広島県教育委員会 NEWS RELEASE

平成30年３月13日

広島 で学 んで 良か った と思 える 日本 一の 教育 県の 創造
広が る！ 深ま る！ 広島 版「 学び の変 革」

「ひろしま給食１００万食プロジェクト」の取組状況について
１ 実施結果
(1) 食数
区分
学校給食

909,346

家庭等

305,247

合

(2)

平成27年度

計

1,214,593

平成28年度
1,066,623

平成29年度
1,114,232

319,264
(75,602)
1,385,887

422,374
(85,716)
1,536,606

食数は目標を達成。
※

「家庭等」には，サービスエ
リア，県庁食堂等のレストラン
のメニュー提供，スーパー等で
の試食販売等を含む。
※ （ ）は家庭等において調理
した回数

プロジェクトの実施状況
本プ ロジ ェ クト をよ り 広く 県民 の 皆様 に周 知 する ため ，「広 島の 身 近な 食材 を
とり入れた，家庭でも簡単にできる料理」のレシピを募集したところ，昨年度の
3,022作品を上回る4,160作品の応募があった。
これらの応募作品を審査するため，栄養教諭等25名によるメニュー検討会議を
開催し，協力企業等11団体の助言・協力を得て，統一メニュー「熱く燃えろ！！
シー
Ｃスープ」ほか４作品及び特別賞10作品を決定した。
また，キャッチコピーも併せて募集したと
こ ろ ， 6,445作 品 の 応 募 が あ り ， こ の 中 か ら

「ふるさとの味 未来へつなぐ ひろしま給食」
に決定した。
これらの受賞作品を掲載したチラシを県内の
全児童生徒に配付するとともに，全学校や教育
機関に加えて，スーパーマーケット，コンビニ
等の約1,180店舗にポスター等を送付して，周
知を依頼した。併せて，県教委ＨＰや広報紙
「くりっぷ」などによる広報を展開した。
今年度は『作って楽しい！食べて元気に！ひろ
しま給食』をコンセプトとして，児童生徒が家
族と一緒に，調理やお手伝いなどにチャレンジ
できるよう「リーフレット」を配布するととも
に，児童生徒が家庭等において「ひろしま給食」
メニューを調理した回数の把握を行った。
また，子供が自ら作って食べることのできる
「おやつメニュー」を応募作品の中から選び，
「『ひろしまおやつ』メニュー」として，レシ
ピ集を作成・配布した。

「リーフレット」

２ 学校等における取組
「ひろしまおやつ」メニュー
(1) 学校の取組
「ひろしま給食」メニューを活用し，栄養教諭等学校給食関係者を中心に，様々な
取組を実施した。
ア 食育ウィーク（10月15日～21日）に，全給食実施校で「ひろしま給食」を提供
イ 「給食だより」や「食育通信」等において，地場産物や郷土料理を家庭へ紹介
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ウ
エ

「ひろしま給食」メニューを取り入れた親子料理教室や給食試食会等の開催
つくレポ（料理を作った感想やエピソード）募集
(2) 市町の取組（別紙１）
各市町において，本プロジェクトを活用し，食育推進のための主体的な取組が行わ
れた。
シー
ア “熱く燃えろ！！Ｃスープ”に合わせて，地元の食材や郷土料理等を活かした市
町独自の副食メニューを開発
イ 市町の広報誌に本プロジェクトに関する内容を掲載
ウ 健康福祉まつり等の各種イベントで「ひろしま給食」の紹介や料理教室を開催
(3) 連携企業等の取組（別紙２）
本プロジェクトの趣旨に賛同した企業・団体による様々な協力・支援が得られた。
ア 11企業等がメニュー検討等に参画するとともに，試食用の食材や表彰式における特
別賞の提供
イ 広告掲載，店舗での試食提供等，スーパーマーケットとの連携のもと，広く県民へ
周知する取組を展開
ウ コンビニやレストラン等における「ひろしま給食」メニューの商品化（セブン‐イ
レブン，藤三等），レストランでのメニュー提供
（福屋広島駅前店・八丁堀店，サービスエリア等）
エ 出前講座の開催（アンデルセン，牛乳普及協会，
大塚製薬等）
オ 栄養教諭配置校と近隣スーパーとの連携による地
域への日常的な情報発信（店舗内に本プロジェクト
に係るパネルコーナーを設置，学校の食育だよりの
定期的な配布など）
カ 社員食堂等での「ひろしま給食」メニューの提
「出前講座」
供（県庁食堂，保育所や病院などで「ひろしま給
（世羅町立世羅中学校）
食」メニューを提供）
キ カープ球団との連携
３

成果と今後の取組
平成25年度からプロジェクトを実施してきた結
果，「ひろしま給食」メニューを活用した市町の
主体的な取組の増加，スーパーマーケットやコン
ビニ等における商品化及びレストラン等でのメニ
ュー提供のさらなる広がりも見られている。こう
した取組の充実により，児童生徒の食に関する実
態調査においても一定の成果が得られている。
○ 来年度は，子供たちが調理に親しむことに併せ
て，栄養バランスのとれた望ましい食習慣の形成
についても意識できるよう，健康面にもつながる
食育の推進を図っていく。
具体的には，各学校において，「ひろしま給食」
メニューを活用した親子料理教室や給食試食会等
の取組を一層推進するとともに，栄養バランスの
とれた朝食の摂取を促すための取組を展開する。
○

「朝食は，主食・主菜・副菜がそろっています」
70%
65%

平成25年度
平成29年度

63.3

59.1

60%
54.9
55%

52.2

53.6

53.7

50%

栄養教諭

未配置校

全体

「食事の準備や片付の手伝いをしています」

平成25年度
平成29年度

79.2

80%

75.4

75%
70%
65%

70.6

69.9

67.4
64.2

60%29 年 度 広 島 県 「 食 に 関 す る 実 態 調 査 」 よ り
平成
栄養教諭
未配置校
全体

【担当】豊かな心育成課 健康教育係長
（電話）０８２‐５１３‐５０３６
（ e-mail）ikusei@pref.hiroshima.lg.jp
- 2 -

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ㻌ྛᕷ⏫䛻䛚䛡䜛䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䛾⊩❧ཬ䜃≉Ⰽ䛒䜛ྲྀ⤌
ᕷ⏫ྡ

ᐇ᪥

䚷㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅

ᗈᓥᕷ
䚷㻝㻜᭶㻝㻢᪥䠄᭶䠅

⚟ᒣᕷ

࿋ᕷ

➉ཎᕷ

㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅
䡚
㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅
㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅

≉Ⰽ䛒䜛ྲྀ⤌

⊩❧䠄䛂⇕䛟⇞䛘䜝䟿䟿䠟䝇䞊䝥䛃ཬ䜃∵ங௨እ䠅

䠘⮬ᰯㄪ⌮ᰯ䠚
䝉䝹䝣䝁䝻䝑䜿䝞䞊䜺䞊
䠘䝉䞁䝍䞊⤥㣗䠚
䝞䝍䞊䝟䞁䚷䝡䞊䝣䝁䝻䝑䜿䚷 㔝
⳯
䠘䝕䝸䝞䝸䞊⤥㣗䠚
㯏䛤䛿䜣䚷㭜⫗䛾䛛䜙ᥭ䛢䚷䛥䜔
䛔䜣䛢䜣䛾⅗䜑䜒䛾䚷ᗈᓥྡ≀
䛯䛳䜇䜚ሷ䝺䝰䞁↝䛝䛭䜀䚷㇋
䛸ษ䜚ᖸ䛧᰿䛾⅗䜑↻䚷䜂䜝䛧
䜎䛔䛔Ꮚ䛔䜚䛣

䠄ู⣬㻝䠅㻌

䞉㣗⫱䛰䜘䜚䛻䝺䝅䝢➼䜢ᥖ㍕䛧䠈ྛᏛᰯ䛛䜙ᐙᗞ䛻㓄
䞉ᗈᓥᕷ㻼㼀㻭༠㆟ᗈሗㄅ䛂㣗⫱䛾䝇䝇䝯䛃䜈䛾ᥖ㍕
䞉ᗈᓥᕷᏛᰯ⤥㣗䞉㣗⫱䝣䜵䜲䝇䝤䝑䜽䛻ᥖ㍕䛧ᗈሗ
䞉ᩍᐊᥖ♧㈨ᩱ䠈ᣦᑟ㈨ᩱ䜢ྛᏛᰯ䛻㓄
䈜䚷䝕䝸䝞䝸䞊⤥㣗䛷䛿䠈䛂⇕䛟⇞䛘䜝㻍㻍䠟䝇䞊䝥䛃䛿Ồ≀䛷䛒䜛䛯䜑ᐇ䛧䛺䛔䚹

㯮⢾䝟䞁
ⓑ㌟㨶䛾䝡䞁䝂䝋䞊䝇䛛䛡
䝪䜲䝹䜻䝱䝧䝒
䜏䛛䜣

䞉ᕷ䛾⾜➼䛷ヨ㣗䠈䝏䝷䝅䛾㓄ᕸ
䞉ᆅඖ䝇䞊䝟䞊䝬䞊䜿䝑䝖䛻䝺䝅䝢㓄ᕸ䛾౫㢗
䞉ᰤ㣴ᩍㅍ䞉Ꮫᰯᰤ㣴⫋ဨ䛻䜘䜛ᆅඖ䝇䞊䝟䞊䝬䞊䜿䝑䝖䛸䛾㐃ᦠ䠄⤥㣗䝺䝅䝢䠈䝏
䝷䝅䛾ᥖ♧➼䠅
䞉Ꮫᰯ⤥㣗㐌㛫୰䛻ヨ㣗䠈䝟䝛䝹ᒎ㛤ദ䠄㻝᭶㻞㻠᪥䡚㻝᭶㻟㻜᪥㛤ദணᐃ䠅
䞉Ꮚ䛹䜒ᩱ⌮ᩍᐊ䛻䛚䛡䜛䜂䜝䛧䜎⤥㣗䝯䝙䝳䞊䛾ㄪ⌮ᐇ⩦ཬ䜃ヨ㣗
䞉ᰤ㣴ᩍㅍ䠈Ꮫᰯᰤ㣴⫋ဨ䛻䜘䜛㻝㻜᭶䛾⤥㣗ᣦᑟ㈨ᩱ䠄ᩍᐊᥖ♧㈨ᩱ䜔ᩍ⫋ဨ
⏝ᣦᑟ㈨ᩱ➼䠅䛻䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䛻䛴䛔䛶䛾ෆᐜ䜢ᥖ㍕

䝋䝣䝖䝟䞁
䝺䝰䞁䝏䜻䞁
ᑠᯇ⳯䛾䝋䝔䞊
䜏䛛䜣䠄ᗈᓥ┴⏘䠅

䞉࿋ᕷ䛾⤫୍䝯䝙䝳䞊䛻䛴䛔䛶ᕷෆ䛾ᰤ㣴ᩍㅍ䠈Ꮫᰯᰤ㣴⫋ဨ䛜ヨస䠈᳨ウ䛩䜛
ㄪ⌮◊✲䜢ᐇ
䞉㻝㻜᭶䛾⤥㣗ᣦᑟ㈨ᩱ䠄ᩍᐊᥖ♧⏝㈨ᩱ䜔ᩍᖌ⏝ᣦᑟ㈨ᩱ䠈ಖㆤ⪅⏝ᣦᑟ㈨ᩱ
➼䠅䛻䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛾᪥䛃䠈䛂ᗈᓥ㣗⫱䜴䜱䞊䜽䛃䛻䛴䛔䛶䛾ෆᐜ䜢ᥖ㍕
䞉ᗈᓥ䜔࿋䛾㒓ᅵᩱ⌮䠄⫗䛨䜓䛜䠈ඵᑍ䠈ᇛᒣ↻䠈䛔䛜䜒䛱➼䠅䜢㻝㻜᭶䛾⊩❧䛸䛧䛶
ᥦ౪
䞉⛅䛜᪪䛾㣗ᮦ䜒ከ䛟ྲྀ䜚ධ䜜䠈᭶ぢ䛾⾜㣗䜒ᥦ౪

䛯䛡䛳䛣䝢䝷䝣䠄䛤䛿䜣䠅䠄ᕷෆ⏘
䛾䛯䛡䛾䛣䠈∵⫗䜢⏝䠅
ᗈᓥ䝺䝰䞁䝊䝸䞊

䞉ኟఇ䜏ᩱ⌮ᩍᐊ䛾㛤ദ
䞉㻝㻜᭶䛾⤥㣗䛰䜘䜚䛷䝺䝅䝢䜢⤂䛧䠈Ꮫᰯ䛛䜙ᐙᗞ䛻㓄
䞉ᩍᐊᥖ♧㈨ᩱ䜢ྛᏛᰯ䛻㓄
䞉ᩍ⫱ጤဨཬ䜃ົᒁ⫋ဨ䛻䜘䜛Ꮫᰯ⤥㣗ヨ㣗䛾ᐇ
䞉ᕷෆᰯ㛗䛷᪨➼䛾ㄝ᫂
䞉ᕷෆබ❧ಖ⫱ᡤ⤥㣗䛷ᥦ౪
䞉ᕷ䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷⊩❧⤂
䞉㐃ᦠ䝇䞊䝟䞊䞉ᴗᡤ䜈䛾䝺䝅䝢㓄

䜆䛱䛯䜉䜣䛥䛔䟿䟿䠫䠄䜸䞊䠅䝢䝷
䝣䠄➉ᕷ⏘䛾㣗ᮦ䜢䛳䛯䝢䝷
䝣䠅
䝭䞊䝖䜸䝮䝺䝒

䞉䜂䜝䛧䜎⤥㣗≉ูྕ䜢సᡂ䛧䠈ྛᐙᗞ䛻㓄
䞉ᩍ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᕷᩍጤദ䛾䛂䜔䛛䛺య䛴䛟䜚◊ಟ䛃䛷䜂䜝䛧䜎⤥㣗⤫
୍䝯䝙䝳䞊䛾ㄪ⌮ᐇ⩦䜢ᐇ
䞉ぶᏊㄪ⌮య㦂䛷䜂䜝䛧䜎⤥㣗䝯䝙䝳䞊䜢ㄪ⌮䠈ཧຍ⪅䛻䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛾䝸䞊䝣
䝺䝑䝖䜢㓄ᕸ
䞉ᕷᗣ⚟♴䜎䛴䜚䛻䛚䛡䜛ᒎ♧ཬ䜃ヨ㣗
䞉ᕷෆබ❧ಖ⫱ᡤ⤥㣗䛷ᥦ౪

