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第１章

事業の概要

Ⅰ．事業の背景・目的
平成 27 年 1 月、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年を見据え、認知症の
人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるこ
とができる社会の実現を目指し「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地
域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）が厚生労働省と関係 11 府省庁の協働により策
定された。
この新オレンジプランでは、「認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）につ
いては、認知症の人のみを対象としたサービスであり、地域における認知症ケアの拠点と
して、その機能を地域に展開し、共用型認知症対応型通所介護や認知症カフェ等の事業を
積極的に行っていくことが期待されている。また、地域に開かれた事業運営が行われない
と、そのサービス形態から外部の目が届きにくくなるとの指摘もあることから、介護サー
ビスの質の評価や利用者の安全確保を強化する取組みを進める。」とされている。
こうした「新オレンジプラン」において明示された役割をはじめとして、認知症グルー
プホームは地域における認知症ケアの拠点として、その機能を地域に展開していくことが
期待されていることを踏まえつつ、その具体的な内容について検討し、今後の認知症グル
ープホームのあり方についての示唆を得ることを目的として本調査研究事業は実施された。

※本報告書における「認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）」
の呼称について
本報告書中では特段の断りのない限り、認知症対応型共同生活介護事業所について「認知
症グループホーム」として記載した。
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Ⅱ．事業概要
（１） 事業内容
１）調査研究課題
本調査研究事業は、大きく以下の二つの観点から検討を実施した。
A

認知症グループホームの課題の整理
既存の先行研究等を用いて、認知症グループホームにおけるケアの現状等について把
握、整理し、認知症グループホームにおけるケアの実態等についての論点を整理。
整理した論点等を用いて、有識者会議において、地域における認知症ケアの拠点とし
て期待されている認知症グループホームの実態について①認知症グループホーム「ケア」
の特色、②地域の中での認知症グループホーム、③認知症グループホームというサービ
スの観点から課題の洗い出しを実施。

B 今後の認知症グループホームのあり方の検討、とりまとめ
A で整理した課題について、有識者会議での議論をもとに、今後の認知症グループホー
ムのあり方及び将来的な介護保険制度における認知症グループホームの位置づけ等につ
いて検討・整理を行い、これら課題を解決するための方策等のとりまとめを行い、報告
書を作成。
２）事業実施手法
認知症グループホームの置かれた課題や現状、今後に向けた取組み状況等に関する情
報を収集するため、有識者会議による意見報告・討議を中心にテーマの検討を行った。
実施手順は以下の通りであった。
○学識経験者、認知症グループホーム事業者、事業主団体等からの推薦を受けた有識者か
らなる「有識者会議」を組成。
○参画有識者からの情報提供、参加者による討議を行い、これまで認知症グループホーム
が果たしてきた機能・役割とともに、今後の認知症グループホームのあり方について、
検討を実施。
○情報提供いただく内容は大きく以下の三点とした。
①認知症グループホーム「ケア」の特色
②地域の中での認知症グループホーム
③認知症グループホームというサービス
○上記３つの視点から情報提供をいただくとともに検討を行い、事務局にて課題の整理と
その課題に対する論点整理を行う形で調査研究を実施した。
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（２） 研究体制
本事業を実施するにあたり、有識者会議を設置して検討を行った。有識者会議委員は以
下の通りである。
有識者会議委員

（五十音順）

座長

山口

晴保

認知症介護研究・研修東京センター長

委員

井上

謙一

認定 NPO 法人じゃんけんぽん理事長

岩尾

貢

社会福祉法人共友会理事長

大谷

るみ子

社会福祉法人東翔会グループホームふぁみりえホーム長

河﨑

茂子

社会医療法人慈薫会河﨑病院理事長

佐々木

薫

社会福祉法人仙台社会事業協会副会長理事

林田

俊弘

ＮＰＯ法人ミニケアホームきみさんち代表

宮崎

直人

有限会社グッドライフ代表

宮島

渡

社会福祉法人恵仁福祉協会常務理事

宮長

定男

社会福祉法人泉湧く家理事長

村川

浩一

大阪河﨑リハビリテーション大学教授

オブザーバ：厚生労働省老健局総務課認知症対策推進室
事務局

：株式会社三菱総合研究所ヘルスケア・ウェルネス事業本部
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（３） 有識者会議の開催状況
有識者会議の開催回数は以下の通りである。本調査研究を遂行するにあたり、有識者会
議を７回実施した。
＜有識者会議＞
回

日時・場所

内容
１. 本事業の概要について

平成 28 年 9 月 9 日（金） ２. 委員からの発表
第１回

10：00～13：00

テーマ：「地域の認知症ケアの拠点としての認知症グ

三菱総合研究所
CR-E 会議室

ループホームのあり方」
３. 意見交換
４. その他
１． 委員からの発表
テーマ：「地域の認知症ケアの拠点としての認知症グ

平成 28 年 10 月 3 日（水）
第２回

13：00～15：00
三菱総合研究所
CR-B 会議室

ループホームのあり方」
２. 意見交換
３. 宿題の各テーマについて議論
① 認知症グループホーム「ケア」の特色について
② 地域の中での認知症グループホームについて
③ 認知症グループホームというサービスについて
４. その他

平成 28 年 10 月 31 日（月）
第３回

15：00～17：00
三菱総合研究所
CR-C 会議室

１. 宿題の各テーマについて議論
① 認知症グループホーム「ケア」の特色について
② 地域の中での認知症グループホームについて
③ 認知症グループホームというサービスについて
２. その他
１. 認知症グループホームのあり方に関する中間とり
まとめについて
２. 認知症グループホームの今後のあり方に向けた中

平成 28 年 11 月 30 日（水）
第４回

間とりまとめ（論点整理）

10：00～12：00

①認知症 GH がこれまで果たしてきた機能・役割

三菱総合研究所

（これまでの議論の整理）

CR-C 会議室

②認知症 GH をめぐる現状と変化
③認知症 GH をめぐる環境変化に伴う今後のあり
方

平成 28 年 12 月 26 日（月）
第５回

15：00～17：00
八重洲倶楽部
第 2 会議室

１. 認知症グループホームの直面する課題と背景
２. 認知症グループホームの今後のあり方に向けた検
討（課題を受けての論点整理）
３. その他
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回

日時・場所

内容
１. 認知症グループホームの今後のあり方に向けた検

平成 29 年 1 月 23 日（月）
第６回

①委員からの意見報告

三菱総合研究所

② 論点整理（とりまとめイメージ）

CR-C 会議室

平成 29 年 2 月 24 日（金）
第７回

討

13：00～15：00

10：00～12：00
三菱総合研究所

２. その他
１． 報告書（案）について
２． 報告書の最終とりまとめについて
３． その他

CR-B 会議室
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第２章

認知症グループホームがこれまで果たしてきた機能・役割

認知症グループホームがこれまで地域における認知症ケアにおいて果たしてきた機能・
役割について、有識者からの報告及び有識者会議での討議を基に以下のようにとりまとめ
を行った。
なお、本調査研究において整理した、認知症グループホームがこれまで果たしてきた機
能・役割は、今後も認知症グループホームによって担い続けられることが必要な機能・役
割であることも有識者会議では確認された。
以下にとりまとめた内容は、いわば日本における認知症グループホーム運営の礎であり、
これをたゆまぬ努力の積み重ねにより築いてきた、全国の認知症グループホームの事業所
及び職員に敬意を表する。

Ⅰ．我が国における認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）の位
置づけ
（１） 制度上の位置づけ
認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）は平成 12（2000）年の介護保険
制度の創設に合わせて制度化された。
認知症グループホームは認知症の利用者を対象とした専門的なケアを提供するサービ
スとされているが、
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
（以下「基準省令」という）にはその特徴として認知症グループホームが具備すべき機
能・役割が示されている（図表 1）
。
認知症グループホームの機能・位置づけについて、以下のように整理した。
○利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができること
○利用者が、家庭的な環境と地域住民との交流の下でサービスを受けられること
○利用者の認知症の症状の進行を緩和し、心身の状況を踏まえ、日常生活を送るため
に適切なケアが提供できる専門性を持つこと
○利用者にとって家であり、施設ではないこと
認知症グループホームは、これらを実現できる環境を提供し、一つの共同生活住居に 5
～9 名の少人数の利用者が共同生活を送ることで、利用者各自の自己実現を支援するとい
う特徴を持って誕生した。
例えば、自立した日常生活という観点では、日常生活の中で、入居者の力を活用でき
る場面を工夫し、利用者が介護者と食事や清掃、洗濯、買い物、園芸、農作業、レクリ
エーション、行事等を共同で行う、出来ることを自分ですることによって、役割や生き
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がいを持つ、認知症による生活の支障を減らし、自分で「できること」「わかること」を
増やすケアを心がける、個人個人の有する能力を正確に見極め、必要かつ十分な支援を
行うといったことが実践されている。
図表 1 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
より関連する項目（抜粋）
第 89 条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護（以下「指定認知
症対応型共同生活介護」という。）の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、
共同生活住居（法第８条第 18 項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）
において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
第 93 条６ （略）利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、
住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の
中にあるようにしなければならない
第 97 条 （略）利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることがで
きるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。
2 （略）利用者１人１人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境
の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。
3 （略）認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう
配慮して行われなければならない。
第 99 条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資
するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、
当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
３ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努め
るものとする。
第 100 条 （略）利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
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（２） 事業所数の推移
制度創設時に 702 事業所（厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」）であった認
知症グループホームは、
「認知症施策推進 5 か年計画（旧オレンジプラン；平成 25 年度
～29 年度）」の中で、認知症グループホームの利用者を 5 年間で約 1.5 倍（利用者 17
万人から 25 万人へ）とする目標が立てられるなど、認知症施策における認知症グループ
ホームの役割が重視されたこともあり、平成 27（2015）年には 13,003 事業所（利用定
員 180,459 人）（厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」）まで増加している。
（３） 地域に対する役割
平成 27 年 1 月に策定された認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）（図表 2）
においては、認知症グループホームは認知症の人のみを対象としたサービスであり、地
域における認知症ケアの拠点として、その機能を地域に展開し、共用型認知症対応型通
所介護や認知症カフェ等の事業を積極的に行っていくことが期待されている。
また、認知症グループホームは、小規模多機能型居宅介護等と並んで地域密着型サー
ビスとして体系化されているが、それは入居者にとどまらず、認知症の人の地域での生
活を支援する役割があることを示している。その具現化の一つとして、運営推進会議が
ある。運営推進会議は、地域住民や行政等との連携を深め、地域の認知症の困りごとへ
の相談や地域住民の認知症の理解を広めたり、地域交流の場であると同時に、介護サー
ビスの形態から外部の目が届きにくくなるとの指摘があることから、介護サービスの質
の評価や安全確保を強化する取組みを進めていく必要があり、そういう意味でも、運営
推進会議は、地域に開かれた事業運営を行う重要な場である。
地域への展開については、認知症カフェの実践例のみならず、認知症グループホーム
における「お祭り」の実施や地域住民への開放、訪問・見学の受入、子どもの「たまり
場」スペースの提供といった実践例が有識者会議で報告されている。また、サービスの
質担保の観点では、制度で定められた第三者評価に加えて、認知症グループホーム相互
のピアレビューの仕組みを導入する地域なども現れていることも有識者会議において報
告された。
図表 2 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）（抜粋）
第２．具体的な施策
２．認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
(5) 認知症の人の生活を支える介護の提供
（介護サービス基盤の整備）
（略）
○

特に認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）については、認知症の人の
みを対象としたサービスであり、地域における認知症ケアの拠点として、その機能を地
域に展開し、共用型認知症対応型通所介護や認知症カフェ等の事業を積極的に行ってい
13

くことが期待されている。また、地域に開かれた事業運営が行われないと、そのサービ
ス形態から外部の目が届きにくくなるとの指摘もあることから、介護サービスの質の評
価や利用者の安全確保を強化する取組みを進める。その他のサービスにおいても、利用
者の中の認知症の人の割合が増加する中、認知症への対応力を向上することが求められ
ており、これらの機能を発揮できるような仕組みの整備を進めていく。
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Ⅱ．認知症グループホームが提供しているケアの特色
認知症グループホームで提供されるケアは認知症の利用者を対象とした専門的なケアで
あるとされ、具体的には以下のような特色を持つと考えられる。
○認知症の利用者の尊厳・自己決定権が尊重されること
○共同生活という家庭的な環境で、生活に密着したサービスが提供され、利用者と職員が
対等な関係であること
○利用者一人ひとりのニーズや状態に対応したケアが提供されること
○利用者が生活を継続し、出来ることを自分ですることによって、役割や生きがいをもち、
自立と自信を維持すること
これらは、尊厳・自己決定権の尊重といった観点からは、例えば、個々の持っている価
値観や人生観などに裏打ちされた高齢者の「自尊心」を大切にしたケアの提供、パーソン・
センタード・ケアを理念とするサービス提供、その人が望む生活の実現を目指し、これま
でこだわってきたことや役割を大切にするストレングスやエンパワーメント、表面的な対
応ではなく、長い時間を使い人間関係を構築し、人が本来持つ願いや要望、意思を理解し
た支援を行うといった形での実践例として有識者会議で報告がなされた。
また、家庭的な環境に関しては、利用者が安心して暮らせるように癒しの空間や「なじ
み」の環境を整備することなどが行われているほか、一人ひとりのニーズに応えるという
観点からは、愛着のある趣味や嗜好を楽しむことができることを重視する、認知機能の変
化の進行に伴って起こる不適応状態に対するバーバル（言語的）なかかわり方の上にさら
にノンバーバル（準言語・非言語的）なかかわり方を必要とする支援、生活と人間関係を
再構築できる支援などの実践が行われている。
図表 3 有識者会議における「認知症グループホーム「ケア」の特色」に関する主な意見
分類
利用者の尊厳・自己決
定権を尊重したケア

内容（理念及び実践例を含む）
・ 個々の持っている価値観や人生観などに裏打ちされた高齢者の
「自尊心」を大切にしたケア
・ パーソン・センタード・ケアを理念とする
・ 利用者の安全と安心の保障に向けたアドボカシー、権利擁護
・ 表面的な対応ではなく、長い時間を使い人間関係を構築し、人
が本来持つ願いや要望、意思を理解した支援を行う

共同生活という家庭
的な環境によるケア

・ 家庭的な環境の中での生活支援
・ 職員と入居者のコミュニケーションを重視
・ 本人が安心して暮らせるように癒しの空間や馴染の環境を整備
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分類
一人ひとりのニーズ
や状態に対応したケ
ア

内容（理念及び実践例を含む）
・ 入居者一人ひとりの個性と生活リズムを尊重
・ 認知機能低下に伴って変容するその人の価値観や世界観を共有
できる
・ 小規模ゆえに、画一的なケアではなく、一人ひとりのニーズや
状態に応じた適切なケアを提供できる
・ 認知機能の変化の進行に伴い、起こる不適応な状態に対して、
ノンバーバル（準言語・非言語的）なかかわり方を必要とする
支援の実践
・ 認知症によって引き起こされるさまざまな生活と人間関係のし
づらさを減らし、生活と人間関係を再構築できる支援

利用者の生活の継続
性と自立と自信

・ その人が認知症とともに生きることを支える
・ その人が望む生活の実現を目指し、これまでこだわってきたこ
とや役割を大切にするストレングスやエンパワーメント
・ 共同生活の中で、日常生活に密着し、能力を保持するケア
・ 愛着のある趣味や嗜好を楽しむことができる

※ 有識者会議に報告された委員からの主な意見について、事務局にて整理を行った。
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Ⅲ．地域の中での認知症グループホームの役割
認知症グループホームは、認知症対応型共同生活介護という介護保険における地域密着
型サービスに含まれるサービスである。地域密着型サービスに関しては、「基準省令」にお
いても地域との結びつきを重視すべきことがうたわれている（図表 4）。
認知症グループホームに関しても同省令では「家庭的な環境と地域住民との交流の下」、
「利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る」、「住宅地又は住宅地と
同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあるようにしな
ければならない」といった形で制度上も、サービス創設時から地域社会の一員として活動
し、サービスを提供することが位置づけられている（図表 1）。
図表 4 「基準省令」より地域密着型サービス一般原則（抜粋）
第１章 総則
（略）
（指定地域密着型サービスの事業の一般原則）
第３条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者
の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっ
ては、地域との結び付きを重視し、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、他の地域密着型
サービス事業者又は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）
その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携 に努めなければなら
ない。

本事業を通じて、認知症グループホームの地域での役割は、以下のような要素を含むと
確認された。
○入居者が地域の一員として、地域とつながって暮らせる場
○地域における認知症の相談・支援の拠点としての役割
○地域のボランティア・認知症サポーター育成、人材交流の拠点としての役割
○上記を通じた認知症の人が安心して生活できる地域づくりへの参画
例えば、有識者会議では、地域の一員として、認知症グループホームが地域行事への参
画を行う、地域住民との交流機会を自らつくるといった取組みがなされていることが報告
された。また、認知症の相談・教育・啓発拠点としての役割を担うとの報告もなされ、認
知症カフェ等への取組み、認知症グループホームの経験や方法論、ケアの技術を地域社会
17

に還元する、利用者に限らず地域の認知症高齢者を介護する家族からの相談に対応してい
るといった事例が報告された。そのほか、認知症サポーター養成に協力する、認知症サポ
ーター等を結集して、地域の多様な人材の交流の場とするなど、地域・事業所の実情に合
わせて様々な役割を担ってきていることが報告された。
併せて、災害時に対する備えをも念頭に置きつつ、入居者のケアに留まらず、積極的に
「地域づくり」に協力していく認知症グループホームの姿も報告された。
図表 5 有識者会議における「地域の中での認知症グループホームの役割」に関する
主な意見
分類
地域社会の一員とし
てのグループホーム

内容（理念及び実践例を含む）
・ 地域に根ざす、地域の一員となる
・ 地域行事への参画や地域住民との交流
・ 入居者が地域の一員として、地域とつながって暮らせる場

地域における認知症
の相談・支援の拠点と
しての役割

・ 認知症の相談・教育・啓発拠点としての役割
・ ワンストップ化（つなぐ支援＝コーディネート機能）
・ グループホームが地域にあることで、地域の認知症への理解が
広まり、認知症に関する相談を受けるようになるなど、自然と
地域交流が生まれ、認知症になっても安心して暮らせる地域づ
くりを推進できる場

地域の人材育成、人材
交流の拠点としての
役割

・ 地域住民が気軽に立ち寄れる場所
・ 住民ボランティアの受入
・ 認知症ケアのプロとして地域の認知症ケアのリーダーに（指導
者研修修了者などの活用も）

認知症の人が安心で
きる地域づくり

・ 地域包括ケアの中で、認知症の人のケアにおいて中心的な役割
を担う。
・ 入居者の生活の延長線上に地域があり、その地域と双方向の関
係性を構築し、それまでと変わらず入居者が地域生活を営める
ように支援する
・ 個々の生活史や生活習慣を重視した、なじんだ暮らしの継続
・ 住み慣れた地域での家族や友人との交流が継続できる
・ 災害時において、利用者に留まらない地域の認知症の人々の避
難場所としての役割を担うことができる、あるいは地域の人々
に避難中のケアの方法を伝え、避難中のケアを支援することな
どを通じて、地域の防災拠点としての役割を果たす

※ 有識者会議に報告された委員からの主な意見について、事務局にて整理を行った。
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第３章 認知症グループホームを
めぐる環境変化
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第３章

認知症グループホームをめぐる環境変化

第 2 章では、認知症グループホームがこれまで果たし、今後も担っていくべき機能・役
割について、有識者会議において報告された意見の整理を行った。
本調査研究事業では、今後の認知症グループホームのあり方に関する検討が目的に含ま
れることから、第 3 章では、第 2 章の整理結果を踏まえつつ、第 4 章で今後の認知症グル
ープホームのあり方を検討する際に前提となる、認知症グループホームが置かれた社会環
境、制度創設時との環境変化、今後起こりうる環境変化などについて整理を行った。

Ⅰ．認知症グループホームを取り巻く社会環境変化
１）少子高齢化の進展
1990 年代以降、日本では少子高齢化が進展し、総人口に占める生産年齢（15 歳～65 歳
未満）人口割合が低下するとともに、高齢化率（65 歳以上人口割合）が上昇している。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、高齢化率は、平成 12（2000）年の 17.3％
から平成 27（2015）年には 26.8％に上昇し、今後も平成 32（2020）年 29.1％、平成 37
（2025）年 30.2％と上昇を続けることが予測されている（図表 6）。
高齢者人口も、平成 12（2000）年 2,201 万人、平成 27（2015）年 3,340 万人と推移し、
今後については平成 32（2020）年 3,552 万人、平成 37（2025）年 3,596 万人と増加する
と推計されている。その一方で、総人口が平成 20（2008）年をピークに減少に入り、今後
も減り続けていくことも考慮すべきである。
図表 6
実績値
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40歳〜65歳未満
⾼齢化率
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（出典）2000年〜2010年まで：総務省「国勢調査」
2015年以降：国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の地域別将来推計⼈⼝（平成25（2013）年3月推計）

資料：厚生労働省「地域包括ケア『見える化』システム」
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２）高齢者向け住まい等を取り巻く変化
① 高齢者向け住まい等は多様で、近年は他のサービスの定員増が著しい
高齢者向け住まい等は、認知症グループホームの他、介護老人福祉施設（特養）
、介護老
人保健施設（老健）、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホ
ーム、サービス付き高齢者向け住宅（図表 7 のサ高住）など多岐にわたる。
近年は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の定員の伸びが著しい。
図表 7

（単位：人・床）

高齢者向け住まい等の定員数

介護老人福祉施設（特養）

介護老人保健施設（老健）

介護療養型医療施設

認知症グループホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅
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特養
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ホーム
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老健
300,000

認知症
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養護
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※1：介護保険３施設及び認知症グループホームは、
「介護サービス施設・事業所調査（10 月 1 日時点）
【H12・H13】」及
び「介護給付費実態調査（10 月審査分）
【H14～】
（定員数ではなく利用者数）」による。
※2：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護福祉施設サービスの利用者を合算したもの。
※3：認知症グループホームは、H12～H16 は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。
※4：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、
「H24 社会福祉施設等調査（10 月 1 日時点）」による。ただし、H21～H23 は
調査票の回収率から算出した推計値であり、H24 は基本票の数値。
※5：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果（7 月 1 日時点）による。
※6：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（9 月 30 日時点）
」による。

資料：厚生労働省老健局高齢者支援課「厚生労働省（老健局）の取組について：高齢者向け住まいの概要」
（平成 27 年 3 月 19 日）をもとに作成
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② 将来的な介護人材不足の危惧
厚生労働省が平成 27 年に実施した介護人材の需給推計によると、平成 37（2025）年度
の介護人材の需要 253.0 万人に対し供給 215.2 万人で、37.7 万人の供給不足が見込まれて
いる（図表 8）
（需要見込みは、市町村により第 6 期介護保険事業計画に位置付けられたサ
ービス見込み量等に基づく。供給見込みは、平成 27 年度以降に取り組む新たな施策の効果
を見込まず、近年の入職・離職等の動向に将来の生産年齢人口の減少等の人口動態を反映
した「現状推移シナリオ」に基づく。）
こうした介護人材の供給不足の背景として、一つには生産年齢人口が減少している（図
表 6）ことがあげられる。
また、近年、
介護職については、採用率は平成 19 年度の 27.4％から平成 26 年度には 20.6％
に低下し、離職率は平成 20 年度以降 20％を下回り、ここ数年は 16～17％の間で横ばいに
推移している（図表 9）。
介護労働者は、労働条件等に関して「人手が足りない」（48.3％）、「仕事内容の割に賃金
が低い」（42.3％）、「有給休暇が取りにくい」（34.9％）、「身体的負担が大きい」（30.4％）
などの不満を感じている（図表 10）。
図表 8

2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）

（万人）

260.0

253.0万人

250.0
需給
ギャップ
37.7万人

240.0
230.0
215.2万人

220.0
210.0
200.0
190.0
介護人材の
需要見込み
（2025年度）

現状維持シナリオ
による介護人材の
供給見込
（2025年度）

資料：厚生労働省社会・援護局「2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）について」平成 27
年 6 月 24 日より三菱総合研究所作成
（注）平成 27 年の推計後に賃金上昇が進んでおり、需給バランスはさらに悪化している可能性がある。
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図表 9
（％）
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資料：介護労働安定センター「平成 26 年度介護労働実態調査」

図表 10 介護職員・訪問介護員（2 職種計）の労働条件等の不満
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福祉機器 の不足、機器操作 の不慣
れ、施設 の構造に不安がある
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労働時 間が 不規則 である

資料：介護労働安定センター「平成 26 年度介護労働実態調査」
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３）高齢者を取り巻く変化
① 高齢者の中で後期高齢者人口割合が増加
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、高齢者人口に占める後期高齢者人口は、
平成 12 年の 40.9％から平成 27 年には 48.4％と上昇し、今後も平成 32 年 52.0％、平成 37
年 59.6％と上昇を続けることが予想されている。
この背景として平均寿命の延びがあり、平成 12 年の女性 84.60 歳、男性 77.72 歳に対し、
平成 26 年には女性 86.83 歳、男性 80.50 歳と推移し、同研究所の推計によると、さらに平
成 32 年には女性 87.65 歳、男性 80.93 歳に達する（図表 11）。
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科
学特別研究）により、男女ともに年齢階級が上がるほど、認知症有病率は高まるという推
計結果が得られている（図表 12）。
図表 11

平均寿命の推移と将来推計

（歳）
95.00

実績値

推計値

90.00

88.68

89.55

90.29

90.93

87.65
86.30

86.83

84.60
85.00
81.95
80.50

80.93

H26

H32

82.82

83.55

84.19

79.55

80.00
77.72

75.00

70.00
H12

H22

H42

男性

H52

H62

H72 （年）

女性

資料：平成 26 年は厚生労働省「簡易生命表」、平成 12 年・平成 22 年は厚生労働省「完全生命表」、平成
32 年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」の出生中位・
死亡中位仮定による推計結果。
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図表 12

数学モデルにより算出された 2012 年の性・年齢階級別認知症有病率（％）

（％）
80.00
70.00
58.88

60.00
50.00

47.09

40.00
30.00

26.52
21.21

20.00
10.00

11.95
9.55
1.94 2.42

4.30 5.38

0.00
65-69歳

70-74歳

75-79歳
男性

80-84歳

85歳以上

女性

推計に使用した数学モデル：認知症の有病率＝exp.（-16.184+0.160*年齢[歳]+0.223*性別[女性＝1,男性＝0]+0.078*
糖尿病の頻度[％]）
値は作成された数学モデルを基に推定された有病率（95％信頼区間）を示す。

資料：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学特別研究）
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Ⅱ．認知症グループホームサービスをめぐる変化
１）認知症グループホームの整備・運営に関する動向
① 認知症グループホーム数は、これまで増加を続けてきた
認知症グループホームは、介護保険制度が施行された平成 12（2000）年には 702 事業所
であったが、以後平成 17（2005）年 7,099 事業所、平成 22（2010）年 10,048 事業所と増
加を続け、平成 27（2015）年には 13,003 事業所となっている（図表 13）。
定員数についても、平成 22（2010）年以降は増加を続け、平成 22（2010）年 132,752
人に対し、平成 27（2015）年 180,459 人となっている（図表 13）。
図表 13

認知症グループホーム数・定員数の推移
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※1：当該調査の「認知症対応型共同生活介護」
※2：事業所数は、調査対象となった事業所数（休止中の事業所を含む）
（各年 10 月 1 日現在）
※3：定員数は、集計対象となった事業所（調査した結果、回収のあった事業所のうち活動中の事業所）の定員数（各年
10 月 1 日現在）
※4：2009 年度以降は、調査方法の変更等による回収率変動の影響を受けていることから、厚生労働省（社会･援護局）
にて推計したもの。
（2008 年まではほぼ 100%の回収率→ (例)2014 年の回収率：訪問介護 79.1%､通所介護 85.0%､介
護老人福祉施設 93.3%）

資料：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」
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② 認知症グループホームのサービス量は今後も増加し、平成 37（2025）年度 26 万人（対
平成 26（2014）年度 45％増）の見込み
厚生労働省「第 6 期介護保険事業計画」によると、認知症グループホームのサービス量
は、平成 26（2014）年度の実績値 18 万人に対し、平成 29（2017）年度 22 万人（20％増）、
平成 32（2020）年度 24 万人（31％増）、平成 37（2025）年度 26 万人（45％増）と見込
まれている（図表 14）。
図表 14

第 6 期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み
推計値
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サービス量

2025年度
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※平成 29(2017)年度、平成 32(2020)年度及び平成 37(2025)年度の数値は、全国の保険者が作成した第 6
期介護保険事業計画における推計値について、平成 27 年 4 月 24 日現在で集計したもの。
資料：厚生労働省「第 6 期介護保険事業計画」
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③ 人材確保に苦労している認知症グループホームが多い
公益社団法人日本認知症グループホーム協会が平成 26 年に会員事業所を対象に実施した
調査によると、職員募集について、「常に苦労している」（55.0％）、「苦労したことがある」
（38.2％）をあわせて、全体の 9 割超の事業所が苦労していると回答している（図表 15）。
図表 15

認知症グループホームにおける職員募集について

苦労したことは
ない
2.2%

あまり苦労した
ことがない
4.6%

苦労したことが
ある
38.2%

常に苦労して
いる
55.0%

n=1,022

資料：公益社団法人日本認知症グループホーム協会「平成 25 年度 日本認知症グループホーム協会認知症
グループホーム経営実態調査」平成 26 年 3 月
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２）認知症グループホーム利用者（認知症高齢者）の動向
① 認知症高齢者数は今後増加すると推計
九州大学 二宮教授の研究によると、認知症有病者数は、平成 24（2012）年の 462 万人
に対し、今後増加し平成 32（2020）年には約 600 万人、平成 37（2025）年には約 700 万
人に達すると推計されている（図表 16、図表 17）。
図表 16 認知症高齢者数の推移
各年齢の認知症有病率一定とした場合

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金
特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値
資料：厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい地域づく
りに向けて～の概要」より三菱総合研究所作成

図表 17 認知症高齢者数の推移
各年齢の認知症有病率上昇の場合

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金
特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値
資料：厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい地域づく
りに向けて～の概要」より三菱総合研究所作成
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② 認知症グループホーム利用者は、近年、医療ニーズが高まっている
公益社団法人日本認知症グループホーム協会が平成 28 年に会員事業所を対象に実施した
調査によると、認知症グループホームの利用者の状況変化として、近年は医療ニーズのあ
る方が「増えている」（「増えている」＋「やや増えている」）が半数を占める（図表 18）。
これに関連して、認知症グループホーム利用者の退去の判断に至った背景については、
「医療ニーズの増加」
（34.5％）が最も多く、
「長期入院」
（23.4％）がこれに次ぐ（図表 19）。
退去先も、
「その他（精神科病院・一般病院の精神病院以外）の医療機関」
（24.8％）が最
も多くなっている。
その他、退去先については「死亡（事業所で看取りまで行った）」
（19.4％）、
「死亡（入院
先等で亡くなった）」（17.4％）と「死亡」が全体の約 3 分の 1 を占める（図表 20）。
図表 18

医療ニーズのある方(n=703)

20.9

0%
増えている

4 年前の入居者と現在の入居者の状況変化

やや増えている
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変化はない

30%

3.4
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やや減っている

50%

60%

減っている

70%

80%

4年前は開設していない

10.4

90%

100%

無回答

資料：公益社団法人日本認知症グループホーム協会「平成 27 年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健
健康増進等事業：認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報
告書」平成 28 年 3 月
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図表 19

退去の判断に至った背景（死亡を除く）
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0.5
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13.2

資料：公益社団法人日本認知症グループホーム協会「平成 27 年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健
健康増進等事業：認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報
告書」平成 28 年 3 月

図表 20

退去先（平成 25 年 11 月 1 日～平成 27 年 10 月 31 日）
元の自宅

n=4,305

親族の家（子供の家など）

2.2 2.50.6
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17.4

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
6.4
2.6
5.7

19.4

4.3

24.8

介護療養型医療施設
上記以外の入居施設（有
料老人ホーム等）
精神科病院・一般病院の
精神病院
その他の医療機関
死亡（事業所で看取りまで
おこなった）
死亡（入院先等で亡くなっ
た）
その他

資料：公益社団法人日本認知症グループホーム協会「平成 27 年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健
健康増進等事業：認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報
告書」平成 28 年 3 月
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③ 認知症グループホーム利用者は、近年、重度化、重篤化する傾向にある
先述の協会実施調査（平成 28 年）において、認知症グループホーム利用者の状態像変化
として、「要介護度 4 以上の方」は 51.2％、「ADL が重度の方」は 61.3％、「BPSD が重度
の方」は 47.3％が、「増えている」（「増えている」＋「やや増えている」）と回答している
（図表 21）。
居宅系、施設・居住系の 13 サービスについて、各サービス利用者の認知機能障害、IADL
障害、ADL 障害、行動心理症状の出現率を、厚生労働省が高・中・低で判定した結果をみ
ても、認知症対応型共同生活介護は、いずれの障害も「高」と分類される（図表 22）。
各サービスの利用者のうち日常生活自立度Ⅱa～M が占める割合は、多くのサービスで 8
割を超えるが、認知症対応型共同生活介護では 95.0％と、介護療養型医療施設の 97.0％に
次ぐ高い割合となっている。
DASC-211については、認知症対応型共同生活介護では「31 点以上」が 99.7％を占め、
平均点 66.19 点で、
「31 点以上」の出現率、平均点ともに、介護療養型医療施設、介護老人
福祉施設、介護老人保健施設に次ぐ値となっている。
図表 21

4 年前の入居者と現在の入居者の状況変化
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資料：公益社団法人日本認知症グループホーム協会「平成 27 年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健
健康増進等事業：認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報
告書」平成 28 年 3 月

DASC-21 とは、認知症のアセスメントシートで、研修を受講した専門職が、高齢者の「認
知機能障害」と「生活障害」を把握し，認知症を検出し，重症度を評価する。導入の A・B
項目と 1～21 項目の評価項目から構成され、31 点以上が認知症の疑いがあると判定される。
1
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図表 22

利用者の認知機能障害・IADL 障害・ADL 障害・行動心理症状によるグルーピング

及び日常生活自立度（Ⅱa～M）の出現率と DASC-21 による認知症高齢者の出現率

資料：厚生労働省「介護保険サービスにおける認知症高齢者へのサービス提供に関する実態調査研究事業」
平成 28 年 3 月
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④ 9 割が主な主介護者あり、
「娘・息子」が多い
入居中の現在の主介護者については「あり」が約 9 割を占め、本人との間柄は「娘・息
子」
（72.8％）が７割を超えて最も多く、
「姉妹・兄弟」
（5.7％）、
「配偶者」
（4.6％）は数%
となっている（図表 23）。
図表 23

