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■遺産価値の保全管理に関するもの
1．植生に係る
対応

項目
◆小笠原諸島における
在来樹木による
森林の修復手法の開発
【資料 2-1】

概要
・平成 30 年度から開始した補助事業（事業期間 5 年間）で、
父島列島と母島列島とで実施。今年度は 2 年目。
・過去に実施された外来植物駆除の成果を整理し、文献調査等
を加えて分析し、「外来植物駆除の手引き」の作成を目指
す。
・外来植物駆除に加え、播種・植栽等により在来植生の導入を
図ることで、早期の森林修復が可能となるよう、実証試験を
行う。
・その他、各種リスクを低減した苗木づくりの技術開発を検討
する。

◆希少植物保護増殖事業
【資料 2-2】

・国内希少植物 12 種の保護増殖事業を継続。
・種により、状況・課題が異なる。ノヤギの駆除等により個体
数の回復や実生の定着が見られる種がある一方、開花や結
実、発芽が見られないなどの課題がある種もある。

◆森林生態系の維持・再
生（母島北部のアカギ
駆除等）
【資料 2-3】

・平成 21 年度から母島北部民有地で駆除を開始し、アカギの
本数を減らすことが出来ている。
・沢沿いの光環境等の改善により、トンボ類の生息する沢では
確認数増加傾向もみられる。

◆固有森林生態系保全・
修復等事業
【資料 2-4】

・弟島、兄島、西島、東島、父島、母島、向島で外来植物駆除
を実施中。弟島、兄島、母島では植栽を実施し、経過観察
中。
・グリーンアノール対策として BC ラインにかかる樹木の剪定
等を実施しているが、台風 21 号の影響で柵が破損したため
休止中。
・指定ルート調査では台風後の被害状況を調査。
・気候変動モニタリングでは引き続き父母の雲霧状況を記録。

◆宮之浜都有地における
海岸林の復元
【資料 2-5】

・平成 27 年度から、アレロパシー活性の強いギンネム林内
（約 50 ㎡）で、オガサワラオオコウモリの餌木となるモモ
タマナを播種・植栽した際に活着するかの試験を実施。
・将来的に父島の海岸林を復元させるため、平成 28 年度から
作業面積を拡大し、外来植物駆除及び在来幼齢樹（6 種）の
植栽を実施中。これまでの植栽株数は計 1080 株。

◆父島 植生の保全回復
に係るノヤギ対策
【資料 2-6】

・5 年以内の父島におけるノヤギの根絶に向け、平成 30 年度
より排除圧を高めて実施している。
・ノヤギ排除の影響に係る植生モニタリングを実施している。

◆南島におけるネズミ類
の駆除
【資料 2-7】

・平成 30 年 8 月にネズミ類の生息が確認されたため、センサ
ーカメラを増設しモニタリングを進めていたところ、令和元
年 7 月にネズミ類を再確認。
・南島全域に低密度に生息していると想定し、専門家による提
言を参考に殺鼠剤の全域手撒き散布を令和 2 年 1 月に実施予
定。
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1．植生に係る
対応（つづき）

2．陸産貝類に
係る対応

項目
◆聟島列島植生の保全・
回復に係るネズミ対策
【資料 2-8】

概要
・媒島、嫁島において植生回復の大きな障害となっているネズ
ミの駆除に着手し、媒島は 2 月、嫁島は 10 月に殺鼠剤の全
島散布が終了。
・駆除手法は、殺鼠剤の手撒き散布、ベイトステーションのほ
か、離岩礁、急傾斜地ではドローン散布を実施。
・同時にセンサーカメラによるネズミ個体数の変化をモニタリ
ング中。
・令和元年 11 月に嫁島でネズミらしき生物が確認された。モ
ニタリングを継続し、対策について検討する。

◆陸産貝類域内保全対策
（個体群再生等）
【資料 2-9】

・父島列島での個体群再生を目指し、巽島への補強、南島への
再導入を検討。今年度、環境調査や個体群再生計画の外部評
価を実施。
・移植による寄生生物の持ち込み、在来の微小貝との競合リス
ク等が課題としてある。
・今後、課題やリスク等への対応を整理し、個体群再生計画を
策定し、補強、再導入を目指す。

◆母島陸産貝類保全域内
(土付き苗対策）
【資料 2-10】

・陸産貝類に大きな影響を与えるウズムシについては、土付き
苗の島内への移動により侵入リスクが高い。
・土付き苗対策として温浴処理をすることを想定し、設置個所
を調整中。

◆陸産貝類域内保全
（兄島等でのネズミ防
除）対策
【資料 2-11】

・2016 年 8 月の殺鼠材散布、BS 対策により、カタマイマイ
属・ヤマキサゴ属の生息密度は回復、微増傾向。食害はほぼ
見られていない。
・一方、ネズミの増加が見られ、今後もネズミの撮影頻度は全
島で上昇することが予想され、陸産貝類への影響が生じる危
険性がある。
・追加対策として、一部エリアで殺鼠剤の増量や BS の増設等
を実施し、その効果を確認している。
・今後、更なる効果的な追加対策を検討、実施する必要があ
る。
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2．陸産貝類に
係る対応（つづ
き）

項目
◆陸産貝類域内保全
（ツヤオオズアリ防除）
対策
【資料 2-12】

概要
＜①母島・南崎＞
・固有陸産貝類であるノミガイ類を保全するため、アリの生息
範囲を囲うようにベイト剤を設置し、押さえ込みに成功。
・対策範囲を徐々に内側に展開しているところ。
＜②母島・北港＞
・平成 27 年 10 月から駆除開始。平成 31 年 2 月に東山線歩道
入口付近で生息が確認されているが、その後、令和元年 9 月
まで検出されていない。今後もベイト剤による駆除を継続す
る。
＜③母島・農地等＞
・平成 29 年度から母島の農地等（蝙蝠谷農業団地、見廻山農
業団地、農協集出荷場）で駆除を実施。今年度はいずれも非
検出。根絶に向けて継続中。
＜④父島・宮之浜園地＞
・平成 29 年 3 月から国、都、村の協働作業により駆除を実
施。
・現在はフェンス沿いでのみ生息を確認。出現が継続している
エリア及びデッキ周辺を中心として駆除を継続中。

3．生態系全般

◆陸産貝類の生息域外保
全対策
【資料 2-13】

・世界遺産センター保護増殖室、扇浦屋外飼育施設、4 動物
園、母島、内地施設で域外保全を実施。
・遺産センターではカタマイマイ属 6 種 13 個体群を飼育し、
ほぼ全ての種で繁殖が成功。飼育スペースがほぼ上限に達し
ている。
・屋外飼育でも栄養補給で累代飼育に成功。
・オガサワラオカモノアラガイや母島産カタマイマイ属等の繁
殖技術の確立を目指し、試験中。

◆ペットに関する新たな
条例
【資料 2-14】

・ペットをはじめとした動物を適正に管理すること等により、
生態系への影響を未然に防止するため、ペット等の動物を適
正に管理するための条例の検討中。
・住民説明会等からの意見を踏まえ、愛玩動物ＷＧで条例案を
再検討中。
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■遺産価値を支える自然環境、遺産地域の自然環境保全に関するもの
1．ほ乳類、鳥
類に係る対応

項目
◆希少野生動物保全（オ
ガサワラオオコウモ
リ、アカガシラカラス
バト保護増殖）対策
【資料 2-15】

概要
・コウモリについては、昨年度に策定した 5 年間の中期実施計
画に基づき対策を実施。母島の生息状況調査を実施し、父島
で捕獲された雄個体が母島で捕獲され、島間を移動している
ことが分かった。
・ハトの個体数は増加傾向にあると推定されるが、個体群が安
定している状態とは言えない。
・引き続き、ノネコ対策等を進めるとともに、個体群動態や個
体数推定のデータの充実を図る。

◆オガサワラオオコウモ
リ生息環境調査
【資料 2-16】

・平成 23～28 年度に GPS 等を用い基礎的な生態（行動圏や食
性等）情報や生息地利用情報の取得を実施。
・平成 29～31 年度に、ねぐらとして利用する森林の環境特性
や利用形態の把握を実施中。

◆希少鳥類保護管理対策
調査事業
【資料 2-17】

・アカガシラカラスバトは、今まで観察数の少なかった営巣や
群が観察された。
・オガサワラカワラヒワは、例年に比べて目撃数が減少してお
り、個体数の減少が推測される。今後の生存可能性を分析し
た結果、ノネコの補食やネズミによる繁殖阻害が続くと絶滅
リスクが増加することが明らかになった。
・オガサワラノスリは 20 ペアが定着し、9 ペアで繁殖成功。

◆希少野生動物保全
（ノネコ捕獲等）対策

・昨年度、父島では５年ぶりにノネコを減少させることができ
た。
・まずは低密度化が図られている父島での早期完全排除を目指
し、捕獲圧の強化、効率的な捕獲を実施していく。
・母島では、当面、保全対象種の繁殖・生息地が重複する南部
地域でのノネコの低密度化を図り安全地帯を確保し、その範
囲を中北部へ拡充していく。

【資料 2-18】

2．昆虫類に係
る対応

◆固有昆虫保全対策
（グリーンアノール防
除）対策
【資料 2-19】

＜兄島＞
・Ｂライン以北へのアノール拡散防止を概ね維持できているが
生息密度の高い箇所が増えつつある。
・昨年度アノールの影響と思われるヒメカタゾウムシの減少傾
向が確認されたが、今年度は回復傾向が見られた。
・台風 21 号により B ライン柵が大きく破損し、トラップも喪
失。B ライン沿いからトラップを再設置するとともに、柵は
応急的な補修を行っている。
＜母島新夕日ヶ丘＞
・侵入防止柵内では、侵入抑制と捕獲により固有昆虫類への捕
食影響を低減出来ている。

◆固有昆虫類保全（保護
増殖事業）
【資料 2-20】

・オガサワラハンミョウは、2015 年度より再導入を実施し、
今年度も実施済み。
・希少トンボ類は、生息状況のモニタリング、トンボ池の管
理、外来樹木の伐採等の環境改善を継続実施。
・オガサワラシジミは、2018 年 6 月以降、目撃例が３件しか
ない。多摩動物公園で域外飼育されている個体群を譲り受け
2019 年 10 月より新宿御苑（環境省）で分散飼育を開始。
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■自然との共生等に関するもの
項目
◆オガサワラオオコウモリによる食
害対策
【資料 2-21】

概要
・昨年度に引き続き、農作物被害防除用の防鳥ネット等に絡まり防
止の普及啓発と、安全性が確認された硬質樹脂性ネット（トリカ
ルネット）普及のための補助事業を実施
・農家について、大規模面積が大きいことから、トリカルネットを
設置する予算と設置業者がないため、資材配布（自主設置）など
を実施することを検討中。

◆有人島におけるネズミ対策
【資料 2-22】

・平成 27 年度「小笠原諸島有人島におけるネズミ対策にかかる行
政連絡会」を組織。

◆小笠原世界遺産センターの運営
【資料 2-23】

・外来種対策のため、属島に持ち込む資材や道具などを燻蒸室や冷
凍室にて処理。
・地域や観光客に世界自然遺産の価値等を伝えていくため、企画展
やイベント等を実施。

◆小笠原動物協議会

・関係機関・団体により、「人とペットと野生動物が共存する島づ
くり」の実現を目指して協議会を設立
・野生動物の保護、小笠原ネコプロジェクトの推進、ペットの適正
飼養の推進及び小笠原世界遺産センター内の動物対処室の運営を
行っている。
＜令和元年度の主な希少鳥獣の保護状況＞
・オガサワラオオコウモリ
保護：7 頭、野生復帰：6 頭、死亡：1 頭
・アカガシラカラスバト：
保護：5 羽、野生復帰： 5 羽、動物園搬送：0 羽、死亡：0 羽
・オガサワラノスリ
保護：1 羽、野生復帰：0 頭、死亡：1 頭
・アカオネッタイチョウ：
保護：1 羽、野生復帰：1 頭、死亡：0 頭

【資料 2-24】

◆村民向け現地での普及啓発
【資料 2-25】

・管理機関の取り組みの理解を深めてもらうため、村民向けの属島
ボランティア、属島視察会を実施
・今年度は、４月に南島外来植物駆除ボランティア、１２月に西島
外来植物駆除ボランティアを実施、年明けに兄島視察会を実施予
定。

◆ボランティア・環境教育
【資料 2-26】

・父島ボランティア、母島ボランティア、東京農大等のボランティ
アの開催、村内及び内地の教育機関向けの環境教育の実施。

◆村民意見交換

・遺産登録後の観光・生活の変化や遺産価値等に ついての意見交
換
・今年度は、「オガサワラグワ」をテーマに実施。

【資料 2-27】

◆村民参加の森づくりプロジェクト
【資料 2-28】

・返還 50 周年を契機に、オガサワラグワの在来樹木の植栽や外来
植物の駆除など、身近に体験できる村民参加型の森づくりプロジ
ェクトを実施。
・今年度は、植栽後の生長の計測、在来樹種の植栽などを実施。年
明けにも実施予定。
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䕺እ᮶᳜≀䛾㥑㝖ཬ䜃ᅾ᮶᳜⏕ᑟධ
ྛᐇドヨ㦂ᆅ䛻䛶䚸ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛺ᅾ᮶ᶞᮌ
䛾ᑟධ䜢⾜䛖䛯䜑䚸እ᮶᳜≀㥑㝖䜔᳜⏕ᑟධ䜢ᐇ
䛧䛺䛜䜙䝕䞊䝍䜢㞟䛧䚸ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢⾜䛖䚹
䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䛣䜜䜎䛷ᑠ➟ཎ䛷ྲྀ䜚⤌䜎
䜜䛶䛝䛯እ᮶᳜≀㥑㝖䛾
ᡂᯝ䜢ᩚ⌮䞉ศᯒ䛧䚸ᅾ᮶
ᶞᮌ䛾ኳ↛ຊ䜢ά⏝䛧䛯᳜
᱂ᢏ⾡䛾ᐇドヨ㦂䛻䜘䜚䚸
㥑㝖ᚋ䛾እ᮶ᶞ✀䛾⏕
䜢ᢚไ䛧䚸䜘䜚ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡
ⓗ䛺᳃ᯘಟᡭἲ䜢㛤Ⓨ
䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

䠄┿䠅ẕᓥ༡ᓮ䛷ᐇ䛧䛯䝉䞁䝎䞁ྲྀ䜚ᮌ䛾Ⓨ᰿≧ἣ

䠄┿䠅ᓥ䝍䝬䝘䛷䛾እ᮶᳜≀㥑㝖ᚋ䛾᳜⏕ኚ≧ἣ

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

ᖺᗘ䛻⛉Ꮫጤဨ
䛾ୗ㒊䝽䞊䜻䞁䜾
䜾䝹䞊䝥䛸䛧䛶⨨
䛡䜙䜜䛯䛛䜙䚸
᳜⏕ᅇ䛻㛵䛩䜛
᳨ウ㡯䜒ᮏᴗ
᳨ウෆ䛷ྲྀ䜚ᢅ䛖
䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹

䞉䛣䜜䜎䛷䛾⌧ᆅㄪᰝ䜔ྛ✀ᩥ⊩ㄪᰝ䛾▱ぢ䜢
ᇶ䛻䚸ᗈ䛟ά⏝䛷䛝䜛䛂እ᮶᳜≀㥑㝖䛾ᡭᘬ䛝䛃
䛾సᡂ䜢┠ᣦ䛩䚹㼁㻭㼂䜢⏝䛔䛯ㄪᰝ䛷䛿ᶞ✀ุ
ู䜎䛷ฟ᮶䜛ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢┠ᣦ䛩䚹
䞉ⱑᮌ䛾⏕⏘䛷䛿䚸✀Ꮚ䜔ྲྀ䜚ᮌ䛻䜘䜛ⱑᮌ⫱
ᡂ䛸䛸䜒䛻䚸እ᮶⏕≀ධ➼䛾䝸䝇䜽䜢పῶ䛥䛫
䜛䛯䜑䛾 ฎ⌮ヨ㦂䜒୪⾜䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹
䞉ྛᓥ䛻䛒䜛ᐇドヨ㦂ᆅ䛻䛚䛔䛶እ᮶᳜≀䛾ຠ
ᯝⓗ䚸ຠ⋡ⓗ䛺㥑㝖ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸
ᅾ᮶᳜≀䛾㏿䜔䛛䛺᭦᪂⿵ຓᡭἲ䜒᳨ウ䛩䜛䚹
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ᕼᑡ᳜≀ಖㆤቑṪᴗ

㛵ಀᴗ㈝ ⣙䠒ⓒ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-2

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䕺ᑠ➟ཎᕼᑡ㔝⏕᳜≀✀ಖㆤቑṪᴗ୰ᮇᐇィ⏬䠄㻾䠍㻙㻾㻡䠅䛻ᇶ䛵䛝䚸ಖᑐ⟇䜢ᐇ䚹
䕺ᴗ䛾ホ౯䜔ᑐ⟇䜈䛾ຓゝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᕼᑡ᳜≀ಖㆤቑṪ᳨ウ䛷ᐇ䚹
䕺✀䛻䜘䜚䚸≧ἣ䞉ㄢ㢟䛜␗䛺䜛䚹▷ᮇⓗ䛺ㄢ㢟ゎỴ䛜ᐃ䛥䜜䜛✀䠄㻭䠅䚸ᑐ⟇䜢ᅗ䜛ୖ䛷ሗ
㊊䛾✀䠄㻮䠅䚸▷ᮇⓗ䛺ㄢ㢟ゎỴ䛜ᅔ㞴䛺✀䠄㻯䠅䛻༊ศ䛥䜜䜛䚹