➉ᕷ

㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

ᮾᗈᓥᕷ

㻝㻜᭶㻝㻢᪥䠄᭶䠅
䡚
㻝㻜᭶㻞㻟᪥㻔᭶䠅

䛤䛿䜣
℩ᡞෆ䛾ᜨᥭ䛢
⛅㢼䛥䜟䜔䛛䛝䛾䛣䝞䝍䞊䛔䛯
䜑

䞉䛂䜂䛜䛧䜂䜝䛧䜎䛚ᐆ䝺䝅䝢䛃䛸䛧䛶䠈ᕷෆ䜢ᑐ㇟䛻䛂⇕䛟⇞䛘䜝䟿䟿㻯䝇䞊䝥䛃䛻ྜ
䛖䝯䝙䝳䞊䜢ເ㞟䛧䠈ㄪ⌮ᐇ⩦䠈ヨ㣗䛻䜘䜚䝯䝙䝳䞊䜢Ỵᐃ
䞉⤥㣗䛰䜘䜚䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗≉ูྕ䛃䛾㓄
䞉ᕷෆබ❧ᗂ⛶ᅬ䞉ಖ⫱ᡤ⤥㣗䛷䛾ᥦ౪
䞉ᮾᗈᓥᕷ⏕ᾭᏛ⩦䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛻䛶ᒎ♧

㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅
䡚
㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

䛚ᐆᘘ䛡䜣䝢䝷䝣
䠄ᘘ᪥ᕷ⏘䛾⡿䞉䜎䛔䛯䛡䞉䛒䛥䜚䞉
ᑠᯇ⳯䞉䛧䜗䛖䜖䜢⏝䠅
ᗈᓥ䝃䞊䝰䞁䛾䛛䜙ᥭ䛢
䠄ᘘ᪥ᕷ䛾Ύὶ䛸ᓮୖᓥ䛾℩
ᡞෆᾏ䛷⫱䛳䛯ᗈᓥ䝃䞊䝰䞁䞉ᘘ
᪥ᕷ⏘䛾⡿⢊䜢⏝䠅
䜖䛷㔝⳯

䞉ᘘ᪥ᕷᕷ䛷䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䠑㣗䜢䜑䛦䛩
䞉ᰤ㣴ᩍㅍ➼䛻䜘䜛ᘘ᪥ᕷᕷ⤫୍䝯䝙䝳䞊䛾㛤Ⓨཬ䜃ᘘ᪥ᕷ⏘㣗ᮦ䛾ྲྀᮦ
䞉ᰤ㣴ᩍㅍ➼䛻䜘䜛䛂ᘘ᪥ᕷᕷ䛄䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛅᪂⪺䛃䛾సᡂཬ䜃ྛᐙᗞ䜈㓄
䞉ᕷᩍጤ䛰䜘䜚䛷ၨⓎ
䞉ඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛂㣗䜉䛯䜘䟿స䛳䛯䜘䟿䜹䞊䝗䛃䜢㓄
䞉ᕷ䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻ᥖ㍕䛧ᗈሗ
䞉ᘘ᪥ᕷᕷ⏕ᾭᏛ⩦䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛻䛶ၨⓎ䠄ヨ㣗ཬ䜃䝺䝅䝢㓄ᕸ䠅

Ụ⏣ᓥᕷ

㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

䝁䝑䝨䝟䞁
䛔䛱䛨䛟䝆䝱䝮
䛟䜝䛰䛔䛾䛒䜎䛛䜙
䛘䛯䛨䜎䜣䝃䝷䝎

ᗓ୰⏫

㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅
䡚
㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

䛨䜓䛣䛨䜓䛣䝞䞊䜺䞊
ᗈᓥ┴⏘䛾䜏䛛䜣䝊䝸䞊ཪ䛿ᗈ
ᓥ┴⏘䛾䜏䛛䜣

ᾏ⏣⏫

㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

ᾏ⏣䛷䛜䜣䛩䝞䞊䜺䞊
ᗈᓥ䝣䝹䞊䝒䜇䜛䜛䜣䝊䝸䞊

ᘘ᪥ᕷᕷ

䞉ᰯෆཧほ᪥䛷䝺䝅䝢㓄䠈ヨసရᒎ♧
䞉ヨ㣗䛷䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛾⤂
䞉⤥㣗䛰䜘䜚䠈ᰯෆ㣗⫱䛰䜘䜚䛷⤂
䞉ྛཷ㓄ᰯ䛻䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛻䛴䛔䛶䛾ᥖ♧㈨ᩱ䜢㏦
䞉ᗈሗ䛘䛯䛨䜎䛷䝺䝅䝢⤂
䞉䝇䞊䝟䞊䝬䞊䜿䝑䝖䛸䛾㐃ᦠ䛷䝫䝇䝍䞊ᥖ♧䛸䝺䝅䝢㓄ᕸ
䞉ᕷෆಖ⫱ᅬ䛾⤥㣗䜈䛾ά⏝
䞉⤥㣗䛰䜘䜚䛻䝺䝅䝢➼䜢ᥖ㍕䛧䠈ᐙᗞ䛻㓄
䞉䜂䜝䛧䜎⤥㣗ヨ㣗䛾ᐇ䠄⏫㆟㆟ဨ䠈⏫ᩍጤ䛾ཧຍ䠅
䞉㣗⫱ཧほ᠓ㄯ䠈ᩱ⌮ᩍᐊ䠈⤥㣗ヨ㣗➼䛷䛾ヨ㣗
䞉⤥㣗䛰䜘䜚䠈㣗⫱㏻ಙ䛂䜁䛟䜁䛟䛃䠈䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䛷䝺䝅䝢䛾⤂
䞉ᗓ୰⏫Ꮫᰯᰤ㣴ኈ䛜⊂⮬䛷䝫䝇䝍䞊䜢సᡂ䛧䠈ᥖ♧䛩䜛䚹
䞉⫋ဨ䛾㣗⫱◊ಟ䛷䜂䜝䛧䜎⤥㣗䜢ᐇ⩦
䞉㻝㻜㻛㻝㻣䠬䠰䠝ദ⤥㣗ヨ㣗㛤ദ䠄ᗈᓥྡ≀䛯䛳䜇䜚ሷ䝺䝰䞁↝䛝䛭䜀䠈䜟䛛䜑
䝇䞊䝥䠈ᗈᓥ䝺䝰䞁ධ䜚ᑠᯇ⳯䝬䝗䝺䞊䝚䠅
䞉⮬ᰯඣ❺䛾ᛂເ䝺䝅䝢䛾ᐇ
䞉ᾏ⏣⏫ᰤ㣴ኈ㒊䛷ᥦ♧㈨ᩱ䜔㓄ᕸ㈨ᩱ䜢సᡂ䛧䠈ྛᏛᰯ䛷䛾䠬䠮άື
䞉⤥㣗ጤဨ䛻䜘䜛䛂䜏䜣䛺䛷స䜝䛖䟿䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䛾᥎㐍άື
䞉⤥㣗㛫䛻䠈⤥㣗ጤဨ䛻䜘䜛䛂ᾏ⏣䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃⤂䛾ᨺ㏦
䞉Ꮫᰯ⾜䛂ᮾᑠ䜎䛴䜚䛃䛻䛚䛔䛶䠈ಖㆤ⪅䜈䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䛾䠬䠮

