ປാ⪅ὴ㐵ἲ➨䠐᮲䚸ປാ⪅ὴ㐵ἲ⾜௧➨䠎᮲㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
⚟ᓥ┴䚸ᓥ᰿┴䚸ᒸᒣ┴䚸㑣㈡⏫䚸㧗ᯇᕷ䚸⇃ᮏ┴䚸ศ┴㻌
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㻌
䕿ᮏ⏫䛜㐠Ⴀ䛩䜛⏫❧㝔䛷䛿䚸㻟㻢㻡 ᪥ 㻞㻠 㛫ᩆᛴᝈ⪅䛾ཷධ䜜䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛜䚸ᖺᗘᮎ䛻䚸」ᩘ䛾┳ㆤ
⫋ဨ䛜㏥⫋䛸䛺䜚䚸┳ㆤ⫋ဨ䛾⿵☜ಖ䛾┠㏵䛜❧䛯䛪䚸䠐᭶䛛䜙䚸ᖹ᪥䛾᪥ᖏ௨እ䛾ᩆᛴཷධ䜜䜢㠃
୰Ṇ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛯䚹⏫䛾✚ᴟⓗ䛺᥇⏝άື䛻ຍ䛘䚸┴䜔㛵ಀᅋయ➼䛜┳ㆤᖌ☜ಖ䜢ᨭ䛧䚸᪥
᭙᪥䛾᪥ᖏ䛾┳ㆤᖌ䛾☜ಖ䛜䛷䛝䛯䛣䛸䛛䜙䚸䠐᭶䛛䜙䚸᪥᭙᪥䛾᪥ᖏ䛷䛾ᩆᛴཷධ䜜䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䚹
ᗋ䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍㒊ఇᗋ䛧ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䠒᭶䛛䜙䚸┳ㆤᖌ䛾ົయไ䛾ኚ᭦➼䛻䜘䜚䚸ᅵ᭙᪥䛾᪥
ᖏ䛸ᖹ᪥㐌䠏᪥䛿 㻞㻝 䜎䛷䛾ᩆᛴཷධ䜜䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸㐌䠐᪥䛾ኪ㛫䛸῝ኪᖏ䛾ᩆᛴཷධ䛿
୰Ṇ䛾䜎䜎䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹་ᖌ㊊䛾䛯䜑ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚸䜈䛝ᆅ➼䛻䛚䛡䜛ປാ⪅ὴ㐵ἲ䛾㐺⏝㝖እ䜢䚸
㊊䛧䛶䛔䜛┳ㆤ⫋ဨ➼་⒪ᚑ⪅䛻䜒ㄆ䜑䚸㐌䠍䚸䠎ᅇ䛾䝇䝫䝑䝖ⓗ䛺་⒪ᚑ⪅䛾ὴ㐵䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖ປാ
⪅ὴ㐵ἲ䛾つไ䜢⦆䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᮏ⏫䛷ᢪ䛘䜛┳ㆤᖌ䜢䛿䛨䜑་⒪ᚑ⪅㊊䛾ゎᾘ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
䕿ᙜ┴䛻䛚䛔䛶䜒䚸┳ㆤ⫋ဨ䛾ᩘ䛻䛿ᆅᇦᕪ䛜䛒䜚䚸≉䛻 㻡㻜 ṓᮍ‶䛾ᵓᡂྜ䛜ⴭ䛧䛟ప䛔ḟ་⒪ᅪ䛜䛒
䜛䚹ᚰ㌟䛾㈇ᢸ䛜䛝䛔ኪᴗົ䛺䛹䛿䚸㻡㻜 ṓ௨ୖ䛾┳ㆤ⫋ဨ䜢య䛸䛧䛯యไ䛷⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒
䜚䚸ᨺ⨨䛩䜜䜀་⒪ᥦ౪యไ䛾ぢ┤䛧䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸䛭䛾䜘䛖䛺ᆅᇦ䜈┳ㆤ⫋ဨ䜢ㄏᑟ䛩䜛䛣䛸䛜
ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
䕿ᑗ᮶䛾ᆅᇦ་⒪䜢ᨭ䛘䜛┳ㆤᖌ➼་⒪ᚑ⪅䛾㣴ᡂ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ୖ䛷䚸㐣ᆅᇦ䡡㞳ᓥ䛻䛚䛡䜛་⒪䜢⥔ᣢ
䛩䜛䛯䜑䛾ேᮦ☜ಖ⟇䛸䛧䛶䚸ไᗘ䛾ぢ┤䛧䜔つไ⦆䛻╔ᡭ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛿ᚲせᛶ䛜㧗䛔䚹㻌
䕿ᮏ┴䛻䛚䛔䛶䜒䚸┳ㆤ⫋ဨ䛜㒔ᕷ㒊䜈㞟୰䛧ᆅᇦ೫ᅾ䛜㢧ⴭ䛷䛒䜛䚹䜈䛝ᆅ䛷䛿䚸┳ㆤ⫋ဨ㊊䛻䜘䜚┳ㆤ
タᇶ‽䜢㑂Ᏺ䛩䜛䛾䛜䜔䛳䛸䛾≧ἣ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸⇃ᮏᆅ㟈௨㝆䚸⿕⅏ᆅᇦ䠄≉䛻㜿⸽ᆅᇦ䠅䛷䛾┳ㆤ⫋ဨ
䛾㞳⫋䛜ቑຍ䛧䚸┳ㆤᖌ☜ಖ䛿ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹䜈䛝ᆅ་⒪䜢ᆅᇦయ䛷ᨭ䛩䜛యไ䛜ᵓ⠏䛥䜜䜜䜀䚸
ఫẸ䛾ᏳᚰᏳ䛺⏕ά䛻䜒䛴䛺䛜䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
䕿ᙜ┴䛻䛚䛔䛶䜒㐣ᆅᇦ➼䛻䛚䛔䛶┳ㆤ⫋ဨ䛾☜ಖ䛜ᅔ㞴䛺≧ἣ䛜䛒䜛䚹ேᮦ☜ಖ䛾ᅔ㞴䛺ᆅᇦ䜈䛾ᨭ
᪉⟇䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸㒔ᕷ㒊་⒪ᶵ㛵➼䛛䜙ேဨ㊊䛻ᝎ䜐ᆅᇦ䜈䛾་⒪ᚑ⪅䛾ὴ㐵䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䛺
つไ⦆䛿ᚲせ䛺䛣䛸䛸⪃䛘䜛䚹㻌
䕿ᥦ┴䛜ලయⓗ䛺ᨭ㞀䛸䛧䛶ᣦ䛧䛶䛔䜛ၥ㢟Ⅼ䛿䚸ᮏ┴䛻䛚䛔䛶䜒ᙜ䛶䛿䜎䜛䛯䜑䚸ཧ⏬䛻ྠព䛩
䜛䚹㻌
⌧≧䜈䛝ᆅ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸୰ᚰ㒊䜢㝖䛝䛹䛾ᆅ༊䛻䛚䛔䛶䜒┳ㆤ⫋䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛯་⒪ᚑ⪅䛿㊊䛧䛶䛔䜛
䛣䛸䛛䜙䚸䛒䜙䜖䜛ᡭẁ䛷☜ಖ䛷䛝䜛䜘䛖䛺⤌䜏䛜䜎䛪䛿ᚲせ䛸⪃䛘䜛䚹㉁䛾ྥୖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㞠⏝ᚋ䛻ᙜヱ
་⒪ᶵ㛵䛸䛸䜒䛻᳨ウ䛧ᐇ㊶䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅
┳ㆤ⫋ဨ➼䛜⾜䛖་⒪㛵ಀᴗົ䛻䛴䛔䛶ປാ⪅ὴ㐵ᴗ䜢⾜䛖䛣䛸䛿䚸䐟་⒪ᥦ౪䝏䞊䝮䛾ᵓᡂဨ䛜ὴ㐵ປ
ാ⪅䜢≉ᐃ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䚹䠄≉ᐃ䛷䛝䛯䛸䛧䛶䜒ὴ㐵ඖᴗ䛾㒔ྜ䛻䜘䛳䛶ὴ㐵ປാ⪅䛜ᕪ䛧᭰䛘䜙䜜䜛ሙྜ
䜒䛒䜛䛣䛸䚹䠅䐠་⒪ᥦ౪䜢⾜䛖䝏䞊䝮䛾ᵓᡂဨྠኈ䛾⬟ຊᢕᥱ䜔ពᛮ㏻䛜༑ศ䛻䛺䛥䜜䛪䚸䛭䛾⤖ᯝ䚸ᝈ
⪅䛻ᥦ౪䛥䜜䜛་⒪䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䛛䛽䛺䛔䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛣䛸䛺䛹䛛䜙䚸ཎ๎䛸䛧䛶⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸┳ㆤ⫋ဨ䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛔䛶䚸ᆅᇦ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖᇶ㔠䜢ά⏝䛩䜛䛺䛹䛧䛶䚸㒔
㐨ᗓ┴䝘䞊䝇䝉䞁䝍䞊➼䛸㐃ᦠ䛧䛴䛴䚸ྛ✀ᑐ⟇䜢ᐇ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸᪂䛯䛺ྲྀ⤌䛸䛧䛶䚸
䜈䛝ᆅ䛻䛚䛡䜛┳ㆤ⫋ဨ☜ಖ➼䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸㒔㐨ᗓ┴䝘䞊䝇䝉䞁䝍䞊䚸ᆅ᪉⮬య䚸㝔ᅋయ➼䛜㐃ᦠ䛧
䛶ྲྀ䜚⤌䜐䛂ᆅᇦ䛻ᚲせ䛺┳ㆤ⫋䛾☜ಖ᥎㐍ᴗ䛃䜢᥎㐍䛧䛶䛚䜚䚸ᖹᡂ 㻟㻜 ᖺᗘ䛛䜙ᒸᒣ┴䚸⇃ᮏ┴➼䠑┴䛻
䛚䛔䛶ඛ⾜ⓗ䛺ྲྀ⤌䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹䛘䜀䚸⇃ᮏ┴䛻䛚䛔䛶䛿䚸⇃ᮏ┴䝘䞊䝇䝉䞁䝍䞊䛜ົᒁ䛸䛺䜚䚸⇃ᮏ
┴䚸㜿⸽ᆅᇦ䛾ᕷ⏫ᮧ䚸་ᖌ➼䛸䛸䜒䛻䚸㜿⸽ᆅᇦ䛾┳ㆤ⫋䛾Ᏻᐃ☜ಖ䞉ᐃ╔䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜䛖ሙ䜢タ䛡
䛶䚸䝉䜹䞁䝗䜻䝱䝸䜰䛾ᑵᴗಁ㐍䜔䚸ാ䛝⥆䛡䜙䜜䜛⫋ሙ⎔ቃ䛾ᩚഛ➼䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛸ᢎ▱䛧䛶䛔䜛䚹ཌ⏕
ປാ┬䛸䛧䛶䛿䚸ᮏᴗ䛾᥎㐍䛻ᘬ䛝⥆䛝ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛝䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᥦᅋయࡽࡢぢゎ
ᅇ⟅䛾๓ẁ䛻䛚䛔䛶䚸┳ㆤ⫋ဨ➼䛜⾜䛖་⒪㛵ಀᴗົ䛻䛴䛔䛶ປാ⪅ὴ㐵ᴗ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䚸ཎ๎䛸䛧䛶⚗Ṇ
䛥䜜䛶䛔䜛⌮⏤䜢ᩍ♧䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛䛜䚸䜈䛝ᆅ➼䛾་⒪ᶵ㛵䜈䛾ὴ㐵䛜䚸་ᖌ䛻䛿ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛୰䛷䚸┳
ㆤ⫋ဨ➼䚸䛾་⒪ᚑ⪅䛻䛴䛔䛶䚸ᙜヱ⌮⏤䛻䜘䜚ὴ㐵䛜ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䛸䛔䛖䛾䛿䚸ྜ⌮ⓗ䛺ㄝ᫂䛸䛿ゝ䛘
䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䜎䛯䚸䛤ᣦ䛥䜜䜛ᠱᛕ䛻䛴䛔䛶䛿䚸་ᖌ䛾ὴ㐵䛸ྠᵝ䛻䚸๓䛾◊ಟ䜢⾜䛖䛸䛔䛳䛯ᥐ⨨
䜢ㅮ䛨䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᑐᛂ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᅇ⟅䛾ᚋẁ䛻䛚䛔䛶䚸ᆅᇦ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖᇶ㔠䛾ά⏝䛺䛹䛻䜘䜚䚸ᘬ䛝⥆䛝┳ㆤ⫋ဨ䛾☜ಖ䜢㐍䜑䛶
䛔䛝䛯䛔䛸䛾䛣䛸䛷䛒䜛䛜䚸ᮏ┴䛻䛚䛔䛶䜒䚸䜈䛝ᆅ┳ㆤ⫋ဨ☜ಖ䞉ᐃ╔᥎㐍ᴗ䜢⾜䛖䛺䛹䚸┳ㆤ⫋ဨ䛾☜ಖ
䛾䛯䜑䛾⟇䜢㐍䜑䛶䛔䜛୰䛷䚸ᆅᇦ་⒪䜢Ᏺ䛳䛶䛔䛟䛯䜑䛾㑅ᢥ⫥䜢䚸䠍䛴䛷䜒ቑ䜔䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖䛾䛜
ᅇ䛾ᥦ䛾㊃᪨䛷䛒䜛䚹⌧䛻䚸་ᖌ䛾䜈䛝ᆅὴ㐵䛻䛴䛔䛶䛿䚸་ᖌ㊊䛻ᑐ䛧䛶䚸䛒䜙䜖䜛⟇䜢ㅮ䛨䜛䛯䜑
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䛾䚸䠍䛴䛾㑅ᢥ⫥䛸䛧䛶ゎ⚗䛥䜜䛯⤒⦋䛜䛒䛳䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜚䚸┳ㆤ⫋ဨ➼䚸䛾་⒪ᚑ⪅䛾㊊䛻䛴䛔䛶
䛿䚸་ᖌ㊊䛸ྠᵝ䛾≧ἣ䛻䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ྠ䛨䝺䝧䝹䛷䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
䛺䛚䚸ཌ⏕ປാ┬䛜᪂䛯䛻ඛ⾜ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛸䛧䛶䛔䜛⇃ᮏ┴䜔ᒸᒣ┴䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᅇ䛾ᥦ
䛾㏣ຍඹྠᥦᅋయ䛻䛺䛳䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䜒䜟䛛䜛䜘䛖䛻䚸᪤Ꮡ䛾ไᗘ䛻䛸䛹䜎䜙䛪䚸䛒䜙䜖䜛⟇
䜢ά⏝䛧䛶┳ㆤ⫋ဨ☜ಖᑐ⟇䛻ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛜ᆅ᪉䛾ጼໃ䛷䛒䜚䚸ᅇ䛔䛯䛰䛔䛯➨䠍ḟᅇ⟅䛷䛿䚸
ᐇែ䛾ᨵၿ䛻䛿䚸༑ศᑐᛂ䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
⌧ሙ䛾ኌ䛻┿ᦸ䛻⪥䜢ഴ䛡䚸᪂䛯䛺┳ㆤ⫋ဨ☜ಖ⟇䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䚸๓ྥ䛝䛛䛴᪩ᛴ䛺᳨ウ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㏣ຍඹྠᥦᅋయࡽࡢぢゎ
䛆ᒸᒣ┴䛇㻌
ᒸᒣ┴䛻䛚䛔䛶䝰䝕䝹ᴗ䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛰䛂ᆅᇦ䛻ᚲせ䛺┳ㆤ⫋䛾☜ಖ᥎㐍ᴗ䛃䛿䚸┴༡す㒊䜢ᑐ㇟䛻䝉䜹䞁
䝗䜻䝱䝸䜰ᨭ䚸ᆅᇦ䛷┳ㆤ⫋䛸䛧䛶ᑵᴗ⥅⥆䛩䜛䛯䜑䛾ᨭ䚸㝔䛸㐃ᦠ䛧䛯㏥㝔ពྥ┳ㆤ⫋䛾ಶู䜻䝱䝸䜰
ᨭ➼䛷䛒䜛䚹ᅇ䛿䚸ᮏᴗ䛾ᐇ䛻ຍ䛘䚸ᆅᇦ೫ᅾ䜈䛾ᑐᛂ䜢䛥䜙䛻㐍䜑䜛䛯䜑䛻ປാ⪅ὴ㐵ἲ䛾つไ
⦆䛻䛴䛔䛶ᥦ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌


ᅜ▱࣭ᅜᕷ㛗࣭ᅜ⏫ᮧࡽࡢពぢ
䛆ᅜ▱䛇㻌
ປാ⪅ὴ㐵ἲୖㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛔䜈䛝ᆅ䜈䛾་ᖌ௨እ䛾་⒪㛵ಀ⫋✀䛾ὴ㐵䛻䛴䛔䛶䚸ᙎຊⓗ䛺㐠⏝䜢ᅗ䜛
䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
䛆ᅜᕷ㛗䛇㻌
ᥦ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸✚ᴟⓗ䛺᳨ウ䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䛆ᅜ⏫ᮧ䛇㻌
ᥦᅋయ䛾ពぢ䜢༑ศ䛻ᑛ㔜䛧䚸✚ᴟⓗ䛻᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌


ᥦເ㞟᳨ウᑓ㛛㒊ࡽࡢ࡞᳨ウࡢどⅬ㸦㔜Ⅼ㡯㸧㻌
䚽䠍ḟ䝠䜰䝸䞁䜾䛻䛚䛔䛶䚸ᖺᮎ䛾㛶㆟Ỵᐃ䜎䛷䛻୍ᐃ䛾⤖ㄽ䜢ᚓ䛯䛔᪨䛾Ⓨゝ䛜䛒䛳䛯䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸᪩ᛴ䛻
㛵ಀᅋయ➼䛸༠㆟䛾ୖ䚸➨䠎ḟᅇ⟅䛷䛿୍ᐃ䛾ලయⓗ䛺᪉ྥᛶ䜢䛚♧䛧䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
䚽┳ㆤ⫋ဨ➼䛾་⒪ᚑ⪅䛻䛴䛔䛶䜒䚸䝏䞊䝮་⒪䜈䛾ᠱᛕ䛻䛴䛔䛶䛿་ᖌ䛸ྠ䛨䛟๓䛾◊ಟ䜢⾜䛖䛸䛔
䛳䛯ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䜈䛝ᆅ➼䛾་⒪ᶵ㛵䜈䛾ὴ㐵䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
䚽ᆅᇦ་⒪䜢Ᏺ䛳䛶䛔䛟䛯䜑䛾㑅ᢥ⫥䜢⌧⾜䛾ྲྀ⤌䛻ຍ䛘䛶䠍䛴䛷䜒ቑ䜔䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖ᅇ䛾ᥦ䠄ᆅ᪉䛛
䜙䛾ษᐇ䛺ኌ䠅䛻䚸ཌ⏕ປാ┬䛸䛧䛶䛹䛖䛧䛶䜒ᑐ䛩䜛⌮⏤䛿䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸰ḟᅇ⟅
⌧ᅾ䚸䝏䞊䝮་⒪䛾☜ಖ䛺䛹䛾ㄽⅬ➼䛻䛴䛔䛶㛵ಀᅋయ䛸༠㆟୰䛷䛒䜚䚸ཌ⏕ປാ┬䛸䛧䛶䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸ᆅ
ᇦ་⒪䛾☜ಖ䜔་⒪Ᏻ㠃䛻䛴䛔䛶య䛸䛧䛶ᦆ䛺䜟䜜䜛䛣䛸䛜䛺䛔᪉⟇䛸ే䛫䛶䚸ៅ㔜䛻᳨ウ䛧䛶䜎䛔䜚䛯
䛔䚹㻌
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௧ඖᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ཌ⏕ປാ┬㻌 ➨䠎ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻝㻞㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 ་⒪䞉⚟♴㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
㌿㝔䛻ಀ䜛デ⒪ሗ㓘䛾⟬ᐃ᪉ἲ䛾ぢ┤䛧㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᒾᡭ┴䚸┒ᒸᕷ䚸୍㛵ᕷ䚸㝣๓㧗⏣ᕷ䚸す㈡⏫䚸୍ᡞ⏫㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồ䜑䜛ᥐ⨨䛾ලయⓗෆᐜ㻌
䞉㌿㝔䛻ಀ䜛デ⒪ሗ㓘䛾⟬ᐃ᪉ἲ䛾ぢ┤䛧䠄ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䚸㛤タ⪅䛜ྠ୍䛾㝔㛫䛷㌿㝔䛧䛯ሙྜ䛷䜒䚸
㝔䛤䛸䛾ධ㝔᪥䜢㉳⟬᪥䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䠅㻌
䞉ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛾ᢎㄆせ௳䛷䛒䜛⤂⋡䞉㏫⤂⋡䛻䚸ྠ୍㛤タ⪅䛻䜘䜛㝔㛫䛷䛾⤂䜒ྵ䜑䛶⟬ᐃ㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
ᗈ䛺┴ᅵ䜢᭷䛧䚸་⒪㈨※䛾ஈ䛧䛔ᆅᇦ䜢ᢪ䛘䜛ᒾᡭ┴䛷䛿䚸┴䛜㛤タ⪅䛸䛺䛳䛶 㻞㻢 ┴❧㝔➼䠄㻞㻜 㝔
ཬ䜃䠒ᆅᇦデ⒪䝉䞁䝍䞊䠅ཬ䜃䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊䛺䛹䜢タ⨨䛧䚸ྛḟಖ་⒪ᅪ䛻䛚䛡䜛ᇶᖿ㝔䛸
䛧䛶䛾ᙺ䜔䚸㏻䜔་⒪㈨※䛻ᜨ䜎䜜䛺䛔ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛䚸ᆅᇦ䛾ึᮇ་⒪➼䛾ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䜛䚹䛣䜜
䜙䛾┴❧㝔➼䛻䛚䛔䛶䛿䚸ྛ་⒪ᅪᇦෆ䛷デ⒪ᶵ⬟䜢ศᢸ䛧䚸ᆅᇦ་⒪㐃ᦠ㻔䞉デ㐃ᦠ㻕䜢ᅗ䜚䛺䛜
䜙䚸ᆅᇦఫẸ䜈䛾㐺ษ䛺་⒪ᥦ౪యไ䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䜛䚹㻌
⌧⾜䛾デ⒪ሗ㓘䛾⟬ᐃ᪉ἲ䛻䛚䛔䛶䚸ᝈ⪅䛜㌿㝔䛧䛯ሙྜ䚸㏻ᖖ䛿ධ㝔ᮇ㛫䛜䝸䝉䝑䝖䛥䜜䜛䛜䚸ྠ୍䛾㛤タ
⪅䛺䛹䛂≉ู䛾㛵ಀ䛃䛾ሙྜ䛿䚸ධ㝔ᮇ㛫䛜㏻⟬䛥䜜䜛ྲྀᢅ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᇶᖿ䛾┴❧㝔䛛䜙ධ㝔
ᝈ⪅䜢ཷ䛡ධ䜜䛯ᚋ᪉ᨭ䛾┴❧㝔䛿䚸ᐇ㉁ⓗ䛻䛿᪂つᝈ⪅䛷䛒䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸ᇶᖿ㝔ศ䜒ྵ䜑䛯ධ
㝔ᮇ㛫䛸䛺䜚䚸ධ㝔ᇶᮏᩱ䜈䛾ୗグຍ⟬䛜ప㢠ཪ䛿⟬ᐃྍ䛻䛺䜛䚹㻌
䞉㻝㻠 ᪥௨ෆ䛾ᮇ㛫䈈䠍᪥䛒䛯䜚 㻠㻡㻜 Ⅼ䠄䠍Ⅼ䠙㻝㻜 䛷 㻠㻘㻡㻜㻜 䠅㻌
䞉㻝㻡 ᪥௨ୖ 㻟㻜 ᪥௨ෆ䛾ᮇ㛫䈈䠍᪥䛒䛯䜚 㻝㻥㻞 Ⅼ㻌
䜎䛯䚸ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛾ᢎㄆせ௳䛷䛒䜛⤂⋡䞉㏫⤂⋡䛻䛴䛔䛶䚸ྠ୍㛤タ⪅㛫䛷䛾⤂䜢ྵ䜑䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䞉ධ㝔ᝈ⪅䜈䛾䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ㻌
䞉䛂≉ู䛾㛵ಀ䛃䛾㝔㛫䛷䛾㌿㝔ຍ⟬䛜ㄆ䜑䜙䜜䛯ሙྜ䚸㈈ᨻᇶ┙䛜Ᏻᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᆅᇦᨭ㝔䛸䛧
䛶䚸㧗ᗘ་⒪ᶵჾ䛾ᩚഛ䚸◊ಟ䛾ᐇ䛺䛹䛜ᅗ䜙䜜䚸ᆅᇦఫẸ䜈䛾㐺ษ䛺་⒪యไ䛾ᵓ⠏䛜᥎㐍䛥䜜䜛䛸ᮇ
ᚅ䛥䜜䜛䚹㻌
䞉ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛻ㄆᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᆅᇦ䛾䛛䛛䜚䛴䛡་䛛䜙䛾⤂ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪
䛾ᥦ౪䚸་⒪ᶵჾ➼䛾ඹྠ⏝䚸ᆅᇦ་⒪ᚑ⪅䛾◊ಟ䛺䛹䜢⾜䛔䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛་⒪䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻ᚲせ
䛺ᨭ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ་⒪䛾ᐇ䛜ᅗ䜙䜜䜛䚹㻌

㻌
᰿ᣐἲ௧➼㻌
䞉デ⒪ሗ㓘䛾⟬ᐃ᪉ἲ䠄ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺཌ⏕ປാ┬࿌♧➨ 㻡㻥 ྕ䠅ู⾲➨୍➨䠍❶➨䠎㒊㏻๎䠑㻌
䞉་⒪ἲ䛾୍㒊䜢ᨵṇ䛩䜛ἲᚊ䛾⾜䛻䛴䛔䛶䠄ᖹᡂ୍䚽ᖺ᭶୍᪥ᨻⓎ➨භ୕ྕྛ㒔㐨ᗓ┴▱䛒
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䛶ཌ⏕┬ᗣᨻ⟇ᒁ㛗㏻▱䠅➨䛾୕䠄୍䠅㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
⚟ᓥ┴䚸ᑠᯇᕷ䚸㧗ᯇᕷ䚸Ᏹᓥᕷ㻌

