ᖹᡂ 24 ᖺᗘ
ᖺᗘ 㜰ዪᏊ▷ᮇᏛ㧗➼Ꮫᰯ
㜰ዪᏊ▷ᮇᏛ㧗➼Ꮫᰯ Ꮫᰯホ౯㸦ሗ࿌㸧

㸺Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯㸼
ڦᩍ⫱ㄢ⛬࣭Ꮫ⩦ᣦᑟ
㸯㸬ྛᩍ⛉➼ࡢᤵᴗࡢ≧ἣ
㸰㸬ᩍ⫱ㄢ⛬➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚
㸱㸬ྛ✀ࢹ࣮ࢱ➼ࡢྲྀࡾᢅ࠸ά⏝ࡘ࠸࡚
㸲㸬ᩍ⛉እᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚
ڦ㐍㊰ᣦᑟ
⏕ڦάᣦᑟ
㸯㸬⏕άᣦᑟࡢ≧ἣ
㸰㸬⏕ᚐࡢே᱁ⓗⓎ㐩ࡢࡓࡵࡢᣦᑟࡢ≧ἣ
㸱㸬ಖ⟶⌮㸦⏕άᣦᑟࠊಖ㒊㸧
ڦᏳ⟶⌮
ู≉ڦᨭᩍ⫱
⧊⤌ڦ㐠Ⴀ
◊ڦಟ㸦㈨㉁ྥୖࡢྲྀ⤌㸧ࡢ≧ἣ
ڦᩍ⫱┠ᶆ࣭Ꮫᰯホ౯ࡘ࠸࡚
㸯㸬ᩍ⫱┠ᶆࡢタᐃ⮬ᕫホ౯ࡢᐇ≧ἣ
㸰㸬Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢᐇ≧ἣ
㸱㸬Ꮫᰯᑐࡍࡿ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡢពぢ࣭せᮃ➼ࡢ≧ἣ
㸺Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯㸼
ڦ㏆㞄ᆅ༊௦⾲ࡢពぢ
ڦᏛᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࢆཷࡅ࡚
㸺ࣥࢣ࣮ࢺሗ࿌㸼
⏕ڦᚐ࣭ಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ

㜰ዪᏊ▷ᮇᏛ㧗➼Ꮫᰯ ホ౯ጤဨ㸦ෆ㒊ホ౯㸧ࡲࡵ        ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸵᭶
ಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺࠊ⏕ᚐࣥࢣ࣮ࢺࠊᖹᡂ 24 ᖺᗘᖺ㛫⥲ᣓࢆཧ⪃ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯホ౯࢞ࢻࣛ
ࣥࠖᇶ࡙ࡁࠊホ౯ጤဨ࡛ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆࡈሗ࿌ࡋࡲࡍࠋ

