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「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」の一部改正について

平素は本会の活動に対しまして、格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、国土交通省では、迅速性が求められる災害復旧・復興における入札契
約方式適用の基本的考え方や手続きに当たっての留意点等を整理した標記ガイ
ドラインを平成 29 年 7 月に策定したところですが、このたび、品確法等関係法
令の改正及び関係する知見の蓄積等を踏まえ、災害時の入札契約方式の適切な
選択等に資するようガイドラインを改正するとともに、別添のとおり各地方整
備局等に対し通知しました。
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業
の皆様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、主なガイドラインの改正内容は次のとおりです。
（主な改正内容）
・入札契約方式の随意契約や指名競争等の適用条件を明確化
・技術提案・交渉方式、事業促進ＰＰＰ等の契約方式における最新知見を反映
・地方公共団体の参考となるよう、入札契約方式の適用や体制確保等における
直轄事業との相違点や留意事項を充実
以

上
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「災害復旧における適切な入札方式の適用ガイドラインについて」
の一部改正について
災害復旧や復興に当たっての入札契約方式の選定については、「災害復旧に
おける適切な入札方式の適用ガイドラインについて」（平成 29 年７月７日付
け国地契第 11 号、国官技第 84 号、国営計第 39 号）に基づき運用されている
ところである。
今般、同ガイドラインの一部を別添のとおり改正したので、貴職におかれて
は、遺漏無きよう措置されたい。
また、貴職管内の地方公共団体等の公共工事の発注者に対して、地域発注者
協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等を通じ、周知されたい。

災害復旧における入札契約方式の
適用ガイドライン

平成 29 年 7 月
（令和 3 年 5 月改正）

国 土 交 通 省
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１.

入札契約方式選定の基本的考え方

国土交通省が平常時に発注する工事においては、競争性や公正性の確保の観点等から、
会計法令上の原則である一般競争方式を原則的に適用している。
しかしながら、近年頻発する災害時では、その復旧事業に係る工事や業務（測量・調査・
設計等の業務をいう。以下同じ。）の発注において、随意契約や指名競争といった入札契約
方式を適用するとともに、現地の状況に応じた措置を講じたうえで、平常時とは異なる入
札契約方式を適切に選択することにより、早期の復旧に努めている。
本ガイドラインは、災害復旧や復興に当たっての入札契約方式の選定についての基本的
な考え方等を整理したものであり、国土交通省が発注する災害復旧・復興事業においては、
関係法令等に則るとともに、本ガイドラインの基本的考え方に基づき、適切な入札契約方
式の適用等発注関係事務を行うこととする。
なお、入札契約方式の選定以外も含む、災害発生時の入札・契約等に関する対応全般の
基本的な留意事項は、
「国土交通省直轄事業における災害発生時の入札・契約等に関する対
応マニュアル」に示されているため、適宜参照することとする。
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1-1

発注者の果たすべき役割

災害復旧・復興においても、発注者は、関係する法令等に則り、その役割を果たし
ていく必要がある。
まず、公共工事等の発注者として、公共工事の品質確保に関する基本理念や国等の
責務等を定めた「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成 17 年法律第 18 号。
以下「品確法」という。）に則ることとなる。品確法では、発注者等の責務として、現
在及び将来にわたる公共工事の品質確保の観点から、予定価格の適正な設定、低入札価
格調査基準価格等の設定、適切な工期の設定や適切な設計変更の実施等の措置を講じる
ことを規定しており、令和元年６月の改正では、緊急性に応じた随意契約等の選択、災
害協定の締結・発注者間の連携、労災補償に必要な費用の予定価格への反映等が新たに
規定された。
また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年法律第
127 号）では、基本となるべき事項として、入札及び契約の過程並びに契約の内容の
透明性の確保、公正な競争の促進等を規定している。
さらに、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図る「災害対策基本法」
（昭
和 36 年法律第 223 号）では、基本理念として、被害の最小化及びその迅速な回復、国、
地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力の確保等を
規定している。
発注者には、これら法令の趣旨を十分に踏まえた対応が求められるが、災害復旧・
復興に当たっては、特に、地域の建設企業が、災害対応、除雪といった「地域の守り手」
として重要な役割を担っていることを踏まえる必要があり、品確法においても、地域に
おいて災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよう、地域の実
情を踏まえ地域における公共工事の品質確保の担い手の育成及び確保や、災害応急対策
又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施される体制の整備が求められてい
る。このため、災害復旧・復興事業における工事・業務の発注に当たっては、分離分割
発注、地域に精通する企業の積極的な活用等の措置を適宜適切に講じる必要がある。
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1-2

入札契約方式の選定の基本的な考え方

入札契約方式は、
「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」
（平成 27 年 5
月）等に基づき、事業プロセスの中で、必要な要素（契約方式、競争参加者の設定方法、
落札者の選定方法、支払い方式）を適切に選択し、組み合わせて適用することが重要であ
る。
災害時の復旧に当たっては、早期かつ確実に工事・業務を実施可能な者を短期間で選定
し、作業に着手することが求められる。また、その上で透明性、公平性の確保に努めるこ
とが必要となる。
以上を踏まえ、災害復旧における入札契約方式の適用に当たっては、工事・業務の緊急
度や実施する企業の体制等を勘案し、随意契約、指名競争の適用を検討することとし、契
約相手の選定に当たっては、協定締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、
最適な契約相手が選定できるように努めるとともに、書面での契約を行う。
図 1-1 に、災害時における入札契約方式の選定の基本的な考え方を示す。災害復旧・復
興事業は、災害が発生してから復興に至るまで、一般に、１）被害状況把握、２）応急復
旧（仮復旧）、３）本復旧、４）復興の事業プロセスがある。発災直後の被害状況把握、応
急復旧は、緊急度が高く、随意契約や、既契約の維持工事等を活用して速やかな実施が必
要となる。また、本復旧段階において、構造物が有すべき機能・性能を回復していない場
合、通常であれば被害を生じない程度の降雨や余震に対しても十分な警戒（避難や通行制
限等）が必要となり、社会経済、住民生活に大きな制約が生じる。そのため、本復旧段階
であっても、被害の最小化や社会経済、住民生活の回復等の至急の原状復帰の観点から、
随意契約の適用が必要となる場合がある。

※応急復旧：緊急的に機能回復を図る工事
本復旧 ：被災した施設を原形に復旧する工事、または、再度災害を防止する工事

図 1-1 災害時における入札契約方式の選定の基本的な考え方
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1-2-1

随意契約

（１）工事
発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木
撤去、漂流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施
設の復旧、砂防施設の復旧、岸壁等の港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路
面の復旧、官公庁施設や学校施設の復旧等の緊急性が高い災害復旧に関する工事等は、
被害の最小化や社会経済の回復等の至急の原状復帰の観点から、随意契約（会計法（昭
和 22 年法律第 35 号）第 29 条の３第４項又は地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16
号）第 167 条の２等）を選択するよう努める。表 1-1 に随意契約を適用できる工事の例
を示す。
契約の相手方の選定に当たっては、被災地における維持工事等の実施状況、災害協
定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での施工実績等を
勘案し、早期かつ確実な施工の観点から最も適した者を選定する。
また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員企業に関
する情報提供を受け、施工体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。
表 1-1

随意契約を適用できる工事の例

分類

工事

被害状況把握

緊急パトロール、緊急点検、観測設備設置

等

応急復旧

道路啓開、航路啓開、がれき撤去、土砂撤去、流木撤去、漂流物撤去、
段差・亀裂解消のための舗装修繕、迂回路（仮橋含む）の設置、崩落防
止のための仮支持や防護、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の復旧、
岸壁等の港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧、官
公庁施設や学校施設の復旧

本復旧

等

近隣住民が頻繁な避難を余儀なくされる仮復旧状態の堤防復旧、余震に
よる被害が懸念される橋梁や法面の復旧

等

（２）業務
緊急点検、災害状況調査、航空測量等、発災後の状況把握や、発災直後から一定の
間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤去、漂流物撤去等の災
害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の復
旧、岸壁等の港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧等の緊急性が高
い災害復旧に関する工事等に係る業務は、被害の最小化や社会経済の回復等の至急の原
状復帰の観点から、随意契約（会計法第 29 条の３第４項又は地方自治法施行令第 167
条の２等）を選択するよう努める。表 1-2 に随意契約を適用できる業務の例を示す。
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契約の相手方の選定に当たっては、災害地における業務の実施状況、災害協定の締結
状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での業務実績等を勘案し、
早期かつ確実な業務の履行の観点から最も適した者を選定する。
また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員企業に関する
情報提供を受け、履行体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。

表 1-2

随意契約を適用できる業務の例

分類

測量・調査・設計等業務

被害状況把握

緊急点検、災害状況調査、航空測量、観測機器設置

応急復旧

道路啓開、航路啓開、がれき撤去、土砂撤去、流木撤去、漂流物撤

等

去、段差・亀裂解消のための舗装修繕、迂回路（仮橋含む）の設置、
崩落防止のための仮支持や防護、堤防等河川管理施設の復旧、砂防
施設の復旧、岸壁等の港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁
や路面の復旧、官公庁施設や学校施設の復旧等に係る業務
本復旧

近隣住民が頻繁な避難を余儀なくされる仮復旧状態の堤防復旧、余
震による被害が懸念される橋梁や法面の復旧等に係る測量・調査・
設計等業務

（３）適用に当たっての留意点
Ø

発注者と特定の業者との間に発生する特殊な関係をもって、単純に適用される可
能性や、適正な価格によって行われるべき契約がややもすれば不適正な価格によっ
て行われてしまうことが懸念されることに留意する。

Ø

契約事務の公正性を保持し、経済性の確保を図る観点から、発注する工事・業務ご
とに技術の特殊性、経済合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断する必要があるこ
とに留意する。
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（４）関係法令
【会計法（抜粋）】
第 29 条の３

契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）

は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び第４項
に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければな
らない。
④

契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付すること
ができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の
定めるところにより、随意契約によるものとする。

【予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。抜粋）】
第 102 条の４

各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろ

うとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただ
し、次に掲げる場合は、この限りでない。
③

契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付す
ることができない場合において、随意契約によろうとするとき。

1-2-2

指名競争入札

（１）工事
災害復旧に関する工事のうち、随意契約によらないものであって、労働力や資材・
機材等の調達において、需給がひっ迫した環境で実施する工事、出水期や降雪期等の一
定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事など、契約の性質又は目的により競争
に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する必要がないものにあっては、指名競争
入札（会計法第 29 条の３第３項又は地方自治法施行令第 167 条等）を選択するよう努
める。
指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在地、同種・
類似工事の施工実績、手持ち工事の状況、応急復旧工事の施工実績等を考慮して、確実
な履行が期待できる者を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案して特定
の者に偏らないよう配慮する。また、指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競
争性を向上させ、発注者の恣意性を排除する必要があることに留意する。
なお、災害が発生した地域においては、同時期に多くの工事が発生することから、
受注する業界の施工体制との間で需要と供給のバランスが課題となり、不調不落の発生
が予測されるような場合、所定の期間内の調達の概要・条件等を示した上で、公募によ
り選定した複数の企業（フレームワーク企業）に対して、災害復旧に係る個別工事を発
注するフレームワーク方式を適用することが考えられる。
また、必要に応じて品質確保のため施工能力を評価する総合評価落札方式を適用す
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る。
（２）業務
災害復旧に関する業務のうち、随意契約によらないものであって、労働力（技術者）や
資材・機材等の調達において、需給がひっ迫した環境で実施する工事、出水期や降雪期等
の一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事に係る業務など、契約の性質又は目
的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する必要がないものにあって
は、指名競争入札（会計法第 29 条の３第３項又は地方自治法施行令第 167 条等）を活用
するよう努める。
指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在地、同種・類
似業務の実績、手持ち業務の状況、緊急調査の実施状況等を考慮して、確実な履行が期待
できる者を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案して特定の者に偏らない
よう配慮する。また、指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、
発注者の恣意性を排除する必要があることに留意する。
なお、災害が発生した地域において同時期に多くの業務が発生することから、受注する
業界の履行体制との間で需要と供給のバランスが課題となり、不調不落の発生が予測され
るような場合、必要に応じて所定の期間内の調達の概要・条件等を示した上で、公募によ
り選定した複数の企業（フレームワーク企業）に対して、災害復旧に係る個別業務を発注
するフレームワーク方式を適用すること等が考えられる。
また、必要に応じて品質確保のため履行能力を評価する総合評価落札方式を適用する。

（３）関係法令
【会計法（抜粋）】
第 29 条の３ 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）
は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び第４
項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなけ
ればならない。
③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付す
る必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合におい
ては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。

【予算決算及び会計令（抜粋）】

第 102 条の４ 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約に
よろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならな
い。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
①
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する
必要がない場合において、指名競争に付そうとするとき。
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1-2-3

一般競争入札等

（１）工事
災害発生から復旧が進み、一定の入札契約期間が確保可能な内容と判断できる工事
について、建設業者の状況も踏まえ適正な競争が可能な環境と判断できる場合には、競
争性・公正性の確保の観点から、一般競争・総合評価落札方式等を適用する。入札参加
要件の設定に当たっては、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成
績や地域要件等を適切に設定するとともに、総合評価落札方式における施工能力の評価
に当たっては、災害応急対策等の実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。
また、競争参加者が比較的多くなることが見込まれる工事においては、手続期間を考慮
した上で、必要に応じて、段階的選抜方式の活用に努める。

（２）業務
災害発生から復旧が進み、一定の入札契約期間が確保可能な内容と判断できる業務
について、業務を行う企業の状況も踏まえ適正な競争が可能な環境と判断できる場合に
は、競争性・公正性の確保の観点から、一般競争・総合評価落札方式等を適用する。入
札参加要件の設定に当たっては、業務の性格、地域の実情等を踏まえ、業務の経験及び
業務成績や地域要件等を適切に設定するとともに、総合評価落札方式、プロポーザル方
式等を採用する。
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２.

現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置

被災の状況や地域の実情に応じて、発災後の状況把握に関する業務、災害応急対策や災
害復旧に関する工事・業務の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担
い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要
な措置を検討する必要がある。以下に、各災害復旧・復興事例をもとに目的別の措置の概
要を整理する。

2-1

確実な施工・業務実施の確保、不調・不落対策

（１）工事
1)実態を踏まえた積算の導入
災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生
じることがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれが
ある場合には、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を
設定する。遠隔地から労働力や資材・機材等を調達する必要がある場合など、発注準備段
階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と当該条件が設計変
更の対象となる旨も明示する。
災害復旧・復興による急激な工事量の増加により特定の地域において既存の積算基準類
と実態に乖離が生じる場合には、不調・不落の発生状況を踏まえ、市場の変化を的確に把
握し、必要に応じて復興係数や復興歩掛を設定又は活用する等、実態を踏まえた積算を実
施するよう努める。また、必要に応じて不調随契の活用も検討する。
また、直轄工事の積算基準では、法定の労災保険料・法定外の労災保険の費用を現場管
理費で計上することとしているように、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は
死亡等の被害が発生した場合の損害を補償するための保険の経費についても計上するよ
う努める。

2)指名競争入札におけるダンピング対策等〔対象：指名競争入札〕
災害復旧事例で指名競争入札が適用された工事の中には、低入札が発生している事例も
ある。低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安
全対策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等とは言えない競争
環境であることも想定されることから、状況を丁寧に把握した上で、確実かつ円滑な履行
ができる者のみを対象とする指名競争入札の適用等を検討する。
また、この場合において、価格により落札者を決定する指名競争入札を適用する際に
は、ダンピング行為が行われるおそれがあるとともに、ダンピング受注の横行により競
争参加者が確保できなくなることも懸念され、確実かつ円滑な施工に支障を来すことも
考えられることから、適正な施工体制を確保するための方策を講じる必要がある。この
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ため、
「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」
（平成
15 年２月 10 日付け国官総第 598 号他）、
「いわゆるダンピング受注に係る公共工事の
品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の対策について」（平成 18 年４月 14 日
付け国官総第 33 号他）等に基づき、発注者の監督・検査等の強化や受注者側技術者
の増員の対象拡大等の措置を講じるとともに、
「緊急公共工事品質確保対策について」
（平成 18 年 12 月８日付け国官総第 610 号他）を踏まえ、必要に応じて、施工体制の
みを技術面の評価項目とする施工体制確認型総合評価方式を適用する。

3)前払金限度額の引き上げ
東日本大震災の事例では、被災地における復旧・復興工事の施工確保対策として、
前払金限度額を従来の４割から５割に引き上げる特例措置を講じた。また、契約の締結
に当たり被災によって時間的余裕がなく、詳細な積算が著しく困難な場合には、工事概
要、契約金額（その時点で最低限確実に受注者に対して支払うことが明らかである額）、
前払金の額等のみを記載した契約書を取り交わした上で前払金を支払う措置も講じら
れている。緊急復旧事業を円滑に実施するために必要となる人員・資機材の確保を図る
ため、速やかに受注者に前払金を支払うことは重要であり、実際の対応に当たっては、
これらの事例も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、本省と連携しながら適切な対応
に努めることとする。

（２）業務
1)実態を踏まえた積算の導入
積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、積極的
に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。また、遠隔地
から資材・機材の調達や技術者を確保する必要がある場合など、発注準備段階において
作業条件等を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と当該条件が設計変更の対
象となる旨も明示する。
また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等を被った場合の損害
を補償するための保険の経費についても計上するよう努める。

2)指名競争入札におけるダンピング対策等〔対象：指名競争入札〕
低入札による受注は、業務の手抜き、再委託先へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安
全対策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等とは言えない競
争環境であることも想定されることから、状況を丁寧に把握した上で、確実かつ円滑な
履行ができる者のみを対象とする指名競争入札の適用等を検討する。
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3)前払金の速やかな支払い
業務を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保を図るため、速や
かに受注者に前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災の復旧事例等も参考にしつ
つ、現地の状況等を踏まえ、本省と連携しながら適切な対応に努めることとする。

2-2

発注関係事務の効率化

（１）工事
一括審査方式は、一般競争入札の適用に当たり、施工地域が近接し、工事の内容等が同
種であるなど、競争参加資格や総合評価方式の評価項目等を共通化できる複数工事を同時
に公告し、技術審査・評価を一括して実施するものである。発注者・競争参加者双方の入
札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の企業への受注の集中を回避し、技術者・資材
が確保された施工体制を整えている複数の企業により確実かつ円滑な施工が行われる観
点から、一括審査方式を積極的に活用する。

（２）業務
発注者・競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の企業への受注
の集中を回避して、技術者が確保された履行体制を整えている複数の企業により確実かつ
円滑な業務の履行が行われる観点から、一括審査方式を積極的に活用するよう努める。

2-3

復旧・復興工事の担い手の確保

（１）共同企業体の活用
工事規模の大型化や事業量の急増により、単体での施工が可能な企業数が相対的に減少
することも想定される場合には、必要に応じて地域の建設企業が継続的な協業関係を確保
することにより、その実施体制を安定確保するために結成される地域維持型建設共同企業
体（以下「地域維持型 JV」という。）や事業協同組合等を活用するよう努める。地域維持
型 JV の活用に当たっては、「直轄工事における地域維持型建設共同企業体の取扱い」（平
成 24 年６月 27 日付け国地契第 18 号他）に基づくものとする。
復興事業では特定の地域において事業量が急増し、被災地域に所在する企業のみでは全
ての復旧・復興工事を担うことが困難となることから、被災地域の建設企業と被災地域外
の建設企業が共同企業体を結成して、復旧・復興工事を行う「復興 JV」制度を活用してい
る事例もある。
これらの共同企業体の活用事例を参考としつつ、必要な施工体制の確保に努めること
とする。
（２）地域企業の参加可能額の拡大
復旧工事では、地域に精通した企業による施工が、円滑かつ早期の復旧に繋がる。ま
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た、地域に精通した企業が積極的に復旧に携わることにより、将来の地域の社会資本を
支える企業を確保することにも繋がる。一方、事業量の増大に対して、限られた人員で
対応するためには、発注ロットの大型化が求められる場合もある。このように担い手の
確保とロットの大型化による早期の復旧の実現という双方の観点から、今後の等級別の
発注の見通しも踏まえ、必要に応じて、等級ごとのバランスに配慮しつつ、地域企業が
中心となる一般土木Ｃ等級企業の参加が可能な工事価格帯の上限を引き上げる措置を
講じることとする。

2-4

迅速な事業執行

（１）支出負担行為事務の委任範囲の拡大
災害発生時には、早期復旧の観点から、事務負担を軽減させつつ、地域に精通した
企業を活用することが必要となり、発注ロットの大型化についても検討が必要となる場
合がある。
今後の工事の見通しや施工能力のある企業の受注状況等も踏まえ、現場主導の事業
執行の迅速性を向上させるため、必要に応じて、直轄工事において、予定価格 3 億円以
下（北海道開発局を除く）の工事とされている分任支出負担行為担当官である事務所長
が契約できる範囲を拡大する。

（２）政府調達協定対象工事・業務における適用〔対象：随意契約・指名競争入札〕
政府調達協定その他の国際約束（以下「ＷＴＯ等」という。）対象工事は、
「政府調
達に関する協定」や「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（昭和
55 年政令第 300 号。以下「特例政令」という。）、
「公共事業の入札・契約手続の改善に
関する行動計画」等に基づき手続を行う。平常時におけるＷＴＯ等の対象となる工事・
業務は、一般競争入札（公開入札）に付すことが原則となるが、災害時、緊急性の高い
復旧工事・業務は、政府調達に関する協定第 13 条を踏まえ、必要に応じて、随意契約
（限定入札）や指名競争入札（選択入札）を適用し、早期復旧を行うものとする。
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【政府調達に関する協定（抜粋）】
第４条 一般原則
（無差別待遇）
１ 各締約国（その調達機関を含む。）は、対象調達に関する措置について、他の
締約国の物品及びサービスに対し並びに他の締約国の供給者であって締約国の
物品及びサービスを提供するものに対し、即時にかつ無条件で、次の物品、サ
ービス及び供給者に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
（a）国内の物品、サービス及び供給者
（b）当該他の締約国以外の締約国の物品、サービス及び供給者
（調達の実施）
４ 調達機関は、対象調達を次の(a)から(c)までの要件を満たす透明性のある、
かつ、公平な方法により実施する。
（a）公開入札、選択入札、限定入札等を用いた、この協定に適合する方法であ
ること。

【政府調達に関する協定（抜粋）】
第８条 参加のための条件
１ 調達機関は、調達への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該調達を遂
行するための法律上、資金上、商業上及び技術上の能力を有することを確保す
る上で不可欠なものに限定しなければならない。
２ 調達機関は、参加のための条件を定めるに当たり、
（a）供給者が以前に特定の締約国の調達機関と１又は２以上の契約を締結した
ことを当該供給者が調達に参加するための条件として課してはならない。
（b）調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求
することができる。
第 13 条 限定入札
１ 調達機関は、次のいずれかの場合に限り、限定入札を用いること並びに第７
条から第９条まで、第 10 条７から 11 まで、第 11 条、前条、次条及び第 15 条
を適用しないことを選択することができる。ただし、当該調達機関が、供給者
間の競争を避けることを目的として又は他の締約国の供給者を差別し、若しく
は国内の供給者を保護するように、この１の規定を適用しないことを条件とす
る。
(d) 調達機関の予見することができない事態によりもたらされた極めて緊急
な理由のため、公開入札又は選択入札によっては必要な期間内に物品又はサ
ービスを入手することができない場合において、真に必要なとき。
※下線部は、緊急性の高い復旧工事における限定入札の適用に係る規定
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【国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（抜粋）】
第 13 条 各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろう
とする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただ
し、次に掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。
１～４ （略）
５ 緊急の必要により競争に付することができない場合
※下線部は、災害復旧を理由とした随意契約適用時の財務協議の免除に係る規定

【公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画（抜粋）】
Ⅰ

１ 調達方式
工事及び設計・コンサルティング業務については、以下のとおり、国際的な
視点も加味した透明・客観的かつ競争的な調達方式を採用する。ただし、安全
保障に係る調達並びに緊急を要する場合及び秘密を要する場合等における調
達については、これによらないことができる。
（１） 工事－一般競争方式の採用
（略）基準額以上の調達については、一般競争入札方式で行う。

※下線部は、緊急性の高い復旧工事における一般競争入札の適用除外に係る規定

（3）政府調達協定対象工事における手続日数の短縮〔対象：一般競争入札〕
ＷＴＯ対象工事では、一般競争入札にあっては入札期日の前日から起算して少なく
とも 40 日前に官報により公告することとされているが、急を要する場合は、その期間
を 10 日に短縮することも認められている。この規定を踏まえ、現地の状況を踏まえた
適切な手続き期間の設定に努めることとする。
【特例政令（抜粋）】
第５条 契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付する場合における予決
令第 74 条の規定の適用については、同条 中「10 日前」とあるのは「40 日前
（一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24
日前）」と、
「官報、新聞紙、掲示その他の方法」とあるのは「官報」と、
「５日」
とあるのは「10 日」と読み替えるものとする。
（参考）
予算決算及び会計令
（入札の公告）
第 74 条 契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、そ
の入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に官報、新聞紙、掲示その他
の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、
その期間を５日までに短縮することができる。
※下線部は、緊急性の高い復旧工事における日数短縮の規定
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2-5

早期の復旧・復興に向けた取組

（１）事業促進ＰＰＰ等
災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事・業務の実施方針の決定や災害査定
申請書の作成、災害応急対策や災害復旧に関する工事の発注、監督など、一連の災害対応
を迅速かつ的確に実施するため、災害の規模や発注者の体制を勘案し、必要に応じて、事
業促進ＰＰＰ ※ 1やＣＭ方式 ※ 2等による民間事業者のノウハウを活用するよう努める。
事業促進ＰＰＰは、事業促進を図るため、発注機関の職員が柱となり、官民がパートナ
ーシップを組み、官民双方の技術者が有する情報・多様な知識・豊富な経験を融合させな
がら、事業全体計画の整理、業務の指導・調整等、地元及び関係行政機関等との協議、事
業管理等、施工管理等を行う方式である。事業促進ＰＰＰは、平成 23 年３月に発生した東
北地方太平洋沖地震の後、総延長が約 380km にも及ぶ三陸沿岸道路等の復興道路事業を円
滑かつスピーディに実施するため、東北地方整備局が平成 24 年度から導入した事例があ
る。事業促進ＰＰＰでは、管理技術者、主任技術者（事業管理、調査設計、用地、施工の
各専門家）、担当技術者からなる民間技術者チームと事務所チーム（監督官、係長、担当者）
が一体となった体制を構築するのが特徴である。
事業促進ＰＰＰを適用する場合は、「国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイド
ライン」（平成 31 年３月。令和３年３月最終改正。）を参考にする。なお、国土交通省
直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイドラインは、技術職員を有する国土交通省の直轄事
業への適用を想定している。そのため、地方公共団体の事業に適用する場合には、発注
者の体制の状況に応じて、受注者が行う業務範囲等が異なることが考えられるため、適
用に当たっては注意が必要である。

（２）技術提案・交渉方式
復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工者のノウハウ
が必要となる工事も想定される。このような特徴を有する工事では、早期の復旧・復興を
実現するため、設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ等の技術提案・
交渉方式の適用を積極的に検討する。なお、実施に当たっては、
「国土交通省直轄工事にお
ける技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」
（平成 27 年６月。令和２年１月最終改正。）
に基づくものとする。
なお、技術提案・交渉方式の技術協力・施工タイプにおいては、調査・設計段階から、
施工者（優先交渉権者）が、調査・設計業務等に対する技術協力、地元及び関係行政機
関との協議支援、近隣工事を含む工程確認等のマネジメント業務に関与でき、発注者、
設計者、施工者が有する情報・知識・経験を融合させることができる。橋梁、トンネル、
※1
※2

国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイドライン（平成 31 年 3 月。令和 3 年 3 月最終改正。）
地方公共団体におけるピュア型ＣＭ方式活用ガイドライン（令和 2 年 9 月）
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地すべり箇所等の主要な復旧対象物が明確な場合は、技術提案・交渉方式の活用に努め
る。
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３.地方公共団体との連携、地方公共団体の災害復旧・復興における
適用
3-1

建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携

災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ
円滑に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体や業務に関す
る各種団体等と災害協定を締結する等の必要な措置を講ずるよう努める。災害協定の締結
に当たっては、災害対応に関する工事及び業務の実施や費用負担、訓練の実施等について
定める。また、必要に応じて、協定内容の見直しや標準化を進める。
災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの
復旧に当たっても地域内外の各発注者が、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、リエゾン、
応援職員、権限代行等の活用について、必要な調整を図りながら協働で取り組む。復旧・
復興の担い手となる地域企業等による円滑な施工確保対策についても、特定の発注者のみ
が措置を講じるのではなく、必要に応じて地域全体として取り組む。 地域の状況を踏ま
え、必要に応じて、発注機関や各種団体が円滑な施工確保のための情報共有や対応策の検
討等を行う場を設置する。

3-2

入札契約方式選定の考え方

地方公共団体における災害復旧・復興に当たっては、入札契約方式の選定の考え方は、
本ガイドラインの「１．入札契約方式選定の基本的考え方」で示した内容を参考に対応
することができる。ただし、１）被害状況把握、２）応急復旧、３）本復旧、４）復興
からなる事業プロセスは、国土交通省直轄の比較的規模が大きい事業を想定したもので
あるため、地方公共団体の災害復旧で、工事・業務の規模が大きくない場合は、事業プ
ロセスを細分化することなく、例えば、２）応急復旧、３）本復旧を一体的に実施する
ことにより、効率的に実施することが考えられる。
また、
「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」を踏まえ、
入札監視委員会等の活用など、入札契約手続の事後チェックにも留意し、入札及び契約
の透明性・公正性の確保に努めること。

3-3

発注関係事務に関する措置

地方公共団体における災害復旧・復興に当たっては、発注関係事務に関する負担軽減
等の措置は、本ガイドラインの「２．現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措
置」で示した内容を参考に対応することができる。
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3-4

事業実施体制の確保

災害発生後、災害復旧の実施方針の決定や災害査定申請書の作成、災害復旧工事の
発注、監督・管理など、一連の災害対応を迅速かつ的確に実施する必要があるが、地方
公共団体によっては体制が脆弱であるなど、適切に対応できない可能性もある。このよ
うな場合、2-1 に示すように発注者間での連携を図りながら、2-5(1)で示した事業促進
ＰＰＰ等による民間事業者のノウハウ等の活用を検討することが望ましい。なお、事業
促進ＰＰＰは、技術職員を有する国土交通省の直轄事業への適用を前提にガイドライン
が整備されたものであるため、地方公共団体の事業に適用する場合には、発注者の体制
等に応じて、受注者が行う業務内容の検討が必要となる。一方で、技術職員が一定数存
在する地方公共団体等においては、体制等を考慮しながら、事業促進ＰＰＰの受注者が
行う業務内容を見直しつつ、本ガイドラインを準用できる場合もある。
ＣＭ方式は、ＣＭＲ（コンストラクション・マネージャ、ＣＭの受注者）が、技術的
な中立性を保ちつつ発注者の側に立って各種のマネジメント業務の全部又は一部を行
うものであり、技術職員がいない又は著しく少ない発注者の支援や代わりをする目的で
活用される方式であるが、マネジメント業務は、予算や品質と密接に関わるため、発注
者が事業の各段階で必要な最終的な判断や決定を行うことが求められる。
地方公共団体の災害復旧・復興における体制確保に当たっては、発注者間の連携によ
り必要な体制確保を図りながら、民間事業者のノウハウ等を活用することが重要である
ほか、実施する事業分野や業務に精通する技術者を民間事業者から確保する上での工夫
も必要となる。
なお、ＣＭ方式のうち、ピュア型ＣＭ方式（ＣＭＲが、設計・発注・施工の各段階に
おいて、マネジメント業務を行う方式）については、「地方公共団体におけるピュア型
ＣＭ方式活用ガイドライン（令和２年９月）を参照できる。
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1. つᶍ⅏ᐖ࠾ࡅࡿධᮐዎ⣙᪉ᘧࡢ㐺⏝
つᶍ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ 5 ࡘࡢᪧࡽࠊධᮐዎ⣙᪉ᘧࡢ㐺⏝≧ἣ⌧ᆅࡢ
≧ἣᛂࡌࡓⓎὀ㛵ಀົ㛵ࡍࡿᥐ⨨ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
1-1 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏㹙H23.3.11㹛
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ࡛ࡣࠊⓎ⅏ࡽ 2 ᭶ࡢ㊰㠃⿵ಟࠊࡀࢀࡁ᧔ཤࠊ㐨㊰Ύ
ᤲࠊሐ㜵ᪧ➼ࡢᛂᛴᪧࢆᑐ㇟㝶ពዎ⣙ࢆ㐺⏝ࡋࠊ⅏ᐖ༠ᐃࡸ┤㎄ᕤࡢ
ᕤᐇ⦼➼ࢆ຺ࡋ࡚ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ⅏ 2 ᭶ࡽ 6 ᭶ࡣࠊฟỈᮇ➼ࡢ୍ᐃᮇ㛫ࡲ࡛ࡉࡏࡿᚲせࡢ
࠶ࡿᮏᪧᕤᣦྡ➇தධᮐࢆ㐺⏝ࡋࠊᡭ⥆ᮇ㛫ࡢ▷⦰ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ⅏ࡽ 6 ᭶௨㝆ࡣࠊ୍⯡ᅵᮌ C ➼⣭ࡢⓎὀᶆ‽ࡸศ௵ᐁዎ⣙ᑐ㇟㢠ࢆ
ᣑࡍࡿ࡞ᰂ㌾࡞㐠⏝ࡀྍ⬟࡞ࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊ୍⯡➇தධᮐࡢ㐺
⏝ࡼࡾ➇தᛶ࣭බṇᛶࡢ☜ಖດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-1 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᪧ
ᕤෆᐜ
㐺⏝ᮇ

≉ᚩ➼

ධᮐዎ⣙᪉ᘧ
➇தཧຍ⪅䛾
タᐃ᪉ἲ

ዎ⣙┦ᡭ䛾
㑅ᐃ᪉ἲ

㝶ពዎ⣙

ͤ⅏ᐖ༠ᐃ⥾⤖♫䛷
䛒䜚䚸䛛䛴┤㎄ᕤ
䛷䛾ᐇ⦼䛜䛒䜛⪅䜢
㑅ᐃ

ᣦྡ➇த

ͤᕤయไᑂᰝ䛾䜏
䛾⥲ྜホ౯䜢ᐇ

ᶆ‽ⓗ䛺
ᡭ⥆᪥ᩘ
䠄බ࿌䡚ዎ⣙䠅

Ⓨὀ
௳ᩘ

ᛂᛴᪧ
Ⓨ⅏䡚2䛛᭶

䠄㊰㠃⿵ಟ䚸䛜䜜䛝᧔ཤ䚸㐨㊰Ύᤲ䚸
ሐ㜵ᪧ➼䠅

㻴㻞㻟㻚㻟䡚㻞㻟㻚㻡
䞉ᬻᐃዎ⣙᭩䛾⥾⤖䛻䜘䜛๓ᡶ㔠䛾ᨭᡶ䛔

༶╔ᕤ
ͤ༠㆟䛜ᩚ䛔ḟ➨
㏿䜔䛛䛻╔ᡭ

⣙

㻞㻞㻜

ᮏᪧ
2䡚6䛛᭶
㻴㻞㻟㻚㻡䡚㻞㻟㻚㻥

⣙䠍䛛᭶

㻡㻜

⣙

䞉ฟỈᮇ๓䛻䛥䛫䜛ᚲせ䛜䛒䜛ᕤ䛺䛹
䛷㐺⏝

ᮏᪧ
6䛛᭶䡚
㻴㻞㻟㻚㻥䡚

䞉➼⣭༊ศ䛻䛚䛔䛶䚸୍⯡ᅵᮌC➼⣭䛾ணᐃ
౯᱁䛾ୖ㝈㔠㢠䛾ኚ᭦䠄3൨→4.5൨䠅
䞉ศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ䛜ዎ⣙䛷䛝䜛⠊
ᅖ䛾ᣑ䠄3൨→WTOᑐ㇟㢠䠅
䞉ᴗಁ㐍PPP䛾ᑟධ

୍⯡➇த
䠄WTO䠆䜢㝖䛝䚸
ᆅᇦせ௳䜢タᐃ䠅

⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ

⣙䠎䛛᭶

⣙㻝㻥㻜
ͤH23ᖺᗘ

ὀ䠖㐺⏝ᮇ䛿䚸ḟ䛾㏻䜚䚹㝶ពዎ⣙䠖᭱㏿╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䡚᭱㐜╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䚸ᣦྡ➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚᭱㐜ዎ⣙᪥
୍⯡➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚
ὀ䠖Ⓨὀ௳ᩘ䛿䚸H22ᖺᗘ䚸H23ᖺᗘ䛻䛚䛡䜛ᮾᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤ䛾䛖䛱㟈⅏⯆㛵ಀᕤ䛜ᑐ㇟ 䠆WTO䠖ᨻᗓㄪ㐩䛻㛵䛩䜛༠ᐃ䛾ᑐ㇟ᕤ䜢ᣦ䛩

1

1-1-1 㝶ពዎ⣙
㝶ពዎ⣙ࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡣࠊ௨ୗࡢ⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡁ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1)

ᛂᛴᪧᕤ㸦ศ௵ᐁᕤ㸧
ձᴗ⏺ᅋయࡢ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ༠ᐃ♫࡛࠶ࡿࡇ
¾ ⅏ᐖ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿᴗ⏺ᅋయࡢဨ࡛࠶ࡿࡇࠋ
ղᆅᇦ⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
¾ ᆅᇦᮏ♫࣭ᮏᗑࡀ࠶ࡿࡇࡸᙜヱᆅ༊ࡢ⥔ᣢᕤ➼ࢆᐇࡋ࡚࠸
ࡿ࡞ࠋ
ճᕤ⬟ຊࡀ࠶ࡿࡇ
¾ ♫ࡀ⿕⅏ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇཪࡣ⿕⅏ࡋ࡚࠸࡚ࡶᕤయไࡀᵓ⠏࡛ࡁ
ࡿࡇࠋ
¾ ㏆㞄࡛ᕤᕤ୰࡛࠶ࡾࠊ⥭ᛴࡢᑐᛂࡀྍ⬟࡞ࡇࠋ
մ┤㎄ᕤ࠾࠸࡚ྛᕤ✀ẖࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࡶࡢࢆඃඛ
¾ Ἑᕝࠊ㐨㊰ࠊᾏᓊ࡞࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ⦼ࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆඃඛࡋ
㑅ᐃࡍࡿࠋ

2)

ᵓ㐀≀㛵ࡍࡿ⥭ᛴⓗ࡞⿵ಟᕤ㸦ᮏᐁᕤ㸧
ձ⿵ಟᑐ㇟ᵓ㐀≀⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
¾ ᶫᱱࡢ⿵ಟᕤ➼ࡢᴗ⪅㑅ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᙜヱᶫᱱࡢᕤ♫ࡲ
ࡓࡣ㏆㞄ᆅᇦ࡛ᕤࡋ࡚࠸ࡿ♫➼ࢆඃඛ㑅ᐃࡍࡿࠋ
㸦๓ሗᢕᥱࡀᚲせ㸧

2

(2) 㝶ពዎ⣙ࡢ⥾⤖
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉࡞ࡿࡁ⪅㸦௨ୗࠕዎ⣙ೃ⿵⪅ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ㑅ᐃᚋࡣࠊዎ
⣙ೃ⿵⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓᩘ㔞➼ࢆཧ⪃タィ࣭✚⟬ࢆ⾜࠸ࠊணᐃ౯᱁ࢆసᡂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊணᐃ౯᱁సᡂᚋࡣࠊዎ⣙ೃ⿵⪅ࡢぢ✚ྜࡏࢆ⤒࡚ዎ⣙ࢆ
⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ༠㆟
⥭ᛴᛂᛴᪧᕤ➼ࢆㄳࡅ㈇࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ዎ⣙ೃ⿵⪅㏿ࡸ
༠㆟ࢆ⾜࠺ࠋ
ղᢎㅙ
ୖグձࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᢎㅙ᭩ࢆዎ⣙ೃ⿵⪅ࡽཷ㡿ࡍࡿࠋ
ճཧ⪃ぢ✚
ཧ⪃ぢ✚㸦ᩘ㔞➼㸧ࢆዎ⣙ೃ⿵⪅ࡽཷ㡿ࡍࡿࠋ
մタィ࣭✚⟬
ዎ⣙ೃ⿵⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓᩘ㔞➼ᇶ࡙ࡁタィ࣭✚⟬ࢆ⾜࠺ࠋ
յዎ⣙ᥐ⨨ㄳồ
タィ࣭✚⟬ᚋࠊᚲせ࡞᭩㢮ࢆῧࡋ࡚ዎ⣙ᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ
նணᐃ౯᱁
ணᐃ౯᱁ࡣタィ࣭✚⟬ᚋࠊ㏿ࡸసᡂࡍࡿࠋ
շぢ✚ྜࡏ
ணᐃ౯᱁సᡂᚋࠊ㏿ࡸᮏぢ✚ࡢᚩࢆ⾜࠺ࠋ
ոዎ⣙
ぢ✚ྜࡏࡢᚋዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ

3

1-1-2 ᣦྡ➇தධᮐ
ᣦྡ➇தධᮐࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ᣦྡᇶ‽
ᣦྡ➇தධᮐ࡛ࡣࠊᣦྡ➇தཧຍ㈨᱁ྡ⡙Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᴗ⪅ࡢ୰ࡽࠊᮏ࣭
ᨭᗑࠊႠᴗᡤࡢᡤᅾࡸྠ✀࣭㢮ఝᕤࡢᕤᐇ⦼➼ࡢᣦྡᇶ‽ᇶ࡙ࡁධᮐ
ཧຍࡍࡿ≉ᐃࡢᩘ⪅ࢆᣦྡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-2 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᣦྡᇶ‽ࡢ
ᣦྡᇶ‽ࡢ
࣭┴ෆᮏ♫㸦ᮏᗑ㸧ࠊᨭᗑࠊႠᴗᡤࡀ࠶ࡿࡇ
࣭ྠ✀ࠊ㢮ఝᕤࡢᕤᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࡇ

(2) ᣦྡ➇தධᮐ࠾ࡅࡿࢲࣥࣆࣥࢢᑐ⟇
ᣦྡ➇தධᮐ᪉ᘧࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊࢲࣥࣆࣥࢢཷὀࡼࡾୗㄳᴗ⪅ࡢ
ࡋࢃᐤࡏࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠾ࡑࢀཬࡧရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤయไࡀ☜ಖࡉࢀ࡞࠸࠾
ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᪧ࠾࠸࡚ࡣࠊணᐃ౯᱁ࡀ 1
༓௨ୖࡢ࡚ࡢᕤࡘ࠸࡚ࠊᕤయไࡢࡳࢆᢏ⾡㠃ࡢホ౯㡯┠ࡍࡿ
ᕤయไ☜ㄆᆺ⥲ྜホ౯᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨὀ⪅

ཷὀ⪅

᭷㈨᱁⪅ྡ⡙

ᣦྡ㏻▱䞉ධᮐㄝ᫂᭩➼

¾ ┴ෆ䛻ᮏ♫䠄ᮏᗑ䠅䚸ᨭᗑ䚸Ⴀᴗᡤ䛜䛒䜛䛣䛸
¾ ྠ✀䚸㢮ఝᕤ䛾ᕤᐇ⦼䛜䛒䜛䛣䛸 ➼

ධ
ㄪᰝᇶ‽౯᱁ᮍ‶

ᮐ

ᕤయไ䛾☜ㄆ
ㄪᰝᇶ‽౯᱁
௨ୖ

㛤ᮐಖ␃䞉ᕤయไ䛾☜ㄆ

10᪥
䠄ᕤయไ䛾
☜ㄆ䜢⾜䜟䛺
䛔ሙྜ䠅

ⴠᮐ⪅䛾Ỵᐃ

ዎ ⣙䛾⥾⤖

ᪧᕤ䛾╔ᕤ

ᅗ 1-1 ᣦྡ➇தධᮐ㸦ᕤయไ☜ㄆᆺ⥲ྜホ౯㸧ࡢᡭ⥆ࡁ
4

1) ⴠᮐ⪅ࡢỴᐃ᪉ἲ
ホ౯್㹙㸻㸦ᶆ‽Ⅼ㸩ᕤయไホ౯Ⅼ㸧¹ධᮐ౯᱁㹛ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࢆⴠᮐ
⪅ࡍࡿࠋ
㸦ຍ⟬Ⅼࡣࡋ࡞࠸ࠋ
㸧
2) ⥲ྜホ౯ࡢ᪉ἲ
A. ᶆ‽Ⅼཬࡧᕤయไホ౯Ⅼࡢࡘ࠸࡚
ձ ධᮐ౯᱁ࡀணᐃ౯᱁ࡢ⠊ᅖෆ࠶ࡿ⪅ࠊᶆ‽Ⅼ 100 Ⅼࢆ
ղ ᕤయไホ౯Ⅼࡢ᭱㧗Ⅼᩘࡣ 30 Ⅼࡋ࡚ホ౯
B.

ᕤయไホ౯㸦☜ㄆ㸧ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚
ᕤయไࡢホ౯ࡣࠊ㺀ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶ㺁ཬࡧࠕᕤయไ☜ಖࡢ☜ᐇᛶࠖ
ࡘ࠸࡚⾜࠺ࠋ

C. ᕤయไ☜ㄆࡢࡓࡵࡢࣄࣜࣥࢢࡢᐇཬࡧ㏣ຍ㈨ᩱࡢᥦฟ
ㄪᰝᇶ‽౯᱁ᮍ‶࡛ධᮐࢆࡋࡓ⪅ࠊཪࡣㄪᰝᇶ‽౯᱁௨ୖ࡛ධᮐࡋࡓ
⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶᕤయไᏳࡀ࠶ࡾࠊዎ⣙ࡢෆᐜ㐺ྜࡋࡓᒚ⾜ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⪅ࢆᑐ㇟ࠕᕤయไ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱᥦฟࠖࢆồ
ࡵ࡚ࠕᕤయไࡢࣄࣜࣥࢢࠖࢆᐇࡋࠊᕤయไホ౯Ⅼࢆࡍࡿࠋ

5

1-1-3 ୍⯡➇தධᮐ
୍⯡➇தධᮐࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ᆅᇦᴗࡢཧຍྍ⬟㢠ࡢᣑ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᪧᕤ࡛ࡣࠊᆅᇦᴗࡢά⏝ᢏ⾡⪅㊊ᑐᛂ
ࡍࡿࡓࡵࠊᕤㄳ㈇ᴗ⪅㑅ᐃົฎ⌮せ㡿㸦 41 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥ࡅᘓタ┬
ཌ➨ 76 ྕ㸧➨ 4 ➨ 2 㡯➨୕ྕࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊᮏ┬ࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚ࠊᆅᇦ
ᴗࡀ୰ᚰ࡞ࡿ୍⯡ᅵᮌ㹁➼⣭ᴗࡢཧຍࡀྍ⬟࡞ᕤ౯᱁ᖏࡢୖ㝈ࢆ 3 ൨
ࡽ 4.5 ൨ᘬࡁୖࡆࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ



ڶಉ

ڶಉ

ڷಉ







ڸٔڷ

ڷಉ

ڸಉ

ڸಉ

ڹಉ

ڹಉ

ᅗ 1-2 ୍⯡ᅵᮌ㹁➼⣭ᴗࡢཧຍྍ⬟㢠ࡢᘬࡁୖࡆ
(2) ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽົࡢጤ௵⠊ᅖࡢᣑ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᪧᕤ࡛ࡣࠊ⌧ሙᑟࡢᴗᇳ⾜ࡢ㎿㏿ᛶࢆྥୖ
ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᮾᆅ᪉ᩚഛᒁィົྲྀᢅ⣽๎➨ 83 ᮲ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡋࠊᒁ㛗
ࡢᢎㄆࢆ⤒ࡓᕤࡘ࠸࡚ࠊศ௵ᐁዎ⣙ᕤࡢᑐ㇟࡞ࡿணᐃ౯᱁ࡢୖ㝈㢠
ࢆᚑ᮶ࡢ 3 ൨ࡽᨻᗓㄪ㐩༠ᐃᑐ㇟㢠ᘬࡁୖࡆࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ
(3) ୍ᣓᑂᰝ᪉ᘧࡢά⏝
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᪧᕤ࡛ࡣࠊᢏ⾡ᥦࡢసᡂ㛵ࡍࡿᘓタ♫ࡢ
㈇ᢸࠊࡑࡢホ౯㛵ࡍࡿⓎὀ⪅ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᕤෆ
ᐜ↷ࡽࡋせồࡍࡿᢏ⾡ᥦࢆඹ㏻࡛ࡁࡿᕤࢆᑐ㇟୍ᣓᑂᰝ᪉ᘧࢆά
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ୍ᣓᑂᰝ᪉ᘧࡢ≉ᚩࠖ
ձ 」ᩘᕤ༊ࡢⓎὀᑐࡋ࡚ྠ୍ࡢ➇தཧຍ㈨᱁㸦ྠ✀ᕤࡢᕤᐇ⦼㸧
ࡸᢏ⾡ᥦࢸ࣮࣐ࢆồࡵࡿࠋ
ղ ධᮐࡣࠊ࡚ࡢᕤ༊ࡲࡓࡣᕼᮃࡍࡿᕤ༊ࡢࡳᮐࢆධࢀࡿࠋ
ճ ධᮐㄝ᫂᭩࡛♧ࡋࡓ㛤ᮐ㡰␒ࡈ㛤ᮐࡋࠊᕤ༊ࡈホ౯್ࡢ᭱
ࡶ㧗࠸⪅ⴠᮐỴᐃࡍࡿࠋ

6

մ ཷὀࡋࡓᴗࡣࠊᕤᑓᛕࡋ☜ᐇ࡞ᕤࢆᐇࡍࡿయไࡢᵓ⠏ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ1 බ࿌㓄⨨࡛ࡁࡿணᐃᢏ⾡⪅ࡣࠊᢏ⾡ᥦࢆ⇍▱
ࡋ☜ᐇᒚ⾜࡛ࡁࡿ 1 ேࡋ࡚ࣜࢫࢡࡢศᩓࢆᅗࡿࠋ
(4) ⯆㹈㹔ࡢά⏝
⯆ JV ࡣࠊᆅᇦᴗࡀ⿕⅏ᆅᇦእ㸦ᅜ㸧ࡢᘓタᴗ⥅⥆ⓗඹྠࡋࠊ
ࡑࡢᕤຊࢆᙉࡍࡿࡓࡵ⤖ᡂࡍࡿඹྠᴗయ࡛࠶ࡿࠋᵓᡂဨࡣ 2㹼3 ♫
ࡢྠ⛬ᗘࡢᕤ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⿕⅏ᆅᇦࡢᆅᇦᴗࢆ 1 ♫ྵ
ࡴࡇࢆ᮲௳ࡋࠊ⿕⅏ 3 ┴࠾ࡅࡿ WTO ᑐ㇟㢠ᮍ‶ࡢᪧ࣭⯆ᕤࢆ
ᑐ㇟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᕤ⌧ሙᑓ௵ࡍࡿᢏ⾡⪅ࡣ JV ࡋ࡚ 1 ྡࢆ㓄⨨ࡍࢀࡤⰋ࠸➼ࠊ
㏻ᖖࡢ JV ࡼࡾࡶᢏ⾡⪅せ௳㸦ᑓ௵ไ㸧ࢆ⦆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 1-3 ⯆ JV ไᗘࡢᴫせ1

1

ᅜᅵ㏻┬ HP ࡼࡾ㸦http://www.mlit.go.jp/common/000193283.pdf㸧
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1-1-4 ࡑࡢ
࡚ࡢධᮐዎ⣙᪉ᘧඹ㏻ⓗ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᥐ⨨ࡢෆᐜࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
(1) ᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚⟬ࡢᑟධ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕⅏ 3 ┴㸦ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴㸧࡛ࡣ㸪᪩ᮇ⯆ྥ
ࡅつᶍ࡞ᪧ࣭⯆ᴗࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᕤ㔞ࡢቑࡼࡿ㈨ᮦࡸࢲ
ࣥࣉࢺࣛࢵࢡ➼ࡢ㊊࡞࡛᪥ᙜࡓࡾసᴗ㔞ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅜ
ᅵ㏻┬࡛ࡣ⿕⅏ 3 ┴࠾ࡅࡿ⌧ሙ≧ἣࢆᫎࡋࡓᑓ⏝ࡢ✚⟬ᇶ‽㸦⯆Ṍ
㸧ࢆ᪂ࡓ⟇ᐃࡋࠊᪧᕤ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 1-4 ⯆Ṍࡼࡿ✚⟬ᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ2
(2) ᴗಁ㐍 PPP ࡢά⏝
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊᴗ㔞ࡢ⭾࡞⯆㐨㊰ࡢ᪩ᮇᩚഛྥࡅ࡚ᴗᇳ⾜
యไࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᆅᩚෆཬࡧᅜࡽࡢᛂ㒊㝲ࡢᢞධຍ࠼࡚ࠊ
ᴗಁ㐍 PPP ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᴗಁ㐍 PPP ࡛ࡣࠊẸ㛫ᢏ⾡⪅ࢳ࣮࣒ࡀࠊᚑ
᮶ࠊⓎὀ⪅ࡀ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ༠㆟ㄪᩚ➼ࡢᕤ๓ࡢᴗົࢆⓎὀ⪅୍య࡞ࡗ࡚
ᐇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ 1-5 ᴗಁ㐍 PPP ࡢᴫせ3
2
3

ᅜᅵ㏻┬ HP ࡼࡾ㸦http://www.mlit.go.jp/common/001031265.pdf㸧
ᮾᆅ᪉ᩚഛᒁ HP ࡼࡾ㸦www.thr.mlit.go.jp/road/fukkou/images/update/ppp/PDF/03_setsumeikai.pdf㸧
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ᴗಁ㐍 PPP ࢆά⏝ࡋࡓ⯆㐨㊰ᴗࡣࠊ᪂つᴗ༊㛫ࢆᴫࡡ 10㹼20km
ẖᕤ༊ศࡅࡋࠊᕤ༊ẖ㓄⨨ࡉࢀࡓົᡤࢳ࣮࣒Ẹ㛫ᢏ⾡⪅ࢳ࣮࣒ࡀ㐃
ᦠࡋ࡚ᴗࢆᇳ⾜ࡍࡿయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẸ㛫ᢏ⾡⪅ࢳ࣮࣒ࡣࠊ
ࠕᴗ⟶
⌮ࠖࠊ
ࠕㄪᰝ࣭タィࠖ
ࠊ
ࠕ⏝ᆅࠖࠊ
ࠕᕤࠖ
ࠊ㺀ᕤ┘⌮㺁➼ࡢᑓ㛛ᐙ࡛ᵓᡂࡋࠊྛᑓ
㛛ᐙࡀ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊయࡢ᭱㐺࡞㐍ࡵ᪉ࢆ᳨ウ࣭ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓຠᯝࡋ࡚ࠊᕤ╔ᡭࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡢ▷⦰㸦㸯㹼2 ᖺ⛬
ᗘ࡛ᕤ╔ᡭ㸧
ࠊᴗᮇ㛫ࡢ▷⦰ࠊࢥࢫࢺ⦰ῶࠊⓎὀ⪅ഃࡢᴗົ㞟୰ᮇ㛫࠾
ࡅࡿ⫋ဨ㈇ᢸࡢ㍍ῶࠊཷⓎὀ⪅ࡢᢏ⾡⪅ᑐࡍࡿ⌧ሙᢏ⾡ࡸ⌧ሙ⤒㦂ࡢ┦
⛣㌿㸦OJT ຠᯝ㸧➼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊẸ㛫ᢏ⾡⪅ࡀᮍ⤒㦂࡛࠶
ࡿᴗẁ㝵࠾ࡅࡿᴗົࡢ⩦⇍ᮇ㛫ࡀᚲせࠊᙜヱᴗ㛵ࡍࡿⓎὀ௳ཧ
ຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࠊཷὀᴗ⪅ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࡀᚲせࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ
ࡢᣦࡶ࠶ࡿࠋ
䛆ᴗಁ㐍PPPᴗົᐇయไ䛇
Ẹ㛫ᢏ⾡⪅䝏䞊䝮䠄䝊䝛䝁䞁䚸ᅵᮌ䝁䞁䚸⿵ൾ䝁䞁㻶㼂䠅

ົᡤ䝏䞊䝮

ᆅඖ
ᆅඖ

⟶⌮ᢏ⾡⪅

ㄪᩚ
䕔
䕔
䕔

௵ᢏ⾡⪅

┘╩ᐁ

ᴗ┘⌮
ᑓ㛛ᐙ

ㄪᰝタィ
ᑓ㛛ᐙ

⏝ᆅ
ᑓ㛛ᐙ

ᕤ
ᑓ㛛ᐙ

↓H25.1䡚ᴗ
㐍ᤖ䛻క䛔㏣ຍ

ಀ 㛗
㛵ಀ
ᶵ㛵
㛵ಀ
ᶵ㛵

ᕤ┘⌮
ᑓ㛛ᐙ

ᢸᙜ⪅
༠㆟
ᢏ⾡ဨ

䕔
䕔

ᕤ䛾༠㆟ㄪᩚ䚸ᣦᑟ䞉
ຓゝ➼䛾ᴗົ䜢㏣ຍ

ㄪᩚ

㔞
ཷ
ὀ
⪅

㔞
ཷ
ὀ
⪅

䕔䕔䕔

ㄪ
ᰝ
ཷ
ὀ
⪅

ㄪ
ᰝ
ཷ
ὀ
⪅

䕔䕔䕔

タ
ィ
ཷ
ὀ
⪅

タ
ィ
ཷ
ὀ
⪅

䕔䕔䕔

⏝
ᆅ
ཷ
ὀ
⪅

⏝
ᆅ
ཷ
ὀ
⪅

䕔䕔䕔

ᕤ

ཷ
ὀ
⪅

ᕤ

ཷ
ὀ
⪅

ᅗ 1-6 ᴗಁ㐍 PPP ࡢᐇయไ4

4

ᮾᆅ᪉ᩚഛᒁ HP ࡼࡾ㸦www.thr.mlit.go.jp/road/fukkou/images/update/ppp/PDF/03_setsumeikai.pdf㸧
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ᕤ
 䕔䕔䕔
ཷ
ὀ
⪅

1-2 ྎ㢼 12 ྕ㺃15 ྕ㸦⣖ఀ༙ᓥỈᐖ㸧
㹙H23.9.4㹛
ྎ㢼 12 ྕ㺃15 ྕ㸦⣖ఀ༙ᓥỈᐖ㸧ࡢ࡛ࡣࠊⓎ⅏ࡽ 2 ࣨ᭶ࡲ࡛ࡣỴ
ቯࡸỏ℃ࡢ࠾ࡑࢀࡀ≉㧗࠸Ἑ㐨㛢ሰ⟠ᡤࡢᛂᛴᪧࢆᑐ㇟㝶ពዎ⣙ࢆ㐺
⏝ࡋࠊ⅏ᐖ༠ᐃࡸ┤㎄ᕤࡢᕤᐇ⦼ࠊⓎ⅏࠾ࡅࡿ⌧ሙ㏆࡛ࡢᕤᐇ
≧ἣ➼ࢆ຺ࡋ࡚ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ⅏ࡽ 4 ᭶ࡽ 6 ᭶⾜ࢃࢀࡓ῝ᒙᔂቯ⟠ᡤࡸᅵ▼ὶ⅏ᐖ⟠ᡤ➼ࡢ
ḟࡢฟỈᮇࡲ࡛ᪧࡢࡀᚲせ࡞ᛂᛴᪧࡣࠊᣦྡ➇தධᮐࢆ㐺⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ሖሐᕤ➼ࡢᮏᪧࡣࠊⓎ⅏ࡽ 23 ᭶ᚋ௨㝆⾜ࢃࢀࠊ㏻ᖖࡢ୍⯡➇த
ධᮐ㸦⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-3 ྎ㢼 12 ྕ㺃15 ྕ㸦⣖ఀ༙ᓥỈᐖ㸧ࡢᪧ
ᕤෆᐜ
㐺⏝ᮇ