認知症グループホーム入居者の家族の状況（Ⅱa～M の利用者）
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その他
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資料：厚生労働省「介護保険サービスにおける認知症高齢者へのサービス提供に関する実態調査研究事業」
平成 28 年 3 月
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第４章 認知症グループホームの
今後のあり方に関する論点整理
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第４章

認知症グループホームの今後のあり方に関する論点整理

第 2 章、第 3 章において整理してきたように、我が国における認知症グループホームの
機能・役割は平成 12（2000）年の介護保険制度創設以降に限っても社会的な環境変化や制
度的な変遷に応じた変化が求められていると考えられる。
以上のような認識に立ち、有識者会議ではその「あり方」、「期待される役割」について
議論し、認知症グループホームの今後のあり方について、以下の 5 つの観点に絞り論点を
整理した。

Ⅰ. 認知症グループホームの地域マネジメント力の強化
地域における認知症ケアの拠点（相談、アウトリーチ等）としての位置づけと人的
資源・ノウハウの活用
Ⅱ. 多様な地域のケアニーズへの対応力強化
地域で暮らす認知症高齢者の緊急時対応、家族介護者からの支援ニーズへの対応力
強化（緊急時ショートステイ、共用型デイサービス等による対応可能性）
Ⅲ. 生活を継続するための容態に応じた他機関との連携の促進
医療機関、訪問看護ステーション、他の介護保険施設・事業所との連携を進めると
ともに、入院等による認知症グループホーム外に滞在する利用者を支援
Ⅳ. 認知症グループホームサービスの質の向上と担保
地域の認知症ケアの担い手として認知症グループホームのサービスの質の向上に向
けた取組みの検討
Ⅴ. 認知症グループホームにおける人材の確保・定着・育成の加速
認知症グループホームにおける人材の確保・定着を進めるため、長期的な就労が可
能となるよう雇用管理の継続的な改善
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Ⅰ．認知症グループホームの地域マネジメント力の強化
（１）現状と課題
第 2 章で整理してきたように、制度創設来、これまでも認知症グループホームは、認
知症に特化した施設として、地域における認知症ケアの中で重要な役割を担ってきた。
しかし、認知症ケアへのニーズが高まり、認知症グループホームの数、入居者が増加す
るにしたがって、すべての地域で十分な貢献ができているとは必ずしも言えない状況が
出てきていることも有識者会議では指摘があった。
「新オレンジプラン」では「認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認
知症の人に寄り添いながら、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことがで
きるよう、環境整備を行っていくことが求められている」としており、認知症グループ
ホームが地域における認知症ケアの拠点として、これまでの機能・役割を果たしつつ、
今後に向けてどのようなあり方が望まれるのかが課題となっている。

（２）今後の地域マネジメント力の強化に関する主な意見
本事業における有識者会議では、今後の認知症高齢者の増加予想から、地域の認知症
ケアの拠点の不足が深刻化する懸念があり、認知症グループホームの地域マネジメント
力強化に関連して、以下のような意見が表明された。
○認知症グループホームは地域における認知症ケアの拠点たる機能とノウハウを持つ
が、現状ではその役割を十分に地域住民等に認識されていないことが懸念され、特
に軽度者の本人・家族への相談の機会を十分に提供できていない可能性があるので
はないか。
○利用者が生活の場所を移りつつ暮らしていく（入院や在宅復帰等を含む）可能性や
在宅の認知症の人やその家族・地域住民に対する地域支援活動への地域住民のニー
ズが高まっていくのではないか。
○一方で、ノウハウやスキル、体制面の制約などから地域での活動を十分に拡大する
ことができていない認知症グループホームもあり、新たな機能や役割を一律に付与
するのは慎重になるべきではないか。また、そうした従来の方法で運営している認
知症グループホームの報酬が下げられないようにするべきではないか。
○地域における認知症ケアの拠点化に際しては以下のような機能の整理がありうるの
ではないか。
・認知症の本人の介護拠点

・本人・家族・地域の交流拠点

・本人・家族・地域の相談拠点

・本人・家族・地域の学習拠点

・認知症に関する啓発拠点

・災害等に関する対策拠点

・認知症の人にやさしいまちづくり拠点
○地域での互助原理の発揮の場として認知症グループホームを位置づけていってはど
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うか。
○認知症グループホームの利用者のみをケアの対象とするという視点から拡大して、
地域の中で相談拠点としての役割の明確化を進めていってはどうか（活動事例とし
て認知症ケアパスへの位置づけ等）
。
○「地域の拠点化」は画一的な定義を設けるのではなく、各地域に合った拠点化のあ
り方を探ることが必要ではないか。例えば内見会などをきっかけとした地域との関
係性の構築、ボランティア受入や子どもの訪問受入などを通じた地域住民の自由な
出入、グループホームでの「お祭り」の開催や地域への開放などによる日常的な触
れ合いを通じて各地域に合った拠点化のあり方を探ることが必要ではないか。
○認知症に関する家族の相談、教育、学習機能の強化を認知症グループホームが担っ
ていく必要があるのではないか。
○認知症グループホームは家族に対する支援も行うことが役割だが、家族からの支援
を受けてグループホームにおけるケアが成立している部分もあり、家族とグループ
ホーム相互の連携が重要ではないか。
○地域交流のあり方は大きく「看取り」、
「生活支援」、
「防災」、
「地域支援と人材育成」、
「認知症ケアの専門性と支援の多様性」と整理できると考えられ、これらが認知症
グループホームの地域での役割と言えるのではないか。
○認知症グループホームの果たす役割・機能は多岐に及び、各認知症グループホーム
もノウハウ、体制等の面で力量に差があるため、認知症グループホームの機能類型
化も検討すべきではないか。その中で、地域マネジメント力を持つ認知症グループ
ホームは「地域拠点型」等のあり方を検討すべきではないか。
○地域での活動についてグッドプラクティスの集積を踏まえ、それらの取組みの成果
にポジティブな評価が与えられていくようなプロセスを目指してはどうか。
○防災の拠点としての機能を果たせるよう、地域との連携を進めていくことも必要で
はないか。
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（３）今後のあり方に向けた論点整理
①地域における相談拠点としての役割について
地域における相談拠点としての役割について、市町村の認知症ケアパスに認知症グル
ープホームを地域の相談拠点として位置づけていくことについて検討が必要である。現
に、市の認知症ケアパスに事業所の認知症相談拠点機能を示した地域があり、この地域
では、介護サービス関連の連絡協議会が主体となって、事業所を対象に認知症相談拠点
研修会の開催や認知症相談窓口設置の登録制度、連携会議の開催などの活動を実施して
いることから、こうした事例を参考に検討すべきである。
併せて、市町村等を通じて、地域における認知症ケアの拠点として、認知症グループ
ホームの機能・役割の周知・広報を展開するほか、認知症グループホームは、認知症診
断後の受け皿を確保するため、認知症カフェの設置や認知症グループホーム同士の連携
に基づく常設の居場所づくりに取り組む必要がある。
また、認知症カフェについては、対象を認知症の人やその家族に限定せず、地域の誰
もが利用できるようにすることや、その形態にとらわれることなく、地域のニーズや特
性にあわせた多様なタイプから、利用者が選択できることが重要である。
② 認知症グループホーム資源の地域展開について
多くの認知症グループホームは、認知症ケアの地域展開に活用可能な資源（認知症ケ
アに関する高い専門性を有する職員や地域におけるネットワーク等）を持つ。一方、一
部の地域活動に消極的な認知症グループホームが存在することから「待ち」の姿勢から
「アウトリーチ」機能の充実を促していくことも必要である。
この点について、認知症グループホームの有する資源を活用した今後の地域展開に向
け、日中の地域活動等におけるグッドプラクティスを収集・整理し、全国の認知症グル
ープホームに周知・広報等を継続するような取組みを業界団体、行政が連携して展開し
て行くことが有効と考えられる。実践例として、地域と一体化することを目的に、開設
前から町内会をいかに巻き込むかに注力した事業所があり、具体的には、地域における
高齢者の労働やボランティア活動、地域活動、学習活動、保健活動、相互扶助活動、家
事や菜園の無償労働等の活動促進を図っている事例があり、こうした事例を周知するこ
とが考えられる。
また、認知症グループホームの蓄積してきた資源（認知症ケアの専門人材等）を利用
者のみならず、地域の中で活かしていく方法の一つとして認知症グループホームのケア
マネジャーによる居宅支援を可能にするといった方向性も考えられるが、この点につい
ては、認知症グループホームの資源を地域の中で活かしていくことには検討の余地があ
るものの、認知症グループホームのケアマネジャーに期待される役割に対する影響やケ
アプラン作成能力等について懸念があり、即座に地域に対する居宅介護支援機能を付与
するのは困難である。
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その他、認知症グループホームが有する資源を地域の中で活かす方法として、ある地
域における実践例として、認知症の人とその家族を地域で支えることを目的とした、医
療・介護・福祉団体による「認知症支援会」の活動がある。この会では、認知症になっ
ても「おたがい様」で地域で支え合おうという思いのもと、参加団体とその具体的な支
援内容・サービス、地域拠点を記載したマップの作成、地域の認知症の人とその家族、
支援者の交流会の開催等の活動を実施しており、認知症グループホームも 1 拠点として
参画している点が注目される。
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Ⅱ．多様な地域のケアニーズへの対応力強化
（１）現状と課題
「新オレンジプラン」では「認知症のことをよく理解し、本人主体の介護を行うこと
で、できる限り認知症の進行を緩徐化させ、行動・心理症状（BPSD）を予防できるよう
な形でサービスを提供すること」とされているほか、「認知症の人の入院においては、行
動・心理症状（BPSD）が大きな要因を占め、その際、家族は限界まで疲弊してから認知
症の人を入院させることがあるため、入院し、行動・心理症状（BPSD）が緩和されても
在宅復帰を尻込みし、結果として入院が長期化するとの負の連鎖があることがある。早
期診断・早期対応を推進するとともに、認知症の人の介護者への支援を行うことが認知
症の人の生活の質の改善にも繋がるとの視点に立って、家族の精神的身体的負担を軽減
する観点からの支援を推進する」とされ、BPSD による介護者（家族）の心身の疲弊を
緩和、認知症の人の家族への支援を行うことが求められている。

（２）今後の多様な地域のケアニーズに関する主な意見
本事業における有識者会議では、認知症グループホームケアの特徴の一つである、認
知症高齢者の尊厳に配慮した、本人主体のケアを提供する観点から、BPSD への対応を
含めた複雑化する地域の認知症ケアへのニーズへの対応力強化について、以下のような
意見が表明された。
○地域の在宅認知症高齢者の BPSD 混乱期の受入や虐待が疑われる状況等、緊急時の
一時受入が可能な施設の不足などから、認知症グループホームがシェルターとして
の機能を担えるのではないか、地域住民や認知症グループホームの入居申請者（家
族）からは、認知症グループホームに対してショートステイの受入希望が多いとの
指摘もあることから、レスパイトのためのショートステイ、ミドルステイへの対応
可能性も考えられるのではないか。
○認知症高齢者家族への支援として、日中の在宅認知症高齢者のケアに向け、デイサ
ービスの利用ニーズが高いのではないか。
○認知症グループホームにおける「共用型デイサービス」は全国的に利用状況が低調
だが、自治体によって実施可否についての対応が異なる場合があるのではないか、
また、ケアマネジャーの認知度が低いことが利用状況の背景にあるのではないか。
○各地域において在宅認知症高齢者の BPSD に対して一定の対応力を持つ認知症グル
ープホームがあり、実際に緊急受入（緊急時ショートステイ）を行っている事例が
あることから、認知症ケアの専門性を有する主体として、位置づけていくべきでは
ないか。
○BPSD への対応等に用いる緊急受入は、あくまで例外的な措置として、一定の基準
を設け、一定の期間に限定して対応できるようにすべきではないか。
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○緊急受入を可能にする際には、従来の 1 ユニット 9 人の定員に対して、別途 1 名程
度の受入余地を付加する考え方、1 ユニット 9 名の定員の内数として、余力を確保す
る考え方など、定員のあり方に関するこれまでの経緯を含め、緊急受入の必要性を
認識している事業者の中でも考え方に幅が存在するため、慎重な検討が必要ではな
いか。
○緊急時受入が可能となる認知症グループホームは、ノウハウ、体制等の面から一定
の水準を上回る事業者である可能性が高く、すべての認知症グループホームで一律
に実施できるものではないのではないか。
○「緊急時」の定義そのものも今後の慎重な検討が必要ではないか。
○緊急一時的に受け入れる例外措置と捉えるべきという意見とともに、緊急時に限ら
ず、家族のレスパイトなど幅広いニーズに対応すべきという意見もあった。一方で、
これに対して、恒久的サービスとは区別し、市町村から緊急対応の依頼があった場
合に限り、認知症グループホーム側で受入可能であれば対応すべき、という反対意
見が複数の委員から表明された。
○地域密着型における地域概念が行政区域を前提としているため、地域の生活実態と
必ずしも一致していない。また、行政区域ごとに自治体別の対応方針の差異があり、
越境等の対応に差が見られる。これらの課題に対しては、地域密着における地域概
念を行政区分に限定せず、日常生活圏域に沿った地域概念としていくべきではない
か。
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（３）今後のあり方に向けた論点整理
①地域でのシェルター機能を果たすことについて
独居の高齢者が増える傾向にあり、認知症高齢者との関係性が必ずしも構築されてい
ない場合でも受入を検討すべき状況が増えていくなど、認知症グループホームのシェル
ター機能に対するニーズは増していくことが想定される。
緊急受入が必要となるケースでは、最初に接した時点で既に困難事例となっている場
合も多く、BPSD だけでなく、虐待など様々なケースを想定する必要がある。加えて、
困難事例の中にはいわゆる「無年金」等、貧困・低所得状態にある認知症高齢者など、
認知症グループホームへの入居が経済的に難しい事例も見られることから、経済的な支
援のあり方についても地域支援事業（任意事業）の実施状況も踏まえ今後の検討課題と
された。
こうした状況に対して、一部の認知症グループホームでは、緊急時の受入のために指
定を受けた定員数のうち常時空室を確保（例えば、９室のうち１室を常に空けておく）
して対応している事例について言及があった。この取組みに対し、今後さらなる増加が
予想される緊急受入ニーズへの対応策の一つとして、制度上の実現可能性は措くとして、
１ユニット９名の定員に対して、緊急的に定員外（指定を受けた定員数のほか）の１名
の受入を可能とする、もしくは指定を受けた定員数とユニットの上限数である９名との
差がある認知症グループホームを指定するなどの方法をもって緊急時の受入体制の整備
を図ることを検討してはどうかとの意見も出された。
一方、こうした意見に対し、実際の運用を検討する際には保険者（自治体）、地域包括
支援センター等からの指定・依頼等によって、緊急時ショートステイを受け入れる余力
のある認知症グループホームに限り、一定の期間に限定した受入を可能とするなど、現
実に即した運用方法の検討が必要であることが確認されたほか、緊急時ショートステイ
機能の付加については、既存施設における予備面積、人員体制等の対応余力が認知症グ
ループホームによって異なることなどから、制度化など一律の対応は認知症グループホ
ームの現状になじまないのではないかとの指摘もあった。
例えば、定員の増加による緊急受入対応は、人員配置規定（3：1）に抵触する状況を
つくることになるため、慎重な検討が必要となり、少なくとも常態化は避けるべきとの
見解が示された。また、施設・設備上の対応余地の有無など、認知症グループホーム毎
に対応可否や対応可能性が異なる点について、事業機会の公平性の観点からも検討が必
要である。
②デイサービス等による地域の家族介護者支援の役割について
地域住民及び認知症グループホームへの入居待機者やその家族からのニーズが高いと
される共用型デイサービスについては、各認知症グループホームにおいて地域ニーズを
把握の上、指定権者である保険者及びケアプランを作成するケアマネジャーに対して必
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要性を理解してもらう努力を継続する必要がある。また、業界団体等は、行政との連携
のもと、先進的取組みをグッドプラクティスとして収集・整理し、各認知症グループホ
ームでの取組みの参考とするとともに、保険者（自治体）等関係機関との調整において
も事例情報の共有を図っていくことなどが必要と考えられる。
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Ⅲ．生活を継続するための容態に応じた他機関との連携の促進
（１）現状と課題
日本認知症グループホーム協会が会員事業所を対象に実施した調査によると、認知症
グループホーム利用者の状況変化として、近年は「医療ニーズのある方」、「要介護度 4
以上の方」、
「ADL が重度の方」、「BPSD が重度の方」が増えているという回答が多くみ
られ、それぞれ入居者に占める割合は、49.5％、51.2％、61.3％、47.3％となっている。
また、同調査によると、認知症グループホームの退去理由として、「死亡（事業所で看取
りまでおこなった）」が約 2 割（19.4％）を占める。このように、認知症グループホーム
における認知症ケアでは、医療・介護の連携が従来以上に求められるようになっている。
なお、「新オレンジプラン」では、「本人主体の医療・介護等を基本に据えて医療・介
護等が有機的に連携し、認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目なく提供され
ることで、認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることがで
きるようにする。このため、早期診断・早期対応を軸とし、行動・心理症状
（BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia）や身体合併症等が見ら
れた場合にも、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、退院・退所後
もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕
組みを構築する。」こととしている。

（２）生活を継続するための容態に応じた他機関との連携促進に関する主な意見
本事業における有識者会議では、認知症グループホームにおける、利用者の重度化や
看取りへの対応に向けた環境整備、医療的なケア、認知症対応のための医療機関・訪問
看護ステーション等との連携の重要性などについて、以下のような意見が表明された。
○利用者の「重度化」という場合、身体状況の程度と認知症の症状の程度の両面があ
り、それぞれ「重度化」の意味合いが異なるのではないか。
○認知症グループホームは、認知症の症状が中程度以上の人が入居し、入居当初は身
体的には自立して生活していることが多いが、入居期間が長くなるにつれて要介護
度が高くなってターミナルに至るケースが多い。
○認知症ケアの場合は、精神科医療との関係は重要であり、激しい BPSD については、
医療と介護のどちらか片方のみではうまく対応できない場合もある。
○認知症グループホームでは看取りまで行う。看取りに際して自宅に戻った場合も、
認知症グループホームにいるのと同様に看取りを支援することもある。看取りは日
常の生活の延長にあり、認知症グループホームで担うことが必要な役割ではないか。
○入居者の通院介助は家族だけではなく、認知症グループホーム職員が行うケースが
多いのではないか。また、日常生活を知っている認知症グループホーム職員の方が、
家族と比べて医療機関に提供できる情報も多いのではないか。
48

○訪問看護ステーションが減少している地域もあり、連携先の確保に苦労している認
知症グループホームもあるのではないか。
○医療と介護が共通の言葉や目標を持てず、役割分担も難しくなっているのではない
か。
○医療の敷居を高く感じ、医師や看護師と十分にコミュニケーションをとれない認知
症グループホームもあるのではないか。
○認知症グループホームから医師に対して、症状や困りごとそのものだけでなく、生
活の状況を伝えることが必要ではないか。
○認知症グループホームの職員は入院中の利用者に対して、入院生活の質の向上や早
期退院を期して主治医をはじめとして関係者間調整を行うなど、積極的に支援を行
っていくべきではないか。
○利用者への適切な接し方や習慣などを知っているのは認知症グループホームの職員
であり、入院中に認知症グループホームの職員が病院に呼ばれることは多々あり、
介護から医療への情報提供ニーズは高いのではないか。
○認知症グループホームの職員が入院中の利用者に行う支援や医療機関に対して行う
情報提供に対し、介護報酬による評価はないが、何らかの方法で一定の評価を行う
方法を検討してはどうか。
○訪問看護ステーションと 24 時間連携することが困難な理由は、報酬の水準にも問題
があるからではないか。
○外泊中に介護サービスが必要になった場合、認知症グループホームのケアマネジャ
ーがケアプランを作成できるようにすべきではないか。
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（３）今後のあり方に向けた論点整理
重度化、看取り対応を含む医療機関、訪問看護ステーションとの連携にあたっては、
生活支援による地域における継続した生活を共通目標とした医療機関、訪問看護ステー
ションとの連携を促進していく必要がある。例えば、認知症グループホームとかかりつ
け医等とが連携関係を築き、本人主体の生活の継続性という共通目標を持ち、認知症ケ
アに対する共通認識を持つことで、安易な入院や薬剤投与によるダメージを防ぐことが
できるなど、連携を具体化することが有効であると考えられる。
また、医療職と介護職がコミュニケーションをとる機会を増やすことも重要である。
そのための具体策の一つとして医療と介護の連携をテーマとした、両職種を対象とした
研修の有効性などについて意見が出された。その他、医療職と介護職がコミュニケーシ
ョンをとる方法として、有識者会議では、多職種連携を目的とした医療職・介護職専用
SNS の活用可能性が提示された。こうしたシステムはすでに一部の認知症グループホー
ムで構築・運営されており、職種間で情報を統一し、かつ迅速に情報共有しながら、サ
ービス利用者やその家族に情報提供できることから、介護の現場で幅広い、専門性の高
い医療情報を患者やその家族に提供できるなどの効果をあげている。
医療機関への入院中の支援、利用者宅、外部施設等への外泊時の支援等については、
これを既に行っている事業所もあり、特に、入院中の利用者に対する認知症グループホ
ームの医療機関に対する利用者の特性やケアの方法等の情報提供等の支援が早期退院に
結び付く例も報告されており、早期退院支援の取組みについて積極的な評価が必要では
ないか。
一方、これら医療機関との連携、入院中の支援等に際しては、認知症グループホーム
の認知症ケアに関する「力量」の維持向上が前提となる点も確認され、入居者が他機関
に滞在する状況での認知症グループホームによる支援の内容及びその評価のあり方につ
いては今後の検討が必要である。
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Ⅳ．認知症グループホームサービスの質の向上と担保
（１）現状と課題
認知症グループホームは、介護保険制度が施行された平成 12（2000）年には 702 事業
所であったが、以後平成 17（2005）年に 7,099 事業所、平成 22（2010）年に 10,048 事
業所と増加を続け、平成 27（2015）年には 13,003 事業所と量的拡大を続けてきた。
この間、認知症グループホームでは、「要介護者であって認知症であるものについて、
共同生活住居（略）において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより利用者がその有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならな
い」（基準省令 89 条）という基本方針にもとづき、サービス提供を行ってきた。

（２）今後の認知症グループホームサービスの質の向上と担保に関する主な意見
有識者会議では、認知症グループホームが従来から保持してきた理念、地域や制度に
求められてきた機能などに立ち返り、認知症グループホームが寄って立つ理念・価値観
を具体化するサービスの質に関する意見が示された。
○かつて我が国の認知症ケアは、高齢者を拘束することが問題視されない時代もあっ
た。そうした歴史を踏まえて、現在の認知症グループホームのケアが位置づけられ
ていることを忘れてはならないのではないか。
○認知症グループホームは、時代にともなう入居者の状態や在宅医療との連携による
看取り、地域密着型としての認知症グループホームの役目の多様化等、様々な状況
変化に柔軟に対応してきた。
○認知症ケアを理想的な水準で追及できている認知症グループホームばかりではない
ことは確かである。本人の自立性を無視した施錠や、調理の機会を奪い、自立支援
を阻害するような、安易な配食サービスの利用を行っているような認知症グループ
ホームもある。こうした認知症グループホームはこれまで大切にしてきた自立的な
生活を支援するという理念に反しており、必要なサービスの質を満たしていないの
ではないか。
○福岡県で実施されたアンケート調査によると、食事を作っていない、作っている余
裕がないという認知症グループホームが増えてきている。食事は食べるだけでなく、
買い物に行き、食事の準備をするなど本人の持つ力を活かすことが重要である点は
理解されている一方、人材育成が追い付かず、余裕がないというような実態がある
のではないか。
○認知症グループホームにおけるケアの質を支えるための人材を育成するには、多職
種の連携を働きかけていくような研修が必要ではないか。開設者が事業所内で実施
する研修だけでは不十分ではないか。
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○厚生労働省令で定められた外部評価の評価項目を参考にチェックシートを作成し、
自己点検を行っている事業所もある。また、一部の地域では認知症グループホーム
同士の相互評価を実施している。
○相互評価については、認知症グループホーム同士の相互理解や「気づき」を得られ
る、第三者の目が入ることでの透明性の確保ができるといったメリットがある。
○相互評価は、制度としては整備されておらず、それぞれの認知症グループホームが
自主的に進めているが、全国各地で広がっていく機運が必要である。
○外部評価に関しては、都道府県指定の評価機関に所属する評価員の力量にばらつき
があり、外部評価そのものが有効に機能しているか検証が必要ではないか。
○評価の有効性に関しては相互評価や自己評価についても検証が必要であり、今後ど
のような形でサービスの質担保を図るべきか、その方法論も含めて検討を続けてい
く必要があるのではないか。
○行政の定める外部評価については、質の担保の意味だけではなく、完全に否定され
るべきものではないと考えられる。旧来の監査型の仕組みでサービスの質の担保を
迫られるのではなく、各認知症グループホームが「自ら高まる」姿勢で評価を活用
することが重要ではないか。
○評価方法の別なく、認知症グループホーム全体の質的な底上げのために評価に臨む
ことが大切ではないか。
○閉鎖的で外部の目を避ける認知症グループホームには課題を抱えているケースが多
いように思われる。サービスの質の担保には第三者の目が入ることが有効であり、
その一つとしてボランティアの受入の積極化などが有効なのではないか。
○ボランティアの活用に関してはメリットも多い一方で、ボランティア参加の動機は
多様であり、利用者のためではなく自己実現を優先するようなケースも見られるこ
とから受入には一定の慎重さが求められるのではないか。
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（３）今後のあり方に向けた論点整理
①サービスの質の向上・担保に向けた評価制度の活用について
サービスの質の担保に向けて、現行の第三者評価・外部評価等を各認知症グループホ
ームが「自己成長」に向けて前向きに活用することが求められている。さらに、自主的
な取組みとして、独自様式の自己評価や相互評価等の実施を行っていくことで、認知症
グループホームが「自ら高まっていく」ことが必要である。
認知症グループホームの自己点検の具体例として、「生活支援」「防災」「地域支援と人
材育成」
「認知症ケアの専門性と支援の多様性・多機能性」2の視点から、自己点検シート
を作成し、実践している事業所が有識者会議で紹介された。
また、認知症グループホームは、外部の認知症ケアの専門家からも意見を求め、役割
や機能を深めていくことが必要であり、認知症ケアの専門家相互のピアレビューという
観点からも相互評価の推進が求められている。このためにも地域における認知症グルー
プホーム間の連携が重要であり、その中で相互評価は連携の手法としても有意義である
と考えられる。
さらに発展した方法として、運営推進会議と共同で行う住民参加型の評価の実践例な
どが報告されている。実際に認知症グループホームの中には、運営推進会議の参加メン
バーである行政担当者や地域包括支援センター職員、民生委員、近隣住民、利用者の家
族などから日々の支援のあり方について点検を受けている事業所がある。この事例では 2
か月に 1 回会議を開催することで、認知症グループホーム内で「当たり前」になってい
る出来事や環境について、タイミングよく意見をもらうことができている。この運営推
進会議を活用した評価についても、参加メンバーに常にありのままの状況を報告するこ
ととともに、当該事業所の理念やあるべき姿を理解してもらうことが重要である。
上記のように、多くの試みが実践されつつある状況にあって、相互評価の有用性を検
証することや多角的な質の評価のあり方を検討していくためにも日本認知症グループホ
ーム協会や全国グループホーム団体連合会等が協働する機会も必要と考えられる。
②評価に関するモデル実証等について
評価制度の具体的な検討に関連して、多様な自主的評価手法について、評価指標の検
討及び評価の効用に関してモデル事業等の実施を通じた効果検証の必要性が指摘された。
これらの討議過程では、評価を制度化することによって質の担保を図るだけではなく、

ここでいう「生活支援」とは、認知症グループホームが利用者に生じている認知症による
生活の支障に対応し、地域でなじんだ個々の生活の継続性を支援することを意味し、
「防災」
とは、日頃からの備えとして、認知症グループホームが地域と連携し防災拠点となること
をいう。
「地域支援と人材育成」は、地域と協働して認知症支援のための地域づくりを担い、
同時に人材育成を図ることをいい、「認知症ケアの専門性と支援の多様性・多機能性」は、
認知症に対応できるケアの専門性を蓄積し、多機能あるいは多様な支援ができることを意
味する。

2

53

他者の目を入れることで認知症グループホームが自主的にサービスの質的向上を目指す
よう、ボランティアや認知症サポーター等の活用等も検討してはどうかとの意見も示さ
れた。さらに、認知症グループホームに関する評価と同時に、サービスの質に関する職
員相互の職場内での「横の確認」の重要性も確認された。
また、認知症グループホームの相互評価を契機とした地域内での人的交流の活発化と
相互の経験や知見の共有や助け合いにつながる関係づくりなど、人材の育成や連携を通
じたサービスの質の担保という考え方も示され、認知症グループホームにおけるサービ
スの質の確保・向上における「人材」の重要性が示された。
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Ⅴ．認知症グループホームにおける人材の確保・定着・育成の加速
（１）現状と課題
高齢者人口の増加にともなう介護サービスの需要増に伴い、その担い手としての介護
人材の需要増が予想される。厚生労働省が行っ介護人材にかかる需給推計（確定値）に
よると、平成 37（2025）年度の介護人材の需要 253.0 万人に対し、現状推移シナリオに
よる介護人材の供給 215.2 万人で、37.7 万人の供給不足が見込まれており、非常に危惧
される。
認知症グループホームにおける人材需給の状況について見てみると、平成 21 年度に実
施された調査では既に調査対象事業所の 48％が人材不足感を持っており（一般社団法人
日本認知症グループホーム協会「認知症グループホームの実態調査事業報告書」，平成 21
年度老健事業（2010））、平成 25 年度の調査では職員募集について調査対象事業所の
93.2％が人材確保に苦労がある旨回答している（常に苦労している 55.0％、苦労したこ
とがある 38.2％）
（公益社団法人日本認知症グループホーム協会「平成 25 年度 日本認知
症グループホーム協会認知症グループホーム経営実態調査」平成 26 年 3 月）。
また、人材確保に向けた経済的な負担も増加しつつある。東京都内の 13 事業所（31
ユニット）における平成 28 年 11 月～平成 29 年 1 月の求人実績を見ると、31.4 名の募
集に対して採用人数は 9.3 名（いずれも常勤換算人員）であり、採用充足率は 29.6％に
とどまった。また、この間投じられた採用経費を基に 1 名あたりの採用コストを算出す
ると 20 万円を超える水準の投資がなされていた（以上、有識者会議委員提供資料による）。
以上のように、認知症グループホームの多くでは、人手不足もしくは人手不足に近い、
人員に余裕のない状況が常態化しており、新規採用においても困難な状況に直面してい
ると言える。

