研究タイトル：「中山間地における共生型地域づくりによるコミュニティ再整備手法」
研究代表者：合津 文雄（長野大学社会福祉学部 教授）
１．目的
本研究は、①急速な人口減・少子高齢化が進む中山間地において、多様な福祉ニーズを抱える高齢者の生
きがいづくり、就労・介護支援等を通じ、
「共生」をキー概念とした持続可能な地域づくりを進める運動に展
開していくこと、②それを実践に移していく場（福祉資源）として再活用しようとするターゲットを、衰退
が著しい小規模旅館等に求めて、その可能性を検証しようとするものである。

２．方法
典型的な中山間地である長野県大町市の木崎湖畔旅館街の再生に向けた地域づくり活動と連携して、これ
をケーススタディしながら実践的な研究を展開した。研究活動に際しては、地元の様々な専門職や地域づく
り活動実践者を研究協力者とし、公開研究会、実態調査、アンケート調査、実証実験等に取り組んだ。

３．
「共生型地域づくり」の定義
本研究では、
「異なる人々が、自由な活動と参加の機会を相互に承認し、相互の関係を積極的に築き上げて
ゆけるような社会的結合」
（井上達夫 1987）を目指した地域での営みを「共生型地域づくり」と定義し、そ
の実践が近年重要な政策課題として提起されている「ソーシャルインクルージョン」を地域社会において具
現化するものであると位置づけた。中山間地において「共生型地域づくり」活動を進めていく実践は、人的
なつながりなどの「強み」を活かしつつ、
「弱み」である閉鎖的な傾向を克服する努力を通じて、多様な人々
を受け入れながら地域社会を再構築する方向に導く効果が期待される。
図１：ケーススタディ地の概況

４．ケーススタディ

（黒太線で囲った施設は元旅館等）

（１）ケーススタディ地の現況
当地は、長野県大町市（29,000 人）の北西部、木崎
湖の南端に位置し、湖畔に面した温泉旅館街である（図
１）。その衰退は著しく、25 年前に 16 件を連ねた小規
模旅館（客室数 7～20）は現在 4 件が営業するのみで継
承の見込みもなく、旅館建物に独居する高齢者世帯も 4
件存在する（表１）。他方、湖畔西側の民宿群は健在で
ゆ～ぷる木崎湖
ある。拠点施設は、地元の人々による出資会社が経営す
る「ゆ～ぷる木崎湖（入浴、宴会、プール等）」で、観
表１：ケーススタディ地の旅館・商店等の動向
光客利用は減る一方、地元高齢者の利用が増えている。
No 建物 築年 営業 継承 居住 後期高齢者 今後の意向等
01
○ 60 × × △ 1（施設）
悩み中
旅館衰退の理由は、旅館のステイタス（料理や布団敷
02
○ 40 ○ × ○ 1（同居）
買ってほしい
き等のサービス）へのこだわりが柔軟な経営を妨げたこ
03
○ 90 × × ○ 1（独居）
有効利用したい
04
○ 40 × × ○ 2（夫婦）
悩み中
とと、旅館に求められるクオリティ（施設・設備等）へ
05
○ 40 × × × 1（息子宅） 買ってほしい
の対応が不十分であったことにある。後者は経営的（収
06
○ 120 ○ × ○
買ってほしい
07
○ 40 ○ △ ○
考えていない
益性や資金力）・体力的（加齢や家族労働）な困難に加
× × ×
有効利用したい
旅 08 ×
館 09 ×
× × ×
有効利用したい
えて、河川法等の制度的な制約にも起因しており、旅館
10
○ 40 × × ○ 2（夫婦）
有効利用したい
側の主体的な要因を伴い地域全体の観光客が減少し続
11
○ 50 × × ×
悩み中
12
○ 40 × × ○ 1（独居）
悩み中
け、若い世代への継承を困難にしている。
13
○ 40 × × ○ 1（独居）
悩み中
（２）ケーススタディ地が抱える課題の広がり
14
×
× × ×
有効利用したい
15
○ 60 × × ×
有効利用したい
国土面積の 7 割強を占める中山間地において観光業
16
○ 30 ○ △ ○
先行き不安
は重要産業であるが、全国的にも旅館はこの 7 年間に 2
01
△
× × △ １（施設）
住居に改築
02
△
×
×
○
住居に改築
割減少し（ホテルや簡易宿泊所は増加）、施設当たりの
03
○ 60 × × ×
（木崎工房）
客室数は増加している点から、小規模旅館の淘汰がうか
○
貸ボート
商 04 ○ 40 ○
店 05 ○ 50 × × ×
悩み中
がえる。実際、小規模旅館群が「ゴーストタウン」化す
06
○ 40 × × ×
有効利用したい
07
○ 30 ○
○
貸ボート
る状況は各地で進んでいる事実から、ケーススタディ地
08
○ 30 ○
○
貸ボート
が抱えるような課題は全国的な広がりを見せている。
※1985 年に旅館・商店を営んでいたものを対象にしている。