≉ᚩ➼

ධᮐዎ⣙᪉ᘧ
➇தཧຍ⪅䛾
タᐃ᪉ἲ

㝶ពዎ⣙

ͤ⅏ᐖ༠ᐃ⥾⤖♫䛷
䛒䜚䚸䛛䛴┤㎄ᕤ䛷
䛾ᐇ⦼䛜䛒䜛⪅䜢㑅ᐃ
ͤ┴ෆᴗ⪅䠄༠ຊ♫䠅䛸
䛾㐃ᦠ䛜㐺ษ
ͤ⌧ᆅ㏆䛷ᅵᮌᕤ䜢
ᐇ୰䛾⪅

ᣦྡ➇த

ͤᕤつᶍ䛿ศ௵ᐁ䛷
୍⯡ᅵᮌ䠟➼⣭ᴗ⪅
䜢ᣦྡ

⥭ᛴᑐ⟇䚾Ἑ㐨㛢ሰ⟠ᡤ䚿
Ⓨ⅏䡚2䛛᭶

䠄㐍ධ䝹䞊䝖䛾☜ಖ䚸௬Ỉ㊰䛾ᕤ➼䠅

H23.9䡚23.11

䞉Ỵቯ䜔ỏ℃䛾䛚䛭䜜䛜≉䛻㧗䛔⟠ᡤ䛷䚸
つᶍ䜒䛝䛟䚸⥭ᛴ䛻ᑐ⟇䜢せ䛩䜛ᕤ
䛻䛚䛔䛶ᐇ

ዎ⣙┦ᡭ䛾
㑅ᐃ᪉ἲ

⥭ᛴᑐ⟇
4䡚6䛛᭶
H24.1䡚24.3

(῝ᒙᔂቯ⟠ᡤ䚸ᅵ▼ὶ⅏ᐖ⟠ᡤ䠅
䠄ሖሐ䛾ᕤ䚸ᅵᕤ➼䠅

ᮏᪧ䠄ሖሐᕤ➼䠅
H25.8䡚

䞉ḟ䛾ฟỈᮇ๓䛻䛥䛫䜛ᚲせ䛜䛒䜛
ᕤ䜢㝖䛝䚸୍⯡➇த䛻⛣⾜
䞉ᕤ䛜ษ䜜┠䛺䛟⥅⥆䛷䛝䜛䛣䛸䛻␃ព
䛧䛶ዎ⣙
䞉ᒣᓅᆅ䛷䛒䜚ཧຍ⪅䛜ᑡ䛺䛔

༶╔ᕤ

㻣

ͤ༠㆟䛜ᩚ䛔ḟ➨
㏿䜔䛛䛻╔ᡭ

⣙㻝㻚㻡䛛᭶

䞉ḟ䛾ฟỈᮇ䜎䛷䛻ᪧ䛷䛝䜛䜘䛖䛻Ⓨὀ

23䛛᭶䡚

Ⓨὀ
௳ᩘ

ᶆ‽ⓗ䛺
ᡭ⥆᪥ᩘ
䠄බ࿌䡚ዎ⣙䠅

୍ͤ⯡➇த䛻ẚ䜉䛶
ᡭ⥆䛝ᮇ㛫䛜▷䛔
ͤᣦྡ㏻▱䛛䜙ධᮐ
䜎䛷䛾ᮇ㛫䜢10᪥
䛛䜙5᪥䛻▷⦰

㻝㻜

⣙㻟䛛᭶
୍⯡➇த

⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ
ͤ㏻ᖖ䛾୍⯡➇த䜢ᐇ

ͤබ࿌Ѝዎ⣙䜎䛷䛛᭶
䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛾䛿䚸୍
⯡ᅵᮌࣛࣥࢡ㹁࡛ 
ᑒ⟄ ᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ

⣙㻝㻝㻜

ὀ䠖㐺⏝ᮇ䛿䚸ḟ䛾㏻䜚䚹㝶ពዎ⣙䠖᭱㏿╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䡚᭱㐜╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䚸ᣦྡ➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚᭱㐜ዎ⣙᪥䚸
୍⯡➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚
ὀ䠖Ⓨὀ௳ᩘ䛿䚸H23ᖺᗘ௨㝆䛾㏆␥ᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤ䛾䛖䛱㟈⅏⯆㛵ಀᕤ䛜ᑐ㇟
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1-2-1 㝶ពዎ⣙
㝶ពዎ⣙ࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) WTO ᑐ㇟ᕤ࠾ࡅࡿ㐺⏝
ྎ㢼 12 ྕ㺃15 ྕ㸦⣖ఀ༙ᓥỈᐖ㸧ࡢἙ㐨㛢ሰ⥭ᛴᑐ⟇ᕤ࡛ࡣࠊWTO ᑐ
㇟ᇶ‽㢠௨ୖࡢつᶍࡢᕤᑐࡋ࡚ࡶ㝶ពዎ⣙ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᕤ
ࡣࠊᅵ◁⅏ᐖ㜵Ṇἲᇶ࡙ࡃ⥭ᛴㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊỴቯࡸỏ℃ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ
ࡋ࡚ࠊ⥭ᛴ࣏ࣥࣉỈ࠾ࡼࡧỈ㊰ࡢタ⨨ࢆせࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 1-4 WTO ᑐ㇟ᕤࡢ㝶ពዎ⣙㸦ࡑࡢ 1㸧
ᕤ௳ྡ

⇃㔝ᕝ⢖ᖹᆅ༊Ἑ㐨㛢ሰ⥭ᛴᑐ⟇ᕤ

ணᐃ౯᱁

937,828,500 㸦⛯㎸㸧

ᕤ  ᮇ

ᖹᡂ 23 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥㹼ᖹᡂ 24 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥
࣭᥀๐ᕤ 107,100m3
࣭┒ᅵᕤ 41,000m3

ᕤෆᐜ

࣭ἲ㠃ᩚᙧᕤ 1 ᘧ
࣭ṧᅵฎ⌮ᕤ 1 ᘧ
࣭ࡈ࣐ࢵࢺ 26,858m2
࣭௬タᕤ 1 ᘧ

⾲ 1-5 WTO ᑐ㇟ᕤࡢ㝶ពዎ⣙㸦ࡑࡢ 2㸧
ᕤ௳ྡ

⇃㔝ᕝ⇃㔝ᆅ༊Ἑ㐨㛢ሰ⥭ᛴᑐ⟇ᕤ

ணᐃ౯᱁

706,051,500 㸦⛯㎸㸧

ᕤ  ᮇ

ᖹᡂ 23 ᖺ 9 ᭶ 16 ᪥㹼ᖹᡂ 24 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥
࣭᥀๐㸦ᅵ◁㸧60900m3
࣭┒ᅵ 2000m3

ᕤෆᐜ

࣭Ỉ㊰ᕤ㸦ὶ㊰ᕤ㺃Ỉ㊰ᕤ㸧645m
࣭ⴠᕪᕤ 9 ᇶ
࣭⥭ᛴỈᕤ㸦࣏ࣥࣉỈ㸧1 ᘧ
࣭௬タᕤ 1 ᘧ
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1-2-2 ᣦྡ➇தධᮐ
ᣦྡ➇தධᮐࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ᣦྡᇶ‽
ᣦྡ➇தධᮐ࡛ࡣࠊ୍⯡ᅵᮌ C ➼⣭ࡢ᭷㈨᱁⪅ྡ⡙Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᴗ⪅ࡢ୰
ࡽࠊᮏ࣭ᨭᗑࠊႠᴗᡤࡢᡤᅾ➼ࡢᣦྡᇶ‽ᇶ࡙ࡁධᮐཧຍࡍࡿ⪅ࢆ 10
⪅⛬ᗘᣦྡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-6 ྎ㢼 12 ྕ㺃15 ྕ㸦⣖ఀ༙ᓥỈᐖ㸧࠾ࡅࡿᣦྡᇶ‽ࡢ
ᣦྡᇶ‽ࡢ

ᣦྡᩘ
⣙  ⪅

୍࣭⯡ᅵᮌ & ᭷㈨᱁ᴗ⪅࡛࠶ࡿࡇ
࣭┴ෆᮏᗑࡀ࠶ࡿࡇ

㸦ᑐ㇟  ⪅㸧

1-2-3 ୍⯡➇தධᮐ
୍⯡➇தධᮐࡣࠊᖹᖖྠᵝ㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡼࡾ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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1-3 ྎ㢼 11 ྕ㺃12 ྕ㺃๓⥺ࡼࡿ㞵㸦ᗈᓥ㞵ᅵ◁⅏ᐖ㸧
㹙H26.8.19㹛
ྎ㢼 11 ྕ㺃12 ྕ㺃๓⥺ࡼࡿ㞵㸦ᗈᓥ㞵ᅵ◁⅏ᐖ㸧ࡢ࡛ࡣࠊⓎ⅏
ࡽ 1 ᭶ࡲ࡛ᅵ◁᧔ཤࠊ㐨㊰ၨ㛤ࠊᆺᅵࡢ࠺タ⨨➼ࡢᛂᛴᪧࢆᑐ㇟㝶ព
ዎ⣙ࢆ㐺⏝ࡋࠊ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡁዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ⅏ᚋ 1 ᭶ࡽ 12 ᭶ࡲ࡛ࡣࠊ⥭ᛴᑐᛂぢྜ࠸ࡢ◁㜵ሖሐཬࡧ㐍ධ㊰ࡢ
☜ಖࠊᙉ㠎࣮࣡ࣖࢿࢵࢺタ⨨➼ࡢ⥭ᛴᗘࡢ㧗࠸ᮏᪧᣦྡ➇தࡀ㐺⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍యࡢィ⏬ᇶ࡙ࡃ◁㜵ሖሐࡸ㐍ධ㊰ࡢ⟶⌮➼ࡢᮏᪧࡣࠊⓎ⅏ᚋ 12 ᭶
௨㝆⾜ࢃࢀࠊ୍⯡➇தධᮐ㸦⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-7 ྎ㢼 11 ྕ㺃12 ྕ㺃๓⥺ࡼࡿ㞵㸦ᗈᓥ㞵ᅵ◁⅏ᐖ㸧ࡢᪧ
ᕤෆᐜ
㐺⏝ᮇ
≉ᚩ➼

ධᮐዎ⣙᪉ᘧ
➇தཧຍ⪅䛾
タᐃ᪉ἲ

ዎ⣙┦ᡭ䛾
㑅ᐃ᪉ἲ

㝶ពዎ⣙

ͤ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇άື➼
䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ༠ᐃ䜢
⥾⤖䛧䛶䛔䛯ᴗ⪅䜢
୰ᚰ䛻せㄳ

ᶆ‽ⓗ䛺
ᡭ⥆᪥ᩘ
䠄බ࿌䡚ዎ
⣙䠅

Ⓨὀ
௳ᩘ

ᛂᛴᪧ
Ⓨ⅏䡚1䛛᭶
H26.8䡚26.9

䠄ᅵ◁᧔ཤ䚸㐨㊰ၨ㛤䚸ᆺᅵ䛾䛖タ⨨➼䠅
䞉༠㆟ᚋ䚸㏿䜔䛛䛻ᕤ╔ᡭ䛧䚸ᕤᮇ୰䛻ዎ⣙⥾⤖
䞉ᅵ◁⅏ᐖ䛾Ⓨ⏕䛻䜘䜚䚸⥭ᛴ䛺ᑐᛂ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸
➇த䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔ᛂᛴᕤ䜢ᑐ㇟䛻㐺⏝

⥭ᛴᩚഛ
1䡚12䛛᭶
H26.9䡚27.8

䠄◁㜵ሖሐ䚾⥭ᛴᑐᛂぢྜ䛔䛾ሖሐ䚿ཬ䜃㐍ධ
㊰䛾タ⨨䚸ᙉ㠌䝽䜲䝲䞊䝛䝑䝖タ⨨➼䠅
䞉ศ௵ᨭฟศᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ䛜ዎ⣙䛷䛝䜛⠊ᅖ䛾
≉䜢2ᕤᢎㄆ䠄3൨э3.9൨䠅
䞉䛛䛴╔ᐇ䛻ᪧᕤ䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䚸ᱵ
㞵ᮇ䜎䛷䛾䛜ᚲせ䛺ᕤ䜢ᑐ㇟䛻㐺⏝

୍ᐃ䛾ィ⏬䛻ᇶ䛵䛟ᩚഛ
12䛛᭶䡚
H27.8䡚

䠄◁㜵ሖሐ䚸㐍ධ㊰䛾⟶⌮➼䠅
䞉≉ᐃ⥭ᛴ◁㜵ᴗ䠖ᅜ┤㎄䛷ᐇ䛧䛯ᛂᛴᑐ
⟇䛻ᘬ䛝⥆䛝䚸୍ᐃ䛾ィ⏬䛻ᇶ䛵䛝⥭ᛴ䛛䛴
㞟୰ⓗ䞉㔜Ⅼⓗ䛻ᐇ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䜒䛾
䠄ᖹᡂ27ᖺᗘ䜘䜚5⟠ᖺ䠅

ͤィἲ➨29᮲䛾
3䐢䛻䜘䜛㐺⏝

༶╔ᕤ
ͤ༠㆟䛜ᩚ䛔ḟ➨
㏿䜔䛛䛻╔ᡭ

75

ᣦྡ➇த
ͤᮏ┬㏻㐩䛂ᖹᡂ26ᖺ
ᗘ䛻䛚䛡䜛ᅜᅵ㏻
┬ᡤ⟶ᴗ䛾ධᮐཬ
䜃ዎ⣙䛻㛵䛩䜛ົ
䛾ᇳ⾜䛻䛴䛔䛶䛃䛻
䜘䜛㐺⏝

ͤᢏ⾡ᑂᰝᇶ‽䠄⅏ᐖ
ᪧᕤ䠅䜢సᡂ䛧ᇶ‽
䛻ᚑ䛔䚸20⪅⛬ᗘ䜢
㑅ᐃ

⣙䠍䛛᭶

⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ

⣙䠎䛛᭶

24

୍⯡➇த
ͤᣦྡ➇த䛷Ⓨὀ䛧䛯
ᕤᚋ䛾ᕤ
ཬ䜃ᗘ⅏ᐖ㜵Ṇ
䛻ᑐᛂ䛩䜛ᕤ䛻
㐺⏝

ὀ䠖㐺⏝ᮇ䛿䚸ḟ䛾㏻䜚䚹㝶ពዎ⣙䠖᭱㏿╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䡚᭱㐜╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䚸ᣦྡ➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚᭱㐜ዎ⣙᪥
୍⯡➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚
ὀ䠖Ⓨὀ௳ᩘ䛿䚸H26ᖺᗘ䛛䜙H28ᖺᗘ䛻䛚䛡䜛୰ᅜᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤ䛾䛖䛱⅏ᐖᪧ㛵ಀᕤ䛜ᑐ㇟
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⣙

20

1-3-1 㝶ពዎ⣙
ྎ㢼 11 ྕ㺃12 ྕ㺃๓⥺ࡼࡿ㞵㸦ᗈᓥ㞵ᅵ◁⅏ᐖ㸧࡛㐺⏝ࡋࡓ㝶ពዎ
⣙࡛ࡣࠊ⅏ᐖ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁ㑅ᐃࡋࡓᴗฟືせㄳࢆ⾜࠸ࠊ༠㆟ࢆ⤒࡚ዎ
⣙⥾⤖๓╔ᕤࡍࡿ㐠⏝ࡀᇳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾዎ⣙ࢆᚅࡓࡎ᪩ᮇ╔
ᕤࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
1-3-2 ᣦྡ➇தධᮐ
ᣦྡ➇தධᮐࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ᣦྡᇶ‽
ᣦྡ➇தධᮐ࡛ࡣࠊ୍⯡ᅵᮌ C ➼⣭ࡢ᭷㈨᱁⪅࠶ࡗ࡚ࡣᆅᩚ⟶ෆࠊ୍⯡
ᅵᮌ B ➼⣭ࡢ᭷㈨᱁⪅࠶ࡗ࡚ࡣᗈᓥᆅ᪉⏕άᅪෆᮏᗑࠊᨭᗑཪࡣႠᴗᡤ
ࡀᡤᅾࡋࠊࡘྠ✀ᕤࡢᕤᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆᣦྡࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ⅏ᐖ࡛ࡣࠊ
ᣦྡᴗ⪅ᩘࡀከ࠸࠸࠺≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-8 ྎ㢼 12 ྕ㺃15 ྕ㸦⣖ఀ༙ᓥỈᐖ㸧࠾ࡅࡿᣦྡᇶ‽ࡢ
ᣦྡᇶ‽ࡢ
୍࣭⯡ᅵᮌ & ཪࡣ % ࡢ᭷㈨᱁ᴗ⪅
࣭% ➼⣭ࡢሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣ୰ᅜᆅᩚ⟶ෆࠊ& ➼⣭࠶ࡗ࡚ࡣᗈᓥᆅ᪉
⏕άᅪෆᮏᗑࠊᨭᗑཪࡣႠᴗᡤࡀᡤᅾ
࣭ྠ✀ᕤࡢᕤᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅

ᣦྡᩘ
⣙  ⪅
㸦ᑐ㇟⣙  ⪅㸧

(2) ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽົࡢጤ௵⠊ᅖࡢᣑ
ྎ㢼 11 ྕ㺃12 ྕ㺃๓⥺ࡼࡿ㞵㸦ᗈᓥ㞵ᅵ◁⅏ᐖ㸧ࡢ⅏ᐖᪧ࡛ࡣࠊ
ணᐃ౯᱁ 3 ൨ࢆ㉸࠼ࡿ 2 ௳ࡢᪧᕤࡘ࠸࡚ಶูᢎㄆࢆཷࡅࡓୖ࡛ࠊ
ศ௵ᐁዎ⣙ᕤࡋ࡚Ⓨὀࡍࡿᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1-3-3 ୍⯡➇தධᮐ
୍⯡➇தධᮐࡣࠊᖹᖖྠᵝ㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡼࡾ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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1-4 ྎ㢼 18 ྕ➼㸦㛵ᮾ࣭ᮾ㞵㨣ᛣᕝỈᐖ㸧
㹙H27.9.9㹛
ྎ㢼 18 ྕ➼㸦㛵ᮾ࣭ᮾ㞵㨣ᛣᕝỈᐖ㸧ࡢ࡛ࡣࠊⓎ⅏ࡽ 2 ᭶
௬ሐ㜵ࠊᅵ␃ࡵ⿵ᙉ➼ࡢᛂᛴᪧࢆᑐ㇟㝶ពዎ⣙ࢆ㐺⏝ࡋࠊ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙
ࡁዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ⅏ᚋ 5 ᭶ࡽ 6 ᭶ࡣࠊฟỈᮇ๓ࡉࡏࡿᚲせࡢ࠶ࡿᮏᪧᕤ
ࡸฟỈᮇ୰ࡶᕤྍ⬟࡞ᮏᪧᕤᣦྡ➇தࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ฟỈᮇ୰ᕤ࡛ࡁ࡞࠸ᮏᪧᕤࡣࠊⓎ⅏ᚋ 5 ᭶௨㝆୍⯡➇தධᮐ
㸦⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚Ⓨὀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-9 ྎ㢼 18 ྕ➼㸦㛵ᮾ࣭ᮾ㞵㨣ᛣᕝỈᐖ㸧ࡢᪧ
ᕤෆᐜ
㐺⏝ᮇ

≉ᚩ➼

ධᮐዎ⣙᪉ᘧ
➇தཧຍ⪅䛾
タᐃ᪉ἲ

ዎ⣙┦ᡭ䛾
㑅ᐃ᪉ἲ

㝶ពዎ⣙

ͤศ௵ᐁ䛿⅏ᐖ༠ᐃ
⥾⤖♫䛷䛒䜚䚸ᮏᐁ
䛿᪥ᘓ㐃䛾ຍ┕♫䜢
㑅ᐃ

ᶆ‽ⓗ䛺
ᡭ⥆᪥ᩘ
䠄බ࿌䡚ዎ⣙䠅

Ⓨὀ
௳ᩘ

ᛂᛴᪧ
Ⓨ⅏䡚2䛛᭶

䠄௬ሐ㜵䚸ᅵ␃䜑⿵ᙉ➼䠅

H27.9䡚27.11

䞉༠㆟ᚋ䚸㏿䜔䛛䛻ᕤ╔ᡭ䛧䚸ᕤᮇ୰䛻ዎ⣙
䞉ሐ㜵Ỵቯ䛾⅏ᐖ䛻䜘䜚䚸⥭ᛴ䛺ᑐᛂ䛜ᚲせ䛷 䛒䜚䚸
➇த䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔ᛂᛴᕤ䜢ᑐ㇟䛻㐺
⏝

5䡚6䛛᭶

䠄⠏ሐ(┒ᅵ)➼䠅

ᮏᪧ
H28.2䡚28.3

䞉ฟỈᮇ๓䛷䛾䛜ᚲせ䛺ᕤ䜔䚸ฟỈᮇ୰䜒
ᕤྍ⬟䛺ᕤ䜢ᑐ㇟䛻㐺⏝

ᮏᪧ
䠄⠏ሐ(┒ᅵ) 䚸పỈㆤᓊ䚸Ἑ㐨᥀๐➼䠅

5䛛᭶䡚
H28.2䡚

䞉㏱᫂ᛶ䞉ᐈほᛶཬ䜃➇தᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸ฟỈ
ᮇ୰䛿ᕤ䛷䛝䛺䛔ᕤ䜔䚸ᣦྡ➇த䛻䛶Ⓨὀ䛧
䛯ᕤ䛾ᚋ䛻ᕤ䛩䜛ᕤ䛺䛹䚸ᕤ⛬ⓗ䛻ᨭ
㞀䛾↓䛔ᕤ䛻㐺⏝
䞉⿕ᐖ䛜ⴭ䛧䛔༊ᇦ䛿ᮏᐁᕤ䠄୍⯡ᅵᮌB䠅䛸䛧䚸
ඛ⾜䛧䛶ᡭ⥆䛝䜢ᐇ

ͤ䛂ィἲ➨29᮲䛾3
䐢䛃䛻䜘䜛㐺⏝

ᣦྡ➇த
ͤ䛂ᖹᡂ27ᖺᗘᅜᅵ
㏻┬ᡤ⟶ᴗ䛾
ᇳ⾜㏻㐩䛃䛻䜘䜛
㐺⏝

༶╔ᕤ
ͤ༠㆟䛜ᩚ䛔ḟ➨
㏿䜔䛛䛻╔ᡭ

8

➇தධᮐ
ͤ᮲௳䜢‶䛯䛩⪅䛷䝻
䞁䜾䝸䝇䝖䜢సᡂ䛧䚸ᆒ
➼䛺ᣦྡᅇᩘ䛻䜘䜛➇
தධᮐ䜢ᐇ

⣙䠍䛛᭶

16

⣙䠎䞄᭶

43

୍⯡➇த
ͤ䛂බඹᕤ䛾ධᮐ
ཬ䜃ዎ⣙䛾㐺ṇ
䛾ಁ㐍䚸ཬ䜃୍⯡
➇தධᮐ䛾ᐇ䛃䛻
䜘䜛㐺⏝

⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ

ὀ䠖㐺⏝ᮇ䛿䚸ḟ䛾㏻䜚䚹㝶ពዎ⣙䠖᭱㏿╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䡚᭱㐜╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䚸ᣦྡ➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚᭱㐜ዎ⣙᪥
୍⯡➇த䠖㐠⏝䛻㛵䛩䜛ᆅᩚෆ㏻▱㐺⏝᪥䡚
ὀ䠖Ⓨὀ௳ᩘ䛿䚸H28.3.25Ⅼ
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1-4-1 㝶ពዎ⣙
ྎ㢼 18 ྕ➼㸦㛵ᮾ࣭ᮾ㞵㨣ᛣᕝỈᐖ㸧ࡢᪧ࡛㐺⏝ࡋࡓ㝶ពዎ⣙࡛ࡣࠊ
ศ௵ᐁᕤ࠶ࡗ࡚ࡣົᡤࡀಶูᴗ⥾⤖ࡋࡓ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡁዎ⣙ࡢ
┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋࠊᮏᐁᕤ࠶ࡗ࡚ࡣᮏᒁᴗ⏺ᅋయࡢ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡁᙜ
ヱᅋయࡢဨᴗࢆዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㢮ఝࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈࠾ࡅࡿ㝶ពዎ⣙ࡢ㐺⏝ࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊ1-5-1 ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
1-4-2 ᣦྡ➇தධᮐ
ᣦྡ➇தධᮐࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ᣦྡᇶ‽
ᣦྡ➇தධᮐ࡛ࡣࠊ୍⯡ᅵᮌ C ➼⣭ࡢ᭷㈨᱁⪅ྡ⡙Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᴗ⪅ࡢ୰
ࡽࠊᮏ࣭ᨭᗑࠊႠᴗᡤࡢᡤᅾࡸྠ✀ᕤࡢᕤᐇ⦼➼ࡢᣦྡᇶ‽ᇶ࡙ࡁ
ධᮐཧຍࡍࡿ⪅ࢆᣦྡࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ⅏ᐖ࡛ࡣࠊᣦྡᑐ㇟ᴗ⪅ᩘࡀከ࠸࠸
࠺≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-10 ྎ㢼 18 ྕ➼㸦㛵ᮾ࣭ᮾ㞵㨣ᛣᕝỈᐖ㸧࠾ࡅࡿᣦྡᇶ‽ࡢ
ᣦྡᇶ‽ࡢ
୍࣭⯡ᅵᮌ & ᭷㈨᱁ᴗ⪅
࣭Ⲉᇛ┴ෆཬࡧⲈᇛ࣭ᰣᮌ┴ቃࡽ NP ௨ෆࡢᰣᮌ┴ᮏᨭᗑࠊႠ
ᴗᡤࡀ࠶ࡿࡇ
࣭Ἑᕝ࠾ࡅࡿ⠏ሐᕤࡘㆤᓊ㸦㧗Ỉ㸧ᕤࡢᕤᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅

ᣦྡᩘ
⣙  ⪅
㸦ᑐ㇟  ⪅㸧

1-4-3 ୍⯡➇தධᮐ
୍⯡➇தධᮐࡣࠊᖹᖖྠᵝ㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡼࡾ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

16

1-5 ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈㹙H28.4.16㹛
ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࡢ࡛ࡣࠊⓎ⅏ࡽ 4 ᭶ሐ㜵⿵ಟࠊ㐨㊰⿵ಟࠊᩳ
㠃㜵⅏ᑐ⟇➼ࡢᛂᛴᪧࡸᶫᱱᪧࠊࢺࣥࢿࣝᪧ➼ࡢᮏᪧࢆᑐ㇟㝶ព
ዎ⣙ࢆ㐺⏝ࡋࠊ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡁዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグ௨እࡢᮏᪧᕤࡣⓎ⅏ᚋ 3 ᭶ࡽᡭ⥆ࡁࢆ㛤ጞࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍⯡➇
தධᮐ㸦⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㔜ᓘࢺࣥࢿࣝࡢᪧᕤ࠾࠸࡚ࡣࠊ☜ᐇࡘ᪩ᮇࡢᡂࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ᢏ⾡ᥦ࣭΅᪉ᘧ㸦ᢏ⾡༠ຊ࣭ᕤࢱࣉ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-11 ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࡢᪧ
ᕤෆᐜ
㐺⏝ᮇ
≉ᚩ➼

Ⓨ⅏䡚4䛛᭶
H28.4䡚H28.7

3䛛᭶
H28.6䡚

➇தཧຍ⪅䛾
タᐃ᪉ἲ

ᛂᛴᪧ➼
䠄ሐ㜵⿵ಟ䚸㐨㊰⿵ಟ䚸ᩳ㠃㜵⅏ᑐ⟇䚸ሐ
㜵ᪧ䚸㐨㊰ᪧ䚸ᶫᱱᪧ䚸䝖䞁䝛䝹
ᪧ➼䠅

ᮏᪧ
䞉➼⣭༊ศ䛻䛚䛔䛶䚸୍⯡ᅵᮌC➼⣭䛾ணᐃ
౯᱁䛾ୖ㝈䛾㔠㢠䛾ኚ᭦䠄3൨→4.5൨䠅
䞉୍ᣓᑂᰝ䛾ά⏝➼䛻䜘䜛ົ㈇ᢸ㍍ῶ

ᮏᪧ
H28.7

ධᮐዎ⣙᪉ᘧ

䞉᪩ᮇ䛾ᕤ⪅䛾☜ಖ䛻䜘䜛☜ᐇ䛛䛴᪩ᮇ䛾
ᡂ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛂ᅜ㐨䠑䠓ྕ ഃᪧ䝹䞊
䝖䛃䛾୍㒊䛷䛒䜛䡞㔜ᓘ䝖䞁䝛䝹䛃䛻䛶㐺⏝

㝶ពዎ⣙

୍⯡➇த
䠄WTO䠆䜢㝖䛝䚸

ዎ⣙┦ᡭ䛾
㑅ᐃ᪉ἲ
ͤົᡤ⅏ᐖ༠ᐃ䛻
ᇶ䛵䛝ᕤ⪅䜢㑅
ᐃ
䜎䛯䛿
ͤᮏᒁ⅏ᐖ༠ᐃ䛻ᇶ
䛵䛝ᴗ⏺ᅋయ䜈༠
ຊせㄳ䜢⾜䛔㑅ᐃ

ᶆ‽ⓗ䛺
ᡭ⥆᪥ᩘ
䠄බ࿌䡚ዎ⣙䠅

༶╔ᕤ
ͤ༠㆟䛜ᩚ䛔ḟ➨㏿䜔䛛
䛻╔ᡭ

⣙

80

⣙䠍䛛᭶
⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ

ᆅᇦせ௳䜢タᐃ䠅

ᢏ⾡ᥦ䞉΅᪉ᘧ
䠄ᢏ⾡༠ຊ䞉ᕤ䝍䜲䝥䠅

ͤᡭ⥆䛝᪥ᩘ䛾▷⦰䚸ධ
ᮐ᭩ཬ䜃ᢏ⾡㈨ᩱ䛾
ྠᥦฟ䛾㐺⏝㝖እ䜢
ᐇ

⣙䠏䛛᭶
ͤඃඛ΅ᶒ⪅㑅ᐃ⥾
⤖䜎䛷䛾ᮇ㛫

ὀ䠖㐺⏝ᮇ䛿䚸ḟ䛾㏻䜚䚹㝶ពዎ⣙䠖᭱㏿╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䡚᭱㐜╔ᕤ䠄༠㆟䠅᪥䚸୍⯡➇த䠖᭱㏿බ࿌᪥䡚䚹ᢏ⾡ᥦ䞉΅᪉ᘧ䠖බ࿌᪥
ὀ䠖Ⓨὀ௳ᩘ䠄ᡭ⥆䛝୰䜢ྵ䜐䠅䛿䚸H28.11.1Ⅼ
䠆WTO䠖ᨻᗓㄪ㐩䛻㛵䛩䜛༠ᐃ䛾ᑐ㇟ᕤ䜢ᣦ䛩
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Ⓨὀ
௳ᩘ

⣙40

2

1-5-1 㝶ពዎ⣙
㝶ពዎ⣙ࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ
ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࡢᪧ࡛㐺⏝ࡋࡓ㝶ពዎ⣙࡛ࡣࠊศ௵ᐁᕤ࠶ࡗ࡚
ࡣົᡤࡀಶูᴗ⥾⤖ࡋࡓ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡁዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋࠊᮏ
ᐁᕤ࠶ࡗ࡚ࡣᮏᒁᴗ⏺ᅋయࡢ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡁᙜヱᅋయࡢဨᴗࢆ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1)

ಶูᴗࡢ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡃዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡢ㑅ᐃ㸦ศ௵ᐁ㸧
ົᡤಶูᴗࡀ⥾⤖ࡍࡿ⅏ᐖ༠ᐃࡣࠊᖹᖖ⅏ᐖ༠ᐃ㛵ࡍࡿ
බເࢆ⾜࠸ࠊᢏ⾡㈨ᩱᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࡼࡾᑐᛂࡍࡿᕤ༊ẖ༠
ᐃ⥾⤖⪅ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡣࠊ⥾⤖ࡋࡓ༠ᐃᇶ࡙ࡁዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆ㑅ᐃࡋࠊฟື
せㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕤ╔ᡭᚋࡣࠊタィ࣭✚⟬ࢆᐇࡢୖ࡛ணᐃ౯᱁ࢆ
సᡂࡋࠊ㏿ࡸዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨὀ⪅

ཷὀ⪅

༠ᐃ⥾⤖⪅䛾බເ
䠄ཧຍ㈨᱁せ௳䞉ホ౯㡯┠䛾タᐃ䠅

ᖹ
ᖖ


ᢏ⾡㈨ᩱ䛾ᥦฟ
༠ᐃ⥾⤖⪅䛾㑅ᐃ

⅏ᐖ༠ᐃ䛾⥾⤖
༠ᐃ䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛ᕤ༊䜚䛻
ᇶ䛵䛝ዎ⣙ೃ⿵⪅䜢㑅ᐃ

⅏
ᐖ
Ⓨ
⏕
ᚋ

ዎ⣙ೃ⿵⪅䛾㑅ᐃ䞉せㄳ
ͤ༠ᐃ⥾⤖⪅䛜
」ᩘ⪅Ꮡᅾ䛩䜛ሙྜ

ᪧᕤ䛾ᐇ

㝶 ពዎ⣙䛾⥾⤖

ᅗ 1-7 ᴗ⏺ᅋయࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㝶ពዎ⣙ࡢᡭ⥆ࡁ
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A.

༠ᐃ⥾⤖⪅ࡢබເ
⅏ᐖ༠ᐃ㛵ࡍࡿබເࡢཧຍ㈨᱁せ௳ࠊ༠ᐃ⥾⤖⪅ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡓࡵ
ࡢホ౯㡯┠ࠊᕤ༊࡞タᐃࡢୖ࡛ࠊ༠ᐃ⥾⤖⪅ࡢබເࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
බເ㈨ᩱ࠾ࡅࡿグ㍕ෆᐜࡢࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
⾲ 1-12 ⅏ᐖ༠ᐃ㛵ࡍࡿබເ㈨ᩱࡢ᫂♧ෆᐜ5
බເ㈨ᩱࡢグ㍕ෆᐜ

グ㍕㡯┠
㸯㸬ᇶᮏ༠ᐃࡢᴫせ➼

࣭ᇶᮏ༠ᐃࡢ┠ⓗ



࣭༠ᐃᑐ㇟༊ᇦཬࡧ༠ᐃᑐ㇟ᴗᩘ➼
࣭༠ᐃᮇ㛫
࣭༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿᴗࡢ≉ᐃ
࣭ᮏ༠ᐃ⥾⤖ᚋࡢᴗົཪࡣᕤ➼ࡢㄳ㈇ዎ⣙

㸰㸬ཧຍ㈨᱁せ௳

࣭⅏ᐖ༠ᐃࡢබເ㛵ࡍࡿཧຍ㈨᱁

㸱㸬ᇶᮏ༠ᐃ㛵ࡍࡿᡭ⥆➼

࣭ᢸᙜ㒊ᒁ
࣭ᢏ⾡㈨ᩱ➼ㄝ᫂᭩ࡢᮇ㛫࣭ሙᡤཬࡧ᪉ἲ
࣭ᇶᮏ༠ᐃ⥾⤖ཧຍ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࠊሙᡤཬࡧ᪉ἲ

B.

ཧຍ㈨᱁せ௳ࡢタᐃ
༠ᐃ⥾⤖⪅ࡢබເಀࡿཧຍ㈨᱁せ௳ࡋ࡚ࡣࠊᑐᛂྍ⬟࡞᭷㈨᱁⪅
ࡢ☜ಖࡸᮏ࣭ᨭᗑࡢᡤᅾ࡞ࠊᛂᛴᪧࡢ㐙⾜ᚲせ࡞せ௳ࢆタᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
⾲ 1-13 ⅏ᐖ༠ᐃ㛵ࡍࡿබເࡢཧຍせ௳ࡢ 5


ᕤィ⏬
ᕤ✀࣭➼⣭

5

ලయⓗ࡞せ௳ࡢෆᐜ
࣭⅏ᐖࢆᐃࡋࡓ⡆᫆࡞ᕤィ⏬ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ᕞᆅ᪉ᩚഛᒁ㸦 ‴✵ 㛵ಀࢆ㝖ࡃ㸧࠾ࡅࡿᖹᡂ ࣭ ᖺᗘࡢ୍
⯡ᅵᮌᕤಀࡿ & ➼⣭ࡢ୍⯡➇த㸦ᣦྡ➇த㸧ཧຍ㈨᱁ࡀㄆᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇࠋ

ᆅᇦᛶ

࣭ᘓタᴗἲᇶ࡙ࡃࡓࡿႠᴗᡤ㸦୍⯡➇த㸦ᣦྡ➇த㸧ཧຍ㈨᱁ᑂᰝ⏦
ㄳ᭩グ㍕ࡉࢀࡓᮏᗑࡢఫᡤࡼࡿࠋ
㸧ࡀ⇃ᮏ┴ෆᡤᅾࡍࡿࡇࠋ

ᐇయไ

࣭ᙜົᡤࡢ┤㎄⟶⌮༊㛫࠾࠸࡚ࠊ⅏ᐖ➼ࡢⓎ⏕క࠺༠ຊせㄳࡀ࠶ࡗ
ࡓሙྜࠊ༠ᐃᑐ㇟༊ᇦ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡀᴫࡡ  ศ௨ෆ฿╔࡛ࡁࡿ
యไࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇࠋ
࣭┤㎄⟶⌮༊㛫௨እ㸦ࡢ┤㎄ົᡤࠊࡢᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᆅ᪉⮬య㸧
࠾࠸࡚ࠊ⅏ᐖ➼ࡢⓎ⏕క࠺༠ຊせㄳࡀ࠶ࡗࡓሙྜഛ࠼ࠊேᮦ➼ࡢయ
ไࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇࠋ

ࡑࡢ

࣭ᮏ༠ᐃᇶ࡙ࡃㄳ㈇ዎ⣙ࢆྲྀࡾࢃࡍⅬ࠾࠸࡚ࠊἲᐃእປാ⅏ᐖ⿵
ൾไᗘຍධࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋᙜ⿵ൾไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊඖㄳ࣭ୗㄳࢆၥࢃ
ࡎ⿵ൾ࡛ࡁࡿಖ㝤࡛࠶ࡿࡇࠋ

⇃ᮏἙᕝᅜ㐨ົᡤ࠾ࡅࡿ⅏ᐖ➼ᛂᛴᑐ⟇㛵ࡍࡿᇶᮏ༠ᐃࡢ⥾⤖㸦ᖹᡂ 28 ᖺ 1 ᭶ 25 ᪥බ࿌㸧
㸦www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/newstopics_files/n150125-4.pdf㸧
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C. ホ౯㡯┠ࡢタᐃ
༠ᐃ⥾⤖⪅ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡓࡵࡢホ౯㡯┠ࡋ࡚ࡣࠊᑐᛂࡢ☜ᐇᛶࢆホ౯
ࡍࡿࡓࡵࡢ㡯┠ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋホ౯㡯┠ࡢࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ6
ձ
ղ
ճ
մ

ᮏᗑཬࡧᕤᇶᆅࡢᡤᅾᆅ
⅏ᐖࢆᐃࡋࡓ⡆᫆࡞ᕤィ⏬
᭷㈨᱁ᢏ⾡⪅ᩘ➼
ᑐ㇟㒊㛛ࡢᴗࡋ࡚ࡢᕤᐇ⦼

յ ㈨ᶵᮦ➼ࡢㄪ㐩⬟ຊ
ն ⅏ᐖ༠ᐃ➼ࡢᐇ⦼

6

⇃ᮏἙᕝᅜ㐨ົᡤ࠾ࡅࡿ⅏ᐖ➼ᛂᛴᑐ⟇㛵ࡍࡿᇶᮏ༠ᐃࡢ⥾⤖㸦ᖹᡂ 28 ᖺ 1 ᭶ 25 ᪥බ࿌㸧
㸦www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/newstopics_files/n150125-4.pdf㸧
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2)

ᴗ⏺ᅋయࡢ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡃዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡢ㑅ᐃ㸦ᮏᐁ㸧
ᮏᒁᴗ⏺ᅋయࡀ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㝶ពዎ⣙࡛ࡣࠊᖹᖖ
ࡽඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᙜヱᅋయࡢဨᴗࡢዎ⣙ᐇ⦼➼ᇶ࡙ࡁࠊᑐᛂࡢ
ྍྰࢆ☜ㄆࡍࡿဨᴗࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ㑅ᐃࡋࡓဨᴗᑐࡋ
࡚ᑐᛂࡢྍྰࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢㄪ᭩ࡢᥦฟࢆồࡵࠊᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣዎ⣙ೃ⿵⪅ࡋ࡚㑅ᐃࡋࠊฟືせㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᕤ╔ᡭᚋࡣࠊタィ࣭✚⟬ࢆᐇࡢୖ࡛ணᐃ౯᱁ࢆసᡂࡋࠊ㏿ࡸ
ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗ⏺ᅋయ

Ⓨὀ⪅

ཷὀ⪅䠄ဨᴗ䠅

⅏ᐖ༠ᐃ䛾⥾⤖

ᖹ
ᖖ


ဨᴗ䛾ዎ⣙ᐇ⦼➼䛾ሗ䜢ඹ᭷䞉ᥦ౪

ဨᴗ䛾ዎ⣙ᐇ⦼➼
䛾ሗ䛾☜ㄆ
ィ⣙ᐇ⦼䛻ᇶ䛵䛝ᑐᛂ䛾ྍྰ䜢
☜ㄆ䛩䜛ဨ䜢㑅ᐃ

ᑐᛂ䛾ྍྰ䜢☜ㄆ
䠄ㄪ᭩䛾ᥦฟ౫㢗䠅

⅏
ᐖ
Ⓨ
⏕
ᚋ

ᑐᛂ䛾ྍྰ䜢ᅇ⟅
䠄ㄪ᭩䛾ᥦฟ䠅

ዎ⣙ೃ⿵⪅䛾㑅ᐃ䞉せㄳ

㝶 ពዎ⣙䛾⥾⤖

ᪧᕤ䛾ᐇ

ᅗ 1-8 ᴗ⏺ᅋయࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㝶ពዎ⣙ࡢᡭ⥆ࡁ
A.

ᑐᛂࡢྍྰࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢㄪ᭩ࡢෆᐜ
⾲ 1-14 ᑐᛂࡢྍྰࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢㄪ᭩ࡢ


ձᴗࡢᕤᐇ⦼

ㄪ᭩ࡢෆᐜ
ᴗࡢ⾲ᙲᐇ⦼ࠊ㏆㞄ᆅᇦࡢࢺࣥࢿࣝᕤࡢᕤᐇ⦼

ղ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢᕤᐇ⦼ ᢏ⾡⪅ࡢ⾲ᙲᐇ⦼ࠊ㏆㞄ᆅᇦࡢࢺࣥࢿࣝᕤࡢᕤᐇ⦼
ճヲ⣽タィ

㓄⨨ணᐃ⟶⌮ᢏ⾡⪅ࡢಖ᭷㈨᱁

մᕤୖࡢ㓄៖㡯

ㄪᰝཬࡧᕤࡢᏳ⟶⌮
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(2) WTO ᑐ㇟ᕤ㸦ᮏᪧ㸧࠾ࡅࡿ㐺⏝
ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࡢᪧ࡛ࡣࠊWTO ᑐ㇟ᇶ‽㢠௨ୖࡢᶫᱱࢺࣥࢿࣝࡢ
ᮏᪧᕤᑐࡋ࡚ࡶ㝶ពዎ⣙ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1-15 WTO ᑐ㇟ᕤࡢ㝶ពዎ⣙㸦ࡑࡢ 1㸧
ᕤ௳ྡ

⇃ᮏ㧗᳃⥺ ಥᒣࢺࣥࢿࣝእᪧᕤ

ணᐃ౯᱁

751,204,800 㸦⛯㎸㸧

ᕤ  ᮇ

ᖹᡂ 28 ᖺ 5 ᭶ 27 ᪥㹼ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥
⇃ᮏᆅ㟈࡛⇃ᮏ┴㜿⸽㒆すཎᮧ㫽Ꮚ㹼༡㜿⸽ᮧἙ㝜ᆅෆࡢ┴㐨⇃ᮏ㧗᳃⥺
࠾࠸࡚ಥᒣࢺࣥࢿࣝཬࡧ༡㜿⸽ࢺࣥࢿࣝࡀᦆയ㸦ᦆቯ㸧ࡇࡽࠊそᕤ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ୪ࡧ⯒➼ࡢᪧᕤࢆᐇ
ࢺࣥࢿࣝᕤ㸦ಥᒣࢺࣥࢿࣝ㸧
࣭DϨ

ᕤෆᐜ

࣭DϨ-I

160m㸦྿ࠊ㺹㺍㺖㺬㺼㺷㺢ᕤࠊ㗰〇ᨭಖࠊ㔠⥙ࠊそᕤࠊ㜵Ỉ㸧
40m㸦྿ࠊ㺹㺍㺖㺬㺼㺷㺢ᕤࠊ㗰〇ᨭಖࠊ㔠⥙ࠊそᕤࠊ㜵Ỉ㸧

ࢺࣥࢿࣝ⿵ಟᕤ
࣭᩿㠃⿵ಟᕤ 100m2㸦ಥᒣࢺࣥࢿࣝ㸧
࣭᩿㠃⿵ಟᕤ 50m2㸦༡㜿⸽ࢺࣥࢿࣝ㸧
⯒ᕤ㸦ಥᒣࢺࣥࢿࣝ㸧
 ࣭ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⯒ᕤ 6,500m2(1,000m)
ኚ≧༊㛫᧔ཤᕤ 200m㸦ಥᒣࢺࣥࢿࣝ㸧

1-5-2 ᣦྡ➇தධᮐ
ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࡢᪧᕤ࡛ࡣࠊᣦྡ➇தධᮐࡣ㐺⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
1-5-3 ୍⯡➇தධᮐ
୍⯡➇தධᮐࡢ㐠⏝ࡸㅮࡌࡓᥐ⨨ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1) ᆅᇦ⥔ᣢᆺ㹈㹔ࡢά⏝
ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈࡛ࡣࠊᴗ㔞ࡢᛴቑᑐࡋ࡚☜ᐇ࡞ᕤࢆ☜ಖࡍࡿほ
Ⅼࡽࠊᆅᇦ⥔ᣢᆺ JV ࡼࡿ➇தཧຍࢆㄆࡵࡿᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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1-5-4 ࡑࡢ
࡚ࡢධᮐዎ⣙᪉ᘧඹ㏻ⓗ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᥐ⨨ࡢෆᐜࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
(1) ᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚⟬ࡢᑟධ
ᖹᡂ 28 ᖺ⇃ᮏᆅ㟈࡛ࡣࠊᕤ㔞ࡢቑࡼࡿࢲࣥࣉࢺࣛࢵࢡ➼ࡢ㊊➼
క࠸᪥ᙜࡓࡾసᴗ㔞ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅜᅵ㏻┬࡛ࡣ⌧ሙ≧ἣ
ࢆᫎࡋࡓᑓ⏝ࡢ✚⟬ᇶ‽㸦⯆Ṍ࣭⯆ಀᩘ㸧ࢆ᪂ࡓ⟇ᐃࡋࠊᪧᕤ
㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 1-9 ⯆Ṍ࣭⯆ಀᩘࡢタᐃ㸦⇃ᮏᆅ㟈㸧7

7

ሗ㐨Ⓨ⾲㈨ᩱ㸦http://www.mlit.go.jp/common/001169457.pdf㸧
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(2) ᢏ⾡ᥦ࣭΅᪉ᘧ
ᢏ⾡ᥦ࣭΅᪉ᘧࡣࠊᢏ⾡ᥦࢆເ㞟ࡋࠊ᭱ࡶඃࢀࡓᥦࢆ⾜ࡗࡓ⪅ࢆ
ඃඛ΅ᶒ⪅ࡋࠊࡑࡢ⪅౯᱁ࡸᕤ᪉ἲ➼ࢆ΅ࡋࠊዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࢆỴ
ᐃࡍࡿ᪉ᘧ࡛࠶ࡾࠊⓎὀ⪅ࡼࡿᵝࡢ☜ᐃࡀᅔ㞴࡛ࠊ᭱ࡶඃࢀࡓᢏ⾡ᥦ
ࡼࡽ࡞࠸ࠊᕤ┠ⓗࡢ㐩ᡂࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᪧᕤ࠾࠸࡚ࡣࠊ⥭ᛴᗘࡀ㧗ࡃࠊ᪩ᮇᕤ⪅ࡢᢏ⾡༠ຊࡀᚲせ࡞ᕤ
㐺⏝ࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀࠊ⇃ᮏᆅ㟈ࡢᪧ࡛ࡣࠊᅜ㐨 57 ྕ㜿⸽ᶫᆅ༊
ࡢ⅏ᐖᪧᴗࡢࢺࣥࢿࣝᕤ㸦㔜ᓘࢺࣥࢿࣝᕤ㸧࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡ᥦ
ᇶ࡙ࡁ㑅ᐃࡉࢀࡓඃඛ΅ᶒ⪅ᢏ⾡༠ຊᴗົࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊูࡢዎ⣙
ᇶ࡙ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡿタィᢏ⾡ᥦෆᐜࢆᫎࡉࡏ࡞ࡀࡽ౯᱁➼ࡢ΅ࢆ
⾜࠸ࠊ΅ࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜᕤࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠕᢏ⾡༠ຊ࣭ᕤࢱࣉࠖ
ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 1-10 ᢏ⾡ᥦ࣭΅᪉ᘧ㸦ᢏ⾡༠ຊ࣭ᕤࢱࣉ㸧8
 㔜ᓘࢺࣥࢿࣝᕤ࡛ࡣࠊタィẁ㝵࠾࠸࡚ࠊᕤணᐃ⪅࣭タィ⪅࣭Ⓨὀ
⪅ࡢ୕⪅ࡢᢏ⾡༠ຊࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ㧗ᶵ⬟ᆺᶵᲔࠊ㧗ᙉᗘᨭಖ㒊ᮦཬ
ࡧᕤᐇ⦼ᇶ࡙ࡃ᥀๐⿵ຓᕤἲࡢ᥇⏝➼ࡼࡿࠊᶆ‽ⓗ࡞ᕤᮇ㛫ࡽ 1
ᖺ⛬ᗘ▷⦰ࡋࡓ 3 ᖺ࡛ᕤࡉࡏࡿᕤィ⏬ࡢ❧ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᴗᮇ
㛫ࡢ▷⦰ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊタィẁ㝵ࡽᕤணᐃ⪅ᕤྥࡅࡓ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊཷ
Ⓨὀ⪅ࡀඹ㏻ࡢㄆ㆑ࢆᣢࡕࠊࡑࡢㄆ㆑ࢆᕤዎ⣙ᅗ᭩ᫎࡉࡏࡿࡇ࡞
ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᕤࡢࡀᅗࡽࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

8

ሗ㐨Ⓨ⾲㈨ᩱ㸦http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kisyahappyou/h28/data_file/1468382912.pdf㸧
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2. ཧ⪃㈨ᩱ㸦ධᮐዎ⣙᪉ᘧࡢ㛵ಀᅗ᭩㸧
ྛධᮐዎ⣙᪉ᘧࢆ㐺⏝ࡍࡿ㝿ࡢཧ⪃ࡋ࡚ࠊⓎὀ㛵ಀᅗ᭩ࡢࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
2-1 㝶ពዎ⣙
2-1-1 ᴗ⏺ᅋయࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩
(1) ᐇ⦼ᇶ࡙ࡁ㑅ᐃࡋࡓሙྜ
㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩㸦㸧

㸯㸬ᕤ௳ྡ    ۑۑۑۑᕤ

㸰㸬ᒚ⾜ሙᡤ    ۑۑ┴ۑۑᕷۑۑᆅඛእ

㸱㸬㝶ពዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉  ྡ ⛠㸸ۑۑۑۑ㸦ᰴ㸧
            ఫ ᡤ㸸ۑۑ┴ۑۑ㒆ۑۑۑۑ⏫ۑۑ
            㟁 ヰ㸸ۑۑۑۑ㸫ۑۑ㸫ۑۑۑۑ

㸲㸬㝶ពዎ⣙㐺⏝ἲ௧  ィἲ➨㸰㸷᮲ࡢ㸱➨㸲㡯ཬࡧ
            ண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧➨㸯㸮㸰᮲ࡢ㸲➨㸱ྕ

㸳㸬ᙜヱᕤࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜཬࡧ㝶ពዎ⣙ࡍࡿ⌮⏤
㸯㸧ᙜヱᕤࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ
ᖹᡂۑۑᖺۑۑᆅ㟈క࠸ᅜ㐨ྕۑۑࠊྕۑۑ㊰㠃டࠊẁᕪ➼ࡢᦆയࡀⓎ⏕ࡋࠊ㐨㊰
㏻ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᕤࡣࠊࡇࢀࡽᦆയ⟠ᡤࡢ᪩ᮇᪧࢆᅗࡿࡓࡵ⅏ᐖᪧ㛵ࡍࡿᕤࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸧㝶ពዎ⣙ࡍࡿ⌮⏤
ᮏᕤࡣࠊᦆയ⟠ᡤࡢ᪩ᮇᪧࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘㎶≧ἣ➼㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ⥭ᛴࡢᚲせࡼ
ࡾ㏻ᖖࡢ➇தࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊィἲ➨㸰㸷᮲ࡢ㸱➨㸲㡯ཬࡧண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧
➨㸯㸮㸰᮲ࡢ㸲➨㸱ྕࡼࡾࠊዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡣࠊ
ࠕ⅏ᐖ࠾ࡅࡿۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆࡢ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡍࡿ༠ᐃ᭩ࠖ
ᇶ࡙ࡁ┴ۑۑᘓタᴗ༠ࡢ༠ຊせㄳࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ㑅ᐃࡋࡓࠋ
ලయⓗࡣࠊ┴ۑۑᘓタᴗ༠ཧຍ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿᛂᛴᑐ⟇ᕤࡢ௳ۑۑ༠ຊせㄳࢆ⾜࠸ࠊ
ཧຍ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡽ⪅ۑۑཧຍ⾲᫂ࡀ࠶ࡾࠊཧຍ⪅ࡢホ౯㡯┠ࢆᑂᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ
ࠕᕤᡂ⦼ࡢ
ホ౯ࠖ
ࠕ⌧ሙ╔ᕤ᪥ࠖ
ࠕ᭷㈨᱁⪅ࡢಖ᭷≧ἣࠖ
ࠕۑۑᆅ㟈㛵㐃ࡢ⅏ᐖᪧᕤࡢཷὀᅇᩘࠖ࠾࠸
࡚⪅ࡼࡾࡶඃࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩సᡂ⪅㸧
ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥
  ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ ۑۑۑۑㄢ㛗
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(2) ᐇ⦼ࡸᥦᇶ࡙ࡁ㑅ᐃࡋࡓሙྜ
㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩㸦㸧


㸯㸬ᕤ௳ྡ    ۑۑۑۑᕤ

㸰㸬ᒚ⾜ሙᡤ    ۑۑ┴ۑۑ㒆ۑۑ㹼ۑۑ

㸱㸬㝶ពዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉  ྡ ⛠㸸ۑۑۑۑ㸦ᰴ㸧

            ఫ ᡤ㸸ۑۑ┴ۑۑᕷۑۑۑۑ⏫ۑۑ
            㟁 ヰ㸸ۑۑۑۑ㸫ۑۑ㸫ۑۑۑۑ

㸲㸬㝶ពዎ⣙㐺⏝ἲ௧  ィἲ➨㸰㸷᮲ࡢ㸱➨㸲㡯ཬࡧ
            ண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧➨㸯㸮㸰᮲ࡢ㸲➨㸱ྕ

㸳㸬ᙜヱᕤࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜཬࡧ㝶ពዎ⣙ࡍࡿ⌮⏤
㸯㸧ᙜヱᕤࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ
ᮏᕤࡣࠊۑۑᆅ㟈ࡼࡾ┴㐨ᦆࡀࣝࢿࣥࢺۑۑࡧཬࣝࢿࣥࢺۑۑࡢ⥺ۑۑയ㸦ᦆቯ㸧ࡋࡓ
ࡇࡽࠊᪧᕤࢆᐇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥Ⓨ⏕ࡢۑۑᆅ㟈࡛ۑۑ┴ۑۑ㒆ۑۑ㹼ۑۑᆅෆࡢ┴㐨࠸࠾⥺ۑۑ
࡚ᦆࡀࣝࢿࣥࢺۑۑࡧཬࣝࢿࣥࢺۑۑയ㸦ᦆቯ㸧ࡋࡓࡇࡽࠊそᕤࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ୪ࡧ⯒
➼ࡢᪧᕤࢆᐇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸧㝶ពዎ⣙ࡍࡿ⌮⏤
ᮏᕤࡣࠊᦆയಶᡤࡢ᪩ᮇᪧࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘㎶≧ἣ➼㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ⥭ᛴࡢᚲせࡼ
ࡾ㏻ᖖࡢ➇தࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊィἲ➨㸰㸷᮲ࡢ㸱➨㸲㡯ཬࡧண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧
➨㸯㸮㸰᮲ࡢ㸲➨㸱ྕࡼࡾࠊዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉࡞ࡿۑۑᘓタ㸦ᰴ㸧ࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᘓタᴗ㐃ྜۑۑᨭ㒊ࡢဨ࡛࠶
ࡾࠊ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᘓタᴗ㐃ྜۑۑᨭ㒊㛗ࠊ
ࠕ⅏ᐖ࠾ࡅࡿۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆࡢ⅏ᐖᛂ
ᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡍࡿ༠ᐃ᭩ࠖᇶ࡙ࡁᑐᛂྍ⬟࡞ဨࡋ࡚᥎⸀ࡋࡓ⪅ࡢ୰ࡽࠊۑۑᆅ᪉ᩚ
ഛᒁ㛗ࡀᴗ⪅≉ᐃᇶ‽ᇶ࡙ࡁ≉ᐃࡋࡓ⪅࡛࠶ࡿࠋ
≉ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏᕤࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࠊᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝᕤࡢᐇ⦼
ࢆ᭷ࡍࡿࡶࠊ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡶᙜヱᆅᇦࡢࢺࣥࢿࣝᕤࡢᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿ࡞⢭㏻ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡲࡓࠊ⌧ᆅㄪᰝ୪ࡧᕤࡢᏳ⟶⌮࠾࠸࡚᭱ࡶඃࢀࡓᥦࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


㸦㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩సᡂ⪅㸧
    ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥
  ۑۑ㒊 ۑۑۑۑㄢ㛗
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2-1-2 ಶูᴗࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩
(1) ᪩ᮇࡢᑐᛂࡀྍ⬟࡞⪅ࡀ 1 ⪅ࡢሙྜ
㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩㸦㸧

㸯㸬ᕤ௳ྡ    ۑۑۑۑᕤ

㸰㸬ᒚ⾜ሙᡤ    ۑۑ┴ۑۑ㒆ۑۑᆅඛእ

㸱㸬㝶ពዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉  ྡ ⛠㸸ۑۑۑۑ㸦ᰴ㸧
            ఫ ᡤ㸸ۑۑ┴ۑۑ㒆ۑۑۑۑ⏫ۑۑ
            㟁 ヰ㸸ۑۑۑۑ㸫ۑۑ㸫ۑۑۑۑ

㸲㸬㝶ពዎ⣙㐺⏝ἲ௧  ィἲ➨㸰㸷᮲ࡢ㸱➨㸲㡯ཬࡧ
            ண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧➨㸯㸮㸰᮲ࡢ㸲➨㸱ྕ

㸳㸬ᙜヱᕤࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜཬࡧ㝶ពዎ⣙ࡍࡿ⌮⏤
㸯㸧ᙜヱᕤࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ
ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥┴ۑۑෆ࠾࠸࡚㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊۑۑᶓ᩿㐨ࡢ㊰㠃ẁᕪ
➼ࡀⓎ⏕ࡋࠊ㐨㊰㏻ⴭࡋ࠸ᨭ㞀ࢆ᮶ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᕤࡣࠊࡇࡢែࡼࡿ⿕ᐖࡢᣑࢆ㜵Ṇࡋ㏻ࡢᏳࢆᅗࡿࡓࡵ⿕⅏⟠ᡤࡢᛂᛴᪧᕤ
ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸧㝶ពዎ⣙ࡍࡿ⌮⏤
ᮏᕤࡣࠊᦆയಶᡤࡢ᪩ᮇᪧࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘㎶≧ἣ➼㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ⥭ᛴࡢᚲせࡼ
ࡾ㏻ᖖࡢ➇தࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊィἲ➨㸰㸷᮲ࡢ㸱➨㸲㡯ཬࡧண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧
➨㸯㸮㸰᮲ࡢ㸲➨㸱ྕࡼࡾࠊዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉࡞ࡿۑۑᘓタ㸦ᰴ㸧ࡣࠊ┤㎄⟶⌮༊㛫ෆ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ⅏ᐖ➼ࡢᛂᛴᑐ⟇
㛵ࡋࠊࡇࢀᚲせ࡞⤌⧊ཬࡧᘓタᶵᲔࠊ୪ࡧ㈨ᮦࠊປຊ➼ࡢ☜ಖཬࡧࡑࡢືဨࡢ᪉ἲࢆᐃ
ࡵࠊࡶࡗ࡚ࠊ⅏ᐖ➼ࡢᣑ㜵Ṇ⿕⅏タࡢ᪩ᮇᪧᮇࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊۑۑἙᕝᅜ㐨
ົᡤࠕۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ࠾ࡅࡿ⅏ᐖ➼ᛂᛴᑐ⟇㛵ࡍࡿᇶᮏ༠ᐃࠖࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢᗘࡢ㟈⅏ᑐᛂྛ༠ᐃᴗ⪅ࡣᑐᛂ୰࡛࠶ࡾࠊᙜヱᴗ⪅ࡢࡳࡀ᪩ᮇ࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࡇࡽࠊዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠋ

㸦㝶ពዎ⣙⌮⏤᭩సᡂ⪅㸧
 ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥
 ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ ۑۑۑۑㄢ㛗
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2-2 ᣦྡ➇தධᮐ
2-2-1 ධᮐㄝ᫂᭩㸦ᕤయไ☜ㄆᆺ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ㸧
ධᮐㄝ᫂᭩㸦㸧
ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤࡢۑۑᕤಀࡿᣦྡ㏻▱ᇶ࡙ࡃ➇தධᮐ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㛵ಀἲ௧ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢධᮐㄝ᫂᭩ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
⏦ㄳ➼ࡢཷࡣࠊᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧ⚃᪥➼㸦⾜ᨻᶵ㛵ࡢఇ᪥㛵ࡍࡿἲᚊ㸦 63 ᖺἲᚊ➨ 91
ࠋཪࡣࠊ
ྕ㸧➨ 1 ᮲つᐃࡍࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡢఇ᪥㸧ࢆ㝖ࡃࠊ༗๓㸷ࡽ༗ᚋ㸴㸦㟁Ꮚධᮐࡢሙྜ㸧
༗๓㸷 15 ศࡽ༗ᚋ㸴㸦⣬ධᮐࡢሙྜ㸦ୗグ㸳㸬
㸦1㸧ղࡢᢸᙜ㒊ᒁࡢཷ㛫㸧ࡍࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⏦ㄳᮇ㝈➼ࡢ᭱⤊᪥ࡢཷ㛫ࡣࠊ㟁Ꮚ࣭⣬ධᮐࡶู⾲㸯ࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

グ

㸯㸬බ ࿌ ᪥   ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥

㸰㸬ዎ⣙ᢸᙜᐁ➼
ศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ
 ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ
  ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ㛗 ۑۑ ۑۑ
 ۑۑ┴ۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ⏫ۑۑ

㸱㸬ᕤᴫせ
㸦1㸧ᕤྡ  ۑۑᕤ㸦㟁Ꮚධᮐᑐ㇟௳㸧
㸦2㸧ᕤሙᡤ ۑۑ┴ۑۑ㒆ۑۑ⏫ۑۑᆅෆ
㸦3㸧ᕤෆᐜ ูᅗ㠃ཬࡧูᵝ᭩ࡢ࠾ࡾ
㸦4㸧ᕤ ᮇ  ዎ⣙⥾⤖᪥ࡢ⩣᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥ࡲ࡛
㸦5㸧ᕤᐇᙧែ
ձ ᮏᕤࡣࠊရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢయไࡑࡢࡢᕤయไࡢ☜ಖ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᕤෆᐜࢆ☜ᐇ
ᐇ⌧࡛ࡁࡿ࠺ࡘ࠸࡚ᑂᰝࡋࠊホ౯ࢆ⾜࠺ᕤయไ☜ㄆᆺ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡢヨ⾜ᕤ
࡛࠶ࡿࠋ
ղ ᮏᕤࡣࠊᘓタᕤಀࡿ㈨ᮦࡢ㈨※➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 12 ᖺἲᚊ➨ 104 ྕ㸧ᇶ
࡙ࡁࠊศูゎయ➼ཬࡧ≉ᐃᘓタ㈨ᮦᗫᲠ≀ࡢ㈨※➼ࡢᐇࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓᕤ࡛࠶ࡿࠋ
ճ ᮏᕤࡣࠊዎ⣙⥾⤖ᚋᕤ᪉ἲ➼ࡢᥦࢆཷࡅࡅࡿዎ⣙ᚋ㹔㹃᪉ᘧࡢヨ⾜ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
մ ᮏᕤ࠾࠸࡚௵ᢏ⾡⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿሙྜࠊᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ௨ୖࡢᕤࢆྠ୍ࡢᘓタᴗ
⪅ࡀ㏆᥋ࡋࡓሙᡤ㸦┦ࡢ㛫㝸ࡀ 10km ⛬ᗘ㸧࠾࠸࡚ᕤࡍࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ୍ࡢᑓ௵
ࡢ௵ᢏ⾡⪅ࡀࡇࢀࡽࡢᕤࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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㸦6㸧ᮏᕤࡣࠊධᮐ➼ࢆ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࡛⾜࠺ᑐ㇟ᕤ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௨ୗࡢⅬ␃ពࡍࡿࡇ
ࠋ
ձ ᙜึࡼࡾࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࡀࡓ࠸⪅ࡣࠊୖグ㸰㸬ศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ㸦௨ୗࠊ
ࠕዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࠖ࠸࠺㸧ࡢᢎㅙࢆᚓ࡚⣬ධᮐ᪉ᘧ௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿᡭ⥆ධࡗࡓᚋࠊ⣬ධᮐ᪉ᘧࡢ㏵୰ኚ᭦ࡣཎ๎ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࡀࠊᛂᮐ⪅ഃࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ࠶ࡾࠊయධᮐᡭ⥆ᙳ㡪ࡀ࡞࠸ዎ⣙ᢸᙜᐁ
➼ࡀㄆࡵࡓሙྜ㝈ࡾࠊእⓗㄆࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ
ࡣࠊୗグ㸳.㸦1㸧ղࡢᢸᙜ㒊ᒁ᪩ᛴ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡓࡔࡋࠊ⣬ධᮐ᪉ᘧࡼࡿᛂᮐ➼ࡣࠊ
⣬ධᮐ᪉ᘧཧຍᢎㅙ㢪㸦ูグᵝᘧ㸧ࢆᥦฟࡋࠊዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡢᢎㅙࢆᚓࡓᚋ࡛࡞ࡅࢀࡤ⾜࠺ࡇ
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ճ ௨ୗࠊᮏㄝ᫂᭩࠾࠸࡚ࠊ⣬ධᮐ᪉ᘧࡼࡿሙྜࡢグ㏙㒊ศࡣࠊ࡚ୖグࡢዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡢ
ᢎㅙࢆ๓ᥦࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦7㸧ᮏᕤࡢධᮐཧຍ࠶ࡓࡾࠊୗグ㡯ヱᙜࡋ࡞࠸⪅࡛࠶ࡿࡇࠋヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊධᮐ᭩ᥦ
ฟ⥾ษࡢ᪥ࡲ࡛㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚ヱᙜࡍࡿ᪨ࢆ⏦ࡋฟࡿࡶࡢࡋࠊධᮐࡣཧຍࡋ࡞
࠸ࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࠊධᮐཧຍࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ
ձ ♫᭦⏕ἲ㸦ᖹᡂ 14 ᖺἲᚊ➨ 154 ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ཪ
ࡣẸ⏕ἲ㸦ᖹᡂ 11 ᖺἲᚊ➨ 225 ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࠋ
 ࡞࠾ࠊ♫᭦⏕ἲᇶ࡙ࡁ⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ཪࡣẸ⏕ἲᇶ࡙
ࡁ⏕ᡭ⥆ࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃᚋࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗㸦௨
ୗࠊ
ࠕᒁ㛗ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀูᐃࡵࡿᡭ⥆ᇶ࡙ࡃ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜ
ࢆ㝖ࡃࠋ
ղ ᮏᕤಀࡿୗグࡢタィᴗົ➼ࡢཷク⪅ཪࡣᙜヱཷク⪅㈨ᮏⱝࡋࡃࡣே㠃࠾࠸࡚㛵
㐃ࡀ࠶ࡿᘓタ♫ࠋ
࣭㸦ᰴ㸧ۑۑ
 ᙜヱཷク⪅㈨ᮏⱝࡋࡃࡣே㠃࠾࠸࡚㛵㐃ࡀ࠶ࡿᘓタ♫ࡣୗグ 1㸧ࡽ 3㸧ࡢ࠸ࡎ
ࢀヱᙜࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋ
1㸧㈨ᮏ㛵ಀ
 タィᴗົ➼ࡢཷク⪅ᘓタᴗ⪅ࡢ㛵ಀࡀࠊ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜࠋࡓࡔࡋࠊᏊ
♫ཪࡣᏊ♫ࡢ୍᪉ࡀ᭦⏕♫ཪࡣ⏕ᡭ⥆ࡀᏑ⥆୰ࡢ♫➼㸦♫ἲ⾜つ๎➨㸰᮲
➨㸱㡯➨㸰ྕࡢつᐃࡼࡿ♫➼ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧࡛࠶ࡿሙྜࡣ㝖ࡃࠋ
㸦㺏㸧ぶ♫Ꮚ♫ࡢ㛵ಀ࠶ࡿሙྜ
㸦㺐㸧ぶ♫ࢆྠࡌࡃࡍࡿᏊ♫ྠኈࡢ㛵ಀ࠶ࡿሙྜ
2㸧ேⓗ㛵ಀ
 タィᴗົ➼ࡢཷク⪅ᘓタᴗ⪅ࡢ㛵ಀࡀࠊ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜࠋࡓࡔࡋࠊ
㸦㺏㸧
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫➼ࡢ୍᪉ࡀ᭦⏕♫ཪࡣ⏕ᡭ⥆ࡀᏑ⥆୰ࡢ♫➼࡛࠶ࡿሙྜࡣ㝖ࡃࠋ
㸦㺏㸧 ୍᪉ࡢ♫➼ࡢᙺဨࡀࠊ᪉ࡢ♫➼ࡢᙺဨࢆ⌧වࡡ࡚࠸ࡿሙྜ
㸦㺐㸧 ୍᪉ࡢ♫➼ࡢᙺဨࡀࠊ᪉ࡢ♫➼ࡢ⟶㈈ேࢆ⌧වࡡ࡚࠸ࡿሙྜ
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3㸧ࡑࡢࡢධᮐࡢ㐺ṇࡉࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
 ࡑࡢୖグ 1㸧ཪࡣ 2㸧ྠどࡋ࠺ࡿ㈨ᮏ㛵ಀཪࡣேⓗ㛵ಀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࠋ
ճ ㆙ᐹᙜᒁࡽࠊᭀຊᅋဨࡀᐇ㉁ⓗ⤒Ⴀࢆᨭ㓄ࡍࡿᘓタᴗ⪅ཪࡣࡇࢀ‽ࡎࡿ⪅ࡋ࡚ࠊᅜ
ᅵ㏻┬Ⓨὀᕤ➼ࡽࡢ㝖せㄳࡀ࠶ࡾࠊᙜヱ≧ែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࠋ

㸲㸬⥲ྜホ౯㛵ࡍࡿ㡯
㸦1㸧⥲ྜホ౯ࡢ᪉ἲ
ձ ୗグ㸦㺏㸧ࡢホ౯ࢆ⾜࠸ᕤయไホ౯Ⅼࢆ࠼ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᶆ‽Ⅼࢆ㸯㸮㸮Ⅼࡋࠊᕤయไホ౯Ⅼࡢ᭱㧗Ⅼᩘࡣ㸱㸮Ⅼࡍࡿࠋ
 ᕤయไホ౯Ⅼࡣࠊู⣬ࡢࠕϨ ᕤయไ☜ㄆᆺ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡘ࠸࡚ 㸯㸬ㄪᰝᇶ‽
౯᱁ࠖࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡓ㔠㢠௨ୖ࡛ධᮐࡋࡓ⪅㸱㸮Ⅼࢆ࠼ࡿࡶࡢࡋࠊู⣬ࡢࠕϨ ᕤ
యไ☜ㄆᆺ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡘ࠸࡚ 㸯㸬ㄪᰝᇶ‽౯᱁ࠖࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡓ㔠㢠ᮍ‶࡛ධᮐ
ࡋࡓ⪅ཪࡣᕤయไᏳࡀ࠶ࡾዎ⣙ࡢෆᐜ㐺ྜࡋࡓᒚ⾜ࡀࡉࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⪅࡛࠶
ࡿሙྜࡣࠊୗグ㸦3㸧ࡢホ౯ᇶ‽ࡼࡾࠊୗグ㸦4㸧ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⤒࡚ᕤయไࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸦㺏㸧ᕤయไ㸦ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶࠊᕤయไ☜ಖࡢ☜ᐇᛶ㸧
ղ ౯᱁ཬࡧୗグ㸦3㸧ࡢ⾲ࡼࡿホ౯ಀࢃࡿ⥲ྜホ౯ࡣࠊணᐃ౯᱁ࡢไ㝈ࡢ⠊ᅖෆࡢධᮐཧ
ຍ⪅ࡘ࠸࡚ࠊᶆ‽Ⅼᕤయไホ౯Ⅼࡢྜィࢆᙜヱධᮐ⪅ࡢධᮐ౯᱁࡛㝖ࡋ࡚ᚓࡓ್㸦௨ୗ
ࠕホ౯್ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
ホ౯್㸻㸦ᶆ‽Ⅼ㸩ᕤయไホ౯Ⅼ㸧㸭ධᮐ౯᱁

㸦2㸧ⴠᮐ⪅ࡢỴᐃ᪉ἲ
ձ ධᮐཧຍ⪅ࡣࠊḟࡢྛせ௳ヱᙜࡍࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࠊホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࢆⴠᮐ⪅ࡍࡿࠋ
㸦㺏㸧ධᮐ౯᱁ࡀணỴ௧➨ 79 ᮲ࡢつᐃᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀࡓணᐃ౯᱁ࡢไ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶
ࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊணᐃ౯᱁ࡣࠊタィᅗ㠃ཬࡧタィᅗ᭩ᇶ࡙ࡁ⟬ฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㺐㸧ホ౯್ࡀࠊᶆ‽Ⅼࢆணᐃ౯᱁࡛㝖ࡋࡓᩘ್㸦௨ୗࠕᇶ‽ホ౯್ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆୗᅇࡽ
࡞࠸ࡇࠋ
ᇶ‽ホ౯್㸻㸯㸮㸮Ⅼ㸭ணᐃ౯᱁
ղ ୖグ࠾࠸࡚ࠊホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࡀ㸰ே௨ୖ࠶ࡿࡁࡣࠊヱᙜ⪅ࡃࡌࢆᘬࡏ࡚ⴠᮐ⪅
ࢆỴࡵࡿࠋࡃࡌࡢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡽู㏵㐃⤡ࡍࡿࠋ
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㸦3㸧 ホ౯㛵ࡍࡿᇶ‽
 ᕤయไࡘ࠸࡚ୗグࡢホ౯ᇶ‽ᇶ࡙ࡁຍⅬࡍࡿࠋ
Ϩ㸬ᕤయไホ౯Ⅼ
1㸧ᕤయไ
ホ౯㡯┠

ホ౯ᇶ‽

㓄Ⅼ

ᚓⅬ

ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶ

ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᕤయไࡀ༑

15.0

/15.0

ศ☜ಖࡉࢀࠊᅗ㠃㸦ෆヂ᭩㸧ཬࡧᵝ᭩グ
㍕ࡉࢀࡓᕤࡢရ㉁☜ಖࢆࠊࡼࡾ☜ᐇᐇ⌧
࡛ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᕤయไࡀᴫ

5.0

ࡡ☜ಖࡉࢀࠊᅗ㠃㸦ෆヂ᭩㸧ཬࡧᵝ᭩グ
㍕ࡉࢀࡓᕤࡢရ㉁☜ಖࢆࠊ☜ᐇᐇ⌧࡛ࡁ
ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
ࡑࡢ

0.0

ᕤయไ☜ಖࡢ☜

ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤయไࡢࠊᚲ

15.0

ᐇᛶ

せ࡞ேဨཬࡧᮦᩱࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞

/15.0

ࡼࡾࠊ㐺ษ࡞ᕤయไࡀ༑ศ☜ಖࡉࢀࠊᅗ
㠃㸦ෆヂ᭩㸧ཬࡧᵝ᭩グ㍕ࡉࢀࡓᕤࡢ
ᕤࢆࠊࡼࡾ☜ᐇᐇ⌧࡛ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿ
ሙྜ
ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤయไࡢࠊᚲ

5.0

せ࡞ேဨཬࡧᮦᩱࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞
ࡼࡾࠊᅗ㠃㸦ෆヂ᭩㸧ཬࡧᵝ᭩グ㍕ࡉ
ࢀࡓᕤࡢᕤࢆࠊ☜ᐇᐇ⌧࡛ࡁࡿㄆࡵ
ࡽࢀࡿሙྜ
0.0

ࡑࡢ

㸦4㸧ᕤయไ☜ㄆࡢࡓࡵࡢࣄࣜࣥࢢࡢᐇཬࡧ㏣ຍ㈨ᩱࡢᥦฟ
 ᕤయไ㸦ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶࠊᕤయไ☜ಖࡢ☜ᐇᛶ㸧ࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺ᕤయไࢆᵓ⠏
ࡋࠊࡑࢀࡀᕤෆᐜࡢᐇ⌧☜ᐇᛶࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿࢆᑂᰝࡍࡿࡓࡵࠊ㛤ᮐᚋࠊᚲせᛂࡌ㏣ຍ
㈨ᩱࡢᥦฟࢆồࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡗࡓ౯᱁ࢆࡶࡗ࡚ධᮐࡋࡓ⪅ཪࡣ
ᕤయไᏳࡀ࠶ࡾዎ⣙ࡢෆᐜ㐺ྜࡋࡓᒚ⾜ࡀࡉࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࣄࣜࣥ
ࢢࢆᐇࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᚲせᛂࡌᥦฟࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡿ㏣ຍ㈨ᩱࡣࠊู⣬ࡢࠕϨ ᕤయไ☜
ㄆᆺ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࠖࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
 ㏣ຍ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡁ᪨ࡢ㐃⤡ࡣࠊୗグ㸴㸬
㸦3㸧ࡢ㛤ᮐࡢᚋࠊู⾲㸯㸬յ♧ࡍᮇ᪥ධᮐཧ
ຍ⪅࠶࡚㐃⤡ࡍࡿࡶࡢࡋࠊࡑࡢᥦฟࡣࠊู⾲㸯㸬ն♧ࡍᮇ᪥ࡲ࡛⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ධᮐཧຍ⪅ูࡢࣄࣜࣥࢢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏣ࡗ࡚㐃⤡ࡍࡿࠋࣄࣜࣥࢢࡢฟᖍ⪅ࡣࠊ㓄
⨨ணᐃᢏ⾡⪅㸦௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅㸧ࢆᚲࡎྵࡵࠊ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࡀྍ⬟࡞⪅ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ᭱
࡛㸱ྡ௨ෆࡍࡿࠋ
 ㏣ຍ㈨ᩱࡢᥦฟࡀ࡞࠸ሙྜ㸦ồࡵ࡚࠸ࡿᵝᘧࡢ୍㒊ࢆᥦฟࡋ࡞࠸ሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ཪࡣࣄࣜࣥ
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ࢢᛂࡌ࡞࠸ሙྜࡣࠊධᮐ㛵ࡍࡿ᮲௳㐪ࡋࡓධᮐࡋࠊཎ๎ࡋ࡚ᙜヱᴗࡢධᮐࢆ↓ຠ
㸦↓ຠ௨እࡢ┈ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞࠸ࠋ㸧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㏣ຍ㈨ᩱࢆᥦฟࡋ࡞࠸᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ᭩㠃
㸦ูῧ㸯㸧ࡼࡾ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊᙜヱᴗࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ

㸳㸬ධᮐㄝ᫂᭩ᑐࡍࡿ㉁ၥ
㸦1㸧ࡇࡢධᮐㄝ᫂᭩ᑐࡍࡿ㉁ၥࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊḟᚑ࠸ᥦฟࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ㉁ၥࡢᥦ
ฟ࠶ࡓࡗ࡚ࡣୗグ㡯ࢆཝᏲࡍࡿࡇࠋ
ձ ᥦฟᮇ㝈㸸ู⾲㸯㸬ձ♧ࡍᮇ㛫ࠋ
       ࡞࠾ࠊᥦฟᮇ㝈ᚋࡢ㉁ၥࡘ࠸࡚ࡣ୍ษᅇ⟅ࡋ࡞࠸ࠋ
ղ ᥦฟሙᡤ㸸ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ ⤒⌮ㄢ ዎ⣙ᣦᑟಀ
       㟁ヰۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦ෆ⥺ۑۑۑ㸧
ճ ᥦฟ᪉ἲ㸸㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊ᭩㠃ࢆᣢཧࠊ㒑㏦㸦᭩␃㒑౽
㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ௨ୗྠᵝࠋ
㸧ཪࡣク㏦㸦᭩␃㒑౽ྠ➼ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋᥦ
ฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ௨ୗྠᵝࠋ
㸧ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ㟁㏦㸦ࣇࢡࢩ࣑ࣜ㸧
ࡼࡿࡶࡢࡣཷࡅࡅ࡞࠸㸦௨ୗྠᵝࠋ
㸧
ࠋ
㸦2㸧ୖグ㸦1㸧ࡢ㉁ၥᑐࡍࡿᅇ⟅ࡣࠊู⾲㸯㸬ղ♧ࡍᮇ᪥ࡲ࡛ࠊ㉁ၥ⪅ᑐࡋ࡚㟁Ꮚධᮐࢩ
ࢫࢸ࣒ࡼࡾᅇ⟅ࡍࡿࡶࠊᅇ⟅ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ㜀ぴ౪ࡍࡿࠋ᭩㠃ࡼࡾㄝ᫂ࢆồࡵࡓ⪅
ᑐࡋ࡚ࡣࠊᅇ⟅ࢆḟࡢ࠾ࡾ㜀ぴ౪ࡍࡿࠋ
ձ ᮇ㛫㸸 ධᮐ⥾ษࡢ᪥ࡢ๓᪥ࡢ༗ᚋ㸲ࡲ࡛ࠋ
ղ ሙᡤ㸸 ୖグ㸦1㸧ղྠࡌࠋ
㸦3㸧㉁ၥࡢᥦฟ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡢධᮐཧຍ⪅ࡽࡢ㉁ၥཬࡧᅇ⟅ࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ࡲࡓࠊ㉁ၥᴗྡ㸦㐣ཤཷὀࡋࡓලయ࡞ᕤྡ➼ࡢグ㍕ࡼࡾࠊᴗྡࡀ㢮᥎ࡉࢀࡿሙྜ
ࡶྵࡴࠋ௨ୗࠊᴗྡ➼࠸࠺ࠋ
㸧ࢆグ㍕ࡋ࡞࠸ࡇࠋࢩࢫࢸ࣒ୖࠊῧࣇࣝࡼࡾ㉁ၥࢆ⾜
࠺ࡇࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊࣇࣝࡢࣉࣟࣃࢸ➼ࡼࡾᴗྡࡀุูࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛⏝ࡋ࡞
࠸ࡇࠋ㉁ၥᩘࡀከ࠸ሙྜ࡞ࡣ㉁ၥᥦฟࡢᅇᩘࢆቑࡸࡍ࡞ࠊู㏵ᑐᛂࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊᴗྡࡀุูࡉࢀࡿࡼ࠺࡞㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊᙜヱ㉁ၥࡢᅇ⟅ࡣ⾜ࢃࡎࠊ㉁ၥࢆ⾜ࡗ
ࡓධᮐཧຍ⪅ࡢ௨ᚋࡢධᮐᡭ⥆ࡁࡢཧຍࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ

㸴㸬ධᮐཬࡧ㛤ᮐࡢ᪥୪ࡧሙᡤ➼
㸦1㸧㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿධᮐ⥾ษ᪥ࡣୗグࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
    ධᮐ⥾ษู࣭࣭࣭⾲㸯㸬ճ♧ࡍᮇ᪥
㸦2㸧⣬ࡼࡾᣢཧࡢሙྜࡣࠊୖグ㸳㸬
㸦1㸧ղᣢཧࡍࡿࡇࠋ
㸦3㸧㛤ᮐࡣࠊู⾲㸯㸬մ♧ࡍ᪥ᙜົᡤ㸦⟶⌮ᡤ㸧ධᮐᐊ࡚⾜࠺ࠋ
㸦4㸧ࡑࡢ㸸➇தධᮐࡢᇳ⾜࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᣦྡ㏻▱᭩ࡢࡋࢆᣢཧࡍࡿࡇ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒
ࡼࡾධᮐࢆ⾜࠺ሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࠋ
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㸵㸬ධᮐ᪉ἲ➼
㸦1㸧ධᮐࡣࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡢධຊ⏬㠃࠾࠸࡚సᡂࡋᥦฟࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊୖグ㸱㸬
㸦7㸧ࡼ
ࡾዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡢᢎㅙࢆᚓࡓ⪅ࡣࠊධᮐ᭩ࢆᣢཧࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ㒑㏦ࠊク㏦ࠊ㟁
ሗࠊ㟁㏦㸦ࣇࢡࢩ࣑ࣜ㸧ࡼࡿධᮐࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ
㸦2㸧ⴠᮐỴᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊධᮐ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ㔠㢠ᙜヱ㔠㢠ࡢ 100 ศࡢ㸶┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆຍ⟬
ࡋࡓ㔠㢠㸦ᙜヱ㔠㢠㸯ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊࡑࡢ➃ᩘ㔠㢠ࢆษࡾᤞ࡚ࡓ㔠㢠㸧ࢆࡶࡗ࡚
ⴠᮐ౯᱁ࡍࡿࡢ࡛ࠊධᮐ⪅ࡣࠊᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ಀࡿㄢ⛯ᴗ⪅࡛࠶ࡿච⛯ᴗ⪅࡛
࠶ࡿࢆၥࢃࡎࠊぢ✚ࡶࡗࡓዎ⣙ᕼᮃ㔠㢠ࡢ 108 ศࡢ 100 ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆධᮐ᭩グ㍕ࡍࡿࡇ
ࠋ
㸦3㸧ධᮐᇳ⾜ᅇᩘࡣཎ๎ࡋ࡚㸰ᅇࢆ㝈ᗘࡋࠊධᮐࡢᇳ⾜࠾࠸࡚ⴠᮐ⪅ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊணỴ௧
➨ 99 ᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࡼࡿ㝶ពዎ⣙ࡢ㐺⏝ࡣࡋ࡞࠸ࠋ
㸦4㸧ᅗ㠃㸦ෆヂ᭩㸧ཬࡧᵝ᭩➼ࡢ
㸯㸧ᮇ㛫
 ᣦྡ㏻▱ࡢ᪥ࡽධᮐ᭩ᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥༗ᚋ㸱ࡲ࡛ࠋ
㸰㸧ሙᡤ
 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࡍࡿࠋ
㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪ㐩௳୍ぴ୰ࠊᮏ௳ࡢࠕⓏ㘓
ᩥ᭩୍ぴࠖḍࡽࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇࠋ
㸧
 ࡓࡔࡋࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸⏤ࡼࡾࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿධᡭࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣዎ⣙ᢸᙜ
ᐁ➼ࡢᣦᐃࡍࡿ᪉ἲ㸦㹁㹂㸫㹐➼ࡼࡿ㈚➼㸧࡛ࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ᪨ࢆୖグ㸳㸬
㸦1㸧ղࡢ
ᢸᙜ㒊ᒁ⏦ࡋฟࡿࡇࠋ

㸶㸬ධᮐಖド㔠ཬࡧዎ⣙ಖド㔠
㸦1㸧ධᮐಖド㔠ච㝖ࠋ
㸦2㸧ዎ⣙ಖド㔠⣡㸦ಖ⟶㔠ࡢྲྀᢅᗑ ᪥ᮏ㖟⾜ۑۑ௦⌮ᗑ㸦ۑۑ㖟⾜ᮏᗑ㸧
㸧
ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᅜമࡢᥦ౪㸦ಖ⟶᭷౯ドๆࡢྲྀᢅᗑ ᪥ᮏ㖟⾜ۑۑᨭᗑ㸧ཪࡣ㔠⼥ᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣ
ಖドᴗ♫ࡢಖド㸦ྲྀᢅᐁᗇ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸧ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ಖド㔠ࡢ⣡௦࠼ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊබඹᕤᒚ⾜ಖドドๆࡼࡿಖドࢆࡋཪࡣᒚ⾜ಖドಖ㝤ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ
ࡣࠊዎ⣙ಖド㔠ࢆච㝖ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊዎ⣙ಖド㔠ࡢ㢠ࠊಖド㔠㢠ཪࡣಖ㝤㔠㢠ࡣࠊㄳ㈇௦㔠㢠ࡢ㸯
㸮ศࡢ㸯௨ୖࡍࡿࠋ
 ಖ⟶㔠ࡢ⣡ཪࡣᅜമࡢᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ๓ୖグ㸳㸬
㸦1㸧ղࡢᢸᙜ㒊ᒁ㐃⤡ࢆ⾜
࠺ࡇࠋ

㸷㸬ᕤ㈝ෆヂ᭩ࡢᥦฟ㸦ᵝᘧࡣᵝᘧ㸯ࢆཧ↷㸧
㸦1㸧➨㸯ᅇࡢධᮐ㝿ࡋࠊධᮐ㔠㢠ᑐᛂࡋࡓᙜヱᕤ㈝ෆヂ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋᥦฟࡋ࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊᙜヱཧຍ⪅ࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 㟁Ꮚධᮐࡢሙྜࡢᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣࠊ㟁Ꮚධᮐ⏬㠃ࡢࠕᕤ㈝ෆヂ᭩ࠖῧࡍࡿࡇࠋ
 ⣬ࡼࡾධᮐࢆ⾜࠺ሙྜࡢᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣࠊ⾲ᑒ⟄ධᮐ᭩ࢆධࢀࡓ୰ᑒ⟄ࡢ㛫ධࢀ࡚ࠊ⾲
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ᑒ⟄ཬࡧ୰ᑒ⟄ྛࠎᑒ⥸ࢆࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ㒑㏦ཪࡣク㏦ࡼࡿධᮐࡢሙྜࡶྠᵝ
ࡍࡿࠋ
㸦2㸧ᕤ㈝ෆヂ᭩ࡢᵝᘧࡣ⮬⏤ࡍࡿࡀࠊMicrosoft Excel㸦Excel.2010 ᙧᘧ௨ୗࡢࡶࡢ࡛ಖᏑ㸧࡛స
ᡂࡍࡿࡇࡋࠊᩘ㔞⥲ᣓ⾲ᥖࡆࡿ㈝┠ࠊྛᕤ✀ࠊ✀ูࠊ⣽ูᑐᛂࡍࡿࡶࡢࡢ༢ࠊဨᩘࠊ
༢౯ཬࡧ㔠㢠ࢆグ㍕ࡋࡓࡶࡢࢆᥦฟࡍࡿࡇ㸦ᥦฟࡣ Excel ࣇ࡛ࣝ⾜࠺ࡇࠋ㸧
ࠋࡓࡔࡋࠊ✀
ูཬࡧ⣽ูࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱᕤ࠾ࡅࡿᩘ㔞⥲ᣓ⾲ྠ୍࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊၟྕཪࡣྡ
⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧᕤྡࢆグ㍕ࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊ⣬ධᮐ⪅ࡣ௦⾲⪅༳ࢆᢲ༳ࡍࡿࡇࠋ
㸦3㸧ᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣࠊཧ⪃ᅗ᭩ࡋ࡚ᥦฟࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊධᮐཬࡧዎ⣙ୖࡢᶒ⩏ົࢆ⏕ࡌ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦4㸧ධᮐཧຍ⪅ࡣᢲ༳㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᕤ㈝ෆヂ᭩ࢆᥦฟࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧ཬࡧグྡ
ࢆ⾜ࡗࡓᕤ㈝ෆヂ᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊዎ⣙ᢸᙜᐁ➼㸦ࡇࢀࡽࡢ⿵ຓ⪅ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡀᥦฟ
ࡉࢀࡓᕤ㈝ෆヂ᭩ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋᕤ㈝ෆヂ᭩ࡀࠊู⾲㸫㸯ྛ㡯ᥖࡆࡿ
ሙྜヱᙜࡍࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐ㐪ࡋࡓධᮐࡋࠊཎ๎ࡋ࡚
ᙜヱᕤ㈝ෆヂ᭩ᥦฟᴗࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ

ู⾲㸫㸯
㸯 ᮍᥦฟ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ

(1)

ෆヂ᭩ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ

㸦ᮍᥦฟ࡛࠶ࡿྠど࡛ࡁࡿሙྜࢆ

(2)

ෆヂ᭩ࡣ↓㛵ಀ࡞᭩㢮࡛࠶ࡿሙྜ

ྵࡴࠋ
㸧

(3)

ࡢᕤࡢෆヂ᭩࡛࠶ࡿሙྜ

(4)

ⓑ⣬࡛࠶ࡿሙྜ

(5)

ෆヂ᭩ᢲ༳ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿሙྜ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫ
ࢸ࣒ࡼࡾᕤ㈝ෆヂ᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖
ࡃࠋ
㸧

(6)

ෆヂ᭩ࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ

(7)

ࡢධᮐཧຍ⪅ࡢᵝᘧࢆධᡭࡋࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ሙྜ

㸰 グ㍕ࡍࡁ㡯ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿሙ

(1)

ෆヂࡢグ㍕ࡀࡃ࡞࠸ሙྜ

ྜ

(2)

ධᮐㄝ᫂᭩ཪࡣᣦྡ㏻▱᭩ᣦ♧ࡉࢀࡓ㡯┠ࢆ
‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ

(1)

ࡢᕤࡢෆヂ᭩ࡀῧࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ

㸲 グ㍕ࡍࡁ㡯ㄗࡾࡀ࠶ࡿሙ

(1)

ዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

ྜ

(2)

Ⓨὀ௳ྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

(3)

ᥦฟᴗྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

(4)

ෆヂ᭩ࡢྜィ㔠㢠ࡀධᮐ㔠㢠␗࡞ࡿሙྜ

㸱 ῧࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸᭩㢮ࡀῧ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ

㸳 ࡑࡢᮍᥦฟཪࡣഛࡀ࠶ࡿሙྜ
ͤᥦฟࡉࢀࡓᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣ㏉༷ࡋ࡞࠸ࠋ
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㸯㸮㸬㛤ᮐ
 ධᮐཧຍ⪅ࡀ⣬ࡼࡿධᮐࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᙜヱ⣬ࡼࡿධᮐཧຍ⪅ࡣ㛤ᮐ❧ࡕ࠺ࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡀࠊ㸯ᅇ┠ࡢ㛤ᮐ❧ࡕࢃ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊᙜヱධᮐࡣ᭷ຠࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࠋᗘධᮐ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡽࡢ㐃⤡ᑐࡋ࡚ᗘධᮐཧຍࡍࡿពᛮࡢ᭷↓ࢆ
┤ࡕ᫂ࡽࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᥦฟࡋࡓሙྜࡣࠊ❧࠸ࡣせࡍࡿࠋ

㸯㸯㸬ධᮐࡢ↓ຠ
 ู⌧ሙㄝ᫂᭩ཬࡧูۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐᚰᚓ࠾࠸࡚♧ࡋࡓ᮲௳➼ධᮐ㛵ࡍࡿ᮲
௳㐪ࡋࡓධᮐࡣ↓ຠࡋࠊ↓ຠࡢධᮐࢆ⾜ࡗࡓ⪅ࢆⴠᮐ⪅ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣⴠᮐỴᐃࢆྲྀࡾ
ᾘࡍࠋ
 ධᮐཧຍᕼᮃ⪅ࡣධᮐ⥾ษⅬ࠾࠸࡚ዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡢ㓄ࡋࡓ㈨ᩱ㸦ᕪ࣭᭰ኚ᭦ศࢆྵࡴ࡚
ࡢ㈨ᩱ㸧ࢆࠊධᮐཧຍ⪅ࡢ௦⾲⪅ཪࡣ௦⌮ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿྡ⩏ேࡢ㹇㹁࣮࢝ࢻࡼࡾࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻཪ
ࡣዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡢᣦᐃࡍࡿ᪉ἲ㸦㹁㹂㸫㹐➼ࡼࡿ㈚➼㸧࡛ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ
᮲௳ࢆ‶ࡓࡉࡎ⾜ࡗࡓධᮐࡣ↓ຠࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

㸯㸰㸬ⴠᮐ⪅ࡢỴᐃ᪉ἲ
㸦1㸧ⴠᮐ⪅ࡣࠊୖグ㸲㸬
㸦1㸧ᐃࡵࡿホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊⴠᮐ⪅࡞ࡿࡁ⪅ࡢ
ධᮐ౯᱁ࡼࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ⪅ࡼࡾᙜヱዎ⣙ࡢෆᐜ㐺ྜࡋࡓᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡁཪࡣࡑࡢ⪅ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇࡀබṇ࡞ྲྀᘬࡢ⛛ᗎࢆࡍࡇ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ
࠶ࡗ࡚ⴭࡋࡃ㐺ᙜ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊணᐃ౯᱁ࡢไ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡢᐃ
ࡵࡿせồせ௳ࢆ࡚‶ࡓࡋ࡚ධᮐࡋࡓࡢ⪅ࡢ࠺ࡕࠊホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࢆⴠᮐ⪅ࡍࡿࡇࡀ
࠶ࡿࠋ
㸦2㸧ⴠᮐ⪅࡞ࡿࡁ⪅ࡢධᮐ౯᱁ࡀணỴ௧➨ 85 ᮲ᇶ࡙ࡃㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡿሙྜࡣࠊู⣬
ࡢࠕϩ ண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧➨㸶㸴᮲ࡢㄪᰝࡘ࠸࡚ࠖࡢ࠾ࡾࠊㄪᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦3㸧➨㸯ᅇ┠ࡢධᮐ࡛ⴠᮐ⪅࡞ࡿࡁ⪅ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࠊᗘධᮐ⛣⾜ࡍࡿࠋᗘධᮐࡢ᪥
ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡽ㏻▱ࡍࡿࠋ
㸦4㸧⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ࠾ࡅࡿ㠀ⴠᮐ⪅ࡢ࠺ࡕࠊⴠᮐ⪅ࡢỴᐃ⤖ᯝᑐࡋ࡚᭹ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣࠊ㠀ⴠ
ᮐ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⱞ⏦❧࡚ࡢ᪉ἲࡣࠊཎ๎ࡋ࡚㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿࡇࡋࠊⴠᮐỴᐃࡢබ⾲ࢆ⾜ࡗࡓ
᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸳᪥௨ෆ㸦ఇ᪥ࢆྵࡲ࡞࠸㸧ࡍࡿࠋ
 ࡸࡴࢆᚓࡎ᭩㠃ࡼࡾ⏦❧࡚ࡿሙྜ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏦❧⪅ࡢẶྡཬࡧఫᡤࠊ⏦❧࡚ࡢᑐ㇟࡞
ࡿᕤࠊ᭹ࡢ࠶ࡿ㡯ཬࡧ᭹ࡢ᰿ᣐ࡞ࡿ㡯ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿࡇ㸦ᵝᘧ⮬⏤㸧
ࠋ
 ᭩㠃ࡼࡿሙྜࡣࠊᣢཧࠊ㒑㏦ཪࡣク㏦ࡼࡾࠊ⏦❧࡚ᮇ㝈ࡲ࡛ࠊୖグ㸳㸬
㸦1㸧ղᚲ╔
ࡍࡿࠋ
 ⏦❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ⏦❧࡚ࡀ࡛ࡁࡿ᭱⤊᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸳᪥௨ෆ㸦ఇ᪥ࢆྵࡲ࡞
࠸㸧ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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㸯㸱㸬ู㓄⨨ࢆồࡵࡿᢏ⾡⪅
 ᑓ௵ࡢ┘⌮ᢏ⾡⪅㸦ཪࡣᑓ௵ࡢ௵ᢏ⾡⪅㸧ࡢ㓄⨨ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᕤ࠾࠸࡚ࠊㄪᰝᇶ
‽౯᱁ࢆୗᅇࡗࡓ౯᱁ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡀۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆ࡛ධ
ᮐ᪥ࡽ㐣ཤ㸰ᖺ௨ෆᡂࡋࡓᕤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣධᮐⅬ࡛ᕤ୰ࡢᕤ㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢఱࢀ
ヱᙜࡍࡿሙྜࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅㸦ཪࡣ௵ᢏ⾡⪅㸧ࡣูྠ➼ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍᢏ⾡⪅ࢆࠊᑓ௵࡛㸯
ྡ⌧ሙ㓄⨨ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
ձ 70 Ⅼᮍ‶ࡢᕤᡂ⦼ホᐃࢆ㏻▱ࡉࢀࡓᴗࠋ
ղ Ⓨὀ⪅ࡽᕤ୰ཪࡣᕤᚋ࠾࠸࡚ᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩ᇶ࡙࠸࡚ಟ⿵ཪࡣᦆᐖ㈺ൾࢆㄳ
ồࡉࢀࡓᴗࠋࡓࡔࡋࠊ㍍ᚤ࡞ᡭ┤ࡋ➼ࡣ㝖ࡃࠋ
ճ ရ㉁⟶⌮ࠊᏳ⟶⌮㛵ࡋࠊᣦྡṆཪࡣ㒊ᒁ㛗ⱝࡋࡃࡣ⥲ᣓ┘╩ဨࡽ᭩㠃ࡼࡾ㆙࿌
ⱝࡋࡃࡣὀពࡢႏ㉳ࢆཷࡅࡓᴗࠋ
մ ⮬ࡽ㉳ᅉࡋ࡚ᕤᮇࢆᖜ㐜ᘏࡉࡏࡓᴗࠋ
 ࡞࠾ࠊᙜヱᢏ⾡⪅ࡣᕤ୰ࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅㸦ཪࡣ௵ᢏ⾡⪅㸧ࢆ⿵ຓࡋࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅㸦ཪࡣ௵ᢏ
⾡⪅㸧ྠᵝࡢ⫋ົࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊୖグᢏ⾡⪅ࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢẶྡࡑࡢᚲせ࡞㡯ࢆ┘⌮ᢏ⾡⪅㸦ཪ
ࡣ௵ᢏ⾡⪅㸧ࡢ㏻▱ྠᵝዎ⣙ᢸᙜᐁ➼㏻▱ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ

㸯㸲㸬ዎ⣙⥾⤖ᚋࡢᢏ⾡ᥦ
 ዎ⣙⥾⤖ᚋࠊཷὀ⪅ࡣࠊタィᅗ᭩ᐃࡵࡿᕤࡢ┠ⓗ≀ࡢᶵ⬟ࠊᛶ⬟➼ࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃㄳ
㈇௦㔠㢠ࢆపῶࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿᕤ᪉ἲ➼ಀࡿタィᅗ᭩ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࠊዎ⣙ᢸᙜᐁ➼
ᥦࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᢏ⾡ᥦࡀ㐺ษㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊタィᅗ᭩ࢆኚ᭦ࡋࠊᚲせࡀ࠶ࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣㄳ㈇௦㔠㢠ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋヲ⣽ࡣ≉グᵝ᭩➼ࡼࡿࠋ

㸯㸳㸬ዎ⣙᭩సᡂࡢせྰ➼
 ูዎ⣙᭩ࡼࡾࠊዎ⣙᭩ࢆసᡂࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸯㸴㸬ᨭᡶ᮲௳
๓ ᡶ 㔠

᭷㸦ㄳ㈇௦㔠㢠ࡢ㸳㸮㸣௨ෆ㸧

୰㛫๓㔠ᡶ
ཪࡣ

୰㛫๓㔠ᡶཪࡣ㒊ศᡶ㸯ᅇ㸦ఱࢀ୍᪉ࢆ㑅ᢥ㸧

㒊 ศ ᡶ

㸯㸵㸬ⅆ⅏ಖ㝤ಖࡢせྰ
 ྰࠋ
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㸯㸶㸬ᮏᕤ┤᥋㛵㐃ࡍࡿࡢᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࢆᮏᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡢ㝶ពዎ⣙ࡼࡾ
⥾⤖ࡍࡿணᐃࡢ᭷↓
 ↓ࠋ

㸯㸷㸬ⱞ⏦❧࡚
㸦1㸧ዎ⣙ᢸᙜᐁ➼ࡽࡢⴠᮐ⪅ࡢỴᐃ⤖ᯝᑐࡋ࡚ࡢㄝ᫂᭹ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣࠊୖグ㸯㸰㸬
㸦4㸧ࡢᅇ
⟅ࢆཷࡅࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸵᪥௨ෆ㸦ఇ᪥ࢆྵࡲ࡞࠸㸧ࠊ᭩㠃ࡼࡾࠊᒁ㛗ᑐࡋ࡚ࠊ
ⱞࡢ⏦❧࡚ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦2㸧 ⱞࡢ⏦❧࡚ࡘ࠸࡚ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁࡀタ⨨ࡋࡓධᮐ┘どጤဨࡀᑂ㆟ࡍࡿࠋ
㸦3㸧 ⱞ⏦❧࡚ࡢཷ❆ཱྀཬࡧཷ㛫
ձ ཷ❆ཱྀ  ࠛۑۑۑ-ۑۑ ۑۑۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ
        ᅜᅵ㏻┬ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ௵┘ᰝᐁ
        σ ۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦௦㸧
ղ ཷ㛫༗๓㸷㸱㸮ศࡽ༗ᚋ㸳ࡲ࡛
㸦4㸧ⱞ⏦❧࡚㛵ࡍࡿᡭ⥆➼ࢆ♧ࡋࡓ᭩㢮➼ࡢධᡭඛࡣࠊୖグ㸦3㸧ձࡢཷ❆ཱྀࡍࡿࠋ

㸰㸮㸬ࡑࡢ
㸦1㸧ዎ⣙ࡢᡭ⥆࠾࠸࡚⏝ࡍࡿゝㄒཬࡧ㏻㈌ࡣࠊ᪥ᮏㄒཬࡧ᪥ᮏᅜ㏻㈌㝈ࡿࠋ
㸦2㸧ධᮐཧຍ⪅ࡣࠊูۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐᚰᚓཬࡧูዎ⣙᭩ࢆ⇍ㄞࡋࠊۑۑᆅ᪉ᩚ
ഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐᚰᚓࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ
㸦3㸧㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡣẖ᪥ࠊ༗๓㸷ࡽ༗ᚋ㸴ࡲ࡛✌ാࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ✌ാ㛫ෆ࡛ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆࡸࡴࢆᚓࡎṆࡍࡿሙྜࠊ✌ാ㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿሙྜࡣࠊ㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪࠕ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࠖࢥ࣮ࢼ࣮ࡢࠕ⥭ᛴ㐃⤡ሗ࡛ࠖබ㛤ࡍࡿࠋ
㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢻࣞࢫ http://www.e-bisc.go.jp
㸦4㸧ࢩࢫࢸ࣒᧯సୖࡢᡭᘬ᭩ࡋ࡚ࡣࠊᅜᅵ㏻┬Ⓨ⾜ࡢࠕ㟁Ꮚධᮐ‽ഛᡭ㡰᭩ࠖࢆཧ⪃ࡍࡿࡇ
ࠋ
 ࠕ㟁Ꮚධᮐ‽ഛᡭ㡰᭩ࠖࡣࠊ㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡶබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦5㸧㞀ᐖⓎ⏕ཬࡧ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒᧯స➼ࡢၥ࠸ྜࢃࡏඛࡣୗグࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
࣭ࢩࢫࢸ࣒᧯సࠊ᥋⥆☜ㄆ➼ࡢၥ࠸ྜࢃࡏඛ
 㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ 㟁ヰ㸮㸱㸫㸱㸳㸮㸳㸫㸮㸳㸯㸲
 㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ http://www.e-bisc.go.jp
࣭㹇㹁࣮࢝ࢻࡢලྜ➼Ⓨ⏕ࡢၥ࠸ྜࢃࡏඛྲྀᚓࡉࢀࡓྛㄆドᒁ
 ࡓࡔࡋࠊᛂᮐ➼ࡢ⥾ࡵษࡾ㛫ࡀษ㏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡞⥭ᛴࢆせࡍࡿሙྜࡣࠊ
  ᅜᅵ㏻┬ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ ⤒⌮ㄢ ዎ⣙ᣦᑟಀ
  㟁ヰۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦ෆ⥺ۑۑۑ㸧
㐃⤡ࡍࡿࡇࠋ
㸦6㸧ධᮐཧຍ⪅ࡀ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࡛᭩㢮ࢆ㏦ಙࡋࡓሙྜࡣࠊୗグ♧ࡍ㏻▱ࠊ㏻▱᭩ཬࡧཷ
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⚊ࢆ㏦ಙ⪅Ⓨ⾜ࡍࡿࡢ࡛☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࠋ
᪥ኚ᭦㏻▱᭩
ධᮐ᭩ཷಙ☜ㄆ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ⮬ືⓎ⾜ࠋ
㸧
ධᮐ᭩ཷ⚊㸦ཷ⚊ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
㎡㏥ᒆཷಙ☜ㄆ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ⮬ືⓎ⾜ࠋ
㸧
㎡㏥ᒆཷ⚊
ධᮐ⥾ษ㏻▱᭩㸦㏻▱᭩ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
ධᮐ㏻▱᭩㸦㏻▱᭩ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
ධᮐ᭩ཷಙ☜ㄆ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ⮬ືⓎ⾜ࠋ
㸧
ⴠᮐ⪅Ỵᐃ㏻▱᭩㸦㏻▱᭩ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
Ỵᐃ㏻▱᭩
ಖ␃㏻▱᭩
ྲྀṆࡵ㏻▱᭩
㸦7㸧పධᮐ౯᱁ㄪᰝࢆཷࡅࡓ⪅ࡢዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊูዎ⣙᭩➨㸱㸲᮲➨㸯㡯୰ࠕ㸯㸮ศࡢ㸳ࠖ
ࢆࠕ㸯㸮ศࡢ㸰ࠖࡋࠊ➨㸳㡯ࠊ➨㸴㡯ཬࡧ➨㸵㡯ࡶࡇࢀ‽ࡌ࡚ྜࢆኚ᭦ࡍࡿࠋ
㸦8㸧పධᮐ౯᱁ㄪᰝࢆཷࡅࡓ⪅ࡢዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢಖドࡢ㢠ࢆㄳ㈇௦㔠ࡢ㸯㸮ศࡢ㸱௨ୖ
ࡍࡿࠋ

ู⾲㸯㸬ᮏධᮐᡭ⥆ࡁಀࡿᮇ㛫➼
 ⏦ㄳ➼ࡢཷࡣࠊᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧ⚃᪥➼㸦⾜ᨻᶵ㛵ࡢఇ᪥㛵ࡍࡿἲᚊ㸦 63 ᖺἲᚊ➨ 91
ࠋཪࡣࠊ
ྕ㸧➨ 1 ᮲つᐃࡍࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡢఇ᪥㸧ࢆ㝖ࡃࠊ༗๓㸷ࡽ༗ᚋ㸴㸦㟁Ꮚධᮐࡢሙྜ㸧
༗๓㸷 15 ศࡽ༗ᚋ㸴㸦⣬ධᮐࡢሙྜ㸦ୖグ㸳.㸦1㸧ղࡢᢸᙜ㒊ᒁࡢཷ㛫㸧ࡍࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⏦ㄳᮇ㝈➼ࡢ᭱⤊᪥ࡢཷ㛫ࡣࠊ㟁Ꮚ࣭⣬ධᮐࡶୗグࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
ձ

ධᮐㄝ᫂᭩ᑐࡍࡿ㉁ၥࡢᥦฟᮇ㛫

ᣦྡ㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶
ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗ᚋ㸲ࡲ࡛

ղ

ୖグձᑐࡍࡿᅇ⟅ᮇ㝈

ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛

ճ

ධᮐࡢ⥾ษ

ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗ᚋ㸱ࡲ࡛

մ

㛤ᮐ᪥

ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗๓ 10 

յ

ᕤయไ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ㏣ຍ㈨ᩱࢆᥦฟ

ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗ᚋ㸳ࡲ࡛

ࡍࡁ᪨ࡢ㐃⤡
ն

ᕤయไ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ㏣ຍ㈨ᩱᥦฟࡢ
ᮇ㝈
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ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗ᚋ㸳ࡲ࡛

2-3 ୍⯡➇தධᮐ
2-3-1 ධᮐㄝ᫂᭩㸦⯆ JV㸧
ධᮐㄝ᫂᭩㸦㸧
ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤࡢۑۑᕤಀࡿධᮐබ࿌㸦ᘓタᕤ㸧ᇶ࡙ࡃ୍⯡➇தධ
ᮐ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀἲ௧ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢධᮐㄝ᫂᭩ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸯㸬බ࿌᪥    ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥

㸰㸬ዎ⣙ᢸᙜᐁ➼
ศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ
 ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ
 ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ㛗   ۑۑ ۑۑ
ۑۑ┴ۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ

㸱㸬ᕤᴫせ
㸦1㸧ᕤྡ   ۑۑᕤ㸦㟁Ꮚධᮐᑐ㇟௳㸧
㸦2㸧ᕤሙᡤ  ۑۑ┴ۑۑᕷۑۑ༊ۑۑᆅඛ
㸦3㸧ᕤෆᐜ  ูᅗ㠃ཬࡧูᵝ᭩ࡢ࠾ࡾ
㸦4㸧ᕤ ᮇ   ዎ⣙⥾⤖᪥ࡢ⩣᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥ࡲ࡛
㸦5㸧ᕤᐇᙧែ
ձ ᮏᕤࡣࠊ⥲౯ዎ⣙༢౯ྜព᪉ᘧࡢᑐ㇟ᕤ࡛࠶ࡿࠋᮏᕤ࡛ࡣࠊཷⓎὀ⪅㛫ࡢົᛶࡢྥ
ୖࡶࠊዎ⣙ኚ᭦➼࠾ࡅࡿ༠㆟ࡢࢆᅗࡿࡓࡵࠊዎ⣙⥾⤖ᚋཷⓎὀ⪅㛫ࡢ༠㆟ࡼ
ࡾ⥲౯ዎ⣙ࡢෆヂࡋ࡚༢౯➼ࢆྜពࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏ᪉ᘧࡢᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ࠕ⥲౯ዎ⣙༢౯ྜព᪉ᘧᐇせ㡿ࠖཬࡧࠕ⥲౯ዎ⣙༢౯
ྜព᪉ᘧᐇせ㡿ࡢゎㄝࠖᇶ࡙ࡁ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᐇ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣࠊཷὀ⪅ࡢᕼᮃࡼࡾࠊ༢౯➼ࢆಶูྜពࡍࡿ᪉ᘧ㸦௨ୗࠕ༢౯
ಶูྜព᪉ᘧࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཪࡣ༢౯ࢆໟᣓⓗྜពࡍࡿ᪉ᘧ㸦௨ୗࠕ༢౯ໟᣓྜព᪉ᘧࠖ࠸
࠺ࠋ
㸧ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡶࡢࡋࠊ༢౯ໟᣓྜព᪉ᘧࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࡣࠊዎ⣙⥾⤖ᚋࠊዎ⣙ᢸᙜㄢ
ࡽ㏦ࡉࢀࡿࠕ༢౯ໟᣓྜព᪉ᘧᕼᮃ᭩ࠖࢆዎ⣙⥾⤖ᚋ㸯㸲᪥௨ෆዎ⣙ᢸᙜㄢᥦฟࡍࡿ
ࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊ༠㆟㛤ጞࡢ᪥ࡽ㸯㸲᪥௨ෆࠕ༢౯ಶูྜព᪉ᘧࠖࡼࡿ༠㆟ࡀᩚࢃ࡞࠸ሙྜࡣࠊ
ࠕ༢౯ໟᣓྜព᪉ᘧ࡚ࠖ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᐇせ㡿➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᅵ㏻┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/
sekkei.html㸧
ղ ᮏᕤࡣࠊධᮐᕤ᪉ἲ➼㛵ࡍࡿᢏ⾡ᥦ㸦௨ୗᢏ⾡ᥦ㸧ࢆཷࡅࡅࠊ౯᱁௨እࡢ
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せ⣲౯᱁ࢆ⥲ྜⓗホ౯ࡋ࡚ⴠᮐ⪅ࢆỴᐃࡍࡿ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ㸦ۑۑۑᆺ㸧ࡢ㐺⏝ᕤࡢ
࠺ࡕࠊရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢయไࡑࡢࡢᕤయไࡢ☜ಖ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᕤෆᐜࢆ☜ᐇᐇ⌧࡛
ࡁࡿ࠺ࡘ࠸࡚ᑂᰝࡋࠊホ౯ࢆ⾜࠺ᕤయไ☜ㄆᆺ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡢヨ⾜ᕤ࡛࠶
ࡿࠋ
ճ ᮏᕤࡣࠊᘓタᕤಀࡿ㈨ᮦࡢ㈨※➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 12 ᖺἲᚊ➨ 104 ྕ㸧ᇶ
࡙ࡁࠊศูゎయ➼ཬࡧ≉ᐃᘓタ㈨ᮦᗫᲠ≀ࡢ㈨※➼ࡢᐇࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓᕤ࡛࠶ࡿࠋ
մ ᮏᕤࡣࠊዎ⣙⥾⤖ᚋᕤ᪉ἲ➼ࡢᥦࢆཷࡅࡅࡿዎ⣙ᚋ㹔㹃᪉ᘧࡢヨ⾜ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
յ ᮏᕤࡣࠊࠕᅵᮌㄳ㈇ᕤᕤ㈝✚⟬ᇶ‽ࠖ➼ࡼࡾྛ✀ᕤ✀༊ศᚑࡗ࡚ᑐ㇟㢠ࡈồ
ࡵࡓඹ㏻௬タ㈝⋡㸦⋡ศ㸧ཬࡧ⌧ሙ⟶⌮㈝⋡ࡑࢀࡒࢀࡢ⿵ṇಀᩘࢆࡌࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽࠊぢ✚࠶ࡓࡗ࡚ࡣ␃ពࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ⿵ṇಀᩘࡘ࠸࡚ࡣ㸷㸫㸯㸬✚⟬ᇶ‽➼㛵
ࡍࡿ㡯グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿಀᩘࡍࡿࠋ
ն ᮏᕤࡣࠊᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయ㸦௨ୗࠕ⯆㹈㹔ࠖ࠸࠺㸧ࡢཧຍࢆㄆࡵࡿヨ⾜
ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
㸦6㸧 ᮏᕤࡣࠊ㈨ᩱࡢᥦฟࠊධᮐ➼ࢆ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࡛⾜࠺ᑐ㇟ᕤ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᥦฟ㈨ᩱ
࠾࠸࡚ド᫂᭩➼ࡀᚲせ࡞ࡶࡢࡣᚲࡎῧࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௨ୗࡢⅬ␃ពࡍࡿࡇࠋ
ձ ᙜึࡼࡾࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࡀࡓ࠸⪅ࡣࠊⓎὀ⪅ࡢᢎㅙࢆᚓ࡚⣬ධᮐ᪉ᘧ௦࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿᡭ⥆ධࡗࡓᚋࠊ⣬ධᮐ᪉ᘧࡢ㏵୰ኚ᭦ࡣཎ๎ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࡀࠊᛂᮐ⪅ഃࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ࠶ࡾࠊయධᮐᡭ⥆ᙳ㡪ࡀ࡞࠸Ⓨὀ⪅ࡀㄆ
ࡵࡓሙྜ㝈ࡾࠊእⓗㄆࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊୗ
グ㸶㸬ࡢᢸᙜ㒊ᒁ᪩ᛴ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡓࡔࡋࠊ⣬ධᮐ᪉ᘧࡼࡿ⏦ㄳ࣭ᛂᮐ➼ࡣࠊ⣬ධ
ᮐ᪉ᘧཧຍᢎㅙ㢪㸦ู⣬ᵝᘧ㸧ࢆᥦฟࡋࠊⓎὀ⪅ࡢᢎㅙࢆᚓࡓᚋ࡛࡞ࡅࢀࡤ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ
ճ ௨ୗࠊᮏㄝ᫂᭩࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⣬ධᮐ᪉ᘧࡼࡿሙྜࡢグ㏙㒊ศࡣࠊ࡚ୖグࡢⓎὀ
⪅ࡢᢎㅙࢆ๓ᥦࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬➇தཧຍ㈨᱁
㸦1㸧ண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧㸦 22 ᖺສ௧➨ 165 ྕࠋ௨ୗࠕணỴ௧ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧➨ 70 ᮲ཬࡧ➨ 71 ᮲
ࡢつᐃヱᙜࡋ࡞࠸⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦2㸧ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ࠾ࡅࡿۑۑᕤಀࡿ➼ۑ⣭ཪࡣ➼ۑ⣭ࡢ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿࡇ㸦♫᭦⏕ἲ㸦ᖹᡂ 14 ᖺἲᚊ➨ 154 ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⪅ཪࡣẸ⏕ἲ㸦ᖹᡂ 11 ᖺἲᚊ➨ 225 ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃᚋࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗㸦௨ୗࠕᒁ㛗ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀูᐃࡵࡿᡭ⥆ᇶ
࡙ࡃ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸧
ࠋ
㸦3㸧♫᭦⏕ἲᇶ࡙ࡁ᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ཪࡣẸ⏕ἲᇶ࡙ࡁ⏕ᡭ⥆
㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅㸦ୖグ㸦2㸧ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡓ⪅ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࡛࡞࠸ࡇࠋ
㸦4㸧ᖹᡂۑۑᖺ㸲᭶㸯᪥௨㝆ࠊⓎὀ⪅ࡽ┤᥋ㄳࡅ㈇ࡗࡓ⪅㸦௨ୗࠕඖㄳࡅࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡋ࡚
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ᡂ࣭ᘬΏࡋࡀࡋࡓࠊḟࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍᕤࡢᕤᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿࡇ㸦ඹྠᴗయࡢᵓᡂဨ
ࡋ࡚ࡢᕤᐇ⦼ࡣࠊฟ㈨ẚ⋡ࡀ 20㸣௨ୖࡢሙྜࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧
ࠋ
ձ ḟࡢ࠸ࡎࢀࡢ┤㎄ᕤ㸦ᅜࡀⓎὀࡋࡓᕤ࡛ࠊබᅋ➼ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ⏫ᮧࠊ⮬యࡢእ㒌
ᅋయ㸦බ♫➼㸧ࡣྵࡲ࡞࠸㸧ࡢᕤᐇ⦼
㸦㺏㸧 ᾏᓊᵓ㐀≀ᕤ㸦✺ሐ㺂㞳ᓊሐ㺂ேᕤ࣮ࣜࣇࠊᾘἼሐ㺂㧗₻ཪࡣὠἼ㜵Ἴሐࡢ࠸ࡎࢀ㸧
㸦㺐㸧 Ἑᕝᵓ㐀≀ᕤ㸦ሖ㺂Ỉ㛛㺂ᵽ㛛ࠊཪࡣᵽ⟶ࠊᥭỈᶵሙࠊỈᶵሙࡢ࠸ࡎࢀ㸧
㸦㺑㸧 ᾏᓊཪࡣἙᕝࡢ⠏ሐᕤ
㸦㺈㸧 ᾏᓊཪࡣἙᕝࡢㆤᓊᕤ
 ࡞࠾ࠊᖹᡂۑۑᖺᗘ࠾ࡅࡿ⥭ۑۑᛴᪧಀࡿᕤࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤᐇ⦼ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
ղ ᙜヱᕤᐇ⦼ࡀ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
 㐺ษ࡞ࡶࡢࡣࠊ㐣ኻࡼࡿ⢒㞧ᕤ㉳ᅉࡋࡓᣦྡṆࠊዎ⣙㐪㉳ᅉࡋࡓᣦྡṆࢆ
ཷࡅ࡚࠸࡞࠸࡞ࠊṇཪࡣㄔᐇ࡞⾜Ⅽࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠋ
 ࡲࡓࠊᙜヱᕤᐇ⦼ࡀ⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊ཪࡣᆅ᪉ᩚഛᒁࡢⓎὀࡋࡓᕤ㸦ᪧᆅ᪉ᘓタᒁࢆ
ྵࡳࠊ ‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ಀࡿᐇ⦼࡛࠶ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ

‶ࡢࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
 ࡓࡔࡋࠊ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ᭩㸦௨ୗࠕ⏦ㄳ᭩ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㈨ᩱ㸦௨
ୗࠕ☜ㄆ㈨ᩱࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡲ࡛ᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡢ㏻▱ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᕤࡢ
ᕤᐇ⦼ࢆᥦฟࡍࡿሙྜࡣࠊୖグղࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡶᕤᨾࡼࡿᣦྡṆࢆཷࡅ
࡚࠸࡞࠸ᕤࡢᕤᐇ⦼㝈ࡾཧຍ㈨᱁ࢆㄆࡵࡿࠋ
ճ ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊᵓᡂဨࡢ࠺ࡕఱࢀ㸯♫ࡀࠊୖグձࡽղࡲ࡛ࡢ
せ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
մ ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡍ࡚ࡢᵓᡂဨࡀࠊୖグձࡽղࡲ࡛ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸦5㸧ᕤィ⏬㸦ᢏ⾡ⓗᡤぢ㸧ࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦6㸧ḟᥖࡆࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍ௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅ࢆᙜヱᕤᑓ௵࡛㓄⨨࡛ࡁࡿࡇࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᮏᕤ࠾࠸࡚ࠊ⌧ሙᕤ╔ᡭࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ཬࡧᕤᡂᚋࠊ᳨ᰝࡀ⤊ࡋົ
ᡭ⥆ࠊᚋ∦ࡅ➼ࡢࡳࡀṧࡗ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅ࡢᑓ௵
ࡣせࡋ࡞࠸ࠋ
ձ 㸯⣭ࡢᅵᮌᕤ⟶⌮ᢏኈཪࡣࡇࢀྠ➼௨ୖࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ
ࠕࡇࢀྠ➼
௨ୖࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠖࡣࠊḟࡢ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
㸦㺏㸧 㸯⣭ࡢᘓタᶵᲔᕤᢏኈࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
㸦㺐㸧 ᢏ⾡ኈ㸦ᘓタ㒊㛛㸧
ࠊཪࡣ⥲ྜᢏ⾡┘⌮㒊㛛㸦㑅ᢥ⛉┠ࢆࠕᘓタࠖࡍࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ࡢ㈨
᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
㸦㺑㸧 ࡇࢀࡽྠ➼௨ୖࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ᘓタ⮧ཪࡣᅜᅵ㏻⮧ࡀㄆᐃࡋࡓ⪅
ղ ᖹᡂۑۑᖺ㸲᭶㸯᪥௨㝆ࠊඖㄳࡅࡋ࡚ᡂ࣭ᘬΏࡋࡀࡋࡓࠊḟࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍᕤࡢ
ᕤ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇ㸦ඹྠᴗయࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡣฟ㈨ẚ⋡ࡀ 20㸣௨ୖࡢሙྜ
ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧
ࠋ
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㸦㺏㸧ḟࡢ࠸ࡎࢀࡢ┤㎄ᕤ㸦ᅜࡀⓎὀࡋࡓᕤ࡛ࠊබᅋ➼ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ⏫ᮧࠊ⮬యࡢእ㒌ᅋ
య㸦බ♫➼㸧ࡣྵࡲ࡞࠸㸧ࡢᕤ⤒㦂
㸦a㸧 ᾏᓊᵓ㐀≀ᕤ㸦✺ሐ㺂㞳ᓊሐ㺂ேᕤ࣮ࣜࣇࠊᾘἼሐ㺂㧗₻ཪࡣὠἼ㜵Ἴሐࡢ࠸ࡎࢀ㸧
㸦b㸧 Ἑᕝᵓ㐀≀ᕤ㸦ሖ㺂Ỉ㛛㺂ᵽ㛛ࠊཪࡣᵽ⟶ࠊᥭỈᶵሙࠊỈᶵሙࡢ࠸ࡎࢀ㸧
㸦c㸧 ᾏᓊཪࡣἙᕝࡢ⠏ሐᕤ
㸦d㸧ᾏᓊཪࡣἙᕝࡢㆤᓊᕤ
 ࡞࠾ࠊᖹᡂۑۑᖺᗘ࠾ࡅࡿ⥭ۑۑᛴᪧಀࡿᕤࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤ⤒㦂ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸦㺐㸧 ᙜヱᕤ⤒㦂ࡀ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
 㐺ษ࡞ࡶࡢࡣࠊ㐣ኻࡼࡿ⢒㞧ᕤ㉳ᅉࡋࡓᣦྡṆࠊዎ⣙㐪㉳ᅉࡋࡓᣦྡṆࢆ
ཷࡅ࡚࠸࡞࠸࡞ࠊṇཪࡣㄔᐇ࡞⾜Ⅽࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠋ
 ࡲࡓࠊᙜヱᕤ⤒㦂ࡀ⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊ཪࡣᆅ᪉ᩚഛᒁࡢⓎὀࡋࡓᕤ㸦ᪧᆅ᪉ᘓタᒁࢆ
ྵࡳࠊ ‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ಀࡿ⤒㦂࡛࠶ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ

‶ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠋ
 ࡓࡔࡋࠊ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡲ࡛ᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡢ㏻▱ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ᕤࡢᕤ⤒㦂ࢆᥦฟࡍࡿሙྜࡣࠊୖグ㸦㸧ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡶᕤᨾࡼࡿᣦྡ
Ṇࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᕤࡢᕤ⤒㦂㝈ࡾཧຍ㈨᱁ࢆㄆࡵࡿࠋ
ճ ┘⌮ᢏ⾡⪅࠶ࡗ࡚ࡣࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅㈨᱁⪅ドཬࡧ┘⌮ᢏ⾡⪅ㅮ⩦ಟドࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
մ 㓄⨨ணᐃࡢ௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅ࡣࠊධᮐࡋࡼ࠺ࡍࡿ⪅┤᥋ⓗࡘᜏᖖⓗ࡞㞠⏝㛵ಀ
࠶ࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊド࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࡢᥦฟࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣධᮐཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦┤᥋ⓗࡘᜏᖖⓗ࡞㞠⏝㛵ಀࡣࠊᡤᒓᘓタᴗ⪅ࡢ㞠⏝㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊࡘࠊࡑࡢ㞠⏝
ࡀධᮐ⥾ࡵษࡾ᪥㸦ୗグ㸯㸰㸬
㸧௨๓㸱ࣨ᭶௨ୖࡢ㞠⏝㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇࢆពࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᅾ
⡠ฟྥ⪅㸦ᙜヱᖺᗘ࠾ࡅࡿᴗ㞟ᅋ☜ㄆ᭩ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊὴ㐵♫ဨࡣ┤᥋ⓗ㞠⏝㛵ಀ
ࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋド᫂᭩ࡣᗣ⿕ಖ㝤⪅ドࠊ㞠⏝ಖ㝤⿕ಖ㝤⪅㈨᱁ᡤᚓ➼☜ㄆ㏻▱᭩㸦ᴗ㏻▱᭩㸧
ࠊ
ᕷ⏫ᮧࡀసᡂࡍࡿఫẸ⛯㏻▱᭩➼ࡢῧࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸧
յ ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀࠊ௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅ࢆᙜヱ
ᕤᑓ௵࡛㓄⨨࡛ࡁࡿࡇࡋࠊ࠺ࡕ㸯ேࡀୖグձཬࡧղࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ
┘⌮ᢏ⾡⪅ࡢሙྜࡣୖグճࡢせ௳ࡘ࠸࡚ࡶ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
ն ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀࠊⓎὀᕤᑐᛂࡍࡿᘓタᴗἲࡢチྍᴗ✀ಀࡿ┘⌮ᢏ
⾡⪅ཪࡣᅜᐙ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ௵ᢏ⾡⪅ࢆᕤ⌧ሙᑓ௵࡛㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊ
ᙜヱᕤつᶍぢྜࡗࡓᕤ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿᵓᡂဨࡀᙜヱチྍᴗ✀ಀࡿ┘⌮ᢏ⾡⪅ཪࡣᅜᐙ㈨᱁
ࢆ᭷ࡍࡿ௵ᢏ⾡⪅ࢆᑓ௵࡛㓄⨨ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊṧࡾࡢᵓᡂဨࡣࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅ཪࡣᅜᐙ㈨
᱁ࢆ᭷ࡍࡿ௵ᢏ⾡⪅ࢆᕤ⌧ሙව௵࡛㓄⨨ࡍࡿࡇ࡛㊊ࡾࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅
ཪࡣᅜᐙ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ௵ᢏ⾡⪅ࡢᑓ௵ࢆồࡵࡿᮇ㛫ࡣࠊୖグ㸦㸴㸧ྠᵝ࡞ྲྀࡾᢅ࠸ࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᑓ௵࡛㓄⨨ࡉࢀࡿ࠸ࡎࢀࡢᵓᡂဨࡢ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅࠺ࡕ㸯ேࡀୖグձཬࡧղࡢせ௳
ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࡋࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅ࡢሙྜࡣୖグճࡢせ௳ࡘ࠸࡚ࡶ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸦7㸧⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡽ㛤ᮐࡢࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊᒁ㛗ࡽᕤㄳ㈇ዎ⣙ಀࡿ
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ᣦྡṆ➼ࡢᥐ⨨せ㡿㸦 59 ᖺ㸱᭶ 29 ᪥ࡅᘓタ┬ཌ➨ 91 ྕ㸧ᇶ࡙ࡃᣦྡṆࢆཷࡅ࡚࠸
࡞࠸ࡇࠋ
㸦8㸧ୖグ㸱㸬♧ࡋࡓᕤಀࡿタィᴗົ➼ࡢཷク⪅࡛࡞࠸ࡇࠋཪࡣᙜヱཷク⪅㈨ᮏⱝࡋࡃࡣ
ே㠃࠾࠸࡚㛵㐃ࡀ࠶ࡿᘓタᴗ⪅࡛࡞࠸ࡇࠋ
㸦9㸧ධᮐཧຍࡋࡼ࠺ࡍࡿ⪅ࡢ㛫௨ୗࡢᇶ‽ࡢఱࢀヱᙜࡍࡿ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡇ㸦ᇶ‽ヱᙜ
ࡍࡿ⪅ࡢ࡚ࡀඹྠᴗయࡢ௦⾲⪅௨እࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠋ࡞࠾ࠊୖグࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ
ሙྜࠊ㎡㏥ࡍࡿ⪅ࢆỴࡵࡿࡇࢆ┠ⓗᙜ⪅㛫࡛㐃⤡ࢆྲྀࡿࡇࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ
⣙ධᮐᚰᚓ➨㸲᮲ࡢ㸱➨㸰㡯ࡢつᐃゐࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ␃ពࡍࡿࡇࠋ
ձ ㈨ᮏ㛵ಀ
 ௨ୗࡢఱࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡢሙྜࠋࡓࡔࡋࠊᏊ♫ཪࡣᏊ♫ࡢ୍᪉ࡀ᭦⏕♫ཪࡣ⏕
ᡭ⥆ࡁࡀᏑ⥆୰ࡢ♫࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸦㺏㸧 ぶ♫Ꮚ♫ࡢ㛵ಀ࠶ࡿሙྜࠋ
㸦㺐㸧 ぶ♫ࢆྠࡌࡃࡍࡿᏊ♫ྠኈࡢ㛵ಀ࠶ࡿሙྜࠋ
ղ ேⓗ㛵ಀ
 ௨ୗࡢఱࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡢሙྜࠋࡓࡔࡋࠊ
㸦㺏㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫ࡢ୍᪉ࡀ᭦⏕♫ཪࡣ
⏕ᡭ⥆ࡁࡀᏑ⥆୰ࡢ♫࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸦㺏㸧 ୍᪉ࡢ♫ࡢᙺဨࡀࠊ᪉ࡢ♫ࡢᙺဨࢆ⌧වࡡ࡚࠸ࡿሙྜࠋ
㸦㺐㸧 ୍᪉ࡢ♫ࡢᙺဨࡀࠊ᪉ࡢ♫ࡢ⟶㈈ேࢆ⌧වࡡ࡚࠸ࡿሙྜࠋ
ճ ࡑࡢධᮐࡢ㐺ṇࡉࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
 ࡑࡢୖグձཪࡣղྠどࡋ࠺ࡿ㈨ᮏ㛵ಀཪࡣேⓗ㛵ಀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࠋ
㸦10㸧ධᮐཧຍࡋࡼ࠺ࡍࡿ⪅ࡣ௨ୗࡢせ௳ࡼࡿࡇࠋ
ձ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ࠾ࡅࡿۑۑᕤಀࡿ➼ۑ⣭ࡢ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅
ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆ㸦┴ۑۑࡧཬ┴ۑۑࠊ┴ۑۑࠊ┴ۑۑࠊ┴ۑۑࠊ┴ۑۑ㸧ᘓタᴗἲ
ࡢチྍ㸦ᙜヱᕤᑐࡍࡿᘓタᴗ✀㸧ᇶ࡙ࡃᮏ♫㸦ᮏᗑ㸧ࠊᨭᗑࠊཪࡣႠᴗᡤࡀᡤᅾࡍࡿࡇ
ࠋ
ղ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ࠾ࡅࡿۑۑᕤಀࡿ➼ۑ⣭ࡢ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅
㸦⯆㹈㹔ࢆ㝖ࡃ㸧ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆ㸦ࡧཬ┴ۑۑࠊ┴ۑۑࠊ┴ۑۑࠊ┴ۑۑࠊ┴ۑۑ
┴ۑۑ㸧ᘓタᴗἲࡢチྍ㸦ᙜヱᕤᑐࡍࡿᘓタᴗ✀㸧ᇶ࡙ࡃᮏ♫㸦ᮏᗑ㸧ࡀᡤᅾࡍࡿࡇ
ࠋ
ճ ⯆㹈㹔㸦Ⓩ㘓⏦ㄳ୰ྵࡴ㸧ࡢᵓᡂဨࡢ࠸ࡎࢀ㸯♫ࡀ┴ۑۑෆᘓタᴗἲࡢチྍ㸦ᙜヱᕤ
ᑐᛂࡍࡿᘓタᴗ✀㸧ᇶ࡙ࡃᮏ♫㸦ᮏᗑ㸧ࡀᡤᅾࡍࡿࡇࠋ
㸦11㸧⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀࠊ
㸦1㸧
ࠊ
㸦7㸧ཬࡧ㸦10㸧ࡢせ௳ࢆ‶
ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋࡲࡓࠊ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀࠊ
㸦1㸧
ࠊ
㸦7㸧ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࠋ
㸦12㸧ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸦

‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࠾ࡅࡿᖹᡂۑۑᖺᗘࡽᖹᡂۑۑᖺᗘࡲ࡛ᡂ࣭

ᘬΏࡋࡀࡋࡓۑۑᕤࡘ࠸࡚ࠊḟࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
ձ ᙜヱᕤ✀ᕤ࠾ࡅࡿᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡢᖹᆒⅬ㸦ඹྠᴗయࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᕤᐇ⦼ࡀ࠶
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ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᕤᡂ⦼ホᐃⅬࢆྵࡵ࡞࠸ࠋ
㸧ࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶࡛࡞࠸ࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊᐇ⦼ࡀ࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤᡂ⦼ホᐃⅬࢆせ௳ࡋ࡞࠸ࠋ
ղ ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱᕤ✀ᕤ࠾ࡅࡿᙜヱ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥
ᆺ㸧ࡢᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡢᖹᆒⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶࡛࡞࠸ࡇࠋᙜヱ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧
ࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱᕤ✀ᕤ࠾ࡅࡿᐇ⦼ࡀ࠶ࡿ࡚ࡢᵓᡂဨࡘ࠸࡚ࠊᕤᡂ⦼
ホᐃⅬࡢᖹᆒⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶࡛࡞࠸ࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊᙜヱ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧ࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡀ࡞ࡃࠊࡘᵓᡂဨࡢ࡚ࡀᐇ⦼ࢆ᭷
ࡋ࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤᡂ⦼ホᐃⅬࢆせ௳ࡋ࡞࠸ࠋ
ճ ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱᕤ✀ᕤ࠾ࡅࡿᐇ⦼ࡀ࠶ࡿ࡚ࡢᵓᡂဨࡘ࠸࡚ࠊᕤᡂ⦼ホ
ᐃⅬࡢᖹᆒⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶࡛࡞࠸ࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊᵓᡂဨࡢ࠺ࡕᐇ⦼ࢆ᭷ࡋ࡞࠸⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤᡂ⦼ホᐃⅬࢆせ௳ࡋ࡞࠸ࠋ
մ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸦

‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ㸧࠾ࡅࡿᙜヱᕤ✀ᕤ࡛ࠊㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡿ

౯᱁ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸦ᡂ࣭ᘬΏࡋࡀࡋࡓᕤࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡣࠊḟࡢ㸦㺏㸧ࡽ
㸦㺑㸧ࡲ࡛ࡢ࡚ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸦㺏㸧 ᖹᡂۑۑᖺᗘࡽᖹᡂۑۑᖺᗘࡲ࡛ᡂ࣭ᘬΏࡋࡀࡋࡓࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸦

‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࠾ࡅࡿᙜヱᕤ✀ᕤࡢᕤᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࡇࠋ
㸦㺐㸧 㸦㺏㸧ࡢᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡢᖹᆒⅬ㸦ඹྠᴗయࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᕤᐇ⦼ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾
࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᕤᡂ⦼ホᐃⅬࢆྵࡵ࡞࠸ࠋ
㸧ࡀ㸵㸲Ⅼᮍ‶㸦ࡓࡔࡋࠊㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡗࡓ౯
᱁ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿᕤࡀ」ᩘ࠶ࡿሙྜࡣࠊ㸯௳ቑࡍࡈ㸰Ⅼຍ࠼ࡓⅬᩘࡍࡿࠋ㸧࡛
࡞࠸ࡇࠋ
㸦㺑㸧 㸦㺏㸧ࡢᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶ࡢᕤࡀ࡞࠸ࡇࠋ
㸦13㸧ධᮐཧຍ⪅ࡢ௦⾲⪅ཪࡣ௦⌮ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿྡ⩏ேࡢ㹇㹁࣮࢝ࢻࡼࡾࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ
ᙜヱᕤࡢᮏㄝ᫂᭩ཬࡧぢ✚ࡾᚲせ࡞ᅗ᭩➼㸦ᅗ㠃ࠊᵝ᭩ࠊ⌧ሙㄝ᫂᭩ࠊཧ⪃㈨ᩱ➼㸦ኚ᭦
ศྵࡴ㸧
㸧ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ࡞࠸⪅ཪࡣⓎὀ⪅ࡢᣦᐃࡍࡿ᪉ἲ㸦㹁㹂㸫㹐➼ࡼࡿ㈚➼㸧࡛ࡢ
ࢆཷࡅ࡞࠸⪅ࡣධᮐཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦14㸧㆙ᐹᙜᒁࡽࠊᭀຊᅋဨࡀᐇ㉁ⓗ⤒Ⴀࢆᨭ㓄ࡍࡿᘓタᴗ⪅ཪࡣࡇࢀ‽ࡎࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ
ᅜᅵ㏻┬Ⓨὀᕤ➼ࡽࡢ㝖せㄳࡀ࠶ࡾࠊᙜヱ≧ែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛࡞࠸ࡇࠋ

㸳㸬ᕤィ⏬㛵ࡍࡿ㡯
㸦1㸧ᕤィ⏬ࡢ㐺ษᛶ
 ᮏᕤ࠾ࡅࡿᕤ⛬⟶⌮ಀࢃࡿᢏ⾡ⓗᡤぢ㸦ูグᵝᘧ㸶㸧ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊグ㏙㔞ࡣ
㸿㸲∧㸯ᯛࡋࠊᩥᏐ࣏ࣥࢺᩘࡣ㸯㸮࣏ࣥࢺ௨ୖࡍࡿࠋ

ุᐃ㡯┠
ᕤィ⏬

ุᐃᇶ‽

ᮏᕤ࠾ࡅࡿᕤ⛬⟶⌮ಀࢃࡿ
ᢏ⾡ⓗᡤぢ
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ᕤィ⏬ࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡇ

㸦2㸧ᕤィ⏬ᇶ࡙ࡃᕤ
 ዎ⣙ᚋࡢᐇ㝿ࡢᕤ㝿ࡋ࡚ࡣࠊᕤィ⏬グ㍕ࡉࢀࡓෆᐜࢆྵࡵࡓᕤィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࠊࡑ
ࢀᇶ࡙ࡃᕤࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ཷὀ⪅ࡢ㈐ࡼࡾᕤィ⏬グ㍕ࡉࢀࡓෆᐜࢆ‶㊊ࡍࡿᕤࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᕤᡂ⦼ホ
ᐃࢆῶࡎࡿ➼ࡢᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ

㸴㸬⥲ྜホ౯㛵ࡍࡿ㡯
㸦1㸧ホ౯㡯┠
 ᮏᕤࡢ⥲ྜホ౯ࡣࠊḟࡢղࡢᢏ⾡ᥦࢆཷࡅࡅࠊձࡽմࡲ࡛౯᱁ࢆ⥲ྜⓗホ౯ࡋ࡚
ⴠᮐ⪅ࢆỴᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ձ ᕤయไ㸦ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶࠊᕤయไ☜ಖࡢ☜ᐇᛶ㸧
ղ ᢏ⾡ᥦ
 ⿕そࣈࣟࢵࢡᤣཬࡧኳ➃ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㣴⏕࠾ࡅࡿᕤୖ㓄៖ࡍࡁ㡯ࠊᏳᑐ⟇
࠾ࡅࡿᕤୖ㓄៖ࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚ࡢᢏ⾡ᥦ
ճ ᕤ⬟ຊ➼
մ ᆅᇦ⢭㏻ᗘ࣭㈉⊩ᗘ➼
㸦2㸧ᢏ⾡ᥦ࠾ࡅࡿ᭱ప㝈ࡢせồせ௳㸦௨ୗࠕせồせ௳ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡋ࡚ࠊタィᅗ᭩࠾ࡅࡿ
ㅖἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡶࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁไᐃඹ㏻ᵝ᭩ཬࡧḟࡢձࡽյࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢᕤィ⏬ࡀලయⓗ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋ
࣭⠏ሐ┒ᅵࡢရ㉁⟶⌮ࠊ⿕そࣈࣟࢵࢡᤣཬࡧ྾ฟࡋ㜵Ṇᮦタ⨨࠾ࡅࡿᕤୖ㓄៖ࡍࡁ
㡯
  ձ ⿕そࣈࣟࢵࢡࡢᤣ᪉ἲ㛵ࡍࡿ␃ពⅬࡘ࠸࡚
  ղ ኳ➃ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ㣴⏕㛵ࡍࡿ␃ពⅬࡘ࠸࡚
࣭Ᏻᑐ⟇࠾ࡅࡿᕤୖ㓄៖ࡍࡁ㡯
  ճ ᶵ㛵ᕤࡢ㏆᥋ᕤ࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇
  մ ᅵ◁㐠ᦙ࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇ࡘ࠸࡚
  յ 㧗₻ࠊ㧗ἼࠊὠἼᑐࡍࡿᏳᑐ⟇ࡘ࠸࡚
㸦3㸧 ⴠᮐ⪅ࡢỴᐃ᪉ἲ
ձ ධᮐཧຍ⪅ࡣࠊ౯᱁ཬࡧᢏ⾡ᥦࢆࡶࡗ࡚ධᮐࢆࡋࠊḟࡢྛせ௳ヱᙜࡍࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࠊୗグ
㸦4㸧
ࠕ⥲ྜホ౯ࡢ᪉ἲࠖࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓᩘ್㸦௨ୗࠕホ౯್ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࢆⴠᮐ
⪅ࡍࡿࠋ
㸦㺏㸧 ධᮐ౯᱁ࡀணỴ௧➨ 79 ᮲ࡢつᐃᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀࡓணᐃ౯᱁ࡢไ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࡇ
ࠋ
 ࡞࠾ࠊணᐃ౯᱁ࡣࠊタィᅗ㠃ཬࡧタィᅗ᭩ᇶ࡙ࡁ⟬ฟࡋࠊ⥲ྜホ౯⟶⌮㈝ࡣྵࡲ࡞࠸ࠋ
㸦㺐㸧 ホ౯್ࡀࠊᶆ‽Ⅼ㸦㸯㸮㸮Ⅼ㸧ࢆணᐃ౯᱁࡛㝖ࡋࡓᩘ್ࢆୗᅇࡽ࡞࠸ࡇࠋ
ղ ୖグ࠾࠸࡚ࠊホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࡀ㸰ே௨ୖ࠶ࡿࡁࡣࠊヱᙜ⪅ࡃࡌࢆᘬࡏ࡚ⴠᮐ⪅
ࢆỴࡵࡿࠋ
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㸦4㸧 ⥲ྜホ౯ࡢ᪉ἲ
ձ ᶆ‽Ⅼ
 ᙜヱᕤࡘ࠸࡚ධᮐㄝ᫂᭩グ㍕ࡉࢀࡓせồせ௳ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ᶆ‽Ⅼ
㸯㸮㸮Ⅼࢆ࠼ࡿࠋ
ղ ᕤయไホ౯Ⅼཬࡧຍ⟬Ⅼ
 ㈨ᩱࡢෆᐜᛂࡌࠊୗグ㸦㺏㸧ࡢホ౯ࢆ⾜࠸ᕤయไホ౯Ⅼࢆ࠼ࠊࡲࡓ㸦㺐㸧ࡽ㸦㺒㸧ࡲ
࡛ࡢホ౯㡯┠ẖホ౯ࢆ⾜࠸ࠊຍ⟬Ⅼࢆ࠼ࡿࠋ
 ᕤయไホ౯Ⅼࡢ᭱㧗Ⅼᩘࡣ㸱㸮Ⅼࠊຍ⟬Ⅼࡢ᭱㧗Ⅼᩘࡣ㸱㸮Ⅼࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ
㸦㺐㸧ᢏ⾡ᥦࡢホ౯ࡣධᮐㄝ᫂᭩➼♧ࡉࢀࡓෆᐜ㸦௨ୗࠕᶆ‽ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ
࠸࡚ࠊࡑࢀ␗࡞ࡿᕤ᪉ἲ➼㸦௨ୗࠕ㹔㹃ᥦࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆホ౯ࡋᶆ‽ࡣホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
㸦㺏㸧ᕤయไ㸦ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶࠊᕤయไ☜ಖࡢ☜ᐇᛶ㸧
㸦㺐㸧ᢏ⾡ᥦ
㸦㺑㸧ᕤ⬟ຊ➼
㸦㺒㸧ᆅᇦ⢭㏻ᗘ࣭㈉⊩ᗘ➼
 ࠕຍ⟬Ⅼࠖࡢ⟬ฟ᪉ἲࡣࠊୖグ㸦㺐㸧ࡽ㸦㺒㸧ࡲ࡛ࡢホ౯㡯┠ࡢ‶Ⅼ㸦ྜィⅬᩘ㸧ࢆຍ⟬Ⅼ᭱
㧗Ⅼᩘ㸱㸮Ⅼ┦ᙜࡍࡿࡶࡢࡋࠊྛᴗࡢ⋓ᚓⅬᩘࡼࡾຍ⟬Ⅼ㸦ᑠᩘ➨㸰ษࡾᤞ࡚㸧ࢆ⟬
ฟࡍࡿࠋ

ຍ⟬Ⅼ᭱㧗Ⅼᩘ㸦㸱㸮Ⅼ㸧
ຍ⟬Ⅼ㸻

 ྛᴗࡢホ౯㡯┠ࡢ⋓ᚓⅬᩘ
㸦㺐㸧ࡽ㸦㺒㸧ࡢホ౯㡯┠ࡢ‶Ⅼ

㸦௬ࠊ
㸦㺐㸧ࡽ㸦㺒㸧ࡢホ౯㡯┠ࡢ‶Ⅼࡀ㸴㸮Ⅼࡢሙྜࠊ⋓ᚓⅬᩘࡀ㸴㸮Ⅼࡢሙྜࡣຍ⟬
Ⅼ㸱㸮Ⅼࠋ⋓ᚓⅬᩘࡀ 24 Ⅼࡢᴗࡣ 30/6024㸻12 Ⅼࠋ17 Ⅼࡢᴗࡣ 30/6017㸻8.5 Ⅼ
࡞ࡿࠋ
㸧

ճ ධᮐ౯᱁ཬࡧᢏ⾡ᥦಀࡿ⥲ྜホ౯ࡣࠊධᮐ⪅ࡢ⏦㎸ࡳಀࡿୖグձཬࡧղࡼࡾᚓࡽࢀ
ࡓᶆ‽Ⅼᕤయไホ౯Ⅼཬࡧຍ⟬Ⅼࡢྜィࢆᙜヱධᮐ⪅ࡢධᮐ౯᱁࡛㝖ࡋ࡚ᚓࡓホ౯್ࢆ
ࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
մ ᥦฟࡉࢀࡓᢏ⾡ᥦࡢ࠺ࡕࠊ㐣ᗘࢥࢫࢺ㈇ᢸࢆせࡍࡿᥦࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐣
ᗘࢥࢫࢺ㈇ᢸࢆせࡋ࡞࠸ᥦࡼࡾࡶࡼࡾඃ࡞ホ౯ࡣࡋ࡞࠸ࠋ
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㸦5㸧 ホ౯㛵ࡍࡿᇶ‽
ྛホ౯㡯┠ࡘ࠸࡚ୗグࡢホ౯ᇶ‽ᇶ࡙ࡁຍⅬࡍࡿࠋ
Ϩ㸬ᕤయไホ౯Ⅼ
1㸧ᕤయไ
ホ౯㡯┠

ホ౯ᇶ‽

㓄Ⅼ

ᚓⅬ

ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶ

ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᕤయไࡀ༑

15.0

/15.0

ศ☜ಖࡉࢀࠊධᮐㄝ᫂᭩➼グ㍕ࡉࢀࡓせồせ
௳ࢆࡼࡾ☜ᐇᐇ⌧࡛ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᕤయไࡀᴫ

5.0

ࡡ☜ಖࡉࢀࠊධᮐㄝ᫂᭩➼グ㍕ࡉࢀࡓせồせ
௳ࢆ☜ᐇᐇ⌧࡛ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
ࡑࡢ

0.0

ᕤయไ☜ಖࡢ☜

ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤయไࡢࠊᚲせ

15.0

ᐇᛶ

࡞ேဨཬࡧᮦᩱࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞
ࡼࡾࠊ㐺ษ࡞ᕤయไࡀ༑ศ☜ಖࡉࢀࠊධᮐㄝ
᫂᭩➼グ㍕ࡉࢀࡓせồせ௳ࢆࡼࡾ☜ᐇᐇ
⌧࡛ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
ᕤࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤయไࡢࠊᚲせ

5.0

࡞ேဨཬࡧᮦᩱࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞
ࡼࡾࠊ㐺ษ࡞ᕤయไࡀᴫࡡ☜ಖࡉࢀࠊධᮐㄝ
᫂᭩➼グ㍕ࡉࢀࡓせồせ௳ࢆ☜ᐇᐇ⌧࡛
ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
0.0

ࡑࡢ
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/15.0

ϩ㸬ຍ⟬Ⅼ
1㸧 ᢏ⾡ᥦࡢ㐺ษᛶࡘ࠸࡚
ձ ᢏ⾡ᥦࡘ࠸࡚
ホ౯㡯┠

ホ౯ᇶ‽

ᚓⅬ

 ⿕そࣈࣟࢵࢡᤣ

 ⿕そࣈࣟࢵࢡᤣཬࡧኳ➃ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㣴⏕࠾ࡅࡿᕤୖ

/30.0

ཬࡧኳ➃ࢥࣥࢡ

㓄៖ࡍࡁ㡯ࠊᏳᑐ⟇࠾ࡅࡿᕤୖ㓄៖ࡍࡁ㡯ࡘ

࣮ࣜࢺ㣴⏕࠾ࡅ

࠸࡚ࠊ᭱ࡶ᭷ຠᛮࢃࢀࡿࡶࡢࢆ㸳ࡘグ㏙ࡍࡿࡇࠋ

ࡿᕤୖ㓄៖ࡍ

 ㏙ẖホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ⋓ᚓ࣏ࣥࢺᛂࡌ࡚᭱㸱㸮Ⅼࢆ࠼

ࡁ㡯ࠊᏳᑐ⟇

ࡿࠋ

࠾ࡅࡿᕤୖ㓄

 ࡞࠾ࠊ㸯ࡘࡢグ㏙ḍ␒ࡸ⟠᮲᭩ࡁ➼ࡼࡾ」ᩘグ㏙ࡋࡓ

៖ࡍࡁ㡯ࡘ

ሙྜࡣࠊ」ᩘグ㏙ࡋࡓグ㏙ḍࢆホ౯ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ

࠸࡚ࡢᢏ⾡ᥦෆ

 ࡲࡓࠊᣦᐃࡋࡓグ㏙ᩘࢆ㉸࠼ࡓෆᐜࡘ࠸࡚ࡶホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ

ᐜ

2㸧 ᕤ⬟ຊ➼
ձ ᴗࡢᕤᐇ⦼
ホ౯㡯┠

ホ౯ᇶ‽

㓄Ⅼ

ᚓⅬ
/1.0

ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢᕤ

ᅜᅵ㏻┬➼ࡢᐇ⦼

1.0

ᐇ⦼

ᅜᅵ㏻┬➼௨እࡢᐇ⦼

0.5

Ẹ㛫ࡢᐇ⦼

㸫

ᖹᡂۑۑ㺃ۑۑ㺃ۑۑᖺᗘ

㸵㸵Ⅼ௨ୖ

3.0

ࡢᙜヱᕤ✀ࡢ㸱ࣨᖺࡢᖹ

㸵㸱Ⅼ௨ୖ㸵㸵Ⅼᮍ‶

1.0

ᆒᕤᡂ⦼ホᐃⅬ

㸵㸱Ⅼᮍ‶

0.0

ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤ

ᕤᡂ⦼ඃ⚽ᆅᇦᴗ⾲ᙲࡢᐇ⦼᭷ࡾ

2.0

ࡢᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢඃ

ඃⰋᕤ⾲ᙲཪࡣᕤᡂ⦼ඃ⚽ᴗㄆ

2.0

Ⰻᕤ⾲ᙲࠊᕤᡂ⦼ඃ

ᐃࡢᐇ⦼᭷ࡾ

⚽ᴗㄆᐃࠊᕤᡂ⦼ඃ

ົᡤ㛗⾲ᙲࡢᐇ⦼᭷ࡾ

1.0

⚽ᆅᇦᴗ⾲ᙲࡢ᭷↓

⾲ᙲࠊㄆᐃࡢᐇ⦼↓ࡋ

0.0

ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤ

⾲ᙲࡢᐇ⦼᭷ࡾ

1.0

ࡢᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢ

⾲ᙲࡢᐇ⦼↓ࡋ

0.0

ᮏᕤ࠾ࡅࡿ᪂ᢏ⾡ά

᭷⏝࡞᪂ᢏ⾡ࢆά⏝

2.0

⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᭷↓

㹌㹃㹒㹇㹑㸦ホ౯ሗ㸧ᢏ⾡ࢆά⏝

1.0

ヱᙜ↓ࡋ

0.0

/3.0

/2.0

/1.0

3D࣭SAFETY࣭Ᏻ⾲ᙲࡢ
᭷↓
/2.0

1㸬ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢᕤᐇ⦼ࡢ⯆㹈㹔ࡢホ౯ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀࠕᅜᅵ㏻┬➼ࡢᐇ⦼ࠖࡢሙ
ྜࡢࡳࠕ㸯㸬㸮ࠖホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᵓᡂဨࡢ࠸ࡎࢀ㸯♫࡛ࡶࠕᅜᅵ㏻┬➼௨እࡢᐇ⦼ࠖ
࡛࠶ࢀࡤࠕ㸮㸬㸳ࠖホ౯ࡍࡿࠋ
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2. ᖹᆒᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡣࠊ⯆㹈㹔ࢆ㝖ࡁۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁࡀⓎὀࡋࡓᅵᮌᕤ㸦

‴✵

ᴗ㝖

ࡃ㸧ࡢᖹᡂۑۑ㺃ۑۑ㺃ۑۑᖺᗘࡢᙜヱᕤ✀ࡢ㸱ࣨᖺࡢᖹᆒᕤᡂ⦼ホᐃⅬ࡛ホ౯ࡍࡿࠋ
 ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᕤᐇ⦼ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᕤᡂ⦼ホᐃⅬࢆ
ྵࡵ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ࠶ࡗ࡚ࡣᙜヱඹྠᴗయࡢᖹᆒᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡍࡿࠋ
 ⯆㹈㹔ࡢሙྜࡣࠊࡍ࡚ࡢᵓᡂဨࡀ┴ۑۑෆᮏᗑࢆ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁࡀⓎὀ
ࡋࡓᅵᮌᕤ㸦

‴✵

ᴗ㝖ࡃ㸧ࡢᖹᡂۑۑ㺃ۑۑ㺃ۑۑᖺᗘࡢᙜヱᕤ✀ࡢ㸱ࣨᖺࡢᖹᆒᕤᡂ

⦼ホᐃⅬࡢᖹᆒࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⯆㹈㹔ࡢᵓᡂဨࡢ࠺ࡕ┴ۑۑෆᮏᗑࢆ᭷ࡋ࡞࠸ᴗࢆྵࡴሙ
ྜࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᮏᗑࢆ᭷ࡍࡿྛᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᾏ㐨㛤Ⓨᒁࠊෆ㛶ᗓἈ⦖⥲ྜົᒁࡀⓎ
ὀࡋࡓᅵᮌᕤ㸦

‴✵

ᴗ㝖ࡃ㸧ࡢᖹᡂۑۑ㺃ۑۑ㺃ۑۑᖺᗘࡢᙜヱᕤ✀ࡢ㸱ࣨᖺࡢᖹᆒᕤ

ᡂ⦼ホᐃⅬࡢᖹᆒࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᖹᡂۑۑ㺃ۑۑ㺃ۑۑᖺᗘࡢᙜヱᕤ✀ࡢ㸱ࣨᖺࡢᖹᆒᕤᡂ⦼
ホᐃⅬࡀ࡞࠸ᵓᡂဨࡀ㸯♫࡛ࡶ࠶ࢀࡤホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
3. ඃⰋᕤ⾲ᙲࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᴗㄆᐃࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᆅᇦᴗ⾲ᙲࠊ㸱㹂ࠊ㹑㸿㹄㹃㹒㹗ཬࡧᏳ
⾲ᙲࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤ✀༊ศ㛵ಀ࡞ࡃᕤ✀ࢆᑐ㇟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⯆㹈㹔ࡢሙྜࡣࠊᵓᡂဨ
ࡢ࠸ࡎࢀ㸯♫ࡢ᭱ࡶ㓄Ⅼࡢ㧗࠸⾲ᙲ➼ࡢᐇ⦼࡛ホ౯ࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᴗㄆᐃ᪥ࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᆅᇦᴗ⾲ᙲ᪥௨㝆ࠊධᮐ᭩ᥦฟ⥾ษࡢ᪥ࡲ࡛
ࡢ㛫࡛㸴㸳Ⅼᮍ‶ࡢᕤᡂ⦼ࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊホ౯ࡢᑐ㇟ࡣࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᕤᡂ⦼
ඃ⚽ᴗㄆᐃࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᆅᇦᴗ⾲ᙲࢆཷ㈹ࡋࡓᴗࡢ࠺ࡕࠊㄆᐃ࣭ཷ㈹ᚋᕤᡂ⦼ホᐃ
Ⅼࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶ࡢ㏻▱ࢆཷࡅࠊᮏᕤࡢ➇தཧຍࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣࠊ㸴㸳Ⅼᮍ‶ࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ
ࡇࢆ⏦ㄳࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ⏦ㄳ᪉ἲ➼ࡢヲ⣽ࡣୗグࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
ձ ᥦฟ⥾ษ㸸ධᮐ᭩ᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡢ༗ᚋ㸱ࡲ࡛
ղ ᥦฟሙᡤ㸸ୗグ㸶㸬ྠࡌ
ճ ᥦฟ᪉ἲ㸸ᣢཧཪࡣ㹄㸿㹖
մ ᵝᘧ㸸ูῧ㸰ࡼࡿ
4. ඃⰋᕤ⾲ᙲࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᴗㄆᐃཬࡧᕤᡂ⦼ඃ⚽ᆅᇦᴗࡘ࠸࡚ࠊ」ᩘࡢ⾲ᙲࠊㄆᐃࡢ
ᐇ⦼ࢆ⏦ㄳࡋ࡚ࡶ⣼✚ホ౯ࡣࡋ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ᭱ࡶ㓄Ⅼࡢ㧗࠸⾲ᙲࢆホ౯ࡍࡿࠋ
5. 㸱㹂࣭㹑㸿㹄㹃㹒㹗࣭Ᏻ⾲ᙲࡘ࠸࡚ࠊ」ᩘࡢᐇ⦼ࢆ⏦ㄳࡋ࡚ࡶ⣼✚ホ౯ࡣࡋ࡞࠸ࠋ
6. 㹑㸿㹄㹃㹒㹗࠾ࡅࡿࠕᏳ㛵ࡍࡿయ㦂࣭ᥦᩥࠖࡢ⾲ᙲࡘ࠸࡚ࡣࠊホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
7. ᮏᕤ࠾ࡅࡿ᪂ᢏ⾡ά⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᭷↓࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡ᥦྠࡌ㹌㹃㹒㹇㹑␒ྕࡢ᪂ᢏ
⾡ά⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢሙྜࡣࠊᢏ⾡ᥦࡢ㔜」ホ౯ࡣࡋ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊタィᅗ᭩࡛ᶆ‽ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭷⏝࡞᪂ᢏ⾡࡞ࡢ㹌㹃㹒㹇㹑Ⓩ㘓ᢏ⾡ࡣࠊ㸰㸧
ձ࠾࠸࡚ホ౯ࡢᑐ㇟ࡋ࡞࠸ࠋ
8. ୖ⾲࠾ࡅࡿࠕۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤࠖࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁࡢົᡤ࣭⟶⌮ᡤⓎὀᕤࢆྵ
ࡴࠋ
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ղ 㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ⬟ຊࡘ࠸࡚
ホ౯㡯┠

ホ౯ᇶ‽

㓄Ⅼ

ᚓⅬ
/1.0

ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢ

ᅜᅵ㏻┬➼ࡢᐇ⦼

1.0

ᕤᐇ⦼

ᅜᅵ㏻┬➼௨እࡢᐇ⦼

0.5

Ẹ㛫ࡢᐇ⦼

㸫

ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ᡂ

㸵㸵Ⅼ௨ୖ

1.0

ࡋࡓᕤࡢᕤ⤒㦂

㸵㸱Ⅼ௨ୖ㸵㸵Ⅼᮍ‶

0.5

࠾ࡅࡿᕤᡂ⦼ホᐃⅬ

㸵㸱Ⅼᮍ‶

0.0

ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢඃ

ᒁ㛗⾲ᙲࡢᐇ⦼᭷ࡾ

1.0

Ⰻᕤ⾲ᙲࡢ᭷↓

ົᡤ㛗⾲ᙲࡢᐇ⦼᭷ࡾ

0.5

⾲ᙲࡢᐇ⦼↓ࡋ

0.0

⌧ሙ௦⌮ேࠊ┘⌮㸦௵㸧ᢏ⾡⪅

1.0

ᢸᙜᢏ⾡⪅

0.0

㸯⣭ᅵᮌᕤ⟶⌮ᢏኈ㸦㸳ᖺ௨ୖ㸧

1.0

㸯⣭ᅵᮌᕤ⟶⌮ᢏኈ㸦㸳ᖺᮍ‶㸧

0.5

ࡑࡢ

0.0

⥅⥆ᩍ⫱㸦㹁㹎㹂㸧ࡢྲྀ

⥅⥆ᩍ⫱㸦ᙜヱᅋయ᥎ዡ༢௨ୖྲྀᚓ㸧

2.0

ࡾ⤌ࡳ≧ἣ

ࡢド᫂᭷ࡾ

ᕤ⤒㦂࡛ࡢ❧ሙ

㈨᱁

⥅⥆ᩍ⫱㸦ᙜヱᅋయ᥎ዡ༢ࡢ㸱ศࡢ

/1.0

/1.0

/1.0

/1.0

/2.0

1.0

㸰௨ୖྲྀᚓ㸧ࡢド᫂᭷ࡾ
⥅⥆ᩍ⫱ࡢド᫂↓ࡋ

0.0

1. 㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡀ」ᩘ࡞ࡿሙྜࡣᚓⅬྜィࡢప࠸⪅ࢆ᥇⏝ࡋホ౯ࡍࡿࠋ
2. 㹁㹎㹂༢ྲྀᚓࡢࠕド᫂᭩ࠖࡣࠊ☜ㄆ㈨ᩱᥦฟᮇ㝈ࡽ㐣ཤ㸯ᖺ௨ෆࡢ㛫ࡲ࡛༢ྲྀᚓࡀド᫂
ࡉࢀࡓࠕド᫂᭩ࠖࢆ᭷ຠࡋࠊᖺ㛫ཪࡣᩘᖺ㛫ࡢ᥎ዡ༢ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࡑࡢఱࢀࡀ‶
㊊ࡋ࡚࠸ࢀࡤホ౯ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
3. ඃⰋᕤ⾲ᙲࡣᕤ✀༊ศ㛵ಀ࡞ࡃᕤ✀ࢆᑐ㇟ࡍࡿࠋ
4. ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ᡂࡋࡓᕤࡢᕤ⤒㦂࠾ࡅࡿᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡢホ౯ࡢ࠺ࡕ⯆㹈㹔௨እ
ࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ➇தཧຍ㈨᱁せ௳࡛ᥦฟࡋࡓ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ⤒㦂ᕤࡀࠊᖹᡂ
ۑۑᖺᗘ௨㝆ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤ࡛ᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࡑࡢᡂ⦼ホᐃⅬ࡛ホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
⯆㹈㹔ࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅࠾࠸࡚ࡣࠊ➇தཧຍ㈨᱁せ௳࡛ᥦฟࡋࡓ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ⤒㦂ᕤ
ࡀࠊᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ྛᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᾏ㐨㛤Ⓨᒁࠊෆ㛶ᗓἈ⦖⥲ྜົᒁࡀⓎὀࡋࡓᅵᮌᕤ
㸦

‴✵

ᴗ㝖ࡃ㸧࡛ᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࡑࡢᡂ⦼ホᐃⅬ࡛ホ౯ࡍࡿࠋ

 ࡞࠾ࠊ」ᩘࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢᥦฟࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊホ౯ࡢ᭱పࡢ⪅࡛ホ౯ࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥࠾࠸࡚ࠊᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡀ㏻▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᕤ
ࡢᕤ⤒㦂ࡘ࠸࡚ࡣホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊᮏホ౯㡯┠࠾ࡅࡿホ౯ࡢᑐ㇟ࡣࠊ⌧ሙ௦⌮ேཬࡧ┘⌮㸦௵㸧ᢏ⾡⪅ࡋࠊᢸᙜᢏ⾡
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⪅ࡋ࡚ᚑࡋࡓሙྜࡣホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
5. ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢඃⰋᕤ⾲ᙲࡢ᭷↓ࡢホ౯ࡢ࠺ࡕ⯆㹈㹔௨እࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅࠾࠸࡚
ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤࡢᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢඃⰋᕤ⾲ᙲࡢ᭷↓࡛ホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⯆
㹈㹔ࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅࠾࠸࡚ࡣࠊྛᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᾏ㐨㛤Ⓨᒁࠊෆ㛶ᗓἈ⦖⥲ྜົᒁⓎὀᕤ
ࡢᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢඃⰋᕤ⾲ᙲࡢ᭷↓࡛ホ౯ࡍࡿࠋ

ճ  ᴗࡢᡭᣢࡕᕤ㔞ࡘ࠸࡚
ホ౯ᇶ‽

մ ホ౯㡯┠

㓄Ⅼ

ᚓⅬ
/3.0

ᙜヱᖺᗘ⥲ᨭᡶ㢠¹㐣ཤ

0.5 ᮍ‶

3.0

㸱ࣨᖺࡢᖹᆒ⥲ᨭᡶ㢠

0.5 ௨ୖ 1.0 ᮍ‶

0.5

1.0 ௨ୖ

㸫

1. ᙜヱᖺᗘ⥲ᨭᡶ㢠ࡀ㸮ࡢሙྜ࡛ࠊ㐣ཤ㸱ࣨᖺࡢᖹᆒ⥲ᨭᡶ㢠ࡀ㸮ࡢሙྜࡢ㓄Ⅼࡣ 3.0ࠊ㐣ཤ㸱ࣨ
ᖺࡢᖹᆒ⥲ᨭᡶ㢠ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ㓄Ⅼࡣ 3.0 ࡍࡿࠋ
2. ᙜヱᖺᗘ⥲ᨭᡶ㢠ࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࠊ㐣ཤ㸱ࣨᖺࡢᖹᆒ⥲ᨭᡶ㢠ࡀ㸮ࡢሙྜࡢ㓄Ⅼࡣ 0.0 ࡍࡿࠋ
3. ⯆㹈㹔ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௦⾲⪅ࡢᡭᣢࡕᕤ㔞࡛ホ౯ࡍࡿࠋ

3㸧 ᆅᇦ⢭㏻ᗘ࣭㈉⊩ᗘ➼
ձ ᆅᇦ㈉⊩ࡢᐇ⦼ࡘ࠸࡚
ホ౯㡯┠

ホ౯ᇶ‽

㓄Ⅼ

ᚓⅬ
/4.0

ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢ⅏ᐖ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃ

άືᐇ⦼᭷ࡾ

4.0

άືᐇ⦼ࡢ᭷↓

⅏ᐖ༠ᐃࡢ⥾⤖᭷ࡾ

2.0

άືᐇ⦼↓ࡋ

0.0

ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢᆅᇦ㜵⅏ࡢ༠ຊయ

᭷ࡾ

2.0

ไࡢ᭷↓

↓ࡋ

0.0

㸺ホ౯ᑐ㇟ࡢ㸼
࣭⅏ᐖ༠ᐃᇶ࡙ࡃάືᐇ⦼
࣭つᶍ⅏ᐖࡢᛂᛴᑐ⟇ᐇ⦼
࣭⥔ᣢᕤ࡞࡛ᐇࡋࡓᑠつᶍ⅏ᐖࢆྵࡴ⅏
ᐖࡢάືᐇ⦼㸦Ⓨὀ⪅ഃࡢせㄳࢆཷࡅࡓ⅏
ᐖᛂᛴᪧ➼ࡢ⥭ᛴసᴗ㸦ᚅᶵࢆྵࡴ㸧
㸧

/2.0

㸺ホ౯ᑐ㇟ࡢ㸼
࣭ᾘ㜵ᅋ༠ຊᴗᡤㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ
࣭ᾘ㜵ᅋ༠ຊࡍࡿࡇࡼࡾ⾲ᙲ➼ࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿሙྜ

1. ホ౯㡯┠ࡢࠕᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢ⅏ᐖ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃάືᐇ⦼ࡢ᭷↓ࠖཬࡧࠕᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆
ࡢᆅᇦ㜵⅏ࡢ༠ຊయไࡢ᭷↓ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ࠾ࡅࡿᐇ⦼ࡍࡿࠋ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయཬ
ࡧ⯆㹈㹔ࡢホ౯ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀホ౯ᇶ‽ヱᙜࡍࡿሙྜホ౯ࡍࡿࠋ

ղ Ᏻ⾜Ⅽ➼
࣭ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁⓎὀᕤ㸦

‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ㸧➼࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢձ㹼ճࡢ࠸ࡎࢀヱ

ᙜࡍࡿሙྜࡣࠊᣦྡṆ➼ࡢ⾜ᨻᥐ⨨㛤ጞ๓᪥ࡲ࡛⥲ྜホ౯࠾ࡅࡿࠕ㸱㸧ᆅᇦ⢭㏻ᗘ࣭㈉⊩
ᗘ➼ࠖࡢ㡯┠ࢆホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
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ձ ᕤᨾࡼࡾබ⾗ࡸᕤ㛵ಀ⪅Ṛஸ⪅ⱝࡋࡃࡣᴟࡵ࡚㔜࡞⿕⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ
ཪࡣ♫ⓗ㔜࡛つᶍ࡞ᦆᐖࢆ࠼ࡓሙྜ
ղ 㔜࡞㐣ኻࡼࡿ⢒㞧ᕤࡀุ᫂ࡋࡓሙྜ
ճ ᘓタᴗἲ㐪ཪࡣṇⱝࡋࡃࡣㄔᐇ࡞⾜Ⅽࡀุ᫂ࡋࡓሙྜ
㸦6㸧ᕤయไ☜ㄆࡢࡓࡵࡢࣄࣜࣥࢢࡢᐇཬࡧ㏣ຍ㈨ᩱࡢᥦฟ
 ᕤయไ㸦ရ㉁☜ಖࡢᐇຠᛶࠊᕤయไ☜ಖࡢ☜ᐇᛶ㸧ࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺ᕤయไࢆᵓ⠏
ࡋࠊࡑࢀࡀᕤෆᐜࡢᐇ⌧☜ᐇᛶࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿࢆᑂᰝࡍࡿࡓࡵࠊ㛤ᮐᚋࠊᚲせᛂࡌ㏣ຍ
㈨ᩱࡢᥦฟࢆồࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡗࡓ౯᱁ࢆࡶࡗ࡚ධᮐࡋࡓ⪅ཪࡣ
ᕤయไᏳࡀ࠶ࡾዎ⣙ࡢෆᐜ㐺ྜࡋࡓᒚ⾜ࡀࡉࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࣄࣜࣥ
ࢢࢆᐇࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᚲせᛂࡌᥦฟࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡿ㏣ຍ㈨ᩱࡣࠊู⣬ࡢࠕϨ ᕤయไ☜
ㄆᆺ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࠖࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
 ㏣ຍ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡁ᪨ࡢ㐃⤡ࡣࠊୗグ㸯㸰㸬
㸦4㸧ࡢ㛤ᮐࡢᚋࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧
༗ᚋ㸳ࡲ࡛ධᮐཧຍ⪅࠶࡚㐃⤡ࡍࡿࡶࡢࡋࠊࡑࡢᥦฟࡣࠊᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃ
ẖ᪥༗๓㸷㸱㸮ศࡽ༗ᚋ㸳ࡲ࡛ࡋࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗ᚋ㸳ࡲ࡛⾜࠺
ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ධᮐཧຍ⪅ูࡢࣄࣜࣥࢢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏣ࡗ࡚㐃⤡ࡍࡿࠋࣄࣜࣥࢢࡢฟᖍ⪅ࡣࠊ㓄
⨨ணᐃᢏ⾡⪅㸦௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅㸧ࢆᚲࡎྵࡵࠊ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࡀྍ⬟࡞⪅ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ᭱
࡛㸱ྡ௨ෆࡍࡿࠋ」ᩘࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࢆ⏦ㄳࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱᕤ☜ᐇ㓄⨨࡛ࡁࡿ
ᴗࡀ⏦ࡋฟࡓ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅㸯ྡࢆྵࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㏣ຍ㈨ᩱࡢᥦฟࡀ࡞࠸ሙྜ㸦ồࡵ࡚
࠸ࡿᵝᘧࡢ୍㒊ࢆᥦฟࡋ࡞࠸ሙྜཬࡧᥦฟࡉࢀࡓᵝᘧࡢグ㍕ࡀ᫂ࡽഛ࡞ሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ཪ
ࡣࣄࣜࣥࢢᛂࡌ࡞࠸ሙྜࡣࠊධᮐ㛵ࡍࡿ᮲௳㐪ࡋࡓධᮐࡋࠊཎ๎ࡋ࡚ᙜヱᴗࡢ
ධᮐࢆ↓ຠ㸦↓ຠ௨እࡢ┈ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞࠸ࠋ
㸧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㏣ຍ㈨ᩱࢆᥦฟࡋ࡞࠸᪨ࡢ⏦ࡋ
ฟࡀ᭩㠃㸦ูῧ㸯㸧ࡼࡾ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊᙜヱᴗࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ
 ࣄࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࠊᕤయไࡢホ౯⤖ᯝ㸦ᕤయไホ౯Ⅼࡢ‶Ⅼᑐࡍࡿྜ㸧ᛂࡌ࡚ࠊຍ
⟬Ⅼࢆῶࡎࡿᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦7㸧ᢏ⾡㈨ᩱᇶ࡙ࡃᕤ
 ᐇ㝿ࡢᕤ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ⥲ྜホ౯㛵ࡍࡿ㡯ࡢᢏ⾡㈨ᩱ㸦ᢏ⾡ᥦ➼㸧ࡘ࠸࡚グ㍕ࡉࢀࡓ
ෆᐜᇶ࡙ࡁࠊᕤィ⏬᭩సᡂཬࡧᕤࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ཷὀ⪅ࡢ㈐ࡼࡾࠊ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㏻▱᭩࡛ㄆࡵࡽࢀࡓᢏ⾡ᥦࡢᕤࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࡢᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊዎ⣙⥾⤖Ⅼ࠾࠸࡚ᐃࡉࢀ࡞ࡗࡓ㇟ࡢⓎ⏕ࡼ
ࡗ࡚ࠊᢏ⾡ᥦᇶ࡙ࡃᕤࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊཷⓎὀ⪅㛫༠㆟ࡢ࠺࠼ࡑࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚Ỵᐃ
ࡍࡿࠋ
ձ ᕤᡂ⦼ホᐃⅬࡢῶⅬᥐ⨨
 ᭱㸯㸮Ⅼࢆ㝈ᗘࠊ㐩ᡂ≧ἣᛂࡌ࡚ᕤᡂ⦼ホᐃⅬࢆῶࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ 㐪⣙㔠ࡢᚩ
 ᢏ⾡ᥦࡢᒚ⾜కࡗ࡚ᢏ⾡ホ౯Ⅼࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᙜึࡢᢏ⾡ホ౯Ⅼࡢᕪࡼࡾࠊ
㐪⣙㔠ࢆᚩࡍࡿࠋ㐪⣙㔠ࡣᙜึዎ⣙㢠ࡢ㸯㸮㸣ࢆୖ㝈௨ୗࡢ࠾ࡾᐃࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇ
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ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙⥾⤖ᐃࡵࠊዎ⣙᭩᫂グࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱዎ⣙
ᒚ⾜ࡼࡗ࡚ࡋࡀⓎぢࡉࢀಟ⿵ࡀᚲせ࡞ࡗࡓሙྜࡢྲྀᢅ࠸ࡣዎ⣙᭩ࡢᐃࡵࡼࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
㐪⣙㔠ࡢ㢠㸻ᙜึዎ⣙㢠㸫㸦ᙜึዎ⣙㢠ᕤᚋࡢᢏ⾡ホ౯Ⅼ㸭ᙜึዎ⣙ࡢᢏ⾡ホ౯
Ⅼ㸧
ͤᢏ⾡ホ౯Ⅼࡣ࠙ᶆ‽Ⅼ㸩ᕤయไホ౯Ⅼ㸦ᕤయไ☜ㄆᆺࡢሙྜ㸧㸩ຍ⟬Ⅼࠚࢆ
࠸࠺ࠋ
ͤᮍ‶ࡢ➃ᩘࡣษࡾᤞ࡚ࠋ