∗ᓥ䜴䝷䝆䝻䝁䝮䝷䝃䜻

䛂㻭䛃䠖䝠䝯䝍䝙䝽䝍䝸䚸䝅䝬䜹䝁䝋䜴䚸䜴䝷䝆䝻䝁䝮䝷䝃䜻䚸䝮䝙䞁䝜䝪䝍䞁䚸䝁䝦䝷䝘䝺䞁
䛂㻮䛃䠖䝁䝞䝖䝧䝷䚸䜴䝏䝎䝅䜽䝻䜻䚸䜰䝃䝠䜶䝡䝛䚸䝍䜲䝶䜴䝣䜴䝖䜴䜹䝈䝷
䛂㻯䛃䠖䝅䝬䝩䝄䜻䝷䞁䚸䝮䝙䞁䝒䝒䝆䚸䝩䝅䝒䝹䝷䞁
䈜ୗ⥺䛾䠎✀䛿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛾ಖㆤቑṪ᳨ウ䛷䚸䝜䝲䜼䜔䝛䝈䝭䛾㣗ᐖᑐ⟇䛻䜘䜚䚸ಶయᩘ
䛾ᅇ䜔ᐇ⏕䛾ᐃ╔䛜ぢ䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸㻮䊻㻭䛻ኚ᭦䛥䜜䛯䚹

䝮䝙䞁䝒䝒䝆

䕺 䛂㛤ⰼ䛧䛺䛔䛃 䛂⤖ᐇ䞉Ⓨⱆ䛜ぢ䜙䜜䛺䛔䛃䛂ᐇ⏕䛜ᐃ╔䛧䛺䛔䛃䛂ಶయᩘ䛜㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛔䛃䛂㑇
ఏⓗ䛺ከᵝᛶ䛜ప䛔䛃䛺䛹✀䛤䛸䛻ㄢ㢟䛜␗䛺䜛䚹
䕺䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛻ຍ䛘䚸✀ヨ㦂䚸᳜᱂䚸ᰙ䜔䝛䝑䝖䞉㻮㻿䛻䜘䜛䝛䝈䝭䞉䝜䝲䜼㣗ᐖᑐ⟇䚸⿕㝜䛩䜛
እ᮶᳜≀䛾㥑㝖䚸ᇦእಖ䛾ྲྀ⤌䜏䜢ᐇ䚹
㣗ᐖ㜵Ṇ⟇

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
䞉㛗ᖺ䛻䜟䛯䜚ಖㆤቑṪ䜢ᐇ
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䛻୰ᮇᐇィ⏬䜢⟇ᐃ䠄ィ⏬ᮇ㛫䛿䚸
ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䡚ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛾䠏䞄ᖺ䠅
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䛻➨䠎ḟ୰ᮇᐇィ⏬䠄௧ඖᖺᗘ
䡚௧䠑ᖺᗘ䛾䠑䞃ᖺ䠅䜢⟇ᐃ

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
ᅜෆᕼᑡ✀㻝㻞✀䛷䛂⮬↛≧ែ䛷Ᏻᐃⓗ䛻Ꮡ⥆䛷䛝䜛≧ែ䛃䜢㐩ᡂ䛩䜛
䛯䜑䚸ಖㆤቑṪᴗ䜢ᐇ䚹

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉ྛ✀䛾ㄢ㢟䛻ᛂ䛨䚸◊✲ᶵ㛵䛸䜒㐃ᦠ䛧䚸㑇ఏゎᯒ䚸Ⓨⱆ⎔ቃ
䜔ዲ㐺⎔ቃ䛾ᢕᥱ䚸✀Ꮚ䛾✀䚸䝛䝈䝭ᑐ⟇䚸እ᮶᳜≀䛾㝖
ཤ➼䛾ຠ⋡ⓗ䛺ಖㆤቑṪᴗ䛾ᐇ䛾᳨ウ䚹

᳃ᯘ⏕ែ⣔䛾⥔ᣢ䞉⏕䠄ẕᓥ㒊䛾䜰䜹䜼㥑㝖➼䠅
㛵㐃ᴗ㈝ ⣙䠑ⓒ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-3

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䖃䛔䛪䜜䛾㥑㝖ᆅ䜒ᐇ๓䛸ẚ㍑䛧䛶䚸䜰䜹䜼䛾ᮏᩘ
䛜ῶ䛳䛶䛔䜛䚹䜰䜹䜼⦾ⱱ䛾ຠᯝⓗᢚไ䛜ᅗ䜙䜜䜛䚹
䖃䜰䜹䜼㥑㝖ᚋ䛿䚸ග⎔ቃ䛜ᨵၿ䛧䚸ᅾ᮶ᶞ䛾䝁䝤䜺
䝅䜔䝰䜽䝍䝏䝞䝘䛺䛹䛜ᡂ㛗䞉㛤ⰼ䚹
䖃ἑἢ䛔䛾ග⎔ቃ➼䛾ᨵၿ䛻䜘䜚䚸䝖䞁䝪㢮䛾⏕ᜥ䛩
䜛ἑ䛷䛿☜ㄆᩘቑຍഴྥ䜒䜏䜙䜜䜛䚹
䖃䜰䜹䜼➼䛾㥑㝖䚸᭷ຠά⏝➼䛾ၨⓎ䛾䛯䜑䛾ᮌᕤ
ᩍᐊ䛾㛤ദணᐃ䠄ẕᓥ䛻䛶㻞㻛㻝㻠㻘㻝㻡䠅䚹
䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
䖃᳃ᯘ⏕ែ⣔䛾⥔ᣢ䞉⏕
ᢎㅙ䜢ᚓ䜙䜜䛯Ẹ᭷ᆅ➼䛷䜰䜹䜼➼䛾㥑㝖ヨ㦂䜢ᐇ
䖃ᕼᑡ᳜≀✀ಖ
䝩䝅䝒䝹䝷䞁䚸䝠䝯䝍䝙䝽䝍䝸䚸䝍䜲䝶䜴䝣䜴䝖䜴䜹䝈䝷➼䛾⏕⫱ᆅ
䛷䛾㥑㝖
䖃ᕼᑡ᪻ಖ
䝝䝘䝎䜹䝖䞁䝪➼䛾ᅛ᭷䝖䞁䝪㢮䛾⏕ᜥᆅಖ䚸䜸䜺䝃䝽䝷䝅
䝆䝭䛾㣵ᮌಖ䛾䛯䜑䛾㥑㝖
䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
䖃㻞㻜㻜㻣䠄ᖹᡂ㻞㻝䠅ᖺ䛛䜙䛻Ẹ᭷ᆅ䛻䛚䛔䛶㥑㝖䜢ᐇ䠄㻟㻢㻥㼔㼍䠅
䖃㻞㻜㻝㻟䠄ᖹᡂ㻞㻡䠅ᖺ䛛䜙䛿୍ᗘ㥑㝖䛧䛯ᆅᇦ䛾㥑㝖䜢㛤ጞ䠄㻴㻟㻜
ᮎ䛷㻝㻜㻥㼔㼍ᐇ䠅
䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䖃㥑㝖䛻䜘䛳䛶䚸ᅾ᮶✀ᯘ䛾⏕䛜ᅗ䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䖃㧗ᐦᗘ䛷䛒䛳䛯ሙᡤ䛿㞤ᮌ䜒ከ䛛䛳䛯䛸䜏䜙䜜䚸㥑㝖ᚋ䛻
ᇙᅵ✀Ꮚ䛛䜙⛶ᗂᶞ䛜⦾ⱱ䛧䚸ᗘ䛾㥑㝖䛜ᚲせ䚹

ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ ἑᾏᓊୖὶ㒊࿘㎶䛷ᐇ
䠄ᅛ᭷䝖䞁䝪㢮䛾⏕ᜥ⎔ቃಖ䛻䜒ᐤ䠅
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௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᯘ㔝ᗇ

ᅛ᭷᳃ᯘ⏕ែ⣔ಖ䞉ಟ➼ᴗ

㈨ᩱ2-4

䐟㐍ᤖ≧ἣ

 እ᮶✀㥑㝖䛻䛴䛔䛶
∗ᓥิᓥ䠄ᘵᓥ䚸ᓥ䚸すᓥ䚸ᮾᓥ䚸∗ᓥ䠅䚸ẕ
ᓥิᓥ䠄ẕᓥ䚸ྥᓥ䠅䛷እ᮶᳜≀㥑㝖䜢ᐇ䚹
 ᳜᱂✀䛻䛴䛔䛶
ᓥஅᾆᾏᓊ㒊ཬ䜃ᘵᓥ㒊䛷✀䞉᳜᱂
䜶䝸䜰䜢ᣑ୰䚹ẕᓥ᱓䝜ᮌᒣ䛷䛿㐣ᖺᗘ䛻㣴
⏕䛧䛶䛔䛯ⱑᮌ䜢⛣᳜䛧䛯䚹
 䜰䝜䞊䝹㜵ㆤᰙ䛻䛛䛛䜛᳜⏕䝯䞁䝔䝘䞁䝇
䜰䝜䞊䝹㜵ㆤᰙ䠄㻮㻘㻯䝷䜲䞁䠅䛾ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛩䜛
䛯䜑䚸࿘㎶ᶞᮌ䛾ఙ㛗䛧䛯ᯞ䜔ⲡᮏ䜢ᐃ䚸ส
㎸➼䛷ฎ⌮䛧䛯䚹
䕺ᣦᐃ䝹䞊䝖ㄪᰝ
ྎ㢼㻞㻝ྕ㏻㐣ᚋ䛻䚸䝹䞊䝖䛾Ⅼ᳨䜢⾜䛳䛯䚹

䠄┿ᕥ䠅⸆䛜⏝䛷䛝䛺䛔ẕᓥஙᡣ䝎䝮ୖὶ㒊䛷䛾䜰䜹
䜼ᕳ䛝ᯤ䜙䛧ฎ⌮
䠄┿ྑ䠅ᘵᓥ㒊䛷ᐇ䛧䛯䝍䝁䝜䜻ᯝᐇ䛾✀ヨ㦂䠄䝛䝈
䝭㣗ᐖ䛜⏒䛾䛯䜑䚸SUS䝛䝑䝖䜢タ⨨䠅

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

ᑠ➟ཎㅖᓥ䛾ᅜ᭷ᯘ
䛾㻤䜢༨䜑䜛ᑠ➟ཎ
ㅖᓥ᳃ᯘ⏕ែ⣔ಖㆤ
ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸≉␗䛺
⮬↛䜢ᚋୡ䛻ᘬ䛝⥅䛠
䛯䜑䚸ᅛ᭷䛾᳃ᯘ䛸䛭
䛣䛻⏕ᜥ䞉⏕⫱䛩䜛ື
᳜≀䜢ྵ䜐᳃ᯘ⏕ែ
⣔䜢ಖ䞉ಟ䚹

ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ䛛䜙䚸⥅
⥆䛧䛶ᕼᑡື᳜≀䜔㞟
Ỉᇦ➼䛻㓄៖䛧䛯䜰䜹
䜼䞉䝰䜽䝬䜸䜴➼䛾እ
᮶᳜≀䛾㥑㝖➼䜢⾜䛖
䛸䛸䜒䛻䚸ᐇ⟠ᡤ䛾
๓䞉ᚋ䝰䝙䝍䝸䞁䜾
䜔㥑㝖ᚋ䛾ᅾ᮶ᶞ✀
䛾᳜᱂䜢ᐇ䚹

¾ ἑෆ䛷⸆䛜⏝䛷䛝䛺䛔䜰䜹䜼䛾㥑㝖ᡭ
ἲ䛻䛴䛔䛶䚸⿵ຓᴗ䛸㐃ᦠ䛧䛶ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢
᳨ウ୰䚹
¾ ᐇ䛜䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸➼䛻⿕㣗䛥䜜䜛
እ᮶✀䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐇ䛻⸆䛜ṧ䜙䛺䛔䜘䛖䚸
ᆅୖ㒊䛾ఆ᥇ᚋ䛻⸆㥑㝖䜢ᐇ䚹
¾ ྎ㢼ᚋ䚸᳃ᯘ䛻䛿䛝䛺ᯘෙ䜼䝱䝑䝥䛜Ⓨ⏕
䛧䚸⇱䜒ᠱᛕ䚹እ᮶✀ᣑ䛻␃ព䛩䜛䚹

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᮾி㒔ᑠ➟ཎᨭᗇ

ᐑஅ㒔᭷ᆅ䛻䛚䛡䜛ᾏᓊᯘ䛾ඖ
হ৯

㈨ᩱ2-5
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࿗ഘ॑ৰखؚऒोऽ
द৺মभਗਟ
॑ฌ؛

ᄎர؟ঔঔॱঐॼ
॔ढ़ॸॶ३কজথংॖ
ॸজঁঁঐक़ঁ५ঀঁ
ॠজॱ॥ঀय़

ऒोऽदभᄎઙਯमੑ
ઙदॿؚ६ৌੁ
ॿॵॺपेॊ৳૧॑ৰ؛

11

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᮾி㒔ᑠ➟ཎᨭᗇ

∗ᓥ ᳜⏕䛾ಖ䞉ᅇ䛻ಀ䜛䝜䝲䜼ᑐ⟇
䐟㐍ᤖ≧ἣ

㈨ᩱ2-6

ᖺᗘ䛿ᮧ䛸䛾ྜィ䛷㻝㻤㻣㢌ᤕ⋓䛧䚸ಶయᩘ䛿䜔䜔ῶᑡ䠄᥎ᐃ䠅
ᖺᗘᮾி㒔䛿๓ᖺ㻢᭶䛛䜙㻝᭶䛻㖠సᴗ㻡㻜ᅇ㻗⨜㻞㻜㻜ᇶ䜢タ⨨䜢ᐇ
䛧㻞㻠㻤㢌ᤕ⋓䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹
2500

㢌ᩘ

2000

1500

㖠

206

⨜

53

ィ

259

1000
ԟ

95ˍ৶༽ۢؔ

500

㻴㻞㻞䡚㻟㻜 䝜䝲䜼㝖ಶయᩘ䛾᥎⛣

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

ᤕ⋓㢌ᩘ㏿ሗ್
䠄㻝㻞᭶ᮎⅬ䠅
䈜ᑠ➟ཎᮧ䠖㻡㻡㢌

᥎ᐃ䛥䜜䛯䝜䝲䜼䛾ಶయ⩌ືែ 㻴㻟㻝㻚㻟Ⅼ
䠄ᐇ⥺䛿୰ኸ್䚸Ⅼ⥺䛿㻥㻡㻑ಙ⏝༊㛫䚸ᶓ㍈䛿ᖺ䜢♧䛩䚹䠅

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

ᛶపᮌᯘ䜔䝠䝯
䝒䝞䜻ᯘ䛻௦⾲䛥
䜜䜛∗ᓥ䛾ᅛ᭷᳜
⏕䜢୰ᚰ䛸䛧䛯⏕
ែ⣔䛾ಖ

䞉㏿䜔䛛䛺᰿⤯䠄㻴㻞㻞⟶⌮ィ⏬䠅

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䞉㏿䜔䛛䛺䝜䝲䜼㝖䛻క䛖ᘢᐖ䛾Ⓨ⏕
䜢ᠱᛕ䛧䚸⮬↛ቑศ䛾䜏㝖
䠄㻴㻞㻣䡚㻴㻞㻥䠅
䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢䛧䛺䛜䜙ィ⏬ⓗ䛻᰿⤯
䠄㻴㻟㻜⟶⌮ィ⏬䠅
䋻㻴㻟㻜ᖺᗘᮎⅬ ⣙㻣㻜㻜㢌䠄᥎ᐃ್䠅

䝜䝲䜼㝖䛻క䛖䝕䝯䝸䝑䝖䛛䜙ಖ䛩䜉䛝
⏕ែ⣔䜢Ᏺ䜚䛺䛜䜙䚸䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾⤖ᯝ
䜢㋃䜎䛘ィ⏬ⓗ䛻䝜䝲䜼䜢᰿⤯䛩䜛䚹
䝜䝲䜼ᑐ⟇䠖
ィ⏬ⓗ䠄㻡ᖺ௨ෆ䚸㻴㻟㻜䡚㻾㻠㻕䛻᰿⤯
እ᮶᳜≀ᑐ⟇䠖
㒔᭷ᆅ䠇㐟Ṍ㐨ἢ䛔䛾᳜⏕ᅇ
௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᮾி㒔ᑠ➟ཎᨭᗇ

༡ᓥ䛻䛚䛡䜛䝛䝈䝭㢮䛾㥑㝖
┠ⓗ

ਟে峘୮嵣ਲ೭థ峘েඅ୭峘৳৸峘峉峫岝વਣ峕েඅ峃峵崵崢嵇థ峼உബ峃峵
䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

㐍ᤖ≧ἣ
㐍ᤖ

崣嵛崝嵤崓嵉嵑岝嵁崌崰崡崮嵤崟嵏嵛༎௮র岞
ٲ崣嵛崝嵤崓嵉嵑嵣嵁崌崰崡崮嵤崟嵏嵛峘
嵊崳崧嵒嵛崘岝௨ጷද峘ଓౄ峼াৰ岞
ٲ嵁崌崰崡崮嵤崟嵏嵛峙岝
௨ጷද峘ଓౄ峼岝岝া峘ੑৰ岞