 ڦᩍ⫱ㄢ⛬࣭Ꮫ⩦ᣦᑟ
ྛᩍ⛉➼ࡢᤵᴗࡢ≧ἣ
ྛᩍ⛉➼ࡢᤵᴗࡢ≧ἣ
ྛᩍ⛉➼ࡢᤵᴗࡢ≧ἣ
ձ ㄝ᫂ࠊᯈ᭩ࠊⓎၥ࡞ࠊ⏕ᚐࡀཧຍ࡛ࡁ࡚ࠊࢃࡾࡸࡍ࠸ᤵᴗࡀᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ど⫈ぬᩍᮦࡸᩍ⫱ᶵჾ࡞ࡢᩍᮦ࣭ᩍලࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճ య㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࠊ⏕ᚐࡢ⯆࣭㛵ᚰࢆ⏕ࡋࡓ⮬ⓗ࣭⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿᤵ
ᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
մ ಶูᣦᑟࡸࢢ࣮ࣝࣉูᣦᑟࠊ⩦⇍ᗘᛂࡌࡓᣦᑟࠊ⏕ᚐࡢ⯆࣭㛵ᚰ➼ᛂࡌࡓㄢ㢟Ꮫ⩦ࠊ⿵ⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡸⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡞ࡢಶᛂࡌࡓᣦᑟࡀ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
յ ࢸ࣮࣒ࢸ࣮ࢳࣥࢢᣦᑟ࡞࠾ࡅࡿᩍဨ㛫ࡢ༠ຊⓗ࡞ᣦᑟࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ն Ꮫ⣭ෆ࠾ࡅࡿ⏕ᚐࡢᵝᏊࢆ㐺ᐅᢕᥱࡋࡓࡾࠊᏛ⩦㐺ࡋࡓ⎔ቃᩚഛ࡞ࢆ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
շ ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆຠᯝⓗά⏝ࡋࡓᤵᴗࡀ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
ո Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸྛᩍ⫱ጤဨࡀᐃࡵࡿᇶ‽ࡢࡗࡾࠊ⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵༶ࡋࡓᣦᑟࡀ࠾ࡇ࡞࠼࡚
࠸ࡿࠋ
չ ᤵᴗࡸᩍᮦࡢ㛤Ⓨᆅᇦࡢேᮦ࡞እ㒊ேᮦࢆά⏝ࡋࠊࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢࡍࡿᕤኵࡀ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿ
ࠋ
ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ!
࣭⏕ᚐࡣពḧⓗຮᏛບࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦⣙ 7 㸧
࣭ᩍဨࡣࢃࡾࡸࡍ࠸ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦⣙ 6 㸧
࣭ᩍဨࡣᩍ⫱⇕ᚰ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣙ 6 㸧
࣭ⱥヰ࠾࠸࡚ࠊALT㸦assistant language teacher㸧ⱥㄒࡢᩍဨࡀ༠ຊࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏕ᚐࡓࡕ
᪥ᖖヰࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᨵၿࡍࡁࡇࢁ!
࣭ពḧⓗຮᏛບࢇ࡛࠸࡞࠸⏕ᚐᑐࡍࡿᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣙ 3 㸧
࣭ࢃࡾࡸࡍ࠸ᤵᴗ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ⣙ 4 ࠾ࡾࠊᤵᴗࢆࢃࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᤵᴗ୰⚾ㄒࡢከ࠸⏕ᚐࠊᤵᴗ௨እࡢࡇࢆࡍࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡓࡵࠊཝࡋ࠸ᣦᑟࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋಖ
ㆤ⪅ࡽࡶྠᵝࡢពぢࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ཷ㦂ᚲせ࡞⛉┠ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࡶࡋࡃࡣ㐍⾜ࢫࣆ࣮ࢻࡀ㐜࠸ࠋ≉⌮ᩘ⣔ࡢᤵᴗぢࡽࢀࡿ
ࡢࡇࠋಖㆤ⪅ࡽࡶྠᵝࡢពぢࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᩍ⫱ࡢ⇕ᚰࡉࡀఏࢃࡽ࡞࠸ᩍဨࡀ 4 ࠸ࡿឤࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊಖㆤ⪅ࡽࡶᩍဨࡢ⇕ᚰࡉࡀ࠶ࡲࡾ⏕
ᚐఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢពぢࡀ࠶ࡿࠋ
࣭≉ู⦅ᡂࢡࣛࢫ࠾࠸࡚ࠊཷ㦂ࢆࡶࡗព㆑ࡋࡓᤵᴗࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢពぢࡀ࠶ࡿࠋ
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ᩍ⫱ㄢ⛬➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚
ᩍ⫱ㄢ⛬➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚
ᩍ⫱ㄢ⛬➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚
ձ Ꮫᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫋ဨ㛫ࡢඹ㏻⌮ゎࡀࡣࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ⏕ᚐࡢᏛຊ࣭యຊࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
ճ ⏕ᚐࡢᏛ⩦ࡘ࠸࡚ほⅬูᏛ⩦≧ἣࡢホ౯ࡀ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
մ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢィ⏬ⓗ⏝ࡸࠊㄞ᭩άືࡢ᥎㐍ྲྀࡾ⤌ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
յ య㦂άືࠊᏛᰯ⾜࡞ࡢ⟶⌮࣭ᐇయไࡘ࠸࡚ࡣࡁࡕࢇᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ն 㒊άື࡞ᩍ⫱ㄢ⛬እࡢάືࡢ⟶⌮࣭ᐇయไࡘ࠸࡚ࡣࡁࡕࢇᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ
շ ᚲせ࡞ᩍ⛉➼ࡢᣦᑟయไࡢᩚഛࠊᤵᴗᩘࡢ㓄ᙜࡀ㐺ษ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
ո Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸྛᩍ⫱ጤဨࡀᐃࡵࡿᇶ‽ࡢࡗࡾࠊ⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵༶ࡋࡓᣦᑟࡀ㐺ษ࠾ࡇ
࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
չ ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇ࠶ࡓࡾࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇᚲせ࡞ࠊᩍ⛉➼ࡈࡢᖺ㛫ࡢᣦᑟィ⏬ࡸ㐌࡞
ࡀ㐺ษసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
պ ⏕ᚐࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊಶูᣦᑟࡸࢢ࣮ࣝࣉูᣦᑟࠊ⩦⇍ᗘᛂࡌࡓᣦᑟࠊ⿵ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸⓎᒎⓗ
࡞Ꮫ⩦࡞ࠊಶᛂࡌࡓᣦᑟࡢィ⏬ࡢసᡂᐇࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ջ ୰㧗㐃ᦠࠊ㧗㐃ᦠ࡞Ꮫᰯ㛫ࡢ࡞᥋⥆㛵ࡍࡿᕤኵࡀ࠾ࡇ࡞࠼࡚࠸ࡿࠋ
<ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ>
࣭ᩍົ㒊࡛ࡣࠊ㧗▷㐃ᦠᤵᴗ㸦⛉┠㸧ࡢᤵᴗᙧែࡸホ౯➼ࡢᨵᐃࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘࡽᐇࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⫋ဨ㆟࡛ᥦᢎㄆࢆཷࡅࠊඹ㏻⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㐍㊰ᣦᑟ㒊࡛ࡣࠊ㐍Ꮫࡍࡿ⏕ᚐࡢయ࣭ಶู㐍㊰ᣦᑟࠊእ㒊ᶍヨࡑࡢࢹ࣮ࢱゎᯒࠊᏛཷ㦂ࢭ࣑
ࢼ࣮➼ࢆᐇࡋࠊ▷ᮇᏛࠊ4 ᖺไᏛ㐍ࡴ⏕ᚐࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑵ⫋ࡍࡿ⏕ᚐࡣࠊཷ
ࡅධࢀᴗࡢ☜ಖࡸ㠃᥋⦎⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᑵ⫋ᨭࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ⫋ဨ㆟࡛ᥦ
ᢎㄆࢆཷࡅࠊඹ㏻⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ධᏛࡋ࡚Ⰻࡗࡓឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣ 8 ௨ୖࠊ⮬ศࡢࢡࣛࢫࡀᴦࡋ࠸࠸࠺⏕ᚐࡣ 9 ௨ୖ༨ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊධᏛࡉࡏ࡚ࡼࡗࡓ⪃࠼࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡶ 9 ௨ୖከᩘࢆ༨ࡵࡿࠋ
࣭ྛᩍ⛉┠ᶆࢆ❧࡚ࠊ㐩ᡂ≧ἣࢆศᯒࠊၥ㢟Ⅼࢆิᣲࡋ࡚ࠊ᮶ᮇࡢ᪉㔪ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤᩘᏛ⛉
ࡣࠊ3 ࢡࣛࢫ 4 ᒎ㛤ࡢ⩦⇍ᗘูࢡࣛࢫ⦅ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡶࠊ㐍㊰ᚲせ࡞ሗࡣ㐺ษᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ㸦⣙ 8 㸧
࣭⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡶࠊᤵᴗࡸᶍヨࡀ㐍㊰ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸦⣙ 7 㸧
࣭⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡶࠊ㒊άືࡀάⓎ࡛࠶ࡾࠊᐇࡋ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸦⣙ 6 㸧
࣭⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡶࠊ⥳ᾴ⚍ࡸᘚㄽࢥ࣮ࣛࢫ࡞ࡢ⾜ࡣᴦࡋࡃࠊᐇࡋ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
㸦⣙ 8 㸧
࣭ຮᙉࢡࣛࣈࢆᅗ᭩ᐊ࡛ᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊᅗ᭩ᐊ⏝ᅇᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ຮᙉࢡࣛࣈ࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡢ⮬ᛶࢆఙࡤࡍࡓࡵࠊ࠶࠼࡚ᩍဨࡣ❧ࡕධࡽࡎࠊ⮬Ꮫ⮬⩦ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊཧຍ⪅ᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
<ᨵၿࡍࡁࡇࢁ>
࣭ධᏛࡋ࡚ࡼࡗࡓឤࡌ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡀᑡᩘᏑᅾࡍࡿࠋ
࣭ྛᩍ⛉ᤵᴗ㸦≉⌮⣔⛉┠㸧࠾࠸࡚ࠊᇶ♏ᐃ╔ࢆ㔜Ⅼⓗ⾜࠺ࡓࡵࠊᛂ⏝ຊࡢᙉ࠾ࡅࡿᣦᑟࡀ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖㆤ⪅ࡽࡶྠᵝࡢពぢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ᚐࡢ⣙ 3 ࡀࠊᶍヨࡸᤵᴗෆᐜࡀ㐍㊰
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ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㒊άືࡸ⾜ᑐࡋ࡚ࠊᐇࡋ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ 2㹼3 ࢆ༨ࡵࡿࠋ

㸱㸬ྛ✀ࢹ࣮ࢱ➼ࡢྲྀࡾᢅ࠸ά⏝ࡘ࠸࡚
㸱㸬ྛ✀ࢹ࣮ࢱ➼ࡢྲྀࡾᢅ࠸ά⏝ࡘ࠸࡚
ձ ⏕ᚐࡢᏛຊㄪᰝ➼ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ⏕ᚐࡢ㐠ື࣭యຊㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ⏕ᚐࡢᏛ⩦ࡘ࠸࡚ࡢほⅬูᏛ⩦≧ἣࡢホ౯࣭ホᐃࡢ⤖ᯝࢆά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
<ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ>
࣭እ㒊ᶍヨࢆྛᏛᖺཷ㦂ࡉࡏࠊಶேᡂ⦼ࢆྵࡴࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᐃᮇࢸࢫࢺ⤖ᯝࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࢢࣛࣇࡉࡏࡿࡇ࡛┬ࡉࡏࠊḟࡢᏛ⩦ィ⏬ࢆព㆑ࡉࡏࡿࠋ
࣭ᐃᮇࢸࢫࢺ࠾࠸࡚ࠊᏛᖺ࠾ࡅࡿ㢖ᗘศᕸࢆసᡂࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏕ᚐࡢព㆑ࢆຮᙉྥࡅࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
<ᨵၿࡍࡁࡇࢁ>
࣭ほⅬูホ౯ࡀྛᩍ⛉௵ࡏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣇࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝㢖ᗘࡀᑡ࡞࠸ࠋ

