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・ 成年後見制度利用促進基本計画

㹼


㸰㸬ᕷ⏫ᮧ
ۑ᪂₲┴㜿㈡⏫
ۑ㤶ᕝ┴୕㇏ᕷ
ۑ㟷᳃┴ඵᡞᕷ
ۑឡ▱┴㇏⏣ᕷ


ୖۑఀ㑣ᆅᇦ





࣭㜿㈡⏫ᡂᖺᚋぢࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨタ⨨せ⥘
࣭୕㇏ᕷᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᑂ㆟タ⨨‽ഛෆつ
࣭ඵᡞᕷᕷẸᚋぢ᥎㐍༠㆟つ๎
࣭㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘ࡢゎㄝ࣏ࣥࢺ
࣭㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩ࡢゎㄝ࣏ࣥࢺ
࣭㺏㺻㺗㺎㺢ㄪᰝ⚊㸦ᆅᇦໟᣓ࣭ጤク㞀ࡀ࠸┦ㄯᴗᡤ࣭ᆅάϨᆺྥࡅ㸧
࣭ୖఀ㑣ᡂᖺᚋぢࢭࣥࢱ࣮タ⨨㛵ࡍࡿ༠ᐃ᭩
࣭ୖఀ㑣ᡂᖺᚋぢࢭࣥࢱ࣮タ⨨せ⥘
࣭ୖఀ㑣ᡂᖺᚋぢࢭࣥࢱ࣮ᴗົጤクዎ⣙᭩
࣭ఀ㑣ᕷ♫⚟♴༠㆟ ୖఀ㑣ᡂᖺᚋぢࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀせ⥘
࣭୰᰾ᶵ㛵タ⨨క࠺ࠊ㐠Ⴀせ⥘࣭タ⨨せ⥘ࡢ᪂ᪧᑐ↷⾲















⚄ۑዉᕝ┴
ۑ㟼ᒸ┴

࣭ᇸ⋢┴ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ۑۑᆅ༊༠㆟㐠Ⴀせ㡿㸦㞮ᙧ㸧
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᇸ⋢┴ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ۑۑᆅ༊༠㆟ḟ➨㸦㞮
ᙧ㸧
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᇸ⋢┴ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ۑۑᆅ༊༠㆟ 㛤ദ㏻
▱㸦㞮ᙧ㸧
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᡂᖺᚋぢࢭ࣑ࢼ࣮ḟ➨㸦ึ௵⪅⦅ࠊ⌧௵⪅⦅㸧㸦ぢᮏ㸧
࣭ࠗศࡾࡸࡍ࠸ᡂᖺᚋぢไᗘࢸ࢟ࢫࢺ࠘
㸦⾲⣬ࠊ┠ḟࠊࣛࢫࢺ㸧






࣭ᡂᖺᚋぢไᗘࣃࣥࣇࣞࢵࢺ




㸱㸬㒔㐨ᗓ┴⦅
ۑᇸ⋢┴




ۑᐑᓮ┴


࣭ࠕ⚟♴⫋ဨࡢࡓࡵࡢᡂᖺᚋぢไᗘ⌮ゎಁ㐍◊ಟࡢ㛤ദࡘ࠸࡚ࠖ
 㸦㛤ദせ㡯㸧
࣭ᑓ㛛⫋ᅋయᑐࡍࡿဨᩘㄪᰝ㸦౫㢗ᩥࠊㄪᰝ⾲㸧
㸦ཧ⪃㸧
࣭ᐙᑐࡍࡿࢹ࣮ࢱᥦ౪౫㢗ᩥ㸦౫㢗ᩥࠊ౫㢗㡯┠㸧
㸦ཧ⪃㸧









㸲㸬ᆅᇦ⚟♴ィ⏬⟇ᐃ࢞ࢻࣛࣥࡀ♧ࡍ┒ࡾ㎸ࡴࡁ㡯ࡢᩥ


࣭ᆅᇦ⚟♴ィ⏬⟇ᐃ࢞ࢻࣛࣥࡀ♧ࡍ┒ࡾ㎸ࡴࡁ㡯ࡢᩥ
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ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬

㸺┠ḟ㸼

㸯 ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࡘ࠸࡚                               
 㸦㸯㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࡢ⨨ࡅ               
 㸦㸰㸧ᇶᮏィ⏬ࡢᑐ㇟ᮇ㛫                         
 㸦㸱㸧ᇶᮏィ⏬ࡢᕤ⛬⾲
㸰 ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ཬࡧ┠ᶆ➼
㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉                           
㸦㸰㸧ᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ➼                         
ձᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ
㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࠋ   
 D ⏝⪅ᐤࡾῧࡗࡓ㐠⏝
E ಖబ࣭⿵ຓཬࡧ௵ពᚋぢࡢ⏝ಁ㐍
㸧ᅜࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶᚲせ࡞ேࡀᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊྛ
ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿࠋ
D ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛ
E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ
࢘㸧ṇ㜵Ṇࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪࢆᅗࡾࠊᏳᚰࡋ࡚
ᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ
D ṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᐇ
E ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
࢚㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࢆぢ┤ࡍࠋ
ղᚋྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㔜せ⟇                 
㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ➼
㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼
    ճ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢᢕᥱ࣭ホ౯➼
㸱 ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ྥࡅ࡚⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗㅮࡎࡁ⟇    
㸦㸯㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ࡢᨵၿ
㸫ไᗘ㛤ጞ࣭㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿ㌟ୖಖㆤࡢᐇ㸫
ձ㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉
ղᚋぢேࡢ㑅௵࠾ࡅࡿ㓄៖
ճ⏝㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿᰂ㌾࡞ᑐᛂ
մᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛤ጞࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ㝿ᥦฟࡉࢀࡿデ᩿᭩➼ࡢᅾࡾ᪉
㸦㸰㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ          
ձᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺ                 
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    㸧⚟♴㛵ಀ⪅ᅋయ
    㸧ἲᚊ㛵ಀ⪅ᅋయ
㸦㸴㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ➼ࡢ᳨ウ 
  ձ⤒⦋➼
  ղ୰㛫ሗ࿌ࡢෆᐜ
  ճᚋࡢ᪉ྥᛶ
㸦㸵㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋ             
㸦㸶㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼                          
 㸲 ࡑࡢ                       


㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᚲせ࡞ேࡢⓎぢ࣭ᨭ
㸧᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢ┦ㄯ࣭ᑐᛂయไࡢᩚഛ
࢘㸧ពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐠⏝㈨ࡍࡿᨭయ
ไࡢᵓ⠏
ղᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ                
㸧ᮏேࢆᚋぢேࡶᨭ࠼ࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖࡼࡿᑐᛂ
㸧ᆅᇦ࠾ࡅࡿࠕ༠㆟ࠖ➼ࡢయไ࡙ࡃࡾ
ճᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡢᚲせᛶ           
մᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡀᢸ࠺ࡁලయⓗᶵ⬟➼      
㸧ᗈሗᶵ⬟
㸧┦ㄯᶵ⬟
࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟
D ཷ௵⪅ㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼ࡢᨭ
E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືࡢಁ㐍
F ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ➼㛵㐃ไᗘࡽࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜
࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟
࢜㸧ṇ㜵Ṇຠᯝ
յ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀᙧែ                     
㸧タ⨨ࡢ༊ᇦ
㸧タ⨨ࡢయ
࢘㸧㐠Ⴀࡢయ
࢚㸧タ⨨࣭㐠Ⴀྥࡅࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ
նඃඛࡋ࡚ᩚഛࡍࡁᶵ⬟➼                     
 㸦㸱㸧ṇ㜵Ṇࡢᚭᗏ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪ㸫Ᏻᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛ㸫 
ձ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌
ղぶ᪘ᚋぢேࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌮ゎಁ㐍ࡼࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ
ճᐙᗞุᡤᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㐃ᦠ
մ⛣⾜ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙࠾ࡅࡿṇ㜵Ṇ
 㸦㸲㸧ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㡯           
ձ௵ពᚋぢ➼ࡢ⏝ಁ㐍
ղไᗘࡢ⏝ಀࡿ㈝⏝➼ಀࡿຓᡂ
ճᕷ⏫ᮧࡼࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬㸦ᕷ⏫ᮧィ⏬㸧ࡢ⟇ᐃ
 㸦㸳㸧ᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ㛵ಀᅋయ➼ࡢᙺ                 
ձᕷ⏫ᮧ
ղ㒔㐨ᗓ┴
   ճᅜ
մ㛵ಀᅋయ
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ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬


 㸯 ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࡘ࠸࡚

㸦㸯㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࡢ⨨ࡅ

   ࠕᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࠖ
㸦௨ୗࠕᇶᮏィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊᡂᖺ
ᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺἲᚊ➨㸰㸷ྕࠋ௨ୗࠕಁ㐍
ἲࠖ࠸࠺ࠋ㸧➨㸯㸰᮲➨㸯㡯ᇶ࡙ࡁࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍ
ࡿ⟇ࡢ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ⟇ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᨻᗓ
ࡀㅮࡎࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍⟇ࡢ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀ
ࡿࠋ
   ࡞࠾ࠊಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸯㡯࠾࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ຺ࡋࠊ
ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ⟇ࡘ࠸
࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࢆᐃࡵࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  㸦㸰㸧ᇶᮏィ⏬ࡢᑐ㇟ᮇ㛫

   ᅇ⟇ᐃࡍࡿᇶᮏィ⏬ࡣࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡽᖹᡂ㸱㸱ᖺᗘࡲ࡛ࡢᴫࡡ㸳
ᖺ㛫ࢆᛕ㢌ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

  㸦㸱㸧ᇶᮏィ⏬ࡢᕤ⛬⾲

   ᚋ㏙ࡢ㸰㸦㸰㸧
ࠕձᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆࠖࢆ㐩ᡂࡋࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ
╔ᐇಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ⟇ࡀ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ
᥎㐍ࡉࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
   ࡇࡢࡓࡵࠊᅜ࣭ᆅ᪉බඹᅋయ࣭㛵ಀᅋయ➼ࡣࠊู⣬ࡢᕤ⛬⾲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┦
㐃ᦠࡋࡘࡘࠊྛ⟇ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞᥎㐍ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ


㸰 ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ཬࡧ┠ᶆ➼

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

   ᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥࡸ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜➼ࡢ⌮ᛕࠊ
ᮏேಖㆤࡢ⌮ᛕࡢㄪࡢほⅬࡽࠊ⢭⚄ୖࡢ㞀ᐖࡼࡾุ᩿⬟ຊࡀ༑





ͤ㸯 ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࡞࠸ே➼ࡋࡃࠊᇶᮏⓗேᶒࢆா᭷ࡍࡿಶே
ࡋ࡚ࡑࡢᑛཝࡀ㔜ࢇࡌࡽࢀࠊࡑࡢᑛཝࡩࡉࢃࡋ࠸⏕άࢆಖ㞀ࡉࢀࡿࡁࡇࠋ
ͤ㸰 㞀ᐖ⪅ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙➨㸯㸰᮲ࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢពᛮỴᐃࡢᨭ
ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡶࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁࡇࠋ
ͤ㸱 ᮏேࡢ㈈⏘ࡢ⟶⌮ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㌟ୖࡢಖㆤࡀ㐺ษᅗࡽࢀࡿࡁࡇࠋ

ศ࡛࠶ࡿࡓࡵዎ⣙➼ࡢἲᚊ⾜Ⅽ࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡘ࠸࡚ࠊ
ᡂᖺᚋぢே࣭ಖబே࣭⿵ຓே㸦௨ୗࠕᡂᖺᚋぢே➼ࠖཪࡣࠕᚋぢேࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡀࡑࡢุ᩿⬟ຊࢆ⿵࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢேࡢ⏕ࠊ㌟యࠊ⮬⏤ࠊ㈈⏘➼ࡢ
ᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿ࠸࠺Ⅼไᗘ㊃᪨ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜẸ
ࡗ࡚⏝ࡋࡸࡍ࠸ไᗘࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᚋࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡢቑຍࡸ༢⊂ୡᖏࡢ㧗㱋⪅ࡢቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ୰ࠊᡂᖺ
ᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝≧ἣࢆࡳࡿࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
⏝⪅ᩘࡣ㏆ᖺࠊቑຍഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⏝⪅ᩘࡣㄆ▱㧗㱋⪅➼ࡢ
ᩘẚ㍑ࡋ࡚ⴭࡋࡃᑡ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᡂᖺᚋぢ➼ࡢ⏦❧࡚ࡢືᶵࢆࡳ࡚ࡶࠊ㡸㈓㔠ࡢゎ⣙➼ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ㆤಖ㝤ዎ⣙㸦タධᡤ㸧ࡢࡓࡵ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽࠊᚋぢ࣭ಖబ࣭
⿵ຓ㸱ࡘࡢ㢮ᆺࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᚋぢ㢮ᆺࡢ⏝⪅ࡢྜࡀయࡢ⣙㸶㸮㸣ࢆ
༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≧ἣࡽࡣࠊ♫⏕άୖࡢࡁ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾࠊᡂᖺᚋぢ
ไᗘࡀ࠶ࡲࡾ⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚋぢேࡼࡿᮏ
ேࡢ㈈⏘ࡢṇ⏝ࢆ㜵ࡄ࠸࠺ほⅬࡽࠊぶ᪘ࡼࡾࡶἲᚊᑓ㛛⫋➼ࡢ➨୕
⪅ࡀᚋぢே㑅௵ࡉࢀࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨୕⪅ࡀᚋぢே࡞ࡿࢣ
࣮ࢫࡢ୰ࡣࠊពᛮỴᐃᨭࡸ㌟ୖಖㆤ➼ࡢ⚟♴ⓗ࡞どⅬஈࡋ࠸㐠⏝ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᚋぢ➼ࡢ㛤ጞᚋࠊᮏேࡸࡑࡢぶ᪘ࠊࡉࡽࡣᚋぢேࢆᨭࡍࡿ
యไࡀ༑ศᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢேࡽࡢ┦ㄯࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ
ぢேࢆ┘╩ࡍࡿᐙᗞุᡤࡀᐇୖᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐙᗞุᡤ࡛ࡣࠊ⚟♴
ⓗ࡞ほⅬࡽᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈ࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡽࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡀ⏝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶከ࠸ࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   ᚋࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㊃᪨࡛ࡶ
࠶ࡿձࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥͤ㸯ࠊղ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜ͤ㸰ࡢ⌮ᛕ❧ࡕ㏉ࡾࠊ
ᨵࡵ࡚ࡑࡢ㐠⏝ࡢᅾࡾ᪉ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡀࠊ㈈⏘ࡢಖࡢほⅬࡢࡳࡀ㔜どࡉࢀࠊ
ᮏேࡢ┈ࡸ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵ㈈⏘ࢆ✚ᴟⓗ⏝ࡍࡿ࠸࠺どⅬ
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ࡣࠊᮏேࡢ⏕ά≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏேࡢ┈ಖㆤࡢࡓࡵ᭱ࡶ㐺ษ
࡞ᚋぢேࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ཬࡧ㢮ᆺࡢỴᐃᡭ⥆࠾࠸࡚ࠊᮏேࡢ
⢭⚄ࡢ≧ែࢆุ᩿ࡍࡿ་ᖌࡀࠊᮏேࡢ⏕ά≧ἣࡸᚲせ࡞ᨭࡢ≧ἣ
➼ࢆྵࡵࠊ༑ศ࡞ุ᩿㈨ᩱᇶ࡙ࡁุ᩿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᮏ
ேࡢ≧ἣ➼ࢆ་ᖌⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ
᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡶࠊࡑࡢุ᩿ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿデ᩿᭩
➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ

E ಖబ࣭⿵ຓཬࡧ௵ពᚋぢࡢ⏝ಁ㐍
 ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡢ⬟ຊᛂࡌࡓࡁࡵ⣽࡞ᑐᛂࢆྍ⬟
ࡍࡿほⅬࡽࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ࠺ࡕ⏝ࡀᑡ࡞࠸ಖబཬࡧ⿵ຓࡢ
㢮ᆺࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࡶࠊ⏝⪅ࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ほⅬࡽࠊ௵ពᚋぢไᗘࡀ㐺ษࡘᏳᚰࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢྲྀ
⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ۑㄆ▱ࡢ≧ࡀ㐍⾜ࡍࡿ㧗㱋⪅➼ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢࠎࡢุ᩿⬟
ຊࡢ≧ἣᛂࡌࠊ⿵ຓ࣭ಖబ࣭ᚋぢࡢྛ㢮ᆺ㛫ࡢ⛣⾜ࢆ㐺ษ⾜
࠺ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡑࡢࠎࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࡓぢᏲࡾ➼ࠊ㐺ษ
࡞ᶒ᧦ㆤᨭࢆᙉࡍࡿࠋ
௵ࠊࡓࡲ ۑពᚋぢࡸಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡘ࠸࡚ࡢ࿘▱άືࢆᙉࡍ
ࡿࡶࠊ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢไᗘ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⏝⪅
ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࿘▱άື࣭┦ㄯᑐᛂ➼ࡶᙉࡍࡿࠋ
     
    㸧ᅜࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶᚲせ࡞ேࡀᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ࢆᅗࡿࠋ

D ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛ
 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ே
ࡀไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦయไࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ྛ ۑᆅᇦ࠾ࡅࡿ┦ㄯ❆ཱྀࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
⏝ࡀᚲせ࡞ேࢆⓎぢࡋࠊ㐺ษᚲせ࡞ᨭࡘ࡞ࡆࡿᆅᇦ㐃ᦠ
ࡢ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡋࠊ㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋ
ぢไᗘࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊᮏே㌟㏆࡞ぶ
᪘ࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ᚋぢேࡀࢳ࣮࣒࡞ࡗ࡚᪥ᖖⓗ

Ḟࡅࡿ࡞ࡢ◳┤ᛶࡀᣦࡉࢀ࡚ࡁࡓⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ
ࡸ㌟ୖಖㆤ➼ࡢ⚟♴ⓗ࡞ほⅬࡶ㔜どࡋࡓ㐠⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᚋ୍ᒙࠊ
ճ㌟ୖࡢಖㆤࡢ㔜どͤ㸱ࡢほⅬࡽಶࠎࡢࢣ࣮ࢫᛂࡌࡓ㐺ษ࡛ᰂ㌾࡞㐠⏝
ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
   ᚋࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝
ಁ㐍ጤဨ㸦௨ୗࠕಁ㐍ጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡶ᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࡼ࠺ࠊձไᗘࡢᗈሗ࣭࿘▱ࠊղ┦ㄯ࣭Ⓨぢࠊճሗ㞟⣙ࠊմᆅ
ᇦయไᩚഛࠊյᚋぢ➼⏦❧࡚ࠊնᚋぢ➼㛤ጞᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࠊշᚋぢ➼ࡢ
ṇ㜵Ṇࠊ࠸ࡗࡓྛሙ㠃ࡈࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊయไࢆᩚ
ഛࡋࠊᑐᛂࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧ᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ➼

ձᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ

㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࠋ

D ⏝⪅ᐤࡾῧࡗࡓ㐠⏝
 ۑᡂᖺᚋぢไᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᚋぢேࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ࡢഃ㠃ࡢࡳࢆ
㔜どࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
ᑀࡃࡳྲྀࡗ࡚ࡑࡢ⏕άࢆᏲࡾᶒࢆ᧦ㆤࡋ࡚࠸ࡃពᛮỴᐃᨭ࣭
㌟ୖಖㆤࡢഃ㠃ࡶ㔜どࡋࠊ⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠
⏝ࡍࡿࡇࢆᇶᮏࡍࡿࠋ
ࠊ≉ ۑ㞀ᐖ⪅ࡢሙྜࡣࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿពᛮỴᐃᨭࠊ㌟ୖಖㆤࠊ
ぢᏲࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊタࡸ㝔ࡽࡢᆅᇦ⛣⾜ࠊᑵປࡸ♫ཧຍ
➼ࡢάືࡢ㓄៖ࠊ㞀ᐖࡢ་Ꮫࣔࢹࣝͤ㸲ࡽ♫ࣔࢹࣝͤ㸳ࡢ㌿
ࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᚲせᛶ࠸ࡗࡓࡇࢆ㔜どࡋࠊ㞀ᐖ⪅ࡗ࡚ࡢ
♫ⓗ㞀ቨࢆ㝖ཤࡋ࡚࠸ࡃ⎔ቃࡸᨭࡢᅾࡾ᪉ࢆ⥅⥆ⓗ⪃࠼࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚋぢேࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢே⏕ࡢక㉮⪅ࡋ࡚ࠊ⏝⪅
ࡢ㞀ᐖ≉ᛶࢆ⌮ゎࡋࠊ⥅⥆ⓗᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡁ࡛
࠶ࡿࠋ
ࢆࡇࡓࡋ࠺ࡇ ۑ㋃ࡲ࠼ࠊᐙᗞุᡤࡀᚋぢ➼ࢆ㛤ጞࡍࡿሙྜ

ͤ㸲 㞀ᐖ⪅ࡀ᪥ᖖ⏕άཪࡣ♫⏕ά࠾࠸࡚ཷࡅࡿไ㝈ࡣࠊᑓࡽᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࡢ㞀ᐖ㉳
ᅉࡍࡿࡍࡿ⪃࠼᪉ࠋ
ͤ㸳 㞀ᐖ⪅ࡀ᪥ᖖ⏕άཪࡣ♫⏕ά࠾࠸࡚ཷࡅࡿไ㝈ࡣࠊᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࡢ㞀ᐖࡢࡳ㉳
ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞㞀ቨ┦ᑐࡍࡿࡇࡼࡗ࡚⏕ࡎࡿࡍࡿ
⪃࠼᪉ࠋ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙ࠊ㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲ➼ࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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E ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
 ۑᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒࡛ࡢᑐᛂ

D ṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᐇ
 ۑṇࡢⓎ⏕ࡸࡑࢀక࠺ᦆᐖࡢⓎ⏕ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᑡ࡞ࡃࡍ
ࡿࡓࡵࡣࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᩚഛࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡢ౽ᛶࡶ㓄៖ࡋ
ࡘࡘࠊᚋぢไᗘᨭಙク୪❧࣭௦᭰ࡍࡿ㡸㈓㔠ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝᪉⟇
ࡢ᳨ウࡢಁ㐍➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
ྛ ۑᚋぢேࡢᚋぢᴗົࡀ㐺ṇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ᪥ᖖⓗ࡞☜ㄆࠊ
┘╩ࡢ⤌ࡳࡢᐇࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡼࡿ⮬ⓗࠊ✚ᴟ
ⓗ࡞ྲྀ⤌ᮇᚅࡍࡿࡶࠊἲົ┬➼ࡣࠊ᭱㧗ุᡤ㐃ᦠࡋࠊ
ᚲせ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

࢘㸧ṇ㜵Ṇࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪࢆᅗࡾࠊᏳ
ᚰࡋ࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ

E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ
 ۑᚋࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡢྲྀ⤌ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ㟂せᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢ୰ࡽᚋぢேೃ⿵⪅ࢆ⫱ᡂࡋࡑࡢᨭࢆ
ᅗࡿࡶࠊἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊᡂ
ᖺᚋぢ➼ࡢᢸ࠸ᡭࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿࠋ

ᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢពᛮࡸ≧ἣࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋᚲせ࡞ᑐᛂ
ࢆ⾜࠺యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ⚟♴࣭ἲᚊࡢᑓ㛛⫋ࡀᑓ㛛ⓗຓ
ゝ࣭┦ㄯᑐᛂ➼ࡢᨭཧ⏬ࡍࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢳ
࣮࣒ᑐᛂࡣࠊ㐃ᦠࡋ࡚ᮏேࢆᨭࡍࡿ᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࡶά⏝ࡋ࡞ࡀ
ࡽ⾜࠺ࠋ
ྛࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠయไ
ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡢ༠㆟➼ࢆタ❧ࡋࠊྛᑓ㛛⫋ᅋయࡸྛ㛵ಀᶵ㛵
ࡀ⮬Ⓨⓗ༠ຊࡍࡿయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᑓ㛛⫋ࡼࡿᑓ㛛ⓗຓゝ➼ࡢᨭࡢ☜ಖࡸࠊ༠㆟➼
ࡢົᒁ࡞ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆᢸ࠺୰
᰾ⓗ࡞ᶵ㛵㸦௨ୗࠕ୰᰾ᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢタ⨨ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࠊࡣ⤌ྲྀࡓࡋ࠺ࡇ ۑᕷ⏫ᮧ➼ࡀタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠕᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ࠖࡸࠕᶒ᧦ㆤࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡞ࡢ᪤Ꮡࡢྲྀ⤌ࡶά⏝ࡋࡘࡘࠊ
ᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

➼ࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿṇࢆ㜵ࡄࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿᨭ
ࢆ⾜࠺୰࡛ࠊṇࡢᮍ↛㜵Ṇࡸ᪩ᮇⓎぢࡢᑐᛂࡶ␃ពࡍࡿࠋ

     ࢚㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࢆぢ┤ࡍࠋ

⌧ ۑᅾࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே࣭⿕ಖబே࣭⿕⿵ຓே㸦௨ୗࠕᡂᖺ⿕ᚋぢே
➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘ㸦࠸ࢃࡺࡿ
Ḟ᱁᮲㡯㸧ࡀᩘከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ㌋
㌉ࡉࡏࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸰ྕ࠾࠸࡚ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢேᶒࡀᑛ㔜
ࡉࢀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤ᙜᕪูࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘࡘ࠸࡚
᳨ウࢆຍ࠼ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࡇࢀࡽࡢぢ┤ࡋࢆ㏿ࡸ㐍ࡵࡿࠋ

ղᚋྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㔜せ⟇

㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ
➼

 ۑㄆ▱㧗㱋⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡑࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅࡿᙜࡓࡾ
ពᛮࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ேࡀᚲせ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊཌ⏕ປാ┬࠾࠸᳨࡚
ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊ་⒪ࡸᩆᛴ➼ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊᮏே
௦ࢃࡗุ࡚᩿ࢆࡍࡿぶ᪘➼ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࠊᚲせ࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ
࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡗ࡚་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅࡿᙜࡓࡾពᛮࢆ
Ỵᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ேࡀࠊᚲせ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡢ୰࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢே➼
ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽ
ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼

     ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶ࠊ᪂ࡓᡂᖺ⿕ᚋぢேᐄ࡚ࡢ㒑౽≀ࡢᡂᖺᚋぢ
ேࡢ㌿㏦➼ࡸࠊᡂᖺᚋぢேࡼࡿᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ㑇యࡢⅆⴿ࣭ᇙⴿ
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ճ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢᢕᥱ࣭ホ౯➼

ᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝶ࠊᅜ࠾࠸࡚ࡑࡢ㐍ᤖ
≧ἣࢆᢕᥱ࣭ホ౯ࡋࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵᚲせ࡞ᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
≉ࠊᇶᮏィ⏬ࡢ୰㛫ᖺᗘ࡛࠶ࡿᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊྛ⟇ࡢ㐍
ᤖ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಶูࡢㄢ㢟ࡢᩚ⌮᳨࣭ウࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸱㸲ᖺᗘ௨㝆ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊู
㏵᳨ウࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ࡢᨵၿ
㸫ไᗘ㛤ጞ࣭㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿ㌟ୖಖㆤࡢᐇ㸫

㸱 ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ྥࡅ࡚⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗㅮࡎࡁ⟇



㛵ࡍࡿዎ⣙ࡢ⥾⤖➼ࢆつᐃࡋࡓᡂᖺᚋぢࡢົࡢࢆᅗࡿࡓ
ࡵࡢẸἲཬࡧᐙ௳ᡭ⥆ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺἲ
ᚊ➨㸰㸵ྕ㸧ࡀ⾜ࡉࢀࡓࠋྠἲᚊࡢ⾜≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡂᖺᚋぢࡢ
ົࡀ㐺ษฎ⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ձ㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉

     ۑᚋぢேࡣࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ㌟ୖ㓄៖ࡋࡓᚋ
ぢົࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋぢேࡀᮏே௦⌮ࡋ࡚ἲᚊ
⾜ⅭࢆࡍࡿሙྜࡶࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭࡢほⅬࡽࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᮏ
ேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊἲᚊ⾜Ⅽࡢෆᐜࡑࢀࢆᫎࡉࡏࡿࡇࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ
ᚋぢேࡀᮏேࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ㐺ษ࡞㓄៖ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ᚋࡶពᛮỴᐃࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡢᣦ㔪ࡢ⟇ᐃྥࡅࡓ᳨
ウ➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
     ۑᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶⾜ࡉࢀࡓᆅᇦ♫࠾ࡅࡿඹ⏕ࡢᐇ⌧ྥࡅ
࡚᪂ࡓ࡞㞀ᐖಖ⚟♴⟇ࢆㅮࡎࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ㛵ࡍࡿ
ἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺἲᚊ➨㸳㸯ྕ㸧ࡢ㝃๎࠾࠸࡚ࠊ⾜ᚋ㸱ᖺࢆ┠㏵
ࡍࡿぢ┤ࡋ㡯ࠕ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉ࠖࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ
ࡓࡇࢆཷࡅࠊཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢ㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴᥎㐍
ᴗ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥ㸦㸧
ࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
      ᚋࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ᳨ウࢆ᭦㐍ࡵࡿࡶࠊ᳨ウࡢᡂᯝࡀᚋぢ










ேࡢ㛵ಀ⪅ඹ᭷ࡉࢀࠊྛ⏕άሙ㠃࡛ࡢά⏝ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡿࠋ
ղᚋぢேࡢ㑅௵࠾ࡅࡿ㓄៖

     ۑᚋぢேࡣࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࡶࠊ㌟ୖ㓄៖ࡋ࡚
ᚋぢົࢆ⾜࠺ࡁ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᚋぢேࡀࡇࡢࡼ࠺࡞
ົࢆࡘ㐺ษ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᮏேࡣࡶࡼࡾࠊぶ᪘ࠊ⚟
♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅➼ࡢᨭ⪅ࡶ࡞㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊᮏேࡢព
ᛮỴᐃࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃయไࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
    ࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᐙᗞุᡤ࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᚋぢேࢆ㑅௵࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅ
ᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡀࠊᮏேࢆྲྀࡾᕳࡃᨭࡢ≧ἣ➼ࢆ
ᐙᗞุᡤⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ウࢆ㐍
ࡵࡿࠋ
    ࠊ≉ ۑไᗘ⏝ࡀ㛗ᮇࢃࡓࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᮏேᚋぢேࡢ㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊᐙᗞ
ุᡤࡀᮏேࡢ㞀ᐖࡢ≉ᛶࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼ࡓᚋぢேࢆ㑅௵࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊ㐺ษ࡞ሗᥦ౪ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ճ⏝㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿᰂ㌾࡞ᑐᛂ

     ۑᚋぢ➼ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠊᮏேࡢุ᩿⬟ຊࡀᅇࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᚋぢ➼
ࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊ┦ᙜᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓᚋࡶࠊᮏேࡸᮏேࢆᨭ
࠼ࡿᐙ᪘➼ᚋぢேࡢ㛫ಙ㢗㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࠾
࠸࡚ࡶࠊᚋぢேṇ࡞⾜Ⅽࠊⴭࡋ࠸⾜㊧ࡑࡢᚋぢ➼ࡢ௵ົ㐺
ࡋ࡞࠸⏤ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊᐙᗞุᡤࡀᚋぢேࢆゎ௵ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
    ࠊࡕ࠺ࡢࢫ࣮ࢣࡓࡋ࠺ࡇ ۑᮏேࡢᶒ᧦ㆤࢆ༑ศᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࠊᚋぢேࡢ௦ࢆᰂ㌾⾜࠺ࡇࢆྍ⬟
ࡍࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿ࡞ࡢ᪉⟇ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
     ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚋぢ➼ࡢ㛤ጞᚋࠊࢳ࣮࣒
ࡸ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚ᚋぢேࡢົࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶᚲせ࡞ሗ
ࢆᢕᥱࡋࠊᮏேࡸࡑࡢᨭ⪅ᚋぢேࡀ࡞ே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏࡛
ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿᶵ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
      ࡲࡓࠊࡑࡢ㛵ಀࡢᨵၿࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡼࡾ⌧ᅾࡢᚋぢே࡛ࡣᮏ
ேࡢ㐺ษ࡞ᶒ᧦ㆤࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏே
ࢆྲྀࡾᕳࡃᨭࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺᱁࡞ᚋ௵⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿ࡞ࠊᰂ
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մᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛤ጞࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ㝿ᥦฟࡉࢀࡿデ᩿᭩➼
ࡢᅾࡾ᪉

 ⾜⌧ ۑἲࡣࠊᐙᗞุᡤࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝ࡋࡼ࠺ࡍࡿேࡢ⢭
⚄ࡢ≧ἣࡘࡁ㚷ᐃࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᐃࡵࡿ୍᪉࡛ࠊ᫂ࡽ
ࡑࡢᚲせࡀ࡞࠸ㄆࡵࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᐙ௳ᡭ⥆
ἲ㸦ᖹᡂ㸰㸱ᖺἲᚊ➨㸳㸰ྕ㸧➨㸯㸯㸷᮲㸧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㚷ᐃ᭩௦
࠼࡚ࠊࡼࡾ⡆᫆࡞デ᩿᭩ࡢᥦฟࡶチࡉࢀࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ۑデ᩿᭩ࡢᥦฟࢆㄆࡵࡿ㐠⏝ࡣࠊᐙᗞุᡤ࠾ࡅࡿ㎿㏿࡞ᑂุ
㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㠃ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡉࢀࡿࡇࡼࡾ⾜Ⅽ⬟ຊ
ࡀไ㝈ࡉࢀࡿ࡞ࠊࡑࡢຠᯝࡀࡁ࠸ࡇ➼㚷ࡳࢀࡤࠊᚋぢ࣭ಖబ࣭
⿵ຓࡢุูࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ་ᖌࡀデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡍࡿᙜ
ࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏேࡢ㌟యཬࡧ⢭⚄ࡢ≧ែࢆⓗ☜♧ࡍࡼ࠺࡞ᮏேࡢ⏕
ά≧ἣ➼㛵ࡍࡿሗࡀ㐺ษᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ༑ศ࡞ุ᩿
㈨ᩱᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞་Ꮫⓗุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ
࠸ࠋ≉ࠊ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏேࡢ㞀ᐖࡢ≉ᛶࢆࡼࡾⓗ☜㋃ࡲ࠼
ࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
 ࠊ࡛ࡇࡑ ۑ㎿㏿࡞ᑂุࢆᅗࡾࡘࡘࠊࡼࡾᐇែ༶ࡋࡓ㐺ษ࡞ุ᩿ࢆྍ
⬟ࡍࡿࡓࡵࠊ་ᖌࡀデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⚟♴㛵ಀ⪅
➼ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᮏேࡢ⨨ࢀࡓᐙᗞⓗ࣭♫ⓗ≧ἣ➼㛵ࡍࡿሗ
ࡶ⪃៖࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊデ᩿᭩➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࡶࠊ
ᮏேࡢ≧ἣ➼ࢆ་ᖌⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ࠊࡓࡲ ۑᚋ㏙ࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒་ᖌࡶཧຍ
ࡋࠊデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡋࡓᚋࡢሗᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ
࡞ᮏேᨭ㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㌾࡞㐠⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ձᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺ

ୖグ㸰㸦㸰㸧ձ㸧ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ
୕ࡘࡢᙺࢆᛕ㢌ࠊᚑ᮶ࡢಖ࣭་⒪࣭⚟♴ࡢ㐃ᦠ㸦་⒪࣭⚟♴ࡘ
࡞ࡀࡿ⤌ࡳ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡓࠊྖἲࡶྵࡵࡓ㐃ᦠࡢ⤌ࡳ㸦ᶒ

㸦㸰㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ

  

  

  

  












 ۑᆅᇦయࡢぢᏲࡾయไࡢ୰࡛ࠊᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲせ࡞ேࢆᆅᇦ
࠾࠸࡚Ⓨぢࡋࠊᚲせ࡞ᨭ⤖ࡧࡅࡿᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࠋ
 ۑᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲせ࡞ேࡘ࠸࡚ࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌࠊᚋぢ➼㛤
ጞ๓࠾࠸࡚ࡣᮏே㌟㏆࡞ぶ᪘ࡸ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊ
ᚋぢ➼㛤ጞᚋࡣࡇࢀᚋぢேࡀຍࢃࡿᙧ࡛ࠕࢳ࣮࣒ࠖࡋ࡚ࢃ
ࡿయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࠊἲⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᚋぢேᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅➼
ࡀ༠ຊࡋ࡚᪥ᖖⓗᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢពᛮࡸ≧ἣࢆ࡛ࡁࡿ㝈
ࡾ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋᑐᛂࡍࡿ⤌ࡳࡍࡿࠋ

㸧ᮏேࢆᚋぢேࡶᨭ࠼ࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖࡼࡿᑐᛂ

ղᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ

ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ௨ୗࡢࡘࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ࡋ࡚ᵓ⠏ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᚲせ࡞ேࡢⓎぢ࣭ᨭ

ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡢᚲせ࡞ே㸦㈈⏘⟶⌮ࡸᚲせ
࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᡭ⥆ࢆ⮬ࡽ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡶ
ࢃࡽࡎᚲせ࡞ᨭࢆཷࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ேࠊᚅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿே࡞㸧
ࡢⓎぢດࡵࠊ㏿ࡸᚲせ࡞ᨭ⤖ࡧࡅࡿࠋ

㸧᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢ┦ㄯ࣭ᑐᛂయไࡢᩚഛ

 ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࠊ௵ពᚋぢࡸಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺ࠸ࡗࡓ㑅ᢥ⫥ࢆྵࡵࠊ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡘ࠸࡚ఫẸࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ❆
ཱྀ➼ࡢయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ

࢘㸧ពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐠⏝㈨ࡍࡿ
ᨭయไࡢᵓ⠏

 ᡂᖺᚋぢไᗘࢆࠊᮏேࡽࡋ࠸⏕άࢆᏲࡿࡓࡵࡢไᗘࡋ࡚⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊᮏேࡢពᛮࠊᚰ㌟ࡢ≧ែཬࡧ⏕άࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㐠⏝ࢆ
ྍ⬟ࡍࡿᆅᇦࡢᨭయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
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ྛᆅᇦ࠾ࡅࡿ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗᥖ
ࡆࡿ㸧ᗈሗᶵ⬟ࠊ㸧┦ㄯᶵ⬟ࠊ࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟ࠊ࢚㸧
ᚋぢேᨭᶵ⬟ࡢ㸲ࡘࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛࡉࢀࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࠊ࢜㸧ṇ㜵Ṇຠᯝࡶ㓄៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ୰᰾ᶵ㛵⮬ࡽᢸ࠺ࡁᴗົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢ㛵ಀᅋయศᢸࡍࡿ࡞ࠊྛᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ㄪᩚࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿᬑཬ࣭ၨⓎ
ࡢάືࠊேᮦ⫱ᡂࡸࠕᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼ࡢ㐠Ⴀ➼ࡢྲྀ⤌ࡀ᪤
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿࡀࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡢᶵ⬟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪤Ꮡࡢྲྀ⤌ࡢά⏝➼ࢆྵࡵࠊᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌ࡚
ᰂ㌾ᐇࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢᆅᇦໟᣓࢣࡸᆅᇦ⚟♴ࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᐇ⦼ࡢ࠶ࡿᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ᪤Ꮡ㈨※ࡶ༑ศά⏝ࡋ࡞ࡀࡽᩚ

մᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡀᢸ࠺ࡁලయⓗᶵ⬟➼

ྛ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᩚഛࡋࠊ
༠㆟➼ࢆ㐺ษ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࡑࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡀᚲ
せ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᵝࠎ࡞ࢣ࣮ࢫᑐᛂ࡛ࡁࡿἲᚊ࣭⚟♴➼ࡢᑓ㛛▱
㆑ࡸࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋➼ࡽ༠ຊࢆᚓࡿࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡀ✚ࡉࢀࠊ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㐃ᦠ࣭ᑐᛂᙉࡢ᥎㐍ᙺࡋ࡚ࡢᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ճᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡢᚲせᛶ

 ۑᚋぢ➼㛤ጞࡢ๓ᚋࢆၥࢃࡎࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿᑓ㛛┦ㄯ
ࡢᑐᛂࡸࠊᚋぢ➼ࡢ㐠⏝᪉㔪➼ࡘ࠸࡚ࡢᐙᗞุᡤࡢሗ
࣭ㄪᩚ➼㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊಶࠎࡢࢣ࣮ࢫᑐࡍࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖ
࡛ࡢᑐᛂຍ࠼ࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊἲᚊ࣭⚟♴ࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡸ㛵ಀᶵ
㛵ࡀࡇࢀࡽࡢࢳ࣮࣒ࢆᨭࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ྛࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ྛ✀ᑓ㛛⫋ᅋయ࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ࣭㐃
ᦠᙉࢆ༠㆟ࡍࡿ༠㆟➼ࢆタ⨨ࡋࠊಶูࡢ༠ຊάືࡢᐇࠊࢣ࣮
ࢫ㆟ࡢ㛤ദࡸࠊከ⫋✀㛫࡛ࡢ᭦࡞ࡿ㐃ᦠᙉ⟇➼ࡢᆅᇦㄢ㢟ࡢ
᳨ウ࣭ㄪᩚ࣭ゎỴ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ

㸧ᆅᇦ࠾ࡅࡿࠕ༠㆟ࠖ➼ࡢయไ࡙ࡃࡾ







㸧┦ㄯᶵ⬟

 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཧຍࡍࡿྖἲࠊ⾜ᨻࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦ
࡞ࡢ㛵ಀ⪅ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡀᮏேࡢ⏕άࢆᏲࡾᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿ
㔜せ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇࡢㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋࠊ⏝ࡍࡿᮏேࡢၨⓎάື
ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓኌࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ேࢆⓎぢࡋᨭࡘ
࡞ࡆࡿࡇࡢ㔜せᛶࡸࠊไᗘࡢά⏝ࡀ᭷ຠ࡞ࢣ࣮ࢫ࡞ࢆලయⓗ
࿘▱ၨⓎࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ᗈሗάື᥎㐍ࡢࡓࡵࠊᗈሗࢆ
⾜࠺ྛᅋయ࣭ᶵ㛵㸦ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈࠊᕷᙺᡤ࣭
⏫ᮧᙺሙࡢྛ❆ཱྀࠊ⚟♴ᴗ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࠊẸ⏕ጤဨࠊ
⮬➼㸧㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂ࣭㓄ᕸࠊ◊ಟ࣭ࢭ
࣑ࢼ࣮⏬➼ࡢᗈሗάືࡀࠊᆅᇦ࠾࠸࡚άⓎ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺㓄៖
ࡍࡿࠋ
ࡢࡑ ۑ㝿ࡣࠊ௵ពᚋぢࠊಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡶྵࡵࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
᪩ᮇ⏝ࡶᛕ㢌࠾࠸ࡓάື࡞ࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࠋ

㸧ᗈሗᶵ⬟

 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛵ࡍࡿ┦ㄯᑐᛂࡍࡿయไࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡸἲࢸࣛࢫ➼ࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡿࡇࡶᐃࡉࢀࡿࠋ
 ۑ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ⪅ࡽࡢ┦ㄯᑐᛂࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࠊぢᏲ
ࡾయไࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
    ࣭ ᕷ⏫ᮧ㛗⏦❧࡚ࢆྵࡵᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡀᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫ
ࡘ࠸࡚ࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬẼ࠸ࡓேࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ㞀ᐖ
⪅┦ㄯᨭᴗ⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡽࡢ┦ㄯᛂࡌࠊሗࢆ㞟⣙ࡍࡿ
ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ
ᨭࢆᚓ࡚ࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࠊᚲせ࡞ぢᏲࡾయไ㸦ᚲせ࡞ᶒ
᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡀᅗࡽࢀࡿయไ㸧ಀࡿㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
    ࣭ ࡑࡢ㝿ࠊᮏேࡢ⏕άࢆᏲࡾࠊᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿほⅬࡽࠊᆅᇦໟᣓ
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗ⪅➼ࡶ㐃ᦠࡋࠊᚋぢ㢮ᆺࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡢ⏝ࡢྍ⬟ᛶࡶ⪃៖ࡍࡿࠋ
ͤ ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ㐃ᦠ☜ಖࡣࠊᕷ⏫
ᮧ༊ᇦࢆ㉸࠼ࡓᗈᇦᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧ㒔





ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືࡢಁ㐍
 ۑᕷẸᚋぢேࡢ◊ಟ࣭⫱ᡂ࣭ά⏝
   ࣭ ᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧ
࠾࠸࡚⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊྛᆅᇦ࡛ᕷẸᚋぢேࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㐃
ᦠࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡾࠊࡼࡾ⫱ᡂ࣭ά⏝ࡀ㐍ࡴࡇࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ

D ཷ௵⪅ㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼ࡢᨭ
 ۑぶ᪘ᚋぢேೃ⿵⪅ࡢᨭ
࣭ ᚋぢே࡞ࡿࡩࡉࢃࡋ࠸ぶ᪘ࡀ࠸ࡿሙྜࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌࠊ
ᙜヱぶ᪘➼ࡢࢻࣂࢫࠊᑓ㛛⫋ࡢࡘ࡞ࡂࠊᙜヱぶ᪘➼ࡀᚋ
ぢே࡞ࡗࡓᚋࡶ⥅⥆ⓗᨭ࡛ࡁࡿయไࡢㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
 ۑᕷẸᚋぢேೃ⿵⪅➼ࡢᨭ
࣭ ᕷẸᚋぢேࡀᚋぢࢆ⾜࠺ࡢࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸ
ᚋぢேೃ⿵⪅ࡢࢻࣂࢫࠊᚋぢே࡞ࡗࡓᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ
యไࡢㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
⪅௵ཷ ۑㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼
࣭ ᑓ㛛⫋ᅋయ㸦ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼㸧ࡣࠊ࠶ࡽ
ࡌࡵࠊᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊྛ࠾࠸࡚ே㑅ࢆ
⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᕷẸᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ຍ࠼ࠊἲேᚋぢࢆ⾜࠼ࡿ
ἲேࡢೃ⿵⪅ྡ⡙➼ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ᐙᗞุᡤࡀᚋぢேࢆ㑅௵ࡍࡿ㝿ࡋࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡀᚋぢேೃ⿵
⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏேࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࠊ㐺ษ࡞ᚋぢே
ೃ⿵⪅ࡢ㑅ᐃࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᚲせ࡞ࢳ࣮࣒యไࡸࡑࡢᨭయไࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ
 ۑᐙᗞุᡤࡢ㐃ᦠ
࣭ ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚋぢேೃ⿵⪅ࡢⓗ☜࡞᥎⸀ࡸᚋぢேࡢᨭࢆ⾜
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪥㡭ࡽྛᆅᇦࡢᐙᗞุᡤࡢ㐃ᦠయไ
ࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟

㐨ᗓ┴ࡀ㐃ᦠࡋᨭࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ͤ ྛᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࠊẸ⏕ጤဨ༠㆟ࡸ⮬ࠊ⛯⌮ኈࠊ⾜
ᨻ᭩ኈ➼ከᵝ࡞యࡢ㐃ᦠࡶᅗࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ





࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟
  
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊぶ᪘ᚋぢேࡸᕷẸᚋぢே➼ࡢ᪥ᖖⓗ࡞┦ㄯᛂࡌࡿ
ࡶࠊᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࠊ
 ࣭ ἲⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᚋぢேࠊᮏே㌟㏆࡞ぶ᪘ࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅ

   ࣭ ࡉࡽࠊᕷẸᚋぢேࡀࡼࡾά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᕷẸ
ᚋぢே◊ಟࡢಟ⪅ࡘ࠸࡚ࠊἲேᚋぢࢆᢸ࠺ᶵ㛵࠾ࡅࡿἲே
ᚋぢᴗົࡸ♫⚟♴༠㆟࠾ࡅࡿぢᏲࡾᴗົ࡞ࠊᚋぢே࡞
ࡿࡓࡵࡢᐇົ⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿྲྀ⤌ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືᨭ
࣭ ᚋぢேࡢཷ௵⪅ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊᑓ㛛⫋ࡢ㐃ᦠࠊᕷ
Ẹᚋぢே⫱ᡂຍ࠼ࠊἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
࣭ ᢸ࠸ᡭࡢೃ⿵ࡋ࡚ࡣࠊ♫⚟♴༠㆟ࡸࠊᕷẸᚋぢே◊ಟಟ
⪅࣭ぶࡢ➼ࢆẕయࡍࡿ 132 ἲே➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚
ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࡑ࠺ࡋࡓయࡢάືᨭ㸦⫱ᡂ㸧ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
࣭ ⱝᖺᮇࡽࡢไᗘ⏝ࡀᐃࡉࢀࠊࡑࡢ≉ᛶࡶከᵝ࡛࠶ࡿ㞀ᐖ⪅
ࡢሙྜࠊ⥅⥆ᛶࡸᑓ㛛ᛶࡢほⅬࡽࠊἲேᚋぢࡢά⏝ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡾࠊᚋぢ┘╩➼ࡼࡿ┈┦➼ࡢᑐᛂࢆྵࡵࡓ㏱᫂ᛶ
ࡢ☜ಖࢆ๓ᥦࠊࡑࡢά⏝ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

F ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ➼㛵㐃ไᗘࡽࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜
 ۑ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࡣࠊุ᩿⬟ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸ேࡀ⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ⏝ᡭ⥆ࡸ㔠㖹⟶⌮࠾࠸࡚ᨭࢆཷࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾࠊ
⏝㛤ጞᙜࡓࡾ་Ꮫⓗุ᩿ࡀồࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇࠊ⏕άᨭဨ➼ࡼ
ࡿぢᏲࡾᶵ⬟ࢆ⏕ࡋࠊᮏேᐤࡾῧࡗࡓᨭࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡞
ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᚋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭ
ᴗ➼ࡢ㛵㐃ไᗘᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐃ᦠࡀᙉࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡾࠊ≉ࠊ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࡢᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡢ
⏝ࡸᚋぢ㢮ᆺࡢ㌿ࡀᮃࡲࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไ
ᗘࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ ۑάಖㆤཷ⤥⪅ࢆྵࡴపᡤᚓ⪅➼࡛ࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡢ᭦
࡞ࡿά⏝ࡶᅗࡾࡘࡘࠊᚋぢ➼㛤ጞࡢᑂุࡢㄳồࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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 ۑᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿṇࡣࠊぶ᪘ᚋぢே➼ࡢ⌮ゎ㊊࣭▱
㆑㊊ࡽ⏕ࡌࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡸࢳ࣮࣒࡛ࡢぢᏲࡾయไࡢᩚഛࡼࡾࠊぶ᪘ᚋぢே➼ࡀᏙ❧
ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ᪥ᖖⓗ┦ㄯ➼ࢆཷࡅࡽࢀࡿయไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡅ

࢜㸧ṇ㜵Ṇຠᯝ

ᇦ➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀࢳ࣮࣒࡞ࡗ࡚᪥ᖖⓗᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢ≧ἣ
ࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋ㐺ษᑐᛂࡍࡿయไࢆసࡿࡇࠋ
 ࣭ ᑓ㛛ⓗ▱ぢࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ἲᚊ࣭⚟♴ࡢ
ᑓ㛛⫋ࡀᮏேࢆᨭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡽࢀࡿ⤌ࡳࢆసࡿࡇ㸦ࢣ࣮ࢫ㆟㛤ദ➼㸧ࠋ
 ࡞ࠊពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᚋぢάືࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊᨭࡍࡿࠋ
ͤ ୖグࢳ࣮࣒ຍࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡋ࡚ࠊ࠼ࡤࠊࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊ
┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࠊ⏕άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊಖᖌࠊ⢭⚄ಖ⚟
♴ኈࠊධᡤඛ♫⚟♴タࠊධ㝔ඛ་⒪ᶵ㛵ࠊㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭ
ࢳ࣮࣒ࠊㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠊ㞀ᐖ
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊẸ⏕ጤဨࠊᕷ⏫ᮧ
❆ཱྀ࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊࡇࢀᑓ㛛⫋ࡶຍࢃࡿ
ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ᐙᗞุᡤሗࢆඹ᭷ࡋࠊᚋぢே
ࡼࡿົࡀᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊࡑࡢ㌟ୖ㓄៖ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ
ᚋぢேࢆᨭࡍࡿࠋ
  ≉ࠊᮏேࡢ⚟♴࣭⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽࠊᮏேᚋぢே
ࡢ㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡸࡢᨭయไࡢษ᭰
࠼ࡀᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ➼࠾࠸࡚ࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ᚋぢேೃ⿵⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿ࡞ࡢ᪉ἲࡼࡿᚋぢேࡢ
௦➼㎿㏿࣭ᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᐙᗞุᡤࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆ
⾜࠺ࠋ
   ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡿぢᏲࡾ࠾࠸࡚ࡣࠊ⛣⾜
ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡢ࠺ࡕࠊᮏேࡢุ᩿⬟ຊࡀ
༑ศ࡛࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡉࡽࡣࡑࢀࢆḞࡃ➼ࡢ≧ἣ⮳ࡗ࡚ࡶ௵ពᚋぢ
┘╩ே㑅௵ࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀࡎࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡞
࠸≧ែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࡞࠸➼ࡶ␃ពࡋࠊࢳ࣮࣒
࠾ࡅࡿᨭࡢ୰࡛ࡑ࠺ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢆⓎぢࡋࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ
ᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡘ࡞ࡆࡿࡇࡍࡿࠋ










 ۑタ⨨ࡢయࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡀ⾜࠺ᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭ
ࡢᴗົࡀࠊᕷ⏫ᮧࡢ⚟♴㒊ᒁࡀ᭷ࡍࡿಶேሗࢆᇶ⾜ࢃࢀࡿࡇ
ࡸࠊ⾜ᨻࡸᆅᇦࡢᖜᗈ࠸㛵ಀ⪅ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࡢ㐃ᦠࢆㄪᩚࡍࡿᚲせ
ᛶ࡞ࡽࠊᕷ⏫ᮧࡀタ⨨ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡢࡑ ۑ㝿ࡣࠊୗグ࢘㸧グ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠼ࡤࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾ࡢᙺࢆᢸ࠺ࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿᶵ㛵ጤク

  㸧タ⨨ࡢయ

㸧タ⨨ࡢ༊ᇦ

 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨ࡢ༊ᇦࡣࠊఫẸ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡢ༢
ࢆᇶᮏࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠊࡋࡔࡓ ۑᆅᇦࡢᐇᛂࡌࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢᨭࡶཷࡅࠊ」ᩘࡢᕷ⏫
ᮧࡲࡓࡀࡿ༊ᇦ࡛タ⨨ࡍࡿ࡞ࡢᰂ㌾࡞ᐇయไࡀ᳨ウࡉࢀࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

յ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀᙧែ

ࡤࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛㜵ࡄຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡢ࣒࣮ࢳ࡞࠺ࡼࡢࡇ ۑᩚഛ➼ࡼࡾࠊᮏேࡸぶ᪘ᚋぢே➼ࢆぢᏲࡿ
యไࡀᵓ⠏ࡉࢀࢀࡤࠊ௬ぶ᪘ᚋぢே➼ࡀᮏேᑐࡍࡿ⤒῭ⓗᚅ
ࡸᶓ㡿➼ࡢṇ⾜Ⅽཬࢇࡔࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢೃࢆ᪩ᮇᢕᥱࡍࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࡑࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊᐙᗞุᡤ➼㐃ᦠࡋ࡚㐺
ษ࡞ᑐᛂࢆࡿࡇࡼࡾࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈㣗࠸Ṇࡵࡿࡇࡶᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ
ୖ ۑグࡢࡼ࠺࡞యไࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᚋぢே
࠾࠸࡚ࠊ㈈⏘ࡢಖࢆ᭱ඃඛ◳┤ⓗ࡞㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࢣ࣮
ࢫࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏேࡢ⏕άࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࠊᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ᮏேࡢ㈈
⏘ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡞ࠊࡼࡾ㐺ษ࣭ᰂ㌾࡞㐠⏝ࡀᗈࡀ
ࡿࡶࡢᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ۑᐙᗞุᡤࡢሗ࿌ࡸᐙᗞุᡤࡼࡿ┘╩ࢆ⿵ࡍࡿᙧ࡛ࠊᚋ
ぢேࡼࡿṇࡢᶵࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸⤌ࡳࡸ┘╩࡞ࢆ⾜࠺ᶵ
⬟ࢆᐙᗞุᡤࡢእ࡛ࡶࡢࡼ࠺ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ἲົ┬➼࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗ุᡤࡸᑓ㛛⫋ᅋయࠊ㔠⼥ᶵ㛵➼ࡶ㐃ᦠ
ࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
ࡶど㔝ධࢀࡘࡘࠊᐇຠⓗ࡞᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

109













 ۑ༠㆟➼ࡢᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡿ㛵ಀ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ≉ࠊᑓ㛛⫋ᅋయ
㸦ᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈ➼㸧ࡣࠊᕷ⏫ᮧ༠ຊࡋࠊ
༠㆟➼ࡢタ❧‽ഛཧ⏬ࡍࡿࡶࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢάືࡢ୰ᚰⓗ࡞ᢸ࠸ᡭࡋ࡚ࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ❧ཬࡧࡑࡢ࡞ᴗ
ົ㐠Ⴀ➼✚ᴟⓗ༠ຊࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

  ࢚㸧タ⨨࣭㐠Ⴀྥࡅࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ

 ۑᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓ㐺ษ࡞㐠Ⴀࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧࡼࡿ
┤Ⴀཪࡣᕷ⏫ᮧࡽࡢጤク࡞ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
 ۑᕷ⏫ᮧࡀጤクࡍࡿሙྜ➼ࡢ୰᰾ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀయࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ
ࡢ୰❧ᛶ࣭බṇᛶࡢ☜ಖ␃ពࡋࡘࡘࠊᑓ㛛ⓗᴗົ⥅⥆ⓗᑐᛂ
ࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿἲே㸦㸸♫⚟♴༠㆟ࠊ132 ἲேࠊබ┈ἲே
➼㸧ࢆᕷ⏫ᮧࡀ㐺ษ㑅ᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᕷ⏫ᮧࡢุ᩿ࡼࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ᐇ⦼➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
୍ࡘࡢᶵ㛵࡛ࡣ࡞ࡃࠊ」ᩘࡢᶵ㛵ᙺࢆศᢸࡋ࡚ጤク➼ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࢘㸧㐠Ⴀࡢయ

ࡍࡿࡇ㸦」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡲࡓࡀࡿ༊ᇦ࡛୰᰾ᶵ㛵ࡀタ⨨ࡉࢀࡿ
ሙྜࡣࠊᙜヱ」ᩘᕷ⏫ᮧࡼࡿඹྠጤク㸧ࡸࠊ᪤ࠕᡂᖺᚋぢᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࡑ࠺ࡋࡓᯟ⤌ࡳࢆ
ά⏝ࡍࡿࡇ➼ࢆྵࡵࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓᙧ࡛ᰂ㌾タ⨨࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚㔜ᒙⓗ࡞ᨭయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃほⅬ
ࡽࠊୖグࡢᕷ⏫ᮧ༢ࡢᶵ㛵ᑐࡋ᭦ᗈᇦⓗ࣭ᑓ㛛ⓗᨭ➼ࢆ⾜
࠺ࠊ㒔㐨ᗓ┴༢ࡸᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧༢࡛ࡢᑓ
㛛ᨭᶵ㛵ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡢᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛ⓗ࣭ᗈ
ᇦⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ෆᐜࡶከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㒔㐨ᗓ┴
ࡣࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢᐇᛂࡌࠊಁ㐍ἲ➨㸳᮲ࡢつᐃࡢࡗࡾࠊ⮬
ⓗࡘయⓗࠊᗈᇦⓗᑐᛂࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ᆅᇦ࠾ࡅࡿ
ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡢᨭཬࡧேᮦ㣴ᡂࡸᑓ
㛛⫋ᅋయࡢ㐃ᦠ☜ಖ➼ᗈᇦⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿᴗົ➼ࡘࡁࠊ
ᕷ⏫ᮧ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ







㸦㸱㸧ṇ㜵Ṇࡢᚭᗏ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪ 㸫Ᏻᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃ
ᩚഛ㸫

 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࡀไ
ᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊࡲࡎࡣࠊୖグմ㸧ᗈሗ
ᶵ⬟ࡸ㸧┦ㄯᶵ⬟ࡢᐇࡼࡾࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲせᛶࡢ㧗
࠸ேࢆᆅᇦ࡛Ⓨぢࡋࠊ㐺ษࡑࡢ⏝ࡘ࡞ࡆࡿᶵ⬟ࡢᩚഛࡀඃඛࡉ
ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲᡂ❧ࡢཧ㆟㝔ෆ㛶ጤဨ㝃ᖏỴ㆟࠾࠸࡚ࠊ㞀ᐖ⪅
ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙➨㸯㸰᮲ࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ⮬ᕫỴ
ᐃᶒࡀ᭱㝈ᑛ㔜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞♫⎔ቃࡢᩚഛࢆ⾜࠺᪨ࡢỴ㆟ࡀ࡞
ࡉࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಖబ࣭⿵ຓࡢά⏝ࢆྵࡵࠊ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࠊᮏ
ே㌟㏆࡞ᆅᇦ࠾࠸࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢ┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᕷ
⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ࠊྛᆅᇦࡢ┦ㄯᶵ⬟㸦մ㸧ࡢᶵ⬟㸧ࡢᩚഛ
ඃඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑմ࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ᚋࡢㄆ▱㧗㱋⪅ࡢቑຍࡶᑐᛂࡋࠊᕷ⏫ᮧ㛗⏦❧࡚ࡢ㐺ษ࡞ᐇ
ࡸࠊ
ࠕぶஸࡁᚋࠖࡢ㞀ᐖ⪅ࡢ㛗ᮇࢃࡓࡿᚋぢ➼ࢆពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖ
ಖㆤࢆ㔜どࡋࡓ㐠⏝ኚ࠼࡚࠸ࡃᨭయไࢆ᪩ᮇᩚഛࡋ࡚࠸ࡃほ
Ⅼ➼ࡽࡣࠊ᪩ᮇࡢᩚഛࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࡣࠊྛ✀
ᑓ㛛⫋ࡢཧຍࢆᚓࡿࡓࡵᚲせ࡞༠㆟➼ࡘ࠸࡚ࠊᚲせᛂࡌ㒔㐨
ᗓ┴ࡢᨭࢆᚓࡘࡘࠊ᪩ᮇタ⨨ࡋࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿ㛵ಀ⪅ࡢලయⓗ
࡞ᙺศᢸ㐃ᦠయไࡢᩚഛດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒ཬࡧᑓ㛛⫋ᅋయࡼࡿᨭ
యไ࡞ࡢᩚഛᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿᆅᇦࢣ㆟ࠊ㞀ᐖ⪅
ࡢ᪥ᖖ⏕άཬࡧ♫⏕άࢆ⥲ྜⓗᨭࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊ㸦ᖹᡂ㸯㸵ᖺ
ἲᚊ➨㸯㸰㸱ྕ㸧ᇶ࡙ࡃ༠㆟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ⚟♴ィ⏬ᇶ࡙ࡁᆅ
ᇦάືࢆ⾜࠺ྛ✀ᶵ㛵࣭༠㆟➼ࠊᆅᇦ⚟♴ࡸᆅᇦໟᣓࢣ➼ࡢ᪤Ꮡ
ࡢ㈨※࣭⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊࡇࢀࡽ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘ㐍ࡵ
ࡿࠋ
ࠊ࠾࡞ ۑᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࡸࡑࡢᚋぢேࡢ
┦ㄯᑐᛂ➼ࡢᨭࡶࠊពᛮỴᐃᨭࡸ㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓ㐠⏝ࡢᐇ
ࢆᅗࡿほⅬࡽ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢ㈨※ࡸ⤌ࡳࠊ≉ᑓ㛛⫋ᅋయࢆ
ά⏝ࡍࡿ࡞ࡼࡾᑐᛂࡋࠊぢᏲࡾయไࡢᙉ࡞ᨭࡢᚲせ࡞ࢣ࣮
ࢫࡢᑐᛂ➼ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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    ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡀ⏝⪅ࡗ࡚ࠊᏳᚰࡘᏳ࡞ไᗘ࡞ࡿࡓࡵ
ࡣࠊ┘╩ᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿᐇ࣭ᙉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢁࠊᐙᗞุᡤ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㛵ಀᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊᚋࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
   ࠊ≉ ۑᆅᇦ࠾ࡅࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᙺࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏேࡀᡂᖺᚋぢไ
ᗘࢆ⏝ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊ⮬ᕫྡ⩏ࡢ㡸㈓㔠ཱྀᗙࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࢆ
ᕼᮃࡋࡓሙྜࡣࠊᚋぢே࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࢆ㐺ษ⟶⌮࣭⾜ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊᚋぢไᗘᨭಙク୪❧࣭௦᭰ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᪉⟇ࢆ
㔠⼥㛵ಀᅋయࡸྛ㔠⼥ᶵ㛵࠾࠸࡚✚ᴟⓗ᳨ウࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋ

ձ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌

   ۑ㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊᮏேྡ⩏ࡢ㡸㈓㔠ཱྀᗙࡘ࠸࡚ࠊᚋぢேࡼࡿṇ࡞
ᘬฟࡋࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊඖᮏ㡿ࡘ࠸࡚ࡢᚋぢ┘╩ே➼ࡢ㛵ࢆྍ
⬟ࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿ࡞ࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿࡓ
ࡵࡢ㐺ษ࡞⟶⌮࣭ᡶᡠ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ᭱㧗ุᡤࡸἲົ┬➼ࡶ㐃ᦠ
ࡋࡘࡘࠊ✚ᴟⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
  ࠊࡾࡼ⤌ྲྀࡓࡋ࠺ࡇ ۑᚋぢேࡢ㈈⏘⟶⌮ࡢົࡢ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ
ࡇ࡞ࢀࡤࠊᚋぢேࡀ㌟ୖಖㆤ㛵ࡍࡿົࡼࡾྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࠋ

ղぶ᪘ᚋぢேࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌮ゎಁ㐍ࡼࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ

   ۑᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊᚋぢேࡼࡿṇ㜵Ṇ➼ࢆྵࡵࡓᮏேࡢ
ᶒ᧦ㆤࢆࡼࡾ☜ᐇ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊᨭᶵ⬟ࢆᢸ࠺ἲᚊᑓ㛛⫋ᅋ
యࡣࠊᨭᶵ⬟ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᚋぢேᑐࡋࠊ✚ᴟⓗᣦᑟ࣭ຓゝࢆ
⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
  ୖ ۑグࡢἲᚊᑓ㛛⫋ᅋయࡣࠊᚋぢேࡢᚋぢ➼ࡢົࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ
࡞ⅬࢆⓎぢࡋࡓሙྜࡣࠊᐙᗞุᡤ㐃ᦠࡋ㐺ษᑐᛂࡍࡿࠋ

ճᐙᗞุᡤᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㐃ᦠ

   ۑἲົ┬➼ࡣࠊ᭱㧗ุᡤ㐃ᦠࡋࠊᆅᇦࡢ㔠⼥ᶵ㛵࠾ࡅࡿ⮬ⓗ
ྲྀ⤌➼ࡸᑓ㛛⫋ᅋయ➼࠾ࡅࡿᑐᛂᙉ⟇ࡢ᳨ウࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼ
ࡾຠ⋡ⓗ࡞ṇ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ














ճᕷ⏫ᮧࡼࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬㸦ᕷ⏫ᮧィ⏬㸧ࡢ⟇ᐃ

 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࡀไ
ᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿほⅬࡽࠊᆅᇦᨭᴗཬࡧᆅᇦ⏕άᨭ
ᴗࡋ࡚ྛᕷ⏫ᮧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡢά
⏝ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢどⅬࡽࠊྛᕷ⏫ᮧ࠾࠸᳨࡚ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࡢᐇࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
࣭ ᆅᇦᨭᴗᐇせ⥘࠾࠸࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡀᕷ
⏫ᮧ㛗⏦❧࡚㝈ࡽࡎࠊᮏே⏦❧࡚ࠊぶ᪘⏦❧࡚➼ࢆዎᶵࡍࡿሙ
ྜࢆࡶᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࠊཬࡧᚋぢ㢮ᆺࡢࡳ࡞ࡽࡎಖబ࣭
⿵ຓ㢮ᆺࡘ࠸࡚ࡶຓᡂᑐ㇟ࡉࢀࡿࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀᢅ࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
 ۑᑓ㛛⫋ᅋయࡀ⊂⮬⾜ࡗ࡚࠸ࡿබ┈ಙクࢆά⏝ࡋࡓຓᡂไᗘࡢ
㚷ࡳࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡢほⅬࡽࡢᐤࢆά⏝ࡋࡓຓᡂไ
ᗘࡢタ࣭ᣑ࡞ࡢྲྀ⤌ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ղไᗘࡢ⏝ಀࡿ㈝⏝➼ಀࡿຓᡂ

㸦㸲㸧ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㡯

ձ௵ពᚋぢ➼ࡢ⏝ಁ㐍

⾜ ۑᨻࠊᑓ㛛⫋ᅋయࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠊྛᆅᇦࡢ┦ㄯ❆ཱྀ➼࠾࠸࡚ࠊ௵ព
ᚋぢዎ⣙ࡢ࣓ࣜࢵࢺ➼ࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ௵ពᚋ
ぢ➼ࢆྵࡵࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡢほⅬࡽ┦ㄯ࡞ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ሙྜ
ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

մ⛣⾜ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙࠾ࡅࡿṇ㜵Ṇ

  ⾜⛣ ۑᆺ௵ពᚋぢዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグ㸰㸦㸰㸧մ࢚㸧࠾࠸࡚㏙
ࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢳ࣮࣒ࡼࡿぢᏲࡾ࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ࢣ
࣮ࢫࡢⓎぢ࣭ᨭࡶࠊṇ㜵Ṇྥࡅࡓᐇົⓗ࡞ᑐᛂ⟇ࡘ࠸
࡚ᖜᗈ࠸᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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   ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊୖグࡢ࠾ࡾࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨
➼࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㛵
ಀ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦༠㆟➼㸧ࡢタ❧
࡞㐠Ⴀ࠾࠸࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
   ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊୖグ㸦㸰㸧մᥖࡆࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵
ᮇᚅࡉࢀࡿᶵ⬟ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛྥࡅࠊᕷ⏫ᮧィ⏬ࢆᐃࡵࡿ
ࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
  ࠊࡓࡲ ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸰㡯࠾࠸࡚ࠊ᮲࡛ᐃࡵࡿ
ࡇࢁࡼࡾࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍
㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞㡯ࢆㄪᰝᑂ㆟ࡉࡏࡿᑂ㆟ࡑࡢࡢྜ㆟ไࡢᶵ㛵
ࢆ⨨ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
    ᕷ⏫ᮧࡣࠊᙜヱྜ㆟ไࡢᶵ㛵ࢆά⏝ࡋࠊᕷ⏫ᮧィ⏬ࡢ᳨ウ࣭⟇ᐃࢆ
㐍ࡵࡿࠊᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྲྀ⤌≧ἣࡘ࠸࡚ㄪᰝ

ձᕷ⏫ᮧ


㸦㸳㸧ᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ㛵ಀᅋయ➼ࡢᙺ

 ۑಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸯㡯࠾࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ຺ࡋ
࡚ࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ
⟇ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ィ⏬㸦௨ୗࠕᕷ⏫ᮧィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᐃࡵࡿࡼ
࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᕷ⏫ᮧィ⏬ࢆᐃࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢⅬࡘࡁࠊලయⓗ┒ࡾ
㎸ࡴࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧ձࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺࢆྛᆅᇦ࠾࠸
࡚ຠᯝⓗᐇ⌧ࡉࡏࡿほⅬࡽࠊලయⓗ࡞⟇➼ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧ղࡢࢳ࣮࣒ࡸ༠㆟➼࠸ࡗࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ᇶᮏⓗ⤌ࡳࢆලయࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧մࠊյཬࡧնࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾
ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࠊ୪ࡧࡑࢀࡽࡢᶵ⬟ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛࡘ࠸
࡚ᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ᪤Ꮡࡢᆅᇦ⚟♴࣭ᆅᇦໟᣓࢣ࣭ྖἲࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸ࡗࡓᆅᇦ
㈨※ࡢά⏝ࡸࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬࡞᪤Ꮡࡢ⟇ࡢᶓ᩿ⓗ࣭᭷ᶵⓗ㐃ᦠ
㓄៖ࡋࡓෆᐜࡍࡿࡇࠋ
 ࣭ ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛵ࡍࡿຓᡂไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ┒ࡾ㎸ࡴ
ࡇࠋ







 ۑಁ㐍ἲ➨㸰㸲᮲࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡀㅮࡎࡿᥐ⨨ࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊྛᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦࢆ㉸࠼ࡓᗈᇦⓗ࡞ぢᆅࡽࠊᚋぢே࡞ࡿ
ேᮦࡢ⫱ᡂࠊᚲせ࡞ຓゝࡑࡢࡢຓࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲ➨㸳᮲࡛ࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢ
ಁ㐍㛵ࡍࡿ⟇㛵ࡋࠊᅜࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ⮬ⓗࡘయⓗ
ࠊࡑࡢᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍ
ࡿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐙᗞุᡤࡀ㒔㐨ᗓ┴ࢆᇶᮏ༢ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿ
ࡇࡸࠊᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ྖἲ㛵ࡍࡿ⟇ࡸྖἲ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣࣁ
࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ឤࡌࡿᕷ⏫ᮧࡶከ࠸ࡇ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊ
㒔㐨ᗓ┴యࡢ⟇ࡢ᥎㐍ࡸࠊᅜࡢ㐃ᦠ☜ಖ➼࠾࠸࡚ࠊᑟⓗᙺ
ࢆᯝࡓࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ۑලయⓗࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ୗࡢྛᆅᇦࡢ㐃ᦠࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡸࡑࡢྲྀ⤌≧ἣࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡍࡿࡶ
ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᨭ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
  ࣭ ྛᕷ⏫ᮧࡢ᳨ウ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊᗈᇦ࡛ࡢ༠㆟➼࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢ
タ⨨࣭㐠Ⴀࡘࡁᕷ⏫ᮧㄪᩚࡍࡿࠋ
    ࡑࡢ㝿ࠊᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧ࡢ㐃ᦠࡸࠊἲᚊᑓ㛛
⫋ᅋయࡢ㐃ᦠ➼ࢆຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ⾜࠺ほⅬ␃ពࡍࡿࠋ
 ࣭ ≉ᚋぢ➼ࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ㸦ᕷẸᚋぢேࡢ◊ಟ࣭⫱ᡂࠊἲேᚋぢࡢ
ᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ➼㸧ࡸᕷ⏫ᮧ⫋ဨࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅ࡢ㈨㉁ࡢྥୖ㛵ࡍ
ࡿ⟇➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡣከ࠸
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
   㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊᅜࡢᴗࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᕷ⏫ᮧ㐃ᦠࢆࡗ࡚⟇ࡢ
᥎㐍ດࡵࠊࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேᑐࡋࠊ
㌟㏆࡞ࡇࢁ࡛㐺ษ࡞ᚋぢேࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺✚ᴟⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺
ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
࣭ ྛᕷ⏫ᮧ༢⊂࡛ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࢆタ⨨࣭㐠Ⴀࡍࡿ

ղ㒔㐨ᗓ┴

ᑂ㆟ࡋࠊ࠼ࡤࠊᙜヱᆅᇦ࠾࠸࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࢆ
Ⓨぢࡋไᗘ⏝ࡘ࡞ࡆࡿᨭࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ➼ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌
≧ἣࡢⅬ᳨ࠊホ౯➼ࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
  ࠊ࠾࡞ ۑඛ㏙ࡢ࠾ࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿయไᩚഛࡣࠊᆅᇦ⚟♴ࡸᆅᇦໟ
ᣓࢣ➼ࡢ᪤Ꮡࡢ㈨※࣭⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬࡞᪤Ꮡ
ࡢ⟇᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘ㐍ࡵࡿࠋ
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ճᅜ



մ㛵ಀᅋయ

 ۑᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡽࡢ┦ㄯ✚ᴟⓗᛂࡌࠊ㈈※
ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᅜࡢண⟬ᴗࡢ✚ᴟⓗά⏝࡞ࢆಁࡍࡶࠊྛᆅ
ᇦ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐃ᦠࡢ⤌ࡳࡢලయⓗ᳨ウ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ
ྛᆅᇦࡢྲྀ⤌ࢆ㞟ࡋࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ⤂ࡸࠊ㐃ᦠᙉྥࡅ
࡚ࡢヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᨭ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᅜࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᅜ࠾
ࡅࡿྲྀ⤌≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌≧ἣ᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸
➼ࢆ⥅⥆ⓗ☜ㄆࡋࠊᚲせ࡞ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧
ἣ➼ࢆ຺ࡋࠊᚲせ࡞ᨭ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ
   ۑಖబ࣭⿵ຓࢆྵࡵࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ࡼࡿ௳ᩘࡢቑຍ
ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊุᡤࡢᚲせ࡞యไᩚഛࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
   ͤ ࡞࠾ࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ㈨※ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᶓ᩿ⓗ࡛ຠ⋡ⓗ࡞
㐃ᦠࡢ⤌ࡳᵓ⠏ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᅜ࣭㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚
ࡣࠊ᪤Ꮡࡢไᗘࡢᙎຊⓗ࡞ά⏝➼㓄៖ࡍࡿࠋ



ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡶࠊᗈᇦⓗ࡞ほⅬࡽࠊᐙᗞุᡤࡸᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩
ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ㐃ᦠ㠃࡞ࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚㔜ᒙⓗ࡞ᨭయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃほⅬࡽࠊ
ୖグࡢᕷ⏫ᮧ༢ࡢᶵ㛵ᑐࡋ᭦ᗈᇦⓗ࣭ᑓ㛛ⓗᨭࢆ⾜࠺ࠊ㒔㐨
ᗓ┴༢ࡸᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧༢࡛ࡢᑓ㛛ᨭᶵ㛵
ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

 ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼࠸ࡗࡓἲᚊᑓ㛛⫋ᅋయࡸ⚟
♴㛵ಀ⪅ᅋయ➼ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ༠㆟➼✚ᴟⓗཧຍࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿ┦ㄯᑐᛂࠊࢳ࣮࣒ࡢᨭ➼ࡢάື࡞࠾࠸࡚✚
ᴟⓗ࡞ᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
    
㸧⚟♴㛵ಀ⪅ᅋయ

 ۑᚋࠊᡂᖺᚋぢไᗘ࠾࠸࡚ᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜
どࡋࡓ㐠⏝ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ♫⚟♴ኈ࡞⚟♴㛵ಀᅋయࡣࠊ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ᙺࡀ୍ᒙᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ











 ۑᚋࡶࠊ」㞧ᅔ㞴࡞ᚋぢ➼ࡢࡸࠊ㈈⏘⟶⌮ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠊ
ᮏேᚋぢேࡢ㛫ᐖࡢᑐ❧ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ➼࠾࠸࡚ࡣࠊ
ἲᚊ㛵ಀᅋయࡢ㛵ࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙺࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ
࣭ ἲⓗほⅬࡽࡢᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࡸᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲ
せᛶࠊ㢮ᆺヱᙜᛶ➼ࢆぢᴟࡵࡿሙ㠃࡛ࡢຓゝࡸᣦᑟࠊࢣ࣮ࢫ㆟
➼ࡢཧຍ
࣭ ᘚㆤኈཬࡧྖἲ᭩ኈ➼ࡢᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊከ㢠ࡢ㔠
㖹➼㈈⏘ࡢᤵཷࡸ㑇⏘ศ༠㆟➼ࡢ㧗ᗘ࡞ἲᚊⓗᑐᛂࡀᚲせ
࡞ࡿ௳➼ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᚋぢேཬࡧᡂᖺᚋぢ┘╩ே➼ࡢೃ⿵
⪅ࢆ᥎⸀
࣭ ぶ᪘ᚋぢேࠊᕷẸᚋぢே➼ࡢ㑅௵ᚋ࠾࠸࡚ࠊ▱㆑㊊ࡸ⌮ゎ
㊊ࡽ⏕ࡌࡿṇⓎ⏕➼ࢆᮍ↛㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᨭᶵ⬟
ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᚋぢேᑐࡍࡿᣦᑟࡸຓゝࠊᚲせᛂࡌ࡚ᡂᖺᚋ
ぢ┘╩ே➼ࡋ࡚㛵

㸧ἲᚊ㛵ಀ⪅ᅋయ

࣭ ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡͤ㸴ࡢ⌮ᛕࡸᢏ⾡࡞ᇶ࡙ࡃᮏேࡢពᛮỴᐃ
ࡢᨭ
࣭ ⚟♴㛵ࡍࡿ┦ㄯࡢ୍⎔ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝┦
ㄯࠊไᗘࡸ㐺ษ࡞㛵ಀᶵ㛵ࡢ⤂
࣭ ♫⚟♴ኈ➼ࡢᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊ⚟♴ⓗᑐᛂࢆ㔜ど
ࡍࡁ௳➼ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᚋぢேཬࡧᡂᖺᚋぢ┘╩ே➼ࡢೃ
⿵⪅ࢆ᥎⸀
࣭ ᆅᇦࡢ༠㆟➼࠾ࡅࡿࠊ᪥ᖖⓗ࡞ぢᏲࡾ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒ࡢᨭ
ࡸࠊᚋぢࡢ㐠⏝᪉㔪࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝ➼ࡢάື
࣭ ᚲせᛂࡌࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗ⪅ࠊ
ᕷᙺᡤ࣭⏫ᮧᙺሙ➼ࡢሗඹ᭷ࠊ㐃⤡ㄪᩚ㸦ᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲ
せ࡞ேࡢⓎぢ➼㸧
♫ ۑ⚟♴ἲே࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊࡇࢀࡽ
ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿබ┈ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ୍ࡘ
ࡋ࡚ࠊపᡤᚓࡢ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ᑐࡋ࡚⮬ࡽᡂᖺᚋぢ➼ࢆᐇࡍࡿ
ࡇࡶྵࡵࠊࡑࡢᬑཬྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ͤ㸴 ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ♫⚟♴ຓάືࡸࠊ♫⚟♴ຓάື࡛⏝࠸ࡽࢀ
ࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᢏ⾡࡞ࡢ⥲⛠ࠋ
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࣭ ᮏேᚋぢேࡢᐖࡀᑐ❧ࡋࡓሙྜࡢㄪᩚຍ࠼ࠊᆅᇦࡢ༠
㆟➼࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࡢάື

㸦㸴㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ➼
ࡢ᳨ウ

   ձ ⤒⦋➼

 ۑ་⒪ࡸㆤ➼ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼௦ࢃࡗุ࡚᩿ࢆࡍ
ࡿぶ᪘➼ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚲせ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡢ୰࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢே
➼ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠕㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃ⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᨭࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ◊✲ᴗࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃ
ᨭ㛵ࡍࡿ⌮ⓗ࣭ἲⓗ࡞ほⅬࡽࡢㄽⅬࡢᩚ⌮ཬࡧ་⒪࣭ㆤ➼
ࡢほⅬࡽࡢὀពⅬࡀྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡓࠋ
 ۑᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢྠ◊✲ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢ་⒪ྠពᶒ
ࡶྵࡵࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ே
ࡢᨭࡢᅾࡾ᪉➼ࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰᪥ࠊࡑࡢ᳨
ウ≧ἣࡀಁ㐍ጤဨ୰㛫ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ

ղ ୰㛫ሗ࿌ࡢෆᐜ

ྠ ۑ୰㛫ሗ࿌࡛ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼་⒪ྠពᶒࢆ࠼ࡿ࠺㸦ྜἲ
ᛶ㸧ࡢほⅬࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊពᛮỴᐃᨭࡢどⅬࡽࠊ㐺᱁ᛶ㸦ᨭᚲせ
࡞㈨㉁ຊ㔞㸧ཬࡧ㐺ษᛶ㸦ᶒ㝈⾜ࡀ㐺ษ⾜ࡉࢀࡿ᮲௳➼㸧ࡢ☜
ಖࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
࣭ ᡂᖺᚋぢே➼ࡣࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ⪅ࡢ୍ဨࡋ࡚ࡢᙺ㸦ሗ
ᥦ౪ࡸࠊពᛮ㏻ุ࣭᩿࣭ពᛮᙧᡂࡢᨭ➼㸧ࡀ࠶ࡾࠊᮏேࡢពᛮࢆ᥎
ᐃࡍࡿሙྜࡶࠊࡼࡾヲ⣽ᮏேࡢពᛮࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ከ⫋✀ࡢ༠
㆟ཧຍࡋࡓࡾࠊᐙ᪘㛫ࡢពぢࢆㄪᩚࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ㈉⊩࡛ࡁࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ ᚋࠊ⮫ᗋ⌧ሙࡢពᛮỴᐃᨭࡢ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽᡂᖺᚋぢே➼ࡢ
ᙺࡢᣑࢆ⪃࠼ࡿሙྜࡣࠊពᛮỴᐃᨭ➼ࡢㄆ㆑ྥୖࡸពᛮỴᐃ
ᨭࡢ㉁ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࡢᡭ㡰࣭㐠⏝ࣉࣟࢭࢫࡢ᫂♧࠸ࡗࡓ୍⯡ⓗ࡞
⟇ేࡏ࡚ࠊᚋぢேࡢពᛮỴᐃᨭ⪅ࡋ࡚ࡢᙺࢆ᫂♧ࡍࡿ



