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２０１６年運動目標
ＴＰＰ交渉の合意により国際経済秩序は大きな転換期を迎える。日本は、貿
易・投資の新たなルールをテコに構造改革と規制改革を断行し、生産性を基軸
とした経済成長を加速させなければならない。市場における新陳代謝をはかり、
生産性向上を所得向上に繋げ、イノベーションにより新たな需要を創造し、消
費を拡大する。年齢・性別・国籍を問わず意欲ある個人が、自律し活躍する社
会を築き、人口減少下の供給制約を乗り越える。１８歳選挙権の導入を契機と
し、若者の社会への参画意識を高める。
われわれは、運動の基本理念である経済好循環の実現にむけ、三原則の考え方
の深化を図り、生産性改革を前進させる。日本の国家ビジョンを構想し、次世
代に投資する社会の実現を目指す。
１．これからの国家戦略にむけた基盤づくり
われわれは、政官民の交流と次代を担う中核層の育成に取組み、日本の人的・
知的基盤を立て直し、これからの国家戦略にむけた合意形成をはかる。グロー
バルで通用する経営哲学と実行力を併せ持つトップリーダーを養成するととも
に、企業統治の質を高め、日本企業の国際競争力を強化する。
２．経済成長の鍵を握るサービス産業の生産性改革
われわれは、日本サービス大賞の取組みを通じ、優れたサービスをつくり届
ける仕組みを発掘・発信し、高い成長余力を持つサービス産業の底上げをはか
る。ＩｏＴやＡＩなどの技術革新を推進し、労働生産性を高め、日本経済の潜
在成長力を引き上げる。
３．社会に活力を与えるダイバーシティの推進
われわれは、高齢者や女性をはじめ、働く意思と能力のある人材が活躍する
活力ある社会の実現を目指す。その実現にむけ、多様性を受け容れ成長を促す
雇用システムを構築する。個の生き方を尊重するワークライフバランスを推進
し、働き方改革とキャリア開発支援に取り組む。
以
２０１６年１月１日
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⫋ሙ⎔ቃᨵၿάືࠖࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋᨵၿάືࢆᢸ࠼ࡿ࣋ࢺࢼ࣒ேࡢ㣴ᡂࢆ┠ⓗ
ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࣮ࣟ࢝ࣝᴗᑐ㇟ࡋࡓᨵၿィ⏬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⣙㸯ᖺ
㛫ࡀ⤒㐣ࡋࠊྜィ㸶♫ࡢ࣮ࣟ࢝ࣝᴗࡢᨵၿάືࢆᐇࡋࡓࠋࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ
 ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ᴗ ࡴ ࡅ ࢥ ࣥ ࢧ ࣝ ࢱ ࣥ ࢺ 㣴 ᡂ ㅮ ᗙ ࠕ )RRG 㸤  5HWDLO
%XVLQHVV&RQVXOWDQW7UDLQLQJ3URJUDPࠖࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࠊゼ᪥◊ಟ
ࡣ᪥ᮏᴗࡢどᐹࡶ⾜ࡗࡓࠋ



࠙-,&$ ⲡࡢ᰿ᢏ⾡༠ຊᴗࠚ⾲ᙲᘧ


㸦㸰㸧⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᴗ
ձ⥲ྜࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ㡿ᇦ
ᨻᗓ⣔ࠊ࣓࢞ࣂࣥࢡࠊᆅ᪉㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿࡶࠊ㔠⼥ᶵ㛵
௨እࡢࣇࣥࢻࡸ୰ᑠᴗ⏕ᨭ༠㆟➼ࡶ㐃ᦠࡋࠊ⼥㈨ඛ࣭ᢞ㈨ඛࡢ୰
ሀ୰ᑠᴗࡢ♫ⓗㄢ㢟ゎỴࡸᴗ౯್ྥୖᨭ࣭ᴗ⏕ᨭࢥࣥࢧࣝࢸ
ࣥࢢࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
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ղே㡿ᇦ
ே࣭㈤㔠ไᗘᨵᐃࡸ⬟ຊ㛤Ⓨไᗘᵓ⠏ࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊ┠ᶆタᐃカ⦎ࠊ
⪃ㄢ⪅カ⦎➼ࢆᐇࡋࡓࠋ᭱㏆࡛ࡣࠊྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࠊዪᛶά㌍᥎㐍ࠊ࣮࣡
ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸࡀㄢ㢟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ
ᑐࡍࡿࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡶྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

࠙ே࣭㈤㔠ไᗘࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠚᇶᮏᵓ




࠙⬟ຊ㛤Ⓨไᗘࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠚᇶᮏయ⣔
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ճ⏕⏘㠉᪂ࠊᴗົᨵၿ㡿ᇦ
㐣ཤࡽ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ〇㐀ᴗ⌧ሙࡢᨵၿάືᨭຍ࠼ࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗ〇㐀ᴗ
ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ㐺⏝ࡍࡿᴗົᨵၿάືࠊാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢᩥ⬦࡛ࡢ࣍࣡ࢺ࣮࢝ࣛࡢ
ᴗົᨵၿᨭάືࡶ⾜ࡗࡓࠋ


࠙ປാ⏕⏘ᛶྥୖࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠚ⌧≧ศᯒ࣭ᨵၿ⟇❧ࣇ࢙࣮ࢬ


࠙ປാ⏕⏘ᛶྥୖࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠚㄢ㢟ゎỴᨭࣇ࢙࣮ࢬ
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㸦㸱㸧⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㣴ᡂᴗ
ᑗ᮶ࡢ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡸ⤒Ⴀᖿ㒊ேᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࠕ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱ
ࣥࢺ㣴ᡂㅮᗙࠖ
㸦㸱ࣨ᭶ࢥ࣮ࢫࠊ୰ᑠᴗデ᩿ኈࢥ࣮ࢫ㸧ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓ㸱ࣨ
᭶ࢥ࣮ࢫࠊ୰ᑠᴗデ᩿ኈࢥ࣮ࢫࠊ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺሿࡢྛ༞ᴗ⏕ᑐࡋ࡚ࠊ
࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࢆᐃᮇⓗ㓄ಙࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡶࠊྠ༞ᴗ⏕ࡢྜࢆᐇࡋࠊ㐃ᦠᙉࢆᅗࡗࡓࠋ

 




㸦㸲㸧ᴗෆ◊ಟᴗ
⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㣴ᡂᴗࡸࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢ⤒㦂ࡽ᳨ド࣭✚ࡉࢀ
ࡓࠕཎ⌮࣭ཎ๎ࠖࢆ࣮࣋ࢫࠊᴗෆ◊ಟ㸦⤒Ⴀᖿ㒊㣴ᡂ◊ಟࠊ⟶⌮⪅◊ಟࠊ
ྛ✀࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢫ࢟ࣝ◊ಟ➼㸧ࢆᐇࡋࠊᴗࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ゎỴࢆᨭࡋࡓࠋ
බ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡸ◊ಟࢆ⤂ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮㸦ࠕዪᛶά㌍᥎
㐍ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࠖ
ࠕṧᴗ๐ῶࡢࡓࡵࡢ㛫᥋ᴗົࡢຠ⋡ࠖ
ࠕࠕྠ୍ປാྠ
୍㈤㔠ࠖᑐᛂࡍࡿே࣭ฎ㐝ไᗘᨵᐃࠖ➼㸧ࢆ୰ᚰᐇࡋࡓࠋ
㸰㸬ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶྥୖ
㸦㸯㸧ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶ༠㆟͆㹑㹎㹐㹇㹌㹅͇
௦⾲ᖿ  ⱱᮌ ୕㑻
         බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊㛗
 ࢟ࢵࢥ࣮࣐ࣥᰴᘧ♫ྲྀ⥾ᙺྡ㛗 ྲྀ⥾ᙺ㆟㛗
௦⾲ᖿ ᶫᮏ ோ  ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே≀㉁࣭ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ⌮㛗
ᮾிᏛᏛ㝔ᩍᤵ
        ᯇ ᛅ୕  ᰴᘧ♫ᯇ࢜ࣇࢫ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ᰴᘧ♫Ⰻရィ⏬ྡ㢳ၥ

ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶ༠㆟࡛ࡣࠊ⏘Ꮫᐁࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥ
ୖྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࠊᚋ㏙ࡢࡼ࠺࡞άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࡼࡾࠊ
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会員をはじめとする協議会に参画いただいた方々に、以下のような機会や支援
の提供を推進している。
○ 有効な知識・知恵の共有や相互に研鑽しあう、業種・業界を超えた人的なネ
ットワークづくり
○ ベストプラクティスから学び、実践に役立つ経営革新のツール・ノウハウの
習得
○ 独自のツールや経営コンサルティングを通じた、業界・企業における経営課
題の具体的な解決
（２）
「日本サービス大賞」の実施
「優れたサービスをつくりとどけるしくみ」を表彰する、日本で初めての表
彰制度「日本サービス大賞」を２０１５年度に創設し、２０１６年６月１３日
には、安倍総理のご出席のもと、受賞関係者、招待者、省庁関係者など約４００
名の方々にご参加いただき、第１回表彰式を開催した。当日は、全国各地の組
織より応募をいただいた８５３件の中から、内閣総理大臣賞を受賞したＪＲ九
州の『クルーズトレイン「ななつ星in九州」
』を含む３１件（地方創生大臣賞８
件、総務大臣賞、厚生労働大臣賞、農林水産大臣賞、経済産業大臣賞、国土交
通大臣賞、優秀賞１７件）が表彰された。
２０１７年度は、第２回の募集を行う。国内のあらゆるサービス提供事業者
を対象に、最優秀賞である「内閣総理大臣賞」をはじめとして、サービスに関
連する各省の大臣賞などの表彰をすることにより、サービス産業全体のイノベ
ーションを促す。

第１回日本サービス大賞表彰式

8

㸦㸱㸧ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶྥୖᨭάື 
ձ᪥ᮏ∧㢳ᐈ‶㊊ᗘᣦᩘ㸦㹈㹁㹑㹇㸧ᴗ
㹈㹁㹑㹇㸦-DSDQHVH&XVWRPHU6DWLVIDFWLRQ,QGH[㸧ࡣࠊ␗࡞ࡿᴗ⪅ࡸ␗
࡞ࡿࢧ࣮ࣅࢫศ㔝㛫ࡢࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡀẚ㍑ྍ⬟࡞㢳ᐈ‶㊊ᗘᣦᩘࡋ࡚㛤Ⓨࡋࠊ
㸰㸮㸮㸷ᖺᗘࡼࡾᮏ᱁ⓗ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣࠊ㸱㸰ᴗ✀࣭ᴗែࠊ㸲㸰㸯♫ࡢ‶㊊ᗘࢆ⟬ฟࡋࠊᴗ⏺ୖࡢ
ᴗྡࡶྵࡵ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡽ㢳ᐈ‶㊊ࡢᵓ㐀ศᯒᇶ࡙࠸ࡓࢹ࣮
ࢱࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢᴗ⮬♫ࡢ⤒Ⴀᨵၿ࡞ά⏝࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ㹈㹁
㹑㹇ࣟࢦ࣐࣮ࢡࠖ࡞ࡽࡧࠕ㸯࣐࣮ࢡࠖࢆࠊᴗࡢᬑཬᗈሗά⏝࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠸ࡿࠋ

    




ᴗ✀࣭ᴗែูࡢ㢳ᐈ‶㊊ᗘศᕸ㸦㸰㸮㸯㸴ᖺᗘ㸧
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ղ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࡢᬑཬ
ࢧ࣮ࣅࢫࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫඹ᭷ࡢάືࢆᅜྛᆅ
࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ㸲ᡤ㸦ᮐᖠࠊྎࠊ㧗ᯇࠊ
⚟ᒸ㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋ

635,1* ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ LQ ᮐᖠ



㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧


ճࣇ࢛࣮࣒ࣛάື
ᴗࡢඹ᭷ࢆ┠ⓗࡋࡓ᪉ྥᆺ࣭ὶᆺࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ㸯㸮ᅇ㛤ദࡋ
ࡓࠋ

࢜ࣇࢫࢢࣜࢥࡀ⫋ሙࢆኚ࠼ࡿ

$1$ Ᏻᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ぢᏛ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧

㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧





᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ཷ㈹ࢧ࣮ࣅࢫ
ࠗࣜࢡ࠘ᾏእᒎ㛤ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣅࢪࢿࢫࢆᨭ࠼ࡿ≀ὶ᭱๓⥺ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
≀ὶ༤≀㤋ぢᏛ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
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մ୰ᑠࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢேᮦ⫱ᡂᴗ
୰ᑠࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ࡢḟୡ௦⤒Ⴀேᮦࡸࠊᆅᇦࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗάᛶࢆᚿࡍ
ேᮦࠊඃⰋᴗࡸᑓ㛛ᐙࡢࡶ୍࡛ᐃᮇ㛫ಟ⾜ࡍࡿᴗࠕᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࠗᑠ
つᶍᴗ⪅➼ேᮦ࣭ᨭேᮦ⫱ᡂᴗ࠘
㸦୰ᑠࢧ࣮ࣅࢫᴗ୰᰾ேᮦࡢ⫱ᡂᨭ
ᴗ㸧ࠖࢆࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ⿵ຓᴗࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ

յ⏘Ꮫ㐃ᦠࡢࢧ࣮ࣅࢫ⤒Ⴀேᮦ⫱ᡂᴗ
Ꮫ➼⏘ᴗ⏺ࡀ㐃ᦠࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⤒Ⴀேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠊᐇドࡢᴗࠕᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࠗ⏘Ꮫ㐃ᦠࢧ࣮ࣅࢫ⤒Ⴀேᮦ⫱ᡂᴗ࠘ࠖ
ࢆࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ⿵ຓᴗࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ

ն⤌ࡳࡼࡿ⏕⏘ᛶྥୖࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨ
㸰㸮㸯㸲ᖺᗘ㛤Ⓨࡋࡓࠕᴗົ⤌ࡳࠖ㐠⏝ᨭࢶ࣮ࣝࢆ⤂ࡍࡿࢭ࣑ࢼ
࣮ࢆ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣࠊᴫせ⦅㸰ᅇࠊᐇ㊶⦅㸰ᅇࠊ㐠⏝⦅㸯ᅇᐇࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧ࣞࢪ࣮ࣕⓑ᭩
ᅜ㸱㸱㸵㸳ࢧࣥࣉࣝࢆᑐ㇟ࡍࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺㄪᰝࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࢹ
࣮ࢱࢆࡶᅜẸࡢవᬤάືࢆศᯒࡋࠊ
ࠗࣞࢪ࣮ࣕⓑ᭩㸰㸮㸯㸴࠘ࡋ࡚ࡾࡲ
ࡵห⾜ࡋࡓࠋ≉ู࣏࣮ࣞࢺࠕᑡᏊ௦ࡢ࢟ࢵࢬࣞࢪ࣮࡛ࣕࠖࡣࠊࡇࢀࡲ࡛
ㄪᰝᑐ㇟ࡋ࡚ࡇ࡞ࡗࡓ㸳㹼㸯㸲ṓࡢᏊ౪ࡓࡕࡢవᬤάື↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊᏊ
౪ࡢవᬤ⎔ቃࡢኚࡸవᬤཧຍࡢᐇែࠊぶࡢࡺࡾᗘࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡲࡵ
ࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࣞࢪ࣮ࣕⓑ᭩ࢆࢸ࢟ࢫࢺࡋࡓࠕࣞࢪ࣮ࣕⓑ᭩Ⓨ⾲ࠖࡸࠊࣞࢪࣕ
࣮ࡢࢿࢵࢺ᳨⣴ࢧ࣮ࣅࢫࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ◊✲ࠕవᬤ◊ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࢆ
㛤ദࡋࠊⓑ᭩ࡢᬑཬάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࣞࢪ࣮ࣕⓑ᭩Ⓨ⾲ࢆ㛤ദ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧

11

㸱㸬⤒Ⴀရ㉁
㸦㸯㸧᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ጤဨ
ጤဨ㛗 ⚟ᕝ ఙḟ ୍⯡㈈ᅋἲேᆅ⌫⏘ᴗᩥ◊✲ᡤ㢳ၥ

㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࡢ⏦ㄳࡣ㸯㸴⤌⧊㸦ᴗ㒊㛛㸸㸱⤌⧊ࠊ୰
ᑠᴗ㒊㛛㸸㸯㸰⤌⧊ࠊ㠀Ⴀ⤌⧊㒊㛛㸸㸯⤌⧊㸧ࠊࡑࡢ࠺ࡕ㸴⤌⧊ࡀ⾲ᙲࡉࢀ
ࡓࠋࠕ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࠖࡣ㸱⤌⧊㸦ᴗ㒊㛛㸯⤌⧊ࠊ୰ᑠᴗ㒊㛛㸰⤌⧊㸧
ࡀࠊ
ࠕ⤒Ⴀ㠉᪂ዡບ㈹ࠖࡣ㸱⤌⧊ࡀ⾲ᙲࡉࢀࡓࠋ㸰᭶㸰㸰᪥㸯㸶㸰ྡࡀཧຍ
ࡋ࡚⾲ᙲࢭࣞࣔࢽ࣮ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ㸰᭶㸰㸱㹼㸰㸲᪥㸲㸷㸮ྡࡀཧຍ
ࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠕ㢳ᐈ౯್⤒Ⴀࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ࠾࠸࡚ཷ㈹⤌⧊ࢆ୰ᚰ⤒Ⴀရ㉁
άື㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊཧຍ⪅㛫࡛┦Ꮫ⩦ࡋࡓࠋ
ᅜෆᆅᇦࡢ⾲ᙲไᗘࡣࠊ㛵すࠊ⛅⏣ࠊᒾᡭࠊᰣᮌࠊⲈᇛࠊ༓ⴥࠊᇸ⋢ࠊᮾிࠊ
㛗㔝ࠊ᪂₲ࠊ⚟ࠊ୕㔜ࠊி㒔ࠊᚨᓥࠊ㮵ඣᓥཬࡧὠⱝᯇᕷࡢィ㸯㸴ᆅᇦ࡛
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᆅᇦ㈹ࡢᑂᰝࡣࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ᑂᰝဨࡀࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦࡢᑂᰝဨ㣴ᡂ◊ಟᐇᨭࠊྛᆅᇦࡢ⾲ᙲไᗘ㐠Ⴀ⪅ࡼࡿ㐃⤡
ࢆᮾி࡛㛤ദࡋࠊሗඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ


㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࠕ㢳ᐈ౯್⤒Ⴀࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ


㸦㸰㸧⤒Ⴀရ㉁༠㆟
௦ ⾲ ᳃⏣ ᐩ㑻 ➨୍⏕ಖ㝤ᰴᘧ♫≉ู㢳ၥ
௦⾲ Ἠ㇂ ┤ᮌ  㺏㺙㺩㺖㺼㺷㺎㺪㺽㺬㺎㺷㺡㺼㺆㺻㺖㺼㺛ᰴᘧ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗ව CEO
௦⾲ ᶫᮏ Ꮥஅ  ᪥ᮏ࣭ࣅ࣮࣭࢚࣒ᰴᘧ♫㛗

