⸥ޣ㍳✬ޤ

ޟἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ ޠ
㨪ἴኂᓳ⥝ߦ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐࠍ㨪


 ᐕ㧢  ᣣ㧔㧕㨪
ᣣᧄቇⴚળ⼏⻠ၴ




㐿⿰ᣦ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄ㧟߆߇ㆊ߉ߡ߽ޔ㜞㦂⠪㧔ߥ߆ߢ߽ᅚᕈ㧕߿ሶߤ߽ࠍᛴ߃ߚ
Უⷫޔੱ∛ޔ㓚߇⠪ޔᄖ࿖☋ߩ⇐⠪ߥߤޔ࿎㔍ߥ⁁ᴫߦ߅߆ࠇ߿ߔੱޔ߇ޘ
ㆱ㔍ᚲߥߤߩ↢ᵴߢޔଐὼߣߒߡਇ⥄↱ࠍᒝࠄࠇߡࠆޕ2008 ᐕߦታᣉߐࠇߚ
ో࿖⍮ળߩޟᅚᕈၞ᳃߆ࠄߺߚ㒐ἴᣉ╷ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⚿ߩޠᨐ߆
ࠄ߽ ޔᔨߐࠇߡߚᘒߢࠆޕ
ᤓᐕ 12 ߦ㑑⼏ቯߐࠇߚ╙ਃᰴ↵ᅚหෳ↹ၮᧄ⸘↹ߢߪ ╙ޔ14 ಽ㊁ޟၞޔ
㒐ἴⅣႺߘߩઁߩಽ㊁ߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ߩផㅴ╙ޔߡߒߣޠੑᰴ⸘↹ࠃࠅ߽
ขࠅ⚵ߺ߇లߐࠇߚޕ
 ߒ߆ߒ߇↹⸘ߩߎޔታⴕߦ⒖ߐࠇࠆ⍫వߦ᧲ߩᦦᧂޔᣣᧄᄢ㔡ἴ߇ߎߞߚޕ
ᧄࠪࡦࡐߢߪޔߩႎ๔ࠍߡᅚᕈ࿅ߣኾ㐷ኅ߇⍮ࠍ឵ߒࠍ⁁ޔಽ
ᨆߒߡޔᓳ⥝߳ߩ╷⊛ࠗࡦࡊࠤ࡚ࠪࡦࠍᓧࠆޕ

ਥ㧦
ᣣᧄቇⴚળ⼏
ޟἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ 6.11 ࠪࡦࡐޠታⴕᆔຬળ㧔ᆔຬ㐳㧦ၴᧄᥙሶ㧕
㧦
ᣣᧄቇⴚળ⼏ੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળ㧔ᆔຬ㐳㧦ⁿญ㇌ሶ㧕
᧲ർᄢቇ GCOE ࡊࡠࠣࡓᤨ࡞ࡃࡠࠣޟઍߩ↵ᅚหෳ↹ߣᄙᢥൻ↢ޠ㧔
ὐ࠳㧦ㄞߺࠃሶ㧕
ᐔᚑ 22㨪24 ᐕᐲ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ၮ⋚⎇ⓥ㧔㧮㧕㧔ᶏᄖቇⴚ⺞ᩏ㧕࠳ࡦࠚࠫޟ
ߣἴኂᓳ⥝ʊᐲ⸳⸘ߣ↢ᵴౣᑪࠍߋࠆ⺖㗴ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙Ყセ⎇ⓥޠ㧔⎇
ⓥઍ⠪㧦ጊਭ⟤ሶ㧕
ᓟេ㧦ࠫࠚࡦ࠳ᴺቇળ


⋡ᰴ

⊓ს⠪ࡊࡠࡈࠖ࡞㧔⊓ს㗅㧕                           ε
ਥᓟេߩ⚵❱ߩ⚫㧔74.㧕                        θ

Σ ඦ೨ߩㇱ                                   㧝
Σ㧙㧝 㐿ળߣᜦ                                㧝
  ၴᧄᥙሶ                                   㧝
  ⁿญ㇌ሶ                                   㧞
Σ㧙㧞 ၮ⺞⻠Ṷ                                 㧠
 㧝㧕᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴࠍℂ⸃ߔࠆߢߩࡐࠗࡦ࠻ߣ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐߢߚ⺖㗴   ޠ㧠
  ᄢේ⟤
㧞㧕ޟἴኂߣ↵ᅚหෳ↹ࠍߋࠆ࿖㓙⊛ầᵹ                  ޠ
   ᳰ↰ᕺሶ
Σ㧙㧟 ႎ๔                                



㧝㧕 ᅏጊᕺ⟤ሶ㧔บᏒ㐳㧕(ࡆ࠺ࠝ)                        
㧞㧕 ዊᨋᷡ⟤㧔ጊᏒᇚੱ࿅ද⼏ળળ㐳㧕                    
㧟㧕 ጊᧄሶ㧔ᐶ⋵┙ᄢቇၞࠤࠕ㐿⊒⎇ⓥᚲᚲ㐳㧛ᢎ㧕          
Σ㧙㧠 ඦ೨ߩㇱߩ⾰⇼ᔕ╵                           



Τ ඦᓟߩㇱ                                  



Τ㧙㧝 ࠻ࠢ



㧝㧕႐߆ࠄ㧦⑳ߪ⸷߃ߚ
  દ⮮ࠛࡒሶ㧔ጤᚻ⋵↵ᅚหෳ↹ࠨࡐ࠲㧕                  
  ቬ

ᕺ⟤ሶ㧔ࠗࠦ࡞ࡀ࠶࠻บ㧕                        

  ዊች߭ࠈߺ㧔ፉ⋵┙ක⑼ᄢቇᕈᏅක≮ࡦ࠲㧕                 
㧞㧕᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߣᅚᕈߩᵴേ
  ⒌ ᅢሶ 㧔,((9㧛ࠫࡖࡄࡦࡈࠔࠗࠕࡈࠔࠗ࠹ࠖࡦࠣ࠙ࠖࡒࡦ࠭ࠢࡉ㧕  
  ᧼ᧄᵗሶ㧔ᣣᧄ㕍ᐕ㙚 ⚿ᇕ⋧⺣ᚲ㧕                       
Τ㧙㧞 ࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦޟᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹                ޠ
 1㧕
ޟἴኂᓳ⥝ߦ߅ߌࠆᐲ⸳⸘ߣ↢ᵴౣᑪࠍߋࠆࠫࠚࡦ࠳⺖㗴ޠጊਭ⟤ሶ    
2㧕ޟᚢᓟᣣᧄဳߩ⚻ᷣ㐿⊒߇ἴኂߦ⣀␠ળࠍߞߚޠᄢᴛ⌀ℂ           
3) ޟᓳ⥝ߦะߌߚ⑼ቇᛛⴚߩࠅᣇ̆ⅣႺ߮ࠫࠚࡦ࠳ߩⷞὐࠍਛᔃߣߒߡ̆ޠ
ᓟ⮮ବᄦ                                  
4) ޟᅚᕈߩᡰេᵴേ߆ࠄᓳ⥝ߦะߌߚឭ⸒┵↰ޠ㊀ሶ               
Τ㧙㧟 ඦᓟߩㇱߩ⾰⇼ᔕ╵                            
Τ㧙㧠 ឭ⸒ߦะߌߡߩ߹ߣ



Τ㧙5



㐽ળߩㄉ ㄞߺࠃሶ

ii

      

⊓ს⠪ࡊࡠࡈࠖ࡞㧔⊓ს㗅㧕

⊝Ꮉḩኼ⟤✚ޣวมળޤ
ᄢቇ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ㧔ᣧⒷ↰ᄢቇ┙ޔᢎᄢቇઁ㧕␠ޕળቇ⎇࠳ࡦࠚࠫޔࠫࡠ࠼࠰ࡔࡁࠬࠛޔⓥࠍኾ㐷
ߣߔࠆޕᣣᧄ␠ળቇℂ⺰ቇળኾ㐷ᆔຬ㧔2006㨪2009㧕ޕㄭ⪺㧦⋧ޟⴕὑߣᕈ⽎̆ࠛࠬࡁࡔ࠰࠼ࡠ
ࠫ߆ࠄߩࠕࡊࡠ࠴⋧ޡޠⴕὑߩ␠ળᔃℂቇޢ㧔2002㧕↵ޟޔᅚหෳ↹╷ߪߤߎߦࠆߩ
߆ޡޠᅚᕈቇޢvol.16㧔2009㧕ޟޔᚑߒㆀߍࠄࠇࠆ߽ߩߣߒߡߩޛᅚ␠̆ޜળቇߩ৻ߟߩᣇ┙ޡޠ
ᢎᄢቇࠫࠚࡦ࠳ࡈࠜࡓᐕႎ╙ޢ㧣ภ㧔2006㧕ޟޔᅚᕈᏅ᠗ᑄᆔຬળᦨ⚳⸃ㆬᛯ⼏ቯᦠ ࠍ
ߋߞߡޡޠቄೀࠢࠪࡘࠕ࠹ࠖޢ46 ภ㧔2010㧕
ᄢᴛ⌀ℂޣඦ೨ߩㇱมળࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޔ㧞ޤ
᧲੩ᄢቇ␠ળ⑼ቇ⎇ⓥᚲᢎޕᣣᧄቇⴚળ⼏ੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળᐙ↱⥄ࡦ࡞ࡌޕ
ᄢቇࡓࡈ࠶ࡏޔᄢቇࠕࠫࠕޔᎿ⑼ᄢቇ㒮ߥߤߢቴຬࠍോࠆ᧲ޕ੩ᄢቇ␠ળ⑼ቇ⎇ⓥᚲోᚲ⊛ࡊࡠࠫ
ࠚࠢ࠻⎇ⓥࠍࠬࡦ࠽ࡃࠟޟ⋥ߔޕ࠳ޠ⒢⺞ᩏળኾ㐷ኅᆔຬળᆔຬ㐳ઍℂޕㄭ⪺㧦Gendering
the Knowledge Economy, Comparative Perspectives, co-edited with Sylvia Walby, Heidi Gottfried, Karin
Gottschall, Palgrave Macmillan㧔2007㧕ޔ
ޡઍᣣᧄߩ↢ᵴ㓚ࠪࠬ࠹ࡓ ᐳᮡߣࠁߊ߃ޢጤᵄᦠᐫ㧔2007㧕ޔ
Social Security in Contemporary Japan, A Comparative Analysis, Routledge/University of Tokyo Series (2011)
ⁿญ㇌ሶޣਥ⠪ᜦޤ
ෳ⼏㒮⼏ຬޔᣣᧄቇⴚળ⼏ੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળᆔຬ㐳ޔరౝ㑑ᐭ․ᜂᒰᄢ⤿㧔ዋሶ
ൻ↵ᅚหෳ↹㧕(2005㨪2006)ޔరァ❗ળ⼏ᣣᧄᐭઍㇱ․ోᮭᄢ㧔ࠫࡘࡀࡉ㧕(2002
㨪2004)ޔరᥓᄢቇᢎ㧔࿖㓙ᴦቇ㧕ޔర↵ᅚหෳ↹ળ⼏⼏ຬޕฃ⾨ᱧ㧦1972 ᐕᢥㇱᄢ⤿⾨ޔ
1989 ᐕศ㊁ㅧ⾨ޔ2003 ᐕࠛࠗࡏࡦᅚᕈᄢ⾨ޕਥߥ⎇ⓥᬺ❣㧦
ޡᚢߣᐔ᧲ޢ੩ᄢቇ ળ㧔1989㧕ޔ
ޡᚢ⇛⊛ᐔᕁ⠨ޢNTT  㧔2004㧕“ޔWomen in Development and Economic Crisis: Gender Security,
Gender Mainstreaming, and Democratization" (99/WLNM/018) APEC Women Leader's Network Meeting,
Wellington, New Zealand, 20-23 June, 1999.
ၴᧄᥙሶޣਥ⠪ᜦޤ
TBS ႎዪ⸥⠪ ߡߒߣ࠲ࠢࠖ࠺ޔ1980 ᐕߢޢࡦࡍࡦࡖࠠ࡞࠹ࡎࡆࡌޡᣣᧄᣂ⡞දળ⾨߶
߆ฃ⾨ޕෳ⼏㒮⼏ຬ㧔1989㨪2001㧕ߣߒߡ↵ޔᅚหෳ↹␠ળၮᧄᴺޔⅣႺၮᧄᴺޔ㧰㨂㒐ᱛᴺఽޔ
┬⾈ᤐ㒐ᱛᴺޔ
NPO ᴺߥߤߩቯߦ㑐ਈޕ
GLOBE(࿖㓙ⅣႺ⼏ຬㅪ⋖)ߩᣣᧄ✚ⵙޔ
⇇✚ⵙޔ
IUCN(
⇇⥄ὼ⼔ㅪว)ࠕࠫࠕၞℂߥࠄ߮ߦળ㐳ޕ1997 ᐕޔUNEP㧔࿖ㅪⅣႺ⸘↹㧕ߩޡⅣႺߦ⽸₂
ߒߚ 25 ੱߩᅚᕈ࠳ߦޢㆬ߫ࠇࠆޕජ⪲⋵⍮㧔2001㨪09㧕ߣߒߡ⋵ޔ᳃ෳടߩ⋵ࠍゲߦ
ᣇ᳃ਥਥ⟵ߩ⏕┙ࠍ⋡ᜰߔޕNPO ┙⋵߿↵ᅚหෳ↹╷ޔ㓚ኂ⠪᧦‛↢ޔᄙ᭽ᕈߜ߫ᚢ⇛ߩ
ቯߥߤߦജࠍᵈߛޕ2004 ᐕߦᕈᏅක≮᥉ߩഞ❣ߦࠃࠅࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇ߆ࠄ࿖㓙ࠕ࠹ࡀ⾨ޕ
ᄢේ⟤ޣၮ⺞⻠Ṷ㧝ޤ
2000 ᐕ᧲ޔ੩ᄢቇᎿቇㇱᧁᎿቇ⑼තᬺޕ2005 ᐕߦ᧲੩ᄢቇࠃࠅඳ჻㧔Ꮏቇ㧕ࠍਈ᧲ޕ੩ᄢቇ↢
↥ᛛⴚ⎇ⓥᚲㇺᏒၮ⋚ోᎿቇ࿖㓙⎇ⓥࡦ࠲ഥᚻഥᢎࠍ⚻ߡޔ2008 ᐕ 4 ߆ࠄಎᢎߦዞછޕ
2008 ᐕ 6 ߆ࠄߪ᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣ ✚ว㒐ἴᖱႎ⎇ⓥࡦ࠲ಎᢎ߽ോߒߡࠆޕኾ㐷
ߪޔㇺᏒ㒐ἴ⸘↹ޔ᳃ߩἴኂᗧ⼂ޔ㒐ἴᢎ⢒ߥߤޕ೨ߩ㒐ἴ⸘↹߿㒐ἴᖱႎߩലᨐ⊛ߥᵴ↪ߦࠃ
ࠅ߈ߴࠆ᧪ޔἴኂⵍኂߩᦨዊൻࠍ⋡ᜰߔ⎇ⓥࠍⴕߞߡࠆޕ
iii

ᳰ↰ᕺሶޣၮ⺞⻠Ṷ㧞ޤ
㕒ጟᄢቇᢎ⢒ቇㇱᢎ␠ޕળℂቇޔධࠕࠫࠕၞ⎇ⓥ߇ኾ㐷ࡘࠪ࠺ࠣࡦࡃޕㄘࠍኻ⽎ߦޔ㐿⊒
ߣࠫࠚࡦ࠳ޔㄘ᳃ߩἴኂኻᔕޔၞ㒐ἴ߳ߩᅚᕈߩෳടߥߤࠍ⎇ⓥޕㄭ⪺㧦 “How Women's
Concerns are Shaped in Community-based Disaster Risk Management in Bangladesh”, Contemporary South
Asia, 17 (1) : 65-78. (British Association for South Asian Studies㧔2009㧕ⷞߩ࠳ࡦࠚࠫޟޔὐࠍขࠅㄟࠎ
ߛἴኂ⣀ᒙᕈߩಽᨆ㧦ࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘߩ߆ࠄޡޠ㕒ጟᄢቇᢎ⢒ቇㇱ⎇ⓥႎ๔ੱᢥ␠ળ⑼ቇ▻ޢ
60㧦1-16㧔2010㧕ޕ
ᅏጊᕺ⟤ሶޣႎ๔㧝ޤ
บᏒ㐳ޕ1975 ᐕߦบᏒ⡯ຬߦណ↪ޔ1993 ᐕ߆ࠄᏒ᳃ዪ↢ᵴᢥൻㇱᅚᕈડ↹⺖㐳ߣߒߡ↵ᅚห
ෳ↹ࠍផㅴޕ2001 ᐕᢎ⢒ዪ↢ᶦቇ⠌ㇱෳ㧔⽷࿅ᴺੱบ߭ߣ߹ߜᵹ⽷࿅ࡔ࠺ࠖࠕ࠹ࠢ㙚㐳㧕
ࠍ⚻ߡޔ2003 ᐕߦᏒ᳃ዪᰴ㐳ޔ2005 ᐕߦบᏒᢎ⢒ᆔຬળᢎ⢒㐳ޔ2007 ᐕߦบᏒᏒ㐳㧔㨪2009
ᐕ 3 㧕
ޕ2009 ᐕ 8 ߆ࠄ⡯ޕ↵ޔᅚหෳ↹ળ⼏⋙ⷞኾ㐷⺞ᩏળᆔຬ߽ോࠆޕ
ዊᨋᷡ⟤ޣႎ๔㧞ޤ
1963 ᐕጊᅚሶᄢቇ⍴ᦼᄢቇㇱኅ⑼㘩‛ᩕ㙃ቇኾතᬺޔ2003 ᐕ㧠ጊᇚੱ࿅ද⼏ળળ㐳ޔ
ᐔᚑ 2003 ᐕ 12 ᣣᧄ࡚ࠢࠪࡦࠗࡦࠬ࠻ࠢ࠲ޔ
2011 ᐕ 5 ፉ⋵ᇚੱ࿅ㅪวળળ㐳ޕ

ጊᧄሶޣႎ๔ 3ޤ
ᐶ⋵┙ᄢቇᢎߚ߹ޕหᄢၞࠤࠕ㐿⊒⎇ⓥᚲޟἴኂߣஜᐽෂᯏ▤ℂߦ㑐ߔࠆ㨃㧴㧻⋴⼔දജࡦ
࠲ޠᚲ㐳ޕᣣᧄቇⴚળ⼏ੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળᆔຬޕ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴᓟޔᣣᧄἴኂ
⋴⼔ቇળ⸳┙(1998)ߦ㑐ࠊࠅޔ⇇ἴኂ⋴⼔ቇળߩ⸳┙ߦ߽㑐ਈ㧔2008㧕ޔหቇળℂ㐳ޕ2005
ᐕࠃࠅหᄢ⋴⼔ቇ⎇ⓥ⑼ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߦ߅ߡޔἴኂ⋴⼔ኾ㗔ၞߩᢎ⢒ࠍ⇇ߦవ㚟ߌߡ㐿ᆎޕ
㕍ᧁሶࠢ࠻ޣมળޤ
㧺㧼㧻ᴺੱో࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળᏱછℂޔశᄢቇ߅ࠃ߮ࡈࠚࠬᅚቇ㒮ᄢቇߦߡ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷޔ࿖┙
ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ቴຬ⎇ⓥຬޕ2000 ᐕ߹ߢ᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊࠩᖱႎᜂᒰଥਥછኾ㐷ຬ⼱ޔᏒ↵ᅚห
ෳ↹ᡰេࡦ࠲ᚲ㐳㧔2001㨪06㧕ޔၯ₹⋵↵ᅚหෳ↹ផㅴࡦ࠲ᬺࠦ࠺ࠖࡀ࠲㧔2006
㨪09㧕㧕ޕ
દ⮮ࠛࡒሶ ࠢ࠻ޣ႐߆ࠄ㧦⑳ߪ⸷߃ߚ 1ޤ
ጤᚻ⋵ችฎᏒ↢߹ࠇޔหᏒޕᣣᧄ㒐ἴᯏ᭴ቯ㒐ἴ჻ޕ2001 ᐕᐲޔጤᚻ⋵↵ᅚหෳ↹ࠨࡐ࠲
㙃ᚑ⻠ᐳୃੌޕ2001 ᐕ㨪2006 ᐕᐲߦห⻠ᐳࠍୃੌߒߚᔒߣߣ߽ߦ↵ޔᅚหෳ↹ߩቇ߮วߣ
ᖱႎ឵ޔၞ߳ߩ⊒ାࠍ⋡⊛ߣߒߚߩߐߓޟળ⚿ࠍޠᚑߩߐߓޕળߢߪޔ2007 ᐕߣ⠉ 2008
ᐕߦ㒐ἴߣᅚᕈࠍ࠹ࡑߦࡈࠜࡓࠍ㐿ޕ
⚂ 28 ᐕߦࠊߚࠅ᳓↥‛ዊᄁᬺߩ⡯႐ߢធቴࠍᜂᒰޕ

ቬ ᕺ⟤ሶ ࠢ࠻ޣ႐߆ࠄ㧦⑳ߪ⸷߃ߚ 2ޤ
․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱࠗࠦ࡞ࡀ࠶࠻บ ઍℂ↵ޕᅚᐔ╬ࠍ࠹ࡑߦᐢߊขࠅ⚵ߣߣ߽ߦޔ
↵ᅚᐔ╬ࠍᩭߣߒߚࡀ࠶࠻ࡢࠢᒻᚑࠍ⋡ᜰߒ⺞ޔ࠽ࡒޔᩏ⎇ⓥߩߤߥࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢޔᵴേࠍ
ⴕߞߡࠆޕบᏒ↵ᅚหෳ↹ផㅴࡦ࠲ ࠛ࡞ࡄࠢบ Ꮢ᳃ᵴേࠬࡍࠬߩ▤ℂㆇ༡ࠍ
ᜂᒰޕ2008 ᐕޔบᏒౝዬߩᅚᕈ╬ࠍኻ⽎ߦޟἴኂᤨߦ߅ߌࠆᅚᕈߩ࠾࠭⺞ᩏࠍޠታᣉߒޔ
ޟᅚ
ᕈߩⷞὐ߆ࠄߺࠆ㒐ἴἴኂᓳ⥝ߦ㑐ߔࠆឭ⸒ޕߚߣ߹ࠍޠ2010 ᐕ 4 ࠃࠅޔਛᄩ㒐ἴળ⼏ᣇ
ㇺᏒ╬ߦ߅ߌࠆ㔡㒐ἴߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆኾ㐷⺞ᩏળᆔຬࠍോࠆޕ࿁ߩ㔡ἴ⊒↢ߦ㧔⽷㧕ߖ
ࠎߛ↵ᅚหෳ↹⽷࿅ߣදജߒޔ
ߜ┙ࠍޠ࠻࠶ࡀߊߚࠎߖޟߍⵍޔἴᅚᕈߩ࠾࠭ࠍជࠅߎߒᡰ
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េᵴേࠍⴕߞߡࠆޔߚ߹ޕㆱ㔍ᚲߩ߅⥰⸰ࠍⴕޔᅚᕈߚߜߩ⁁ᛠីߦദߡࠆޕ
ዊች߭ࠈߺ ࠢ࠻ޣ႐߆ࠄ㧦⑳ߪ⸷߃ߚ 3ޤ
ፉ⋵┙ක⑼ᄢቇ㒝ዻ∛㒮ᕈᏅක≮ࡦ࠲ㇱ㐳ޕፉ⋵ᅚᕈකᏧᡰេࡦ࠲㐳 ፉ⋵┙ක⑼ᄢ
ቇ㒝ዻ∛㒮ᢎ㧔කቇㇱಎᢎ㧕ޕኾ㐷ߪ↥ᇚੱ⑼↢ޔᱺౝಽᴲࠗࡌޕක⑼ᄢቇ⇐ቇᓟޔፉ⋵
┙ක⑼ᄢቇߦൕോޔߪᕈᏅකቇ߆ࠄߺߚᅚᕈක≮ஜᐽᡰេߦᓥߒߡࠆޕၮ␆⎇ⓥߩઍ⊛
ߥ⺰ᢥߪ“ޔIn situ localization of messenger ribonucleic acid for an oviduct specific glycoprotein during
various conditions in the golden hamster,” Biol Reprod 5 (1996)㧚 “Partially redundant functions of SRC-1
and TIF2 in postnatal survival and male reproduction,” Proc Natl Acad Sci USA 101 (2004)㧚
⒌ᅢሶ᧲ ࠢ࠻ޣᣣᧄᄢ㔡ἴߣᅚᕈߩᵴേ㧝ޤ
㒐ἴࠕ࠼ࡃࠗࠩ㓸࿅ޟ㒐ἴߩ⒳߹߈ᧄ⥩ޠᐫਥޔ೨ౝ㑑ᐭ㒐ἴߣࡏࡦ࠹ࠖࠕᬌ⸛ળᆔຬޔቛ㒐
Ἣ㒐ἴ⎇ⓥળޠᐙ␠ޔળ⽸₂ቇળℂޔరᮮᵿᏒ⡯ຬࠅߊߠߜ߹ߩޕᜂᒰ⺖㐳ޕᶖ㒐ዪᶖ㒐
⋙ޔᮮᵿᏒޟޔޠ᧦ࠅߊߠߜ߹ߩޟᮮᵿᏒၞ㒐ἴ⸘↹ዪ✬ࠍޠᚲ▤ޕද߮↵ᅚห
ෳ↹ߩⷞὐࠍᤋޕᶖ㒐ᬺോߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄ✭߿߆ߥࡀ࠶࠻ࡢࠢ JFFW㧔ࠫࡖࡄ
ࡦࡈࠔࠗࡗࡈࠔࠗ࠹ࡦࠣ ࠙ࠗࡒࡦ࠭ ࠢࡉ㧕ࠍഃ⸳ޕ2005 ᐕߦ✚ോ⋭ᶖ㒐ᐡ✚ോ⺖㐳ㅢ⍮ߦ
ࠃࠅ₪ᓧࡠ࠹࡛ࠢࡘ࠾ޕἴኂᤨޔFDNY ᡰេࠍⴕ߁ޕ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴᡰេߩᢎ⸠߆ࠄⴕޔ
ડᬺᏒ᳃߇දߢⵍἴᡰេࠍዷ㐿ߔࠆޟᮮᵿἴኂࡏࡦ࠹ࠖࠕࡃࠬߩળޠഃ⸳ޕਛ㔡ޔਃ᧦
Ꮢ᳓ኂޔጤᚻችၔౝ㒽㔡ߢߪߦߜߩޔነࠅᷝ߁ⵍἴᡰេޕޔ᭽ߥޘ࿅ߣදߒⵍޟޔ
ἴߩሶߤ߽ࠍᡰេߔࠆᄹᎹᏒ᳃ߩળ᧲ߡߒߣޠᣣᧄᄢ㔡ἴ᳇ᴧᡰេᵴേࠍዷ㐿ਛޕᎿቇ㒮ᄢቇ
ߣߦޔᣂኋ㚞ญ৻Ꮺߩᷫἴࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦข⚵ᦠ⪺ޕ㧔⪺㧕 ߾߈ߥࠄ߿ࠅ߬ߞ߿ޡ⠴㔡
ࡈࠜࡓ⚻ޢᷣ⺞ᩏળ(2006㧕ޕઁޔ
᧼ᧄᵗሶ᧲ ࠢ࠻ޣᣣᧄᄢ㔡ἴߣᅚᕈߩᵴേ㧞ޤ
⨙ၔ⋵ᣣ┙Ꮢ↢߹ࠇޕ1969 ᐕޔᣣᧄ㕍ᐕ࿅ද⼏ળ߳ൕോޕോዪຬߣߒߡ㕍ᐕ࿅ᵴേߦᓥోޕ࿖ฦ
ߩ⧯⠪㗴ߦ㑐ࠊࠆޕ1980 ᐕޔᣣᧄ㕍ᐕ㙚ᬺߩ৻ߟߣߒߡ⚿ᇕ⋧⺣ᚲ⸳┙ߣหᤨߦኾછߣߥࠆޕ
1984 ᐕ⚿ޔᇕ⋧⺣ᚲᚲ㐳ߣߥࠆޕ2008 ᐕ⚿ޔᇕ⋧⺣ᚲ㐳ࠍㅌછޟޔኾ㐷⋧⺣ຬ⚿ߡߒߣޠᇕ⋧⺣
ᬺߦ㑐ࠊࠆ⋵ޕᏒ↸ᅚᕈ࿅ㄘᬺ࿅ഭ⚵ว㕍ᐕ࿅ߥߤߢޟၞ⧯⠪ኅᣖᅚ
ᕈ⚿ᇕ⻠ߦࡑ࠹ࠍޠṶޟޔળ߿ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦޔࡊ࠶࡚ࠪࠢࡢߩޠ㑐ㅪᬺߩડ↹߿
ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ࠍߟߣࠆᦠ⪺ޕ㧦⧎ޡᇣቇᩞɆ↵ߦߥࠆߚߩ 10 ┨)⪺(ޢਃ⋭ၴ㧔1990㧕ޔ
ޡㅊߞߡㅊࠊࠇߡ⚿ᇕតߒޢᣂᣣᧄ ␠㧔2005㧕ޕઁޔ
ේ߭ࠈሶࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޣมળޤ
ၔ࿖㓙ᄢቇቴຬᢎߩ⨥߅ޔ᳓ᅚሶᄢቇฬᢎޕᅚᕈߣஜᐽࡀ࠶࠻ࡢࠢઍ ޔJAWW㧔ᣣ
ᧄᅚᕈ⋙ⷞᯏ᭴㧕㘈ޔAPWW㧔Asia Pacific Women's Watch) ࠕ࠼ࡧࠔࠗࠩࠕࠫࠕޔᅚᕈᵹ⎇
ⓥࡈࠜࡓ㘈ޔᣣᧄቇⴚળ⼏ੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળᆔຬޕరౝ㑑ᐭ↵ᅚหෳ↹ળ
⼏⼏ຬߩߘߣࡦࠕࠖ࠺ࡦࠗࠕࡋޡᦠ⪺ޕ⇇ޢᐔಠ␠㧔1989㧕ޡޔሶߤ߽ߩᢥൻੱ㘃ቇޢ᥏ᢥ␠
㧔1979 એ᧪⛯ೀਛ㧕↵ޡޔᅚหෳ↹ߣ↵ᕈ↵ఽߩᓎഀޢ㧔ㄭᳯ⟤ፉᵤ⟤ሶߣߩ✬⪺㧕
⍹ᦠᐫ㧔2007㧕ߥߤޕ
ጊਭ⟤ሶࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޣ㧝ޤ
㑐ቇ㒮ᄢቇἴኂᓳ⥝ᐲ⎇ⓥᚲ⎇ⓥຬޔNPO ᴺੱᚭ߹ߜߠߊࠅ⎇ⓥᚲℂ㐳ޕᚭቇ㒮ᄢቇ
ቴຬᢎޔ㑐ቇ㒮ᄢቇಎᢎ╬ࠍ⚻ߡ⡯ޕኾ㐷ߪኅᣖ␠ળቇޔ࿖ኅ⺰ࠗࡢࡂޕᄢቇ␠ળቇ⑼
තᬺޔᚭᄢቇᄢቇ㒮✚วੱ㑆⑼ቇ⎇ⓥ⑼ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟නขᓧㅌቇޕ2010 ᐕࠃࠅ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄
v

ࠍฃߌ⎇ⓥઍ⠪ߣߒߡ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥ⠪ߣߣ߽ߦᣣᧄ㖧࿖บḧ☨࿖ߦ߅ߡߣ࠳ࡦࠚࠫޟἴ
ኂᓳ⥝̆ᐲ⸳⸘ߣ↢ᵴౣᑪࠍߋࠆ⺖㗴ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙Ყセ⎇ⓥ⺞ߩޠᩏࠍㅴࠆޕਥⷐ⺰ᢥ㧦
ࠚࠫޟ
ࡦ࠳ߩⷞὐ߆ࠄ㒐ἴἴኂᓳ⥝ࠍ⠨߃ࠆ̆↵ᅚหෳ↹␠ળߩၞ㒐ἴ⸘↹ޠ
ޡἴኂᓳ⥝⎇ⓥޢ1 ภ
㧔2009㧕
ޔ
ޟInstitutional Design of Individual Units and Family Units on Disaster Victim Directory in Japanޠ
ޡἴ
ኂᓳ⥝⎇ⓥޢ3 ภ㧔2011㧕6 ⊒ⴕ੍ቯ╬ޔ
ᓟ⮮ବᄦ ࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޣ3ޤ
ᣣᧄቇⴚળ⼏ળຬ╙ਃㇱㇱ㐳ੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળᆔຬ㐳ޕฬฎደᄢቇᎿቇ⎇
ⓥ⑼ඳ჻⺖⒟ୃੌޔฬฎደᄢቇᎿቇ⎇ⓥ⑼ᢎޔᎿቇ⎇ⓥ⑼㐳ޔ✚㐳╬ࠍ⚻ߡޔਛㇱᄢቇቇ
㐳ޕᔕ↪‛ℂቇળળ㐳ᤨ߆ࠄ↵ᅚหෳ↹ᵴേߦ߽㑐ਈޕኾ㐷ߪశ㊂ሶᎿቇ⺰ޕᢥ╬㧦“Insight into
sticking of radicals on surfaces for smart plasma nano-processing”, Applied Surface Science, 253 (2007) 6657;
“Ultrafast all optical switching using pulse trapping in birefringent fibers”, OPTICS EXPRESS, 13 (2005) 8128.
↰┵㊀ሶ ࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޣ4ޤ
1944 ᐕ↢߹ࠇޕ1993 ᐕࡈࠚࡒ࠾ࠬ࠻ࠞ࠙ࡦࡦࠣ⎇ⓥㅪ⛊ળ㧔 NPO ᴺੱᣣᧄࡈࠚࡒ࠾ࠬ࠻ࠞ
࠙ࡦࡦࠣቇળ㧕ߩ⸳┙ߦ߆߆ࠊࠅޔㆇ༡ᆔຬ߮ℂߣߒߡෳ↹ޔߦ⥋ࠆޕ1955 ᐕർ੩ળ⼏ޔ
2000 ᐕ࿖ㅪᅚᕈળ⼏㧔࠾ࡘ࡛ࠢ㧕ෳട߆߅ࠅ߽ޕᅚᕈࡦ࠲ᑪ⸳ޔDV ᴺ߮╙ 1 ᰴ╙ 2 ᰴ
ᡷᱜ╬ߦ߆߆ࠊࠆޕNPO ᴺੱෳ↹ࡊࡦ࠾ࡦࠣࠊߡ⸳┙ߦ߆߆ࠊࠅ߆߅ࠅ߽ޔᅚᕈࡦ࠲ᜰ
ቯ▤ℂࠍฃ⸤▤ޔℂㆇ༡ߦߚࠅߦ⥋ࠆޕNPO ᴺੱෳ↹ࡊࡦ࠾ࡦࠣࠊߡℂ㐳
ോዪ㐳߆߅ࠅ߽ޔᅚᕈࡦ࠲ ࡦ࠲㐳ޔౝ㑑ᐭޟ㈩⠪߆ࠄߩജⵍኂ⠪ࠕ࠼ࡃࠗࠩᵷ㆜
ᬺ⋓ޔࠩࠗࡃ࠼ࠕޠጟᏒߩฦ⒳ᆔຬࠍฬᦠ⪺ޕ㧦
᧼ ߥࠎ߅ޡᯅߦ↢߈ߡ̆↢ᵴผ̆ޢ
㧔⪺㧕ࠪ
ࡖࠝ㧔1990㧕
ޔ
ޡᅚߚߜ߇ᅚᕈࡦ࠲ߩㆇ༡ߦਸ਼ࠅߒߚ㧍 )⪺(ޢNPO ᴺੱ࡙࠶ࠢ⥢㧔2006㧕
ޕ
ㄞߺࠃሶޣ㐽ળߩㄉޤ
᧲ർᄢቇᄢቇ㒮ᴺቇ⎇ⓥ⑼ᢎޕᣣᧄቇⴚળ⼏ળຬޕኾߪޔᙗᴺቇᲧセᙗᴺቇࠫࠚࡦ࠳ᴺቇޕ
ᴺቇඳ჻࠳ࡦࠚࠫޕᴺቇળℂ㐳ޔౝ㑑ᐭ↵ᅚหෳ↹ળ⼏⼏ຬ࡞ࡃࡠࠣޕCOEᤨ࡞ࡃࡠࠣޟ
ઍߩ↵ᅚหෳ↹ߣᄙᢥൻ↢ޠὐ࠳ޕㄭ⪺㧦ޡᙗᴺߣࠫࠚࡦ࠳ޢ㑑㧔2009㧕㧔╙㧞
࿁ᤘᅚሶᄢቇᅚᕈᢥൻ┨ฃ⾨㧕ߣ࠳ࡦࠚࠫޡޔᴺ㨇╙ੑ 㨉ޢਇ⏴ᦠᚱ㧔2010㧕ޡޔოࠍ߃ࠆޢ
ࠫࠚࡦ࠳␠ળ⑼ቇߩน⢻ᕈ╙3Ꮞ㧔ㄞ✬㧕ጤᵄᦠᐫ㧔2011㧕ޡޔᙗᴺ߆ࠄ⇇ࠍ⸻ࠆ̆ੱᮭ
ᐔࠫࠚࡦ࠳̆㨇⻠Ṷ㍳㨉ޢᴺᓞᢥൻ␠㧔2011㧕ޡޔᲧセᙗᴺ㧔ᣂ 㧕ޢጤᵄᦠᐫ㧔2011㧕ޔGender
Equality in Asia㧦policies and political participation㧘Eds.㧘Tohoku University Press㧔2011㧕ޕ

ਥᓟេߩ⚵❱ߩ⚫㧔URL㧕

ᣣᧄቇⴚળ⼏ http://www.scj.go.jp/
ޟἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ 6.11 ࠪࡦࡐޠታⴕᆔຬળ㧦ࠊ߇࿖ߩἴኂᓳ⥝╷߇↵ᅚหෳ↹ߩⷞ
ὐ߆ࠄ┙᩺ታᣉߐࠇࠆߎߣࠍ㗿ⴕޔേߔࠆ࿅ߣੱ߆ࠄߥࠆᆔຬળޕ6  10 ᣣޔ࿅
129ੱ 87 ฬޕ8  15 ᣣޔ࿅ 133ੱ 107 ฬޕ
㧔ታⴕᆔຬળߩ⿰ᗧᦠડ↹ᦠ߅ࠃ߮
ࡔࡦࡃࠬ࠻ߪᧄޔႎ๔ᦠ⾗ᢱ✬ߦ㍳㧕 
᧲ർᄢቇ GCOEᤨ࡞ࡃࡠࠣޟઍߩ↵ᅚหෳ↹ߣᄙᢥൻ↢ޠhttp://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/
ᐔᚑ 22㨪24 ᐕᐲ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ၮ⋚⎇ⓥ㧔㧮㧕
㧔ᶏᄖቇⴚ⺞ᩏ㧕
ߣ࠳ࡦࠚࠫޟἴኂᓳ⥝̆ᐲ⸳
⸘ߣ↢ᵴౣᑪࠍߋࠆ⺖㗴ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙Ყセ⎇ⓥޠhttp://www.genderdisaster.net/
ࠫࠚࡦ࠳ᴺቇળ http://wwwsoc.nii.ac.jp/genderlaw/
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ἴኂ႐ߩႎࠍ⛯ߌ߹ߒߚߩࠅ߹ޕᖤᗌߐ

ࡐࠫ࠙ࡓߩ↳ߒㄟߺ⁁ᴫߪ⚻ߏޔ㛎ᦨ߽ᄙߣ

ߦᔃ∩ߺ߹ߒߚ߇ߦ․ޔ᳇ߦߥߞߚߩ߇ㆱ㔍ᚲߢ

߁ߎߣߢߩࡑ࠹ߩߎޔ㊀ⷐᕈࠍ‛⺆ࠆ߽ߩߣޔ

߁ߕߊ߹ߞߡࠆ㜞㦂⠪߿ᐜఽࠍㅪࠇߚᲣⷫޔ

ᬺ࠴ࡓ৻หޔᗧࠍᒝߊߒߡࠆߣߎࠈߢߔޕ

ߘߒߡ∛ੱ߿㓚ኂ⠪ߩᆫߢߒߚޕ
ᅚᕈߚߜ߇᭽ߥޘᒻߢ࿎㔍ߦ⋥㕙ߒߡ߹ߔޕ

ⵍἴߩᣇࠍޘ߹ߒߡ㆙ᣇ߆ࠄ߅ߒߩᣇ߽
ᄙߊޔᷓߊᗵ⻢↳ߒߍ߹ߔޕ

ߒ߆ߒ᧲ߪࠇߎޔᣣᧄᄢ㔡ἴߦᆎ߹ߞߚߎߣߢߪ

 ↳ߒㆃࠇ߹ߒߚ⊝ޕᎹḩኼ⟤ߣ↳ߒ߹ߔޕ㕖Ᏹ

ࠅ߹ߖࠎޕ

ൕ⻠Ꮷߣߒߡᄢቇߢᢎ߃ߡ߅ࠅ߹ߔᧄޕᣣߩ✚ว

1995 ᐕߩ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩߣ߈ߦ߽หߓࠃ߁

มળࠍോߐߖߡߚߛ߈߹ߔߩߢ߅ߊߒࠈࠃޔ

ߦᅚᕈߚߜ߇࿎㔍ߦㆣㆄߒޔᄢ߈ߥ㗴ߦߥࠅ߹

㗿↳ߒߍ߹ߔޕ

ߒߚޟޕᅚᕈߩ߅ᐕነࠅ߇ᦨ߽ᄙߊߊߥࠄࠇߚޠ

 㐳ᤨ㑆ߩࡊࡠࠣࡓߣߥࠅ߹ߔ߇⊝ޔ᭽ߣߣ߽

ߎߣߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦޔᅚᕈߪ᭽ߥޘᏅߦ⋥㕙

ߦᗧ⟵ߥ႐ࠍߟߊߞߡ߹ࠅߚߣᕁ߹ߔޕ

ߒޟޔ㔡ߩំࠇߪᐔ╬ߦ߈ߚߣߒߡ߽⚿ޔᨐߪ

ߏදജࠍࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޕ

ᐔ╬ߢߪߥ߆ߞߚ(ޠᅚߚߜ߇⺆ࠆ㒋ᄢ㔡ἴ

 ᣣᧄቇⴚળ⼏ਥߣߥߞߡࠆߎߩࠪࡦࡐࠫ࠙

1996)ߣޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴࠍ⚻㛎ߒߚᄙߊߩᅚᕈ

ࡓߪޔታ⾰⊛ߦߪߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩߎޔታⴕᆔຬ

ߚߜ߇⸷߃߹ߒߚޕ

ળߣᣣᧄቇⴚળ⼏ߩੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳

ߒ߆ߒޔᣂẟ⋵ਛ㔡ߩߣ߈ߦߚ߹ޔหߓ

ᆔຬળߣߩਥߢߏߑ߹ߔ᧲ޔࠄ߆ࠇߘޕർᄢ

㗴߇߈߹ߒߚޕᅚᕈ߇ᄢᄌߦਇଢࠍᒝࠄࠇޔ

ቇ㧳㧯㧻㧱ࡊࡠࠣࡓᤨ࡞ࡃࡠࠣޟઍߩ↵ᅚ

ࠆߪ߽ߞߣㄆߎߣߦࠢࡂ߿ᅚᕈߦኻߒ

หෳ↹ߣᄙᢥൻ↢⑼ޔޠቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ၮ⋚⎇

ߡߩജ߇ࠆߣޔႎ๔ߐࠇ߹ߒߚޕᒰᤨ߇⑳ޔ

ⓥ㧔㧮㧕
ߣ࠳ࡦࠚࠫޟἴኂᓳ⥝ߩޠ߮ࠃ߅ޔ

⍮ࠍߒߡߚජ⪲⋵߆ࠄ߽ᅚᕈ⼊ኤቭ 10 ੱࠍ

ࠫࠚࡦ࠳ᴺቇળ߆ࠄߏᓟេࠍߚߛߡ߅ࠅ߹

ᣂẟ⋵߳ᡰេߦㅍߞߚߩߢߔ߇ޔ႐ߢߪޟᅚᕈ

ߔޔߪߢࠇߘޕਥ⠪ࠍઍߒߡၴᧄᥙሶታⴕᆔ

ߚߜߩࡊࠗࡃࠪ߇ࠄࠇߡߥ߆ߞߚޔޠ
ⵍޟ

ຬ㐳ޔⁿญ㇌ሶᆔຬ㐳߆ࠄߏᜦ↳ߒߍ߹ߔޕ

ἴߒߚᅚᕈߚߜ߆ࠄᅚᕈߦߒ߆ߢ߈ߥ⋧⺣ࠍฃ

ࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޕ

ߌߚޔߣޠᏫߞߡ߈ߡ߆ࠄႎ๔ࠍฃߌ߹ߒߚޕ
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 ߘ߁ߒߚਛߢޔ2005 ᐕߦߪ㒐ἴ⸘↹ߩਛߦޔᅚ

ߪ 7㧑ߢޔᅚᕈߩᵴേⅣႺ߽ᢛߞߡ߹ߖࠎߢߒ

ᕈߩෳ↹↵ޔᅚᣇߩⷞὐߩ㊀ⷐᕈ߇⏕ߦᦠ߈

ߚޕ

ㄟ߹ࠇ߹ߒߚ╙ޔߚ߹ޕ㧞ᰴ↵ᅚหෳ↹⸘↹ߩ

࿁ߩᄢἴኂߢߪ↢ߚߒ߁ߘޔᵴⷞὐߩᰳᅤߦ

ਛߦ߽㒐ἴߩ㗴߇⋓ࠅㄟ߹ࠇޔᐕ㧔2010 ᐕ㧕

ࠃࠆ␠ળ⊛ᱡߺ߇㓸⚂⊛ߦ㗼ൻߒ߹ߒߚߚ߹ޕ

12 ߦ⊒ߐࠇߚ╙㧟ᰴ↵ᅚหෳ↹⸘↹ߢߪޔ

߽߿ⵍἴߩᅚᕈߚߜߪᚒᘟࠍᒝࠄࠇߡ߹ߔޕ

╙ 14 ಽ㊁ߣߒߡޟၞޔ㒐ἴⅣႺߘߩઁߩಽ㊁

ߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ႐ߩಾታߥⷐ᳞߿⸷߃ߪ࿖ߦޔ

ߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ߩផㅴ߇ޠ㊀ⷐ⺖㗴ߩ৻ߟ

ਛᄩߩᜂᒰ⠪ߦߥ߆ߥ߆ዯ߈߹ߖࠎోޕ࿖ߩᅚᕈ

ߣߒߡ⟎ߠߌࠄࠇ߹ߒߚ᧲ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦޕ

ߚߜߪߘߩߎߣߦෂᯏᗵࠍᛴ߈ޔἴኂ߆ࠄ㧟߆

ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏(એਅޔᓳ⥝᭴ᗐળ⼏)߇

⋡ߦᒰߚࠆᣣޔ6  11 ᣣߦޟἴኂߣᓳ⥝ߣ↵ᅚ

⸳⟎ߐࠇࠆߣߩߘޔᆔຬ 15 ੱߩ߁ߜᅚᕈߪߚߞߚ

หෳ↹ 611 ࠪࡦࡐޠ
ࠍ㐿ߊߎߣࠍ߹ߒߚޕ

㧝ੱߢߒߚޕ߆߁ࠂߒߢߩߢࠇߎޔࠎߐ⊝ޕ

ታⴕᆔຬળߦߪർᶏ߆ࠄᴒ✽߹ߢޔ47 ㇺᐭ⋵

ߣޠߛޟⁿญߐࠎ߇߅ߞߒ߾ߞߡ߹ߔ㧔╉㧕ޕ

߆ࠄᅚᕈ࿅߿ੱ߇ෳടߒߡ߹ߔ㧔ᜉᚻ㧕ޕ

 ⚻ᷣߦゲ⿷ࠍ⟎ߚᓳ⥝⸘↹߇↵ᕈਥዉߢߤࠎ



ߤࠎㅴࠎߢ߹ߔޕ20 ♿߇⚻ᷣਛᔃߩᤨઍߛߣ

ⁿญ㇌ሶ  

ߔࠇ߫ޔ21 ♿ߪੱߩ↢ᵴ㊀ⷞੱޔ㑆ߩో

 ᧄᣣߪࠅ߇ߣ߁ߏߑ

㓚߇ਥᵹߦߥࠆᤨઍߣ⸒ࠊࠇߡ߹ߔޕㇺᏒ⸘↹

߹ߔޕᣣᧄቇⴚળ⼏╙

ࠍᦨఝవߒޔ
ޟၞߠߊࠅޔߊߥߪߢߩࠆߊߊߢޠ

㧝ㇱળຬޔᴦቇߩⁿญ

ⵍἴ⠪৻ੱ߭ߣࠅߩ↢ᵴߩᓳ⥝ࠍ⋡ᜰߔߴ߈ߢ

㇌ሶߢߏߑ߹ߔޕᣣᧄ

ࠅޔޔஜᐽޔᢎ⢒ޔⅣႺߥߤߩⷞὐࠍ〯߹߃

ቇⴚળ⼏ߩ⺖㗴ᆔຬળ

ߚᓳ⥝⸘↹ࠍ┙ߡࠆߴ߈ߢߔ↢ߪߦߚߩߘޕᵴ

ߢࠆੱ㑆ߩో㓚ߣ

ߩ႐ߦㄭᅚᕈߩෳ↹ߣ↵ޟᅚหෳ↹ⷞߩޠὐ

ࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળߩᆔຬ㐳ࠍോߡ߅ࠅޔᄢ

߇㊀ⷐߢߔⵍߦ․ޕἴߢߪ↢ᵴᓳ⥝ࠍఝవߒޔ

ᴛ⌀ℂవ↢ߣߣ߽ߦߩߎޔᆔຬળߩផㅴࠍ৻↢ 

ߘࠇࠍᩭߣߒߡࠅߦߩߘޔၞߩ↢ᵴታᘒߦ

߿ߞߡ߹ࠅ߹ߒߚᧄޕᣣߪၴᧄవ↢߇ߎߩࠪ

วߞߚᑪ‛ࠍ┙ߡ߫ࠇߔࠍޠࠅߊߠߜ߹ޟޔ

ࡦࡐࠫ࠙ࡓߩታⴕᆔຬ㐳ࠍോߡߊߛߐ߹ߒߡޔ

ߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕ

ߏ৻✜ߦߎ߁ߒߡડ↹ߐߖߡߚߛ߈߹ߔߎߣࠍ

 ජ⪲⋵ߩ⍮ᤨઍߦ⑳ߪోޔ࿖⍮ળߢޟᅚᕈ

ᧄᒰߦࠅ߇ߚߣᕁ߹ߔ᧲ޕർᄢቇߢߪㄞ

ၞ᳃߆ࠄߺߚ㒐ἴᣉ╷ߩࠅᣇ⺞ᩏ̆㒐ἴಽ

వ↢ߪߓ㑐ଥߩవ↢ᣇ߇ᾲᔃߦޔ21 ♿㧯㧻㧱

㊁ߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ߩข⚵ߦߟߡޠ㧔2009

߆ࠄ㧳㧯㧻㧱ߣߩߘߣ࠳ࡦࠚࠫޔᓎഀߦߟߡ

ᐕ㧕ࠍ 47 ㇺᐭ⋵ోޔ࿖ߩᏒ↸ࠍኻ⽎ߦⴕ߹

⎇ⓥߒߡ߅ࠄࠇ߹ߔߩߢߩߘޔജ߽ᓧߡߚ߹ޔጊ

ߒߚ⚿ޕᨐࠍߡ㛳ߚߩߪޔ㒐ἴળ⼏ߥߤᗧᕁ

ਭ⟤ሶవ↢ߩ⑼⎇⾌ߩ⎇ⓥ߆ࠄ߽ߢߎߎޔᚑᨐ

ቯߩ႐ߦᅚᕈߩෳ↹߇ᭂ┵ߦዋߥߎߣߢߔޕ

ࠍቇ߫ߖߡߚߛߌࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ

ߒ߆߽ޔㆱ㔍ᚲߩ⫾ຠࠍᅚᕈߩ⊒᩺ߢㆬࠎߢ

 ߎߩߚ߮ߩߔߴߡߩ‶†ߣߥࠄࠇ߹ߒߚᣇߩޘ

ࠆㇺᐭ⋵ߪޔජ⪲⋵ࠍᒰᤨߪࡠߢߒߚޕ

ߏࠍ߅ࠅ↳ߒߍⵍޔἴ⠪ߢࠆߔߴߡߩ

ᅚᕈ߿㜞㦂⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚ㒐ἴജߩᒝൻ߇ⴕࠊࠇ

ᣇߒ↳⥰߅ߦޘߍߚߊᕁ߹ߔᧄޕᒰߦജ

ߡߥ⁁ᴫ߽ࠄ߆ߦߥࠅ߹ߒߚޕᅧ↥ᇚ߿

ࠍ⚿㓸ߒߡ࿁ᓳޔర᳇ࠍขࠅᚯߒߡᓳ⥝ߦะ߆

ᐜఽࠍᜬߞߚᅚᕈߩߚߩ⻠⠌ળ߿㒐ἴ⸠✵ࠍⴕ

ߚߣ߁ߣߎࠈߢߔߩߘޕਛߢޔᅚᕈߩⷞὐߣ

ߥߞߡࠆ⥄ᴦߪࠊߕ߆ 2.5㧑ޔ㓚ኂ⠪ߦߟߡ

߁ߎߣࠍ㊀ⷞߒߚޕ
 ⑳ߪೋઍߩኾછߩ↵ᅚหෳ↹ᜂᒰᄢ⤿ࠍോ
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߹ߒߡޔ2005 ᐕߢߒߚߩߢ╙ޔ㧞ᰴၮᧄ⸘↹ࠍ

ᕈߣ࠺ࠖࠩࠬ࠲㧔disaster㧕ߩߎߣߢᵈᗧߒߡ⠨

╷ቯߔࠆ┙႐ߣߥࠅ߹ߒߚ߹ޔߦ߈ߣߩߘޕၴ

߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣ߇ᄙߣᕁ߹ߔޔߚ߹ޕ

ᧄవ↢߇߅ߞߒ߾ߞߡߊߛߐ߹ߒߚ߇ޔೋߡ

㜞㦂ᅚᕈߩⵍኂ߇㕖Ᏹߦᄙ߆ߞߚߩߢࠍࠇߎޔ㒐

╙ 12 ಽ㊁ߦ․╩ߒߡߦ․ߢߎߘޔᅚᕈߩᐙㇱ

ߋᣇᴺࠍ߹ߚ․ߦ⠨߃ߥߌࠇ߫ߌ߹ߖࠎޕ

↪߇ᦸ߹ࠇࠆߣ߁ಽ㊁ߣߒߡ⑼ޔቇᛛⴚޔ㒐ἴ

 ߘࠇ߆ࠄ߈↢ޔᑧ߮ߚሶߤ߽ߚߜߦ․ޔᅚߩሶ

㑐ଥⷰޔߒߎ߅ߜ߹ޔశޔⅣႺߦߟߡᦠ߈ࠇ

ߚߜࠆࠁࠄࠎࠈߜ߽ޕജ߆ࠄߪቢోߦࠄࠇ

ߚߎߣࠍᕁߒ߹ߔޕ㧟ᰴ⸘↹ߦ߅ߡߪߐޔ

ߡⷙߥߡߟ߆ޔᮨߩ⇇߆ࠄߩᡰេ߇⥄ಽߩޔ

ࠄߦ৻ጀߒߊᦠ߈ㄟߎߣ߇ߢ߈ߚޕዪ㐳߇

㓸⪭ߦዯߚࠊߌߢߔޔࠄ߆ߔߢޕ⇇ߦะ߆ߞ

ࠄߞߒ߾߹ߔߌࠇߤ߽ᧄޔᒰߦࠅ߇ߚߎߣ

ߡ߆᳞ߡᚑ㐳ߔࠆࠃ߁ߦߣ߁ߎߣࠍᕁ߹

ߣᕁ߹ߔޕᴺᓞ߽ߘ߁ߢߔ߇ޔᴺߩ♖߇ߞ

ߔ ߪ⑳ޕFacebook ߢޔᣣᧄߦኻߒߡ⇇߇ߢ߈

ߡޔᴺᓞ߇ߞߡ߽ߩߘޔᴺߩ␠ળቇߣ߁ߎߣ

ࠆߎߣߣߞߡߩߎޔሶߚߜ߇ᢙᐕᓟߩߘޔ࿖ߦ

߇߁߹ߊ߆ߥߣߩߘޔലᨐ߇ߥߣ߁ߎߣ

⇐ቇߒߚߣᕁߞߚࠄᒁ߈ฃߌߡߊߛߐߣ߁

ߦߥࠅ߹ߔߩߢޔၮᧄᴺ߇ߞߡ࿖ߪၮᧄ⸘↹ࠍ

ߎߣࠍᦠߚࠄߦޢ࠭ࡓࠗ࠲࡛ࠢࡘ࠾ޡޔ

┙ߡޔ㗄⋡ߏߣߦ੍▚ࠍߟߌࠆߣ߁ߎߣࠍ߿ߞ

タߞߡޔએ᧪ߚߊߐࠎߩⷐᦸ߇᧪ߡ߹ߔޕᱜᑼ

ߡࠆߌࠇߤ߽ᧄޔᒰߦߘߎࠍߐࠄߦ㊀ⷞߒߡ

ߦߪࠝࠬ࠻ࠕ߆ࠄⵍޔἴりߩሶߤ߽ߚ

ߚߛ߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔޕ

ߜࠍఝవߒߡࠍ↪⾌ߩߡߴߔޔឭଏߒߡ⇐ቇߐߖ

 ⑳ߪޔᐞߟ߆ࠫࠚࡦ࠳ߣἴኂߦߟߡ⠨߃ࠆ

ࠆߣ߆ࠎࠆߡ᧪ࠎߐߊߚࠄ߆ࠈߎߣࠆࠁࠄޔ

ߣߎࠈ߇ࠅ߹ߔޕᣣᧄ߇ᄢ㔡ἴࠍฃߌࠆ೨ࡂޔ

ߢߔޔߢߎߘޕᅚߩሶߚߜߩᏗᦸߣ߁ߎߣ߽߅

ࠗ࠴ߩ߆߶ޔၞߢ߽㔡ޔᵤᵄߩⵍኂ߇ߚߊߐ

㗿ߒߚߢߔޕ

ࠎࠅ߹ߒߚߩ߈ߣߩߘޕᢎ⸠߇߽ߞߣᣧߊ↢߆

 ౝ㑑ᐭ߽৻↢ ᅚᕈߦ․ߩᡰេ‛⾗ߩᔅⷐ

ߐࠇߡߚࠄ㒐ߍߚᖤ߽ߞߚ߆ߣᕁ߹ߔޕ

ᕈࠆߪᅚߩੱߩోߥ࠻ࠗߢࠆߣ߆

⑳ߚߜߩ⎇ⓥળߢߘߩ⎇ⓥࠍߒߡߚᣇ߆ࠄޔᅚ

ቶߢࠆߣ߆ᦝޔቶߢࠆߣ߆ߣߎ߁߁ߘޔ

ᕈߪߘ߁߁ෂᯏߦ߅ߡ⥄ޔಽߩ␠ળ⊛ᓎഀಽ

߽߿ߞߡߊߛߐߞߡ߹ߔߩߢߦࠄߐޔ⠨߃ࠍᷓ

ᜂࠍᕁߒߡߦࠇߘޔᱵߓߡߊߥߞߡߊޔ

ߡߊߣߣᕁ߹ߔޕ

ߘ߁߁႐ว߇ߚߊߐࠎࠆࠎߢߔࠃߣ߁ᜰ៰

 ᦨᓟߦߪ⑳ޔජ⪲⋵ᣩᏒࠍߚࠎߢߔ߇ޔ㓚ኂ

ࠍฃߌߚࠎߢߔ․ޔࠄ߆ߛޕߦߘߩߎߣߦᵈᗧ

ࠍᜬߟሶߤ߽ࠍᜬߞߡࠆㆱ㔍ᚲߩ߅Უߐࠎ߇ޔ

ߒߡߩߘޔᓎഀಽᜂࠍᝥߡߡߢߔߣ⸒ࠊߥ

৻⇟ᦨೋߦ⡯႐ߦᚯࠇߚߩߪ⥄ಽߩᕷሶߛߣ⸒ߞ

ߣ߇ഥ߆ࠄߥࠍߣߎߚࠇࠊ⸒ߣޔᕁߒ߹

ߡߊࠇ߹ߒߚߩߘޕჿࠍ⡞ߚߣ߈ߦ␠ߩߎޔળ

ߔ ߇ࠫ࠶ࡔߩߘޕ3.11 ߦ㑆ߦวߞߡߥ߆ߞ

ߩ㆐ὐߣ߁߽ߩࠍޔᗵߓ߹ߒߚߩߡߴߔޕ႐

ߚߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ

วߪߘ߁ߢߪߥ߆߽ߒࠇߥߌࠇߤ߽߁ߘޔ

 ౕ⊛ߦߪߕ߹ޔᵤᵄߣ߁ߩߪ㧞ᤨ㑆ޔ㧟ᤨ

߁ᦨ߽ᒙੱߚߜߩ␠ળᓳᏫ↵ޔᅚߩߥߊߘ

㑆߽߆߆ߞߡ᧪ࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ㔡ߩߣ߈ߦ

߁߁ߎߣߩ㊀ὐൻ߽ߐࠇߡࠆߩߢߪߥ߆ߣޕ

৻ᣤㆱ㔍ߔࠆߩߢߔ߇ޔ㧞ᤨ㑆߽ߘߎߦࠆࠊߌ

ᣣߪߦࠄߐޔ⠨߃ࠍᷓࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦߒߡ

ߦ߆ߥߣ⚿ߢࠇߘޕዪ߽ߤߥࠬࠟ߫߃ޔ

ߚߛߌࠇ߫ਥ⠪ߩ৻ੱߣߒߡᄢᄌࠅ߇ߚߊ

ഀࠇߡߡޔኅᣖ߇ᚯߞߡ߈ߚࠄߌ߇ߔࠆߣߌ

ᕁ߹ߔߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޕ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ߥ߆ࠄ⥄ಽ߇వߦㆱ㔍ᚲࠍߞߡޔኅߦᚯߞߡޔ

⊝Ꮉ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޔߪߢࠇߘޕඦ೨

ߘࠇߢ㧞ᤨ㑆ᓟߦᵤᵄ߇᧪ߡߢࠇߘޔਥᇚߛߌ߇

ߩࡊࡠࠣࡓΣߩၮ⺞⻠Ṷߦࠅߚߣᕁ߹ߔޕ

ߊߥߞߡߊߣ߁႐ว߇ࠅ߹ߔࠅߪ߿ޕᅚ

ඦ೨ߩㇱߩมળࠍᄢᴛ⌀ℂߐࠎߦ߅ᷰߒߒ߹ߔޕ

3

Σ㧙㧞 ၮ⺞⻠Ṷ

ߣࠍᶏḴ߹ߚߪ࠻ࡈߣ߹ߔ߇↢⊒ߢߎߎޔ



ߔࠆ㔡ߩߎߣࠍᶏḴဳ㔡ߣ߮߹ߔޕᐶ⋵

ᄢᴛ⌀ℂ 

ධㇱ㔡߿ᣂẟ⋵ਛ㔡ߪޔ㒽ߩࡊ࠻ߩਛ
 ߅ߪࠃ߁ߏߑ߹ߔޕมળ

ߩᵴᢿጀߢ⊒↢ߒߡ߹ߔߩߢޔ࿁ߩ㔡ߣߪ

⠪߿⊓ს⠪ߩࡊࡠࡈࠖ࡞

⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓ߇⇣ߥࠅ߹ߔޕർ☨ࡊ࠻ߩਅ

ߦߟߡߪ⾗ᢱ㓸ࠍߏⷩߊ

ߦᄥᐔᵗࡊ࠻߇ẜࠅㄟߺߪߦߎߎޔ㐳ᐕߩ㑆

ߛߐޕၮ⺞⻠Ṷߩ㧝⇟⋡

ߦ߭ߕߺ߇⫾Ⓧߐࠇ߹ߔޕ࿁ߎࠇ߇ᕆỗߦߪ߇

ߣߒߡᄢේ⟤ߐࠎ߆ࠄߏ

ࠇࠆߎߣߢ㔡߇⊒↢ߒ߁ߦࠇߎޔᶏᐩ㕙ߩߪ

ႎ๔ࠍߚߛ߈߹ߔޕ

ߨ߇ࠅߦࠃࠅᶏ᳓߇ਅߦ⒖േߒߩߘޔᶏ᳓߇
㒽߳ߒነߖࠆߎߣߢᵤᵄߦߟߥ߇ࠅ߹ߒߚޕ

㧝㧕᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠍℂ⸃ߔࠆ߁߃ߢߩࡐࠗࡦ࠻ߣ

 ࿁ߩ㔡ߪ㕖Ᏹߦⷙᮨ߇ᄢ߈߆ߞߚߩߢޔ

↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐߢߚ⺖㗴

߽ߥ߅㔡߇ߚߊߐࠎ⛯ߡ߹ߔ࠻ࡊޕႺ
⇇ߩഀࠇᱷࠅߩߚࠅ߇ᢿ⛯⊛ߦഀࠇߡ㔡ࠍᒁ

ᄢේ⟤

߈ߎߔߣߣ߽ߦߩ࠻ࡊޔਛ߮ߎߜࠄߩ㒽
 ߚߛ߹ߏ⚫ߚߛ

ߩࡊ࠻ߩ߶߁ߦ߽ޔᒁߞᒛࠅജߥߤߦ࿃ߒ

߈߹ߒߚ᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮

ߚ⺃⊒㔡߇⊒↢ߒޔߢߪᣣᧄฦߢ㔡ޔ

ᖱႎቇⅣ ✚ว㒐ἴᖱႎ⎇

⺃⊒㔡߇ߎߞߡࠆߣ߁⁁ᴫߢߔޕ

ⓥࡦ࠲ߩᄢේ⟤ߣ

 ߎ߁ߞߚᶏḴဳ㔡ߪޔታߪᱧผ⊛ߦߡቯ

↳ߒ߹ߔޕ㔡Ꮏቇ߿㒐

ᦼ⊛ߦߎߞߡࠆ߽ߩߢߔࡊޔ߽ߩ߁ߣޕ

ἴ⸘↹ࠍኾ㐷ߣߒߡ߹

࠻߇Ᏹߦേߡ߹ߔߩߢޔᤄߩฎᢥᦠߣ߆

ߔᧄޕᣣߪߕ߹ޔೋߦ㔡ߩ⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓߣ

⾰⺞ᩏࠍߒ߹ߔߣⷙߥ߁ࠃߩߤޔߟޔᮨߩᄢ

ⵍኂ⁁ᴫߦߟߡ߅ࠍߒޔᓟඨߪ↵ᅚหෳ↹

㔡߇ߎߞߚ߆߇ࠊ߆ࠆࠊߌߢߔޕᢥㇱ⑼ቇ⋭

ߩⷞὐ߆ࠄߚᐞߟ߆ߩ⺖㗴ࠍߍߡޔᓟඨߩ⼏

㔡⺞ᩏ⎇ⓥផㅴᧄㇱߢߪޔᶏḴဳ㔡ߩ㐳ᦼ⹏ଔ

⺰ߦߟߥߍߡ߈ߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ࠍⴕޔᲤᐕ㧝ߦ⊒ߒߡ߹ߔߪࠇߎޕ㔡
೨ߩ⚿ᨐߢߔ߇ޔችၔ⋵ᴒ㔡߇ࡑࠣ࠾࠴ࡘ࠼
7.5 ೨ᓟߢߎࠆ⏕₸ߪ30 ᐕએౝߦ99㧑ߣߥߞߡ

㧝㧚ࡊ࠻ߣ㔡

߅ࠅ߹ߔޔߢߣߎ߁ߣޕኾ㐷ኅߩ㑆ߢߪޔችၔ
 ⊝᭽ߏሽߓߩߣ߅ࠅ2011 ᐕ㧟11 ᣣඦᓟ14 ᤨ

⋵ᴒߢߪߘߩ߁ߜᄢ߈ߥ㔡߇᧪ࠆߣ߁ߩߪᗐ

46ಽ࠼ࡘ࠴࠾ࠣࡑޔ9.0ߩ㔡߇⊒↢ߒޔ68

ቯߐࠇߡ߹ߒߚࠆࠇߕ߇࠻ࡊޕ㗔ၞߪߎߩ

ᣣߢᱫ⠪ 15,391 ੱⴕޔᣇਇ⠪ 8,171 ੱߣ

ߊࠄߣᗐቯߐࠇߡ߹ߒߚ߇ޔ࿁ߪᒰೋ⠨߃

߁ᄙᄢߥࠆⵍኂ߇↢ߓߡ߹ߔᦨߕ߹ޕೋߦޔ

ߡߥ߆ߞߚⷙᮨߩ㗔ၞ߇ߕࠇേ߈ࡘ࠴࠾ࠣࡑޔ

㔡ߩ⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓ߆ࠄ⚫ߒ߹ߔޕᚒ߇࿖ߪ྾

࠼ߪ7.5ߢߪߥߊߡ9.0ߣ߁ㅜᣇ߽ߥ㔡ߦ

ߟߩࡊ࠻ߦ࿐߹ࠇߡࠆ․⇣ߥℂ⊛ⅣႺߦ

ߥࠅ߹ߒߚޕ㔡ߩ⊒↢ࠬࠢߦߟߡߪࠆޔ

ࠅ߹ߔޕᣣᧄፉߪ࡙ࠪࠕࡊ࠻ߣർ☨

⒟ᐲᗐቯߪߒߡ߹ߒߚ߇ⷙޔᮨߦߟߡߪᗐቯ

ࡊ࠻ߩߦࠅߩߘޔਅߦ߽ߋࠅߎᒻߢᄥ

ᄖߢߞߚߣ߁ߎߣߢߔޕ

ᐔᵗࡊ࠻ߣࡈࠖࡇࡦᶏࡊ࠻߇ᣣޘേ
ߡ߹ߔޕ࿁ߩ㔡ߪߩ࠻ࡊߩߎߦߐ߹ޔ
Ⴚ⇇㕙ߢ⊒↢ߒ߹ߒߚߩ࠻ࡊߩߎޕႺ⇇ߩߎ

4

߇ߘߩ߹߹ᱷߞߡߡޔደᩮ߽ࡉ࡞ࠪ࠻߇⧯

㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ․ᓽߣⵍἴ

ᐓ߆߆ߞߡࠆ⒟ᐲߥߩߢޔᵤᵄߪ⧯ᐓߎߎߦ᧪
 ࿁ߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ․ᓽࠍߟߦ߹ߣߡߺ

ߡ߹ߔߌߤޔᑪ‛ߦኻߒߡߪ߶ߣࠎߤⵍኂ߇ߥ

߹ߒߚޔߪߕ߹ޕᗐቯࠍ߃ࠆ㔡ᵤᵄⵍኂߢ

ߣ߁ߩ߇ࠊ߆ࠆߣᕁ߹ߔޕบ᧲ㇱᢱ

ߔޕᏒ↸ߏߣߩᱫ⠪ⴕޔᣇਇ⠪ࠍࡊࡠ࠶࠻ߒ

〝ࠍ߃ߡߐࠄߦᶏጯ✢ㄭߊߦㅴߺ߹ߔߣߛ߹ޔ

߹ߒߚߣߎࠈࠅ߅ߣߩߡޔᴪጯㇱಽߦᵤᵄⵍኂ

ᵤᵄߩ᳓߇ᱷߞߡ߹ߔޕᵤᵄߦࠃࠅߥ߉ୟߐࠇ

߇㓸ਛߒⵍޔኂߩၞᩰᏅ߇↢ߓߡࠆߎߣ߇ࠊ

ߡᵹࠇߡ߈ߚ㒐ầᨋߩ᧻߇ߜߎߜߦᢔੂߒߡ

߆ࠅ߹ߔޕ࿁ߩ㔡േߪዊೞߺߥំࠇߢޔ᭴ㅧ

߹ߔ߇ޔⅽ␕ߪߘࠎߥߦࠅ߹ߖࠎߦࠄߐޕᶏጯ

‛ࠍუߔ࠲ࠗࡊߩំࠇߢߪߥ߆ߞߚߎߣ߆ࠄޔౝ

✢ㄭߊߦㅴࠎߢߺ߹ߔߣޔኅߩ㧞㓏ㇱಽ߇ᵹߐࠇ

㒽ߦߪ߶ߣࠎߤⵍኂ߇↢ߓߡ߹ߖࠎޔߒߛߚޕ

ߡ߈ߡߚࠅޔゞ߽ォ߇ߞߡߚࠅߥߤޔⅽ␕߽

บᏒߥߤߦ㑐ߒߡߪޔㅧᚑߢⵍኂ߇ߎߞߚ

৻㕙ߦṫ⌕ߒߡࠆߣ߁⁁ᴫߢߔߪߎߎޕᶏጯ

ࠅ߇ࡦࠗࡈࠗޔᢿ⛘ߒߚࠅߥߤޔㇺᏒဳἴኂ

✢߆ࠄ 1 ࠠࡠ⒟ᐲߩὐߢޔరߪޘቛⴝ߇ᐢ߇

ߩ⽎߽ࠄࠇߡ߹ߔߏࠎߐ⊝ޔߚ߹ޕሽߓߩ

ߞߡ߹ߒߚߣߔ߹ߺߡޕ㧝㓏ߪᵤᵄ߇᧪ߡ

ߣ߅ࠅፉ⋵ߩේሶജ⊒㔚ᚲⵍኂߦࠃࠅ߽ߥ߅

߹ߔ߇ޔ㧞㓏ߪⵍኂ߇ߥߊ߽ࠬࠟ⓹ޔᱷߞߡ

␠ળ⊛ᓇ㗀߇⊒↢ߒߡ߹ߔߒޔ㚂ㇺߩၞ߽

߹ߔߩߎޔࠄ߆ࠇߎޕὐߢߩᵤᵄߩ㜞ߐߪᄢޔ

㔚ജෂᯏߦࠃࠆᓇ㗀ࠍฃߌ߹ߒߚޔߚ߹ޕ4  7

イਅߜࠊߥߔޔ㧟ࡔ࠻࡞ߋࠄߛߞߚߢࠈ߁

ᣣ߿411ᣣߦߎߞߚ㔡ߢⵍኂ߇ᄢߒߚ

ߣࠊ߆ࠅ߹ߔ߹߈ߛߚߡޔߢߣߎ߁ߣޕ

ၞ߽ࠅ߹ߔߒޔฦߢߩ⺃⊒㔡ߦࠃࠅዪᚲ⊛

ߒߚㅢࠅޔᵤᵄ߇᧪ߚߣߎࠈࠈߎߣߥߡ᧪ޔ

ߥⵍኂ߽⊒↢ߒߡ߹ߔߚߞ߁ߎޕᐢၞߦࠊ

ߢޟߣᥧ߇ޠ㕖Ᏹߦߪߞ߈ࠅߒߡࠆߣ߁ߎ

ߚࠆ㔡ἴኂ߇᧲ᣣᧄోၞߦᓇ㗀ࠍ߷ߒోޔ࿖

ߣ߇࿁ߩἴኂߦ․ᓽߢࠅޔᓟߩᓳ⥝ㆊ⒟ߦ

ⷙᮨߩᡰេ߇ዷ㐿ߐࠇߡࠆߣ߁ߩ߇࿁ߩ᧲

߅ߡ߽ߘ߁ߞߚၞߩࠕࡦࡃࡦࠬߦࠃࠆᓇ

ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ․ᓽ߆ߣᕁ߹ߔޕ

㗀߇ࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߐߡޔߢߎߎޔߩⵍኂߦߟߡߡߺߚ

 ߹ߚޔᰴߩⵍἴߣߒߡጤᚻ⋵ችฎᏒ↰⠧

ߣᕁ߹ߔߪߕ߹ޕบᏒߢߔ߇ߦ⊛⥸৻ޔᵤᵄ

ࠍߡߺ߹ߔ↰ޕ⠧ߪ࠹ࡆߥߤߦ߽ߡ

ἴኂߦ㑐ߒߡߪޟᵤᵄࡂࠩ࠼ࡑ࠶ࡊ╷߇ޠቯߐ

߹ߔ߇ޔᴦਃ㒽ᵤᵄߢᄢⵍኂࠍฃߌ߹ߒߡޔ

ࠇߡ᳃ߦ㈩ࠄࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕบᏒߩᵤᵄࡂࠩ

10 ࡔ࠻࡞ࠍ߃ࠆᏂᄢ㒐ầႇ߇ᑪ⸳ߐࠇ߹ߒ

㧝㧕

࠼ࡑ࠶ࡊ ࠍ߹ߔߣޔบᏒᴪጯߢᵤᵄ⼊ᚓ

ߚ↰ߩߎޕ⠧ߪ⇇⊛ߦ߽ฬߥᵤᵄ㒐ἴߩ

߇ᔅⷐߥၞߪᶏጯ߆ࠄ㧝ࠠࡠ⒟ᐲߣ࿑␜ߐࠇߡ

↸ߛߞߚߩߢ߽⑳ޔቇߦⴕߞߚߎߣ߇ࠅ߹ߒ

߅ࠅߦߎߎޔ㧝ࡔ࠻࡞ߋࠄߩᵤᵄ߇᧪ࠆߎߣ

ߚޕ30 ᐕએౝߦ 99㧑ߣᗐቯߐࠇߡߚችၔ⋵ᴒ

߇ᗐቯߐࠇߡ߹ߒߚޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ࿁ߪᶏ

㔡߇⊒↢ߒߚ႐วޔᵤᵄ㜞ߐߪ 4.2 ࡔ࠻࡞ߣ

ጯ߆ࠄ㧟ࠠࡠߦࠊߚࠆ▸࿐ߦᵤᵄ߇ߒነߖߡ

ᗐቯߐࠇߡ߹ߒߚ߇ࠇߎޕᒰߚߞߡࠇ߫㒐ầ

ߡ߽ࠇߎޔᗐቯᄖߩⷙᮨߣ⸒߃ࠆ߆ߣᕁ߹ߔޕ

ႇߪ߃ߥ߆ߞߚߪߕߥߩߢߔ߇⚿ޔᨐ⊛ߦߪᵤ

ᶏጯ߆ࠄ㧟ࠠࡠ⒟ᐲߩߣߎࠈߦบ᧲ㇱᢱ〝

ᵄ߇㒐ầႇࠍ߃ߡ᧪ⷅߒޔኅደߪ߶ߣࠎߤუṌ

ߣ߁ߩ߇ࠆߩߢߔ߇ߩߎޔᢱ〝ߩߣߎࠈ

ߒ߹ߒߚޕᵤᵄ߇᧪ߚ႐วޔ㜞บߦ⸳ቯߐࠇߚㆱ

߆ࠄᶏጯ✢߹ߢߩⵍኂ⁁ᴫߦߟߡേ↹ߢߡߺ

㔍႐ᚲߦㆱ㔍ߒ߹ߔ↰ޕ⠧ߪ㐳ᐕߦᷰࠅᵤᵄ

ߚߣᕁ߹ߔޕᢱ〝ߩᚻ೨ߢߪߣߩߡޔ

ኻ╷ࠍⴕߞߡ߈ߚߢߒߚ߆ࠄޔ㜞บߦ⥋ࠆࠕ

߅ࠅᑪ‛ߪᱷߞߡ߅ࠅⵍߤࠎߣ߶ޔኂ߇ߥߎߣ

ࠢࠬߦߪߎߩࠃ߁ߥᵤᵄㆱ㔍〝ߩ㓏Ბ߇ᢛߐ

߇ࠊ߆ࠅ߹ߔޕบ᧲ㇱᢱ〝ㄝߢ߽ޔᑪ‛

ࠇޔᵤᵄㆱ㔍ߩ߇ᢛߐࠇߡ߹ߒߚޕ

5

ችฎᏒߢߪޔ㔡ߩ㧟ಽᓟߦᄢᵤᵄ⼊ႎ߇߹
ߒߡޔ㔡ߩ 35 ಽᓟߦᵤᵄߩᦨᄢᵄ߇㆐ߒ߹
ߒߚ ߜࠊߥߔޕ30 ಽ㑆ߪㆱ㔍ߩᤨ㑆߇ࠅ߹ߒ
ߚޔߒ߆ߒޕ㜞㦂⠪ߦߣߞߡߪޔ⍴ᤨ㑆ߢ㜞บ߹
ߢ⒖േߔࠆߣ߁ߩߪ㉃ߥ⁁ᴫߢߔޕጤᚻޔችၔޔ
ፉ㧟⋵⼊߇411ᣣ߹ߢߦᐕ㦂ࠍ⏕ߒߚᱫ⠪
㧝ਁ 1108 ੱߩ߁ߜޔ65.2㧑߇ 60 ᱦએߛߞߚߣ
ႎ๔ߐࠇߡ߹ߔޔߦ․ޕㆊ⇹ൻ߇ㅴࠎߛᴪጯ
ၞߢߪޔ㜞㦂ൻ₸߇㜞ߦޔᣣਛߩ㜞㦂⠪ߩ
ቛ₸߽㜞ߊޔㆱ㔍ߩᚻഥߌࠍߔࠆੱ߇ዋߥߚ
ߦᵤᵄㆱ㔍߇࿎㔍ߢߞߚߣᗐቯߐࠇ߹ߔޕἴኂ
ߦᐕ㦂߿ᕈߪ㑐ଥࠅ߹ߖࠎⴕޕ߇ἴኂߩ⍍
࿑ 1 ἴኂࠨࠗࠢ࡞

㑆ߦഥߌߡߊࠇࠆࠊߌߢߪߥߊ⥄ޔഥദജߢ↢߈
ᱷࠄߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޔߦ․ޕᣣਛߪᅚᕈߩᣇ
߇㜞㦂⠪߿ᐜఽߥߤߩἴኂᤨⷐេ⼔⠪ߣߣ߽ߦ

ⵍἴߪޔᓳᣥᵴേ߇᧤ߒߟߟࠅޔᰴߥ

ᤨ㑆ࠍㆊߏߒߡࠆน⢻ᕈ߇㜞ߢߔ߆ࠄޔၞ

ࠆᓳ⥝ߩࡈࠚ࠭ߦࠈ߁ߣߒߡ߹ߔޕߪޔ

ߢἴኂᤨⷐេ⼔⠪ࠍᐔᏱᤨ߆ࠄᡰ߃ࠆᅚᕈߩജߣ

ᓳ⥝⸘↹ߩ╷ቯࠍⴕ߁㊀ⷐߥᤨᦼߢࠅޔᅚᕈߩ

߁ߩߪ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߣ⠨߃ࠄࠇ߹ߔⵍޕἴߢߪޔ

ⷞὐ߽⠨ᘦߒߚ⸘↹ߠߊࠅ߇᳞ࠄࠇ߹ߔޔߚ߹ޕ

ᵤᵄ᧪ⷅᤨޔᄙߊߩᅚᕈ߇࿐ߩੱࠍࠆߚߦ

ᓳᣥᓳ⥝ߦ߅ߡߪޔනߦၞࠍరߦᚯߔޟ

ⴕേߐࠇߚߣᕁ߹ߔⵍޕἴᄖߦࠆ⑳ߚߜ߽ޔ

⁁ᓳᏫޔߊߥߢߌߛޠᰴߩἴኂߦ߃ߡ㧞ޔ㧟

ᐔ⚛߆ࠄἴኂᤨߩኻᔕߪ⥄ಽߩ㗴ߢࠆߣ߁

ߣᒝ߹ߜࠍ⋡ᜰߒߚ⸘↹ࠍⴕ߁ߎߣ߇㊀ⷐߢ

ߎߣࠍ⼂ߒߡޔ㒐ἴ⸠✵ߥߤࠍㅢߒߡἴኂᤨߩ

ߔޕἴኂࠨࠗࠢ࡞ߩ⠨߃ߪⵍޔἴᄖߦࠆ⑳ߚ

ኻᔕࠍ⠨߃ߡ߅ߊߎߣߪ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߢߔޕ

ߜߦߣߞߡ߽㊀ⷐߢߔ᧲ߩߎޔ߽ߜߚ⑳ޕᣣᧄᄢ



㔡ἴ߆ࠄቇ߮ޔᰴߥࠆἴኂߦ߃ߡⵍޔኂ⊒↢ߘ

㧟㧚ἴኂࠨࠗࠢ࡞

ߩ߽ߩࠍᷫࠄߔߚߩⵍኂᛥᱛ╷߿ⵍޔኂ⊒↢ᓟ
ߩ␠ળ⊛ᓇ㗀ࠍシᷫߔࠆߚߩⵍኂシᷫ╷ߦޔข

㒐ἴߩಽ㊁ߢߪޟޔߊࠃޔἴኂࠨࠗࠢ࡞ߣޠ

ࠅ⚵ᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ

߁࿑ࠍ↪߹ߔ㧔࿑㧝㧕ޕἴኂ߇⊒↢ߔࠆߣޔ
㧠㧚ᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄ㊀ⷐߥߎߣ

⋥ᓟߦߪⵍኂ⹏ଔߣἴኂኻᔕ߇ⴕࠊࠇߩߘޔᓟߪޔ
ၞߦᔅⷐߥᯏ⢻ࠍขࠅᚯߔߚߩᓳᣥᵴേޔ
ၞࠍరߩ⁁ᴫߦᚯߔߚߩᓳ⥝ߣ⛯߈߹ߔޕᓳ⥝

ߐߡⵍޔἴߢߩᓳᣥᓳ⥝ߦ߅ߡޔᅚᕈߩ

ࠍ⚻ߡޔၞߪ߹ߚᐔᏱᤨߩ⁁ᴫߦᚯࠅޔᰴߥࠆ

ⷞὐ߆ࠄߡ㊀ⷐߥὐߦߟߡ߅ߒߚߣᕁ

ἴኂߦ߃߹ߔޔߡߞࠃޕἴኂ߳ߩኻᔕߪᓴⅣߒ

߹ߔߩࠄߜߎޕ౮⌀ߪޔవ߶ߤ⚫ߒߚบᏒ⧯

ߡ߅ࠅޕߔ߹ࠇߐߢ࡞ࠢࠗࠨߦ߁ࠃߩߎޔ

ᨋ⨹ᵿߩㆱ㔍ᚲߩ㧟ᧃߩ᭽ሶߢߔ߇ޔㆱ㔍ᚲ
ౝߪ߶ߣࠎߤಾࠅ߇ࠅ߹ߖࠎߔ߹ࠍߎߎޕ
ߣ߅⧯ޔᲣߐࠎߣ߅ሶߐࠎߩߔߋㄭߊߦޔㄭᚲ
ߩ߅ߓߐࠎ㧞ੱ߇ᐳࠅࠍߒߡࠆߩ߇ࠊ߆ࠅ߹
ߔޔߦ߁ࠃߩߎޕㄭᚲห჻ߣߪ⸒߃ࡊ߆ߥ߆ߥޔ