㻌
䕿ᕷ❧䠐㝔䛾䛖䛱䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁㝔䛷䛿䚸ᛴᛶᮇ་⒪䛻ᘬ䛝⥆䛝ᅇᮇ䛾䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛜ᚲせ䛺
ᝈ⪅䛾ཷධ䜜䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᙜᕷ㐠Ⴀ䛾ᇶᖿ㝔䛛䜙ᝈ⪅䛜㌿㝔䛧䛯ሙྜ䚸䛂≉ู䛾㛵ಀ䛃䛸䛧䛶ධ㝔ᮇ㛫䛜㏻⟬䛥䜜䜛ྲྀᢅ䛔䛸䛺䛳䛶䛔䜛
䛣䛸䛛䜙䚸㝔䛛䜙䛾㌿㝔ᝈ⪅䛾ሙྜ䛸ྠ䛨ᑐᛂ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸ධ㝔ᇶᮏᩱ䜈䛾ୗグຍ⟬➼䛜
⟬ᐃྍ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䞉་⒪Ᏻᑐ⟇ຍ⟬䠎䈈ධ㝔ึ᪥ 㻟㻜 Ⅼ㻌
䞉་⒪Ᏻᑐ⟇ᆅᇦ㐃ᦠຍ⟬䠎䈈㻞㻜 Ⅼ䠄་⒪Ᏻᑐ⟇ຍ⟬䠎䛾ຍ⟬䠅㻌
䞉ឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬䠎䈈ධ㝔ึ᪥ 㻥㻜 Ⅼ㻌
䞉デ⒪㘓⟶⌮యไຍ⟬䠎䈈ධ㝔ึ᪥ 㻟㻜 Ⅼ㻌
䞉䝕䞊䝍ᥦฟຍ⟬䠎䈈ධ㝔୰䠍ᅇ 㻞㻝㻜 Ⅼ㻌
䞉ᥦฟ䝕䞊䝍ホ౯ຍ⟬䈈㻞㻜 Ⅼ䠄䝕䞊䝍ᥦฟຍ⟬䠎䛾ຍ⟬䠅㻌
䕿」ᩘ䛾ᕷ❧་⒪ᶵ㛵䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸⌧≧䛜┴䛸␗䛺䜛䛜䚸ྛ་⒪ᅪᇦෆ䛷䛾デ⒪ᶵ⬟䜢ศᢸཬ䜃ᆅ
ᇦ་⒪㐃ᦠ㻔䞉デ㐃ᦠ㻕䜢᥎㐍䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸ඹྠᥦ䜢⾜䛖䜒䛾䚹㻌
䕿ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛻ㄆᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䛷䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᆅᇦ䛾䛛䛛䜚䛴䛡་䛛䜙䛾⤂ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪
䛾ᥦ౪䚸་⒪ᶵჾ➼䛾ඹྠ⏝䚸ᆅᇦ་⒪ᚑ⪅䛾◊ಟ䛺䛹䜢⾜䛔䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛་⒪䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻ᚲせ
䛺ᨭ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ་⒪䛾ᐇ䛜ᅗ䜙䜜䜛䚹㻌
䕿䛣䛾䜘䛖䛺䝹䞊䝹䠄ྠ୍㛤タ⪅ྠኈ䛷䛾ᝈ⪅䛾⤂䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛻䚸デ⒪ሗ㓘ୖ䛾ไ⣙䠅䛜䛷䛝䛯䛾䛿䚸ྠ
୍㛤タ⪅䛾་⒪ᶵ㛵ྠኈ䛷ఱᗘ䜒ᝈ⪅䜢⤂䛧ྜ䛔䚸㧗䛔Ⅼᩘ䜢ᚓ䜘䛖䛸䛩䜛ᝏ㉁䛺་⒪ᶵ㛵䛜ฟ䛶䛟䜛䛯䜑
䛷䛿䛺䛔䛛䛸᥎ 䛩䜛䛜䚸᭱㏆䛿ྠ୍㛤タ⪅䛾་⒪ᶵ㛵䛷䜒ᶵ⬟ศ䠄㻭 㝔䛿ᛴᛶᮇ䚸㻮 㝔䛿៏ᛶᮇ➼䠅
䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䛶䛚䜚䚸䜎䛯Ჷ䛾┳ㆤᖌ䛜≉䛻ᛁ䛧䛔䛾䛜䚸ධ㏥㝔䛷䛒䜚䚸ୖグ䛾䜘䛖䛺ᝏ㉁䛺䛣䛸
䜢⾜䛖་⒪ᶵ㛵䛿ᑡ䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹䜎䛯䚸㝔⤖ᆺ་⒪䛛䜙ᆅᇦ⤖ᆺ་⒪䜈䛾㌿䜢┠ᣦ䛧
䛶䛔䛺䛜䜙䚸ྠ୍㛤タ⪅䛾་⒪ᶵ㛵䜢⤂ඛ䛾㑅ᢥ⫥䛛䜙㝖䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䠄ྠ୍㛤タ⪅䛾་⒪ᶵ㛵䜈
⤂䛩䜛䛸㏫⤂⋡䛜ୗ䛜䜛䛯䜑䠅䛾䛿䚸ᆅᇦ⤖ᆺ་⒪䜢┠ᣦ䛩ୖ䛷䛾ᘢᐖ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜛䚹≉䛻㐣ᆅᇦ
䛷䛿་⒪ᶵ㛵䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑䚸㏫⤂⋡䜢ୖ䛢䛯䛔䛸⪃䛘䜛䛸䚸⤂䛩䜛་⒪ᶵ㛵䛜㝈䜙䜜䛶䛧䜎䛖䛸䛔䛳䛯ၥ㢟
䛜䛒䜛䚹䜎䛯䚸䛣䛾䜘䛖䛺䝹䞊䝹䠄ྠ୍㛤タ⪅ྠኈ䛷䛾ᝈ⪅䛾⤂䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛻䚸デ⒪ሗ㓘ୖ䛾ไ⣙䠅䜢↓䛟
䛩䛣䛸䛷䚸䛹䛾㝔䛻ධ㝔䛧䛶䛔䛯䛾䛛䚸䛹䛾㝔䛛䜙⤂䛥䜜䛶䛝䛯䛾䛛䚸䛹䛾㝔䜈⤂䛩䜛䛾䛛䛾☜ㄆ
䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛺䛟䛺䜚䚸་⒪ᶵ㛵䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛸䛺䜛䚹㻌
䕿ᙜ┴❧㝔䛜⨨䛩䜛䛾䛿୰ᒣ㛫ᆅᇦ䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅᇦཬ䜃⢭⚄་⒪䛷䛒䜛䛜䚸ᒾᡭ┴䛸ྠᵝ䛻
ᗈ䛺┴ᅵ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䚹ྠ୍㛤タ⪅䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⥅⥆䛻䛴䛔䛶䛿䚸デ⒪ሗ㓘䛻ᇶ䛵䛝⥅⥆ᢅ䛔䛻䛶⟬
ᐃ䛧䛶䛔䜛䛜䚸Ẹ㛫㝔➼䛛䜙䛾⤂ᝈ⪅䛸ఱ䜙ᑐᛂ䛿ኚ䜟䜙䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸䛂ධ㝔᪥䛃䠙䛂㉳⟬᪥䛃䛸䛧䛶䛾ᨵ
ṇ䜢せᮃ䛩䜛䚹䛺䛚䚸䛣䛾䛣䛸䛻䜘䜚䚸┴❧㝔௨እ䛻䜒ྠ୍㛤タ⪅䛾බⓗ㝔䜔Ẹ㛫㝔➼䛻䛚䛔䛶䜒ྠᵝ
䛾ྲྀᢅ䛔䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅
デ⒪ሗ㓘䛻䛚䛔䛶䛿䚸ಶ䚻䛾ᝈ⪅䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛯ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ䛷㉁䛾㧗䛔ධ㝔་⒪䜢ᥦ౪䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸
་⒪ᶵ㛵䛻㛗ᮇ䛻ධ㝔䛧䛶䛔䜛ሙྜ䚸䠍᪥༢䛾Ⅼᩘ䛜㏴ῶ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹௬䛻䛤ᥦ䛾䛸䛚䜚䚸་
⒪ᶵ㛵ྠኈ䛜≉ู䛺㛵ಀ䛻䛒䜛ሙྜ䛻䛴䛔䛶䚸ධ㝔ᮇ㛫䛾䝸䝉䝑䝖䜢⾜䛖䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛䛸䚸⤒Ⴀయ䛜ྠ୍䛾་
⒪ᶵ㛵䛾୰䛷䚸་⒪ᶵ㛵䛾㔞䛷ᝈ⪅䜢⛣䛩䛣䛸䛷䚸Ⅼᩘ䛾㏴ῶ䜢䝸䝉䝑䝖䛧䛶㧗䛔Ⅼᩘ䜢⟬ᐃ䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛺
䜛䚹デ⒪ሗ㓘䛿䛭䛾㈝⏝䜢ಖ㝤ᩱ䞉ᝈ⪅㈇ᢸ䞉බ㈝䛷㈥䛖䜒䛾䛷䛒䜚䚸ୖグ䛾䜘䛖䛺ྲྀᢅ䛔䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䚸ᝈ⪅
䛷䛒䜛ఫẸ䛾㈇ᢸ䜢ᙜ䛻ቑ䛥䛫䜛䛣䛸䛻⧅䛜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᝈ⪅䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛶㐺ษ䛻␗䛺䜛ᶵ⬟䛾㝔䛻㌿㝔䛥䛫䛯ሙྜ䛿䚸⌧Ⅼ䛷䜒ධ㝔ᮇ㛫䜢㏻⟬䛧䛺䛔ྲྀ
ᢅ䛔䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸ᝈ⪅䛾ែ䛻ᛂ䛨䛯㐺ษ䛺་⒪䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛㝈䜚䚸せᮃ䛾㊃᪨䛿⌧Ⅼ䛷䜒‶䛯䛥䜜
䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛿䚸ᝈ⪅䛻㌟㏆䛺ᆅᇦ䛷་⒪䛜ᥦ౪䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䚸⤂ᝈ⪅䛻ᑐ䛩
䜛་⒪ᥦ౪➼䜢⾜䛔䚸䛛䛛䜚䛴䛡་➼䜈䛾ᨭ䜢㏻䛨䛶ᆅᇦ་⒪䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛㝔䛸䛧䛶䚸ᖹᡂ䠕ᖺ䛾་⒪ἲ
ᨵṇ䛻䛚䛔䛶タ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᆅᇦ䛾デ⒪ᡤ䜢ཷデ䛧䛯ୖ䛷⤂䛥䜜䛶䛟䜛ᝈ⪅䛻ᑐ䛧䛶་⒪
ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䜢ᇶᮏ䛸䛧䚸䛤ᣦ䛾ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔⤂⋡䛜୍ᐃ௨ୖ䛷䛒䜛䛣䛸䜢せ௳䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛤ᥦ
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通番18
䛾䜘䛖䛻䚸୍ᚊ䛻ྠ୍䛾㛤タ⪅䛾་⒪ᶵ㛵䛾㛫䛷䛾⤂ᝈ⪅䜢⤂ᝈ⪅䛸䛧䛶ホ౯䛩䜛䛸䚸䛘䜀䚸デ⒪ᡤ䛛
䜙ྠ୍䛾㛤タ⪅䛾㝔䛻ᝈ⪅䜢⤂䛧䛯㝿䛻䚸ᙜヱᝈ⪅䛜ᙜヱ㝔䛾⤂ᝈ⪅䛸䜹䜴䞁䝖䛥䜜䛶ホ౯䛥䜜䜛䛣
䛸䛸䛺䜚䚸ᙜヱデ⒪ᡤ䛻䛿䚸䛻䚸ᝈ⪅䛻㌟㏆䛺㐺ษ䛺㝔䠄㛤タ⪅䛜ྠ୍䛷䛺䛔䠅䛜䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸㐲䛟䛾㛤
タ⪅䛜ྠ୍䛾㝔䛻⤂䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜⏕䜎䜜䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸ᝈ⪅䛾┈䛻䛴䛺䛜䜛䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᥦᅋయࡽࡢぢゎ
≉ู䛾㛵ಀ䛻䛒䜛་⒪ᶵ㛵䛾㛫䛷䛾㌿㝔䛻䛴䛔䛶䚸ᆅᇦせ௳䠄་⒪㈨※䛾ᑡ䛺䛔ᆅᇦ䛻䛒䜛་⒪ᶵ㛵➼䠅䜔
ᝈ⪅䛾≧ែ䛻䜘䜛せ௳䠄⮬㝔䛷⾜䛘䛺䛔⒪䜢ᚲせ䛸䛩䜛ሙྜ➼䠅䛺䛹䚸୍ᐃ䛾᮲௳ୗ䛾䜏䛻㝈ᐃ䛩䜜䜀䚸་
⒪ᶵ㛵䛜ຍ⟬┠ⓗ䛷ᝈ⪅䜢⛣䛩䛣䛸䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹䛭䜒䛭䜒䚸≉ู䛾㛵ಀ䛻䛺䛔㝔㛫䛷䛿Ⅼᩘ
㏴ῶ䛾䝸䝉䝑䝖䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸≉ู䛾㛵ಀ䛾㝔㛫䛻䛚䛔䛶䜒ୖグ䛾䜘䛖䛺ᑐᛂ⟇䜢ㅮ䛨䜛䛣䛸䛷䚸ఫ
Ẹ䛾㈇ᢸ䛜ᙜ䛻ቑ䛩䜛䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䜎䛯䚸⤖ᯝⓗ䛻䛿ఫẸ䛻䛸䛳䛶䛾་⒪䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ
䛻㈨䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸ఫẸ䛾⌮ゎ䛿ᚓ䜙䜜䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
୍⯡Ჷ䠄ᛴᛶᮇ䠅䛛䜙ᅇᮇ䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁Ჷ䜈䛾㌿㝔䜔䚸ᛴᛶቑᝏ䛻䜘䜛ሙྜ䛿䚸ධ㝔ᮇ㛫䜢㏻⟬䛧
䛺䛔ྲྀᢅ䛔䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸⌧Ⅼ䛷䛿䚸་⒪㈨※䛾ஈ䛧䛔ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᅇᮇ䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅
䝵䞁Ჷ䛾タᇶ‽䜢‶䛯䛩㝔䛜䛒䜛䛸䛿㝈䜙䛪䚸≉ู䛾㛵ಀ䛻䛒䜛་⒪ᶵ㛵䛾㛫䛷䚸୍⯡Ჷ䛛䜙୍⯡
Ჷ䜈䛾㌿㝔䛻䛺䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ䜔䚸⮬㝔䛷⾜䛘䛺䛔⒪䜢ᚲせ䛸䛩䜛ሙྜ䛾㌿㝔䛜䛒䜚䚸ධ㝔ᮇ㛫䛜㏻⟬
䛥䜜䜛≧ἣ䛜䛒䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸㓄៖䛾ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᆅᇦせ௳䜔ᝈ⪅䛾≧ែ䛻䜘䜛せ௳䛺䛹䚸୍ᐃ䛾᮲௳ୗ䛾䜏䛻㝈ᐃ䛩䜜䜀䚸㐲
䛟䛾㝔䜈䛾⤂䛺䛹ᝈ⪅䛾┈䛻䛴䛺䛜䜛䜘䛖䛺⤂䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
་⒪㈨※䛾ஈ䛧䛔ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㑅ᢥ䛷䛝䜛་⒪ᶵ㛵䛿ᑡ䛺䛟䚸ᆅᇦ་⒪㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䛺䛜䜙ᆅᇦఫẸ䜈䛾㐺
ษ䛺་⒪䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸≉ู䛾㛵ಀ䛻䛒䜛་⒪ᶵ㛵䜈䛾㌿㝔䜔㛤タ⪅䛜ྠ୍䛾་⒪ᶵ㛵䜈䛾⤂䛜
ᚲせ䛺䛣䛸䜢䛤⌮ゎ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㏣ຍඹྠᥦᅋయࡽࡢぢゎ
䇷㻌


ᅜ▱࣭ᅜᕷ㛗࣭ᅜ⏫ᮧࡽࡢពぢ
䇷㻌


ᥦເ㞟᳨ウᑓ㛛㒊ࡽࡢ࡞᳨ウࡢどⅬ㸦㔜Ⅼ㡯㸧㻌
䠄デ⒪ሗ㓘䛻䛴䛔䛶䠅㻌
䕿ᅇ䛾ᥦ䛾䜘䛖䛻䚸⌧Ⅼ䛷䛿㝔䛾ᶵ⬟ศ䛜༑ศ䛷䛺䛔ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸ᝈ⪅䜈䛾㐺ษ䛺་⒪䜢ᥦ౪
䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸≉ู䛾㛵ಀ䛻䛒䜛㝔㛫䛷䛾㌿㝔䛻䛺䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸୍ᐃ䛾㓄៖䛜ᚲせ
䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
䕿⌧Ⅼ䛷䛿㝔䛾ᶵ⬟ศ䛜༑ศ䛷䛺䛔ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸་⒪ᶵ㛵䛜ຍ⟬┠ⓗ䛷ᝈ⪅䜢⛣䛧䚸デ⒪ሗ㓘䛾Ⅼ
ᩘ䛾㏴ῶ䜢䝸䝉䝑䝖䛧䛶㧗䛔Ⅼᩘ䜢⟬ᐃ䛩䜛䛣䛸䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛺せ௳䛾タᐃ䛻䛴䛔䛶䚸᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰
䛝䛯䛔䚹㻌
䠄ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛻䛴䛔䛶䠅㻌
䕿ᅇ䛾ᥦ䛾䜘䛖䛻䚸㑅ᢥ䛷䛝䜛་⒪ᶵ㛵䛜ᑡ䛺䛔ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸ᝈ⪅䜈䛾㐺ษ䛺་⒪䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻
䛿䚸㛤タ⪅䛜ྠ୍䛾་⒪ᶵ㛵䛾㛫䛷䛾⤂䛻䛺䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸୍ᐃ䛾㓄៖䛜ᚲせ䛷䛿䛺
䛔䛛䚹㻌
䕿㑅ᢥ䛷䛝䜛་⒪ᶵ㛵䛜ᑡ䛺䛔ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸ᝈ⪅䛻㌟㏆䛺㐺ษ䛺㝔䠄㛤タ⪅䛜ྠ୍䛷䛺䛔䠅䛜䛒䛳䛯䛸䛧
䛶䜒䚸་⒪ᶵ㛵䛜䚸㐲䛟䛾㝔䠄㛤タ⪅䛜ྠ୍䠅䛻⤂䛧䛯㝿䛻䛿䚸⤂ᝈ⪅䛸䛧䛶ホ౯䛧䛺䛔䜘䛖䛺せ௳䛾タᐃ
䛻䛴䛔䛶䚸᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸰ḟᅇ⟅
䠄デ⒪ሗ㓘䛻䛴䛔䛶䠅㻌
≉ู䛾㛵ಀ䛻䛒䜛་⒪ᶵ㛵䛾㛫䛷䛾㌿㝔䛻ಀ䜛デ⒪ሗ㓘ୖ䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠍ḟᅇ⟅䛾䛸䛚䜚䚹᭷㆑⪅䝠
䜰䝸䞁䜾䛾㝿䛻䛤ᣦ䛾䛒䛳䛯䛂ಶู䛾ᝈ⪅䛾≧ἣ䜔䚸㌿㝔䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘䛯䛃ホ౯䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᝈ⪅䛾≧ែ
䛻ᛂ䛨䛶㐺ษ䛻␗䛺䜛ᶵ⬟䛾Ჷ䞉ᐊ䛻㌿㝔䛥䛫䛯ሙྜ䜔䚸ᛴኚ➼䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ධ㝔ᮇ㛫
䜢㏻⟬䛧䛺䛔ྲྀᢅ䛔䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛺䛚䚸ಶู䛾ᝈ⪅䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺᳨ᰝ䚸⏬ീデ᩿䚸ᢞ⸆䚸ὀᑕ䚸䝸䝝
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䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁䚸ฎ⨨䚸ᡭ⾡➼䛾ಶู䛾㡯┠䛻䛴䛔䛶䛿䚸ู㏵ホ౯䛥䜜䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䜎䛯䚸་⒪㈨※䛾ᑡ䛺䛔ᆅᇦ䛾་⒪ᶵ㛵䜈䛾㓄៖䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䛿䚸୍ᐃ䛾せ௳䜢‶䛯䛩ᆅᇦ䛾་⒪ᶵ㛵䛻
ᑐ䛧䛶䚸タᇶ‽䛾せ௳⦆➼䜢タ䛡䛶䛚䜚䚸䛭䛾ྲྀᢅ䛔䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛿䚸୰ኸ♫ಖ㝤་⒪༠㆟䛻䛚
䛔䛶䚸᳨ウ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚹㻌
䠄ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛻䛴䛔䛶䠅㻌
୍ᚊ䛻ྠ୍䛾㛤タ⪅䛾་⒪ᶵ㛵䛾㛫䛷䛾⤂ᝈ⪅䜢⤂ᝈ⪅䛸䛧䛶ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜㐺ษ䛷䛺䛔⌮⏤䛿๓㏙䛾
䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
ᥦᅋయ䛿䚸䛂୍ᐃ䛾᮲௳䛻㝈ᐃ䛧䛶䛃ྠ୍㛤タ⪅䛾⤂ᝈ⪅䜢ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔⤂⋡䜢ィ⟬䛩䜛ୖ䛷䛾
⤂ᝈ⪅䛸䛧䛶ホ౯䛩䜜䜀䚸㐺ษ䚸ᚲせ䛺⤂䜢ಁ䛩䛣䛸䛻䛿䛺䜙䛺䛔䛸ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾ᣦ䛻䛴䛔䛶
䛷䛒䜛䛜䚸ᝈ⪅⤂䛿་ᖌ䛸ᝈ⪅䛾ಙ㢗㛵ಀ䛾୰䛷䚸་ᖌ䛜་Ꮫⓗ䛻ุ᩿䛧䛶⾜䜟䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸⾜ᨻ䛻䜘
䜚䛭䛾㐺ษᛶ䜢ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛿㐺ษ䛷䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛯䛸䛘䜀䚸䛤ᣦ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䛂⤂ඖ䛾་
⒪ᶵ㛵䛷⒪䛷䛝䛺䛔ᝈ⪅䛃䛻ホ౯䛾ᑐ㇟䜢㝈ᐃ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸ᙜヱᝈ⪅䛜ᙜヱ་⒪ᶵ㛵䛷⒪䛷䛝䛺
䛔䛛ྰ䛛䛿䚸ᝈ⪅䛾ಶู䛾≧ἣ䚸ᙜヱ་⒪ᶵ㛵䛾ಶู䛾་ᖌཬ䜃་⒪ᚑ⪅䛾⬟ຊ䚸୪䜃䛻ᙜヱ་⒪ᶵ㛵
䛾タഛ➼䜢䜒䛸䛻䚸་ᖌ䛜ᝈ⪅䛸䛾ಙ㢗㛵ಀ䛾୰䛷䚸ಶู䛻་Ꮫⓗุ᩿䛜䛺䛥䜜䜛䜉䛝㡯䛷䛒䜚䚸⾜ᨻ䛜ุ
᩿䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹㻌
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通番10

令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項
内閣府、文部科学省、厚生労働省 第２次回答
管理番号

8

提案区分

Ｂ 地方に対する規制緩和

提案分野

医療・福祉

提案事項（事項名）
医療的ケア児に対する訪問看護の適用範囲の拡大

提案団体
富山市

制度の所管･関係府省
内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容
健康保険法の訪問看護の適用範囲について、必要に応じて「居宅」以外の保育所や学校等を訪問先として認め
る。