䝧䜲䝖䝇䝔䞊䝅䝵䞁

ਛফ২া峘崵崢嵇థেඅગનੳਰఋ岝岿峳峕ਫ਼লৡ峼岼峵峉峫崣嵛崝嵤崓嵉嵑
ੜਝ峁嵊崳崧嵒嵛崘峼ਤ峫峐岮峉岶岝ਛফ২া峕崵崢嵇థ峼ગનੳ峁峉岞峨峉岝
崵崢嵇థ峕峲峵ਲ೭థ峘୫૩岶વਣ৸ୠ峑ੑਡৄ峎岵峍峐岮峵岞
ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

嵣ਬ岷ਢ岷崣嵛崝嵤崓嵉嵑峒嵁崌崰崡崮嵤崟嵏嵛峘༎௮峼ಲਢ峃峵岞
嵣વਣ৸ୠ峕ഡ২峕েඅ峁峐岮峵峒୳峁岝௧ੇ峕峲峵峼અ峕௨ጷද峘
৸ୠু፯岷ങഘ峼ਛফ২া峕ৰ峃峵岞
ങഘ峙⋹قNJKDك峼峁峐岮峵岞
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ෙᯓܹעໜ

㈨ᩱ2-7

⪻ᓥิᓥ᳜⏕䛾ಖ䞉ᅇ䛻ಀ䜛䝛䝈䝭ᑐ⟇

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᮾி㒔ᑠ➟ཎᨭᗇ

㈨ᩱ2-8

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䝛䝈䝭㢮ᙳ⋡䛾᥎⛣䠄H30.6䡚R1.10䠅

䠤㻟㻝ᖺᗘ䝛䝈䝭㥑㝖ᐇᴫせ

ᐇᮇ

ẅ㰡ᩓᕸ᪉ἲ

፹ᓥ

᎑ᓥ

H䠏䠌䠊䠕䠄ኟ䠅
H䠏䠍䠊䠎䠄䠅

R䠍䠊䠓䠄ኟ䠅
R䠍䠊䠕䠄⛅䠅

䠞䠯䜒䛧䛟䛿ᡭᧈ䛝ᩓᕸᐇᮇ㛫

፹ᓥ

ᡭᧈ䛝 䠇 䝧䜲䝖䝇䝔䞊䝅䝵䞁
䠄㞳ᒾ♋䞉ᛴഴᩳᆅ䛿䝗䝻䞊䞁ᩓᕸ䠅

ẅ㰡䛾⏝㔞

⣙8.7䡐

⣙4.3䡐

ẅ㰡䛾ᩓᕸᐦᗘ

20kg/ha䠄ኟ䠅
40kg/ha䠄䠅

40kg/ha䠄ኟ䠅
20kg/ha䠄⛅䠅

䝉䞁䝃䞊䜹䝯䝷
䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾⏝䠅

60ྎ

40ྎ

ᡭᧈ䛝ᩓᕸᐇᮇ㛫

᎑ᓥ

䋻 ፹ᓥ䛿䠎᭶䚸᎑ᓥ䛿䠍䠌᭶䛻ᓥᩓᕸ䛜䛧䛯䛜䚸᎑ᓥ䛻䛚䛔䛶㻝㻝᭶䛻䝛䝈䝭䜙䛧䛝⏕≀䜢☜ㄆ䚹
䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

䞉ᅾ᮶᳜⏕䜢୰ᚰ䛸
䛧䛯⏕ែ⣔䛾ಖ䞉
ᅇ䜢ᅗ䜛
䞉ᾏ㫽㢮⦾Ṫᆅ䛾ಖ
䜢ᅗ䜛

㻴㻝㻝 ፹ᓥ
㻴㻝㻞 ፹ᓥ
㻴㻝㻟 ᎑ᓥ
㻴㻝㻡㻌⪻ᓥ
㻴㻞㻞 ⪻ᓥ
㻴㻟㻜 ፹ᓥ
䠤㻟㻝䡚㻾㻝

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䝜䝲䜼㝖
᳜⏕ඖᴗ㛤ጞ
䝜䝲䜼㝖
䝜䝲䜼㝖
䝛䝈䝭㥑㝖䠄⎔ቃ┬䠅
䝛䝈䝭㥑㝖㛤ጞ
᎑ᓥ 䝛䝈䝭㥑㝖㛤ጞ

䞉ᘬ䛝⥆䛝䜹䝯䝷䝖䝷䝑䝥䛻䜘䜛䝛䝈䝭䛾⏕ᜥ
≧ἣ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⾜䛔䚸ᑐ⟇䛻䛴䛔䛶
᳨ウ䛩䜛
䞉䝛䝈䝭☜ㄆ䛾㥑㝖ᑐᛂ⟇䜔䚸䝰䝙䝍
䝸䞁䜾ィ⏬➼䛻䛴䛔䛶䛿ಶูᴗ᳨ウ
䛻䛚䛔䛶᳨ウ䛾ୖ䚸ᑐᛂ䛩䜛

㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖᑐ⟇䠄ಶయ⩌⏕䠅䛭䛾䠍
㛵㐃ᴗ㈝ ⣙㻤㻡ⓒ䛾ෆᩘ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-9(1)

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

ȋȥȸǮȋǢȤȪǬǿȪǯǺȠǷ
࠰᪭ƴ༵҅ᢿưᄩᛐ
ƦƷࢸŴ༵ϋưЎࠋǛਘٻŴ
ᨕငǁْ๒ႎƳࢨ᪪

䕔㫽ᒣᆅᇦ
䞉㻞㻜㻝㻢ᖺ㻤᭶䛻㫽ᒣ୰ኸ㒊䚸㻞㻜㻝㻣ᖺ㻢᭶䛻䜶䝸䜰㜵㝖ᰙෆ䛻䛶䜴
䝈䝮䝅䜢☜ㄆ䚹
䞉ᛴ⃭䛺㝣⏘㈅㢮䜈䛾ᙳ㡪䛜☜ㄆ䛥䜜䚸㻞㻜㻝㻤ᖺ㻝㻝᭶䛾ㄪᰝ䛷
䛿㝣⏘㈅㢮䛻ቯ⁛ⓗ䛺ᙳ㡪䛜☜ㄆ䚹㻞㻜㻝㻥ᖺ䛾ㄪᰝ䛷䜒䜹䝍䝬
䜲䝬䜲ᒓ䛿☜ㄆ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹

ɼƳݣሊ
࠰ ؏̬ٳμƷڼ
࠰ ٳދᏋᚨưƷᏋᚾ᬴ڼ
࠰ ᯓ؏עޛƴ̛λ᧸ഥ௸ȷǨȪǢ᧸ᨊ௸
Ǜᚨፗ
࠰ ᯓ؏עޛƴЈ᧸ഥ௸Ʒᚨፗ
ǨȪǢ᧸ᨊ௸ϋǁƷዬ࣯ᢤᩊƷڼ
࠰ ǨȪǢ᧸ᨊ௸ϋưƷǦǺȠǷƷ౨Јƴ
ǑǓዬ࣯ᢤᩊƷɶഥ
ᙱǁƷ̬μႎݰλƷ౨᚛
ᲢࠈǁƷᙀࢍŴҤǁƷϐݰλǛΟέᲣ

䕔ᕴᓮᆅᇦ
䞉㻞㻜㻝㻣ᖺ㻝㻜᭶䛻༙ᓥ୰ኸ㒊䛷䜴䝈䝮䝅䜢☜ㄆ㻔ඛ➃䛿ᮍ☜ㄆ㻕䚹
䞉㻞㻜㻝㻥ᖺ⌧ᅾ䚸ඛ➃㒊䛷䛿䜴䝈䝮䝅ᮍ☜ㄆ䛷䛒䜚䚸䝏䝆䝬䜹䝍䝬
䜲䝬䜲➼䜢☜ㄆ䚹
䕿䝏
䝏䝏䝆䝬䜹䝍䝬䜲䝬䜲
∗ᓥᕴᓮ䛸ᕴᓥ䛷䛧䛛⏕ᜥ䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹
䜰䝘䜹䝍䝬䜲䝬䜲
䕿䜰
ᕴᓥ䛸ẕᓥ➃㒊䛷⏕ᜥ䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ẕᓥ➃㒊
䛿㑇ఏⓗ䛺ᕪ␗䛜䛒䜚䚸㐍ⓗ䛺౯್䜢᭷䛩䚹
ᮏ᮶䛾⏕ᜥᆅ䛛䜙ಶయ䛜ᾘኻ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛿䚸✀
✀䛾⤯⁛䛻
ᴟ䜑䛶㏆䛔≧ែ䛷䚸㑇⏘౯್䜢ᦆ䛺䛖䛚䛭䜜䜒

࠰᳸
ȷ̾˳፭ϐဃƷ౨᚛
ᲢࠈǁƷᙀࢍŴҤǁƷϐݰλᲣ

ᕴᓥ䛾ಶయ⩌䜢Ᏻᐃ䛥䛫䜛䛯䜑䚸୧✀䜢⛣᳜䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛛
୧✀䛜⏕ᜥ䛧䛶䛔䛯༡ᓥ䛻⛣᳜䛧䚸ಶయ⩌䜢⏕䛧䚸
䛴䛶୧
✀䛸䛧䛶䛾⤯⁛䜢ᅇ㑊䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䚹
୧✀䛾✀
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㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖᑐ⟇䠄ಶయ⩌⏕䠅䛭䛾䠎
㛵㐃ᴗ㈝ ⣙㻤㻡ⓒ䛾ෆᩘ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-9(2)

䐟㐍ᤖ≧ἣ
ƂྵעưƷᛦ௹ሁཞඞƃ
ȷౡဃŴٓם൦ЎؾŴٳஹѣཋᲢǦǺȠǷŴȍǺȟᲣƷ̛λཞඞሁƷᛦ௹Ǜዒዓ
ȷࠈưƷȍǺȟᬝᨊᲢൈᱝдઑƖŴ$5ᲣǛܱ
ȷҤưƸᆆౡᢘעƱᎋƑǒǕǔǿǳȎǭ፭ᓳƷᐯૼᙀя˺ಅǛܱʖܭ
Ҥ

ăྵໜưǦǺȠǷƸᄩᛐƞǕƯƍƳƍŵ
ăȍǺȟƴƭƍƯƸŴࠈưƸ࠰உƔǒᄩᛐƞǕƯƍ
ƳƍŵҤƴƭƍƯƸ࠰ٰܓƴᄩᛐƞǕƨƕ˯݅ࡇཞ७
ƕዜਤƞǕƯƍǔŵ
Ƃ̾˳፭ϐဃᚘဒƷሊܭƃ
ȷᆆౡƴǑǔȪǹǯƷૢྸƳƲŴ̾˳፭ϐဃᚘဒƷ౨᚛Ǜܱɶŵ
ȷ࠰உƴᨕငƷܼᧉݦưƋǔȏȯǤܖٻƷǫȸǦǣ
ȸƕஹƠŴྵݑᙻעǛᘍƏƱƱǋƴŴ̾˳፭ϐဃǁяᚕŵ

ࠈ

ŦҤᲴᢅӊƴȁȁǸȞǫǿȞǤȞǤŴǢȊǫǿȞǤȞǤƕဃऒŵ
ŦࠈᲴྵנŴȁȁǸȞǫǿȞǤȞǤŴǢȊǫǿȞǤȞǤƕဃऒŵ

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

үೞႎƳཞඞƴƋǔȁȁǸȞǫǿȞǤȞǤ
ƱǢȊǫǿȞǤȞǤƷዌ๒ǛׅᢤƢǔƜƱ
ǛႸਦƢŵ

ȷᆆౡƴǑǓ᩼ॖႎƴ݃ဃဃཋǛਤƪᡂǉȪǹǯŴנஹ
ƷࣇݱƱƷᇤӳȪǹǯሁƕᛢ᫆ƱƠƯƋǔŵ
ȷʻࢸŴᛢ᫆ǍȪǹǯሁǁƷࣖݣǛૢྸƢǔƱƱǋƴŴྵ
עᛦ௹ኽௐǛ៊ǇƑŴ༵ЗưƷ̾˳፭ϐဃᚘဒǛሊܭ
ƠŴ̾˳፭ϐဃǛܱƢǔŵ

ẕᓥ㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖ 㻔ᅵ䛝ⱑᑐ⟇䠅
㛵㐃ᴗ㈝ண⟬ ⣙㻞㻜ⓒ䛾ෆᩘ

䐟㐍ᤖ≧ἣ

㈨ᩱ2-10

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

䞉ᖺᗘ୰䛻䚸ᅵ䛝ⱑ䛾 ᾎฎ⌮タഛ䜢タ⨨䠄 ࿘㎶䠅
䞉ẕᓥ㒊䠄㻞㻜㻞㻜㻚㻞㻚㻝㻠䠅䛻ྜ䜟䛫䛶㐠⏝ヨ⾜䜢ᐇணᐃ

žૼƨƳٳஹᆔƷ̛λ᧸ഥſ
ȷٳஹᆔݣሊƷஇΟέʙ

タ⨨⟠ᡤ㸦ᐃ㸧㸸㥔㌴ሙ㸰ྎศ⛬ᗘ

ȷᅹۀܖՃ˟Ǎ؏עᡲዂ˟ᜭŴ9)ư౨᚛
ȷ࠰ࡇƴૼƨƳٳஹᆔƷ̛λȷਘ᧸ഥƴ᧙Ƣǔ
౨᚛ƷௐƱʻࢸƷᛢ᫆Ǜૢྸ

࠰ࡇ ౨᚛˟Ǜᚨፗ

ࡣࡣࡌࡲ

㻞㻜㻝㻤ᖺᅵ䛝ⱑ䛾
ᾎヨ⾜䛾ᵝᏊ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

ȷஊʴƷ༵Ʊൔ᠋ƠٳஹᆔƷࢨ᪪ƕݲƳƘŴᢡင̖
͌ƕٶƘസƬƯƍǔŵ
ȷ˳ׇ؏עƔǒƷᛢ᫆ƴƭƍƯᜭᛯƢǔئƷᚨፗƕ
൭ǊǒǕƯƍƨŵ
ȷ౨᚛˟ǛᚨፗŴƷᢡင̖͌Ǎᛢ᫆ሁǛૢྸ

‴タ⏝ᆅ

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
䛆ᅵ䛝ⱑ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛇
䞉እ᮶✀䛜ΰධ䞉╔䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹
䞉ẕᓥ䛾ୡ⏺⮬↛㑇⏘䛾౯್䜔⏕ά⎔ቃ䛜⬣䛛䛥䜜䜛䚹㎰
ᴗ⿕ᐖ䜒Ⓨ⏕䛩䜛䝸䝇䜽䛜䛒䜛䚹

ẕᓥ䜈ᣢ䛱㎸䜎䛺䛔䛣䛸䜢ᇶᮏ䚹ᣢ䛱㎸䜐ሙྜ䛿 ᾎ➼䛻䜘
䜚እ᮶✀䜢㥑㝖䛩䜛䚹䠄ᮧ䝅䝻䜰䝸᮲䛻䜘䜚䚸Ἀ
Ἀ⦖䜔∗ᓥ➼䛾䝅䝻
䜰䝸⏕ᜥᆅ䛾ⱑᮌ䠄䛂᳜᱂⏝ᶞᮌ➼䛃䠅䛾ẕᓥ䜈䛾ᣢ䛱㎸䜏䛿⚗Ṇ䠅

ẕᓥ䛾Ⰻዲ䛺㝣⏘㈅㢮䛾⏕ᜥ⎔ቃ䜢⥔ᣢ䛧䚸ᇦෆ䛷
䛾ಶయ⩌Ꮡ⥆䜢ᅗ䜛䚹
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࠰ࡇ
ȷᅹۀܖՃ˟ᢿ˟Ტᢿ˟Უƴˮፗ˄ƚŵ
ȷƷᢡင̖͌ǛܣǔƨǊƷஇǋٻƖƳᛢ᫆Ƹٳஹᆔŵ
ăཎƴǦǺȠǷƸᨕငႻǁƷᄊْщƕᓸƠƘŴ̛
λ᧹ഥǛஇǋΟέ
ăƦƷƨǊƴƸ˄םƖᒁƷৢƍƕտዬƷᛢ᫆
ă˄םƖᒁƴݣƢǔؕஜႎƳᎋƑ૾Ǎܱ˳СǛૢྸ
ă˄םƖᒁƷภෘƷᚾᘍᲢᠾңᨼЈᒵئᲣ

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉㐠⏝䝬䝙䝳䜰䝹⟇ᐃ䚸ᓥẸ䜈䛾࿘▱䚸㐠⏝㛤ጞ
䞉䛭䛾䚸ẕᓥ䜈䛾እ᮶✀ධ䝸䝇䜽➼䛾Ὑ䛔ฟ䛧䚸
⎔ቃ㓄៖䠄እ᮶✀ᑐ⟇䠅䝬䝙䝳䜰䝹䛾᳨ウ➼

㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖ䠄ᓥ➼䛷䛾䝛䝈䝭㜵㝖䠅ᑐ⟇䛭䛾䠍
㛵㐃ᴗ㈝ ⣙㻥㻡ⓒ䛾ෆᩘ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-11(1)