6

ࠗࡃࠪ߇⏕ߐࠇߡߥ⁁ᴫߢࠅޔ㐳ᦼ

ߚᣉ⸳߿ࠨࡆࠬࠍ㊀ⷐߛߣᕁ߁߆ࠍ⺞ᩏߒ߹ߒ

ߦᷰࠅ↢ᵴߔࠆߩߪ࿎㔍ߥ⁁ᴫߢߔޕ

ߚ㧞㧕ߩࠄߜߎޕ࿑ߪޔᏒ↸ߩㆱ㔍ᚲߩฦᣉ⸳߅

ㆱ㔍ᚲߣ߁ߩߪᦨޔೋߪߣࠅ߃ߕ⸳⟎ߔࠆ

ࠃ߮ࠨࡆࠬߦ㑐ߒߡޔᏒ↸ߩᜂᒰ⠪߇ޟ㕖Ᏹ

ߣ߁ߎߣߢ┙ߜ߇ࠆࠊߌߢߔ߇⁁ࠎߤࠎߤޔ

ߦ㊀ⷐߣߛޠ⠨߃ࠆഀวࠍ⿒⦡ޔታ㓙ߦࡑ࠾ࡘࠕ

ᴫߦᔕߓߡᯏ⢻ࠍᄌ߃ߡߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔ৻ޕ

࡞ߦ⸥ㅀߐࠇߡࠆഀวࠍ᳓⦡ߢ࿑␜ߒߚ߽ߩߢ

ㇱߩㆱ㔍ᚲߢߪޔᓢߦޘᲑࡏ࡞╬ߢಾࠅࠍ

ߔߩ⿒ߦ⊛⥸ోޕഀว߇ᄢ߈ߊޔ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߛߣ

ߞߚࠅߒߡ⁁ᴫࠍᡷༀߒߡ߹ߔ߇ߩߡోޔㆱ㔍

ᕁߞߡߡ߽ޔታ㓙ߦߪࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߦឝタߐࠇߡ

ᚲߢᡷༀߐࠇߡࠆࠊߌߢߪࠅ߹ߖࠎޕᄙߊߩ

ߥߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹ߔޕቶᦝޔቶߥߤߪ

ㆱ㔍ᚲߢߪ↵ޔᕈ߇࠳ߦߥߞߡ⥄ਥㆇ༡ߐ

80㧑߇㊀ⷐߛߣ࿁╵ߒߡ߹ߔ߇ޔታ㓙ߦ⸥ㅀߐ

ࠇߡ߅ࠅޔᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄࠆߣᡷༀߔࠆᔅⷐᕈ

ࠇߡࠆߩߪ 20㧑ߢߔޕ

߇ߞߡ߽⸒ࠍߣߎࠆ߇࠭࠾߆ߥ߆ߥޔ

ታ㓙ߩἴኂᤨߦߪߦ࡞ࠕࡘ࠾ࡑޔឝタߐࠇߡ

ߖߥߣ߁⁁ᴫ߽ᄙߢߔ৻ޔߚ߹ޕ࿁┙ߜ

ߡ߽⥄ޔᴦ⡯ຬ߇ߡࠎ߿ࠊࠎ߿ߢᚻ߇߫ߕޔ

߇ߞߚ߽ߩࠍᄌ߃ߡߊߣ߁ߎߣߪ㕖Ᏹߦ㔍ߒ

ታ㓙ߦታⴕߐࠇࠆഀวߪߐࠄߦૐߊߥࠆน⢻ᕈ߇

ߣ⸒߃߹ߔⷞޕኤߒߚㆱ㔍ᚲߢߪޔἺ߈ߒ

ࠅ߹ߔࠍࠇߎޕ⠨߃ࠆߣޔᅚᕈߩ࠾࠭ߦ㈩ᘦ

࠳ߪᅚᕈߢߒߚ߇ޟࠅߪ߿ޔᢱℂߣ߁ߣޠ

ߒߚࠨࡆࠬ߿ᣉ⸳ߪ⸥ߦ࡞ࠕࡘ࠾ࡑޔタߐࠇߡ

ޟᅚᕈߣޠ߹ߞߡߒ߹߁ߩ߆⥄ޔり߽ⵍἴ⠪ߢ

ࠆഀว߽ૐߊߦࠄߐޔታⴕߐࠇࠆน⢻ᕈ߽ૐ

ࠆߘߩᅚᕈߦߪㆊᄢߥ⽶ᜂ߇߆߆ߞߡ߹ߒߚޕ

ߣ⠨߃ࠄࠇ߹ߔߦ․ޔߢߎߎޕ㊀ⷐߥߩߪޟޔㆱ

⥄りߩኅߩౣᑪ߽ⴕߥ߇ࠄޔᲤᣣචੱಽ߽Ἲ

㔍ᚲㆇ༡ߩᅚᕈߩෳ↹ޕߔߢޠᒰೋߩࠄࠇߎޔᣉ

߈ߒࠍߔࠆᲤᣣ߇㐳ᦼߦᷰࠅ⛯ߡࠆߣ߁

⸳߿ࠨࡆࠬ߇⏕ߐࠇߥߊߡ߽ޔㆱ㔍ᚲㆇ༡⥄

⁁ᴫߪࠅߪ߿ޔ㕖Ᏹߦㆊ㉃ߢࠆߣᕁࠊࠇ߹ߒ

ߦᅚᕈ߇ෳ↹ߒߡߌ߫ޔㅜਛߢ࠾࠭ࠍ⚵ࠎ

ߚޕ

ߛᡷༀ߇ߒ߿ߔ߆ࠄߢߔޟޔߒ߆ߒޕㆱ㔍ᚲㆇ

 ߎߩࠃ߁ߦޔἴኂኻᔕᤨߩᅚᕈߩ࠾࠭ࠍ⚵ࠎ

༡ߩᅚᕈߩෳ↹߁ߣޠ㗄⋡⥄߇ޔ㕖Ᏹߦ㊀ⷐ

ߛࠨࡆࠬࠍឭଏߔࠆߦߪࠅߪ߿ޔ೨ߩ⸘↹ߣޔ

ߢࠆߣ⠨߃ࠆഀว߇ 60㧑ߣૐߊ࠾ࡑߦࠄߐޔ

ㅜਛㅜਛߦ߅ߌࠆ࠾࠭ߦᾖࠄߒวࠊߖߚ゠ୃ

ࡘࠕ࡞ߦ⸥ㅀߐࠇߡࠆഀว߽ᄢᄌૐ߁ߣޔ

ᱜ߇ᔅⷐߢߔోޕ࿖⍮ળߢߪޔᐔᚑ 20 ᐕߦޟᅚ

⁁ᴫߢߔޕ

ᕈၞ᳃߆ࠄߺߚ㒐ἴᣉ╷ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ
⺞ᩏޠ㧞㧕ࠍⴕޔ47 ోߡߩㇺᐭ⋵ߣ 1,747 ߩᏒ
↸㧔ో 1,809 Ꮢ↸ߩ 96.6㧑㧕ߦ߅ߌࠆ㒐ἴᣉ
╷ߩ⁁ᴫࠍ⺞ᩏߒ߹ߒߚ⥄⑳ޕり߇ߎߩ⺞ᩏߩ
ᚑࠍ߅ᚻવߔࠆߣ߁┙႐ߛߞߚߩߢߩߎޔ
⚿ᨐࠍߏ⚫ߒߚߣᕁ߹ߔޕ
ㆱ㔍ᚲㆇ༡ߦ㑐ߒߡޔᄙߊߩᏒ↸ߢߪㆱ㔍ᚲ
ㆇ༡ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߣ߁߽ߩࠍᚑߒޔㆱ㔍ᚲߦߪ
ߤߩࠃ߁ߥ⸳ࠍ߃ࠆߴ߈߆ࠨߥ߁ࠃߩߤޔ
ࡆࠬࠍⴕ߁ߴ߈ߢࠆ߆ߥ߁ࠃ߁ߣޔᚻ㗅ࠍ⸥

࿑ 2 Ꮢ↸ߩㆱ㔍ᚲࠨࡆࠬߦኻߔࠆࡑ࠾ࡘ

ㅀߒߡ߹ߔోޕ࿖⍮ળ⺞ᩏߢߪߩߎޔㆱ㔍ᚲ

ࠕ࡞⸥ㅀ⁁ᴫߣ⥄ᴦᜂᒰ⠪ߩᗧ⼂

ㆇ༡ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߦޔታ㓙ߦᅚᕈߩ࠾࠭ߦᴪ߁ࠃ
߁ߥ⸥ㅀ߇ࠆ߆⥄ߚ߹ޔᴦᜂᒰ⠪߇ߎ߁ߞ

ⵍἴߩㆱ㔍ᚲߦ߅ߡޔᒁ߈⛯߈⁁ᴫᡷༀߩ

7

㔡ᓟߦ⺞㆐ߔࠆߣ߁⠨߃ᣇߢߔޕ

ߚߩขࠅ⚵ߺࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔㆱ㔍ᚲߦ߅ߡ
ߪᅚᕈߩⷞὐߩ⠨ᘦ߇ᔅ㗇ߢࠆߣ߁
⼂ࠍᐢߡߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔߣޕ
߁ߩ߽ߩߎޔㆱ㔍ᚲㆇ༡ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍ
ᚑߒߡࠆㇺᐭ⋵ߪ 32㧔68.1㧑㧕ޔᏒ↸
ߪ 458㧔26.2㧑㧕ߣ߹ߛ৻ㇱߦ㒢ࠄࠇߡ
߹ߔޕ࿁ߩ㔡ἴࠍᯏߦޔㆱ㔍ᚲㆇ༡
ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍᣂߚߦᚑߒߚࠅޔㆱ㔍ᚲ
ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ߦ⌕ᚻߒߡࠆ⥄ᴦ߇ᄙ
ᢙࠅ߹ߔ⥄ߩࠄࠇߎޕᴦߦ߅ߡޔ
ᓟߩἴኂߦ߃ࠆ㓙ߦᅚᕈߩⷞὐࠍච
ಽߦ⠨ᘦߒߚ⸘↹ߠߊࠅࠍⴕ߁ߎߣ߇ޔ
᧪߳ߩἴኂኻ╷ߣߒߡ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߢ

࿑ 3 Ꮢ↸ߩ⫾⁁ᴫߣ⥄ᴦᜂᒰ⠪ߩᗧ⼂

ࠆߣ⠨߃߹ߔޕ
⫾ߦ㑐ߒߡ߽ห᭽ߦޔᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄߡච
ಽߥ⫾߇ߐࠇߡࠆ⁁ᴫߢߪࠅ߹ߖࠎޕ೨ㅀ

ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔ࿁ߩ㔡ἴߩࠃ߁ߦ〝߇ᐢ▸

ߩో࿖⍮ળ⺞ᩏߢߪޔᏒ↸ߩ⫾ຠ⋡ߣᏒ↸

࿐ߦᷰࠅኸᢿߐࠇߚࠅޔේ⊒ߩᓇ㗀ߢ‛ᵹ߇ṛߞ

ߩᜂᒰ⠪߇ޟ⫾ߩᔅⷐ߇ࠆޠ⠨߃ࠆຠ⋡ࠍ

ߚࠅߒߚ⁁ᴫߢߪޔೋേᦼߦ߅ߡᵹㅢ⫾߇ᯏ

㧝㧕

⺞ᩏߒߡ߹ߔ ߩࠄߜߎޕ࿑ߪޔฦ⒳ߩ⫾ຠ

⢻ߖߕޔᔅⷐߥ‛ຠ߇ᔅⷐߥੱߩᚻరߦⴕ߈ᷰࠄ

ߦߟߡᏒ↸ߩᜂᒰ⠪߇ᔅⷐߢࠆߣ⠨߃ࠆഀ

ߥ߆ߞߚน⢻ᕈ߇㕖Ᏹߦ㜞ߢߔߩࠄࠇߎޕታᘒ

วࠍ⿒⦡ޔታ㓙ߦ⫾ߐࠇߡࠆഀวࠍ᳓⦡ߢ࿑

ߦߟߡߪㅊߞߡ⺞ᩏߩᔅⷐ߇ࠆߣ⠨߃߹ߔ߇ޔ

␜ߒߚ߽ߩߢߔޕਥ㘩߿㘶ᢱ᳓ޔᲫᏓࠪ࡞ࡉޔ

᧪⊛ߥᐢၞἴኂߩ⊒↢ࠍᔨ㗡ߦ⟎߈߹ߔߣޔ

࠻ߪ㧤ഀࠍ߃ࠆ⥄ᴦߢᏱᤨ⫾ߒߡ߹ߔ

ᵹㅢ⫾߇ታⴕߢ߈ߥน⢻ᕈ߽⠨߃ߡޔᔅⷐߥ

߇ޔ㔌㘩ޔዊఽ↪߅ߟޔᚑੱ↪߅ߟߥߤ․

߽ߩߪࠆ⒟ᐲߩ㊂ࠍ೨ߦၞౝߦ⏕ߒߡ߅

ߥ࠾࠭ߦ㈩ᘦߒߡ↪ᗧߔࠆຠߦߟߡߪޔᔅ

ߊߣ߁⠨߃߇ᔅⷐߢߪߥ߆ߣᕁࠊࠇ߹ߒߚޕ

ⷐᕈߩ⼂߽ૐߊߚ߹ޔ⫾߽ߐࠇߡߥߣ

 వ߶ߤ߽↳ߒ߹ߒߚㅢࠅⵍޔἴߢߪᓳ⥝ߩࡈ

߁⁁ᴫߢߔޕ⫾ຠߩㆬቯߦ߅ߡޔᒰ⠪ߩᗧ

ࠚ࠭ߦࠅߟߟࠅޔᔕᕆ⸳ቛߩᑪ⸳߇ᆎ

ࠍෳ⠨ߦߒߚᏒ↸ߩഀวߪ 4.2㧑ߢࠅޔ

߹ߞߡ߹ߔ ߪࠄߜߎޕ1995 ᐕᐶ⋵ධㇱ㔡

⫾ຠࠍቯߔࠆ㓙ߦᒰᤨ⠪ߩᗧ߽߹ࠅᤋߐ

ߢߩᔕᕆ⸳ቛᢙߩផ⒖ࠍ␜ߒߚ࿑ߢޔ㕍✢߇

ࠇߡ߹ߖࠎޕ

ᑪ⸳ߐࠇߚᢙޔࠣࡈ߇᠗ߐࠇߚᢙࠍ␜ߒߡ
߹ߔޔߣߔ߹ࠍࠇߎޕᔕᕆ⸳ቛߪ߅߅

ߢߪ߁߁ߤޔ⠨߃ߢ⫾ߒߡࠆ߆ࠍ⡞ߡ
ߺ߹ߔߣޔᲫᏓ߿◲ᤃ࠻ࠗޔਥ㘩ߥߤߪᏱᤨ

ߨ㧝ᐕએౝߦ৻ᢧߦᑪ⸳ߐࠇࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹ߔޕ

⫾ߒߡࠆࠤࠬ߇ᄙߢߔ߇ޔᚑੱ∛ኻᔕ㘩߿

ἴኂᢇഥᴺߦࠃࠇ߫ޔᔕᕆ⸳ቛߩዬᦼ㑆ߪ

⼔㘩ߩࠃ߁ߦ⾨ᦼ㒢ߩࠆ߽ߩࡆࡌߚ߹ޔ

㧞ᐕߢߔ߇ޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩ႐วߪ㧝ᐕᑧ㐳

ࡃࠬߩࠃ߁ߦ․ߥ࠾࠭ߩࠆ߽ߩߪޔදቯߦ

ߒߡ㧟ᐕߦߥࠅ߹ߒߚ⚿ޕᨐ⊛ߦߪߔߋߦߪ᠗

ࠃߞߡડᬺ߆ࠄ⺞㆐ߔࠆߣ߁ޟᵹㅢ⫾ߩޠᣇ

ߢ߈ߥߊߡߩߡోޔ᠗߹ߢߦ㧡ᐕߋࠄ߆߆ࠅ

ᑼࠍขߞߡࠆࠤࠬ߇ᄙߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹ߒߚޕ

߹ߒߚޔޔߪߣߎ߁ߣޕ⸳ቛ߇ᑪߜᆎ

ߔߥࠊߜޔ㔡⋥ᓟߦߪ⫾ୖᐶߦࠅ߹ߖࠎ߇ޔ

߹ߒߚ߇᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴߩ↢ᵴౣᑪߪᆎ߹ߞߚ߫

8

߆ࠅߣ⸒߃߹ߔޕ⢒ఽਛ⼔ޔਛߥߤ᭽ߥޘᐕઍ

Ꮢ↸ߩ 61.5㧑ߦ߅ߡޔ㒐ἴળ⼏ߦᅚᕈᆔຬ߇

ߩᅚᕈߩ࠾࠭ࠍᤋߒߚ⸳ቛߩⅣႺࠍᢛ

ሽߒߥߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹ߔ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ߿↹⸘ޕ

ߔࠆߚߦߪޔᑪ⸳೨ߩ⸘↹Ბ㓏ߩߎߘ࠾ޔ
࠭ࠍᤋߐߖߡߊߎߣ߇⢄ⷐߣ⠨߃߹ߔޕ

㧡㧚᧪ߩᶏḴဳ㔡ߦ߃ߡ

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߪᣣᧄߩἴኂผⷙߩᦥᧂޔᮨ
ߩⵍኂࠍᒁ߈ߎߒ߹ߒߚޔ߇ޕᚒ߇࿖ߢߪޔ

࿑ 4 ㇺᐭ⋵߅ࠃ߮Ꮢ↸ߩ㒐ἴળ⼏ߩᅚ

᧪⊛ߦߐࠄߦߊߟ߆ߩᶏḴဳ㔡ߩ⊒↢߇ෂᗋ

ᕈᆔຬᲧ₸㧔H20㧕

ߐࠇߡ߹ߔ᧲ޕᶏ㔡᧲ޔධᶏ㔡ޔධᶏ㔡ޔ
㚂ㇺ⋥ਅ㔡ߥߤߢߔ᧲ޔߦ․ޕᶏ᧲ධᶏධ

ߩ⋥ߒ߿ᦝᣂߦ㓙ߒߡᅚᕈߩⷞὐࠍ⠨ᘦߔࠆᔅ

ᶏ㔡ߪⶄߩࠄࠇߎޔᢙ߇ㅪേߒߡ⊒↢ߒߚ႐วޔ

ⷐ߇ࠅ߹ߔ߇ߩࠄࠇߎ߽ߘ߽ߘޔᗧᕁቯࠍⴕ

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߣห᭽ߦ↟ᄢߥⵍኂࠍᒁ߈ߎߔߎ

߁ᯏ㑐ߦᅚᕈ߇ෳ↹ߒߡߥߩߢࠅޔ㗴ߢ

ߣ߇ ᔨߐࠇߡ߹ߔޕ

ߔߩࠄࠇߎޕℂ↱ߣߒߡߪޟޔᆔຬߩㆬߦ߅

వ߶ߤޟޔἴኂࠨࠗࠢ࡞ߩޠ࿑ߢ⺑ߒ߹ߒߚ

ߡ⡯ᜰቯ߇ࠆߚޔᅚᕈᆔຬࠍㆬߴߥޠ
ޔ
ੱޟ

ㅢࠅⵍޔἴᄖߩၞߦ߅ߡ߽᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ

᧚߇ਇ⿷ߒߡࠆޟޔޠᖱႎ߇ਇ⿷ߒߡࠆߥޠ

ߩᢎ⸠߆ࠄቇ߮ޔᰴߥࠆἴኂߦ߃ࠆᔅⷐ߇ࠅ

ߤߩᗧ߇߇ߞߡ߹ߔޕ೨ߩ⸘↹ߦᅚᕈߩ

߹ߔޕ࿁ߩ㔡ἴએ㒠ోޔ࿖ฦߩㇺᐭ⋵Ꮢ

ⷞὐࠍ⠨ᘦߒߡߊߚߦߪ߽ߘ߽ߘޔᅚᕈߩ⊒

↸ߢၞ㒐ἴ⸘↹߿㒐ἴࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߩ⋥ߒ߇

⸒ࠍขࠅࠇࠆߚߩࠅ߆ࠄᡷༀߔࠆᔅⷐ

ㅴࠎߢ߹ߔޕవ߶ߤޔㆱ㔍ᚲㆇ༡ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍ

߇ࠆߣ⸒߃߹ߔޕ

ᚑߒߡࠆㇺᐭ⋵ߪ 32㧔68.1㧑㧕ޔᏒ↸ߪ

ᧄᣣߪޔ೨ඨߦߪ㔡ߩ⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓߣⵍ

458㧔26.2㧑㧕ߢࠅ৻ޔㇱߩ⥄ᴦߦ㒢ࠄࠇߡ

ኂ⁁ᴫߦߟߡ߅ࠍߒޔᓟඨߦߪ↵ᅚหෳ↹

ࠆὐࠍ⺑ߒ߹ߒߚޕห᭽ߦⷐޔេ⼔⠪ㆱ㔍⸘↹

ߩⷞὐ߆ࠄߚᐞߟ߆ߩ⺖㗴ࠍߍߐߖߡߚߛ

ߩࡑ࠾ࡘࠕ࡞߽ޔᚑߒߡࠆߩߪ 38 ㇺᐭ⋵

߈߹ߒߚⵍޕἴౝᄖߢ߹ߛ߹ߛ߿ࠆߎߣ߇ߚߊ

㧞㧕

㧔80.9㧑㧕ޔ720 Ꮢ↸㧔41.2㧑㧕ߩߺߢߔ ᧂޕ

ߐࠎࠆߣ߁⁁ᴫߢߔߩߢޔߩਛ߇⦟ᣇะ

ᚑߩᄙߊߩ⥄ᴦߦ߅ߡޔᣂߚߥࡑ࠾ࡘ

ߦㅴࠃ߁ߦ⊝᭽ߣജࠍวࠊߖߡᵴേߒߡߌߚ

ࠕ࡞ߩᬌ⸛߇ㅴࠎߢࠆ߽ߩߣᕁ߹ߔࠄࠇߎޕ

ࠄߣᕁ߹ߔߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ߩࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߩᣂⷙᚑ߅ࠃ߮⋥ߒߩ㓙ߦߪޔ
࿁ߩ㔡ἴߩᢎ⸠ࠍ〯߹߃ߡޔᅚᕈ╬ߩⷞὐ߆ࠄ

ෳ⠨ᢥ₂

ߚౝኈߩㅊട߿ᦝᣂ߇ߥߐࠇࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁ

㧕บᏒ㧦ᵤᵄࡂࠩ࠼ࡑ࠶ࡊޔ
http://www.city.sendai.jp/s-map/kiyaku2.ht

߹ߔޕ
ၞ㒐ἴ⸘↹߿㒐ἴࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߩ⋥ߒ߿ᦝᣂ

ml

ߦ㓙ߒߡߪޔㇺᐭ⋵Ꮢ↸ߩ㒐ἴળ⼏ߢߩ⼏

㧞㧕ో࿖⍮ળ㧦ᅚᕈၞ᳃߆ࠄߺߚ㒐ἴᣉ

⺰ࠍ⚻ߡޔቯ߇ߥߐࠇ߹ߔޕ࿑㧠ߪޔㇺᐭ

╷ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐޔ

⋵߅ࠃ߮Ꮢ↸ߩ㒐ἴળ⼏ߢߩᅚᕈᆔຬᢙࠍ␜ߒ

JVVRYYYPICITLRPGYURQUVJV

㧞㧕

ߚ߽ߩߢߔ ోޕ࿖⍮ળ⺞ᩏߩ࿁╵ߢߔߩߢޔ

ONޔᐔᚑ  ᐕ    ᣣޕ

ᐔᚑ 20 ᐕᐲߩ࠺࠲ߢߔޕㇺᐭ⋵ߩ 21.3㧑ޔ
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ᄢᴛ ᄢේߐࠎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޔ

࠴ࠚࡉࠨ࡞⋵ߢ߽ห᭽ߩะ߇ࠄࠇ߹ߒߚޕ

⛯ߡၮ⺞⻠Ṷߩ㧞⇟⋡ߦ㕒ጟᄢቇᢎ⢒ቇㇱߩᳰ

߹ߚ࠼࠽࡞ࡒ࠲ߩ࠼ࡦࠗޔᎺ࠽ࠟࡄ࠶࠹ࠖ࠽ࡓ

↰ᕺሶߐࠎ߆ࠄߏႎ๔ࠍߚߛ߈߹ߔޕ

ߢߪ↵ޔᕈ1,883ੱߦኻߒߡᅚᕈ2,406ੱߣᅚᕈ
ߩ‶†⠪߇ 1.5 ߢߒߚ㧔Oxfam 2005㧕߇ࠊޕ࿖
ߦ߅ߡ߽ޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴ㧔1995 ᐕ㧕ߩ‶†⠪

㧞㧕ἴኂߣ↵ᅚหෳ↹ࠍߋࠆ࿖㓙⊛ầᵹ
ᳰ↰ᕺሶ

6,402 ੱߩ߁ߜ↵ޔᕈ 2,713 ੱߦኻߒߡᅚᕈ 3,680



ੱ㧔ਇ 9 ੱ㧕ߣޔᅚᕈ߇↵ᕈࠃࠅ⚂ 1,000 ੱᄙ
ߊ↵ޔᅚߩᩰᏅߪ 60 ᱦએߩ㜞㦂⠪ߢ㗼⪺ߢߒ
ߚ㧔ෘ↢⋭ 1996㧕ߩࠄࠇߎޕߪޔߒߡቅ┙

㧝㧚⇇ฦߩⵍἴ߆ࠄ

ߒߚ߽ߩߢߪߥߊోޔ⇇⊛ะߣߒߡࠄࠇࠆ
ἴኂߣ↵ᅚหෳ↹㧛

߽ߩߢߔޕ1981 ᐕ߆ࠄ 2002 ᐕ߹ߢߦ⊒↢ߒߚ

ࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ࠍߋࠆ

4,605 ઙߩἴኂ㧔141 ࠞ࿖ߢ⊒↢㧕ࠍಽᨆߒߚࡁࠗ

࿖㓙⊛ߥầᵹߦߟߡޔ

ࡑࠗࡗࠄߪޔἴኂߦࠃࠅᅚᕈ߇↵ᕈࠃࠅᄙߊᱫ

⎇ⓥߣ╷⊛ታ〣ߩਔᣇ߆ࠄ⺑ߒޔᰴߢ╷

ߒߡ߅ࠅޔᄢἴኂ߶ߤ‶†⠪ᢙߩ↵ᅚᏅ߇ᄢ߈

߇႐ߢᣉ╷ߣߒߡታᣉߐࠇߚౕࠍᶏᄖߩ

ߊޔᅚᕈߩ␠ળ⚻ᷣ⊛㧝㧕߇㜞࿖߶ߤἴኂߩ

߆ࠄ⚫ߒ߹ߔޔߕ߹ޕἴኂߣࠫࠚࡦ࠳ߦߟ

‶†⠪ᢙߩ↵ᅚᏅߪዊߐߣ⚿⺰ઃߌߡ߹ߔ

ߡޔ⇇ฦߩⵍἴߦ߅ߌࠆታ⸽⊛ߥ⎇ⓥߩ

㧔Neumayer & Plümper 2007㧕ޕ

⫾Ⓧ߆ࠄࠄ߆ߦߐࠇߡ߈ߚߎߣࠍ߅␜ߒߒ߹

╙ੑߦޔἴኂᤨߦߪࠫࠚࡦ࠳ߦၮߠߊᓎഀ

ߔޕ

ಽᜂ߇ᒝൻߐࠇࠆߎߣߦࠃࠅޔᅚᕈߩഭ⽶ᜂ߇

ἴኂߩ␠ળ⑼ቇ⊛⎇ⓥߦ߅ߡ࠳ࡦࠚࠫޔ

Ⴧടߒߚ߹ޔᓳ⥝⾗Ḯ߳ߩࠕࠢࠬ߇ᅚᕈߦਇ

߿ࠛࠬ࠾ࠪ࠹ࠖߣߞߚ␠ળጀ߇ᧄᩰ⊛ߥ࠹ࡑ

ߦߥࠅ߹ߔޕᐔᏱᤨ߆ࠄᅚᕈ߇ኅ߿ኅᣖߩ

ߣߒߡขࠅߍࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚߩߪ 1990 ᐕ

ߩߚߦ⾌߿ߔᤨ㑆ߪ↵ᕈࠃࠅ߽㐳ะߦࠅޔ

ઍએ㒠ߢߔޕἴኂߩ␠ળ⑼ቇ⊛⎇ⓥߦೋߡ൮

ߣࠅࠊߌ㐿⊒ㅜ࿖ߢߪ㘶ᢱ᳓߿Ἲ↪ߩΆᢱߣ

⊛ߦࠫࠚࡦ࠳ߩⷞὐࠍዉߒߚ Enarson ߣ

ߥࠆ⮌ߩ⏕ߩߚߦᅚᕈߪᄙߊߩᤨ㑆ࠍ⾌߿ߒ

Morrow㧔1998㧕ߪ࠳ࡦࠚࠫޔቇ␠ޔળቇੱޔ㘃

ߡ߹ߔ߇ޔἴኂᤨߦߪ㘶ᢱ᳓߿Άᢱߩ⏕߇࿎

ቇߥߤᄙ᭽ߥࠕࡊࡠ࠴ߦࠃࠅ࠳ࡦࠚࠫޔൻߐ

㔍ߣߥࠅߚ߹ޔᐜఽ߿㜞㦂⠪ߩ߽ᤨ㑆߇߆

ࠇߚ⣀ᒙᕈߩ᭴▽ߣ⛽ᜬޔ㒐ἴ⸘↹߿Ꮺ㨯⚵❱

߆ࠆ߽ߩߣߥࠅ߹ߔޔࠅࠃߦࠇߘޕἴኂᤨߦߪᅚ

ߩἴኂኻᔕⴕേߩㆬᛯߣࠫࠚࡦ࠳ⷙ▸ߩ㑐ଥޔ

ᕈߩኅഭᤨ㑆߇ߐࠄߦჇᄢߔࠆߎߣ߇ႎ๔ߐ

ἴኂᤨߩᅚᕈ߳ߩജߣߞߚᐢ⺖㗴ࠍᛒޔ

ࠇߡ߹ߔ㧔Lovecamp 2003ޔᳰ↰ 2005㧕ޕ

ߎߩ⎇ⓥታ〣㗔ၞࠍᜏ߈߹ߒߚޟߢ߹ࠇߎޕἴኂ

ἴኂᓟߦᅚᕈഭ⠪߇↵ᕈഭ⠪ࠃࠅ߽ᄙߊ

ߣࠫࠚࡦ࠳⎇ޠⓥ߇ޔవㅴ࿖ㅜ࿖ࠍࠊߕޔ

⸃㓹ߐࠇ↵ޔᕈ߇ᣧߊ⡯႐ߦᓳᏫߔࠆߩߦኻߒߡ

⇇ߩⵍἴߢࠄ߆ߦߒߡ߈ߚਥⷐߥⷰὐࠍޔ

ᅚᕈߪߥ߆ߥ߆⡯႐ᓳᏫߢ߈ߕߦߚߩߘޔᅚᕈ

એਅߩ㧠ὐߦᢛℂߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ

ߪⵍἴᓟߩ߇ਇቯߦߥࠅޔᓳ⥝ౣᑪߩߚ

╙৻ߦⵍ⊛ੱޔኂߘߩ߽ߩߦ↵ᅚᏅ߇ࠅޔ

ߩ⚻ᷣ⊛⾗Ḯ߳ߩࠕࠢࠬ߇࿎㔍ߦߥࠅ߿ߔߣ

ᅚᕈ߇ࠃࠅᄙߊ‶†ߦߥߞߡ߹ߔ߫߃ޕ

߁㗴߇࠻ࡖࠫࠣߩ࠼ࡦࠗޔᣫ㝭㧔2001㧙

2004 ᐕߩࠗࡦ࠼ᵗᄢᵤᵄߢߪߩࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗޔ

2001 ᐕ㧕߿ࡎࡦࠫࡘࠬߩࡂࠤࡦ㧔1998 ᐕ㧕

ർࠕ࠴ࠚ⋵ߩ‶†⠪ߩ 77㧑ࠍᅚᕈ߇භࠆߥߤ

ߩ߆ࠄႎ๔ߐࠇߡ߹ߔ㧔Delaney & Shrader.

ⵍኂߦᄢ߈ߥᏅ߇ࠅ߹ߒߚޕหߓߊࠕ࠴ࠚߩࠕ

2000ޔBradshaw 2001㧕↵ޔߚ߹ޕᕈ߇ⵍἴࠍ㔌
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ࠇߡⒿ߉ߦߡߒ߹ⵍޔἴߦߪᅚᕈ߇ሶߤ

ޟἴኂߣࠫࠚࡦ࠳⎇ޠⓥ߇⸃ߒߡ߈ߚᚑᨐ

߽߿㜞㦂⠪ߣߦᱷߐࠇࠆߣ߁⁁ᴫ߽ᄙߊࠄ

ࠍᝄࠅࠆߣޔ⇇ฦߩⵍἴߦ߅ߌࠆᅚᕈߩ

ࠇߡ߹ߔޕ1998 ᐕߦࡂࠤࡦࡒ࠶࠴ߩⷅ

ἴኂߣᓳ⥝ߩ⚻㛎߇ޔᣣᧄߩᄢἴኂߩ⁁ᴫߣ㊀ߥ

᧪ࠍฃߌߚࡎࡦࠫࡘࠬߢߪޔㆱ㔍ᣉ⸳ߩዬ⠪

ࠆㇱಽ߇ᄙߎߣߦᡷߡ㛳߆ߐࠇ߹ߔޕޔ

ߩ㧠ഀߪᚑੱ↵ᕈ߇ߥᏪߢߞߚߘ߁ߢߔ

ᣣᧄߩⵍἴߢᅚᕈߚߜ߇⚻㛎ߒߡࠆ࿎㔍ߥ⁁

㧔Delaney & Shrader 2000㧕ޕ

ᴫߩᄙߊߪࠅߣ߭ޔᣣᧄߢ↢ߓߚߩߢߪߥߊޔ

↢ℂߥߤᅚᕈ․ߩ࠾࠭߳ߩኻᔕߦߟߡ

⇇ߩᄢἴኂߦ߅ߡᄙߊߩ࿖ߢ⚻㛎ߐࠇߡ߈ߚߎ

ߪࠅߥ߆ޔℂ⸃߇ㅴࠎߢ߈ߡ߹ߔ߇ߗߥޔἴኂ

ߣߢߔޕ㊀ⷐߥߩߪ࠳ࡦࠚࠫޔߩ⛔⸘߇ߥ

ᤨߩ࿎㔍߿⽶ᜂ߇ᅚᕈߦߒࠊነߖߐࠇࠆߩ߆ߣ

ߥߤ㗴ߪࠆ߽ߩߩޔ⇇ߩᄢἴኂ߇ࠫࠚࡦ࠳

߁᭴ㅧ⊛ߥ⚵ߺߩ⸃ߪߎࠇ߆ࠄߩ⺖㗴ߢߔޕ

ߩⷞὐ߆ࠄታ⸽⊛ߦ⸥㍳ޔಽᨆߐࠇߩߘޔᖱႎ

╙ਃߦޔἴኂᓟߦߪޔᅚᕈ߳ߩജ߇Ⴧടߔ

߇ᄙߊߩ࿖ߢޘ╷ߦᤋߐࠇߡᡷༀߦ⚿߮ߟ
ߡ߈ߡࠆߎߣߢߔޕ

ࠆߥߤੱᮭ߇ࠄࠇߦߊߊߥࠅ߹ߔޕἴኂᓟߩᅚ
ᕈ߳ߩᕈജ߿࠼ࡔࠬ࠹ࠖ࠶ࠢࡃࠗࠝࡦࠬߩ

㧞㧚࿖㓙⊛ầᵹ㧦㧟ߟߩࡐࠗࡦ࠻

Ⴧടߣ߁㗴ߪޔ2004 ᐕߦ࠾ࡘࠝࡦ࠭ࠍ
ⷅߞߚࡂࠤࡦࠞ࠻࠽߿หᐕᧃߩࠗࡦ࠼
ᵗᄢᵤᵄߩߢ৻べᵈ⋡ߐࠇࠆߎߣߣߥࠅ߹ߒ

࿖㓙␠ળ߇ἴኂ߹ߚߪ㒐ἴࠍ⊛ߥ⺖㗴ߣ

ߚ߇ޔታ㓙ߦߪ߶ߣࠎߤߩᄢἴኂߢߎߞߡ߹

ߒߡ⼂ߒޔද⺞ⴕേࠍᮨ⚝ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚ߈

ߔ㧔Fisher 2010㧕ޕἴኂቅఽߩੱりᄁ⾈߿ޔἴኂ

ߞ߆ߌߪޔ1990 ᐕߦᆎ߹ߞߚޟ࿖ㅪ㒐ἴߩ 10 ᐕޠ

ߢ࿎┆ߒߚⷫ߇ᇕᆪᐕ㦂ߦ㆐ߒߥᐜᆷࠍᇾ߇

ߢߒߚ㧔ᓟឝߩ࿑㧝㧕ࠇߘޕએ᧪ޔ㧞࿁ߩ࿖ㅪ

ߖߡߒ߹߁ߎߣ߽࠼ࡦࠗޔᵗᄢᵤᵄ߿ࠗࡦ࠼ࠣ

㒐ἴ⇇ળ⼏㧔1994 ᐕ㧦ᮮᵿᏒޔ2005 ᐕ㧦ᚭ

ࠫࡖ࠻Ꮊߩ㔡ࠨ࠶ࠝޔᎺߩࠨࠗࠢࡠࡦߩ

Ꮢ㧕߿ ╙ޔ46 ࿁࿖ㅪᇚੱߩᆔຬળ࡞ࡀࡄޟ

㓙ߥߤߦ㗴ߣߥࠅ߹ߒߚޕ

㧞㧦ⅣႺ▤ℂߣ㒐ἴߦ߅ߌࠆࠫࠚࡦ࠳ߩⷞὐޠ

╙྾ߪޔᅚᕈ߇ἴኂࠬࠢࠍシᷫߔࠆߚߦ

㧔2002 ᐕ㧕ߥߤߩ㊀ⷐߥ࿖㓙ળ⼏ࠍ⚻ߡޔἴኂߦ

ᄙߊߩᓎഀࠍᜂޔ࿁ᓳജࠍᜬߞߡࠆߣ߁ߎ

┙ߜะ߆߁ߚߩ࿖㓙⊛ߥᨒ⚵ߺ߇ߐࠇߟߟ

ߣߢߔޕᅚᕈߪἴኂ߳ߩ߃ߣᓳ⥝ߦ߅ߡ․ቯ

ࠅ߹ߔߩࠄࠇߎޕ࿖㓙⊛ߥขࠅ⚵ߺߪޔἴኂߩ

ߩᓎഀࠍᜂ߫ࠊޔἴኂ⁁ᴫࠍಾࠅᛮߌࠆߚ

ⵍኂ߇㐿⊒ㅜ࿖ߦߒߡࠆߣ߁ታ߆ࠄޔ

ߩߩ⍮ᕺࠍᜬߞߡ߹ߔޕᵩ᳓೨ߩΆᢱ߿㘩

․ߦ㐿⊒ㅜ࿖ࠍኻ⽎ߣߒߡ⼏⺰ߐࠇߡ߹ߔ߇ޔ

ᢱߩ⏕ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔᵴ↪ߒ

ℂ⺰⊛ᨒ⚵ߺ߿ߘࠇߦၮߠߚⴕേⷐ㗔ߪߤߩ

ߚ✕ᕆᤨߩ㘩ᢱ㘶ᢱ᳓ㆱ㔍႐ᚲߩⲢㅢߣ⋧

࿖ၞߦߢ߽ㆡᔕน⢻ߥ߽ߩߢߔޕ
ἴኂߣ↵ᅚหෳ↹ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛േะࠍℂ

ᛔഥߪޔᅚᕈߦࠃߞߡᜂࠊࠇࠆߎߣ߇ᄙߩߢߔޕ
ߘߩ৻ᣇߢߥ⊛ޔ㒐ἴ⚵❱߿✕ᕆᢇេߩ⚵❱ߩ

⸃ߔࠆࡐࠗࡦ࠻ߪ 3 ὐࠆߣ⠨߃ࠄࠇ߹ߔࠇߘޕ

ਛᔃ⊛ᜂᚻߪ↵ᕈߢࠅޔᅚᕈߪឃ㒰ߐࠇࠆ

ࠄߪޔ㧝㧕ἴኂࠬࠢᷫߣ߁ᔨ⊛ᨒ⚵ߺߩ

ะߦࠅ߹ߒߚ㧔Begum 1993㧕ޕ

⊓႐ޔ㧞㧕ἴኂࠬࠢᷫߣࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ߩਔ

ߒ߆ߒޔἴኂߩ✕ᕆᡰេ߿ᓳ⥝ߦᅚᕈ߇ਥ

ᣇࠍ㐿⊒╷㧔వㅴ࿖ߩ႐วߪ␠ળ╷⚻ᷣ

ߣߒߡෳടߔࠆᆫߪ࠼ࡦࠗޔᵗᄢᵤᵄߩⵍኂࠍฃ

╷㧕ߦਥᵹൻߔࠆߎߣߩ㊀ⷞޔ㧟㧕ᅚᕈߩἴኂᤨ

ߌߚࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕࠍࠗ࠲߿ࠞࡦࠬޔᆎޔ

㧔ᓟ㧕ߩ࠾࠭ࠃࠅੱᮭࠍ㊀ⷞߔࠆะߢߔޕ

߹߿⇇ฦߢࠄࠇᆎߡ߹ߔ㧔Enarson &

㧞࿁ߩ࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏㧔1994 ᐕ㧦ᮮᵿᏒޔ
2005 ᐕ㧦ᚭᏒ㧕ࠍ⚻ߡޔἴኂኻ╷ߩὶὐߪޟᎿ

Chakrabarti 2009ޔISDR 2007㧕ޕ
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ቇ⊛ߥࡂࠩ࠼ߩᓮ㧗ⵍἴᓟߩᄢ㊂ߩੱᡰ

ᨐߣߒߡἴኂ߳ߩ⣀ᒙᕈࠍౣ↢↥ߔࠆߎߣߦߥࠅ

េޟࠄ߆ޠἴኂࠬࠢᷫߣ߳ޠ⒖ࠅ߹ߒߚޕ

߆ߨ߹ߖࠎߦࠇߎޕኻߒߡޔἴኂࠬࠢᷫߪࡂ
ࠩ࠼ߣ␠ળߦ߅ߌࠆ⣀ᒙᕈߩ⸃ᶖߩਔᣇߦ߈

╙  ࿁ߩ࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏ߢណᛯߐࠇߚޟᮮᵿ

߆ߌࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ

ᚢ⇛㨪ࠃࠅోߥ⇇ߦะߌߡޔߪߢޠᜬ⛯น⢻
ߥᚑ㐳ߩߚߦߪޟἴኂߦᒝ␠ળߩ᭴▽ޟߣޠ㒐

㒐ἴߩታോኅ߇ࠫࠚࡦ࠳⺖㗴ࠍ⠨ᘦߔࠆ߈

ἴߦࠃࠆⵍኂシᷫ߇ޠਇนᰳߢࠆߣߩၮᧄ⼂

ߞ߆ߌߣߥߞߚߩ߽ޟߚ߹ޔᮮᵿᚢ⇛㨪ࠃࠅో

߇␜ߐࠇ߹ߒߚޕἴኂࠬࠢᷫߣ߁⸒⪲ߪޔ

ߥ⇇ߦะߌߡߩߘޕߚߒߢޠਛߢᅚᕈߪޔ㒐ἴ

ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩᐢᢥ⣂ߩਛߢ␠ޔળߦሽߔ

ߩ⍮⼂ࠍ߃ޔၞ߿Ꮺߦ߅ߡἴኂ߳ߩ߃

ࠆ⣀ᒙᕈ߿ἴኂࠬࠢࠍᦨዊ㒢ߦߔࠆ߆ࠆޔ

ߣኻᔕޔ࿁ᓳߦਛᔃ⊛ߥᓎഀࠍᨐߚߔਥߣߒߡ

ߪࡂࠩ࠼㧔ἴኂࠍᒁ߈ߎߔ⥄ὼߩ⎕უജ㧕ߩ

ᆎߡ⸒ߐࠇ߹ߒߚ㧔Enarson 㧒 Morrow 1998㧕ޕ

ᓇ㗀ࠍㆱߌ㧔㒐߉㧕ߪߚ߹ޔ㒢ቯ⊛ߥ߽ߩߣߔࠆ

ߘߩᓟޔ㒐ἴߩታോ⠪ߣ⎇ⓥ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢൻ

ߚߩᵴേ߿ᐲߥߤࠍᜰߒ߹ߔޕ

߇⇇ၞනߢᕆㅦߦㅴߺ߫߃ޔධࠕࠫࠕޔ
ධࠕࡈࠞࡉࠞޔᶏߥߤߩ⻉ၞߢ
ߪޔၞ㒐ἴߩ⸘↹߿ታᣉߦࠫࠚࡦ࠳
ಽᨆ߇ขࠅࠇࠄࠇ⺖࠳ࡦࠚࠫޔ
㗴ࠍᣉ╷ߦ⋓ࠅㄟࠟࠗ࠼ࠗࡦ߽ᢛ
ߐࠇ߹ߒߚޕἴኂಽ㊁ߢߩࠫࠚࡦ࠳
⛔⸘ߩᢛߪㆃࠇߡ߹ߔ߇ߘޔ
ߩᔅⷐᕈ߽⍮ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒ
ߚޕ
ἴኂಽ㊁ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡦ࠳ਥᵹൻ
ߦᄢ߈ߊࠍ㐿ߚߩߪ╙ޔ46 ࿁࿖ㅪ
ᇚੱߩᆔຬળ࡞ࡀࡄޟ㧞㧦ⅣႺ▤
ℂߣ㒐ἴߦ߅ߌࠆࠫࠚࡦ࠳ߩⷞὐޠ
㧔2002 ᐕ㧕ߢߔޔߪߢߎߎޕ㐿⊒ߦἴ

࿑㧞 ἴኂᔨ㧔ࡢࠗ࠭࠽ࠄߦࠃࠆ㧕
ᚲ㧦Wisner B. et al, 1994=2004, At Risk: Natural
Hazards, People's Vulnerability and
Disasters. .Routledge.

ኂࠬࠢᷫߣࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ࠍ⛔วߔࠆߎߣ߇
ឭ໒ߐࠇ߹ߒߚޕೋߡޔἴኂߦ߅ߌࠆࠫࠚࡦ࠳
⺖㗴ࠍࠃࠅᐢᣣᏱ⊛ߥ⺖㗴߿ਇᐔ╬ߩⷰὐ߆
ࠄ⺰ߓࠆߴ߈ߢࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚߩߢߔ㧔ISDR

࿑㧞ߢ␜ߒߚࠃ߁ߦޔห৻ၞౝࠆߪ

2002㧕ޕ

Ꮺౝߢߐ߃ⵍኂߦᏅ߇↢ߓࠆߩߪ␠ޔળࠍ᭴ᚑ

࿑㧞ߢ⚫ߒߚࡢࠗ࠭࠽ࠄߦࠃࠆἴኂ

ߔࠆ㓸࿅߿ੱߩ㑆ߢἴኂ⣀ᒙᕈߣᓳర㧩࿁ᓳജ

ᔨߩᨒ⚵ߺ㧔Wisner et al eds. 2004㧦51㧕ࠍ↪ߡޔ

㧔ࠫࠛࡦࠬ㧕߇⇣ߥࠆ߆ࠄߢߔ㧔9KUPGTGVCN

⻉╷ߦἴኂࠬࠢᷫߣࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ࠍਥᵹ

㧕ޕᓥ᧪ߩޟᎿቇ⊛ߥࡂࠩ࠼ߩᓮ㧗

ൻߔࠆߣߪߤ߁߁ߎߣ߆ࠍ⺑ߢ߈߹ߔޔߕ߹ޕ

ⵍἴᓟߩᄢ㊂ߩੱᡰេޔߪ࠴ࡠࡊࠕޠਥߣߒ

Ꮺౝߢ↵ᅚߦ⣀ᒙᕈ߇ಽ㈩ߐࠇࠆ᭽ሶࠍ࿑ߩ

ߡࡂࠩ࠼ߦ߈߆ߌࠆ߽ߩߢࠅ␠ޔળ߇ౝ൮

⍫ශߩะ߈ߦᓥߞߡ߹ߒࠂ߁ޕၞ߿Ꮺߩౝ

ߔࠆ⣀ᒙᕈߘߩ߽ߩ߿␠ޔળ⊛ߥਇᐔ╬߿ᴦ߿

ㇱߢᐲൻߐࠇߡ߈ߚᘠ⠌ޔᮭജ㈩ಽ⾗ޔḮ㈩ಽ

⚻ᷣߩࠅᣇߦߪᗧ࿑⊛ߦߪߒߥߩߢ⚿ޔ

ߩࠅᣇ߇ᅚᕈߦߣߞߡਇߢࠆߣ߁ᄢ⁁ᴫ
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ߢޔ㐿⊒ߩㅴዷ߿ࠣࡠࡃ࡞ൻߥߤߪߩߘޔᩰᏅ

ଦㅴߔࠆᣇะߢἴኂ㑐ㅪߩᵴേࠍⴕ߁ࠃ߁ߦߥߞ

ࠍᄢߔࠆ߆ዋߥߊߣ߽චಽߦߪᡷༀߒ߹ߖࠎޕ

ߡ߈ߡ߹ߔޕ
࿖㓙⊛ߥἴኂߣࠫࠚࡦ࠳ಽ㊁ߩታോ⠪ߣ⎇

ߘߩ⚿ᨐޔᅚᕈ߇↵ᕈࠃࠅ⣀ᒙߥ⁁ᴫߣߥࠅ߹ߔޕ
ߔߥࠊߜޔἴኂ⣀ᒙᕈߣᓳర㧩࿁ᓳജߪޔၞ␠

ⓥ⠪ߩࡀ࠶࠻ࡢࠢߢࠆ Gender and Disaster

ળߢࠫࠚࡦ࠳ൻߐࠇߡ᭴▽ߐࠇ߹ߔޕหᤨߦޔ

Network ߇ᚑߒߚࡄࡦࡈ࠶࠻ޟἴኂߦ߅ߌࠆ

↵ᅚߦ᥉ㆉ⊛߹ߚߪᧄ⾰⊛ߥἴኂ⣀ᒙᕈ߽ሽߒ

ࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬㧦ᢇេߣἴኂᓳ⥝ߦ߅ߌࠆ㧢ߟߩ

ߥߩߢߔ․ޕቯߩᅚᕈ㓸࿅ߦࠆᤨὐߢࠄࠇ

ේೣޠ
㧔Gender Equality in Disasters: Six Principles for

ࠆ⣀ᒙᕈߪޔᔅߕߒ߽⛮⛯ߒ߹ߖࠎޕ⣀ᒙᕈߣᓳ

Engendered Relief and Reconstructionޔ㇌⸶:࿖㓙ㅪ

ర㧩࿁ᓳജߪޔฦ㓸࿅߿ੱߩ߅߆ࠇߚ⁁ᴫʊࠫ

วၞ㐿⊒ࡦ࠲㒐ἴ⸘↹ᐶോᚲ㧕ߦߪޔ

ࠚࡦ࠳ޔᐕ㦂ޔஜᐽ⁁ᘒޔ㓚߇ߩήޔ㓏⚖ޔ

ἴኂߣࠫࠚࡦ࠳ࠍߋࠆ࿖㓙⊛ߥᣉ╷ߩ㛽ሶ߇

ࠛࠬ࠾ࠪ࠹ࠖޔ࿖▤ℂߩߥߤᄙ᭽ߥⷐ

◲ẖߦ߹ߣࠄࠇߡ߹ߔ㧔Gender Disaster

࿃ߦᓇ㗀ߐࠇޔἴኂߩ⒳㘃ߣၞ␠ળߩᢥ⣂ߢ

Network 2011㧕ߩ৻╙ߩߘޕේೣߦ࠳ࡦࠚࠫޟ

߹ࠆ߆ࠄߢߔ㧔Wisner et al eds. 2004㧦11-13㧕ޕᰴ

ᐔ╬ߣἴኂࠬࠢシᷫߩේೣߪޔἴኂߦࠃࠆᓇ㗀

ߦޔ࿑ߩ⍫ශߩㅒᣇะߦޔᅚᕈߩ⣀ᒙᕈߩ⁁߆

ߩシᷫޔኻᔕߡߒߘޔᓳ⥝߹ߢߩߔߴߡߩㆊ⒟ࠍ

ࠄߐ߆ߩ߷ߞߡ⸃ࠍࠇߘޔᶖߒࠃ߁ߣߔࠆߥࠄޔ

వዉߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޔߪޕߔ߹ࠅߣޠޕ

ߘߩࠃ߁ߥ⣀ᒙᕈࠍ↢ߺߒߡࠆ␠ળ⚻ᷣ㕙ߢ

╷߿ᐲߦᄌൻࠍ߽ߚࠄߔߎߣ߇ߢ߈ࠆࡖ࠴ޟ

ߩ⻉╷ࠍ⋥ߒ⾗ߪߡ߭ޔḮ߿ᯏળ߳ߩࠕࠢ

ࡦࠬߩ⓹߇ޠ㐿ߡࠆ⁁ᴫߢߔޔ߇ߘߎޕ࿖

ࠬߣࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߩਇᐔ╬߿ࠫࠚࡦ࠳ⷙ▸ߩ

㓙⊛ߥἴኂኻ╷ߩầᵹߦࠄࠇࠆࠫࠚࡦ࠳ߩⷞ

ࠅᣇߥߤߦ߹ߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎ⻉ޕ╷ߦ

ὐߩขࠅㄟߺࠍෳᾖߦߒߟߟޔ╷߿ᐲߩឭ⸒

ἴኂࠬࠢᷫߣࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ࠍਥᵹൻߔࠆߣ

ࠍⴕ߁ߣ߈ߣ⠨߃߹ߔޕ

ߪޔߥ߁ࠃߩߘޔᣣᏱᕈߦẜἴኂ⣀ᒙᕈߩⷐ࿃
㧟㧚ౕ⊛ߥᣉ╷ߩ

ߦⓍᭂ⊛ߦߒୃߟߣ߭ߟ৻ޔᱜߔࠆᬺߦઁ
ߥࠄߥߩߢߔޕ
ߎߩၮᧄ⼂ߪޔ2005 ᐕߦౣ߮㐿ߐࠇߚ╙2

 ߎߩࠃ߁ߥ࿖㓙⊛ߥầᵹ߇ౕޔൻߐࠇߚ႐

࿁࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏㧔ᚭᏒ㧕ߢណᛯߐࠇߚޟ

ߢߩᣉ╷ߩࠍ╩ޔ⠪߇⺞ᩏኻ⽎ߣߒߡࠆࡃ

ᐶⴕേᨒ⚵ߺޟߣޠᐶⴕേᨒ⚵ߺఝవⴕേߦޠ

ࡦࠣ࠺ࠪࡘߩㄘㇱ߆ࠄ⚫ߒ߹ߒࠂ߁ޕᣣᧄ

ฃߌ⛮߇ࠇߡ߹ߔⷞߩ࠳ࡦࠚࠫޕὐ߆ࠄߩ╙

ߣਗ߱ࠕࠫࠕߩἴኂᄙ⊒࿖ߢࠆࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘ

৻ߩఝవ⺖㗴ߣߒߡߩߡߴߔޔ㒐ἴ╷߿⸘↹ߩ

ߢߪޔᣣޔᵩ᳓߿ࠨࠗࠢࡠࡦߩᏱⷅߢၞߦ

ᚑቯߦᅚᕈ߇ෳ↹ߒޔᅚᕈߩⷞὐࠍዉߔ

ࠄߔᅚᕈߚߜ߇↵ᕈߣߦἴኂࠬࠢࠍシᷫߔ

ࠆߎߣ߇ឭ໒ߐࠇ߹ߒߚޕ

ࠆߚߩ㐿⊒ᬺ߿㒐ἴᵴേޔἴኂᓟߩᢇេᵴേ

߹ߚੱޟޔᙗ┨ߣἴኂេഥߦ㑐ߔࠆᦨૐၮ

ߦᓥߔࠆᆫࠍᄙߊ⋡ߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔߒޕ

Ḱޠ
㧔ࠬࡈࠖࠕࠬ࠲ࡦ࠳࠼㧕ߦઍߐࠇࠆࠃ߁

߆ߒޔἴኂߦ㑐ㅪߒߚᵴേߦᅚᕈ߇ᵴ⊒ߦෳടߔ

ߦੱޔᯏ㑐߇ἴኂߩ✕ᕆេഥ߿ᓳ⥝㐿⊒ߦ߅

ࠆࠃ߁ߦߥߞߚߩߪᣂߒߊޔ1990 ᐕઍߩᓟඨએ

ߡㆩߔߴ߈ၮḰ߇⸳ቯߐࠇߡ߹ߔ✕ޕᕆᤨߦ

㒠ߩߎߣߢߔੱ߇ࡓࠬࡓޕญߩ 9 ഀࠍභࠆ␠

ᓟ࿁ߒߦߐࠇ߇ߜߥࠫࠚࡦ࠳߿ࡑࠗࡁ࠹ࠖߩ

ળߦߞߡޔᅚᕈ߇Ꮺᄖߩ⊛ߥᵴേߦᓥߔ

ⷞὐࠍੱޔᮭࠍၮᧄߦߒߡ㓚ߒߡߊേ߈ߢߔޕ

ࠆߎߣ߇ᅑബߐࠇߥਛߢ߽ޔἴኂ㑐ㅪߩᵴേߦ

ᄙߊߩ࿖ㅪᯏ㑐߿࿖㓙⊛ߥ㧺㧳㧻ߪޔਇߥ┙႐

ߪᅚᕈߚߜ߇⏕ታߦෳടߔࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈߹ߒ

ߦࠆੱੱߩޘᮭࠍ㓚ߒࠍ࠻ࡦࡔࡢࡄࡦࠛޔ

ߚޔߡߒߘޕᅚᕈߚߜߩෳടߪ⏕ߥᚑᨐࠍߍ
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ᐭ㒐ἴㅢ㆐ߢߪⴕޟޔߩᅚᕈߩઍࠍޠ

ߡ߹ߔޕ
1991 ᐕߦ 13 ਁ 8,000 ੱߩᱫ⠪ⴕᣇਇ⠪ࠍ

ߣ⸥ߐࠇߚߛߌߢߒߚߚߩߘޕᒰᤨߪޔ㒐ἴᆔ

2㧕

ߒߚࠨࠗࠢࡠࡦߦࠃࠆ㜞ầἴኂ ߢߪߡߴߔޔ

ຬ 10 ᢙฬ߆ࠄ 20 ฬ߶ߤߩ߁ߜ⼏ޔળߩᅚᕈ⼏

ߩᐕ㦂ጀߢᅚᕈߩᣇ߇ᱫ₸߇㜞ߊޔ20㧙49 ᱦ

ຬ㧔12 ⼏Ꮸਛ 3 ⼏Ꮸ߇ᅚᕈߦ⇐㧕ߒ߆ᅚᕈ߇

ߢᅚᕈߩᱫ₸ߪ↵ᕈߩ 4㧙5 ߦ㆐ߒ߹ߒߚ㧔ᳰ

߹ߖࠎߢߒߚޔߒ߆ߒޕߢߪၞߢᵴേߔࠆ

↰ޔ1996㧦127-128㧕ޕᒰᤨߥ⊛ޔ㒐ἴ⚵❱߿✕

NGO ࡢࠞ߿ᐭ⋭ᐡߩ᥉ຬ߽߹ࠇ߅ޔ

ᕆᢇេߩ⚵❱ߩਛᔃ⊛ᜂᚻߪ↵ᕈߢޔᅚᕈߪឃ

߅ߨ 3 ಽߩ㧝⒟ᐲߪᅚᕈ߇භߡ߹ߔ৻ޕᣇޔ

㒰ߐࠇࠆะߦࠅޔᅚᕈߦዯߊᡰេࠍⴕ߁ߎߣ

NGO ߩᡰេߦࠃࠆ㒐ἴᆔຬળߦߪߩߘޔ᭴ᚑຬ

ߩ㒢⇇߇ᜰ៰ߐࠇߡ߹ߒߚ㧔Begum 1993㧕ߒޕ

ߩ 40㧑ࠍᅚᕈߣߔࠆ↵ߪߚ߹ޔᅚᲧࠍඨߔߦޘ

߆ߒޔ2007 ᐕߦหߓ⒟ᐲߩജࠍᜬߟࠨࠗࠢࡠ

ࠆߥߤߩⷙቯ߇ࠅޔᄢታⴕߐࠇߡ߹ߔ㧔ᳰ

ࡦ߇ⷅ᧪ߒߚ㓙ߦߪޔᱫ⠪ⴕᣇਇ⠪ᢙࠍ⚂

↰ 2011㧕ޕ

4,200 ੱߦߣߤࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕᕈߩ‶

ᅚᕈߚߜ߇㒐ἴߩᆔຬળߦෳടߒߡࠆߎߣ

†⠪⛔⸘ߪᓧࠄࠇߥ߽ߩߩ↵ޔᅚߩᱫ₸ߩᩰ

ߪ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥᗧࠍᜬߜ߹ߔޕ㒐ἴᆔຬળߩ㊀

Ꮕߪᡷༀߐࠇߚߎߣ߇␜ໂߐࠇޔἴኂߦ߅ߌࠆ↵

ⷐߥߩ৻ㇱߪㆱ㔍ߩ⺃ዉߣㆱ㔍ᚲߩ▤ℂߢߔ

ᅚߩ⣀ᒙᕈߩᩰᏅ߇⸃ᶖߐࠇࠆᣇะߢࠫࠚࡦ࠳

߇ޔᅚᕈ߇ㆱ㔍ࠍଦߖ߫ᅚᕈߪㆱ㔍ߒ߿ߔߒޔ

ⷙ▸߿ᅚᕈߩᓎഀ߇ᄌൻߒߟߟࠆߩߢߪߥ߆

ㆱ㔍ᚲߦ↥ᇎ߇Ᏹ㚢ߔࠆࠃ߁ߦߒߚߢߪޔᅧ↥

ߣ⼏⺰ߐࠇߡ߹ߔ㧔Paul 2009; 2010㧕ޕ

ᇚߩߩߺߥࠄߕ↥ޔᇎ߇ᅚᕈߩߐ߹ߑ߹ߥ⋧

1991 ᐕߩࠨࠗࠢࡠࡦᓟߦ╩⠪߇ⵍἴࠍ⸰ࠇ

⺣ߦਸ਼ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޔߚ߹ޕἴኂࠬࠢ

ߚᤨߦߪ✕ޔᕆᢇេ߿ᓳ⥝ߦᅚᕈߩᆫߪోߊߥߊޔ

ᷫ߇ࠫࠚࡦ࠳ߩⷞὐࠍᜬߞߡⴕࠊࠇࠆߚߦߪޔ

ᅚᕈ᳃߇ᵴ⊒ߦᗧࠍ⸒߁ߎߣߪ߶ߣࠎߤࠅ

⣀ᒙᕈߩಽᨆޔ㒐ἴ⸘↹ߩᗧᕁቯ߿ታᣉߦᅚᕈ

߹ߖࠎߢߒߚ߇ޔ2007 ᐕߩࠨࠗࠢࡠࡦᓟߦหߓ

߇↵ᕈߣߣ߽ߦਥ⊛ߦෳടߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢߔޕ

ⵍἴࠍ⸰ߨߚ㓙ߦߪޔᄙߊߩᅚᕈ߇ᵴべߔࠆᆫ

ၞߦ߅ߡ㒐ἴ⸘↹ߩᗧᕁቯ߿⾗Ḯ㈩ಽ߇ⴕ

߇ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߹ߒߚⵍޕἴߣᓳ⥝ߩ

ࠊࠇࠆਥⷐߥࡊࡠࠬ߿⼏㗴⸳ቯߘߩ߽ߩߦᅚᕈ

ㆊ⒟ߦ߅ߌࠆ↵ᅚߩ⚻㛎ߩ㆑߿ޔ㓹↪߿ቛߥ

߇ᐔ╬ߦෳടߒޔ߈߆ߌߥ㒢ࠅޔᄌൻࠍ߽ߚ

ߤᓳ⥝ߩߚߦᔅⷐߥ⾗Ḯ߳ߩࠕࠢࠬߩਇᐔ╬

ࠄߔߎߣߪߢ߈߹ߖࠎޕ

ߦ㑐ߒߡޔଐὼߣߒߡ⺖㗴ߪᄙ߽ߩߩࠣࡦࡃޔ
㧨ࠫࠚࡦ࠳ⷞὐߦࠃࠆ⣀ᒙᕈߣ࿁ᓳജߩಽᨆ㧪

࠺ࠪࡘߩᅚᕈߚߜߪ⏕ޔታߦἴኂߦ┙ߜะ߆߁

ἴኂࠬࠢᷫߩಽᨆᬺߣ⸘↹┙᩺ߪޔ

ജࠍߟߌߡ߹ߔޕ

ੱ߆ߩ㒐ἴߦᓥߔࠆ࠳⊛ߥᅚᕈߛߌ߇ෳ
ടߔࠆߩߢߪਇචಽߢߔޕἴኂࠬࠢᷫߩಽᨆ

㧨㒐ἴߩⴕ㨯⥄ᴦ⚵❱ߩᢛߣᅚᕈߩෳട㧪
ࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘߢߪޔ㒐ἴߩⴕ⊛ขࠅ⚵ߺ

ߪޔἴኂߩ੍㒐ߛߌߢߪߥߊޔᓳ⥝߿ᣂߚߥἴኂ

߇⪭߆ࠄ࿖ኅߩࡌ࡞߹ߢᢛߐࠇޔᵩ᳓߿ࠨ

ߦ߃ࠆߚߦ╷߿りߩ࿁ࠅߩᬺࠍ⋥ߔ㓙

ࠗࠢࡠࡦߩᏱⷅၞߦߪⴕޔߛߌߢߪߥߊᄙߊ

ߥߤߦ߽ᔅⷐߢߔ߇ߩߘޔ㓙ߦ↵ᅚߩ৻⥸᳃߇

ߩ NGO ߽㒐ἴ᳃⚵❱ߩ⚿ᚑࠍଦߒⶄޔᢙߩ㒐

ෳടߢ߈ࠆࠃ߁ߦᎿᄦߐࠇߡ߹ߔ߫߃ޕᔅߕ

ἴ᳃⚵❱߇ሽߒߡ߹ߔޔߪ❱⚵ߩࠄࠇߎޕ

ᅚᕈߛߌߩ㓸ળࠍⴕߞߡޔᅚᕈߩᗧࠍᤋߢ߈

⋡⊛߽⼊ႎવ㆐ߣ✕ᕆᢇេߩߺࠍⴕ߁߽ߩ߆ࠄޔ

ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ╷↹⸘ޔቯߩߚߩఝవ㗅ઃ

ㄘ㐿⊒ߩᄢ߈ߥᨒ⚵ߺߩਛߢἴኂࠬࠢᷫࠍ

ߌߥߤߢ߽ᅚᕈߩᗧ߇ᓟ࿁ߒߦߐࠇߥࠃ߁ߦ

ታߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩ߹ߢޔᄙ᭽ߢߔޕ1997 ᐕߩ

ᚻ㗅ߦᎿᄦ߇ߥߐࠇߡ߹ߔޕ
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ʊࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘ࡞ࠩࡃࠬࠢ࠶ࠦޔ

⋵ޔ㓸⪭ߩ㒐ἴᆔຬߩᅚᕈ㧔41 ᱦ㧕

㧨ᅚᕈߩ㒐ἴ㑐ଥ⠪ߩ⢒ᚑ㧪

㧔2008 ᐕ 3  8 ᣣ㧕

㒐ἴߩኾ㐷⡯߹ߚߪㄘࡌ࡞ߢߩࡏࡦ࠹
ࠖࠕߦᅚᕈࠍჇ߿ߔߎߣߢߔ࠺ࠣࡦࡃ߫߃ޕ
ࠪࡘߩ⼊ႎવ㆐ㆱ㔍⺃ዉࡏࡦ࠹ࠖࠕ㧟㧕ߪޔ1972

ߎߩᒁ↪ߪࠅ➅ޔߒࠨࠗࠢࡠࡦߩ㜞ầἴኂ

ᐕߦ 1 ࡙࠾࠶࠻↵ᕈ 5 ੱ㧔⼊ႎવ㆐ޔㆱ㔍⺃ዉޔ

ߦⷅࠊࠇߡ߈ߚࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘߩᴪጯၞߢޔ㓸

ᢇഥޔᔕᕆᚻᒰޔᢇេ‛⾗㈩Ꮣߩᓎഀࠍಽᜂ㧕ߛ

⪭ߩ㒐ἴᆔຬߣߒߡᵴേߔࠆᅚᕈ߇ 2008 ᐕߦ╩

ߌߢࠬ࠲࠻ߒ߹ߒߚ߇ޔ1980 ᐕߦ2 ੱߩᅚᕈࡏ

⠪ߦ⺆ߞߚ⸒⪲ߢߔޕᐕ߆චᐕ߆ᓟߦߚ⑳ޔ

ࡦ࠹ࠖࠕ߇ᔕᕆᚻᒰߣ⼊ႎવ㆐ߩᓎഀߢടࠊࠅ

ߜ߇ 2011 ᐕ㧟 11 ᣣࠍᝄࠅࠆߣ߈ࡦࡃߩߎޔ

߹ߒߚޕ2006 ᐕߦ 1 ࡙࠾࠶࠻↵ᕈ 10 ੱߣᅚᕈ 5

ࠣ࠺ࠪࡘᅚᕈߩࠃ߁ߦ⥄ାߦḩߜߡ⺆ࠇࠆࠃ߁

ੱࠍណ↪ߔࠆᣇ㊎߇ᛂߜߐࠇ߹ߒߚޕ

ߦߥߞߡߚߣᒝߊ㗿߹ߔޕᣣᧄ߇ࡎࠬ࠻࿖
ߣߥߞߡⴕࠊࠇߚ 2 ࿁ߩ࿖ㅪ⇇㒐ἴળ⼏ߦ⊒ߒ

㧨ᡰេ⚵❱߳ߩࠫࠚࡦ࠳ⷞὐߩዉ㧪

ߡ⇇ฦߩⵍἴߩᅚᕈߚߜߦᄌൻࠍ߽ߚࠄߒ

 ᐭ᳃㑆ࠍࠊߕ✕ߚ߹ޔᕆᢇេᓳ⥝ߥߤ

ߡ߈ߚޔἴኂߣ↵ᅚหෳ↹ߩ࿖㓙⊛ầᵹ߆ࠄޔ

ᡰេߩౝኈࠍࠊߕޔᡰេ࿅߇ㅢߒߡផߒㅴ

ᣣᧄߩ⑳ߚߜ⥄り߇ቇ߱ߴ߈ߎߣߪᄙߩߢߔޕ

ࠆߴ߈ࠫࠚࡦ࠳ਥᵹൻߩࠬ࠹࠶ࡊࠍޔਥⷐߥ

ᓳ⥝ߩ㓙ߦࠃߊ⺆ࠄࠇࠆࠠࡢ࠼ߣߒߡ

ᡰេ࿅߇ߒߡޔἴኂߦ㑐ߔࠆᡰេᵴേ߳ߩ

‘Building Back Better’߇ࠅ߹ߔޕἴኂߩ೨ߦߞ

ࠫࠚࡦ࠳ਥᵹൻߩㅴ⁁ᴫࠍ⹏ଔߒޔႎ๔ߔࠆ

ߚ␠ળࠃࠅ߽␠⦟ޔળࠍ⋡ᜰߒߡᓳ⥝ߒࠃ߁ޔ

ᵴേߥߤ߇ࠄࠇ߹ߔࡘࠪ࠺ࠣࡦࡃޔ߫߃ޕ

ߣ߁ᗧߢߔޕᓳ⥝ߔࠆߣ߁ߎߣ߇ޔἴኂએ

ߩ࠼࠽ળวߩἴኂኻ╷ㇱળߣ࠳ࡦࠚࠫޟ

೨ߩరㅢࠅߩʊἴኂߦ⣀ᒙߥʊ␠ળߦᚯࠆߣ

ἴኂࡉࠨޠㇱળߢߪࡑࠜࡈߩ࠻ࠬࠢ࠶ࠚ࠴ޔ

߁ᗧߢߞߡߪߥࠅ߹ߖࠎ߿࠳ࡦࠚࠫޕ᭽ޘ

࠶࠻ࠍᚑߒߡޔㇱળߦෳടߒߡࠆᡰេ࿅ߦ

ߥ␠ળ⊛ዻᕈߦၮߠߊਇᐔ╬߿Ꮕࠍ߽రㅢࠅߦ

ႎ๔ߔࠆࠃ߁ផᅑߒߡ߹ߔ
㧔DER Working Group

ᓳరߒߡߒ߹ߞߡߪޔหߓࠃ߁ߥἴኂ߇߈ࠇ߫ޔ

on Gender and Diversity in Disasters 2006㧕ޕ

߹ߚหߓࠃ߁ߥ⺖㗴߇┙ߜࠇࠆߎߣߦߥࠆߢߒ
ࠂ߁ޕἴኂߣࠫࠚࡦ࠳ߣ߁ಽ㊁ߪޔޔഭ

㧠㧚߅ࠊࠅߦ 㧙building back better

ޔዬޔࠅߊߠⴝޔജߥߤᄙᢙߩಽ㊁ߣࠫࠚ
ࡦ࠳ߣἴኂߩᏅゲ߆ࠄߥࠅ߹ߔޕᣣᏱߦẜ

1991 ᐕߩᄢࠨࠗࠢࡠࡦߩᤨޔ㨯㨯㨯㨯㨯

ἴኂ⣀ᒙᕈࠍലᨐ⊛ߦᡷༀߔࠆߦߪޔၞߦሽ

ߌᣇޔ㜞ầߩ᳓߇ᒁ߈ᆎߚ㗃ߦߪሶߤ

ߒߡࠆᣣᏱߩࠫࠚࡦ࠳⺖㗴ߩߥ߆ߦἴኂࠬ

߽ߚߜߪ᳇ࠍᄬߞߡߚޕరߩࠃ߁ߦ↢

ࠢࠍߒߞ߆ࠅߣ⟎ߠߌߡᛠីߒࠆ߃ࠍࠇߘޔ

ᵴߢ߈ࠆߩ߆ޔᗐ߽ߢ߈ߥ߆ߞߚޕኅ

ᒻߢᜰ៰ߒߡߊദജ߇ᔅⷐߢߔޕ

ߦᚯߞߡߺࠆߣޔኅ߇ߥ߆ߞߚޕ㍿߽⋁
߽〔ޔᒻ߽ߥ߆ߞߚޕ㨯㨯㨯㨯㨯ߎߩߢ

ᒁ↪ᢥ₂

ජߣ߁ੱ߇ᱫࠎߛޔߒ߽ޕหߓᄢ߈

ᳰ↰ᕺሶ㧔2011㧕ߥ࡞ࠞࡠޟ㐿⊒ࠛࠫࠚࡦ࠻ޠ
ߪ㐿⊒ߣࠫࠚࡦ࠳ࠍᜂ߃ࠆ߆ 㧙ࡃࡦࠣ࠺
ࠪࡘߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㒐ἴޡޠ2006㧙2008 ᐕᐲ⑼
ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㨇ၮ⋚⎇ⓥ B]ࡠࠞ࡞ࡦࠪ
࠹ࠖࡉߥޟ㐿⊒ߣࠫࠚࡦ࠳⎇ޠⓥߩ᭴▽ࠍ⋡
ᜰߒߡޢ㧔⎇ⓥઍ⠪ ᾢ⼱⍮㧕 pp.111-128

ߐߩࠨࠗࠢࡠࡦ߇᧪ߡ߽ߪߜߚ⑳ޔᤄߩ
ࠃ߁ߦߪᱫߥߥࠎߐߊߚߪߜߚ⑳ޕቇ
ࠎߛࠎߐߊߚޕ⍮⼂ࠍᓧߡ⥄ޔା߽ߢ߈
ߚޕ
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ᳰ↰ᕺሶ㧔2005㧕࠳ࡦࠚࠫޟൻߐࠇߚ⣀ᒙᕈ㧦
ࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘㄘߩ㘩ᢱ⾗Ḯߩෂᯏ▤ℂޠ㧘
ޡ᳃ඳㅢାޢ㧘No.110㧘pp.10-11㧘2005

Gender Disaster Network (2011) Gender Equality in
Disasters: Six Principles for Engendered Relief and
Reconstruction, GDN ߩ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻߆ࠄ࠳࠙ࡦ

ᳰ↰ᕺሶ㧔1996㧕ߣ࠳ࡦࠚࠫޟἴኂʊࡃࡦࠣ

ࡠ࠼นޕURL

࠺ࠪࡘߩࠨࠗࠢࡠࡦኻ╷ʊޠ㑐ሶᧁᧄ༑⟤

www.gdnonline.org/.../GDN_GENDER_EQUALIT

ሶ✬ࠄ߆࠳ࡦࠚࠫޡ⇇ࠍ⺒ޢ⍹ᦠᐫ㧘

Y_IN_DISASTERS.pdf 㧔2011 ᐕ 2011 ᐕ 6  1

121-147㧚

ᣣᦨ⚳ࠕࠢࠬ㧕

ෘ↢⋭㧔1995㧕
ޡ࿖᳃ⴡ↢ߩേะ 1995ޢෘ↢⛔⸘

ISDR (2007) Gender Perspective: Working Together for
Disaster Risk Reduction Good Practices and Lessons
Learned, ISDR
ISDR (2002) Gender Mainstreaming in Disaster
Reduction (Paper presented at Commission on the
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නߢࠆ࡙࠾࠶࠻ߪ2845 ࠆ㧔Bangladesh
Red Crescent Society  ޔ2007  ޔCyclone
Preparedness Program.㧕ޕ
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ᣥߦᒰߚߞߡߩ❱⚵ࠅߪ߿ޔෘߺ߇ࠆޔജ߇

ߩਛߢߩᐞߟ߆ߩࠃ߆ߞߚߥߣᕁ߃ࠆὐߢߒߚޕ

ࠆߣ߁ߎߣ߇߽ߡߞߣߦ⑳ޔᓳᣥᬺࠍ⠨߃ߡ

ၴᧄ 㧟.11 એᓟߩᓳ⥝ߦߟߡߥ߁ࠃߩߤޔℂᔨ

ߊߢߩ৻⇟ߩࠃࠅߤߎࠈߦߥߞߚߣᕁ߹ߔޕ

ࠍ߅ᜬߜߢߔ߆߅ޕ⡞߆ߖਅߐޕ

ၴᧄ 㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩᓟޔἴኂߦ߃ࠆߣ߈

ᅏጊ ߿ߪࠅߢ߹ޔᚒߪޘㇺᏒߩࠪࠬ࠹ࡓߦ

ߦ߽߁ߤޔᅚᕈߩⷞὐ߇ዋߥߞ߽ޔߪࠆޔ

ోࠍࠁߛߨߡ⥄߇ࠇߘޔಽߩᔃߢ߽ࠆߣήᗧ

ߣ⸒߃߫ޔ㓚ኂ⠪߿↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐ߇ਇ⿷ߒ

⼂ߦᕁㄟࠎߢࠄߒߡ߈ߚࠃ߁ߥ᳇߇ߒ߹ߔޕ

ߡࠆߪߣߎߥ߁ࠃ߁ߣޔታᗵߐࠇߚߎߣߪ

ㅢ߇ߜ߾ࠎߣേߊޔ㔚᳇߇ㅢࠆޔ᳓߇ㅢࠆޕ

ࠅ߹ߔ߆ޕ

߆᰼ߒ߽ߩ߇ࠇ߫ࠦࡦࡆ࠾ߦⴕߞߡߴ߾ߒޔ

ᅏጊ บᏒߩ㔡ἴ೨ߩࠈࠈߥ㒐ἴߩᵴേߩ


ਛߢࠅߪ߿ޔᅚᕈߩⷞὐ߇ᄢߛࠈ߁ߣޕㆱ㔍ᚲ

ᅏጊ ߘ߁ߢߔߨޕ
࿁ⵍἴߒߚߩᴪጯㇱߪޔ

ߩㆇ༡߇߫ࠇߔ߽ߣޔ႐ࠍಾࠆߣ߁ߎߣߢ↵

ߤߜࠄ߆ߣ߁ߣ߽ߣ߽ߣኅᣖߩᢙ߇ᄙߊޔ㧟

ᕈਛᔃߩᮭജ⊛ߥㇱಽ߇ߡߊࠆⷐ⚛߇㜞ߎߣ

ઍ৻✜ߣ߆ߘ߁߁ߢߒߚߩߢޔ࿁ߩⵍἴ

ߦߟߡ⋭߇ߞߚࠅߒߡޔᅚᕈࠣ࡞ࡊߩ⊝

ߦࠃࠅߏ㜞㦂ߩᣇߛߌ߇ᱷߞߡߒ߹ࠊࠇߚߣ߆ޔ

ߐࠎ߇ޔᅚᕈߩⷞὐࠍᄢߦߒߚㆱ㔍ᚲߣ߆㒐ἴ

߿ߪࠅ߇ࠬࠤߥࠈࠈޔߡ߈ߡ߹ߔߨޕ

ߦߟߡၞߢᵴേߒࠃ߁ߣ߁⧘߇ߞߚߎߣ

 ⵍἴߐࠇߚ߇ࠁ߃ߦ߅ߪߢ߹ޔῳߐࠎ߅ޔᲣ

ߪታߢߔޕ

ߐࠎࠍ⥄ቛߩኅᣖߣߒߡ৻✜ߦࠄߔߎߣ߇น⢻

 ߚߛޔ࿁ߪోᏒ⊛ߦ 300 ᢙචࠞᚲߋࠄߩㆱ

ߛߞߚߌࠇߤ߽ߩߌߛࠇߘޔᄢ߈ߥ⥄ቛ߽߅ㇱደ

㔍ᚲ߇ߢ߈߇ߞߡߺࠆߣߩߘޔਛߢߪᅚᕈߩⷞ

߽ߥߊߥߞߚߒޔᱷᔨߥ߇ࠄߤ߁ߒߡ߽ߦࠄ

ὐߣ߁ߎߣ߇ࠆ⒟ᐲჿߣߒߡขࠅࠇࠄࠇߚ

ߐߥߌࠇ߫ߌߥߣ߆ߐߊߚ߽ߣߎ߁߁ߘޔ

ߣߎࠈ߽ࠆߌࠇߤ߽ࠍߣߎ߁߁ߘߊోޔᛮ߈

ࠎߡ߈ߡ߹ߔߩߢޔᔕᕆ⸳ቛࠍߟߊࠅ߹

ߦၞߩ↵ᕈߚߜࠍਛᔃߦㆇ༡ߐࠇߡߒ߹ߞߚߣ

ߔߌࠇߤ߽ޔᔕᕆ⸳ቛߩਛߦ⸳ቛߣ

ߎࠈ߽ࠆߒߥ߹ߑ߹ߐޔᗧߢߪߛ߹ߛ߹ޔᄢ

߁ߩߢߒࠂ߁߆ߩ߽ߥߚߺࡓࡎࡊ࡞ࠣޔ

߈ߥ⺖㗴߇ߎߎߦߪᱷߞߚߣᕁ߹ߔޕ

ߩ⸳ ߺߚߥ߽ߩ߽ߟߊߞߡߊߣ߆ޕ

ㆱ㔍ᚲߩᅚᕈࠗࡦ࠲ࡆࡘ ታኅߦᏫߞߚߞߡޔ

 30 ᐕ೨ߩችၔ⋵ᴒ㔡ߣᲧߴߡᄢ߈ߥ㆑ߣ

ߎࠇ߆ࠄ↰⇌ࠍ⠹ߔߎߣ߇ߢ߈ߥߢߒࠂޕ߽

ᕁ߁ߩߪ␠ޔળ߇㜞㦂ൻߒߡࠆਛߢߩ㔡ἴߛߞ

ᥜߛߒᧄߪࠄ⑳ޕᒰߦ⇌߇⥄ಽߩ↢ᵴߛ߆ࠄޔ

ߚߣ߁ߎߣߢߥ߁ࠃࠆ߾ߒߞ߅ޔ㜞㦂ൻߩ㗴

ߘࠇ߇ߢ߈ߥߩߛ߆ࠄޔᚯߞߡ߽ߎࠇ߹ߚਇ

ߪޔᭂߡᅤታߦ࿁ߩ㔡ἴߢ⺖㗴ߣߒߡᶋ߆߮

ߥࠎߢߔߌߤߨޕ

߇ߞߡ߈ߡࠆࠊߌߢߔߨޕ

ၴᧄ บᏒߩᓳ⥝⸘↹߇ߢ߈ߚ߫߆ࠅߣુߞߡ

ㆱ㔍ᚲߩ↵ᕈࠗࡦ࠲ࡆࡘ ߎࠇ߆ࠄߩᓳ⥝⸘↹

߹ߔ߇ߥ߁ࠃߩߤޔౝኈߥߩߢߒࠂ߁߆ޕ

߇㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߒߡߊࠆߩࠇߘޕᓟߒߥࠅ

ᅏጊ ޟᔃߩޠ⚷ޟߣޠౣ↢ࠍ߁ߚࠊߖߡߚ

ߥࠎߥࠅߪⴕࠅ߬ߞ߿ޔ߇ߒߡ߽ࠄࠊߥߣ

ߛߡߡޔᔃߣ߁߽ߩࠍߟߊࠆߩߪੱߣੱ

ಾࠅ߇ߟ߆ߥࠎߢߔࠃߨޕ

ߣߩᔃߩ⚿߮ߟ߈ౕ߇ࠇߘޔߚ߹ޔߩⴕേߢ␜

ၴᧄ ߎࠇ߆ࠄ㧡ᐕ 10 ᐕవߩบᏒߩࡆ࡚ࠫࡦ

ߖࠆߣ߁߅ߩା㗬㑐ଥ߇ߩ߽߁߁ߘޔ

ߣ߁߆ޔᓳ⥝ߒߚᏒࠍ৻⸒ߢߒߡߚߛߊ

ߞߡೋߡߘߎߢᔃߒߚࠄߒ߇༡ࠆࠎߛࠈ

ߣ߁߁ߤޔᆫࠍᕁឬߡࠄߞߒ߾߹ߔ߆ޕ

߁ߣ߁ߎߣߢߔߩߢޔߡ߁ࠎߢߒࠂ߁߆ߨޔ

ᅏጊ บߪߕߞߣߩ᧡ޟㇺบߣߎ߁ߣޠ

ߘߩߦኻߔࠆᗲ⌕ߛߌ߆ࠄࠆߣ߁ߎߣ߽

ߢޔㇺᏒߩࠗࡔࠫߩᩭᔃߦߥߞߡ߈ߚߣᕁ߁ࠎ

ࠆߣߪᕁ߹ߔߌࠇߤ߽⸥ࠆߔޔᙘࠁ߃ߦ

ߢߔߨ⥄ߪߩࠆߦߎߘޕὼߣߩⷫᕈߣ߁߆ޔ

㔌ࠇ߇ߚੱ㑆㑐ଥ߇߈ߞߜࠅߟߥ߇ࠆࠃ߁ߦߒ

ߎߎߪ߹ߚၔਅ↸ߢࠅ߹ߔߩߢࠆޔ⒳ߩ᛬ࠅ

ߡߞߡߐߒߍࠆߎߣ߇⥄ޔᴦߣߒߡߩ↢ᵴ

⋡ᱜߒߐߺߚߥ߽ߩ߇↸ߩᩮᐩߦࠆࠃ߁ߥ᳇

ߩౣᑪߩᩮᧄߦߥߌࠇ߫ߌߥߣᕁ߹ߔޕ

߇ߒ߹ߔߩߎޔࠄ߆ߔߢޕ㔡ἴߩਛߢ߽߁৻ᐲޔ

ၴᧄ ߘߩ႐วߦޔ㜞㦂⠪߽߅ࠄࠇࠆߒ㓚ኂ⠪߽

⥄ὼߣ⥄ಽߚߜߩ↸ߣ߁ߎߣࠍߎߩㇺᏒ߇ᷓ

߹ߔࠃߨ⥄ࠇߙࠇߘޔࠄ߆ߛޕಽࠄߒߊၞߢ

ߡߌ߫ߚ߹ޔᣂߒޔߣ⸒ߞߚࠄߩߢߒ

↢߈ߥ߇ࠄޔࠅߩੱߚߜߣߩ⚷ࠍᒝޔஜᐽߥ

ࠂ߁߆ޔ㘑ᩰߩࠆⅣႺㇺᏒߩࠃ߁ߥ߽ߩߦߥࠇ

ၞ␠ળࠍߟߊࠆߦߪⴕޔߣߒߡ߽ᄙ᭽ߥ࠾

ࠆߩߢߪߥ߆ߣ߁ࠃ߁ߥ᳇߇ߒ߹ߔޕ

࠭ߦᔕ߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣᕁ߹ߔ߇߇߆ޔ

ၴᧄ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ

ߢߔ߆ޕ

ᅏጊ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔޕ



ၴᧄ บᏒᓎᚲߩ⡯ຬߩ⸒ߦࠃࠆߣߩߎޟ㑆ޔ

Ꮢᇚੱ࿅ද⼏ળߩ㧟࿅߇ㆇ༡ࠍߔࠆߎߣߦߥ

৻⇟ኢߡ߅ࠄࠇߥߩߪᏒ㐳ߢߔ߅⇟৻ޔߚ߹ޕ

ࠅ߹ߒߚޕ

ర᳇ߥߩ߽Ꮢ㐳ߢߔޕߚߒߢߣߎ߁ߣޠᅏጊᏒ

㧞㧚ᅚᕈኾ↪ࠬࡍࠬߩ⋡⊛ߣㆇ༡

㐳ߪಛߣߒߡߡ߅ࠄࠇ߹ߒߚޕ

ㆱ㔍ᚲߢ↢ᵴߔࠆᅚᕈߚߜߩోᔃߩ⏕ޔ

㧔ࡆ࠺ࠝ⚳ੌ㧕

㒐‽ࡉ߽ࠩḰߒ߹ߒߚޕㆱ㔍ᅚᕈߣరጊ
Ꮢߩᅚᕈߣߩᵹ߽⋡⊛ߢߔޕ

ᄢᴛ ߤ߁߽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕၴᧄߐࠎޔ
ߏ⧰ഭߐ߹ߢߒߚޕᰴߪጊᏒᇚੱ࿅ද⼏ળળ