㸲㸬ᩍ⛉እᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚
㸲㸬ᩍ⛉እᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚
ձ 㣗⫱ࡘ࠸࡚ࠊᏛෆ࡛ᣦᑟィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊᣦᑟࠊホ౯➼ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ேᶒᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊᏛෆ࡛ᣦᑟィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊᣦᑟࠊホ౯➼ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ⎔ቃᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊᏛෆ࡛ᣦᑟィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊᣦᑟࠊホ౯➼ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
<ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ>
࣭㣗⫱ࡘ࠸࡚ࠊᐙᗞ⛉࡛㣗ရ⩌ูᦤྲྀ㔞ࡢィ⟬ࠊ㣗ᮦࡢ㑅ᐃࠊㄪ⌮ᐇ⩦࡞ࠊᚋࡢே⏕ᚲせ࡞ෆ
ᐜࢆ⏕ᚐࡓࡕయ㦂ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ேᶒᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊேᶒࡢᑛ㔜ࠊ␗ᩥ⌮ゎࠊ⎔ቃၥ㢟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢఙ㛗࡞ࠊ♫
యࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ᖜᗈࡃྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭⎔ቃᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊಖ࡛ ᬮࠊẼởᰁ࡞ࢆᏛࡧࠊಶேࡀ⌧≧ࢆ⌮ゎࡋࠊ⎔ቃ⥔ᣢࡢࡓࡵດ
ຊࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⾲⌧ຊࠊⓎゝຊࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊ༠ㄪᛶ࡞ࢆఙࡤࡍᩍ⫱ࡋ࡚ࠊࢥ࣮ࣛࢫࡸᘚㄽࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
<ᨵၿࡍࡁࡇࢁ>
࣭┐㟁ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࡢពぢࡀ࠶ࡿࠋ

 ڦ㐍㊰ᣦᑟ
ձ Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨయࡋ࡚㐍㊰ᣦᑟྲྀࡾ⤌ࡴయไ࣭ᩚഛࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ⏕ᚐ⌮ゎᚲせ࡞ಶேⓗ㈨ᩱࡸࠊ㐍㊰ሗࡘ࠸࡚ࡢ㞟࣭ά⏝ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ⏕ᚐࡢ⬟ຊ࣭㐺ᛶ➼ࢆⓎぢࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
մ 㐍㊰┦ㄯࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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յ 㐺ษ࡞ປほ࣭⫋ᴗほ࡞యⓗ㐍㊰ࢆ㑅ᢥࡍࡿ⬟ຊ࣭ែᗘࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᣦᑟ㸦࢟ࣕࣜᩍ⫱
➼㸧ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ն ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ♫ࠊᴗ➼ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
շ 㐍㊰ᣦᑟࡢࡓࡵࡢタタഛࡢᩚഛࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ո ⫋ሙయ㦂άືࡢᐇࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫ࢆ୰ᚰࠊ㸯ᖺḟࡽሗᥦ౪ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐍㊰ࡘ࠸࡚ព㆑ᨵ㠉࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᢸ௵࣭Ꮫᖺ࣭㐍㊰ᣦᑟ㒊ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ཷ㦂ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㸯ᖺḟࡽᶍᨃヨ㦂ࢆᐇࡋࠊ⏕ᚐࡢᐇຊࢆᅗࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡘ࠸࡚ࡶࠊᴗ㐃ᦠࡋᣦᑟᙜࡓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭㏆ᖺࠊྜ᱁ᐇ⦼ࡢ࡞ࡗࡓᏛྜ᱁ࡉࡏࡿ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࡘࡘ࠶ࡿࠋ
࣭㐍㊰ᣦᑟᚲせ࡞タタഛࡢᩚഛࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭ሗᥦ౪ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㸰࣭㸱ᖺ⏕ࡢಖㆤ⪅ࡣ㊊ࡋ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫࡛య㦂Ꮫ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫋ሙయ㦂࡞ࡢάືࡣᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⏕ ڦᚐᣦᑟ
㸯㸬⏕ᚐᣦᑟࡢ≧ἣ
㸯㸬⏕ᚐᣦᑟࡢ≧ἣ
ձ ᩍ⫋ဨయࡋ࡚⏕ᚐᣦᑟྲྀࡾ⤌ࡴయไࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ၥ㢟⾜ືࡢᑐฎࠊᑐᛂࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ճ 㠀⾜㜵Ṇᩍᐊࡢᐇࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
մ ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ♫ࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
յ ⏕ᚐࡢฟᖍ⋡ཬࡧ㐜้≧ἣࡢᢕᥱࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ն ၥ㢟⾜ືࡢⓎ⏕≧ἣࡢᢕᥱࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭ᢸ௵࣭Ꮫᖺ࣭⏕άᣦᑟ㒊ࡀ㐃ᦠࡋࠊၥ㢟⾜ືࡢᑐฎ࣭ᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ⓩᰯ࣭࠸ࡌࡵࡘ࠸࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞㛵ಀࢆ㥑ࡋ࡚ၥ㢟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⑵₎ᑐ⟇࣭⸆≀㜵Ṇㅮ₇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᐃᮇⓗᏛ㆙㐃⤡ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ⏕άᣦᑟ࠾࠸࡚ᩍဨ㛫࡛ᕪ␗ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㸬⏕ᚐࡢே᱁ⓗⓎ㐩ࡢࡓࡵࡢᣦᑟࡢ≧ἣ
㸰㸬⏕ᚐࡢே᱁ⓗⓎ㐩ࡢࡓࡵࡢᣦᑟࡢ≧ἣ
ձ ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ⮬ⓗ࣭⮬ᚊⓗ⾜ື࡛ࡁࠊ⮬ࡽࡢゝື㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࡣࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ղ ಖㆤ⪅㐃ᦠ༠ຊࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࢆ㌟ࡘࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ⏕ᚐࡢ㐺ᛶࢆⓎぢࡋ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡋࠊࡑࢀࢆⓎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
մ ㇏࡞ே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾྥࡅࡓᣦᑟࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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յ ࡢษࡉࡸ⎔ቃࡢಖ࡞ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ն ♫ࡢ୍ဨࡋ࡚ࡢព㆑㸦බᖹࠊබṇࠊປࠊዊࠊබඹᚰࠊබᚨᚰࡸሗࣔࣛࣝ࡞㸧ࡘ࠸࡚
ࡢᣦᑟࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
շ つ⠊ព㆑ࡢྥୖྥࡅࡓᣦᑟࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ո (ࢹ࣮ࢱ➼)⏕ᚐࡢ⏕ά⩦័ࡢᐃ╔ࡸே᱁ⓗⓎ㐩ࡢᢕᥱࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
չ (ࢹ࣮ࢱ➼)ၥ㢟⾜ືࡢⓎ⏕≧ἣࡣᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭ᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࢆ㌟ࡘࡅࡉࡏࡿࡓࡵࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᕤኵࢆจࡽࡋ࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ேᶒࠊ⛯㛵ࡍࡿࡶࡢ࣭ᦠᖏ㟁ヰࡢ࠸᪉࡞ᵝࠎ࡞ㅮ₇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭⏕ᚐࡢ㐺ᛶࢆⓎぢࡋࠊ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡋࠊⓎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
㸱㸬ಖ⟶⌮(⏕άᣦᑟࠊಖ㒊
㸱㸬ಖ⟶⌮ ⏕άᣦᑟࠊಖ㒊)
⏕άᣦᑟࠊಖ㒊 
 ڦᏳ⟶⌮
ձ ⏕ᚐࢆᑐ㇟ࡍࡿಖ㸦⸆≀⏝㜵Ṇࠊᚰࡢࢣ➼ࢆྵࡴ㸧㛵ࡍࡿయไᩚഛࡸᣦᑟ࣭┦ㄯࡢᐇ
ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᐙᗞࡸᆅᇦࡢಖ࣭་⒪ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ἲᐃࡢᏛᰯಖィ⏬ࡢసᡂࡸᐇࠊᏛᰯ⎔ቃ⾨⏕ࡢ⟶⌮࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
մ ᪥ᖖࡢᗣほᐹࠊண㜵ࠊ⏕ᚐࡢ⮬ᕫᗣ⟶⌮⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡸᗣデ᩿ࡢᐇ࡞ࡣ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭ᢸ௵࣭ಖㆤ⪅࣭㛵ಀᩍ⫋ဨ࣭࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀᐦ㐃⤡ࢆࡾࠊ┦ㄯయไࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᐃᮇⓗಖࡔࡼࡾࢆⓎ⾜ࡋࠊᗣ⥔ᣢ㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭Ύᤲࡀ⩦័ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 ڦᏳ⟶⌮
ձ Ꮫᰯᨾ➼ࡢ⥭ᛴែⓎ⏕ࡢᑐᛂࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᐙᗞࡸᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵ࠊᅋయࡢ㐃ᦠࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ἲᐃࡢᏛᰯᏳィ⏬ࡸࠊᏛᰯ㜵⅏ィ⏬➼ࡢసᡂ࣭ᐇࠊయไᩚഛࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
մ ༴ᶵ⟶⌮࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢసᡂ࣭ά⏝ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
յ ᏳⅬ᳨㸦㏻Ꮫ㊰ࡢᏳⅬ᳨ࢆྵࡴ㸧ࡸࠊᩍ⫋ဨ࣭⏕ᚐࡢᏳᑐᛂ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡣ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭⥭ᛴែⓎ⏕ഛ࠼࡚ࠊ⥭ᛴ࣓࣮ࣝࡢ㓄ಙయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᖺ㛫㸰ᅇࡢ㑊㞴カ⦎ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭タ㛵ࡋ࡚⣙㸷ࡢಖㆤ⪅ࡀ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣭ἲᐃࡢᏛᰯᏳィ⏬࣭Ꮫᰯ㜵⅏ィ⏬➼ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭Ⓩୗᰯ୰⮬㌿㌴㏻Ꮫࡢ⏕ᚐࡀ㌴᥋ゐࡍࡿᨾࡀᩘ௳࠶ࡗࡓࠋ㏻࣐ࢼ࣮ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ

ู≉ ڦᨭᩍ⫱
ձ ≉ูᨭᏛᰯࡸ≉ูᨭᏛ⣭㏻ᖖࡢᏛ⣭ࡢ⏕ᚐࡢὶཬࡧඹྠᏛ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ղ ་⒪ࠊ⚟♴࡞㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ᰯෆጤဨࡢタ⨨ࠊ≉ูᨭᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡࡸᰯෆ◊ಟࡢᐇ➼ࠊ≉ูᨭᩍ⫱ࡢࡓ
ࡵࡢᰯෆᨭయไࡢᩚഛࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
մ ಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡸᩍ⫱ᨭィ⏬ࡢసᡂࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭」ᩘ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛయไ࡛ࠊಖㆤ⪅ࠊ⏕ᚐࡢᩍ⫱┦ㄯᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭➼ࢆᣢࡗࡓ⏕ᚐࡘ࠸࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ୰Ꮫᰯࡽሗࢆ㞟ࡵࠊᏛᖺᅋᥦ౪ࡋࡓࠋ
࣭Ⓩᰯ⏕➼ጤဨࠊᏛᖺ㆟࡛ࠊಶࠎࡢ⏕ᚐࡢሗࡀᑀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᚲせᛂࡌ࡚ࠊᐃ⫋ဨ㆟࡛≧ἣࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭ሗࡢᚲせ࡞⏕ᚐࡀቑ࠼࡚࠸࡚ࠊ⬟⋡ࡼࡃᑀ࡞ሗඹ᭷ࡢࡓࡵࡢᕤኵࡀᚲせ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ಶேࣇ࢛ࣝࢲࡢసᡂ࡞ࢆ᳨ウ୰ࠋ
࣭ࢳ࣮࣒ࢆ⦅ᡂࡋ࡚ᑐᛂ࠶ࡓࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⌧≧ࡣࠊⓏᰯ⏕ᚐ➼ጤဨࡢ୰࡛ࡢሗ࿌ࡲࡵࢆᩍ⫋ဨᥦ౪ࡍࡿࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ಖㆤ⪅ࡢ⌮ゎࡀᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿࠋᏊ౪ࡢ⌮ゎࡼࡾⰋ࠸ᐙ᪘㛵ಀࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵᩍ⫱┦ㄯࢆ୍ᒙά⏝
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

⧊⤌ ڦ㐠Ⴀ
ձ ᰯ㛗࡞⟶⌮⫋ࡢᩍ⫱┠ᶆ➼ࡢ㐩ᡂྥࡅࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ≧ἣࠊࡲࡓࠊࡢᩍ⫋ဨࡽࡢಙ㢗
ࡢ≧ἣࡣⰋዲࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
ղ ᰯົศᤸࡸ௵ไ➼ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍࡿ࡞ࠊᏛᰯࡢ᫂☜࡞㐠Ⴀ࣭㈐௵యไࡢᩚഛࡢ≧ἣࡣⰋዲࡔ
ᛮࢃࢀࡿࠋ
ճ ⫋ဨ㆟➼ࡢ㐠Ⴀ≧ἣࡣⰋዲࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
մ Ꮫᰯࡢ㈈ົ㐠Ⴀࡢ≧ἣ㸦┴㈝ࠊᕷ㈝࡞Ꮫᰯࡀ⟶⌮ࡍࡿ㈨㔠ࡢண⟬ᇳ⾜㛵ࡍࡿィ⏬ࠊᇳ⾜࣭Ỵ⟬࣭
┘ᰝࡢ≧ἣ➼㸧ࡣⰋዲࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
յ ົ㛫⟶⌮ࡸ⫋ᑓච◊ಟࡢᢎㄆ≧ἣ➼ࠊ᭹ົ┘╩ࡢ≧ἣࡣⰋዲࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
ն ྛ✀ᩥ᭩ࡸಶேሗ➼ࡢᏛᰯࡀಖ᭷ࡍࡿሗࡢ⟶⌮ࡢ≧ἣࠊࡲࡓࠊᩍ⫋ဨࡢሗࡢྲྀᢅ᪉㔪ࡢ࿘
▱ࡢ≧ἣࡣⰋዲࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
շ Ꮫᰯ㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢㅖົ➼ࡢሗࡢ≧ἣࡣⰋዲࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭ྛศᤸෆࡢάືࡲࡽࡎࠊ⦪ࡾࡢቃ⏺ࢆ㉸࠼࡚༠ຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
࣭ྛศᤸ㆟э㐠Ⴀጤဨэ⫋ဨ㆟✚ࡳୖࡆࡿពࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭㈈ົ㐠Ⴀࠊண⟬ᇳ⾜ࡘ࠸࡚ࡶሗࡀ࣮࢜ࣉࣥ࡞ࡾࠊⰋዲ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⫋ဨ㆟ࡣᐃᮇⓗ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᩍ⫋ဨࡢົࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛫⟶⌮యไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮫෆࣥࢺࣛࢿࢵࢺࣃࢯࢥࣥࡢࢡࢭࢫᶒࢆไ㝈ࡋࠊせ࡞ሗࢆධᡭ࡛ࡁ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹓㹑㹀
ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭ሗ₃࠼࠸㜵Ṇࡢࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ἢࡗ࡚Ꮫෆ㹎㹁ࢆ⏝ࠋᚋࡶᩍ⫋ဨࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿດຊࡀᚲせࠋ

࣭ྛศᤸ࡛ࡢウ㆟ࢆᑛ㔜ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃࠊ⫋ဨ㆟࡛ࡣᚤㄪᩚ⤊ࢃࡿࡇࡀከ࠸ࠋ


◊ ڦಟ㸦㈨㉁ྥୖࡢྲྀ⤌)ࡢ≧ἣ
ձ ᤵᴗ◊✲ࡢ⥅⥆ⓗᐇ࡞ࠊᤵᴗᨵၿࡢྲྀ⤌ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᰯෆ࠾ࡅࡿ◊ಟࡢᐇయไࡢᩚഛ≧ἣࡣ࠺࡛ࡍࠋ
ճ ᰯෆ◊ಟࡢㄢ㢟ࡢタᐃ≧ἣࡣ㐺ษࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
մ ᰯෆ◊ಟ࣭ᰯእ◊ಟࡢᐇ࣭ཧຍ≧ἣࡣⰋዲࡔᛮࢃࢀࡿࠋ
յ ⮫᥇⏝࣭㠀ᖖㅮᖌ➼ࡢ㠀ṇつ᥇⏝ᩍဨࡢ㈨㉁ࡢ☜ಖ࣭ྥୖྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ≧ἣࡣⰋዲࡔᛮࢃ
ࢀࡿࠋ
ն ᣦᑟࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿᩍဨࡢ≧ἣࡢᢕᥱᑐᛂࡢ≧ἣࡣ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭බ㛤ᤵᴗࢆᐇࠋ୍㒊ࡢᩍ⛉࡛ࡣࠊ⮫ᩍ⛉ࢆ㛤ദࡋ࡚ᩍᤵἲ࣭ᣦᑟἲࡘ࠸࡚ウ㆟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࠋᐈほⓗ࡞ホ౯ࡀྍ⬟࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ㉁ၥ㡯┠ࢆኚ᭦ࡋࡓࠋࢡࣛࢫᩍ
⛉࡛ᐇࠋᚋࡢᤵᴗᨵၿࡢ㈨ᩱࡋࡓࠋ
࣭ᩍဨ◊ಟࡣࠊᮏᰯࡢㄢ㢟㸦᥎⸀ධヨไᗘࡘ࠸࡚ࠊᏛ⩦ពḧ┤⤖ࡍࡿᡂ⦼ホ౯ࡘ࠸࡚㸧ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࠊဨཧຍ࡛⾜ࡗࡓࠋ
࣭᪂つ᥇⏝ᩍဨ㸦ᖖㅮᖌࠊ㠀ᖖㅮᖌ㸧ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭㐺ษ࡞ᣦᑟࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ⟶⌮⫋ࡽཝ㔜ὀពࡋ࡚ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭බ㛤ᤵᴗࡣࠊほⅬࢆ᫂☜ࡍࡿ࡞ࡢᕤኵࢆࡋ࡚ࠊ┦ࡢၨⓎࡢࡓࡵࡢᮦᩱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ಖㆤ⪅ࡢᤵᴗཧほ࡞Ⓨᒎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭࣐ࣝࢳ࣓ࢹᩍᐊࡀᨵᐇࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆࡗࡓᤵᴗᒎ㛤ࡶᕤኵࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ሗᶵჾࡸど⫈ぬᶵჾࠊᅗ᭩㤋ࢆ⏝ࡋࡓᤵᴗ◊✲ࡸᤵᴗᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᙅ࠸ࠋ
࣭እ㒊◊ಟࡢཧຍ⋡ࡣపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋฟᙇࡢࡓࡵࡢ㛫☜ಖ࡞ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ᖹᡂ㸰㸳ᖺ
ᗘࡣࠊእ㒊◊ಟཧຍࢆ⩏ົࡅࡓ㸧ࠋ