具体的な支障事例
医療的ケア児の受け入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応でき
る施設は少ない。
当市の保育所等では、主治医の「保育所等での集団生活が可能」の判断があれば、受け入れ可能である。しか
し看護師配置等の条件に対応することが困難な状況から、保護者が付き添い、医療的ケアを行っているケース
があり、保護者の負担が大きい。
医療的ケア児の保護者が就労を希望しても、医療的ケアがあるため保育所等に預けることが難しく、職場復帰
できない等、保護者の就労に影響があるところ、保育所等での医療的ケアに対する訪問看護の利用について
は、健康保険法上、訪問先が「居宅」に限定されていることから、実質的にその利用が制限されている。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
医療的ケア児の受入が促進され、多様な需要に対応できる。
医療的ケア児の保護者の負担を軽減し、働きやすくすることができる。

根拠法令等
健康保険法第 63 条、第 88 条

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）
足利市、船橋市、横浜市、相模原市、加賀市、須坂市、豊橋市、豊田市、京都市、南あわじ市、鳥取県、米子
市、山陽小野田市、八幡浜市、佐世保市、大分県、宮崎県、宮崎市

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護
者との信頼関係が構築できている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保
育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過がある
ことから、保育園への訪問看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団
保育の機会確保に資すると考える。
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○当市でも医療的ケア児が保育所入所が出来なかった事例がある。医療的ケア児を担当することになる保育士
の不安はかなり大きい。また、看護職の確保も難しい状況であるため、どのくらい保育士や保護者の不安が軽
減されるか分からないが、訪問看護ステーションの看護師による訪問看護が保育所で受けられるようになると医
療的ケア児の集団参加の機会の確保ができると思われる。
○現在、医療的ケアに当たる保育所常勤の看護師が不在時の対応として、保育所への訪問看護を実施してい
るが、健康保険法上、保育所での訪問看護が認められていないため、市の単独事業により、全額市が費用負担
をして訪問看護の利用をしている。健康保険法における訪問看護の適用範囲を拡大し、保育所での訪問看護を
可能とすべきである。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看
護師派遣事業を実施しており、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健
康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療
的ケア児数を拡大することができる。
○当市においても、医療的ケア児に対する看護師を配置している施設はなく、保護者が付き添うケースが見ら
れ、保護者の負担が大きい。保険適用の範囲が拡大されれば、訪問看護を施設で利用することもでき、医療的
ケア児の受入施設数も増えると考えられる。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足してお
り、早朝・延長の対応も課題となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大
は、医療的ケア児の受入促進につながるものと思料される。
○支障事例:本来なら酸素吸入が必要な児であるが、園ではなんとか酸素なしで過ごしている。そのため児は活
動を制限をしたり、保育士も体調に十分に配慮しながら園生活を送っているが、万が一の事態について保育士
は常に不安を伴っている。また嚥下障がいで鼻腔からチューブで栄養摂取している児は毎回保護者が来園して
対応しており、保護者の負担が大きい。
地域課題:医療的ケア児におけるニーズの把握
制度改正の必要性等:医療的ケア児に対して、保育・教育の機会を保証するために、訪問看護の訪問先につい
て「保育所等」も対象とする必要がある。
○現在、医療的ケア児の受入れがない状況であるが、提案の改正が行われれば、保育所等での受入れ促進が
期待される。それにより、医療的ケア児の選択肢や保護者の就労機会の拡大につながるため、所要の改正が
必要である。
○当市では、18 歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者
等の在宅生活を支援するうえで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の
確保が難しいだけでなく医療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況であ
る。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者
が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を行っている看護師による医療的ケア
を受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要
な児童をつれて行き、処置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用につい
て、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用さ
れず、保護者の負担に繋がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、当県においてもそのまま当てはまる。現状、保護
者の要望等に応じ、その時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、
保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行っている。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪
問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。
○提案自治体と同様の状況であり、対応に苦慮している。人材が不足する中、看護師の配置も現実的に困難で
あるため、訪問看護の仕組みや制度の活用を検討していただきたい。

各府省からの第１次回答
保育所等における医療的ケア児の受け入れ体制の整備等の方策の在り方については、現在行っているモデル
事業等の状況を踏まえて、検討することが必要であると考える。
具体的には、医療的ケア児が保育所等へ通うことを支援するために、例えば保育所においては「医療的ケア児
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保育支援モデル事業」により保育所等における看護師の配置を推進しているところであり、学校においては「教
育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業）」により小・中学校への看護師配置や幼稚
園の巡回に要する経費の一部を補助している。医療的ケア児の支援については、保育所等への受入れも含
め、医療、福祉、障害、教育等の分野が一体的に検討を行う必要があることから、文部科学省及び厚生労働省
の関係部局により構成される「教育・福祉の連携・協力推進協議会」の下に「医療的ケア児への支援における多
分野の連携強化 WG」を設置し検討を進めているところである。保育所等における医療的ケア児の支援の適切
な在り方についても、現行の支援策を含め、引き続き当該 WG において議論を深めてまいりたい。
なお、我が国の公的医療保険制度は、被保険者の疾病又は負傷に対する治療を保険給付の対象としており、
訪問看護については、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって主治医が
訪問看護の必要性を認めたものが給付の対象であることから、居宅以外の場所における医療的ケアを公的医
療保険制度の給付対象とすることは健康保険法等の想定するところではない。
特に、医療保険の対象である居宅における訪問看護は、１回の訪問につき 30 分から１時間 30 分程度を標準と
し、原則週３日を限度として、１対１の個別のサービスを提供するものである。これと保育所等で児の状態に合わ
せて行う医療的ケアの実施については、サービス提供の目的、提供に係る時間や費用、提供する場の状況、提
供者の担うべき役割といった観点から訪問看護になじむのかといった課題がある。さらに、同時に当該保育所等
に在籍する複数の児への対応が求められる場合には、１対１の個別のサービスを提供する訪問看護の性格に
なじまず、医療保険給付の安全かつ効率的な実施に資さないと考えられる。
さらに、保険者等の大きな財政負担や児の保護者の新たな財政負担を伴うものであることから、医療保険の訪
問看護の給付範囲の拡大を前提とすることは困難である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解
保育所等における医療的ケア児の受入促進のため、看護師の配置など受入体制の整備を図る「医療的ケア児
保育支援モデル事業」「教育支援体制整備事業」については、人材確保の難しさから、なかなか事業の着手に
至らないのが実情である。
本市では、保護者が施設に出向いてスポット的な医療的ケアを行うなどのサポートが出来れば、受入れが可能
となるケースもあることから、こうした場合に訪問看護が活用できれば、児童の症状や性格等に精通した看護師
が派遣されることで、保護者の負担が軽減されるとともに、施設においても安心感も高まり、受入れに向けての
第一歩が踏み出せるものと考えている。
国のモデル事業等の導入にあたり、看護師を採用するまでの一定期間、訪問看護を活用できれば、受入れ体
制の進捗に応じて柔軟な対応が可能になる。
本市では、医療的ケア児の受入実績を増やし、ノウハウを蓄積していくことが重要であると考えており、今年度、
保育所に訪問看護の看護師を派遣し、一時的に入園生活を体験する事業を予定している。訪問看護には施設
看護師への技術指導等、様々な活用の可能性があり、児童が保育所等から小学校に進学した場合でも、同じ
訪問看護師にケアを依頼することにより、義務教育課程への移行が円滑になるものと期待している。
また、モデル事業を実施するためには、訪問看護の診療報酬相当額を各自治体で予算計上する必要があるほ
か、自治体ごとの契約に基づいてサービスが提供されることとなり、サービス内容に地域格差が生じる恐れがあ
る。

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
【横浜市】
医療的ケア児者の保育所等の利用にあたっては、保護者の付き添いが必要であったり、保護者の全額自己負
担による訪問看護の利用などがあったりすることから、保護者の負担が大きい。検討を進め、議論を深めていく
とのことだが、喫緊の課題として早急な対応が必要であると考えている。
【京都市】
以下のことから、必要に応じて、健康保険法の訪問看護の適用範囲について、「居宅」以外の保育所等を訪問
先として認めるべきと考える。
・児童福祉法で医療的ケア児への保育提供体制が義務付けられている中で、被保険者の疾病又は負傷に対す
る治療のためであれば、訪問看護の対象を拡大しても、公的医療保険制度の趣旨を損なわない。
・児童福祉法改正の趣旨から、医療的ケア児への保育提供体制を広く構築し、安定的運営が行える環境を整備
していく必要がある。
・訪問看護の適用範囲が拡大され、医療的ケア児が保育所等を利用できることで、保護者の就労が可能にな
り、保護者の経済的な負担は軽減される。
・訪問看護サービスを保育時間全てで利用するのではなく、医療的ケアが必要な時間帯だけ、医療保険の対象

10

通番10
である居宅における訪問看護と同程度のサービス内容（例えば、経管栄養が必要な時間だけ利用する場合、１
回の訪問につき、30 分から１時間 30 分程度、１対１での個別サービスの利用）でも対応は可能である。
【宮崎市】
保育所等における医療的ケア児の支援の適切な在り方について、国における「医療的ケア児への支援における
多分野の連携強化ＷＧ」における議論を注視していく。

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見
【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）
〇「医療的ケア児保育支援モデル事業」等の現行施策の枠組みでは保育所や学校等での医療的ケア児の受入
れ体制を十分に整備できない旨が提案団体から示されていることを踏まえ、保護者のニーズや地域の事情に合
わせた受入れ体制を整備するため、保育所や学校等への訪問看護を公的医療保険制度の給付対象とすべき
ではないか。
〇１次ヒアリングでは、提案を実現しようとすると訪問看護に関する公的医療保険制度の給付の範囲が際限なく
拡大するのではないか、大きな財政負担を伴うものであり保険者等の理解を得られないのではないかといった
懸念が示されたところであるが、かかる懸念をどうすれば解消できるかについても検討すべきではないか。

各府省からの第２次回答
医療的ケア児の支援については、医療機関や在宅での治療に係る支援は公的医療保険制度において、保育所
（認定こども園を含む）や学校における支援は各制度の予算事業において対応を行っている。
保育所や学校においては「医療的ケア児保育支援モデル事業」や「教育支援体制整備事業費補助金（切れ目な
い支援体制整備充実事業）」によって、看護師の配置に対する補助を行っており、保育所や学校における医療
的ケアのための看護師の派遣を訪問看護ステーションに委託する場合であっても、同じように補助の対象として
いるところである。これらの事業により、看護師の常時配置が必要な場合や、訪問看護ステーションの看護師に
よる短時間の対応が適切な場合等、児の医療的ニーズに合わせた柔軟な対応が可能であり、各自治体の状況
に応じてご活用いただいていると認識している。
さらに、福祉分野においては、地方自治体の体制整備を行い、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ること
を目的とした「医療的ケア児等総合支援事業」による補助も行っている。平成 30 年度の障害者総合支援法及び
児童福祉法の改正により、市町村における障害児福祉計画の策定が義務付けられたところであり、各自治体に
おける医療的ケア児の受入れが促進されるよう、当該事業を活用した総合的な支援が可能となっている。
すでにこれらの事業による補助を行い、医療保険の給付対象とは重複のないよう制度設計を行っていることか
ら、仮にご提案どおり保育所や学校への訪問看護を医療保険の給付対象とするには、保育所や学校において
医療的ケアを受けるに当たって、
・既存の事業では支払いの必要がなかった利用者及び保険者からの理解を得ること
・既存の事業の廃止を含めた整理を行うこと
・現行の医療保険給付の対象となる訪問看護と、保育所や学校における訪問看護との性質の違いを加味した上
での全国統一的な報酬体系の検討
といった課題が考えられる。
また、今回のご提案の背景には、現行の事業の活用上の課題があるものと考える。このため、医療保険制度で
対応するかも含め、関係者のご意見も伺いながら、令和２年度中を目途に「医療的ケア児への支援における多
分野の連携強化ＷＧ」において課題を整理した上で、対応を検討してまいりたい。
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令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項
内閣府、文部科学省、厚生労働省 第２次回答
管理番号

48

提案区分

Ｂ 地方に対する規制緩和

提案分野

医療・福祉

提案事項（事項名）
医療的ケア児に対する訪問看護サービスの利用範囲拡大

提案団体
福井市

制度の所管･関係府省
内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容
健康保険法の訪問看護の適用範囲について、必要に応じて「居宅」以外の保育所等を訪問先として認める。

具体的な支障事例
医療的ケア児の受入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応するこ
とは、看護師の確保や予算の関係上難しい。
健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定されており、保育所等への訪問に
は適用されないため、実質的にその利用が制限され、保育士等だけでの対応に限界がある中、医療的ケア児
の受入れが進まず苦慮している。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
医療的ケア児の受入体制が強化できる。

根拠法令等
健康保険法第 63 条、第 88 条

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）
足利市、船橋市、横浜市、相模原市、加賀市、須坂市、豊橋市、豊田市、京都市、南あわじ市、橿原市、鳥取
県、米子市、八幡浜市、佐世保市、大分県、宮崎県

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護
者との信頼関係が構築できている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保
育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過がある
ことから、保育園への訪問看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団
保育の機会確保に資すると考える。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看
護師派遣事業を実施しており、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健
康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療
的ケア児数を拡大することができる。
○入所施設が保険適用の範囲外であることから、保護者がケアに出向くことで入園しているが、保護者の負担
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が大きい。
○小中学校での医療的ケア児の受入れに関する相談は年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケ
アに対応することは、看護師の確保や予算の関係上、保護者の要望にすべて応えることが困難な状況である。
健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定されており、学校等への訪問には
適用されないため、実質的にその利用が制限されている。そのため、教員等だけでの対応ができない事例でな
おかつ看護の中でも専門的スキルが必要とされる事例（人工呼吸器装着時の吸引等）については、市独自で訪
問看護ステーションと契約を結び対応してはいるが、国の補助事業は費用の３分の１のみの補助であり、市の
負担が大きい。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足してお
り、早朝・延長の対応も課題となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大
は、医療的ケア児の受入促進につながるものと思料される。
○当市では、18 歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者
等の在宅生活を支援するうえで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の
確保が難しいだけでなく医療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況であ
る。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者
が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を行っている看護師による医療的ケア
を受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要
な児童をつれて行き、処置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用につい
て、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用さ
れず、保護者の負担に繋がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまる。現状、保護
者の要望等に応じ、その時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、
保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行っている。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪
問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。