（２）今後の人材の確保・定着等に関する主な意見
本事業の有識者会議では、認知症グループホームにおいても、他の介護事業所と同様
に人手不足感を感じている事業所が相当数ある（前述（１）における記載の通り）状況
から、認知症グループホームにおける人材に関する課題について、以下のような意見が
提起された。
○就労人口減少、他産業との所得格差拡大等を背景に、夜間帯従事者の減少などが顕
著であり、夜間災害時等における対応に不安を抱えるグループホームも存在するの
ではないか。
○人材難はサービスの提供体制の脆弱化、新人への指導余力の低下等によるケアの質
の格差として顕在化することが危惧される。
○今は人材が本当に足りない。人材の育成が追いついてないというのは、非常に深刻
な実態ではないか。
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○厚生労働省による 2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計も、この推計が行われ
た当時よりも賃金上昇が進んでいるため、介護報酬が上がらない中では、需給バラ
ンスはさらに悪化している可能性がある。
○人材確保が難しい中で、夜間帯に夜勤者 1 名を配置するのは難しい状況があるので
はないか。
○夜勤は 2 人いた方がよいが、そもそも人材の獲得において夜勤はマイナス要素であ
り、応募が減る原因ともなっているのではないか。
○グループホームは小規模なサービスであり、事業所あたりの実人員が少数なため、
過酷な労働環境になることもある。
○夜間支援体制加算があるが、算定実績は低調と聞く。背景には夜勤があるという労
働条件では人材の確保が難しく、算定に足る職員配置をできていないといったこと
があるのではないか。
○夜勤も含め、認知症グループホームでは、職員を看護師や介護福祉士などの専門職
に限定せず、介護業務未経験者などにも活躍してもらってきた背景がある。人材確
保が困難な現在のような時代には、無資格者にも積極的に参入してもらうべき環境
になってきていると言えるのではないか。
○増加の著しい認知症サポーターに認知症の人の話し相手を務めてもらうなど、より
専門性の必要な領域で活動してもらえるような仕組みを検討する必要があるのでは
ないか。
○小規模施設では管理者が変わると職場の雰囲気が大きく変わる。昇格や異動の頻度
が高すぎるように思われる。
○管理者研修も不十分ではないか。現場では、認知症介護実践者研修しか受けていな
い管理者では、認知症介護実践リーダー研修を受講した職員にケアのスキルにおい
て見劣りする、そのため、実践者⇒リーダー⇒管理者と積み上げ型研修にしていく
必要があるのではないか。
○認知症グループホームのケアの質向上、人材育成や地域における認知症ケアの役割
を果たせるか否かの入り口は開設者研修（認知症対応型サービス事業開設者研修）
とも言える。開設者研修は、認知症グループホームの代表者に受講が義務付けられ
ているが、短時間の座学と現場体験で容易に受けられる研修であることから、現状
の研修を見直し、実習を取り入れるなどして、開設者が認知症グループホームのケ
アの特色やあるべき姿を理解できるようにすることも必要ではないかとの指摘があ
る。
○これらの取組みは、実施主体である都道府県や指定都市だけでなく、国の施策とし
て実施されることが期待されることに加え、基礎自治体からの事業への参画がどこ
まで実現できるかも課題と言える。
○要介護度の高い利用者や看取りの時期、あるいは災害時などに一時的に人を増やす
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など、柔軟な対応ができる仕組みも重要である。
○利用者が自分らしく穏やかに暮らせることの支援から、従事者が生きがい・やりが
いを感じられることを増やすよう、業務内容を見直すことが必要（無駄な業務を減
らし、役立つ業務を増やす）である。
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（３）今後のあり方に向けた論点整理
①人材の確保について
認知症グループホームにおける人材確保にあたっては、無資格者、介護未経験者、高
齢者等の認知症介護未経験者へも拡大していく必要がある。併せて、働く場としての認
知症グループホームの魅力や仕事のやりがいなど、認知症介護職の魅力を発信していく
ことが重要である。
人材不足への対応として、一般に高齢者、育児又は家族介護を行う労働者等、一定の
制約下での就労が必要となる職員の確保・定着に向けた多様な就業形態・雇用形態の導
入（一般化）の必要性が指摘されているが、認知症グループホームの中には小規模事業
者であるために、こうした対応策の導入が難しい場合もある。認知症グループホームで
はこのような状況を踏まえ、一定の制約下での就労が必要となる職員の労働条件整備に
関する検討のための基礎資料の整備などから始める必要があると考えられる。
人員規模の小ささは、職員を研修に参加させる場合に代替人員の確保の問題を生むな
ど、サービスの質の確保も労働力の確保が鍵となっている状況にある。この背景には、
日本の介護コストが低いという特殊事情があり、賃金水準等のあり方が、この業界の人
材不足に根本的に影響している可能性があり、別途検討が必要である。
また、認知症グループホームにおける人材確保について、介護全般と区別される、認
知症グループホーム特有の状況について検討がなされるべきである。
その一つとして、人員規模の小さい認知症グループホームに人材が集まるかという点
が課題として挙げられる。一つの方法として、人的資源に関する事業者間の連携・連合
や合併等による事業者あたりの人員規模の増加など、業界のあり方に関する検討も今後
必要になると考えられる。
人材不足に対するより具体的な対応策には、休職中の看護師 71 万人を活用できないか、
貧困状態にある子どもの多くがひとり親家庭であることを踏まえ、ひとり親家庭の親が
認知症グループホーム等で働くことを支援するような施策を検討してはどうかといった
提案がなされた。さらに、これに関連して認知症グループホームにおいて、職員とその
子どもが、利用者や他の職員と共生しても良いのではないかとの意見も出され、従来の
入居者と職員という関係から、地域の就労の場、子育てとの連携等の新たな視点での人
材確保策の検討も必要となっている。
②人材の定着・育成・キャリアパスについて
現在、認知症介護研修に関して、認知症グループホームの代表者、管理者について、
代表者には前述の通り「認知症対応型サービス事業開設者研修」が、管理者には「認知
症対応型サービス事業管理者研修」の受講が必要とされており、管理者研修の受講要件
として「認知症介護実践者研修」の修了が必要とされている。
これらの研修の枠組みは、平成 18 年に定められた「認知症介護実践者等養成事業実施
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要綱」に基づいている。研修カリキュラムは、認知症介護の理念から認知症高齢者の生
活支援のあり方等多岐に及ぶが、各認知症グループホームにおいても養成をめざす人材
像や事業所としての目標も多様化しつつある中で、認知症グループホームにおける管理
者や代表者に対する人材像とその養成に向けた研修のあり方について、洗い直しが必要
となっている。
また、認知症対応型サービス事業管理者研修については、実習がない点を見直すべき
であること、認知症グループホームにおけるケアについてより深い理解を促す内容を付
加していくべきとの意見が示された。管理者は、現場で養成するのは非常に難しく、し
かも職員は管理者になることを望まない傾向が見られることから、管理者に関しては、
専門的な教育を受けた人材を確保し、認知症ケアに特化した人材を育てることが必要に
なっていると考えられる。この点について、管理者の知見とスキル向上のため、研修の
受講要件を見直し、例えば、認知症対応型サービス事業管理者研修の受講には、受講に
先だって、現在受講の要件とされている認知症介護実践者研修だけではなく、認知症介
護実践リーダー研修の受講も義務付け、「積み上げ型」の研修体系に移行すべきとの意見
も提起された。
認知症グループホームの職員を対象にした研修については、全国グループホーム団体
連合会が推進する地域支援相談員養成研修が有識者会議で紹介された。この研修の目的
は、認知症グループホームが地域の認知症ケアの拠点としての役割を果たしていくため
に、①事業所や周辺地域で地域づくりを推進できる人材の育成、②事業所の地域交流、
地域支援の力の向上、③身近な事業所や地域住民、行政や地域包括支援センター、医療
機関等との連携を深め、地域における認知症支援体制の一翼を担うことができる事業所
の育成にある。認知症グループホームの人材育成に関しては、地域づくりや地域交流、
地域における認知症支援体制の構築という視点も重要である。
また、特に認知症グループホームケアの未経験者等に対しては、人材育成が表面的な
スキルに偏らぬよう、理念レベルでの認知症ケアの体得を支援すべきであること、現在
潜在化している人材を再発掘する施策が必要であり、日本認知症グループホーム協会が
整備している資格制度やリーダー、管理者クラスの研修制度との連動を探ることも重要
であるとの意見も出された。なお、人材育成の機会に関しては、研修によるものだけで
はなく、相互評価の実践がその機会となりうることも示唆された。
人材育成の結果として果たされた専門性の向上やスキルアップに関しては、並行して
キャリアパスの整備とキャリアアップに応じた賃金体系の整備が必要である。この点に
ついては、介護職員処遇改善加算等の介護報酬上の評価を含め、介護職員の所得水準向
上について引き続き検討が必要である。
その他、人材の確保・定着に関しては、前提となる人材の需給状況に都市部と地方部
など、地域間での差異が認められることを念頭に、今後の施策展開等が図られる必要が
ある。
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ĭӲ࠰ᱫޖƷᛐჷၐஊ၏ྙƕŴ࠰ˌᨀǋኄބ၏ஊ၏ྙƷفьƴǑǓɥଞ
ƢǔƱˎܭƠƨئӳᲴᲟ
ᲢžଐஜƴƓƚǔᛐჷၐƷ᭗ᱫᎍʴӝƷݩஹਖ਼ᚘƴ᧙ƢǔᄂᆮſǑǓᲣ

㧗ᓮᕷ䛻䛚䛡䜛ㄆ▱㧗㱋⪅䛾≧ἣ
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ৈૣකশํভୖୠෆฐ੍ର૿ਊ

ৈभੳੴඪੁध
ੳੴඪॣ॔ঃ५भॉੌापणःथ

ୖጤဨ Ⓨ⾲㈨ᩱ
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ЈχᲴ᭗߃ࠊ᭗ᱫᎍ࣎ܤȗȩȳ

ȷᛐჷၐƴƭƍƯƷദƠƍྸᚐ
ȷưƖǔርưƷяƚ

܇ƲǋƔǒ᭗ᱫᎍǇưŴࠢ࠼Ƙᛐ
ჷၐǵȝȸǿȸᜒࡈǛ͵

ҔၲǍʼᜱǵȸȓǹƩƚưƸ
ǒƤƳƍᲛ؏עưƷྸᚐŴ
ૅƑӳƍƷˁኵǈƮƘǓƕᙲ

3
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૰ᾉᙲʼᜱሁᛐܭᎍૠίᵐᵔ࠰ᵏᵎஉᵏଐྵנὸ
Ẑ˰ൟؕஜӨࠚẑίᵐᵔ࠰ᵗஉᵑᵎଐྵנὸ

‧ബˌɥ↖↞ʼᜱⅻ
࣏ᙲ↙ཞ७↚↙↺ʴ
ⅻ࣯⅛فᛐჷၐ↝ʴ
↱ٶⅾԃ↭↻↕ⅳ↺⅛

ȷബˌɥƷʴӝƕفьŴƻƱǓǒƠǍ᭗ᱫᎍƷǈƷɭ࠘ƕفь
ȷᛐჷၐƴଔƴൢƮƖŴ࣏ᙲƳૅੲǛӖƚƳƕǒ؏עư࣎ܤƠƯǒƠ
ƯƍƘƜƱƕưƖǔǑƏƴƢǔƨǊƴȷȷȷ

ᖹᡂ㻟㻣ᖺ䛾㧗ᓮᕷ

1

ấợẸᵑᵌᵒʴỆᵏʴ
ầ᭗ᱫᎍ

Ὁዮʴӝ ᵑᵔᵏᵊᵏᵕᵎʴ
Ὁ᭗ᱫᎍʴӝ ᵏᵎᵕᵊᵒᵖᵏʴ
Ὁ᭗ᱫ҄ྙ ᵐᵗᵌᵖή

ᵑᵕ࠰ỉਖ਼ᚘ

ŠዮʴӝƸถݲƢǔƕ᭗ᱫ҄ྙƸɥଞƠዓƚǔŵ
ȷ࠰Ტʼᜱ̬ᨖСࡇݰλᲣ᳸࠰Ʒ࠰᧓Ʒ҄٭
ዮʴӝᲴʴفь
᭗ᱫᎍʴӝᲴʴفьŴ᭗ᱫ҄ྙᲴȝǤȳȈفь
ȷ࠰᳸࠰Ʒ࠰᧓Ʒ҄٭Ტݩஹਖ਼ᚘᲣ
ዮʴӝᲴʴถݲ
᭗ᱫᎍʴӝᲴʴفьŴ᭗ᱫ҄ྙᲴȝǤȳȈفь

㧗ᓮᕷ䛻䛚䛡䜛㧗㱋⪅䛾⌧≧
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ḫ ؏עỂỉဃửૅả ȷᛐჷၐƷʴƕƲƷǑƏƳཞ७ƴƋƬƯǋࣖݣưƖǔǑ
ỦҔၲἇὊἥἋỉನሰ
ƏҔၲǵȸȓǹǛᄩ̬ƠƯƍƖǇƢŵ
ȷλᨈƠƨʴƕᡚᨈࢸǹȠȸǺƴܡנưƷဃƕϐư
ƖǔǑƏƴƠǇƢŵ
ȷᧉݦҔၲೞ᧙ưƋǔᛐჷၐ၌धҔၲǻȳǿȸƱᛐჷၐ
ૅ؏עੲਖ਼ᡶՃƕᡲઃƠƯӕǓኵǈǇƢŵ

Ḫ ଔᚮૺὉଔ ࣖݣȷ؏עѼਙૅੲǻȳǿȸƸܱ७৭੮ƷƨǊƷᚧբǛᆢಊ
ỉࢍ҄
ႎƴܱƠŴғᧈȷൟဃۀՃƱǋᡲઃƠǇƢŵ
ȷžᛐჷၐИᨼɶૅੲȁȸȠſƱƍƏᧉݦᎰƷȁȸȠ
ǛᚨፗƠŴᛐჷၐƷᚮૺǍʼᜱǵȸȓǹƷМဇƴӼƚƯ
ૅੲƠǇƢŵ

ḩ ᛐჷၐἃỴἣἋỉ୍ ȷᛐჷၐǱǢȑǹǛԗჷƠƯဇƠǇƢŵ
ӏᲢᛐჷၐǱǢȑǹƱƸŴ ȷݩஹƷʖยǛᇌƯǔƜƱƴǑƬƯஜʴȷܼଈƷɧܤƷ
ᛐჷၐƷᡶᘍƴӳǘƤƯƲƷ ᠉ถǛǓǇƢŵ
ǑƏƳࣖݣǍૅੲƕƋǔƔǛ
ȷɧឱƠƯƍǔǵȸȓǹǛႆƠஇૼऴإǛ੩ᅆƠǇƢŵ
ᅆƠƨǋƷᲣ

φ˳ႎϋܾ

ㄆ▱⟇᥎㐍ィ⏬䛾ヲ⣽

4

ᛐჷೞᏡ˯ɦƷʖ᧸
ଔᚮૺȷଔࣖݣƷ˳Сࢍ҄
؏עƴǑǔૅੲ˳СƷΪܱ

ሊƷ૾Ӽࣱ





ǭȸȯȸȉ

žᛐჷၐƴƳƬƯǋƍƭǇưǋݭӈǛ
ਤƬƯǒƤǔ᭗߃ࠊſ

᭗߃ࠊƕႸਦƠƯƍǔۋ

㧗ᓮᕷㄆ▱⟇᥎㐍ィ⏬
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ȷ˖ಅǍᎰئሁưƷᛐჷၐǁƷྸᚐǛ̟ᡶƠǇƢŵ
ȷଔƴႆᙸƠŴႻᛩǍӖᚮƴƭƳƛǔƨǊƷ୍ӏȷգ
ႆŴ؏עƷʴƱƷʩ්ƷئƷૢͳƱӋьǁƷૅੲǛᘍƍ
ǇƢŵ

Ḯ ᒉ࠰ࣱᛐჷၐሊ
ỉࢍ҄

&RS\ULJKW F 7DNDVDNL&LW\$OOULJKWV5HVHUYHG

ȷᛐჷၐʖ᧸ƷӕǓኵǈǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ȷᛐჷၐૅ؏עੲਖ਼ᡶՃǛӲ᭗ᱫᎍƋǜƠǜǻȳǿȸƴ
ᣐፗƢǔƳƲŴႻᛩ˳СǛࢍ҄ƠŴ؏עƷཞඞƴӳǘƤ
ƨǵȸȓǹƷႆƴӕǓኵǈǇƢŵ
ȷᛐჷၐǵȝȸǿȸᜒࡈŴǪȬȳǸȜȩȳȆǣǢƷ
ѣϋܾǛᙸႺƠŴ؏עưƷᙸܣǓ˳СǛࢍ҄ƠǇƢŵ
ȷೌМઢᜱƴ᧙ƢǔႻᛩૅੲ˳СƷΪܱƴӕǓኵǈǇƢŵ

ḭ ؏עỂỉଐࠝဃὉ
ܼଈૅੲỉࢍ҄

7

φ˳ႎϋܾ
ȷᛐჷၐƷʴƕƲƷǑƏƳཞ७ƴƋƬƯǋࣖݣưƖǔǑ
ƏʼᜱǵȸȓǹǛᄩ̬ƠƯƍƖǇƢŵ
ȷ݅؏עბǵȸȓǹᚨƕŴᛐჷၐƷʴǍƦƷܼଈƕ
؏עƱƷʩ්ǛਤƭئǍᛐჷၐƴ᧙ƢǔႻᛩᆸӝƱƳǓŴ
ßᛐჷၐǱǢƷਗໜà ƱƠƯƷࢫлǛਃƑǔǑƏŴᛐჷ
ၐૅ؏עੲਖ਼ᡶՃƕɶ࣎ƱƳƬƯƦƷѣǛૅੲƠǇƢŵ

ሊƷ૾Ӽࣱ
Ḭ ؏עỂỉဃửૅả
ỦʼᜱἇὊἥἋỉನሰ

ㄆ▱⟇᥎㐍ィ⏬䛾ヲ⣽䠄⥆䛝䠅

5

؏עỉႏẰỮểɟደỆẆᛐჷၐỉʴầ࣎ܤẲềỤẶỦ
؏עỀẪụửᡶỜềẟẨộẴὲ

ȷᛐჷၐƴ᧙ƢǔʙಅƷ˖ဒȷᛦૢ
ȷႻᛩƷӖ˄ŴૅੲƷ˳СƮƘǓ
ȷ؏עưƷᛐჷၐƷྸᚐǛขǊǔѣ
ȷᛐჷၐƷʴǍƦƷܼଈǛૅੲƢǔѣ
ȷҔၲೞ᧙ǍʼᜱǵȸȓǹʙಅሁƱƷȍȃȈȯȸǯƮƘǓƳƲ

ŠӲἍὅἑὊỆᛐჷၐૅ؏עੲਖ਼ᡶՃửᣐፗ

ȷ៲ᡈƳئưൢ᠉ƴႻᛩ
ȷǻȳǿȸᎰՃƷᚧբƴǑǔႻᛩ

ŠࠊϋᵐᵔẦỆẐ᭗ᱫᎍẝỮẲỮἍὅἑὊẑửᚨፗ

㧗ᓮᕷ䛾㻠᭶䛛䜙䛾᪂యไ
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㐃ᦠ

ㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭ䝏䞊䝮

10
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༠㆟య

ㄆ▱ᝈ་⒪䝉䞁䝍䞊

ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇ᴗᡤ
┦ㄯ❆ཱྀ䞉ᒃሙᡤ

ㄆ▱ᝈ་⒪䝉䞁䝍䞊
⏕άᨭ䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊
䜒䛾ᛀ䜜┦ㄯ་䞉䝃䝫䞊䝖་

ᆅᇦᨭ䛘ྜ䛔䝃䝫䞊䝍䞊

䜸䝺䞁䝆䝃䝫䞊䝍䞊
ㄆ▱䝃䝫䞊䝍䞊
ㄆ▱䜻䝱䝷䝞䞁䝯䜲䝖

ㄆ▱ᆅᇦᨭ᥎㐍ဨ

㧗㱋⪅䛒䜣䛧䜣䝉䞁䝍䞊

ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ

ㄆ▱䛾ே䛸ᐙ᪘䜢ᨭ䛘䜛ᆅᇦ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽

8

ᲢᲭᲣ݅؏עბǵȸȓǹᚨƷჷᜤȷኺ᬴ȷʴሁǛဃƔƠ؏עƷ
ᛐჷၐǱǢƷਗໜƱƠƯƷࢫлǛਃƏƜƱƕưƖǔǑƏŴᛐჷ
ၐૅ؏עੲਖ਼ᡶՃƕɶ࣎ƱƳǓŴƦƷѣǛૅੲƠǇƢŵ

ᲢᲬᲣᛐჷၐƷʴƱƦƷܼଈƕ؏עƱƭƳƕǓŴ؏עƷʴŷƱʩ්Ǜ
ਤƭئƱƠƯ݅؏עბǵȸȓǹᚨƕᛐჷၐǱǢƷਗໜƱƳ
ǔǑƏƖƔƚǇƢŵ

ᲢᲫᲣࡽƖዓƖŴ݅؏עბǵȸȓǹᚨƷᢃփਖ਼ᡶ˟ᜭƴӋьƠŴ
؏עƴƔǕƨʙಅƮƘǓǍǵȸȓǹƷឋƷӼɥƴƭƳƕǔ
ǑƏŴ؏עƱƷᡲઃ૾ඥǍܱោʙ̊ƳƲƷኰʼǛᘍƍǇƢŵ

ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦᐦ╔ᆺ
䝃䞊䝡䝇タ䛾ά⏝᥎㐍

ྲྀ⤌䜏䠏
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11

ȷᐯɼѣ
ȷ᭗ᱫᎍƋǜƠǜǻȳǿȸʙ
ಅƴңщ

ע˰އƷ᭗ᱫᎍƋǜƠǜǻȳ
ǿȸƴޓ

ࠊƴႇ

ᄂ̲

Ū؏עưૅੲѣǛܱោ
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ỉဃૅੲ˳СૢͳƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔ୍ӏȷգႆ
ỉᇹɟޖᲢࠊထғ؏Უңᜭ˳ӏƼᇹʚޖᲢଐࠝဃ؏חᲣңᜭ˳Ʒ
࢟ȷᢃփƴ̞ǔૅੲɳƼƴဃૅੲǳȸȇǣȍȸǿȸƷѣƴݣ
Ƣǔңщ
ỉ؏עƴƓƚǔǵȸȓǹƷਃƍƱƠƯƷѣ
ỉƦƷ˂Ŵဃૅੲ˳СૢͳƷਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔƜƱ

䕺ᆅᇦᨭ䛘ྜ䛔䝃䝫䞊䝍䞊

ỉ݅؏עბᚨሁƴƓƚǔᙸܣǓૅੲǍဃƖƕƍѣƷૅੲ
ỉᛐჷၐǫȕǧሁ؏עƷƭƲƍƷئƷᚨፗǍᢃփǵȝȸȈ
ỉᛐჷၐǵȝȸǿȸᜒࡈ͵ƷᢃփǵȝȸȈ
ỉᛐჷၐ᭗ᱫᎍƷᙸܣǓᚧբ

䕺䜸䝺䞁䝆䝃䝫䞊䝍䞊

ỉʼᜱʖ᧸ƴ᧙ƢǔჷᜤƷ୍ӏȷգႆ
ỉ؏עư͵ƠƯƍǔئއƳƲƷʩ්ѣƴݣƢǔңщ
ỉʼᜱʖ᧸ѣਗໜƷᇌƪɥƛƱᢃփ
ỉࠊӏƼ᭗ᱫᎍƋǜƠǜǻȳǿȸƕܱƢǔʼᜱʖ᧸ʙಅǁƷңщ
ỉʼᜱʖ᧸ǵȝȸǿȸᄂ̲ƴƓƚǔᄂ̲ဃǁƷܱ፼ਦݰ
ỉƦƷ˂Ŵʼᜱʖ᧸ਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔƜƱ

䕺ㆤண㜵䝃䝫䞊䝍䞊

䝃䝫䞊䝍䞊䠄ᢸ䛔ᡭ䠅䛾άື

9

ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦᐦ╔ᆺ
䝃䞊䝡䝇タ䛾ㄆ▱䜿䜰䝟䝇䜈䛾⨨䛵䛡
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Ὁ̾ʴểẲềỉݭӈ̬ਤể࠳ᅦᡙ൭ೌửܣỦẮểửႸਦẴἇὊἥἋẇίᐯࠁൿܭởဃẨầẟửᙻẴỦὸ

ἃỴầؕஜỂẝụẆଐࠝဃỉɶỂẆλއᎍỉщửဇỂẨỦئ᩿ửپίࢫлỉႆੱὸ

ᎰՃểλއᎍỉἅἱἷἝἃὊἉἹὅửᙻẲẆλއᎍɟʴọểụỉࣱ̾ểဃἼἌἲửݭẲẺ̾К

ὉݲʴૠỉσӷဃỉɶỂ

ྸࣞẑỊ
ẋᛐჷၐἂἽὊἩἭὊἲỉẐྸ

ὉܼὉᝲὉή༏൦ᝲỊᐯࠁਃểẰủẆʼᜱᝲဇỊ̬ᨖẦỤዅ˄ểẟạờỉỂẆ̬ᨖᎍỊࠊထẇ

ḵ ˰އኒỉʼᜱ̬ᨖἇὊἥἋỉɶỂஇờҽẟʴՃửᣐፗ

ὉᾈʴỉλܭއՃỆݣẲềଐѮᾂӸẆٸѮᾀӸỉᎰՃᣐፗầ࣏ᙲ

ὉׄုҞˌɥỉ࠼Ằỉܴ̾ử࣏ᙲểẲẆۡپỉئӳỉỚᾁʴᢿދờӧᏡ

ὉཞඞỆợụẆᾂἸἝἕἚộỂӧᏡ

ὉܭՃᾄ῍ᾈʴộỂửᾀἸἝἕἚểẲẆɟᢿ؏עửᨊẨᾀὈỆᾁἸἝἕἚộỂӧᏡ

ẋᛐჷၐἂἽὊἩἭὊἲỉẐᢃ
ᢃփؕแẑỊ

ᛐჷၐἂἽὊἩἭὊἲểỊ

♫⚟♴ἲே䛂ඹ䛃
ᒾ ᑿ
㈉

䛂ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾
ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾䛒䜚᪉䛃

ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲ᴗ

ᒾᑿጤဨ Ⓨ⾲㈨ᩱ

ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛

2

4

• ᵗᵗவᇹᵑỊẆМဇᎍầʼᜱࢼʙᎍểʙởฌੈẆඹຩẆᝰẟཋẆטᑸẆᠾ˺ಅẆ
ἾἁἼỺὊἉἹὅẆᘍʙሁửσӷỂᘍạẮểỆợẾềᑣڤễʴ᧓᧙̞ỆؕỀẪܼࡊႎ
ễဃؾỉɶỂଐࠝဃầᡛủỦợạỆẴỦẮểỆᣐॾẲẺờỉỂẝỦẇ

ᾈᾈவ ʼᜱỊẆМဇᎍỉ࣎៲ỉཞඞỆࣖẳẆМဇᎍỉᐯᇌỉૅੲểଐࠝဃỉ
ΪܱỆẴỦợạẆᢘЏễ২ᘐửਤẾềᘍỪễẬủịễỤễẟẇ
ᾁ МဇᎍỉਃỆợụẆ࢘ᛆσӷဃ˰އỆấẬỦʼᜱࢼʙᎍˌٳỉʼᜱử
ӖẬẰẶềỊễỤễẟẇ
ᾂ МဇᎍỉʙẸỉ˂ỉܼʙሁỊẆҾЩểẲềМဇᎍểʼᜱࢼʙᎍầσӷỂ
ᘍạợạѐỜỦờỉểẴỦẇ

⪁ィⓎ➨0331004ྕ
⪁Ⓨ➨0331004ྕ
⪁⪁Ⓨ➨0331017ྕ
ᖹᡂ 18ᖺ 3 ᭶ 31᪥

ᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇ཬ䜃ᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺㆤண㜵䝃䞊䝡䝇䛻㛵䛩䜛ᇶ‽䛻
䛴䛔䛶䠄ゎ㔘㏻▱䠅

¾ ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾᭷䛩䜉䛝ᶵ⬟䛿ᩡ䛧䛶䛔䛟䛾䛛䚸ከᵝ䛧䛶䛔䛟䛾䛛䠛

ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛸䛔䛖䝃䞊䝡䝇䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛

¾ እ㒊ホ౯䜔㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝᪉⟇䛸䛿䠛

ᆅᇦ䛻㛤䛛䜜䛯ᴗ㐠Ⴀ䛜⾜䜟䜜䛺䛔䛸䚸䛭䛾䝃䞊䝡䝇ᙧែ䛛䜙እ㒊䛾┠䛜ᒆ䛝䛻䛟䛟䛺䜛䛸䛾ᣦ䜒䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ㆤ
䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾ホ౯䜔⏝⪅䛾Ᏻ☜ಖ䜢ᙉ䛩䜛ྲྀ⤌䜏䜢㐍䜑䜛䚹
䠄ㄆ▱⟇᥎㐍⥲ྜᡓ␎䠄᪂䜸䝺䞁䝆䝥䝷䞁䠅䠅

¾ ලయⓗ䛻ఱ䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛾䛛䠛䠄ᅾᏯ⏕ά⥅⥆䛾䛯䜑䛾┦ㄯ䞉ᨭ䚸▷ᮇ⏝ㄆ▱ᑐᛂᆺ
ඹྠ⏕άㆤ䚸ඹ⏝ᆺㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤ䚸ㄆ▱䜹䝣䜵䚸䚸䚸䛻䛿䠛䠅
¾ ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䝅䝇䝔䝮䜔ᚠ⎔ᆺ䛾⤌䜏䛾୰䛷䛾⨨䛡䞉ᙺ䛿䠛

ㄆ▱䛾ே䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䝃䞊䝡䝇䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䚸䛭䛾ᶵ⬟䜢ᆅᇦ䛻ᒎ㛤䛧䚸ඹ⏝ᆺㄆ
▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤ䜔ㄆ▱䜹䝣䜵➼䛾ᴗ䜢✚ᴟⓗ䛻⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䠄ㄆ▱⟇᥎㐍⥲ྜᡓ␎䠄᪂
䜸䝺䞁䝆䝥䝷䞁䠅䠅

ᆅᇦ䛾୰䛷䛾ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛

¾ ධᒃ⪅䛾≧ែീ䛾ኚ䠄㔜ᗘ䜔་⒪䝙䞊䝈䛾ቑຍ䠅䛾୰䛷⌧ᐇ䛿䛹䛖䛛䠛
¾ ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜿䜰䛾୰䛷䛾┳ྲྀ䜚䛾⨨䛡䛿䠛

せㆤ⪅䛷䛒䛳䛶ㄆ▱䛷䛒䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䚸ඹྠ⏕άఫᒃ䛻䛚䛔䛶䚸ᐙᗞⓗ䛺⎔ቃ䛸ᆅᇦఫẸ䛸䛾ὶ䛾ୗ䛷ධᾎ䚸
䛫䛴䚸㣗➼䛾ㆤ䛭䛾䛾᪥ᖖ⏕άୖ䛾ୡヰཬ䜃ᶵ⬟カ⦎䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸⏝⪅䛜䛭䛾᭷䛩䜛⬟ຊ䛻ᛂ䛨⮬❧䛧䛯
᪥ᖖ⏕ά䜢Ⴀ䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䜒䛾䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䠄ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ䛾ᇶᮏ᪉㔪䠅

ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛂䜿䜰䛃䛾≉Ⰽ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛
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ㆤண㜵ᩍᐊ

㓄㣗䝃䞊䝡䝇

ㄆ▱䜹䝣䜵

㝔䜔つᶍㆤタ

ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺ⪁ே䝩䞊䝮䜔䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮

ᮏே䛜ᮃ䜐⏕ά䛾⋓ᚓ䠄⏕άᨭ䝰䝕䝹

䇺䛛䛛䜟䜚䇻䛻䜘䜛⤒㦂䛸ඹឤ䛻ᇶ䛵䛟䜿䜰
≧ែኚ䛻ᛂ䛨䛯ಶู䜿䜰
ᐙᗞⓗ䛷ᑡேᩘ䛾⎔ቃ
䛂䡚䛧䛯䛔䛃䛻╔║䛧䛯䜿䜰

•
•
•
•

•
•
•
•

ၥ㢟ᑐฎⓗ䛺ㆤ
䝥䝻䜾䝷䝮䛻ᇶ䛵䛟⏬୍ⓗ䜿䜰
㞟ᅋฎ㐝ⓗ䛺⎔ቃ
䛂䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛃䛻╔║䛧䛯䜿䜰

࿘ᅖ䛜ᢪ䛘䜛ㄢ㢟ゎỴ䠄་⒪䝰䝕䝹䠅

䛂ಶูⓗ㞟୰䜿䜰䛷⏝⪅䛸㢦䛺䛨䜏䛾㛵ಀ䛵䛟䜚䛜ಙ㢗㛵ಀ䜢⏕䜐䚹ᑡேᩘ䛾ே
䜢ᑡேᩘ䛷ㆤ䛷䛝䜛⎔ቃ䛣䛭ᐙᗞⓗ䛺㞺ᅖẼ䛜⏕䜎䜜䚸⏝⪅䛾ⴠ䛱╔䛔䛯
Ᏻ䛾䛺䛔⏕ά䛜ಖ㞀䛥䜜⑵࿈≧䛜⦆䛥䜜䜛䛸⪃䛘䛯䚹䜎䛯ྠ䛻ධᡤ⪅䛾ᙺ
䛾Ⓨ䜔యᛶ䛾ᑛ㔜䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸⏕ά⪅䛸䛧䛶⨨䛵䛡䜙䜜䜛䛣䛸䛜⑵࿈
≧䛾㐍⾜ᢚไ䛸䛺䜛䛸䛸䜙䛘䛶䛔䜛䚹䛃

• 㻝㻥㻤㻣䠄㻢㻞䠅ᖺ䚸ฟ㞼ᕷ䛾䛣䛸䜆䛝ᅬ䠄ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺ⪁ே䝩䞊䝮䠅

᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛᭱ึ䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮

ᆅᇦὶᣐⅬ

ᮏே䞉ᐙ᪘䜢ᨭ䛘䛶䛝䛯
䛥䜎䛦䜎䛺ᐇ㊶

ㄆ▱
䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊

ᐇ㊶䜢䜚㏉䛳䛶

ㄆ▱
䜻䝱䝷䝞䞁䝯䜲䝖

ㆤ110␒

䝃䝫䞊䝍䞊
㣴ᡂㅮᗙ

• ᆅᇦᨭᴗ➼䛻㐃ື䛧䛯ㄆ▱䜹䝣䜵䛾㐠Ⴀ
• ㄆ▱䜔ㆤ䛻㛵䛩䜛┦ㄯ❆ཱྀ
• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮⏝⪅䛾ᅾᏯᖐᨭ 䛺䛹

䠉᪩ᮇ䛾ㄆ▱㧗㱋⪅ᨭ䜢ど㔝䛻ධ䜜䛯䚸ᨭᶵ⬟䛾ᣑ

䠉ᑓ㛛ᛶ䜢ά䛛䛧䛶䚸ㄆ▱䜿䜰䛾ᆅᇦᣐⅬ䜢┠ᣦ䛩䛣䛸

᪂䜸䝺䞁䝆䝥䝷䞁䛻䛚䛡䜛䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜈䛾ᮇᚅ

• ᖹᡂ㻣ᖺ䚸Ẹᐙ䜢ά⏝䚸ධᒃ⪅㻣ே䛷䝇䝍䞊䝖
• ▼ᕝ┴䛷䛿ึ䜑䛶
• ඹྠఫᒃ䛸䛔䛖⪃䛘᪉䠄䝰䝕䝹䛿⢭⚄㞀ᐖ⪅䛾ඹྠఫᒃ䠅
• Ẹᐙᨵಟᆺ
• ᖹᡂ㻤ᖺ䛾◊✲ᴗ䛻ཧຍ
• ᇶ‽䛜䛺䛔䛾䛷ዲ䛝ᡭ䛻ྲྀ䜚⤌䜐
• ⏕άᨭ䛾᭷ຠᛶ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛂䛔䜝䜚䛃䛾ྲྀ⤌䜏

䠄ᅜ⑵࿈ᛶ㧗㱋⪅䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮㐃⤡༠㆟ͤ ึ௦㛗 ⚟ᓥᘯẎ䠅
ͤ⌧බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮༠䛾๓㌟䛸䛺䜛ᅋయ

䠒䠊Ỵ䜑䜙䜜䛯᪥ㄢ䜔ணᐃ䛾䛺䛔⏝⪅䛜ồ䜑䜛⮬⏤䛺⏕ά䛾⋓ᚓ䠄⮬ᕫỴᐃ䠅

䠑䠊ఫ䜏័䜜䛯ᆅᇦ䛷䛾ᐙ᪘䜔ே䛸䛾ὶ䛜⥅⥆䛷䛝䜛䠄ᆅᇦ♫䛾୍ဨ䛸䛧䛶䠅

䠐䠊ฟ᮶䜛䛣䛸䜢⮬ศ䛷䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᙺ䜔⏕䛝䛜䛔䜢䜒䛴䠄⮬❧䛸⮬ಙ䠅

䠏䠊䛒䛟䜎䛷䜒ᬽ䜙䛧䛾ሙ䜢㔜ど䛧䚸ᐙᗞⓗ䛺㞺ᅖẼ䜢ษ䛻䛩䜛䠄Ᏻᚰ䛷䛝䜛ሙ䠅

䠎䠊య䛿⏝⪅䛷䝇䝍䝑䝣䛿䛸䜒䛻ᬽ䜙䛩ே䛷䛒䜛䠄ඹ⏕䠅

䠍䠊ಶே䛾Ṕྐ䜔⏕ά䝇䝍䜲䝹䜢㔜ど䛩䜛䠄ᬽ䜙䛧䛾⥅⥆ᛶ䠅

䛆䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᇶᮏⓗどⅬ䛇

㆟ㄽ䛾๓ᥦ䛸䛩䜉䛝ඹ㏻ㄆ㆑

ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜᭷䛩䜛ᶵ⬟䛿䚸
ᩡ䛧䛶䛔䛟䛾䛛䠛 ከᵝ䛧䛶䛔䛟䛾䛛䠛㸦ㄆ▱⟇᥎㐍ᐊ㸧