-3-

ᕷ⏫ྡ

ᐇ᪥

≉Ⰽ䛒䜛ྲྀ⤌

⊩❧䠄䛂⇕䛟⇞䛘䜝䟿䟿䠟䝇䞊䝥䛃ཬ䜃∵ங௨እ䠅

ᱜ䛘䜃䛸㯮㇋ධ䜚䛛䛞䛒䛢䠄⇃㔝
⏫⏘㯮㇋䠅
ඵᑍ䠄⇃㔝⏫䛾㒓ᅵᩱ⌮䠅
䛤䜌䛖䝃䝷䝎
ᗈᓥ䜏䛛䜣

䞉⏫䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻ྲྀ⤌䜢ᥖ㍕䠄㻝㻜䠈㻝㻝᭶୰䠅
䞉⏫Ẹᩥ⚍䛷䝁䞊䝘䞊䜢タ⨨䛧⤂
䞉Ꮚ౪ᩱ⌮ᩍᐊ䛷ㄪ⌮䠈ヨ㣗
䞉බẸ㤋䛻䛚䛡䜛୍⯡ᑐ㇟䛾ᩱ⌮ᩍᐊ䛷ㄪ⌮䠈ヨ㣗
䞉⏫ෆಖ⫱ᡤ䛻䝺䝅䝢䜢㓄䠄⤥㣗䛻ά⏝䛥䛫䜛䛯䜑䠅
䞉ᗈᓥ㣗⫱䜴䜱䞊䜽䛷䛿䠈䛣䜜䜎䛷䛾䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䛾䝯䝙䝳䞊䜢⤥㣗䛻ᩘከ䛟⏝
䛩䜛䚹

䝟䜲䞁䝟䞁
䜒䛱㯏䝃䝷䝎䠄䜒䛱㯏䛿≉⏘≀䠅

䞉㻝㻜᭶䛾㣗⫱౽䜚䛷䝺䝅䝢䜢⤂䛧䠈Ꮫᰯ䛛䜙ᐙᗞ䛻㓄
䞉ᩍᐊᥖ♧㈨ᩱ䛾సᡂ
䞉㣗⫱㯮ᯈ䛻ᩱ⌮䛾┿䛸䝫䜲䞁䝖䜢グ㍕
䞉ᖺᗘ䛾䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛻䛴䛔䛶ᨺ㏦ጤဨ䜢ά⏝䛧䛶⤂
䞉㻝㻜᭶䛾⊩❧䛻ᆏ䛾≉⏘≀䜢⏝䛧䛯ᩱ⌮䠄ⱁᕞᆏ䛖䛹䜣䠈䛛䜟䜚䛻䛯䜚䜒䛱䠈ᱵ䝊
䝸䞊䠅䜢ᥦ౪

ᓮୖᓥ⏫ 㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

ᗈᓥ⳯䛤㣤
䝏䝚䛾䝺䝰䞁䝋䞊䝇䠄ᓮୖᓥ⏘
䛾䝺䝰䞁⏝䠅
䝪䜲䝹䜻䝱䝧䝒
䜏䛛䜣䠄ᓮୖᓥ⏘䠅

䞉ᓮୖᓥ⏫ᙺሙ➼䛾タ䛻䝺䝅䝢䜢㓄
䞉ಖ⾨⏕ㄢദ䛾ኟఇ䜏Ꮚ౪ᩱ⌮ᩍᐊ䛷䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䝯䝙䝳䞊䜢ㄪ⌮
䞉ᗈሗ䛂ᓮୖᓥ䛃䛾䛂⟶⌮ᰤ㣴ኈ䛾䝦䝹䝅䞊䜽䝑䜻䞁䜾䛃䛾䝁䞊䝘䞊䛷⤂
䞉㣗⫱䛰䜘䜚䛻䝺䝅䝢䜢ᥖ㍕䛧㓄
䞉Ꮫᰯ䜈⾜䛣䛖㐌㛫୰䛾⤥㣗ヨ㣗䛷䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䝯䝙䝳䞊䜢ᐇ

Ᏻⱁ㧗⏣ᕷ 㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

䛤䛿䜣
㭜⫗䛾䛿䛱䜏䛴䝺䝰䞁↝䛝
⳯ₕ䛡䛘

䞉⤥㣗䛰䜘䜚䛻䜘䜛ሗⓎಙ
䞉ಖ⫱ᡤ䠈ᗂ⛶ᅬ䠈ᑠ୰Ꮫᰯ䛾ಖㆤ⪅䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯⤥㣗ヨ㣗䛾ᐇ
䞉ẖ᭶䠍ᅇ௨ୖ䠈㒓ᅵ䞉⾜㣗䜢ᐇ

㻝㻜᭶㻝㻢᪥䠄᭶䠅
Ᏻⱁኴ⏣⏫
䡚
㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

ᗈᓥྡ≀䛯䛳䜇䜚ሷ䝺䝰䞁↝䛝䛭
䜀䠄Ᏻⱁኴ⏣⏫䛾㻮⣭䜾䝹䝯䛻䛱
䛺䜣䛷ₕ≀䜢㏣ຍ䠅
ᗈᓥ䝺䝰䞁ධ䜚ᑠᯇ⳯䝬䝗䝺䞊䝚

䞉⏫ෆ䛾ㄪ⌮ဨ䞉ᰤ㣴ኈ䛷ヨస䛧䠈⏫䛾㛵ಀ㒊⨫䛸୍⥴䛻ヨ㣗䞉᳨ウ䛩䜛䚹㻔䠔᭶㻕
䞉ಖ⫱ᡤ⤥㣗䜈䛾ά⏝ಁ㐍
䞉┴䛻ᛂເ䛧䛯䜻䝱䝑䝏䝁䝢䞊䛾୰䛛䜙䠈⏫ෆ䛾䜒䛾䜢ᑂᰝ䛧䠈䛭䛾䜻䝱䝑䝏䝁
䝢䞊䜢䜒䛸䛻⤥㣗䛰䜘䜚➼䛷䠬䠮άື䜢⾜䛖䚹
䞉ᚋ䠈ᆅඖ㣗ᮦ䛷䛒䜛䇾♲ᅬᆓ䛾ᖸ䛧ᰠ䇿䜢⏝䛧䛶䛂ᗈᓥ䝺䝰䞁ධ䜚♲ᅬᆓ䝬䝗
䝺䞊䝚䛃䜢ᐇ䛩䜛䚹