⤒Ⴀရ㉁༠㆟ࡣࠊ⤒Ⴀရ㉁ࡢ⪃࠼᪉ࢆᬑཬ࣭᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢဨ⤌⧊࡛࠶
ࡾࠊᮏᖺᗘᮎⅬ࡛ဨ⤌⧊ࡣ㸰㸮㸳⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࠊᅜ㸰㸰ᆅᇦࡢ⤒Ⴀရ㉁༠㆟ࡀྠࡌᚿ࡛⤒Ⴀရ㉁ྥୖάືࢆ
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋဨ⤌⧊ࡣ⣙㸯㸯㸮㸮⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ
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ဨࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍㈏ࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ࢆ᥎㐍ࡍࡿ⤌⧊ࢆᑐ㇟ࠊ
ࠕဨ᭶◊
✲ࠖࢆ㸷ᅇᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⤒Ⴀရ㉁࣏࣮ࣞࢺ㸦ဨࡴࡅᗈሗㄅ㸧ࢆ㸯㸮ᅇ
Ⓨ⾜ࡋࡓࠋ
ᗈሗࠊᬑཬάືࡋ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢ⤌⧊ࡽ⤒Ⴀရ㉁ࡢࡈ⌮ゎάືཧຍ
ࢆ㡬ࡃࡓࡵࠊᖿ➼⤒Ⴀࢺࢵࣉࡼࡿ㢳ᐈ౯್⤒Ⴀㅮ₇ࠊ⤒Ⴀရ㉁ྥୖㄝ
᫂ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺయ㦂ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ⤒Ⴀရ㉁ࢭࢫ࣓ࣥࢺᇶ‽ゎయ᪂᭩ࢆ㛤ദ
ࡋࠊᘏ㸱㸯㸳ྡཧຍࢆ㡬࠸ࡓࠋ
ேᮦ⫱ᡂ◊ಟࡣࠊᇶ♏⦅ࠊయ㦂⦅ࠊᐇ㊶⦅ࡢ㸱ࢥ࣮ࢫࡽ࡞ࡿࠕࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࢥ࣮ࢫࠖࢆయ⣔ࡋ࡚ᥦ౪ࡋࡓࠋᖺᗘࡢࠕࢭࢫ࣓ࣥࢺࢥ࣮ࢫࠖࡢཧຍ⪅
ࡣࠊ㸱㸷㸲ྡࡔࡗࡓࠋ㸰㸮࿘ᖺグᛕᴗࡋ࡚ࠕ㢳ᐈ౯್⤒Ⴀ᥈✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࢆ㛤ദࡋࠊ⤒Ⴀᖿ㒊㸯㸲ྡཧຍࢆ㡬࠸ࡓࠋ
⤒Ⴀရ㉁༠㆟ࡀㄆᐃࡍࡿࠕࢭࣝࣇࢭࢵࢧ࣮ࠖࡣࠊ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࠊ㈨᱁᭦
᪂࣭ྲྀᚓไᗘࡢᨵゞࢆ⾜࠸ࠊ࢙࢘ࣈ࡛ࡢ᭦᪂ᡭ⥆ࡁ⮬ᕫᏛ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࠋ᪂ࡓ㸯㸳㸴ྡࡀㄌ⏕ࡍࡿࡶࠊ᭦᪂࣭ྲྀᚓᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗࡓ᪉
ࡀ㸯㸲㸮㸰ྡࠊᖺࡢㄆᐃ⪅㸶㸲㸳ྡࢆຍ࠼࡚㸰㸲㸮㸱ྡࡀ⌧ᅾࡢㄆᐃࢭࣝࣇ
ࢭࢵࢧ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྛᆅࡢ⤒Ⴀရ㉁༠㆟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸴᭶ࠕᆅᇦ⤒Ⴀ
ရ㉁㈹࣭༠㆟㐃⤡㆟ࠖࢆ㛤ദࡋࠊྛᆅᇦࡢάືሗࡢඹ᭷ࡇࢀࡽࡢά
ືࡢ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

㸲㸬⮬య䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䞁䝍䞊㻌
㸦㸯㸧⾜ᨻ⤒Ⴀရ㉁ྥୖᴗ㻌
බⓗࢭࢡࢱ࣮ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢࢡ࢜ࣜࢸࢆ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵࠊ⥲ྜィ⏬ࡢ⟇ᐃᨭࠊᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ࡢ⟇ᐃᨭࠊࢺ࣮ࢱࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ
⪃࠼᪉ࢆᑟධࡋࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺデ᩿ࠊ⤒Ⴀရ㉁ྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤌ࡳᵓ⠏ࠊ
ࢺࢵࣉࡢၨⓎࠊᨵ㠉᥎㐍⪅ࡢ⫱ᡂࠊලయⓗᨵၿάືࡢᨭ➼ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
㻌㻌
㸦㸰㸧㈈ᨻศᯒᴗ㻌
⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢຠᯝᛶࠊຠ⋡ᛶࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⮬యࡢ㈈ᨻศᯒ㸦ᴗィⓗ
Ỵ⟬ᡭἲࡢᑟධࠊ㈈ᨻࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠊ㈈ᨻศᯒ◊ಟࠊᅛᐃ㈨⏘ྎᖒࡢᩚഛ
ᨭ࡞㸧ࠊ⾜ᨻホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊᴗู࣭タูࡢࢥࢫࢺศᯒ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㻌
㸦㸱㸧ᆅ᪉㆟ホ౯ᴗ
ᆅ᪉ศᶒࡢ㐍ᒎక࠸ඖ௦⾲ไࡢ୍⩼ࢆᢸ࠺㆟ࡢᙺࡣࠊࡲࡍࡲࡍ㔜せ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㆟ࡢࢡ࢜ࣜࢸࢆ㧗ࡵࡿ࠸࠺ࠊᮏ㉁ⓗ࡞ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ
㆟ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡞ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࠊၨⓎࡍࡿሙࢆタࡅࡓࠋ
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㸳㸬ᆅ᪉⏕ேᮦࡢ⫱ᡂ   
ᆅᇦࡢάຊྥୖࡸᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶࡀ㔜せㄢ㢟࡞ࡿ࡞ࠊ⮬❧ࡋࡓ⏕
ᴗࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿᑓ㛛ேᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ᅜ㐃ᦠࡢࡶࠊH ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓࠕᆅ᪉⏕࢝ࣞࢵࢪࠖ
ࢆ㸯㸰᭶❧ࡕୖࡆࡓࠋᮏ࢝ࣞࢵࢪ࡛ࡣࠊᡓ␎ⓗ࡞ᴗ᥎㐍᭷ຠ࡞ศᯒ࣭ᵓ
ຊࡸ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭㈈ົ⟶⌮࡞ࢆᏛࡪㅮᗙࠊࡉࡽࡣほ
ග⯆ࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡞⏕ศ㔝≉ࡋࡓㅮᗙ࡞ࠊᆅ᪉⏕ᴗࡢ῝
ᆅᇦࢆᵓᡂࡍࡿᴗ࣭⮬యࡢ⤒Ⴀᙉ㈨ࡍࡿከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㸯㸮㸰ㅮ
ᗙࢆ㛤Ⓨࡋࠊᥦ౪ࢆጞࡵࡓࠋࡲࡓࠊẸ㛫ᴗࡢయⓗ࡞ཧ⏬ࢆồࡵࡓᐁẸ㐃ᦠ
᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᑐ㠃ᆺㅮᗙࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ᆅ᪉⏕ேᮦ⫱ᡂࡢព㆑ၨⓎᆅ᪉⏕࢝ࣞࢵࢪࡢᬑཬࡢࡓࡵࠊࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊᑓ⏝ࢧࢺࢆ㏻ࡌ࡚࢜ࣆࢽ࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮ࡢ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪࡸඛ㐍➼ࢆⓎಙࡋࡓࠋ
㸴㸬ᾏእᢏ⾡༠ຊ
㸦㸯㸧ࢪᆅᇦࡢ▱ⓗ࣭ேⓗὶ
ࢪ⏕⏘ᛶᶵᵓ㸦㸿㹎㹍㸧ᴗࢆ୰ᚰࢪᆅᇦࡢ▱ⓗ࣭ேⓗὶࡢಁ
㐍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ձ㸿㹎㹍ᴗάືࡢཧຍ
➨㸳㸶ᅇ㸿㹎㹍⌮㸦ࣥࢻࢿࢩ࣭ࢪࣕ࢝ࣝࢱ㸧ཬࡧ➨㸳㸵ᅇ⏕⏘ᛶᮏ
㒊௦⾲⪅㆟㸦࣐࣮ࣞࢩ࣭ࣉࢺࣛࢪࣕࣖ㸧ࠊ௦⾲⪅ཬࡧ㝶ဨࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ
ࡉࡽຍ┕ྛᅜ࡛ᐇࡉࢀࡓᅜ㝿㆟ࠊどᐹᅋ➼㸲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺィ㸵ྡࡢཧ
ຍ⪅࣭ㅮᖌࢆ᪥ᮏࡽὴ㐵ࡋࠊྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚᪥ᮏࡢ▱ぢࢆⓎಙࡍࡿ
ඹࠊ᪥ᮏேཧຍ⪅࣭ㅮᖌࡽࡀᾏእ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥୖࡢᐇࢆᏛࡪᶵࢆ
ᥦ౪ࡋࡓࠋ

ղ㸿㹎㹍ຍ┕ᅜどᐹᅋཷࡅධࢀ
᪥ᮏࡢᴗ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶ࠾ࡼࡧရ㉁ྥୖྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇࢆ
┠ⓗࠕ࣋ࢺࢼ࣒⏕⏘ᛶ࣭ရ㉁ྥୖゼ᪥どᐹᅋࠖࡀ㸯㸮᭶ᐇࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏ
ࡢᴗ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶ࣭ရ㉁ྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸᡓ␎ࢆぢᏛࡋࠊ⮬ᅜ࡛ࡢࢥࣥ
ࢧࣝࢸࣥࢢάືࡢά⏝ྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㸯㸯᭶ࡣࠊ
᪥ᮏࡢ⏕⏘ᛶ ᐃࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠕࣥࢻࢿࢩ⏕⏘ᛶ ᐃどᐹᅋࠖࡀᐇࡉࢀ
ࡓࠋ㠀〇㐀ᴗࡢᴗ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶ ᐃࡢヨࡳࡸࠊᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊ
≉ᐃ⏘ᴗ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥୖࡢ⟇ࡘ࠸࡚ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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ճ㹈㸿㹇㹄࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⏘ᛶྥୖᨭ
᪥ᮏᨻᗓࡀ㸿㹑㹃㸿㹌ࡢ⤫ྜࢆᨭࡍࡿࡓࡵᣐฟࡋࡓ᪥ᮏ㸿㹑㹃㸿㹌⤫ྜ
ᇶ㔠㸦㹈㸿㹇㹄㸧ࡢ㈨㔠ࢆά⏝ࡋࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘ᴗ⏺ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ᥎㐍ࡍࡿ
⏕⏘ᛶᮏ㒊タ❧ᨭᴗࡢ㸯ᖺ┠ࡢάືࢆᐇࡋࡓࠋ
᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࢆ㸰ྡ࣑࣐࣮ࣕࣥὴ㐵ࡋࠊᚋ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡢᣦ
ᑟࢆᢸ࠺ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢ㣴ᡂࠊࣔࢹࣝᴗࡢ⏕⏘ᛶ࣭ရ㉁ྥୖࡢࢥࣥࢧࣝ
ࢸࣥࢢࠊᴗࡴࡅ㸳㹑࣭࢝ࢮࣥᡭἲࢆఏ࠼ࡿ⏕⏘ᛶྥୖࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദ
ࡋࡓࠋ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣࠊ㸷ྡࡢࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢ㣴ᡂࠊᅜႠᴗࢆྵࡴࣔࢹࣝ
ᴗ㸳♫㸦〇㐀ᴗ㸧ࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍ⪅ྜィ㸰㸮㸮ྡ௨ୖ
㸳㹑㸭࢝ࢮࣥᡭἲࡢᣦᑟࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⏘ᛶᮏ㒊㸦㹋㹎㹁㸧ࡢタ❧ᑗ᮶ⓗ࡞⮬❧㐠Ⴀࢆ┠ᣦࡋࠊ
㹋㹎㹁ࡢẕయ࡞ࡿ࣑࣐࣮ࣕࣥၟᕤ㆟ᡤ㐃ྜᑐࡋࠊ⤌⧊࡙ࡃࡾࡢᨭࡶ
⾜ࡗࡓࠋ

մ࣑࣐࣮ࣕࣥ⦭〇ᴗ⪅༠࣭࣑࣐࣮ࣕࣥࡶࡢ࡙ࡃࡾ᥎㐍ࢢ࣮ࣝࣉᨭ
⤒῭⏘ᴗ┬ጤクᴗࠕᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘᢏ⾡༠ຊά⏝ᆺ࣭᪂⯆ᅜᕷሙ㛤ᣅᴗ㸦ไ
ᗘ࣭ᴗ⎔ቃᩚഛ㸧ࠖࡢ࣑࣐࣮ࣕࣥ࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ⦭
〇ᴗ⪅༠㸦㹋㹅㹋㸿㸧᪥ᮏࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᡭἲࢆ࣑࣐࣮ࣕࣥᗈࡵࡿࡇࢆ
┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿ࣑࣐࣮ࣕࣥࡶࡢ࡙ࡃࡾ᥎㐍ࢢ࣮ࣝࣉ㸦㹋㹋㹎㹅㸧ࡢᨭࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
㹋㹅㹋㸿ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㹋㹅㹋㸿ࡢဨᴗᑐࡋࠊ⌧ሙ࣮ࣜࢲ࣮ࡸࢫ࣮ࣃ࣮
ࣂࢨ࣮ࢆᑐ㇟ࡋࡓရ㉁⟶⌮㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮࠾ࡼࡧࣔࢹࣝᴗ㸳♫࡛ᣦᑟ
ࢆ⾜࠺ရ㉁⟶⌮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ⤒Ⴀ┦ㄯࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࠊ
⤒Ⴀ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⤒Ⴀᡓ␎ࡸ⤒Ⴀ᪉㔪⟇ᐃ㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮࠾ࡼࡧࣔࢹࣝ
ᴗ㸱♫࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ┦ㄯᣦᑟ࣭⾜ືィ⏬⟇ᐃࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡴ
ࡅࡢ࣑ࢩࣥㄪᩚᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦࣓࢝ࢽࢵࢡ◊ಟ㸧ࢆᐇࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢࣔࢹࣝᴗࠊཧຍᴗࡶ᪥ᮏᴗࡢࢧࣉ࣮ࣛࣖࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌ࡚࣑࣐࣮ࣕࣥ⦭〇ᴗࡢရ㉁࣭⤒Ⴀ⟶⌮࣭⏕⏘ᛶྥ
ୖᐤࡋࡓࠋ
㹋㹋㹎㹅ࡣࠊ⌧ᆅᴗ⤒Ⴀ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚㸳㹑࣭࢝ࢮࣥ㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ
࣮ࢆᐇࡍࡿඹࠊࣔࢹࣝᴗ㸱♫ࡢᕤሙ⌧ሙ࡛ᣦᑟࢆᐇࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢ▱ⓗ࣭ேⓗὶ
ձࣇࣜ࢝ྛᅜ⏕⏘ᛶᮏ㒊➼ࡢ⤌⧊⬟ຊᙉ
⤒῭⏘ᴗ┬ጤクᴗࠕᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘᢏ⾡༠ຊᆺ࣭᪂⯆ᅜᕷሙ㛤ᣅᴗ㸦ไᗘ࣭
ᴗ⎔ቃᩚഛ㸧ࠖࢆᐇࡋࡓࠋᮏᴗ࡛ࡣࠊࢧࣈࢧࣁࣛᆅᇦ࠾࠸࡚ᆅᇦࣞ࣋ࣝ
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࡛ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ㐠ືࢆ≌ᘬࡍࡿỗࣇࣜ࢝⏕⏘ᛶ༠㆟㸦㹎㸿㹎㸿㸧ຍ┕ᅜࢆ
ᑐ㇟ࠊ㸳㹑࣭࢝ࢮࣥ➼ࡢ᪥ᮏⓗ⟶⌮ᢏ⾡ಀࡿᢏ⾡⛣㌿ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡼ
ࡗ࡚ࠊ㹎㸿㹎㸿ཬࡧຍ┕⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡢ⬟ຊྥୖ࣭⤌⧊ᙉࢆᅗࡿࡶࠊᑗ
᮶ⓗྠᆅᇦ㐍ฟ᪥⣔ᴗࢆᨭ࠼ࡿࡁ⌧ᆅࢧࣉ࣮ࣛࣖ➼ࡢேᮦ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ༡ࣇࣜ࢝࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥⣔⮬ື㌴⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿ⌧ᆅࢧࣉ࣮ࣛࣖ➼㸰♫ࠊ
ࢣࢽ࠾࠸࡚ࡣࠊ༡ྠᵝࡢ⮬ື㌴⏘ᴗ⌧ᆅࢧࣉ࣮ࣛࣖ㸯♫ຍ࠼ࠊ᪥
ᮏே⤒Ⴀ⪅ࡀᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㣗ရຍᕤᴗ㸯♫ࢆࠊࢼࢪ࢙ࣜ࠾࠸࡚ࡣࣉ
ࣛࢫࢳࢵࢡ〇ရࡢ〇㐀ᴗ㸯♫ࢆࣔࢹࣝᴗࡋ࡚㑅ᐃࡋࠊᕤሙ⌧ሙ࠾ࡅࡿ㸳
㹑ࠊ࣒ࢲྲྀࡾ➼ࠊ᪥ᮏⓗ⟶⌮ᢏ⾡↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢάື࣭ᢏ⾡
⛣㌿ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸯᭶ࡽ㸯㸰᭶ࡅ࡚ࠊ㹎㸿㹎㸿ཬࡧຍ┕⏕⏘ᛶᶵ㛵
ࡢ⬟ຊྥୖ࣭⤌⧊ᙉࡢほⅬࡽࠊᡤᒓࡍࡿࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢࡉࡽ࡞ࡿ⬟ຊྥ
ୖࠊ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨᨭࢆ┠ⓗ᪥ᮏࡢཷධ◊ಟࢆᐇࡋࡓࠋྠ◊ಟ࡛ࡣࠊཧ
ຍ⪅ࡣࠊ⤒Ⴀ⟶⌮ࠊ㈈ົ⟶⌮ࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊ⏕⏘⟶⌮ࠊேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
➼ࡢᶵ⬟ูࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᢏ⾡ࡢྥୖࡶࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ཬࡧᴗᡂ㛗ࢆࢧ
࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿ⥲ྜⓗ࡞ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࢆᅗࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊᮏᴗᡂᯝࡣ㸰㸮㸯㸵ᖺ㸯᭶ྛᅜ࡛㛤ദࡉࢀࡓࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᗈࡃᬑཬ
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ≉ࢼࢪ࢙࡛ࣜࡣࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡀࢸࣞࣅࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡶྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀࠊᗈሗࡶ㈉⊩ࡋࡓࠋྛࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊྛᅜᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࠊᏛ࣭⫋ᴗカ
⦎ᰯࠊẸ㛫ᴗ➼ࡀཧຍࡋࠊᮏᴗᡂᯝࢆᗈሗࡍࡿ࠸࠺ᙜึࡢ┠ⓗࢆᯝࡓࡍ
⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࠊ㹎㸿㹎㸿ຍ┕⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡢࢺࢵࣉ࠾ࡼࡧྛᅜࡢᨻ⟇ᢸᙜᐁࢆᣍㄳࡋ
ࡓ➨୕ᅜ◊ಟࢆ࣮ࣔࣜࢩࣕࢫ࠾࠸࡚ᐇࡋࡓࠋ㸰㸮㸯㸷ᖺ㛤ദࡉࢀࡿ㹒㹇
㹁㸿㹂Ϯࡴࡅ࡚ࠊ㹎㸿㹎㸿ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡁࠊࡲࡓࠊࡑࢀ
ᛂࡌ࡚ྛᅜ⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡣࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡁࢆ㆟ㄽࡋࠊ≉
㸿㹓㐃ᦠ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸱ᖺ㛫ࡢලయⓗ࡞ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ

ղࣇࣜ࢝ྛᅜ࡛ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ࣭ရ㉁ྥୖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤
ᖺᗘࡽᘬࡁ⥆ࡁࠊᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢጤクࢆཷࡅࠊࣇࣜ࢝ࡢࢨࣥࣅࠊ࢚
ࢳ࢜ࣆࠊࢣࢽࠊࢳࣗࢽࢪᑐࡍࡿရ㉁࣭⏕⏘ᛶྥୖ㸦࢝ࢮࣥ㸧㛵ࢃ
ࡿᢏ⾡༠ຊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕࢨࣥࣅရ㉁࣭⏕⏘ᛶྥୖ㸦࢝ࢮࣥ㸧ᒎ㛤ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖࡣࠊ
࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺᶵ㛵࡛࠶ࡿࢨࣥࣅၟᴗ㈠᫆⏘ᴗ┬ചୗࡢࢨࣥࣅ࢝ࢮࣥ
ᶵᵓ࠾࠸࡚⌧ᆅࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺேᮦࡢ⫱ᡂࠊࣃࣟࢵࢺᴗࡢ࢝ࢮ࣭ࣥࢥ
ࣥࢧࣝࢸࣥࢢཬࡧ࢝ࢮࣥάືࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍࡿ࢝ࢮࣥ㛤ദᨭ➼ࡢ
ሗⓎಙάືࢆ⾜࠺ࡶࠊྠᅜ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥୖࡴࡅࡓ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛ
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ࣥࡢ⟇ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ࢚ࢳ࢜ࣆᅜရ㉁࣭⏕⏘ᛶྥୖࠊ➇தຊᙉࡢࡓࡵࡢ࢝ࢮࣥᐇಁ㐍⬟
ຊྥୖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖࡣࠊ㹒㹇㹁㸿㹂⏘ᴗேᮦ⫱ᡂࢭࣥࢱ࣮ࡢࡦࡘ⨨
࡙ࡅࡽࢀࡿ࢚ࢳ࢜ࣆ࢝ࢮࣥᶵᵓࢆ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺᶵ㛵ࠊྠᶵᵓᖿ㒊
ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟࢆ⾜࠺ࡶࠊᴗࡢ㈈ົࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࠊࢥࣥࢧࣝࢸ
ࣥࢢࡢᡂᯝࢆᩘ್ⓗホ౯ࡍࡿ⏕⏘ᛶ
ᣦᶆ㛵ࢃࡿᢏ⾡⛣㌿ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ࠕࢣࢽᅜ⏘ᴗேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࡛ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺᶵ㛵࡛࠶ࡿࢣࢽ
ࣅࢪࢿࢫ◊ಟᡤ࠾࠸࡚ࠕࣅࢪࢿࢫࢫ
࢟ࣝ㸭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢫ࢟ࣝࠖ
ࠕ⏕⏘࣭ရ㉁
⟶⌮ࠖࠕ⤒Ⴀᡓ␎ࠖࠕ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ࣭Ⴀ
ᴗࠖ
ࠕ㈈ົ⟶⌮ࠖ㛵ࢃࡿㅮ⩏ཬࡧᴗᣦ
ᑟࠊᮏ㑥◊ಟࢆ㏻ࡌࡓ࣐ࢫࢱ࣮ࢺ࣮ࣞࢼ
730 ◊ಟࢆᐇࡍࡿࢳࣗࢽࢪ⧄⥔ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮
࣮⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕࢳࣗࢽࢪᅜရ㉁㸭⏕⏘ᛶྥୖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࣇ࢙࣮ࢬ㸰㸧࡛ࠖࡣࠊ࢝࢘ࣥ
ࢱ࣮ࣃ࣮ࢺᶵ㛵࡛࠶ࡿࢳࣗࢽࢪ⏘ᴗ┬ചୗࡢᅜᐙရ㉁ᴗ⟶⌮ࣘࢽࢵࢺཬࡧ
ᶵᲔ࣭㟁Ꮚ⏘ᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࠊ⧄⥔ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࠊᏛᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ᑐ
ࡋࠊࢺࣚࢱ⏕⏘᪉ᘧࡸ㹒㹏㹋ࠊ㹒㹎㹋➼ࢆ୰ᚰࡍࡿ㧗ᗘ࡞࢝ࢮࣥ㛵ࢃࡿ
ᢏ⾡⛣㌿ࢆᗙᏛࡸᴗᣦᑟࢆ㏻ࡌ࡚⾜࠺ࡶࠊࢩ࣏࣮࣭࣐࣮ࣥ࢞ࣝࣞࢩ
࡛ࡢ➨୕ᅜ◊ಟࢆᐇࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺᶵ㛵ࡢ⤌⧊⬟ຊᙉࢆᨭࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽᢏ⾡༠ຊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺຍ࠼ࠊᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢᴗࡋ࡚ࡣࠊ⏕⏘ᛶ
ྥୖࢆࢸ࣮࣐ࡍࡿゼ᪥ཷධ◊ಟࢆࢪࠊࣇࣜ࢝ࠊ୰⡿ྛᆅᇦࡽࡢ◊ಟ
ဨࢆᑐ㇟ᐇࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊࣇࣜ࢝࠾ࡅࡿᚋࡢᴗ㛤Ⓨࡢࡓࡵࠊ༡ࣇࣜ࢝⌮࣭⫋ဨ
ࡽ࡞ࡿㄪᰝᅋࢆ㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸯᭶ࠊ㸰㸮㸯㸵ᖺ㸯᭶ࡢ㸰ᅇࢃࡓࡾὴ㐵ࠊ㹌㹃
㹎㸿㹂㸦New Partnership for Africa's Developmentࠊࣇࣜ࢝㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ᪂
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧ィ⏬࣭ㄪᩚᗇࡸ༡ࣇࣜ࢝⏕⏘ᛶᮏ㒊ࠊỗࣇࣜ࢝⏕⏘ᛶ
༠㆟➼ࡢ༠㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸱㸧ࡑࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥୖᴗࡢᶍ⣴
ࡇࡢᅜ㛫ᢏ⾡༠ຊᨭᴗࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸰
᭶ࠊࣉ࣮ࢳ࣭ࣥࣟࢩ㐃㑥⤫㡿ࡢゼ᪥ࢆᶵࠊ᪥㟢㤳⬻ㄯ࠶ࢃࡏ㛤ദࡉ
ࢀࡓࠕ᪥㟢ࣅࢪࢿࢫᑐヰࠖ
㸦ദ㸸⤒ᅋ㐃ཬࡧࣟࢩ㹌㹇㹑㈠᫆➼㸧ศ⛉
࠾࠸࡚ࠊᯇᕝᫀ⩏⌮㛗ࡼࡾࠊ
ࠕ࢝ࢮࣥࢆ㏻ࡌࡓ⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢேᮦ⫱ᡂࠖ
ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓᚋࠊࣟࢩഃཧຍ⪅ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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㸵㸬⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
㸦㸯㸧⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲
⏕⏘ᛶ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ࡼࡾప࠸ࡉࢀࡿ᪥ᮏࡢປാ⏕⏘ᛶỈ‽
ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ẚ㍑ࡀྍ⬟࡞᭱᪂ࡢ᪥⡿⏘ᴗูປാ⏕⏘ᛶࢹ࣮ࢱࢆసᡂ
ࡋࠊ
ࠕ᪥⡿⏘ᴗูປാ⏕⏘ᛶỈ‽ẚ㍑ࠖࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊຍ౯್ປാ⏕
⏘ᛶࡔࡅࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡘ࠸
࡚༑ศࡣ⪃៖࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥⡿୧ᅜᅾ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ᪥
ᮏேཬࡧ⡿ᅜேᑐࡋࠊ୧ᅜࡢࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢ㐪࠸ᥦ౪౯᱁㛵ࡍࡿࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊ
ࠕ㹇㹒ᢞ㈨ࡢ⏕⏘ᛶࡢᙳ㡪ࠖࡘ࠸࡚ࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢹ࣮ࢱ
ᴗࡢ㈈ົࢹ࣮ࢱࢆࡶศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶୖ᪼ࡸ㈤ୖࡆࡀ
≀౯ࡸಶேᾘ㈝ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ᥎ィࡶ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸰㸧⏕⏘ᛶ᱁ᕪせᅉ㛵ࡍࡿᾏእㄪᰝ
᪥ᮏࡢ⏕⏘ᛶࡀ⡿ᅜࡢ㸴⛬ᗘࡲࡿせᅉࡘ࠸࡚ࠊ⡿ᅜࡢࢩࣥࢡࢱࣥ
ࢡࡸᏛࠊᴗ࡞ᑐࡋ࡚ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡸࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ⏕⏘
ᛶ᱁ᕪࡢせᅉࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ㸦ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻᏛ㸧

㸦㸱㸧⏕⏘ᛶ⤫ィ࣭ศᯒ
᪥ᮏࡢປാ⏕⏘ᛶࡢືྥࢆᴫほࡋࡓᖺḟ࣏࣮ࣞࢺࡋ࡚㺀᪥ᮏࡢປാ⏕⏘ᛶ
ࡢືྥ㺁ࠊཬࡧ᪥ᮏཬࡧㅖእᅜࡢປാ⏕⏘ᛶࢆẚ㍑ࡋࡓࠕປാ⏕⏘ᛶࡢᅜ㝿ẚ㍑ࠖ
ࢆබ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗู࣭᭶ḟࡢປാ⏕⏘ᛶᣦᩘࠊྛ✀ࡢ⏕⏘ᛶࢆࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫࡋࡓࠕ⏕⏘ᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦㹈㸿㹋㹎㸧ࠖࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊせᴗ✀ࡢປാ⏕⏘ᛶࢆ᭶ḟ࣭ᅄ༙ᮇู࣭ᖺḟ࡛ ᐃࡋࠊࠕ⏕⏘ᛶ⤫ィࠖ
ࡋ࡚ẖ᭶බ⾲ࡋࡓࠋ
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㸶㸬ሗ᥎㐍ᅜẸ㆟
ጤဨ㛗 ඣ⋢ ᖾ ୍⯡㈈ᅋἲேᶵᲔࢩࢫࢸ࣒⯆༠㛗

ሗ᥎㐍ᅜẸ㆟ࡣࠊ㸱㸰ᖺ㛫ࢃࡓࡾࠊ㹇㹒㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞⤌ࡳࢆ♫
ᐇࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙ᵓ⠏ࡸ⎔ቃᩚഛ࡞ࠊᨻᗓࠊ⏘ᴗ⏺ࡸ⏕ά⪅ࡔࡅ࡛ࡣ
ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ㅖၥ㢟ᑐࡋ࡚୰㛗ᮇⓗど㔝ࡽᐁ࣭Ẹ࣭⏕ά⪅ࡀ୍య࡞ࡗ࡚
༠ຊࡋࠊᅜẸⓗྜពᙧᡂࢆᅗࡿࡓࡵࡢάືࢆᒎ㛤ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡣࠊ
ࠕࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸேᮦࡢ⫱ᡂࠊࡇࡑᮏẼ࡛ྲྀࡾ⤌
ࡵ㸟ࠖ㢟ࡋࡓᥦゝࢆࡾࡲࡵࠊ㸳᭶㸯㸰᪥ࠊ㥅ᾈᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࠊᯇୗ᪂ᖹ
⥲ົ⮧࠾ࡼࡧᏳ⸨ⱥసཌ⏕ປാᑂ㆟ᐁᡭࡍࡿࡶࠊ⤒῭ᅋయグ⪅
ࠊ⥲ົ┬グ⪅ࢡࣛࣈࠊཌ⏕ປാグ⪅ࠊཌ⏕᪥ẚ㇂ࢡࣛࣈ࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ
ࠕேᶵᲔࡢඹ⏕㹼㸿㹇࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢹ࣮ࢱᇶ┙ࡀಁࡍࣄ࣮࣐ࣗࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ㢟ࡋࡓᥦゝࢆࡾࡲࡵࠊ㸰᭶㸯㸲᪥ᖹ༟ஓ⮬⏤Ẹඪ
㹇㹒ᡓ␎≉ጤဨጤဨ㛗ࠊ㸱᭶㸰᪥୰ᕝಇ┤⤒῭⏘ᴗ⮧ᨻົᐁࡑࢀࡒ
ࢀᡭࡋࠊేࡏ࡚⤒῭ᅋయグ⪅ࠊ⤒῭⏘ᴗグ⪅ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬࣌ࣥࢡࣛࣈࠊ
⥲ົ┬グ⪅ࢡࣛࣈ࡛ࣉࣞࢫⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸯㸰᭶㜰࡛ࠕ㹇㹭㹒ࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ➼ࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ᪉
ྥᛶࢆ᥈ࡿ㹼ࣇࣈタࠊ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌࡓ᪂つᴗ㛤Ⓨᆅ
ᇦࡢάᛶ㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠊ㸱᭶ᮾி࡛ࠕேᕤ▱⬟ࠊ
ࣟ࣎ࢵࢺࠊ㹇㹭㹒ࡣ♫ࠊ⤒῭ࡸᴗఱࢆࡶࡓࡽࡍࡢ㸽㹼㸱㸮ᖺᚋࡢᮍ᮶
♫ࡢ⾜᪉ࢆ࠸ㄒࡿ㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
 ࡞ሗ♫ࡢᐇ⌧ࡴࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀྛ⏺࡛✚ᴟⓗᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿ᪥ࡢ≧ἣ㚷ࡳࠊᙜ㆟ࡣᅜẸⓗྜពᙧᡂࢆᅗࡿඛᑟᙺࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝ
ࡓࡋ⤊࠼ࡓุ᩿ࡋࡓࡇࡽࠊ㸰㸮㸯㸵ᖺ㸱᭶ᮎࢆࡶࡗ࡚άືࢆ⤊ࡋࡓࠋ

㸷㸬᪥ᮏࣥࢲࢫࢺ࣭࢚ࣜࣝࣥࢪࢽࣜࣥࢢ༠㸦␎⛠㸸᪥ᮏ㹇㹃༠㸧
  㛗 㐲⸨ ಙ༤ ᪥ᮏ㟁Ẽᰴᘧ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 
㸦㸯㸧ᖺḟ
 ձᖺḟ
ᅇࡣ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛࡢඹྠ㛤ദࡢ➨㸯ᅇ┠
ࡋ࡚㸯㸮᭶㸰㸲᪥㺂㸰㸵㹼㸰㸷᪥㺂㸱㸯᪥ரࡾࠊ
ࠕ᪥ᮏ㹇㹃༠ᖺḟࠖࢆཧຍ⪅㸳㸶㸱ྡࠊᙺ
ဨࡸᐇ⾜ጤဨࠊㅮ₇⪅࡞㸯㸱㸯ྡ࡛㛤ദࡋࡓࠋ
㸦≉ูㅮ₇➼㸰௳ࠊⓎ⾲㸯㸴௳ࠊ⌧ሙぢᏛ㸸
㸯㸯♫㸧
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ղᅜ
ࠕ᪥ᮏࡢࣔࣀ࡙ࡃࡾ⥲ྜຊ㸟᭦࡞ࡿ㧗ࡳ 㹼㊊ඖࢆᅛࡵࠊ᪂ࡓ࡞ྍ⬟ᛶ
ᣮࡴ㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࠊ㸵᭶㸯㸱᪥㹼㸯㸳᪥ரࡾࠊྡྂᒇᅜ㝿㆟ሙ࡚
㛤ദࡋࠊ᪥ᮏ㹇㹃༠ࡣࡌࡵྛᆅ༊༠ࡢဨᴗ➼ࡽ㸯㸪㸰㸴㸵ྡࡢ᪉ࠎ
ࡀཧຍࡋࡓࠋ ᢸᙜ༠㸸୰㒊㹇㹃༠ 

㸦㸰㸧༠ㄅࠕ㹇㹃ࣞࣅ࣮ࣗࠖⓎ⾜ 㹙ᖺ㛫㸳ᅇࠊ㸶㸮㸮㸮Ⓨ⾜㹛
ẖྕࠊᐅ࠶ࡗࡓ≉㞟ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ࡚ᐇົ┤᥋ᙺ❧ࡘሗㄅࡋ࡚
ဨࡢⓙᵝ㏦ࡋ࡚࠸ࡿࠋᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥ࣭グࡢ୰ࡽࠊඃ⚽࡞ᩥ⊩ࢆ
ࠕ᪥ᮏ㹇㹃ᩥ⊩㈹ࠖࡋ࡚ࠊᅜ㹇㹃ᖺḟ࡛⾲ᙲࡋࡓࠋ



㸦㸱㸧ᐇ㊶࣭◊✲ὶ
 ձࣇ࢛࣮࣒ࣛ㹙㸰ㅮᗙ  ཧຍ⪅㸵㸱ே㹛
 ࣒࣮࢛ࣛࣇࡾࡃ࡙ࣀࣔۑᩥ⊩㈹グᛕㅮ₇ 
㸵᭶㛤ദࡢᅜ㹇㹃ᖺḟ
࡚ࠊ᪥ᮏ㹇㹃ᩥ⊩㈹ࡢ⾲ᙲᘧࢆ⾜ࡗ
ࡓࡀࠊࡑࡢཷ㈹⪅ࡢ᪉ࠎࡼࡿཷ㈹
グᛕࡢㅮ₇ࢆࠊࣔࣀ࡙ࡃࡾࣇ࢛࣮
࣒ࣛࡋ࡚㸶᭶㸰㸷᪥㛤ദࡋࡓࠋ

࣒࣮࢛ࣛࣇࡾࡃ࡙ࣀࣔۑ
 ᅇࡣࠊ⏘Ꮫ᪉ࡽࡢㅮ₇⌧ሙぢᏛࡢేദࡋࠊᴗ⤂࡛ࡣࠕ͆ぢ
࠼ࡿ͇ࢆᇶࡋࡓ͆ࡘ࡞ࡀࡿᕤሙ͇ࠖ㢟ࡋ࡚⤂ࢆ㡬ࡁࠊࡲࡓぢᏛ࡛ࡣࠊ
㹇㹁㹒ࠊ㹇㹭㹒㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ⤂ࢆ㸰ࢥ࣮ࢫ࡛ᐇࡋࡓࠋ

 ղὶ㹙㸴ㅮᗙ  ཧຍ⪅㸯㸱㸵ே㹛
 ဨὶࡢሙࡋ࡚ᮏᖺᗘࠊࠕ㹇㹃ᐇ㊶ὶࠖࠊࠕ࢝ࢮࣥᐇ㊶㊊㐨ሙࠖࠊ
ࡑࡋ࡚᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛඹദ࡛ࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠ◊✲ὶࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
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㸦㸲㸧ᩍ⫱࣭ேᮦ⫱ᡂ
 ձ㹇㹃ᑓ㛛㸭㸳㹑࣭ぢ࠼ࡿ㹙㸯㸷ㅮᗙ  ཧຍ⪅㸰㸷㸴ே㹛
㹇㹃ㅮᗙࢆࠕᇶ♏ⓗ࡞ே㈈⫱ᡂࡢᇶ㍈άືࠖ⨨࡙ࡅ࡚㛤ദࡋࡓࠋධ㛛ࢥ
࣮ࢫࢆࡣࡌࡵ㹇㹃࣐ࣥࢻࡸᶆ‽సᴗࠊ㸳㹑άື࡞ࡢᇶ♏ⓗ࡞ㅮᗙࢆᖖタ
ࡋࠊ」ᩘᅇ㛤ദࡋࡓࠋ

 ղ୍⯡ࢭ࣑ࢼ࣮㹙㸱㸴ㅮᗙ  ཧຍ⪅㸲㸷㸳ே㹛
ᴗົศ㔝ูࠊ㝵ᒙูྛ✀ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ≀ὶ㛵㐃ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣᐃᮇ㛤ദ
ࡋࠊࢱ࣒࣮ࣜ࡞ヰ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘ㛤ദࡋࡓࠋ

 ճᕤሙぢᏛ㹙㸯㸰ㅮᗙ  ཧຍ⪅㸯㸱㸱ே㹛
ࠕ㸯᪥ࢥ࣮ࢫࠖࢆ࣓ࣥࡋࡓ⌧ሙぢᏛࢆ㛤ദࡋࡓࠋ⌧ሙぢᏛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ୖὶᕤ⛬ࡸୗὶᕤ⛬ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᨵၿࡢ⤂ࡶ⾜ࡗࡓࠋ

