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（平成２３事業年度）

自

平成２３年４月

1日

至

平成２４年３月３１日

一般社団法人 国立大学協会

平 成 23 年 度 事 業 報 告 書
平成 23 年度における本協会の事業概要を次のとおり報告する。
１

諸会議の開催状況
（1）総会
平成23年 6月22日

平成23年度第1回通常総会

平成23年11月 4日

平成23年度第2回通常総会

平成24年 3月 7日

平成23年度第3回通常総会

（2）理事会、常任理事会及び政策会議
理事会
平成23年 4月18日

平成23年度第1回

平成23年 5月18日

平成23年度第2回

平成23年 6月 8日

平成23年度臨時

平成23年 7月20日

平成23年度第3回

平成23年10月 7日

平成23年度第4回

平成23年11月21日

平成23年度臨時

平成24年 2月13日

平成23年度第5回

常任理事会
理事会、総会の審議事項及び諸課題への対応等について、随時打合せを実施
政策会議
平成23年 4月 5- 6日

書面審議

平成23年 4月19-20日

書面審議

平成23年 6月16-17日

書面審議

平成23年 7月11-13日

書面審議

平成23年 8月 8-18日

書面審議

平成23年 9月20-21日

書面審議

平成23年10月 7日

平成23年度第1回

平成23年11月21日

平成23年度第2回

平成24年 2月 7-10日

書面審議

平成24年 2月20-22日

書面審議

（3）各委員会等（専門委員会、小委員会、ワーキンググループ等を含む。）
広報委員会
平成23年 5月26日

広報企画小委員会

平成23年 6月13日

平成23年度第1回

平成23年 7月 8-14日

書面審議

平成23年 7月20日

平成23年度第2回

平成23年 9月 8日

広報企画小委員会
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平成23年10月13日

広報企画小委員会

平成23年11月14日

平成23年度第3回

平成23年12月 6- 9日

広報企画小委員会書面審議

平成23年12月15-20日

書面審議

平成24年 1月10日

広報企画小委員会

平成24年 1月26-30日

広報企画小委員会書面審議

平成24年 2月 1日

平成23年度第4回

平成24年 2月15-20日

広報企画小委員会書面審議

入試委員会
平成23年 4月21日

平成23年度第1回

平成23年 6月 1日

作業委員会

平成23年 6月15-17日

書面審議

平成23年 6月21日

平成23年度第2回

平成23年 7月 7-14日

書面審議

平成23年 9月26-28日

書面審議

平成23年10月24日

作業委員会

平成23年10月27日

平成23年度第3回

平成24年 2月 1日

平成23年度第4回

平成24年 3月 2日

専門委員会

平成24年 3月 6- 9日

書面審議

教育・研究委員会
平成23年 4月 8-11日

書面審議

平成23年 4月20-22日

書面審議

平成23年 5月12日

教育小委員会

平成23年 5月31日

研究小委員会

平成23年 6月 2日

平成23年度第1回

平成23年 7月 8-13日

書面審議

平成23年 7月20日

平成23年度第2回

平成23年 8月 8-17日

書面審議

平成23年10月20-26日

書面審議

平成23年10月24日

研究小委員会

平成23年10月26日

教育小委員会

平成23年12月12-14日

書面審議

平成23年12月13-14日

書面審議

平成23年12月14日

男女共同参画小委員会

平成23年12月21日

特区に関するＷＧ

平成23年12月27-1月6日

書面審議

平成24年 1月13日

教育小委員会

平成24年 1月16日

研究小委員会

平成24年 1月18日

特区に関するＷＧ

平成24年 2月 8日

平成23年度第3回
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平成24年 2月16日

専門委員会

平成24年 2月17-20日

書面審議

平成24年 2月27-29日

書面審議

平成24年 3月26-28日

書面審議

経営委員会
平成23年 5月11日

病院経営小委員会

平成23年 5月16日

財務・施設小委員会

平成23年 5月30日

人事労務小委員会

平成23年 6月 3日

平成23年度第1回

平成23年 7月14-19日

書面審議

平成23年 8月 9-11日

書面審議

平成23年 8月30日

人事労務小委員会

平成23年 9月 1日

財務・施設小委員会

平成23年10月19-21日

財務・施設小委員会及び病院経営小委員会 書面審議

平成23年10月28日

人事労務小委員会専門委員会

平成23年11月14日

財務・施設小委員会

平成23年11月17日

病院経営小委員会

平成23年11月21日

平成23年度第2回

平成24年 1月13-17日

書面審議

平成24年 1月20日

人事労務小委員会

平成24年 1月23日

財務・施設小委員会

平成24年 1月27日

病院経営小委員会

平成24年 2月 2日

平成23年度第3回

大学評価委員会
平成23年 4月18-21日

書面審議

平成23年 6月 7日

懇談会

平成23年 7月12-15日

書面審議

平成23年 8月 2日

専門委員会

平成23年10月11日

専門委員会

平成24年 1月13日

平成23年度第1回

平成24年 1月18-20日

書面審議

平成24年 2月14-16日

書面審議

国際交流委員会
平成23年 7月13-15日

書面審議

平成23年 7月28日

平成23年度第1回

平成23年 8月17-25日

書面審議

平成23年 9月 5- 8日

書面審議

平成23年10月13日

平成23年度第2回

平成24年 1月27日

平成23年度第3回
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事業実施委員会
平成23年 4月 6- 7日

書面審議

平成23年 4月26日

研修企画小委員会

平成23年 5月17日

平成23年度第1回

平成23年 7月12日

平成23年度第2回

平成23年10月 5-12日

書面審議

平成23年12月12日

研修企画小委員会

平成24年 1月20-24日

書面審議

平成24年 1月30日

平成23年度第3回

平成24年 3月 8日

研修企画小委員会

国立大学法人総合損害保険運営委員会
平成23年 8月 9日

平成23年度第1回

平成23年 9月21-27日

書面審議

適格性審査会
平成23年 5月19-23日

書面審議

平成23年 7月12-19日

書面審議

平成23年 7月29- 1日

書面審議

平成23年 8月 2- 4日
平成23年11月28-30日

書面審議

平成23年11月28-30日

書面審議

平成23年12月 7- 9日

書面審議

平成23年12月16日
平成24年 1月16-19日

書面審議

平成24年 1月26日
平成24年 2月 8- 9日

書面審議

平成24年 2月10日
平成24年 3月 5- 7日
問題検討委員会
なし
調査企画会議
平成23年 4月 4-15日

書面審議

国立大学に関する有識者懇談会
平成23年 6月 8日
国立大学の機能強化に関する委員会
平成23年 4月13日

ＷＧ

平成23年 4月18日

第2回

平成23年 4月27日

ＷＧ
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平成23年 5月11日

ＷＧ

平成23年 5月18日

第3回

平成23年 6月 8日

第4回

震災復興・日本再生に関するＷＧ
平成23年 6月13-14日

書面審議

平成23年 7月 1日

第1回

平成23年 7月15日

第2回

平成23年 8月 4- 8日

書面審議

平成24年 1月27- 3日

書面審議

震災復興・日本再生に関する支援対象事業選定等委員会
平成23年10月 7日

第1回

平成24年 1月27- 3日

書面審議

平成24年 2月14-16日

書面審議

平成24年 3月 8-14日

書面審議

（4）その他の会議等

２

平成23年 4月28日

総合損害保険引受保険会社会議

平成23年 6月13日

支部代表大学広報担当者との打合せ会議

平成23年12月 5日

臨時学長等懇談会

平成24年 1月10日

臨時学長等懇談会

役員等の人事
（1）理事、監事及び会長補佐の異動状況
〔別紙１のとおり〕
（2）委員会委員の異動状況
〔別紙２のとおり〕
（3）各国立大学法人からの出向職員を中心とする事務局体制
〔別紙３のとおり〕

３

事業の執行状況
（1）意見、提言、要望書等の提出、面談等
平成23年 4月 6日

民主党文部科学部門会議「震災の復旧・復興へのご要望等」に
ついてのヒアリングにて要望

平成23年 4月21日

直嶋正行参議院議員（民主党電力需給問題対策ＰＴ座長）他17
名に要望〔別添１〕

平成23年 4月27日

松崎哲久衆議院議員（民主党文部科学部門会議座長）に平成23
年度補正予算（第１号）(案)についての御礼〔別添２〕

平成23年 5月 2日

髙木義明文部科学大臣 他19名に平成23年度補正予算（第１号）
についての御礼〔別添２〕
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平成23年 6月22日

「国立大学の機能強化－国民への約束－【中間まとめ】」を決
議〔別添３〕

平成23年 6月22日

「東日本大震災からの復興と再生に向けて」を決議〔別添４〕

平成23年 7月 7日

山根隆治参議院議員（民主党企業団体対策委員長）に「平成24
年度国立大学関係予算の確保・充実について（要望）」を提出
〔別添５〕

平成23年 8月10日

笹木竜三文部科学副大臣に要望〔別添６〕

平成23年 9月21日

民主党文部科学部門会議にて要望〔別添６、７、８〕

平成23年 9月21日

鈴木寛参議院議員（民主党文部科学部門会議座長）他30名に要
望〔別添６、７、８〕

平成23円 9月22日

中川正春文部科学大臣、森ゆうこ文部科学副大臣、城井崇文部
科学大臣政務官と面談、要望〔別添７、８〕

平成23年 9月22日

奥村展三文部科学副大臣、神本美恵子文部科学大臣政務官、清
水文部科学事務次官、磯田高等教育局長に要望〔別添７、８〕

平成23年 9月30日

櫻井充参議院議員（民主党政調会長代理）と面談〔別添８〕

平成23年11月10日

中川正春文部科学大臣 他93名に要望〔別添９〕

平成23年11月16日

森ゆうこ文部科学副大臣及び城井崇文部科学大臣政務官と面談、
要望〔別添９〕

平成23年11月16日

公明党文部科学部会にて要望〔別添６〕

平成23年11月28日

民主党企業団体対策委員にて要望〔別添９〕

平成23年11月29日

櫻井充参議院議員（民主党政調会長代理）と面談

平成23年12月 5日

中川正春文部科学大臣に要望

平成23年12月13日

人づくり・モノづくり 日本の教育を支える会にて要望〔別添９〕

平成23年12月14日

民主党文部科学部門会議にて要望〔別添９〕

平成23年12月15日

公明党山口那津男代表に要望〔別添１０〕

平成24年 1月19日

細野豪志環境大臣に要望〔別添１０〕

平成24年 2月14日

田中和德衆議院議員（自由民主党どうぶつ愛護議員連盟副会長）
に要望〔別添１０〕

平成24年 3月 6日

鴨下一郎衆議院議員に要望〔別添１０〕

平成24年 3月 7日

「今、改めて復興と再生への貢献を誓う」を決議〔別添１１〕

（2）各会員への通知等
・被災した大学の学生への就職支援等について（依頼）
（平成23年4月11日付け 会員代表者宛 教育・研究委員会委員長）

・目的積立金の使用目的等について
（平成23年5月23日付け 会員代表者宛 財務・施設小委員会小委員長）

・「国立大学の入学者選抜についての平成25年度実施要領」及び「同実施細目」等に
ついて（通知）
（平成23年6月22日付け

国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長）

・「平成24年度国立大学入学者選抜についての各大学における入試業務上の留意点」
について（通知）
（平成23年6月22日付け

国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長）

・「平成27年度大学入試センター試験における出題教科・科目に係る国立大学協会の
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ガイドラインについて
（平成23年6月22日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長）

・平成24年度大学入試センター試験における「地理歴史」、「公民」及び「理科」の
成績の利用方法について
（平成23年6月22日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長）

・全国高等学校長協会からの要望について
（平成23年6月22日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長）

・海外への情報発信について
（平成23年10月11日付け 国立大学長宛 国際交流委員会委員長）

・平成24年度予算に向けた取組について（依頼）
（平成23年10月18日付け 国立大学長宛 会長）

・平成24年度国立大学法人総合損害保険の基本方針について
（平成23年10月19日付け 国立大学長宛 事業実施委員会委員長）

・動物実験に係る体制の整備について
（平成23年10月27日付け

国立大学長宛

教育・研究委員会研究小委員長）

・「平成24年度国立大学追加合格者決定業務に係る入学手続状況に関する情報交換事
務取扱要領」について（通知）
（平成23年11月1日付け

国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長）

・全国高等学校長協会からの要望等について
（平成23年11月9日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長）

・「給与表作成の参考資料について」の送付について
（平成23年11月25日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他）

・「給与表作成の参考資料について」の追加資料の送付について
（平成23年12月1日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他）

・東日本大震災による被災大学への支援等について（お願い）
（平成23年12月8日付け 会員（被災大学を除く）代表者宛 会長）

・国立大学附属病院の経営問題に関する第8次アンケート調査結果について
（平成24年2月1日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他）

・経営委員会が実施した障がい者雇用・高年齢者雇用に関するアンケート調査結果に
ついて

（平成24年2月1日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他）

・動物愛護管理法の見直しについて
（平成23年10月27日付け

国立大学長宛

教育・研究委員会研究小委員長）

・「給与表作成の参考資料について」の追加資料の送付について
（平成24年3月2日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他）

・国立大学附属病院の勤務状況に関するアンケート調査結果について（お知らせ）
（平成24年3月13日付け

附属病院を有する会員代表者他宛

経営委員会委員長他）

（3）広報活動
・一般社団法人国立大学協会概要2011（和文・英文）の刊行
・一般社団法人国立大学協会会員名簿’11の刊行
・情報誌（JANU Quarterly Report）の刊行
（第21号～第24号、別冊第8号、別冊震災特別号第1号～第4号）
・ホームページの改善、掲載内容の随時更新（一般向け、会員向け）
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・ホームページに「東日本大震災からの復興と日本再生への取組み」に関する特集ペ
ージを設置
・職員採用試験広報
各地区で実施する職員採用試験の統一的・基本的事項の周知等、全国広報のための
ポスター作成・配布、電子媒体（マイナビ、エンジャパン）に掲載
（4）研修事業の実施
研

修

名

実 施 日

国立大学法人トップセミナー

Ｈ23. 8.25-26

財務編：国立大学法人財務分析
と経営への活用
大学マネジメ
ントセミナー

教育編：就業力

進と人材育成

法人の長

人数
64
216

Ｈ23. 9.15
Ｈ23.10.25

研究編：産学連携による研究推

対 象 者

役員（学長を含む）、副
学長、部局長、事務代表
者等

Ｈ23.11.16

163
136

国立大学法人総合損害保険研修会

Ｈ23. 6.24

保険実務担当者

179

国立大学法人等部課長級研修

Ｈ23. 7.28-29

部長級・課長級職員

183

国立大学法人等若手職員勉強会

Ｈ24. 1.19-20

若手事務職員

118

新規理事就任予定者研修会

Ｈ24. 3.16

新規理事就任予定者

事

業

等

名

実 施 日

9

人数

Ｈ23.11.29

148

「国立大学リスクマネジメント情報」創刊３周年記念シンポジウム
～震災から学ぶリスクマネジメント

Ｈ23. 8. 1

275

北海道教育大学・大阪教育大学
これからの教育学部の役割を考える

Ｈ23.10.22

180

東北大学
東北大学高等教育フォーラム「学習指導要領と大学入試」

Ｈ23. 9. 2

158

秋田大学
地域課題解決のアプローチと地域に学び育つ学生力
～秋田大学北秋田分校事業～

Ｈ23.11.21

180

横浜国立大学
連続公開シンポジウム 総テーマ『アーバン・イノベーション
大学、地域そして都市の再生』の一つ
地域再生と大学の役割－地域、住民とのコラボレーション－

Ｈ23.11. 5

61

信州大学
地域マネジメントへの大学活用と新しい価値の創造
「-SanGakuKan for the Next Stage SGKフォーラムⅡ-」

Ｈ23.10.29

75

大学改革シンポジウム

日本再生シンポジウム～国立大学に求められる役割～
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大学改革シンポジウム

富山大学
富山大学コラボフェスタ2011シンポジウム 「大学は地域とともに
何をすべきか －転換期における地域活性化策－」

Ｈ23. 9.28

576

三重大学
東海圏4大学連携市民フォーラム
「大学と地域が育てるグローカル・リーダー」

Ｈ23.11. 5

225

神戸大学
グローバル化する世界における大学の役割

Ｈ23. 9.16

190

奈良女子大学
コミュニティ再生と国立大学の役割

Ｈ23.11.26

94

和歌山大学
大震災後の日本再建と新しい公共
～今、大学と生涯学習の役割を問う！～

Ｈ23.11.23

149

島根大学
高大接続の地平をひらく

Ｈ23.11.20

62

Ｈ23.11.18

113

弘前大学
農村と都市の共生を目指した災害に強い日本再生プラン

Ｈ23.11. 9

187

東北大学
東北地方の化学と教育

Ｈ23. 9.16

52

東北大学
2011年東北地方太平洋沖地震はどのような地震だったのか？
－これまでにわかったこと、これからの課題－

Ｈ23.10.22

93

東北大学
放射性物質の拡散と大学人の役割

Ｈ23.11.13

77

東京工業大学
東日本大震災を踏まえた首都直下地震への課題

Ｈ23.10.28

84

電気通信大学
総合コミュニケーション科学からの防災・日本再生へのアプローチ

Ｈ23.10.22

222

筑波大学
希望につながる地域再生と大学～東日本大震災から学ぶもの～

Ｈ24. 1.22

158

埼玉大学
埼玉の防災を考える

Ｈ23.11.19

275

横浜国立大学
連続公開シンポジウム 総テーマ『アーバン・イノベーション
大学、地域そして都市の再生』の一つ
環境・防災と未来都市創生：これからの大都市をどうデザインする
か －科学的なアプローチと可視化－