ᗈᓥ⏫

㻝㻜᭶㻝㻢᪥䠄᭶䠅
䡚
㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

䛝䛯䜂䜝䝞䞊䜾䚷䝸䞁䝨䝋䞊䝇䠄
ᗈᓥ⏫䛂ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘክ䝥䝻⤥㣗䝁
䞁䝔䝇䝖䛃᭱ඃ⚽㈹䝯䝙䝳䞊䠅
䜋䛖䜜䜣ⲡ䛸䜒䜔䛧䛾ᾏⱏ䛒䛘

䞉ᗈᓥ⏫䛾㣗ᮦ䜢⏝䛧䛯䛂ክ䝥䝻⤥㣗䝁䞁䝔䝇䝖䛃䛾ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ᭱ඃ⚽㈹䝯
䝙䝳䞊䜢᥇⏝
䞉ᗈᓥ⏫䛾≉⏘≀䠈䜋䛖䜜䜣ⲡ䞉䜚䜣䛤䜢⏝䛧䛯䝯䝙䝳䞊䛾ᥦ౪

୕ཎᕷ

㻝㻜᭶㻝㻢᪥䠄᭶䠅
䡚
㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

䛯䛣䝞䞊䜺䞊䠄୕ཎᕷෆ୰Ꮫ⏕⪃
䝯䝙䝳䞊䠅
䝺䝰䞁䝊䝸䞊

䞉䡞䜂䜝䛧䜎⤥㣗䡟ᛂເసရ䛾୕ཎᕷ⤥㣗䜈䛾ά⏝䛸⤥㣗౽䜚䛷䛾Ⓨಙ
䞉ᕷෆᰤ㣴ᩍㅍ䞉Ꮫᰯᰤ㣴⫋ဨ䞉⤥㣗ㄪ⌮ဨ䛸ྜྠ䛷䠈୕ཎᕷ∧䡞䜂䜝䛧䜎⤥㣗䝯
䝙䝳䞊䡟䛾ㄪ⌮ᐇ⩦
䞉୕ཎᩍ⫱䛂ᕼᮃ䛸ᮍ᮶䛃䝣䜷䞊䝷䝮䛷୕ཎᕷ∧䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䝯䝙䝳䞊䛃㻟సရ䛾䝺
䝅䝢䠈䛚䜔䛴䝺䝅䝢Ⓨ⾲ཬ䜃䜻䝱䝑䝏䝁䝢䞊ᢨ㟢

ᑿ㐨ᕷ

䚷㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅
䚷䡚
䚷㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

䝬䞊䝬䝺䞊䝗䝏䜻䞁䠄ᗈᓥ┴⏘䛾
䝛䞊䝤䝹䝬䞊䝬䝺䞊䝗⏝䠅
䜖䛷䜻䝱䝧䝒
℩ᡞ⏣䝺䝰䞁䝊䝸䞊

䞉ᰤ㣴ᩍㅍ䞉Ꮫᰯᰤ㣴⫋ဨ䛷䜂䜝䛧䜎⤥㣗䝯䝙䝳䞊ㄪ⌮ᐇ⩦
䞉ᕷෆᢏ⾡ဨ䠄⤥㣗ㄪ⌮ဨ䠅ᑐ㇟䛾ㄪ⌮ᐇ⩦䛻䛶䠈䜂䜝䛧䜎⤥㣗䝯䝙䝳䞊ㄪ⌮ᐇ⩦
䞉䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛻䛴䛔䛶䠈ᐇ䝯䝙䝳䞊䠈䝺䝅䝢䜢ᥖ㍕䛧䛯䛯䜘䜚䜢㓄
䞉䛂䝬䞊䝬䝺䞊䝗䝏䜻䞁䛃䛻ᗈᓥ┴⏘䝛䞊䝤䝹䝬䞊䝬䝺䞊䝗䜢⏝

ୖୗ⏘ᢲ䛧㯏䛤䛿䜣
㇋⭉䝝䞁䝞䞊䜾䛾䜅䛱䜕䝭䝋䞊䝇
䛛䛡
ᗓ୰㔝⳯䛾ᙬ䜚䝃䝷䝎
℩ᡞෆ⏘䝺䝰䞁䝮䞊䝇

䞉ᗓ୰ᕷᗈሗ䛂䜅䛱䜕䛖䛃䜈䛾ᥖ㍕
䞉ዪᛶ䛣䛹䜒ㄢ䠄ᕷෆಖ⫱ᡤ䠅䛸ྜྠ⤥㣗䜢ᐇ䛧䠈䛒䜟䛫䛶ྜྠ㣗⫱㏻ಙ䜢㓄
䞉㐨䛾㥐䛂䜃䜣䛤ᗓ୰䛃䛾䝺䝇䝖䝷䞁䠈䛚䜘䜃ᗓ୰ᕷ䚷Ẹ㝔䛾䝺䝇䝖䝷䞁䛻䛶⤫୍䝯
䝙䝳䞊䛾ᥦ౪
䞉䜂䜝䛧䜎⤥㣗ᐇᙜ᪥䠈ᕷẸ⤥㣗ヨ㣗䜢㛤ദ
䞉ᗓ୰Ꮫ䜃䝣䜵䝇䝍䛷䛾㈍䠄㻝㻜᭶㻞㻤䠈㻞㻥᪥䠅
䚷䚷䠆ᗓ୰ᕷ㣗⏕άᨵၿ᥎㐍ጤဨ䞉ዪᛶ䛣䛹䜒ㄢ⫋ဨ༠ຊ䛻䜘䜛䛂⇕䛟⇞䛘䜝䟿䟿
䚷䚷䚷䠟䝇䞊䝥䛃䛂ᗈᓥ䝺䝰䞁ධ䜚ᑠᯇ⳯䝬䝗䝺䞊䝚䛃䛾ヨ㣗䝤䞊䝇䛾タ⨨
䚷䚷䠆䜂䜝䛧䜎⤥㣗䜢ྵ䜐ᗓ୰ᕷ㣗⫱᥎㐍䛾ྲྀ⤌䜢⤂䛩䜛䛂Ꮚ౪䛯䛱䜈䛾㣗⫱
䚷䚷䚷䝯䝑䝉䞊䝆䛃ᒎ䜢㛤ദ
䞉ᗓ୰ᕷᗣ⚟♴䜎䛴䜚䛻䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䛾䝤䞊䝇ฟᒎ
䞉䜂䜝䛧䜎⤥㣗䜢ᗓ୰ᕷ㣗⏕άᨵၿ᥎㐍ဨ䛻䜘䜛ᩱ⌮ㅮ⩦䛾䝯䝙䝳䞊䛸䛧䛶ྲྀ䜚
ධ䜜ྛᆅᇦ䛷ᗈ䛟ၨⓎάື䜢ᐇ