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

ᓥ䛾㝣⏘㈅㢮䛾⤯⁛ᅇ㑊䛸ಶయ⩌䛾⥔ᣢ䞉ᅇ
ǯȞȍǺȟ
䐟㐍ᤖ≧ἣ

ʴƴǑǔਤƪᡂǈ
ஊƷᨕငǛܹƢǔƳƲƠƯ
ဃ७ኒƴᘮܹǛɨƑƯƍǔ

Ū࠰Ʒᆰȷ$5ݣሊˌᨀƷᨕငƷཞඞŵ
ȷǫǿȞǤȞǤޓ
ܹƸถݲƠŴǄǅƘƳƬƯƍǔŵ
ဃऒ݅ࡇƸࣇͼفӼŵ
ȷȤȞǭǵǴޓ
ᡈ࠰ŴܹƷفьƕᙸǒǕǔŵ
ဃऒ݅ࡇƸࣇͼفӼŵ
ȷ࠰Ʒဃऒ݅ࡇƷถݲƸƹƭƷࢨ᪪ƕᎋƑǒ
Ǖǔŵ
ŪȍǺȟƷဃऒཞඞሁ
ᙲ̬μǨȪǢϋٳưજࢨྙƕɥଞƠƯƍǔŵ
Ūʻ࠰ࡇƷᡙьݣሊཞඞᲢᙲ̬μǨȪǢƷɟᢿᲣ
ȷൈᱝдǛ̿ΪظŴ$5ƷفᚨŴ$5᭗ࡸݰλŵ
ᲢɥᚡᡙьݣሊƷјௐǛ౨ᚰɶᲣ

ݣሊƷኺዾ

ȘȪƴǑǔൈᱝдࠋ
᳸ ǻȳǵȸǫȡȩƴǑǔȢȋǿȪȳǰ

ǯȞȍǺȟϐᄩᛐ
᳸
᳸


̬μǨȪǢǛᢠܭƠǫǴፑưƷྒ
ǫǴፑƔǒșǤȈǹȆȸǷȧȳǛဇ
ƍƨᬝᨊƴЏஆƑ
ȘȪሁƴǑǔൈᱝдࠋ
ᲢΩŴሦŴʴɺᲣ


ǯȞȍǺȟƕϐᄩᛐ
Ტസ܍ǋƠƘƸ༵ȷࢂሁƔơ̌λ̾˳Უ

࠰உ᳸
ȍǺȟƷજࢨྙƕ᭗
ƔƬƨ҅ʚ܇ư$5
Ǜؕفᚨŵ

Ტஉ᳸ᙲ̬μǨȪǢٳưજࢨྙƕɥଞͼӼᲣ

᳸
ᙲ̬μǨȪǢǛᡙьਘࢌƠŴșǤȈǹ
ȆȸǷȧȳǛفᚨƠŴݣሊǛࢍ҄

ᲢᚘؕŴ
ໜᲣ

Ტஉ᳸ᙲ̬μǨȪǢϋưǋજࢨྙƕɥଞᲣ

㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖ䠄ᓥ➼䛷䛾䝛䝈䝭㜵㝖䠅ᑐ⟇䛭䛾䠎
㛵㐃ᴗ㈝ ⣙㻥㻡ⓒ䛾ෆᩘ

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㝣⏘㈅㢮䛾⏕ᜥ≧ἣ᥎⛣
䜹䝍䝬䜲䝬䜲ᒓ

Ū$5ƴǑǔݣሊǛዒዓƠƯƍǔᙲ̬μǨȪ
ǢưǋȍǺȟƷજࢨྙƕɥଞƠƯƓǓŴǯȞ
ȍǺȟƕفƑƯƍǔӧᏡࣱƕ᭗ƍŵ

䝲䝬䜻䝃䝂ᒓ

ŪྵໜưŴܹƕᒉᙸǒǕǔƕŴᨕင
Ʒ̾˳፭݅ࡇƴٻƖƳ҄٭ƸᙸǒǕƳƍŵ
Ტʻ࠰ࡇƷ̾˳፭݅ࡇƷถݲƸƹƭƷࢨ᪪
ƷӧᏡࣱᲣ
ŪʻࢸǋȍǺȟƷજࢨ᫁ࡇƸμưɥଞƢǔ
ƜƱƕʖेƞǕŴᨕငǁƷࢨ᪪ƕဃơǔ
үᨖࣱƕ᭗Ǉǔŵ
ŪᡙьݣሊƱƠƯŴɟᢿǨȪǢưŴൈᱝдƷ
فŴ$5ƷفᚨŴ$5Ʒ᭗ࡸǁƷЏஆƑ
ᲢȤȉǫȪƴǑǔൈᱝдƷਤƪЈƠ᧸ഥᲣǛ
ܱƠŴƦƷјௐǛᄩᛐƠƯƍǔŵ

䝛䝈䝭ᙳ⋡䛾᥎⛣

ŪʻࢸŴƳǔјௐႎƳᡙьݣሊǛ౨᚛Ŵܱ
Ƣǔ࣏ᙲƕƋǔŵ
ŪǇƨŴӨӭƴǑǓ$5ƕվڂƠŴϐᚨ
ፗǛܱɶŵ

ǯȞȍǺȟǑ
ǓܹǛӖƚ
ƨǫǿȞǤȞ
ǤޓƷ

㈨ᩱ2-11(2)

șǤȈ
ǹȆȸǷȧȳ
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㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖ䠄䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸㜵㝖䠅ᑐ⟇
䠘䐟ẕᓥ䞉༡ᓮ䠚
㛵㐃ᴗ㈝

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

⣙䠓ⓒ

㈨ᩱ2-12(1)
¾ 㜵㝖ᚋ䛾Ⓨ⏕䜢
᳨▱
¾ 䝧䜲䝖䜢㓄⨨䛧䚸ᑐᛂ

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䖃㝣⏘㈅㢮➼䜢ᦤ㣗䛩䜛䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䠄እ᮶✀䠅䛜☜
ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛ẕᓥ༡ᓮ䛻䛚䛔䛶䚸ᖹᡂ28ᖺ3᭶䛛䜙䝒
䝲䜸䜸䝈䜰䝸䛾⏕ᜥ⠊ᅖ䜢ᅖ䛖䜘䛖䛻䝷䜲䞁≧䛻䝧䜲䝖
䜢タ⨨䚹
䖃䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䛾ᢲ䛥䛘㎸䜏䛻ᡂຌ䛧䚸䛭䛾⏕ᜥ⠊
ᅖ䜢ᚎ䚻䛻⦰ᑠ䛥䛫䛶䛔䜛䚹
䖃㜵㝖⟠ᡤ䛷䛿䚸Ⓨ䝸䝇䜽䛻ഛ䛘䚸ᖺ䛻㻞ᅇ䛾䝰
䝙䝍䝸䞁䜾䜢ᐇ䚹ᖺᗘ䚸㻝⟠ᡤ䛷Ⓨ⏕䜢᳨▱䛧䛯
䛜䚸䛩䛠䛻䝧䜲䝖䜢㓄⨨䛧䚸ᑐᛂ䚹

ᦾ㖊

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䖃ᅛ᭷㝣⏘㈅㢮➼䛾ಖ䜢┠ⓗ䛻䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䛾ẕ
ᓥ༡ᓮ䛷䛾ᆅᇦ᰿⤯䜢┠ᣦ䛩䚹
䐡ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䖃ẕᓥ༡ᓮ䛷䛾䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䛾䛥䜙䛺䜛ศᕸᇦ䜢⦰ᑠ
䛥䛫䜛䚹
䖃㜵㝖⟠ᡤ䛻㛵䛧䛶䜒䚸ᐃᮇⓗ䛺ᚋ䝰䝙䝍䝸䞁䜾
䜢⥅⥆䛧䚸䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䛾Ⓨ䝸䝇䜽䛻ഛ䛘䜛䚹

ẕᓥ༡ᓮ䛷䛾䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸ᑐ⟇
⏕ᜥ⠊ᅖ䛜ᚎ䚻䛻⦰ᑠ

㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖ䠄䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸㜵㝖䠅ᑐ⟇
䠘䐠ẕᓥ䞉 䠚

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᮾி㒔ᑠ➟ཎᨭᗇ

䐟㐍ᤖ≧ἣ

㈨ᩱ2-12(2)

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
H30.1

H30.10

岧ূোઠ岨
岧
ূ



ᕼᑡ✀䛺㝣⏘㈅㢮䜔ᅾ᮶✀䜢Ᏺ䜛䛯䜑䚸ẕᓥ䞉
࿘㎶䛻ධ䛧䛯䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䛾㥑㝖䜢⾜䛖䚹
䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

H30.4
H31.2
H30.4

ტ
+ عฌৰҸӜҵ

H27ᖺ10᭶

㥑㝖㛤ጞ䚹28ᖺᮎ䛻☜ㄆ䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯䚹

H29ᖺ2᭶

Ⓨぢ

H29ᖺ3᭶
䡚12᭶

24ᆅⅬ䛻䛚䛔䛶䚸㐌䛻䠍ᅇ䝧䜲䝖䛻䜘䜛㥑
㝖సᴗ䜢ᐇ

H29ᖺ12᭶

ఇ᠁⯋࿘䜚䛷⏕ᜥ䜢☜ㄆ

H30ᖺ3,4᭶

ᮾᒣධཱྀ䛸ఇ᠁⯋㏆䛷⏕ᜥ䜢☜ㄆ䛧䛯䛯䜑䚸
ᾮ䛻䜘䜛㥑㝖䜢ᐇ
ⓎぢᆅⅬ࿘㎶䛾䝖䝷䝑䝥ᐦᗘ䜢ቑ䜔䛧䚸ྜィ32ᇶ
䛾䝧䜲䝖䝖䝷䝑䝥䜢タ⨨

H30ᖺ5᭶
䡚
H31ᖺ1᭶

ⓎぢᆅⅬ䛾䝖䝷䝑䝥ᐦᗘ䜢䛥䜙䛻ቑ䜔䛧䚸ྜィ41
ᇶ䛾䝧䜲䝖䝖䝷䝑䝥䜢タ⨨
10᭶䛾ㄪᰝ䛾㝿䛻ᾏᓊ㏆䛷Ⓨぢ䛧䛯䛯䜑䚸
༡ഃ䛾䝧䜲䝖䝖䝷䝑䝥䛾୍㒊䜢ᾏᓊ⥺䛻⛣ື

H31ᖺ2᭶
䡚
R1ᖺ9᭶

2᭶䛾䝧䜲䝖䛻ᮾᒣ⥺Ṍ㐨ධཱྀ㏆䛷
Ⓨぢ䚹䛭䛾ᚋ䛾⢓╔䝖䝷䝑䝥タ⨨ㄪᰝ䠄R1ᖺ6
᭶䚸7᭶䚸9᭶䠅䛷䛿䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䛿᳨ฟ䛥䜜䛺
䛛䛳䛯䚹

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

+ӆӘҹҹӁӢҵӜ岶નੳ岿島峉ᆽਚ
嵁崌崰දਝ઼ᆽਚقᆽਚك

䞉R1ᖺ6᭶௨㝆䛾⢓╔䝖䝷䝑䝥タ⨨ㄪᰝ䛷䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛜䚸
H31ᖺ2᭶䛾䝧䜲䝖䛻☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᑠ䝁䝻
䝙䞊䛜ṧᏑ䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹ᚋ䛿⢓╔䝖䝷䝑䝥䛾タ⨨ሙ
ᡤ䜔㣵䜢ኚ᭦䛧䛶᳨ฟ䜢ヨ䜏䜛䚹
䞉ྎ㢼21ྕ䛻䜘䜚䝧䜲䝖䝖䝷䝑䝥䛜ከᩘ◚ᦆ䞉ᾘኻ䛧䛯䛯䜑䚸10᭶௨
㝆䝧䜲䝖䛾䛿ᮍᐇ䚹ᚋ䝖䝷䝑䝥䛾タ⨨䜢ணᐃ䚹

ัදങഘᆽਚقᆽਚك

॔ঝ८থॳথ॔জ༰ओधัදقইঐय़ছكش

嵁崌崰දਝ઼ીവᆽਚ
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㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖ䠄䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸㜵㝖䠅ᑐ⟇
䠘䐡ẕᓥ䞉㎰ᆅ➼䠚

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᑠ➟ཎᮧ

㈨ᩱ2-12(3)

䐟㐍ᤖ≧ἣ

ᖺᗘ䛾ྲྀ⤌

ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾≧ἣ

䕺㜵㝖ᐇ⟠ᡤ
䞉ぢᘔᒣ㎰ᴗᅋᆅ
䞉JAฟⲴሙ
䞉⼆⼉㇂㎰ᴗᅋᆅ

䠘⼆⼉㇂㎰ᴗᅋᆅ䠚

࠙㺠㺲㺓㺓㺛㺼㺏㺶ࡢ☜ㄆ᭷ࠚ
⼆⼉㇂㎰ᴗᅋᆅ

䕺㜵㝖᪉ἲ
䝧䜲䝖タ⨨

࠙㺠㺲㺓㺓㺛㺼㺏㺶ࡢ☜ㄆ᭷ࠚ
ぢᘔᒣ㎰ᴗᅋᆅ

ᖺᗘ䛾≧ἣ
䕺䛔䛪䜜䛾⟠ᡤ䛷䜒㠀᳨ฟ
䕺ḟᖺᗘ䠒᭶䜎䛷㠀᳨ฟ䛷
䛒䜜䜀䚸䠍ᖺ㛫㠀᳨ฟ䛸䛺䜚䚸
䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛻⛣⾜䛩䜛䚹

࠙㺠㺲㺓㺓㺛㺼㺏㺶ࡢ☜ㄆ↓ࠚ
㹈㸿ฟⲴሙ

࠙㺠㺲㺓㺓㺛㺼㺏㺶ࡢ☜ㄆ↓ࠚ
↝ᒣ⮳ࡿホ㆟ᖹࡢ㎰㐨
ͤᖹᡂᖺᗘㄪᰝࡢࡳᐇ

䈜ᒣᯘ䜎䛷ධ䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䛯

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䕺᪤䛻ᐃ╔䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛ẕᓥ䛾
㎰ᆅ䜔㞟ⴠ䛷䛾ᑐ⟇䜢⾜䛔䚸㑇⏘
ᆅᇦ䜈䛾᪂䛯䛺ᣑᩓ䜢㜵Ṇ

䕺ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ
ᴗ㛤ጞ

䕺㜵㝖సᴗ䛾⥅⥆
䕺㎰ᆅ䞉㞟ⴠෆ➼䛾㜵㝖⟠ᡤ䛾Ὑ䛔ฟ䛧
䕺ᓥẸ䠄≉䛻㎰ᴗ⪅䠅䜈䛾ᬑཬၨⓎ

㝣⏘㈅㢮ᇦෆಖ䠄䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸㜵㝖䠅ᑐ⟇
䠘䐢∗ᓥ䞉ᐑஅᅬᆅ䠚

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᮾி㒔ᑠ➟ཎᨭᗇ

㈨ᩱ2-12(4)

䐟㐍ᤖ≧ἣ
䕺௧ඖᖺ㻝㻝᭶⌧ᅾ䠈㻭䞉㻮䞉㻯䜶䝸䜰䛾䜋
䜌ᇦ䛷䠈㻝ᖺ௨ୖฟ⌧䛺䛧䚹㻰䜶䝸䜰䠄ᅬ
ᆅ༡ഃ䛾㧗ᐦᗘฟ⌧ᆅᖏ䠅䛾䜏ฟ⌧䛜
⥅⥆䚹
䕺㻰䜶䝸䜰䛻䛚䛡䜛ฟ⌧䛿䚸௧ඖᖺ㻣᭶
௨㝆䚸ᚤῶഴྥ䚹⛅௨㝆䛿㻰䜶䝸䜰䛾୰
ኸ㒊ศ䛷ฟ⌧䛜⥅⥆䚹
䕺సᴗ䛿㛵ಀᶵ㛵䠄ᅜ䞉㒔䞉ᮧ䠅䛜ᣢ䛱ᅇ
䜚䛷ᐇ䚹
䕺䝧䜲䝖䛿㐌䛻㻝ᅇ䚹

䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䝖䝷䝑䝥タ⨨⟠ᡤ
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(㟷䠅 A䠍䡚10
䠄⥳䠅 B5䡚14䚸B19䡚22 䠆B9䡚11䛿ᗋୗ
䠄㉥䠅 C䠍䡚10䚸C21䡚28
䠄Ỉ䠅 D䠍䡚12
ྜィ 54䛛ᡤ(䝖䝷䝑䝥䛿⣙5䡉㛫㝸䠅

㻤᭶௨㝆䝰䝙䝍䝸䞁䜾⤊
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B20
B19
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䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

⾜ᨻᶵ㛵䛻䜘䜛ᓥ䜔
ᘵᓥ䛷䛾ㄪᰝ䜔సᴗ䛾
⋞㛵ཱྀ䛸䛺䛳䛶䛔䜛ᐑஅ
ᅬᆅ䛻䛚䛔䛶䚸㝣⏘
㈅㢮䛺䛹ᕼᑡ✀䜢㣗ᐖ
䛩䜛䝒䝲䜸䜸䝈䜰䝸䜢㥑
㝖䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᒓᓥ
䜈䛾ᣑᩓ䜢㜵䛠䚹

㻟᭶௨㝆䚸᭶㻝ᅇ䛾
䝰䝙䝍䝸䞁䜾⤊
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B1
A5
A20
A4
B9 B8
B7
B14
A6
B3
A3
B15
B6
A7
A2
A9
B5
A11
C27
C20
A10
C28 A1 A8
C25 C26
D12
C21 C22 C23 C24
D11
D6 D7 D8 D9 D10
C2 C1 D1 D2 D3 D4 D5
C3