（３）議論の展開と検討の柱
本研究会は、伴侶に先立たれて一人暮らしの寂しさを訴える男性高齢者の発案から、廃業が相次ぐ木崎湖
畔の旅館街を「地域資源」に位置付けて、そこでの高齢者の住まいづくりを通じて「仕事おこし」を図ろう
という方向性に基づいて検討が始まった。しかし、研究会や現地調査を重ねる中で、
「サービス付き高齢者住
宅」等に求められる施設要件や立地上の制約（諸制度による規制を含む）や費用面が重くのしかかり、地域
が抱えている課題に即応できる対策としては必ずしも有効ではないという認識が形成されてきた。
このような経緯を経て、それまで議論の中心としてきた「既存制度の活用による住まい（活動拠点）づく
り」とは別な方策、すなわち【居宅の延長としての旅館利用】について、その実現可能性を以下の 4 つの柱
により、制度的側面・実践的側面の両面から検討することとした。
イ）地域の協力者の参加を得た研究会（公開シンポジウムを含む）での議論と実証実験の企画・運営
ロ）旅館（元旅館）等を利用した多様な福祉的滞在の可能性に関する実証実験
ハ）旅館（元旅館）のリニューアルによる福祉的滞在を可能にする整備手法の検討
ニ）厚生労働省をはじめとする関係行政機関へのヒアリング等による制度的課題の検討
（４）「居宅の延長」提案に対する関係機関の反応
旅館業法では下宿営業も可能である点を根拠とし、長野県保健福祉部を通じ厚生労働省老健局振興課担当
官の見解を引き出したところ、一時滞在が主目的である旅館を訪問介護員の派遣先または通所介護との連携
に活用することは、介護保険法の枠内では原則として認められないとの口頭回答がなされた。そこで研究会
としては、保険者とも協議を重ねて「先進・独自事例」として取り組んでいく方向を提案しつつ、本研究に
よる実証実験事業を経て、県や厚生労働省にもその効果を示していくべきと考えた。
（５）実証実験
①第１回実験（2014 年 10 月）における失敗と教訓
実証実験の立ち上げに際して、
「ゆ～ぷる木崎湖」利用者 100 名に対するアンケートによるニーズ調査（利
用意向を含む）を実施した（2014 年 7 月）
。その結果と研究会で企画したプログラム案を携えて旅館への訪
問対話を行い、3 件の現役旅館と市地域包括支援センターの協力を確保し、地元コミュニティ紙への広告掲
載をはじめ幅広く宣伝して実証実験を準備した。しかし、天候等の諸条件を含め、結果的に参加申込がほと
んど得られず、開催日の前日になって中止を判断した。その後研究会では、イ）新聞広告等一般的な宣伝に
頼りすぎた、ロ）事前アンケートを踏まえたメニューを用意したが選択肢が多くて戸惑いを与えた、ハ）友
人から誘われれば参加したいが自分から申込むのは不安との声があり勧誘方法に工夫が必要、ニ）予行演習
を通じて主催者側のモチベーションを高めていく工夫も必要であった、など 4 つの教訓が提起された。
②草木染グループとの協働による実験の再構築と実践（表２、表３、写真）
研究協力者を主宰とするグループが、本研究活動に呼応して、「高齢者の福祉的な労働参加による仕事お
こし」を理念に掲げて、木崎湖畔の空き店舗を活用して「信州草木染・木崎工房」
（以下、
「木崎工房」）を立
ち上げることとなり（2015 年 1 月）
、この動きと連動しながら実証実験を組み立て直すこととした。これを
受けて、関係者によるワークショップ（同 1 月）と予行演習（2 月）によりプログラムを企画調整し、試行
プログラム（同 4 月）を含め 3 回の実証実験と関係者による共同研修会を開催した。ここでは、ゲスト（福
祉的ニーズを抱える参加者等）に対して、木崎工房スタッフ（5～6 名）がホスト役となり、その両者を観察
する形で研究会スタッフ（3～5 名）が関わる形で実証実験を実施した（表２）
。
各プログラムへの参加の動機や形態は様々であったが、それぞれに福祉的なニーズを抱えており、ゲスト
に対してリフレッシュ感や癒しを提供できたことがアンケートやヒアリングを通して確認できた。また、ホ
スト側の木崎工房の方々からは、この実証実験の目的である「草木染を通して地域の人たちと交流しながら
癒される福祉的な滞在を提供できるようにする」ことを理解し、創意工夫をこらして活動している様子がう
かがえた。共同研修会を通じて「もっと良いプログラムにできたのではないか」という意欲が引き出された
点もその後の展開に向けた大きな成果であった。
一方、旅館の活用について、要支援者・要介護者の利用に関しては、ハード面の制約（和式トイレ、多い
段差、狭い廊下等）に対してソフト面（スタッフの介助）でカバーできないか協議したが、
「少人数でないと
困難」との介護専門職の判断により見合わせざるを得ず、理念と実態のかい離を実感させられた。それに対
して、親子保養プログラムの場合は、元旅館を借り切って自由に滞在できたことで「大満足」
（子ども）とい
う声も聞かれた。これらの実証実験では、研究協力者の一員である民生・児童委員やボランティア団体関係
者が橋渡しとなって地域に協力関係を広げたが、こうした活動も今後の展開に希望を与えている。

表２：実証実験プログラムの概要
プログラム 開催日
内 容
須坂市のシニアの農家婦人グループが本格
試行プログ
2015
的な農作業開始前に、草木染体験でリフレ
ラム
4/4
ッシュしたいとの希望に応えて、草木染体
験を試行的に実施。
デイサービスにおいて外に出かけるプログ
介護事業者
ラムの充実を図りたいとの要望を踏まえ
との連携プ
7/30
て、草木染体験や湖畔散策等を取り入れて
ログラム
実施。事前に説明会を行い自分で染めたい
素材や色を考えてもらった。
市民有志による原発災害避難家族の保養プ
福島の親子
ログラムと連携して実施。元旅館に１週間
保養プログ
8/5
滞在し、これに合わせた三世代交流ケース
ラム
として草木染を取り入れて実施。
草木染プログラム提供者に向けた福祉ニー
8/10共同研修会
ズへの対応力を高める研修。木崎湖灯篭流
11
し用に盆供養灯篭の制作を題材に行う。