Ｈ23.10.22

81

長岡技術科学大学
オール新潟 災害救援シンポジウム

Ｈ24. 1.21

55

金沢大学
北陸沿岸の地震津波防災と海洋立国推進の在り方

Ｈ23.10. 8

293

北見工業大学
寒冷地の複合災害

－大学と地域の共創関係を作る－

－豪雪と大地震が同時に来たら－

－3.11から189日の歩み－

防災・日本再生シンポジウム

9

防災・日本再生シンポジウム

静岡大学
多角的な災害教訓から静岡の防災を考える

Ｈ23.10.16
Ｈ23.11. 5
Ｈ23.11. 6

274

名古屋大学
濃尾地震120周年シンポジウム「濃尾地震から120年－その教訓を
振り返る－」

Ｈ23.10.28

400

名古屋工業大学
東海３県の国立大学が社会に向けて提言する巨大地震対策

Ｈ23.11.20

300

豊橋技術科学大学
企業防災を軸とする安全安心な地域づくり

Ｈ23.12. 2

198

京都教育大学
教師力・教育力で支える地域再生：集まれ古都のサポーター！

Ｈ23.12. 3

75

奈良女子大学
古都奈良の都市防災

Ｈ23.10.22

108

島根大学
島根大学医学部附属病院における防災・危機管理と地域振興

Ｈ23.10. 1

120

広島大学
巨大化する自然災害への備え
－広島における今後の自然災害とその対策－

Ｈ23.12. 2

125

山口大学
大学の英知をあつめて風水害から「いのちをまもる」
－近年の災害を振り返る－

Ｈ23.11.23

127

香川大学
危機管理シンポジウム
－大規模災害時の地域コミュニティーの継続に向けて－

Ｈ24. 1.10

250

高知大学
南海地震に備えて：災害地を四国４県でどう支えるか

Ｈ23.10.22

80

高知大学
南海地震に備えるシンポジウムⅡ
「次の南海地震の津波は？巨大津波、過去から未来へ」

Ｈ23.10.29

252

Ｈ23.11.10-11

86

Ｈ23.11.30

285

大分大学
大分の防災を考える－東南海・南海地震への対応－

Ｈ23.10.22
Ｈ23.11. 6

302

九州地区支部会
防災シンポジウムin宮崎2011 ～口蹄疫災害、新燃岳火山災害、
来る「想定」地震・津波災害への備えを考える～

Ｈ23.11. 1

293

鹿児島大学
奄美豪雨災害から学ぶ

Ｈ23.10.23

176

九州大学
斜面災害における予知と対策技術の最前線に関する国際シンポ
ジウム 福岡2011
熊本大学
地域防災啓発シンポジウム

国立大学フェスタ 2011

「-東日本大震災から学ぶ-」

－2010年奄美豪雨災害の総合的調査研究－

実施期間：平成 23 年 10 月 1 日～11 月 30 日（主たる期間）
イベント実施件数：864 件
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（5）国立大学法人総合損害保険の運営
（平成23年度加入状況）

４

メニュー１（財産保険）
（総合賠償責任保険）（労働災害総合保険）

９０機関

メニュー２（診療所賠償責任保険）

８４機関

メニュー３（傷害保険（役員））

９０機関

メニュー４（ヨット・モーターボート総合保険）

５７機関

支部活動の状況

（1）支部会議の開催
支

部

名

開

催

日

平成23年 4月15日
北海道地区

平成23年10月31日
平成24年 2月 9日
平成23年 5月 9日（書面審議）

東北地区

平成23年10月 6日
平成24年 2月22日
平成23年 5月13日（臨時）

東京地区

平成23年10月27日
平成24年 2月29日
平成23年 5月17日

関東・甲信越地区

平成23年10月 4日
平成24年 2月 8日
平成23年 4月28日

東海・北陸地区

平成23年10月21日（臨時）
平成24年 2月 3日
平成23年 5月12日

近畿地区

平成23年 9月28日
平成24年 2月 2日
平成23年 5月27日

中国・四国地区

平成23年 9月27日
平成24年 2月10日（臨時）
平成23年 5月23日

九州地区

平成23年 9月 9日
平成24年 2月 3日
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備

考

（2）広報担当者連絡会の開催
支

部

名

開

催

日

備

考

北海道地区

平成23年 9月28日

東北地区

平成23年 7月22日

東京地区

平成23年 9月20日

関東・甲信越地区と
合同開催

関東・甲信越地区

平成23年 9月20日

東京地区と合同開催

東海・北陸地区

平成23年 8月10日

近畿地区

平成23年 9月 9日

中国・四国地区

平成23年 9月30日

九州地区

平成23年 9月12日

（3）その他の事業
各支部会議が主催する研修事業、情報交換会等が実施された。
５

その他の活動
（1）関係団体等の諸会合への参加
ア

イ

就職関係
平成23年 4月27日

第1回就職問題懇談会

平成23年 5月26日

第1回就職採用情報交換連絡会議

平成23年 7月20日

第3回新卒者等の就職採用活動に関する懇話会

平成23年 7月29日

第2回就職問題懇談会

平成23年 9月14日

第2回就職採用情報交換連絡会議

平成24年 2月13日

第3回就職問題懇談会

ＪＡＣＵＩＥ（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係
なし

ウ

ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係
平成23年 4月15-17日 国際理事会
平成23年 7月12日

日本国内委員会ＷＧ

平成23年 8月26日

日本国内委員会

平成23年10月18-19日 国際理事会
平成24年 3月13日

日本国内委員会

平成24年 3月28-29日 国際理事会
12

エ

その他
平成23年 5月24-25日 第6回全国大学入学者選抜研究連絡協議大会
平成23年 6月 1- 2日 NAFSA年次総会
平成23年 7月 8日

在京科学技術アタッシェ連絡会議

平成23年10月15-16日 中国国際教育展
平成23年10月29-30日 日本留学フェア（ベトナム）
平成23年12月10-11日 FACON国際教育展
平成24年 3月 9日

Japan Study Programセミナー

平成24年 3月10-11日 中国国際教育巡回展
平成24年 3月19-20日 日露学長会議
（2）報告書等の刊行等
・一般社団法人国立大学協会概要2011（和文、英文）
・一般社団法人国立大学協会会員名簿’11
・情報誌「JANU Quarterly Report」
第21号～第24号、別冊第8号、別冊震災特別号第1号～第4号
・一般社団法人国立大学協会ANNUAL REPORT（平成22年度）
・Handbook of National Universities in Japan（国立大学法人の概要）
・Japanese National Universities
・第1期中期目標期間の検証（概要）
・国立大学の機能強化－国民への約束－【中間まとめ】
・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第８回追跡調査報告書
・給与表作成の参考資料について
・東日本大震災と大学の危機管理－被災した国立大学から学ぶ－
（3）要望書等の受理
平成23年 4月 4日

全国高等学校長協会
・東日本大震災により被災した高等学校生徒への配慮について（お
願い）

平成23年 6月20日

全国高等学校長協会
・東日本大震災により被災した高等学校生徒への配慮について（東
北六県高等学校長協会会長よりのお願い）

平成23年 7月21日 財団法人産業教育振興中央会 外9団体
・大学等入学者選抜に関する要望書（農業、工業、商業、水産、
家庭、看護、情報、福祉の専門学科及び総合学科）
平成23年10月 4日

全国高等学校長協会家庭部会、進路調査研究部会
・家庭に関する学科等卒業者の平成24年度入学者選抜についての
要望書

平成23年10月28日

全国高等学校長協会
・大学等入学者選抜についての要望書

平成23年11月 2日

全国大学高専教職員組合
・
「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」にかかる要請書
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平成23年12月 8日

高校・大学生、青年の雇用と働くルールを求める連絡会
・高校・大学生等、新卒者の就職保障に向けての要請

平成24年 2月 2日

全国大学高専教職員組合
・国立大学教職員の給与に関する要望

平成24年 3月27日

国立大学法人夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議
・夜間主コース・第二部の整備に関する要望書

（4）外国からの訪問者（団体）対応

６

平成23年 8月31日

オーストラリア大使館教育担当参事官

平成24年 1月10日

英国大学協会会長

国大協訪問

国大協訪問

平成23年度特記事項
（1）東日本大震災の発生に伴う活動
平成23年 4月 7日

防災・日本再生シンポジウム募集要項を策定（平成23年度中に計
29件を採択、実施）

平成23年 4月11日

各大学に「被災した大学の学生への就職支援等について（依頼）」
を発出

平成23年 4月20日

会長メッセージ「復興と再生に向けて」を表明
国立大学における震災復興・防災・日本再生に係る教育・研究組
織一覧を公表

平成23年 4月21日

直嶋正行参議院議員（民主党電力需給問題対策ＰＴ座長）に、消
費電力抑制目標の策定にあたっての診療、教育研究への配慮につ
いて要望

平成23年 4月30日 各大学における支援活動状況（第1次）を公表（4月末現在）
平成23年 5月18日 第2回理事会において、被災大学の平成23年度会費の特別減額措置
を承認
平成23年 6月 1日 NAFSA年次総会（ｶﾅﾀﾞ・ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ）において、震災後の日本の大学
の復興に向けたメッセージを発信
平成23年 6月 8日

震災復興・日本再生に関するＷＧを設置

平成23年 6月22日 第1回通常総会において、「東日本大震災からの復興と再生に向け
て」を決議（6月30日、文部科学大臣ほか政務三役に手交）
平成23年 7月20日 第3回理事会において、震災復興・日本再生支援事業骨子を了承
平成23年 8月 1日 「「国立大学リスクマネジメント情報」創刊3周年記念シンポジウ
ム～震災から学ぶリスクマネジメント」を開催
平成23年 8月18日

震災復興・日本再生支援事業募集要項を策定
震災復興・日本再生に関する支援対象事業選定等委員会を設置

平成23年 8月30日 各大学における支援活動状況（第2次）を公表（8月末現在）
平成23年11月 4日 第2回通常総会において、震災復興・日本再生支援事業の実施に伴
う平成24,25年度会費の増額を承認
平成23年11月10日

平成23年度震災復興・日本再生支援事業を選定、公表

平成23年11月29日

「日本再生シンポジウム～国立大学に求められる役割～」を開催

平成23年12月

冊子「東日本大震災と大学の危機管理－被災した国立大学から学
ぶ－」を発行
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平成24年 3月 7日 第3回通常総会において、
「今、改めて復興と再生への貢献を誓う」
を決議
各大学における支援活動状況（第3次）を公表（2月末現在）
７

監事の監査、会計事務所の確認状況
業務監査
監事の、羽入佐和子お茶の水女子大学長、長尾彰夫大阪教育大学長（監事任期は平
成23年6月22日まで）及び吉田浩己鹿児島大学長（監事任期は平成23年6月22日以降）
が、平成23事業年度に開催された各理事会に出席し、業務の執行状況を確認するとと
もに、平成24年5月24日に平成23事業年度における事業報告書（案）に基づき、業務監
査を実施した。
会計監査
出塚会計事務所による定期的な会計書類の確認等とともに、平成24年4月25日に平成
23事業年度における会計書類の確認が行われた。
これに基づき、平成24年5月24日に平成23事業年度における会計監査を実施した。

８

登記・届出事項

・東京法務局

旧社団法人国立大学協会から一般社団法人国立大学協会への名称変更に
かかる設立登記

・東京法務局

(登記年月日：平成23年 4月 1日)

変更登記（代表理事、理事、監事の変更）
(登記年月日：平成23年 6月22日)

・東京法務局

変更登記（理事の変更）

(登記年月日：平成23年 8月25日)

・東京法務局

変更登記（理事の変更）

(登記年月日：平成23年11月 4日)
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㇂ཱྀ  ຌ㸦⇃ᮏᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

┘ 

ྜྷ⏣ᾈᕫ㸦㮵ඣᓥᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㛗⿵బ

㧘ᶫ  ᐇ㸦ྡྂᒇᕤᴗᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㛗⿵బ

ᒣᮏᘅᇶ㸦ᓥ᰿Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㛗⿵బ

ὸཎṇ㸦ᗈᓥᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

⌮ 

㮖⏣Ύ୍㸦㜰Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

⌮ 

ᖹ㔝ಇኵ㸦㜰Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

⌮㸦㛗㸧 ୖ᫂ஂ㸦ᮾᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᖹᡂ 

㏥௵

ᖹᡂ 

㏥௵

⌮ 

㧗ᶫᏕຓ㸦ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ㛗㸧

⌮㸦ᑓົ⌮㸧 㔝ୖᬛ⾜㸦⚄ᡞᏛྡᩍᤵ㸧
㛗⿵బ

ᯇᒣඃ㸦ᮾிᾏὒᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㛗⿵బ

ᒣᮏᘅᇶ㸦ᓥ᰿Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵





ู⣬㸰
୍⯡♫ᅋἲேᅜ❧Ꮫ༠

ጤဨጤဨࡢ␗ື≧ἣ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ጤဨྡ

Ặ ྡ   㸦ᡤᒓ➼㸧

␗ືᖺ᭶᪥

␗ື⏤

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

㏥௵

బᾈ㸦ᾏ㐨Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ୗᲄᩥṊ㸦᪂₲Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᮏ༟ဢ㸦ᒣཱྀᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

షῡᏕኵ㸦బ㈡Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

⤖ᇛ❶ኵ㸦ᒣᙧᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ụ⏣ᖾ㞝㸦ⲈᇛᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

୰ᮧಙ୍㸦㔠ἑᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

⚟⏣⚽ᶞ㸦⚄ᡞᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

㏥௵

㔝ṇ๛㸦ศᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㧗ᶫᏕຓ㸦ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᯇᒣඃ㸦ᮾிᾏὒᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᒣᮏᘅᇶ㸦ᓥ᰿Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ⓑ▼㶾㸦ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㛗⃝⚽⾜㸦ᖏᗈ␆⏘Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ụ⏣ᖾ㞝㸦ⲈᇛᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᖹᡂ 

㏥௵

㤶ᕝᚁ㸦ᚨᓥᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

⩚㔝ᛅ㸦ศᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

Ⳣ㱟ኵ㸦ᐑᓮᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㐲⸨ಇ㑻㸦ᐩᒣᏛ㛗㸧

ධヨጤဨ

⩚㔝ᛅ㸦ศᏛ㛗㸧

ᩍ⫱࣭◊✲ጤဨ 㧘ᶫᐇ㸦ྡྂᒇᕤᴗᏛ㛗㸧



ጤဨྡ

Ặ ྡ   㸦ᡤᒓ➼㸧

␗ືᖺ᭶᪥

␗ື⏤

ᮏ㛫ㅬ㸦ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

୰ᮧಙ୍㸦㔠ἑᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

⏣୰㞝୕㸦㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᯇỌᏲኸ㸦ᕞᕤᴗᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㇂ཱྀຌ㸦⇃ᮏᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

⚟Ọဴኵ㸦㮵ᒇయ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᮏ㛫ㅬ㸦ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㐍ᮧṊ⏨㸦Ᏹ㒔ᐑᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

୰ᮧ㐩㸦ᯇ་⛉Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᰗ⃝ᗣಙ㸦ឡᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᯇỌᏲኸ㸦ᕞᕤᴗᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㛗⃝⚽⾜㸦ᖏᗈ␆⏘Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ⱝᙗ୍㸦ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

᳃⚽ᶞ㸦ᒱ㜧Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

㏥௵

∦ᓠⱱ㸦㛗ᓮᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

୍┾ẚྂ㸦㤶ᕝᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㛗ᑿ┬࿃㸦㤶ᕝᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹ㔝ಇኵ㸦㜰Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

Ụᓥ⩏㐨㸦ி㒔ᕤⱁ⧄⥔Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᯇỌ㸦ᮾி㎰ᕤᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

㏥௵

ᖹᡂ 

㏥௵

ᩍ⫱࣭◊✲ጤဨ

Ꮫホ౯ጤဨ

㮖⏣Ύ୍㸦㜰Ꮫ㛗㸧

ᅜ㝿ὶጤဨ

᳃⏣₩㸦ᒸᒣᏛ㛗㸧
ⱝᙗ୍㸦ୖ㉺ᩍ⫱Ꮫ㛗㸧




ጤဨྡ

Ặ ྡ   㸦ᡤᒓ➼㸧

␗ືᖺ᭶᪥

␗ື⏤

᳃⚽ᶞ㸦ᒱ㜧Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

∦ᒣ༟ஓ㸦㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

᭷ᕝ⠇ኵ㸦ᕞᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

∦ᓠⱱ㸦㛗ᓮᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

᪂ཎᬊ୍㸦㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᴬెஅ㸦㇏ᶫᢏ⾡⛉ᏛᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ෆ⏣῟ṇ㸦୕㔜Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㤶ᕝᚁ㸦ᚨᓥᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᰗ⃝ᗣಙ㸦ឡᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

Ⳣ㱟ኵ㸦ᐑᓮᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

⤖ᇛ❶ኵ㸦ᒣᙧᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᯇᮏ⣫㸦ி㒔Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

⚟⏣⚽ᶞ㸦⚄ᡞᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㇂ཱྀຌ㸦⇃ᮏᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㐲⸨ಇ㑻㸦ᐩᒣᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹᡂ 

㏥௵

᳃⏣₩㸦ᒸᒣᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

᭷ᕝ⠇ኵ㸦ᕞᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

షῡᏕኵ㸦బ㈡Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᖹ㔝ಇኵ㸦㜰Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㐲⸨ṇᙪ㸦ᘯ๓Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

బ⸨ᩗ㸦ᘯ๓Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

┦Ⰻ♸㍜㸦㧗▱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᅜ㝿ὶጤဨ

㮖⏣Ύ୍㸦㜰Ꮫ㛗㸧
⤒Ⴀጤဨ




ጤဨྡ

Ặ ྡ   㸦ᡤᒓ➼㸧

␗ືᖺ᭶᪥

␗ື⏤

᪂ཎᬊ୍㸦㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ᴬెஅ㸦㇏ᶫᢏ⾡⛉ᏛᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㮖⏣Ύ୍㸦㜰Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

㐍ᮧṊ⏨㸦Ᏹ㒔ᐑᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

∦ᒣ༟ஓ㸦㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᯇᮏ⣫㸦ி㒔Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

୰ᮧಙ୍㸦㔠ἑᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

ෆ⏣῟ṇ㸦୕㔜Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

⏣୰㞝୕㸦㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

⚟Ọဴኵ㸦㮵ᒇయ⫱Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

㏥௵

బᾈ㸦ᾏ㐨Ꮫ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㰻⸨ᗣ㸦༓ⴥᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

㧘ᶫᐇ㸦ྡྂᒇᕤᴗᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᮏ༟ဢ㸦ᒣཱྀᏛ㛗㸧

ᖹᡂ 

ᑵ௵

ᗈሗጤဨ

ᴗᐇጤဨ
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ʙѦޅഏᧈ

ଐӼᨙӮᲢிʮᲣ

˖ဒᢿᧈ

ųጢဋᨺɟᲢிʮҔᅹഫᅹᲣ
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ɼ࠴ᲢዮѦŴᝠѦᲣ
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ɼ࠴˄ᲢʙಅܱŴλᚾᲣ

ųӴဋѨχᲢ҅ᨕέᇢᲣ

ɼ࠴˄ᲢʙಅܱŴλᚾᲣ
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ɼ࠴˄ᲢኺփૅੲᲣ

ų᭘ܨୢᲢӸӞދᲣ

ɼ࠴˄ᲢኺփૅੲᲣ

ų˱ᕲᅇ፦Ტி҅Უ

ɼ࠴˄Ტᨥʩ්Უ

ų߷ɳƻƱǈᲢޛޢᲣ

ɼ࠴˄Ტܖٻᚸ̖ŴᏋȷᄂᆮᲣ

ųบήܨᲢ್ාᇌᲣ

ɼ˓Ტܖٻᚸ̖ŴᏋȷᄂᆮᲣ
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ኺփۀՃ˟
ᢘࣱݙ௹˟
λᚾۀՃ˟
ʙಅܱۀՃ˟
ዮӳܹ̬ᨖᢃփۀՃ˟
ᇌܖٻඥʴዮӳܹ̬ᨖʙಅ
ᄂ̲ʙಅ