A18

A13

A16

A15

ᾮ㥑㝖ᐇ䜢᳨ウ୰

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

䕺ᖹᡂ29ᖺ3᭶䛻ศᕸㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸
ྠᖺ5᭶䛛䜙㥑㝖䜢㛤ጞ䚹
䕺ᖹᡂ30ᖺᗘ䛿D䜶䝸䜰䛷᪂䛯䛻㥑
㝖䜢㛤ጞ䚹A䞉B䞉C䜶䝸䜰䛿ฟ⌧䛜ῶᑡ䚹
䕺௧ඖᖺ8᭶௨㝆䠈A䞉B䜶䝸䜰ᱞᶫ
࿘㎶䠈C䜶䝸䜰㐨㊰ἢ䛔ཬ䜃D䜶䝸䜰
䛾䜏䛷䝧䜲䝖タ⨨䜢⥅⥆䚹䛭䛾
䛿ᩘ䜢ῶ䜙䛧䛶䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾䜏⥅⥆䚹
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䕺䝧䜲䝖䛻䜘䜛ᑐ⟇䛿୍ᐃ䛾ຠᯝ䛜ฟ䛶
䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䚸ฟ⌧䛜⥅⥆䛧䛶䛔䜛
䜶䝸䜰ཬ䜃ᒓᓥㄪᰝ䛻⏝䛩䜛䝕䝑䜻࿘
㎶䛻䛴䛔䛶䠈⌧⾜᪉ἲ䛷ᑐ⟇䜢⥅⥆୰䚹
䕺D䜶䝸䜰࿘㎶Ẹ᭷ᆅ䛾ᾮ㥑㝖ᐇ䛻ྥ
䛡䚸ᾮ䛾ᅵተ䜈䛾ᙳ㡪䜢᳨ウ୰䚹
䕺ᖺᗘᚋ༙௨㝆䛾సᴗ᪉㔪䛻䛴䛔䛶㛵ಀ
ᶵ㛵䛷༠㆟䞉Ỵᐃணᐃ䚹

㝣⏘㈅㢮䛾⏕ᜥᇦእಖᑐ⟇

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㛵㐃ᴗ㈝ ⣙㻤㻡ⓒ䛾ෆᩘ

䐟㐍ᤖ≧ἣ
䕺ୡ⏺㑇⏘䝉䞁䝍䞊ಖㆤቑṪᐊ䚸ᡪᾆᒇእ
㣫⫱タ䚸ᮾிື≀ᅬ༠➼䛷䛾㣫⫱䚸
㣫⫱ᢏ⾡☜❧ヨ㦂
䛆ୡ⏺㑇⏘䝉䞁䝍䞊䛇
䠄䜹䝍䝬䜲䝬䜲ᒓ䠅
㣫⫱✀䠖∗ᓥ䚸ᓥ⏘䛾㻢✀㻝㻟ಶయ⩌
䛩䜉䛶䛾✀䞉ಶయ⩌䛷⦾Ṫ䛜ᡂຌ
㣫⫱⥲ᩘ䠖⣙㻠㻢㻜㻜ಶయ
䛆ᡪᾆᒇእ㣫⫱タ䛇
䞉タ䠖䜴䝈䝮䝅➼ᑐ⟇䜢䛧䛯⥙ᐊ䜢㓄⨨
䞉䜰䝘䜹䝍䝬䜲䝬䜲䚸䝏䝏䝆䝬䜹䝍䝬䜲䝬䜲䛷䚸
ᒇእ㣫⫱䛷ึ䜑䛶⣼௦㣫⫱䛻ᡂຌ
䛆ᮾிື≀ᅬ༠䛇
䞉ᜠ㈷ୖ㔝ື≀ᅬ䚸ከᦶື≀බᅬ
䜰䝘䜹䝍䝬䜲䝬䜲㣫⫱ᡂຌ
䞉ⴱす⮫ᾏỈ᪘ᅬ䚸䛾㢌⮬↛ᩥᅬ
䜹䝍䝬䝬䜲㣫⫱ᡂຌ
䛆ẕᓥᇦእ㣫⫱䛇
䞉䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜹䝰䝜䜰䝷䜺䜲䛾㣫⫱ᢏ⾡☜
❧䛾䛯䜑ヨ㦂㣫⫱୰䚹
䛆ෆᆅᇦእ㣫⫱䛇
䞉䜸䜺䝃䝽䝷䝲䝬䜻䝃䝂ᒓ䚸䝚䝜䝯䜹䝍䝬䜲䝬
䜲䚸䝠䝅䜹䝍䝬䜲䝬䜲䚸䜹䜾䝷䜹䝍䝬䜲䝬䜲䛾㣫
⫱ᢏ⾡☜❧䛾䛯䜑ヨ㦂㣫⫱୰䚹

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
䕺༴ᶵⓗ䛺≧ἣ䛻䛒䜛∗ᓥ
ิᓥ䛾㝣⏘㈅㢮䛾㑊㞴䚹
䕺㑇ఏ㈨※䛾ಖᏑ䚹
䕺ᑗ᮶ⓗ䛻እ᮶✀䜢㝖䛷
䛝䛯㝿䛾⮬↛⏺䜈䛾⛣᳜䚹
䕺䜴䝈䝮䝅ධ䛻ഛ䛘䛯ẕ
ᓥ⏘㝣⏘㈅㢮䛾㣫⫱ᢏ
⾡☜❧䚹
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䝁䝝䜽䜰䝘䜹䝍䝬䜲䝬䜲
䜽䝏䝧䝙䜹䝍䝬䜲䝬䜲
䜰䝘䜹䝍䝬䜲䝬䜲 㫽ᒣ
䜰䝘䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ᕴᓥ
䜰䝘䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ༓ᑜᒾ
䝏䝏䝆䝬䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ᕴᓮ
䝏䝏䝆䝬䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ᕴᓥ
䝏䝏䝆䝬䜹䝍䝬䜲䝬䜲 㫽ᒣ
䝏䝏䝆䝬䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ༓ᑜᒾ
䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ኪ᫂
䝏䝏䝆䝬䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ༡ᓮ
䜹䝍䝬䜲䝬䜲 㛗ᓮ
䜻䝜䝪䝸䜹䝍䝬䜲䝬䜲 ኪ᫂

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
䞉ᖹᡂ㻞㻞ᖺ䛛䜙㣫⫱㛤ጞ
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠑᭶䛛䜙ୡ⏺㑇⏘
䝉䞁䝍䞊ෆ䛷㣫⫱㛤ጞ
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶䛛䜙㒔ෆ䠐ື
≀ᅬ䛷㣫⫱㛤ጞ
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䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉㑇⏘䝉䞁䝍䞊䛾㣫⫱䝇䝨䞊䝇䛿䚸᪤䛻䜋䜌ୖ㝈䛻㐩䛧䛶䛔䜛䚹
୍㒊䛾✀䛷䛿⦾Ṫไ㝈䜢ᐇ䚹
ಶయ⩌⏕䛻ྥ䛡䛶ቑṪ䛥䛫䜛䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䞉ᒇእ㣫⫱䛾ᡭἲ䛜ᮍ☜❧䚹
ᰤ㣴⿵⤥䛷⣼௦㣫⫱䛻ᡂຌ䚹
᭦䛻ᒇእ㣫⫱ᡭἲ䛾☜❧䛻ྥ䛡䛶ヨ㦂䛜ᚲせ䚹
䞉䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜹䝰䝜䜰䝷䜺䜲➼䛾⦾Ṫᢏ⾡䛾☜❧䜢┠ᣦ䛧䚸ヨ㦂୰䚹
௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᑠ➟ཎᮧ

䝨䝑䝖䛻㛵䛩䜛᪂䛯䛺᮲

㈨ᩱ2-14

䐟㐍ᤖ≧ἣ
㸺᮲⾜ࡋࡓሙྜࡢື≀ࡢྲྀᢅ࣓࣮ࢪ㸼

䕺ᑠ➟ཎᮧឡ⋵ᗘ≀䛾㐺ṇ䛺㣫㣴ཬ䜃⟶⌮䛻㛵䛩䜛᮲䠄䠅
䠘᮲䛾䛺㦵Ꮚ䠚 ͤヲ⣽䛿㈨ᩱ2ูῧ1ཧ↷
䕿䛩䜉䛶䛾䝨䝑䝖䛻ᑐ䛧䛶㣫㣴Ⓩ㘓䞉㣫㣴≧ἣ䛾ሗ࿌䜢⩏ົ
䕿䝨䝑䝖䛾㐺ṇ㣫㣴䛾⩏ົ
ձ⎔ቃ⾨⏕ಖᣢࡢ⩏ົ
ղ⤊⏕㣫㣴ࡢ⩏ົ㸦㣫⫱ᨺᲠ⚗Ṇ㸧
ճಶయ㆑ูࡢ⩏ົ㸸≟ࠊ⊧ᑐࡋ࡚࣐ࢡࣟࢳࢵࣉࢆ⩏ົࠋ⊧ࡣ㤳㍯ࡶࠋ
մ⦾Ṫไ㝈ࡢ⩏ົ㸸≟ࠊ⊧ᑐࡋ࡚㑊ዷ࣭ཤໃᡭ⾡ࢆ⩏ົࠋ
յ㣫㣴ᩘࡢไ㝈㸸≟ࠊ⊧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣫㣴ୖ㝈ᩘࢆ㸳㢌ࡲ࡛ไ㝈
䚽䝨䝑䝖䛾㑇Რ䛾⚗Ṇ䞉㐓㉮㜵Ṇ䛾⩏ົ
䕿ᓥෆ䛻ື≀䜢ᣢ䛱㎸䜐㝿䛿䚸๓䛻⏦࿌䜢⩏ົ
䕿ᓥෆ䛻ᣢ䛱㎸䜣䛷䜘䛔䝨䝑䝖䠄ͤ䠅௨እ䚸䝨䝑䝖䛾ᣢ㎸䜏䜢ไ㝈
ͤ⌧Ⅼ䛷䛾ೃ⿵䠖≟䚸⊧䚸䜴䝃䜼䚸䝰䝹䝰䝑䝖䚸䝝䝮䝇䝍䞊→ᚋ䜒⥅⥆᳨ウ
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ᮧ
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ἲ௧➼࡛ࡢᢕᥱ

࣌ࢵࢺࡢ㑇Რ⚗Ṇ➼

ᬑཬၨⓎ

⏕ែ⣔ࡢᙳ㡪ࢆᮍ↛㜵Ṇ

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䕺䝨䝑䝖䜢㐺ṇ䛻㣫㣴䞉⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛺䛹䛻䜘䜚䚸⏕ែ⣔䜈䛾ᙳ㡪䜢ᮍ↛䛻㜵Ṇ䛩䜛
䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
䕺䠎䠌䠍䠑ᖺ䡚
ឡ⋵ື≀䛻䜘䜛᪂䛯䛺እ᮶✀䛾 ධ䞉ᣑᩓ㜵Ṇ䛻㛵䛩䜛ᆅᇦㄢ㢟㼃㻳䠄ឡ⋵ື≀䠳䠣䠅䛻䛚䛔䛶᳨ウ
䕺䠎䠌䠍䠕ᖺ䠍᭶ ⛉Ꮫጤဨ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻞᭶䠅䚸ᆅᇦ㐃⤡㆟䠄ᖹᡂ㻟㻝ᖺ㻝᭶䠅䛻䛶㼃㻳䛾᳨ウ⤖ᯝ䜢ሗ࿌
䕺䠎䠌䠍䠕ᖺ䠎᭶䡚䠔᭶ ఫẸㄝ᫂➼䜢㛤ദ䛧䚸᮲䜢ㄝ᫂
䕺䠎䠌䠍䠕ᖺ䠔᭶䡚 ఫẸㄝ᫂➼䛾ពぢ䜢㋃䜎䛘䚸ឡ⋵ື≀䠳䠣䛷ไᗘ䛾᳨ウ

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䕺䠍᭶䠖᳨ウ䜎䛸䜑䚸ᆅᇦ㐃⤡㆟ሗ࿌䚸䠍᭶୰᪪䡚䠖䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖䚸䠎᭶୰᪪䠖ఫẸㄝ᫂䚸䠏᭶䠖ᮧ㆟ୖ⛬
䕺௧䠎ᖺᗘ䡚䠖䝨䝑䝖䛾㣫㣴Ⓩ㘓‽ഛ䚸ື≀ᑐฎᐊ➼䛾యไᩚഛ
䕺௧䠏ᖺᗘ䡚䠖䝨䝑䝖䛾㣫㣴Ⓩ㘓ไ䞉㐺ṇ㣫㣴➼䜢ඛ⾜ᑟධ
䕺௧䠐ᖺᗘ௨㝆䡚ື≀䛾ᣢ㎸䜏⏦࿌ไ䚸䝨䝑䝖䛾ᣢ㎸䜏ไ㝈䜢ẁ㝵ⓗ䛻ᑟධ
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㑇⏘ᆅᇦ䛾⮬↛⎔ቃ䛾ಖ䚸
㑇⏘ᆅᇦ䛾⮬↛⎔ቃಖ䛻㛵䛩䜛䜒䛾
㈨ᩱ㻞㻙㻝㻡䡚㈨ᩱ㻞㻙㻞㻜

䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸ಖ䞉㣗ᐖᑐ⟇䛾ᴫせ
䐟㐍ᤖ≧ἣ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-15(1)

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

⌧ᅾ䚸ಖㆤቑṪ᳨ウ䛷ྠ✀䛾ಖ䛻䛛䛛䜛ྲྀ⤌䜏䜢᳨
ウ䛧䚸ྛᶵ㛵䛷ᑐ⟇䜢ᐇ䚹ᑠ➟ཎᮧ䜢୰ᚰ䛻䝖䝸䜹䝹䝛䝑
䝖➼䛾タ⨨䛻䜘䜛㣗ᐖᑐ⟇䜢ᐇ䚹
ヲ⣽䜢㈨ᩱ㻟㻙㻝㻟䛻グ㍕䚹

䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸䛻䜘䜛㣗ᐖᑐ⟇
䛺䛹ே㛫⏕ά䛸䛾㌵㎚ゎᾘ䛸ಖ䛾୧❧
䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

ྛᴗ䛾ホ౯䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛯ぢ┤䛧

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

ᖹᡂ25ᖺ ᆅᇦ㐃⤡㆟
䛂㣗ᐖᑐ⟇䛺䛹ே㛫⏕ά䛸䛾㌵㎚ゎᾘ䛸䜸䜸䝁䜴䝰䝸ಖㆤ䛾୧❧䛃䛜ᙉ䛟ồ䜑䜙䜜䜛䚹
ᖹᡂ26䚸27ᖺ 䛂䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸䛸䛾ඹ⏕䛻ಀ䜛ᆅᇦㄢ㢟WG䛃❧䛱ୖ䛢䠄䡚ᖹᡂ27ᖺᗘ䠅
䕿┠ⓗ䠖ே䛸䜸䜸䝁䜴䝰䝸䛜ඹ⏕䛩䜛䛯䜑䛾㌵㎚䛾ゎᾘ䜢┠ⓗ䛻䚸ලయⓗ䛺ㄢ㢟䛾ゎỴ䜢┠ᣦ䛩
䕿᳨ウせ᪨䠖
䞉㌵㎚ゎᾘ䛾䛯䜑䛾┠ᣦ䛩䜉䛝᪉ྥᛶ䛂䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸䛾Ꮡ⥆ྍ⬟䛺ಶయᩘ䜢☜ಖ䛧䛴䛴䚸
ᆅᇦ♫䛜チᐜ䛷䛝䜛≧ែ䛃䛸䛧䛯䚹
䞉ᆅᇦ䛾チᐜ㔞䜢ୖ䛢䜛⟇䛸䛧䛶䚸㣵㈨※䛜㊊䛧䚸㎰స≀⿕ᐖ䛜ቑຍ䛩䜛䛾ᮇ䠄≉䛻12᭶䠅
䛾⿵㣵ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾᳨ウ䜢ᐇ䚹
→ᑠ ᾏᓊ䜔ᐑஅ䛻䛚䛡䜛ᾏᓊᯘඖ䠄እ᮶ᶞ㥑㝖䚸䝰䝰䝍䝬䝘䛾᳜᱂䠅䚸Ὢᓮᆅ༊䛷䛾▷ᮇⓗ
䛺㣵㈨※䛾ฟ䜢ヨ㦂䛩䜛䛯䜑䝃䞁䜹䜽䝞䝘䝘䛾᳜᱂ヨ㦂䜢ᐇ䚹
䕿✚䜏ṧ䛧䛯ㄢ㢟
䞉䜸䜸䝁䜴䝰䝸ಖㆤ䛾ほⅬ䛛䜙䛾⛉Ꮫⓗ䛺㆟ㄽ
䞉䛂⿵䛸䛧䛶䛾㣵㈨※᳜⏕䛾☜ಖ䛃䛾ලయⓗ䛺ᐇෆᐜ䠄ᐇయ䚸ሙᡤ䚸᳜᱂つᶍ䠅
䠄ᖹᡂ27ᖺ⛉Ꮫጤဨ䛂ᑓ㛛ᐙ䜢䛘䛯᳨ウ䜢タ⨨䛧䚸᪩ᛴ䛻㆟ㄽ䛩䜉䛝䛃䚸ᆅᇦ㐃⤡㆟䛂㐺ṇಶయᩘ➼䛾⛉Ꮫⓗ▱
ぢ䛻䛴䛔䛶䚸ᑓ㛛ᐙ䛛䜙ពぢ䜢䛔䛯䛰䛡䜛ሙ䜢᪩ᛴ䛻タ䛡䛶䜋䛧䛔䚹䛃䛸䛔䛳䛯ពぢ䠅