各府省からの第１次回答
保育所等における医療的ケア児の受け入れ体制の整備等の方策の在り方については、現在行っているモデル
事業等の状況を踏まえて、検討することが必要であると考える。
具体的には、医療的ケア児が保育所等へ通うことを支援するために、例えば保育所においては「医療的ケア児
保育支援モデル事業」により保育所等における看護師の配置を推進しているところであり、学校においては「教
育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業）」により小・中学校への看護師配置や幼稚
園の巡回に要する経費の一部を補助している。医療的ケア児の支援については、保育所等への受入れも含
め、医療、福祉、障害、教育等の分野が一体的に検討を行う必要があることから、文部科学省及び厚生労働省
の関係部局により構成される「教育・福祉の連携・協力推進協議会」の下に「医療的ケア児への支援における多
分野の連携強化 WG」を設置し検討を進めているところである。保育所等における医療的ケア児の支援の適切
な在り方についても、現行の支援策を含め、引き続き当該 WG において議論を深めてまいりたい。
なお、我が国の公的医療保険制度は、被保険者の疾病又は負傷に対する治療を保険給付の対象としており、
訪問看護については、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって主治医が
訪問看護の必要性を認めたものが給付の対象であることから、居宅以外の場所における医療的ケアを公的医
療保険制度の給付対象とすることは健康保険法等の想定するところではない。
特に、医療保険の対象である居宅における訪問看護は、１回の訪問につき 30 分から１時間 30 分程度を標準と
し、原則週３日を限度として、１対１の個別のサービスを提供するものである。これと保育所等で児の状態に合わ
せて行う医療的ケアの実施については、サービス提供の目的、提供に係る時間や費用、提供する場の状況、提
供者の担うべき役割といった観点から訪問看護になじむのかといった課題がある。さらに、同時に当該保育所等
に在籍する複数の児への対応が求められる場合には、１対１の個別のサービスを提供する訪問看護の性格に
なじまず、医療保険給付の安全かつ効率的な実施に資さないと考えられる。
さらに、保険者等の大きな財政負担や児の保護者の新たな財政負担を伴うものであることから、医療保険の訪
問看護の給付範囲の拡大を前提とすることは困難である。
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解
当市提案の趣旨は、モデル事業等自体を訪問看護に置き換えることにあるのではなく、医療的ケア児の居宅に
おける看護として訪問看護によるケアが定着しているという現状を踏まえ、既に居宅において利用している訪問
看護であればその児が必要とする医療的ケアに精通しており、また、保護者との信頼関係も構築されているた
め、適正な医療的ケアがスムーズに実施されるといった有利な面があることから、保育所等での継続利用を保
護者の選択肢の一つとして加えることにある。
また、その結果、看護師を確保できるまでのつなぎの期間の利用や、食事など医療的ケアが必要とされる時間
帯のみの利用など、多様なニーズに柔軟に対応できる体制を構築できるようにもなる。
健康保険法が国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としてしていること、また、児童福祉法第
56 条の６第２項が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられ
るよう（略）必要な措置を講ずるように努めなければならない、としていることに鑑みると、主治医により集団保育
が可能とされ、かつ訪問看護の必要性が認められたのであれば、その提供場所を居宅以外にまで拡大し、集団
保育を経験する機会を高めることは必要であると考える。
当市としては、保育所等へ適用範囲の拡大を求めているが、サービスの利用を無制限に可能とすることまで求
めているわけではない。
具体的には、常時見守り等が必要な酸素管理での利用ではなく、経管栄養など、１回の訪問が１、２時間程度に
限られる医療的ケアでの利用で、医療的ケア児ごとにそれぞれの保護者とサービス提供事業所とが１対１で契
約を締結した上での利用を想定している。
したがって、本提案が実現した場合でも、保育所等の環境や児の状態に合わせた適切な医療的ケアが実施さ
れるものと考える。
また、保険者等の財政負担については、上記の児童福祉法第 56 条の６第２項の趣旨に鑑みると、利用時間の
制限など一定の制約を設けた上での財政負担の拡大は必要なものと考える。そして、保護者の新たな財政負担
については、本提案は、負担が増えたとしても集団保育を経験させたい、という保護者のニーズに応えるものと
考える。なお、過去には、母親が急死したため、やむを得ず個人契約によって保育所等において訪問看護を利
用したケースがあったが、こうしたケースの場合には、むしろ保護者にとって経済的負担の軽減につながることと
なる。
当市としては、保護者がいくつかある選択肢の中から、経済的負担、身体的負担あるいは精神的負担とメリット
とを比較衡量した上で、ベストのものを選択することができるような環境を整えることが重要であると考える。
以上のことからも是非とも前向きに検討いただきたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
【横浜市】
医療的ケア児者の保育所等の利用にあたっては、保護者の付き添いが必要であったり、保護者の全額自己負
担による訪問看護の利用などがあったりすることから、保護者の負担が大きい。検討を進め、議論を深めていく
とのことだが、喫緊の課題として早急な対応が必要であると考えている。
【橿原市（別紙あり）】
訪問看護の訪問時間が 90 分以内であるから、対応できないとは言えない。訪問看護を複数組み合わせること
で、学校生活を支えることも可能。
教員資格のない看護師は医療的ケアしかできないため、他児童生徒、クラス運営、看護師自身の手持ち無沙汰
な状況等様々な影響がでる。影響を無くすには、必要なときのみ訪問看護を活用するのが妥当。
また、市町村で看護師を１名雇用の場合、労働基準法に定められた休憩を取ることが困難で、別途１名、休憩を
とるために雇う必要がある。１時間のケアだけのために、専門性が高く重責な看護をする人材確保は実質困難
で、実際、１名の看護師が休憩なく働かざるをえない。これが、現在の市町村での医療的ケアでの課題。
そもそも人工呼吸器の管理及び吸引は専門性が高く、看護師全員ができるような行為でない。このことを踏まえ
ると、該当児童生徒ほぼ全員が、医師の指示のもと、就学前はどこかの訪問看護を利用しているため、技術が
確立され安全性が高く、保護者との信頼関係もある訪問看護の活用が、学校現場での安全策。
現行、訪問看護は医療保険適応が居宅利用のみであるため、市町村が全額自費負担で訪問看護と契約を実
施。教育支援体制整備事業費補助金では３分の１の補助しかなく、市町村の財政負担は大きい。
障害者差別解消法により、保護者の付き添いなしに医療的ケア児が学校生活を実施できる権利を保障しなけれ
ばならないことも踏まえ、日常生活の場の一部に学校があるため、日常生活に医療的ケアが必要であると主治
医が認め指示書がでる場合、学校・幼稚園等、訪問場所を問わず訪問看護を医療保険適応することが障害者
の権利を維持するためにも必要。
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通番10
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見
【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）
〇「医療的ケア児保育支援モデル事業」等の現行施策の枠組みでは保育所や学校等での医療的ケア児の受入
れ体制を十分に整備できない旨が提案団体から示されていることを踏まえ、保護者のニーズや地域の事情に合
わせた受入れ体制を整備するため、保育所や学校等への訪問看護を公的医療保険制度の給付対象とすべき
ではないか。
〇１次ヒアリングでは、提案を実現しようとすると訪問看護に関する公的医療保険制度の給付の範囲が際限なく
拡大するのではないか、大きな財政負担を伴うものであり保険者等の理解を得られないのではないかといった
懸念が示されたところであるが、かかる懸念をどうすれば解消できるかについても検討すべきではないか。

各府省からの第２次回答
医療的ケア児の支援については、医療機関や在宅での治療に係る支援は公的医療保険制度において、保育所
（認定こども園を含む）や学校における支援は各制度の予算事業において対応を行っている。
保育所や学校においては「医療的ケア児保育支援モデル事業」や「教育支援体制整備事業費補助金（切れ目な
い支援体制整備充実事業）」によって、看護師の配置に対する補助を行っており、保育所や学校における医療
的ケアのための看護師の派遣を訪問看護ステーションに委託する場合であっても、同じように補助の対象として
いるところである。これらの事業により、看護師の常時配置が必要な場合や、訪問看護ステーションの看護師に
よる短時間の対応が適切な場合等、児の医療的ニーズに合わせた柔軟な対応が可能であり、各自治体の状況
に応じてご活用いただいていると認識している。
さらに、福祉分野においては、地方自治体の体制整備を行い、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ること
を目的とした「医療的ケア児等総合支援事業」による補助も行っている。平成 30 年度の障害者総合支援法及び
児童福祉法の改正により、市町村における障害児福祉計画の策定が義務付けられたところであり、各自治体に
おける医療的ケア児の受入れが促進されるよう、当該事業を活用した総合的な支援が可能となっている。
すでにこれらの事業による補助を行い、医療保険の給付対象とは重複のないよう制度設計を行っていることか
ら、仮にご提案どおり保育所や学校への訪問看護を医療保険の給付対象とするには、保育所や学校において
医療的ケアを受けるに当たって、
・既存の事業では支払いの必要がなかった利用者及び保険者からの理解を得ること
・既存の事業の廃止を含めた整理を行うこと
・現行の医療保険給付の対象となる訪問看護と、保育所や学校における訪問看護との性質の違いを加味した上
での全国統一的な報酬体系の検討
といった課題が考えられる。
また、今回のご提案の背景には、現行の事業の活用上の課題があるものと考える。このため、医療保険制度で
対応するかも含め、関係者のご意見も伺いながら、令和２年度中を目途に「医療的ケア児への支援における多
分野の連携強化ＷＧ」において課題を整理した上で、対応を検討してまいりたい。
なお、共同提案自治体より医療的ケア児の支援に対する自治体の負担軽減に関する言及があったが、医療保
険制度は保険料と公費と利用者負担から成り立っており、たとえ自治体が利用者分を負担したとしても、自治体
の負担を保険料に転嫁することになるということを念頭に置く必要がある。また、学校に医療的ケアのための看
護師を配置する際の自治体分の経費については地方財政措置が講じられているところであり、さらに、これまで
巡回のみとしていた幼稚園に対しても医療的ケアのための看護師が配置できるよう令和２年度概算要求を行っ
たところである。
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通番22

令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項
農林水産省、経済産業省 第２次回答
管理番号

187

提案区分

Ｂ 地方に対する規制緩和

提案分野

農業・農地

提案事項（事項名）
地域未来投資促進法等に基づく計画を作成して工業団地等を拡張する場合の農用地区域からの除外における
弾力的な運用

提案団体
兵庫県、京都府、神戸市、加東市、和歌山県、鳥取県、徳島県

制度の所管･関係府省
農林水産省、経済産業省

求める措置の具体的内容
地域未来投資促進法または農村産業法に基づく計画を作成して工業団地や工場に隣接する農用地で拡張を行
う場合に限り、当該法律の基本方針①農用地区域外での開発を優先する条件については、地域にもたらされる
経済波及効果や地域全体の農地の確保状況等を踏まえた都道府県知事の判断により適用除外できる旨の規
定を追加すること。

具体的な支障事例
【現状】
平成 29 年７月、地域経済を牽引する産業の立地・導入を促進し、地域創生を推進するため、地域未来投資促
進法及び農村産業法が施行された。
しかし、地域未来投資促進法または農村産業法に基づく計画を作成して、工業団地や工場を拡張しようとして
も、拡張予定地が農業振興地域内農用地区域の場合は、当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整
に必要な以下の条件を満たす必要がある。
①農用地区域外での開発を優先すること
②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること
③面積規模が最小限であること
④面的整備を実施して８年経過していない農地を含めないこと
⑤農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにすること
【支障事例】
当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整に必要な条件は、農振法第 13 条第２項で規定されている
農用地区域からの除外の５要件とほぼ同様であることから農用地区域からの除外が困難であり、地域の企業立
地ニーズに対応した土地利用ができていない。特に農用地区域外での開発を優先することの条件が一律に適
用されており、工業団地の拡張時の支障事例となっている。
加東市は工業団地の隣接地に拡張を計画し、予定地が農用地区域であるため、農村産業法の活用も視野に入
れて調整を行った。しかし、用地造成に係る経済性や企業の立地ニーズは斟酌されないため、農用地区域以外
での開発を優先させるという要件を満たせず、計画の見直しをせざるを得ない状況となっている。また、農用地
区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求められるが、市内には既に一団の新たに指定できる農地は
残っていないことも大きな障壁となっている。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
雇用創出による若者の転出抑制や、還流の促進による農村集落の活性化が期待でき、東京一極集中の是正に
寄与する。
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通番22
根拠法令等
・地域未来投資促進法第３条第２項第１号へ、第 11 条第３,４項、第 17 条
・地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(告示)第１ヘ(２)
・農村産業法第５条４項第３号、第 13 条
・農村地域への産業の導入に関する基本方針(告示) １(３)

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）
盛岡市、山形市、川崎市、新潟市、大垣市、豊橋市、岡山県、八代市

○国による規制にしばられることなく、地方創生・地方自治の主体性・自主性を尊重すべく、自治体の責任にお
いて、今後、圃場整備の計画がなく農業としての発展が見込めない農振農用地については、地域未来投資促進
法による自治体の基本計画により、農振除外を行い、開発をスムーズに行えるよう変えていく必要がある。但
し、自治体による乱開発や職権乱用を防ぐため自治体の基本計画に対する国の同意は絶対条件とし、計画の
進捗具合と適正な農地の維持管理、計画の成果を国がチェックする仕組みを構築する必要がある。
○当市は、市街化区域に空き用地が不足していることから、事業拡大に伴う拡張・移転の際に候補地が農用地
区域となってしまうケースが多い。しかし農用地区域からの除外が困難であるため、事業者から当該法律の支
援内容である規制の特例措置を利用したい旨相談受けるが、他市支障事例にもあるように事実上利用できない
ため、事業拡大及び地域経済の発展の支障事例となっている。
○現在、土地改良事業等完了後８年未経過の農地は、農用地区域内農地からの除外ができず、転用すること
が困難な状況にある。また、農村産業法及び地域未来投資促進法のいずれの法律を活用する場合において
も、土地利用の調整が必要な農地を区域に含むケースでは、区域設定に当たって、農村産業法では実施計画
策定、地域未来投資促進法では基本計画策定の際に、事業者の立地ニーズを踏まえた面積規模とするよう定
められているが、工業団地整備後に公募によって立地事業者を決定する計画の場合には、整備着手前の時点
では事業者の立地ニーズが確定しておらず、両法の仕組みが活用できない。面的、線的整備に関わらず、８年
未経過の受益地に係る「農用地区域内農地」からの除外を可能とする措置を求める。
○地域未来投資促進法において、農用地区域からの除外や農地転用が可能となる特例措置があるが、農用地
区域について土地利用調整計画を作成する前には、土地利用調整を整えておかなければならない。土地利用
調整においては、農振法第 13 条第２項に規定されている、農用地区域からの除外の５要件とほぼ同様である
ため、農用地区域からの除外が困難であることから、土地利用についての課題となっている。
○地域未来投資促進法を活用して、高速道路のインターチェンジ周辺のまとまった広さの土地（農振法で規定さ
れている農用地区域）で企業の立地を進めようとしている。しかし、土地利用の調整に関する部分を除いて、地
域経済牽引事業として承認される要件を満たす事業計画を具体化しても、従前どおり、農振除外や農地転用関
係部局との調整等を行う必要があり、相当の期間を要することから、企業の立地ニーズに合わなくなったり、現
基本計画の期限までに地域経済牽引事業の要件（高い付加価値の創出・経済効果）を満たす事業計画とするこ
とができず、企業立地の機会を失うおそれがある。提案団体の求める、基本方針①の取扱いを含め、農用地区
域からの除外における弾力的な運用がなされれば、迅速な対応が可能になると考える。
○すでに支障事例に記載があることに関連し、当市においても企業進出の際の用地検討で支障となる可能性
が高い。
○現在、当市では産業等用地が不足しており、将来的に既存工業団地の拡張や企業の増設が見込まれること
から、提案事項に賛同するものです。
○現在、市内外を問わず、企業から産業団地の空き分譲地に関する問い合わせがあるものの、市内すべての
産業団地で分譲が完了しており、希望に応えることができない状況が続いている。
また、産業の活性化と魅力ある雇用機会の創出のためには、企業誘致や市内企業の業務拡大による移転拡充
の受け皿として、さらなる用地の確保が必要となっているが、その動きにも支障を来している状況にある。
そのような中、最近、市内企業からは、今後事業を拡大する上で現在の事業用地では狭く、市内での移転拡張
用地を求めているといった相談が数件寄せられている。しかし、交通アクセス、周辺環境、希望面積等の企業ニ
ーズを勘案すると、立地希望場所が農振農用地区域内農地を含んだ市街化調整区域であり、農振法や農地
法、都市計画法などの規制から、開発の実現が困難となっている。このままの状況では、これまで本市の産業
振興や地域牽引に貢献していた企業が近隣自治体へ流出してしまう事態が懸念される。
このようなことから、地域未来投資促進法や農村産業法を活用した土地利用調整は、産業用地の確保に有効な
手段と考えられるため、より活用しやすい制度への改正を求めたい。
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通番22
各府省からの第１次回答
現行では、地域未来投資促進法及び農村産業法の計画に基づき、やむを得ず農用地区域内の農用地に工業
団地等の開発用地を求める場合については、「農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土
地」（農振法第 10 条第４項、政令第８条第１項第３号）として、農用地区域からの除外が可能となっている。
また、これらの法律に基づき国が定める基本方針においては、平成 29 年のこれらの法律の一部改正の際の国
会の附帯決議において、「・・・国が定める基本方針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先
すること・・・を明記すること。」とされたことを踏まえ、その旨明記するとともに、やむを得ない場合には、土地利
用調整区域又は産業導入地区に農地を含めることができることとしている。
このため、現行制度の下においても、農用地区域外での開発が困難で、やむを得ず農用地区域内に用地を求
めるような工場用地の拡張等では、重点促進区域等に農用地区域内の土地を含めることが可能となっている。
御提案のような事例が発生していることを踏まえ、農用地区域以外での開発優先の原則にかかわらず、やむを
得ず農地を含める場合の判断基準について、通知により明確化を図るとともに、担当者会議等においてその旨
を周知することとしたい。
なお、提案書中具体的な支障事例において、「農用地区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求められ
る」との御指摘があるが、農林水産省においては、農用地区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求め
るような指導等は行っていないことから、その旨を担当者会議等で周知することとしたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解
地域未来投資促進法は、地域における産業の集積等の地域特性を活かし、経済効果を及ぼす事業を促進する
ことにより、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としている。また、農村産業法は、農村地域へ導入さ
れる産業に農業従事者が就業することを促進することにより、農業と産業の均衡ある発展を図ることを目的とし
ている。
いずれも法に基づく事業計画の推進に当たっては、農業との調和が図られるよう、土地利用調整の仕組が整備
されている。
第一次回答では、土地利用調整について通知により判断基準を明確化することを提示していただいた。
地域においては、農業や第二次産業、第三次産業の就業人口、生産額、将来的な見込みなど、経済的・社会的
な条件は大きく異なっているのが実情である。
通知において、やむを得ず農地を含める場合の判断基準を明確化いただくに当たっては、地域によって農業構
造や産業構造が異なることに鑑み、厳格な判断基準を列挙するのではなく、農業振興と産業振興との調和を保
ちつつ、地域の多様な実情を踏まえて、農用地区域からの除外が必要な場合は、都道府県知事の判断により
除外が可能となる内容となるよう配慮いただきたい。
また、通知発出前に、地方分権改革有識者会議と十分協議を行い、実効性が確保されるようにされたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
【岡山県】
回答のあった、「農用地区域以外での開発優先の原則にかかわらず、やむを得ず農地を含める場合の判断基
準について通知により明確化を図る。」ことによって、これまでよりも土地利用調整が迅速かつ円滑に進むことを
期待する反面、その“明確化”によって一層厳格な運用となることを危惧する。
地域が実情に合わせて、守るべき農地は守りつつ、開発適地については地元意向を踏まえ開発を行うことを判
断し、スピード感を持って地域の成長発展の基盤強化を図るためにも、地域未来投資促進法を活用して実施す
る事業計画にやむを得ず農用地を含める場合、基本方針①の取扱いを含め農用地区域からの除外について
は、地域の自主性と自立性に鑑みて、迅速かつ円滑に進むよう、地方公共団体が弾力的に運用できる内容とし
ていただきたい。