ᨥʩ්ۀՃ˟
ܖٻᚸ̖ۀՃ˟
ᏋȷᄂᆮۀՃ˟

ᇌܖٻƷೞᏡࢍ҄ƴ᧙ƢǔۀՃ˟

࠼ۀإՃ˟
࠼إʙಅŴऴإπŴฏٳ
ᛦ௹˖ဒ˟ᜭ
ᎰՃဇᚾ᬴μإ࠼
ᇌܖٻƴ᧙Ƣǔஊᜤᎍটᛩ˟
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ࠉ

 КชᲫ
ࠉࠉࠉࠉࠉ

                            
ᅜ༠⏬➨㸯㸲ྕ
ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸰㸯᪥

Ẹඪ㟁ຊ㟂⤥ၥ㢟ᑐ⟇㹎㹒
ᗙ㛗 ┤ ᔱ ṇ ⾜ ᵝ

                       ୍⯡♫ᅋἲேᅜ❧Ꮫ༠
                          㛗  ℈ ⏣ ⣧ ୍


ኟᮇࡢ㟁ຊ㟂⤥ㄪᩚࡘ࠸࡚㸦せᮃ㸧


 ཤࡿ㸲᭶㸶᪥ࡢᨻᗓࡢ㟁ຊ㟂⤥⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊࠾࠸࡚ࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏క࠺㟁ຊ㟂
⤥㐕㏕ᑐᛂࡍࡃࠊኟࡢ㟁ຊ㟂⤥ᑐ⟇ࡋ࡚ࠊᮾி㟁ຊཬࡧᮾ㟁ຊ⟶ෆࡢዎ⣙㟁
ຊ 500KW ௨ୖࡢཱྀ㟂せᐙᑐࡋࠊ㟁Ẽᴗἲ➨ 27 ᮲ᇶ࡙ࡁࠊ୍ᚊ 25㸣⛬ᗘࡢࣆ࣮
ࢡᾘ㈝㟁ຊࡢᢚไࢆ⾜࠺ࡇࡉࢀࠊᅜ❧Ꮫࡶࡑࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᅜ❧Ꮫ࠾࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡼࡾࠊᨻᗓࡢ

ᐊຠᯝ࢞ࢫ๐ῶ᪉㔪ࡢ㈉⊩ࡸࠊ⤒㈝⠇ῶ

ࡢほⅬ➼ࡽࠊᾘ㈝㟁ຊࡢᢚไྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊኟࡢᾘ㈝㟁ຊᢚไࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ྛᏛ࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ពᕤኵࡼࡗ࡚ࠊ᭱㝈ࠊᑐᛂࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᅜ❧Ꮫ㝃ᒓ㝔ࡣࠊᆅᇦ་⒪ࡢ᭱ᚋࡢ◓ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᶵ⬟ࢆ
Ṇࡋࠊእ᮶㛢㙐ࡸධ㝔Ჷࡢ㛢㙐ࡘ࡞ࡀࢀࡤࠊཷデࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡓ⤂ᝈ⪅࣭ᡭ⾡ᚅ
ᶵᝈ⪅࣭ᩆᛴᝈ⪅ࡀ་⒪㞴Ẹ࡞ࡾࠊ♫ⓗΰࢆᣍࡃࡇࡀணࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㝃
ᒓ㝔ࡀ༨ࡵࡿᾘ㈝㟁ຊࡣᏛࡢつᶍࡼࡗ࡚ᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᙜヱᏛࡢᾘ㈝㟁ຊࡢ
㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ㝃ᒓ㝔ࡢᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡓሙྜࡣࠊᏛ㒊࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ᶵ
⬟ࢆṆࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡞ࠊᅜ❧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟῝้࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇ࡞
ࡾࡲࡍࠋ
 ᅜ❧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࢆṆࡋ࡚ࠊ✌ືࡋ࡚࠸ࡿᆺᐇ㦂⨨➼ࡢṆࢆ⾜ࡗࡓሙ
ྜࠊࡇࢀࡲ࡛✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ㈗㔜࡞◊✲ヨᩱࡸ◊✲ࢹ࣮ࢱࢆᾘኻࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊᑗ᮶
ࢃࡓࡿᡃࡀᅜࡢᅜ㝿➇தຊࡢపୗࢆᣍࡁࡡࡲࡏࢇࠋ⌧ୗࡢᮍ᭯᭷ࡢᅜ㞴┤㠃ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡑࠊࠕ▱ࡢᣐⅬࠖࡋ࡚ࡢᏛࡢᶵ⬟ࢆ᭱㝈Ⓨࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᅜ
ࢆᣲࡆࡓⱥ▱ࡢ⤖㞟ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᅜ㝿➇தຊࡢపୗࡸᾏእࡢ㢌⬻ὶฟṑṆࡵ
ࢆࡅ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊᅜ❧Ꮫ࡛ࡣࠊᅜẸ⏕ά┤⤖ࡍࡿ㝃ᒓ㝔ࡢデ⒪ࡸࠊᡃࡀᅜࡢᅜ㝿➇த
ຊࢆᇶ┙ࡋ࡚ᨭ࠼ࡿᆺࡢᐇ㦂⨨➼ಀࡿ㒊ศ࡛ࡢᾘ㈝㟁ຊࡀከࡃࠊ᭱㝈ࡢດຊ
ࢆࡋࡓࡋ࡚ࡶࠊᾘ㈝㟁ຊࢆ 25㸣๐ῶࡍࡿࡇࡣࠊ㠀ᖖᅔ㞴࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ᨻᗓ࠾ࡅࡿᾘ㈝㟁ຊᢚไ┠ᶆࡢ⟇ᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᅜ❧Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊ㝃ᒓ㝔➼ࢆᾘ㈝㟁ຊᢚไࡢᑐ㇟ࡽ㝖እࡍࡿ࡞ࠊᩍ⫱◊✲ࡢࡈ㓄៖ࢆ࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ



ࠉ

 КชᲬ
ࠉࠉࠉࠉࠉ

               


  ࠰Ჯஉ  ଐ

 ૨ᢿᅹٻܖᐫ
   ᭘ ங  ፯ ଢ  ോ


  ࠰ࡇᙀദʖምᲢᇹ  ӭᲣƴƭƍƯᲢࣂᅇᲣ

እƸŴ᭗ሁᏋǍܖᘐƷਰᐻŴཎƴᇌܖٻƷΪܱƴƭƖǇƠ
ƯŴКƷƝྸᚐƱƝૅੲǛងǓŴҽƘࣂᅇဎƠɥƛǇƢŵ
ƜƷƨƼƷிଐஜٻᩗƷࣄǛႸႎƱƠƨ  ࠰ࡇᙀദʖ
ምᲢᇹ  ӭᲣƴƓƖǇƠƯƸŴᏋȷᄂᆮȷ᧽ޓ၏ᨈƷᚮၲƴ̞ǔ
ᚨȷᚨͳƷࣄૅੲǍŴᘮƠƨܖဃƷܖݼೞ˟ᄩ̬ƷƨǊƷ
ಅ૰ถβᙀяƷܱƳƲŴᇌܖٻሁƷᏋᄂᆮᚮၲؾƷࣄᐻƴ
ᡆᡮƔƭᢘЏƴƝࣖݣƍƨƩƖǇƠƨƜƱƴज़ᜓǛဎƠɥƛǇƢŵ
ᘮƠƨᇌܖٻưƸŴʻׅƷૅੲǛǋƱƴɟЦǋଔƘƦƷщ
ǛӕǓƠŴƕƷݩஹƷႆޒǛਃƏΟǕƨʴƷᏋǍܖᘐᄂ
ᆮƷਖ਼ᡶŴҔၲǛƸơǊƱƠƨ؏עᝡྂƳƲƴŴƜǕǇưˌɥƴӕ
ǓኵǜưƍƖƨƍƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ʻࢸƱǋŴƝૅੲƷǄƲŴ˴ҡǑǖƠƘƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ



ɟᑍᅈׇඥʴ ᇌܖٻң˟





ࠉ

 КชᲭ
ࠉࠉࠉࠉࠉ



ᅜ❧Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ
㸫ᅜẸࡢ⣙᮰㸫



࠙୰㛫ࡲࡵࠚ



ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸴᭶㸰㸰᪥




୍⯡♫ᅋἲேᅜ❧Ꮫ༠



ᇌܖٻң˟ƸŴᇹᲫɶႸ᧓Ʒ౨ᚰǛ៊ǇƑƳƕǒŴ
ᇌܖٻƕƱǓǘƚᝧ˓ǛǋƬƯௐ

ƨƢǂƖࢫлǍೞᏡƷࢍ҄ƷƋǓ૾Ǜ౨᚛ƠƯƖƨŵஜإԓƸŴƦƷɶ᧓ǇƱǊưƋǔŵ

ӲᇌܖٻඥʴƸŴஜžɶ᧓ǇƱǊſǛ៊ǇƑƯŴƦǕƧǕƷࣱ̾ȷཎᑥǛஇٻᨂƴƔƠƨೞᏡ

ࢍ҄ƷᡮǍƔƳܱྵƴμщǛਫƛǔƜƱǛൟƴኖளƠŴƦƷௐǛǋƱƴŴǹȆȸǯțȫȀȸǁƷ
ႎᄩƳऴإႆ̮ƱݣᛅǛᡫơƯᇌܖٻƷᏋᄂᆮǁƷҗЎƳྸᚐƱࢍƍૅਤǛࢽǔƜƱƴǑǓŴଐ
ஜƷࠎஓƋǔசஹƱɭမƷʴŷƕࠎ൭ƢǔܭܤႎưਤዓႎƳᅈ˟ƷನሰǛݰƘҾѣщƱƠƯɶఋႎ
ƳࢫлǛௐƨƢŵ





Ⴘഏ


ᲫᲨƸơǊƴ 
̾̾̾̾ᇌܖٻƷᝧѦƱኖள
ᲬᲨᇌܖٻƷπσႎƳࢫл


ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲫ
ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲬ

ᲭᲨᇌܖٻƱƠƯࢍ҄ƢǂƖೞᏡ



   ̾̾̾̾ȊǷȧȊȫǻȳǿȸೞᏡƱȪȸǸȧȊȫǻȳǿȸೞᏡƷࢍ҄

ȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲭ

ᲮᲨೞᏡࢍ҄ƷƨǊƷ૾ሊ

ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲯ

ᲯᲨೞᏡࢍ҄ǛܱྵƢǔƨǊƴ 



̾̾̾̾ࡅƷࢫл

ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲱ

ᲰᲨᇌܖٻң˟ƱƠƯ

ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷᲳ

Ӌᎋ૰ ೞᏡࢍ҄ƷƨǊƷ૾ሊƷʙ̊



㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ̾̾̾̾ᅜ❧Ꮫࡢ㈐ົ⣙᮰


ᲫᲣǘƕƕႺ᩿ƠƯƍǔᛢ᫆
 ǘƕƸŴᧈƴǘƨǔኺฎƷͣ๛ǍᝠನᡯƷफ҄Ŵ܇ݲ᭗ᱫ҄ƷᡶᘍƳƲŴщƷϐဃƕ൭Ǌ

ǒǕǔᩊƳᛢ᫆ǛৼƑƯƍǔŵƜǕǒƴьƑŴ ࠰  உ  ଐƴܷ؉ჄඌưႆဃƠƨ߾עٻ
ᩗȷඬƱƦǕƴˤƬƯឪƖƨᅦᇹɟҾ܇щႆᩓƷʙƴǑǓٻƳүೞƴႺ᩿ƠŴƢǂƯƷ
ൟƸɟଐưǋଔƘܤμư࣎ܤƳဃǛᡛǔƜƱƷưƖǔؾƷನሰǛࢍƘᫍƬƯƍǔŵ
 ƜƷࡇƷٻᩗǛᡫƠƯŴᐯƴ᧙ƢǔʴƷჷᜤƱƦǕǛƔƢʴƷщƸசƩɧҗЎưƋǔƜƱ
Ǜၘज़ƠƨŵᅶƨƪƸŴעᩗȷඬȷ້້֩ޛŴƋǔƍƸီࠝൢᝋƳƲƴǑǔᐯܹǁƷͳƑŴ
เȷǨȍȫǮȸŴ૰ƷܤμưܭܤႎƳᄩ̬Ŵᅈ˟ႎǤȳȕȩǹȈȩǯȁȣȸƷƋǓ૾ƳƲŴᙹྶע
ưᚐൿƠƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍٶƘƷᛢ᫆ƴႺ᩿ƠƯƍǔŵ
ƜƏƠƨᛢ᫆ƸŴӷƴŴබƷிᙱǛբǘƣŴƢǂƯƷƷܤμȷ࣎ܤƷ̬ᨦƱਤዓӧᏡᅈ˟ನሰ
ƷȗȭǻǹƴႺࢨ᪪Ƣǔྵˊᅈ˟Ʒನᡯႎᛢ᫆ưǋƋǔŵɭမӲƸŴଐஜƕྵɦƷᩊǛƲƷǑ
ƏƴΰƢǔƷƔŴƦƠƯଐஜƸʴƕૼƨƳ̖͌ᅈ˟ǛᚨƢǔȪȸȀȸƱƳǓƏǔƷƔǛŴ՜
ǛԕǜưᙸܣƬƯƍǔŵ


ᲬᲣிଐஜٻᩗƱᇌܖٻƷᝧѦ
 ᇌܖٻƸŴǘƕƷჷᜤؕႴƱƠƯƷࢫлǛਃƍŴΟǕƨʴƷᏋŴέᇢᄂᆮƷਖ਼ᡶŴ؏עǁ
ƷᝡྂƳƲǛᡫƠƯŴƜǕǇưଐஜƷᡈˊ҄ŴᧈႆޒƷƨǊƴᄩƱƠƨܱጚǛസƠƯƖƨƱᐯ
ƠƯƍǔŵǇƨŴൟƷဃԡǛܣǔஇࢸƷᄇƱƠƯŴƜƷࡇƷעᩗȷඬܹƷႆဃƴᨥƠƯǋŴμ
Ʒᇌޓ᧽ܖٻ၏ᨈƕᡲઃƠƯᘮעƴƓƍƯዬ࣯ҔၲѣǛڼƠŴɶᧈႎƳᚘဒႎܹͤࡍ
Ҕၲૅੲ˳СǛૢƑૅੲƴƋƨƬƯƍǔŵƜƷǄƔŴᇌܖٻƷૠٶƘƷᄂᆮᎍǍܖဃƕŴ᧸Ǎᣃ
ࠊᚘဒŴᡫ̮ǍؕؾႴƷϐဃƱನሰŴ᭗ᱫ҄ᅈ˟ƕৼƑǔᙐӳႎᛢ᫆ǁƷӕኵŴ܇ƲǋƨƪǁƷ࣎
ƷǱǢǍᏋႎૅੲƳƲŴƦǕƧǕƷᧉݦЎǛဃƔƠƯŴੲƱࣄᐻƷƨǊƴٶಮƳѣǛޒƠ
Ưƍǔŵ
 ிଐஜٻᩗƸŴעᩗǍඬƴ᧙ƢǔᄂᆮƷƳǔࢍ҄ŴҾ܇щСࣂƴ᧙ƢǔؕᄽᄂᆮƱܤμܖ
Ʒɧᡚ᠃ƷਪƸǋƱǑǓŴ્ݧዴͤࡍȪǹǯСࣂᄂᆮǍŴྸܖƴᨂǒƣŴʴ૨ȷᅈ˟ȷᐯᜂᅹ
ܖƷஊೞႎᡲઃƕɧӧഎưƋǔƜƱǛࢍƘᅆՐƠƯƍǔŵƜǕǇưᇌܖٻƸŴᅹܖ২ᘐǛؕႴƱƠ
ƨྵˊᅈ˟ƴƓƍƯƸέᇢႎƳᅹܖ২ᘐǍᐯᅹܖƷჷᙸǛଐஜƷᅈ˟ǷǹȆȠǍ؏עᅈ˟ƷƳƔƴ
ᢘЏƴఌƮƔƤƯƍƘƨǊƷʴƷᣐፗǍͳૢؾƕ࣏᪰ưƋǔƜƱŴƦƷƨǊƴž૨ྸᗡӳſƋǔ
ƍƸžܖᨥႎǢȗȭȸȁſƕտዬƷᛢ᫆ưƋǓʴᏋƕᙲưƋǔƜƱǛᛐᜤƠŴਪƠƯƖƨŵ
ƠƔƠƳƕǒŴƦƏƠƨᄂᆮǛዒዓႎƴޒƠʴᏋǛਖ਼ᡶƢǔƨǊƷዮӳႎƳ˳СƷૢͳƕɧҗ
ЎưƋƬƨƜƱǋƋǓŴ
žჷƷσӷ˳ſƱƠƯᇌܖٻƕƦƷщǛ܍ЎƴႆੱƠƑƳƔƬƨŵƜƷƜƱ

㸯

ǛŴᇌܖٻƱƠƯၘऌƷ࣬ƍưӖƚƱǊƯƍǔŵᇌܖٻƸŴƍǇŴჷႎᇌƷਗໜƱƠƯŴƦƠ
ƯഏɭˊǛਃƏΟǕƨʴƷᏋೞ᧙ƱƠƯŴોǊƯᐯǒƷᝧѦƷƞǛၘज़ƠƯƍǔŵ

ᲭᲣൟǁƷኖளƱƠƯƷೞᏡࢍ҄
 ǘƕƕႺ᩿ƠƯƍǔƜƷƖǘǊƯӈƠƍᩊǛΰƠŴܤμƔƭ࣎ܤƳᅈ˟ǛನሰƢǔƨǊƴƸŴ
ᅈ˟ƷƋǒǏǔЎƴƓƍƯჷƷዒዓႎƳ᪃ૼǛǓŴഏɭˊǛਃƏҢឭƠƨʴƷᏋǛᚘဒႎƴ
ܱྵưƖǔπႎƳᏋᄂᆮኵጢǛᄩܱƴૢͳƠŴዜਤƢǔƜƱƕɧӧഎưƋǔŵ
μƴᢄƳƘᚨፗƞǕŴƱӲ؏עƷӑ૾ƷȬșȫưଐஜƷᏋᄂᆮƷ᭗ƍ൦แǛਃ̬Ƣǔᇌ
ܖٻƷᝧѦƸŴٻᩗƱƍƏٻƳүೞƷƳƔưŴƍǑƍǑƍǋƷƱƳƬƯƍǔŵᇌܖٻƴƋƬ
ƯƸŴᐯǒƷᝧѦǛௐƨƢƨǊƴ̾ŷƷܖٻƕɧᡚ᠃ƷൿॖǛǋƬƯᢦᡶƢǔƱƱǋƴŴႻʈјௐƷ
᭗ƍٶಮƳᡲઃǛӧᏡƴƢǔžஊೞႎƳᡲઃσӷǷǹȆȠſƱƠƯዮщǛኽᨼƠŴଐஜƷࠎஓƋǔச
ஹƱɭမƷʴŷƕࠎ൭ƢǔܭܤႎưਤዓႎƳᅈ˟ƷನሰǛݰƘҾѣщƱƠƯŴᏋᄂᆮೞᏡƷ৷ஜႎ
Ƴࢍ҄ǛܱྵƢǔᙾथưƋǔŵ