ᅚᕈኾ↪ࠬࡍࠬߩㆇ༡ߣߒߡߪޔඦ೨㧥ᤨ߆

㐳ߢࠄߞߒ߾ࠆዊᨋᷡ⟤ߐࠎߢߔ߅ߊߒࠈࠃޕ

ࠄඦᓟ㧥ᤨ߹ߢ 12 ᤨ㑆ޕߔ߹߈ߢ↪ߦ↱⥄ޔ

㗿ߒ߹ߔޕ

ᅚᕈࠬ࠲࠶ࡈ߇߹ߔޔߔޔޕᔕធ࠶࠻߇
⟎߆ࠇ⩻ޔࡅࠦޔ⨥߅ޔሶߥߤ߽⥄↱ߦ㘶㘩

㧞㧕ዊᨋᷡ⟤ޟፉ⋵ࡆ࠶ࠣࡄ࠶࠻ߦ߅ߌࠆᅚ

ߢ߈߹ߔߢࡦ࠹ࠞޕಾߞߚቶ߇ࠅޔ

ᕈኾ↪ࠬࡍࠬߩㆇ༡ߦ߆߆ࠊߞߡޠ

ቶᦝޔቶߣߒߡ߃ࠆࠃ߁ߦౝ߆߉߇߆߆ࠅ߹



ߔ߅ޔ߃߇⌕ޕൻ♆ߔࠆߣ߈߽ߤߥࡗࠗ࠼ޔ
ߪߓߦ

↪ߢ߈߹ߔޕࠍ߰߈ߚߣ߈ߦ߃߹ߔ߅ޕ

 Ꮻࠅߚߊߡ߽Ꮻࠆߣߎ

ሶߐࠎߩᄛᵅ߈߇߭ߤߣ߈ߦ߃߹ߔ↵ޕᕈߩ

ࠈߩߥੱ߇߹ߔޕ㔡

⋡߇᳇ߦߥࠄߥ႐ᚲߢߦ߈ߣߚߒߣߞ߶ޔ

ἴߢߚߊߐࠎߩᣇ߰߇ޘ

߃߹ߔߩࠅߴ߾ߒ߅ޔ߈ߣߚߒ߇ࠅߴ߾ߒ߅ޕ

ࠆߐߣࠍ㔌ࠇߡޔਇଢߢ

⋧ᚻ߇߹ߔ↵ޕᕈߩቶߪᱛߢߔޕዊቇ↢ߩ

ਇߥㆱ㔍↢ᵴࠍㅍߞߡ

↵ሶߪ⼔⠪ߩᅚᕈߣ৻✜ߦቶߢ߈߹ߔޕ㧝ᣣ

߹ߔߚ߹ޕ㘑⹏ⵍኂࠍฃߌޔ✢ߣ߁⋡ߦ

ߩ↪⠪ߪ50ฬ߆ࠄ100ฬߣߥߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ㒐

߃ߥ߽ߩߣᚢߞߡ߹ߔޕፉ⋵ࡆ࠶ࠣࡄ

‽ࡉ߽ࠩ↪ᗧࠍߒ߹ߒߚޕ

࠶࠻㧝㓏ޔᄙ⋡⊛ࡎ࡞ߦᅚᕈኾ↪ࠬࡍࠬ߇ࠝ
㧟㧚ጊᇚੱ࿅ද⼏ળߩขࠅ⚵ߺ

ࡊࡦߒ߹ߒߚޕ

⑳ߚߜጊᇚੱ࿅ߩขࠅ⚵ߺߣߒߡޔ᳓ᦐᣣ
ߣᣣᦐᣣޔඦ೨㧥ᤨ߆ࠄඦᓟ㧥ᤨ߹ߢޔ14 ߩන

㧝㧚ࠝࡊࡦߩ߈ߞ߆ߌ
ᅚᕈߩჿߣߒߡࠆ߃߇⌕ޔ႐ᚲ߇ߥࠗ࠻ޔ

ᇚੱ࿅ߢࡠ࠹࡚ࠪࡦࠍ⚵ࠎߢኻᔕߒߡ߅

߿Ꮣ࿅ߩਛߢ⌕߇߃ࠆ↵ޔᕈߩ⋡߇᳇ߦߥࠆޔൻ

ࠅ߹ߔࠬࡍࠬޕౝߩᵞ႐ߦ᧪ࠆੱߚߜߦჿࠍ

♆ߥߤ߇ߒߦߊޕߚߒ߹ࠅ߇ߤߥޔᅚ

߆ߌޔฬ೨↸ޔฬࠍ߅⡞߈ߒߥ߇ࠄฬ೨ߢ߱

ᕈ߇࿎ߞߡ߹ߒߚ⋵ޕᐡㆱ㔍ᚲㆇ༡ᢛ࠴ࡓ

ࠃ߁ߦߦ߁ࠃߔ߿ࠅߦࠬࡍࠬޔߚ߹ޔ㔓࿐

߇ㆱ㔍ᚲౝߦᅚᕈኾ↪ࠬࡍࠬࠍ⸳⟎ߒ߹ߒߚޕ

᳇ߠߊࠅߦ᳇ࠍߟߌ߹ߒߚޕ

⋵ᐡᡰេ࠴ࡓ߆ࠄଐ㗬ࠍฃߌޔፉ⋵↵ᅚ↢

 ᄙߊߩᣇߦޘ↪ߒߡ߽ࠄ߁ߚࠬࡍࠬትવ

ࡦ࠲߇ㆇ༡ࠍ㐿ᆎߒ߹ߒߚޕ㐳ᴛᶭሶਥᩏ

ߩ࠴ࠪࠍᜬߜޔዊ▫ߦࠍࠇߡޔ㧞ੱ৻⚵

߇ᜂᒰߒߡㆱ㔍⠪ߩࠃ߈⋧⺣⋧ᚻߣߥࠅ߹ߒߚޕ

ߣߥࠅ╉߽ߟޔ㗻ߢ߅⺃ߩჿࠍ߆ߌ߹ߒߚޕ

 ߘߩᓟޔጊᏒ↵ᅚหෳ↹ࡦ࠲ߩ⚫ߢޔ

หߓ⋡✢ߦ┙ߜ ↢৻ޔࠍ⡞ߊߎߣߒ⧰ޔ

ፉ⋵↵ᅚ↢ࡦ࠲߆ࠄጊᏒౝߩᅚᕈ࿅

ߎߣࠍฯ߈ߒߡ߽ࠄ߁ߎߣࠍᔃ߇ߌ߹ߒߚޕബ

ߦදജଐ㗬߇ࠅ߹ߒߚޕᅚᕈߩ⥄┙ࠍᔕេߔࠆ

߹ߒߩ⸒⪲߽ߥ߆ߥ߆ࠅ߹ߖࠎߢߣߎߔޕ᳇

ળࠄ߄߰ߕߑ߹ࠆߋࠎߒޔፉޔጊ

ᜬߜ߇ᭉߦߥߞߚߣߎࠈߢߩߜߚ⑳ޔర᳇߿╉㗻


ࠍಽߌߡߍߚߣᕁ߹ߒߚޕ

㑆⥄ޔಽࠍߒಾࠇࠆޕ⢋ߦജ߇ࠄߥޕാ᳇ޔ

 ‛ߠߊࠅߦ߽߅⺃ߒ߹ߒߚࠈࠈޕᚻవࠍ

ర᳇߽ઁੱ᭽߆ࠄߚߛߌࠆޕᐘߖߞ߬ޕ

േ߆ߔߎߣޔ㊎ࠍᜬߟߎߣߺ✬ޔࠍേ߆ߔߎߣ

߇ࠆ⇼߁ߣߥ߆ߩޔߢߣߎࠆߡ߈↢ޔ

ߦࠃࠅ⥄ޔಽߦᚯࠇࠆߣ߁ჿ߽ࠅ߹ߒߚޕ

߽ࠅ߹ߒߚ߇ޔᅚᕈߩࠬࡍࠬߪቲߢߔߎޕ

⚕ߢ᛬ࠅ⚕ࠍߟߊߞߚࠅੱߩ࡞ࠛࠞ߿࠙ࡠࠢࡈޔ

ߩㇱደߩ⸳⟎ࠍߒߡߚߛ߈߹ߒߡࠅ߇ߣ߁ޕ

ᒻࠍߟߊߞߚࠅޔ㚅ⴼࠍߟߊߞߚࠅߚ࡞ࠢࠕޔ

⟵ℂߩⷫߣ↢ᵴߒߡࠆᲤᣣߥߩߢޔᛮߌߒߡ

ࠊߒࠍ✬ࠎߛࠅߣޕߚߒ߹ࠅߊߟߦ✜৻ޔ

ࠁߞߊࠅߢ߈ߡࠃ߆ߞߚߩߎޕㇱደߦ᧪ࠆߩ߇ߣ

 ߹ߚޔᚻߠߊࠅߩࡑࠗࡃ࠶ࠣࠍߟߊࠅ㈩Ꮣߒ߹

ߡ߽ᭉߒߺߢߔߦ߆ࠇߛޕળ߃ࠆޕળ߇ᒢߺޔ

ߒߚࠅߪ߿ޕᢛℂࠍߔࠆߣ߁ߎߣߢ߁߁ߎޔ

ᙑߩ႐ߢߔޕߣߥߊޔߦ⊛♖ޔ߇∋ഭ

ⴼ‛ߪᄢᄌ༑߫ࠇ߹ߒߚޕ

ߥߩ߆ࠊ߆ࠅ߹ߖࠎߩߎޔㇱደߦᢇࠊࠇ߹ߔࡆޕ

 Ꮢౝߩᣉ⸳߽ⵍኂࠍฃߌ߹ߒߚ߇ޔ㧢ࠃ

࠲ࡒࡦߢߔޕᅚᕈߩ߿ߒߩ႐ࠆ߈ߢߣߞ߶ޔ

ࠅ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚߩߢޔ᳃㙚ߩ⺞

႐ޕᔃߩర᳇ࠍขࠅᚯߖߘ߁ޠޕ

ℂቶࠍ↪ߒߡၞᇚੱળ߇ᜂᒰߒߡޔ᷷߆ߏ

 ߎࠎߥߟ߱߿߈߇ࠅ߹ߔޕኾ↪ࠬࡍࠬ߇ߎ

㘵ߦ⚊⼺ࠍ߆ߌߡ㘩ߴߚߣ߁ჿߦߎߚ߃ߡޔ

ࠎߥߦ༑߫ࠇߡޔㆇ༡ᜂᒰ⠪࿅ߣߒߡදജߢ߈

ਭߒ߱ࠅߦ൮ৼࠍᜬߞߡᢱℂࠍߟߊߞߡߚߛߊ

ߚߎߣࠍᄢᄌ߁ࠇߒߊᕁ߹ߔޕ

ߣ߁⸘↹ࠍ┙ߡ߹ߒߚޕ㧢 16 ᣣߦ╙㧝࿁⋡
㧡㧚⁁ߣ⺖㗴

ࠍ㐿߈߹ߔޕ₂┙ߪޔᾚ‛ߚ߭߅ߩ⨲ࠎࠇ߁߶ޔ
ߒ߿ߏ߹߃ޔ߈㝼ߩࡠࠣࡑޔೝり߇㘩ߴߚ

⁁ߣߒߡߪޔㆱ㔍↢ᵴ߇㐳ߊߥࠆߦߟࠇߡㆱ

ߣ߁Ꮧᦸ߇ᄙ߆ߞߚߩߢ߹ޔ₂┙ࠍߟߊߞߡ

㔍⠪ห჻ߩੱ㑆㑐ଥߦ߭ߕߺ߇ߢ߈ߡ߹ߔ߹ޕ

߅ࠅ߹ߔޕ

ߚ↢ޔᵴⅣႺߩᏅ߽ࠄࠊࠇߡ߹ߔޔ࠻ࡄࠕޕ

 ߹ߚߣࠎߛࠎߛޔ⸳ቛߦ⒖ࠆੱߚߜߩᒰᐳ

ࡑࡦ࡚ࠪࡦޔ⸳ቛߦߥ߆ߥ߆ࠇߥੱ߽

ߦ㑆ߦว߁ࠃ߁ߦޔળຬߦჿࠍ߆ߌߡਇⷐຠࠍ

߹ߔޕ

ߒߡ߽ࠄ߹ߒߚޕ㘩ེޔ࡞ࠝ࠲ޔ㍿ߥߤࠍߔߋ

⺖㗴ߪޔ᥉ㅢߩ↢ᵴߦㄭߠߌࠆⅣႺߠߊࠅ߹ޔ

ߦ↪ߒߡ߽ࠄ߃ࠆࠃ߁ߦޔળຬߦ߮߆ߌߡ㈩

ߚᏒߩᣉ⸳↵ޔᅚหෳ↹ࡦ࠲߿ዊቇᩞߦ

Ꮣߒߡ߹ߔޕㆱ㔍ᚲߩᣇࠍߎߎ߇ޘߡ߽ጊ

ࠆ᳃㙚ߩ⻠ᐳࠍ↪ߒߡੱࠍᄙߊߟߊࠆޕ

ᅚᕈߣߩᵹࠍ⛯ߌߡ᰼ߒߣ߁ፉ⋵ߩᗧะ

ၞߩࠗࡌࡦ࠻ߦෳടߒߡੱ㑆㑐ଥࠍߟߊࠆޕ

߽ฃߌߡߩࠬࡍࠬߩߎߪߜߚ⑳ޔᡰេߦ㑐ࠊߞ

᳃ห჻ߩᵹ߽ᄢߦߔࠆޕᛂߜㄟࠆ߽ߩࠍ

ߚߎߣࠍᄢಾߦޔᵹࠍ⛯ߌ߹ߔޕ

ߟߌࠆޕ⸳ቛߩ↢ᵴࠍߤ߁ߒߡߊ߆ޕၞ
ߩߟߥ߇ࠅࠍᄢಾߦߔࠆޕㆱ㔍ᚲࠍߡ߽ర
ጊᅚᕈߣߩᵹࠍᜬߜޕߊߡߌ⛯ࠍࠅࠊ߆߆ޔ

㧠㧚ኾ↪ࠬࡍࠬߦࠆ᧪ቶ⠪ߩࡁ࠻߆ࠄ
᧪㙚⠪ߩኾ↪ࠬࡍࠬߦࡁ߁ߣޠ߈߿߱ߟޟ

 ⚳ࠊࠅߦߥࠅ߹ߔ߇ޔᅚᕈߚߜ߇ჿࠍߍߚߎ

࠻ࠍ⟎ߡࠅ߹ߔ߇ߥߦߢ߅ޔࠄ߆ߎߘޔ

ߣߦࠃࠅㆱ㔍ᚲߢ↢ᵴߔࠆᅚᕈߩోᔃ߇⏕

ࠆᣇߩჿࠍᜪ߹ߒߚޕ

ߐࠇޔ↪ߐࠇߚ⊝᭽ᣇ߆ࠄᄢᄌ༑߫ࠇߡ߅ࠅ

 ޟኾ↪ࠬࡍࠬ߇ߢ߈ߡᔃߒ߹ߒߚޕㇱደߩ

߹ߔߜߚ⑳ࠅߪ߿ޕᅚᕈߪ㆙ᘦߒߥߢޔჿࠍ

᭽ሶ߽㆑ߞߡߡ߁ࠇߒޕ᷷߆ࠦࡅ߇㘶

ߍߡᒻߦߒߡߊߎߣ߇ᄢಾߛߣᕁ߹ߒߚ⑳ޕ

ߡ߁ࠇߒ⊒ޔࠬࠢ࠶ޕࠆߔߣߞ߶ޕᢔߢ

ߚߜߪ৻ᣣߢ߽ᣧߊ߰ࠆߐߣߦᚯࠅߚߣ߁ߩ

߈ࠆޕ߁ߣ߇ࠅߡࠇߊߡߞߊߟޕᚒ߇ኅߦࠆ

߇ߩߥࠎߺޔ㗿ߢߔޕ

ࠃ߁ߥࠬࡍࠬ߇ߢ߈ߡ႑ᗵ߇ࠆ⥄ޕಽߩᤨ

 એޔፉ߆ࠄߩႎ๔ࠍ⚳ࠊࠅ߹ߔ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ


ᄢᴛ ዊᨋߐࠎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޔ

࠻ࡢࠢߩ᭴▽߿ἴኂ⋴⼔ߩ⍮⼂ࠍߒߡߊ

⛯ߡᐶ⋵┙ᄢቇၞࠤࠕ㐿⊒⎇ⓥᚲߩጊᧄ

ߚߩቇળߩ⸳┙ߦࠄߐޔἴኂ⋴⼔ߩᢎ⢒ߩ㐿ᆎ

ሶߐࠎ߆ࠄߏႎ๔ࠍߚߛ߈߹ߔޕ

╬ߦขࠅ⚵ࠎߢ߈߹ߒߚޕ
1 ὐ⋡ߩἴኂᤨߩᡰេࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽ߦߟ

㧟㧕ጊᧄሶ᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴߣ⋴⼔ޠ

ߡߪޔ
࿑㧝ߩࠃ߁ߦޔ
㒋᷆〝ᄢ㔡ἴᤨߦޔ



ᣣᧄ⋴⼔දળޔฦㇺᐭ⋵⋴⼔දળߣߞߚ⡯⢻
 ⑳ߪߕ߹ޔ㒋᷆〝

࿅ޔෘ↢ഭ⋭ߩ⋵ޔஜᐽ㑐ㅪㇱ⟑ޔᢎ⢒ᯏ㑐

ᄢ㔡ἴએ㒠ޔᣣᧄߩ⋴⼔

ߢࠆᄢቇߥߤ߇ㅪ៤ࠍߣࠅวࠕࠖ࠹ࡦࡏޔ

⇇߇ⴕߥߞߚᵴേࠍ߅

⋴⼔⡯ߩᵷ㆜߿ᔅⷐ‛ຠߩ⺞㆐ߥߤࠍࡀ࠶࠻ࡢ

ߒޔࠄ߆ࠇߘޔ࿁ߩ᧲

ࠢߢⴕ߹ߒߚޕἴኂߣߪᄖㇱ߆ࠄߩᡰេ߇⛘ኻ

ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆੱޘ

⊛ߦᔅⷐߥ᧪ࠍ⸒߹ߔߩߢߩߤࠍ‛߿ੱޔ

ߩ↢ᵴߣஜᐽߦߟߡႎ

ࠃ߁ߦⵍἴߦㅍࠆ߆ߩࠪࠬ࠹ࡓ߇ᔅⷐߣߥࠅ߹
ߔޕ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴએ㒠ޔ㑐ㅪ࿅ߩㅪ៤ߩ߽

๔ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

ߣᐔᏱᤨ߆ࠄࡏࡦ࠹ࠖࠕ⋴⼔Ꮷߩ⊓㍳ᐲࠍߟ

㧝㧚ᣣᧄߩ⋴⼔⇇ߩขࠅ⚵ߺ

ߊࠅޔἴኂ⊒↢ᤨߦߪޔᣣᧄ⋴⼔දળ߇ਛᔃߣߥ

 1995 ᐕߩ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴ߆ࠄᣣᧄߩ⋴⼔⇇

ߞߡἴኂᡰេ࠽ࠬᵷ㆜߇ᢛ߃ࠄࠇ߹ߒߚޕ

߇ቇࠎߛߎߣߪޔԘἴኂᤨߦߪࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪ

 ᣣᧄ⋴⼔දળߩ⾗ᢱߦࠃࠇ߫߅ޔવ߃ߒߚᡰ

ࡦ࡞࠻߇ㅜ⛘߃ⵍޔἴߣߩᖱႎା߿ᡰេ⋴

េ࠽ࠬߩᵷ㆜ࠪࠬ࠹ࡓߦࠃߞߡޔ࿁ߩἴኂߢ

⼔⡯ߩᵷ㆜߇㔍ߒޔԙἴኂߩᵴേߩ⸥㍳߇ᱷ

ߪ㧟21ᣣ߆ࠄ㧠30ᣣ߹ߢᑧߴ3670 ฬߩἴኂ

ࠅߦߊߊ⍮⼂߇⋴⼔⡯ߩ㑆ߢߐࠇߦߊޔԚ

ᡰេ࠽ࠬ߇ޔጤᚻ⋵ޔችၔ⋵ޔፉ⋵ߦᵷ㆜ߐ

ἴኂ⋴⼔ߦ㑐ߔࠆᢎ⢒߿⎇ⓥߪ߶ߣࠎߤⴕࠊࠇߡ

ࠇߡ߹ߔޕ

ߥޔԛ㜞㦂⠪ޔሶߤ߽ޔᘟᕈ∔ᖚߩࠆੱޔ

ἴኂᡰេ࠽ࠬߪޔ24 ᤨ㑆ㆱ㔍ᚲߦᏱ㚢ߒߡ

ᅧ↥ⶖᇚߐࠎߚߜߪ․ߦᵈᗧ߇ᔅⷐߥੱޔࠆߢޘ

ㆱ㔍⠪߳ߩ⋥ធᡰេࠍⴕ߹ߔޕᵴേౝኈߪޔᕆ

Ԝⵍἴߐࠇߚᣇ߿ᡰេࠍⴕߞߡࠆੱߩޘஜᐽ

∛ੱߩኻᔕޔㆱ㔍ᚲߦㆱ㔍ߐࠇߡࠆක≮⼔

㗴ߪޔἴኂᓟ߽ਛ㐳ᦼ⊛ߦ⛯ߊߒߢߣߎ߁ߣޔ

߇ᔅⷐߥᣇࠄ߆ࠇߘޔࠕࠤߩޘᗵᨴ∝ߩᩏቯߣⅣ

ߚޔߪߢ⇇⼔⋴ߡ߃߹〯ࠍࠄࠇߎޕἴኂᤨߩࡀ࠶

Ⴚⴡ↢ߣ߆ᗵᨴᄢ㒐ᱛޔㆱ㔍ᚲㆱ㔍⠪ߩ↢ᵴ⁁
ᴫߩࡕ࠾࠲ࡦࠣᖱႎߩ㓸⚂⊒ାߦࠄߐޔਇ
⿷‛⾗ߩ⺞㆐ߣឭଏ╬ߢߔޕ

ἴኂᤨ⋴⼔ᡰេ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱᭴▽
࿖䈫䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪

࿖ᄖ

ᐶ⋵┙ᄢቇ

⡯⢻࿅䈫䈱
䊈䉾䊃䊪䊷䉪

 㧞ὐ⋡ߩቇળ⸳┙ߢߔ߇ޔ࿖ౝቇળߣߒߡߪᣣ
ᧄἴኂ⋴⼔ቇળࠍ⸳┙ߒߡ߹ߔޕળຬߪޔ
ੱળຬ❱⚵ޔળຬࠍߡ 1000 ߣߥߞߡ߹

⋵䈫䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪

ߔߩߎޕቇળ߇⸳┙ߐࠇߚߎߣߢޔἴኂᤨߩ⋴⼔
ᵴേ߿ἴኂ⋴⼔㑐ㅪߩ⎇ⓥࠍ⊒ߢ߈ࠆ႐߇ߢ߈ޔ
⋴⼔⡯㑆ߢ⍮⼂ᖱႎߩ߇ⴕࠊࠇࠆࠃ߁ߦߥ

ⵍἴ⋵

ర䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪
⋴⼔♽ᄢቇ

⋴⼔දળ

ߞߡࠆߣหᤨߦޔ࿖ᄖ߳ߩᖱႎ⊒ା╬ߩᯏળߦ

ㆱ㔍ᚲ/⸳ቛ
ၞ䈻䈱⋴⼔

߽ߟߥ߇ߞߡ߹ߔ ߚ߹ޕ2008 ᐕߪ࿖ౝቇળࠍ
㐿⸳ߒߡ߆ࠄߜࠂ߁ߤ 10 ᐕᓟߢޔ⇇ἴኂ⋴⼔
ቇળߣ߁ߩ߽㐿⸳ߒ߹ߒߚޕ߇ࠄߜߎޔ

࿑㧝 ἴኂᤨ⋴⼔ᡰេࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽


ߒߡࠆߩߪ⚵❱ળຬߛߌߢߔ߇ޔ42 ࿅߇

ߦࠄࠇࠆᩰᏅߦߟߡ߅વ߃ߒ߹ߔߩߎޕㄝߪޔ

ട⋖ߒߡ߹ߔޕ⇇ἴኂ⋴⼔ቇળߪ᧪ᐕ╙㧞࿁

⊝ߐࠎᣢߦߏሽߓߩߣߎࠈ߽ᄙߣ߆߁ࠈޘᕁ

⋡ߩቇળ߇ⴕࠊࠇࠆߩߢߔ߇ߩߎޔቇળߩࡊࡠࠣ

߹ߔߛߚޕㆱ㔍ᚲߦࠃࠅ߹ߒߡ↢ᵴⅣႺߦᏅ߇

ࡓߩਛߦߪޔᣢߦ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ㑐ㅪߩੱߩޘஜ

ߞߡߦߚߩ⼔ߩࠪࡃࠗࡊ߫߃ޔಾࠅ

ᐽߣ߆⼔⋴ޔ⡯ߩᵴേߦߟߡ߇߹ࠇߡ߹

߇ߐࠇߡࠆߣߎࠈ߽ࠇ߫ޔㅒߦࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ

ߔޕ

߿㗻ߩ߃ࠆ↢ᵴࠍᄢಾߦߒߡࠆㆱ㔍ᚲ߽

㧟ὐ⋡ߪᢎ⢒ߦ㑐ߒߡߢߔߡߒߒ␜߅ߢߎߎޕ

ߞߡߪߢߎߘޔಾࠅ߇ߐࠇߡߥ߆ߞߚࠅޔ

߹ߔߩߪᣣᧄߩ⋴⼔ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆἴኂ⋴⼔ᢎ⢒

ࠆߪᦝቶ߿ቶߥߤࠍᣧᲑ㓏ߢ⏕ߐࠇ

ߩዉ⁁ᴫߢߔޕ

ߚㆱ㔍ᚲ߽ࠇ߫ߥߡࠇߐ⏕ߛ߹ޔㆱ㔍

ᐔᚑ 19 ᐕ߇ߩᮮߢߔ߇ࠍ⋡⑼ߚߒ┙⁛ޔ

ᚲ߽ࠅ߹ߔޕ

┙ߡߡᢎ⢒ࠍⴕߞߡࠆᢎ⢒ᯏ㑐߇ 11.7㧑ࠇߘޔ

 ᅚᕈߦᔅⷐߥ‛⾗ߩ⁁ᴫߪޔᅚᕈߚߜ߇ᔅⷐߣ

߆ࠄ⁛┙ߒߚ⑼⋡ߢߪߥߌࠇߤ৻ߩ⋡⑼ࠆޔ

ߔࠆਅ⌕߿↢ℂ↪ຠޔ⢒ఽ↪ຠ߇ਇ⿷ߒߡࠆߣ

ㇱߣߒߡᢎ⢒ߒߡࠆߩ߇42.2㧑ߢޔਅߩᐔᚑ16

ߎࠈ߽ࠇ߫ޔㅒߦᅚᕈ↪ࠠ࠶࠻ߣߒߡᅚᕈߦᔅ

ᐕࠃࠅߪჇടߒߡ߹ߔޕ

ⷐߥ߽ߩ߇߹ߣߡᣢߦឭଏߐࠇޔ㈩Ꮣߐࠇߡ
ࠆߣߎࠈ߽ࠅ߹ߔߚ߹ޕൻ♆᳓

ἴኂ⋴⼔ቇᢎ⢒䈱ᢎ⢒ታᣉ⁁ᴫ䈱Ყセ

߇᰼ߒߣ߁ࠃ߁ߥ࠾࠭ߦኻ


⑼⋡䉕┙䈩䈩ᢎ⢒䈚䈩䈇䉎

ߒߡߪߊߚߗߪࠇߘޔຠߣߥ
㪟㪈㪐 㪈㪈㪅㪎

㪟㪈㪍 㪌㪅㪇

㪋㪍㪅㪉

㪉㪊㪅㪍

㪎㪅㪐

㪐㪅㪌

㪊㪋㪅㪉

㪌㪎㪅㪐

㪇㪅㪇

㪋㪅㪇

⁛┙䈚䈢⑼⋡┙䈩䈲䈭䈇䈏䇮䈅䉎⑼
⋡䈱৻ㇱ䈫䈚䈩ᢎ⢒䈚䈩䈇䉎
․⻠⟵䊶․⻠Ṷ䉕㐿⻠䈚ᢎ⢒䈚
䈩䈇䉎
ᢎ⢒䈚䈩䈇䈭䈇
ή࿁╵

㪇㩼

㪉㪇㩼

㪋㪇㩼

㪍㪇㩼

㪏㪇㩼

ߐࠇߡࠄ߆ߥߪޔขࠅߍߡߚ
ߛߌߥߣ߁ࠃ߁ߥ⁁ᴫ߽ࠅ
߹ߔޕ

        ᕈᓎഀߦߞߚᵴേߣߒߡߪޔ

㪈㪇㪇㩼

ㆱ㔍ᚲㆇ༡ߩ⽿છ⠪ߩᄙߊߪ↵ᕈ
࿑㧞 ἴኂ⋴⼔ቇᢎ⢒ߩขࠅ⚵ߺ⁁ᴫ

ߢߔ߇ޔᄦᇚߢㆱ㔍ᚲ߿⸳ቛࠍㆇ༡ߒߡࠆ

ᚲ㧦ᐶ⋵┙ᄢቇ⋴⼔ቇ⎇ⓥ⑼ 21 ♿ COE ࡊ

ߣߎࠈ߽ߞߡޔㆇ༡߽ࠬࡓ࠭ߦߥߞߡ߹ߒ

ࡠࠣࡓ␠ࠬ࠲ࠠࡆ࡙ޟળߦ߅ߌࠆἴኂ⋴⼔ὐ

ߚޔߪࠆޕᅚᕈߩߺ߇Ἲ߈ߒߩᓎഀࠍᜂߞ

ߩᒻᚑޠᢎ⢒⃰(2008)

ߡࠆㆱ㔍ᚲ߽ࠅ߹ߔ࠹ޔߪߡߟߦࠇߎޕ
ࡆߩᤋߢࠆߡߞߥߦⷩߏߊࠃࠎߐ⊝ޔὐ߆ߣ

ᦨㄭߩἴኂ⊒↢ࠍฃߌߡޔෘ↢ഭ⋭ߪᐔᚑ

ᕁ߹ߔޕ

20 ᐕߦ⋴⼔ၮ␆ᢎ⢒ߩࠞࠠࡘࡓᡷᱜࠍⴕޔ

 ߐࠄߦᅚᕈ߿ᅧ↥ⶖᇚߐࠎߩ࠾࠭ߩኻᔕߣᡰ

⠉ 21 ᐕ߆ࠄ⛔ว㗔ၞߣ߁㗔ၞࠍ⸳ߌߡߩߘޔ

េߢߪޔᅧᆼߒߡࠆߎߣߦ᳇ߠ߆ࠇߥߊߡ

ਛߢἴኂ⋴⼔ቇߩᢎ⢒ࠍⴕ߁ߎߣࠍផᅑߒߡ߹

࿐߆ࠄ㈩ᘦߐࠇߥ߆ߞߚߣ߆ߪࠆޔㆱ㔍ᚲ

ߔ߽ߦ߆߶ߩߎޕᣣᧄߩ⋴⼔⇇ߪታ㓙ߩࠤࠕߩឭ

ߦᗧ▫߇⸳⟎ߐࠇߡࠆߌࠇߤࠇࠄߦࠇߛޔ

ଏߪࠆޔᷫἴᢎ⢒ߥߤᄙᢙⴕߞߡ߹ߔ߇ޔ

ࠆ߆ࠊ߆ࠄߥߩߢᛩᦠߒߦߊ߆ߞߚࠅࠆޔ

ᣣߘߎߪ⋭߆ߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

ߪᅚᕈߩߚߩ㔚⋧⺣ߣ߆࠴ࠪ㈩Ꮣߥߤ߽ޔ
ㆱ㔍ᚲߦࠃߞߡߪ⸒ߣޠߥߌ⟎ߪߩ߽ߥࠎߘޟ

㧞㧚
ἴኂߣᅚᕈ ʊᅚᕈ߿ሶ⢒ߡߩ࠾࠭ࠍ〯߹߃

ࠊࠇߚࠅޔㅒߦࠆ߈ߢ߇ࠬࠢࠕޔㆱ㔍ᚲ߽ߞ

ߚἴኂኻᔕʊ

ߚࠅߣ᭽ޕߚߒߢޘ

ᰴߦ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆㆱ㔍↢ᵴ߿࠾࠭

 ᰴߦޔஜᐽߦ㑐ㅪߒߡ߅વ߃ߒ߹ߔ৻ߦޘੱޕ


㧟㧚ឭ⸒

⥸⊛ߦࠄࠇࠆ∝⁁ߢߪޔ㜞ⴊߣ߆♧ዩ∛ޔ

ឭ⸒ߣߒߡ㧠㗄⋡ߒߡ߹ߔޕ

ࠆߪ༎ᕷߥߤߩᘟᕈ∔ᖚࠍᜬߞߡࠆ႐วߘޔ
ߩᘟᕈ∔ᖚ߇ᖡൻߔࠆ߫߃ޕ࿁ߩ႐วߪᵤᵄ

 ৻ߟߪޔἴኂᓟߩஜᐽᡰេߪ㐳ᦼ⊛ߦⴕ߁ߎߣ

ߢߔߌࠇߤ߽߇⮎ޔᵹߐࠇߡߒ߹ߞߚ߇ࠁ߃ߦቯ

߇ᔅⷐߢߔߪࠇߎޕ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩ⚿ᨐ߽ฃ

ᦼ⊛ߦ⮎߇ߢ߈ߥߣ߁⢛᥊߇ࠅ߹ߔߘޕ

ߌߡޔᐕ 16 ᐕ⋡ߦߥࠅ߹ߔߌࠇߤ߽ߦߛ߹ޔ

ࠇ߆ࠄ⢖Ἳߣ߆ࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩޔ⢗⣺Ἳߥߤߩᗵ

㧼㨀㧿㧰╬ߩᣇ߇߅ࠄࠇ߹ߔߒߥ߆ⴕߢ߹ߎߘޔ

ᨴߪࠇߎޔߛߚޕቄ▵߿ߚߞ߁ߤޔἴኂ߆ߦࠃ

ߊߡ߽ࠅߪ߿ޔᓇ㗀ࠍฃߌߡ߹ߔࠄ߆ߔߢޕஜ

ߞߡ⧯ߪߦ⁁∝ࠆࠇࠄޔᐓᏅ߇ࠅ߹ߔޕ

ᐽᡰេߩᒝൻߣ߆ߪࠆޔᔃりਔ㕙ߦࠊߚ

 㘩ౝኈߩᄌൻ߿࠻ࠗ߇ਇ⥄↱ߥߎߣߦࠃࠆ

ߞߡᡰេߢ߈ࠆੱ᧚⢒ᚑ߇ᔅⷐߛߣᕁ߹ߔޕ

ଢ⒁ޔૐᩕ㙃ޔਇᵴ⊒∛⼔ޔ⠪ߩਇ⿷ߦࠃࠆⶖ

 ᰴߦޔᡰេߒߡߊߣ߈ߦߪᅚᕈ․ߩ࠾࠭

≙ᒻᚑ߿ᖡൻ⫾ߩࠬ࠻ࠬߪࠆޔⓍޔਇޔ

ߦ⇐ᗧߢ߈ࠆੱߦࠇߘޔߡߒߘޔኻᔕߒߡߊߎ

ਇ⌁ߥߤ߇ࠄࠇ߹ߔޕ

ߣ߇ᔅⷐߢߔޕ

 ᅚᕈ․ߩ߽ߩߣߒߡ࠺ࠤ࠻ߥㇱߩᷡẖ

 ౨㗡ߢ߽ࠅ߹ߒߚ߇߫߃ޔᐭߩ᧲ᣣᧄᄢ

ᜬ߇㔍ߒߊޔ⣾⢲Ἳޔᄖ㒶Ἳ⤖ޔἻߥߤࠆޔ

㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩࡔࡦࡃ߿ᬌ⸛ㇱળߩࡔࡦࡃ

ߪࠆߡߞⴕ߇ޠߣߞߨ↢ⴡⴐޟ㒽೨㜞↰ߩ

ߦᅚᕈᢙ߇ዋߥߎߣ߽㗴ߢߔ߇ޔஜᐽಽ㊁

⺞ᩏ⚿ᨐߦࠃࠆߣޔᔃߩࠤࠕ߇ᔅⷐߣߥࠆߩߪᅚ

ߩ⼂⠪߽ߞߡߥߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ

ᕈߩ߶߁߇ᄙߣ߁ߎߣߢߔޕ㧔ᐔᚑ 23 ᐕ㧢

ߎࠇߪ↵ޔᅚᣇߦߣߞߡᄢᄌਇߥߩߢߪߥ

㧡ᣣߩ⺞ᩏߢߪ㧕㧞ਁ 1320 ฬਛ 109 ฬߩᣇ߇ᔃߩ

߆ߣᕁ߹ߔߩߢ߭ߗޔஜᐽಽ㊁ߩᣇߩෳ↹ߦߟ

ࠤࠕࠍᔅⷐߣߒߡߩߜ߁ߩߘޔ65.1㧑ޔ71ੱ߇ᅚ

ߡ߽ߏᬌ⸛ߚߛߌߚࠄߣᕁ߹ߔޕ

ᕈߛߞߚߣ߁⚿ᨐߢߔޕ

 ߘࠇ߆ࠄ⎇ⓥᡰេߩᒝൻߦ㑐ߒߡޔἴኂߩ

 ㆱ㔍ᚲߩක≮⼔࠾࠭ߦ㑐ߒߡߪޔ⍹ᏎᏒ

ᓟߩੱߩޘஜᐽ߇ߤ߁ᄌࠊߞߡߊߩ߆ޔߡߒߘޔ

ౝߩ 17 ߩㆱ㔍ᚲߦ 4765 ฬߩㆱ㔍⠪߇߅ࠄࠇߘޔ

ߘߎߦߤ߁߁ᕈᏅ߇ߞߡ߁߁ߤޔታᘒ߇

ߩਛߢක≮࠾࠭߇ࠆᣇ411 ฬߩ⼔ⷐޔᣇ47

ࠆߩ߆ߣ߁ߩߪޔἴኂߦࠃߞߡ߽⺞ߟޔᩏࠍ

ฬ∔♖ࠄ߆ࠇߘޔᖚࠍᜬߟᣇ 24 ฬ߇ࠄࠇߡ

ⴕߞߚ߆ߦࠃߞߡ߽ᧄޔᒰߦ⚿ᨐ߇㆑߁ߩߢߔޕ

߹ߔޕ

ߣ߁ߎߣߪޔἴኂ߇ߎߞߚߣ߈ߦࠍࠄࠇߘޔ

 㒋᷆〝ᄢ㔡ἴએ㒠⼔ޔ㒾ߩዉߥߤක

⠨ᘦߒߡޔታᘒࠍචಽߦ⺞ߴߡߊߎߣߦࠄߐޔ

≮ᐲߩᄌᦝ߇ⴕࠊࠇޔၞߩਛߦක≮ࠤࠕߩᔅ

ߪޔஜᐽ⛽ᜬߦะߌߚᬌ⸽⎇ⓥ╬ߩᡰេ߇ᔅⷐߛ

ⷐߥᣇ߇ዬߐࠇߡ߹ߔޕ࿁ߪߘߩࠃ߁ߥ⢛

ߣᕁߞߡ߹ߔޕ

᥊ߩਛߢᐢၞἴኂ߇ߎߞߚ߇ࠁ߃ߦޔᐔᏱᤨߦ

 એߢߔߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ฃߌߡߚක≮ࠤࠕ߇ฃߌࠄࠇߥߣ߁⁁ᴫ߇



ᐢ▸࿐ߦࠊߚߞߡࠄࠇߡ߹ߔޕ



 ၞߩਛߢἴኂᤨߪ߽ߜࠈࠎޔᐔᏱᤨ߆ࠄ↵ᕈޔ



ᅚᕈࠍߡੱ߇ޘᔅⷐߥක≮ࠤࠕࠍฃߌࠆߎߣ



߇ߢ߈ߟ߆ޔஜᐽߦㆊߏߔߎߣ߇ߢ߈ࠆᣇ⇛ߩ⏕



┙߇ᔅⷐߢࠅޔߢߣߎߊߡߞⴕࠍࠇߘޔἴኂ



ᤨߩ߃ߦߟߥ߇ߞߡߊߣᕁ߹ߔޕ









Σ㧙㧟 ඦ೨ߩㇱߩ⾰⇼ᔕ╵

ࠆߌࠇߤ߽߇ࠇߘޔ႐ߢታᣉߐࠇߡߥߣ



߁߅ߛߞߚߣᕁ߹ߔޕవ↢߇ߥߐߞߡࠆ

ᄢᴛ ߐߡ⧯ࠄ߆ࠇߎޔᐓߩᤨ㑆⇼⾰ޔᔕ╵ࠍߔ

࿖㓙Ყセߩਛߢ߶߽ߢࡘࠪࠖ࠺ࠣࡦࡃ߫߃ޔ

ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ⾰ޕߣ߁ࠃࠅ߽ߏޔᗧ߿

߆ߩ࿖ߢ߽ޔ╷߇႐ߢታᣉߐࠇࠆߚߦߪߤ

ߏ⥄ಽߩߏ⚻㛎ࠍ⊒⸒ߥߐࠅߚᣇ߽ࠄߞߒ߾

ߩࠃ߁ߥ㈩ᘦ߇ߞߚߩ߆ߩߣࠇߘޔࠄ߆ࠇߘޕ

ࠆߣߪᕁ߹ߔᤨޔ߇ߔߢޕ㑆ߪߛࠇߦ߽ᐔ╬ߣ

Ყセߢޔᣣᧄߢ╷߇႐ߢታᣉߐࠇߡߥߩ

߁ߎߣߢ◲ޔẖߦ߅㗿ߚߒ߹ߔߢ߇߆ޕ

ߪߚߞ߁ߤޔ㓚ኂ߇ࠅߥ߈ߴߊߡߒ߁ߤޔ

ߒࠂ߁߆ޕ

ߩ߆ߏޔᗧ߇ࠇ߫ߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

٤ ৻ߟߪᳰ↰వ↢߳ߩ⾰ߢߔޕἴኂᤨߩࠫࠚ

٤ ጊᧄవ↢ߦ߅ࠍુߚߢߔޕἴኂߦߪේ

ࡦ࠳ࠍ⠨߃ࠆߦߪᣣᏱᤨߩ␠ળᄌ㕟߇ᔅⷐߛߣ

⊒ߩ㗴߽ࠆߣᕁ߁ߩߢߔ߇ޔᅧᆼਛߩᅚᕈߢ

߁⿰ߏߩߘޔᣦߦߪ 100㧑⾥ᚑߢߔ߇ޔⵍ

ࠆߣ߆ࠄ߆ࠇߘޔᐜᅚߩሶߚߜߦኻߔࠆਇ

ἴߢߪࠆޔᣣᧄో࿖ߢߡࠆߪ⧘ߩߘޔ

ߩჿߪ႐߆ࠄߥ߆ߞߚߩߢߒࠂ߁߆ޕ

ߩ߆ߤ߁߆߁߁ߘޕᣇะߦㅴࠎߢࠆߣߔࠇ߫ޔ

٤ 3.11 ߇߈ߚߣ߈ߦޔਛᄩ㒐ἴળ⼏ߩ⾗ᢱ߇

ߤ߁߁ߣߎࠈߢߘࠇ߇ࠄࠇࠆߩ߆ࠍ߅⡞߈ߒ

ࠅ߹ߒߚޕਛᄩ㒐ἴળ⼏ߪ㧟㧝ᣣߩ㑑⼏એ೨

ߚޕ

ߦ㐿߆ࠇߡ߅ࠅ߹ߒߚ⾗ߩߘޕᢱߩਛߢޔ㧺㧼㧻

 ߽߁৻ߟߪࠦࡔࡦ࠻ߢߔ߇ోޔ⊛ߥ⸒⺑ߩ

ᴺੱࠗࠦ࡞ࡀ࠶࠻บߩቬ 㧔ᕺ⟤ሶ㧕ߐࠎ߇

ࠅᣇ߇ޔἴኂᤨߩᅚᕈߩᔅⷐᕈߣ߁ⷞὐߢߔ߇ޔ

㕖Ᏹߦ⾆㊀ߥឭ᩺ࠍߒߡࠆߩߢߔޕᅚᕈߩⷞὐ

↵ߩ⋡߆ࠄ߹ߔߣࠈߒޔἴኂᤨߪ߁ߎߪ↵ޔ

ߢߎ߁߁ߎߣ߽ᔅⷐߢࠆ↵ޕᅚหෳ↹ߩⷞ

ߔߴ߈ߛࠄ߽ߡߞ⸒ߣߛߩߥߪߢ߈ߴߔ߁ߎޔ

ὐߩߔ߫ࠄߒᗧ߇ߞ߬ߡࠆߩߦߤޔ

ߞߚ߶߁߇ࠊ߆ࠅ߿ߔ㧔╉㧕
ޔߣߔߢ߹߹ߩޕ

߁ߒߡ㒋᷆〝એ㒠 15 ᐕߚߞߡ߽ޔታ〣⊛ߦ⫾

↵ߩⴕേ᭽ᑼߪߘߩ߹߹ߢࠃߊߡߒ߆ߒޔᅚᕈ߇

Ⓧߐࠇߡ߆ߥߩߢߒࠂ߁߆ޕౝ㑑ᐭߩ߶߁ߦ

࿎ߞߡࠆ߆ࠄߎ߁ߒߥ߈߾ߌߥ߰߁ߣޔ

߈߆ߌࠆߪ࿁߽ߥ߆ߞߚߩߢߒࠂ߁߆ޕ

߁ߦߥߞߡߒ߹߇ߜߢߔߨߩߘޕㄝߩ⸒⺑ߩ

ߘߩὐߦߟߡ߅⡞߈ߒߚߣᕁ߹ߔޕ

ࠅᣇࠍᄌ߃ࠆߎߣߪน⢻ߥߩ߆ߣ߁ߎߣߢߔޕ

ᄢᴛ ᣣߪ↵ᅚหෳ↹ዪ߆ࠄੱ߽߅߃ߦ

ᄢᴛ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔ⾰ߏ߆ߟߊޕࠍ

ߥߞߡ߹ߔ߇ޔඦ೨ਛߩႎ๔ߦኻߔࠆ⾰⇼ࠍఝ

㓸ߚߣᕁ߹ߔޕ㑐ㅪߔࠆߏ⾰ߚ߹ޔ㑐ㅪ

వߐߖߡߚߛ߈߹ߔ⾰ߏߩߢ߹ޔߪߢޕߦ

ߒߡߥߊߡ߽⚿᭴ߢߔ߇ޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆ޔ

ߟߡᳰ↰ߐࠎߣጊᧄߐࠎ߆ࠄᦨߡߒߘޔᓟߩᣇ

٤ ߎߩࠪࡦࡐࠍᓟេߒߡࠆࠫࠚࡦ࠳ᴺቇળ

ߩߏ⾰ߦߟߡၴᧄߐࠎ߆ࠄ৻⸒⊒⸒ࠍߚߛ

ߩോዪ㐳߽ോߡ߹ߔޕᳰ↰వ↢߳ߩ⾰ߢޔ

߈߹ߔޕ

╙㧝࿁࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏߇ 1994 ᐕߦᮮᵿߢⴕࠊ

ᳰ↰ ߚߊߐࠎߩ⾆㊀ߥ⾰ࠍࠅ߇ߣ߁ߏߑ

ࠇߢߎߘޔᣢߦ✕ᕆᤨߩᅚᕈߩ࠾࠭ߦߟߡ⼏

߹ߔᦨޕೋߩߏ⾰ߦኻߒߡߪߪ⑳ޔႎ๔ߢ㕖Ᏹ

⺰ߐࠇߚߎߣ ߪࠆޔ2002 ᐕߩ╙ 46 ࿁࿖ㅪᇚ

ߦ㔀㚛ߥ⺑ࠍߒ߹ߒߚ߇ޔᣣᏱߩਇᐔ╬ߦ㑐ㅪ

ੱߩᆔຬળߢἴኂࠬࠢシᷫߦ߅ߌࠆࠫࠚࡦ

ߔࠆ╷ߪࠄࠁࠆಽ㊁߇㑐ㅪߒߡ߹ߔޕ㓹↪

࠳ਥᵹൻ߽⼏⺰ߦߥߞߚߣ߁ߎߣߢߔ߇ߘޔ

ࠅޔജࠅޔᢎ⢒ࠅࠅޔࠅ⼔ޔ

߁߁ߎߣ߇ߩߘޔᓟᣣᧄߦ↢߆ߐࠇߡ߈ߚߩ߆

ߢߩࠇߙࠇߘޔ╷ࠍἴኂߩࠬࠢࠍシᷫߔࠆߣ

ߣ߁ὐߦߟߡ߅ુߒߚߣᕁ߹ߔޕ

߁ⷞὐߢ⚦߆ߦಽᨆߒߡ߆ߥߌࠇ߫ߌ߹ߖ

٤ ߹ߚᳰ↰వ↢ߦߏ⾰ߢߔ߇↵ޔᅚหෳ↹

ࠎࠈߎߣߩޔߒ߆ߒޕἴኂߦ߅ߌࠆᅚᕈߩ⣀ᒙ

ߢࠆߣ߆ᅚᕈߩ࠾࠭ߦ㑐ߔࠆ╷ߪᣣᧄߦߪ

ᕈࠍシᷫߔࠆⓍᭂ⊛ߥᗧ࿑ࠍᜬߞߚ╷ߩᄌൻ߇


ࠄࠇߡࠆ߆ߣ߃߫߁ߣࠇߎޔᄌൻࠍᜰ៰

ߔޕవㅴ࿖ߩ⑳ߚߜ߇ޔᚒߪߦޘ㗴߇ߥߊޔ

ߔࠆߎߣߪ㔍ߒߣᕁ߹ߔޕ

㗴ࠍᛴ߃ߡࠆㅜ࿖ߦኻߒߡࠇߎࠇឭ᩺ߔࠆ

 ߚߛ㐳⋡ߢࠆߣ ߫߃ޔ10 ᐕ೨ߦߪ㧰㨂

ᔅⷐ߇ࠆ┙߁ߣޔ႐ߢࠍᜬߞߡߞߚߣߎ

ߣ߁߽ߩߪᴺᓞߦߪߥ߆ߞߚࠊߌߢߔߨߎߣޕ

ࠈ߇ޔ㑆㆑ߛߞߚߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕ

ࠈ߇ޔ㧰㨂ߪ‽⟋ߢߔ߁߁ߘޕᄌൻ߇ߎߞ

 㧞࿁ߩ࿖ㅪ㒐ἴ⇇ળ⼏ߪޔᣣᧄ߇ࡎࠬ࠻࿖ߦ

ߡࠆߥ߁ࠃߩߎޕᄌൻࠍᐲߪἴኂߩⷞὐߟޔ

ߥߞߡ㐿ߒ߹ߒߚⷞߩ࠳ࡦࠚࠫޔߡߒߘޕὐ

߹ࠅ╷ߩᄌൻߦࠃߞߡ↵ޔᅚ߇ἴኂ߇߅߈ߚߣ

ߦࠃࠆἴኂࠬࠢᷫࠍߑߔޟᐶⴕേᨒ⚵ߺޠ

߈ߦ⋥㕙ߔࠆ࿎㔍ߩࠇᣇ߇ߤ߁ᄌൻߔࠆ߆ߣ

߇ណᛯߐࠇޔᶏᄖߢᄢߦណ↪ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅޔ

߁ⷞὐߢ߇ߣߎߔ⋥߃ࠄߣޔᄢߛߣᕁ߹ߔޕ

ߚߣ߃߫ࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘߢᚑᨐࠍߍߚޔߒ߆ߒޕ

 ⑳ߪᏱޘᕁ߁ߩߢߔ߇ޔ㒐ἴߣ߁න⁛ߩಽ㊁

ࡎࠬ࠻࿖ߛߞߚᣣᧄߩ⁁ᴫߪߤ߁߆ߣ߁ߣޔ

ߪޕ߆߁ࠂߒߢߥߪߢߩߥޔἴኂߣߪ߹ߐޔ

ޟᐶⴕേᨒ⚵ߺߩޠᵴ↪ߪ߹ߞߚߊਇචಽߢߔޕ

ߑ߹ߥߩಽ㊁ޔഭߢࠆߣ߆ജߢࠆߣ

ߎߩߎߣࠍ⌀ߦ⠨߃ࠆߴ߈ߢߪߥ߆ߣᕁ߹

߆߁߁ߘޔࠢ࠲߇ᛴ߃ࠆ߭ߕߺߣࡂࠩ

ߔޕ

࠼߇Ꮕߔࠆߣߎࠈߦߡߊࠆ߽ߩߢߔߣߛޕ

 ߘࠇ߆ࠄ࠳ࡦࠚࠫޔਥᵹൻߩ╷߇ㅜਛߢ⫳

ߔࠇ߫ࠅߪ߿ޔ᥉Ბ߆ࠄ߫߃ޔജߦ߆߆ࠊߞ

⊒ߒߡߒ߹ࠊߕߣࠎߜ߈ޔ႐߹ߢዯߊࠦ࠷ߪ

ߡ߅ࠄࠇࠆᣇߪߚ߹ޔ㓹↪㗴ߦ߆߆ࠊߞߡ߅ࠄ

߆ߣ߁ὐߢߔߌࠇߤ߽ߩࡘࠪࠖ࠺ࠣࡦࡃޔ႐

ࠇࠆᣇ߇ޔἴኂ߇ߎߞߚߣ߈ߦߪߩߜߚ⑳ޔಽ

วߪࠅߪ߿ޔరߩੱߦዯߊ⸒⺆ࠍߞߚߣ߁

㊁ߢߪߎࠇ߇㗴ߦߥࠆߣߏߊࠃޔሽߓߛߣᕁ߁

ߎߣߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔࡓࠬࠗޕᢎᓤ߇㧥ഀ

ࠎߢߔߨߩߘޕㄝߩߣߎࠈࠍಽᨆߥߐߞߡ߭ߗޔ

ࠍභࠆ࿖ߢߔߩߢ߇ߜߚੱߩߘޔℂ⸃ߢ߈ࠆࠃ

ࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢߒߡߚߛߊߡߒߘޕἴኂߦᒝ

߁ߥ⸒⪲ߢߒߡ߆ߥߣޔㅢߓߥߛࠈ߁ߣ

ࠢ࠲ࠍࠆߥ߁ࠃߩߎޕᬺ߇ฦಽ㊁ߢⴕࠊ

ᕁ߹ߔޕ

ࠇߡ߇࠲ࠢߥࠎࠈޔ㓸ߞߚోຬหᬺߎ

 ߃߫ޔ㒐ἴᆔຬળߩ㧟ഀߪᅚᕈߛߣ߁ࠍ

ߘ߇ޔ㒐ἴߛߣᕁ߹ߔޕ

ߒ߹ߒߚ߁߁ߤޕᅚᕈߚߜ߆ߣ߁ߣޔ㕖Ᏹߦ

߅ੑੱ⋡ߩߏ⾰ߦ㑐ߒߡߪޔ1994 ᐕߩᲑ㓏

߅߽ߒࠈߣᕁ߁ߩߪޔવ⛔⊛ߥ↥ഥ⠪ߟ߹

ߢᣢߦ✕ᕆᤨߩᅚᕈߩ࠾࠭ߩ⼏⺰߇ߞߚߦ߽

ࠅ߅↥ᇎߐࠎ߇ߞߡࠆࠤࠬ߇㕖Ᏹߦᄙࠎ

߆߆ࠊࠄߕߩߘޔᓟ⼏⺰߇ㅴ߹ߥ߆ߞߚߩߪߥߗ

ߢߔߨ↥߅ޕᇎߐࠎߪޔߢߩࡘࠪࠖ࠺ࠣࡦࡃޔ

߆߇⑳ߪࠇߎޕ⡞߈ߚߣ߁ᗵߓߢߔߌࠇߤ߽

ᅚᕈ߇ߥ߆ߥ߆⥄↱ߦᄖߢ߈ߥ␠ળߦߞߡޔ

㧔╉㧕ޔߪߟ৻ޔ࿖ㅪߩળ⼏ߪะ߈ߪㅜ࿖ࠍ

߅↥߇ࠆߣ߈ߦߪޔᄛਛߢࠈ߁ߣࠦࠬࠛޔ

ኻ⽎ߦߒߚ⼏⺰ߣ߁ߎߣߦߥߞߡࠆߚߢߪ

࠻ߒߡߊࠇࠆ↵ᕈ߇ߥ߆ࠈ߁ߣߞⴕ߽ߢߎߤޔ

ߥ߆ߣᕁ߹ߔޕవㅴ࿖ߩ⑳ߚߜߪᧂᦦߩ

ߡ߅↥ߦ┙ߜળࠊߥߌࠇ߫ߌߥ߶ޔߢߩߥޕ

ἴኂߦ⋥㕙ߒߡ߹ߔߌࠇߤ߽ޔㅜ࿖ߢหߓࠃ

߆ߩᅚᕈߚߜࠃࠅ߽േ߈߿ߔሽߢߔޕᅚᕈߢ

߁ߥⷙᮨߩἴኂ߇ߎࠇ߫ߦ߆ࠆߪޔᄢ߈ߥⵍኂ

ߞߡ߽ᱠߊߎߣ߇࿐߆ࠄฃߌࠇࠄࠇߡ

߇ࠆࠎߢߔߨ ߘߎࠇߘޕ20 ਁੱޔ30 ਁੱ߽

ࠆሽࠍᚻߦតߒߡߊޕ

ߊߥࠆߣ߁ἴኂ߇ޕߔ߹ߡ߈ߢ߹ࠇߎޔ

 ߽߁৻ߟࡓࠬࠗޔᢎᓤߩੱߚߜߪޔᅚᕈ߇ᅚ

 ࿖ㅪߩߔ߫ࠄߒ⼏⺰߇వㅴ࿖ޔㅜ࿖ߣ߁

ᕈߦࠨࡆࠬࠍߔࠆߎߣߦኻߒߡߪ߹ࠅ⇼߇

߰߁ߦኻ⽎ࠍಽߌߡⴕࠊࠇߚߣߎࠈ߆ࠄ㑆㆑߇

ߥߢߔޕㅒߦ↵ޔᕈ߇ᅚᕈߦኻߒߡㆱ㔍ࠍ൘๔

ߎߞߚߩߢߪߥ߆ޕ࿖ㅪߩ⼏⺰ߪޔㅜ࿖ߦ

ߔࠆߣ߆ޔㆱ㔍ᚲߦ᧪ߡࠆᅚᕈߦኻߒߡ߃ޔ

ߒ߆ᒰߡߪ߹ࠄߥ⼏⺰ߢߪߒߡߥߣᕁ߹

߫ᅚᕈߩᅧᇚߐࠎߦኻߒߡ↵ᕈ߇ഥߔࠆߎߣߪ


ߞߡߪߥࠄߥߎߣߣߺߥߐࠇߡ߹ߔޕ

ߩੱߚߜࠍ⟎ߡ⥄ಽߛߌ߶߆ߩోߥ႐ᚲߦⴕ

 㗴ߪ߆ߥࠅ⍵ዊൻߐࠇࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔᅚ

ߊߎߣߦ㑐ߒߡߊߦߒޔᢥൻ߇ࠆߣ߁ߩߪ

ᕈߦࠨࡆࠬߔࠆߩߦᅚᕈ߇ᔅⷐߢࠆߣ߁ޔ

⡞ߡ߹ߔ߽ߢࠇߘޔ߇ߔߢޕሶ⢒ߡਛߩᣇߣ

ߘߩࡠࠫ࠶ࠢޔߩੱ߇ࠊ߆ࠅ߿ߔࡠࠫ࠶ࠢ

߆ᅧᇚߐࠎߪޔᣧ߁ߜ߆ࠄⵍἴ߆ࠄߡߊ

ࠍᜬߞߡ⺑ᓧࠍߒߡߞߚޕߒߡᵗߩࡈࠚࡒ

ะߪࠆߣᕁ߹ߔ⾰ߏߛߚޕߦኻߒߡߪޔ

࠾ࠬ࠻߇᧪ߡࠍ⺑⸒ߥࠄ߆ࠊߊࠃޔᝄࠅ࿁ߒߡ

ਇ╬ߩ⸷߃ߪࠅ߹ߒߚߥߦ߃╵߇ߩ߁ߣޔ

ᒝߒߡࠆߩߢߪߥ㧔╉㧕
⪲⸒ߔ߿ࠅ߆ࠊޕ

ࠆߣᕁ߹ߔޕ

ߢ⺑ࠍߒߡߊߣ߁ߎߣ߇ᄢಾߥߩߢߪߥ

ᄢᴛ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕၴᧄߐࠎ߆ࠄ৻

ߢߒࠂ߁߆ޕ

⸒ࠄ߆ࠇߘޔⁿญߐࠎ߆ࠄ߽৻⸒ࠆߘ߁ߢߔޕ

ᄢᴛ ᳰ↰ߐࠎ⺑ߏߔ߿ࠅ߆ࠊޔߢߒߚ
㧔╉㧕
ޕ

ၴᧄ వ߶ߤߩ↵ޟᅚหෳ↹ߩⷞὐ߇ᄢߛߣ

ߢߪߡ⛯ޔጊᧄߐࠎߦߏ࿁╵ߚߛ߈߹ߔ߇ޔ

⸒ࠊࠇߥ߇ࠄ㧘ߥߗታ〣ߐࠇߥߩ߆⾰ߩߣޠ

ߘߩ೨ߦᦨᓟߩߏ⾰ߦ㑐ㅪߒߡޔᣣߩ⾗ᢱ㓸

ߦ߅╵߃ߚߒ߹ߔࠅ߅ߣߚߞ߾ߒߞ߅ߦߐ߹ޕ

ߦߪޔᣣᧄቇⴚળ⼏ߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴኻ╷ᆔຬળߣ

ߩߎߣࠍᗵߓߚ߆ࠄߎߘޟߪߜߚ⑳ޔἴኂᓳ⥝

ߒߡ⊒ߒߚ✕ᕆឭ⸒߽㍳ߐࠇߡ߅ࠅޔᏎᧃߩ

ߣ↵ᅚหෳ↹ߩޠታⴕᆔຬળࠍ┙ߜߍ߹ߒߚޕ

߶߁ߪᐭޔਥߣߒߡ↵ᅚหෳ↹ዪߢߔߌࠇߤ

ᐕ㧔2010 ᐕ㧕12 ߦ╙㧟ᰴߩ↵ᅚหෳ↹ၮ

߽㧟 16 ᣣߦᆎ߹ߞߡޔ㕖Ᏹߦೋേ߇ᣧߊᄙߊ

ᧄ⸘↹߇⊒ߐࠇߩߘޔਛߩ╙ 14 ಽ㊁߇ޟၞޔ

ߩኻ╷ࠍߣߞߡߊߛߐߞߡࠆߩߘޕᢥᦠࠍߔߴ

㒐ἴⅣႺߘߩઁߩಽ㊁ߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ߩ

ߡ㍳ߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߣ߫ࠇߌߛߚࠎࠄߏޔ

ផㅴޕߔߢޠ㧨ၮᧄ⊛⠨߃ᣇ㧪ߣߒߡޟ㒐ἴޔⅣ

ᕁ߹ߔߪߢޕጊᧄߐࠎޕߙ߁ߤޔ

Ⴚ╬ߩಽ㊁ߦߟߡߪޔၞߦᩮߑߒߚᵴേ߆ࠄޔ

ጊᧄ ේ⊒߳ߩਇߦኻߔࠆ⸷߃ߪߥ߆ߞߚߩ߆

ో࿖ⷙᮨޔⷙᮨߩᵴേ߹ߢ᭽ࠆ߇ߩ߽ߥޘ

ߣ߁ߏ⾰ߢߔߌࠇߤ߽ޔ߫߃ޕߚߒ߹ࠅޔ

߇ߩ❱⚵ޔㆇ༡߿ᵴേߩㅴᣇߦ߅ߡ↵ᅚห

߅ߞ߬ߪߘߩ߹߹㘶߹ߖߡߢߔ߆ߣ߆ޔ᳓

ෳ↹ࠍផㅴߔࠆౕޔࠅ߅ߡߒߣޠ⊛ߦߪၞ㒐

ߪ㘶ࠎߢߢߔ߆ߣ߁㕙ߢߩߎߛߚޕਇߪޔ

ἴ⸘↹╬ߦᅚᕈޔ㜞㦂⠪ޔᄖ࿖ੱ╬ߩⷞὐࠍ〯߹

ᅚᕈߩߺߢߥߊߏޔኅᣖ߿↵ᕈ߆ࠄ߽ߐࠇߡ

߃ࠆߎߣࠍ᳞ߡ߹ߔޕ

߹ߒߚߒⵍ ޔἴߪߘ߁ߢߔߌࠇߤ߽ᣣᧄో࿖

 ᒰೋ╙ߪߜߚ⑳ޔ㧟ᰴ↵ᅚหෳ↹⸘↹ߩ╙㧝

⊛ߦߡߚ߆ߣᕁ߹ߔޕ

㧠ಽ㊁ࠍޟᬌ⸽ߔࠆળࠍޠ㧟 20 ᣣߦ੍ቯߒߡ

 ߘࠇߣ߽߁৻ߟߪේ⊒⛊ߺߢ߇⑳ߪࠇߎޔᣣᧄ

߹ߒߚޕὼߥߩߢߔ߇⋥ߩߘޔ೨ߩ㧟 11 ᣣߦ

࿖᳃ߣߒߡᖱႎࠍฃߌขߞߡߚ⚻✲ࠍࠆߣޔ

᧲ർߩ㔡ߣᵤᵄ߇߈ߚߩߢߔޕ㧟 20 ᣣߪ੍

㧟 24 ᣣߚࠅ߹ߢߪ߽߁ߤޔᄢਂᄦߺߚߥ

ቯㅢࠅߦޟᬌ⸽ߔࠆળߪࡃࡦࡔߩޠ㓸߹ࠅ߹ߒ

ࡔ࠶ࠫ߇ߔߏߊᄙߊᵹࠇߡ߈ߡߡޔ24 ᣣ

ߚ╙ޔߒ߆ߒޕ㧟ᰴ⸘↹ߩᬌ⸽ࠃࠅޔ㔡ἴ႐ߩ

ࠍႺߦᧄࠎߛࠎߛޔᒰߦᄢਂᄦߛࠈ߁߆߽߁ߤޔ

ᬌ⸽ࠍ߿ࠆߴ߈ߥߩߢߪߥ߆᧲ޔർߩ㔡ἴ႐

ᖱႎ߇ߐࠇߚࠅߐࠇߥ߆ߞߚࠅߣ߁ߩ߇

ߢߥߦ߇߈ߡࠆߩ߆ߩߣޔᗧ߇⋧ᰴ߉↵ޔ

ࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁ߁ࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚޕ

ᅚหෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄታᘒࠍ⺞ߴߎߡߒ⸒⊒ޔ

 ᅧᇚߐࠎߣ߆ߪࠆޔሶߤ߽ߐࠎߩ߅ࠄࠇࠆ

߁ߢߎߘޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣޔ㧟߆ᓟߩ

ᣇޔߪޘၮᧄߪర᳇ߥߩߢޔᲧセ⊛ᣧ߁ߜߦⵍ

㧢 11 ᣣߦࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿ߔࠆߎߣࠍޔ

ἴ߆ࠄᄖߩၞ߳ࠆߣ߁᭴࿑߇ࠅ߹ߔޕ

⋥ߜߦో࿖ߩᅚᕈ࿅߿ੱߦෳടࠍ߮߆ߌޔ

ߚߛޔ࿁ߪ᧲ർߩᢥൻߢ߽ࠆࠃ߁ߢߔ߇ߺޔ

ታⴕᆔຬળࠍ┙ߜߍࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚ᧲ޕർ

ࠎߥ৻✜ߦࠆߎߣߣ߁ߩ߇ߤ߁߽ᔅⷐߢߘޔ

ߩᅚᕈࠍᔕេߔࠆో࿖ⷙᮨߩ߁ߨࠅࠍߟߊߞߡ


ߎ߁ᦨ߇ߩ߁ߣޔೋߩߛߒߢߒߚޕ

߁ߦ↵ᅚหෳ↹ផㅴㅪ⛊ળ⼏ߩ⼏ຬߢࠄߞߒ

 ߣߎࠈ߇ᴦߩേ߈ߪᣧߊޔᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩࡔ

߾ࠆߣߣ߽ߦ↵ޔᅚหෳ↹ળ⼏ߩᬌ⸛ᆔຬળߩ

ࡦࡃ߇ 4 ߦࠆߣ⊒ߐࠇޔ15 ੱਛޔᅚᕈߪ

ᆔຬߢ߽ࠄߞߒ߾ࠆߣ߁ߎߣߢޔౝ㑑ᐭ↵ᅚ

㧝ੱߒ߆ߥߦߜ⋥ޔ߁ࠈߛߥߪࠇߘޔᅚᕈ

หෳ↹ዪߣߩ㑐ㅪ߇ᷓߊߡࠄߞߒ߾ࠆߩߢޔ

ࠍჇ߿ߔⷐᦸࠍߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥޔ㧢 11

ߎߩࠃ߁ߥᢥᦠߩឭߩᒻᑼߦߥߞߚࠊߌߢߔޕ

ᣣߢߪㆃߔ߉ࠆޔᵴേࠍᆎߥߣ㑆ߦวࠊߥޔ

 ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩᬌ⸛ㇱળߦ߅ߡᗧࠍ↳ߒ

ߘߎߢߕ߹ޔᅚᕈ࿖ળ⼏ຬߦ߈߆ߌ߹ߒߚޕ
ޟᅚ

ߍߚߩߪޔᷡේߐࠎߩ߶߆ޔᵻ㊁㧔ᐘሶ㧕ߐࠎޔ

ᕈ߇࿎㔍ߦ⋥㕙ߒߡࠆޔᅚᕈߩⷞὐ߇ᢇᷣᓳ

㤥↰㧔ሶ㧕ߐࠎࠄ߆ࠇߘޔቬ 㧔ᕺ⟤ሶ㧕ߐࠎޔ

⥝ߦᰳᅤߒߡࠆߩࠅߣ߭ੱ৻ߣޠᅚᕈ⼏ຬߦ⸷

ጊߐࠎߣේߢߏߑ߹ߔޕ

߃߹ߒߚ᧲ޕർりߩᅚᕈ⼏ຬ߽ᄙߊޔᓳ⥝᭴ᗐ

ၴᧄ ⚿⺰ࠍ↳ߒߍߐߖߡߚߛߊߣޔᐔᤨߦ

ળ⼏ߩࠅᣇߦ⇼ࠍᛴ߈ޔᜂᒰߩᄢ⤿ߦ᛫⼏

ᅚᕈ߇⋥㕙ߒߡࠆ᭽⺖ߥޘ㗴߇ޔἴኂ߇߈ࠆ

ࠍߒߚߘ߁ߢߔ߇ޔ⡞߈ࠇߡ߽ࠄ߃ߥ߆ߞߚޔ

ߣࠅࠃޔ㍈ߊߟ┙⋡ޔᒻߢޔㆱ㔍ᚲ߿ἴኂߩ႐

ߣߩߎߣߢߒߚޕ

ߢ㗼ൻߒ߹ߔޕ

࿖ળߩౝߣᄖߩᅚᕈߩᵴേ߇ㅪേߒߡ߹ߖࠎ

ᚢᓟޔᅚᕈߚߜߪ↵ᅚߩᐔ╬↵ޔᅚหෳ↹ߩ

ߢߒߚ߅ޕߦㅪ៤ߒߥߌࠇ߫ജ߇߹ߖࠎޕ

ታࠍ᳞ߡᵴേߒߡ߈߹ߒߚ ߦ․ޕ1995 ᐕޔർ

ߘߎߢޟ6.11 ࠪࡦࡐታⴕᆔຬળ߇ޠਥߒߡ࿖ળ

੩ߦ߅ߌࠆ╙㧠࿁⇇ᅚᕈળ⼏߇㐿߆ࠇߡ߆ࠄߪޔ

⼏ຬળ㙚ߢ㧡 19 ᣣߦޔᅚᕈ࿖ળ⼏ຬߣᅚᕈ࿅

࿖㓙⊛ߥ⚂᧤ߢ߽ࠅోޔ࿖ߢ↵ᅚหෳ↹ߪ

ߩઍ߿ἴኂߩኾ㐷ኅ߇ߒว߁㒮ౝ㓸ળࠍ㐿߈ޔ

ㅴࠎߛߣ߃߹ߔޔߒ߆ߒޕᐲߩᏅߦࠃࠆ

Ꮸ⠪ోຬ߆ࠄߩⷐᦸᦠࠍ߹ߣ߹ߒߚޕ

␠ળ᭴ㅧߩᱡߺߪᡷༀߐࠇߡ߹ߖࠎޔߚߩߘޕ

 ᣣߩ⾗ᢱ㓸ߦ㍳ߐࠇߡࠆ᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴ

ᄙߊߩᅚᕈߚߜ߇ዞഭ⽺ޔ࿎ߥߤߐ߹ߑ߹ߥ࿎㔍

߳ߩኻᔕߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ⷞὐ߳ߩᔀᐩߦߟ

ߦ⋥㕙ߒߡ߹ߔߩߘޕታᘒ߇ἴኂߣ߁ዪ㕙ߢ

ߡߩⷐᦸ↵ޔߪߜߚ⑳ߡߞ߽ࠍࠇߘޕߔߢޠᅚ

㔺๒ߒߡࠆߩ߇ߩޔᣣᧄߩ⁁ᴫߥߩߛࠈ߁ߣ

หෳ↹ᜂᒰޔౝ㑑ᐭ․ᜂᒰߩਈ⻢㊁㚌ᄢ⤿ߦ

ᕁ߹ߔޕ

㕙⺣ߒޔឭߒ߹ߒߚޕ

 ߐߞ߈ޔળ႐߆ࠄ↵ߩᣇ߇ߦ↵ޟࠍߒࠈ↵ޔ

 ᄢ⤿ߩ╵ᑯߪ╙ޔ㧝ߦ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ

ߦࠍߒߜ߾ߌߥ߅ߣޠߐߛߊߡߞ⸒ߣޔ

⼏ߦᅚᕈࠍࠇࠆߎߣ╙ޔ㧞ߦᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩਅ

ߞߒ߾ߞߚߩߪޔᄢᗵỗߢߔߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ

ㇱ⚵❱ߢࠆᬌ⸛ᆔຬળߩ㊀ὐ㗄⋡ߦ↵ᅚหෳ

߹ߒߚ㧔╉㧕
ޔߪߩߚ⸒ߦੱߩ↵ߕ߹ޕ
ߩ↵ޟ

↹ࠍࠇࠆߎߣᦨޔᓟߦ╙ޔ㧝╙ޔ㧞㗄߇ታ

ᣇ߇ἴኂߦߪะߡࠆޔࠆߡߞ߆ࠊޔᅚߪᓎ

ߒߥ߆ߞߚ႐วߦ߽ᦨޔૐޔ
ࠎߐ⊝ޟᣇ߆ࠄߩࡅࠕ

ߦ┙ߚߥߩߣޠᕁㄟߺࠍᱛߡ᰼ߒߩߢߔޕ

ࡦࠣߩᯏળࠍߟߊࠆޕߚߒߢߩ߽߁ߣޠ

 ޟᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ࠍ┙ߜߍࠆߣ߈ߦᅚᕈࠍតߐ

 ਈ⻢㊁ᄢ⤿ߪߔߋߦᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩᜂᒰ⠪ߦ㧟

ߥ߆ߞߚࠊߌߢߪߥޔߒ߆ߒޕᣣᧄߦߪߘ߁

ߟߩ㗄ࠍᜰ␜ߒߡਅߐߞߚߩߢߔ߇╙ޔ㧝ߣ╙

߁ᅚ߇ߥ߆ߞߚ↵ޔߣޠᕈᴦኅ߇⸒ߞߚߣ

㧞ߪታߒ߹ߖࠎߢߒߚޕታߒߚߩߪ╙㧟ߩࡅ

߁ࠍ⡞߈߹ߒߚߊ߆ߣޕᅚᕈߪἴኂኻ╷ߦߪᓎ

ࠕࡦࠣߛߌߢߔߩࠣࡦࠕࡅߩߘޕౝኈࠍᷡේ

ߦ┙ߚߥߣޔㄟࠎߢࠆ↵ߚߒ߁ߘޕᕈߩ

᩵ሶߐࠎ߇৻ᨎߩႎ๔ᦠߦ߹ߣߡߊߛߐ߹ߒ

ᗧ⼂ᡷ㕟߇ᔅⷐߢߔޕ

ߚߩߢޔᣣ߅ޔ㈩ࠅߒ߹ߒߚޔߪߦࠣࡦࠕࡅޕ

⺕߽߇⥄ಽࠄߒߊࠆ߈ߢ߇ߣߎߔࠄޔஜᐽߥ

ጊਭ⟤ሶߐࠎޔේ߭ࠈሶߐࠎ߽Ꮸߐࠇ߹ߒߚޕ

␠ળࠅ߹ߟޔἴኂߦᒝ␠ળࠍታߔࠆߚߦߪޔ

ේ߭ࠈሶ ᷡේ᩵ሶߐࠎߪࠃߔ߹ߑߏߦߎߎޔ

↵ᕈਥዉߢ᭴▽ߐࠇߡࠆߩ᭽␠ߥޘળߩ᭴


ㅧࠍ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐ↢ޔᵴߩⷞὐ߆ࠄ⋥ߔ

 ᧲ࠕࠫࠕߩᄙߊߩ࿖ߩવ⛔ߣᄢ߈ߊ⇣ߥࠅޔᣣ

ᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ

ᧄߩቇ⠪ߩಽ㊁ߪ↵ᅚหෳ↹߇ޔቇⴚળ⼏߽৻

 ᣣᦨޔᓟߦⷐᦸᦠࠍ߹ߣߐߖߡߚߛ߈߹

ߟߩಽ㊁ߢߔ߇ޔฦᄢቇߢ߽ㅴࠎߢ߹ߔ߆ߒޕ

ߔ߇✚ߚ߹ࠍࠇߘޔℂࠍߪߓ㑐ଥ㑑ޔฦ⋭ߩ

ߒߩߤߪࠇߎޔᮭߣ⸒ࠊߕߩߤޔౄᵷ߽ߥߺޔ

ᜂᒰ⠪ߦᜬߞߡⴕ߈߹ߔ↵ޕᕈ߽ᅚᕈ߽৻✜ߦ߿

ቇ⠪ኾ㐷ኅߩᵴ↪ߩὐߢߪߛߛߞߚߩߢߪߥ

ࠅ߹ߒࠂ߁ߣߥ߽ߐޕᅚᕈߛߌ߇ਇᐘߦߥࠆߩ

߆ޕቇ⠪ޔኾ㐷ኅߩ↪߇ᒙㆊ߉ࠆޔࠄ߆ߛޕ

ߢߪߥߊߡ↵ޔᕈߣᅚᕈߩਔᣇ߇ࠄߒߦߊ␠

╷߽ዋߒߏߚߏߚߒߡࠆߣߎࠈ߇ࠆޕ

ળߦߥߞߡߒ߹߹ߔ↵ࠍߣߎߩߘޕᕈߦ․ޔ

 ߿ߪࠅኾ㐷ߦീᒝߒߡࠆੱߪޔᣣߩࠍ⡞

࠳⊛┙႐ߦࠆ↵ᕈߦࠊ߆ߞߡ᰼ߒޕᅚᕈ

ߡ߽ߔ߫ࠄߒߣᗵߓ߹ߔ߆↢ࠍߜߚੱߩߘޕ

ߪᩮ᳇ࠃߊ߈߆ߌߡ߈߹ߔ߇↵ޔᕈ߽৻✜ߦ

ߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥᧄޕᒰߦౝ㑑ᐭߩ߅߆ߍߢޔ

߈߆ߌߡߚߛ߈ߚߣޔᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

↪߇ㅴࠎߢ߈ߚߩߢޔ╷ಽ㊁ߦቇ⠪㊀ⷞߣኾ

ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ㧔ᜉᚻ㧕
ߪߢޕⁿญߐࠎޕ

㐷ኅ㊀ⷞߣ߁ᵹࠇࠍߟߊࠇ߫⥄ߣߞ߈ޔേ⊛ߦ

ⁿญ ߔ߫ࠄߒႎ๔ߣ⾰ࠍߚߛ߈߹ߒߚޕ

ߞߡߊࠆ߆ߣᦼᓙߒ߹ߔޕ

వ߶ߤߩᦨᓟߩߏ⾰ߩᣇ߳ߩᗵᗐߺߚߥ߽ߩ

 ⑳⥄りߪߪ┙႐߇ᒙߌࠇߤ߽ ↢৻ޔ߿

ߢߔ߇╙ߕ߹ޔ㧞ᰴၮᧄ⸘↹ߢޟ202030㧔࠾ࠗࡑ

ߞߡ߹ࠅ߹ߔ߁߁ߎޕળ⼏ߦߎ߁ߒߡෳടߒޔ

࡞࠾ࠗࡑ࡞ࠨࡦࠫࡘ࠙㧕
ࠍߩ߁ߣޠឝߍ߹ߒߚޕ

ᗧ߇ߡߊࠆߎߣߪ㕖Ᏹߦജߦߥࠆߣᕁ߹ߔ

ߎࠇߪ⥄ಽ߇ᄢ⤿ߛߞߚߣ߈ߦᛕ್ߩ㓸ਛ⎔Ἣࠍ

㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ᶎ߮߹ߒߚޟޕᢙ୯⋡ᮡߐ߃ឝߍߥߌࠇ߫┙ᵷߥ

ᄢᴛ ⁿญߐࠎߏޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔᛚ⍮

ᄢ⤿ߛޟޕߨߔߢࠎߚࠇࠊ⸒ߣޠᢙ୯⋡ᮡࠍឝߍ

ߩࠃ߁ߦⁿญߐࠎߪජ⪲⋵ㆬߩෳ⼏㒮⼏ຬߢ߽

ࠆߣ߁ߎߣߪߪߚߥޔᄢᄬᢌߔࠆߎߣߦߥࠆ

ࠄߞߒ߾ߞߡޔర߇ⵍἴߥࠎߢߔࠃߨޕ

߆ࠄ߿ߥߐ⥄߽ߢޕߣޠಽߪ߽߁ߣᕁߞ

ോ߇ᄢᄌߒߡࠆਛߢޔᣣߪඦ೨ਛߞ߬

ߡߊ߆ߦߣޔឝߍߚࠎߢߔߨޕ

ෳടߒߡߊߛߐߞߡ߹ߔޕ

 ߽ߜࠈࠎߎࠇߪ㆐ᚑߐࠇߡߥߌࠇߤ߽ޔ㆐

 ߢߪౝ㑑ᐭߩ↵ᅚหෳ↹ዪ㐳ߢࠄߞߒ߾

ᚑߐࠇߡࠆಽ㊁߽ࠆࠎߢߔޕౝ㑑ᐭ߇↵ᅚ

߹ߔޔጟፉᢕሶߐࠎߢߔޕ

หෳ↹ᜂᒰߛ߆ࠄౝ㑑ᐭߩᚲ▤ߩߣߎࠈߪ㆐ᚑߐ

ጟፉᢕሶ ᧄᣣߪߎߩߔ߫ࠄߒࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦ

ࠇߡߡߪࠎߐ⊝߹ޔᣣᧄቇⴚળ⼏ߩ⻠ၴߦ

Ꮸߐߖߡߚߛ߈߹ߒߡߏߣ߅ߒࠄ߫ߔޔ

ࠆߌࠇߤ߽߫߃ޔቇⴚળ⼏ߩળຬࠍㆬ߱ߣ߈ߦޔ

ᗧࠍ⡞߆ߖߡߚߛ߈߹ߒߚߎߣࠍᄢᄌᗵ⻢ߒ

ᅚᕈߩ᳓Ḱ߽╬ߒߊ್ᢿߒߡ߽ࠄߚ߁ߩߘޕ

ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

߃ߢ 20㧑߇㆐ᚑߐࠇߚࠎߢߔߨޕ

 వ߶ߤߩߏᗧߦߟߡߢߔ߇ޔ࿁ߩἴኂߦ

 ߢߔ߆ࠄ↵ᅚหෳ↹ߩㅴዷߪߌߛߎ߷ߎߢޔ

㑐ଥߒߡᅚᕈᆔຬߩߎߣߣ߆ޔㆱ㔍ᚲߦ߅ߌࠆኻ

ࠇߤޔㅴࠎߛಽ㊁߽ࠆߣ߁ߎߣߢߔߨޕ㗴

ᔕߩ㗴ߥߤߦߟ߈߹ߒߡ⥄⑳ޔり߽ߪࠆޔ

ߪㅴࠎߛಽ㊁߇߫߃ޔἴኂߩࠃ߁ߥߩಽ㊁ߩ

↵ᅚหෳ↹ዪߩ⡯ຬోຬ߇ᗵߓߡࠆߎߣ߇

╷ߦ߽↢߆ߐࠇࠆ߆ߤ߁߆߫߃ޕᄢේవ↢ߩ

ࠅ߹ߔޕ

ࡉࠕࡦ࠻ߥߣ߆ޔᳰ↰వ↢ߣ߆ߔߥࠎߺޔ

 ৻ߟߪߥࠈࠈޔಽ㊁ߦ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐ

߫ࠄߒ߆ߞߚߌࠇߤ߽ޔ╷ߦᤋߒߡࠆ߆ߣ

ࠍߣ߁ߩ࠳ࡦࠚࠫࠆࠁࠊޔਥᵹൻ߇ߢ߈ߡ

߁㗴߇ࠅ߹ߔޕᣣᧄߢߪᩮᧄ⊛ߥ㗴ߣߒ

ߥߣ߁ߎߣࠄ߆ࠇߘޕㆱ㔍ᚲߢߩㆇ༡߇ߤ

ߡߪޔቇ⠪ޔኾ㐷ኅߚߜ߇߽ߞߣ╷ߩਛߢ㊀ⷞ

߁ߒߡ߽↵ᕈਥߦߥࠆߣ߁ߎߣߪޔᣣߏࠈ߆

ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ

ࠄߩ⥄߫߃ޔᴦߩ㐳ߩᣇߪ߶ߣࠎߤ߇↵ᕈߣ


ߞߚࠃ߁ߦޔၞߢߩ↵ᅚหෳ↹߇ᶐㅘߒߡ

⾰⇼ᔕ╵ߩㇱಽߪߎࠇߢᛂߜಾࠄߖߡߚߛ߈߹

ߥߣ߁ߎߣߢߔޕ

ߒߡ✚ޔวมળߩ⊝Ꮉߐࠎߦࡑࠗࠢࠍ߅ߒߚ

 ߘࠇ߆ࠄ᧲ർᣇߩ․ᕈߣ߁ߎߣ߇ࠆߩ߆

ߒ߹ߔޕ

߽ߒࠇ߹ߖࠎ߇ߩ߽ߤ⑳ޔ⡯ຬࠍߦߒߡ

⊝Ꮉ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔޕᄢᄌߔ߫ࠄߒߊᤨ

߹ߔߩߢߏޔᗧࠍ⡞߆ߖߡߚߛߊߎߣ߽ࠆ

㑆ㅢࠅߦㅴࠎߢ߅ࠅ߹ߔޕ13 ᤨඨߦౣ㐿ߚߒ

ߩߢߔ߇╵߅ߥ߁ࠃ߁ߣޠࠎߖ߹ࠅߦ․ޟޔ

߹ߔߩߢ߅ߊߒࠈࠃߙ߁ߤޔ㗿ߚߒ߹ߔ㧔ᜉ

߃߇ᄙߣ߁ߎߣߢޔࠅߪ߿ޔᅚᕈ߇ᗧࠍ⸒

ᚻ㧕
ޕ

߁ߣ߁ߎߣߦߟߡߣߞࠂߜޔᒁߡࠆ㕙߇
㧔ભᙑ㧕

ࠆ↵߽ߡߞࠄ߆ߣߎ߁߁ߘޕᅚหෳ↹߇
ᧄᒰߩᗧߢᶐㅘߒߡߥߎߣࠍᒝߊᗵߓߎޔ
ߎࠍߒߞ߆ࠅ߿ߞߡߊߎߣ߇ᄢߛߣᗵߓߡ
ࠆߣߎࠈߢߔ߁߁ߘޕᗧߢߪࠄߐߪ߽ߤ⑳ޔ
ߦߒߞ߆ࠅ߿ߞߡ߆ߥߌࠇ߫ߌߥߣ߁ᕁ
ࠍᜬߜߥ߇ࠄ߿ߞߡࠆࠊߌߢߔޕ
 ⏕߆ߦߤࠇߌࠆߡߒࡊ࠶ࠕߦࠫࡍࡓࡎޔ
߽ᄢߒߚߎߣߪߥߣ߁ߏᛕ್߽ࠆߣᕁ߹
ߔ߇ߊ߆ߦߣޔࠍߣߎࠆ߈ߢޔߪߡߒߣ߽ߤ⑳ޔ
߿ࠆߣ߁ߎߣࠍߐߖߡߚߛߡࠆߣߎࠈߢ
ߔߩߣߎࠆߡߒࡊ࠶ࠕߦࠫࡍࡓࡎߡߒߘޕ
৻ߟߢߔ߇ᧄޔᣣߩߎޔળ⼏ࠍਥߒߡߚߛ
ߡࠆᣇߩ߅㧝ੱߢࠅ߹ߔㄞవ↢ߪ↵ޔᅚ
หෳ↹ળ⼏ߩ⼏ຬߢ߽ࠄߞߒ߾߹ߒߡ᧲ޔᣣ
ᧄᄢ㔡ἴߩᓳ⥝ߦᒰߚߞߡߩឭ⸒ࠍߒߡߊߛߐ
߹ߒߚߦࠫࡍࡓࡎ߽ࠇߘޕ߇ߞߡ߅ࠅ߹
ߔᧄޔߚ߹ޕᣣ߽⾗ᢱߣߒߡ㈩Ꮣߐࠇߡ߹ߔޕ
 ߘࠇ߆ࠄవ߶ߤේవ↢߆ࠄ߅߇ࠅ߹ߒߚޔ
ᷡේవ↢ޔጊవ↢ࠍೋߣߒߚߏឭ⸒ߦߟ߈߹
ߒߡߪޔᤓᣣߩᄛߦౝ㑑ᐭߩࡎࡓࡍࠫߦࠕ࠶
ࡊߒߡࠆߪߕߢߔࠍࠫࡍࡓࡎޕㅢߓߡߢߔ
߇ޔవ↢ᣇߩߏᗧࠍߩਛߦߒߡࠍࠇߎޔ
ߚߛߡታ㓙ߦ↢߆ߒߡߚߛߊࠃ߁ߦ࿑ߞߡ
ࠆߣߎࠈߢߔᧄߪ߽ߤ⑳ޕᒰߦജ߇⿷ࠅߥߎ
ߣߪ⥄ⷡߒߡࠆߣߎࠈߢߔ߇ޔవ↢ᣇߩߏឭ⸒ޔ
߹ߚᧄᣣߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩᚑᨐߥߤ߽ߢ߈ࠆߛߌ
↢߆ߐߖߡߚߛߊࠃ߁ߦ㗎ᒛߞߡ߈ߚߣᕁ
߹ߔߩߢ߅ߊߒࠈࠃߙ߁ߤޔ㗿ߚߒ߹ߔ
㧔ᜉᚻ㧕
ޕ
ᄢᴛ ጟፉዪ㐳ޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅ߽߁ߤޔ