71

• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛂䜔䛯䛾䛃䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛛䜙⪃䛘䜛
• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜢ᗈ䛢䜛䛯䜑䛾䝰䝕䝹స䜚
• ⮬ศ䜔ᐙ᪘䛜⏝䛧䛶䜒Ⰻ䛔䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮
• ⏕άᨭ䛸䛧䛶䛾ᵓ㐀
• 䛧䛛䛧
䠑ᖺ䛾ṓ᭶䜢せ䛩䜛
ᆅᇦ䛾⌮ゎ䛿ⓙ↓
㔠ඈ䛡䛰䛸ᛮ䛖ᆅᇦఫẸ
ఫẸ䛻䛺䜛䛣䛸䛛䜙
ᆅᇦ䛻䛿⩦័䜔ദ䛧≀

ᆅᇦ䛸䛹䛾䜘䛖䛻㐃ᦠ䛩䜛䛛

• ᮏேయ

• ᆅᇦ䛾⌮ゎ

• ⏕άᨭ䛿䚸䛂䛛䛛䜟䜚䛃䛸䛂㈨※䛾ά⏝䛃

• ㄆ▱䜿䜰䛾㐍Ṍ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮ᐇ㊶䛿ከᵝ䛧䛯

• 㛤タᚋ

• 㛤タ๓
䛔䛛䛻⏫ෆ䜢ᕳ䛝㎸䜐䛛
ᨭ⪅䛿㧗㱋⪅

• 䛸䛻䛛䛟ᆅᇦ䛸୍య䛩䜛䛯䜑䛻

• ᖹᡂ17ᖺ㛤タ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛂䜔䛯䛾䛃䛾ྲྀ⤌䜏

⏕άᨭ䛻䛿ᆅᇦ䛾ຊ䛜ᚲせ

ᨺ⨨䛾௦䛛䜙
䠄䠍䠅Ᏻ䞉ಖㆤ䚸ᐙ᪘䛾㈇ᢸ䛛䜙䛾ゎᨺ䛻ὀ┠
䠄䠎䠅ฟ᮶䛺䛔䛣䛸䛻ὀ┠
䠄䠏䠅ฟ᮶䜛䛣䛸䛻ὀ┠
䠄䠐䠅䛧䛯䛔䛣䛸䛻ὀ┠
䠄䠑䠅ฟ᮶䛶䛧䛯䛟䛺䜛䛣䛸䛻ὀ┠

⚾䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ὶ䜜

72

ձ㒔ᕷࠊ⏘ᴗࠊ㐣ࡢ㐍⾜
ղᑡᏊࠊ㧗㱋♫ࡢ฿᮶
ճᑵᴗᙧែࡢኚ
մ᰾ᐙ᪘࣭ᑠつᶍୡᖏࡢ㐍⾜
յ⏕άᵓ㐀ࡢᏳᐃࡢ㐍⾜
նᆅᇦ♫ࡢ⣣ᖏࡢࡺࡿࡳ

㹼ᆅᇦ♫ࡸᅜẸ⏕άࡢኚ㹼

㸦㔝ཱྀ

ࢥ࣑ࣗࢽࢸᆅᇦ⚟♴ࢆ㔜どࡍࡿ⫼ᬒ

ᐃஂ㸧

⤒῭ⓗ⏕⏘ᛶ䛸♫ⓗ⏕⏘ᛶ䜢㧗㱋⪅䛿ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖⪃䛘᪉
≀䜢స䜚ฟ䛩䛰䛡䛷䛿䛺䛟♫ⓗ㛵ಀᛶ䜒స䜚ฟ䛩 э ♫䜢
㇏䛛䛻䛩䜛
ປാ䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䚸ᆅᇦάື䚸Ꮫ⩦άື䚸ಖάື䚸
┦ᢇຓάື䚸ᐙ䜔⳯ᅬ䛾↓ൾປാ
➼

• 䝥䝻䝎䜽䝔䜱䝤䞉䜶䜲䝆䞁䜾䠄䝞䝗䝷䞊䠅䠍䠕䠓䠑
䛂♫䛾౫Ꮡ⪅䛃䡞♫䛾㔜Ⲵ䛃䛷䛿䛺䛟

㧗㱋⪅䛾♫ཧຍ䛸άືᨭ
Ꮚ䛹䜒䠍䠍䠌␒
䜔䛯䛾᪂⪺䛾㓄ᕸ䠄⏫ෆ䚸㛵ಀᶵ㛵➼䠅
䛛䛛䜚䛴䛡་䚸ゼၥデ⒪䚸ゼၥ┳ㆤ
⸆ᒁ䛸䛾㐃ᦠ
ᆅ⏘ᆅᾘ䠄ᆅᇦ䛾ၟᗑ䛾ά⏝䠅
䛺䛨䜏䛾⌮ᐜᗑ䚸⨾ᐜᐊ
ㆤண㜵ᩍᐊ䠄ฟ๓ㅮᗙ䠅
ᆅᇦ䛾ே䛾䛛䛛䜟䜚䚸ᨭ䛘ྜ䛔
ᗣ┦ㄯ䚸␃Ᏺ䛾ぢᏲ䜚䚸䝂䝭ฟ䛧䚸㓄㣗ᘚᙜ䚸
Ᏻྰ☜ㄆ䚸ᗞᮌ䛾ᐃ䚸ᩆᛴ䛾ᨭ䚸ヰ䛧
┦ᡭ䚸ㆤ┦ㄯ䚸㈙䛔≀➼
• ᆅᇦ䛾ேᮦ
ඖẸ⏕ጤဨ䚸ඖ⏫ෆ㛗䚸䛔䛝䛔䛝䝃䝻䞁䛾
ᢸᙜ⪅䚸⮬⾨ᾘ㜵㝲䚸ྛ✀䝃䞊䜽䝹䠄ḷ䞉㋀䜚䞉
Ẹㅴ䞉䜸䜹䝸䝘䞉䝝䞊䝰䝙䜹䞉ᡭရ➼䠅䚸䠦䠝㟷ᖺ
㒊䚸Ꮫ❺䜽䝷䝤➼
• ᆅᇦ䛷ぢ▱䜙䛼ே䛜䛔䛯䛸䛝䛾㐃⤡ඛ䛸䛧䛶

•
•
•
•
•
•
•
•

• 䝷䜲䝣䝇䝔䞊䝆䛸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䠄ྠకᆺ䛸௦ᘚᶵ⬟䠅
ㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭ䝏䞊䝮䜈䛾ཧ⏬
• ㏥ᡤᆺ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮 䠓䠂䛜ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛
• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛿ㄆ▱䛻≉䛧䛯䝃䞊䝡䝇ᙧែ䛷䝇䝍䞊䝖䛧䛯䛜䚸ຍ⟬䛸䛔䛖ᙧ䛷
䛾䝃䞊䝡䝇䜒ㄆ▱ᑐᛂ䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛷ㄆ▱䜿䜰䛿䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻≉䛧䛯
䜿䜰䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹
• ㄆ▱䜿䜰䛛䜙䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜿䜰䜈ᶵ⬟ᙉ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
• ㆤಖ㝤ไᗘ䛿䝃䞊䝡䝇䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥䠄㻻㼚㼑㻌㻿㼠㼛㼜㻌㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑䠅䜢ไᗘ䛾୰䛷ྍ⬟䛻䛧䚸
䛔ᡭ䜢Ⰻ䛟䛧䛯䛣䛸䛜䝠䝑䝖䛾᭱せᅉ䚹⌧ᅾ䛿䛭䛾ୖ䛻❧䛳䛯䚸䛂ᶵ⬟䛾
䝽䞁䝇䝖䝑䝥䛃䛜ᚲせ䚹ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ䛜䛭䛾௦⾲᱁䛷䛒䜛䛜䚸ᶵ⬟䜢
䝽䞁䝇䝖䝑䝥䛷䛝䛺䛔䝃䞊䝡䝇䛿䚸㏥ሙ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹
• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛿ཎⅬ䛾≉Ⰽ䜢ᤊ䛘䛯䛖䛘䛷䚸ㄆ▱䛾ே䛸ᐙ᪘䛾ᆅᇦᨭᣐⅬ䛸
䛧䛶䚸┦ㄯ❆ཱྀ䚸䜹䝣䜵䚸ඹ⏝㻰㻿䚸▷ᮇ⏝䚸ゼၥ䛺䛹䛾ᶵ⬟䛾䛔ᡭ䜢䜘䛟䛧䛺䛜
䜙ᶵ⬟䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥䜢㧗䜑䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹
• 䝝䝤ᶵ⬟䛾᫂☜

ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜿䜰

• ᭷⥺ᨺ㏦䛾ά⏝

• 㔝⳯➼䛾䛚䛩䛭ศ䛡

• ಖ⫱ᅬ⾜䜈䛾ཧຍ䠄ᣍᚅ䠅

• ᾘ㜵䚸㆙ᐹ䚸ᕷᙺᡤ

• Ꮫᰯ➼䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾ཷ䛡ධ䜜

• 䜻䝱䝷䝞䞁䝯䜲䝖䚸䝃䝫䞊䝍䞊㣴ᡂㅮᗙ

• ἲヰ䚸ⰼ⚍䜚䚸ྜྷᓮཧ䜚䚸ᬡኳㅮᗙ

• ᚚ␊䝃䝻䞁䠄⪁ே䛾䝃䝻䞁䠅

• Ⴀ㎰⤌ྜ䠄䛚⡿䛾㉎ධ䠅

• ⪁ே䚸ᩗ⪁䚸፬ே

• ⚄♫䠄ึユ䚸⊺Ꮚ⯙䚸⚍䜚䛾ᒇྎฟᗑ䠅

• බẸ㤋⾜䠄⏫Ẹ䝺䜽➼䠅

• ⎔ቃᩚഛ䠄Ύᤲ䚸ⰼ᳜䛘䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䠅

• ⥲ྜ㑊㞴カ⦎

• ⏫ෆ

ᆅᇦ䛸㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿
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䞉䝕䜲䝃䞊䝡䝇䚸䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲ᶵ⬟
䠄ఫ䜏䛛䛘䛻క䛖䝸䝻䜿䞊䝅䝵䞁䝎䝯䞊䝆䜢⦆䠅
䞉ఫ䜏䛛䛘ᚋ䜒䛔䛴䛷䜒⾜䛳䛯䜚᮶䛯䜚䛷䛝䜛
䞉䜒䛖୍ᗘᐙ䛻ᖐ䜛

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

⏫ෆ䛾බᅬ䝖䜲䝺䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛻㛵䛩䜛┦ㄯ
㏆ᡤ䛻ᬽ䜙䛩㧗㱋⪅䛾㈙䛔≀ᨭ
ㆤ䜢䛧䛶䛔䜛⏫ෆ䛾᪉䛻䚸䜸䝮䝒䠄ἥᨭ䠅䜔᭦⾰䛾᪉ἲ䜢┦ㄯ䛥䜜䜛
㏆ᡤ䛾᪉䛾Ỉ䛾㈙ฟ䛧
᮫䛾㛗䛥䛜䚸⮬ศ䛻ྜ䛳䛶䛔䜛䛾䛛ぢ䛶ḧ䛧䛔
䛂Ꮚ䛹䜒110␒䛾ᐙ䛃䛾⏦ㄳ䜢䛧䛶䛿䛹䛖䛛
Ẽศ䛾ⴠ䛱㎸䜏䛜䛒䜚㣗䛜స䜜䛺䛟䛺䛳䛯㏆ᡤ䛾㧗㱋⪅䛻䚸Ꮿ㓄ᘚᙜ䛸ぢᏲ䜚ᨭ
㏆ᡤ䛾㧗㱋⪅䛾ㄆ▱䛾┦ㄯ
⏫ෆ䛾᪉䛛䜙䝕䜲䝃䞊䝡䝇䛾㈨᱁せ௳䛻䛴䛔䛶
ⱝᖺᛶㄆ▱䛾᪉䛻䛴䛔䛶
⢭⚄⛉㝔䛛䜙䛾㏥㝔䛻ྥ䛡䛶
ㆤಖ㝤䛻䛴䛔䛶
ᴗᡤ䛾䜽䝺䞊䝮

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻ᐤ䛫䜙䜜䜛┦ㄯෆᐜ䛿ᐇ䛻ከᵝ

䖃
䖃
ᐙ

ࢸ૾ૅੲ

؏עѼਙૅੲἍὅἑὊểỉᡲઃ

ό؏עѼਙૅੲἍὅἑὊỉἨἻὅἓೞᏡ
όʼᜱႻᛩᆸӝ
όИᨼɶૅੲἓὊἲỉɟՃểẲề

όλއᎍૅੲ
όૅ࠙ࣄܡנੲ
όૅܡנੲ
όܼଈૅੲ
όλᨈỉૅੲ
ίᨦܹẐࡇᚧբʼᜱẑỉỶἳὊἊὸ

σဇἙỶ
ჺМဇ
ܴއἉỹỴ

ᚧբ
ίᐯܡỂỉჃӕụૅੲờԃớὸ

ἃỴἰἊἳὅἚỉೞᏡࢍ҄

䠄ཧ⪃䠅᪥ᮏㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮༠䛂ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᑗ᮶䝡䝆䝵䞁2010䛃䠄ᖹᡂ䠎䠍ᖺᗘ䠅

䠔.ᆅᇦ䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䛸ධᒃ⪅䞉ᐙ᪘䜈䛾ᰂ㌾䛺ᨭ 䠙ከᶵ⬟

䠓䠊䛂ᶵ⬟䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥䛃䜢┠ᣦ䛩 䠙ㄆ▱䜿䜰䝟䝇䚸ከ⫋✀㐃ᦠ

䠒䠊䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾䜿䜰䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾䛒䜚᪉䠙䝷䜲䝣䝃䝫䞊䝖䝽䞊䜽䛾᥎㐍

䠑䠊⤒Ⴀつᶍ䛸⏕άつᶍ䛾ศ㞳 䠙ᴗᡤ䛾㐠Ⴀ䝃䝫䞊䝖

䠐䠊ᑠつᶍ䛷ᐙᗞⓗ䛺⏕ά༢䛾ぢ┤䛧 䠙⏕ά⎔ቃ䛾Ⅼ᳨䛸ぢ┤䛧

䠏䠊⏝⪅䛾Ᏻ䛸Ᏻᚰ䛾ಖ㞀䛻ྥ䛡䛶 䠙䜰䝗䝪䜹䝅䞊䚸ᶒ᧦ㆤ

䠎䠊ධᒃ⪅䛾ᅾᏯᖐᨭ 䠙ᐙ᪘ᨭ䚸ᮏேᐙ᪘䛾䝸䝝䝡䝸ᶵ⬟

䠍䠊㧗㱋⪅䛻䛚䛡䜛䛂ാ䛟䛣䛸䛃䛾᥎㐍 䠙䝥䝻䝎䜽䝔䜱䝤䞉䜶䜲䝆䞁䜾

䕔ไᗘ䛵䛟䜚䛻ྥ䛡䛯╔║Ⅼ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮ᑗ᮶䝡䝆䝵䞁

ᨦầẟᎍὉδᇜᚨሁểỉᡲኽ

όᅦᅍᢤᩊ
όܹૅੲ

ἻỶἧἋἘὊἊỆࣖẳẺ
௩᠂ễૅੲ
Ӳᆔเửếễẫૅੲ

ἂἽὊἩἭὊἲ
ίᵐᵒ᧓ᵑᵔᵓଐὸ

˰؏עൟểỉ
ң

όӲೞᏡỉἉỹỴίσဃὸ
όݼіૅੲ
όဃẨầẟὉࢫлૅੲ
όἮἻὅἘỵỴѣ

ό؏עἅὊἙỵὊἑὊೞᏡ
όᛐჷၐỉգႆѣ
όᛐჷၐἇἯὊἑὊᜒࡈ
ἧỻἿὊỴἕἩሁ
όᛐჷၐỽἧỹ
όဃႻᛩ
όί̾Кὸ؏עἃỴ˟ᜭ
ό؏עỉʴႆὉᏋ
ό؏עỉѣỉئỉႆ

όʼᜱʖ᧸Ὁଐࠝဃૅੲዮӳʙಅ

ᆅᇦ䛾ᣐⅬ䠄䝝䝤ᶵ⬟䠅
䜲䝯䞊䝆ᅗ
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ㄆ▱䜻䝱䝷䝞䞁䝯䜲䝖
ㄆ▱䝃䝫䞊䝍䞊㣴ᡂ
ᆅᇦཧຍᆺ䛾᪑⾜䛾⏬

z ㄆ▱䜿䜰䛾䝣䝻䞁䝖䝷䞁䝘䞊䛸䛧䛶䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾⨨䛵䛡䛜᭕䛻䞉䞉
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾Ꮡᅾ౯್䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾᪂䛯䛺ᐇ㊶ᙧែ䛜ᚲせ䠛
23

z ㄆ▱䜿䜰䛾୍⯡
⏕άᨭ䜢୰ᚰ䛻ᤣ䛘䛯䛂䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛺䜙䛷䛿䛾䜿䜰䛃䛜䚸䛾ㆤ䝃䞊䝡䝇䛻䜒Ἴཬ

ї䜖䛘䛻䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻䛿䚸ㄪ⌮䚸ᤲ㝖䚸Ὑ℆䛺䛹䛾ᐙᨻ䜔䚸㈙䛔≀䚸እฟ䛺䛹䛾
άືຓ䛜㐠Ⴀᇶ‽ୖ䛻䛖䛯䜟䜜䛶䛔䜛䚹

zㄆ▱䛾ே䛾⾜ື䜔ゝⴥ䛻䛿ព䛜䛒䜛
zồ䜑䛶䛔䜛䛾䛿䚸䛂ฟ᮶䛺䛔䛣䛸䛃䜈䛾ᨭ䛷䛿䛺䛟䚸䛂䛧䛯䛔䛣䛸䛃䜈䛾ᨭ
zㄆ▱䛾ே䛾䛂ᙜ䛯䜚๓䛾⏕ά䛃䜢⋓ᚓ䛩䜛䛖䛘䛷䚸ᙜ⪅ᛶ䛾ᑛ㔜䛿㠀ᖖ䛻㔜せ

䡚䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜ㄆ▱䛾ே䛛䜙Ꮫ䜣䛰䛣䛸

ồ䜑䜙䜜䜛᪂䛯䛺ᐇ㊶ᙧែ

ㄆ▱䜹䝣䜵
ᆅᇦ㧗㱋⪅䛾㈙䛔≀ᨭ
ㆤ䞉ㄆ▱➼┦ㄯ❆ཱྀ
㏆ᡤ䛵䛝䛒䛔䚸ᆅᇦ䜒ぢᏲ䜚
ᆅᇦ䛾䛚Ⲕ䛾㛫
Ꮚ䛹䜒䠍䠍䠌␒

ᑐ㇟䠖ධᒃ⪅䛸ᆅᇦఫẸ
䛚⚍䜚
ⲡ䜐䛧䜚
⪁ே

ᆅᇦ䛾䝙䞊䝈䛸ᴗᡤᶵ⬟䜢୍య䛧䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾
ᆅᇦ㈨※䛸䛧䛶䛾౯್䜢㧗䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜䚸ᮏ᮶䛾ከᶵ⬟
䛾ព䚹ᆅᇦ䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛜῝䜎䜜䜀䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮⏝
⪅䜈䛾᪥ᖖ䜿䜰䛾ᐇ䜔䚸ᰂ㌾䛛䛴༶ᛂᛶ䛾䛒䜛ᨭ䜒ྍ
⬟䛻䛺䛳䛶䛔䛟䚹

ᴗᡤ䛜ᆅᇦ䜢䛴䛺䛠⦕ഃ䠄䝖䝫䝇䠅䛸䛧䛶ᶵ⬟䛩䜛䞉䞉䞉
⏝⪅䛸୍⥴䛻ᆅᇦ䛾Ꮚ౪䜢Ᏺ䜛ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䞉䞉䞉
ᑠ୰Ꮫᰯ䛾⏕ᚐ䛸䛾ὶ䚸᪑⾜䛾⏬䞉䞉䞉
ᴗᡤ䛾䜰䝥䝻䞊䝏䛾ྍ⬟ᛶ䛿㝈䜚䛺䛟䛒䜛䚹

¾ ᆅᇦ䛾䝙䞊䝈䛸ᴗᡤᶵ⬟䛾୍య
¾ ᆅᇦ㈨※䛸䛧䛶䛾ᴗᡤ౯್䛾ྥୖ
¾ ⏝⪅䜈䛾ᰂ㌾䛛䛴༶ᛂᛶ䛾䛒䜛ᨭ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾ᆅᇦ㈨※䛸䛾㐃⤖䚸㛵ಀ䛵䛟䜚

ᚋ䜑䛦䛩䜉䛝ከᶵ⬟

ᑐ㇟䠖ධᒃ⪅䛾䜏

¾ ㄆ▱䝕䜲䝃䞊䝡䝇
¾ 䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲
¾ ┳ྲྀ䜚 ➼䚸ไᗘⓗഃ㠃䛛䜙ぢ䛯ከᶵ⬟

⊃⩏䛻ᤊ䛘䛯ከᶵ⬟

ከᶵ⬟䛾ᮏ᮶䛾ព

24

ㆤಖ㝤ไᗘ⾜ᚋ16ᖺ䛜⤒㐣䚹
ᵝ䚻䛺⪃䛘᪉䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜ΰᅾ䛩䜛䛣䛭䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛿䛂䜾
䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ཎⅬ䛃䛻❧䛱ᡠ䜚䚸ᮏ᮶┠ᣦ䛧䛶䛝䛯ㄆ▱䜿䜰䜢ᬑ㐢ᛶ
䛒䜛䜒䛾䛻䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹

• 㔞ⓗᩚഛ䛿䚸䜿䜰䛾㉁䛾᱁ᕪ䜢ᣍ䛟䛸䛔䛖⌧ᐇⓗ䛺ㄢ㢟䛜䛒䛳䛯
їㆤಖ㝤ไᗘ䛾ᬑཬ䛸䛸䜒䛻㣕㌍ⓗ䛻ᣑ䛧䛶䛝䛯GH䛿䚸
䝃䞊䝡䝇䛾㉁䜢䛔䛛䛻ᢸಖ䛩䜛䛛䛜䛝䛺ㄢ㢟䛻䞉䞉䚹
ї䝃䞊䝡䝇ホ౯ไᗘ䚸ྛ✀◊ಟᴗ➼䛾ྲྀ⤌䜏䛾㝈⏺䜒䞉䞉䚹

• ⌧ᅾ䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻䚸タᙜึ䛾䛂ᐇ㊶ཎ⌮䛃䛿ཷ䛡⥅䛜䜜䛶䛔䜛䛛

ㄢ㢟ព㆑䐟 ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ཎⅬ䛻䛛䛘䜛

22

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛿䚸ᖖ䛻䛭䛾ཎⅬ䠄ㄆ▱䜿䜰䛾ᬑ㐢ⓗ䛺㒊ศ䠅䛻❧䛱ᡠ䜚䛴
䛴䚸ධᒃ⪅䞉ᐙ᪘䚸ᆅᇦ➼䛾ከᵝ䛺䝙䞊䝈䛻⪥䜢ഴ䛡䚸᪂䛯䛺䝏䝱䝺䞁䝆䜢⧞
䜚㏉䛩䛣䛸䛷䚸ᆅᇦᅛ᭷䛾䝙䞊䝈ᑐᛂᆺ䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶౯್䜢㧗䜑䛶䛔䛟䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹

⥅⥆ⓗ䛺䝏䝱䝺䞁䝆

ᑠつᶍ䛷ᐙᗞⓗ䛺⏕ά⎔ቃ䛾୰䛷䚸䛭䛾ே䜙䛧䛥䜔ᆅᇦ䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛒䜛ᬽ
䜙䛧䜢ษ䛻䛧䛺䛜䜙䚸䛂ᮏே䛜ᮃ䜐⏕ά䛃䜢ᨭ䛧⥆䛡䜛䛣䛸䚹
ㄆ▱䛾ே䛾䛂⮬ᕫỴᐃ䜢ᨭ䛘䜛䛃䚸䛂ఫ䜏័䜜䛯ᆅᇦ䛷⥅⥆ᛶ䛾䛒䜛ᬽ䜙䛧
䜢ᨭ䛘䜛䛃䚸䛂⮬䜙䛾ຊ䜢᭱㝈䛻䛳䛶ᬽ䜙䛩䛣䛸䜢ᨭ䛘䜛䛃䛿䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊
䝮䛻䛚䛡䜛ㄆ▱䜿䜰䛾ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䚹

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ཎⅬ

䡚䛂ཎⅬ䛻䛛䛘䜛䛃 䛸 䛂䝏䝱䝺䞁䝆䛩䜛䛃

ᚋ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䜏ጼໃ
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ᡚᘍ

ὼὼ

ٻễඥˋᢌӒ

ೌМ̛ܹ

᠉ࣇễඥˋᢌӒ

ἃỴỉࢸᡚ

ңщҔၲೞ᧙ίഫᅹὉᚨԃớὸ
ዬ࣯ ࣖݣҔၲᡲઃ˳Сьም
Ⴣӕụʼᜱьምίࡇ҄ὉჃӕụਦᤆὸ

עငעෞί˰ൟӋьὸ
ᣂם૰ྸ
ᘍʙồỉӋь

ʙếẪụỉ̊

ɧᢘЏễ˰ؾ

ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃίӷɟỉҔၲೞ᧙ẦỤɟࢷỉࢮᚮሁὸ

ኺฎ᩿ỉૅੲ
Ӳᆔ࠰Ὁ ဃ̬ᜱὉ ᐯᇌૅੲҔၲ
ҔၲᝲяὉҔၲᝲᨊỉዓẨ
ҔၲৣяὉ᭗᫇ҔၲὉ᭗᫇ʼᜱἇὊἥἋᝲỉዓẨ

ἇὊἥἋਃ࢘ᎍ˟ᜭ
ᢃփਖ਼ᡶ˟ᜭ
᧸Ὁᢤᩊጀ
ʙಅϋጀὉ؏עểỉӳӷጀ
؏עỉጀồỉӋь

ʴᏋίถໜỉἯỶὅἚὸ

ܭՃỉᢝܣ
ʴՃᣐፗὉѮѦ˳Сỉᄩ̬
ίሥྸᎍὉᚘဒ˺ਃ࢘ᎍ፯Ѧᄂ̲ὸ
ᚨͳؕแίܴއὉ᧓އӏỎؘὸ
ᇌעவˑ
ἋἩἼὅἁἻὊỉᚨፗ
Ӗዅሁỉᄩᛐ
ӲᆔᚡỉૢͳểẸỉ̬ሥ
Мဇ૰ỉᚨܭểӖ᪸
ᙲʙᛟଢểڎኖίᛟଢểኛࢽὉӷॖὸ
ἃỴἩἻὅỉ˺
МဇᎍểỉʙỀẪụởẸỉ˂ỉܼʙ
ᡵᵐׅỉλෘὉඟૅੲ

ྸࣞ

ʙಅỉٶೞᏡ҄
ᛐჷၐᧉݦἃỴьም
ἇὊἥἋ੩̓˳Сьም ᧓ٸἃỴьም
ჺМဇσӷဃʼᜱ
σဇᛐჷၐࣖݣᡫʼᜱ

ඥСࡇỆ᧙ẴỦẮể

ᐯࠁᚸ̖Ὁٳᢿᚸ̖ỉܱὉπᘙ
ોծᚘဒỉ˺ӏỎܱ
ʼᜱἇὊἥἋऴإỉπᘙ
ᖋࢳỉ᧸ഥ ӲᆔዓẨỉૅੲὉˊᘍ
᩿˟ởᡫ̮ỉМࣱ̝ ᘓဃሥྸ
ᒊऴὉᙲஓồỉᢘЏễࣖݣ
ἤἶἼἡἕἚὉʙႆဃỉᢘЏễࣖݣ
ίࠊထồỉإԓὸ

ἃỴỉឋίэफễἃỴὸ

ܹ̬ᨖỉМဇ
ʙࣖݣሁ

ἓἵἾὅἊẴỦᛐჷၐἂἽὊἩἭὊἲἃỴ
ܱោỉਦ

ẟếỂờӋь
ỂẨỦẮểửẴỦ
ᙸỦ օẫ ᎥẪ ᚑủỦ ԛᙸửẴỦ

ἃỴỉឋίἃỴỉข҄ὸ

ᨼׇႎὉሥྸႎὉဒɟႎễʼᜱ

ὺὼ

ὼὺ

ἃỴỉᡶ҄
ί΅Ῑ Ῡὸ

ᡶഩ

ὺὺ

25

z 2025ᖺ䛻䛿䚸MCI䜒ྵ䜑䛶700ே䛾ே䛜ㄆ▱
z ㄆ▱䛾᪩ᮇ䛾ẁ㝵䛷ᮏே䜔ᐙ᪘䛸䛛䛛䜟䜚䜢ᣢ䛱䚸ண㜵㔜ど䛾ㄆ▱䜿䜰䜈䛸ὶ
䜜䜢ኚ䛘䛶䛔䛟䛣䛸䛿䚸ᅜ䝺䝧䝹䛾ᚲ㡲䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛷䛒䜛䠄᪂䜸䝺䞁䝆䝥䝷䞁䠅
z 䛣䛭䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜✚䜏ୖ䛢䛶䛝䛯ㄆ▱䜿䜰䛾ᐇ⦼䜢ά䛛䛧䚸ㄆ▱䜿䜰
䛾㌿ᮇ䛻㈉⊩䛩䜛
z 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛿䚸ᆅᇦ䛾୰䛾㈨※䛸䛴䛺䛜䜚䛺䛜䜙䚸ከ⫋✀㐃ᦠ䞉༠ാ䛾୰ᚰⓗ
Ꮡᅾ䛻䛺䜜䜛䛿䛪
z 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ከᵝ䛺ຍ౯್䜢ᙉ䜏䛻䛧䛺䛜䜙䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐ
Ⅼ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䠄ї䛣䛖䛧䛯ྲྀ䜚⤌䜏䛾ᩘ㔞䜢䛹䛖♧䛩䛛䛿ㄢ㢟䠅
z ௦䛾䝙䞊䝈䜢ㄞ䜏ゎ䛝䚸ㄆ▱䜿䜰䛾ཎ๎䜢㈏䛝䛺䛜䜙䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᑗ᮶
䜢ぢᤣ䛘䛯᪂䛯䛺䝏䝱䝺䞁䝆䛻ᣮ䜐䜉䛝

ᐇ㊶䛾䛂῝䛃䜢㏣ồ䛧䚸䝃䞊䝡䝇ᶵ⬟䛾䛂㐍䛃䛻ᣮ䜐

ㄢ㢟ព㆑䐠 䝏䝱䝺䞁䝆䛩䜛

ὼὼ

̾КἃỴểẲềỉဃૅੲ
ဃỉዒዓࣱίଐλෘὉ։ڤԼὉˊஆỉ੩̓Ὁឯԛѣỉૅੲ
ࢫлởဃẨầẟૅੲὉॖ࣬ൿܭỉẺỜỉᢘЏễऴإ੩̓
ૅੲἰἕἩỉဇίஜʴầ˟ẟẺẟʴởᘍẨẺẟئồỉૅੲẆᡦЏủẺ᧙̞ỉϐನሰẆ
ٳЈὉٳජሁỉૅੲẆʙಅỉẝỦ؏עὉஜʴỉễẳỚỉ؏עỉᘍʙӋьሁ

ܹ̬ᨖỉМဇ
ʙࣖݣሁ

ྸࣞ
ܭՃỉᢝܣ
ʴՃᣐፗὉѮѦ˳Сỉᄩ̬
ίሥྸᎍὉᚘဒ˺ਃ࢘ᎍ፯Ѧᄂ̲ὸ
ᚨͳؕแίܴއὉ᧓އӏỎؘὸ
ᇌעவˑ
ἋἩἼὅἁἻὊỉᚨፗ
Ӗዅሁỉᄩᛐ
ӲᆔᚡỉૢͳểẸỉ̬ሥ
Мဇ૰ỉᚨܭểӖ᪸
ᙲʙᛟଢểڎኖίᛟଢểኛࢽὉӷॖὸ
ἃỴἩἻὅỉ˺
МဇᎍểỉʙỀẪụởẸỉ˂ỉܼʙ
ᡵᵐׅỉλෘὉඟૅੲ

ᐯࠁᚸ̖Ὁٳᢿᚸ̖ỉܱὉπᘙ
ોծᚘဒỉ˺ӏỎܱ
ʼᜱἇὊἥἋऴإỉπᘙ
ᖋࢳỉ᧸ഥ ӲᆔዓẨỉૅੲὉˊᘍ
᩿˟ởᡫ̮ỉМࣱ̝ ᘓဃሥྸ
ᒊऴὉᙲஓồỉᢘЏễࣖݣ
ἤἶἼἡἕἚὉʙႆဃỉᢘЏễࣖݣ
ίࠊထồỉإԓὸ

ὼὼ

ἃỴỉឋίэफễἃỴὸ

ٻễඥˋᢌӒ
ɧദᛪ൭ẆʙỉᨨᔻẆᖋࢳὉ៲˳ளὉᥪὉᘍѣСᨂᵊ
ᡫ̮ίᩓᛅὉኡὉἳὊἽሁὸỉСᨂẆɧᢘЏễ᥉ሥྸẆڎኖசዸኽ
ܣᅼ፯ѦᢌӒ ऴإᅆԁẆἇὊἥἋ੩̓ỉԁẆМႩ̓ɨẆᒊऴὉᙲஓỉ્ፗ