 ڦᩍ⫱┠ᶆ࣭Ꮫᰯホ౯ࡘ࠸࡚
㸯㸬ᩍ⫱┠ᶆࡢタᐃ⮬ᕫホ౯ࡢᐇ≧ἣ
㸯㸬ᩍ⫱┠ᶆࡢタᐃ⮬ᕫホ౯ࡢᐇ≧ἣ
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ձ ⏕ᚐࡸᏛᰯࡢᐇែࠊಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡢពぢࡸせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛᰯࡋ࡚ࡢ┠ᶆ➼ࡢタᐃࡀ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ղ Ꮫᰯࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㔜Ⅼࡉࢀࡓ▷(୰)ᮇࡢ┠ᶆ➼ࡢタᐃࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ճ ┠ᶆ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⮬ᕫホ౯ࡢホ౯㡯┠ࡢタᐃࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
մ ⮬ᕫホ౯ࡀᖺ㸯ᅇ௨ୖᐃᮇⓗᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
յ ⮬ᕫホ౯ࡢ⤖ᯝࢆࠊ⩣ᖺᗘࡢ┠ᶆ➼ࡢᨵၿά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ն ᩍ⫋ဨࡀᏛᰯホ౯㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
շ እ㒊ࣥࢣ࣮ࢺ➼ࡢᐇࡋࠊ⮬ᕫホ౯ά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ո ᤵᴗ࡞Ꮫᰯᑐࡍࡿホ౯ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡢ༏ྡᛶࡢᢸಖࡢ
㓄៖ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭๓ᖺᗘ⥲ᣓࢆࡶ㔜Ⅼ┠ᶆࢆᐃࡵࠊྛศᤸ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭ྛศᤸࡢ┠ᶆࡣࠊⅬ᳨ࠊ⥲ᣓࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ᫂☜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊࡍ࡚ࡢ㡯┠࡛‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࠋ
࣭Ꮫᰯホ౯ࡣホ౯ጤဨࡀ୰ᚰ⾜࠺ࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆ⫋ဨ㆟࡛බ⾲ࡋࠊᩍ⫋ဨࡢඹ᭷ሗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏕ᚐࡸᏛᰯࡢᐇែࠊᆅᇦࡢ㛵ಀࢆぢᤣ࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆࡢタᐃࠊ㔜Ⅼ┠ᶆࡢタᐃࡣ㐺ษ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮫᖺࠊศᤸࠊᩍ⛉༢࡛ࡢ⥲ᣓࡣᑀᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡚ࡢศ㔝࡛ḟᖺᗘྥࡅࡓᨵၿࡀ⾜࡞ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏕ᚐཬࡧಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ༏ྡᛶࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭ಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙ḍࡣࠊ㎞ࡽࡘ࡞ពぢࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋㅬཷࡅṆࡵࠊᏛᰯᨵၿᙺ
❧࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭እ㒊ࣥࢣ࣮ࢺࡣᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭┠ᶆࡑࡗࡓ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸰㸬Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢᐇ≧ἣ
㸰㸬Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢᐇ≧ἣ
ձ ࠕእ㒊ࣥࢣ࣮ࢺ➼ࠖࢆ㝖ࡁࠊಖㆤ⪅ࡑࡢࡢᏛᰯࡢ㛵ಀ⪅ࡼࡿయⓗ࣭⬟ືⓗ࡞ホ౯ࡀᖺ㸯
ᅇ௨ୖᐃᮇⓗᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡀ⮬ᕫホ౯ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊㸦Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ጤဨࡢࠊᏛᰯホ㆟ဨࡸᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟➼ࡢ᪤
Ꮡࡢ⤌⧊ࢆά⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴ㸧ࡢᵓᡂ➼ࡢ≧ἣࡣⰋዲࠋ
մ Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢホ౯⪅ࡢᵓᡂࡢ≧ἣ㸦ಖㆤ⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡞㸧ࡣ࠺ࠋ
յ Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆ⩣ᖺᗘࡢ┠ᶆ➼ࡢᨵၿά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ն Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࡢタ⨨⪅ࡢሗ࿌ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭㛵ಀ⪅ホ౯㸦ᆅᇦ௦⾲ࠊಖㆤ⪅௦⾲ࡢホ౯㸧ࢆཷࡅࠊࡇࢀࢆホ౯ጤဨ᳨࡛ウࡋࡓࠋ
࣭ࡍ࡚ࡢホ౯⤖ᯝࡣࠊ⫋ဨ㆟࡛බ⾲ࡋࠊඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࠕෆ㒊ホ౯ࠖࠊࠕ㛵ಀ⪅ホ౯ࠖࠊࠕ㛵ಀ⪅ホ౯ࢆ࠺ࡅ࡚ࡢෆ㒊ホ౯ࠖࡢෆᐜࢆ㹆㹎ࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
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࣭ಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺࠊ⏕ᚐࣥࢣ࣮ࢺࡣẖᖺᐇࡋࠊ⫋ဨ㆟࡛ࡶሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛෆ࡛ࡢศᤸࠊጤ
ဨࠊᏛᖺࡢ⥲ᣓ࠶ࢃࡏࠊ⩣ᖺᗘࡢᩍ⫱┠ᶆタᐃࡋࠊࡼࡾࡼ࠸ᩍ⫱ྥࡅࡓᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭➨  ⪅ホ౯ࢆ✚ᴟⓗྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸱㸬Ꮫᰯᑐࡍࡿ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡢពぢ࣭せᮃ➼ࡢ≧ἣ
㸱㸬Ꮫᰯᑐࡍࡿ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡢពぢ࣭せᮃ➼ࡢ≧ἣ
➼ࡢ≧ἣ
ձ ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡢ‶㊊ᗘࡢᢕᥱࡀ㐺ษ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᩍ⫱┦ㄯయไࡢᩚഛ≧ἣࠊ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡢពぢࡸせᮃࡢᢕᥱࡀ㐺ษ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ᤵᴗ࡞Ꮫᰯᑐࡍࡿホ౯ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡢ༏ྡᛶࡢᢸಖࡢ
㓄៖ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢁ㸼
࣭ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ಖㆤ⪅ࡢせᮃࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᐙᗞゼၥࠊ᠓ㄯ࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ಖㆤ⪅Ⰻዲ࡞㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊせᮃࢆ⪺ࡁྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ ⪅᠓ㄯ࡛ฟࡓせᮃࡣࠊᏛᖺ࡛ࡲࡵ࡚⟶⌮⫋ᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸰ྡయไ࡛ࠊᩍ⫱┦ㄯࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᨵၿࡍࡁࡇࢁ㸼
࣭ᩍ⫱┦ㄯࡀ≉Ṧ࣭≉ู࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆࠊ✚ᴟⓗᗈሗࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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 Ꮫᰯホ౯㸦እ㒊ホ౯㸧᠓ㄯ㆟㘓

᪥ 㸸ᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 15 ᪥㸦ⅆ㸧༗ᚋ 4  30 ศ㹼༗ᚋ 6  00 ศ
ሙ ᡤ㸸ົᲷ㆟ᐊ
ฟᖍ⪅㸸⸨ᑎ༊㛗㛗ࠊ᪥ୣ༊㛗ࠊᰯ㛗ࠊᰯ㛗ࠊᩍ㢌ࠊົᒁ㛗ࠊົ⫋㸦㸰ྡ㸧
ࡣࡌࡵࠊᰯ㛗ࡼࡾᣵᣜ௨ୗࡢ⌧≧ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ᖺࡢホ౯ࢆཷࡅࠊ⮬ศࡢពぢࢆᣢࡓࡏࡿᣦᑟࠊࡑࡢពぢࢆ⾲⌧࣭⾲࡛᫂ࡁࡿᣦᑟࡘ࠸࡚ࡉࡽ
㧗࠸ࣞ࣋ࣝࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺ᣦࡀ࠶ࡾࠊ
ຍ࠼࡚ࠊ
୍ᒙࡢ㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡼ࠺せᮃࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࢆཷࡅ࡚௨ୗ㸲Ⅼࡘ࠸࡚ྲྀ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡲࡋࡓࠋձ⏕ᚐࡓࡕࡀ⮬㌟ࡾࢆᣢࡗ࡚Ꮫᰯ⏕ά
ࢆ㏦ࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋᚋࡶᘓᏛࡢ⢭⚄㸦ᛮ࠸ࡸࡾ♩⠇࣭ᇶ♏ⓗᐇᏛ࣭ᰂ㌾࡞ᛮ⪃ຊ࣭ᴦࡋ࠸⏕
ࡁ᪉㸧๎ࡾࠊᏛ⩦ᣦᑟࠊ⏕άᣦᑟࠊ㐍㊰ᣦᑟࠊ≉ูᩍ⫱άື࡞ࠊᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ᑀ࡞ᣦᑟࢆ᥎
㐍ࡍࡿࠋղಶࠎࡢ⏕ᚐࡢ㐍㊰ᕼᮃᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋճᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࡢᕤ
᪉ྥࡢᤵᴗࢆྲྀࡾධࢀࠊ⏕ᚐࡀពぢࡸ⪃࠼ࢆ㏙ࡿᶵࢆቑࡸࡍࠋ
ኵࠋIB ࡛ࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
մΎᤲάືࢆ⥅⥆ᐇࡋ࡚ࠊ⎔ቃ⨾༠ຊࡍࡿࡶᆅᇦఫẸゐࢀྜ࠺ᶵࡍࡿࠋ
⏕ᚐࠊಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐣ཤ㸱ᖺ㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡳࡿ㝈ࡾࠊ‶㊊ᗘࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ᮏᰯ࡛ࡣࠊࡁࡃศࡅࡿձᏛ⩦ᣦᑟࠊղ⏕άᣦᑟࠊճ㐍㊰ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊձᏛ⩦ᣦᑟࡘ
࠸࡚ࡣࠊ୰㛫ࠊᮇᮎࢸࢫࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑠࢸࢫࢺࢆ⾜࠸ࠊᏛຊ⿵ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛᰯࡢᤵᴗ௨
እࠊࡼࡾຮᙉពḧࡢ࠶ࡿ⏕ᚐᑐࡋ࡚ࠊຮᙉࢡࣛࣈࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ⏕ᚐࡢ⮬ᛶࢆఙࡤࡍࡓࡵ
ࠊ⮬Ꮫ⮬⩦ࢆ᥎ዡࡋࠊ㉁ၥࡀ࠶ࢀࡤᩍဨࡀ⟅࠼ࡿ࠸࠺᪉ἲࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊཧຍ⪅
ᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊணഛᰯࡽඛ⏕ࢆᣍ࠸࡚ࠊ㐍Ꮫࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋྛ⮬ࠊ┠
ᶆタᐃࢆࡋࠊᶍᨃࢸࢫࢺࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦ྜᐟࢆᐇࡋࠊ⣔ิタᐟἩ
ࡼࡾࢥࢫࢺࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᣢ⥆ⓗ࣭⥅⥆ⓗ⮬ࡽᏛࡪຊࢆ㌟ࡅࠊ1000 ศ㛫ࡢᏛ⩦ࡀฟ
᮶ࡓ࠸࠺⮬ಙ㐩ᡂឤࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㈨㉁ྥୖࡢྲྀ⤌ࡳࡋࡲࡋ࡚ࠊබ㛤ᤵᴗࢆ
⾜࠸ࠊ࠸ࡢᩍᤵᢏ⾡ྥୖࡢࡓࡵࡢ୍ຓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋղ⏕άᣦᑟࡘ࠸࡚ࠊḞᖍࡸ㐜้ࡀከ࠸⪅
ᑐࡋ࡚ࠊ㛫ࡸ࣮ࣝࣝࢆᏲࡿࡇࡸ⏕ά⩦័ࡢ☜❧ࢆࡋ࡚࠸ࡃᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸ࡌࡵၥ㢟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊLINE ࡀࡽࡳࡢ㇟ࡀᏛᮇ㸯ᅇࡣ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞㛵ಀࢆ㥑ࡋ࡚ၥ㢟ゎỴ
࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋճ㐍㊰ᣦᑟࡘ࠸࡚ࠊᅜ❧ࡢྜ᱁⪅ࡀฟࡓࡇ࡛ࠊ⏕ᚐࡓࡕࡣឤࡉࢀࠊබ❧
➼ࡢཷ㦂ᕼᮃ⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡀከࡃࠊࡑࡢ⫼ᬒࡋ࡚ࠊᤵᴗ
ᩱ↓ൾไᗘࡢᜠᜨࢆཷࡅ࡚ࡢධᏛ⪅ࡀከࡗࡓࡇࡀ᥎ ࡉࢀࡲࡍࠋ
ฟᖍ⪅ࡽࡢពぢᮏᰯࡢᅇ⟅
ฟᖍ⪅ࡽࡢពぢᮏᰯࡢᅇ⟅
 ពぢ㸦㛗㸧
࣭࣭࣭⏕ᚐᩘࡣࡢࡄࡽ࠸࡛ࡍ㸽
        