参加者

協力

ゲスト 4 名（農家婦人）
ホスト 5 名（木崎工房）
スタッフ 6 名（研究会）

木崎工房、ゆ～ぷる

ゲスト 19 名
要介護者 13 名、介護者 6 名

ホスト 4 名
スタッフ 5 名
ゲスト 24 名（7 家族）
ホスト 5 名
スタッフ 6 名
草木染関係者および介護
関係者 20 名

悠悠館（デイサービ
ス事業者）
木崎工房、ゆ～ぷる
アースディ大町実
行委員会、木崎工
房、川端館、ゆ～ぷ
る
信濃大町草木染め
研究会
講師：高橋誠一郎氏

共同研修会
試行プログラム

要介護者プログラム

表３：実証実験の総括
プログラム
成果
試行プログ 草木染が心のリフレッシュに効
ラム
果的であることを再確認。
事前に施設介護者と念入りに打
介護事業者 合せ、作業手順や作業環境の整
理を行ったことでスムーズに行
との連携プ うことができた。
ログラム
ハスが満開の湖畔の散策も「何
十年ぶり！」と歓迎された。
母親達が意外なほど喜んだ。
「自
分の時間が作れた」
「自分へのご
福島の親子 褒美ができた」との感想。
保養プログ 未就学児も十分楽しめるプログ
ラムであることが確認できた。
ラム
元旅館での合宿は手入れが行き
届き、自由に使えて大好評。
対象者に合せた体験の演出、と
りまく関係者との協働、実践を
草木染セラ 重ねて福祉マインドを培うこと
ピー研修会 等、参加者に強い印象を与えた
盆供養灯篭を木崎湖灯篭流し＆
花火大会で披露し、好評を得た。

親子プログラム

問題点
どのような色に染めたいのか事
前把握できていなかった。
前日に染物を見せて、色の希望
を取って準備したが、ピンク色
のグループは色の変化が乏しく
不満が残った。
旅館での滞在を模索したが構造
上難しいと判断された。
当初、子どもを中心に考え、親
子で用意した場が、時間ととも
に親達・子達で分かれた。
子どもが持ち帰られるもの（ハ
ンカチ）等の準備も必要だった。
住宅として売却予定があり来年
は使えない
これまでは自分たちが提供した
いことをプログラムにしてきた
が、事前のやりとりから獲得目
標を定めて取組む必要がある。
湖の暗さに映える色使いを考え
る必要があった。

次への工夫・課題
事前に準備できる素材から色を
絞込み、選択してもらう。
変化を楽しむ作業であることか
ら、相手にあわせた演出が必要。
単調な作業なので言葉かけが重
要。
湖畔旅館を使う場合は少人数で
ないと対応が難しい。
要望によっては親達と子達で分
けて、それぞれに楽しめる工夫
を考えたい。
子どもだけのプログラムも検討
し、展開したい。
老朽化が進み、使える元旅館が
少なくなった
様々な福祉的ニーズに対応でき
るスキルを培っていくため、研
究や実践を重ねていきたい。
盆供養灯篭の申込者が作業に参
加できる仕組みを検討したい。

（６）面的な整備のあり方について
複数の湖畔旅館を対象にした建物調査を踏まえて、これをサ
ンプルとして再整備（建替ないし修繕）を行う場合に、どのよ
うな整備手法が考えられるのかを専門家を交えて検討を重ね
た。立地上、河川法（河川区域内に既得権で立地している）や
風致地区指定、消防法等により、建替や修繕に著しい制約があ
る。その制約の範囲内で、かつ所有者の土地への思いも考慮し
なければならない。そこで、4 つの土地利用形態パターンを設
定して、それぞれの整備メニューやそのメリットと課題を検討
した（図２）。これを根拠として関係者（土地所有者、河川管 図２：面的整備の検討案
理者等）に対するヒアリングを実施し、その実現可能性を確認
した。結果として、手法としては有効であるが、整備に向けた
資金確保や施設運営ノウハウが重要な課題として提起された。

５．提言と私たちのアクションプラン

～考察にかえて～

（１）ケーススタディ地における「共生型地域づくり」の提案
①地域ビジョンの策定
大町市の総合計画や都市計画マスタープラン・観光振興計画・地域福祉計画等には、当地に特化した現状
認識や対策の記載はされていない。小地域の問題に全体的な位置づけは難しいのであろうが、具体的な地域
課題から出発しないと有効な全体計画は生まれないと推察できる。今後は、都市計画マスタープランにおい
て当地を含むエリアを都市計画区域に指定する方針が検討課題に掲げられている現況から、そうした議論を
促すために本研究会の報告書を関係行政機関に提供し対話を広げ深めていく。
②地域マネジメント組織の構築
行政計画を引き出す上でも、
「地域の経営」に意欲を持って取り組む主体を育てる必要がある。本研究会が
志した「多様な福祉ニーズに応えながら地域に小金がまわる」仕組みを作るのは容易ではないし、面的な整
備についても複数の旅館等による協働ないし協調を必然としている。これらの困難な課題に取り組み、関係
機関との連絡・調整や企画・提言等を担う「地域マネジメント組織」の芽が実証実験を通して出てきた。今
後もこの芽を育て、プログラムを継続的に展開しながら「地域マネジメント組織」を構築していく。
（２）各地の取組みに向けて発信したいこと
①旅館等の福祉的利用の方策について
旅館の【居宅の延長】としての利用は、介護保険法の枠内では原則認められないとの見解であったが、ト
ラベルヘルパー事業を行う業者や大都市圏の介護福祉事業所等からは、出発地と滞在地の連携により多様な
展開が可能になると期待の声が聞かれた。また、
「ゆ～ぷる木崎湖」利用者アンケートでも約９割が旅館滞在
プログラムを利用したいと回答した。しかし、実際の利用面ではハード面を中心に課題が多いことも判明し
た。こうした状況は、消防庁調査（2013 年 7 月）で築 40 年以上（現行建築基準法以前）の旅館等の約 7 割
で何らかの消防法令違反が発見されている実情からも、当地に限らない全国的な課題であるといえる。
しかし、旅館の構造によって可能性は変わ 表４：旅館と福祉サービスの対応案
るであろうし、福祉ニーズも多様であるのだ
対象となる高齢者
福祉サービス
経営
建物の構造
経営戦略
体力
介護レベル
所得 デイ 滞在 入所
から、個別のケースやニーズ、目的に合わせ
◎
現行建築基 強 高付加価値化 要介護を含む 中～高
て旅館利用の検討は柔軟になされてよい。一
準法適合
弱 客層の拡大
要支援
低～中 ○
◎
般化は困難な面を伴うとはいえ、旅館と福祉 現行建築基 強 改築の契機
要介護を含む 中～高
○
◎
サービスの対応関係案（表４）をもとに、全
準法以前
弱 施設有効利用 介護予防
低～中 ◎
国的な連携を呼びかけ研究を深めていく。
②高齢者による「仕事おこし」への支援策の拡充と地域福祉コーディネートの推進
高齢者の雇用支援策は多いが、起業支援策は少ない。高齢者起業には「エンジェル投資」という側面があ
り、若い世代や女性の起業に比べて資金面でのハードルは高くない。木崎工房のケースを見ても、体力的要
素、持続化に向けた工夫など、地域社会からの支援が必要である。
「共生型地域づくり」は、高齢者をはじめ
福祉的なニーズを抱える人たちの多様な働き方に選択肢を与え、それらが連動して進められる。制度面にお
ける高齢者起業への支援策を拡充させつつ、
地域福祉と連結した多様な働き方をコーディネートしながら「地
域マネジメント」を行う主体を育てる政策で、目下政府が進める「地方創生」にも寄与しうるであろう。引
き続きケーススタディ地での実践を支え、当事者や協力者と協働しながら事例を発信していく。

