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１．業務の目的
汚水処理事業については、これまで下水道、集落排水、浄化槽の適切な役割分担に基づ
き着実に整備してきた結果、汚水処理人口普及率は９割を超えたが、平成 12 年より原則新
設禁止となった単独処理浄化槽が未だに浄化槽の全設置基数のうち約 50％（平成 30 年度
末時点）を占め、浄化槽法第 11 条の定期検査の受検率が全国平均で約 43.1％（平成 30 年
度末時点）という現状である。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、浄化槽
の適正管理の確保が大きな課題となっている。
令和元年には、浄化槽法が改正され、生活環境や公衆衛生上支障が生じるおそれのある
緊急性の高い単独処理浄化槽について、除却等の措置に関する行政の指導権限の付与制度
や、都道府県に対し浄化槽台帳の整備の義務等が規定されたところであり、これらの施策
の着実な実施を促す必要がある。
また、令和元年台風 15 号および 19 号による水害や長期間に渡る停電の発生を受け、浄
化槽への浸水・土砂の流入による内部破損、放流停止による使用不可、汚水処理能力低下
等の報告があった。平成 30 年に閣議決定された「国土強靱化基本計画」では、起きてはな
らない最悪の事態の一つとして汚水処理施設の長期間にわたる機能停止が挙げられており、
あらかじめ浄化槽の復旧方法を確立しておくことが重要である。
そこで本業務では、浄化槽リノベーション（合併処理浄化槽の整備推進、浄化槽管理の
効率化・高度化等）を推進するために、災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための
検討、浄化槽台帳の作成、浄化槽管理の高度化等に関する検討をすることを目的とする。
２．業務体制
（１）発注者
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室
（担当）山本泰生 浄化槽推進室長
白石萌美 指導普及係長
田中文昭 環境専門員
（２）請負者
公益財団法人日本環境整備教育センター
東京都墨田区菊川２丁目 23 番３号 電話番号；03-3635-4885
（担当）調査・研究グループ

仁木圭三、濱中俊輔、武田文彦、高橋悟、大石真弓、
澤村尚吾

【浄化槽台帳システム構築業務再委任先】
クボタシステムズ株式会社
東京都台東区北上野１丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル５号館
電話番号；03-5828-3698
（担当）IT ソリューション事業部パブリックソリューション部
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令和２年
7月
8月

１．災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討
（１）情報の活用方法及び活用による効果の検討
１）ヒアリング調査
①ヒアリング先の選定・ヒアリング準備
②ヒアリングの実施と回答内容の整理
２）災害対策等に有効な情報の活用
①ハザードマップ等の関連情報の収集
②関連情報と浄化槽台帳との組み合わせの検討
（２）災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの改訂に関する検討
１）災害対策マニュアル改訂方針の検討
２）WGによる検討
３）災害対策マニュアル改訂案の作成
２．浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
（１）浄化槽台帳システムの作成
１）業務実施計画書（プロジェクト計画書）の作成
２）設計（システム作成を含む）
設計
①システム作成
①基本設計書
②詳細設計書
③テスト計画書（結合）
④テスト計画書（総合）
⑤ソースプログラム
⑥実行形態プログラム
⑦構築業務報告書
３）試験運用
４）浄化槽台帳システム使用マニュアルの作成
①操作マニュアル
②運用マニュアル
（２）浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討
１）ヒアリング先の選定・ヒアリング準備
２）ヒアリングの実施
３）課題の抽出・整理
４）解決策の検討・取りまとめ
（３）浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂に関する検討
１）マニュアル改訂方針の検討
２）マニュアル改訂案の作成
３．浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
（１）浄化槽の維持管理に資する保守点検記録等の活用手法に関する検討
１）処理機能の改善、状況確認に有効な記録データの整理
２）データの活用方法の分類・活用手法の検討
３）維持管理の高度化及び効率化を図るためのデータ解析手法の検討
４）取りまとめ
（２）浄化槽の遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討
１）IoT等による遠隔監視技術の事例・開発状況等の情報収集
２）画像監視技術や水質の常時モニタリング等の技術の情報収集
３）維持管理の高度化・効率化及び浄化槽への適用可能性に関する検討
４）災害対応における有効性の検討
５）取りまとめ
（３）WGによる検討
１）WG
４．検討会の開催
１）実施計画の作成
２）日程調整等の開催準備
３）検討会資料の作成
４）検討会の実施
５）検討結果の取りまとめ
５．環境省担当官との打合せ
（１）打合せ
６．報告書作成
（１）報告書作成
※上記スケジュールについては、業務の進捗状況にあわせて、適宜見直すこととする

項目

■令和２年度浄化槽リノベーション検討業務 詳細スケジュール案

３．業務期間

自治体選定

製造
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9月中旬

自治体データ準備

9月

検討会

11月

素案作成

データ収集

11月上旬

検討会

課題解決策のフィードバッ ク

素案作成

10月

結合テスト

データ整備

12月

12月中旬

検討会

作成
作成

総合テスト

検討会

2月

導入 試験運用 課題抽出

試験運用版作成

取りまとめ

令和３年
1月

2月中旬

検討会

最終版作成

取りまとめ

修正
修正

システム修正
修正
修正

3月

４．災害時の浄化槽の広域的な復旧状況体制作りのための検討
4-1

検討の目的及び内容

4-1-1 目的
災害時の浄化槽システムの迅速な復旧のために参考となる災害予防（事前準備）
、応急対
策、復旧作業等を整理した「災害時の浄化槽被害等対策マニュアル」の改訂に向けた調査・
検討を行う。
4-1-2 主な検討事項
(1) 情報の活用方法及び活用による効果の検討
令和元年の台風 19 号等による豪雨災害において行われた被害の応急対応の事例および
行政と浄化槽業界との情報の伝達の事例について、行政担当者および浄化槽関係団体の担
当者にヒアリング調査を計 5 件程度行い、災害対策計画の立案や災害対応に望まれる関係
者間の情報伝達の意義および望まれる事項等についての情報収集を行う。また、浄化槽台
帳とハザードマップ等を活用して地域単位での災害推計や被災リスクを明らかにするため
に有効な情報等について、過年度までの調査結果等から整理し、検討を行う。
(2) 災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの改訂に関する検討
上記(1)の検討結果に基づき、災害時に収集すべき情報やその活用方法および体制づくり
について検討し、
「災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第２版（平成 24 年３月）」
（以下、
マニュアル第２版）の改訂案を作成する。
4-1-3 WG による検討
4-1-2(1)、(2)に示した検討は、学識経験者及び関係団体を委員とする WG（ワーキング
グループ）を設けて実施した。以下に委員、開催日時、開催場所、出席状況を示す。
WG の議事録は別添資料に示す。
1) 委員（敬称略）
◎委員長
木曽 祥秋

豊橋技術科学大学 名誉教授

○委員（順不同）
小川

浩

常葉大学 名誉教授

岡田 誠司

広島県環境県民局循環型社会課 課長

鴫原 己八

公益社団法人福島県浄化槽協会

中谷 純治

一般社団法人岡山県浄化槽団体協議会 浄化槽適正化対策専門委員会
委員

木村 一夫

株式会社パスコ中央事業部 副事業部長
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2) 開催日時
第１回：令和２年 11 月 11 日（木） 13:30～16:15
第２回：令和２年 12 月８日（火）

13:30～15:30

3) 開催場所
（公財）日本環境整備教育センター大会議室及び Web 会議
4) 出席状況（敬称略）
第 1 回 委員：木曽祥秋（主査）
、小川浩、岡田誠司、鴫原己八、中谷純治、木村一夫
環境省：山本泰生、白石萌美
事務局：由田秀人、仁木圭三、濱中俊輔、武田文彦、高橋悟、大石真弓、
澤村尚吾
オブザーバー：金川理一郎
第２回 委員：木曽祥秋（主査）
、小川浩、岡田誠司、鴫原己八、中谷純治、木村一夫
環境省：白石萌美、田中文昭
事務局：由田秀人、仁木圭三、濱中俊輔、武田文彦、高橋悟、大石真弓
オブザーバー：金川理一郎
4-2 情報の活用及び活用による効果の検討
4-2-1 水害による浄化槽被害に関するヒアリング調査
ヒアリング調査は、近年に水害の生じた広島県、岡山県（平成 30 年 7 月豪雨）及び福島
県（令和元年東日本台風）より、以下に示す行政及び指定検査機関を対象とした。
＜行政＞
・広島県 環境県民局

循環型社会課（調査日：令和２年 10 月７日）

・岡山県 環境文化部

循環型社会推進課（調査日：令和２年 10 月７日）

・福島県いわき市 生活環境部 生活排水対策室 経営企画課（調査日：令和２年 10
月 16 日）
＜指定検査機関＞
・公益社団法人 広島県浄化槽協会（調査日：令和２年９月 28 日）
・公益財団法人 岡山県健康づくり財団（調査日：令和２年 10 月２日）
・公益社団法人 福島県浄化槽協会（調査日：令和２年 10 月８日）
調査は、福島県いわき市、広島県浄化槽協会は訪問のうえ実施し、それ以外の機関は Web
会議で実施した。
ヒアリング調査における主な質問項目、対象機関は表 4-1 のとおりである。
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表 4-1 水害による浄化槽被害に関するヒアリング調査の質問項目と対象機関
質問項目
災害対策計画の立案
応急対応の事例

質問の主旨
浄化槽に関連した災害推計や被害対
策計画に関する情報の収集

行政への

指定検査機関

質問

への質問

〇

豪雨被害を受けた浄化槽に対する応

〇

急対応の内容
豪雨被害を受けた浄化槽に対し速や

災害対応に望まれる

かな応急対応・復旧を可能とするた

関係者間の情報伝達

めに求められる情報伝達・連携体制

〇

〇

〇

〇

について
マニュアル*の内容

マニュアルの記載内容に関する修正

について

点（主に水害対策に関する追記）

*災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第２版
以下に、各質問項目に対する回答の概要を示す。また、各機関の回答書を別添資料に示す。
(1) 災害対策計画の立案
ヒアリング調査を実施した地方公共団体では、発災直後から数日間の緊急対策のフェー
ズにおける浄化槽への対応や、災害に備えた事前準備としての浄化槽に係る災害対策計画
の検討は行われていなかった。ただし、浄化槽内に土砂が流入した場合の対応（ダンパー
車の手配や浄化槽の復旧に係る補助金）や、土砂の混入した浄化槽汚泥の処理（どのし尿
処理施設に依頼するかを事前に検討）、し尿処理施設が被災した場合の対応策について検
討・決定することが重要であるとの回答が多かった。。
(2) 応急対応の事例
a) 水害を受けた浄化槽に関する情報共有、応急対応の事例
■情報の提供・共有
・地方公共団体が指定検査機関に対し被災浄化槽の対応に関する技術的な支援を要請し、
指定検査機関は全市町村の浄化槽担当部局に「浄化槽浸水時の対応方法について」のメ
ールを一斉送信し、情報提供・共有を図った。
・指定検査機関が HP に「浸水等の被害を受けた浄化槽の使用判断について」をアップロー
ドし、一般住民を含めた情報を提供した。
・地方公共団体から指定検査機関に応急対応の依頼が来た場合、指定検査機関は同様の事
態が他の市町村でも生じていると考え、被害の有無に関わらず、他の市町村にも対応方
法について情報を提供・共有した。
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・指定検査機関が被災の大きかった地域の市町村の浄化槽担当部局及び主要業者へ訪
問した。
・保守点検業者が地方公共団体へ浄化槽被害に関する情報を提供した。
・浄化槽業界団体が浄化槽の被害状況に係る情報を集約し、被害を受けた浄化槽が把握で
きた場合は、その近隣の保守点検業者へと情報伝達した。
■応急対応の具体的な事例
・マンホールが外れて浄化槽内に流入した土砂を、ダンパー車で土砂を撤去し、その後浄
化槽を清掃すれば通常どおり使用できた。ただし、一部の浄化槽ではろ材が破損する事
例があり、目詰まりしたろ材は交換を行った。
・指定検査機関は保守点検業者に対し、以下の周知を行うよう伝達した。
①マンホールが流失した浄化槽に人が落下しないよう、安全確保のための応急対応とし
てマンホール上に代替の蓋等を設置する。
②漏電や火災防止のため、浸水したブロワの電源は入れない。
・農業集落排水処理施設のポンプ場が冠水し、ポンプが故障したため、家庭からの排水が
移送不可能となった事例では、ポンプ場内の汚水をバキューム車で回収して通常時とは
別の処理施設へと移送した。
・し尿処理施設が水没し機能不全となった事例では、近隣の市町村同士の災害協定により
他のし尿処理施設への汚泥搬送・処理を実施した。
・バキューム車で浄化槽内の土砂を引き抜けない場合は、地方公共団体が産廃業者に依頼
し対応した。
b) 浄化槽の応急対応・復旧に関する浸水害・洪水の相違点
調査を行った３指定検査機関いずれも、浸水害と洪水で浄化槽被害とその対応が異なっ
たと回答しており、具体的な相違点は以下のとおりである。
■浸水害
浄化槽に目立った破損等が生じることはほとんどなかった。浸水が解消され、冠水したブ
ロワの交換を行う等すれば浄化槽をすぐに使用可能であると考えられた。
■洪水
・多量の土砂が浄化槽内に流入することがある。流入した土砂の除去にはダンパー車が必
要となる場合もあり、復旧には時間や費用がかかる。
・浄化槽内に土砂が流入しなくても、放流先の側溝に土砂が堆積して放流水を排出できな
い事例もあり、側溝の土砂の撤去も必要となる場合がある。
・水流により地面が削られて浄化槽本体の露出、浮上、流出、破損あるいは配管が露出す
る事例があった。
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(3) 災害対応に望まれる関係者間の情報伝達
a) 望まれる情報伝達や連携体制など
・発災時は停電により電話が使用できないなど情報伝達ができず、行政から現場の関連業
者への連絡が届かず、現場も勝手に動くことができないなどの事態も起こり得る。災害
対応においてはいくつかの地区割りを行い、地区ごとに指定検査機関や浄化槽業界団体
等がある程度は独自の判断で行動ができるような体制作りを検討することが望ましい。
・地方公共団体と指定検査機関あるいは浄化槽業界団体の間で協定（緊急点検、復旧作業、
被害調査の実施及び集計、住民相談、汚泥の処理等）を締結することで、発災時に対応
すべき内容が明確化されたことが早急の対応につながった。締結後も協定どおりに実行
できるかどうか定期的に訓練・検証していくことが望ましい。
・し尿処理施設が被災する場合もあるため、地方公共団体はし尿処理に関する広域連携を
近隣の自治体と構築しておくことが望ましい。
・どのし尿処理施設が、土砂の混入した浄化槽汚泥をどの程度の量を受け入れ可能である
かについて予め把握しておく等、地方公共団体は発災時の対応についてし尿処理施設関
係者等と事前に調整しておく必要がある。
・指定検査機関、浄化槽業界団体、保守点検業者は被災件数や被害状況について行政に対
し情報提供を行う。
。
・発災前の段階、例えば台風接近中などにおいて、地方公共団体は指定検査機関や浄化槽
業界団体に対し有事の際は災害対応に協力可能な状況にあるかどうかを確認する。
・指定検査機関や浄化槽業界団体は災害応急対策や災害復旧・復興のタイミングで何を実
施するのかを決めておく。また、各主体内部で共有すべき情報の内容について明確に決
めておく。
・災害時に救援を要する現場に行くため、指定検査機関、浄化槽業界団体、保守点検業者、
清掃業者は燃料の確保や緊急車両の登録が事前に必要である。
b) 他主体との事前の取り決めで必要な事項（経費の負担、確保する物資の分担等）
■経費の負担
・被災市町村と支援団体が協議し、あらかじめ有償、無償等を決定する。
・有償救援の場合は、誰が負担するのか、無償救援とする場合は、いつまで無償とするか
等、期間を設けることを検討する。
■物資の分担
・ブロワ、マンホールは保守点検業者がある程度所有しているため、地方公共団体は、保
守点検業者等の所有数を把握し、全体としてどの程度の量数が確保できているのかを把
握することが重要である。
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(4) マニュアルの内容について
ヒアリング調査において、マニュアル第２版に対し改善を検討すべきと指摘された点は
主に以下の４項目である。
a) 体裁について
・マニュアル第２版に記載されている情報は有用であるが、地方公共団体や浄化槽業界団
体などの種々の主体が実施すべき事項が混在して記載されており内容の把握が困難であ
るため、主体ごと（地方公共団体、指定検査機関、浄化槽業界団体、保守点検業者、清
掃業者、工事業者、住民）に整理することが望ましい。
・浸水害・洪水に対応した応急対応、復旧作業の追加、簡易版や集約版など、発災時でも
各主体が何をすべきかを速やかに理解できるものがあると望ましい。
b) 住民への周知用の資料（状況確認用チェックシート）
浸水害・洪水に対応した応急対応の追加、住民がわかりやすい内容としたものを作成す
ることが望ましい。
c) 土砂が浄化槽内に流入した時の復旧作業
・浄化槽内への土砂の流入に関する対応事項の追記が望ましい。
・清掃汚泥の処分方法は事前に受け入れ体制を作り把握しておく。
d) 災害対応体制
災害時には現場が混乱し、情報伝達が困難となる場合も多いことから、災害対応におい
てはいくつかの地区を規定し、地区ごとにある程度独自の判断で対応できるような体制作
りを検討する旨の記載をすることが望ましい。
(5) その他
・ハザードマップ等と浄化槽台帳を組み合わせることができれば、想定される被災浄化槽
の基数やエリアなど、浄化槽の被害予測が可能になり、対策の検討に有効となる。
・応急対応や復旧作業には保守点検業者、清掃業者の役割が重要であることから、これら
の業者間で協力体制を事前に構築しておくことが重要となる。
・被害調査を行う際は、どのような情報を収集すべきなのか事前に決めておく必要が
ある。
・ブロワの冠水が確認された場合、漏電による火災等を防止するためコンセントを抜くこ
とを住民や保守点検業者に徹底して周知する必要がある。
・マンホールロックは浄化槽内への土砂の流入を防止するのに有効であると考えられ、保
守点検・清掃終了時のロックの徹底、マンホールロックがついていないマンホールの交
換等は水害対策において重要である。
前述(1)～(5)に示したヒアリング調査結果の各項目は、4-3-2 で示す災害時の浄化槽被害
等対策マニュアル改訂案（以下、マニュアル改訂案）において関連する章・節へ反映した。
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4-2-2 災害推計・被災リスクに係る情報の整理と検討
(1) 被災基数の推計の有用性
地域ごとの災害発生時の被災浄化槽の数の推計は、常時備蓄すべき物資の数量や災害対
応に必要な人員の確保、移動経路の選定など、適正かつ円滑・迅速な処理を進めるうえで
の基礎的な資料となり、適切な災害対策計画を検討するにあたり有用性が高いと考えられ
る。そこで本業務では、洪水浸水想定区域あるいは津波浸水想定内にある被災浄化槽の基
数を推計するための手法を提案するとともに、推計を行うための「被災浄化槽の基数の推
計に関する手引き」を作成した。
(2) 被災基数の推計手法の提案
本業務で作成した「被災浄化槽の基数の推計に関する手引き」で使用するシステムやデ
ータは以下のとおりである。また、本手引きの中では、津波、浸水害や洪水により浄化槽
やブロワが冠水することを想定し、被災浄化槽の基数の推計例を提示した。
a) 浄化槽台帳
推計においては、浄化槽台帳に記載されている浄化槽の位置情報（緯度・経度や住所）
が有効になる。地方公共団体によっては、浄化槽台帳について、以下の場合が想定される。
１．浄化槽台帳を有しており、かつ、浄化槽の位置情報が地図データとリンクしている
（浄化槽の緯度・経度が入力された Shape ファイルがある）
。
２．浄化槽台帳を有しているが、浄化槽の位置情報が地図データとリンクしていない。
３．浄化槽台帳を有していない。
そこで作成した「被災浄化槽の基数の推計に関する手引き」では、上記１．～３．いず
れの場合にも対応可能な推計の一例を示した。
b) GIS ソフト
本推計では、無償でダウンロード・使用が可能な GIS ソフトである「QGIS」を活用した。
c) データ
・地図、洪水浸水想定区域、津波浸水想定
国土交通省のサイト「GIS ホームページ」の「国土数値情報ダウンロード」より、無償
で得られる電子データを活用する。
・人口等基本集計に関する事項
政府統計の総合窓口「e-Stat」より、「人口等基本集計に関する事項」と「世界測地系緯
度経度」について無償で得られる電子データを活用する。
これらのデータを活用し、水害による被災浄化槽の基数を推計するための手法を提案し
た。この推計を実施するための手引きは、マニュアル改訂案において「８．資料」内の「８
－６． 被災浄化槽の基数の推計に関する手引き」にまとめた。
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4-3 災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの改訂に関する検討
4-3-1 マニュアルの改訂に関する WG 及び検討会での主な意見
マニュアルの改訂について、4-1-3 で示した WG 及び「７．令和２年度浄化槽リノベー
ション検討会」より得られた主な意見は以下のとおりである。
・マニュアルを使用する側の立場としては、震災編と水害編が独立して整理されている方
が使い勝手がよい。両編で内容が重複しても良いので、別々に整理するとよい。
・マニュアルに記載の各主体（地方公共団体、指定検査機関等）について、各主体の作業
内容や連携が分かるような全体像を示した節を設けるとよい。
・連携体制について、主体ごとに「自身から他主体に協力を要請するもの」と「他主体か
ら自身に協力の要請が来るもの」の２つに分けて図示すると理解し易くなる。
・マニュアル第２版でも用いられている「地方公共団体」という表記について、浄化槽に
係る業務は都道府県と市町村では役割が異なる（例えば、し尿・浄化槽汚泥は市町村が
担当する）ため、両者の役割分担あるいは連携を検討するという形で検討・実施項目を
整理するとよい。
・発災後のタイムラインに応じて、緊急対応や応急復旧などの段階ごとに発災後の対応が
書いてあるとよい。
後述 4-3-2 に示すマニュアル改訂案では、これらのコメントを反映しながら各章・節の
編集を行った。
4-3-2 災害時の浄化槽被害等対策マニュアル改訂案の構成
マニュアル改訂案は、マニュアル第２版の内容を踏襲しつつ、4-2-1 のヒアリング調査、
4-3-1 の WG、検討会で得られた意見をもとに以下のように整理した。
第１章は「はじめに」であり、マニュアル第２版をもとにこの改訂案で新規に編集した
内容について説明するとともに、災害対応における本マニュアルの位置づけについて説明
を行った。
第２章は「震災に関する各主体の対策マニュアル」であり、地方公共団体、指定検査機
関、浄化槽業界団体、保守点検業者、清掃業者、工事業者、住民の７主体における震災対
策についてヒアリング調査、WG・検討会の意見を踏まえながら整理した。また、マニュア
ル第２版ではこれらの主体が混在しながらまとめられていたが、本改訂において主体ごと
に整理することにより、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の段階における各主体
の実施すべき項目を明確にした。また、各主体の連携体制の一例についてマニュアル改訂
案「２－１．発災前後における各主体の連携体制の概要」に示した。
第３章は「水害に関する各主体の対策マニュアル」であり、マニュアル第２版では記載
の乏しかった水害対策について、ヒアリング調査、WG・検討会の意見を踏まえ、第２章と
同様に前述の７主体別に災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の段階における各主体
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の実施すべき項目を整理した。また、各主体の連携体制の一例についてマニュアル改訂案
「３－１．発災前後における各主体の連携体制の概要」に示した。
第４章は「二次災害への対策」であり、マニュアル第２版に記載の「余震」、「津波」に
加え、新規に「水害」を追記し内容の充実を図った。
第５章は「被災時に利用可能な財政支援等」であり、財政支援等に関する最新の情報を
整理した。
第６章は「応急仮設住宅に設置される浄化槽の取り扱い」であり、マニュアル第２版と
同様に参考情報を記載した。
第７章は「おわりに」であり、マニュアル改訂案の活用における留意事項等についてま
とめた。
第８章は「資料」であり、災害時における災害協定やし尿・浄化槽汚泥の収集運搬に係
る協定のひな型を示した。震災における浄化槽の応急処置の事例、水害の事例や浄化槽の
地震や洪水への耐性の向上を図る施工事例についてまとめた。4-2-2 で示した被災浄化槽の
基数の推計に関する「被災浄化槽の基数の推計に関する手引き」を示した。また、上記の
第２章と第３章において、災害時に住民や保守点検業者等が簡単かつ迅速に被害を確認す
るための参考資料として、浄化槽の被害確認のためのチェックシート等を図表集として整
理した。

11

５．浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
5-1 検討の目的及び内容
5-1-1 目的
令和元年に浄化槽法が改正され、行政による浄化槽情報や指定検査機関、民間業者（保守
点検、清掃）の有する情報を統合・整理した浄化槽台帳の整備が義務づけられたことから、
地方公共団体における浄化槽台帳システムの導入を支援することを目的として、環境省か
ら無償で配布し、各地方公共団体で運用する浄化槽台帳システムを作成した。
また、本業務での各種検討内容を踏まえ、「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル」
を実用性の高いものとするため、マニュアル改訂案を作成した。
5-1-2 検討の概要
（1）浄化槽台帳システムの作成
本業務仕様書に添付された「機能要件定義書注）」及び「業務要件定義書注）
」に従い、①
他のシステムと情報連携が可能である、②情報管理の取り扱い等でインターネットが利用
できない環境でも運用可能である、③オープンソースソフトウェア（OSS）で構築し、配布
しやすいシステムを作成した。システム仕様の決定及び使用マニュアル等の作成において、
「
（2）浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討」の結果及び試験運用の結果を反映させ
た。
（2）浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討
本業務で作成する浄化槽台帳システムを多くの自治体において利用してもらうため、都
道府県や市町村職員、指定検査機関等計 5 件程度にヒアリングを行い、浄化槽台帳システ
ム導入に当たっての課題や台帳項目や画面イメージに関する要望等について情報収集を行
った。また、課題については解決策も検討した。
（3）浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂に関する検討
「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル第２版（平成 27 年３月）
」の改訂について
検討し、改訂案を作成した。
5-2 浄化槽台帳システムの作成
5-2-1 業務実施計画書の作成
業務開始後速やかに、浄化槽台帳システム作成に係る業務実施スケジュールや作業体制
等を明記した「プロジェクト計画書（業務実施計画書）
」を作成し、環境省担当官に提出し
た。浄化槽台帳システム作成業務実施スケジュールは図 5-1 に示すとおりである。
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令和２年
7月 8月

項目
（１）浄化槽台帳システムの作成
１）業務実施計画書（プロジェクト計画書）の作成
２）設計（システム作成を含む）
①-1システム作成

9月

10月

11月

令和３年
1月

12月

2月

3月

課題解決策のフィードバッ ク
設計

製造

結合テスト

総合テスト

設計

①-2システム作成※変更契約

製造

①基本設計書
②詳細設計書
③テスト計画書（結合）
④テスト計画書（総合）
⑤ソースプログラム
⑥実行形態プログラム
⑦構築業務報告書

結合 総合
テスト テスト

試験運用版
自治体
選定

３）試験運用

自治体データ
準備

４）浄化槽台帳システム使用マニュアルの作成
①操作マニュアル
②運用マニュアル
（２）浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討
１）ヒアリング先の選定・ヒアリング準備
２）ヒアリングの実施
３）課題の抽出・整理
４）解決策の検討・取りまとめ
（３）浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂に関する検討
１）マニュアル改訂方針の検討
２）マニュアル改訂案の作成

データ収集

データ整備
作成
作成

素案作成

検討会報告

検討会報告

導入

試験
運用

最終版
課題
抽出
修正
修正

検討会報告取りまとめ

図 5-1 浄化槽台帳システム作成業務実施スケジュール
5-2-2 設計・製造
本業務仕様書に添付された「機能要件定義書注）」及び「業務要件定義書注）」に従い、浄化
槽台帳システムの設計（基本設計、詳細設計）、製造を行った。作成した浄化槽台帳システ
ムの概要を以下に示す。
注：機能要件定義書 8 ページ及び業務要件定義書 5 ページの業務フローに特定のシステ
ムとのデータのやりとりについて記載があったが、他のシステムとデータ交換を行
うことを意図したものが誤記されており、環境省と協議の上、他のシステムと CSV
ファイル形式でデータ交換を行うことができるものとして設計した。
【環境省版浄化槽台帳システムの主な特徴】
環境省版浄化槽台帳システムは、オープンソースソフトウェアである PostgreSQL 及び
PostGIS で構築したデータベースシステムと、同じくオープンソースソフトウェアである
QGIS を連動させた GIS 機能を搭載した台帳システムである。システムの主な特徴を以下
に示す。
①スタンドアロン型及びクライアント/サーバ型によるシステム設計
⇒インターネット接続系における個人情報の取扱制限を考慮し、LGWAN 接続系の
みで運用できるシステムとして設計することで、高い汎用性を実現
②CSV 形式のファイルを用いた他のシステムとの情報連携
⇒CSV 形式でのデータ入出力を可能とし、関係者から収集したデータの一括取り込
みや他システムとのデータの受け渡しを容易に
③オープンソースソフトウェアによる構築
⇒システム導入から運用に関するコストを削減するとともに、自治体独自のカスタ
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マイズが可能に
【環境省版浄化槽台帳システムの機能概要】
環境省版浄化槽台帳システムは、
「検索」、「参照」、
「登録」等の機能を利用し、浄化槽台
帳を管理・運用していくシステムである。また、浄化槽の位置情報（緯度経度）を登録する
ことで、浄化槽の分布を地図上で視覚的に把握することができる。

検索

参照

登録

帳票出力

集計

データ入力

データ出力

ユーザ管理

＜機能一覧＞
ユーザ管理： ユーザ ID 及びパスワードの設定によりユーザを限定できるほか、ユーザ
ごとの権限（管理者、編集可、閲覧）を設定できる。
検索

： 浄化槽番号や設置者/管理者情報、処理の対象、業者名、検査結果等の数多
くの条件を組み合わせて対象浄化槽の検索、絞り込みを行うことができ
る。

参照

： 検索機能で絞り込んだ浄化槽から詳細を確認したい浄化槽を選択し、基本
情報及び履歴情報の全てを閲覧できる。（GIS 機能を活用する場合は地図
上で浄化槽を選択し、詳細情報を閲覧することも可能。）

登録

： 届出、保守点検、清掃、法定検査、工事、指導監督の各情報を登録できる。

帳票出力 ： 検索結果一覧または地図上で選択した浄化槽の基本情報及び最新の維持
管理情報を Excel ファイル形式で出力できる。
集計

： 建築用途、処理方式、人槽、検査結果別の基数を集計できる。また、浄化
槽の指導普及に関する調査の回答データ（設置基数等）を出力できる。

データ入力： 関係者等から収集したデータを既定の CSV ファイル形式に変換しておき、
一括で取り込むことができる。（維持管理情報等は過去の履歴を残して追
加登録）
データ出力： データ出力するテーブルを選択し、CSV ファイル形式で一括出力できる。
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保存されている全データの出力のほか、検索機能で絞り込んだ浄化槽のデ
ータ出力ができる。
地図管理 ： QGIS の機能を一通り活用することができるため、地図上での浄化槽位置
の表示や他のレイヤとの重ね合わせ等の機能活用が想定される。
浄化槽台帳システムの設計・製造に際して、基本設計書の作成後、課題の抽出及び対応方
法の検討を行った。後述する「5-2

浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討」におけ

るヒアリング調査結果及び設計・製造の過程で明らかになった課題と対応方法を表 5-1～516 に示す。なお、抽出された課題に対応するため、
「ログイン機能」及び「浄化槽の指導普
及に関する調査に対応した集計機能」の 2 機能について、契約変更を行い追加することと
した。
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表 5-1 管理項目に関する課題と対応方法①
No.
1

分類
項目追加

課題内容

対応方法

 「再開届出書」のタグを新設してほしい。
 下記項目を追加してほしい。

以下の項目を追加する。

「算定根拠の記入欄」（JIS 計算式、建物用途によっ
ては算定に要する定員数や便器数等を記入）、「休止予

2

項目追加

 「使用再開届出書」のタブを設け、届出区分コードに
「使用再開届出書」
 浄化槽基本テーブルに以下の項目を追加する。

定期間」、「休止の理由」（空き家、売却予定など）、

「算定根拠の記入欄」、「休止の予定年月日」、「休

「休止清掃の有無」、「再開予定日入力欄」、「再開届

止の理由」、「休止前清掃の年月日」、「再開の予定年

出年月日」

月日」

 県が設定している浄化槽番号と関連業者の使用して

 保守点検テーブル及び清掃テーブルに以下の項目を

いる浄化槽番号をリンクさせる必要があるため、台帳

追加する。

項目として、保守点検業者、清掃業者、指定検査機関

「保守点検業者独自の浄化槽番号」、「清掃業者独自

がそれぞれで使用している浄化槽番号が必要と考え

の浄化槽番号」

ている。
3

項目追加

 設置届出書に記載されている設置場所は地名地番で
提出されるが、使用開始の報告に記載されている設置

 浄化槽基本テーブルに以下の項目を追加する。
「設置場所（住居表示）」

場所はそれとは異なり、住居表示で提出されるため、
別途項目が必要である。
4

コード内容変更

 プロトタイプの画面イメージには、浄化槽の種別とし
て「合併処理浄化槽」、「単独処理浄化槽」、「その
他」が示されているが、豊橋市の台帳には種別が不明
な情報が多く含まれており、これが「その他」に相当
すると考えられる。
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 処理対象に「その他」を追加する。

表 5-2 管理項目に関する課題と対応方法②
No.
5

分類
履歴項目追加

課題内容

対応方法

 指定検査機関が管理している台帳システムでは 1 回の

 浄化槽基本履歴テーブルに以下の項目を追加する。

変更分の履歴を残しているが、県ではその情報を閲覧
できない。特に浄化槽管理者の履歴を閲覧できるとよ

「浄化槽管理者氏名」、「浄化槽管理者住所」、「浄
化槽管理者電話番号」、「浄化槽技術管理者名」

い。
6

7

入力タブ変更

 「浄化槽設置（工事完了）年月日」は、浄化槽台帳登

（基本設計書の

録の「その他」のタブで入力するか、工事情報として

修正）

入力できるようにすればよいのではないか。

必須項目



「浄化槽設置（工事完了）年月日」を「その他」タブ
へ移動する。

 浄化槽について入力する項目が膨大で内容が細かい。  必須項目は「浄化槽識別子」「市町村コード」「浄化
また、管理者からの報告義務がないことから把握でき

槽の状況」「設置場所の地名地番」「処理の対象」と

ず且つ必要性の低い情報が多い。必須項目は必要最低

する。

限にしてほしい。
8

項目定義変更

 項目定義を修正したい。

 以下のとおり項目定義を修正する。

 指導監督の「苦情・改善・指導」は 100 文字では足り

〇電話番号（設置者、使用者、浄化槽管理者）
：桁数 11→13

ない。
 設置者電話番号に、「-」の有無に関係なく入力できる

〇苦情・改善・指導：桁数 100→1,000
〇記録票：桁数 100→1,000

ほうがよい。
 保守点検の「記録票」は 100 文字では足りない。
 法定検査不適正の場合のその原因が１つしか選べな
い。
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〇（不適正の場合）その原因：フリー入力欄

表 5-3 管理項目に関する課題と対応方法③
No.
9

分類

課題内容

対応方法

データベース

 浄化槽基本テーブルに紐づく全ての子テーブル（保守

 以下のテーブルに KEY 項目として「連番」、「浄化

KEY 情報変更

点検、清掃、法定検査等）に主キーである「連番」が

槽連番」を追加する。

存在していない。

「保守点検」、「清掃」、「工事」、「届出履歴」、
「法定検査」、「指導監督」

10

帳票イメージ

 機能要件定義書に記載されている帳票イメージに「浄
化槽所在地の位置情報」とあるが、位置に関連する概

 表示対象は以下の項目とする。
浄化槽基本…緯度（観測データ）、経度（観測データ）

念データ（テーブル項目）が複数存在する。
11

帳票イメージ

 機能要件定義書に記載されている帳票イメージの項
目について、1 台帳に対し複数の情報をもつ項目が存

 1 台帳に対し、複数の情報をもつ項目は、最新情報の
み出力する。

在する。（届出履歴や維持管理関連の項目）
12

項目追加

 年間の保守点検の回数を記載できる欄を設けてほし
い。

 保守点検情報は、保守点検 1 回につき 1 レコードとな
るため、年度内の点検回数をどこに入力するかを検討
する必要がある。標準的な入力項目としては追加しな
い。

13

項目追加

 公共浄化槽のフラグを台帳項目に追加する必要はな
いか。

 「個人設置と市町村設置の区分」に公共浄化槽のコー
ドを追加する。
1 個人設置型
2 市町村設置型
3 市町村単独型
4 公共浄化槽
9 その他
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表 5-4 管理項目に関する課題と対応方法④
No.
14

分類
項目追加

課題内容

対応方法

 保守点検記録票の水質項目については、別途記入欄を

 水質項目の記入欄については必要と考えられるが、ど

設けて記入したほうがよいと思われる。

の項目の入力欄を設けるか十分な検討が行われてお
らず、標準的な入力項目としては追加しない。

15

項目追加

 千葉県独自の取組みとして、大型浄化槽に関しては四
半期に 1 回、放流水の BOD を報告することになって

 千葉県独自の取り組みのため、標準的な入力項目とし
ては追加しない。

おり、その報告値の入力欄があると便利である。
16

市町村コードの
仕様

 機能要件定義書の概念データ定義で、市町村コードは
「総務省全国地方公共団体コードの下 3 桁」と定義さ

 市町村コードは「総務省全国地方公共団体コードの検
査数字を除いた 5 桁の下 3 桁」とする。

れているが、総務省全国地方公共団体コードの下 3 桁
は市町村を特定する値ではない。
17

浄化槽識別子の
採番仕様

 機能要件定義書の概念データ定義で、浄化槽識別子の
構成要素についての仕様が明記されていない。

 以下の採番仕様とする。
市町村コード(3 桁)+西暦(下 3 桁)+連番(10 桁)を結合し
た識別情報
※DB 初回登録時の市町村コードとする。
※西暦は、DB 初回登録日の西暦年の下 3 桁とする。
※システムにより自動的に採番し、ユーザが変更できな
い項目とする。

18

平面直角座標系
の XY の精度

 平面直角座標系の XY は、数字 10 桁と定義されてお
り、小数点以下の桁数が未定である。
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 数字の精度（小数点以下の桁数）を 3 桁にする。

表 5-5 管理項目に関する課題と対応方法⑤
No.

分類

課題内容

19

精度（小数点以

 以下の項目について、精度（小数点以下の桁数）が未

下の桁数）

20

データ内容

対応方法
 以下の精度（小数点以下の桁数）とする。

定である。
①建築物延べ床面積：数字 6 桁

①建築物延べ床面積：整数 7 桁、小数点以下 2 桁

②日平均汚水量（m3/日）：数字 6 桁

②日平均汚水量（m3/日）：整数 6 桁、小数点以下 2 桁

③BOD 除去率：数字 5 桁

③BOD 除去率：整数 2 桁、小数点以下 1 桁

④処理水 BOD：数字 5 桁

④処理水 BOD：整数 5 桁

⑤高度処理水質（T-N,T-P）：数字 5 桁

⑤高度処理水質（T-N,T-P）：整数 5 桁

⑥水道使用量：数字 7 桁

⑥水道使用量(m3/日)：整数 5 桁、小数点以下 2 桁

 浄化槽基本の「付近の見取り図」は、数字 4 桁と定義

 文字情報（桁数：50 桁）とする。

されているが、図面を特定するために必要な情報入力
ができない可能性がある。
21

登録するデータ

 コード定義を使った入力を想定している以下の項目

 「⑤法定検査 （不適正の場合）その原因」のみ手入

について、手入力できる仕様にするか決定する必要が

力の想定ありとし、他の項目については、コード定義

ある。

以外の内容を登録できないように制御する。

①浄化槽基本 方式名
②浄化槽基本 浄化槽型式名
③浄化槽基本 浄化槽メーカ
④浄化槽基本 浄化槽工事予定業者名
⑤法定検査 （不適正の場合）その原因
⑥指導監督 行政処分等の根拠

20

表 5-6 管理項目に関する課題と対応方法⑥
No.

分類

課題内容

対応方法

22

登録するデータ

 コード定義を使った入力を想定している以下の項目

 コード定義の“値の内容” を登録することとする（手

について、コード定義の“値”、コード定義の“値の

入力の想定無し）。

内容”のどちらを登録するか決定する必要がある。
①保守点検 保守点検業者名
②清掃 清掃業者名
③工事 浄化槽工事業者名
23

緯度経度のデー
タ型及び桁数

24

位置取得日時の
データ型

 機能要件定義書の概念データ定義では、浄化槽基本の

 地図 API（プログラム）で緯度経度を取得すると、数

緯度経度は、文字列 8 桁と定義されているが、不足す

値 11 桁（整数 3 桁、小数点以下 8 桁）となるため、

ると考えられる。

これに合わせる。

 機能要件定義書の概念データ定義では、浄化槽基本の
位置取得日時は、日付形式（半角 YYYY/MM/DD 形

 データ型を日時形式にする。
（半角 YYYY/MM/DDTHH:MM:SS 形式）

式）と定義されており、時刻がない。
25

項目（市町村コ
ード）重複

 機能要件定義書の概念データ定義の浄化槽基本に、市

 片方を削除する。

町村コードが 2 つ定義されており、片方は不要と考え
られる。

26

廃止理由の桁数
未定義

 機能要件定義書の概念データ定義では、浄化槽基本の

 コード定義を使った入力を想定しているため、コード

廃止理由に桁数が定義されておらず、決定する必要が

の桁数に合わせて、文字列 2 桁とする。

ある。

01 集合処理施設（下水、農集排等）への接続
02 浄化槽への切り替え
03 家屋等の廃止
04 その他
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表 5-7 管理項目に関する課題と対応方法⑦
No.
27

分類
桁数未定義

課題内容

対応方法

 機能要件定義書の概念データ定義では、以下の項目に

 以下の桁数とする。

桁数が定義されておらず、決定する必要がある。

28

浄化槽基本履歴
の履歴番号

①法定検査 BOD

①法定検査 BOD：整数 5 桁、小数点以下 1 桁

②清掃 清掃汚泥量

②清掃 清掃汚泥量(m3)：整数 3 桁、小数点以下 2 桁

 機能要件定義書の概念データ定義の浄化槽基本履歴
では、履歴番号が定義されておらず、1 つの履歴デー

 1 つの浄化槽につき、複数の履歴データを保持するた
め、浄化槽基本履歴に履歴番号を追加する。

タしか保持できない。
29

処理方式マスタ

 コード内容の定義「5：処理方式」について、以下の処

 処理方式マスタに以下を追加する。

理方式が抜けている。
「合併処理浄化槽大臣認定型その他」
30

概念データ修正

「020322 合併処理浄化槽大臣認定型その他」

 浄化槽型式名は桁数 6 桁となっており、コード値を保
存する仕様になっているが、データ出力されたファイ

 コードの内容を保存する仕様とする。
浄化槽基本 浄化槽型式名：文字型 50 文字

ルで判別が困難になる。
31

コード追加

 浄化槽基本「指定検査機関コード」及び「保健所コー
ド」がコード一覧に定義されていない。

 指定検査機関及び保健所コードを作成できるように
する。利用者が修正できるようにファイル管理とす
る。

32

市町村合併時の

 市町村コードはファイル管理でなく、DB 管理とする。

 市町村コードの管理方法が未定である。

 市町村合併等で市町村が変更になった場合、コード修

運用手順

正及び浄化槽台帳の市町村コードの更新が必要とな
るが、市町村合併時のシステム運用対応については、
別途マニュアルに記載する。
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表 5-8 管理項目に関する課題と対応方法⑧
No.

分類

33

概念データ追加

課題内容

対応方法

 追加した項目のデータ形式が未定である。

 以下のデータ形式とする。
①算定根拠の記入欄：文字型 255 文字
②休止前の清掃の年月日 ：日付型
③休止の予定年月日：日付型
④休止の理由：文字型 255 文字
⑤再開の予定年月日：日付型
⑥消毒剤の撤去年月日：日付型
⑦消毒剤の撤去者氏名：文字型 100 文字
⑧再開の理由：文字型 255 文字

34

マスタ修正

 項目追加及び指導普及調査の集計に対応するため、マ
スタの修正が必要である。

 「届出区分マスタ」、「処理方式マスタ」及び「廃止
の判断根拠マスタ」を修正する。
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表 5-9 画面イメージに関する課題と対応方法①
No.
1

分類
画面イメージ

課題内容

対応方法

 機能要件定義書に記載されている「届出情報登録」画

 「届出情報登録」画面にボタンを追加する。

面には、以下の画面に遷移するためのボタンが存在し
ていない。
・維持管理情報登録画面
・工事情報登録画面
・指導監督情報登録画面
2

画面一覧 他

 設置申請の情報を入力する画面に、機能選択画面の

 画面及びボタンの名称を以下のとおり変更する。

「維持管理」ボタンを押して遷移することに違和感が

○機能選択画面のボタン名

ある。

「維持管理」→「登録」

 「維持管理情報登録」、「工事情報登録」、「指導監

○画面名

督情報登録」のボタンを追加すると、届出情報の登録

「届出情報登録」→「登録」

画面ではなくなる。画面の名称変更が必要になる。

○届出情報登録画面のボタン名
「浄化槽台帳登録」→「届出情報等登録」

3

文字表示

 コード選択画面にはコードに対する内容が表示され
るが、選択後、画面に遷移すると内容でなくコード値

 設定されたコード値を画面上に表示するのではなく、
該当する内容を表示する。

のみ表示されてしまう。
4

日付選択画面

 年単位でカレンダーを移動できるようにしてほしい。  年移動可能なカレンダーとする。また、年の移動手順
について、マニュアルに記載する。

5

ウィンドウサイ
ズ

 台帳検索ウィンドウや維持管理ウィンドウについて、  ウィンドウサイズを変更できるようにする。ただし、
ウィンドウサイズを自由に変更できるようにしてほ
しい。
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画面内項目の縮小等はできないようにする。

表 5-10 画面イメージに関する課題と対応方法②
No.
6

分類

課題内容

浄化槽台帳登録

 操作性向上のため、浄化槽台帳登録画面レイアウトを

画面レイアウト

対応方法
 必須項目に下線を引く。
 浄化槽ポイントの作成ボタンを浄化槽台帳登録画面

修正したい。

へ移動する。（届出情報登録画面のボタン削除）
 浄化槽ポイント設定時、緯度経度情報を自動入力す
る。
 ポイントが既に存在する場合、その場所へ移動する
「現在地へ移動」ボタンを追加する。
7

検索画面

 検索画面から遷移する画面／帳票が 6 つあり、それぞ

 ボタンごとに「チェックした台帳が対象」、「一覧で

れにボタンがあるが、ボタンによって対象となるデー

左クリックして選択した行が対象」等の説明を表示す

タが異なり、利用者にとってわかりづらいと考えられ

る。

る。
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表 5-11 機能に関する課題と対応方法①
No.
1

分類

課題内容

対応方法

コード管理機能

 下記コードは各自治体で異なるが、更新する機能が存

 該当コードは変更されることがある情報であること

在しない。

を鑑み、業務効率性のために以下の対応を行う。

・浄化槽型式

【コードをデータベースでなく、ファイルで管理する

・浄化槽メーカ

しくみとし、画面上はファイルからデータを取得し、

・浄化槽工事予定業者名

変換して表示する機能を実装する。なお、各ファイル

・保守点検業者名

は自治体が修正・管理することとする。】

・清掃業者名
2

台帳登録/修正
機能

 届出関係全般の情報が、地図上の浄化槽シンボルを選
択してからでないと登録できないことが不便。
 「台帳検索⇒地図表示⇒維持管理⇒シンボルクリッ

 地図上の浄化槽位置を選択せずに情報を登録できる
ようにする。また、情報の追加及び修正時は、検索結
果から台帳修正画面に遷移できるようにする。

ク⇒届出履歴⇒各項目入力」と非常に作業が煩雑。
 自分がクリックした浄化槽が該当の浄化槽であるか
否か、維持管理画面からでは浄化槽情報を参照できな
いため判別が不可能。
 浄化槽の設置基数が多すぎることもあり、GIS 機能の
活用はあまり考えていない。
3

台帳登録/修正
機能

 プロトタイプでは、変更届が変更入力をしなくても登  台帳保存／届出履歴保存の両画面で保存時に確認メ
録でき。また、間違えて入力した場合、修正ができな

ッセージを表示する。（変更届の場合、届出の登録を

かった。

忘れずにしてください。等）
 変更届の情報は修正及び削除できるようにする。
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表 5-12 機能に関する課題と対応方法②
No.
4

分類

課題内容

対応方法

台帳登録/修正

 「履歴削除」をクリックした場合、簡単に消すことが

 履歴削除操作を実施する場合、二重の確認メッセージ

機能
5

台帳登録/修正
機能

できると、情報を誤って削除する恐れがある。
 設置届出書の「処理対象」は、処理方式を選択するこ
とで自動的に「単独又は合併」が入力できると、入力

を表示するようにする。
 方式名に値を設定した際、「処理の対象」へ値を自動
付与するようにする。

の手間がなくなりスムーズになってよい。
6

台帳登録/修正
機能

7

台帳登録/修正
機能

 入力エラーにより追加完了できない時に、修正を要す

 登録時、エラーとなった原因を表示するようにする。

る箇所が表示されるとよい。
 使用開始予定年月日は着工予定年月日よりも後にな

 チェック機能にワーニングとして追加する。

ると思うので、誤入力を防ぐために、登録時に注意喚
起の表示が出るとよい。

8

台帳登録/修正
機能

 プロトタイプでは、届出区分で「使用開始の報告」を
選択しても、管理者名（技術管理者を含む）等の情報

 届出の選択によって入力不可とならないようにする。
（変更以外も含む）

を入力することができなかった。
9

検索機能

 「人槽（範囲）」、「メーカ型式」、「設置または廃
止届受理日の指定の期間」、「休止中/廃止済」、「建
築用途」、「特定年度の法定検査受検の有無または結
果」で検索したい。

 「人槽」や「設置・廃止届出があった特定の期間内」
の範囲検索を条件設定できるようにする。
 「休止中/廃止済」、「建築用途」、「特定年度の法定
検査受検の有無または結果」の検索条件を追加する。

 検索結果の件数を表示してほしい。

 検索結果件数を表示するようにする。
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表 5-13 機能に関する課題と対応方法③
No.
10

分類
検索機能

課題内容

対応方法

 期間を指定して、その期間に保守点検が行われた浄化

 検索画面で日付指定の箇所については、範囲選択でき

槽情報を出力できるとよい。指導普及調査の 7 条検査

るようにする。

対象件数を算出するため、検索機能等で月ごとの設置
件数を出せるとよい。
11

12

検索機能

検索機能

 未受検者を対象とした受検指導文書を発送するため、  日付の検索条件において、指定した範囲に「含まれる」
未受検者の絞り込みを行い、その情報を一覧表示でき

データの検索に加え、「含まれない」データの検索も

ると便利である。

可能にする。

 字名だけ入力することで検索ヒットできるとよい。
 検索の方式は前方一致より部分一致の方が使い勝手

 前方一致検索ではなく、部分一致検索による検索を行
う。

がよい。
13

検索絞込機能

 台帳検索結果から複数選択して、その選択した浄化槽
だけ地図上にシンボルが表示されるようにできると、

 業務効率性を考慮し、選択した浄化槽だけを地図上に
絞り込んで表示する機能を追加する。

例えば指導対象の浄化槽がピックアップできてよい。
（浄化槽を検索し、一覧に表示後、さらに目視チェッ
クによって対象箇所を選定して絞込表示したい）
14

15

出力機能（基本

 システムで出力したデータを保守点検業者や清掃業

 当初の基本設計書では全データの一括出力となって

設計書の修正）

者へ渡し、更新してもらった後に台帳を上書き取込す

いるため、一括出力画面を検索画面から画面遷移する

る運用を考えている。業社ごとの管理対象浄化槽を抽

ように変更し、検索結果一覧でチェックをつけた台帳

出し出力できるとよい。

を対象に一括出力するしくみに変更する。

休止浄化槽地図
表示

 休止届を入力した浄化槽に関するレイヤを設定し、休
止中の浄化槽がわかるようになるとよい。
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 業務効率性を考慮し、休止中の浄化槽を表示できるよ
うに対応する。

表 5-14 機能に関する課題と対応方法④
No.
16

分類
レイヤ削除

課題内容

対応方法

 レイヤ一覧について、操作上不要なものであれば、表

 レイヤ一覧にある項目を削除できる機能を追加する。

示されない方がよい。
17

ログイン機能

 台帳修正等の責任の所在を明確にするため、操作者の

 ログイン機能を追加（ユーザ認証、パスワード設定・

特定が必要と考えます。また、操作者ごとにシステム

変更、ユーザ情報の管理、画面・ボタンの表示制御、

の利用できる範囲を限定できる権限設定が必要であ

参照範囲制御）。

る。
 セキュリティの観点から、ログイン機能はあったほう
がよい。
18

指導普及調査集
計機能

19

台帳登録機能

 指導普及調査に対応できる集計システムがあると便
利である。

 機能を追加（出力されたデータを Excel のピボットテ
ーブルで編集）。

 台帳作成時、番号が自動採番されるとよい。
 福島県浄化槽協会のシステムでは ID が自動的に付与
される。ID の桁数については、新規設置基数の多い自

 各自治体番号付与のルールが統一されていないため、
文字列入力可能なフリー入力欄で実装する。自動化で
の実装はしない。

治体では注意が必要である。
 自治体独自の浄化槽番号は文字列で入力したい。
20

台帳登録機能

 住所を入力する際に、小字までを選択できるようなシ
ステムにすると市町村にとって便利ではないか。
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 大幅な修正が必要となり、本業務の開発対象外とす
る。

表 5-15 機能に関する課題と対応方法⑤
No.

分類

課題内容

対応方法

21

地図検索変換機

 地番情報を入力した際に緯度経度の情報が表示され

 自治体ごとに持っている地図データに違いがあり、標

能

ると便利である。

準的な機能として実装が困難なため、開発対象外とす

 設置届に入力した所在地が自動的に地図上に反映さ

 ただし、自動ではないが、手動による変換は QGIS の

れるようにしてほしい。
 地図上の位置データに基づき、住居表示情報が台帳に
付与されるとよい。
22

保守点検業者台
帳

る。
機能を利用すれば可能なため、手順を操作マニュアル
に記載する。

 神奈川県では、浄化槽台帳とは別に、保守点検業者台
帳を紙で管理している。こちらもシステムへ反映する

 県独自の要望と考えられ、今年度業務の開発対象外と
する。

ことで、浄化槽の情報を一元管理したい。
23

写真管理機能

 福島県では検査結果を電子データで送付しているが、  写真管理機能については要件定義書の機能一覧に記
不適正の浄化槽については紙の検査結果も添付して

載されておらず、今年度業務の開発対象外とする。

いる。また、検査結果には写真を最低 4 枚（異常があ
った場合にはより多く）添付している。添付しない場
合と比べ、不適正の改善率が上昇したため、台帳シス
テムに写真を保存する機能があると便利である。
24

情報一括更新機
能

 GIS 機能を用いて下水道区域のレイヤと浄化槽設置

 下水道区域レイヤの取り込みは可能であり、目視によ

場所のレイヤを重ね合わせ、下水道区域内の浄化槽の

って更新対象となる区画の確認は可能であるが、範囲

情報（DB に登録された情報）を更新したい。

内の浄化槽を検索し、一括更新する機能は別途開発が
必要になる。

25

バックアップ機
能

 週に 1 回程度の頻度で定期的にバックアップをとる機
能があるとよい。

 一括出力機能を活用するとバックアップをとること
が可能なため、操作手順をマニュアルに記載する。
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表 5-16 機能に関する課題と対応方法⑥
No.

分類

課題内容

対応方法

26

エラーチェック

 業者に維持管理の情報を CSV ファイルで入力しても

 エラーチェックを行う場合、氏名、住所等を用いて確

らうことを想定している。その場合、業者がキー項目

認することが考えられる。これらの情報は浄化槽基本

となる番号を間違って入力していた場合、一括入力に

テーブルに保持しており、業者が入力することを想定

おいてエラーチェックが行われる仕様にしたい。

している各維持管理関連のテーブルには情報を保持

機能

していないため、エラーチェックできない。
 一括入力で使用するファイル仕様で、各維持管理関連
のテーブルに加えて、基本テーブルの情報を持たせる
ことでエラーチェックは可能だが、一括入力機能を別
の用途（初期のデータ整備など）で使用する場合は、
項目数が増えて逆に不便になることも考えられるた
め、標準機能としての実装はすべきでないと考えてい
る。
27

コピー機能

 検索結果一覧をコピーして表計算ソフト等に貼り付
けることができると便利だと思われる。

 クリップボードへのコピーの実装ではないが、一括出
力画面を検索画面から画面遷移するように変更し、検
索結果一覧でチェックをつけた台帳を対象に一括出
力するしくみに変更する。一覧の情報は限られている
ため、こちらの機能を使用することで、より詳細な情
報を出力することが可能となる。
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5-2-3 試験運用
作成した浄化槽台帳システムの機能の検証及び各種マニュアルの内容の充実を図るため、
協力が得られた自治体において試験運用を実施した。Excel ファイル形式で電子化された浄
化槽台帳データを収集し、システム導入のためのデータ整備を行ったうえで、対象自治体が
保有する端末に浄化槽台帳システムをインストールし、整備したデータを導入した。試験運
用の内容を以下に示す。
対象自治体：静岡県
第 1 回試験運用：令和 3 年 2 月 25 日（木）実施
 浄化槽台帳システムのインストール
 データ導入
 インストール方法、運用方法、操作方法の説明（マニュアル検証）
 意見収集
第 2 回試験運用：令和 3 年 3 月 16 日（火）実施
 浄化槽台帳システムの更新（ログイン機能、指導普及調査に対応した
集計機能の付加、データ出力速度の向上）
 追加機能の検証
 削除バッチの適用検証
 意見収集
試験運用で明らかになった課題及び対応方法を表 5-17～5-19 に示す。
表 5-17 試験運用で明らかになった課題と対応①
No.
1

課題

対応

DVD に収められているインストーラ等は、デスクトップにコ

インストールマニ

ピーしてから作業することとなっているが、インストールマ

ュアルの修正

ニュアルにその記載がない。
2

QGIS インストールでエラーとなった。

3

インストールマニュアル p.3「PostgreSQL インストール作業」
の途中で設定するパスワードの入力箇所を図上で示して分か
りやすくしてほしい。

4

インストールマニュアル p.3「PostgreSQL インストール作業」
の途中で「チェックを外す」箇所があるが、図上で示して分か
りやすくしてほしい。
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表 5-18 試験運用で明らかになった課題と対応②
No.
5

課題

対応

インストールマニュアル p.5「データベース構築作業」の「う

インストールマニ

まくいかない場合」の解説について、１～３の順番に沿って試

ュアルの修正

みるのか、いずれかの方法で試みるのかが分からなかった。
6
7

マスタコードの作成は、運用開始後も発生するため、初期導入

運用マニュアルの

編以外に運用・保守・メンテナンス編にも必要ではないか。

修正

異なるメーカで同一名称の型式があるため、浄化槽型式名の
コード表を作成する際は、「メーカ_型式」としたほうがよい。

8

浄化槽台帳システムに一括削除機能が存在しないため、誤っ

一括削除バッチの

たデータを一括で取り込んでしまったときに、一括削除する

配布、運用マニュ

ことができるようにしてほしい。

アル、操作マニュ
アル（台帳管理編）
の修正

9

「不適正の原因」の検索を行う際の注意点を示したほうがよ

運用マニュアル別

い。（指定検査機関からの報告の様式、マスタの変更、検索方

紙の修正

法等）
10

11

検索画面の検索条件について、簡易タブにある市町村が設置

操作マニュアル

場所と設置者住所のどちらを対象としているのか分かりづら

（台帳閲覧／出力

かった。

編）の修正

業者名で検索する際は日付を指定しないと過去に異なる業者
が実施していた場合、その業者名も検索してしまうのではな
いか。

12

維持管理情報の管理フローについて、保守点検・清掃の情報を 操 作 マ ニ ュ ア ル
収集し、そこに県独自の浄化槽番号を付与し、各業者に対して

（台帳管理編）の

それぞれが管理している浄化槽の情報を返す。その後は、県独

修正

自の浄化槽番号を付けて維持管理の実施状況を報告してもら
う予定である。
13

新規設置の浄化槽や業者が変更された浄化槽の維持管理情報
は、県独自の浄化槽番号が記載されずに報告されるが、これら
の浄化槽が非常に多い。

14

浄化槽基本履歴テーブルには、一括取り込みされた情報が反
映されない。

15

誤って登録ボタンを押した場合のキャンセルや削除の方法を
示してほしい。
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表 5-19 試験運用で明らかになった課題と対応③
No.