Τ ඦᓟߩㇱ

85 ࠞᚲ⚂ 7000 ੱޔ㧢㧞ᣣޔ15 ࠞᚲ 772 ੱ

Τ㧙㧝 ࠻ࠢ

ߦߥߞߡ߹ߔޕ



 ⑳ߪޔᏒౝߩ㝼⩿Ꮢ႐ߦࠆ↱ޘ㧔㝼ደ㧕

㕍ᧁሶ

ߢߡ߹ߔ᧲ޕᣣᧄᄢ㔡ߣᄢᵤᵄߢ⥄ቛߪ
 㧝ᤨඨߦߥࠅ߹ߒߚߩ

ඨუޔታኅߪᄢᵤᵄߢᵹߐࠇߡޔᒉᄦᇚߪ߽

ߢޔඦᓟߩㇱߩ࠻

ㆱ㔍ᚲ↢ᵴߢߔޕ㊍⍹Ꮢޔᄢ᭵↸ޔጊ↰↸ߩⷫᚘ

ࠢࠍᆎߐߖߡߚߛ

ߪᄢᵤᵄߢኅࠍᵹߐࠇ ޔᱫ㨯ⴕᣇਇߩੱ߽

߈߹ߔޕมળࠍോࠆో

ߡ ޔㆱ㔍ᚲ߿ޔరࠍ㔌ࠇߡ↢ᵴߔࠆኅᣖ߽

࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળߩ㕍ᧁ

߹ߔޕᄢ㔡ᓟ߽ᒝ㔡߇㗫❥ߦߎࠅߚ⑳ޔ

ߣ↳ߒ߹ߔࠈࠃߙ߁ߤޕ

ߜ߽ 10 ᣣ߶ߤㆱ㔍ᚲߦᄛߛߌ߅ߦߥࠅ߹ߒ

ߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ㧡ੱߩᣇⵍߦޘἴ

ߚޕ

߆ࠄޔ㆙ߊ߆ࠄޔߴ߁ࠁޔᦺޔ㚟ߌߟߌߡߚ

 ᗐቯᄖߩ᧪ߢߤߎߩㆱ㔍ᚲ߽ੱ߇ߞ߬

ߛ߈߹ߒߚޕ

ߢ߹߹ߩ⌕ߺߩ⌕⊝ޔㅏߍߚߩߢޔᲫᏓ߇㧝ᨎ㈩

ߎࠇ߆ࠄ㧝ᤨ㑆ࠍੑߟߩࡄ࠻ߢⵍߪߟ৻ޔἴ

Ꮣߐࠇ߹ߒߚ߇⊝ޔኙߐߢ࿎ࠅ߹ߒߚޕ㘩ᢱ߽ⴕ

߆ࠄ⸷߃ߚߎߣޔߚ߹ߡߒߘޔἴኂᡰេߦ߅

߈ዯ߆ߕޔࠅߥߦ߬ߞ߇ࠗ࠻ޔ㜞㦂⠪߿ሶ

ߡᵴേߔࠆᅚᕈߩߐ߹ߑ߹ߥᵴേߦߟߡ߅

ߤ߽ࠍᛴ߃ߚᅚᕈߪ․ߦᄢᄌߢߒߚޕ⠉ᣣ߆ࠄޔ

ࠍߚߛ߈߹ߔޔߦࠎߐ⊝ޕἴኂ߆ࠄߩߐ߹ߑ

ᵤᵄⵍἴߒߚ⥄ቛ (ࠗࡈࠗࡦ߇⛘ߚࠇߡ

߹ߥႎ๔ߦ⡊ࠍߌߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

ࠆ) ߦᚯࠅੑ㓏ߢਇ⥄↱ߥ↢ᵴࠍᆎߚੱޔりౝ
߿ⷫ㘃ࠍ㗬ߞߡߊੱޔੱࠆ᧪ޔᕆㆰࠕࡄ࠻ࠍ
୫ࠅߚੱޕᏒౝߩⓨ߈ㇱደߪߞߣ߁㑆ߦߞ

㧝㧕႐߆ࠄ㧦⑳ߪ⸷߃ߚ

߬ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
㕍ᧁ ႐߆ࠄߩ࠻ࠢߢ࠲࠶ࡃࡊ࠶࠻ޔ

 ἴኂᤨⵍޔἴ⠪ᡰេ⠪ߣ߽ߦ㊄߇ᔅⷐߢߒ

ߪጤᚻ⋵↵ᅚหෳ↹ࡦ࠲ࠨࡐ࠲ߩદ

ߚޕ㌁ⴕޔㇷଢዪߪੱߩੱޔੱޔ㐳࠰ࠟޔ

⮮ࠛࡒሶߐࠎߢߔޕ

ࡦࠬ࠲ࡦ࠼ߪᄛㅢߒゞߩߥ߆߿ߐߐޕᐕ㊄ߢ
ࠄߔੱ߿↢ᵴ࿎┆⠪߇․ߦᄢᄌߢߒߚޕ

દ⮮ࠛࡒሶ

 ችฎᏒߩੱญߪ㧢ਁੱᒙߢߔޕᤓᐕᤐߩችฎᏒ
 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ㨯ᄢᵤᵄⵍ

ߩቢోᄬᬺ⠪ߪ 3000 ੱߢߔ߃ߐߢࠎߛ߰ޕᄢᄌ

ἴߦో࿖ߩ⊝᭽߆ࠄߩߏ

ߥߩߦޔᄢ㔡ᄢᵤᵄ߇ㅊ⸛ߜࠍ߆ߌ߹ߒߚޕ

ᡰេࠍߚߛ߈ޔ㔍߁

ᄢ㔡ᄢᵤᵄߢⵍἴߒߚᐫ⥩ߥࠄ߮ߦᬺᚲߪ

ߏߑ߹ߔޕጤᚻ⋵ችฎ

ችฎᏒߢ 1020 ࡩᚲ ޔᬺࠨࡆࠬᬺ㨯ㅧ

Ꮢߩદ⮮ߢߔޕ

ᬺߘߩઁߢߔޕભᬺ⸃ޔ㓹ޔ㔌⡯ߢ߇ㅜ⛘

 ችฎᏒߪ㒽ਛᶏጯ࿖┙

߃ߚੱߪ 987 ੱߢߔ ߩߘޕ40㧑એ㧔487 ੱ㧕߇

ߩਛᔃߦࠅޔ㘑శᇪߥࠕࠬᑼᶏጯߢਃ

᳓↥ടᎿ㑐ଥߢߔߩߎ ޕਛߦᓥᬺຬ㧡ੱએਅߪ

㒽ߩ⼾߆ߥᶏߩᐘߦᕺ߹ࠇߚⷰశߣṪᬺߩ↸ߢߒ

߹ࠇߡߥߩߢޔఝߦ 1000 ੱࠍ߃ࠆ

ߚߩߎޕᐲߩᄢ㔡ޔᄢᵤᵄߢⷰశṪᬺߣ߽ߦ

ߩߥ㔌⡯⠪߇↢߹ࠇߡ߹ߔޕ᳓↥ടᎿ႐߿

უṌ⊛ߥ࠳ࡔࠫࠍ߁ߌ߹ߒߚޕጤᚻ⋵ߩ࿁ߩ

ᐫߦߪᄙߊᅚᕈ㆐߇ߡ߹ߔޕᱜⷙ㓹↪ޔ

㔡ἴߢߩᱫ⠪ⴕᣇਇ⠪ߩᢙߪ 7350 ੱޔችฎ

ࡄ࠻ޔ㕖ᱜⷙߩ㓹↪ᒻᘒ↵ޔᅚ⾓㊄ᩰᏅߥߤ߇

Ꮢߪ 772 ੱޔㆱ㔍⠪ᢙߪ 25747 ੱޔችฎᏒߪᒰೋ

㞲ߦᶋ߆߮߇ߞߡ߈߹ߔ↢ޕᵴ߇⧰ߒ⁁ᘒ


ߦࠆ㔌⡯⠪ߩᡰេ߇ᔅⷐߢߔޕ

ߩᎹߦᏫߞߡ߈߹ߔޕ㧠ᧃޔᄢ㔡ἴߦ⽶ߌߕ⢒

 ߎߩᢙሼߦṪᬺ⠪ߪߞߡ߹ߖࠎޕችฎߩṪ

ߞߚ⒩㝼ߚߜ߇ߩ߈ࠇ߇ޔᱷࠆᎹࠍᄢᶏේ߳ะ߆

ኅߪߎߎ㧝ᐕߩ߁ߜߦޔᤓᐕ㧞ߩ࠴㔡ᵤᵄޔ

ߞߡᣏ┙ߜ߹ߒߚޟޕᄢ߈ߊߥߞߡ㆐ߟࠇߡᏫ

ᐕᧃᐕᆎߩᄢߒߌޔ࿁ߩᄢᵤᵄߣⵍኂ߇⛯߈ޔ

ߞߡ߅ߢ㧍ߣޠዊቇᩞߩఽ┬ߚߜ߇ㅍࠅߒ߹

ߘߩ࠳ࡔࠫߪᗐࠍ⛘ߔࠆ߽ߩߢߔޕኅࠍᵹߐ

ߒߚޕ᳓↥ߣⷰశߦߥ߅৻ጀߩ߅ജࠍߚߛ߈ߚ

ࠇࠍ⦁ޔᄬޔ㙃ᱺᣉ⸳ߪუṌޔ㝼Ꮢ႐ߪუࠇ߹

ߣ㗿ߞߡ߹ߔޕ

ߒߚޕችฎᏒߩࠆᣣᧄ৻ߪࠕࡢࡆޕߔߢࡔࠞࡢޔ

 ࿁ߩᄢ㔡ἴߪޟߩዅߐࠍޠ⠨߃ࠆᯏળࠍߊ

ࠕࡢࡆޔࡔࠞࡢޔᏓ࠾࠙ޔṪߢᐕ㑆 35 ంߩ᳓

ࠇ߹ߒߚ⥄ޟޕಽߩߪ⥄ಽߢࠆ=⥄ഥߩޠᗧ

឴ߍߢߔ߇ߩߤࠎߣ߶ߪޔߩࠍ⛘ߚࠇߡ

ࠍ⋥ߒ߹ߒߚ⥄ޕಽߩߪ⥄ಽ߭ߣࠅߩ

߹ߔޕᡰេ߿ฦṪදߩദജߢ⦁ߩᢙߪჇ߃ߡ

ߢߪߥ⥄⑳ޕりࠍߪߓࠆߡࠇߐ߆↢ޔ߇

߹ߔ߇ޔṪᬺ⠪߳ߩᡰេ߇ᔅⷐߢߔޕ

ᱫⴕᣇਇ⠪ߣ߽❬߇ߞߡߡޔવ߃ߡߊ

 ችฎߛߌߢߪࠅ߹ߖࠎ߇ޔᄬߞߚ߽ߩ߇߹

ᓎഀࠍ⸤ߐࠇ߹ߒߚޕ㧝ߟߪߩߎޟਅߦኅࠍᑪߡ

ࠅߦ߽ᄙߊ㊀ߊ߽↵ޔᅚ߽⊝ᄢᄌߢߔޕᄤἴ⊝ޔ

ࠆߥ߁ߣޠవੱߩᢎ⸠ࠍ⋥ߒ↢߆ߔࠇߎޕ

หߓߥߩߢޔᗱ∻৻ߟ⸒ࠊߕᔅᱫߦߥߞߡ㗎ᒛߞ

ࠍߞߚၞߪోᚭᵹࠇߕᱷࠅ߹ߒߚޕᴦ 29

ߡ߹ߔᧄޕᒰߦߩߘޔ⢷ߩౝࠍࠊ߆ߞߡߚߛ

ᐕ㨯ᤘ 8 ᐕߩᵤᵄⵍኂࠍฃߌޔ⍹⎼߇ᑪߡࠄࠇߡ

߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

߹ߔޕ

 ੱ⍮ੱ߆ࠄᡰេߩຠ߆߅ࠅ߽ޔᅚᕈࡦ࠲

 2 ߟ⋡ߪᣣ㗃ߩ߃ߢߔ⥄ޟޕಽߚߜߩၞߪ

ߩࠆࠃߦޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤࡃ࠺ޟᡰេ

⥄ಽߚߜߢࠆޟ߁ߣޠഥߩޠㇱಽߢߔ߇ޔ

‛⾗ߥߤࠍ㗍߆ࠅޔᒉᄦᇚੱߚߜߩදജߢᡰ

⥄ᴦળߢၞ㒐ἴࠍ⠨߃࿑⸠✵㨯ၞߩ㒐ἴࡑ

េ‛⾗ߩዯߡߥቛⵍἴ⠪ⵍޔἴ⠪ߩᡰេ

࠶ࡊࠍࠅㆱ㔍ࠍᢛޔᲤᐕㆱ㔍⸠✵ࠍ㊀ߨ

⠪ޔᄢ㔡ἴⵍኂ⠪ޔㆱ㔍ᚲߩੱߥߤߦᔅⷐߥ߽

ߡߚၞޔ㜞㦂⠪ߩᄙၞߢߔ߇ޔ࿁ߘࠇ

ߩࠍ㈩Ꮣߒ߹ߒߚޕ

߇ᵴ߆ߐࠇᣧߊㆱ㔍ߒޔ㕖Ᏹᤨᜬߜߒຠߣ᳃

 ቛⵍἴ⠪߽ߡᄙߊߩኅᐸߢⵍἴ⠪ࠍ߁ߌ

ߩ߇ഥ߆ࠅ߹ߒߚޕ

ࠇߡ↢ᵴߒߡ߹ߔ߇ޔหߓⵍἴ⠪ߢ߽ቛⵍ

 ޟᄤἴߪᔓࠇߚ㗃ߦ߿ߞߡߊࠆߣޠᢎ߃ࠄࠇߡ

ἴ⠪ߦߪߩᡰេ߇ࠅ߹ߖࠎߩ⑳ ޕኅߢ߽ᒉ

⢒ߜ߹ߒߚޕጤᚻߦߪޟᵤᵄߡࠎߢࠎߎ߁ߣޠ

ᄦᇚߣ 1 ࡩ⒟৻✜ߦ↢ᵴߒ߹ߒߚ ޕቛⵍἴ

⸒વ߃߇ࠅ߹ߔߢࠎߡࠅߣ߭ੱ৻ߊ߆ߦߣޕ

⠪ߣޔᡰេߔࠆ߳ߩᡰេ߽ᔅⷐߢߔޕ

ߦㆱ㔍ߔࠆߎߣㅏߍࠆߎߣ⥄ޕὼߣੱ㑆ߩ↢ޔ

 ⑳ߪ⸥㍳ࠍᱷߔὑߦⵍἴᓟߩᏒౝߩ౮⌀ࠍߞ

↢ᵴ⠪ߩⷞὐࠍᄢಾߦߒ↵ޔᕈ㨯ᅚᕈਔᣇߩ⧷⍮

ߡ߹ߔߩߐߓޕળߢߪᅚᕈߩⷞὐߢ㒐ἴࠍ

ࠍ߽ߞߡ߭ߣߦ߿ߐߒἴኂߦᒝၞౣ↢ࠍᦸ

⠨߃ࡈࠜࡓࠍታᣉߒߡ߈߹ߒߚߩߘޕ㓙ߦቇ

ߺ߹ߔ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ࠎߛߎߣ߇ޔ࿁ᄢ㔡ἴᓟߩ↢ᵴᵴേߩߢ᳇

㕍ᧁ દ⮮ߐࠎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔદ⮮

ᜬߜߩࠁߣࠅߦߥࠅ߹ߒߚޕᣣᏱߩ㒐ἴᗧ⼂ޔቇ

ߐࠎߪ⥄ߏޔりߩၞߩ౮⌀ࠍἴኂએ᧪ߕߞߣ

߮߇ᄢಾߛߣታᗵߒ߹ߒߚޕ

ࠅ⛯ߌࠆᵴേ߽ߒߡࠄߞߒ߾߹ߔޕ

 ߹ߚ⑳ߪ㧠ᐕ೨߆ࠄධㇱ㞱ടᎿ⎇ⓥળߩ৻ຬߣ

 ࠻ࠢ╙㧞⇟⋡ߦ࠻࠶ࡀ࡞ࠦࠗޔบޔ

ߒߡਛፉືవ↢ߩᜰዉߢችฎߩࠨࠤߩ⮍㧔಄ῗ㧕

ቬ ᕺ⟤ሶߐࠎ߅ߊߒࠈࠃޔ㗿ߒ߹ߔޕ

ߠߊࠅߣ⽼ᄁߦജࠍࠇߡ߹ߔޕᣂߒຠ߇



㓹↪ߩഃߦߟߥ߇ࠆߎߣࠍᄞߺߡ߹ߔࠤࠨޕ



ߪᏗᦸߩ㝼ߢߔ⚂ޕ㧠ᐕߩᱦࠍ߆ߌߡ߰ࠆߐߣ





ᝥߡߖߑࠆࠍᓧߥޠ
‛ޟᐓߒߦਅ⌕ࠍᐓߔߩ

ቬ ᕺ⟤ሶ 
 บᏒ߆ࠄෳࠅ߹ߒߚޕ

ߪᔃ㈩߁ߣޠᅚᕈߚߜߩჿ߇ߚߊߐࠎ㓸߹ߞߡ

ߎߩߚ߮ߩ㔡ἴߦ߅ߡ

߈ߡ߹ߒߚߒޔหߓᅚᕈߣߒߡหߓᕁ߇ࠅ

ߪోޔ࿖ߩ⊝᭽ߦߐ߹ߑ

߹ߒߚߩߢࠍࠕࠖ࠹ࡦࡏߩߎޔᣧㅦࠬ࠲࠻ߐ

߹ߥߏᡰេࠍߚߛߡ

ߖ߹ߒߚޕ

߅ࠅ߹ߔⵍޕἴߦ

 ⵍἴߩᅚᕈߚߜߪޔᄢᄌᚒᘟᒝߊ⥄ޔಽߚߜ

㧝ੱߣߒߡߩߎޔ႐ࠍ߆

ߩᔃ㈩߿ਇ߿Ꮧᦸߥߤࠍኈᤃߦߪญߦߒߡߊࠇ

ࠅߡᔃࠃࠅᗵ⻢ࠍ↳ߒ

߹ߖࠎߩߎޕᵞữࡏࡦ࠹ࠖࠕࠍㅢߒߡᅚᕈߚߜ

ߍ߹ߔޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ

ߩ࠾࠭ࠍࠄ߆ࠄߜߎࠈߒޔជࠅߎߒߡᡰេ

 ⑳ߚߜߩ࿅ߪ↵ޔᅚหෳ↹ࠍ࠹ࡑߦᐢ

ࠍ⛯ߌߡ߹ߔޕ

ขࠅ⚵ߺࠍߒߡ߹ߔޕችၔ⋵ᴒ㔡߇ᄢᄌ㜞

 ߎߩᵞữࡏࡦ࠹ࠖࠕࠍㅢߒߡᅚᕈߚߜ߆ࠄ⡞

⏕₸ߢ⊒↢ߔࠆߣ߁ߎߣߪߢ߹ࠇߎޔ㐳㑆

ߎ߃ߡ߈ߚჿߩਛߦ⥄ޟಽߩࠨࠗ࠭ߦวߞߚࡉ

⸒ࠊࠇߡ߈߹ߒߚߚߒ߁ߘޕਛߢޔߪߜߚ⑳ޔᵴ

ࠫࡖ߇᰼ߒޠ
߇࠷࡚ࠪ࠲࠾ࠨޟ᰼ߒޠ

േߩ৻Ⅳߣߒߡޔ2008 ᐕߦบᏒౝߩᅚᕈߚߜ

ߣ߁ߩ߇ࠅ߹ߒߚ߆ߥ߆ߥޕญߦߖߥ߆ߞ

ࠍኻ⽎ߦޔἴኂᤨߦ߅ߌࠆᅚᕈߩ࠾࠭⺞ᩏࠍⴕ

ߚߣ߹ߔ ޔߪߜߚ⑳ޔߢߎߘ ޕᅚᕈߚߜߦ

߹ߒߚޕ

ᐢߊឭଏࠍ߮߆ߌߡ ޔදജߒߡߚߛ߈ޔㆱ

 ⚿ᨐޔᅚᕈߚߜߪޔሶ⢒ߡ߿⼔ޔᅧᆼਛޔ㜞

㔍ᚲߦዯߌࠆߣ߁ᵴേ߽ߒߡ߈߹ߒߚޕ

㦂ߢࠆޔ㓚ኂࠍᜬߞߡࠆߥߤߐ߹ߑ߹ߥࠄ

 ޔบᏒౝߩㆱ㔍ᚲߩᣇޔߪޘᄙߊ߇⸳

ߒᣇࠍߒߡ߅ࠅޔἴኂࠍᗐቯߒߚߣ߈ߦߑ߹ߐޔ

ቛߦ⒖ࠅᆎߡ߹ߔࡈࠗߛ߹ޔߒ߆ߒޕ

߹ߦᷓೞߥਇ߿ᔃ㈩ࠍᛴ߃ߡࠆߣ߁ߎߣ߇

ࠗࡦ߇ᢛߐࠇߡߥ⋵ౝߩ㆙ᣇߩၞߦߪᵞ

ࠄ߆ߦߥࠅ߹ߒߚޕ

ữࠍᏗᦸߔࠆᣇޕߔ߹߇ޘᔅⷐ߇ࠆ㒢ࠅߎࠇ

 ߘߎߢޔᅚᕈߩⷞὐࠍ〯߹߃ߚ߈⚦߆ߥ㒐ἴ

߆ࠄ߽ᡰេࠍߒߡ߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔߒߘޕ

ኻ╷߇ᔅⷐߢࠆߎߣ߆ࠄޟޔᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄ

ߡޔ⸳ቛߦ⒖ߞߚᅚᕈߚߜ߳ߩᡰេ߽ᔅⷐߢ

ࠆ㒐ἴἴኂᓳ⥝ߦ㑐ߔࠆឭ⸒ޔߣ߹ࠍޠฦ⥄

ߔޕᄢᄌᐢᡰេ߇ᔅⷐߦߥࠆߣᕁߞߡ߹ߔޕ

ᴦ߿ၞ࿅ߦะߌߡ߈߆ߌࠍⴕߩߘޔᔅ

ߔߢߦ㧰㨂ⵍኂߣᕁࠊࠇࠆჿ߽⡞ߎ߃ߡ߈ߡ߹

ⷐᕈࠍ⸷߃ߡ߈߹ߒߚࠇߎޔ߮ߚߩߎޔߒ߆ߒޕ

ߔᧄࠄ߆ࠇߎޕᩰ⊛ߥᡰេ߇ᔅⷐߢ┙⥄߇ࠇߘޔ

ߛߌᄢⷙᮨߥ㔡ἴ߇⊒↢ߒߣߞ߽ޔⓍᭂ⊛ߦߘޔ

ߦะߌߚᡰេߦߥࠆߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ

ߒߡ߽ߞߣࠬࡇ࠺ࠖߦേߡ߅ߊߴ߈ߛߞߚ

 ߹ߚߩߜߚ⑳ޔ࿅ߢߪޔችၔ⋵ౝߩㆱ㔍ᚲ߽

ߣ⠨߃ߡࠆߣߎࠈߢߔޕ

࿁ࠅޔᅚᕈߚߜߩჿࠍ㓸ࠆขࠅ⚵ߺࠍߒߡ߹

 ࿁ߩ㔡ἴߩ⊒↢ߣߣ߽ߦޔߪߜߚ⑳ޔᣧㅦޔ

ߔ߇ޔㆱ㔍ᚲౝߢߩᅚᕈߚߜߩ↢ᵴߪޔᄙߊߩ႐

ㆱ㔍ᚲౝߩᅚᕈߚߜߩᡰេߦขࠅ⚵ߺ߹ߒߚޕᅚ

ว߇ಾࠅ߿ᦝቶ߽ਇචಽߢޔᏓ࿅ߩਛߢ⌕߇

ᕈߚߜ߇ޔㆱ㔍ᚲߢߤߩࠃ߁ߥ↢ᵴࠍߒߡࠆߩ

߃ࠍߔࠆߣߞߚᣣᏱߢߔޕਛߦߪᅚᕈߚߜ߇

߆ޔᄢᄌ᳇߇߆ࠅߢߒߚޕ

ઍߢߩߘޔㆱ㔍ᚲߢࠄߔ⊖ੱߩᣇߩޘ㘩㧟

 ߹ߕ⑳ߚߜߪ↵ߛࠎߖޔᅚหෳ↹⽷࿅ߣද

㘩ࠍޔᣧᦺ߆ࠄᄛ㑆߹ߢ⺞ℂቶߦߡ⺞ℂߦᒰ

ജߒߡࠕࠖ࠹ࡦࡏ߁ߣޠ࠻࠶ࡀߊߚࠎߖޟޔ

ߚࠆߣ߁ㆱ㔍ᚲ߽ࠅ߹ߔޕㆇ༡⽿છ⠪ߪ߶ߣ

ࠍᆎ߹ߒߚޕㆱ㔍ᚲߢࠄߔᅚᕈߚߜߩᵞữ‛

ࠎߤ↵ᕈߢޔᅚᕈߩჿ߿ⷐᦸ߇ዯ߈ߦߊߣ߁

ࠍ߅㗍߆ࠅߒߡ⥄߇ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔቛߢᵞữࠍߒ

ታ߽ࠅ߹ߔޕ

ߡㆱ㔍ᚲߦዯߌࠆߣ߁ขࠅ⚵ߺߢߔޟޕਅ⌕ࠍ

 ߒ߆ߒ৻ᣇߢޔᅚᕈߚߜ߇Ⓧᭂ⊛ߦჿࠍߍߡ


ⅣႺᡷༀࠍታߒߚߣ߁ㆱ㔍ᚲ߽ࠅߜߚ⑳ޔ

߃ࠆߔߴߡߩੱߩ߳ޘ㈩ᘦߦߟߥ߇ࠆߣޔᡷߡ

߽ᅚᕈߚߜߩࡄࡢࠍ㗬߽ߒߊᕁߞߡࠆߣߎࠈ

⏕ାߒߡ߹ߔޕ

ߢߔޕ

 ⵍἴߢࠄߔᅚᕈߚߜߪⵍޔἴ⁁ᴫⵍኂ⁁

 ߒ߆ߒ✚ߓߡ ޔᔨߒߡߚߣ߅ࠅࠆࠁࠄޔ

ᴫ߇ᄢᄌᄢ߈ᣇ߽߹ߔ߇ߥߢ߁ߘޔᣇ߽

႐㕙ߢᕈᓎഀಽᬺᗧ⼂߇㗼⪺ߦࠄࠊࠇߡ߹

߹ߔⵍޔ߽ߤࠇߌޕἴߢࠄߔᅚᕈߚߜߪ⺕߽

ߔ↵ޕᅚหෳ↹ߩ⺖㗴ࠍ⋡ߩᒰߚࠅߦߒߚࠃ߁

߇ޔ࿁ߩ㔡ἴࠍ㛎ߒޔࠄ߆ߩ∩ߺࠍᛴ߃ߡ

ߥᕁߢߔߦߐ߹ޕᣥ᧪ߩવ⛔⊛ߥᓎഀᗧ⼂߇ޔ

߹ߔޕవ߶ߤ↳ߒߍߚᵞữࡏࡦ࠹ࠖࠕߦ߽

ߎ߁ߞߚᒻߢ㗼ൻߒߡߊࠆߩߛߣታᗵߒߡ

280 ฬߩᣇ⊓߇ޘ㍳ߒߡߊࠇ߹ߒߚޕ߆ࠍߒߥ

ࠆߣߎࠈߢߔ↵ޕᅚหෳ↹ߪᅚᕈߛߌߢߪߥߊ

ߌࠇ߫ࠄࠇߥߣ߁ᅚᕈߚߜ߇ᢙᄙߊࠆߣ

↵ᕈߦߣߞߡ߽ᔅⷐߛߣ߁ߎߣࠍߩߎޔ႐ࠍ

߁ߎߣߢߔޕ

ߡߟߊߠߊᗵߓ߹ߔ↵ߩ࠳ޕᕈߚߜ߽ᄢ

 ߎࠇ߆ࠄⵍἴߩᅚᕈߚߜߪޔᚻࠍߣࠅวߞߡޔ

ᄌ∋ᑷߒߡ߹ߔ↵ޕᕈ߽ᅚᕈ߽ߣ߽ߦㆇ༡ߦ߆

㒐ἴἴኂᓳ⥝ߩਥߣߥߞߡߊᔅⷐ߇ࠅ߹

߆ࠊࠆᔅⷐᕈࠍᗵߓ߹ߒߚޕ

ߔ↵ޕᕈߩ㗔ၞߣ⠨߃ࠄࠇ߇ߜߥߎߩಽ㊁ߦޔᅚ

 ޔᅚᕈߚߜߪߎߩ㧟ࠞޔᱷᔨߢߔ߇ᚒᘟ߿

ᕈߩⷞὐߣ߁ଔ୯ⷰࠍ⏕߆ߥᒻߢ⟎ߠߌߡ

߈ࠄߩਛߢࠄߒߡ߹ߔ⥄ޕዅᗵᖱ߽ૐਅ

߆ߥߌࠇ߫ߣᕁߞߡ߹ߔߦࠇߘޕะߌߡ߽ߣޔ

ߒߡ߹ߔߩߜߚ⑳ޕ࿅ߢߪᓟⵍޔἴᅚᕈߚ

ߦߎࠇ߆ࠄ߽ᱠࠎߢߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔߤޕ

ߜߩᔃߩ࿁ᓳࠍ⋡ᜰߒߡࠅ⺆ޔวߩ႐ߥߤࠍฦ

߁ߙࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ၞߢ㐿ߒࠃ߁ߣޔḰࠍㅴߡ߹ߔޕ

㕍ᧁ ቬ ߐࠎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔㆱ㔍

 หᤨߦޔ2008 ᐕߩ⺞ᩏࠍฃߌߡⵍޔἴᤨ߮

ᚲࠍ⸰ߒߚߣ߈ߦᵞữ‛߇ߪߚߡࠆߣ

ᓳ⥝Ბ㓏ߩᅚᕈࠍߋࠆߐ߹ߑ߹ߥ㗴ߩ⸃ߦ

߁ᗵߓߢߩߘޔᅏߦޔᅚᕈߩਅ⌕ߩ㗴߿ࠈ

ะߌߚ⺞ᩏ߽ⴕ߁੍ቯߢߔߩߎޕ㔡ἴߢޔᅚᕈߚ

ࠈߥ㗴߇ߞߚࠎߛߥߣᕁߞߡ߹ߔޕ

ߜ߇ࠍ㛎ߒޔࠍ⠨߃ⴕ߁ߤޔേߒߚߩ߆ޔ

 ᰴߦޔፉ⋵┙ක⑼ᄢቇߩᕈᏅක≮ࡦ࠲ޔ

⸥㍳ߣߒߡᱷߒߡߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔ߮ߚߩߎޕ

ዊች߭ࠈߺߐࠎ߅ߊߒࠈࠃޔ㗿ߒ߹ߔޕ

ߩᅚᕈߚߜߩ㛎ߪޔᓟߩᢎ⸠ߦߥߞߡ߆ߥ



ߌࠇ߫ߌߥߣߊߠߊߟޔᕁ߹ߔޕ

ዊች߭ࠈߺ

 ᅚᕈߚߜߪᒙ⠪ߢߪࠅ߹ߖࠎޕᒙ⠪ߦ㐽ߓㄟ

 ⑳ߪፉ⋵┙ක⑼ᄢቇ

ߡߒ߹߁ߎߣߪᅚᕈ߆ࠄജࠍᅓ߁ߎߣߦ߽ߥࠅ

ߢᕈᏅක≮ࡦ࠲ߩㇱ

߹ߔޕജࠍᜬߞߚᅚᕈߚߜߪߚߊߐࠎࠆߎߣࠍޔ

㐳ࠍߒߡࠆዊችߣ↳ߒ

ߐ߹ߑ߹ߥㆱ㔍ᚲࠍ⸰ߒߡ⏕ߢ߈߹ߒߚߘޕ

߹ߔ᧲ߪ߮ߚߩߎޕᣣᧄ

ߎߢޔᓟޔ㒐ἴ⸘↹߿ᓳ⥝⸘↹ߥߤߩ╷ቯᲑ㓏

ᄢ㔡ἴߦ߅ߡోޔ࿖߆

ߦᅚᕈ߇ෳ↹ߒߡ⊒⸒ߒߡߊߎߣ߇㊀ⷐߢߘޔ

ࠄᄢ߈ߥᡰេࠍߚߛ

ߩ⚵ߺߠߊࠅ߇ᕆോߛߣᕁߞߡ߹ߔޕἴኂߩ

ߚߎߣࠍ৻⋵᳃ߣߒߡ߅

ಽ㊁ߛߌߢߪࠅ߹ߖࠎ߇ޔᗧᕁቯߩ႐ߦෳ↹

␞ࠍ↳ߒߍ߹ߔޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅߦ⺈ޕ

ߒߡߊᅚᕈߩഀวࠍߍߡߊߎߣ߇߆ࠇߎޔ

 ᕈᏅක≮ࡦ࠲ߪޔ㔡ἴ೨߆ࠄᕈᏅක≮̆ᕈ

ࠄߩ⺖㗴ߢߔޕ

Ꮕࠍ⠨ᘦߒߚᅚᕈߩஜᐽᡰេࠍⴕ߅߁ߪࠆޔ

 ᅚᕈߩⷞὐߣ߁ߩߪޔᅚᕈߦߦߊߣ

ᅚᕈක≮ࠍⴕߞߡߎ߁ߣ߁ߩ߇ᕈᏅක≮ߩਛ

߁⺋⸃ࠍฃߌࠆߎߣ߇ࠅ߹ߔ߇ߪߢ߁ߘ ޔ

りߢޔၴᧄవ↢ᧄߪࠆޔᣣߪᏨߐࠇߡ߹

ࠅ߹ߖࠎޕᅚᕈߦߣߤ߹ࠄߕޔἴኂᤨߦ࿎㔍ࠍᛴ

ߖࠎ߇ᄤ㊁ᕺሶవ↢ߩߏᢎ␜ߩ߽ߣߦޔᕈᏅක≮


ࠍ⋵᳃ߦ᥉ߒࠃ߁ߣ߁ߎߣߢᕈᏅක≮ࡦ࠲

ߢ⚂ޔ㧝ㅳ㑆ޔ10 ᣣߋࠄᜂᒰߒ߹ߒߚߩߘޕ

߇⸳⟎ߐࠇ߹ߒߚޕ

ᓟߪᄖ᧪߇ᓳᣥߒߚߩߢᄖ᧪ᬺോߦᚯߞߚࠊߌߢ

 ߘߩਛߢ㧟 11 ᣣߦᄢ㔡ἴࠍㄫ߃ߚࠊߌߢߔ

ߔ߇ߩߘޔ㑆 50 ઙ߶ߤ⋧⺣߇ࠅ߹ߒߚޕ

߇ޔፉ⋵ߪᧄޔᒰߦᐲ߽⸒ࠊࠇߡ߹ߔ߇ޔ

 ⋧⺣ߪࠅߪ߿ޔ✢ޔ⢻ߩ㗴ޕᅧᇚߐ

㔡ޔᵤᵄޔේ⊒ޔ㘑⹏ߣߩߎޔᄢ߈ߥⵍኂࠍᛴ

ࠎ߇ޔᅧᆼߒߡࠆߌࠇߤሶߤ߽ߪᄢਂᄦߛࠈ߁

߃ࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ

߆ߪࠆޕዊߐߥሶߤ߽߇ᄢਂᄦߛࠈ߁߆ޕ

 ⑳ߪ߽ߣ߽ߣ↥ᇚੱ⑼කߢ↥ޔᇚੱ⑼ߩ⸻≮ࠍ

ࠆߪ߅Უ᭽߇ޔᆷ߇ࠆߌࠇߤ߽ޔᓟޔᅧᆼ

ߘߎߢߒߡࠆࠊߌߢߔ߇ࠅߊߞࠁޔᅚᕈߩ߅

ߒߡᄢਂᄦߛࠈ߁߆ޔᅧᆼߢ߈ࠆࠎߛࠈ߁߆ߣ߆ޔ

ࠍ⡞ߡޔ⡬ߒߡࠆ߈ߢޔᴦ≮ࠍߒ߹ߒࠂ߁ߣ

ߘ߁߁ਇࠍᛴ߃ߚ⋧⺣߇ᄙ߆ߞߚߢߔޕ

ߩᣇ㊎ߢࠍߊࠃޔ⡞߆ߖߡߚߛߡ߹ߔޕ

 ߹ߚ৻ᣇޔፉᏒߢ߽㕖Ᏹߦᷙੂߒ߹ߒߚޕᒰ

 ታߪᦨޔㄭ߽Ꮉୀߩጊᧁደߣ߁ޔ㘵⥪ߣ

ೋ∛ޔ㒮߽ࠢ࠾࠶߽ࠢᢙޘ㐽㒮ߦߥߞߚߣߎࠈ

หߓࠃ߁ߦ⸘↹⊛ㆱ㔍ߩၞ߇ࠅ߹ߔߩߎߘޕ

߽ࠅ߹ߒߚ∛ޕ㒮߇㐽߹ߞߡߒ߹ߚߒ߁ߤޔ

ᖚ⠪᭽߇ࠄߞߒ߾ߞߡᦝޔᐕᦼߣ߁ߎߣߢ㔡

ࠄߩߛࠈ߁ޔ߁ࠈߛߩࠄߚߒ߁ߤߪ⮎ޔ

ἴ೨߆ࠄ⸻ߡߚᣇߢߔ߇⊛↹⸘ޔㆱ㔍ߦߞߚ

ࠍࠎ߇ޟት๔ߐࠇߡࠆ߇ࠎࠆߥ߁ߤ߹߹ߩߎޔ

ߣ߁ߎߣߢߦߛ߹ޔᖚ⠪ߐࠎߪ⸻≮ߩߣ߈ߦ

ߢߒࠂ߁߆ߩߡߒ߁ߤޔߥ߁ࠃ߁ߣޠ㕖Ᏹ

⑳ߩ⋡ߩ೨ߢᶡࠍᵹߒߡᏫࠄࠇ߹ߔޕ

ߦⴕ߈႐ߩߥࠃ߁ߥஜᐽ⋧⺣ࠍฃߌ߹ߒߚޕ

 ⋵┙ක⑼ᄢቇ߇ፉᏒߦࠅ߹ߔߩߢߪ⑳ޔ

 ߘߩᓟޔක≮ᵴേߣߒߡޔፉ⋵┙ක⑼ᄢቇߪ

ፉᏒߦࠎߢ߹ߔ߇ޔ㜞✢㊂߇ᬌߐࠇߡ

⋵᳃ߩߚߩක≮ᡰេߦߞߡ߹ߔ߇ߩߘޔਛ

ࠆფߩ㗴߇ߞߡޔሶߤ߽߽߿ߪࠅᩞᐸߢޔ

ߦޟᔃߩࠤࠕޕߔ߹ࠅ߇ߩ߁ߣࡓ࠴ޠᄢቇ

ࠣ࠙ࡦ࠼ߢㆆߴߥߣߞ߿ޕფࠍ߆߃ࠆߎߣ

ߩ♖⑼⥄߇߈ࠊޔᏒߩ⋧ߦޟᔃߩࠤ

ߦࠃߞߡޔዋߒᄖߦߡ߽ࠃߊߥߞߡ߈߹ߒߚޕ

ࠕ߭ߗ߽⑳ޔߢߩࠆߡߞߡߒߣޠᅚᕈߩᔃߩ

⑳ߪකᄢ߹ߢ 10 ಽߋࠄޔᲤᣣゞߢㅢߞߡࠆ

ஜᐽᡰេࠍߒߚߣ߁ߎߣߢޟޔᔃߩࠤࠕ࠴ޠ

ࠊߌߢߔ߇ޔቇᩞߦㅢቇߒߡࠆሶߤ߽ߚߜߩᆫ

ࡓߩ৻ຬߣߒߡ߽ࠊ߈ߦⴕߞߡ߹ߔޕ

ࠍ߹ߔޕ㕖Ᏹߦዊߐߥࡑࠬࠢࠍ߆ߌߡᧄޔᒰߦ

 ߘߎߢߚᆫߣߒߡߪߪ߈ࠊޔጊޔፉߥ

ߢ߽㐳ߘߢࠍ⌕ߡࠆࠃ߁ߥ߅ሶ᭽ߚߜ߇ࠄ

ߤߦᲧߴࠆߣ✢㊂ߪ߆ߥࠅૐߢߔޔ߽ߢޕ

ߒߡޔᲣ߽ሶߤ߽ߚߜ߽㕖Ᏹߦᄢ߈ߥࠬ࠻ࠬࠍ

ߘߩਛߢ߽߅ߊ⛯ߛ߹ޔᲣ᭽ߚߜߩ✢߳ߩᕟ

ᛴ߃ߡࠆߎߣߪ㑆㆑ࠅ߹ߖࠎޕ

ᔺޕሶߤ߽ߚߜߦߪߊ⛯ޔ㔡ߢߔ߹ߪ߈ࠊޕ

 ፉ⋵ߩἴኂߣᓳ⥝ޔᓳᣥᓳ⥝ߣ߁ߎߣߢ

ߛ㕖Ᏹߦᄙߩߢߔޕሶߤ߽ߚߜߪ㔡߇᧪ࠆߣޔ

ߪࠅ߹ߔ߇ߦ߆⏕ޔፉ⋵߽ᓳ⥝ࡕ࠼ߦߞ

ᧄᒰߦ߅Უ᭽ߦߒ߇ߺߟߊߣ߁⁁ᘒ߇⛯ߡ

ߡ߹ߔߦ߁ࠃߚߒߒ߅ޔߛߚޕㅴⴕਛߢ

߹ߔޕᲣߚߜ߽⥄ޔಽ߇♖ߞ߬ߥߩߦሶߤ߽

ࠆߣ߁ߎߣ߽ߣߚ߈ߛߚߡߞ߆ࠊࠅߪ߿ޔ

ߚߜࠍࠈ߁ߣߔࠆߛ߹ࠅߪ߿ޕ㕖Ᏹߦࠬ࠻ࠬ

ᕁߞߡ߹ߔޕ

߇ᄢ߈↢ᵴࠍߒߡ߹ߔߩߘޕਛߢ߽߹ߊߚޔ

 㔡ἴᓟޔᄢቇ߇߶ߣࠎߤᯏ⢻ਇోߦߥߞߡࠗ

ߒߊ↢ᵴࠍᡰ߃ߡߊߩߛߣ߁Უߚߜߩᕁߢޔ

ࡈࠗࡦ߽ㅜ⛘߃ߡ߫ࠇߔߣ⑳ޔ߇ߢ߈ࠆ߆ߣ

ំࠇേߊᕁߢㆊߏߐࠇߡࠆߩ߇㕖Ᏹߦࠃߊࠊ

⠨߃ߡߪߕ߹ޔኅߩਛߢ࿎ߞߡࠆᣇޔㆱ㔍ߐࠇ

߆ࠅ߹ߔޕ

ߡࠆᣇ߇ޔ߆⋧⺣ߒߚߎߣߪߥߩߛࠈ߁

 ߹ߚ㔡ἴᓟ߆ߣ߹ޔ㗡∩߇ᖡൻߒߚࠅޔ

߆ߣ⠨߃ߡޔᅚᕈߩߚߩஜᐽ⋧⺣⓹ญࠍᄢቇߦ

ࠆߪ⪭ߜㄟߺߣ߆ࠄࠄߥߤ߽㕖Ᏹߦᄙߊߥ

߅㗿ߒߡ⸳⟎ߒߡ߽ࠄ߹ߒߚߪࠇߘޕ㧟ᧃ

ߞߡ߈ߡࠆߣ߁ታ߽ࠅ߹ߔߩߘޕਛߢ


ஜᏧߐࠎߣߔᯏળ߽߰߃ߚ߹ޔፉᏒߩㆱ㔍ᚲ

ᐽᡰេߣߒߡߩ߆ࠄߜߤޔㆱ㔍ᚲߦᡰេߦࠅߚ

ߦࠞᚲ߆࿁ࠄߖߡߚߛߡ⥄ޔಽ߇ᗵߓߚߎ

ߣ߅ߒߒߚߩߢߔ߇ࠅ߹߽ߡߞⴕߦߎߤޔ

ߣߪࠆޔፉ⋵┙ක⑼ᄢቇߩᕈᏅක≮ࡦ࠲

⋧ᚻߦߐࠇߥߣ߁ߎߣߢޔᄢቇߦ߅㗿ߒߡ

↥ޔᇚੱ⑼ߩᄖ᧪ߢޔਥߦේ⊒ߢㆱ㔍ߐࠇߡ

ޟᔃߩࠤࠕߔޕߚߒ߹߈ߛߚߡࠇߦࡓ࠴ޠ

ࠆፉᏒౝߩᣇߚߜ߇⸻ኤߦࠄߞߒ߾ࠆਛߢᗵ

ߥࠊߜޔᜰ␜♽⛔߇ߤ߁ߥߞߡࠆߩߛࠈ߁ߣޕ

ߓߚߎߣࠍޔᐞߟ߆߅ߒߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

ߘ߁߁ߎߣ߇ߞߚߣ߈ߦߦߎߤޔᜬߞߡߞ

 ࠊ߈Ꮢߪߢߤߥࡒࠦࠬࡑޔႎߐࠇ߹ߒߚ߇ޔ

ߚࠄߩߛࠈ߁ߣ߁ߎߣ߇ޔ࿁ޔ㕖Ᏹߦ⑳

ᦨ⚳⊛ߦߪ✢ߪᄢਂᄦߢߒߚᦼᤨ৻ߒ߆ߒޕ

⥄り߇⇼ߦᕁߞߚߣߎࠈߢߔޕ

ߪ߁߽ޟޔㅏߍࠈ߁ߣޠᒻߢޔㆱ㔍⠪߇ߚߊߐ

 ߹ߚޔᅚᕈߩⷞὐߣ߁ߎߣߢߪ߈ࠊޔᏒߢ

ࠎᏒౝ߆ࠄߥߊߥࠆߣ߁⁁ᘒ߇⛯߈߹ߒߚޕ

߽ޔㆱ㔍ᚲߦߞߡೋߡޔᕁᤐᦼߩᣇߣ߆

ߘߩߣ߈ߦஜᏧߐࠎ߇߅ߞߒ߾ߞߚߩߪߪ߿ޔ

ᇚߐࠎߣ߆ߩᦝቶ߇ߥߣ߁ߎߣߦ᳇߇ߟ

ࠅ㓚ኂ⠪ߩᣇޔ㜞㦂⠪ߩᣇߪߣޔᱷࠄߥߊߡߪ

ߚߩ߇ޔታߪ㧶㧹㧭㨀㧔ࠫࠚࠗࡑ࠶࠻㧕ߩ↵ᕈߩ

ߌߥ႐ߩஜᏧߐࠎⴕߩᣇߣ߁ߎߣ

කᏧߛߞߚߣߩߘޕᣇ߇ೋߡஜᏧߐࠎߚߜޔ

ߢᧄޔᒰߦᔅᱫߩᕁ߇⑳ߦߪવࠊࠅ߹ߒߚޕᒙ

ࠆߪⴕߦ⸷߃߆ߌߡᦝቶ߇ߢ߈ߚߣ߁

ᣇ߇ᱷߞߚ߹߹ߩߎߪߜߚ⑳ޔᱫࠎߢߒ߹߁ߩ

ߎߣ߽ߞߚߘ߁ߢߔޕ

ߢߪߥ߆ߣᐲ߽ᕁߞߚߣᦨ߇ࠇߎޔᓟߩᄕ㘵

 ߩᅚᕈߩ࠳߇ߘߩਛߦߞߚߣ߈ߦ

ߥߩߢߪߥ߆ߣᕁߞߡߏ㘵ࠍ㘩ߴߚߣ߅ߞߒ߾

ߪߣోߪࠈߎߣߥ߇ߣߎ߁߁ߘޔ߽ߢޕ

ߞߡ߹ߒߚ⁁߁߁ߘޕᴫߢߪߪߕ߹ޔᒙ⠪߇

ߊᅚᕈߩⷞὐ߇ߞߡߥޕㆱ㔍ᚲߩᅚᕈߩᣇ

ᱷࠆߣ߅ߒߐࠇߡ߹ߒߚޕ

߽ޔߩᅚᕈߩ࠳ߦ߹ࠅਇᔟߥߎߣࠍ

 ߹ߚޔㆱ㔍ᚲߩታᘒߢߔ߇ߐߊߚ߽ߦ߈ࠊޔ

⸒ࠊߥࠃ߁ߦߣ߆߁߁ߘޔ㆙ᘦ߽ߞߡࡏޔ

ࠎߩㆱ㔍ᚲ߇ࠅࠎࠈߜ߽ޔፉޔጊޔፉ⋵

ࡦ࠹ࠖࠕߦࠁߛߨࠄࠇߡࠆߣ߁ߩߪ㕖Ᏹߦ

ਅߦࠅ߹ߔ߇ࠅߪ߿ޔೋേߢ߹ࠆߩߢߪߥ

㊀ⷐߥߎߣߛߣᕁ߁ߩߢߔ߇ⴕࠍߎߎޔ߇߈ߜ

߆ߣޕవ߶ߤߩ߅ߦ߽ࠅ߹ߒߚ߇ߩߎޔೋേ

ࠎߣᘒࠍߟߊߞߡߊࠇߚࠄߣߞ߽ޔೋേߩᲑ㓏

ߣ߁ߩ߇㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥࠠࡢ࠼ߥߩߢߪߥ

ߢߘ߁߁߽ߩ߇ߢ߈ߚࠄޔ㕖Ᏹߦߔ߫ࠄߒߩ

߆ߣ⑳⥄りߪᗵߓ߹ߒߚޔߜࠊߥߔޕవ߶ߤߩ߅

ߢߪߥ߆ߣޕᄢᗌߢߪߞߚࠊߌߢߔ߇⊖ޔ

ߦ߽ࠅ߹ߒߚ߇߈ߢޔ߇ߞߡߒ߹ߞߚ߽ߩ

ᱠ⼑ߞߡߪࠇߎޔ㕖Ᏹߦࠃᢎ⸠ߦߥࠆߩߢߪߥ

ࠍᄌ߃ࠆߩߪ㕖Ᏹߦ㔍ߒޕᘒࠍᄌ߃ࠆߩߪ㕖

߆ߣᗵߓ߹ߔޕ

Ᏹߦ㔍ߒ߈ߢޕ߇ߞߚ߽ߩࠍࠆߣޔታߪᩰ

 ⑳ߩ⸷߃ߚߎߣߪ৻ޔߦ߁ࠃߚߒߒ߅ޔ

Ꮕ߇㕖Ᏹߦᄢ߈ޕవ߶ߤߩጊߩࡆ࠶ࠣࡄ࠶

⥸Ꮢ᳃߽ᅚᕈ߽ේ⊒ߩᕟᔺߦ߅߮߃ߡࠆߣ߁

࠻㧔߰ߊߒ߹㧕ߩࠃ߁ߥߔ߫ࠄߒߣߎࠈ߽ࠇ

ߎߣ߽ࠅߥ߹ߑ߹ߐޔ㕙ߢㅴⴕਛߢࠆߣ߁

߫ᧄ߿ ޔᒰߦ߹ߛߦߤ߁ߒߡ߆ࠊ߆ࠄߥ

ߎߣࠍ߹ߕ߅વ߃ߒߚߣᕁ߹ߔޕ

ߥߢ߁ߘޔㆱ㔍ᚲ߇ߞߚࠅޔ㕖ᏱߦᩰᏅ߇

 ߹ߚ❑ߩㅪ៤ߢߔޕᜰ␜ㅪ៤ᧄޕᒰߦߎߩࠃ

ᄢ߈ߣ߁ߎߣߢߔޕ

߁ߥߎߣ߇ੑᐲߣߥࠃ߁ߦࠅ߹ߔ߇ࠅߪ߿ޔ

 ࿁ޔイ߆ߩㆱ㔍ᚲߦวࠊߖߡߺߡࠃ

ߘ߁߁ᜰ␜ㅪ៤ߣ߁߽ߩࠍࠬࡓ࠭ߦߒߡ

ࠅ߽㛳ߚߩߪߩ⋵ߪࠇߎޔㆱ㔍ᚲߪߎߎޔᏒߩ

ߚߛߌࠆߣߜߚ⑳ޔක≮⠪ߣߒߡ߽ߞߣ⚛ᣧߊ

ㆱ㔍ᚲߪߎߎޔ᳃㙚ߩㆱ㔍ᚲߪߎߎޔ㜞ᩞߩవ

ߞߡߌࠆߩߢߪߥ߆ߣᗵߓ߹ߒߚޕ

↢ߩㆱ㔍ᚲߣ߁ߎߣߢߊోޔㅪ៤߇ߣࠇߡߥ

 ߹ߚᅚᕈߩⷞὐ߽↢ޔᵴᗵߩࠆᅚᕈ߇ߘߩࠃ

ߣ߁ߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹ߒߚ߽⑳ޕታߪᅚᕈߩஜ

߁ߥਛߦߤࠎߤࠎߞߡߞߡ߁ࠃࠆ߃⸒߇‛ޔ


ߥߣߎࠈ߇ࠆߣߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ

ࠆ߆ߥ߆ߣ߁ἴኂߦ߆߆ࠊࠆߎߣࠍ⡯ᬺߣ

 ߘࠇߢޔࠃࠅ߽߿ߪࠅᧄߪࠇߎޔᒰߦ⊝ߐࠎ

ߒߡ߹ߔߩߘޕਛ߆ࠄޔ᳇߇ߟߚߎߣࠍዋߒ

߇⸒ࠊࠇߡࠆߎߣߛߣᕁ߹ߔ߇৻ޔፉ⋵᳃

↳ߒߍߚߣᕁ߹ߔޕ

ߣߒߡޔේ⊒ߩ᧤ࠅߪ߿߇ࠇߎޕፉ⋵ߩஜᐽޔ

 ⑳ߤ߽ߩหㇱਅߪ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴએ㒠ޔ

ፉ⋵ߩࡔࡦ࠲࡞ࡋ࡞ࠬߦ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐ

✕ᕆេഥ㓌ߣߒߡᄙߊߩⵍἴߦߡ߹ߔߘޕ

ߚߔߣᕁ߹ߔߩߎޕ႐ࠍ߆ࠅߡߦࠄߐޔᣧේ

ߩ⡯ຬߚߜߪ৻ߟߩࠍᢇ߁ߚߦⶄᢙߩࠍ⾲

⊒ߩ᧤ࠍ߅㗿ߒߚߣᕁ߹ߔ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ߒߡᵴേߒޔᢇഥߒߡ߹ߔߢࡆ࠹ޕᤋߐࠇ
ࠆߣࡅࡠߣߒߡޔ⠉ᐕߪᔕ⠪߇Ⴧ߃ࠆߣ
߁ᄢᄌ߁ࠇߒߎߣ߽ࠅ߹ߔߩߘޔߒ߆ߒޕഥ

㧞㧕᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߣᅚᕈߩᵴേ

ߌࠄࠇߚ߇ㆱ㔍ᚲߩਛߢߞߐࠅߣᄬࠊࠇߡ



ߊታߦޔ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥήᔨߐ߽ᗵߓߡ߹ߔޕ

㕍ᧁ ዊችߐࠎޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔ

 ߘࠇࠄᄙߊߩㆱ㔍ᚲߪ⥄ޔᴦߩၞ㒐ἴ⸘↹

 ߎࠇ߹ߢ㧟ੱߩᣇߦޔ߆ࠄવ߃ߚߣ߁

ߩਛߢ⢒㙚߇⟎ߠߌࠄࠇߡ߹ߔޔߒ߆ߒޕ

࠻ࠢࠍߒߡߚߛ߈߹ߒߚ߇߅ߣޔ㧞ੱߩᣇ

ቇᩞߩ⢒㙚ߪ߇ੱޔᢇഥߐࠇߦߎߘߪࠆޔ

ߪⵍޔἴߢߪߥߌࠇߤߣߞߕޔἴኂߣⵍ

ㆱ㔍ࠍߒߡޔᐜఽ߿㜞㦂⠪ߚߒࠍ߇ߌޔߚ߹ޔ

ἴߣߩኒធߥ㑐ଥࠍᜬߚࠇߡᅚᕈߩᵴേࠍߐࠇ

ᣇ߇ޘࠍߟߥߋ႐ᚲߣߒߡߩ㈩ᘦ߇ోߊߥߐࠇ

ߡ߈߹ߒߚޕೋߦࠔࡈࡗࠗࠔࡈࡦࡄࡖࠫޔ

ߡߥߣ߁⁁߇ࠅ߹ߔޕ⢒㙚߳ߩ㈩ᘦ

ࠗ࠹ࡦࠣ࠙ࠗࡒࡦ࠭ࠢࡉ㧔㧶㧲㧲㨃㧕ߩ⒌

ߩ৻┵ߣߒߡߪߩ┙ޔቇᩞߦ↵ᅚߦ↪ߔࠆ

ᅢሶߐࠎߢߔ߅ߊߒࠈࠃޕ㗿ߒ߹ߔޕ

ᦝቶ߇ࠅ߹ߖࠎޕቇᩞߩ⸳⸘Ბ㓏߆ࠄ㈩ᘦߐ
ࠇߡߥߩ߇ታߢߔޕ
 ⑳ߤ߽߽ߘ߁߁ⅣႺߩਛߢ⢒ߜޔሶߤ߽ࠍㅢ

⒌ᅢሶ
 ⑳ߪᮮᵿᏒߩᶖ㒐⡯ຬ

ࠊߖߥ߇ࠄޔᒰὼࠆߴ߈ᣉ⸳ߩߥߎߣߦ㊰ᗵ

ߢߒߚޕ㑐᧲ᄢ㔡ἴߩᢎ

ߦߥߞߡߚࠃ߁ߦᕁ߹ߔޕᣣޔޘ߆ࠄ

⸠ࠍฃߌߡߩߘޔᓟߩᄢ

⢒⌕߳ߩ⌕߇߃߿ޔᳪࠇߚࠍࠪࡖࡢߢᵞᵹ

߈ߥ㔡ἴߦ߆ߦⵍኂࠍ

ߔߥߤޔሶߤ߽ߩࠫࠚࡦ࠳ߦኻߔࠆ㈩ᘦ߇ᰳ⪭

ዊߐߊߔࠆ߆ޕᒰߩ㘧

ߒߡߚߎߣޔㅏߒߡ߈ߚߣ⑳⥄りߪᷓߊᕁߞ

㠽↰Ꮢ㐳ߩᄢᄌᾲᔃߥ

ߡ߹ߔᦝࠄࠇߎޕቶ߿ࠪࡖࡢߩ⸳ߩߥ

╷⺃ዉ߽ࠅ߹ߒߡޔએ

ߎߣ߇ⵍޔἴߩㆱ㔍ᚲߢ㕖Ᏹߦᄙߊߩⵍἴ⠪ࠍ

᧪ޔᣣ߹ߢ㔡㒐ἴߦᷓߊ߆߆ࠊߞߡ߈߹ߒ

⧰ߒߡࠆߎߣࠍޕߔ߹ߡߌ⛯ߪ߽ߤ⑳ޔ

ߚޕ

 㒋᷆〝ᄢ㔡ἴએ᧪ޔㆱ㔍ᚲ߿⸳ᑪ‛ߩ

 ࿁ߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߽ޔᅚᕈߩᶖ㒐⡯ߘޔ

ࠅᣇߦߟߡߪޔ⡯ຬࠍᏱᤨ㈩⟎ߔࠆߥߤߩ৻ቯ

ࠇ߆ࠄ⑳ߩࠃ߁ߥㅌ⡯ߩ⡯ຬࠍᩭߣߒߡޔ㧠㧝

ߩᡷༀ߇ࠄࠇߡ߈ߚߣ⹏ଔߒߡ߹ߔޔߒ߆ߒޕ

ᣣ߆ࠄᣢߦ㧠࿁ޔᑧߴ 10 ᣣ㑆ޔߩᡰេߦ

㒋᷆〝ᄢ㔡ἴ߆ࠄਛ㔡߮ߚߩߎߡߒߘޔ

ߞߡ߹ߔޕ᳇ᴧᏒߩⷐ⺧߽ࠅޔᮮᵿᏒߩሶ

ߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߣޔ᳇᷷߇㧜ᐲ߆ࠄ㧟㨪㧠ᐲߩኙ

ߤ߽ߚߜࠍਛᔃߣߒߡㄘኅ߆ࠄߚߛߚ㊁⩿ࠍ

ߐߩਛߢᲫᏓ㧞ᨎࠍਈ߃ࠄࠇߡ㐳ᦼ㑆ޔ⢒㙚ߩ

ಿࠅขࠅޔߦㅍࠆᵴേࠍ⛮⛯ߒߡⴕߞߡ߹

ᐥߦᮮߚࠊࠆߎߣ߇ޔᚒ߇࿖ߩㆱ㔍↢ᵴߩᮡḰߦ

ߔޕᣢߦ 20 ࠻ࡦߩ㊁⩿ࠍㅍࠅዯߌߡ߹ߔޕ

ߥߞߡࠆߎߣߦ⇼ޔࠍᜬߞߡࠆੱ߇߹ࠅ

 ⑳ߤ߽ᶖ㒐⡯ຬߪޔᄙߊߩᏒ᳃ߥࠄ৻↢ߦ৻ᐲ

ߦ߽ዋߥߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆߽߽ߤ⑳ޕ࿁


ߪߊోޔห᭽ߩ㛎ࠍߒ߹ߒߚޕᲫᏓࠍ㧟ᨎ

ߩᣇߦޘᚑࠅ߆ࠊߞߡߒ↳߭ߗޔߍߚߣᕁߞ

߹ߒߚ߇ߪࠇߘޔኙߊߡᄢᄌߟࠄߎߣߢߒߚޕ

ߡෳࠅ߹ߒߚޕᣣᧄፉߪ㔡ፉߢࠅߕޔ

 㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߢޔㆱ㔍ᚲߩਛ⋥ߪߊߒ߽ޔ

ࠇ㆙ߊߥᤨᦼߦ㚂ㇺࠍߡⷅࠊࠇࠆ⏕₸߇

ធⵍኂߢߪߥᱫ⠪ߣ⸒ࠊࠇࠆᣇޔ߇ޘᄬࠊࠇߚ

ૐߊࠅ߹ߖࠎࠄ߆ߕߺޔߕߖߣߣߏੱઁޕᔅⷐ

ߩ㧞ഀࠍභߡ߹ߔޕౝ㑑ᐭ߮ᐶ⋵ߩႎ

ߦߥࠆࠨࡆࠬߣᕁቯߡޔᅚᕈ߇৻ਣߣߥߞ

๔ߢߪޔㆱ㔍ᚲߩഠᖡߥⅣႺߣᭂ┵ߥ᳓ਇ⿷߇ஜ

ߡჿࠍߒߡߊߎߣࠍឭ᩺ߒߚߣᕁ߹ߔޕ

ᐽࠍኂߒޔ㑐ㅪᱫࠍߚߣ⸥ߒߡ߹ߔޕㄭ㓞

 ᦨᓟߦޔർᶏߩᶆᴡߣ߁↸ߪᄙߊߩ㔡ޔ

ߩഥߌว߿ᶖ㒐⼊ኤߩᢇഥᵴേߢᢇࠊࠇߚ

ᵤᵄߦⷅࠊࠇߥ߇ࠄⵍޔኂࠍዊߐߊߣߤߡ߈ߡ

߇ޔㆱ㔍ᚲߣ߁ེߩਛߢ⟎ߐࠇߡࠆታߦ

ࠆၞߢߔ⺞߇⑳ߦߎߎޕᩏߦⴕߞߚߣ߈ߦޔ

᳇ߠߡߥߩߢߪߥ߆ߣᕁߞߡ߹ߔޕㅜ

ߘߩߩᣇߦ⸒ࠊࠇ߹ߒߚߪੱߩ↸ߩߎޟޕᶖ

࿖ߢߔࠄ◲ޔᤃࡌ࠶࠼߇ࠊࠇߡࠆߎߣࠍᤋ

ߖߥἫߪࠊߥࠎߛࠍࠇߘߪ⑳ޕޠᄢᄌᷓߊ

ߢ⋡ߦߒ߹ߔޕ

ฃߌߣߡߣߞߕޔᕁቯߡ߈߹ߒߚޕ࿁ޔ

 ⑳ߤ߽ߪ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩߣ߈ߦޟޔ᷷߆ߥ

ߛࠎ⋑ࠄ߆ޟἫࠆࠇࠊ⸒ߣޠේ⊒ߦߟߡޔᶖ

㘶ߺ‛߇㧝᧰ࠇ߫ഥ߆ࠆ߇ߚߊߐࠎࠆߩ

ߖࠆ⏕ା߇ߞߚߩߛࠈ߁߆ߣޔᒰᤨߩ⎇ⓥ⠪

ߦ߁ߣޔޠᚭᶖ㒐⡯ຬߩߟ߱߿߈ࠍ⡊ߦߒ߹

ߦ߁ߡߺߚ߁߁ߘޕᕁߣ߭ߗޔᣧߊᶖߒ

ߒߚߜޔߪ߽ߤ⑳ࠄ߆߈߿߱ߟߩߘޕᣧߊⵍἴ

ߡ߶ߒߣ߁ᕁࠍᜬߞߡ߹ߔ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ߦⴕߞߡߕ߃ࠅߣޔ᷷߆㘶ߺ‛ࠍଏ⛎ߒࠃ

㕍ᧁ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚᦨޕᓟߦޔᣣᧄ㕍

߁ߣ߁ߎߣߢޔᣣ߹ߢㆱ㔍ᚲߩ 㓈ߦ߅ḡࠍ

ᐕ㙚⚿ᇕ⋧⺣ᚲߩኾ㐷⋧⺣ຬߢࠆ᧼ᧄᵗሶߐࠎ

ᴣ߆ߒࠈߎߤ⨥߅߁ߣޠࡑࡂ࡛ࠦ ࠚࡈࠞޟޔ

ߢߔ ߪࠎߐᧄ᧼ޕ20 ᐕએޔፉ⋵㘵⥪ߩ↵

ࠍ⸳ߌߡ߈ߡ߹ߔޕᔃߩ✕ᒛࠍ߶ࠎߩዋߒ߶ߤ

ᅚหෳ↹߹ߜߠߊࠅߦ߆߆ࠊߞߡ߹ߔޕ

ߡߚߛߡޔ᷷߆㘶ߺ‛ࠍߚߞ߲ࠅߣߞߡ



ࠍߟߥߢߚߛ߈ߚߣ߁ᕁ߆ࠄߢߔޕ

᧼ᧄᵗሶ

 ߹ߚᚭߢߪޔ಄ߚߊߥߞߚ⿒ࠎဌࠍᛴߡޔ

 㘵⥪ߪፉේ⊒߆ࠄ

᷷ࠇ߫⋡ࠍⷡ߹ߔ߆ࠄߣ⸒ߞߡ㔌ߐߥ߅Უߐ

30 ࠠࡠ߽㔌ࠇߡࠆߩߦ

ࠎ߽߹ߒߚߩߎޕᲣⷫߩᆫߦߪ߽ߤ⑳ޔ⢛ਛࠍ

㜞Ớᐲߩ✢ߦᳪᨴߐ

ߐࠇߡᵴേࠍ⛮⛯ߒߡ߹ߔޕㆱ㔍ᚲߪනߥࠆ

ࠇߡࠆߣ߁ߎߣߢޔ

ེߢߪߥߊޔഥ߆ߞߚࠍߟߥߋ႐ᚲߢࠅੱޔ

㔡ἴᓟ㧝ࠞߢోㆱ㔍

㑆ߣߒߡߩዅ෩ࠆ༡ߺࠍ㓚ߔࠆ႐ᚲߢߞߡ

ߩᜰ␜߇ߛߐࠇᧄޔᒰߦ

߶ߒߣᧄᒰߦ㗿ߞߡ߹ߔޕ

వ߇߃ߕޔᄢᄌߥ⁁ᴫ

 ᐔᏱᤨ߆ࠄ↵ᅚߩᦝቶ߿ஜቶࠍ⸳ߌࠆߎ

ߩߥ߆ߢᄢ߈ߥਇࠍᛴ߃ߡ߹ߔߩߎߪ⑳ޕ

ߣߪሶߤ߽ߩࠫࠚࡦ࠳ߩ㓚ߢࠅ◲ޔᤃࡌ࠶

ߣߪ 25㨪26 ᐕߩ㑐ࠊࠅࠍᜬߞߡ߈߹ߒߚޕ

࠼ࠍ⸳⟎ߔࠆߎߣߪⵍޔἴ⠪ߩዅ෩ߣஜᐽࠍ៊ߥ

 ․ߦߩ⧯ᆄߪޕฎᆄߦߥࠅ߹ߒߚ߇ߩޔ

ࠊߥᦨޔૐ⛽ᜬߔߴ߈᳓Ḱߢࠆߣᕁߞߡ߹

ᅚᕈߚߜߣ 25 ᐕߣ߁㐳ᤨ㑆ߩ߅ઃ߈วߩ

ߔߩߎޕ㔡ፉߩᣣᧄߢߪޔᐔᏱᤨ߽㕖Ᏹᤨ߽

ਛߢޔߦᚑ㐳ߒߞߡ߈ߚߒޔᅚᕈߚߜߣ

ᣣᏱߢߔⷞߩߘޕὐࠍᄢಾߦߔࠆߎߣ߇㒋᷆

ߩᄌൻࠍߺߟߡ߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔޕὼޔᓐ

〝ᄢ㔡ἴߢᄬࠊࠇߚ⚂㧞ഀߩήᔨߩᱫߦႎࠆߎ

ᅚߚߜ 11 ฬ߇ᤓᣣ߆ࠄ᧲੩ߦ߈ߡ߹ߒߚߩߢޔ

ߣߢߪߥ߆ߣᕁߞߡ߹ߔޕ

ࠃߊ߅ࠍ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚߩߘޕᔃᖱ߽

 ߎߩߎߣߪ߽ߞߡㆱ㔍ᚲߢ⧰ߒࠎߢࠆᢙਁ

ޔ㘵⥪ߩ⁁ᴫࠍႎ๔ߐߖߡߚߛ߈ߚߣᕁ


ߞߡ߹ߔޕ

ߩᕡᣂᐕⴕߢࠆ߈็ࡎޟᄢળޟߢޠ21

 㔡ߩߣ߈ߪ㔚߿ᢿ᳓߽ߞߡޔᖱႎ߇৻ᤨ

♿ޔᅚᕈ߽⥄↱ߥ⠢ࠍᜬߞߡᄢⓨࠍ㘧ࠎߢ

ㅜ⛘߃ߚ߽ߩߩޔ㔡ߦࠃࠆ⋥ធߩⵍኂߪߚߒ

ࠆޔࠄߚߒ߁ߘޕߚߒ߹߈็ࠍࠄ߶ޔߣޠ⠉ᐕޔ

ߚߎߣ߇ߥ߆ߞߚߣ⸒߹ߔߩߘޕᓟޔේ⊒߇

21 ♿߹ߢᓙߚߥߊߡ߽ߣߋߔޔⓨࠍ㘧߫

߱ߥߩߢߪߣ߁ᖱႎ߿߁ࠊߐ߇ᐢ߇ࠅޔᓐᅚ

ߘ߁ߢߪߥ߆ߣޔ30 ઍߩ⧯ᆄ࡛ࡠ࠶ࡄᣏⴕ

ߚߜߪ৻⍍ࠄ߆ߩߎޔ㔌ࠇࠃ߁ߣߒޔታ㓙ⴕേ

⧯ޟᆄߩ⠢ߩ߁ߣޠᄢᬺ߇↢߹ࠇߚߩߢߔޕ

ߒߚኅᣖ߽߹ߒߚޔߒ߆ߒޕᆑߥߤ㜞㦂ߩᣇߪ

߰ࠆߐߣഃ↢⾌ࠍᵴ↪ߒߚޔ㧡ᐕ㑆⛯ߚᬺߢ

ߣޠࠄߐޟኅ߆ࠄേ߆ߕޔᄦߚߜ߽߆ࠄࠃ

ߔߩߎޕᬺߪㄘᅚᕈߩ⥄ਥᕈޔᣂߚߥࠗࡈ

߁ߣߒߥ߆ߞߚߣ߹ߔޕ

࠺ࠩࠗࡦ߳ߩᚢ߳ߩࠫࡖࡦࡊߩᣏߣߒߡోޔ࿖

 ᅚᕈߚߜߪኅᣖߩ߿ஜᐽࠍࠈ߁ߣޔᄖ߳

ߩㄘᅚᕈߦᓇ㗀ࠍਈ߃߹ߒߚޕ

ߩࠍㆬ߷߁ߣߒ߹ߒߚ߇ޔᄦߪޔ㐳ߛ߆ࠄ㓸

 ߎߩ㧝࿁⋡ߪ ߽⑳ޔ19 ੱߩ⧯ᆄߣ৻✜ߦ᰷Ꮊߦ

⪭ߩੱࠍࠄߥߌࠇ߫ޔᓎ႐⡯ຬߛ߆ࠄㅏߍࠆࠊ

ⴕ߈߹ߒߚⷫޕઍ߆ࠄߪޔᇾ߇ᶏᄖߦⴕߊߎߣ

ߌߦ߆ߥޔኅ⇓ࠍ߅ߡⴕߌߥߣ߹ߤߣޔ

߳ߩኻ߽ߞߚߒޔㅢ⸶ߢ߽ࠟࠗ࠼ߢ߽ߥ⚿

ߞߚࠃ߁ߢߔ⓭ޕὼߩෂᯏ߳ߩኻᔕߪᄦᇚߢ㆑ߞ

ᇕ⋧⺣ᚲߩᅚᕈߩ㓐ⴕߦޔ᳃ߩ⇼߽ߢ߹ߒߚޕ

ߚࠃ߁ߢߒߚޕ

ᒰᤨߩ᳃㙚㐳߹ޔ㐳ߩ⩲㊁ߐࠎߪߪ⊛⋡ޟ

 ⢻ߩෂ㒾ࠍ⋥ᗵߒޔ߿ஜᐽࠍࠆߚߦ

ᶏᄖᣏⴕߢߪߥࠄ߆ઁޕߣޠᇾߛᅚᕈߚߜ

ߣޔᅚᕈߚߜߩ߶߁߇ޔ⍍ᤨߦᄖ߳ߩㆱ㔍ࠍ⠨

߇ખ㑆ࠍߟߊࠅޔᅚᕈߩ↢߈ᣇ߿ၞࠍᄌ߃ࠆജ

߃ߚℂ↱ࠍޔ
ޔߥࠄ߆ࠊޟᅚߩ⋥ⷰߛߩ߁ߣޠ

ࠍߒߡ߽ࠄ߁ޔᔕេߣ⋧⺣ᓎߣߒߡ㑐ࠊߞߡ߽

ߢߔޕ

߁ࠄ߁ߎߣߢߒ߁ߎޕߣߛࠎ߁ࠄ߽ߡߞⴕߦ⑳ޔ

 ⑳ߪ⚿ᇕ⋧⺣ᚲߩࠍߒߡ 30 ᐕߦߥࠅ߹ߔޕ

ߡᷙੂߔࠆੱࠍ߅ߐߡታⴕߐࠇ߹ߒߚޕ

ᒰᤨޔㄘߩᇾਇ⿷߽ޕዋሶൻߢ⛯ߡ߹ߔ

 ߘߒߡᏫߞߡ߆ࠄޔᅚᕈߚߜߪߦᵴべߒ߹

߇ߩߎޔਛߢߤ߁ߒߚࠄޔㄘߦᇾ߇᧪ࠆߩ߆㧫

ߒߚᦨߌࠊࠅߣޕೋߦⴕߞߚ 19 ੱߪޔㆬߦࠃ

ㄘ↵ᕈߣᅚᕈߩޟળࠗࡌࡦ࠻ࠍޠડ↹ߢ߈

ࠆㄘᬺᆔຬળߩㄘᬺᆔຬߣߒߡ⋵ߩઍߦ߹ߢߥ

ߥ߆㧫 ߘࠎߥ⋧⺣߇ో࿖߆ࠄነߖࠄࠇߡ߹

ߞߚᣇޔᣂߒߊᬺߐࠇߚᣇߥࠈࠈޔኾ㐷⾗

ߒߚޕ㘵⥪߆ࠄߪ㆑ߞߚⷞὐߩ⋧⺣߇߈߹ߒߚޕ

ᩰࠍขߞߡᣂߚߥ⡯ࠍᓧߚᣇ⥄ޔ༡߿ㄘᬺߢ

⑳ߪ⚿ޔᇕ㔍ߩⷐ࿃ߩ߭ߣߟߦޔᅚᕈߩ㓹↪ߩ࿎

࠳ߣߒߡᵴべߔࠆࠃ߁ߦ߽ߥࠅ߹ߒߚᧄޕᒰߦ

㔍ߐޔㄘᬺ⚻༡ߦ⋥ធ㑐ࠊࠇߥᅚᕈߩߩ

ᅚᕈߚߜߪᄌൻߒᦨޟ߫ߌⴕߦ߇⑳ޔㄭᅚᚱ߇

㗴ࠅ߹ߟޕㄘᅚᕈߩ⥄┙߳ߩߩ⁜ߐޟޔᇾޠ

↢ᗧ᳇ߦߥߞߚޕߚߒ߹ࠅ߽ߣߎࠆࠇࠊ⸒ߣޠ

ߣ߁┙႐ߩ᧤❈߇㕖Ᏹߦᄢ߈߇ࠇߘޔᅚᕈߩ

ߢ߽߁ߣޠࠅ߿ߦޟޔᖱ߆ࠄޔᄦ߽߹ࠎߑࠄ

ㄘᢘ㆙߿ᇾਇ⿷ߩⷐ࿃ߢߪߥ߆ߣᕁߞߡߚ

ߢ߽ߥߊޔᆄߩᄌൻࠍࠆߎߣߢᄦᇚߦߥ

⍫వߢߒߚޕ

ࠇࠆߎߣࠍታᗵߒߚߩߛߣᕁ߹ߔޕ

 㘵⥪ߩ⧯ઍߩቇ⠌ߩ႐ߣߒߡᔒߢ⚿ᚑ

 ߎ߁ߒߚᅚᕈߚߜߩᵴべ߇߽ߚࠄߒߚᗧ⼂ߩᄌ

ߒߚߡߚޟᄞഃႶ⻠ߩޠᏧߣߒߡ߆ࠇߚߩ

ൻ߇↵ߩޔᅚหෳ↹ߣ߁ᣉ╷߳ߩࠍᡰ߃

ߢߔ⚿ޕᇕ㔍ߪᇾ߇᜔᧤ߐࠇࠆߣ߁ㄘߩ⾰

߹ߒߚޕࠎߖ߹߈ߪߢ✽╭৻ߪࠇߎޕኻ߽ޔ

ߦ㗴߇ࠆߣ↵⧯ޔᅚ߇ߒߞߚߩߢߔޕ

ਇḩ߽ࠅ߹ߔ߽↵ߟߕߟ৻߽ߢޕᅚ߽⥄ಽࠍ↢

ᇾߦ⥄↱߇ߥ߆ࠄߛߣ߁ⷞὐߪᧄᒰߦ⊛ࠍ

߆ߔ↢߈ᣇࠍ⛯ߌߡ߈ߚߢߔޕ

ߡߚߒߒߩߎޔวߦᗵߒ߹ߒߚޕ

 ߆ߟߡ ߦ✜৻ߣޔ30 ઍߩ⧯ᄦᇚࠍኻ⽎ߦ

 ߎ߁ߒߚቇ߮߇ᒁ߈㊄ߦߥߞߡޔ㧝ੱߩ⧯ᆄ߇ޔ

ޟᄦᇚࡒ࠽࡞ࠍޠ㐿ߒߚߎߣ߇ࠅ߹ߒߚޕ


⚂ 20 ⚵ߩᄦᇚ߇ෳടߒ߹ߒߚ߇ੱޔญ⚂ 6000 ੱ

ࡦ࠻ࠍ㐿ߒ߹ߒߚޕ25 ᐕએߩ߅ઃ߈วߢ

ߢߩޠࠨࡢ࠙ޟޔዯ߈߿ߔߢߩෳടߪᄢᄌߥ

ࠊߚߒߦߣߞߡޔೋߡߩᧄޟᬺޕߔߢޠ

ߎߣߢߔߩߘޕળ႐ߢޔ㧝ੱߩ⧯ᆄ߇ળ႐ߦࠆ

 ⢛᥊ߦੱญᷫߩ㗴߇ࠅ߹ߔ߇⩲ޔ㊁㐳ߪ

ᄦߦ⚿ޟޔᇕߒߡ߆ࠄᗲߒߡࠆߣ⸒ߞߡߊࠇߥޕ

⚿ޟᇕ߇߹ࠄߥ߆ߞߚߣߒߡ߽ޔෳടߒߚᧂᇕ

㘩ࠍߟߊߞߡ߽ࠅ߇ߣ߁ߣ߽⸒ߞߡߊࠇߥޕ

↵ᕈ߇ߎߩߩ⦟ߐࠍᗵߓޔᏗᦸࠍᜬߞߚࠄߘࠇ

ߔߩߪ㘩߇߹ߕߣ߈ߛߌߢߣޠߒ߆߅ޔ

ߢචಽߛߢߥࠎߺߢߎߘ ޕߚߒ߹ߣޠ㘵⥪

⊒⸒ߒߚߩߢߔޕᆄߩ⊒⸒ߦળ႐ోߩᄦߚߜߪޔ

ߩ⥄ὼ߿ੱ㑆ߩ㝯ജ⊒ᬺߣߒߡડ↹ߒ߹ߒߚޕ

ઔᄤߒߡޔ࿕߹ߞߡ߹ߒߚ߇ޔാ᳇ࠍߛߒߚᄦ

ෳട↵ᕈߪߘߩડ↹ߩᗧࠍలಽℂ⸃ߒߡߊࠇ߹

ߪ߫ࠇߺࠍ⋡߽ߡߊߥߐߛߦ⪲⸒ޟㅢߓࠆޔㄘᬺ

ߒߚ⚿ޕᨐ 1 ⚵ߩ⚿ᇕ߇߈߹ࠅ߹ߒߚޕ

ߪ෩ߒߌࠇߤޔᆄ߿ሶߤ߽ࠍࠆߚߦ߇ࠎ߫

 ߚ߆߇⚿ޟᇕᬺߣޠᕁ߁߆߽ߒࠇ߹ߖࠎ߇ޔ

ߞߡࠆߎߣࠍࠊ߆ߞߡޕߣޠ᳇߇ߟߌ߫ᜉᚻ༒㉻

⚿ᇕߪળߛߌߢߪߥߊߡޔၞࠍ⢒ߡߩߘޔ

ߒߚߩߪ⧯ޕߚߒߢߌߛ⑳ޔᆄߪ 㑆㜬߅߆ߕ⸒

ਛߢ↢߈ߡࠆੱߚߜ߇⢒ߡߍߚ߽ߩࠍዅ㊀ߒޔ

ߞߚߩߢߔޟޕੑ⸒⋡ߦߪᅚࠍࠆߣ⸒߁ߌߤޔ

ᣂߒࠞ࠶ࡊ࡞߇ߤࠎߥࠄߒࠍഃࠆߩ߆⚿ޔᇕ

ࠊߚߒ߽߅ῳߐࠎࠍߞߡࠆߩࠃޕ㔐ᷓጊᅏ

ߣߪߥߩ߆ࠍߎߘޔߥ߇ࠄ⛯ߌࠄࠇߡࠆ

ߩኅߦᇾ߉߅ޔῳߐࠎߩฬ೨ߦߥߞߡ߅ޔῳߐࠎ

ߎߣ߽ઃߌട߃ߐߖߡߚߛ߈߹ߔ߽߁ߤ ޕ

ߩኅᣖߣ৻✜ߦࠄߒ߅ῳߐࠎߩሶߤ߽↥ࠎߢޔ

ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

߅ῳߐࠎߩ߽ᚻવߞߡ߈ߚߩߪ߅ޔῳߐࠎ߇

㕍ᧁ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕߣ⸒ߞߡ

ᄢᅢ߈ߛ߆ࠄ߅ߥࠎߘޕῳߐࠎߡߞߛ⑳ޔߞߡ

߆ߣ⸒⪲߇ࠅ߹ߖࠎ߇ߩߎޔߤ߁ࠂߜޕ㘵⥪

ࠆߩޕᖱႎൻᤨઍߪ߽ߞߣ⥄ಽߩ⸒⪲ߢ⺆ࠄߥ

ߩ㐳ߐࠎ⩲ޔ㊁ౖ㓶ߐࠎߦ߅㔚ࠍ߆ߌߡࡔ࠶

ߣ᳇ᜬߜߪㅢߓߥߚߒ߁ߎޕޠാ᳇ߩ⊒⸒ߪ

ࠫࠍߚߛߡ߹ߔ᧲ޕ੩ߦᒛਛߢᄢᄌ

⧯ޟᆄߩ⠢ߚࠇ߹↢ࠄ߆ޠᅚᕈߩખ㑆ᗧ⼂ߣ⛮ޔ

߅ᔔߒߣߎࠈߛߚࠍࠫ࠶ࡔߥ߁ࠃߩߎޔ

⛯ߒߚቇ⠌ળ߇߽ߚࠄߒߚ߽ߩߛߣᕁ߹ߔޕ

߈߹ߒߚ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

 ߟ߹ࠅ⑳ߩ⸒ߚߎߣߪⵍޔἴߩᓳ⥝ߪ↥

 ࠹ࡆߢ⩲㊁㐳ߩޟᱷᔨߛࠍ⸒৻߁ߣޠ⡞

ᬺ߿↢ᵴၮ⋚ߩ┙ߜߍ⥄ޔὼⅣႺࠍߣࠅ߽ߤߔ

ߡ߹ߔ߇ࠄ߆ࠇߎޔ߽ߢ̆ࠅߊߠߜ߹ߩߎޔ

ߎߣߢౣ↢น⢻ߦߥࠅ߹ߔޔߒ߆ߒޕ㘵⥪᳃߇

߈ߞߣߚ߹ߢ߆ߎߤޔജᒝߊᓳᵴߒߡߊߎߣࠍ

㐳ᤨ㑆ࠍ߆ߌߡ߈↢ޟޔᣇ↵ޔ߿ޠᅚߩ⋡✢ߩ

㗿ߞߡ߹ߔޕ

㆑ࠍ߁ߚߦޔᬺࠍ⥝ߒޔᚢޔቇ߮

 ߘࠇߢߪޔࠢ࠻ߢࠇߎޔ㧡ੱߩᣇߩޘ

߁ߥ߆ߢวᗧࠍഃࠅߍߡ߈ߚ߽ߩ߽ࠆࠊߌ

⊒ࠍ⚳ࠊࠄߖߡߚߛ߈߹ߔ⊝ޕ᭽ߙ߁ߤޔ㧡

ߢߔޕၞ߇㜞ᐲߥੱ㑆㑐ଥࠍ⚜ߋߎߣߢ↵ᅚ

ੱߩᣇߦᜉᚻࠍޕ

หෳ↹ߩၞߪ┙ߜߍࠄࠇߛ⚜ޔ㐳ᤨ㑆߆
ࠄ↢ߺߐࠇߚޔᅚᕈߚߜߩ⥄ାߣ⏕߆ߥሽᗵ



ࠍၞߪ⢒ࠎߢ߈߹ߒߚޕ࿁ߩේ⊒߆ࠄߩ



ᓳ⥝ߪߩ߈⛯ߩߘޔዷ㐿ߩ⸽߽ߞߡޔ㘵⥪



߇㘵⥪ߦߥࠆߩߛߣᕁ߹ߔޕ



 ၞߣߪ⚻ޔᷣߩ㗴ޔ㓹↪ߩ㗴߽ࠅ߹ߔ



߇ߩߎߘޔ᳃߇Ⓧߺߍߡ߈ߚ߽ߩ߽ࠆߎߣ



ࠍޔ⍮ࠆߴ߈߆ߣᕁ߹ߔޕ



 ᤓᐕೋߡ㘵⥪ߢ⚿ᇕᬺߣߒߡળࠗࡌ





ߎࠇ߆ࠄߩᤨઍߢ߹ࠇߎޔ
ߩ↵ᕈਥዉߩ⺰ℂߢㅢࠅߘ߁
߽ߥޕ
ᅚᕈߩᗵᕈࠍ↢߆ߒߡ߽ࠄ
ߞߚࠅޔᅚᕈߦ࠼ߒߡ߽
ࠄߞߚࠅ↵ޔᅚߣ߽หߓୈ
ߩߢജࠍวࠊߖߥߌࠇ߫ߥ
ࠄߥ␠ળߦߥߞߡ߈ߡ
ࠆޕ
ᆄ߇᳞ࠆߎࠇ߆ࠄߩᄦ
ߣߪࠪ࠳ߩߢ߹ࠇߎޔ
࠶ࡊߢߪߥߊࠪ࠽࠻ࡄޔ
࠶ࡊߢࠅߩ↵ޔᴨߦ❈ࠄ
ࠇߥห↢ᵴ⠪ߥߩߢࠈ
߁ޕ