㸵㸬タィᴗົ➼ࡢཷク⪅➼
㸦1㸧ୖグ㸲㸬
㸦8㸧
ࠕୖグ㸱㸬♧ࡋࡓᕤಀࡿタィᴗົ➼ࡢཷク⪅ࠖࡣࠊḟᥖࡆࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋ
࣭ۑۑ㸦ᰴ㸧
㸦2㸧ୖグ㸲㸬
㸦8㸧ࡢࠕᙜヱཷク⪅㈨ᮏⱝࡋࡃࡣே㠃࠾࠸࡚㛵㐃ࡀ࠶ࡿᘓタᴗ⪅ࠖࡣࠊḟࡢ
ձཪࡣղヱᙜࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋ
ձ ᙜヱཷク⪅ࡢⓎ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘࡢ 100 ศࡢ 50 ࢆ㉸࠼ࡿᰴᘧࢆ᭷ࡋཪࡣࡑࡢฟ㈨ࡢ⥲㢠ࡢ 100
ศࡢ 50 ࢆ㉸࠼ࡿฟ㈨ࢆࡋ࡚࠸ࡿᘓタᴗ⪅ࠋ
ղ ᘓタᴗ⪅ࡢ௦⾲ᶒࢆ᭷ࡍࡿᙺဨࡀᙜヱཷク⪅ࡢ௦⾲ᶒࢆ᭷ࡍࡿᙺဨࢆවࡡ࡚࠸ࡿሙྜ࠾
ࡅࡿᙜヱᘓタᴗ⪅ࠋ

㸶㸬ᢸᙜ㒊ᒁ
ࠛۑۑۑ㸫ۑۑ┴ۑۑ ۑۑۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ
  ᅜᅵ㏻┬ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ ⤒⌮ㄢ ዎ⣙ᣦᑟಀ
  㟁ヰ ۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦௦㸧 ෆ⥺㸦ۑۑۑ㸧

㸷㸬➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆ➼
㸦1㸧ᮏ➇தࡢཧຍᕼᮃ⪅ࡣࠊୖグ㸲㸬ᥖࡆࡿ➇தཧຍ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵࠊḟᚑ
࠸ࠊ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࢆᥦฟࡋࠊศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡽ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚☜
ㄆࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ୖグ㸲㸬
㸦2㸧ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅ࡶḟᚑ࠸⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊୖグ㸲㸬
㸦1㸧ཬࡧ㸦3㸧ࡽ㸦14㸧ࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡁࡣࠊ
㛤ᮐ࠾࠸࡚ୖグ㸲㸬
㸦2㸧ᥖࡆࡿ㡯ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ᮲௳ࡋ࡚➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࠶ࡿ
ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᮇ㝈ࡲ࡛ᮏㄝ᫂᭩ᐃࡵࡿ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࢆᥦฟࡋ࡞࠸⪅㸦ᚲせ᭩㢮ࡢᥦฟ㊊
ࢆྵࡴࠋ
㸧୪ࡧ➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࡞࠸ㄆࡵࡽࢀࡓ⪅ࡣࠊᮏ➇தཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡉࡽࠊ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱ࠾࠸࡚ࠊධᮐㄝ᫂᭩ᐃࡵࡿ᮲௳㸦ᵝᘧグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿὀព
㡯ࡶྵࡴࠋ
㸧ࢆ‶㊊ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊホ౯ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 ཧຍᕼᮃ⪅ࡢ௦⾲⪅ཪࡣ௦⌮ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿྡ⩏ேࡢ㹇㹁࣮࢝ࢻࡼࡾࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽࢲ
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࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓཪࡣⓎὀ⪅ࡢᣦᐃࡍࡿ᪉ἲ㸦㹁㹂㸫㹐➼ࡼࡿ㈚➼㸧࡛ࡢࢆཷࡅࡓᮏㄝ᫂
᭩ཬࡧぢ✚ࡾᚲせ࡞ᅗ᭩➼ᇶ࡙ࡁ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊୗグ㸯㸯㸬ࡢ
㉁ၥཬࡧᅇ⟅ࡶᚲࡎ☜ㄆࡢ࠺࠼➇தཧຍ㈨᱁⏦ㄳࢆࡍࡿࡇࠋ
ձ ᥦฟᮇ㛫㸸 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᥦฟࡍࡿሙྜࡣࠊබ࿌ࡢ᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ
᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ༗๓㸷ࡽ༗ᚋ㸳㸦ࡓ
ࡔࡋࠊ᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࠋ
㸧ࡲ࡛ࠋࡓࡔࡋࠊ⣬ࡼࡾᣢཧࡢሙྜࡣࠊබ࿌ࡢ᪥
ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ
༗๓㸷 30 ศࡽ༗ᚋ㸳㸦ࡓࡔࡋࠊ᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࠋ
㸧ࡲ࡛ࠋ
ղ ᥦฟሙᡤ㸸 ୖグ㸶㸬ྠࡌ
ճ ᥦฟ᪉ἲ㸸 ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࡢᥦฟࡣࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠺ࡇࠋࡓࡔࡋࠊ⣬
ࡼࡾᥦฟࡍࡿሙྜࡣࠊᥦฟሙᡤᣢཧࠊ㒑㏦㸦᭩␃㒑౽㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆ
ᚲ╔ࠋ
㸧ཪࡣク㏦㸦᭩␃㒑౽ྠ➼ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ
㸧ࡼࡾᥦ
ฟࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ㟁㏦㸦ࣇࢡࢩ࣑ࣜ㸧ࡼࡿࡶࡢࡣཷࡅࡅ࡞࠸ࠋ
㸦2㸧⏦ㄳ᭩ࡣࠊูグᵝᘧ㸯ࡼࡾసᡂࡍࡿࡇࠋ
㸦3㸧➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆ㈨ᩱࡣࠊḟᚑ࠸సᡂࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊୗグձࡢᕤᐇ⦼ཬࡧճࡢ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࡢᕤ⤒㦂ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᕤᐇ⦼ࠖ
㸦ูグ
ᵝᘧ㸰㸧グ㍕ࡍࡿᕤཬࡧࠕ௵㸦┘⌮㸧ᢏ⾡⪅ࡢ㈨᱁࣭ᕤ⤒㦂ࠖ
㸦ูグᵝᘧ㸱㸧ࡢࠕᕤࡢ
⤒㦂ࡢᴫせࠖグ㍕ࡍࡿᕤࡀࠊ⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊ཪࡣᆅ᪉ᩚഛᒁࡢⓎὀࡋࡓᕤ㸦ᪧᆅ᪉ᘓ
タᒁࢆྵࡳࠊ

‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ㸧࡛࠶ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱᕤಀࡿᕤᡂ⦼ホᐃ㏻▱

᭩ࡢࡋࢆῧࡍࡿࡇࠋ
ձ ᕤᐇ⦼
 ୖグ㸲㸬
㸦4㸧ᥖࡆࡿ㈨᱁ࡀ࠶ࡿࡇࢆุ᩿࡛ࡁࡿᕤᐇ⦼ࢆูグᵝᘧ㸰グ㍕ࡍࡿࡇࠋ
グ㍕ࡍࡿᕤᐇ⦼ࡢ௳ᩘࡣ㸯௳࡛ࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊᵓ
ᡂဨࡢఱࢀ㸯♫ࡢᕤᐇ⦼ࢆグ㍕ࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡍ࡚ࡢᵓᡂဨࡢ
ᕤᐇ⦼ࢆグ㍕ࡍࡿࡇࠋ
࣭ᕤࡢⓎὀᶵ㛵ࡣ
 㸦㺏㸧
ࠕᅜᅵ㏻┬➼ࠖ
  ᅜᅵ㏻┬ཬࡧᘓタ┬
 㸦㺐㸧
ࠕᅜᅵ㏻┬➼௨እࠖ
  ᅜᅵ㏻┬ཬࡧᘓタ┬௨እ
ղ ᕤィ⏬᭩
 ୖグ㸳㸬
㸦1㸧ࡢุᐃ㡯┠ᑐࡋ࡚ࠊୖグ㸲㸬
㸦5㸧ᥖࡆࡿ㈨᱁ࡀ࠶ࡿࡇࢆุ᩿࡛ࡁࡿᕤ
ィ⏬㸦ᢏ⾡ⓗᡤぢ㸧ࢆูグᵝᘧ㸶グ㍕ࡍࡿࡇࠋ
ճ 㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅
 ୖグ㸲㸬
㸦6㸧ᥖࡆࡿ㈨᱁ࡀ࠶ࡿࡇࢆุ᩿࡛ࡁࡿ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࡢ㈨᱁ࠊᕤ⤒㦂ཬࡧ
⏦ㄳ࠾ࡅࡿᕤࡢᚑ≧ἣ㸦ᢸᙜᢏ⾡⪅ࡋ࡚ᕤᚑࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆ
ูグᵝᘧ㸱グ㍕ࡍࡿࡇࠋ
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 グ㍕ࡍࡿᕤ⤒㦂ࡢ௳ᩘࡣ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࡘ࠸࡚㸯௳࡛ࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⤒ᖖᘓタඹྠ
ᴗయ㸦⏥ᆺ㸧ཬࡧ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊᕤ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ㈨᱁ᡤᒓ♫ࠊ
ཬࡧࡑࡢᕤࡢᕤ⤒㦂ࢆグ㍕ࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࡋ࡚」ᩘࡢೃ⿵ᢏ⾡⪅ࡢ
㈨᱁ཬࡧᕤ⤒㦂ࢆグ㍕ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᑂᰝᑐ㇟ࡣࠊᚓⅬྜィࡢప࠸⪅ࢆ᥇⏝ࡋ
ホ౯ࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊྠ୍ࡢᢏ⾡⪅ࢆ㔜」ࡋ࡚」ᩘᕤࡢ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡢᕤ
ࢆⴠᮐࡋࡓࡇࡼࡾ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡁࡣࠊධᮐࡋ࡚
ࡣ࡞ࡽࡎࠊ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡋࡓ⪅ࡣࠊ┤ࡕᙜヱ⏦ㄳ᭩ࡢྲྀୗࡆࢆ⾜࠺ࡇࠋࡓࡔࡋࠊࡢᕤ
ࢆⴠᮐࡋணᐃᢏ⾡⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡁ࠾࠸࡚ࠊ᪤ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿධ
ᮐ᭩ࡘ࠸࡚ࡣ↓ຠᢅ࠸ࡍࡿࡢ࡛⏦ࡋฟࢆ⾜࠺ࡇࠋࡢᕤࢆⴠᮐࡋࡓࡇࡼࡾ㓄⨨
ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࢃࡽࡎࠊ㔜」ࡋ࡚ⴠᮐࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᣦྡṆᥐ⨨せ㡿ᇶ࡙ࡃᣦྡṆࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᕤ⤒㦂ࡋ࡚ᥦฟࡋࡓᕤࡢᕤᮇᚑࡋ࡚࠸࡞࠸㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡣࠊୖグ㸲㸬
㸦6㸧ղᥖࡆࡿᕤࡢᕤ⤒㦂ࡀศࡿ㈨ᩱ㸦ᕤᐇᕤ⛬ᕤ㔞ཬࡧ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ
ᚑᮇ㛫㛵ࡍࡿ㈨ᩱ➼㸧ࢆูグᵝᘧ㸱ࡢᥦฟࡍࡿࡇࠋࡑࡢᚑᮇ㛫࠾ࡅࡿᕤ㔞ࡀ
ୖグ㸲㸬
㸦6㸧ղᥖࡆࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ሙྜཬࡧᕤᮇᚑࡋ࡚࠸࡞࠸㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡀ
ᕤࡢᕤ⤒㦂ࡀศࡿ㈨ᩱࢆᥦฟࡋ࡞࠸ሙྜࡣᕤ⤒㦂ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸ࠋ
մ ዎ⣙᭩ࡢࡋ
 ୖグձࡢྠ✀ࡢᕤࡢᕤᐇ⦼ཬࡧୖグճࡢ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࡢྠ✀ࡢᕤࡢᕤ⤒㦂
ࡋ࡚グ㍕ࡋࡓᕤಀࡿዎ⣙᭩ࡢࡋࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱᕤࡀࠊ㈈ᅋἲே᪥ᮏᘓ
タሗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕᕤᐇ⦼ሗࢩࢫࢸ࣒㸦CORINS㸧
ࠖⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡘ CORINS
ࡢⓏ㘓ࢹ࣮ࢱ࡛➇தཧຍ㈨᱁ࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊዎ⣙᭩ࡢࡋࢆᥦฟࡍࡿᚲせࡣ
࡞࠸ࠋ
յ ┘⌮ᢏ⾡⪅㈨᱁⪅ド➼ࡢࡋ
 ୖグճࡢ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࡢᚑᙺ⫋ࢆ┘⌮ᢏ⾡⪅ࡍࡿሙྜࡣࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅㈨᱁⪅ドࡢ
ࡋ㸦୧㠃㸧
ࠊཬࡧ┘⌮ᢏ⾡⪅ㅮ⩦ಟドࡢࡋࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ☜ㄆ㈨ᩱࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥࠾࠸࡚ࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅㈨᱁⪅ドཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅ㅮ⩦ಟドࡢ᭷ຠ
ᮇ㝈ࡀ㐣ࡂ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᮏᕤࡢዎ⣙ࡲ࡛☜ᐇྲྀᚓࡀྍ⬟࡞㈨ᩱ➼㸦ྲྀᚓཪࡣ
ࡢ⏦ㄳ᭩ࡢࡋ㸧ࢆᥦฟࡋࡓሙྜࢆ㝖ࡁ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸ࠋ
ն ㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡿ౯᱁ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
 ୖグ㸲㸬
㸦12㸧ճࡢۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸦

‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࠾ࡅࡿᙜヱᕤ✀ᕤ࡛ࠊㄪᰝ

ᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡿ౯᱁ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸦ᡂ࣭ᘬΏࡋࡀࡋࡓᕤࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࡣࠊูグᵝᘧ㸳グ㍕ࡍࡿࡇࠋ
㸦4㸧⥲ྜホ౯㡯┠㛵ࡍࡿ☜ㄆ㈨ᩱࡣࠊḟᚑ࠸సᡂࡍࡿࡇࠋ
ձ ᢏ⾡ᥦ
 ᢏ⾡ᥦ࠶ࡓࡾࠊ㹔㹃ᥦ࡛ᕤࡍࡿሙྜࡣࠊᢏ⾡ᥦ᭩࡛㹔㹃ᥦ㑅ᢥࡋࠊࡑࡢෆᐜ
ࢆ᫂♧ࡋࡓᢏ⾡ᥦ᭩㸦ูグᵝᘧ㸷㸧ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊᶆ‽࡛ᕤࡍࡿሙྜࡣࠊᶆ‽

55

ࢆ㑅ᢥࡋᢏ⾡ᥦ᭩㸦ูグᵝᘧ㸷㸧ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊᶆ‽ࡢሙྜࠊࡑࡢᕤィ⏬
ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ᢏ⾡ᥦ᭩ࡢグ㍕ࡣせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᢏ⾡ᥦ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᢏ⾡ᥦ㡯┠ᑐࡋ㹔㹃ᥦཪࡣᶆ‽ࡢఱࢀࢆᥦฟࡍࡿ
ࡇࠋ
 ⌧ሙㄝ᫂㡯᭩➼࠾࠸ู࡚㏵༠㆟ࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏ⾡ᥦࡢᑐ㇟ࡋ࡞࠸ࠋᙜヱ
㡯㛵ࡍࡿᢏ⾡ᥦࡀ࠶ࡗ࡚ࡶホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
ղ ᢏ⾡ᥦ᭩ࡢᥦฟ➼ࡘ࠸࡚
㸦㺏㸧ᢏ⾡ᥦ
 ᕤ᪉ἲ➼ࡢᢏ⾡ⓗ㡯ᑐࡍࡿᡤぢࢆูグᵝᘧ㸷グ㍕ࡍࡿࡇࠋ
 Ⓨὀ⪅ࡣࠊ㹔㹃ᥦࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᚋࡢᕤ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢෆᐜࡀ୍⯡ⓗ⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ≧ែ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ↓ൾ࡛⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᕤᴗᡤ᭷ᶒ➼ࡢⓗᶒࢆ
᭷ࡍࡿᥦࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㹔㹃ᥦ➼ࢆ㐺ṇㄆࡵࡿࡇࡼࡾࠊタィᅗ
᭩࠾࠸࡚ࡣᕤ᪉ἲ➼ࢆᣦᐃࡋ࡞࠸㒊ศࡢᕤ㛵ࡍࡿᘓタᴗ⪅ࡢ㈐௵ࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 㹔㹃ᥦࡢᑂᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᕤࡢ☜ᐇᛶࠊᏳᛶཬࡧ⟶⌮᪉ἲࢆホ౯ࡍࡿࠋ
㸦㺐㸧ᢏ⾡㈨ᩱࡢࣄࣜࣥࢢ
 ㈨ᩱࡢࣄࣜࣥࢢࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚⾜࠺ࡶࡢࡋࠊࡑࡢሙྜࡢ᪥ࠊሙᡤ➼ᚲせ㡯ࡣู㏵
㏻▱ࡍࡿࠋ
㸦㺑㸧ᢏ⾡ᥦ᭩㸦㹔㹃ᥦ㸧ࡢホ౯ࡢ㏻▱➼
 ୖグ㸷㸬
㸦4㸧ձཬࡧղࡼࡾᥦฟࡉࢀࡓᢏ⾡ᥦ᭩ࡘ࠸࡚➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㏻▱ేࡏ࡚
ᢏ⾡ᥦࡢホ౯ࢆ㏻▱ࡍࡿࠋ㏻▱ࡍࡿෆᐜࡣࠊᢏ⾡ᥦࡈຍ⟬Ⅼࡢࡢᑐ㇟ࡍࡿᥦ
㸦ࠕ⾲ࠖۑグࠋ㸧
ࠊຍ⟬Ⅼࡢࡢᑐ㇟ࡋ࡞࠸ᥦ㸦ࠕ㸫ࠖ⾲グࠋ
㸧ཬࡧᐇྍࡢᥦ㸦ࠕࠖ
⾲グࠋ
㸧ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᐇྍࡢᥦࡣࠊⓎὀ⪅ࡀタᐃࡋ࡚࠸ࡿᶆ‽ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞
࠸࡞ᢏ⾡ᥦࡋ࡚㐺ṇㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ᥦࡸ⌧ሙ᮲௳ࡼࡾᐇ࡛ࡁ࡞࠸ᥦ࡞࡛࠶
ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㏻▱ྜࢃࡏ࡚᥇ྰ㏻▱ࡉࢀࡓホ౯⤖ᯝྠពࡢ࠺࠼ධᮐཧຍ
ࡍࡿࡶࡢࡋࠊᐇྍࡢᢏ⾡ᥦࡋ࡚㏻▱ࡉࢀࡓ㹔㹃ᥦࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇࡋ࡞࠸ࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
ճ ⾲ᙲᐇ⦼➼
 ḟࡢ㸦㺏㸧ࡽ㸦㺕㸧ࡲ࡛ࡘ࠸ู࡚グᵝᘧ㸴グ㍕ࡍࡿࡇࠋ
㸦㺏㸧ᴗ࠾ࡅࡿඃⰋᕤ⾲ᙲࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᴗㄆᐃࠊᕤᡂ⦼ඃ⚽ᆅᇦᴗ⾲ᙲ
 ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆㸦ᙜヱᖺྵࡴࠋ
㸧ࡢᒁ㛗ཪࡣົᡤ㛗ࡼࡿ⾲ᙲࡢࠕ᭷↓ࠖۑ༳ࢆグධࠋ
 ࠕ᭷ࠖࡢሙྜࡣᐇࢆド࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇࠋ
⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱඹྠᴗయࡢᐇ⦼ࡋࠊᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡣ
ྵࡲ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⯆㹈㹔ࡢሙྜࡣࠊᵓᡂဨࡢ᭱ࡶ㓄Ⅼࡢ㧗࠸࠸ࡎࢀ㸯♫ࡢᐇ⦼࡛ホ౯ࡍࡿ
ࡢ࡛ヱᙜࡍࡿ⾲ᙲࡢෆᐜࢆグධࡍࡿࡇࠋ
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㸦㺐㸧㸱㹂࣭㹑㸿㹄㹃㹒㹗࣭Ᏻ⾲ᙲ
 ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆㸦ᙜヱᖺྵࡴࠋ
㸧ࡢᒁ㛗ཪࡣົᡤ㛗ࡼࡿ⾲ᙲࡢࠕ᭷↓ࠖۑ༳ࢆグධࠋ
 ࠕ᭷ࠖࡢሙྜࡣᐇࢆド࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇࠋ
⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱඹྠᴗయࡢᐇ⦼ࡋࠊᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡣ
ྵࡲ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⯆㹈㹔ࡢሙྜࡣࠊᵓᡂဨࡢ࠸ࡎࢀ㸯♫ࡢᐇ⦼࡛ホ౯ࡍࡿࡢ࡛ヱᙜࡍࡿ⾲
ᙲࡢෆᐜࢆグධࡍࡿࡇࠋ
㸦㺑㸧㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅࠾ࡅࡿඃⰋᕤ⾲ᙲ
 㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡀࠊ⌧ሙ௦⌮ேࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅ཬࡧ௵ᢏ⾡⪅ࡢ࠸ࡎࢀࡢ❧ሙ࡛ᚑࡋࡓᖹ
ᡂۑۑᖺᗘ௨㝆㸦ᙜヱᖺྵࡴࠋ
㸧ࡢඃⰋᕤ⾲ᙲࡢࠕ᭷↓ࠖࢆۑグධࠋ
 ࠕ᭷ࠖࡢሙྜࡣᐇࢆド࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇࠋ
⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱඹྠᴗయࡢᐇ⦼ࡋࠊᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡣ
ྵࡲ࡞࠸ࠋ
 ࡞࠾ࠊᙜヱඃⰋᕤ⾲ᙲ࠾ࡅࡿ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢᚑᮇ㛫ࡣࠊࡓࡿᕤ✀ࡢᮇ㛫ᚑ
ࡋࡓሙྜࡍࡿࠋ
㸦㺒㸧ᮏᕤ࠾ࡅࡿ᪂ᢏ⾡ά⏝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ᭷⏝࡞᪂ᢏ⾡ࢆά⏝ཪࡣ㹌㹃㹒㹇㹑㸦ホ౯ሗ㸧ᢏ⾡ࢆά⏝ࡢࠕ᭷↓ࠖۑ༳ࢆグධࠋ
 ࠕ᭷ࠖࡢሙྜࡣࠊලయⓗ࡞ά⏝ᕤ✀࠾ࡅࡿᕤィ⏬➼ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇࠋ
 ᪂ᢏ⾡ࢆά⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊά⏝ᕤ✀ྡࠊ᪂ᢏ⾡ྡཬࡧⓏ㘓␒ྕࢆ᫂グࡍࡿࡇࠋ
 ࠕ᭷⏝࡞᪂ᢏ⾡ࠖࡣࠊ㹌㹃㹒㹇㹑ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥎ዡᢏ⾡ࠊ‽᥎ዡᢏ⾡ࠊタィẚ㍑ᑐ㇟
ᢏ⾡ࠊά⏝ಁ㐍ᢏ⾡ࠊᑡᐇ⦼ඃⰋᢏ⾡ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ㹌㹃㹒㹇㹑㸦ホ౯ሗ㸧
ࠖࡣࠊ㹌㹃㹒
㹇㹑㸦ホ౯ሗ㸧ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᢏ⾡ࡍࡿ㸦Ⓩ㘓␒ྕۑۑ㸫ۑۑۑۑۑۑ㸫㹔ࡢᢏ⾡㸧
ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᮏ᱁㐠⏝㸦H18 ᪂ไᗘ㸧ᮍᑐᛂࡢᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࡣホ౯ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
ᢏ⾡ᥦ࡛᪂ᢏ⾡ࢆά⏝ࡍࡿᥦࢆࡋ࡚ࠊᢏ⾡ᥦྠࡌ㹌㹃㹒㹇㹑␒ྕࡢ᪂ᢏ⾡ά⏝ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡞ࡿሙྜࡣࠊᢏ⾡ᥦ㔜」ホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊタィᅗ᭩࡛ᶆ‽ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭷⏝࡞᪂ᢏ⾡࡞ࡢ㹌㹃㹒㹇㹑Ⓩ㘓ᢏ⾡ࡣࠊᮏ
ホ౯㡯┠࠾࠸࡚ホ౯ࡢᑐ㇟ࡋ࡞࠸ࠋ
㸦㺓㸧⥅⥆ᩍ⫱㸦㹁㹎㹂㸧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ
 ⥅⥆ᩍ⫱㸦ᙜヱᅋయ᥎ዡ༢௨ୖཪࡣ᥎ዡ༢ࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖྲྀᚓ㸧ࡢド᫂ࡢࠕ᭷↓ࠖۑ
༳ࢆグධࠋ
 ࠕ᭷ࠖࡢሙྜࡣࠊ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢᏛ⩦ᒚṔࢆド᫂ࡍࡿド᫂᭩ࡢࡋࢆῧࡋࠊᙜヱᅋయ᥎
ዡ༢௨ୖཪࡣ᥎ዡ༢ࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࢆド࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇ
ࠋ
 ࡞㹁㹎㹂ド᫂Ꮫ༠➼ࡢ᥎ዡ㸦ᮃࡲࡋ࠸㸧༢ᑐࡍࡿホ౯ᇶ‽ࡣḟࡢ࠾ࡾࡋࠊḟ⾲
௨እࡢ㹁㹎㹂ド᫂Ꮫ༠➼ࡀド᫂ࡍࡿ㹁㹎㹂Ꮫ⩦ᒚṔࡢホ౯ࡣࠊド᫂ࡍࡿᏛ༠➼ࡢ᥎ዡ
㛫ᇶ࡙ࡁホ౯ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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CPD ド᫂Ꮫ༠➼

᥎ዡ༢

ホ౯༢

3 ศࡢ 2 ホ౯༢

㸦♫㸧ᅜᅵᮌᕤ⟶⌮ᢏኈ

30 㺳㺤㺍㺢/ᖺ

30 㺳㺤㺍㺢/ᖺ

20 㺳㺤㺍㺢/ᖺ

㐃ྜ

60 㺳㺤㺍㺢/2 ᖺ

60 㺳㺤㺍㺢/2 ᖺ

40 㺳㺤㺍㺢/2 ᖺ

150 㺳㺤㺍㺢/5 ᖺ

150 㺳㺤㺍㺢/5 ᖺ

100 㺳㺤㺍㺢/5 ᖺ

50CPD 㛫/ᖺ

50CPD 㛫/ᖺ

33CPD 㛫/ᖺ

150CPD 㛫/3 ᖺ

150CPD 㛫/3 ᖺ

100CPD 㛫/3 ᖺ

50 ༢/ᖺ

50 ༢/ᖺ

33 ༢/ᖺ

250 ༢/5 ᖺ

250 ༢/5 ᖺ

167 ༢/5 ᖺ

㸦♫㸧᪥ᮏ㐀ᅬᏛ

50 ༢/ᖺ

50 ༢/ᖺ

33 ༢/ᖺ

㸦♫㸧᪥ᮏᘓ⠏ኈ㐃ྜ

50 ༢/ᖺ

50 ༢/ᖺ

33 ༢/ᖺ

250 ༢/5 ᖺ

250 ༢/5 ᖺ

167 ༢/5 ᖺ

㸦♫㸧ᆅ┙ᕤᏛ

50 ༢/ᖺ

50 ༢/ᖺ

33 ༢/ᖺ

㸦♫㸧✵Ẽㄪ࣭⾨⏕ᕤᏛ

50 㺬㺽㺐㺻㺢/ᖺ

50 㺬㺽㺐㺻㺢/ᖺ

33 㺬㺽㺐㺻㺢/ᖺ

㎰ᴗᅵᮌᢏ⾡⪅⥅⥆ᩍ⫱ᶵᵓ

50 ༢/ᖺ

50 ༢/ᖺ

33 ༢/ᖺ

㸦♫㸧㟁ẼᏛ

150 㛫༢/3 ᖺ

150 㛫༢/3 ᖺ

100 㛫༢/3 ᖺ

150 㺬㺽㺐㺻㺢/3 ᖺ

150 㺬㺽㺐㺻㺢/3 ᖺ

100 㺬㺽㺐㺻㺢/3 ᖺ

20 㺬㺽㺐㺻㺢/ᖺ

20 㺬㺽㺐㺻㺢/ᖺ

13 㺬㺽㺐㺻㺢/ᖺ

㸦♫㸧᪥ᮏᢏ⾡ኈ
㸦♫㸧ᅵᮌᏛᢏ⾡᥎㐍ᶵᵓ

㸦♫㸧㟁Ꮚሗ㏻ಙᏛ
㸦♫㸧᪥ᮏᶵᲔᏛ

 ࡞࠾ࠊୖグ㸲㸬
㸦6㸧ᐃࡵࡿ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡋ࡚」ᩘࡢೃ⿵ᢏ⾡⪅ࢆグ㍕ࡍࡿሙྜࡣࠊ
ୖグ㸴.㸦5㸧ϩ㸬2㸧ղࠕ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ⬟ຊࡘ࠸࡚ࠖಀࡿᚓⅬྜィࡢ᭱ࡶప࠸⪅ࢆホ౯
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㺔㸧⅏ᐖ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃάືᐇ⦼
 ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢᅜ࠾ࡅࡿ⅏ᐖ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃάືᐇ⦼㸦⥔ᣢᕤ࡞࡛ᐇࡋࡓ
ᑠつᶍ⅏ᐖࢆྵࡴ⅏ᐖࡢάືᐇ⦼㸦Ⓨὀ⪅ഃࡢせㄳࢆཷࡅࡓ⅏ᐖᛂᛴᪧ➼ࡢ⥭ᛴసᴗ㸦ᚅ
ᶵࢆྵࡴ㸧
㸧
㸧ཪࡣ⅏ᐖ༠ᐃࡢ⥾⤖ࡢࠕ᭷↓ࠖۑ༳ࢆグධࠋ
 ᭷ࡢሙྜࡣᐇࢆド࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇࠋ
 ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧ཬࡧ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀάືᐇ⦼㸦⅏ᐖ༠ᐃ
ࡢ⥾⤖㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢࡳホ౯ࡍࡿࡢ࡛࡚ࡢᵓᡂဨࡀヱᙜࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚グධࡍ
ࡿࡇࠋ
㸦㺕㸧ᆅᇦ㜵⅏ࡢ༠ຊయไࡢ᭷↓
 ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࡢᅜ࠾ࡅࡿᆅᇦ㜵⅏ࡢ༠ຊయไࡢࠕ᭷↓ࠖۑ༳ࢆグධࠋ
 ᭷ࡢሙྜࡣࠊᐇࢆド᫂㸦ㄆᐃࢆཷࡅࡓᴗᡤྡཬࡧㄆᐃ᭶᪥㸧࡛ࡁࡿ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇ
ࠋ
 ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ㸦⏥ᆺ㸧ཬࡧ⯆㹈㹔࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࡚ࡢᵓᡂဨࡀ᮲௳ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡢࡳホ౯ࡍࡿࡢ࡛࡚ࡢᵓᡂဨࡀヱᙜࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚グධࡍࡿࡇࠋ
1㸧ᾘ㜵ᅋ༠ຊᴗᡤㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
࣭ᾘ㜵ᅋ༠ຊᴗᡤ⾲♧ドࢆᾘ㜵ᗇཪࡣᕷ⏫ᮧ➼ࡼࡾࢆཷࡅ࡚࠸࡚ࡘᙜヱᕤࡢ
㛤ᮐⅬ࠾࠸࡚ࡑࡢㄆᐃࡀ᭷ຠ㸦᭷ຠᮇ㛫ὀព㸧࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ᾘ㜵ᅋ༠ຊᴗᡤ⾲♧ドࡢࡋཬࡧᖺ᭶᪥ࡀࢃࡿ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ
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2㸧ᾘ㜵ᅋ༠ຊࡍࡿࡇࡼࡾ⾲ᙲ➼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
࣭ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ྛᕷ⏫ᮧࡸᾘ㜵ᮏ㒊➼㸦ᾘ㜵ᅋ㛗ࡶྵࡴࠋ㸧ࡼࡾᴗᡤࡋ࡚ᾘ
㜵ᅋάື༠ຊࡋࡓࡋ࡚⾲ᙲࡸឤㅰ≧ࢆཷࡅ࡚࠸࡚ࠊࡘᾘ㜵ᅋάື༠ຊࡍࡿయ
ไ㸦ᾘ㜵ᅋ㛗ࡀⓎ⾜ࡍࡿド᫂᭩ࡢࡋࡶྵࡴࠋ
㸧ࡀ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ࠾࠸࡚
ࡶ⥅⥆୰࡛࠶ࡿࡇࠋᾘ㜵ᅋάື༠ຊࡍࡿయไࡢࡋ࡚ࡣࠊᚑᴗဨࡀᾘ㜵ᅋάື
ࢆ⾜࠺࠶ࡓࡗ࡚ఇᬤ➼ࡢྲྀᚓ࡞ᑵᴗつ๎➼࠾࠸࡚㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࢆ
࠸࠺ࠋ
࣭⾲ᙲࡸឤㅰ≧ࡢࡋཬࡧᾘ㜵ᅋάື༠ຊࡍࡿయไ㸦ᾘ㜵ᅋ㛗ࡀⓎ⾜ࡍࡿド᫂᭩ࡢ
ࡋࡶྵࡴࠋ㸧ࡀ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ࠾࠸࡚ࡶ⥅⥆୰࡛࠶ࡿࡇࢆド᫂ࡍࡿ㈨ᩱ
ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ
㸦5㸧➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆࡣࠊ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࡶࡢࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ
ࡣᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࡛㏻▱ࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊ᭩㠃ࡼࡾ⏦ㄳ
ࡋࡓሙྜࡣࠊ᭩㠃࡛㏻▱ࡍࡿࠋ
㸧ࠋ
㸦6㸧ࡑࡢ
ձ ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࡢసᡂ୪ࡧᥦฟಀࡿ㈝⏝ࡣࠊᥦฟ⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋ
ղ ศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡣࠊᥦฟࡉࢀࡓ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࢆࠊ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆ௨እ
ᥦฟ⪅↓᩿࡛⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
ճ ᥦฟࡉࢀࡓ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࡣࠊ㏉༷ࡋ࡞࠸ࠋ
մ ᥦฟᮇ㝈௨㝆࠾ࡅࡿ⏦ㄳ᭩ཪࡣ☜ㄆ㈨ᩱࡢᕪࡋ᭰࠼ཬࡧᥦฟࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ
յ ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱ㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃࡏඛ
㸦1㸧ࠊ
㸦2㸧ཬࡧ㸦5㸧㛵ࡋ࡚࣭࣭࣭ୖグ㸶㸬ྠࡌࠋ
㸦3㸧ཬࡧ㸦4㸧㛵ࡋ࡚࣭࣭࣭࣭ḟࡼࡿࠋ
ࠛۑۑۑ㸫ۑۑ┴ۑۑ ۑۑۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ
   ᅜᅵ㏻┬ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ ရ㉁☜ಖㄢ㛗
    㟁ヰۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦௦㸧 ෆ⥺㸦ۑۑۑ㸧
ն 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿሙྜࡣࠊ㓄ᕸࡉࢀࡓᵝᘧ࠙Word2003
ᙧᘧཪࡣ୍ኴ㑻 2006 ᙧᘧ࡛ಖᏑࠋ
ࠚ࡛సᡂࡋࠊ」ᩘࡢ⏦ㄳ᭩㢮ࡣࠊࣇࣝᅽ⦰ࢯࣇࢺ㸦ᅽ⦰
ᙧᘧࡣ㹊㹘㹆ᙧᘧ㝈ࡿࠋ
㸧ࡼࡾ࡚ࢆ 1 ࡘࡲࡵࡿࡇࠋዎ⣙᭩࡞ࡢ༳ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡣࠊࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛ㄞࡳ㎸ࡳᮏᩥ㈞ࡾࡅࡿཪࡣࢥࣆ࣮ࢆ㸷㸬
㸦1㸧ձᐃࡵࡿᮇ㛫ࡲ࡛
㸦ᚲ╔㸧ୖグ㸶㸬࠶࡚㒑㏦ཪࡣク㏦ࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊᅽ⦰ࡋࡓࣇࣝࡢᐜ㔞ࡣ 3MB ௨ෆ
ࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊᵝᘧࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸᭩㠃ࡣୗグࡢᙧᘧ࡛సᡂࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
㸺㈨ᩱࡢసᡂᙧᘧ㸼
 ⏝ࡍࡿࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥཬࡧಖᏑࣇࣝࡢᙧᘧࡣḟ⾲ࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱࣇ
ࣝࡢಖᏑᦆ࡞ࢃࢀࡿᶵ⬟ࡣసᡂ⏝ࡋ࡞࠸ࡇࠋ
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␒ྕ

⏝ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ

ಖᏑࣇࣝࡢᙧᘧ

1

୍ኴ㑻

୍ኴ㑻 2006 ᙧᘧ௨ୗࡢࡶࡢ

2

Microsoft Word

Word.2003 ᙧᘧ௨ୗࡢࡶࡢ

3

Microsoft Excel

Excel.2003 ᙧᘧ௨ୗࡢࡶࡢ

4

ࡑࡢࡢࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ

PDF ࣇࣝ
⏬ീࣇࣝ㸦JPEG ᙧᘧཬࡧ GIF ᙧᘧ㸧
ୖグຍ࠼≉ูㄆࡵࡓࣇࣝᙧᘧ

㸷㸫㸯㸬✚⟬ᇶ‽➼㛵ࡍࡿ㡯
 ୖグ㸱㸬㸦㸳㸧㸬յ࠾ࡅࡿඹ㏻௬タ㈝⋡㸦⋡ศ㸧ཬࡧ⌧ሙ⟶⌮㈝⋡ࡌࡿ⿵ṇಀᩘࡣୗ⾲ࡢ
࠾ࡾࡍࡿࠋ
㛫᥋ᕤ㈝

⿵ṇಀᩘ

ඹ㏻௬タ㈝

㸯㸬㸮㸳㸴

⌧ሙ⟶⌮㈝

㸯㸬㸮㸮㸳

㸯㸮㸬➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࡞࠸ㄆࡵࡓ⪅➼ᑐࡍࡿ⌮⏤ࡢㄝ᫂
㸦1㸧➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࡞࠸ㄆࡵࡽࢀࡓ⪅ࡣࠊศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁᑐࡋ࡚➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࡞
࠸ㄆࡵࡓ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࠊḟᚑ࠸ࠊㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ձ ᥦฟᮇ㝈㸸 ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗ᚋ㸳
ղ ᥦฟሙᡤ㸸 ୖグ㸶㸬ྠࡌࠋ
ճ ᥦฟ᪉ἲ㸸 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊ᭩㠃ࢆᣢཧࠊ㒑㏦㸦᭩␃㒑౽
㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ
㸧ཪࡣク㏦㸦᭩␃㒑౽ྠ➼ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫
ෆᚲ╔ࠋ
㸧ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ㟁㏦㸦ࣇࢡࢩ࣑ࣜ㸧ࡼࡿࡶࡢࡣཷ
ࡅࡅ࡞࠸ࠋ
㸦2㸧ᢏ⾡ᥦࡀ㐺ṇㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ⪅ᑐࡍࡿ⌮⏤ࡢㄝ᫂
 ୖグ㸦1㸧ྠࡌࠋ
㸦3㸧ศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡣࠊㄝ᫂ࢆồࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛
ㄝ᫂ࢆồࡵࡓ⪅ᑐࡋ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᅇ⟅ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᭩㠃ࡼࡾㄝ᫂ࢆồࡵࡓ⪅
ࡣࠊ᭩㠃ࡼࡾᅇ⟅ࡍࡿࠋ

㸯㸯㸬ධᮐㄝ᫂᭩ᑐࡍࡿ㉁ၥ
㸦1㸧ࡇࡢධᮐㄝ᫂᭩ᑐࡍࡿ㉁ၥࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊḟᚑ࠸ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ᥦฟᮇ㛫㸸ձ ୖグ㸲㸬➇தཧຍ㈨᱁ࠊ㸳㸬ᕤィ⏬㛵ࡍࡿ㡯ࠊ㸴㸬⥲ྜホ౯㛵ࡍࡿ㡯ࠊ
㸷㸬➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆ➼ࡘ࠸࡚
࣭බ࿌᪥ࡢ⩣᪥ࡽ➇தཧຍ㈨᱁⏦ㄳ᭩ᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡢ㸱᪥๓㸦ᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥
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ࡢ๓᪥ࢆ㉳⟬ࡍࡿࠊᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃ㸱᪥๓ࡢ᪥㸧ࡲ࡛ࡢᅵ
᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ༗๓㸷 30 ศࡽ༗ᚋ㸳㸦ࡓࡔࡋࠊ
᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࠋ
㸧ࡲ࡛ࠋ
ղ ࡑࡢࡢ㡯ࡘ࠸࡚
࣭බ࿌᪥ࡢ⩣᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧ
ఇ᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ༗๓㸷 30 ศࡽ༗ᚋ㸳㸦ࡓࡔࡋࠊ᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࠋ
㸧
ࡲ࡛ࠋ
ճ ୖグձࠊղࡶࠊᥦฟᮇ㝈ᚋࡢ㉁ၥࡘ࠸࡚ࡣᅇ⟅ࡋ࡞࠸ࠋ
ᥦฟሙᡤ㸸 ୖグ㸶㸬ྠࡌࠋ
ᥦฟ᪉ἲ㸸 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊ᭩㠃ࢆᣢཧࠊ㒑㏦㸦᭩␃㒑౽㝈
ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ
㸧ཪࡣク㏦㸦᭩␃㒑౽ྠ➼ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ
㸧
ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ㟁㏦㸦ࣇࢡࢩ࣑ࣜ㸧ࡼࡿࡶࡢࡣཷࡅࡅ࡞࠸ࠋ
㸦2㸧ୖグ㸦1㸧ࡢ㉁ၥᑐࡍࡿᅇ⟅ࡣࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࡛ᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ㟁Ꮚධᮐࢩ
ࢫࢸ࣒ࡼࡾࠊ᭩㠃࡛ᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ᭩㠃࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࠊᅇ⟅᭩ࡣḟࡢ࠾ࡾ
㜀ぴ౪ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ➇தࡢཧຍᕼᮃ⪅ࡣᚲࡎ㉁ၥཬࡧᅇ⟅ࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼➇தཧຍ㈨᱁⏦ㄳࢆ
ࡍࡿࡇࠋ
ᮇ㛫㸸ձ ୖグ㸲㸬➇தཧຍ㈨᱁ࠊ㸳㸬ᕤィ⏬㛵ࡍࡿ㡯ࠊ㸴㸬⥲ྜホ౯㛵ࡍࡿ㡯ࠊ㸷㸬
➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆ➼ࡘ࠸࡚
࣭ᅇ⟅ࡣ➇தཧຍ㈨᱁⏦ㄳ᭩ᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡢ๓᪥ࡲ࡛⾜࠸ࠊ㜀ぴࡣධᮐ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈
ࡢ᪥ࡢ๓᪥ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ༗๓㸷 30 ศࡽ༗ᚋ㸳
㸦ࡓࡔࡋࠊ᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࠋ
㸧ࡲ࡛ࠋ
ղ ࡑࡢࡢ㡯ࡘ࠸࡚
࣭ᅇ⟅ࡣࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛⾜࠸ࠊ㜀ぴࡣධᮐ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡢ
๓᪥ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ༗๓㸷 30 ศࡽ༗ᚋ㸳㸦ࡓࡔ
ࡋࠊ᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࠋ
㸧ࡲ࡛ࠋ
ሙᡤ㸸 ୖグ㸶㸬ྠࡌࠋ
㸦3㸧㉁ၥ᭩ࡢᥦฟ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㉁ၥ᭩ᴗྡ㸦㐣ཤཷὀࡋࡓලయ࡞ᕤྡ➼ࡢグ㍕ࡼࡾࠊ
ᴗྡࡀ㢮᥎ࡉࢀࡿሙྜࡶྵࡴࠋ
㸧ࢆグ㍕ࡋ࡞࠸ࡇࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ᙜヱ㉁ၥ᭩ࢆᥦฟࡋࡓᴗࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ

㸯㸰㸬ධᮐཬࡧ㛤ᮐࡢ᪥୪ࡧሙᡤ➼
㸦1㸧㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿධᮐࡢ⥾ࡵษࡾࡣࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗ᚋ㸱ࠋ
㸦᪥ࡣࠊୗグ㸦2㸧ࠊ
㸦3㸧ࡶࡍ࡚ྠࡌ㸧
㸦2㸧⣬ࡼࡾᣢཧࡢሙྜࡣࠊୖグ㸶㸬ᣢཧࡍࡿࡇࠋ
㸦3㸧㒑㏦ཪࡣク㏦ࡼࡿධᮐࡢཷ㡿ᮇ㝈ࡣࠊୖグ㸶㸬ྠࡌࠋ
㸦4㸧㛤ᮐࡣࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧༗๓㸯㸯㸮㸮ศۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ
ධᮐᐊ࡚⾜࠺ࠋ
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㸦5㸧ࡑࡢ㸸 ➇தධᮐࡢᇳ⾜࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡼࡾ➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࠶ࡿ
ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ᪨ࡢ㏻▱᭩ࡢࡋࢆᣢཧࡍࡿࡇ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾධᮐ
ࢆ⾜࠺ሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ㒑㏦ཪࡣク㏦ࡼࡿධᮐࡢሙྜࡣࠊᙜヱ㏻▱᭩ࢆ⾲
ᑒ⟄ධᮐ᭩ࢆධࢀࡓ୰ᑒ⟄ࡢ㛫ධࢀ࡚㒑㏦ཪࡣク㏦ࡍࡿࡇࠋ

㸯㸱㸬ධᮐ᪉ἲ➼
㸦1㸧ධᮐࡣࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡢධຊ⏬㠃࠾࠸࡚సᡂࡋᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊධᮐ᭩ࢆᣢཧࠊ
㒑㏦㸦᭩␃㒑౽㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ
㸧ཪࡣク㏦㸦᭩␃㒑౽ྠ➼ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆ
ᚲ╔ࠋ
㸧ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ㟁㏦㸦ࣇࢡࢩ࣑ࣜ㸧ࡼࡿධᮐࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ
㸦2㸧ⴠᮐỴᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊධᮐ᭩グ㍕ࡉࢀࡓ㔠㢠ᙜヱ㔠㢠ࡢ 100 ศࡢ㸳┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆຍ⟬
ࡋࡓ㔠㢠㸦ᙜヱ㔠㢠㸯ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊࡑࡢ➃ᩘ㔠㢠ࢆษࡾᤞ࡚ࡓ㔠㢠㸧ࢆࡶࡗ࡚
ⴠᮐ౯᱁ࡍࡿࡢ࡛ࠊධᮐ⪅ࡣࠊᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ಀࡿㄢ⛯ᴗ⪅࡛࠶ࡿච⛯ᴗ⪅࡛
࠶ࡿࢆၥࢃࡎࠊぢ✚ࡶࡗࡓዎ⣙ᕼᮃ㔠㢠ࡢ 105 ศࡢ 100 ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆධᮐ᭩グ㍕ࡍࡿࡇ
ࠋ
㸦3㸧ධᮐᇳ⾜ᅇᩘࡣཎ๎ࡋ࡚㸰ᅇࢆ㝈ᗘࡋࠊධᮐࡢᇳ⾜࠾࠸࡚ⴠᮐ⪅ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊணỴ௧
➨ 99 ᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࡼࡿ㝶ពዎ⣙ࡢ㐺⏝ࡣࡋ࡞࠸ࠋ

㸯㸲㸬ධᮐಖド㔠ཬࡧዎ⣙ಖド㔠
㸦1㸧ධᮐಖド㔠⣡㸦ಖ⟶㔠ࡢྲྀᢅᗑ ᪥ᮏ㖟⾜ۑۑ௦⌮ᗑ㸦ۑۑ㖟⾜ᮏᗑ㸧
㸧
ࠋࡓࡔࡋࠊᅜമ
ࡢᥦ౪㸦ྲྀᢅᐁᗇ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸧ཪࡣ㖟⾜➼ࡢಖド㸦ྲྀᢅᐁᗇ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸧ࢆࡶࡗ࡚
ධᮐಖド㔠ࡢ⣡௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊධᮐಖドಖ㝤ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࢆ⾜࠸ཪࡣዎ⣙ಖドࡢ
ண⣙ࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊධᮐಖド㔠ࢆච㝖ࡍࡿࠋධᮐಖド㔠ࡢ㔠㢠➼㸦ᅜമࡢ⥲㢠ࠊ㖟⾜➼ࡢಖド
ಀࡿಖド㔠㢠ཬࡧධᮐಖドಖ㝤ಀࡿಖ㝤㔠㢠ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡣࠊዎ⣙ᕼᮃ㔠㢠ࡢ㸯㸮㸮
ศࡢ㸳௨ୖࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮇ㝈ࡲ࡛ධᮐಖド㔠ࡢ⣡➼㸦ධᮐಖド㔠ࡢ⣡௦ࢃࡿᢸಖࡋ
࡚ࡢᅜമཪࡣ㖟⾜➼ࡢಖドࡢᥦ౪ཬࡧධᮐಖド㔠ࡢ㒊ࡀච㝖ࡉࢀࡿධᮐಖドಖ㝤ዎ⣙ࡢ⥾⤖ཪ
ࡣ㖟⾜➼ⱝࡋࡃࡣಖドᴗ♫㸦බඹᕤࡢ๓ᡶ㔠ಖドᴗ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㸰㸵ᖺἲᚊ➨㸯
㸶㸲ྕ㸧➨㸰᮲➨㸲㡯つᐃࡍࡿಖドᴗ♫ࢆ࠸࠺ࠋ
㸧
㸦௨ୗࠕ㔠⼥ᶵ㛵➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢዎ⣙ಖ
ドࡢண⣙ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࢆ⾜ࢃ࡞࠸⪅ཬࡧධᮐಖド㔠ࡢ⣡➼ಀࡿ᭩㢮㸦௨ୗࠕ᭩㢮ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࢆᥦฟࡋ࡞࠸⪅୪ࡧධᮐಖド㔠ࡢ㔠㢠➼ࡀධᮐ㔠㢠㸦⛯㎸ࡳ㸧㸦ධᮐ౯᱁ᾘ㈝⛯ཬࡧ
ᆅ᪉ᾘ㈝⛯┦ᙜ㢠ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢ㸯㸮㸮ศࡢ㸳‶ࡓ࡞࠸⪅ཪࡣ㔠⼥ᶵ㛵➼
ࡢዎ⣙ಖドࡢண⣙ಀࡿዎ⣙ᕼᮃ㔠㢠ࡀධᮐ㔠㢠㸦⛯㎸ࡳ㸧‶ࡓ࡞࠸⪅ⱝࡋࡃࡣಖド㔠㢠ࡀධ
ᮐ㔠㢠㸦⛯㎸ࡳ㸧ࡢ㸯㸮㸮ศࡢ㸯㸮‶ࡓ࡞࠸⪅ࡣࠊධᮐ㛵ࡍࡿ᮲௳㐪ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᅜമࡢᥦ౪ࡢሙྜࡣᢸಖࡢᥦ౪ࡀࡍࡿࡲ࡛ࡣࠊ᭰ᡭ⥆ࡁ➼┦ᛂࡢ᪥ᩘࢆせ
ࡍࡿࡓࡵࠊணࡵྲྀᘬඛࡢ㖟⾜࣭ドๆ♫➼┦ㄯࡢ࠺࠼ࠊᮇ㝈ࡽ༑ศవ⿱ࢆᣢࡗ࡚ᡭ⥆ࡁࡍࡿ
ࡇࠋ
 ධᮐಖド㔠ࡢ⣡➼ཪࡣࡑࢀಀࡿ᭩㢮ࡀࠊู⾲ྛྕᥖࡆࡿሙྜヱᙜࡍࡿࡶࡢࡘ࠸࡚
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ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐᚰᚓ➨㸴᮲➨㸷ྕヱᙜࡍࡿධᮐࡋ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚ᙜヱධᮐ
ಖド㔠ࢆ⣡ࡋࡓධᮐཧຍ⪅ࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ
㺐㸧ᥦฟᮇ㛫㸸➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆࡢ㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥ࡽධᮐ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥㸦ᅜമࡢᥦ
౪ࡢሙྜࡣᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃ
ẖ᪥ࠊ༗๓㸷㸱㸮ศࡽ༗ᚋ㸳ࡲ࡛ࠋ࡞࠾ࠊᥦฟᚋࡢಖド㔠㢠ࡢኚ᭦ࡣㄆࡵ
࡞࠸ࠋ
㺹㸧ᥦฟሙᡤ㸸ࠛۑۑۑ㸫ۑۑ┴ۑۑ ۑۑۑۑᕷྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ
ᅜᅵ㏻┬ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ ⤒⌮ㄢ ዎ⣙ᣦᑟಀ
㟁ヰۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦௦㸧 ෆ⥺㸦ۑۑۑ㸧
㺨㸧ᥦฟ᪉ἲ㸸᭩㢮ࡢᥦฟࡣࠊᣢཧࠊ㒑㏦㸦᭩␃㒑౽㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ
㸧ཪࡣク㏦㸦᭩
␃㒑౽ྠ➼ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ
㸧ࡼࡾ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㺤㸧ಖドᮇ㛫㸸ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧ࡲ࡛ࠋ
㺬㸧ࡑࡢ㸸ධᮐಖド㔠ࡢ⣡➼ཬࡧ᭩㢮ࡢᥦฟಀࡿ㈝⏝ࡣࠊධᮐཧຍ⪅ࡢ㈇ᢸࡍࡿࠋ
ᮏᕤ࠾࠸࡚㸦ศ௵㸧ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡀᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿሙྜࡣࠊⴠᮐ
⪅㑏ࡍࡁධᮐಖド㔠➼㸦⌧㔠ཬࡧᅜമ㝈ࡿࠋ
㸧ࢆዎ⣙ಖド㔠➼ࡾ
᭰࠼ࡿࡇࡍࡿࠋ
ղ ணỴ௧➨㸶㸴᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿㄪᰝࢆᐇࡍࡿሙྜࡢቑ㢠ኚ᭦ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚
 㔠⼥ᶵ㛵➼ࡢዎ⣙ಖドࡢண⣙ࢆཷࡅࡓࡇࡼࡾධᮐಖド㔠ࢆච㝖ࡉࢀࡓ⪅㸦᭩㢮࠾࠸
࡚ண⣙ಀࡿಖド㔠㢠ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㝈ࡿ㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊணỴ௧➨㸶㸴᮲➨㸯㡯ᐃࡵ
ࡿㄪᰝࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓ⪅ࡣࠊู㏵ᐃࡵࡿᮇ㝈ࡲ࡛ࠊண⣙ಀࡿಖド㔠㢠ࡀධᮐ㔠㢠㸦⛯㎸
ࡳ㸧ࡢ㸯㸮㸮ศࡢ㸱㸮௨ୖ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ㔠⼥ᶵ㛵➼ࡢዎ⣙ಖドࡢண⣙ಀࡿಖド㔠㢠ࡢቑ㢠ኚ
᭦ࢆ⾜࠺ࡇࠋ࡞࠾ᮇ㝈ࡲ࡛ቑ㢠ኚ᭦ࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊධᮐ㛵ࡍࡿ᮲௳㐪ࡋ
ࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊࡑࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ

㸺ู⾲㸼
㸯 ᮍ⣡࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙ

(1)

ධᮐಖド㔠ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡀ⣡ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ሙྜ

ྜ㸦ᮍ⣡࡛࠶ࡿྠど࡛ࡁࡿሙ
ྜࢆྵࡴࠋ
㸧

(2)

ࡢᕤࡢධᮐಖド㔠࡛࠶ࡿሙྜ

(3)

ධᮐಖド㔠ࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ

㸰 ᭩㢮グ㍕ࡍࡁ㡯ࡀḞࡅ

(1)

ධᮐಖド㔠ࡢグ㍕ࡀࡃ࡞࠸ሙྜ

࡚࠸ࡿሙྜ

(2)

ᢲ༳ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿሙྜ

(3)

ᵝᘧࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ

(4)

ⓑ⣬࡛࠶ࡿሙྜ

㸱 ᭩㢮グ㍕ࡍࡁ㡯ㄗࡾ

(1)

Ⓨὀ⪅ྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

ࡀ࠶ࡿሙྜ

(2)

ධᮐ௳ྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

(3)

⣡ᴗྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

㸲 ࡑࡢᮍ⣡ཪࡣ᭩㢮ഛࡀ࠶ࡿሙྜ

63

㸦2㸧ዎ⣙ಖド㔠⣡㸦ಖ⟶㔠ࡢྲྀᢅᗑ ᪥ᮏ㖟⾜ۑۑ௦⌮ᗑ㸦ۑۑ㖟⾜ᮏᗑ㸧
㸧
ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᅜമࡢᥦ౪㸦ಖ⟶᭷౯ドๆࡢྲྀᢅᗑ ᪥ᮏ㖟⾜ۑۑ௦⌮ᗑ㸦ۑۑ㖟⾜ᮏᗑ㸧
㸧ཪࡣ
㔠⼥ᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣಖドᴗ♫ࡢಖド㸦ྲྀᢅᐁᗇ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸧ࢆࡶࡗ࡚ዎ⣙ಖド㔠ࡢ⣡
௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊබඹᕤᒚ⾜ಖドドๆࡼࡿಖドࢆࡋཪࡣᒚ⾜ಖドಖ㝤ዎ⣙ࡢ
⥾⤖ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊዎ⣙ಖド㔠ࢆච㝖ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊዎ⣙ಖド㔠ࡢ㢠ࠊಖド㔠㢠ཪࡣಖ㝤㔠㢠ࡣࠊ
ㄳ㈇௦㔠㢠ࡢ㸯㸮ศࡢ㸯௨ୖࡍࡿࠋ
 ಖ⟶㔠ࡢ⣡ཪࡣᅜമࡢᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ๓ୖグ㸶㸬ࡢᢸᙜ㒊ᒁ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࡇࠋ

㸯㸳㸬ᕤ㈝ෆヂ᭩ࡢᥦฟ
㸦1㸧➨㸯ᅇࡢධᮐ㝿ࡋࠊධᮐ᭩グ㍕ࡉࢀࡿධᮐ㔠㢠ᑐᛂࡋࡓᕤ㈝ෆヂ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ᥦฟࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱཧຍ⪅ࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 㟁Ꮚධᮐࡢሙྜࡣࠊᕤ㈝ෆヂ᭩ࣇࣝࡣ㟁Ꮚධᮐ⏬㠃ࡢࠕᕤ㈝ෆヂ᭩ࠖῧࡍࡿࡇࠋ
 ධᮐཧຍ⪅ࡀ⣬ࡼࡾධᮐࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣ⾲ᑒ⟄ධᮐ᭩ࢆධࢀࡓ୰ᑒ⟄ࡢ㛫
ධࢀ࡚ࠊ⾲ᑒ⟄ཬࡧ୰ᑒ⟄ྛࠎᑒ⥸ࢆࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ㒑㏦ཪࡣク㏦ࡼࡿධᮐࡢ
ሙྜࡶྠᵝࡍࡿࠋ
㸦2㸧ᕤ㈝ෆヂ᭩ࡢᵝᘧࡣ⮬⏤ࡍࡿࡀࠊMicrosoft Excel㸦Excel.2003 ᙧᘧ௨ୗࡢࡶࡢ࡛ಖᏑ㸧࡛
సᡂࡍࡿࡇࡋࠊᩘ㔞⥲ᣓ⾲ᥖࡆࡿ㈝┠ࠊྛᕤ✀ࠊ✀ูࠊ⣽ูᑐᛂࡍࡿࡶࡢࡢ༢ࠊဨᩘࠊ
༢౯ཬࡧ㔠㢠ࢆグ㍕ࡋࡓࡶࡢࢆࠊ➨㸯ᅇࡢධᮐࡢ㝿ᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊ✀ูཬࡧ⣽ูࡘ
࠸࡚ࡣࠊᙜヱᕤ࠾ࡅࡿᩘ㔞⥲ᣓ⾲ྠ୍࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊၟྕཪࡣྡ⛠ཬࡧఫᡤ୪ࡧ
ᕤྡࢆグ㍕ࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊ⣬ධᮐ⪅ࡣ௦⾲⪅༳ࢆᢲ༳ࡍࡿࡇࠋ
 㸦ᵝᘧࡣูグᵝᘧ㸯㸮ࢆཧ↷㸧
㸦3㸧ᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣࠊཧ⪃ᅗ᭩ࡋ࡚ᥦฟࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊධᮐཬࡧዎ⣙ୖࡢᶒ⩏ົࢆ⏕ࡌ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦4㸧ධᮐཧຍ⪅ࡣᢲ༳㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᕤ㈝ෆヂ᭩ࢆᥦฟࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ㸧ཬࡧグྡ
ࢆ⾜ࡗࡓᕤ㈝ෆヂ᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ㸦ࡇࢀࡽࡢ⿵ຓ⪅ࢆྵ
ࡴࠋ
㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡓᕤ㈝ෆヂ᭩ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣࠊ౯᱁
௨እࡢせ⣲ࡋ࡚ᛶ⬟➼ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓධᮐ᭩ࡢཧ⪃ᅗ᭩ࡋ࡚ᥦฟࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᕤ㈝
ෆヂ᭩ࡀࠊู⾲㸫㸯ྛ㡯ᥖࡆࡿሙྜヱᙜࡍࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐ
ᚰᚓ㐪ࡋࡓධᮐࡋࠊཎ๎ࡋ࡚ᙜヱᕤ㈝ෆヂ᭩ᥦฟᴗࡢධᮐࢆ↓ຠࡍࡿࠋ
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ู⾲㸫㸯
㸯 ᮍᥦฟ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽ

(1)

ෆヂ᭩ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ

ࢀࡿሙྜ

(2)

ෆヂ᭩ࡣ↓㛵ಀ࡞᭩㢮࡛࠶ࡿሙྜ

㸦ᮍᥦฟ࡛࠶ࡿྠど࡛ࡁ

(3)

ࡢᕤࡢෆヂ᭩࡛࠶ࡿሙྜ

ࡿሙྜࢆྵࡴࠋ
㸧

(4)

ⓑ⣬࡛࠶ࡿሙྜ

(5)

ෆヂ᭩ᢲ༳ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿሙྜ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒
ࡼࡾᕤ㈝ෆヂ᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸧

(6)

ෆヂ᭩ࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ

(7)

ࡢධᮐཧຍ⪅ࡢᵝᘧࢆධᡭࡋࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ

㸰 グ㍕ࡍࡁ㡯ࡀḞࡅ

(1)

ෆヂࡢグ㍕ࡀࡃ࡞࠸ሙྜ

࡚࠸ࡿሙྜ

(2)

ධᮐㄝ᫂᭩ཪࡣᣦྡ㏻▱᭩ᣦ♧ࡉࢀࡓ㡯┠ࢆ‶
ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ

(1)

ࡢᕤࡢෆヂ᭩ࡀῧࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ

㸲 グ㍕ࡍࡁ㡯ㄗࡾ

(1)

Ⓨὀ⪅ྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

ࡀ࠶ࡿሙྜ

(2)

Ⓨὀ௳ྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

(3)

ᥦฟᴗྡㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜ

(4)

ෆヂ᭩ࡢྜィ㔠㢠ࡀධᮐ㔠㢠␗࡞ࡿሙྜ

㸱 ῧࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸᭩
㢮ࡀῧࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ

㸳 ࡑࡢᮍᥦฟཪࡣഛࡀ࠶ࡿሙྜ
ͤᥦฟࡉࢀࡓᕤ㈝ෆヂ᭩ࡣ㏉༷ࡋ࡞࠸ࠋ

㸯㸴㸬㛤ᮐ
 ධᮐཧຍ⪅ࡀ⣬ࡼࡿධᮐࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᙜヱ⣬ࡼࡿධᮐཧຍ⪅ࡣ㛤ᮐ❧ࡕ࠺ࡇࠋ
⣬ࡼࡿධᮐཧຍ⪅ࡀ㸯ᅇ┠ࡢ㛤ᮐ❧ࡕࢃ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊᙜヱ⣬ࡼࡿධᮐཧຍ⪅ࡢධᮐࡣ᭷
ຠࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡀࠊᗘධᮐࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡽࡢ
㐃⤡ᑐࡋ࡚ᗘධᮐཧຍࡍࡿពᛮࡢ᭷↓ࢆ┤ࡕ᫂ࡽࡍࡿࡇࠋ
 ධᮐ⪅ཪࡣࡑࡢ௦⌮ேࡀ㛤ᮐ❧ࡕࢃ࡞࠸ሙྜࡣࠊධᮐົ㛵ಀࡢ࡞࠸⫋ဨࢆ❧ࡕࢃࡏ࡚
㛤ᮐࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᥦฟࡋࡓሙྜࡣࠊ❧࠸ࡣせࡍࡿࠋ

㸯㸵㸬ධᮐࡢ↓ຠ
 ධᮐබ࿌♧ࡋࡓ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ࡞࠸⪅ࡢࡋࡓධᮐࠊ⏦ㄳ᭩ཪࡣ☜ㄆ㈨ᩱഇࡢグ㍕ࢆࡋࡓ⪅
ࡢࡋࡓධᮐ୪ࡧู⌧ሙㄝ᫂᭩ཬࡧูۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐᚰᚓ࠾࠸࡚♧ࡋࡓ᮲௳➼
ධᮐ㛵ࡍࡿ᮲௳㐪ࡋࡓධᮐࡣ↓ຠࡋࠊ↓ຠࡢධᮐࢆ⾜ࡗࡓ⪅ࢆⴠᮐ⪅ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣ
ⴠᮐỴᐃࢆྲྀࡾᾘࡍࠋ
 ධᮐཧຍᕼᮃ⪅ࡢ௦⾲⪅ཪࡣ௦⌮ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿྡ⩏ேࡢ㹇㹁࣮࢝ࢻࡼࡾࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ
ᙜヱᕤࡢ⏦ㄳ᭩ࠊ㈨ᩱసᡂཬࡧぢ✚ࡾᚲせ࡞ᅗ᭩➼ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢆ⾜ࢃ࡞࠸ཪࡣⓎὀ⪅ࡢᣦ
ᐃࡍࡿ᪉ἲ㸦㹁㹂㸫㹐➼ࡼࡿ㈚➼㸧࡛ࡢࢆཷࡅ࡞࠸࡛ධᮐࡋࡓሙྜࡣ↓ຠࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ
㸦ศ௵㸧ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡼࡾ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ࠶ࡿ᪨☜ㄆࡉࢀࡓ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㛤ᮐࡢ
࠾࠸࡚ୖグ㸲㸬ᥖࡆࡿ㈨᱁ࡢ࡞࠸⪅ࡣࠊ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ࡞࠸⪅ヱᙜࡍࡿࠋ
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㸯㸶㸬ⴠᮐ⪅ࡢỴᐃ᪉ἲ
㸦1㸧ⴠᮐ⪅ࡣࠊୖグ㸴㸬ᐃࡵࡿホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊⴠᮐ⪅࡞ࡿࡁ⪅ࡢධᮐ
౯᱁ࡼࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ⪅ࡼࡾᙜヱዎ⣙ࡢෆᐜ㐺ྜࡋࡓᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿㄆࡵ
ࡽࢀࡿࡁཪࡣࡑࡢ⪅ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇࡀබṇ࡞ྲྀᘬࡢ⛛ᗎࢆࡍࡇ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡗ
࡚ⴭࡋࡃ㐺ᙜ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࡣࠊணᐃ౯᱁ࡢไ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊⓎὀ⪅ࡢᐃࡵࡿせồせ
௳ࢆ࡚‶ࡓࡋ࡚ධᮐࡋࡓࡢ⪅ࡢ࠺ࡕࠊホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࢆⴠᮐ⪅ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
㸦2㸧ⴠᮐ⪅࡞ࡿࡁ⪅ࡢධᮐ౯᱁ࡀணỴ௧➨ 85 ᮲ᇶ࡙ࡃㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡿሙྜࡣࠊู⣬
ࡢࠕϩ ண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧➨㸶㸴᮲ࡢㄪᰝࡘ࠸࡚ࠖࡢ࠾ࡾࠊㄪᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸯㸷㸬㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ☜ㄆ
 ⴠᮐ⪅Ỵᐃᚋࠊ㹁㹍㹐㹇㹌㹑➼ࡼࡾ㓄⨨ணᐃࡢ௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅ࡢᑓ௵ไ㐪ࡢᐇ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࠊዎ⣙ࢆ⤖ࡤ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊẼ࣭Ṛஸ࣭㏥⫋➼ᴟࡵ࡚≉ู࡞ሙྜ࡛ࡸ
ࡴࢆᚓ࡞࠸ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓሙྜࡢእࡣࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᕪࡋ᭰࠼ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋẼ➼≉ู࡞⌮⏤
ࡼࡾࠊࡸࡴࢆᚓࡎ㓄⨨ᢏ⾡⪅ࢆኚ᭦ࡍࡿሙྜࡣࠊୖグ㸲㸬㸦6㸧ᥖࡆࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋࠊࡘࠊᙜึ
ࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ྠ➼௨ୖࡢ⪅ࢆ㓄⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰㸮㸬ู㓄⨨ࢆồࡵࡿᢏ⾡⪅
 ᑓ௵ࡢ┘⌮ᢏ⾡⪅ࡢ㓄⨨ࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᕤ࠾࠸࡚ࠊㄪᰝᇶ‽౯᱁ࢆୗᅇࡗࡓ౯᱁ࢆࡶ
ࡗ࡚ዎ⣙ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡀۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆ࡛ධᮐ᪥ࡽ㐣ཤ㸰ᖺ௨ෆ
ᡂࡋࡓᕤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣධᮐⅬ࡛ᕤ୰ࡢᕤ㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢఱࢀヱᙜࡍࡿሙྜࠊ┘⌮ᢏ⾡
⪅ࡣูୖグ㸲㸬㸦6㸧ᐃࡵࡿせ௳ྠ୍ࡢせ௳㸦ୖグ㸲㸬㸦6㸧ղᥖࡆࡿᕤࡢᕤ⤒㦂ࢆ㝖
ࡃࠋ
㸧ࢆ‶ࡓࡍᢏ⾡⪅ࢆࠊᑓ௵࡛㸯ྡ⌧ሙ㓄⨨ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
ձ 70 Ⅼᮍ‶ࡢᕤᡂ⦼ホᐃࢆ㏻▱ࡉࢀࡓᴗࠋ
ղ Ⓨὀ⪅ࡽᕤ୰ཪࡣᕤᚋ࠾࠸࡚ᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩ᇶ࡙࠸࡚ಟ⿵ཪࡣᦆᐖ㈺ൾࢆㄳ
ồࡉࢀࡓᴗࠋࡓࡔࡋࠊ㍍ᚤ࡞ᡭ┤ࡋ➼ࡣ㝖ࡃࠋ
ճ ရ㉁⟶⌮ࠊᏳ⟶⌮㛵ࡋࠊᣦྡṆཪࡣ㒊ᒁ㛗ⱝࡋࡃࡣ⥲ᣓ┘╩ဨࡽ᭩㠃ࡼࡾ㆙࿌
ⱝࡋࡃࡣὀពࡢႏ㉳ࢆཷࡅࡓᴗࠋ
մ ⮬ࡽ㉳ᅉࡋ࡚ᕤᮇࢆᖜ㐜ᘏࡉࡏࡓᴗࠋ
 ࡞࠾ࠊᙜヱᢏ⾡⪅ࡣᕤ୰ࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅ࢆ⿵ຓࡋࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅ྠᵝࡢ⫋ົࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊୖグᢏ⾡⪅ࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢẶྡࡑࡢᚲせ࡞㡯ࢆ┘⌮ᢏ⾡⪅ࡢ㏻
▱ྠᵝศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ➼㏻▱ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ

㸰㸯㸬ዎ⣙⥾⤖ᚋࡢᢏ⾡ᥦ
 ዎ⣙⥾⤖ᚋࠊཷὀ⪅ࡣࠊタィᅗ᭩ᐃࡵࡿᕤࡢ┠ⓗ≀ࡢᶵ⬟ࠊᛶ⬟➼ࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃㄳ
㈇௦㔠㢠ࢆపῶࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿᕤ᪉ἲ➼ಀࡿタィᅗ᭩ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࠊⓎὀ⪅ᥦࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᥦࡀ㐺ṇㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊタィᅗ᭩ࢆኚ᭦ࡋࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ
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ሙྜࡣㄳ㈇௦㔠㢠ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋヲ⣽ࡣ≉グᵝ᭩➼ࡼࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊධᮐ㹔㹃ࡢᥦ⠊ᅖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᥦ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙⥾⤖ᚋࡢᢏ⾡ᥦࡢᑐ㇟እ
ࡍࡿࠋ

㸰㸰㸬ዎ⣙᭩సᡂࡢせྰ➼
 ูዎ⣙᭩ࡼࡾࠊዎ⣙᭩ࢆసᡂࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸰㸱㸬ᨭᡶ᮲௳
 ๓ ᡶ 㔠  ዎ⣙㔠㢠ࡢ㸳㸮㸣௨ෆ
        ୰㛫๓㔠ᡶཪࡣ㒊ศᡶ㸰ᅇ
 ᮏᕤ࠾࠸࡚ࠊ୰㛫๓㔠ᡶ௦ࢃࡾࠊ᪤῭㒊ศᡶࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣࠊ▷࠸㛫㝸࡛ฟ᮶㧗ᛂ
ࡌࡓ㒊ศᡶࡸタィኚ᭦༠㆟ࢆᐇࡍࡿࠕฟ᮶㧗㒊ศᡶ᪉ᘧࠖࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ

㸰㸲㸬ⅆ⅏ಖ㝤ಖࡢせྰ
 ྰࠋ

㸰㸳㸬ᙜヱᕤ┤᥋㛵㐃ࡍࡿࡢᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࢆᙜヱᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡢ㝶ពዎ⣙
ࡼࡾ⥾⤖ࡍࡿணᐃࡢ᭷↓
 ↓ࠋ

㸰㸴㸬ⱞ⏦❧࡚
 ۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ㛗ࡽࡢ➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࡞࠸ㄆࡵࡓ⌮⏤ࡢㄝ᫂᭹ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣࠊୖグ㸯
㸮㸬
㸦3㸧ࡢᅇ⟅ࢆཷࡅࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸵᪥㸦ᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧௨ෆࠊ᭩
㠃ࡼࡾࠊᒁ㛗ᑐࡋ࡚ࠊⱞࡢ⏦❧࡚ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᙜヱⱞ⏦❧࡚ࡘ࠸࡚ࡣࠊධ
ᮐ┘どጤဨࡀᑂ㆟ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᥦฟሙᡤཬࡧⱞ⏦❧࡚㛵ࡍࡿᡭ⥆➼ࢆ♧ࡋࡓ᭩㢮➼ࡢධᡭඛ
1㸧ཷ❆ཱྀ ࠛۑۑۑ㸫ۑۑ┴ۑۑ ۑۑۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ
      ᅜᅵ㏻┬ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ௵┘ᰝᐁ
      㟁ヰ ۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ
2㸧ཷ㛫༗๓㸷㸱㸮ศࡽ༗ᚋ㸳ࡲ࡛㸦ᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
 ⱞ⏦❧࡚㛵ࡍࡿᡭ⥆➼ࢆ♧ࡋࡓ᭩㢮➼ࡢධᡭඛࡣࠊୖグ 1㸧ࡢཷ❆ཱྀࡍࡿࠋ

㸰㸵㸬㛵㐃ሗࢆධᡭࡍࡿࡓࡵࡢ↷❆ཱྀ
 ୖグ㸶㸬ྠࡌࠋ

㸰㸶㸬ࡑࡢ
㸦1㸧ዎ⣙ࡢᡭ⥆࠾࠸࡚⏝ࡍࡿゝㄒཬࡧ㏻㈌ࡣࠊ᪥ᮏㄒཬࡧ᪥ᮏᅜ㏻㈌㝈ࡿࠋ
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㸦2㸧ධᮐཧຍ⪅ࡣࠊูۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐᚰᚓཬࡧูዎ⣙᭩ࢆ⇍ㄞࡋࠊۑۑᆅ᪉ᩚ
ഛᒁ➇தዎ⣙ධᮐᚰᚓࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ
㸦3㸧ᢏ⾡ᥦᇶ࡙ࡃ㹔㹃ᥦཪࡣᶆ‽ࡢ᥇ྰࡘ࠸࡚ࡣࠊ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆࡢ㏻▱ేࡏ࡚
㏻▱ࡍࡿࠋ
 ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ࠾ࡅࡿᢏ⾡ᥦࡢ᥇ྰࡢヲ⣽࡞㏻▱㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃࡏࡣࠊୗグࡢ࠾ࡾ
ࡍࡿࠋ
ձ ධᮐཧຍ⪅ࡣࠊୖグ㸷㸬
㸦5㸧ᥖࡆࡿ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆࡢ㏻▱ేࡏ࡚㏻▱ࡉࢀࡿᢏ⾡
ᥦࡢ᥇ྰࡢヲ⣽࡞㏻▱ࡘ࠸࡚ࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⏬㒊ᢏ⾡㛤Ⓨㄪᩚᐁ㸦௨ୗࠊࠕᢏ⾡㛤Ⓨ
ㄪᩚᐁࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ᑐࡋࠊ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㏻▱ࡢ᪥ࡢ⩣᪥ࢆ㉳⟬᪥ࡋ࡚㸱᪥௨ෆ㸦ࡓࡔ
ࡋ᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࠋ࡞࠾ࠊᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆྵࡲ࡞࠸ࠋ㸧ูῧ㸱ࡼࡾ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢ㝿ࡢ㐃⤡ඛࡣ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆࡢ㏻▱ేࡏ
࡚㏻▱ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
 㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊಖᏑᙧᘧࢆ Microsoft Word2003 ௨ୗࡢᙧᘧࡋ
ࡓࣇࣝࢆูῧ㸱ࡋ࡚ῧࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊࡸࡴࢆ࠼࡞࠸⌮⏤ࡼࡾ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡢၥ࠸
ྜࢃࡏࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㹄㸿㹖ࡼࡾၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ᢏ⾡㛤Ⓨㄪᩚᐁࡣࠊୖグձࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸦ۑ㸧
ࡲ࡛ᙜヱၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡋࡓ⪅ᑐࡋࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝཪࡣ㹄㸿㹖࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ճ ධᮐཧຍ⪅ࡣࠊୖグձࡢၥ࠸ྜࢃࡏຍ࠼࡚ࠊⴠᮐ⪅ࡢỴᐃࡢ㏻▱᪥ࡢ⩣᪥ࢆ㉳⟬᪥ࡋ࡚
㸱᪥௨ෆ㸦ࡓࡔࡋࠊ᭱⤊᪥ࡣ༗ᚋ㸲ࡲ࡛ࠋ࡞࠾ࠊᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧఇ᪥ࢆྵࡲ࡞࠸ࠋ
㸧ࠊ
ᢏ⾡㛤Ⓨㄪᩚᐁᑐࡋࠊูῧ㸲ࢆῧࡢ࠺࠼㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ㸦ࡸࡴࢆ࠼࡞࠸⌮⏤ࡼࡾ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
࡛ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ㹄㸿㹖㸧࡚⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㠃ㄯ➼ࡼࡿㄝ᫂ࢆồ
ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡑࡢ㝿ࡢ㐃⤡ඛࡣୖグձࡢ㐃⤡ඛྠࡌࡍࡿࠋࡲࡓࠊูῧ㸲ࡣୖグձྠᵝࡢసᡂ᪉ἲ
ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊୖグձࡢၥ࠸ྜࢃࡏࢆࡋ࡞ࡗࡓධᮐཧຍ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࡢᮇ㛫㠃ㄯ➼ࡼࡿㄝ
᫂ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㠃ㄯ➼ࡢ᪥ࡣࠊู㏵㏻▱ࡍࡿࠋ
㸦4㸧㹔㹃ᥦཪࡣᶆ‽ᇶ࡙ࡃධᮐ
 ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆࡢ㏻▱࠾࠸࡚ࠊ㹔㹃ᥦᇶ࡙ࡃᕤࡼࡾ➇தཧຍ㈨᱁ࢆㄆࡵࡽࢀࡓ
⪅ࡣࠊᙜヱᥦᇶ࡙ࡃධᮐࢆ⾜࠸ࠊᶆ‽ᇶ࡙ࡃᕤࡼࡾ➇தཧຍ㈨᱁ࢆㄆࡵࡽࢀࡓ⪅ࡣࠊ
ᶆ‽ᇶ࡙ࡃධᮐࢆ⾜࠺ࡇࢆ᮲௳ࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㏻▱ྜࢃࡏ࡚᥇ྰ㏻▱ࡉࢀࡓᢏ⾡ᥦྠពࡢ࠺࠼ධᮐཧຍࡍࡿ
ࡶࡢࡋࠊᐇྍࡢᢏ⾡ᥦࡋ࡚㏻▱ࡉࢀࡓ㹔㹃ᥦࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ㹔㹃ᥦࡢ࡚ࡀᐇྍࡢᥦࡋ࡚㏻▱ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᶆ‽ࡼࡿධᮐࡍࡿࠋ
㸦5㸧⏦ㄳ᭩ཪࡣ㈨ᩱഇࡢグ㍕ࢆࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᣦྡṆᥐ⨨せ㡿ᇶ࡙ࡃᣦྡṆࢆ⾜
࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
㸦6㸧ⴠᮐ⪅ࡣࠊୖグ㸷㸬
㸦1㸧ࡢ㈨ᩱグ㍕ࡋࡓ㓄⨨ணᐃࡢᢏ⾡⪅ࢆᙜヱᕤࡢ⌧ሙ㓄⨨ࡍࡿࡇࠋ
㸦7㸧ධᮐㄝ᫂᭩ࢆධᡭࡋࡓ⪅ࡣࠊࡇࢀࢆᮏධᮐᡭ⥆௨እࡢ┠ⓗ࡛⏝ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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㸦8㸧㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡣᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ࠊఇ᪥ཬࡧᖺᮎ࣭ᖺጞࡢᮇ㛫ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ༗๓㸷ࡽ༗
ᚋ㸳ࡲ࡛✌ാࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ✌ാ㛫ෆ࡛ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡸࡴࢆᚓࡎṆࡍࡿሙྜࠊ✌ാ㛫ࢆ
ᘏ㛗ࡍࡿሙྜࡣࠊ㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࠖࢥ࣮ࢼ࣮ࡢࠕ⥭ᛴ㐃
⤡ሗ࡛ࠖබ㛤ࡍࡿࠋ
㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢻࣞࢫ http://www.e-bisc.go.jp
㸦9㸧ࢩࢫࢸ࣒᧯సୖࡢᡭᘬ᭩ࡋ࡚ࡣࠊᅜᅵ㏻┬Ⓨ⾜ࡢࠕ㟁Ꮚධᮐ‽ഛᡭ㡰᭩ࠖࢆཧ⪃ࡍࡿࡇ
ࠋ
 ࠕ㟁Ꮚධᮐ‽ഛᡭ㡰᭩ࠖࡣࠊ㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡶබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦10㸧㞀ᐖⓎ⏕ཬࡧ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒᧯స➼ࡢၥ࠸ྜࢃࡏඛࡣୗグࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
࣭ࢩࢫࢸ࣒᧯సࠊ᥋⥆☜ㄆ➼ࡢၥ࠸ྜࢃࡏඛ
㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ 㟁ヰ㸮㸱㸫㸱㸳㸮㸳㸫㸮㸳㸯㸲
㟁Ꮚධᮐタ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ http://www.e-bisc.go.jp
࣭㹇㹁࣮࢝ࢻࡢලྜ➼Ⓨ⏕ࡢၥ࠸ྜࢃࡏඛྲྀᚓࡉࢀࡓྛㄆドᒁ
 ࡓࡔࡋࠊ⏦ㄳ᭩㢮ࠊᛂᮐ➼ࡢ⥾ࡵษࡾ㛫ࡀษ㏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡞⥭ᛴࢆせࡍࡿሙྜࡣࠊᅜ
ᅵ㏻┬ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁۑۑἙᕝᅜ㐨ົᡤ 㟁ヰۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦௦⾲㸧
㐃⤡ࡍࡿࡇࠋ
㸦11㸧ධᮐཧຍᕼᮃ⪅ࡀ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࡛᭩㢮ࢆ㏦ಙࡋࡓሙྜࡣࠊୗグ♧ࡍ㏻▱ࠊ㏻▱᭩ཬ
ࡧཷ⚊ࢆ㏦ಙ⪅Ⓨ⾜ࡍࡿࡢ࡛☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࠋ
➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ᭩ཷಙ☜ㄆ㏻▱㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ⮬ືⓎ⾜ࠋ
㸧
➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ᭩ཷ⚊㸦ཷ⚊ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㏻▱᭩㸦㏻▱᭩ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
᪥ኚ᭦㏻▱᭩
ධᮐ᭩ཷಙ☜ㄆ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ⮬ືⓎ⾜ࠋ
㸧
ධᮐ᭩ཷ⚊㸦ཷ⚊ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
㎡㏥ᒆཷಙ☜ㄆ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ⮬ືⓎ⾜ࠋ
㸧
㎡㏥ᒆཷ⚊
ධᮐ⥾ษ㏻▱᭩㸦㏻▱᭩ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
ධᮐ㏻▱᭩㸦㏻▱᭩ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
ධᮐ᭩ཷಙ☜ㄆ㸦㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽ⮬ືⓎ⾜ࠋ
㸧
ⴠᮐ⪅Ỵᐃ㏻▱᭩㸦㏻▱᭩ࢆⓎ⾜ࡋࡓ᪨ࢆḟⓗ࣓࣮࡛ࣝࡶ▱ࡽࡏࡿࠋ
㸧
Ỵᐃ㏻▱᭩
ಖ␃㏻▱᭩
ྲྀṆࡵ㏻▱᭩
㸦12㸧➨㸯ᅇ┠ࡢධᮐࡀㄪ࡞ࡗࡓሙྜࠊᗘධᮐ⛣⾜ࡍࡿࠋᗘධᮐࡢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁
Ꮚධᮐࠊ⣬ࡼࡿᣢཧࠊ㒑㏦ཪࡣク㏦ࡀΰᅾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊⓎὀ⪅ࡽᣦ♧ࡍࡿࠋ㛤ᮐ
㛫ࡽ㸯㛫ᚋࡣⓎὀ⪅ࡽධᮐ㏻▱᭩ࢆ㏦ಙࡍࡿࡢ࡛ࠊࣃࢯࢥࣥࡢ๓࡛ᬻࡃᚅᶵࡍࡿࡇࠋ
㛤ᮐฎ⌮㛫ࢆせࡋࠊணᐃ㛫ࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊⓎὀ⪅ࡽ㐃⤡ࡍࡿࠋ
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㸦13㸧ⴠᮐ࡞ࡿࡁධᮐࡢホ౯್ࡢ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࡀ㸰ே௨ୖ࠶ࡿࡁࡣࠊࡃࡌ⛣⾜ࡍࡿࠋࡃࡌ
ࡢ᪥ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎὀ⪅ࡽ࣓࣮ࣝࡼࡾᣦ♧ࡍࡿࠋ
㸦14㸧పධᮐ౯᱁ㄪᰝࢆཷࡅࡓ⪅ࡢዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊูዎ⣙᭩➨㸱㸲᮲➨㸯㡯୰ࠕ㸯㸮ศࡢ
㸳ࠖࢆࠕ㸯㸮ศࡢ㸰ࠖࡋࠊ➨㸳㡯ࠊ➨㸴㡯ཬࡧ➨㸵㡯ࡶࡇࢀ‽ࡌ࡚ྜࢆኚ᭦ࡍࡿࠋ
㸦15㸧పධᮐ౯᱁ㄪᰝࢆཷࡅࡓ⪅ࡢዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢಖドࡢ㢠ࢆㄳ㈇௦㔠ࡢ㸯㸮ศࡢ㸱௨
ୖࡍࡿࠋ
㸦16㸧ᮏᕤࡢ➇தཧຍ㈨᱁ᐃࡵࡿᨭᗑࠊႠᴗᡤࡀᡤᅾࡍࡿࡇࡼࡾ➇தཧຍ㈨᱁ࢆ᭷ࡋࠊධ
ᮐཧຍࡋⴠᮐỴᐃࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊᕤ⟠ᡤྠ୍┴ෆᮏ♫ࠊᮏᗑࢆ᭷ࡋ࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊⴠᮐỴᐃ㏻▱ᚋࠊዎ⣙⥾⤖๓ᘓタᴗἲつᐃࡍࡿႠᴗᡤᑓ௵ᢏ⾡⪅ࡢ☜ㄆཬࡧႠᴗᡤࡢά
ືᐇែ㛵ࡍࡿ௨ୗࡢ㈨ᩱࢆᥦฟࡉࡏࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⩏ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊᘓタᴗチ
ྍ㒊ᒁሗᥦ౪ࡍࡿࡶࠊᘓタᴗἲ㐪ࡢᐇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜ➼ࡣࠊⴠᮐỴᐃࢆྲྀᾘࡍ
ࡶࠊᣦྡṆࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋዎ⣙⥾⤖ᚋ࡛࠶ࢀࡤዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
㈨ᩱࡢᥦฟࢆᣄྰࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡶⴠᮐỴᐃࢆྲྀᾘࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡼࡾዎ⣙
⥾⤖๓㈨ᩱࡢᥦฟࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆࡋࡓ᭩㠃㸦௵ពᵝᘧ㸧ࡼࡾ⏦ࡋฟࢆ⾜࠸ࠊ
ศ௵ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁࡢᢎㅙࢆᚓࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸯㸧Ⴀᴗᡤᑓ௵ᢏ⾡⪅㛵ಀ㈨ᩱ
ձ ᘓタᴗἲ⾜つ๎つᐃࡍࡿᘓタᴗチྍ⏦ㄳ᭩ࡢࠕᵝᘧ➨୍ྕࠖ
ࠊ
ࠕู⣬㸦㸯㸧
ࠖࡶࡋࡃ
ࡣࠕู⣬㸦㸰㸧
ࠖ
ղ ᘓタᴗἲ⾜つ๎つᐃࡍࡿᑓ௵ᢏ⾡⪅ド᫂᭩ࡢࠕᵝᘧ➨ඵྕ㸦㸯㸧
ࠖࡶࡋࡃࡣࠕᵝᘧ➨
ඵྕ㸦㸰㸧
ࠖ
ճ ᘓタᴗἲ⾜つ๎つᐃࡍࡿ⏝ே୍ぴ⾲ࠕᵝᘧ➨༑୍ྕࠖ
մ ఫẸ⚊㸦㈨ᩱᥦฟ๓㸯ࣨ᭶௨ෆⓎ⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ㸧
յ ఫᡤᆅ㸦մࡢఫᡤ㸧ࡀ㐲᪉㸦Ⴀᴗᡤࡲ࡛බඹ㏻ᶵ㛵ࢆ⏝ࡋ࡚㸯㛫㸱㸮ศ௨ୖཪࡣႠ
ᴗᡤఫᡤᆅࡢ┤⥺㊥㞳ࡀ㸵㸮㹩㹫௨ୖ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࡢሙྜࡣࠊᐃᮇๆࡢࡋࠊ㧗㏿㐨㊰ࡢ
⏝グ㘓ࠊ⤥Ἔఏ⚊࡞ࠊ㏻ᐇែࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࠋ
ն ఫẸ⚊ࡢఫᡤ௨እᒃఫࡢሙྜࡣࠊ㈤㈚ዎ⣙᭩ࡢࡋࠊỈ㐨ග⇕㈝ࡢ᳨㔪⚊ࡢࡋ
㸦♫ࡾୖࡆࡢሙྜࡣࠊබⓗᶵ㛵ࡽࡢᮏே࠶࡚ࡢ㒑౽≀㸧➼ᒃఫࡢᐇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ
ࡶࡢࠋ
㸰㸧Ⴀᴗᡤࡢάືᐇែࡢ☜ㄆ
ձ ㈨ᩱᥦฟ๓㸱ࣨ᭶ศ㸦㛤タᚋ㸱ࣨ᭶‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣᙜヱᮇ㛫㸧ࡢႠᴗᡤࡢ㟁ẼࠊỈ㐨ᩱ
㔠ࡢ᳨㔪⚊ࡢࡋࠋ
ղ ᘓタᴗチྍ⏦ㄳ᭩ࡢఫᡤ㟁ẼࠊỈ㐨ᩱ㔠ࡢ⏝㔞ࡢ࠾▱ࡽࡏࡢఫᡤࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊႠ
ᴗᡤࡢ㈤㈚ዎ⣙᭩ࡢࡋࠊཪࡣື⏘Ⓩグ⡙ࡢࡋࠋ
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2-3-2 ᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయᶆ‽༠ᐃ᭩㸦⏥㸧
ۑۑᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయ༠ᐃ᭩㸦⏥㸧㸦㸧
㸦┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ ᙜඹྠᴗయࡣࠊᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయࡢᑐ㇟࡞ࡿᕤ㸦௨ୗࠕᪧ࣭⯆ᕤࠖ
࠸࠺ࠋ
㸧ࢆඹྠ㐃ᖏࡋ࡚Ⴀࡴࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸦ྡ⛠㸧
➨㸰᮲ ᙜඹྠᴗయࡣࠊۑۑᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయ㸦௨ୗࠕᴗయࠖ࠸࠺ࠋ
㸧⛠ࡍࡿࠋ
㸦ົᡤࡢᡤᅾᆅ㸧
➨㸱᮲ ᙜᴗయࡣࠊົᡤࢆۑۑᕷ␒ۑۑ⏫ۑۑᆅ⨨ࡃࠋ
㸦ᡂ❧ࡢᮇཬࡧゎᩓࡢᮇ㸧
➨㸲᮲ ᙜᴗయࡣࠊᖹᡂۑᖺۑ᭶ۑ᪥ᡂ❧ࡋࠊࡑࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡣࠊ㸯ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸯ᖺࢆ⤒
㐣ࡋ࡚ࡶᙜᴗయಀࡿᪧ࣭⯆ᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࡢᒚ⾜ᚋ⟠ۑ᭶ࢆ⤒㐣ࡲ࡛ࡢ㛫ࡣゎᩓࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰 ๓㡯ࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡣࠊᵓᡂဨဨࡢྠពࢆ࠼࡚ࠊࡇࢀࢆゎᩓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᵓᡂဨࡢఫᡤཬࡧྡ⛠㸧
➨㸳᮲ ᙜᴗయࡢᵓᡂဨࡣࠊḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
   ۑۑ┴ۑۑᕷ␒ۑۑ⏫ۑۑᆅ
     ۑۑᘓタᰴᘧ♫
   ۑۑ┴ۑۑᕷ␒ۑۑ⏫ۑۑᆅ
     ۑۑᘓタᰴᘧ♫
㸦௦⾲⪅ࡢྡ⛠㸧
➨㸴᮲ ᙜᴗయࡣࠊۑۑᘓタᰴᘧ♫ࢆ௦⾲⪅ࡍࡿࠋ
㸦௦⾲⪅ࡢᶒ㝈㸧
➨㸵᮲ ᙜᴗయࡢ௦⾲⪅ࡣࠊᪧ࣭⯆ᕤࡢᕤ㛵ࡋࠊᙜᴗయࢆ௦⾲ࡋ࡚ࡑࡢᶒ㝈ࢆ⾜࠺ࡇ
ࢆྡ⩏ୖ᫂ࡽࡋࡓୖ࡛ࠊⓎὀ⪅ཬࡧ┘╩ᐁᗇ➼ᢡ⾪ࡍࡿᶒ㝈୪ࡧㄳ㈇௦㔠㸦๓ᡶ㔠ཬࡧ
㒊ศᡶ㔠ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡢㄳồࠊཷ㡿ཬࡧᙜᴗయᒓࡍࡿ㈈⏘ࢆ⟶⌮ࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᵓᡂဨࡢฟ㈨ࡢྜ➼㸧
➨㸶᮲ ᙜᴗయࡢᵓᡂဨࡢฟ㈨ࡢྜࡣูᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 㔠㖹௨እࡢࡶࡢࡼࡿฟ㈨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౯ࢆཧࡋࡷࡃࡢ࠺࠼ᵓᡂဨࡀ༠㆟ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
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㸦㐠Ⴀጤဨ㸧
➨㸷᮲ ᙜᴗయࡣࠊᵓᡂဨဨࢆࡶࡗ࡚㐠Ⴀጤဨࢆタࡅࠊ⤌⧊ཬࡧ⦅ᡂ୪ࡧᕤࡢᕤࡢᇶᮏ
㛵ࡍࡿ㡯ࠊ㈨㔠⟶⌮᪉ἲࠊୗㄳᴗࡢỴᐃࡑࡢࡢᙜᴗయࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗࡘ㔜せ࡞
㡯ࡘ࠸࡚༠㆟ࡢୖỴᐃࡋࠊᪧ࣭⯆ᕤࡢᡂᙜࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᵓᡂဨࡢ㈐௵㸧
➨ 10 ᮲ ྛᵓᡂဨࡣࠊᪧ࣭⯆ᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࡢᒚ⾜ཬࡧୗㄳዎ⣙ࡑࡢࡢᪧ࣭⯆ᕤࡢᐇ
క࠸ᙜᴗయࡀ㈇ᢸࡍࡿമົࡢᒚ⾜㛵ࡋࠊ㐃ᖏࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ྲྀᘬ㔠⼥ᶵ㛵㸧
➨ 11 ᮲ ᙜᴗయࡢྲྀᘬ㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊۑۑ㖟⾜ࡋࠊඹྠᴗయࡢྡ⛠ࢆෙࡋࡓ௦⾲⪅ྡ⩏ࡢูཱྀ
㡸㔠ཱྀᗙࡼࡗ࡚ྲྀᘬࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦Ỵ⟬㸧
➨ 12 ᮲ ᙜᴗయࡣࠊᪧ࣭⯆ᕤᡂࡢ㒔ᗘᙜヱᪧ࣭⯆ᕤࡘ࠸࡚Ỵ⟬ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦┈㔠㓄ᙜࡢྜ㸧
➨ 13 ᮲ Ỵ⟬ࡢ⤖ᯝ┈ࢆ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ➨㸶᮲ᇶ࡙ࡃ༠ᐃ᭩つᐃࡍࡿฟ㈨ࡢྜࡼࡾᵓ
ᡂဨ┈㔠ࢆ㓄ᙜࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦Ḟᦆ㔠ࡢ㈇ᢸࡢྜ㸧
➨ 14 ᮲ Ỵ⟬ࡢ⤖ᯝḞᦆ㔠ࢆ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ➨㸶᮲ᇶ࡙ࡃ༠ᐃ᭩つᐃࡍࡿྜࡼࡾᵓᡂဨ
ࡀḞᦆ㔠ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᶒ⩏ົࡢㆡΏࡢไ㝈㸧
➨ 15 ᮲ ᮏ༠ᐃ᭩ᇶ࡙ࡃᶒ⩏ົࡣேㆡΏࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦ᕤ㏵୰࠾ࡅࡿᵓᡂဨࡢ⬺㏥ᑐࡍࡿᥐ⨨㸧
➨ 16 ᮲ ᵓᡂဨࡣࠊⓎὀ⪅ཬࡧᵓᡂဨဨࡢᢎㄆࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊᙜᴗయࡀᪧ࣭⯆ᕤࢆᡂࡍ
ࡿ᪥ࡲ࡛ࡣ⬺㏥ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰 ᵓᡂဨࡢ࠺ࡕᪧ࣭⯆ᕤࡢᕤ㏵୰࠾࠸࡚๓㡯ࡢつᐃࡼࡾ⬺㏥ࡋࡓ⪅ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸
࡚ࡣࠊṧᏑᵓᡂဨࡀඹྠ㐃ᖏࡋ࡚ᪧ࣭⯆ᕤࢆᡂࡍࡿࠋ
㸱 ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾᵓᡂဨࡢ࠺ࡕ⬺㏥ࡋࡓ⪅ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊṧᏑᵓᡂဨࡢฟ㈨ࡢྜࡣࠊ⬺㏥ᵓ
ᡂဨࡀ⬺㏥๓᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇࢁࡢฟ㈨ࡢྜࢆࠊṧᏑᵓᡂဨࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿฟ㈨ࡢྜࡼࡾศ
ࡋࠊࡇࢀࢆ➨㸶᮲ᇶ࡙ࡃ༠ᐃ᭩つᐃࡍࡿྜຍ࠼ࡓྜࡍࡿࠋ
㸲 ⬺㏥ࡋࡓᵓᡂဨࡢฟ㈨㔠ࡢ㏉㑏ࡣࠊỴ⟬ࡢ㝿⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊỴ⟬ࡢ⤖ᯝḞᦆ㔠ࢆ⏕ࡌ
ࡓሙྜࡣࠊ⬺㏥ࡋࡓᵓᡂဨࡢฟ㈨㔠ࡽᵓᡂဨࡀ⬺㏥ࡋ࡞ࡗࡓሙྜ㈇ᢸࡍࡁ㔠㢠ࢆ᥍㝖ࡋ
ࡓ㔠㢠ࢆ㏉㑏ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 Ỵ⟬ࡢ⤖ᯝ┈ࢆ⏕ࡌࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊ⬺㏥ᵓᡂဨࡣ┈㔠ࡢ㓄ᙜࡣ⾜࡞ࢃ࡞࠸ࠋ
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㸦ᵓᡂဨࡢ㝖ྡ㸧
➨ 16 ᮲ࡢ㸰 ᙜᴗయࡣࠊᵓᡂဨࡢ࠺ࡕ࠸ࡎࢀࡀࠊᪧ࣭⯆ᕤࡢᕤ㏵୰࠾࠸࡚㔜せ࡞⩏
ົࡢᒚ⾜ࡑࡢࡢ㝖ྡࡋᚓࡿṇᙜ࡞⏤ࢆ⏕ࡌࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡢᵓᡂဨဨཬࡧⓎὀ⪅ࡢ
ᢎㄆࡼࡾᙜヱᵓᡂဨࢆ㝖ྡࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ㝖ྡࡋࡓᵓᡂဨᑐࡋ࡚ࡑࡢ᪨ࢆ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾᵓᡂဨࡀ㝖ྡࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ๓᮲➨㸰㡯ࡽ➨㸳㡯ࡲ࡛ࢆ‽⏝ࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᕤ㏵୰࠾ࡅࡿᵓᡂဨࡢ◚⏘ཪࡣゎᩓᑐࡍࡿฎ⨨㸧
➨ 17 ᮲ ᵓᡂဨࡢ࠺ࡕ࠸ࡎࢀࡀᪧ࣭⯆ᕤࡢᕤ㏵୰࠾࠸࡚◚⏘ཪࡣゎᩓࡋࡓሙྜ࠾࠸
࡚ࡣࠊ➨ 16 ᮲➨㸰㡯ࡽ➨㸳㡯ࡲ࡛ࢆ‽⏝ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦௦⾲⪅ࡢኚ᭦㸧
➨ 17 ᮲ࡢ㸰 ௦⾲⪅ࡀ⬺㏥ࡋⱝࡋࡃࡣ㝖ྡࡉࢀࡓሙྜཪࡣ௦⾲⪅ࡋ࡚ࡢ㈐ົࢆᯝࡓࡏ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
ሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᚑ๓ࡢ௦⾲⪅௦࠼࡚ࠊࡢᵓᡂဨဨཬࡧⓎὀ⪅ࡢᢎㄆࡼࡾṧᏑᵓᡂဨࡢ࠺
ࡕ࠸ࡎࢀࢆ௦⾲⪅ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ゎᩓᚋࡢࡋᢸಖ㈐௵㸧
➨ 18 ᮲ ᙜᴗయࡀゎᩓࡋࡓᚋ࠾࠸࡚ࡶࠊᙜヱᕤࡘࡁࡋࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊྛᵓᡂဨࡣඹྠ
㐃ᖏࡋ࡚ࡑࡢ㈐௵ࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦༠ᐃ᭩ᐃࡵࡢ࡞࠸㡯㸧
➨ 19 ᮲ ࡇࡢ༠ᐃ᭩ᐃࡵࡢ࡞࠸㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ۑۑᘓタᰴᘧ♫እୖࠊࡣ♫ۑグࡢ࠾ࡾۑۑᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢドᣐࡋ࡚ࡇࡢ༠ᐃ᭩ۑ㏻ࢆసᡂࡋࠊྛ㏻ᵓᡂဨࡀグྡᤫ༳ࡋࠊྛ⮬ᡤᣢࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᖺ ᭶ ᪥
 ۑۑᘓタᰴᘧ♫
   ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ  ۑۑۑۑ༳
 ۑۑᘓタᰴᘧ♫
   ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ  ۑۑۑۑ༳

ۑۑᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయ༠ᐃ᭩➨㸶᮲ᇶ࡙ࡃ༠ᐃ᭩

ۑۑⓎὀಀࡿୗグᕤࡘ࠸࡚ࡣࠊۑۑᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయ༠ᐃ᭩➨㸶᮲ࡢつᐃࡼ
ࡾࠊᙜᴗయᵓᡂဨࡢฟ㈨ࡢྜࢆḟࡢ࠾ࡾᐃࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱᕤࡘ࠸࡚Ⓨὀ⪅ዎ⣙ෆᐜ
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ࡢኚ᭦ቑῶࡀ࠶ࡗ࡚ࡶᵓᡂဨࡢฟ㈨ࡢྜࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

グ

㸯 ᕤࡢྡ⛠ ۑۑۑۑۑۑᕤ
㸰 ฟ㈨ࡢྜ ۑۑᘓタᰴᘧ♫    ۑۑ㸣
        ۑۑᘓタᰴᘧ♫    ۑۑ㸣
ۑۑᘓタᰴᘧ♫እୖࠊࡣ♫ۑグࡢ࠾ࡾฟ㈨ࡢྜࢆᐃࡵࡓࡢ࡛ࡑࡢドᣐࡋ࡚ࡇࡢ༠ᐃ᭩ۑ㏻
ࢆసᡂࡋࠊྛ㏻ᵓᡂဨࡀグྡᤫ༳ࡋ࡚ྛ⮬ᡤᣢࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

  ᖺ ᭶ ᪥
ۑۑᪧ࣭⯆ᘓタᕤඹྠᴗయ
 ௦⾲⪅  ۑۑᘓタᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ  ۑۑۑۑ༳
      ۑۑᘓタᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ  ۑۑۑۑ༳
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2-4 ᢏ⾡ᥦ࣭΅᪉ᘧ
2-4-1 ᢏ⾡༠ຊᴗົࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝබ♧
බເᆺࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝ᪉ᘧಀࡿᡭ⥆㛤ጞࡢබ♧㸦㸧
㸦ᘓ⠏ࡢࡓࡵࡢࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡢᢏ⾡ⓗࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᘓタᕤࢆྵࡴ㸧
㸧
 ḟࡢ࠾ࡾᢏ⾡ᥦ᭩ࡢᥦฟࢆᣍㄳࡋࡲࡍࠋ
 ᮏබ♧グ㍕ࡢᕤࡣࠊᢏ⾡㈨ᩱࢆඹ㏻࡛ࡁࡿ㸰௳ࡢᕤࢆᑐ㇟ࠊ୍ᣓࡋ࡚බ♧ࡋࠊᑂᰝࢆᐇ
ࡍࡿヨ⾜ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ௳ࡢཧຍ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚㸰௳ࡢᕤࡀูࠎ௳Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࠊ」ᩘࡢᕤཧຍࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣࠊཧຍࢆᕼᮃࡍࡿᕤẖ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥
                  ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽᢸᙜᐁ
                   ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗  ۑۑ ۑۑ
۔ㄪ㐩ᶵ㛵␒ྕ ۔ ۑۑۑᡤᅾᆅ␒ྕ ۑۑ
㸯 ᕤᴫせ
㸦㸯㸧 ရ┠ศ㢮␒ྕ ۑۑ
㸦㸰㸧 ᕤ  ྡ࠙㸿ࠚ⅏ྕۑۑᐖᪧࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤ
⅏ྕۑۑᐖᪧࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤࡿᢏ⾡༠ຊᴗົ
        ࠙㹀ࠚ⅏ྕۑۑᐖᪧࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤ
⅏ྕۑۑᐖᪧࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤࡿᢏ⾡༠ຊᴗົ
㸦㸱㸧 ᕤሙᡤ࠙㸿ࠊ㹀ࠚۑۑ┴ۑۑᕷۑۑ㹼ۑۑ┴ۑۑ㒆ۑۑ⏫ۑۑᆅෆ
㸦㸲㸧 ᕤෆᐜ
㸯㸧
࠙㸿ࠚ タィ㸦௨ୗࠊ
ࠕᢏ⾡༠ຊᴗົࠖ࠸࠺㸧
(a) タィᘏ㛗 L=ۑۑ㹫ࠊࢺࣥࢿࣝヲ⣽タィ 1 ᘧ
(b) ணᐃᕤᮇ ዎ⣙⥾⤖ࡢ⩣᪥ࡽ΅ᡂ❧ணᐃ᪥㸦ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸧ࡲ࡛ࢆணᐃࡋ
࡚࠸ࡿ
(c) ᮏᢏ⾡༠ຊᴗົࡘ࠸࡚ࠊࡓࡿ㒊ศࡢጤクࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ
㸯㸧
࠙㹀ࠚ タィ㸦௨ୗࠊ
ࠕᢏ⾡༠ຊᴗົࠖ࠸࠺㸧
(a) タィᘏ㛗 L=ۑۑ㹫ࠊࢺࣥࢿࣝヲ⣽タィ 1 ᘧ
(b) ணᐃᕤᮇ ዎ⣙⥾⤖ࡢ⩣᪥ࡽ΅ᡂ❧ணᐃ᪥㸦ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥㸧ࡲ࡛ࢆணᐃࡋ
࡚࠸ࡿ
(c) ᮏᢏ⾡༠ຊᴗົࡘ࠸࡚ࠊࡓࡿ㒊ศࡢጤクࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ
㸰㸧
࠙㸿ࠚ ᕤ㸦௨ୗࠊ
ࠕᘓタᕤࠖ࠸࠺㸧
(a) ᕤෆᐜ
࠙ ࠚۑۑۑᘏ㛗㸸L=ۑۑ㹫ࠊᖜဨ㸸㹕㸻ۑۑ㹫
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࠙ ࠚۑۑۑᘏ㛗㸸L=ۑۑ㹫ࠊᖜဨ㸸㹕㸻ۑۑ㹫
㸰㸧
࠙㹀ࠚ ᕤ㸦௨ୗࠊ
ࠕᘓタᕤࠖ࠸࠺㸧
(a) ᕤෆᐜ
࠙ ࠚۑۑۑᘏ㛗㸸L=ۑۑ㹫ࠊᖜဨ㸸㹕㸻ۑۑ㹫
࠙ ࠚۑۑۑᘏ㛗㸸L=ۑۑ㹫ࠊᖜဨ㸸㹕㸻ۑۑ㹫
㸦㸳㸧 ⏝ࡍࡿせ࡞㈨ᶵᮦ
   ࠙㸿ࠚࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸸ۑۑ㹫㸱㸪㗰ᮦ㸸ۑۑt
   ࠙㹀ࠚࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸸ۑۑ㹫㸱㸪㗰ᮦ㸸ۑۑt
㸦㸴㸧 ᮏᕤࡣࠊබඹᕤࡢရ㉁☜ಖࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ➨ 18 ᮲つᐃࡍࡿࠕᢏ⾡ᥦࡢᑂᰝཬ
ࡧ౯᱁➼ࡢ΅ࡼࡿ᪉ᘧࠖ
㸦௨ୗࠊ
ࠕᢏ⾡ᥦ࣭΅᪉ᘧࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᢏ⾡༠ຊ࣭ᕤࢱࣉ
ࡢᑐ㇟ᕤ࡛࠶ࡾࠊඃඛ΅ᶒ⪅ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡓ⪅ᢏ⾡༠ຊᴗົࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓᚋࠊⓎ
ὀ⪅ඃඛ΅ᶒ⪅ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡉࢀࡿᇶᮏ༠ᐃᇶ࡙ࡁ౯᱁➼ࡢ΅ࢆᐇࡍࡿࠋ΅ࡀᡂ
❧ࡋࡓሙྜࡣࠊู㏵Ⓨὀࡍࡿᕤࡢ㝶ពዎ⣙┦ᡭ᪉ࡋ࡚≉ᐃࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊู㏵Ⓨὀࡍࡿᕤಀࡿዎ⣙⥾⤖ࡣࠊᚲせ࡞ண⟬ࡀ☜ಖࡉࢀࡓሙྜࡍࡿࠋ
㸦㸵㸧 ᮏᕤࡣࠊ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ୍ḟᑂᰝ࡛㑅ᢤࡉࢀࡓ⪅ᑐࡋ࡚ᢏ⾡
ᥦ᭩ࡢᥦฟせㄳࢆ⾜࠸ࠊᢏ⾡ᥦ᭩ࡢᥦฟࢆ⾜ࡗࡓ⪅ᢏ⾡ᥦ᭩ࡢෆᐜಀࡿࣄࣜࣥࢢ
ࢆᐇࡋࠊᢏ⾡ホ౯Ⅼࡀ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࢆඃඛ΅ᶒ⪅ࡋ࡚㑅ᐃࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊඃඛ΅ᶒ⪅౯᱁΅ࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊḟ㡰ࡢ⪅ྠᵝࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠸ࠊ
௨㝆΅ࡀᡂ❧ࡍࡿࡲ࡛ḟ㡰௨㝆ࡢ⪅ྠᵝࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸶㸧ཧ⪃㢠
 ᮏᘓタᕤඛ❧ࡗ࡚ᐇࡍࡿᢏ⾡༠ຊᴗົࡢつᶍࡣ࠙㸿ࠊ㹀ࠚࡶ⛬ۑۑۑᗘ㸦⛯
㎸ࡳ㸧ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᘓタᕤࡢつᶍࡣ࠙㸿ࠚࡣۑۑۑ൨㹼ۑۑۑ൨⛬ᗘ㸦⛯
㎸ࡳ㸧
ࠊ
࠙㹀ࠚࡣۑۑۑ൨㹼ۑۑۑ൨⛬ᗘ㸦⛯㎸ࡳ㸧ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸷㸧 ᮏᕤࡣࠊ➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ୍ḟᑂᰝࡢᑂᰝホ౯Ⅼྜィࡀୖࡢ
⪅ࢆ㑅ᢤࡋࠊᢏ⾡ᥦ᭩ࡢᥦฟせㄳࢆ⾜࠺ẁ㝵㑅ᢤ᪉ᘧࡢヨ⾜ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸮㸧 ᮏᕤ࠾࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱࡢᥦฟཬࡧධᮐ➼ࢆ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊ⣬ධᮐ
ࡢ⏦ㄳ㛵ࡋ࡚ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⥲ົ㒊ዎ⣙ㄢᢎㅙ㢪ࢆᥦฟࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸯㸯㸧 ᮏᕤࡣࠊㄝ᫂᭩➼ࢆ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿ㐺⏝ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸰㸧 ᮏᕤࡣࠊⓎὀ⪅ࡀ᪂ࡓ࡞✚⟬᪉ᘧࡋ࡚ࠕᕤࣃࢵࢣ࣮ࢪᆺ✚⟬᪉ᘧࠖࡢヨ⾜ࢆ⾜࠺ᕤ
࡛࠶ࡿࠋ
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㸦㸯㸱㸧 ᮏᕤࡣࠊᕤ࠶ࡓࡾຠ⋡ⓗ࡛☜ᐇ࡞ᴗᇳ⾜ࢆᅗࡿࡓࡵࠊู㏵ጤクࡋ࡚࠸ࡿᴗົ࠾
࠸࡚ᕤࡢ≧ἣࢆ㝶⟶⌮ࡍࡿᕤ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸲㸧 ᮏᕤࡣࠊ
ࠕඹ㏻௬タ㈝㸦⋡ศ㸧ࡢ࠺ࡕႠ⧋㈝ࠖཬࡧࠕ⌧ሙ⟶⌮㈝ࡢ࠺ࡕປົ⟶⌮㈝ࠖࡢୗ
グ♧ࡍ㈝⏝㸦௨ୗࠕᐇ⦼ኚ᭦ᑐ㇟㈝ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊᕤᐇ࠶ࡓࡗ࡚㊊ࡍࡿᢏ⾡
⪅ࡸᢏ⬟⪅ࢆᗈᇦⓗ☜ಖࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ሙྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊዎ⣙⥾⤖ᚋࠊປാ⪅☜
ಖせࡍࡿ᪉⟇ኚ᭦ࡀ⏕ࡌࠊᅵᮌᕤᶆ‽✚⟬ᇶ‽᭩ࡢ㔠㢠┦ᙜ࡛ࡣ㐺ṇ࡞ᕤࡢᐇࡀᅔ
㞴࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊᐇ⦼ኚ᭦ᑐ㇟㈝ࡢᨭฟᐇ⦼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚᭱⤊⢭⟬ኚ᭦Ⅼ࡛タィኚ᭦ࡍࡿヨ
⾜ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
 Ⴀ ⧋ ㈝㸸ປാ⪅㏦㏄㈝ࠊᐟἩ㈝ࠊୖ㈝㸦ᐟἩ㈝ࠊୖ㈝ࡘ࠸࡚ࡣປാ⪅☜ಖಀࡿ
ࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧
 ປົ⟶⌮㈝㸸ເ㞟ཬࡧゎᩓせࡍࡿ㈝⏝ࠊ㈤㔠௨እࡢ㣗ࠊ㏻➼せࡍࡿ㈝⏝
㸰 ➇தཧຍ㈨᱁
 ḟᥖࡆࡿ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࠊཪࡣḟᥖࡆࡿ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ≉
ᐃᘓタᕤඹྠᴗయ㸦௨ୗࠕ≉ᐃ㹈㹔ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཪࡣᆅᇦ⥔ᣢᆺᘓタඹྠᴗయ㸦௨ୗࠕᆅ
ᇦ㹈㹔ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠕ➇தཧຍ⪅ࡢ㈨᱁㛵ࡍࡿබ♧ࠖ
㸦ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥ࡅۑ
ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗㸧♧ࡍࡇࢁࡼࡾࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗ࡽࠕ⅏ྕۑۑᐖᪧࣝࢿࣥࢺۑۑ
㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤࠖཪࡣࠕ⅏ྕۑۑᐖᪧࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤࠖಀࡿ≉ᐃ㹈㹔ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᖹᡂۑۑᖺۑۑᆅ㟈ࡢᪧᕤಀࡿᆅᇦ㹈㹔ࡋ࡚ࡢ➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦௨ୗࠕணỴ௧ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧➨㸵㸮᮲ཬࡧ
㸦㸯㸧 ண⟬Ỵ⟬ཬࡧィ௧㸦㸰㸰ᖺສ௧➨㸯㸴㸳ྕ㸧
➨㸵㸯᮲ࡢつᐃヱᙜࡋ࡞࠸⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦㸰㸧 ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ࠾ࡅࡿۑۑᕤಀࡿ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ㸦♫᭦
⏕ἲ㸦ᖹᡂ㸯㸲ᖺἲᚊ➨㸯㸳㸲ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ཪࡣẸ
⏕ἲ㸦ᖹᡂ㸯㸯ᖺἲᚊ➨㸰㸰㸳ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃᚋࠊᙜヱᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗ࡀูᐃࡵࡿᡭ⥆ᇶ࡙ࡃ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢ
ㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸧
ࠋ
 ࡲࡓࠊᢏ⾡༠ຊᴗົጤクዎ⣙ࡢ⥾⤖᪥ࡲ࡛༢య᭷㈨᱁ᴗ⪅ࠊ≉ᐃ㹈㹔ཪࡣᆅᇦ㹈㹔ࡢ࠺ࡕ
ࡢ㸯♫ࡣࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㸦

‴✵

㛵ಀࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࠾ࡅࡿᅵᮌ㛵ಀᘓタࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺᴗົ

ಀࡿ୍⯡➇த㸦ᣦྡ➇த㸧ཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸦♫᭦⏕ἲ㸦ᖹᡂ 14 ᖺἲᚊ
➨ 154 ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ཪࡣẸ⏕ἲ㸦ᖹᡂ 11 ᖺἲᚊ➨
225 ྕ㸧ᇶ࡙ࡁ⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃᚋࠊۑ
ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗ࡀูᐃࡵࡿᡭ⥆ᇶ࡙ࡁ୍⯡➇த㸦ᣦྡ➇த㸧ཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࡇࠋ
㸧
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㸦㸱㸧 ♫᭦⏕ἲᇶ࡙ࡁ᭦⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ཪࡣẸ⏕ἲᇶ࡙ࡁ⏕ᡭ
⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅㸦ୖグ㸦㸰㸧ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡓ⪅ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࡛࡞࠸ࡇࠋ
㸦㸲㸧 ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ࠾ࡅࡿۑۑᕤಀࡿ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࡢ㝿ࠊᐈほⓗ㡯㸦ඹ㏻
㡯㸧ࡘ࠸࡚⟬ᐃࡋࡓⅬᩘ㸦⤒Ⴀ㡯ホ౯Ⅼᩘ㸧ࡀ㸯㸪㸰㸮㸮Ⅼ௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ㸦ୖグ㸦㸰㸧
ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡓ⪅࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱㄆᐃࡢ㝿ࠊ⤒Ⴀ㡯ホ౯Ⅼᩘࡀ㸯㸪㸰㸮㸮Ⅼ௨ୖ࡛
࠶ࡿࡇࠋ
㸧
ࠋ࡞࠾ࠊᆅᇦ㹈㹔ࡢ࠺ࡕ௦⾲⪅௨እࡢᵓᡂဨ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ⤒Ⴀ㡯ホ౯Ⅼᩘࡘ࠸
࡚ࡣࠊồࡵ࡞࠸ࠋ
㸦㸳㸧 ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࠊඖㄳࡅࡋ࡚ḟᥖࡆࡿ㸧ཬࡧ㸧ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍྠ✀ᕤࡢᕤ
ᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿࡇࠋ㸦ඹྠᴗయࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡣࠊฟ㈨ẚ⋡ࡀ㸰㸮㸣௨ୖࡢሙྜࡢࡶ
ࡢ㝈ࡿ㸦ᆅᇦ⥔ᣢᆺᘓタඹྠᴗయࡣ㝖ࡃࠋ
㸧ࠋ
㸧
 ణࡋࠊ
࠙ձࠚࡘ࠸࡚ࡣ㸧ཬࡧ㸧ࡣྠ୍ᕤࡍࡿࠋ
࠙ձࠚ༢యࡶࡋࡃࡣࠊ≉ᐃ㹈㹔ཪࡣᆅᇦ㹈㹔ࡢ௦⾲⪅
㸧㹌㸿㹒㹋ࡼࡿࢺࣥࢿࣝෆ✵᩿㠃✚ࡀ㸦そᕤᚋࡢෆ✵᩿㠃✚㸧ۑۑ㹫㸰௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ
ࠋ
㸦ࢺࣥࢿࣝෆ✵᩿㠃✚㸦そᕤᚋࡢෆ✵᩿㠃㸧ۑۑ㹫㸰௨ୖࡢᕤᐇ⦼ࡣࠊ㠀ᖖ㥔㌴ᖏ㒊
ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
㸧ࢺࣥࢿࣝᕤᘏ㛗ࡀۑۑ㹫௨ୖ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࠙ղࠚ≉ᐃ㹈㹔ཪࡣᆅᇦ㹈㹔ࡢ௦⾲⪅௨እࡢᵓᡂဨ
)㹌㸿㹒㹋ࡼࡿࢺࣥࢿࣝෆ✵᩿㠃✚ࡀ㸦そᕤᚋࡢෆ✵᩿㠃✚㸧ۑۑ㹫㸰௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ
ࠋ
㸦ࢺࣥࢿࣝෆ✵᩿㠃✚㸦そᕤᚋࡢෆ✵᩿㠃㸧ۑۑ㹫㸰௨ୖࡢᕤᐇ⦼ࡣࠊ㠀ᖖ㥔㌴ᖏ㒊
ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
 ణࡋࠊඹྠᴗయ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ௦⾲⪅ࡣୖグ࠙ձࠚ
ࠊ࡚ࡢ௦⾲⪅௨እࡢᵓᡂဨࡀୖ
グ࠙ղࠚࡢྠ✀ᕤࡢᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊᙜヱᐇ⦼ࡀᆅ᪉ᩚഛᒁࡀⓎὀࡋࡓᕤಀࡿᐇ⦼࡛࠶ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᕤ
ᡂ⦼ホᐃ㏻▱᭩ࡢホᐃⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶ࡢࡶࡢཪࡣᕤᡂ⦼ホᐃࡢ㏻▱ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸦㸴㸧 ḟᥖࡆࡿ㸦a㸧ࡽ㸦d㸧ࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀࢆ‶ࡓࡍタィᢏ⾡⪅ࢆᙜヱᢏ⾡༠ຊᴗົ㓄⨨࡛
ࡁࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊタィᢏ⾡⪅ࡣࠊ⟶⌮ᢏ⾡⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
㸦a㸧 ᢏ⾡ኈ㸦⥲ྜᢏ⾡┘⌮㒊㛛ࠊᘓタ㒊㛛㛵㐃⛉┠㸧ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡋࠊᢏ⾡ኈἲࡼࡿⓏ㘓ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࠋ
㸦b㸧 ᢏ⾡ኈ㸦ᘓタ㒊㛛㸧ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡋࠊᢏ⾡ኈἲࡼࡿⓏ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࠋ
㸦c㸧 㹐㹁㹁㹋ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡋࠊ
ࠕⓏ㘓ド᭩ࠖࡢࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࠋ
㸦d㸧 ᅵᮌᏛㄆᐃᢏ⾡⪅㸦≉ูୖ⣭ࠊୖ⣭ཪࡣ 1 ⣭㸧ཪࡣࠊ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
ࠋ
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㸦㸵㸧 ḟᥖࡆࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍ௵ᢏ⾡⪅ཪࡣ┘⌮ᢏ⾡⪅ࢆᙜヱᘓタᕤ㓄⨨࡛ࡁࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ᘓタᴗἲ➨ 26 ᮲➨㸱㡯ཬࡧᘓタᴗἲ⾜௧➨ 27 ᮲➨㸯㡯ヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊᙜヱᢏ
⾡⪅ࡣᑓ௵࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏㄝ᫂᭩♧ࡍ㸦ูグᵝᘧ㸱㸧࡛⏦ㄳ࡛ࡁࡿᘓタᕤࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡣ㸯ྡࡍ
ࡿࠋ㸦ᮏㄝ᫂᭩㸱㸬ᕤᴫせ࡛グ㍕ࡋࡓ」ᩘࡢᕤཧຍࢆᕼᮃࡍࡿሙྜ࡛ࡶ⏦ㄳ࡛ࡁࡿᘓ
タᕤࡢ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡣ㸯ྡࡢࡳࡋࠊ㸰ྡ௨ୖ⏦ㄳࡋࡓሙྜࡣࠊḞ᱁ࡍࡿࠋ
㸧
ձ 㸯⣭ᅵᮌᕤ⟶⌮ᢏኈཪࡣࡇࢀྠ➼௨ୖࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ
ࠕࡇࢀྠ
➼௨ୖࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠖࡣࠊḟࡢࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ
࣭㸯⣭ᘓタᶵᲔᕤᢏኈࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
࣭ᢏ⾡ኈ㸦ᘓタ㒊㛛ࠊ㎰ᴗ㒊㛛㸦㑅ᢥ⛉┠ࢆࠕ㎰ᴗᅵᮌࠖࡍࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧
ࠊᯘᴗ㒊㛛㸦㑅
ᢥ⛉┠ࢆࠕ᳃ᯘᅵᮌࠖࡍࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ཪࡣ⥲ྜᢏ⾡┘⌮㒊㛛㸦㑅ᢥ⛉┠ࢆࠕᘓタࠖ
ࠊ
ࠕ㎰ᴗ㸫㎰ᴗᅵᮌࠖཪࡣࠕᯘᴗ㸫᳃ᯘᅵᮌࠖࡍࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧
㸧ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
࣭ࡇࢀࡽྠ➼௨ୖࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢᅜᅵ㏻⮧ࡀㄆᐃࡋࡓ⪅
ղ ᖹᡂۑۑᖺᗘ௨㝆ࠊඖㄳࡅࡢᢏ⾡⪅ࡋ࡚ࠊୖグ㸦㸳㸧
࠙ձࠚᥖࡆࡿྠ✀ᕤࡢ⤒㦂ࢆ
᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦ඹྠᴗయࡢᵓᡂဨࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡣࠊฟ㈨ẚ⋡ࡀ㸰㸮㸣௨ୖࡢሙྜࡢ
ࡶࡢ㝈ࡿ㸦ᆅᇦ⥔ᣢᆺᘓタඹྠᴗయࡣ㝖ࡃࠋ
㸧ࠋ
㸧
 ణࡋࠊ㸯ேࡢ௵㸦┘⌮㸧ᢏ⾡⪅ࡀྠ✀ᕤࡢ࡚ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊඹྠᴗయ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᵓᡂဨࡢ࠸ࡎࢀ㸯ேࡢ௵㸦┘⌮㸧ᢏ⾡⪅ࡀୖグ㸦㸳㸧
࠙ձࠚᥖࡆࡿྠ✀ᕤࡢ⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸ࠋ
 ࡞࠾ࠊᙜヱᐇ⦼ࡀᆅ᪉ᩚഛᒁࡢⓎὀࡋࡓᕤಀࡿᐇ⦼࡛࠶ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᕤᡂ⦼ホ
ᐃ㏻▱᭩ࡢホᐃⅬࡀ㸴㸳Ⅼᮍ‶ࡢࡶࡢཪࡣᕤᡂ⦼ホᐃࡢ㏻▱ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸦ᕤᡂ⦼ホᐃ㏻▱᭩ࡢⓎ⾜➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸳ᖺ௨ෆࡢࡶࡢࡣヱᙜᕤⓎὀົᡤ࡚ࠊࡑ
ࢀ௨๓ࡢࡶࡢࡣ⏬㒊ᢏ⾡⟶⌮ㄢ⏦ㄳࡍࢀࡤⓎ⾜ࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ
㸧
 ࡉࡽࠊᙜヱᐇ⦼ࡀࠊᕤᮇ㸯ᖺᮍ‶ࡢᕤ࠶ࡗ࡚ࡣᕤᮇࡢ༙ศᮍ‶ࡢᚑᮇ㛫ࠊᕤᮇ㸯ᖺ
௨ୖࡢᕤᮇࡢᕤ࠶ࡗ࡚ࡣ㸴ࣨ᭶ᮍ‶ࡢᚑᮇ㛫࡛࠶ࡿሙྜࡣཎ๎ᐇ⦼ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸ࠋ
ճ ┘⌮ᢏ⾡⪅࠶ࡗ࡚ࡣࠊ┘⌮ᢏ⾡⪅㈨᱁⪅ドཬࡧ┘⌮ᢏ⾡⪅ㅮ⩦ಟドࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇ
ࠋ
մ 㓄⨨ணᐃࡢ௵㸦┘⌮㸧ᢏ⾡⪅࠶ࡗ࡚ࡣ┤᥋ⓗࡘᜏᖖⓗ࡞㞠⏝㛵ಀࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢ᪨ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿࡶࡢࡋࠊࡑࡢ᫂♧ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣᮏ௳
ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸶㸧 ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ᭩㸦௨ୗࠕ⏦ㄳ᭩ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧ➇தཧຍ㈨᱁☜ㄆ㈨ᩱ㸦௨ୗࠕ㈨
ᩱࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ᪥ࡽᢏ⾡༠ຊᴗົಀࡿぢ✚ࡢࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛ
ᒁ㛗ࡽᕤㄳ㈇ዎ⣙ಀࡿᣦྡṆ➼ࡢᥐ⨨せ㡿㸦㸳㸷ᖺ㸱᭶㸰㸷᪥ࡅᘓタ┬ཌ➨㸷
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㸯ྕ㸧ᇶ࡙ࡃᣦྡṆࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊඹྠᴗయࢆ⤖ᡂࡋ࡚⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡋࡓ⪅ࡢᵓᡂဨࡢ୍㒊ࡀᣦྡṆᥐ⨨ࢆཷࡅࡓ
ࡇࡼࡾࠊṧవࡢᵓᡂဨࡀ᪂ࡓ࡞ඹྠᴗయࢆ⤖ᡂࡋ࡚ඹྠᴗయࡢㄆᐃཬࡧ➇தཧຍ㈨
᱁ࡢ☜ㄆ⏦ㄳࢆ⾜࠺ሙྜཬࡧṧవࡢᵓᡂဨࡀ༢⊂࡛➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆ⏦ㄳࢆ⾜࠺ሙྜ
࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥௨㝆ࡢㄆᐃཬࡧ☜ㄆ⏦ㄳಀࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ➇தཧ
ຍ㈨᱁ࢆㄆࡵ࡞࠸ࠋ
㸦㸷㸧 ୖグ㸯♧ࡋࡓᕤಀࡿタィᴗົ➼ࡢཷク⪅ཪࡣᙜヱཷク⪅㈨ᮏⱝࡋࡃࡣே㠃࠾࠸
࡚㛵㐃ࡀ࠶ࡿཪࡣ≉ู࡞ᥦᦠ㛵ಀ➼ࡀ࠶ࡿᘓタᴗ⪅࡛࡞࠸ࡇࠋ
㸦㸯㸮㸧 ᮏ௳ཧຍࡋࡼ࠺ࡍࡿ⪅ࡢ㛫௨ୗࡢᇶ‽ࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡇ㸦㈨
ᮏ㛵ಀཪࡣேⓗ㛵ಀࡀ࠶ࡿ⪅ࡢࡍ࡚ࡀඹྠᴗయࡢ௦⾲⪅௨እࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖
ࡃࠋ
㸧
ࠋ
ձ ㈨ᮏ㛵ಀ
 ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡢሙྜࠋࡓࡔࡋࠊᏊ♫ཪࡣᏊ♫ࡢ୍᪉ࡀ᭦⏕♫ཪࡣ⏕
ᡭ⥆ࡀᏑ⥆୰ࡢ♫➼㸦♫ἲ⾜つ๎➨㸰᮲➨㸱㡯➨㸰ྕࡢつᐃࡼࡿ♫➼ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗ
ྠࡌࠋ
㸧࡛࠶ࡿሙྜࡣ㝖ࡃࠋ
 㸦㸧ぶ♫Ꮚ♫ࡢ㛵ಀ࠶ࡿሙྜ
 㸦ࣟ㸧ぶ♫ࢆྠࡌࡃࡍࡿᏊ♫ྠኈࡢ㛵ಀ࠶ࡿሙྜ
ղ ேⓗ㛵ಀ
 ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡢሙྜࠋࡓࡔࡋࠊ
㸦㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫➼ࡢ୍᪉ࡀ᭦⏕
♫ཪࡣ⏕ᡭ⥆ࡀᏑ⥆୰ࡢ♫➼࡛࠶ࡿሙྜࡣ㝖ࡃࠋ
 㸦㸧୍᪉ࡢ♫➼ࡢᙺဨࡀࠊ᪉ࡢ♫➼ࡢᙺဨࢆ⌧වࡡ࡚࠸ࡿሙྜ
 㸦ࣟ㸧୍᪉ࡢ♫➼ࡢᙺဨࡀࠊ᪉ࡢ♫➼ࡢ⟶㈈ேࢆ⌧වࡡ࡚࠸ࡿሙྜ
ճ ࡑࡢ 㐺ṇࡉࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
 ࡑࡢୖグձཪࡣղྠどࡋ࠺ࡿ㈨ᮏ㛵ಀཪࡣேⓗ㛵ಀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࠋ
㸦㸯㸯㸧 ㆙ᐹᙜᒁࡽࠊᭀຊᅋဨࡀᐇ㉁ⓗ⤒Ⴀࢆᨭ㓄ࡍࡿᘓタᴗ⪅ཪࡣࡇࢀ‽ࡎࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ
ᅜᅵ㏻┬Ⓨὀᕤ➼ࡽࡢ㝖せㄳࡀ࠶ࡾࠊᙜヱ≧ែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛࡞࠸ࡇࠋ
㸱 ୍ḟᑂᰝ㛵ࡍࡿ㡯
 ➇தཧຍ㈨᱁ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࠊᕤㄳ㈇ᴗ⪅㑅ᐃົฎ⌮せ㡿㸦㸲㸯ᖺ㸯
㸰᭶㸰㸱᪥ࡅᘓタ┬ཌ➨㸵㸴ྕ㸧➨㸯㸴ࡢᣦྡᇶ‽ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㸳㸦㸯㸧Ϩࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿᑂ
ᰝホ౯Ⅼࡢୖ㸳⪅ࡲ࡛ࢆ㑅ᢤ㸦㸳⪅┠ࡢᑂᰝホ౯Ⅼࡀࠊྠᩘ࡞ࡿ⪅ࡀ」ᩘᏑࡍࡿሙྜࡣࡑࢀ
ࡽࡢ⪅ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡋࠊᢏ⾡ᥦ᭩ࡢᥦฟせㄳࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
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㸲 ඃඛ΅ᶒ⪅ࡢ㑅ᐃ㛵ࡍࡿ㡯
㸦㸯㸧ᢏ⾡ᥦࡢホ౯㛵ࡍࡿᇶ‽
 ᮏᕤࡣࠊۑۑᆅ㟈ࡼࡿつᶍ࡞ᩳ㠃ᔂቯ࡛㏻⾜⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅜ㐨ۑۑྕۑۑᆅ༊ࡢ⅏
ᐖᪧᴗࡋ࡚ࠊ⌧⨨ࡢഃ⨨ࡍࡿู࣮ࣝࢺ㸦ഃᪧ࣮ࣝࢺ㸧ࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡍࡿࢺࣥ
ࢿࣝᕤ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅜ㐨ۑۑྕۑۑᆅ༊ࡣࠊࡪ⤖ࢆ┴ۑۑ┴ۑۑ㏻ࡢせᡤ࡛࠶ࡾࠊᖿ⥺㏻㊰ࢆ᪩ᛴ☜ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ᕤ⪅⊂⮬ࡢ㧗ᗘ࡞ᕤἲ➼ࡢά⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᢏ⾡༠ຊ࣭ᕤࢱ
ࣉࢆ㐺⏝ࡋࠊࢺࣥࢿࣝᕤ㛵ࡍࡿᢏ⾡ᥦࢆୗグ 1㸧ࡽ 3㸧ࡘ࠸࡚ồࡵࡿࠋ
1㸧 ᢏ⾡༠ຊᴗົࡢᐇ㛵ࡍࡿᥦ㸸15 Ⅼ
2㸧 㹁ϩཬࡧ㹂Ϩᨭಖࣃࢱ࣮ࣥẖࡢ᥀๐ࡽࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺᡴタࡲ࡛ࡢ㸯㸮㸮㹫ᙜࡓࡾࡢᕤ᪥
ᩘཬࡧ⤒῭ᛶ㛵ࡍࡿᥦ㸸60 Ⅼ
3㸧 ⬤ᙅ࡞ᆅᒣ㸦ᆙཱྀ㒊ࢆ㝖ࡃ㸧ࡀฟ⌧ࡋࡓሙྜࡢᕤୖࡢㄢ㢟ཬࡧᑐᛂ⟇㛵ࡍࡿᥦ
㸸30 Ⅼ
 ͤᆙཱྀ㒊ࡣࠕ㐨㊰ࢺࣥࢿࣝᢏ⾡ᇶ‽㸦ᵓ㐀⦅㸧
࣭ྠゎㄝ࡛ࠖ࠸࠺ᅵ⿕ࡾࡀ㸯㹂㸦㹂ࡣ᥀๐
ᖜ㸧ࡢ⠊ᅖࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ඃඛ΅ᶒ⪅ࡢ㑅ᐃ
 ୖグ㸲 㸦1㸧ࡼࡿホ౯ࡢ⤖ᯝࠊᢏ⾡ホ౯Ⅼࡀ᭱ࡶ㧗࠸⪅ࢆඃඛ΅ᶒ⪅ࡋ࡚㑅ᐃࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊඃඛ΅ᶒ⪅ࡢ㑅ᐃࡢ㡰␒ࡣࠊ
࠙㸿ࠚᕤࠊ
࠙㹀ࠚᕤࡢ㡰␒࡛⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧ᢏ⾡ホ౯ⅬࡀྠⅬࡢሙྜࡢඃඛ΅ᶒ⪅㑅ᐃ᪉ἲ
 ᢏ⾡ホ౯Ⅼࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡶࡢࡀ」ᩘ⪅࠸ࡿሙྜࠊୗグࡢ㸯㸧ࡽ㸱㸧ࡢ㡰࡛ඃඛ΅ᶒ⪅ࢆ㑅ᐃ
ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸯㸧ᢏ⾡ᥦ㸰㸧ࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡶࡢ
㸰㸧ᢏ⾡ᥦ㸱㸧ࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡶࡢ
㸱㸧ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ࠾ࡅࡿۑۑᕤࡢ᭷㈨᱁ᴗ⪅ྡ⡙ࡢୖ⪅
 ࡞࠾ࠊ㸱㸧ࡘ࠸࡚ࠊඹྠᴗయࡢሙྜࡣࠊ௦⾲⪅ࡢ㡰ࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧ᢏ⾡ᥦ᭩ࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸳㸧 ඃඛ΅ᶒ⪅ࡢ㑅ᐃᚋࠊᢏ⾡༠ຊᴗົࡘ࠸࡚ࡢぢ✚ྜࢃࡏࢆᐇࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᢏ⾡༠ຊᴗ
ົጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿྠࠊᘓタᕤࡢዎ⣙⮳ࡿࡲ࡛ࡢᡭ⥆㛵ࡍࡿᇶᮏ༠ᐃࢆ⥾⤖
ࡋࠊ౯᱁➼ࡢ΅ࢆ⾜࠺ࠋ΅ࡢ⤖ᯝࠊྜព⮳ࡽ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ΅ᡂ❧ࡋࠊḟ㡰
ࡢ΅ᶒ⪅ᑐࡋ࡚ඃඛ΅ᶒ⪅࡞ࡗࡓ᪨ࢆ㏻▱ࡍࡿࠋḟ㡰ࡢ΅ᶒ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ౯᱁➼
ࡢ΅ࡢពᛮࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᢏ⾡ᥦࢆᫎࡋࡓタィࢆᨵࡵ࡚ᐇࡍࡿࠋ
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㸦㸴㸧ᢏ⾡ᥦࡢᒚ⾜㛵ࡍࡿ㡯
 ཷὀ⪅ࡢ㈐ࡵࡼࡾࠊ➇தಀࡿᢏ⾡ᥦෆᐜࡀᒚ⾜ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊዎ⣙㐪⾜Ⅽヱ
ᙜࡍࡿࡇࡽࠊ㐪⣙㔠ཬࡧᣦྡṆ➼ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᢏ⾡ᥦࡢタィ࠾࠸࡚ࠊⓎὀ⪅༠㆟ࡢ࠺࠼ࠊⓎὀ⪅ࡀᢏ⾡ᥦࢆᒚ⾜ࡍ
ࡿ᪨ࢆᣦ♧ࡋࡓሙྜࠊཪࡣᕤ᮲௳ࡢኚ᭦ࠊ⅏ᐖࡼࡾཷὀ⪅ࡢ㈐ࡵᐤࡽ࡞࠸⌮⏤ࡼࡿ
ᢏ⾡ᥦࡢᒚ⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦㸵㸧ࡑࡢ
 ᮏබ♧グ㍕ࡢ」ᩘࡢᕤཧຍࢆᕼᮃࡍࡿሙྜ࡛ࡶࠊᢏ⾡ᥦࡣඹ㏻ࡋࠊᕤẖ␗
࡞ࡿᥦࢆࡋࡓ⪅ࡢᢏ⾡ᥦࡣ↓ຠࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ」ᩘᕤཧຍࢆᕼᮃࡋࡓ⪅ࡀࠊඃඛ΅ᶒ⪅ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡓሙྜࠊࡑࡢࡢᕼ
ᮃᕤࡢᢏ⾡ᥦ᭩ࡣ↓ຠ࡞ࡿࠋ
㸳 ẁ㝵㑅ᢤ㛵ࡍࡿ㡯➼
 ᮏᕤࡢẁ㝵㑅ᢤࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾᐇࡍࡿࠋ
 ୍ḟᑂᰝ࠾ࡅࡿᑂᰝホ౯Ⅼࡢ⟬ฟ࠾࠸࡚ࡣࠊୗグϨ ୍ḟᑂᰝ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊホ౯Ⅼࢆホ
౯ᇶ‽ᚑࡗ࡚࠼ࠊᑂᰝホ౯Ⅼࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ
㸦᭱ᚓⅬ 40.0 Ⅼཬࡧ 32.0 Ⅼ㸧
ࠋ
 ࡞࠾ࠊヲ⣽ࡣㄝ᫂᭩ࡼࡿࠋ
Ϩ ୍ḟᑂᰝ
 ୗグ㸯㸧㹼㸱㸧ࡢ㡯┠࠾ࡅࡿᑂᰝホ౯Ⅼࡢྜィࡢୖࢆ࡛ࡲ⪅ۑ㑅ᢤࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⪅ۑ
┠ࡢᑂᰝホ౯Ⅼࡀ」ᩘ࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ⪅࡚ࡢ⪅ࢆྵࡴࠋ
 ࡲࡓࠊᅜෆᐇ⦼ࡢ࡞࠸እᅜ⡠ᴗࡀᅜእ࡛ࡢᕤᐇ⦼ࡼࡾཧຍࡍࡿሙྜࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ
࠾࠸࡚➇தཧຍ㈨᱁ࢆ☜ㄆࡢୖࠊୖグ㸰㸦㸳㸧ࡢྠ✀ᕤࡢᕤᐇ⦼ࡋ࡚ጇᙜุ᩿ࡉࢀ
ࡓሙྜࠊ㑅ᢤ⪅ຍ࠼ࡿࠋ
㸯㸧㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ⬟ຊ
㸰㸧ᴗࡢᕤᐇ⦼
㸱㸧ᨾཬࡧㄔᐇ࡞⾜Ⅽᑐࡍࡿホ౯
ϩ ḟᑂᰝ㸦㑅ᢤࡉࢀࡓ⪅㸧
 㸱♧ࡍࠕ୍ḟᑂᰝ㛵ࡍࡿ㡯ࠖࡼࡾ㑅ᢤࡉࢀࡓ⪅ࡢ୰ࡽࠊୗグ㸵㸦㸰㸧㸰㸧ձࡢᮇ
㛫ෆᢏ⾡ᥦ᭩ࢆᥦฟࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟ᐇࡍࡿࠋ
㸴 ᢸᙜ㒊ᒁ
 ࠛۑۑۑ㸫ۑۑ ۑۑۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ
   ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ ⥲ົ㒊 ዎ⣙ㄢ ዎ⣙➨୍ಀ
   㟁ヰۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸦┤㏻㸧
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㸵 ㄝ᫂᭩ࡢཬࡧ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟಀࡿ㡯
㸦㸯㸧 ㄝ᫂᭩ࡢ
ձᮇ㛫㸸 ู⾲㸯㸬ձ♧ࡍᮇ㛫ࠋ
ղሙᡤ㸸 ୖグ㸴ྠࡌࠋ
ճࡑ ࡢ 㸸 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㟁Ꮚධᮐᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸➼ࡢ⌮⏤
࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡼࡿධᡭࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⤊᪥ࡢ㸰᪥๓ࡲ࡛㸴ࡢᢸᙜ
㒊ᒁ㐃⤡ࡍࡿࡇࠋ
㸦㸰㸧 ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟ᪉ἲ
 ᮏබ࿌ࡢ」ᩘࡢᕤཧຍᕼᮃࡍࡿሙྜࡢ⏦ㄳ᭩ࡣࠊᕼᮃࡍࡿᕤẖᥦฟࡍࡿࡇࠋࡉ
ࡽ㈨ᩱ➼ࡣࠊཧຍࢆᕼᮃࡍࡿఱࢀ㸯௳ࡢᕤࡲࡵ࡚ῧࡍࢀࡤࡼ࠸ࡀࠊ㈨ᩱ➼ࢆῧ
ࡋ࡞࠸ࡢᕤࡣࠊㄝ᫂᭩࡛♧ࡍᵝᘧࢆ㈨ᩱ➼௦࠼࡚ῧࡍࡿࡇࠋ㸦ヲ⣽ࡣㄝ᫂᭩
ࡼࡿࠋ
㸧
㸯㸧 ⏦ㄳ᭩ཬࡧ୍ḟᑂᰝ㛵ࡍࡿ㈨ᩱ
ձ ᥦฟᮇ㛫㸸 ู⾲㸯㸬ղ♧ࡍᮇ㛫ࠋ
ղ ᥦฟሙᡤ㸸 ୖグ㸴ྠࡌࠋ
ճ ᥦฟ᪉ἲ㸸㸦㸧㟁Ꮚࡼࡿሙྜ
 㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᥦฟࠋࡓࡔࡋࠊᐜ㔞ࡀ㸱MB ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊᥦ
ฟሙᡤᣢཧࡋࠊཪࡣ㒑㏦➼㸦㒑㏦ࡣ᭩␃㒑౽㝈ࡿࠋク㏦ࡣ᭩␃㒑౽ྠ
➼ࡢࡶࡢ㝈ࡿࠋᥦฟᮇ㛫ෆᚲ╔ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡼࡾᥦฟࡍࡿࠋ
㸦㸧⣬᪉ᘧࡼࡿሙྜ
 ᥦฟሙᡤᣢཧࡋࠊཪࡣ㒑㏦➼ࡼࡾᥦฟࡍࡿࠋ
㸦࢘㸧⏦ㄳ᭩ཬࡧ㈨ᩱ➼ࡣࠊᥦฟᮇ㝈௨㝆ࡢෆᐜኚ᭦ཬࡧྲྀࡾୗࡆࡣㄆࡵ࡞
࠸ࠋణࡋࠊྲྀࡾୗࡆࡘ࠸࡚ࡣㄝ᫂᭩♧ࡍሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸰㸧 ḟᑂᰝ㛵ࡍࡿ㈨ᩱ㸦㑅ᢤࡉࢀࡓ⪅㸧
 㸳㸦㸯㸧Ϩᥖࡆࡿ୍ḟᑂᰝ࡛㑅ᢤࡉࢀࡓ⪅ࡣࠊḟᚑ࠸ᢏ⾡ᥦ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ձ ᥦฟᮇ㛫㸸 ู⾲㸯㸬ճ♧ࡍᮇ㛫ࠋ
ղ ᥦฟሙᡤ㸸 ୖグ㸴ྠࡌࠋ
ճ ᥦฟ᪉ἲ㸸 ᥦฟሙᡤᣢཧࡋࠊཪࡣ㒑㏦➼ࡼࡾᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊḟᑂᰝ㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆୖグᮇ㝈ࡲ࡛ᥦฟࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㎡㏥ࡋࡓ
ࡶࡢぢ࡞ࡍࠋ
㸶 ࡑࡢ
㸦㸯㸧 ዎ⣙ࡢᡭ⥆࠾࠸࡚⏝ࡍࡿゝㄒཬࡧ㏻㈌ࡣࠊ᪥ᮏㄒཬࡧ᪥ᮏᅜ㏻㈌㝈ࡿࠋ
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㸦㸰㸧 ዎ⣙ಖド㔠
㸯㸧ᢏ⾡༠ຊᴗົ ච㝖
㸦㸱㸧 ᢏ⾡ᥦ᭩ࡢ↓ຠ
 ୍ḟᑂᰝ࡛㑅ᢤࡉࢀ࡞ࡗࡓ⪅ࡀᥦฟࡋࡓᢏ⾡ᥦ᭩ࠊ㑅ᢤࡉࢀࡓ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⏦ㄳ᭩
ཪࡣ㈨ᩱഇࡢグ㍕ࢆࡋࡓ⪅ࡢࡋࡓᢏ⾡ᥦ᭩ࡣ↓ຠࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧 ඃඛ΅ᶒ⪅ಀࢃࡿᢏ⾡ᥦ
 ᥦฟࢆ⾜࠺ᢏ⾡ᥦ᭩ࡢసᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᙜヱ௳ཧຍࡋࡼ࠺ࡍࡿࡢᢏ⾡ᥦᥦ
ฟ⪅ᢏ⾡ᥦࡢෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࠊ࠸࡞ࡿ┦ㄯ࣭༠㆟➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀ㐪
ࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱ௳ಀࡿඃඛ΅ᶒ⪅ࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸳㸧 㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ᘓタᴗἲ➨㸵᮲➨㸰ྕཪࡣ➨㸯㸳᮲➨㸰ྕᐃࡵࡿႠᴗᡤࡢᑓ௵ᢏ⾡⪅
㸦௨ୗࠕႠᴗᡤࡢᑓ௵ᢏ⾡⪅ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ㔜」☜ㄆ
 ᮏᕤࡀᘓタᴗἲ➨㸰㸴᮲➨㸱㡯ヱᙜࡍࡿሙྜࠊ≉ᐃ⪅࡞ࡗࡓ⪅ࡣࠊዎ⣙⥾⤖ࡲ࡛ࠊ
㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡀႠᴗᡤࡢᑓ௵ᢏ⾡⪅㔜」ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸴㸧 㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅ࡢ☜ㄆ
 ≉ᐃ㏻▱ᚋࠊ㹁㹍㹐㹇㹌㹑➼ࡼࡾ㓄⨨ணᐃᢏ⾡⪅➼ࡢᑓ௵ไ㐪ࡢᐇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙ
ྜࠊዎ⣙ࢆ⤖ࡤ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ✀ࠎࡢ≧ἣࡽࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓ
ሙྜࡢእࡣࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᕪ᭰࠼ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
㸦㸵㸧 ᡭ⥆ࡁ࠾ࡅࡿ΅ࡢ᭷↓  ↓ࠋ
㸦㸶㸧 ዎ⣙᭩సᡂࡢせྰ せࠋ
㸦㸷㸧 ᙜヱᕤ┤᥋㛵㐃ࡍࡿࡢᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࢆᙜヱᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ࡢ㝶ពዎ⣙
ࡼࡾ⥾⤖ࡍࡿணᐃࡢ᭷↓  ↓ࠋ
㸦㸯㸮㸧 㛵㐃ሗࢆධᡭࡍࡿࡓࡵࡢ↷❆ཱྀ ୖグ㸴ྠࡌࠋ
㸦㸯㸯㸧 ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅ࡢཧຍ
 ୖグ㸰㸦㸰㸧ᥖࡆࡿ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅ࡶୖグ㸵㸦㸰㸧ࡼࡾ⏦
ㄳ᭩ཬࡧ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ➇தཧຍࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㑅ᐃࡢ࠾࠸࡚ࠊᙜ
ヱ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃࢆཷࡅࠊࡘࠊ➇தཧຍ㈨᱁ࡢ☜ㄆཬࡧ୍ḟᑂᰝ⤖ᯝࡢ㏻▱ࢆཷ
ࡅ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᙜヱ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃಀࡿ⏦ㄳࡣࠊ
ࠕ➇தཧຍ⪅ࡢ㈨᱁㛵ࡍࡿබ♧ࠖ
㸦ᖹᡂ㸰㸴
ᖺ㸯㸮᭶㸯᪥ࡅᅜᅵ㏻┬⮧ᐁᡣᆅ᪉ㄢ㛗ࠊᅜᅵ㏻┬⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊⟶⌮ㄢ㛗බ
♧㸧ูグᥖࡆࡿᙜヱ⪅㸦ᙜヱ⪅ࡀ⤒ᖖᘓタඹྠᴗయ࡛࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ௦⾲⪅ࠋ㸧
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ࡢᮏᗑᡤᅾᆅ㸦᪥ᮏᅜෆᮏᗑࡀ࡞࠸ሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆࡢࡓࡿႠᴗᡤࡢᡤᅾᆅࠋ
௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢ༊ศᛂࡌࠊྠูグᐃࡵࡿᥦฟሙᡤ࠾࠸࡚ࠊ㝶ཷࡅࡅࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱ
⪅ࡀ⏦ㄳ᭩ཬࡧ㈨ᩱࢆᥦฟࡋࡓࡁ㝈ࡾࠊۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ⥲ົ㒊ዎ⣙ㄢ㸦ࠛۑۑۑ㸫ۑۑ
ۑۑ┴ۑۑ ۑۑᕷۑۑ༊ۑۑ㸫ۑۑ㸫  ۑۑ㟁ヰۑۑۑ㸫ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ㸧࠾࠸࡚
ࡶᙜヱ୍⯡➇தཧຍ㈨᱁ࡢㄆᐃಀࡿ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࡿࠋ
㸦㸯㸰㸧 ヲ⣽ࡣㄝ᫂᭩ࡼࡿࠋ
㸷 Summary
㸦㸯㸧 Official in charge of disbursement of the procuring entity 㸸 ○○○○ ○○○○
 Director-General of ○○○○ Regional Development Bureau Ministry of Land,
 Infrastructure, Transport and Tourism
㸦㸰㸧 Classification of the services to be procured 㸸 ○○
㸦㸱㸧 Subject matter of the contract 㸸
㸿㸸Construction work for restoration of The ○○○○ Tunnel (○○kouku) Saigaifukkyuu route○○ in
○○○○ Prefecture
㹀㸸Construction work for restoration of The ○○○○ Tunnel (○○kouku) Saigaifukkyuu route○○ in
○○○○ Prefecture
㸦㸲㸧 Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for
 the qualification 㸸 5:00 P.M. ○○ ○○ ○○
㸦㸳㸧 Time-limit for the submission of technical proposal 㸸 5:00 P.M. ○○ ○○ ○○
㸦㸴㸧 Contact point for tender documentation 㸸 The Contract Division,○○○○ Regional
 Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,
 ○○-○○-○○, ○○○○, ○○○○-ku, ○○○○-shi, ○○○-○○○○, Japan, TEL○○○(○○○)○○○○ EX.○○○○
ู⾲㸯 ᮏධᮐᡭ⥆ࡁಀࡿᮇ㛫➼
ձ ධᮐㄝ᫂᭩ࡢᮇ㛫

ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥
ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧ⚃᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ㸷㸮㸮
ศࡽ㸯㸶㸮㸮ศࡲ࡛ࠋ

ղ ⏦ㄳ᭩ཬࡧ୍ḟᑂᰝ㛵
ࡍࡿ㈨ᩱ➼ࡢᥦฟᮇ㝈

ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥
ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧ⚃᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ㸷㸱㸮
ศࡽ㸯㸵㸮㸮ศࡲ࡛

ճ ḟᑂᰝ㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢ
ᥦฟᮇ㝈

ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥ࡽᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥
ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬࡧ⚃᪥ࢆ㝖ࡃẖ᪥ࠊ㸷㸱㸮
ศࡽ㸯㸵㸮㸮ศࡲ࡛
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2-4-2 ᇶᮏ༠ᐃ᭩
⅏ྕۑۑᐖᪧ ࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤ㛵ࡍࡿᇶᮏ༠ᐃ᭩㸦㸧

ࠕ⅏ྕۑۑᐖᪧ ࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤࠖ㸦௨ୗࠕᮏᕤࠖ࠸࠺ࠋ㸧㛵ࡋ࡚ࠊۑ
ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗㸦௨ୗࠕⓎὀ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧۑۑ࣭ۑۑ࣭ۑۑᆅᇦ⥔ᣢᆺᘓタඹྠᴗయ㸦௨
ୗࠕඃඛ΅ᶒ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾᇶᮏ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ

㸦┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ ᮏ༠ᐃࡣࠊⓎὀ⪅ࡀᮏᕤࡘ࠸࡚ᐇࡋࡓᢏ⾡ᥦࡢබເᡭ⥆㸦௨ୗࠕᮏබເᡭ⥆ࠖ࠸
࠺ࠋ㸧࠾࠸࡚ඃඛ΅ᶒ⪅ࢆ㑅ᐃࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࠊⓎὀ⪅ඃඛ΅ᶒ⪅ࡀᮏᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙㸦௨
ୗࠕᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⥾⤖ྥࡅ࡚ᯝࡓࡍࡁ⩏ົࡑࡢࡢᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵࡿࡇࢆ
┠ⓗࡍࡿࠋ

㸦ᙜ⪅ࡢ⩏ົ㸧
➨㸰᮲ Ⓨὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊᮏ༠ᐃࡿ୍ษࢆࠊಙ⩏ᚑ࠸ㄔᐇ⾜࠺ࠋ
㸰 Ⓨὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊᮏ༠ᐃ➨㸲᮲つᐃࡍࡿ᭷ຠᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊᮏ༠ᐃࢆᒚ⾜ࡍࡿࠋ

㸦ᢏ⾡༠ຊ➼㸧
➨㸱᮲ ඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊⓎὀ⪅ࡀู㏵ᑐࡢពᛮ⾲♧ࢆ⾜࠺ሙྜࢆ㝖ࡁࠊᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙㛵ࡍࡿ
タィᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖ྥࡅ࡚ࠊⓎὀ⪅ࡀู㏵Ⓨὀࡋࡓタィᴗົࡢཷὀ⪅㸦௨
ୗࠕタィ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀ⾜࠺タィᑐࡍࡿᢏ⾡༠ຊᴗົࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊᮏබເᡭ⥆ಀࡿᢏ⾡
༠ຊᴗົጤクዎ⣙㸦௨ୗࠕᮏᢏ⾡༠ຊᴗົጤクዎ⣙ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆⓎὀ⪅ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡍࡿࠋ
㸰 Ⓨὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊタィ⪅ࢆྵࡵࠊᮏᕤࡢタィᴗົ㛵ࡍࡿ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᮏබເ
ᡭ⥆ಀࡿタィ༠ຊ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ
㸱 ඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊᢏ⾡ᥦࡸࡑࡢᢏ⾡ሗࠊࡑࡢⓎὀ⪅ࡀᚲせㄆࡵࡿሗࡘ࠸࡚タィ
ᫎࡉࡏࡿࡃࠊⓎὀ⪅ㄔពࢆᣢࡗ࡚ᚲせ࡞ሗᥦ౪ࡍࡿࡶࠊⓎὀ⪅ࡀ⾜࠺ㄪᩚᑐࡋ࡚┿
ᦸᑐᛂࡋࠊ༠ຊࡍࡿࠋ
㸲 Ⓨὀ⪅ࡣࠊඃඛ΅ᶒ⪅ࡀ⾜࠺ᢏ⾡༠ຊᴗົᚲせ࡞ሗࢆྍ⬟࡞㝈ࡾᥦ♧ࡍࡿࠋ

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧
➨㸲᮲ ᮏ༠ᐃࡣࠊᮏ༠ᐃࡢ⥾⤖᪥ࡽᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖᪥ࡲ࡛ࠊཪࡣࠊ➨㸳᮲つᐃࡍࡿ౯᱁
➼ࡢ΅ࡀᡂ❧࡞ࡗࡓ᪥ࡲ࡛᭷ຠࡍࡿࠋࡓࡔࡋ➨㸶᮲ࡽ➨㸯㸰᮲ࡲ࡛ࡢつᐃࡣࠊୖグᮇ㛫
⤊ᚋࡶ᭷ຠࡍࡿࠋ

㸦౯᱁➼ࡢ΅㸧
➨㸳᮲ ౯᱁➼ࡢ΅ࡣࠊⓎὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡀࠊ➨㸱᮲つᐃࡍࡿᢏ⾡༠ຊᴗົࢆ㋃ࡲ࠼࡚
సᡂࡍࡿタィࡢෆᐜࡸᡂᯝ≀ᇶ࡙ࡁࠊᕤ㈝ࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜࡑࡢࡢᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖ᚲ
せ࡞᮲௳➼ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࠊྜពࢆ┠ᣦࡍࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊタィࡢ㐍ᤖᛂࡌ࡚యᕤ㈝ࢆ⟬ฟࡋࠊᮏᢏ⾡༠ຊᴗົጤクዎ⣙ࡢึᮇẁ㝵ࠊ
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୰㛫ẁ㝵ࡑࡢࡢⓎὀ⪅ࡀᚲせㄆࡵࡓᮇࠊయᕤ㈝ࢆグ㍕ࡋࡓయᕤ㈝ㄪ᭩ཬࡧࡑࡢ⟬
ฟࡢ᰿ᣐ࡞ࡗࡓ㈨ᩱ㸦௨ୗࠕయᕤ㈝ㄪ᭩➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆⓎὀ⪅ᥦฟࡍࡿࠋ
㸱 ඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊタィ⪅ࡽᘬΏࡋࢆཷࡅࡓタィᡂᯝ≀ࢆᇶࠊᕤ㈝ࡢෆヂ᭩ࢆࡋࡓཧ⪃ぢ
✚᭩ཬࡧࡑࡢぢ✚᮲௳ࢆグ㍕ࡋࡓ㈨ᩱ㸦௨ୗࠕཧ⪃ぢ✚᭩➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆసᡂࡋࠊⓎὀ⪅ᥦฟ
ࡍࡿࠋ
㸲 Ⓨὀ⪅ࡣࠊඃඛ΅ᶒ⪅ᑐࡋࠊ๓㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊయᕤ㈝ㄪ᭩➼ཬࡧཧ⪃ぢ✚᭩➼ࡢᥦ
ฟࢆồࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆ᭩㠃࡚๓㏻▱ࡍࡿࠋ
㸳 Ⓨὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊタィᴗົ㛵ࡍࡿ༠㆟ࡢ㐣⛬࡛☜ㄆࡉࢀࡓ㡯ࡸタィࡢෆᐜࡸᡂᯝ
≀➼ᇶ࡙ࡁ౯᱁➼ࡢ΅ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊཧ⪃㢠యᕤ㈝ࡸཧ⪃ぢ✚᭩ࡢぢ✚㢠
ࡢ㛫ⴭࡋ࠸㞳ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡢጇᙜᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࡞ࠊぢ✚᮲௳➼ࢆぢ┤ࡍᚲせ
ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
㸴 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊ΅ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓཧ⪃ぢ✚᭩➼
ࢆᥦฟࡋࠊᨵࡵ࡚๓㡯ᇶ࡙ࡃ΅ࢆ⾜࠺ࠋ
㸵 ๓㸰㡯ᇶ࡙ࡃ΅ࡢ⤖ᯝࠊཧ⪃㢠ཧ⪃ぢ✚᭩ࡢぢ✚㢠ࡀⴭࡋࡃ㞳ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜཪࡣ㞳
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢෆᐜࡢጇᙜᛶࡸᚲせᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࠊࡘࠊྛᕤ✀ࡢ┤᥋ᕤ㈝ࡀ✚⟬ᇶ‽ࡸ
≉ูㄪᰝ⤖ᯝ➼ⴭࡋࡃ㞳ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜཪࡣ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ᰿ᣐࡋ࡚ಙ㢗ᛶࡢ࠶ࡿ㈨
ᩱࡢᥦ♧ࡀ࠶ࡿሙྜࡑࡢᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢ⥾⤖ᚲせ࡞᮲௳➼↷ࡽࡋ࡚ၥ㢟ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ౯
᱁➼ࡢ΅ࡀᡂ❧ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸶 ➨㸳㡯ཬࡧ➨㸴㡯ᇶ࡙ࡃ΅ࡢ⤖ᯝࠊ๓㡯ࡢᡂ❧⮳ࡽ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ౯᱁➼ࡢ΅ࢆᡂ
❧ࡍࡿࠋ

㸦ዎ⣙ᡭ⥆➼㸧
➨㸴᮲ ඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊ๓᮲➨㸵㡯ࡼࡾ౯᱁➼ࡢ΅ࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢෆᐜᇶ࡙ࡁࠊ΅
⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓཧ⪃ぢ✚᭩➼ࢆᥦฟࡍࡿࠋ
㸰 Ⓨὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢཧ⪃ぢ✚᭩➼࡛♧ࡉࢀࡓぢ✚᮲௳➼ࢆᇶணᐃ౯᱁ࢆᐃࡵࡿࠋ
㸱 ✚⟬ᇶ‽㢮タᐃࡢ↓࠸ᕤ✀➼ࡢぢ✚ࡾࡘ࠸࡚ࠊᶵປᮦู࡛ෆヂࢆᥦฟࡏࡎࠊ୍ᘧ࡚౯᱁➼
ࡢ΅ࡀᡂ❧ࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᕤ✀➼ࡘ࠸࡚ࡣᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨㸰㸳᮲ᇶ࡙ࡃㄳồࡢᑐ㇟እ
ࡍࡿࠋ
㸲 ඃඛ΅ᶒ⪅ࡣ๓᮲➨㸱㡯ྠࡌ᪉ἲࡼࡾぢ✚᭩ࢆᥦฟࡋࠊⓎὀ⪅ぢ✚ྜࡏࢆ⾜࠺ࠋ
㸳 Ⓨὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢぢ✚ྜࡏࡢ⤖ᯝࠊぢ✚᭩ࡢᕤ㔠㢠ࡀணᐃ౯᱁ࢆୗᅇࡗࡓሙ
ྜࡣࠊᮏᕤㄳ㈇ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ

㸦౯᱁➼ࡢ΅ࡢᡂ❧㸧
➨㸵᮲ Ⓨὀ⪅ࡣࠊ➨㸳᮲➨㸶㡯ࡼࡾ౯᱁➼ࡢ΅ࡀᡂ❧࡞ࡗࡓሙྜࠊ㠀≉ᐃ࡞ࡗࡓ᪨ࡑ
ࡢ⌮⏤ࢆ᭩㠃ࡼࡾ㏻▱ࡍࡿࡶࠊᮏᢏ⾡༠ຊᴗົጤクዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ
Ⓨὀ⪅ࡣࠊᙜヱゎ㝖క࠺ᦆᐖ㈺ൾࡢ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ๓㡯つᐃࡍࡿሙྜࠊᮏ༠ᐃࡢᒚ⾜㛵ࡋ᪤ᨭฟࡋࡓ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࡣྛ⮬ࡢ㈇ᢸࡋࠊ➨㸶᮲
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ࡽ➨㸯㸰᮲ࡲ࡛ࡢつᐃᇶ࡙ࡃࡶࡢࢆ㝖ࡁ┦മᶒമົ㛵ಀࡢ⏕ࡌ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

㸦ᶒ⩏ົࡢㆡΏ➼㸧
➨㸶᮲ ඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊⓎὀ⪅ࡢ๓ࡢᢎㅙࢆᚓࡓሙྜࢆ㝖ࡁࠊᮏ༠ᐃୖࡢᆅ୪ࡧᮏ༠ᐃᇶ
࡙ࡃᶒ⩏ົࢆ➨୕⪅ㆡΏࡋⱝࡋࡃࡣᢎ⥅ࡉࡏࠊཪࡣᢸಖ౪ࡍࡿࡇࡑࡢ୍ษࡢฎศࢆ⾜ࢃ
࡞࠸ࠋ

㸦⛎ᐦಖᣢ➼㸧
➨㸷᮲ Ⓨὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊᮏ༠ᐃ㛵㐃ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆ⛎ᐦሗࡋ࡚ಖᣢࡍࡿ
ࡶࠊࡿ⛎ᐦሗࢆᮏ༠ᐃࡢᒚ⾜௨እࡢ┠ⓗ⏝ࡋࠊཪࡣ࠸ࡢᢎㅙ࡞ࡋ➨୕⪅㛤♧ࡋ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦༠ᐃෆᐜࡢኚ᭦㸧
➨㸯㸮᮲ ᮏ༠ᐃ᭩つᐃࡍࡿྛ㡯ࡣࠊⓎὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡢ᭩㠃ࡼࡿྠពࡀ࡞ࡅࢀࡤኚ᭦
ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸦‽ᣐἲཬࡧ⟶㎄ุᡤ㸧
➨㸯㸯᮲ ᮏ༠ᐃࡣࠊ᪥ᮏᅜࡢἲ௧ᚑ࠸ゎ㔘ࡉࢀࡿࡶࡢࡋࠊࡲࡓࠊᮏ༠ᐃ㛵ࡋ࡚⏕ࡌࡓᙜ⪅
㛫ࡢ⣮தࡘ࠸࡚ࠊۑۑᆅ᪉ุᡤࢆ➨୍ᑂࡢᑓᒓⓗྜព⟶㎄ุᡤࡍࡿࡇྜពࡍࡿࠋ

㸦ࡑࡢ㸧
➨㸯㸰᮲ ᮏ༠ᐃ᭩ᐃࡵࡢ࡞࠸㡯ཪࡣᮏ༠ᐃ㛵ࡋ⩏ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊⓎὀ⪅ඃඛ΅ᶒ⪅
ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

 ᮏ༠ᐃࡢドࡋ࡚ᮏ᭩㸱㏻ࢆసᡂࡋࠊⓎὀ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡀグྡᢲ༳ࡢୖࠊྛ⮬㸯㏻ࢆಖ᭷ࡍ
ࡿࠋ

                             ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥

     Ⓨὀ⪅      ఫᡤ ۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ
              Ặྡ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗  ۑۑ ۑۑ

     ඃඛ΅ᶒ⪅   ۑۑ࣭ۑۑ࣭ۑۑᆅᇦ⥔ᣢᆺᘓタඹྠᴗయ
௦⾲⪅     ఫᡤ ۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ
        Ặྡ ۑۑᘓタ ᰴᘧ♫ ۑۑᨭᗑ
           ᖖົᇳ⾜ᙺဨᨭᗑ㛗 ۑۑ ۑۑ
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ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ༊ۑۑᕷۑۑ ᵓᡂဨ     ఫᡤ
ᨭᗑۑۑ ۑۑ ♫        Ặྡ ᰴᘧ
ۑۑ ۑۑ            ⌮ᨭᗑ㛗
ۑۑࡢ␒ᆅۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ┴ۑۑ ᵓᡂဨ     ఫᡤ
ۑۑ ♫        Ặྡ ᰴᘧ
ۑۑ ۑۑ ᙺ⥾ྲྀ⾲            ௦
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2-4-3 タィ༠ຊ༠ᐃ᭩
⅏ྕۑۑᐖᪧ ࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤ㛵ࡍࡿタィ༠ຊ༠ᐃ᭩㸦㸧

ࠕ⅏ྕۑۑᐖᪧ ࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤࠖ㛵ࡋ࡚ࠊۑۑᩚഛᒁ㛗㸦௨ୗࠕⓎὀ⪅ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࠊ㸦ᰴ㸧ۑۑ ۑۑۑۑᨭ♫ ᨭ♫㛗㸦௨ୗࠕタィ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧۑ࣭ۑۑ࣭ۑۑ
ۑᆅᇦ⥔ᣢᆺᘓタඹྠᴗయ㸦௨ୗࠕඃඛ΅ᶒ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾタィ༠ຊ༠ᐃࢆ
⥾⤖ࡍࡿࠋ

㸦┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ ᮏ༠ᐃࡣࠕ⅏ྕۑۑᐖᪧ ࣝࢿࣥࢺۑۑ㸦ۑۑᕤ༊㸧ᕤࠖ࠾࠸࡚ࠊⓎὀ⪅ࠊタィ⪅ཬ
ࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚ඃඛ΅ᶒ⪅ࡢᕤᢏ⾡ᇶ࡙ࡃタィࢆᡂࡉࡏࡿୖ࡛ᚲせ࡞
㡯ࢆᐃࡵࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

㸦ㄪᩚ࣭༠ຊ㸧
➨㸰᮲ ᮏタィࡢᐇಀࡿⓎὀ⪅ࠊタィ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅㛫ࡢㄪᩚࡣࠊⓎὀ⪅ࡀ⾜࠺ࠋ
㸰 Ⓨὀ⪅ࡀ⾜࠺ㄪᩚᑐࡋࠊタィ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊ┿ᦸᑐᛂࡋࠊ༠ຊࡍࡿࠋ

㸦⛎ᐦಖᣢ㸧
➨㸱᮲ Ⓨὀ⪅ࠊタィ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡣࠊᮏ༠ᐃ㛵㐃ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆ⛎ᐦሗࡋ࡚ಖᣢ
ࡍࡿࡶࠊࡿ⛎ᐦሗࢆᮏ༠ᐃࡢᒚ⾜௨እࡢ┠ⓗ⏝ࡋࠊཪࡣࡑࢀࡒࢀࡢᢎㅙ࡞ࡋ
➨୕⪅㛤♧ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦᭷ຠᮇ㝈㸧
➨㸲᮲ ᮏ༠ᐃࡣࠊᮏ༠ᐃࡢ⥾⤖ࡢ᪥ࡽⓎὀ⪅ཬࡧタィ⪅ࡀ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿタィᴗົࡢጤクዎ⣙ࡢ
᪥ࡲ࡛᭷ຠࡍࡿࠋ

㸦ࡑࡢ㸧
➨㸳᮲ ᮏ༠ᐃ᭩ᐃࡵࡢ࡞࠸㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲせᛂࡌⓎὀ⪅ࠊタィ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡀ༠㆟
ࡋ࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


 ᮏ༠ᐃࡢドࡋ࡚ᮏ᭩㸳㏻ࢆసᡂࡋࠊⓎὀ⪅ࠊタィ⪅ཬࡧඃඛ΅ᶒ⪅ࡀグྡᢲ༳ࡢୖࠊྛ⮬㸯㏻
ࢆಖ᭷ࡍࡿࠋ
ᖹᡂۑۑᖺۑۑ᭶ۑۑ᪥

Ⓨὀ⪅      ఫᡤ ۑۑᕷۑۑ༊ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ
         Ặྡ ۑۑᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗 ۑۑ ۑۑ
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ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ༊ۑۑᕷۑۑ タィ⪅      ఫᡤ
♫ᨭۑۑ ۑۑ ♫ᰴᘧ
ۑۑ ۑۑ ᨭ♫㛗

ྡ     Ặ
 

      

ᆅᇦ⥔ᣢᆺᘓタඹྠᴗయۑۑ࣭ۑۑ࣭ۑۑ      ⪅ඃඛ΅ᶒ
ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ༊ۑۑᕷۑۑ  ௦⾲⪅     ఫᡤ
ᨭᗑۑۑ ♫ ᰴᘧۑۑ ྡ Ặ

          

 

ۑۑ ۑۑ ᖖົᇳ⾜ᙺဨᨭᗑ㛗
ྕۑۑ␒ۑۑ┠ۑۑ༊ۑۑᕷۑۑ        ᵓᡂဨ     ఫᡤ
ᨭᗑۑۑ ۑۑ ♫               Ặྡ ᰴᘧ
ۑۑ ۑۑ                   ⌮ᨭᗑ㛗
ۑۑࡢ␒ᆅۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ┴ۑۑ        ᵓᡂဨ     ఫᡤ
ۑۑ ♫               Ặྡ ᰴᘧ
ۑۑ ۑۑ ᙺ⥾ྲྀ⾲                  ௦
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․‟‧‒ ࣄ∝ࣄᐻʙऴإᡲዂ˟ᜭᙹኖ≋క≌‒ ‒
‒
≋Ӹᆅ≌‒ ‒
ᇹ≔வ‒ ஜ˟ᜭ↞⅚
Ⅴⅎⅎעᩗሁࣄ∝ࣄᐻʙऴإᡲዂ˟ᜭ≋ˌɦ⅚
Ⅴऴإᡲዂ
˟ᜭⅥ↗ⅳⅵ⅛
≌Ⅵ↗ᆅↈ↺⅛‒ ‒
‒
≋Ⴘႎ≌‒ ‒
ᇹ≕வ‒ ऴإᡲዂ˟ᜭ↞⅚ⅎⅎעᩗሁ↚↷↹ᘮↆπσםஙᚨሁ↚̞↺ࣄ
∝ࣄᐻʙ⇁ό๖↚ᡶ↰↺↰⅚Ӳ˳↝؏עС↝ᄩ̬ሁ↚̞↺ಮ⅝↙ᛢ᫆
↚̞᧙⅚ↆݣᎍ᧓↚ⅹⅳ↕ऴإσஊ↳ࣖݣሊ↝౨᚛⇁ᘍⅵↂ↗⇁Ⴘႎ↗ↈ↺⅛‒ ‒
‒
≋ңᜭʙ≌‒ ‒
ᇹ≖வ‒ ऴإᡲዂ˟ᜭ↞⅚ɦᚡʙ↚↓ⅳ↕ңᜭↈ↺⅛‒ ‒
≋≔≌‒ ࣄ∝ࣄᐻʙ↚᧙ↈ↺ႆදᚘဒ↝σஊ‒ ‒
≋≕≌‒ ᚨငಅ↝ྵཞ↗ᛢ᫆↝σஊ‒ ‒
≋≖≌‒ ᚨೞ↳іщ↝ᄩ̬↚᧙ↈ↺ྵཞ↗ᛢ᫆↝σஊ‒ ‒
≋≗≌‒ ᢘദ↙ႆද↚↓ⅳ↕‒ ‒
≋≘≌‒ ႆදऴ↝إɟΨ҄‒ ‒
≋≙≌‒ ↝˂⅚ऴإᡲዂ˟ᜭ↖࣏ᙲ↗ᛐ↰↺ʙ‒ ‒
‒
≋ኵጢ≌‒ ‒
ᇹ≗வ‒ ऴإᡲዂ˟ᜭ↞⅚םʩᡫႾⅎⅎޅͳૢ૾עӏ↢ⅎⅎჄ↖ɼ͵ↈ↺⅛‒ ‒
≕‒ ನՃ↞Кᘙ≔↚ਫ਼ↁ↺↗ⅹ↹↗ↈ↺⅛‒ ‒
‒
≋ࢫՃ≌‒ ‒
ᇹ≘வ‒ ஜ˟ᜭ↚⅚ഏ↝ࢫՃ⇁ፗⅾ⅛‒ ‒
ᜭ‒ ᧈ‒ ≔Ӹ‒ ‒
иᜭᧈ‒ ≔Ӹ‒ ‒
‒
≋ࢫՃ↝ᢠ˓≌‒ ‒
ᇹ≙வ‒ ᜭᧈ↞⅚ⅎⅎჄⅎⅎᢿᧈ⇁↱→↕Ϊ↕↺⅛‒
‒
≕‒ иᜭᧈ↞⅚םʩᡫႾⅎⅎⅎⅎޅͳૢ૾עᢿᧈ⇁↱→↕Ϊ↕↺⅛‒ ‒
‒
‒ ≋ࢫՃ↝ᎰѦ≌‒ ‒
ᇹ≚வ‒ ᜭᧈ↞⅚ஜ˟ᜭ↝˟Ѧ⇁ወਙↈ↺⅛‒ ‒
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≕‒ иᜭᧈ↞⅚ᜭᧈ⇁ᙀ˱ↆ⅚ᜭᧈ↚ʙⅻⅱ↺↗ⅼ↞↝ᎰѦ⇁ˊᘍↈ↺⅛‒ ‒
‒
≋˟ᜭ↝͵≌‒ ‒
ᇹ≛வ‒ ऴإᡲዂ˟ᜭ↞⅚࣏ᙲ↚ࣖↇ↕͵ↈ↺⅛‒ ‒
≋ⅎⅎעᩗሁࣄ∝ࣄᐻʙऴإᡲዂแͳ˟ᜭ≌‒ ‒
ᇹ≜வ‒ ऴإᡲዂ˟ᜭ͵↚Ӽↀ⅚ಮ⅝↙ᛢ᫆↝ૢྸ⅚౨᚛ሁ⇁ᘍⅵ↰⅚ⅎⅎ
עᩗሁࣄ∝ࣄᐻʙऴإᡲዂแͳ˟ᜭ⇁ፗⅾ⅛‒ ‒
≕‒ ನՃ↞Кᘙ≕↚ਫ਼ↁ↺↗ⅹ↹↗ↈ↺⅛‒ ‒
‒
≋ʙѦ‒ ‒≌ޅ
ᇹ≔≓வ‒ ऴإᡲዂ˟ᜭ↝ʙѦ⇁ϼྸↈ↺↰⅚ʙѦ⇁ޅᚨፗↈ↺⅛‒ ‒
≕‒ ʙѦⅎⅎ⅚↞ޅჄⅎⅎᢿⅎⅎᛢ↚ፗⅾ↱↝↗ↈ↺⅛‒ ‒
‒
≋↝˂≌‒ ‒
ᇹ≔≔வ‒ ↂ↝ᙹኖ↚↪↝↝↱↺↰ܭⅺ⅚ऴإᡲዂ˟ᜭ↝ᢃփ↚࣏ᙲ↙ʙ↞⅚
ऴإᡲዂ˟ᜭ↚ⅹⅳ↕ңᜭ↝ⅵⅷ‒ ‒⅛↺↰ܭ
‒
᧽‒ Щ‒ ‒
ↂ↝ᙹኖ↞⅚ⅎⅎ࠰ⅎⅎஉⅎⅎଐⅺ↸ᘍↈ↺⅛‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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Кᘙ ‣‒
םʩᡫႾ‒