䝃䞊䝰䞁䛾䝣䝷䜲
ᱵ䛾䝅䝷䝇䛘

ᐇ᪥䛾Ꮫᰯ䛾ᵝᏊ䜢䜿䞊䝤䝹䝔䝺䝡䛷ᨺᫎ䠄ணᐃ䠅
䚷䈜㣗䛿ᐙᗞ䜘䜚ᣢཧ䛩䜛䚹

⚄▼㧗ཎ⏫ 㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

⚄▼㧗ཎ䝫䞊䜽䛾䝝䞊䝤↝䛝䠄㇜
⫗䞉䝝䞊䝤䝋䝹䝖䠅
㔝⳯䝋䝔䞊䠄ேཧ䞉䜻䝱䝧䝒䠅
䜆䛹䛖䠄䝢䜸䞊䝛䠅
䚷䈜䠄䚷䚷䠅ෆ䛿⏫ෆ⏘㣗ᮦ

䞉⏫ᴗ䠄ᆅ⏘ᆅᾘ᥎㐍ᴗ䛂⚄▼㧗ཎ䝷䞁䝏䛃䠖ᆅሙ⏘≀䜢ከ䛟ྲྀ䜚ධ䜜䛯䝯
䝙䝳䞊䠅䛸䛾䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁䝯䝙䝳䞊䜢ᐇ䛧䠈⏫ෆ䛾ᑠ୰Ꮫᰯ䜈ᥦ౪
䞉䛂⇕䛟⇞䛘䜝䟿䟿䠟䝇䞊䝥䛃䜢⚄▼㧗ཎ⏫∧䛻䜰䝺䞁䝆䛧䠈ᆅሙ⏘≀䛿䝧䞊䝁䞁䠈
⋢ⵄ䠈䛨䜓䛜䛔䜒䠈䜻䝱䝧䝒䠈ᖸ䛧᳝Ⲗ䠈䝖䝬䝖䠈䝖䝬䝖䝏䝱䝑䝥䜢⏝
䞉ኟᏘఇᴗ୰䛻䠈ᰤ㣴ᩍㅍ䠈ᰤ㣴ኈ䠈ㄪ⌮ᖌ䠄Ꮫᰯ⤥㣗䠅䠈ಖㆤ⪅䛷ᖺᗘ䛾䛂䜂
䜝䛧䜎⤥㣗䛃䛾䠑䛴䛾䝺䝅䝢䛾ㄪ⌮ᐇ⩦䜢ᐇ

㻝㻜᭶㻝㻢᪥䠄᭶䠅
䡚
㻝㻜᭶㻞㻜᪥䠄㔠䠅

䜟䛻䛾䜏䛭䜹䝒䠄┴㒓ᅵ䛾㣗ᮦ
䜟䛻䜢⏝䠅
䛤䜎䛘䠄ᑠᯇ⳯䛺䛹୕ḟ⏘䛾㔝
⳯䜢⏝䠅

䞉䛂ぶᏊ䜽䝑䜻䞁䜾ᩍᐊ䛃䜢㛤ദ䛧䠈䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛾ᐇ⩦䠬䠮άື䠄ᰤ㣴ᩍㅍ䠈Ꮫᰯᰤ
㣴⫋ဨᣦᑟ䠅
䞉䠦䠝ዪᛶ㒊䛸ኟ㔝⳯ㅮ⩦䛻䛚䛔䛶䜂䜝䛧䜎⤥㣗䜢ᐇ⩦䛧⌮ゎ䜢῝䜑䛯䚹
䞉୕ḟᕷ䛂㣗⫱䛰䜘䜚䛃䜂䜝䛧䜎⤥㣗䠄㣗⫱䜴䜲䞊䜽≉ูྕ䠅䛾సᡂ
䞉ᕷ㣗⫱䜲䝧䞁䝖䜔ᗣ⚍䜚䛻䛚䛔䛶䝏䝷䝅䜢㓄ᕸ
䞉ᕷಖ⫱ᡤ䛸䜒㐃ᦠ䛧䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛾ᐇ

㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

☾䛾㤶䜚䛾䝽䝙䝣䝷䜲
ᗉཎ䛯䛳䜇䜚䛘

䞉ᕷෆ⤫୍䝯䝙䝳䞊䛾ᐇ
䚷ᕷෆᰤ㣴ኈ㐃⤡༠㆟䠄ᰤ㣴ᩍㅍ䞉Ꮫᰯᰤ㣴⫋ဨ䠅䛷⤫୍䝯䝙䝳䞊䛾Ỵᐃ
䚷ྠ༠㆟䛷⤫୍䝯䝙䝳䞊ཬ䜃䛂䜂䜝䛧䜎䛚䜔䛴䛃䛾ㄪ⌮ᐇ⩦䞉ヨ㣗
䞉⤥㣗䛰䜘䜚䜔㣗⫱䛰䜘䜚➼䛷䝯䝙䝳䞊䛾⤂
䞉⤥㣗ヨ㣗䛷䛂䜂䜝䛧䜎⤥㣗䛃䜢ヨ㣗

⇃㔝⏫

ᆏ⏫

㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅

㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠄ᮌ䠅

ᗓ୰ᕷ

㻝㻜᭶㻝㻤᪥䠄Ỉ䠅

ୡ⨶⏫

䚷㻝㻜᭶㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅

୕ḟᕷ

ᗉཎᕷ
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ᖹᡂᖺᗘࠉ㐃ᦠᴗ➼ࡼࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚

䠄ู⣬䠎䠅㻌

㸯ࠉ㐃ᦠᴗ࣭ᅋయ୍ぴ
࣮ࢡࢡࣛࣈ㏄㈱㤋 ࣤࣁࢱᰴᘧ♫ ᰴᘧ♫ࣥࢹࣝࢭ࣭ࣥࣃࣥ⏕άᩥ◊✲ᡤ ࢜ࣥࣜࢸ࣮ࣝᰴᘧ
♫ ᰴᘧ♫ࢬ࣑ ᰴᘧ♫࢚ࣈࣜ ሯ〇⸆ᰴᘧ♫ ࢜ࢱࣇࢡࢯ࣮ࢫᰴᘧ♫ ࢝ࢦ࣓ᰴᘧ♫୰
ᅄᅜᨭᗑ ᰴᘧ♫ຍⱱᕝ 㘊Ỉ㤋 ࢡࢵࢡࣃࢵࢻ ࡄࡿ࡞ࡧ ࿋ᕷ᭷⥺ࢸࣞࣅࢪࣙࣥᨺ㏦タ㇏ᒁ すᲄၟ
ᰴᘧ♫ ᒣ㝧ஙᴗᰴᘧ♫ ᰴᘧ♫୕ࢫࢺ࣮ 㹈㸿㎰ࡦࢁࡋࡲ 㹈㸿ᗈᓥ୰ኸ ṇᘚ࿃ ᰴ
ᘧ♫ࢫࣃ࣮ࢡ ᰴᘧ♫ࢭࣈ̺ࣥࣞࣈࣥࢪࣕࣃࣥ ᰴᘧ♫ࡑࡈ࠺࣭すṊ ࢳࢳࣖࢫᰴᘧ♫ す᪥ᮏ
㧗㏿㐨㊰ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫ ᰴᘧ♫ࢽࢳ࢚࣮ ᪥ᮏ༠ྠஙᴗᰴᘧ♫ ᪥ᮏ㓗㎰༠ྠᰴ
ᘧ♫ ᪥ᮏᩱ⌮㨶ụ ᪥ᮏᩱ⌮႐ከୣ ᰴᘧ♫ࣁ࣮ࣟࢬ ᗈᓥ㹄㹋 ᗈᓥࢢࣜࢥஙᴗᰴᘧ♫ බ┈㈈
ᅋἲேᗈᓥ┴Ꮫᰯ⤥㣗 ᗈᓥ┴∵ஙᬑཬ༠ ᗈᓥ┴⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ ᗈᓥዪᏛ㝔Ꮫ ᰴᘧ♫ᗈ㟁
ࢫࢺ ᰴᘧ♫ࣇ࣑࣮࣐࣮ࣜࢺ ᰴᘧ♫⚟ᒇ ⚟ᒣࢽ࣮ࣗ࢟ࣕࢵࢫࣝ࣍ࢸࣝ ᰴᘧ♫ࣇࢪ ᰴᘧ♫
⸨୕ ᰴᘧ♫ࣇࢪ࣐࣮ࢺ ᰴᘧ♫ࣇࣞࢫࢱ ࣏ࢵ࢝ࢧࢵ࣏ࣟࣇ࣮ࢻ㸤ࣅࣂࣞࢵࢪᰴᘧ♫ ࣍ࢸࣝࢢࣛࣥ
ࣦᗈᓥ ࣐ࢵࢡࢫࣂࣜࣗす᪥ᮏᰴᘧ♫ ᰴᘧ♫ ୕ḟࣇ࣮ࢻࢭࣥࢱ࣮ᰴᘧ♫ ᰴᘧ♫ࡴࡉࡋ
ࣜࣅࣥࢢᗈᓥ ᰴᘧ♫ࣞ࢜ࣃࣞࢫ㸰㸯 ᰴᘧ♫࣮ࣟࢯࣥ
㸦༑㡢㡰ࠉᅋయ㸧

㸰ࠉࠕࡦࢁࡋࡲ⤥㣗ࠖࡢၟရཬࡧᗈሗ
ᴗ➼ྡ

ၟရྡ➼

ᗑ⯒➼

ᮇ㛫

ᰴᘧ♫ຍⱱᕝ

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ
ᗈᓥྡ≀ࡓࡗࡾሷࣞࣔࣥ↝ࡁࡑࡤ
ࡦࢁࡋࡲឡ࠶ࢇࡅ

┴㆙ᮏ㒊㣗ᇽ㸦ᮾ㤋㝵㸧
┴ᗇ㣗ᇽ㸦ᮏ㤋ᆅୗ㸧
┴ᗇ㣗ᇽ㸦ᮾ㤋㸶㝵㸧

᭶᪥㹼᭶᪥

ᰴᘧ♫ࠉࢭࣈࣥ
ࣞࣈ࣭ࣥࢪࣕࣃࣥ

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ㸦㎞࠸ࢺ࣐
ࢺࢫ࣮ࣉ㸧
㩬᫂ኴᏊࡢࡈࡣࢇ㸦ࡦࢁࡋࡲ࠸࠸
Ꮚ࠸ࡾࡇධࡾ㸧
㕲ᯈୖࡆ㸟ሷࣞࣔࣥ↝ࡁࡑࡤ
ࡦࢁࡋࡲឡ࠶ࢇࡅ㸦㭜၈ᥭࡆ㸧
ࣞࣔࣥࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜࡢ࣐ࢻ࣮ࣞࢾ

┴ෆࡢࢭࣈࣥࣞࣈࣥᗑ

᭶᪥㹼㸦⣙㸯᭶㛫㸧

ᰴᘧ♫ࡑࡈ࠺࣭すṊ

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ
ࡦࢁࡋࡲ࠸࠸Ꮚ࠸ࡾࡇ
ᗈᓥྡ≀ࡓࡗࡾሷࣞࣔࣥ↝ࡁࡑࡤ
㸦↓ᩱヨ㣗ࡢ㛤ദ㸧

ࡑࡈ࠺ᗈᓥᗑᮏ㤋ᆅୗ㸯㝵
࢟ࢵࢳࣥࢫࢱࢪ࢜

᭶᪥㸪᪥㸪
᪥㸪᪥

す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ
ᰴᘧ♫

ᐑᓥ㹑㸿ࠉ㸦ୖୗ⥺㸧ࣞࢫࢺࣛࣥ
⚟ᒣ㹑㸿ࠉ㸦ୖୗ⥺㸧ࣞࢫࢺࣛࣥ
Ᏻబ㹑㸿ࠉ㸦ୖୗ⥺㸧ࣞࢫࢺࣛࣥ
⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ
ᑠ㇂㹑㸿ࠉ㸦ୗࡾ⥺㸧ࣞࢫࢺࣛࣥ
ࡦࢁࡋࡲ࠸࠸Ꮚ࠸ࡾࡇ
ሯཎ㹑㸿㸦ୖୗ⥺㸧ࣞࢫࢺࣛࣥ
ᗈᓥྡ≀ࡓࡗࡾሷࣞࣔࣥ↝ࡁࡑࡤ
ᐮ᭥ᒣ㹎㸿㸦ୖࡾ⥺㸧ࢫࢼࢵࢡ
ࡦࢁࡋࡲឡ࠶ࢇࡅ
ͤࠕࡦࢁࡋࡲ⤥㣗࣓ࠖࢽ࣮ࣗࢆ࣓
ࣥᤣ࠼ࡓ⊂⮬ࡢᕤኵࡀ㸪ྛ࢚ࣜ
࠾࠸࡚ᒎ㛤