߆ߟߡߩ↵ࠄߒߐ߿ᅚࠄߒ
ߐࠍᓳᵴߒࠃ߁ߣߥߒദ
ജࠍߔࠆࠃࠅ߽↵ޔᅚߩᣂߒ
ᓎഀࠍߟߊߞߡߊ߶߁߇
߅ߦ⢋ࠍᒛࠄߕޔᭉߥߪ
ߕߢࠆޕ
ߩ↵ޟᴨࠄ߿߁ߤߪࠄ߿ߣޠ
㇎㝷‛ߩᤨઍߦߞߡࠆࠃ
߁ߛߣᕁ߃ࠆߩߛ߇ޕ߆߁ࠈߛ߇߆ޔ




ޟᄌࠊࠅߚᆄޟߣޠᄌࠊࠄߥᄦߩޠ᭴࿑ߪࠗ



ࠛࡠࠞ࠼߆߽ߢߔߨޕ







⊝Ꮉ ߤ߁߽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚᧄޕᣣߪ㧢



 11 ᣣޔ㧟 11 ᣣ߆ࠄ㧟ࠞߢߔޕ14 ᤨ 46 ಽ
߇ߘߩᤨ㑆ߢࠅᤨߩߘߋߔ߁߽ޔ㑆߇߈߹ߔޕ
ߎߎߢ㤩⑨ߩᤨ㑆ࠍᜬߜߚߣᕁ߹ߔߏޕදജ
ࠍࠃࠈߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔ┙ߏޕ㗿߃߹ߔߢ
ߒࠂ߁߆߅ߊߒࠈࠃޔߪߢޕ㗿ߚߒ߹ߔޕ
㧔㤩⑨㧕
 ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޔߪߢޕᓟඨߩࡊࡠࠣ
ࡓߩੑߟ⋡ޟࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޔᓳ⥝ߣ
↵ᅚหෳ↹ࠍޠᆎߚߣᕁ߹ߔޕมળߪේ
߭ࠈሶవ↢ߢߔߩߢ߅ޔᷰߒߚߒ߹ߔޕ



Τ㧙㧞 ࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦޟᓳ⥝ߣ

ᓳ⥝ߩㆊ⒟ߢߤߩࠃ߁ߥ㆑߇ੱ⊛␠ޔળ⊛ߦ

↵ᅚหෳ↹ޠ

ሽߔࠆߩ߆ࠄ߆ߦߔࠆߎߣߢߔޔߡߒߘޕ㒐



ἴἴኂᓳ⥝ࠍ↵ᕈߣᅚᕈᣇߩⷞὐ߆ࠄ⸃߈⋥

ේ߭ࠈሶ

ߔޕᣣߪ↵ޟᅚหෳ↹ޔߢߩߔߢޠᅚᕈߛߌ
 ࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪ

ߢߥߊ↵ᕈߦߟߡ߽৻✜ߦ⠨߃ߡߊߎߣ߇㕖

ࡦࠍ㐿ᆎߚߒ߹ߔ߹ޕ

Ᏹߦ㊀ⷐߢߔޕ

ߕጊਭ⟤ሶߐࠎޟޔἴኂ

 ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᅚᕈ߇ἴኂᤨߦୟ⊛ߦⵍኂࠍ

ᓳ⥝ߦ߅ߌࠆᐲ⸳⸘ߣ

ฃߌ߿ߔߣ߁ߩߪታߢߔޕ࿑㧝ߪޔ㒋

↢ᵴౣᑪࠍߋࠆࠫࠚࡦ

᷆〝ᄢ㔡ἴߩ↵ᅚߩᱫ⠪ᢙߢߔޕᅚᕈߩᱫ

࠳⺖㗴ࠈࠃޔߡߟߦޠ

⠪ᢙ߇ 6434 ੱⴕޔᣇਇߪ㧟ੱߣߥߞߡ߹ߔ
ߌࠇߤ߽ޔ1000 ੱㄭߊᅚᕈ߇ᄙߣ⸒ࠊࠇߡ

ߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ

߹ߔޕᐕ㦂㓏ጀߢߪ㜞㦂⠪߇ᄙߊߥߞߡ߹ߔޕ
㧝㧕ጊਭ⟤ሶޟἴኂᓳ⥝ߦ߅ߌࠆᐲ⸳⸘ߣ↢

1995 ᐕᒰᤨߪ㜞㦂⠪₸ߪ 12㧑ߋࠄߢߔ߆ࠄޔ

ᵴౣᑪࠍߋࠆࠫࠚࡦ࠳⺖㗴ޠ

ⵍἴᱫ⠪ߦᅚᕈ߇ᄙ߆ߞߚߣ߁ߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹



ߔߩߘޕℂ↱ߪ߹ߛߦ⏕ߦߥߞߡߥߩߢ
 㑐ቇ㒮ᄢቇἴኂᓳ⥝

ߔߌࠇߤ߽ߩᦺޔ㧡ᤨ 46 ಽߢߔ߆ࠄޔቛ߇ୟ

ᐲ⎇ⓥᚲߩጊਭ⟤ሶ

ࠇߡߊߥߞߚᣇ߇ᄙߣ⸒ࠊࠇߡ߹ߔޕ

ߢߔޟޕἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚ
หෳ↹ޠ6.11 ࠪࡦࡐࠫ࠙
ࡓࠍડ↹ߐࠇߚၴᧄᆔຬ
㐳ޔⁿญᆔຬ㐳ߡߒߘޔ
ේോዪ㐳ޔߩGCOEㄞ࠳⊝ޔ᭽ߦ
ᗵ⻢↳ߒߍ߹ߔޕ
 ⑳ߪޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴࠍ⚻㛎ߚߒ߹ߒߚޕ
ߘߩᓟ߁ߣࠅߊߠߜ߹ޔᒻߢἴኂᓳ⥝ߦߐ߹ߑ
߹ߥᒻߢ߆߆ࠊߞߡ߹ߔޕ㑐ቇ㒮ᄢቇἴኂᓳ
⥝ᐲ⎇ⓥᚲߪޔᣣᧄߢೋߡޟἴኂᓳ⥝ߣޠ
߁߇ߟߚ⎇ⓥᚲߢߔੱޕ㑆ߩᓳ⥝ߦ㊀߈ࠍ⟎

 ࿑㧝 㒋᷆〝ᄢ㔡ἴ ↵ᅚ ᱫ⠪ᢙ

ߡޔ╷߮ᴺᓞߒߊࠃࠅࠃࠍߩ߽߁߁ߘޔ

㧔1995㧕

ߡߎ߁ߣ߁ᵴേࠍ㧡ᐕ೨߆ࠄᆎߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ᚲ㐳ߪቶ㦮⋉ノ㧔✚ว╷ቇㇱᢎ㧕ߢߔޕ

㧞㧚↵ᅚหෳ↹ߣἴኂᓳ⥝

 ⑳ߪ࿖㓙ㅪ៤ࠍផㅴߒߡ߅ࠅ߹ߒߡࠫޔߪޔ

ᣣᧄߩἴኂߪᅚᕈߩⵍኂ߇ᄙ߇ࠊ߆ߞߡ

ࠚࡦ࠳ߣἴኂᓳ⥝ߣ߁ߎߣߢ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ

ࠆߩߦޔ㒐ἴἴኂᓳ⥝ߩಽ㊁ߪ↵ޟޔᕈᚑ

㊄ࠍฃߌ⺞ޔᩏࠍㅴߡ߅ࠅ߹ߔߒߣ⎇⑼ߩߎޕ

ੱஜᏱ⠪ߡߞࠃߦޠ᭴▽ߐࠇߡ߈ߚߣ߁ታ

ߡᧄࠪࡦࡐࠍߐߖߡߚߛߡ߅ࠅ߹ߔޕ

߇ࠅ߹ߔޔߪࠇߘޕ㒐ἴߣ߁ኾ㐷ᕈߦ߅ߡ
↵ᕈ߇ୟ⊛ߦᄙ߆ߞߚߎߣ߽ᓇ㗀ߒߡ߹ߔޕ

㧝㧚ࠫࠚࡦ࠳ߣἴኂᓳ⥝ߣߪ

ᄢේవ↢ߩࠃ߁ߦᦨޔㄭߪᅚᕈ⎇ⓥ⠪߇Ⴧ߃ߡ߈

 ߎࠇߪ↵ޔᕈᅚᕈߣ߁ੱߩዻᕈߦࠃߞߡޔ

ߚߣᕁ߹ߔ߇ޔᅚᕈ߇એ೨ߪዋߥ߆ߞߚߩߘޕ


ߚߦޔ㒐ἴၮᧄ⸘↹ߦߪⷐߡߟ߆ޔេ⼔⠪ޔ

㧟㧚ࠫࠚࡦ࠳ߣἴኂᓳ⥝ߩ࿖㓙Ყセ⺞ᩏ

ࠆߪ↵ᅚᣇߩⷞὐ߇ߥ߆ߞߚޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ

 ⑳߇ᣣ᳞ࠄࠇߡࠆߩߪޔἴኂᓳ⥝ߦ߅ߌ

2005 ᐕߦ╙㧞ᰴ↵ᅚหෳ↹ၮᧄ⸘↹ߦޟ㒐ἴ

ࠆ↵ᅚหෳ↹ߩ࿖㓙Ყセ⺞ᩏ߆ࠄߩⷞὐߢߔޕ

㧔ἴኂᓳ⥝㧕
ޔ߇ޠ2005 ᐕߦਛᄩ㒐ἴળ⼏ߩ

⑳ߪޔᣣᧄߩ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴޔਛ㔡ߒߘޔ

㒐ἴၮᧄ⸘↹ߦ↵ޟᅚᣇߩⷞὐࠅ⋓߇ޠㄟ߹ࠇ

ߡ㖧࿖ޔบḧࠞࡦࠤࡂߩ࠭ࡦࠝࡘ࠾ޔ

߹ߒߚޕ

࠻࠽᧲ߡߒߘޔᣣᧄᄢ㔡ἴߩ⺞ᩏࠍㅴߡ߅

 ߎߎߢ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥߩߪ↵ޔᅚหෳ↹ၮᧄ⸘

ࠅ߹ߔޕ

↹ߛߌߢߪߥߊޔ㒐ἴၮᧄ⸘↹ߦ↵ޟᅚᣇߩⷞ

 ࿖㓙Ყセ⺞ᩏߩゲߣߒߡߪ⑳ޔ᳃ਥൻࠍ৻ߟߩ

ὐᧄޕߔߢߣߎ߁ߣߚߞ߇ޠᣣޔౝ㑑ᐭ↵ᅚ

ὶὐߦ⟎ߡ߅ࠅ߹ߔޕᳰ↰వ↢߇߅ߒߐࠇߚ

หෳ↹ዪߩᣇ߇߅ߒߊߛߐߞߡ߹ߔޔߪߢޕ

ࡃࡦࠣ࠺ࠪࡘ߽ἴኂߣᅚᕈߣ߁ߎߣߢ㕖Ᏹߦ

ౝ㑑ᐭߩ㒐ἴߩᣇߪ߅ߒߢߒࠂ߁߆㧫߅ߒߢ

㊀ⷐߢߔߌࠇߤ߽ޔ࿖㓙Ყセߣ߁ߎߣߢⷞὐ߇

ߪߥߢߔߨޕ㒐ἴߩᣇߦߗ߭ߎߩ႐ߦ৻✜ߦ᧪

ⷐࠆޔゲ߇ⷐࠆߣ߁ߎߣߢޔ᳃ਥൻ␠ޔળ⚻ᷣ

ߡߚߛߡޔ㒐ἴߦ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐࠍ⋓ࠅ

⊒ዷࠍࠇߘޔᲧセߢ߈ࠆ࿖ኅ␠ળ㓚ߘޔ

ㄟࠎߢߊ↵ޔ߇ࠇߘޔᅚหෳ↹ࠍផㅴߒߡ

ߒߡ␠ળᢥൻ⊛⢛᥊ࠍਛᔃߦ⠨߃ߥ߇ࠄߩߎޔ㧠

ࠆ⠪߇㒐ἴߦߟߡߤࠎߤࠎቇࠎߢߊߎߣߣߣ

ၞࠍㆬ߮߹ߒߚޕ

߽ߦߩߎޔേ߈ࠍㅦࠆߩߦ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߛߣᕁߞ

 ߅߇ోㇱߢ߈ߥߣᕁ߹ߔߩߢᧄޔᣣ⑳ߤ

ߡ߹ߔޕ

߽ߩࡎࡓࡍࠫࠍ㐿ߒ߹ߒߚޕᥳቯ㐿ߢߔ

 ⵍἴߩ↵ᅚหෳ↹ߩ㊀ⷐᕈߪޔ1995 ᐕߩ

ߌࠇߤ߽ߣ࠳ࡦࠚࠫޔἴኂᓳ⥝ߣ߁ߎߣߢޔ

㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߢᣢߦჿ߇ߐࠇߡ߹ߔޕἴ

ᣣߡ ߚߛߚ ౝኈ߇߽ߞߣߒߊ

ኂᒰೋ߆ࠄޔᓳ⥝߹ߜߠߊࠅ߿ኅᐸౝㇱߦ߅ߌࠆ

http://genderdisaster.net/ߣ߁ࡎࡓࡍࠫߦࠅ

ᕈᓎഀಽᬺ㧔ߩ࿕ቯൻ㧕ߥߤ߇ ᔨߐࠇޔ1995

߹ߔߩߢޕߐߛߊߡ߭ߗޔ

ᐕߦߪᣢߦޔ㒐ἴߣᅚᕈߣ߁ߎߣߢᧄ߇ ߐ

 ߘߩ࠻࠶ࡊࡍࠫߩ౮⌀ߪޔ㓸࿅⒖ォߒߚᣂẟ

ࠇߚࠅ߇ࡓࠜࡈߪࠆޔ㐿ߐࠇߚࠅߒߡ

⋵㐳ጟᏒߩߢߔޕ㖧࿖ߩ౮⌀߽㓸࿅⒖ォߒߚ

߹ߔޕ

ߢߔోޕㇱⵍἴߢޕบḧ߽ޔ㧞ᐕ೨ߩ᳓ኂ

 ᒁ߈⛯߈ 2004 ᐕߦߎߞߚᣂẟਛ㔡ߢ߽ޔ

ߢ㓸࿅⒖ォߒߚߢߔߪࠄߜߎޕᚭᏒߩᓳ⥝

ἴኂߣᅚᕈࠍ࠹ࡑߦߒߡޔᣣ߅ߒߩᣂẟߩ

༡ቛߢߔߦ߁ࠃߩߎޕ⇇ਛߢหߓࠃ߁ߦἴኂ

ᄢፉᾕ⟤ሶᅚᕈ⽷࿅ℂ㐳߿ᮘᾢᙗሶߐࠎߚ߹ޔ

߇ߎߞߡߣ߆ߊߡ߈↢ߦ߁߰߁߁ߤ⊝ޔ

㐳ጟᏒߩ↵ᅚᐔ╬ផㅴࡦ࠲ޠ߆߅߇ߥ࡞ࠖ࠙ޟ

߁ߎߣࠍ⠨߃ߡࠆߪߜߚ⑳ࠍࠇߘޕ࿖㓙Ყセߩ  

ߩᷰㄝବ㓶ߐࠎࠄ߇ޔ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥࠗࡌࡦ࠻ࠍߐ

ⷞὐ߆ࠄߡ߹ߔޕ

ࠇߡ‧ᒁߒߡࠆߣߎࠈߢߔߥ߁ࠃߩߘޕਛߢ

 ࿖㓙Ყセ⺞ᩏߩ⍮ߣߒߡߪޔ᳃ਥൻߣἴኂᓳ

2011 ᐕߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߇ߎࠅߩߎޔᣣᧄቇⴚ

⥝ߩ㑐ଥ߇ࠅ߹ߔޕᣣᧄߢ߽ߎߩᐲߩ᧲ᣣᧄᄢ

ળ⼏ߣ߁႐ᚲߢߎߩࠃ߁ߥࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߇ⴕࠊ

㔡ἴߢߪ㕖Ᏹߦ⧰ᘦߒߡ߹ߔޕ2005 ᐕߦࠕࡔ

ࠇࠆߩߪޔἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ߦ߅ߌࠆࡑࠗ

ࠞߢࡂࠤࡦࠞ࠻࠽߇ߎߞߚߣ߈ߦ

࡞ࠬ࠻ࡦߛߣ⑳ߪߣࠄ߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

߽ޔᐭߩኻᔕߦኻߒߡߪߩߥࠞࡔࠕ߇ࠇߎޔ

 㒐ἴળ⼏ߣ㒐ἴ⸘↹ߩਛߦޔ2005 ᐕߩୃᱜߣ

߆⊒ޔዷㅜ࿖ߓ߾ߥ߆ߣ⸒ࠊࠇ߹ߒߚ߇ޔᣣ

2008 ᐕߩୃᱜߢ↵ޔᅚหෳ↹߇ߤߩࠃ߁ߥᒻߢ

ᧄߢ߽ߘࠇߦㄭߎߣ߇ߞߚߣ⸒ࠊࠇߡ߹ߔޕ

⋓ࠅㄟ߹ࠇߚ߆ޕߔ߹ࠅߡᦠ߇ޔ

߹ߚޔ㒋᷆〝ߣ߆ᣂẟߩ႐วޔ⸳ቛޔᓳ
⥝༡ቛ߇ߢ߈߹ߒߚ߇߇ߣߎ߁߁ߘޔᔅߕ


ߒ߽߶߆ߩ࿖ߢోㇱߢ߈ߡࠆࠊߌߢߪࠅ߹ߖ

ࠛࡦࡄࡢࡔࡦ࠻ᜰᢙߦ߅ߡߪ 18 ߎޕ

ࠎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕᣣᧄ␠ળߣ߁߽ߩࠍ⠨߃ߡޔ

ߩࠃ߁ߥߎߣ߇ߤߩࠃ߁ߥᒻߢᤋߐࠇߡࠆ߆

⑳ߚߜߩ⚻ᷣ⊒ዷޔ࿖ኅߩᨒ⚵ߺߩਛߢߤ߁

ߣ߁ߎߣ߇ࠄࠊࠇߡ߈߹ߔޕ

ᝒ߃ࠆ߆߇㊀ⷐߦߥߞߡߊࠆߣᕁ߹ߔޕ

 ᣣᧄߩ႐วޔ╷ቯㆊ⒟ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩਇ

␠ળ㓚ߣኅᣖᓎഀޔᐭߣ᳃㑆ߩᓎഀಽᜂޔ

ߢߔ߇ߕ߹ޔ࿖ળ⼏ຬߦᅚᕈ߇ዋߥޕ╷ࠍߘ

ߎࠇߪ࿖ߦࠃߞߡ㕖Ᏹߦ㆑߹ߔޕᰴߦࠪ࠰ޔ

ߎߦࠍᜬߞߡߊ߹ߢߦ㆐ߒߥ↵ޕᕈߦޔ
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ࠬߢߔ㧔
ᦺޡᣣᣂ⡞ޢ2011 ᐕ 5  28 ᣣ ╙ޔ3 㕙㧕ޕ

ሶ㜞┵ 2008㧦╙㧡┨㧕ޕ

ߘߩ⚻ㆊࠍ◲නߦᝄࠅࠅ߹ߒࠂ߁ޕፉ╙৻

 ߥߗߥߩ߆ߤ߶ࠃޔήᕁᘦߥ߅㊄ߩᣇࠍߒ

ේ⊒ߪ 1967 ᐕߦ⌕Ꮏࠍ㐿ᆎߒޔ1971 ᐕ߆ࠄ༡ᬺ

ߚߩߛࠈ߁ߣ߁ᗐ߽ߐࠇࠆࠊߌߢߔ߇ޔ⪲

ㆇォߒ߹ߒߚޕේ⊒ߩ┙༡ᬺ㑐ㅪߩ㔚Ḯ㧟ᴺ

↸߇⽷ᖡൻߦ߽߆߆ࠊࠄߕᱦࠍჇ߿ߒߚ⢛᥊

ઃ㊄߿᧲㔚߆ࠄߩ࿕ቯ⾗↥⒢ߥߤߩ߇⪲

ߦߪޔᣣ☨⾏ᤃਇဋⴧࠍ⢛᥊ߣߔࠆᛩ⾗ߩ

↸ߦᵹࠇㄟࠎߢ߈߹ߔߪࠢࡇߩߘޔߒ߆ߒޕ

ᄢ߿ 1990 ᐕઍߩ᥊᳇ኻ╷߇ޔᣇන⁛ߩ

ᣧߊ߽ 83 ᐕߦㆊ߉߹ߒߚޕ༡ᬺㆇォ㐿ᆎ߆ࠄ㧡

ᬺࠍ⺃ዉߒߚߣ߁ᖱ߇ࠅ߹ߔ⺃ޕዉߣ߁

ᐕ߆ࠄ 10 ᐕߚߟߣ߅㊄ߩࠅ߇ỗᷫߔࠆߣ߁

ߩߪ߈ࠇߥ⸒⪲ߢߤࠎߣ߶ޔߒߟߌߢߔޕ

ߩ߇ޔේ⊒㑐ㅪߩ⒢߿ഥ㊄ߩ․ᓽߢߔޕ

1989 ᐕ߆ࠄ 90 ᐕߦ߆ߌߡߩᣣ☨᭴ㅧද⼏ߩ⚿ᨐޔ

ߘ߁߁ਛߢ߽↸ߪޔ1981 ᐕ߆ࠄਅ᳓

ࠕࡔࠞߩኻᣣ⾏ᤃ⿒ሼߩ⸃ᶖ╷ߩ৻Ⅳߣߒߡޔ

ߩᢛߦ 121 ంࠍᵈ߉ㄟߺ߹ߒߚ ߦߢߔޕ90

ᣣᧄߪᬺߦࠃࠆౝ㔛ᄢࠍ⚂᧤ߒ߹ߒߚ

ᐕߦߪޔ11 ᐕ߱ࠅߦᣇઃ⒢ߩઃ࿅ߦߥ

㧔ᶏㇱବ᮸ౝ㑑ߦࠃࠆ 10 ᐕ㑆ߢ✚㗵 430 ళߩ

ߞߡߒ߹⼏↸ޔળߪේ⊒㧞ၮჇ⸳ࠍ 91 ᐕߦ

ޟᛩ⾗ၮᧄ⸘↹ޔޠጊንᏒౝ㑑ߢ 630 ళ

⼏ߒ߹ߒߚޔ߽ߣߩߎޕ97 ᐕ߆ࠄ✚วஜ

ߦᒁ߈ߍ㧕 ߦߢߔޕ1980 ᐕઍඨ߫߆ࠄޔ࿖߇

ᣉ⸳ᢛߦ19ం✚ޔวㆇേߦ29ంޔ4

ޟჇ⒢ߥ߈⽷ౣᑪ⽷߁ߣޠ⚂ߩ߽ߣߦ

ゞ✢ߩ↸ᢛߥߤޔᏂ㗵ߩ߅㊄ࠍߞߡ߈߹

ࠆߥ߆ߢޔᣇන⁛ᬺ⾌߇ᄢߒߡߚߣߎࠈ

ߔ㧔㊄ሶ㜞┵✬ 2008㧦╙ 5 ┨㧕ޕ

ߦޔᛩ⾗ၮᧄ⸘↹߇Ⓧߺߐࠇߚߩߢߔ㧔ߺ
ߕ߶✚ว⎇ⓥᚲ 2005㧦5㧙6㧕ޕ

ߣߎࠈ߇ޔ2002 ᐕߦ᧲㔚ߦࠃࠆේ⊒ὐᬌ⸥㍳
ߩᡷߑࠎ㓝ߒ߇⊒ⷡߒޔ⪲↸ߩჇ⸳⼏

⪲↸ߪࡃ࠶ࠢߦේ⊒߇ࠆ߆ࠄᬺࠍฃߌ

ߪಓ⚿ߐࠇ߹ߔޕ

ࠄࠇࠆߪߕߛߣ⋵߆ࠄ߈߆ߌࠄࠇޔᢿࠅಾࠇߥ

2005 ᐕ 12 ߦߪޟޔᄢဳᬺߩ⋥ߒࠍޠឝ

ਛߢ୫㊄ࠍჇ߿ߒߚߣ߁㑐ଥ߇߃߹ߔޕ

ߍߡ↸㐳ㆬߦ㚍ߒߚᚭᎹస㓉᳁߇ᒰㆬߒ߹

ᚭᎹ↸㐳ߪߚߒ߁ߎޔේ⊒ଐሽ߆ࠄ⣕ළߔࠆߚ

ߒߚޕೋ⊓ᐡߩᣣ᧪ߪߢ߹߹ߩߎޔᐕᐲ੍▚ࠍ✬

ߦޔઃടଔ୯ߩ㜞㊁⩿ࠍ࠙࠰ࡦ࠙ࡎ߫߃ޔ

ᚑߢ߈ߥߣ߁ߎߣࠍ↸ߩᐙㇱߦ๔ߍࠄࠇޔᗭ

ਛᔃߦㄘᬺᝄ⥝ߦ〯ߺߒߡߚߣߎࠈޔ࿁ߩ


ේ⊒ߦ⥰ࠊࠇߚߣ߁ߎߣߢߔ㧔㊄ሶ㜞

⇹ߢޔᑯ⼔჻߇ᄢᄌਇ⿷ߒߡ߹ߔޕหᤨߦක≮

┵ 2008㧦107㧙108ޔ115㧕ޕ

ㆊ⇹ߢߣ߽ߣ߽ޔකᏧਇ⿷ߩၞߢ߽ࠅ߹ߒߚޕ
㊍⍹ක≮ߢߪ 06 ᐕߦੱޔญ 10 ਁੱኻߩකᏧᢙ

㧠㧚ㅌߔࠆડᬺၔਅ↸߆ࠄߩౣ↢㧫㧔ጤᚻ⋵㊍

ߪ 129 ੱୃ⎇߽߆ߒޔක߇ᄙోޕ࿖ᐔဋߩ 218

⍹Ꮢ㧕

ੱ߿ጤᚻ⋵ᐔဋߩ 187 ੱߦኻߒߡޔᄢ߈ߥᏅ߇
ࠅ߹ߒߚ㧔ጤᚻ⋵ஜㇱ 2009㧕ޕ

ᰴߦ㊍⍹Ꮢߢߔޕ1989 ᐕߦᣂᣣ㏽ߩ㜞Ἱ߇ભ
ᱛߒߡ߆ࠄߔߢߦ 20 ᐕޟޔ㋕ߩ߹ߜޔࠄ߆ޠᯏ᪾

 ᳃ᗧ⼂⺞ᩏߢޔ⡯႐ߣኅᐸߢ↵ޟᕈ߇ఝㆄߐ

߿㘩ᢱຠߣ㋕ߩ↸߳ߣ⣕⊹ࠍ࿑ߞߡ߹ߒߚߒޕ

ࠇߡࠆ߁ߣޠ࿁╵ߢߪోޔ࿖ዊㇺᏒߣߩᲧセ

߆ߒߥ߇ࠄ ޔߩౣ↢ദജߩਛᔃߪㅧᬺߩડ

ߢޔ㊍⍹ߪ↵ᅚߣ߽ 10 ᢙࡐࠗࡦ࠻એ㜞ߊߥߞ

ᬺ⺃⥌ߢߒߚޕ

ߡ߹ߔ߿߿ߢߎߎޕᢇߪޔᅚᕈ߇߭߇ࠎߢ

㊍⍹ߩੱญߪࠆߢࠢࡇޔ1960ᐕߩ8.7 ਁੱ

ࠆߛߌߢߪߥߊߡ↵ޔᕈ߽ޔ㊍⍹ߢߪ↵ᕈ߇ఝㆄ

߆ࠄ2005 ᐕߩ4.3 ਁੱ߳ߣඨᷫߒߡޔ㜞㦂ൻ߽ᄢ

ߐࠇߡࠆߣ⥄ⷡߒߡࠆὐߢ㧔↰ 2009㧕ߎޔ

ᄌㅴࠎߢ߅ࠅޔ05 ᐕߩ㜞㦂⠪නりᏪߩᲧ₸

ߩߚࠅߦォᯏ߇ࠆ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎޕ

12.4㧑ߪ⋵ౝ14Ꮢߩ࠻࠶ࡊߢߔޕ㜞㦂නりᏪߩ

 ㊍⍹ߦߣߞߡߩᵴ〝ߦߪ࠭࠷ࡦࠣޔ

ᄢᄙᢙߪᅚᕈߢߒࠂ߁↢ޔߟ߆߅ߥޕᵴ⼔₸߇

ࡓ߿ࠛࠦ࠲࠙ࡦࡊࡦ߇ࠅ߹ߒߚߌࠇߤ߽ޔ

2000 ᐕઍߦᕆߒ߹ߒߚޕ᥉ㅢޔㇺᏒ⊛ߥߣ

↵ᅚหෳ↹ߪᒙ߆ߞߚߣ⸒߃ࠆߢߒࠂ߁ޕ

ߎࠈߩ߶߁߇↢ᵴ⼔₸ߪ㜞ߢߔ߇ࠇߘޕ㊍⍹

 ߎߎߢߜࠂߞߣ⿷ߒ߹ߔߣޔනり㜞㦂⠪Ꮺ

ߢߪޔ05 ᐕߦో࿖ᐔဋࠍ࿁ߞߡߒ߹߹ߒߚޕ

ߩᲧ₸߇⋵࠻࠶ࡊߣ߁࠺࠲ࠍߡߦߎߎޔᕈ

ߎߩ↢ᵴ⼔Ꮺߦߪޔᒰὼߩߎߣߥ߇ࠄ㜞㦂⠪

ߩ࠺࠲ࠍߟߌࠆߎߣ߇◲නߦߪߢ߈߹ߖࠎ

Ꮺ߇ᄙߟ߆߅ߥޕਃ㒽ᴪጯㇱߢߪޔ90 ᐕઍ

ߢߒߚ↢ࠄ߆ࠇߘޕᵴ⼔ࠍฃߌߡࠆ㜞㦂⠪

ඨ߫߆ࠄᄙ㊀ௌോ㗴߇ᷓೞߢߞߚߎߣ߽⸥ᙘ

ᏪߩᕈߩᲧ₸߽◲ޔනߦߪߟߌࠆߎߣ߇ߢ߈

ߔߴ߈ὐߢߔ㧔⮮ 2009㧕ޕ

߹ߖࠎޔ߅ߥޕౝ㒽ㇱߣᴪጯㇱࠍᲧセߔࠆߣޔᚲ

 ㊍⍹Ꮢߢᷓೞߥߩߪޔ㓹↪ᯏળ߇ᄢᄌߦਲߒ

ᓧߪห⒟ᐲߢ߽ޔౝ㒽ߪ⇌߿߆ߢ↢ᵴߩ⿷ߒ

ߎߣߢߔޕ㊍⍹ၞ㧔㊍⍹ޔᄢ᭵ޔ㆙㊁㧕ߩᏱ↪

ߦߢ߈߹ߔ߇ޔᴪጯㇱߢߪ↢ᵴ⼔ߦ⋥⚿ߔࠆޕ

ല᳞ੱ₸ߪޔ2007㧙9 ᐕߩᐔဋߢ 0.33ޔ09 ᐕ

࠾࠭ߩជࠅߒ߽ߐࠇߡࠆߩߢߒࠂ߁߇ߘޔ

ᐲᐔဋߢߪ0.23 ߢోޔ࿖ᐔဋߩฦ0.5 ߣ0.34 ߦᲧ

߁߁ၞ߇࿁㔡ߣᵤᵄߩⵍኂࠍ㓸ਛ⊛ߦฃ

ߴߡਲߒ߆ߞߚ㧔ጤᚻ⋵ 2010㧕ޔߪ߈ߴߔ╩․ޕ

ߌߚߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ

2006 ᐕᰴὐߢޔㅧᬺߩᅚᕈ㓹↪⠪ߩ㕖ᱜⷙᲧ₸



߇ 60㧑ߢޔጤᚻ⋵ᐔဋߩ 40㧑ߪ߽ߣࠃࠅో࿖ᐔ

㧡㧚ᓳ⥝߳ߩࡅࡦ࠻

ဋߩ 47㧑ࠍ߽ޔᄢ߈ߊ࿁ߞߡࠆὐߢߔޕᅚ

ᡰេ߿ᓳ⥝ߦ㑐ߒߡ⡞߆ࠇࠆߎߣ߇ᄙޟᣣᧄ

ᕈࡄ࠻߇⏕ߒ߿ߔߢߔࠃߣ߁ߩ߇ޔડᬺ

ߪ㧝ߟߣ߆ߥߪߢߩޠ߫߿ޟޔߪߩ߁ߣޠ

⺃⥌ߩ㓙ߩᄁࠅᢥฏߩ৻ߟߛߞߚߣ߁ߎߣߢߔ

߁ߩ߇ߩߩ⑳ޔታᗵߢߔࡅߚߌߟߢߎߘޕ

㧔↰ 2009㧕ޕㆊ 30 ᐕ㑆ߦ⺃⥌ߒߚડᬺߪ 26

ࡦ࠻ߩ㧝ߟ߇ޟޔ
߇ޠߜ߹ࠃߤ߶ޟഃࠆߟߊޟ

␠ߢߔ߇ޔ߽ᠲᬺߒߡࠆߩߪ 14 ␠ߢ↢ޔ

߽ߩᣣᧄޠ
ߪࠇߎޕߔߢࡦ࡚ࠫࡆ߁ߣޠ࿖ㅢ

ሽ₸㧡ഀߢߔ߽ߤࠇߌࠆࠇߊߪߡ᧪ޕߡߞߡ

⋭ߩ࿖⸘↹ዪߩ⎇ⓥળߢࠆ⊛┙⥄ޟၞߩ᭴

ߒ߹߁ߩߘޕ㓙ߦᅚᕈࡄ࠻ࠍߞߡࠆߩߢ

▽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળޠ
㧔㊁⋥ᒾᐳ㐳㧕߇ޔ2003 ᐕ

ߔޕ

ߦឭߒߚႎ๔ᦠߩ࠲ࠗ࠻࡞ߢߔޕႎ๔ᦠߪ߶ޟ

 ਃ㒽ᴪጯߪߤߎߢ߽ߘ߁ߢߔ߇ޔ㊍⍹ߪมᴺㆊ

ߤࠃ߹ߜޟޔߡߟߦޠၞߪޔᭂ┵ߦ․ቯߩ


6&tg=5

ᬺ↥ᬺ߿․ቯߩၞߦଐሽߖߕߩߤ߶ߤ߶ޔ

ጤᚻ⋵㧔2010㧕
ޟᄢ⦁ᷰ㊍⍹ችฎၞ㓹↪㐿⊒

↥ᬺޔࠅߊߠߩ߽ޔવ⛔ᢥൻ╬߇ሽߒߡ߅ࠅޔ
᳃߇ၞߦౝߔࠆ⾗Ḯଔ୯ࠍ⊒ߔࠆߎߣ

⸘↹ޠ

߆ࠄᆎߩઁޔၞߣߩㅪ៤ࡀ࠶࠻ࡢࠢߦࠃࠅ

ftp.www.pref.iwate.jp/download.rbz?cmd=50&cd=6

⋧ኻ⊛ߥ⥄┙ࠍߒߡࠆࠅߊߠޠߜ߹ࠃߤ߶ޟ

557&tg=6
ᄢᴛ⌀ℂ㧔2010㧕
ߘߎ߹ޡ⠨߃ߚ ↢ᵴ㓚ߩ

ࠍㅴࠆߣޔޠቯ⟵ߒߡ߹ߔޟޔߡߒߘޕᄖㇱ

ߒߊߺޢጤᵄࡉ࠶ࠢ࠶࠻

߆ࠄߩᎿ႐⺃⥌߿ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ଐሽߢ᳃ߦᄞࠍ

㊄ሶൎ㜞┵ᱜᐘ✬㧔2008㧕
ޡၞಾᝥߡ ↢߈ߡ

ਈ߃ࠆߩߢߪߥߊޔၞߦౝߒߡࠆଔ୯ࠆ
ੱ↥ޔࡁࡕޔᬺޔᢥൻ╬ࠍ⊒ߒޔౝ⊛ߦ↢߹

ߌߥታޢጤᵄᦠᐫ

ࠇߡߊࠆၞߩࠅࠍ㊀ⷞߒ↢ޔᵴ㊀ⷞߦᩮߑ

࿖ㅢ⋭࿖⸘↹ዪ⋙ୃ㧔2003㧕
ޡ
ࠃߤ߶ޟ

ߒߚၞߠߊࠅࠍⴕ߁ޠᔅⷐᕈࠍᒝ⺞ߒߡ߹ߔ

߹ߜ߇ޠഃࠆߩ߽ߟߊޟᣣᧄޠʊ⊛┙⥄ޟ

㧔࿑㧞㧕ޕ

ၞߩ᭴▽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળޠႎ๔ᦠޢ࿖┙ශ
ዪ
⮮ጤᄦ㧔2009㧕
ޟၞ᳃ߩ࠻ࡉ࡞⚻㛎ߣ⋧
⺣ᡰេߩࡀ࠶࠻ࡢࠢ᧲ޔޠᄢ␠⎇₵↰
ผਛዏผ✬ޡᏗᦸቇ[3] Ꮧᦸࠍߟߥߋ
㊍⍹߆ࠄߺߚၞ␠ળߩᧂ᧪᧲ޢ੩ᄢቇ
ળޔ3㧙50 㗁
㊁⋥ᒾ㜞ᯅિᓆ✬㧔2010㧕
ޡ⣕ᚑ㐳ߩၞౣ
↢ޢNTT 
↰ߣ߽ሶ㧔2009㧕
ޟ㊍⍹ߩᅚᕈࠍขࠅᏎߊ⁁ߣ

㩷 ⺖㗴᧲ޔޠᄢ␠⎇₵↰ผਛዏผ✬ޡᏗ
࿑㧞 ⋧ኻ⊛ߦ⥄┙ߒߚޟၞࠫࡔࠗߩޠ

ᦸቇ[3] Ꮧᦸࠍߟߥߋ ㊍⍹߆ࠄߺߚၞ␠ળ

ᚲ㧦http://www.mlit.go.jp/kisha/

ߩᧂ᧪᧲ޢ੩ᄢቇ ળޔ237㧙270 㗁

kisha03/02/020620.html

ߺߕ߶✚ว⎇ⓥᚲ㧔2005㧕
ޡᣇௌᐲᡷ㕟ߦ߅ߌ
ࠆ⺰ὐʊ⽷ⷙᓞߩᒝൻߣᏒ႐߆ࠄߩ⾗㊄⺞㆐

ᱷᔨߥ߇ࠄߎߩႎ๔ᦠߦ↵ᅚหෳ↹ߣ߁

น⢻ߥᣇௌᐲߩ⏕┙ߦะߌߡʊ߶ߕߺޢ

⸒⪲ߪߡߎߥߩߢߔ߇ߤ߶ޟߚߒ߁ߘߪ⑳ޔ

ࡐ  ࠻  ޔ2005 ᐕ 10  21 ᣣ ⊒ ⴕ

ࠃ߹ߜ↵ޔߡߞߣߦޠᅚหෳ↹ߎߘ߇ᦨ߽㊀

http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/r

ⷐߥࡈࠔࠢ࠲ߢࠆߣ⠨߃߹ߔޕ

eport/report05-1021.pdf


 એߢߔߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ේ ᄢᴛߐࠎޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔᰴߦᓟ⮮
ᒁ↪ᢥ₂

ବᄦߐࠎ߆ࠄޟᓳ⥝ߦะߌߚ⑼ቇᛛⴚߩࠅᣇ

⿒ဈᙗ㓶ዊᾢ⧷ੑጊౝ⟤㧔2011㧕
ޡ
᧲ޟർޠ

㧙ⅣႺ߮ࠫࠚࡦ࠳ߩⷞὐࠍਛᔃߣߒߡ㧙ߦޠ
ߟߡ߅ࠍ߅㗿ߚߒ߹ߔޕᓟ⮮ߐࠎߪޔᣣ

ౣ↢ࠬࡊ࠻ࠬࠗޢ

ᧄቇⴚળ⼏ߩੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚࡦ࠳ᆔຬળ

ጤᚻ⋵ஜㇱ㧔2009㧕
ޟጤᚻ⋵┙∛㒮ᡷ㕟ផ

ߩᆔຬ㐳ࠍߥߐߞߡ߅ࠄࠇ߹ߔޕ

ㅴᜰ㊎ޠ
www.pref.iwate.jp/download.rbz?cmd=50&cd=1633
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৻ᣇߢޔၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖജߪၞߩੱ㑆

ߣߣ߽ߦޔἴኂᤨߦኻᔕߢ߈ࠆ⚛㙃ࠍᜬߞߚੱ᧚

㑐ଥߩᏗ⭯ൻߦࠃߞߡᰴ╙ߦૐਅߒߡ߈ߡ߅ࠅޔ

ࠍ⢒ᚑߔࠆᢎ⢒ࠍᒝൻߒߡߊߎߣ߽߹ߢએ

ߎߩะߪ⥄ਥ㒐ἴ⚵❱╬߳ߩ⧯⠪ߩෳടᢙߩૐ

ߦ㊀ⷐߦߥߞߡࠆߣᕁ߹ߔޕ
ߎࠇߢ⑳ߩࠍ⚳ࠊࠄߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

ਅߦࠇߡ߹ߔޕ

ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ᓥߞߡޔၞ㒐ἴജࠍ㜞ࠆߚߦߪޔᄢቇ
ߦ߅ߡ߽ᄙߊߩቇ↢ߩ㒐ἴ⍮⼂߿㒐ἴࠬࠠ࡞ࠍ
㜞ࠆᢎ⢒ࠍ♽⛔⊛ߦⴕߞߡޔἴኂᤨߦ⥄ಽ⥄り
ߩోࠍ⏕ߔࠆߣߣ߽ߦޔฦ⒳ߩᢇഥᡰេᵴ
േࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆੱ᧚ࠍ⢒ᚑߒߡߊߎߣ߇
㊀ⷐߢߔߥ߁ࠃߩߎޕ⠨߃ᣇߦၮߠߡޔᄢቇߢ
ἴኂᤨߦᓎ┙ߟ⍮⼂߮ࠬࠠ࡞ࠍୃᓧߒޔၞ㒐
ἴߩ㧙࠳⊛ᓎഀࠍᨐߚߖࠆቇ↢ࠍ⢒ߡࠆᢎ⢒
߇⹜ⴕ⊛ߦⴕࠊࠇߡࠆ߇ࠅ߹ߔޕ
 ࿑㧞ߪߩߘޔᢎ⢒ࡊࡠࠣࡓߩࠗࡔࠫࠍ␜ߒ
ߡ߹ߔޔߕ߹ޕᄙߊߩቇ↢ߦ㒐ἴᷫἴߦ㑐ߔ




ේ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚߪߢ߹ޕᄢᚲ

ߚߩߢ߆߅ࠅ߽ޔᅚᕈࡦ࠲ߦߟߡዋߒ߅

㜞ᚲߩ߅ߢߒߚ߇߆߅ࠅ߽ࠄ߆ࠇߎޔᅚᕈࡦ

ࠍߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

࠲㐳ߩ↰┵㊀ሶߐࠎߦޟᅚᕈߩᡰេᵴേ߆ࠄ

 㐿⸳ߪ 2000 ᐕߢߏߑ߹ߒߚޕᒰೋ⸳ޔ

ᓳ⥝ߦะߌߚឭ⸒߁ߣޠ㗴ߢޔታߦ┙ߜᚯߞ

༡ߢታᣉߐࠇߡ߅ࠅ߹ߒߚ߇ޔᜰቯ▤ℂ⠪ᐲߩ

ߡ߅ࠍߒߡߚߛ߈߹ߔ߅ߊߒࠈࠃޕ㗿ߚ

ዉ߆ࠄޔ㧺㧼㧻ᴺੱෳ↹ࡊࡦ࠾ࡦࠣࠊߡ

ߒ߹ߔޕ

߇ޔ㧞ᦼ⋡ߩ㧟ᐕ⋡ߦᒰߚࠅ߹ߒߡޔᐕᐲ
ߪㅢ▚ߢ㧢ᐕ⋡ߦᒰߚࠅ߹ߔޔߪ⑳ޕ㧺㧼㧻ᴺੱ

㧠㧕↰┵㊀ሶޟᅚᕈߩᡰេᵴേ߆ࠄᓳ⥝ߦะߌ

ෳ↹ࡊࡦ࠾ࡦࠣࠊߡߩℂ㐳ࠍߒߡ߅ࠅ

ߚឭ⸒ޠ

߹ߔޕ



 ߽ࠅ߅߆ᅚᕈࡦ࠲ߪోޔ࿖ߩ↵ᅚหෳ↹
 ⊝ߐࠎޕߪߜߦࠎߎޔ

ផㅴࡦ࠲ߣห᭽ߦ↵ᅚหෳ↹ߩ␠ળࠍផㅴ

ᣣߜࠂߞߣჿ߇ᄌߢߔ

ߔࠆὐߢࠅ߹ߒߡ߽ߤ⑳ޔ㧺㧼㧻ߩࡒ࠶࡚ࠪ

ߌࠇߤޔታߪⵍἴߦᢙ

ࡦߣว⥌ߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߘޕਛߢޔᖱႎᬺ⻠ޔ

߃ಾࠇߥߋࠄߞߡ

ᐳᬺ⺣⋧ޔᬺߣᬺᬺ߇࿁ߩߎߩᬺߦ

߅ࠅ߹ߒߡޔవߩ 26 ᣣ

ࠈࠈߣ㑐ଥࠍߒߡ߹ࠅ߹ߔߩߢޔᣣߪ⾗

ߦࠫࠝࡀ⩶⢖Ἳࠍᖚ

ᢱߦᬺߩߎߣࠍタߖߐߖߡߚߛ߈߹ߒߚ߽ޕ

߹ߒߚޕᣣߦᔅߕ㑆ߦวߖߡߊࠇߣකᏧߩవ

߁৻ߟ㑐ㅪ߇ࠆߩ߇⋓ጟᏒ㈩⠪ജ⋧⺣ᡰេ

↢ߦ߅㗿ߒߡޔᣣߎߎߦ᧪ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒ

ࡦ࠲ߢߩ࠲ࡦߩߎ߽ࠇߎޔਛߦ⸳⟎ߐࠇ

ߚᧄޕᒰߦ߅߮ߚߛ߈߹ߒߡࠅ߇ߣ߁ߏߑ

ߡ߅ࠅ߹ߔޕ


߹ߒߚ⾗ޕᢱ߽චಽߥ߽ߩߢߪߥ߆ߞߚߣ⋭
ߒߡࠆࠎߢߔߌࠇߤߤ߁ࠂߜޔḰߩᦨਛ߇ભ
㙃ߒߥߌࠇ߫ߌߥᤨᦼߢ߽ࠅ߹ߒߚߩߢޔ
ේవ↢ߦ߽ၴᧄవ↢ߦ߽ߏㅅᖺࠍ߆ߌߡߒ߹߹
ߒߡޕߚߒߢࠎߖ߹ߑߏ⸶ߒ↳ޔ
 ࿁ߩ㔡ἴߦߟ߈߹ߒߡߪోޔ࿖ߩ㧺㧳㧻ޔ㧺
㧼㧻ޔડᬺޔᅚᕈ࿅ޔੱߩᣇ߆ࠄᄢᄌߚߊߐ
ࠎߩ‛⾗ࠍ㗂ᚬߚߒ߹ߒߚޕᡰេ㊄߽ߚߊߐࠎ
ㅍߞߡߚߛ߈߹ߒߚߩߎޕ႐ࠍ߅߆ࠅߚߒ߹
ߒߡ߅␞↳ߒߍߚߣᕁ߹ߔޕ
⊝᭽߆ࠄߚߛ߈߹ߒߚ‛⾗ߪ߾ߜ⿒ޔޔ
ࠎߩ‛߇ዋߒᱷߞߡࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽ࠎߣ߶ޔ
ߤⵍἴߩ⊝ߐࠎߦዯߌߒ߹ߒߚߩߘޕㇱಽ߽
ߎߩਛߢ߅ࠍߐߖߡߚߛ߈ߚߣᕁߞߡ߅ࠅ
߹ߔޕ

㧝㧚߽ࠅ߅߆ᅚᕈࡦ࠲
 ߽ࠅ߅߆ᅚᕈࡦ࠲ߦߟߡዋߒ߅ߒߒߚ
߶߁߇ߩߢߪߥߩ߆ߣ߁߅߇ࠅ߹ߒ

ጤᚻ⋵ߪ߽ߡߣߦ߁ࠃࠆߌߛߚⷩߏޔᐢߊޔ


㧣ⴕߣᏒ↸ߪ 34ޕ࿁ߪⵍޔኂߩᄢዊߦ

บߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇ࠅ߹ߒߚߩߢߪࠇߎޔߦ

߆߆ࠊࠄߕ 12 Ꮢ↸߇ࠄ߆ߩⵍኂࠍฃߌ߹ߒ

߃߫৻⇟ല₸߇ߛࠈ߁ޔ〡߮▫ߪోㇱᄖߖ

ߚޕᏒ↸ోߩ 34㧑ߦߚࠅ߹ߔޕቛߩ

ࠆߩߢዊߐߥሶߤ߽ߐࠎߚߜ߇ߘߎߢㆆߴࠆߛࠈ

93㧑߇ᵹߐࠇߚߣߎࠈ߽ߏߑ߹ߔޕ

߁߆ߩߘޕߣޔዊቇᩞߩ⢒㙚ߦㆱ㔍ߐࠇࠆߛࠈ

 ᒻߣߒߡߪ⋓ޔጟᏒߪ⋵ㇺߢߏߑ߹ߒߡޔ

߁ߏㄭᚲߩᣇߚߜߦ㓸߹ߞߡߚߛߡߦߎߘޔ

ౝ㒽ߦࠅ߹ߔ߆߅ࠅ߽ޕᅚᕈࡦ࠲߇ࠅ߹

ㅢߞߡࠆዊቇ↢߽ᒰὼ߹ߔߩߢߩߘޔሶߚߜ

ߔ⋓ጟᏒ߆ࠄᴪጯ߳ⴕߊߦߪޔർጊ♽ࠍㅢࠄߥ

ߣ৻✜ߦࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍߒ߹ߒߚޕ

ߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕㅢᚻᲑߣߒߡߪޔㅢ

 ߒ߆ߒߪࠇߘޔౝ㒽ߩ⋓ጟᏒߩ߽ߩߢޔ࿁ߩ

ᯏ㑐߇ࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽ޔゞ߇ਛᔃߦߥࠅ߹ߔޕ

ࠃ߁ߥᵤᵄߢᑪ‛ࠍߔߞ߆ࠅᜬߞߡ߆ࠇߡߒ߹

㧞ᤨ㑆ߥߒ㧞ᤨ㑆ඨߩࠬࠢࠕ߁߁ߎޕ

߁ࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਛߢߪోߊ㆑ߞߡߚߩ߆ߥߣޕ

ᖡߣߎࠈ߆ࠄߤ߁߿ߞߡᡰេࠍߒߡߊߩ߆ߣ

㒽೨㜞↰߿ᄢ⦁ᷰߥߤߪ⸳ޔ߿ຠߥߤᩮߎߘ

߁ߎߣ߇ߣߡ߽ᄢ߈ߥ⺖㗴ߦߥࠅ߹ߒߚߞⴕޕ

߉ᜬߞߡ߆ࠇߚ⁁ᴫߢߣࠆߔ߁ߤᤨ߁߁ߎޔ

ߡᚯߞߡߊࠆߛߌߩࠟ࠰ࡦࠍࠇߡ߆ߥߌࠇ

߁ߎߣ߽⑳ߚߜߩ⺖㗴ߣߒߡᱷࠅ߹ߒߚޕ

߫ߥࠄߥޕߢ⺞㆐ߪߢ߈ߥߎߣߪࠊ߆ߞ

 ᅚᕈࡦ࠲ߣߒߡߪᅚᕈߩ⥄┙ߣ߁ߎߣࠍ

ߡ߹ߒߚߥࠄ߇ࡦ࠰ࠟ߆ߥ߆ߥޔߒ߆ߒޕ

⠨߃ߡ߹ߔ߆ߥ߆ߥޕዞ⡯߇ߢ߈ߥߣ߁

ᦼ㑆߇ࠅ߹ߒߚޕ

ᖱ߽ࠅ߹ߒߡޔߪߜߚ⑳ޔᅚᕈߩᄞࠍᒻߦߔࠆ

 ࿑ߢ߅␜ߒߚߒ߹ߒߚ߇⇟৻ޔ߇ᵗ㊁

⻠ᐳࠍߕߞߣ⛯ߌߡ߅ࠅ߹ߒߚޕ߆⥄ಽ߇߿ࠇ

㧔߭ࠈߩ㧕↸ߣ߹ߔޕᄙಽ⊝᭽ޔ㒽೨㜞↰ߩ

ࠆߎߣ৻╙ߦ․ޔᰴ↥ᬺޔㄘᬺṪᬺߥߤࠍߒߥ

ߎߣߪߏሽߓ߆ߣᕁ߹ߔ߇ޔߢ߹ߎߎߣߞߕޔ

߇ࠄ⥄ಽߚߜߢ߆߿ߞߡߌߥߛࠈ߁߆ޔᅚ

ߎߩ▸࿐ోㇱ߇ⵍἴࠍߒ߹ߒߚߚߞ߆ߤ߭ߦ․ޕ

ᕈߚߜ߇⥄┙ߒߡᬺߢ߈ߥߛࠈ߁߆ߣ߁ߎ

ߩߪ㒽೨㜞↰ޔᄢ⦁ᷰޔ㊍⍹ޔᄢ᭵ޔጊ↰ޔችฎ

ߣࠍ⠨߃ߡ߈߹ߒߚߦߢߔޕᬺߒߚᅚᕈ߽߹

Ꮢߩਛߩ↰⠧ࠄ߆ࠇߘޔጤᴰޔ㊁↰ޕ㊁↰߽

ߔޕ

߆ߥࠅ߭ߤޕਭᘏߩᴪጯߩ߶߁߽ᄢᄌ߭ߤ߆ߞ



ߚߣ߁⁁ᴫߢߏߑ߹ߔޕ

㧞㧚⊒ἴߣࡦ࠲ߩขࠅ⚵ߺ

 ߽ࠅ߅߆ᅚᕈࡦ࠲߇ߎࠇ߹ߢขࠅ⚵ࠎߢ߈

㧟11 ᣣߩ14 ᤨ46 ಽߦ⊒ἴࠍߔࠆࠊߌߢߔޕ

ߚᬺߩਛߦߪޟޔᅚᕈߣ㒐ἴߦࡑ࠹ࠍޠㅪ⛯

㔚ߒߡߚߩߢ࠹ࡆࠍࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߖࠎ

㧠ᐕ㑆ߩ⻠ᐳࠍዷ㐿ߒߚߣ߁߽ߩ߇ࠅ߹ߔޕ

ߢߒߚޕታ㓙ߦᵤᵄ߇ߒነߖߡߊࠆᤋࠍࠆ

㒋᷆〝ᄢ㔡ἴޔਛ㔡ߩႎ๔ࠍ߽ߣߦߚ

ߎߣ߇ߥ߆ߞߚޕᄙಽోޔ࿖ߩߎߎߦ߅ߢߩ⊝

ߒ߹ߒߡ↵ޔᅚหෳ↹ߩⷞὐߢቇ߷߁ߣ߁ߎ

᭽ߪߡߞߥߦࠎࠄߏߢࡆ࠹ߢࡓࠗ࠲࡞ࠕޔ

ߣߢޔᣣ߅߃ߦߥߞߡ߹ߔቬ ߐࠎߦ߽᧪

ߚߣᕁ߹ߔߚ߈ߢ߇ߣߎࠆࠍࠇߘߪߜߚ⑳ޕ

ߡߚߛ߈߹ߒߡ⻠ߩߘޔᐳࠍዷ㐿ߐߖߡߚߛ

ߩߪ㧞ᣣᓟߢߒߚߪࠇߎޕߛߣᕁ߹ߒߚޕᤋ

߈߹ߒߚޕ

ߩ߹ࠅߩ߭ߤߐߦ⸒⪲߽ߥ߆ߞߚࠃ߁ߥ⁁ᴫ

ᤓᐕ 22 ᐕᐲߦߪޔታ㓙ߦㄭߊߩዊቇᩞߩ⢒

ߢߒߚޕ

㙚ࠍ୫ࠅ߹ߒߡޔ⢒㙚ߩਛߦࠆ⸳ޔຠࠍ

 ⊒ἴᓟޔ⡯ຬߣ߽ࠅ߅߆ᅚᕈࡦ࠲ߩᓎഀߪ

↪ߒߡޔߦߎߎߦ 100 ੱߩੱ߇ߞߚߣ߈ߦޔ

߆ߣ߁ߎߣࠍ⠨߃߹ߒߚޕౝ㒽ߦࠆࡦ࠲

ߘߩ⸳߿ຠࠍߤ߁߁߰߁ߦ߃߫ߩߛ

ߣߒߡ߇ߢ߈ࠆߛࠈ߁ޔߡߒߘޕࠍ߿ࠄߥ

ࠈ߁߆ߦ߁߰߁߁ߤߪ࠻࠶ࡑޔᢝߎ߁߆ߥߤޔ

ߌࠇ߫ߥࠄߥߩ߆ޕߣ߇⑳ߚߜߦߢ߈ߡޔ

ߚߦߘߎߦኢߡ߽ࠄ߃߫ߛࠈ߁ࠄ߆ࠇߘޔථ

ߣ߇ߢ߈ߥߩ߆ޕ߆ࠄߤߎ߆ࠄᚻࠍߟߌ


ߡߞߡࠆ߈ߢ߫⚵ߣߚߥߤߪߣߎߥ߈ߢޔ

ᾁẆ࣎ầẬẺẮể

ߩ߆ࠍߣߎ߁߁ߘޕ⠨߃߹ߒߚޔߒ߆ߒޕ

 ݱƞƳᢤᩊǍҞْƠƨ̾ʴܡǁƷཋૅੲ

ࠍߡߥޕవ߶ߤ߅ߒߒ߹ߒߚࠃ߁ߦࠟޔ
 کငۡƷ૾ŷǁƷཋૅੲ

࠰ࡦ߇ࠄߥޕὶࠅ߇ࠅ߹ߒߚޔߡߒߘޕ
⑳߇ߦࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߩߪޔ㧟 25 ᣣೋ

 ʐ࠷δǁƷཋૅੲ

ߡᄢ⦁ᷰߦࠅ߹ߒߚޔࠄ߆ࠇߘޕవ߶ߤߩ

 ƠǐƏƕƍǛਤƬƨ૾ŷǁƷཋૅੲ

࿑ߩ 12 Ꮢ↸ࠍోㇱ࿁ߞߡ߈߹ߒߚޕ

 ᭗ᱫᎍǁƷཋૅੲ

߿ࠅߚ߆ߞߚߩߪޔᅚᕈ߆ࠄߩߐ߹ߑ߹ߥᖠߺޔ

ģעΨૼᎥᅈӏƼ᳀᳇ȩǸǪƷإᢊᲩ
ᩓᛅƴǑǔද૨ƕൈПĤ

ജޔᕈജߦߟߡ⋧⺣߇ߢ߈ࠆ㔚⋧⺣⓹ญ
ߩ㐿⸳ߢߒߚޔߪߣߎߩߎޕ㒋᷆〝߿ਛ㔡
ߢߩႎ๔߇ߞߚ߆ࠄߢߒߚޕහೞߎߩߎߣߦข



ࠅ߆߆ࠅ߹ߒߚޔޕౝ㑑ᐭߐࠎߣหߢᔃߩࠤ

㗂ᚬߒߚ‛⾗ࠍߤࠎߤࠎㆇ߱ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣ

ࠕࡎ࠶࠻ࠗࡦߣ߁ߩࠍඨᐕ㑆ߐߖߡߚߛ

ࠍ߿ߞߡ߈߹ߒߚޕゞߢㆇ߱ߩߢߔ߇ޔታߪࠞ

ߡ߅ࠅ߹ߔోޕ࿖ᅚᕈࠪࠚ࡞࠲ࡀ࠶࠻ߐࠎߩో

࠽ࡆࠍ㗬ࠅߦᜬߞߡߊࠎߢߔߌࠇߤ߽⋡ޔᮡߩ

㕙⊛ߥߏදജࠍߚߛ߈߹ߒߡޔർᶏ߆ࠄችፒ

߽ߩ߇ߥޔ〝߇ኸᢿߐࠇߡࠆߣ߁⁁ᴫߩ

߹ߢ㧞ฬߕߟ⋧⺣ຬߩᣇࠅ߅ߡߛߚߡ᧪ߦޘ

ਛߢޔㆇ߽៝߆ߥࠅ࿎ࠅᤨ㑆߽߆߆ࠅ߹ߒߚ‛ޕ

߹ߔޕ

⾗ߩⷐ᳞ߪᣣޘᄌࠊߞߡ߈߹ߒߚޔߚ߹ޕవ߶ߤޔ

‛⾗ߩ࠺ࡃࠤࠕࠍ߿ߞߡ߹ߔޕ᰼ߒ

ᴪጯㇱߩᅚᕈߩਅ⌕ߩⷐ᳞߇㧸ߣ㧸㧸ߣ㨄㧸ߣ

ᣇߦ᰼ߒ‛ࠍ⏕ታߦዯߌࠆߣ߁ߎߣߢߔޕᄢ

߁ࠃ߁ߥ߅ࠍߒ߹ߒߚޔߪࠇߎޕታߪޔᓟߢࠊ

߈ߥㆱ㔍ᚲߢߪ⊛ߥߣߎࠈߩ‛⾗ߪዯߡ߹

߆ߞߡ߈ߚߩߢߔ߇ࠨߚߞࠄ߆ࠈߎߣߥ⊛ޔ

ߒߚ߇ޔዊߐߥㆱ㔍ᚲࠆࠁࠊޔㆱ㔍ᚲߣߒߡ

ࠗ࠭߇㧹ࠨࠗ࠭ߢߞߚߣ߁ߎߣߢߒߚޕ

ቯߐࠇߡߥߣߎࠈߥߤߦߪ‛⾗߇ዯ߆ߥߣ
߁ߎߣߢߒߚޕTV ߿ᣂ⡞ߢࠝࠫޔㅍߒߡ

㧟㧚ᓟߦะߌߚขࠅ⚵ߺߣឭ⸒

ߚߛ߈߹ߒߚࠄ߅ޔ㔚߇Ვߒ߹ߒߚޕ

⑳ߚߜߪᅚᕈߩ⥄┙ߣ߁ߎߣࠍ৻↢ ߿ࠈ
߁ߣߒߡ߹ߔⵍޕἴߩᅚᕈߚߜߦ߆ࠍ

ǋǓƓƔࣱڡǻȳǿȸ
ႆࢸƷӕǓኵǈ

߿ߞߡ߶ߒ⥄ߡߒߘޔಽߚߜߢߒߞ߆ࠅߣ⿷ࠍ

ᾀẆཋỉἙἼἢἼὊἃỴίྵנờዒዓὸ

࿁ޔෘഭ⋭ߐࠎ߆ࠄ✕ᕆ㓹↪ଦㅴᬺ߇ࠆߣ

〯ࠎᒛߞߡ↢߈ߡߞߡ߶ߒߣᕁߞߡ߹ߔޕ

 žഒƠƍ૾ƴഒƠƍǋƷǛſ
 žȕǧǤǹȄȕǧǤǹſ ᄩܱƴบƢ
 ཋƷλ ˑᲢᲩ᳸ᲩྵᲣ
0)1021˖ಅŴ˳ׇŴ̾ʴƳƲ
ᲤᲴኛౙࠖǑǓ҄ታԼƷද૨
 ཋƷЈ ˑᲢᲩ᳸ᲩྵᲣ
 ᡛྰᲢͻܹ̬ᨖᲣ
ඥʴྸʙŴ˖ಅŴȜȩȳȆǣǢŴ̾ʴŴ᧙̞
ೞ᧙ƳƲ

߁ߎߣࠍ⡞߈߹ߒߡޔゞࠍឭଏߒߡ↢ޔ㞲㘩ᢱ
ຠ߿ᣣ↪ຠߥߤޔరߢ⾼ߒߚ߽ߩࠍὐߔࠆ
ⵍἴߩ⸳ቛߦᜬߞߡ࿁ߞߡߚߛߎ߁ߘޔ
ߒߡࠍߎߒߡߊߦ߈ߣߩߘޕᔅߕߟߌߚ
ߩ߇ุ⏕ߢߔޕุ⏕ࠍߒߥ߇ࠄຠ‛ࠍ
ዯߌޔᰴߩᔅⷐߥຠ‛ࠍ⡞ߡߊࠆߣ߁ࠍ
ᴪጯߩᅚᕈߚߜߣ৻✜ߦㅴߡ߈ߚߣᕁߞߡ
ࠆߣߎࠈߢߔޕ





Τ㧙㧟 ඦᓟߩㇱߩ⾰⇼ᔕ╵

ờụấẦࣱڡἍὅἑὊ
ʻࢸỆӼẬẺӕụኵỚ

ේ ߏදജࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޔߪߢࠇߘޕ
ߎࠇ߆ࠄ 30 ಽߋࠄޔవ߶ߤߩ࠻ࠢߦ

ᲫŴǋǓƓƔࣱڡǻȳǿȸưƸŴ࠰᧓ƴʠǓ
ዒዓႎƴžࣱڡƷឪಅſǛࣖੲƠƯƖƨŵ
ឪಅࣖੲȫȸȠžᑻưǔȍȃȈſᚨŴ
ܱጚǛƋƛƯƍǔ

㑐ߔࠆߏ⾰߇߅ࠅߢߒߚࠄޔมળߩ㕍ᧁሶ
ߐࠎߦ᧪ߡߚߛߡޔṶ⠪ߩᣇ߅ߪޘᐳࠅߩᏨ
ߢࡑࠗࠢࠍ߅ᜬߜߦߥߞߡߏ࿁╵ߚߛ߈ߚߣ
ᕁ߹ߔޕ೨ඨ 15 ಽߋࠄ߇㕍ᧁሶߐࠎߩ

ᲬŴᩗưᚐᨽȷˁʙǛƳƘƠƨࣱڡƷƨǊ
ƴžࣱڡឪಅǁƷᢊſǛࣖੲƠƨƍ

࠶࡚ࠪࡦߢޔᓟඨߩ 15 ಽߋࠄߪޔᓳ⥝ߦะߌ
ߡߩࠈࠈߥ߅ߦ㑐ߔࠆߏ⾰ࠍߚߛ߈ߚ
ߣᕁ߹ߔޕ㕍ᧁሶߐࠎ߅ߙ߁ߤޔ㗿ߒ߹


ᦨᓟߦឭ⸒ߢߔ߇ߢߎߘޔ೨ឭߣߥࠆ⼂ߪએ

ߔޕ

ਅߩࠃ߁ߥ߽ߩߢߔޕ

㕍ᧁሶ వ߶ߤ㧡ੱߩᣇ߆ࠄⵍἴߩ⁁ᴫߥߤ
ࠍ߅⡞߈ߚߒ߹ߒߚ߇ޔ߆ߏ⾰߇߅ࠅߢ
ߒߚࠄ߅ޔ㧝ੱ㧝ಽߢࠃࠈߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ

žᘮſƱƍƏ᩼ଐࠝཞ७ư
ᅈ˟Ƹ̬҄ܣ

ߏᗵᗐߥߤߢ߽⚿᭴߆ߣᕁ߹ߔߒߏޔឭ⸒߿ߏ
ᗧߥߤ߽߅㗿ߚߒ߹ߔ߁ࠂߒߢ߇߆ޕ

ࣱКࢫлЎಅॖᜤƕ࢘ڲƱƞǕƨ
žƜǜƳƴŴ˴ǛᚕƬƯƍǔƷᲹſ
žƜƷ᩼ࠝƴȷȷȷſƱࡽƖƞǕƨ

߆ޕ

٤ ో࿖߆ࠄᣣᧄ⿒චሼ␠ߦ⟵េ㊄ࠍㅍߞߡࠆ
ࠊߌߢߔ߇⛎ߦߛ߹ޔઃߐࠇߡߥߣ߁⁁

ࣱڡƷ៲˳ǍͤࡍƸࢸׅƠ

ᴫࠍુޔ㕖Ᏹߦᔃࠍ∩ߡ߅ࠅ߹ߔࡀࡄޕ
ᢤᩊưƷǱǢࢫлǛࢍƍǒǕǔ

ߩᣇߚߜ߆ࠄ߇߅ߩߡߟߦߣߎߩߘޔ߽ߥ
߆ߞߚߩߢ৻ޔߤ߁߁߰߁ߦߥߞߡࠆߩ߆ޔ
ߏሽߓߩ▸࿐ߢᢎ߃ߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
ࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޕ

ߘߎߢޔឭ⸒ࠍߏࠄࠎߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ

㕍ᧁ ߘࠇߢߪ৻߁߽ޔᣇޔᓟࠈߢᚻࠍߍߡ

ߤ߁߽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ࠆᣇ߇ࠄߞߒ߾߹ߔޕ

٤ ⑳ߚߜ߽ࠄ߆ߩᒻߢታⴕᆔຬળߦෳടߐߖ

੩ᚕ

ߡߚߛߌࠇ߫ࠃ߆ߞߚࠎߢߔߌߤޔ߅ߊࠇߚ
ߎߣࠍ⋭ߒߡ߹ߔޕᅚᕈࡦ࠲ߩ߅ߣ߆ޔ

ᲫŴဏڡσӷӋဒਖ਼ᡶƷݣಊƱƳƬƯƍǔ
ࣱڡƷࠀКȷ͞ᙸȷ୧щƷఌዌ

ᧄᒰߦᐢ߅ࠍુߞߡߣߡ߽ࠃ߆ߞߚߢߔ߇ޔ

ᲬŴࣱڡƷኺฎႎᐯᇌǛ̟ᡶƢǔૅੲ˳С

ቇᩞᢎ⢒ߣߩ㑐ㅪ߇ᣣߪ߹ࠅ⡞߆ࠇ߹ߖࠎߢ

ᅚᕈࡦ࠲ߪ␠ળᢎ⢒ߩಽ㊁ߦࠆߣᕁ߹ߔޕ

ߒߚޔߒ߆ߒޕᣣߩ߅ߩਛߢޔᕈᓎഀಽᜂ

ᲭŴǸǧȳȀȸƷɼ්҄

ᗧ⼂߿ࠫࠚࡦ࠳ߩ⠨߃ᣇ߇ߎ߁߁㕖ᣣᏱߩἴ
ኂߩߣ߈ߦࠄࠊࠇࠆߣ߁ߎߣߪߩߤޔᣇ߽߅
ߞߒ߾߹ߒߚޕ
 ␠ળᢎ⢒ߛߌߢߥߊޔᩮᧄ⊛ߦߪ㆙࿁ࠅߢ߽ቇ


ᩞᢎ⢒߇ᓎഀࠍᨐߚߔߴ߈ߢߒࠂ߁࠭࠾ࡒࠚࡈޕ

߁ߎߣ߇ߢ߈ߥ⁁ᴫߛߣ߁ߎߣߢߔޕ

ࡓ߿ᕈᢎ⢒߳ߩࡃ࠶ࠪࡦࠣએ㒠ޔ႐ߩᢎᏧߪᧄ

 ߣⵍἴ⠪ౣᑪᡰេ㊄ߩ↳⺧߽ࠅ߹ߔߌࠇߤ

ᒰߦ❗ߎ߹ߞߡ߹ߔޕᣣ߅㓸߹ࠅߩᣇޔ߇ޘ

߽ޔߪߡߒ߹߈ߟߦࠇߘޔችฎᏒߪ↳⺧⠪߇ߡ

ቇᩞᢎ⢒ߦߔࠆߩߢߪߥߊߡޔᣣߩ߅ߩ

߅ࠅ߹ߔ߇⛎ޔઃߪ߹ߛ৻ಾߢ߈ߡߥ⁁ᴫߢ

ࠃ߁ߥ⾗↥ߣਛりࠍ߽ߞߣቇᩞ႐ߦ߽߱ߟߌࠆޕ

ߔߪࠇߎޕᓎᚲ߇ᚻ㑆ขߞߡࠆߩ߆ߥߣ߁ߎ

ߢߪߥߊߡߥ߁ࠃࠆࠇ߇ߥߟޔᒻߢ߿ߞߡ

ߣࠍ⸒ߞߡࠆᣇ߽ࠄߞߒ߾߹ߔࠃߢࠇߘޕ

ߚߛߌࠆߣߣߥ߆ߣߞ߽ޔᕁ߹ߔ߇ࠇߘޕ

ࠈߒߢߒࠂ߁߆ޕ

৻ߟߢߔޕ

㕍ᧁ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔࠇߙࠇߘޕᖱ߇㆑

 ߽߁৻ߟߪޔᢥ⑼⋭߇ޔේ⊒ߩߎߣߢሶߤ߽ߚ

߁ߣ߁ߎߣߢߣߪ↸ߩߎޔ߆ߚߥߤߦ߆߶ޔ

ߜߦ㧼㨀㧿㧰߇߈ࠆ߆ࠄᔃ㈩ߒㆊ߉ߥࠃ߁ߦ

߁ߣߎࠈߢߏሽߓߩᣇࠄߞߒ߾߹ߔ߆ޕ

ߣᏁᅱߦ⸒ߞߡ߹ߔޕ㧠 20 ᣣߦߚቇᩞ

 ߢߪߩߘޔᰴߩ⾰ߦߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ㧝

႐ߦะߌߚ⾗ᢱߩਛߢޔ⢻ߦߟߡޔㆊߦ

ಽߢࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޕ

ᔃ㈩ߒߥ߇ߣߎߥߖߐޔᄢಾߢߔߣޔᢎᏧߦ

٤ ᅚᕈߩ⚻༡⠪ߣߒߡෳ↹ߐߖߡߚߛߡ߅

ะߌߡ⸒ߞߡࠆ⾗ᢱ߇⤘ᄢߦࠅ߹ߔߦࠇߎޕ

ࠅ߹ߔߪ⑳ޕੱߢ⍹Ꮉ⋵ࠍേ߆ߒ߹ߒߚߩߘޕ

ߪߩ⑼♖ޔක⠪߿㑐ଥ⠪ߪ㕖Ᏹߦᔶߞߡ߹

ߎߣࠍߗ߭ߎߎߢ⊒ߒߡߊߛߐߣ߁ߎߣߛ

ߔޕ

ߞߚߩߢ↳ߒߍ߹ߔޕ⍹Ꮉ⋵ߢⵍἴ⠪ࠍฃߌ

 㧼㨀㧿㧰ߣ߁ߩߪᔃ㈩ߢ߈ࠆߎߣߢߪߥޔ

ࠇࠆߣ߈ߩࠎ߇ޔᬌ⸻ࠍήᢱߢߐߖࠆߎߣޔ᳓߇

ߦ߆߆ࠊࠆࠃ߁ߥታ㓙ߩㆊߩ㛎߇ࡈ࠶ࠪ

ߥᜰቯㆱ㔍႐ᚲ߇߹ߛߚߊߐࠎߏߑ߹ߔߩߢޔ

ࡘࡃ࠶ࠢߣ߁߆㧼㨀㧿㧰ߦࠄࠊࠇࠆߪࠇߘޕ

᳓ࠍ⏕ታߦ⟎ߡߚߛߊࠃ߁ߦ⋵ߩ߶߁ߦ㒸ᖱ

⥄ಽߣㆊߩߎߣࠍߟߥߋߚߩ৻ߟߩ߈ߞ߆ߌ

ߦෳࠅ߹ߒߚ߇ࠇߘޕᚑഞߚߒ߹ߒߚޕ

ߦߥࠆ∝⁁ߢࠆߩߦ߁ߦࠬࠤߥ߁ࠃߩߎޔ

㕍ᧁ ߏႎ๔ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ߽ߦ߆߶ޕ

ߩߪ߅߆ߒߣ߈ߣߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔߦࠄߐޕ

߁߅㧝ੱޕ

ߦ⢻ᕟᔺ∝ߣ߁ࠃ߁ߥ߽ߩࠍᒰᤨߩ࠰ㅪ

٤ ጊߐࠎߦ߅ߨߚߒ߹ߔޕ࿁ߩᄢ㔡ἴ

ᐭ߇ᵹߒߡޔ⢻߳ߩᔃ㈩ࠍᛥ߃ㄟࠎߛࠇߘޔ

ߢᅚᕈߩⷞὐ߇ᄢߛߣ߁ߎߣ߇ߢࠕࠖ࠺ࡔޔ

ߦૃߡࠆ⁁ᴫ߽ቇᩞᢎ⢒ߩ႐ߦࠆࠎߢߔߨޕ

߽ᵈ⋡ߐࠇߡࠆߣ߁ߏႎ๔߇ࠅ߹ߒߚ߇ޔ

ߗ߭ᓟޔቇᩞᢎ⢒ߦ߽⚿߮ߟߌߡߚߛ߈ߚ

ౕ⊛ߦߤߩࡔ࠺ࠖࠕ߇ߤߩࠃ߁ߥߎߣߢᵈ⋡ߒ

ߣ߁߅㗿ߢߔޕ

ߡࠆߩ߆ߣ߁ᖱႎ߇ࠅ߹ߒߚࠄޔᢎ߃ߡ

㕍ᧁ ᢎ⢒ߩ߶߁ߦ⚿߮ߟߌߡߚߛ߈ߚߣ

ߚߛߌ߹ߔߢߒࠂ߁߆߅ޕ㗿ߚߒ߹ߔޕ

߁ߎߣߪߏޔᗧߢࠃࠈߒߢߒࠂ߁߆ޔߪޕ

ጊ 㕖Ᏹߦᄢ߈ߥࡔ࠺ࠖࠕߪߤߩࡔ࠺ࠖࠕ߽ᵈ

ߘࠇߢߪߏᗧࠍુ߹ߒߚޕవ߶ߤߩ╙㧝ߩߏ

⋡ߒߡߡߦ․ޔㆱ㔍ᚲߩㆇ༡ߦߟߡᦠߡ

⾰ߢ⟵ޔេ㊄ߩᣇߢⵍޔἴߩᣇߢદ⮮ߐࠎ߅

ࠄߞߒ߾ࠆㇱಽ߇ᄙߣᕁ߁ࠎߢߔߨ⸒߈ߞߐޕ

㗿ߢ߈߹ߔ߆ޕ

ߞߚࠃ߁ߦޔㆱ㔍ᚲߩㆇ༡ߪᓳ⥝ߩၮᧄߢߔߎޕ

દ⮮ ችฎᏒߩࠍ↳ߒߍ߹ߔ⟵ޟޕេ㊄ߩᏒ

ࠇ߆ࠄᔅⷐߦߥߞߡߊߩߪޔ⸳ቛߩਛߢᅚ

↸ߩಽ㈩⁁ᴫ߮↳⺧ฃઃ╬⁁ᴫ৻ⷩ߁ߣޠ

ᕈߪߤ߁ߥࠆ߆ߩߘޔᓟߩᓳ⥝ߩਛߢᅚᕈߪߤ߁

߽ߩ߇ߡ߅ࠅ߹ߔߏޕᔅⷐ߇ࠇ߫⾗ߩߘޔᢱ

ߥࠆ߆ޔᓳ⥝⸘↹ߦᅚᕈࠍߤ߁߁߰߁ߦ⚵ߺㄟ

߇ߏߑ߹ߔޕችฎᏒߩ႐วߪޔ45㧑߇ญᐳᝄࠅ

ࠎߢߊߴ߈߆ߣ߁ߎߣࠍߪߦੱߩࠕࠖ࠺ࡔޔ

ㄟߺ߇ᷣࠎߢ߅ࠅ߹ߔޔߛߚޕᄢ᭵↸ߣ߆ጊ↰↸

ߡ߶ߒߣᕁߞߡ߹ߔߢ࠻࠶ࡀޕᬌ⚝ߒߡ

ߪ߹ߛ㧜㧑ߢߔߪࠇߎޕᓎᚲ߇ⵍἴߒߡ߁ߘޔ

ߚߛߌࠇ߫ోޔㇱߩᣂ⡞߇ᦠߡߊߛߐߞߡࠆ


ߣᕁ߹ߔޕหㅢା߽ࠅ߹ߔߒᦺޔᣣ߽⺒ޔ

╵߃ߡߚߛ߈߹ߒࠂ߁ޕ

ᄁ߽ޔฦᣂ⡞ࠆߣᕁ߹ߔߩߢ߭ߗޔᬌ⚝ߒߡ

ේ ߅ߞߒ߾ࠆߣ߅ࠅߣߡ߽ᄢߥߎߣߢߔߌޕ

ߺߡߊߛߐޕ

ࠇߤ߽߫߃ޔߦ߁ࠃࠆߡߒߒ߅ࠄ߆ᦺޔ

⊝Ꮉ ߩ߅ߢߔ߇ᧄޔᣣߩ⾗ᢱߩਛߦ᧲ޟޔ

ᓳ⥝ળ⼏ߩ 15 ੱߩࡔࡦࡃߩ߁ߜᅚᕈ߇㧝ੱߒ

ᣣᧄᄢ㔡ἴߣ↵ᅚหෳ↹㧛ࠫࠚࡦ࠳ᐔ╬ 㑐

߆ߥߣ߆ߩߘޔᬌ⸛ㇱળ߽ᅚᕈ߇㧞ੱߒ߆

ㅪࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ⸥㧔2011.3.15㧙6.3㧕
߆߁ߣޠ

ࠄߞߒ߾ࠄߥࠍࠇߘޔߤߌߛޕჇ߿ߔ᳇ᜬߜߪ

ߚߜߢタߖߡࠅ߹ߔޕㆱ㔍ᚲߩ⸥߇ᄙ߆ߣ

ߩߣߎࠈᐭߦߪߥޕᓳ⥝᭴ᗐળ⼏߇ߎࠇ߆

ᕁ߹ߔߌࠇߤ߽⸥ޔߦߪࠈࠈߥࡐࠗࡦ࠻

ࠄߩᒻߦߥߞߡߊߣ߁ᖱ߽ࠆߣᕁࠊࠇ

߇ࠅ߹ߔ߅ޕᓎ┙ߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ

߹ߔ߇ޔߪ߮ߚߩߎޔᅚᕈߩⷞὐࠍᅚᕈߩჿߢવ

ේ ߹ቇᩞᢎ⢒ߩߎߣࠍ߅ߒߊߛߐߞߚᣇ߇ޔ

߃ߡ߈ߚߣ߁ߎߣߢޔᒰ㕙ߪో࿖ߩᅚᕈ࿅

ታⴕᆔຬળߦࠅ៊ߨߡߣ߅ߞߒ߾ߞߡ߹ߒߚޕ

ߩᣇޔޘੱߩᣇᦺޕߣߊߛߚࠅ߅ߦޘ

ታⴕᆔຬળߣ߁ߩߪᣣߩߚߦߟߊߞߚߩߢ

߶ߤၴᧄߐࠎ߇↳ߒ߹ߒߚࠃ߁ߦޔർᶏ߆ࠄᴒ

ߪߏߑ߹ߔ߇ࠄ߆ࠇߎߛ߹ߛ߹ޔᐭߣ߆࿖ળ

✽߹ߢߔߴߡߩㇺᐭ⋵ߦ߅ߡߤߥߚ߆߇߅

⼏ຬߩᣇߪߦᤨޔޘડᬺޔᣇ⥄ᴦߦ߁ߎޔ

ࠅߚߛߌࠆߣ߁ᒻߦᜬߞߡߊߩߢ♖ߞ߬

߁ߎߣࠍߏℂ⸃ߚߛ߈ߚߣ߁ࠕࡇ࡞߽ߒ

ߛߞߚࠎߢߔޕ

ߡߊߎߣߦߥࠆߣᕁ߹ߔޕ

 ߢ߽↵ߪࠄ߆ࠇߎޔᕈߣᅚᕈߢ⠨߃ࠆ߫߃ޕ

㕍ᧁ ⾗ᢱ㓸ߩ⿰ᗧᦠ߮ડ↹ᦠߩࡍࠫߦታⴕ

࿖ㅪߩᇚੱߩᆔຬળߢ߽ޔ㧟㨪㧠ᐕ೨ߦޔ

ᆔ ຬ ળ ߩ ࡔ  ࡞ ࠕ ࠼  ࠬ

࠳ࡦࠚࠫޟᐔ╬ߦ߅ߌࠆ↵ᕈ↵ఽߩᓎഀߣޠ

㧔UCKICKIGPFGT"IOCKNEQO㧕
߇ࠅ߹ߔߢࠇߘޕ

߁࠹ࡑߢળࠍߒߡ߅ࠅ߹ߔߒ╙ޔ㧠ಽ㊁ߢ

ߪߎߩࠢ࠻߆ߣߣߎߩ࡞ࡀࡄߩߢ߹ޔ

ߪ↵ޟޔᕈ↵ఽ↵ޟޔߡߊߥߡߞߥߣޠᕈޔ

ߣߢߏ⾰߇ࠅ߹ߒߚࠄޕߙ߁ߤޔ

ሶߤ߽ߩᓎഀޕߔ߹ࠅ߅ߡߞߥߣޠ

٤ ⾰ߢߪߥߊߡᗵᗐࠍ⸒ࠊߖߡߚߛ߈߹ߔޕ

 ᣣᧄߩਛߢ߽ߘ߁ߒߚേ߈ߪߡ߈ߡࠆߩߢޔ

ᣣߩߎߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ࠹ࡑߪޟޔἴኂᓳ

ߎߩᰴߦ߆ࠍߔࠆߣ߈ߦߪ↵ߩࠎߐߊߚޔᕈߦ

⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ߩߎޔ߇ߔߢࠎࠆߡߞߥߣޠ

ߏෳടߚߛߊࠃ߁ߦߒߚߣᕁ߹ߔޕᣣᧄߦ

႐ࠍߡߚߛߊߣᅚᕈ߇ᄙߢߔ↵ޕᅚหෳ

ߪᧄޔᒰߦℂ⸃ࠍᜬߞߡࠄߞߒ߾ࠆ↵ᕈߪߚߊ

↹ߣ߁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦߢ↵ᕈ߇ෳടߒߥߩ

ߐࠎ߹ߔޕవ߶ߤߩፉߩጊߩࡦ࠲ࡆޟ

߆ޕᅚᕈ㗴ߣ߆ࠫࠚࡦ࠳㗴ࠍ⠨߃ࠆߢޔ

࠶ࠣࡄ࠶࠻ߩޠㆇ༡ᡰេ࠴ࡓߩᣇ⾗ޔᢱߩਛ

↵ᕈߣᅚᕈߪⴕߦޘേߒߡࠆࠎߓ߾ߥ߆ߣ

ߦߞߡ߹ߔߌߤޕ

߁⇼߇⑳ߪࠆߩߢ↵ޔᕈ߽ࠇߡߜ߾ࠎߣ

㕍ᧁ ⾗ᢱߩਛߦߞߡ߹ߔ߇ޔవ߶ߤߏ⚫

߿ߞߡߊޕ

ߒߡߚߛ߈߹ߒߚፉߩᅚᕈኾ↪ࠬࡍࠬ߇ߢ

 ߃߫ታⴕᆔຬળߩࡔࡦࡃ߽߶߷ᅚᕈߢߔޕ

߈ߚ߈ߞ߆ߌߪޔጊᏒߦࠆࡆ࠶ࠣࡄ࠶࠻ߩ

ߘ߁߁ߎߣ߽⠨߃ߚߢ↵ޔᕈ߽ࠇߡ߆ߥ

⽿છ⠪ߩ↵ᕈ߇ߩࠎߐ⊝ޔჿࠍ⡞ߡߪߎߎޔᅚ

ߣ↵ޔᕈߪᅚᕈߩჿ߇⡞ߎ߃߹ߖࠎ↵ޕᕈ߽ᅚ

ᕈኾ↪ࠬࡍࠬ߇ᔅⷐߢߔߨߣ߁ߎߣߢޔೋ

ᕈߦߟߡ⠨߃ߡࠆ߆߽ߒࠇߥߩ߁߁ߘޕ

߆ࠄࠬࡍࠬࠍߟߊߞߡߊࠇߚߪߎߘޔߡߒߘޕ

߇ߎߞߜߦ⡞ߎ߃ߥߣ߁ߎߣߢޔหෳ↹ࠍ

↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐߢޔፉߩ↵ᅚ↢ࡦ࠲

㆐ᚑߔࠆߚߦ↵ޔᕈ߽ᅚᕈ߽ඨಽඨಽߢߥߣ

߇ଥߣߒߡᜂᒰߔࠆߎߣ߇ߣߡ߽ࠃߩߢߪߥ

ߢ߈ߥߣᕁ߹ߔޕ

߆ߣ߁ឭ᩺ࠍߒߡߊߛߐߞߚߩߢߔ㨇⾗ᢱߪᣣ

㕍ᧁ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔߪࠇߘޕോዪ㐳ߦ

ᧄቇⴚળ⼏㧴㧼ߦឝタ


JVVRYYYUELIQLRLCGXGPVJQWMQMWRFH

ߊ⋧⺣ຬߐࠎߩᵷ㆜ࠍ߅㗿ߒߚߥߣᕁߞߡ

JQWMQMWRFH㨉ߣߞࠂߜޕ߆ߒ߹ߔߣߘޔ

߹ߔޕ

ߩᣇߪߘߩ೨ߦ↵ᅚ↢ࡦ࠲ߩ⡯ຬߢߞߚ

 ᓟޔᄢ߈ߥ㗴ߦߥߞߡߊࠆߛࠈ߁ߣᕁ߁ߩ

ߣ߁ߎߣߢ↵ޔᕈ߇ߤࠎߤࠎࠫࠚࡦ࠳ⷞὐࠍ

߇ὐߔࠆ⸳ቛߢߩ↢ᵴߢߔޕஜᐽ▤ℂߣᔃ

ᜬߞߡߊߣ߁ߎߣ߆ߥߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔ

ߩࠤࠕߦ߽ੱᚻ߇ᔅⷐߦߥߞߡ߈߹ߔޕฦᏒ↸

 ߘࠇߢߪߩߘޔᰴߦߤߥߚ߆߅ޕᚻ߇߇ߞߡ

ߩஜᏧߐࠎ߿⋴⼔Ꮷߐࠎ∛ޔ㒮߽ߡ߿ߞߡ

߅ࠅ߹ߔޕ

ߚߛߊߦߪ㒢⇇߇ࠅ߹ߔޔߢߎߘޕุ⏕

٤ వ߶ߤ⊒ߩߞߚ↰┵ߐࠎߩߣߎࠈߩหⴕ

ߣ߅⾈‛ઍⴕࠍታᣉߒߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ

ᡰេߦⴕ߆ߖߡߚߛߡޔ㗻ߩ߃ࠆ㑐ଥߢᡰ

㕍ᧁ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ߹ޕጤᚻ⋵߆ࠄ

េߐࠇߡࠆߣ߁ߎߣߦᗵേߒߚࠎߢߔߌࠇߤ

ߢߒߚߩߢޔቬ ߐࠎޔบᏒߢߪ߆߇ߢߒࠂ

߽ޔ႐߆ࠄ㔌ࠇߡࠆ⑳ߚߜߦߒߡ߽ࠄߚ

߁߆ޕ

ߎߣޔߣߎࠆ߈ߢߋߔ߇ߜߚ⑳ޔᣣ⊒ߚ

ቬ  ߤ߁߽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔ߽ߢ߹ࠇߎޕ

ߛߚᡰេࠍߐࠇߡࠆᣇ߅৻ੱ߭ߣࠅߢ߽⚿᭴

ߘ߁ߢߒߚߌࠇߤ߽ోޔ࿖߆ࠄᧄᒰߦߚߊߐࠎߩ

ߢߔߌࠇߤ߽ࠕ߁ߣࠄߚ߈ߢ߇ߣߎ߁߁ߎޔ

ᣇࠍ⾗‛ࠄ߆ࠇߘޕࠆߐߛߊߡ᧪߇ޘㅍߞߡߊߛ

ࠗ࠺ࠕ߇᰼ߒߢߔޕ

ߐࠆߣ߁ߎߣߢޔᄢಽഥ߆ߞߡ߹ࠅ߹ߒߚޕ

㕍ᧁ ↰┵ߐࠎޔ߆ࠅ߹ߔ߆ޕ

⑳ߤ߽ߪ৻㧺㧼㧻ᴺੱߢߔ߆ࠄ㒢⇇ߪࠆࠎߢߔ

↰┵ ⑳ߚߜ߽⠨߃ߡࠆࠎߢߔߌࠇߤ߽ࠇߎޔ

ߌࠇߤ߽ޔᔅⷐߥ‛⾗߇ᣣޘᄌࠊߞߡ߹ࠅ߹ߔޕ

߆ࠄⵍἴߐࠇߚᣇߩ߳┙⥄ߩޘᡰេߩࠄ߆ࠇߎޔ

ߎࠇ߆ࠄᄐߦߥࠆߣޔᄐߥࠅߩ㘃ߢࠆߣ߆ߘ

⺖㗴ߛࠈ߁ߣᕁߞߡ߹ߔޕ

߁ߞߚ߽ߩ߇ᔅⷐߦߥࠅ߹ߒߡో߽ߤ⑳ޔ࿖ࡀ

 ߘ߁ߒߚߣ߈ߦ߇ߢ߈ࠆߩ߆ߥߣ߁ߎߣ߇

࠶࠻ࡢࠢߣ߹ߔ߆ߤ߶ࠇߘޔᄢ߈ߥࡀ࠶࠻

ࠅ߹ߒߡޔߪߜߚ⑳ޔᅚᕈߩᬺߣ߁ߎߣࠍ

ࡢࠢߢߪߥࠎߢߔ߇ߊߡߞ߇ߥߟߣ߽ߤ⑳ޔ

⠨߃ߡᔕេߒߡ߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔߚߩߘޕ

ߛߐࠆᣇ߹ޔߦޘᔅⷐߥ߽ߩߪߎࠎߥ߽ߩߣ

ߦߪᧄᒰߦ߅㊄߇ᔅⷐߥࠎߢߔޕታߪዊ࿁ࠅߩ

߁ࠃ߁ߦߘߩㇺᐲ߅㗿ࠍߒߡ߹ߔޕ

ലߊ߅㊄ࠍ㗂ᚬߔࠆߩ߇৻⇟ࠃߊߡޕ

 ⑳ߤ߽ߩ࿅ߩਛߦ߽ᄢቇߩᢎຬ߇߅ࠅ߹ߒߡޔ

 ታ㓙ߦ࠺ࡃࠤࠕ߽⁜ޔ⸳ቛߩਛߢ

ኻ⽎߆ࠄᄖࠇߡࠆߩ߇ਛ㜞↢ߣ߆ 10 ઍߩᅚ

ㅘᨆࠍߒߡࠆᣇߪ᛬ࠅߚߚߺߩࡌ࠶࠼߇᰼ߒޔ

ᕈߚߜߥࠎߢߔߨޕ10 ઍߩᅚᕈߚߜߦᔅⷐߥ߽

ߘࠇ߆ࠄⵍޔἴߐࠇ⋓ጟᏒౝߩࠕࡄ࠻ߦࠄߞ

ߩ߫߃ޔਛ㜞ᐕߩᣇ߁߇ޘਅ⌕ߪ⧯ᣇߦߪ

ߒ߾ࠆ㧟ੱኅᣖ߆ࠄߪ㧟⚵ߩᏓ࿅߇᰼ߒߥߤޔ

ߤ߁ߒߡ߽ߥߓ߹ߥߣߎࠈ߽ߞߚࠅߒ߹ߒߡޔ

⡯ຬ߿ᚒ߇ޘ㊂⽼ᐫࠍࠅ߹ࠊࠅ⺞㆐ߒߡ߈ߢޔ

ߘ߁ߞߚ߽ߩࠍ߅㗿ߒߚࠅߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢޔ

ࠆߛߌᣧߊዯߌࠆߣ߁ࠃ߁ߥߎߣࠍ߿ߞߡ߹

ߢ߈ࠇ߫ߘߩࠃ߁ߥᡰេ߽ߒߡߚߛߌࠆߣ

ߔࠄ߆߹ߐ⊝ޕᡰេ㊄ࠍߚߊߐࠎ㗂ᚬߒߡ߹ߔޕ

߆ߥߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ߎࠇࠄోߡࠍᡰេ‛⾗ߦ߆߃ߡⵍޔἴߐࠇߚᣇޘ

 ࠇߎޔ߇ߚߒ߹ࠅ߇߅߽ࠄ߆ࠎߐ┵↰ޔ

ߦዯߌߡ߹ߔޕ⸳ቛߦᦧࠊࠄࠇࠇ߫߹ߚ

߆ࠄߪ⸳㧔ቛ㧕ߩਛߦ߅ߡߩᅚᕈߚߜߩᔃ

ⷐߩޘ᳞߽ᄌൻߒ߹ߔޕ

ߩࠤࠕ߇ᄢᄌ㊀ⷐߦߥߞߡߊࠆߣᕁ߹ߔ߹ޕ

 ߽߁৻ߟޔవ߶ߤߪ߅ߒߢ߈ߥ߆ߞߚࠎߢߔ

ߢߪㆱ㔍ᚲߩਛߢࠆ⒟ᐲ߅㓞ㄭᚲߩᣇߚߜߣ৻

߇ⵍޔἴߩ߶߁ߢ⋧⺣ቶࠍ߿ߞߡߊࠇߥ߆ߣ

✜ߢߒߚߌࠇߤ߽ޔ⸳ߩਛߢቅ┙ߔࠆะ߽

߁ߣߎࠈ߇ࠅ߹ߒߡޔ႐ᚲࠍឭଏߒߡߊߛߐ

ࠅ߹ߔߩߘޕਛߢߤߩࠃ߁ߦ⑳ߤ߽߇ᡰេߒߡ

ࠆߣߎࠈ߽ߡ߈߹ߒߚ⺣⋧ޕቶߦߡߚߛ

ߊ߆ޕవ߶ߤ߽ߜࠂߞߣ⸅ࠇ߹ߒߚߌࠇߤ߽ࠨޔ


ࡠࡦߩࠃ߁ߥᵴേࠍ㗫❥ߦ㐿ߡߊߎߣ߽ᔅⷐ

ᐕߩ⑺߹ߢߦߪႎ๔ᦠࠍߟߊࠅߚߣᕁ߹ߔޕ

ߦߥࠅ߹ߒߡߣࠎߐ┵↰ޔหߓߢߔ߇⾗ߪߕ߹ޔ

ߘߩߣ߈ߦ⾰ߏޔߥߤߦ㑐ߔࠆ߅╵߃߇น⢻ߥ

㊄߇ᔅⷐߢࠆߣ߁ߎߣߢߩ߽ߤ⑳ޔ࿅ߪഥ

႐วߪޔᣣ߅ߦߥߞߚᣇࠆߥߦ߈ᦠ߅߇ޘේ

ᚑ㊄ࠍ↳⺧ߒߥ߇ࠄ࿁ߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߢ߁ߘޔ

Ⓜߦ⋓ࠅㄟࠇ߫⋓ࠅㄟࠎߢߚߛߊߣ߁߰߁

ߞߚᗧߢ߽ᡰេ㊄ࠍ߅㗿ߢ߈ࠇ߫ᄢᄌࠅ߇

ߦߒߚߣᕁ߁ࠎߢߔޔߤߌߔߢࠎߥߌࠊߒ↳ޕ

ߚߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔ߅ߊߒࠈࠃߙ߁ߤޕ㗿

ߘࠇߢࠃࠈߒߢߒࠂ߁߆㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ߚߒ߹ߔޕ

⒌ ߔߺ߹ߖࠎޔ⒌ߢߏߑ߹ߔߪ߽ߤ⑳ޕ㧠

㕍ᧁ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚᤨࠈߘࠈߘޕ㑆ߦ

㧝ᣣ߆ࠄᄢဳࡃࠬ㧝บߣ࠻࠶ࠢ㧣บߢ᳇ᴧߦ

ߥࠅ߹ߒߚߩߢࠍࠢࠗࡑޔේߐࠎߦ߅ᷰߒߚߒ

ࠅ߹ߒߡޔ㧠 22 ᣣߦᄢဳࡃࠬ㧞บߣ࠻࠶

߹ߔޕ

ࠢޔએ㒠ޔḰࠍࠇ߹ߒߡ㧠࿁᧪ޔㅳߢ㧡࿁ߣޔ

٤ ᧲ᶏ᧲ධᶏධᶏ㔡ࠍߒߡޔᗲ⍮⋵ޔ

߶߷㓒ㅳߢߦߞߡ⑳ߤ߽ߩߚߎߣࠍ߅વ

ਃ㊀⋵ޔጘ㒂⋵ޔ㕒ጟ⋵ߩᅚᕈߚߜߩᔒ߇㓸߹

߃ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ߞߡീᒝળࠍߒ߹ߒߚߦࠎߐ┵↰ߢߎߘޕኻߒߡ

ේ ⒌ߐࠎߣ᧼ᧄߐࠎߪ߇ⵍἴߩ᧲ർ㧠⋵

⾰ߢߔ߇ߥ⊛⥸৻ޔㆱ㔍ᚲߢߪ࿎㔍ࠍᛴ߃ࠆޔ

ߢߪߥࠍߣߎ߁߁ߘޔ㕍ᧁߐࠎ߇⚫ߐࠇߚ

ἴኂᒙ⠪ߣ⸒ࠊࠇߡࠆᣇߚߜߩߚߦޔᅚᕈ

ࠊߌߢߔޕ

ࡦ࠲ࠍㆱ㔍ᚲߦ㐿ߒߡޔᅚᕈߚߜ߇ࡏࡦ࠹

㕍ᧁ ߘࠇߢߪ⾰ߢࠇߎޔࠍ⚳ࠊࠄߖߡߚߛ

ࠖࠕᵴേࠍߒߡߪߤ߁߆ߣ߁ߎߣ߇ޔ㧠⋵ߩᅚ

߈߹ߒߡޔᰴߩࡊࡠࠣࡓ߳ࠄߖߡߚߛ߈߹

ᕈߚߜ߇㓸߹ߞߚᐢၞߩ㒐ἴߩീᒝળߢ߹ߒߚޕ

ߔޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ

ᅚᕈࡦ࠲ߩ߶߁ߢߪߘ߁߁߰߁ߥ߅⠨߃ߪ

ේ ߏදജࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ߤߎ߆ࠄ߽ߥ߆ߞߚߩߢߒࠂ߁߆ޕ



ේ ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔޔࠎߐ┵↰ޕ30 ⑽ߢ

㨇ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦኻߔࠆᗵᗐߩන⚐㓸⸘ߪᧄޔႎ

߅╵߃߅㗿ߒ߹ߔޕ

๔ᦠߩ⾗ᢱ✬ߦ㍳㨉

↰┵ ߽ࠅ߅߆ᅚᕈࡦ࠲ߪޔవ߶ߤ߅ߒߒ



߹ߒߚࠃ߁ߦޔᴪጯㇱߣᄢᄌߥ〒㔌߇ߏߑ߹ߔޕ



߽ࠅ߅߆ᅚᕈࡦ࠲ߦㆱ㔍ߐࠇߡߊࠆࠃ߁ߥ



⁁ߢߪోߊߥ߆ߞߚࠎߢߔߨޕㆱ㔍ߐࠇࠆᣇࠍ߅



㗍߆ࠅߔࠆࠃ߁ߥᣉ⸳ߦోߊߥߞߡߥࠎߢߔ



ߨ߅ޔߢࠇߘޕ㗍߆ࠅߔࠆࠃ߁ߥߎߣߪߢ߈߹ߖ



ࠎߢߒߚޕ



ේᦨޔᓟߩឭ⸒ߩߚߦᤨ㑆ࠍࠊߥߌࠇ߫ߌ



ߥߩߢߛߊࠍ߅ߢࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄޔ



ߐߞߚᣇ⾰ߏߩ߳ޘߏޔᗧࠍญ㗡ߢߎߩ႐ߢ



ߒߡߚߛߌࠆᤨ㑆߇ߥߊߥߞߡ߈߹ߒߚޕ



 ߅ᚻరߩ⚕ߩ᧤ߩਛߦ㤛⦡⚕߇ߏߑ߹ߔޕ



ߎߎߦᣣߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦኻߔࠆߏᗵᗐࠍᦠ



ߡߚߛߊࠃ߁ߦශߒߡߏߑ߹ߔ߇ޔ㤛⦡



⚕ߩⵣߦߤߥߚߦኻߔࠆ⾰ߣ߁ߩࠍᦠߡ



ߚߛ߈ࠍࠇߘޔᓟ߆ࠄᢛℂߐߖߡߚߛ߈߹ߒߡޔ




Τ㧙㧠 ឭ⸒߳ะߌߡߩ߹ߣ

ࠈࠈߥ߅┙႐ߢߥࠈࠈޔተߡవߦะߌߡឭ



⸒ࠍߒߡߚߛߊ㓙ߩෳ⠨ߦߒߡߚߛߌࠇ߫
ᐘߢࠆߣ߁ߎߣߢߔߩߎޕળ႐ෳട⠪ߩ⊝
ߐࠎߩ✚ᗧߢឭ⸒ߦߔࠆߣ߁ᕈᩰߩ߽ߩߢߪ
ࠅ߹ߖࠎߡޕฬ߇✚ޟℂᄢ⤿٤٤᭽ࠆߥߣޠ႐
วߩᢥߢޔ࿖ߩਛᨔ⊛ߥᯏ㑐᧲߫߃ߣߚޔᣣ
ᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߣ߆ޔᤓᣣᄕᣇߦᓳ⥝ၮᧄ
ᴺ᩺߇ⴐ⼏㒮ߢนߐࠇ߹ߒߚ߇ߦࠇߘޔහߒߚ
ⷐᦸߦߥߞߡ߹ߔޕ
 ߎߩ㑆ߦታⴕᆔຬળ߇ឭߒߚⷐᦸᦠߦߟߡ
ߪ⾗ޔᢱ㓸ߦߺㄟࠎߢࠅ߹ߔ ߫߃ߣߚޕ5 
19 ᣣઃߢޔਈ⻢㊁㚌↵ᅚหෳ↹ᜂᒰᄢ⤿ߦߒ
ߚⷐᦸᦠޔࠄ߆ࠇߘޔᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߣߘߩᬌ⸛ㇱ
ળߦኻߒߡ߽ⷐᦸᦠࠍߒߡ߅ࠅ߹ߔޕᓳ⥝᭴ᗐ
ળ⼏߇ޟᓳ⥝㧣ේೣߦߩߚߒࠍߩ߽߁ߣޠ



ኻߒߡⷐᦸᦠࠍߒߚࠊߌߢߔޕᣣߩ߅ᚻరߩ
⊝Ꮉ ᦨᓟߩ႐㕙ߦߥࠅ߹ߒߚޟޕឭ⸒ߦะߌߡ

᧪ޔߪޠᦸⷐޟㅳ㧢 13 ᣣ߆ࠄᓳ⥝ၮᧄᴺ᩺߇ෳ

ߩ߹ߣޕߔߢޠ

⼏㒮ߢክ⼏ߐࠇޔ17 ᣣߦߪᚑ┙ߒߡߒ߹߁ߣ

ᄢᴛ ߅ᚻరߦ৻ᨎ⚕ߢ߇ޠᦸⷐޟ㈩Ꮣߐࠇߡ

߁ࠃ߁ߦޔክ⼏ᤨ㑆߇⍴ߎߣࠍㅢߒߡⷐޔὐ

ࠆߣᕁ߹ߔ㨇ᧄ 67㧙68 ࡍࠫߦ㍳㨉
ߩߎޕ

ߛߌߩⷐᦸᦠߦߥߞߡ߹ߔޕ

ޟࠆߦࡓࠣࡠࡊޔߪޠᦸⷐޟឭ⸒ߣޠห৻ߥ

 ⊝ߐࠎ߇ߚߣ߃߫⋵⍮ߣ߆⋵⼏ળߪࠆޔ

ߩ߆ߣ߁ὐߢߔ߇ޔ㔡ἴ߳ߩኻᔕ߿ᓳ⥝ߦ㑐ߒ

Ꮢ㐳ޔᏒ⼏ળޔᏒߩ㒐ἴኻ╷ળ⼏ߣߚߞ߁ߘޔ

ߡ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄ↳ߒߍࠆߴ߈ឭ⸒ߪޔ

ߎࠈߦⷐᦸࠍߒߡ߆ࠇࠆߣ߈ߦߪޘᤨߩߘޔ

න৻ߢߪߥߊޔฦ⒳ߩ࠲ࠗࡒࡦࠣߢฦ⒳ߩተవߦ

ߩᖱߦวߖߡᦠᦸⷐߩߎޔ᩺ߩࡠࠞ࡞ࡃ

ኻߒߡᄙᢙ߇ߡߊࠆߣ⠨߃ᦼࠍࠇߘޔᓙߒߡ߽

࡚ࠫࡦߩࠃ߁ߥ߽ߩࠍߞߡߐࠇࠆߣലᨐ߇

߹ߔߦߎߎޕ㈩ࠄࠇߡࠆ߹ߊޔߪޠᦸⷐޟ

ߡߊࠆޔ߫߃ޕ㧡 19 ᣣߩ⑳ߚߜߩⷐᦸᦠߦ߶

ߢ৻ߟߩᒻᘒߣ߹ߔ߆߽ߥ߁ࠃ߁ߣ␜ޔ

߷ᴪߞߚ࿖ળ⾰߇㧡 26 ᣣߦⴕࠊࠇߩ߆߶ޔ

ߩߣߏℂ⸃ߊߛߐޕ

ᴦᖱߩᓇ㗀߽ߞߡޔᓳ⥝ၮᧄᴺ᩺ߩ᧦ᢥߘ
ߩ߽ߩ߇߆ߥࠅᄌࠊߞߚߣ߁ࠃ߁ߥ⚻ㆊ߇ࠅ

ተߡవ߇ᦠߡࠅ߹ߖࠎ߇ޔේ᩺ߦߪޟౝ㑑
✚ℂᄢ⤿٤٤᭽⼏ⴐޔࠅߡᦠߣޠ㒮⼏ຬߣ߆

߹ߔޕ

ෳ⼏㒮⼏ຬߢ߽ࠊߌߢߔޕᏅੱߪࡐࡦࠪޔ

 ᓎ⡯⠪߿ߣߊߦᴦኅ߳ߩⷐᦸߪޔ㕖Ᏹߦ◲ẖ

ߩታⴕᆔຬળߩᆔຬ㐳ߩၴᧄߐࠎߣോዪ㐳ߩේ

ߢౕ⊛ߢࠆᔅⷐ߇ࠅ߹ߔ߇ߦࡓࠗ࠲ޔ

߭ࠈሶߐࠎߢߊߴࠆ߆ߒࠍࠇߎޔฦᣇ㕙ߦឭߒޔ

ⷐᦸᦠࠍߒߡߊߣ⼏߇ࠇߘޔળߥߤߢขࠅ

ߥ߅߆ߟળ߽᳞ߡࠈࠈߣ↳ߒࠇࠆߣ

ߍࠄࠇߡ߿᧦ޔᴺᓞߩ᧦ᢥߦ߽ᄌൻࠍ߷ߔ႐

߁⸘↹ߢߔᦐޔࠅ߹ߟޕᣣએ㒠߽ၴᧄߐࠎ߿ේ

ว߇ࠅ᧦ޔᢥߪᄌࠊࠄߥߊߡ߽ޔᮭ㒢ࠍߞߚ

ߐࠎߪᔔߒߊᵴേߐࠇࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ

᧦ᢥ⸃㉼߇㆑ߞߡ߈ߚࠅ᧦ޔᢥߩ⿰ᣦࠍ⏕ߢ߈

 ߆߃ࠆߣߩߟ৻ࠍࠇߎޔߪޠᦸⷐޟߩߎޔ

ࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔᦠᦸⷐߩߎޕ᩺ߪߥ߭ߩߘޔᒻ

࠹ࡦࡊ࠻ߥߒߣߒߡߥࠈࠈޔᣇ߇

ߩ৻ߟߦߥࠅ߁ࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ


ޣᒰᣣળ႐㈩Ꮣ⾗ᢱ 1/㧞ޤ

2011 ᐕ 6  11 ᣣ
ޟἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ޠ6.11 ࠪࡦࡐޠታⴕᆔຬળ
ᆔຬ㐳ၴᧄᥙሶޔോዪ㐳ේ߭ࠈሶ

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߳ߩኻᔕߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ⷞὐߩᔀᐩߦߟߡߩⷐᦸ

 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᢇᷣᡰេޔᓳ⥝ߦะߌߡߩᐭߥࠄ߮ߦ㑐ଥ⠪ߩߏዧജߦᢘᗧࠍߒ߹
ߔޕ
 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߦኻߔࠆౝ㑑✚ℂᄢ⤿ߩ⻁ᦠ㧔4  14 ᣣ㧕߇┙ࠆߥ߆ޟ
႐ߩੱߢ߽ోߢᔃߦࠄߒߡⴕߌࠆᒝ࿕ߥၞߠߊࠅࠍㅴࠆߎߣ߇ࠃࠅ߽㊀ⷐߢ
ࠆߣޠᜰ៰ߒߡࠆߎߣߦޔᒝߊᗵߔࠆ߽ߩߢߔੱޟޔߪࠇߘޕ㑆ߩో㓚ⷞߩޠὐ
ߦ┙ߞߚၞߠߊࠅߦઁߥࠄߕ↵ޔߪߦߚߩߘޔᅚหෳ↹ࠍ߰߹߃ߚ╷ߥࠄ߮ߦ⸘
↹ߩ┙᩺߇ᔅⷐਇนᰳߢࠆߣ⠨߃߹ߔޕ
 㒋᷆〝ᄢ㔡ἴਛ㔡ߩⵍኂࠍฃߌߚᅚᕈߚߜߩ⚻㛎߆ࠄޔᓳ⥝ߦะߌߡ߽↵ᅚ
หෳ↹ߩⷞὐ߇㊀ⷐߢࠆߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇߡ߈߹ߒߚߩߎޕᜰ៰ࠍ〯߹߃ޔ2005 ᐕߦ㒐ἴ
ၮᧄ⸘↹ߩୃᱜ߇ⴕࠊࠇޟᅚᕈߩෳ↹↵ᅚᣇߩⷞὐ߇ޠ⸥ߐࠇ߹ߒߚޔߚ߹ޕᤓᐕ
12 ߦ㑑⼏ቯߐࠇߚ╙ਃᰴ↵ᅚหෳ↹ၮᧄ⸘↹ߢߪ ╙ޔ1 4 ಽ㊁ߦޔ
ޟၞޔ㒐ἴⅣ
Ⴚߘߩઁߩಽ㊁ߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ߩផㅴ⸥߇ޠタߐࠇߡ߹ߔޕ࿖㓙⊛ߦ߽ޟޔἴኂߣ
ᅚᕈ߇⺰⼏ߩޠᷓ߹ߞߡ߅ࠅޔᐭߪޔ࿖㓙දജߦ߅ߡߪޟἴኂߣᅚᕈߦޠⓍᭂ⊛ߥᆫ
ࠍ␜ߒߡ߹ߔޕ
ᓳ⥝╷ߦ߅ߡߪᣣᧄోߩ᧪ߩࠆߴ߈ᆫࠍ᭴ᗐߔࠆᔅⷐ߇ࠅ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴ
ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏߇ 5  29 ᣣߦߒߚߩߢ߹ࠇߎޟክ⼏ㆊ⒟ߦ߅ߡߐࠇߚਥߥᗧ㨪ޟᓳ
⥝᭴ᗐ 7 ේೣޟߣޠ5 ߟߩ⺰ὐޠ㨪↢ޟޔߪߢޠᶦᓎ␠ળޟޔޠⅣႺ⺞␠ળޔޠ
ޟᔃో
␠ળߦߊߣޕߔ߹ߡࠇࠄߍ߇ߤߥޠၞߠߊࠅߦ߅ߡߪޟޔᅚᕈ߿㜞㦂⠪ޔ㓚ኂ⠪ߥ
ߤᄙ᭽ߥੱ߇ޘวᗧᒻᚑࡊࡠࠬߦⓍᭂ⊛ߦෳ↹ߔࠆߩ⌀ޟޠෳ↹ဳ␠ળߣ߈ߴߔߑࠍޠ
ߔࠆߥ⏕⊛ޔᗧ߇⸒ߐࠇߡ߹ߔޕ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ᩺㧔ࠊࠁࠆᓳ⥝ၮᧄᴺ᩺㧕ߢߪޔ6  10 ᣣߦⴐ⼏㒮ߢ
นߐࠇߚᴺ᩺߇ⵍޟޔἴၞߩ᳃ᗧะ߇ዅ㊀ߐࠇߡߖࠊޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪╬ࠍ
ߚᄙ᭽ߥ࿖᳃ߩᗧ߇ᤋߐࠇࠆߴ߈ߎߣޔࠍޠၮᧄℂᔨߩ৻ߟߣߒߡ߅ࠅ㧔╙ 2 ᧦
ߩੑ㧕ߩߘޔታലᕈ߇ᒝߊᦼᓙߐࠇ߹ߔޕ
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ἴኂ߆ࠄߩᓳ⥝ߦᒰߚߞߡߪ⚻ޔᷣᓳ⥝ߣหᤨߦ↢ᵴᓳ⥝߇ゞߩਔベߢࠅߚߩߘޔ
ߦ↵ޟᅚหෳ↹ⷞߩޠὐࠍᔀᐩߔࠆߎߣ߇ਇนᰳߢߔߚߒ߁ߎޕ㗴ᗧ⼂߆ࠄޔએਅߩ
ឭ⸒ࠍⴕ߁߽ߩߢߔޕ

1㧚㒐ἴޔἴኂኻᔕޔἴኂ߆ࠄߩᓳ⥝ߦ߅ߌࠆ↵ᅚหෳ↹ⷞὐߩᔀᐩޔߦ߮ࠄߥޔᓳ⥝ળ
⼏㒐ἴળ⼏ߥߤߩᗧᕁቯߩ႐ߦⓍᭂ⊛ߦᅚᕈߩෳ↹ࠍផㅴߔࠆߎߣޕ
2㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩᆔຬࠍჇຬߒ↵ޔᅚหෳ↹ߩⷞὐࠍᜬߞߚᆔຬࠊࠅߣޔ
ߌᅚᕈᆔຬࠍ↪ߔࠆߎߣޕ
㧔ᵈ㧦ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩࡔࡦࡃߪ 15 ฬߢޔᅚᕈߪ㧝ฬޕᓳ⥝ၮᧄᴺ᩺ߦࠃࠇ߫ޔ
ᓟߩᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߪ 25 ฬએౝߢ⚵❱ߔࠆߎߣߣߐࠇߡࠆ㧔╙ 18 ᧦ 3 㗄㧕ޕ
╙ 2 ᰴ↵ᅚหෳ↹ၮᧄ⸘↹㧔p.8㧕ߢߪ␠ޟޔળߩࠄࠁࠆಽ㊁ߦ߅ߡޔ2020 ᐕ
߹ߢߦޔᜰዉ⊛ߦᅚᕈ߇භࠆഀว߇ޔዋߥߊߣ߽ 30%ߦߥࠆࠃ߁ᦼᓙߔࠆߣޠ
ߐࠇߡࠆޕ
㧕
3㧚ᓳ⥝ၮᧄᴺ᩺ߦࠃࠇ߫ޔ
ߌߛࠆ߈ߢޟᣧᦼߦޠౝ㑑ߦޟᓳ⥝ᐡ᧲ޔߒ⟎⸳ࠍޠᣣᧄᄢ㔡
ἴᓳ⥝ኻ╷ᧄㇱኻ╷ᧄㇱᓳ⥝᭴ᗐળ⼏╬ߩᯏ⢻ࠍᒁ߈⛮ߋߣߐࠇߡࠆ㧔24 ᧦㧕ޕ
ᓳ⥝ᐡ߮ߎࠇߦ⟎߆ࠇࠆ⚵❱ߦ߅߽ޔၮᧄℂᔨߢࠆޟᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪╬ࠍ
ߚᄙ᭽ߥ࿖᳃ߩᗧ߇ᤋ↵ޔ߁ࠃࠆࠇߐޠᅚหෳ↹ࠍᔀᐩߔࠆߎߣޕ
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ߐߡޔ㧟ੱߩᣇ߆ࠄ߿߿ޔᄙጘߦࠊߚࠆߏᗧ

ߩᕈ߽ߣߎߚߞ߁ߎޔᄢᄌ㊀ⷐߢߔߩߢޔ

ࠍߚߛߡ߅ࠅ߹ߔޔ߫߃ޕἴኂᓳ⥝ߦේ⊒

߃߫ᓳ⥝ௌ߇ታൻߒߡߊࠆޔᓳ⥝․ߥߤ߇

߆ࠄߩᓳ⥝ࠍߎߣࠍ⸥ߔࠆߎߣߣޔ

ታൻߒߡߊࠆ࠲ࠗࡒࡦࠣߦ߅ߡ߈ߴࠆ߆ߒޔᯏ

߁ߏᗧߢߔޕ㧞ὐ⋡߇ޔᓳ⥝ᓟߩ⾗↥᭴▽ߦᒰ

㑐ߦⷐᦸࠍߒߡߊߎߣ߇ᄢߣᕁ߹ߔޕ

ߚࠅᄦᇚหฬ⟵ߣߔࠆߣ߁ࠠࡖࡦࡍࡦࠍዷ

 ࡄࡀࠬ࠻ߩጊਭ⟤ሶߐࠎ߆ࠄߪߦࠇߛޔะ

㐿ߔࠆߎߣޔ㧟ὐ⋡߇ޔᓳ⥝㑐ଥߩၮ㊄ߩᕈߩ

ߌߡ⊒ାߐࠇߡࠆឭ⸒߆ߣ߁ߏᜰ៰ࠍߚߛ

ฃ㗔⠪ࠍࠄ߆ߦߔࠆߎߣޔၮ㊄ߩഃ⸳ߦᒰߚࠅ

߈߹ߒߚ↵ߊ߆ߦߣޕᅚหෳ↹ߪ㒐ἴᜂᒰߣߩ

ᅚᕈ߇ฃߌ߿ߔࠃ߁ߦ᧦ઙࠍ⠨߃ࠆߎߣߣޔ

ද߇㊀ⷐߢߔߩߢߩߘޔὐ߆ࠄߗ߭ౣឭ⸒ࠍߣ

߁ߏឭ᩺ߢߔޕ

߁ߎߣߢߔ߇ߛ߹ޔឭߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎߩߢޔ

 ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏߇㧡 10 ᣣߦߒߚޟᓳ⥝᭴ᗐ

ᦐᣣએ㒠ߦኻᔕߔࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕឭవߦ

㧣ේೣ╙ޔߪߦޠ㧢ේೣߦේ⊒ߩߎߣ߇߹ࠇߡ

ߪޔᒰὼߦ↵ᅚหෳ↹ᜂᒰᄢ⤿ߪ߹ࠇ߹ߔߌ

߅ࠅޔᣣߩ⾗ᢱ㓸ߦ㍳ߐࠇߡࠆࠃ߁ߦޔታ

ࠇߤ߽✚ߕ߹ޔℂᄢ⤿ޔቭᚱ㐳ቭߡߒߘޔ㒐ἴᜂ

ⴕᆔຬળߪⷐᦸࠍߒߡ߹ߔ㧔
᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ

ᒰޔ࿖ㅢᄢ⤿߿ෘ↢ഭᄢ⤿⚻ޔᷣ↥ᬺᄢ⤿

⥝᭴ᗐળ⼏ߩᓳ⥝㧣ේೣߦ߆ࠎߔࠆⷐᦸޠ
㧕ߩߘޕ

ߥߤߦ߽߈߆ߌߡ↵ߦ⋭ߩߡߴߔޔᅚหෳ↹

㧟ࡍࠫ⋡ࠍߡߚߛ߈߹ߔߣޔේೣ㧢ߣߒߡޔ

ߩⷞὐߩᔀᐩࠍࠕࡇ࡞ߒߡߊߎߣ߇ᄢߛߣ

ޟේ⊒ߩᣧᦼ᧤ࠍ᳞ߟߟޔේ⊒ⵍἴ߳

ᕁ߹ߔޕ

ߩᡰេߣᓳ⥝ߦߪࠃࠅ৻ጀߩ߈⚦߿߆ߥ㈩ᘦࠍ

 ጊߐࠎߩ㧞ὐ⋡ߪޔᴺᓞ᩺㧔
᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ

ߟߊߔޕߔ߹ࠅߣޠታⴕᆔຬળᬺࠣ࡞ࡊߪޔ

⥝ၮᧄᴺ᩺ޠ
㧕ߦޟᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪߁ߣޠ

ߎࠇߪߜࠂߞߣᣇะᕈ߇㆑߁ߩߢߪߥ߆ߣ⼏⺰

ᢥ⸒߇ߞߚߌࠇߤ߽ߪࠅߊߊߩߎޔἴኂᒙ⠪ߦ

ߒ߹ߒߚ⚿ߩߘޕᨐߣߒߡࠦࡔࡦ࠻ߪޟޔේ⊒┙

ㄭߊߊࠅߢ⾥ޔหߒ߆ߨ߹ߔߣ߁෩ߒߏᜰ

ၞߪޔㆊ⇹႐↥ᬺㅌߥߤߩᖱߢේ⊒

៰ߢߔߥ߁ࠃߩߎޔߢࠈߎߣޕᴺ᩺ߦߥߞߚߩߪ

ࠍฃߌࠇߡ߅ࠅޔේ⊒ߦଐሽߒߥၞ⚻ᷣ

㧟ᣣߊࠄ೨ߥࠎߢߔߩߘޕ೨ߪⴐ⼏㒮ߩᆔຬળ

ࠅߣߣ߽ߦޔ㔚ജᶖ⾌ߩ↥ᬺ↢ᵴࠬ࠲ࠗ࡞ߩ

ߦޔᐭឭᴺ᩺ߣ⥄᳃ౄឭᴺ᩺ߩޔੑߟߩᴺ

ォ឵ࠍ⋡ᜰߔߎߣ߇ᦸ߹ࠇࠆޕߔߢߩ߽߁ߣޠ

᩺߇߆߆ߞߡߡߩߘޔੑߟߩᴺᓞ᩺ࠍࠆߣޔ

ᓟޔේ⊒㑐ㅪߩⷐᦸޔឭ⸒ࠍߒߡߊߣ߈ߦ

ߤߜࠄߦ߽ᅚᕈߩߩޠࠂߓޟሼ߽ߡ߈߹ߖࠎޕ

ߪⷞߩߎޔὐࠍߐࠄߦᒝߚⷐᦸࠍߔߎߣߦߥ

ㅢߒߡၞߩ⚷ߩ⛽ᜬᒝൻ߇ᒝ⺞ߐࠇߡߡޔ

ࠆߣᕁ߹ߔޕ

ᐭឭᴺ᩺ߪⵍޟἴၞߩ᳃ߩᗧะ߇ዅ㊀ߐ

 ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߪߩߎޔ㧣ේೣߩᓟޔ㧡 29 ᣣߦ

ࠇࠆߴ߈ߎߣޔ߇ޠၮᧄℂᔨߦߞߡࠆ߇ޟޔᅚ

ޟ㧡ߟߩ⺰ὐࠍޠߒߡ߹ߔߒߩߘޔߦࠄߐޔ

ᕈޔሶߤ߽ޔ㜞㦂⠪ޔ㓚ኂ⠪߁ߣޠᢥ⸒ߪోߊ

ਅㇱᯏ㑐ߩᬌ⸛ㇱળߪ ߢ࠻ࡦࠗࡐࡢࡄޔ30 ᨎ

ߞߡߥ߆ߞߚߩߢߔޕ

એߦࠊߚࠆᢥᦠ߽ߒߡ߹ߔࠆࠍࠄࠇߘޕ

 ࠈࠈߥᴦᖱ߆ࠄޔᐭ߽⥄᳃ౄ߽ߘࠇ

ߣࠡ࡞ࡀࠛޔ╷ߩォ឵߇ߘࠇ߶ߤ⏕ߦᛂߜ

ߙࠇߩᴺ᩺ࠍ᠗࿁ߒߚߢޔታหឭ᩺ߩၮ

ߐࠇߡࠆࠊߌߢߪߥߒ᧲ޔ੩৻ᭂ㓸ਛߩࠃ

ᧄᴺ᩺߇৻ᤓᣣߩᆔຬળߦೋߡߡ߈ߡޔᤓᣣ

߁ߥᣣᧄ⚻ᷣߩࠅᣇߦߟߡޔၞ⥄┙ဳߩ⚻

นߐࠇߚߣ߁ᕆォ⋥ਅߢߔ⊝ޔߢࠇߘޕᎹߐ

ᷣ␠ળߠߊࠅߦォ឵ߒߡߊߣ߁ⷞὐ߽ᒙߣ

ࠎߦ߅㗿ߒߡ᧦ޔᢥࠍᚻߦࠇߡߡߺߚࠄޔ

⠨߃ࠄࠇ߹ߔⷰ߁߁ߘޔߢߎߘޕὐ߆ࠄឭ⸒ࠍ

ޟᅚᕈޔሶߤ߽ޕߚߒ߹ߡߞ߇╬ޠ

߹ߣߡߊᔅⷐߪᄢ߈ߣᕁ߹ߔޕ

⊝Ꮉ ߘߩ▎ᚲࠍ⺒ߺߍ߹ߒࠂ߁╙ޕੑ᧦߇ၮ

 ᄦᇚߩหฬ⟵ߣ߆⾗ޔ㊄ߩᵹࠇߩਛߢฃ㗔⠪

ᧄℂᔨߢߔߌࠇߤ߽ⶄޔᢙߩ㗄⋡߇߇ߞߡ߹
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ߒߡోޔㇱߢߟߩ㗄⋡߇ࠆࠊߌߢߔ߇ߩߘޔ

߹ࠇߚߩߪޔᵴേߩᚑᨐߢࠅ⹏ޔଔߢ߈߹ߔޕ

ਛߩ㧞⇟⋡ߦߩ߅߇⊓႐ߔࠆߩߢߣߞࠂߜޔ

ߚߛޟߩߎޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪╬ߊ߁ߣޠ

ࠁߞߊࠅ⺒ߺߚߣᕁ߹ߔޟޕੑ ࿖ߣᣇ

ߊࠅ߆ߚߪἴኂᒙ⠪ߣ߁ߊߊࠅߥߩߢߔߨ↵ޕ

࿅ߣߩㆡಾߥᓎഀಽᜂ߮⋧ߩㅪ៤දജਗ

ᅚหෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄߪߜࠂߞߣ‛⿷ࠅߥߐࠍᗵ

߮ߦో࿖ฦߩᣇ࿅ߩ⋧ߩㅪ៤දജ߇

ߓ߹ߔޕ

⏕ߐࠇࠆߣߣ߽ߦⵍޔἴၞߩ᳃ߩᗧะ߇ዅ

ޟ㜞㦂␠ળࠍࠃߊߔࠆᅚᕈߩળߩޠᮘญᕺሶߐ

㊀ߐࠇߡߖࠊޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪╬ࠍ

ࠎ߇ޟޔߪࠄ߆ࠇߎޔ⠧േജᤨߩޠઍޔ㜞㦂ᅚᕈ

ߚᄙ᭽ߥ࿖᳃ߩᗧ߇ᤋߐࠇࠆߴ߈ߎߣߩߎޕ

ߪᒙ⠪ߥߩߢߪߥޕߔ߹ࠇࠄ߅ߡߞ⸒ߣޔሶߤ

႐วߦ߅ߡⵍޔἴߦࠃࠅᧄ᧪ᨐߚߔߴ߈ᯏ⢻ࠍ

߽ߣ৻✜ߦᅚᕈ߇ߊߊࠄࠇࠆߩߪޔᅚᕈࠍ╷ߩ

චోߦ⊒ើߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥᣇ࿅߇

ኻ⽎ߣߒߡ⟎ߠߌޔ╷ࠍ┙᩺ߒޔታⴕߔࠆਥ

ࠆߎߣ߳ߩ㈩ᘦ߇ߐࠇࠆߴ߈ߎߣ߇ߩ߁ߣޠޕ

ߣߒߡᅚᕈࠍ⟎ߠߌߡߥߩߢߔޕ
ᦨೋߪࡠߛߞߚߩ߇ޟᅚᕈᦠޔࠇߐ⼂߇ޠ

ၮᧄℂᔨߩ㧞⇟⋡ߦ᧪ߡࠆࠊߌߢߔޕ
 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ․ᆔຬળ߇ⴐෳਔ㒮ߦ⸳ߌ

߈ㄟ߹ࠇߚߩߢߔ߆ࠄ৻╙ߕ߹߇ࠇߎޔᱠߥߩ߆

ࠄࠇߡࠆࠊߌߢߔ߇ߩߎޔᴺ᩺ߪⴐ⼏㒮ߩᆔຬ

߽ߒࠇ߹ߖࠎߪࠇߘޔߒ߆ߒޕ࿖㓙⊛ߥࡌ࡞߆

㐳ឭ᩺ߢߔ▎ߩߎߡߒߘޕᚲߪޔਈ㊁ౄ᩺߇ขࠅ

ࠄ߁ߣޔᣣޔᳰ↰ߐࠎ߇ࠍߐࠇߚࡃࡦࠣ

ਅߍࠄࠇޔᆔຬ㐳ឭ᩺ߩᴺ᩺ߦߥࠆ㓙ߦߞߡ߈

࠺ࠪࡘߩࠤࠬࠃࠅㆃࠇߡࠆߩߢߪߥ߆⊝ޕ

ߚߣ⡞ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ߐࠎ߁ߘޔᕁ߹ߖࠎ߆㧔ᜉᚻ㧕ޕ

ᄢᴛ రߩ⥄᳃ౄ᩺ߦߪޟ᳃ߩᗧะߩዅ㊀ߣޠ

ޟᅚޔሶߤ߽ޔߢߥߒࠍߣߎࠆߊߊߢޠᗧᕁ

ߞߚᢥ⸒ߪߥߊߡޟޔᜂᚻߢࠆ࿖᳃৻ੱ৻

ቯߩ႐ߦ߈ߜࠎߣᅚᕈࠍੱߩੱ৻ޔ㑆ߣߒߡޔ

ੱߩ✚ജ߁ߣޠᢥ⸒߇ߞߡ߹ߔޕᐭឭ

ᄢੱߣߒߡෳടߐߖࠆߴ߈ߢߔޕᓳ⥝᭴ᗐળ⼏߽

ᴺ᩺ߦߪⵍޟޔἴၞߩ᳃ߩᗧะ߇ዅ㊀ߐࠇࠆ

15 ੱߩ 30㧑ߢࠆ㧡ੱࠍᅚᕈᆔຬߦߒߡ߽

ߴ߈ߎߣ߁ߣޠᢥ⸒߇ߞߡߡߩߎޔੑᴺ᩺

ߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕᗧᕁቯߩ႐ߦᅚᕈ߇

ࠍដߌวࠊߖߡߤ߁߁߽ߩ߇ߡߊࠆߛࠈ߁ߣ

ߡ߆ߥߌࠇ߫ߌߥޔ㓚ኂ⠪߽ߘ߁ߢߔޕ

ᕁߞߡߚࠄߡߖࠊޟޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪

ᄢᴛ ἴኂᒙ⠪ߩߊߊࠅߢߪࠅ߹ߔ߇ޔ㈩ᘦߐ

╬ࠍߚᄙ᭽ߥ࿖᳃ߩᗧ߇ᤋߐࠇࠆߴ߈ߎ

ࠇࠆߴ߈ኻ⽎ߢߪߥߊߡޔᗧ߇ᤋߐࠇࠆߴ߈

ߣ߁ߣޠᢥ⸒߇ࠅ߹ߒߚޕ᳓㕙ਅߢߤߥߚ߇

ߣ߁ᢥ⣂ߢߞߡࠆߩߪ⹏ߟ৻߁߽ޔଔߢ߈

ߤ߁߁߰߁ߦߚߩ߆⍮ࠅ߹ߖࠎ߇ޔరߩੑ

ࠆὐߣᕁ߹ߔޕ

ᴺ᩺ࠍដߌวࠊߖߚ߽ߩࠃࠅߪߩ߽ࠅߥ߆ޔ

٤ ߩᒙ⠪ߩߊߊࠅߣ߁ߩߪޔ㕖Ᏹߦᄢߥ

߇ߡ߈ߚޕ

ⷞὐߢߔ↵ߣ߽ߣ߽ޕᕈޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㜞㦂⠪ޔ

 ᄢߥߩߪⷞߩߘߦࠄߐޔὐࠍᔀᐩߔࠆߎߣߢޔ

㓚ኂ⠪ߣ߁ࠞ࠹ࠧ߇৻✜ߊߚߦߥߞߡࠆ

ߎࠇߪෳ⼏㒮ߢߩክ⼏ߦ߆߆ߞߡ߹ߔ߇ߚߒޕ

ߎߣ⥄߇㑆㆑ߞߡࠆߣᕁ߹ߔ↵ޟߪ᧪ᧄޕ

ߞߡ⾰ࠃޔ߇ߡࠃ╵ᑯ߇ࠆߎߣ߇ቯ

ᕈᅚᕈޔሶߤ߽㜞㦂⠪ޔ㓚ኂ⠪߁߰߁ߣޠ

⊛ߦ㊀ⷐߢߔߣޕ㧝ㅳ㑆ߒ߆ߥߩߢ⼏ޔຬߐ

ߦਃߟ㆑߁ࠞ࠹ࠧ߇ࠆߎߣࠍ⏕ߦߔߴ߈

ࠎ߇⾰ࠍߒ߿ߔࠃ߁ߥⷐᦸᦠࠍߟߊࠆߎߣࠍ

ߢߔߒޔᒙ⠪ߢࠆߣ߁ࠃࠅ߽ߩࠇߙࠇߘޟޔ

ᔃ߇ߌߚ߁ߣޔᖱ߇ߏߑ߹ߔޕ

ੱᮭߣࠄ߆ࠇߘޔᱜߥኻᔕࠍ߇߁߶ߚߒߣޠਗ

ၴᧄ ߹ޔᄢᴛߐࠎ߇ᜰ៰ߐࠇߚޟᅚᕈޔሶߤ

ߢޔᒙ⠪ߦኻߔࠆߣ߁࠾ࡘࠕࡦࠬ߇ࠃߊߥ

߽ޔ㓚ኂ⠪╬ࠍߚᄙ᭽ߥ࿖᳃ߩᗧ߇ᤋߐ

ࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߒߚޕ

ࠇࠆߴ߈ߎߣ᧦ߩߣޠᢥ߇ᓳ⥝ၮᧄᴺ᩺ߦᦠ߈ㄟ

ᄢᴛ ߘߩߩᲑ⪭ߢޔᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩޟᓳ⥝᭴
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ᗐ㧣ේೣޟߣޠ㧡ߟߩ⺰ὐ⸒ߦޠߒߡ߹ߔޕ

߁ᣣᧄ⺆ࠍࠇߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹

㧡ߟߩ⺰ὐߩਛߢߪ↢ޔᶦᓎ␠ળޔⅣႺ⺞␠

ߔޕ

ળޔᔃో␠ળߥߤ߇㧞ޔ㧟ࠞᚲߡ߈߹ߔޕ

ᄢᴛ ᄖ࿖りߩᣇߣ߆ᄖ࿖☋ߩᣇߪࠆޔᖱ

ߣߎࠈ߇↵ޔᅚหෳ↹ࠄߒ߽ߩ߇ߡߊࠆߩ

ႎᒙ⠪ߣ߁⸒⪲ࠍ߃ߡߞߡߒ߹߹ߔ߇ޔ

ߪၞߠߊࠅߩ࡚ࠢࠪࡦߛߌߢߔޕᅚᕈ߿㜞㦂

ߘࠇࠄߦ߆ࠎߒߡߪᣣᧄቇⴚળ⼏ߩ╙ᰴ✕ᕆឭ

⠪ޔ㓚ኂ⠪ߥߤᄙ᭽ߥੱ߇ޘวᗧࡊࡠࠬߦⓍᭂ

⸒ߥߤߦ߽ࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩ㧣ේ

⊛ߦෳ↹ߔࠆߩ⌀ޟෳ↹ဳ␠ળߛߊ߁ߣޔࠍޠ

ೣߢߪޔ࿖᳃ߩ⚿᧤ߣ߆ᣣᧄੱߣ߁ߩ߇ᒝߊ೨

ࠅߢߔోޕߦ߆߆ࠊࠆᓳ⥝᭴ᗐߢߪ↵ᅚหෳ

㕙ߦߡࠆߩߢⵍޔߪߡߒߚߦࠇߘޔἴ⠪ߪ

↹␠ળߪขࠅߍࠄࠇߡߥߩߢ߽ࠇߘޔ㗴

ᣣᧄੱߛߌߢߪࠅ߹ߖࠎߣ߁ὐࠍࠇߡ߅ࠅ

ߢߔޔߢߎߘޕ
ߩ⌀ޟෳ↹ဳోޔߢߣߎ߁ߣޠ

߹ߔޕ

ߦ߆߱ࠆ␠ળࡆ࡚ࠫࡦߣߒߡ↵ᅚหෳ↹ࠍ⟎

 ࿖ߩᴺᓞߩ႐วߦޟޔ࿖᳃ࠄ߆ࠆߡᦠߣޠ

ߠߌߡ߶ߒߣⷐᦸߒߚߢߔޕ

ߣߞߡޔᣣᧄ࿖☋⠪ߦ㒢ࠆࠊߌߢߪߥߣ߁

٤ ߩ▎ᚲߢߔ߇ޔ㧟⠪ࠍᒙ⠪ߣߒߡߍߚߣ

ߎߣ߽ࠅ߹ߔ߇ߩߘޔὐ߇ᔓࠇࠄࠇߥࠃ߁ߦ

߽⺒ࠆߌࠇߤ߽ޟޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪╬ࠍ

ߣ߁ᔨߒߪᔅⷐߣᕁ߹ߔޕ

ߚᄙ᭽ߥ࿖᳃ߩᗧ߇ᤋߐࠇࠆߴ߈ߣޠ

ၴᧄ ߎߎߩߣߎࠈߦ৻✜ߦᦠߊ߆ޔߦ㗄ࠍ┙

߁ߎߣߪޔᤋߐࠇߡߥߎߣࠍߚੱߩߎޔ

ߡࠆ߆ߣ߁ߎߣߛࠈ߁ߣᕁ߹ߔޕ

ߜߪߚߣ߁߰߁ߦ߽⺒ࠆࠎߓ߾ߥߢߒ

ᄢᴛ ᗧࠍߐࠄߦߚߛ߈߹ߒߚޕ࿖㓙⊛ߥ✕

ࠂ߁߆㧔╉㧕
ޕ

ᕆᤨߩᡰេߦ߅ߌࠆၮḰߢࠆ࠲ࠬࠕࠖࡈࠬޟ

 ⑳ߪޔᰴߩࡍࠫߩ╙㧝Ბ⪭߇ߜࠂߞߣ⚊ᓧ߇

ࡦ࠳࠼ߦޠḰߕࠆߴ߈ߣࠇߡ߶ߒߣࠇߎޕ

߆ߥࠎߢߔޟޕἴኂ߆ࠄߩᓳ⥝ߦᒰߚߞߡߪޔ

ߪޔਛᄩ㒐ἴળ⼏߿ฦ⚖ߩ㒐ἴળ⼏ߩ㒐ἴේೣߥ

⚻ᷣᓳ⥝ߣหᤨߦ↢ᵴᓳ⥝߇ゞߩਔベߢࠅߘޔ

ߤߩࡌ࡞ߦⷐᦸߔࠆߩ߇ലᨐ⊛ߥࠎߢߒࠂ߁߆ޕ

ߩߚߦߺ⺒ޔߣࠆ߇ߥߟߣޠᣇߣߒߡߪߘޟޔ

ࠍޠ࠼࠳ࡦ࠲ࠬࠕࠖࡈࠬޟ⏕ߦℂ⸃ߥߐߞ

ߩߚ↢ߪߩ߁ߣޠߩߘޟߩޠᵴᓳ⥝ߩ߶߁ߛ

ߡߥᣇ߇ޔળ႐ౝߦࠄߞߒ߾ࠆ߆߽ߒࠇ߹

ߌߦ߆߆ߞߡߒ߹߁ࠃ߁ߦ⺒߹ߔޔߣࠆߔ߁ߘޕ

ߖࠎ⾰ޕ⠪߆ߤߥߚ߆࠳ࡦ࠲ࠬࠕࠖࡈࠬޟޔ

⚻ᷣᓳ⥝ߪ↵ߦ߿ࠄߖߡࠇߐ㉼⸃ߦ߁߰߁ߣޔ

࠼ޕ߆ࠎߖ߹ߌߛߚߡߒ⺑⸃ߡߟߦޠ

ߥߢߒࠂ߁߆⚻ޔߪࠇߎޕᷣᓳ⥝ߢࠇ↢ޔᵴ

٤ ࿖㓙⊛ߥⵍἴ⠪ᡰេⵍޔἴ⠪⼔ߩߚߩࠬ

ᓳ⥝ߢࠇ↵ޔᅚหෳ↹߇ᔅⷐߛߣ߁߰߁ߦ

࠲ࡦ࠳࠼߇ޔ࿖ㅪߩߐ߹ߑ߹ߥࠛࠫࠚࡦࠪ

⺒ࠆࠃ߁ߦߥࠣࡦࠫࡈߦ߁ࠃߥ߇⸃⺋ޔ

߇ነߖ㓸߹ߞߚߣߎࠈߢ⏕┙ߐࠇߡ߅ࠅ߹ߒߡޔ

ߐߞߚ߶߁߇ࠃߩߢߪߥ߆ߣᕁ߹ߔޕ

࿖ㅪߩࡎࡓࡍࠫߦ߽ߡ߅ࠅ߹ߔࡅࠍࠇߘޕ

ᄢᴛ ⚿ዪߪ᧲੩৻ᭂ㓸ਛဳߢᄢേ⣂㊀ⷞޔᲫ⚦

ࡘࡑࡦࠗ࠷࠽࠙ߩ߶߁ߢ⸶ߒߡࡎࡓࡍ

ⴊ▤߿㕒⣂♽ߪᓟ࿁ߒ⚻ߥ߁ࠃ߁ߣޔᷣᓳ⥝ߢ

ࠫߦ߽タߖߡ߅ࠅ߹ߔޕၮᧄ⊛ߦߪޔ㘩ߣ߆ޔ

ߪ࿎ࠆޕᱷᔨߥ߇ࠄ߶ߩߜߞߘ߫ߌ߅ߡߞ߁߶ޔ

ἴኂߩᢇഥ߆ࠄᆎ߹ࠅ߹ߒߡޔᓳᣥᓳ⥝ߩㆊ⒟

߁ߦⴕ߈߆ߨߥਛߢ↢ޔᵴᓳ⥝ࠍᒝ⺞ߒߡࠆ

ߢ߈ߜࠎߣߒߚ␠ળ⊛ߥᮭ߇㓚ߐࠇࠆߎߣޕ

ߣ߁࠻࠶ࠢߢߪࠅ߹ߔ߁ࠃߥ߇⸃⺋ޕ

ߘࠇ߆ࠄޔవ߶ߤ߆ࠄᛶ᛫߇ࠆߣ߁߽ࠅ

ߦߏߪࠈߎߣߩߎߘޔᗧࠍ㗂ᚬߒߚߣᕁ߹

߹ߒߚ߇ޔἴኂᒙ⠪ߣ⸒ࠊࠇࠆࠃ߁ߥᣇ․ޔߩޘ

ߔޕߔ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޕ

ߦἴኂߦࠃߞߡᦨ߽ᓇ㗀ࠍฃߌ߿ߔ┙႐ߩᣇޘ

٤ ⸒⪲߇ㅢߓߥߣ߆ᖱႎ߇ㅢߓߥߣ߁ߎ

ߦ߆ࠎߔࠆ⼔․ޔߥ㈩ᘦࠍⴕ߁ߎߣ߽ߚ

ߣ߇ޔᄙߣࠆޘᕁ߹ߔߩߢޟޔᄖ࿖ੱߣޠ

ࠟࠗ࠼ࠗࡦ߇ߢ߈߇ߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
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 ߘࠇߦᓥ߹ߒߡޔฦಽ㊁߫߃ޔᅚᕈߢࠇ

ᅚᕈ߇ജࠍฃߌߥ㈩ᘦࠍឭ⸒ߦ⋓ࠅㄟࠎߢ

߫ᕈജ߆ࠄ⼔ߔࠆߚߩࠬ࠲ࡦ࠳࠼ޔሶߤ

ߚߛߌߚࠄߣᕁ߹ߔޕߣޠ

߽ߦ߆ࠎߒߡ߹ߔߣޔሶߤ߽߇ⷫ߆ࠄᒁ߈㔌

 ᓳ⥝㧣ේೣߦߚߔࠆᗧߩਛߦߪߩߎޔὐ߇

ߐࠇߚࠅࠍⷫޔᄬߞߡߒ߹ߞߚሶߤ߽ߦ߆ࠎߔࠆ

ߞߡ߹ߔޕၮᧄᴺ᩺ߢ߽ߒ߽ޔၮᧄℂᔨߦ․

ࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߣߞߚ߽ߩ߽ޔᵷ↢ߒߡߢ߈ߡ߅

╩ߒߡࠆߩ߇ၞ␠ળߩ⚷ߩ⛽ᜬ߮ᒝൻߛߌ

ࠅ߹ߔޕ

ߢߞߚࠄߪࠇߎޔᒰὼឭ⸒ߦߚߪߕߢߔޕ

 ߘࠇ߆ࠄߩߘޔ೨ឭߣߥࠅ߹ߔ߇ޔේ⊒߽

߹ࠅᛕ್⊛ߥⷐᦸࠃࠅߪ߽ࠇߘޔᄢߛ߇ߎߞ

ߡⵍޔἴߐࠇߡㆱ㔍ߐࠇߚᣇߪޘ࿖ౝㆱ㔍᳃

ߜߪ߽ߞߣᄢߣ߁⸒ᣇߩ߶߁߇ޔㅢࠅ߿ߔ

ߦᒰߔࠆޕ࿖ㅪߢ߹ߔߣ㧵㧰㧼ߦᒰߔࠆ

߆ߥߣ߁ᗵߓߢᦠ߈߆߃ߡࠆߣߎࠈߢߔޕ

ߩߢޔ㧵㧰㧼ߣߒߡߩ⼔ࠍฃߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ

ߒ߆ߒߏޔᜰ៰ߪᄢᄌߏ߽ߞߣ߽ߛߣᕁ߹ߔޕ

ߣ߁ߎߣߢߔޕ1998 ᐕߦ࿖ㅪߩਛߢ㧵㧰㧼

 ߜߥߺߦᤨޔὐߩၮᧄᴺ᩺ߢߪ⥄ޔ᳃ౄ᩺ߣ

ේೣ㧔࿖ౝㆱ㔍᳃ේೣ㧕߇ߢ߈ߡ߅ࠅ߹ߒߡߘޔ

Ყߴࠇ߫ޔၞ␠ળߩ⚷ߩ⛽ᜬᒝൻߣ߁⟎ߠ

ߩਛߢޔ࿖ౝㆱ㔍᳃ߪޔㆱ㔍ࠍߒߡࠆߎߣࠍℂ

ߌߪ৻Ბਅ߇ߞߡ߹ߔ⥄ޕ᳃ౄ᩺ߢߔߣၮᧄℂ

↱ߣߒߡ࿖㓙ੱᮭ⼔ޔ࿖ౝᴺߩࠄࠁࠆᮭ

ᔨߩ㧝㗄ߛߞߚࠎߢߔ߇ߩߘޔߪޔਛߩ৻ߟߩ

ߩⴕߦ߅ߡᏅߐࠇߡߪߥࠄߥߣ߁ߎߣ

㗄ߩߐࠄߦਅߩᨑ㗄⋡ߦߥߞߡ߹ߒߡߩߘޔㄝ

߇╙ޔ㧝ේೣߣߒߡឝߍࠄࠇߡ߅ࠅ߹ߔ߽ߩߘޕ

߽㈩ᘦ߇ߚߩ߆ߥߣᗵߓࠆߣߎࠈߢߔޕ

ߣߢޔ࿖㓙ᴺޔ࿖ౝᴺߩੱᮭߦ㑐ߔࠆ㓚߇ޔ

٤ ᣣߪޔታⴕᆔຬળߩ⊝ߐࠎߩ࠻ࠬࡀࡄޔ

㧵㧰㧼ߣ⸒ࠊࠇࠆㆱ㔍᳃ߩᣇߦޘታߐࠇߥߌࠇ

⊝ߐࠎⵍޔἴ߆ࠄ㚟ߌߟߌߡߊߛߐߞߚ⊝ߐࠎޔ

߫ߥࠄߥߎߣ߇ޔ⏕ߦ␜ߐࠇߚࠬ࠲ࡦ࠳࠼

ᧄᒰߦࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚ⧰ߏޕഭߐ߹ߢ

ߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߘޕ㧵㧰㧼ේೣ߇೨ឭߣߥߞ

ߔޕ

ߡޔ࿖㓙⊛ߥࠬ࠲ࡦ࠳࠼߇߆ߥࠅߚߊߐࠎߩᢥ

 ⑳߽ࡎࡢࠗ࠻ࡏࡦࠠࡖࡦࡍࡦߣߞߡޔ㧸

ᦠߢߟߊࠄࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ

㧳㧮㨀ࠖ࠹ࡁࠗࡑ࡞ࠕࡘࠪࠢࠅ߹ߟޔ㧔ᕈ

 ߜߥߺߦޔ㧢 22 ᣣߦߩߎޔ㑐ଥߩ࿖ㅪߩᣇ

⊛ዋᢙ⠪㧕ߩ⥄Ვ㒐ᱛࠠࡖࡦࡍࡦࠍ⧯ޔᒰ

߇᧪ᣣߐࠇ߹ߒߡߦ࠼࠳ࡦ࠲ࠬࠕࠖࡈࠬޔ㑐

⠪ߣ৻✜ߦ߿ߞߡ߹ߔߊ߆ߞߖޕၮᧄᴺ᩺ߩਛ

ߔࠆ࠻࠾ࡦࠣࡒ࠽ࠍ㐿ߔࠆߎߣߦߥߞ

ߦ߽ᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㓚ኂ⠪ޔᄖ࿖☋╬ߣ߁ߩ߇

ߡ߅ࠅ߹ߔޕᒰ࿅ߩࡎࡓࡍࠫߣ߆ࠄߜߎޔ

ࠅߟߟࠆߩߢࠖ࠹ࡁࠗࡑ࡞ࠕࡘࠪࠢޔ

ߩታⴕᆔຬળߦᖱႎឭଏߐߖߡߚߛ߈߹ߔߩߢޔ

ߩⷞὐ߽ࠇߡߚߛ߈ߚᦠࠍߣߎߥࠎࠈޕ

߽ߒߒߊീᒝߐࠇߚᣇߪ 22 ᣣߩࡒ࠽ߦ

ߡߊߣ㓙㒢߇ߥߊߥࠆߩߢ߫߃ޔᅚᕈޔሶ

ߏෳടߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ

ߤ߽ޔ㓚ኂ⠪ޔᄖ࿖☋ޔᄖ࿖ੱߣหᤨߦ␠ޟળ⊛

ᄢᴛ ߒ߆ࠆߴ߈ߏឭ⸒߽ߒߡߚߛߌࠇ߫ߣ

ዋᢙ⠪ࠈ߽ࠈ߽ઁߩߘޔ߫ࠇߊߊߦ߁߰߁ߣޠ

ᕁ߹ߔޕ

りߣ߆ోㇱࠇࠆߎߣ߽น⢻ߛߣᕁ߁ࠎߢߔ

 ߽߁৻ߟߏᗧࠍߚߛߡ߹ߔޕ
࠾ࡘࡒࠦޟ

ߨޕᐲߩ᩺߇৻ੱ߭ߣࠅߩ࠾࠭ࠍ㊀ⷞߒߡ

࠹ࠖ߿ኅᣖߩ⚷߇ᒝ⺞ߐࠇࠆ㘑ầ߇ἴኂᓟߦ㜞

ࠆߣ߁ߥࠄ߫ࠍࠇߘޔฃߌࠆᒻߢߘߩㄝࠍࠇ

߹ߞߡ߈ߡࠆࠃ߁ߦᗵߓ߹ߔߚߒ߁ߘޕਛߢᕷ

ߡ߇ࠇߘޔἴኂᒙ⠪ߣ߁ߊߊࠅߛߣ⸃㉼ߐࠇߡ

⧰ߒߐࠍⷡ߃ߥ߇ࠄߥ߆ߥ߆⸒ߒߦߊᅚᕈ

߽ߪ⑳ޔ᭴ࠊߥߣᕁ߹ߔࠅࠃޕᄙߊߩᡰេࠍ

ߚߜ߽߹ߔߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕ㊀ⷐᕈ߿ኅᣖߩ

ᔅⷐߣߔࠆੱߣ߆ޔቅ┙ߒ߇ߜߥੱߣ߁ߎߣࠍ

ᄢಾߐࠍุቯߔࠆ߽ߩߢߪࠅ߹ߖࠎ߇ޔᓳ⥝ߩ

߹ߖࠇ߫ߩߢ߁߁ߘޔᗧߢޔዋᢙ⠪ߣ

ࡊࡠࠬߢㆊᐲߦߘࠇ߇ᒝ⺞ߐࠇߡߞࠃߦࠇߘޔ

߁ⷞὐࠍࠇߡߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ
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ၴᧄ ߥ߆ߥ߆ᐭ᩺ߦߘ߁߁߰߁ߦᦠ߆ࠇࠆ

⊝Ꮉ ⥄┙ᡰេ㊄ߩߎߣߪޔᏪਥߢߥ߆ߞߚᣇ

ߎߣߪ㔍ߒ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽ޔዋߥߊߣ

߇ฃߌขࠇߥ߆ߞߚߎߣߦߟߡ⸷⸩߇ߎࠅޔ

߽⑳⥄りߪߚ߹ޔߢߜߚ߆ߥࠎࠈޔᗧߢ␠ޔ

ൎߞߡ߹ߔߡߒߘޕ᳃ਥౄߩሶߤ߽↵ᅚ⺞ᩏ

ળ⊛ዋᢙ⠪߇߅ࠄࠇࠆߩߢޔචಽߦ㈩ᘦߒߡ߈

ળ߇ߒߚⷐᦸᦠߩਛߦߪᏪਥ㗴ߪߞߡ

ߚߣ⠨߃ߡ߹ߔޕ

ࠆߣ߁߅ߢߔޕ

⊝Ꮉ ߩޠ╬ޟਛߦ߇߹ࠇࠆߩ߆ߣ߁ߎߣ

ጊ ⥄┙ᡰេ㊄߇ߥߗ㗴ߦߥߞߚ߆ߣ߁ߣޔ

߇ࠈ߁߆ߣᕁ߹ߔ߇ࠇߎ߫߃ޕᢥ┨ߦࠄ

ⵍἴ⠪↢ᵴౣᑪᡰេᴺߣ߁ߩߪ 1998 ᐕޔ㒋

ߥ߆ߞߚߣߒߡ߽ߩ⇼⾰ޔਛߢ╵ᑯߢᒁ߈ߔߣ

᷆〝ᄢ㔡ἴ߆ࠄ㧟ᐕᓟߦߢ߈ߚᴺᓞߢߔޕ㧟

߁ߎߣ߇߿ࠅᣇߣߒߡߪࠅᓧࠆࠊߌߢߒߡޔ

ᐕ೨ߦ㆚ㆡ↪ߐࠇߥ߆ߞߚߚߦޔᏪ᭴ᚑ߇

ߘ߁߁ߎߣࠍ߆Ꮏᄦߢ߈ࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ

ᄌࠊߞߡߚߎߣߢ㗴߇ࠄ߆ߦߥࠅ߹ߒߚޕ

٤ ᣣߩ߅ߢ߽ᄢࠊ߆ࠅ߹ߒߚߌࠇߤ߽ޔ

 ߣᓳ⥝ၮ㊄ߢߔߌࠇߤ߽ޔᣂẟ⋵ߩ߆ߚߪᓳ

ⵍἴߦߪ↥ޔᬺㇱ㐷ߣߒߡߪޔㄘᬺޔ᳓↥ᬺ߇

⥝ၮ㊄ߢࠈࠈߥߎߣࠍߐࠇߡࠆߩߢߒ߽ޔ

ࠅ߹ߔ߫߃ޕදห⚵วߦട⋖ߒߡࠄߞߒ߾

ౕ⊛ߥߏᗧ߇ࠇ߫߅㗿ߒߚߢߔޕ

ߞߡ߽ޔၮᧄ⊛ߦߪߎࠇࠄߩㇱ㐷ߪኅᬺߢߔ߆ࠄޔ

٤ ⑳ߪᓳ⥝ၮ㊄ߩℂࠍߒߡ߅ࠅ߹ߔߣߩߘޕ

ఘߘߩઁ߇ߎࠆߣ߈ߦޔవ߶ߤ߽ࡊࡦ࠹

߈ߦᔃ߇ߌ߹ߒߚߎߣߪ⊝ޔ᭽ߏሽߓߩࠃ߁ߦޔ

࡚ࠪࡦߦࠅ߹ߒߚ߇ޔᏪਥߦߚߒߡޔ

ἴኂߩߣ߈ߦᐭߥࠅ⋵ߥࠅᏒ↸߆ࠄߤ߁߁

ࠆߪᏪනߢⴕࠊࠇ߹ߔޕ

߅㊄߇ࠆ߆ߪޔᴺᓞߢࠄࠇߡ߹ߔ߇ߘޔ

 ߣߎࠈߢޔᣣߪᅚᕈߩᬺߣ߁߇ߡ߈

ߩߔ߈㑆ࠍၒࠆߚߦᓳ⥝ၮ㊄߇┙ߜ߇ࠅ߹

߹ߒߚ߇ޔᬺߦߪ߅㊄߇ⷐࠅ߹ߔ╵ޔߢࠇߘޕ

ߔޔߦ߈ߣߩߘޕᅚᕈߦߚߒߡߤ߁߆ߣ߁ߎ

ᑯߢᒁ߈ߖࠆน⢻ᕈ߇ࠆߣߎࠈࠍ⠨߃ߡ߹

ߣࠍᅚᕈߩℂߢࠆ⑳߇ᔃ߇ߌߡ߹ߒߚޕ

ߒߚ߇ߩߎޔឭ⸒ߩᓳ⥝╷ߦ߅ߡߪᣣᧄో

 ৻ߟߪޔਛᄢ㔡ἴߩߣ߈ߦޔᲣሶኦᇚߩᣇ

ߩ᧪ࠆߴ߈ᆫߩ৻⇟ᦨᓟߩߣߎࠈߦ⌀ޟޔᐔ

߽ⵍኂࠍฃߌߡޔࠅߚࠇߐߊߥࠍߜ߁߅ޔㇱደࠍ

╬ߥෳ↹ဳ␠ળ߫߃ޔߣࠆߔߣޠᅚᕈߩᬺߥ

୫ࠅ߆߃ߚࠅߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߈ߦޔ㌁ⴕ߆

ߤࠍ⠨߃ߚ႐วߦޔㄘኅߩኅᣖ⚻༡දቯߩࠃ߁ߥ

ࠄⲢ⾗ࠍฃߌࠆޔߦ߈ߣߩߘޕᓳ⥝ၮ㊄ߩ߶߁߆

ࠄ߆ߩၮḰࠍ߽ߣߦޔఘߩ৻ቯㇱಽߪዋߥߊ

ࠄᲣሶኦᇚߦ㒢ߞߡᕷࠍߡࠎߒߡߐߒߍ

ߣ߽ੱනߢߖߥߩ߆ߣ߁ⷰὐޕ⒢␠ޔ

ࠆߣ߁ࠃ߁ߥߎߣߦ․ൻߒߡ߅㗿ߒߡࠇߘޔ

ળ㓚ߘߩઁߪੱනߢߣ߁߽ࠅ߹ߔߩ

߇ㅢࠅ߹ߒߚޕ

ߢ߁߁ߎޔ⠨߃߇ߏ⾥หߚߛߌߡߦ߆ߎߤޔ

 ߘࠇ߆ࠄ㧡ᐕ⸥ᔨߩߣ߈ߦޔ㐳ጟᏒߩᅚᕈ

ࠇࠄࠇߚࠄ߁ࠇߒߥߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ࡦ࠲ߩ⊓㍳࿅ߩᅚᕈߚߜߩࠣ࡞ࡊ߇ࠎߎޔ

ၴᧄ ጊߐࠎ߽ߤߎ߆ߦᦠߡࠄߒߚߣᕁ

ߥߦᄢᄌߥᕁࠍߒߚߣ߁ߎߣࠍ◲නߦ߹ߣ

߁ߩߢߔߌࠇߤ߽ޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴߩߣ߈߽

ߡߚࠎߢߔߨޕ㧡ᐕ⸥ᔨߩࠗࡌࡦ࠻ߣߒߡޔ

ఘߢหߓ㗴߇߈ߡ߹ߔߨޕ

ᓳ⥝ၮ㊄ߩ߅㊄ࠍߞߡࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍߒߡߘޔ

ጊ ⥄┙ᡰេ㊄ߢߔߨޕ

ߩ⸥㍳ࠍᱷߒߡߎ߁ߣޕᅚᕈߩߚߦߣ߁ߎ

ၴᧄ Ꮺਥߦߒ߆ఘ߇ߥߩߪ߹ࠅߦਇ

ߣߢᓳ⥝ၮ㊄߆ࠄ߅㊄ࠍߒߡߚߛ߈߹ߒߚޕ

᧦ℂߢߔޕᄢᴛߐࠎߩߏኾ㐷ߢޔ᳃ᴺᡷᱜߦ߹ߢ

 ⵍἴߐࠇߚᣇ⟵ޔߪޘេ㊄ߣߪߦޔᓳ⥝ၮ㊄

߱㗴ߢߔ߇ޔἴኂᤨߦఘࠍᐔߦฃߌขࠇ

ߣ߁⊛ߥ߅㊄ߢഥߌࠄࠇߚߣ߁⚻㛎߇ࠅ

ߥ⁁ᴫߪߞߡߪߥࠄߥߣޔᕁߞߡ߹ߔޕ

߹ߔޕ

ᄢ㗴ߢߔޕ

ᄢᴛ ߛࠎߛࠎߏᗧ߇⚕ߢߡ߈߹ߒߚ߇ޔᱷ
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ᔨߥ߇ࠄᤨ㑆߇᧪߹ߒߚߏޕᗧߩߥ߆ߦޔἴኂ

Τ㧙㧡 㐽ળߩㄉ

ᓟߔߋߦ߃ࠆࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍࠅߚߣߒߡޔឭ



᩺ߊߛߐߞߡࠆ߽ߩ߽ࠅ߹ߔ߆ߒޔߪࠇߎޕ

⊝Ꮉ ߤ߁߽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚᦨޕᓟߦޔ

ࠆߴ߈ተవߦߐࠇࠆߥࠅߏߦߜߚ⑳ߚ߹ޔㅪ⛊

㐽ળߩㄉߣ߁ߎߣߢޔㄞߺࠃሶవ↢ߦ߅⸒⪲

ࠍߚߛߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ

ࠍߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

⊝Ꮉ ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߣߒߡޟᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄߩ㒐ἴ



ኻ╷ߩࠬࠬࡔࠍ࠻࠶ࡈ߁ߣޠᄢಽ⋵߇

ㄞߺࠃሶ

ߞߡ߹ߔ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޕߦࠅ߹ߔ

 ㊀ⷐߥ⼏⺰߇߹ߛ⛯

㧔http://www.pref.oita.jp/soshiki/13100/jyosei-bousai.ht

ߡ߅ࠅ߹ߒߚߩߢߎߎޔ

ml㧕ޕ

ߢ㐽ળߐߖߡߚߛߊߩ

ၴᧄ ߽߁ᣢߦታⴕᆔຬળߦߞߡ߅ࠄࠇࠆᣇ

ߪ㕖Ᏹߦᱷᔨߢߏߑ߹

ߪߩߢߔ߇ߥߢ߁ߘޔᣇߪ ML ߢᖱႎ߇ᵹ

ߔߌࠇߤ߽ᤨޔ㑆ߢߔߩ

ࠇߡ߈߹ߖࠎޕᓟޟޔἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚห

ߢߏ⸒৻ޔᜦߐߖߡ

ෳ↹ߦޠ㑐ߔࠆᖱႎ߇᰼ߒߣ߁ᣇߪޔታⴕᆔ

ߚߛ߈߹ߔޕ

ຬળߦ↳ߒㄟࠎߢߚߛߊߣ߆ߣᕁ߹ߔޕ

 ⑳⥄りߪᣣᧄቇⴚળ⼏ߦ߽㑐ଥߒߡ߅ࠅ߹ߔߒޔ

⊝᭽ߏෳടߚߛ߈ޕߚߒ߹ߑߏ߁ߣ߇ࠅޔ

࿅߿ᓟេ࿅ߦ߽㑐ଥߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢޔ

వ߶ߤޟޔၴᧄߐࠎޔේߐࠎߪߎࠇ߆ࠄ߇৻⇟ᔔ

ߎߩ႐ࠍ߅߆ࠅߚߒ߹ߒߡᧄޔᣣߏෳടߩ⊝᭽ޔ

ߒߊߥࠆޠ
ߣ߁ߏ⊒⸒߇ࠅ߹ߒߚޕ
ᣣߩ
ޟ
ޟἴ

߹ߚߏႎ๔ߩᣇోޔޘ࿖߆ࠄ㚟ߌߟߌߡߊߛߐ

ኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ޠ6.11 ࠪࡦࡐⷐߩࠄ߆ޠ

߹ߒߚᣇߦޘᔃࠃࠅ߅␞ࠍ↳ߒߍߚߣᕁ߹

ᦸᦠࠍ✚⩲ޔℂࠍߪߓ㑐ଥ㑑ޔᐭߩᜂᒰ⠪

ߔᧄޕᒰߦߤ߁߽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ

ߦዯߌࠆᓎߣߒߡޔ㧞ੱߪᔔߒߊߥࠆߣ߁ᗧ

 ᣣᧄቇⴚળ⼏ߩߣߒߡߪㄭᐕߦߥ⋓ᴫߛ

ߢߒࠂ߁ޕේߐࠎޔᄢᄌߥߎߣߦߥࠅ߹ߒߚߒޕ

ߘ߁ߢ⸥ޔ㍳⊛ߥ߅↳ߒㄟߺ߇ࠅ߹ߒߡޔ300

߆ߒޔේߐࠎߣ⑳ߛߌߢߪࠅ߹ߖࠎޕታⴕᆔຬ

ฬߢ㒢ߒߚߣ߁ߎߣߢᧄޔᣣ߅ߢߦߥࠇߥ

ળߪᣣޔ130 ߩ࿅ߣ 90 ੱㄭੱߩᣇߢ

߆ߞߚᣇ߇ߚߊߐࠎࠄߞߒ߾ࠆࠃ߁ߢߏߑ߹

᭴ᚑߐࠇߡ߅ࠅߡߟߦᦠᦸⷐޔᓟ߽⊝ߐ߹ߣ

ߔߩߘޕᣇߩޘಽ߽߹ߒߡᧄޔᣣߪᄢᄌߦల

ᖱႎࠍߒⴕߦ✜৻ޔേߒߡ߈ߚߣ⠨߃ߡ

ታߒߚᗧ⟵ߥ㊀ⷐߥ⼏⺰߇ߢ߈ߚߩߢߪߥ߆

߹ߔޕ

ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ᄢᴛߐࠎ߇߅ߞߒ߾ߞߚࠃ߁ߦ߿ޔ࿖ળߢᓳ

 ߔߢߦ 20 ฬㄭߊߩᣇ߇߅ߒߦߥࠅ߹ߒߚߩ

⥝ၮᧄᴺߩ┙ᴺൻᬺ߇ᱜᔨ႐ࠍㄫ߃ߡ߹ߔޕ

ߢޔ߇ࠎߖ߹ߑߏߪߣߎߔ⿷ߌߟ߇⑳ޔੑߟߛ

ߎࠇ߆ࠄ⑳ߚߜߦߢ߈ࠆߎߣߪ⋥ޔធޔᄢ⤿ߦⷐ

ߌ↳ߒߍߚߣᕁ߹ߔޕ

ᦸߔࠆઁߦ▚੍ޔᆔຬળޔౝ㑑ᆔຬળߥߤ࿖ળߩ

 ߹ߕ৻ߟߪᧄޔᣣߩߎ߁ߒߚળ⼏ߪᓟߩㅪ៤

႐ߢߩ⾰⇼ߩਛߦᣣߩ⼏⺰ࠍᤋߐߖߡߊߎ

ߦߣߞߡ߽㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥ⸥ޔᔨ⎼⊛ߥ߽ߩߦߥߞ

ߣߢߔోޕ࿖ߩ⊝ߐࠎߣߏ৻✜ߦᵴേߒߡ߈ߚ

ߚߩߢߪߥ߆ߣ߁ߎߣߢߏߑ߹ߔ߹ࠇߎޕ

ߩߢޔ
ߎࠇ߆ࠄ߽ࠃࠈߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ
㧔ᜉᚻ㧕
ޕ

ߢߩࡐࡦࠪߩߎ߫߃ޔᓟេ࿅ߢࠆࠫࠚࡦ࠳
ᴺቇળߢߪޔᢎ⢒ߣ⎇ⓥߣታോߣ߁ਃߟߩࡄ

㨇ⷐᦸᦠ߳ߩᗧߪ  ㅢឭߐࠇߚࠍࠄࠇߘޕ

࠻߇৻✜ߦߥߞߡㅪ៤ߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߡ߈ߚ

ෳ⠨ߦᚑߐࠇߚ⚥ᰴߩⷐᦸᦠߪᧄޔႎ๔ᦠߩ⾗

ߩߢߔߌࠇߤ߽ⴕޔߥߪߢߌߛࠇߘޔᯏ㑐߽

ᢱ✬ߦ㍳ޕ
㨉

ᔅⷐߛޔᏒ᳃࿅߽ᔅⷐߛߣ߁ߎߣߢޔ⠪ㅪ
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៤ߣ߁ߎߣࠍ⸒ߞߡ߈߹ߒߚᧄޕᣣߪߘࠇ߇ታ