６．結語
本研究の目的に対し、①高齢者の仕事おこし活動と協働した実践が、
「ソーシャルインクルージョン」の方
向性に合致することを実証した。今後は、改正介護保険法の介護予防・日常生活支援総合事業における「訪
問型・通所型サービスＢ（住民主体）
」の受け皿となるモデルに成長させる実践を継続する。②旅館の活用に
関しては十分な成果を得たとは言い難いが、その教訓を含め現状や課題・展望が整理できた。これを議論の
出発点として関係機関や業界団体、学会等へと幅広く検討の輪を広げる活動を展開したいと考えている。

７．成果の発表
・長野大学附属地域共生福祉研究所『長野大学地域共生福祉論集』第 10 号（2016.3）成果詳細掲載予定
・長野県地方自治研究センター『信州自治研』No.287-288（2016.1,2）連載掲載予定
・本研究会報告書『中山間地域における共生型地域づくりの提案』を地域関係者等に配布
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䛧䛛䛧ㄢ㢟ᒣ✚

䐠᪑㤋䠄ඖ᪑㤋䠅➼䜢⏝䛧䛯ከᵝ䛺⚟♴
ⓗᅾ䛾ྍ⬟ᛶ䛻㛵䛩䜛ᐇドᐇ㦂
䐡᪑㤋䠄ඖ᪑㤋䠅䛾䝸䝙䝳䞊䜰䝹䛻䜘䜛⚟
♴ⓗᅾ䜢ྍ⬟䛻䛩䜛ᩚഛᡭἲ䛾᳨ウ
䐢ཌ⏕┬䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛㛵ಀᶵ㛵䜈䛾䝠䜰
䝸䞁䜾➼䛻䜘䜛ไᗘⓗㄢ㢟䛾᳨ウ

⾲䠖◊✲䛷䛾ᙜึ䛾ㄽⅬ
䝔䞊䝬
䝃 䞊䝡䝇 䛝
㧗㱋⪅ఫᏯ
ไᗘ䛻ᣐ䜙䛺
䛔㧗㱋⪅ఫᏯ
ᕷẸ䝣䜯䞁䝗
ᡭἲ
❧ᆅไ⣙

䛺ㄽⅬ䚸ㄢ㢟
䞉ᨻᗓ䛜ຊ䜢ධ䜜䛶䛔䜛⟇䛷䛒䜚䚸᭷ຠ䛻ά⏝䛧䛯䛔䚹
䞉⿵ຓ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛷㧗䛷䛒䛳䛯䜚䚸䛔ᡭ䛾ᝏ䛛䛳䛯䜚䛩䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹
䞉㏆ᅾ䛾᪂タ䛂䝃㧗ఫ䛃䛾ධᒃ⪅䛿ဨ90ṓ௦䛷䛂≉㣴௦᭰䛃䛜ᐇែ䚹
䞉๓ᮇ㧗㱋⪅䜔䠥䝍䞊䞁⪅䛜䝍䞊䝀䝑䝖䛷䛒䜜䜀ไᗘ䛻ᣐ䜙䛺䛔᪉ἲ䜒䛒䜚䛖䜛䚹
䞉⚟♴ⓗ䝃䞊䝡䝇䜢࿘ᅖ䛻ᵓ⠏䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛚䛣䛧䛻䛴䛺䛢䛯䛔䚹
䞉ᕷẸฟ㈨䛷᭷ᩱ⪁ே䝩䞊䝮䜢ᩚഛ䛧䛯䜔ᨃఝ⚾ເമ䛷䝡䝆䝛䝇䝩䝔䝹䜢㈙ୖ䛢䛶䝅䝵䞊
䝖䝇䝔䜲➼䜢ᩚഛ䛧䛯䛜䛒䜛䚹
䞉ᕷẸཧຍ䜢ᗈ䛢䜛ୖ䛷᭷ຠ䛰䛜䚸ົⓗ䛺ᡭ㛫䛿⭾䛺䜒䛾䛻䛺䜛䚹
䞉ᘓ≀䛾⤒ᖺຎ䛜ⴭ䛧䛟䚸†ᓊ䛾ẁᕪ䛜ከ䛔䛯䜑䚸䝸䝣䜷䞊䝮䛜㞴䛧䛔䚹
䞉Ἑᕝἲ䛻䜘䜚ᘓ᭰䛘䛜ไ㝈䛥䜜䛶䛔䜛䠄ἲே䛾ሙྜ䛿ྍ⬟ᛶ䛒䜚䠅
䞉ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䚸ᬒほ᮲䚸㢼⮴ᆅ༊つไ䚸ᾘ㜵ἲ➼䛻䜘䜚䚸⌧ᅾ䛾ᘓ≀㠃✚䜢☜ಖ䛷䛝䛺䛔