課題

対応

16

出先機関から法定検査機関にデータを共有し、その結果を本

操作マニュアル

庁に集約してデータ統合を行う際に問題が生じるのではない

（台帳管理編）の

か。

修正

一括入力プロセスの途中でチェック終了のメッセージが出る

プログラム仕様変

が、これは無くてもよいのではないか。

更

17
18

機能選択画面の登録ボタンを間違えて押した際にキャンセル
できるようにしてほしい。現在は、「いいえ」や「×」をクリ
ックしても編集モードに移行してしまう。

19

画面サイズを 1,280×1,024 に設定した場合、検索画面の右端
が見切れてしまう。

20

データ出力後、2 行になって出力されてしまう台帳情報が存在
した。

21

届出情報等登録画面で情報登録後、メッセージに「登録されま
した。届出の登録も忘れずにしてください。」と表示される
が、どのような操作をしたらよいかわからなかった。

22

届出情報等登録画面で情報登録後、メッセージに「登録されま
した。届出の登録も忘れずにしてください。」と表示される
が、どのような操作をしたらよいかわからなかった。

23

2 件目の法定検査情報を登録するとエラーとなってしまった。

24

立入年月日を未入力の状態で保存したときにでるメッセージ
が立合年月日となっていた。

25
26

アドレスマッチングの精度が高いポイントのみ地図上に表示

なし（ユーザによ

することは可能か。

る対応を想定）

自治体で BOD を使用した検索用途がないように思える。適正
か不適正かで判断する。

27

現在のシステムで補えない所は、DB から直接データを取り出
して対応することも可能であるか。

28

検索結果一覧に浄化槽管理者の項目がほしい。

29

廃止の浄化槽台帳のみを検索したい。

30

データ出力機能で出力された CSV ファイルについて、業務上
今の順番で影響はないが、どのような順番で出力されるか。

5-2-4 各種マニュアルの作成
浄化槽台帳システムの試験運用で得られた意見を反映させ、使用マニュアル等を修正し

34

た。以下に電子媒体で納品した使用マニュアル等の一覧を示す。
 インストールマニュアル（ソフトウェアのインストール方法/データベース構築方法/プ
ラグイン（浄化槽台帳システム）設定方法）
 運用マニュアル（初期導入作業方法/運用・保守・メンテナンスの方法/データ仕様）
 操作マニュアル（台帳管理（登録、修正）方法/台帳閲覧方法/出力方法等）
 要注意事項（CSV ファイルの取り扱い方法）
 付録（カスタマイズ例）
5-2-5 環境省版浄化槽台帳システムの課題
ヒアリング調査で収集した浄化槽台帳システムに対する要望のうち、今年度業務で浄化
槽台帳システムに実装できなかった事項は今後の課題となり、台帳システムの利用者であ
る自治体により、必要に応じてカスタマイズされることが想定される。以下に、環境省版浄
化槽台帳システムの課題を示す。
【管理項目に関する課題】
 保守点検記録票の水質項目を入力する欄が用意されていない。
【機能に関する課題】
 住所入力の効率を向上させる余地がある。
（小字までを選択できるようなシステムにす
ると効率が向上すると考えられる。
）
 自動化されたアドレスマッチング機能が実装されていない。
（地番情報から緯度経度情
報を取得できる、文字列で設置場所を入力すると地図上にポイントが自動反映される、
地図上の位置データから設置場所（住居表示）を読み込み、台帳に反映される）
 写真等の画像を保存・管理する機能が実装されていない。
 自動バックアップ機能が実装されていない。
 データの一括入力を行う際のエラーチェック機能（キー項目となる番号の誤りをチェ
ックする機能）が実装されていない。
 検索結果一覧をコピーして、エクセルファイル等に貼り付けるためのクリップボード
へのコピー機能が実装されていない。
5-2-6 提出物
浄化槽台帳システム及び関連する文書として以下の成果物を電子媒体で納品した。
 プロジェクト計画書（事業者の範囲）
 基本設計書
 詳細設計書
 テスト計画書（結合）
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 テスト計画書（総合）
 ソースプログラム
 実行形態プログラム
 操作マニュアル
 運用マニュアル
 構築業務報告書
5-3 浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討
5-3-1 調査の目的及び内容
本業務で作成する浄化槽台帳システムを多くの自治体において利用してもらうため、都
道府県や市町村、指定検査機関に対してヒアリングを行い、浄化槽台帳システム導入に当た
っての課題や台帳項目や画面イメージに関する要望等について情報収集を行った。また、ヒ
アリングで抽出された課題については、解決策を検討した。
ヒアリングに使用した資料・ツール及びヒアリング項目を以下に示す。
【ヒアリングに使用した資料・ツール】
 基本設計書
 環境省版浄化槽台帳システムの概要（導入・運用方法、画面イメージ）
 台帳項目一覧
 機能一覧
 環境省版浄化槽台帳システムプロトタイプ
【ヒアリング項目】
 環境省から無償配布される浄化槽台帳システムの活用について
 浄化槽台帳システムの導入・運用について
 環境省版浄化槽台帳システムの管理項目について
 環境省版浄化槽台帳システムの機能及び画面イメージについて
 その他
5-3-2 調査対象自治体等
ヒアリング対象として、今後導入する浄化槽台帳システムの候補の 1 つとして、本業務
で作成する浄化槽台帳システムを想定している都道府県及び市町村（4 自治体）に加え、現
在、自治体の浄化槽台帳の管理業務を受託している指定検査機関（1 機関）を選定した。ヒ
アリング調査対象を表 5-20 に示す。
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表 5-20 ヒアリング調査対象
対象
神奈川県

日程等
実施日：令和 2 年 9 月 16 日（水）
場 所：神奈川県庁日本大通 7 ビル
対応者：関根、福田（健康医療局生活衛生部生活衛生課）、森（総務局 ICT
推進部 ICT・データ戦略課）
調査者：濱中、澤村（（公財）日本環境整備教育センター）、システム構
築業務再委任先 4 名

静岡県

実施日：令和 2 年 9 月 28 日（月）
場 所：静岡県庁
対応者：三原、渡邉、伏見（くらし・環境部 環境局 生活環境課 大気水質
班）
調査者：濱中、澤村（（公財）日本環境整備教育センター）、システム構
築業務再委任先 3 名

福島県（指定

実施日：令和 2 年 10 月 7 日（水）

検査機関）

場 所：教育センター、福島県浄化槽協会（Web）
対応者：鴫原、須藤（公益社団法人福島県浄化槽協会）
調査者：髙橋、澤村（（公財）日本環境整備教育センター）、システム構
築業務再委任先 3 名

豊橋市

実施日：令和 2 年 10 月 9 日（金）
場 所：豊橋市役所
対応者：小柳津、田中、三ツ矢（環境部廃棄物対策課）
調査者：濱中、澤村（（公財）日本環境整備教育センター）、システム構
築業務再委任先 2 名

千葉県

実施日：令和 2 年 10 月 12 日（月）
場 所：千葉県庁南庁舎
対応者：髙山、小西（環境生活部水質保全課浄化槽班）
調査者：濱中、澤村（（公財）日本環境整備教育センター）、システム構
築業務再委任先 3 名

5-3-3 ヒアリング調査結果
各自治体等へのヒアリング調査結果を、浄化槽台帳システムの製造・設計及び台帳システ
ムの操作マニュアルに反映させ、作成する浄化槽台帳システムの利便性の向上を図った。
各自治体等へのヒアリング調査結果の詳細は別添資料に示す。
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5-4 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂に関する検討
浄化槽法改正により、浄化槽台帳に関する規定が制定されたこと及び環境省版浄化槽台
帳システムを無償配布すること等を踏まえ、「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル
（第 2 版）
」の改訂について検討を行った。
「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル（第
2 版）
」からの主な改訂箇所及び改訂内容を表 5-21～5-22 に示す。なお、以下に示した内容
のほか、文言の修正や参照 URL の修正等を行った。
表 5-21 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの主な改訂内容①
マニュアル

改訂内容

のページ
1

 浄化槽法改正に伴い浄化槽台帳に関する規定が制定されたことを追記。
 環境省版浄化槽台帳システムの作成を踏まえてマニュアルを改訂したこ
とを追記。

2

 図を修正。

5

 浄化槽台帳の法的根拠及び浄化槽台帳への記載内容を追加。
 マニュアルの対象を変更。
（「指定検査機関」を削除。）

6

 浄化槽台帳のシステム化に関する方針を追加。

10

 災害推計への GIS 活用例を追加。

12

 浄化槽台帳システム整備で期待される政策に「維持管理の高度化（ビッグ
データ活用等）
」を追加。

13

 行政目的 5 の名称を変更。
 行政目的から「下水道部局との連携」を削除。
 行政目的に「公共浄化槽の長寿命化」を追加。

14

 行政目的 5 の名称を変更。
 行政目的から「下水道部局との連携」を削除。
 行政目的に「公共浄化槽の長寿命化」を追加。
 基本情報の追加及び根拠の修正。

15

 フロー中の「浄化槽管理者の変更の報告」及び「浄化槽変更届出書」の位
置（提出のタイミング）を修正。
 フローに休止・再開の届出、保守点検・清掃の実施状況を追加。

19

 行政目的 5 の名称を変更。

20～21

 行政目的 5 の名称を変更。
 行政目的から「下水道部局との連携」を削除。
 行政目的に「公共浄化槽の長寿命化」を追加。
 管理項目を精査。
（保持する必要がある最低限の項目を明確にした。）
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表 5-22 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの主な改訂内容②
マニュアル

改訂内容

のページ

「
（４）管理項目と情報源」を削除。
（既に他の箇所に記載されており、重
複を避けるため。
）
23

 図を修正。

26

 行政目的 5 の名称を変更。
 行政目的から「下水道部局との連携」を削除。
 行政目的に「公共浄化槽の長寿命化」を追加。

27～28

 フロー中の「浄化槽管理者の変更の報告」及び「浄化槽変更届出書」の位
置（提出のタイミング）を修正。

28～30

 浄化槽台帳システムの運用主体に関する記述を追加。
 フロー中の「浄化槽管理者の変更の報告」及び「浄化槽変更届出書」の位
置（提出のタイミング）を修正。
 フローに休止・再開の届出、保守点検・清掃の実施状況を追加。

31～35

 浄化槽台帳に「届出情報」
、
「法定検査結果」、
「保守点検及び清掃の実施状
況」を関連付けして一元管理することを想定し、各情報の突合及び精査方
法の例を追加。

35

 「改正浄化槽法に関する施行通知」に基づき、情報精査後の処置の考

え方及び浄化槽台帳に関する事務の委託について記述。
 「住所精査の手順案」を削除。
（p.30～33 の内容との重複を避けるため。）
39～40

 データベーステーブル分けの例を「浄化槽基本履歴」テーブルを追加した
図に修正。
 「キー」の用語解説を追加。

46

 「④タブレット端末での表示機能」を削除。

53

 第 3 章の題名を「浄化槽台帳システムの仕様例」に修正。
 システム構築業務仕様書（例）を示した目的を修正。

65～72

 環境省版浄化槽台帳システムのデータベーステーブル仕様に差し替え。
（
「浄化槽基本履歴」テーブルを追加したため、p.65 の文章を一部修正。）

75

 参照サイトのレイアウトが変更されているため、図を修正。
 「コード化の例」を削除。

79～87

 環境省版浄化槽台帳システムのコードに差し替え。
 「台帳システム導入方法の相違による特徴」を削除。

94～95

「
（７）地方自治体における情報セキュリティ対策の抜本的強化」を追加。

96～97

 環境省版浄化槽台帳システムの概要を追加。
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６ 浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
6-1

目的及び検討の概要

6-1-1 目的
浄化槽の維持管理に資する保守点検記録等の活用手法及び浄化槽の遠隔監視技術を活用
した管理の高度化等に関する検討を行い、浄化槽維持管理におけるデータ活用による高度
化及び効率化を促進する。
6-1-2 検討の概要
(1) 浄化槽の維持管理に資する保守点検記録等の活用手法に関する検討
浄化槽の保守点検及び清掃の記録等のデータを活用し、維持管理作業による浄化槽の処
理機能の改善効果、保守点検等の状況の確認に求められる情報項目について調査した。ま
た、浄化槽管理の高度化及び効率化をはかるためのデータ解析手法について実際の合併処
理浄化槽に関するデータを用いて検討を行い、維持管理の高度化及び効率化に資する事例
集としてまとめた。
(2) 浄化槽の遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討
中大型浄化槽については、IoT 等の遠隔監視技術を活用した浄化槽も市場に出ている。
IoT 等の遠隔監視技術を活用した浄化槽について情報収集をするとともに、維持管理の効
率化について検討を行った。また、浄化槽管理の高度化及び効率化については、画像監視
技術や水質の常時モニタリング等の技術の応用が考えられることから、これらの技術につ
いて情報収集するとともに浄化槽への適用可能性について検討を行う。
6-1-3 ＷＧによる検討
これらの検討はＷＧを設けて行った。以下に開催日時、委員等を示す。
ＷＧの議事録を別添資料に示す。
1) 開催日時
第１回：令和２年 10 月５日（月） 13:30～16:30
第２回：令和２年 11 月５日（木） 13:30～16:30
第３回：令和２年 12 月７日（木） 13:30～16:30
第４回：令和３年 ２月９日（火） 13:30～16:30
2) 出席状況(敬称略)
第１回 委員 ：岩堀恵祐（主査）
、小川浩、後藤雅司、石橋憲明、昇広文、尾崎弘明
(欠席) ：なし
環境省：白石萌美、田中文昭
事務局：仁木圭三、濱中俊輔、武田文彦、澤村尚吾
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第２回 委員 ：岩堀恵祐（主査）、小川浩、後藤雅司、石橋憲明、昇広文、尾崎弘明
(欠席) ：なし
環境省：山本泰生、白石萌美
事務局：由田秀人、仁木圭三、濱中俊輔、武田文彦、髙橋悟、大石真弓、
澤村尚吾
第３回 委員 ：岩堀恵祐（主査）、小川浩、後藤雅司、石橋憲明、昇広文、尾崎弘明
(欠席) ：なし
環境省：山本泰生、白石萌美
事務局：由田秀人、仁木圭三、濱中俊輔、武田文彦、髙橋悟、大石真弓
第４回 委員 ：岩堀恵祐（主査）
、後藤雅司、石橋憲明、昇広文、尾崎弘明
(欠席) ：小川浩
環境省：山本泰生、白石萌美
事務局：由田秀人、仁木圭三、濱中俊輔、武田文彦、大石真弓、澤村尚吾
6-2

浄化槽の維持管理に資する保守点検記録等の活用手法に関する検討

6-2-1 維持管理作業による浄化槽の処理機能の改善効果、保守点検等の状況の確認に求め
られる情報項目
表-1 小型浄化槽清掃の記録票

保守点検業務では、それぞれの
浄化槽が効率的な維持管理が行
われ、また、処理機能に不調を生
じることがないように、業務計画
の立案から必要事項の点検・保
守・清掃の実施時期の見極めや、
破損した浄化槽の修繕等を行っ
ている。
これらの保守点検業務におけ
る判断に用いられる情報として
は、保守点検の結果記録だけでな
く、清掃や法定検査の結果も活用
されている。また、性能評価型の
浄化槽においては、各型式の浄化
槽に関する技術情報(6-2-4⑨～
⑫に例示)も保守点検業務を高度
化及び効率化するために重要に
情報となっている。
清掃及び保守点検で一般的に
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記録されていると考えられるデータ項目として、例えば「浄化槽の維持管理（公財日本環
境整備教育センター出版）」に例示されている項目がある。小型浄化槽用の清掃の記録票
を表-１に、保守点検の記録票を表-２に示す。なお、中・大型浄化槽については機器が数
多く設置されていることから、機器の稼働状況、電流値、絶縁抵抗値等の点検項目が追加
される。
表-2 小型浄化槽保守点検の記録票
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6-2-3 合併処理浄化槽に関するデータを用いた検討浄化槽管理の高度化及び効率化を
はかるためのデータ解析手法の検討
浄化槽管理の高度化及び効率化をはかるためのデータ解析手法の検討にあたり、実際に
稼働している浄化槽から得られる実データ用いるものとした。これらのデータを用いて、
浄化槽の保守点検の高度化及び効率化に資する技術情報(データの活用事例)を示すことを
目標とし、データ項目ごとあるいは関連する複数データについて統計処理やデータの見え
る化(図式化)による効果を検討し、効果的なコメント例についても検討を行った。
上記検討に用いたデータは、合併処理浄化槽の保守点検及び清掃の記録、(公財)日本環境
整備教育センターが過去 10 年間に、指定検査機関が実施している７検査結果等から収集と
したデータとした。
6-2-4 維持管理の高度化及び効率化に資する事例集
保守点検で得られる情報(点検項目ごとの結果等)を用い、その結果を解析あるいはデータ
の見える化を行うことにより保守点検の高度化及び効率化に資する事例を取りまとめた。
以下に事例の項目を示す。
① 適正な塩素剤補充量を推定するための塩素剤の補充量・水道メーターの値の活用
② 接触ばっ気槽の逆洗時期を推定するための各単位装置流出水の透視度等の活用
③ 水位の異常な上昇及び処理水質の低下を防ぐための水位及び透視度の活用
④ 清掃時期を判断するためのスカム厚・堆積汚泥厚の活用
⑤ 適切な循環水量の調整を行うための循環水量の測定値の活用
⑥ 処理水のBOD及びT-Nを推測するためのNH4-N、NOX-Nの測定値の活用
⑦ 配線設備の異常を未然に防ぐための絶縁抵抗値・電流値等の活用
⑧ ブロワの異常を早期に知るための電流値等の活用
また、近年設置される浄化槽は性能評価型が一般的であり、浄化槽の構造が多様化して
いる。そのため、各型式(各処理方式)ごとの処理機能の特徴(水温、人員比等、処理機能に
影響する要素の変化に対する対応性)を理解しながら保守点検を行うことは、保守点検業務
の高度化及び効率化において重要である。7 条検査結果における処理水 BOD、水温、人員
比等のデータを用いてデータ解析し、浄化槽管理士に情報提供すると有効であると考えら
れるデータ活用事例についても以下に示す。

⑨
⑩
⑪
⑫

処理水BODを推定するのための処理水透視度の活用
処理水BODを推定するための水温、人員比及び運転経過日数の活用
処理水BODを推定するための人員比等の活用 1
処理水BODを推定するための人員比等の活用 ２
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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6-3

浄化槽の遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討

規制改革実行計画（７月１７日閣議決定）において、遠隔監視技術の活用による大型浄
化槽の保守点検頻度緩和について、「環境省は、遠隔監視技術を用いた大型浄化槽の保守
点検頻度の見直しについて、技術的な検証を行い、技術的な回答を得る【令和２年度結論】」
と実施事項が位置づけられた。これを踏まえ、本業務において、成長戦略ＷＧでの議論の
前提となった「流量調整槽を有する大型浄化槽について、遠隔監視技術を用いた場合に、
現行の２週間に１回の保守点検頻度を、１ヶ月に１回に緩和することは、技術的に可能か」
という前提条件のもと、有識者を交えた検討を行った。

規制改革実行計画（令和２年７月 17 日閣議決定）
6-3-1 既に実用化されている IoT 等の遠隔監視技術を活用した浄化槽の現状の整理
既存の遠隔監視技術を活用した浄化槽の例としては、中・大型膜分離活性汚泥方式の浄
化槽において膜分離装置のろ過圧と流量調整槽・膜分離槽の水位を遠隔監視するものの他、
一部の農業集落排水処理施設において流入汚水量や処理水の透視度等の水質を遠隔監視す
るものがある。
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遠隔監視による異常発生時の通報の方法としては、浄化槽に付帯するポンプや電気・機
器類の異常を電子メール等により遠隔の保守点検担当者等に通報するシステムが中・大型
浄化槽を中心に実用化されており、ブロワの異常時に制御盤や機器本体に備えられたブザ
ー等やランプの点灯により異常を知らせるものが、小型から大型の浄化槽に実用化されて
いた。
6-3-2 遠隔監視の有用性、実用化事例、既往研究の整理
遠隔監視を行うことにより、監視する事項を従来の巡回管理に比べ、その変化をリアル
タイムに現地へ移動することなく知ることができ、監視する部分の点検業務が高度化され
るものといえる。また、現地に移動することが少なくなる分、保守点検業務の効率化がは
かられる。
機器類のほか、単位装置の機能状況を把握するためには、処理水質や生物反応槽の水質
の変化を知ることができる遠隔監視が求められるものと考えられる。水質等の計測器を調
査し、浄化槽のほか、他の排水処理施設で実用化されているものを含めて実用化されてい
るものを以下に示す。
【実用化されている水質等の自動計測機器】
・処理水
pH 計、SS 計、濁度計、透視度計、COD(主に UV 計)計、T-N 計、T-P 計
・生物反応槽
DO 計、pH 計、MLSS 計(活性汚泥法)、アンモニア性窒素濃度計、ORP 計、汚泥界面計(回
分式活性汚泥法のばっ気槽、沈殿槽)
また、浄化槽に関して維持管理の高度化あるいは効率化に資する画像監視技術や収集デ
ータの評価手法等の研究報告について情報収集したところ、全国浄化槽技術研究集会にお
いて IoT の活用による遠隔監視に関する研究発表があった。その概要を表-３に示す。
なお、カメラによる画像監視(第１回ＷＧ資料９)については、浄化槽管理士が目視によ
り点検する事項が多いことから浄化槽管理士が理解しやすい等の利点があると考えられる
が、既成の監視カメラでは確認した部分への照明設備の付加、耐環境性能及び通信費を含
めたコストにおいて課題があるものと考えられた。実用化という点においては、耐久性及
びコストは重要な要素であり、監視カメラのようにこれまでの計測方法と異なっている新
規センサや従来のセンサにおいても耐環境性能及びコストメリットに優れたセンサの開
発・実用化は強く望まれるものである。

58

表-３ 全国浄化槽技術研究集会における過去 5 年間の IoT の活用による遠隔監視に関する研究
発表
平成26年 第28回
平成27年 第29回

平成28年 第30回

平成29年 第31回

ICTの有効利用による法定検査業務効率
の改善
水温の変化に対する浄化槽の水質検査
項目等の遅延現象に関する考察
使用及び維持管理状況から見た小型合
併処理浄化槽の処理機能への影響因子
撮像素子による浄化槽目視点検項目の
数値化・モニタリングに関する研究

清水ほか
稲村ほか

塩澤ほか

仁木ほか

モバイル端末の活用による効果及びBOD測定器との
データ連携による業務の効果について検討した。
移動平均値と水質に関係について検討した。
人員比と処理水BODの関係、NH4-NとBODの関係等
を解析した。
二次処理装置のカメラ画像により解る機能の状況と
目視点検項目を数値化する技術について報告した。
小型浄化槽に適用できるカメラシステムを試作し、こ
れにより得られる機能状況に関する事項について報
告した。

平成29年 第31回

浄化槽内の遠隔長期観測システムの開
発と槽内状況の把握への対応

平成29年 第31回

音声認識を活用した浄化槽維持管理シス
東ほか
テムの取組みについて

保守点検記録用電子端末に音声入力システムを組み
合わせるため、既存音声入力システムの精度に関す
る検討を行った。

福島県における小型合併処理浄化槽の
破損及び補修の現状

保守点検記録及び清掃の記録データを活用し、浄化
槽の使用年数や型式の違いによる破損の発生確率
等を解析した。(保守点検記録の活用支援ツールに発
展する可能性あり)

平成30年 第32回

国生

棚木ほか

平成30年 第32回

処理水の性状に着目した水質悪化施設
の原因究明フローの構築と早期改善への 中島ほか
取り組みについて

透視度、GR、臭気、DOから水質悪化の主要因を特定
するフローの作成及びその検証を行った。(保守点検
記録の活用支援ツールに発展する可能性あり)

平成30年 第32回

IoTを活用した農業集落排水施設の運転
管理

木村ほか

保守点検記録を自動処理するとともに、現場と事務所
にいる技術者の情報共有と運転調整の支援に関する
検証を行った。

木村ほか

点検結果から必要ばっ気量を開発したソフトで計算さ
せることにより、容易に消費電力量を削減することが
できた。

令和元年 第33回

ICTを活用した農集施設の省エネ化～必
要酸素量ODに見合ったばっ気槽管理～

6-3-3 中・大型浄化槽の保守点検頻度の実情の調査および保守点検頻度緩和可能性の検討
中・大型浄化槽の保守点検作業及び頻度の実状について、一般社団法人全国浄化施設保
守点検連合会会員及び一般社団法人浄化槽システム協会会員から情報収集するとともに、
既存型式浄化槽を遠隔監視した場合に設計上想定される保守点検頻度について、一般社団
法人浄化槽システム協会会員から情報収集した(第１回ＷＧ資料８)。収集した情報に基づ
き、遠隔監視技術を活用した場合の保守点検頻度緩和の可能性について検討を行った。
沈殿分離槽や嫌気ろ床槽が前置された生物膜法による中・大型浄化槽の保守点検頻度は
３か月に 1 回以上であるが、遠隔監視を行ったとしても生物反応槽の逆洗作業等の保守作
業の頻度を軽減することが困難であると考えられる施設があると考えられた。また、活性
汚泥法による浄化槽の保守点検では、活性汚泥の濃度や性状を管理するために保守点検頻
度を緩和することは困難であるものと考えられた。
一方、流量調整槽が前置された二次処理装置の保守点検頻度は、沈殿分離槽や嫌気ろ床
槽が前置された浄化槽の場合と同程度であり、前処理設備、流量調整槽及び汚泥処理設備
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の機能状況が確認できるのであれば、1 回/２週以上となっている保守点検頻度を 1 回/月以
上には緩和できる可能性があるものと考えられた。これらのことから、本検討では流量調
整槽が前置された生物膜法の浄化槽を対象として遠隔監視に関する検討を行うこととした。

図-1 流量調整槽が前置された浄化槽における保守点検と頻度

以下に流量調整槽が前置された中・大型浄化槽の保守点検の実施事項を図-1 に示す。
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6-3-4 遠隔監視により保守点検頻度の緩和が可能となる浄化槽の条件の検討
検討対象とした流量調整槽が前置された生物膜法の浄化槽について、該当する既設の構
造例示型及び性能評価型の浄化槽について、遠隔監視により保守点検頻度を１回/月とする
ことが構造上可能であるかについて検討した。
その結果、上記の浄化槽については汚泥処理設備の汚泥貯留量は２週間分程度で設計さ
れている場合が多いこと、清掃の際には保守点検担当者が立会っている場合が多いこと、
前処理設備に設けられている自動式スクリーンから発生するし渣がし渣かごに蓄積される
設計となっているものは、し渣かごのし渣貯留能力が１か月分に満たないものが多いこと
が明らかとなった。また、性能評価型のなかには構造例示型と同様に汚泥貯留設備が処理
フローの系外に配置されたもの型式があり、このようなものについては、１か月に１回の
保守点検で性能維持が可能であるか実証実験で確認することが望ましいものと考えられた。
これらのことから、遠隔監視により保守点検頻度の緩和が可能となる浄化槽の条件とし
ては、以下の条件を満たしている必要がある。①構造例示型で流量調整槽が前置され、汚
泥処理設備の汚泥貯留能力が１か月分以上となっている浄化槽、②性能評価型で構造例示
型と同様に流量調整槽が前置され、余剰汚泥の貯留処理設備の汚泥貯留能力が１か月分以
上となっている浄化槽、③自動式スクリーンのし渣がし渣かごに蓄積されるものについて
は、し渣かごのし渣貯留能力が 1 か月分以上である浄化槽
※構造例示型と同様に汚泥貯留設備が処理フローの系外に配置されたもの以外は、１か
月に１回の保守点検で性能維持が可能であるか実証実験で確認することが望ましい。
6-3-5 遠隔監視で必要となる遠隔監視項目とそのアウトプット
(1) 検討した監視項目
遠隔監視すべき項目か、保点回数を軽減できるか、その他対応するセンサ、必要な計測頻度、
計測表値示の必要性と方解法析、警報出力の必要性(第 2 回 WG 資料 5)を、カメラによる遠隔監

視及び実用性も考慮して検討を行った。
以下に監視対象とした設備・単位装置の点検項目を示す。
１)汚泥処理設備
・汚泥濃縮貯留槽
①スカム厚・堆積汚泥厚、②水位、③脱離液の状況、④撹拌装置の状況
・汚泥濃縮槽・汚泥貯留槽
①スカム厚・堆積汚泥厚、②水位、③脱離液の状況、④撹拌装置の状況
２)前処理設備
①し渣量、②スクリーンの閉塞の状況、③沈砂槽や水路の堆積物の状況
３)調整槽(機器の作動時状況を除く)
①水位、②フロートスイッチ・ケーブルの付着物、③撹拌・堆積汚泥の状況、
④脱離液、⑤移送水量
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(2) 遠隔監視で最低限必要となる遠隔監視項目とそのアウトプット
対象とした浄化槽で最低限必要な遠隔監視項目を絞り込み、監視する事項及び計測結果
のアウトプットの方法を取りまとめた。また、実用化に向け、浄化槽管理士に対する遠隔
技術の伝承の必要性等、関連する課題等についても検討し、
「浄化槽の遠隔監視技術を活用
した管理の高度化等に関する検討会提言(遠隔監視により保守点検頻度を緩和できる浄化槽
と実用化について)」として取りまとめた。以下にこれを示す。

浄化槽の遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討会提言
【遠隔監視により保守点検頻度を緩和できる浄化槽と実用化について】
1-1 はじめに
近年は、様々な業務において IT や IoT の技術を取り入れ、業務の効率化や業務の信頼性
の向上を目指すことが求められている。浄化槽維持管理においても業務の効率化及び信頼
性の向上を目指し、早急に実現可能な IoT 技術を取り入れた浄化槽システムとして遠隔監
視システムを搭載した浄化槽の維持管理を含む検討を行った。
遠隔監視の導入による保守点検頻度の軽減について
遠隔監視を導入することで、現場の点検作業を行わなくても遠隔地から機器類の稼働や
処理機能を一部が確認できるため、浄化槽管理士の移動時間を軽減できる効果が期待でき
る。一方、遠隔監視システムで異常やトラブルが確認された場合には、想定した頻度に係
わらず現場へ行き、随時、迅速に対応することは必要となるが、現在の浄化槽において、
一次処理装置に沈殿分離槽が設けられた浄化槽の保守点検頻度に対し、流量調整槽が設け
られた浄化槽の保守点検頻度は高く、流量調整槽が設けられている浄化槽に遠隔監視シス
テムを搭載することにより、保守点検の効率化が期待される。
そこで、流量調整槽が前置された浄化槽を対象として、遠隔監視システムのコスト及び
そのシステムを使った保守点検の費用対効果を念頭に、実現可能な遠隔監視システムの必
要条件等について検討を行った。
1-2 遠隔監視導入により保守点検頻度が軽減できる浄化槽
既設浄化槽の稼働状況から検討した結果、沈殿槽を用いる活性汚泥法の浄化槽は、ばっ
気槽の DO 及び MLSS 濃度の調整、沈殿槽の汚泥管理の実情から保守点検頻度を１か月に
１回程度に緩和することは困難であると考えられ、遠隔監視による保守点検頻度緩和の対
象外であると判断した。一方、流量調整槽が前置された生物膜法による浄化槽は、保守点
検の実状から遠隔監視の内容及び汚泥の貯留能力等によっては、おおよそ 1 か月に 1 回程
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度の保守点検で処理機能の維持が可能であると考えられたことから、遠隔監視による保守
点検頻度の軽減ができる対象は、流量調整槽が前置された生物膜法による浄化槽とした。
1-3 遠隔監視により保守点検頻度の緩和が可能な浄化槽の保守点検頻度
既設浄化槽の運転状況から、流量調整槽が前置されている生物膜法の構造例示型浄化槽
は、沈殿分離のタイプに比べて自動スクリーン装置、汚水移送ポンプ及び計量装置などの
機器設備が付加され、二次処理への移送量を適宜行う必要がある。このような実態から最
低でも１か月に１回の保守点検が必要であると考えられた。また、この保守点検頻度では、
いくつかの課題(1-5)があるものの、遠隔監視による保守点検頻度は少なくとも 1 か月に 1
回で実施されるものとし、その場合に最低限必要となる遠隔監視項目を検討した。
1-4 遠隔監視項目の検討の基本的な方針
遠隔監視を行った場合の保守点検頻度及び監視項目についての基本的な方針は、以下に
示すとおりとした。
【遠隔監視した浄化槽の保守点検頻度】 １か月に１回
【遠隔監視する項目】流量調整のタイプが沈殿分離のタイプと構造が異なる部分等の保守
点検が１か月の１回で処理機能の維持が可能な最低限の項目
※ 遠隔監視システムで異常やトラブルが確認された場合には、想定した頻度に係わらず現
場へ行き、随時、迅速に対応することは必要
1-5 遠隔監視の導入に課題がある生物膜法の浄化槽
①流量調整槽が前置され、汚泥処理設備の汚泥貯留能力(清掃頻度)が２週間分であるものが
ほとんどであった。また、清掃作業は、浄化槽管理士により清掃作業前後の確認等及び清
掃作業の立会いが行われている場合がほとんどである。
②自動式スクリーンのし渣がし渣かごに蓄積されるものについては、し渣かごのし渣貯留
能力が低いものがほとんどである。
※保守点検頻度緩和のためには１か月以上分の貯留能力として設計されていることを条件
とする必要がある。
1-6 検討対象とした浄化槽
①構造例示型で流量調整槽が前置され、汚泥処理設備の汚泥貯留能力が１か月分以上とな
っている浄化槽
②性能評価型で構造例示型と同様に流量調整槽が前置され、余剰汚泥の貯留処理設備の汚
泥貯留能力が１か月分以上となっている浄化槽
③自動式スクリーンのし渣がし渣かごに蓄積されるものについては、し渣かごのし渣貯留
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能力が 1 か月分以上である浄化槽
ただし、構造例示型と同様に汚泥貯留設備が処理フローの系外に配置されたもの以外は、
１か月に１回の保守点検で性能維持が可能であるか実証実験で確認することが望ましい。
1-7 遠隔監視システムの技術水準の確保
浄化槽に搭載する遠隔監視システムは一定以上の技術水準が満たされていないと実質的
に保守点検頻度の軽減を実現できないため、システムが一定以上の水準にあるかチェック
する制度が求められる。
1-8 遠隔監視装置についての WG の提案
ＷＧでの検討の結果、遠隔監視技術を用いた流量調整槽を有する大型浄化槽のうち、1-6
①から③に示す項目及び、異常等の確認時に迅速な対応をとる体制がある等、環境省で定
める浄化槽の保守点検の期間を緩和するための条件をみたすものについては、保守点検の
緩和は技術的に可能である、との結論を得た。
1-9 遠隔監視で最低限必要となる遠隔監視項目とそのアウトプット
対象とした浄化槽で最低限必要な遠隔監視項目と監視する事項及び計測結果のアウトプ
ットの方法を下表に示す。
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最低限必要となる遠隔監視項目とそのアウトプット

し渣かごの
し渣量

流
量
調 水位及び
流量調整槽
整 稼働の状況
槽

前処理設備
堆積物の状況

槽内・フロートス
イッチの稼働

排砂槽・水路

前
自動式スクリーン
処
理 閉塞の状況及び (自動荒目スク
前処理設備
リーン)
設 稼働の状況
(自動微細目スク
備
リーン)

前処理設備

監視事項

フロートスイッチと水位センサー
の両方で警報水位に達したかを検
知して警報出しをOR条件としてお
けば、フロートスイッチの断線等
の異常を検知できる。水位の挙動
から不明水の有無等も監視でき
る。水位はアナログ信号として出
力する。

ばっ気沈砂槽から排砂装置にて沈
殿物の除去が必要であり、排砂を
※ばっ気沈砂 手動で行うものは保守点検回数の
槽がある場合 緩和は困難であるが、自動で排砂
できるものは排砂況を遠隔監視す
る。

・自動式スクリーンは、故障時の
警報出力で保守回数を軽減できる
ので、漏電/過負荷の警報出しが必
要である。
・し渣の増加量が一定であるとは
限らないため、し渣の増加による
スクリーンの目詰まり等の監視は
必要である。目詰まりによる、ス
クリーン手前の水位上昇を遠隔監
視する。

し渣量は流入状況によって変動
※し渣かごの
し、常に一定量のし渣が堆積する
し渣貯留量が
との考えるのは危険であり、し渣
１か月分以下
の貯留量を監視できるようにす
の場合
る。

遠隔監視する事項及び対象なる箇所 条件の有無

アウトプット

・現在値の表示と、経時変化グラフの表示
・排砂用エアリフトポンプの風量が閾値よ
り低下した場合に警報メールを通知
・排砂槽の砂の量が閾値より上昇した場合
に警報メールを通知

・現在の水位及び経時変化グラフの表示
・水位を計測(誤差±10cmまで)し
・警報水位を超えた場合に警報メールを通
て出力
知（水位の計測値から警報出し）
・フロートスイッチの作動を記録
・フロートスイッチのON/OFF及び高水位と
し出力
なっていた時間を表示

ばっ気沈砂槽が自動である場合
・排砂用エアリフトポンプの風量
を計測出力
・排砂槽の砂の堆積量を計測し出
力

・自動式スクリーンの過負荷・漏
・過負荷/漏電の発生時に警報メール通知
電の警報を出力
・スクリーン手前の水位の現在値の表示及
・スクリーン手前の水位をセンサ
び経時変化グラフを表示
で計測して出力

・し渣かごの重量をロードセルで
計測して出力
・し渣かごの上端より上に光電セ ・現在値の表示と経時変化グラフの表示
ンサで警報出力
・閾値を超えた場合に警報メールを通知
・超音波距離センサでし渣の上端
とセンサまでの距離を出力

:計測方法の例

※遠隔監視による最低限の計測周期は10分に1回とする(ポンプ・ブロワの過負荷・漏電等の遠隔監視はオプションとする)。
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２ その他
【浄化槽管理士の技能向上】
今後は、浄化槽管理士に遠隔監視対応技能向上を求めるとともに、浄化槽法改正に伴う
浄化槽管理士に対する講習会において、遠隔監視システムに関する内容の追加や浄化槽メ
ーカーによる積極的な説明会の開催等、浄化槽管理士の技能向上の機会を設ける。
【用いるセンサ等】
センサには、これまでに浄化槽等で用いられていないセンサや現在市販されていないセ
ンサでもモニタリング対象の事象が確認でき、実用的な精度・耐久性等のがあるものを用
いても構わない(センサの原理計測や間接的なセンシング法(代替項目)であるかも問わない)。
また、今後、放流水質のモニタリング等の監視項目を付加することによる保守点検精度
の向上を図ることを期待する。
【遠隔監視システムの設置者、所有者、管理者】
遠隔監視システムは浄化槽メーカーが浄化槽に組み込んで設置される。
遠隔監視システムの設置者、所有者、管理者は設置・運用条件により種々考えられるが、
例えば以下の場合がある。
遠隔監視システムがクラウド監視の場合
・遠隔監視通信機の所有者：浄化槽管理者
・遠隔監視の通信・サーバー・ソフト：遠隔監視クラウドサービス会社の商材
・遠隔監視クラウドサービス会社との契約相手：浄化槽管理者、保守点検企業、商社、浄
化槽メーカー等
※ 最終的な費用負担は浄化槽管理者であることが一般的
遠隔監視システムがオンプレミスの場合(遠隔監視システムを浄化槽管理者が購入・設置・
運用する場合)
・遠隔監視通信機の所有者：浄化槽管理者
・遠隔監視の通信費負担：浄化槽管理者
・遠隔監視のサーバー・ソフトの所有者：浄化槽管理者
・遠隔監視のサーバー管理費・ソフト修正費の負担：浄化槽管理者
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７．令和２年度浄化槽リノベーション検討会
7-1 はじめに
本業務で実施する災害時の浄化槽の広域的な復旧状況体制作りのための検討、浄化槽台
帳システムの作成及び普及展開に向けた検討、浄化槽に関するデータ活用による管理の高
度化及び効率化等に関する検討はいずれも専門性が高く、かつ浄化槽関連業界・団体に関連
した事項である。そこで有識者の意見を収集して各業務に反映し、より効果的な検討を行う
ことを目的に検討会を実施した。
7-2 検討会の委員構成と実施状況
検討会の構成委員を表 7-1 に示す。委員は、浄化槽に係る学識経験者、浄化槽業界団体か
ら構成されている。また、検討会の開催回数は４回とし、以下の日程で開催した。開催場所
は（公財）日本環境整備教育センター及び Web 会議とした。また、各検討会の議事録は別
添資料に示した。
第１回：令和２年 10 月 19 日（月） 13:30～16:30
第２回：令和２年 11 月 19 日（木） 13:30～16:30
第３回：令和２年 12 月 16 日（水） 13:30～16:30
第４回：令和３年 ２月 24 日（水） 13:30～16:30
表 7-1 検討会の委員
氏名

勤務先・役職

委員長 河村 清史

元 埼玉大学大学院理工学研究科 教授

委員

岩堀 恵祐

宮城大学 名誉教授

委員

木曽 祥秋

豊橋技術科学大学 名誉教授

委員

小川

常葉大学 名誉教授

委員

蛯江 美孝

委員

山崎 宏史

東洋大学理工学部都市環境デザイン学科 准教授

委員

後藤 雅司

一般社団法人浄化槽システム協会 技術委員長

委員

髙橋 康浩

全国浄化槽推進市町村協議会 事務局長

委員

石井

一般社団法人日本環境保全協会 副会長

委員

宮原 靖明

全国環境整備事業協同組合連合会 専務理事

委員

河野 正美

全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会 常任理事

委員

髙橋 静雄

一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専務理事

委員

髙野 三津敏

特定非営利活動法人浄化槽ナビゲータ認証機構 理事

浩

栄

国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究
センター 国際廃棄物管理技術研究室 主任研究員
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7-3 第１回検討会の議事次第
第１回検討会の議事次第及び配布資料の一覧を以下に示す。
＜議事次第＞
Ⅰ. 教育センター理事長挨拶
Ⅱ．環境省挨拶
Ⅲ．委員の紹介
Ⅳ．議 事
１．検討会の趣旨説明＜資料１＞
２．業務の実施方針・実施計画及び進捗状況について
＜資料２、資料３、資料４、資料５＞
（１）災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討＜資料２、資料３＞
（２）浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
＜資料２、資料４、資料６＞
（３）浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
＜資料２、資料５＞
３．今後のスケジュールについて＜資料６＞
＜配布資料＞
資料１ 令和２年度浄化槽リノベーション検討業務

仕様書（抜粋）

資料２ 令和２年度浄化槽リノベーション検討業務

検討会実施計画

資料３ 災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討
資料３-１ ＷＧ実施計画
資料３-２ 災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討について
資料４ 浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
資料５ 浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
資料５-１ ＷＧ実施計画
資料５-２ 浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化に関する検討の進捗
状況
資料６ 令和２年度浄化槽リノベーション検討業務

実施スケジュール

参考資料１ 災害時の浄化槽被害等対策マニュアル

第２版

参考資料２ 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル 第２版
7-4 第２回検討会の議事次第
第２回検討会の議事次第及び配布資料の一覧を以下に示す。
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＜議事次第＞
Ⅰ．環境省挨拶
Ⅱ．議 事
１．第１回検討会議事録案について ＜資料１＞
２．業務の実施状況について
（１）災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討
ヒアリング調査結果＜資料２-１＞
災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの改訂に関する検討の経過＜資料２-２＞
災害対策等に有効な情報の活用に関する検討の経過＜資料２-３＞
（２）浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
＜資料３-１、３-２、３-３、参考資料１、参考資料２＞
（３）浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
保守点検記録等のデータの活用手法と活用に関する検討の経過＜資料４-１、４-２＞
遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討状況及び適用可能性に関する
検討状況＜資料４-３、４-４＞
＜配布資料＞
資料１ 第１回検討会議事録案
（１）災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討
資料２-１ ヒアリング調査結果の概要
資料２-２ マニュアル素案のたたき台
資料２-３ GIS を活用した災害推計の手引き及び災害予防への活用（案）
（２）浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
資料３-１ 浄化槽台帳システムの作成状況
資料３-２ ヒアリング調査から抽出された課題及び対応方法
資料３-３ 「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル」の改訂内容
参考資料１ 浄化槽台帳システムプロジェクト機能要件定義書
参考資料２ 浄化槽台帳システムに関するヒアリング結果
（３）浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
資料４-１ 保守点検記録等のデータ活用に関する第 2 回 WG での検討事項
資料４-２ 保守点検記録等のデータ活用に関する今後の検討方針について
資料４-３ 遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討第２回 WG での検討
事項
資料４-４ 遠隔監視技術を活用した前処理設備、流量調整槽等に関する検討中の事項に
ついて

69

7-5 第３回検討会の議事次第
第３回検討会の議事次第及び配布資料の一覧を以下に示す。
＜議事次第＞
Ⅰ．環境省挨拶
Ⅱ．議 事
１．第２回検討会議事録案について

＜資料１＞

２．業務の実施状況について
（１）災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討について
災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの改訂に関する検討結果
＜資料２-１～２-５＞
災害対策等に有効な情報の活用に関する検討結果＜資料２-１、２-６＞
（２）浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討について
浄化槽台帳システムの作成状況＜資料３-１＞
浄化槽台帳システムの導入マニュアルの改訂＜資料３-２、３-３＞
（２）浄化槽の関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討に
ついて
保守点検記録等のデータの活用手法と活用の提案について＜資料４-１＞
遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討状況について＜資料４-２＞
３．次回開催の日程について
＜配布資料＞
資料１

第２回令和２年度浄化槽リノベーション検討会議事録（案）

資料２-１

WG・検討会での主要コメントとその対応について

資料２-２ マニュアル改訂案たたき台（震災編）
資料２-３ マニュアル改訂案たたき台（水害編）
資料２-４ 状況確認用チェックシート（改訂案）
資料２-５ 災害時の浄化槽被害等対策マニュアル改訂案 目次（案）
資料２-６

GIS を活用した災害推計の手引き（追加案）

資料３-１ 浄化槽台帳システムの作成状況（第３回）
資料３-２ 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル改訂案
資料３-３ 各行政目的を達成するために行政担当者が実施する作業
資料４-１ 保守点検記録等のデータの活用手法と活用の提案
資料４-２ 遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討状況
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7-6 第４回検討会の議事次第
第４回検討会の議事次第及び配布資料の一覧を以下に示す。
＜議事次第＞
Ⅰ．環境省挨拶
Ⅱ．議 事
１．第３回検討会議事録（案）について ＜資料１＞
２．業務の実施状況について
（１）災害対策マニュアル改訂案に対する第３回検討会及び検討会後の
主要コメントとその対応について＜資料２-１＞
災害対策マニュアル改訂案

１．はじめにについて＜資料２－２＞

災害対策マニュアル改訂案

目次について＜資料２-３＞

（２）浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討について
浄化槽台帳システムの作成状況について＜資料３-１、参考資料１、参考資料２＞
浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂内容について＜資料３-２＞
浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル 第３版（案）について＜資料３-３＞
（３）浄化槽の関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討に
ついて
浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
＜資料４-１＞
浄化槽の遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討について
＜資料４-２＞
Ⅲ．(公財)日本環境整備教育センター理事長挨拶
＜配布資料＞
資料１第３回検討会議事録（案）
（１）災害対策等に有効な情報の活用に関する検討
資料２-１ 災害対策マニュアル改訂案に対する第３回検討会及び検討会後の
主要コメントとその対応について
資料２-２ 災害対策マニュアル改訂案 １．はじめに
資料２-３ 災害対策マニュアル改訂案 目次
（２）浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
資料３-１ 浄化槽台帳システムの作成状況
資料３-２ 「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル」の改訂内容
資料３-３ 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル 第３版（案）
参考資料１ 環境省版浄化槽台帳システムの概要
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参考資料２ 浄化槽台帳システム運用マニュアル（案）
（３）浄化槽の関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討に
ついて
資料４-１ 浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
資料４-２ 浄化槽の遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討
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８．業務のまとめ
本業務の内容は、
「災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討」
、「浄化槽台帳
システムの作成及び普及展開に向けた検討」、「浄化槽に関するデータ活用による管理の高
度化及び効率化等に関する検討」から構成される。各項目の成果の概要を以下に示す。
8-1 災害時の浄化槽の広域的な復旧体制作りのための検討
(1) 情報の活用方法及び活用による効果の検討
近年に水害の生じた広島県、岡山県（平成 30 年７月豪雨）及び福島県（令和元年東日本
台風）における行政及び指定検査機関を３機関ずつ、計６機関に対しヒアリング調査を行
い、災害対策計画の立案や災害対応に望まれる関係者間の情報伝達の意義および望まれる
事項等についての情報収集を行った。また、地域単位での災害推計や被災リスクを明らか
にするために有効な情報等について、洪水浸水想定区域あるいは津波浸水想定内にある被
災浄化槽の基数を推計するための手法を提案するとともに、推計を行うための手引きを作
成した。また、これらの内容に関する検討は、学識経験者及び関係団体を委員とする WG
を設けて実施した。
(2) 災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの改訂に関する検討
上記(1)の検討結果及び WG での議論に基づき、災害時に収集すべき情報やその活用方法
及び体制づくりについて検討した。それらの内容を反映し、災害時の浄化槽被害等対策マ
ニュアル改訂案を作成した。
8-2 浄化槽台帳システムの作成及び普及展開に向けた検討
(1) 浄化槽台帳システムの作成
本業務仕様書に添付された「機能要件定義書」及び「業務要件定義書」に従い、浄化槽
台帳システムの設計（基本設計、詳細設計）
、製造を行った。浄化槽台帳システムの機能の
検証及び各種マニュアルの内容の充実を図るため、協力が得られた自治体において試験運
用を実施し、得られた意見を反映させ、使用マニュアル等を作成した。
(2) 浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討
本業務で作成する浄化槽台帳システムの普及展開に向け、都道府県や市町村、指定検査
機関に対してヒアリング調査を行い、浄化槽台帳システム導入に当たっての課題や台帳項
目や画面イメージに関する要望等について情報収集を行った。各自治体等へのヒアリング
調査結果を、浄化槽台帳システムの製造・設計及び台帳システムの操作マニュアルに反映
させ、作成する浄化槽台帳システムの利便性の向上を図った。
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(3) 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂に関する検討
「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル（第 2 版）
」をもとに、令和元年度の浄化槽
法改正に伴い浄化槽台帳に関する規定が制定されたこと、本業務における環境省版浄化槽
台帳システムの作成を踏まえてマニュアルを改訂したことを追記した。また、浄化槽台帳
を用いた管理の高度化の手法として「届出情報」、「法定検査結果」、「保守点検及び清掃の
実施状況」を関連付けして一元管理することを想定し、各情報の突合及び精査方法の例を
追加した。また、文言の修正や参照 URL の情報の更新等を行った。
8-3 浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
(1) 浄化槽の維持管理に資する保守点検記録等の活用手法に関する検討
維持管理作業による浄化槽の処理機能の改善効果、保守点検等の状況の確認に求められ
る情報項目について調査し、浄化槽管理の高度化及び効率化をはかるためのデータ解析手
法をについて実際の合併処理浄化槽に関するデータを用いて検討を行い、データの見える
化を行うことにより保守点検の高度化及び効率化に資する事例(12 事例)を取りまとめた。
(2) 浄化槽の遠隔監視技術を活用した管理の高度化等に関する検討
IoT 等の遠隔監視技術を活用した浄化槽について情報収集をするとともに、維持管理の効
率化について検討を行った。また、画像監視技術や水質の常時モニタリング等の技術の応
用について検討し、中大型浄化槽において遠隔監視を行うことにより保守点検頻度の緩和
により、維持管理の高度化・効率化を可能とするための条件について検討し、実用化でき
る浄化槽の構造的な条件および搭載される遠隔監視システムの条件等をとりまとめた。
8-3(1)、(2)の内容に関する検討は、学識経験者及び関係団体を委員とする WG を設けて実
施した。
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ࢡࡀᚲせࡢሗࢆྲྀᚓࡍࡿ㝿ࠊሗ※ࡢ፹యࡋ࡚ࡣᦠᖏ㟁ヰ࡛☜ㄆࡍࡿࡇࡀ

ЍⓎ⅏㑊㞴ࡋࡓఫẸࡀࠊ⿕⅏ࡋࡓίᵴࡢ⏝㛤࠶ࡓࡗ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࢳ࢙ࢵ

࠺ࡇࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

y P.㸲ୗࡽ㸱ࡘ┠ࡢⅬࠊ⮬యࡼࡗ࡚ࡣ PDF ࡢ⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣ࠺࠸

ࣥ㸧ᑐࡋࠊ๓༙㟈⅏⦅ࠊᚋ༙Ỉᐖ⦅࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧࡍࡿࡢࠊࡑࢀࡶయࡈ

y ㈨ᩱ㸱ࡢ P.㸱࡛ࠊᅇࡢᨵゞࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪤Ꮡࡢ࣐ࢽࣗࣝ㸦㟈⅏࣓

ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᴗົࡢᐇ᪉㔪ཬࡧᐇィ⏬ࡘ࠸࡚㈨ᩱ㸰ཬࡧ㈨ᩱ㸱ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶

2. ᴗົࡢᐇ᪉㔪ཬࡧᐇィ⏬ࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸰࣭㈨ᩱ㸱㸼

㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁࠊົᒁࡼࡾ᳨ウࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

1. ᳨ウࡢ㊃᪨ㄝ᫂㸺㈨ᩱ㸯㸼

㸺㈨ᩱ㸳㸼

ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

 ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡢグ㍕ෆᐜࡘ࠸࡚㈨ᩱ㸱࣭㸳࣭㸴ᇶ࡙

IV. ㆟

4. ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡢグ㍕ෆᐜࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸱࣭㸳࣭㸴㸼

 ྛጤဨࡢ⮬ᕫ⤂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

ࣝࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

y ᮏ࣐ࢽࣗࣝࡣ⾜ᨻࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࢀ௨እࡢయࡶά⏝ࡍࡿࡇࢆព㆑ࡋࡓࢫࢱ

࡚ಟṇࢆ㐺ᐅ⾜࠺ࠋ
㸦ົᒁ㸧

⪃࠼࡚࠾ࡾࠊά⏝ࡍࡿࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢽࣗࣝᮏᩥࢆኚ᭦ࡍࡿ㝿ࡣࡑࢀᛂࡌ

Ѝ⅏ᐖࡣࡇࢀࡉ࠼ぢࢀࡤᐇࡍࡁෆᐜࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠸࠺Ⅼ࡛᭷⏝ᛶࡀ㧗࠸

y ㈨ᩱ㸲ࡢ P . ᅗ㸫㸲ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⏕ࡍ᪉ྥࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

 ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝࡢᨵゞ㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸲ᇶ࡙ࡁ

3. ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝࡢᨵゞ㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸱࣭㸲㸼

㸦ົᒁ㸧
ῧࡢ㈨ᩱࢆཧ↷࠸࠺ࡼ࠺࡞᭩ࡁ᪉࡞ࡿࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢽࣗࣝᨵゞ∧グ㍕ࡍࡿሙྜࡣࠊ⅏ᐖ᥎ィࢆ⾜࠺㝿ࡣู

III. ጤဨ⤂

⎔ቃ┬ίᵴ᥎㐍ᐊᒣᮏᐊ㛗ࡼࡾᣵᣜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

II. ⎔ቃ┬ᣵᣜ

 බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⏤⏣⌮㛗ࡼࡾᣵᣜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

⌮㛗ᣵᣜ

 ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸸㔠ᕝ⌮୍㑻

⃝ᮧᑦ࿃



Ѝᆅ᪉බඹᅋయࡢ⅏ᐖண㜵⨨ࡅࡽࢀࡿෆᐜ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⅏ᐖ᥎ィࡢᡭᘬ᭩ࡣ
࣐ࢽࣗࣝࡣู㈨ᩱ࠸࠺ᙧ࡛⏝ពࡋࠊ୧᪉ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ᙧࡋ

ᅋయᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ 㝵㆟ᐊ

ࢀࡣ P.㸱ࡢ㸰㸫㸯㸦㸯㸧⅏ᐖண㜵ࡢෆᐜࣜࣥࢡࡍࡿࡢࠊࡑࢀࡶูᆅ᪉බඹ

y ㈨ᩱ㸱ࡢ P.㸯ࡢ B ࡛ࠊ⅏ᐖ᥎ィࡢෆᐜ⡆༢࡞ᡭᘬ᭩ࡢసᡂࡘ࠸࡚࠶ࡿࡀࠊࡇ

⪃࠼ࡿࡀ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ྥࡅࡢࡶࡢ࠸࠺༳㇟ࡀ࠶ࡿࡀࠊయࡈศࡅࡋࡓᙧᘧࡢ᪉ࡀ࠸ᡭࡀࡼ࠸

᪥㸸௧㸰ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㹼

㆟㘓

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ᮌ᭮⚈⛅㸦ᰝ㸧
ࠊᑠᕝᾈࠊᒸ⏣ㄔྖࠊ㬠ཎᕫඵࠊ୰㇂⣧ࠊᮌᮧ୍ኵ

㸺㹕㹅ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼

I.

ίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ

➨㸯ᅇ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ WG

76





y

࠾ࡾࠊᥖ㍕ࡍࡿ㡰␒ࢆᐇ㝿ࡢሗࡢὶࢀ࡛యࡢᵓᡂࢆぢ┤ࡍࡢࡣ࠺ࠋఫẸࡢ

ࡢ୍⎔ࡢ୰࡛ຓࡅྜࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᑐᛂࢆࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᒸ⏣ጤဨ㸧

ࡇࢁ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸࠸ࡢ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡛ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ㈐
௵ࢆࡶࡗ࡚ఫẸᑐᛂࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

࠸ࡃࡶࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛ศࡅࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋἲᚊⓗ࡞ᙺศᢸࡀ࠶ࡿ

ࡀࠊᶒ㝈⛣ㆡࡢ᭷↓➼࡛ࡶᑐᛂෆᐜࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ⪃࠼ࡿࠋᕷ⏫ᮧࡀ࠸ࡸࡍ࠸

࠸ࡃࡢࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

⦎ཧຍࡋࡓࡀࠊ㜵⅏カ⦎ࡢఱࢆࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀίᵴࡣࢇ࡞࠸ࠋί

࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ࠺࠸࠺ࡇࡀᚲせࢆ᳨ウ࡛ࡁࡓࡽࡼ࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧



࡛㐪࠸ࡀࡣࡗࡁࡾศࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦ᒸ⏣ጤဨ㸧



ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆࡢࡼ࠺㸦HP ࡞㸧࿘▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࣐ࢽࣗࣝ᭩ࡁ

y ఫẸࡢ㡯┠ࡀ୍␒㔜せ࡛࠶ࡿࠋᕷ⏫ᮧࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊఫẸᑐࡋ

㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡽࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

Ѝ⮬యഃࡍࢀࡤࠊู࡛࠶ࢀࡤ☜ࢃࡾࡸࡍ࠸ࠋ㸯ࡘࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ୍ぴ

ίᵴࡀ⅏ᐖࢆཷࡅࡓࡁ࠺ᑐᛂࡍࡿࢆ༠㆟ࡢ㸯ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡋ࡚┒ࡾ

ᕝጤဨ㸧

ίᵴἲᨵṇ࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡣ༠㆟ࢆ⤌⧊ࡍࡿ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ༠㆟

y 㸯ࡢ୰࡛⾲⣬ࢆ 2 ࡘධࢀࡿࡼ࠺࡞ᙧ㟈⅏⦅Ỉᐖ⦅࡛ศࡅࠊ㔜」ࡍࡿࡇࢁࡣ

୧᪉グ㍕ࡍࡿ࠺ࡀศࡾࡸࡍ࠸⪃࠼ࡿࡀࠊ⮬యࡋ࡚ࡣ࠺⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᑠ

࠶ࡿࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

㸺࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡘ࠸࡚ࡢせᮃ㸼

ᵴࡢ㒊ศࢆ࠺࠸࠺⨨࡙ࡅ࡛⅏ᐖᑐ⟇ࡢカ⦎ධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࡀᚋࡢㄢ㢟࡛

ྛ㛵ಀᶵ㛵ࠊྛ✀ᅋయ➼ࡀ⥭ᐦ㐃ᦠࡋࠊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿᛂᛴᑐ⟇➼ࡢ⥲ྜ㜵⅏カ

ЍⓎ⅏ࡁࡕࢇά⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ WG ࡛ࠊࡼࡾά⏝ࡋ࡚

y

ࡇ㐃⤡ࡍࡿࢃࡿ࿌▱᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ࠸࠺ෆᐜࢆ࣐ࢽࣗࣝ┒ࡾ㎸ࢇ࡛

㍕ࡸࠊࢃࡾࡸࡍࡃࡋࡓᅗ㸦㈨ᩱ㸲P.10 ᅗ㸲࡞㸧ࢆᥖ㍕ࡋࡓࡀࡑࡢᚋࡢㄆ▱

ࡘ࠸࡚ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

⤡యไࡀ࿘▱ࠊಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠸ࡀࠊ⅏ᐖࡣ㑊㞴ᡤ࠸ࡿఫẸࡀᦠᖏ࡛

࠸ࡓࡀά⏝ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⎔ቃ┬ίᵴࢧࢺ࣐ࢽࣗࣝࡢᥖ

యไࡘ࠸࡚ࠊ┴ᕷ⏫ᮧ࡛ࡑࢀࡒࢀᙺࡀ㐪࠺ࠋ⅏ᐖ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓᚋࠊ┴ෆࡢ

ఫẸᑐࡍࡿ☜ㄆࠊຓゝ࣭ᣦᑟ➼ࡢ㐃⤡యไࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬య࡛㐃

ࡢ⮬యࡀ࣐ࢽࣗࣝࡢᏑᅾࢆ▱ࡽ࡞ࡗࡓࠋⲈᇛ┴ᖖ⥲ᕷ࡛ࡣࠊᏑᅾࡣ▱ࡗ࡚

ЍఫẸࡀࡃ㛵ࢃࡽ࡞࠸࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ㈨ᩱ㸲P. ᅗ㸵ࡢࡼ࠺ᕷ⏫ᮧࡽ

ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ᴗ⪅㐃⤡ࢆࡍࡿࡓࡵࠊఫẸ┦ㄯ⏝ࡢ❆ཱྀࢆసࡗ࡚࠾ࡃࡇࡃࡽ࠸ࡋ࡞࠸ࡢ࡛

Ѝᖹᡂ 29 ᖺᗘࡢᅜᅵᙉ㠌ᴗົ࡛ࣥࢣ࣮ࢺࡸࣄࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࢇ

y ᪤Ꮡࡢ࣐ࢽࣗࣝࡣᐇ㝿ࡢ⛬ᗘㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ࡀࠊᚋ᳨ウࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ⮬యࡈᙺศᢸࡀ㐪࠺ࡓࡵࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᴗົࡢ୍ࡋ࡚ࡢ⤂࡞ࡿ

ЍఫẸࡢ㡯┠ࡀពࢆᡂࡍ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࡀࠊⓎ⅏ᚋࠊఫẸࡣᕷᙺᡤࡸಖᏲⅬ᳨

୰㌟ࡣಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ྥࡅ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊఫẸࡢ㡯┠ࢆ࡞ࡃࡋࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢ

ᕷ⏫ᮧ࡛ᴗົෆᐜࡀ␗࡞ࡿ࠸࠺ヰ࡛࠶ࡗࡓࠋ┴ࠊᕷ⏫ᮧࠊ┴ᕷ⏫ᮧࡀ㐃ᦠࡋ࡚

࠺ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ЍࡑࡶࡑࡶఫẸࡀࡇࡢ࣐ࢽࣗࣝࢆぢࡿࡇࡀ࠶ࡿࡢࠋఫẸࡢ㡯┠࠶ࡿグ㏙ࡢ

y ᆅ᪉බඹᅋయ࠸࠺⾲グࡣࡑࡢࡲࡲ࡛ࡼ࠸ࡢࠋඛࡢᒸ⏣ጤဨࡢពぢ࡛ࡶ┴

⨨ࢆࡢࡼ࠺ࡍࡿࡢ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦㬠ཎጤဨ㸧

⏫ᮧࠊίᵴᴗ⏺ᅋయࡢୗಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡸΎᤲᴗ⪅ࡀ⨨ࡅࡽࢀࡿᙧ࡞ࡗ࡚

⪅࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㑊㞴ᡤࡸ㏆ᡤ࡛ࢺࣞࢆࡾࡓࡾࠊ⏕ά

㸺㈨ᩱ㸴㸼

y ࣐ࢽࣗࣝᨵゞ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀྛయ࡛ศࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣ㒔㐨ᗓ┴┴ࡢୗᕷ

ศࡅ᪉ࢆᕤኵࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

⅏ࡣᦂࢀࡼࡿ◚ᦆὠἼࡼࡿ⅏ᐖࡀ࠶ࡾࠊỈᐖࡣὥỈᾐỈࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㎶ࡢ

y 㟈⅏Ỉᐖࢆศࡅࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊᇶᮏⓗศࡅࡓ࠺ࡀࡼ࠸⪃࠼ࡿࠋ㟈

Ѝヲ⣽ࡣ᫂ࡔࡀࠊఫẸࡣಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅㐃⤡ࡋࠊ⡆༢࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤಖᏲⅬ᳨ᴗ

y Ⓨ⅏࡛ίᵴࡀ࠼࡞࠸ࠊఫẸࡣࢺࣞࢆ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡢࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ࢽࣗࣝࢆసᡂࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦ᒸ⏣ጤဨ㸧

ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ┴ᕷ⏫ᮧࡢ┦㐪Ⅼࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ⌧ሙ࡛άࡏࡿࡼ࠺࡞࣐

㐍ࡴࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ࠼ࡤ㸰㸫㸶⠇ࢆసࡾࠊ⮬ศࡢࡇࢁࡑࢀ௨እࡢࡇࢁᢕᥱ࡛ࡁࢀࡤ⌮ゎࡀ

࡛ᙺࡀ㐪࠺ࠋᕷ⏫ᮧࡣࡋᒀ࣭ίᵴởἾࠊ⅏ᐖᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆ⾜࠺ഃ࡛┴ࡣࡑࢀ

࡚࣮࣌ࢪࡀᑡ࡞ࡃ࡚ࡶ㸯ࡘࡢ❶ࡍࡿࡢࡣ࠺ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

᪉⮬య┴ᕷ⏫ᮧࡀࡦࡃࡃࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊίᵴࡢᴗົࡣࠊ┴ᕷ⏫ᮧ

y ᗈᇦⓗ࡞ᪧయไࡢࡇࢁࢆᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㔜せ࡞㒊ศ࡞ࡢ࡛యไసࡾࡘ࠸

ࡿ࡞㸧ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ࠊሗࢆษࡾฟࡋ࡚ඹ᭷ࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ࣮࣌ࢪࡢࡾ᪉㸦ぢ㛤ࡁࡍ

y ྛᅋయ࡛ศࡅࡿࡼ࠺࡞グ㍕࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᅋయࡈ࡛࣮࣌ࢪࢆศࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿ

ࡏࡿࡼࡾ⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡕࠊ࠸ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡣᆅ

ᪧࡘ࠸࡚ࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࡢෆᐜࢆ⾜࠺ࠊ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮ࡢ㛫㍈ྜࢃ

y Ⓨ⅏ࠊᕷ⏫ᮧࡢࡈࡳ࣭ࡋᒀᢸᙜࡢ㒊ᒁࡣࠊ⅏ᐖᗫᲠ≀ᑐᛂ㏣ࢃࢀࡿࠋίᵴࡢ

࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡣ᳨ウࡍࡿࡇ࠸࠺グ㍕ࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊࢆグ㍕ࡍࢀࡤࡼࡾཧ⪃࡞ࡿ⪃
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㎸ࡵࡤࠊ⾜ᨻࡀ☜ㄆࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

5.
⅏ᐖᑐ⟇➼᭷ຠ࡞ሗࡢά⏝㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸵㸼



༊ᇦࡢሗ㔜ࡡྜࢃࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡣίᵴࡢ⦋ᗘ⤒ᗘࡢ
ሗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊίᵴࡢ⨨ሗࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࡁࡣࠊࢻࣞ

㐃ᴗ⪅㸦Ύᤲ࣭ᕤ㸧ࡢ㒊ศࡣࠊΎᤲᴗ⪅ᕤᴗ⪅ศࡅࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤ

ဨ㸧

౫㢗ࡍࡿࡢࣀ࢘ࣁ࢘➼ࠊ⅏ᐖᗫᲠ≀⯡࡛ࡣά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡶ⅏
ᐖᗫᲠ≀ᑐ⟇ᐊヰࢆࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦⎔ቃ┬࣭ᒣᮏᐊ㛗㸧

࡞ࡽ࡞࠸ࠋὶฟࡀ࡞࠸ሙྜࡣᅵ◁ࡸᐙ㈈㐨ලࢆ∦ࡅࡿࠊࡑࡢ୰࡛ࢺࣞࡣኵ

࠸࠺ࢫࢸࢵࣉ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࡛ࠊίᵴࡔࡅࢆษࡾฟࡍఫẸࡢ┠⥺࠶ࢃࡎ

࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣐ࢽࣗࣝࡢ୰᭩ࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧



ఱᇶ࠶ࡿࢆᑟฟࡋࠊࡑࡇࡽᑐ⟇ࡢつᶍࢆ⪃࠼ࡿẁ㝵ࡲ࡛ࡋ⌧Ⅼ࡛ࡣ᳨ウࡋ

࡚ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡀࡢࡼ࠺࡞⿵ຓᴗࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡀ࠶ࡿࡢࢆ๓



ЍᾐỈᐃ༊ᇦίᵴࡢ⨨ሗࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚ᾐỈࡀᐃࡉࢀࡿᆅᇦίᵴࡀ

ጤဨ㸧

ྵࡴởἾ㔞ࡀࡢ⛬ᗘⓎ⏕ࡍࡿ➼㸧ࢆฟࡍ᥎ィᘧࡢᥦ♧ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦ᮌᮧ

࡚⿕ᐖᐃ࣭⿕ᐖつᶍ㸦ࡢࡃࡽ࠸ࡢίᵴࢆฎศࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊᅵ◁ࢆ

࠾࠸࡚ίᵴෆࡢởἾ࣭ᅵ◁➼ࡢ㝖ཤࢆᚋࡽ⏦ㄳࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ุ᩿ࡉࢀ

y Ⓨ⅏ࡋࡓሙྜࡣ⮬యࡀ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタࡅࡿࡀࠊ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢ⿵ຓᑐ㇟

ᪧࡉࡏࡿࡇࡀ㑊㞴ᡤ⏕άࢆ᪩ᮇゎᾘࡍࡿ㸯ࡘࡢせᅉ࡞ࡿࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

y  ᖺࡢ㞵࡛ࠊࢺࣞࡀ࠼࡞࠸ᐙᡠࢀ࡞࠸ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࠋࢺࣞࢆ᪩ᛴ

y 㐣ཤࡢỈᐖ࡛ίᵴࡢ⿕ᐖࡣࡑࢀࡁࡃ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢚ࣜศᯒࢆࡋ

࣐ࢽࣗࣝࢆసࡗ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛┦ㄯࡋࡓ࠺ࡀ࠸࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏘ᗫᴗ⪅

ࡣࡲࡎởỈࡀὶฟࡋ࡚࠸࡞࠸Ẽ࡞ࡿࡀࠊὶฟࡢ㝿ࡣ⮳ᛴ࡛ᑐᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ

ࢃࡾ࡙ࡽ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞どⅬ᳨࡛ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᒸ⏣ጤဨ㸧

ࡢᐊࠊ⅏ᐖᗫᲠ≀ᑐ⟇ᐊ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢ

ఱࢆఏ࠼ࡿࡁఱࢆ⾜ືࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡁ࡞ࡢࢆྜࢃࡏ᳨࡚ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋఫẸ

ࢃࡏࡽࢀࢀࡤ㎿㏿⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱࡀ㐍ࡴࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧
y ⅏ᐖᗫᲠ≀యࡢヰࡶ㢌ධࢀ࡚࠾࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࠊྠࡌㄢࡢู

┬⅏ᐖᗫᲠ≀ᑐ⟇ᐊᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሗίᵴࡢ⨨ሗࡑࢀࢆ㔜ࡡྜ

࡚ᩚ⌮ࡍࡿ⌮ゎࡋ᫆࠸ᅗ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

y ࣐ࢽࣗࣝࡣ⌧ሙ࡛͆࠼ࡿࡶࡢ͇ࢆ᭱ඃඛ࡛ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋఫẸࡢ᪉

࡛⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ⯟✵┿࣭⾨ᫍ┿ࡢุㄞ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠾࠾ࡴࡡ 5 ᪥௨ෆ⎔ቃ

ጤဨ㸧

༠ຊࢆせㄳࡍࡿࡶࡢࠖࠕయࡽ⮬㌟༠ຊࡢせㄳࡀ᮶ࡿࡶࡢࠖࡢ㸰ࡘศࡅ

⛬ᗘ࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࡿࡇࢁࡶ࠶ࢀࡤ 4 ⛬ᗘࡢࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀࠊ⨨ሗࢆఱࡽ
ࡢᙧ࡛᭱ึࡸࡽ࡞࠸ඛ㐍ࡲ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ㐍ࡵࡿࡇࡼࡗ࡚ᑗ

ࡶࡇࡢ࣐ࢽࣗࣝグ㍕࡛ࡁࡿࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤᙜ᪉ࡽࡶሗᥦ౪ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㬠ཎ

ഃཷࡅᡭഃࡢ୧᪉ࢆㄞࡳゎ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋయࡈࠕ⮬㌟ࡽయ

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋఫᒃ⾲♧ᆅ␒⾲♧࡛⮬యࡼࡗ࡚࣐ࢵࢳࣥࢢࡢᩘࡀ␗࡞ࡾࠊ7

ࡍࡿ࡞ࡿࠊࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞࠸ࡢࡀᏳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ

᮶ⓗࡣ⅏ᐖண㜵ࡶά⏝࡛ࡁࡿ᭷⏝࡞࣐ࢽࣗࣝ࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧

࠶ࡾࠊࡲࡓࠊୖỈ㐨ࡢ⤥Ỉ࣓࣮ࢱ࣮ࡢᩘࢆぢࢀࡤίᵴࡢᩘࢆࡲᢕᥱ࡛ࡁࡿ

ࡀࠊ⏘ᗫᴗ⪅ࡀᘬࡁᢤ࠸ࡓሙྜ⮬యࡀ౫㢗ࡋ࡚ࡶၥ㢟࡞࠸ࡢࠋ୍⯡ࡢ᪉ࡀ౫㢗

y ⅏ᐖࠊ⎔ቃ┬⅏ᐖᗫᲠ≀ᑐ⟇ᐊࡽⓎ⅏≧ἣࡢሗᥦ౪ࡢ౫㢗ࡀ࠶ࡾࠊओࣃࢫࢥ

ࡽୡᖏሗ㸦࣓ࢵࢩࣗሗ㸧ࢆࢀࡤࠊࡲ࡞ᐃࢆ⾜࠺࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ᭷⏝࡛

࠸ࠋ୍⯡ᗫᲠ≀⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢศࡅ᪉ࡸࠊᛶ≧ࡋ࡚ࡣ୍⯡ᗫᲠ≀࡞ࡿᛮ࠺