㸰㸬ᅜ❧Ꮫࡢබඹⓗ࡞ᙺ

 ܖٻƸŴᏋŴܖᘐᄂᆮŴ૨҄ȷᑸᘐȷǹȝȸȄਰᐻŴҔၲѣŴ؏עᝡྂŴᨥᝡྂǛᡫơƯŴ

ǘƕƳǒƼƴʴᅈ˟Ʒਤዓႎႆޒƴ݃ɨƢǔƱƍƏπσႎƳࢫлǛਃƬƯƍǔŵƕᇌܖٻǛ
ᚨፗȷዜਤƢǔƷǋŴǇƞƠƘƜƷπσࣱƴဌஹƠƯƍǔŵƾǓᡉǕƹŴଐஜƷܖٻƸƦƷоᚨˌ
ஹŴƷܖٻǛȢȇȫƱƠƳƕǒႆޒƠƨࢸŴܖᘐᄂᆮƴƓƍƯӈƠƍᨥᇤʗɦưɼݰႎƳעˮ
ǛሰƖŴǘƕƷငಅƷႆޒƱʴᏋŴ؏עƷငಅȷ૨҄ᅈ˟ਰᐻƴƓƍƯƖǘǊƯᙲƳࢫлǛ
ௐƨƠƯƖƨŵƠƔƠƳƕǒŴᡈ࠰ƷɭမႎƳ᧓ܖٻᇤʗƷນ҄ƷƳƔưŴૼƨƴ࣯ນƳኺฎᧈǛ
ƛƭƭƋǔŷƴƓƚǔܖٻƷᡶƸǊƟǇƠƘŴǇƨŴᜂƸᝠႎƴᩊƳƳƔƴƋƬƯ
ǋƷႆޒƷؕႴǛƳƢܖٻǁƷ৲Ǜბܱƴᄩ̬ƠƯƍǔŵƜǕƱൔǂǔƱŴǘƕƷ᭗ሁᏋǁ
Ʒπᝠ৲ƸᧈǒƘͣ๛ǋƠƘƸЪถͼӼƴƋǓŴଐஜƷܖٻƷעˮƸƋƖǒƔƴႻݣႎ˯ɦƷ
ٻƳүೞƴƋǔŵ
ƜƷཞඞƕዓƚƹŴǘƕƷʴᏋೞᏡƱܖᘐᄂᆮೞᏡƸ࣯ᡮƴэ҄ƠŴ࣯ѦưƋǔଐஜϐဃƴ
ٻƳࢨ᪪ǛǋƨǒƢƜƱƸǋƪǖǜŴዒዓႎƳǤȎșȸǷȧȳǛ࣏᪰ƱƢǔƷщƷᓸƠƍᘛᡚ
ƴጟƕǔƜƱƸᚕƏǇưǋƳƍŵ
ྵˊᅈ˟ƸžჷᜤؕႴᅈ˟ſƱᆅƞǕǔǑƏƴŴჷᜤؕႴǛഎƘܼƸƓǑƦ܍ዓưƖƣŴƱǓǘ
ƚŴټเƴʅƠƍǘƕƸŴҢឭƠƨʴǛƱƠƯᝧ˓ǛǋƬƯЈƢǔ᭗ሁᏋೞ᧙Ǜਤƨ
ƳƍƔƗǓŴᐯᇌƠƨܼƱƠƯဃƖࡨƼǔᡦƸƳƍŵƜƜưƍƏžҢឭƠƨʴſƱƸŴᄂƗǇ

㸰

ƞǕƨᧉݦႎƳჷᜤǛ៲ƴƭƚƯƍǔƷǈƳǒƣŴƦǕǒǛƔƠƨᄩƔƳᅈ˟ႎЙૺщǛਤƪŴྵ
ˊƷǰȭȸȐȫᅈ˟ƴƓƍƯਦݰႎƳࢫлǛௐƨƠƏǔࠢ࠼ƍƱज़ࣱŴ࣑᎑ࢍƍᘍѣщŴᝅƔƳ
ǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщǛͳƑƨʴưƋǓŴϋƴƓƍƯƸǋƪǖǜƷƜƱŴᨥᅈ˟ƴƓƍƯǋ
ҽƍ̮᫂ƱݭǛ݃ƤǒǕǔʴƷƜƱưƋǔŵ
ᇌܖٻƸŴƜƏƠƨഏɭˊǛਃƏҢឭƠƨʴƷᏋǛɶ࣎ƱƳƬƯਃƍŴૼƨƳჷƷዒዓႎƳ
оᡯਗໜƱƠƯϋٳƷǤȎșȸǷȧȳǛέݰƠŴ
ൟƷͤࡍƷفᡶŴ
ҔၲƱᏋƷዜਤΪܱǛǓŴ
ငܖᡲઃሁǛᡫơƯщƱƠƯƷငಅƷႆޒƱʴᏋƴᝡྂƠŴ؏עᅈ˟Ʒࣱ҄Ǎ૨҄ȷᑸᘐȷ
ǹȝȸȄਰᐻƷɶఋਗໜƱƠƯƷೞᏡǛƴࢍ҄ƢǔƜƱưŴƦƷπσႎƳࢫлǛௐƨƠƯƍƘŵƜ
ƷƜƱǛᇌܖٻƸσᡫᛐᜤƱƠƯσஊƠŴƦƷܱྵƷƨǊƴμщǛͼදƢǔŵ




㸱㸬ᅜ❧Ꮫࡋ࡚ᙉࡍࡁᶵ⬟
 ̾̾̾̾ࢼࢩࣙࢼࣝࢭࣥࢱ࣮ᶵ⬟࣮ࣜࢪࣙࢼࣝࢭࣥࢱ࣮ᶵ⬟ࡢᙉ


ǘƕƷϐဃƱਤዓႎႆޒǛܱྵƢǔƨǊƴƸŴμƴᢄƳƘᚨፗƞǕƯƍǔᇌܖٻƕŴ˴Ǒ
ǓǋƦǕƧǕƷࣱ̾ƱཎᑥǛଢᄩƴƠƳƕǒŴǇƣƸŴᨥႎƳᏋᄂᆮƷȍȃȈȯȸǯƷɟՃƱƠ
ƯŴ᭗ࡇƷᏋᄂᆮƱǤȎșȸǷȧȳƷਖ਼ᡶƴɶఋႎƳࢫлǛௐƨƠƯƍǔȊǷȧȊȫǻȳǿȸƱƠ
ƯƷೞᏡǛ࣋ࡁƠƯࢍ҄ƠƳƚǕƹƳǒƳƍŵƦƠƯӷƴŴ؏עƷငಅȷኺฎѣŴᏋȷ૨҄ȷ
ᑸᘐȷǹȝȸȄѣŴҔၲѣŴഭӪȷ૨҄Ʒ̬܍ȷˡ১ƳƲŴ؏עਰᐻƷμᑍƴǘƨƬƯ؏עᅈ˟
ƴɧӧഎƳȪȸǸȧȊȫǻȳǿȸƱƠƯƷೞᏡǛ৷ஜႎƴࢍ҄Ƣǔ࣏ᙲƕƋǔŵ
ƦƷƨǊƴŴᇌܖٻƸʻࢸŴᇹᲬɶႸ᧓ɶƴŴɦᚡƴᅆƠƨೞᏡǛໜႎƴࢍ҄ƢǂƘ
μщǛਫƛǔŵࢍ҄ƴƋƨƬƯƸཎƴŴӲܖٻƷƦǕƧǕƷࣱ̾ƱཎᑥǛஇٻᨂƴƔƠŴ̾ŷƷٻ
ܖƴƓƍƯʴႎȷཋႎȪǽȸǹǛǋƬƱǋјௐႎƴဇưƖǔǑƏƳᢃփǛᘍƏƱƱǋƴŴႻʝƴᡲ
ઃңщƠƳƕǒŴᇌܖٻƕɟƭƷžஊೞႎƳᡲઃσӷǷǹȆȠſƱƠƯዮщǛኽᨼƠƯŴʴƷᛢ
᫆ƴჇദ᩿ƔǒӕǓኵǜưŴૼƨƳܖᘐჷƷоЈǛǓŴٻᩗƔǒƷϐဃƱዒዓႎƳᧈႆޒƷƨ
Ǌƴέ᪽ƴᇌƬƯŴүೞࣖݣǋԃǊƨƋǒǏǔئ᩿ưൟƷᚠƴࣖƑƯƍƘƜƱǛᅈ˟ႎᝧѦƱƠŴ
σᡫƷ૾ᤆƱƢǔŵ


ᶵ⬟㸯 ༟㉺ࡋࡓᩍ⫱ࡢᐇ⌧ேᮦ⫱ᡂ
ᇌܖٻƸŴᏋƷೞ˟רሁƷ̬ᨦೞᏡǛௐƨƢƱƱǋƴŴᨥႎƴ᭗ƍ൦แǛƨƢᏋǛᡫơ
ƯŴ؏עᅈ˟ƷਦݰႎʴŴᨥᅈ˟ưƢǔʴŴҔၲȷඥȷᏋሁƷӲမưƷ᭗ࡇᧉݦᎰಅ
ʴƳƲŴჷࣱŴज़ࣱŴᘍѣщƴΟǕƨžҢឭƠƨʴſƷᏋƴݣƠƯᝧ˓Ǜǋƭŵ
ᇌܖٻƷ̅ԡƷܱྵƱࢸɶሁᏋƱƷᢘЏƳዓǛਃƏπσႎСࡇƱƠƯƷλܖᎍᢠ৷СࡇǛ

㸱

ૢƑŴƦǕƧǕƕᐯǒƷǢȉȟȃǷȧȳȷȝȪǷȸƴؕƮƍƨࣱ̾Ƌǔλܖᎍᢠ৷ǛܱƢǔŵ
ǇƨŴᏋӏƼᧉݦᏋƷឋǛƴӼɥƞƤǔƱƱǋƴŴᅹܖ২ᘐჷƱᅈ˟૨҄ჷƷᗡӳƳƲ
ƴݣƢǔྵˊᅈ˟Ʒᙲᛪǋ៊ǇƑƯŴܖٟᛢᆉᏋŴܖٻᨈᏋƷ৷ஜႎƳો᪃ǛᘍƏŵ
Ũ ᭗ሁᏋƷೞ˟רሁǛ̬ᨦƢǔ˳СƷዜਤȷਘΪ
Ũ ӲܖٻƷǢȉȟȃǷȧȳȷȝȪǷȸƴؕƮƍƨٶಮưࣱ̾ႎƳλܖᎍᢠ৷СࡇƷᄩᇌ
Ũ ᅹܖ২ᘐჷƱᅈ˟૨҄ჷƷᗡӳǛǔᏋƷਖ਼ᡶ
Ũ ƱᨥႎእƷ෪ǛᙻƢǔᏋǁƷǫȪǭȥȩȠોዻ
Ũ ҔၲŴඥŴᏋŴᑸᘐሁŴᧉݦЎưƢǔ᭗ƍ͒ྸᚇƱ̅ԡज़ǛǋƬƨʴƷᏋ
Ũ ٶಮƳЎưƢǔҦٟʴƷᏋ
 

ᶵ⬟㸰 Ꮫ⾡◊✲ࡢᙉຊ࡞᥎㐍
 ᇌܖٻƸŴƜǕǇưɭမஇ᭗൦แƷᄂᆮŴბܱƳؕᄽᄂᆮŴέݰႎȷ᬴ܱႎƳᄂᆮƷܱሁǛᡫ

ơŴٶಮƳЎƷܖᘐᄂᆮƴщǛදƍưƖƨŵƜƏƠƨܖᘐᄂᆮƸᲦؕႴႎᄂᆮǛƔƠƨܱဇ҄ƴ
ƭƳƕǔᄂᆮǛƸơǊƱƠƯŴྵנƷଐஜƷႆޒƴᝡྂƢǔƜƱƕưƖƨŵʻࢸƞǒƴŴʴ૨ȷᅈ˟ȷ
ᐯᜂᅹܖሁƷܖᘐᄂᆮƷࢍщƳਖ਼ᡶƱᅈ˟ƷщǛဃǉέᇢᄂᆮƷਖ਼ᡶŴƦƷငಅǁƷᆆ᠃Ʒਖ਼ᡶ
ǛǔƱƱǋƴŴƦǕǛਃƏᄂᆮᎍƷᏋƴᢦᡶƢǔŵ
 ཎƴŴᇌܖٻƕμ˳ƱƠƯǈǕƹɟƭƷஊೞႎƳᡲઃσӷǷǹȆȠǛƳƢƱƍƏཎࣱǛƔƠƯŴ
ϋƷܖٻȷܖٻσӷМဇೞ᧙ƸǋƪǖǜŴᨥႎƳܖᘐᄂᆮƷȍȃȈȯȸǯƷƳǔ᭗ೞᏡ҄Ǜ
ǓŴ᭗ࡇƳᄂᆮƱᅹܖ২ᘐǛƸơǊƱƢǔǤȎșȸǷȧȳƷɶఋਗໜƱƠƯƷೞᏡǛ࣋ࡁႎƴࢍ҄ƠŴ
ɭမƷܖᘐᄂᆮЎƴƓƚǔଐஜƷנ܍ॖ፯ǛƜǕǇưˌɥƴ᭗ǊƯƍƘŵ
Ũ ჷႎоᡯƷเඡƱƳǔؕᄽႎȷؕႴႎᄂᆮƷᔛᆢ
Ũ ਤዓႎႆޒᅈ˟ƷоဃƷƨǊƷέᇢᄂᆮŴɳƼƴ૨ྸᗡӳᄂᆮƷਖ਼ᡶ
Ũ ʴᅈ˟Ʒᛢ᫆ǛǑƘྸᚐƠŴᛢ᫆ᚐൿƴኽƼƭƘᄂᆮѣǛȐȩȳǹǑƘȞȍȸǸưƖǔʴ
ƷᏋ
Ũ ܖᘐɥƷௐǛٳᧉݦƷʴƨƪƴႎᄩƴˡƑǔƜƱƷưƖǔᏡщǛǋƭʴƷᏋ

  
ᶵ⬟㸱 ᆅᇦ⯆ࡢ୰᰾ᣐⅬࡋ࡚ࡢ㈉⊩
؏עƷငಅȷኺฎѣŴᏋȷ૨҄ȷᑸᘐȷǹȝȸȄѣŴҔၲѣŴഭӪȷ૨҄Ʒ̬܍ȷˡ১Ƴ
ƲŴ؏עਰᐻƷμᑍƴǘƨƬƯ؏עᅈ˟ƴɧӧഎƳᇤʗщƋǔɶఋਗໜೞᏡǛࢍ҄ƢǔƱƱǋƴŴƦ
ǕǛਃƏʴƷᏋƴݣƠƯŴ᭗ሁᏋǁƷǢǯǻǹ̬ᨦǛԃǊŴଢᄩƳᝧ˓Ǜǋƭŵ
Ũ ငܫܖƕዬ݅ƴᡲઃƠƨǤȎșȸǷȧȳƷਖ਼ᡶƱŴᏋǍ؏ע૨҄ᅈ˟ႆޒǁƷᝡྂ
Ũ ؏עᅈ˟μ˳ƷᏋщӼɥƱ૨҄ŴᑸᘐŴǹȝȸȄƷਰᐻǛਃƏʴƷᏋ
Ũ ؏עƷ᭗ࡇҔၲŴέᇢҔၲƷᄇƱƠƯƷ᧽ޓ၏ᨈƷೞᏡࢍ҄
Ũ ɥᚡƷ؏עਰᐻǛਃƏज़ࣱᝅƔưŴ᭗ƍࣱᧉݦƱࠢ࠼ƍᙻǛǋƬƨʴƷᏋ

㸲


ᶵ⬟㸲 ✚ᴟⓗ࡞ᅜ㝿ὶᅜ㝿㈉⊩άືࡢ᥎㐍
ǘƕƕᨥᅈ˟ƷɟՃƱƠƯᙲƳࢫлǛௐƨƢƨǊƴƸŴᄂᆮᎍȷܖဃƷǑǓᚘဒႎƳෙٳ
ᢔŴٳʴᄂᆮᎍŴသܖဃƷᆢಊႎӖλǕƴǑǔʴᏋŴᨥೞ᧙ሁᨥᅈ˟ƷȋȸǺƴࣖƑǔʴ
ᏋŴႆᡦɥƷᏋᄂᆮؕႴ࢟ૅੲƱŴƦǕǛਃƏʴƷᏋǛਖ਼ᡶƢǔƜƱƕɧӧഎưƋ
ǔŵƜǕǒǛӧᏡƴƢǔᨥᝡྂѣƱʴᏋǛࢍ҄ƠŴࢍƍᨥᇤʗщǛܱྵƢǔŵ    
Ũ ᨥᝡྂѣǛਖ਼ᡶưƖǔͳૢؾƱŴᨥᝡྂǛਃƏࣱᧉݦǛஊƢǔʴƷᏋ
Ũ ᄂᆮᎍȷܖဃƷᚘဒႎෙٳᢔƴǑǔᏋᄂᆮƷ᭗ࡇ҄ƱŴᨥႎƳʴႎȷჷႎȍȃȈȯȸǯ
Ʒನሰ
Ũ ٳʴᄂᆮᎍȷသܖဃƷᆢಊႎӖλǕƱʩ්ƴǑǔᨥႎƳʴႎȷჷႎȍȃȈȯȸǯƷನሰ
Ũ ႆᡦɥƷᘍܫŴՃሁŴᧉݦЎƷʴᏋૅੲƱᏋᄂᆮщƷӼɥૅੲ




㸲㸬ᶵ⬟ᙉࡢࡓࡵࡢ᪉⟇


ӲᇌܖٻƸŴƦǕƧǕƷࣱ̾ƱཎᑥǛᐯǒƷᇤʗщƷఌ࠴ƱƠƯೞᏡࢍ҄ƴμщǛਫƛǔǋƷƱ
ƠŴƦƷᨥŴƱǓǘƚɦᚡƷᜂ૾ሊǛјௐႎƴኵǈӳǘƤƯဇƢǔŵ


᪉⟇㸯 ྛᏛࡢಶᛶ࣭≉Ⰽࡢ᫂☜᩿ࡢᨵ㠉ࡢᐇ⾜
ӲᇌܖٻƸŴᚨፗˌஹƷഭӪƱˡወŴܖբЎŴᙹŴӲŷƕᙻƢǔೞᏡƳƲƷᢌƍƔǒƦǕ
ƧǕƴࣱ̾ȷཎᑥǛǋƪŴƦǕǛƔƠƯ؏עǍᅈ˟ƔǒƷᙲᛪƴࣖƑǔƱƱǋƴŴᨥႎƴࢳƞ
ǕǔࢫлǛௐƨƠƯƖƨŵʻࢸƸŴӲܖٻƷנ܍ॖ፯ƱᛍǓǛƔƚƨᐯࢷႎƳЙૺƴؕƮƍƯŴƦǕ
ƧǕƷࣱ̾ȷཎᑥǛǑǓɟޖଢᄩƴƠƯᇤʗщǛ᭗ǊŴȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳǛଢᅆƠƯŴܖٻƷನ
ՃƕɟɺƱƳƬƯƦƷܱྵƴӼƚƯμщǛނƘƢ˳СǛನሰƢǔŵ
ӷƴŴசஅஊƷٻᩗƱᝠफ҄ƷɶƴƋƬƯŴᨂǓƋǔᝠเưࡽƖዓƖᇌܖٻƷᅈ˟ႎ̅ԡ
ǛዜਤȷႆޒƞƤǔƨǊƴŴƜǕǇưˌɥƴӲܖٻƷࣱ̾ȷཎᑥǛ៊ǇƑƨɧૺƷો᪃ƷӕኵǛ̟ᡶ
ƠŴೞᏡࢍ҄Ǜǔŵ
Ũ ܖٻƷࣱ̾ƱཎᑥƷଢᄩ҄
Ũ ȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳƷᚨܭƱଢᅆ
Ũ ܖٻನՃƴǑǔȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳƷσஊƱᝧ˓Ʒᐯᙾ
Ũ ܖٻƷࣱ̾ȷཎᑥǛႆੱƢǔƨǊƷܖٻወೞᏡƷࢍ҄