䛂ᒃᏯ䛾ᘏ㛗䛃䛻ᑐ䛩䜛㛵ಀᶵ㛵䛾ᑐᛂ
᪑㤋ᴗἲ࡛ࡣ᪑㤋࣭࣍ࢸࣝ
ࡢୗᐟႠᴗࡶྍ⬟ࠋ

䛆ᒃᏯ䛾ᘏ㛗䛇䛿ྍ⬟䠛
≱≪≆
ཌ⏕ປാ┬
⪁ᒁ⯆ㄢ

୍ᅾࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿ᪑
㤋ࢆゼၥㆤဨࡢὴ㐵ඛࡲ
ࡓࡣ㏻ᡤㆤࡢ㐃ᦠά
⏝ࡍࡿࡇࡣࠊ⌧⾜ㆤಖ
㝤ἲࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡣҾЩ
↗ↆ↕ᛐ↰↸↻↙ⅳࠋ

ᚋྥࡅ࡚
ձᑐಖ㝤⪅㸦ᗈᇦ㸧
༠㆟䜢㔜䛽䜛䛣䛸䛷䛂ඛ㐍䞉
⊂⮬䛃䛸䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䚹

ղ┴࣭ཌ⏕┬
ᐇドᐇ㦂ᴗ䜢㔜䛽䛶䛔䛟
୰䛷䛭䛾ຠᯝ䜢♧䛩䚹
ㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕άᨭ⥲ྜᴗ
࠾ࡅࡿࠕゼၥᆺ࣭㏻ᡤᆺࢧ࣮ࣅ
ࢫ㹀㸦ఫẸయ㸧ࠖ࠾࠸࡚ࡣྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

➨䠍ᅇᐇドᐇ㦂䛾ኻᩋ䛻Ꮫ䜆
↵⊡↦↺ங߃ฯМဇᎍ⇈∙⇗∞
⇮≋100Ӹ≌↖๛⇽נ∓⇖
∏∆↧↝ӋьॖӼ≜л˷↚ᄩ̮
㛵ಀᶵ㛵䚸᪑㤋䠏௳䛾༠ຊ☜ಖ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱⣬䜒䛳䛶䠬䠮

ཧຍ⪅ᚓ䜙䜜䛪

୰Ṇ䟿

┬Ⅼ
ձ᪂⪺ᗈ࿌➼୍⯡ⓗ࡞ᐉఏ㢗ࡾ
ࡍࡂࡓࠋ
ղࣥࢣ࣮ࢺࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࣓ࢽ࣮ࣗ
ࢆ⏝ពࡋࡓࡀࠊ㑅ᢥ⫥ࡀከࡃ࡚
ᡞᝨ࠸ࢆ࠼ࡓࠋ
ճࠕேࡽㄏࢃࢀࢀࡤཧຍࡋࡓ
࠸ࡀ⮬ศࡽ⏦㎸ࡴࡢࡣᏳࠖ
ࡢኌ㸦່ㄏ᪉ἲᕤኵᚲせ㸧ࠋ
մண⾜₇⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ദ⪅ഃࡢࣔ
ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃᕤኵ
ࡶᚲせࡔࡗࡓ➼ࠋ

↝↖؏עφ˳ႎ↙ឪↂↆѣⅼ↗
ᡲѣↄ↊↙ⅻ↸⅚ᅦᅍႎ↙⇱∞
⇠⇁↹ឪↂↆ↕ⅳↂⅵ≆

ⲡᮌᰁ䜾䝹䞊䝥䛸䛾༠ാ䛻䜘䜛ᵓ⠏
◊✲༠ຊ⪅㸦ᆏ⏣ᝋ⏨ࡉࢇ82ṓ㸧
ࢆᐓࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊᮏ◊✲
άືᛂࡋ࡚ࠊࠕ㧗㱋⪅ࡢ⚟♴
ⓗ࡞ປാཧຍࡼࡿ࠾ࡇࡋࠖ
ࢆ⌮ᛕᥖࡆ࡚ࠊᮌᓮ†␁ࡢ✵ࡁ
ᗑ⯒ࢆࡗ࡚ࠕಙᕞⲡᮌᰁ࣭ᮌᓮ
ᕤᡣࠖࢆ㛤タ㸦2015ᖺ1᭶㸧

ᐇドᐇ㦂䛾ᐇ⾜యไ
ಙᕞⲡᮌᰁ

ங߃
ἩἿἂἻἲ
੩̓

Ӌь

ᄂᆮ
ңщᎍ
˖ဒ
ᛦૢ

ஜᄂᆮ˟
ᛦ௹ᄂᆮ

†␁᪑㤋䞉䜖䡚䜇䜛ᮌᓮ†

ңщ
̔᫂

㛵ಀᶵ㛵䚸ㆤᴗ⪅䚸ᕷẸ䜾䝹䞊䝥➼

ඖၟᗑ䜢ᨵ䛧䛶㛤タ䛧䛯
ಙᕞⲡᮌᰁ䞉ᮌᓮᕤᡣ

ٶಮ↙ᅦᅍ⇱∞⇠⇁ਤ↓ʴ←

ᐇドᐇ㦂䐟 ヨ⾜䝥䝻䜾䝷䝮
㛤ദ᪥㸸2015ᖺ4᭶4᪥㸦ᅵ㸧
ෆ

ᐜ㸸㡲ᆏᕷࡢࢩࢽࡢ㎰ᐙ፬ேࢢ࣮ࣝࣉࡀᮏ᱁ⓗ࡞㎰సᴗ㛤ጞ๓ࠊⲡᮌᰁయ
㦂࡛ࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡋࡓ࠸ࡢᕼᮃᛂ࠼࡚ࠊⲡᮌᰁయ㦂ࢆヨ⾜ⓗᐇࠋ
ཧຍ⪅㸸ࢤࢫࢺ4ྡࠊ࣍ࢫࢺ5ྡ㸦ᮌᓮᕤᡣ㸧ࠊࢫࢱࢵࣇ6ྡ㸦◊✲㸧
༠ ຊ㸸ᮌᓮᕤᡣࠊࡺ㹼ࡿᮌᓮ†
ᡂ ᯝ㸸ⲡᮌᰁࡀᚰࡢࣜࣇࣞࢵࢩࣗຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ၥ㢟Ⅼ㸸ࡢࡼ࠺࡞Ⰽᰁࡵࡓ࠸ࡢ๓ᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟➼㸸๓䛻‽ഛ䛷䛝䜛⣲ᮦ䛛䜙Ⰽ䜢⤠㎸䜏䚸㑅ᢥ䛧䛶䜒䜙䛖䚹