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見
【全国市長会】
提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）
○農林水産省からの第１次回答で回答のあった、やむを得ず農地を含める場合の判断基準を明確化する通知
について、地方公共団体において地域の実情に応じた運用が可能であることを踏まえ、これまで以上に厳格に
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運用せざるを得ないような内容にならないよう配慮していただきたい。
○当該通知においては、これまで両法律の計画に基づき工業団地等の拡張を行った事例について、その事例
の概要とともに、どのような点が両法律の趣旨に合致しており、どのような点が両法律の基本方針に沿ってお
り、どのような地域の実情を踏まえた上で拡張が可能と判断された事例であるか、その着眼点や判断基準を含
め、通知していただきたい。
○当該通知においては、個別の基本計画が、両法律に基づく基本方針における「農用地区域外での開発を優
先する」という方針に即する内容となっているかについては、地域にもたらされる経済波及効果や地域全体の農
地の確保状況等を踏まえ、都道府県知事が総合的に判断する事柄であることを明記していただきたい。

各府省からの第２次回答
地域未来投資促進法及び農村産業法の計画に基づき、やむを得ず農用地区域内の農用地に工業団地等の拡
張用地を求める場合の判断基準について、通知において明確化を図ることとしたい。その際、実態に即した妥当
な運用が図られるよう、地域の特性を活かした産業振興、地域全体の農業振興等の土地利用調整の観点を踏
まえ、都道府県知事が総合的に判断する旨も併せて明記する。
また、これまで両法により工業団地等の拡張を行った事例について、現地での聞き取り調査等により、両法の趣
旨を踏まえた土地利用調整の観点も含めて、お示しすることとする。
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⾜䛾つᐃ䛷䛿䚸ṇ☜䛺≟䛾Ⓩ㘓㢌ᩘ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸㐺ṇ䛺Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮䛻ᨭ㞀䜢᮶䛯
䛧䛶䛔䜛≧ἣ䛷䛒䜛䚹ண㜵ὀᑕ㏻▱䝝䜺䜻➼䛾㒑㏦㈝䛾⤒㈝䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸Ⓩ㘓㢌ᩘ䛜ᐇ㝿䜘䜚ከ䛔
ሙྜ䛿䚸ண㜵᥋✀䛾᥋✀⋡䛻䜒ᙳ㡪䛜䛒䜛䚹Ⓩ㘓䜢ᾘ㝖䜢䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸≟䛾ᡤ᭷⪅䛻┤᥋☜ㄆ䛩䜛ᚲせ䛜
䛒䜚䚸㛫䛸㈝⏝䜢せ䛩䜛䚹≬≟ண㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᴗົ䛷䚸≟䛾ᡤ᭷⪅䛛䜙Ṛஸᒆ䛜ᥦฟ䛥䜜䛺䛔Ⓩ㘓ཎ⡙䛻
䛴䛔䛶䚸ᖹᡂ 㻝㻠 ᖺ䠒᭶ 㻝㻝 ᪥ឤⓎ➨ 㻜㻢㻝㻝㻜㻜㻝 ྕཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢ㛗㏻▱䛻䛒䜛㌿ᒃඛ
᫂ཎ⡙䛸ྠᵝ䛺ྲྀ䜚ᢅ䛔䛸䛧䚸୍ᐃ䛾᮲௳䜢‶䛯䛩䜒䛾䛿Ⓩ㘓㢌ᩘ䛻ྵ䜑䛺䛔䜒䛾䛸䛩䜛䛣䛸䚹䠄䈜୍ᐃ䛾᮲௳
䛾䈈Ⓩ㘓㢌ᩘ䛻ྵ䜎䛺䛔䜒䛾䠖ᖺ㱋䛜 㻞㻜 ṓ䜢㉸䛘䜛≟䛷䛒䛳䛶䚸┤㏆䠍ᖺ㛫≬≟ண㜵ὀᑕ῭⚊䛾䜢
ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛝䠅㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅
᭱㏆䛾≟䛾ᑑ䜢⪃៖䛧䛴䛴䚸Ⓩ㘓䛛䜙୍ᐃᮇ㛫䜢⤒㐣䛧䛯≟䛾ཎ⡙䛻䛴䛔䛶䛿䚸䜘䜚㐺ษ䛺⟶⌮䛻ྥ䛡ᚲせ
䛺ぢ┤䛧䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䛺䛚䚸ᡤ᭷⪅䜈䛾㏻▱䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒ㅖ㈝⏝䛾Ⓨ⏕䛩䜛㒑㏦ᡭ⥆䛝䛻䜘䜛ᚲせ䛿䛺䛟䚸」ᩘᅇ䛻䜟䛯䜚
㐃⤡䛜ྲྀ䜜䛺䛔≟䛾ᡤ᭷⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸⮬య䛾ุ᩿䛷㒑㏦ᡭ⥆䛝➼䜢⾜䜟䛺䛔䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᚚᣦ䛾䛂┤㏆䠑ᖺ㛫≬≟ண㜵ὀᑕ῭⚊䛾䜢ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛝䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸බ⾗⾨
⏕ୖ䛾ほⅬ䛛䜙ᖺ 㻝 ᅇ䛾㣫䛔≟䛾ண㜵ὀᑕ⩏ົ䜢㣫䛔䛻ㄢ䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸䛭䛾⩏ົ䜢 㻡 ᖺ㛫ᯝ䛯䛧䛶䛔䛺
䛔䛣䛸䜢䜒䛳䛶Ⓩ㘓㢌ᩘ䛛䜙㝖䛟䛾䛿ᮃ䜎䛧䛟䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᥦᅋయࡽࡢぢゎ
ᮏᥦ䛷 㻞㻜 ṓ௨ୖ䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛿䚸≟䛾ᖹᆒᑑ䜢຺䛧䛶タᐃ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛥䜙䛻䛂㐣ཤ䠑ᖺ㛫䛾
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ὀᑕṔ䛺䛧䛃䜢ุ᩿ᇶ‽䛻ຍ䛘䛯䛾䛿䚸㧗㱋≟䛾Ṛஸ᥎ᐃ䜢䛡䚸䜘䜚☜ᐇ䛻䛩䜛䛯䜑䛾ຍᇶ‽䛸䛩䜛䜒
䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻞㻜 ṓᮍ‶䛾≟䛻䜒᪤䛻Ṛஸ䛧䛶䛚䜚ὀᑕṔ䛾䛺䛔≟䜒ከᩘ䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸⏕Ꮡ䛧䛶䛔䜛≟䜢ㄗ䛳䛶Ṛஸ
䛸䜏䛺䛩䝸䝇䜽䜢ྍ⬟䛺㝈䜚ῶᑡ䛥䛫䚸䛛䛴ᕷ⏫ᮧົ䛾ຠ⋡䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛂㻞㻜 ṓ௨ୖ䛾㧗㱋≟䛻㝈ᐃ䛧䛯
ྲྀᢅ䛔䛃䜢䛸䛧䛶ᥦ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
ᕷ⏫ᮧ䛷䛿䚸ᖺ䠍ᅇ䛾ண㜵ὀᑕ⩏ົ䜢㣫䛔䛻ᒚ⾜䛥䛫䜛䜘䛖ດ䜑䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹ὀᑕ່ዡ㏻▱䛿䛭䛾
୍⎔䛸䛧䛶ᐇ䛧䛶䛚䜚䚸᥋✀⋡䛾ྥୖ䛻᭷ຠ䛺ᡭẁ䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㏻▱䜢㏦䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᙜヱ㏻▱䛜
ᒆ䛛䛺䛔䛣䛸䛻䜘䜚㌿ᒃඛ᫂≟䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜚䚸㌿ᒃඛ᫂ཎ⡙䜢ᩚ⌮䛩䜛ୖ䛷䜒᭷ຠ䛺ᡭẁ
䛷䛒䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛≟䛜Ṛஸ䛧䛶䛔䛶䜒䚸㣫䛔䛻㏻▱䛜ᒆ䛟䛸䛝䛿㣫䛔≟䛾⏕Ꮡ䜢᥎ᐃ䛧䛶ົ䜢ᇳ⾜䛫
䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ண㜵ὀᑕ⩏ົ䜢㣫䛔䛻ᒚ⾜䛥䛫䜛䛯䜑䛻䜒䚸Ṛஸ䛜䜟䜜䜛≟䜢ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛䛸䛥䜜
䜛㣫䛔䛻ᑐ䛧䛶䜒⏕Ꮡ≟䛾㣫䛔䛸ྠᵝ䛻㏻▱䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹㻌
ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛ཎ⡙䛾㐺ษ䛺⟶⌮䛸⾜ᨻ㈇ᢸ䛾㍍ῶ䛾䛯䜑䚸ᥦ䛻䛴䛔䛶๓ྥ䛝䛻ᚚ᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯
䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㏣ຍඹྠᥦᅋయࡽࡢぢゎ
䛆⚟ᕷ䛇㻌
ཎ⡙䛾⟶⌮䛻䛴䛔䛶䛿䚸ៅ㔜䛻᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䚸ᾘ㝖➼䛻䜘䜛㐺ṇ䛺⟶⌮䛜ྍ⬟䛸䛺䜛ᇶ‽䜢タ䛡䛶䛔䛯䛰
䛝䛯䛔䚹㻌
Ⓩ㘓㢌ᩘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛘䜀䚸༢䛻 㻟㻜 ṓ䛸䛔䛳䛯≟䛾ᖺ㱋䛾䜏䛾᮲௳䛷㝖䛟䛾䛷䛿䛺䛟䚸ฟ㞼ᕷ䛜䛸䛧䛶ᣲ
䛢䛶䛔䜛 㻞㻜 ṓ䠄≟䛾ᖹᆒᑑ䝥䝷䝇䠑ᖺ䠅䛛䛴䠑ᖺ㛫ὀᑕᮍ᥋✀䛸䛔䛳䛯᮲௳䛷㝖䛟᪉䛜䚸䜘䜚ᐇ㝿䛾ᩘ್䛻㏆
䛔䜒䛾䛻䛺䜚䚸᭷⏝䛺䜒䛾䛻䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹㻌


ᅜ▱࣭ᅜᕷ㛗࣭ᅜ⏫ᮧࡽࡢពぢ
䛆ᅜᕷ㛗䛇㻌
ᥦ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸✚ᴟⓗ䛺᳨ウ䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䛆ᅜ⏫ᮧ䛇㻌
ᥦᅋయ䛾ពྥཬ䜃㛵ಀᗓ┬䛾ᅇ⟅䜢㋃䜎䛘㐺ษ䛺ᑐᛂ䜢ồ䜑䜛䚹㻌


ᥦເ㞟᳨ウᑓ㛛㒊ࡽࡢ࡞᳨ウࡢどⅬ㸦㔜Ⅼ㡯㸧㻌
⫋ᶒᾘ㝖ཬ䜃㌿ᒃඛ᫂ཎ⡙䛸ྠᵝ䛾ྲྀᢅ䛔䜢ྍ⬟䛸䛩䜛≟䛾ᖺ㱋䛾Ỵᐃ䛻ᙜ䛯䜚䚸㛫䜢せ䛩䜛䛸䛾䛣䛸䛰
䛜䚸䛹䛾⛬ᗘ䛾㛫䜢せ䛩䜛䛛䛭䛾⌮⏤䜢ྵ䜑䛶᫂䜙䛛䛻䛧䛯䛖䛘䛷䚸ᥦ䛾᪩ᮇᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸ලయⓗ䛺᳨
ウෆᐜཬ䜃䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶䛚♧䛧䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸰ḟᅇ⟅
ᚚᥦ䛔䛯䛰䛔䛯ෆᐜ䛿䚸ྛ⮬య䛻䛚䛡䜛Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㐺ṇ⟶⌮䜔⾜ᨻ㈇ᢸ䛾㍍ῶ➼䛻㈨䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛
䛣䛸䛛䜙䚸ぢ┤䛧䛻ྥ䛡䛶๓ྥ䛝䛻᳨ウ䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䛧䛛䛧䚸≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛿䚸≬≟Ⓨ⏕䛻䛚䛔䛶䚸⮬య䛜ᙜヱ≟䛾ᡤ᭷⪅䜔ᡤᅾᆅ➼䜢㎿㏿䛻≉ᐃ䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸≬≟䛾䜎䜣ᘏ㜵Ṇᥐ⨨䜢ⓗ☜䛻ㅮ䛨䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻ᩚഛ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸䛭䛾ぢ┤䛧䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿
බ⾗⾨⏕ୖ䛾䝸䝇䜽䛜ᣑ䛧䛺䛔䜘䛖䛻༑ศ␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䛘䜀䚸௬䛻୍ᐃ䛾ᇶ‽䜢‶䛯䛧䛯䛸䛧䛶⫋ᶒᾘ㝖䜢⾜䛳䛯≟䛜ᐇ㝿䛻䛿⏕Ꮡ䛧䛶䛔䛶≬≟䜢Ⓨ䛧䛯ሙ
ྜ䚸⮬య䛷㎿㏿䛺ᑐᛂ䛜ᅔ㞴䛻䛺䜛䛺䛹䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸⫋ᶒᾘ㝖䜢ㄆ䜑䜛ᇶ‽䛾タᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶
䛿䚸≟䛾ᑑ➼䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䛾㞟䞉ศᯒ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᑓ㛛ᐙ䛾ពぢ➼䜒ఛ䛖ሙ䜢タᐃ䛧䛺䛜䜙᳨ウ䜢䛧
䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛭䛾㝿䚸ྛ⮬య䛻䛚䛡䜛Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮䛻ΰ➼䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䚸⌧ᅾ䛾㐠⏝≧ἣ➼䜢ㄪᰝ
䛧䛯䛖䛘䛷䚸㐠⏝᪉ἲ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
᪉䚸䛭䜒䛭䜒≬≟ண㜵ἲୖ㣫䛔䛻⩏ົ䛵䛡䜙䜜䛶䛔䜛≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾ኚ᭦ᒆ䜔Ṛஸᒆ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䛺
䛔䛯䜑䛻䚸ᐇែ䛸Ⓩ㘓ཎ⡙ୖ䛾ሗ䛜㞳䛧䛶䛔䜛ഃ㠃䜒䛒䜛䛾䛷䚸≬≟ண㜵ἲୖ䛾㣫䛔䛾⩏ົ䜢䛹䛾䜘
䛖䛻☜ಖ䛩䜛䜉䛝䛛➼䜒ྵ䜑䛯⥲ྜⓗ䛺᳨ウ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹㻌
௨ୖ䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㔜せᛶ䜔ぢ┤䛧䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸⥲ྜⓗ䛻᳨ウ䜢⾜䛳䛯ୖ䛷䚸㻞㻜㻞㻜 ᖺᗘ䜢┠㏵䛻䚸᪉㔪䜢
Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛔䚹㻌
䛺䛚䚸ᖹᡂ 㻝㻠 ᖺ䠒᭶ 㻝㻝 ᪥䛡㏻▱䛻䛚䛔䛶䚸ᡤ᭷⪅䛾㌿ᒃඛ䛜᫂䛛䛴⏕ᚋ 㻞㻜 ᖺ௨ୖ⤒㐣䛧䛯≟䛾Ⓩ㘓
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ᩘ䛻䛴䛔䛶䛿እⓗ䛻ᅜ䜈䛾ሗ࿌ᩘ䛛䜙᥍㝖䛷䛝䜛䛣䛸䜢㐠⏝ୖㄆ䜑䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㔜せ
ᛶ䜢㋃䜎䛘䜛䛸䚸ᮏ᮶䛿ཎ⡙Ⓩ㘓ᩘ䛸ᅜ䜈䛾ሗ࿌ᩘ䛿୍⮴䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᅇᚚᥦ
䛔䛯䛰䛔䛯㡯䛸ే䛫䛶ᩚ⌮䞉᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛔䛟䚹㻌
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௧ඖᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ཌ⏕ປാ┬㻌 ➨䠎ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻞㻝㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 ⎔ቃ䞉⾨⏕㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
≟䛾Ⓩ㘓ሗ䛾⫋ᶒᾘ㝖➼䛜䛷䛝䜛ᶒ㝈䛾㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ฟ㞼ᕷ㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồ䜑䜛ᥐ⨨䛾ලయⓗෆᐜ㻌
୍ᐃᮇ㛫⤒㐣䛧䛯䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾≟䛾Ⓩ㘓䜢⫋ᶒᾘ㝖➼䛜䛷䛝䜛ᶒ㝈䜢䛩䜛䛣䛸䚹㻌
䠄䠅㻌
⫋ᶒᾘ㝖䛷䛝䜛䜒䛾䠖ᖺ㱋䛜 㻞㻡 ṓ䜢㉸䛘䜛䜒䛾㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
ᡤ᭷⪅䛜䚸⩏ົ䛷䛒䜛≟䛾Ṛஸ䛾ᒆฟ䜢䛧䛺䛔䛣䛸䛜ከ䛟䚸ᕷ䛿Ⓩ㘓䜢ᾘ㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛯䜑䚸⌧⾜䛾つ
ᐃ䛷䛿䚸ṇ☜䛺≟䛾Ⓩ㘓㢌ᩘ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸㐺ṇ䛺Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮䛻ᨭ㞀䜢᮶䛯䛧䛶䛔
䜛≧ἣ䛷䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸Ⓩ㘓ཎ⡙䜢⟶⌮䛩䜛䛯䜑䛾㟁⟬ฎ⌮㈝䚸ண㜵ὀᑕ㏻▱䝝䜺䜻䛾㒑㏦㈝➼䛾⤒㈝䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛䚹Ⓩ㘓
㢌ᩘ䛜ᐇ㝿䜘䜚ከ䛔ሙྜ䛿䚸ண㜵᥋✀䛾᥋✀⋡䛻䜒ᙳ㡪䛜䛒䜛䚹Ⓩ㘓䜢ᾘ㝖䜢䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᡤ᭷⪅䛻┤᥋☜
ㄆ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸㛫䜢せ䛩䜛䚹㻌
䠘ཧ⪃䠚㻌
ᖺ㱋䛜 㻞㻡 ṓ䜢㉸䛘䜛≟䛾㢌ᩘ㻌 㻌㻣㻡 㢌䠄௧ඖᖺ䠑᭶ 㻞㻣 ᪥⌧ᅾ䠅㻌
䠄䠍䠅ᙜヱ≟䛻ಀ䜛⤒㈝㻌 㻟㻠 ༓㻌
䛆ෆヂ䛇㻌
㒑㏦㈝䠖䠑༓㻌
㟁⟬ฎ⌮㈝䠖䠎༓㻌
⮫⫋ဨ㞠⏝㈝䠖㻞㻣 ༓㻌
䈜Ṛஸ≟☜ㄆసᴗ㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䞉Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㐺ṇ䛺⟶⌮䠄᥋✀⋡䛾㐺ṇ䠅㻌
䞉ᡭ⥆㏻▱䛾ົ㈇ᢸ䛾㍍ῶ䠄㟁⟬ฎ⌮㈝ཬ䜃㒑㏦㈝䛾๐ῶ䠅㻌