 մᢏ⾡ኈ ⤒ႠᕤᏛ㒊㛛 㛵㐃άື㹙㸴ㅮᗙ  ཧຍ⪅㸷㸲ே㹛
 ⤒ႠᕤᏛ㒊㛛ࡢᢏ⾡ኈཷ㦂ㅮᗙࢆ㸯㸷㸷㸶ᖺࡼࡾ㛤ㅮࡋࠊከࡃࡢᢏ⾡ኈࢆ㍮
ฟࡋ࡚ࡁࡓࠋ᭱㏆ࡢᢏ⾡ኈḟヨ㦂㸦⤒ႠᕤᏛ㒊㛛㸧ྜ᱁ᐇ⦼ࡣࠊᅜᖹᆒࢆ
ୖᅇࡿ㧗࠸ྜ᱁⋡࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁ㧗Ỉ‽ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ᢏ⾡ኈḟヨ㦂ྜ᱁⪅᥎⛣㸼                㹙༢㸸 ே㹛
ᖺᗘ㻌
ᅜ

㻞㻜㻝㻞 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻟 ᖺᗘ㻌

㻞㻜㻝㻠 ᖺᗘ㻌 㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ㻌 㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ㻌

ཷ㦂⪅ᩘ㻔ே㻕㻌

䠍䠓䠎㻌

䠍䠓䠔㻌

䠍䠒䠌㻌

䠍䠕䠒㻌

䠎䠌䠍㻌

䠍䠔䠍㻌

ྜ᱁⪅ᩘ㻔ே㻕㻌

䠏䠔㻌

䠏䠓㻌

䠏䠕㻌

䠑䠎㻌

䠑䠎㻌

䠑䠒㻌

䠄䠎䠒䠂䠅㻌

䠄䠎䠑䠂䠅㻌

䠄䠎䠐䠂䠅㻌

䠄䠎䠓䠂䠅㻌

䠄䠎䠒䠂䠅㻌

䠄䠏䠍䠂䠅㻌

ཷㅮ⪅ᩘ㻔ே㻕㻌

䠎䠑㻌

䠎䠍㻌

䠎䠑㻌

䠍䠕㻌

䠎䠍㻌

䠍䠕㻌

ྜ᱁⪅ᩘ㻔ே㻕㻌

䠕㻌

䠕㻌

䠍䠌㻌

䠒㻌

䠓㻌

䠔㻌

䠄䠏䠒䠂䠅㻌

䠄䠐䠏䠂䠅㻌

䠄䠐䠌䠂䠅㻌

䠄䠏䠎䠂䠅㻌

䠄䠏䠏䠂䠅㻌

䠄䠐䠎䠂䠅㻌

㻌

㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ㻌

䠄ྜ᱁⋡䠅㻌

ᙜ༠
㻌

䠄ྜ᱁⋡䠅㻌

㻌
 յฟᙇᩍ⫱㹙㸷ㅮᗙࠊཧຍ⪅㸱㸮㸰ே㹛
ㅮᖌࢆὴ㐵ࡋࠊ㹇㹃ධ㛛◊ಟࡢࠊྛᴗࡢせᮃἢࡗࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦ෆ
ᐜ࣭᪥⛬࣭㛫㸧ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣ㸵♫࡛㛤ദࡋࡓࠋ
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㸦㸳㸧ᅜ㝿ὶ
ձᾏእሗᥦ౪㹙㸯ㅮᗙ  ཧຍ⪅㸯㸷ே㹛
⌧࣒ࢼࢺ࣋ۑሙ◊ಟ
  㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡋ࡚ࠊ⌧ᆅ㥔ᅾဨࡢ᪉ࡶ◊ಟཧ
ຍ㡬࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᕤሙゼၥ๓≉ู
࣋ࣥࢺࡋ࡚ࠊ⌧ᆅࡢሗ㞟♫ࠊ
ࣜࢧ࣮ࢳ♫ࡢ᪉ࠎࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᴫ
せࠊᕷሙㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶࡋࡓഴྥࡘ
࠸࡚ㅮ₇ࢆ㡬ࡁࠊάⓎ࡞ពぢࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋ
  
㸦㸴㸧ࡑࡢࡢάື
⤒ႠᕤᏛ㸱ᅋయ㸦᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛࠊ᪥ᮏᢏ⾡ኈࠊᙜ༠㸧㐃ᦠᴗ
ձࠕᏘ ࢧ࣮ࣅࢫ◊✲㒊㛛ࢭࢵࢩࣙࣥࠖ㸦ദ㸸᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ㸧
ղࠕᢏ⾡ኈㄝ᫂ࠖ ↓ᩱ 
ճࠕ᪥ᮏᢏ⾡ኈ⤒ႠᕤᏛ㒊᭶ࠖ
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Ϫ㸬ேᮦ⫱ᡂᴗ
㸯㸬ே⤒Ⴀࣇ࢛࣮࣒ࣛ
௦⾲ ᑠᓥ 㡰ᙪ ୕⳻ၟᰴᘧ♫┦ㄯᙺ 

᪥ᮏᴗࡀᮏ᱁ⓗ࡞ࢢࣟ㸫ࣂࣝ➇தఃࡋ࡚ᕷሙࣉࣞࢮࣥࢫࢆ㧗ࡵࠊᣢ⥆ⓗ
Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ⤒Ⴀࡢ᭦࡞ࡿ㉁ࡢྥୖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᙜࣇ࢛࣮࣒ࣛ
࡛ࡣࠊ᪥ᮏᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࠊᴗ⤒ႠࡢⓎᒎࡢࡓࡵࡢᡓ␎ࢆ㆟ㄽ࠸ࡓࡔࡁࠊ
⏕⏘ᛶ㐠ືࡢᇶ㍈࡛࠶ࡿࠕே࡙ࡃࡾࠖࡢᣦ㔪ᙧᡂࡑࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋ
㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ୰࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆࢸ࣮࣐
㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ᳨ウࡋࡓෆᐜࢆ㍍ἑࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ሗ࿌
ࡋࡓࠋ᭦ࠊⱝᡭࡢ᪉ࠎࠊᩍ⫱⏺ࡢ᪉ࠎࡶពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸰㸬⤌⧊ࡢ୰᰾ேᮦࡢ⫱ᡂ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ㐍ᒎࡸᕷሙࡢᡂ⇍ࡼࡗ࡚☜ᐇᛶࡀቑࡍ୰ࠊ⤒Ⴀ⎔ቃኚ
ࡢ᪂ࡓ࡞₻ὶࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡸࡑࢀࡼࡾ⏕ࡌࡿ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⤒Ⴀ⟶⌮ᢏ⾡㸦ᛮ⪃ࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝ㸧ࢆ῝ࡵࡿேᮦ㛤Ⓨᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㻌
㸦㸯㸧⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥᴗ
ձḟࡢ⤒Ⴀࢺࢵࣉೃ⿵⪅ࡢὶ
 ᴗ⏺ࢆ௦⾲ࡍࡿᴗࡢḟࡢ⤒Ⴀࢺࢵࣉೃ⿵⪅ࡀᑡேᩘ࡛ὶࡋ࡞ࡀࡽ◊㛑ࡍ
ࡿሙࡋ࡚ࠊ㍍ἑࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆྵࡴࠊ
ࠕ⤒Ⴀᖿ㒊ࡢࡓࡵ
ࡢ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆᐇࡋࡓࠋ
ղ⤒Ⴀ⪅ࢭ࣑ࢼ࣮࣭᭶
⤒Ⴀ⪅ࡀࣅࢪࣙࣥࡸᡓ␎ࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡿࠊෆእࡢᨻ࣭⤒῭࣭⤒
Ⴀ㛵㐃ࡍࡿሗᥦ౪ᴗ✀ࢆ㉸࠼ࡓὶࡢሙ࡛࠶ࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ᭶ᴗࢆ
ᒎ㛤ࡋࡓࠋ
㸦㍍ἑࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊࢺࢵࣉ࣭࢚ࢢࢮࢡࢸࣈ
ᮅ㣗࡞㸧
ճḟୡ௦⤒Ⴀ⪅⫱ᡂ
⌧ᙺࡢ⤒Ⴀ⪅࠾ࡼࡧ⤒Ⴀᖿ㒊ࢆᑐ㇟ࠊ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡸྛ⏺ࡢ➨୍
ே⪅ࡢ⏕ࡁᵝゐࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡼࡾ⤒Ⴀࡢᐇ㊶▱ࢆᾰ㣴ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᴗࢆ
ᐇࡋࡓࠋ㸦࣮ࢺ ࢜ࣈ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தࢆࡕᢤࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿḟୡ௦⤒Ⴀ⪅ࢆయ⣔ⓗ⫱ᡂࡍࡿ
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ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ࢳࣕࣞࣥࢪ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࢺࢵࣉࢭ
࣑ࢼ࣮㸧

㸦㸰㸧ேᮦ㛤Ⓨᴗ
♫ᛶ⤒῭ᛶࡢㄪࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊయᛶࢆࡶࡗ࡚⤒Ⴀㄢ㢟ࡢゎỴ࠶ࡓ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕே࡙ࡃࡾࠖࠊࡑࡢࡓࡵࡢࠕ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࠖࢆᴗࢭࢡࢱ࣮ᒎ
㛤ࡋࡓࠋ
ձᴗෆᩍ⫱
බ㛤◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࢸู࣮࣐ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆಶูᴗ⊂⮬ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣞࣥࢪࡋࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝᩍ⫱ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ḟୡ௦⤒Ⴀᖿ㒊ᩍ⫱ࠊ⟶⌮⪅ᩍ⫱ࠊ୰
ሀⱝᡭ♫ဨᩍ⫱ࠊ᪂ධ♫ဨᩍ⫱ࠊᴗ⌮ᩍ⫱ࠊࣟࢪ࢝ࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝᩍ⫱ࠊႠᴗᩍ⫱࡞㸧

ղබ㛤◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
୰ሀᴗࡢேᮦࢆ୰ᚰࡋࡓ㝵ᒙูࠊࢫู࢟ࣝࡢබ㛤ᆺࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ྲྀ⥾ᙺ࣭ᇳ⾜ᙺဨࢥ࣮ࢫࠊୖ⣭⟶⌮⪅ࢥ࣮ࢫࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢹࢫ࢝ࣂ࣮ࣜࠊ
⟶⌮⪅ᇶ♏ࢥ࣮ࢫࠊ⫋ሙ࣮ࣜࢲ࣮ᇶ♏ࢥ࣮ࢫࠊ୰ሀ♫ဨ⮬ᕫάᛶࢥ࣮ࢫࠊⱝ
ᡭ♫ဨࢥ࣮ࢫࠊ᪂ධ♫ဨࢥ࣮ࢫ࡞㸧ࠋ
ճࢸู࣮࣐ࢭ࣑ࢼ࣮
ே㡿ᇦࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㡿ᇦࢆ୰ᚰ᭱᪂ࡢሗᥦ౪ᢸᙜ⪅ࡢ⫱ᡂ
ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ
㸦ே㒊㛗ࢡࣛࣈࠊࣟࢪ࢝ࣝࢫ࢟ࣝࢭ࣑ࢼ࣮ࠊࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢭ࣑ࢼ࣮࡞㸧ࠋ
㸦㸱㸧ᢏ⾡⤒Ⴀ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦㹒L㹋 㹈㹟㹮㹟㹬㸧
⥲ᣓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮  ᴬཎ Ύ๎ ୰ኸᏛᏛ㝔ᩍᤵ
ᢏ⾡⤒Ⴀ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸰㸮㸮㸯ᖺࡢタ❧௨᮶ࠊ᪥ᮏࡢᢏ⾡ࢆάࡋࠊࢢࣟ
࣮ࣂࣝ➇தࡢ୰࡛ඃᛶࢆ⥔ᣢࡋࠊ⤒Ⴀᡂᯝ⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㆟ㄽࠊⓎ
ಙࠊὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣࠕᡓ␎ⓗ㹐㸤㹂࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊✲ࠖ
ࠕ◊✲㛤
Ⓨ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࢥ࣮ࢫࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ  
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㸱㸬⤒Ⴀ࢝ࢹ࣑࣮
㸦㸯㸧⤒Ⴀ࢝ࢹ࣑࣮ࢥ࣮ࢫ
ྡᏛ㛗  㔝୰ 㑳ḟ㑻 ୍ᶫᏛྡᩍᤵ
Ꮫ  㛗  ᴬཎ Ύ๎  ୰ኸᏛᏛ㝔ᩍᤵ
⤒Ⴀ࢝ࢹ࣑࣮ࡣࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿࠕ⤌⧊ࡢ୰᰾ⓗேᮦࠖࡢ⫱ᡂࢆ㏻
ࡌ࡚⏘ᴗ⏺ࡢⓎᒎࢆᨭࡋ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᚿࡢࡶࠊ㸯㸷㸴㸳ᖺᏛ⏺ࡢ
༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᡃࡀᅜ᭱ึࡢᮏ᱁ⓗ࡞ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ㸦⤒ႠᏛ㝔㸧ࡋ࡚
タࡉࢀࡓࠋ
⌧ᅾࠊ㸯㸲㸮㸮㸮ྡࢆ㉸࠼ࡿಟ⪅㸦⤒Ⴀ࢝ࢹ࣑࣮࣐ࢫࢱ࣮㸧ࡀᴗࡢࢺ
ࢵࣉࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㹍㹀࣭㹍㹅ࡢᒙࡢཌࡉࡣࠊࡢ
㛗ᮇ⤒Ⴀேᮦࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᅽಽࡋࠊ࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝ
ࡓࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋᖜᗈࡃࣛࣥࢼࢵࣉࡉࢀࡓྛࢥ࣮ࢫࡣࠊᏛ⏺ࡢ᭱ඛ➃⌮ㄽ
ᴗࡢᐇ㊶▱ࡀࡪࡘࡾྜ࠺Ⓨࡢሙࡋ࡚ࠊ⏕ᾭᙺ❧ࡘே㛫ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦ
ࡋࠊᵓຊࠊ㠉᪂ຊࠊᐇ㊶ຊࢆවࡡഛ࠼ࡓேᮦࢆ㍮ฟࡍࡿࡶࠊ⤌⧊ࡸᴗ
⏺ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ







ձᮏᖺᗘࡣ௨ୗࡢ㸯㸮ࢥ࣮ࢫࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋ㻌
ᴗᵓ㐀ኚ㠉䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

ᒣ ᙪ ᰴᘧ♫⤒Ⴀඹᇶ┙௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㹁㹃㹍  

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

ᴗᵓ㐀ኚ㠉ᚲせ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤫ྜⓗࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺ
ࡋࠊ⤒Ⴀࢺࢵࣉࢆࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㣴ᡂ

㻌
䜾䝻䞊䝞䝹䝡䝆䝛䝇䞉䝸䞊䝎䞊䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

ᰁ㇂ ග⏨ ࢟ࢵࢥ࣮࣐ࣥᰴᘧ♫≉ู㢳ၥ

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

᪂⯆ᅜ࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫࡢ࣏ࣥࢺࢆ⌮ゎࡋࠊᴗࢆ᥎㐍࡛
ࡁࡿேᮦࡢ㣴ᡂ

㻌
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䝖䝑䝥䝬䝛䝆䝯䞁䝖䞉䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

ᯇᮏ ṇ⩏ ఫ㟁Ẽᕤᴗᰴᘧ♫ྲྀ⥾ᙺ♫㛗

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

ᡓ␎ᛮ⪃ᇶ࡙࠸ࡓࣅࢪࣙࣥࢆㄒࡾࠊඛ㢌❧ࡗ࡚ᐇ㊶࡛ࡁ
ࡿࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㣴ᡂ

㻌
⤒Ⴀᡓ␎䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

ᑠ㔝ᑎ ṇ 㹉㹂㹂㹇ᰴᘧ♫ྲྀ⥾ᙺ㛗

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

⮬♫ࣅࢪࢿࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࢆぢ┤ࡋࠊḟࡢᡓ␎ࢆ῝ࡃከ㠃ⓗ⪃
࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢ㣴ᡂ

ᢏ⾡⤒Ⴀ䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

⏣୰ ༓⛅ ᮾࣞᰴᘧ♫㢳ၥ

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

͆ᢏ⾡͇ࡽᴗ౯್ࢆฟ࡛ࡁࡿேᮦࡢ㣴ᡂ

⤌⧊ኚ㠉䛸䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

ⰾ㈡ ⩏㞝 ᪥ᮏ〇⣬ᰴᘧ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

ே⤌⧊ࢆάࡋࠊࡼࡾᙉ࠸⤌⧊ኚ㠉ࢆᐇ㊶ࡍࡿேᮦࡢ
㣴ᡂ

㻌
䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ᡓ␎䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

ᯇ ᛅ୕ ᰴᘧ♫ᯇ࢜ࣇࢫ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

ᡓ␎ᛮ⪃࡛㢳ᐈᕷሙࢆ㐀࡛ࡁࡿ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ࣭Ⴀᴗࣜ
࣮ࢲ࣮ࡢ㣴ᡂ

⏕⏘㠉᪂䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

㔭 ᫂ ᰴᘧ♫㹇㹆㹇┦ㄯᙺ

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

⤒Ⴀ⌧ሙࡢほⅬ࡛ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ᰿ᖿࢆᙉ࡛ࡁࡿࠊḟୡ௦
ࡢᕤሙᖿ㒊ࡢ㣴ᡂ

ேᮦ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

ᩝᅵ ᩥኵ 㹈㹄㹃࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫≉ู㢳ၥ

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

⤒Ⴀ⌧ሙࢆࡘ࡞ࡂࠊᙉ࠸⤌⧊࡙ࡃࡾࢆᨭ࠼ࡿᡓ␎ⓗேࣜ
࣮ࢲ࣮ࡢ㣴ᡂ
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⤒Ⴀ㈈ົ䝁䞊䝇㻌
ࢥ࣮ࢫጤဨ㛗

すᑿ 㐍㊰ 㹈㹖࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫ྡ㢳ၥ

ࢥ࣮ࢫࡢࡡࡽ࠸

ᴗ౯್ࡢྥୖࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿ㹁㹄㹍ೃ⿵ࡢ㣴ᡂ


ղୖグ㸯㸮ࢥ࣮ࢫࡢୗグࡢ▷ᮇࢥ࣮ࢫࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䞉䜿䜲䝟䝡䝸䝔䜱㣴ᡂ䝁䞊䝇㻌
ᑐ㇟࣭᪥⛬

ⱝᡭ࣭ㄢ㛗ࢡࣛࢫᑐ㇟ࠊ㸱ࣨ᭶

ࡡࡽ࠸

⮬ᕫࡢᴗほࡸᛮ⪃ࣉࣟࢭࢫࢆෆ┬ࡋࠊ⤌⧊ࡢࢥேᮦࡋ
࡚ࡢࡉࡽ࡞ࡿᡂ㛗ࢆᅗࡿ

㻌
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䞉䜿䜲䝟䝡䝸䝔䜱㒊㛗䝁䞊䝇㻌
ᑐ㇟࣭᪥⛬

㒊㛗ࢡࣛࢫᑐ㇟ࠊ㸱ࣨ᭶

ࡡࡽ࠸

㒊㛛ࡢ㈐௵⪅ồࡵࡽࢀࡿពᛮỴᐃࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢ⪃࠼᪉ࢆᏛࡧࠊ㒊㛛⤒Ⴀᚲせ࡞▱㆑ࢆ㌟ࡘࡅࡿ