ึ䜑䛶䛾ᰁⰍయ㦂䛻䝗䜻䝗䜻

✵Ẽ፹ᰁ䛻㏆ᡤ䛾Ꮚ䛹䜒䜒ཧᡓ

㣗ᚋ䛾ពぢ

ᐇドᐇ㦂䐠 ㆤᴗ⪅䛸䛾㐃ᦠ䝥䝻䜾䝷䝮
㛤ദ᪥㸸2015ᖺ7᭶30᪥㸦᭶㸧
ෆ ᐜ㸸ࢹࢧ࣮ࣅࢫ࠾࠸࡚እฟࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇࢆᅗࡾࡓ࠸ࡢせᮃ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊⲡᮌᰁయ㦂ࡸ†␁ᩓ⟇➼ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ᐇࠋ๓ㄝ᫂ࢆ
⾜࠸⮬ศ࡛ᰁࡵࡓ࠸⣲ᮦࡸⰍࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ཧຍ⪅㸸ࢤࢫࢺ19ྡ㸦せㆤ⪅13ྡࠊㆤ⪅6ྡ㸧࣍ࢫࢺ㸲ྡࠊࢫࢱࢵࣇ㸳ྡ
༠ ຊ㸸ᝆᝆ㤋㸦ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅㸧ࠊᮌᓮᕤᡣࠊࡺ㹼ࡿᮌᓮ†
ᡂ ᯝ㸸ᴗ⪅ࡢ๓ᡴྜࡏ࡛సᴗᡭ㡰ࡸసᴗ⎔ቃࢆᩚ࠼⾜࠼ࡓࠋ
ࣁࢫࡀ‶㛤ࡢ†␁ࡢᩓ⟇ࡶࠕఱ༑ᖺࡪࡾ㸟ࠖḼ㏄ࡉࢀࡓࠋ
ၥ㢟Ⅼ㸸๓᪥ᰁ≀ࢆぢࡏ࡚Ⰽࡢᕼᮃࢆྲྀࡗ࡚‽ഛࡋࡓࡀࠊࣆࣥࢡⰍࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ
Ⰽࡢኚࡀஈࡋࡃ‶ࡀṧࡗࡓࠋ
᪑㤋࡛ࡢᅾࢆᶍ⣴ࡋࡓࡀᵓ㐀ୖ㞴ࡋ࠸ࡢุ᩿࡞ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟➼㸸ኚࢆᴦࡋࡵࡿ₇ฟࡀᚲせࠋ༢ㄪ࡞సᴗ࡞ࡢ࡛ゝⴥࡅࡀ㔜せࠋ
†␁᪑㤋ࢆ࠺ሙྜࡣᑡேᩘ࡛࡞࠸ᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ

ᕥ䠖䝝䝇䛾ⰼ䜢䜑䛷䜛

ୖᕥྑ䠖㌟య䛾≧ែ䛷సᴗྎ䜢ᕤኵ

⮬ศ䛾ᡭ䛷⇱సᴗ

ᐇドᐇ㦂䐡 ⚟ᓥ䛾ぶᏊಖ㣴䝥䝻䜾䝷䝮
㛤ദ᪥㸸2015ᖺ8᭶5᪥㸦Ỉ㸧
ෆ ᐜ㸸ᕷẸ᭷ᚿࡼࡿཎⓎ⅏ᐖ㑊㞴ᐙ᪘ࡢಖ㣴ࣉࣟࢢ࣒ࣛඖ᪑㤋ࢆ᩷᪕ࡋ࡚㸯
㐌㛫ᅾࠋࡇࢀྜࢃࡏࡓ୕ୡ௦ὶࢣ࣮ࢫࡋ࡚ⲡᮌᰁయ㦂ࢆᐇࠋ
ཧຍ⪅㸸ࢤࢫࢺ24ྡ㸦7ᐙ᪘㸧ࠊ࣍ࢫࢺ5ྡࠊࢫࢱࢵࣇ6ྡ
༠ ຊ㸸࣮ࢫࢹ⏫ᐇ⾜ጤဨࠊᮌᓮᕤᡣࠊᕝ➃᪑㤋ࠊࡺ㹼ࡿᮌᓮ†
ᡂ ᯝ㸸ẕぶ㐩ࡀពእ࡞႐ࢇࡔࠋࠕ⮬ศࡢ㛫ࡀసࢀࡓࠖࠕ⮬ศࡢࡈ〔⨾ࡀ
࡛ࡁࡓࠖࡢឤࠋᮍᑵᏛඣࡶ༑ศᴦࡋࡵࡿࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ඖ᪑㤋࡛ࡢྜᐟࡣᡭධࢀࡀ⾜ࡁᒆࡁࠊ㈚ࡋษࡾ࡛⮬⏤࠼࡚ዲホ
ၥ㢟Ⅼ㸸ᙜึぶᏊ࡛⏝ពࡋࡓሙࡀࠊ㛫ࡶぶ㐩࣭Ꮚ㐩࡛ศࢀࡓࠋ
Ꮚࡶࡀᣢࡕᖐࡽࢀࡿࡶࡢ㸦ࣁࣥ࢝ࢳ㸧➼ࡢ‽ഛࡶᚲせࡔࡗࡓ
ㄢ㢟➼㸸せᮃࡼࡗ࡚ࡣぶ㐩Ꮚ㐩࡛ศࡅ࡚ࡑࢀࡒࢀᴦࡋࡵࡿᕤኵࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
Ꮚࡶࡔࡅࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ᳨ウࡋࠊᒎ㛤ࡋࡓ࠸ࠋ

Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿సᴗ䜢ዣ䛔ྜ䛔

䛚ẕ䛥䜣䜒‶㊊

ඖ᪑㤋䜢㈚䛧ษ䛳䛶㦁䛞

ᐇドᐇ㦂䐢 ඹྠ◊ಟ
㛤ദ᪥㸸2015ᖺ8᭶10᪥(᭶)㸤11᪥㸦ⅆ㸧
ෆ ᐜ㸸ⲡᮌᰁࣉࣟࢢ࣒ࣛᥦ౪⪅ྥࡅࡓ⚟♴ࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂຊࢆ㧗ࡵࡿ◊ಟࠋᮌ
ᓮ†ⅉ⠢ὶࡋ⏝┅౪㣴ⅉ⠢ࡢไసࢆ㢟ᮦ⾜࠺ࠋ
ཧຍ⪅㸸ⲡᮌᰁ㛵ಀ⪅ཬࡧㆤ㛵ಀ⪅20ྡࠊࢫࢱࢵࣇ3ྡ
༠ ຊ㸸ಙ⃰⏫ⲡᮌᰁࡵ◊✲ࠊ㧗ᶫㄔ୍㑻ࡉࢇ㸦ㅮᖌ㸧
ᡂ ᯝ㸸ⲡᮌᰁࢭࣛࣆ࣮ࡢせⅬ㸦ձᑐ㇟⪅ྜࡏࡓయ㦂ࡢ₇ฟࠊղࡾࡲࡃ㛵ಀ⪅
ࡢ༠ാࠊճᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ࡚⚟♴࣐ࣥࢻࢆᇵ࠺ࡇ㸧ࡣ⮬ศࡓࡕࡢᐇ㊶ࢆ
ព⩏ࡅࡽࢀ࡚ࠊཧຍ⪅ᙉ࠸ឤ㖭ᚋࡢពḧࢆ࠼ࡓࠋ
ၥ㢟Ⅼ㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡣ⮬ศࡓࡕࡀᥦ౪ࡋࡓ࠸ࡇࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ๓ࡢ
ࡸࡾࡾࡽ⋓ᚓ┠ᶆࢆᐃࡵ࡚ྲྀ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ㄢ㢟➼㸸ᵝ䚻䛺⚟♴ⓗ䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䝇䜻䝹䜢ᇵ䛖◊✲䜔ᐇ㊶䜢㔜䛽䛶䛔䛝䛯䛔䚹

ඹྠ◊ಟ䛷䛾ྜホ䛾䜘䛖䛩

ᮌᓮ†ⅉ⠢ὶ䛧䛷䛾䛚ᢨ㟢┠

ᐇドᐇ㦂䛾⥲ᣓ
ձ➨㸯ᅇᐇドᐇ㦂㸦୰Ṇ㸧ࢆࡧࡩࡾ࠼ࡗ࡚
࣭㸰ᖺ㛫ࡢຓᡂᮇ㛫ࡀᖾ࠸ࡋ࡚㸦ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࡞ࡗ࡚㸧ᐇ⾜࡛ࡁࡓࠋ
࣭ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ☜ಙࡀᐇドᐇ㦂ࢆࡸࡾ㐙ࡆࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᆅᇦ࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾ౫ᣐࡍࡿࡇ࡛ᑐ㇟⪅ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⪃࠼ࡿࡼࡾࠊ⤠ࡾ㎸ࡲࢀࡓࣉࣟࢢࣛ
࣒࡛⏬ࡋࡓ᪉ࡀከᵝࡘࡼࡾ῝࠸ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭᪑㤋➼ࡢ⏝ࡣࡑࢀࡒࢀࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋ࡚ᑐᛂࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ղⲡᮌᰁࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚
࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦ⲡᮌᰁ㛵ಀ⪅㸧ࢆᚓࡽࢀࡓࡇ࡛ࠊᆅᇦᣐⅬࢆᚓ࡚ࠊᮏ
◊✲ලయᛶࢆ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ճࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡘ࠸࡚
࣭ᅇࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ┬Ⅼࢆඹ᭷ࡋࡓࡇ࡛㛵ಀ⪅ࡢᡂ㛗ࡀぢࡽࢀࡓࠋ

մᆅᇦࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚
࣭᪑㤋⤒Ⴀ⪅ࡣලయⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ♧ࡉ࡞࠸ࠊ⮬ࡽࡣື㸦ࡅ㸧࡞࠸ࠋ
࣭⾜ᨻࡶྠᵝ࡛ࠊദࡣ༠ຊ࡛ࡁࡿࡀࠊ㆟ㄽࡢཧຍࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ

㠃ⓗᩚഛ䛾䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱
࣭」ᩘࡢ†␁᪑㤋ࢆᑐ㇟ࡋࡓᘓ≀ㄪᰝ㸦୍⣭ᘓ⠏ኈࠊᅵᆅᐙᒇㄪᰝኈ㸧
࣭Ἑᕝ⟶⌮⪅㸦┴㸧ࡢ❧ධㄪᰝἙᕝἲゎ㔘㛵ࡍࡿ༠㆟
࣭Ἑᕝἲᑐ㇟༊ᇦࡢఫẸࡢ᠓ㄯ㸦⮬ᖖ࡚㸧
࣭ࢧࣥࣉࣝࡋ࡚ᩚഛ㸦ᘓ᭰orಟ⧋㸧ᡭἲࢆ᳨ウ㸦タィົᡤ㸧
࣭✀ࠎࡢไ⣙ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊᡤ᭷⪅ࡢᛮ࠸ࢆ⪃៖ࡋࠊ㸲ࡘࡢᅵᆅ⏝ࣃࢱ࣮
ࣥࢆタᐃࡋ࡚ࠊᩚഛ࣓ࢽ࣮࣓ࣗࣜࢵࢺ㸤ㄢ㢟ࢆ᳨ウ
࣭ࡇࢀࢆࡶ㛵ಀ⪅㸦ᅵᆅᡤ᭷⪅ࠊἙᕝ⟶⌮⪅➼㸧ࡢࣄࣜࣥࢢ
࣭ᡭἲࡣ᭷ຠࡔࡀ㈨㔠☜ಖࡸタ㐠Ⴀࣀ࢘ࣁ࢘ࡀㄢ㢟ࠊᆅඖࡢኌ