㸳

᪉⟇㸰 ᩍ⫱◊✲➼㛵ࡍࡿෆ㒊㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧㉁ࡢྥୖ
ǘƕƷؕ࠴ႎƳᏋᄂᆮೞ᧙ƱƠƯƷࢫлǛௐƨƠŴƦǕƧǕƷȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳǛܱྵƢ
ǔƨǊƴŴӲܖٻƸŴᲾᲽ 2NCP&Q%JGEM#EVKQP  ǵǤǯȫǛᄩܱƴܱᘍƠŴᅈ˟ƴ࠼Ƙ
ӧᙻ҄ƢǔƜƱǛᡫơƯŴƦƷཎᑥǛƔƠƨᏋщȷᄂᆮщࢍ҄ƷƨǊƷો᪃ǛᘍƏŵƜǕƴǑǓŴ
ૼƠƍܖբƷоᡯŴᅈ˟ƴƓƚǔਦݰႎʴƷᏋƸǋƱǑǓŴᏋȷᄂᆮȷᅈ˟ᝡྂȷᨥᝡྂƷ
᩿ƴƓƚǔ᭗ƍᇤʗщǛǋƭžឋƷӼɥſǛܱྵƠƯŴƦƷௐǛᅈ˟ƴբƏŵ
Ũ ᲾᲽǵǤǯȫƷᄩܱƳܱᘍƱᅈ˟ƴӼƚƨӧᙻ҄
Ũ ᅈ˟ႎᙲᛢ᫆ƷᚐൿǛǊƟƠƨӲЎƷӛኽᨼƴǑǔૼƨƳ૨ྸᗡӳЎƷᏋᄂᆮ˳
СƷૢͳ
Ũ ܖբƷႆޒǛૅƑǔؕᄽᄂᆮƷΪܱ
Ũ ƦǕƧǕƷȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳǛᄩܱƴܱྵƢǔƨǊƷᏋᄂᆮኵጢƷನሰ


᪉⟇㸱 ཝ᱁࡞⮬ᕫホ౯Ꮫሗࡢ✚ᴟⓗ㛤♧ࠊཬࡧࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ 
ᝧ˓Ƌǔᐯࠁᚸ̖ƷܱǛ࣋ࡁƠŴǘƕƸǋƪǖǜŴᨥᅈ˟ƴݣƠƯǋऴإπǛᢘЏƴᘍƏ
ƜƱƴǑǓŴٶƘƷπႎƴǑƬƯᢃփƠƯƍǔᇌܖٻƱƠƯƷᛟଢᝧ˓ǛௐƨƢŵ
ƦƷᨥŴᏋѣŴᄂᆮѣŴᅈ˟ᝡྂѣሁƷƍƣǕƷѣǋŴǹȆȸǯțȫȀȸƕҗЎƴྸᚐ
Ơσज़ưƖǔǑƏƴŴφ˳ႎௐƴᘻ˄ƚǒǕƨऴإƱƠƯႆ̮Ƣǔŵ
ƦǕƧǕƷȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳƴƷƬƱƬƨᏋᄂᆮǍᅈ˟ᝡྂሁƷܱጚƷӧᙻ҄ǛᄩܱƴᘍƏ
˳СǛૢƑŴბܱƳႆ̮ǛᆢǈƶǔƜƱǛᡫƠƯŴϋٳƷǹȆȸǯțȫȀȸƕᇌܖٻƷೞᏡࢍ
҄ǛૅੲƢǔƜƱƷॖ፯Ʊ̖͌ǁƷྸᚐǛขǊǔƜƱƷưƖǔؾǛܱྵƢǔŵ
Ũ ᐯࠁᚸ̖ƷᄩܱƳܱ
Ũ ٳᢿᚸ̖˳СƷૢͳƴǑǔᐯࠁໜ౨ೞᏡƷࢍ҄
Ũ ܖٻऴإƷϋٳǁƷႆ̮˳СƷૢͳ
Ũ ᙐૠܖٻσӷƴǑǔෙٳưƷऴإႆ̮˳СƷನሰ
Ũ ǹȆȸǯțȫȀȸƷཎࣱƴࣖơƨܖٻऴإႆ̮˳СƷΪܱ
Ũ ǹȆȸǯțȫȀȸƱƷσӷѣƴǑǔܖٻೞᏡƷྸᚐ̟ᡶ


᪉⟇㸲 ᅜෆእࡢᩍ⫱◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍
ӲܖٻƸŴᨥ൦แƷᏋᄂᆮƱ؏עƷǤȎșȸǷȧȳǛȪȸȉƢǔᢃփؕႴƷɟޖƷࢍ҄Ǜǔ
ƨǊƴŴȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳƷϐನሰǋᙻƴλǕƳƕǒŴǹǱȸȫȡȪȃȈƳƲஇǋјௐႎȷј
ྙႎƴžឋƷӼɥſǛܱྵƢǔ૾ሊƴသॖƠƭƭŴؾǍᣃᢊࡅჄƷؾမŴƋǔƍƸᚨፗ࢟७ǛឭƑ
ƨ᧓ܖٻŴܖٻσӷМဇೞ᧙ƱƷᆢಊႎᡲઃǍŴᐯ˳ሁƱƷңӷሁǛࢍщƴਖ਼ᡶƢǔŵ
Ũ ܖᢿŴܖٻᨈᄂᆮᅹƷσӷᚨፗ
Ũ ǳȳǽȸǷǢȠሁ؏עƷܖٻ፭ƷᡲઃƴǑǔӕኵ

㸴

Ũ ޓ᧽ܖٻ၏ᨈƱ؏עҔၲೞ᧙ƱƷᡲઃǛࢍ҄Ƣǔӕኵ
Ũ ᚨፗ࢟७ǛឭƑƨ᧓ܖٻŴܖٻσӷМဇೞ᧙ƱƷᡲઃǛࢍ҄Ƣǔӕኵ
Ũ ᐯ˳ሁƱƷᡲઃƴǑǔ؏עǤȎșȸǷȧȳǍŴᏋȷ૨҄ȷᑸᘐȷǹȝȸȄѣሁƷኵጢႎ
ӕኵ
Ũ ෙܖٻٳƱƷȀȖȫȇǣǰȪȸŴǸȧǤȳȈȇǣǰȪȸሁƷᏋȗȭǰȩȠƷನሰ


᪉⟇㸳 Ꮫ㐠Ⴀࡢຠ⋡࣭㧗ᗘࡢ᥎㐍ࠊཬࡧከᵝ࡞㈨㔠ࡢ⋓ᚓ᭷ຠά⏝
ܖٻƷᐯƱᧈܖǛɶ࣎ƱƠƨȪȸȀȸǷȃȗƷᄩᇌƴǑǓŴॖ࣬ൿܭƷᡮࡇǛɥƛŴӲܖٻƷ̾
ࣱƋǔȟȃǷȧȳȷȓǸȧȳƷᡮǍƔưᄩܱƳܱྵƷƨǊƴŴᇌܖٻƷᚨƷσӷМဇǍʙѦƷσ
ӷᢃփŴ᳀ᲾᲢ(CEWNV[&GXGNQROGPV ǍᲾ 5VCHH&GXGNQROGPV ƳƲƷӲᆔʙಅƷσӷܱሁǛ
ƴᆢಊႎƴਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴܖٻಅѦƷјྙ҄Ǜ࣋ࡁႎƴᘍƏŵǇƨŴࢫՃǍᎰՃƷॖᜤો᪃
ǛƍƬƦƏਖ਼ᡶƠŴƦƷឋǛᚘဒႎƴ᭗ǊƯƍƘŵ
ٶಮƳٳᢿƷྒࢽǛ̟ᡶƢǔƱƱǋƴŴƦƷஊјМဇǛǓŴኺփؕႴǛࢍ҄Ƣǔŵ
Ũ ᄂᆮŴŴܿᑀŴٻᄂᆮᚨͳሁܖٻเƷσӷМဇ
Ũ σӷƷ᳀ᲾŴᲾȗȭǰȩȠƷܱ
Ũ ʙѦϼྸሁƷσӷ҄
Ũ ܖٻऴإƷɟΨሥྸƱ᳃Ტ+PUVKVWVKQPCN4GUGCTEJᲣೞᏡƷૢͳƴǑǔᢃփ˳СƷࢍ҄
Ũ ෙٳƸǋƱǑǓŴቔǍЈ៲˳ǛբǘƳƍ᭗ࡇʴƷࢫᎰՃǁƷႇဇƳƲٶಮƳʴʩ්Ʒ
̟ᡶ
Ũ ٶಮƳٳᢿƷྒࢽѐщƷࢍ҄




㸳㸬ᶵ⬟ᙉࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ
 ̾̾̾̾ᨻᗓࡢᙺ


ᙺ㸯 ᪥ᮏࡢ▱ࡢ㠉᪂ࢆᢸ࠺ᅜ❧Ꮫࡢᐇ
ᇌܖٻƸŴƷኵጢƱƠƯŴƦƷႆឱˌஹŴǍ؏עƷǤȎșȸǷȧȳǛૅƑǔƱƱǋƴŴǘƕ
ƷʴᏋǛ˳ኒႎƴਃƬƯƖƨŵ
ǘƕƷྵɦƷᩊǛΰƠŴ
ଐஜƷϐဃƱܤμƷᄩ̬ǛǓŴ
؏עǛࣱ҄ƠŴ
ƷਤዓႎܭܤႎƳႆޒǛᄩܱƴƔƭᚘဒႎƴܱྵƢǔƨǊƴƸŴ
ƦƷؕႴƱƠƯŴ
ʴƱჷऔƷเඡưƋǓዒዓႎƳჷƷ᪃ૼǛɶ࣎ႎƴਃƏᇌܖٻƕᘍƏೞᏡࢍ҄ƷѐщǛŴࡅƕƋ
ǒǏǔ᩿ͨƔǒμщưૅƑǔǂƖưƋǔŵ



㸵

ᙺ㸰 㧗➼ᩍ⫱ࡢࢡࢭࢫಖ㞀
ᇌܖٻƴǑǔᏋƷೞ˟רሁƷܱྵǛૅੲƢǔƨǊŴᇌܖٻƷܖဃኛ˄ƴƭƍƯƸŴƸŴ
ಅ૰ƷแƱƠƯܭǊƯƍǔ᫇ǛɥƛǔƜƱƳƘŴǇƨŴܖᢿȷЎКƷࠀǛᚨƚƳƍྵנƷ૾ᤆ
ǛؙਤƢǔƜƱƕɧӧഎưƋǔŵኺฎႎᇀܖဃƴݣƠƯܖڜǍಅ૰βᨊƷɟޖƷਘΪǛᘍƏǂ
ƖưƋǔŵ
ᨦƕƍƷƋǔܖဃǍသܖဃሁƴݣƠƯŴ
ȐȪǢƷƳƍᏋǁƷǢǯǻǹǛ̬ᨦƢǔƨǊƴŴ
ǑǓɟޖƷ˳СȷؾƷૢͳȷΪܱƕ࣏ᙲưƋǔŵ


ᙺ㸱 ᶵ⬟ᙉࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞⎔ቃᩚഛ
ӲܖٻƴǑǔᐯɼႎƳᡲઃǍσӷᢃփŴσӷМဇሁƷܖٻƷೞᏡࢍ҄ƴӼƚƨᆢಊႎƳӕኵǛૅੲ
ƢǔƨǊŴܖٻƷᙹȷܖբЎǍ؏ענƴǋသॖƠƭƭŴ࣏ᙲƳͳૢؾǛᡶǊǔƜƱƕᙲư
Ƌǔŵ̊ƑƹŴɟޖƷᡲઃ̟ᡶƷƨǊƷСࡇƷщ҄ƳƲŴ࣏ƣƠǋᚨፗ࢟७ƴƱǒǘǕƳƍСࡇႎ
ƳૅੲŴǇƨŴјྙ҄ƷѐщƴǑƬƯငǈЈƞǕƨเǛʖምƷถ᫇ƴݰƘƷưƳƘŴોծѐщЎƱ
ƠƯᏋᄂᆮƷƳǔឋƷӼɥǍݩஹƷ৲ƴΪƯǔƜƱƕưƖǔСࡇƴોǊǔƜƱǍŴٳᢿƷ
ݰλǛ̟ᡶƢǔǑƏƳͳૢؾǛᘍƏ࣏ᙲƕƋǔŵ


ᙺ㸲 ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ
ܖٻᚸ̖СࡇƸŴᇌܖٻƕᐯǒƷᛟଢᝧ˓ǛௐƨƢƱƱǋƴŴᏋᄂᆮѣǍܖٻᢃփƷોծǛ
ᡶǊǔɥưᙲƳࢫлǛௐƨƠƯƍǔŵɟ૾ưŴ࣏ᙲˌɥƴᛇኬưဒɟႎƳႸȷᚸ̖ඥƴǑƬƯŴ
Ⴘȷᚸ̖ѣƕᐯࠁႸႎ҄ƠŴܖٻƷᏋᄂᆮѣƴૅᨦƕဃơŴܖٻᢃփƷોծƴ࣏ƣƠǋஊј
ƴဇƞǕƣŴƞǒƴൟƴǋܖٻƷܱ७ǛҗЎƴˡƑǒǕƯƍƳƍƳƲƷᛢ᫆ƕƋǔŵ
Ӳᚸ̖СࡇƷॖ፯ȷႸႎǛ៊ǇƑƭƭŴܖٻƷࣱ̾˦ᧈȷೞᏡࢍ҄ƴჇƴƢǔƱƱǋƴŴ᧙ܖٻ
̞ᎍǛƸơǊൟƴžᙸƑǔſǋƷƱƳǔǑƏŴᛐᚰᚸ̖ƱƷ᧙̞ǛԃǊŴႸȷᚸ̖ǷǹȆȠǛᚸ
̖ೞ᧙ሁƱңᜭŴᡲઃƠƯ৷ஜႎƴᙸႺƢ࣏ᙲƕƋǔŵ


ᙺ㸳 ㈈ᨻᇶ┙ࡢᏳᐃ㈈ົࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋ
ӲܖٻƷᐯɼႎƳೞᏡࢍ҄ƷӕኵǛᆢಊႎƴᚸ̖ƠŴዒዓႎƴૅੲƢǔƨǊŴᧈႎᙻໜƔǒƷ
ᇌܖٻඥʴᢃփᝲʩ˄ǛԃǊƨዒዓႎȷܭܤႎƳᝠเƷᄩ̬ŴᏋᄂᆮщࢍ҄ƷƨǊƷᚨȷᚨͳ
ƷૢͳΪܱŴೞᏡࢍ҄Ǜ̟ᡶƢǔƨǊƷπᅶǛᡫơƨૅੲƷਘΪǍܖٻǛૅੲƢǔඥʴƷࢍ҄ƳƲŴ
ܖٻƷೞᏡࢍ҄ƷѐщǛჇƴૅƑǔࢍщƳሊƕɧӧഎưƋǔŵ
ǇƨŴӲܖٻƷᏋᄂᆮȷᅈ˟ᝡྂǛƴ᭗ࡇ҄ƠŴǑǓܱјࣱƋǔǋƷƱƢǔƨǊƴŴᇌܖٻ
ඥʴᢃփᝲʩ˄ƷᣐЎ૾ඥƷોծŴʴˑᝲሁƷщႎƳؓᘍŴܖٻƷᢃփȷငƷщႎƳᢃ
ဇŴޓ᧽ܖٻ၏ᨈƷኺփؕႴƷࢍ҄ƳƲᝠѦǷǹȆȠƷᙸႺƠƕ࣏ᙲưƋǔŵ



㸶

㸴㸬ᅜ❧Ꮫ༠ࡋ࡚


ᇌܖٻң˟ƸŴӲᇌܖٻƱңщƠŴൟǛƸơǊǹȆȸǯțȫȀȸƷࢳƴࣖƑǔǂƘŴᇌ
ܖٻƴƔƔǘǔऴإƷӓᨼƱƦǕǒƷЎௌƴؕƮƘ੩ᚕƳƲǛᡫơŴӲᇌܖٻƷௐƨƢǂƖೞᏡƷ
ࢍ҄ƴӼƚƨӕኵǛ̟ƠŴƦǕƧǕƷᐯࠁો᪃ƷཞඞǛπƢǔŵ
ǇƨŴӲᇌܖٻƕࢳƞǕǔࢫлǛҗμƴƔƭᡮǍƔƴௐƨƢƜƱƕЈஹǔǑƏƴŴᇌܖٻƕ
μ˳ƱƠƯŴ
ɟƭƷஊೞႎƳᡲઃσӷǷǹȆȠǛƳƠƯƍǔƱƍƏᚇໜƔǒǋŴ
ᆢಊႎƴૅੲǛᘍƏŵ
ཎƴŴ
ᇌܖٻƕிଐஜٻᩗƔǒƷࣄᐻƱଐஜϐဃǛǔҾѣщŴ
ɶఋਗໜƱƠƯƷೞᏡǛႆੱƠŴ
ᨥᅈ˟ƴƓƚǔࢫлǛᄩܱƴௐƨƢƜƱƕưƖǔǑƏƴŴјௐႎƳૅੲǛᘍƏŵ
ӷƴŴཎᑥǛƔƠƨנ܍ज़ƷƋǔܖٻƷоဃƱೞᏡࢍ҄Ǜ̟ᡶƢǔƨǊƴŴஜң˟ƸŴᇹᲫ
ɶႸ᧓Ʒ౨ᚰǛᡫơƯਫ਼ƛƨᛢ᫆Ǜ៊ǇƑƭƭŴเᣐЎǍɶႸŴᇌܖٻඥʴᚸ̖Ǎᛐ
ᚰᚸ̖ƳƲƷᚸ̖ǷǹȆȠŴ᧓ܖٻᡲઃŴʴʙȷዅɨሁƷϼᢀŴʖምؓᘍŴငሥྸƳƲƴ᧙ƢǔС
ࡇƷ௩᠂ࣱƷਘٻŴλܖᎍᢠ৷СࡇƷોծȷો᪃Ŵᅈ˟ƴƓƚǔҦٟʴƷᆢಊႎဇ૾ሊƳƲƴƭ
ƍƯƳǔ౨᚛ǛᘍƍŴࡅǍӲᇌܖٻƴݣƠŴСࡇǍᢃဇƷᙸႺƠǛࢍƘ൭ǊƯƍƘŵ