㻌
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䞉䜿䜲䝟䝡䝸䝔䜱ᙺဨ䝁䞊䝇㻌
ᑐ㇟࣭᪥⛬

ྲྀ⥾ᙺ࣭ᇳ⾜ᙺဨࢡࣛࢫᑐ㇟ࠊ㸱ࣨ᭶

ࡡࡽ࠸

♫ⓗぢᆅࡽࡢពᛮỴᐃࡢ࣏ࣥࢺࢆᏛࡧࠊࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ
࣮ồࡵࡽࢀࡿど㔝どⅬࡘ࠸࡚⩦ᚓࡍࡿ

㻌
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝕䝄䜲䞁◊✲㻌
ᑐ㇟࣭᪥⛬

୰ሀ࣭ⱝᡭ࣮ࣜࢲ࣮ᑐ㇟ࠊ㸱ࣨ᭶

ࡡࡽ࠸

♫ࢆᴗ࡛ኚ㠉ࡋ࡚࠸ࡃேᮦࠊᮍ᮶ࢆษࡾ㛤ࡃࣀ࣮࣋ࢱ
࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿ

㻌
ᡓ␎䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䝸䞊䝎䞊㣴ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮㻌
ᑐ㇟࣭᪥⛬

᪂つᴗ㛤Ⓨࠊᢏ⾡㛤Ⓨ࣮ࣜࢲ࣮➼ࢆᑐ㇟ࠊ㸳ࣨ᭶

ࡡࡽ࠸

⤌⧊ᶓ᩿ᆺᡓ␎ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡢᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿ
㸦ᮾிᏛඹദ㸧

㻌
䠩䠃䠝ᡓ␎䝸䞊䝎䞊㣴ᡂㅮᗙ㻌
ᑐ㇟࣭᪥⛬

⤒Ⴀ⏬࣭㈈ົ㒊㛛ࡢ㒊࣭ㄢ㛗➼ࢆᑐ㇟ࠊ㸱ࣨ᭶

ࡡࡽ࠸

㹋㸤㸿ࢆຠᯝⓗ㐍ࡵࠊᴗኚ㠉ࢆᡂຌᑟࡃ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㣴
ᡂࡍࡿ
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㸦㸰㸧ᴗෆ࢝ࢹ࣑࣮
᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿㅮᖌ㝕ࡢ㛗ᖺࢃࡓࡿᖜᗈ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆάࡋࠊᴗ
ࡢ⤒Ⴀᖿ㒊࠾ࡼࡧḟୡ௦ࡢ⤒Ⴀࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂࡢᩍ⫱◊ಟࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿ
ࠕᴗෆ࢝ࢹ࣑࣮ࠖࢆ⏬࣭㐠Ⴀࡋࡓࠋྛࢥ࣮ࢫ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ࣮࣋
ࢫಶูᴗࡢᩍ⫱ࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓ࣮࢜ࢲ࣮࣓ࢻࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧⏕⏘ᛶ◊✲ຓᡂ
ᮏไᗘࡣࠊ⤒Ⴀ࢝ࢹ࣑࣮タ㸰㸳ᖺࢆグᛕࡋ࡚ࠊᏛ⏺ࡢⓎᒎ⏕⏘ᛶ㛵
ࡍࡿ◊✲ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ㸯㸷㸷㸮ᖺタ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᗈࡃ⤒Ⴀࠊປാࠊ
⏕⏘ᛶ࡞㛵ࡍࡿ㡿ᇦࢆ◊✲ࡍࡿಶேࡲࡓࡣࢢ࣮ࣝࣉࢆຓᡂᑐ㇟ࡋࠊᖺ
ࡲ࡛㸵㸴௳ࡢຓᡂࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡣୗグ㸳௳ࡢ◊✲ࡢຓᡂࢆỴ
ᐃࡋࡓࠋ
㻌
䠘䠎䠌䠍䠒ᖺᗘ䛾ຓᡂᐇ⦼䠚㻌
ࢸ࣮࣐

⫋ሙ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᐇド◊✲

◊✲⪅

ᕝ 㟼ᜨ ᖇሯᒣᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ

ࢸ࣮࣐

ᕷሙᡂ⇍᪂〇ရ㛤Ⓨᡓ␎ࡢ♧၀

◊✲⪅

ཪ ኊኴ㑻

ࢸ࣮࣐

ࢳ࣮࣒࣭࡛ࣞ࣋ࣝࡢ୧ࡁᏛ⩦㛤Ⓨᡂᯝ㛵ࡍࡿᐇド◊✲

◊✲⪅

ᑠ㜰 ⋞ḟ㑻 ୖᬛᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ

ࢸ࣮࣐

つᶍ㝔ࢆᑐ㇟ࡋࡓᲷ┳ㆤᖌࡢ▱ⓗ⏕⏘ᛶྥୖᚲせࡍࡿ
✵㛫࣭⎔ቃせ⣲㛵ࡍࡿㄪᰝ

◊✲⪅

㡲⸨ ⨾㡢

ࢸ࣮࣐

⫋ሙ࣮ࣘࣔ⫋ሙ⎔ቃཬࡧ⫋ሙ࣮ࣘࣔຠᯝࡢ┦స⏝ⓗᙳ
㡪㸫⦪᩿ⓗ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸫

◊✲⪅

ᒣ ῟ᕷ ୰ிᏛᏛᅬ⤒Ⴀᡓ␎㒊ㄢ㛗⿵బ

㜰ᏛᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ

ྡྂᒇᕤᴗᏛᕤᏛ㒊ᩍᤵ

䠘㑅⪃ጤဨ䠚
ᮌ㇂  ᏹ㸦┴❧ᗈᓥᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧
Ἑ㔝 ᏹ㸦᠕⩏ሿᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧
ᴬཎ Ύ๎㸦୰ኸᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧
⸨ᮧ ༤அ㸦ἲᨻᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧
༡ ▱Ꮚ㸦⚄ᡞᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧
⡿ᒣ ⱱ⨾㸦Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵ㸧
ᯇᕝ ᫀ⩏㸦᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊⌮㛗㸧
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㸲㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ
㸦㸯㸧ㄪᰝᅋ࣭◊ಟᅋࡢὴ㐵
ᴗどᐹࡸ㠀Ⴀᅋయゼၥࠊᐙᗞゼၥࠊ⌧ᆅࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥࡢពぢ
ࠊ᪥ᮏᩥࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢ⌧ᆅ㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝឤぬࢆᾰ㣴ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣐ࣝࢿࢪ
࣓ࣥࢺ◊ಟࠖࢆ⡿ᅜ࣭Ḣᕞ࡚㸰ࢥ࣮ࢫᐇࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠕ⾜ືኚ㠉ࡢᣮᡓࠖࢆ࣓ࣥࢸ࣮࣐ࡋࡓὒୖ◊ಟࠕ⏕⏘ᛶࡢ⯪ࠖࢆ
㸵᭶㸯㸯᭶㛤ദࠋ
ᴗ➇தຊྥୖࡴࡅࡓ⮬ࡽࡢᙺࢆࡾ㏉ࡾࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃ⏘ᴗ
ேࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࠊ⤌⧊ࡸࢳ࣮࣒ࢆືࡍ͂ಶࡢຊ̓ࢆ☻ࡁࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
ࢫ࢟ࣝࢆ⋓ᚓࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌࠊཧຍ⪅ࡢ┦ࡢ⤒㦂ὶࠊ␗ᴗ✀ὶࢆ
ಁ㐍ࡋࡓࠋ



Ḣᕞᴗࡢ㹁㹑㹐⟇ࢆᏛࡪ
ࠕ⾜ືኚ㠉ࡢᣮᡓࠖࢆࢸ࣮࣐

㸦ࢢ࣮ࣟࣂ࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟ
⤒㦂ὶࠊ␗ᴗ✀ὶ

ࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃࢥ࣮ࢫࠖ㸧
㸦ὒୖ◊ಟࠕ⏕⏘ᛶࡢ⯪ࠖ㸧

㸦㸰㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᑐᛂຊᙉࡀồࡵࡽࢀࡿᴗࡢࢽ࣮ࢬࢩ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ྛᅜࡢ⏕⏘ᛶᶵ㛵࣭༠ຊᶵ㛵」ᩘ♫ࡢཷクᆺ㸦࢝ࢫࢱ࣐
ࢬᆺ㸧ᾏእ◊ಟࢆᐇࡋࡓࠋࢸ࣮࣐ࡣࠕࢪᆅᇦ࠾ࡅࡿ᪥⣔୰ᑠᴗࡢ
㐍ฟ⎔ቃࠖࠊࠕࢪᆅᇦ࠾ࡅࡿ㐠㍺ࠖࠊࠕḢᕞᆅᇦ࠾ࡅࡿ㔠⼥ໃࠖࠊ
ࠕ⡿ᅜ㜵≢ᑐ⟇ࠖ࡞ࠊከᒱΏࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㸿㹎㹇㹁㹑㸦Advancing Productivity, Innovation, and Competitive
Success 㸧ᥦᦠࡋࠊࢧࣉࣛࢳ࢙࣮࣐ࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᅜ㝿㈨᱁㹁㹎㹇㹋
㸦Certified in Production and Inventory Management㸧ࡢㄆᐃᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡣእ㈨⣔ᴗࡽࡢཧຍ⪅ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣ᪥⣔
ᴗࡽࡢཧຍ⪅ࡀቑຍࡋࡓࠋ
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ϫ㸬ປ㛵ಀ࣭࣮࣡ࢡࣛࣇᴗ
㸯㸬ປ㛵ಀ
㸦㸯㸧⏘ᴗປ⏕⏘ᛶ᠓ヰ
ඹྠ௦⾲ 㤿⏣  ୍ 㹈㹄㹃࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫┦ㄯᙺ
ඹྠ௦⾲ ┦ཎ ᗣఙ ᪥ᮏ⮬ື㌴⏘ᴗປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ㛗
ඹྠ௦⾲ ᵽཱྀ ⨾㞝 ᠕⩏ሿᏛᩍᤵ
ඹྠ௦⾲ ோ⏣ 㐨ኵ ᮾிᏛྡᩍᤵ

ᚋࡢ⏘ᴗ♫࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥୖປ㛵ಀࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨࣥࢆぢᤣ࠼ࠊ
ᴗ⤒Ⴀࡸ㞠⏝ປാ࣭ேᮦᨻ⟇ࡘ࠸࡚୰㛗ᮇⓗどⅬࡽ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧ᩍ⫱◊ಟ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮
ձປ㛵ಀᩍ⫱
ேປົ⟇ࡸປࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢຠᯝⓗ࡞ᒎ㛤ࠊປാ⤌ྜάືࡢά
ᛶ࡞ࠊᴗࡸປാ⤌ྜࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿ┦ㄯᣦᑟᴗࢆᒎ㛤ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊேປົࢺࢵࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋࡓࠋ

ղ♫ປാ㛵ಀࢭ࣑ࢼ࣮
ປࡀ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿሗᥦ౪ࠊຠᯝⓗ࡞ேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸே
ᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࠊປᖿ㒊࠾ࡼࡧᐇົ⪅ࢆᑐ㇟
ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ᠓ヰࢆᐇࡋࡓࠋ㸦᪂ປᖿ㒊ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊປ⤌ᖿ㒊ᨻ⟇᠓ヰࠊ
ࣘࢽ࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮㣴ᡂㅮᗙ࡞㸧

㸦㸱㸧ㄪᰝ◊✲࣭ሗⓎಙ
ձ᪂ࡓ࡞㞠⏝࣭ປ㛵ಀࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲άື
ປാຊேཱྀࡢῶᑡࠊᴗ⤒Ⴀࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࠊ㞠⏝ᙧែࡢከᵝ࡞ປാᕷ
ሙࢆྲྀࡾᕳࡃࡁ࡞⎔ቃኚࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⏘ᴗ࣭ᴗࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎࡴࡅࡓ㞠⏝࣭
ேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ղព㆑ㄪᰝ
άຊ࠶ࡿ⤌⧊࡙ࡃࡾാࡁ᪉ᨵ㠉ࡴࡅࠊᚑᴗဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࣥࢤ
࣮ࢪ࣓ࣥࢺࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᴗࡸປാ⤌ྜࢆᑐ㇟ཷクព㆑ㄪᰝᴗࢆᒎ㛤ࡋ
ࡓࠋ
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ճ⏕⏘ᛶປാሗࢭࣥࢱ࣮
⏕⏘ᛶࡸ㈤㔠࣭㞠⏝㛵ࡍࡿ⤫ィࡸྛ✀ປാ㛵ಀ⤫ィࢆศᯒ࣭ຍᕤࡋࠊ
ࠕά⏝
ປാ⤫ィ㸦㸰㸮㸯㸵ᖺ∧㸧ࠖࢆห⾜ࡋࡓࠊປ㛵ಀࡸேປົ㛵ࡍࡿ᭱᪂
ሗࢆྲྀࡾୖࡆࡓሗㄅࠕ࣮࣡ࢡࣛࣇࠖ࡞ࠊປാ㛵ಀࡢሗ㈨ᩱࡸሗ࿌᭩࣭
᭩⡠ࢆᖺ㛫㸰㸲Ⅼห⾜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㉎ㄞဨไᗘࢆ࠾ࡁࠊ᭩⡠ࢆᐃᮇⓗ㓄ᕸࡋࡓࠋ







   
㸦㸲㸧ᅜປാ⤌ྜ⏕⏘ᛶ㆟㸦ປ⏕㸧ࡢ㐃ᦠ
㆟㛗 ┦ཎ ᗣఙ ᪥ᮏ⮬ື㌴⏘ᴗປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ㛗

ᮏ㆟ࡣࠊ⏕⏘ᛶ㐠ືྲྀࡾ⤌ࡴປാ⤌ྜ⤌⧊ 㸰㸵⏘ูࠊ⣙㸳㸰㸮ே ࡛
࠶ࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭௦࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢ᪂ᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊാࡁ᪉ࠊ
ປ㛵ಀࠊᡂᯝ㓄ศࠊປാ⤌ྜࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ୰ᚰㄪᰝ◊✲άືᬑཬάືࢆ㐍
ࡵࡓࠋ㸰᭶ࡣࠊḟປ΅࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶ㐠ື୕ཎ๎ࡢ⌮ゎ῝ࢆồࡵ
ࡓᙇࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ
ᙜ㈈ᅋࡣᮏ㆟ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆ⥔ᣢᙉࡋࡘࡘࠊ୧⤌⧊ᖿ㒊ࡼࡿ᠓ㄯ
࠾࠸࡚ࠊ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢ᥎㐍ࡴࡅࡓ᪥ⓗ࡞ㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᗈࡃ㆟ㄽࡋࡓࠋ

㸦㸳㸧㛵ᮾᆅ᪉ປ⤌⏕⏘ᛶ㆟㸦㛵ᮾປ⏕㸧ࡢ㐃ᦠ
㆟㛗 ⇃㇂ ඞኵ ᮾⰪປാ⤌ྜ୰ኸᇳ⾜ጤဨ㛗

ᮏ㆟ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ⏕⏘ᛶ㐠ືྲྀࡾ⤌ࡴᴗูປ⤌ 㸷㸰⤌⧊ ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀࡿࠋປ⤌ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡸሗࢆከ㠃ⓗ⾜࠸ࠊࡑࡢ୍⎔
ࡋ࡚ࠊᐃ◊✲࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࠊᾏእどᐹࡢᐇࠊປ⤌ࡢᙺ࣭ᶵ
⬟࡞ಀࡿㄪᰝ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋࡉࡽࠊḟ௦ࡢ⤌ྜᙺဨ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᐇົ
ᇶ♏ㅮᗙ࡞ࡢᩍ⫱άືࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊປ⏕ࡸࡢᆅ᪉ປ⤌⏕⏘ᛶ㆟
ࡢὶ࣭㐃ᦠάືࡶ⾜ࡗࡓࠋ
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㸰㸬࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸࡢ᥎㐍
㸦㸯㸧࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ᥎㐍㆟
௦⾲ᖿ ▼ሯ 㑥㞝 ᰴᘧ♫୕㉺ఀໃ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗ᇳ⾜ᙺဨ
ᖿ   ┦ཎ ᗣఙ ᪥ᮏ⮬ື㌴⏘ᴗປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ㛗 
ᖿ   Ἑ㔝┿⌮Ꮚ ᰴᘧ♫࢟ࣕࣜࣥ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
ࠕാࡃಶேࠖࡑࢀࢆྲྀࡾᕳࡃ♫⤒῭⎔ቃࡀࡁࡃኚࡋ࡚࠾ࡾࠊಶேࡢ
⏕ࡁ᪉࣭ാࡁ᪉ࡢព㆑ࡸ⾜ືࡶኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡣ
ࡇࢀࡽࡢ௦࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ാࡁ᪉ࢆ♧ࡍࡶࡢࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⏕ᾭ
ά㌍ാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢᐇ⌧ࠖࢆ┠ᣦࡋࠊ♫ⓗ࡞ၨⓎ࣭ᬑཬࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ
ᴗࡸᆅᇦ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ᐇ㊶ࢆᨭࡍࡿάືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ

ࠕ⤌⧊㉳Ⅼࡽಶே㉳Ⅼ࡛ࡢ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ᥎㐍㌿ࢆࠖᥦⓎ⾲
㸦㸰㸮㸯㸴ᖺ㸶᭶Ⓨ⾲㸧

ಶே㉳Ⅼ❧ࡗࡓ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫᐇ⌧ࡢࡉࡽ࡞ࡿ᥎㐍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊࠕ㸯㸬୰㛗ᮇどⅬ࡛⮬ࡽ࢟ࣕࣜࡢᙧᡂࠖࠊࠕ㸰㸬ປാ⏕⏘ᛶࢆព㆑ࡋ
ࡓാࡁ᪉ࡼࡾࠊ㛫ࡢࡺࡾฟࠖࠊࠕ㸱㸬ᢏ⾡㠉᪂࣭⎔ቃኚ㐺ᛂࡍࡿࡓ
ࡵࡢᏛࡧ┤ࡋࠖࠊ
ࠕ㸲㸬ከᵝ࡞ಶேࢽ࣮ࢬࢆ⌮ゎࡋࠊᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ࢆᐇ⌧ࠖࠊ
ࠕ㸳㸬
⏕ᾭά㌍ࢆព㆑ࡋࠊ♫άືࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬ࠖࡘ࠸࡚ࠊᥦࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊಶேࡢ⏕ࡁ᪉࣭ാࡁ᪉ࡢព㆑ࡢኚࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕࣛࣇࢫࢱ
ࣝാࡁ᪉㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࠖ㸦ಶேㄪᰝ㸧ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ

࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ㈹㸦㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸯᭶Ⓨ⾲㸧
୰㛗ᮇどⅬ࡛ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࡸാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆࡣࡌࡵࠊಶேࡢᵝࠎ࡞άືࡼ
ࡿ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫᐇ⌧ࢆᨭࡍࡿᴗࡸ⤌⧊ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆຍ㏿ࡉࡏࠊ୍
ᒙࡢᬑཬࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ࠕ➨㸷ᅇ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ㈹㹼ാࡃಶேࢆᛂࡍ
ࡿ㹼ࠖࢆᐇࡋࠊ⊂⮬ᛶ࠶ࡿពᕤኵࡉࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾲ᙲࡋࡓࠋ

࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ࣭ࢥࣥࣇࣞࣥࢫ㸦㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸰᭶㛤ദ㸧
ࡲࡓࠊ
ࠕ⤌⧊㉳Ⅼࡽಶே㉳Ⅼ࡛ࡢ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ᥎㐍㌿ࢆࠖࢆࢸ
࣮࣐࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ࣭ࢥࣥࣇࣞࣥࢫࢆ㛤ദࡋࠊ
ࠕ➨㸷ᅇ࣮࣡ࢡࣛࣇ
ࣂࣛࣥࢫ㈹ࠖཷ㈹⤌⧊ࡢ⤂ࡸၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜࠸ࠊ୍ᒙࡢᬑཬၨⓎྲྀࡾ
⤌ࢇࡔࠋ
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➨㸷ᅇ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ㈹ ⾲ᙲᘧ