ᖹᡂ29ᖺ䡚 ᑓ㛛ᐙ䜢䛘䛯ಖㆤቑṪ᳨ウ䜢タ⨨䠄ಖ┠ᶆ䚸䠑ᖺ㛫䛾ᴗᐇィ⏬䛾᳨ウ䜔⟇ᐃ䠅
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䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸ಖㆤቑṪᴗ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㛵ಀᴗ㈝ ⣙㻥㻚㻡ⓒ䛾ෆᩘ

㈨ᩱ2-15(2)

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䕿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛻⟇ᐃ䛧䛯୰ᮇᐇィ⏬䠄㻾䠍㻙㻡䠅䛾䛺ෆᐜ
䠄䠍䠅⏕ᜥ≧ἣ➼䛾ᢕᥱ䠄ẕᓥ䚸∗ᓥᡪᾆ䛾㞟ᅋ䛽䛠䜙䛾ᡂ❧᮲௳䛾ᢕᥱ䚸ಶయᩘㄪᰝ➼䠅
䠄䠎䠅⏕ᜥᆅ䛻䛚䛡䜛⏕ᜥ⎔ቃ䛾⥔ᣢཬ䜃ᨵၿ䠄㣵ሙ䛾☜ಖ䜔ኳᩛ䠄䝜䝛䝁䛺䛹䠅䛾㝖䛺䛹䛾ᑐ⟇䠅
䠄䠏䠅㎰ᴗ➼ே㛫άື䛸䛾୧❧䠄㎰ᴗ⿕ᐖ䛾≧ἣ䜔㎰స≀᱂ᇵ≧ἣ䛾ᐇែㄪᰝ䠅
䠄䠐䠅യಶయ䛾ᩆㆤ➼䠄⒪䜔䝸䝝䝡䝸䚸ᨺ⋇䠅
䠄䠑䠅ᬑཬၨⓎ䛾᥎㐍䠄Ꮫᰯ➼䛻䛚䛡䜛ᬑཬၨⓎ䠅
䠄䠒䠅ຠᯝⓗ䛺ᴗ䛾᥎㐍䛾䛯䜑䛾㐃ᦠ䛾☜ಖ

䕿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛻ẕᓥ䛾⏕ᜥ≧ἣㄪᰝ䜢ᐇ
∗ᓥ䛷ᤕ⋓䛥䜜䚸䝬䜲䜽䝻䝏䝑䝥䛜ᤄධ䛥䜜䛯㞝ಶయ䛜ẕᓥ䛷ᤕ⋓䛥䜜䚸∗ᓥ䛛䜙ẕᓥ䜈 ϤئưƋǔෙެƷϐဃ
ᲢݱลෙެᲣ
⛣ື䛩䜛ಶయ䛜䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹

䕿௧ඖᖺᗘ䛻㻺㻼㻻ἲே䛾ㄪᰝ䛻䜘䜚ẕᓥ䛷㻝㻜㻜㢌௨ୖ䛾ಶయ䛜☜ㄆ䛥䜜䚸
㻝㻝᭶䜘䜚⏕ᜥ≧ἣㄪᰝ➼䜢㛤ጞ䚹
䕿䛭䛾䠖∗ᓥ䛻䛚䛔䛶㣵㈨※☜ಖ䛾䛯䜑ᾏᓊ᳜⏕⏕䠄ᑠ

䚸䝰䝰䝍䝬䝘᳜᱂䠅➼䛾ྲྀ⤌䜢⥅⥆䚹

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸䛸ே䛾ඹ⏕䛩䜛♫䛵䛟䜚䜢㐍䜑䚸ᮏ✀䛜⮬↛≧ែ䛷Ᏻᐃⓗ䛻Ꮡ⥆䛷䛝䜛≧ែ
䛸䛩䜛䛣䛸䚸✀Ꮚᩓᕸ⪅䛸䛧䛶䛾ᶵ⬟䜢⏕ែ⣔䛾୰䛷༑ศ䛻Ⓨ䛩䜛䛣䛸䜢᭱⤊┠ᶆ䛸䛩䜛䚹
䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ ಖㆤቑṪ᳨ウ䜢タ⨨䚹
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ ┠ᶆ䛾タᐃ䜔㻡ᖺ㛫䛾୰ᮇᐇ
ィ⏬䠄㻾㻝䡚㻡䠅䜢⟇ᐃ䚹

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉ಖ༢䚸┠ᶆᩘ䛾᳨ウ
ಶయᩘ䚸ಶయ⩌ືែ䚸ᓥ㛫⛣ື䛺䛹䛾ㄪᰝ䞉ሗ㞟
䞉㣵㈨※⎔ቃ䛾☜ಖ䚸ᬑཬၨⓎ
䠄䞉ಖᑐ⟇䛸㎰ᴗ⿕ᐖᑐ⟇䛾㐃ື䛧䛯ᴗᒎ㛤䠅

䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇䝞䝖ಖㆤቑṪᴗ
㛵ಀᴗ㈝ ⣙㻥㻚㻡ⓒ䛾ෆᩘ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-15(3)

䐟㐍ᤖ≧ἣ
䞉ಶయᩘ䛿ቑຍ䛧䚸䝜䝛䝁䛾䝸䝞䜴䞁䝗䛻䜘䜚ᖹ⾮≧ែ䛸᥎ᐃ䚹䛯䛰䛧䚸䜎䛰ಶయ⩌䛜Ᏻᐃ䛧䛶䛔䜛≧ែ䛸䛿ゝ䛘䛺䛔≧ἣ䚹
䞉୰ᮇᐇィ⏬䠄㻴㻟㻜ᖺ㻝㻝᭶䡚㻾㻡ᖺ㻝㻜᭶䠅䛻ᇶ䛵䛝䚸ᶆ㆑䛾╔䠄㊊⎔䠅䚸┠ᧁሗ䛾㞟䚸䝜䝛䝁ᑐ⟇䚸㑇ఏሗ䛾ᢕᥱ䚸
ᨾ䛾㜵Ṇ䚸യಶయ䛾ᩆㆤ䚸ᇦእಖ䛺䛹䛾ྲྀ⤌䜏䜢ᐇ䚹
䞉ᇦእಖ䛸䛧䛶䚸㒔ෆື≀ᅬ䠄ୖ㔝䚸ከᦶ䚸䛾㢌䠅䛷ィ㻡㻜⩚䜢㣫⫱䠄㻾㻝Ⅼ䠅䚹䠎⩚䛾⮬↛⫱㞮䛻ᡂຌ䚹

䝉䞁䝃䞊䜹䝯䝷䛾ᙳ⋡䛾ᖺኚ
䠄ᕥ䠖∗ᓥ䚸ྑ䠖ẕᓥ䠅

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
䞉⮬↛≧ែ䛷Ᏻᐃⓗ䛻Ꮡ⥆䛷䛝䜛≧ែ䛻䛩䜛䚹
䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ䛛䜙ྲྀ⤌䛜⾜䜟䜜䚸⌧ᅾ䛿➨䠐ḟ୰
ᮇᐇィ⏬䠄㻴㻟㻜㻙㻾㻡䠅䛻ᇶ䛵䛝䚸ᑐ⟇䜢ᐇ䛧
䛶䛔䜛䚹

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䠘ㄢ㢟䠚
䞉䝜䝛䝁䛾䝸䝞䜴䞁䝗䛸䛸䜒䛻ಶయᩘቑຍ䛿ぢ䜙䜜䛪ᖹ⾮≧ែ䚹
䞉ಶయ⩌ືែ䜔ಶయᩘ᥎ᐃ䛾⢭ᗘྥୖ䚸ᇦእಖ䛷䛾⮬↛⫱
㞮䛾ᢏ⾡☜❧䛺䛹䜒ㄢ㢟䚹
䠘ᚋ䛾ᑐᛂ䠚
䞉ຠᯝⓗ䛺䝜䝛䝁ᑐ⟇䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ಶయ⩌ືែ䜔ಶయᩘ
᥎ᐃ䛾䝕䞊䝍䠄ᶆ㆑ᩘ䚸┠ᧁ௳ᩘ➼䠅䛾ᐇ䜢ᅗ䜛䚹
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௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᮾி㒔ᑠ➟ཎᨭᗇ

䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸⏕ᜥ⎔ቃㄪᰝ

㈨ᩱ2-16

┠ⓗ䞉⤒⦋
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୫ਙ
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ुेॊऋؚਗਟ
ऋਯ॑ಚीॊ્؛
पৢؚফखथਹ৷औ
ोॊमऎऋਗ
ਟदറਗਟ
ரुஅऽोॊ؛
્ 㣒ৃ ಲਢ ৢ
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௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᯘ㔝ᗇ

ᕼᑡ㫽㢮ಖㆤ⟶⌮ᑐ⟇ㄪᰝᴗ

㈨ᩱ2-17

䐟㐍ᤖ≧ἣ
20

䕺䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇䝞䝖
ྎ㢼䠎䠍ྕ䛻䜘䜚▼㛛䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝫䜲䞁䝖䛜ಽᮌ䛻
䜘䜚⥅⥆ྍ䛻䛺䛳䛯ሙᡤ䛜䛒䛳䛯䛯䜑䚸ሙᡤ䛾ኚ᭦
➼䛷ᑐᛂ䚹
䕺䜸䜺䝃䝽䝷䜹䝽䝷䝠䝽
ᖺ䛻ẚ䜉䛶┠ᧁᩘ䛜ῶᑡ䛧䛶䛚䜚䚸ಶయᩘ䛾ῶᑡ
䛜᥎ 䛥䜜䜛䚹ほᐹᩘ䛿䚸䠎䠌䠍䠔ᖺᗘ䛸ẚ㍑䛧䛶ῶ
ഴྥ䛻䛒䜛䚹
䕺䜸䜺䝃䝽䝷䝜䝇䝸
㻝㻥䝨䜰䛜Ⴀᕢ䛧䚸䛖䛱㻝㻜䝨䜰䛷⦾Ṫᡂຌ䚹⦾Ṫᡂຌ
䝨䜰ᩘ䛿㐣ཤ䛾ㄪᰝ䛸䜋䜌ྠᩘ䛷䛒䜚䚸⦾Ṫ䜈䛾ᝏᙳ
㡪䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹
䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇䝞䝖䞉䜸䜺䝃
䝽䝷䜹䝽䝷䝠䝽䞉䜸䜺䝃䝽䝷䝜
䝇䝸䛾ಖㆤ⟶⌮ᑐ⟇䛾㈨ᩱ
䛸䛩䜛䛯䜑
• Ꮫ⾡◊✲ሗ࿌䜔ྛ✀ᴗ
䛺䛹䛾ᩥ⊩㞟䞉ᩚ⌮䜢
ᐇ䚹
• ∗ᓥ䛻ẚ䜉䜔䜔ሗ䛜
㊊䛧䛶䛔䜛ẕᓥ䛻䛚䛔䛶䚸
⏕ᜥ䞉⦾Ṫ≧ἣ䛾ㄪᰝ䜢
ᐇ䠄Ⴀᕢᆅ䛾᥈⣴䚸┤
᥋ほᐹ䚸䝉䞁䝃䞊䜹䝯䝷䚸
ᶆ㆑ㄪᰝ➼䠅

15

1᪥㎶䜚䛾
ほᐹᩘ 10
䠄⩚/᪥䠅 5

0
H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

7䡚9᭶䛻䛚䛡䜛䜸䜺䝃䝽䝷䜹䝽䝷䝠䝽䛾ほᐹᩘ䛾᥎⛣
ಽᮌ䛜䜘䜚䛛䛛䜚

タ⨨ᮌ䛜᰿㏉䜚

タ⨨ᮌ䛜ᢡ䜜

ྎ㢼ᚋ䛾▼㛛䛾䝉䞁䝃䞊䜹䝯䝷䛾≧ἣ

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
䕿䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇䝞䝖
⦾Ṫ⾜ື䛾ほᐹ䚸Ⴀᕢᆅ䛾Ⓨぢ
䛺䛹䜒⾜䛳䛯䛜䚸⦾Ṫ䛻ᙳ㡪䜢
䛘䛺䛔䜘䛖Ⴀᕢᆅ䛾✚ᴟⓗ䛺☜ㄆ
䛿䛫䛪ᐃᮇⓗ䛺䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⥅
⥆䛩䜛䚹
䕿䜸䜺䝃䝽䝷䜹䝽䝷䝠䝽
ᶆ㆑ㄪᰝ䛻䜘䜚䚸ẕᓥᒓᓥ㛫䜢⛣
ື䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䚹ಶయᩘ䛾
ῶᑡ䛜༴䛥䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸Ⴀᕢ
≧ἣ➼ᮍ▱䛾ሗ䜢㞟䛩䜛䚹
䕿䜸䜺䝃䝽䝷䝜䝇䝸
ẕᓥ䛾䜋䜌䛶䛾Ⴀᕢᆅ䜢☜ㄆ䚹
ᚋ䚸Ⴀᕢᆅ䛾⦾Ṫ≧ἣ䜢ẖᖺ
䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛䚹

21

䕿䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇䝞䝖
䞉౫↛䛸䛧䛶䝜䝛䝁䛻䜘䜛ᤕ㣗䝸䝇䜽䛜䛒䜛䚹
䞉ಶయᩘ᥎ᐃ䜢⾜䛔䚸ಶయᩘ䛾ືྥ䜢ᢕᥱ䛩䜛䚹
䕿䜸䜺䝃䝽䝷䜹䝽䝷䝠䝽
䞉⦾Ṫᆅ䛷䛒䜛ẕᓥᒓᓥ䛷䛾እ᮶䝛䝈䝭㢮䛻䜘䜛
ᕢ䛾༸➼䜈䛾ᤕ㣗ᅽ䛜⦾Ṫ䛻䛝䛺ᙳ㡪䜢䛘
䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹
䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⥅⥆䛩䜛䚹≉䛻⦾Ṫᮇ䛾ㄪᰝ䜢
㔜ど䛧䚸⦾Ṫ≧ἣ䛾䛥䜙䛺䜛ᢕᥱ䛻ດ䜑䜛䚹
䕿䜸䜺䝃䝽䝷䝜䝇䝸
䞉ᘬ䛝⥆䛝⦾Ṫᮇ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⥅⥆䛧䚸⤒ᖺ
ⓗ䛺⦾Ṫືྥ䛾ᢕᥱ䛻ົ䜑䜛䚹
䞉㛵ಀᶵ㛵䛸䛾ሗඹ᭷యไ䛾ᵓ⠏䚹

ᕼᑡ㔝⏕ື≀ಖ䠄䝜䝛䝁ᤕ⋓➼䠅ᑐ⟇
㛵㐃ᴗ㈝ ⣙㻠㻤ⓒ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-18

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇䝞䝖➼䛾ᕼᑡ㔝⏕ື≀䛾ಖ

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䖃䝜䝛䝁ᤕ⋓䛾ᡂᯝ
䞉ᤕ⋓๓䛸ẚ䜉䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇䝞䝖䛾ಶయᩘ䛜ቑຍ䚹
䞉ẕᓥ༡ᓮ䛷䛿䜹䝒䜸䝗䝸䚸䝭䝈䝘䜼䝗䝸➼䛜⦾Ṫ䚹
䞉2018ᖺ䚸∗ᓥ༡ᓮ䛷䜒䜹䝒䜸䝗䝸䛾Ⴀᕢ䛜☜ㄆ䠄⮬↛ᩥ◊✲
ᡤㄪᰝ䠅
䖃䛣䜜䜎䛷䛾ᑐ⟇≧ἣ
䞉∗ᓥ䛷䛿䚸2014ᖺ௨㝆䚸ᤕ⋓ᩘ䛜䝸䝞䜴䞁䝗䛧䚸䝝䝖䛾ቑຍഴ
ྥ䜒㕌䚹㞴ᤕ⋓ಶయ䛜ṧᏑ䚸⦾Ṫ䛧䛶䛔䜛䛸᥎ᐃ䚹
䞉ᤕ⋓ᩘ䛜ቑຍ䛧䚸୍㣫㣴タ䛾ᐜຊ㉸䛘䛜ᖖែ䛧䛶䛧
䜎䛳䛯䛯䜑䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ㻥᭶䜘䜚ẕᓥ䛷䛾ᤕ⋓⠊ᅖ䜢⤠䜛➼䛾ᑐᛂ䚹
ಖᑐ㇟✀䛻༴㝤䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿⥭ᛴᤕ⋓䜢ᐇ䚹
䞉㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ䛿∗ᓥ䛷㻡ᖺ䜆䜚䛻䝜䝛䝁䛾పᐦᗘ䛻ᡂຌ䚹ᤕ⋓
ດຊ㔞䛾ቑຍ䛻䜘䜛ᤕ⋓⋡䛾ୖ᪼䚸⦾Ṫ䝯䝇䛾ຠᯝⓗ䛺ᤕ⋓
䛜ᡂຌ䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ẕᓥ䛷䛿䚸ᑐ⟇䜢⾜䛳䛶䛔䜛༡㒊ᆅ
ᇦ䛿୰㒊䜘䜚పᐦᗘ≧ែ䜢⥔ᣢ䛧䛶䛔䜛䚹
䖃㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ䛾ᑐ⟇
䞉ᤕ⋓ດຊ㔞䛾᭦䛺䜛ቑຍ䠄ప䝁䝇䝖⨜䛾ᑟධ䠅䚸ᮍᤕ⋓䜶䝸䜰
䛷䛾ᤕ⋓➼䜢ᐇ୰䚹