᭶᪥㹼᭶᪥

ᰴᘧ♫⚟ᒇ

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ

ࠕὒ㣗ᕤᡣࣥ࢝ࣇ࢙ࠖᗈᓥ㥐
๓ᗑ
ࠕ+,526+,0$5(67$85$17
81'(57+(6.<ࠖඵᇼᮏᗑ

᭶᪥㹼᭶᪥

ᰴᘧ♫ࠉࣇࢪ
ࣇࢪࢢࣛࣥᗈᓥ

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ
ᗈᓥྡ≀ࡓࡗࡾሷࣞࣔࣥ↝ࡁࡑࡤ
㸦↓ᩱヨ㣗ࡢ㛤ദ㸧

ࣇࢪࢢࣛࣥᗈᓥࠕࡦࢁࡋࡲࢲ
ࢽࣥࢢࠖࢥ࣮ࢼ࣮

᭶᪥㹼᭶᪥

ᰴᘧ♫⸨୕

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ㸦ࢺ࣐ࢺࢥ
ࣥࢯ࣓㸧
ᗈᓥྡ≀ࡓࡗࡾሷࣞࣔࣥ↝ࡁࡑࡤ

┴ෆࡢ⸨୕ᗑ

᭶᪥㹼᭶᪥

ᰴᘧ♫ࣇࣞࢫࢱ

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ
㸦↓ᩱヨ㣗ࡢ㛤ദ㸧

ࣇࣞࢫࢱᶓᕝᗑ
ͤࡑࡢ㸪࢟ࢵࢳࣥࢫࢱࢪ࢜ࡀ
࠶ࡿྛᗑ⯒

᭶᪥

࣐ࢵࢡࢫࣂࣜࣗす᪥ᮏᰴᘧ♫

⇕ࡃ⇞࠼ࢁ㸟㸟㹁ࢫ࣮ࣉ
㸦ࢳࣛࢩᥖ㍕㸧

ྛᗑ⯒ࡢࢳࣛࢩᥖ㍕ᗑ㢌࡛ࡢ
࣏ࢫࢱ࣮࣭ࢳࣛࢩᥖ♧

᭶᪥㹼᪥
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㸱ࠉฟ๓ㅮᗙ
ᴗ➼ྡ

ᐇᰯ

ฟ๓ㅮᗙࡢࢸ࣮࣐
ࠕసࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠉ㣗࡚ࡳࡼ࠺ࠉ࠾࠸
ࡋ࠸ࣃࣥࠖࣃࣥ⏕ᆅࡘࡃࡾᐇ⩦

ᰴᘧ♫ࣥࢹࣝࢭ࣭ࣥ
ࣃࣥ⏕άᩥ◊✲ᡤ

ࠕࣃࣥࡢ㣗ࡃࡽࢳࣕࣞࣥࢪࡋࡼ
࠺ࠖୡ⏺ࡢࣃࣥࡢ㣗ẚయ㦂

ᒣ㝧ஙᴗᰴᘧ♫
ᗈ
ᓥ
┴
∵
ங
ᬑ
ཬ
༠

Ꮫ
ங
㒊


ᐇ᪥

⇃㔝⏫❧⇃㔝➨ᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᘘ᪥ᕷᕷ❧㜿ရྎᮾᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᗈᓥᕷ❧᪥ᾆᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᮾᗈᓥᕷ❧㐀㈡ᑠᏛᰯ

᭶᪥

⚟ᒣᕷ❧ᡭᇛᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᑿ㐨ᕷ❧す⸨ᑠᏛᰯ

᭶᪥

୕ཎᕷ❧ᑠᏛᰯ

᭶᪥

➉ᕷ❧⋪ἼᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᗈᓥᕷ❧℩㔝ᕝ୰Ꮫᰯ

᭶᪥

୕ḟᕷ❧༑᪥ᕷᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᗉཎᕷ❧ᓠ⏣ᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᗈᓥᕷ❧ᇛ༡୰Ꮫᰯ

᭶᪥

ᗈᓥᕷ❧㟷ᓮᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᮾᗈᓥᕷ❧ᖹᒾᑠᏛᰯ

᭶᪥

୕ḟᕷ❧ᕝᆅᑠᏛᰯ

᭶᪥

୕ཎᕷ❧ᮏ㒓すᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᘘ᪥ᕷᕷ❧బ᪉ᑠᏛᰯ

᭶᪥

୕ཎᕷ❧➨ᅄ୰Ꮫᰯ

᭶᪥

࿋ᕷ❧ୗⵦส୰Ꮫᰯ

᭶᪥

➉ཎᕷ❧ྜྷྡᑠᏛᰯ

᭶᪥

Ụ⏣ᓥᕷ❧㮵ᕝᑠᏛᰯ

᭶᪥

Ᏻⱁኴ⏣⏫❧⟄㈡ᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᗈᓥ⏫❧㇏ᖹ୰Ꮫᰯ

᭶᪥

࿋ᕷ❧ⵦสᑠᏛᰯ

᭶᪥

Ᏻⱁ㧗⏣ᕷ❧ඵ༓௦୰Ꮫᰯ

᭶᪥

ࢳࢳࣖࢫᰴᘧ♫
∵ஙࡢ⛎ᐦࢆ▱ࢁ࠺㸦∾ሙࡽᏛᰯࡲ
࡛㸧
᪥ᮏ㓗㎰༠ྠᰴᘧ♫
᪥ᮏ㓗㎰༠ྠᰴᘧ♫
ᗈᓥ㺖㺼㺶㺘ஙᴗᰴᘧ♫
ᗈᓥ༠ྠஙᴗᰴᘧ♫

ሯ〇⸆ᰴᘧ♫
ᗈᓥᨭᗑ

ᗣ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ㣗⫱ࢭ࣑ࢼ࣮

⚟ᒣࢽ࣮ࣗ࢟ࣕࢵࢫ ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩱ⌮ࡢㅮ⩦㸦すὒᩱ
⌮㸧
ࣝ࣍ࢸࣝ
すὒᩱ⌮㣗ࢆ୰ᚰࡋࡓᩱ⌮ㅮ⩦
㸦㣗㸧
࣍ࢸࣝ
ࢢࣦࣛࣥᗈᓥ

ࣈ
ࣛ
ࣥ
ࢻ
᥎
㐍
ㄢ

ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩱ⌮ࡢㅮ⩦㸦すὒᩱ
⌮㸪㣗㸧

ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩱ⌮ࡢㅮ⩦㸦㣗㸧

ᗉཎᕷ❧ᑠያྍᑠᏛᰯ

᭶᪥

ୡ⨶⏫❧ୡ⨶୰Ꮫᰯ

᭶᪥

⚄▼㧗ཎ⏫❧㇏ᯇᑠᏛᰯ

᭶᪥

ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩱ⌮ࡢㅮ⩦㸦㣗㸧

⚄▼㧗ཎ⏫❧᮶ぢᑠᏛᰯ

᭶᪥

᪥ᮏᩱ⌮ᗑࠕ႐ከ
ୣࠖ

ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩱ⌮ࡢㅮ⩦㸦㣗㸧

ᓮୖᓥ⏫❧ᮾ㔝ᑠᏛᰯ

᭶᪥

࣮ࢡࢡࣛࣈ㏄㈱㤋

すὒᩱ⌮㣗ࢆ୰ᚰࡋࡓᩱ⌮ㅮ⩦
㸦すὒᩱ⌮㸧

⇃㔝⏫❧⇃㔝➨ᅄᑠᏛᰯ

᭶᪥

ࡄࡿ࡞ࡧ

ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩱ⌮ࡢㅮ⩦㸦㣗㸧

ᑿ㐨ᕷ❧℩ᡞ⏣ᑠᏛᰯ

᭶᪥

ṇᘚ࿃

ᆅᇦࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩱ⌮ࡢㅮ⩦㸦㣗㸧

ᗉཎᕷ❧⥲㡿ᑠᏛᰯ

᭶᪥

᪥ᮏᩱ⌮ࠕ㨶ụࠖ

㘊Ỉ㤋

すὒᩱ⌮㣗ࢆ୰ᚰࡋࡓᩱ⌮ㅮ⩦
㸦㣗㸧
すὒᩱ⌮㣗ࢆ୰ᚰࡋࡓᩱ⌮ㅮ⩦
㸦㣗㸧
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