㸱࡛ࡣᆅ᪉බඹᅋయᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵➼ࠊ▮༳ࡀ୧᪉ྥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊሗⓎಙ

y ίᵴࡢ⨨ሗࡣ⅏ᐖࡢண㜵࠸࠺Ⅼ࡛࡞ࡾ㔜せ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᅜᅵᩘ್ሗ

◁ࡸᢸయࡀධࡗ࡚࠸ࡿởἾࢆࡇ࡛ฎศࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࡣἲⓗᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞

y ㈨ᩱ㸴ࡢ P.㸴ࡢᅗࢆぢ࡚ࡶࠊሗ㔞ࡀከࡃ࡚⌮ゎࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱ㸲ࡢ P.㸵ࠊᅗ

Ѝࡑࡢ㎶ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓሗࡢ㞟᪉ἲࡶ࠶ࡿ➼ࡢᥦ♧ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋ㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

Ἶࡢ㝖ཤࡣࢲࣥࣃ࣮㌴ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㈝⏝ࡀࡉࡴࠋởἾࡣ୍⯡ᗫᲠ≀࡞ࡿࡀࠊᅵ

ࢫ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡔࢁ࠺⪃࠼ࡿࠋྎᖒሗࡋ࡚ࠊఫᒃ⾲♧ࡢሗࡀ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊᾐỈᐃ

࠸ࡿࡀࠊ㐠ᦙࡣΎᤲᴗ⪅ࡀ⾜࠺ࡓࡵࠊΎᤲᴗ⪅ࢆධࢀࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㛵

y Ύᤲᴗ⪅ࡣⓎ⅏ࠊỮࡳྲྀࡾࢺࣞࡢᑐᛂࡀඃඛࡉࢀࠊᅵ◁ࡀΰධࡋࡓίᵴở

ࡘ࠸࠺ࡇࡣ⨨ሗࢆᣢࡘࡇࡘ࡞ࡀࡾࠊίᵴࡢ⨨ሗࡀᩚ⌮ࡉࢀࡿ

y ㈨ᩱ㸲ࡢ P. ᅗ㸫㸲ࠊ㒔㐨ᗓ┴㡯┠࡛ΎᤲởἾࡢཷࡅධࢀඛࡀᕷ⏫ᮧࡢࡳ࡞ࡗ࡚

ࡿࠋᅇࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᴗົࡼࡗ࡚ίᵴྎᖒࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡅࡤࠊྎᖒࢆᣢ

Ѝ⌧ᅾࡢ⨨ሗࡢᩚഛ≧ἣࡣ᫂ࠊࢇᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸

ᑐᛂࡋࡁࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ࡿࠋヲ⣽ࢆ▱ࡾࡓ࠸ࡽゝࡗ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢෆᐜࢆቑࡸࡍಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ

y ίᵴࡢ⨨ሗࡣࡢࡃࡽ࠸࠶ࡿࡢࠋఫᏯࡢሗࡀ࠶ࢀࡤศࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸

≧ἣࡢヲ⣽ࢆ▱ࡾࡓ࠸ሙྜࡣᚋ࡛ㄪᰝࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇࡣู㏵᭩ࡃᚲせࡀ࠶

ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࠺࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࢆࡢࡼ࠺࣐ࢽࣗࣝ᭩ࡁ㎸ࡴ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⿕⅏

  ⅏ᐖᑐ⟇➼᭷ຠ࡞ሗࡢά⏝㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸵ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂

࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆ⡆᫆ࡋ࡚᪩ᛴయࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡢࡼ

y ⿕ᐖㄪᰝࡣಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ㢳ᐈࢆᅇࡿ࠸࠺ࡢࡀ୍␒ᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢳ
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y ཧ⪃㈨ᩱ㸯 ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼࣐ࢽࣗࣝ ➨㸰∧
y ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸫㸯 ᗈᓥ┴⎔ቃ┴Ẹᒁᚠ⎔ᆺ♫ㄢ ࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩

ࡃࡽ࠸ࡢ⿕ᐖࡀ࠶ࡿࡢࢆᐃ㔞ⓗ⟬ฟࡋࠊࡑࢀࢆᪧࡍࡿࡢᛂᛴᪧࡢᕤ㒊

㝲ࡸᛂ⮬యࡀࢀࡃࡽ࠸ᚲせࢆ┒ࡾ㎸ࡴࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ㸦ᮌᮧጤဨ㸧



y ➨㸰ᅇ WG ࡣ  ᭶㸶᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 㛤ദࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

y ㏣ຍពぢࡀ࠶ࢀࡤ㸯㐌㛫ࢆ┠Ᏻົᒁᥦฟࡍࡿࠋ

ᚋࡢணᐃࡘ࠸࡚

せ࡞సᴗࡀ࣓࣮ࢪࡋࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊࡼࡾά⏝ࡀ㐍ࡴࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

y ᅇࡢᴗົ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ⅏ᐖ᥎ィࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿື⏬ࡀ࠶ࡿᚲ

⅏ᐖࡀ㉳ࡁࡓ㎿㏿ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

ࡀࠊ⯟✵┿ࡣᑡࡋࡎࢀࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ⿕ᐖ᥎ィࡀ⡆༢࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤᐇ㝿

࠺ࠋࡲࡓࠊ⯟✵┿ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡁᕷ࡛ࡣᾐỈᆅᇦࢆேᾏᡓ⾡࡛ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ

ᑡࡋࡎࡘኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࠋྎᖒᩚഛࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿ᪉ࡀ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡼ࠺ᛮ

Ѝᐇ㝿㝖࠸࡚⥺ࢆᘬ࠸࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ┴ࡸᕷ⏫ᮧ࡛⾜࠺㈝⏝ࡶࡾࠊ༊ᇦࡶ

ጤဨ㸧

⥺ᘬࡁࡋ࡚࣏ࣜࢦࣥࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁࢆ㝖ࡃᚲせࡣ࠶ࡿࠋ
㸦ᮌᮧ

Ѝ㒔㐨ᗓ┴࡛ởỈฎ⌮㐺ṇᵓࡸࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿ୰࡛ୗỈ㐨ࡸ㎰㞟ࢆ

ୗỈ㐨➼ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࢚࡛ࣜ༊ษࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦㬠ཎጤဨ㸧

y ᥎ィࡢඖࢹ࣮ࢱࡣࠊίᵴᩚഛ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤၥ㢟࡞࠸ࡀࠊᐇ㝿ࡣ㎰㞟ࠊ

ࡿࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

࠸࠺ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࠊࡑ࠺࠸࠺ሗࢆ⅏ᐖࡈ㞟⣙ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶษ࡛࠶

ᡭࢆฟࡏ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋᑗ᮶ⓗ⎔ቃಖタࡋ࡚බඹᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢࡔ



y ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸫㸴 ⚟ᓥ┴ίᵴ༠ ࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩

y ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸫㸳 ᒸᒣ┴ᗣ࡙ࡃࡾ㈈ᅋ ࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩

y ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸫㸲 ᗈᓥ┴ίᵴ༠ ࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩

        ࢢᅇ⟅᭩

y ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸫㸱 ⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷ⏕ά⎔ቃ㒊⏕άỈᑐ⟇ᐊ⤒Ⴀ⏬ㄢ ࣄࣜࣥ 

y ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸫㸰 ᒸᒣ┴⎔ቃᩥ㒊ᚠ⎔ᆺ♫᥎㐍ㄢ ࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩

y ㈨ᩱ㸵 GIS ࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖ᥎ィࡢᡭᘬࡁཬࡧ⅏ᐖண㜵ࡢά⏝㸦㸧

ࢆసࡿࡀࠊࡑࡢ୍␒㔜せ࡞ࡢࡀࡑࡢつᶍࡢ㟈⅏ࠊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓタࡢ

ЍୖỈ㐨ࡸୗỈ㐨ࡣᕷ⏫ᮧࡢ㈨⏘ࡔࡀࠊίᵴࡣಶேࡢ㈨⏘࡞ࡿࡓࡵ⾜ᨻࡋ࡚ࡣ

y ㈨ᩱ㸴 ࣄࣜࣥࢢㄪᰝᇶ࡙ࡃ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡢグ㍕ෆᐜ㸦㸧

Ѝ⤒㦂ୖࠊୖỈ㐨ࡸୗỈ㐨࡞ࡢࣥࣇࣛࡣỈᐖ⅏ᐖࠊ㟈⅏ࡀ࠶ࡗࡓ࣐ࢽࣗࣝ

y ㈨ᩱ㸲 ࣐ࢽࣗࣝ⣲ࡢࡓࡓࡁྎ
y ㈨ᩱ㸳 ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ

Ѝࡑࡢホ౯ࢆᐇ㝿⾜࠺࡞ࡿ㞴ࡋ࠸ࠋ㸦ົᒁ㸧

y ㈨ᩱ㸱 ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࡘ࠸࡚

࡚࠸ࡿࡇࢁࡣࢇ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

y ㈨ᩱ㸰 ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ WG ᐇィ⏬

y ㈨ᩱ㸯 ௧㸰ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ ᵝ᭩

㸺㈨ᩱ㸼

࡛ࡑࡢሗࢆࡇࡲ࡛㞟⣙࡛ࡁࡿࡀ⌧Ⅼ࡛ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿㞟⣙࡛ࡁ

Ѝίᵴࢆᪧࡉࡏࡼ࠺ࡍࡿࡢࡣタ⨨⪅࡞ࡢ࡛ࠊಶูጤクࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧࡞ࡢ

⤌ࡳࢆసᡂࡍࡿࡢࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧

Ѝᩘ㔞ⓗ࡞ࢲࣥࣃ࣮㌴ࡀఱྎࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀఱேᚲせࡲ࡛㎿㏿ศࡿࡼ࠺࡞
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ᩱ㸲ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝࡢᨵゞ㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㈨ᩱ㸰ࠊ㈨ᩱ㸱ཬࡧ㈨

㈨ᩱ㸲㸼

2. ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝࡢᨵゞ㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸰࣭㈨ᩱ㸱࣭

ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ

㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁࠊົᒁࡼࡾ➨㸯ᅇ WG ㆟せ᪨㸦㸧ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࠊ㆟せ᪨ࡋ࡚

1. ➨㸯ᅇ WG ㆟せ᪨㸦㸧ࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸯㸼

㆟

Ḟᖍ⪅ ົᒁ㸸⃝ᮧᑦ࿃

 ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸸㔠ᕝ⌮୍㑻

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ㧗ᶫᝅࠊ▼┿ᘪ

   ⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ⴌ⨾ࠊ⏣୰ᩥ

ṇࡋࡓ࠺ࡀⰋ࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧



y P. ࡢᅗ㸰㸫㸰㸫㸰ࡣࠊᅜࡢ࢞ࢻ࡛ࣛࣥኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓ≧ἣࡢ㒊ศ㸦వ㟈Ⓨ⏕➼㸧ࢆಟ

ศࡅ࡚グ㍕ࡋࡓࡽࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨࠊᮌ᭮ጤဨ㸧

y P. ࡢࡼ࠺⾲ࡀ࣮࣌ࢪࡲࡓࡂࢆࡍࡿά⏝ࡋࡃ࠸ࠋཧ⪃㈨ᩱ⾲ࢆయ࣭ẁ㝵ࡈ

ဨ㸧

⪃࠼ࡿࠋὀ㔘࡛ୗỈ㐨ᢞධࡶ࠶ࡾᚓࡿ࠸࠺ࡇࡶグ㍕ࡍࡿࡼ࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨࠊᮌ᭮ጤ

y P.㸰ࡢᅗ㸰㸫㸯㸫㸰࡛ࡋᒀฎ⌮タࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୗỈ⤊ᮎฎ⌮ሙ➼ࢆධࢀ࡚ࡶࡼ࠸





Ѝ༴㝤ᛶࡢ⌮ゎࠊίᵴࡢ࣓࣮ࢪࢆྵࡵ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ࢃࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ⌧ሙ⏝ព⾜ࡃ༴㝤࡛࠶ࡿࠋίᵴࡔࡅᾋ࠸࡚࠸ࡿ┿ࡍࡿࠊ༴㝤ᛶࡀఏ

ࡿ⿕ᐖࣞ࣋ࣝࠊ࠼ࡤίᵴࡔࡅᾋ࠸࡚࠸ࡿ┿ࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

࠺ࠋࡲࡓࠊグ㍕ࡢ┿ࡔᐙࡶఫࡵ࡞࠸ࡃࡽ࠸ࡢ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ⮬ⓗⅬ᳨࡛ࡁ

y ⾲㠃ࡢ⤮ࡢᨺὶഃࡢ༖ࡀࠊίᵴࡢ࣐࣮ࣥ࣍ࣝぢศࡅࡀࡘ࡞࠸ࡓࡵࠊᅄゅࡃࡋࡓࡽ

  Ѝ๓㓄ᕸࡋࠊⓎ⅏ࡶ㑊㞴ᡤ➼࡛㓄ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ЍⓎ⅏๓ᆅ᪉බඹᅋయࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ㓄ᕸࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ㈨ᩱ㸲ࡣఫẸ࠸ࡘࡢࡼ࠺㓄ᕸࡍࡿࡢࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

ㄆ͇ࢆ㏣ຍࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦㬠ཎጤဨ㸧

࠙㈨ᩱ㸲ࠚ

y P.㸯ࡢᅗ㸰㸫㸯㸫㸯ᐇാ࣭⿕⅏ᑐᛂ࡛ఫẸࡢ͆⿕⅏ίᵴࡢᛂᛴᑐᛂ࣭ᪧ͇͆☜

ࡶᐃࡋ࡚ࠊPDF ࡢࡳ࡞ࡽࡎ Word ࣇ࡛ࣝࡶ㓄ᕸࢆ⾜࠺ࡼ࠸ࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧

y ࡇࡢ࣐ࢽࣗࣝࢆཧ⪃ࠊྛయࡢ⌧≧ྜࢃࡏࡓ࣐ࢽࣗࣝࢆ⦅㞟࣭సᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ

࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ಀ㛗㸧

y ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡣࠊᏊ࡛ࡢ㓄ᕸࡣ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎࠊPDF ➼ࡢ㟁Ꮚࣇࣝࡢ㓄ᕸࢆ⾜

ဨ㸧

y Ỉᐖ㛵ࡍࡿ㏣グࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡿࡓࡵࠊ㟈⅏೫Ỉᐖ⦅ࡣศࡅࡓࡲࡲ࡛ࡼ࠸ࠋ
㸦ᮌᮧጤ

☜ㄆࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ㸦ົᒁ㸧

Ѝ㟈⅏ࡣணᮇࡏࡎ㉳ࡇࡿࡀࠊỈᐖࡣ๓ࡶࡗ࡚ᐃࡉࢀࠊ⅏ᐖᨭࡢྍྰࡘ࠸࡚๓

ࡿࡢࡣ࡞ࡐࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧

y P.㸰ࡢᅗ㸱㸫㸯㸫㸯ࡀ୍␒㔜せ࡛࠶ࡿࠋP.㸱ࡢᅗ㸱㸫㸯㸫㸰࡛րࡀỈᐖ⦅ࡢࡳධࡗ࡚࠸

Ѝ㈨ᩱ㸲㸦≧ἣ☜ㄆ⏝ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸧ࡣ㟈⅏Ỉᐖඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(ົᒁ)

Ѝ㟈⅏Ỉᐖࠊඹ㏻ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿグ㍕ࡋࡓࡽ࠺ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦㸲.ㄪᰝ࠾ࡅࡿᡤᅾᆅࡢሗࠊ⿕ᐖࡢせᅉ➼㸧
㸦㬠ཎጤဨ㸧

y Pࠊ ࡢᅗ㸱㸫㸵㸫㸰㸦㸯㸧
㸦㸰㸧࡛ࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࢆ㟈⅏Ỉᐖ࡛ศࡅࡓ࠺ࡀࡼ࠸

࠙㈨ᩱ㸱ࠚ

࠸ࠋ
㸦ᒸ⏣ጤဨࠊᮌ᭮ጤဨ㸧

ࡼ࠸ࠋⓎ⅏㸰㐌㛫࡛⾜࠺యീࡸࡿࡁࡇࡀศࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡉࡽࡼ

y ࢦࢩࢵࢡ࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࢆ୰ᚰㄞࡵࡿࡢ࡛⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࠋ㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

y P. ࡢ⾲㸰㸫㸱㸫㸰ճմ࡛͆ဨᴗ͇ࡢᩥゝࢆ࢝ࢵࢺࡍࡿࠋ㸦ᑠᕝጤဨ㸧

 ࠙㈨ᩱ㸰ࠚ



ࡸ⾲ࡢ๓ࡢᩥ❶ㄝ᫂ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋ
㸦ᒸ⏣ጤဨࠊᮌ᭮ጤဨ㸧
y ᛂᛴᑐ⟇ࡀ୍␒㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≧ἣ☜ㄆࠊヲ⣽☜ㄆࠊᪧᕤࢆ୍㐃ࡢὶࢀ࡛ࡲࡵࡿ

㆟ࡍࡿㄽⅬࠊษࡾཱྀ㸦ᶒ㝈⛣ㆡ➼㸧ࡀ࠶ࡿᙺศᢸࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḍእ

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ 㝵㆟ᐊ

y P. ࡢ⾲㸰㸫㸰㸫㸰ᆅ᪉බඹᅋయ࡛┴ᕷ⏫ᮧࡀ༠㆟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣࠊ┴ᕷ࡛༠

Ѝཧ⪃㈨ᩱࡢ⤂ࢆᩥ❶グ㍕ࡍࡿࡼ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ἢ࠺ᙧ࡛ᮏ࣐ࢽࣗࣝࡢࢱ࣒ࣛࣥࢆಟṇࡍࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ಀ㛗ࠊົᒁ㸧

Ѝ⅏ᐖᑐ⟇ㄢㄪᩚࡢ࠺࠼ࠊ⅏ᐖᑐ⟇ㄢࡽฟ࡚࠸ࡿ⅏ᐖᗫᲠ≀⯡ࡢᣦ㔪ࠊᡭᘬࡁ

᪥㸸௧㸰ᖺ  ᭶㸶᪥㸦ⅆ㸧 㹼

㆟㘓

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ᮌ᭮⚈⛅㸦ᰝ㸧
ࠊᑠᕝᾈࠊᒸ⏣ㄔྖࠊ㬠ཎᕫඵࠊ୰㇂⣧ࠊᮌᮧ୍ኵ

㸺㹕㹅ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼

I.

ίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ

➨㸰ᅇ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ WG
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y ཧ⪃㈨ᩱ ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝᨵゞ ┠ḟ㸦㸧

y ㈨ᩱ㸳 *,6 ࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖ᥎ィࡢᡭᘬࡁ㸦㏣ຍ㸧

y ㈨ᩱ㸲 ≧ἣ☜ㄆ⏝ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ᨵゞ㸧

y ㈨ᩱ㸱 ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡓࡓࡁྎ㸦Ỉᐖ⦅㸧

y ㈨ᩱ㸰 ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡓࡓࡁྎ㸦㟈⅏⦅㸧

㸦㸧

y ㈨ᩱ㸯 ➨㸯ᅇ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ WG ㆟せ᪨

㸺㈨ᩱ㸼

ࣝᨵゞ➼ࢆ  ᭶ୗ᪪ࢆࡵ࣓࣮࡚ࣝ㏦ࡋࠊ㸯᭶㸶᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ពぢࢆເ㞟ࡍࡿࠋ

➨㸰ᅇ WG ➨㸱ᅇ᳨ウጤဨ㸦 ᭶  ᪥㛤ദ㸧࡛ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಟṇࡋࡓ࣐ࢽࣗ

4. ᚋࡢணᐃࡘ࠸࡚

y ྎᖒᩚഛࡢព࡙ࡅ࡞ࡿ㈨ᩱ࡞ࡿࡼ࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

グ㍕ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧

ᵴࡢᩘࡀศࡿᛮ࠺ࠋᕷ⏫ᮧࡢᙺᡤෆ㸦ୖୗỈ㐨ㄢ➼㸧࡛ሗඹ᭷ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡃࡇ

y ୖ࣭ୗỈ㐨ࡢྎᖒࢆᩚഛࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢሗࢆά⏝ࡍࢀࡤᴫࡡί

࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆὶ⏝ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝࢻࣞࢫ࣐ࢵࢳࣥࢢࡣࠊᆅ␒ᅗࢆྲྀࡾ㎸ࡴ⦋ᗘ⤒ᗘࡀฟࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊྎᖒࡢᴗົ

グ㍕ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋ
㸦ᮌᮧጤဨ㸧

ࡢಁ㐍ࡶ࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋࢻࣞࢫ࣐ࢵࢳࣥࢢࡘ࠸࡚ QGIS ࢆ⏝࠸࡚ࡢࡼ࠺⾜࠺

y ㈨ᩱ㸳ࡢ᪉ἲࡀᡭ㍍࡛ጇᙜ⪃࠼ࡿࠋ࣐ࢽࣗࣝࡶίᵴྎᖒࡢヰࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊྎᖒ

ࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y ㈨ᩱ㸳ࡢ᪉ἲࡔỮࡳྲྀࡾศࡀྵࡲࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢ┴ࢆタᐃࡋ࡚ࡢ⛬ᗘ㐪࠺ࡢẚ㍑ࡍ

࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

 ⅏ᐖᑐ⟇➼᭷ຠ࡞ሗࡢά⏝㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸳ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ

3. ⅏ᐖᑐ⟇➼᭷ຠ࡞ሗࡢά⏝㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸳㸼

࠸͇࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢥࣥࢭࣥࢺ่͇͆ࡉࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y 㠃ࡢࢳ࢙ࢵࢡ㸰ࠊ㸰ࡘ┠ࡢ㡯┠࡛͆ࢥࣥࢭࣥࢺࡀ่ࡉࡗ࡚࠸ࡿࡢࣈࣟ࣡ࡀື࡞

81

ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ᪥㸸2020.10.07



㸫

࡞ࡗࡓⅬࡣఱࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ



࠺ࠋࡲࡓࠊᆅ㟈࣭Ỉᐖࠊίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧ࠾࠸࡚ࢱ࣒ࣛࣥࡀᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟

ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧ㛵ࡍࡿ㡯┠➼ࡀᫎࡉࢀࡓࢱ࣒ࣛࣥࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ

ճ࠙ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧࢱ࣒ࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

࣭ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᰝᶵ㛵ᾐỈࡋࡓίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࢆ౫㢗ࡍࡿ➼ࠋ
㸧

㸦࠼ࡤࠊࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡸᣦᐃ᳨
࣒ࣛࣥᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

  ղ ㈗┴㸦㈗ᕷ㸧࡛ࢱ࣒ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊίᵴ㛵ࡍࡿ⅏ᐖࡢᑐ⟇ࡣࢱ

࣭⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮㛵ࡍࡿࢱ࣒ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠼ࡤ㆙ᐹࡸᾘ㜵ᅋ࡞㸧㐃ᦠࡉࢀࡓࢱ࣒ࣛࣥࡶࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ
㸧



ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


࣭ࡋᒀίᵴởἾࡢ㞟ࠊ㐠ᦙࡘ࠸࡚ࡣࠊᒸᒣ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜᖹᡂ  ᖺ㸵᭶༠ᐃ

⤖ࡋࡓࠋ

࣭ᖺࠊ
㸦୍♫㸧ᒸᒣ┴ίᵴᅋయ༠㆟⅏ᐖ࠾ࡅࡿίᵴࡢⅬ᳨➼ࡢ༠ຊ㛵ࡍࡿ༠ᐃࢆ⥾

ࡈᩍ♧࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡋࠊ⅏ᐖ༠ᐃ➼ࡢ㐃ᦠయไࡣᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚

㈗┴㸦㈗ᕷ㸧ࡣࠊίᵴᴗ⏺㸦ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ᑐ

ձίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไ

㸰㸬⅏ᐖᑐᛂᮃࡲࢀࡿ㛵ಀ⪅㛫ࡢሗఏ㐩

࣭ᅵྎタ⨨せࡍࡿ㈝⏝ࡸࠊࡢ⛬ᗘࡢ⪏ஂᛶࡀᚲせ࠸࠺㠃ࡶྵࡵࠊᅔ㞴࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸦ࡃ᪂つίᵴࢆタ⨨ࡍࡿሙྜ㸧

ᅋయࡋ࡚ࣈࣟ࣡ࢆᆅ㠃࡛ࡣ࡞ࡃᑡࡋ㧗࠸⨨タ⨨ࡍࡿࡇࢆዡບࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ᾐỈᐃ༊ᇦෆ࡛⏝ࡉࢀࡿίᵴ࠾࠸࡚ࡣࠊࣈࣟ࣡ࡢෙỈࡸᨾ㞀ࢆ㜵ࡄほⅬࡽࠊᆅ᪉බඹ

նࣈࣟ࣡ࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚

ࡢᏳ☜ㄆࡸ㌴୧ࡢ☜ಖࢆࡧࡅࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡲࡍࠋᕷẸྥࡅࡢࢱ࣒ࣛࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊⓎ⅏๓࣭Ⓨ⅏ᚋᑐᛂࡉࢀࡿබඹᶵ㛵࡞㸦

ࡋ࡚㛵ಀᅋయࡢ‽ഛ౫㢗ࢆ⾜࠺ࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊྠ༠㆟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᛂᛴᑐᛂࢆ⾜࠺ேဨ

    㸦ࠕㄡࡀࠖ
ࠊ
ࠕఱࢆࠖࠊ
ࠕࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࠖᐇࡍࡿࢆཧ⪃ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾ

࣭ᖺᗘᨵᐃࡋࡓ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮ィ⏬࡛ࡣࠊ㢼Ỉᐖ࡞ࡢ⅏ᐖࡀணぢࡉࢀࡿሙྜࡣࠊࣉࣞึືᑐᛂ

࣭㸦୍♫㸧ᒸᒣ┴ίᵴᅋయ༠㆟ᒸᒣ┴ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡋࡓ༠ᐃࢆ࣮࣋ࢫᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⏝࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᆅ㟈࣭Ỉᐖࡼࡿίᵴ⿕ᐖࡢᑐ⟇ィ⏬ࡘ࠸࡚ࠊࢱ࣒ࣛࣥ௨እά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣά

յࢱ࣒ࣛࣥ௨እࡢ⅏ᐖᑐ⟇ィ⏬

ࣞึືᑐᛂࡋ࡚ᡴデࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ྜࡣࠊ
㸦୍♫㸧ᒸᒣ┴ίᵴᅋయ༠㆟ᑐࡋίᵴࡢᪧࡸᛂᛴᑐᛂࡢࡓࡵࡢேဨࡢ☜ಖ➼ࢆࣉ

࣭ᖺᗘᨵᐃࡋࡓ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮㛵ࡍࡿࢱ࣒ࣛࣥࡼࡾࠊ㢼Ỉᐖ࡞ࡢ⅏ᐖࡀணぢࡉࢀࡿሙ

    ࡶࡋ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࡑࡢ㈨ᩱࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡃࡇࡣྍ⬟࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

  ղ ㈗┴㸦㈗ᕷ㸧࡛ࡣࠊᆅ㟈ཬࡧỈᐖ㛵ࡍࡿࢱ࣒ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

⏬㸧ࡢ⟇ᐃࢆዡບࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ

 ⅏ᐖഛ࠼ࠊᅜᅵ㏻┬࡛ࡣᆅ᪉බඹᅋయ࣭ᴗ࣭ఫẸ➼ࡀ㐃ᦠࡋࡓࢱ࣒ࣛࣥ㸦㜵⅏⾜ືィ

ղࢱ࣒ࣛࣥ㸦㜵⅏⾜ືィ⏬㸧ࡘ࠸࡚

࣭ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ሗࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

࡛ࠊࡢ⛬ᗘࡢᇶᩘࡢίᵴࡀࠊࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࠸࠺ண ࡞㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺

ேဨࡢ୰ࠊࡀࢀࡁ➼ࡢ⅏ᐖᗫᲠ≀ࡢᑐᛂඃඛⓗ࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ

࣭ίᵴࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᚠ⎔ᆺ♫᥎㐍ㄢࡣ⅏ᐖᗫᲠ≀ᴗົࡶᡤ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊึືࡣ㝈ࡽࢀࡓ

ձίᵴ㛵ࡍࡿ⅏ᐖ᥎ィ࣭⿕⅏ࣜࢫࢡホ౯

㈗┴㸦㈗ᕷ㸧࡛ࡣࠊίᵴࡘ࠸࡚ࠊᆅ㟈ࡸᾐỈࡼࡿ⅏ᐖ᥎ィࡸ⿕⅏ࣜࢫࢡࡢホ౯㸦ࡢ༊ᇦ



ᪧά⏝ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ౫㢗ࡍࡿࢆࢱ࣒ࣛࣥ㏣ຍࡋࠊίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸ

Ⓨ⅏๓ᚋ࠾࠸࡚ࠊࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࡢయ㸦࠼ࡤᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊ

մ࠙ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧࢱ࣒ࣛࣥࢆά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

㸯㸬⅏ᐖᑐ⟇ィ⏬ࡢ❧ࡘ࠸࡚

ᒸᒣ┴⎔ቃᩥ㒊ᚠ⎔ᆺ♫᥎㐍ㄢ
ࠕ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࠖࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩
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࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



ᐃࡼࡾࡢࡋᒀฎ⌮タࡢởἾᦙ㏦࣭ฎ⌮ࢆᐇࡋࡓࠋࡋᒀฎ⌮㛵ࡍࡿᗈᇦ㐃ᦠࡀ㔜せ࡛

࣭7 ᭶ࡢ㞵ࡢ㝿ࡣࠊࡋᒀฎ⌮タࡀỈἐࡋᶵ⬟࡞ࡗࡓࡀ࠶ࡾࠊ㏆㞄ࡢᕷ⏫ᮧࡢ⅏ᐖ༠

ࡲࡋ࠸ࠋ

࣭༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊⓎ⅏༠ᐃ࠾ࡾᐇ⾜࡛ࡁࡿ࠺ᐃᮇⓗカ⦎᳨࣭ドࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃ

࡛㸧࡞ᪧయไసࡾࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿࡶࡢࡣఱࡔ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡘ࠸࡚ࠊᗈᇦⓗ㸦ࡓ࠼ࡤ」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡢ㛫࡛ࠊࡶࡋࡃࡣίᵴ㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ᅋయ㛫

յ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡘ࠸࡚

ࡘ࠸࡚ࡶணࡵᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ

࣭ᅵ◁➼ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࢆཷࡅධࢀࡿฎ⌮タࡀࠊࡢ⛬ᗘࡢ㔞ࢆཷࡅධࢀྍ⬟࡛࠶ࡿ

࣭ྲྀࡾỴࡵࡣ࡞࠸ࠋ

ࡘ࠸࡚ᆅ᪉බඹᅋయΎᤲᴗ⪅ࡢ㛫࡛ఱࡽࡢྲྀࡾỴࡵ࡞ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᾐỈࡼࡾίᵴෆᅵ◁ࡸ⎰♟➼ࡀΰධࡋࡓሙྜ࡞ࠊᅵ◁➼ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢฎ⌮

մᅵ◁➼ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢᢅ࠸

࠸࡚☜ㄆࡍࡿ㸦ᕷ⏫ᮧ㸧ࠋ
ࠖࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࡀࠊᅵ◁ࡀΰධࡋࡓΎᤲởἾࡢཷࡅධࢀయไࡣࠊࡢࡼ





ࡼࡗ࡚⿕ᐖㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᒸᒣ┴࡛ࡣಖᏲⅬ᳨ࢆẖ᭶⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⿕⅏ࡋࡓᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣ࡞ࡿࡃ᪩ࡃಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅➼

ࡾࠊᇶᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊίᵴࡣỈᐖᑐࡋ࡚ࡶᙉ࠸⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

ᇶ㸦ࣈࣟ࣡ࡢෙỈࡸ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡢὶኻ➼㸧
ࠊࡑࡢ࠺ࡕ᭱⤊ⓗ⏝ྍ࡞ࡗࡓࡶࡢࡣ 42 ᇶ࡛࠶

࣭7 ᭶ࡢ㞵⿕ᐖ࡛ࡣࠊᘓ≀㸦ఫᐙ㸧⿕ᐖ௳ᩘࡀ⣙ 16000 Ჷࠊίᵴࡀ┤᥋⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡢࡣ 6571

ୖグ㸯㹼㸱ࡸࡑࡢࡘ࠸࡚ࠊࡈពぢࡸࡈせᮃ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸲㸬ㄢ㢟ࡸᮃࡲࢀࡿ㡯➼

࣭ίᵴෆࡢᅵ◁ࡢὶධ㛵ࡍࡿᑐᛂ㡯ࡢ㏣グࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࠺࡞᪉ἲࡀ࠶ࡿࡢሗࡀࡲࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ྵࡴΎᤲởἾࡢཷࡅධࢀయไࠊ࡞ࡽࡧࡇࢀ㛵ࡍࡿίᵴΎᤲᴗ⪅➼ࡢሗఏ㐩ࡢᡭἲࡘ

࣭ίᵴࡢ⿕ᐖ≧ἣࡢ㞟ࠋ

ྜ➼ࡢᑐᛂ᪉ἲࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⿕⅏ࡋࡓίᵴᅵ◁ࠊᾏỈࡲࡓࡣ࣊ࢻࣟ➼ࡀὶධࡋࡓሙྜࠊࡇࢀࡽࢆ

࣭ྠ࣐ࢽࣗࣝ P.6 ࡛ࠕնίᵴởἾࡢཷࡅධࢀඛ࡛࠶ࡿࡋᒀฎ⌮タࡀ⿕⅏ࡋࠊᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓሙ

ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᅜࡢ⿵ຓไᗘ࡞ࡢ㈈ᨻⓗᨭࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࡀࠊίᵴࡢ⪏㟈ᛶ➼ࠊ⪏ஂᛶࢆ㧗ࡵࡿᕤ᪉ἲࡢᚲせᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇࢆ᥎ዡ

࡚ࠊ⪏㟈ᛶࡸỈᅽ➼ᑐࡍࡿ⪏ᛶࢆ㧗ࡵࡿᕤἲࡢᚲせᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸦㒔㐨ᗓ┴ࡲࡓࡣᕷ⏫ᮧ㸧
ࠋ
ࠖ

ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ➼ᇶ࡙ࡁࠊ⿕⅏ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ணࡉࢀࡿᆅᇦタ⨨ࡉࢀࡿίᵴࡘ࠸

࣭ࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝ➨ 2 ∧ࠖP.6 ࡛ࠕճ㑊㞴ሙᡤタ⨨ࡉࢀࡿίᵴࠊࡲࡓࡣ

ᐖⓎ⏕㞟ࡍࡁሗࠊᮃࡲࡋ࠸㐃ᦠయไ➼㸧ࢆ୰ᚰ㡬ᡝ࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

࡞࠸ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㞵ࡼࡿ㞵⅏ᐖ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊỈᐖᑐ⟇ಀࡿࡈពぢ㸦ࡃỈ

 ࡃࠊᙜ࣐ࢽࣗࣝࡣᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾỈᐖ㛵ࡋ࡚ࡣࢇᑐᛂࡋ࡚࠸

ࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

ᩚ⌮ࡋࡓ㈨ᩱ㸦ῧ PDF ࣇࣝࠕ࣐ࢽࣗࣝᩚ⌮∧ࠖ
㸧ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊຍ➹࣭ᨵၿࡍࡁⅬࡀࡈ

⟇࣐ࢽࣗࣝ➨㸰∧ࠖཬࡧᙜ࣐ࢽࣗࣝࡢグ㍕ෆᐜᇶ࡙ࡁᆅ᪉බඹᅋయ➼ࡢྛయࡢᐇෆᐜࢆ

ᖹᡂ 23 ᖺࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ࠺ࡅࠊᖹᡂ 24 ᖺ㸱᭶⎔ቃ┬ࡀබᕸࡋࡓࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ

㸱㸬࣐ࢽࣗࣝࡢෆᐜࡘ࠸࡚

࣭ίᵴᴗ⏺ࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࡓ࠸ࠋ㸦ᛂᛴᑐᛂ࣭ᪧసᴗࡀྍ⬟࡞≧ἣ࠶ࡿ࠺㸧

ࢆ㞟ࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయίᵴᴗ⏺ෆ࡛ࡢࡼ࠺࡞ሗఏ㐩ࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡘ࠸࡚ࠊ㏿ࡸ࡞ᛂᛴᑐᛂࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᆅ㟈࣭ỈᐖⓎ⏕ࡢࡼ࠺࡞ሗ

ճᛂᛴᑐᛂồࡵࡽࢀࡿሗఏ㐩

ᑐᛂࢆᅗࡗࡓࠋ

࣭ᒸᒣ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜࡢ༠ᐃ࡛ᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓែࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘᨵᐃࢆ⾜࠸ࠊ

ࡓࠋ

Ἶࡢᘬࡁᢤࡁࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡛ࠊᙜタᪧࡲ࡛ࡢ㛫ࠊởỈ➼ࢆ㐺ษฎ⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ

࣭㎰ᴗ㞟ⴠỈฎ⌮タࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ㝿ࠊᒸᒣ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜࡀ࣏ࣥࣉタࡢởỈ࣭ở

⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ⾜ᨻ࡛ࡣᢕᥱࡋࡁࢀ࡞࠸⿕ᐖࡢᐇែࡢᢕᥱຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭
㸦୍♫㸧ᒸᒣ┴ίᵴᅋయ༠㆟ࡢ࠾ࡆ࡛ࠊίᵴ⿕ᐖಀࡿሗ㞟ཬࡧᛂᛴᑐᛂࢆ㏿ࡸ

࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㞵⿕ᐖࠊίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࡸሗఏ㐩࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬࡣఱࡔࡗࡓ

ղ࠙ίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ
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ࡓࠋ



࣭࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀࣟࢵࢡࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊίᵴෆࡢᅵ◁ࡢὶධࢆ㜵ࡄࡢຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ

࣭ᅵ◁ࡀίᵴෆὶධࡋࡓሙྜࠊᅵ◁ࡢ㝖ཤࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭㓄㟁┙ࡀỈἐࠋ

࣭ίᵴᮏయࡢ◚ᦆࡀぢࡽࢀࡓࠋ

࣭ίᵴᮏయࡀᾋୖࡸὶฟࡍࡿࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ὥỈ

࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᾐỈỈࡼࡾ㧗࠸⨨㸧

࣭㐣ཤᾐỈ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ㏦㢼ᶵࡢタ⨨ሙᡤࢆ GL ࡼࡾࡶ㧗࠸⨨ᨵၿࡉࢀ࡚

ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

࣭ίᵴ┠❧ࡗࡓ◚ᦆ➼ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣࢇ࡞ࡃࠊᾐỈࡀゎᾘࡍࢀࡤࠊίᵴࡣࡍࡄ⏝

ᾐỈᐖ

㸦ᾐỈᐖࡢሙྜẚࠊὥỈࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓίᵴࡢ᪉ࡀⅬ᳨ࡍࡁ㡯┠ࡀከ࠸➼ࠋ㸧
࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡢ⿕ᐖ࣭ᐇࡍࡁᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࡢෆᐜࡣࠊᾐỈᐖὥỈ࡛ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ⪃

ղỈᐖࡈࡢᛂᛴᑐᛂ࣭ᪧసᴗࡢ┦㐪

࣭ෙỈࡸᅵ◁ᔂࢀࡼࡗ࡚ࠊ㏻⾜Ṇࡵࡀከࡃࠊ⌧ᆅࡢ㌴୧ࡢධ⤒㊰ࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭ᅵ◁ࡀሁ✚ࡋࡓሙྜࡣࠊࢲࣥࣃ࣮㌴࡛ᘬࡁᢤࡁࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㏻ᖖ⛣㏦ࡍࡿ㝿ࡣูࡢฎ⌮ሙ⛣㏦ᑐᛂࡋࡓࠋ

⬟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊởἾ➼ࡼࡾࣆࢵࢺࡀ 1ࠊ2 ᪥࡛‶ᮼ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࣂ࣮࣒࢟ࣗ㌴࡛ᅇࡋ࡚

࣭㎰ᴗ㞟ⴠỈฎ⌮タࡢ࣏ࣥࣉሙࡀෙỈࡋࠊ࣏ࣥࣉࡀᨾ㞀ࡋࡓࡓࡵࠊᐙᗞࡽࡢỈࡀ⛣㏦ྍ

㸧
ࡑࡢࡘ࠸࡚ࡈ⤂㡬ࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㸦ίᵴෆ⎰♟ࡸᅵ◁ࡀὶධࡋࡓሙྜࡢᑐᛂ➼ࠋ

㈗ᶵ㛵࡛ࡣࠊᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵ࡢ㝿ࠊ
⿕ᐖࡢ࠶ࡗࡓίᵴࡢࡼ࠺࡞ᛂᛴᑐᛂࢆࡉࢀࡓࡢࠊ





ࡿࡀࠊ㏻ᖖᴗົࡀ࠶ࡿࡢ⌮⏤ࡽᛂࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿᅇ⟅ࡍࡿᴗ⪅ࡶ࠶ࡗࡓࠋ

࣭ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡸΎᤲᴗ⪅ࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜࠊ⿕⅏ࡢ࡞ࡗࡓᆅᇦࡢᴗ⪅ᛂࢆせㄳࡍࡿሙྜࡀ࠶

ࡃ࠸㸧
ࠋ

࣭ᒸᒣ┴༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ㛵ಀୖࠊ┴ࡽࡢᣦ♧ࡀ࡞࠸ᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦⊂⮬ࡢุ᩿࡛ᑐᛂࡋ

ㄢ㢟Ⅼ

ఏ㐩ࡍࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡗ࡚㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕ᐖࢆཷࡅࡓίᵴࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ㏆㞄ࡢಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ሗ

࣭⅏ᐖࡣࠊᒸᒣ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜࡀయ࡞ࡾࠊ⿕ᐖ≧ἣࡢሗࢆ⤌ྜෆࡢ㐃⤡⥙ࡼ

ᶵ⬟ࡋࡓⅬ

յ ࡑࡢίᵴࡢⅬ᳨➼ᑐࡋᚲせ࡞సᴗ

մ ίᵴ㛵ࡍࡿఫẸ┦ㄯࡢᐇ

ճ ίᵴࡢ⿕ᐖ≧ἣㄪᰝࡢᐇཬࡧ㞟ィ

ղ ίᵴࡢᪧసᴗࡢෆ⡆᫆࡞ࡶࡢ

ձ ίᵴࡢ⥭ᛴⅬ᳨

➼ᑐࡋ࡚༠ຊࢆồࡵࡿ࠶ࡓࡗ࡚௨ୗࡢ༠ຊෆᐜࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᙉ㢼࣭㞵࣭ὥỈ࣭㧗₻࣭ᆅ㟈➼ࡼࡿつᶍ࡞⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࠾ࡅࡿίᵴࡢⅬ᳨ࠊᪧ

ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭
㸦୍♫㸧ᒸᒣ┴ίᵴᅋయ༠㆟ᒸᒣ┴࡛ࠕ⅏ᐖ࠾ࡅࡿίᵴࡢⅬ᳨➼ࡢ༠ຊ㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖ

ࡍ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊࡢయࡢࡼ࠺࡞యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࢀࡤᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࡀࡋࡸ

ఱࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢయไࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡈᩍ♧࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ㞵⿕ᐖ
ࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࠊయࡢሗఏ㐩࣭㐃ᦠయไ࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬࡣ

ձ⿕⅏ࡋࡓίᵴࡢᛂᛴᑐᛂ

ᐃ➼ࡢ㐃ᦠయไࡣᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㈗ᶵ㛵ࡣࠊయ㸦ᆅ᪉බඹᅋయࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ᑐࡋࠊ⅏ᐖ༠

ձ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏≧ἣ

㸰㸬⅏ᐖᑐᛂᮃࡲࢀࡿ㛵ಀ⪅㛫ࡢሗఏ㐩

㸯㸬ᛂᛴᑐᛂࡢࡘ࠸࡚

බ┈㈈ᅋἲேᒸᒣ┴ᗣ࡙ࡃࡾ㈈ᅋ
ࠕ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࠖࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩
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ࡍࡿࠋ



࣭⤌ྜ➼ࡢෆ㒊࡛㐃⤡⥙ࢆᵓ⠏ࡋࠊ⿕ᐖࢆཷࡅࡓίᵴࡢሗࢆඹ᭷ࡋ㏆㞄ࡢಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ఏ㐩

ᆅ᪉බඹᅋయ௨እࡢయ㛫ࡢሗᥦ౪

࣭࠼ࡤྎ㢼᥋㏆୰ࡢẁ㝵࡛ࠊ᭷ࡢ㝿ࡣ⅏ᐖᑐᛂ༠ຊྍ⬟࡞≧ἣ࠶ࡿ࠺ࢆఏ㐩ࡍࡿࠋ

࣭⿕⅏௳ᩘࡸ⿕ᐖ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ

࠶ࡽࡌࡵ༠㆟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

࣭ࡢయ㸦ᒸᒣ┴࡛ࡣᒸᒣ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜ㸧ࡀࠊࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࠊఱࢆᐇࡍࡿࡢࢆ

ᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋ࡚ࡢሗᥦ౪ෆᐜ

ࡍࡿࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ᆅ᪉බඹᅋయ௨እࡢయ㛫㸦࠼ࡤᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵̿ίᵴᴗ⏺ᅋయ࡞㸧࡛ࡢࡼ࠺࡞ሗఏ㐩ࢆ

ᴗ⪅࣭Ύᤲᴗ⪅࣭ίᵴᴗ⏺ᅋయ➼ࡣࡢࡼ࠺࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ

⣙࣭ᵝࠎ࡞యࡢ⤫ไࢆᅗࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋᣦ᳨ᰝᶵ㛵࣭ಖᏲⅬ᳨

Ⓨ⅏๓ᚋ࠾࠸࡚ࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ᆅ᪉බඹᅋయࡀ୰ᚰⓗሗࢆ㞟

ճሗఏ㐩ࡢෆᐜ

ࢆᢕᥱࡋࠊయࡋ࡚ࡢ⛬ᗘࡢ㔞ᩘࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ࣈࣟ࣡ࠊ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡣಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬యࡣࠊྛಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢᡤ᭷ᩘ

࣭ྛయ࡛㌴୧ࢆ☜ಖࡋ࡚࠾ࡃࡇࠋ

ࡾࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ





࡛༠ຊయไࢆ๓ᵓ⠏ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ

࣭ᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࡣಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࡢᙺࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡇࢀࡽࡢᴗ⪅㛫

ୖグ㸯㹼㸱ࡸࡑࡢࡘ࠸࡚ࠊࡈពぢࡸࡈせᮃ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸲㸬ㄢ㢟ࡸᮃࡲࢀࡿ㡯➼



ᒸᒣ┴ࡢሙྜࠊഛ๓࣭ഛ୰࣭⨾సࡢ㸱ࣈࣟࢵࢡ㸧࠶ࡿ⛬ᗘ⊂⮬ࡢุ᩿࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไస

࣭⅏ᐖࡣ⌧ሙࡀΰࡋࠊሗఏ㐩ࡀᅔ㞴࡞ࡿሙྜࡶከ࠸ࡇࡽࠊࣈࣟࢵࢡࡈ㸦ᮾす༡ࠊ

ಖࡘ࠸࡚ྛయ㛫࡛᫂☜つᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࣭࣏ࣥࣉሙࡀỈἐࡋࡓ➼ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐠ᦙ㌴୧ࡀྍḞ࡞ࡿࡇࡽࠊ⥭ᛴࡢ㌴୧ࡢ☜

ᐖ㞟ࡍࡁሗࠊᮃࡲࡋ࠸㐃ᦠయไ➼㸧ࢆ୰ᚰ㡬ᡝ࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

࡞࠸ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㞵ࡼࡿ㞵⅏ᐖ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊỈᐖᑐ⟇ಀࡿࡈពぢ㸦ࡃỈ

࣭⿕⅏ᕷ⏫ᮧᨭᅋయࡀ༠㆟ࡋࠊ࠶ࡽࡌࡵỴᐃࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

≀㈨ࡢศᢸ

 ࡃࠊᙜ࣐ࢽࣗࣝࡣᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾỈᐖ㛵ࡋ࡚ࡣࢇᑐᛂࡋ࡚࠸

ࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

ᩚ⌮ࡋࡓ㈨ᩱ㸦ῧ PDF ࣇࣝࠕ࣐ࢽࣗࣝᩚ⌮∧ࠖ
㸧ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊຍ➹࣭ᨵၿࡍࡁⅬࡀࡈ

⟇࣐ࢽࣗࣝ➨㸰∧ࠖཬࡧᙜ࣐ࢽࣗࣝࡢグ㍕ෆᐜᇶ࡙ࡁᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵➼ࡢྛయࡢᐇෆᐜࢆ

ᖹᡂ 23 ᖺࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ࠺ࡅࠊᖹᡂ 24 ᖺ㸱᭶⎔ቃ┬ࡀබᕸࡋࡓࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ

㸱㸬࣐ࢽࣗࣝࡢෆᐜࡘ࠸࡚

㈤㔠ࡢ㈇ᢸ

ࢱ࣑ࣥࢢࡑࡢసᴗෆᐜࠊ☜ಖࡍࡿ≀㈨ࡢศᢸࠊ㈤㔠ࡢ᭷↓➼ࠋ
㸧

యࡢ༠ᐃࡢ⥾⤖ࡸ๓ࡢྲྀࡾỴࡵ࠾࠸࡚ᚲせ࡞㡯ࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㸦సᴗࢆᐇࡍࡿ

ղ༠ᐃ࠾ࡅࡿ㔜せ㡯┠
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࡞㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⾜



  㸫

࡞ࡗࡓⅬࡣఱࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ



࠺ࠋࡲࡓࠊᆅ㟈࣭Ỉᐖࠊίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧ࠾࠸࡚ࢱ࣒ࣛࣥࡀᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟

ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧ㛵ࡍࡿ㡯┠➼ࡀᫎࡉࢀࡓࢱ࣒ࣛࣥࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ

ճ࠙ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧࢱ࣒ࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

  ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᾐỈࡋࡓίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࢆ౫㢗ࡍࡿ➼ࠋ㸧

㸦࠼ࡤࠊࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡸᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵
ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

  ղ ㈗┴࡛ࢱ࣒ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊίᵴ㛵ࡍࡿ⅏ᐖࡢᑐ⟇ࡣࢱ࣒ࣛࣥ

  ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮㛵ࡍࡿࢱ࣒ࣛࣥࡣ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ูῧࡢ࠾ࡾ㸧

࠼ࡤ㆙ᐹࡸᾘ㜵ᅋ࡞㸧㐃ᦠࡉࢀࡓࢱ࣒ࣛࣥࡶࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ
㸧



࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ



  ᑐ⟇ࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡣᛮ࠺ࡀ㸪ἲไᗘୖࡢせ௳࡛ࡣ࡞࠸㝈ࡾ㸪⌧ᐇⓗࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ

㸦ࡃ᪂つίᵴࢆタ⨨ࡍࡿሙྜ㸧

ᅋయࡋ࡚ࣈࣟ࣡ࢆᆅ㠃࡛ࡣ࡞ࡃᑡࡋ㧗࠸⨨タ⨨ࡍࡿࡇࢆዡບࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ᾐỈᐃ༊ᇦෆ࡛⏝ࡉࢀࡿίᵴ࠾࠸࡚ࡣࠊࣈࣟ࣡ࡢෙỈࡸᨾ㞀ࢆ㜵ࡄほⅬࡽࠊᆅ᪉බඹ

նࣈࣟ࣡ࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚

  ≉࡞ࡋࠋ

ά⏝࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᆅ㟈࣭Ỉᐖࡼࡿίᵴ⿕ᐖࡢᑐ⟇ィ⏬ࡘ࠸࡚ࠊࢱ࣒ࣛࣥ௨እά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ

յࢱ࣒ࣛࣥ௨እࡢ⅏ᐖᑐ⟇ィ⏬

ͤࣂ࣮࣒࢟ࣗ㌴࡛ࡣᑐᛂྍࡢࡓࡵ㸪ࢲࣥࣃ࣮㌴ࡀᚲせࠋ

๓ฎ⌮ඛ➼ࢆ☜ಖࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ⪃࠼ࡿࠋ

    㸦ࠕㄡࡀࠖ
ࠊ
ࠕఱࢆࠖࠊ
ࠕࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࠖᐇࡍࡿࢆཧ⪃ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾ

ࡲࡍࠋᕷẸྥࡅࡢࢱ࣒ࣛࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊⓎ⅏๓࣭Ⓨ⅏ᚋᑐᛂࡉࢀࡿබඹᶵ㛵࡞㸦

ձฎ⌮ඛࡢ☜ಖ㸦ᕷ⏫タཪࡣᴗ⪅㸧㸪ղ㞟㐠ᦙ㌴୧㸦ࢲࣥࣃ࣮㸧ࡢ☜ಖ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣ㸪

ᪧࡘ࠸࡚㸪᭱ࡶㄢ㢟࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪ᅵ◁ࡀΰࡌࡗࡓίᵴởἾࡢฎ⌮࡛࠶ࡿࠋලయⓗࡣ㸪

ࡔࡀ㸪ίᵴ⿕ᐖࡣ㸪⤖ᯝࡋ࡚ 40 ௳⛬ᗘࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵⅏ᐖ࠾ࡅࡿᮏ┴ࡢ≧ἣ࡛ࡣ㸪⿕⅏ᐙᒇ㸦ቯ࣭༙ቯ㸧ࡣ㸪4,800 Ჷཬࢇ

ᮏⓗ࡞ᑐᛂ࣮ࣝࣝࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ಶูᑐᛂࡍࡿࡇࡶ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

  ⅏ᐖᗫᲠ≀ࡣ㸪ᗈ⠊ᅖ࡛つᶍⓎ⏕ࡍࡿࡀ㸪ίᵴࡣ⅏ᐖᙉࡃ㸪⿕ᐖࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᇶ

ࡿࠋ

  ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮⿕⅏ίᵴࡢᪧࡣ㸪㛫㍈ࡸつᶍ࡞ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪ู⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶

᳨ᴗ⪅ᑐࡋᾐỈ༊ᇦෆタ⨨ࡉࢀࡓίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡼ࠺せㄳࡍࡿࠋ   ࡞

  ࣭㑊㞴ゎ㝖ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓ㡭ࠊ⮬యࡀᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ

    ࡶࡋ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࡑࡢ㈨ᩱࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡃࡇࡣྍ⬟࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

  ղ ㈗┴࡛ࡣࠊᆅ㟈ཬࡧỈᐖ㛵ࡍࡿࢱ࣒ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

⏬㸧ࡢ⟇ᐃࢆዡບࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ

 ⅏ᐖഛ࠼ࠊᅜᅵ㏻┬࡛ࡣᆅ᪉බඹᅋయ࣭ᴗ࣭ఫẸ➼ࡀ㐃ᦠࡋࡓࢱ࣒ࣛࣥ㸦㜵⅏⾜ືィ

ղࢱ࣒ࣛࣥ㸦㜵⅏⾜ືィ⏬㸧ࡘ࠸࡚

 ᮏ┴࡛ࡣ㸪᥎ィࡸホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ሗࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

⛬ᗘࡢᇶᩘࡢίᵴࡀࠊࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࠸࠺ண

ࡀᐇྍ⬟࡞≧ἣ࠶ࡿ࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

  ࣭Ⓨ⅏๓ࡢẁ㝵࡛㸪ᆅ᪉බඹᅋయࡀᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅➼ᑐࡋ㸪Ⓨ⅏ᚋᛂᛴᑐ⟇

ձίᵴ㛵ࡍࡿ⅏ᐖ᥎ィ࣭⿕⅏ࣜࢫࢡホ౯

㈗┴࡛ࡣࠊίᵴࡘ࠸࡚ࠊᆅ㟈ࡸᾐỈࡼࡿ⅏ᐖ᥎ィࡸ⿕⅏ࣜࢫࢡࡢホ౯㸦ࡢ༊ᇦ࡛ࠊࡢ

  ࠼ࡤࠊ

ᪧά⏝ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ౫㢗ࡍࡿࢆࢱ࣒ࣛࣥ㏣ຍࡋࠊίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸ

Ⓨ⅏๓ᚋ࠾࠸࡚ࠊࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࡢయ㸦࠼ࡤᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊ

մ࠙ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧࢱ࣒ࣛࣥࢆά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

㸯㸬⅏ᐖᑐ⟇ィ⏬ࡢ❧ࡘ࠸࡚

ᗈᓥ┴⎔ቃ┴Ẹᒁᚠ⎔ᆺ♫ㄢ
ࠕ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࠖࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩
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ࡓࡇ㸪ղᅵ◁ࡀὶධࡋࡓởἾࡣࢲࣥࣃ࣮࡛ฎ⌮ࡍࡿࡋ࡞࠸ࡀ㸪ࢲࣥࣃ࣮ࡣᅵᮌᕤ࡛ࡶ⏝

≉ㄢ㢟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㸪ձ⅏ᐖࡢΰࡢ୰࡛㸪ฎ⌮ඛࢆぢࡘࡅࡿࡢኚ㛫ࢆせࡋ

࡞ࡗࡓࠋ

๓㏙ࡢ࠾ࡾ㸪ίᵴᅵ◁ࡀὶධࡋࡓሙྜࡢởἾࡢฎ⌮ࡀ㸪ᖹᡂ 30 ᖺ㸵᭶㞵୍࡛␒ၥ㢟

ࡘ࠸࡚ᆅ᪉බඹᅋయΎᤲᴗ⪅ࡢ㛫࡛ఱࡽࡢྲྀࡾỴࡵ࡞ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᾐỈࡼࡾίᵴෆᅵ◁ࡸ⎰♟➼ࡀΰධࡋࡓሙྜ࡞ࠊᅵ◁➼ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢฎ⌮

մᅵ◁➼ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢᢅ࠸



ྲྀࡾ࠺ࡿ⿕ᐖࡢᢕᥱ᪉ἲࡸ㛵ಀ⪅ࡢᙺศᢸࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀᚲせࠋ

 ⿕⅏┤ᚋࡣ㸪ᑐᛂ࠶ࡓࡿᕷ⏫ᮧࡣ㸪ከᛁࢆᴟࡵࡿࠋ⅏ᐖᑐᛂࡢయࢆぢᤣ࠼ࡓ࠺࠼࡛㸪⌧ᐇⓗ

ᅵ◁ࡀΰධࡋࡓởἾࢆྵࡴίᵴࡢሗᥦ౪           ࡞

 ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ЍΎᤲᴗ⪅㸦ࠊᆅ᪉බඹᅋయ㸧
㸸

ᆅ᪉බඹᅋయ࡞ᢏ⾡⪅➼ࡢὴ㐵ࢆせㄳࡍࡿࡇࡶ᳨ウ

ᥦ౪ࠊᛂᛴᑐ⟇౫㢗ࠋᇶᩘࡀከࡃࠊᛂᛴᑐ⟇ࢆ⤊࠼ࡿࡢ㛗㛫せࡍࡿุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ

ᆅ᪉බඹᅋయࡣᾐỈ༊ᇦࡑࡢ༊ᇦࡢίᵴᇶᩘࡘ࠸࡚ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ሗ

ᆅ᪉බඹᅋయЍᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅㸸

࠼ࡤࠊ

ࢆ㞟ࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయίᵴᴗ⏺ෆ࡛ࡢࡼ࠺࡞ሗఏ㐩ࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡘ࠸࡚ࠊ㏿ࡸ࡞ᛂᛴᑐᛂࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᆅ㟈࣭ỈᐖⓎ⏕ࡢࡼ࠺࡞ሗ

ճᛂᛴᑐᛂồࡵࡽࢀࡿሗఏ㐩

ࡑࡢᚋ㸪ึື࣐ࢽࣗࣝ㸦㹐ඖ.5 ᭶㸧ࡢ୰࡛ᨭせㄳࡢὶࢀᵝᘧࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ

ㄢ㢟ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋࡋࡋ㸪༠ᐃᇶ࡙ࡃᨭせㄳࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪

  ༠ᐃࡣ⥾⤖῭࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓίᵴᴗ⏺ࡽࡣ✚ᴟⓗᨭ࠸ࡓࡔࡁ㸪ίᵴࡢᪧࡘ࠸࡚ࡢ

࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㞵⿕ᐖࠊίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࡸሗఏ㐩࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬࡣఱࡔࡗࡓ

ղ࠙ίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

  ༠ᐃࢆᥦᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ูῧࡢ࠾ࡾ㸧

࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ᐖ༠ᐃ➼ࡢ㐃ᦠయไࡣᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡈᩍ♧

㈗┴ࡣࠊίᵴᴗ⏺㸦ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ᑐࡋࠊ⅏

ձίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไ

㸰㸬⅏ᐖᑐᛂᮃࡲࢀࡿ㛵ಀ⪅㛫ࡢሗఏ㐩

㏆㞄⮬యࡽࡢίᵴởἾࡢཷධࢀྰᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ





ᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ☜ㄆ᮶ࡿ๓㸪ఫẸࡀ⡆༢࡛ࡁࡿࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡀ࠶ࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࣭࣐ࢽࣗࣝ P60 ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ☜ㄆ⏝ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡣ㸪ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ྥࡅ࡞ࡢ࡛㸪ಖ

 ࣭タ⨨⪅ࡣ㸪᪥ࡈࢁ㸪ίᵴࡢෆ㒊ࢆぢࡿࡇࡣᑡ࡞ࡃ㸪ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ጤࡡ࡚࠸ࡿࠋ

 ࣭⅏ᐖᗫᲠ≀ࡣ㸪ᆅୖ࡛どㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ίᵴࡣᆅୗᵓ㐀≀࡛⿕⅏≧ἣࡀࢃࡾࡃ࠸ࠋ

ࣥࢢࡲ࡛␗ᖖẼ࡙ࡅ࡞ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ྲྀࡿࡇ࡛᪩ࡃ␗ᖖẼࡅࡓࡀ㸪⏝ᨭ㞀ࡀ࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪ಖᏲⅬ᳨ཪࡣΎᤲࡢࢱ࣑

࣭ᾐỈࡼࡿᅵ◁ὶධࡢሙྜཬࡧࣈࣟࡢᨾ㞀➼࡛⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ㸪ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅㐃⤡ࢆ

࡞࠸ࡇࡀ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛࡛㸪ᅵ◁ᇙࡶࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ㸪≧ἣᢕᥱࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ

 ࣭ᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵ࡢ࡛࠸࠼ࡤ㸪ᅵ◁ᇙࡶࢀࡓ࡞┠ど࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿሙྜࡣ⏝࡛ࡁ

ୖグ㸯㹼㸱ࡸࡑࡢࡘ࠸࡚ࠊࡈពぢࡸࡈせᮃ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸲㸬ㄢ㢟ࡸᮃࡲࢀࡿ㡯➼

ࣝࡢᐜ㔞ࡀ⣙ 6M ࡁ࠸ࡓࡵ㸪࣓࣮ࣝῧࡼࡿ㏦ಙࢆ᥍࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸧
ࠋ

⟇࣐ࢽࣗࣝ➨ 2 ∧᳨࡛ࠖ⣴ࡋࠊ3') ∧ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ࡚ධᡭ࠸ࡓࡔࡃࡇࡶྍ⬟࡛ࡍ㸦࣐ࢽࣗ

࡞࠾ࠊᙜ࣐ࢽࣗࣝࢆ࠾ᣢࡕ࡛࡞࠸ሙྜࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠾࠸࡚ࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ

ᐖⓎ⏕㞟ࡍࡁሗࠊᮃࡲࡋ࠸㐃ᦠయไ➼㸧ࢆ୰ᚰ㡬ᡝ࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

࡞࠸ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㞵ࡼࡿ㞵⅏ᐖ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊỈᐖᑐ⟇ಀࡿࡈពぢ㸦ࡃỈ

 ࡃࠊᙜ࣐ࢽࣗࣝࡣᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾỈᐖ㛵ࡋ࡚ࡣࢇᑐᛂࡋ࡚࠸

ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

ᩚ⌮ࡋࡓ㈨ᩱ㸦ῧ PDF ࣇࣝࠕ࣐ࢽࣗࣝᩚ⌮∧ࠖ
㸧ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊຍ➹࣭ᨵၿࡍࡁⅬࡀ

⟇࣐ࢽࣗࣝ➨㸰∧ࠖཬࡧᙜ࣐ࢽࣗࣝࡢグ㍕ෆᐜᇶ࡙ࡁᆅ᪉බඹᅋయ➼ࡢྛయࡢᐇෆᐜࢆ

ᖹᡂ 23 ᖺࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ࠺ࡅࠊᖹᡂ 24 ᖺ㸱᭶⎔ቃ┬ࡀබᕸࡋࡓࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ

㸱㸬࣐ࢽࣗࣝࡢෆᐜࡘ࠸࡚



㔞ࡢίᵴởἾࡢཷධࢀࡣ↝༷⅔㈇Ⲵࡀࡿࡇࢆ⌮⏤㸪⮬ᕷศࡢίᵴởἾࡣ↝༷ࡋ࡚ࡶ㸪

  ίᵴởἾࡢ↝༷ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ฎ⌮᪉ᘧࡢ⮬యࡣ㸪㏆㞄⮬యཷධࢀࢆㄪᩚࡋࡓࡶࡢࡢ㸪

  ᅵ◁ࡀὶධࡋࡓሙྜࡢίᵴởἾࡢฎ⌮ࢫ࣮࣒࢟ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࠋ

ࡘ࠸࡚ࠋ

ࡽࢀࡓࡓࡵࠊᾐỈ⿕ᐖࢆཷࡅࡃ࠸ᕷ⏫ᮧࡢ༠ᐃࡢ⥾⤖ࢆ⾜࠺➼ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㝿ࡢ༠ᐃࡢෆᐜ

ࡀ࠶ࡲࡾࡶከࡃࠊࡑࡢᕷࡢࡳࡢᑐᛂ࡛ࡣỈᐖⓎ⏕ࡢίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇㛗㛫ࢆせࡍࡿ⪃࠼

 ࠼ࡤࠊࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉᇶ࡙ࡁ࠶ࡿᕷࡢᾐỈᐃ༊ᇦෆࡢίᵴᇶᩘࢆㄪࡓࡇࢁࠊᇶᩘ

࡛㸧࡞ᪧయไసࡾࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿࡶࡢࡣఱࡔ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡘ࠸࡚ࠊᗈᇦⓗ㸦ࡓ࠼ࡤ」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡢ㛫࡛ࠊࡶࡋࡃࡣίᵴ㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ᅋయ㛫

յ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡘ࠸࡚

ࡍࡿࡓࡵ㸪☜ಖࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
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ᖺ 7 ᭶㞵࡛ࡢ⿕ᐖࡣࢇ࡞ࡗࡓࠋ



࣭ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺίᵴࡣタ⨨ᩘࡀᑡ࡞ࡃࠊ⿕ᐖࡀࡁࡗࡓሙᡤࡽࡣ㞳ࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᖹᡂ 30

ᅇࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀࢇ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭ίᵴෆᅵ◁ࡀὶධࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊࣂ࣮࣒࢟ࣗ➼࡛ᵴෆࡽᘬࡁᢤࡁࠊΎᤲࢆ⾜࠼ࡤࠊᶵ⬟

⪃࠼ࡽࢀࡓࡇࡽࠊίᵴࡣỈᐖᑐࡋ࡚ࡶᙉ࠸ឤࡌࡽࢀࡓࠋ

࣭ᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵࡛ࡣίᵴࡢ⿕ᐖᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊᅵ◁ࡀίᵴෆධࡽ࡞ࡅࢀࡤ⿕ᐖࡀᑡ࡞࠸

ᮃࡲࡋ࠸ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ๓༠㆟ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

Ἶࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠊሗࢆணࡵᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡢᕷ⏫౫㢗ࡍࡿࡇࡀ

࣭ࡢฎ⌮タ㸦ࡋᒀฎ⌮タ㸪ởἾ⏕ฎ⌮ࢭࣥࢱ࣮㸪↝༷⅔➼㸧࡛࠶ࢀࡤᅵ◁ࡢΰධࡋࡓở

ࡿࠋ

ࡣ㌣యࡀ◚ᦆࡋ࿘㎶ởỈࡀὶฟࡋ࡚࠸ࡿ➼ࠊ⾨⏕ᑐ⟇ࡢᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣࡍࡳࡸᑐᛂࡍ

࣭Ⓨ⅏ᚋࠊ⾜ᨻࡼࡿίᵴࡢ୍ᩧⅬ᳨ࢆ⾜࠺ࡇࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࠾࠸ࡢၥ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸

࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

࠸࡚ࡣேဨࡀ㝈ࡽࢀᵝࠎ࡞ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡞ࠊඃඛ㡰ࢆ᳨ウࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚

ᑐᛂὀຊࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋίᵴ⿕ᐖࡢᑐᛂࡢ㔜せᛶࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⅏ᐖ࠾

࣭ᕷࡸ⏫࡛ࡣࠊࡲࡎࡣேᩆຓࢆ᭱ඃඛࡋࠊḟᅵ◁࣭ࡀࢀࡁࡢ᧔ཤࡼࡿ⏕άᘓྥࡅࡓ

㸵௳ ቯ 24 ௳

༙ቯ 314 ௳

ቯ 21 ௳

༙ቯ 19 ௳

୍㒊ᦆቯ 25 ௳
ᗋୖ 3 ௳

ᗋୖ 19 ௳

ィ 129 ௳
ᗋୗ 113 ௳ ィ 1,457 ௳

ᗋୗ 45 ௳

ᗋୗ 735 ௳ ィ 1,840 ௳

ᗋୖ 20 ௳ ᗋୗ 247 ௳ ィ 605 ௳





࣭ղởἾࡢฎศඛࡢࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪ཷࡅධࢀඛࢆ᥈ࡍࡢ㛫ࢆせࡋࡓࠋ

ࡢཷධࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪༊ᇦእࡽࡢཷධࢀࢆ⾜ࡗࡓ⮬యࡣ࡞ࡗࡓࠋ

࣭ձ↝༷ࡢሙྜࡣ㸪⅔㈇ᢸࡀࡿࡓࡵ㸪ᢞධ㔞ࢆㄪᩚࡋࡋ࡞ࡀࡽฎ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㔞

࣭ίᵴෆὶධࡋࡓởἾΰࡌࡾࡢᅵ◁ࡣ㸪ձ↝༷㸪ղởἾࡋ࡚ฎศࡢ㸰㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ڦίᵴෆὶධࡋࡓᅵ◁ࡢฎศ࠙ㄢ㢟㸰ࠚ

࣭ࢲࣥࣃ࣮㌴ࡣ㸲㹲㌴ࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪㝼㊰ࡢඛ࠶ࡿᐙࡢసᴗࡣ㞴⯟ࡋࡓࠋ

࣭ίᵴෆࡢᅵ◁ࡣ㸪ࢲࣥࣃ࣮㌴࡛࡞ࡅࢀࡤ᧔ཤ࡛ࡁࡎ㸪㌴୧ࡢ☜ಖ㛫ࢆせࡋࡓࠋ

ڦίᵴෆὶධࡋࡓᅵ◁ࡢ᧔ཤ࠙ㄢ㢟㸯ࠚ

 㸦せ⥘࡛ᐃࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡘ⿵ຓ㔠ࡢᰝᐃࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸧

ͤ⚾㈝࡛ᅵ◁᧔ཤࡋࡓሙྜࡣ㸪㈝⏝ൾ㑏ࡢᑐ㇟ࡋࡓ⮬య࠶ࡾࠋ

մΎᤲ࣭Ỉᙇࡾ➼ࡣᕷẸࡀᐇࠋ

ճ⮬య࡛බ㈝ࡼࡾ᧔ཤࠋ

ղಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡽᅵ◁ࡀὶධࡋ࡚࠸ࡿゝࢃࢀࡓሙྜࡣ㸪⮬య㐃⤡࠶ࡾࠋ

ձࡲࡎࡣಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅㐃⤡ࡋ࡚ᵝᏊࢆぢ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ຓゝࠋ

ࡽ⪅⅏⿕ڦ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢ⮬యࡢᑐᛂ

ͤίᵴ༊ᇦ⿕⅏༊ᇦࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢሗࢆᩚ⌮ࡋࡓ㈨ᩱࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ

ͤίᵴὶධࡋࡓᅵ◁᧔ཤࢆබ㈝࡛ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷࡀ࠶ࡿࠋ

ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦ᗈᓥᕷ㸪୕ཎᕷࡢ୍㒊㸧

ͤᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺίᵴࡘ࠸࡚ࡣ㸪⅏ᐖ➼ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ㈝⿵ຓ㔠ࡢᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ୖグྵ

࣭ࣈࣟ➼ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪⿵ຓࡢᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࣭㛗ᮇ㑊㞴ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪⿕ᐖẼ࡙ࡃࡢࡀ㐜ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࡸΎᤲ࡛ࢃࡗࡓሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࣭ίᵴࡢᅵ◁ὶධࡣ㸪࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡢࡀእࢀ࡚࠸ࡿ➼┠ど࡛ࢃࡗࡓሙྜ㸪ࡑࡢᚋࡢಖᏲⅬ᳨

ίᵴࡢ⿕ᐖࡣ࡞ࡾᑡ࡞ࡃ㸪⅏ᐖᙉ࠸ࡇࡀド᫂ࡉࢀࡓᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

࣭ίᵴ༊ᇦ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ༊ᇦࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ቯ➼ࡢ⿕⅏௳ᩘࡽࡳࢀࡤ㸪

 ᆏ⏫  㸰௳ ቯ 264 ௳ ༙ቯ 897 ௳ ୍㒊ᦆቯ 180 ௳

 ⇃㔝⏫ 㸯௳

 ୕ཎᕷ 㸱㸰௳ ቯ 288 ௳ ༙ቯ 699 ௳ ୍㒊ᦆቯ 118 ௳

 ➉ཎᕷ

⅏ڦᐖᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ㈝⿵ຓ㔠࡛ίᵴෆࡢᅵ◁᧔ཤࢆ⾜ࡗࡓ

ᖹᡂ  ᖺ㞵⅏ᐖ࠾ࡅࡿᗈᓥ┴ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚㸦࣓ࣔ㸧

㸦ཧ⪃㸧

88

᧔ཤ࡛㈝⏝ࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊᑐᛂࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋ

ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢయไࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡈᩍ♧࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ㞵⿕ᐖ

࣭㟁➼ࡼࡾ㐃⤡⥙ࡀᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᗈᓥ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜࡸᆅඖᴗ⪅ᕷ⏫ࡢ





࣭ᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵࡛ࡣࠊ㟁➼ࡼࡾ㛵ಀ⪅㛫࡛㐃⤡ࡀࢀࡎ⌧ሙࡣΰࡋࡓࠋ

࣭ίᵴࡀỈἐࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࢀࡤᪧࡣࡑࢀ㞴ࡋࡃ࡞࠸ࡀࠊὥỈ࡞ࡼࡾᅵ◁ࡀධࡿᅵ◁

ㄢ㢟

ᐇ㉁ⓗ༠ᐃࡣᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࠋ

ሗࡀࡰࡃ࡛ࡁ࡞࠸ࠊᅵ◁ᔂࢀ࡛㌴୧ࡀ㏻⾜࡛ࡁ࡞࠸࡞ࡢែࡼࡾ⌧ሙࡣΰࡋࠊ

せㄳࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿┴ࡽᗈ⎔༠せㄳࡣ࡞ࡗࡓࠋ⿕ᐖࡀࡁࡗࡓᆅ༊࡛ࡣ㟁ࡢࡓࡵ

 ࡓࡔࡋࠊ┴ࡽせㄳࡀ᮶ࡓࡇࡣ࡞࠸ࠋᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵ࡶࠊ࠸ࡃࡘࡢᕷ⏫ࡽ┴ࡢᩆ

 ճᗈᓥ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜࡀᆅඖᴗ⪅㐃⤡

 ղ┴ࡀᗈᓥ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃⤡

 ձᕷ⏫ᮧࡽ┴ᩆࢆせㄳ

㐃ᦠయไࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ

ࡋᒀࡢỮࡳྲྀࡾࡀྵࡲࢀࡿࠋ

࣭ᗈᓥ┴⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜ┴ࡀ↓ൾࡢᩆ༠ᐃࢆࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ↓ൾᩆࡣίᵴởἾࠊ

࣭ᕷ⏫ᩘ♫ࡢチྍᴗ⪅ࡀ⊂⮬༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡿࠋ

࡞┦㐪Ⅼ

㸦ᾐỈᐖࡢሙྜẚࠊὥỈࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓίᵴࡢ᪉ࡀⅬ᳨ࡍࡁ㡯┠ࡀከ࠸➼ࠋ㸧
࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡢ⿕ᐖ࣭ᐇࡍࡁᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࡢෆᐜࡣࠊᾐỈᐖὥỈ࡛ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ⪃

ղỈᐖࡈࡢᛂᛴᑐᛂ࣭ᪧసᴗࡢ┦㐪

࣭✵Ẽ㓄⟶ࡀᅵ◁࡛㛢ሰࡋࡓࡾࠊࢹࣇ࣮ࣗࢨ࣮ࡀ㏫ὶࡍࡿࡣࢇ࡞ࡗࡓࠋ

⿕ᐖࡀᐃࡼࡾࡶᑡ࡞ࡗࡓࠋ

࣭ࣈࣟ࣡ࢆᆅ㠃ࡼࡾ㧗࠸ࡇࢁ㸦࠼ࡤࢥࣥࢭࣥࢺࡢ⨨㸧タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃࠊࣈࣟ࣡ࡢ

ࡓࠋ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀࣟࢵࢡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ⿕ᐖపῶ㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

ࢡࡀ⦆࠸࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡣỈὶ࡛࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀእࢀࠊίᵴᅵ◁➼ࡀከ㔞ὶධࡍࡿࡇࡀከࡗ

࣭࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀࣟࢵࢡࡉࢀ࡚࠸ࡓίᵴ࡛ࡣ⿕ᐖࡣᑡ࡞ࡗࡓࠋࣟࢵࢡᘧ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣟࢵ

༠ᐃ➼ࡢ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏
࣭ᗈᓥ┴ίᵴ༠ࡣ⅏ᐖࡢ༠ᐃ➼ࡣ⤖ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ

ࡢ⿕ᐖࢆక࠺ࡇࡀከࡗࡓࠋ

ࡍ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊࡢయࡢࡼ࠺࡞యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࢀࡤᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࡀࡋࡸ

ఱࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࠊయࡢሗఏ㐩࣭㐃ᦠయไ࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬࡣ

✰ࡀ㛤ࡃ➼ࡣ࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊίᵴᅵ◁ࡀከ㔞ὶධࡋ⏝ྍࡢሙྜࡣࠊᐙࡀὶࡉࢀࡿ࡞

࣭ᅵ◁ࡀὶධࡋࡓίᵴࡢ୍㒊࡛ࡣࢁᮦࡢ◚ᦆࡀぢࡽࢀࡓࠋ┠ワࡲࡾࡋࡓࢁᮦࡣࡋࡓࠋ㝸ቨ

ίᵴࡢ⿕ᐖࡘ࠸࡚

ࡓࡣࢇ࡞ࡗࡓࠋᾐỈᚋ࡛ࡶ✌ാࡋࡓࣈࣟ࣡ࡣࡏࡎ⏝ࢆ⥆ࡅࡓࠋ

࣭ᅵ◁ᔂࢀ࡛ᇙἐࡋࡓࣈࣟ࣡ࠊఱࡽࡢලྜࡀ࠶ࡗࡓࣈࣟ࣡ࡣࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࣈࣟ࣡ࢆࡋ

ࢲࣥࣃ࣮࡛ᅵ◁ࢆ᧔ཤࡋࠊࡁࢀ࠸Ύᤲࢆࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ

࣭Ỉᐖ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀእࢀ࡚ίᵴෆᅵ◁ࡀὶධࡋ࡚࠸ࡿࡀఱ௳࠶ࡗࡓࡀࠊࣂ࣮࣒࢟ࣗ

ᐃ➼ࡢ㐃ᦠయไࡣᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㈗ᶵ㛵ࡣࠊయ㸦ᆅ᪉බඹᅋయࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ᑐࡋࠊ⅏ᐖ༠

ձ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏≧ἣ

ᆅඖᴗ⪅ࡢᑐᛂ

㸰㸬⅏ᐖᑐᛂᮃࡲࢀࡿ㛵ಀ⪅㛫ࡢሗఏ㐩

௰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㛫ࢆせࡍࡿࠋ

࣭㧗₻ࡼࡾሷỈࡀίᵴෆὶධࡋࡓሙྜࡣᵴෆࢆ࡚Ύᤲࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧ

ࡑࡢ

࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࣭࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀࣟࢵࢡࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤίᵴෆࡢᅵ◁ࡢὶධࢆ㜵Ṇ࡛ࡁࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧࢆࡋࡸࡍ

ᪧࡀᅔ㞴࡞ࡿࠋ

࣭ὥỈࠊỈὶࡼࡗ࡚࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀὶኻࡍࡿίᵴෆ㔞ࡢᅵ◁ࡀὶධࡍࡿࡓࡵࠊᛂᛴᑐᛂ

࣭⿕ᐖࡢ࠶ࡗࡓίᵴࡢᛂᛴᑐᛂࡣᆅඖᴗ⪅ࡀᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᗈᓥ┴ίᵴ༠ࡣఫẸᴗ⪅ࡢ

ᛂᛴᑐᛂࡢෆᐜ

ࡑࡢࡘ࠸࡚ࡈ⤂㡬ࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㸦ίᵴෆ⎰♟ࡸᅵ◁ࡀὶධࡋࡓሙྜࡢᑐᛂ➼ࠋ
㸧

㈗ᶵ㛵࡛ࡣࠊᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵ࡢ㝿ࠊ
⿕ᐖࡢ࠶ࡗࡓίᵴࡢࡼ࠺࡞ᛂᛴᑐᛂࢆࡉࢀࡓࡢࠊ

ձ⿕⅏ࡋࡓίᵴࡢᛂᛴᑐᛂ

㸯㸬ᛂᛴᑐᛂࡢࡘ࠸࡚

බ┈♫ᅋἲே ᗈᓥ┴ίᵴ༠
ࠕ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࠖࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩

ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ᪥㸸2020.9.28
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ሗඹ᭷ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ





ఏ㐩ࡢෆᐜࠊྛయෆࡣෆ㒊࡛ඹ᭷ࡍࡁሗࡢෆᐜࡘ࠸࡚᫂☜Ỵࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭యไࡋ࡚ࡣ┴ࡀ⤫ไࢆᅗࡾࠊᕷ⏫༢࡛ᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋᕷ⏫ࡣಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅➼ࡢయࡢሗ

ウࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ഛࡢẁ㝵࡛ྛయࡀᙺࢆỴࡵ࡚࠾ࡁࠊ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣ⊂⮬ࡢุ᩿࡛⾜ື࡛ࡁࡿయไ࡙ࡃࡾࡶ᳨

࣭ᗈᇦ࡛㟁ࡀ㛗ᮇ㛫⥆࠸ࡓሙྜࠊ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡓࡵ㐃⤡⥙ࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ๓‽

ࡍࡿࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ᆅ᪉බඹᅋయ௨እࡢయ㛫㸦࠼ࡤᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵̿ίᵴᴗ⏺ᅋయ࡞㸧࡛ࡢࡼ࠺࡞ሗఏ㐩ࢆ

ᴗ⪅࣭Ύᤲᴗ⪅࣭ίᵴᴗ⏺ᅋయ➼ࡣࡢࡼ࠺࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ

⣙࣭ᵝࠎ࡞యࡢ⤫ไࢆᅗࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋᣦ᳨ᰝᶵ㛵࣭ಖᏲⅬ᳨

Ⓨ⅏๓ᚋ࠾࠸࡚ࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ᆅ᪉බඹᅋయࡀ୰ᚰⓗሗࢆ㞟

ճሗఏ㐩ࡢෆᐜ

ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣈࣟ࣡ࡸ࣐࣮ࣥ࣍ࣝ➼ࡀᚲせ࡞ࡗࡓሙྜࡣ࣓࣮࣮࢝┦ㄯࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࣭ᕷ⏫ࠊᴗ⪅ࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀ⅏ᐖྥࡅࡓ≀㈨ࢆ☜ಖࡍࡿࡢࡣࠊಖ⟶ሙᡤࡢ☜ಖ࡞ࢆྵࡵࠊ⌧ᐇ

࣭ᗈᓥࡣඖࠎ㸦⅏ᐖࡀᑡ࡞࠸┴࠸࠺ㄆ㆑ࡶ࠶ࡾ㸧⅏ᐖ⏝≀㈨ࢆ☜ಖࡋࡓࡾࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

☜ಖࡍࡿ≀㈨ࡢศᢸ

࣭↓ൾᩆࡍࡿሙྜࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࢆ↓ൾࡍࡿ➼ࠊᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ᚲせ࡞㡯

ࢱ࣑ࣥࢢࡑࡢసᴗෆᐜࠊ☜ಖࡍࡿ≀㈨ࡢศᢸࠊ㈤㔠ࡢ᭷↓➼ࠋ
㸧

యࡢ༠ᐃࡢ⥾⤖ࡸ๓ࡢྲྀࡾỴࡵ࠾࠸࡚ᚲせ࡞㡯ࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㸦సᴗࢆᐇࡍࡿ

ղ༠ᐃ࠾ࡅࡿ㔜せ㡯┠

ഛ࠼ࠊ㏆㞄ᆅ༊㸦┴ࡶྵࡵ㸧ࡢ㐃ᦠࡶྍ⬟ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࣭┴ࡀ௰ࡋ࡚チྍᴗ⪅ࡀ㐃ᦠ࡛ࡁࡿయไࢆ๓ᵓ⠏ࡋ࡚࠾ࡃࠋࡲࡓࠊチྍᴗ⪅ࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜ

࣭⾜ᨻࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊᴗ⏺ᅋయ➼ࢆ⤫ไࡍࡿయไࢆ๓ᵓ⠏ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせࠋ

ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᑐ⟇





ࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧᘧࡍࡿࡇ࡛౽ᛶࡀྥୖࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࣭ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࢫࢱࣥࢻ࣮ࣟࣥࡼࡾࡶ┴࠶ࡿ࠸ࡣ⎔ቃ┬ࡀࡁ࠸ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆタࡅࠊ

ࡢ᳨ウ᭷ຠ࡞ࡿࠋ

࣭ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ➼ྎᖒࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊίᵴࡢ⿕ᐖண

࣭ίᵴྎᖒࡢᩚഛࠊ≉㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆᅜⓗಁ㐍ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ୖグ㸯㹼㸱ࡸࡑࡢࡘ࠸࡚ࠊࡈពぢࡸࡈせᮃ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸲㸬ㄢ㢟ࡸᮃࡲࢀࡿ㡯➼

ᵴࡢ◚ᦆࠊᾐỈࡣᅵ◁᧔ཤ࡞ࡢᛂᛴᑐᛂ࣭ᪧసᴗෆᐜࡢ┦㐪␃ពࡍࡿࠋ

࣭ᆅ㟈ࡶỈᐖࡶࠊồࡵࡽࢀࡿሗఏ㐩ࡸᑐᛂࡣྠᵝ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊᆅ㟈ࡣί

ᐖ㞟ࡍࡁሗࠊᮃࡲࡋ࠸㐃ᦠయไ➼㸧ࢆ୰ᚰ㡬ᡝ࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

࡞࠸ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㞵ࡼࡿ㞵⅏ᐖ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊỈᐖᑐ⟇ಀࡿࡈពぢ㸦ࡃỈ

ࡽࠊᩆᑐᛂࡢࢱ࣑ࣥࢢࡘ࠸࡚ࡣⴠࡕ╔࠸ࡓุ᩿ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ᛂᛴᑐᛂ࣭ᪧᮃࡲࢀࡿయไ

 ࡃࠊᙜ࣐ࢽࣗࣝࡣᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾỈᐖ㛵ࡋ࡚ࡣࢇᑐᛂࡋ࡚࠸

ࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

ᩚ⌮ࡋࡓ㈨ᩱ㸦ῧ PDF ࣇࣝࠕ࣐ࢽࣗࣝᩚ⌮∧ࠖ
㸧ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊຍ➹࣭ᨵၿࡍࡁⅬࡀࡈ

⟇࣐ࢽࣗࣝ➨㸰∧ࠖཬࡧᙜ࣐ࢽࣗࣝࡢグ㍕ෆᐜᇶ࡙ࡁᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵➼ࡢྛయࡢᐇෆᐜࢆ

ᖹᡂ 23 ᖺࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ࠺ࡅࠊᖹᡂ 24 ᖺ㸱᭶⎔ቃ┬ࡀබᕸࡋࡓࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ

㸱㸬࣐ࢽࣗࣝࡢෆᐜࡘ࠸࡚

࣭ఫẸࡼࡾᩆせㄳࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㐨㊰ᔂቯ➼ࡼࡾᩆ㌴୧ࡀ 2 ḟ⅏ᐖぢ⯙ࢃࢀࡿᜍࢀࡶ࠶ࡿࡇ

࡞࠸ᕷ⏫࡛ࡣᕷ⏫ࡀ⤫ไࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࣭⤌ྜධࡗ࡚࠸࡞࠸ᴗ⪅ࡢ㐃ᦠࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᅋయࡀ࠶ࡿᕷ⏫ࡣᅋయ㛫ࠊᅋయࡀ

ᛂࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ

࣭ίᵴᴗ⏺ࡢ༠ᐃࡀ࡞࠸ሙྜࠊㄡࡀࡢ⛬ᗘ㈝⏝㈇ᢸࡍࡿ➼ࠊࢥࢫࢺࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊ᪩ᛴ࡞ᑐ
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̿

࡞ࡗࡓⅬࡣఱࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ



࠺ࠋࡲࡓࠊᆅ㟈࣭Ỉᐖࠊίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧ࠾࠸࡚ࢱ࣒ࣛࣥࡀᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟

ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧ㛵ࡍࡿ㡯┠➼ࡀᫎࡉࢀࡓࢱ࣒ࣛࣥࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ

ճ࠙ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧࢱ࣒ࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᰝᶵ㛵ᾐỈࡋࡓίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࢆ౫㢗ࡍࡿ➼ࠋ
㸧

㸦࠼ࡤࠊࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡸᣦᐃ᳨
࣒ࣛࣥᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

  ղ ㈗┴㸦㈗ᕷ㸧࡛ࢱ࣒ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊίᵴ㛵ࡍࡿ⅏ᐖࡢᑐ⟇ࡣࢱ

ࡿࢱ࣒ࣛࣥࡶࡑࡢ୰⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ࡿࠋ


࣭⅏ᐖ࠾ࡅࡿࡋᒀ࣭ίᵴởἾ➼ࡢ᧔ཤࠊ㞟࣭㐠ᦙࡢᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㞟ᴗົࢆせㄳ࡛ࡁ

ෆᐜ

㸰㸮ᖺᆅ㟈➼ಀࡿ⅏ᐖ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

࣭࠸ࢃࡁᕷ࡛ࡣίᵴࡢಖᏲⅬ᳨ࠊΎᤲࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠸ࢃࡁᕷ⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜࡢ㛫࡛ᖹᡂ

ࡈᩍ♧࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࡋࠊ⅏ᐖ༠ᐃ➼ࡢ㐃ᦠయไࡣᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚

㈗┴㸦㈗ᕷ㸧ࡣࠊίᵴᴗ⏺㸦ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ᑐ

ձίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไ

㸰㸬⅏ᐖᑐᛂᮃࡲࢀࡿ㛵ಀ⪅㛫ࡢሗఏ㐩

ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

㧗࠸⨨ࡢタ⨨ࡀࡑࡢᇶ‽ゐࡋ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࢀࡤࠊㅮ⩦➼࡛࿘▱ࡍࡿࡇࡣ

࣭ίᵴࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤᇶ‽ᇶ࡙࠸࡚ᕤࡍࡿࡼ࠺ࠊίᵴタഛኈ୍௵ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ

㸦ࡃ᪂つίᵴࢆタ⨨ࡍࡿሙྜ㸧

࠼ࡤ㆙ᐹࡸᾘ㜵ᅋ࡞㸧㐃ᦠࡉࢀࡓࢱ࣒ࣛࣥࡶࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ
㸧

ᅵᮌ㒊Ἑᕝㄢ࡛ࠕ࠸ࢃࡁᕷἙᕝὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖࢆ௧㸰ᖺ㸴᭶ᨵゞࡋࠊ㞵㸦ྎ㢼㸧ಀ

ᅋయࡋ࡚ࣈࣟ࣡ࢆᆅ㠃࡛ࡣ࡞ࡃᑡࡋ㧗࠸⨨タ⨨ࡍࡿࡇࢆዡບࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ᾐỈᐃ༊ᇦෆ࡛⏝ࡉࢀࡿίᵴ࠾࠸࡚ࡣࠊࣈࣟ࣡ࡢෙỈࡸᨾ㞀ࢆ㜵ࡄほⅬࡽࠊᆅ᪉බඹ

նࣈࣟ࣡ࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚

ࡲࡍࠋᕷẸྥࡅࡢࢱ࣒ࣛࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊⓎ⅏๓࣭Ⓨ⅏ᚋᑐᛂࡉࢀࡿබඹᶵ㛵࡞㸦

    㸦ࠕㄡࡀࠖ
ࠊ
ࠕఱࢆࠖࠊ
ࠕࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࠖᐇࡍࡿࢆཧ⪃ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾ

    ࡶࡋ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࡑࡢ㈨ᩱࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡃࡇࡣྍ⬟࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

  ղ ㈗┴㸦㈗ᕷ㸧࡛ࡣࠊᆅ㟈ཬࡧỈᐖ㛵ࡍࡿࢱ࣒ࣛࣥࢆ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

࣭Ⓨ⅏ಶேࡀࡿࡁ⾜ືࡘ࠸࡚࣐ࢽࣗࣝࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸᗈሗㄅ➼࡛࿘▱ࡍࡿࠋ

ࡢែഛ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭༠ࠊᴗ⪅ࡢ㐃⤡ࡣ᪥㡭ࡼࡾᐦࡋ࡚࠾ࡁࠊ

⏬㸧ࡢ⟇ᐃࢆዡບࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ

⏝࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᆅ㟈࣭Ỉᐖࡼࡿίᵴ⿕ᐖࡢᑐ⟇ィ⏬ࡘ࠸࡚ࠊࢱ࣒ࣛࣥ௨እά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣά

յࢱ࣒ࣛࣥ௨እࡢ⅏ᐖᑐ⟇ィ⏬

᮶ࡿࡼ࠺ࠊᕷẸྥࡅࡓࠕᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝࠖ࡞࡛ሗඹ᭷ࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࡶࡋࢀ࡞࠸㸧

࡞ࡃࠊ࡚ಶேタ⨨࡞ࡿࡓࡵࠊᕷࡀ┤᥋ᑐᛂࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
㸦Ⓨ⅏ᚋಶேࡀ㏿ࡸᑐᛂฟ

࣭Ⓨ⅏ࠊேᩆຓࡸࡀࢀࡁࡢ᧔ཤࡀඃඛⓗ࡞ࡿࠋίᵴࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࢃࡁᕷ࡛ࡣᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺࡀ

ᪧά⏝ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ౫㢗ࡍࡿࢆࢱ࣒ࣛࣥ㏣ຍࡋࠊίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸ

Ⓨ⅏๓ᚋ࠾࠸࡚ࠊࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࡢయ㸦࠼ࡤᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊ

մ࠙ίᵴࡢᛂᛴᑐ⟇ࡸᪧࢱ࣒ࣛࣥࢆά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

 ⅏ᐖഛ࠼ࠊᅜᅵ㏻┬࡛ࡣᆅ᪉බඹᅋయ࣭ᴗ࣭ఫẸ➼ࡀ㐃ᦠࡋࡓࢱ࣒ࣛࣥ㸦㜵⅏⾜ືィ

ղࢱ࣒ࣛࣥ㸦㜵⅏⾜ືィ⏬㸧ࡘ࠸࡚

 ᮏᕷ࡛ࡣ㸪᥎ィࡸホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ሗࢆࡈᥦ౪࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

࡛ࠊࡢ⛬ᗘࡢᇶᩘࡢίᵴࡀࠊࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࠸࠺ண ࡞㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺

㈗┴㸦㈗ᕷ㸧࡛ࡣࠊίᵴࡘ࠸࡚ࠊᆅ㟈ࡸᾐỈࡼࡿ⅏ᐖ᥎ィࡸ⿕⅏ࣜࢫࢡࡢホ౯㸦ࡢ༊ᇦ

ձίᵴ㛵ࡍࡿ⅏ᐖ᥎ィ࣭⿕⅏ࣜࢫࢡホ౯

㸯㸬⅏ᐖᑐ⟇ィ⏬ࡢ❧ࡘ࠸࡚

⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷ⏕ά⎔ቃ㒊⏕άỈᑐ⟇ᐊ⤒Ⴀ⏬ㄢ
ࠕ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࠖࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩
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ᵴࢆྵࡵࡓࢺࣞᑐ⟇ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡓࠋ



⅏ᐖ࡛ࡣࠊయ⫱㤋➼ࡀ㑊㞴ᡤ࡞ࡿࡀࠊ㑊㞴⪅ேᩘᑐࡋࢺࣞࡀ㊊ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࡓࡵί

࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊίᵴ⟶⌮⪅ࡽ⏘ᗫᴗ⪅㸦㸱♫㸧┤᥋౫㢗ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᑐᛂࡋ





ࡾ࡛ࡣ࡞࠸͇࡞ࡢ᮲௳ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ࡢᨵᐃࡶࡋࡃࡣ༠ᐃ➼ࡢูࡢࢡࢩࣙࣥࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᮲࠾࠸࡚⃭͆⏒⅏ᐖࡢࡣࡇࡢ㝈

࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࠸ࢃࡁᕷእࡽಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢᛂࢆཷࡅධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࠶ࡿࠋ᮲

ࡢಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡣࠊ࠸ࢃࡁᕷࡢ᮲ࡼࡾ࠸ࢃࡁᕷෆࡢࡳ࡛ࡋಖᏲⅬ᳨ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ

࣭⚟ᓥ┴ࠊ⚟ᓥᕷࠊ㒆ᒣᕷࠊ࠸ࢃࡁᕷࡢ 4 ⮬య࡛ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢⓏ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࢃࡁᕷෆ

࣭Ⓨ⅏ᚋࠊ㑊㞴ሙᡤࡢࢺࣞࢆ‽ഛࡍࡿ➼ࡢሙ㠃࡛ίᵴࢆᑟධࡍࡿࡇࡣ᳨ウࡉࢀ࠺ࡿࠋつᶍ

࠸ࠋ

⎔ቃ┬ࡽᆅ᪉බඹᅋయ⅏ᐖᑐᛂ࣭⿵ຓ㔠➼㛵ࡍࡿሗᥦ౪࣭ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ

࣭⿕⅏ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ➼ࢆࡋࡓࡢࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయෆ࡛ሗࢆඹ᭷ᶵࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ

ୖグ㸯㹼㸱ࡸࡑࡢࡘ࠸࡚ࠊࡈពぢࡸࡈせᮃ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸲㸬ㄢ㢟ࡸᮃࡲࢀࡿ㡯➼

ඹᅋయࡗ࡚ࡶ᭷⏝࡞ሗ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ๓ᑐᛂࢆලయⓗ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛⿕ᐖࡢ࡞࠸ᆅ᪉බ

࣭ίᵴෆὶධࡋࡓᅵ◁ࡢᘬࡁᢤࡁ㛵ࡍࡿᑐᛂࡘ࠸࡚ࡢሗࡀධࡗ࡚࠸ࡿᮃࡲࡋ࠸ࠋᐇ

࣭ίᵴෆࡢᅵ◁ࡢὶධࢆ㜵ࡄ࠺࠼࡛࣐࣮ࣥ࣍ࣝࣟࢵࢡࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࠋ

ᐖⓎ⏕㞟ࡍࡁሗࠊᮃࡲࡋ࠸㐃ᦠయไ➼㸧ࢆ୰ᚰ㡬ᡝ࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

࡞࠸ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㞵ࡼࡿ㞵⅏ᐖ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊỈᐖᑐ⟇ಀࡿࡈពぢ㸦ࡃỈ

 ࡃࠊᙜ࣐ࢽࣗࣝࡣᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾỈᐖ㛵ࡋ࡚ࡣࢇᑐᛂࡋ࡚࠸

ࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

ᩚ⌮ࡋࡓ㈨ᩱ㸦ῧ PDF ࣇࣝࠕ࣐ࢽࣗࣝᩚ⌮∧ࠖ
㸧ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊຍ➹࣭ᨵၿࡍࡁⅬࡀࡈ

⟇࣐ࢽࣗࣝ➨㸰∧ࠖཬࡧᙜ࣐ࢽࣗࣝࡢグ㍕ෆᐜᇶ࡙ࡁᆅ᪉බඹᅋయ➼ࡢྛయࡢᐇෆᐜࢆ

ᖹᡂ 23 ᖺࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ࠺ࡅࠊᖹᡂ 24 ᖺ㸱᭶⎔ቃ┬ࡀබᕸࡋࡓࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ

㸱㸬࣐ࢽࣗࣝࡢෆᐜࡘ࠸࡚

࠼ࡿࠋ

࣭ಖᏲⅬ᳨ࡸΎᤲᴗ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᴗ⪅ࡀᆅᇦ㝈ᐃⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊἲᩚഛࡀᚲせࡔ⪃

ᕷࡋ࡚ࡶ㏿ࡸ࡞⿵ຓ㔠ࡢᑐᛂࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

࣭᭱ࡶᚲせ࡞ሗࡣ⿕ᐖ௳ᩘࠊ⿕ᐖ≧ἣࡢᐇែᢕᥱ࡛࠶ࡿࠋ⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱࡀ㏿ࡸ⾜ࢃࢀࡿࠊ

࣭ᅜ┴ᕷ⏫ᮧ࡛㐃ᦠࢆࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࡛㸧࡞ᪧయไసࡾࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡿࡶࡢࡣఱࡔ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡘ࠸࡚ࠊᗈᇦⓗ㸦ࡓ࠼ࡤ」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡢ㛫࡛ࠊࡶࡋࡃࡣίᵴ㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ᅋయ㛫

յ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡘ࠸࡚

➨ 19 ྕⓎ⅏ࠊಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࣂ࣮࣒࢟ࣗ㌴࡛ࡣίᵴෆὶධࡋࡓᅵ◁ࡢᘬࡁᢤࡁࡀ࡛ࡁ࡞࠸

࣭ྲྀࡾỴࡵ➼ࡣ࡞࠸ࠋΎᤲᴗ⪅ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡁᕷ⎔ቃᩚഛᴗ༠ྠ⤌ྜࡀయ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊྎ㢼

ࡘ࠸࡚ᆅ᪉බඹᅋయΎᤲᴗ⪅ࡢ㛫࡛ఱࡽࡢྲྀࡾỴࡵ࡞ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

ᾐỈࡼࡾίᵴෆᅵ◁ࡸ⎰♟➼ࡀΰධࡋࡓሙྜ࡞ࠊᅵ◁➼ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢฎ⌮

մᅵ◁➼ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢᢅ࠸

ࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࣭ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀࠊᅵ◁ࡀΰධࡋࡓởἾࢆྵࡴίᵴࡢሗࢆΎᤲᴗ⪅ᥦ౪ࡍࡿ

ࢆ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࣭ᕷࡣᾐỈ༊ᇦࡸࡑࡢ༊ᇦࡢ⿕⅏ࡋࡓίᵴᇶᩘࢆ᳨ᰝᶵ㛵ࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ሗᥦ౪ࠊᛂ౫㢗

ࢆ㞟ࡋࠊᆅ᪉බඹᅋయίᵴᴗ⏺ෆ࡛ࡢࡼ࠺࡞ሗఏ㐩ࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡘ࠸࡚ࠊ㏿ࡸ࡞ᛂᛴᑐᛂࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᆅ㟈࣭ỈᐖⓎ⏕ࡢࡼ࠺࡞ሗ

ճᛂᛴᑐᛂồࡵࡽࢀࡿሗఏ㐩

ࡎࠊሗ㞟ࡀ㐜ࡃ࡞ࡾㄢ㢟࡞ࡗࡓࠋ

࣭༠ࡢ㠀ဨ࡛࠶ࡿಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅㸦ᩘ♫㸧ࡢሗࡣࠊྛᴗ⪅ᕷࡀ┤᥋㐃⤡ࢆྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ

ࠑㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬࠒ

ᐖ≧ἣࡢሗ㞟ࡸᑐᛂࡀࠊ㏿ࡸ⾜ࢃࢀࡓࠋ

࣭⚟ᓥ┴ίᵴ༠ࡢ㐃ᦠࡀᐦྲྀࢀࡓࡓࡵࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡶࡍࡄ㐃⤡ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ⿕

ࠑᶵ⬟ࡋࡓⅬࠒ

࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㞵⿕ᐖࠊίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࡸሗఏ㐩࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬࡣఱࡔࡗࡓ

ղ࠙ίᵴᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

࣭ᐇሗ࿌ࢆᩥ᭩࡛ᥦ౪ࡍࡿࠋ

࣭⿕ᐖ≧ἣࠊᪧሗࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
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࣭Ỉὶࡼࡾᆅ㠃ࡀ๐ࡽࢀ࡚ίᵴᮏయࡸ㓄⟶ࡀ㟢ฟࡍࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋ

ࡗࡓࡓࡵࠊഃ⁁ࡢᅵ◁ࡢ᧔ཤࡶᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭ίᵴෆࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊഃ⁁࠾࠸࡚ࡶᅵ◁ࡀሁ✚ࡋࡓࡇࡼࡾᨺὶỈࢆฟ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡶ࠶

ࡍࡿࠋ

࣭࣐࣮ࣥ࣍ࣝࣟࢵࢡࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊࡀὶኻࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜࡣከ㔞ࡢᅵ◁ࡀᵴෆὶධ

࠙ὥỈࠚ

࣭⸆⟄ࡀಽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊὶฟࡋ࡚࠸࡞࠸☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ࣈࣟ࣡ࡀෙỈࡋࡓሙྜࡣࠊࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ίᵴᮏయࡣ㏻ᖖ࠾ࡾ⏝࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࣭ίᵴࡀᾐỈࡋࡓࡢࡳ㸦ᵴෆࡢᅵ◁ࡢὶධࡀࢇ࡞࠸➼㸧ࡢሙྜࡣࠊᾐỈࡀゎᾘࡉࢀࢀࡤ

࠙ᾐỈᐖࠚ

㸦ᾐỈᐖࡢሙྜẚࠊὥỈࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓίᵴࡢ᪉ࡀⅬ᳨ࡍࡁ㡯┠ࡀከ࠸➼ࠋ㸧
࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ίᵴࡢ⿕ᐖ࣭ᐇࡍࡁᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࡢෆᐜࡣࠊᾐỈᐖὥỈ࡛ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ⪃

ղỈᐖࡈࡢᛂᛴᑐᛂ࣭ᪧసᴗࡢ┦㐪

ධࢀ࡞࠸ࡼ࠺࿘▱ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ

ᑐᛂࡋ࡚࣐࣮ࣥ࣍ࣝୖ௦᭰ࡢ➼ࢆタ⨨ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᾐỈࡋࡓࣈࣟ࣡ࡢ㟁※ࡣ

࣭ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡣࠊ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀὶኻࡋࡓίᵴேࡀⴠୗࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏳ☜ಖࡢࡓࡵࡢᛂᛴ

ࣝࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࠶ࡗࡓὸᕝ⏫ᙺሙࢆ᭱ඃඛ࡛ゼၥࡋࡓࠋ

࣭⿕⅏ࡢࡁࡗࡓᆅᇦࡢᕷ⏫ᮧࡢίᵴᢸᙜ㒊ᒁཬࡧせᴗ⪅ࢆゼၥࡋࡓࠋࡃࠊ㟁ヰ࣓࣮

Ẹࢆྵࡵࡓሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



せ࡛࠶ࡿࠋ



࣭⅏ᐖᩆࢆせࡍࡿ⌧ሙ☜ᐇࡓࡾ╔ࡅࡿࡼ࠺ࠊ⇞ᩱࡢ☜ಖࡸ⥭ᛴ㌴୧ࡢⓏ㘓ࡀ๓ᚲ

࣭⅏ᐖࠊᙜ༠ᮏ㒊࣭ᨭ㒊ࡢ㛫࡛ࡢࡼ࠺࡞ሗఏ㐩ࢆࡍࡁࢆ๓᳨ウࡍࡿࠋ

ࡿࠋ

࣭㑊㞴ඛࡸ㜵⅏ᣐⅬ࡞ࡿሙᡤίᵴࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࡢලయⓗ࡞ᑐᛂෆᐜࡘ࠸࡚๓᳨ウࡍ

࣭ᛂᛴฎ⨨㈝⏝ࡀࡿሙྜࡢ㈝⏝㈇ᢸࡣㄡࡀࡍࡿࡢࠋ

ࢱ࣑ࣥࢢࡑࡢసᴗෆᐜࠊ☜ಖࡍࡿ≀㈨ࡢศᢸࠊ㈤㔠ࡢ᭷↓➼ࠋ
㸧

యࡢ༠ᐃࡢ⥾⤖ࡸ๓ࡢྲྀࡾỴࡵ࠾࠸࡚ᚲせ࡞㡯ࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㸦సᴗࢆᐇࡍࡿ

ղ༠ᐃ࠾ࡅࡿ㔜せ㡯┠

ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

㛵ಀᴗ⪅ࠊᕷ⏫ᮧࡢ㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ㠀ᖖ࡛ࡶሗ㞟ࡸ㐃⤡ࢆྲྀࡿࡇ

ίᵴࡀ⏝⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇࡀίᵴᢸᙜㄢ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪥㡭ࡽ

࣭බඹタタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿίᵴࡢ⿕⅏≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᡤ⟶ㄢίᵴᢸᙜㄢࡢ㐃ᦠ㊊ࡼࡾࠊ

࣭ᙜ༠ဨእࡢᴗ⪅ࡣṇᘧ࡞༠ຊ౫㢗᪉ἲࡀ࡞ࡃࠊ⅏ᐖ࡛ࡶ౫㢗࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࡚ㄡࡀᑐᛂࡍࡿࡘ࠸࡚ࡢయไࡣᵓ⠏࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࣭⿕ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦࡢᴗ⪅ࡀ᭱ึάືࡍࡿࡇࡀ᭱ၿ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᴗ⪅ࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜ௦ࢃࡗ

⨨ࡉࢀ࡚ࡽ࡛ࡣ㐜࠸ࡓࡵࠊ༠ᐃࡢෆᐜ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ༠ᐃࡀⓎືࡋࡓࡇࡣ࡞࠸ࠋ

ࡓࡔࡋࠊ
ࠕ⅏ᐖࠖࡢᐃ⩏ࡀྛᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀࡓሙྜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊタ

࣭⚟ᓥ┴⚟ᓥ┴ίᵴ༠࡛⅏ᐖ࠾ࡅࡿίᵴࡢ⥭ᛴⅬ᳨➼㛵ࡍࡿ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ྠ᪥ࠊ༠ HP ࠕᾐỈ➼ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓίᵴࡢ⏝ุ᩿ࡘ࠸࡚ࠖࢆࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࠊ୍⯡ఫ

࣭༠ဨಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅⿕⅏≧ἣㄪᰝࢆ౫㢗ࡋࠊ⿕ᐖ≧ἣࡢሗ㞟࣭ᩚ⌮ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ࡢ࣓࣮ࣝࢆ୍ᩧ㏦ಙࡋࡓࠋ

ࡍ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊࡢయࡢࡼ࠺࡞యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࢀࡤᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࡀࡋࡸ

ࡣఱࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

ࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࠊయࡢሗఏ㐩࣭㐃ᦠయไ࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋࡓⅬࠊㄢ㢟࡞ࡗࡓⅬ

ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢయไࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡈᩍ♧࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓࠊ㞵⿕ᐖ

༠ᐃ➼ࡢ㐃ᦠయไࡣᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㈗ᶵ㛵ࡣࠊయ㸦ᆅ᪉බඹᅋయࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊίᵴᴗ⏺ᅋయ➼㸧ᑐࡋࠊ⅏ᐖ

ձ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏≧ἣ

㸰㸬⅏ᐖᑐᛂᮃࡲࢀࡿ㛵ಀ⪅㛫ࡢሗఏ㐩

࠶ࡗࡓࡇࡽࠊึືࡋ࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡢίᵴᢸᙜ㒊ᒁࠕίᵴᾐỈࡢᑐᛂ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠖ

࣭10 ᭶ 13 ᪥┴᭷タࡢ⟶⌮⪅ࡽ༠ົᡤ⿕⅏ίᵴࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗ࡞ᨭࡢせㄳࡀ

ࡸᅵ◁ࡀὶධࡋࡓሙྜࡢᑐᛂ➼ࠋ㸧

㸦ίᵴෆ⎰♟
ࡢࡼ࠺࡞ᛂᛴᑐᛂࢆࡉࢀࡓࡢࠊࡑࡢࡘ࠸࡚ࡈ⤂㡬ࡅ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

㈗ᶵ㛵࡛ࡣࠊ௧ඖᖺ 10 ᭶ࡢྎ㢼 19 ྕ㸦௧ඖᖺᮾ᪥ᮏྎ㢼㸧ࡢ㝿ࠊ⿕ᐖࡢ࠶ࡗࡓίᵴ

ձ⿕⅏ࡋࡓίᵴࡢᛂᛴᑐᛂ

㸯㸬ᛂᛴᑐᛂࡢࡘ࠸࡚

බ┈♫ᅋἲே⚟ᓥ┴ίᵴ༠
ࠕ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࠖࣄࣜࣥࢢᅇ⟅᭩
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࣭Ⓨ⅏࡛ࡶྛయࡀఱࢆࡍࡁࢆ㏿ࡸ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣐ࢽࣗࣝࡢ⡆᫆∧ࡸ㞟⣙∧➼ࡀ

࣭ᾐỈᐖὥỈࡼࡿ⿕ᐖࡑࡢᑐ⟇ࡘ࠸ู࡚ࠎグ㍕ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ࡲࡵࡿࠊᆅ㟈Ỉᐖࢆูࡋ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ᳨ウࡀᚲせࠋ

࣭ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡣὠἼ࣭ᆅ㟈࡛ࡢ⿕ᐖࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᾐỈᐖ࣭ὥỈ

ࢱ࡛ࡶᥦ౪ࡍࡿࡼ࠸ࠋ

ࡇࡽࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡞ࡢᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢሗࡣᖜᗈࡃά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ JPEG ➼ࡢ⏬ീࢹ࣮

࣭࣐ࢽࣗࣝࡣ⎔ቃ┬ίᵴࢧࢺ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡀྍ⬟ࡔࡀࠊPDF ࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ

㸦ࡃỈᐖ㞟ࡍࡁሗࠊᮃࡲࡋ࠸㐃ᦠయไ➼㸧ࢆ୰ᚰ㡬ᡝ࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ

࡞࠸ࡓࡵࠊ௧ඖᖺ 10 ᭶ࡢྎ㢼ཬࡧ㞵ࡼࡿ㞵⅏ᐖ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊỈᐖᑐ⟇ಀࡿࡈពぢ

 ࡃࠊᙜ࣐ࢽࣗࣝࡣᆅ㟈ᑐ⟇ࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾỈᐖ㛵ࡋ࡚ࡣࢇᑐᛂࡋ࡚࠸

ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

ᩚ⌮ࡋࡓ㈨ᩱ㸦ῧ PDF ࣇࣝࠕ࣐ࢽࣗࣝᩚ⌮∧ࠖ㸧ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊຍ➹࣭ᨵၿࡍࡁⅬࡀ

⟇࣐ࢽࣗࣝ➨㸰∧ࠖཬࡧᙜ࣐ࢽࣗࣝࡢグ㍕ෆᐜᇶ࡙ࡁᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵➼ࡢྛయࡢᐇෆᐜࢆ

ᖹᡂ 23 ᖺࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ࠺ࡅࠊᖹᡂ 24 ᖺ㸱᭶⎔ቃ┬ࡀබᕸࡋࡓࠕ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ

㸱㸬࣐ࢽࣗࣝࡢෆᐜࡘ࠸࡚

⾜ࢃࢀࡿయ⣔࡙ࡃࡾࡀᚲせᛮࢃࢀࡿࠋ

࣭බඹタࡢίᵴࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜࡢሗ࿌ࡣࠊタࡢᡤ⟶ㄢࡔࡅ࡛࡞ࡃίᵴ⾜ᨻᢸᙜㄢࡶྠ

ᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢࡼ࠺࡞ሗᥦ౪ࢆồࡵ࡚࠸ࡓࡢࡣ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋ





ࡢၨⓎࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢຠᯝࡀᐇ㝿Ⓨࡉࢀࡓ࠸࠼ࡿࠋ

ࡗࡓಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡶ࠶ࡾࠊ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀホ౯ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋྠ♫࡛ࡣᖖ᪥㡭ࡽ㜵⅏ព㆑

࣭⮬♫ᘓ≀ࡶᾐỈ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡞࡛ࠊ㑊㞴ሙᡤ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୰Ꮫᰯࡢίᵴࡢ⥭ᛴⅬ᳨ࢆ⾜

࣮࣍ࣝࡢࡀእࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࠊ᳨ドࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡀࣟࢵࢡࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶὶኻࡋࡓࡀ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࣐ࣥ

࠶ࡿࠋ

࣭⿕ᐖㄪᰝࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ሗࢆ㞟ࡍࡁ࡞ࡢࠊ๓⪃࠼᪉ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ

ᵴࡀᾐỈ⿕ᐖࢆཷࡅࡿࡢࡘ࠸࡚ሗ㞟ࡋࠊ⅏ᐖண㜵ά⏝ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ➼࡛♧ࡉࢀࡿὥỈᾐỈᐃ༊ᇦίᵴྎᖒ⤌ࡳྜࢃࡏࠊࡢ⛬ᗘࡢᇶᩘࡢί

⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢࠊุ᩿ᇶ‽ࡀ࡞࠸ࠋ

 ճᐙࡢእࡘ࠸࡚࠸ࡿࢥࣥࢭࣥࢺࡢᕪ㎸ཱྀࡣࠊෙỈࡋࡓሙྜࡢࡼ࠺࡞ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋࡓࡽ

ࡀ࠶ࡿࠋ

ෙỈࡋࡓุ᩿ࡉࢀࢀࡤࡲࡎࡣࢥࣥࢭࣥࢺࢆᢤࡃ࠸࠺ࡇࢆಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ᚭᗏࡉࡏࡿᚲせ

ղࣈࣟ࣡ࡀෙỈࡋࡓ࠺ࡘ࠸࡚ࠊ࿘㎶ࡢ≧ἣ㸦ᐙࡢቨࡢᅵ◁ࡢ╔≧ἣ➼㸧ࡽุ᩿ࡋࠊ

⏝ࡢ⥅⥆ྍྰࡘ࠸࡚ᢏ⾡ⓗ࡞ࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㛵ࡋ᳨࡚ウࡍࡁㄢ㢟ࡀከࠎ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ࠼ࡤࠊ
ձࣈࣟ࣡ࡀෙỈࡋࡓࡽᚲࡎࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢࠊࣈࣟ࣡ࡢ࣓࣮࣮࢝ࡢពぢࡶ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊ

࣭ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀᕷ⏫ᮧᑐࡋίᵴ⿕ᐖ㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊྛᕷ⏫ᮧࡀಖ

࣭ࣈࣟ࣡ࡢⅬ᳨㛵ࡍࡿุ᩿ᇶ‽ࡀಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡛࠶ࡿ࡞ࠊỈᐖᚋࡢࣈࣟ࣡⏝

᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᅵ◁ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࢆฎ⌮ࡍࡿሙྜࠊ⾜ᨻࡀ㈇ᢸࡍࡿ࠺㸦࡛ࡁࡿ࠺㸧๓

᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᅵ◁ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢฎ⌮ࢆ⏘ᗫᴗ⪅౫㢗ࡍࡿሙྜࠊἲⓗၥ㢟ࡀ࡞࠸࠺๓

ࡿࠋ

࣭ίᵴෆࡣᢸయࡸࢁᮦࡀ࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊΰධᅵ◁ࡢ㝖ཤ㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗ᳨ウࡀㄢ㢟࡛࠶

ࡋ࡞ࡅࢀࡤఱࡽࡢࢺࣛࣈࣝࡀ⏕ࡌࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᅵ◁ࡀὶධࡋࡓίᵴởἾࢆࡢࡼ࠺᧔ཤ࣭ฎ⌮ࡋࡓࡢࠊᐇែࡀࡘࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ⾜ᨻࡀ㛵

ࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭ᅵ◁ࡀὶධࡋࡓίᵴࡢ௳ᩘࡣከࡗࡓࠋᨺὶഃࡽᅵ◁ࡀὶධࡋࡓሙྜࡣࠊᾘẘᵴὶධ

ୖグ㸯㹼㸱ࡸࡑࡢࡘ࠸࡚ࠊࡈពぢࡸࡈせᮃ࡞ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࡈᩍ♧࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸲㸬ㄢ㢟ࡸᮃࡲࢀࡿ㡯➼

࠶ࡿࡼ࠸ࠋ

࠙ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅Ѝᆅ᪉බඹᅋయࠚ

 ※⚟ᓥ┴࠾࠸࡚ࡣࠊᕷ⏫ᮧίᵴ⾜ᨻࡀᶒ㝈⛣ㆡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⏫ᮧෆ࡛ࡶ⦪ᶓࡢሗඹ᭷ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ㄢ㢟㸧

ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊίᵴ⾜ᨻᢸᙜㄢࡀ⿕⅏ࡢᐇࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᐇࡀ࠶ࡾࠊᕷ

࣭ᩍ⫱ጤဨ࡛⟶⌮ࢆࡍࡿᏛᰯࡢίᵴࡀ⿕⅏ࡋࡓ࡛ࡣࠊίᵴ⾜ᨻᢸᙜㄢ⿕⅏ࡢሗࡀ⾜

࣭ྛ᪉㒊ࡢ༠ྠ⤌ྜ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ሗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

᭷↓㛵ࢃࡽࡎࠊࡢᕷ⏫ᮧࡶᑐᛂ᪉ἲࡘ࠸࡚ሗᥦ౪ࡋࡓࠋ

࣭ᕷ⏫ᮧࡽᛂᛴᑐᛂࡢ౫㢗ࡀ᮶ࡓሙྜࠊྠᵝࡢែࡀࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࠊ⿕ᐖࡢ

࣭ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀ⅏ᐖᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝࢆ▱ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ࣓࣮࡛ࣝᥦ౪ࡋࡓࠋ

࠙ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵Ѝᆅ᪉බඹᅋయࠚ

ࡍࡿࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ᆅ᪉බඹᅋయ௨እࡢయ㛫㸦࠼ࡤᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵̿ίᵴᴗ⏺ᅋయ࡞㸧࡛ࡢࡼ࠺࡞ሗఏ㐩ࢆ

ᴗ⪅࣭Ύᤲᴗ⪅࣭ίᵴᴗ⏺ᅋయ➼ࡣࡢࡼ࠺࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ

⣙࣭ᵝࠎ࡞యࡢ⤫ไࢆᅗࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵࣭ಖᏲⅬ᳨

Ⓨ⅏๓ᚋ࠾࠸࡚ࠊᛂᛴᑐᛂࡸᪧసᴗࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ᆅ᪉බඹᅋయࡀ୰ᚰⓗሗࢆ㞟

ճሗఏ㐩ࡢෆᐜ

94

㡲⪃࠼࡚࠸ࡿ㡯┠ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ

ᖺ᭶᪥ࠖ
ࠊࠕ㛤᪥ࠖࢆධຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
эྎᖒ㡯┠ࢆ㏣ຍࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊ㡯┠ྡࡣ┬௧ྜࢃࡏࡓྡ⛠ࡍࡿࠋ

సᡂྥࡅ࡚ཧ⪃࡞ࡿ㡯ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࣄࣜࣥࢢ࡛ฟࡉࢀࡓពぢࡢ࠺ࡕࠊせ௳ᐃ⩏᭩ཬ

ࡧᇶᮏタィ᭩ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ෆᐜࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

1

♧ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᵝኚ᭦ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋཧ⪃ࡋ࡚ࠊ⚄ዉᕝ┴࠾࠸࡚ᚲ

э㡯┠ࢆῶࡽࡍࡇࡣᅇࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣᑐ㇟እࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊせ࡞ධຊḍࢆ⾲

ࢆồࡵࡿࠋ

y 1 ࡘࡢίᵴࡘ࠸࡚ධຊࡍࡿ㡯┠ࡀ⭾࡛ෆᐜࡀ⣽࠸ࡓࡵࠊධຊ㡯┠ࡢࢫ࣒ࣜ

㸱㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮㡯┠ࡘ࠸࡚

ู㏵┦ㄯࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

y ಖᏲⅬ᳨ሗࡢධຊࡘ࠸࡚ࡣࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅࠾ࡅࡿሗࡢ㟁Ꮚ⋡ࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊ

ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Excel ࡛⟶⌮ࡋ࡚࠾ࡾࠊExcel ࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾ㎸ࡳ㸦ࢹ࣮ࢱ⛣⾜㸧ࡢእ㒊ጤクࢆ⾜࠺ࡇ

y ⌧ᅾࡢίᵴྎᖒࡣࠊྛಖ⚟♴ົᡤ࣭ࢭࣥࢱ࣮࡛⣬ྎᖒཬࡧ⣬ྎᖒࢆ㟁Ꮚࡋࡓ

᥋⥆ࡍࡿࣃࢯࢥࣥ㸦┴ࡽ㓄ഛ㸧࡛సᴗࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

y ࣮ࣜࣔࢺࡼࡿᵓ⠏࣭㐠⏝ಖᏲࡣࠊ⌧≧ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ┴ᗇ᮶ᗇࡢୖࠊLGWAN ⣔

࡞࠸ࡀࠊᐃᮇⓗ࡞ࣃࢵࢳ㐺⏝➼ࡀᢸಖࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

y ┴ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮ୖࠊOSS㸦࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘㸧ࡢ⏝ࡣၥ㢟

y ᵓ⠏ཬࡧ㐠⏝࣭ಖᏲࡣࠊ┴ࡽࡢእ㒊ጤクࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᰝᶵ㛵ࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅➼ࡽࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊCSV ᙧᘧ࡛ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

y ⏝⪅ࡣࠊ┴ᗇ⫋ဨ㸦⏕ά⾨⏕ㄢཬࡧಖ⚟♴ົᡤ࣭ࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ㸧ࡋࠊᣦᐃ᳨

㸰㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚

࡚࠸ࡿࠋ

y ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊ┴ࡀồࡵࡿᵝᨵಟࡋ⏝ࡍࡿࡇࢆ⪃࠼

࢚ࣝࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㸦C/S㸧ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧

ࠕLGWAN ᥋⥆⣔ࠖ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣ᥋⥆࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦࣮ࣟ࢝

y ┴ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ⮬యሗࢩࢫࢸ࣒ᙉ㠌ᛶྥ ୖࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿ

ࡢᵓ⠏ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

y ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡣ┴ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢭࣥࢱ࣮㸦VMWare ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ௬ᇶ┙㸧

㸯㸧⎔ቃ┬ࡽ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࡘ࠸࡚

2

э᳨⣴ࢱࣈࡈࡢ⊂❧ࡋࡓ᮲௳タᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡚ࡢࢱࣈ࡛タᐃࡋࡓ᮲௳ࢆ⏝࠸ࡓ

ヲ⣽᳨⣴ࡣձ༢⊂ղྜేࡢ 2 ✀㢮ࡋ㑅ᢥ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

y ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡣࠊ⡆᳨᫆⣴࡛ձ༢⊂ղྜేճࡑࡢࡽ㑅ᢥࡋ᳨࡚⣴࡛ࡁࡿࡢࠊ

ࡵᨵၿࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᧯సᡭ㡰ࢆ࣐ࢽࣗࣝグ㍕ࡍࡿࠋ

эࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡶᖺ⛣ືࡀྍ⬟࡞ᵝ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᧯స᪉ἲࡀศࡾࡃ࠸ࡓ

࡞࠸ࠋᖺ༢࡛࢝ࣞࣥࢲ࣮ࢆ⛣ື࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

y 1 ᖺ௨ୖ๓ࡢ᪥ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࠸ࠊ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࢆࡦ᭶ࡎࡘ࠾ࢃ࡞ࡅࢀࡤ⛣ື࡛ࡁ

эタᐃࡉࢀࡓࢥ࣮ࢻࢆ⏬㠃ୖ⾲♧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヱᙜࡍࡿෆᐜࢆ⾲♧ࡍࡿࠋ

⏬㠃⾲♧ࡉࢀࠊ㑅ᢥࡋࡓෆᐜࡀ⾲♧ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵศࡾ࡙ࡽ࠸ࠋ

y ࠕᘓ⠏⏝㏵ࠖ
ࠊ
ࠕᒆฟ༊ศࠖ
ࠊ
ࠕᒆฟ✀ูࠖࡢࢥ࣮ࢻཧ↷ධຊ࡛ࡣࠊධຊࡋࡓࢥ࣮ࢻࡢࡳ

э๓᪉୍⮴᳨⣴࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㒊ศ୍⮴᳨⣴ࡼࡿ᳨⣴ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ

ᆅᇦࡢίᵴࡀࣄࢵࢺࡋ࡞࠸ࠋᏐྡࡔࡅධຊࡍࡿࡇ᳨࡛⣴࡛ࡁࡿࡼ࠸ࠋ

y ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡣࠊ⡆᳨᫆⣴࠾࠸࡚タ⨨ሙᡤࡢᆅྡᆅ␒Ꮠྡࡔࡅධຊࡋ࡚ࡶᙜヱ

эࣞࣖሗࡣࠊ㏣ຍࡔࡅ࡛࡞ࡃ๐㝖ࢆ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲♧ࡉࢀ࡞࠸᪉ࡀࡼ࠸ࠋ

y ࣉࣟࢺࢱࣉࡣ࠸㐨ࡀࢃࡽ࡞࠸ᆅᅗࣞࣖࡀ࠶ࡿࠋ᧯సୖせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ

㸲㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ཬࡧ⏬㠃࣓࣮ࢪࡘ࠸࡚

y බඹίᵴࡢࣇࣛࢢࢆྎᖒ㡯┠㏣ຍࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ

࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸧

ࡁࡿࡀࠊᩥᏐᩘࡢไ㝈ࡀ 100 ᩥᏐ࡛ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
㸦1,000 ᩥᏐグ㍕࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸⪃

э❧ධ᳨ᰝࡢෆᐜ㸦⮬⏤グ㏙㸧ࡢධຊḍࡋ࡚ࠕⱞ࣭ᨵၿ࣭ᣦᑟࠖࡢ㡯┠ࡀ⏝࡛

y ⱞ➼࡛❧ධ᳨ᰝࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢグ㘓ࢆグ㍕࡛ࡁࡿḍࡀࡋ࠸ࠋ

ࡣఱ᭶ఱ᪥࡛ࡍࠋ
ࠖ࠸࠺ሗࢆࠊᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧

ࡶࡽ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ1 ᅇ/ᖺࡢ㢖ᗘ࡛ࠕᖺᗘࡣ 3 ᅇ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ᭱᪂ࡢಖᏲⅬ᳨᪥

ࡇධຊࡍࡿࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦⚄ዉᕝ┴࡛ࡣⅬ᳨ẖࡢグ㘓ࢆᥦฟࡋ࡚

эಖᏲⅬ᳨ሗࡣࠊಖᏲⅬ᳨ 1 ᅇࡘࡁ 1 ࣞࢥ࣮ࢻ࡞ࡿࡓࡵࠊᖺᗘෆࡢⅬ᳨ᅇᩘࢆ

グ㍕࡛ࡁࡿḍࢆタࡅ࡚ࡋ࠸ࠋ

y ࠕಖᏲⅬ᳨ࡢグ㘓⚊ࠖࡢᩥᏐᩘࡢไ㝈ࡣ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊಖᏲⅬ᳨ࡢᅇᩘࢆ

⌮⏤ࠖ
㸦✵ࡁᐙࠊ༷ணᐃ࡞㸧
ࠊ
ࠕఇṆΎᤲࡢ᭷↓ࠖ
ࠊ
ࠕ㛤ணᐃ᪥ධຊḍࠖ
ࠊ
ࠕ㛤ᒆฟ

࣒ࣉࣟࢺࢱࣉᑐࡍࡿពぢࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᖺᗘࡢᴗົ࡛ࡢίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ



ࠊ
ࠕఇṆࡢ
y ࠕఇṆ࣭㛤ᒆฟ᭩ࠖࡢࢱࢢࢆ᪂タࡋࠊ
ࠕఇṆᒆฟᖺ᭶᪥ࠖ
ࠊ
ࠕఇṆணᐃᮇ㛫ࠖ

ᐃဨᩘࡸ౽ჾᩘ➼ࢆグධ㸧ࢆ㏣ຍࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

y ฎ⌮ᑐ㇟ேဨࡢࠕ⟬ᐃ᰿ᣐࡢグධḍࠖ
㸦JIS ィ⟬ᘧࠊᘓ≀⏝㏵ࡼࡗ࡚ࡣ⟬ᐃせࡍࡿ

 ⚄ዉᕝ┴࠾࠸࡚ࡣࠊᖺᗘࡢ⎔ቃ┬ᴗົ࡛సᡂཬࡧヨ㦂ᑟධࡉࢀࡓίᵴྎᖒࢩࢫࢸ

㸦㸯㸧⚄ዉᕝ┴



ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝ
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AND ᳨⣴ࡍࡿࠋ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

3

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ➼㸧ࡲࡓࠊኚ᭦ᒆࡢሗࡣಟṇཬࡧ๐㝖࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ
㸦ኚ᭦ᒆࡢሙྜࠊᒆฟࡢⓏ㘓ࢆᛀࢀࡎࡋ࡚

4

эᆅ␒ሗࠊᆅ␒ᅗࢹ࣮ࢱࠊఫᒃ⾲♧ࡢᆅᅗࢹ࣮ࢱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ఫᒃ⾲♧

y ࢻࣞࢫ࣐ࢵࢳࣥࢢᚋࡢࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࠊఫᒃ⾲♧ሗࡀྎᖒࡉࢀࡿࡼ࠸ࠋ

ࡼ࠺࡞ኚ᭦ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ

э࢘ࣥࢻ࢘ࢧࢬࢆኚ᭦࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⏬㠃ෆ㡯┠ࡢ⦰ᑠ➼ࡀ࡛ࡁࡿ

ࡢಖᏑࠖࠕᒆฟࡢಖᏑࠖࡢ┦࡛ධຊࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ὀពႏ㉳ࢆಁࡍࡼ࠺࡞࣓

ࡋ࠸ࠋ

эࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊኚ᭦ᒆࡼࡿಟṇࠊࡑࡢࡢಟṇࡢุ᩿ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࠕྎᖒ

☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ࢘ࣥࢻ࢘ࢧࢬࢆ⮬⏤ኚ᭦࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚

y ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡣࠊኚ᭦ᒆࡀኚ᭦ධຊࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶⓏ㘓࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓࠊ㛫㐪࠼

࡚ධຊࡋࡓሙྜࠊಟṇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

y ྎᖒ᳨⣴࢘ࣥࢻ࢘ࡸ⥔ᣢ⟶⌮࢘ࣥࢻ࢘ࡘ࠸࡚ࠊᆅᅗୖ㔜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊྠ

эఇṆ୰ࡢίᵴࢆ⾲♧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࠋ

ࡿࡼ࠸ࠋ

y ఇṆᒆࢆධຊࡋࡓίᵴ㛵ࡍࡿࣞࣖࢆタᐃࡋࠊఇṆ୰ࡢίᵴࡀࢃࡿࡼ࠺࡞

ࡋࠊࡇࡢሙྜࠊ㞟ィᶵ⬟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡍࡿࠊᒆฟ⏬㠃ࡽྛίᵴࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨⣴ࡋ࡚ᢳฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ྎᖒ᳨⣴ࡽヱᙜࡢίᵴྎᖒࢆ⾲♧ࡉࡏࠊࡑࡇࡽྛ✀ᒆฟ➼ࢆධຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺

y ᒆฟሗධຊࠊ࣐ࢵࣉୖࡢίᵴࢩࣥ࣎ࣝࢆ㑅ᢥࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᵝࡏࡎࠊ

ࡓᡤᅾᆅࡀ⮬ືⓗ࣐ࢵࣉୖᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡀࠊࢩࢫࢸ࣒࡛ᆅᅗࡢ᳨⣴ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊヱᙜ⟠ᡤࢆ᥈ࡍࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋධຊࡋ

э㐺ṇࡢཎᅉࢆࢥ࣮ࢻ㑅ᢥ࡛࡞ࡃࠊࣇ࣮ࣜධຊḍኚ᭦ࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡓࡔ

эᒆฟࡢ㑅ᢥࡼࡗ࡚ධຊྍ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ከ࠸ࠋ

ࢱࣥࢆᢲࡏ࡞࠸ࡢࡣ㠀ᖖ࠸ᡭࡀᝏ࠸ࠋタ⨨ᒆฟ᭩ぢྲྀࡾᅗࡣῧࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ࢆධຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ධຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᐇ㝿タ⨨ᒆฟ⏬㠃ࡓࡾ╔ࡃࡲ࡛ࡀ↹㞧࡛↓㥏࡞ືసࡀ

y 㐺ṇࡢཎᅉࡣ」ᩘ࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ」ᩘ㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ

ࡶࠊίᵴ⟶⌮⪅ኚ᭦ࡢሗ࿌ࡢྠࡌࡼ࠺ࠕኚ᭦ࠖ࣎ࢱࣥࢆ㑅ᢥࡋࠊ⟶⌮⪅ྡ➼

ᒚṔ⏬㠃୍࡛ᗘᒆฟᖺ᭶᪥࡞ࢆධຊࡋࡓᚋࠊࡉࡽタ⨨ᒆฟ᭩⏬㠃ࡽᒆฟ᪥ࢆ

y タ⨨⏦ㄳࡢሗࢆධຊࡍࡿ㝿ࠊίᵴ⨨ࢆ⮬ศ࡛࣐ࢵࣉୖᣦᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤⓏ㘓࣎

⌮⪅ࢆྵࡴ㸧➼ࡢሗࢆධຊࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠕ⏝㛤ጞࡢሗ࿌ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓ㝿

y タ⨨⏦ㄳࡢሗࢆࠕ⥔ᣢ⟶⌮ࠖࡢ⏬㠃ࡽධຊࡍࡿࡇ㐪ឤࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᒆฟ

y ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡣࠊᒆฟ༊ศ࡛ࠕ⏝㛤ጞࡢሗ࿌ࠖࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࠊ⟶⌮⪅ྡ㸦ᢏ⾡⟶

эὀពႏ㉳ࡢ⾲♧ࢆ⾜࠺ᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࠋ

࡚ࡶࠊࡑࡢࡲࡲධຊ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠋⓏ㘓ὀពႏ㉳ࡢ⾲♧ࡀ࡛ࡿࡼ࠸ࠋ

э᳨⣴⤖ᯝ୍ぴࡢ୰ࡽ㑅ᢥࡋࡓίᵴࡢሙᡤࡀᆅᅗୖ⾲♧ࡉࢀࡿࡼ࠺ಟṇࡍ

y タ⨨ᒆฟ᭩ࡢࠕ⏝㛤ጞணᐃᖺ᭶᪥ࠖࢆࠕ╔ᕤணᐃᖺ᭶᪥ࠖࡼࡾࡶ๓ࡢ᪥ࢆධຊࡋ

ࢀࡿࡼ࠺࡛ࡁࡿࠊᣦᑟᑐ㇟ࡢίᵴࡀࣆࢵࢡࢵࣉ࡛ࡁ࡚ࡼ࠸ࠋ

y ྎᖒ᳨⣴⤖ᯝࡽ」ᩘ㑅ᢥࡋ࡚ࠊࡑࡢ㑅ᢥࡋࡓίᵴࡔࡅᆅᅗୖࢩࣥ࣎ࣝࡀ⾲♧ࡉ

эࠕฎ⌮᪉ᘧࠖࢆࣇ࣮ࣜࡍࡿࠊ㞟ィฎ⌮㒔ྜࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㑅ᢥ᪉ᘧࡋࡓ࠸ࠋ

эⓏ㘓ࠊ࢚࣮ࣛ࡞ࡗࡓཎᅉࢆ⾲♧ࡍࡿࡼ࠺᳨ウࡋࠊࡲࡓࣁࣇࣥࢆධࢀ࡚ࡶⓏ㘓

ࣇࣥࡢ᭷↓㛵ಀ࡞ࡃධຊ࡛ࡁࡿ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ

ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

y ฎ⌮᪉ᘧࡢ᳨⣴ࡣࠕ᥋ゐࢁᗋ᪉ᘧࠖ➼ࡢỗ⏝ࡉࢀࡿ᪉ᘧࢆ┤᥋ධຊࡋࡓ࠸ࠋ

ࢀࠊⓏ㘓࡛ࡁ࡞࠸ࠋⓏ㘓࡛ࡁ࡞࠸ࠊಟṇࢆせࡍࡿ⟠ᡤࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠊࣁ

᳨ᰝཷ᳨ࡢ᭷↓ࡲࡓࡣ⤖ᯝࠖࡢ᳨⣴᮲௳ࢆ㏣ຍࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᳨⣴⤖ᯝ௳ᩘࢆ⾲♧ࡍ

э᪉ᘧྡ್ࢆタᐃࡋࡓ㝿ࠊ
ࠕฎ⌮ࡢᑐ㇟್ࠖࢆ⮬ືࡍࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
y ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡣࠊ㟁ヰ␒ྕࢆධຊࡍࡿ㝿ࣁࣇࣥ㸦-㸧ධຊࡍࡿ࢚࣮ࣛࡀ⾲♧ࡉ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊࠕ࣓࣮࢝ᆺᘧࠖࠊ
ࠕఇṆ୰/ᗫṆ῭ࠖࠊ
ࠕᘓ⠏⏝㏵ࠖ
ࠊ
ࠕ≉ᐃᖺᗘࡢἲᐃ

ࡀධຊ࡛ࡁࡿࠊධຊࡢᡭ㛫ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ

эࠕேᵴࠖࡸࠕタ⨨࣭ᗫṆᒆฟࡀ࠶ࡗࡓ≉ᐃࡢᮇ㛫ෆࠖࡘ࠸࡚⠊ᅖࢆタᐃࡋ᳨࡚⣴

y タ⨨ᒆฟ᭩ࡢࠕฎ⌮ᑐ㇟ࠖࡣࠊฎ⌮᪉ᘧࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛⮬ືⓗࠕ༢⊂ཪࡣྜేࠖ

эᒚṔ๐㝖᧯సࢆᐇࡍࡿሙྜࠊ㔜ࡢ☜ㄆ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⾲♧ࡍࡿࠋ

ᚲせ࡞ࡼ࠺࡛ࡁࡿࡼ࠸ࠋ

ሗࢆㄗࡗ࡚๐㝖ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋㄗ๐㝖ࡀ㜵ࡆࡿࡼ࠺ࠊ๐㝖ࡲ࡛㔜ࡢ᧯సࡀ

y ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡣࠊ
ࠕᒚṔ๐㝖ࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡋࡓሙྜࠊ⡆༢ᾘࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ

эࠕタ⨨ᒆฟ᭩ࠖࢆᒆฟᑐ㇟㏣ຍࡍࡿࠋ

⨨ᒆฟ᭩ࡶᒆฟᒚṔṧࡿࡼ࠸ࠋ

y ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡣࠊタ⨨⏦ㄳሗࢆධຊࡋ࡚ࡶࠊᒆฟᒚṔṧࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋタ

ࡲࡓࠊ᳨⣴࡛ࣄࢵࢺࡋࡓ௳ᩘࢆ⾲♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ᗫṆ῭ࠖࠊࠕᘓ⠏⏝㏵ࠖࠊ
ࠕ≉ᐃᖺᗘࡢἲᐃ᳨ᰝཷ᳨ࡢ᭷↓ࡲࡓࡣ⤖ᯝ᳨࡛ࠖ⣴ࡋࡓ࠸ࠋ

y ࠕேᵴ㸦⠊ᅖ㸧ࠖࠊ
ࠕ࣓࣮࢝ᆺᘧࠖࠊ
ࠕタ⨨ࡲࡓࡣᗫṆᒆཷ⌮᪥ࡢᣦᐃࡢᮇ㛫ࠖࠊ
ࠕఇṆ୰/

㡯┠ࢆ᥈ࡋ࡙ࡽ࠸࠸࠺ᘢᐖࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

э㡯┠ࡀ୍ࡘࡢࢱࣈࡲࡲࡿࠊ1 ⏬㠃࡛⾲♧ࡉࢀࡿ㡯┠ᩘࡀከࡃࠊ࠼ࡗ࡚ヱᙜ

ሗࠖࡢࡼ࠺࡞୍ࡘࡢࢱࣈࠊྎᖒ㡯┠ࡢ᭱᪂ሗࡀࡲࡲࡗ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࡼ࠸ࠋ

ࡋ࠸ሗࡀࡢᒆฟ᭩グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ▱ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ᥈ࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ
ࠕίᵴ

y ྎᖒཧ↷⏬㠃⾲♧ࡉࢀࡿίᵴሗࡣࠊྛ✀ᒆฟ᭩ࡢࢱࣈศࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊḧ
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ࡵࠊίᵴྎᖒࡢሗࡢධຊཬࡧྎᖒࡽࡢฟຊࡢຠ⋡ࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ

ࡁࡿࡋࡃࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

5

э⌧ᅾࡢᇶᮏタィ᭩࡛ࡣࢹ࣮ࢱࡢ୍ᣓฟຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᮲௳タᐃࡋ࡚ฟຊ࡛

ྎᖒࢆୖ᭩ࡁྲྀ㎸ࡍࡿ㐠⏝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

y ࢩࢫࢸ࣒࡛ฟຊࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡸΎᤲᴗ⪅Ώࡋࠊ᭦᪂ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࠶

ᦆࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

y ⏝㛤ጞࡢሗ࿌ࡸ⟶⌮⪅ኚ᭦ᒆ➼ࡢᥦฟ⋡ࡀప࠸ᒆฟ᭩ཬࡧሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊࢹ࣮ࢱࡢḞ

ඛࡣᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

y ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ಀࡿእ㒊ጤクࡣࠊጤク㔠㢠ࡶࡼࡿࡀࠊጤクࡍࡿሙྜ࡛ࡶጤク

⬟࡛࠶ࡿࠋ

эࢩࣥࢡࣛࣥࢺ᪉ᘧ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾసᡂࡋ࡚࠸ࡿྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡣྍ

ࢫࢡࡣࢹ࣮ࢱࢆṧࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

y ⫋ဨࡢ⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࡍ࡚ࢡࣛ࢘ࢻ⛣⾜ࡋࠊྛ⫋ဨࡀ⏝ࡍࡿ➃ᮎࡢࣁ࣮ࢻࢹ

6

y Ⓩ㘓ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ྠ୍ྡ⛠ࡢᴗ⪅ࡀ」ᩘ⤌Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢩࢫࢸ࣒㐠⏝࠾࠸࡚

эᆅᅗࢹ࣮ࢱࡣྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ࣮ࣘࢨࡀᡭື࡛᭦᪂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ྜࠊྎᖒࢩࢫࢸ࣒⏝ࡋ࡚࠸ࡿᆅᅗࢹ࣮ࢱࡶ᭦᪂ࡉࢀࡿࡢࠋ

y ᆅᅗࢹ࣮ࢱࡣᅜᅵᆅ⌮㝔ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ᆅᅗࢹ࣮ࢱࡀฟࡉࢀࡓሙ

эᆅᅗሗࡀ࡞ࡃ࡚ࡶಖᏑ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳࡍࡿࠋ

э⅏ᐖᑐᛂ➼ࡢ GIS ᶵ⬟ࡀᙺ❧ࡘሙ㠃ࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

y ίᵴࡢタ⨨ᇶᩘࡀከࡍࡂࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊGIS ᶵ⬟ࡢά⏝ࡣ࠶ࡲࡾ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ

ඛᶵ㛵ࡢసᴗࡣᴦ࡞ࡿࡀࠊ┴ࡢసᴗࡣࡑࢀຠ⋡ࡉࢀ࡞࠸ࠋ

㝈⛣ㆡᕷࡢᅇ⟅ࢆ㞟⣙ࡍࡿసᴗ㛫ࢆせࡍࡿࡓࡵࠊ㞟ィᶵ⬟ࡀᐇࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊฟ

y ᣦᑟᬑཬ㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ㞟ィ⤖ᯝࡢྲྀࡾࡲࡵࡣ㛫ࡀࡿࡀࠊฟඛᶵ㛵ཬࡧᶒ

ฟࡏࡿࡼ࠸ࠋ

y ᣦᑟᬑཬㄪᰝࡢ 7 ᮲᳨ᰝᑐ㇟௳ᩘࢆ⟬ฟࡍࡿࡓࡵࠊ᳨⣴ᶵ⬟➼࡛᭶ࡈࡢタ⨨௳ᩘࢆ

ࢆฟຊ࡛ࡁࡿࡼ࠸ࠋ

ຊ࡛ࡁࡿࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊᮇ㛫ࢆᣦᐃࡋ࡚ࠊࡑࡢᮇ㛫ಖᏲⅬ᳨ࡀ⾜ࢃࢀࡓίᵴሗ

y ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢሗࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᴗ♫ࡈࡢ⟶⌮ᑐ㇟ίᵴࢆᢳฟࡋฟ

эᅜᅵᆅ⌮㝔ࡢᆅᅗࢹ࣮ࢱࡀᐜ㔞ࡢ㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᆅᅗࢹ࣮ࢱࢆᑟධࡋ࡞

ࡅࢀࡤ⏝࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࡞ࡿࡃᐜ㔞ࡢᑠࡉ࠸ᆅᅗࢹ࣮ࢱࢆ㑅ᢥࡍࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ

y ᳨⣴ࡢ᪉ᘧࡣ๓᪉୍⮴ࡼࡾ㒊ศ୍⮴ࡢ᪉ࡀ࠸ᡭࡀࡼ࠸ࠋ

эࣄࢵࢺࡍࡿࠋ

࡚࠸ࡿࡢࠋ

y ᮍධຊࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸ࡎࢀࡢ᳨⣴᮲௳ࡀᙜ࡚ࡣࡲࢀࡤࣄࢵࢺࡍࡿᵝ࡞ࡗ

㸲㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚

ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ

y ࠕίᵴ⟶⌮⪅㟁ヰ␒ྕࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸ┴࡛ࡣ ⏝㛤ጞࡢሗ࿌ࡢᵝᘧグධḍ

ࡿࠊᕤሗࡋ࡚ධຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

y ࠕίᵴタ⨨㸦ᕤ㸧ᖺ᭶᪥ࠖࡣࠊίᵴྎᖒⓏ㘓ࡢࠕࡑࡢࠖࡢࢱࣈ࡛ධຊࡍ

࠸ሙྜࡣ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡢࠋ

y ᥎ዡࡉࢀࡿࣁ࣮ࢻࢹࢫࢡᐜ㔞ࡀ 100GB ௨ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞

㸰㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚



y ┴ෆᇦ࡛ίᵴࡀ 50 ᇶ㸦┴ࡀᡤ⟶ࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧศ࡛ 40 ᇶ㸧Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓ

࠸࡚ࢫࢱࣥࢻࣟࣥᆺ࡛⏝ࡍࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

y ⎔ቃ┬ࡽ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊྛฟඛᶵ㛵࠾

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࡀࠊ┴ࡢಖ᭷ࡍࡿίᵴྎᖒࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࢚ࢡࢭ࡛ࣝྎᖒ⟶⌮

ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࢆ㏣ຍࡍࡿࡇ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ

э⌧ᅾࡢᇶᮏタィ᭩࡛ࡣ⏝㛤ጞሗ࿌ࡢධຊ㡯┠ࡋ࡚ࠕタ⨨ሙᡤ㸦ఫᒃ⾲♧㸧ࠖࡀྵ

y ⌧ᅾࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀᩚഛࡋࡓ᳨ᰝྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆ┴ࡽ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸

グ㍕㡯ࡋ࡚┬௧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣࠕタ⨨ሙᡤࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸧⎔ቃ┬ࡽ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࡘ࠸࡚

y ᩥ᭩ᣦᑟ➼ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ⟶⌮⪅ఫᡤࠖࡣᚲせ࡞㡯┠࡞ࡿࡀࠊ⏝㛤ጞࡢሗ࿌ࡢ

᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࡢ␒ྕࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ㏣ຍࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

эせ௳ᐃ⩏᭩ࠕᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵⊂⮬ࡢίᵴ␒ྕࠖࡢ㡯┠ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊಖᏲⅬ

㸦㸰㸧㟼ᒸ┴

y ίᵴ ID ࢆ⮬ື࡛␒ࡍࡿᶵ⬟ࢆຍࡋࡓ࠸ࠋ㸦࢝ࢫࢱ࣐ࢬ࡛ᑐᛂணᐃ㸧

࠸ࠋ㸦࢝ࢫࢱ࣐ࢬ࡛ᑐᛂணᐃ㸧

ẖᖺኚ᭦ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࢀ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿίᵴ␒ྕࡀᚲせ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅Ύᤲᴗ⪅ࡣ

y ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢྎᖒ⟶⌮㸦ಖᏲⅬ᳨ᴗࡢⓏ㘓㛵ࢃࡿሗ⟶⌮㸧ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡋࡓ

ᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊྎᖒ㡯┠ࡋ࡚ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀࡑࢀࡒ

ࣥᶵ⬟ࢆタࡅࠊሗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓ࣮ࣘࢨ➼ࡢሗࢆಖᣢࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

y ┴ࡀタᐃࡋ࡚࠸ࡿίᵴ␒ྕ㛵㐃ᴗ⪅ࡢ⏝ࡋ࡚࠸ࡿίᵴ␒ྕࢆࣜࣥࢡࡉࡏࡿ

㸱㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮㡯┠ࡘ࠸࡚

y ࣟࢢࣥ⏬㠃ࡀ࡞࠸ࡀࠊ⚄ዉᕝ┴࡛ࡣࢡࣛࣥࢺ/ࢧ࣮ࣂᆺ࡛ࡢ㐠⏝ࢆᐃࡋࠊࣟࢢ

ࡿࡇ࡛࡛ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

ሗࡢ⮬ືྲྀᚓࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶࠊQGIS ࡢᶵ⬟ࢆ⏝ࡍ
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ࢀࡿࠋ≉グ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣬ࡢグ㘓⚊ࢆᥦฟࡉࢀ࡚ࡶෆᐜࢆศ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᕷ⏫ᮧᢸᙜ⪅ࡀίᵴヲࡋࡃ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㛗ᩥࡢ≉グ㡯ࢆせ⣙ࡋ

᳨࡛⣴ࡍࡿࡓࡵᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࡀࠊⓏ㘓ࡢ㝿ΰࢆ㑊ࡅࡿᕤኵࡣᚲせ࡞ࡿ⪃࠼ࡽ

ࢀࡿࠋ

ίᵴࡢᩘࡸᨺὶỈ㉁ࢆ☜ㄆࡋࠊỈ㉁ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿίᵴࢆどぬⓗุูࡍ
ࡿࡇࡸࠊ⏕άỈฎ⌮ィ⏬⟇ᐃᴗົࡢ㝿ࡢά⏝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⚟ᓥ┴ίᵴ༠࡛

ᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࡢ㢳ᐈྎᖒࡶᇶᮏྎᖒ␒ྕࢆ㝃ࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠཬࡧඹ᭷

ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

8

ࡲ࡛ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ఫᡤ࣐ࢫࢱࢆࢩࢫࢸ࣒ᑟධࡍࡿࡇࡀᕷ⏫ᮧࡗ࡚౽

7

ࢱࡣᐃᮇⓗᥦ౪ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊタ⨨ሙᡤ➼ࡢఫᡤࢆධຊࡍࡿ㝿ࠊᑠᏐ

ࡋ࡚ࡶࠊከࡃࡢίᵴࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧ࡛ࡣᢸᙜ⪅ࡀᡭධຊࡍࡿࡇࡣྍ⬟

y ίᵴྎᖒࢆධຊࡍࡿ㝿ྛ✀࣐ࢫࢱࢆ๓‽ഛࡍࡿࡇࠊࡑࡢᚋࡢᇶᮏⓗ࡞࣐ࢫ

౽࡛࠶ࡿࠋ

࠶ࡗࡓሙྜࡣࡼࡾከࡃ㸧㈞ࡋ࡚࠸ࡿࠋྎᖒࢩࢫࢸ࣒┿ࢆಖᏑࡍࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ

ṇࡢᨵၿ⋡ࡀୖ᪼ࡋࡓࡓࡵࠊ⌧ᅾࡣࠊ࡚ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ᭩ࡣ┿ࢆ᭱ప 4 ᯛ㸦␗ᖖࡀ

࡚ࡣ⣬ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࡶῧࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௨๓␗ᖖ⟠ᡤࡢ┿ࢆῧࡍࡿࠊ㐺

y ಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆグ㍕ࡍࡿࡼࡿࡀࠊ1,000 ᩥᏐධຊ࡛ࡁࡿ

࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ࡋࠊ᳨⣴ࡣ₎Ꮠ᳨⣴㸦Ώ㑔ࠊΏ㎶ࠊΏ㑓➼㸧ࡀ౽࡞ࡓࡵࢃࡿ⠊ᅖ࡛ධຊࡋ࡚

y Ặྡ࢝ࢼධຊࡣタ⨨ᒆฟ᭩グ㍕ࡢ࡞࠸㡯ࡢࡓࡵࠊධຊࡀ㞴ࡋ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔ

ㄳᖺ᭶᪥➼㸧ࢆධຊࡋࡓ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ

y ίᵴタ⨨ᩚഛᴗᐇᕷ⏫ᮧࡣࠊᴗಀࡿ㡯┠㸦⿵ຓᑐ㇟ࡢ᭷↓ࠊᴗᖺᗘࠊ⏦

y ⚟ᓥ┴࡛ࡣ᳨ᰝ⤖ᯝࢆ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛ᕷ⏫ᮧ㏦ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㐺ṇࡢίᵴࡘ࠸

ࡣຠ⋡ࡼࡃ⌧ሙࢆࡲࢃࡿࡓࡵ GIS ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

y GIS ᶵ⬟ࡢά⏝᪉ἲࡋ࡚ࠊἙᕝࡢỈ㉁ࡀᝏ࠸ࠊὶᇦタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ༢⊂ฎ⌮

ྎᖒࡽࢹ࣮ࢱࢆ྾࠸ୖࡆࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࠊGIS ࢆ⏝࠸ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ

♧ࡀ᭷ຠࡣఱࡶ࠸࠼࡞࠸ࠋ㐺ṇίᵴࡸᮍཷ᳨ࡢᢳฟࢆ⾜࠸ࡓ࠸ሙྜࠊίᵴ

ྎᖒᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡢἲᐃ᳨ᰝྎᖒࡣྠ୍ࡢᇶᮏྎᖒ␒ྕࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಖ

y ⚟ᓥ┴࠾࠸࡚ࡣࠊίᵴ⾜ᨻࡀᕷ⏫ᮧᶒ㝈⛣ㆡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᕷ⏫ᮧίᵴ

㸰㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮㡯┠ࡘ࠸࡚



ࡣ CSV ࣇࣝ➼࡛సᡂࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛ྲྀࡾ㎸ࡴᙧࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

≉࡞࠸ࡀࠊࢿࢵࢺ⎔ቃ᥋⥆࡛ࡁࡿࡇཬࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸࢯࣇࢺ➼ࡼࡿሗࢭ࢟

y ἲᐃ᳨ᰝࡢཷ᳨≧ἣࡢⰍศࡅ⾲♧ࡣ┠ⓗࡀᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡢࡼ࠺࡞Ⰽศࡅ⾲

࡞㔞࡞ࡿࡓࡵࠊ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛ྲྀࡾ㎸ࡵࡿᙧࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ⮬యࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌

࣮ࣂࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡽࠊᕷ⏫ᮧࡀ⏝ࡍࡿ PC ࡢࢫ࣌ࢵࢡᑐࡍࡿせ௳ࡣ

ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

y ᳨ᰝ㡯┠ࡢ࠺ࡕ␗ᖖุ᩿ࡉࢀࡓ㡯┠ࠊᡤぢ➼ࢆ࡚グ㍕ࡍࡿሙྜࠊᡭධຊ࡛ࡣ⭾

ᩘࡈࡢ᱆ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂つタ⨨ᇶᩘࡢከ࠸⮬య࡛ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

タᐃࡋࠊᖺᗘࡣࡌࡵึᮇ್㸦No.1㸧ࡽࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ௳

y ⚟ᓥ┴ίᵴ༠ࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ ID ࡀ⮬ືⓗࡉࢀࡿࠋID ࡣᖺᗘูࠊᕷ⏫ᮧู

㸱㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ཬࡧ⏬㠃࣓࣮ࢪࡘ࠸࡚

ࡗࡓ࠺ࡀࡼ࠸⪃࠼ࡿࠋ

y ᕤ㉳ᅉࡍࡿၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᑗ᮶ⓗࡣᕤಀࡿሗ⟶⌮ࡶ⾜

ࡍ࡚グ㍕ࡍࡿሙྜࡣࠊ255 ᩥᏐ࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ

ࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ⚟ᓥ┴ίᵴ༠࡛ࡣ 1 ᡤぢ࡛ 240 ᩥᏐ࠶ࡿࠋᡤぢࢆᩥ᭩ࡋ࡚

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ᰝྎᖒࡣูᕷ⏫ᮧྎᖒ⟶⌮ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ᑓ⏝ࢧ

y ⚟ᓥ┴ίᵴ༠࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣࢡࣛࣥࢺࢧ࣮ࣂᆺ࡛࠶ࡾࠊἲᐃ᳨ᰝ

㸯㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚

㸦㸱㸧⚟ᓥ┴㸦ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵㸧

බ⾲ࡍࡿࠊ⮬యࡗ࡚ཧ⪃࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

y ᚋࠊ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ≧ἣࡸ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡢᐇ≧ἣࢆㄪᰝࡋ࡚

⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

y ᶒ㝈⛣ㆡࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆΎᤲᐇ⦼ྎᖒࡋ࡚

㸳㸧ࡑࡢ

⟶⌮⪅ࡢኚ᭦ࡣ࠶ࡾᚓࡿࡀࠊタ⨨⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࡢኚ᭦ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ
y ␗ᖖࡢ㡯┠ࡢ࠺ࡕࡢ㡯┠ࢆࡶࡗ࡚㐺ṇࡍࡿࡢࢆ࠶ࡽࡌࡵỴࡵ࡚࠾ࡃᚲせ

⪅ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᇶᮏሗࡋ࡚ࠊ⏦ㄳ⪅ࠊᡤ᭷⪅ࠊ⟶⌮⪅ࢆグධࡋ࡚࠸ࡿࠋ

эࡑࢀࡽࡢ㡯┠ࢆධຊᚲ㡲㡯┠ࡋ࡞࠸ࡇ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ

y ίᵴᇶᮏሗࡋ࡚ίᵴタ⨨⪅ࡢሗࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡀࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣタ⨨⪅ࢆ⏦ㄳ

᭦᪂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸タ⨨⏦ㄳሗࡢධຊࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉ࠊ㑅ᢥ᪉ᘧࡍࡿࠊᕤᴗ⪅ࠊᆺᘧࠊ࣓࣮࢝➼ࡢࢥ࣮ࢻࡀ

࡚グ㍕ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ࡋ࠼࡞࠸ࠋỈ㉁㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊู㏵グධḍࢆタࡅ࡚グධࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ᛮࢃ

эᴗ⪅ྡࡀྠࡌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ␗࡞ࡿࢥ࣮ࢻࢆタᐃࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ᳨⣴ࡍࡿ㝿ࡣࢥ࣮ࢻ

y ࢥ࣮ࢻࡉࢀࡓ㡯┠ࡢ୍ぴཧ↷ࢆධຊ⿵ຓ᪉ᘧࡍࡿࡢ㑅ᢥ᪉ᘧࡍࡿࡢࢆ᳨

ᛮࢃࢀࡿࠋCSV ࡛⮬ືྲྀࡾ㎸ࡳࡀྍ⬟࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊỈ㉁㡯┠ࢆ⨶ิࡋ࡚ࡣⱞᑐᛂ

ΰࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

98

ࡣ᭱ึྎᖒࢆᑟධࡋࠊࡑࡢᚋࡢ⟶⌮ࡣእ㒊ጤクࡍࡿࡢࡀ⌮࡛࠶ࡿࠋ

y ⥔ᣢ⟶⌮ࡸἲᐃ᳨ᰝሗࡣ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛ධຊࡋ୍࡚ᣓྲྀࡾ㎸ࡳ࡛༑ศ࡛࠶ࡿࠋᕷ⏫ᮧ

ࢀࡿࠋ

9

эࠕ⮬య⊂⮬ࡢίᵴ␒ྕࠖࢆ࣮࢟㡯┠ࡍࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⮬య⊂⮬ࡢ

y ୍ᣓධຊࡢ㝿⏝ࡉࢀࡿ࣮࢟㡯┠ࡣࡢ㡯┠࡞ࡿࡢࠋ

ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡀࠕࡑࡢࠖ┦ᙜࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⌮ίᵴࠖࠊ
ࠕࡑࡢࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㇏ᶫᕷࡢྎᖒࡣ✀ูࡀ᫂࡞ሗࡀከࡃ

y ࣉࣟࢺࢱࣉࡢ⏬㠃࣓࣮ࢪࡣࠊίᵴࡢ✀ูࡋ࡚ࠕྜేฎ⌮ίᵴࠖ
ࠊ
ࠕ༢⊂ฎ

㸱㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮㡯┠ࡘ࠸࡚

ࡽ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᴗົ⏝➃ᮎࡢࣥࢫࢺ࣮ࣝࡘ࠸࡚ࡣチྍࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

y ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆⏝➃ᮎ

㸰㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚

᮶ᖺᗘཬࡧ᮶ᖺᗘ࡛ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢࡓࡵࡢㄪᰝሗࡢ⢭ᰝࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

y ⎔ቃ┬ࡽ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡾࠊᑟධඛ❧ࡕࠊ

ಖᏲᖺ᭶᪥㸭ಖᏲᴗ⪅㸭ഛ⪃ࠖ
ࠋኚ᭦ࡣୖ᭩ࡁࡋࠊഛ⪃ᒚṔࢆグ㍕ࡍࡿࠋ

ࡿࠋ㡯┠ࡣࠕྡ๓㸭ఫᡤ㸭ᖺᗘ㸭ฎ⌮᪉ᘧ㸭ேᵴ㸭࣓࣮࢝㸭Ύᤲᖺ᭶᪥㸭Ύᤲᴗ⪅㸭

y ⌧ᅾࡣᒆฟሗཬࡧΎᤲᐇ⦼ሗ㸦Ύᤲᴗ⪅ࡽሗ࿌㸧ࢆ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ࡛⟶⌮ࡋ࡚࠸

㸯㸧⎔ቃ┬ࡽ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࡘ࠸࡚

㸦㸲㸧㇏ᶫᕷ



эᢏ⾡ⓗࡣྍ⬟ࡔࡀࠊ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࢃࢀࡿࠋ

10

y ᳨⣴⤖ᯝ୍ぴࢆࢥࣆ࣮ࡋ࡚⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ➼㈞ࡾࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ౽ࡔᛮ

эྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

y ಖᏲⅬ᳨ࠊΎᤲࡀᐇ㝿⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᇶᩘࢆ⟬ฟࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋ

ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋᇶᮏሗ௨እࡣุᐃࢳ࢙ࢵࢡ⏝࡛ࡁࡑ࠺࡞㡯┠ࢆಖᣢ

эせ᳨ウࠋ㐃ᦠࡍࡿࡓࡵࡢ␒ྕࢆㄗࡗ࡚࠸ࡓሙྜẶྡࠊఫᡤ➼ࢆ⏝࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇ

࢙ࢵࢡࡣ⾜ࢃࢀࡿࡢࠋ

y ᴗ⪅ࡀ࣮࢟㡯┠࡞ࡿ␒ྕࢆ㛫㐪ࡗ࡚ධຊࡋ࡚࠸ࡓሙྜࠊ୍ᣓධຊ࠾࠸࡚࢚࣮ࣛࢳ

y ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢほⅬࡽࠊࣟࢢࣥᶵ⬟ࡣ࠶ࡗࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ

эࢹ࣮ࢱ᭦᪂ࡣไᚚ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢࡢᶵ⬟ࡣྠ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ྜࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

y ࢡࣛࣥࢺࢧ࣮ࣂᆺ࡛⏝ࡍࡿሙྜࠊ」ᩘࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡀྠ⏝ࡍࡿࡇ࡛ල

y ⮬య⊂⮬ࡢίᵴ␒ྕࡣᩥᏐิ࡛ධຊࡋࡓ࠸ࠋ

࡞ࡿࠋ

э୍ᣓฟຊᶵ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࣂࢵࢡࢵࣉࢆࡿࡇࡀྍ⬟ࡔࡀࠊᡭື࡛⾜࠺ࡇ

y 㐌 1 ᅇ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛ᐃᮇⓗࣂࢵࢡࢵࣉࢆࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋ

ࡋ࡚࠸ࡿ⫼ᬒᅗ➼ࢆ㓄ᕸࢩࢫࢸ࣒ഃ⾲♧ࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

эίᵴྎᖒࢹ࣮ࢱࢆᗇෆᆺ GIS ᒎ㛤ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᗇෆᆺ GIS ࡛⟶⌮

y ⎔ቃ┬ࡀ㓄ᕸࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᗇෆᆺ GIS ࡛⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋ

ࡍࡿせ࡞ࡿࠋࡇࡢࡇࡽࠊྛグ㘓⚊࣭ሗ࿌᭩➼ࡢ⤫୍ཬࡧ㟁Ꮚࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿ

⪃࠼ࡿࡢ࡛ࠊ᪩ᛴྛίᵴ㛵ಀ⪅ࡀࢸ࣮ࣈࣝࡘ࠸࡚༠㆟ࡍࡿࡇࡀ⫢せᛮࢃ

㘓ࡉࢀࡓሗ㸧ࢆ᭦᪂ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋ

ࣖίᵴタ⨨ሙᡤࡢࣞࣖࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࠊୗỈ㐨༊ᇦෆࡢίᵴࡢሗ㸦DB Ⓩ

y ⟶⌮㡯┠ࠕୗỈ㐨༊ᇦࠖ࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡿࡀࠊGIS ᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ୗỈ㐨༊ᇦࡢࣞ

☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ࡇࡢሙྜࠊᨺὶ⟶ࡢ⨨ࡀ᫂☜࡞ࡿ࡞࠾ࡼ࠸ࠋ
㸧

эᝏ⮯ࡢⱞࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ⌧ᆅ❧ධࢆ⾜࠺ࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ࿘㎶ࡢίᵴࡢ⟶⌮≧ἣࡢ

эୗỈ㐨༊ᇦタ⨨ࡉࢀࡓίᵴࢆᢳฟࡍࡿࠋ

ุ᩿ࡍࡿࠋ

э༢⊂ฎ⌮ίᵴࡽྜేฎ⌮ίᵴࡢ⿵ຓᑐ㇟࢚ࣜヱᙜࡍࡿྰࢆ㏿ࡸ

э᪤Ꮡࡢඹྠίᵴ᥋⥆ࡋ࡚࠸ࡿୡᖏࢆྍどࡍࡿ

y GIS ᶵ⬟ࡢά⏝᪉ἲࡋ࡚௨ୗࡢ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸲㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚

ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿ⤌ࡳࢆసࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ίᵴ␒ྕࠖࡣ᪂つⓏ㘓タᐃࡍࡿࡀࠊ㐣ཤタᐃࡋࡓ␒ྕ㔜」ࡋ࡚࠸࡞࠸

Ύᤲཬࡧἲᐃ᳨ᰝ➼㸧ࢆࡦࡶࡅࡋࠊίᵴࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢࣅࢵࢢࢸ࣮ࢱࢆ㞟

y ᚋࡢίᵴྎᖒࡢά⏝ࡣࠊίᵴ㛵㐃ࡍࡿಶࠎࡢᴗ㸦ΎᤲࠊᕤࠊಖᏲⅬ᳨ࠊ

y ࣂࢢ➼ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ᑐᛂࡍࡿ࡞ࠊࣇࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

ቃ┬ࡸᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡛ࢥ࣮ࢻ⾲ࢆసᡂࡋ࡚ࡣ࠺㸧

ᅜⓗ࡞㞟ィࢆ⾜࠺㝿ࢥ࣮ࢻࡢ⤫୍సᴗ࡞ࡢ↓㥏࡞సᴗࡀቑ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
㸦⎔

y ίᵴ࣓࣮࢝ࡸᆺᘧ࡞ࡣᅜⓗ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸

ࡿࡓࡵࠊ┠ⓗࢆ᫂☜ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬యࡢࢽ࣮ࢬࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

y ᚋࠊྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆఱά⏝ࡍࡿࡢࠊ࠺Ⓨᒎࡉࡏࡿ➼ࡢࣅࢪࣙࣥࡀ᭕࡛࠶

㸲㸧ࡑࡢ



࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

y ᣦᑟᬑཬㄪᰝᑐᛂ࡛ࡁࡿ㞟ィࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿ౽࡛࠶ࡿࠋ
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ίᵴྎᖒࡢሗࢆ✺ྜࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

y ᕷ⏫ᮧཬࡧ⤌ྜᑐࡋ࡚ࠊΎᤲሗࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ᡴデࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢሗ

࠸ࠋ

࠸ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡍࡿᚲࡎಖᏲዎ⣙ࢆ⤖ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ヂ࡛ࡣ࡞

э⎔ቃ┬ࡋ࡚ࡣࠊ⌧≧↓ൾ㓄ᕸࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲዎ⣙ࢆᐇࡍࡿணᐃࡣ࡞࠸ఛࡗ࡚

y ࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲࡣᖖᚲせ࡞ࡢࠋ

ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ✺ྜ࡛ࡁ࡞࠸ሗࡀከ࠸ࠋ

эಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡽሗ࿌ᚩ࡛ίᵴሗࢆ㞟ࡋ࡚࠾ࡾࠊίᵴྎᖒࡢሗ✺ྜ

э⏝㛤ጞࡢሗ࿌ࡀࡰᥦฟࡉࢀ࡞࠸ࠋ

࡚࠸ࡿࠋ≉ྂ࠸ίᵴࡢሙྜࠊ㛵㐃ᴗ⪅ࡢḍࡀࡍ࡚✵ḍࡢሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

эタ⨨⏦ㄳ᭩㢮ࢆᥦฟࡍࡿẁ㝵࡛ᴗ⪅ࡀỴࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊᴗ⪅ྡࡀ✵ḍ࡞ࡗ

э⏫ྡኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࡼࡗ࡚⏝࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿఫᡤሗࡶ࠶ࡿࠋ

ሗࡢ࠺ࡕࠊ3㹼4 ࡣఫᡤሗࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊఫᡤ᳨⣴ࢆࡋ࡚ࡶࣄࢵࢺࡋ࡞࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢタ⨨ሙᡤ

э⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ࡛⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓྂ࠸ίᵴሗࡣࠊタ⨨ሙᡤࡀᆅ␒࡛⾲グࡉࢀ࡚

ࡵࠊሗࡢ⢭ᰝࡣ㛫ࢆせࡍࡿࠋ

ࡢ✺ྜࡼࡿ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊᮍ☜ㄆศࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓ

эίᵴሗࡢ୰ᗫṆ῭ࡳίᵴࡢሗࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘ୰ࡣୗỈ㐨ྎᖒ

y ሗࡢ⢭ᗘ㛵ࡋ࡚௨ୗࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚

ࡘ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

y ⎔ቃ┬ࡽ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᚋᑟධࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢೃ⿵ࡢ୍

ࡶྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆಖ᭷ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࡀࠊ⤠ࡾ㎸ࡳ᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓ㝿☜ㄆ࡛ࡁࡿ㡯┠ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ➼ࡢไ⣙ࡀ࠶ࡾࠊ┴࡛

y ┴ࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀ⟶⌮ࡍࡿྎᖒࢆ㜀ぴࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ

࠸ሗࡣࠊྛฟඛᶵ㛵ࡽ㞟⣙ࡋࠊࢡࢭࢫ࡛ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ཷࡅࡓࡇࡢ࡞࠸༢⊂ฎ⌮ίᵴ࡞ࡢሗࡀධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ᳨ᰝྎᖒධࡗ࡚࠸࡞

࡚࠸ࡿྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ᳨ᰝྎᖒࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊ୍ᗘࡶ᳨ᰝࢆ

y ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡣ 2 ᶵ㛵࠶ࡾࠊඹ㏻ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀ⟶⌮ࡋ

ࢩࢫࢸ࣒ධຊࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡓࠋ⌧ᅾࡣฟඛᶵ㛵ᥦฟࡉࢀࡓᒆฟ᭩ࢆᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵㏦ࡾࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀྎᖒ

y ௨๓ࡣࠊฟඛᶵ㛵ᥦฟࡉࢀࡓᒆฟ᭩ࡢሗࢆᶵ㛵ࡈ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ࡛⟶⌮ࡋ࡚࠸

㸯㸧⎔ቃ┬ࡽ↓ൾ㓄ᕸࡉࢀࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࡘ࠸࡚

㸦㸳㸧༓ⴥ┴
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y ᣦᑟᬑཬㄪᰝࡢᇶᩘࡣ㐣ཤࡢ್ࣉࣛࢫ࣐ࢼࢫࡋ࡚⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

y ᣦᑟ┘╩㛵ࡍࡿሗࡣࠊ┴ࡀ⊂⮬ίᵴྎᖒࡣษࡾ㞳ࡋ࡚⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ྥୖࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

y ༢⊂ฎ⌮ίᵴࡢ㌿ࢆᕷ⏫ᮧ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡣྎᖒሗࡢ⢭ᗘࢆ

y ίᵴྎᖒࡀᩚഛࡉࢀࡿಖᏲⅬ᳨ཬࡧΎᤲᴗ⪅ࡢホ౯ࡶά⏝࡛ࡁࡿࠋ

ࡘ㧗ᗘฎ⌮ᆺίᵴࢆタ⨨ࡍࡿሙྜ⿵ຓᑐ㇟࡞ࡿࠋ
㸧

࠺㏻ᖖᆺίᵴࡢ᪂つタ⨨ࡣ⿵ຓᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸㸦ࡓࡔࡋࠊᨺὶඛࡀ㛢㙐ᛶỈᇦ࡛

y ᪂タίᵴࡀ 6,000 ᇶ㏆ࡃ࠶ࡿ࠺ࡕࠊ⿵ຓᑐ㇟ίᵴࡣ 800 ᇶ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ᪂⠏క

㸳㸧ࡑࡢ

y タ⨨ሙᡤࡢᆅ␒ఫᡤࡢධຊḍࢆศࡅ࡚ࡋ࠸ࠋ

y ᣦᑟᬑཬㄪᰝࡢᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸㸦ࢩ࣮ࢺ㸳ᗫṆሗྵࡵ㸧
ࠋ

ࢆ⡆༢☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠸ࠋ

y 7 ᮲᳨ᰝཷ᳨⪅ࡀ 11 ᮲᳨ᰝࢆཷ᳨ࡍࡿẚ⋡ࡀపࡃࠊཷ᳨⋡ྥୖࡢࡓࡵࡇࡢ⛣⾜≧ἣ

ࢹ࣮ࢱࢆ୍ᘧᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ຍᕤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ㛫ࢆせࡍࡿࠋ

y ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀಖ᭷ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀୖࠊヲ⣽࡞ㄪᰝ࣭ศᯒࡣᑐ㇟

┴࡛ࡣࡑࡢሗࢆ㜀ぴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ≉ίᵴ⟶⌮⪅ࡢᒚṔࢆ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠸ࠋ

y ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿྎᖒࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ 1 ᅇࡢኚ᭦ศࡢᒚṔࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ

ࡋ࡚㸧

y ᆅ␒ሗࢆධຊࡋࡓ㝿⦋ᗘ⤒ᗘࡢሗࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ౽࡛࠶ࡿ㸦ኚࡢᡤᅾሗ

ࡽཷ㡿ࡋྎᖒࢩࢫࢸ୍࣒ᣓධຊ࡛ࡁࡿ౽࡛࠶ࡿࠋ

y ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ᒆฟሗࡢධຊసᴗࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᒆฟሗࢆᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵

ࡢሗࢆ୍ぴ⾲♧࡛ࡁࡿ౽࡛࠶ࡿࠋ

y ᮍཷ᳨⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓཷ᳨ᣦᑟᩥ᭩ࢆⓎ㏦ࡍࡿࡓࡵࠊᮍཷ᳨⪅ࡢ⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠸ࠊࡑ

㸲㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚

ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢሗ࿌್ࡢධຊḍࡀ࠶ࡿ౽࡛࠶ࡿࠋ

y ༓ⴥ┴⊂⮬ࡢྲྀ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᆺίᵴ㛵ࡋ࡚ࡣᅄ༙ᮇ 1 ᅇࠊᨺὶỈࡢ BOD ࢆ

㸱㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮㡯┠ࡘ࠸࡚
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⎔ቃ┬ᣵᣜ

࡞࠸ࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

ఏࢃࡾ࡙ࡽ࠸ࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

⨨࡛ࡢࡼ࠺࡞ฎ⌮ࡀ⾜ࢃࢀࠊࡢࡼ࠺࡞ලྜࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚㠀ᖖ

㝿᭱ࡶㄝ᫂ࡋ࡙ࡽ࠸⨨ࡣ⏕≀ฎ⌮⨨࡛࠶ࡿࠋίᵴࡢ୰ᚰ࡞ࡿ⏕≀ฎ⌮

୍ᗘ➼ࡢⅬ᳨࡛Ⰻ࠸㡯┠ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊίᵴࡘ࠸࡚⟶⌮⪅ㄝ᫂ࡍࡿ

ࡁᶵჾ㢮ࡢከ࠸ࠕᆺࠖ㝈ᐃࡍࡁ࡛ࡣ↓࠸㸽㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ࠕ୰ᆺࠖ࠶ࡿࡀࠊ୰ᆺίᵴࡣᶵჾ㢮ࡀࣈࣟ࣡௨እ↓࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊ┘どࡍ

ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࢆ⾜ࡗ࡚ࡶὶ㔞ㄪᩚᵴࡢࢱࣉ࡛⌧ᆅ࡛ࡢಖᏲⅬ᳨ࡀᚲせ࡞㡯ࢆ☜ㄆࡍ

㆙ሗࡀ㢖⦾㬆ࡿࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ⏕≀ฎ⌮⨨➼࠾ࡅࡿಖᏲⅬ᳨ࡢຠ⋡࡞ࡽ

ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

y ᑠᆺྜేฎ⌮ίᵴಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࡢ㡯┠ࡣࠊⅬ᳨㡯┠ࡋ࡚ࡣᚲせࡔࡀࠊ༙ᖺ

࠶ࡿࠋಖᏲⅬ᳨సᴗࡢຠ⋡ࡣ࡞ࡿࡀࠊࢫࢡ࣮ࣜࣥࡸ࣏ࣥࣉ␗ᖖࡀ㉳ࡁࡓ㝿

ᩱ㸱ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾಖᏲⅬ᳨ཬࡧΎᤲ࠾ࡅࡿసᴗグ㘓㛵ࡋ࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗ

y 㐲㝸┘どࡢࢭࣥࢧ࣮➼ࢆ⮬๓࡛タႠࡍࡿࡇࡀࢥࢫࢺ࢝ࢵࢺࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛᫂

࡞ࡿࠋ㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊ⥔ᣢ⟶⌮㈝⏝ࢆୗࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊఫẸ㈇ᢸࡢ㍍ῶ

ࡿࡶࡢࡣࡼࡃ࡞࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y ࢭࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚┘どࡍࡿࡢࡶࡼ࠸ࡀࠊࡑࡢࢭࣥࢧ࣮ࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᡭ㛫ࢆせࡍ

ဨ㸧

ᣢ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ␗ᖖࡢ㆙ሗࢆฟࡍࡔࡅࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣពࡀ࡞࠸ࠋ
㸦᪼ጤ

ࡼࡾ⌧ሙࡢⅬ᳨సᴗࡀ㍍ῶ࡛ࡁࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ␗ᖖࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡓࡵ⥔

y 㐲㝸┘ど࡛ࡇࡲ࡛ίᵴࡢ≧ἣࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ㐲㝸┘ど

 ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨

㸦ಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊࣭Ύᤲグ㘓⚊ࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚㸧

ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

ᴗົࡢᐇ᪉㔪ཬࡧィ⏬ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸰ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

2. ᴗົࡢᐇ᪉㔪ཬࡧィ⏬ࡘ࠸࡚

᳨ウࡢ㊃᪨ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸯㸦ᴗົᵝ᭩㸧ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

1. ᳨ウࡢ㊃᪨ㄝ᫂

III. ㆟

 ྛጤဨࡢ⮬ᕫ⤂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

II. ጤဨ⤂

ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࡼࡾᖖ┘どࢆ⾜࠺ࠊ⌧ᆅ⾜ࡃᅇᩘࡀቑ࠼ࡿ࠸࠺ሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛

࠶ࡗࡓࠋ

ᆺίᵴࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡢ⦆ࡘ࠸࡚ົᒁࡽㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ

ົᒁ㸸ோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ⃝ᮧᑦ࿃

࡙ࡁົᒁࡽㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㈨ᩱ㸴ᇶ࡙ࡁ㐲㝸┘どᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿ

⎔ቃ┬ίᵴ᥎㐍ᐊⓑ▼ᣦᑟᬑཬಀ㛗ࡼࡾᣵᣜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

3.

ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

㸦㸯㸧 ὶ㔞ㄪᩚᵴࡀ๓⨨ࡉࢀࡓίᵴࡢಖᏲⅬ᳨ࡑࡢ㢖ᗘࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸲ࠊ㸳ᇶ

4.

࡞ࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡑࡢά⏝᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࠊពぢࢆົᒁୖࡆࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

y ᅇࡢ㈨ᩱᥦ♧ࡉࢀࡓグ㘓㡯┠ཬࡧࡑࢀ௨እࡢ㡯┠ࢆྵࡵࠊࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࡀ᭷ຠ

㸦ົᒁ㸧

   ⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ⴌ⨾ࠊ⏣୰ᩥ

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮4 㝵㆟ᐊ

᪥㸸௧ 2 ᖺ 10 ᭶ 5 ᪥㸦᭶㸧 13:30㹼16:30

㆟㘓

Ѝ⟶⌮⪅ఏ࠼ࡿ㝿ࡢࢹ࣮ࢱࡢ࢘ࢺࣉࢵࢺࡘ࠸࡚ࡶྛጤဨࡽࡢពぢࡀḧࡋ࠸ࠋ

ฟᖍ⪅ ጤဨ㸸ᒾᇼᜨ♸㸦ᰝ㸧ࠊᑠᕝᾈࠊᚋ⸨㞞ྖࠊ▼ᶫ᠇᫂ࠊ᪼ᗈᩥࠊᑿᓮᘯ᫂

㸺㹕㹅ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼

I.

ίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ

➨ 1 ᅇίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ㛵ࡍࡿ㹕㹅
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IV.

࠶ࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ࡃ࡚῭ࡴሙྜࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡋ࡚ࡣ⏕≀ฎ⌮⨨ࡢ㐲㝸
┘どࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㧗౯࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤࣓࢝ࣛࢆᑟධࡋ࡞࠸ࡢ࡛
ࡣࠊ᭱ࡶẼ࡞ࡿࡇࢁࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

Ѝίᵴ࡛ࡣ⌧≧ࠊ㐲㝸┘どࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ⭷ศ㞳ࡢࡳ࡛ࠊ㐲㝸┘どࡢ㏻ಙ㈝

ࢥࢫࢺࡣ࠶ࡲࡾࡽ࡞࠸ࡀࠊࢭࣥࢧ࣮ࡀ㧗౯࡛࠶ࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

㧗‵࡛ࡶ⏝ྍ⬟➼㸧࡛ࡘࠊWi-fi ➼ࡼࡾ㏻ಙ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ

y ┘ど࣓࢝ࣛࡣίᵴෆ࡛ࡢ⏝⪏࠼࠺ࡿࡶࡢ㸦ࣞࣥࢬ㒊࣡ࣃ࣮ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠊ

ົᒁࡽㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸲㸧 పࢥࢫࢺ࡞㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒(࣓࢝ࣛࡼࡿ㐲㝸┘ど)ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸷ᇶ࡙ࡁ

ࢆࠊົᒁᥦฟࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㹕㹅࡛ࡣጤဨࡽࡢពぢࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊᚋ᪥ࠊ㐲㝸┘どࡢ㡯┠➼ࡘ࠸࡚ࡢពぢ

㸦㸱㸧 ⌧⾜ίᵴࡢฎ⌮᪉ᘧಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸶ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

せࡀ࠶ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ពぢࢆఛ࠸ࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ὶ㔞ㄪᩚᵴࡀ๓⨨ࡉࢀࡓίᵴ࠾ࡅࡿಖᏲⅬ᳨㢖ᗘ㸦㈨ᩱ㸲㸧

y ಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊࣭Ύᤲ⚊ࡢ㡯┠㸦㈨ᩱ㸱㸧

㸦㈨ᩱ㸰㸧

y ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ㹕㹅ᐇィ⏬

y ௧ 2 ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົᵝ᭩㸦㈨ᩱ㸯㸧

y ㆟ḟ➨

㸺㈨ᩱ㸼

y ➨㸰ᅇ㹕㹅ࡣ 11 ᭶㸳᪥㛤ദ

y ➨㸯ᅇ㹕㹅ࡢ㏣ຍពぢࢆ 10 ᭶ 18 ᪥ࡲ࡛ཷ

ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚

ࡇࡢࡼ࠺࡞タ࡛ࡶ⏕≀ฎ⌮⨨㐲㝸┘どࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࠊⅬ᳨㢖ᗘࢆ㧗ࡃࡋ࡞

ࡵࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥⓗຍࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

Ѝ᪥ኚືࡀࡁ࠸ࡶࡢࢆ┘どࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡢࠋࡲࡓࠊఱ㐲㝸┘どࡍࡿᚲ

ࣉ࡛ࡶⅬ᳨㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧ሙࡶ࠶ࡿ
㸦3 ᭶ 1 ᅇЍ1㹼2 ᭶ 1 ᅇ➼㸧
ࠋ

ྜࡣ㧗౯࡞┘どࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡶ࠶ࡿࠋ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡀከᵝ࡛࠶ࡿࡓ

࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏕≀ฎ⌮⨨ࡣᑐ㇟እ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇែࡋ࡚ỿẊศ㞳ᵴࡢࢱ

y ⌧⾜ࡢίᵴࡢࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ┘どᑐ㇟ࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥࠊࣈࣟ࣡࠸ࡗࡓᶵჾ

ࡓሙྜࡣ㸰᪥௨ෆᑐᛂࡍࡿࡼ࠺ࡍࡿ➼ࡢᩚ⌮ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ㆙ሗࡀฟࡓࡽࡍࡄᑐᛂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඃඛ㡰ࢆタࡅࠊ࠼ࡤࠊࣈࣟ࣡ࡀṆࡲࡗ

Ѝ⏕≀⭷ἲẚࠊởἾࡢไᚚࡀᏳᐃ࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y άᛶởἾἲࡀ㐌 1 ᅇ࡛࠶ࡿ⌮⏤ࡣࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

㸦⎔ቃ┬㸧
Ѝ➨㸯ᅇ࠸࠺ࡇ࡛ᖜᗈ࡞ពぢࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿ┘ど㸧ࡀࠊίᵴᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡛᫂࠶ࡿࠋࡶࡢࡍࡈࡃཝࡋ࠸Ỉ㉁ࢆồࡵࡿሙ

y ࢡ࣎ࢱࡣබඹࣥࣇࣛ㐺⏝࡛ࡁࡿ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ㸦ື➼ࡼ

ᩱ㸵ᇶ࡙ࡁົᒁࡽㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧 ࡇࢀࡲ࡛ᐇ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㆙ሗ࣭㏻ሗࢩࢫࢸ࣒➼࠾ࡅࡿࢭࣥࢩࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊ㈨

㧗ࡃ࡞ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

せࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ┘ど࣓࢝ࣛࢆ⏝ࡍࡿࠊື⏬ࢆᖖ㏻ಙࡍࡿࢥࢫࢺࡀ

y ࢭࣥࢧ࣮ࢆከᩘࡘࡅ࡚㧗㢠࡞ࡿࡢࡣ㑊ࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ24 㛫ᙇࡾࡃᚲ

ࡢࡳࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࠊࡑࡢࡓࡵࡢே௳㈝ࡶ㧗㢠࡞ࡿࡓࡵࠊ㈝⏝ᑐຠᯝࡢほⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊᆺίᵴ

y ᮏᴗົࡢᵝ᭩࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞┘ど⨨ࡢ㆟ㄽࡲ࡛ồࡵ࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

ീᗘࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊࡢࡼ࠺࡞⏬㉁ࡢࡶࡢࡍࡿࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ

ࢆࡢࡼ࠺⾜࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ㈝⏝ᑐຠᯝࡢ㠃࡛ࡣࠊỈ㉁ ᐃࡢࢭ

ࣥࢧ࣮ࡣ㧗౯ࡘᐃᮇⓗ࡞ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡉࡽ 24 㛫యไ࡛㐲㝸┘どࢆ⾜࠺

ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᫎീ࡛ࡢ☜ㄆ࡞ࡿࠊ࠼ࡤ⤊ỿࡢởἾࡢእほࡣࠊ࣓࢝ࣛࡢゎ

ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒࡶ㋃ࡲ࠼࡚ㄢ㢟࡞ࡿࡢࡣࠊㄪᩚ࣏ࣥࣉཬࡧィ㔞ㄪᩚ⛣㏦⨨ࡢ┘ど

y ⤒㦂ୖࠊ┠どほ ࡼࡿண ್ᐇ ್ࡣࡼࡃ୍⮴ࡍࡿࡓࡵࠊ┠どࡼࡿண ࡶ㠀

㣕ࡤࡍᡭἲࡀከᑡᏳ౯࡞ࡿࡀࠊࢥࢫࢺࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

㠀ᖖ㧗౯࡞ࡶࡢ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୰⥅ᇶᆅࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆタ⨨ࡋ࡚ẁ㝵ⓗᫎീࢆ

y ᭱㏆ࡣὶ㔞ㄪᩚᶵ⬟ࡁࡢίᵴࢫࢡ࣮ࣜࣥタഛࡀࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ᆺᘧࡀቑ࠼࡚࠸

y

(ᮏ WG ࡛ࡣ௨ᚋ୰ᆺ㸸51㹼500 ேࠊᆺ㸸501 ே㹼ࡍࡿ)(ົᒁ㸧

࡛ࡣ୰ᆺ㸸11㹼50 ேࠊᆺ㸸51 ே㹼ࠊ␗࡞ࡿࠋ51 ே௨ୖࢆᑐ㇟⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

  ίᵴ⟶⌮ኈㅮ⩦➼࡛ࡣ୰ᆺ㸸51㹼500 ேࠊᆺ㸸501 ே㹼ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒༠
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y ᢏ⾡ୖࡢᇶ‽࡛ὶ㔞ㄪᩚᵴࡀ๓⨨ࡉࢀࡓίᵴ≉㛵ಀࡍࡿ㒊ศ㸦㈨ᩱ㸳㸧

y పࢥࢫࢺ࡞ࢫࢡ࣮ࣜࣥタഛ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒➼ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸷㸧

y ⌧〇ရࡢฎ⌮᪉ᘧಖᏲⅬ᳨㢖ᗘ㸦㈨ᩱ㸶㸧

㸦㈨ᩱ㸵㸧

y ίᵴ࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ᐇ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㆙ሗ࣭㏻ሗࢩࢫࢸ࣒➼࠾ࡅࡿࢭࣥࢩࣥࢢ

y 㐲㝸┘どᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿᆺίᵴࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡢ⦆ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸴㸧

103

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸲㝵㆟ᐊ

᪥㸸௧㸰ᖺ  ᭶㸳᪥㸦ᮌ㸧 㹼

㆟㘓



࡞࠸࠸࠺ࡢࡣẼࡀࡾ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

ືゎᯒࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ࢯࣇࢺࢆᑟධࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶ⥔ᣢ⟶⌮ࡢ㧗ᗘࡘ࡞ࡀࡿ
ࡓࡵࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ㈨ࡍࡿሗᩚ⌮➼ࡀᮏᴗົࡢ┠ᶆ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

Ὑ࠸ฟࡋࢆ࡛ࡁࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧



Ѝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝⓗࡣཝࡋ࠸ࡀࠊᚲせ࡛࠶ࢀࡤࡸࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺᳨ウࡶࡋ࡚㡬ࡅࢀ

࠸ࡢ࡛ᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧



y ࡇࡇ᭩ࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡀ㧗ᗘࠊຠ⋡ࡢࡼ࠺⤖ࡧ࠸࡚࠸ࡿࢃࡽ࡞

ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

Ѝࡇࢀࡲ࡛ࡢⅬ᳨㡯┠௨እࡶ᭷ຠ࡞Ⅼ᳨㡯┠ࡀ࠶ࢀࡤ㏣ຍࡋ࡚ࡶࡼ࠸⪃࠼࡚࠸

ᏑࡢಖᏲⅬ᳨ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠺࠸࠺ヰࡶ࡞ࡿࡢࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ࡃ࠸࠺㆟ㄽ࡞ࡿࡢࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

Ѝ㐲㝸┘どࡢෆᐜࡣಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡢ⦆ࢆ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࡍࡿ࠸࠺ヰࡔࡗࡓࡀࠊ᪤

y ົᒁࡀᐃࡋ࡚࠸ࡿⅬ᳨㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊྛጤဨࡢ❧ሙ࡛᪂ࡓ࡞㡯┠ࢆᥦࡋ࡚࠸

Ѝྜేฎ⌮ࢆᇶᮏࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㛵ಀࡋ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࢹ࣮ࢱά⏝ࡣ㛵ಀࡋ࡞࠸ࡢࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

㸦ົᒁ㸧

ࢯࣇࢺࢆసࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⟶⌮♫ࡀᮏᴗົ࡛ࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆぢ࡚ࠊ⮬

どࡣࢥࢫࢺࡿࡢ࡛ࡣ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ㸱ࠊ㸲ᅇ┠ࡢ WG ࡛ࡑࡢ㎶ࡢ

y ࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡁ࡞┠ⓗࡢ㸯ࡘࡋ࡚༢⊂ࡢྜేࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇࡢ

࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᥦ㈨ᩱࢆసࡿࡶࡢ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊಖᏲⅬ᳨㈨ࡍࡿ

ࡾࠊ㟁ᏊࡢၨⓎࢆࡍࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱసࡾ࠸࠺ㄆ㆑࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㐲㝸┘

Ѝグ㘓⚊ࡢ㡯┠ࢆỴࡵࡿ࠸࠺ࡢࡀᴗົࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢇ࡞㡯┠ࡀ࠼ࡿࡢ

ࢱά⏝ࡼࡿ㧗ᗘཬࡧຠ⋡㈨ࡍࡿࡓࡵࡣࢹ࣮ࢱゎᯒࡀᚲ㡲⪃࠼࡚࠾

࡞ࡾࡢࡤࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࡿࡀࠊࡑࡢ㎶ࡣ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

Ѝ┠ⓗ๎ࡗࡓ࢘ࢺࣉࢵࢺࡢ᪉ࢆ♧ࡍࡇࡀᮏᴗົࡢ㔜せ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮

y ࣓࣮࣮࢝ࡈฎ⌮᪉ᘧࡸタ⨨≧ἣ➼ࡀ㐪࠺୰࡛ࡍ࡚ࢆ⥙⨶ࡍࡿ࡞ࡿ㡯┠ᩘ

ࢺࢆ᫂☜ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

ࡏࡿࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡢ➼ࠊࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘࡢ㒊ศࡢ࢘ࢺࣉࢵ

y ༢⣧Ⅼ᳨グ㘓ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡢࠊⅬ᳨グ㘓ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡼࡗ࡚ఱ⏕

࣓࣮࣮࢝ࡀ᎘ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᴟ⛎㡯ࡀከࡃྵࡲࢀࡿࡶࡢࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ

᪉ྥᛶ࡛⾜࠺ࡢࠋࡲࡓࠊࢹ࣮ࢱࡢά⏝ίᵴ࣓࣮࣮࢝ࡢࢹ࣮ࢱࢆ࠺ࡢࡣ

➨㸯ᅇ WG ᚋࡢពぢ➼ཬࡧ➨㸯ᅇίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウࡢពぢ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㈨

ᩱ㸰ཬࡧ㈨ᩱ㸱ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

y ಖᏲⅬ᳨ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡼ࠺࡞ᕷ㈍ࡢࢯࣇࢺࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆసࡿ࠸࠺

ົᒁ㸧

ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᥦࢆධࢀ࡚ࡣ࠺࠸࠺ᥦࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㸦

࣮ࢱ㸧➼ࡶίᵴ⟶⌮ኈࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾ㧗ᗘࡋࡓⅬ᳨ࡀ࡛

Ѝ㈨ᩱ㸲㸫㸰ࡣಖᏲⅬ᳨࡛ᚓࡽࢀࡓࡢࢹ࣮ࢱ㸦ἲᐃ᳨ᰝ⤖ᯝࠊ࣓࣮࣮࢝ࡢ㛤Ⓨࢹ

ᐜ࠸࠺ㄆ㆑࡛ࡼ࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ࡋࢢࣛࣇࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ίᵴࡢ⟶⌮άࡏ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ᥦࡋࡓෆ

࠸࡚ࡢ㞮ᆺ࡛࠶ࡾࠊ㈨ᩱ㸲㸫㸰ࡣ㸲㸫㸯࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ㡯┠ࢆࢹ࣮ࢱࡋ࡚ධຊ

y ㈨ᩱ㸲㸫㸯ࡣ➨㸯ᅇ WG ᚋࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂࡋࡓಖᏲⅬ᳨グ㘓㡯┠ࡢά⏝ࡘ

࠶ࡗࡓࠋ

ᏲⅬ᳨グ㘓㡯┠ࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸲ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ

 ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚࣭ಖ

ಖᏲⅬ᳨グ㘓㡯┠ࡢά⏝ࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸲㸼

3. ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

y グ㘓ࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࡢ┠ⓗࢆ᫂☜ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦᪼ጤဨ㸧

ࡤ⾜࠺ࡁ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝྛጤဨࡢពぢḟ➨࡛࠶ࡿࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᳨ドࢆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࢀ

y ࡇࡢ WG ࡛ᥦࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺⌮ゎ࡛ࡼ࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

㸺㈨ᩱ㸰࣭㈨ᩱ㸱㸼

2. ➨㸯ᅇ WG ᚋࡢពぢ➼ཬࡧ➨㸯ᅇίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウࡢពぢ➼ࡘ࠸࡚

㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁࠊົᒁࡼࡾ➨㸯ᅇ WG ㆟せ᪨㸦㸧ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

1. ➨㸯ᅇ WG ㆟せ᪨㸦㸧ࡢ☜ㄆ㸺㈨ᩱ㸯㸼

㆟

⃝ᮧᑦ࿃

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ㧘ᶫᝅࠊ▼┿ᘪࠊ

   ⎔ቃ┬㸸ᒣᮏὈ⏕ࠊⓑ▼ⴌ⨾

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ᒾᇼᜨ♸㸦ᰝ㸧
ࠊᑠᕝᾈࠊᚋ⸨㞞ྖࠊ▼ᶫ᠇᫂ࠊ᪼ᗈᩥࠊᑿᓮᘯ᫂

㸺㹕㹅ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼



ίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ

➨㸰ᅇίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ㛵ࡍࡿ WG
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ࢺࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⥔ᣢ⟶⌮ᅇᩘࡢ㠃࡛࠸࠼ࡤࠊBOD ࡔࡅ࡛ࡶ