ⅎ‒ޅͳૢ૾עٳ

ⅎٳᢿᧈ‒

ⅎⅎٳⅎ ‒ޅͳૢ૾עᢿ‒
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災害復旧・復興事業における入札契約方式の運用ガイドライン 新旧対応表（本文）
【旧】工事ガイドライン

１．入札契約方式選定の基本的考え方
国土交通省が発注する工事においては、競争性や公正性の確保の観点等から、会計法令上の
原則である一般競争方式を原則的に適用している。

【新】工事ガイドライン

１．入札契約方式選定の基本的考え方
国土交通省が平常時に発注する工事においては、競争性や公正性の確保の観点等から、会計
法令上の原則である一般競争方式を原則的に適用している。

しかしながら、近年頻発する災害時では、その復旧工事の発注において、随意契約や指名競

しかしながら、近年頻発する災害時では、その復旧事業に係る工事や業務（測量・調査・設

争といった入札契約方式を適用するとともに、現地の状況に応じた措置を講じたうえで、平常

計等の業務をいう。以下同じ。）の発注において、随意契約や指名競争といった入札契約方式を

時とは異なる入札契約方式を適切に選択することにより、早期の復旧に努めている。

適用するとともに、現地の状況に応じた措置を講じたうえで、平常時とは異なる入札契約方式

本ガイドラインは、災害復旧や復興にあたっての入札契約方式の選定についての基本的な考

本ガイドラインは、災害復旧や復興に当たっての入札契約方式の選定についての基本的な考

則るとともに、本ガイドラインの基本的考え方に基づき、適切な入札契約方式の適用等発注関

え方等を整理したものであり、国土交通省が発注する災害復旧・復興事業においては、関係法

係事務を行うこととする。 なお、本ガイドラインでは、基本的考え方に加え、過去の災害にお

令等に則るとともに、本ガイドラインの基本的考え方に基づき、適切な入札契約方式の適用等

ける復旧工事等の発注事例を発注関係図書とあわせて整理した。災害事例は、過去 5 年間にお

発注関係事務を行うこととする。

震災害、水害及び土砂災害事例とした。

業務を含む表現への変更
平常時と災害時の区別の強調

を適切に選択することにより、早期の復旧に努めている。

え方等を整理したものであり、国土交通省が発注する災害復旧工事においては、関係法令等に

ける激甚災害に指定された災害のうち、直轄管理施設の被害が特に大きかった以下の 5 つの地

備考

なお、入札契約方式の選定以外も含む、災害発生時の入札・契約等に関する対応全般の基本
的な留意事項は、
「国土交通省直轄事業における災害発生時の入札・契約等に関する対応マニュ

令和３年４月 22 日付の対応マニュア
ルとガイドラインとの関係を明記

アル」に示されているため、適宜参照することとする。
【対象とした大規模災害の復旧事例】

（削除）

①

東日本大震災［H23.3.11］

事例は別冊に移行し、柔軟な更新に配

②

台風 12 号･15 号（紀伊半島大水害）［H23.9.4］

慮

③

台風 11 号･12 号･前線による豪雨（広島豪雨土砂災害）［H26.8.19］

④

台風 18 号等（関東・東北豪雨鬼怒川水害）
［H27.9.9］

⑤

平成 28 年熊本地震［H28.4.16］

1-1

発注者の果たすべき役割

災害復旧においても、発注者は、関係する法令等に則り、その役割を果たしていく必要があ
る。
まず、公共工事の発注者として、公共工事の品質確保に関する基本理念や国等の責務等を定

1-1 発注者の果たすべき役割
災害復旧・復興においても、発注者は、関係する法令等に則り、その役割を果たしていく必
要がある。
まず、公共工事等の発注者として、公共工事の品質確保に関する基本理念や国等の責務等を

めた「公共工事の品質確保の促進に関する法律」
（以下、
「品確法」という。
）に則ることとなる。 定めた「公共工事の品質確保の促進に関する法律」
（平成 17 年法律第 18 号。以下「品確法」と
品確法では、発注者の責務として、現在及び将来にわたる公共工事の品質確保の観点から、予

いう。）に則ることとなる。品確法では、発注者等の責務として、現在及び将来にわたる公共工

定価格の適正な設定、低入札価格調査基準価格等の設定、適切な工期の設定や適切な設計変更

事の品質確保の観点から、予定価格の適正な設定、低入札価格調査基準価格等の設定、適切な

の実施などの措置を講じることを規定している。

工期の設定や適切な設計変更の実施等の措置を講じることを規定しており、令和元年６月の改
正では、緊急性に応じた随意契約等の選択、災害協定の締結・発注者間の連携、労災補償に必
要な費用の予定価格への反映等が新たに規定された。

また、
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、基本となるべき事項と

また、
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
（平成 12 年法律第 127 号）で

して、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保、公正な競争の促進などを規定し

は、基本となるべき事項として、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保、公正

ている。

な競争の促進等を規定している。

さらに、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図る「災害対策基本法」では、基本

さらに、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図る「災害対策基本法」
（昭和 36 年

理念として、被害の最小化及びその迅速な回復、国、地方公共団体及びその他の公共機関の適

法律第 223 号）では、基本理念として、被害の最小化及びその迅速な回復、国、地方公共団体

切な役割分担及び相互の連携協力の確保等を規定している。

及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力の確保等を規定している。

発注者には、これら法令の趣旨を十分に踏まえた対応が求められるが、災害復旧にあたって

発注者には、これら法令の趣旨を十分に踏まえた対応が求められるが、災害復旧・復興に当

2

は、特に、地域の建設企業が、災害対応、除雪といった「地域の守り手」として重要な役割を

たっては、特に、地域の建設企業が、災害対応、除雪といった「地域の守り手」として重要な

担っていることを踏まえる必要があり、品確法においても、地域において災害時における対応

役割を担っていることを踏まえる必要があり、品確法においても、地域において災害時におけ

を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよう、地域の実情を踏まえ地域における公共工事

る対応を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよう、地域の実情を踏まえ地域における公

の品質確保の担い手の育成・確保への配慮が求められている。このため、災害復旧工事等の発

共工事の品質確保の担い手の育成及び確保や、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅

注にあたっては、分離分割発注、地域に精通する企業の積極的な活用等の措置を適宜適切に講

速かつ円滑に実施される体制の整備が求められている。このため、災害復旧・復興事業におけ

じる必要がある。

る工事・業務の発注に当たっては、分離分割発注、地域に精通する企業の積極的な活用等の措
置を適宜適切に講じる必要がある。

1-2

入札契約方式の選定の基本的な考え方

入札契約方式は、
「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」
（平成 27 年 5 月）

1-2 入札契約方式の選定の基本的な考え方
入札契約方式は、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」
（平成 27 年 5 月）

等に基づき、事業プロセスの中で、必要な要素（契約方式、競争参加者の設定方法、落札者の

等に基づき、事業プロセスの中で、必要な要素（契約方式、競争参加者の設定方法、落札者の

選定方法、支払い方式）を適切に選択し、組み合わせて適用することが重要である。

選定方法、支払い方式）を適切に選択し、組み合わせて適用することが重要である。

災害発生後の復旧にあたっては、早期かつ確実な施工が可能な者を短期間で選定し、復旧作

災害時の復旧に当たっては、早期かつ確実に工事・業務を実施可能な者を短期間で選定し、

業に着手することが求められる。また、その上で透明性、公平性の確保に努めることが必要と

作業に着手することが求められる。また、その上で透明性、公平性の確保に努めることが必要

なる。

となる。

以上を踏まえ、災害復旧における入札契約方式の適用にあたっては、工事の緊急度や実施す

以上を踏まえ、災害復旧における入札契約方式の適用に当たっては、工事・業務の緊急度や

る企業の体制等を勘案し、随意契約、指名競争の適用を検討することとし、契約相手の選定に

実施する企業の体制等を勘案し、随意契約、指名競争の適用を検討することとし、契約相手の

あたっては、協定締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約相手が

選定に当たっては、協定締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約

選定できるように努めることとする。表 1-1 にその基本的な考え方を示す。

相手が選定できるように努めるとともに、書面での契約を行う。

表 1-1 入札契約方式の適用の考え方 1

図 1-1 に、災害時における入札契約方式の選定の基本的な考え方を示す。災害復旧・復興事

品確法運用指針（Ⅲ １－１）解説資

業は、災害が発生してから復興に至るまで、一般に、１）被害状況把握、２）応急復旧（仮復

料の入札契約方式選定の説明図（有す

旧）
、３）本復旧、４）復興の事業プロセスがある。発災直後の被害状況把握、応急復旧は、緊

べき機能・性能を回復するまで、随意

急度が高く、随意契約や、既契約の維持工事等を活用して速やかな実施が必要となる。また、

契約を適用できる）を記載。

本復旧段階において、構造物が有すべき機能・性能を回復していない場合、通常であれば被害
を生じない程度の降雨や余震に対しても十分な警戒（避難や通行制限等）が必要となり、社会
経済、住民生活に大きな制約が生じる。そのため、本復旧段階であっても、被害の最小化や社
会経済、住民生活の回復等の至急の原状復帰の観点から、随意契約の適用が必要となる場合が
ある。

※応急復旧：緊急的に機能回復を図る工事
本復旧：被災した施設を原形に復旧する工事、または、再度災害を防止する工事

1 緊急度が高く、早期に施工者の技術協力が必要な工事では、技術提案・交渉方式の適用も考えられる。

3

説明文を追加

※応急復旧：緊急的に機能回復を図る工事
本復旧：被災した施設を原形に復旧する工事、または、再度災害を防止する工事

図 1-1 災害時における入札契約方式の選定の基本的な考え方
1-2-1 随意契約

1-2-1

随意契約

（１）工事
災害復旧工事のうち、発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、がれき撤去、堤

発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤去、漂

防等河川管理施設等の応急復旧工事や、孤立集落の解消のための橋梁復旧など緊急度が極めて

流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施設の復旧、砂防

高い本復旧工事について、被害の最小化や至急の原状復旧の観点から、
「随意契約」
（会計法第

施設の復旧、岸壁等の港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧、官公庁施設

29 条の３第４項）を適用する。

や学校施設の復旧等の緊急性が高い災害復旧に関する工事等は、被害の最小化や社会経済の回

随意契約を適用できる場面の例を充
実（品確法運用指針Ⅲ １－１より）

復等の至急の原状復帰の観点から、随意契約（会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の３
第４項又は地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の２等）を選択するよう努め
る。表 1-1 に随意契約を適用できる工事の例を示す。
契約の相手方の選定にあたっては、被災箇所における維持修繕工事の実施状況、災害協定の

契約の相手方の選定に当たっては、被災地における維持工事等の実施状況、災害協定の締結

締結、企業の本支店の所在地、企業の被災状況、近隣での施工実績等を勘案し、早期かつ確実

状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での施工実績等を勘案し、早期か

な施工の観点から最も適した者を選定する。

つ確実な施工の観点から最も適した者を選定する。

また、状況に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から、会員企業に関する情
報提供を受け、施工体制を勘案し契約相手を選定する方法も活用する。

また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員企業に関する情報
提供を受け、施工体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。

4

表現適正化

業務を追加（品確法運用指針Ⅲ ２－
１より）

（２）業務
緊急点検、災害状況調査、航空測量等、発災後の状況把握や、発災直後から一定の間に対応
が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤去、漂流物撤去等の災害応急対策や、
段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の復旧、岸壁等の港湾施設
の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧等の緊急性が高い災害復旧に関する工事等に
係る業務は、被害の最小化や社会経済の回復等の至急の原状復帰の観点から、随意契約（会計
法第 29 条の３第４項又は地方自治法施行令第 167 条の２等）を選択するよう努める。表 1-2
に随意契約を適用できる業務の例を示す。
契約の相手方の選定に当たっては、災害地における業務の実施状況、災害協定の締結状況、
企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での業務実績等を勘案し、早期かつ確実
な業務の履行の観点から最も適した者を選定する。
また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員企業に関する情報
提供を受け、履行体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。
表 1-2 随意契約を適用できる業務の例
分類

測量・調査・設計等業務

被害状況把握

緊急点検、災害状況調査、航空測量、観測機器設置 等

応急復旧

道路啓開、航路啓開、がれき撤去、土砂撤去、流木撤去、漂流物撤去、
段差・亀裂解消のための舗装修繕、迂回路（仮橋含む）の設置、崩落
防止のための仮支持や防護、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の
復旧、岸壁等の港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の
復旧、官公庁施設や学校施設の復旧等に係る業務

本復旧

近隣住民が頻繁な避難を余儀なくされる仮復旧状態の堤防復旧、余震
による被害が懸念される橋梁や法面の復旧等に係る測量・調査・設計
等業務

5

＜適用にあたっての留意点＞

（３）適用に当たっての留意点

Ø

Ø

発注者と特定の業者との間に発生する特殊な関係をもって、単純に適用される可能性や、

Ø

発注者と特定の業者との間に発生する特殊な関係をもって、単純に適用される可能性や、

適正な価格によって行われるべき契約がややもすれば不適正な価格によって行われてしま

適正な価格によって行われるべき契約がややもすれば不適正な価格によって行われてしま

うことが懸念されることに留意する。

うことが懸念されることに留意する。

契約事務の公正性を保持し、経済性の確保を図る観点から、発注工事ごとに技術の特殊性、 Ø

契約事務の公正性を保持し、経済性の確保を図る観点から、発注する工事・業務ごとに技

経済合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断する必要があることに留意する。

術の特殊性、経済合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断する必要があることに留意す
る。
（４）関係法令

【会計法（抜粋）】
第 29 条の３ 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。
）は、

【会計法（抜粋）】
第 29 条の３

契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）は、

売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び第４項に規定

売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び第４項に規定す

する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

る場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することが

④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができ

できない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定め

ない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるとこ

るところにより、随意契約によるものとする。

ろにより、随意契約によるものとする。

【予算決算及び会計令（抜粋）
】

【予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。抜粋）】

第 102 条の４ 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろう

第 102 条の４ 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろうと

とする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、

する場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に

次に掲げる場合は、この限りでない。

掲げる場合は、この限りでない。

三

契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付す

ることができない場合において、随意契約によろうとするとき。

1-2-2 指名競争入札

三

契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付する
ことができない場合において、随意契約によろうとするとき。

1-2-2

指名競争入札

（１）工事

指名競争入札を適用できる場面の例
を充実

災害復旧工事のうち、随意契約を適用しない本復旧にあって、出水期や降雪期等の一定の期

災害復旧に関する工事のうち、随意契約によらないものであって、労働力や資材・機材等の

日までに復旧を完了させる必要のある工事等で、一般競争入札に付す時間的余裕がないものに

調達において、需給がひっ迫した環境で実施する工事、出水期や降雪期等の一定の期日までに

ついては、
「指名競争入札」
（会計法第 29 条の３第３項）を適用する。

復旧を完了させる必要がある工事など、契約の性質又は目的により競争に加わるべきものが少

（品確法運用指針Ⅲ １－１より）

数で一般競争入札に付する必要がないものにあっては、指名競争入札（会計法第 29 条の３第
３項又は地方自治法施行令第 167 条等）を選択するよう努める。
指名を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在地、同種・類似工事の施工

指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在地、同種・類似工

実績、手持ち工事の状況等を考慮して、確実な履行が期待できる企業を指名する。また、その

事の施工実績、手持ち工事の状況、応急復旧工事の施工実績等を考慮して、確実な履行が期待

際、過去の指名及び受注の状況を勘案して特定の者に偏らないような配慮が必要である。さら

できる者を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案して特定の者に偏らないよう

に、指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の恣意性を排除

配慮する。また、指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の

する必要があることに留意する。

恣意性を排除する必要があることに留意する。

なお、時間的な制約を踏まえて指名競争入札を適用するものであることから価格競争によっ

なお、災害が発生した地域においては、同時期に多くの工事が発生することから、受注する
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関東地整で試行中のフレームワーク

て落札者を選定するケースが多いと考えられるが、必要に応じて施工能力を評価する総合評価

業界の施工体制との間で需要と供給のバランスが課題となり、不調不落の発生が予測されるよ

落札方式を適用することも考えられる。

うな場合、所定の期間内の調達の概要・条件等を示した上で、公募により選定した複数の企業

方式について記載

（フレームワーク企業）に対して、災害復旧に係る個別工事を発注するフレームワーク方式を
適用することが考えられる。
また、必要に応じて品質確保のため施工能力を評価する総合評価落札方式を適用する。
（２）業務

業務を追加（品確法運用指針Ⅲ ２－

災害復旧に関する業務のうち、随意契約によらないものであって、労働力（技術者）や資材・ １より）
機材等の調達において、需給がひっ迫した環境で実施する工事、出水期や降雪期等の一定の期
日までに復旧を完了させる必要がある工事に係る業務など、契約の性質又は目的により競争に
加わるべきものが少数で一般競争入札に付する必要がないものにあっては、指名競争入札（会
計法第 29 条の３第３項又は地方自治法施行令第 167 条等）を活用するよう努める。
指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在地、同種・類似業
務の実績、手持ち業務の状況、緊急調査の実施状況等を考慮して、確実な履行が期待できる者
を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案して特定の者に偏らないよう配慮する。
また、指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の恣意性を排
除する必要があることに留意する。
なお、災害が発生した地域において同時期に多くの業務が発生することから、受注する業界
の履行体制との間で需要と供給のバランスが課題となり、不調不落の発生が予測されるような
場合、必要に応じて所定の期間内の調達の概要・条件等を示した上で、公募により選定した複
数の企業（フレームワーク企業）に対して、災害復旧に係る個別業務を発注するフレームワー
ク方式を適用すること等が考えられる。
また、必要に応じて品質確保のため履行能力を評価する総合評価落札方式を適用する。
（３）関係法令
【会計法（抜粋）】
第 29 条の３ 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。
）は、

【会計法（抜粋）】
第 29 条の３ 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）は、売
買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び第４項に規定する場

する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

③

売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び第４項に規定
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必

③

契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要が

要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令

ない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定める

の定めるところにより、指名競争に付するものとする。

ところにより、指名競争に付するものとする。
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関東地整で試行中のフレームワーク
方式について記載

【予算決算及び会計令（抜粋）
】

【予算決算及び会計令（抜粋）】

第 102 条の４ 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろう

第 102 条の４ 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろうとす

とする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、

る場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げ

次に掲げる場合は、この限りでない。

る場合は、この限りでない。

一

契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要が

ない場合において、指名競争に付そうとするとき。

1-2-3 通常の方式

一

契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない
場合において、指名競争に付そうとするとき。

1-2-3

一般競争入札等

（１）工事
災害発生から復旧が進み、一定の入札契約期間が確保可能な内容と判断できる工事について

充実（品確法運用指針Ⅲ １－１よ

災害発生から復旧が進み、一定の入札契約期間が確保可能な内容と判断できる工事について、 り）

は、建設業者の状況も踏まえ適正な競争が可能な環境と判断できる場合には、競争性・公正性

建設業者の状況も踏まえ適正な競争が可能な環境と判断できる場合には、競争性・公正性の確

の確保の観点から、通常の方式（一般競争入札・総合評価落札方式他）を採用する。

保の観点から、一般競争・総合評価落札方式等を適用する。入札参加要件の設定に当たっては、

入札参加要件の設定にあたっては、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工
事成績や地域要件などを適切に設定する。
また、競争参加者数が比較的多くなることが見込まれる工事においては、手続期間を考慮し
た上で、適宜、段階的選抜方式を活用する。

一般競争入札を適用する場面の例を

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績や地域要件等を適切に設定する
とともに、総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、災害応急対策等の実績を
評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。また、競争参加者が比較的多くなることが見
込まれる工事においては、手続期間を考慮した上で、必要に応じて、段階的選抜方式の活用に
努める。
（２）業務

業務を追加（品確法運用指針Ⅲ ２－

災害発生から復旧が進み、一定の入札契約期間が確保可能な内容と判断できる業務について、 １より）
業務を行う企業の状況も踏まえ適正な競争が可能な環境と判断できる場合には、競争性・公正
性の確保の観点から、一般競争・総合評価落札方式等を適用する。入札参加要件の設定に当た
っては、業務の性格、地域の実情等を踏まえ、業務の経験及び業務成績や地域要件等を適切に
設定するとともに、総合評価落札方式、プロポーザル方式等を採用する。

1-3

現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置

2. 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置

被災の状況や地域の実情に応じて、復旧工事の早期着工、発注関係事務の負担軽減、復旧・

被災の状況や地域の実情に応じて、発災後の状況把握に関する業務、災害応急対策や災害復

業務を追加

復興を支える担い手の確保等の観点から、発注関係事務に関して必要な措置を検討する必要が

旧に関する工事・業務の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担い手の確

（品確法運用指針Ⅲ １－２、２－２

ある。以下に、各災害復旧事例をもとに目的別の措置の概要を整理する。

保等の観点から、災害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を検討

より）

する必要がある。以下に、各災害復旧・復興事例をもとに目的別の措置の概要を整理する。
1-3-1 確実な施工確保、不調・不落対策

2-1 確実な施工・業務実施の確保、不調・不落対策

業務も読める表現に

（１）工事
(1) 実態を踏まえた積算の導入〔対象：全ての入札契約方式〕

1)実態を踏まえた積算の導入
災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生じる
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内容の充実
（品確法運用指針 １－２より）

ことがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合
には、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。遠
隔地から労働力や資材・機材等を調達する必要がある場合など、発注準備段階において施工条
件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と当該条件が設計変更の対象となる旨も明
示する。
復興による急激な事業量の増加により特定の地域において既存の積算基準類と実態に乖離が

災害復旧・復興による急激な工事量の増加により特定の地域において既存の積算基準類と実

生じることに伴い、企業が入札への参加を敬遠し、不調・不落が発生することがある。市場の

態に乖離が生じる場合には、不調・不落の発生状況を踏まえ、市場の変化を的確に把握し、必

変化を的確に把握し、必要に応じて復興係数や復興歩掛を設定する等、実態を踏まえた積算に

要に応じて復興係数や復興歩掛を設定又は活用する等、実態を踏まえた積算を実施するよう努

努めることとする。

める。また、必要に応じて不調随契の活用も検討する。
また、直轄工事の積算基準では、法定の労災保険料・法定外の労災保険の費用を現場管理費
で計上することとしているように、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等の
被害が発生した場合の損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努める。

(2) 指名競争入札におけるダンピング対策等〔対象：指名競争入札〕
災害復旧事例で指名競争入札が適用された工事の中には、低入札が発生している事例もある。

2)指名競争入札におけるダンピング対策等〔対象：指名競争入札〕
災害復旧事例で指名競争入札が適用された工事の中には、低入札が発生している事例もある。

低入札による受注は、工事の手抜き、下請けのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底

低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不

等につながることが懸念される。また、適用時期によっては、平常時と同等とは言えない競争

徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等とは言えない競争環境であること

環境であることも想定される。このようなことから、状況を丁寧に把握した上で、随意契約に

も想定されることから、状況を丁寧に把握した上で、確実かつ円滑な履行ができる者のみを対

よる施工や、指名者数にこだわらず真に確実かつ円滑な施工ができる者のみを対象とする指名

象とする指名競争入札の適用等を検討する。

競争入札の適用などを検討する。
また、この場合において、価格により落札者を決定する指名競争入札を適用する際には、ダ

また、この場合において、価格により落札者を決定する指名競争入札を適用する際には、ダ

ンピング行為が行われるおそれがあるとともに、ダンピング受注の横行により競争参加者が確

ンピング行為が行われるおそれがあるとともに、ダンピング受注の横行により競争参加者が確

保できなくなることも懸念され、確実かつ円滑な施工に支障を来すことも考えられることから、 保できなくなることも懸念され、確実かつ円滑な施工に支障を来すことも考えられることから、
適正な施工体制を確保するための方策を講じる必要がある。このため、
「品質の確保等を図るた

適正な施工体制を確保するための方策を講じる必要がある。このため、
「品質の確保等を図るた

めの著しい低価格による受注への対応について」
（平成 15 年 2 月 10 日）
、
「いわゆるダンピング

めの著しい低価格による受注への対応について」
（平成 15 年 2 月 10 日付け国官総第 598 号他）、

受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の対策について」
（平成 18

「いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の対

年 4 月 14 日）等に基づき、発注者の監督・検査等の強化や受注者側技術者の増員の対象拡大等

策について」（平成 18 年 4 月 14 日付け国官総第 33 号他）等に基づき、発注者の監督・検査等

の措置を講じるとともに、
「緊急公共工事品質確保対策について」
（平成 18 年 12 月 8 日）を踏

の強化や受注者側技術者の増員の対象拡大等の措置を講じるとともに、
「緊急公共工事品質確保

まえ、必要に応じて、施工体制のみを技術面の評価項目とする施工体制確認型総合評価方式を

対策について」
（平成 18 年 12 月 8 日付け国官総第 610 号他）を踏まえ、必要に応じて、施工体

適用する。

制のみを技術面の評価項目とする施工体制確認型総合評価方式を適用する。

(3) 前払金限度額の引き上げ等〔対象：全ての入札契約方式〕

3)前払金限度額の引き上げ等

東日本大震災の復旧事例では、被災地における復旧工事の施工確保対策として、前払金限度

東日本大震災の事例では、被災地における復旧工事の施工確保対策として、前払金限度額を

額を従来の 4 割から 5 割に引き上げる特例措置が講じられている。また、契約の締結にあたり

従来の 4 割から 5 割に引き上げる特例措置を講じた。また、契約の締結に当たり被災によって

被災によって時間的余裕がなく、詳細な積算が著しく困難な場合には、工事概要、契約金額（そ

時間的余裕がなく、詳細な積算が著しく困難な場合には、工事概要、契約金額（その時点で最

の時点で最低限確実に受注者に対して支払うことが明らかである額）
、前払金の額等のみを記載

低限確実に受注者に対して支払うことが明らかである額）、前払金の額等のみを記載した契約書

した契約書を取り交わした上で前払金を支払う措置も講じられている。緊急復旧事業を円滑に

を取り交わした上で前払金を支払う措置も講じられている。緊急復旧事業を円滑に実施するた

実施するために必要となる人員・資機材の確保を図るため、速やかに受注者に前払金を支払う

めに必要となる人員・資機材の確保を図るため、速やかに受注者に前払金を支払うことは重要
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項目間の表現方法の並びをとる

ことは重要であり、実際の対応にあたっては、これらの事例も参考にしつつ、現地の状況等を

であり、実際の対応に当たっては、これらの事例も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、本

踏まえ、本省と連携しながら適切な対応に努めることとする。

省と連携しながら適切な対応に努めることとする。
（２）業務

業務を追加

1)実態を踏まえた積算の導入

（品確法運用指針 ２－２より）

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見積り
等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。また、遠隔地から資材・機材
の調達や技術者を確保する必要がある場合など、発注準備段階において作業条件等を具体的に
確定できない場合には、積算上の条件と当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。
また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等を被った場合の損害を補償す
るための保険の経費についても計上するよう努める。
2)指名競争入札におけるダンピング対策等〔対象：指名競争入札〕
低入札による受注は、業務の手抜き、再委託先へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の
不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等とは言えない競争環境であるこ
とも想定されることから、状況を丁寧に把握した上で、確実かつ円滑な履行ができる者のみを
対象とする指名競争入札の適用等を検討する。
3)前払金の速やかな支払い
業務を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保を図るため、速やかに
受注者に前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災の復旧事例等も参考にしつつ、現地
の状況等を踏まえ、本省と連携しながら適切な対応に努めることとする。
1-3-2 発注関係事務の効率化

2-2 発注関係事務の効率化

(1) 一括審査方式の活用〔対象：一般競争入札〕

（１）工事

一括審査方式は、一般競争入札の適用にあたり、施工地域が近接し、工事の内容等が同種で

１項目のみなので見出し不要

一括審査方式は、一般競争入札の適用に当たり、施工地域が近接し、工事の内容等が同種で

あるなど、競争参加資格や総合評価方式の評価項目等を共通化できる複数工事を同時に公告し、 あるなど、競争参加資格や総合評価方式の評価項目等を共通化できる複数工事を同時に公告し、
技術審査・評価を一括して実施するものである。発注者・競争参加者双方の入札事務手続の負

技術審査・評価を一括して実施するものである。発注者・競争参加者双方の入札事務手続の負

担軽減の観点に加え、特定の企業への受注の集中を回避し、技術者・資材が確保された施工体

担軽減の観点に加え、特定の企業への受注の集中を回避し、技術者・資材が確保された施工体

制を整えている複数の企業による確実かつ円滑な施工を行う観点から、一括審査方式を積極的

制を整えている複数の企業により確実かつ円滑な施工が行われる観点から、一括審査方式を積

に活用する。

極的に活用する。
業務を追加
（２）業務

（品確法運用指針 ２－２より）

発注者・競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の企業への受注の集
中を回避して、技術者が確保された履行体制を整えている複数の企業により確実かつ円滑な業
務の履行が行われる観点から、一括審査方式を積極的に活用するよう努める。
1-3-3 復興・復旧工事の担い手の確保

2-3 復旧・復興工事の担い手の確保

(1) 共同企業体の活用

（1）共同企業体の活用

工事規模の大型化や事業量の急増により、単体での施工が可能な企業数が相対的に減少する

工事規模の大型化や工事量の急増により、単体での施工が可能な企業数が相対的に減少する

ことも想定される場合には、地域の建設企業が継続的な協業関係を確保することによりその実

ことも想定される場合には、必要に応じて地域の建設企業が継続的な協業関係を確保すること

10

内容の更新
（品確法運用指針 １－２より）

施体制を安定確保するために結成される｢地域維持型 JV｣制度を活用している。地域維持型 JV

により、その実施体制を安定確保するために結成される地域維持型建設共同企業体（以下「地

の活用にあたっては、
「直轄工事における地域維持型建設共同企業体の取扱い」
（平成 24 年 6

域維持型 JV」という。）や事業協同組合等を活用するよう努める。地域維持型 JV の活用に当た

月 27 日国地計第 18 号他）に基づくものとする。

っては、「直轄工事における地域維持型建設共同企業体の取扱い」（平成 24 年 6 月 27 日付け国
地契第 18 号他）に基づくものとする。

復興事業では特定の地域において事業量が急増し、被災地域に所在する企業のみでは全ての

復興事業では特定の地域において事業量が急増し、被災地域に所在する企業のみでは全ての

復旧・復興工事を担うことが困難となることから、被災地域の建設企業と被災地域外の建設企

復旧・復興工事を担うことが困難となることから、被災地域の建設企業と被災地域外の建設企

業が共同企業体を結成して、復旧・復興工事を行う「復興 JV」制度を活用している事例もある。 業が共同企業体を結成して、復旧・復興工事を行う「復興 JV」制度を活用している事例もある。
これらの共同企業体の活用事例を参考としつつ、必要な施工体制の確保に努めることとする。
(2) 地域企業の参加可能額の拡大〔対象：全ての入札契約方式〕

これらの共同企業体の活用事例を参考としつつ、必要な施工体制の確保に努めることとする。
（2）地域企業の参加可能額の拡大

復旧工事では、地域に精通した企業による施工が、円滑かつ早期の復旧に繋がる。また、地

復旧工事では、地域に精通した企業による施工が、円滑かつ早期の復旧に繋がる。また、地

域に精通した企業が積極的に復旧に携わることにより、将来の地域の社会資本を支える企業を

域に精通した企業が積極的に復旧に携わることにより、将来の地域の社会資本を支える企業を

確保することにも繋がる。一方、事業量の増大に対して、限られた人員で対応するためには、

確保することにも繋がる。一方、事業量の増大に対して、限られた人員で対応するためには、

発注ロットの大型化が求められる場合もある。このように担い手の確保とロットの大型化によ

発注ロットの大型化が求められる場合もある。このように担い手の確保とロットの大型化によ

る早期の復旧の実現という双方の観点から、今後の等級別の発注の見通しも踏まえ、必要に応

る早期の復旧の実現という双方の観点から、今後の等級別の発注の見通しも踏まえ、必要に応

じて、等級ごとのバランスに配慮しつつ、地域企業が中心となる一般土木Ｃ等級企業の参加が

じて、等級ごとのバランスに配慮しつつ、地域企業が中心となる一般土木Ｃ等級企業の参加が

可能な工事価格帯の上限を引き上げる措置を講じることとする。

可能な工事価格帯の上限を引き上げる措置を講じることとする。
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項目間の表現の並びをとる

1-3-4 迅速な事業執行

2-4 迅速な事業執行

(1) 支出負担行為事務の委任範囲の拡大〔対象：全ての入札契約方式〕

(1) 支出負担行為事務の委任範囲の拡大

災害発生時には、早期復旧の観点から、事務負担を軽減させつつ、地域に精通した企業を活

災害発生時には、早期復旧の観点から、事務負担を軽減させつつ、地域に精通した企業を活

用することが必要となり、発注ロットの大型化についても検討が必要となる場合がある。今後

用することが必要となり、発注ロットの大型化についても検討が必要となる場合がある。今後

の工事の見通しや施工能力のある企業の受注状況等も踏まえ、現場主導の事業執行の迅速性を

の工事の見通しや施工能力のある企業の受注状況等も踏まえ、現場主導の事業執行の迅速性を

向上させるため、必要に応じて、直轄工事において、予定価格 3 億円以下（北海道開発局を除

向上させるため、必要に応じて、直轄工事において、予定価格 3 億円以下（北海道開発局を除

項目間の表現ぶりの並びをとる

く）の工事とされている分任支出負担行為担当官である事務所長が契約できる範囲を拡大する。 く）の工事とされている分任支出負担行為担当官である事務所長が契約できる範囲を拡大する。
(2) 政府調達協定対象工事における適用〔対象：随意契約・指名競争入札〕
政府調達協定（以下「WTO」という。
）対象工事は、
「政府調達に関する協定」や「国の物品等

(2) 政府調達協定対象工事・業務における適用〔対象：随意契約・指名競争入札〕
政府調達協定その他の国際約束（以下「WTO 等」という。）対象工事・業務は、「政府調達に

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」
（以下「特例政令」という。
）
、
「公共事業の入札・ 関する協定」や「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（昭和 55 年政令第
契約手続の改善に関する行動計画」等に基づき手続を行う。平常時における WTO 対象工事は、

300 号。以下「特例政令」という。）、
「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」等

一般競争入札（公開入札）に付すことが原則となるが、災害時、緊急性の高い復旧工事は、政

に基づき手続を行う。平常時における WTO 等の対象となる工事・業務は、一般競争入札（公開

府調達に関する協定第 13 条を踏まえ、必要に応じて、随意契約（限定入札）や指名競争入札（選

入札）に付すことが原則となるが、災害時、緊急性の高い復旧工事・業務は、政府調達に関す

択入札）を適用し、早期復旧を行うものとする。

る協定第 13 条を踏まえ、必要に応じて、随意契約（限定入札）や指名競争入札（選択入札）を
適用し、早期復旧を行うものとする。

【政府調達に関する協定（抜粋）
】

【政府調達に関する協定（抜粋）
】

第四条 一般原則

第四条 一般原則

（無差別待遇）

（無差別待遇）

１ 各締約国（その調達機関を含む。
）は、対象調達に関する措置について、他の締約国

１ 各締約国（その調達機関を含む。）は、対象調達に関する措置について、他の締約国の物

の物品及びサービスに対し並びに他の締約国の供給者であって締約国の物品及びサ

品及びサービスに対し並びに他の締約国の供給者であって締約国の物品及びサービスを

ービスを提供するものに対し、即時にかつ無条件で、次の物品、サービス及び供給者

提供するものに対し、即時にかつ無条件で、次の物品、サービス及び供給者に与える待遇

に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。

よりも不利でない待遇を与える。

（a）国内の物品、サービス及び供給者

（a）国内の物品、サービス及び供給者

（b）当該他の締約国以外の締約国の物品、サービス及び供給者

（b）当該他の締約国以外の締約国の物品、サービス及び供給者

（調達の実施）

（調達の実施）

４ 調達機関は、対象調達を次の(a)から(c)までの要件を満たす透明性のある、かつ、

４ 調達機関は、対象調達を次の(a)から(c)までの要件を満たす透明性のある、かつ、公平

公平な方法により実施する。
（a）公開入札、選択入札、限定入札等を用いた、この協定に適合する方法であること。

な方法により実施する。
（a）公開入札、選択入札、限定入札等を用いた、この協定に適合する方法であること。
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業務を追加

【政府調達に関する協定（抜粋）
】

【政府調達に関する協定（抜粋）
】

第八条 参加のための条件

第八条 参加のための条件

１ 調達機関は、調達への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該調達を遂行する

１ 調達機関は、調達への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該調達を遂行するため

ための法律上、資金上、商業上及び技術上の能力を有することを確保する上で不可欠

の法律上、資金上、商業上及び技術上の能力を有することを確保する上で不可欠なものに

なものに限定しなければならない。

限定しなければならない。

２ 調達機関は、参加のための条件を定めるに当たり、

２ 調達機関は、参加のための条件を定めるに当たり、

（a）供給者が以前に特定の締約国の調達機関と一又は二以上の契約を締結したこと

（a）供給者が以前に特定の締約国の調達機関と一又は二以上の契約を締結したことを当

を当該供給者が調達に参加するための条件として課してはならない。

該供給者が調達に参加するための条件として課してはならない。

（b）調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求する

（b）調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求すること

ことができる。

ができる。

第十三条 限定入札

第十三条 限定入札

１ 調達機関は、次のいずれかの場合に限り、限定入札を用いること並びに第七条から

１ 調達機関は、次のいずれかの場合に限り、限定入札を用いること並びに第七条から第九

第九条まで、第十条７から１１まで、第十一条、前条、次条及び第十五条を適用しな

条まで、第十条７から１１まで、第十一条、前条、次条及び第十五条を適用しないことを

いことを選択することができる。ただし、当該調達機関が、供給者間の競争を避ける
※下線部は、緊急性の高い復旧工事における限定入札の適用に係る規定
ことを目的として又は他の締約国の供給者を差別し、若しくは国内の供給者を保護す

選択することができる。ただし、当該調達機関が、供給者間の競争を避けることを目的と

るように、この１の規定を適用しないことを条件とする。
【国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（抜粋）
】
(d) 調達機関の予見することができない事態によりもたらされた極めて緊急な理由のため、公開入札又は選択入
札によっては必要な期間内に物品又はサービスを入手することができない場合において、真に必要なとき。

して又は他の締約国の供給者を差別し、若しくは国内の供給者を保護するように、この１
※下線部は、緊急性の高い復旧工事における限定入札の適用に係る規定
の規定を適用しないことを条件とする。
(d)

調達機関の予見することができない事態によりもたらされた極めて緊急な理由のため、公開入札又は選択入札に

【国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（抜粋）
】
よっては必要な期間内に物品又はサービスを入手することができない場合において、真に必要なとき。

第十三条 各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとす

第十三条 各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場

る場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に

合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場

掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。

合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。

一～四（略）

一～四（略）

五 緊急の必要により競争に付することができない場合

五 緊急の必要により競争に付することができない場合

※下線部は、災害復旧を理由とした随意契約適用時の財務協議の免除に係る規定

※下線部は、災害復旧を理由とした随意契約適用時の財務協議の免除に係る規定

【公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画（抜粋）
】

【公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画（抜粋）】

Ⅰ

１ 調達方式

Ⅰ

１ 調達方式

工事及び設計・コンサルティング業務については、以下のとおり、国際的な視点も

工事及び設計・コンサルティング業務については、以下のとおり、国際的な視点も加味

加味した透明・客観的かつ競争的な調達方式を採用する。ただし、安全保障に係る調

した透明・客観的かつ競争的な調達方式を採用する。ただし、安全保障に係る調達並びに

達並びに緊急を要する場合及び秘密を要する場合等における調達については、これに

緊急を要する場合及び秘密を要する場合等における調達については、これによらないこと

よらないことができる。

ができる。

（１）工事－一般競争方式の採用
（略）基準額以上の調達については、一般競争入札方式で行う。
※下線部は、緊急性の高い復旧工事における一般競争入札の適用除外に係る規定

（１）工事－一般競争方式の採用
（略）基準額以上の調達については、一般競争入札方式で行う。
※下線部は、緊急性の高い復旧工事における一般競争入札の適用除外に係る規定
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(3) 政府調達協定対象工事における手続日数の短縮〔対象：一般競争入札〕

(3) 政府調達協定対象工事における手続日数の短縮〔対象：一般競争入札〕

WTO 対象工事では、一般競争入札にあっては入札期日の前日から起算して少なくとも 40 日前

WTO 対象工事では、一般競争入札にあっては入札期日の前日から起算して少なくとも 40 日前

に官報により公告することとされているが、急を要する場合は、その期間を 10 日に短縮するこ

に官報により公告することとされているが、急を要する場合は、その期間を 10 日に短縮するこ

とも認められている。この規定を踏まえ、現地の状況を踏まえた適切な手続き期間の設定に努

とも認められている。この規定を踏まえ、現地の状況を踏まえた適切な手続き期間の設定に努

めることとする。

めることとする。

【特例政令（抜粋）
】

【特例政令（抜粋）
】

第五条

契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付する場合における予決令第

第五条

契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付する場合における予決令第七十四

七十四条の規定の適用については、同条中「十日前」とあるのは「四十日前（一連の

条の規定の適用については、同条中「十日前」とあるのは「四十日前（一連の調達契約の

調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、二十四日前）
」と、

うち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、二十四日前）」と、
「官報、新聞紙、

「官報、新聞紙、掲示その他の方法」とあるのは「官報」と、
「五日」とあるのは「十

掲示その他の方法」とあるのは「官報」と、
「五日」とあるのは「十日」と読み替えるもの

日」と読み替えるものとする。

とする。

（参考）

（参考）

予算決算及び会計令

予算決算及び会計令

（入札の公告）

（入札の公告）

第七十四条 契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その

第七十四条

契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札

入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法に

期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告

より公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日

しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮す

までに短縮することができる。

ることができる。

※下線部は、緊急性の高い復旧工事における日数短縮の規定

※下線部は、緊急性の高い復旧工事における日数短縮の規定

1-3-5 早期の復旧・復興に向けた取組

2-5 早期の復旧・復興に向けた取組

(1) 事業促進 PPP 等

2

(1)事業促進 PPP 等
災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事・業務の実施方針の決定や災害査定申請
書の作成、災害応急対策や災害復旧に関する工事の発注、監督など、一連の災害対応を迅速か
つ的確に実施するため、災害の規模や発注者の体制を勘案し、必要に応じて、事業促進 PPP※
や CM 方式※

2）

等による民間事業者のノウハウを活用するよう努める。

事業促進 PPP は、事業促進を図るため、発注機関の職員が柱となり、官民がパートナーシッ

ネジメントにより事業の促進を図る方式である。東日本大震災の復旧事例では、復興道路の新

プを組み、官民双方の技術者が有する情報・多様な知識・豊富な経験を融合させながら、事業

規事業化区間の整備にあたり、工事着手までの 2～3 年の間に膨大な業務（調査・設計、協議・ 全体計画の整理、業務の指導・調整等、地元及び関係行政機関等との協議、事業管理等、施工
調整、用地取得等）の実施が必要となったことから、事業執行体制の強化を目的として導入さ

管理等を行う方式である。事業促進 PPP は、平成 23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震

れている。事業促進 PPP では、
「事業管理」
、
「調査・設計」
、
「用地」
、
「施工」等のエキスパート

の後、総延長が約 380km にも及ぶ三陸沿岸道路等の復興道路事業を円滑かつスピーディに実施

（専門家）で構成された民間技術者チームが、従来、発注者が行ってきた協議調整等の施工前

するため、東北地方整備局が平成 24 年度から導入した事例がある。事業促進 PPP では、管理

の業務を発注者と一体となって実施していることが特徴的である。

技術者、主任技術者（事業管理、調査設計、用地、施工の各専門家）
、担当技術者からなる民間
技術者チームと事務所チーム（監督官、係長、担当者）が一体となった体制を構築するのが特
徴である。

業促進 PPP 方式等を適用する。

（品確法運用指針 １－２より）

1）

事業促進 PPP 方式は、調査及び設計段階から、官民双方の知識や経験を活用した効率的なマ

このような適用事例を参考として、災害の規模や発注者の体制を勘案し、必要に応じて、事

内容の充実

事業促進 PPP を適用する場合は、
「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」
（平
成 31 年３月。令和３年３月最終改正。）を参考にする。なお、国土交通省直轄の事業促進 PPP
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事業促進ＰＰＰのガイドラインの表
現に対応

に関するガイドラインは、技術職員を有する国土交通省の直轄事業への適用を想定している。
そのため、地方公共団体の事業に適用する場合には、発注者の体制の状況に応じて、受注者が
行う業務範囲等が異なることが考えられるため、適用に当たっては注意が必要である。

2 東北地方整備局 HP（http://54.251.44.45/ppphp/tohoku/ppp1.html）

1) 国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン（平成 31 年３月。令和３年３月
最終改正。）
2) 地方公共団体におけるピュア型ＣＭ方式活用ガイドライン（令和２年９月）

(2) 技術提案・交渉方式

(2)技術提案・交渉方式

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工者のノウハウが必

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工者のノウハウが必

要となる工事も想定される。このような特徴を有する工事では、早期の復旧・復興を実現する

要となる工事も想定される。このような特徴を有する工事では、早期の復旧・復興を実現する

ため、設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ（ＥＣＩ方式）等の技術提案・ ため、設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ等の技術提案・交渉方式の適
交渉方式の適用を積極的に検討する。なお、実施にあたっては、
「国土交通省直轄工事における

用を積極的に検討する。なお、実施に当たっては、
「国土交通省直轄工事における技術提案・交

技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」
（平成 27 年 6 月）に基づくものとする。

渉方式の運用ガイドライン」（平成 27 年６月。令和２年１月最終改正。）に基づくものとする。
なお、技術提案・交渉方式の技術協力・施工タイプにおいては、調査・設計段階から、施工

技術提案・交渉方式の技術協力業務に

者（優先交渉権者）が、調査・設計業務等に対する技術協力、地元及び関係行政機関との協議

おいてもマネジメント業務を実施で

支援、近隣工事を含む工程確認等のマネジメント業務に関与でき、発注者、設計者、施工者が

きることを記載（R2.1 技術提案・交

有する情報・知識・経験を融合させることができる。橋梁、トンネル、地すべり箇所等の主要

渉方式ガイドライン改正に対応）

な復旧対象物が明確な場合は、技術提案・交渉方式の活用に努める。
2．地方公共団体との連携等

3．地方公共団体との連携、地方公共団体の災害復旧・復興における適用
3-1 建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携
災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円滑に
実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体や業務に関する各種団体
等と災害協定を締結する等の必要な措置を講ずるよう努める。災害協定の締結に当たっては、
災害対応に関する工事及び業務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。また、必要
に応じて、協定内容の見直しや標準化を進める。

本ガイドラインは国土交通省直轄事業に係る復旧を対象として取りまとめたものであるが、
災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるものである。このため、その

災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの復旧

被害からの復旧にあたっても地域内における発注者が必要な調整を図りながら協働で取り組む

に当たっても地域内外の各発注者が、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）、リエゾン、応援職員、

ことが重要と考えられる。

権限代行等の活用について、必要な調整を図りながら協働で取り組む。復旧・復興の担い手と

加えて、復旧の担い手となる地域企業等による円滑な施工確保対策についても、特定の発注

なる地域企業等による円滑な施工確保対策についても、特定の発注者のみが措置を講じるので

者のみが措置を講じるのではなく、地域全体として取り組むことが不可欠である。東日本大震

はなく、必要に応じて地域全体として取り組む。 地域の状況を踏まえ、必要に応じて、発注機

災や熊本地震では、地方公共団体を含む発注機関と事業者団体が参加する、それぞれ、
「復興加

関や各種団体が円滑な施工確保のための情報共有や対応策の検討等を行う場を設置する。

速化会議」
、
「熊本地震等復旧・復興工事情報連絡会議」を設置し、地域単位での発注見通しの
統合・公表等の連携を図っている。これらの事例を参考に、地域の状況を踏まえ、適宜、発注
機関や事業者団体が円滑な施工確保のための情報共有や対応策の検討を行う場を設置する。
3-2 入札契約方式選定の考え方
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内容の更新
（品確法運用指針Ⅲ ３より）

また、地方公共団体における災害復旧にあたっては、入札契約方式の選定の考え方や負担軽
減策等、本ガイドラインで示した内容を参考に対応することが望ましい。

地方公共団体における災害復旧・復興に当たっては、入札契約方式の選定の考え方は、本ガ
イドラインの「１．入札契約方式選定の基本的考え方」で示した内容を参考に対応することが
できる。ただし、１）被害状況把握、２）応急復旧、３）本復旧、４）復興からなる事業プロ
セスは、国土交通省直轄の比較的規模が大きい事業を想定したものであるため、地方公共団体
の災害復旧で、工事・業務の規模が大きくない場合は、事業プロセスを細分化することなく、
例えば、２）応急復旧、３）本復旧を一体的に実施することにより、効率的に実施することが
考えられる。
また、
「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」を踏まえ、入札監
視委員会等の活用など、入札契約手続の事後チェックにも留意し、入札及び契約の透明性・公
正性の確保に努めること。
3-3 発注関係事務に関する措置
地方公共団体における災害復旧・復興に当たっては、発注関係事務に関する負担軽減等の措
置は、本ガイドラインの「２．現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置」で示した
内容を参考に対応することができる。
3-4 事業実施体制の確保

例えば、災害発生後、災害復旧の実施方針の決定や災害査定申請書の作成、災害復旧工事の

災害発生後、災害復旧の実施方針の決定や災害査定申請書の作成、災害復旧工事の発注、監

発注、監督・管理など一連の災害対応を迅速かつ的確に実施する必要があるが、地方公共団体

督・管理など、一連の災害対応を迅速かつ的確に実施する必要があるが、地方公共団体によっ

によっては体制が脆弱であるなど適切に対応できない可能性もある。このような場合、
1-3-5(2)

ては体制が脆弱であるなど、適切に対応できない可能性もある。このような場合、2-1 に示す

で示した事業促進 PPP 等による民間事業者のノウハウ等の活用を検討することが望ましい。

ように発注者間での連携を図りながら、2-5(1)で示した事業促進 PPP 等による民間事業者のノ
ウハウ等の活用を検討することが望ましい。
なお、事業促進 PPP は、技術職員を有する国土交通省の直轄事業への適用を前提にガイドラ
インが整備されたものであるため、地方公共団体の事業に適用する場合には、発注者の体制等
に応じて、受注者が行う業務内容の検討が必要となる。一方で、技術職員が一定数存在する地
方公共団体等においては、体制等を考慮しながら、事業促進 PPP の受注者が行う業務内容を見
直しつつ、本ガイドラインを準用できる場合もある。
ＣＭ方式は、ＣＭＲ（コンストラクション・マネージャ、ＣＭの受注者）が、技術的な中立
性を保ちつつ発注者の側に立って各種のマネジメント業務の全部又は一部を行うものであり、
技術職員がいない又は著しく少ない発注者の支援や代わりをする目的で活用される方式である
が、マネジメント業務は、予算や品質と密接に関わるため、発注者が事業の各段階で必要な最
終的な判断や決定を行うことが求められる。
地方公共団体の災害復旧・復興における体制確保に当たっては、発注者間の連携により必要
な体制確保を図りながら、民間事業者のノウハウ等を活用することが重要であるほか、実施す
る事業分野や業務に精通する技術者を民間事業者から確保する上での工夫も必要となる。
なお、ＣＭ方式のうち、ピュア型ＣＭ方式（ＣＭＲが、設計・発注・施工の各段階において、
マネジメント業務を行う方式）については、
「地方公共団体におけるピュア型ＣＭ方式活用ガイ
ドライン（令和 2 年 9 月）を参照できる。

3．大規模災害における入札契約方式の適用事例

【別冊】大規模災害における入札契約方式の適用事例
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直轄事業との相違点、留意点を記載

3. 大規模災害における入札契約方式の適用事例

1. 大規模災害における入札契約方式の適用事例

別冊化により、本編と異なるサイクル

3-1 東日本大震災［H23.3.11］

1-1 東日本大震災［H23.3.11］

で迅速に知見を反映

3-1-1 随意契約

1-1-1 随意契約

3-1-2 指名競争入札

1-1-2 指名競争入札

3-1-3 一般競争入札

1-1-3 一般競争入札

3-1-4 その他

1-1-4 その他

3-2 台風 12 号･15 号（紀伊半島大水害）
［H23.9.4］

1-2 台風 12 号･15 号（紀伊半島大水害）
［H23.9.4］

3-2-1 随意契約

1-2-1 随意契約

3-2-2 指名競争入札

1-2-2 指名競争入札

3-2-3 一般競争入札

1-2-3 一般競争入札

3-3 台風 11 号･12 号･前線による豪雨（広島豪雨土砂災害）
［H26.8.19］

1-3 台風 11 号･12 号･前線による豪雨（広島豪雨土砂災害）［H26.8.19］

3-3-1 随意契約

1-3-1 随意契約

3-3-2 指名競争入札

1-3-2 指名競争入札

3-3-3 一般競争入札

1-3-3 一般競争入札

3-4 台風 18 号等（関東・東北豪雨鬼怒川水害）
［H27.9.9］

1-4 台風 18 号等（関東・東北豪雨鬼怒川水害）［H27.9.9］

3-4-1 随意契約

1-4-1 随意契約

3-4-2 指名競争入札

1-4-2 指名競争入札

3-4-3 一般競争入札

1-4-3 一般競争入札

3-5 平成 28 年熊本地震［H28.4.16］

1-5 平成 28 年熊本地震［H28.4.16］

3-5-1 随意契約

1-5-1 随意契約

3-5-2 指名競争入札

1-5-2 指名競争入札

3-5-3 一般競争入札

1-5-3 一般競争入札

3-5-4 その他

1-5-4 その他
（追加）九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、令和元年東日本台風

4．参考資料（入札契約方式の関係図書）

【別冊】入札契約方式の関係図書

4.参考資料（入札契約方式の関係図書）

2.参考資料（入札契約方式の関係図書）

別冊化により、本編と異なるサイクル

4-1 随意契約

2-1 随意契約

で迅速に知見を反映

4-1-1 業界団体との協定に基づく随意契約理由書

2-1-1 業界団体との協定に基づく随意契約理由書
仕様書、説明資料（手書きを含む簡素なもの）・・・

4-1-2 個別企業との協定に基づく随意契約理由書

2-1-2 個別企業との協定に基づく随意契約理由書
仕様書、説明資料（手書きを含む簡素なもの）・・・

4-2 指名競争入札

2-2 指名競争入札

4-2-1 入札説明書（施工体制確認型総合評価落札方式）

2-2-1 入札説明書（施工体制確認型総合評価落札方式）
フレームワーク方式（包括協定、個別工事の入札説明書等）

4-3 一般競争入札

2-3 一般競争入札

4-3-1 入札説明書（復興 JV）

2-3-1 入札説明書（復興 JV）

4-3-2 復旧・復興建設工事共同企業体標準協定書（甲）

2-3-2 復旧・復興建設工事共同企業体標準協定書（甲）

4-4 技術提案・交渉方式

2-4 技術提案・交渉方式

4-4-1 技術協力業務プロポーザル公示

2-4-1 技術協力業務プロポーザル公示
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4-4-2 基本協定書 .

2-4-2 基本協定書 .

4-4-3 設計協力協定書

2-4-3 設計協力協定書

4-5 復旧・復興工事情報連絡会議

2-5 復旧・復興工事情報連絡会議
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災害復旧における入札契約ガイドラインの改正（ポイント）
○ 近年の関係法令等の改正（災害時の対応等の位置づけ）や関係する知見の蓄積等を踏まえ、以下の観点で、『災害
復旧における適切な入札契約の適用ガイドライン』を改正。
・工事・業務双方の入札契約方式の適用条件を明確化
・技術提案・交渉方式、事業促進ＰＰＰの最新知見を反映
・地方公共団体の参考となるよう、入札契約方式の適用、体制確保等について、直轄事業との相違点や留意事項を充実
「災害復旧における適切な入札契約方式の適用ガイドライン」 新旧比較
1. 入札契約方式選定の基本的考え方
1. 入札契約方式選定の基本的考え方

改正点①
業務の追加

1.1 発注者の果たすべき役割
1.2 入札契約方式選定の基本的な考え方
1.2.1 随意契約
1.2.2 指名競争入札
1.2.3 通常の方式
1.3 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置

1.1 発注者の果たすべき役割
1.2 入札契約方式選定の基本的な考え方
1.2.1 随意契約
改正点②
1.2.2 指名競争入札
適用条件の明確化
1.2.3 一般競争入札
2. 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置

1.3.1 確実な施工確保、不調・不落対策
1.3.2 発注関係事務の効率化
1.3.3 復興・復旧工事の担い手の確保
1.3.4 円滑な事業執行
1.3.5 早期の復旧・復興に向けた取組
2. 地方公共団体との連携等

2.1 確実な施工確保、不調・不落対策
2.2 発注関係事務の効率化
改正点③
2.3 復興・復旧工事の担い手の確保
最新知見の充実
2.4 円滑な事業執行
2.5 早期の復旧・復興に向けた取組
3.地方公共団体との連携、地方公共団体の災害復旧におけ
る適用
【別冊化】大規模災害における入札契約方式の適用事例
改正点④
地方公共団体に参考となる知見の充実

3. 大規模災害における入札契約方式の適用事例
3-1 東日本大震災［H23.3.11］
3-2 紀伊半島大水害［H23.9.4］
3-3 広島豪雨土砂災害［H26.8.19］
3-4 関東・東北豪雨鬼怒川水害［H27.9.9］
3-5 熊本地震［H28.4.16］
4.参考資料（入札契約方式の関係図書）

最新情報を適時反映できるよう、
事例編は別冊化
【別冊化】参考資料入札契約方式の関係図書