㸦㸰㸧࣮࣡࢟ࣥࢢ࣮࣐࣭࢘ࣥࣃ࣮࣡ࢵࣉ㆟
௦⾲ᖿ ᑠᯘ࠸ࡎࡳ 㸿㹌㸿࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫♫እྲྀ⥾ᙺ
ࢧࣥࢺ࣮࣮ࣜ࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫♫እྲྀ⥾ᙺ
୕≀⏘ᰴᘧ♫♫እྲྀ⥾ᙺ
௦⾲ᖿ ᶲ㺃ࣇࢡࢩ࣐㺃ဏỤ 㹅㸤㹑*OREDO$GYLVRUV,QF௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
௦⾲ᖿ ⰾ㔝 Ꮚ ᪥ᮏປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ㛗㸭㹈㸿㹋㛗

ᴗࡢάຊࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡍࡿࡓࡵࡣࠊዪᛶ♫ဨࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝ࡸ⟶⌮⫋Ⓩ⏝
ࢆຍ㏿ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋዪᛶࡢᡂ㛗ά㌍ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊዪ
ᛶேᮦࡢά⏝࣭Ⓩ⏝ᑐࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡸ⟶⌮⫋ࡢព㆑ࡢ㧗ࡉࡸࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬ
ࢆࡶࡗࡓ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊྲྀࡾ⤌ࡳࡢຍ㏿ࡢᨭࠊཬࡧᬑཬ࣭ၨⓎ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡲࡓࠊ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࠕࣃ࣮࣡ࢵࣉ㏻ಙࠖࡽࡢሗᥦ౪ࢆᐃ
ᮇⓗ⾜࠸ࠊ㐠ືࡢᗈࡀࡾᾐ㏱ࢆᅗࡗࡓࠋ

ዪᛶά㌍ࣃ࣮࣡ࢵࣉ㈹㸦㸰㸮㸯㸵ᖺ㸰᭶Ⓨ⾲㸧
ዪᛶࡢά㌍ࢆࠊ⤌⧊ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡘ࡞ࡆࡿືࡁࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ
ࠕ➨㸰
ᅇዪᛶά㌍ࣃ࣮࣡ࢵࣉ㈹ࠖࢆᐇࡋࠊ⾲ᙲࡋࡓࠋᮏ㈹ࡣࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ㹼㸰
㸮㸯㸱ᖺᐇࡋࡓࠕ࣓ࣥࢱ࣮࣭࣮࣡ࢻࠖࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺ㹼㸰㸮㸯㸳ᖺᐇࡋ
ࡓࠕ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ㈹ࠖࡽ⾲ᙲࡢᑐ㇟ࢆᗈࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦㸰㸮㸯㸵ᖺ㸰᭶㛤ദ㸧
ࡲࡓࠊࠕ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࢆ㛤ദࡋࠊࠕ➨㸰ᅇዪᛶά㌍ࣃ࣮࣡
ࢵࣉ㈹ࠖཷ㈹⤌⧊ࡢ⤂࡞ࢆ⾜࠸ࠊዪᛶά㌍᥎㐍ࡴࡅ࡚ࠊ୍ᒙࡢ
ᬑཬၨⓎྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
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➨㸰ᅇዪᛶά㌍ࣃ࣮࣡ࢵࣉ㈹
⾲ᙲᘧ


㸦㸱㸧ࢲࣂ࣮ࢩࢸࡢ᥎㐍
ձࠕࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ዪᛶά㌍ᨭࠖ
ዪᛶ♫ဨࢆࡣࡌࡵࠊᛶูࡸᖺ㱋࡞㛵ࢃࡽࡎࠊከᵝ࡞ேᮦࡢά㌍ࢆᨭࡍ
ࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭࢝ࣞࢵࢪ㸦㹂㹋㹁㸧
ࠖࢆᒎ
㛤ࡋࠊዪᛶ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࠕ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ◊ಟࠖࡸࠕዪᛶ
㒊ୗࢆᣢࡘ⏨ᛶ⟶⌮⫋ࡢࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࠊࠕࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊
ಟࠖࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊᩍ⫱◊ಟࡢᣑࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸࢆ᥎㐍ࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓࠕࢲࣂ࣮ࢩࢸ࣭
ࢻࣂࢨ࣮㣴ᡂㅮᗙࠖࢆᖺ⥆ࡁ㛤ദࡋࡓࠋ
ࡉࡽࠊ⮬యࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࢆᅗࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࣛࣇ
ࣂࣛࣥࢫ᥎㐍ࡢࡓࡵࠊᆅඖ୰ᑠᴗᑐࡍࡿࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢᐇ࡞ྲྀ
ࡾ⤌ࢇࡔࠋ

ղዪᛶ♫ဨࡢ⫱ᡂ㛵ࡍࡿㄪᰝ
ዪᛶ♫ဨࡢ⫱ᡂ㛵ࡍࡿ⌧≧ㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ➨㸶ᅇࢥேᮦࡋ࡚ࡢዪᛶ♫ဨ⫱ᡂ㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ
ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊྛᆅᇦࡢ
ᅜ⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᑐ㇟ᴗࢆᣑࡋ࡚ㄪᰝࢆ
ᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊዪᛶά㌍᥎㐍ᑐࡍࡿ♫ෆព㆑ࢆㄪᰝ࣭
ศᯒࡍࡿࠕዪᛶά㌍ຊ⥲ྜデ᩿ࠖᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
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㸱㸬࢟ࣕࣜ㛤Ⓨ
㸦㸯㸧ᩍ⫱◊ಟ࣭ᣦᑟ┦ㄯ࣭ேᮦ⫱ᡂ 
ձ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨᨭ
ᴗࡸປാ⤌ྜ࣭ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⤌⧊ಶேࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂᨭࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠊ┦ㄯᣦᑟࠊᩍ⫱◊ಟࡢᒎ㛤ࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝ
ࢱࣥࢺࡢ㣴ᡂᴗࡢᆅ᪉ࡢᣑࢆᅗࡿࡶࠊ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ᭷
㈨᱁⪅ࡢ⬟ຊྥୖࡸᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ◊ಟࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ㸦࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢱࣥ
ࢺ㣴ᡂㅮᗙ࡞㸧

ղⱝ⪅࣭Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜᨭᴗ
↓ᴗࡢ≧ែ࠶ࡿⱝ⪅ࡢᑵປᨭࡸᏛ⏕ࡢ⫋ᴗほࡢ㔊ᡂࠊᇶ♏ⓗ࡞ᐇົ⬟
ຊࡢ⩦ᚓࠊ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨ㛵ࢃࡿᑵ⫋ᨭᴗࢆᐇࡋࡓࠋ

ճḟୡ௦ࢆᢸ࠺⫋ᴗேࡢ⫱ᡂ
ḟ௦ࢆᢸ࠺ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊ᪂ධ♫ဨᩍ⫱ࡢᐇࡸⱝᡭ♫ဨࣇ࢛࣮ࣟ
ࢵࣉ◊ಟ࡞ⱝᖺ⫋ᴗேࡢᩍ⫱άືྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡲࡓࠊ࣍࣡ࢺ࣮࢝ࣛࢆ୰
ᚰࡋࡓ⫋ᴗேࡢࡓࡵࡢᑓ㛛⬟ຊ㛤Ⓨࡸ⮬ᕫၨⓎࢆᨭࡍࡿ㏻ಙᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒࡛࠶ࡿࣅࢪࢿࢫ࣭࢟ࣕࣜᴗࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ᅜࡢ⏕⏘ᛶᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡞
ࡀࡽᬑཬ࣭ᣑࢆᅗࡗࡓࠋ㸦ࣅࢪࢿࢫ᳨࣭࢟ࣕࣜᐃㄆᐃㅮᗙ࡞㸧

㸦㸰㸧ㄪᰝ◊✲࣭ሗⓎಙ
ձ⫋ᴗࡢ࠶ࡾ᪉◊✲
ᗙ㛗 ᒾ㛫 ኟᶞ ࣛࢬࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ

᪂ධ♫ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕാࡃࡇࡢព㆑ࠖㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡣ㸯㸷㸴
㸷ᖺᗘࡽẖᖺᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ✀ࡢㄪᰝ࡛ࡣᡃࡀᅜ࡛᭱ࡶṔྐࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ᪂ධ♫ဨࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡋࠊࠕ᪂ධ♫ဨࡢࢱࣉࠖࡋ࡚ྡࢆ⾜࠸Ⓨ⾲ࡋ
ࡓ㸦㸰㸮㸯㸵ᖺࡣࠕ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ᤕ⋓ࢤ࣮࣒ᆺࠖྡ㸧ࠋ

㸲㸬㞠⏝࣭ே࣭㈤㔠
㸦㸯㸧㞠⏝ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᡤ㛗 㔝 ᾈ୍㑻 Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵ 

ձㄪᰝ◊✲࣭ሗⓎಙ
㞠⏝࣭㈤㔠ࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⌮ㄽ࣭ᨻ⟇࣭ᐇົࡢྛഃ㠃ࡽ
ㄪᰝ࣭◊✲ᥦゝ࣭ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉㞠⏝ࡢከᵝᛶࠊ᪂ࡓ࡞ാࡁ᪉ࢆ᥎㐍
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ࡍࡿࡓࡵᇶ┙࡞ࡿேฎ㐝ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢᬑཬ࣭ᒎ㛤ࢆᅗࡗࡓࠋ

ղே࣭㈤㔠ࢭ࣑ࢼ࣮
ே࣭㈤㔠࣭ホ౯࡞㛵㐃ㅖไᗘࡢᩚഛ࣭ᨵၿཧ⪃࡞ࡿዲ࣭᭱᪂
ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊࠕ㈤㔠⟶⌮ኈࠖ࡞ࡢᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦㈤㔠
⟶⌮ኈ㣴ᡂㅮᗙࠊ㈤㔠ᩍᐊࢭ࣑ࢼ࣮ࠊேປົᇶ♏ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊᙺ➼⣭ไᗘ࣭
ᙺ⤥ᑟධࢭ࣑ࢼ࣮࡞㸧

ճே࣭㈤㔠ᣦᑟ┦ㄯ
㈤㔠ࠊேࠊホ౯࡞㞠⏝ฎ㐝ಀࢃࡿㅖࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿデ᩿࣭ᣦᑟ࠾ࡼ
ࡧᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡋࠊᩚഛ࣭ᨵၿࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ࡞ᥦ࣭ၥ㢟ゎỴ㸦ࢯ࣮ࣜࣗ
ࢩࣙࣥ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕබඹ㒊㛛ேᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖࠕᏛேᡓ␎ࢡࣛࢫࢱ࣮ࠖ
ࠕ་⒪ᶵ㛵ேᨭࢳ࣮࣒ࠖ࡞࡛ࡣࠊ⮬య࡞බඹ㒊㛛ࠊᏛࠊ㝔࣭⚟
♴ἲே࡞ࡢேไᗘᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿㅖάືࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧᪥ᮏேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ༠㸦㹈㹑㹆㹐㹋㸧ࡢ㐃ᦠ
 㛗 ㇂ᕝ ⏕ ୕⳻࢞ࢫᏛᰴᘧ♫♫እྲྀ⥾ᙺ

ᮏ༠㸦-DSDQ6RFLHW\IRU+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQW␎⛠㹈㹑㹆㹐㹋㸧
ࡣࠊᡃࡀᅜࢆ௦⾲ࡍࡿேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿᑓ㛛ࡢဨ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋேᮦ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡸࠊဨࡢὶࡸሗࠊ㹆㹐ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩ
ࣙࢼࣝࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ဨࡢ⬟ຊྥୖࡢ
ᨭࢆᅗࡗࡓࠋ
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Ϭ㸬࣊ࣝࢫࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴗ

㸯㸬࣊ࣝࢫࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍
ᙜ㈈ᅋࡀ㛤Ⓨࡋࡓ㹈㹋㹇ᗣㄪᰝ㸦-DSDQ0HQWDOKHDOWK,QYHQWRU\㸸ᚰࡢ
ᗣデ᩿ࢩࢫࢸ࣒㸧࡞ࡢࢧ࣮࣋࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ᩍ⫱ࢆ୰ᚰࡋ࡞ࡀࡽࠊാࡃேࠎࡢᚰࡢᗣቑ㐍⬟ຊⓎ㈨ࡍࡿᗣ࡛࠸
ࡁ࠸ࡁࡋࡓ⫋ሙ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢᴗᒎ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㸰㸮㸯㸰ᖺᗘࡼࡾᮾிᏛᏛ㝔ࡢඹྠࡼࡾࠕᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ
࡙ࡃࡾࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶ࡢᏳ⾨⏕ࡢάືࢆ㉸࠼ࠊ
♫ⓗどⅬᇶ࡙ࡃ⤌⧊࣭⫋ሙ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᯟ⤌ࡳࡢฟࡴࡅྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

㸦㸯㸧࣓ࣥࢱ࣭ࣝ࣊ࣝࢫ◊✲ᡤ
ᙜ㈈ᅋࡀ⊂⮬㛤Ⓨࡋࡓ㹈㹋㹇ᗣㄪᰝ㸦-DSDQ0HQWDOKHDOWK,QYHQWRU\㸸
ᚰࡢᗣデ᩿ࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ㍈ࠊἲᨵṇࡼࡾ⩏ົࡉࢀࡓࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡ
࠾ࡅࡿ⤌⧊ⓗ࡞ᑐᛂ࡞ࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇ࡢṇࡋ࠸▱㆑ࡢᬑཬࠊ⤌⧊ᨵ
ၿ⤖ࡧࡘࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾᴗᒎ㛤ࡋࡓࠋ

ձே⤌⧊ࡢᗣ࡙ࡃࡾᨭᴗ
⣙㸯㸳༓ேࡢ⏘ᴗே㹈㹋㹇ᗣㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊཷデ⪅ࡣಶே⤖ᯝࢆ㏦
ࡋ࡚ࢭࣝࣇࢣࢆಁࡍྠࠊ⤌⧊ࡣᗣ࡞⤌⧊࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢᥦࡶྵ
ࡴ⤌⧊ศᯒ⤖ᯝሗ࿌ࢆᐇࡋࡓࠋ
ಶேࡢࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚ࠊཷデ⪅ࡑࡢᢇ㣴ᐙ᪘ࢆᑐ㇟㟁ヰ┦ㄯᐊ㠃᥋
┦ㄯᐊࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇࡋࡓࠋ┦ㄯᐊࡣࠊᑓ㛛ᶵ㛵
ࡢࣛࣥࢫࡼࡾࠊᅜ⣙㸯㸳㸮ࣨᡤࡢ┦ㄯᐊࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
⤌⧊ࡢࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚ࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆά⏝ࡋࡓ⟶⌮⪅ᑐࡍࡿ⤌⧊ᨵၿᨭ
ࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡸ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫㄢ㢟ࡢᑐᛂຊྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓࣛࣥ
ࢣ◊ಟࠊಶேࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᨵၿ㈨ࡍࡿࢭࣝࣇࢣ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ⩏ົࡉࢀࡓࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡᐇᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠕࢫࢺ
ࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡࡢ㞟ᅋศᯒά⏝⾡ࠖࢆබ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ

ղ⤌⧊㠉᪂ᨭࢧ࣮࣋㹐㸿㹎V ཬࡧࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᴗ
⤌⧊ኚ㠉ࡸ⤌⧊άᛶࢆᨭࡍࡿ᪂ࢧ࣮࣋㹐㸿㹎V㸦ࣛࢵࣉࢫ㸧ࢆᥦ౪ࡋࠊ
⤌⧊ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᨵၿࡢࡓࡵࡢㄪᰝศᯒࠊ◊ಟ➼ࡢ⤌⧊ኚ㠉ࡢᨭࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
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㸦㸰㸧࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢭࣥࢱ࣮
࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᣢࡘᶵ⬟ࢆ᪥ᖖࡢ⫋ሙ
࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺάࡋࠊேᮦࡢ⫱ᡂ⤌⧊㢼ᅵࡢኚ㠉ࢆᅗࡿࢫ࢟ࣝయ
⣔࡛࠶ࡿࠋᙜࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ♫ဨࡀᚰ㌟ࡶᗣ࡞≧ែ࡛ά㌍ࡍࡿࡶࠊ
⤌⧊ࡢάຊྥୖࡴࡅࡓᨭࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ձᩍ⫱࣭◊ಟᴗ
⫋ሙࡢ࣓ࣥࢱࣝࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྥୖࠊࣃ࣮࣡ࣁࣛࢫ
࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡽᐇࡲ࡛ࠊබ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮࠾ࡼࡧಶู
⤌⧊ࡢせᮃᑐᛂࡋࡓ♫ဨࡢᩍ⫱࣭◊ಟ࡞ࢆᐇࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧ᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࣇ࢛࣮࣒ࣛ
ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉⢭⚄ಖᏛศ㔝㸦ᕝୖ᠇ேᩍᤵࠊᓥὠ᫂ேᩍ
ᤵ㸧ࡢඹྠࡼࡾࠊ
ࠕᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢ⌮ᛕཬࡧᡭἲࡢ
ᬑཬ࣭ၨⓎάືࢆ᥎㐍ࡋࠊ⫋ሙࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢ᪂ࡋ࠸ᯟ⤌ࡳࡢ☜❧ࡴࡅ
ࡓάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձဨไᗘᐃࢭ࣑ࢼ࣮
ۑᐃࢭ࣑ࢼ࣮
ࣇ࢛࣮࣒ࣛဨࡢࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧ᪂つဨເ㞟ࡢࡓࡵᐃࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ
ᖺ㸲ᅇᐇࡋࡓࠋࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࡢ࣭ྲྀࡾ
⤌ࡳ᪉ἲࠊ⌮ᛕ࡞ࡘ࠸࡚ࡢᬑཬ࣭ၨⓎࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡼࡾඛ㐍ᴗࢆゼၥࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᏛࡪ⫋ሙゼၥࢆ㸯ᅇᐇ
ࡋࡓࠋ

ۑᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾᡂᯝⓎ⾲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 
㸯ᖺ㛫ࡢάືࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊᏛࡧࠊ⪃࠼ࠊᐇ㊶ࡋࡓࡇࢆඹ᭷ࡍࡿሙࡋ
࡚ࠊ㸯㸰᭶㸯㸷᪥ఀ⸨ㅰᜠ࣮࣍ࣝ㸦ᮾிᏛෆ㸧࡛ᐇࡋࡓࠋ

ղ◊✲ࡢᐇ
ᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࢆ⤌⧊ෆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆㅮ⩏ཬࡧ࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉᙧᘧ᳨࡛ウࡍࡿ$FWLYH:RUN3ODFH◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋ

ճᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾㄆドไᗘ
⤌⧊࠾ࡅࡿᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࡢྲྀࡾ⤌ࡳཬࡧィ⏬ࢆホ౯ࡍࡿࡶࡢ
ࡋ࡚ࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺᗘࡼࡾᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾࢫࢱ࣮ࢱ࣮ㄆドไᗘࢆࢫࢱ࣮

38

ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣ㸱♫ࢆㄆドࡋࠊᗣ࠸ࡁ࠸ࡁ⫋ሙ࡙ࡃࡾ
ᡂᯝⓎ⾲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢሙ࡛Ⓨ⾲࠾ࡼࡧᤵᘧࢆᐇࡋࡓࠋ

 մ◊✲άືࠊᴗ㛤Ⓨ
ᅜෆእࡢ᭱᪂ືྥࡢࣜࢧ࣮ࢳࠊዲ㞟ࠊ⌮ㄽ◊✲࡞ࡢάືࢆ⾜࡞࠸ࠊ
ࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾ࡼࡧ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪ࡛ࣥⓎಙࡋࡓࠋ