ᥦゝ䛸⚾䛯䛱䛾䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁䐟

ἃὊἋἋἑἙỵעỆấẬỦσဃ؏עỀẪụỉ੩క
ձᆅᇦࣅࢪࣙࣥࡢ⟇ᐃ
࣭⾜ᨻィ⏬ࡣᙜᆅ≉ࡋࡓ⌧≧ㄆ㆑ࡸᑐ⟇ࡢグ㍕ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭ࡓࡔࡋᙜᆅࢆ㒔ᕷィ⏬༊ᇦᣦᐃࡍࡿᵓࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ
ᮏ◊✲ᡂᯝࢆᫎࡍࡿࡓࡵࡢ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓ࠸ࠋ

ղᆅᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⤌⧊ࡢᵓ⠏
࣭⾜ᨻィ⏬ࢆᘬࡁฟࡍୖ࡛ࡶࠕᆅᇦࡢ⤒Ⴀࠖពḧࢆᣢࡘయ
ࡢᙧᡂࡀᚲせࠋ
࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃⤡࣭ㄪᩚࡸ⏬࣭ᥦゝ➼ࢆᢸ࠺ࠕᆅᇦ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ⤌⧊ࠖࡢⱆࡀᐇドᐇ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡲࢀࡓࠋ
࣭ࡇࡢⱆࢆ⫱࡚ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⥅⥆ⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᥦゝ䛸⚾䛯䛱䛾䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁䐠

ӲעỉӕኵỚỆႆ̮ẲẺẟẮểίᾀὸ
ձ᪑㤋ࡢ⚟♴ⓗ⏝
࣭᪑㤋ࡢ࠙ᒃᏯࡢᘏ㛗ࠚࡋ࡚ࡢ⏝ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡣ࠶ࡿࠋ
୍࣭᪉࡛ࠊᐇ㝿ࡣࣁ࣮ࢻ㠃ࢆ୰ᚰㄢ㢟ࡀከ࠸ࠋ
࣭ࡋࡋಶࠎࡢ≧ἣࡸࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓ᳨ウࡣ࠶ࡗ࡚ࡋࡿࡁࠋ
࣭᪑㤋ㆤ⚟♴ࡢᑐᛂ㸦ୗ⾲㸧ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
⤒Ⴀ
యຊ

⤒Ⴀᡓ␎

ᑐ㇟㧗㱋⪅
ㆤࣞ࣋ࣝ
ᡤᚓ

⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢹ ᅾ ධᡤ

⌧⾜ᘓ⠏ᇶ
‽ἲ㐺ྜ

ᙉ

㧗ຍ౯್

せㆤࢆྵࡴ ୰㹼㧗

۔

ᙅ

ᐈᒙࡢᣑ

⌧⾜ᘓ⠏ᇶ
‽ἲ௨๓

ᙉ

ᨵ⠏ࡢዎᶵ

ᙅ

タ᭷ຠ⏝

ᘓ≀ࡢᵓ㐀

せᨭ

ప㹼୰

ۑ

せㆤࢆྵࡴ ୰㹼㧗
ㆤண㜵

ప㹼୰

۔
ۑ

۔

۔

ᥦゝ䛸⚾䛯䛱䛾䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁䐡

ӲעỉӕኵỚỆႆ̮ẲẺẟẮểίᾁὸ
ղ㧗㱋⪅ࡼࡿ࠾ࡇࡋࡢᨭ
࣭㧗㱋⪅ࡢ㞠⏝ᨭ⟇ࡣከ࠸ࡀࠊ㉳ᴗᨭ⟇ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
࣭ࠕ࢚ࣥࢪ࢙ࣝᢞ㈨ࠖࡣࠊᮌᓮᕤᡣࡢࡢࡼ࠺ࠊయຊⓗ࡞
ࡇᣢ⥆ྥࡅࡓᕤኵ➼ࡢᨭࡀᚲせ

ճᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡢ᥎㐍
࣭ඹ⏕ᆺᆅᇦ࡙ࡃࡾࡣࠊ⚟♴ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘேࠎࡢከᵝ࡞ാ
ࡁ᪉㑅ᢥ⫥ࢆ࠼ࠊࡘ࡞ࡀࡾ࠶࠺ࡇ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ
࣭ᆅᇦ⚟♴⤖ࡧࡘ࠸ࡓከᵝ࡞ാࡁ᪉ࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋ࠺ࡿ
యࡢ⫱ᡂ⟇ࡀࠕᆅ᪉⏕ࠖồࡵࡽࢀࡿࠋ

⤖ ㄒ

Ⅎ᭗ᱫᎍ↝ˁʙⅹↂↆѣ↗ңↆܱោ↞⇣∞
⇝∉∑⇊∙⇕∑∞⇞∍∙↝૾Ӽࣱ↚ӳᐲↆⅵ↺
ʻࢸ↞ʼᜱʖ᧸∝ଐࠝဃૅੲዮӳʙಅ↚ⅹↀ↺Ⅴᚧ
բ∝ᡫ˰≋≥⇟⇹∞⇛ൟɼ˳≌Ⅵ↚ᆆᘍↆⅵ↺
∈⇭∑↗ↆ↕ᧈↄ↊↕ⅳⅼⅳ⅛

ℳ↝ဇ↚↓ⅳ↕↝ྵཞ↳ᛢ᫆⇁ૢྸ
ↂ↻⇁ᜭᛯ↝Јႆໜ↗ↆ↕᧙̞ↈ↺ᘍೞ᧙↳ಅမׇ
˳⅚˟ܖሁ↗↝ࠢ࠼ⅳ౨᚛↝⇁࠼ↁ↕ⅳⅼⅳ⅛

䛤Ύ⫈䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
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