㸷

ƂӋᎋƃ

ᅜ❧Ꮫࡢ➨㸰ᮇࡢせㄢ㢟㸦ᴫせ㸸➨㸯ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ᳨ドࡽ㸧


 ᇹᲫɶႸ᧓ƷѣƷ౨ᚰǛᡫƠƯଢǒƔƴƞǕƨᇌܖٻඥʴƷᇹᲬƷɼᙲᛢ᫆Ƹɦ
ᚡƷƱƓǓưƋǔŵ
 ĬᲢᨥႎᡫဇࣱƷƋǔᏋƷᄩᇌᲣ
 ᨥႎᡫဇࣱƷƋǔᏋǷǹȆȠǛᡫơŴஇέᇢƷᄂᆮѣƱஊೞႎዓǛǓƳƕǒŴܖƿƜƱ
ƷॖԛƱ̖͌Ǜܱज़ưƖǔឋƷ᭗ƍܖٻᏋǛ੩̓ƢǔŵӷƴŴᢘЏƳᚸ̖ǷǹȆȠƷǋƱưܖˮ
Ʒࣱ̮᫂ǛᄩᇌƢǔŵ
 ĭᲢȊǷȧȊȫǻȳǿȸŴȪȸǸȧȊȫǻȳǿȸƱƠƯƷೞᏡࢍ҄Უ
 ᭗ࡇƷᏋᄂᆮƷਖ਼ᡶƴɶఋႎƳࢫлǛௐƨƢƜƱǛᡫơƯŴᨥႎƳᏋᄂᆮƷȍȃȈȯȸǯƷ
ɟՃƱƠƯƷȊǷȧȊȫǻȳǿȸƱƠƯƷೞᏡƱŴ
ᏋᄂᆮŴ
ҔၲѣƷμᑍƴบƬƯ؏עᅈ˟Ʒಮŷ
ƳȋȸǺƴࣖƑǔȪȸǸȧȊȫǻȳǿȸƱƠƯƷೞᏡƷӑ૾ǛɟޖΪܱƞƤǔŵ
 ĮᲢࣱ̾ႎưנ܍ज़ƷƋǔܖٻƷܱྵᲣ
 ཎᑥǍˡወǛƔƠƨɶႸȷᚘဒƷሊܭƱƦǕƴؕƮƘᏋƷޒǛᡫơŴࣱ̾ႎưנ܍ज़Ʒ
ƋǔܖٻƷܱྵƴӼƚƨѣǛɟޖਖ਼ᡶƢǔŵ
  įᲢॖᜤો᪃Ʊᛟଢᝧ˓Უ
 ᧈܖǛƸơǊƱƠƨ࠴ᢿᎰՃƷኺփᏡщƷӼɥŴᇌܖٻƴᢘӳƠƨဦႎƳኺփሥྸСࡇƷᢃဇŴ
ો᪃ƴӼƚƨᎰՃƷॖᜤӼɥƴѐǊǔŵƞǒƴŴƜǕǇư࣏ƣƠǋҗЎƴᘍǘǕƯƖƨƱƸᚕƍƕ
ƨƍൟǁƷᛟଢᝧ˓ǛௐƨƢሁŴᅈ˟ƱƷᆢಊႎݣᛅǛ̟ᡶƢǔŵ

 ƜǕǒƷᛢ᫆ƷᢋƴƋƨƬƯƸŴᝠเƷᄩ̬Ʊ҄ܭܤŴࡅƷʴˑᝲ৮СሊƔǒƷᨊٳƱࡅᛦ
ᢋᙹСƷщႎᢃဇǍܖٻƷᘶƷӼɥŴඥʴᚸ̖СࡇƷોծŴᇌܖٻඥʴ˟ᚘؕแƷોᚖሁŴ
ᇌܖٻƷો᪃ƴƢǔࡅƷɧૺƷѐщǋ൭ǊǒǕǔŵ 
 ᇌܖٻƷನՃƸᇹᲫɶႸ᧓Ʒ౨ᚰƔǒଢǒƔƴƳƬƨƜǕǒƷᛢ᫆ǛσᡫƴᛐᜤƠŴ
ӲܖٻƸᧈܖƷȪȸȀȸǷȃȗƷǋƱŴᎰՃƕɟɺƱƳƬƯஇٻᨂƷѐщǛƶƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔ
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࿖┙ᄢቇ䈻䈱ነ㒝䈲䇮䋵ਁએਅ䈱ዊญ䈱ነ㒝䈏ୟ⊛䈮ᄙ䈇䇯
ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ࿖┙ᄢቇᴺੱ䈮ኻ䈜䉎ነ㒝㊄䈱ታᘒ⺞ᩏ

4.2%
12.1%

䋲ජએਅ

䋲ජ䌾
䋵ජ

䋱䋰ਁ䌾
10.7%

9.7%
䋵ਁ䌾
䋱䋰ਁ

䋵ජ䌾
䋱ਁ

䋱ਁ䌾
䋵ਁ

35.2%
35.2%

28.1%
28.1%

㩷 ⚂䋸ഀ䈱ᣇ䈏
㩷 䋵ਁએਅ䈱ነ㒝

ᐕᧃ⺞ᢛ䈱ᔅⷐᕈ
䃂ነ
ነ㒝䈚䉇䈜䈇ⅣႺ䈱లታ䉇ነ㒝ᢥൻ䈱㉯ᚑ䉕࿑䉎䈢䉄䇮㩷
㩷 㩷ነ㒝㊄ប㒰䉕ᐕᧃ⺞ᢛ䈱ኻ⽎䈫䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⏕ቯ↳๔䈮ଥ䉎㩷
㩷㩷㩷ነ㒝⠪䈱⽶ᜂシᷫ䋨ㅢ⾌䉇ㇷଢઍ䈏ਇⷐ䋩䉕ⴕ䈉ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯㩷
㩷
㩷
䇼ෳ⠨䇽䋨᧲੩ᄢቇ䈮䉋䉎䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䋩
㩷 㩷ነ㒝㊄ប㒰䈏ᐕᧃ⺞ᢛ䈮䈭䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ነ㒝ᗧᔒ䉕ᓟ䈚䈜䉎䈖䈫䈮䈭䉎㩷
㩷 㩷䈫䈇䈉࿁╵䈏䋳䋲䋦䈅䈦䈢䇯㩷
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ᐔ ᚑ 䋲䋳ᐕ 䋹 䋲䋱ᣣ㩷
৻⥸␠࿅ᴺੱ࿖┙ᄢቇදળ㩷
㩷

㩷
࿖┙ᄢቇᴺੱㆇ༡⾌ઃ㊄䉕৻ᓞ⊛䈭ᷫ䈱ኻ⽎䈮䈜䉎䈖䈫䈲䇮
㩷 ᚒ䈏࿖䈱⍮⊛ၮ⋚䉕უṌ⊛䈮⎕უ䈚䇮᧪䈱ੱ᧚䉕㙃䈉ᢎ⢒ജ䉕ᕆ
㩷
ỗ䈮ૐਅ䈘䈞䇮⑼ቇ䊶ᛛⴚ䈱ㅴᱠ䉕⥌⊛䈮㒖ኂ䈜䉎䋣䋣㩷
㩷
㩷
㩷
ᚒ䈏࿖䈱ౣ↢䈱䈢䉄䇮࿖┙ᄢቇᴺੱㆇ༡⾌ઃ㊄䈱లታ䉕䋣䋣㩷
㩷
㩷 
࿖┙ᄢቇ䈏䇮ᣣᧄ䈱Ꮧᦸ䈅䉎ᧂ᧪䈫⇇䈱ੱ䇱䈏Ꮧ᳞䈜䉎ቯ⊛䈪ᜬ⛯⊛䈭␠ળ
࿖┙ᄢቇ䈱ᯏ⢻䈱ᒝൻ䈏
䈱᭴▽䉕ዉ䈒ේേജ䈫䈚䈩ਛᩭ⊛䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䈢䉄䈮䈲䇮࿖
ਇนᰳ䈪䈜䇯㩷
ฦ࿖┙ᄢቇ䈲䇮㜞ᐲ䈭ᢎ⢒䉕ฃ䈔䇮࿖㓙␠ળ䈫ੱ㘃ో䈮⽸₂䈜䉎ᔒ䉕ᜬ䈦䈢ථ
䈚䈢ੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎⽿છ䈅䉎ᯏ㑐䈫䈚䈩䇮ฦᄢቇ䈠䉏䈡䉏䈱ᕈ䊶․⦡䉕ᵴ䈎䈚䇮ᯏ⢻
ᧄᐕ䋶䈱࿖┙ᄢቇදળ✚ળ䈮䈍䈇䈩ข䉍䉁䈫䉄䇮䇸
䇸࿖᳃
䈱ᒝൻ䉕࿑䉎䈢䉄䈱ᜰ㊎䉕䇮ᧄ
䈻䈱⚂᧤䇹䈫㗴䉕䈧䈔䈩
䈚䈢䈫䈖䉐䈪䈜䇯㩷
࿖┙ᄢቇ䈱ㆇ༡䈱ၮ⋚䉕ᡰ䈋䉎䇸࿖┙ᄢቇᴺੱㆇ༡⾌ઃ㊄䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮෩䈚䈇
⽷ᖱ䈱ਅ䇮ᐕᐲ੍▚䈪䈲೨ᐕᐲ䈫䈾䈿ห㗵䈱੍▚䉕⏕䈚䈩䈇䈢䈣䈇䈢䉅䈱䈱䇮
䋷ᐕ㑆䈪䋸䋸䋸ం䉅䈱੍▚䈏ᷫ䈘䉏䇮䈮䇮▚ⷐ᳞ၮḰ䈱ㅢ䉍䋱
䋱䋰䋦䈱ᷫ䈏
䈖䈱䋷
ⴕ䉒䉏䈢႐ว䇮
ᷫ㗵䈲නᐕᐲ䈪䋱䋬䋱䋵䋳ం䈫䈭䉍䇮ᄢⷙᮨᄢቇ䈲䇮䈠䈱ᢎ⢒⎇ⓥ
䉕ᄢ䈮❗ᷫ䈞䈙䉎䉕ᓧ䈝䇮ਛ䊶ዊⷙᮨ䈱࿖┙ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲䈠䈱ሽ┙䈜䉌ෂ䈉䈒䈭
䉍䉁䈜䇯㩷
㊁ ↰ౝ㑑✚ℂᄢ⤿䈲ᚲାṶ⺑䈱ਛ䈪䇮ᣂ䈢䈭ᤨઍ䈱㐿ᜏ⠪䈢䉌䉖䇮䈫
䈘䉌䈮䇮㊁
䉫䊨䊷䊋䊦ੱ᧚䈱⢒ᚑ䉇⥄䉌ቇ䈶⠨䈋䉎ജ䉕⢒䉃
䈇䈉⧯⠪䈱ᄢ䈐䈭ᔒ䉕ᒁ䈐䈜䈼䈒䇮䉫
ᢎ⢒䈭䈬ੱ᧚䈱㐿⊒䉕ㅴ䉄䉎䈖䈫䉕ㅀ䈼䈩䈇䉁䈜䈏䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈲䈠䉏䈮៤䉒䉎ᢎ⡯ຬ
⚵❱䈱⛽ᜬ䊶లታ䈏䈅䈦䈩䈖䈠䈲䈛䉄䈩น⢻䈪䈅䉍䇮䋶䋳ᣣઃ䈔㑑⼏ቯ䇸࿖ኅ
ോຬ䈱⛎ਈᷫ㗵ᡰ⛎ភ⟎䈮䈧䈇䈩䇹䈮ᓥ䈦䈩䇮࿖┙ᄢቇᴺੱ䈮䉅䇮ห᭽䈱ភ⟎䈏䈫䉌䉏䇮
࿖
▚ⷐ᳞ၮḰ䈮ၮ䈨䈒ᷫ䈫䈲䈮ㆇ༡⾌ઃ㊄䈏ᷫ䈘䉏䉎䉋䈉䈭䈖䈫䈮䈭䉏䈳䇮࿖
┙ᄢቇ䈲䇮ᐩ䈠䈱ᐭ䈱ᣇ㊎䉕ታ䈜䉎䈖䈫䈲㆐ᚑ䈪䈐䈭䈒䈭䉎䈪䈚䉊䈉䇯㩷
వᣣ⊒䈘䉏䈢䇮㪦
㪦㪜㪚㪛 䈱ႎ๔䈪䈲䇮㜞╬ᢎ⢒䈮ኻ䈜䉎䉒䈏࿖䈱⽷ᡰ䈱ኻ
㪞㪛㪧 Ყ䈱ഀว䈏ᒁ䈐⛯䈐ᦨ
ᦨਅ䈫䈇䈉ਇฬ䈭⚿ᨐ䈏⇇ਛ䈮ႎ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯䈠
䈱䇮⸥䈱䉋䈉䈭ㆊ㉃䈭ᷫ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈲䇮࿖┙ᄢቇ䈱ሽ┙ၮ⋚䈱ᕆỗ䈎䈧࿁ᓳਇ
⢻䈭ഠൻ䉕䉅䈢䉌䈚䇮⑼ቇ䊶ᛛⴚ䈫ੱ᧚䈮䉋䈦䈩⇇䈮⽸₂䈚䉋䈉䈫䈜䉎ᚒ䈏࿖䈮䈫䈦䈩䇮
࿖⋉䈮ଥ䉒䉎⥌⊛䈭ᣉ╷䈫䈭䉍䉁䈜䇯㩷
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈎䉌䈱৻ೞ䉅ᣧ䈇ᓳᣥ䊶ᓳ⥝䈫䇮ᐭ䈏⋡䈙䈜ᣂ䈢䈭ᚑ㐳ᚢ⇛䉇ੱ᧚
⢒ᚑ䇮ၞᵴᕈൻ䇮䈠䈚䈩ᔃ䊶ో␠ળ䈱ታ䉕࿑䉍䇮䇸Ꮧᦸ䈫䉍䈅䉎ᣣᧄ䇹䈨䈒䉍䉕
ᐔᚑ䋲䋴ᐕᐲ▚ⷐ᳞䈮䈍䈇䈩ㆇ༡⾌ઃ㊄䈮ኻ䈜䉎৻ᓞ⊛䈭ᷫ䉕ⴕ
ㅴ䉄䉎䈢䉄䇮ᐔ
䉒䈝䇮㐳ᦼ⊛䈭ⷰὐ䈎䉌㊀ὐ㈩ಽ䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕ᒝ䈒ⷐᦸ䈚䉁䈜䇯㩷
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Წ ࠰ࡇᇌ̞᧙ܖٻʖምƷᄩ̬ȷΪܱƴƭƍƯᲢᙲஓᲣ