㻌
᰿ᣐἲ௧➼㻌
≬≟ண㜵ἲ➨䠐᮲➨䠐㡯㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
᪫ᕝᕷ䚸┒ᒸᕷ䚸⛅⏣ᕷ䚸୕㮚ᕷ䚸ᮾᮧᒣᕷ䚸⚟ᕷ䚸㍍ἑ⏫䚸㇏ᶫᕷ䚸㇏ᕝᕷ䚸⏣ཎᕷ䚸டᒣᕷ䚸ᗈᓥᕷ䚸
㜵ᗓᕷ䚸㧗ᯇᕷ䚸∹⏣ᕷ䚸ஂ␃⡿ᕷ䚸ᮧᕷ䚸⇃ᮏᕷ䚸㮵ඣᓥᕷ㻌
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㻌
䕿ᙜᕷ䛻䛚䛔䛶䜒䚸㏿䜔䛛䛔≟䛾Ṛஸᒆ䜢ᥦฟ䛧䛺䛔㣫䛔䛜ከ䛟䚸↓㥏䛺ົ⤒㈝䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛⌧≧䛻䛒
䜛䚹㻌
䕿≟䛾ᡤ᭷⪅䛜䚸Ⓩ㘓㡯䛾ኚ᭦䛾ᒆฟ䜢䛧䛺䛔䜎䜎㌿ฟ➼䜢⧞䜚㏉䛩䛣䛸䛻䜘䜚㐃⤡䛜䛴䛛䛺䛟䛺䜚䚸≟䛿
ᅾ䛷䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸≟䛾Ⓩ㘓ሗ䛜ྎᖒ䛻ṧ䛳䛶䛧䜎䛖ሙྜ䛜䛒䜛䚹Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㐺ṇ䛺⟶⌮䛻㈨䛩䜛䛯
䜑䚸⫋ᶒᾘ㝖䛾᰿ᣐ䛸䛺䜛㐠⏝ᣦ㔪䠄㏻▱➼䠅䜢せᮃ䛩䜛䚹㻌
䕿ᡤ᭷⪅䛜䚸⩏ົ䛷䛒䜛≟䛾Ṛஸ䛾ᒆฟ䜢䛧䛺䛔䛣䛸䛜ከ䛟䚸Ⓩ㘓䜢ᾘ㝖䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸㻣 ᭶䛛䜙ᮍὀᑕ䛾≟䛾
㣫䛔䠄㻝㻡㻜㻜 ௳䠅䛻┤᥋㟁ヰ䛧䛶Ṛஸ䚸㌿ᒃ➼䛾☜ㄆ䜢⾜䛳䛯䜚䚸㞟ྜὀᑕ䛾䝝䜺䜻䛜ᡠ䛳䛶䛝䛯㣫䛔䛻┤
᥋㟁ヰ䛧䛶☜ㄆ䜢⾜䛳䛶䛿䛔䜛䛜䚸┦ᙜ䛾㛫䜢ᾘ㈝䛩䜛䚹㻌
䕿ᙜᕷ䛷䛾 㻞㻡 ṓ㉸䛾㢌ᩘ䛿 㻞㻤㻜 㢌䛷䛒䜚䚸᥋✀⋡䛻䠎䠂⛬ᗘ䛾ᙳ㡪䛜ฟ䛶䛔䜛䛸᥎ 䛥䜜䜛䚹⤒㈝䛻䛴䛔䛶
䛿䚸㒑㏦㈝䛾䜏䛷 㻟㻠 ༓㉸䛿ᚲせ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䕿≟䛾Ṛஸᒆ䛜ฟ䛶䛔䛺䛔㧗㱋≟䛾Ⓩ㘓䜢ᾘ䛩䜛䛯䜑䚸ᡤ᭷⪅䜈㟁ヰ䜔䝝䜺䜻➼䛷⏕Ꮡ☜ㄆ䜢⾜䛳䛶䛚
䜚䚸䛭䜜䛻ಀ䜛ປຊ䜔㈝⏝䛺䛹䛿ᴗົ䛻䛚䛔䛶㈇ᢸ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛆⤒㈝䛇㻌
ᙺົ㈝䠖㻢㻞 ༓䚸⮫⫋ဨ㞠⏝㈝䠖㻠㻞 ༓㻌
䕿ᥦᅋయ䛾ලయⓗ䛺ᨭ㞀䛸ྠᵝ䛾㇟䛜ᙜᕷ䛻䛚䛔䛶䜒Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䠄ᙜᕷ䛻䛚䛡䜛 㻞㻜 ṓ௨ୖ䛾≟Ⓩ
㘓௳ᩘ䠖㻟㻣㻢 ௳䠅䚹≬≟ண㜵ὀᑕ῭⚊ᮍ䛾≟Ⓩ㘓⪅䛻ᑐ䛧䛶䛾╩ಁ≧ᩥ㠃䛻䚸㣫≟䛾Ṛஸ䛿Ṛஸᒆ
䜢ᥦฟ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛᪨䜢グ㍕䛧່ዡ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䛭䜜䛻䜒㛵䜟䜙䛪Ṛஸᒆ䛜ᥦฟ䛥䜜䛺䛔䜿䞊䝇䛜ṧ䛳䛶
䛔䜛䚹㻌
䕿ᖺ㱋䛜䠎䠌ṓ௨ୖ䛾㧗㱋≟䠄㻞㻜 㢌䠅䛻䛴䛔䛶䚸⫋ᶒᾘ㝖䛷䛝䜛ᶒ㝈䜢䛥䜜䛯䛔䚹䜎䛯䚸ᨭ㞀➼䛾⿵ᙉ
䛻㛵䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛶䚸㣫䛔䛜㌿ฟ䛧䛯ሙྜ䚸୍ᐃᮇ㛫䛾⤒㐣䛧䛯㌿ᒃඛ᫂≟䠄㧗㱋≟௨እ䜢ྵ䜐 㻝㻝㻥 㢌䠅䛻
䛴䛔䛶䜒䛭䛾Ⓩ㘓䜢⫋ᶒᾘ㝖䛜䛷䛝䜛ᶒ㝈䜢䛥䜜䛯䛔䚹㻌
䠘ཧ⪃䠚䠄௧ඖᖺ䠒᭶ 㻞㻜 ᪥⌧ᅾ䠅㻌
䞉ᖺ㱋䛜 㻞㻜 ṓ䜢㉸䛘䜛≟ 㻞㻜 㢌䛻ಀ䜛⤒㈝ 㻟㻘㻟㻜㻤 䠄ෆヂ䠖㒑㏦㈝ 㻞㻘㻠㻤㻜 䠄ண㜵ὀᑕ㏻▱䝝䜺䜻䜢ᖺ䛻䠎ᅇ㏦
䠅䚸ண㜵ὀᑕෆ䝝䜺䜻సᡂ㈝䠄ᖺ䛻䠎ᅇసᡂ䠅㻤㻞㻤 䠅㻌
䞉㌿ᒃඛ᫂≟ 㻝㻝㻥 㢌䛻ಀ䜛⤒㈝ 㻝㻥㻘㻢㻤㻞㻚㻢 䠄ෆヂ䠖㒑㏦㈝ 㻝㻠㻘㻣㻡㻢 䠄ண㜵ὀᑕ㏻▱䝝䜺䜻䜢ᖺ䛻 㻞 ᅇ㏦
䠅䚸ண㜵ὀᑕෆ䝝䜺䜻సᡂ㈝䠄ᖺ䛻 㻞 ᅇసᡂ䠅㻠㻘㻥㻞㻢㻚㻢 䠅㻌
䞉᥋✀⋡䠖䛣䛾ᶒ㝈䛜䛥䜜䜜䜀䚸ᖹᡂ 㻟㻜 ᖺᗘᮎⅬ䛾᥋✀⋡ 㻤㻡㻚㻠㻑䛜 㻤㻣㻚㻜㻑䛻ྥୖ䛩䜛䚹㻌
䕿ᙜᕷ䛻䛚䛔䛶䜒䚸Ⓩ㘓ཎ⡙䛻䛚䛔䛶ᖺ㱋䛜 㻞㻜 ṓ䜢㉸䛘┤㏆ 㻡 ᖺ㛫ὀᑕ῭⚊䛾䛜䛺䛔≟䛜 㻠㻝㻢 㢌䚸䜎
䛯䚸ᖺ㱋䛜 㻞㻡 ṓ䜢㉸䛘䜛≟䛜 㻞㻞 㢌䠄䛔䛪䜜䜒௧ඖᖺ 㻢 ᭶ 㻝㻤 ᪥⌧ᅾ䠅䛒䜛䚹㻌
Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮ୖ䚸㣫䛔≟䛾Ṛஸᒆฟ䛻㛵䛩䜛㣫䛔䛻ᑐ䛩䜛࿘▱ᚭᗏ䚸㣫䛔䜈䛾☜ㄆ➼䛜᭱䜒㔜せ䛷䛒
䜛䛜䚸⌧ᐇ䛻ཎ⡙䛻Ꮡᅾ䛧䚸㣫䛔䛸䜒㐃⤡䛜䛸䜜䛺䛔䛣䜜䜙㧗㱋䛾≟䛻䛴䛔䛶䚸୍ᐃ䛾᮲௳ୗ䛷⫋ᶒ䛻䜘䜛
ᾘ㝖➼䛾ྲྀᢅ䛔䜢ᐃ䜑䜛䛣䛸䛿䚸ཎ⡙䛾㐺ṇ䛺⟶⌮䚸ົ㈇ᢸ䛾㍍ῶ➼䛾ほⅬ䛛䜙᭷⏝䛸⪃䛘䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅
᭱㏆䛾≟䛾ᑑ䜢⪃៖䛧䛴䛴䚸Ⓩ㘓䛛䜙୍ᐃᮇ㛫䜢⤒㐣䛧䛯≟䛾ཎ⡙䛻䛴䛔䛶䛿䚸䜘䜚㐺ษ䛺⟶⌮䛻ྥ䛡ᚲせ
䛺ぢ┤䛧䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䛺䛚䚸ᡤ᭷⪅䜈䛾㏻▱䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸ᚲ䛪䛧䜒ㅖ㈝⏝䛾Ⓨ⏕䛩䜛㒑㏦ᡭ⥆䛝䛻䜘䜛ᚲせ䛿䛺䛟䚸」ᩘᅇ䛻䜟䛯䜚
㐃⤡䛜ྲྀ䜜䛺䛔≟䛾ᡤ᭷⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸⮬య䛾ุ᩿䛷㒑㏦ᡭ⥆䛝➼䜢⾜䜟䛺䛔䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛒䜛䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᥦᅋయࡽࡢぢゎ
ᮏᥦ䛿䚸≟䛾Ⓩ㘓ሗ䜢ᗫᲠ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᑗ᮶䚸ᩥ᭩ཬ䜃䝕䞊䝍⟶⌮ୖ䜒ᨭ㞀䜢䛝䛯䛩䛣䛸䛜ᐃ䛥
䜜䜛䛯䜑䚸㻞㻡 ṓ䜢༊ษ䜚䛸䛧䛶㌿ᒃඛ᫂≟ཬ䜃㧗㱋≟䜢Ṛஸ䛸䜏䛺䛧䚸Ⓩ㘓ཎ⡙䛾ᾘ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䛣䛸䜢
ồ䜑䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾ኚ᭦ཪ䛿ᾘⓏ㘓䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᒆฟ䜢䛿䛨䜑㣫䛔䜈䛾☜ㄆ䛻ᇶ䛵䛝⾜䛖䛣䛸䜢➨୍䛸⪃䛘䛶
䛚䜚䚸㒑㏦䛻㝈䜙䛪䚸㟁ヰ䚸ᗈሗ䚸䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䜢㏻䛨䚸䛒䜙䜖䜛ᡭẁ䛷㣫䛔䛸㐃⤡䜢ྲྀ䜛䜘䛖ດຊ䛧䛶䛔
䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸㣫䛔䛸㐃⤡䛜ྲྀ䜜䛺䛔㣫䛔≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛻䛴䛔䛶䛿䚸⌧⾜ไᗘୖ䛷䛿Ⓩ㘓ཎ⡙䛛䜙ᾘ䛩䜛䛣䛸䜒
䛷䛝䛪䚸ᕷ⏫ᮧ䛿䚸Ọஂⓗ䛻⏕Ꮡ䛧䛶䛔䜛≟䛸ྠᵝ䛾ྲྀᢅ䛔䛷ᙜヱⓏ㘓ཎ⡙䜢⟶⌮䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛ཎ⡙䛾㐺ษ䛺⟶⌮䛸⾜ᨻ㈇ᢸ䛾㍍ῶ䛾䛯䜑䚸ᥦ䛻䛴䛔䛶๓ྥ䛝䛻ᚚ᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯
䛔䚹㻌
㻌
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ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㏣ຍඹྠᥦᅋయࡽࡢぢゎ
䛆⚟ᕷ䛇㻌
ཎ⡙䛾⟶⌮䛻䛴䛔䛶䛿䚸ៅ㔜䛻᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䚸ᾘ㝖➼䛻䜘䜛㐺ṇ䛺⟶⌮䛜ྍ⬟䛸䛺䜛ᇶ‽䜢タ䛡䛶䛔䛯䛰
䛝䛯䛔䚹㻌