ᡶഩ

ὺὺ

ὼὺ

ἃỴỉᡶ҄
ί΅Ῑ Ῡὸ

ᡶഩ

ὺὺ

؏עਗໜίếễẩỉૅੲὸ
ṞႻᛩೞᏡίᛐჷၐỽἧỹὉʼᜱᵏᵏᵎဪὉෞᝲဃႻᛩẆᨦܹδὉᎍỆݣẴỦႻᛩӏỎСࡇỉМဇૅੲẆ
СࡇỆểỤỪủễẟૅੲίᨦܹδỉλෘૅੲὸሁὸ
ṟ܇Ꮛềૅੲί؏עὉᎰՃểờỆὸί܇ỄờᵏᵏᵎဪỉܼẆɧႇఄδỉӖẬλủሁὸ
Ṡ᧸ở᧸ཛỆ᧙ẴỦӕụኵỚ ṡ؏עỉᅦᅍἝὊἌᛦ௹Ὁૅੲ
Ṣ؏עỀẪụί؏עᘍʙỉἇἯὊἚẆထϋ˟ѣồỉӋьẆἮἻὅἘỵỴѣễỄὸ
ṣ؏עเỉ৭੮ίỶὅἧỻὊἰἽὉỶὅἧỻὊἰἽễเỉଢᄩ҄ẆเἰἕἩỀẪụὸ
ṤӲᆔᜒࡈỉ͵Ẇᛐჷၐʖ᧸Ệ᧙ẴỦଔᏋ ṥᛐჷၐૅ؏עੲਖ਼ᡶՃẆࠊൟࢸᙸʴỉᏋሁ

ૅܡנੲί؏עᆆᘍὸ
Ṟଔỉૅܡנੲίλއʖ᧸ὸẆ ṟИᨼɶἓὊἲồỉӋь
Ṡ؏עἃỴ˟ᜭồỉᆢಊႎễӋь
ṡއίଐɶއὸὉ᭗ᱫᎍɭ࠘ሁồỉૅੲ
ίἆἱỉЎКὉἆἱЈẲὉᣐὉٳЈૅੲίᝰẟཋὉӖᚮሁὸὉᨊᩌὉ
ᩓྶỉӕụஆảὉӲᆔऴإ੩̓ሁὸ
Ṣ؏עѼਙૅੲἍὅἑὊὉӲਃ࢘ᛢὉ᧙̞ೞ᧙ሁểỉᡲઃ
ṣᚧբὉᐯɼʙಅίஜʴỆ࣏ᙲễૅੲὸ

ʴᏋίถໜỉἯỶὅἚὸ
ᩉᎰྙίỄỉᆉࡇỆᚨܭẴỦẦᾎὸ
ࠝѮὉ᩼ࠝѮίἣὊἚᎰՃὸỉлӳ
ٳᢿเỉဇСᨂ

ɧᢘЏễ˰ؾ
ஜʴỉཞ७ὉễẳỚỉဃỆᢘẲềẟễẟᅦᅍဇφỉݰλ
ஜʴỉע࣎އὉ̅ẟởẴẰửᙻẲẺؾ
࠷ᆐễụ˄ẬễỄ

ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃ
ӷɟҔၲೞ᧙ẦỤỉλއᎍỆݣẴỦɟࢷỉࢮᚮ
ཞ७ί̊ảịᙲʼᜱࡇỆợỦғЎὸỉ҄٭Ệˤạ˰ỚஆảίᙲʼᜱᵒὉᵓỆễẾẺỤཎẆẝỦẟỊᵒὉᵓẲẦλއỂẨộẶỮễỄὸ
࣏ᙲễҔၲửӖẬẰẶễẟẆࠎஓẴỦӖᚮửԁܭẴỦ

ҔၲᝲяὉҔၲᝲᨊỉዓẨ
ҔၲৣяὉ᭗᫇ҔၲὉ᭗᫇ʼᜱἇὊἥἋᝲỉዓẨ

ὼὺ

ἃỴἰỉዒዓႎဇ
ܼଈૅੲίއỉλއᎍὉМဇᎍỆݣẴỦܼଈႎễૅੲửᘍễẾẺئӳỆьምὸ
ˤڌỉૅੲίἃỴἣἋỉဇὸ
̊῍ӖᚮỉૅੲẆλᨈỉ˄Ẩชẟởऴإ੩̓
ஜʴỉဃỉዒዓࣱ
λᨈɶỉ៲ỉׅụỉɭᛅẆଔᡚᨈỆӼẬẺẦẦỪụ
ஜʴểỉңỆợỦỴἍἋἳὅἚ
ٳЈὉٳජૅੲẆᔀΒồỉẦẦỪụ
ʙಅỉٶೞᏡ҄
ᛐჷၐᧉݦἃỴьም
˰ؾίьምỉἯỶὅἚὸ
ἇὊἥἋ੩̓˳Сьም ᧓ٸἃỴьም ٶೞᏡ҄
ἩἻỶἫὊἚ᧙ỉᚨፗ ἩἻỶἫὊἚἯἋἚỉᚨፗ
ჺМဇσӷဃʼᜱ
ᾀώМဇᎍồỉ௩᠂ẦếұࣱࣖỉẝỦૅੲ
ᅦᅍဇφỉᢘЏễМဇ
σဇᛐჷၐࣖݣᡫʼᜱ
ṞМဇᎍὉܼଈỉᐮὉዬ࣯ἝὊἌồỉࣖݣ
ṟλࢸއỉἼἿἃὊἉἹὅἒἳὊἊỉዼԧίᚧբὉấᚾẲМဇሁᾉ᧙̞ỀẪụὸ
ңщҔၲೞ᧙ίഫᅹὉᚨԃớὸ
ṠλއᎍểМဇᎍểỉૼẺễЈ˟ẟỆợỦൢਤẼỉ҄٭ởဃॖഒỉӼɥ
ዬ࣯ ࣖݣҔၲᡲઃ˳Сьም
ṡ࠙ࣄܡנồỉૅੲίٳЈὉٳජሁỉӕụኵỚὸ
Ⴣӕụʼᜱьምίࡇ҄ὉჃӕụਦᤆὸ
ܼଈૅੲ
ἇὊἥἋਃ࢘ᎍ˟ᜭ
ܼଈ˟ίː᧓ỉנ܍Ẇᛐჷၐỉྸᚐỉ̟ᡶሁὸ
ᢃփਖ਼ᡶ˟ᜭ
ऴإႆ̮Ὁଐࠝỉಮ܇ỉˡᢋ૾ඥίἳὊἽὉἭὊἲἬὊἊὉấ̝ụὉϙჇὉᵢᵴᵢỉဇሁὸ
᧸Ὁᢤᩊጀ
ϛ۟ᔀᅛỉૅੲẆλއᎍὉМဇᎍểỉ᧙ࣱ̞ỉૅੲẆʼᜱܴሁỉᜒࡈ
ʙಅϋጀὉ؏עểỉӳӷጀ
؏עỉጀồỉӋь
ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃ
ἃỴỉᡶ҄
ᾀώɟᑍҔၲởᧉݦҔၲỉဇૅੲ
ί΅Ῑ Ῡὸ
ṞẦẦụếẬҔồỉӖᚮίᡫᨈʼяὉ˄ẨชẟὸẆṟᧉݦҔồỉӖᚮ
ኺฎ᩿ỉૅੲ
ṠᚧբᚮၲὉᚧբჃᜱẆṡᵐᵒ᧓ࣖݣẆṢᕤޅሁểỉᡲઃ
Ӳᆔ࠰Ὁ ဃ̬ᜱὉ ᐯᇌૅੲҔၲ

ᾁώλᡚᨈồỉૅੲ
Ṟλᨈỉ˄Ẩชẟởऴإ੩̓
ί៲˳᩿ẻẬỂễẪẆဃɥỉ࣏ᙲễᣐॾởஜʴỉщởӧᏡࣱỆếẟềờὸ
ṟλᨈɶỉ៲ỉׅụỉɭᛅί᩿˟ẆඹຩཋẆɧឱԼỉᙀΪሁὸ
ṠଔᡚᨈỆӼẬẺẦẦỪụίᡚᨈЭỽὅἧỳἾὅἋሁồỉӋьὸ
ᾂώࡇ҄ὉἑὊἱἜἽἃỴỉܱ
Ṟਦᤆỉሊܭίᎋả૾ỉૢྸểσஊὸẆṟܼଈỉྸᚐểӷॖẆ
Ṡዬ࣯ἰἝἷỴἽỉૢͳẆṡჃӕụʼᜱỆ᧙ẴỦॖӼỉᄩᛐểɧܤồỉࣖݣ

ඥСࡇỆ᧙ẴỦẮể

˰ؾίỤẲửᙻẲẺ˰ؾὸ
ʻộỂểӷẳợạễܼࡊႎễᩎൢ
ỪẦụởẴẟἇỶὅ દ˺ẲởẴẟᚨͳ

ṞᎰՃᄂ̲Ệ᧙ẴỦ࠰᧓ᚘဒểܱཞඞỉᄩᛐ ṟ࣏ᙲễᄂ̲ỉӖᜒ
Ṡ࣏ᙲễჷᜤở২ᘐỉ፼ࢽ ṡᐯࠁᚸ̖ỉႸửဇẲẺᎰՃᏋ
ṢᒊऴὉᙲஓồỉᢘЏễ ࣖݣṣἤἶἼἡἕἚὉʙإԓỉᢘЏễࣖݣ
ṤἳὅἑἽἪἽἋởἋἚἾἋἰἊἳὅἚồỉӕụኵỚ

ೌМ̛ܹ
ᬵẲỉἃỴẆႳᙻỽἳἻὉᾖᾟᾢỉ̅ဇẆᆸỉἋἚἕἣὊẆ
ἩἻỶἢἉὊỉ̛ܹίἚỶἾỉỽὊἘὅὉܴއἛỴሁỉỾἻἋ҄ẆỉẹẨᆸሁὸ
᩿˟Ὁᡫ̮ሁỉСᨂẆऴإỉСᨂὉऴإ੩̓ẲẆ ᅈ˟เỉဇСᨂẆ ஜʴỉॖӼửᄩᛐẲềẟễẟˊྸᘍໝ

ᡚᘍ

σဃἇὊἥἋỉܱ
ᨦܹᎍởᙲૅੲᎍồỉૅੲ
ٶೞᏡ҄ίࢫлὉဃẨầẟૅੲὸ
ݼіૅੲẆἮἻὅἘỵỴѣẆἦỴἇἯὊἚẆ࢘ʙᎍ˟Ẇ؏עѣẆܖ፼ѣẆឯԛѣ
ᒉ࠰ࣱᛐჷၐỉʴồỉૅੲờԃớ

҄ửᎋảỦẺỜỉᛐჷၐἂἽὊἩἭὊἲἃỴܱោỉਦ

ɧᢘЏễ˰ؾ

ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃίӷɟỉҔၲೞ᧙ẦỤɟࢷỉࢮᚮሁὸ

ኺฎ᩿ỉૅੲ
Ӳᆔ࠰Ὁ ဃ̬ᜱὉ ᐯᇌૅੲҔၲ
ҔၲᝲяὉҔၲᝲᨊỉዓẨ
ҔၲৣяὉ᭗᫇ҔၲὉ᭗᫇ʼᜱἇὊἥἋᝲỉዓẨ

ᨦܹᎍỉλဇ
˰ൟỉλෘ
ίɟʴỤẲὸ

λෘỉ̊

ᐯࠁൿܭỉݭὉೌМઢᜱ
Ṟॖ࣬ൿܭởᢠ৸ỉẺỜỉᢘЏễऴإ੩̓ ṟဃỉዒዓࣱởẸỉʴễụỉẮẻỪụởဃἋἑỶἽὉဃ፼ॹỉૅੲ
ṠڎኖỆ᧙ẴỦᛟଢểኛࢽ ṡೌМઢᜱỆ᧙ẴỦСࡇỉྸᚐểဇૅੲ ṢɟʴọểụỉݭểἩἻỶἢἉὊỉᄩ̬
ṣ៲˳ளẆᘍѣСᨂỉ᧸ഥ ṤᖋࢳᘍໝỉྸᚐểẸỉ᧸ഥ ṥᥪửẲễẟӕụኵỚ
ʴᏋίἓὊἲỀẪụὉἓὊἲἃỴỉਖ਼ᡶὸ
ṦᒊऴὉᙲஓồỉᛗܱễ ࣖݣṧᐯЎỂỂẨỦ᥉ሥྸỉૅੲ
ṞஜʴẆܼଈẆ̞᧙؏עᎍሁẆλއᎍὉМဇᎍỉỤẲỉἝὊἌởஜʴỉ҄٭ỆࣖẳẺನ
ṟૅảӳạႻʝɼ˳᧙̞ỉ࢟
ʴᏋίܭბྙểឋỉ᭗ẟἃỴỉܱྵὸ
ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃ

᠉ࣇễඥˋᢌӒ
ʼᜱᎰՃỆợỦҔၲᘍໝίԈၝὉᏎၱὉỶὅἋἼὅදݧሁὸ
ऴإᅆỉசܱẆᝲỉɧᢘЏễӕụৢẟ
λᨈỉλᝲއဇỉܱᝲࣉӓẆஊ૰ٳЈૅੲ

ἃỴỉࢸᡚ

ңщҔၲೞ᧙ίഫᅹὉᚨԃớὸ
ዬ࣯ ࣖݣҔၲᡲઃ˳Сьም
Ⴣӕụʼᜱьምίࡇ҄ὉჃӕụਦᤆὸ
ἇὊἥἋਃ࢘ᎍ˟ᜭ
ᢃփਖ਼ᡶ˟ᜭ
᧸Ὁᢤᩊጀ
ʙಅϋጀὉ؏עểỉӳӷጀ
؏עỉጀồỉӋь

ʴᏋίถໜỉἯỶὅἚὸ

ἃỴỉឋίἃỴỉข҄ὸ

ᨼׇႎὉሥྸႎὉဒɟႎễʼᜱ
ṞஜʴỉӋဒầễẟἃỴἩἻὅỉᇌకẆɟ૾ႎễỴἍἋἳὅἚ
ṟʙಅὉᎰՃỉᣃӳỆợỦଐᛢ
ṠʼᜱẴỦͨὉẰủỦͨỉ᧙ࣱ̞
ṡẦẦỪụὉἅἱἷἝἃὊἉἹὅɧឱ ṢṺṺၲඥỉܱ
ṣඥʴࣖݣỉʙ੩̓ởٳᢿೞ᧙ỆợỦྂᇌỀẪụể੩̓
ṤɧᢘЏễ ؾṥἤἶἼἡἕἚὉʙࣖݣỉɧឱẆ્ፗ
Ṧᢅࡇễࣖݣί൦ЎᙀዅὉᘓဃሥྸὉҔၲὉஊ૰ỂỉٳЈሁὸ

ὺὼ

ᡚᘍ

ٻễඥˋᢌӒ

ೌМ̛ܹ

᠉ࣇễඥˋᢌӒ

ἃỴỉࢸᡚ

ྸࣞ

ܭՃỉᢝܣ
ʴՃᣐፗὉѮѦ˳Сỉᄩ̬
ίሥྸᎍὉᚘဒ˺ਃ࢘ᎍ፯Ѧᄂ̲ὸ
ᚨͳؕแίܴއὉ᧓އӏỎؘὸ
ᇌעவˑ
ἋἩἼὅἁἻὊỉᚨፗ
Ӗዅሁỉᄩᛐ
ӲᆔᚡỉૢͳểẸỉ̬ሥ
Мဇ૰ỉᚨܭểӖ᪸
ᙲʙᛟଢểڎኖίᛟଢểኛࢽὉӷॖὸ
ἃỴἩἻὅỉ˺
МဇᎍểỉʙỀẪụởẸỉ˂ỉܼʙ
ᡵᵐׅỉλෘὉඟૅੲ

ʙಅỉٶೞᏡ҄
ᛐჷၐᧉݦἃỴьም
ἇὊἥἋ੩̓˳Сьም ᧓ٸἃỴьም
ჺМဇσӷဃʼᜱ
σဇᛐჷၐࣖݣᡫʼᜱ

ඥСࡇỆ᧙ẴỦẮể
ᐯࠁᚸ̖Ὁٳᢿᚸ̖ỉܱὉπᘙ
ોծᚘဒỉ˺ӏỎܱ
ʼᜱἇὊἥἋऴإỉπᘙ
ᖋࢳỉ᧸ഥ ӲᆔዓẨỉૅੲὉˊᘍ
᩿˟ởᡫ̮ỉМࣱ̝ ᘓဃሥྸ
ᒊऴὉᙲஓồỉᢘЏễࣖݣ
ἤἶἼἡἕἚὉʙႆဃỉᢘЏễࣖݣ
ίࠊထồỉإԓὸ

ἃỴỉឋίэफễἃỴὸ

ܹ̬ᨖỉМဇ
ʙࣖݣሁ

ἓἵἾὅἊẴỦᛐჷၐἂἽὊἩἭὊἲἃỴ
ܱោỉਦ

ẟếỂờλෘ
ଐλෘ

ἃỴỉឋίἃỴỉข҄ὸ

ᨼׇႎὉሥྸႎὉဒɟႎễʼᜱ

ὺὼ

76

ὼὺ

30

• ୍᪉䛷䚸ㄔᐇ䛻䚸┿䛻䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜿䜰䛾㉁䜢㧗䜑䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛ᴗ⪅䜒䚸ேᮦ
䛾☜ಖ䚸䝃䞊䝡䝇䛾㉁ྥୖ䚸་⒪㐃ᦠ䚸㔜ᗘᑐᛂ➼䛾ከ䛟䛾ㄢ㢟䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛䚹
• ேᮦ䛾㉁䜢䛔䛛䛻ᢸಖ䛩䜛䛛䛿䜿䜰䛾㉁䛾᰿ᖿ䛻㛵䜛㔜せ䛺ㄢ㢟䚹

[ㄢ㢟ㄆ㆑]
• ⌧ሙ⫋ဨ䛜Ᏻᚰ䛧䛶䜿䜰䛻ᦠ䜟䜜䜛䜘䛖䛻䚸ၿព䛻䜘䜛ᶒᐖ䛸䛿ఱ䛛
䛸䛔䛖䛣䛸䜔䚸Ᏻ䛸⮬⏤䛾䝞䝷䞁䝇䛾䛸䜜䛯䜿䜰䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛧䚸䜾
䝹䞊䝥䝩䞊䝮య䛾ඹ㏻ㄆ㆑䜢ᅗ䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
• 䜎䛯䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮ྠኈ䛜┦Ⅼ᳨䛺䛹䛻䜘䜛⮬ᚊⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛔䚸
ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᴗ⪅㛫䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛵䛟䜚䛾᥎㐍䛜㔜せ䚹
31

32

• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛛䜙㝔䛻ධ㝔䛩䜛㝿䚸䛒䜛䛔䛿㝔䛛䜙䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮
䛻㏥㝔䛩䜛㝿䛺䛹䚸ධᒃ⪅䛾⛣ື䛻ᮏே䛾ሗ䜢䛴䛺䛔䛷䛔䛟䛯䜑䛾㐃
ᦠ䝒䞊䝹䜢䚸ㄆ▱䜿䜰䛺䜙䛷䛿䛾どⅬ䛷సᡂ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹

• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻䛚䛡䜛་⒪㐃ᦠయไຍ⟬䛿ᗣ⟶⌮⛬ᗘ䛻䛸䛹䜎䜛୰䚸
㔜ᗘ䛩䜛ධᒃ⪅䜈䛾ᑐᛂ䜢㋃䜎䛘䛶䚸䝍䞊䝭䝘䝹䜔⥭ᛴ䛻䛚䛡䜛་
⒪㐃ᦠ䛾䛒䜚᪉䜢☜❧䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹

[ㄢ㢟ㄆ㆑]

• ་⒪䛸ㆤ➼䛸䛾㐃ᦠ䛾㔜せᛶ䛜ゝ䜟䜜䛺䛜䜙䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛸་⒪䛾
㐃ᦠ䛜䛹䜜䜋䛹㐍䜣䛷䛔䜛䛛䛿㏱᫂䛷䛒䜛䚹⏕άᨭ䛻║䜢⨨䛔䛶
䛔䜛䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛷䛒䜜䜀䛣䛭䚸㌟య⟶⌮䜔ྜే➼䛷䛾ᙺ䜢ᢸ䛖་
⒪ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䞉༠ാ䛿ᚲ㡲䛷䛒䜛䚹

ɧᢘЏễ˰ؾ

ἃỴỉᡶ҄
ί΅Ῑ Ῡὸ

• 䜿䜰䛾㉁䛾ᴟ䛜ᣑ䛜䜚䛿䛨䜑䛶䛔䜛୰䛷䚸䛂䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮せㄽ䛃䛺䛹䛜㉳䛝䛶䛧
䜎䜟䛺䛔䜘䛖䛻䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ཎⅬ䛻ᇶ䛵䛟ㄆ▱䜿䜰䜢ᬑ㐢䛾䜒䛾䛻䛧䛶䛔䛛䛺䛡
䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹

• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛿⏝⪅䛾ᑛ䛔䜢㡸䛛䛳䛶䛔䜛䚹Ᏻ䜢㔜ど䛩䜛䛣䛸䛸
ྠ䛻୍ே䛾ே䛻ᑐ䛩䜛ᑛཝ䜢䛔䛛䛻Ᏺ䜛䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸ᖖ䛻䝆
䝺䞁䝬䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ㄆ▱䛾ே䛾ᶒ᧦ㆤ䛿䚸㌟యᣊ᮰䜔ᚅ䛾
ヰ䛻䛸䛹䜎䜙䛪䚸᪥ᖖ⏕ά䛾ᵝ䚻䛺ሙ㠃䛻₯䜐ᶒᐖ䛾ヰ䛷䜒䛒䜛䚹ఱ
䛜ᚅ䛻ᙜ䛯䜛䛾䛛䛸䛔䛖ᇶᮏⓗ䛺⌮ゎ䛜䛺䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸▱㆑㊊䛻䜘
䜛䛂ၿព䛾ᣊ᮰䛃䛜ᖹ↛䛸⾜䜟䜜䛶䛔䜛䜿䞊䝇䜒ᑡ䛺䛟䛺䛔䚹ㄆ▱䛾ே䛾
ᶒ᧦ㆤ䛸䛿ఱ䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛾䚸⤫୍ⓗぢゎ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䛟ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹

ἃỴỉឋίэफễἃỴὸ

ʴᏋίถໜỉἯỶὅἚὸ

ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃίӷɟỉҔၲೞ᧙ẦỤɟࢷỉࢮᚮሁὸ

ኺฎ᩿ỉૅੲ
Ӳᆔ࠰Ὁ ဃ̬ᜱὉ ᐯᇌૅੲҔၲ
ҔၲᝲяὉҔၲᝲᨊỉዓẨ
ҔၲৣяὉ᭗᫇ҔၲὉ᭗᫇ʼᜱἇὊἥἋᝲỉዓẨ

ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃ
ίɟᑍҔၲởᧉݦҔၲỉဇૅੲὸ

ܼଈૅੲίܼଈ˟Ὁऴإႆ̮Ὁଐࠝỉಮ܇ỉˡᢋ
Ὁϛ۟ᔀᅛὉ᧙ࣱ̞ỉૅੲὸ

• ㆤ⪅㒔ྜ䛾ㄆ▱䜿䜰䛛䜙䚸⏕άᨭ䜢୰ᚰ䛸䛩䜛䜿䜰䛻㌿䜢ᯝ䛯䛧䛶䛝䛯䜾
䝹䞊䝥䝩䞊䝮䚹㣗䛵䛟䜚䚸㈙䛔≀䚸ᤲ㝖䜔Ὑ℆➼䚸ᐙᨻ䜈䛾ཧຍ䜢㏻䛧䛶ಶู䛾ே䛾ຊ
䜢ᘬ䛝ฟ䛧䛶䛝䛯䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻䛿䚸ㄆ▱䛾ே䛾ᙺ䜢⏕䜏ฟ䛧䚸ಶู䛾ே䛾⏕䛝
䛜䛔䜢ᨭ䛘䛶䛝䛯ከ䛟䛾ᐇ㊶䛜䛒䜛䚹
• 䛧䛛䛧䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ཎⅬ䛛䜙䛝䛟㐓⬺䛧䛯ᴗᡤ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛≧ἣ䛿ྰ䜑䛺䛔䚹
• 䛂ᝏ㈌䛿Ⰻ㈌䜢㥑㏲䛩䜛䛃䛸䛔䛖ែ䚹

• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻䛚䛡䜛ㄆ▱䜿䜰䛾᳨ド

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜ྲྀ⤌䜣䛷䛔䛟䜉䛝ㄢ㢟

䕿 ་⒪㐃ᦠ

ὼὼ

ңщҔၲೞ᧙ίഫᅹὉᚨԃớὸ
ዬ࣯ ࣖݣҔၲᡲઃ˳Сьም
Ⴣӕụʼᜱьምίࡇ҄ὉჃӕụਦᤆὸ

ἇὊἥἋਃ࢘ᎍ˟ᜭ
ᢃփਖ਼ᡶ˟ᜭ
᧸Ὁᢤᩊጀ
ʙಅϋጀὉ؏עểỉӳӷጀ
؏עỉጀồỉӋь

˰ؾίьምỉἯỶὅἚὸ

ܼଈૅੲίއỉλއᎍὉ
МဇᎍỆݣẴỦܼଈႎễૅੲửᘍễẾẺئӳỆьምὸ

ૅܡנੲί؏עᆆᘍὸ

ٶೞᏡ҄ί௩᠂ẦếұࣱࣖỉẝỦૅੲὸ

ἃỴἰỉዒዓႎဇ

ࡇ҄ࣖݣὉҔၲᡲઃ

ʙಅỉٶೞᏡ҄
ᛐჷၐᧉݦἃỴьም
ἇὊἥἋ੩̓˳Сьም ᧓ٸἃỴьም
ჺМဇσӷဃʼᜱ
σဇᛐჷၐࣖݣᡫʼᜱ

؏עਗໜίếễẩỉૅੲὸ
ʴᏋίἓὊἲỀẪụὉἓὊἲἃỴỉਖ਼ᡶὸ

ᡶഩ

ὺὺ

䕿 ᶒ᧦ㆤ

ᡚᘍ

ٻễඥˋᢌӒ

ೌМ̛ܹ

᠉ࣇễඥˋᢌӒ

ἃỴỉࢸᡚ

ܭՃỉᢝܣ
ʴՃᣐፗὉѮѦ˳Сỉᄩ̬
ίሥྸᎍὉᚘဒ˺ਃ࢘ᎍ፯Ѧᄂ̲ὸ
ᚨͳؕแίܴއὉ᧓އӏỎؘὸ
ᇌעவˑ
ἋἩἼὅἁἻὊỉᚨፗ
Ӗዅሁỉᄩᛐ
ӲᆔᚡỉૢͳểẸỉ̬ሥ
Мဇ૰ỉᚨܭểӖ᪸
ᙲʙᛟଢểڎኖίᛟଢểኛࢽὉӷॖὸ
ἃỴἩἻὅỉ˺
МဇᎍểỉʙỀẪụởẸỉ˂ỉܼʙ
ᡵᵐׅỉλෘὉඟૅੲ

ྸࣞ

ᐯࠁᚸ̖Ὁٳᢿᚸ̖ỉܱὉπᘙ
ોծᚘဒỉ˺ӏỎܱ
ʼᜱἇὊἥἋऴإỉπᘙ
ᖋࢳỉ᧸ഥ ӲᆔዓẨỉૅੲὉˊᘍ
᩿˟ởᡫ̮ỉМࣱ̝ ᘓဃሥྸ
ᒊऴὉᙲஓồỉᢘЏễࣖݣ
ἤἶἼἡἕἚὉʙႆဃỉᢘЏễࣖݣ
ίࠊထồỉإԓὸ

ඥСࡇỆ᧙ẴỦẮể

˰ؾίỤẲửᙻẲẺ˰ؾὸ

ʴᏋίܭბྙểឋỉ᭗ẟἃỴỉܱྵὸ

ᐯࠁൿܭỉݭὉೌМઢᜱ

σဃἇὊἥἋỉܱ
ٶೞᏡ҄ίࢫлὉဃẨầẟૅੲὸ

҄ửᎋảỦẺỜỉᛐჷၐἂἽὊἩἭὊἲἃỴܱោỉਦ

̾КἃỴểẲềỉဃૅੲ

ἃỴỉឋίἃỴỉข҄ὸ

ܹ̬ᨖỉМဇ
ʙࣖݣሁ

ᨼׇႎὉሥྸႎὉဒɟႎễʼᜱ

ὺὼ

77
35

• άືෆᐜ䛻ᛂ䛨䛯✵㛫䛵䛟䜚䜔⎔ቃᩚഛ䛾ᕤኵ䚸ᘓ≀䛾タィ䛻㛵
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ㄆ▱䛾ே䜈䛾ྥ䛝ྜ䛔᪉
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䛷䛻䛺䛳䛯䚹
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⫋䛾⫱ᡂ䜢ᅗ䜚䚸ᆅᇦ䜿䜰䜢᥎㐍䛷䛝䜛
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䝙䞊䝈䛾ቑ䛻క䛖䜿䜰䜔

䕺⏝⪅䛾㔜ᗘ䞉་⒪
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䜚᪉䛜䛷䛝䛶䛔䜛䛛䠛ᐙᗞⓗтᑓ㛛ⓗ
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䠞䠬䠯䠠䜢䛹䛖䛸䜙䛘䛶䛔䜛䛛䠛
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䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ⴠ䛸䛧✰䟿

ㄆ▱䜿䜰䛾
ษ䜚ᮐ䛸䛧䛶Ⓩ
ሙ

䠤䠍䠏ᖺ
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㓮䛷䛒䜛䚹

ᐑᓥΏẶసᡂ㈨ᩱ䜘䜚

䐠⥅⥆ⓗᨭ
䠎䠐㛫䠏䠒䠑᪥䚸ษ䜜┠䛺䛔ᨭ䛷⏝
⪅䛾ᬽ䜙䛧䜢ᨭ䛘䜛䚹䛂䛚ୡヰ䛩䜛䛃䛾䛷
䛿䛺䛟䛂⏕䛝䜛䛣䛸䜢ᨭ䛩䜛䛃䛸䛔䛖ጼໃ
䛷䚸ᮏே䛜䛷䛝䜛䛣䛸䚸䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛䛣䛸䛻╔┠䛧䛶䚸ᮏே䛾ᮏ᮶䛾⬟ຊ䜢
⏕䛛䛧䚸㥆ᰁ䜏䛾⫋ဨ䛻䜘䜛⥅⥆ⓗ䛺
⏕ά䛾ᨭ䜢⾜䛖䚹

䐟ᮏேᮏ䛾ᨭ
ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛾య䛿⏝⪅䛷
䛒䜚䚸⏝⪅䛾䝙䞊䝈䛻ᇶ䛵䛔䛶ᰂ㌾ᛶ
䛸ᛂ⏝ຊ䛾䛒䜛䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛸䛣
䜝䛻᭱䛾≉ᚩ䛜䛒䜛䚹㧗㱋⪅䛾Ẽᣢ
䛱䛻ྥ䛝ྜ䛔䚸ᐤ䜚ῧ䛔䛺䛜䜙ᨭ䛩䜛
䛣䛸䜢ษ䛻䛧䚸ᮏே䛾ᛮ䛔䜔ᕼᮃ䜢ཷ
䛡Ṇ䜑䚸䛭䜜䜢ྔ䛘䜛᪉ἲ䜢⪃䛘䜛䚹

ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛾≉ᚩ
Ᏻᚰ䛧䛯⏕ά䜢ᨭ䛘䜛䠐䛴䛾䝫䜲䞁䝖

䠐䠅ᐙ᪘䛾ᚰ⌮㠃䛾䝃䝫䞊䝖䚸┦ㄯຓ

䠏䠅ᐙ᪘䜈䛾ㄆ▱ᩍ⫱

䠎䠅ᅾᏯᖐᨭ

䠐䠅ண㜵ᩍᐊ䚸䝕䜲䝃䞊䝡䝇䚸▷ᮇධᡤ

䠏䠅┳ྲྀ䜚ᨭ䚸᪩ᮇ㏥㝔ᨭ

䠏䠅 ᖺ䛻୍ᗘ䛾ྠ❆䚸ே䛸䛾ᜏ䛾ⰼぢ
䠐䠅ᆅᇦ䛾䛺䛨䜏䛾ே䛯䛱䛸䛾᪑⾜

䠎䠅ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛛䜙䛾⥭ᛴධᒃ

䠍䠅ⱝᖺㄆ▱䛾ே䛾ཷධ䜜

ከᵝ䛺ᨭ䛷ᬽ䜙䛧䜢䝃䝫䞊䝖

䠎䠅䛺䛨䜏䛾⨾ᐜᐊ䜔䝃䞊䜽䝹άື䜈䛾ཧຍ

䠍䠅᪥䚻䛾㈙䛔≀䚸䛺䛨䜏䛾ၟᗑ䜈䛾㈙䛔≀

ᐙ᪘䛸䛴䛺䛜䛳䛶ᬽ䜙䛩
䠍䠅ᖐᏯᨭ䚸ᐙ᪘䛸䛾እฟᨭ

ಶ䚻䛾ᆅᇦ⏕ά
䛾⥅⥆ᛶ
ಶ䚻䛾䛺䛨䜏䛾ᬽ䜙䛧䜢䝃䝫䞊䝖

ぢᏲ䜚άື䚸㜵⅏カ⦎

䠐䠅ᆅᇦ䛾⾜᪉᫂⪅䛾ᤚ⣴䞉

䠏䠅ᆅᇦఫẸ䛾୍ဨ䛸䛧䛶ᆅᇦάື䜈ཧຍ

䠎䠅ᑠ୰Ꮫᰯ䛸䛾ὶ

䠍䠅䝃䝻䞁άື䚸ㄆ▱䜹䝣䜵

ᆅᇦ䜔Ꮚ౪䛯䛱䛸䛴䛺䛜䛳䛶ᬽ䜙䛩

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛸䛔䛖䇾㈨※䇿䜢䛳䛶
ᆅᇦ䛻ᬽ䜙䛩䛸䛔䛖どⅬ

• 㔜ᗘ䜈䛾ᑐᛂ䜔┳ྲྀ䜚䛾䛯䜑䛾䚸ேᮦ䞉⎔
ቃ䞉་⒪㐃ᦠ䛜ᩚ䛳䛶䛝䛯䛛䠛

• ᮏே⌮ゎ䚸ែ䠄ᝈ䞉≧䞉యㄪ➼䠅⌮ゎ䛻
ᇶ䛵䛔䛯䜿䜰䜔⏕άᨭ䛜䛷䛝䛶䛔䜛䛛䠛

• ㄆ▱䛾ே䛜䚸⏕䛝⏕䛝䛸ᬽ䜙䛩ጼ䛜ቑ䛘䛶
䛝䛯䛛䠛

• 䝟䞊䝋䞁䝉䞁䝍䞊䝗䜿䜰䚸ᑛཝ䜢ᨭ䛘䜛䜿䜰䛾
⌮ᛕ䛜䛧䛳䛛䜚䛸㔊ᡂ䛥䜜䛶䛝䛯䛛䠛

ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛿䜋䜣䛸䛖䛻
䛭䛾ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛝䛯䛾䛛䠛
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䠍䠊᪥ᖖ䛾㐺ษ䛺ᗣ䞉Ᏻ⟶⌮䛷ධ㝔䜢᭱ᑠ㝈䛻䟿
䠎䠊ධ㝔䜘䜚᪩ᮇ㏥㝔ᨭ䛻ྲྀ⤌䜐