䞉∗ᓥ䛷䛿ᓥᤕ⋓䜢⥅
⥆䛧䚸䜰䜹䜺䝅䝷䜹䝷䝇
䝞䝖䛾⦾Ṫつᶍ䜢⥔ᣢ䚹
䞉ᤕ⋓ᅽ䛾ᙉ䚸ຠ⋡䞉
ຠᯝⓗ䛺ᤕ⋓➼䜢㐍䜑䚸
᭦䛺䜛పᐦᗘ䚸ᤕ⋓
䜢┠ᣦ䛩䚹

༡㒊ᆅᇦ䛾పᐦᗘ䜢
ᅗ䜚䚸Ᏻᆅᖏ䜢☜ಖ䛧䚸
∗ᓥ䛾ᤕ⋓≧ἣ䜢㋃䜎
䛘䚸Ᏻᆅᖏ䛾ᣑ䜢
᳨ウ䛩䜛䚹

䖃ᤕ⋓ᐇᆅⅬ
䖃ᤕ⋓ఇṆᆅⅬ

䐡ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

䞉䜎䛪䛿పᐦᗘ䛜ᅗ䜙䜜䛶䛔䜛∗ᓥ䛷䛾᪩ᮇ㝖䜢┠ᣦ䛧䚸ᤕ⋓ᅽ䛾ᙉ䚸ຠ⋡ⓗ䛺ᤕ⋓䜢ᐇ䛧䛶䛔䛟䚹
䞉ẕᓥ䛷䛿䚸ᙜ㠃䚸ಖᑐ㇟✀䛾⦾Ṫ䞉⏕ᜥᆅ䛜㔜」䛩䜛༡㒊ᆅᇦ䛷䛾䝜䝛䝁䛾పᐦᗘ䜢ᅗ䜚Ᏻᆅᖏ䜢☜ಖ䛧䚸䛭
䛾⠊ᅖ䜢୰㒊䜈ᣑ䛧䛶䛔䛟䚹
䞉䝜䝛䝁䛾ཷධ䜜ඛ䠄ື≀㝔䠅䛾ᣑ䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟䚹
䞉ྎ㢼㻞㻝ྕ䛻䜘䜚ẕᓥ༡ᓮ䛾䝜䝛䝁ධ㜵Ṇᰙ➼䛜◚ᦆ䛧䛯䛣䛸䛛䜙䚸ᪧ➼䜢᳨ウ䛩䜛䚹

ᅛ᭷᪻ಖ䠄䜾䝸䞊䞁䜰䝜䞊䝹㜵㝖䠅ᑐ⟇䠄䛭䛾㻝䠅
㛵㐃ᴗ㈝⣙㻝൨㻤ⓒ

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-19(1)

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

ǰȪȸȳǢȎȸȫ᧸ᨊݣሊȭȸȉȞȃȗᲧ
ᲶஇኳႸႎᲢྸࣞᲣᲸ
јௐႎƔƭዒዓႎƳݣሊǛᡶǊŴǢȎȸȫƴǑǔဃ७ኒࢨ᪪Ǜ
ᨊŵஇኳႎƴƸݱᇵҾᜂƔǒǢȎȸȫǛܦμᨊƢǔƜƱƴ
ǑǓŴ̬μݣᝋᆔӏƼƦǕǒǛૅƑǔဃ७ኒǛዜਤŴࣄׅƢǔŵ
Ჶჺ
ჺႸᲢᲯ࠰᧓ᲣᲴƝƱƷႸƱݣሊᲸ
ᲢஇǋᙲƳႸᲣ
ǢȎȸȫЎࠋ؏Ǜ$ȩǤȳˌ҅ƴਘٻƞƤƳƍƜƱ

䖃㻝㻥㻢㻜ᖺ௦䛻䜾䜰䝮䛛䜙∗ᓥ䚸㻝㻥㻤㻜ᖺ௦
䛻∗ᓥ䛛䜙ẕᓥ䛻ᣢ䛱㎸䜎䜜䛯䛸䛥䜜䛶
䛔䜛䚹
䖃୧ᓥ䛷ศᕸᇦ䜢ᛴ⃭䛻ᣑ䚹∗ᓥ䛷䛿
㻝㻥㻥㻜ᖺ௦䚸ẕᓥ䛷䛿㻞㻜㻜㻜ᖺ௦䛻ᓥ䛾䜋䛸
䜣䛹䛷ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹
䖃㻝㻥㻤㻜ᖺ௦䛛䜙⏕ᜥㄪᰝ䚸㻞㻜㻜㻢ᖺ䛛䜙㜵
㝖ᴗ䜢㛤ጞ䚹
䞉㻞㻜㻜㻢ᖺ䡚
∗ᓥ ‴䛻䛚䛔䛶䚸ᒓᓥ䜈䛾ᣑᩓ㜵Ṇ
䛾䛯䜑䛾ᤕ⋓䚹
ẕᓥ᪂ኤ᪥䞄ୣ䛷䛾ᤕ⋓䞉㐽᩿ヨ㦂䚹
䞉㻞㻜㻜㻣ᖺ䡚
▼㛛䛷䛾ᤕ⋓㛤ጞ䚹
䞉㻞㻜㻝㻠ᖺ䡚
ẕᓥ ‴䛻䛚䛔䛶ᒓᓥ䜈䛾ᣑᩓ㜵Ṇ
䛾䛯䜑䛾ᤕ⋓䚹
ᖹᓥ➼䛾ධ≧ἣㄪᰝ䠄㻞㻜㻝㻠䚸㻞㻜㻝㻣䠅䚹
䛣䜜䜎䛷䛻☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹

䖃㻞㻜㻝㻟ᖺ䛻ᓥ䛷䛾ᐃ╔䛜☜ㄆ䚹⛉Ꮫጤ
ဨ䛛䜙㠀ᖖែᐉゝཬ䜃⥭ᛴᥦゝ䛜
ฟ䛥䜜䚸䜰䝜䞊䝹ᑐ⟇㼃㻳䜢タ⨨䛧䚸つ
ᶍ䛺㜵㝖ᴗ䜢㛤ጞ䚹
䛭䛾䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ䛻ᘵ䚸ே䚸⎭⡃ᓥ䛷
䛾ධ≧ἣㄪᰝ䚹☜ㄆ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
22

ᅛ᭷᪻ಖ䠄䜾䝸䞊䞁䜰䝜䞊䝹㜵㝖䠅ᑐ⟇䠄䛭䛾㻞䠅
㛵㐃ᴗ㈝⣙㻝൨㻤ⓒ

䐟㐍ᤖ≧ἣ
䠘ᓥ䠚
䞉ศᕸ≧ἣ䛿䠞䝷䜲䞁௨䜈䛾䜰䝜䞊䝹ᣑᩓ㜵Ṇ䜢ᴫ䛽⥔ᣢ䛷
䛝䛶䛔䜛䛜⏕ᜥᐦᗘ䛾㧗䛔⟠ᡤ䛜ቑ䛘䛴䛴䛒䜛䚹
䞉ᖺᗘ䜰䝜䞊䝹䛾ᙳ㡪䛸ᛮ䜟䜜䜛䝠䝯䜹䝍䝌䜴䝮䝅䛾ῶᑡഴྥ
䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䛜䚸ᖺᗘ䛿ᅇഴྥ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹
䠘ẕᓥ䠚
䞉᪂ኤ᪥䞄ୣ᪂ኤ᪥䛷䛿ධ㜵Ṇᰙෆ䛷䚸䜰䝜䞊䝹ᤕ㣗ᙳ㡪䜢
పῶฟ᮶䛶䛚䜚䚸䝠䝯䜹䝍䝌䜴䝮䝅➼䛾⏕ᜥᐦᗘ䛜㧗䛔≧ែ䜢
⥔ᣢ䛷䛝䛶䛔䜛
䠘䛭䛾䠚
ᖹᓥ䛾ධㄪᰝ䜢ᐇ䚹☜ㄆ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
䠘ᢏ⾡㛤Ⓨ䠚
䞉䝗䝻䞊䞁䛻䜘䜛᥈⣴䠖ᡭἲ䛿䜋䜌☜❧䚹㧗ᐦᗘᇦ䛾ᢕᥱ䛻᭷ຠ䚹
䞉ᩓᕸᆺ䝖䝷䝑䝥ヨ㦂䠖ヨ㦂୰䚹ΰ⋓ᢚไ䜔⏕ศゎ䛜ㄢ㢟䚹
䞉Ꮫⓗ㜵㝖ヨ㦂䠖ᒇእ䛷䛾ຠᯝ䜔㠀ᶆⓗ✀䜈䛾ᙳ㡪䛜ㄢ㢟䚹

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-19(2)

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉㻞㻜㻝㻟ᖺ䛻ᓥ䛷ᐃ╔䛜☜ㄆ䛥䜜䛶௨㝆䚸༶ᛂᑐᛂ
䛸᰿⤯䜢┠ᣦ䛧䚸つᶍ䛺ᑐ⟇䜢ᐇ䚹
䞉䠒ᖺ䛜⤒㐣䛧䚸▷ᮇⓗ䛺ᑐᛂ䛛䜙୰㛗ᮇⓗᑐᛂ䛻
䝅䝣䝖䝏䜵䞁䝆䛜ᚲせ䚹
䞉䠒ᖺ㛫䛾ᑐ⟇䛾ホ౯䜢⾜䛔䚸ಖᑐ㇟✀䛾᫂☜䚸
ᚋ䛾ᑐᛂ䜔ᑐ⟇䛾᪉㔪䜢᳨ウ䛩䜛䚹
䞉ྎ㢼㻞㻝ྕ䛻䜘䜚㻮䝷䜲䞁ᰙ䛜䛝䛟◚ᦆ䛧䚸䝖䝷䝑䝥䜒
႙ኻ䚹㻮䝷䜲䞁ἢ䛔䛛䜙䝖䝷䝑䝥䜢タ⨨䛩䜛䛸䛸䜒
䛻䚸ᰙ䛿ᛂᛴⓗ䛺⿵ಟ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

2019/7/31Ⅼ 䝖䝷䝑䝥タ⨨ᆅⅬ ✌ാᩘ ィ58,120ಶ䠄䝉䞁䝃䞊ྵ䜐䠅

䜰䝜䞊䝹䛾ศᕸ㠃✚
⣙255.57ha
䠄ᓥ䛾㠃✚792ha䛾⣙32䠂䠅

ᅛ᭷᪻ಖ䠄ಖㆤቑṪᴗ䠅䠄䛭䛾䠍䠅
㛵ಀᴗ㈝ ⣙㻝㻣ⓒ䛾ෆᩘ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-20(1)

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䕺䜸䜺䝃䝽䝷䝝䞁䝭䝵䜴
䞉ಖㆤቑṪ᳨ウ䜢㻥᭶䛻ᐇ䚹
䞉ᇦእ䛷䛿ୡ⏺㑇⏘䝉䞁䝍䞊䚸ఀᕷ᪻㤋䛻䛶⣼௦㣫⫱䜢ᐇ୰䚹
䞉ᇦෆ䛷䛿⏕ᜥᆅ䛻ධ䛧䛯䝰䜽䝬䜸䜴䛺䛹䛾㥑㝖䚸䝸䝍䞊䛾㝖ཤ䛻䜘䜛⎔ቃᨵၿ䜢⥅⥆䠄ᯘ㔝ᗇ䠅䚹
㻴㻞㻣ᖺ䛛䜙ẖᖺ䚸ேᕤ㣫⫱䛻䜘䜚⩚䛧䛯ᡂ䜢䚸ᓥ䛾ඖ⏕ᜥᆅ䜈ᑟධ䛩䜛ヨ㦂䜢⥅⥆୰䚹
䠄㻴㻞㻣䠖㻞㻣ಶయ䚸㻴㻞㻤䠖㻠㻝ಶయ䚸㻴㻞㻥䠖㻝㻤㻜ಶయ䚸㻴㻟㻜䠖㻝㻡ಶయ䚸㻴㻟㻝䠖㻝㻤㻝ಶయ䠅
䞉ᖹᡂ27ᖺᗘ䛾⏕ᜥᩘ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛸䛔䛖୰ᮇᐇィ⏬䛾┠ᶆ䛻ᑐ䛧䛶䚸⏕ᜥᩘ䛿ᴫ䛽⥔ᣢ䚹
䞉䛯䛰䛧䚸⏕ᜥᩘ䛜䛝䛟ቑຍ䛧䛶䛔䜛〄ᆅ䜒䛒䜛୍᪉䚸ῶᑡഴྥ䛾〄ᆅ䜒䛒䜛䚹
䞉ᨺ㏲ᚋ䛾ᑿ☜⋡䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾䜹䝲タ⨨䜢ヨ⾜䚸〄ᆅ䛾ሗ䜢ᩚ⌮䛩䜛〄ᆅ䜹䝹䝔䜢సᡂ୰䚹
䕺ᕼᑡ䝖䞁䝪㢮䠄䜸䜺䝃䝽䝷䜰䜸䜲䝖䝖䞁䝪䚸䝝䝘䝎䜹䝖䞁䝪䚸䜸䜺䝃䝽䝷䝖䞁䝪䠅
䞉ᖺᗘ䛿䚸ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠍᭶䛻ಖㆤቑṪ᳨ウ䜢ᐇ䚹
䞉⏕ᜥ≧ἣ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠄ẕ䞉䞉ᘵᓥ䠅䚸䝖䞁䝪ụ䛾⟶⌮䠄䞉ᘵ䞉すᓥ䠅䚸ẕᓥ䛷䛾እ᮶ᶞᮌ䛾ఆ᥇䚸
ᘵᓥ䛷䛾䝅䝳䝻䜺䝲䝒䝸䛾㥑㝖䛺䛹䛾⎔ቃᨵၿ䜢⥅⥆ᐇ୰䚹
䞉ᖺᗘ䚸ẕᓥ䛷ἑㄪᰝ䜢ᐇ୰䚹ྛᓥ䛾ㄪᰝ䜒䛣䜜䛛䜙ᐇணᐃ䚹
䞉㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ䜒๓ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝䚸☜ㄆಶయᩘ䛿ῶᑡ䚸పㄪഴྥ䛷䛒䛳䛯䚹㻞㻜㻝㻢ᖺ⛅䛛䜙㻞㻜㻝㻣ᖺ䚸
㻞㻜㻝㻤ᖺኟ௨㝆䛾グ㘓ⓗ䛺ᖸ䜀䛴䛾ᙳ㡪䛸䜏䜙䜜䜛䚹
䐠ᚋ䛾ᑐᛂ䞉ㄢ㢟

䕺䜸䜺䝃䝽䝷䝝䞁䝭䝵䜴
䞉ᘬ䛝⥆䛝⣼௦㣫⫱䜢⥆䛡䚸୍ᐃ⛬ᗘ䛾ಶయᩘ䜢☜ಖ䛧䛯ୖ䛷ᑟධ䜢⥅⥆䛩䜛䚹
䞉ᑟධᢏ⾡䛜☜❧䛥䜜䛶䛝䛶䛚䜚䚸ᚋ䚸䜶䞁䝗䝫䜲䞁䝖䛾タᐃ䜒᳨ウ䛩䜛䚹
䞉እ᮶ⲡᮏ䛾ᑐ⟇᪉ἲ䛜☜❧䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸᳨ウ䛜ᚲせ䚹
䕺ᕼᑡ䝖䞁䝪㢮
ᘬ䛝⥆䛝䚸⏕ᜥ≧ἣ䛾ㄪᰝ䚸䝖䞁䝪ụ䛾⟶⌮䚸⎔ቃᨵၿ䜢⥅⥆䛩䜛䚹
23

ᅛ᭷᪻ಖ䠄ಖㆤቑṪᴗ䠅䠄䛭䛾䠎䠅
㛵ಀᴗ㈝ ⣙㻝㻣ⓒ䛾ෆᩘ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

㈨ᩱ2-20(2)

䐟㐍ᤖ≧ἣ
䕺䜸䜺䝃䝽䝷䝅䝆䝭
䠘≧ἣ䠚
䞉㻝㻥㻣㻤ᖺ䛻䛿ᘵᓥ䚸ᓥ䚸∗ᓥ䚸ẕᓥཬ䜃ጜᓥ䛷⏕ᜥ䛜☜ㄆ䚹㏆ᖺ䛿ẕᓥ䛷䛾䜏☜ㄆ䚹
䞉㻞㻜㻝㻣ᖺ௨๓䛿䚸ᖺ㛫䜢㏻䛧䛶ẖ᭶㻝㻜ಶయ๓ᚋ䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䛯䚹
䞉㻞㻜㻝㻤ᖺ㻢᭶௨㝆䚸⌧ᅾ䜎䛷䚸┠ᧁ䛜䠏௳䠄㻞㻜㻝㻤ᖺ㻢᭶䚸㻥᭶䚸㻞㻜㻝㻥ᖺ㻢᭶䠅䛧䛛䛺䛔䚹
䞉Ꮨ䛾ᗂ䛾㣗ㄪᰝ䜢㻞㻜㻝㻥ᖺ䠏᭶䛻ᐇ䛧䛯䛜䚸☜ㄆ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䚹
䞉㻞㻜㻝㻤ᖺ㻥᭶䛻ಖㆤቑṪ᳨ウ䜢❧䛱ୖ䛢䚹