㸰㸬ᗣಁ㐍ᴗࡢ᥎㐍
㸦㸯㸧ᗣಖ㝤⤌ྜࡢᴗົᨭᴗ
ಖᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ౪ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ་⒪ಖ㝤ไᗘࡢᨭ࠼ᡭ࡛࠶ࡿᗣಖ㝤⤌
ྜࡢᴗົ㐠⏝ࢆᨭࡋࠊ་⒪㈝㐺ṇᴗ㐠Ⴀࡢ୍ᒙࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆᅗࡿࠋ
♫ಖ㞀࣭⛯␒ྕไᗘࡢᮏ᱁✌ാࡴࡅࠊᖺᗘࠊᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓಶே␒ྕⓏ
㘓ᘬࡁ⥆ࡁࠊ㸰㸮㸯㸵ᖺ㸵᭶ࡽᐇࡉࢀࡿྛ㛵ಀ┬ᗇ㛫ࡢಶே␒ྕࡢሗ
㐃ᦠࢩࢫࢸ࣒ᑐᛂࢆᐇࡋࠊྛ⏝⤌ྜࡢࢸࢫࢺ✌ാᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧㹇㹁㹒᥎㐍ᴗ
ᗣಖ㝤⤌ྜࡢຍධ⪅ࡢᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࢆ┠ⓗࡋࡓࠕࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬ࠖ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊデࢹ࣮ࢱࡢศᯒࡸࣜࢫࢡࡢᑗ᮶ண ➼ࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ
ࢆά⏝ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ⏝⤌ྜࡀຍධ⪅ࡢಶே␒ྕࢆ㞟ࡍࡿࡇࡼࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸࣜࢫ
ࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᨭಶேሗᩍ⫱ࢆᐇࡋࡓࠋ
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ϭ㸬ᬑཬ࣭ಁ㐍ᴗ

㸯㸬⏘ᴗ⏺ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
㸦㸯㸧⤌⧊ᗈሗάື
ᙜ㈈ᅋ࡛ࡣࠊᴗ⤒Ⴀ⪅ࠊປാ⤌ྜᖿ㒊ࠊᏛ㆑⪅ࠊᾘ㈝⪅ᅋయ௦⾲⪅࡞ࡢ
ᅜẸྛ⏺ྛᒙࡢ௦⾲ࠊホ㆟ဨࠊ⌮㺃┘ࠊᖿᖿࠊጤဨጤဨࠊ㈶ຓ
ဨࡋ࡚ᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ࡢάືཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᖖኚᐜࡍࡿ♫࣭⤒῭⎔ቃࡢ୰࡛ࠊᡃࡀᅜࡢ࠶ࡿࡁጼࢆ᥈ồࡋ࡞ࡀࡽࠊ
࠶ࡽࡓࡵ࡚♫⤒῭ࡢ≌ᘬᙺ࡞ࡿ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ⏺ࢆࡣ
ࡌࡵྛ⏺ࡽࡢᖜᗈ࠸ᨭ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
⤌⧊ᗈሗάືࡋ࡚⏕⏘ᛶ㐠ືᑐࡍࡿຊᙉ࠸ᨭ⪅࡛ࡶ࠶ࡿ㈶ຓဨᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ⓗ࣭㔞ⓗᐇࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆウ✲ࡍࡿ➨㸯㸮ᅇࠕ㸰㸯ୡ⣖ᅜ⏕⏘ᛶࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢ㛤ദ࡞ࠊ௦
࣐ࢵࢳࡋࡓ౯್࠶ࡿሗࡢᥦ౪ດࡵࡓࠋ

㈶ຓဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ࡞άື
ձᬑཬάື
⏘⏕ۑᛶ㐠ືࡢ㐍ࡴࡁ㐨ࢆウ✲ࡍࡿ㸰㸯ୡ⣖ᅜ⏕⏘ᛶࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദ
⏘⏕ۑᛶ㐠ືᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᨭ⪅ࡢᣑ
ۑᙜ㈈ᅋࡢㅖάືᑐࡍࡿࡉࡽ࡞ࡿ⌮ゎಁ㐍

ղሗᥦ౪
⏘⏕ۑᛶ᪂⪺ࡼࡿሗᥦ౪
⏘⏕ۑᛶฟ∧ࠊ⏕⏘ᛶᫎീࡼࡿሗᥦ౪
⏘⏕✀ྛۑᛶ㈨ᩱࠊጤဨሗ࿌᭩࡞ࡢሗᥦ౪
ࡿࡼࣥࢪ࣐࣮࣓࢞ࣝۑᐃᮇⓗ࡞ሗᥦ౪㸦᭶㸰ᅇⓎ⾜㸧
 ྛ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢۑㄽ࣭ㄢ㢟ูࡢሗᥦ౪࡞ࠊ᪂ࡓ࡞ဨࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪

ճ⤒Ⴀ㠉᪂ࡢᨭ
⤒ۑႠ㠉᪂ሗࡢᥦ౪ࡋ࡚ဨ᭶◊✲ࡸ↓ᩱ⤒Ⴀ┦ㄯ࡞ࢆ㛤ദ

㸰㸬ᅜ⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
⏕⏘ᛶ㐠ືࢆᨭࡍࡿᴗࠊປാ⤌ྜ࡞ࡢဨࡣࠊᅜ㸯㸳ࡢ⏕⏘ᛶᶵ㛵
࠾࠸࡚⣙㸯ཬࡪࠋྛᆅᇦࡢ⏕⏘ᛶᶵ㛵㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ≉㸰㸯ୡ
⣖ᅜ⏕⏘ᛶࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢඹྠ㛤ദࢆࡣࡌࡵࠊ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢ᥎㐍ࠊ
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ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖάືࠊ୰ᑠᴗࡴࡅ㈤㔠ไᗘࡢᣑᴗ࡞ࠊᗈ⠊
࡞άືྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

㸦㸯㸧⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢᴗᒎ㛤
࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢㅖάືࠊ㹈㹁㹑㹇ࡢά⏝ࠊ㹈㹋㹇ࡢᒎ㛤ࠊ
ࠕ⏕⏘ᛶࡢ
⯪ࠖࡢᬑཬಁ㐍࡞ࠊ⏘ᴗ⏺ࢆࡣࡌࡵࡍࡿྛ⏺ࡢேᮦ⫱ᡂ㈨ࡍࡿᴗࡘ
࠸࡚ࠊඹྠ࡛ࡉࡽ࡞ࡿᒎ㛤ࢆᅗࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧㸰㸯ୡ⣖ᅜ⏕⏘ᛶࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദ
ࢃࡀᅜࡀᢪ࠼ࡿ⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᨻࠊ⤒῭ࠊ♫ࠊ⏘ᴗ࡞
ࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘࡽ᳨ウࡍࡿ㸰㸯ୡ⣖ᅜ⏕⏘ᛶࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆᅜ⏕⏘ᛶᶵ㛵
ࡢ⥲ຊࢆ⤖㞟ࡋ࡚㸯㸯᭶ඹྠ㛤ദࡋࡓࠋᅜࡽ⏕⏘ᛶ㐠ືྲྀࡾ⤌ࡴ⏘ᴗ
ປࡀཧ㞟ࡢࡶࠊᮏᖺᗘࡣࠕ⏕⏘ᛶ㠉᪂࡛ᣅࡃ᪥ᮏࡢᮍ᮶㹼㸴㸮ᖺࢆࡾ㏉
ࡾ᪂ࡓ࡞⏕⏘ᛶ㐠ືࢆ⪃࠼ࡿ㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐ᥖࡆࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தࢆࡕᢤࡃ
ࡓࡵࡢᴗࡢ⤒Ⴀ㠉᪂ࠊ⏕⏘ᛶ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࡶࡋࡓ⤒῭ᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢ
ฎ᪉⟢ࠊඃࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆࡘࡃࡾࡅࡿࡓࡵࡢࡋࡃࡳࠊேᮦᩍ⫱ࠊேᮦά⏝ࠊ
ാࡁ᪉ᨵ㠉࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿࡶࠊே㛫ᑛ㔜ࢆᇶㄪ
ࡋࡓ⤒῭ᡂ㛗ࡸ⤒῭♫ࡢ࠶ࡿࡁጼࡸࡑࡢ᪉⟇ࡘ࠸࡚ウ✲ࡋࡓࠋ

㸱㸬࣓ࢹ㛤Ⓨ
㸦㸯㸧ᵝࠎ࡞࣓ࢹࢆ㏻ࡌࡓ⏕⏘ᛶ㐠ືࡢሗⓎಙ
ձ᪂⪺ᴗ
ࠕ⏕⏘ᛶ᪂⪺ࠖࡣࠊ⏕⏘ᛶྥୖྲྀࡾ⤌ࡴᴗ࣭ປ⤌ࢆࡣࡌࡵྛ⏺ࡢᵝࠎ࡞
άືࢆሗ㐨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕࢲࣂ࣮ࢩࢸ♫ ᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠖ
ࠕឤ
ປാࡢ⤌⧊ⓗᨭࠖࠕ᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡽࠖࠕ⏕⏘ᛶࡀ㧗ࡲࡿ
ࡣࠖࠕ⡿ᅜ⏕⏘ᛶࠖࠕኚ㠉ࡢ⌧ሙ㸰㸮㸯㸴ࠖࠕ⪁⯒ࡢ㠉᪂ࠖࠕㆤࢆࡵࡄࡿ
ㄢ㢟ᒎᮃࠖ
ࠕᡓ␎ᵓຊࢆ㘫࠼ࡿࠖ
ࠕࢹ࣮ࢱ࡛ㄞࡳゎࡃ㹆㹐㹋ࠖ
ࠕୡ⏺⤒῭ࢆᒎ
ᮃࡍࡿࠖ࡞ࡢ㐃㍕ࠊᐃ␒㐃㍕ࡢࠕ୍ゝࠖ
ࠕ⏕⏘ᛶࢆ㧗ࡵࡿࣅࢪࢿࢫࢫ࢟ࣝࠖ
ࠕே
⤌⧊ࡢᮍ᮶ࠖ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ⓗ࡞⏕⏘ᛶㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡋࡓࠋ

ղ᭩⡠ᴗ
⏕⏘ᛶฟ∧࡛ࡣࠊࠕே⤒Ⴀࠖ㛵ࡍࡿ㡿ᇦࢆᇶ㍈ࠊ⤒Ⴀᡓ␎ࠊ⤌⧊ኚ㠉ࠊ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࠊ⤒Ⴀရ㉁ྥୖࠊ⤒Ⴀᖿ㒊ࡢ⫱ᡂࠊ
ാࡁ᪉ᨵ㠉࡞㛵ࡍࡿ᭩⡠ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸮㸯㸴ᖺᗘࡣࠊᚭᗏⓗ㢳ᐈᚿྥᇶ࡙ࡃ➨୍⏕ࡢࠕ㹂㹑㹐⤒Ⴀࠖࡢ⌮ㄽ
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ᐇ㊶ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠗ᭱ࡓࡿࡼࡾࠊ
ࠕ᭱Ⰻࠖࡓࢀ࠘ࠊ㸯㸷㸶㸳ᖺ
᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊ࡀⓎ⾜ࡋࡓࠗ┒⪅ࡢ⩌ീ̿ኚ㠉ᮇᏛࡪ⾜ືᏛ࠘ࡢᨵゞ᪂∧ࠊ
❺㛛ⴭࠗṔྐᏛࡪኚ㠉ᮇࡢ⤒Ⴀ⾜ືᏛ࠘ࠊ㹌㹆㹉 㹃ࢸࣞࠗ㸯㸮㸮ศ㹢
㹣ྡⴭ࠘࡞ࡢࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮⛅‶ྜྷᙪⴭࠗே⏕άࡍࠕྡⴭຊࠖ࠘ࢆ
ྵࡵࡓ᪂ห㸯㸮Ⅼࢆห⾜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᪤ห᭩࡛ࡣࠊ⏕⏘ᛶฟ∧ࡢࣟࣥࢢࢭ࣮ࣛࠊすᇼᰤ୕㑻ⴭࠗ[᪂∧]▼ᶫࢆ
྇ࡅࡤΏࢀ࡞࠸࠘㸯㸱ๅࠊࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮◊ಟ࡞ࡶከࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗ㸿
㹌㸿ࡀ┠ᣦࡍ㹁㹑࠘㸴ๅࠊ࡞ࡢዲホ᭩ࢆ୰ᚰ㸲Ⅼࢆቑๅࡋࡓࠋ

㸰㸮㸯㸴ᖺᗘห⾜ࡋࡓ᭩⡠ࡢ୍㒊


ճᡭᖒᴗ
㸰㸮㸯㸵ᖺ∧ࡢ⏕⏘ᛶᡭᖒࡣ㸲㸯✀࣭㸶㸳Ⅼࢆ〇సࡋࡓࠋ㠉ᡭᖒࡣ᪂⣲ᮦࡢ
ࣝ࢞ࢺࢆ⏝ࡋࡓ㸱✀࣭㸯㸰Ⅼࢆ〇సࡋࡓࠋ














ࣃ࣮ࢯࢼࣝᡭᖒ          ࢽ࣮࢚ࣗࢢࢮࢡࢸࣈᡭᖒ
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㸦㸰㸧㹕㹣㹠∧◊ಟタ౽ぴࡢ㐠Ⴀ
㸯㸷㸷㸷ᖺ㛤タᚋࠊࢩࢫࢸ࣒⣽࡞ಟṇࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㐠Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ
㸰㸮㸯㸰ᖺᗘ㠃ⓗ࡞ࣜࢽ࣮ࣗࣝࢆᐇࡋ࡚௨᮶ࠊࢡࢭࢫᩘࡀቑຍࡋ࡚
ࡁࡓࠋ
◊ಟタᢸᙜ⪅ࡀ⮬ࡽⓏ㘓ሗࢆ᭦᪂࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࡓࡇ࡛ࠊⓏ
㘓ሗࡢᐇ᭦᪂㢖ᗘࡢྥୖࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ

㸲㸬⏕⏘ᛶᅜ㝿ὶࢭࣥࢱ࣮
⏕⏘ᛶᅜ㝿ὶࢭࣥࢱ࣮㸦㹇㹎㹁㸧ࡣࠊ•༡ࡢᾏᐩኈᒣࢆᮃࡴ⤯ዲࡢࣟࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢆࡾࠊேᮦ⫱ᡂᅜ㝿ὶࡢ⥲ྜᣐⅬ࡛࠶ࡿ⚄ዉᕝ┴ⴥᒣ⏫ࡢ•༡
ᅜ㝿ᮧෆ⨨ࡋࠊ㸰㸯ୡ⣖ࡩࡉࢃࡋ࠸⌮ⓗ⎔ቃࡢ◊ಟ࣭㆟࣭ὶࡢᑓ
㛛タ࡛࠶ࡿࠋ
㒔ᚰࡽࡢⰋ࠸❧ᆅ⎔ቃࠊᶵ⬟ᛶᛌ㐺ᛶࢆഛ࠼ࡓே㛫ᕤᏛⓗタィࠊ㞟
୰ࡃࡘࢁࡂࡢ✵㛫₇ฟࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ :L)L ࡞ᐇࡋࡓ◊ಟタഛ࡞
ࡢ≉Ⰽࢆάࡋ࡞ࡀࡽᴗࠊປാ⤌ྜࠊᏛࠊᐁබᗇࠊᏛᰯࠊᅋయ࡞ࡢேᮦ
⫱ᡂࡸᅜ㝿ὶᣐⅬࡋ࡚ࡢྛ✀άືࡢࠊ◊✲άືࠊࢧ࣮ࢡࣝάື࡞
タࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊᆅᇦ㈉⊩ࡢㅖάືࡶᐇࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧ேᮦ⫱ᡂ࣭◊✲άືࡢሙࡋ࡚ࡢㅖᶵ⬟ࡢᥦ౪
⤒Ⴀࢺࢵࣉࡸḟୡ௦⤒Ⴀᖿ㒊㣴ᡂࢆࡣࡌࡵࠊᑓ㛛⬟ຊࡢ㛤Ⓨࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㆟ࠊ␗ᴗ✀ὶ࡞ࠊᴗ࣭ྛ✀⤌⧊⏕⏘ᛶྥୖྍḞ࡞ேᮦ⫱ᡂࡸ
◊✲άືࡢሙࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ࡲࡓປാ⤌ྜᑐࡋࠊ⤌ྜࠊᇳ⾜ጤဨࠊ◊✲㒊ࠊᩍ⫱◊ಟ࡞࡛
ࡢタࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡑࡢࠊྛ✀ᏛࡸᏛ࠾ࡅࡿ◊✲Ⓨ⾲ࠊ୰Ꮫ࣭㧗ᰯࡢྜᐟᏛ⩦ࡢሙࠊᩥ
άືࡸὶ࡞ᖜᗈࡃタࡢᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤂ࠊᥦ౪࡞◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢ࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥ
ࢢ㛵ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡼࡾࠊ⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㢳ᐈ‶㊊ࢆ㧗ࡵࡓࠋ
㸦㸰㸧ᅜ㝿ὶᣐⅬࡋ࡚ࡢㅖᶵ⬟ࡢᥦ౪
ᾏእࡢ⏕⏘ᛶᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ᯡࡋ࡚ࠊ⏕⏘ᛶྥୖࡢᢏ⾡⛣㌿ࡸ
▱ⓗᨭࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࠊᾏእࡽࡢ◊ಟ⏕ࢆཷࡅධࢀࠊேᮦ㛤Ⓨࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆᐇࡍࡿ࡞ᅜ㝿ὶᣐⅬࡋ࡚ࡢㅖᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧ᆅᇦ㈉⊩άື
ᆅᇦ㈉⊩ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᆅඖࡢ㠀Ⴀ⤌⧊ࡢタ⏝⪅ᑐࡋ࡚ࡣሙࢆᥦ
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౪ࡋࡑࡢάືࢆᨭࡋࡓࠋࡲࡓࠊ•༡ᅜ㝿ᮧࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝ㛤ദ༠㈶ࡋᅜ㝿
ᮧ㏆㞄ㅖタඹྠࡢࡶࠊᆅᇦఫẸᑐࡍࡿタࡸ⥳ᆅࡢ㛤ᨺࡸ≉ูࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢᥦ౪࡞ࢆᐇࡋࠊࠕᅜ㝿ᮧຊࠖࡢྥୖ㈉⊩ࡋࡓࠋ
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Ϯ㸬ἲேࡢ㐠Ⴀ㸦ホ㆟ဨࠊ⌮ࡢ㛤ദ㸧

㸯㸬⌮
➨㸯ᅇᐃ⌮
᪥   㸸㸰㸮㸯㸴ᖺ㸳᭶㸯㸵᪥
ሙ   ᡤ㸸ᖇᅜ࣍ࢸࣝᮾி
㆟   㸸㸯㸬㆟ᑂ㆟
   㸦㸯㸧㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘᴗሗ࿌࣭Ỵ⟬㛵ࡍࡿ௳
㸦㸰㸧㸰㸮㸯㸴ᖺᗘᐃホ㆟ဨࡢ㛤ദ㛵ࡍࡿ௳
㸰㸬㸰㸮㸯㸴ᖺᗘ⮫⌮ࡢ㛤ദ㸦᭩㠃⾲Ỵ㸧ࡘ࠸࡚
㸱㸬ពぢ
         ࠕ<$0$*$7$ ࡽࢽࢵ࣏ࣥࡢᮍ᮶ࢆࡿ
㹼᠕㭯ᒸ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᣮᡓࠖ
᠕⩏ሿᏛඛ➃⏕⛉Ꮫ◊✲ᡤ ᡤ㛗 ⏣  Ặ