⮬❧ᗘ䛾పୗ
ㄆ▱䛾㐍⾜䜢ຍ㏿䛧䛶䛧䜎䛖

• 䝸䝻䜿䞊䝅䝵䞁䝎䝯䞊䝆
䠄䛫䜣ዶ䜔⾜ື䞉ᚰ⌮≧䛾ฟ⌧䠅
• 䝇䝖䝺䝇䛾ቑ

ධ㝔䛻䜘䜛ᛴ⃭䛺⎔ቃ䛾ኚ

㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛷䜒㐠Ⴀ≧ἣ䜢ヰ䛧ྜ䛖

䛤ᮏே䛾ᙺ䜔ຊ䛜䛝ฟ䜛ሙ

ᆅᇦ䛾䛺䛨䜏䛾ே䛯䛱䛸䛾䜂䛸䛸䛝

䛤ᮏே䛾㢪䛔䛛䜙ጞ䜎䛳䛯䜹䝺䞊䛾ᗑ

㻤㻠ṓ
㻤㻡ṓ
㻥㻠ṓ
㻤㻞ṓ
㻥㻜ṓ

㻮Ặ
㻯Ặ
㻰Ặ
㻱Ặ
㻲Ặ

㻣㻥ṓ

㻤㻥ṓ

㻭Ặ

㻳Ặ

ᖺ㱋

ධᒃ⪅

䠎᪥
䠒᪥

៏ᛶ◳⭷ୗ⾑⭘
Ⓨ

䠐᪥
䠔᪥

䠐᪥

䠍䠐᪥

䠍䠎᪥

䠍䠒᪥

䠍䠑᪥

䠕᪥

ධ㝔ᮇ㛫

2010䡚5ᖺ㛫䛻䛚䛡䜛ධ㏥㝔≧ἣ

䠎᪥

䠔᪥

䠔᪥

䠕᪥

䠔᪥

䇷

ᡭ⾡ᚋ䛛䜙㏥
㝔䜎䛷䛾᪥ᩘ

៏ᛶ◳⭷ୗ⾑⭘

⭣㦵㢁㒊㦵ᢡ

⭣㦵㢁㒊㦵ᢡ

⭣㦵㢁㒊㦵ᢡ

⭣㦵㢁㒊㦵ᢡ

㦵䞉ᆘ㦵㦵ᢡ

ཎᅉ

ධ㝔ᮇ㛫䛾ㄪᰝ
䡚㻣୰ဨ䛜ᴫ䛽㻞㐌㛫⛬ᗘ䛷㏥㝔

䠎䠅་⒪ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䚸ᛴᛶᮇ㝔䛾ㄆ
▱䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊ಟ⏕㛫䛾㐃ᦠ
䠏䠅ධ㝔୰䛾䠣䠤䛻䜘䜛ᨭ
䠐䠅᪩ᮇ㏥㝔ᨭ䛾䛯䜑䛾ከ⫋✀㐃ᦠ

䠍䠅2010䡚2015ᖺ䛾5ᖺ㛫䠄7䠅䛻䛚䛡䜛
ධ㏥㝔≧ἣ䜘䜚

ᛴᛶᮇ㝔䛸㐃ᦠ䛧䛯᪩ᮇ㏥㝔ᨭ䛾ྲྀ⤌䜏

82

䝩䞊䝮䛷䜒䜒䛸䜒䛸㐜䛔
㛫䛻ᑵᐷ䛥䜜䛶䛔䜎
䛧䛯䚹23䛟䜙䛔䛻 䛛
䛔㣧䜏≀䜢ᕪ䛧ୖ䛢䜛
䛸Ᏻᚰ䛧䛶ఇ䜎䜜䜎䛩䜘䚹

ኪ㛫╀䛜⥆
䛔䛶䛔䜛䛡䛹䚸
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮
䛷䛿䛹䛖䛰䛳䛯
䛾䛛䛧䜙䠛

䠏䠊䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾䛺䛨䜏䛾⫋ဨ䛻䜘䜛ẖ᪥䛾㠃䛸
㐃⤡䝜䞊䝖䛾ά⏝

Ჷ┳ㆤᖌ䛜䛤ᮏே䛸䛾㛵䜟䜚䛾䝠䞁䝖䜔ᮏே䛾ゝື䛾⌮ゎ䜢ຓ䛡䜛

ᐙ᪘䛜䛔䛴䜒ᮏே䛻ᑐ䛧䛶
䛹䜣䛺ᛮ䛔䛜䛒䜛䛾䛛䛜䜟䛛䜛

ᮏே䛜䛹䜣䛺ㆤ䜔㛵䜟䜚䜢ồ䜑䛶
䛔䜛䛾䛛䜟䛛䜛

ᮏே䛺䜚䛻⮬ศ䛾య䜔Ẽ䛾䛣䛸䜢
䛹䛖ᛮ䛳䛶䛔䜛䛾䛛䜟䛛䜛

ᮏே䛾䜅䛰䜣䛾ጼ䜔ᬽ䜙䛧䜆䜚䛜䜟䛛䜛
ᮏே䛜䛻䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛
ᮏே䛜ᅔ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛

ᮏே䛻䛸䛳䛶䚸ⱞ③䚸Ᏻ䛿ఱ䛛
ᮏே䛻䛸䛳䛶䚸ᴦ䛧䛔䛣䛸䚸Ꮀ䛧䛔䛸
ឤ䛨䜛䛣䛸䛿ఱ䛛

䠍䠊ධ㝔䛾┳ㆤ䝃䝬䝸䞊䛸䝉䞁䝍䞊᪉ᘧ䠟-䠍-䠎䝅䞊䝖䛾
ά⏝

ᮏே䜈䛾㛵䜟䜚䛾䛝䛳
䛛䛡䜒䛷䛝䜛䛧䚸䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁䛜ྲྀ䜚䜔䛩
䛔䟿

䛺䛨䜏䛾ရ≀䜔⮬ศ䛾Ꮚ䛹䜒䛾䜘
䛖䛻䛻䛥䜜䛶䛔䜛䛚ேᙧ䛾
ሗ䛺䛹䜢ᥦ౪

• ᴫ䛽ẖ᪥䚸ㄡ䛛䛜ᐊ䜢ゼ䛽䚸ᮏே䛸㛵䜟䜛
㛫䜢ᣢ䛴
• ᐙ᪘䛸䜒㐃ᦠ䛧䚸Ὑ℆≀䛾ᑐᛂ䜔⒪≧ἣ䚸
㏥㝔䛻ྥ䛡䛯ሗ䛺䛹䜢ඹ᭷䛧䛶䛚䛟
• 㠃䛻ᮏே䛾Ᏻ㟼ᗘ䜔ᮏே䛾ᅇ≧ἣ䜢
ᢕᥱ䛩䜛
• 㣗ᦤྲྀᅔ㞴䛺ሙྜ䛿䚸ྍ⬟䛺㝈䜚㣗
㛫䛻ゼᐊ䛧䚸ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿㣗ຓ䛾ᨭ
䜢⾜䛖

䠐䠊ධ㝔୰䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮⫋ဨ䛾ᙺ

ᮏே䛜䝸䝷䝑䜽䝇䛷䛝䜛䛣䛸䛷䚸⒪䜔┳ㆤ䜢ཷ䛡䜔䛩䛟䛺䜛

ᮏேឡ⏝䛾ᯖ䜔
䝍䜸䝹䜿䝑䝖䚸䜽䝑
䝅䝵䞁䛺䛹䜢ᣢཧ䚹
䝧䝑䝗䝃䜲䝗䛻䛿
ᐙ᪘䛾┿䛺䛹

ᮏே䛜䛔䛴䜒
䛻䛧䛶䛔䜛ேᙧ䜔䛼䛔
䛠䜛䜏䜢ධ㝔ึ᪥䛛䜙
ᣢཧ䚹䛭䛾ព䜢
Ჷ┳ㆤᖌ䛻
ఏ䛘䜛

䠎䠊ᮏே䛜Ᏻᚰ䛷䛝䜛䛺䛨䜏䛾⎔ቃ䜢䛴䛟䜛
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⤊ᮎ

• ㄆ▱䛾㔜ᗘ䛻䜘䜚䠣䠤䜢㏥ཤ ┳ྲྀ䜚
• ་⒪䝙䞊䝈䛾ቑ䛷䠣䠤䜢㏥ཤ
ᨭ

• 䠞䠬䠯䠠䛾ቑᙉ䚸⸆≀⏝ э⢭⚄⛉䜈ධ㝔
ኚⅬ • ㌟యᝈ䛾ᛴᛶቑᝏ䚸㦵ᢡ➼䛻䜘䜛ධ㝔
᪩ᮇ㏥㝔

• ᐙ᪘䛾ㆤ㈇ᢸ䛜ቑ э䠣䠤䜈ධᒃ
э䠣䠤䜈ධᒃ
ศᒱⅬ • ⏕ά䛾ᨭ㞀䛜ቑ

᪩ᮇ㏥㝔ᨭ䛿䝷䜲䝣䝃䝫䞊䝖

• ධ㝔IC䛛䜙㏥㝔䜎䛷䛾䠥䠟䜔䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛻䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮
㈐௵⪅䜔┳ㆤᖌ➼䛜ཧຍ䛧䚸⒪᪉㔪䜔㏥㝔ᚋ䛾ᑐᛂ䛺䛹
ሗඹ᭷䜢ᅗ䛳䛶䛚䛟
• ㏥㝔ᚋ䛾ཷ䛡ධ䜜ែໃ䚸་⒪䛸䛾㐃ᦠ䚸ゼၥ┳ㆤ䛾⏝䛺䛹
䛾‽ഛ䜢⾜䛺䛳䛶䛚䛟
• ㄆ▱䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊10ᮇ⏕䛜Ჷᖌ㛗䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ධ
㝔୰䜒Ẽ䛵䛝䜔㏥㝔䛻ྥ䛡䛯‽ഛ䛺䛹䚸Ẽ㍍䛻┦ㄯ䛧䜔䛩䛔
• ㏥㝔๓䛻䚸ゼၥ┳ㆤ䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛸㐃ᦠ䛧䚸୍⥴䛻ᐊゼၥ䜔
㝔䝸䝝㒊㛛䛸䛾ሗඹ᭷䜢⾜䛖
• ㄆ▱䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊10ᮇ⏕䛜䚸་䜔ከ⫋✀䛻䚸䜾䝹
䞊䝥䝩䞊䝮䛾≉ᚩ䜔ㄆ▱ᝈ⪅䛻䛸䛳䛶䛾㥆ᰁ䜏䛾⫋ဨ䜔
⎔ቃ䛾㔜せᛶ䜢ఏ䛘䛶䜒䜙䛘䜛䛣䛸䛛䜙䚸་➼䛸䛾ඹ㏻⌮
ゎ䛜ᚓ䜙䜜䜔䛩䛔

᪩ᮇ㏥㝔ᨭ䛾䛯䜑䛾ከ⫋✀㐃ᦠ
ධ㝔IC䛻ྠᖍ䛧
᪩ᮇ㏥㝔ཷධྍ
⬟䛸
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮
ㄆ▱䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊
Ļ
䠎ᮇ⏕䞉䠔ᮇ⏕
䝃䝬䝸䞊ཬ䜃
䝉䞁䝍䞊᪉ᘧ
C-1-2䝅䞊䝖
䛷ሗᥦ౪
Ļ
ẖ᪥㠃
ᮏே䜈䛾䜰䝥
䝻䞊䝏
⾡ᚋ8᪥䛷㏥㝔
ᛴᛶᮇ㝔
㐃⤡䝜䞊䝖䛷
ㄆ▱䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊
ᐙ᪘䚸Ჷ䝘䞊
䠍䠌ᮇ⏕
䝇➼䛸ሗ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ከᶵ⬟䛒䜛䛔䛿ከᵝ䛺ᨭ䛾≧ἣ䜢▱䜚䚸䛣䜜䛛䜙䛾
ᆅᇦ⏕άᨭ䛾䛒䜚᪉䛸ྍ⬟ᛶ䜢᥈䜚䚸ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶䛾䜾
䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᐇ㊶ㄢ㢟䜢᫂☜䛻䛩䜛

•

ᅇ⟅ᴗᡤᩘ ᅜ29┴䜘䜚1064 䞄ᡤ䚸䝴䝙䝑䝖ᩘ1754 , ᐃဨ⥲ᩘ14998
䞉ἲேู䛷䛿Ⴀἲே䛜54䠂䚸♫⚟♴ἲே䞉་⒪ἲே䛿37䠂䠅
䞉㐠Ⴀᙧែ䛷䛿䚸༢⊂䛜61䠂䚸ేタ䛜39䠂䛷䛒䛳䛯

䕔ㄆ▱䜻䝱䝷䝞䞁䝯䜲䝖䚸ㄆ▱䝃䝫䞊䝍䞊䜢ཷ䛡䛶䛔䜛⫋ဨ䛜⫋ဨ⥲ᩘ
8303ே䛾䛖䛱2041ே䠄䠎䠑䠂䠅䛷䛒䛳䛯

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᆅᇦὶ䚸ᆅᇦ㐃ᦠ䛾ྲྀ䜚⤌䜏≧ἣ䜢▱䜚䚸ᆅᇦ䛻䛚
䛡䜛䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᙺ䜔ᮏ᮶䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䜢᫂
☜䛻䛩䜛

•

䠤䠎䠑ᖺᗘᅜ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮ᅋయ㐃ྜ
䛂ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䚸ከᶵ⬟ᛶ➼
䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ䛃䜘䜚

GH䜘䜚ሗ㞟䚸⥅⥆ⓗ䛺ሗ
ධ㝔IC䛻䛶ᢤ⣒ᚋ㏥㝔䛻ྥ䛡䛶᪉㔪⤫୍
䝃䝬䝸䞊ሗ䜢㋃䜎䛘䛯┳ㆤ䛾ᒎ㛤
⾡ᚋ⤒㐣䜔䝸䝝䝡䝸≧ἣ➼GH䜈ሗ࿌䚸㏥㝔ㄪᩚ

GH䜘䜚㏥㝔
㐃⤡
ゼၥ┳ㆤ
Ჷゼၥ
䝇䝔䞊䝅䝵䞁
ᮏே㠃
䝸䝝䝡䝸➼
≧ἣ☜ㄆ
Ļ
་䜘䜚
ᣦ♧᭩
Ļ
GH䛸ሗ
䛧䛺䛜䜙䠎W
ゼၥ┳ㆤ䠄䝸䝝
䝡䝸䠅ᐇ

⭣㦵㢕㒊㦵ᢡ᪩ᮇ㏥㝔ᨭ䛾䛯䜑䛾㐃ᦠ䝃䞊䜽䝹
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䠍䠐䠍

ྲྀ䜚⤌䜑
䛶䛔䛺䛔

䠎䠒

⥅⥆ⓗ䛺
ྲྀ䜚⤌䜏
䛻䛺䛳䛶
䛔䜛

䠓䠏䠍

ྲྀ䜚⤌䜣
䛷䛔䜛䛜
⥅⥆ⓗ䞉
᪥ᖖⓗ䛻
䛺䛳䛶䛔
䛺䛔

䠍䠒䠓

䠍䠒䠂

䠎䠕䠕

᪥ᖖⓗ䛺
ྲྀ䜚⤌䜏
䛻䛺䛳䛶
䛔䜛

」ᩘᅇ⟅

䠒䠔䠂

䠍䠎䠔

ධᒃ⪅䛾
⏕ά䛾୍
㒊䛻䛺䛳
䛶䛔䜛

䠏䠔䠏

✚ᴟⓗ䛻
ྲྀ䜚⤌䜣
䛷䛔䜛

• ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦ
ὶ䛾㡯┠䐟䐠䐡䐢䐦
䐨䐩䐪
• 䠔㡯┠䛾ᖹᆒ

䠒䠍䠂
䠐䠏䠂

• ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶⏕άᨭ
䛸䛺䛳䛶䛔䜛ྲྀ⤌䜏
䛾㡯┠䐫䡚䐯
• 䠑㡯┠䛾ᖹᆒ
• ᆅᇦᨭ䛾ᙺ䛾㡯
┠䐣~䐥䚸䐧䐰~24䛻
ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛
• 䠍䠍㡯┠䛾ᖹᆒ

䠎䠍䠂

䕔ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦὶ䛾ྲྀ⤌䛾୰䛷ከ䛛䛳䛯䛾䛿
䐠ᆅᇦ䛾⾜䠄⚍䜚䜔䜲䝧䞁䝖䠅䛻ධᒃ⪅䛸୍⥴䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛
䠔䠎䠂
䐟タ䛾⾜䛻ᆅᇦఫẸ➼䜢ᣍ䛔䛶䛔䜛
䠓䠑䠂
䕔ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶⏕άᨭ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ྲྀ⤌䛾୰䛷ከ䛛䛳䛯䛾䛿
䐭ಶ䚻䛾ධᒃ⪅䛾䛺䛨䜏䛾䝇䞊䝟䞊䜔⨾ᐜᐊ➼䜈㏻䚸䛔⏕ά䛾⥅⥆ᛶ䜢ᨭ 䠒䠑䠂
䐯ಶ䚻䛾ධᒃ⪅䛾ᐙ᪘䜔ே➼䜈䛾ㄆ▱ᩍ⫱䜔ᚰ⌮ⓗ䝃䝫䞊䝖
䠐䠒䠂
䕔ᆅᇦᨭ䛾ྲྀ⤌䛾୰䛷ከ䛛䛳䛯䛾䛿
䐲⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛸㐃ᦠ䛧䛯ᆅᇦᨭ
䠐䠏䠂
䐰ᆅᇦఫẸ䛛䜙䛾ㄆ▱䛾┦ㄯ❆ཱྀ
䠏䠓䠂

䠔䠌䠂

• ᆅᇦὶ䚸䠎䠐㡯┠
䛾䛖䛱
• 䠑䛴௨ୖ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷
䛔䜛ᴗᡤ

䠏䛴䛾どⅬ䛛䜙䜏䛯ᆅᇦὶ䛾ྲྀ⤌≧ἣ

䕔ྲྀ䜚⤌䜑䛶䛔䛺䛔䚸䛒䜛䛔䛿ྲྀ⤌䜏ጞ䜑䛯䛸䛣䜝䛸ᅇ⟅䛧䛯ᴗᡤ䛿య䛾䠍䠒䠂䚸ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛜
⥅⥆ⓗ䞉᪥ᖖⓗ䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛸ᅇ⟅䛧䛯ᴗᡤ䛜䠍䠒䠂䚸⥅⥆ⓗ䛒䜛䛔䛿᪥ᖖⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛻䛺䛳䛶
䛔䜛䛸ᅇ⟅䛧䛯ᴗᡤ䛜䠒䠔䠂䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛
䕔䠒䠔䠂䛾ᴗᡤ䛾䛖䛱䚸⥅⥆ⓗ䛺ྲྀ⤌䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛸䠓䠏䠍ᴗᡤ䛜ᅇ⟅䛧䛯䛣䛸䛻ẚ䜉䚸䛭䜜䛜᪥ᖖⓗ
䛺ྲྀ⤌䚸䛒䜛䛔䛿ධᒃ⪅䛾⏕ά䛾୍㒊䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛸ᅇ⟅䛧䛯ᴗᡤ䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯
䕔䜎䛯✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛸ᅇ⟅䛧䛯ᴗᡤ䛿䚸య䛾䠏䠒䠂䛷䛒䛳䛯

ྲྀ䜚⤌䜏
ጞ䜑䛯䛸
䛣䜝䛷䛒
䜛

䠍䠒䠂

䠍䠊ᴗᡤ䛻䛚䛡䜛ᆅᇦὶ䛾ྲྀ⤌䜏≧ἣ

• 䐫ධᒃ⪅䛜ᆅᇦ䛾୍ဨ䛸䛧
䛶ᙺ䜢ᣢ䛶䜛䜘䛖䛺ሙ䠄Ꮚ
䛹䜒ぢᏲ䜚䜔බᅬᤲ㝖➼䠅䜢
タ䛡䛶䛔䜛
䈄 䐬ಶ䚻䛾ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶䛾
䛺䛨䜏䛾ᆅᇦ䜔ఫẸ䛸䛾
ὶ䛾ᶵ䜢䛴䛟䛳䛶䛔䜛
䈄 䐭ಶ䚻䛾ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶䛾
䛺䛨䜏䛾䝇䞊䝟䞊䜔⨾ᐜᐊ
➼䛻㏻䛔䚸⏕ά䛾⥅⥆ᛶ䜢
ᨭ䛧䛶䛔䜛
䈄 䐮ಶ䚻䛾ධᒃ⪅䛾㊃௰ᦶ
䜔ே➼䛸䛾ὶ䛾ᶵ䜢
䛴䛟䜚䚸䛴䛺䛜䜚䜢ಖ䛴ᨭ
䜢䛧䛶䛔䜛
䈄 䐯ಶ䚻䛾ධᒃ⪅䛾ᐙ᪘䜔
ே➼䜈䛾ㄆ▱ᩍ⫱䜔ᚰ⌮
ⓗ䝃䝫䞊䝖䜢䛧䛶䛔䜛

ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶
䛾⏕άᨭ

• ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾ᆅ
ᇦὶ䛾ྲྀ⤌䐟
䐠䐡䐢䐦䐨
• 䠒㡯┠䛾ᖹᆒ

䠏䠐䠂

䠏䠏䠂

• ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶⏕
άᨭ䛸䛺䛳䛶䛔
䜛ྲྀ⤌䐩䐫
• 䠎㡯┠䛾ᖹᆒ

• ᆅᇦᨭ䛾ᙺ
䐣~䐥䚸䐧䐪䐬~䐲
• 䠍䠎㡯┠䛾ᖹᆒ

䕔ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦὶ䛷ከ䛛䛳䛯䛾䛿
䐠ᆅᇦ䛾⾜䠄⚍䜚䜔䜲䝧䞁䝖䠅䛻ධᒃ⪅䛸୍⥴䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛
䠐䠔䠂
䐡⏫ෆ䜈䛾ຍධ䜔ྜ➼䜈ཧຍ䛧䛶䛔䜛
䠐䠏䠂
䕔ධᒃ⪅䛻䛸䛳䛶䛾⏕άᨭ䛷䛿
䐩ᆅᇦ䜔㏆㞄䛾䝇䞊䝟䞊➼䜈᪥ᖖⓗ䛻㈙䛔≀䜈ฟ䛛䛡᪥㡭䛛䜙ᣵᣜ䜢䜟䛧䛶䛔䜛 䠑䠓䠂
䐫ධᒃ⪅䛜ᆅᇦ䛾୍ဨ䛸䛧䛶ᙺ䜢ᣢ䛶䜛䜘䛖䛺ሙ䜢タ䛡䛶䛔䜛
䠔䠂
䕔ᆅᇦᨭ䛾ᙺ䛾䛖䛱䚸ከ䛛䛳䛯䛾䛿
䐬ᆅᇦఫẸ䛛䜙䛾ㄆ▱䛾┦ㄯ❆ཱྀ
䠎䠏䠂
䐮⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛸㐃ᦠ䛧䛯ᆅᇦᨭ
䠎䠍䠂
䐯⅏ᐖ䛾㑊㞴ᡤ䚸䛒䜛䛔䛿⚟♴㑊㞴ᡤ䛸䛧䛶䛾ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䜛
䠍䠒䠂

䠔䠎䠂

• ᪥ᖖⓗ䛺ྲྀ⤌䜏
䠎䠌㡯┠䛾䛖䛱
• 䠑䛴௨ୖ䛻ྲྀ䜚⤌
䜣䛷䛔䜛

䠍䠎䠂

•䐥ᆅᇦ䛾බẸ㤋䜔䝃䝻䞁➼䜈ฟ䛛䛡䛶䚸ㄆ▱
䝃䝫䞊䝍䞊ㅮᗙ➼䚸ㄆ▱䛾ၨⓎάື䜢
⾜䛳䛶䛔䜛
•䐧ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᚔᚉ⾜᪉᫂⪅䛾ᤚ⣴άື
䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛
•䐰ᆅᇦఫẸ䛛䜙䛾ㄆ▱䛻㛵䛩䜛┦ㄯ❆ཱྀ
䜢タ䛡䛶䛔䜛
•䐱ᑠ୰Ꮫᰯ䜔㧗ᰯ➼䛷䛾ㄆ▱ၨⓎάື䜢
⾜䛳䛶䛔䜛
•䐲⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸
ᆅᇦ䛾ㄆ▱ᨭ䛾ྲྀ⤌䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛
•䞡⅏ᐖ䛾㑊㞴ᡤ䚸䛒䜛䛔䛿⚟♴㑊㞴ᡤ䛸䛧
䛶䛾ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䜛
•䞢ᑠ୰Ꮫᰯ➼䛸㐃ᦠ䛧䛶ᆅᇦ䛾ୡ௦㛫ὶ
άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛
•䞣ᆅᇦ䛾ఇ⪔⏣䛾ά⏝➼䚸ᆅᇦఫẸ䜔Ꮚ䛹
䜒㐩䛸䛾㞟䜎䜚ሙ䛵䛟䜚䜢⾜䛳䛶䛔䜛
•䞤䛭䛾

•䐤タෆ䛷ㄆ▱䝃䝫䞊䝍䞊ㅮᗙ➼䚸ㄆ▱
䛾ၨⓎάື䜢⾜䛳䛶䛔䜛

•䐣タෆ䛷ᆅᇦఫẸ䜢ྵ䜑䛯㞟䜎䜚䛾ሙ䜔䝃
䝻䞁άື➼䜢ദ䛧䛶䛔䜛

ᆅᇦᨭ

䠏䛴䛾どⅬ䛛䜙䜏䛯
᪥ᖖⓗ䛺ᆅᇦὶ䛾ྲྀ⤌≧ἣ

• 䐪㏆㞄䛾ᑠ୰Ꮫᰯ䛾⾜䜈
䛾ཧຍ䜔ᑠ୰Ꮫ⏕➼䛾య㦂
Ꮫ⩦䛾ཷධ䜜➼䜢⾜䛳䛶䛔䜛

•䐢ᆅᇦ䛾䝃䝻䞁άື䜔䝃䞊䜽䝹➼
䛻ධᒃ⪅䛸୍⥴䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛
•䐦ᆅᇦఫẸ䜢ྵ䜑䛯㜵⅏カ⦎䜢
⾜䛳䛶䛔䜛
•䐨䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ධᒃ⪅䛾ᚔ
ᚉ䛾ᤚ⣴䚸ぢᏲ䜚䛺䛹䛾༠ຊ䜢
ᚓ䛶䛔䜛
•䐩ᆅᇦ䜔㏆㞄䛾䝇䞊䝟䞊➼䜈᪥
ᖖⓗ䛻㈙䛔≀䜈ฟ䛛䛡䛯䜚䚸᪥㡭
䛛䜙ᣵᣜ䜢䜟䛧䛶䛔䜛

•䐡⏫ෆ䜈䛾ຍධ䜔ྜ➼䜈ཧ
ຍ䛧䛶䛔䜛

•䐠ᆅᇦ䛾⾜䠄⚍䜚䜔䜲䝧䞁䝖䠅䛻
ධᒃ⪅䛸୍⥴䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛

•䐟タ䛾⾜䛻ᆅᇦఫẸ➼䜢ᣍ
䛔䛶䛔䜛

ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾
ᆅᇦὶ

䠏䛴䛾どⅬ䛻䜘䜛ྲྀ⤌ෆᐜ䛾ᵓᡂ
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• ከᶵ⬟ᛶ㡯┠䐟䐠
䐡䐥䐱䐲䛾䛖䛱
• 䠎䛴௨ୖ䛻ヱᙜ䛧
䛯ᴗᡤ䛾ྜ

䠐䠐䠂
•㐠Ⴀ᥎㐍㆟䜢ά⏝䛧タᶵ⬟䜢ఫẸ
䜈䜰䝢䞊䝹䛩䜛
•⫋ဨ䛻タෆእ䛷䛥䜎䛦䜎䛺◊ಟ䜢ཷㅮ
䛥䛫䛶䛔䜛
•ఫ⎔ቃ䜔㜵⅏タഛ䜢ᩚ䛘䛶䛔䜛
•⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䚸ᆅᇦఫẸ
䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䛴䛟䛳䛶䛔䜛
•ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䜔䝇䜻䝹䚸⤒㦂䜢ഛ䛘䛯⫋
ဨ䜢㓄⨨䛧䛶䛔䜛
•ㄆ▱ᑓ㛛་䚸䝃䝫䞊䝖་䚸ᆅᇦໟᣓᨭ
䝉䞁䝍䞊䛺䛹䛸᪥ᖖⓗ䛻㐃ᦠ䛧䛶䛔䜛
•䛾ㆤ䝃䞊䝡䝇ᴗᡤ䛸䛾㐃ᦠ䜢✚
ᴟⓗ䛻ᅗ䛳䛶䛔䜛
•ᆅᇦఫẸ䛸䛾㜵⅏༠ᐃ䚸⅏ᐖ䛾䝝
䝄䞊䝗䝬䝑䝥䚸⥭ᛴ㐃⤡⥙䛺䛹䜢ᩚ䛘䛶䛔
䜛

⊂⮬䛾ᕤኵ

• ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾
ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ྲྀ⤌䐢䐥
䐦䐧䐨䐩䐪䐫䐯䐰䐲
• 䠍䠍㡯┠䛾䛖䛱䠎䛴
௨ୖ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛

䠏䠕䠂
•⫋ဨ䛻タෆእ䛷ᵝ䚻䛺◊ಟ䜢ཷㅮ䛥
䛫䛶䛔䜛
•㐠Ⴀ᥎㐍㆟䜢ά⏝䛧タᶵ⬟䜢ఫẸ
䛻䜰䝢䞊䝹䛧䛶䛔䜛
•ఫ⎔ቃ䜔㜵⅏タഛ䜢ᩚ䛘䛶䛔䜛
•⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䚸ᆅᇦఫ
Ẹ䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䛴䛟䛳䛶䛔䜛
•ㄆ▱ᑓ㛛་䚸䝃䝫䞊䝖་䚸ᆅᇦໟᣓ
ᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛸᪥ᖖⓗ䛻㐃ᦠ䛧䛶䛔䜛
•ᆅᇦఫẸ䛸䛾㜵⅏༠ᐃ䚸⅏ᐖ䛾䝝
䝄䞊䝗䝬䝑䝥䚸⥭ᛴ㐃⤡⥙䛺䛹䜢ᩚ䛘䛶
䛔䜛
•⫋ဨ䜢ᐃဨ䜘䜚ከ䛟㓄⨨䛧䛶䛔䜛

䕔⏕
⏕άᨭ䛾䛯䜑䛾ከᶵ⬟䛺䝃䞊䝡䝇䚸䛒䜛䛔䛿ከᵝ䛺ཷ䛡ධ䜜䜔䜿䜰䚸ᆅᇦᨭ䛺䛹䛻㛵䛩䜛タၥ䠎䠌㡯┠
䛾୰䛷䚸ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ᨭ䛻ヱᙜ䛩䜛㡯┠䜢䚸䐢ⱝᖺㄆ▱䛾ཷධ䜜 䐥⥭ᛴ䛾ཷධ
䜜యไ䐦ᆅᇦ䛾ᚔᚉ⾜᪉᫂⪅ᤚ⣴ 䐧ㆤᐙ᪘䜈䛾ᨭ 䐨ၨⓎ䛾䛯䜑䛾ேᮦὴ㐵 䐩㜵⅏ᣐⅬ
䐪ண㜵ᣐⅬ䐫ㄆ▱䜿䜰䜰䝗䝞䜲䝇 䐯⚟♴㑊㞴ᡤ 䐰ᆅᇦ䜿䜰㆟ 䐲䛭䛾䠄䝪䝷䞁䝔䜱䜰ᣐⅬ➼䠅䛸䛧䛯
䕔䛭䜜䜙䛾ྲྀ⤌䛾䛯䜑䛾ᴗᡤ䛾ពᕤኵ䛿䚸ୖ䜘䜚グ㍕䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛔䛪䜜䜒๓㏙䛾ᕤኵ䛸ྠᵝ䛾⤖ᯝ䛷
䛒䛳䛯
䕔⫋ဨ䜢ᐃဨ䜘䜚ከ䛟㓄⨨䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䜘䜚䚸◊ಟ䛾ᶵ䜢ከ䛟ᣢ䛱䚸㛵ಀᶵ㛵䜔ᆅᇦ䛸䛾㐃ᦠ䛻ຊⅬ䜢⨨䛔䛶
䛔䜛

䠒䠐䠂

• ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾
ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ྲྀ⤌䐢䐥
䐦䐧䐨䐩䐪䐫䐯䐰䐲
• 䠍䠍㡯┠䛾䛖䛱䠍䛴
௨ୖ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛

⊂⮬䛾ᕤኵ

ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ

䕔⏕άᨭ䛾䛯䜑䛾ከᶵ⬟䛺䝃䞊䝡䝇䚸䛒䜛䛔䛿ከᵝ䛺ཷ䛡ධ䜜䜔䜿䜰䚸ᆅᇦᨭ䛺䛹䛻㛵䛩䜛タၥ䠎䠌㡯┠
䛾୰䛷䚸≉䛻ከᶵ⬟ᛶ䛻ヱᙜ䛩䜛㡯┠䜢䚸䐟ඹ⏝ᆺ䝕䜲䝃䞊䝡䝇 䐠䐡▷ᮇධᡤ 䐥⥭ᛴ䛾ཷධ䜜యไ
䐱㏥ཤᚋ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥 䐲䛭䛾䠄ᑠつᶍከᶵ⬟䛻㏆䛔ᨭ➼䠅䛸䛧䛯
䕔䛭䜜䜙䛾ྲྀ⤌䛾䛯䜑䛾ᴗᡤ䛾ពᕤኵ䛻䛴䛔䛶䚸ୖ䜘䜚グ㍕䛧䛯
䕔㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛾ᶵ⬟䜔⫋ဨ䛾◊ಟ䚸⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䚸ఫẸ䚸་⒪ᶵ㛵➼䛸䛾㐃ᦠ䛜ᕤኵ䛾㘽
䛻䛺䛳䛶䛔䜛