䜸䜺䝃䝽䝷䝅䝆䝭

䞉ᑓ㛛ᐙ䜘䜚䚸᪤䛻⤯⁛䛧䛶䛧䜎䛳䛯ྍ⬟ᛶ䜔⏕ᜥ䛧䛶䛔䛶䜒䛤䛟䜟䛪䛛䛺⛬ᗘ䛸䛔䛖ពぢ䛜䛒䛳䛯䚹

䞉ᅇ䛾ῶᑡせᅉ䛿䚸䛂㻞㻜㻝㻢ᖺ⛅䛛䜙⩣䛾ᖸ䜀䛴䛃䛂㻞㻜㻝㻣ᖺ䛾䝁䝤䜺䝅䛾㛤ⰼⰋ䛃䛂㻞㻜㻝㻣ᖺ䠕᭶䛾ᆺྎ㢼䛾㛗
ᮇᅾ䛃䛂㛗ᮇⓗ䛻䛿䜾䝸䞊䞁䜰䝜䞊䝹䛻䜘䜛ᤕ㣗䛃䛂㣵ᮌ䛾䜸䜸䝞䝅䝬䝮䝷䝃䜻䛾䜰䜹䜼➼እ᮶᳜≀䛻䜘䜛⿕㝜䛃䛸」
ྜⓗ䛺せᅉ䛜⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䠘ᇦእಖ䠚
䞉ከᦶື≀බᅬ䛷䛿ᇦእ㣫⫱䛜ᐇ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛭䛾୍㒊䛾ಶయ䜢ㆡ䜚ཷ䛡䚸㻞㻜㻝㻥ᖺ㻝㻜᭶䛛䜙᪂ᐟᚚⱌ䠄⎔ቃ┬䠅䛷ศ
ᩓ㣫⫱䜢㛤ጞ䛧䛶䛔䜛䚹䜸䜸䝞䝅䝬䝮䝷䝃䜻䜒᱂ᇵ୰䚹
䠘ᇦෆಖ䠚
䞉䜸䜸䝞䝅䝬䝮䝷䝃䜻䜢⿕㝜䛩䜛䜰䜹䜼䛾㥑㝖䚸᪂ኤ᪥䛷䛾䜸䜸䝞䝅䝬䝮䝷䝃䜻䛾⟶⌮➼䜢ᐇ䚹
䐠ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉䜎䛪䛿䚸ᇦእಖ䛾ಶయ⩌䜢Ᏻᐃ䛥䛫䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
⌧ᅾ䚸ከᦶື≀බᅬ䚸᪂ᐟᚚⱌ䛷㣫⫱୰䚹᪂ᐟᚚⱌ䛷䜒⦾Ṫ䛻ᡂຌ䚹
㣵ᮌ䜔䛴䜌䜏䛾☜ಖ䚸ኟሙ䛾

ᗘ⟶⌮䛺䛹䛜ㄢ㢟䚹

䞉ᇦෆ䛾⏕ᜥ⎔ቃᨵၿ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛿䜸䜸䝞䝅䝬䝮䝷䝃䜻䛜ከ䛟⏕⫱䛩䜛ሜ䞄ᓅ䛛䜙ஙᡣᒣ䛻䛛䛡䛶䛾⛸⥺㒊䛷䛾䜰
䜹䜼➼䛾እ᮶ᶞᮌ䛾㥑㝖䜢ணᐃ䚹

ᅛ᭷᪻ಖ䠄ಖㆤቑṪᴗ䠅䠄䛭䛾䠎䠅

24

⮬↛䛸䛾ඹ⏕➼䛻㛵䛩䜛䜒䛾
㈨ᩱ㻞㻙㻞㻝䡚㈨ᩱ㻞㻙㻞㻤

䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸䛻䜘䜛㣗ᐖᑐ⟇

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᑠ➟ཎᮧ

㈨ᩱ2-21

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䚽ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝䚸㎰స≀⿕ᐖ㜵㝖⏝䛾㜵㫽䝛䝑䝖➼䛻⤡䜎䜚㜵Ṇ䛾ᬑཬၨⓎ䛸䚸
Ᏻᛶ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯◳㉁ᶞ⬡ᛶ䝛䝑䝖䠄䝖䝸䜹䝹䝛䝑䝖䠅ᬑཬ䛾䛯䜑䛾⿵ຓᴗ䜢ᐇ
䚽㎰ᐙ䛻䛴䛔䛶䚸つᶍ㠃✚䛜䛝䛔䛣䛸䛛䜙䚸䝖䝸䜹䝹䝛䝑䝖䜢タ⨨䛩䜛ண⟬䛸
タ⨨ᴗ⪅䛜䛺䛔䛯䜑䚸ᮧ䛷㈨ᮦ㓄ᕸ䠄⮬タ⨨䠅䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䜢᳨ウ୰䚹
䠘ᖺᗘ䛾䛺㐍ᤖ䠚
㻠᭶ 䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸㣗ᐖᑐ⟇ጤဨ
๓ᖺᗘ䛾ẕᓥ䛾㟂せㄪᰝ䜢㋃䜎䛘䚸ẕᓥ䛷䛾ᑐᛂ䜢᳨ウ䚹
㻡᭶ ῬỈ䛻䜘䜛㣵㊊䛾䛯䜑䚸䝬䞁䝂䞊➼䛾≧ἣ☜ㄆ䛸䝖䝸䜹䝹䝛䝑䝖⥲Ⅼ᳨䞉⿵ಟ
㻤᭶ ẕᓥ䛷㻝㻜㻜㢌௨ୖ䛾ಶయ䛜☜ㄆ䛥䜜䜛
㻥᭶ ẕᓥ㎰ᐙ䛸䛾ពぢ䠄➨㻝ᅇ┠䠅
䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸䛾≧ἣ䛾ඹ᭷䚸≉䛻㟢ᆅ᱂ᇵ䛾䝺䝰䞁䛻ᚰ㓄䛾ኌ䛜䛒䛜䜛
㻝㻜᭶ ẕᓥ㎰ᐙ䛸䛾ពぢ䠄➨㻞ᅇ┠䠅
㈨ᮦ㓄ᕸ䛻㛵䛩䜛㟂せㄪᰝ䜢ᨵ䜑䛶ᐇ 䊻 ㄪᰝ䛻ᇶ䛵䛝㈨ᮦ㓄ᕸணᐃ
㻝㻝᭶ ྎ㢼䛻䜘䜛䝖䝸䜹䝹䝛䝑䝖ᦆയ䞉ಽቯ 䊻 ⿵ಟᑐᛂ୰
䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ

䞉㎰స≀⿕ᐖ㜵㝖⏝䛾㜵㫽䝛䝑䝖➼䛻⤡䜎䜚㜵Ṇ
䞉㎰స≀⿕ᐖ㜵㝖䛻䜘䜛㎰ᴗ⯆
䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
䞉ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ 䜸䜺䝃䝽䝷䜸䜸䝁䜴䝰䝸㣗ᐖᑐ⟇ᴗ㛤ጞ
䞉ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ ㎰స≀㜵㝖ᑐ⟇㟂せㄪᰝᐇ䠄∗ᓥ䠅
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ 㣗ᐖᑐ⟇ᴗ᳨ウጤဨタ⨨
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ ㎰స≀㜵㝖ᑐ⟇㟂せㄪᰝᐇ䠄ẕᓥ䠅
25

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉ྲྀ⤌䛾⥅⥆
䞉ྎ㢼⿕ᐖᑐᛂ
䞉ẕᓥ㎰ᐙ䜈䛾㈨ᮦ㓄ᕸ
䞉䝖䝸䜹䝹䝛䝑䝖௨እ䛾㜵㝖᪉ἲᐇドヨ㦂ᐇ

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥

᭷ேᓥ䛻䛚䛡䜛䝛䝈䝭ᑐ⟇

⎔ቃ┬䞉ᯘ㔝ᗇ䞉ᮾி㒔䞉ᑠ➟ཎᮧ

䐟㐍ᤖ≧ἣ

㈨ᩱ2-22(1)

䐠ᮏྲྀ⤌䛾┠ⓗ
䠘㛗ᮇⓗ䛺┠ᶆ䠚
ḟ䛾䠏䛴䛾ほⅬ䛛䜙䝛䝈䝭䛾᰿⤯䚸ධ㜵Ṇ䜢┠ᣦ䛩䚹
䞉∗ᓥ䚸ẕᓥ䛻䛚䛡䜛ಖ䛩䜉䛝ື᳜≀✀䛾䝸䝇䜽䛾పῶ
䞉ᒓᓥ䜈䛾ධ䛾䝸䝇䜽䛾పῶ
䞉㎰ᴗ⿕ᐖ䚸⎔ቃ⾨⏕ୖ䛾䝸䝇䜽䛾పῶ

᭷ேᓥ䛾䝛䝈䝭ᑐ⟇䛿䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚䚹
㸦㸯㸧ࢿࢬ࣑⿕ᐖࡢᑐฎ
㸯㸧⏕ែ⣔ಖ㛵ࡍࡿࢿࢬ࣑⿕ᐖࡢᑐฎ
࣭ಖᑐ㇟ື᳜≀䜢୰ᚰ䛻ྛ⾜ᨻᶵ㛵䛷ᒁᡤಖ䜢ᐇ
䠄㈨ᩱࠊࠊཧ↷䠅
㸰㸧㞟ⴠᆅ࣭㎰ᆅ࠾ࡅࡿࢿࢬ࣑⿕ᐖࡢᑐฎ㸦㈨ᩱ  ཧ↷㸧
㸱㸧⮬㜵⾨ࡢᨭ㸦㈨ᩱ  ཧ↷㸧

䠘ᐇయไ䠚
㸺᭷ேᓥ࠾ࡅࡿࢿࢬ࣑ᑐ⟇ࡿ⾜ᨻ㐃⤡㸼
᭷ேᓥࡢࢿࢬ࣑ᑐ⟇ࡿሗඹ᭷ࠊᑐ⟇ࡢ᳨ウ

㸦㸰㸧ࢿࢬ࣑㛵ࡍࡿ⏕ែࡸ⿕ᐖሗࡢ㞟
㸯㸧ᒣᇦ࠾ࡅࡿࢿࢬ࣑㢮ࡢഴྥࡢᢕᥱ

ពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ぢ┤ࡋ

࣭䝜䝛䝁ᑐ⟇䛾୍⎔䛸䛧䛶䛾䝛䝈䝭䝰䝙䝍䝸䞁䜾
࣭䝜䝲䜼ᑐ⟇䛾୍⎔䛸䛧䛶䛾䝛䝈䝭䝰䝙䝍䝸䞁䜾
㸰㸧㞟ⴠᆅ࣭㎰ᆅ࠾ࡅࡿࢿࢬ࣑㢮ࡢഴྥࡢᢕᥱ㸦㈨ᩱ  ཧ↷㸧
㸱㸧ࢿࢬ࣑㢮ࡢഴྥࡢሗඹ᭷࣭⾜ᨻ㐃⤡ࡢ㛤ദ

㸺ྛᶵ㛵࣭ྛ㒊⨫㸼
ᑐ⟇ࡢᐇ

▱ぢࡢᥦ౪
㸺↓ேᓥࡢࢿࢬ࣑ᑐ⟇ࡢ᳨ウ㸼
࣭ᓥ㸦㈨ᩱཧ↷㸧
࣭༡ᓥ㸦㈨ᩱཧ↷㸧
࣭⪻ᓥิᓥ㸦㈨ᩱཧ↷㸧 ➼

㸺ᆅᇦ㐃⤡㆟࣭ᮧẸពぢ㸼
ィ⏬࣭ᐇෆᐜ㛵ࡍࡿពぢ

㸦㸱㸧ᆅᇦఫẸ㸦ᆅᇦ㐃⤡㆟➼㸧ࡢ᪉ྥᛶࡢඹ᭷

䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋
ᖹᡂ27ᖺᗘ䛂᭷ேᓥ䛻䛚䛡䜛䝛䝈䝭ᑐ⟇䛻䛛䛛䜛⾜ᨻ㐃⤡䛃䜢⤌⧊䚹
ᵓᡂᶵ㛵䠖⎔ቃ┬䚸ᯘ㔝ᗇ䠄ಖ䝉䞁䝍䞊䚸ᅜ᭷ᯘㄢ䠅䚸ᮾி㒔䠄ᅵᮌㄢ䚸⏘ᴗㄢ䠅䚸ಖᡤ䚸 ᑠ➟ཎᮧ䚸ᮧᩍ⫱ጤဨ

䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ
䕿ㄢ㢟
䞉↓ேᓥ䛻ẚ䜉つᶍ䚸ᢏ⾡䚸♫ⓗྜព䛻䛛䛛䜛ㄢ㢟䛜䛝䛟䚸䛭䛾᳨ウ䜔ᴗ䛾ᐇ䛻䛿䚸ண⟬䜔యไ䛻䜒㝈⏺䛜䛒
䜚䚸᭷ேᓥ䠄∗ᓥ䞉ẕᓥ䠅䛷䛾䝛䝈䝭䛾పᐦᗘ䞉᰿⤯䞉ධ㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⌧Ⅼ䛷䛿┠ฎ䛜❧䛳䛶䛚䜙䛪䚸䝻䞊䝗
䝬䝑䝥䛜ᥥ䛡䛶䛔䛺䛔䚹
䚽ᚋ䛾ᑐᛂ
䞉ᙜ㠃䛿䚸ᖹᡂ22ᖺᗘ㡭௨㝆䛻⏕䛨䛶䛔䜛ᓥẸ䛜チᐜ䛷䛝䛺䛔⿕ᐖ䛾ቑຍ䜢ᢚ䛘䜛䛯䜑䛾ᴗ䜢ᐇ䚹
䞉ᴗ䛾ᐇ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ᆅᇦ㐃⤡㆟䛻䛚䛔䛶䚸ពぢ䛾㞟⣙䜔᪉ྥᛶ䛾ඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹
䞉ే䛫䛶䚸↓ேᓥ䛾䝛䝈䝭ᑐ⟇䛾᳨ウ䜔ᴗᐇ䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸᭷ேᓥ䛾ᢤᮏⓗ䛺ᑐ⟇䜢ぢฟ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹
௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
ᑠ➟ཎᮧ

㞟ⴠᆅ䞉㎰ᆅ䛻䛚䛡䜛䝛䝈䝭ᑐ⟇

㈨ᩱ2-22(2)

䐟㐍ᤖ≧ἣ

200

8.0

150

6.0
⎰妰㋽䌚㔘炷䇞Ⲟ炸
⎰妰㋽䌚㔘炷㭵Ⲟ炸
烒烟烤烔炷䇞Ⲟ炸
烒烟烤烔炷㭵Ⲟ炸

100
50

0

4.0

䞉ᮧẸ䜈䛾
䜹䝂⨜↓ᩱ㈚䛧ฟ䛧

2018ᖺ3᭶

25.0
20.0

2016ᖺᗘ

2017ᖺᗘ

2019ᖺᗘ

ᖹᆒ

2018ᖺᗘ

15.0
10.0
5.0

2.0
0.0

0.0
2017ᖺ2᭶

䕺㞟ⴠෆ䝰䝙䝍䝸䞁䜾
䞉ዟᮧᆅ༊䠄⣙㻡㻡ᇶ䚸䠑᪥㛫䠅

㻯㻼㼁㻱㻔㻝㻜㻜᪥⨜䠅

10.0

ᤕ⋓ᩘ

250

CPUE(100⨜᪥)

ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝䚸௨ୗ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᐇ
䕺䝛䝈䝭⿕ᐖ䜈䛾ᑐฎ䠄୍ᩧ㜵㝖䞉ⲡส䞉⮬㜵⾨䛾ᨭ➼䠅
䞉㞟ⴠෆ୍ᩧ㜵㝖 䠄⣙㻝㻜㻜㻜ᇶ䚸䠑᪥㛫䠅
䞉㎰ᴗ⪅䜈䛾
350
14.0
ẅ㰡㉎ධ⿵ຓ
300
12.0

䠒᭶

2019ᖺ7᭶

䐠┠ⓗ

䕺⏕ែ⣔ಖᴗ䛸䛾㛵㐃䛻䜘䜛ቑῶ䛜ᐃ䛥䜜䜛እ᮶䝛䝈䝭㢮䛾ᑐ⟇䛻䛴䛔䛶䚸
⏕ែ⣔䛻㝈䜙䛪⏕ά䜔㎰ᴗ䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛾ᑐ⟇䜢㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧䛶ᐇ䛩䜛䚹
䐡䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋

䕺㻴㻞㻟ᖺᗘ䡚䠖㎰ᴗ⪅䜈䛾ẅ㰡㉎ධ⿵ຓ㛤ጞ
䕺㻴㻞㻣ᖺᗘ䡚䠖⾜ᨻ㐃⤡タ❧
䕺㻴㻞㻤ᖺᗘ䡚䠖䜹䝂⨜㈚ฟ㛤ጞ䚸㞟ⴠෆ୍ᩧ㜵㝖㛤ጞ
䕺㻴㻟㻜ᖺᗘ䡚䠖㎰ᴗ⪅䜈䛾㻮㻿㉎ධ⿵ຓ㛤ጞ
䐢ㄢ㢟䞉ᚋ䛾ᑐᛂ

୍ᩧ㜵㝖➼䛾ᐇ⦼䜢ᩘᖺ㛫✚䜏㔜䛽䚸䛭䛾ຠᯝ䜢᳨ド䛩䜛
26

䠕᭶

䠍䠎᭶

䠏᭶

௧䠎ᖺ䠍᭶㻞㻣᪥
⎔ቃ┬

ᑠ➟ཎୡ⏺㑇⏘䝉䞁䝍䞊䛾㐠Ⴀ

㈨ᩱ2-23

䐟㐍ᤖ≧ἣ

䕺᮶㤋⪅ᩘ
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ 㻤㻘㻜㻣㻣ே䠄ほගᐈ㻢㻘㻥㻝㻢ྡ䚸ᮧẸ㻝㻘㻝㻢㻝ྡ䠅
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