ߌߤ߽ోޔߣߒߡߎࠇ߇ᩮߠߡߥߣ߁

ߢ߈ߚߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕౝ㑑ᐭ

ߎߣ߽⸒߃ࠆߣᕁ߹ߔޕ

↵ᅚหෳ↹ዪߩᣇ߽ࠄߒߡ߅ࠅ߹ߔߒోޔ࿖

 ߽ߞߣ⸒߃߫␠ߩߘޔળ⥄ߩ᳃ਥਥ⟵߇ᩮߠ

ߩ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥᏒ᳃࿅ߩઍߩᣇ߽ࠄߒߡߊ

ߡߥ৻߽ࠇߎޕߦߪ↳ߒߍࠄࠇ߹ߖࠎ

ߛߐ߹ߒߚ↵ޕᕈ߽߽ߜࠈࠎ㊀ⷐߥߏ⊒⸒ࠍߒ

߇ޔ߫߃ޔፉ⋵ߩ⪲ޔේ⊒߇ࠅ߹ߔߣ

ߡߚߛ߈߹ߒߚޕᅚ߽↵߽หߒߡࠄ߆ࠇߎޔ

ߎࠈߪ⥄ߩߟޔᴦߩ߁ߜߟߩ⥄ᴦߩ㚂㐳

ㅪᏪߒߡߎߩ㗴ߦ߆߆ࠊߞߡߊࠬߚߒ߁ߘޔ

ߐࠎ߇ήᛩߢㆬߐࠇߡࠆߎߣ߽ࠊ߆ߞߡ

࠹࠶ࡊ߇ߢ߈ߚߣᕁ߹ߔߩߢޔᣣߩߎߩ⚻㛎

߹ߔޕᄢᾢ↸ߩ↸⼏ߐࠎ 14 ੱ߽ޔንጟ↸ߩ 16 ੱ

ࠍᓟߦᒁ߈⛮ߢ߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

߽ోㇱήᛩߛߞߚߎޔߡߞ߇ߣߎ߁߁ߘޕ

 ᦨೋޔၴᧄታⴕᆔຬ㐳߆ࠄߪޔੑᐲߣߎ߁߁

ࠇ߹ߢᧄᒰߦේ⊒ߩߎߣ߇ߒߞ߆ࠅ⼏⺰ߐࠇߚߩ

ળࠍߒߥߊߡࠃ߁ߦߣ߁ߏ⊒⸒߽ߏߑ߹

ߛࠈ߁߆ߦߐ߹ޔߪࠆޔਥᮭ⠪ߩ㧞ಽߩ㧝ࠍ

ߒߚ߇ޔᐲߢ߽߿ࠅ߹ߒࠂ߁ޕ㊀ⷐߥ⼏⺰߇߹

ᜂ߁ᅚᕈਥᮭ⠪ߩᗧ߇ߤߎ߹ߢᤋߐࠇߚߩߛ

ߛᱷߞߡ߅ࠅ߹ߔߒ⺖ޔ㗴ߪߚߊߐࠎࠅ߹ߔߩ

ࠈ߁߆߇ߣߎ߁ߣޔ㗴ߦߥࠈ߁߆ߣᕁ߹

ߢޔᐲߢ߽ߔߴ߈ߛߣᕁ߹ߔޕᓟߎ߁߁

ߔޕ

⼏⺰ࠍⓍߺ㊀ߨࠆਛߢޔਥ߇ࠢࡢ࠻࠶ࡀޔᜂ

 వ߶ߤ߽ޔᅚޔሶߤ߽ޔ㓚߇⠪ߣ߁ᒙ⠪ᛒ

ࠊࠇߡߊޔᒻᚑߐࠇߡߊߩߢߪߥ߆ߣᕁ

ߪߤ߁߆ߣ߁⼏⺰߇ߡ߈ߡ߅ࠅ߹ߒߚ߇ޔ

߹ߔߦߚߩߘޕᣣᧄቇⴚળ⼏߇߅ᓎߦ┙ߡࠆߩ

ੱᮭߩଚኂ߇㗴ߦߥࠆߣߎࠈߢߪޔᅚᕈޔሶߤ

ߢߒߚࠄ߁ࠇߒߎߣߢߔߒࡠࠣߩ߽ߤ⑳ߚ߹ޔ

߽ޔ㓚߇⠪߿ࠢࠪࡘࠕ࡞ࡑࠗࡁ࠹ࠖߥ

ࡃ࡞㧯㧻㧱߇ߐߖߡߚߛߌࠆߩߢߒߚࠄޔ

ߤߩੱᮭଚኂ߇ߥࠃ߁ߦߣ߁ࠅߪᄢߢߔ

༑ࠎߢߘ߁ߐߖߡߚߛ߈ߚߣᕁ߹ߔࠇߎޕ

ߌߤ߽ޔᙗᴺ⎇ⓥ⠪ߣߒߡ⸒߃߫ޔ࿖᳃ߩᗧᕁ߇

߇╙㧝ὐߢߏߑ߹ߔޕ

ᤋߐࠇࠆߣ߁ߩߪੱޔᮭߩ㗴ߢߪߥߊߡਥ

 ߽߁㧝ὐߪᦨޔᓟߩ⼏⺰ߦ߽ߡ߅ࠅ߹ߒߚ߇ޔ

ᮭߩ㗴ߥߩߢߔߨޕ࿖᳃ਥᮭߩⷰὐ߆ࠄ߃߫ޔ

⌀ߩ↵ᅚหෳ↹ߣߪ߆ߣ߁ߎߣޔࠄ߆ࠇߘޔ

ᅚᕈߪ߹ߐߦਥᮭ⠪ߢߔ߆ࠄޔᗧᕁࠍߒߡ

࿁ޔᣣᧄߩᴦߩᧂᚑᾫߣ߁߽ߩ߇㔺๒ߐࠇ

ߊߣ߈ߦޟߗߥޔᅚޔሶߤ߽ߢޠࠄߥߌࠇ߫ߥ

ߚߩߢߪߥ߆ߣ߁ߎߣߢߔޕవ߶ߤᄢᴛߐࠎ

ࠄߥߩ߆ޔℂ⸃ߢ߈߹ߖࠎޔߪߢߎߎޕਥᮭ⠪

߇⚻ޔᷣቇ⠪ߩ┙႐߆ࠄᣣᧄߩ⚻ᷣ⊒ዷߩ⣀ᒙߐ

ߣߒߡ↵ޔᕈਥᮭ⠪ߣᅚᕈਥᮭ⠪߇ޔᒰὼห╬ߦ

ߣ߁ߎߣࠍᜰ៰ߐࠇ߹ߒߚޔߪ⑳ޕኾ㐷ߪᙗᴺ

ߦ┙ߞߡߊߴ߈ߛߣ߁ේೣࠍ፣ߔߎߣߪߢ

ቇߢߏߑ߹ߔߌࠇߤ߽ޔᴦ߿᳃ਥਥ⟵ࠆ

߈ߥߣᕁ߹ߔޕ

ߪ࿖᳃ਥᮭߣ߁┙႐߆ࠄߚߣ߈ߦޔ㕖Ᏹߦᱷ

 ⌀ߩ↵ᅚหෳ↹ߣ߁႐วߦ߫߃ޔᓳ⥝᭴

ᔨߥ⁁ᘒߛߣ߁ߎߣ߇ࠊ߆ࠅ߹ߔ߹ߚ߹ߚޕ

ᗐળ⼏߽ߘ߁ߢߔ߇߇ࡃࡦࡔޔ㧝㧡ੱߚࠄޔ

࿁ߩⵍἴߪ᧲ർᣇߩᴪጯㇱߢޔᣇ⼏ળ⼏ຬ

ᅚᕈࠍ㧝ੱࠇࠆߣ߆ޔ㧞ੱࠇࠆߣ߆߁ߘޔ

ߩᅚᕈ⼏ຬᲧ₸߽㕖Ᏹߦૐߢߔߒ↵ޔᅚหෳ

߁ߢߪߥࡈޔࠖ࠹ࡈࠖࡈࠖ࠹ࡈࠖࡈޕ

↹ផㅴ᧦ߩቯ₸߽㕖ᏱߦૐޕᏒ↸ߩቯ

ࡦࠬߩࡄ࠹ߦㄭࠃ߁ߥ߽ߩ߇ᧄ᧪ߩᒻߢߔ

₸ߩో࿖ᐔဋߪ 26.2㧑ߢߔߌࠇߤ߽ޔ㕍⋵ߪ

ߩߦޔߡࠇࠄߕ߈߭ࠎߤࠎߤ߇ࠇߘޔ㧝ੱߞߡ

ߣ 2.5㧑ޔጤᚻ⋵ߪ 11.5㧑ޔችၔ⋵ޔፉ⋵ߪ

ࠇ߫ޔ㧞ੱߞߡࠇ߫ߣ߁ะߦ

22㧑ߢߔᧄޕᣣߩߏ⊒߆ࠄ߽ⴕޔ߿ࡦ࠲

ߥߞߡ߹ߔ߇ߦࠇߘޔਸ਼ߞߡߪߛߛߣᕁ߁ߩ

ߩᣇᧄߪޘᒰߦ⊝ߐࠎ↵ᅚหෳ↹ߦᾲᔃߦขࠅ

ߢߔߨޕ

⚵ࠎߢߊߛߐߞߡࠆߎߣߪࠊ߆ߞߡࠆߩߢߔ

 ߐࠄߦ↵ޔᅚหෳ↹␠ળߣ߁႐วߦޔᴦ

75

߇ᚲਈߩ߽ߩߣߒߡߞߡ߇ߩࠆࠊ߆߆ߦࠇߘޔ

⊝Ꮉ ߤ߁߽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ

↵ᅚหෳ↹ߣ߁ࠃ߁ߦ⠨߃ߡࠆߣߎࠈ߇ޔ

 ߎߩᴦࠍㆬࠎߢ߈ߚᮭ⠪ߩ⽿છߣ߁ߎߣ

߿ߪࠅぽ߈ߩ߽ߣߢߔߩߎޕᴦࠍ⑳ߚߜ߇ߟߊ

߽ࠆߣᕁ߹ߔޕㄞవ↢߆ࠄ߁߁ߎޟޔ㓸

ࠆ␠ߩߎޔળࠍ⑳ߚߜ߇৻߆ࠄߟߊࠆߦߐ߹ޕ

߹ࠅࠍ࿁߽ޔ߇ߚߒ߹ࠅ߇߅߁ߣޠฦ

߽ߥߊߥߞߚ᧲ർᣇߢࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠍᣂߒߊ

ߢߎߩࠃ߁ߥ⹜ߺ߇ⴕࠊࠇߡ߶ߒߒޔታ㓙ߔߢ

ߟߊࠆߣ߈ߦߪࠝࠢޔࡦ࡚ࠪࠢࠕࡧࠖ࠹ࠫࡐޔ

ߦߊߟ߆ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߇ⴕࠊࠇߡ߹ߔޕ㧣

࠲ࠍࠇߡߢ߽࠹ࡈࠖࡈࠖ࠹ࡈࠖࡈޔ

 28 ᣣߦบߢޔౝ㑑ᐭߣบᏒ╬ߩਥߩࠪ

ࠖߩᣂߒࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠍߟߊߞߡࠁߊᔅⷐ

ࡦࡐࠫ࠙ࡓ߇㐿੍ቯߢߔޔࠄ߆ࠇߘޕᏒ↸ޔ

߇ࠆࠄ߆ࠇߎࠍ⺰⼏߁߁ߘޕⓍߺ㊀ߨߡ߆

ㇺᐭ⋵ߩ↵ᅚ⸘↹ޔ㒐ἴ⸘↹ߩὐᬌ߽ߒߡߚ

ߥߌࠇ߫ߌߥߣᕁ߹ߔޕ

ߛ߈ߚߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

 ߎߩ㧞ὐࠍ⢄ߦ㌏ߓߡޔᓟ߽ᵴേߒߡ߈ߚ

 ᦨᓟߦޔᣣߣ߆ߎ߹ߢߚߤࠅ⌕ߊߎߣ߇ߢ

ߣᕁ߹ߔ᧲ޔ߅ߥޕർᄢቇ߽ታߪᄢᄌߥⵍἴ

߈߹ߒߡᗵ⻢↳ߒߍߚᣇޔߢߩߔ߹ࠇࠄ߅߇ޘ

ࠍฃߌߡ߅ࠅ߹ߔ‛ޕℂ⊛ߥ៊ኂ߇✚㗵 800 ం

ߍߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕᣣᧄቇⴚળ⼏ോዪ⡯

ߛߘ߁ߢߔ߇⎇ޔⓥ⠪ߘࠇߙࠇޔታ㛎࠺࠲ߣ߆

ຬߩᣇ⾗ޔޘᢱߩශࠍᄛࠍᔀߒߡ߿ߞߡߚߛ
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資料編【1】資料解題

【１】資料解題

皆川満寿美

6.11シンポジウムでは、登壇者によるプレゼン

会での審議を経て、7月23日開催の第35回男女共同
参画会議で、「第３次男女共同参画基本計画策定に
当たっての基本的な考え方」が答申された。

テーション資料（パワーポイントまたは原稿・レ
ジュメ）とともに、関連資料として、実行委員会に
よる政府などへの要望書や内閣府男女共同参画局の
取組、東日本大震災と男女共同参画に関するマスメ
ディア関連記事なども収めた冊子を配布した（若干
の別刷り資料あり）。その関連資料に、6月11日以

その後、同年8月にこの答申を踏まえた「施策募
集」が行われたうえで、政府内での計画案策定作業
に入り、同専門調査会（10月25日）、第36回男女
共同参画会議（11月22日）での議論を経て、12月
17日の第37回同会議で答申され、同日閣議決定が
行われたものである。

降の情報を加えたものが、本報告書の資料編であ
る。
以下簡単に所収資料についてふれる。
日本政府における男女共同参画社会／ジェンダー
平等実現のための取組は、現在、「男女共同参画基

（１）で特記した災害復興に関する記述の後退
（★で記載）は、「中間整理」「基本的な考え方」
においてすでに見出される。そして政府の「基本計
画」案も、これを修正するものではなかった。
いっぽう、2011年7月29日に東日本大震災復興

本計画」（以下、「基本計画」）の策定とその実行
を軸として行われている（男女共同参画基本計画の
根拠法は、1999年に成立、施行された男女共同参
画社会基本法）。「基本計画」は、計画期間を10年

対策会議（本部長：内閣総理大臣、副本部長：内閣
官房長官および復興担当大臣）が決定した「復興基
本方針」には、男女共同参画関連の記述が相応に盛
り込まれている。同基本方針は、この点では、３次

とし、5年ごとに改定が行われるものであり、現行

計画よりも「進んだもの」とも言える。であるなら

計画は昨年（2010年）12月17日に閣議決定された
第３次計画である。「基本計画」に災害関連の記述
が入ったのは、第２次計画からであるが、本資料編

ば、かつて「防災基本計画」において行われたよう
に、３次計画においても、災害復興に関し「追記」
することが望まれる。

の「【２】男女共同参画基本計画と防災（復興）」
では、そのような中央政府の動きについて簡単にま
とめた。（１）では、２次計画と３次計画を対照

（３）では、日本政府の男女共同参画に関連した
災害（復興）政策について、阪神淡路大震災から東
日本大震災発災までの動きを簡単にまとめた。

し、その異同について簡単にふれている（表の中で
下線付き〈〉で記した）。３次計画は、おおむね２

【６】の原ひろ子の文章（後述）と合わせて利用し
てほしい。

次計画の記述を引き継いでいるが、残念ながら「後
退」と言わねばならない点がある。「復興支援」に
関するものである（表中では★をつけて記載）。

【３】として、今回の大震災への男女共同参画政
策関連の取組について、行政府（男女共同参画局を
除く）、内閣府男女共同参画局、立法府、そして当

次に、「（２）第３次男女共同参画基本計画策定
経緯」として、３次計画の策定過程で出された２つ
の文書から、関連部分を抜粋した。
2010年12月17日に閣議決定された第３次「基本

実行委員会という４つの主体別に、時系列でのリス
トを作成した。男女共同参画局の動きについては同
局に確認済みであるが、行政府、立法府の動きにつ
いては、インターネット上で公開されている資料

計画」の策定作業（第２次「基本計画」改定作業）
は、2009年3月26日に開催された第31回男女共同
参画会議における「基本的方向」（基本的考え方）
の諮問（麻生太郎内閣総理大臣による）に始まる
が、本格的な議論は、2009年5月より、「基本問

（とその日時）から作成している。国会質問は、議
事録検索システムで、東日本大震災、男女共同参
画、女性、外国人などの語で検索した結果ヒットし
たものの内容を検討し、記載している（したがっ
て、掲載したもの以外にも、関連質疑が行われてい

題・計画専門調査会」（それまで置かれていた「基
本問題専門調査会」を改称）において開始された。
「基本問題・計画専門調査会」では、基本的方向性
や枠組みについての議論、ワーキンググループを設
置しての各府省ヒアリング（第２次計画フォロー

る可能性がある。収録漏れがあれば、申し訳なく思
う）。質疑本文は、【８】として収録した。池坊保
子衆議院議員による予算委員会での質疑は、8月21
日時点でも衆議院の会議録議事情報一覧にアップ
ロードされていないため、議員本人のブログに掲載

アップ）と重要論点の議論というかたちで作業を進
め、2010年4月5日に「中間整理」を取りまとめ、
同月15日の第34回男女共同参画会議で報告、パブ
リックコメント、公聴会を実施した後、同専門調査

さ れて い た も の を 収 録 して い る （ h t t p : / /
yasukoikenobo.cocolog-nifty.com/blog/
2011/07/post-b7ea.html）。国会会議録に収録さ
れるものが正本である。

1

資料編【1】資料解題

6.11シンポジウム実行委員会のミッションは、単
にこのシンポジウムを開催するということだけでは
なかった。詳しくは【10】として収録した「趣意書

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/
shinsai.html）、男女共同参画／ジェンダー平等に
関する提言は、4月5日付けの第３次緊急提言（「東

及び企画書」を参照してほしいが、現在進行中の出
来事としての東日本大震災で被災された方々の避難
状況、その復興のあり方に対し、中央政府に要望
し、提言していくことは、当実行委員会のもう一つ
の重要なミッションであった。要望活動は、シンポ
ジウム開催前から開始され、シンポジウム当日にも

日本大震災被災者救援・被災地域復興のために」。
http://www.scj.go.jp/ja/info/jishin/pdf/
t-110405-1.pdf）において初めて登場した。第６
次提言「救済・支援・復興に男女共同参画の視点
を」は、「人間の安全保障とジェンダー委員会、科
学者委員会男女共同参画分科会及び社会学委員会

取りまとめられ、その後も数次にわたり行われた
が、それらは、復興基本法成立、（女性委員が一人
しかいない）東日本大震災復興構想会議による復興
構想取りまとめ、「復興基本方針」決定という進行
に即応していた。【４】では、実行委員会等が提出

ジェンダー研究分科会からの提案を踏まえて第三次
緊急提言を被災地域の治安・犯罪防止という視点か
ら補強し、男女共同参画対応を詳細化」（同対策委
員会ページ）したものである（その後SCJは、６月
５日付けで「提言 「東日本大震災被災地域の復興に

したこれらの要望書を収録した。紙幅の制約から、
レイアウト通りにしたものは一部である。まず、要
望書タイトル、日付、提出先などを日付順にリスト
アップし、要望書本体を続けた（編集の都合上、レ

向けてー復興の目標と7つの原則ー」」を公表した
が、「男女共同参画」は、提言（３）「「市町村と
住民を主体とする計画策定」の原則」に登場してい
る。http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/

イアウト通りの４要望書をまず掲げているので、番

shinsai/pdf/110610t-2.pdf）。

号通りではないことに注意してほしい）。丸つき数
字は、【３】の表における実行委員会部分での要望
書のものと同じである。それぞれには適宜実行委員

続く【６】は、原ひろ子当実行委員会事務局長
が、6.11シンポジウムの共催組織でもある「人間の
安全保障とジェンダー委員会」の委員として、その

会名簿も添えたがここでは省略した。こうした要望
活動を行ったのはもちろん私たちだけではないが、
【３】では、当実行委員会の活動と国会議員との連

第９回会合（2010年11月30日）で報告した記録で
ある（質疑応答、3.11以降の補足を含む）。【２】
での関係年表（３）と合わせて利用してほしい。な

携、その結果としての政府関係文書上での動きを、
多少なりともみてとることができるであろう。

お、SCJ発行の『学術の動向』2011年８月号で
は、「災害・紛争・復興とジェンダーー人間の安全

復興構想会議提言や、復興基本方針などの政府文
書については、男女共同参画局が作成し、８月５日
に初版を公表した「東日本大震災に対応した男女共

保障の新地平」として特集が組まれており、この記
録の短縮版の他、シンポジウム関係者の文章も掲載
されていることをお知らせしておく。

同参画局の取組」に、関連部分の抜粋が含まれてい
るので参照してほしい（【７】として9月2日版を収
録 。 h t t p : / / w w w . g e n d e r. g o . j p / p d f /
saigai̲21.pdf）。この文書には、上記のみなら

【９】は、シンポジウム当日の冊子にも収録した
「関連マスメディア記事」に、その後の動き、抜け
ていた記事などを加えた。【11】は当実行委員会の
名簿である。立ち上げ時には参加団体40、個人参加

ず、これまで同局ならびに男女共同参画会議が発出
してきた文書がすべて入っており、有用である（同
局は、引き続きこの文書を更新する予定である）。
【５】は、日本学術会議（以下SCJと略）が７次
にわたり公表した東日本大震災に関する「緊急提

2 0 名 で あ っ た も の が 、 シ ン ポ ジ ウム 時 に は 団 体
129、個人87となり、8月15日現在では団体133、
個人107となった（他に、実行委員会内「作業チー
ム」メンバーの16名）。
最後に【12】として、6.11シンポジウム時に実

言」のうち、４月15日に出された第６次のものであ
る。SCJは、３月18日に一般公開の緊急集会「今、
われわれにできることは何か」を開催して、「緊急
報告」を取りまとめ（「「今、われわれにできるこ
とは何か?」に関する緊急報告」。http://

施したシンポジウムについてのアンケートの回答を
まとめた。このようなイベントの開催やその準備、
運営などにも強い関心をもつ方々が回答してくだ
さったようである。
以上でこの「資料編」の解題とする（【２】と

www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/
k-110318.pdf）、また東日本大震災対策委員会を
設置して対応を審議し、各種の提言、見解等を公表
しているが（詳しくは当該委員会のページを参照。

【３】の作成、【８】と【９】の収集は皆川が行っ
たので、不備があれば皆川の責任であることを申し
添える）。

2

資料編【2】男女共同参画基本計画と防災（復興）

【２】男女共同参画基本計画と防災（復興）
（＜＞は皆川）
（１）２次計画／３次計画対照表
２次計画

３次計画

（第12分野 新たな取組を必要とする分野におけ

（第14分野 地域、防災・環境その他の分野にお

る男女共同参画の推進）

ける男女共同参画の推進）

<目標>

<基本的考え方>

男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の形

「地域」(地域コミュニティ)は、家庭とともに人々に

成についての基本理念として、「男女の人権の尊重」、

とって最も身近な暮らしの場であり、 そこでの男女共同

「社会における制度又は慣行についての配慮」、「政策

参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要で

等の立案及び決定への共同参画」等を掲げている。ま

ある。地域においては、高齢化・過疎化の進行、人間関

た、国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に

係の希薄化や単身世帯の増加等の様々な変化が生じてお

影響を及ぼすと認められる施策を策定、実施するに当

り、 男女が共に担わないと立ち行かなくなる状況となっ

たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければな

ている。こうした中で行政だけでなく、一人ひとりが加

らない旨も規定している。

わって「新しい公共」を創造し、地域力を高め、持続可

これらの基本法の理念を踏まえ、最近における男女共

能な社会を築くには、地域における男女共同参画が不可

同参画をめぐる社会経済情勢の変化を見ると、これまで

欠である。

に掲げた分野以外の施策においても男女共同参画の視点

そのためには、地域における政策・方針決定過程への

に立って新たに施策を立案・ 実施することが求められて

女性の参画の拡大や特定の性や年齢層で担われている分

いる分野がある。

野への男女双方の参画（地域おこし・まちづくり・観

これらの分野は、人々の暮らしの改善に直接つながる

光、消防団等防災分野への女性の参画、子育て支援活動

分野であり、女性の一層の参画が望まれており、男女が

への男性の参画等）により、男女共同参画の視点を反映

ともに参画し、多様な発想、活動の活性化、国際競争力

させることが必要である。

の向上を図ることによって、 それぞれの分野の新たな発

このため、男女共同参画についての意識啓発を更に進

展を期待することができる。

めるとともに、課題解決型実践的活動への移行を推進す

本計画に掲げた分野を含むあらゆる分野において男女

る。男女共同参画の視点に立った地域や分野横断的な

共同参画の視点に立って関連施策を立案・実施し、男女

ネットワークの構築、地域の男女共同参画拠点の活性

共同参画社会の実現を目指す。

化、地方公共団体における男女共同参画行政の積極的推
進等を図り、全ての人々にとって身近な男女共同参画を
推進する。
また、防災、環境等の分野については、地域に根ざし
た活動から、全国規模、地球規模の活動まで様々なもの
があるが、組織の運営や活動の進め方において男女共同
参画を推進する。
<成果目標>
女性委員のいない都道府県防災会議の数

13（平成21

年）→０（平成27年）
全国の女性消防団員

19,103人（平成22年）→10万人

施策の基本的方向

4 防災における男女共同参画の推進

（2）防災（災害復興を含む）

施策の基本的方向

国連防災世界会議（平成17年１月）において我が国が

被災時には、増大した家庭的責任が女性に集中するこ

「防災協力イニシアティブ」を発表したが、その中に防

となどの問題が明らかになっており、防災（復興）の取

災分野における社会的性別の視点を明記している。災害

組を進めるに当たっては、男女のニーズの違いを把握し

発生時の経験から、被災時には増大した家庭的責任が女

て進める必要がある。これら被災時や復興段階における

性に集中することなどの問題が明らかになっており、防

女性をめぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視

災（復興）対策は、男女のニーズの違いを把握して進め

点を取り入れた防災（復興）体制を確立する。

る必要がある。これら被災・復興状況における女性をめ

計画から引き継ぐ。「防災協力イニシアティブ」に関す

ぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視点を取り

る記述は「具体的施策」において、「国際的な防災協力

入れた防災（災害復興）体制を確立する。

における男女共同参画視点での援助」として入る。「防

＜２次

災（災害復興）体制」という」表現が「防災（復興）体
制」に変わる。＞
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具体的施策

具体的施策

○防災分野における女性の参画の拡大

ア 防災分野における女性の参画の拡大

・防災基本計画に規定した男女のニーズの違い等男女双

・地域防災計画等に男女共同参画の視点や高齢者・外国

方の視点に十分配慮すべき事項について、地方公共団体

人等の視点が反映されるよう、 地方公共団体に対して要

に対して地域防災計画に規定するよう要請する等、その

請するなど、その推進を図る。

推進を図る。

＜２次計画での「男女のニーズの違い」という言い方が

【内閣府・総務省】

【内閣府、総務省】

「男女共同参画の視点」に取り替えられる。＞
・防災分野での固定的な性別役割分担意識を見直すとと

・防災分野での固定的な性別役割分担意識を見直すとと

もに、防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画

もに、防災分野における政策・方針決定過程への女性の

を拡大する。

参画を拡大する。

【内閣府、関係府省】

【内閣府、関係府省】

＜２次計

画と同じ。＞

○防災の現場における男女共同参画

イ 防災の現場における男女共同参画

・防災における女性高齢者等の被災が多いため、防災施

・災害時における女性高齢者等の被災が多いため、防災

策の立案、実施及び情報提供に当たっては、高齢者、外

施策の立案、実施及び情報提供に当たっては、女性、高

国人等の視点も踏まえる。また、緊急時における連絡体

齢者、外国人等の視点も踏まえる。また、緊急時におけ

制の整備や、避難誘導等に関して平時からの高齢者、外

る連絡体制の整備や、避難誘導等に関して平時からの高

国人等に対する知識の普及・学習機会の拡充を図る。

齢者、外国人等に対する知識の普及・学習機会の拡充を

【内閣府、関係府省】

図る。

【内閣府、関係府省】

＜「女性、高齢者、外

国人等の視点も踏まえる」の箇所に「女性」が加わる。
＞
・地方公共団体の災害に関する各種対応マニュアル等に

・地方公共団体の災害に関する各種対応マニュアル等に

男女共同参画の視点を踏まえるよう支援を行う。

男女共同参画の視点を踏まえるよう支援を行う。

【内

【内

閣府、総務省】

閣府、総務省】

・地域コミュニティにおける防災活動の意義は大きく、

・男女の参画や、災害や防災に関する知識の修得を進め

男女の参画や災害や防災に関する知識の修得を進める。

る。また、固定的な性別役割分担意識の見直し、方針決

また、固定的な性別役割分担意識の見直し、方針決定過

定過程への女性の参画の促進、及び女性リーダーの育成

程への女性の参画の促進、及び女性リーダーの育成な

など、男女共同参画の視点を取り入れることを推奨す

ど、男女共同参画の視点を取り入れることを推奨する。

る。

【内閣府、関係府省】

＞

・災害復興に当たるボランティア、NPO、NGOとの連携

・避難場所や災害ボランティア活動などの場において、

を図り、男女共同参画の視点を踏まえた復興支援が行わ

安全の確保など男女共同参画の視点からの配慮がなされ

れるよう努める。

るよう図る。

【内閣府、関係府省】

＜２次計画に同じ。＞

【内閣府、関係府省】

＜若干の語句変更。

【内閣府、関係府省】＜新設＞

・消防職員・警察官・自衛官等について、防災の現場に

・消防職員・消防団員、警察官、自衛官等について、防

女性職員が十分に配置されるよう、採用・登用の段階も

災現場に女性が十分に配置されるよう、採用・登用の段

含め留意する。また、その職業能力の向上についても配

階を含めて留意する。また、平時訓練などその職業能力

慮する。

の向上についても配慮する。

【警察庁、総務省、 防衛省】

【警察庁、総務省、防衛

・消防団における女性の活躍を促進し、全国の女性消防

省】

団員を将来的に 10 万人以上にする。（平成16 年1.3万

載、「将来的に10万人以上」と数値目標を掲げた。数値

人）

目標については別記。＞

【総務省】

＜「消防団員＞加わる。２次計画では別項で記

＜★「災害復興に当たるボランティア、NPO、NGOとの
連携を図り、男女共同参画の視点を踏まえた復興支援が
行われるよう努める。

【内閣府、関係府省】」が削ら

れる。＞
○国際的な防災協力における男女共同参画等

ウ 国際的な防災協力における男女共同参画等

・「防災協力イニシアティブ」に基づき、国際的な防災

・「防災協力イニシアティブ」(平成17年1月18日)に基

協力に当たっては、男女共同参画の視点を踏まえて援助

づき、国際的な防災協力に当たっては、男女共同参画の

を行う。

視点を踏まえて援助を行う。

【外務省、関係府省】
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（２）第３次男女共同参画基本計画策定経緯
■基本問題・計画専門調査会３次計画中間整理（）；パブリックコメント、公聴会にかけられる
第13分野 「地域における男女共同参画の推進」
Ｉこれまでの施策の効果と、「地域における男女共同参画の推進」が十分に進まなかった理由
1 第2次基本計画「12.新たな取組を必要とする男女共同参画の推進」において、防災、 地域おこし、まち
づくり、観光、環境分野における男女共同参画を推進することとした。
防災分野については、男女共同参画の視点が地方公共団体レベルで盛り込まれつつあるが、こうした取組
が必ずしも現場レベルで定着しておらず、また、政策・方針決定過程に関わる女性の割合もかなり低い状況
にある。（以下略）
2 地域における男女共同参画の推進が十分に進まなかった理由は以下のとおりである。
(1) 地域や地域に住む人々の課題解決のための施策や活動の中で男女共同参画の重要性が十分意識されてい
ない。
(2) 地域活動への参加には性別・世代の偏りがある。
(3) PTA、自治会、消防団等地域の方針決定過程において女性の活躍の場が乏しく、事実上閉ざされている
場合もある。
(4) 根強い固定的性別役割分担意識により、女性リーダーが育成されていない場合がある。
(5) 地域における男女共同参画の推進体制が十分ではなく、幅広い分野の関係機関やNPO等との連携・協働
も不十分である。
(6) 地方公共団体における男女共同参画施策の推進についての優先度、熱意にばらつきがみられる。
II 今後の目標
「地域」(地域コミュニティ)23は、家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり、そこでの男
女共同参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要である。地域においては、高齢化・過疎化の進
行、人間関係の希薄化や単身世帯の増加等の様々な変化が生じており、男女が共に担わないと立ち行かなく
なる状況となっている。こうした中で「新しい公共」を創造し、地域力を高め、持続可能な社会を築くに
は、地域における男女共同参画が不可欠である。
そのためには、地域における方針決定過程（自治会、農業委員等）への女性の参画の拡大や特定の性や年
齢層で担われている分野への男女双方の参画（地域おこし・まちづくり・ 観光、消防団等防災分野への女
性の参画、子育て活動への男性の参画等）により、男女共同参画の視点を反映させることが必要である。
このため、意識啓発を更に進めるとともに、課題解決型実践的活動への移行を推進する。男女共同参画の
視点に立った地域や分野横断的なネットワークの構築、地域の男女共同参画拠点の活性化、地方公共団体に
おける男女共同参画行政への積極的推進等を図り、あらゆる人々にとっての身近な男女共同参画を推進す
る。
III 施策の基本的方向と具体的な取組
4 防災
(1) 施策の基本的方向
被災時には、増大した家庭的責任が女性に集中することなどの問題が明らかになっており、防災（復興）
の取組を進めるに当たっては、男女のニーズの違いを把握して進める必要がある。これら被災・復興状況に
おける女性をめぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視点を取り入れた防災（災害復興）体制を確立
する。
(2) 具体的な取組
①防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、防災計画等に男女共同参画の
視点や、高齢者・外国人等の視点が反映されるよう働きかける。
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②消防職員・警察官・自衛官等について、防災現場に女性が十分に配置されるよう、 採用・登用の段階を
含めて留意する。また平時訓練などその職業能力の向上についても配慮する。
■基本問題・計画専門調査会３次計画調査会答申（10/07/22）
第14分野 「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」
Ｉこれまでの施策の効果と、「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」が十分に進ま
なかった理由
1 第2次基本計画「12.新たな取組を必要とする男女共同参画の推進」において、防災、 地域おこし、まち
づくり、観光、環境分野における男女共同参画を推進することとした。
（中略）
防災分野については、男女共同参画の視点が地方公共団体レベルで盛り込まれつつあるが、こうした取組
が必ずしも現場レベルで定着しておらず、また、政策・方針決定過程に関わる女性の割合もかなり低い状況
にある。
2 これらの分野における男女共同参画、とりわけ地域における男女共同参画の推進が十分に進まなかった理
由は以下のとおりである。
(1) 地域や地域に住む人々の課題解決のための施策や活動の中で男女共同参画の重要性が十分意識されてい
ない。
(2) 地域活動への参画には性別・世代の偏りがある。
(3) PTA、自治会、消防団等地域の方針決定過程において女性の参画の機会が乏しく、事実上閉ざされてい
る場合もある。
(4) 根強い固定的性別役割分担意識により、女性リーダーが育成されていない場合がある。
(5) 地域によっては、男女共同参画の推進拠点である女性センター・男女共同参画センターの位置づけが確
立していないところもあるなど推進体制がまだ十分ではなく、幅広い分野の関係機関やNPO等との連携・協
働も不十分である。
(6) 地方公共団体における男女共同参画施策の推進についての優先度、熱意にばらつきがみられる。
ＩＩ今後の目標
「地域」(地域コミュニティ)は、家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり、そこでの男女
共同参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要である。地域においては、高齢化・過疎化の進
行、人間関係の希薄化や単身世帯の増加等の様々な変化が生しており、男女が共に担わないと立ち行かなく
なる状況となっている。こうした中で行政だけでなく、一人ひとりが加わって「新しい公共」を創造し、地
域力を高め、持続可能な社会を築くには、 地域における男女共同参画が不可欠である。
そのためには、地域における方針決定過程（自治会、農業委員等地域住民が担う様々な 行政関連の委員
会・協議会等）への女性の参画の拡大や特定の性や年齢層で担われている分野への男女双方の参画（地域お
こし・まちづくり・観光、消防団等防災分野への女性の参画、子育て支援活動への男性の参画等）により、
男女共同参画の視点を反映させることが必要である。
このため、意識啓発を更に進めるとともに、課題解決型実践的活動への移行を推進する。 男女共同参画
の視点に立った地域や分野横断的なネットワークの構築、地域の男女共同参画拠点の活性化、地方公共団体
における男女共同参画行政への積極的推進等を図り、 あらゆる人々にとっての身近な男女共同参画を推進
する。
また、防災、環境等の分野については、地域に根ざした活動から、全国規模、地球規模の活動まで様々な
ものがあるが、組織の運営や活動の進め方において男女共同参画を推進する。
ＩＩＩ施策の基本的方向と具体的な取組
4 防災における男女共同参画の推進
(1) 施策の基本的方向
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被災時には、増大した家庭的責任が女性に集中することなどの問題が明らかになっており、防災（復興）
の取組を進めるに当たっては、男女のニーズの違いを把握して進める必要がある。これら被災・復興状況に
おける女性をめぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視点を取り入れた防災（災害復興）体制を確立
する。
(2) 具体的な取組
①防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、防災計画等に男女共同参画の
視点や、高齢者・外国人等の視点が反映されるよう働きかける。
②避難場所や災害ボランティア活動などの場において、男女共同参画の視点からの配慮がなされ、女性の安
全が保たれるよう図る。
③消防職員・消防団員・警察官・自衛官等について、防災現場に女性が十分に配置されるよう、採用・登用
の段階を含めて留意する。また、平時訓練などその職業能力の向上についても配慮する。

（３）日本政府の動き；阪神淡路大震災から東日本大震災発災まで（全国知事会調査含む）
1995年1月17日

阪神淡路大震災。

2002年10月 男女共同参画会議「影響調査事例研究ワーキングチーム」、「阪神・淡路大震災の被災お
よび復興状況」に関し地方自治体へのヒアリング（〜2003年。計４回）。
2004年10月23日 新潟県中越地震。男女共同参画局は、現地対策本部に「女性の視点」担当職員を派遣
（２週間）。新潟県等に女性の相談窓口を設置。現地派遣の報告等を踏まえ、男女共同参画局長から、防災
担当政策統括官に「防災行政における男女共同参画の視点の反映」提言（１．防災基本計画等の策定過程に
「女性の視点」を明確に反映できるような措置を講ずるとともに、「女性の視点」を明確に位置づけるこ
と。２．地方公共団体等の災害発生時の各種対応マニュアル等に「女性の視点」からのニーズを把握し迅速
に対処できる仕組みを盛り込めるよう、支援を行うこと。３．「女性の視点」を反映できるよう、防災部局
の女性職員の割合を高め、管理職登用を進めること。）。
2004年12月26日 スマトラ島沖大地震（インド洋津波）。
2005年1月18日 国連防災会議＠神戸にて、「防災協力イニシアティブ」提唱。「ＩＩ．基本方針」に
「２．人間の安全保障の視点」とならんで「３．ジェンダーの視点」明記。また、成果文書「災害に強い
国・コミュニティの構築:兵庫行動枠組2005-2015」に、ジェンダーの視点が盛り込まれる。
2005年2月 国連女性の地位委員会（CSW）、「ジェンダーと開発（GAD）イニシアティブ」採択、「イ
ンド洋沖津波災害を含む災害後の救済・回復・復興取組におけるジェンダー視点の統合」が入る。日本政府
は共同提案。
2005年7月 中央防災会議、『防災基本計画』において「女性の参画・男女双方の視点」を明記。
2005年12月
入る。

第２次男女共同参画基本計画閣議決定。第12分野において、「防災（災害復興を含む）」

2008年2月 中央防災会議、『防災基本計画』 に、防災・災害復興関連の政策決定過程において女性の参
画を促進するよう追記。
2008年2月
査」実施。

全国知事会男女共同参画特別委員会、「防災分野における男女共同参画の推進に関する調

2008年12月 全国知事会男女共同参画特別委員会、災害対策特別委員会、「女性・地域住民からみた防
災施策のあり方に関する調査結果についてー防災分野における男女共同参画の取組について」公表（調査実
施は９月）。
2010年12月17日 第３次男女共同参画基本計画閣議決定。第14分野において「防災（復興）」策定。
2011年3月11日

東日本大震災。
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資料編【3】関係主体の動き

【３】関係主体（行政府、男女共同参画局、立法府、当実行委員会）の動き
（＊発災から8月30日まで）
行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
03月11日
東日本大震
災発災
03月16日

・「女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応に
つ いて （ 避 難 所 等 で の 生 活 に 関 す る 対 応 の 依
頼）」発出。「関係機関」宛て（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲01.pdf）。
・上記文書発出について、3.17発行の男女共同参

03月17日

画情報メール第238号にて言及（これ以降も、取
り組み状況について告知。http://
www.gender.go.jp/main̲contents/magazine/
mail0238.html）。
・上記メールマガジンにて、女性の視点に立った
災害対応について情報提供（民間のものを含め、
ウェブサイト、インターネット上の資料を紹
介）。
03月18日

・宮城政府現地対策本部に職員を派遣。

03月20日
03月23日

・「女性被災者に対する相談窓口の設置及び周知

03月24日

並びに懸念される女性に対する暴力への対応につ
いて」発出。「関係機関」宛（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲02.pdf）。
・「暴力に関する相談・女性の相談窓口等につい

03月30日

て」被災地版（岩手県、宮城県、福島県）発出。
相談窓口の公表。
03月31日

・内閣官房に「被災地等における安全・安心の確

・「被災地等における安全・安心の確保対策ワー

保対策ワーキングチーム」設置、第1回会議（議

キングチーム」に局長参加。

長；内閣官房副長官補（内政）、構成員；内閣
官房内閣審議官、内閣府男女共同参画局長、警
察庁生活安全局長、金融庁総務企画局総括審議
官、消費者庁次長、総務省大臣官房総括審議
官、法務省大臣官房長、外務省総合外交政策局
長、文部科学省スポーツ・青少年局長、厚生労働
省職業安定局長、経済産業省技術総括審議官、
国土交通省政策統括官、環境省大臣官房廃棄
物・リサイクル対策部長、防衛省大臣官房長；
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hisaitiwg/
index.html）。
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資料編【3】関係主体の動き

立法府での質疑・立法

6.11シンポジウム実行委員会の動き

03月11日
東日本大震
災発災
03月16日

03月17日

03月18日
・実行委員会準備会発足。

03月20日
03月23日

・赤嶺政賢議員（共産党）質疑（衆議院外務委
員会）。

03月24日

03月30日

03月31日

・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委
員会）。
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資料編【3】関係主体の動き

行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
・男女共同参画局ウェブサイトに「東日本大震災

04月01日

への男女共同参画の視点を踏まえた被災者支援等
について」ページ設置（http://
www.gender.go.jp/saigai.html。以下「東日本大
震災ページ」と略）。発出文書など掲載。
・事務連絡「東日本大震災に関しての女性や子育

04月04日

てのニーズを踏まえた被災者支援等について」発
出（各都道府県・政令指定都市男女共同参画主管
課宛。http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai̲06.pdf）。
04月06日

・「被災地等における安全・安心の確保対策ワー
キングチーム」、「被災地等における安全・安心
の確保対策」決定（5.11改定。5.11、7.11に
フォローアップ。http://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/hisaitiwg/index.html）。

04月11日

・東日本大震災復興構想会議の設置を閣議決定

・地方紙に女性の悩み相談窓口を記載する政府広

（持ち回り閣議）。委員発表。女性は内館牧子

報掲載。

氏１名、「検討部会」には２名（都市計画家の

・「壁新聞第3号」（政府広報）に女性の悩み相

西郷真理子氏、東京大学大学院教授の白波瀬佐

談について掲載。

和子氏。http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/）。
04月14日

・第１回東日本大震災復興構想会議開催、「東
日本大震災による被災地域の復興に向けた指針策
定のための復興構想について」諮問（http://
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou1/
siryou3.pdf）。

04月20日

04月21日

04月22日

・被災地において、女性に配慮した避難所等での

04月25日

支援等に関する情報交換会開始（現地対策本部に
交代で常駐する職員と関係団体による）。
・「壁新聞第7号」に「女性・子育て中の方への

04月26日

お役立ち情報」掲載。
・「生活支援ニュース第4号」（厚生労働省）で
女性と子どもの安全について特集。
・「東日本大震災ページ」に「復興・生活再建へ
の女性の視点:阪神・淡路大震災等における参考事
例」掲載。有識者からのヒアリングをもとに、阪
神・淡路大震災における課題解決事例の紹介
（http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai̲10.pdf）。
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資料編【3】関係主体の動き

立法府での質疑・立法

6.11シンポジウム実行委員会の動き
・準備会メンバー、「女性と健康ネットワーク」

04月01日

とともに被災地訪問（福島県、宮城県）。

・日本学術会議「人間の安全保障とジェンダー委

04月04日

員会」「東北大学GCOEプログラム『グローバル
時代の男女共同参画と多文化共生』」に対し、シ
ンポジウム共催を非公式に申し入れ。

04月06日

・18：00〜20：00、学校法人城西大学紀尾井町

04月11日

キャンパスにて、「災害とジェンダー」勉強会開
催 。 実 行 委 員 会 準 備 会 と 城 西 国 際 大 学 ジェ ン
ダー・女性学研究所との共催。

04月14日

04月20日

・古屋範子議員（公明党）質疑（衆議院厚生労
働委員会）。

04月21日

04月22日

・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委

・実行委員会を正式に立ち上げ。参加団体40、個

員会）。

人参加20名。

・衆議院本会議において、「東日本大震災に関
する決議」を全会一致で可決。総理大臣所見。

04月25日

04月26日

・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委
員会）。
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資料編【3】関係主体の動き

行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
・男女共同参画会議有識者議員４名（鹿嶋敬、岡

同上

本直美、辻村みよ子、山田昌弘）により「東日本
大震災の復興に当たって（提言）〜復興に男女共
同参画の視点を〜」提出（官房長官、被災３県、
仙台市などへ送付。http://www.gender.go.jp/
pdf/saigai̲09.pdf）。
・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災への

04月28日

女性のニーズに対応した支援について（4月28日
時点）」、「被災者の多様なニーズに対応した支
援について（4月28日時点）」掲載。政府が行っ
ている女性被災者への支援についてとりまとめた
もの。男女局の他、警察庁生活安全局、警備局、
農林水産省経営局、厚生労働省雇用均等・児童家
庭局等による対応。両文書はこの後も継続的に更
新（http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai̲11.pdf、http://www.gender.go.jp/
saigai2.html、http://www.gender.go.jp/pdf2/
needs̲20110428.pdf）。
05月01日

05月06日

・「東日本大震災ページ」で「東日本大震災に関

05月09日

する新たな事業の実施について」告知（女性の悩
み・暴力相談、アドバイザー派遣。http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲12.pdf）。
05月10日

・第４回復興構想会議。復興７原則とりまと

・広報誌『共同参画』4・5月号発行。「インフォ

め、公表（http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/

メーション」ページで「東日本大震災ページ」開

pdf/kousou4/7gensoku.pdf）。関連記述な

設について告知（http://www.gender.go.jp/

し。

main̲contents/category/kyodo/
201104/201104̲16.html）。
・東日本大震災における女性の悩み・暴力相談事
業開始（岩手県・盛岡市と共同）。
・アドバイザー派遣事業開始。
・女性の就労支援等に有用な情報の一覧を取りま

05月11日

とめたウェブページを設置。「東日本大震災ペー
ジ」にてリンク（http://www.gender.go.jp/
w̲support.html）。
05月13日

・ 菅内閣、「東日本大震災復興の基本方針及び
組織に関する法律案」（閣法第70号）を衆議院
に提出。

05月18日
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資料編【3】関係主体の動き

立法府での質疑・立法

6.11シンポジウム実行委員会の動き

同上

04月28日

05月01日

・吉田忠智議員（社会民主党）質疑（参議院予
算委員会）。
・科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「ジェンダー

05月06日

と災害復興ー制度設計と生活再建をめぐる課題に
関する国際比較研究」との共催を申し入れ。
05月09日

・ 民主党女性議員と面談。要望書①提出。

05月10日

・ジェンダー法学会の後援決定。

05月11日

・古屋範子議員（公明党）質疑（衆議院厚生労
働委員会）。
・大口善徳議員（公明党）質疑（衆議院法務委
員会）。

05月13日

・ 菅内閣、「東日本大震災復興の基本方針及び

・与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

組織に関する法律案」（閣法第70号）を衆議院

と面談、要望書②提出。

に提出。
05月18日

・ 自民党、「東日本大震災復興再生基本法案」
（衆第8号）を衆議院に提出。
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行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
同上

05月19日

05月20日

・平成23年東北地方太平洋沖地震緊急災害対策
本部「東日本大震災に係る被災地における生活の
平常化に向けた当面の取組方針」の「８．被災
者対策全般に係る事項（７）男女共同参画の推
進等」にて「避難所運営や生活の再建に当たって
は、男女共同参画の視点に留意し、子ども、女
性、高齢者、障害者等多様な人々のニーズに配慮
するとともに、こうした人々の参画を促進する」
と記述（p.28。http://www.kantei.go.jp/jp/
kakugikettei/2011/0520torikumi.pdf）。
・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災にお

05月23日

ける女性の視点・ニーズを反映した避難所での好
事例（5.23時点）」掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲13.pdf）。
・与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）、奥山恵美子仙台市長と意見交換（http://
www.cao.go.jp/minister/1101̲k̲yosano/
photo/2011-004.html）。
05月25日

・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災復興

05月27日

に向けてのシンポジウム in 宮城〜今こそ女性のパ
ワーを発揮しよう〜」開催告知を掲載（6月28日
13：30〜16：30、仙台メディアテーク１階オー
プンスクエア。http://www.gender.go.jp/
symposium̲miyagi.html）。
05月29日

・第７回復興構想会議。「これまでの審議過程
において出された主な意見〜「復興構想7原則」
と「5つの論点」〜」発表（http://
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou7/
omonaiken.pdf）。「５つの論点」では、「地
域づくり(まちづくり・むらづくり)」の＜復興事
業の担い手や合意形成プロセス＞において、「地
域づくりにおいては、女性や高齢者、障害者など
多様な人々が合意形成プロセスに積極的に参画
することにより、生涯現役社会や男女共同参画
社会といった真の参画型社会の形成を目指すこ
とが重要である」と記述。
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立法府での質疑・立法
同上

6.11シンポジウム実行委員会の動き

・福島みずほ議員（社会民主党）、意見表明。
神本美恵子議員（民主党）、意見交換（参議院
共生社会・地域活性化に関する調査会）。

05月19日

・ 衆議院本会議において、「東日本大震災復興

・12：00〜13：30、参議院議員会館B106会議

特別委員会」設置。

室にて院内集会「男女共同参画の視点から問う災

・ 公明党、「東日本大震災復興基本法案骨子」

害の現状と今後の課題〜女性議員とともに考え

を公表。

る」開催。「院内集会参加者」としての要望書
③④を取りまとめ。

05月20日

・平山幸司議員（民主党）質疑（参議院予算委

・要望書③④を関係閣僚、国会議員、委員などに

員会）。

提出。

05月23日

05月25日

・井戸まさえ議員（民主党）質疑（衆議院内閣
委員会）。

05月27日

05月29日
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行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
05月31日

06月02日

06月06日

・清原桂子男女共同参画推進連携会議議員名での
提言「東日本大震災復興へ、女性の視点と力を」
提出。浅野幸子（全国地域婦人団体連絡協議会事
務局・研究員）、黒田裕子（特定非営利活動法人
阪神高齢者・障害者支援ネットワーク理事長）、
宗片恵美子（特定非営利活動法人イコールネット
仙台代表理事）、原ひろ子（女性と健康ネット
ワーク副代表）、山地久美子 （関西学院大学災害
復興制度研究所研究員）の各氏とともに取りまと
め。「東日本大震災ページ」に掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲14.pdf）。

06月09日

06月10日

06月11日

・第9回復興構想会議。御厨議長代理から「「復
興への提言」骨子（たたき台）」出る（http://
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou9/
mikuriya.pdf）。「本論

2．くらしとしごとの

再生」の「地域包括ケア」で「保健・医療、介
護・福祉分野を復興期における地域の基幹産業の
一つに位置付け、若者・女性等の雇用を確保」と
記述されたが、「５つの論点」より後退。
06月13日
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立法府での質疑・立法
05月31日

6.11シンポジウム実行委員会の動き

・ みんなの党、「東日本大震災復興の基本理念
及び特別の行政体制に係る基本方針等に関する
法律案」（参第5号） を参議院に提出。

06月02日

・奥山恵美子仙台市長へのインタビューと現地取
材（仙台市、亘理町）。

06月06日

06月09日

・政府案、野党案撤回。東日本大震災復興特別
委員会に民主党、自由民主党及び公明党から
「東日本大震災復興基本法案起草案」提出、こ
れを委員会提出法律案とすることに決定。「東
日本大震災復興基本法案提出」（衆法第13号、
http://www.shugiin.go.jp/itdb̲gian.nsf/html/
gian/honbun/houan/g17701013.htm）。第
２条（基本理念）の２において、「国と地方公
共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力
並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協
力が確保されるとともに、被災地域の住民の意
向が尊重され、 あわせて女性、子ども、障害者
等を含めた多様な国民の意見が反映されるべき
こと」と入る。
・中村博彦議員（自民党）質疑（参議院厚生労
働委員会）。

06月10日

・東日本大震災復興基本法案、衆議院本会議で
可決。

06月11日

・10：00〜16：45、日本学術会議講堂にて「災
害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム開催
（http://www.scj.go.jp/ja/event/houkoku/
110611houkoku.html）。参加者約350名。実
行委員会参加団体129、個人参加87名（6月10日
現在）。要望書⑤（提言）取りまとめに向けての
意見交換。昼の休憩時間に記者と懇談、12社など
から14人参加。

06月13日

・参議院本会議にて「東日本大震災復興特別委
員会」設置。 翌14日から東日本大震災復興基本
法案集中審議。
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・要望書⑤を国会議員・関係閣僚などに提出。

資料編【3】関係主体の動き

行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
06月14日

06月15日
06月16日

06月20日

・2011年版男女共同参画白書閣議決定、公表。

06月21日

「東日本大震災ページ」に、関連部分の抜粋とし
て「防災（災害復興を含む）」を掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲16.pdf）。
・「男女共同参画の視点を踏まえた仮設住宅にお

06月23日

ける災害対応について」発出。被災三県と仙台市
宛（http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai̲15.pdf）。
06月24日

・「東日本大震災復興基本法」公布、施行。内
閣官房に「東日本大震災復興対策本部」発足。
復興構想会議が法的存在となる。

06月25日

・第12回東日本大震災復興構想会議。「復興へ
の提言〜悲惨のなかの希望〜」取りまとめ
（http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/
fukkouhenoteigen.pdf）。「住民間の合意形成
とまちづくり会社等の活用」「地域包括ケアを
中心とする保健・医療、介護・福祉の体制整
備」などで関連記述。「地域包括ケアと社会的
包摂の推進」では、「とりわけ、男女共同参画の
視点は忘れてはならない」と入る。

06月27日

・東日本大震災復興担当大臣に松本龍環境・内
閣府特命担当（防災）大臣。東日本大震災復興
対策本部宮城現地対策本部長に末松義規内閣府
副大臣。
・「東日本大震災復興に向けてのシンポジウム in

06月28日

宮城〜今こそ女性のパワーを発揮しよう〜」開催
（http://www.gender.go.jp/
reconst̲sympo̲miyagi.html）。
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資料編【3】関係主体の動き

立法府での質疑・立法
06月14日

6.11シンポジウム実行委員会の動き

・ 岡崎トミ子議員（民主党）質疑（参議院東日

・要望書⑤を国会議員・関係閣僚などに提出。

本大震災復興特別委員会）。
・要望書⑤を国会議員・関係閣僚などに提出。

06月15日
06月16日

・参議院東日本大震災復興特別委員会、参考人
質疑。参考人；栗田暢之（東日本大震災支援全
国ネットワーク代表世話人）、藤井聡（京都大
学大学院工学研究科教授・都市工学）、長有紀
枝（難民を助ける会理事長）本会議にて可決成
立）。質問者；今野東議員（民主党）、吉田忠
智議員（社会民主党）。
・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委
員会）。

06月20日

・東日本大震災復興復興基本法、参議院本会議
で可決成立。
・片山善博総務大臣と面談。要望書⑤を提出。

06月21日

06月23日

06月24日

06月25日

06月27日

・復興担当大臣の選任を受け、要望書⑥を提出。

06月28日
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資料編【3】関係主体の動き

行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
06月29日

07月05日

・松本龍復興大臣辞任。後任に平野達男内閣府
副大臣。

07月10日

・広報誌『共同参画』7月号発行。「行政施策ト
ピックス」ページで、「東日本大震災の被災者を
支援する女性達」として、陸上自衛隊増強東北方
面航空隊「GOYO-LADIES」、女性警察官、NPO
法人イコールネット仙台の活動を紹介（http://
www.gender.go.jp/main̲contents/category/
kyodo/201107/201107̲03.html）。

07月11日
07月14日

07月15日
07月19日

・男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査

07月20日

会、「男女共同参画の視点からの東日本大震災へ
の対応について」提言（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲17.pdf）。7.29
の第39回男女共同参画会議で報告、都道府県、政
令指定都市、関係各省庁へ送付。
07月21日

・東日本大震災復興対策本部会合（第２回）、
「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」取
りまとめ（http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r9852000001jvfc-att/
2r9852000001jvoo.pdf）。「１

基本的考え

方」に「(viii）男女共同参画の観点から、復興の
あらゆる場に、女性の参画を促進」など入る。
・男女共同参画情報メール第247号で、「東日本

07月22日

大震災ページ」の名称変更（「東日本大震災への
男女共同参画の視点を踏まえた被災者支援等につ
いて」から「男女共同参画の視点を踏まえた東日
本大震災への対応について」へ）を告知（http://
www.gender.go.jp/main̲contents/magazine/
mail0247.html）。
07月25日
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資料編【3】関係主体の動き

立法府での質疑・立法

6.11シンポジウム実行委員会の動き

06月29日

・「視点・論点」（NHK総合、教育）で「災害・
復興と“女性の視点”」（田端八重子もりおか女性
センター長）放映。

07月05日

07月10日

07月11日

・要望書⑦を平野達男復興大臣に提出。

07月14日

・民主党「子ども・男女共同参画調査会」ヒアリ
ング。要望書⑧提出。

07月15日
07月19日

・要望書⑨⑩を民主党議員へ提出。
・池坊保子議員（公明党）質疑（衆議院予算委

・要望書⑪を岡田克也民主党幹事長へ提出。

員会）。
07月20日

07月21日

07月22日

・「基本方針骨子」取りまとめを受けて、要望書

07月25日

⑫を平野大臣に提出。
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資料編【3】関係主体の動き

行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
07月29日

・東日本大震災復興対策本部会合（第４回）、

・第39回男女共同参画会議開催（http://

「東日本大震災からの復興の基本方針」決定

www.gender.go.jp/danjo-kaigi/gijisidai/ka39-

（http://www.reconstruction.go.jp/topics/

s.html）。議題（２）「男女共同参画の視点を踏

doc/20110729houshin.pdf）。男女共同参画

まえた東日本大震災への対応について」として、

に関する記述は複数箇所で強化。「7

「 男女共同参画の視点を踏まえた東日本大震災へ

復興支援

の体制等／（１）復興対策本部・現地対策本部

の対応について」（http://www.gender.go.jp/

の役割」において、「（iii）「東日本大震災復興

danjo-kaigi/siryo/ka39-4.pdf）、「男女共同参

対策本部」及び「現地対策本部」の事務局に、

画の視点からの東日本大震災への対応について

復興過程における男女共同参画を推進する体制を

（男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査

設けるものとする」と記述。

会提言）」（http://www.gender.go.jp/danjokaigi/siryo/ka39-5.pdf）報告。

08月01日

・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災復興
基本法（抜粋）」を掲載（6.20成立。6.24施行。
http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai̲18.pdf）。
・同ページに「復興への提言〜悲惨のなかの希望
（復興構想会議提言抜粋）」を掲載（6.25東日本
大震災復興構想会議取りまとめ。http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲19.pdf）。
・ 同ページに「東日本大震災からの復興の基本方
針（男女共同参画関係部分抜粋）」を掲載（7.29
東日本大震災復興対策本部決定。http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲20.pdf）。

08月02日

・東日本大震災復興対策本部事務局に男女共同
参画担当参事官が置かれる。

08月05日

・「東日本大震災ページ」をリニューアルすると
ともに、「東日本大震災に対応した男女共同参画
局の取組（8月5日版）」（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲21.pdf）、「男
女共同参画の視点からの防災・復興の対応につい
て（8月5日版）」を掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai̲22.pdf）。
・男女共同参画情報メール第248号にて、「東日
本大震災からの復興の基本方針」に基づき、東日
本大震災復興対策本部事務局に、「男女共同参画
担当参事官」が置かれたこと、「宮城復興シンポ
ジウム〜女性の視点で具体的な復興を！〜」（仮
題。8月24日、13:30〜16:00、せんだいメディ
アテーク）の開催を告知（http://
www.gender.go.jp/main̲contents/magazine/
mail0248.html）。

08月09日

・男女共同参画局ウェブサイトにて、「宮城復興
シンポジウム〜女性の視点で具体的な復興
を！〜」を告知（http://www.gender.go.jp/
symposium̲miyagi2.html）。
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資料編【3】関係主体の動き

立法府での質疑・立法

6.11シンポジウム実行委員会の動き

07月29日

同上

08月01日

・「視点・論点」（NHK総合、教育）で「災害復
興における男女共同参画」（山地久美子関西学院
大学災害復興研究所研究員）放映。

・総理大臣官邸にて菅直人総理大臣と面談。要望

08月02日

書⑬提出。
08月05日

08月09日
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資料編【3】関係主体の動き

行政府の動き（復興構想会議を含

内閣府男女共同参画局の動き

む。男女共同参画局を除く）
08月16日

・中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓

・中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓と

とした地震・津波対策に関する専門調査会

した地震・津波対策に関する専門調査会

（第７回）」（http://www.bousai.go.jp/

（第７回）」（http://www.bousai.go.jp/jishin/

jishin/chubou/higashinihon/7/index.html）

chubou/higashinihon/7/index.html）に資料

で田村圭子委員（新潟大学危機管理室／災害・

「男女共同参画の視点からの防災対応についてー

復興科学研究所教授）が「男女共同参画の視点

東日本大震災への男女共同参画の視点を踏まえた

を取り入れた津波・地震防災対策の実現」報告

被災者支援」提出（http://www.bousai.go.jp/

（http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/

jishin/chubou/higashinihon/7/6-2.pdf）。田

higashinihon/7/6-1.pdf）。

村圭子委員から説明。
・「宮城復興シンポジウム〜女性の視点で具体的

08月24日

な復興を！〜」開催。
08月28日
08月30日
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資料編【3】関係主体の動き

立法府での質疑・立法

6.11シンポジウム実行委員会の動き

08月16日

08月24日

08月28日

・民主党代表選候補者に、要望書⑭を提出。

08月30日

・野田佳彦民主党新代表に、要望書⑮を提出。
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資料編【4】要望書

【４】6.11シンポジウム実行委員会などからの要望書
＊まずリスト（下記）を掲げ、次に要望書本体を続けた。編集上の都合から、レイアウト通りのもの（★）
を先に掲げているので、掲載順はリストの通りではない。
①タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての緊急要望」（全文／テキス
トのみ）
日付；2011年5月9日
提出先；民主党女性議員（下記。以下人名については敬称略）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
ろ子
note；岡崎トミ子（参）、金子恵美（参）、福田衣里子（衆）、藤田一枝（衆）、郡和子（衆）
②タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月13日
提出先；与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
ろ子
③タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月19日
提出先；関係閣僚、国会議員など
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会（委員長・堂本暁子）主催、参議院議員
会館集会「男女共同参画の視点から問う災害の現状と今後の課題〜女性議員とともに考える〜」参加実行委
員26名、参加NGO25名
note；同日開催の上記院内集会で採択。
④タイトル「東日本大震災復興構想会議の復興 7 原則にかんする要望」
日付；2011年5月19日
提出先；東日本大震災復興構想会議・検討部会
提出者：同上
note；同日開催の上記院内集会で採択。
★⑤タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／レイアウ
ト通り）
日付；2011年６月12日
提出先； 関係閣僚・ 国会議員・委員など（下記）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ子
note；６月11日のシンポジウム当日議論され、12日にとりまとめ、13〜15日に提出。提出先は以下の通
り。
関係閣僚など；野田佳彦財務大臣、海江田万里経済産業大臣・原子力経済被害担当、枝野幸男内閣官房長
官・内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）、松本龍環境大臣・内閣府特命担当大臣（防災）、片山善博
総務大臣、蓮舫内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全・行政刷新）・節電啓発等担当、与謝野馨内閣府
特命担当大臣（経済財政政策・少子化対策・男女共同参画）・社会保障・税一体改革担当、玄葉光一郎国家
戦略担当大臣・内閣府特命担当大臣（「新しい公共」・科学技術政策）・宇宙開発担当、仙谷由人内閣官房
副長官、福山哲郎内閣官房副長官、辻元清美内閣総理大臣補佐官（災害ボランティア活動担当）、細野豪志
内閣総理大臣補佐官（原子力発電所事故全般についての対応及び広報担当）、末松義規内閣府副大臣、平野
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資料編【4】要望書

達男（同）、小宮山洋子厚生労働副大臣、大塚耕平（同）、林久美子文部科学大臣政務官、岡本充功厚生労
働大臣政務官
国会議員（順不同）；泉健太（衆）、西村智奈美（衆）、岡田克也（衆）、前原誠司（衆）、井戸まさえ
（衆）、石毛えい子（衆）、郡和子（衆）、高井美穂（衆）、福田衣里子（衆）、藤田一枝（衆）、相原久
美子（衆）、大河原雅子（参）、岡崎トミ子（参）、金子恵美（参）、神本美恵子（参）、姫井由美子
（参）、福島みずほ（参）、牧山ひろえ（参）
委員；五百籏頭真東日本大震災復興構想会議議長、飯尾潤東日本大震災復興構想会議検討部会長
⑥タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年6月28日
提出先；松本龍東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当（防災）大臣、衆参の女性国会議員など
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子
note；復興大臣の選任を受けてとりまとめられたもの。
⑦（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年7月11日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災）
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子、皆川満寿美
note；東日本大震災復興対策担当大臣の交代を受けて、とりまとめられたもの。峰久幸義東日本大震災復
興対策本部事務局長を通じ提出された。
⑧タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年7月14日
提出先；民主党「子ども・男女共同参画調査会」（会長：神本美恵子参議院議員、副会長；西村智奈美衆議
院議員、事務局長；泉健太衆議院議員）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ 実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ子、
船橋邦子、青木玲子、大野曜、皆川満寿美
note；上記調査会でのヒアリング時に提出。
★⑨タイトル「復興基本方針への要望」（全文／レイアウト通り）
日付；平成23年7月15日
提出先；民主党国会議員（下記）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
★⑩タイトル「中央防災会議、都道府県防災会議の委員について」（全文／レイアウト通り）
日付；平成23年7月15日
提出先；民主党国会議員（下記）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ 実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；災害対策基本法改正を求める要望書。
⑨⑩の提出先民主党国会議員；石井章（衆）、石井登志郎（衆）、石毛えい子（衆）、郡和子（衆）、佐藤
ゆうこ（衆）、城島光力（衆）、西村智奈美（衆）、橋本勉（衆）、初鹿明博（衆）、藤田一枝（衆）、森
山浩行（衆）、相原久美子（参）、石橋通宏（参）、植松恵美子（参）、岡崎トミ子（参）、金子恵美
（参）、神本美恵子（参）
⑪タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／テキストのみ）
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日付；2011年7月19日
提出先；岡田克也民主党幹事長
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
⑫タイトル「「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」 に対する要望」（全文／テキストのみ）
日付；2011年7月25日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；「復興基本方針骨子」の発表を受けて緊急提出。
★⑬タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／レイアウト通り）
日付；2011年8月2日
提出先；菅直人内閣総理大臣
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；総理大臣官邸を訪ね、手交。藤田一枝衆議院議員、峰久幸義東日本大震災復興対策本部事務局長同
席。
⑭（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年8月28日
提出先；民主党代表選候補者
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党代表選挙に当たり、候補者（前原誠司（衆）、馬淵澄夫（衆）、海江田万里（衆）、野田佳
彦（衆）、鹿野道彦（衆））へ緊急提出。
⑮タイトル「新内閣の組閣に当たり、閣僚をはじめとする政務三役に、女性を積極的に登用することを求め
る緊急要望書」
日付；2011年8月30日
提出先；民主党代表 野田佳彦
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党新代表選出後に緊急提出。
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       ᵝ

2011 ᖺ 6 ᭶ 12 ᪥
ࠕ⅏ᐖ࣭⯆⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖ6.11 ࢩ࣏ࣥࠖᐇ⾜ጤဨ
㸨


ጤဨ㛗࣭ᇽᮏᬡᏊࠊົᒁ㛗࣭ཎࡦࢁᏊ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᑐᛂ࠾ࡅࡿ
⏨ዪඹྠཧ⏬どⅬࡢᚭᗏࡘ࠸࡚ࡢせᮃ

 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᩆ῭ᨭࠊ⯆ྥࡅ࡚ᅜෆእ࡛ࡈᑾຊ࡞ࡉࡗ
࡚࠸ࡿࡇᩗពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ


 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᵓ㆟ᑐࡍࡿෆ㛶⥲⌮⮧ࡢㅎၥ᭩㸦 ᭶
 ᪥㸧ࡀࠕ࠸࡞ࡿ❧ሙࡢே࡛ࡶᏳ࡛Ᏻᚰᬽࡽࡋ࡚⾜ࡅࡿᙉᅛ
࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀఱࡼࡾࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠖᣦࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࠊᙉࡃඹឤࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊࠕே㛫ࡢᏳಖ㞀ࠖࡢど
ࠕ⅏ᐖ࣭⯆⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖ6.11 ࢩ࣏ࣥࠖᐇ⾜ጤဨࡣࠊࢃࡀᅜࡢ⅏ᐖ࣭
⯆ᨻ⟇ࡀ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡽ❧࣭ᐇࡉࢀࡿࡇࢆ㢪࠸ࠊ⾜ືࡍࡿᅋ
యಶேࡽ࡞ࡿጤဨࠋ6 ᭶ 10 ᪥⌧ᅾࠊᅜࡍ࡚ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡢᅋయ 129ࠊ
ಶே 87 ྡࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ู⣬୍ぴ㸧
ࠋ6 ᭶ 11 ᪥᪥ᮏᏛ⾡㆟➼ඹദ࡛
ࠕ⅏ᐖ㺃⯆⏨ዪඹྠཧ⏬ 6.11 ࢩ࣏ࣥࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
㸨
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Ⅼ❧ࡗࡓᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢࡓࡵࡣࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ
ࡩࡲ࠼ࡓᨻ⟇࡞ࡽࡧィ⏬ࡢ❧ࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ

 㜰⚄ῐ㊰㟈⅏࣭᪂₲┴୰㉺㟈⅏ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓዪᛶࡓࡕࠊࡑ
ࡢዪᛶࡓࡕࢆᨭࡋⓎಙࡋ࡚ࡁࡓዪᛶࡓࡕࡢ⤒㦂ࡽࠊ⯆ྥࡅ
࡚ࡶ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢᣦࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ᖺ㜵⅏ᇶᮏィ⏬ࡢಟṇࡀ⾜ࢃࢀࠕዪᛶࡢ
ཧ⏬࣭⏨ዪ᪉ࡢどⅬࠖࡀ᫂グࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖺ  ᭶㛶㆟
Ỵᐃࡉࢀࡓ➨୕ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠊ➨  ศ㔝ࠊࠕᆅ
ᇦࠊ㜵⅏࣭⎔ቃࡑࡢࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࠖࡀグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᅜ㝿ⓗࡶࠊࠕ⅏ᐖዪᛶࠖࡢ㆟ㄽࡀ῝ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᨻᗓࡣࠊᅜ㝿༠ຊ࠾࠸࡚ࡣࠕ⅏ᐖዪᛶࠖ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
⯆ᨻ⟇࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏయࡢᑗ᮶ࡢ࠶ࡿࡁጼࢆᵓࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡾࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᵓ㆟ࡀ  ᭶  ᪥බ⾲ࡋࡓࠕࡇࢀࡲ
࡛ࡢᑂ㆟㐣⛬࠾࠸࡚ฟࡉࢀࡓ࡞ពぢ㹼ࠕ⯆ᵓ  ཎ๎ࠖࠕ
ࡘࡢㄽⅬࠖ㹼࡛ࠖࡣࠊ
ࠕ⏕ᾭ⌧ᙺ♫ࠖࠊ
ࠕ⎔ቃㄪ♫ࠖ
ࠊ
ࠕᏳᚰᏳ
♫ࠖ࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡃᆅᇦ࡙ࡃࡾ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕዪ
ᛶࡸ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅࡞ከᵝ࡞ேࠎࡀྜពᙧᡂࣉࣟࢭࢫ✚ᴟⓗ
ཧ⏬ࡍࡿࠖ
ࠕ┿ࡢཧ⏬ᆺ♫ࠖࢆࡵࡊࡍࡁࡍࡿࠊⓗ☜࡞ពぢࡀゝ
ཬࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆㛵ࡍࡿἲᚊ㸦࠸ࢃࡺࡿ⯆ᇶᮏἲ㸧࡛ࡣࠊ
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6 ᭶ 10 ᪥⾗㆟㝔࡛ྍỴࡉࢀࡓἲࡀࠊ
ࠕ⿕⅏ᆅᇦࡢఫẸࡢពྥࡀ
ᑛ㔜ࡉࢀࠊ࠶ࢃࡏ࡚ዪᛶࠊᏊࡶࠊ㞀ᐖ⪅➼ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ᅜẸࡢ
ពぢࡀᫎࡉࢀࡿࡁࡇࠖࢆࠊᇶᮏ⌮ᛕࡢ୍ࡘࡋ࡚࠾ࡾ㸦➨ 2
᮲ࡢ㸧ࠊࡑࡢᐇຠᛶࡀᙉࡃᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ
⅏ᐖࡽࡢ⯆ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⤒῭⯆⏕ά⯆ࡀ㌴ࡢ୧㍯࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀࡗ࡚ࡶࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖࡢどⅬࢆᚭᗏࡍࡿࡇ
ࡀྍḞ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ព㆑ࡽࠊ௨ୗࡢᥦゝࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛
ࡍࠋ

㸬㜵⅏ࠊ⅏ᐖᑐᛂࠊ⅏ᐖࡽࡢ⯆࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ど
Ⅼࡢᚭᗏࠊ࡞ࡽࡧࠊ⯆㆟࣭㜵⅏㆟࡞ࡢពᛮỴᐃ
ࡢሙ✚ᴟⓗዪᛶࡢཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࠋ

㸬ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᵓ㆟ࡢጤဨࢆቑဨࡋࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬
ࡢどⅬࢆᣢࡗࡓጤဨࠊࡾࢃࡅዪᛶጤဨࢆ㉳⏝ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὀ㸸⯆ᵓ㆟ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ⌧ᅾ  ྡ࡛ࠊዪᛶࡣ㸯ྡࠋ⯆ᇶᮏ
ἲࡼࢀࡤࠊᚋࡢ⯆ᵓ㆟ࡣ  ྡ௨ෆ࡛⤌⧊ࡍࡿࡇࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦➨  ᮲  㡯㸧ࠋ
➨  ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬㸦S㸧࡛ࡣࠊࠕ♫ࡢ࠶ࡽࡺࡿศ㔝
࠾࠸࡚ࠊ ᖺࡲ࡛ࠊᣦᑟⓗᆅዪᛶࡀ༨ࡵࡿྜࡀࠊᑡ࡞ࡃ
ࡶ ࡞ࡿࡼ࠺ᮇᚅࡍࡿࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧
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㸬⯆ᇶᮏἲࡼࢀࡤࠊࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ᮇࠖෆ㛶ࠕ
⯆ᗇࠖࢆタ⨨ࡋࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᑐ⟇ᮏ㒊࣭⌧ᆅᑐ⟇ᮏ
㒊࣭⯆ᵓ㆟➼ࡢᶵ⬟ࢆᘬࡁ⥅ࡄࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 ᮲㸧ࠋ
⯆ᗇཬࡧࡇࢀ⨨ࢀࡿ⤌⧊࠾࠸࡚ࡶࠊᇶᮏ⌮ᛕ࡛࠶
ࡿࠕዪᛶࠊᏊࡶࠊ㞀ᐖ⪅➼ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ᅜẸࡢពぢࡀ
ᫎࠖࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆᚭᗏࡍࡿࡇࠋ
  㸦ὀ㸸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᚲせ࡞ࡁࠊࠕཎᏊຊⓎ㟁
タࡢᨾࡼࡿ⅏ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦࡢ⯆㛵ࡍࡿྜ㆟ไࡢᶵ㛵ࠖࢆ
⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᵓᡂဨࡣࠊࠕ㛵ಀᆅ᪉බඹᅋయ
ࡢ㛗ࠊ࠾ࡼࡧཎᏊຊ㛵㐃ᢏ⾡ࠊᙜヱ⅏ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦࡢ⤒῭➼
㛵ࡋඃࢀࡓ㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 ᮲㸧ࠋ㸧
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⯆ᇶᮏ᪉㔪ࡢせᮃ

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸵᭶㸯㸳᪥
ࠕ⅏ᐖ࣭⯆⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖ㸴㸬㸯㸯ࢩ࣏ࣥ ᐇ⾜ጤဨ
ጤဨ㛗 ᇽᮏᬡᏊࠊົᒁ㛗 ཎࡦࢁᏊ



ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᇶᮏἲ㸦ᢤ⢋㸧

➨㸰᮲ ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽࡢ⯆ࡣࠊḟᥖࡆࡿ㡯ࢆᇶᮏ⌮ᛕࡋ
࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ᅜᆅ᪉බඹᅋయࡢ㐺ษ࡞ᙺศᢸཬࡧ┦ࡢ㐃ᦠ༠ຊ୪
ࡧᅜྛᆅࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢ┦ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡀ☜ಖࡉࢀࡿ
ࡶࠊ⿕⅏ᆅᇦࡢఫẸࡢពྥࡀᑛ㔜ࡉࢀࠊ࠶ࢃࡏ࡚ዪᛶࠊᏊ
ࡶࠊ㞀ᐖ⪅➼ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ᅜẸࡢពぢࡀᫎࡉࢀࡿࡁࡇࠋ



⯆ᵓ㆟ᥦゝ㸦ᢤ⢋㸧

⯆㝿ࡋ࡚ࡣࠊኌࢆฟࡋࡃ࠸ேࠎࡶ㓄៖ࡍࡿࡇ࡛ࠊㄡࢆࡶ
㝖ࡋ࡞࠸ໟᦤᆺࡢ♫࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⌮ᛕᇶ࡙ࡃ
ㅖ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ᆅᇦᒃሙᡤࢆぢฟࡏ࡞ࡗࡓⱝ⪅ࡸࠊᏙ❧ࡋ
ࡀࡕ࡞㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࠊኌࢆୖࡆࡃࡗࡓዪᛶ࡞ࡀࠊ㟈⅏ࢆዎᶵ
ᆅᇦ࡙ࡃࡾయⓗཧຍࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡾࢃࡅࠊ⏨ዪ
ඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡣᛀࢀࡽࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ
ࠕᒃሙᡤฟ␒ࠖ
ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ᒆࡃࡇࡢ࡞ࡗࡓኌ࡞ࡁኌࡀ
ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸᫎࡉࢀࠊᆅᇦࡢάຊࡀ㧗ࡲࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
⿕⅏ᆅࡢ⯆࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫ⓗໟᦤࡀᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂
ࡋ࠸ேࠎࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ⌧ᐇࡋࠊ᪂ࡓ࡞᪥ᮏ♫ࡢⓎᒎࡘ࡞ࡀࡿࡇ
ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ


     ἲᚊࡸᥦゝ࡛ㅻࢃࢀࡓࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࠖࡢ⌮ᛕ➼ࢆࠊ

     ᨻ⟇࣭⟇ࡋ࡚ලయࡋࠊ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せࠋ
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ዪᛶࡢどⅬࢆᫎࡋࠊ⏕ά⪅ࡢどⅬ❧ࡗࡓ⯆ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡶࠊ
⯆࣭㜵⅏ࡢពᛮỴᐃࡢሙࡢዪᛶࡢཧ⏬ࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢྲྀ
⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࠋ


㸯㸬⯆ᑐ⟇ᮏ㒊➼⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡽࡢᨻ⟇ᢸᙜ㒊⨫ࢆタ⨨

⯆ᑐ⟇ᮏ㒊࣭⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࠊᚋタ⨨ࡉࢀࡿ⯆ᗇࠊ
ࠕ⏨
ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࠖࢆᢸᙜࡍࡿ㒊⨫ࢆタࡅࠊ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞⏬ㄪ
ᩚ㛵ࢃࡿࡇࠋ
 ࡲࡓࠊᏊࡶࠊ㞀ᐖ⪅ࡢどⅬࢆᢸᙜࡍࡿ㒊⨫ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 㸦ཧ⪃㸸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᇶᮏἲ㸦ᢤ⢋㸧
㸧

➨㸯㸯᮲ ෆ㛶ࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕᮏ㒊ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⨨ࡃࠋ
 ➨㸰㸲᮲ ูἲᚊ࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊෆ㛶ࠊ⯆ᗇࢆタ⨨ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ᮏ㒊ࡣࠊ⯆ᗇࡢタ⨨ࡢ㝿ᗫṆࡍࡿࡶࡢࡋࠊᮏ㒊୪ࡧ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࠊᮾ᪥ᮏ
㟈⅏⯆ᵓ㆟➼ཬࡧࡑࡢࡢᮏ㒊⨨ࢀࡿ⤌⧊ࡢᶵ⬟ࡣࠊ⯆ᗇཬࡧࡇࢀ
⨨ࢀࡿ⤌⧊ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



㸰㸬⯆ᢸᙜ㒊ᒁዪᛶࢆⓏ⏝




⯆ᇶᮏἲࡢᇶᮏ⌮ᛕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕዪᛶࠊᏊࡶࠊ㞀ᐖ⪅➼
ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ᅜẸࡢពぢࡀᫎࠖࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ཬ
ࡧᇶ♏⮬య࠾ࡅࡿពᛮỴᐃᶵ㛵ࡸ᥎㐍⤌⧊ࠊዪᛶࢆⓏ⏝ࡍ
ࡿࡇࠋ


㸱㸬⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࠾࠸࡚ࠊዪᛶࡢኌࢆ⫈ࡃࢆᐃᮇⓗ㛤ദ




⯆࣭㜵⅏ࡢពᛮỴᐃࡢሙࡢዪᛶࡢཧ⏬ಁ㐍ࡶ㔜せ

 ୰ኸ㜵⅏㆟  㸸㸰㸳ே୰㸯ே
 ⯆ᵓ㆟  㸸㸯㸳ே୰㸯ே 㸦ἲᚊୖ㸰㸳ே௨ෆ㸧
 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟㸸㸲㸬㸯㸣   㸦㸯㸮㒔┴࡛ዪᛶࢮࣟ㸧
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㸵᭶୰⟇ᐃணᐃࡢࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᇶᮏ᪉㔪ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪ
᭶୰⟇ᐃணᐃࡢࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᇶᮏ᪉㔪ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ඹྠཧ⏬ࢆලయⓗᨻ⟇ࡋ࡚᫂☜᭩ࡁࡇࡴࡇࠋ
ࡇࠋ
ࡇࠋ



⯆ࡢ⌮ᛕ
⯆ࡢ⌮ᛕ

ͤ⯆ᇶᮏἲ࠾࠸࡚ࠊᇶᮏ⌮ᛕࡋ࡚ࠊ
ࠕ⿕⅏ᆅᇦࡢఫẸࡢពྥࡀᑛ㔜ࡉࢀࠊ
࠶ࢃࡏ࡚ዪᛶࠊᏊࡶࠊ㞀ᐖ⪅➼ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ᅜẸࡢពぢࡀᫎࡉࢀࡿ
ࡁࡇࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࣭࡚ࡢேࡀࠊ♫ࡽ㝖ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊᒃሙᡤฟ␒ࡀ࠼ࡽࢀࡿ♫
ࠋዪᛶࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅࡞ࠊᵝࠎ࡞≧ἣ⨨ࢀ࡚࠸ࡿேࡀពᛮỴᐃ
ཧ⏬࡛ࡁࠊࡑࢀࡽࡢ᪉㓄៖࡛ࡁࡿ♫ࠋ
 ࣭࡚ࡢேࡀࠊಶᛶ⬟ຊࢆ༑ศⓎࡋࠊ࠸ࡁ࠸ࡁά㌍࡛ࡁࡿ♫ࠋ