䠑䠒䠂

• ከᶵ⬟ᛶ䛾㡯┠䐟
䐠䐡䐥䐱䐲䛾䛖䛱
• 䠍䛴䛻ヱᙜ䛧䛯
ᴗᡤ䛾ྜ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ከᶵ⬟ᛶ

• ᨭ䛾ከᵝᛶ䛾㡯
┠䐢䐣䐤䐲䛾䛖䛱
• 䠎䛴௨ୖ䛾ᨭ䜢
䛧䛶䛔䜛

䠓䠏䠂

•⫋ဨ䛻タෆእ䛷ᵝ䚻䛺◊ಟ䜢ཷㅮ䛥
䛫䛶䛔䜛
•㐠Ⴀ᥎㐍㆟䜢ά⏝䛧タᶵ⬟䜢ఫẸ
䛻䜰䝢䞊䝹䛧䛶䛔䜛
•ఫ⎔ቃ䜔㜵⅏タഛ䜢ᩚ䛘䛶䛔䜛
•⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䚸ᆅᇦఫẸ
䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䛴䛟䛳䛶䛔䜛
•ㄆ▱ᑓ㛛་䚸䝃䝫䞊䝖་䚸ᆅᇦໟᣓᨭ
䝉䞁䝍䞊➼䛸᪥ᖖⓗ䛻㐃ᦠ䛧䛶䛔䜛
•ᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䜔䝇䜻䝹䚸⤒㦂䜢ഛ䛘䛯⫋
ဨ䜢㓄⨨䛧䛶䛔䜛
•ᆅᇦఫẸ䛸䛾㜵⅏༠ᐃ䚸⅏ᐖ䛾䝝
䝄䞊䝗䝬䝑䝥䚸⥭ᛴ㐃⤡⥙䛺䛹䜢ᩚ䛘䛶䛔
䜛

䠑䠊ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅᇦఫẸ䛾┦ㄯ❆ཱྀ䜔ㆤᐙ᪘䜈䛾ᨭ
䚸ᚔᚉ䠯䠫䠯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾᥎㐍䚸ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜛ㄆ▱
ᨭ䛸䛔䛖Ⅼ䛷䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾≉ᚩ䜢ά䛛䛧䛯ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

䠐䠊ᨭ䛾ከᵝᛶ䛻㛵䛧䛶䛿䚸䛾䝃䞊䝡䝇䛷䛿ᑐᛂᅔ㞴䛺䜿䞊䝇䜔ⱝᖺㄆ▱䚸
ධ㝔୰䛾ᨭཬ䜃᪩ᮇ㏥㝔ᨭ➼䚸⌧ሙ䛾ᑐᛂຊ䜢㧗䜑䜛ດຊ䜢䛩䜛䛸ྠ䛻
ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔⫋ဨ䜢⫱䛶䛶䛔䛟䛧䛟䜏䜔䚹་⒪䛸ㆤ䛾୧㠃䛛䜙⌧
ሙ䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛䛧䛟䜏䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹

䠏䠊ከᶵ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䜎䛰䜎䛰ᮍ㛤ᣅ䛷䚸䛾ไᗘୖ䛷䛿ᐇ⏝ⓗ䛸䛿ゝ
䛘䛺䛔䛜䚸⥭ᛴ䛾ཷධ䜜䜔䛂ධᒃ䠙ᐜ䛃䛷䛿䛺䛟䚸䛂እἩ䛃䛂እฟ䞉ゼၥ䛃䛂ᐙ᪘
ᨭ䛃➼䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䜢ୖᡭ䛟ά⏝䛧䛺䛜䜙䚸ᅾᏯ⏕ά䜢⥅⥆䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜
䛒䜚䚸ከᶵ⬟ᆺ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛸䛔䛖䛣䜜䛛䜙䛾ጼ䜒ぢ䛘䛶䛝䛯

䠎䠊ධᒃ⪅䛜ᆅᇦఫẸ䛾୍ே䛸䛧䛶ᙺ䜢ᣢ䛱䚸ᆅᇦ䛸⧅䛜䛳䛶ᬽ䜙䛩䛯䜑
䛻ᆅᇦὶ䛜䚸⥅⥆ⓗ䚸᪥ᖖⓗ䛺ྲྀ⤌䜈䛸⫱䛳䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹

䠍䠊ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛸䛧䛶䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾┠ᣦ䛩䜉䛝ጼ䛸䛿䚸ධᒃ
⪅ಶ䚻䛾ᆅᇦ⏕ά䛾⥅⥆䜢ᨭ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹

⤖ㄒ

䕔⏕
⏕άᨭ䛾䛯䜑䛾ከᶵ⬟䛺䝃䞊䝡䝇䚸䛒䜛䛔䛿ከᵝ䛺ཷ䛡ධ䜜䜔䜿䜰䚸ᆅᇦᨭ䛺䛹䛻㛵䛩䜛タၥ䠎䠌㡯┠
䛾୰䛷䚸≉䛻ᨭ䛾ከᵝᛶ䛻ヱᙜ䛩䜛㡯┠䜢䚸䐢ⱝᖺㄆ▱䛾ཷධ䜜 䐣ཎᅉᝈ䛻ᣊ䜙䛺䛔ཷධ䜜 䐤䠞䠬
䠯䠠䛾≧ែ䛻ᣊ䜙䛺䛔ཷධ䜜 䐲䛭䛾䠄ධ㝔୰䛾ᨭ䜔ධᒃ๓䛾ᨭ➼䠅䛸䛧䛯
䕔䛭䜜䜙䛾ྲྀ⤌䛾䛯䜑䛾ᴗᡤ䛾ពᕤኵ䛿䚸ୖ䜘䜚グ㍕䛧䛯
䕔ᕤኵ䛾ෆᐜ䛿䚸䛔䛪䜜䜒๓㏙䛾ከᶵ⬟ᛶ䛾ᕤኵ䛸ྠᵝ䛾ෆᐜ䛷䛒䛳䛯

䠎䠓䠂

• ᨭ䛾ከᵝᛶ䛾㡯
┠䐢䐣䐤䐲䛾䛖䛱
• 䠍䛴䛾ᨭ䜢䛧䛶䛔
䜛

⊂⮬䛾ᕤኵ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᨭ䛾ከᵝᛶ
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㐠Ⴀ
᥎㐍
㆟
䛾ά
⏝

ᆅᇦᨭ䛾ྲྀ⤌

ධᒃ⪅䛾⏕ά
ᨭ䛻䛴䛺䛜
䜛ྲྀ⤌

ᆅᇦᨭᆺ
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮

䜎䛱䛵䛟䜚

䞉ㄆ▱䛾ே䛜Ᏻᚰ䛷䛝䜛

䞉ධᒃ⪅䛾ᆅᇦ⏕ά䛾⥅⥆ᛶ

ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ

᪥ᖖⓗ䛻
48.6%

↓ᅇ⟅
2.7%

᳨ウ䞉‽ഛ
1.4%

7.㏆㞄ၟᗑ䛾⏝䚸᪥㡭䛾ᣵᣜ

⥅⥆ⓗ䛻
23.0%

ィ⏬ⓗ䛻
16.2%

ヨ䜏䛶䛔䜛
8.1%

⤖ᯝ䠍䠖ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦὶ

䕔ᆅᇦὶ䛾ྲྀ⤌䛿䚸䛂ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦὶ䛃䛜ධཱྀ䛻䛺䛳䛶䛔䜛
䕔䛭䜜䜙䛜⥅⥆ⓗ䚸᪥ᖖⓗ䛻䛺䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛷䚸ධᒃ⪅䛾⏕άᨭ䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛟
䕔䛭䛾䛯䜑䛻䛿ᆅᇦᨭ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜ᚲせ䛻䛺䛳䛶䛟䜛
䕔䛭䜜䜙䛾ྲྀ⤌䛜㐍䜐䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸ධᒃ⪅䛾
ᆅᇦ⏕ά䛾⥅⥆ᛶ䚸ㄆ▱䛾ே䛜Ᏻᚰ䛧䛶ᬽ䜙䛫䜛ᆅᇦᨭ䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛩
䛣䛸䛻䛺䜛

ᴗᡤ䛸
䛧䛶䛾ᆅ
ᇦὶ䛾
ྲྀ⤌䜏

᪥
ᖖ
ⓗ
䛺
ྲྀ
䜚
⤌
䜏

䠤䠎䠑ᖺᗘᐇែㄪᰝ䛛䜙ᚓ䛯ᆅᇦὶ䛸ᆅᇦᨭ䛾ጼ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᆅᇦὶ䛾䛒䜚᪉

䠤27ᖺᗘᅜ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮ᅋయ㐃ྜ

ᆅᇦὶ䛿ᵝ䚻䛺ᙧ䛷䛷䛝䛶䛔䜛䛜䚸ཧຍ䞉ຍධ䛛䜙䛾ḟ䛾୍Ṍ䛜
㋃䜏ฟ䛫䛺䛔䠣䠤䜒䛒䜛䚹᪉ྥ䛾ὶ䛻䛺䜛䛸ධᒃ⪅䛾⏕άᨭ䛻
䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛟䚹㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛾ά⏝䛜᭷ຠ䚹

• ⏫ෆ䛻ຍධ䛧䚸⏫ෆ䛾䛚ᆅⶶᵝ䛾䛚ୡヰ䜢ᢸᙜ䚸
• ⏫ෆ䛾ᆅⶶ┅䛿䚸タ䛾䝃䝻䞁䜢⏝䛧䛶㛤ദ䚹⏫ෆ䛾ⓙ䛥䜣䛸୍
⥴䛻㣗䜢䛸䛳䛶䛔䜛
• ၟᗑ⾤䛾ኪᕷ䜈䛾䝤䞊䝇ཧຍ䚹ᆅᇦ⾜䠄ᩥ⚍➼䠅䛻䜒ධᒃ⪅స
ရ䜢ฟᒎ
• ⏫ෆ䛾⤌㛗䜢⤒㦂䛧䛯䛣䛸䛷⏫ෆάື䛜⥅⥆䛧䛶䛔䜛
• ⮬䛻䛩䜉䛶䛾ධᒃ⪅䛜ຍධ䛧䛶䛔䜛
• 㜵⅏カ⦎䜒ᾘ㜵䛸ᆅᇦ䛸༠ຊ䛧䛶⾜䛳䛶䛔䜛
• 㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛷䇿ᆅᇦ䛾୰䛷䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᙺ䇿䛻䛴䛔䛶ヰ
䛧ྜ䛳䛯㝿䛻䚸ᆅ༊㛗䛥䜣䜘䜚䚸ྜ➼䛾ሗ䜢ᚓ䚸ཧຍ䛾䛝䛳䛛䛡
䛸䛺䛳䛯䛣䛸䛜䛒䛳䛯䚹
• ᆅᇦ䛻䛿㧗㱋⪅䛜ከ䛟䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛸䛿䛹䜣䛺ᴗᡤ䛷䛹䜣䛺
≉ᚩ䛜䛒䜛䛾䛛➼䚸䜎䛰䜎䛰࿘▱䜢ᅗ䜜䛶䛔䛺䛔㒊ศ䜒䛒䜚䚸䜎䛪
䛿▱䛳䛶㡬䛟䛣䛸䛛䜙䚸䛸㐠Ⴀ᥎㐍㆟䜢㏻䛧䛶┠ᶆ䜒䛷䛝䛯䚹

᪉ྥ䛾ᆅᇦὶ䜈

ከᶵ⬟ᛶ䚸ᨭ䛾ከᵝᛶ

ᆅᇦయ䛾ㄆ▱䛾ᆅᇦᨭ

ධᒃ⪅䛾ᆅᇦ䛷䛾⏕άᨭ

ᴗᡤ䛸䛧䛶䛾ᆅᇦὶ

䠄ᾏ㐨䞉⛅⏣䞉⚟ᓥ䞉ᐑᇛ䞉ᮾி䞉Ⲉᇛ䞉ி㒔䞉㈡䞉୕㔜䞉⚟ᒸ䠅

ཧຍᴗᡤᩘ䠖䠓䠐

ᆅᇦᨭᆺ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮⮬ᕫⅬ᳨䝅䞊䝖
Ⅼ᳨⤖ᯝ
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⤖ᯝ䠏䠖ᆅᇦᨭ

⤖ᯝ䠎䠖ධᒃ⪅䛾ᆅᇦ䛷䛾⏕άᨭ

䛺䛨䜏䛾䝇䞊䝟䞊䜔⨾ᐜᐊ䚸䝃䞊䜽䝹䚸๓⫋䛾ྜ䚸䛺䛹䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹ᆅᇦ
⾜䛻ධᒃ⪅䛸ඹ䛻‽ഛẁ㝵䛛䜙ཧຍ䛧䛶䛔䜛
㊃௰㛫䜔ே䚸ᐙ᪘➼䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸ྥ䛣䛖䛛䜙䝩䞊䝮䜈㠃䛻
᮶䛶ୗ䛥䜛䛣䛸䛿䛒䛳䛶䜒䚸䛣䛱䜙䛷ᶵ䜢䛴䛟䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹
ᐙ᪘䜔ே䚸▱ே䜈䛾ㄆ▱䛾⌮ゎ䜢῝䜑䛶㡬䛟䛯䜑䛾ヰ䜢䛧䛯䜚䚸┦ㄯ䛻䛳
䛯䜚䛧䛶䛔䜛

•
•
•

ᕷ䜔ᆅᇦ䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸ᆅᇦయ䛾ㄆ▱䛾䜘䜛ᖐᏯᅔ㞴䛺䛚ᖺᐤ䜚䛾ぢᏲ䜚䜔
⾜᪉᫂䛾ᤚ⣴άື䛺䛹䜢✚ᴟⓗ䛻⾜䛳䛶䛔䜛䚹

•

•
•

ධᒃ⪅䛻㝈䜙䛪䚸ᆅᇦ䛻䛩䜐ㄆ▱䛾ே䜔ᐙ᪘䛾ᨭ䜢䚸
⾜ᨻ䜔ᆅᇦ䛸㐃ᦠ䛧䛶⾜䛳䛶䛔䛟
ㄆ▱䛾ே䛜ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛧⥆䛡䜛䛯䜑䛾་⒪䛸ㆤ䛾㐃ᦠ䛜
┠ᣦ䛥䜜䛶䛔䜛୰䛷䚸ㄆ▱䛾ᮏே䛾Ẽᣢ䛱䛻ἢ䛳䛶ᨭ䛷
䛝䜛䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜䛷䛝䜛ᆅᇦᨭ䛿䚸䛜䛧䛹䛝䟿

⅏ᐖ䛾㑊㞴ሙᡤ䛸䛧䛶䛿䚸ᖺᗘ䜒ྎ㢼䛻ᆅᇦ䛾༊㛗䛥䜣䜢❆ཱྀ䛸䛧䛶㑊
㞴ሙᡤ䛻䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛䚹
ᑠ୰Ꮫᰯ䜈䛾⫋ሙయ㦂➼䚸✚ᴟⓗ䛻䜃䛡䜔ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛䚹
Ꮚ౪䛯䛱䛸⏝⪅䛾ඹྠᕤసᩍᐊ䛺䛹䜢ᐇ

•

•

ㄆ▱䝃䝫䞊䝍䞊㣴ᡂㅮᗙ䚸ᆅᇦఫẸ䛛䜙䛾┦ㄯཷ䛡䛡䛿᪥ᖖⓗ䛻䛧䛶䛔䜎
䛩䚹䜹䝣䜵䛻䛶Ẽ㍍䛻┦ㄯ䛧䛶㡬䛡䜛䜘䛖䚸❆ཱྀ䜢タ䛡䛶䛔䜛䚹┦ㄯ❆ཱྀ䛿⾜ᨻ䛛
䜙䛾ാ䛝䛛䛡䜒䛒䜚タ⨨䛧䛶䛔䜛
GH䜢ྵ䜑䛯タయ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛧䛶䚸᭶1ᅇ䛾ㄆ▱䜹䝣䜵䛾㛤ദ䛜ᐃ╔䛧䛴
䛴䛒䜛䚹

•

ᆅᇦᨭ䛿䛂䛃䛜䛧䛹䛝

ධᒃ⪅䛾⏕ά䛾⥅⥆ᛶ䜢ᨭ䛷䛝䜛䛣䛸䛜䚸䠣䠤䛾୰ᚰⓗ䛺ᙺ䛷䛒䜚䚸
ධᒃ⪅䛜ᆅᇦ䛸䛴䛺䛜䜛䛣䛸䛷ᆅᇦᨭ䜒䛷䛝䛶䛟䜛䚹
䛣䛾ྲྀ⤌䜏䜔ヨ䜏䛜䚸ᆅᇦ䜢䛴䛟䜛᥎㐍ຊ䛺䜛䟿

ᮌ䛜䛒䜚䚸⛅䛻䛺䜛䛸ⴠ䛱ⴥ䛜㔞䛻ฟ䜛䚹ධᒃ⪅䛾᪉䛸୍⥴䛻䠄ᆅᇦ䛻ฟ䛶
䠅ᤲ㝖䛩䜛ᶵ䜢䜒䛶䜛䚹ᆅᇦ䛾㐨㊰Ύᤲ䚸✵䛝⨁ᣠ䛔䚸ⲡྲྀ䜚䛺䛹䜢⾜䛳䛶䛔䜛
⏫ෆ䛻ຍධ䛧䚸ධᒃ⪅䛾ᙺ䛸䛧䛶ᕷሗ㓄䜚䜢⾜䛳䛶䛔䜛
⏕άᅪ䛛䜙䛾ධᒃ⪅䛜ከ䛟䚸⮬Ꮿ䛻ᖐ䜛ᨭ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

•
•
•

䜎䛷ᆅᇦ䛛䜙᮶䛶䛔䛯䛰䛟䛸䛔䛖ὶ䛻┠䛜ྥ䛔䛶䛔䛯䛜䚸䛳䛶䛔䛯䛜䚸ධᒃ
⪅䛛䜙䛾Ⓨಙ䜒ษ䛰䛸Ẽ䛵䛝䜎䛧䛯䚹䠄Ⅼ᳨䛩䜛䛣䛸䛷䛾Ẽ䛵䛝䠅

•

ධᒃ⪅䜒䠣䠤䜒ᆅᇦ䛾୍ဨ䛸䛧䛶
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ィ⏬ⓗ䛻
15%

ヨ䜏䛶䛔䜛
18%

᳨ウ䞉‽ഛ
30%

⩌㤿┴䞉ᐑᇛ┴䡚ㄆ▱┦ㄯ❆ཱྀ
⚟ᓥ┴䡚ㄆ▱䜹䝣䜵

эᆅᇦ䛾ㄆ▱䠯䠫䠯䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᶍᨃカ⦎䜔
ㄆ▱䜹䝣䜵䛾ᐇ

• ⮬ᕫⅬ᳨䜢䛩䜛䛣䛸䛷䚸ఱ䛜䛷䛝䜛䛛䚸䛹䜣䛺ᙺ䛜ᯝ䛯䛫
䜛䛛䜢⌧ሙ䛷ヰ䛧ྜ䛳䛶䛔䛣䛖䟿Ⅼ᳨䛛䜙䛾Ẽ䛵䛝䜢⌧ሙ䛻
ά䛛䛭䛖䟿
• ᖺ䛻1ᅇ䚸Ⅼ᳨䛧䚸⾜ືィ⏬䜢䛯䛶䜛䚹ィ⏬䛾ẁ㝵䛛䜙䚸㐠Ⴀ
᥎㐍㆟䜢ά䛛䛧䛶䚸ᆅᇦ䜈Ⓨಙ䛧䛶䛔䛣䛖䟿
• ྲྀ䜚⤌䜏䠖⚟ᒸ┴䡚ᆅᇦᨭ䜰䝗䝞䜲䝄䞊◊ಟ

ᆅᇦᨭᆺ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮⮬ᕫⅬ᳨䝅䞊䝖
ά䛛䛧᪉

⥅⥆ⓗ䛻
19%

᪥ᖖⓗ䛻
14%

↓ᅇ⟅
5%

3.ᆅᇦ䜿䜰㆟䜔ᑓ㛛ᛶ䜢ά䛛䛧䛯ྲྀ䜚⤌䜏

⤖ᯝ䠐䠖ከᶵ⬟ᛶ䞉ᨭ䛾ከᵝᛶ

•

•

•

•

•

•

㌟㏆䛺ᴗᡤ㛫㐃ᦠ䚸ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠ䚸⾜ᨻ䜔ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䚸་
⒪ᶵ㛵➼䛸䛾㐃ᦠ䜢῝䜑䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ㄆ▱ᨭయไ䛾୍⩼䜢ᢸ䛖䛣䛸䛜
䛷䛝䜛ᴗᡤ䜢⫱ᡂ䛩䜛

ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾⏝⪅䛜ᆅᇦ䛸䛴䛺䛜䛳
䛶ᬽ䜙䛧⥆䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸ᴗᡤ䛾ᆅᇦὶ䚸ᆅᇦᨭ䛾ຊ䜢ྥୖ䛥
䛫䜛

ᮏேᮏ䛾ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤᴗ
ᡤ䠄௨ୗ䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛸䛩䜛䠅䛜䚸ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ᙺ
䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䚸ᴗᡤ䜔࿘㎶ᆅᇦ䛷ᆅᇦ䛵䛟䜚䜢᥎㐍䛷䛝䜛ேᮦ䜢⫱
ᡂ䛩䜛

ᆅᇦᨭ┦ㄯဨ㣴ᡂ◊ಟ䛾┠ⓗ

䠯䠯䜔ඹ⏝䝕䜲䛻␃䜎䜙䛪䚸⏕άᨭ䛜ᮏ㡿䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ຊ䜢
Ⓨ䛧䛶䚸䜲䞁䝣䜷䞊䝬䝹ᨭ䜔ண㜵ᨭ䚸ㄆ▱䛾ၨⓎ䛸䛧䛶䛾ᨭ
䛺䛹䚸䛷䛝䜛䛣䛸䛿ከ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䠛ㄆ▱䜿䜰䛾ᑓ㛛ᛶ䛾✚䜢
ά䛛䛫䛶䛔䛺䛔䛾䛜ṧᛕ䟿ᆅᇦ䜿䜰㆟䛻䛬䜂ཧຍ䛧䛶䛔䛣䛖䟿

ᐃᮇⓗ䛻እἩ䜢⾜䛳䛶䛔䜛ධᒃ⪅䛾㒊ᒇ䜢⏝䛧䚸䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲䛾ཷ䛡ධ䜜䜢
⾜䛳䛶䛔䜛
 デ་(་)䛸䛾㐃ᦠ䜔ධ㝔ඛ䛸䛾㐃ᦠ䛜䛸䜜䜛䜘䛖䚸ㄪᩚ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ฟ
᮶䜛䛰䛡᪩ᮇ䛻㏥㝔䛷䛝䜛䜘䛖䚸⌧ሙ䝇䝍䝑䝣䛾ຊ㔞䜢䛒䛢䛶䛔䛝䛯䛔䚹
᪩ᮇ㏥㝔䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛿GH䛸䛧䛶✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝௳䛷䛒䜛䚹⏕ά䝸䝝
䝡䝸䛷䛾ᅇ䛜ㄆ▱䛾᪉䛻䛿័䜜䛯ሙᡤ䛷⾜䛖䛣䛸䛜䜘䛔䚹
ᆅᇦ䜿䜰㆟䛻ฟᖍ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᅔ㞴䜿䞊䝇䛻ᑐ䛧䛶䛾䛭䜜䛮䜜䛾❧ሙ䠄་⒪䚸
⚟♴䚸⾜ᨻ䠅䛾ぢゎ䜢㏙䜉䚸䛭䜜䛮䜜䛾ぢゎ䛾㐪䛔䜔ྜ⮴Ⅼ䜢ඹ᭷䛧䛶䛔䜛䛜䚸
Ⓨᒎᛶ䛜䛺䛔
ඹ⏝ᆺ䝕䜲䝃䞊䝡䝇䛾⏝⪅䛥䜣䛾䛺䛛䛻䛿䚸ⱝᖺᛶㄆ▱䛾᪉䜔㔜ᗘ䛾ㄆ▱䛻䜘
䜚䚸つᶍ䛺䝕䜲䝃䞊䝡䝇䛻䛺䛨䜑䛺䛛䛳䛯᪉䜒ከ䛟䚸⏝ᚋ䛻䛿䛤ᐙ᪘ᵝ䛛䜙䜒
ឤㅰ䛾ゝⴥ䜢⪺䛛䜜䚸⫋ဨ䜒䛖䜜䛧䛟ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹
ධ㝔୰䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㏆䛟䛻ᐙ᪘䛜䛔䛺䛔᪉䜒ከ䛟䚸᪩ᮇ㏥㝔䛻ྥ䛡䛯㐃ᦠ
䛿䜒䛱䜝䜣䛾䛣䛸䚸ᮏே䛾⢭⚄ⓗ䝎䝯䞊䝆䜢㍍ῶ䛩䜛ព䛷䜒䚸䛺䛨䜏䛾⫋ဨ䛻
䜘䜛㛵䜟䜚䛜Ḟ䛛䛫䛺䛔䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䚹

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾ᶵ⬟䜢䝣䝹䛻Ⓨ䛧䛶
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ㅮ⩏&₇⩦䠄120~150ศ䠅

ඛ㐍どᐹ䜎䛯䛿䝡䝕䜸Ꮫ⩦䠄120ศ䠅

ᐇ㊶Ꮫ⩦䜎䛯䛿䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠄120ศ䠅

ㅮ⩏䜎䛯䛿ᐇ㊶ሗ࿌䚸䜚㏉䜚䠄120ศ䠅

䠆⚟ᓥ┴䚸ᐑᇛ┴䛷䚸
ᶍᨃカ⦎䚸ㄆ▱䜹䝣䜵䛾ᐇ
㊶㈨ᩱసᡂ

䞉㒔ᕷᆺ䝥䝻䜾䝷䝮䛷᮶
ᖺ3᭶14~15᪥ᐇணᐃ

ᮾி㒔

䞉ᖹᡂ28ᖺᗘ┴䛾ຓᡂ㔠⏦ㄳ

䞉ᖹᡂ27ᖺᗘ22ྡཷㅮ୰

䞉ᖹᡂ26ᖺᗘ30ྡಟ

⚟ᒸ┴

ᖹᡂ27ᖺᗘ

⮬ᕫⅬ᳨䝅䞊䝖䛾እ㒊ホ౯䚸
㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛸䛾㐃ືᛶ
䛾᳨ウ

⮬ᕫⅬ᳨䝅䞊䝖䛾ά⏝ᣑ
ᅜ15䜹ᡤ䜈

୰㛫ሗ࿌

⚟ᓥ┴䚸ᐑᇛ┴➼
ᅜ䠐䜹ᡤᐇ䜈

ᖹᡂ28ᖺᗘ

᭱⤊⤖ᯝሗ࿌

ᾏ㐨䚸୕㔜┴➼䚸
ᅜ䠒䛛ᡤᐇ䜈

ᖹᡂ29ᖺᗘ

ᆅᇦᨭ┦ㄯဨ㣴ᡂ◊ಟィ⏬

ᅜ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮ᅋయ㐃ྜ

䞉◊ಟయ䜢㏻䛧䛶ᚓ䛯䛣䛸䜢䜚㏉䜚䚸ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛻䚸ᴗᡤ䜔⫋ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ጼໃ
䜔ྲྀ⤌䜏䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ㄢ㢟䜢᫂☜䛻䛷䛝䜛
䞉⮬ศ䛾ᴗᡤ䛰䛡䛷䛺䛟䚸࿘㎶䛾ᴗᡤ䜔ᆅᇦఫẸ➼䛻ᆅᇦ䛵䛟䜚䛾䝃䝫䞊䝖䜢䛩䜛䛯䜑䛾᪉ἲ䜢Ꮫ䜆

4ᅇ┠

• ᆅᇦᛶ䜢㋃䜎䛘䛯ᆅᇦᨭ䛾ྲྀ⤌䜏䠄ᶍᨃカ⦎䛒䜛䛔䛿ㄆ▱䜹䝣䜵➼䠅䛻ᐇ㝿䛻ཧ⏬䛧䚸ಶ䚻䛜ᙺ䜢ᢸ䛖୰䛷䚸ᆅᇦᨭ
䛾㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䛧䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜ᯝ䛯䛩䜉䛝ලయⓗ䛺ᙺ䜢Ꮫ䜆
• 䞉ᆅᇦᨭ䛾άື䛾୰䛷䚸ᴗᡤ䛜ᯝ䛯䛩ᙺ䛻䛿䚸ᑟ䞉ඹദ䛸䛧䛶䛾❧ሙ䚸ᆅᇦ㈨※䛾䛴䛺䛞ᙺ䛸䛧䛶䛾❧ሙ䚸㯮Ꮚⓗ䛺❧
ሙ䛺䛹䛥䜎䛦䜎䛺ᙧ䠄䝫䝆䝅䝵䞁䠅䛜䛒䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛩䜛

3ᅇ┠

• ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛻䛚䛡䜛ᆅᇦᨭ䛾ᐇ㝿䜢どᐹ䛧䚸䛒䜛䛔䛿䝡䝕䜸ど⫈䛻䜘䜚䚸ᐇ㊶䝥䝻䝉䝇䛸ᐇ㊶ㄢ㢟䜢᫂☜䛻䛩䜛

2ᅇ┠

• ᆅᇦᛶ䜢㋃䜎䛘䛯ᆅᇦᨭ䛾ྲྀ⤌䜏䠄ᶍᨃカ⦎䛒䜛䛔䛿ㄆ▱䜹䝣䜵➼䠅䛻ᐇ㝿䛻ཧ⏬䛧䚸ಶ䚻䛜ᙺ䜢ᢸ䛖୰䛷䚸ᆅᇦᨭ
䛾㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䛧䚸䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛜ᯝ䛯䛩䜉䛝ලయⓗ䛺ᙺ䜢Ꮫ䜆
• 䖂ᆅᇦᨭ䛾άື䛾୰䛷䚸ᴗᡤ䛜ᯝ䛯䛩ᙺ䛻䛿䚸ᑟ䞉ඹദ䛸䛧䛶䛾❧ሙ䚸ᆅᇦ㈨※䛾䛴䛺䛞ᙺ䛸䛧䛶䛾❧ሙ䚸㯮Ꮚⓗ䛺
❧ሙ䛺䛹䛥䜎䛦䜎䛺ᙧ䠄䝫䝆䝅䝵䞁䠅䛜䛒䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛩䜛

1ᅇ┠

ᆅᇦᆺ䞉㒔ᕷᆺ4ᅇ䝅䝸䞊䝈䠄ィ8㛫䠅

ᆅᇦᨭ┦ㄯဨ㣴ᡂ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮

䐟ᆅᇦᐦ
╔ᆺ䝃䞊䝡
䝇䛻䛚䛡䜛
ᆅᇦᨭ
䐠⮬ᕫⅬ
᳨䝅䞊䝖䛾
ά⏝
䐡⚾䛯䛱䛻
ฟ᮶䜛䛣䛸

ㅮ⩏
GW
䐟∹⏣
ᕷ䞉⟃⣸㔝
ᕷㄆ▱
SOS䝛䝑䝖
䝽䞊䜽ᶍᨃ
カ⦎
䐠䛴䛴䜏䜹
䝣䜵䠄⚟ᒸ
ᕷᇛ༡༊䠅

どᐹ

➨2ᅇ┠

䐟⚟ᒸᕷ
ㄆ▱SOS
䝛䝑䝖䝽䞊
䜽ᶍᨃカ⦎
䛾ヨ䜏
䐠㣤ሯᕷ
ㄆ▱䜹
䝣䜵䛾ヨ䜏

ᐇ㊶

➨4ᅇ┠

➨10ᅇᐇ
㊶䞉ὶ
䝣䜷䞊䝷䝮
䛷䛾◊ಟ
ᡂᯝሗ࿌

ሗ࿌

➨5ᅇ┠

ཷㅮ⪅ᩘ䠖22ྡ

ᆅᇦᐦ╔
ᆺ䝃䞊䝡䝇
ᢸᙜ⾜ᨻ䛸
ᴗ⪅䛾
ሗὶ
ཧຍ

ㅮ⩏
ពぢ

➨3ᅇ┠

ㄆ▱䛾ே䛾䛺䛨䜣䛰⏕
ά䛾⥅⥆ᛶ䚸≧䛾⌮ゎ
䛻ᇶ䛵䛟䜿䜰䛸⏕άᨭ䚸
⮬❧⏕ά䛾ᨭ䛜䛷䛝䛶
䛔䜛䛛䠛

ㆤಖ㝤タ䛾
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾
ᙺ䛾䜚㏉䜚

ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛸䛧
䛶䚸ᆅᇦ䛸䛾䛴䛺䛜䜚䜢
㔜ど䛧䛯⏕άᨭ䚸ᆅᇦ
䛷䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛
䛛䠛

⪃

ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛾
௦䛾䜾䝹䞊䝥䝩䞊
䝮䛾Ꮡᅾ౯್䛾

ㄆ▱䛾ே䛜Ᏻᚰ䛧䛶
ᬽ䜙䛫䜛䛯䜑䛾ᆅᇦᨭ䛾
ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛾ດຊ
䜢⥆䛡䛶䛔䜛䛛䠛

ධᒃ⪅䛾ᛮ䛔䛻ῧ䛳䛯
⏕ά䛾⥅⥆ᛶ䛜䛷䛝䛶
䛔䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䟿

ᆅᇦᨭᆺ䜾䝹䞊
䝥䝩䞊䝮䛾ᥦ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾⪃䛸ᚋ䛾ጼ

䝔䞊䝬

ཷㅮෆᐜ

➨1ᅇ┠

ᖹᡂ27ᖺᗘᆅᇦᨭ䜰䝗䝞䜲䝄䞊◊ಟ
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ᆅᇦ䛸༠ാ䛧䛶䚸ㄆ▱䛾ᨭ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ
䛵䛟䜚䜢ᢸ䛔䚸ྠ䛻ேᮦ⫱ᡂ䜢ᅗ䜛
䖃┦ㄯ❆ཱྀ䚸䠯䠫䠯䝛䝑䝖䜔ㄆ▱䜹䝣䜵䚸
䛾᥎㐍⪅䚸㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛾᭦䛺䜛ά
⏝ಁ㐍䛷ᆅᇦຊ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛
䖃ᆅᇦᨭ┦ㄯဨ䛾⫱ᡂ䛷䚸ᆅᇦ䛵䛟䜚
䜢䝃䝫䞊䝖䠄㐃ྜ䛷᥎㐍䠅
䖃ᆅᇦ䜿䜰㆟䛾୍ဨ䛸䛧䛶ᆅᇦᨭ
䖃⾜ᨻ䜔ᴗᡤ䚸ከศ㔝༠ാ䛾ᆅᇦ䛵䛟䜚
䖃ḟୡ௦䛾䜎䛱䛵䛟䜚䛸ㆤேᮦ䛾⫱ᡂ