ᅜ▱࣭ᅜᕷ㛗࣭ᅜ⏫ᮧࡽࡢពぢ
䛆ᅜᕷ㛗䛇㻌
ᥦ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸✚ᴟⓗ䛺᳨ウ䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䛆ᅜ⏫ᮧ䛇㻌
ᥦᅋయ䛾ពྥཬ䜃㛵ಀᗓ┬䛾ᅇ⟅䜢㋃䜎䛘㐺ษ䛺ᑐᛂ䜢ồ䜑䜛䚹㻌


ᥦເ㞟᳨ウᑓ㛛㒊ࡽࡢ࡞᳨ウࡢどⅬ㸦㔜Ⅼ㡯㸧㻌
⫋ᶒᾘ㝖ཬ䜃㌿ᒃඛ᫂ཎ⡙䛸ྠᵝ䛾ྲྀᢅ䛔䜢ྍ⬟䛸䛩䜛≟䛾ᖺ㱋䛾Ỵᐃ䛻ᙜ䛯䜚䚸㛫䜢せ䛩䜛䛸䛾䛣䛸䛰
䛜䚸䛹䛾⛬ᗘ䛾㛫䜢せ䛩䜛䛛䛭䛾⌮⏤䜢ྵ䜑䛶᫂䜙䛛䛻䛧䛯䛖䛘䛷䚸ᥦ䛾᪩ᮇᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸ලయⓗ䛺᳨
ウෆᐜཬ䜃䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶䛚♧䛧䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸰ḟᅇ⟅
ᚚᥦ䛔䛯䛰䛔䛯ෆᐜ䛿䚸ྛ⮬య䛻䛚䛡䜛Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㐺ṇ⟶⌮䜔⾜ᨻ㈇ᢸ䛾㍍ῶ➼䛻㈨䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛
䛣䛸䛛䜙䚸ぢ┤䛧䛻ྥ䛡䛶๓ྥ䛝䛻᳨ウ䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䛧䛛䛧䚸≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛿䚸≬≟Ⓨ⏕䛻䛚䛔䛶䚸⮬య䛜ᙜヱ≟䛾ᡤ᭷⪅䜔ᡤᅾᆅ➼䜢㎿㏿䛻≉ᐃ䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸≬≟䛾䜎䜣ᘏ㜵Ṇᥐ⨨䜢ⓗ☜䛻ㅮ䛨䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻ᩚഛ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸䛭䛾ぢ┤䛧䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿
බ⾗⾨⏕ୖ䛾䝸䝇䜽䛜ᣑ䛧䛺䛔䜘䛖䛻༑ศ␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䛘䜀䚸௬䛻୍ᐃ䛾ᇶ‽䜢‶䛯䛧䛯䛸䛧䛶⫋ᶒᾘ㝖䜢⾜䛳䛯≟䛜ᐇ㝿䛻䛿⏕Ꮡ䛧䛶䛔䛶≬≟䜢Ⓨ䛧䛯ሙ
ྜ䚸⮬య䛷㎿㏿䛺ᑐᛂ䛜ᅔ㞴䛻䛺䜛䛺䛹䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸⫋ᶒᾘ㝖䜢ㄆ䜑䜛ᇶ‽䛾タᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶
䛿䚸≟䛾ᑑ➼䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䛾㞟䞉ศᯒ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᑓ㛛ᐙ䛾ពぢ➼䜒ఛ䛖ሙ䜢タᐃ䛧䛺䛜䜙᳨ウ䜢䛧
䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛭䛾㝿䚸ྛ⮬య䛻䛚䛡䜛Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮䛻ΰ➼䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䚸⌧ᅾ䛾㐠⏝≧ἣ➼䜢ㄪᰝ
䛧䛯䛖䛘䛷䚸㐠⏝᪉ἲ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
᪉䚸䛭䜒䛭䜒≬≟ண㜵ἲୖ㣫䛔䛻⩏ົ䛵䛡䜙䜜䛶䛔䜛≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾ኚ᭦ᒆ䜔Ṛஸᒆ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䛺
䛔䛯䜑䛻䚸ᐇែ䛸Ⓩ㘓ཎ⡙ୖ䛾ሗ䛜㞳䛧䛶䛔䜛ഃ㠃䜒䛒䜛䛾䛷䚸≬≟ண㜵ἲୖ䛾㣫䛔䛾⩏ົ䜢䛹䛾䜘
䛖䛻☜ಖ䛩䜛䜉䛝䛛➼䜒ྵ䜑䛯⥲ྜⓗ䛺᳨ウ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹㻌
௨ୖ䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㔜せᛶ䜔ぢ┤䛧䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸⥲ྜⓗ䛻᳨ウ䜢⾜䛳䛯ୖ䛷䚸㻞㻜㻞㻜 ᖺᗘ䜢┠㏵䛻䚸᪉㔪䜢
Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛔䚹㻌

26

通番42

௧ඖᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ཌ⏕ປാ┬㻌 ➨䠎ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻞㻞㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 ⎔ቃ䞉⾨⏕㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
≬≟ண㜵ἲ䛻ᅜእ㌿ฟ䛾ᒆฟ䜢⩏ົ㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ฟ㞼ᕷ㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồ䜑䜛ᥐ⨨䛾ලయⓗෆᐜ㻌
≬≟ண㜵ἲ䛻䚸Ⓩ㘓䜢ཷ䛡䛯≟䛾ᡤ᭷⪅䛿䚸䛭䛾≟䛾ᡤᅾᆅ䜢ᅜእ䜈䛸ኚ᭦䛩䜛ሙྜ䚸䛭䛾≟䛾ᡤᅾᆅ䜢
ᡤ㎄䛩䜛ᕷ⏫ᮧ㛗䛻ᒆ䛡ฟ䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛸䛔䛖᪨䛾᮲ᩥ䜢㏣グ䛩䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
⌧⾜ἲ䛷䛿ኚ᭦ᒆ䛿᪂ᡤᅾᆅ䜢ᡤ㎄䛩䜛ᕷ⏫ᮧ㛗䜈ᒆ䛡ฟ䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸ᅜእ䛾ሙྜ䚸㣫䛔䛿ኚ
᭦ᒆ䜢ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䛿䛺䛔䚹㻌
䛣䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᕷእ䛻㌿ฟ䛧䛶䛔䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸ἲ䛻ᒆฟ䛜᫂グ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ཎ⡙䛾㐺ษ䛺⟶⌮䛜⾜䛘
䛺䛔⌧≧䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸ᖹᡂ䠓ᖺ䠎᭶䠒᪥⾨ங➨ 㻝㻢 ྕཌ⏕┬⏕ά⾨⏕ᒁங⫗⾨⏕ㄢ㛗㏻▱䛾୰䛷䜒䚸≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮䛻
䛴䛔䛶䚸ኚ᭦ᒆ䛜㐺ṇ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛻䛒䛳䛶䛿䚸ᒆฟ᭩䛾ᥦฟ䜢ồ䜑䜛➼Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㐺ษ䛺ᩚ⌮䜢
⾜䛖䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᥦฟ䜢ồ䜑䜛ᒆฟ᭩䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸≟䛾ᡤᅾ䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛷䛝䛪䚸ᡤᅾ᫂
≟䛸䛧䛶⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䠘ཧ⪃䠚㻌
ᙜᕷ䛻䛿እᅜ⡠ఫẸ䛜 㻠㻘㻥㻤㻢 ே䠄ᖹᡂ 㻟㻝 ᖺ䠐᭶ 㻟㻜 ᪥⌧ᅾ䠅ᅾఫ䛧䛶䛚䜚䚸እᅜ⡠䛾ఫẸ䛛䜙䚸⮬ᅜ䛻ᡠ䜛㝿
䛾≟䛾ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜䛒䜛䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䞉ᅜእ㌿ฟ䜢ᒆฟ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜛㐺ṇ䛺Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮㻌

㻌
᰿ᣐἲ௧➼㻌
≬≟ண㜵ἲ㻌
ᖹᡂ䠓ᖺ䠎᭶䠒᪥⾨ங➨ 㻝㻢 ྕཌ⏕┬⏕ά⾨⏕ᒁங⫗⾨⏕ㄢ㛗㏻▱㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
᪫ᕝᕷ䚸┒ᒸᕷ䚸⛅⏣ᕷ䚸⚟ᓥ┴䚸᪂₲ᕷ䚸㍍ἑ⏫䚸㇏ᶫᕷ䚸㇏ᕝᕷ䚸டᒣᕷ䚸ඵᑿᕷ䚸㜵ᗓᕷ䚸㧗ᯇᕷ䚸
∹⏣ᕷ䚸⇃ᮏᕷ㻌

㻌
䕿ᙜᕷ䛻䛚䛔䛶䚸ᩘᖺ๓䛻䛂≟䜢㐃䜜䛶ᾏእ䛻Ọఫ䛩䜛䛾䛷≟䛾Ⓩ㘓䜢ᾘ䛧䛶䜋䛧䛔䚹䛃䛸䛾㣫䛔䛛䜙䛾⏦
ฟ䛻ᇶ䛵䛝Ⓩ㘓ཎ⡙䜢ᾘ㝖䛧䛯䠄౽ᐅୖṚஸᢅ䛔䠅䛜䚸ᙜヱ⪅䛿䛭䛾ᚋ≟䜢㐃䜜䛶ᖐᅜ䛧䚸ᕷ䛷ᡤᅾᆅኚ᭦
ᒆ䜢䛧䛯䛯䜑ཎ⡙ᖐ䛥䛫䛯䛜䛒䛳䛯䚹⌧⾜䛷䛿䚸⟶㎄ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛡䜛≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾ᾘ㝖つᐃ䛿䛂Ṛ
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ஸ䛃䛂ᅜෆ䛻䛚䛡䜛⟶እ㌿ฟ䛃䛾䜏䛷䛒䜛䛾䛷䚸ᾘ㝖⏤䛻䛂ᅜእ㌿ฟ䛃䜢㏣ຍ䛩䜛䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹㻌
䕿ᡤ᭷⪅䠄እᅜே䠅䛜≟䛾ኚ᭦ᒆ䜢ᥦฟ䛧ᛀ䜜䜛䛣䛸䜒⪃៖䛧䚸ᡤ᭷⪅䛜ᾏእ䜈㌿ฟᚋ䚸≟䛾ᡤᅾᆅ䜢ᡤ㎄䛩
䜛ᕷ⏫ᮧ㛗䛜≟䛾Ⓩ㘓䜢⫋ᶒᾘ㝖䛷䛝䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛺䛚䚸≟䛿୍⏕䛻୍ᗘ䛾Ⓩ㘓䛷䜘䛔䛸䛔䛖ไᗘ䛷䛒䜛䛯
䜑䚸᪥ᮏ䜈≟䜢㐃䜜䛶ᡠ䛳䛶䛝䛯䜙䚸ᡤ᭷⪅䛿ኚ᭦ᒆ䠄㌿ධ䠅䜢᪂ᡤᅾᆅ䜢ᡤ㎄䛩䜛ᕷ⏫ᮧ㛗䛻ᒆ䛡ฟ䜛ᚲせ
䛜䛒䜛䚹㻌
䕿≬≟䛾ண㜵䛻䛿䚸┴ෆ䛾≟䛾ືែ䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛭䛾䛯䜑䛻䛿ᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛≟䛾Ⓩ㘓ཎ
⡙䛾⟶⌮䛜Ḟ䛛䛫䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᚑ᮶䛾ᒆฟ䛻ຍ䛘䚸ᅜእ䛻㌿ฟ䛩䜛≟䛾ᒆฟ䛻䛴䛔䛶ไᗘ䜢タ䛡䜛ᚲせ䛜
䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
䕿ฟධᅜ⟶⌮ἲᨵṇ䜢ཷ䛡䛶ᚋእᅜ⡠ఫẸ䛜ቑຍ䛩䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䚸ᚲせ䛺ไᗘᨵṇ䛸⪃䛘䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅
Ⓩ㘓䜢ཷ䛡䛯≟䛾ᡤ᭷⪅䛜䛭䛾≟䛾ᡤᅾᆅ䜢ᅜእ䜈䛸ኚ᭦䛩䜛ሙྜ䛻䚸ᾏእ䜈䛾Ώ⯟ᮇ㛫➼䜢㋃䜎䛘䛯ୖ
䛷䚸㐺ษ䛺Ⓩ㘓ኚ᭦䛜⾜䜟䜜䜛䜘䛖ᑐᛂ䜢㐍䜑䛶䛔䛟᪉ྥ䛷᳨ウ䜢⾜䛔䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᥦᅋయࡽࡢぢゎ
ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛ཎ⡙䛾㐺ษ䛺⟶⌮䛸⾜ᨻ㈇ᢸ䛾㍍ῶ䛾䛯䜑䚸ᥦ䛻䛴䛔䛶๓ྥ䛝䛻ᚚ᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯
䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㏣ຍඹྠᥦᅋయࡽࡢぢゎ
䇷㻌


ᅜ▱࣭ᅜᕷ㛗࣭ᅜ⏫ᮧࡽࡢពぢ
䛆ᅜᕷ㛗䛇㻌
ᥦ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸✚ᴟⓗ䛺᳨ウ䜢ồ䜑䜛䚹㻌
䛆ᅜ⏫ᮧ䛇㻌
ᥦᅋయ䛾ពྥཬ䜃㛵ಀᗓ┬䛾ᅇ⟅䜢㋃䜎䛘㐺ษ䛺ᑐᛂ䜢ồ䜑䜛䚹㻌


ᥦເ㞟᳨ウᑓ㛛㒊ࡽࡢ࡞᳨ウࡢどⅬ㸦㔜Ⅼ㡯㸧㻌
≟䛾ᅜእ㌿ฟ䛾ᡭ⥆䛻䛴䛔䛶䛿䚸≟䛾ᑑ䛻ಀ䜛䝕䞊䝍䛾㞟䚸ศᯒ䜢⾜䜟䛪䛸䜒᳨ウཬ䜃ᥐ⨨䜢䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹ᥦ䛾᪩ᮇᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸ලయⓗ䛺᳨ウෆᐜཬ䜃䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶䛚♧䛧䛔䛯䛰
䛝䛯䛔䚹㻌
㻌

ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸰ḟᅇ⟅
ᚚᥦ䛔䛯䛰䛔䛯ෆᐜ䛿䚸ྛ⮬య䛻䛚䛡䜛Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㐺ṇ⟶⌮䜔⾜ᨻ㈇ᢸ䛾㍍ῶ➼䛻㈨䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛
䛣䛸䛛䜙䚸ぢ┤䛧䛻ྥ䛡䛶๓ྥ䛝䛻᳨ウ䛧䛶䛔䛟䚹㻌
䛧䛛䛧䚸≟䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛿䚸≬≟Ⓨ⏕䛻䛚䛔䛶䚸⮬య䛜ᙜヱ≟䛾ᡤ᭷⪅䜔ᡤᅾᆅ➼䜢㎿㏿䛻≉ᐃ䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸≬≟䛾䜎䜣ᘏ㜵Ṇᥐ⨨䜢ⓗ☜䛻ㅮ䛨䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻ᩚഛ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸䛭䛾ぢ┤䛧䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿
බ⾗⾨⏕ୖ䛾䝸䝇䜽䛜ᣑ䛧䛺䛔䜘䛖䛻༑ศ␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䛘䜀䚸≬≟ண㜵ἲ䛷⩏ົ䛡䛶䛔䜛ண㜵᥋✀㏨䜜䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ഇᒆฟ䛺䛹䛾ไᗘᝏ⏝䜢ண㜵䛩䜛᪉⟇
䜔䚸ᵝ䚻䛺ᾏእ㌿ฟ䛾䜿䞊䝇䛜䛒䜛୰䛷ᒆฟ䜢⩏ົ䛵䛡䜛せ௳䚸ᒆฟ䞉ᾏእ㌿ฟᚋ䛻㌿ฟᮇ㛫䛺䛹䛾ෆᐜ䛻
ኚ᭦䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾ᑐᛂ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䚸᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛭䛾㝿䚸ྛ⮬య䛻䛚䛡䜛Ⓩ㘓ཎ⡙䛾⟶⌮䛻ΰ➼䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䚸⌧ᅾ䛾㐠⏝≧ἣ➼䜢ㄪᰝ
䛧䛯䛖䛘䛷䚸㐠⏝᪉ἲ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
௨ୖ䛾Ⓩ㘓ཎ⡙䛾㔜せᛶ䜔ぢ┤䛧䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸⥲ྜⓗ䛻᳨ウ䜢⾜䛳䛯ୖ䛷䚸㻞㻜㻞㻜 ᖺᗘ䜢┠㏵䛻䚸᪉㔪䜢
Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛔䚹㻌
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