 ᅇ⟅㸦ᰯ㛗㸧
࣭࣭࣭1 ᖺ⏕ 186 ேࠊ2 ᖺ⏕ 166 ேࠊ3 ᖺ⏕ 128 ேࠊྜィ 480 ே࡛ࡍࠋ
 ពぢ㸦༊㛗㸧
࣭࣭࣭ᆅඖ୰ᏛᰯࡽࡢධᏛ⪅ࡣࡢࡄࡽ࠸࡛ࡍ㸽

 ᅇ⟅㸦ᰯ㛗㸧
࣭࣭࣭ᆅඖ୰ᏛᰯࡽࡢධᏛ⪅ࡣ 10 ேࡄࡽ࠸࡛ࡍࠋ
 ពぢ㸦㛗㸧
࣭࣭࣭ᆅඖ୰ᏛᰯࡽࡢධᏛ⪅ࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺ດຊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
         ⸨ᑎ㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ᛮ࠸ฟࡣࠊ⏕ᚐࡗ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋ
ࡻ࠺㸽
         
 ᅇ⟅㸦ᰯ㛗㸧
࣭࣭࣭ṧࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ༞ᴗ⏕ࡀࡼࡃ㐟ࡧ᮶࡚ࡃࢀࡲࡍࠋᩍဨࡢ␗ື
ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊᜠᖌヰࡀ࡛ࡁࡿࡽ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻࠋ
         
 ពぢ㸦༊㛗㸧
࣭࣭࣭ᆅඖ࡛ࡢᒎ♧➼ฟᒎࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋࡑࢀࡒࢀࡢሙ࡛Ꮫᰯྡࡀฟ
ࡿࡇ࡛ࠊ
࣓࣮ࢪup࡞ࡾࠊ
ᗈሗࡢഃ㠃ࡽ⪃࠼࡚ࡶⰋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
        
 ពぢ㸦༊㛗㸧
࣭࣭࣭ࢡࣛࣈάືࡀάⓎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㞺ᅖẼࡀⰋࡃ࡞ࡗ࡚Ⰻ࠸࡛ࡍࡡࠋ
 ᅇ⟅㸦ᰯ㛗㸧
࣭࣭࣭ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ㒊ࡣࠊ㏆␥࡛࣋ࢫࢺ㸲ධࡾࡲࡍࠋ㒊ဨᩘࡶከࡃࠊ㎡ࡵࡎ
⥆ࡅࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ពぢ㸦㛗㸧
࣭࣭࣭ዪᏊࢧࢵ࣮࢝㒊ࡢタ❧ࡣ㞴ࡋ࠸࡛ࡍ㸽
 ᅇ⟅㸦ᰯ㛗㸧
࣭࣭࣭ࢢࣛࣥࢻࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊ㞴ࡋ࠸࡛ࡍࠋ
 ពぢ㸦㛗㸧
࣭࣭࣭ᚚᰯࡢ⏕ᚐࡉࢇࡣࠊ࠾࡞ࡋ࠸ឤࡌࡀࡋࡲࡍࠋ
         ㏕ຊࣥࣃࢡࢺࡀ㊊ࡾ࡞࠸࠸࠺༳㇟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
         ࣓࣮ࢪసࡾࡣࡢࡼ࠺ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸽
ぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸ឤࡌࡀࡋࡲࡍࠋ
▷ゝ࠼ࡤࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸Ⰻࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸ۑۑ
 ᅇ⟅㸦ᰯ㛗㸧
࣭࣭࣭ࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿᏛᰯࠊ࣓࣮ࢪసࡾࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠋⰍࠎ㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋᚋ
ࡶࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ͤ 㛵ಀ⪅ホ౯ࢆཷࡅ࡚ឤࡌࡓࡇࡣࠊᆅඖఫẸࡢⓙᵝࡢᏛᰯᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ῝ࡉ࡛ࡍࠋ⮬ศ
㐩ࡢఫࡴ⏫࠶ࡿᏛᰯࢆࡼࡾⰋࡃࡋࡓ࠸ࠊⓙ࡛ᨭ࠼ࡓ࠸࠸࠺ᙉ࠸ᛮ࠸ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࢆཷࡅ࡚̿̿̿Ꮫᰯホ౯ဨࡢホ౯⤖ᯝ̿̿̿
ᮏᖺᗘࡶࡇࢀࡲ࡛ྠᵝࠊ㏆㞄ఫẸࢆ௦⾲ࡋ࡚ᮏᰯࡢᡤᅾᆅ༊㛗ࡉࢇ༊㛗㛗ࡽ
ホ౯ࢆཷࡅࡓࠋ
 ᖺᗘࡶᙉㄪࡉࢀࡓࡇࡔࡀࠊ༊㛗ࡉࢇࡢ㞟ࡲࡿᐃ࡛ࡣẖᅇࠊ⸨ᑎᕷෆࡢࡍ࡚
ࡢᏛᰯᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐࡢࡇࡀヰ㢟࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊᏛᰯࢆ⏫ࡢ㈈⏘ࡋ࡚ࡽ࠼ࠊ⏕ᚐࢆ
ぢᏲࡾ⫱࡚ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ③ឤࡋࡓࠋ
 ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㞟ィࠊ⮬ᕫホ౯ࢆ㈨ᩱࡋ࡚ᥦ♧ࡋࠊᴫせࡁ࡞ኚ
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊࡉࡽࠊᰯ㛗ࡀᮏᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣㄢ㢟ࢆㄝ᫂ᚋࠊホ౯࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ᖹᡂ 24 ᖺᗘࡢࡁ࡞ኚࡋ࡚ࠊᏛᰯ㞄᥋ᆅつᶍఫᏯࡀ࡛ࡁࠊ㏆㞄ఫẸࡢඹᏑࡀ
ࡇࢀࡲ࡛௨ୖᚲせ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡶࠊᏛᰯࡋ࡚ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆㄝ᫂ࡋࠊᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ᨭ࠼࠶࠺㛵ಀࢆసࡿࡼ࠺ࡢᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋేࡏ
࡚ࠊ⦕࠶ࡗ࡚⸨ᑎ㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡓࡕࡀࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ⸨ᑎࡢࡇࢆ▱ࡾࠊ⸨
ᑎࢆឡࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࡼ࠺せᮃࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⸨ᑎᕷ࡛⾜ࢃࢀࡿࡉࡲࡊࡲ࡞
࣋ࣥࢺࡢ༠ຊࡶせㄳࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢࠊ㏻Ꮫ࣐ࢼ࣮ࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢ⾲ࠊᏛ⩦ᣦᑟࡘ࠸࡚〔ࡵ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࢆཷࡅ࡚ࠊホ౯ጤဨ᳨࡛ウࡋࡓ⤖ᯝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
ձ ⏕ᚐࡓࡕࡀ⮬ಙࡾࢆᣢࡗ࡚Ꮫᰯ⏕άࢆ㏦ࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋᚋࡶᘓᏛࡢ⢭⚄๎ࡾࠊ
Ꮫ⩦ᣦᑟࠊ⏕άᣦᑟࠊ㐍㊰ᣦᑟࠊ≉ูᩍ⫱άື࡞ࠊᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ᑀ࡞ᣦᑟࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࠋ
ղ ಶࠎࡢ⏕ᚐࡢ㐍㊰ᕼᮃᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ճ ᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࡢᕤኵࠋ㹇㹀࡛ࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪉ྥࡢᤵᴗࢆྲྀࡾධࢀࠊ⏕ᚐࡀព
ぢࡸ⪃࠼ࢆ㏙ࡿᶵࢆቑࡸࡍࠋ
մ Ύᤲάືࢆ⥅⥆ᐇࡋ࡚ࠊ⎔ቃ⨾༠ຊࡍࡿࡶᆅᇦఫẸゐࢀྜ࠺ᶵࡍࡿࠋ
յ Ⓩᰯᣦᑟࡢ㝿ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ㏆㞄ఫẸᣵᣜࢆࢃࡍࠋ
ն Ꮫᰯࢆ㇟ᚩࡍࡿ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ(ᐇయࢆక࠺ࡶࡢ)సࡾࢆᛴࡄࠋ
௨ୖ㸴Ⅼࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫋ဨࡀඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