ࢀࡽࡢ㡯┠ࢆࡋࡗࡾ┘ど࡛ࡁࢀࡤಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ⦆ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

Ѝ」ᩘࡢⅬ᳨㡯┠ࢆά⏝ࡋ࡚ゎᯒ⤖ࡧࡅࡿࡇࡶ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡀᚲせ࡞ࡿ㡯┠ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧



ࡢ㆙ሗ㸦e-mail㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋࡢὶࢀࡣࢡࣛ࢘ࢻࢆᵓ࠼࡚࢜ࣥࣉࣞࡋ➃ᮎࢆ⨨

Ѝ✌ാ≧ἣࠊྛࣇ࣮ࣟࢺࢫࢵࢳୖୗලྜࠊ࣏ࣥࣉࠊࣈࣟ࣡ࡀ␗ᖖ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㝿

y 㐲㝸┘ど࡛ࡇࡲ࡛⟶⌮࡛ࡁࡿࡢࢆᩍ࠼࡚㡬ࡁࡓ࠸㸦᪼㸧

ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡿ㒊ศࡢ༢⨨ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛࠺ࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡈពぢ

Ѝ㐲㝸┘どࡣ⏕≀⭷ἲࡢࢱࣉ࡛ࡼ࠸ࡢࠊὶ㔞ㄪᩚᵴ๓⨨ᆺ࡛ỿẊศ㞳ᆺ␗࡞

ỿẊศ㞳ᆺࡢⅬ᳨㢖ᗘࡲ࡛ఙࡤࡍ࣓࣮ࢪࡣྛ♫࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ỿẊศ㞳ᆺẚ㍑ࡍࡿὶ㔞ㄪᩚᵴ๓⨨ᆺࡢⅬ᳨㢖ᗘࡣከࡃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



ேᵴࡢ㐪࠸ࡼࡿⅬ᳨㢖ᗘࡶ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

࠾ࠊྠࡌᆺᘧ࡛ࡶேᵴࡢ㐪࠸࡛ࢫࢡ࣮ࣜࣥタഛࡢᵓᡂࡀኚࢃࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ

Ѝᛶ⬟ホ౯ᆺ࡛ࡣࡋ´࢝ࢦࡀ࡞ࡃࠊ┠ワࡲࡾ➼ࡢᠱᛕ㡯ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ࡞

㸯ᅇࡢ㢖ᗘ࡛ࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃཝࡋ࠸タࡶ࠶ࡿࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

Ѝタࡈ࡛ࡋ´ࡢ㈓␃ලྜࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ୍ᴫࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊ㸯᭶

y ࡋ´ࡢ㝖ཤࡣ㸯᭶㸯ᅇ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡢࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

⸨ጤဨ㸧

ぢࡿ୧ฎ⌮᪉ᘧࡶྠ➼ࡢ㈇Ⲵࡀḟฎ⌮ࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᚋ

ศ㞳ᆺࡣḟฎ⌮ࡅࡿ㈇Ⲵࡣᑠࡉ࠸ࡀὶ㔞ኚືᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࢺ࣮ࢱࣝⓗ

Ѝὶ㔞ㄪᩚᵴ๓⨨ᆺࡣḟฎ⌮ࡅࡿ㈇Ⲵࡣࡁ࠸ࡀὶ㔞ኚືᑐᛂ࡛ࡁࠊỿẊ

 ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸳ᇶ

࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࢆ࣓࣮࣮࢝ࡣࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

⌮Ỉࢆ⛣ὶࡉࡏࡓሙྜ㸦ỿẊศ㞳ᆺ㸧࡛ࡣḟฎ⌮ࡢ㈇Ⲵࡢ㐪࠸ࡀ᫂☜ฟ࡚

y ᐇែࡋ࡚ࠊὶㄪΰྜᾮࢆ⛣ὶࡉࡏࡓሙྜ㸦ὶ㔞ㄪᩚᵴ๓⨨ᆺ㸧ᅛᾮศ㞳ᚋࡢฎ

㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ప࡛ࡶ㸯᭶㸯ᅇࡣⅬ᳨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ࣓࣮࣮࢝ࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋ

ᩚᶵ⬟ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞࠸ࠋὶ㔞ㄪᩚᵴ๓⨨ᆺࡣࢫࢡ࣮ࣜࣥࡋ´ࡢ㝖ཤ࠸࠺ほⅬ࡛᭱

ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊỿẊศ㞳ࡢࡼ࠺࡞ 3 ࢝᭶ 1 ᅇࡢⅬ᳨㢖ᗘ࡛ࡣὶ㔞ㄪ

y ὶ㔞ㄪᩚᵴ๓⨨ᆺࡣࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ┠ワࡲࡾ⏕≀ᛂᵴ⏕≀⭷ࡀ╔ࡋ࡚࠺ࡲࡃ

㸦▼ᶫጤဨ㸧

࠸ࡓࡵࠊ๓ẁࡢỿẊศ㞳㒊ཬࡧὶ㔞ㄪᩚ㒊ࢆ㐲㝸┘どࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ

4. ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸳㸼

ቃ┬㸧

y ⎔ቃ┬ົᒁ࡛࢘ࢺࣉࢵࢺࡢලయⓗ࡞࣓࣮ࢪࢆᗘὙ࠸ฟࡍࡇࡍࡿࠋ
㸦⎔

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᒾᇼጤဨ㸧

Ѝᯟࢆᐃ⩏ࡋ࡚ࡽྛ㈨ᩱࡢෆᐜࢆヲࡋࡃᥦ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤయീࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡿ

㸦ົᒁ㸧

ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᶵ⬟ホ౯㝈ᐃࡍࢀࡤぢ࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࣮ࢱ➼ࡢᢏ⾡ሗࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ぢࡿ㧗ᗘࡘ࡞ࡀࡿ࠸࠺ᥦࡶຍ࠼࡚

࡚ࡃࡿ࠸࠺ሗࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆ⪃࠼ࡿ࣓࣮࣮࢝ࡢ㛤Ⓨࢹ

y ᚋ⸨ጤဨࡢពぢ㈶ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡢᆺίᵴࡢ⏕≀ฎ⌮㒊ࡣྠࡌࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀከ

ࡻ࠺࠸࠺ၨⵚάືࡋ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

Ѝゎᯒᡭἲࡣࡇࢀࡽฟࡍࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋᆺᘧࡼࡗ࡚ホ౯್ࡸᩘ್ࡢഴྥࡀ㐪ࡗ

ຠᯝࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᮏ WG ࡛ࡣὶ㔞ㄪᩚᶵ⬟ࡀṇᖖ✌ാࡍࡿࡓࡵ㐲㝸┘ど

➼ࡢヰࡋ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆺᘧẖࡈࢢࣛࣇࡋ࡚ഴྥ⟶⌮ࢆࡋࡲࡋ

Ѝᑠᕝጤဨࡀิᣲࡉࢀࡓ࡚ࡢ㡯┠ࢆ㐲㝸┘ど࡛ࡁࡿࡢࡀ⌮࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㈝⏝ᑐ

௳ࠊ࣏ࣥࣉࠊࣈࣟ࣡ࠊỈࠊ✌ാ㛫ࠊ✌ാᅇᩘࠊࡋ´ࡢ✚≧ἣ➼㸧࡛࠶ࡾࠊࡑ

ᕝጤဨ㸧

y ྠᆺᘧ࡛ẚ㍑ࡍࢀࡤఱᥦ࡛ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ␗࡞ࡿᆺᘧ࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡶᕤ

y 㐲㝸┘どࡀᚲせ࡞Ⅼ᳨᮲௳ࡣฎ⌮ᛶ⬟ࢆ᭱ప㝈⥔ᣢࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯┠㸦ὶධ᮲

ࢱࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ᢏ⾡ࢆ☜❧ࡍࡿࡇࢆ㆟ㄽࡍࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠ

㐲㝸┘どࢆ⾜࠼ࡤᅇᩘࡢ๐ῶ⧅ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦᪼ጤဨ㸧

y ࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡࠸࠺ࠊࡇࢀࡲ࡛✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢹ࣮

Ѝࡑࢀ࡛ࡶⰋ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ྛ༢⨨ಀࡿ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊಖᏲⅬ᳨ࢧࢻࡢពぢࢆฟࡏࡤࡼ࠸ࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

Ѝ㐲㝸┘どࡢ㈝⏝ࡣ⟶⌮⪅㈇ᢸ࡞ࡿࡓࡵࠊึᮇᢞ㈨ࡀᴟࡵ࡚ࡁࡃ࡞ࡿ࣓ࣜࢵ

ࡘ࠸࡚⢭ᰝࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

ࡤᚋ᪥ᨵࡵ࡚ពぢࢆᥦฟࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡅࢀࡤᵝࠎ࡞㡯┠ࡢ ᐃࡀྍ⬟࡞ࡿࡀࠊపࢥࢫࢺ࡛㐠⏝ࡍࡿ࡞ࢀࡤᚲせ㡯┠

Ѝ➨㸯ᅇ WG ࡛ᑠ࣭୰ᆺࡢグ㘓㡯┠ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊࡑࢀ௨እࡶ᭷⏝࡞㡯┠➼ࡀ࠶ࢀ

T-PࠊUV ィ➼ࢆࡘࡅࢀࡤࠊฎ⌮Ỉ㉁ࢆ ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࢥࢫࢺࢆ

DOࠊORPࠊỈ ࠊMLSS ➼ࡢỈ㉁ᝏࡢཎᅉࡶ㐲㝸┘どࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊT㸫Nࠊ

࠸ࡓࡇࢁࢧ࣮ࣂ࣮ࢆᵓ࠼࡞࠸ࡶࡢࡀὶ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⏕≀ᛂᵴࡣ

࡛ࡼ࠸ࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y 㞮ᆺࡢ㡯┠࡛㧗ᗘࠊຠ⋡㈨ࡍࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿࢆᚋ᪥ᨵࡵ᳨࡚ウࡍࡿ࠸࠺ࡇ

㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ࠺࠸࠺ຠᯝࡀ࠶ࡿ࠸࠺ලయࡲ࡛ᩚ⌮ࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸➼ࡢពぢࡶ࠾
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y ➨㸯ᅇ WG ᚋࡢពぢ➼㸦㈨ᩱ㸰㸧

࡞࠸ࠋ㸦ᑠᕝጤဨ㸧

┘どࢆᑟධࡍࡿࡇࡼࡿⅬ᳨㢖ᗘࡢ⦆࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡣᑐ㇟እ࡛ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ

y ᾘẘᵴࡢ⸆ࡢ⿵㢖ᗘࡣ᭱ప࡛ࡶ㸯᭶㸯ᅇࡋ࡚タィࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㐲㝸

࠸ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

Ύᤲࢆ⾜࠺タィ࡞ࡗ࡚࠸ࡿίᵴ࡛ࡣಖᏲⅬ᳨ࡢ㢖ᗘࢆ᭶㸯ᅇఙࡤࡍࡢࡣ㞴ࡋ

Ỉᙇࡾ➼ࡢ☜ㄆࢆࡋ࡚࠸ࡿᴗ⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ㸰㐌㛫㸯ᅇࡢ㢖ᗘ࡛



ホ౯ᆺࡘ࠸࡚ࡶ┘ど㡯┠㐲㝸┘どࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

y ḟᅇࡣࠊᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡢ┘ど㡯┠➼ࡘ࠸࡚ࡢពぢᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼᳨࡛ウࢆ㐍ࡵࠊᛶ⬟

ࡇࢀࡽ㛵ࡍࡿពぢࢆ㈨ᩱ 5 ࢆཧ⪃ࡋ࡚ົᒁᥦฟࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡢ༢⨨ࡢ㐲㝸┘どࡘ࠸࡚ࡣࢥࢫࢺ㠃ࡶྵࡵ᳨࡚ウࡋࠊᚋ᪥ࠊ

y 㐲㝸┘どࢆ⾜࠺㡯┠ࡣὶ㔞ㄪᩚᵴࡀ᭱ప㝈ṇᖖ✌ാࡉࡏࡿࡓࡵ᭷ຠ࡞㡯┠ࡍ

y 㐲㝸┘どࡣ୍ḟฎ⌮㒊ࡘ࠸࡚⾜࠸ࠊⅬ᳨㢖ᗘࡣ  ᭶  ᅇ᳨࡛ウࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊάᛶởἾἲࡣ㝖࠸࡚⪃࠼ࡿࡇࡍࡿࠋ

y ḟฎ⌮⨨ὶධࡍࡿ㈇Ⲵ㔞ࡣὶ㔞ㄪᩚᵴ๓⨨ᆺỿẊศ㞳ᆺ࡛ྠ⛬ᗘࡳ࡞ࡍࠋ

ୖグࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚ពᛮ⤫୍ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

ࠋ㸦ᑠᕝጤဨ㸧

ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ሙࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ణࡋ᭩ࡁࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸

y 㐲㝸┘どࢆᑟධࡋࡓࡽ࠸ࡗ࡚ࠊᚲࡎࡋࡶಖᏲⅬ᳨ᅇᩘࢆ㸯᭶㸯ᅇ㝈ᐃࡍ

࠼࡛ࡣఱࡽࡢᐇドࢆࡋ࡚㐲㝸┘どࡢࣇ࣮ࣟࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ⤒㦂ୖࠊಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡣ㸯᭶㸯ᅇ࡛࠶ࢀࡤኵ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㐺⏝ࡍࡿ࠺



y ➨㸯ᅇ WG ㆟せ᪨㸦㈨ᩱ㸯㸧

ࡿࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧



y ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ㸦㈨ᩱ㸳㸧

y ࢹ࣮ࢱ㸦㈨ᩱ㸲㸫㸰㸧

y ಖᏲⅬ᳨グ㘓㡯┠ࡢά⏝ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸲㸫㸯㸧

y ➨㸯ᅇ௧㸰ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウ㆟㘓ᢤ⢋㸦㈨ᩱ㸱㸧

y ➨㸰ᅇ WG ㆟ḟ➨

㸺ᠱᛕᮦᩱࡘ࠸࡚㸼



y ḟᅇ WG ࡣ  ᭶㸵᪥㸦᭶㸧㛤ദࠋ

๓ᢕᥱࡍࡿࡇ࡛ࡑࡢᡭ㛫ࢆ๐ῶ࡛ࡁࡿࠊ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ⧅ࡀࡿ⪃࠼࡚࠸

y ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢ୰ࡣΎᤲࡢࢱ࣑ࣥࢢྜࢃࡏ࡚Ⅼ᳨ࢆ⾜࠸ࠊᘬࡁᢤࡁởἾ㔞ࡸ

㸺ὀព㸼

ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚
y ➨㸰ᅇ WG ࡢ㏣ຍពぢࢆ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ཷࡅࡅ

㸺㈨ᩱ㸼

5.

ලࢆྲྀࡾ⾜ࡃ࠸࠺ᡭ㛫ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐲㝸┘どࢆᑟධࡋࠊ㆙ሗࡢෆᐜࢆ

Ѝ㆙ሗࡔࡅ࡛ࡣཎᅉࡀࢃࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧ሙ࡛ཎᅉࢆ≉ᐃࡋ࡚ࡽಟ⌮ᚲせ࡞㐨

࡚ࡣ࠺㸽㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࡣᖖ┘ど㏆࠸ࡓࡵࠊ␗ᖖࡀ࡞ࡅࢀࡤⅬ᳨㢖ᗘࡢ⦆ࡀ࡛ࡁࡿゎ㔘ࡋ

ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ㆙ሗฟຊࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ࠊ࣓࣮ࣝ➼࡛㆙ሗࢆ㣕ࡤࡍ࠸࠺ᶵ⬟ࡣ᭱ప㝈ᚲせ࡛࠶
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y ࡋ´㔞ࡢ㐲㝸┘どࡣཎ๎せࡍࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

Ѝಖ㐃ࡢពぢࢆ㡬ࡁ࡞ࡀࡽࠊຠᯝࡀ㧗ࡃࠊồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࢆᢳฟࡋࠊゎᯒ᪉



ᒁពぢࢆฟࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y  ࣮࣌ࢪࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ୰࡛ࢢࣛࣇ࣭ྍど࡛ࡁࡑ࠺࡞ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊᚋ᪥ࠊົ

Ѝㄪᩚࡢ⢭ᗘࢆୖࡆࡿࡇࡀ㧗ᗘࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ЍỈ㉁ᝏࡢ๓ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇࡀ㧗ᗘ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y ࠕ⟶⌮ࡢ㧗ᗘࠖࡣࠊఱࡀ࡛ࡁࢀࡤ㐩ᡂࡋࡓࡇ࡞ࡿࡢࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧




y 㐲㝸┘どࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࠶ࡾࡀࡓ࠸࠸࠺ᕼᮃࡣ࠶ࡿࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

ᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㐲㝸┘どࡣせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ᭚Ẽᘧࢫࢡ࣮ࣜࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊཎỈ࣏ࣥࣉᵴ࡛㐲㝸┘どࢆ⾜ࢃࡎ㐠⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿ

ۑ㛢ሰࡢ≧ἣ㸦᭚Ẽᘧࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧

y ࡋ´ࡢ㈓␃⬟ຊࡀ  ࣨ᭶௨ୖ࡛࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦ᮲௳ࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ㸦ົᒁ㸧

ࡿ㡯┠ࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡅࡓࡽᛮ࠺ࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

ἲࡸࠊホ౯᪉ἲ࡞ࢆࡲࡵࡓࡶࡢࢆసࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ͢´㔞ࡢ㐲㝸┘どࡢᚲせᛶࡣࡋ´ࡈࡢࡁࡉࡶࡼࡿࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y ࡋ´㔞ࡣኚືࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㐲㝸┘どࢆ⾜ࢃ࡞࠸Ᏻ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

ࡿ㡯┠ࢆิᣲࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣭ຠ⋡ࡋࡸࡍࡃࠊΎᤲᮇࡢุ᩿ࡀ࡛ࡁ

y ㈨ᩱ㸰P.㸱ࡢⅬ᳨㡯┠ࡣ⟶⌮⪅ഃࡽࡢពぢ࡛࠶ࡾࠊྛ༢⨨ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡽࢀ

Ӑ๓ฎ⌮タഛӑ
´ࡋۑ㔞

࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ởἾ㈓␃ᵴࡢ㈓␃᪥ᩘ㛵ࡋ࡚๓ᥦ᮲௳ࢆỴࡵ࡚࠾࠸ࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

㋃ࡲ࠼࡚㆟ㄽࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ  ࣨ᭶  ᅇ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡶฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࢆ

࠺ࡀࡼ࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦ົᒁ㸧

㔞ㄪᩚࢱࣉࡢḟฎ⌮⨨㸦⏕≀⭷ἲ㸧ࡢಖᏲⅬ᳨ࡣ  ࣨ᭶  ᅇࡣ⾜ࡗࡓ

ЍỿẊศ㞳ࢱࣉẚὶ㔞ㄪᩚࢱࣉࡣḟฎ⌮⨨ࡢ 66 ὶฟࡀከ࠸ࡓࡵࠊὶ

᳨ウࢆ⾜࠺ࡘࡶࡾࡀࠊ๓ࡩࡾ㸦 ࣨ᭶  ᅇࡢ᰿ᣐ㸧ࡀ࡞࠸ࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y ๓ᥦ᮲௳ࡋ࡚ࠊ୍ḟฎ⌮⨨ࡢ㐲㝸┘どࢆ⾜࠸ࠊⅬ᳨㢖ᗘࢆ  ࣨ᭶  ᅇࡍࡿ

 ࠙㐲㝸┘ど㡯┠ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸱㸧
ࠚ

௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

グ㘓㡯┠ࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸱࣭㈨ᩱ㸲࣭㈨ᩱ㸳ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ

 ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚࣭ಖᏲⅬ᳨

ᩱ㸲࣭㈨ᩱ㸳㸼

3. ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸱࣭㈨

ࡼ࠸ࠋ࣏ࣥࣉࡣ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ⤯⦕ᢠ್➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟⣙ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿ⪃

y ࠕᶵჾࡢᾘ⪖㒊ရ➼ࡢ࣭⿵ィ⏬㈨ࡍࡿࡶࡢࠖࠕ࣏ࣥࣉࠖࢆ㏣ຍࡍࡿ

㈨ᩱ㸰ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ

㸺㈨ᩱ㸰㸼

2. ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

㆟㘓ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁࠊົᒁࡼࡾ➨㸰ᅇ WG ㆟㘓㸦㸧ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࢆྲྀࡾࠊ

1. ➨㸰ᅇ WG ㆟㘓㸦㸧ࡢ☜ㄆ㸺㈨ᩱ㸯㸼

㆟

Ḟᖍ⪅ ົᒁ㸸⃝ᮧᑦ࿃

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ㧘ᶫᝅࠊ▼┿ᘪ

   ⎔ቃ┬㸸ᒣᮏὈ⏕ࠊⓑ▼ⴌ⨾

ᕝጤဨࠊᚋ⸨ጤဨ㸧

᭱ᚋࠕ㸯ᶵჾࡢᾘ⪖㒊ရ➼ࡢ࣭⿵ィ⏬㈨ࡍࡿࡶࡢࠖࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
㸦ᑠ

ᩚィ⏬㈨ࡍࡿࡶࡢࠖࡽࠕ㸳Ύᤲᮇࡢண ㈨ࡍࡿࡶࡢࠖࢆࡑࡢᚋࢁ⛣ືࡋࠊ

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸲㝵㆟ᐊ

࣭㐠㌿ㄪᩚ㈨

ࡍࡿࡶࡢࠖࢆ  ␒┠ࡋ࡚ࠊ
ࠕ㸰ᚠ⎔⨨➼࢚ࣜࣇࢺ࣏ࣥࣉ⛣㏦Ỉ㔞ࡢὙί࣭ㄪ

y ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ㡰␒ࢆಟṇࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋࠕ㸴ฎ⌮ᶵ⬟ࡢุ᩿࣭ண

Ѝ͆㛢ሰ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢసᴗ͆ኚ᭦ࡍࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

㛢ሰࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ(ᑠᕝጤဨ)   

y ㈨ᩱ㸰P.㸯ࡢ͆㸲.᎘Ẽࢁᗋᵴࡢ㏫Ὑ➼ࡢᐇィ⏬㈨ࡍࡿࡶࡢ͆ࡣࠊ㏫Ὑ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ

᪥㸸௧㸰ᖺ  ᭶㸵᪥㸦ᮌ㸧 㹼

㆟㘓

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ᒾᇼᜨ♸㸦ᰝ㸧
ࠊᑠᕝᾈࠊᚋ⸨㞞ྖࠊ▼ᶫ᠇᫂ࠊ᪼ᗈᩥࠊᑿᓮᘯ᫂

㸺㹕㹅ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼



ίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ

➨㸱ᅇίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ㛵ࡍࡿ WG
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y ⛣㏦Ỉ㔞ࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋỈ࡛᥎ ࡍࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ۑሁ✚≀ࡢ≧ἣ㸦ỿ◁ᵴ࣭Ỉ㊰㸧

ࡤࡼ࠸ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧





࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ┘ど㡯┠ධࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ὶ㔞ㄪᩚᵴࡢỈุ࡛᩿࡛ࡁࡿࡢ࡛せ⪃࠼ࡓࡀࠊィ㔞࣎ࢵࢡࢫෆࡢỈࢆィ

  ⛣ۑ㏦Ỉ㔞

y ⬺㞳ᾮࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ๓ᥦ᮲௳ởἾ㈓␃᪥ᩘࡢタィ㸦 ࣨ᭶௨ୖࡢᐜ㔞㸧ࢆධࢀࢀࡤࠊ㐲㝸┘どࡣせ

ᶵჾࡋ࡚ SS ィࢆ⏝ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

y タィୖࡢởἾⓎ⏕㔞⌧ᐇࡢởἾⓎ⏕㔞ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ㐲㝸┘どࡀᚲせ⪃࠼ࡿࠋ

  ⬺ۑ㞳ᾮ

y Ỉ╔≀ࢆྜࡏ࡚㐲㝸┘どࡀᚲせ࡞㡯┠ࡍࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ࢆࡳࢀࡤᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

ࢺࢫࢵࢳࡢㄗసືࡣࠊࢼࣟࢢಙྕ࡛ࡢỈሗࢫࢵࢳࡢ 212)) ሗࡢ୧᪉






y ᵓ㐀ᇶ‽ࡢ┘ど㡯┠ࡀࡑࡢࡲࡲᛶ⬟ホ౯ᆺ㐺ᛂ࡛ࡁࡿࠊㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࢆ㆟ㄽࡋ

 ࠙ᛶ⬟ホ౯ᆺίᵴࡢ㐲㝸┘どࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸲㸧ࠚ

y ᶵჾ㢮ࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

Ѝ㆙ሗࡢ✀㢮ࢆศࡅࡿࢥࢫࢺࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ᭱ప㝈ᚲせ࡞㡯┠ࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࡢ

Ѝ㐣㈇Ⲵࠊ₃㟁ࡢ㐲㝸࡛ࡢุ᩿ࡣపࢥࢫࢺ࡛⾜࠼ࡿࡢࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝ࣏ࣥࣉࡸࠊࣈࣟ࣡ࡽ₃㟁ࠊ㐣㈇Ⲵࡢ㆙ሗࢆฟࡍຠ⋡⧅ࡀࡿࠋ(ᑿᓮጤဨ)

Ѝ㆙ሗࡣ㐲㝸┘どࡣ࠸ࡿࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

Ѝᶵჾ㢮㛵ࡋ࡚ࡣษࡾ㞳ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ࣈࣟ࣡➼ࡢᶵჾ㢮ࡢ㐲㝸┘どࡣᚲせࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ởἾ⛣㏦ࢆᡭື࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡢ㐲㝸┘どࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ࡿࡢࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ӑࡑࡢӑ

y ฎ⌮Ỉࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

࡞ࡿࡀࠊ㈝⏝ࡀࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨࠊ▼ᶫጤဨ㸧

y ᫂Ỉࡢᣲືࢆࡳࡿࡓࡵࡣࠊࢼࣟࢢಙྕ࡛ࡢỈࡢሗࡀᚲせ࡞ࡿࠋࣇ࣮ࣟ

ࣨ᭶  ᅇࡢⅬ᳨࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᢞࡆ㎸ࡳᘧࡔࠊࢭࣥࢧ࣮ࡢởࢀࡢၥ㢟ࡣ࡞ࡃ

ۑỈ㸭╔≀

y ฎ⌮Ỉࡢ┘ど⃮ᗘࢆ⏝ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡿࡀࠊࢭࣥࢧ࣮ࡢὙί㢖ᗘࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ

y ίᵴ⟶⌮ኈࡋ࡚⪃࠼ࡿࠊ㐲㝸┘ど࡛ࡁࡿࡼ࠸㡯┠࡛࠶ࡿࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

  Ӑฎ⌮Ỉӑ



y ởἾ⃰⦰ᵴ࣭ởἾ㈓␃ᵴࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y ࡚ࡢጤဨࡀ㐲㝸┘どࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀᐃ⩏ࡀ␗࡞ࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y ᧠ᢾ≧ἣ࣭ሁ✚ởἾࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

  ᧠ۑᢾ࣭ሁ✚ởἾࡢ≧ἣ

y ࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ӐởἾ⃰⦰ᵴ࣭ởἾ㈓␃ᵴӑ

y ởἾ⃰⦰㈓␃ᵴࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y ὶධỈ㔞ࡢ㐲㝸┘どࡣࢥࢫࢺࡀ㧗ࡃᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᚲせࡣ࠸࠼࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࣏ࣥࣉࡢ✌ാᅇᩘ࣭✌ാ㛫ࡣ㐲㝸࡛┘どࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ࣏ࣥࣉࡢ㆙ሗࢆฟࡏࢀ

ӐởἾ⃰⦰㈓␃ᵴӑ

ۑὶධỈ㔞࣏ࣥࣉ✌ാᅇᩘ࣭✌ാ㛫ࣈࣟ࣡ࡢ✌ാ≧ἣ

Ӑὶ㔞ㄪᩚᵴӑ

y ᵴෆởỈࡢᛶ≧ࡢ㐲㝸┘どࡣせࡍࡿࠋ ᒾᇼጤဨ 

࡞࠸ࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀᚲせ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ỿ◁ᵴ࣭Ỉ㊰ࡢሁ✚≀ࡢ≧ἣࡣࠊ᮲௳ࡁ࡛㐲㝸┘どࡀᚲせࡍࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ۑᵴෆởỈࡢᛶ≧
y ởἾ㈓␃ᵴࡢ⬺㞳ᾮࡢ㐲㝸┘どࢆせࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࢀࡶせ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ

࠸ࠋ ேᵴ௨ୗ  ேᵴ௨ୖ࡛๓ฎ⌮タഛࡢᙧែࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊேᵴࡢ᮲௳



y Ỉ࡛࣏ࣥࣉࡀື࠸࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧



y  ேᵴ௨ୖ࡛ỿ◁ᵴ◁⨨ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㐲㝸┘どࡀᚲせ࡛ࡣ࡞

y V ࣀࢵࢳࡢ┠ワࡲࡾࡀᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦᪼ጤဨ㸧
y ┠ワࡲࡾ㜵Ṇ⨨ࡀ࠶ࢀࡤ㐲㝸┘どࡣᚲせ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ(ᑿᓮጤဨ)

ۑ㛢ሰࡢ≧ἣ✌ാ≧ἣ㸦⮬ືᚤ⣽┠Ⲩ┠ࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧

y ⮬ືࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ㐲㝸┘どࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

108

ࡓ࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧





ᣢ⟶⌮せ㡿᭩ࡣ㐲㝸┘どࢆࡘࡅࡓሙྜࡢⅬ᳨㢖ᗘ➼ࡢグ㍕ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ㐲㝸┘

ЍởἾ㈓␃㸯ࣨ᭶௨ୖࡍࡿ᪤タࡣࢇእࢀࡿࡓࡵࠊ᪂タ࡛ᚋࡽධࢀࡿࡶ



ศࡢ㈓␃᪥ᩘࡣタィࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ᪤タίᵴࡣࢇ㸯ࣨ᭶ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓ

Ѝࢇࡢ୰࣭ᆺࡢίᵴࡣ  ᪥㛫ࡢởἾ㈓␃᪥ᩘ࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㸯ࣨ᭶

ᛮ࠺ࡀࠊ᪤タࡣࢇ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y ᪤タࢆྍࡋࡓሙྜࠊ᪤タ᪂ࡓタഛᢞ㈨ࢆࡍࡿ㟂せࡣ࠶ࡿࡢࠋ᪂タࡣ࠶ࡿ

どࢆᑟධࡍࢀࡤࠊᑑࡀ  ᖺࡽ  ᖺ࡞ࡿ㛵㐃ࡅࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝබඹίᵴࡣ㛗ᑑ࡛  ᖺࡶࡓࡏࡿࡼ࠺⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐲㝸┘

⬟ࢆୖࡆ࡚⿵ຓࢆࡘࡅ࡚ࠊ᪤タධࢀࡇࡴࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y ୗỈฎ⌮ሙ➼ࡢ㛗ᑑࡸࢫࢺࢵࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡼ࠺ᑑࢆᘏࡤࡍ௦ࢃࡾᶵ

ࡿࠋ᪂タίᵴ࡛࠶ࢀࡤίᵴ࣓࣮࣮࢝ࡀᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ᪤タίᵴࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐲㝸┘どࡢࡓࡵࡢᶵჾࢆㄡࡀ㈍࣭⟶⌮ࡍࡿ᫂☜࡛࠶

ᐃ᳨ᰝ࡛☜ㄆࡍࡿ᪉ἲࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y タ⨨ᒆฟ᭩ࡣಖᏲⅬ᳨ᅇᩘࢆグ㍕ࡍࡿḍࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ㐲㝸┘どࡢ㐺⏝ࡢྍྰࡣἲ



y ởἾࡢ⃰⦰ཬࡧ㈓␃ࡢ༢⨨ࢆỈฎ⌮ࣇ࣮ࣟ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢ

ࢫ㈝ࡢᚩᙧែࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊỴࡲࡗࡓᙧࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ㏻ᖖࠊ㐲㝸┘どᚲせ࡞㏻ಙᶵࡣ࢚ࣥࢻ࣮ࣘࢨ࣮ࡀᡤ᭷ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊࢧ࣮ࣅ

≧ἣࡀኚࢃࡿࠋࡇࡢⅬࡶ WG ࡢពぢࡋ࡚ṧࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࡢ࣏ࣥࢺࡣࢭࣥࢧ࣮࡛࠶ࡾࠊᏳ౯࡛ရ㉁ࡢࡼ࠸ࢭࣥࢧ࣮ࡀᐇ⏝ࡉࢀࡿ

y ୰࣭㛗ᮇⓗ࡞┠ᶆࢆഛ⪃➼࡛ WG ࡢពぢࡋ࡚ṧࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝ⎔ቃ┬ࠊᅜ┬ࠊᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮ࠊᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡛༠㆟ࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

Ѝ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢡ࣎ࢱࡢࡶཧ⪃࡞ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ᒣᮏᐊ㛗㸧

y ಖᏲⅬ᳨ᅇᩘࢆపῶࡍࡿሙྜࠊ≉ࡢᢅ࠸࡞ࡿࡢࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

㸦ᒾᇼጤဨ㸧

⊂⮬ࡢホᐃヨ㦂ࡀ࠶ࡾࠊ㐲㝸┘どࡢࡓࡵࡢ⨨༢యࡢヨ㦂ࡶ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

y 㐲㝸┘どࡣಙྕࡢᤵཷࡢࡓࡵࠊศࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࠋᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮

どࢆࡘࡅࡓሙྜࡢㄆᐃࡀ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝࡇ࡛ㄆྍࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⮧ㄆᐃࡢῧᅗ᭩࠶ࡿ⥔

࣮ࢫࢆ✵ࡅ࡚࠾ࡃࡇࡀ࠶ࡿࡀࡇࡢሙྜࡢᢅ࠸ࡣ࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

ࡢࡶ᪂タᢅ࠸࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ᪤タίᵴ㐲㝸┘どࢆࡘࡅࡿ㝿ࠊᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

ࡿࡼ࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

ጤဨ➼࡛ᑂᰝࡍࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⮧ㄆᐃࡢ␒ྕࡀኚ᭦ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡁ

y ⎔ቃ┬ࡽฟࡉࢀࡓ㏻㐩๎ࡗࡓᆺᘧࡣ㐲㝸┘どࢆ㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ᪉ἲࡸࠊ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ࢡ࣎ࢱࡢ⭷ฎ⌮ࡢሙྜࡣ㸯ࡘࡢ⮧ㄆᐃ࡛㸰㏻ࡾࡢ㈍ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸯ᆺᘧࡢᢅ࠸

㸰㐌㛫㸯ᅇ࡞ࡾࠊ㐲㝸┘どࢆᑟධࡍࡿࡣ㑅ᢥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ᐇ㝿ࢡ࣎ࢱࡢ⭷ฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡶ㐲㝸┘どࢆᑟධࡍࡿⅬ᳨㢖ᗘࡀ㸯㐌㛫㸯ᅇࡀ

y 㐲㝸┘どࢆᑟධࡍࡿᵝᑟධࡋ࡞࠸ᵝࡢ୧᪉ࢆ㈍࡛ࡁࡿࡼ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡿࠋ㜈್ࡢ୰࡛ࡢࡃࡽ࠸࡛࠶ࢀࡤࡼ࠸➼ࠊ⥔ᣢ⟶⌮せ㡿᭩࡛つᐃ࡛ࡁࡓࡽࡼ࠸

Ѝ࣓࣮࣮࢝ࡀᣢࡕ㎸ࢇ࡛⟶⌮ࢆࡋ࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ⟶⌮㢖ᗘࡀ㐺ṇ࠺ࢃ

ࡍࡿࡢࠋ࣓࣮࣮࢝ࡣヨ㦂㛵࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

Ѝヨ㦂ሙ㐲㝸┘ど⨨ࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛㐲㝸┘どࢆ⾜ࡗࡓᛶ⬟ホ౯ヨ㦂࡛ࡣㄡࡀ┘ど

ࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸦㐲㝸┘どࢆ⾜࠸㸧Ⅼ᳨㛫㝸ࢆᘏࡤࡋ࡚ᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢆ⾜࠺᪉ἲࡶ᳨ウ

y ᛶ⬟ホ౯ヨ㦂࡛ࡣࠊಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ♧ࡋ࡚ヨ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ㛤Ⓨࡉࢀࡿᆺᘧ

㸦᪼ጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࡢᡤ᭷⪅ࠊ⟶⌮⪅ࡣ⟶⌮♫࡞ࡿࠋ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࡢ㌿ࡀࢿࢵࢡ࡞ࡿࠋ

ࡣฟ࡚ࡇ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡉ࡞࠸ࠋ‶ࡓࡋ࡚ࡶࠊㄡࡀ㉳ࡋ࡚㐲㝸┘どࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡃ᫂ࡢࡓࡵᑟධタ

y タ⨨ࠊᑗ᮶ⓗ࡞㐲㝸┘どࡢᑟධࢆᐃࡋ࡚ࠊไᚚ┙ࢆᚋࡽධࢀࡿࡓࡵࢫ࣌

ࡀࡼ࠸ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

y P.㸰ࡢձ࡛ʰ୰ᆺ㸦 ே௨ୖ㸽㸧
ࠖࡢ⟠ᡤࡣࠕ୰ᆺ㸦 ே௨ୖ㸧ࠖࡋࡓ࠺

Ⓨࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ᭶ࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝㔞ࢆᡶ࠺ᙧ࡞ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ᕷ㈍ࡢࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀࠊࢩࢫࢸ࣒యࢆࡣࡌࡵࡽ㛤

 ࠙㐲㝸┘どࡢᑟධ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸳㸧
ࠚ

ྠࡌ࡛ࡼ࠸ࡢၥࡀṧࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ฎ⌮ࣇ࣮ࣟࡢ୰ධࢀ㎸ࡴᙧ࡞ࡿࡑࢀ࡛ࡼ࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ࠋ㒊ᵓ㐀♧

ࡏ࡚ᇶ‽ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡁࡃࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ(▼ᶫጤဨ)

Ѝㄆᐃࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ㈓␃᪥ᩘࢆࠕۑ᪥௨ୖࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊタ⨨⪅ࡢせᮃྜࢃ

y ởἾ㈓␃᪥ᩘࡣࠊᆺᘧࡈỴࡵ࡚࠸ࡿࡢࠋ㸦᪼ጤဨ㸧

Ѝ㐲㝸┘どࡣᑂᰝᑐ㇟࡛ࡣ࡞ࡃ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢᢅ࠸࡞ࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࢆྵࡵ࡚ᛶ⬟ホ౯ᆺヨ㦂ࢆཷࡅࡿᙧ࡞ࡿࡢࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ᛶ⬟ホ౯ᆺ࡛ࡶࠊởἾࡢ㈓␃᪥ᩘ  ࣨ᭶௨ୖ࠸࠺ࡢࡀ᮲௳࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᩘࡀ▷࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡓࡵ㞴ࡋ࠸ࠋ㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y ᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡢ㡯┠ࢆࡑࡢࡲࡲ࠼ࡿᛮ࠺ࡀࠊP㸵♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ởἾࡢ㈓␃᪥

㸦ᑿᓮጤဨ㸧

y ฎ⌮ࣇ࣮ࣟࡀᆺᘧࡈ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ୍ᚊࡢ㡯┠ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡣᏳࡀ࠶ࡿࠋ
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y 㐲㝸┘どࡢᑟධ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸳㸧

y ᛶ⬟ホ౯ᆺίᵴࡢ㐲㝸┘どࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸲㸧

y 㐲㝸┘ど㡯┠ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸱㸧

ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

y ➨㸰ᅇίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウࡢពぢ➼ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸰㸧

㸦㸧
㸦㈨ᩱ㸯㸧

y ➨㸰ᅇίᵴ➼㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ WG ㆟㘓

y ➨㸱ᅇ WG ㆟ḟ➨

㸺㈨ᩱ㸼

y ➨㸲ᅇ WG ࡣ㸰᭶㸷᪥㸦ⅆ㸧㸸㹼㸸 㛤ദࠋ

y ㏣ຍពぢࢆ➨㸲ᅇࡲ࡛࠾ఛ࠸ࡍࡿࠋ

4. ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼ࡘ࠸࡚

㡯┠ྡ

㸫

㸫

᧠ᢾࡢ≧ἣ
Ỉ㉁

㸫

ᵴෆ

Ỉ













㸫

⬺㞳ᾮࡢ≧ἣ

ᵴෆ

ࢫ࣒࢝ཌ࣭ሁ✚ởἾཌ



㸫



ONOFF ࡛┘どࡋ࡚࠸ࡃࠋ



ͤ㸰 Ỉ╔≀ࢆ୍య࡛⪃࠼ࠊࢼࣟࢢಙྕ࡛ࡢỈࡢᣲືࣇ࣮ࣟࢫࢵࢳࡢ

࡚࠸࡞࠸ίᵴ㸦ᛶ⬟ホ౯ᆺ➼㸧ࡣ㐲㝸┘どせ࡛࠶ࡿࠋ

ͤ㸯 タィୖࡋ´ࡈࡢᐜ✚ࡀᑠࡉ࠸ࡶࡢࡣ㐲㝸┘どࡀᚲせ࡞ࡾࠊࡋ´ࡈࡀタ⨨ࡉࢀ

ฎ⌮Ỉ

ᵴ

࣭ởἾ㈓␃

ởἾ⃰⦰ᵴ

⬺㞳ᾮࡢ≧ἣ

␃ᵴ

᧠ᢾ⨨ࡢ≧ἣ

ᵴෆ

Ỉ

ởἾ⃰⦰㈓










ᵴෆ

㸫

㸫



ࠐ ͤ2

ࠐͤ2









ࢫ࣒࢝ཌ࣭ሁ✚ởἾཌ

ᵴෆ

ࣇ࣮ࣟࢫࢵࢳ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ

㸫

ڹ

ࠐ

ࠐ



ͤ1

ᚲせ㸭せ

ᵴෆ

ᵴෆởỈࡢᛶ≧

⛣㏦Ỉ㔞

⬺㞳ᾮ

╔≀

ᵴෆ

ᵴෆ

᧠ᢾ࣭ሁ✚ởἾࡢ≧ἣ
Ỉ

᧠ᢾ⨨

ࣈࣟ࣡ࡢ✌ാ≧ἣ

✌ാᅇᩘ࣭✌ാ㛫

࣏ࣥࣉ

ỿ◁ᵴ࣭Ỉ㊰

ὶධỈ㔞

⮬ືᚤ⣽┠ࢫࢡ࣮ࣜࣥ

ሁ✚≀ࡢ≧ἣ

⮬ືᚤ⣽┠ࢫࢡ࣮ࣜࣥ

ࡤࡗẼᘧࢫࢡ࣮ࣜࣥ

㸫

ሙᡤ

✌ാ≧ἣ

㛢ሰࡢ≧ἣ

㛢ሰࡢ≧ἣ

ࡋ´㔞

ࢫ࣒࢝ཌ࣭ሁ✚ởἾཌ

ὶ㔞ㄪᩚᵴ

๓ฎ⌮タഛ

タഛྡ

᭱ప㝈ࡢ㡯┠

Ѝุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵᐇドࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋḟᅇࡲ࡛ࡢ᳨ウㄢ㢟ࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ

㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ۻὶ㔞ㄪᩚᵴࡀ๓⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕≀⭷ἲࡢίᵴ࡛Ⅼ᳨㢖ᗘࢆ㸯ࣧ᭶㸯ᅇࡋࡓሙྜࡢ

ࡼ࠺⪃࠼ࡿࡁࠋ
㸦ົᒁ㸧
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ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸲㝵㆟ᐊ

᪥㸸௧㸱ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 㹼

㆟㘓

ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧



y Ỉࡢ␗ᖖ࡞ୖ᪼ࡣࠊỈࡢୖ᪼ࡢ㊧ࡲࡓࡣⅬ᳨ࡢỈࡢࡕࡽࢆࡶࡗ࡚☜ㄆ

࠸࡚㸧

㸦㸱㸬Ỉࡢ␗ᖖ࡞ୖ᪼ཬࡧฎ⌮Ỉ㉁ࡢపୗࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢỈཬࡧ㏱どᗘࡢά⏝ࡘ

ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝὀព㡯ࡋ࡚ࠊᡞỈࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ሙ࡛ࡣண ࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺᪨ࢆグ㍕ࡍ

࠸࠺ពぢࡀฟࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿഴྥ࠶ࡿࡓࡵࠊᡞỈࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ሙ࡛ࡣ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸

y Ỉ㐨࣓࣮ࢱ࣮ࡢ್ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡣၥ㢟࡞࠸ࡀࠊ⏣⯋࡞ࡿࡘࢀ࡚ᡞỈࡢ⏝

⏝ࡘ࠸࡚㸧

㸦㸯㸬㐺ṇ࡞ሷ⣲⿵㔞ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሷ⣲ࡢ⿵㔞࣭Ỉ㐨࣓࣮ࢱ࣮ࡢ್ࡢά

㈨ᩱ㸰ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ

㸺㈨ᩱ㸰㸼

2. ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

㆟㘓ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁࠊົᒁࡼࡾ➨㸱ᅇ WG ㆟㘓㸦㸧ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࢆྲྀࡾࠊ

1. ➨㸱ᅇ WG ㆟㘓㸦㸧ࡢ☜ㄆ㸺㈨ᩱ㸯㸼

㆟

ົᒁ㸸㧘ᶫᝅ

Ḟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ᑠᕝᾈ

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ▼┿ᘪࠊ⃝ᮧᑦ࿃

   ⎔ቃ┬㸸ᒣᮏὈ⏕ࠊⓑ▼ⴌ⨾

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ᒾᇼᜨ♸㸦ᰝ㸧
ࠊᚋ⸨㞞ྖࠊ▼ᶫ᠇᫂ࠊ᪼ᗈᩥࠊᑿᓮᘯ᫂

㸺㹕㹅ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼



ίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ

➨㸲ᅇίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ㛵ࡍࡿ WG





y ࠺࠸࠺ࡶࡢࡲ࡛ࡀ⏕≀⭷ἲ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᐃ⩏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦᪼ጤဨ㸧

㸺㸯㸫㸰ࠊ㸯㸫㸱ࠊ㸯㸫㸲ࡘ࠸࡚㸼

࠙㸯㸬㐲㝸┘どࡼࡾಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ⦆࡛ࡁࡿίᵴᐇ⏝ࡲ࡛ࡢㄢ㢟ࠚ

ࡓࠋ

グ㘓㡯┠ࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸱ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗ

 ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚࣭ಖᏲⅬ᳨

3. ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸱㸼

⟶⌮ኈఏ㐩ࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

グ㍕ࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱゎᯒࡸࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓ⟶⌮యไࢆ┠ᣦࡍࡶࠊᅜࡢ

y ίᵴ⟶⌮ᴗ⪅ࡸ⟶⌮ኈࡣ᪥ࠎࡢⅬ᳨⤖ᯝࢆࢹ࣮ࢱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᮏ㈨ᩱ

㸦㈨ᩱ㸰యࢆ㏻ࡋ࡚㸧

㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝίᵴ࣓࣮࣮࢝ࡣูࠎ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ሙ࡛ࡣ ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

y N-BOD  ATU-BOD ࢆศࡅ࡚ ᐃࡋ࡚࠸ࡿᴗ⪅ࡣࡢ⛬ᗘ࠸ࡿࡢࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

㏣グࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ព㡯ࡋ࡚ࠊὶධ❅⣲⃰ᗘࡀ㧗࠸⌧ሙ࡛ࡣ N-BOD ࡀ㧗ࡃฟࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ᪨ࢆ

y ࡋᒀ⣔Ỉࡘ࠸࡚ࡣࠊὶධ❅⣲⃰ᗘࡀ㧗࠸ࡇࡽ N-BOD ࡀฟࡸࡍ࠸ࡓࡵࠊὀ

ࡢࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢࡇ␃ពࡋ࡚ࡶࡽ࠺ពᅗ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡋࡓࠋ
㸦ົᒁ㸧

㏆ᖺࡢᛶ⬟ホ౯ᆺίᵴ࡛ࡣእほⓗࡣΎ࡞ฎ⌮Ỉ࡛ࡶ BOD ࡣ㧗࠸࠸࠺ࡶ

Ѝᚑ᮶ࡢίᵴ࡛ࡣ BOD ㏱どᗘࡣ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ

㛵ࡀ㧗࠸㈨ᩱࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࡑࡕࡽࢆ⏝ࡍࡿࡇࡶ᳨ウࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

Ѝ㏱どᗘ࡛Ỉ㉁ࢆุ᩿ࡍࡿ㈨ᩱࡋ࡚ࡣࢧࣥࣉࣝࡢࡤࡽࡘࡁࡀࡁ࠸ࡓࡵࠊࡼࡾ┦

ឡࡍࡿࡇࡋࡓࠋ㸦ົᒁ㸧

ATU-BOD ࡛ࡳࡿపࡵࢩࣇࢺࡍࡿࡀࠊ㈨ᩱࡀ㞴ゎ࡞ࡿࡇࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ

ࡣ BOD ࡛ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㈨ᩱࡋ࡚ࡣ BOD ㏱どᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᐇ㝿ࠊ

Ѝឡ┴㮵ඣᓥ┴ࡀ ATU-BOD ࡛ ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ┦㛵ᅗࡶ࠶ࡿࡀࠊᅜⓗ

ATU-BOD ࡛┦㛵ࢆࡗࡓࡽ࠺࡞ࡿࡢࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

y BOD ㏱どᗘࡢ┦㛵ࡘ࠸࡚ࠊẚ㍑ⓗ❅⣲ࡢᙳ㡪ࡀࡁ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ

㸦㸷㸬ಖᏲⅬ᳨ᴗົ㛵ࢃࡿࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࡼࡿᴗົࡢຠ⋡ⓗ㧗ᗘࡘ࠸࡚㸧

ЍỈࡢ␗ᖖ࡞ୖ᪼ࡢ㊧グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㏣グࡢᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
㸦᪼ጤဨ㸧

Ѝࡑࡢ᪨ࡣ㏣グࡋࡓ࠺ࡀⰋ࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

㸦ົᒁ㸧

Ѝᅇࠊࢹ࣮ࢱά⏝ࡋࡓグ㘓࡛ࡣỈࡢ␗ᖖ࡞ୖ᪼ࡢ㊧ࡶྵࡵ࡚グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡀ࠺࡞ࡿࡢࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧



Ѝᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࡣᛶ⬟㸩⥔ᣢ⟶⌮ホ౯ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ࣓࣮࣮࢝ࡀฟࡋࡓ⥔ᣢ⟶⌮㡯┠ཬ

➼ࠊヨ㦂ෆᐜࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

Ѝ㐲㝸┘どࢆ㐺⏝ࡋࡓሙྜࠊಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡀఙࡧࡿࡓࡵ㸯ࣨ᭶㸯ᅇࡢⅬ᳨࡛ࡼ࠸



࡚ࡣᆺᘧ㐺ྜㄆᐃࡽጞࡵࡿ࠸࠺ᙧ࡛ᥦࡋࡓࠋ㸦ົᒁ㸧

Ѝᆺᘧ㐺ྜㄆᐃࡣࢇྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇែࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢᆺᘧࡘ࠸

ࡍࡢࡣ࠺ࡔࢁ࠺࠸࠺ᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐࠋᆺᘧ㐺ྜㄆᐃࡣᚲ㡲ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡇ࡛ㄆྍࢆฟ

y ᪤Ꮡᆺᘧ᪂つᆺᘧࡢሙྜ࡛ࡑࢀࡒࢀᛶ⬟ホ౯ጤဨࠊᆺᘧ㐺ྜㄆᐃጤဨศࡅ

࠸ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

㸺㸯㸫㸶ࡘ࠸࡚㸼

┠ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊίᵴࡢᛶ⬟ࢆᑂᰝࡍࡿᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࡣ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞

᪥ࡢጤဨ࡛ࡑࡢෆᐜࢆሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ㸦ᒣᮏᐊ㛗㸧

y WG ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮ᚋࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚ᡴࡕྜࢃࡏࢆࡋࠊ

ᛶ⬟ホ౯ጤဨࡢ୰࡛ᚋࡢࡼ࠺ྲྀࡾᢅ࠺Ỵࡵ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝᅇࡢᵓ㐀♧ᆺࡘ࠸࡚ࡣၥ㢟࡞࠸ࠋᵓ㐀♧ᆺ௨እࡢίᵴࡘ࠸࡚ࡣู㏵ࠊ

y WG ࡛ࡣᨵゞࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡛ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

ᑂᰝࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ≉ẁࡢၥ㢟ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

๓㒊➼࡛┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿࠋ᭱⤊ⓗᛶ⬟ホ౯ጤဨࡸᆺᘧ㐺ྜㄆᐃጤဨ࡛

Ѝ㸯㸫㸴࡛ởἾ㈓␃タഛࡘ࠸࡚ࡢヰࡀฟ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㸯㸫㸵ࡢᩥゝࢆṧࡍࡇ࡛

ࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

Ѝᑗ᮶ⓗ࡞ࡇࢆ⪃࠼ࡿ⌧ᅾࡢᩥゝࡢࡲࡲࠊ᪤Ꮡ᪂つ࡛ศࡅ࡚⪃࠼ࡿ᪉ࡀ↓㞴

ࡍࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡗࡓࠋ㐲㝸┘どࡣ㐲㝸࡛ίᵴࢆ┘どࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ

Ѝ㐲㝸┘どࢆࡅࡎᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ㐲㝸┘どࡢ㡯┠࡛ᑂᰝࡋ࡚ྜྰࢆุ᩿

ࡋࡓࡼ࠺ࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࡓࡵࠊಟṇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

Ѝ㐲㝸┘どࢆࡅ࡚ᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢆࡍࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᚋ⸨ጤဨࡀᣦ

ఙࡤࡏࡿࢆᑂ㆟ࡍࡿ࠸࠺ࡇࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡃࠊᛶ⬟ホ౯ጤဨཪࡣ㐺ྜㄆᐃጤဨ࡛㐲㝸┘どࢆࡅࡓሙྜಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ

y ᪂つᆺᘧࡢሙྜࡢ᪤Ꮡ࣮ࣝࣝࡣࠊᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢆ㐲㝸┘どࢆࡅ࡚⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞

㸺㸯㸫㸵ࡘ࠸࡚㸼



y WG ࡛ࡣᐇドᐇ㦂࠸࠺ゝⴥࢆṧࡍࡇࡍࡿࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

࣮࣮࢝ࡋ࡚ࡣ♫ෆヨ㦂࡛☜ㄆࡋࠊၟရࡋ࡚ᒎ㛤ࡍࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ⪃

Ѝᐇドᐇ㦂ࡀᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢆᣦࡍࡢ♫ෆヨ㦂ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊ࣓

ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

☜ㄆࡋ࡚ㄆྍࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᛶ⬟ホ౯ヨ㦂࡛☜ㄆࡍࡿࡇࡀጇᙜ࡛ࡣ࡞࠸

࠾ࡽࡎࠊ࠶ࡣίᵴࢆୡฟࡋ࡚࠶ࡣ௵ࡏࡓࡼ࠸࠺ࡢ࡛ࡣᅔࡿ࠸࠺ពྜ

࠸࡛ᐇドᐇ㦂࠸࠺ゝⴥࢆฟࡋࡓࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧

➼ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸯ࣨ᭶㸯ᅇࡢ㢖ᗘ࡛ྍ⬟࠸࠺ࡢࡣఱࡋࡽࡢヨ㦂࡛

ࡢࡣ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋᐇドᐇ㦂ࡀ㈇ᢸ࡞ࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ࠸࠺ࡇࢁࡲ࡛ࡣ῝ࡃ⪃࠼࡚

ᛮ࠺ࡀ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧
ࠋ

ᢸ࡞ࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊእࡋ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝᅇࡣὶㄪࡁࡢᵓ㐀♧ᆺ࡛࠶ࡿࡓࡵၥ㢟࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊởἾ㈓␃タഛ

ᆺᘧ㐺ྜㄆᐃጤဨ࠾࠸࡚㐲㝸┘どࡢෆᐜࡘ࠸࡚ᑂᰝࡍࡿ࠸࠺୍ᩥ࡛῭ࡴ

ᐇドᐇ㦂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ุ᩿ࡶ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣᐇࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋᐇドᐇ㦂ࡀ㈇

y ⟶⌮ഃࡽࡍࡿࠊ࣓࣮࣮࢝ࡶࡋࡃࡣㄆᐃࡢ㝿࠾ቚࡁࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺

y ᪤Ꮡᆺᘧࡸ᪂つᆺᘧ㛵ࢃࡽࡎࠊ㐲㝸┘どࡘ࠸࡚ࡢෆᐜࢆຍࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ

Ѝ⮧ㄆᐃཬࡧ⥔ᣢ⟶⌮せ㡿᭩ࡢ୰グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

㛗㸧

y ಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡢ⦆ࡘ࠸࡚ࠊᛶ⬟ホ౯ጤဨࡲࡓࡣ㐺ྜㄆᐃጤဨࡀỴࡵࡿ㝿ࠊ

㸺㸯㸫㸴ࡘ࠸࡚㸼

y ⭷ศ㞳ᆺ࡛ࡣ㸯ࡘࡢ⮧ㄆᐃࡢ୰࡛ࡇᅇᩘࡢ㐪࠸ࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦ⓑ▼ಀ

ㄆࡵ࡞࠸࡞ࡿࡑࡢίᵴࡣ㐲㝸┘どࡀᚲ㡲࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㒊ศࡢྲྀࡾᢅ࠸

ࡍࡿ࠸࠺᪨ࢆグ㍕ࡍࡿ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ㸯㸫㸲ࡘ࠸࡚ࡣ㸯㸫㸱ࡢ๓ẁグ㍕ࡍࡿ

Ⰻ࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ヨ㦂ࡀ㏻ࡗࡓ㝿ࠊࠕᛶ⬟ホ౯ࡀ㸯᭶㸯ᅇࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘ࡛㏻ࡗࡓίᵴࠖࡋ

ࠕ㐲㝸┘どࢆ㐺⏝ࡋࡓሙྜ㸯ࣨ᭶㸯ᅇࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࠖ࠸࠺ෆᐜ࡛ᛶ⬟ホ౯

ࡍ࠸ࡓࡵࠊࠕᑐ㇟ࡍࡿίᵴࡣࠖࡢࡼ࠺࡞⾲㢟ࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛⏕≀⭷ἲ㝈ᐃ

ࡣศ㢮࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ᭱ึࡽ⏕≀⭷ἲグ㍕ࡍࡿ⏕≀⭷ἲ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪࢆᣢࡕࡸ



㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y ࣓࣮࣮࢝ࡣ㐲㝸┘どࡀ࠶ࡿሙྜ࡞࠸ሙྜࡢ୧᪉ࡢίᵴࢆᣢࡕࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㐲㝸ࡢሙྜࡣ㸯ࣨ᭶㸯ᅇఙࡧࡿࡢ࡛ヨ㦂ࡢ≧ἣࡀ㐪࠺࠸࠺ࡢࡣ☜࠶ࡿࠋ

ࡀከ࠸ࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀ⊂⮬ࡢฎ⌮᪉ᘧ⨨ࡅ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞ྡ⛠ࡣ㝈ᐃࡉ

Ѝ⏕≀ᛂᵴࡢ୰༢యࡸ᥋ゐᮦࡀධࡗࡓⅬ࡛⏕≀⭷ἲ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊྡ⛠ⓗ

ࡧ㢖ᗘᇶ࡙࠸࡚ᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮ࡀ᧯సࢆࡍࡿࠋ㏻ᖖࡣ㸰㐌㛫㸯ᅇ᧯సࢆࡍࡿࡀࠊ

Ѝᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮⏦ㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿίᵴࡢฎ⌮᪉ᘧࡣ࣓࣮࣮࢝ࡀ⊂⮬ࡅࡓྡ⛠
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y ὶ㔞ㄪᩚᵴࡣḟฎ⌮⨨ᵴෆỈࢆ㐺ṇ㔞⛣㏦ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚

㸺ࡋ´࢝ࢦࡢࡋ´㔞㸼

㢖ᗘࢆඹ㏻ࡍࡿሙྜࠊ㡯┠ูィ 㢖ᗘࢆグ㍕ࡍࡿㄗゎࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊ





⾡ࡢఏ㐩ࡀᅗࢀࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦᪼ጤဨࠊົᒁ㸧

࠼࡚࠸ࡿࠋ㐲㝸┘どᢏ⾡ࡘ࠸࡚᪂ࡓࢸ࢟ࢫࢺグ㍕ࡍࡿࡇ࡛ࠊᅜⓗ᪂ᢏ

࡛ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡽί㐃᪉ᘧࡢ◊ಟ࡛⏝ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࡣ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ⪃

y ίᵴἲᨵṇక࠸ίᵴ⟶⌮ኈ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⥔ᣢ⟶⌮ᢏ⾡ࡀ㝶ኚ

㍕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺⛬ᗘࡢᩚ⌮࡛Ⰻ࠸ࠋ㸦ᒣᮏᐊ㛗㸧

Ѝᐃࡉࢀ࠺ࡿࡍ࡚ࡢࡶࡢࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ௦⾲ⓗࡢࡶࡢࢆグ

࠸࠺ၥ࠸⟅࠼ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝ⌧≧☜ᐃ࡞㡯࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤ๐㝖ࡍࡿ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐇࡣ࠶ࡿࡢ

࡞ࡿࡓࡵࠊ࣓࣮ࢪࡀࡁ࡙ࡽࡗࡓࠋ㸦▼ᶫጤဨ㸧

᭷⪅ࡀ࢜ࣥࣉ࣑ࣞࢫࡢᡤ᭷⪅࡞ࡿࠋ࢜ࣥࣉ࣑ࣞࢫࢆࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ

Ѝ࢜ࣥࣉ࣑ࣞࢫࡣᑐ㇟タࡢࡓࡵࢧ࣮ࣂ࣮ࢆᵓ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࠊタࡢᡤ

Ѝ⌧≧࡞࠸ᛮ࠺ࡀᢏ⾡ⓗࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵグ㍕ࡋࡓࠋ㸦ົᒁ㸧

ᶫጤဨ㸧

y ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅⮬ࡽࡀࢧ࣮ࣂ࣮ࢆᵓ࠼࡚㐠⏝ࡍࡿ࢜ࣥࣉ࣑ࣞࢫࡣᐇ㝿࠶ࡿࡢࠋ
㸦▼

ࣉ࣑ࣞࢫ┘どࡢሙྜ➼ಟṇࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y 㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࡣ♫ෆ࡛㐠⏝ࡍࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ⟶⌮⪅ࡀ⮬ࡽ㐠⏝ࡍࡿ࢜ࣥ

㸺㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢタ⨨⪅ࠊᡤ᭷⪅ࠊ⟶⌮⪅ࡘ࠸࡚㸼

ONOFF ཬࡧ㧗Ỉ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㛫ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ࡢࢢࣛࣇࡢ⾲♧ࠊ㆙ሗỈࢆ㉸࠼ࡓሙྜࡢ࣓࣮ࣝ㏦ಙࠊࣇ࣮ࣟࢺࢫࢵࢳࡢ

㸦ົᒁ㸧

ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡘ࠸࡚ពぢࢆ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ

ࡋ࡚ࡢࢹ࣮ࢱỈࢭࣥࢧ࣮ࡢ⥺ࡋ࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡢ୧᪉ࡀḧࡋ࠸ࠋ㸦ᑿᓮጤဨ㸧
y ┘ど⟠ᡤࡢỈ✌ാ≧ἣࢆ㸯ࡘࡲࡵࠊ࢘ࢺࣉࢵࢺࢆ⌧ᅾỈཬࡧィኚ

Ѝ◁ᵴ࡛ሁ✚㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊỈ㠃ࡣ⃭ࡋࡃື࠸࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ ᐃࡣ

y ㉸㡢ἼởἾ⏺㠃ィ࡛ሁ✚㔞ࢆィ

㸺ሁ✚≀ࡢ≧ἣ㸼

࡚࠸ࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸯ࡘࡢ㡯┠ࡲࡵࡿࡇࡍࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

y 㛢ሰࡢ≧ἣ✌ാࡢ≧ἣཬࡧ⮬ືᚤ⣽┠ࢫࢡ࣮ࣜࣥࠊ⮬ືⲨ┠ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡣ㢮ఝࡋ

㸺㛢ሰࡢ≧ἣཬࡧ✌ാࡢ≧ἣ㸼

㏻ಙࢆ⾜࠺࠸࠺ࡇࢆሗ࿌᭩グ㍕ࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y 㸯ศ㸯ᅇࡢィ 㢖ᗘ࡛ࡣᑡࠎᐦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
᭱ప 10 ศ㸯ᅇ௨ୖࡢ㢖ᗘ࡛ࢹ࣮ࢱ

ᶫጤဨ㸧

ᛶࢆせࡍࡿ␗ᖖ࡞≧ែࡢࡶࡢࢆ㛗㛫ᨺ⨨ࡍࡿࡢࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
㸦▼

ࡇ㸯ࣨᡤグ㍕ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ㸯ศ㸯ᅇࡢィ 㢖ᗘࡋࡓࡶࡢࡣࠊ⥭ᛴ

y ィ

㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

㐲㝸┘どࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊィ 㢖ᗘࡀ᭱ࡶ▷࠸ࡶࡢྜࢃࡏ࡚Ⰻ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᐦࡋ࡚ࡶࡼ࠸ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊ๓ฎ⌮タഛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡢ⨨ࡘ࠸࡚ࡶྠᮇ

㢖ᗘグ㍕ࡋࡓࠋ⌧ሙࡼࡾࡋ´㔞ࡀ㸯᪥࡛ࡁࡃቑῶࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㢖ᗘࢆ

y ㏻ᖖࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘ࡛༑ศ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓࡓࡵࠊ㸯㐌㛫ࡲࡓࡣ㸰㐌㛫㸯ᗘࡢィ

Ѝ⌧ᅾࠊ࣓࣮࡛ࣝࡢ㏻▱ࡀὶ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑿᓮጤဨ㸧

࠶ࡿࡀࠊⅬࡔࡅࡢุ᩿࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ⟶⌮ഃࡋ࡚ࡣࣇ࣮ࣟࢺࢫࢵࢳࡢⅬ

ࡁࡓ࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧
Ѝ⛣㏦Ỉ㔞ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡣࣇ࣮ࣟࢺࢫࢵࢳࡢ✌ാ࣏ࣥࢺࡢࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡛

㸦๓ฎ⌮タഛ㸧

y ㆙ሗࡢ㏻▱ࡀ࣓࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

㏦Ỉ㔞ࡢㄪᩚࡘ࠸࡚ࡶ╔║ࡍࡿࡁࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋಖᏲⅬ᳨ഃࡽࡢពぢࢆ㡬

࠙㸰㸬᭱ప㝈ᚲせ࡞ࡿ㐲㝸┘ど㡯┠ࡑࡢࢹ࣮ࢱࡢ࢘ࢺࣉࢵࢺࠚ

࠸ࡿࠋಖᏲⅬ᳨ࢆ㐲㝸┘ど࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃሙྜࠊ␗ᖖࢆ▱ࡽࡏࡿ㆙ሗࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛣

㸦ὶ㔞ㄪᩚᵴ㸧

ࢀ࡚࠸ࡿởἾ⏺㠃ィࢆ๐㝖ࠊࡑࡢࡘ࠸࡚ࡣ▼ᶫጤဨࡢࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ᐃ᪉ἲࡢࡣࠕ◁ᵴࡢ◁ࡢሁ✚㔞ࢆィ ࡋࠊࠖಟṇࠊ࢘ࢺࣉࢵࢺグ㍕ࡉ

ࡢࡀⰋ࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋ㸦ᒣᮏᐊ㛗㸧

y

Ѝ⌧≧᭱㐺࡞ィ ᪉ἲࡘ࠸࡚⪃࠼ࡀᾋࡤ࡞࠸ࡓࡵࠊ㠀㝈ᐃⓗ࡞᭩ࡁࡪࡾࡍࡿ

ࡿ࠸ࡣ๐㝖ࡢࡕࡽࡍࡿࡢࡀⰋ࠸ࠋ㸦ົᒁ㸧

Ѝ◁ᵴࡢ◁ࡢሁ✚㔞ࢆ ᐃࡍࡿ୍ᩥࡢࡳṧࡋࠊ ᐃ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣ㝈ᐃࡋ࡞࠸࠶

ࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊつไᨵ㠉㛵ಀࡢ㒊⨫➼ࡢࡸࡾࡾࡶฟ࡚ࡃࡿࡓࡵࠊ⥲ྜⓗᑐᛂࡋ

y ᅇ㆟ㄽࡋ࡚Ỵࡲࡗࡓෆᐜࡢᫎࡘ࠸࡚ࡣࠊ⎔ቃ┬ࡢἲ௧ᢸᙜࡢᑂᰝࢆ㏻ࡉ࡞ࡅ

㸺㸯̿㸷ࡘ࠸࡚㸼



y WG ࡢᥦࡋ࡚ࡣᛶ⬟ホ౯ጤဨ୍࡛ᮏࡍࡿࡇࡍࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ဨ㸧

ࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊᛶ⬟ホ౯ጤဨ୍࡛ᮏࡋ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦ᚋ⸨ጤ

Ѝ⌧ሙᡴࡕࡢίᵴࡣ㐺ྜㄆᐃࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧ሙᡴࡕࡢίᵴࡣእࢀࡿ
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y ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ㸦㈨ᩱ㸱㸧

㸦㈨ᩱ㸰㸧

y ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

㸦㸧
㸦㈨ᩱ㸯㸧

y ➨㸱ᅇίᵴ➼㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ WG ㆟㘓

y ➨㸲ᅇ WG ㆟ḟ➨

㸺㈨ᩱ㸼

ᩱࢆྍ⬟࡛࠶ࢀࡤྛጤဨࠊᑡ࡞ࡃࡶᒾᇼᰝᥦฟࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

y 㸰᭶  ᪥⾜ࢃࢀࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウࡢ๓➨㸲ᅇ WG ࡢෆᐜࢆᫎࡋࡓ㈨

4. ࡑࡢ

௦᭰ᣦᶆࡢヰࡶ㏣ຍࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦▼ᶫጤဨ㸧

y ⤫ィⓗ࡞ࡅࡀ࡛ࡁࢀࡤ㛤Ⓨࡀຍ㏿ᗘⓗ㐍ࡴࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ

ࡇࡀྍ⬟࡞ࡿ➼ࠊ๓ྥࡁ࡞グ㍕ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

y ⌧≧ྛ✀ࢭࣥࢧ࣮ࡣ㧗౯࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᚋࡢᢏ⾡㠉᪂ࡼࡗ࡚Ᏻ౯ධᡭࡍࡿ

y ࢭࣥࢧ࣮ࢭࣥࢧ➼ࡢᩥゝࡢ⤫୍ࢆࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

㸺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒⏝࠸ࡿࢭࣥࢧ࣮➼ࡘ࠸࡚㸼
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⎔ቃ┬ίᵴ᥎㐍ᐊᐊ㛗ᒣᮏὈ⏕ࡼࡾᣵᣜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

⎔ቃ┬ᣵᣜ

⃝ᮧᑦ࿃ࠊ㐨୍ኵ

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ㧘ᶫᝅࠊ▼┿ᘪࠊ



y

y

ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧



Ѝࡲ࡛⏝ࡋ࡚ࡁࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢే⏝ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࢹ࣮ࢱ⛣⾜ࡶྍ⬟࡛࠶

ࡲ᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒⛣⾜ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

ࡽ᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡶ㐠⏝ࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋࡲࡓ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡑࡢࡲ

᪤ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࠊ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⮬య࡛ࡶࠊ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋ࡞ࡀ

ࢸ࣒ࡢ㓄ᕸྥࡅࡓ᳨ウ࠸࠺⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼㸧



⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦ᐑཎጤဨ㸧



⅏ᐖࡣẖᖺ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⅏ᐖᑐ⟇ࡣẖᖺ᳨ウࡍࡁෆᐜ࡛࠶ࡿ

ࡿ᳨ウࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

࠸࡞ࡗࡓࡀࠊෆỈỏ℃༊ᇦࢆ↓ᩱ࡛㜀ぴ࡛ࡁࡿࢧࢺࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊά⏝࡛ࡁ

Ѝᅇ⏝ࡋࡓᅜᅵᩘ್ሗࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢧ࣮ࣅࢫࡣෆỈỏ℃ሗࡀᢅࢃࢀ࡚

Ѝᖺᗘࡣྎᖒࡢࣉࣟࢺࢱࣉࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᖺᗘࡣ௧㸱ᖺ㸲᭶ࡢྎᖒࢩࢫ

Ụጤဨ㸧

㈨ᩱ 3㸫2 ࡢ P.2 ࠾࠸࡚ࠊෆỈỏ℃ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆᫎࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦⻆

Ѝྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࣓ࢵࢩࣗࢧࢬࡶグࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࢧࢬࡀ࠶ࡿࡼࡾศࡾࡸࡍ࠸ࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

㈨ᩱ 3㸫2 ࡢ P.2 ࠾࠸࡚ࠊᅗࢆලྜⓗᣑࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋࡲࡓࠊ࣓ࢵࢩࣗ

ࡿࡇ࡛ࠊ⮬యࡸ⌧ሙࡢ᪉ࡶࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ṇᙜᛶࢆ♧ࡍࡢࡣ㞴ࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢࡼ࠺ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࢆᩚ⌮ࡍ

㸦㧘㔝ጤဨ㸧

y

y

y

࠼ࡽࢀࡓࠋヲࡋ࠸ࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝࡣࠊ➨ 2 ᅇ᳨ウ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
༊ᇦእࡢởἾࢆཷࡅධࢀࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ༊ᇦእࡢởἾࢆ༊ᇦෆࡢ⛯㔠࡛ฎ⌮ࡍࡿ

ᖺᗘࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᴗົࡽࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛ᮏᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃணᐃࠋ

ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

᳨ウࡢ㊃᪨ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸯㸦ᴗົᵝ᭩㸧ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗ

1. ᳨ウࡢ㊃᪨ㄝ᫂㸺㈨ᩱ 1㸼

III. ㆟

 ྛጤဨࡢ⮬ᕫ⤂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

y

ࡋࠊ㎿㏿ᑐᛂ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊ⿕⅏≧ἣࡢᢕᥱࡸࠊ᪩ᮇᪧࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ⪃

⥾⤖⅏ᐖ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⥭ᛴࡣ┴༠㆟࣭༠ࡢ㛵ಀᴗ⪅㐃ᦠ

Ѝᒸᒣ┴ࡣᒸᒣ┴ίᵴᅋయ༠㆟ࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣ⚟ᓥ┴ίᵴ༠⅏ᐖ༠ᐃࢆ

⅏ᐖ༠ᐃࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㸦⻆Ụጤဨ㸧

ᒁ㸧

ࡀΰධࡋࡓሙྜࡢᑐᛂࢆ࠸ຠ⋡ⓗᐇ࡛ࡁࡿࡀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ົ

࡞ࡿࡀࢲࣥࣃ࣮㌴ࡢྎᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾᡭ㓄㛫ࢆせࡋࡓࠋίᵴෆᅵ◁

ࡢฎ⌮ሙ࡛࠶ࢀࡤᅵ◁ࡀΰධࡋࡓởἾࢆฎ⌮ྍ⬟࡛࠶ࡿࡢࢆᗈᓥ┴࡛ࡣ๓

Ѝࡋᒀฎ⌮タࡀ⿕⅏ࡋฎ⌮ྍ࡞ࡾࠊࡢฎ⌮タ༠ຊࢆせㄳࡍࡿ㝿ࠊ
ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡽࡎΰࡋࡓࠋᅵ◁ࡌࡾࡢởἾࡣࠊࢲࣥࣃ࣮㌴࡛ࡢ㐠ࡧฟࡋ

   ⎔ቃ┬㸸ᒣᮏὈ⏕ࠊⓑ▼ⴌ⨾

II. ጤဨ⤂

I.

ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ࡛ࡣࠊᖹᡂ 30 ᖺ 7 ᭶㞵࡛ࡣฎ⌮タࡢ⿕⅏ࡼࡗ࡚ࠊࡍࡄ
ởἾࢆ㐠ࡧ㎸ࡵ࡞࠸≧ἣࡸίᵴෆᅵ◁ࡢὶධࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㸦⻆Ụጤဨ㸧

㧘ᶫ㟼㞝ࠊ㧘㔝୕ὠᩄ

y

y

࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᒣᓮᏹྐࠊᚋ⸨㞞ྖࠊ㧘ᶫᗣᾈࠊ▼ᰤࠊᐑཎ㟹᫂ࠊἙ㔝ṇ⨾ࠊ

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ἙᮧΎྐ㸦ጤဨ㛗㸧ࠊᒾᇼᜨ♸ࠊᮌ᭮⚈⛅ࠊᑠᕝᾈࠊ⻆Ụ⨾Ꮥࠊ

㸺ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮4 㝵㆟ᐊ

   ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧ≧ἣయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࡘ࠸࡚㈨ᩱ 2ࠊ3 ᇶ

㆟㘓

᪥㸸௧ 2 ᖺ 10 ᭶ 19 ᪥㸦᭶㸧 13:30㹼16:30

2. ᴗົࡢᐇ᪉㔪࣭ᐇィ⏬ཬࡧ㐍ᤖሗࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ 2ࠊ3ࠊ4ࠊ5㸼
 㸦1㸧⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧ≧ἣయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ㸺㈨ᩱ 2ࠊ3㸼

➨ 1 ᅇ௧ 2 ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウ

115





ࡽ࠸ࠊ࣮࢟ሗࢆ⏝࠸୍࡚ᣓྲྀࡾ㎸ࡳࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ẁᵓ࠼ࡢ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

ᶵ⬟ࢆタࡅࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧





࣮ࢻࡋࡓ⮬యࡀ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋࡓሙྜ

ࡾࠊࡲࡓࠊίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢࢯ࣮ࢫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆබ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊࢲ࢘ࣥࣟ

Ѝⴭసᶒࡣ⎔ቃ┬ࡀࡶࡘࡇ࡞ࡿࠋQGIS ࡣ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࡛࢘࠶

ᮏ㸧

ࡀኚ᭦ࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

ⴭసᶒࡣࡇࡀࡶࡘࡢࠋࡲࡓࠊ㓄ᕸᚋࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ࣮ࣘࢨ࣮

ࡿࠋᢏ⾡ⓗࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡣᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ㸦⎔ቃ┬㸸ᒣ

y

ࡵࠊྎᖒࡢ୰࡛⮬ືⓗࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸

࠺ࡋࠊ⎔ቃ┬ሗ࿌ࡍࡿࡓࡵࡢᕷ⏫ᮧࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿࡇࡶᡭ㛫࠸࠼ࡿࡓ

࡛ࡣ࡞ࡃࠊGIS 㐃ᦠࡋ⮬ືⓗᆅᅗⴠࡍᶵ⬟ࡣࠊᡭ㛫ࢆ๐ῶ࡛ࡁࡿᛮ

Ѝࣄࣜࣥࢢࡢ୰࡛ࡶྠᵝࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡁࡿ㝈ࡾධຊ࣑ࢫࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿ

ጤဨ㸧

Ѝึᮇᢞ㈨㈝⏝ࡢపῶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏝ࡋࡓ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ࠺ࡶ㔜

せ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊᣦᑟᑐ㇟ࡢᡤࢆ Excel ࡛ᡴࡕฟࡋࠊᆅᅗࢆぢ࡚☜ㄆࡍࡿࡢ

ࡇࡀண ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⮬ື࡛ධຊ࣑ࢫࡀῶࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦Ἑᮧ

ࡢࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ఫᡤࡀ㐪࠺ࡇࡼࡗ࡚࠸ࡃࡃ࡞ࡿࠋ㡯┠ࡀከ࠸ධຊࡢ࣑ࢫࡀቑ࠼ࡿ

㸦ົᒁ㸧

ࡿࢹ࣮ࢱࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ୍ᣓኚྍ⬟࡞ࡗ࡚ᡭ㛫ࡀ┬ࡅࡿ➼ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣ࠶ࡿ

ࢇ࡛ࠊฟຊࡋᡭసᴗ࡛ኚ᭦ࡋྲྀࡾ㎸ࡴࠋᆅ␒ࡢኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀࡿᡭ㛫࡞ࡿࠋ

Ѝ୍ᣓಟṇᶵ⬟ࡣ࡞࠸ࠋ⏫ྡኚ᭦㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏫ྡࡀኚ᭦ࡉࢀࡓίᵴࢆ⤠ࡾ㎸

ఫᡤሗࡀኚࢃࡗࡓሙྜࠊ⾜ᨻࡀ୍ᣓ࡛ಟṇ࡛ࡁࡿࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

ࡍࡿ➼ࡢぢࡏ᪉ࡀ࠶ࡿ౽࡛ࡼ࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ᬑཬㄪᰝࡀ࣎ࢱࣥࢆ୍ࡘᢲࡍࡔࡅ࡛⤊ࢃࡿᶵ⬟ࡸࠊᅜ࣭┴࡛㞟ィࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸
y

y

ᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸⌮⏤ࡀ࠾㔠ࡢ᭷↓࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࠊ⎔ቃ┬ࡀ㞟ィࡋ࡚࠸ࡿᣦᑟ

ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼㸧

Ѝ㈈ᨻⓗ㠃࡛ࡶࡔࡀࠊ⣬፹య➼࡛⟶⌮ࡍࡿ⮬యࡢ㟁Ꮚࢆᨭࡍࡿ┠ⓗࡶ࠶

࠾㔠࡞ࡃᑟධࡀ࡛ࡁ࡞࠸⮬యࡢຓࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ಶࠎࡢ⮬య࠾௵ࡏࡢᙧࡼࡾࡶࠊᅜࡢᣦᑟᬑཬㄪᰝࡢᑐᛂࡣࡇࡢ㡯┠ࢆධຊ

⢭ᰝࢆ᳨ウࡋࠊ᭱ప㝈ᚲせ࡞㡯┠➼ࠊẁ㝵ⓗศࡅࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

࣮ࢻฟ᮶ࡿᙧ࡛ᥦ౪ࡋࠊᑟධࢆᨭࡍࡿ࠸࠺ࡶࡢࠋ㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼㸧

ࣗࣝ P.18~19 ⾜ᨻ㡯┠ࡈࡢᚲせ࡞ࡿሗࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡯┠ࡢ

Ѝྛ⮬య࠾௵ࡏࡍࡿᙧ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛᑟධ࣐ࢽ

ဨ)

㡯┠ࣛࣥࢡࡅࡋࡓࡾࠊ᭱ప㝈ࡢ㡯┠ࢆタࡅࡓࡽࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ(Ἑᮧጤ

Ѝྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡀᮍᑟධ࡛࠶ࡿ⮬యᑐࡋ࡚ࠊᅜࡽ㹆㹎ୖ࡛ᡭ㍍ࢲ࢘ࣥࣟ
y

y

㒔㐨ᗓ┴ࡈྎᖒࡢ୰㌟ࡀ㐪࠺ࠋᩘࡀከ࠸ධຊࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ2 ẁᵓ࠼ࠊ3

ᅇࡢࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚ࠊ୍␒ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࠊࡾࡣఱࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

Excel ࡀ୍␒ከ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ୍᪦㟁Ꮚࡍࡿࡋ࡞࠸ࡀࠊᣦᑟᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⮬య࡛㝈ᐃࡋ࡚ࡳࡿ

ࠋ㸦ᑠᕝጤဨ㸧

⮬యࡣ⣬࣮࣋ࢫࡋ࡞࠸ࡇࢁࡶከ࠸ᛮ࠺ࡀࠊᡭධຊࡋ࡚࠸ࡃࡋ࡞࠸ࡢ

ࡼࡾᐜ᫆⾜࠼ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

యࡢุ᩿ࡼࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ᚑ࠸⟶⌮㡯┠ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᯟࡋ࡚సᡂࡋࠊࡢ⟶⌮㡯┠ࢆධຊࡍࡿࡣྛ⮬

ᴗ࡞ࡿࠋ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼࡿࠋCSV ࡔ

㡯┠ࢆ୍ぴࡋ࡚࠶ࡿࠋᖺᗘࡢᴗົ࡛సᡂࡍࡿྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡣせ௳ᐃ⩏᭩

Ѝίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛᑟධ࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡣࠊ⾜ᨻ┠ⓗἢࡗ࡚ᚲせ࡞⟶⌮

ሗࡀධຊࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸ࡢࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

⟶⌮㡯┠ࡢᩘࡀከ࠸ࡀ㒊ධຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᇶᮏ㡯┠ࡢࡳ᭱ప㝈ࡢ

Ѝ᪤Ꮡࢹ࣮ࢱࢆ୍᪦ฟຊࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᵝᘧᑐᛂࡍࡿࡼ࠺ኚࡋ࡚ࡽྲྀࡾ㎸ࡴస
y

y

ྜࠊࢹ࣮ࢱࡢ⛣⾜ࡣ⡆༢⾜࠺ࡇࡀྍ⬟ࠋ㸦ᑠᕝጤဨ㸧

᪤Ꮡࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ㝖ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡇࡔࡀࠊ᪂ࢩࢫࢸ࣒ኚ࠼ࡓ࠸ሙ

࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦Ἑ㔝ጤဨ㸧

㔞Ύᤲᐇ᪥➼ࡢලయⓗ࡞᪥ࢆධࢀࡿࠊᚲࡎఇṆΎᤲࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⌮ゎ

ົᒁ㸧

᳨ࠊΎᤲࡢ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆಶࠎࡢίᵴ࣮࢟ሗࢆࡘࡅ࡚ࢹ࣮ࢱࢆᥦฟࡋ࡚ࡶ

Ѝධຊࡣ⮬యࡲࡓࡣࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵➼ጤクࡋࡓሙྜࡣጤクඛ࡛⾜࠺ࠋಖᏲⅬ

ЍΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࡢࢳ࢙ࢵࢡḍࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㡯┠ࡢᕤኵࢆྵࡵ᳨ウࡍࡿࠋ
㸦

ࡽධຊࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊ࠺࠸࠺タィ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋ㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

Ύᤲࡀᐇࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡶఇṆࡀྍ⬟ࡢࡼ࠺ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦Ἑ㔝ጤဨ㸧

ㄡࡀධຊࡍࡿࡢࠊಖᏲࠊΎᤲࠊ᳨ᰝ࡚⮬యධຊ࡞ࡿࡢࠋྛࢡࢩࣙࣥ

㈨ᩱ 4 P.13 ⟶⌮㡯┠ࡢ㏣ຍࡢఇṆ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊఇṆΎᤲࡢ᭷↓ࡢࡳ࡛ࡣࠊఇṆ

    Ѝࡇࢀࡲ࡛グ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ Excel ࡣᒆࡅฟ⥔ᣢ⟶⌮ࡣูࠎࡢࣇ࡛ࣝ⟶⌮

y

y

y

y

y

y

y

ࡵࠊࡇࢀࢆᑐᛂࡍࡿ࡞ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ㸦ົᒁ㸧

࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࡋࠊಖᏲⅬ᳨ࠊΎᤲࡘ࠸࡚ࡣᐇ≧ἣࢆⓏ㘓ࡍࡿἲᨵṇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓ

 㸦2㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウ㸺㈨ᩱ 2ࠊ4ࠊ6㸼

   ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ 2ࠊ4ࠊ6 ᇶ
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Ѝᅇࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊQGIS ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆࢻ࢜ࣥ㸦㏣ຍ㸧ࡋ࡚࠸ࡿࡓ





ኵ࡞ࡢࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ࡿࡀࠊಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢほⅬ࡛ࡣࢡ࡛ࣜࡁࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ືస᳨ドࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⮬య㓄ᕸᚋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⮬య࡛࢝ࢫ
ࢱ࣐ࢬࡉࢀࡿࠊ⤫ไࡀྲྀࢀ࡞࠸≧ែ࡞ࡾࠊ࡚⎔ቃ┬࡛ᑐᛂࡍࡿࡇࡣ
㞴ࡋ࠸ࠋ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡏࡎ⏝ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊ⎔ቃ┬࡛ືస☜ㄆࡍࡿ᪉ἲࡶ࠶

Ѝ⎔ቃ┬ࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࠊྛ⮬య࠶ࡗࡓᙧ࡛࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋ࡚ࡽࢩࢫ

ࢸ࣒ࡀ㐠Ⴀࡉࢀࡓሙྜࠊ⎔ቃ┬ࡽᨵኚࢆ㏦ࡗ࡚ࡶྛ⮬య࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸

ࡓࡵྛ⮬య࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃᙧ࡞ࡿࠋ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫ࡛⮬⏤࡞㓄ᕸࡢࢹ࣓ࣜࢵ

QGIS ⮬యࡣ⥅⥆ࡋ࡚࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡿࠋ㸦⎔ቃ⪅㸸ᒣᮏ㸧

ᒁ㸧



ࣝධࢀࡿᙧ᳨࡛ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱࡢ㑅ูࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦ົ
y

Ѝ⮬యᑐࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡣࠊᅇࡢ↓ൾࡢࢩࢫࢸ࣒㓄ᕸࠊࢹ࣮ࢱᩚഛࢆ

Ѝ⌧≧࡛ࡶࠊ࡚ࡢᒆฟሗࡢධຊࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



ྎᖒධຊࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ࠾࠸࡚ࡣἲᐃ᳨ᰝࡢෆᐜࡀ୍␒ከ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ

ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ᢏ⾡ⓗࡇࡢࡼ࠺ࡋࡓࡽຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᥦ♧ࠊ㈨㔠㠃ࡢ⿵ຓ㸦⿵ຓ㔠㸧

ࡢᛕࡀṧࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ᑟධᚋࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑཎጤဨ㸧

ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࢩࢫࢸ࣒ᑟධࢆጤク࡛⾜ࡗ࡚ሗࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚ࡶ༢⊂㌿➼ࠊࡑࡢᚋࡘ࡞ࡀࡿ

ࡃணᐃ࡛࠶ࡾࠊ⮬యࡢᢸᙜ⪅࡛ࡶᑟධసᴗࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
y

࠸ࡿࡇࢁࡣࠊࡇࡢ㡯┠ࡍ࡚ࢹ࣮ࢱࢆධຊࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋධຊࢆᚲ㡲ࡍࡿ㡯

┠ࢆ᫂☜ࡋࠊࡲࡓࠊෆᐜࡀኚࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㡯┠ᅛᐃࡉࢀࡿ㡯┠ࢆ༊ู

ࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿᙧ࡞ࡿࠋጤクࡘ࠸࡚ࡣࠊ᧯స࣐ࢽࣗࣝ➼࡛ㄝ᫂ࢆࡘࡅ࡚࠸

ධຊ㡯┠ࡀከ࠸ᑟධᑐࡋᢠឤࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡍ࡛ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ࡚

ࡀࠊᅇࡢせ௳ᐃ⩏᭩ྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊྛ⮬య࠾࠸࡚࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢆ⾜

Ѝࣄࣜࣥࢢ࠾࠸࡚ᅗ㠃ࢆಖᏑ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡼ࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓ

Ѝࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛┤᥋ࢩࢫࢸ࣒ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࠊ⮬యഃࡀᑟ

ධࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㞴ࡋ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

࣒ᑟධ࠶ࡓࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ᴗ⪅ጤクࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
㸦㧘ᶫ㸦ᗣ㸧ጤဨ㸧

ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࠊᅗ㠃㸦PDF㸧ࢆῧࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧࡣࢩࢫࢸ

ࡣ㎿㏿⾜࠼ࡿࡢࠋ㸦㧘㔝ጤဨ㸧

ࢩࢫࢸ࣒ᑟධࢆᣄࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᴗ⪅ഃ࡛ᡴࡕ㎸ࢇࡔࢹ࣮ࢱࡢࡸࡾྲྀࡾ

y

ᮏ࡞ࡿࠋOS ࡢࢵࣉࢹ࣮ࢺᚋࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀྍ⬟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎࠊሗᥦ౪ࡀࡢࡼ࠺⾜࠼ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶

࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ᒣᮏ㸧

ಶேሗࡢゎ㔘ࡀ⮬యࡈ␗࡞ࡿࠋྠࡌࡼ࠺࡞ゎ㔘࡛࿘▱ࡉࢀ࡞࠸ࠊྎᖒ

Ѝᅇࡣ࠶ࡃࡲ࡛ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆ↓ᩱ࡛㓄ᕸࡋࠊྛ⮬య࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃᙧࡀᇶ

ᐇ≧ྜࢃࡏ࡚⮬⏤࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿ㐠⏝࡞ࡿ⪃

⎔ቃ┬࡛ᚋ 5 ᖺࠊ10 ᖺ⥅⥆ⓗ⟶⌮ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡞ࡢࠋ

ᢅࡗ࡚࠸ࡃ㛵ࡋ࡚ࡣ᮲௳ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋྛ⮬యࡢ

┬ࡽ㓄ᕸࡍࡿ㝿ⴭసᶒࡢᢅ࠸ࢆ᫂♧ࡋࠊίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆࡢࡼ࠺

Ѝ⎔ቃ┬ࡽ㓄ᕸࡍࡿίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢⴭసᶒࡣࠊ⎔ቃ┬ࡀᣢࡘࡓࡵࠊ⎔ቃ

ࡿࠋ

OS ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಟṇࡉࢀࡿࡀࠊྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡀၥ㢟࡞ࡃసືࡍࡿࡣࠊ

┬ࡀࣂ࣮ࢪࣙࣥࢵࣉࡍࡿࡢࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

ࢺ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡵࠊOS ࡢࢵࣉࢹ࣮ࢺࡼࡾࠊQGIS㸦ᅵྎ࡞ࡿࢩࢫࢸ࣒㸧⮬యࡣ᪂ࡓ࡞

ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡀࣂ࣮ࢪࣙࣥࢵࣉࡉࢀࡿሙྜࠊྛ⮬య࡛ࡸࡿࡢࠊ⎔ቃ

y

࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋᑐᛂࡀỴࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ᡭࢆࡅ࡙ࡽ࠸ࠋᣢ⥆ᛶࡢ㒊ศࡣ

ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ OS ࡀࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋࡓ㝿ࠊᅇࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᑐᛂࡣ

࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝᕤࡢࢸ࣮ࣈࣝࡣタࡅ࡚࠸ࡿࡀ⮬యᕤሗࡀᥦฟࡉࢀࡿὶࢀࡀసࡽࢀ࡚

ࡿࡢࡣ 7 ᮲᳨ᰝࡔࡅ࡞ࡢࠋ㸦㧘㔝ጤဨ㸧

ᕤࡀࡁࡕࢇࡋ࡚࠸࡞࠸⥔ᣢ⟶⌮≧ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡀࠊᕤࢆ☜ㄆ࡛ࡁ

ṇࢆ⾜࠺➼ࡢᑐᛂࢆࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ7 ᮲᳨ᰝࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ7 ᮲᳨ᰝࡢ㝿ᆅ␒ࡸᆺᘧ㐪࠸࡞ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊಟ

㐪࠺ᆺᘧࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜᑐᛂྍ⬟ࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

タ⨨ఫᡤࡘ࠸࡚ࠊᆅ␒ࡀ」ᩘ࠶ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀᑐᛂྍ⬟ࠋࡲࡓࠊᒆࡅฟ

࠼ࡿࠋࡓࡔࠊᛂ⟅⩏ົࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࡲ࡛ᐇຠᛶࡀ࠶ࡿࡣၥ㢟ࡀṧ

y

y

y

࠸࠺ࡼ࠺࡞᮲ᩥࡶධࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆά⏝ࡍࢀࡤ㞟ࡣྍ⬟࡞ࡿ⪃

Ѝἲᨵṇࡼࡗ࡚ίᵴྎᖒࡢᩚഛᚲせ࡞ሗࢆⰍࠎ࡞ࡇࢁࡽ㞟࡛ࡁࡿ

ࡿࡢࠋ㸦㧘㔝ጤဨ㸧

⾜ᨻෆ࡛⥔ᣢ⟶⌮ࡢሗࠊởἾฎ⌮ࡢሗࡣ㒊⨫ࡀ㐪࠺ࡀࠊࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍ

㐺⏝㝖እࡢ᮲ᩥࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓ➨୕⪅ᥦ౪ࡢሙྜࡣࠊᮏேྠពࢆྲྀᚓࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸࠸࠺

ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ࡞ࡿࡢࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

⮬యࡽ㢳ᐈሗࡢᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜࠊᴗ⪅ࡶಶேሗࢆᏲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞

     ኚື㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒚṔࢆṧࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸⪃࠼ࡿࡓࡵࠊᇶᮏᒚṔࡢࢸ࣮ࣈ

y

y

y

y

y

㸦ົᒁ㸧

ࡣࠊ࢝ࢫࢱ࣐ࢬᚋࡢࢯ࣮ࢫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆබ㛤ࡍࡿࡇࡀ᮲௳࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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y



ࡼ࠺࡞ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࡀ࠶ࢀࡤ⥔ᣢ⟶⌮ຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗᥦࢆ⾜ࡗ

᩿ࡸࠊ⟶⌮ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ㝿᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡢࡼ࠺࡞ሗࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊࡢ

Ⅼ᳨ά⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࣓࣮࣮࢝ࡽࡢሗ㐃ᦠࡉࢀ࡚࠸ࡅࡤ≧ἣุ

Ѝࢹ࣮ࢱά⏝ࡢ㠃࡛ࡣࠊ⥔ᣢ⟶⌮㛵ࢃࡿࢹ࣮ࢱ࡛⪃࠼ࡿࠊ᳨ᰝࢹ࣮ࢱࡶಖᏲ



y ➨ 3 ᅇ᳨ウࡣ 12 ᭶ 16 ᪥ 13:30~㛤ദ

ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ 6㸼

᳨ウࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

㸦Ἑᮧጤဨ㸧



ࡓᥦࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧
ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺ゎᯒ࠶ࡿ࠸ࡣホ౯ࡍࡿࠊᴗົࡢຠ⋡࣭㧗ᗘ᭷ຠ

y ➨ 2 ᅇ᳨ウࡣ 11 ᭶ 19 ᪥ 13:30~㛤ദ

y

Ỉ㉁ࡢࢹ࣮ࢱࡢࣅࢵࢡࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࡢゎᯒࡣࠊᅇࡢᴗົ⠊ᅖධࡽ࡞࠸ࡢࠋ

࠙ಖᏲⅬ᳨࣭Ύᤲࡢグ㘓➼ࡢࢹ࣮ࢱά⏝ࡘ࠸࡚ࠚ

㈨ᩱ 2ࠊ5 ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

2ࠊ5㸼

3.

㸦ົᒁ㸧

࠸ࡿࠋ

ಖᏲⅬ᳨➼ࡢ㟁Ꮚ࣭㐲㝸┘どࡶಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅➼ලయⓗ࡞࣓ࣜࢵࢺࢆ♧ࡋ

ࡀࡽࠊ⟶⌮ኈሗࢆఏ㐩࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᳨ウࡶ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࡓࡵࠊࡑࡢሙྜࡣ⫋ᶒ࡛ࡢฎ⌮࠸࠺ᙧ࡛ྎᖒධࢀ࡚࠸ࡃ᪉ἲࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚
y

ࢺࡢ᪉ἲ➼ࠊ࣓࣮࣮࢝ࡢሗࡸ㐣ཤࡢࣈࣟ࣡ᮇࡢ㢖ᗘࡢࢹ࣮ࢱࢆ࠸࡞

Ѝཎ๎ࡣᒆࡅฟࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡿ

    Ѝᩘᖺᚋࡢࣈࣟ࣡࡞ࠊ㈝⏝ࡀࡿෆᐜࡣ᪩ࡵ࠾▱ࡽࡏࡍࡿ࢘ࢺࣉࢵ

ࡿࡋ࡚ࡶࢥࢫࢺⓗ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㧘ᶫ㸦㟼㸧ጤဨ㸧

↓ᒆࡢίᵴࡘ࠸࡚ࡣࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ

࣮ࢱࢆ 24 㛫ཷࡅྲྀࡿయไ㸧ࢆసࡿࡣ㈇ᢸࡀࡁࡃࠊ௬ᩘ♫࡛ඹྠ㐠Ⴀࡍ

㐜ࢀ࡚ࡶ⥔ᣢ⟶⌮ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡛⾜ᨻᣦᑟࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ဨ㸧
͇࠶ࡿࡀࠊ㐲㝸┘どࢆ⾜࠺ሙྜࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡈࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮㸦ࢹ

⌮ሗࢆ✺ྜࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡓᚋࠊᒆࡅฟሗ⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋ⤖ࡧࡘࡅࡀ

࡛ࠊ⥔ᣢ⟶⌮㈝⏝ࢆୗࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊఫẸ㈇ᢸࡀ㍍ῶ࡞ࡿࠋ
㸦ᑠᕝጤ

ࠊ
͆㐲㝸┘どࢆ⏝࠸ࡿࡇ
➨ 1 ᅇࢹ࣮ࢱά⏝ WG ࡢ㆟せ᪨ࡼࡾ㸦㈨ᩱ 5㸫2 P.3㸧

ᤲࠊ᳨ᰝࡢタ⨨ሙᡤࡣ࠸ࡎࢀࡶఫᡤ⾲♧࡞ࡢ࡛✺ྜࡋࡸࡍࡃࠊࡇࢀࡽࡢ⥔ᣢ⟶

y

࠙㐲㝸┘どࡘ࠸࡚ࠚ

ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸦ᐑཎጤဨ㸧

ᑗ᮶ⓗࡣಖᏲⅬ᳨࣭Ύᤲࡢグ㘓⚊ࢹ࣮ࢱࡣίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒⤫ྜࡉࢀࡿࡇ

Ⰻዲ࡞ฎ⌮Ỉ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢ㟁Ꮚࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑཎጤဨ㸧

 ί㐃ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࠸࠺ሗࢆᩚ⌮ࡋࠊ᪤ᅜࡢᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖᏲⅬ᳨ࠊΎ

Ѝᖺࡢἲᐃ᳨ᰝ㛵ಀࡢᴗົ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ᡭ㡰࡛ྎᖒᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠸

ࡢࡼ࠺☜ㄆࢆ⾜࠺᫂♧ࡍࡿࡢࠋ
㸦Ἑ㔝ጤဨ㸧

࠸ίᵴࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ሙ┤᥋⾜࡞ࡅࢀࡤṇ☜࡞ᩘᏐࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ

ᇶᩘࡸᩘᏐࡀṇ☜࡛࠶ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࡀࠊ↓ᒆࡸᗫṆᒆࡢฟ࡚࠸࡞

࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

᳨ᰝᶵ㛵࡛ࡢሗࡸࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀཷクࡋ࡚⮬యࡢྎᖒࢆ⟶⌮ࡍࡿᅗ
y

㸦㧘ᶫ㸦㟼㸧ጤဨ㸧
Ѝᑠᆺྜేฎ⌮ίᵴྥࡅࡢࣛࢫࢺධࡾ࢘ࢺࣉࢵࢺࡀᥦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡣ

࣒⟶⌮㛵ࡍࡿࡣᥖ㍕ࡍࡿࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

Ѝ⌧ᅾࡢ࣐ࢽࣗࣝࡶᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀయ࡞ࡿ⪃࠼࡛సࡗ࡚࠾ࡾࠊ⮬య

ᵴ⟶⌮⪅ᑐࡍࡿㄝ᫂ά⏝ࡋࠊ᪩ࡃᨵၿࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ࣐ࢽࣗࣝᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ጤクࡍࡿሙྜࡋ࡞࠸ሙྜࡢࢩࢫࢸ

ࡼ࠸ࠋಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࢆ㟁Ꮚࡍࡿࡇ࡛ࠊίᵴၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣί

Ѝࢹ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚࡍࡿࡇࡶྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦㧘ᶫ㸦㟼㸧ጤဨ㸧
⾜ᨻྥࡅࡢಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࡣู࠾ᐈᵝᏳᚰࢆᥦ౪࡛ࡁࡿグ㘓⚊ࡀ࠶ࡿ

y

࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ㸦ົᒁ㸧
ಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࡸΎᤲグ㘓⚊ࡣࠊࣅࢵࢡࢹ࣮ࢱά⏝ࡍࡿࡋ࡚ࡶ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ

ົᒁ㸧

 㸦3㸧ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウ㸺㈨ᩱ

y

y

y

y

ࡢ⮬యࡈ≧ἣࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࡇ࠺ࡍࡁ᩿ᐃࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦

ᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡀ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ࣋ࢫࢺ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ

Ѝࡇࢀࡲ࡛⎔ቃ┬ࡽㄳ㈇ࡗ࡚ࡁࡓㄪᰝᴗົ࡛ྲྀࡾࡲࡵࡓෆᐜࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ

ࠋ㸦▼ጤဨ㸧

ࡀࠊࡇࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ධຊࢆ⾜࠺ࡢࠋಖᏲⅬ᳨ࡢሗࡣࡔࢀࡀ྾࠸ୖࡆࡿࡢ
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y ௧ 2 ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົᐇࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸦㈨ᩱ㸴㸧

㸰㸧

y ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウࡢ㐍ᤖሗ㸦㈨ᩱ㸳-

ィ⏬㸦㈨ᩱ㸳-㸯㸧

y ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウ WG ᐇ

y ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウ㸦㈨ᩱ㸲㸧

y ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸱-㸰㸧

y ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ WG ᐇィ⏬㸦㈨ᩱ㸱-㸯㸧

y ௧ 2 ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົ᳨ウᐇィ⏬㸦㈨ᩱ㸰㸧

y ௧ 2 ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウᴗົᵝ᭩㸦㈨ᩱ㸯㸧

y ㆟ḟ➨

㸺㈨ᩱ㸼
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▼┿ᘪࠊ㐨୍ኵ

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ㧘ᶫᝅࠊ⃝ᮧᑦ࿃ࠊ

y

y

 
y

⏝ࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿグ㍕ࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

௨ୖࡢⅬࢆಟṇࡋࠊࢆࡿࡇࡍࡿࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

1

2

ࡓࠊᥦ♧ࡉࢀࡓ⅏ᐖ᥎ィ᪉ἲࡣ QGIS ࢆ⏝ࡋࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊࡢࢹࢪࢱࣝྎ



ࣝࢱ࣒࡛ࡢὥỈ⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱࡸࠊίᵴ⿕ᐖࡢᐃࢆ⾜࠺ࡇࡣྍ⬟ࠋࡲ

   ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧ≧ἣయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸰㸫

ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡸὥỈᾐỈ༊ᇦࢆ⏝ࡋࡓ๓ࡢ᥎ィࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊⓎ⅏ᚋࠊࣜ

ྵࡵࡿ㸧ⓗࢆ⤠ࡗࡓ࣐ࢽࣗࣝࡾษࡗ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ࡀࠊᅇࡣ࠶ࡃࡲ࡛タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿίᵴ㸦㑊㞴ᡤタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿίᵴࢆ

ࣗࣝࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆࡍࡿࡢࡣίᵴᴗ⏺࡛ࡣ࠶ࡿ

 㸦1㸧⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧ≧ἣయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ



㟁ࡢᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡁ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦▼ጤဨ㸧
Ѝู㏵ࠊ㑊㞴ᡤタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢺࣞࡸ௬タࢺࣞ➼㛵ࡍࡿࢺࣞᑐ⟇࣐ࢽ

ࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧࡣ㑊㞴ᡤタ⨨ࡉࢀࡓίᵴࡢሗ㸦ᆺᘧ➼㸧ࠊ

㸦⻆Ụጤဨ㸧

Ѝࢹ࣮ࢱࡢ⛣⾜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࠊ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࢆే

ࡢ㛫࡛⅏ᐖ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ᪨ࢆ࣐ࢽࣗࣝグ㍕

y

࡛ࣝࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ᕷ⏫ᮧࢆศࡅ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
㑊㞴ᡤタ⨨ࡉࢀࡓίᵴࡢᪧࡸ≧ែࡢ☜ㄆࡢࡓࡵࠊᕷ⏫ᮧᆅඖࡢ㛵ಀᅋయ

ࢩࢫࢸ࣒ࡶࡕࡽࡶ࠼ࡿ࠸࠺ᅇ⟅࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢࡼ࠺࡞㊃᪨࡛ࡼ࠸ࠋ
 

ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵᕷ⏫ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⪃࠼࡞࠸ᑐᛂࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧
Ѝ⅏ᐖᑐᛂ࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ᕷ⏫ᮧࡢᙺࡣἲᚊ࡛ࡶ༊ศࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣐ࢽࣗ

᪂ࢩࢫࢸ࣒࡛㐠⏝ྍ⬟͇࠸࠺Ἑᮧጤဨࡢពぢᑐࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡶ᪤Ꮡ

㈨ᩱ㸯ࡢ p.1 ࡢ͆᪤ྎᖒࢆᩚഛࠊ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡶࠊ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒ࢆ

࡞࠸ሙྜࡣࠊಟṇࡀ࡞࠸ࡶࡢุ᩿ࡍࡿࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

Ѝ㏿グ㘓ࡢಟṇពぢࡀ࠶ࡿ᪉ࡣ᪩ᛴົᒁ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㏦ࡉࢀ

ࡔࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡇࡗࡓᅵ◁ࢆಖ⟶ࡍࡿሙᡤࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡋᒀฎ⌮タࡣᇶᮏⓗᕷ⏫ࡀ⟶⌮

୍ಖ⟶ሙᡤ࡞ࡾ㑊㞴ᡤࡸ௬タఫᏯணᐃᆅྠࡌሙᡤᐃࡋࠊᐇ㝿⅏ᐖࡀ㉳

Ѝಟṇពぢࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋಟṇࡀ⤊ࢃࡾḟ➨ࡶ࠺୍ᗘ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓ

ࡤࠊ࠶ࡿ㒊ᒁ࡛ࡣ㑊㞴ᡤࡸ௬タఫᏯணᐃᆅࡍࡿࡀࠊᗫᲠ≀㛵ಀ࡛ࡣࠊᗫᲠ≀ࡢ

ṇࡀᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

࠺࠸࠺つᶍ࡛࠺࠸࠺ࡶࡢࡀᚲせ⪺ࡁࠊࡾᙜ࡚ࡿࠋබᅬࡸ㥔㌴ሙࡀ࠶ࢀ

࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ୍ಖ⟶ሙᡤࡀᚲせ࡞ࡿࠋ༴ᶵ⟶⌮㒊ᒁࡀಶࠎࡢ㒊ᒁ

࠼ࡿࠋởἾฎ⌮ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊᅵ◁ࡀධࡗࡓࡶࡢࡸࠊᅵ◁ࢆ࠺ฎ⌮ࡍࡿࡢ࠸

ᣦ㔪ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆసᡂࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠊ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ⏫ࡶືࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿ⪃

⨨࡙ࡅࢆࡋࡗࡾ᫂グࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᕷ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࠊᕳࡁࡇࡳ᪉ࡘ࠸࡚

㏿グ㘓ࡢಟṇពぢࢆ㏦ࡋࡓࡀࠊಟṇࡋࡓ㏿グ㘓ࢆࡲࡔཷࡅྲྀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋಟ

2. ᴗົࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚

 

 

 

y

ぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

➨㸯ᅇ᳨ウ㆟せ᪨ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁົᒁࡼࡾㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢព

1. ➨㸯ᅇ᳨ウ㆟せ᪨ࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸯㸼

㆟

࠶ࡿ⛬ᗘᑐ⟇ࢆᵓ⠏ࡋ࡞࠸ືࡁ࡙ࡽ࠸ࠋᐇ㝿ືࡃࡢࡣᕷ⏫ࡢࡓࡵࠊᕷ⏫ࡢ

ࡃ୍㒊ࡢᕷ⏫ࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜẁ㝵ࡀ࠶ࡿࠋỈᐖࡀࡢ⛬ᗘࡢつᶍࠊつᶍู࡛

㒊ᮾ㒊す㒊࠸࠺ᆅᇦ࡛ศࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾ㒊ࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜࠊࡲࡓࡑࡢ୰ࡢࡈ

㒔㐨ᗓ┴ࡣつᶍࡢሙྜࢆᐃࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋ㟼ᒸ┴࡛ࡣ㟼ᒸ┴యࠊ୰

ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞ᑐ⟇ᪧࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

   ⎔ቃ┬㸸ᒣᮏὈ⏕ࠊⓑ▼ⴌ⨾

ࡿࠋ⅏ᐖᑐᛂᕷࡸ⏫ࡀࡢࡼ࠺ᦠࢃࡿࢆ᫂グࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡀ᫂グࡉ

ᑟࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣୗ࡛࠶ࡾࠊ⌧ሙࡢ㐃ᦠࡀྲྀࡾࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸

ഴྥ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊίᵴ㛵ಀ㒊ᒁࡀίᵴ㛵ಀࡢ⅏ᐖᑐ⟇ࡸᑐᛂࡘ࠸࡚

ヰࡼࡿࠊ⅏ᐖ㛵ಀࡣ༴ᶵ⟶⌮㒊ᒁࡀయ࡞ࡗ࡚≀ࡀᇳࡾ⾜ࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺

࠸࡚ࡣ㟈ᗘ 5 ᙉᑐࡋ࡚࠺ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬యࡢ

ࡇࡢ࣐ࢽࣗࣝࡣࡢ⛬ᗘࡢỈᐖࡢつᶍࢆᐃࡋ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ㟈⅏ࡘ

᪉ἲࢆ⪃࠼ࡓ࠺ࡀࡼ࠸࠸࠺ពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

⅏ᐖ WG ࡛ࡣࠊྎᖒᩚഛࡀ༑ศ࡛ࡶίᵴࡢ⿕ᐖ᥎ィࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞

㸯ࠊ㸰㸫㸰ࠊ㸰㸫㸱ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㧘㔝୕ὠᩄ

 Ḟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ᑠᕝᾈ

I.

y

y

ᚋ⸨㞞ྖࠊ㧘ᶫᗣᾈࠊ▼ᰤࠊᐑཎ㟹᫂ࠊἙ㔝ṇ⨾ࠊ㧘ᶫ㟼㞝ࠊ

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ἙᮧΎྐ㸦ጤဨ㛗㸧ࠊᒾᇼᜨ♸ࠊᮌ᭮⚈⛅ࠊ⻆Ụ⨾Ꮥࠊᒣᓮᏹྐࠊ

㸺ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸲㝵㆟ᐊ

᪥㸸௧㸰ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㹼

㆟㘓

➨㸰ᅇ௧㸰ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウ

120



 

 

 

 

 

 

y

y

y

y

y

ᖒࢆ⏝ࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࠋ㸦ᒣᓮጤဨ㸧
Ѝ᪤Ꮡࡢ࣐ࢽࣗࣝ࡞ࡽ࠸ࠕ⤒㈝ࠖಟṇࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸯ࡢ p.4 ࡛ࠊࠕ㈤㔠ࠖ᭩࠸࡚࠶ࡿࡀࠊࠕᩱ㔠࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

⪅ࡀ┤᥋⾜ᨻሗᥦ౪ࡋࡓሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸦ົᒁ㸧

3

࣐ࢽࣗࣝࡢᵓᡂࡣࠊయീࢆ♧ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊྛయࡢసᴗෆᐜࢆᢤ⢋ࡋࡓࡶࡢ

ࡢ⅏ᐖ WG ๓ጤဨࡢ᪉ࠎᥦ♧ࡋࠊពぢࢆເࡾసᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㸦ົᒁ㸧

ษࡾศࡅ࡚ࠊ୍᪉㏻⾜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡅࠊᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋḟᅇ

ࡋࡓሗࢆᆅ᪉බඹᅋయሗ࿌ࡍࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊయࡈ

㛵ࡲࡓࡣίᵴᴗ⏺ᅋయᥦ౪ࡋࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡲࡓࡣίᵴᴗ⏺ᅋయࡀ㞟⣙

ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ⌧ሙ㉱ࡁ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢሗࢆᣦᐃ᳨ᰝᶵ

ᅋయࠊࡉࡽࡑࡢୗಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ⪅ࠊᕤᴗ⪅ࡀ㓄⨨ࡉࢀࡓᙧࢆ

Ѝᆅ᪉බඹᅋయࡀ୰ᚰⓗ࡞ᙺ࡞ࡾࠊࡑࡢୗᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡲࡓࡣίᵴᴗ⏺



 
y

ᐃࡋ࡞࠸ BOD ࡢධຊḍࢆタࡅࡿ࠸࠺ពぢ࡛࠶ࡾࠊධຊḍࢆタࡅ࡚ࡶ
ᐃ⤖ᯝࡣධຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡢࠋ
㸦Ἑᮧጤ

ࠋ
㸦Ἑ㔝ጤဨ㸧

4

ࢀࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊᑡࡋࡎࡘᨵၿࡋ࡚࠸ࡃணᐃࠊࡑࢀࡶఱᖺ㛫ࡣࡑࡢࡲࡲ

ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆࡳࡿࠊ᮶ᖺࡢ 4 ᭶ࡣ➨୍ẁ㝵ࡢࡶࡢࡀᡂࡋ࡚↓ൾ࡛㓄ᕸࡉ

Ѝධຊḍࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ဨ㸧

7 ᮲᳨ᰝ 11 ᮲᳨ᰝࡢ BOD

⏝ࡍࡿ⮬యࡀࡰ࡞࠸ࡔࢁ࠺⪃࠼ᅇࡣぢ㏦ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ㸦ົᒁ㸧

ᖖ

ᡂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᫎࡣぢ㏦ࡾࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋNo.15 ࡣࠊಖᏲⅬ᳨࡛㏻

ЍNo.14 ࡣࠊಖᏲⅬ᳨グ㘓ࡢỈ㉁㡯┠ࢆᩘ್࡛ධຊ࡛ࡁࡿḍࡀᚲせ࠸࠺ពぢ࡛

ᅇࡣᑐ㇟እ༢⣧⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ㸦ᒾᇼጤဨ㸧

㞴࡛࠶ࡿࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࠋỈ㉁ࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞㡯┠ࡔࡀࠊ

࡞࠸ࠖ
ࠊNo.15 ࡣࠊ
ࠕ༓ⴥ┴⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡓࡵࠊᶆ‽ⓗ࡞ᶵ⬟ࡋ࡚ᐇࡀᅔ

ࡀࠊNo.14 ࡣࠊ
ࠕධຊ㡯┠ࡀᖜቑຍࡍࡿࡓࡵࠊᖺᗘᴗົ࡛ࡢ㡯┠㏣ຍࡣ⾜ࢃ

㈨ᩱ㸱㸫㸰ࡢ p.2 ࡢ No.14  15 ࡢ㡯┠ࡣࡕࡽࡶỈ㉁㡯┠㛵ࢃࡿࡇࢁࡔ

࠶ࡿࡀࠊࡢ㡯┠ࡢグධḍࢆタࡅࡿලయⓗ࡞᳨ウࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎࠊᖺᗘస

y

y

ሗࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ㐣ཤࡢᒚṔࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧
ЍಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢᒚṔࢆṧࡍᵝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ࡸࠊᣦࢆᇳࡿయࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

 

 

యࡀྠࡌసᴗࢆ⾜࠺ሙྜࡸࠊᐇࡉࢀ࡞࠸సᴗࡀฟࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋㄪᩚࡢᡭẁ

యࡀᐇࡍࡁࢃࡽ࡞ࡃ࡞ࡿసᴗࡀฟࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡛ࡣࠊ␗࡞ࡿ

࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡣ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿసᴗෆᐜࡀከ࠸ࡓࡵࠊᐇ㝿ࡢ㐠⏝࡛ࡣࠊࡕࡽࡢ

࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢽࣗࣝࡣᐃ⩏ࢆグ㍕ࡋࡓ࠺ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ЍࠕᾐỈᐖࠖࡣෆỈỏ℃ᑐࡋ࡚࠸ࠊ
ࠕὥỈࠖࡣሐ㜵ࡢ㉺Ỉ➼ࢃࢀࡿゝⴥ

ࡣࠊఱࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᐃ⩏ࢆලయⓗ♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸱ࡢ p.3 ࠕᾐỈᐖࠖࠕὥỈࠖࢆศࡅ࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᾐỈᐖ

Ѝ㐪࠸ࡀศࡿࡼ࠺࡞ᩚ⌮ࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ίᵴࡢಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀኚࢃࡗࡓ᭱᪂ࡢሗ᭦᪂ࡍࡿࡀࠊྎᖒࡣ᭱᪂ࡢ

ᗘ௨㝆ࡢㄢ㢟ṧࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦⻆Ụጤဨ㸧

ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊίᵴᴗ⏺ᅋయࡀ྾࠸ୖࡆ୍࡚ඖ⟶⌮ࡍࡿሙྜࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ

ࢀࡤࠊ
࣓͆ࣥࡢίᵴᮏయࡢሗࡣ㍕ࡏࡽࢀ࡞࠸ࡀ͇ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿ᮶ᖺ

Ѝࡇࡢ 2 ࡘࡢᩥ❶ࡣ␗࡞ࡿ┴ࡢᅇ⟅ࢆグ㏙ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊሗࡢ㞟⣙ࡢ᪉ࡀ┴

Ѝࡢ௦࡛᭰グ㍕ࡍࡿ⟠ᡤࡣタࡅࡽࢀࡿࡀࠊồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㐪࠺ࡢ࡛࠶

 

⪅ࡀᆅ᪉බඹᅋయίᵴ⿕ᐖ㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡋࡓ͇グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ

ሗࡀ⾜ࡁ᮶ࡁࡋࡓࡔࡅㄞࡵࡿࠋ㸦⻆Ụጤဨ㸧

Ѝᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

 

ᏲⅬ᳨ᴗ⪅ሗࢆఏ㐩ࡋࡓࠋ͇࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ┤๓ࡢᩥ❶࡛ࡣࠊ
͆ಖᏲⅬ᳨ᴗ

ࢀࡓ⤖ᯝࡣࢹ࣮ࢱᩚ⌮ࡸࠊ࢚࣮ࣛࢳ࢙ࢵࢡ࡞ά⏝࡛ࡁࡿࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

㈨ᩱ㸱㸫㸰ࡢ p.2 ࡢࠕNo.12 㡯┠㏣ຍ࡛ࠖࠊಖᏲⅬ᳨ᅇᩘࢆࠕಖᏲⅬ᳨ࡢグ㘓⚊
ࡢḍグ㍕ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࠸࠺ᑐᛂ᪉ἲࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ᪉ἲ࡛ධຊࡉ

y

y

Ѝࡑࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ࡔࡗࡓࡀࠊሗ࿌᭩ࡣฟࡉࢀࡓពぢࢆᫎࡉࡏࡿࡢࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

๓ᅇ࠸ࡓࡔ࠸ࡓពぢࡶྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᵝᫎࡉࢀࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ

ᩱ㸯ࠊ㸰ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

యࡀ⿕ᐖ≧ἣࢆ㞟⣙ࡋࠊ⿕ᐖࢆཷࡅࡓίᵴࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ㏆㞄ࡢಖ

 

y

   ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸱ࠊཧ⪃㈨

 㸦2㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウ

 

y

㈨ᩱ㸰㸫㸯ࡢࠕ㸰.ᛂᛴᑐᛂࡢࠖࡢࠕሗࡢᥦ౪࣭ඹ᭷࡛ࠖࠊ
͆ίᵴᴗ⏺ᅋ

⟅ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

⌮ࡸࠊࡋᒀฎ⌮タࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ᅇ

Ѝࣄࣜࣥࢢㄪᰝ࡛ࠊᅵ◁ࡀὶධࡋࡓࡢᑐᛂࠊᅵ◁ࡀΰධࡋࡓίᵴởἾࡢฎ

❶ㄒࡀ࡞ࡃࠊఱࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢࢃࡽ࡞࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ࡋࡓሙྜࡢᑐᛂ㹼ᑐᛂ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウ࣭Ỵᐃࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ
͇ࡢᩥ

㈨ᩱ㸰㸫㸯ࡢ p.2ࠕ㸯.⅏ᐖᑐ⟇ィ⏬ࡢ❧࡛ࠖࠊ
͆ࡓࡔࡋࠊίᵴෆᅵ◁ࡀὶධ

ࡢ᪉ἲࡶᥦࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᅇࡣ QGIS ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲࢆࡋ࡚⤂ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ

᫆᥎ィࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⓎ⅏ࣜࣝࢱ࣒࡛ሗࢆ㞟ࡋᑐᛂࡍࡿࡶࡢ

Ѝᥦ♧ࡋࡓ⅏ᐖ᥎ィ᪉ἲࡣࠊ๓‽ഛࡢẁ㝵࡛ࡢ⛬ᗘࡢ⿕ᐖつᶍ࡞ࡿࢆ⡆

121

y

y

y

y

y

ጤဨ㸧

࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡶᥦ࡛ࡁࡓࡽᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋᮌ᭮ጤဨ㛗ࡢࡈព

 

Ѝ⌧ᆅ࡛ GPS ᶵჾ➼ࢆ⏝࠸ࠊ⦋ᗘ⤒ᗘࢆྲྀᚓࡋ࡚ࡑࢀࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡇࡣྍ⬟࡛

 



6

WG ࡛ࡣᩚ⌮ࡋࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡢ┘ど㡯┠࡞ࡶྵࡵ࡚㞟⣙ࡋࡓ࠸⪃࠼

5

ㄽࢆ㐍ࡵࡓࡀࠊලయⓗ࡞ᥦࡀົᒁࡽ࠶ࡾࠊࡓࡃࡉࢇࡢពぢࡀ࡛ࡓࠋḟᅇ

ࡓࠋ

WG ࡛ࡣ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ୰ᆺࠊᆺίᵴࡢᵓ㐀ᇶ‽ᆺࢆᑐ㇟ࡋ࡚㆟

࡚㈨ᩱ㸲㸫㸯ࠊ㸲㸫㸰ࠊ㸲㸫㸱ࠊ㸲㸫㸲ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗ

y

࠙㐲㝸┘どࡘ࠸࡚ࠚ

ࡓࡵࡑࡢⅬࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝࡑࡢࡼ࠺ᥦࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊㄡࡀࢹ࣮ࢱฎ⌮ࢆ⾜࠺࠸࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡿ

ࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

᪂ࡓ㏣ຍࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

࡞ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊἲᐃ᳨ᰝࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿࡣࠊ⏝ࡍࡿࡢࡶᐃࡉࢀ࡚ࡣ࠺

ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ୰≉ᐃ᪤Ꮡ༢⊂ࡢᢳฟ㌿ࢆ┒ࡾ㎸ࡵࡿุ᩿ࡋࡓࡓࡵࠊ

ࢱࡢฟඖࡣࠊ㞟⣙ࡉࢀࡓ⤖ᯝࡋ࡚ࡑࡢໃ࡞ࡿࡓࡵࠊሗࡢඖࡣ㛵ಀ࡞ࡃ

㍕ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⾜ᨻ┠ⓗࡢ 4 ␒ࡀࡳ࡞ࡋίᵴࡢྜేฎ⌮ίᵴࡢ㌿࡞

Ѝ๓ᅇࡢ᳨ウ㈨ᩱࡢ୰ࡣࠊ
ࠕ≉ᐃ᪤Ꮡ༢⊂ฎ⌮ίᵴࠖࢆ㏣ຍ㡯┠ࡋ࡚グ

㈨ᩱ㸲㸫㸰ࡢ㸰ࡢࡼ࠺࡞ࡇ㸦ࢹ࣮ࢱά⏝ᡭἲࡢᥦ♧㸧ࢆࡸࡿࠊಶࠎࡢࢹ࣮

ࡁࡿ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔࡇ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
y

⌧ሙࢆ⟶⌮ࡍࡿ᪉ᙺ❧ࡘሗࡔᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሗࢆ㞟ࡵ࡚ᥦ౪࡛

࡛ࠊ
ࠕ㛗ᑑᑐ⟇ࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕ≉ᐃ᪤Ꮡ༢⊂ฎ⌮ίᵴࡢᢳฟࠖࡣ

⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡢࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ᚩ࡛ࠊࡇࡢ⏝ேဨ࡛࠶ࢀࡤࡇ࠺࠸࠺Ỉ㉁ࡀฟ࡚ᙜࡓࡾ๓࠸࠺ሗࡣಶࠎࡢ

࠶ࡿࠋ୍ᣓධຊᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ሗࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝࡇࡢタ≉ᐃ࡛ࡁࡿሗࡣබ㛤࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿᆺᘧ≉᭷ࡢ≉

ᛮ࠺ࡀ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

Ѝᅇࡢᴗົࡢ୰࡛ἲᐃ᳨ᰝࡢࢹ࣮ࢱά⏝ࢆᐃࡍࡿ࠺࡛ኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ

ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

Ѝ᳨ᰝ⤖ᯝࡣίᵴ⟶⌮⪅ᑐࡋ࡚ሗ࿌ࡉࢀࡿࡓࡵࠊίᵴ⟶⌮⪅ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆ

ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡣἲᐃ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

Ѝࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ဨ㸧

࠺ࡇࡀぢ࠼࡚ࡁࡲࡍࡼ࠸࠺ࡼ࠺࡞㈨ᩱࢆసࢁ࠺࠸࠺ࡇࠋ㸦ᮌ᭮ጤ

㈨ᩱ㸱㸫㸱ࡢ p.1 ࡢࠕ㸯.㸱ίᵴྎᖒࡢ⟶⌮㡯┠ࡢタᐃᙜࡓࡗ࡚ࡢ⪃࠼᪉ࠖ

㸦Ἑᮧጤဨ㸧

 

 

ࡢṇ☜࡞⨨ሗࢆ㍕ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㌿㏦ࡋࡓࡶࡢࡣᡭධຊࡍࡿࡢࠋ

ࢫ࣐࡛࣍┿ࢆࡗ࡚⨨ሗࡀࢃࡿࡀࡑࢀࢆ㌿㏦ࡍࢀࡤࠊྎᖒࡢ୰࡛ίᵴ

ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡇࡀ࠺ࡲࡃ✺ྜ࡛ࡁࡿⰋ࠸࡞ឤࡌࡓࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧

Ѝᐇ㝿ࡣ↓␒ᆅࠊᆅྡᆅ␒ࡀ࡞࠸ίᵴࡀከࡃࠊ㸯タఱಶࡶίᵴࡀᏑᅾࡍ

ࡓ࠺ࡀࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࢆ⦋ᗘ⤒ᗘ࡞ࡾࠊఫᒃ⾲♧࡞ࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ఱࡋࡽࡢࡅࡀࡇ࠶ࡗ

Ѝίᵴࡢタ⨨⏦ㄳ᭩㢮ࡣタ⨨ሙᡤࡢᆅ␒ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡲࡎࡣᆅ␒
 

ࢆࡲࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧
Ѝ⟶⌮ኈࡀ᪥ᖖ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿሗࢆࡇ࠺࠸࠺㢼ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࡋ࡚ࡸࢀࡤࠊࡇ࠺࠸

࡛ྲྀᚓࡋࡓ⨨ሗࢆά⏝ࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᅗୖࡢᆅྡᆅ␒ࢆධࢀ࡚

ࡽ⨨ሗࢆ᳨⣴ࡍࡿ᪉ἲࡋ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧

ぢࡢࡼ࠺ሗබ㛤㛵ࡋ࡚ᶒࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊㄢ㢟ࡢᢳฟࡶྵࡵ࡚ᡂᯝ

タ⨨ሙᡤࡢᆅྡᆅ␒ࡽ⦋ᗘ⤒ᗘࢆฟࡍྜࢃࡎ✺ྜࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࢫ࣐࣍➼ࡢᶵჾ
 

ࡿᆺᘧࡢ≉ᚩ࡞ࢆࢹ࣮ࢱᨭ࠸࠺ᙧ࡛ࡸࡿࡢࡶࢹ࣮ࢱά⏝࡞ࡿ⪃࠼࡚

Ѝྛ⮬ࡢグ㘓ࢆ࠸⥆ࡅ࡚ᒚṔࢆࡳࡿࠊゎᯒ⤖ᯝࢆࡳ࡞ࡀࡽ࠼ࡿࡶࡢࢆ࠸࠺

┠࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

   ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸



ࡓࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺࠺࠸࠺ࡇࢆ࣓ࣥࡍࡿࠋ㸦ົᒁ㸧
ಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࡢࢹ࣮ࢱࢆእ㒊බ㛤ࡍࡿࡇࡣࠊᕪࡋ㞀ࡾࡣ࡞࠸ࡢࠋ
㸦ᮌ᭮

ࡢࡀ࣮࣋ࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡣඛࡶ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡀ᳨ᰝ⤖ᯝࡽ࠶

y

y

Ѝ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿពぢࡢࢇࡀ⟶⌮ኈྥࡅࡢࡶࡢ࡛ࠊ⌧ሙ࡛⮬ศࡀグ㘓ࡋ

࠺ࡇ࡛ࡼࢁࡋ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ίᵴ⟶⌮ኈᑐࡋ࡚ࢹ࣮ࢱά⏝㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᳨ウࢆࡍࡿ࠸

ࡿᚲ㡲㡯┠ࡣࠊࢹ࣮ࢱධຊࢆࢫࢺࢵࣉࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࡢ᭱ప㝈ධຊࡀᚲせ࡞㡯

 

 

y

࠙ಖᏲⅬ᳨࣭Ύᤲࡢグ㘓➼ࡢࢹ࣮ࢱά⏝ࡘ࠸࡚ࠚ

Ѝࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ㡯┠ࢆᅇࡢᚲ㡲㡯┠ࢆྜࢃࡏࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋࡇࡇ♧ࡋ࡚࠸

࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦ᒣᓮጤဨ㸧

ࠋ⊂⮬ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍࡿ⮬య࡛ࡶᚲ㡲㡯┠ࡣᅇࡢࢩࢫࢸ࣒ྜࢃࡏ

㈨ᩱ㸱㸫㸰ࡢ p.1 ࡢࠕNo.7 ᚲ㡲㡯┠ࠖࡣࠊࡇࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᚲ㡲㡯┠࠸࠺ࡇ

㸦⻆Ụጤဨ㸧

⮬యࡢᑟධᨭࡀ࠶ࡿࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ࠸ࡓࡔࡁࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

せᛶࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࡣࠊぢ┤ࡋࡀධࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ಀ㛗㸧

ࡣ⮬యࡀཧຍࡋࠊ⊂⮬࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋぢ┤ࡋ➼ࡢᚲ

Ѝᖺᗘࡣ௧ 3 ᖺ 3 ᭶ࡢ㓄ᕸࡲ࡛ࡢࢩࢫࢸ࣒సᡂ࡞ࡿࠋ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡘ࠸࡚

 㸦3㸧ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウ
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y

y

y

y

y

 

y

ࡀࠊࡑࡢሙྜࡣఱࡀㄢ㢟࡞ࡿホ౯ࡸᑂᰝࡢไᗘࡀ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࡞ࠊ

ࡇࢁࡲ࡛⌧Ⅼ࡛ࡣ᳨ウࡋ࡞࠸ࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ಀ㛗㸧

ᢞ㈨ຠᯝࡢ☜ㄆࡸⅬ᳨㢖ᗘࡀ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇ࡞ࡿ᰿ᣐࢆ♧ࡍࡓࡵࡣࠊேࢆ࠾
࠸࡚ศᯒࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ⤒㈝ࡀࡿࠋ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡗ࡚
ࡶࠊᖖ┘どࡍࡿࡢࡣྜࢃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦㧘ᶫ㸦㟼㸧ጤဨ㸧

㝸┘どࢆධࢀ࡚ࡶ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊఱࡼࡾࡑࢀࢆㄡࡀᑂᰝࡍࡿࡢ

࠸࠺ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࡓࡵ⥲ྜⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

┘どࢆᑟධࡋࡓࡔࡅ࡛ᡭᅇᩘࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸࠸ࡢ࠸࠺Ⅼࡣ᳨ウࡀᚲせ࡛

´ࡢ㝖ཤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵ 3 ࣨ᭶ 1 ᅇࡢⅬ᳨㢖ᗘ࡛ࡣ㊊ࡋࠊ㐲㝸┘どࢆ⾜ࡗ