 ᙲஓʙ

ᏋщȷᄂᆮщƷࢍ҄ƱᏋೞ˟רሁƷᄩ̬

Ũ ᢃփᝲʩ˄ƷਘΪ

Ũ ᏋᝲਃƷ᠉ถᲢಅ૰ሁแ᫇Ʒถ᫇ӏƼถβਜ਼ፗƷਘٻሁᲣ

   Ũ ᇌޓ᧽ܖٻ၏ᨈƷኺփƴݣƢǔᝠႎૅੲƷਘΪ

Ũ ᏋᄂᆮƷؕႴƱƳǔᚨȷᚨͳƷૢͳ
  
   Ũ ᅹܖᄂᆮᝲяʙಅƷਘΪᲢؕ҄ƷƳǔਖ਼ᡶᲣ

   Ũ ᨥႎƴƔǕƨܖٻƮƘǓƴƢǔʖምƷਘΪ





ᲬᲮ࠰ࡇᇌ̞᧙ܖٻʖምƷᄩ̬ȷΪܱƴƭƍƯᲢᙲஓᲣ


ྵנƕƸŴಊǊƯขЦƳᅈ˟ኺฎཞඞɦƴፗƔǕƯƍǇƢŵƦǕƴьƑŴி
ଐஜٻᩗƴƓƍƯƸŴᙹٻƳעᩗŴٻඬŴҾ܇щႆᩓƷʙŴᚸᘮܹƷ
ᲮܹƕƳǔƱƍƏŴசஅஊƷᙐӳႎƳٻܹǛኺ᬴ƠŴƦƷࢨ᪪ƸŴிଐஜƷ
ǈƳǒƣŴƕƷᅈ˟ȷኺฎƷ࠼ርƴӏƼŴƞǒƴƸൟƷʴဃᚇȷ̖͌ᚇŴ
ဃƖ૾Ǉưƴǋ٭᪃ǛǋƨǒƦƏƱƠƯƍǇƢŵǇƨҾ܇щƷМဇƴƓƚǔܤμࣱ
Ʒᄩ̬ƸŴɭမႎᛢ᫆ƱƠƯોǊƯᛐᜤƞǕǔƜƱƱƳǓǇƠƨŵ
ஜң˟ƸŴƕƕŴƜƷٻƳүೞǛΰƠŴൟƷɧܤǛਚƠƯਤዓႎƳ
ჷƷоᡯਗໜȷ
ႆޒǛǔƨǊƴƸŴࢼஹƔǒᇌܖٻƕௐƨƠƯƖƨŴƕƷჷ
᭗ࡇʴᏋਗໜƱƠƯŴǇƨע
؏עƷ૨҄ȷኺฎƷɶఋਗໜƱƠƯƷࢫлǛƴࢍ
҄ȷΪܱƢǔƜƱƕɧӧഎưƋǔƱᎋƑƯƓǓǇƢŵƦƷƨǊŴஜ࠰ᲰஉƷዮ˟ƴ
ƓƍƯŴӲᇌܖٻƕƦǕƧǕࣱ̾ȷཎᑥǛƔƠŴೞᏡƷࢍ҄ǛǔƨǊƷਦᤆ
ǛӕǓǇƱǊžൟǁƷኖளſƱƍƏи᫆ǛƭƚƯπᘙƍƨƠǇƠƨŵ
ƞǒƴŴӷዮ˟ƴƓƍƯŴᇌܖٻƸӲܖٻƕƦǕƧǕƷཎᑥǛဃƔƠƯᩗࣄ
ᐻƱૼƨƳଐஜƷನሰƴμщǛނƘƢƱƱǋƴŴμܖٻƕዬ݅ƴᡲઃȷңщƠƯŴ
ƕƕႺ᩿ƠƯƍǔᩊƳᛢ᫆ƴዮщǛਫƛƯӕǓኵǉଓƷžൿᜭſǛ৸ƠǇ
Ơƨŵ
ƱƜǖưŴᇌܖٻƷؕႴǛૅƑǔᢃփᝲʩ˄ƸŴඥʴ҄ƞǕƨᲫᲰ࠰Ʊ
ൔǂᲲᲲᲱΕόᲢྙƴƠƯᲱᲨᲫᲮᲟᲣǋƷЪถƕᘍǘǕŴᲱ࠰᧓ƷЪถካᚘ᫇Ƹ
ᲭᲦᲱᲫᲭΕόƴǋƷǅǓǇƢŵ
ǇƨŴᩗƴǑǔᇌܖٻǁƷᘮܹƸကٻưƋǓŴᙀദʖምሁǋԃǊŴଔ࣯Ƴࣄ
ᐻƱӲܖٻƷೞᏡƷࢍ҄ƷƨǊƴᚘဒႎƳʖምਜ਼ፗƕ൭ǊǒǕǇƢŵ
ƜǕǇưŴӲඥʴưƸƦǕƧǕভԡƷѐщƴǑǓࣖݣƠƯƍǔǋƷƷŴᢘЏƳπ
ᝠૅЈƕƳƚǕƹŴᢒƔǒƣᏋƷឋǛ̬ƭƜƱƸᩊƠƘƳǓŴܖբЎǛբǘ
ؕᄽᄂᆮǍᓦᑻႎƳᄂᆮƷᑻǛƢƩƚưƳƘŴע
؏עҔၲƷஇࢸƷᄇƱƠƯƷ
ƣŴؕ
ೞᏡǍɟᢿᇌܖٻƷኺփƕᄊƨǜƢǔƳƲŴƕƷ᭗ሁᏋȷᄂᆮƷؕႴƕఌ
ࡁƔǒߐْƠŴࣄׅɧӧᏡƳʙ७ƴᇌƪᐱǔƜƱƕүूƞǕǇƢŵ
ܖဃȷ̬ᜱᎍƷɧܤƸขЦƷࡇǛفƠ
ǇƨŴᡈŴܖٻǁƷᡶܖǍ̲ܖƴӼƚƨܖ
ƯƖƯƍǇƢŵᨥൔ᠋ƷᚇໜƔǒǋŴଐஜƷܖဃƴݣƢǔኺฎႎૅੲƸಊǊƯᝢ
ࢊưƋǓŴᡞƴܼᚘƴǑǔਃƸƘŴᏋƷೞ˟רሁƸٻƖƘᏣƔƞǕƯƍǇƢŵ
ьƑƯŴʻᑍƷிଐஜٻᩗƴǑǓᘮƠƨ؏עƷЈ៲ưƋǔܖဃƴݣƠƯƸŴ
Ƴǔ̲ܖɥƷૅੲƕ࣏ᙲưƢŵ
ʻࢸŴଐஜƕᩗƷએƔǒᇌƪɥƕǓŴɭမưƷנ܍ज़ǛƴفƠƯƍƘƨǊ
ݩஹǛਃƏʴƕɧӧഎưƢŵᧈႎƳᙻໜƔǒଐ
ƴƸŴΟǕƨ᭗ሁᏋǛӖƚƨݩ

ஜƷࣄᐻȷϐဃƷȗȭǻǹǛᙸੁƑŴӲܖٻƕᅈ˟ƔǒᚠƞǕƨᝧѦǛௐƨƠƯ
ܖٻሁǁƷπᝠૅЈƕݣ᳁
ƍƘɥưŴᢘЏƳʖምਜ਼ፗƸഎƔƤǇƤǜŵྵנưǋٻ
ᲾൔưᲿᲽᲾьႱɶஇɦˮưƋǔƜƱƸŴԗჷƷʙܱưƢŵ
ƭƖǇƠƯƸŴᢃփᝲʩ˄ƷਘΪǍᏋᝲਃƷ᠉ถƳƲŴКኡƷʙƴƭƍ
ƯᙲஓƍƨƠǇƢŵᲲஉᲫᲬଐƴ᧚ᜭൿܭƞǕƨžɶᝠȕȬȸȠſƴǑǓŴ
ᲬᲮ࠰ࡇƔǒᲬᲰ࠰ࡇǇưƷᲭ࠰᧓Ƹᅈ˟̬ᨦ᧙̞ᝲˌٳƷബЈƕ৮СƞǕ
ǔƜƱƕʖेƞǕǇƢƕŴᝮᎰƴƓƔǕǇƠƯƸŴᲬᲮ࠰ࡇƷʖምዻƴӼƚ
ƯŴᇌ̞᧙ܖٻʖምƷᄩ̬ȷΪܱƴƭƍƯŴƝྸᚐǛƍƨƩƖŴെƷƝނщƱ
ƝૅੲǛងǓǇƢǑƏƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ




























ᙲஓʙƷᙲໜ
ᏋщȷᄂᆮщƷࢍ҄ƱᏋೞ˟רሁƷᄩ̬
Ũᢃփᝲʩ˄ƷਘΪ
Ũᢃփᝲʩ˄ƷਘΪ

ƕƷႆޒƷؕᄽǛૅƑǔᇌܖٻඥʴƷᏋȷᄂᆮѣƕܭܤႎȷਤዓႎƴ
ਖ਼ᡶưƖǔǑƏŴؕႴႎኺᝲưƋǔᢃփᝲʩ˄ǛਘΪƢǔŵ
ᲢᲫᲣᭌٽƷ૾ᤆᲬᲪᲪᲰƴǑǔᢃփᝲʩ˄ƷݣЭ࠰ࡇൔžᲫᲟЪถ૾ᤆſƸગ
ࡑƞǕŴᲬᲭ࠰ࡇƴƓƍƯƸŴᇌܖٻᏋᄂᆮཎКૢͳᝲƕૼᙹƴʖምਜ਼
ፗƞǕŴᇌܖٻඥʴ҄ˌᨀƷؕႴႎኺᝲƷЪถƴɟܭƷഫഥǊǛƔƚƯƍƨƩ
ƍƨŵ
  ʻࢸƷʖምዻƴƓƍƯƸᲬᲭ࠰ࡇʖምਜ਼ፗƷ්ǕǛዒ১ƠŴưƖǔƩƚ
ᢃփᝲʩ˄Ǜඥʴ҄ЭƷ൦แƴƢƱƱǋƴŴƔǒƷᝠႎૅੲǛଔ
ଔƴᢃ
࣯ƴ
ᲿᲽᲾᜂɳǈƴਘΪƢǔƜƱƕ࣏ᙲưƋǔŵ
ȷᲬᲭ࠰ࡇ࢘ИʖምƸᲫΫ  Εόŵඥʴ҄И࠰ࡇᲢᲫᲰ࠰ࡇᲣƱൔ
ǂŴᲲᲲᲲΕόŴྙƴƠƯᲱᲨᲫᲮᲟƷЪถ
ȷ᭗ሁᏋೞ᧙ǁƷπᝠ৲Ʒ᳁ᲾൔᲴᲿᲽᲾרᲫᲟŴଐஜᲪᲯᲟ
  ƳƓŴᲬᲭ࠰ࡇưƸŴƢǂƯƷܖٻƴžܖٻો᪃̟ᡶ̞ૠſᲢ᧽ޓ၏ᨈǛ
ஊƠƳƍඥʴᲫᲟŴ᧽ޓ၏ᨈǛஊƢǔඥʴᲫᲨᲭᲟŴ᧽ޓ၏ᨈᢃփᝲʩ˄Ʒʩ
˄ǛӖƚǔඥʴᲫᲨᲰᲟᲣƕᛢƤǒǕƨŵܖٻƷᐯɼႎЙૺƴǑǓ̅ᡦƕൿǊǒ
Ǖǔɟᑍᢃփᝲʩ˄ف᫇ƷƨǊƴǋžܖٻો᪃̟ᡶ̞ૠſƷગࡑƕ࣏ᙲưƋǔŵ
ᲢᲬᲣᲫᲲ࠰ࡇƔǒܱƞǕƨዮʴˑᝲો᪃Ტ࠰ᲫᲟЪถᲣƷࢨ᪪ƴǑǓŴ
ՃƷ࠰ᱫನƷǢȳȐȩȳǹǍࠝѮᎍƷถݲƳƲƷࡴܹƕ᫋ᓸƴƳƬƯƖƯƓ
ǓŴƜǕˌɥƷʴˑᝲƷЪถƸŴᇌܖٻඥʴƷᏋȷᄂᆮƷؕႴǛߐْƞƤŴ
ࣄׅɧӧᏡƳʙ७ǛਔஹƠψƶƳƍെ᨞ƴஹƯƍǔŵ
ܼπѦՃƷዅɨЪถૅዅਜ਼ፗƴ᧙ᡲƠƨᇌܖٻඥʴᢃփᝲʩ
ƠƨƕƬƯŴ
˄ƷʖምɥƷӕৢƍƴƭƍƯƸƷؕႴƱƳǔᏋȷᄂᆮǛƴࢍ҄ƠŴҢឭ
ƠƨᏋȷᄂᆮƷਖ਼ᡶሁǛᡫƠƯŴᩗࣄᐻƱૼƨƳଐஜƷನሰƴᝡྂƠƯƍƘ
ཎെ
ƱƍƏᇌܖٻඥʴƷࢫлȷೞᏡƴƔǜƕǈŴ࣏ᙲƳʖምƷᄩ̬ƴƭƍƯŴཎ
ƷᣐॾǛᙲᛪƢǔŵ
ƳƓŴிଐஜٻᩗˌᨀŴᇌܖٻƸŴᘮעǁƷҔၲૅੲŴᘮƠƨܖဃǍ
ᄂᆮᎍƷӖλǕŴᘮעưƷȜȩȳȆǣǢѣƳƲŴᄂᆮщƱʴǛዮѣՃƠƯŴ

μщǛƋƛƯૅੲƠƯƍǔŵƕƕƜƷᩗǛƴƠƯɟޖƷႆޒǛǓŴ
ࡽƖዓƖɭမǛཏࡽƠƯƍƘƨǊƴƸŴΟǕƨʴƷᏋŴέᇢᄂᆮƷਖ਼ᡶƕɧ
ӧഎưƋǓŴƶƯᣐॾǛᙲᛪƢǔŵ


ŨᏋᝲਃƷ᠉ถᲢಅ૰ሁแ᫇Ʒถ᫇ӏƼถβਜ਼ፗƷਘٻሁᲣ
ŨᏋᝲਃƷ᠉ถᲢಅ૰ሁแ᫇Ʒถ᫇ӏƼถβਜ਼ፗƷਘٻሁᲣ

ܖဃƷኺฎཞඞŴ˰އƢǔ؏עǍܖբЎǛբǘƣŴᏋƷೞ˟רሁǛᄩ̬ƠŴ
ƢǂƯƷॖ࣬Ƌǔʴƕ᭗ሁᏋǛӖƚǒǕǔˁኵǈƷƳƔưŴᇌܖٻƕƦƷࢫл
ǛௐƨƢƨǊŴ᭗ሁᏋƷܱឋΝ҄Ǜਖ਼ᡶƠŴଔ࣯ƴπᝠૅЈǛਘΪƢǔŵ
ிଐஜٻᩗƷࢨ᪪ǛӖƚǔƳƔưŴᏋƷೞ˟רሁǛᄩ
ᲢᲫᲣମʻƷኺฎཞඞǍி
̬ƢǔƨǊŴλܖ૰ȷ
ಅ૰ሁแ᫇Ʒถ᫇ӏƼถβਜ਼ፗƷƳǔਘٻŴዅ
˄ƷܖڜСࡇƷਘΪŴ̲ૅܖੲƷؕƷΪܱƴ࣏ᙲƳʖምਜ਼ፗǛᘍƏŵ
ᲢᲬᲣܖٻᨈဃǁƷኺฎႎૅੲΪܱƷƨǊŴȆǣȸȁȳǰǢǷǹǿȳȈᲢ6#Უ
ŴȪ
ᨽဇƴ̞ǔᝠႎૅੲሁƷਜ਼ፗǛΪܱƢǔŵ

ǵȸȁǢǷǹǿȳȈᲢ4#ᲣƳƲƷᨽ


Ũᇌޓ᧽ܖٻ၏ᨈƷኺփƴݣƢǔᝠႎૅੲƷਘΪ
Ũᇌޓ᧽ܖٻ၏ᨈƷኺփƴݣƢǔᝠႎૅੲƷਘΪ

ᇌޓ᧽ܖٻ၏ᨈƴ᧙ƠƯƸŴҔࠖሁƷʴᏋŴ؏עҔၲƷɶఋ၏ᨈŴ؏ע
Ҕၲ˳СƷᄩᇌŴ᭗ࡇҔၲӏƼέᡶҔၲƷ੩̓ŴǇƨŴƜǕǒǛૅƑǔᐮᄂ̲
ƳƲŴҔܖȷҔၲƷ࣯ᡮƳᡶഩƴƢǔᇌޓ᧽ܖٻ၏ᨈཎஊƷࢫлǛௐƨƢƨ
Ǌƴ࣏ᙲƳᝠႎૅੲǛᘍƏŵ
؏עҔၲਗໜ˳СሁΪܱૅ
ᲢᲫᲣ؏עҔၲƷஇࢸƷᄇƱƠƯƷೞᏡǛௐƨƢƨǊŴע
ੲኺᝲǛዒዓƠŴƞǒƴΪܱƢǔŵ
ᲢᲬᲣ؏עҔၲȋȸǺƕ᭗ƘŴƔƭ
ምࣱƕ˯ƍᚮၲᢿᧉᲢݱδᅹŴငᅹŴԗင
ҔၲŴዬ࣯ҔၲŴ᭗ࡇҔၲሁᲣǁ
ǁƷૅੲǛࡽƖዓƖᘍƏƱƱǋƴŴҔၲƷɶ
ఋǛƳƢϋᅹኒǁƷૅੲǋᡶǊǔŵ
ᲢᲭᲣ᧽ޓ၏ᨈᚨƷϐႆૢͳሁƴݣƠŴᚨૢͳᝲᙀяƷлӳᲢྵᘍᲫᲪᲟᲣ
ǛਘΪƢǔƜƱŵᝠᗡǛဇƠƨ၏ᨈᚨƷૢͳƸŴிଐஜٻᩗ
ưƷᘮܹཞඞሁǛ៊ǇƑŴ᎑ᩗࣱȷСᩗࣱƷ᭗ƍཋƷૢͳƴьƑŴ࣯ဇ
Ҕၲೞ֥ŴᐯܼႆᩓᚨͳƳƲǋԃǊŴܹƴƓƚǔҔၲѣƷዒዓࣱƷᄩ
̬ǍŴԡ࣯Ҕၲƴ࣏ᙲƳǤȳȕȩƷૢͳƳƲŴʻࢸǛᙸੁƑƯᘍƍž
ܹƴࢍƍܖٻ၏ᨈſǛƭƘǔƜƱƕ࣏ᙲɧӧഎưƋǔŵ
ᲢᲮᲣͺѦਃ᠉ถሊƱƠƯܱƠƯƍǔᐯࠁΝᢩൔྙƴƭƍƯƷᝠૅੲᲢྵᘍ
ᲯᲪᲟᲣƷଔਘΪᲢᲫᲪᲪᲟᲣǛܱྵƢǔƜƱŵ
ᲢᲯᲣ᧽ޓ၏ᨈƷ̅ԡưƋǔᏋȷᄂᆮȷ᭗ࡇҔၲȷ؏עҔၲǁƷᝡྂǛҗμƴᘍ

ƍŴҔܖᄂᆮƷᨥᇤʗщŴ؏עҔၲƷϐဃǛǔƨǊƴƸŴ᧽ޓ၏ᨈƷૢ
ǔᇌܖٻᝠѦȷኺփǻȳǿȸƷ˯МȷᧈƷ˄ƕ࣏ᙲɧӧഎư
ͳƴݣƢǔ
Ƌǔŵ


ŨᏋȷᄂᆮͳૢؾʖምƷᄩ̬
ŨᏋȷᄂᆮͳૢؾʖምƷᄩ̬

ᇌܖٻƷᏋȷᄂᆮؾƷૢͳƴƭƍƯƸŴிଐஜٻᩗƴǑǔᘮܹƷଔƷ
ࣄȷࣄᐻƸǋƱǑǓŴؕႴƱƳǔᄂᆮᚨȷᚨͳƷૢͳȷΪܱǍ᎑ᩗ҄ȷСᩗ҄
ᎊ҄ƠƨᏋᄂᆮᚨŴᨑᏵ҄ƠƨᏋᄂᆮဇᚨͳŴᚮၲဇᚨͳƷોծŴ
ሁŴᎊ
ܹƴࢍƍǤȳȕȩƷૢͳƳƲŴܤμȷ࣎ܤƳؾƷɦưᏋᄂᆮƴƪᡂǊǔǑƏ
ǑǓɟޖƷᝠਜ਼ፗǛᜒƣǔŵǇƨŴഏƷžᇌܖٻሁᚨዬ࣯ૢͳᲯƔ࠰ᚘဒſ
ƷᢋƴӼƚ࣏ᙲƳʖምǛᄩܱƴᄩ̬Ƣǔŵ

ᲬᲭ࠰ࡇʖምᲴᚨૢͳᝲƷᙲ᫇ƷҞЎˌɦƷਜ਼ፗƴသǇƬƯƍǔŵ
࠰᧓ᙲ᫇ ᲬᲦᲬᲪᲪΕόᲢ૨ᅹႾᚾም᫇Უ
ʖም᫇     ᲳᲫᲰΕό ϋᚪᲴᚨૢͳᝲᙀя      ᲮᲭᲱΕό
                 ᝠѦȷኺփǻȳǿȸʩ˄   ᲯᲰΕό
                  ᧽ޓ၏ᨈᧈ͈λ      ᲮᲬᲭΕό


ŨᅹܖᄂᆮᝲяʙಅƷਘΪᲢؕ҄ƷƳǔਖ਼ᡶᲣ
ŨᅹܖᄂᆮᝲяʙಅƷਘΪᲢؕ҄ƷƳǔਖ਼ᡶᲣ

ܖٻƷᏋщȷᄂᆮщǛࢍ҄ƠŴᅹܖ২ᘐƷщưɭမǛȪȸȉƢǔƨǊŴܖٻሁ
ᅹܖᄂᆮᝲяʙಅᲢᅹᄂᝲᲣƴƭƍƯ৸ྙƷӼɥ
ưᘍǘǕǔܖᘐᄂᆮǛૅƑǔᅹ
ǛǔŵǇƨŴᲬᲭ࠰ࡇƔǒܱྵƠƨᅹᄂᝲƷžؕ҄ſƸŴᄂᆮᝲƷјௐႎȷ
јྙႎƳ̅ဇƴƢǔဒႎƳСࡇો᪃ưƋǓŴؕ҄ƷݣᝋᆔႸǛਘٻƢǔƜƱ
ƕᄂᆮྵئƔǒЏஓƞǕƯƍǔƨǊŴƳǔਖ਼ᡶǛǔŵ