⮫⌮㸦᭩㠃⾲Ỵ㸧
᪥   㸸㸰㸮㸯㸴ᖺ㸴᭶㸴᪥
㆟   㸸㸯㸬㆟ᑂ㆟
㸦㸯㸧㛗ࡢ㑅ᐃ㛵ࡍࡿ௳
㸦㸰㸧ᖖົ⌮ࡢ㑅ᐃ㛵ࡍࡿ௳

➨㸰ᅇᐃ⌮
᪥   㸸㸰㸮㸯㸴ᖺ㸷᭶㸴᪥
ሙ   ᡤ㸸ᖇᅜ࣍ࢸࣝᮾி
㆟   㸸㸯㸬㆟ᑂ㆟ 
      㸦㸯㸧㸰㸮㸯㸴ᖺᗘ⮫ホ㆟ဨࡢ㛤ദ㛵ࡍࡿ௳
㸰㸬ሗ࿌࣭ពぢ         
        ࠕ➨㸯ᅇ᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ཷ㈹ሗ࿌ࠖ
       㸦㸯㸧⥲ົ⮧㈹
ࠗ͆ᜨᑑᘧ͇ᆅᇦໟᣓ࣊ࣝࢫࢣࢧ࣮ࣅࢫ࠘
♫་⒪ἲே㈈ᅋⴷ ᜨᑑ⥲ྜ㝔 ⌮㛗 ⚄㔝ṇ༤ Ặ
㸦㸰㸧⤒῭⏘ᴗ⮧㈹
    ࠗᏊࡶࡓࡕ㣗ᩥࢆఏ࠼ࡿࠕ⪃㣗ᖌࠖࡼࡿ⤥㣗ࢧ࣮ࣅࢫ࠘ 
      ᰴᘧ♫࣑࣮ࣝࢣ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 㛵 ᖾ༤ Ặ
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➨㸱ᅇᐃ⌮
᪥   㸸㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸰᭶㸷᪥
ሙ   ᡤ㸸ᖇᅜ࣍ࢸࣝᮾி
㆟   㸸㸯㸬ሗ࿌
㸰㸮㸯㸴ᖺᗘୖ༙ᮇάືሗ࿌ࡘ࠸࡚
    㸰㸬ពぢ
㸦㸯㸧ㅮ₇
ࠕ⤫㡿㑅ᣲᚋࡢ࣓ࣜ࢝ࡢືྥࡘ࠸࡚ࠖ
ᮾிᏛᏛ㝔ἲᏛᨻᏛ◊✲⛉ ᩍᤵ ஂಖ ᩥ᫂ Ặ
       㸦㸰㸧㸰㸮㸯㸵ᖺ㐠ື┠ᶆࡘ࠸࡚

➨㸲ᅇᐃ⌮
᪥   㸸㸰㸮㸯㸵ᖺ㸱᭶㸰㸯᪥
ሙ   ᡤ㸸ᖇᅜ࣍ࢸࣝᮾி
㆟   㸸㸯㸬㆟ᑂ㆟
➨㸯ྕ㆟㸸ົᡤࡢ⛣㌿㛵ࡍࡿ௳
➨㸰ྕ㆟㸸ሗ᥎㐍ᴗ㸦බ㸱㸧ࡢᗫṆ㛵ࡍࡿ௳
➨㸱ྕ㆟㸸㸰㸮㸯㸵ᖺᗘᴗィ⏬࣭ண⟬㛵ࡍࡿ௳
㸰㸬άືሗ࿌
       ࠕ⏕⏘ᛶ◊✲ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠖ
           ձ᪥⡿⏘ᴗูປാ⏕⏘ᛶỈ‽ẚ㍑
           ղປാ⏕⏘ᛶࡢᅜ㝿ẚ㍑
ᮾὒᏛ⤒῭Ꮫ㒊 ᩍᤵ ⃝ ⨾ᕹ Ặ
᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊⏕⏘ᛶ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ୖᖍ◊✲ဨᮌෆ ᗣ⿱

㸰㸬ホ㆟ဨ
ᐃホ㆟ဨ
᪥   㸸㸰㸮㸯㸴ᖺ㸴᭶㸴᪥
ሙ   ᡤ㸸ᖇᅜ࣍ࢸࣝᮾி
㆟   㸸㸯㸬㆟ᑂ㆟
       㸦㸯㸧㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺᗘᴗሗ࿌࣭Ỵ⟬㛵ࡍࡿ௳
㸦㸰㸧௵ᮇ‶క࠺⌮࣭┘ࡢ㑅௵㛵ࡍࡿ௳
㸦㸱㸧௵ᮇ‶క࠺ホ㆟ဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿ௳
㸰㸬ㅮ₇
  ࠕ㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇ་⒪ 㹼⮬ศ࡛Ỵࡵࡿே⏕᭱ᚋࡢ་⒪㹼ࠖ
ᾏ㐨୰ኸປ⅏㝔㝔㛗ࠊᾏ㐨Ꮫྡᩍᤵ ᐑᮏ 㢧 Ặ
ᱜྎ᫂᪥ె㝔 ㄆ▱⥲ྜᨭࢭࣥࢱ࣮㛗 ᐑᮏ ♩Ꮚ Ặ 
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⮫ホ㆟ဨ㸦᭩㠃⾲Ỵ㸧
 ᪥   㸸㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸮᭶㸰㸮᪥
 ㆟   㸸㸯㸬㆟ᑂ㆟
㸦㸯㸧⌮ࡢ㑅௵㛵ࡍࡿ௳
㸦㸰㸧ホ㆟ဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿ௳
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＜資

料＞
公益財団法人

日本生産性本部

評議員
2017 年 5 月 1 日現在

石塚 邦雄

（株）三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役会長執行役員

泉谷 直木

アサヒグループホールディングス（株） 代表取締役会長兼ＣＥＯ

今野 浩一郎

学習院大学 名誉教授
学習院さくらアカデミー アカデミー長

逢見 直人

連合 事務局長

大北 隆典

生保労連 中央執行委員長

小俣 利通

ＪＰ労組 中央執行委員長

加賀見 俊夫

（株）オリエンタルランド 代表取締役会長兼ＣＥＯ

川村

隆

（株）日立製作所 名誉会長

川本

淳

自治労 中央執行委員長

工藤 智司

基幹労連 中央執行委員長

河野 真理子

（株）キャリアン 代表取締役

榊原 清則

中央大学大学院 教授

関根 愛子

日本公認会計士協会 会長

曽根 泰教

慶應義塾大学大学院 教授

南雲 弘行

(公財）国際労働財団 理事長

西原 浩一郎

連帯社会研究交流センター 運営委員会 委員長

野田 三七生

情報労連 中央執行委員長

野中 尚人

学習院大学 教授

八野 正一

ＵＡゼンセン 副会長

樋口 美雄

慶應義塾大学 教授

人見 一夫

（公財）日中技能者交流センター 理事長

平川 純二

ＪＥＣ連合 会長

福川 伸次
松井 忠三

（一財）地球産業文化研究所 顧問
（元通商産業事務次官）
（株）松井オフィス 代表取締役社長
（株）良品計画 名誉顧問

松谷 和重

フード連合 会長

宮川

学習院大学 教授

努

宮本 礼一

ＪＡＭ 会長

山口 範雄

味の素（株） 特別顧問

山村 雅之

東日本電信電話（株） 代表取締役社長
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公益財団法人

日本生産性本部

理事及び監事
2017 年 5 月 1 日現在

会長（代表理事）

茂木 友三郎

キッコーマン（株） 取締役名誉会長 取締役会議長

名誉会長

牛尾 治朗

ウシオ電機(株) 代表取締役会長

副会長

小島 順彦

三菱商事（株） 相談役

副会長

神津 里季生

連合 会長

副会長

相原 康伸

全国労働組合生産性会議 議長
自動車総連 会長

副会長

佐々木 毅

(公財）明るい選挙推進協会 会長

副会長

大田 弘子

政策研究大学院大学 教授

理事長(代表理事)

松川 昌義

(公財）日本生産性本部

常務理事(業務執行理事）

角田 信之

(公財）日本生産性本部

常務理事(業務執行理事）

前田 和敬

(公財）日本生産性本部

理事(業務執行理事）

大川 幸弘

(公財）日本生産性本部

理事

大橋 洋治

ＡＮＡホールディングス（株） 相談役

理事

小野寺 正

ＫＤＤＩ（株） 取締役会長

理事

金丸 恭文

ﾌｭｰﾁｬｰ（株）代表取締役会長兼社長ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO

理事

岸本

薫

電力総連 会長

理事

小島

明

(一社）世界貿易センター東京 会長

理事

児玉 幸治

(一財）機械システム振興協会 会長
（元通商産業事務次官）

理事

難波 淳介

運輸労連 中央執行委員長

理事

新浪 剛史

サントリーホールディングス（株）代表取締役社長

理事

野中 孝泰

電機連合 中央執行委員長

理事

松浦 昭彦

ＵＡゼンセン 会長

理事

森田 富治郎

第一生命保険（株） 特別顧問

監事

有富 慶二

ヤマトホールディングス(株) 特別顧問

監事

宮嵜 孝文

紙パ連合 中央執行委員長
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公益財団法人

日本生産性本部

幹事会幹事
2017 年 5 月 1 日現在

青井

浩

(株)丸井グループ 代表取締役社長

青木 照護

(公社)日本青年会議所 会頭

青木

全国ガス労働組合連合会 中央執行委員長

健

青柳 俊一

千葉県生産性本部 会長
(株)千葉興業銀行 取締役頭取

浅田 克己

日本生活協同組合連合会 会長

新井 賢太郎

(一社）栃木県生産性本部 会長
栃木県経営品質協議会 会長

安藤 忠雄

建築家

飯沼 寿也

三越伊勢丹グループ労働組合 本部委員長

石合 弘二

セブン＆アイグルーフﾟ労働組合連合会 会長

石毛 博行

(独)日本貿易振興機構 理事長

石田 昭浩

全国電力関連産業労働組合総連合 事務局長

石飛

(一社)日本化学工業協会 会長

修

石原 信雄

（一財）地方自治研究機構 会長

石嶺 傳一郎

(一社）沖縄県生産性本部 会長
沖縄電力(株） 代表取締役会長

泉 雄一郎

日本教職員組合 中央執行委員長

伊藤 雅彦

(一社)日本電線工業会 会長

伊藤 源嗣

(株)ＩＨＩ 相談役

井上

日本チェーンストア協会 専務理事

淳

今村 隆郎

日清オイリオグループ（株） 代表取締役社長

岩井 奉信

日本大学 教授

岩本

全日本電線関連産業労働組合連合会 中央執行委員長

潮

岩本 敏男

(株)ＮＴＴデータ 代表取締役社長

上野

横浜商工会議所 会頭

孝

宇治 敏彦

中日新聞東京本社 相談役・特任論説担当

内山 俊一

（一社）日本鉄鋼連盟 専務理事

宇部 文雄

東北生産性本部 会長
東北電力(株) 特別参与

梅森

（一社）全国地方銀行協会 常務理事

徹

瓜生 道明

九州電力(株) 代表取締役社長

江崎 玲於奈

横浜薬科大学 学長
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海老塚 清

(一社)日本電機工業会 専務理事

大塚 岩男

（一社）全国地方銀行協会 副会長

大坪

(公財)関西生産性本部 会長
レンゴー(株) 代表取締役会長兼社長

清

大西 健造

全国社会保険労務士会連合会 会長

大平 康彦

東京ガス労働組合 執行委員長

大森 唯行

新日鉄住金労働組合連合会 会長

大宅 映子

評論家
(公財)大宅壮一文庫 理事長

岡澤 憲芙

早稲田大学 名誉教授

小笠原 晃

静岡県東部生産性本部 会長
矢崎エナジーシステム（株） 沼津製作所長

岡村

(株)東芝 名誉顧問

正

岡本 圀衞

日本生命保険（相） 代表取締役会長

岡本

（一社）日本ガス協会 会長

毅

岡山 俊雄

オイレス工業（株） 代表取締役社長

奥野 長衛

全国農業協同組合中央会 会長

奥村 栄二

全東レ労働組合連合会 会長

奥村 洋彦

学習院大学 名誉教授

押尾 信明

石油連盟 常務理事

小田 和之

(一社)日本船主協会 副会長

小田

尚

読売新聞東京本社 取締役副社長 論説担当

海輪

誠

東北電力（株） 取締役会長

風間 利彦

神奈川県生産性本部
(株) 横浜スカイビル 代表取締役社長

春日部 美則

日本ゴム産業労働組合連合 中央執行委員長

勝野

電気事業連合会 会長

哲

香藤 繁常

昭和シェル石油（株） 顧問

加藤 芳基

セラミックス産業労働組合連合会 書記長

金井 誠太

マツダ(株） 代表取締役会長

茅

東京大学 名誉教授

陽一

河端 照孝

（一財）経済産業調査会 特別顧問

北川 正恭

早稲田大学 名誉教授

木村 昌平

日産車体（株） 代表取締役兼社長執行役員

木元 教子

評論家・ジャーナリスト

久和

北陸電力(株) 取締役会長

進
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楠

正夫

(株）トクヤマ 代表取締役会長執行役員

工藤 健二

日本原燃(株） 代表取締役社長 社長執行役員

久保 直幸

全国労働組合生産性会議 事務局長

熊谷 克夫

東芝労働組合 中央執行委員長

久米 正一

（一社）日本自動車連盟 専務理事

公文 俊平

多摩大学情報社会学研究所 所長

黒川

政策研究大学院大学 客員教授

清

桑原 敬行

全国本田労働組合連合会 会長

郡司 典好

全日本自動車産業労働組合総連合会 事務局長

神津 カンナ

作家・エッセイスト

小谷

パイオニア(株) 代表取締役兼社長執行役員

進

古怒田 和史

富士フイルム労働組合 中央執行委員長

小林 栄三

伊藤忠商事(株) 会長

小林 栄三

(一社)日本貿易会 会長

菰田 正信

三井不動産(株） 代表取締役社長

古森 重隆

富士フイルムホールディングス(株) 代表取締役会長･ＣＥＯ

佐伯

(一財)中部生産性本部 会長
東邦ガス(株) 取締役相談役

卓

佐伯 勇人

四国生産性本部 会長
四国電力(株) 取締役社長

堺井 晴彦

協和発酵キリングループ労働組合連合会 会長

堺屋 太一

作家・経済評論家

榊原 定征

東レ(株) 相談役最高顧問

坂田 幸治

東京電力労働組合 中央執行委員長

坂本 達哉

日立製作所労働組合 中央執行委員長

佐々木 龍也

全トヨタ労働組合連合会 会長

笹島 芳雄

明治学院大学 名誉教授

佐藤 秀樹

中外製薬労働組合 中央執行委員長

佐和 隆光

京都大学 名誉教授

澤田 秀雄

Ｈ．Ｉ．Ｓ．グループ 代表

澤田

日本製粉(株） 代表取締役会長

浩

志賀 俊之

日産自動車(株) 取締役副会長(執行役員)

島田 晴雄

公立大学法人首都大学東京 理事長

清水 春樹

(公財)国際労働財団 顧問

清水 希茂

中国生産性本部 会長
中国電力(株) 取締役社長
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白川 修二

健康保険組合連合会 副会長 専務理事

新藤 宗幸

(公財)後藤・安田記念東京都市研究所 理事長

杉山 武彦

(公財)高速道路調査会 理事長

菅野 和夫

東京大学 名誉教授

鈴木 弘治

(株）髙島屋 取締役会長

鈴木 泰信

ＮＴＮ（株） 相談役

諏訪 康雄

法政大学 名誉教授

清家

慶應義塾大学 教授・塾長

篤

関根 洋祐

新潟県生産性本部 会長

相馬 道広

北海道生産性本部 会長
北海道電力（株） 取締役副社長

高倉

明

全日産・一般業種労働組合連合会 会長

髙橋

進

(一財）住宅生産振興財団 前会長

田川 博己

(株)ジェイティービー 代表取締役会長

田口 晶子

ＩＬＯ駐日事務所 駐日代表

田倉 正司

印刷情報メディア産業労働組合連合会 中央執行委員長代行

武田 建

味の素労働組合 中央執行委員長

竹中 平蔵

東洋大学 教授
慶應義塾大学 名誉教授

田﨑 史郎

時事通信社 特別解説委員

多田 正世

日本製薬団体連合会 会長

田中 宏幸

日本建設産業職員労働組合協議会 議長

田中 優次

(公財)九州生産性本部 会長
西部ガス(株) 代表取締役会長

玉木

洋

（一社）福井県経営品質協議会 会長

千葉

昭

四国電力(株) 取締役会長

寺本 義也

ハリウッド大学院大学 教授
メイウシヤマ総合研究所 所長

徳能 大介

全国銀行員組合連合会議 議長

冨山 和彦

(株)経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ

巴

東京急行電鉄(株） 取締役相談役

政雄

豊田 正和

(一財)日本エネルギー経済研究所 理事長

鳥越

小田急商業労働組合連合会 会長

茂

中江 公人

(一社）全国労働金庫協会 理事長

中西 輝政

京都大学大学院 名誉教授

中野 吉實

全国農業協同組合連合会 会長
53

中村 𠮷𠮷伸

住友重機械工業(株) 代表取締役会長

永山

治

中外製薬（株） 取締役会長・ＣＥＯ

西尾

勝

地方公共団体情報システム機構 理事長

根津 嘉澄

（一社）日本民営鉄道協会 会長

野寺 康幸

(一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 会長

野中 郁次郎

一橋大学 名誉教授
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 特任教授

波多野 麻美

(公社)東京青年会議所 理事長

花木 義麿

(一社)日本工作機械工業会 会長

早川

トヨタ自動車（株）専務役員

茂

羽山 正孝

日本製紙連合会 理事長

檜垣 次郎

関西電力労働組合 本部執行委員長

久重 道正

全国マツダ労働組合連合会 会長

平野 伸一

ビール酒造組合 会長代表理事

振角 秀行

（一社）信託協会 専務理事

細川 興一

（株）日本政策金融公庫 代表取締役総裁

細見 典男

日本水産(株) 代表取締役 社長執行役員

正木 良剛

東急百貨店グループ労働組合 中央執行委員長

町田

群馬県生産性本部 会長
(株)渋川製作所 代表取締役社長

久

松井 鉄也

プリマハム（株） 代表取締役社長

松岡 宏治

航空連合 会長

松岡 萬里野

全国消費者協会連合会 会長

松岡 裕次

日本鉄道労働組合連合会（ＪＲ連合） 会長

松下 功夫

ＪＸＴＧホールディングス(株） 相談役

松本 正義

住友電気工業(株) 取締役社長

水野 明久

中部電力(株) 代表取締役会長

宮井

損害保険労働組合連合会 中央執行委員長

淳

宮内 義彦

オリックス(株) シニア・チェアマン

宮城 まり子

法政大学 教授

村山

滋

(一社)日本造船工業会 会長

詳介

（公社）関西経済連合会 会長
関西電力(株) 相談役

森

安井 義博

ブラザー工業(株) 相談役

柳

（株）日本政策投資銀行 代表取締役社長

正憲

矢野 義博

（一社）日本自動車工業会 理事・事務局長
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山内 隆司

(一社)日本建設業連合会 会長

山口 浩一

全国交通運輸労働組合総連合 中央執行委員長

山田 俊和

キリンビール労働組合 中央執行委員長

山田 吉隆

埼玉県生産性本部 会長
川口化学工業(株) 取締役社長

山名 昌衛

コニカミノルタ（株）取締役 代表執行役社長

山本 正巳

（一社）情報通信ネットワーク産業協会 会長

𠮷𠮷井 眞之

全日本金属産業労働組合協議会 顧問

若狭 一郎

（一社）生命保険協会 副会長

和田口 具視

ＪＦＥスチール労働組合連合会 中央執行委員長

和田 孝雄

テンプスタッフ（株） 代表取締役社長

渡邉 健二

日本通運(株) 代表取締役会長

渡辺 利夫

拓殖大学 学事顧問

渡部 肇史

電源開発（株） 代表取締役社長
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