ࢵࣉ㐍ࡳࡸࡍ࠸⪃࠼ࠊᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡢ᳨ウࢆඛጞࡵࡓࠋ
㸦ົᒁ㸧

7

㐲㝸┘ど⨨ࡢᡤ᭷⪅ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋㄡࡀᐇ㝿㐲㝸┘どࢆᢸᙜࡋ



㢟࡞࠸ࡣ᩿ゝ࡛ࡁࡎࠊᐇドࡀᚲせ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

࠸ࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

8

࠶ࡿ࠸ࡣྲྀࡾ┤ࡋ࠶ࡿࡢࠋ⾜ᨻࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡔ࡞࠸ࡓࡪࢇ࡛ࡁ࡞

Ѝሙྜࡼࡗ࡚ࡣᅜᅵ㏻┬༠㆟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㐺ྜㄆᐃ࡛῭ࡴࡢࠊ

࡚ࡢὶ㔞ㄪᩚࢱࣉࡀ㐲㝸┘どࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇࡢⅬ᳨㢖ᗘ࡛ၥ

ᵓ㐀ᇶ‽ᆺྠࡌ࡛࠶ࡾࠊࡁࡃ␗࡞ࡿ⟠ᡤࡀḟฎ⌮⨨ࡢ⏕≀ᛂᵴࡢࣞ

࢘ࢺࠊฎ⌮᪉ἲࡢࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡽ᳨ウࡍࡿࠊḟࡢࢫࢸ

ᐇドࢆ⾜ࡗ࡚ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇࡢಖᏲⅬ᳨࡛༑ศ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡍ

⬟ホ౯ᆺ࡛ὶ㔞ㄪᩚᵴࡀ๓⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶࠊ୍ḟฎ⌮⨨ࡸởἾ㈓␃タഛࡣ

ẚ࡚Ⅼ᳨㛫㝸ࢆఙࡤࡋ࡚ࡶᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿

ᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡽ᳨ウࢆጞࡵࡓࡢࡣࠊ⌧ᅾࠊᡭίᵴ࣓࣮࣮࢝ࡀ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿᛶ

Ѝࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡈࡀ࡞ࡃࠊởἾ⃰⦰㈓␃ᵴࡋ´ࢆ┤᥋ᢞධࡍࡿࢱࣉ࡞ࡢ࡛ࠊᵓ㐀ᇶ‽ᆺ

ࡶࡢ㐪࠺ࡶࡢ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡑࢀࡶၥ㢟࡞ࡿࠋᛶ⬟ホ౯ᆺίᵴࡣࡋ´

ࡇࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡋ´ࡈࡢࡁࡉࢆኚ࠼ࡿࡔࡅ࡞ࡽࡤ࠸࠸ࡀࠊᮏ᮶ㄆᐃࢆࡗࡓ

࡚ࡶ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇࡢಖᏲⅬ᳨ࡣᚲせࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝࡲ࡛ 2 㐌㛫 1 ᅇ࡛࠶ࡗࡓḟฎ⌮⨨ࡶ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇࡢⅬ᳨ࡍࡿ࠸࠺

 

ࡀࠊࡑࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࠊΎᤲ㢖ᗘࡣ᫂グࡋ࡚ㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㐲㝸

ᅇࡢ㢖ᗘ࡛ࡼ࠸ࠋὶ㔞ㄪᩚࢱࣉࡘ࠸࡚ࡣ࣏ࣥࣉࡸ⛣㏦Ỉ㔞ࡢⅬ᳨࣭ㄪᩚࡸࡋ

ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡃࡢ᳨ウࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧
Ѝᛶ⬟ホ౯ᆺίᵴࡢሙྜࠊᛶ⬟ホ౯ࡸ⮧ㄆᐃ࠸࠺ᙧ࡛ㄆྍࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ

ࡵࠊỿẊศ㞳ࢱࣉࡣ୍ḟฎ⌮⨨ࡢಖᏲⅬ᳨ᚲせ࡞㢖ᗘྜࢃࡏ 3 ࣨ᭶ 1

ウࡋ࡞࠸ᐇ㉁ⓗ࡞ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡎ㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡞ࡿࡓࡵࠊ᪂タࡢࡳࢆࢱ࣮ࢤ

ḟฎ⌮⨨ࡣࠊỿẊศ㞳ࢱࣉࡶὶ㔞ㄪᩚࢱࣉࡶྠࡌ⨨ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓ

㸦ࡋ´ࡈࡢࡁࡉࢆኚ࠼ࡿ➼㸧ࡍࢀࡤ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᪤Ꮡタࡢ㐺ᛂࢆ᳨

㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧
 

ពぢࡶ⪺ࡁ࡞ࡀࡽỴࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧
᪂タࡢタ᪤Ꮡタ࡛ࡋ´ࡢᢅ࠸ࡣኚࢃࡿࡢࠋ᪤Ꮡタ࡛ࡶࡋ´ࡈࢆᨵ㐀

ࣉࡢࡶࡢࡣ㐲㝸┘どࢆࡘࡅ࡚ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆせᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣓࣮࣮࢝ࡋ࡚ࡣᛶ⬟ホ౯ᆺࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊὶ㔞ㄪᩚࢱ

Ѝ୰ࠊᆺࡢᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡣࢇฟⲴࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡣ㢟᳨࡛ウ

Ѝ㧘ᶫ㸦㟼㸧ጤဨࡢពぢ㏻ࡾࡢ㒊ศࡣከ࠸ࡢࡔࢁ࠺⪃࠼ࡿࠋ࣓࣮࣮࢝ࡢ᪉ࠎࡢ

࠸ࡢࡣ࠾ࡋ࠸ࠋ㐲㝸┘ど⨨ࢆタ⨨ࡋࡓẁ㝵࡛Ⅼ᳨ᅇᩘࡀ᭶ 1 ᅇศῶࡿࡀࠊ

ࡸࡏࡤ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇ࡛ࡶࡘࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤Ꮡタࡢ㐲

 

⨨ࢆ࠺࠸࠺ࡢࡣ⡆༢࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᪂タίᵴࡋ㐲㝸┘どࢆᑟධ࡛ࡁ࡞

ᚋ WG ࡽ᳨ウㄢ㢟ࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋởἾࡢ㈓␃ᐜ✚ࢆቑ

ᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡣ᪂つタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧

ᛮ࠺ࡀࠊᴗ⪅ࡀኚࢃࡗࡓሙྜࠊᡤ᭷⪅ࡣ࠺࡞ࡿࠋᴗ⪅ࡀኚࢃࡿࡑࡢ

㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⢭ᗘ⟶⌮ࠊ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ

Ѝ᪤Ꮡタ㐲㝸┘ど⨨ࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀタ⨨ࡍࡿࡇ࡞ࡿ

Ѝ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢᡤ᭷⪅࠶ࡿ࠸ࡣ⟶⌮⪅ࡣࡲࡔỴࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࢥࢫࢺࡢၥ

ࡑࢀࢆ࠺ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ᒣᮏᐊ㛗㸧

ࡑ࠺࠸ࡗࡓ᳨ウࡶ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

࡞ࡿࡓࡵࠊࡢಖᏲⅬ᳨ࡣ⦆ࡋ࡚ḧࡋ࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸

ἲࡋ࡚ࡣࠊᛶ⬟つᐃᆺࡘ࠸࡚ࡣ࿌♧ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ᑐᛂ࡞ࡿࠋ┬௧ᨵṇࡢ

Ѝᅇᩘࢆᐃࡵࡿ┬௧ࡢ୰࡛≉࿌♧ࠊ⮧ࡀᐃࡵࡿつᐃࡀ࠾ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇ

┘どࡢ㐺⏝ࡣᅔ㞴⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ´ࡢᤲ㝖ࡢࡓࡵࡔࡅ㢖⦾⌧ሙ⾜ࡃࡇ

Ѝἲ௧ୖࡢᘓࡅࡘ࠸࡚ࡣᚋࡶ㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊᅇࡢ㆟ㄽࡢᫎࡢ᪉

 

㝵ࡽởἾ⃰⦰㈓␃ᵴࡢởἾ㈓␃㒊ࢆ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇࡋࡓίᵴࡋ㐺⏝࡛ࡁ

 1 ᅇࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘ࡛ࡣ㊊ࡍࡿ࠸࠺ពᛮ⤫୍ࡢඖࠊ᪤Ꮡタࡢ㐲㝸

Ѝࡋ´ࡢฎศ㢖ᗘࡀ 1 ࣨ᭶ 1 ᅇ࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸タࡀከࡃࠊ᪤Ꮡタ࡛ࡣ 1 ࣨ᭶

࡚㐲㝸┘ど࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࠊಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡀ 2 㐌 1 ᅇࡶࡿࡢࠋタィẁ

࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧

 1 ᅇࡸࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ᪤Ꮡࡢࡶࡢࡣᑐ㇟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࠋ
㸦㧘ᶫ
㸦㟼㸧ጤဨ㸧

ࡓࠊ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢᡤ᭷⪅ࠊ㈐௵⪅ࡣㄡ࡞ࡿࡢࠋಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀኚࢃࡗ

ࡌ࡞࠸ࠋ᪂タࡔࡅࡋ㐲㝸┘どࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡚᪤Ꮡࡢࡶࡢࡣྠࡌࡼ࠺ 2 㐌㛫

࡚࠸ࡿ࠸࠺ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅࡛࠶ࡿࠋࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛᪤Ꮡࡀࢲ࣓ࡔ▩┪ࡀ⏕

ࡇࢀࡣᵓ㐀ᇶ‽ᆺࡢ⥔ᣢ⟶⌮㢖ᗘ㛵ࡍࡿ┬௧ᨵṇࢆక࠺ኚ᭦࡞ࡿࡢࠋࡲ

࡚࠸ࡿࠋḟᅇࡣᛶ⬟ホ౯ᆺࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᒾᇼጤဨ㸧

123

㐲㝸┘どࡢ⟶⌮ࡢ㧗ᗘࡘ࠸࡚ࠊᐇドࡢィ⏬ࡣ࠶ࡿࡢࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚

ࡢࡀ࡛࠶ࡿឤࡌࡓࠋ㸦⻆Ụጤဨ㸧

࣮ࣥࡀຠ⋡ࡢྥୖ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࡢࡼ࠺࡞ࢽ࣮ࢬ࡛⾜࠺

ᵴࡢ⟶⌮ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࣜࢯ࣮ࢫᐇ㝿ࡢ࣓ࣜࢵࢺࠊࣜࢱ

ᢏ⾡ࡸࢭࣥࢧ࣮ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ຠ⋡ࡀ㐍ࡳࠊࡼࡾࡼ࠸⟶⌮ࡸࠊࡼࡾከࡃࡢί

࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㠃࡛ࡣࠊཷ┈⪅ࡣᚲࡎࡋࡶ⏝⪅࡛ࡣ࡞ࡃᴗ⏺య⪃࠼ࡽࢀࠊIT

࠸ேᩘ࡛ฎ⌮ሙࢆ⟶⌮ࡋࠊྠࡌேᩘ࡛ࡶከࡃࡢฎ⌮ሙࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿᙧ࡞ࡗ࡚ࡁ

ࡀࡽࠊ5 ேᖖ㥔ࢆ 3 ே࡛῭ࡴࡼ࠺࡞ពᕤኵࢆࡋ࡞ࡀࡽ⤒㦂್ࢆ✚ࡳୖࡆࠊᑡ࡞

ࢆࡍࡿ㝿ࠊᡭࡢ⟶⌮♫ࡀⰍࠎ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤌ࡳࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋ࡞

ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋୗỈ㐨࡛ࡣୗỈ㐨⟶⌮⪅࡛࠶ࡿ⮬యࡀࠊ⟶⌮♫ጤク

ࡢᕪูࡀᇶᮏࡔᛮ࠺ࡀࠊ♫ࡢࣥࣃࢡࢺ࡛⪃࠼ࡿ᪤Ꮡタࡶ㐺⏝࡛

ཷ┈⪅ࡢࡇࢁࡣᮏ᮶ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡞ࡿࠋ࣓࣮࣮࢝Ⓨಙࡢࢽ࣮ࢬࡣ♫

ࡓ㆟ㄽࡶษ࡛࠶ࡿࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

࡚࠸ࡿࠋ

y ࡑࡢᚋࡢ᳨ウ㛤ദ᪥ࡣࠊḟᅇࡢ➨㸱ᅇ᳨ウ࡚Ỵᐃࡍࡿࡀࠊ1㹼2 ᭶ࢆணᐃࡋ

y ㆟ḟ➨

y GIS ࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖ᥎ィࡢᡭᘬࡁཬࡧ⅏ᐖண㜵ࡢά⏝㸦㈨ᩱ㸰㸫㸱㸧

y ࣐ࢽࣗࣝ⣲ࡢࡓࡓࡁྎ㸦㈨ᩱ㸰㸫㸰㸧

y ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ㸦㈨ᩱ㸰㸫㸯㸧

㸦㸯㸧⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ

y ➨㸯ᅇ᳨ウ㆟㘓㸦㈨ᩱ㸯㸧

y ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢබ㛤ࡲ࡛ࡢὶࢀ㸦㈨ᩱ㸱㸫㸯㸧

9

y ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡽᢳฟࡉࢀࡓㄢ㢟ཬࡧᑐᛂ᪉ἲ㸦㈨ᩱ㸱㸫㸱㸧

y ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂ≧ἣ㸦㈨ᩱ㸱㸫㸰㸧

㸦㈨ᩱ㸲㸫㸲㸧

10

y 㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ๓ฎ⌮タഛࠊὶ㔞ㄪᩚᵴ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ୰ࡢ㡯ࡘ࠸࡚

㸦㈨ᩱ㸲㸫㸱㸧

y 㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ➨㸰ᅇ WG ࡛ࡢ᳨ウ㡯

y ಖᏲⅬ᳨グ㘓➼ࡢࢹ࣮ࢱά⏝㛵ࡍࡿᚋࡢ᳨ウ᪉㔪ࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸲㸫㸰㸧

Ѝᩚ⌮ࢆࡁࡕࢇࡋࠊࢇ࡞ࣂࣜࡸ㞀ᐖࢆࡾ㉺࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶྵࡵ

y ಖᏲⅬ᳨グ㘓➼ࡢࢹ࣮ࢱά⏝㛵ࡍࡿ➨㸰ᅇ WG ࡛ࡢ᳨ウ㡯㸦㈨ᩱ㸲㸫㸯㸧



y ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸧
㸦㸱㸧ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウ

⪅ࡶ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡢࠋ㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

 㸦㸰㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᪧᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウ



y ࠕίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛᑟධ࣐ࢽࣗࣝࠖࡢᨵゞෆᐜ㸦㈨ᩱ㸱㸫㸲㸧
y ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᶵ⬟せ௳ᐃ⩏᭩㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸧

ࡢ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡢࡶษ࡛࠶ࡿࠋ⟶⌮⪅ࡢࡳ࡞ࡢࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࠊΎᤲᴗ

Ѝ⟶⌮ࡢ㧗ᗘࡼࡗ࡚ㄡࡀ୍␒࣓ࣜࢵࢺࢆཷࡅࠊ࠺࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡀ⏕ࡲࢀࡿ

ࢀࡤࡸࡿ⛬ᗘ࡛␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ⌧ᅾఱࢆࡗ࡚ఱࢆࡍࡿࡶࡲࡔỴࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ẁ㝵ࡢࡓࡵࠊ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡛࠶

y ➨㸱ᅇ᳨ウࡣ 12 ᭶ 16 ᪥ 13:30 ࡽ㛤ദࡍࡿࠋ

y

y

㸺㈨ᩱ㸼

3.

 

 

 

124

2. ᴗົࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚

࡞ࡗࡓࠋ

㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁࠊົᒁࡼࡾ➨㸰ᅇ᳨ウ㆟㘓ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࠊ㆟㘓ࡍࡿࡇ

1. ➨㸰ᅇ᳨ウ㆟㘓ࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸯㸼

㆟

▼┿ᘪࠊ㐨୍ኵ

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ㧘ᶫᝅࠊ⃝ᮧᑦ࿃ࠊ

   ⎔ቃ┬㸸ᒣᮏὈ⏕ࠊⓑ▼ⴌ⨾

㧘ᶫ㟼㞝ࠊ㧘㔝୕ὠᩄ

ᒣᓮᏹྐࠊᚋ⸨㞞ྖࠊ㧘ᶫᗣᾈࠊ▼ᰤࠊᐑཎ㟹᫂ࠊἙ㔝ṇ⨾ࠊ



ࡀ࠶ࡿ࡞࠾ࡼ࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

1

Ѝࠕ㸯㸬ࡣࡌࡵࠖࠊຓゝᮏ࣐ࢽࣗࣝࡢ⨨࡙ࡅࡘ࠸࡚グ㏙㏣ຍࠊ㈨



2

ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㓄ᕸࡋࡓሙྜࠊྎᖒ࣐ࢽࣗࣝグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᢅ࠸ࡣ

ࡿࠋ
㸧࡛ࡣࠊࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍࡿࡣ㑅ᢥ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ↓ᩱࡢ⎔ቃ┬ࡢྎᖒ

y ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛᑟධ࣐ࢽࣗࣝᨵゞ㸦௨ୗࠊྎᖒ࣐ࢽࣗࣝࡍ

࠺ືࡃࡣࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛⪃࠼࡚㡬ࡃࠋ㸦⎔ቃ┬㸸ᒣᮏᐊ㛗㸧

㸫㸰ࠊ㸱㸫㸱ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ࡽ࠺ࠋ࣐ࢽࣗࣝࡢෆᐜࡣᇶᮏⓗ⪃࠼࡛࠶ࡾࠊᆅᇦࡢᐇ≧ἢࡗ࡚ලయⓗ

   ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸱㸫㸯ࠊ㸱

ࡿࠊ⌧ሙࡸ⅏ᐖつᶍࠊᆅᇦࡼࡗ࡚ᑐᛂࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶ

 㸦2㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウ

Ѝᮏ࣐ࢽࣗࣝࢆぢ࡚ࠊ๓‽ഛࡋ࡚యไసࡾࡽฟⓎࡍࡿࡇࡀษ࡛࠶

ᅜࡢᙺࢆ᫂グࡋࡓ࠸ࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ಀ㛗㸧

ࠕ㸯㸬ࡣࡌࡵࠖグ㍕ࡍࡿࠋ
ࠕ㸳㸬⿕⅏⏝ྍ⬟࡞㈈ᨻᨭ➼ࠖ⤡ࡵ࡚

Ѝ⅏ᐖᗫᲠ≀యࡢᑐᛂࡢ୰࡛ᅜࡀᐇࡍࡿࡇࠊ⿕⅏ࡋࡓίᵴࡢᑐᛂࡣࠊ

⅏ᚋࡢᑐᛂࡀ᭩࠸࡚࠶ࡿࡼ࠸ࠋ㸦㧘㔝ጤဨ㸧

ᶵ㛵ࡀ⤫ᣓࡍࡿഃ࡛ືࡃࡇࡣཝࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⿕ᐖ≧ἣࡢẁ㝵ࡸ᪥ᩘ࡛Ⓨ

y ࡇࡢ࣐ࢽࣗࣝࢆぢ࡚ࠊⓎ⅏ᚋᕷ⏫ᮧࡣᐇ㝿ືࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᣦᐃ᳨ᰝ

࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ಀ㛗㸧

Ѝ㓄ᕸ࣭බ㛤ࡣࠊྛయࡀᚲせ࡞㒊ศࢆᢤࡁฟࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ Word  PDF ࢆ⪃

y 㟈⅏೫Ỉᐖ⦅ࡣศࠊྜࡍࡿࡢࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋࣉࢵࢩࣗᆺ࡛እࡽࡢᨭࡀ࡛ࡁࡿ᳨ウ

y Ⓨ⅏ࡢᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ㸦ίᵴ⿕ᐖ≧ἣㄪᰝ➼㸧
ࠊᅜࡼࡿᅜⓗࠊᗈᇦ

  ࠙⅏ᐖ࣐ࢽࣗࣝࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸰㸫㸰ࠊ㸰㸫㸱ࠊ㸰㸫㸲ࠊ㸰㸫㸳㸧
ࠚ

y ᕷ⏫ᮧタ⨨ᆺࡢᢅ࠸ࡀ࠺࡞ࡿࡢẼ࡞ࡗࡓࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

࠶ࡗࡓࠋ

࠙ࡑࡢࠚ

y ⅏ᐖ᥎ィࡢᡭᘬࡁࡢ⨨࡙ࡅࢆ᫂☜ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

࡞࠸ࡇࢆ᫂グࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦⻆Ụጤဨ㸧

ࡋࡸࡍ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఫᏯ௨እタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿίᵴࡢᇶᩘࡀ᥎ィྵࡲࢀ

y ίᵴࡢᇶᩘࡢࢹ࣮ࢱࡀḧࡋ࠸⌮⏤ࡣఱࠋഛရ➼ࡣேᵴࡀศࡗࡓ࠺ࡀ⏝ព

  ࠙⅏ᐖ᥎ィࡘ࠸࡚㸦㈨ᩱ㸰㸫㸴㸧
ࠚ

ဨ㸧

ᰝᶵ㛵ࡸಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀ㓄ᕸ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࠊࡼ࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦⻆Ụጤ

㸦⟶⌮ኈㅮ⩦➼㸧࡛㓄ᕸࡍࡿࡼࡾ࿘▱ࡀ㐍ࡴࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋⓎ⅏ᚋࡣᣦᐃ᳨

y Ύᤲグ㘓ࠊಖᏲⅬ᳨グ㘓୍⥴ಖ⟶ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋಖᏲⅬ᳨ᴗࡢⓏ㘓

  ࠙ఫẸ☜ㄆ⏝ࢳ࢙ࢵࢡ⾲㸦㈨ᩱ㸰㸫㸲㸧
ࠚ

ᓮጤဨ㸧

ࣝࡢ⨨࡙ࡅࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ㸯㸬ࡣࡌࡵࠖグ㍕ࡍࡿࡇࠋ㸦ᮌ᭮ጤဨࠊᒣ

Ѝྛయࡢᙺࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊ☜ㄆࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡶ࠶ࡿࠋ࣐ࢽࣗ

࠸ࡣίᵴᴗ⏺ᅋయࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ྜίᵴᴗ⏺ᅋయࡢሙྜࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡣࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵࠶ࡿ

㸯ࠊ㸰㸫㸰ࠊ㸰㸫㸱ࠊ㸰㸫㸲ࠊ㸰㸫㸳ࠊ㸰㸫㸴ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ

   ⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧ≧ἣయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸰㸫

 㸦1㸧⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧ≧ἣయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ

I.

≉ࠊίᵴᴗ⏺ᅋయࡣࡢࡼ࠺࡞⨨࡙ࡅ࡞ࡿࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧
Ѝ┴ࡼࡗ࡚ᴗ⪅ࡽࡢሗ㞟ࡸᐇົⓗ࡞ᨭᣢࢆฟࡍయࡀᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ࡢሙ

ᅋయࡣྠࡌᙺࢆᢸ࠺ࡢࠋ⤫ᣓࡀᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ίᵴᴗ⏺ᅋయ࡛ࡼ࠸ࡢࠋ

y ㈨ᩱ㸰㸫㸰㹮㸬㸯㸦㸯㸧ղࠊయࢆ⤫ᣓ࠶ࡿࡀࠊᣦᐃ᳨ᰝᶵ㛵ίᵴᴗ⏺

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸲㝵㆟ᐊ

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ἙᮧΎྐ㸦ጤဨ㛗㸧
ࠊᒾᇼᜨ♸ࠊᮌ᭮⚈⛅ࠊᑠᕝᾈࠊ⻆Ụ⨾Ꮥࠊ

㸺ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼

ᩱ㸰㸫㸰㹮.㸴⾲㸰㸫㸰㸫㸯ࡢ͆ᙺศᢸࢆ༠㆟͇ࡢ㒊ศὀ㔘ࢆ㏣ຍࡍࡿࡇ
࡛ᑐᛂࡍࡿࡇࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

᪥㸸௧㸰ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧㹼

㆟㘓

➨㸱ᅇ௧㸰ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウ
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3

ࢇ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㎰㞟࡛ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ⭷ศ㞳ίᵴ࡛ࡣ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࣉࣛࣥࡶ࠶ࡿ࠸࠺⛬ᗘ࡛ᐇ≧࡛ࡣ

y ࡢ࣓࣮࣮࡛࢝ࡶ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦㧘ᶫ㸦ᗣ㸧ጤဨ㸧

ᑡ࡞࠸ࢹ࣮ࢱ࡛ࡢᏳ࠸ࣉࣛࣥ㸦㹼500 㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝࢩࢫࢸ࣒ࡣཷὀ᪉ἲࡼࡾ␗࡞ࡿࠋ㏻ಙᩱࡣࡢศ㔝࡛ࡶ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ

y 㐲㝸┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢ㏻ಙ㈝⏝➼ࡣ࠸ࡃࡽࡿࠋ
㸦㧘ᶫ㸦ᗣ㸧ጤဨ㸧

࠙㐲㝸┘どࡘ࠸࡚ࠚ

」║ⓗࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜࠺ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

y ࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡾࠊỈฎ⌮ᕤᏛཎ⌮ⓗ㒊ศࠊ⌧ሙࡸᆺᘧࡢ≉ᚩࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ

 ࠙ಖᏲⅬ᳨࣭Ύᤲࡢグ㘓➼ࡢࢹ࣮ࢱά⏝ࡘ࠸࡚ࠚ

࡚㈨ᩱ㸲㸫㸯ࠊ㸲㸫㸰ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

   ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸

 㸦3㸧ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウ

ဨ㸧

y ྎᖒ࣐ࢽࣗࣝグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ URL ࡀ⌧ᅾࡶ᭷ຠ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦Ἑᮧጤ

Ѝࡑࡢࡼ࠺࡞ពᅗࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

ឤࡌࡿࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

y ίᵴྎᖒࢆୗỈ㐨ྎᖒࢩࢫࢸ࣒⤌ࡳ㎸ࡴࡼ࠺࡞࣐ࢽࣗࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺

ᙺᡤ࡛ࡶ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ᒣᮏᐊ㛗ࠊົᒁ㸧

࣭ࣉࣟࢺࢱࣉ࡛ࡶ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡢ୰࡛ࡣ୍␒࣓ࢪ࣮࡛ࣕ

࣭⏝ࢥࢫࢺ๐ῶࡀᅗࢀࡿࣇ࣮࡛ࣜ⏝࡛ࡁࡿࠋ

࣭࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫ࡛࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡀ⮬⏤࡛ࡁࡿࠋ

Ѝ⌮⏤ࡣ㸱ࡘ࠶ࡿࠋ

y ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࢯࣇࢺ࢙࢘㸦OSS㸧ࢆ QGIS ࡋࡓ⌮⏤ࡣఱࠋ㸦㧘㔝ጤဨ㸧

ሗࢆࠊ⾜ᨻᢸᙜ⪅㆟࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ᒣᮏᐊ㛗㸧

㸱㸧ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ୖ㝈➼ࡣ☜ㄆ㸧ࡢࡼ࠺࡞⿵ຓࡀ㐺ᛂࡉࢀࡿࡢ➼ࡢ

Ѝ௧㸰ᖺࡽᚠ⎔㔠ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡋ࡚ࢩࢫࢸ࣒ᨵಟࡘ࠸࡚ࡢ⿵ຓ㸦㸯/



y

y

4

Ѝ༢ಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡢ㛫㝸ࢆఙࡤࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢺࣛࣈࣝࡀ㢖⦾ฟࡿタ

࡚ࡼ࠸ࡢࠋ୰Ṇࡍࡁ㡯ࡢణࡋ᭩ࡁ➼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧

ࡀ࠸࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋᆺᘧࡼࡗ࡚㐲㝸┘どࢆࡅࡿࡅ࡞࠸Ỵࡵ࡚ࡋࡲࡗ

ࡢ⏝≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊ㐲㝸┘どࢆࡋ࡚ಖᏲⅬ᳨㛫㝸ࢆᘏࡤࡍࡇࢆࡸࡵࡓ᪉

ὶㄪࢆ࣮࣒ࣛ WL ࡛㐲㝸┘どࡋࠊ㆙ሗࡀฟࡿࡇ⮬యၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⏝⪅

┠࣭ᚤ⣽┠ࡀὶ࡛࠶ࡲࡾ⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁ㸧

Ѝ◚○⨨ࡣάᛶởἾἲタ⨨ࡍࡿࡓࡵྵࢇ࡛࠾ࡽࡎࠊ⣽┠ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡣ⢒

◚○⨨⣽┠ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡣ᳨ウࡢᮎࠊྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

ᒁࠊᚋ⸨ጤဨ㸧

ᮇࠊ㛗ᮇ┠ᶆࢆ⧊ࡾࡐࠊWG ࡢ᭱⤊ሗ࿌ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦ົ

ࡶ࠶ࡗࡓࠋࢽࢩࣕࣝࢥࢫࢺࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࡀỈ㉁ࡢ┘どࡀ᭱⤊Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ▷

⤠ࡾ㎸ࢇࡔࡀࠊฎ⌮Ỉ㉁ࡶぢࡿࡁ࠸࠺ពぢࡸᐇドࢆ⾜࠺ࡁ࠸࠺ពぢ

Ѝฎ⌮ᛶ⬟ࡀฟ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ๓ᥦ࠶ࡿࠋWG ࡛ࡣࠊ┘ど㡯┠ࢆ

Ụጤဨ㸧

ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡲ࡛ࢆ┠ᶆࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡢ୰᳨࡛ウࢆࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ
㸦⻆

⌧ᅾࡢ᳨ウ࡛ࡣಖᏲⅬ᳨ᅇᩘࢆῶࡽࡍ๓ྠ➼ࡢฎ⌮ᛶ⬟ࢆ‶㊊ࡍࡿࡇࡲ࡛

y ⭷ศ㞳ࡣ┠ワࡲࡾࡼࡿ࣮࢜ࣂ࣮ࣇ࣮ࣟࡢ㜵Ṇࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿࡇᑐࡋࠊ

ྜࠊ㸯ࣨ᭶ࡲࡵࡓ⭷ᕪᅽࡢ⤖ᯝࡀሗ࿌᭩ࡋ࡚ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

Ѝே㛫ࡀ┘どࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡢ㢖ᗘࡣศࡽ࡞࠸ࡀᖖ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢡ࣎ࢱࡢሙ

ࡢ⛬ᗘࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

y ⭷㛫ᕪᅽࡢࢹ࣮ࢱࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣮ࣞࢺ㸦༢㛫ᙜࡓࡾࡢグ㘓ᅇᩘ㸧ࡣࠊ

ဨ㸧

y ㈨ᩱ㸲㸫㸰ࡢ㹮㸬㸯࡛ᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡢᩥ❶ࢆศࡾࡸࡍࡃಟṇࡍࡿࠋ
㸦Ἑᮧጤ

ࡀྲྀᚓࡋࡓࠋ㸦Ἑᮧጤဨࠊᑠᕝጤဨࠊᚋ⸨ጤဨ㸧

ࡾㄆ▱ࡍࡿࡼ࠺ࡋಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ⦆ࡋ࡚࠸ࡿࠋᛶ⬟ホᐃࡢ௦ࢡ࣎ࢱ

ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧≧ࡢ㐲㝸┘ど࡛ࡣ⭷㛫ᕪᅽࡀࡁࡃ࡞ࡿࠊ⭷ࡢ┠ワࡲ

⭷ฎ⌮࡛ࡢ࣮࢜ࣂ࣮ࣇ࣮ࣟࡣࠊ⭷ࡀワࡲࡿ⮴ⓗ࡞Ḟ㝗࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㆙ሗࡀ㬆

᳨ウࡸ WG ࡛ሗࢆඹ᭷ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ⓑ▼ಀ㛗㸧

࣒ࡣࠊಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ⦆ࡍࡿグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜࡢ≧ἣ➼ࠊ☜ㄆḟ➨

ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࢞ࢻ࡛ࣛࣥ⭷ฎ⌮ࡢ㐲㝸┘どࢩࢫࢸ

y ேᾏᡓ⾡࡛ྎᖒࢆసᡂࡋࡓሙྜࠊ⿵ຓࡣฟࡿࡢࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

ㄪᵴࡀ๓⨨ࡉࢀࡓίᵴࡘ࠸࡚ಖᏲⅬ᳨ࡢ⦆ࡀྍ⬟᳨ウࡋ⟅࠼ࢆᚓࡿ

ᐊ㛗㸧

y

ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᑐ㇟እ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
Ѝᖺ㸵᭶㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓつไᨵ㠉ࡢ୰࡛ࠊ௧㸰ᖺᗘ୰⎔ቃ┬ࡋ࡚ὶ

ࡀ࠶ࡿࡇࢆ⾜ᨻᢸᙜ⪅㆟➼࡛࿘▱ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦⎔ቃ┬㸸ᒣᮏ

㡰ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⎔ቃ┬ࡀసᡂࡍࡿྎᖒࡀ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊⰍࠎ࡞ࢩࢫࢸ࣒

⾜ᨻࡀ⾜ᨻ┠ⓗྜ࠺ᙧ࡛ྎᖒࢆసᡂࡍࡿ୰࡛ࠊཧ⪃ሗࡸࠊ␃ព㡯➼ࠊᡭ

㞳ࡢಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࡣࠊᅜ┬⎔ቃ┬ࡢ༠㆟࡛Ỵᐃࡋࡓࡢࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧
Ѝᛶ⬟ホ౯௦๓㐲㝸┘どࡁ⭷ศ㞳ࡣࠊಖᏲⅬ᳨㢖ᗘࢆ༙ศࡍࡿỴࡲ

⭷ศ㞳ࡀάᛶởἾ᪉ᘧࡢࡓࡵᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣᑐ㇟እ࡞ࡢࠋ㐲㝸┘どࡁ⭷ศ

Ѝ࣐ࢽࣗࣝࡢ⨨ࡅࡣࠊίᵴἲ࡛ྎᖒࡢసᡂࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓ⫼ᬒࡽࠊ

y

ࢫࢸ࣒ࡢసᡂ⾜ࡁࡘ࠸ࡓ⤒⦋ࠊ⌮⏤ࡀ▱ࡾࡓ࠸ࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

࠺࡞ࡿࡢࠋྎᖒ࣐ࢽࣗࣝࡢ⨨࡙ࡅࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋᮏᴗົࡢྎᖒࢩ
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ࡁ᮲௳ࡅࡋ࡚ࡶࡼ࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

ḟᅇ㛤ദࡢ᪥⛬ࡘ࠸࡚

ЍಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡢ┈ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᚋ⸨ጤဨ㸧

㸦㧘ᶫ㸦㟼㸧ጤဨ㸧

ಖᏲⅬ᳨ࡢ㢖ᗘࡀῶࡗ࡚ࡶࠊಖᏲⅬ᳨㈝⏝ࡀῶࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡍࡿࡇࠋ

y ⅏ᐖ࣐ࢽࣗࣝࡢಟṇ∧ࢆ  Ⓨ㏦ࠊ ࡲ࡛ࢥ࣓ࣥࢺࢆເ㞟ࠋ

᭦ࡢྍ⬟ᛶ࠶ࡾ㸧

y ➨㸲ᅇࡣ  ᖺ㸰᭶  ᪥㸦Ỉ㸧㸸㹼㸸 㛤ദࠋ
㸦ࢥࣟࢼࡢ≧ἣࡼࡾኚ

5

㈨ᩱ㸲㸰 㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ≧ἣ

㈨ᩱ㸲㸯 ಖᏲⅬ᳨グ㘓➼ࡢࢹ࣮ࢱࡢά⏝ᡭἲά⏝ࡢᥦ

㈨ᩱ㸱㸱 ྛ⾜ᨻ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ⾜ᨻᢸᙜ⪅ࡀᐇࡍࡿసᴗ

㈨ᩱ㸱㸰 ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛᑟධ࣐ࢽࣗࣝᨵゞ

㈨ᩱ㸱㸯ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂ≧ἣ㸦➨㸱ᅇ㸧

㈨ᩱ㸰㸴 GIS ࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖ᥎ィࡢᡭᘬࡁ㸦㏣ຍ㸧

㈨ᩱ㸰㸳 ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝᨵゞ ┠ḟ㸦㸧

㈨ᩱ㸰㸲 ≧ἣ☜ㄆ⏝ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ᨵゞ㸧

㈨ᩱ㸰㸱 ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡓࡓࡁྎ㸦Ỉᐖ⦅㸧

㈨ᩱ㸰㸰 ࣐ࢽࣗࣝᨵゞࡓࡓࡁྎ㸦㟈⅏⦅㸧

㈨ᩱ㸰㸯 WG᳨࣭ウ࡛ࡢせࢥ࣓ࣥࢺࡑࡢᑐᛂࡘ࠸࡚

㈨ᩱ㸯  ➨㸰ᅇ௧㸰ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウ㆟㘓㸦㸧

㸺㈨ᩱ㸼

3.

y

ࡣࠊ㢖⦾⾜࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ᪩ᛴᑐᛂࡍ
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㆟

2. ᴗົࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚

ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㈨ᩱ㸯ᇶ࡙ࡁࠊົᒁࡼࡾ➨㸱ᅇ᳨ウ㆟㘓㸦㸧ࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࠊ㆟㘓ࡍ

1. ➨㸱ᅇ᳨ウ㆟㘓㸦㸧ࡘ࠸࡚㸺㈨ᩱ㸯㸼





Ꮡࡉࢀࡿࡓࡵࠊୖ᭩ࡁࡉࢀ࡞࠸ࠋ᪥ࢆᣦᐃࡏࡎ BOD ࡢ್ࢆᣦᐃࡋ᳨࡚⣴ࡋ
ࡓሙྜࠊ㐣ཤࡢ  ᮲᳨ᰝ࡛ BOD ࡢ᳨⣴᮲௳ࢆ  ᅇ࡛ࡶ‶ࡓࡋࡓࡇࡢ࠶ࡿ
ίᵴࡀࡍ࡚ࣄࢵࢺࡍࡿࡓࡵࠊ᪥ࢆᣦᐃࡋ᳨࡚⣴ࡍࡿ᪉ἲࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ

⥔ᣢ⟶⌮࣭᭷ຠ⏝࠾ࡅࡿ␃ពⅬࠖࡀฟ࡚࠸ࡿࠋཧ⪃㈨ᩱࡢᙧ࡛⅏ᐖ㛵㐃࣐

ࢽࣗࣝࡢᩚ⌮ࢆࡋ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ
㸦ົᒁࠊ⎔ቃ┬㸧

1

2

ЍಖᏲⅬ᳨ࠊΎᤲࠊἲᐃ᳨ᰝࡢ᪥ࡀ㐪࠺ࢹ࣮ࢱࡣࠊࡑࢀࡒࢀูࢹ࣮ࢱࡋ࡚ಖ

タఫᏯࡘ࠸࡚ࡣ⎔ቃ┬ࡽࠕᛂᛴ௬タఫᏯタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿίᵴࡢᕤ࣭

㸦ົᒁ㸧

ࢱࢆ᪂ࡓධຊࡍࡿ㐣ཤࢹ࣮ࢱࡣୖ᭩ࡁࡉࢀᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢࠋ㸦⻆Ụጤဨ㸧

ࡣෆ㛶ᗓࡽࠕ㑊㞴ᡤ࠾ࡅࡿࢺࣞࡢ☜ಖ࣭⟶⌮࢞ࢻࣛࣥࠖࡀࠊᛂᛴ௬

⮬యࡢሗ⟶⌮ࡢつᐃἢࡗ࡚Ỵࡵࡿᙧ࡞ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

≧ἣ☜ㄆ⏝ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡣ༳ๅࡋ࡚㓄

ᚑ᮶ࡢឤᰁண㜵᪉ἲ๎ࡿࡇ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㑊㞴ᡤࡢࢺࣞࡘ࠸࡚

༠㆟ࡋ࡚࠾ࡃࢫ࣒࣮ࢬྲྀࡾ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋሗ࿌᪉ἲ㸦࣓࣮ࣝ➼㸧ࡣࠊ

㑊㞴ᡤ࡛ᮏ࣐ࢽࣗࣝ㛵ࡍࡿෆᐜࢆ࿘▱ࡍࡿࡍࢀࡤఫẸࡼࡿίᵴࡢ

y  ᮲᳨ᰝࡢ BOD ࢹ࣮ࢱࢆ᳨⣴ࡋࡓሙྜࠊ┤㏆ࡢࢹ࣮ࢱࡋぢࢀ࡞࠸ࡢࠋࢹ࣮

⣬グ㍕㸧ࡢ୰࡛ࠊࡢ㡯┠ࢆࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ሗ࿌ࡍࡿࡢࢆࠊ⮬యᴗ⪅࡛

Ѝᮏ࣐ࢽࣗࣝࡘ࠸࡚ࠊ㑊㞴ᡤ࡛ࡢࢥࣟࢼᑐ⟇ࡣグ㍕ࡢᑐ㇟እ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ

ᕸࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㓄ᕸᡭᣦࡢᾘẘࡸ㓄ᕸ⪅ࡢ࣐ࢫࢡ╔⏝➼ࠊ

ᴗ⪅ࡈࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋྎᖒྲྀࡾ㎸ࡴࡓࡵᚲせ࡞㡯┠㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸰ࡢู

ࣝ➼ࡢෆࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋ㸦㧘㔝ጤဨ㸧

Ѝྎᖒ⟶⌮࣭㐠⏝ࡢయࡣ⮬య࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⮬యࡢุ᩿ጤࡡࡿࠋሗ࿌ࡣ

ࡣྍ⬟ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

࡛ࡢ⨨࡙ࡅ࡞ࡣグ㍕ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࡢࠋグ㍕ࡋ࡞࠸ሙྜࡣཧ⪃࡞ࡿ࣐ࢽࣗ

ỴࡵࡓࡽⰋ࠸㸦ሗࡢᙧᘧࠊ㡯┠ࠊሗ࿌᪉ἲ➼㸧
ࠊ࣐ࢽࣗࣝ᭩ࡁ㎸ࡴࡇ

ࡢࡼ࠺࡞ᙧࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬యᴗ⪅࡛༠㆟ࡍࡿ㝿ࠊලయⓗఱࢆ

y ⅏ᐖᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝ㛵ࡋ࡚ࠊ㑊㞴ᡤࡢࢺ࡛ࣞࡢࢥࣟࢼ➼ࡢᑐᛂࡸࠊ௬タఫᏯ

⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸰㸫㸯ࠊ㸰

y ⥔ᣢ⟶⌮㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ᭦᪂➼ࡣࡇࡀ⾜࠸ࠊሗ࿌࡞ࡢሗࡢࡸࡾྲྀࡾࡣ

┠ࢹ࣮ࢱࡢࡳ㈞ࡾࡅࢆ⾜࠺ㄞࡳ㎸ࡴࡇࡀฟ᮶ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

⏝ࡋ࡚࠸ࡓྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡽฟຊࡋࠊฟຊࡋࡓ㡯┠ࡣࢥࣆ࣮ࡏࡎヱᙜࡢ㡯

Ѝ㡯┠ྡࡣྲྀࡾ㎸ࡳᚲせ࡞ᑓ⏝ࡢ㡯┠ྡ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㡯┠ྡࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊ

୍⮴ࡋ࡞࠸ୖᡭࡃࢹ࣮ࢱࡀ⣣ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧

y ⌧ᅾ⏝୰ࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡽ⎔ቃ┬ࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒⛣⾜ࡍࡿሙྜࠊ㡯┠ྡࡀ

Ѝ࠺ࡲࡃศ㢮࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㡯┠࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ᳨ウࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ᳨⣴࡛ BOD ್ࡀ௨ୖ௨ୗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㉸ᮍ‶࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ㸦ົᒁ㸧

⬟ࡢ⏝᪉ἲࢆࡇࡲ࡛࣐ࢽࣗࣝᫎࡍࡿࡣ⎔ቃ┬ヰࡋྜࡗ࡚Ỵࡵ

Ѝ࠶ࡃࡲ࡛ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝࣭᧯స࣐ࢽࣗࣝ࡞ࡿࡓࡵࠊQGIS ࡢᶵ

y ࣞࣖ㏣ຍ➼ࡢά⏝᪉ἲࡣࠊ࣐ࢽࣗࣝᫎࡍࡿࡢࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

ධࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊά⏝ࡣᛶ᱁ࡢ㐪࠺ࡶࡢ࡞ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࢹ࣮ࢱ㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋίᵴྎᖒࡣಶࠎࡢίᵴࢹ࣮ࢱࢆ

Ѝእ㒊ࡽᾐỈᐃᆅᇦ࡞ࡢࣞࣖ㸦㠃ࢹ࣮ࢱ㸧ࢆ㏣ຍࡋࠊίᵴࡢ࣏ࣥࢺ

ᢅ࠸ࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

y ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡢවࡡྜ࠸ࡣ࠺࡞ࡗࡓࡢࠋྎᖒά⏝ࡢヰ࡞ࡿࡓࡵࠊูࡢ

 ࠙ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࠚ

ࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸫㸰ࠊ㸱㸫㸱ࠊཧ⪃㈨ᩱ㸯ࠊཧ⪃㈨ᩱ㸰ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡸࠊྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓࢹ

  ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱ㸱㸫㸯ࠊ㸱

㸫㸰ࠊ㸰㸫㸱ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

 㸦2㸧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂཬࡧᬑཬᒎ㛤ྥࡅࡓ᳨ウ

  

 㸦1㸧⅏ᐖࡢίᵴࡢᗈᇦⓗ࡞ᪧయไసࡾࡢࡓࡵࡢ᳨ウ

I.

▼┿ᘪࠊ㐨୍ኵࠊబ⸨ᗈၨ

ົᒁ㸸⏤⏣⚽ேࠊோᮌᆂ୕ࠊ℈୰ಇ㍜ࠊṊ⏣ᩥᙪࠊ㧘ᶫᝅࠊ⃝ᮧᑦ࿃ࠊ

   ⎔ቃ┬㸸ᒣᮏὈ⏕ࠊⓑ▼ⴌ⨾

㧘㔝୕ὠᩄࠊ⊁㔝༓ὠᏊ㸦ᐑཎ㟹᫂௦⌮㸧

ᒣᓮᏹྐࠊᚋ⸨㞞ྖࠊ㧘ᶫᗣᾈࠊ▼ᰤࠊἙ㔝ṇ⨾ࠊ㧘ᶫ㟼㞝ࠊ

ฟᖍ⪅ ጤဨ 㸸ἙᮧΎྐ㸦ጤဨ㛗㸧ࠊᒾᇼᜨ♸ࠊᮌ᭮⚈⛅ࠊᑠᕝᾈࠊ⻆Ụ⨾Ꮥࠊ

㸺ฟᖍ≧ἣ㸦ᩗ⛠␎㸧㸼

ሙᡤ㸸᪥ᮏ⎔ቃᩚഛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸲㝵㆟ᐊ࣭web ㆟

            ᪥㸸௧㸱ᖺ㸰᭶  ᪥㸦Ỉ㸧㹼

㆟㘓

➨㸲ᅇ௧㸰ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウ
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ෆᐜࡶ┦ㄯࡋ࡚ᅇ⟅ࡍࡿࠋ᮶ᖺᗘࡽ DVD ධࢀ࡚㒑㏦࡛㓄ᕸࡍࡿࠋ

Ѝࢧ࣏࣮ࢺ㛵ࡋ࡚ᮇ㝈ࡣタࡅ࡚࠾ࡽࡎࠊ⎔ቃ┬ࡀ㉁ၥࢆཷࡅࡅࠊᑓ㛛ⓗ࡞

ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ᑟධ࠾ࡅࡿࢧ࣏࣮ࢺࡸࠊ↓ൾ㓄ᕸ᪉ἲࡘ࠸࡚

Ѝᚠ⎔㔠ࡢ୰࡛㸯/㸱ࢆୖ㝈ࡋࡓᨭࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ

㟁Ꮚࡢ㈝⏝ࠊࢩࢫࢸ࣒ᩚഛࡢ㈝⏝ࡢ⿵ຓࡘ࠸࡚

ࡶࡢẚ㍑᳨ウࡋࠊྛ⮬యྜ࠺ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ

㛫ᴗࡢ〇ရࢆࡈ⤂࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᕷሙฟ࡚࠸ࡿ

࡚ࢩࢫࢸ୍࣒ぴ࠸࠺ࡶࡢࢆసࡗ࡚㓄ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊᙺᡤࡋ࡚ࡇࡲ࡛Ẹ

Ѝ⎔ቃ┬ࡢྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⎔ቃ┬ࡋ

ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝ࡘ࠸࡚

Ѝ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⩦⇍ࡣᚲせ࡞ࡿࡀᑓ㛛ⓗ࡞᧯స࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

᧯సᛶࡘ࠸࡚

ࡗࡓࠋ

యࡀᑟධࡋࡸࡍ࠸࠸࠺ほⅬࡽ QGIS ࢆ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࢆ⾜࠺⮳

3

ࢺࢧ࣮ࣂ࣮ᆺ࡛㸯ࡘࡢ PC 」ᩘே᥋⥆࡛ࡁࡿᙧࡶᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

4

y P. ᅗ㸰㸫㸳㸫㸯ࡢ͆㸨࣮͇࢟ࡣఱࠋ⿵㊊ࢆධࢀࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

㐪ឤࡀ࡞࠸ࠋ
㸦ົᒁࠊ⎔ቃ┬㸧

ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ⫋ᶒ࠸࠺ゝⴥࢆ⏝ࡍࡿࡇࡣࠊ⾜ᨻᢸᙜ⪅ࡗ࡚ࡣ࠶ࡲࡾ

Ѝᅛ᭷ࡢ PC ಖᏑࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿᙧ࡞ࡿࡀࠊࢧ࣮ࣂ࣮ಖᏑࡋ࡚ࢡࣛࣥ

ࡀཎ๎࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡢሗࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡓሙྜࡣᒆࡅฟࡼࡽࡎࠊಟṇࡀ

y ࢹ࣮ࢱࡣࢡࣛ࢘ࢻಖᏑࠊᅛ᭷ࡢ PC ಖᏑࡍࡿࡢࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧

Ѝ↓ᒆίᵴࡣࠊࡳ࡞ࡋίᵴࡶྵࡴࠋྎᖒࡢಟṇࡣᒆࡅฟሗࢆඖ⾜࠺ࡇ

௳࡛࠶ࡿࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࡶࡢࡣ࡚ฟຊࡉࢀࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ࡋίᵴࢆྵࡵ࡚࠸ࡿࡢࠋࡲࡓࠊ
͆⫋ᶒ͇ࡣఱࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

y P. ࡢ㸱㸧⢭ᰝᚋࡢฎ⨨➼ࡢ͆↓ᒆίᵴ͇ࡣྜేίᵴࡢࡳࢆᣦࡍࡢࠊࡳ࡞

  ࠙㈨ᩱ㸱㸫㸱 ➨㸰❶ࡘ࠸࡚ࠚ

ࡁࡓ࠸ࠋ㸦Ἑᮧጤဨ㸧

y ༢⊂ฎ⌮ίᵴ࠸࠺ゝⴥࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡳ࡞ࡋίᵴࡍࡿṧࡍ᳨ウ㡬

ࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ᳨⣴࡛ࣄࢵࢺࡋࡓࢹ࣮ࢱࡀ㸯௳௨ୖ࠶ࡿሙྜࠊ⾲♧ࡣ㸯



QGIS ࢆ⏝ࡋࡓ⤒⦋ࠊQGIS ࡢᑟධࡘ࠸࡚
ЍQGIS ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡘ↓ᩱࡢ GIS ࡛࠶ࡾࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ㠃࡛ࡶ⮬

࠙㈨ᩱ㸱㸫㸱 ➨㸯❶ࡘ࠸࡚ࠚ

y

y

y

y

y

࠙๓㡬࠸ࡓ㉁ၥࡘ࠸࡚ࠊ⎔ቃ┬ࡽࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࠚ

ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ࡶⓏ㘓ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋExcel ࡢୖ㝈ࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡓࡵၥ㢟࡞ࡃ⏝࡛ࡁ

Ѝࢹ࣮ࢱ⮬యࡣ CSV ࣇ࡛ࣝ࠶ࡿࡀࠊExcel ࡛⦅㞟࡛ࡁࠊExcel ࡢୖ㝈௨ୖ࡛

ဨ㸧

y Excel ࡢ⾜ᩘ➼ࡢ㝈⏺ࡼࡾࢹ࣮ࢱࡢಖᏑᩘࡶ㝈ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ㸦Ἑᮧጤ

࠼ࡿࠋ᳨⣴⾲♧ࢆ㸯௳⤠ࡿලయⓗ࡞᰿ᣐࡣ࡞ࡃࠊ㸯௳ࡢ᮲௳ࢆ㛤ᨺࡍࡿ

Ѝ ᇶࡢίᵴࡢሗ⟶⌮࡛ࡁࠊྛίᵴࡢࢹ࣮ࢱࡀቑ࠼࡚ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ⪃

ࡲࡓࠊ᳨⣴⾲♧ࢆ㸯௳⤠ࡗࡓ⌮⏤ࡣ࠶ࡿࡢࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

Ѝ ᇶࡲ࡛ಖᏑ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࠋ ᇶ࠶ࡓࡾࡢࢹ࣮ࢱࡀቑ࠼࡚ࡶኵࠋ

ࢭ࣮ࢪࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ࡣࠊ᳨⣴⤖ᯝ⾲♧ḍίᵴሗࡣ⾲♧ࡉࢀࡎࠊ᭦࡞ࡿ⤠ࡾ㎸ࡳࢆồࡵࡿ࣓ࢵ

⣴⤖ᯝࡢ⾲♧ࡣ㸯௳ࢆୖ㝈ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆୖᅇࡿ௳ᩘࡀࣄࢵࢺࡋࡓሙྜ

Ѝࢩࢫࢸ࣒ධࡿࢹ࣮ࢱᩘࡣ  ௳ࡲ࡛ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ᳨ド῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋ᳨

ᓮጤဨ㸧

࠸ࡿࡢࠋࡲࡓࠊ㸯ࡘࡢࣇ࡛ࣝࢹ࣮ࢱᩘࡀከ࠸ሙྜࠊ᳨⣴ࡣ࡛ࡁࡿࡢࠋ
㸦ᒣ

ࢱࡣࠊẖᖺࠊ✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࢩࢫࢸ࣒ୖࠊࡇࢀࡽࡀᶵ⬟ࡍࡿ࠸࠺☜ㄆࡣࡋ࡚

ࢹ࣮ࢱࡣ 1 ᖺ࡛ᩘ༑ࠊᩘⓒࡢ⭾࡞ࢹ࣮ࢱᩘ࡞ࡿࠋࡉࡽࠊࡑࢀࡽࡢࢹ࣮

⨨ᇶᩘݳ㸦タ⨨ࢹ࣮ࢱ㸩⥔ᣢ⟶⌮ࢹ࣮ࢱ㸩Ύᤲࢹ࣮ࢱ㸩ἲᐃ᳨ᰝ⤖ᯝ㸧࡞ࡾࠊ

y ಖᏑࡍࡿࢹ࣮ࢱᩘୖ㝈ࡣ࠶ࡿࡢࠋ┴࡛ࢹ࣮ࢱࢆ㞟⣙ࡍࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊタ

Ѝ࣐ࢽࣗࣝ㏣ຍࡍࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

y ⮬య᳨࡛ウࡍࡿ㡯ࡸὀព㡯ࢆࣜࢫࢺࢵࣉࡍࡿࡼ࠸ࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

Ѝ᧯స࣐ࢽࣗࣝ┒ࡾ㎸ࡴணᐃ࡛࠶ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

y FAQ ࢆసᡂࡍࡿணᐃࡣ࠶ࡿࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

㸦ົᒁ㸧

ධຊࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᩥᏐㄆ㆑ࡣࠊPDF ࢆಖᏑࡍࡿᶵ⬟ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿίᵴࡀࣄࢵࢺࡍࡿࠋࢹ࣮ࢱධຊࡣ⮬ື࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉グ㡯ࢆᡭ

Ѝ᳨⣴᮲௳ᣦᐃࡋࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀࠊグ㘓⚊ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀࡓ≉グ㡯ࡢᩥ❶

ࢆᩥᏐㄆ㆑ࡅࡓࡾࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

㎸ࡴࡢࠊࡑࢀࡶグ㘓⚊ࡽ⮬ືⓗ྾࠸ୖࡆࡽࢀࡿࡢࠋPDF ࡞ࡢ⏬ീ

y ಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࡣࠊఱࢆ᳨⣴࡛ࡁࡿࡢࠋࡲࡓࠊಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊ࡢࢹ࣮ࢱࡣᡴࡕ

ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧

ࢵࢺࡋ࡞࠸ࠋᴗ⪅ྡࡣࢥ࣮ࢻࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㛫㐪࠺ࡇࡣ࡞࠸ࡀࠊᆅྡᆅ␒

Ѝ࠶࠸ࡲ࠸᳨⣴ࡣᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡦࡽࡀ࡞࡛ධຊࡋ࡚ࡶ₎Ꮠࡢ⏝ㄒࡣࣄ

y ₎Ꮠࡢ᭕࡞᳨⣴ࡣྍ⬟ࠋ㸣୍⮴ࡋ࡞࠸ࣄࢵࢺࡋ࡞࠸ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧

ЍⅬ᳨᪥ࡈᴗ⪅ྡࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵୖ᭩ࡁࡉࢀ࡞࠸ࠋ㸦ົᒁ㸧

y ಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ྡࡣኚ᭦ࡍࡿࠊୖ᭩ࡁࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
㸦⻆Ụጤဨ㸧
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༢⨨ࡢṇᖖ࡞㐠㌿ࢆ☜ㄆࡍࡿ࠸࠺⪃࠼࡛ࡼ࠸ࠋ
㸦ᒣᓮጤဨ㸧

Ẋศ㞳ᆺ␗࡞ࡿ㒊ศ㝈ᐃⓗࡋࠊ༢⨨ࡢ㐠㌿≧ἣࢆ㐲㝸┘どࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ѝᕷ⏫ᮧ㒔㐨ᗓ┴ࢆ୪࡚グ㍕ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡀయࡋ࡚ྎᖒࢆ



5

ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

͆Ⅼ᳨͇ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀಖᏲ࡛ࡁࡿࡣࢃࡽ࡞࠸ࠋ
͆ಖᏲ͇͆Ⅼ᳨͇ࢆศ㞳

࠸ࡿࠋ⌧ሙ⾜ࡃࡇ࡛͆ಖᏲ͇͆Ⅼ᳨͇ࡶ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡀࠊ㐲㝸┘ど࡞ࡿ

y ಖᏲⅬ᳨࠸࠺ゝⴥࡣࠊ
͆ಖᏲ͇
͆Ⅼ᳨͇࡛ෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ୍ᣓࡾ࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚

࠙㈨ᩱ㸲㸫㸰ࠚ

๐㝖ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
㸦Ἑᮧጤဨ㸧

y P. ࡢ㸯␒ୗࡢᅗࠕỈ  BOD ࡢ㛵ಀࠖࡣࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀᛶࡀศࡾࡃ࠸ࡓࡵࠊ

y P.㸵ձ͆ኪ㐨͇ࢆ͆ㄞࡳ್͇ಟṇࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧

   ࠙㈨ᩱ㸲㸫㸯ࠚ

࠸࡚㈨ᩱ㸲㸫㸯ࠊ㸲㸫㸰ᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ௨ୗࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ

6

ඛࡢヰ࡛࠶ࡿࡓࡵグ㍕ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ㸦Ἑᮧጤဨࠊົᒁ㸧

ᖖ㥔⟶⌮ࡲ࡛ࡣ࠸࡞࠸⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ㐲㝸┘どࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡢ㐺⏝ࡣࡲࡔ

ࡓᙧ࡛グ㍕࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦ᑠᕝጤဨ㸧
Ѝᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ᭱ప㝈ࡢ㡯┠ࡢ┘ど࡛࠶ࡾࠊฎ⌮Ỉ㉁ࢆᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ

ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ

  

͆ࡣࡌࡵ͇ࡸ͆⤊ࢃࡾ͇࡛ࠊίᵴࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡢᢏ⾡ⓗ࡞ྥୖࡢ PR ࡶྵࡵ

࠶ࡗࡓࡀࠊ㐲㝸┘どࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ୗỈ㐨ࡢᖖ㥔⟶⌮㏆࡙࠸࡚ࡁࡓ⪃࠼ࡿࠋ

y ୗỈ㐨ࡣᖖ㥔⟶⌮ࠊίᵴࡣᕠᅇ⟶⌮ୗỈ㐨ࡽぢࢀࡤᢈุࡉࢀࡓⅬ᳨㢖ᗘ࡛

 㸦3㸧ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウ

࢘ࠊ㛵ಀసࡾࡢሗᥦ౪ࢆࡋࡗࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦⎔ቃ┬㸧

⪃࠼ࡿࠋ᪤ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㒔㐨ᗓ┴ᕷ⏫ᮧࡢࡸࠊࣀ࢘ࣁ

㸦ົᒁ㸧

ࢱࣜࣥࢢ࣭ಖᏲⅬ᳨ࡉࢀࢀࡤỈ㉁ࡣᢸಖࡉࢀࡿ࠸࠺๓ᥦ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࠋỿ

ࡁࡿࡢࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

సᡂࡍࡿࡇࢆཎ๎ࠊྎᖒࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࢆグ㍕ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸

ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࢆᛕ㢌ࠊ᭱ప㝈ࡢ᮲௳࡛༢⨨ࢆࣔࢽ

ࡽࡎ༠ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᕷ⏫ᮧᙉไ࡛ࡁ࡞࠸୰ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣࡢ⛬ᗘせㄳ࡛

ЍỈ㉁ࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡓ࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ࣓࣮࣮࢝ࡸίᵴ⟶⌮⪅

⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

y P. ࡢ⾲ࢆぢࡿྎᖒᩚഛࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡀయ࡛⾜࠺ࡶࡢࡔࡀࠊᕷ⏫ᮧࡽࡶᑡ࡞

ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ㐲㝸┘どࢆᑟධࡍࡿࡇࡣࠊฎ⌮Ỉ㉁ࡢ☜ಖࡼࡾࡶࠊ

ίᵴࡢᩚഛ࣭⨨ሗࢆࡲࡵࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛ࠊ㐺ṇ࡞⥔ᣢ⟶⌮ᐤࡍࡿࡣ

ࣥࢱ࣮➼ㄪᩚࡋ࡞ࡀࡽලయⓗ࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦⎔ቃ┬㸧
y 㐲㝸┘どࡍࡿࠊࡋ࡞࠸㛵ࢃࡽࡎࠊಖᏲⅬ᳨ᴗ⪅ࡀίᵴࡢỈ㉁ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ

y ྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࠊಖᏲⅬ᳨グ㘓⚊࣭Ύᤲグ㘓⚊ࡢ≉グ㡯ࢆグධࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊ

ቃ┬㸧

㐺ྜୖࡢၥ㢟➼㸧ࡣᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࠸࠺ゎ㔘࡛ࡼ࠸ࠋ㸦ᒣᓮጤဨ㸧
ЍWG ࡛ࡣᢏ⾡ⓗ࡞᳨ウࡢࡳ࡛ࠊࡇࡢ᳨ウࢆཷࡅ࡚⎔ቃ┬࣭ᅜ┬࣭᪥ᮏᘓ⠏ࢭ

࠶ࡿࡓࡵࠊᴗ⪅ࡸ⮬యࡢពぢࢆ࠼ࡿሙࡋ࡚༠㆟ࢆά⏝㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦⎔

y ᅇࡢᴗົ࡛ࡣ㐲㝸┘どࡢᢏ⾡ⓗ࡞ෆᐜ୰ᚰ᳨࡛ウࢆ⾜࠸ࠊ㐺⏝ୖࡢၥ㢟㸦ᆺᘧ

ពࡣᚲࡎࡋࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁ࡛つᐃࡀά⏝࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡿࠋಶே

ሗࡣៅ㔜ᢅࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༠ຊ㛵ಀࡶᚲせ࡛

㧗ࡃ࡞ࡿ͇࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ P.㸲ࡢ⾲⏬ീゎᯒࡣ㍕ࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏬ീ
ゎᯒࡣࠊP.㸳ࡢ࠙⏝࠸ࡿࢭࣥࢧ➼ࠚࡢࡇࢁධࡿ⪃࠼ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧

ྜࠊᙜヱேࡽྠពࢆྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊἲ௧ᇶ࡙ࡃሙྜࠊಶูࡢྠ

ࣛࡣ㧗౯࡛࠶ࡾࠊࢥࢫࢺ㠃࡛⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸͇
ࠊ
͆⏬ീࢆ㏦ࡿࢹ࣮ࢱ㏻ಙᩱࡀ

ࡁࡿࡔࡅᛂࡌ࡚㡬ࡁࡓ࠸࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢつᐃࡀ࠶ࡿពࡣࠊἲᚊᇶ

࡙࠸࡚せㄳࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋಶேሗಖㆤἲ࡛ࡣಶேሗࢆ㞟ࡵࡿሙ

࡞᪉ἲࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᮌ᭮ጤဨ㸧
ࠊ
͆㐣㓞⎔ቃ⪏࠼ࡽࢀࡿ࣓࢝
ЍWG ࡛ࡣࠊ͆ᐇ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ͇

ไࡀ࠶ࡿ࠸࠺ᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㒔㐨ᗓ┴▱ࡋ࡚༠ຊࢆồࡵࠊ࡛

y P.㸲ࡢ๓ฎ⌮タࡢィ ᪉ἲࡢ࡛࣮ࣟࢻࢭࣝ࠶ࡿࡀࠊ⏬ീ࡛ゎᯒࡍࡿ⡆᫆ⓗ

యࡢࡶࡢࡋ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸦⎔ቃ┬㸧

ࢆཷࡅ࡚⌧ሙ㥑ࡅࡘࡅᑐᛂࡍࡿὶࢀࡀࢭࢵࢺࡢࡓࡵࠊWG ࡛ࡣಖᏲⅬ᳨ࢆ୍

Ѝ㐲㝸┘ど࠸࠺㠃࡛ࡣࠊίᵴࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࠊ࢚࣮ࣛ㏻ሗࡀ࡛࡚ࠊࡑࢀ

㛵ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࡀ᰿ᣐ࡞ࡿࠋሗࢆฟࡉ࡞࠸

ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ㛵ಀᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡑࡢࡢ⪅ᑐࡋࠊίᵴ

Ѝྎᖒ㛵ࡋ࡚ࡣίᵴἲ  ᮲ࡢ㸰㡯ࠕ㒔㐨ᗓ┴▱ࡣίᵴྎᖒసᡂࡢࡓࡵ

y Ύᤲᴗ⪅ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢሗᥦ౪ࡢせㄳ⟅࠼ࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࡢࠋ
㸦㧘㔝ጤဨ㸧

࠙㈨ᩱ㸱㸫㸱 ➨㸱❶ࡘ࠸࡚ࠚ
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㈨ᩱ㸲㸰 ίᵴࡢ㐲㝸┘どᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮ࡢ㧗ᗘ➼㛵ࡍࡿ᳨ウ

㈨ᩱ㸲㸯 ίᵴ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㧗ᗘཬࡧຠ⋡➼㛵ࡍࡿ᳨ウ

ཧ⪃㈨ᩱ㸰 ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒㐠⏝࣐ࢽࣗࣝ㸦㸧

ཧ⪃㈨ᩱ㸯 ⎔ቃ┬∧ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ

㈨ᩱ㸱㸱 ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛᑟධ࣐ࢽࣗࣝ ➨㸱∧㸦㸧

㈨ᩱ㸱㸰 ࠕίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛᑟධ࣐ࢽࣗࣝࠖࡢᨵゞෆᐜ

㈨ᩱ㸱㸯ίᵴྎᖒࢩࢫࢸ࣒ࡢసᡂ≧ἣ

㈨ᩱ㸰㸱 ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝᨵゞ ┠ḟ

㈨ᩱ㸰㸰 ⅏ᐖࡢίᵴ⿕ᐖ➼ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝᨵゞ 㸯㸬ࡣࡌࡵ

ࢺࡑࡢᑐᛂࡘ࠸࡚

㈨ᩱ㸰㸯 ⅏ᐖᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝᨵᐃᑐࡍࡿ➨㸱ᅇ᳨ウཬࡧ᳨ウᚋࡢせࢥ࣓ࣥ

㈨ᩱ㸯  ➨㸱ᅇ௧㸰ᖺᗘίᵴࣜࣀ࣮࣋ࢩ᳨ࣙࣥウ㆟㘓㸦㸧

㸺㈨ᩱ㸼