ŨᨥႎƴƔǕƨܖٻƮƘǓƴƢǔʖምƷਘΪ
ŨᨥႎƴƔǕƨܖٻƮƘǓƴƢǔʖምƷਘΪ

ǰȭȸȐȫ҄ƢǔჷᜤؕႴᅈ˟Ŵဃ෨ܖ፼ᅈ˟ƷɶưŴտዬƷᛢ᫆ưƋǔƕ
ƷܖٻƷᨥႎƳᡫဇࣱȷσᡫࣱƷӼɥǍᨥᇤʗщƷࢍ҄Ʒਖ਼ᡶŴܖٻƷǰȭȸ
ཎƴܖٻƷᨥ
ȐȫဦޒǛǔžသܖဃᲭᲪɢʴᚘဒſƷܱྵƴƢǔƨǊŴཎ
҄Ǎသ
သܖဃƷӖλؾƷૢͳŴᡈ
ᡈ࠰ถͼݲӼƴƋǔଐஜʴܖဃƷෙٳᢔƷ̟ᡶƳ
Ʋ᧙̞ƷʖምƷਘΪǛᘍƏŵ



ࠉ


 КชᲳ
ࠉࠉࠉࠉࠉ









                       ٻң˖ဒᇹᲫᲯᲳӭ
                       ᲬᲭ࠰ᲫᲫஉᲫᲪଐ 
૨ᢿᅹٻܖᐫ
 ᘌᜭᨈᜭՃ ɶ ߷ ദ ବ ോ

ɟᑍᅈׇඥʴ ᇌܖٻң˟
˟ᧈ  ສ ဋ  ኝ ɟ



ᇌܖٻң˟ዮ˟ƴƓƚǔൿᜭƴƭƍƯ


እƸᇌܖٻƷႆޒƷƨǊŴКƷңщǛងǓŴᛗƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇ
Ƣŵ
ஜң˟ƸŴӊǔᲫᲫஉᲮଐƴ͵ƠƨᲬᲭ࠰ࡇᇹᲬׅᡫࠝዮ˟ƴƓƍƯŴ
ɦᚡʙƷܱྵƴƭƍƯŴКชƷƱƓǓൿᜭƠǇƠƨƷưŴെƷƝ ᣐ ॾ Ǜ ង
ǓǇƢǑƏŴƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ


ᚡ
Ũ ᇌܖٻඥʴᢃփᝲʩ˄Ʒᄩ̬ȷΪܱ
Ũ ᏋᝲਃƷ᠉ถ
  Ტಅ૰ถβਜ਼ፗƷਘٻŴዅ˄ܖڜƷоᚨȷᆋ᫇ᨊƷݰλǛԃǉ
   ܖڜƷΪܱᲣ

Ũ ᇌޓ᧽ܖٻ၏ᨈƷኺփƴݣƢǔᝠႎૅੲƷΪܱ
Ũ ᏋᄂᆮƷؕႴƱƳǔᚨȷᚨͳƷૢͳᲢᚨૢͳᝲᙀяሁƷਘΪᲣ
Ũ ᅹܖᄂᆮᝲяʙಅƷਘΪᲢᅹᄂᝲƷžؕſ҄ƷਘٻǛԃǉᲣ
Ũ Ꮛᄂᆮ൦แƷӼɥƴӼƚƨો᪃ƱᨥႎƴƔǕƨܖٻƮƘ
 ǓƴƢǔʖምƷਘΪ
Ũ ᇌܖٻƷᏋȷᄂᆮȷҔၲǛૅƑǔʴᄩ̬ǁƷᣐॾ

  ⼏
ᣣᧄߩᏗᦸࠆᧂ᧪ߩߚߦޔ࿖┙ᄢቇߩᒝൻࠍ㧍㧍

  ࿖┙ᄢቇදળߪᧄޔᐕ 6 ޡޔ࿖┙ᄢቇߩᯏ⢻ᒝൻг࿖᳃߳ߩ⚂᧤̅ޢ㧔ਛ㑆߹ߣ㧕
ࠍขࠅ߹ߣޔฦᄢቇߩᕈ․⦡ߩ⏕ൻߣਇᢿߩᡷ㕟ߩታⴕ╬ࠍㅢߒߡޔᢎ⢒ജ
⎇ⓥജ߿ၞ⽸₂ޔ࿖㓙ᵹ࿖㓙⽸₂ᵴേߥߤߩᯏ⢻ߩᒝൻࠍផㅴߒ߇ࠊޔ࿖ߩ⍮
ߩഃㅧὐ㜞ᐲੱ᧚⢒ᚑὐߣߒߡޔᣣᧄߩᏗᦸࠆᧂ᧪ߣੱ㘃␠ળߩᜬ⛯⊛⊒ዷ
ߦነਈߒߡߊߎߣࠍ࿖᳃ߦ⚂᧤ߒߚޕ
   ࿖᳃ߩᦼᓙߦᔕ߃ޔቇⴚ⎇ⓥࠍផㅴߒޔၞߩജ࿖ߩജࠍ㜞ޔࠃࠅ߽ᄢ㔡ἴ
߆ࠄߩᓳ⥝ߣᣣᧄౣ↢ߦะߌߡߩੱ᧚⢒ᚑߣ⎇ⓥ㐿⊒ࠍలታߐߖࠆߚߦߪޔචಽߥ
ᛩ⾗ߦࠃߞߡ࿖┙ᄢቇߩ⻉ᯏ⢻ࠍᒝൻߒߡߊߎߣ߇ਇนᰳߢࠆޕ
 

ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᴺੱൻએᓟޔ㛽ᄥߩᣇ㊎ 2006 ߦࠃࠆㆇ༡⾌ઃ㊄ߩኻ೨ᐕᐲᲧ㧝%
ᷫ߿✚ੱઙ⾌ᡷ㕟㧔Ფᐕ㧝%ᷫ㧕ߩᓇ㗀ߦࠃࠅޔᢎຬߩᐕ㦂᭴ᚑߩࠕࡦࡃࡦࠬ
߿Ᏹൕᢎ⢒⎇ⓥ⠪ߩᷫዋ߇㗼⪺ߣߥࠅޔ㐳ᦼ⊛ዷᦸߩ߽ߣߦలታޔᒝൻࠍߪ߆ࠄߨ߫
ߥࠄߥ⎇ⓥജ᧚ੱޔ⢒ᚑജ߇ෂᯏߦἄߒߡࠆޕ
 ᐔᚑ 23 ᐕᐲ੍▚ߦ߅ߡߪޔ࿖┙ᄢቇᢎ⢒⎇ⓥ․ᢛ⾌ߩᣂ⸳╬ߦࠃࠅޔ࿖┙
ᄢᴺੱൻએ㒠ೋߡޔၮ⋚⊛⚻⾌ߩᷫߦᱤᱛ߇߆߆ߞߚ߽ߩߩޔㆇ༡⾌ઃ㊄ߪ
ᷫ㗵ߐࠇߡࠆ⁁ߩߎޕᴫ߇⛯ߌ߫ޔ࿖┙ᄢቇߩᢎ⢒⎇ⓥක≮ߩၮ⋚ߪᩮᐩ߆ࠄ
፣უߒޔ࿁ᓳਇน⢻ߥᘒߦ┙ߜ⥋ࠆߎߣ߇ෂᗋߐࠇࠆޕ
 ⾗Ḯߩዋߥࠊ߇࿖ߦߣߞߡޔఝࠇߚ㜞╬ᢎ⢒ࠍฃߌߚ᧪ࠍᜂ߁ੱ᧚ߩ⢒ᚑߣ⎇
ⓥ⑼ޔቇᛛⴚߩ⊒ዷߪᰳߊߎߣ߇ߢ߈ߥ߽ߩߢࠅߩߘޔේേജߢࠆᄢቇ߳ߩ⽷
ᡰេߩలߪߩ߳᧪ᧂޔవⴕᛩ⾗ߢࠆߎߣߪ⸒߁߹ߢ߽ߥޕ
ߎߩߎߣࠍ〯߹߃ޔ࿖┙ᄢቇߪᐢߊ࿖᳃ߩℂ⸃ࠍᓧࠆദജࠍⓍߺ㊀ߨࠆߣߣ߽ߦޔ
ޟᣣᧄౣ↢㊀ὐൻភ⟎ߦޠଥࠆⷐᦸ㗄߳ߩ㈩ಽࠍ
ᐔᚑ 24 ᐕᐲ੍▚✬ᚑߦ߅ߡޔ
ޔਅ⸥㗄ߩታࠍ࿑ࠆࠃ߁ޔᒝߊⷐ⺧ߒߡߊߎߣࠍ⏕ߔࠆޕ

٤ ࿖┙ᄢቇᴺੱㆇ༡⾌ઃ㊄ߩ⏕లታ
٤ ᢎ⢒⾌⽶ᜂߩシᷫ
㧔ᬺᢱᷫភ⟎ߩᄢ⛎ޔઃဳᅑቇ㊄ߩഃ⸳⒢㗵ប㒰ߩዉࠍᅑቇ㊄ߩలታ㧕
٤ ࿖┙ᄢቇ㒝ዻ∛㒮ߩ⚻༡ߦኻߔࠆ⽷⊛ᡰេߩలታ
٤ ᢎ⢒⎇ⓥߩၮ⋚ߣߥࠆᣉ⸳⸳ߩᢛ㧔ᣉ⸳ᢛ⾌ഥ㊄╬ߩల㧕
٤ ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥᚑᬺߩల㧔⑼⎇⾌ߩޟၮ㊄ޠൻߩᄢࠍ㧕
٤ ᢎ⢒⎇ⓥ᳓Ḱߩะߦะߌߚᡷ㕟ߣ࿖㓙⊛ߦ㐿߆ࠇߚᄢቇߠߊࠅߦ⾗ߔࠆ
੍▚ߩల
٤ ࿖┙ᄢቇߩᢎ⢒⎇ⓥක≮ࠍᡰ߃ࠆੱ᧚⏕߳ߩ㈩ᘦ
ᐔᚑ 23 ᐕ 11  4 ᣣ

৻⥸␠࿅ᴺੱ࿖┙ᄢቇදળ ✚ળ
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ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

බ᫂ඪ
௦⾲ ᒣཱྀ㑣ὠ⏨ Ẋ



ື≀ឡㆤ⟶⌮ἲࡢぢ┤ࡋ㛵ࡋ࡚



⏕άືࢆ⛉Ꮫⓗ⌮ゎࡍࡿࡇࡣࠊே㢮ࡢᗣࡸ⚟♴ࠊ⎔ቃࡢಖ⏕࡞ࡢ
ከࡃࡢㄢ㢟ࡢゎỴࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊື≀ᐇ㦂➼ࡣࡑࡢࡓࡵᚲせྍḞ࡞
ᡭẁ࡛ࡍࠋࢃࡀᅜࡢ་Ꮫ࣭་⒪ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࠊ㣗ရࠊ⎔ቃ➼ࡢᗈ⠊࡞⏘ᴗ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࡑࡢᡂᯝࡀᅜẸ⏕άࡢྥୖࡸᏳ☜ಖࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

⎔ቃ┬࡛ࡣᖺ㸦 ᖺ㸧᮶ࠊ୰ኸ⎔ቃᑂ㆟ື≀ឡㆤ㒊ࡢ୰ື≀ឡㆤ⟶⌮
ࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウᑠጤဨࢆタ⨨ࡋࠊື≀ឡㆤ⟶⌮ἲࡢぢ┤ࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ
᳨ウㄢ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡓᐇ㦂ື≀ᑐࡋ࡚ࠊ⚾ࡶᏛࡸᏛ⾡◊✲ᶵ㛵ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ⪃
࠼᪉ࢆ⾲᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ


ື≀ឡㆤࡢ⢭⚄๎ࡿື≀ᐇ㦂ࡸ㣫⫱⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ᖺࡢື≀ឡ
ㆤ⟶⌮ἲࡢᨵṇ࡛ື≀ᐇ㦂ࡢᅜ㝿ཎ๎ࡀ᫂ᩥࡉࢀࡓࡇࢆᶵࠊ ᖺࡣᩥ㒊
⛉Ꮫ┬ࠊཌ⏕ປാ┬ࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࡀື≀ᐇ㦂ࡢᐇ㛵ࡍࡿᇶᮏᣦ㔪ࢆไᐃࡋࠊࡉࡽ
᪥ᮏᏛ⾡㆟ࡣヲ⣽࡞ᣦ㔪ࠕື≀ᐇ㦂ࡢ㐺ṇ࡞ᐇྥࡅࡓ࢞ࢻࣛࣥࠖࢆᐃࡵ
ࡲࡋࡓࠋ
 ᖺᡂࡋࡓࡇࡢ᪂ࡓ࡞ไᗘࡼࡾࠊ♫ⓗ⌮ゎࢆᚓ࡞ࡀࡽᏛ⾡◊✲ࠊヨ㦂
◊✲ᚲせ࡞ື≀ᐇ㦂ࡀ㐺ṇᐇࡉࢀࠊᐇ㦂ື≀ࡀື≀ឡㆤࡢ⢭⚄๎ࡾ㐺ἲ㣫
⫱ࡉࢀࡿ⟶⌮యไࡀ᱁ẁ㐍Ṍࡋࠊᐃ╔ࡋ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ

⌧⾜ࡢ⮬⟶⌮ࡢ⤌ࡳࡣᐇຠᛶࢆᣢࡗ࡚㑂Ᏺࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚
࠸࡞࠸ࡇ㚷ࡳࠊᐇ㦂ື≀タࡢ⨨࡙ࡅࡸᐇ㦂ື≀ࡢ⏕⏘⟶⌮㛵ࡋ࡚ࡣࠊື≀
ឡㆤࡢ⢭⚄๎ࡗࡓ⌧ᅾᐇࡋ࡚࠸ࡿ⮬⟶⌮యไጤࡡࠊࡑࡢయไࢆࡉࡽᙉࡍ
ࡿࡶࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡸ་⒪ࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎ♫ࡢ㈉⊩ࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼᳨࡚᩿
ドࡋ࡞ࡀࡽࠊᚋࡶ⌧ᅾࡢ⮬⟶⌮యไࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿุ
᩿ࡋࡲࡍࠋ

㸦せᮃᅋయࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ㸧

y ୍⯡♫ᅋἲேᅜ❧Ꮫ༠ ᩍ⫱࣭◊✲ጤဨጤဨ㛗 ℊཱྀ㐨ᡂ㸦ྡྂᒇᏛ࣭⥲㛗㸧
y ᅜ❧Ꮫ་Ꮫ㒊㛗㆟ ᖖ⨨ጤဨጤဨ㛗 ᳃ᮃ㸦㤶ᕝᏛ࣭་Ꮫ㒊㛗㸧
y ᅜ་Ꮫ㒊㛗㝔㛗㆟ 㛗 ᳃ᒣᐶ㸦ᮾிឿᜨ་⛉Ꮫ࣭㝔㛗㸧
y ᅜ❧Ꮫἲேື≀ᐇ㦂タ༠㆟ 㛗 ᾆ㔝 ᚭ㸦⇃ᮏᏛ⏕㈨※࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮㛗࣭
ᩍᤵ㸧
y බ⚾❧Ꮫᐇ㦂ື≀タ༠㆟ 㛗 ႐ከṇ㸦ி㒔ᗓ❧་⛉Ꮫ࣭ᩍᤵ㸧
y ཌ⏕ປാ┬㛵ಀ◊✲ᶵ㛵ື≀ᐇ㦂タ༠㆟ 㛗 ᒣ⏣㟹Ꮚ㸦ᅜ❧ឤᰁ◊✲ᡤ࣭ᐊ㛗㸧
y ᪥ᮏ⚄⤒⛉ᏛᏛ ⌮ ఀబ ṇ㸦⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ⏕⌮Ꮫ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
y ᪥ᮏ⏕⌮Ꮫ ◊✲⌮ጤဨጤဨ㛗 ఀబ ṇ㸦⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ⏕⌮Ꮫ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ㸧
y ♫ᅋἲே᪥ᮏᐇ㦂ື≀Ꮫ ⌮㛗 ඵ⚄୍㸦⟃ἼᏛᏛ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉࣭ᩍ
ᤵ㸧
y ᪥ᮏ〇⸆ᕤᴗ༠ ᑓົ⌮௰㇂༤᫂
y ♫ᅋἲே᪥ᮏᐇ㦂ື≀༠ 㛗 ⚟⏣ὒ㸦ᒸᒣ⌮⛉Ꮫ࣭ᩍᤵ㸧
y ᪥ᮏᐇ㦂ື≀༠ྠ⤌ྜ ⌮㛗 እᑿு㸦㈈ᅋἲேື≀⦾Ṫ◊✲ᡤ࣭⌮㛗㸧
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ʻŴોǊƯࣄᐻƱϐဃǁƷᝡྂǛᛒƏ

  ࠰  உ  ଐ

ɟᑍᅈׇඥʴᇌܖٻң˟
˟ ᧈ  ສ ဋ ኝ ɟ


சஊƷிଐஜٻᩗƷႆဃƔǒ᧓ǋƳƘ  ࠰ǛᡇƑǇƢŵોǊ
ǇƠƯŴிଐஜٻᩗƴǑǓབྷཌƴƳǒǕƨ૾ŷƴขƘԻलƷॖǛ
ᘙƢǔƱƱǋƴŴᘮܹƴᢙǘǕƨႏಮƴ࣎ǑǓƓᙸᑈƍဎƠɥƛǇ
Ƣŵ

ᇌܖٻң˟ӏƼӲᇌܖٻưƸŴᩗႆဃႺࢸƔǒŴᘮעƴ
Ɠƚǔዬ࣯ҔၲѣǍᎰՃŴܖဃȜȩȳȆǣǢƴǑǔӲᆔࣄ
ѣǛƸơǊƱƠƯŴƦǕƧǕƷᧉݦЎǛဃƔƠƯᩗƔǒƷࣄᐻ
ƷƨǊٶಮƳѣǛޒƠƯƖǇƠƨŵ

ƠƔƠƳƕǒŴᩗƕസƠƨ༯ၕƸƋǇǓƴǋٻƖƘŴ ࠰ƕኺ
ᢅƠƨʻưǋŴ᧸ǍᣃࠊᚘဒŴᡫ̮ǍؕؾႴƷϐನሰŴᨊ௨
ѣሁƷૅੲŴƦƠƯ࣎ƷǱǢǍᏋૅੲƳƲࡽƖዓƖӕኵǈƕ࣏ᙲ
Ƴᛢ᫆ƕޛᆢƠƯƍǇƢŵ

ᇌܖٻưƸŴોǊƯࣄᐻƱϐဃƴᝡྂƢǔƜƱǛᛒƍƨƍƱ࣬
ƍǇƢŵǇƨŴମ࠰πᘙƠƨžᇌܖٻƷೞᏡࢍ҄ſƷφྵ҄ǛႸ
ਦƠƯŴᇌܖٻƕɟƭƷžஊೞႎƳᡲઃσӷǷǹȆȠſƱƠƯዮ
щǛኽᨼƠŴૼƨƳ̖͌ƷоЈǛǓƭƭŴଐஜᅈ˟ƷਤዓႎƳႆ
ޒƷƨǊμщǛނƘƠƯǇƍǓǇƢŵ