⮬ᕫⅬ᳨
䝅䞊䝖どⅬ
䠏䛻ヱᙜ

ேᮦ⫱ᡂ

㜵⅏

ᆅᇦ䜢䝣䜱䞊䝹䝗䛻
䝷䜲䝣䝃䝫䞊䝖

ᆅᇦᨭ䛸

ከᶵ⬟ᛶ

ㄆ▱䜿䜰䛾
ᑓ㛛ᛶ䛸ᨭ
䛾ከᵝᛶ䚸

┳ྲྀ䜚

ᨭ

⏕ά

ே⏕䛾᭱ᮇ䜎䛷ᮏே䜙䛧䛟ᬽ䜙䛩䛯䜑䛾ᨭ
䖃ᅾᏯ་⒪䞉ゼၥ┳ㆤ➼䛸䛾㐃ᦠ
䖃㔜ᗘ䜈䛾ᑐᛂ䛸┳ྲྀ䜚䛾ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔䜿䜰
䖃ᐙ᪘䛸䛾䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛸䜾䝸䞊䝣䜿䜰
䖃ఫ䜏័䜜䛯ᐙ䛷᭱ᮇ䜢㏄䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛⣸ⱌ
⮬ᕫⅬ᳨䝅䞊䝖
どⅬ䠍䚸䠎䛻ヱ
ᙜ

ᖖ䛻㉳䛣䜚ᚓ䜛⅏ᐖ䛰䛛䜙䛣䛭䚸
᪥㡭䛛䜙䛾ഛ䛘䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ䛸
㐃ᦠ䛧㜵⅏ᣐⅬ䛸䛺䜛
䖃⅏ᐖ䛻ᨭ䛾ᣐⅬ䛸䛺䜛
䖃⚟♴㑊㞴ᡤ
䖃ᆅᇦ༠ാ䛾㜵⅏カ⦎
䖃ᴗᡤ㛫䛷㧗䜑ྜ䛖㜵⅏
ព㆑

⮬ᕫⅬ᳨䝅䞊䝖ど
Ⅼ1䠈3䛻ヱᙜ

ㄆ▱䛻䜘䜛⏕ά䛾ᨭ㞀䛻ᑐᛂ䛧䚸ᆅ
ᇦ䛷䛾䛺䛨䜣䛰ಶ䚻䛾⏕ά䛾⥅⥆ᛶ䜢
ᨭ䛩䜛
䖃ᮏே䛾ពᛮ䚸⮬ᕫỴᐃ䛾ᑛ㔜
䖃ಶ䚻䛾䛺䛨䜣䛰ᬽ䜙䛧᪉䛾⥅⥆
䖃䛺䛨䜣䛰ᆅᇦ䜔ᐙ᪘䚸ぶ䛧䛔ே䛯䛱
䛸䛴䛺䛜䛳䛶ᬽ䜙䛩ᛂ
䖃ㄆ▱䛾ᨭ㞀䜢ῶ䜙䛧䚸䛷䛝䜛䛰䛡
⮬❧䛧䛶ᬽ䜙䛩ᨭ

䠤27ᖺᗘసᡂ䛧䛯⮬ᕫⅬ᳨䝅䞊䝖䛸䛾㛵ಀᅗ

ㄆ▱䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜿䜰䛾ᑓ㛛ᛶ
䜢✚䛧䚸ከᶵ⬟䛒䜛䛔䛿ከᵝ䛺
ᨭ䛜䛷䛝䜛
䖃䠞䠬䠯䠠䛻䜘䜛Ᏻ᫆䛺ධ㝔䜔⸆
≀⏝䜢ᅇ㑊䛧䚸≧㐍⾜䛻
䜢ᢚ䛘䚸䛷䛝䜛䛰䛡⮬❧䛧䛯⏕
ά䜢ຓ䛩䜛
䖃ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛸䛾
㐃ᦠ䛷⥭ᛴཷධ䜜䜔ᚅண㜵
ᑐᛂ䚸ᛴᛶቑᝏ䛾୍ⓗධ
ᡤ䚸䝺䝇䝟䜲䝖➼
䖃ⱝᖺㄆ▱䜔䠠䠨䠞䠈䠢䠰䠠䛾
䜿䞊䝇䜈䛾ᑐᛂ
䖃㏻䛔䚸䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲䛾ཷධ䜜
䖃ᛴᛶᮇ㝔䛸㐃ᦠ䛧䚸᪩ᮇ㏥
㝔ᨭ

⮬ᕫⅬ᳨
䝅䞊䝖䛾ど
Ⅼ4䛻ヱᙜ

ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾䠑䛴䛾䝭䝑䝅䝵䞁

䠍䠊ㄆ▱䛻䜘䜛⏕ά䛾ᨭ㞀䛻ᑐᛂ䛧䚸ᆅᇦ䛷䛾䛺䛨䜣䛰ಶ䚻䛾⏕ά
䛾⥅⥆ᛶ䜢ᨭ䛩䜛
䠎䠊ㄆ▱䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜿䜰䛾ᑓ㛛ᛶ䜢✚䛧䚸ከᶵ⬟䛒䜛䛔䛿ከᵝ䛺
ᨭ䛜䛷䛝䜛
䠏䠊ே⏕䛾᭱ᮇ䜎䛷ᮏே䜙䛧䛟ᬽ䜙䛩䛯䜑䛾┳ྲྀ䜚䛾ᨭ䛜䛷䛝䜛
䠐䠊ᆅᇦ䛸༠ാ䛧䛶䚸ㄆ▱䛾ᨭ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ䛵䛟䜚䜢ᢸ䛔䚸ྠ䛻
ேᮦ⫱ᡂ䜢ᅗ䜛
䠑䠊ᖖ䛻㉳䛣䜚ᚓ䜛⅏ᐖ䛰䛛䜙䛣䛭䚸᪥㡭䛛䜙䛾ഛ䛘䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ䛸㐃ᦠ
䛧㜵⅏ᣐⅬ䛸䛺䜛

䠑䛴䛾䝭䝑䝅䝵䞁

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾᪂௦䜢䜝䛖䟿

ᅜ䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮ᅋయ㐃ྜ

ᆅᇦ䛸༠ാ䛧䛶䚸ㄆ▱䛾ᨭ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ
䛵䛟䜚䜢ᢸ䛔䚸ྠ䛻ேᮦ⫱ᡂ䜢ᅗ䜛
䖃┦ㄯ❆ཱྀ䚸䠯䠫䠯䝛䝑䝖䜔ㄆ▱䜹䝣䜵䚸
䛾᥎㐍⪅䚸㐠Ⴀ᥎㐍㆟䛾᭦䛺䜛ά
⏝ಁ㐍䛷ᆅᇦຊ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛
䖃ᆅᇦᨭ┦ㄯဨ䛾⫱ᡂ䛷䚸ᆅᇦ䛵䛟䜚
䜢䝃䝫䞊䝖䠄㐃ྜ䛷᥎㐍䠅
䖃ᆅᇦ䜿䜰㆟䛾୍ဨ䛸䛧䛶ᆅᇦᨭ
䖃⾜ᨻ䜔ᴗᡤ䚸ከศ㔝༠ാ䛾ᆅᇦ䛵䛟䜚
䖃ḟୡ௦䛾䜎䛱䛵䛟䜚䛸ㆤேᮦ䛾⫱ᡂ

ㄆ▱䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜿䜰䛾ᑓ㛛ᛶ
䜢✚䛧䚸ከᶵ⬟䛒䜛䛔䛿ከᵝ䛺
ᨭ䛜䛷䛝䜛
䖃䠞䠬䠯䠠䛻䜘䜛Ᏻ᫆䛺ධ㝔䜔⸆
≀⏝䜢ᅇ㑊䛧䚸≧㐍⾜䛻
䜢ᢚ䛘䚸䛷䛝䜛䛰䛡⮬❧䛧䛯⏕
ά䜢ຓ䛩䜛
䖃ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊➼䛸䛾
㐃ᦠ䛷⥭ᛴཷධ䜜䜔ᚅண㜵
ᑐᛂ䚸ᛴᛶቑᝏ䛾୍ⓗධ
ᡤ䚸䝺䝇䝟䜲䝖➼
䖃ⱝᖺㄆ▱䜔䠠䠨䠞䠈䠢䠰䠠䛾
䜿䞊䝇䜈䛾ᑐᛂ
䖃㏻䛔䚸䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲䛾ཷධ䜜
䖃ᛴᛶᮇ㝔䛸㐃ᦠ䛧䚸᪩ᮇ㏥
㝔ᨭ

ᆅᇦ䜢䝣䜱䞊䝹䝗䛻
䝷䜲䝣䝃䝫䞊䝖

ேᮦ⫱ᡂ

ᆅᇦᨭ䛸

ከᶵ⬟ᛶ

ㄆ▱䜿䜰䛾
ᑓ㛛ᛶ䛸ᨭ
䛾ከᵝᛶ䚸

┳ྲྀ䜚

㜵⅏

ᨭ

⏕ά

ㄆ▱䛻䜘䜛⏕ά䛾ᨭ㞀䛻ᑐᛂ䛧䚸ᆅ
ᇦ䛷䛾䛺䛨䜣䛰ಶ䚻䛾⏕ά䛾⥅⥆ᛶ䜢
ᨭ䛩䜛
䖃ᮏே䛾ពᛮ䚸⮬ᕫỴᐃ䛾ᑛ㔜
䖃ಶ䚻䛾䛺䛨䜣䛰ᬽ䜙䛧᪉䛾⥅⥆
䖃䛺䛨䜣䛰ᆅᇦ䜔ᐙ᪘䚸ぶ䛧䛔ே䛯䛱
䛸䛴䛺䛜䛳䛶ᬽ䜙䛩ᛂ
䖃ㄆ▱䛾ᨭ㞀䜢ῶ䜙䛧䚸䛷䛝䜛䛰䛡
⮬❧䛧䛶ᬽ䜙䛩ᨭ

ᖖ䛻㉳䛣䜚ᚓ䜛⅏ᐖ䛰䛛䜙䛣
䛭䚸᪥㡭䛛䜙䛾ഛ䛘䛸䛧䛶䚸ᆅ
ᇦ䛸㐃ᦠ䛧㜵⅏ᣐⅬ䛸䛺䜛
䖃⅏ᐖ䛻ᨭ䛾ᣐⅬ䛸䛺䜛
䖃⚟♴㑊㞴ᡤ
䖃ᆅᇦ༠ാ䛾㜵⅏カ⦎
䖃ᴗᡤ㛫䛷㧗䜑ྜ䛖㜵⅏
ព㆑

ே⏕䛾᭱ᮇ䜎䛷ᮏே䜙䛧䛟ᬽ䜙䛩䛯䜑䛾ᨭ
䖃ᅾᏯ་⒪䞉ゼၥ┳ㆤ➼䛸䛾㐃ᦠ
䖃㔜ᗘ䜈䛾ᑐᛂ䛸┳ྲྀ䜚䛾ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔䜿䜰
䖃ᐙ᪘䛸䛾䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛸䜾䝸䞊䝣䜿䜰
䖃ఫ䜏័䜜䛯ᐙ䛷᭱ᮇ䜢㏄䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛⣸ⱌ

䠑䛴䛾䝭䝑䝅䝵䞁

⚾䛯䛱䛜⪃䛘䜛ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾
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Ĭᇰ᫊

බ┈♫ᅋἲே
᪥ᮏㄆ▱ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍༠
㛗 బࠎᮌ ⸅

➗㢦ࡀ⁄ࢀࡿ⏕άࡢࢫࢱࣝ
࣭Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ⒵ࡋࡢ✵㛫సࡾࢆࡍࡿ
࣭ㄆ▱࡞ࡗࡓࡇࢆᝒほࡉࡏ࡞࠸ࢣࢆ
ࡍࡿ
z ➗㢦࣭࣭࣭➗㢦ࡀ࠶ࡩࢀࡿࠊᣑࡀࡿࠊࡑࢀࢆ
ᘬࡁฟࡍຊ
z ࠸ࡘࡲ࡛ࡶᬽࡽࡏࡿ➗࠸ࡢ࠶ࡿᡃࡀᐙ
z ᐙᗞⓗ࡞ࢣ ࣭࣭࣭ᐙᗞⓗ࡛࡞ࡌࡳࡢ⎔ቃ

z

Ⓨ⾲㈨ᩱ

؏עƷᛐჷၐǱǢƷਗໜƱƠƯƷᛐ
ჷၐǰȫȸȗțȸȠƷƋǓ૾ƴ᧙Ƣ
ǔᛦ௹ᄂᆮʙಅ ᇹᲫׅஊᜤᎍ˟ᜭ

బࠎᮌጤဨ

ĭᐯဌ

࣒࣮ࢻ ࣭࣭⮬⏤ࠊẼࡲࡲࠊ᫂ࡿࡃࠊ
ᴦࡋࡃ
z ⮬⏤࣭࣭ධᒃ⪅ࡢ⏕άࢫࢱࣝࡀಖࡓࢀࠊ
⟶⌮ࡉࢀ࡞࠸
z ẖ᪥ዲࡁ࡞ࡇࢆዲࡁ࡞ࡁ࡛ࡁࡿ⮬
⏤ࡀ࠶ࡿ
z ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άࡀᴦࡋࡵࡿ
࣭እฟࡀ࡛ࡁࡿࠊ࠾㔠ࡀ࠼ࡿࠊ᪑⾜ࡀ
࡛ࡁࡿ
z
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ᇸ⋢┴࣭ᐤᒃྜᐟ㆟㸯㸮㸯㸴㸭㸵㸭㸶㹼㸷
z ཧຍ⪅
㛗࣭㛗࣭ᖖົ⌮࣭ྛጤဨጤဨ㛗࣭
ጤဨ㛗࣭ጤဨ㛗᥎⸀ဨ࡞㸰㸮ᩘྡ
㸦㸯ࢢ࣮ࣝࣉ㸳࣭㸴ྡ࡛㸲ࢢ࣮ࣝࣉ࡚ᐇ㸧
z ᐇ᪉ἲ
ձ ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࡼࡿㄢ㢟ᢳฟ
ղ ࢭࣈࣥࢡࣟࢫἲࡼࡿពぢ㞟⣙ウ㆟
ճ ྛࢢ࣮ࣝࣉࡽᩥ❶ࡋࡓࡶࡢࢆⓎ⾲
z

ǰȫȸȗțȸȠƷƋǔǂƖۋ
ǰȫȸȗțȸȠǱǢƱƸ˴ƔᲹ
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z

ᆅᇦ࣭࣭࣭࣭ᆅᇦࡘ࡞ࡀࡾᆅᇦ࡙ࡃࡾ
ࡢせ

ᆅᇦ ࣭࣭࣭ᆅᇦໟᣓࢣࡢࢭࣥࢱ࣮ᶵ⬟
z ᆅᇦඹ㸦ᆅᇦὶ㸧
࣭ᑠᏛ⏕ࠊᆅᇦࡢ᪉㐩ࠊேࡀゼၥࡋ࡚
ࡃࢀࡿ
࣭ᆅᇦࡢ⎔ቃᩚഛࡸ⾜✚ᴟⓗཧຍ
ࡍࡿ

z

z

z

z

z
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⏕άᨭ࣭࣭࣭ධᒃ⪅ᐤࡾῧ࠺ࢣࡼࡿᅾᏯ⏕άࡢ
⥅⥆
ඹྠ⏕ά࣭࣭࣭ᑡேᩘࢣ࡛ࡪࡘࡾྜࡗ࡚ᨭ࠼ྜ࠺
ಶูࢣ୍࣭࣭ேࡦࡾࡢᚰࢆษࠊࡑࡢேࡽࡋࡃ
ᙺ࣭࣭ᣢ࡚ࡿຊࡸᙺࢆⓎࡋࠊ࿘ࡾࡽㄆࡵࡽࢀࡿ
ᑛཝࡀษࡉࢀࡿᬽࡽࡋ࣭࣭࣭ᑛཝࠊᑛ㔜ࠊឤㅰ
ࢡ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ࠶ࡿࡁጼ࣭࣭௦ࡢኚᑐᛂࡍࡿ
࣭ㄆ▱ࡢ᪉ࡀࡑࡢேࡽࡋࡃ⏕ά࡛ࡁࡿࢣࢆሀᣢࡍࡿ

z

z

ಶேࢆᑛ㔜ࡋࡓ⏕άࡢࢫࢱ୍࣭࣭࣭ࣝே୍ேࡀᇵࡗࡓ
ᢏ⾡ࠊ⬟ຊࠊ▱ᜨࢆ⏕ࡏࡿࢣࢆࡍࡿ
࣭ࡑࡢேࡢ㢪࠸ࡸ࠸ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ⏕άసࡾࢆࡍࡿ

Įݭӈݭ

z

ႆᘙϋܾƷᨼኖ
ࢱ࣮࣑ࢼࣝࢣ ࣭࣭࣭➗㢦࡛᭱ᚋࡲ࡛

įҔၲᡲઃ

ıܼଈᡲઃ

ᐙ᪘ࡢᨭ
࣭ᚚᐙ᪘ᚚ⏝⪅ࡢ㛵ಀࢆࡘ࡞ࡄ
࣭ᚚᐙ᪘ᐤࡾῧ࠸ࠊᚚᐙ᪘ࡢᏳࢆゎ
ᾘࡍࡿ
z ᐙ᪘㸦ᆅᇦ㸧ࡢ㛵ಀࡀࡂࢀ࡞࠸⏕ά
࣭㏆ᡤࡢேࡀ᮶࡚ࡃࢀ࡚Ꮀࡋ࠸ࠊᏊ౪ࡀ
᮶࡚ࡃࢀ࡚Ꮀࡋ࠸Ꮮࡀ᮶࡚ࡃࢀ࡚ࡶࡗᎰ
ࡋ࠸㸟㸟
z

ႆᘙϋܾƷᨼኖ

ㄆ▱ண㜵࣭ㄆ▱ࣜࣁࣅࣜࡢどⅬ
2. ᅾᏯᖐࡢྍ⬟ᛶ࣭࣭⮬❧ᨭࡢほⅬ
1.

z

┳ྲྀࡾࢣ࣭࣭࣭ࢱ࣮࣑ࢼࣝࠊ⤊ࢃࡾࡼ
ࡅࢀࡤࡍ࡚Ⰻࡋ
z ᗣ࡛Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᬽࡽࡋ
࣭་⒪ㆤࡢ㐃ᦠ࡛࠸ࡘࡲ࡛ࡶᬽࡽࡏࡿ

z

ႆᘙϋܾƷᨼኖ
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ே㛫ຊ ࣭࣭࣭࣭ᚰ࡛ㆤᴗ⏺ࢆ࣮ࣜࢻ
ࡍࡿ㸟㸟

ĲٶೞᏡ҄

Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ⒵ࡋࡢ✵㛫ࠊ㥆ᰁࡢ⎔ቃ
➗㢦ࢆᘬࡁฟࡍᑐே㛵ಀࠊᐙᗞⓗ࡞⏕ά
ղ⮬⏤
ዲࡁ࡞ዲࡁ࡞ࡇࢆᴦࡋࡵࡿ⏕ά
⟶⌮ࡉࢀ࡞࠸ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άࡢ⥅⥆
ճᑛཝᑛ㔜 ᮃࡴ⏕άࡢᐇ⌧ࠊᙺࡸ⬟ຊࡢⓎ
մ་⒪㐃ᦠ ་⒪㐃ᦠ࡛᭱ᚋࡲ࡛Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ⏕ά
յᆅᇦ㐃ᦠ ᆅᇦࡢཧ⏬ࠊㄆ▱ࡢ┦ㄯၨⓎᣐⅬ
նᐙ᪘㐃ᦠ ᐙ᪘ࡢ㛵ಀᛶಖᣢࠊ┦ࡢᏳゎᾘ
շከᶵ⬟ ከᶵ⬟࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡸ⥲ྜⓗࢣࡢᥦ౪

ǰȫȸȗțȸȠƷᲱƭƷƋǔǂƖۋ

ձ➗㢦

z

ᡓ␎࣭࣭࣭࣭࣭᪥ᮏ⊂⮬ࡢㄆ▱ࢣࢆ
ୡ⏺
z ࢣㄽ㸦᪉ἲ㸧 ࣭࣭࣭Ⰻ㉁࡞ఱ࡛ࡶ࠶ࡾ
ࡢ⥲ྜࢣ
z ࢧ࣮ࣅࢫᶵ⬟ ࣭࣭࣭ᵝࠎ࡞ᶵ⬟࡛࠸
ฟసࡾ

z

ႆᘙϋܾƷᨼኖ

ĳʴᏋ

⒵ࡋࡢ✵㛫࣭㥆ᰁࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠊࣛࣇ
ࢫࢱࣝࡢᢕᥱࠊ➗㢦ࢆᘬࡁฟࡍࢣ
ղ⮬⏤
ዲࡁ࡞ዲࡁ࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿ⮬⏤ࡢ☜ಖ
ճᑛཝᑛ㔜 㐺ษ࡞ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡢᙺ࣭⬟ຊホ౯
ᮃࡴ⏕άࡢᐇ⌧ྥࡅࡓࢣࣉࣛࣥసᡂ
մ་⒪㐃ᦠ 㔜ᗘᑐᛂࡸࢱ࣮࣑ࢼࣝࢣࡢᐇ
յᆅᇦ㐃ᦠ ㄆ▱ࡢᆅᇦᣐⅬࠊᆅᇦໟᣓࢣ࠾ࡅ
ࡿㄆ▱ࡢ᭱ᚋࡢࢭ࣮ࣇࢸ࣮ࢿࢵࢺ
նᐙ᪘㐃ᦠ ᐙ᪘ࡢ┦ㄯ࣭ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᶵ⬟ࡢᙉ
շከᶵ⬟ ඹ⏝ࢹࠊ⥭ᛴ୍ࢩ࣮ࣙࢺࠊㄆ▱
࢝ࣇ࢙࡞ࣞࢫࣃࢺࢣࡢᐇ

ձ➗㢦

ǰȫȸȗțȸȠǱǢƷᲱƭƷೞᏡ

ேᮦᩍ⫱㸦ே㈈㸧࣭࣭࣭࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ
࡙࠸ࡓேᮦ㸦㈈㸧ᩍ⫱
z ࢫࢱࢵࣇࡢ⤎࡙ࡃࡾ
࣭ࢫࢱࢵࣇࡀࢀࡿ⫋ሙసࡾࢆࡍࡿ
࣭ඖࢫࢱࢵࣇࡀẼ㍍❧ࡕᐤࢀࡿ⤎సࡾ
ࢆࡍࡿ
z ◊ಟ࣭࣭࣭◊ಟཧຍࡋᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ
z

ႆᘙϋܾƷᨼኖ
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ࣞࢫࣃࢺࢣࡢほⅬࡽ㸯ࣘࢽࢵࢺࡘࡁ
ࠕᐃဨࡢᯟእ࡛㸯ྡࢆ㝈ᗘࠖࡍࡿࢩ࣮ࣙࢺࢫ
ࢸ㸦㸷㸩㸯㸧ࡢㄆྍ

ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢᐙ᪘ᨭ࣭ᆅᇦ㈉⊩㸦ᐙ᪘
ὶࠊᏛ⩦ࠊㄆ▱࢝ࣇ࢙ࠊ┦ㄯᨭࠊ⅏ᐖ
ᣐⅬ➼㸧ࢆホ౯ࡋࡓࠕᆅᇦ㐃ᦠຍ⟬ࠖࡢタ

ㄆ▱࢝ࣇ࢙ࠊㄆ▱㛵ࡍࡿ┦ㄯᨭ࡞ࢆ
ᢸ࠺ㄆ▱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㓄⨨

z

z

ǰȫȸȗțȸȠƷנǓ૾ᲢᲫᲣ
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z

z

ㄆ▱ᐇ㊶◊ಟࠊ⟶⌮⪅◊ಟ➼ࡢᅜྠ➼ᢅ࠸ࡢᚭ
ᗏ㸦㒔㐨ᗓ┴࣭ᨻ௧ᕷࢆ㉺࠼࡚ㄆ▱◊ಟ➼ࡢཷㅮ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿ㸧
z ⌧ᅾࡢㄆ▱◊ಟᤕࡽࢃࢀ࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࢣ
≉ࡋࡓ◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ㸦GH༠ࡋ࡚ࠊ
㹅㹆ࢣࡢ⏕ᾭᏛ⩦࡞ࡿ㈨᱁ㄆᐃไᗘࡢタ୰㸧
z ㆤ⫋ဨேᮦࣂࣥࢡཪࡣㆤேᮦணഛⓏ㘓ไᗘࡢ
タ㸦᭷㈨᱁⪅ࡸᇙࡶࢀࡓேᮦࡢά⏝ࠊᐃᮇⓗ࡞ㅮ⩦
ࡢᐇࠊ㹇㹁㹒ࡢά⏝㸧
z ㆤ⚟♴ኈ㈨᱁ࡸึ௵⪅◊ಟࡢ⿵ຓࡢᣑࠊᩍ⫱ዡ
Ꮫ㔠ࡢᐇ㸦ㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࠊㄆࡶࠊ᭷ᩱ࣎ࣛ
ࣥࢸࠊ㏥⫋⪅ࠊᏛ⏕➼ࡢ᭷ຠά⏝㸧ేࡏ࡚ࠊୖ
グྠᵝேᮦࣂࣥࢡࡢⓏ㘓

ǰȫȸȗțȸȠƷʴᏋƱʴᄩ̬

ǰȫȸȗțȸȠƷנǓ૾ᲢᲬᲣ
ከᵝ࡞㐠Ⴀᙧែࡸຍ౯್ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡞ࠊ
ᴗࡢ⮬⏤ᗘࢆㄆࡵࡿ㸦ከᵝ࡞ᙧែࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࣮࣒࣍ࡢタࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡽゼၥㆤᣦ
ᑟࠊᐙ᪘ࡢ࠾Ἡࡾ◊ಟࠊୡ௦㛫ὶࢹ࡞㸧
㸿ࢱࣉ ᆅᇦᣐⅬᆺࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
㹅㹆㸩ㄆ▱࢝ࣇ࢙ࠊ┦ㄯᨭࠊ⅏ᐖᣐⅬ➼
㹀ࢱࣉ ከᶵ⬟ᆺࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
㹅㹆(Ἡࡾࡀ୰ᚰ) 㸩ࢹ㸩ゼၥ㸩ᐙ᪘ᨭ➼
㹁ࢱࣉ ඹ⏕ᆺࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
㹅㹆㸩㞀ᐖ⪅㸩ඣ❺㸩ୡ௦㛫ὶࢹ➼
z

ㄆ▱ࡢேࡢㆤᣐⅬ
ᮏே࣭ᐙ᪘࣭ᆅᇦࡢὶᣐⅬ
ᮏே࣭ᐙ᪘࣭ᆅᇦࡢ┦ㄯᣐⅬ
ᮏே࣭ᐙ᪘࣭ᆅᇦࡢᏛ⩦ᣐⅬ
ㄆ▱㛵ࡍࡿၨⓎᣐⅬ
⅏ᐖ➼㛵ࡍࡿᑐ⟇ᣐⅬ
ㄆ▱ࡢேࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾᣐⅬ

؏עƷᛐჷၐǱǢƷਗໜƱƠƯƷᛐჷၐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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z

ᬑẁࡽᆅᇦఫẸὶ࡛ࡁࡿࢫ࣮࣌ࢫࢆేࡏᣢ
ࡘ」ྜタࡣࠊ㒔ᕷ㒊ࡣኚ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ♫
㛤ࢀࡓタ࡙ࡃࡾࡣࠊᚅ㜵Ṇࡸᆅᇦࡢࢭ࣮
ࣇࢸ࣮ࢿࢵࢺᵓ⠏ࡶᐤࡍࡿࠋ
㹃ࢱࣉ つᶍ࣭ከᶵ⬟࣭ᆅᇦᐦ╔ᆺタ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࢆྵࡴㆤタࡣࠊࢀࡶࡀ㥆ᰁ
ࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡁࡸࡍ࠸㸯㸮ྡ⛬ᗘࡢࣘࢽࢵࢺࡽ࡞ࡿ
ᑠつᶍࢣࡢ㞟ྜయ㸦ࢡࣛࢫࢱ࣮㸧࡛ࠊໟᣓࡸᒃᏯࠊ
ᅾᏯࢧ࣮ࣅࢫࠊㆤண㜵ࠊᆅᇦὶࢫ࣮࣌ࢫ➼ࢆే
ࡏᣢࡘ」ྜタ
㹄ࢱࣉ ᆅᇦෆ㐃ᦠタ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍㸧
ᑠつᶍᴗᡤࡀ㐃ᦠࡋ࡚◊ಟࡸேὶࢆᅗࡾࠊ
ୖグྠᵝᆅᇦࡢࢭ࣮ࣇࢸ࣮ࢿࢵࢺᵓ⠏ᐤࠋ

z

ǰȫȸȗțȸȠƷנǓ૾ᲢᲮᲣ

ǰȫȸȗțȸȠƷנǓ૾ᲢᲭᲣ

ᆅᇦໟᣓࢣࡣࠊタࡢධᡤࡸࢹࢧ࣮ࣅࢫࡸ
ࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ࡞ࡢࣞࢫࣃࢺࢣࡔࡅ࡛ࡣ㝈
⏺ࡀ࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ᐙ᪘ࡸ
ᆅᇦㄆ▱ࢣࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᥦ౪ࡋ⚟♴ࡢᢸ࠸
ᡭࢆቑࡸࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୍൨⥲ά㌍௦࠾ࡅࡿ
ᩍ⫱ࠊ◊ಟࠊၨⓎᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
㹂ࢱࣉ ᩍ⫱ᶵ⬟ᆺࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
࣭ㄆ▱ᇶ♏◊ಟࠊࢧ࣏࣮ࢱ࣮㣴ᡂ࡞ฟ๓ㅮᗙ
࣭ᐙ᪘ࡢ࠾Ἡࡾ◊ಟࠊゼၥㆤᣦᑟ࡞ㆤຊྥୖ
࣭ᑠ୰㧗⏕ࡸ♫ேࡢ◊ಟࡸయ㦂Ꮫ⩦ࡢᐇ

؏עƷᛐჷၐǱǢƷਗໜƱƠƯƷᛐჷၐ
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▱ⓗ㞀
ᐖ⪅䠣䠤

⢭⚄㞀
ᐖ⪅䠣䠤

㧗㱋⪅

ᑠつᶍ
ከᶵ⬟
ᆺᕧయ
ㆤ

ㄆ▱ᑐ
ᛂᆺඹྠ
⏕άㆤ

䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮

ᆅᇦ䛻᰿䛦䛧䛯䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮

ᯘ⏣ጤဨ Ⓨ⾲㈨ᩱ

⮬❧ᨭ䜢⪃䛘䜛

䛝䜏䛥䜣䛱䠄⦎㤿༊ ᐃဨ䠒ྡ䠅
䛾䜣䜃䜚ᐙ䠄ᩥி༊ ᐃဨ14ྡ䠅
䛚ᑎ䛾䜘䛣䠄ᩥி༊ ᐃဨ9ྡ䠅
䛴䛢䛾ᐇ䠄㇏ᓥ༊ ᐃဨ䠕ྡ䠅
䛸䛱䛾ᐇ䠄⦎㤿༊ ᐃဨ䠕ྡ䠅
䜆䛺䛾ᐇ䠄༊ ᐃဨ䠍䠑ྡ䠅

• ➨䠍䠑䠒᮲䠄ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤ
䛾ᇶᮏ᪉㔪 ᢤ⢋䠅
ᐙᗞⓗ䛺⎔ቃ䛸ᆅᇦఫẸ䛸䛾ὶ䛾ୗ
䛷ධᾎ䚸䛫䛴䚸㣗➼䛾ㆤ䛭䛾
䛾᪥ᖖ⏕άୖ䛾ୡヰཬ䜃ᶵ⬟カ⦎䜢⾜
䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸⏝⪅䛜䛭䛾᭷䛩䜛⬟ຊ
䛻ᛂ䛨⮬❧䛧䛯᪥ᖖ⏕ά䜢Ⴀ䜐䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䜒䛾䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹

•
•
•
•
•
•

⮬ᕫ⤂
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䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾⏝⪅䛜᪥ᖖ⏕ά䛾
ᅵྎ䜢ᆅᇦ䛻䛚䛟䛣䛸䚹

• ᆅᇦĺ୍ᐃ䛾䜶䝸䜰 ඹྠయ䚹ᨻ䞉⤒῭䞉ᩥ
䛾ୖ䛷䚸୍ᐃ䛾≉ᚩ䜢䜒䛳䛯✵㛫䛾㡿ᇦ䚹
ᆅᇦĺ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊ĺ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾䛸
䜜䜛⠊ᅖ䜔㛵ಀᛶ
• ᰿䛦䛩ĺᇶ┙䛸䛩䜛

ᆅᇦ䛾ᣐⅬ䛸䛺䜛๓䛻᰿䛦䛩䚹

98

ᆅᇦᣐⅬ䛸䛧䛶䛾άື

ᆅᇦᣐⅬ䛸䛧䛶䛾άື
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ᆅᇦᣐⅬ䛸䛧䛶䛾άື

• ㄆ▱ᑐᛂᆺ䠣䠤䛜䜿䜰䛸䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁䜢ఏ䛘䛶䛔䛟䚹

• ㄆ▱≧ែ䛻䛒䜛᪉䜢୰ᚰ䛸䛧䛶ᆅ
䛾ᣐⅬ䛻䛺䜛䚹

• 䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛷⏕ά䛧䚸ᆅᇦ䜢ᇶ
┙䛻䛧䛶⏕ά䛩䜛䚹

䠣䠤䛜ᆅᇦ䛾ᣐⅬ䛸䛺䜛䛯䜑䛻䛿

100

㐠Ⴀ
᥎㐍
㆟
䛾ά
⏝

ᆅᇦᨭ䛾ྲྀ⤌

ධᒃ⪅䛾⏕ά
ᨭ䛻䛴䛺䛜
䜛ྲྀ⤌

ᆅᇦ䛾ㄆ▱䜿䜰䛾ᣐⅬ

ᆅᇦᨭᆺ
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮

䜎䛱䛵䛟䜚

䞉ㄆ▱䛾ே䛜Ᏻᚰ䛷䛝䜛

䞉ධᒃ⪅䛾ᆅᇦ⏕ά䛾⥅⥆ᛶ

ᆅᇦ䛸༠ാ䛧䛶䚸ㄆ▱䛾ᨭ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ
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