 



 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘ㸦࠸ࢃࡺࡿḞ
᱁᮲㡯㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ㌋㌉ࡉࡏࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸰ྕ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀ
ࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺
ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢேᶒࡀᑛ㔜ࡉࢀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤

ࡶࠊᩍ⫱ཬࡧ㐠⏝ࡢ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ≉ࠊᮏேࡢពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡀ㌟ୖ
┘ㆤ㠃࡛༑ศ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋᮏேࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࡸࡑࢀక࠺ពᛮࡢ
⤒㐣➼ࢆ⇍▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲࡎࡑ࠺ࡋࡓ⎔ቃᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ࡑࡢࡓࡵࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࢆࡲࡎඹ᭷ࡋࡘࡘࠊᚋࡶࠊ་⒪࣭
ㆤ➼ࡢ⌧ሙ࠾ࡅࡿྜពᙧᡂ➼ࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ

ճ ᚋࡢ᪉ྥᛶ

ࠊࡣࡎࡲ ۑ་⒪ࡢฎ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿᶵ❧ࡕ࠺ᡂᖺᚋぢே➼ࡀ་
ᖌ࡞་⒪㛵ಀ⪅ࡽពぢࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜ➼࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢ
ே➼ࡀࠊࡢ⫋✀ࡸᮏேࡢᐙ᪘࡞┦ㄯࡋࠊ༑ศ࡞ᑓ㛛ⓗຓゝᜨ
ࡲࢀࡿ⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୖ࡛ࠊᡤぢࢆ㏙ࠊཪ
ࡣᑐᡤぢࢆ᥍࠼ࡿ࠸࠺ែᗘࢆࡿ࠸ࡗࡓࡇࡀ♫ⓗཷࡅ
ධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ྜពᙧᡂࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑᚋࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᇶᮏࡋ࡚ࠊ
 ࣭ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ಀࡿពᛮ☜ㄆࡢ᪉ἲࡸ་⒪ෆᐜࡢỴ
ᐃᡭ⥆ࡁࢆ♧ࡋࡓࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ㛵
ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࡢෆᐜࡸࠊ
࣭ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ࡸ⒪㣴ࡘ࠸࡚ᝈ⪅࣭ᐙ᪘་⒪ᚑ
⪅ࡀ࠶ࡽࡌࡵヰࡋྜ࠺⮬Ⓨⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ㸦ࢻࣂࣥࢫ࣭ࢣ࣭ࣉࣛ
ࣥࢽࣥࢢ㸧ࡢ⪃࠼᪉
ࡶཧ⪃ࠊ་⒪ࡸ⚟♴㛵ಀ⪅➼ࡢྜពࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ⌧ሙ
࠾࠸࡚㛵ಀ⪅ࡀᑐᛂࢆ⾜࠺㝿ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᣦ㔪ࡢస
ᡂ➼ࢆ㏻ࡌ࡚♫ᥦ♧ࡋࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢලయⓗ࡞ᙺ➼ࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸵㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋ
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ಁ㐍ἲ㝃๎➨㸱᮲࠾࠸࡚ࠊಁ㐍ἲ⾜ࡢ᪥ࡽ㸰ᖺࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖෆ
࠾࠸࡚ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ᪥ෆ㛶ᗓ⨨ࢀࡓᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍㆟ཬ
ࡧಁ㐍ጤဨࢆᗫṆࡍࡿࡶࠊ᪂ࡓཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࡑࡢᗢົࢆฎ
⌮ࡍࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍㆟ཬࡧᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᑓ㛛ᐙ㆟ࢆ
タࡅࡿࡇࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞ົࡢᘬ⥅ࡂࢆ⾜࠸ࠊᇶᮏィ⏬ࡢ᥎㐍ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ෆ㛶ᗓཬࡧཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚⥭ᐦ㐃ᦠࢆᅗࡾࠊ㛵ಀ┬ᗇࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᡤ
せࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸦㸶㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼

 ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸲ྕ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢṚஸᚋ࠾ࡅࡿ
ົࡀ㐺ษฎ⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆຍ࠼ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ᐄ࡚ࡢ㒑౽≀ࡢᡂᖺᚋぢேࡢ㌿㏦ࡸࠊᡂᖺᚋぢே
ࡼࡿṚᚋົ㸦㑇యࡢⅆⴿ࣭ᇙⴿ㛵ࡍࡿዎ⣙ࡢ⥾⤖➼㸧➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᡂᖺᚋぢࡢົࡢࢆᅗࡿࡓࡵࡢẸἲཬࡧᐙ௳ᡭ⥆ἲࡢ୍㒊
ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡀᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶㸯㸱᪥ࡽ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᨻᗓ
࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⾜≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡇࢀࡽᡂᖺᚋぢேࡼࡿົࡀ
㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᚲせᛂࡌ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ


㸲 ࡑࡢ

ᙜᕪูࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᚋࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ
ᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊ㏿ࡸᚲ
せ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
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（その他）

してはならない。構成員を退いた後も同様とする。

第６条 構成員は、会議において知り得た個人の情報その他秘密に期すべき事項を漏ら

（秘密の保持）

第５条 準備会の庶務は、三豊市地域包括支援センターにおいて処理する。

（庶務）

３ 座長に事項があるときは、座長があらかじめ指名する者が代理する。

２ 座長は、会議の招集、進行及び総合的な連絡統制を行う。

第４条 準備会に座長を置き、構成員の互選により選出する。

（運営）

（７）その他連絡及び連携が必要と認められる機関

（６）成年後見制度に関し識見を有する者

（５）三豊市地域包括支援センター

（４）三豊市健康福祉部

（３）三豊市福祉事務所

（２）三豊市社会福祉協議会

（１）三豊・観音寺市医師会

第３条

（構成）

（２）その他、必要な事項の検討に関すること。

（１）成年後見制度利用促進審議会の立ち上げに向けての準備に関すること。

第２条 準備会は、次に掲げる事項を行う。

（所掌事項）

部長がこれを招集し、座長が選出 れる

、その議長となる。

２ この内規の施行後、 めて招集 れる会議は、第４の規 にかか ら 、健康福祉

１ より施行する。

備会」という。
）を設置する。

）

１ この内規は、平成２９年１
（ 集の

画的に推進することを目的とし、三豊市成年後見制度利用促進審議会準備会（以下「準

（施行期 ）

第７条 この内規に めるものの か、必要な事項は、準備会が に める。

という。
）の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計

第 条 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年度法律第２９号。以下「法」

（設置）

三豊市成年後見制度利用促進審議会設置準備会内規
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༠㆟㸦௨ୗࠕ᥎㐍༠㆟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⨨ࡃࠋ

➨㸰᮲ ㄆ▱ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡑࡢࡢ⢭⚄ୖࡢ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ 
ࡿ⪅ࡢᶒ᧦ㆤಀࡿㅖㄢ㢟ᑐࡋࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ ࣭ࠕᡂᖺᚋぢไᗘࠖ║ࢆ⨨ࡃࡢ

ゎㄝ࣏ࣥࢺ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘ࡢゎㄝ࣏ࣥࢺ

 
㸦㊃᪨㸧

➨㸯᮲ ࡇࡢせ⥘ࡣࠊ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟ 
ࡢタ⨨ཬࡧ⤌⧊୪ࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋࠊᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵ 
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



㸦タ⨨㸧
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ࠕไᗘࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᨭࢆྍ⬟࡞
᭩ෆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦᮲ࡸ
⠊ᅖ࡛ᐇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ィ⏬⨨ࡅࡀ࡞ࡃࡶࠊᵝ
᭩⮬యࡣᗇෆࡢỴࢆ⤒࡚࠸ࡲ

ࡍࠋ㸧
㸯 ᴗྡ⛠  ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົ
ጤク



㸰 ᴗ┠ⓗ  ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࠊ࡞ไᗘ㐠⏝ࡀ࡛ 
ࡁࡿయไ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࠊไᗘ⏝㛵ࡍࡿ 
࡚ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ໟᣓⓗᨭࢆ⾜࠸ࠊ 
㇏⏣ᕷඹ୰᰾ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᢸ ࣭㇏⏣ᕷ࡛᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿᙺศᢸ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ




㸦ጤ௵㸧
➨㸯㸰᮲ ࡇࡢせ⥘ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ᥎㐍༠㆟ࡢ⤌
⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊ㛗ࡀูᐃࡵࡿࠋ

 㝃 ๎

ࡇࡢせ⥘ࡣࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸰㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

ᴗෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᵝ᭩グ㍕ࡀ࡞࠸
㡯࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊἲࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㸦௨ୗࠊ

ࢭࣥࢱ࣮ࡶ༠ຊࡋ࡚ࠊົᒁࢆᢸ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ㇏⏣ᕷࡢ⪃࠼᪉



♴ࢭࣥࢱ࣮ෆ










ࡼࡿ୰᰾ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿグ
㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸯㸵㸶ྕࠋ㸧つᐃࡉࢀࡿ⚃᪥ཬࡧ㸯㸰᭶㸰㸶᪥ࡽ㸯᭶ 

㸲᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ㝖ࡃࠋ



㸵 ᐇయไ
࣭✌ാ᪥ࠊ✌ാ㛫ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ
㸦㸯㸧❆ཱྀ㛤タ㛫
࡛ࠊᙜヱᴗົಀࡿ᪥ᩘ࣭㛫
ẖ㐌ⅆ᭙᪥ࡽᅵ᭙᪥ࡢ༗๓㸶㸱㸮ศࡽ༗ᚋ㸳
ᩘࡢ✚⟬ࢆ☜ᐃ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸯㸳ศࠋࡓࡔࡋࠊᅜẸࡢ⚃᪥㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㸰㸱ᖺ➨


㸴 ጤクᮇ㛫  ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽᖹᡂ㸱㸯ᖺ㸱
᭶㸱㸯᪥





㸳 タ⨨ሙᡤ  ㇏⏣ᕷ㘊⏫㸯┠㸯␒ᆅ㸯 ㇏⏣ᕷ⚟ 




㸲 㐠Ⴀయ எ   ♫⚟♴ἲே ㇏⏣ᕷ♫⚟♴༠ 

㆟


㸱 ᐇయ ⏥   ㇏⏣ᕷ

࠺㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠊ
ࠕࢭ
ࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ⓗ࡞ᑐᛂࡋ࡚ࠊᕷࡋ࡚ࡢ୰᰾
ᶵ㛵ࡢ᰿ᣐࡋ࡚ࡢᩥゝࢆᵝ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩



ᮏᵝ᭩ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ 
㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺἲᚊ➨㸰㸷ྕࠋ௨ୗࠊ
ࠕἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ᇶ࡙ 
ࡁࠊἲᇶᮏィ⏬࡛♧ࡉࢀࡿ୰᰾ᶵ㛵ࡋ࡚㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ ࣭⌧ᅾ⟇ᐃ୰ࡢᕷ⏫ᮧィ⏬ෆ࡛⨨
ᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクࡀ㐺ษᐇࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡑࡢ
ࡅࢆ᫂グࡍࡿணᐃ࡛ࡍࡀࠊᬻᐃ

⨨ࡃࡶࡢࡋࠊ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣົᒁ
㐠Ⴀ༠ຊࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ゎㄝ࣏ࣥࢺ


࣭ᙜ༠㆟ࡢ㐠Ⴀࡣ⾜ᨻࡀᑟࡋࠊ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩

ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩ࡢゎㄝ࣏ࣥࢺ









➨㸯㸮᮲ ู⾲ᥖࡆࡿጤဨཬࡧ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡣࠊྠ⾲
ᐃࡵࡿ㢠ࡢሗൾ㈝ࢆᨭᡶ࠺ࠋࡲࡓࠊ➨㸶᮲➨㸲㡯ࡼ
ࡾฟᖍࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊົᒁࡀࡑࡢ⪅༠㆟ࡢୖࠊ
ሗൾ㈝ࢆᨭᡶ࠺ࠋ

㸦ົᒁ㸧
➨㸯㸯᮲ ᥎㐍༠㆟ࡢົᒁࡣࠊ⚟♴㒊⚟♴⥲ྜ┦ㄯㄢ

ゎㄝ࣏ࣥࢺ


㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘

㸦ሗൾ㸧
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㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩

ゎㄝ࣏ࣥࢺ

࣭㇏⏣ᕷ♫༠༠㆟ࡢ⤖ᯝࠊࢭࣥࢱ
࣮㛗ࡣㄢ㛗⫋වົࡢࡓࡵࠊࡇࡢ









ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆ



ࡓࠊᑓ㛛⫋ཷ௵ㄪᩚࡍࡿ㝿༠ຊࡍࡿࡇࠋ

ࡿᑓ㛛ᛶࡢᢸಖࢫ࣒࣮ࢬ࡞ཷ
௵ㄪᩚ࠸࠺ᡂᯝࢆồࡵࡿグ㍕
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

≧ἣࢆ࢘࢜ࢵࢳࡍࡿࡇ࡛ࠊయไ
ᩚഛࡢ≧ἣࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿ⪃࠼

⾜࠺ࡇࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ

ᙺ୍⮴ࡉࡏ࡚࠾ࡾࠊྛᴗົࡢ

ࡍࠋ

࣭ᴗົෆᐜࡢࢱࢺࣝࢆ୰᰾ᶵ㛵ࡢ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊእⓗ࡞ࢣ࣮ࢫࡶ
࠶ࡿࡓࡵࠊᙎຊᛶࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡲ

㸦㸯㸧ᗈሗᴗົ
  ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᕷẸᑐࡋၨⓎࢆ

㸷 ᴗົෆᐜ



ᡤࢆ᭷ࡍࡿ⪅ཬࡧࡑࡢぶ᪘➼㛵ಀ⪅ࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⏥எࡀ༠㆟ࡋㄆࡵࡓሙྜࡣࠊࡇࡢ
㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

⫋ဨࡀᚲࡎົࡵࡿࡇࠋࡲࡓࠊ♫⚟♴ኈཪࡣ⢭⚄ 

ಖ⚟♴ኈࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ


㸶 ᨭᑐ㇟  ไᗘࡢ⏝➼ࢆᚲせࡍࡿ㇏⏣ᕷᒃ ࣭ᇶᮏⓗࡣ㇏⏣ᕷẸࢆᨭᑐ㇟

㸦㸱㸧㈨᱁せ௳➼
 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊ⚟♴ࠊㆤཪࡣ་⒪ಀࡿ┦ㄯᨭ 
ᴗົ㸳ᖺ௨ୖᚑࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࠋ 
 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ┦ㄯᨭဨࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢᛶ㉁ୖᖖ 



࣭ࢻࣂࢨ࣮ࡢ㞠⏝ዎ⣙ෆᐜࡣࠊ
࢜ ࢻࣂࢨ࣮
  ᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈࡼࡿࢻࣂࢨ࣮
♫༠ࡢ㔞ࡢ⠊ᅖࡋ࡚࠾ࡾࠊᕷ
ࡋ࡚ࡣࢻࣂࢨ࣮タ⨨ࡼ
ࢆタ⨨ࡋࠊᑓ㛛ᛶࡢ≉㧗࠸ᑐᛂࡍࡿࡇࠋࡲ

ဨࡀ⾜࠺ໟᣓⓗ࡞ᨭࡢ⿵ຓࢆ⾜࠺ࠋ

࢘ ┦ㄯᨭဨ
ྖࡿᙺࢆࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ⫋ົ
ࡋ࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
  ┦ㄯࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ➼ࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡞
ࡀࡽໟᣓⓗ࡞ᨭࢆᐇࡍࡿࡶࠊ┦ㄯグ㘓ࡢ⟶ 

⌮ࠊゼၥᨭཬࡧྛ✀⏦❧ࡢᨭ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ

࢚ ἲேᚋぢ⿵ຓဨ
  㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ⿕ᚋぢே➼ࡢゼၥᨭ 
ࡸ㔠㖹⟶⌮࡞ἲேᚋぢᴗົࢆ⾜࠺ࡶࠊ┦ㄯᨭ 

⏝ಁ㐍ಀࡿᚲせ࡞᳨ウࡸㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ

࣮ࢫ➼㧗ᗘ࡞┦ㄯᨭ࡞ࢆ⾜࠺ࡶࠊไᗘࡢ ࣭༢࡞ࡿࢣ࣮ࢫᑐᛂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰᰾

 ࢭࣥࢱ࣮㛗
ࡼ࠺࡞グ㍕ࢆ㏣ຍࡋࡲࡋࡓࠋ
  ┦ㄯᨭᴗົ⯡ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࢳ࣮࣒㆟ࠊᐃ 
ࡢ㛤ദࠊ┦ㄯᨭဨࡢ⫱ᡂཬࡧᣦᑟ୪ࡧᅔ㞴ࢣ 

௨ୗࡢᙺࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊయไᩚഛࢆࡍࡿࡇࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮㛗
  ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊᮏᵝ᭩㸰ࡢ
ᴗ┠ⓗᇶ࡙ࡁࠊᮏᵝ᭩㸷グ㍕ࡍࡿᴗົෆᐜࡢᣦ
┘╩ࢆࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊᮏᴗົᨭ㞀ࡢ࡞࠸⠊ᅖ
࡛ࠊஎࡀᐇࡍࡿᴗົࡢවົࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ

㸦㸰㸧ேဨయไ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩

ゎㄝ࣏ࣥࢺ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

࣭ᕷ㛗⏦❧ࡢᙺศᢸࡘ࠸࡚ࠊᕷ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺࢆグ㍕ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ





ྠ⾜ཬࡧㄪᰝᐁㄪᰝࡢ❧ࢆ⾜࠸ࠊ࡞ไᗘ⏝
ࡘ࡞ࡆࡿࡇࠋ
㹟 ἲேᚋぢཷ௵ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡶࡢ

ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡍࠋᐇ㝿ࡣุᡤࡸㄪᰝᐁࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྲྀࡾ࡞ࡀࡽ

௨ୗࡢᑐࡋ࡚ࠊᚲせᛂࡌุᡤࡢཷ⌮㠃᥋ ࣭࠶ࡃࡲ࡛ᚲせ࡞ࡁᐇࡋ࡚࠸

ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡑࡢࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ
㸦㸧 ᕷ㛗⏦❧ಀࡿᨭ
ᕷ㛗⏦❧ࡀᚲせ࡞㝿ࡣࠊ⏥㏿ࡸ㐃⤡ࡋࠊᡞ⡠
ㄪᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜࠺ࡶࠊ⏦❧ᚲせ࡞᭩㢮ࡢసᡂ
ࡸデ᩿᭩ࡢᡭ㓄➼ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦㸧 ཷ⌮㠃᥋ࡢྠ⾜ࠊㄪᰝᐁㄪᰝࡢ❧

⏝࠸࡚᭩㢮ࡢ᭩ࡁ᪉ࡸෆᐜ☜ㄆ➼ࡢᨭࢆ⾜࠺ࡇࠋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ⏦❧ᚋࡽᑂุࡀ☜ᐃࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡢᚲせ࡞ᨭ 

⏝ಁ㐍ᴗົࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ 
 ⏦❧ᨭᴗົ

  ぶ᪘ཪࡣᮏேࡀ⏦❧ே࡞ࡿ㝿ࡣࠊᑓ㛛⫋ࡢ௦⾜ ࣭㠀ᘚㆤኈ⾜Ⅽ㸦ᘚㆤኈἲ➨㸵㸰᮲㸧
࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋࠊグ㍕ཬࡧ⏦❧᭩㢮ࢭࢵࢺࢆ
࡞࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ὀグࢆࡋ


 ࢚ࣥࢹࣥࢢࣀ࣮ࢺసᡂᨭ
ไᗘ⏝ࡀᚲせ࡞ࡗࡓ㝿ࠊᮏேࡢ≧ἣࡸ᥎ᐃព 
ᛮ➼ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࢚ࣥࢹࣥࢢࣀ 
࣮ࢺࡢసᡂࢆᨭࡍࡿࡇࠋ

㸦㸱㸧⏝ಁ㐍ᴗົ



⧅ࡄࡇࠋࡑࡢࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ
࣭ྛᴗົࡢ୰࡛ࡶࠊ␃ពࡀᚲせ࡞࣏
 ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡢᐇ
ࣥࢺࡣ㡯┠ฟࡋࡋ࡚ࠊࢃࡾࡸ
┦ㄯ⪅ࡢ≧ἣ➼ࡼࡾࠊ❆ཱྀ᮶ࡽࢀ࡞࠸➼ࡢ⌮⏤
ࡍࡉ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⮬Ꮿࡸタ➼ゼၥࡋࠊ㐺ษ࡞ไᗘ⏝
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢࢣ 

࣮ࢫ㆟➼ฟᖍࡋࠊ༠ຊࡸຓゝࢆ⾜࠺ࡇࠋ

ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ➼ࡢά⏝ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢻࣂࢨ 
࣮ࡸᑓ㛛⫋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊไᗘ⏝ࡢᚲせᛶཬࡧ⥭ᛴ 
ᛶࡢุ᩿ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡲࡓࠊ┦ㄯ⪅ࡢ≧ἣ➼ࡼࡾ㢮 
ᆺࡢุ᩿ࢆ⾜࠸ࠊ⏦❧ᨭࡸᑓ㛛ᶵ㛵࡛ࡢᨭ㐺ษ 

␃ពࡍࡿࡇࠋ
࡞ࡃࠊᕷẸឤἢࡗࡓၨⓎࢆࡍ
㸦㸰㸧┦ㄯᴗົ
ࡿࡼ࠺᫂グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㟁ヰཬࡧ❆ཱྀ࠾ࡅࡿไᗘ⏝➼ࡢ┦ㄯᑐࡋࠊ 

ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝➼㛵ಀ⪅㸦௨ୗࠊ 
ࠕ㛵ಀᶵ㛵➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫ 
⚟♴ኈ➼ᑓ㛛⫋㸦௨ୗࠊ
ࠕᑓ㛛⫋ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࡞ᑐ 
ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢᑐ㇟ᛂࡌࡓෆᐜࡼࡿၨⓎࢆ⾜࠺ࡇࠋ ࣭ᕷẸྥࡅࠊ㛵ಀ⪅ྥࡅࡢၨⓎᐇ
  ࡞࠾ࠊࡑࡢ㝿ࡣ࢚ࣥࢹࣥࢢࣀ࣮ࢺࡸㄆ▱࡞ᕷ
ࡢグ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ẹࡢ㛵ᚰࡢ㧗࠸ࢸ࣮࣐㛵㐃ࡅࡓၨⓎࢆ⾜࠺ࡇ ࣭ᡂᖺᚋぢไᗘࢆᢲࡋࡅࡿࡢ࡛ࡣ

㞀ࡀ࠸⪅┦ㄯᨭᴗᡤཬࡧ་⒪ᶵ㛵➼㛵ಀᶵ㛵୪ࡧ
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ゎㄝ࣏ࣥࢺ






ࡲࡍࠋ

࣭㇏⏣ᕷ࡛ࡣࠊ୧ᴗࡶ♫༠࡛ᐇ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞㐃ᦠࢆ┠
ᣦࡋࠊᵝ᭩ࡶグ㏙ࢆ⾜ࡗ࡚࠸







࡚࠸ࡲࡍࠋ

⏣ᕷࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿ⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀ
ࡢ㐃ᦠ㸦ࢣ࣮ࢫࡢᣠ࠸ୖࡆ࡞

㸯᭶௨ෆࢆࡵ㛤ദࡍࡿࡶࡢࡍࡿࡀࠊࢭࣥࢱ࣮ 
ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᑓ㛛⫋➼ᨭయไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿሙྜ 
ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ


㛵ಀᶵ㛵➼ཬࡧᑓ㛛⫋ࡢሗඹ᭷ᙺศᢸࢆ⾜
࠸ࠊᚋぢάືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊࢳ࣮࣒㆟ࢆᐇ
ࡍࡿࠋ࡞࠾ࢳ࣮࣒㆟ࡣࠊᑵ௵ሗ࿌ࡢᮇ㝈࡛࠶ࡿ

ࢣ࣮ࢫࡢᘬࡁ⥅ࡂࡣࡁࡕࢇ⾜
࠺ࡼ࠺ࠊࢳ࣮࣒㆟ࢆᐇࡍࡿ᪨
ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ


㸦㸲㸧ᚋぢே➼ᨭᴗົ
ᚋぢே➼ᨭᴗົࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ 
࣭ලయⓗ࡞ᚋぢேᨭ⟇ࡣࡲࡔ㇏⏣
 ࢳ࣮࣒㆟ࡢᐇ
ᕷ࡛ࡶᶍ⣴୰࡛ࡍࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶ
  ࢭࣥࢱ࣮ࡀᨭ㛵ࢃࡗࡓࡘ࠸࡚ࠊཷ௵ᚋ

࣮࣮࢝ཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝➼ࡀᢪ 

࠼ࡿไᗘ⏝ಀࡿㄢ㢟➼ࡢᢕᥱດࡵࡿࡇࠋ

༠ຊ㛵ಀࡢᵓ⠏ດࡵࡿࡇࠋ
㸧ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦࢘㸧㛵ಀᶵ㛵➼ࡢពぢ➼ࡢᐇ

㛵ಀᶵ㛵➼ࡢពぢ➼ࢆᐇࡋࠊࢣ࣐ࢿ 
ࢪ࣮ࣕࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࠊ࣓ࢹ࢝ࣝࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡ 

   ㇏⏣ᕷ࠾ࡅࡿ⚟♴ࡢ⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀ㐃ᦠࡋࠊไ
ᗘ⏝ࡀᚲせ࡞ᑐ㇟⪅ࡢ᪩ᮇධࡸᨭ࠾ࡅࡿ

ไᗘ⏝ࡀᮃࡲࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊ 

ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ไᗘ⏝ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࠋ
࣭ᆅᇦඹ⏕♫ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊ㇏
㸦㸧⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀࡢ㐃ᦠ

ᴗࡸ⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭᴗࡢᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕࠊ

ࡢ㐃ᦠ
   ㇏⏣ᕷ♫⚟♴༠㆟ࡀᐇࡍࡿ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ཬࡧᑓ㛛⫋ࡢ㐃⤡ཬࡧሗ
➼ࢆᐦࡋࠊ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ດࡵࠊࡑࡢ୰ᚰ
ࡋ࡚௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ
㸦㸧᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ࣭⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭᴗ

࢚ 㛵ಀᶵ㛵➼㐃⤡ㄪᩚᴗົ

ࡧά⏝ࡢ᪉ྥᛶࢆ⏥᳨ウࡋࠊࡑࡢ◊ಟయไࡸ⫱ᡂࣉ 
ࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࢆᩚഛࡍࡿࡇࠋ


ࡧཷ௵ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊุᡤ᥎⸀ࡍࡿࡇࠋ
࢘ ᕷẸᚋぢᴗົ
  ᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂཬࡧά⏝㛵ࡍࡿᙜᕷཬࡧ⮬
యࡢ≧ἣࠊ⫱ᡂཬࡧά⏝ྥࡅࡓㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝ
◊✲ࡍࡿࡶࠊᙜᕷ࠾ࡅࡿᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂཬ

㹡 ࡑࡢࠊᮏேཬࡧぶ᪘ࡢࡳ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ 
 ཷ௵⪅ㄪᩚᴗົ

ᑓ㛛⫋ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊᐃࢆ㐺ᐅ㛤ദࡋࠊᮏே ࣭ᮏே࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ᳨
ࡢ≧ἣࠊ≧ែྜࢃࡏ࡚ᡂᖺᚋぢே➼ೃ⿵⪅ࡢุ᩿ཬ
ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ᩥゝࢆධࢀ

㹠 ᕷ㛗⏦❧ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡶࡢ
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ゎㄝ࣏ࣥࢺ








࠸ࡲࡍࠋ

࣮ࡣఱࡶᑐᛂࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠖゝ
ࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐᛂࡣグ㍕ࡋ࡚

ࡋ࡚ࠊ⌧ሙ࡛ࠕᚋぢᨭࢭࣥࢱ

ࢨ࣮ຓゝࡢࡶࠊᚋぢேࡢ⠊

 ไᗘ⏝ಁ㐍⟇ࡢ᳨ウ࣭༠㆟
࣭యไᩚഛࡢᡭᘬࡁ࡛࠸࠺ࠕྖ௧ሪ
  ⏥ࡶไᗘ⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿ᳨ウ࣭༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊ ᶵ⬟ࠖࡶᐇ㝿ࡣ㛵ࡋ࡚࠸ࡲ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࠊࢽ࣮ࢬࢆᩚ⌮ࡋࠊᑐᛂᙉࡢࡓࡵ
ࡍࠋࡓࡔࡋࠊไᗘ⏝ಁ㐍ಀࡿ

  ྖἲ࣭་⒪࣭⚟♴➼ࡢᆅᇦ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࠊ⾜ᨻ 
ᶵ㛵ࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ཬࡧᑓ㛛⫋ពぢࠊ༠㆟ࢆ⾜࠺ ࣭యไᩚഛࡢᡭᘬࡁ࡛࠸࠺ࠕົᒁ
ࡓࡵࡢ༠㆟ࢆ⏥ࡶ㐠Ⴀࡍࡿࡇࠋ
ᶵ⬟ࠖ㛵ࡍࡿグ㍕࡛ࡍࠋ


➼ࡽࡢ⥭ᛴࡢ㐃⤡㐺ษᑐᛂࡍࡿࡇࠋ

㸦㸴㸧ࡑࡢไᗘ⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿᴗົ
ࡑࡢไᗘ⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿᴗົࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯 
┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ

 ༠㆟㐠Ⴀᴗົ


ດࡵࡿࡶࠊኪ㛫ཬࡧఇ᪥࠾࠸࡚ࡶࠊ㛵ಀᶵ㛵

⿕ᚋぢே➼ཬࡧࡑࡢぶ᪘ࡢ≧ἣཬࡧ㐃⤡ඛࡢᢕᥱ

ே➼ࡢ⒪ࡸᡭ⾡ࡢ⾡➼ಀࡿ㔠㖹㠃࠾ࡅࡿ┦ㄯ
ࡸຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡣᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋ
࢚ 㐃⤡ཬࡧᑐᛂయไ

⾜ࢃ࡞࠸ࡇࠋࡓࡔࡋࠊ⢭⚄ಖཬࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴ 
㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㸰㸳ᖺἲᚊ➨㸯㸰㸱ྕࠋ
㸧➨㸱㸱᮲ 
➨㸰㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡃ་⒪ಖㆤධ㝔ࡢྠពࡘ࠸࡚ࡣ 
ࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ⥭ᛴ㐃⤡ඛ࡞ࡿࡇཬࡧ⿕ᚋぢ ࣭་⒪ྠពࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊࢻࣂ

ࡋ࡚ࠊ┈┦ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺
㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣝ㸧࡞㛵ಀࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋཷ௵
㛵ࡋ࡚ࡶࠊ♫༠ෆ㒊࡛ࡢ⢭ᰝࠊ
➨୕⪅ࡢ࠸ࡿሙ࡛ࡢᑂ㆟ࢆつᐃ

ࡋࠊព㆑࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࡢ୰᰾ᶵ㛵ᴗົ୪ิ㸦ࣃࣛࣞ


࣭ṇ㜵Ṇຠᯝ㛵ࡍࡿグ㏙ࡶつᐃ






༠㆟㸧࡞ࡢྛ✀㆟࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇࠋ
࢘ ་⒪ྠព

⿕ᚋぢே➼ࡢ⒪ࡸᡭ⾡ࡢ⾡➼ಀࡿ་⒪ྠពࡣ 

ᡂᖺᚋぢே➼ࡢሗ㓘ಀࡿ⏦❧ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ
ࠋ
 ἲேᚋぢࡢᐇ≧ἣሗ࿌
ุᡤࡢᣦ♧ᚑ࠸ࠊᡂᖺᚋぢ➼ົሗ࿌᭩ࢆసᡂ
ཬࡧᥦฟࡍࡿࡶࠊἲேᚋぢಀࡿᐇ≧ἣࢆᐃ
ཬࡧ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟㸦௨ୗࠊ

 ᡂᖺᚋぢே➼ࡢሗ㓘

༑ศ᳨ウࡋࠊᐃ࡛ࡢᢎㅙࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ཷ௵ࡍࡿࡇ
ࠋࡲࡓࠊᴗົࡢ㝿ࡣࠊ௨ୗࡢ㡯┠␃ពࡍࡿࡇࠋ

ᡂᖺᚋぢே➼ࡽࡢ┦ㄯᑐࡋຓゝࢆ⾜࠺ࡶ
ࠊ≧ἣࡼࡾ㐺ᐅ⏥ࡸุᡤ㐃⤡ㄪᩚࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵
➼ࡸᑓ㛛⫋࡞ࢆᣍ㞟ࡋࢣ࣮ࢫ᳨ウࢆ⾜࠺࡞ࠊໟᣓⓗ
ᚋぢே➼ࢆᨭࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊࢳ࣮࣒ࡋ࡚ࡢ㛵ಀ
ࢆ⠏ࡃࡇ࡛ṇ㜵Ṇດࡵࡿࡇࠋ
㸦㸳㸧ἲேᚋぢᴗົ
எࡀᡂᖺᚋぢே➼ࢆཷ௵ࡍࡿ㝿ࡣࠊཷ௵ࡢྍྰࢆ

 ᡂᖺᚋぢே➼ᑐࡍࡿ⥲ྜᨭ
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ࡇࠋ





ࡍࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘ⏥எࡢ༠㆟ࡢୖࠊᐃࡵࡿࡶࡢ

㸦㸰㸧ᮏᵝ᭩ᐃࡵࡢ࡞࠸㡯ཪࡣ⩏ࢆ⏕ࡌࡓ㡯

எࡣࠊᮏᵝ᭩つᐃࡉࢀࡿᴗົࢆᐇࡍࡿᙜࡓ
ࡗ࡚ࠊ⏥ࡢಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ཬࡧሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊูῧࠕಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ཬࡧሗࢭ࢟
ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ≉グࠖࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

≉グ

㸯㸲 ࡑࡢ
㸦㸯㸧ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ཬࡧሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ

 ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡀ⏕ࡌࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ➃ᩘ㔠㢠ࡢ
ྜィࢆ᭱⤊ᅇྜࢃࡏ࡚ᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ



⑥

⑤

④

③

②

に対応できていない。

0

合計

本人の判断能力が不十分であるために、その他困難な事情があるが、適切

応の必要がある。

判断能力はあるが、身元保証問題、任意後見制度、委任契約などの相談対

消費者被害や悪徳業者につきまとわれている又はその疑いがある。

などの法律行為を行えない。

本人の判断能力が不十分であるため、不動産の処分や遺産分割協議、相続

など）を受けている又はその疑いがある。

済的虐待や金銭搾取、その他の虐待（身体的・性的・心理的・ネグレクト

本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど経

・土地や建物、有価証券等の資産の管理が適切でない。

対応ができていない。

・税や保険料、利用料などを現に滞納、又は負債があるが、適切に返済等の

・家計管理ができない。

・商品を次々購入するなど、収入に見合った適切な支出ができない。

する状況が発生している。

や契約を理解できない、拒否があるなど支援が進まない。

本人の判断能力が不十分であるため、治療や介護・福祉サービスの必要性

本人の判断能力が不十分であるため、以下のような金銭や財産の管理に関

①

【回答】

現在は成年後見制度の利用等で課題が解消している場合も含みます。

人

人

人

人

人

人

人

回答欄

思われる項目にカウントし、又回答は初期対応した時点での状態で判断いただき、

スともに含む）した市民のうち、以下の項目に該当する人数を教えてください。

なお、対象者１人につき２つ以上の項目に該当する場合には、最も当てはまると

ᚋ㸯㸮᪥௨ෆᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧᨭỴ⟬᭩ࢆᥦฟࡍࡿ
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センターは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の人権を尊重し、一人ひとりがそ

センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

住民に対して、成年後見制度等の周知及びＰＲ並びにシンポジウム開催等の啓発

イ

本人又は親族が行う成年後見申立ての支援

イ

後見業務の研修

センターの事務所は、長野県伊那市山寺２９８番地１に置く。

措置等により地域外に入院入所したものは、可能な限り事業の対象とする。

センターの利用者は、関係市町村の住民とする。ただし、関係市町村の住民であった者で、

（利用者）

利用者の利便性を図るため、センターに支所を置くことができる。

第５条

２

第４条

（事業所の位置）

（12）その他運営委員会で必要と認めた事業

（11）上伊那全体協議会の開催

（10）任意後見監督人選任の助言

（９）市民後見人の育成及び活動支援

（８）権利擁護に係る調査及び研究

イ

（７）親族後見人等への支援
ア 後見業務の相談及び助言

（６）市民後見人等に対する後見監督の受任

（５）関係市町村から依頼のあった案件に係る法人後見の受任

（４）専門職を含む適切な後見人の紹介、推薦

関係市町村長が行う成年後見申立ての支援

ア

（３）成年後見申立ての支援

（２）成年後見・権利擁護相談（関係市町村、市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、障
害者総合支援センター等からの相談対応）

行政及び福祉関係者への成年後見制度等の研修

ア

（１）成年後見制度、権利擁護等の研修及び啓発

第３条

（事業内容）

の普及及び相談、後見人等の受任その他各種の権利擁護のための事業を行うことを目的とする。

の人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携及び協働により、成年後見制度等

第２条

（目的）

係市町村」という。）は、上伊那成年後見センター（以下「センター」という。）を設置する。

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び宮田村（以下「関

（設置）

第１条

上伊那成年後見センター設置要綱

業務
その他センター業務

所長
行に

たって必要と

る職員

は、後見
及び人

、市町村委
とし、その

その他の 入を
は に める。

てる。

査会）

めるものの

か必要な事

は、運営委員会が

成２３年４ １ から 行する。
成２４年１２ １ から 行する。
成２５年１１ １ から 行する。
成２６年１１ １ から 行する。
成３１年４ １ から 行する。

）
この要綱に

この要綱は、
この要綱は、
この要綱は、
この要綱は、
この要綱は、

（
第11条

に

める。

第10条 センターが行う法人後見業務に いて、その受任が適切であるかの 議を行うため、法
人後見受任 査会を置く。法人後見受任 査会の委員は、運営委員会が必要と認める者を任
する。

（法人後見受任

（運営委員会）
第９条 第３条各 に掲げる事業の適 な運営及び
の
のため、センターに運営委員会を
置く。
２ 委員会の任務は、次のと りとする。
（１） 第３条各 に掲げる事業の運営
の
に関する事
（２） 援助
ー の
に関する事
（３） 事業に関する
に関する事
（４） 設置要綱等の
に関する事
（５） その他センター運営に関する必要な事
３ 運営委員会の委員は、次に掲げる者とする。
（１） 関係市町村
長
（２） センター運営 体の
任者
（３
運営委員長が必要と認める者
４ 委員の任 は、１年とし、 任を げない。
５ 運営委員会に委員長及び 委員長を置き、委員が 選する。

（
の
）
第８条 センターの
２ 市町村委
は、

（開設 及び開設
）
第７条 センターの開設 及び開設
は、次の各 に めるとこ による。
（１） 開設
から
とする。ただし、 民の
に関する法 （
２３年法
１７８ ）に
する
及び１２ ２９ から 年１ ３
でを く。
（２） 開設
前８ ３
から 後５ １５
でとする。

（２）
（３）

（１）

（職員）
第６条 センターに次の職員を置く。

第
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（趣旨）
第１条 この要領は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることに
より財産の管理又は日常生活等に支障がある者を支援する成年後見制度
（ 以 下 「 制 度 」と い う 。 ） の 利 用 促 進 を 図 る た め 、 埼 玉 県 成 年 後 見 制 度 利
用 促 進 ○ ○ 地 区 協 議 会 （ 以 下「 ○ ○ 地 区 協 議 会 」と い う 。 ） の 運 営 に 関 し
必要な事項を定める。
（目的）
第２条 ○○地区協議会は、次の各号に掲げる事項について 協議する。
一 ○○地区協議会の区域における関係団体の連携に関すること
二 制度の同区域の住民への周知及び普及に関すること
三 制度の利用促進に係る諸課題の検討に関すること
四 その他、制度等に関することで○○地区協議会が必要と認めること
（役員）
第３条 ○○地区協議会には会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長は、構成団体の互選により選出する。
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務
を行う。
（会議）
第４条 ○○地区協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。
２ 会長は、必要があるときは、会議に構成団体以外の者に出席を求め、意
見を聴くことができる。
（庶務）
第５条 ○○地区協議会の庶務は、会長の属する市町 村 の成年後見制度担
当課において処理する。
（その他）
第６条 この要領に定めるもののほか、○○地区協議会の運営に関し必要な
事項は、会長が定める。
附 則
この要領は、平成○○年○月○日から施行する。

埼玉県成年後見制度利用促進○○地区協議会 運営要領

雛形

５

その他

・法人後見について

・地域連携ネットワークづくり、中核機関の設置について

・市町村計画の策定について

・制度の周知について

○○地区における成年後見制度の状況について
意見交換

（１）
（２）

議事

埼玉県成年後見制度利用促進○○地区協議会の運営について

３
４

自己紹介

○○○○

２

○○○○

○○時○○分～○○時○○分

平成３０年○月○○日（○）

あいさつ

会場

日時

１

次第

平成３０年度埼玉県成年後見制度利用促進○○地区協議会
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○○～○○

○○～○○

○○～○○

○○～○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

事務連絡

○○～○○

○○～○○

○○

○○

講座
○○ ○○～○○

○○

○○

場所
主催

日時

○○

○○～○○

○○

平成 年○月○日（○）
午前○時○分～午後○時○分
○○○○○○○○○○○○○
神奈川県

成年後見制度セミナー

次第

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○
氏

○○

○○～○○

○○

情報提供Ⅱ「法テラスの業務について」
日本司法支援センター神奈川地方事務所
○○○○

講座Ⅳ「日常生活自立支援事業について」
（福）神奈川県社会福祉協議会 ○○○○

休憩

講座Ⅲ「○○市における市長申立ての実践例」
○○市
○○○○

休憩

氏

氏

氏

講座Ⅱ「市町村長申立ての具体的手続方法について」
横浜家庭裁判所
○○○○ 氏

昼食休憩

情報提供Ⅰ「申立てに関する問合せ例について」
（福）神奈川県社会福祉協議会
○○○○

○○ 講座Ⅰ「成年後見制度の概要と市町村長申立ての意義／
成年後見人の実際」
神奈川県弁護士会 ○○○○ 氏

オリエンテーション

２

３

開会挨拶

１

平成30年度

ぢᮏ

４

３

２

１

社

法人

「申立

の

成年後見センター

方の実際 」

事務連絡

情報提供Ⅱ「

援

法

リー

制度

○○

に
○○～○○

○○

神奈川県 支
○○○○ 氏

○○

○○

について 」
○○ ○○～○○

○○

神奈川県社会福祉協議会
○○○○ 氏

概

ー

○○

○○

日本司法支援センター神奈川地方事務所
○○○○ 氏

援

次第

平成 年○月○日（○）
午前○時○分～午後○時○分
○○○○○○○○○○○○○
神奈川県

社会福祉法人

情報提供Ⅰ「成年後見制度に関する実
事例の
について」

講座

場所
主催

日時

成年後見制度セミナー

オリエンテーション

平成30年度

ぢᮏ

131

りやすい

静岡県・
（福）静岡県社会福祉協議会
平成 31 年 1 月
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【１ページ目
（表紙）】あなたや家族、知り合いの困りごと、心配ごとはありませんか？

第１章

活用イメージ図／本書の使い方

はじめに

目次

1
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例えばこんな困りごと

例えばこんな困りごと

このような困りごとは成年後見
制度を利用することで、
解決に近づくはず！
まずは、相談窓口につな
げることが大切だよ
相談については、
次ページで解説するよ

①市役所から年金など
の通知が届いても、
何を書いて良いか分
からず放置されてい
る。
②どこにしまったのか
思い出せず、分から
なくなってしまうこ 書類の手続きに困っている
とが多い。
③郵便物が来ても、何が重要なものか判断できず、郵便
物が溜まってしまう。
④利用したい福祉サービスがあるが、書類の書き方が分
からない。

事例3

①ゴミ出しや掃除がう
まくできず、不衛生
な部屋で生活してい
る。
②買い物や料理をホー
ムヘルパーに頼むな
暮らしのサービスが
ど、福祉サービスを
うまく使えない
利用したいが、方法
が分からない。
③グループホームに入所したいが、どうやって探せばい
いか分からない。
④就労支援に通いたいが、どうしたら良いか分からない。

事例1
例えばこんな困りごと

例えばこんな困りごと

例えばこんな困りごと

①障がいのある子ども
がいて、家族が亡く
なった後、面倒を見
てくれる人がいない
ので心配。
②将来、子どもが病気
や怪我をして入院と
子どもの将来が不安
なったとき、子ども
が自分で必要な手続きなどができるか心配。
③引きこもりの子どもが、親亡き後、１人で生活できる
か心配。

事例5

① い ろい ろな人 が 高
価なものを売りに来
るが、騙されていな
いか心配。
② 年 金 支 給 日にだ け
顔を出し、こづかい
悪い人にだまされたら
をもらいに来る人が
どうしよう
いる。
③本人は信用してしまっているが､ 実は搾取されている
ようだ。
④悪い人の手伝いをさせられることがあるようだ。共謀
や共犯になってしまわないか心配。

事例4

5

①お金の管理がうまく
できず、使いすぎて
いつも足りなくなっ
てしまう。
② 税 金 や福 祉 サービ
ス利 用 料 の支 払い
を忘れてしまい、滞
お金のやりくりができない
納や未納がある。
③買ったことを忘れてしまい、同じものを何度も買ってし
まう。
④自分で銀行に行けず、知人におろしてもらっているが、
勝手に出金されているかもしれない。

事例2

んなことを行うのかなどは本書 18、19 ページで説明しています。

なお、成年後見制度を利用することによって、どのような支援につながるのか、成年後見人等はど

います。このような困りごとなどがないか、支援対象者と一緒に確認してみましょう。

パンフレットの表紙に掲載している 5 つの事例について、困りごとなどの具体例を下記に記載して

事例１〜５ 説明のポイント
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別紙１

４

日時・会場：①平成 31 年２月７日（木） 静岡音楽館 AOI 7 階講堂（静岡市）
②平成 31 年２月12日（火） ﾌﾟﾗｻｳﾞｪﾙﾃﾞ 3 階 301 会議室（沼津市）
③平成 31 年２月27日（水） 掛川ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 3 階ｼｬﾝｸﾞﾘﾗｽｲｰﾄ（掛川市）
④平成 31 年３月１日（金） 下田市民文化会館 大会議室（下田市）
（時間はいずれも 13 時 30 分～16 時です。
）

３

15：30～
16：00

途中休憩有

13：35～
15：30

2/7
2/12
2/27
3/1

ふるい後見事務所 古井 慶治 氏
静岡県精神保健福祉士協会 事務局長 山口 雅弘 氏
(福)牧ノ原やまばと学園 垂穂寮・ｹｱｾﾝﾀｰ野ばら 施設長 大畑 彰弘 氏
(福)桂 居宅介護支援事業所カリタス 21 主任介護支援専門員 飯塚 哲男 氏

質疑応答

今年度作成した“成年後見制度パンフレット”及び“わかりやすい成年後見制度
テキスト”を使って、成年後見制度の概要とパンフレット及びテキストの有効な
活用方法について、解説していただきます。

講師：①
②
③
④

〔講義〕
内容：成年後見制度の基礎知識と分かりやすい説明方法

〔概要説明〕
県内の成年後見制度利用状況等について（静岡家庭裁判所）

内
容 （４日とも同じ内容です）
13：00～
受付
13：30～
開会

そちらに参加される方は内容が重複しますので、ご了承ください。

※2/22 に磐田市内で開催される「介護サービス事業者連絡会」でも同内容の研修会を行います。

受講対象： 社会福祉事業所職員、地域包括支援センター職員、市町行政職員、社会
福祉協議会職員、特別支援学校教員 等

２

催 ： 静岡県、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

主

１

高齢化の進行や障害者の地域生活移行に伴い、成年後見制度を必要とする人々が増加し、
より多くの方々が適切に制度を利用できる仕組みづくりの必要性が高まっています。
制度を必要としている方は、福祉サービスの利用等を通じて福祉関係者の皆さまと関わり
を持っている可能性が高く、福祉関係者への成年後見制度の理解促進を図り、皆さまからそ
れぞれの支援対象者やその家族等に制度を周知していただくことで、制度を必要としている
人を利用につなげることが可能になります。
このような仕組みづくりを目指し、福祉関係者の皆さまに、成年後見制度の基礎知識や制
度を分かりやすく説明する方法等を学んでいただくことを目的に本研修を開催します。

福祉職員のための成年後見制度理解促進研修

静岡県委託事業
２の
か

・

は

の
し

までに、県社会福祉協議会
みください。

です。

利

利 護 （ 野、 田）

：平成 31 年２月 日（月）
：平成 31 年２月 日（水）
：平成 31 年２月1 日（火）
：平成 31 年２月21日（木）

を下
で

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 生活支援
20 670 静岡市
町 1 70
（
）05 25 5237
（ A
）05 251 750
（
）

す

： 参加

①静岡会
②沼津会
③掛川会
④下田会

ー

： 別

護

へ

（

公

印

省

略

）

宮崎県福祉保健部長寿介護課長

成年後見制度に関する調査について（依頼）

御中

134
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本県の福祉行政の推進につきましては、日頃から御理解と御協力をいただき、厚くお
礼申し上げます。
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宮崎県福祉保健部長

提出期限

２

※回答の様式は問いません。

別紙のとおり

記

：

：○○○○ ○○ ○○○○

話：○○○○ ○○ ○○○○

電

○○

当：高齢化対策担当

担

平成３０年○月○日（○）

データ提供要望一覧

１

いいたします。

あたり、本県の状況を把握したいことから、下記の要領にて御回答くださいますようお願

さて、標記の成年後見関係事件の概況につきまして、本県の成年後見制度の施策推進に

上げます。

本県の高齢者等の権利擁護につきましては、日頃から格別の御尽力を賜り厚く御礼申し

本県における成年後見関係事件の概況について（依頼）

宮崎家庭裁判所長 殿

平成３０年○月○○日

○○○ ○○○○

ཧ⪃

３

２

１

申

ての

の

）
）

年齢別

年

）

について（裁判所別）（平成２

との関係について（裁判所別）（平成２

（裁判所別）（平成２ 年

年

について（裁判所別）（平成２

別

件

本

長申

（裁判所別）（平成２

と本

件

年 ）

年 ）

宮崎県における成年後見関係事件の概況に係るデータ提供要望一覧

成年後見

申

（別紙）
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C) ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ䛾ᑐ㇟䛻䛺䜙䛺䛔䜒䛾䛾ุ᩿⬟ຊ䛻Ᏻ䛜䛒䜚㔠㖹⟶⌮䛜ᚲせ䛺⪅䜔㌟
ඖಖドே䛜Ꮡᅾ䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䛻⏕ά➼䛻ᅔ㞴䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛⪅䜈䛾ᨭ䛾┒䜚㎸䜏



ᚋぢே䛾άືᨭ㻌
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