生徒・保護者アンケート集計と考察
回答

平成 25 年７月

４…そう思う、３…ややそう思う、２…あまり思わない、１…思わない

問１ 学校の雰囲気が良い
100%

学年進行とともに肯定的な意見が多くな

80%

る。保護者の「そう思う」
「ややそう思う」
系列4

の合計は、94.4%に達している。

60%
系列3
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 2 入学してよかった
100%

問 1 と同じ傾向が見える。学年進行ととも

80%

に満足度が向上する。家庭との連携を密に
系列4

取っていることもあって、保護者の方が満

60%
系列3

足度が高く、「そう思う」「ややそう思う」

40%

系列2

の合計は 93.1%。

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 3 自分のクラスは楽しい
100%

「そう思う」と「ややそう思う」の合計は、

80%

1，2 年生では変わらないが、3 年生では、
系列4

93.1%に伸びる。

60%
系列3
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 4 先生は教育熱心である
100%

学年進行と共に生徒の満足度が上がって

80%

いる。先生方の熱心な取り組みが実を結ん
系列4

でいる。ただし、保護者の３割近くは満足

系列3

していない。

60%
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 5 授業が分かりやすい
100%

問 4 とまったく同じ傾向にある。授業の分

80%

かりやすさと教育熱心さは明らかに相関
系列4

している。一層、分かりやすい授業に努め

系列3

る必要がある。

60%
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 6 多様な資格が取れる
100%

英語検定、漢字検定および書写検定に向け

80%

ての取り組みに終わっている実態を反映
系列4

し、他の項目と比較すると満足度は高くな

系列3

い。

60%
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 7 授業に意欲的に取り組んでいる
100%

学年進行とともに、生徒の取り組みは向上

80%

している。進路学習と相まって効果を上げ
系列4

ている。保護者の満足度は、生徒の実態以

60%
系列3

上になっている。家庭学習をしている姿を

40%

系列2

反映していると思いたい。

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 8 先生は悩みなどを親身になって聞いてくれる
学年進行とともに、教員と生徒の信頼関係

100%

が深まっていることが見て取れる。ここで
80%
系列4

も、保護者の好感度は高く、「そう思わな

系列3

い」と答えた保護者は 1.4%にとどまって

40%

系列2

いる。

20%

系列1

60%

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 9 学校の規則は妥当である
1 年生では、4 割の生徒が校則に不満を持っ

100%

ている。それが、3 年生になると 2 割に減少

80%
系列4

する。保護者の校則への理解度も高いが、約

系列3

1 割の保護者に不満がある。

60%
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 10 学校の生活指導について納得できる（お子さんは、学校の生活指導に納得している）
100%

生徒の意識と保護者の意識にかなりの差

80%

を認める。保護者は、
「そう思う」
「ややそ
系列4

う思う」の合計が、88.8%であるのに対し、

60%
系列3

生徒は肯定的な回答が約 60%にとどまっ

40%

系列2

ている。

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 11 学校の規則を守っている
100%

生徒・保護者共に 90%が肯定的な答え。我々

80%

教員の印象とはかけ離れた結果になって
系列4

いる。

60%
系列3
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 12 進路に必要な情報は適切に提供されている
100%

1 年生で満足度が高いのは意外である。学

80%

年進行とともに、より多くの情報を提供し
系列4

ているつもりだったのだが、改善の余地が

系列3

あると思われる。

60%
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 13 授業・模擬試験が進路に対応している
100%

問 12 と同様の結果。上級生になるほど模

80%

擬テストが受験に直結する状況を作り、受
系列4

験体制を作っていかねばならない。

60%
系列3
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 14 学校行事は楽しく充実している
上級生になるほど行事に打ち込み、楽しん

100%

でいる。喜ばしい状況と考える。

80%
系列4
60%
系列3
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 15 部活動は活発で充実している
クラブ入部率と比例関係にある。生徒総数、

100%

教員総数の少ない中で、少数生徒の要望に

80%
系列4

こたえ切れていない現状である。

60%
系列3
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

問 16 校内の施設・設備はよく整備されている
保護者の満足度が高く、不満を持っている

100%

割合は 10%を下回っている。

80%
系列4
60%
系列3
40%

系列2

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生

保護者

問 17 誰に対してもあいさつができる
100%

80%程度の生徒が「そう思う」
「ややそう思

80%

う」と答えている。細かく見ると、上級生
系列4

ほどその割合は高く、教育の効果と思われ

60%
系列3

る。なお一層、挨拶のあふれる学校にして

40%

系列2

いく努力を続けたい。

20%

系列1

0%
1年生

2年生

3年生 保護者