⯆ࡢᢸ࠸ᡭ
⯆ࡢᢸ࠸ᡭ

 ࣭ዪᛶࡀ⯆ࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂☜⨨ࡅࡿࠋ



࠸ᡭࡢࡼ࠸㔠
࠸ᡭࡢࡼ࠸㔠

 ࣭ዪᛶࡢά㌍ࢃࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋࡑࡢࡓࡵࡢᯟࢆタᐃࡍࡿࠋ
 ࣭ࢯࣇࢺࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊዪᛶࡢᑵᴗ࣭㉳ᴗ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸࣅࢪࢿࢫࠊࢯ࣮ࢩ
ࣕࣝࣅࢪࢿࢫ㸧ࡢࡓࡵࡢ㈨㔠ࡸࠊᑵᴗ࣭㉳ᴗࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ
⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋᏊ⫱࡚ᨭ࡞ࡢ⎔ቃᩚഛࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 ࣭㜵⅏࣭⯆ࡢྲྀ⤌ࡣࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡽࡢᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛
࠶ࡾࠊ㔠ࢆά⏝ࡍࡿ࡞ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵ಀࡢண⟬ࢆᥐ⨨ࡍࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡶࠊᰂ㌾ά⏝࡛ࡁࡿ⯆ᇶ㔠ࢆタ⨨
ࡍࡿࡇࠋ
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⅏ᐖᙉ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾ
⅏ᐖᙉ࠸ᆅᇦ࡙ࡃࡾ

 ࣭⅏ᐖᙉ࠸ᆅᇦࢆࡘࡃࡿࡣࠋ᪥㡭ࡽࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬♫ࠊඹ⏕♫ࡢ
ᐇ⌧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ⯆ẁ㝵࠾࠸࡚ࠊዪᛶࡢཧ⏬ࢆ㐍ࡵࠊዪᛶࡸ
㞀ᐖ⪅࡞ࡢᆅᇦࡢከᵝ࡞ఫẸࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᐇ⌧ྲྀࡾ
⤌ࡴࠋ



ᆅᇦ࠾ࡅࡿᬽࡽࡋࡢ⏕
ᆅᇦ࠾ࡅࡿᬽࡽࡋࡢ⏕

 ࣭ዪᛶࡢᑵᴗ࣭㉳ᴗ㸦ᴗࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࣅࢪࢿࢫࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࣅࢪࢿࢫ㸧
ࢆᨭࡍࡿࠋ
 ࣭⿕⅏ࡋࡓዪᛶࡢᵝࠎ࡞ᝎࡳࠊ㹂㹔ࡢᑐᛂ➼ࡢࡓࡵࠊ┦ㄯࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓኌࡸពぢࢆࠊ⯆ࡸ⿕⅏⪅ᨭࡢ⟇ᫎ
ࡍࡿࠋ
࣭ୖグྲྀ⤌ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿࠋ



㟈⅏ࡢᩍカࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᅜ࡙ࡃࡾ
㟈⅏ࡢᩍカࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᅜ࡙ࡃࡾ 㸫 㜵⅏ᇶᮏィ⏬ࡢぢ┤ࡋ
㜵⅏ᇶᮏィ⏬ࡢぢ┤ࡋ

 ࣭ᅇࡢ㟈⅏ࡢᩍカࢆࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬ➼ࡽࡶᢕᥱࡋࠊ㜵⅏ᇶᮏィ
⏬ࡢぢ┤ࡋάࡍࠋ≉ࠊ㜵⅏ᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࠊዪᛶࡢⓏ⏝ࡢ㐩ᡂ┠
ᶆࡸࢽ࣮ࢬࡢලయⓗ࡞ෆᐜࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉⮬యࡸ㜵⅏ࡢ⌧ሙ
࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ
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୰ኸ㜵⅏㆟ࠊ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢጤဨࡘ࠸࡚
୰ኸ㜵⅏㆟ࠊ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢጤဨࡘ࠸࡚
㸺᰿ᣐἲ㸸⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ㸦㸱㸴ᖺἲᚊ➨㸰㸰㸱ྕ㸧㸼



 ୰ኸ㜵⅏㆟  㸸㸰㸳ே୰㸯ே
 ⯆ᵓ㆟  㸸㸯㸳ே୰㸯ே㸦ἲᚊୖ㸰㸳ே௨ෆ㸧
 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟㸸㸲㸬㸯㸣㸦㸯㸮㒔┴࡛ዪᛶࢮࣟ㸧




୰ኸ㜵⅏㆟ࡸ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢጤဨࡢከࡃࡣࠊ
⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲᇶ࡙ࡁࠊ⫋ົᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ዪᛶࡢཧ⏬ࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡣࠊ᮲ᩥࡢぢ┤ࡋࡶᚲせࠋ




୰ኸ㜵⅏㆟
୰ኸ㜵⅏㆟ 
㸦୰ኸ㜵⅏㆟ࡢ⤌⧊㸧
➨㸯㸰᮲ ୰ኸ㜵⅏㆟ࡣࠊ㛗ཬࡧጤဨࢆࡶࡘ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸰 㛗ࡣࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
㸳 ጤဨࡣࠊḟᥖࡆࡿ⪅ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
୍ 㜵⅏ᢸᙜ⮧
 㜵⅏ᢸᙜ⮧௨እࡢᅜົ⮧ࠊᣦᐃබඹᶵ㛵ࡢ௦⾲⪅ཬࡧᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅
ࡢ࠺ࡕࡽࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࡀ௵ࡍࡿ⪅
㸴 ୰ኸ㜵⅏㆟ࠊᑓ㛛ࡢ㡯ࢆㄪᰝࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸵 ᑓ㛛ጤဨࡣࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ཬࡧᣦᐃබඹᶵ㛵ࡢ⫋ဨ୪ࡧᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࠺
ࡕࡽࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࡀ௵ࡍࡿࠋ


ۑ௨ୗࡢ㊃᪨ࢆ㏣ຍ



ࠕ➨㡯➨ྕࡢᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ⏨ዪࡢ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢ㆟ဨࡢᩘ
 ࡣࠊᙜヱᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ⥲ᩘࡢ༑ศࡢ୕ᮍ‶࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ


ͤ⌧ᅾࡢጤဨ㸸㸰㸳ྡࠋ࠺ࡕࠊዪᛶࡣ㸯ྡࠋ
    㛶㸯㸵ྡࠋᣦᐃබඹᶵ㛵㸲ྡࠋᏛ㆑⤒㦂⪅㸲ྡࠋ
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㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟
㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ 


➨㸯㸳᮲ 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡣࠊ㛗ཬࡧጤဨࢆࡶࡘ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸰 㛗ࡣࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
㸳 ጤဨࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
୍ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ༊ᇦࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆ⟶㎄ࡍࡿᣦᐃᆅ᪉⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㛗ཪࡣࡑ
ࡢᣦྡࡍࡿ⫋ဨ
 ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࢆ㆙ഛ༊ᇦࡍࡿ㝣ୖ⮬⾨㝲ࡢ᪉㠃⥲┘ཪࡣࡑࡢᣦྡࡍࡿ㒊㝲
ⱝࡋࡃࡣᶵ㛵ࡢ㛗
୕ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡢᩍ⫱㛗
ᅄ ㆙ど⥲┘ཪࡣᙜヱ㐨ᗓ┴ࡢ㐨ᗓ┴㆙ᐹᮏ㒊㛗
 ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࡀࡑࡢ㒊ෆࡢ⫋ဨࡢ࠺ࡕࡽᣦྡࡍࡿ⪅
භ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ༊ᇦෆࡢᕷ⏫ᮧࡢᕷ⏫ᮧ㛗ཬࡧᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ㛗ࡢ࠺ࡕࡽᙜヱ
㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࡀ௵ࡍࡿ⪅
 ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ᴗົࢆ⾜࡞࠺ᣦᐃබඹᶵ㛵ཪࡣᣦᐃᆅ᪉බඹᶵ
㛵ࡢᙺဨཪࡣ⫋ဨࡢ࠺ࡕࡽᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࡀ௵ࡍࡿ⪅
㸴 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࠊᑓ㛛ࡢ㡯ࢆㄪᰝࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
㸵 ᑓ㛛ጤဨࡣࠊ㛵ಀᆅ᪉⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⫋ဨࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ⫋ဨࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ༊
ᇦෆࡢᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࠊ㛵ಀᣦᐃබඹᶵ㛵ࡢ⫋ဨࠊ㛵ಀᣦᐃᆅ᪉බඹᶵ㛵ࡢ⫋ဨཬࡧ
Ꮫ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࡽࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࡀ௵ࡍࡿࠋ

 㸳㡯ࡢ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢጤဨࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ⪅ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ㏣ຍࡍࡿࠋ
 
 ඵ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ఫẸ⚟♴➼㛵ࡍࡿάືࢆ⾜࠺⪅ཬࡧ㜵⅏

㛵ࡍࡿᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࡽࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀ௵ࡍࡿ⪅
  ➨ྕཬࡧ➨ඵྕᇶ࡙ࡁ௵ࡍࡿጤဨࡢ࠺ࡕࠊ⏨ዪࡢ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢጤဨ

ࡢᩘࡣࠊᙜヱጤဨࡢ⥲ᩘࡢ༑ศࡢ୕ᮍ‶࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟
ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟
㜵⅏㆟ 


㸦ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟㸧
➨㸯㸴᮲ ᕷ⏫ᮧࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᆅᇦಀࡿᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢసᡂཬࡧࡑࡢᐇࡢ
᥎㐍ࡢࡓࡵࠊᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ๓㡯つᐃࡍࡿࡶࡢࡢࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊ༠㆟ࡼࡾつ⣙ࢆᐃࡵࠊඹྠࡋ࡚ᕷ⏫ᮧ
㜵⅏㆟ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸴 ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟ࡢ⤌⧊ཬࡧᡤᤸົࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢ⤌⧊ཬࡧᡤᤸົࡢ
‽ࡌ࡚ࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ᮲㸦➨㡯ࡢつᐃࡼࡾタ⨨ࡉࢀࡓᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟
࠶ࡗ࡚ࡣࠊつ⣙㸧࡛ᐃࡵࡿࠋ
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²°±± ࢳ ¸ ఌ ² ஓ

юᩝ፱ျ۾ᒮ ᕏᄽ̷

ȈདˁेᒾȻ႒ܤцպՎ႕ȉ¶®±± ʁʽʧ ᚐ݃͢׆ª
݃׆ᩋ ڛటௗފǾ̜өࠈᩋ ՁɅɠފ
ᴥջዓҝຍᴦ


ూஓట۾དेᒾژటᦉɋɁᛵఖ


ూஓట۾དɁୗຑୈˁेகˁेᒾȾտȤȹɁᕏ፱ျ۾ᒮɁ˶ȁȽ
ɜȿȧࠅӌȾୢɥ᚜ȪɑȬǿ
ेᒾኍȾȝȗȹɂǾஓటпͶɁ఼߬ɁȕɞɌȠݎɥഫȬɞ॒ᛵȟ
ȕɝǾȻɝɢȤᛵȽཟȟǾ႒ܤцպՎ႕ᇋ͢ɁးȺȕɞȻᐎțɑȬǿ
ȰɟɂǾᕏ፱ျ۾ᒮȟ߿͖छқȞɜૡȥɜɟȲȈˢ̷ɅȻɝɥӿଈȬɞ
ᇋ͢ȉǾȈఊߵ˪ࢶᇋ͢ȉɁݎɥǾ႒ܤȻȗșඒЫȺ᚜ȬɁȟǾ႒ܤцպ
Վ႕ᇋ͢ȺȕɞȞɜȺȬǿ፱ျȟࠕఖȨɟɞȰșȪȲᇋ͢ɁးɂǾቼ
̝ඒ˰ႜऻ۾ȾஓటȟᣆȶȹȠȲᤍሌɥǾఝ఼ȾտȤȹ۾ȠȢᢆ૰Ȭ
ɞɕɁȺȕɝǾ۾ȗȾ᠆պȗȲȪɑȬǿ
ՁᄉȾᩜȬɞᕏ፱ျɁᦉ۾ȟǾऻஓటɁɲʗʵɸ˂ኍɥᢆ૰Ȭ
ɞɕɁȺȕɞɛșȾǾ
Ȉˢ̷ɅȻɝɥӿଈȬɞᇋ͢ȉǾ
Ȉఊߵ˪ࢶᇋ͢ȉȻ
ȗșျॡɂǾऻஓటɁጽຑᩒᄉᡅ፷Ⱦ۾Ƚᢆ૰ɥɕȲɜȬɕɁȻျ
ᜓȪȹȗɑȬǿऻஓటɁጽຑᩒᄉᡅ፷ɂǾɛșȬɞȾǾ
ŽɑȭᩋǾͺ
ᛀȟȕɟɃᇩᇐžȺȕɝǾȈʒʴɹʵʊɰʽȉᴥߋᐐˁऐᐐȟ༁țɃǾऍ
ᐐȾɕঐগȟɝᕶȴɞᴦȺȪȲǿ٥ࠕڒᩒȺȗțɃǾูࢲ܀ʣʵʒ٥
࢛ТаȺȕɝూ̱ˢᪿ˹ȺȬᴥ٥ɁᤈႾǾࣷᴦǿ

 ࠕ⅏ᐖ࣭⯆⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖ ࢩ࣏ࣥᐇ⾜ጤဨࡣࠊࢃࡀᅜࡢ⅏ᐖ࣭⯆ᨻ⟇ࡀ⏨ዪඹྠ
ཧ⏬ࡢどⅬࡽ❧࣭ᐇࡉࢀࡿࡇࢆ㢪࠸ࠊ⾜ືࡍࡿᅋయಶேࡽ࡞ࡿጤဨ㸦ูῧྡ⡙ཬ
ࡧ㈨ᩱࢆཧ↷㸧
ࠋ
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ᕏ፱ျɁျॡȟǾ٥ڒኍȾᕶȻȪᣅɑɟȹஃȨɟȹȗɟɃǾ۾
དɁᚱᴥᩜᣵඳɥֆɓᴦɂȦɟɎȼ۾ȠȢȽȞȶȲȞɕȪɟȽȗȻǾ
ণɗɑɟȹȽɝɑȮɦǿᇹȲȴɂȦɁऻণɥ̝࣊ȻᎱɝᣌȨȽȗȻข
ȪȹȗɑȬǿ
ȰșȪȲ٥ȞɜǾూஓట۾དेᒾߦኍటȟᴴఌᴯᴶஓȾᄉ᚜Ȫ
ȲȈూஓట۾དȞɜɁेᒾɁژటᦉȉ
ᴥ͏˩ǾژటᦉᴦȾ͏˩Ɂɛ
șȾᜤȨɟȲȦȻɥΙȪǾජᣊȬɞɕɁȺȬǿȬȽɢȴǾȰɁȈᴮ
ژటᄑᐎțȉɁȈ¨éø© ႒ܤцպՎ႕ɁᜊཟȞɜǾेᒾɁȕɜəɞکˁ
ጸᎥȾǾॴܤɁՎ႕ɥȬɞǿȕɢȮȹǾފȼɕˁ᪩ᐐኄȕɜəɞ
̷ȁȟͳɒɗȬȗцႆᇋ͢ɥးȬɞȉ
ᴥᴮʤ˂ʂᴦ
ǿȻɝɢȤǾ
Ȉᴴेᒾ
ୈɁͶҤኄȉȾᇉȨɟȲȈȈూஓట۾དेᒾߦኍటȉՒɆȈး٥ߦ
ኍటȉɁ̜өࠈȾǾेᒾᤈሌȾȝȤɞ႒ܤцպՎ႕ɥȬɞͶҤɥ
ᜫȤɞɕɁȻȬɞȉ
ᴥᴰᴮʤ˂ʂᴦȦȻɂǾ႕ఙᄑȽю߁ȺȕɝǾᣱɗȞ
ȾஃȨɟɞȦȻɥǾऐȢఙशȪȹȝɝɑȬǿ
ȰȦȺǾ͏˩ɥᛵఖȗȲȪɑȬǿ
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ᴮᴦژటᦉȾᄱɝᣅɑɟȲ႒ܤцպՎ႕ᩜᣵኍɁஃȾȕȲȶȹ
ɂǾ̷యɥᆬίȪǾ॒ᛵȽ̙አɥੵоȪǾᅔȾᚐȬɞȦȻǿ
ᴯᴦȈᴴेᒾୈɁͶҤኄȉȾᇉȨɟȲȈेᒾᤈሌȾȝȤɞ႒ܤцպՎ
႕ɥȬɞͶҤȉȻȪȹǾ
Ȉూஓట۾དेᒾߦኍటȉՒɆȈး
٥ߦኍటȉȾ႒ܤцպՎ႕આछᏜɥᜫȤǾᬻڒᄑȽ͙႕ᝩ
൏᪅ɥધȲȮɞȦȻǿ
ᴰᴦेᒾژటศɁژటျॡɁˢȷȺȕɞȈॴܤǾފȼɕǾ᪩ᐐኄɥֆ
ɔȲ۹റȽّɁȟՕȉȨɟɞɛșǾး٥ߦኍటՒɆژᇀ
ᒲผͶȾȝȤɞ९ขްൡᩜɗጸᎥȾǾॴܤɁᄊႊɥȬɞ
ȦȻǿ
ᴱᴦ˹܄᩻ད͢ឰɗ᥆ᤍࣈᅇ᩻ད͢ឰɁ݃׆Ɂ۹ȢɂǾདߦኍژటศ
ȾژȸȠᐳөްȨɟȹȝɝǾ˩ᜤɁɛșȾ۾ԡȟ႒ॴȺȕɞǿȰ
ȦȺǾॴܤɁՎ႕ȟછ۾ȬɞȲɔǾժᑤȽ᪅ɝॲȽདߦኍژట
ศඩɥᚐșȦȻȌՎᐎ୳ᴮȍǿ

 ୰ኸ㜵⅏㆟  㸸㸰㸳ே୰㸯ே
 ⯆ᵓ㆟  㸸㸯㸳ே୰㸯ே 㸦ἲᚊୖ㸰㸳ே௨ෆ㸧
 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟㸸㸲㸬㸯㸣   㸦㸯㸮㒔┴࡛ዪᛶࢮࣟ㸧

ᴲᴦး٥ߦኍటᩋ˿ϸȺǾ٥ЫɁॴܤᠭഈɗيॴܤͶɁ͍᚜ᐐǾᚱ
དᐐୈȾछȲȶȹȗɞॴܤɺʵ˂ʡ͍᚜ȽȼȻɁ̬૰͢ɥ
ްఙᄑȾᩒϸȬɞȦȻǿ

ᴳᴦेᒾɁɝጸɒȾȕȲȶȹɂǾ
ȈΈȗӫਖ਼Ɂɛȗ̬͇ᦂȉɥ๊ႊȪǾ
ेᒾɁઆȗਖ਼ȺȕɞॴܤɁ߿ഈˁᠭഈɁȲɔɁᦂȻȽɞɛșǾܤ
ॴɁ๊ᡮɥୈȬɞȲɔɁౕɥᜫްȪǾʫʕʯ˂ȻȪȹཟԇȬɞ
ȽȼɁጸɥᚐșȦȻǿ
ᴴᴦॴܤɁᜊཟȞɜɁདߦख़ʨʕʯɬʵɁ϶ȽȼǾདȾ϶țȹࢲ
ȞɜɁጸɥɔȹȗȢȦȻǿ
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⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲᨵṇࡘ࠸࡚
⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲᨵṇࡘ࠸࡚
ࡘ࠸࡚  ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯ࠚ
࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯ࠚ
୰ኸ㜵⅏㆟ࠊ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢጤဨ
㸺᰿ᣐἲ㸸⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ㸦㸱㸴ᖺἲᚊ➨㸰㸰㸱ྕ㸧㸼


 ୰ኸ㜵⅏㆟  㸸㸰㸳ே୰㸯ே
 ⯆ᵓ㆟  㸸㸯㸳ே୰㸯ே㸦ἲᚊୖ㸰㸳ே௨ෆ㸧
 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟㸸㸲㸬㸯㸣㸦㸯㸮㒔┴࡛ዪᛶࢮࣟ㸧




୰ኸ㜵⅏㆟ࡸ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢጤဨࡢከࡃࡣࠊ
⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲᇶ࡙ࡁࠊ⫋ົᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ዪᛶࡢཧ⏬ࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡣࠊ᮲ᩥࡢぢ┤ࡋࡶᚲせࠋ



୰ኸ㜵⅏㆟
୰ኸ㜵⅏㆟ 
㸦୰ኸ㜵⅏㆟ࡢ⤌⧊㸧
➨㸯㸰᮲ ୰ኸ㜵⅏㆟ࡣࠊ㛗ཬࡧጤဨࢆࡶࡘ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸰 㛗ࡣࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
㸳 ጤဨࡣࠊḟᥖࡆࡿ⪅ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
୍ 㜵⅏ᢸᙜ⮧
 㜵⅏ᢸᙜ⮧௨እࡢᅜົ⮧ࠊᣦᐃබඹᶵ㛵ࡢ௦⾲⪅ཬࡧᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅
ࡢ࠺ࡕࡽࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࡀ௵ࡍࡿ⪅
㸴 ୰ኸ㜵⅏㆟ࠊᑓ㛛ࡢ㡯ࢆㄪᰝࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸵 ᑓ㛛ጤဨࡣࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ཬࡧᣦᐃබඹᶵ㛵ࡢ⫋ဨ୪ࡧᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࠺
ࡕࡽࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࡀ௵ࡍࡿࠋ


せᮃ㡯
せᮃ㡯

ۑ௨ୗࡢ㊃᪨ࢆ㏣ຍ

ࠕ➨㡯➨ྕࡢᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ⏨ዪࡢ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢ㆟ဨࡢᩘ
 ࡣࠊᙜヱᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ⥲ᩘࡢ༑ศࡢ୕ᮍ‶࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ


ͤ⌧ᅾࡢጤဨ㸸㸰㸳ྡࠋ࠺ࡕࠊዪᛶࡣ㸯ྡࠋ
    㛶㸯㸵ྡࠋᣦᐃබඹᶵ㛵㸲ྡࠋᏛ㆑⤒㦂⪅㸲ྡࠋ
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㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟
㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟
➨㸯㸳᮲ 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡣࠊ㛗ཬࡧጤဨࢆࡶࡘ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸰 㛗ࡣࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
㸳 ጤဨࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢆࡶࡘ࡚࡚ࡿࠋ
୍ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ༊ᇦࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆ⟶㎄ࡍࡿᣦᐃᆅ᪉⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㛗ཪࡣࡑࡢᣦྡࡍ
ࡿ⫋ဨ
 ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࢆ㆙ഛ༊ᇦࡍࡿ㝣ୖ⮬⾨㝲ࡢ᪉㠃⥲┘ཪࡣࡑࡢᣦྡࡍࡿ㒊㝲ⱝࡋࡃࡣ
ᶵ㛵ࡢ㛗
୕ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡢᩍ⫱㛗
ᅄ ㆙ど⥲┘ཪࡣᙜヱ㐨ᗓ┴ࡢ㐨ᗓ┴㆙ᐹᮏ㒊㛗
 ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࡀࡑࡢ㒊ෆࡢ⫋ဨࡢ࠺ࡕࡽᣦྡࡍࡿ⪅
භ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ༊ᇦෆࡢᕷ⏫ᮧࡢᕷ⏫ᮧ㛗ཬࡧᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ㛗ࡢ࠺ࡕࡽᙜヱ㒔㐨ᗓ┴
ࡢ▱ࡀ௵ࡍࡿ⪅
 ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ᴗົࢆ⾜࡞࠺ᣦᐃබඹᶵ㛵ཪࡣᣦᐃᆅ᪉බඹᶵ㛵ࡢᙺဨ
ཪࡣ⫋ဨࡢ࠺ࡕࡽᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࡀ௵ࡍࡿ⪅
㸴 㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࠊᑓ㛛ࡢ㡯ࢆㄪᰝࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑓ㛛ጤဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸵 ᑓ㛛ጤဨࡣࠊ㛵ಀᆅ᪉⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⫋ဨࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ⫋ဨࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ༊ᇦෆࡢ
ᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࠊ㛵ಀᣦᐃබඹᶵ㛵ࡢ⫋ဨࠊ㛵ಀᣦᐃᆅ᪉බඹᶵ㛵ࡢ⫋ဨཬࡧᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶
ࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࡽࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢ▱ࡀ௵ࡍࡿࠋ

 せᮃ㡯
せᮃ㡯

 㸳㡯ࡢ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢጤဨࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ⪅ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ㏣ຍࡍࡿࠋ
 ඵ ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ఫẸ⚟♴➼㛵ࡍࡿάືࢆ⾜࠺⪅ཬࡧ㜵⅏

㛵ࡍࡿᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࡽࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀ௵ࡍࡿ⪅
  ➨ྕཬࡧ➨ඵྕᇶ࡙ࡁ௵ࡍࡿጤဨࡢ࠺ࡕࠊ⏨ዪࡢ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡢጤဨ

ࡢᩘࡣࠊᙜヱጤဨࡢ⥲ᩘࡢ༑ศࡢ୕ᮍ‶࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟
ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟
㜵⅏㆟ 
㸦ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟㸧
➨㸯㸴᮲ ᕷ⏫ᮧࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᆅᇦಀࡿᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢసᡂཬࡧࡑࡢᐇࡢ᥎㐍ࡢࡓ
ࡵࠊᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ๓㡯つᐃࡍࡿࡶࡢࡢࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊ༠㆟ࡼࡾつ⣙ࢆᐃࡵࠊඹྠࡋ࡚ᕷ⏫ᮧ㜵⅏
㆟ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸴 ᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟ࡢ⤌⧊ཬࡧᡤᤸົࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ࡢ⤌⧊ཬࡧᡤᤸົࡢ‽
ࡌ࡚ࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ᮲㸦➨㡯ࡢつᐃࡼࡾタ⨨ࡉࢀࡓᕷ⏫ᮧ㜵⅏㆟࠶ࡗ࡚ࡣࠊつ
⣙㸧࡛ᐃࡵࡿࠋ
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᪥ᮏ࠾ࡅࡿ⅏ᐖ⬤ᙅᛶ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ㐜ࢀ

᪥ᮏ࠾ࡅࡿ⅏ᐖ⬤ᙅᛶ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ㐜ࢀ ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰ࠚ


㜰⚄ῐ㊰㟈⅏௨ᚋࡢ⤒⦋⌧≧
㜰⚄ῐ㊰㟈⅏  ࡢṚ⪅ᩘࡣࠊዪᛶ  ேࠊ⏨ᛶ  ேࠊዪ
ᛶࡀ  ே㏆ࡃከࡗࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࠗ㜵⅏ⓑ᭩࠘ཧ⪃㈨ᩱ㸧ࠋࡲࡓࠊ
⯆ࣉࣟࢭࢫ࡛ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊዪᛶࡀᵝࠎ
࡞ᅔ㞴ࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋ
㜰⚄ῐ㊰㟈⅏࡛㢧ᅾࡋࡓ⏨ዪᖹ➼ࡢࡇ࠺ࡋࡓᐇែࡣࠊࡑࡢᚋࠊ
ṇࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊ⅏ᐖண㜵ࡶᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺࡢ
᪂₲┴୰㉺㟈⅏࡛ࡶྠࡌែࡀ⏕ࡌࡓࠋ
 ⩣  ᖺ⚄ᡞ࡛㛤ࢀࡓᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟࡛ࡣࠊࠕே㛫ࡢᏳಖ㞀
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢὶࠖࡢ㔜せᛶࡀᥦ♧ࡉࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶㜵⅏ᇶᮏ
ィ⏬ࠕ⏨ዪࡢࢽ࣮ࢬࡢ㐪࠸➼ࠊ⏨ዪ᪉ࡢどⅬࠖࡢ㓄៖ࡀ┒ࡾ㎸ࡲ
ࢀࠊ ᖺ  ᭶ࡢ୰ኸ㜵⅏㆟࠾࠸࡚ࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀ
ࡓ㜵⅏యไࡢ☜❧ࠖࡀ᫂♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ➨ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬࡞ࡽࡧ➨୕ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏ
ィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛶㆟Ỵᐃ㸧ࠊࠕ㜵⅏࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ
᥎㐍ࠖࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋࡋࡋࠊ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏ィ⏬ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏ
ィ⏬ࡢ୧᪉ࠕ⏨ዪ᪉ࡢどⅬࠖࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿྜࡣ㸵␃ࡲ
ࡾࠊ㒔㐨ᗓ┴㜵⅏㆟ጤဨ༨ࡵࡿዪᛶࡢྜࡣࢃࡎ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
㸦ᕷ⏫ᮧࡘ࠸࡚ࡣ 㸣㸧ࠊពᛮỴᐃࡢሙࡢዪᛶࡢཧ⏬ࡣࡲࡔ༑ศ
ᐇ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸㸦ᕷ⏫ᮧࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊ㜵⅏ศ
㔝ࡢゝཬࡑࡢࡶࡢࡀᑡ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧ࠋ
ࡲࡓ㑊㞴ᡤ࡛ࡣዪᛶࡓࡕࡣᭀຊࡸࢭࢡࢩ࣭ࣗࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㐼㐝
ࡋࠊ㈋ᅔ࠶࠼ࡄ࡞ዪᛶࡢ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡀ㟢࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ῶ⅏ࡢᴫᛕࡘ࠸࡚
ῶ⅏ࡢᴫᛕࡘ࠸࡚  ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸱ࠚ
࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸱ࠚ

ᇶᮏ᪉㔪⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕῶ⅏ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀ♧ࡍᴫᛕࡣ⊃࠸ࡢ࡛࡞࠸࠸࠺
Ⅼࢆᣦࡋࡓ࠸ࠋᅜ㝿ⓗᶆ‽ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠕ⅏ᐖࣜࢫࢡࡢ๐ῶࠖࡢᴫᛕࢆ᥇⏝ࡍࡿ
ࡇࢆせᮃࡍࡿࠋ

㸴᭶㸰㸳᪥ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᵓ㆟ࠖࡀⓎ⾲ࡋࡓࠗᥦゝ࠘ࡢ  ࣮࣌ࢪࡢὀ࡛
ࡢᐃ⩏ࡣࠊ௨ୗࠋࠕࠕῶ⅏ࠖࡣࠊ⮬↛⅏ᐖᑐࡋࠊ⿕ᐖࢆᑒࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࡢ᭱ᑠࢆ║ࡍࡿࡇࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣁ࣮ࢻᑐ⟇㸦㜵Ἴሐ࣭㜵₻ሐࡢᩚഛ➼㸧ࠊ
ࢯࣇࢺᑐ⟇㸦㜵⅏カ⦎ࠊ㜵⅏ᩍ⫱➼㸧ࢆ㔜ᒙⓗ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࠖ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡇ࡛ࠕࢯࣇࢺᑐ⟇ࠖࡤࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡘࡁࠊୡ⏺ࡢ⅏ᐖ࣭⯆ࡢᐇ㊶◊✲
ᡂᯝぢࡽࢀࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡣࠊ
ࠕ♫ⓗ⬤ᙅᛶ VRFLDO YXOQHUDELOLWLHVࠖࡢඞ᭹ࡋ࡚ᗈ
ࡃᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ࠸࠸࠼ࡿࠊᛶูࠊᆅᇦࠊᖺ㱋㝵ᒙࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸࠊ᐀ὴ࡞ࡼ
ࡿࠊ♫ࡢட࣭᱁ᕪࠊ♫ⓗ㝖࡞ࡢゎᾘࡀࠊ⅏ᐖᙉ࠸♫㸦VRFLDOUHVLOLHQFH
WRGLVDVWHUVῶ⅏♫㸧ࢆసࡿࠊ࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡣࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠗᥦゝ࠘ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡇࢀࡲ࡛ᆅᇦᒃሙᡤࢆぢฟࡏ࡞ࡗࡓⱝ⪅ࡸࠊᏙ❧ࡋࡀࡕ࡞㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࠊ
ኌࢆୖࡆࡃࡗࡓዪᛶ࡞ࡀࠊ㟈⅏ࢆዎᶵᆅᇦ࡙ࡃࡾయⓗཧຍࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡾࢃࡅࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡣᛀࢀࡽࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠖ
㸦㸫 ࣌
࣮ࢪ㸧
ࡲࡓࠊᇶᮏ᪉㔪࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ♫ⓗໟᦤࡢᐇ⌧ࠕ᪂ࡋ࠸බඹࠖࡢ᥎㐍࡛ࠖ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊኌࢆฟࡋࡃ࠸ேࠎ㓄៖ࡋࠊㄡࢆࡶ㝖ࡋ࡞࠸ໟᦤᆺࡢ♫࡙
ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ⿕⅏ᆅࡢ⯆ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚋࡢ᪥ᮏ♫ࡢⓎᒎࡶࡘ࡞
ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫ⓗໟᦤࡢ⌮ᛕᇶ࡙ࡁࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡢᡭ
ἲࡸᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡸక㉮ᆺࡢᨭࠊேᮦ⫱ᡂ➼ࡢໟᣓⓗࠊண㜵ⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺ᕷ⏫ᮧ
ࡢྲྀ⤌ࡳࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉᆺࡢ┦ㄯࡸᐤࡾῧ࠸ᨭ㛵ࡍࡿඛᑟⓗ࡞
ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ྲྀࡾ⤌ࡴࠖ
㸦 ࣮࣌ࢪ㸧
ࠗᥦゝ࠘ࡀ㤳ᑿ୍㈏ࡋ࡚ᐇ⾜ࡉࢀࠊ☜ᐇຠᯝࢆୖࡆࡿࡓࡵࡶࠊᴫᛕࡢ᳨ウࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ

45

資料編【4】要望書

①タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての緊急要望」（全文／テキス
トのみ）
日付；2011年5月9日
提出先；民主党女性議員
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
ろ子
本文と要望事項：
東日本大震災の救済支援、復興に向けて、国会議員としてご尽力いただいていることに敬意を表するもの
です。
4月14日付けの復興構想会議諮問書には「いかなる立場の人でも安全で安心に暮らして行ける強固な地域
づくりを進めることが何よりも重要である」との指摘があり、私達はこれに強く共感しております。それ
は、「人間の安全保障」の視点に立った地域づくりに他ならず、そのためには、男女共同参画を踏まえた政
策ならびに計画の立案が必要不可欠であると考えます。
阪神淡路大震災・中越地震の被害を受けた女性たちの経験から、復興に向けても男女共同参画の視点が重
要であることが度々指摘されてきました。この指摘を踏まえ、2005年に防災基本計画の修正が行われまし
た。また、昨年12月に出された第三次男女共同参画基本計画では、第14分野に、「地域、防災・環境その
他の分野における男女共同参画の推進」が記載されています。国際的にも、「災害と女性」の議論が深まっ
ており、政府は、国際協力においては「災害と女性」に積極的な姿勢を示しています。
しかし、東日本大震災復興構想会議では、依然として男性中心に議論が行われ、計画が構築されつつあり
ます。度重なる被災経験をふまえた防災計画の策定を行っていながら、その中に男女共同参画の視点が組み
込まれないまま、現実の対応や、計画の策定が進んでいることに危惧を抱かざるを得ません。
このような状況を深く憂慮し、以下の緊急提言を行うものです。
1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画視点の徹底ならびに、防災会議など意思決定
ろの場に積極的に女性の参画を推進すること。
2．東日本大震災復興構想会議においても、男女共同参画の視点が欠如しており、男女共同参画の視点を
持った女性を増員するなど、早急に改善すること。（注；「社会のあらゆる分野において、2020年まで
に、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％になるよう期待する」第２次男女共同参画基本
計画p.8）
3．復興構想会議諮問書の言う「我が国をリードする先駆的な地域の創出」、復興構想会議議長の言う
「新しい時代の先端モデル」とは、女性や高齢者、障害者など、様々なニーズを持つ被災当事者自身が主
体となって構築されるべきものである。そのための仕組みをつくり、その活動を支援すること。

②タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月13日
提出先；与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
子
本文と要望事項：
東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府ならびに関係者のご尽力に敬意を表するものです。
4月14日付けの復興構想会議諮問書における「いかなる立場の人でも安全で安心に暮らして行ける強固な
地域づくりを進めることが何よりも重要である」との指摘に強く共感するものです。それは、「人間の安全
保障」の視点に立った地域づくりに他ならず、そのためには、男女共同参画をふまえた政策ならびに計画の
立案が必要不可欠であると考えます。
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阪神淡路大震災・中越地震の被害を受けた女性たちの経験から、復興に向けても男女共同参画の視点が重
要であることが指摘されてきました。この指摘を踏まえ、2005年に防災基本計画の修正が行われました。
また、昨年12月に出された第三次男女共同参画基本計画では、第14分野に、「地域、防災・環境その他の
分野における男女共同参画の推進」が記載されています。国際的にも、「災害と女性」の議論が深まってお
り、政府は、国際協力においては「災害と女性」に積極的な姿勢を示しています。
しかし、東日本大震災復興構想会議では、依然として男性中心に議論が行われ、計画が構築されつつあり
ます。度重なる被災経験をふまえた防災計画の策定を行っていながら、その中に男女共同参画の視点が組み
込まれないまま、進んでいることに危機感を抱かざるを得ません。
このような状況を深く憂慮し、以下の提言を行うものです。
1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画視点の徹底、ならびに、防災会議など意思決
定の場に積極的に女性の参画を推進すること。
2．東日本大震災復興構想会議においても、男女共同参画の視点を包含することが強く要請されており、
男女共同参画の視点を持った女性を増員するなど、早急に改善すること。
（注；「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも
30%になるよう期待する」第2次男女共同参画基本計画p.8）
3．復興構想会議諮問書の言う「我が国をリードする先駆的な地域の創出」、復興構想会議議長の言う
「新しい時代の先端モデル」とは、女性や高齢者、障害者など、様々なニーズを持つ被災当事者自身が主
体となって構築されるべきものである。そのための仕組みをつくり、その活動を支援すること。

③タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月19日
提出先；関係閣僚、国会議員など
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会（委員長・堂本暁子）主催、参議院議員
会館集会「男女共同参画の視点から問う災害の現状と今後の課題〜女性議員とともに考える〜」参加実行委
員26名、参加NGO25名
本文と要望事項：
東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府ならびに関係者のご尽力に敬意を表します。
東日本大震災復興構想会議に対する内閣総理大臣の諮問書（4月14日）が「いかなる立場の人でも安全で
安心に暮らして行ける強固な地域づくりを進めることが何よりも重要である」と指摘していることに、強く
共感するものです。それは、「人間の安全保障」の視点に立った地域づくりに他ならず、そのためには、男
女共同参画をふまえた政策ならびに計画の立案が必要不可欠であると考えます。
阪神淡路大震災・中越地震の被害を受けた女性たちの経験から、復興に向けても男女共同参画の視点が重
要であることが指摘されてきました。この指摘を踏まえ、2005年に防災基本計画の修正が行われ「女性の
参画・男女双方の視点」が明記されました。また、昨年12月に閣議決定された第三次男女共同参画基本計
画では、第14分野に、「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」が記載されていま
す。国際的にも、「災害と女性」の議論が深まっており、政府は、国際協力においては「災害と女性」に積
極的な姿勢を示しています。
これからの復興政策において将来の日本を構想するのであれば、復興構想会議の復興7原則にある「地域
社会の強い絆を守る」と同時に、災害後の新しいソーシャル・キャピタル、つまり地域における有機的な人
間関係を構築することが求められています。そして、その中で女性が果たす役割はかぎりなく大きいと考え
ます。
災害の復興に当たっては、経済復興と同時に生活復興が必要不可欠であり、そのために「男女共同参画」
の視点が重要なのです。
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しかし、復興構想会議では、依然として男性中心に議論が行われ、計画が作られています。度重なる被災
経験をふまえた防災計画が策定されながら、その中に男女共同参画の視点が組み込まれないまま進んでいる
ことに、危機感を抱かざるを得ません。
このような状況を深く憂慮し、以下の提言を行うものです。
1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画視点の徹底、ならびに、復興会議・防災会議
などの意思決定の場に積極的に女性の参画を推進すること。
2．現在の東日本大震災復興構想会議では、議長及び委員15名のうち女性委員が1名のみであるが、国会
に提出された東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案では、第12条3項において、今後、
東日本大震災復興構想会議は「議長及び委員25名以内をもって組織する」こととなっている。そこで同
会議の増員にあたっては、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を増員すること（注；
第2次男女共同参画基本計画（p.8）では、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位
に女性が占める割合が、少なくとも30%になるよう期待する」とされている。
3．復興構想会議諮問書の言う「我が国をリードする先駆的な地域の創出」、「新しい時代の先端モデ
ル」とは、女性や高齢者、障害者など、様々なニーズを持つ被災当事者自身が主体となって構築されるべ
きものである。そのための仕組みをつくり、その活動を支援すること。
④タイトル「東日本大震災復興構想会議の復興 7 原則にかんする要望」
日付；2011年5月19日
提出先；東日本大震災復興構想会議・検討部会
提出者：同上
note；同日開催の上記院内集会で採択。
本文と要望事項：
東日本大震災復興構想会議（以下、会議）におかれては、現地視察とともに審議に努め られ、5月10日
に公表された「復興構想7原則」において、「各界・各層のご意見を仰ぎつつ、さらに議論を深め」るとさ
れていることに、敬意を表します。
会議はその後、5月14日に中間整理案をまとめたと報道されていますが、この中間整理案は公表されてい
ないため、この度は「復興構想7原則」（以下、7原則）にそくして、要望いたしますが、中間整理について
はぜひともパブリックコメントを実施されるよう、切に要望します。
概括的に、7原則には、経済復興が中心となっているという印象を持ちます。災害からの復興にとって
は、経済復興と並んで生活復興が必要不可欠であり、そのためには「男女共同参画の視点」が重要です。健
康、福祉、環境、教育の視点を十分に踏まえた持続可能な地域づくりを核として、復興は構想されるべきで
す。
男女共同参画は、いわば平均的な男性と女性の共同ではなく、高齢者、子ども、障がい者、外国出身の人
（数多い東・東南アジア出身の女性たち）など、多彩な人々が復興のプロセスに十分に参画し、多様なニー
ズの充足が図られることを、意味します。なかでも生活の場に身を置く女性たちが、より的確な知識と判断
とで参画することを要望します。
また、地震や津波などの自然災害や、放射能汚染発生の後の全ての段階において、環境に対する配慮を主
要な検討課題とすべきであり、人々が依存する生態系の持続可能な回復のために適切な対策を立てる必要が
あります。
以下、7原則のそれぞれに関して、要望いたします。
（「 」内は7原則の引用、太字ゴシック体は要望）
「原則１：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起点
である。この観点から、鎮魂の森やモニュメンを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により
科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。」
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地震と津波は自然現象だったにしても、被災地域の地形は自然のものでなく、20世紀のとくに後半の人
工物だった場合が少なくない。すなわち、山を削り、谷・水田・湿地・海を埋めて作られた土地とまちが、
打撃を受けた（会議検討部会の西郷真理子委員の4月24日提出資料）。これらを識別した記録がぜひとも必
要ではないか。
また、生き残った人々を長期間苦しめている流通の滞りやミスマッチも、交通網やサプライチェーンと関
連しており、これらの記録も必要ではないか。
さらに、学術関係者による記録に加え、災害対策の多様な立場にある人々（首長、議員、自治会長、避難
所運営にあたった人々、医療関係者、消防関係者、警察官、自衛隊員、土木関係者、輸送関係者、理髪・美
容関係者など）、多様な「災害弱者」（高齢者、女性、妊産婦、病気を持つ人、障がい者、外国人、小・
中・高生）、多様なボランティアの人々の手記などの収集が望まれる。
「原則２：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興を基本とする。国は、復
興の全体方針と制度設計によってそれを支える。」
「主体」が個人でなく「地域・コミュニティ」になっている点に、危惧を感じる。「地域・コミュニ
ティ」の一体性を自明のように前提するならば、その内部の多様なニーズや意見の表出が難しくならない
か。
「原則３：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復興を目指す。この地に、
来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。」
東北の被災は甚大であるとはいえ、液状化、計画停電、風評などにより東北以外の広大な地域が損害を受
けたことが、軽視されてはならない。技術革新は、省エネルギー、適正規模で「スマート」な技術により、
幅広い就業機会が創出されるなど、21世紀の先端を目指すことが望まれる。
「原則４：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然エネルギー活用型地域の建設
を進める。」
地域社会の強い絆を尊重しつつ、住民の多様なニーズに対応する地域建設が望まれる。とくに市町村にお
ける介護システムの充実が重要である。
「原則５：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興は
ない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。」
経済再生が、2000年代前半の日本のパターン、すなわち成長を輸出に依存し、地方経済が疲弊し、庶民
が全く潤わないような構造から、脱却することが望まれる。
「原則６：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一層のきめ細やかな配慮を
つくす。」
原発立地地域は、過疎・地場産業衰退などの事情で原発を受け入れており、原発に依存しない地域経済作
りとともに、電力消費側の産業・生活スタイルの転換を目指すことが望まれる。
「原則７：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体の連帯と分かち合いに
よって復興を推進するものとする。」
国民のみならず、外国籍の被災者・住民もいる。少数者に対する差別や女性に対する暴力などを防止する
ことが、国民全体の連帯にとって不可欠である。世界中の国や国際機関、 民間組織・個人が日本を支援し
ていることに応え、地球社会に開かれた復興を推進することが望まれる。
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以上
⑤タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文/レイアウト
通り）

→

29ページへ

⑥タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年6月28日
提出先；松本龍東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当（防災）大臣、衆参の女性国会議員ら
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子
本文と要望事項：
東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府ならびに関係者のご尽力に敬意を表します。
復興政策においては日本全体の将来のあるべき姿を構想する必要があり、とりわけ重要な点が男女共同参
画社会の実現であると考えます。東日本大震災復興構想会議が６月25日に提出した「復興への提言〜悲惨
のなかの希望〜」で、以下のように明記されたことに、心から賛同するものです。すなわち、その「開かれ
た復興」（第4章）の「（４）人々のつながりと支えあい」において、「これまで地域に居場所を見出せな
かった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかった女性などが、震災を契機に地域づくりに
主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視点は忘れられてはならない」（34ー35
ページ）。
また復興基本法も、「被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様
な国民の意見が反映されるべきこと」を、基本理念の一つとしており（第2条の二）、そのすみやかな実施
に強く期待するものです。
そこで、以下を提言いたします。
1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画の視点の徹底、ならびに、復興会議・防災会
議などの意思決定の場に積極的に女性の参画を推進すること。このことは、住民のくらしの場に近い基
礎的自治体や住民自治組織において、とくに重要である。
2．東日本大震災復興構想会議委員の増員に際し、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員
を起用すること。また、「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機
関」においても、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を起用すること。（注：復興構
想会議のメンバーは現在15名で、女性は１名。復興基本法によれば、今後の復興構想会議は25名以内で
組織することとされている（第18条3項）。また、東日本大震災復興対策本部には、必要なときに、
「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関」を置くことができると
されており、その構成員は、「関係地方公共団体の長、および原子力関連技術、当該災害を受けた地域
の経済事情等に関し優れた識見を有する者」とされている（19条）。）
3．当面、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部に、「男女共同参画の視点」（仮称）担当部署を設
け、領域横断的な企画調整に当たらせること。また、復興庁においてもこれを引き継ぐこと。

⑦（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年7月11日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災）
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子、皆川満寿美
本文と要望事項：
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東日本大震災復興構想会議の『復興への提言〜悲惨のなかの希望〜』（以下『提言』）において、「減
災」の考え方が軸となり、また男女共同参画の視点が重視されたことに賛同するものである。
しかし、そこにはなお留意の必要な点がある。
それは、「減災」の概念が狭いのではないかという点である。すなわち、『提言』の2ページの注での定
義は、以下。
「「減災」とは、自然災害に対し、被害を完全に封じるのではなく、その最小化を主眼とすること。その
ため、ハード対策（防波堤・防潮堤の整備等）、ソフト対策（防災訓練、防災教育等）を重層的に組み合わ
せることが求められる。」
ここで「ソフト対策」と呼ばれているものにつき、世界の災害・復興の実践と研究の共通認識は、「社会
的脆弱性 social vulnerabilities」の克服として広く捉えている（6.11シンポ池田恵子報告）。いいかえる
と、ジェンダー、地域、年齢階層、エスニシティ、宗派などによる、社会の亀裂・格差、社会的排除などの
解消が、災害に強い社会（social resilience to disasters: 減災社会）を作る、という認識である。
そうした認識は、『提言』にも含まれている。それが、以下の文脈での男女共同参画の視点である。
「これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかった女性
などが、震災を契機に地域づくりに主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視点は
忘れられてはならない。」（34ー35ページ）
『提言』が首尾一貫して実行され、減災が確実に効果を上げるためにも、当方の以下の要望を反映された
い。
１）男女共同参画の視点からの政策担当部署の設置
当面、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部に、「男女共同参画の視点」（仮称）担当部署を設
け、領域横断的な企画調整に当たらせること。また、復興庁においてもこれを引き継ぐこと。
２）男女共同参画の視点を領域横断的に徹底し、被害の拡大防止と適切な復興を実現すること
地域づくりの領域で男女共同参画の視点が重視されることは当然に必要とはいえ、男女共同参画の必
要性や意義は地域づくりに留まるものではない。男女共同参画の推進のためには、女性が参加したり、
議論に女性の視点が盛り込まれることが必要であるが、それだけで十分なのではない。
災害の被害では、日本の経済社会の構造的な歪みが大規模に一挙に顕在化するのであり、災害を契機
にそうした歪みを是正していくことが「減災」の本質的な課題である。
参考1：日本における災害脆弱性と男女共同参画の遅れ
阪神淡路大震災以後の経緯と現状
阪神淡路大震災(1995)の死者数は、女性3680人、男性2713人と、女性が1000人近く多かった（平成
23年度『防災白書』参考資料）。また、復興プロセスで、男女共同参画の視点が不足していたために、女
性が様々な困難を経験した。
阪神淡路大震災で顕在化した男女不平等のこうした実態は、その後、是正されることなく、災害予防にも
反映されなかったため、平成16年の新潟県中越大震災でも同じ事態が生じた。
翌17年に神戸で開かれた国連防災世界会議では、「人間の安全保障とジェンダーの主流化」の重要性が
提示された。平成17年7月に防災基本計画に「男女のニーズの違い等、男女双方の視点」への配慮が盛り込
まれ、20年2月の中央防災会議において「男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立」が明示され
た。
また、第二次男女共同参画基本計画ならびに第三次男女共同参画基本計画（平成22年12月に閣議決定）
に、「防災における男女共同参画の推進」が盛り込まれた。
しかし、現実には都道府県防災会議委員に占める女性の割合はわずか4.1パーセントであり、意思決定の
場への女性の参画はまだ十分に実現していない。
また避難所では女性たちは暴力やセクシャル・ハラスメントに遭遇し、貧困にあえぐなど女性の災害脆弱
性が露呈している。
参考2；『「ほどよいまち」が創る「いくつもの日本」』2003年
構築に関する研究会」（神野直彦座長）
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概要

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/02/020620̲.html

⑧タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年7月14日
提出先；民主党「子ども・男女共同参画調査会」
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ 実行委員会※ 委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子、船橋邦子、青木玲子、大野曜、皆川満寿美
本文と要望事項：
東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府・国会議員ならびに関係者のご尽力に敬意を表します。
復興政策においては日本全体の将来のあるべき姿を構想する必要があり、とりわけ重要な点が男女共同参画
社会の実現であると考えます。東日本大震災復興構想会議が６月25日に提出した「復興への提言〜悲惨の
なかの希望〜」で、以下のように明記されたことに、心から賛同するものです。すなわち、その「開かれた
復興」（第4章）の「（４）人々のつながりと支えあい」において、「これまで地域に居場所を見出せな
かった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかった女性などが、震災を契機に地域づくりに
主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視点は忘れられてはならない」（34ー35
ページ）。
また復興基本法も、「被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様
な国民の意見が反映されるべきこと」を、基本理念の一つとしており（第2条の二）、そのすみやかな実施
に強く期待するものです。
そこで、以下を提言いたします。
１．復興会議・防災会議などに女性を登用すること
防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画の視点の徹底、ならびに、国・都道府県・市
町村における復興会議・防災会議などの意思決定の場に積極的に女性の参画を推進すること。このこと
は、住民のくらしの場に近い基礎的自治体や住民自治組織において、とくに重要である。
２．東日本大震災復興構想会議の委員を増員し、男女共同参画の視点を持った委員を登用すること
東日本大震災復興構想会議の委員を増員し、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を
起用すること。また、「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関」
においても、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を起用すること。
（注：復興構想会議のメンバーは現在15名で、女性は１名。復興基本法によれば、今後の復興構想会議
は25名以内で組織することとされている（第18条3項）。また、東日本大震災復興対策本部には、必要
なときに、「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関」を置くこと
ができるとされており、その構成員は、「関係地方公共団体の長、および原子力関連技術、当該災害を
受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者」とされている（19条）。）
３．男女共同参画の視点からの政策担当部署の設置
当面、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部に、「男女共同参画の視点」（仮称）担当部署を設
け、領域横断的な企画調整に当たらせること。また、復興庁においてもこれを引き継ぐこと。
４．「減災」の概念が狭義に過ぎること
「減災」の概念が狭いのではないかという点を指摘したい。すなわち、『提言』の2ページの注での定
義は、以下。
「「減災」とは、自然災害に対し、被害を完全に封じるのではなく、その最小化を主眼とするこ
と。そのため、ハード対策（防波堤・防潮堤の整備等）、ソフト対策（防災訓練、防災教育等）を重
層的に組み合わせることが求められる。」
ここで「ソフト対策」と呼ばれているものにつき、世界の災害・復興の実践と研究成果に見られる共
通認識は、「社会的脆弱性 social vulnerabilities」の克服として広く捉えている（6.11シンポ池田恵子
報告）。いいかえると、ジェンダー、地域、年齢階層、エスニシティ、宗派などによる、社会の亀裂・格
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差、社会的排除などの解消が、災害に強い社会（social resilience to disasters:減災社会）を作る、と
いう認識である。
そうした認識は、『提言』にも含まれている。それが、以下の文脈での男女共同参画の視点である。
「これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかっ
た女性などが、震災を契機に地域づくりに主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同
参画の視点は忘れられてはならない。」（34ー35ページ）
『提言』が首尾一貫して実行され、減災が確実に効果を上げるためにも、男女共同参画の視点と徹底
が重要である。
５．男女共同参画の視点を領域横断的に徹底し、被害の拡大防止と適切な復興を実現すること
地域づくりの領域で男女共同参画の視点が重視されることは当然必要とはいえ、男女共同参画の必要性
や意義は地域づくりに留まるものではない。
男女共同参画の推進のためには、女性が参加したり、議論に女性の視点が盛り込まれることが必要で
あるが、それだけで十分なのではない。
災害の被害実態からは、日本の経済社会の構造的な歪みが大規模に一挙に顕在化しているのがみてと
れる。災害を契機にそうした歪みを是正していくことが「減災」の本質的な課題である。
参考1：日本における災害脆弱性と男女共同参画の遅れ
＜阪神淡路大震災以後の経緯と現状＞
阪神淡路大震災(1995)の死者数は、女性3680人、男性2713人と、女性が1000人近く多かった（平成
23年度『防災白書』参考資料）。また、復興プロセスで、男女共同参画の視点が不足していたために、女
性が様々な困難を経験した。
阪神淡路大震災で顕在化した男女不平等のこうした実態は、その後、是正されることなく、災害予防にも
反映されなかったため、平成16年の新潟県中越大震災でも同じ事態が生じた。
翌17年に神戸で開かれた国連防災世界会議では、「人間の安全保障とジェンダーの主流化」の重要性が
提示された。平成17年7月に防災基本計画に「男女のニーズの違い等、男女双方の視点」への配慮が盛り込
まれ、20年2月の中央防災会議において「男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立」が明示され
た。
また、第二次男女共同参画基本計画ならびに第三次男女共同参画基本計画（平成22年12月に閣議決定）
に、「防災における男女共同参画の推進」が盛り込まれた。
しかし、現実には都道府県防災会議委員に占める女性の割合はわずか4.1パーセントであり、意思決定の
場への女性の参画はまだ十分に実現していない。
また避難所では女性たちは暴力やセクシュアル・ハラスメントに遭遇し、貧困にあえぐなど女性の災害脆
弱性が露呈している。
以上
（実行委員会についての注記）※「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ実行委員会は、わが国の災害・
復興政策が男女共同参画の視点から立案・実施されることを願い、行動する団体と個人からなる委員会（別
添名簿及び資料を参照）。
⑨タイトル「復興基本方針への要望」（全文/レイアウト通り）

→

33ページへ

⑩タイトル「中央防災会議、都道府県防災会議の委員について」（全文/レイアウト通り）
→ 37ページへ
⑪タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／テキストのみ）
日付；2011年7月19日
提出先；岡田克也民主党幹事長
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
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本文と要望事項：
東日本大震災の復旧・復興に際してのご努力に敬意を表します。以下、日本全国から参加している女性団
体および有識者からなる実行委員会からの要望です。
復興基本法は内閣に「復興庁」を設置し、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部・復興構想会議等の
機能を引き継ぐとしている（24条）。この対策本部ならびに復興庁において、以下を徹底することを要望す
る。
１）復興対策本部・現地対策本部に「男女共同参画の視点（仮称）」担当部署を設け、領域横断的な企
画調整に当たらせること。7月中に策定予定の「東日本大震災復興基本方針」においては、男女共同参画
を具体的政策として明確に書きこむこと。
２）復興基本法の基本理念の一つである「女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映」
されるよう、現地対策本部以下、基礎自治体における意志決定機関・運営組織に、女性を登用するこ
と。
３）各地方自治体の復興政策予算に、男女共同参画関係の予算を措置すること。また、男女共同参画セ
ンターなどには、柔軟に活用できる復興基金を設置すること。
※この場合の「柔軟」とは、優先されやすい経済復興ばかりでなく、収入の乏しい女性であっても活用
が可能な、生活再建において必要となる小規模な資金を無担保、無利子で貸し付ける等を意味する。

⑫タイトル「「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」 に対する要望」（全文／テキストのみ）
日付；2011年7月25日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
本文と要望書（宛名、日時、提出者、要望書タイトルなどの入った表紙は省略）：
「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」（平成23年7月21日）では、「１基本的考え方」の(viii)と
して「男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場に、女性の参画を促進」と入れていただき、随所に関連
項目を盛り込むなど、充実した基本方針が策定されつつあることに敬意を表します。
私ども委員会としては、７月１９日に岡田克也民主党幹事長に提出した要望書において、以下の要望をい
たしました。
１） 復興対策本部・現地対策本部に「男女共同参画の視点（仮称）」担当部署を設け、領域横断的な企
画調整に当たらせること。
２） 7月中に策定予定の「東日本大震災復興基本方針」においては、男女共同参画を具体的政策として
明確に書きこむこと。
ついては、基本方針骨子を基本方針として確定される折に、以下を明記していただきたく、要望いたしま
す。
１）復興対策本部・現地対策本部に「男女共同参画の視点（仮称）」担当部署を設け、領域横断的な企
画調整に当たらせること。
２）基本方針骨子の「５ 復興施策 (1）災害に強い地域づくり （市町村の計画策定に対する人的支援、
復興事業の担い手）」（5ページ）につき、
①(i)の「支援人材の配置等についての支援およびまちづくり等各種専門職の被災地への派遣や人材確
保・データベース化」において、女性専門家の確保を財政的・人材的に支援する旨を明記すること。
②同じく(ii)の「まちづくりに、女性、子ども・若者、高齢者、障害者、外国人等の意見を反映」におい
て、反映を確保するための方策を明記すること。たとえば（まちづくり協議会のような）意見聴取の場
に、女性、子ども・若者の発言枠を設定、高齢者・障害者が参加する場合の送迎、（手話）通訳の確保
など。
54

資料編【4】要望書

３）基本方針骨子の「５ 復興施策 （2）地域における暮らしの再生（学校施設・教育）(i)」（6ペー
ジ）において、学校等が避難場所になる場合が少なくないことに鑑みて、平時から、学校や体育館・住
民センター等に男女別及び多目的のトイレ・更衣室等を設置すること。子どもの安全・安心を確保する
ための整備においても、性別や障害等により多様なニーズがあることを設計に組み込むこと。
４）基本方針骨子の「５ 復興施策 （4）大震災の教訓を踏まえた国づくり（社会的包摂の実現と「新し
い公共」の推進）」（10ページ）において、ヨーロッパ連合の貧困・社会的排除と闘う取り組みや日本
国内で蓄積されている社会調査の成果（註１）を踏まえて、社会的包摂／排除の目標と指標の策定に直ち
に取り組むこと。
５）基本方針骨子の「５ 復興施策 （4）大震災の教訓を踏まえた国づくり（今後の災害への備え）」に
おいて、「被災者台帳・手帳」（註2）の普及を盛り込むこと。
-----------------註1 大沢真理（2011）「社会的経済の戦略的意義ーＥＵと日本の2000年代経済社会ガバナンスを対比し
てー」（大沢真理編『社会的経済が拓く未来ー危機の時代に「包摂する」社会を求めてー』ミネルヴァ書
房）、阿部彩（2011）「貧困と社会的排除ージェンダーの視点から見た実態（大沢真理編『ジェンダー社
会科学の可能性第２巻 承認と包摂へー労働と生活の保障』岩波書店）などを参照。
註2
米国・韓国には全国共通の被災者台帳制度がある。日本では、自治体が個別に導入しているため、被
災者台帳がない自治体もある。総務省：兵庫県西宮市が阪神・淡路大震災時に開発した被災者台帳が総務省
所管の財団法人地方自治情報センターが全国配布し約250自治体が登録している（ママ）。東京都：家屋り
災証明に基づく台帳（京都大学巨大災害研究センターの研究チーム）を導入予定（6.11シンポの山地久美子
報告）。
⑬タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／レイアウト通り）

→39ページへ

⑭（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年8月28日
提出先；民主党代表選候補者
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党代表選挙に当たり、候補者（前原誠司（衆）、馬淵澄夫（衆）、海江田万里（衆）、野田佳
彦（衆）、鹿野道彦（衆））へ緊急提出。
本文と要望書：
前略
日頃の国政へのご尽力に敬意を表します。
ご承知のように、東日本大震災復興対策本部が７月29日に発表した「東日本大震災からの復興の基本方
針」では、その「１ 基本的考え方」に、「（ⅸ）男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場・組織に、
女性の参画を促進する。あわせて、子ども・障害者等あらゆる人々が住みやすい共生社会を実現する」、と
明記されています（1ページ）。
わが国において男女共同参画の促進および共生社会の実現が不可欠であることは、もとより大震災からの
復興の場面に限られるものではありません。むしろ、平素からあらゆる分野で男女共同参画を推進すること
が、災害や金融経済危機などに際しても、抵抗力と回復力のある社会をつくる、という認識が肝要です。
貴殿はこのたび、民主党の代表選挙に立候補なさり、大震災からの復興をはじめとする国政のリーダー
シップを目指しておられることから、以下の点について、要望するものです。
（１）上記「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的考え方を、確実に実行すること。
（２）2005年12月に閣議決定された第２次男女共同参画基本計画において、「社会のあらゆる分野におい
て、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％になるよう期待する」とされた取
り組みを、民主党および政府において、加速させること。その第一歩として、閣僚をはじめとする政務三役
に女性を積極的に登用すること。
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（３）6月30日に政府・与党社会保障改革検討本部決定された「税・社会保障一体改革成案」において重視
されているように、「制度が出産・子育てを含めた生き方や働き方に中立的で選択できる社会」（2ペー
ジ）、「全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業率のM字カーブの解消」
（6ページ）を、確実に実行すること。
（４）2010年12月に閣議決定された第三次男女共同参画基本計画において、政治分野では、「衆議院議員
及び参議院議員の選挙における女性候補者の割合を高めるため、各政党に対して、インセンティブの付与、
具体的な数値目標の設定、候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の導入などを検討するよう要請
する」、とされており、民主党として率先してこの要請に応えること。
----------＊ 「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会とは、わが国の災害・復興政策が男女共同参
画の視点から立案・実施されることを願い、行動する団体と個人からなる委員会。2011年8月15日現在、
全国とすべての都道府県の団体133、個人107名が参加している（リストは別紙）。6月11日に日本学術会
議等と共催で「「災害･復興と男女共同参画」6.11シンポ」を開催した。

⑮タイトル「新内閣の組閣に当たり、閣僚をはじめとする政務三役に、女性を積極的に登用することを求め
る緊急要望書」
日付；2011年8月30日
提出先；民主党代表 野田佳彦
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党新代表選出後に緊急提出。
本文と要望書：
前略
このたび政治家としての信念を貫かれ、民主党代表に就任されたことを、心からお祝い申し上げます。同
時に、東日本大震災からの復興を始めとする国政運営のリーダーシップを取られることに、大いに期待申し
上げます。
ご承知のように、東日本大震災復興対策本部が７月29日に発表した「東日本大震災からの復興の基本方
針」では、その「１ 基本的考え方」に、「（ⅸ）男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場・組織に、
女性の参画を促進する。あわせて、子ども・障害者等あらゆる人々が住みやすい共生社会を実現する」、と
明記されています（1ページ）。
わが国において男女共同参画の促進および共生社会の実現が不可欠であることは、もとより大震災からの
復興の場面に限られるものではありません。むしろ、平素からあらゆる分野で男女共同参画を推進すること
が、災害や金融経済危機などに際しても、抵抗力と回復力のある社会をつくる、という認識が肝要です。
そのような認識が、6月30日に政府・与党社会保障改革検討本部決定された「税・社会保障一体改革成
案」に盛り込まれていると考えます。貴殿は、このたびの民主党代表選挙の候補者のなかで唯ひとり、税・
社会保障改革の推進を高く掲げられ、見事当選されたのであり、進んで以下の点を実行してくださるよう、
要望するものです。
（１）上記「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的考え方を、確実に実行すること。
（２）中央防災会議や都道府県防災会議の委員の多くは、災害対策基本法に基づき職務指定されており、大
半が男性である。そこで、女性の参画を拡大するため、可能な限り早急な災害対策基本法改正を行うこと。
（３）2005年12月に閣議決定された第２次男女共同参画基本計画において、「社会のあらゆる分野におい
て、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％になるよう期待する」とされた取
り組みを、民主党および政府において、加速させること。その第一歩として、閣僚をはじめとする政務三役
に女性を積極的に登用すること。
（４）6月30日に政府・与党社会保障改革検討本部決定された「税・社会保障一体改革成案」において重視
されているように、「制度が出産・子育てを含めた生き方や働き方に中立的で選択できる社会」（2ペー
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ジ）、「全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業率のM 字カーブの解消」
（6ページ）を、確実に実行すること。
（５）2010年12月に閣議決定された第三次男女共同参画基本計画において、政治分野では、「衆議院議員
及び参議院議員の選挙における女性候補者の割合を高めるため、各政党に対して、インセンティブの付与、
具体的な数値目標の設定、候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の導入などを検討するよう要請
する」、とされており、民主党として率先してこの要請に応えること。
-----------＊「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会とは、わが国の災害・復興政策が男女共同参
画の視点から立案・実施されることを願い、行動する団体と個人からなる委員会。2011年8月15日現在、
全国とすべての都道府県の団体133、個人107名が参加している（リストは別紙）。6月11日に日本学術会
議等と共催で「「災害･復興と男女共同参画」6.11シンポ」を開催し、8月2日には菅直人首相と会見して、
要望を申し入れた。
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 ࡑࡋ࡚ࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬ ➨  ḟ ࠖ  ᖺ  ᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ ࡛ࡣ➨  ศ㔝ࡢ୍㒊ศࡋ
࡚㜵⅏ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢほⅬࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏィ⏬ࡢ┠ḟ࡛➨  ศ㔝ࠊ
ࠕᆅᇦࠊ㜵⅏࣭⎔ቃࡑࡢࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࠖ♧ࡉࢀࡓࠋࡕ࡞ࡳࠊ➨  ศ㔝ࡢ
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖࡶ᪂ࡋ࠸⊂❧ศ㔝ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨
 ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠊࡇࡢࠕᆅᇦࠊ㜵⅏࣭⎔ቃࠖ࡞୪ࢇ࡛ࠕᏛ⾡ศ㔝ࠖ᭩࠸࡚࠶ࡗࡓ
ࡀࠊ➨  ḟ࡛ࡣᏛ⾡ศ㔝ࡀ➨  ศ㔝ࡋ࡚⊂❧ࡋࠊ㜵⅏ࡘ࠸࡚ࡶㄽ㏙ࡀ㐍ࢇࡔࠋ࠼ࡤࠊࡑࡢࠕ➨
⿕ᐖ⪅ࡢ୰ࡣᚲࡎࡋࡶࠕ㈋ᅔᒙ࡛ࠖ࡞࠸ேࠎࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
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 ศ㔝ᆅᇦࠊ㜵⅏࣭⎔ቃࡑࡢࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࠖࡢ⯡㛵ࡍࡿࠑᇶᮏⓗ⪃࠼
᪉ࠒࡋ࡚ࠊࠕ㜵⅏ࠊ⎔ቃ➼ࡢศ㔝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ᰿ࡊࡋࡓάືࡽࠊᅜつᶍࠊᆅ⌫つᶍࡢάື
ࡲ࡛ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊ⤌⧊ࡢ㐠Ⴀࡸάືࡢ㐍ࡵ᪉࠾࠸࡚⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࠖ᫂グࡋ࡚
࠸ࡿࠋ≉ࡑࡢ୰ࡢࠕ㸲 㜵⅏࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࠖࡢ㡯ࡣὀ┠ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ


ϩ㸫 ᪥ᮏዪᛶ㆟  ࡦࢁࡋࡲ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥㸧࡛ࡢ࣋ࣥࢺ
 Ẹ㛫ࡢືࡁࡋ࡚ࡣࠊẖᖺࠊ᪥ᮏዪᛶ㆟ࡀ┴ᗇᡤᅾᆅ࡞ࢆᕠᅇࡋ࡚㛤ദࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᕷᙺᡤ⫋ဨ
ࡑࡢᆅᇦࡢ 1321*2 ࡢዪᛶࡓࡕࠊ⏨ᛶࡓࡕࡀከᩘ㐠Ⴀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᗈᓥᕷ࡛ࡢ᪥ᮏዪᛶ
㆟  ࡦࢁࡋࡲ࡛ࡣࠊࠕ⅏ᐖᑐ⟇ዪᛶࡢどⅬࢆࠖ㢟ࡍࡿศ⛉ࡀ㛤ദࡉࢀࡓ㸦᪥ᮏዪᛶ㆟
 ࡦࢁࡋࡲᐇ⾜ጤဨ⦅㸧ࠋ

ϩ㸫 ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱㤋ࠊᖹᡂ  ᖺᗘዪᛶࡢᏛ⩦ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠾ࡅࡿࠕ⅏ᐖዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣡
࣮࣓ࣥࢺࠖ
 ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱㤋࡛ࡣ  ᖺᖹᡂ  ᖺᗘዪᛶࡢᏛ⩦ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࠕ⅏ᐖዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣡
࣓ࣥࢺࠖࡀ㛤ࢀࠊእᅜࡢ₇⪅ࡶ࠾ᣍࡁࡋ࡚ᖜᗈ࠸ほⅬ࡛ㄽ㆟ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓ㸦ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱㤋
㸧ࠋ


ϩ㸫  ᖺ  ᭶  ᪥▼ᕝ┴✰Ỉ⏫࠾ࡅࡿࠕዪᛶࡢࡓࡵࡢ㜵⅏㆟ࠖࠕ✰Ỉᐉゝࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥▼ᕝ┴✰Ỉ⏫࡛㛤ࢀࡓዪᛶࡢࡓࡵࡢ㜵⅏㆟࡛ࠕ✰Ỉᐉゝࠖ ▼ᕝ┴㬅⌔㒆✰
Ỉ⏫ ࡀฟࡉࢀࡓ 3ࠋࡇࡢ࣋ࣥࢺࡀዎᶵ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ ᖺ✰Ỉ⏫ࢆくࡗࡓᆅ㟈㝿ࡋࠊ⚄
ᡞᆅᇦࡢ⿕⅏⪅ࡢேࡓࡕࡀసࡗࡓ⯆ࡢࡓࡵࡢ1*2ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࠊ✰Ỉ┤ࡕᛂ⾜ࡗࡓࡇ࡛࠶
ࡗࡓࠋ⚄ᡞ࡛ࡢ⤒㦂ࡀ✰ỈࡢఫẸࡓࡕࡗ࡚࡚ࡶពࡢ࠶ࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊࠕ⚄ᡞࡢ᪉ࡓࡕ
ࡀᛂ᮶࡚ࡃࢀࡓ࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࡚ࠊ⌧ᐇⓗ⣽࠸ᑐᛂ㛵ࡋ࡚ຓࡗࡓࠖ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ


ϩ㸫  ᖺᅜ▱⏨ዪඹྠཧ⏬≉ูጤဨ㸦ᗙ㛗 ᇽᮏᬡᏊ༓ⴥ┴▱㸧ࡼࡿືࡁ
⅏ᐖࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠊ㜵⅏ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࠸࠺ほⅬ࡛ᅜⓗ㔜せ࡞ࡶࡢࡋ࡚ࠊᅜ▱⏨ዪඹྠ
ཧ⏬≉ูጤဨࡼࡿㄪᰝ ᅜ▱⏨ዪඹྠཧ⏬≉ูጤဨ ࡀ࠶ࡿࠋᇽᮏᬡᏊẶࡀ༓ⴥ┴▱
ᑵ௵ࡉࢀࡓ㡭ࠊ ேࡢዪᛶ▱ࡀᅜ▱ཧຍࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡢ࠸ࡃࡘࡢ┴ࡢ▱ࡀຍ
ࢃࡾᶆグࡢ≉ูጤဨࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ⏫ᮧࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕዪ
ᛶ࣭ᆅᇦఫẸࡽࡳࡓ㜵⅏⟇ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢᐇ࡛࠶ࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴యࡢ ┦
ᙜࡍࡿ  ࡢᕷ⏫ᮧࡽࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࠊ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡶㄪᰝࡀᐇࡉࢀࡿࡇ࡞
ࡗࡓࠋ▱ࡢ♧၀ࡼࡾከࡃࡢ┴࡛㜵⅏㛵ࡍࡿዪᛶࡢཧ⏬㛵ࡍࡿ⟇ࡀࠊ⏬ẁ㝵ࡽᐇ㝿ࡢᆅᇦ
ࡢ⏫ෆࣞ࣋ࣝࠊ㒊ⴠࣞ࣋ࣝࡢືࡁᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳࡀ⠏ࢀࡿᇶ♏ࡀ࡛ࡁࡓ 4ࠋᚋࠊ㜵⅏ࠊ


ࠗᖹᡂ  ᖺᗘ∧㜵⅏ⓑ᭩࠘ S ࡣࠕዪᛶࡢࡓࡵࡢ㜵⅏㆟ࠖࠕ✰Ỉᐉゝࠖࡘ࠸࡚ゐࢀࠊࠕࡇ࠺ࡋ
ࡓྲྀ⤌ࡳࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊዪᛶࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡶࠊዪᛶࡢ
ᆅᇦ㜵⅏ࡢཧ⏬ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊࢥ࣒ࣛ S ࡋ࡚ྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ



 ᖺ  ᭶  ᪥ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢⓎ⅏ᙜึࡣከࡃࡢ⮬యࠊ≉⏫ෆࠊ㒊ⴠࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚ᚲࡎ
ࡋࡶ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡀάᛶࡋࡓࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ
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Ⓨ⅏┤ᚋࡢᑐᛂࠊ㑊㞴ᡤࡢ㐠Ⴀࠊ௬タఫᏯࡢタィࠊ་⒪࣭ಖࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࠊಶேࡸୡㄽࠊᴗࡢ
⤒Ⴀᘓ➼㛵ࡋ࡚ከ࡞ㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


ϩ㸫 ࠗ㜵⅏ⓑ᭩࠘ࡢグ㏙ぢࡽࢀࡿືྥ
 ᖹᡂ  ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢࠗ㜵⅏ⓑ᭩࠘ࡣᵝࠎ࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ፬ே㜵ⅆࢡࣛࣈࡸዪᛶ㜵ⅆࢡࣛࣈ
࠸࠺ྡ⛠ࡢࡶࠊዪᛶࡓࡕࡀᾘ㜵ᅋࡢᅜ࡞ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡶࡣᾘ㜵ᅋࡢࠕᖿ㒊ࡢ
ዟᵝࠖࡢࡔࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ⌧ᐇⓗ࡞ᆅᇦ࡛ࡢయไ࡙ࡃࡾḟ➨㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿឤ
ࡌࡿࠋ
 ࠗ㜵⅏ⓑ᭩࠘ࡢ  ᖺ∧ࡣࠊὀ┠ࡍࡁグ㏙ࡀᩘᡤ࠶ࡿࠋ ᖺ  ᭶  ᪥ࣥࢻࢿࢩ࡛
ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊࡑࢀࡽ  ᖺ㸯᭶ࢪࣕ࢝ࣝࢱ࡛㛤ദࡉࢀࡓ $6($1 ദࡢ⥭ᛴ㤳⬻㆟࠾࠸࡚ࠊ
ᑠἨෆ㛶⥲⌮⮧ࡀࠊ᪥ᮏࡀࢪࡢ୍ဨࡋ࡚㈨㔠ࠊ▱ぢࠊேⓗ㈉⊩ࡢ  Ⅼ࡛᭱㝈ࡢᨭࢆᐇࡍ
ࡿ࠸࠺ࡇࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ
  ᖺ  ᭶ࡣࠊᅜ㐃ࡀࢡࣜࣥࢺࣥ๓⡿ᅜ⤫㡿ࢆὠἼ⯆≉௵ࡋࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺᪥ᮏࡣ
⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢ㈨㔠ຓࡋ࡚81,)(0ࢆ㏻ࡌ࡚  ࢻࣝࢆᣐฟࡋࡓࠋࡇࡢ᪥ᮏࡢ⾜ືࡣᅜ㝿ⓗ㧗ࡃホ
౯ࡉࢀࡓࡀࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣࡑࡢᚋࡢୡ⏺ྛᆅ࡛ࡢ⮬↛⅏ᐖ㝿ࡋ࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࢆ㔜
どࡋࡓ㈨㔠ຓࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ5
ϩ㸫 ࠕி㸩 ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦ 1*2 ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢ᭱⤊ᐉゝ
  ᖺி࡛➨  ᅇᅜ㐃ୡ⏺ዪᛶ㆟ࡀ㛤ࢀࠊ⥙⨶ⓗᆅ⌫つᶍ࡛ࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟  㡯┠ࡀタᐃ
ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࢆࡶࠊẖᖺࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢᅜ㐃ᮏ㒊࡛ࠊዪᛶࡢᆅጤဨ 6ࡀ㛤ࢀࠊ≉ᐃࡢࢸ
࣮࣐ࢆ୰ᚰ  㐌㛫ࢃࡓࡿㄽ㆟ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࡀி㆟ࡽ  ᖺ┠࡞ࡿࡇࢆグᛕ
ࡋ࡚ࠊୡ⏺ྛᆅࠊᅜ㐃ࡢࡘࡢศ㔝ࡢᆅᇦ࡛ᨻᗓ㛫㆟1*2ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀࠎⓗ㛤ദࡉࢀࡓࠋࢪ
࣭ኴᖹὒᆅᇦࡢ1*2㆟ࡣ  ᖺ  ᭶ࣇࣜࣆ࣭࣐ࣥࢽࣛ㤳㒔ᅪ࡛㛤ࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ฟࡉࢀࡓᐉ
ゝ 7࡛ࡣࠊ≉⅏ᐖዪᛶ㛵ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟㸦ᛶ⿕ᐖࠊᩥⓗ≧ἣ㉳ᅉࡍࡿࡶࡢࠊࡑࡢ㸧ࡀ
⏕㉳ࡍࡿࠊࡉࡽ⯆㝿ࡋ࡚ዪᛶࡀ㠀ᖖ࡞≧ἣ⨨ࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ゐ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ


ϩ㸫ᅜ㐃㜵⅏㆟ࢪ㜵⅏㆟
 ᅜ㐃࡛ࡢືࡁࡋ࡚ࠊ ᖺᅜ㝿㜵⅏ࡢ  ᖺୡ⏺㆟ࡀᶓ࡛㛤ദࡉࢀࠊࠕࡼࡾᏳ࡞ୡ⏺ྥࡅ


ᮏሗ࿌ᚋࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊࠗᖹᡂ  ᖺ∧㜵⅏ⓑ᭩࠘㸦㜵⅏㛵ࡋ࡚ࡗࡓᥐ⨨ࡢᴫἣ ᖹᡂ  ᖺᗘ
࠾ࡅࡿ㜵⅏㛵ࡍࡿィ⏬㸧ࡀ㛶㆟Ỵᐃࠊᅜሗ࿌ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᮏᩥᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴㛵ࡋࠊ
ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿṚ⪅ᩘࠖ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㸧ࡀᖺ㱋㝵ᒙู♧ࡉࢀࠕᆅᇦேཱྀࡢᖺ㱋ᵓᡂ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸧ࠖࡢᑐẚࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦S㸧ࠋࡋࡋࠊࡑࡢ⏨ዪูࡢᑐẚࡣ♧ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ഹࠕཧ⪃㈨ᩱࠖ㸦S㸧ࡋ࡚ᖺ㱋㝵ᒙู࣭⏨ዪูࡢṚ⪅ᩘࡢ⾲ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿࠋ⿕⅏≧ἣ⅏ᐖⓎ⏕࠾ࡅࡿఫẸࡢከᵝᛶ㸦ᛶูࠊᖺ㱋ูࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ≉ᛶูࠊ᪥ᮏㄒࡢ⌮ゎ
ᗘู࡞㸧ࡼࡿᚲせ࡞ᑐᛂ㛵ࡍࡿၥ㢟ព㆑ࡢ῝๓㐍ࡀࠊᚋࠊᮇᚅࡉࢀࡿࠋ



᪥ᮏᨻᗓࡣࠊࠕᅜ㐃፬ேࡢᆅጤဨࠖ⛠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



“Final Declaration of the Asia and Pacific NGO Forum on Beijing +15”
http://www.un-ngls.org/IMG/doc_Final_Declaration_of_the_Asia_and_Pacific_NGO_Forum_on_Beijing.doc
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࡚ࡢᶓᡓ␎ࠖ <RNRKDPD6WUDWHJ\DQG3ODQRI$FWLRQIRUD6DIHU:RUOG ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡇࡢࠕᡓ
␎ࠖࡣࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡸዪᛶࡢゝཬࡣ≉ぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑࡢ⣙  ᖺᚋࡢ⚄ᡞ࡛ࡢᅜ㐃㜵
⅏ୡ⏺㆟࠾࠸࡚᥇ᢥࡉࢀࡓࠕරᗜ⾜ືᯟ⤌ ࠖ +\RJR)UDPHZRUNIRU$FWLRQ
ࡣࠊ➨ᅇᅜ㐃≉ู⥲ࡢᡂᯝᩥ᭩ࠕዪᛶᖺ㆟㸸ୡ⣖ྥࡅ࡚ࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼࣭㛤
Ⓨ࣭ᖹࠖゐࢀࡘࡘࠊ㜵⅏ᑐ⟇࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢ㓄៖ࡘ࠸࡚᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢪ࠾࠸࡚ࡣࠊࢪ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮ $'5&$VLDQ'LVDVWHU5HGXFWLRQ&HQWHU ࡀ  ᖺ⚄ᡞ
タ❧ࡉࢀࠊ ᖺࡽࡰẖᖺ㸯ᅇࢪ㜵⅏㆟ࡀ㛤ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛㛤ദࡉࢀࡓࡢࡣࠊ ᖺࠊ
 ᖺࠊ ᖺࡢ⚄ᡞ࡛ࡢ㆟࡛࠶ࡿࠋ ᖺࡢ⚄ᡞ㆟ࡢ㆟⥲ᣓࡣࠊࠕࢭࣥ᠇❶‽ᣐࡋ
࡚ࠊ$6($1 㜵⅏⥭ᛴᑐᛂ༠ᐃ࣮࣡ࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸫 ࡣࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮࠾ࡼࡧᏊ౪ࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ
⪅࡞ࡢ⅏ᐖᙅ⪅㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆ⪃៖ࡋࡓே㛫୰ᚰࡢ㜵⅏ࢆࡶ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠖ ࢪ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮
 ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ࡢദᅜ࡛࠶ࡿ᪥ᮏࡢᚋࡢᅜෆⓗ࣭ᅜ㝿ⓗᐇ㊶ࡢ๓㐍ࢆᮇᚅࡋ
ࡓ࠸ࠋ


ࡲࡵ
᪥ᮏ࡛ࡢᅜࠊ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ⏫ᮧ࡞࠾ࡅࡿ⅏ᐖண㜵࣭Ⓨ⏕┤ᚋࡢᑐ⟇㛵ࡋ࡚ࠊ⏨ᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ዪᛶ࣭㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅ࡀࠊࡇࡢᑐ⟇ࡢ⟇ᐃཧ⏬ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ≉ᆅᇦ
ࡼࡗ࡚ࡣኊᖺ⏨Ꮚࡀ⫋ሙ࠸࡚ࠊᒃఫᆅ㧗㱋⪅㞀ࡀ࠸⪅ࡔࡅࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞㞟ⴠࡀ᪥ᮏ
ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜࡢᑐฎ㛵ࡍࡿⓎࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀ㔜せ࡛ࠊᕷ⏫ᮧ༢࡛
ࡢᑐᛂࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ┴▱ࠊᕷ⏫ᮧ㛗ࡢㄆ㆑ࡀࡋࡗࡾࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ⯆
㐣⛬࠾ࡅࡿᑐ⟇❧ࡸಶูࡢෆᐜࡢỴᐃዪᛶࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࠊᏊࡶࡓࡕࡀྵࡲࢀࡿࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
 ᅜ㝿༠ຊ㝿ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡶࠊከᵝ࡞ࢡࢱ࣮㸦DFWRUV㸧ࢆࡵࡄࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮どⅬࡢᑟධࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡿࠋᏛ⾡◊✲ࡢㄢ㢟ࡣᮏጤဨࡢ㔜ᕝᕼᚿ౫ጤဨ 8ࡢࠊඛ㏙ࡢ㟼ᒸᏛࡢụ⏣ᜨᏊẶ 9࡞ᩘ
ྡ࠾ࡽࢀࡿࡀᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲⪅ࡀቑ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭱ᚋࠊ᪥ᮏேࡽࡋ࠸ࠗᆅ㟈ࡽࢃࡀᏊࢆᏲࡿ㜵⅏ࡢᮏ࠘ ᅜᓮಙỤ ࠊࠗ≢⨥ࡽᏊࡶࢆᏲ
ࡿ  ࡢ᪉ἲ࠘ ᅜᓮಙỤ  ࡢࡼ࠺ࠊᬑ㏻ࡢ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡗ࡚ᙺ❧ࡘᮏࢆฟ∧ࡋࠊᗈࡵ
ࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ10
㹙ሗ࿌㛫ࡢ㛵ಀ࡛ࠊឡࡋࡓ㛵ࡋ࡚ࡣཧ⪃ᩥ⊩ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㹛

ሗ࿌ᚋࡢពぢ㹙᪥ᮏᏛ⾡㆟ࠕே㛫ࡢᏳಖ㞀ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ጤဨࠖ➨  ᅇ㆟せ᪨ࡼࡾᢤ⢋㹛


ἑጤဨ ⣮த≧ἣ࡛ዪᛶᑐࡍࡿᭀຊ⾜ⅭࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊẚ㍑ⓗࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࠋつᶍ⅏ᐖࡢ┤ᚋ࡞࠸ࡋ⯆㐣⛬࡛ࡶࠊ⤖ᒁᐙ㘽ࡀࡽ࡞ࡃ࡚㞟ᅋ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿࠊࢺ


ᐩኈᖖⴥᏛᏛ㝔⎔ቃ㜵⅏◊✲⛉ᩍᤵ



♫ᆅ⌮Ꮫࠊ༡ࢪᆅᇦ◊✲ࢆᑓ㛛ࡋࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ㎰ᮧࢆᑐ㇟ࠊ㛤Ⓨࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠊ㎰ᮧఫẸ
ࡢ⅏ᐖᑐᛂࠊᆅᇦ㜵⅏ࡢዪᛶࡢཧຍ࡞ࢆ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏሗ࿌ᚋࡶࠊụ⏣Ặࡣࡇࡢศ㔝࡛⢭ຊⓗ࡞
◊✲άືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋụ⏣ DEF ࢆཧ↷ࠋ



ࡉࡽࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢ⤒㦂ࡽᏛࡪࡓࡵࠊࠗ୕㝣ᾏᓊὠἼ࠘㸦ྜྷᮧࠊD㸧࠾ࡼࡧࠗ㛵ᮾ
㟈⅏࠘㸦ྜྷᮧࠊE㸧ࢆ࠾ࡍࡍࡵࡋࡓ࠸ࠋ
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ࣞ➼ࠎࡢࣇࢩࣜࢸ࣮ࡀ㠀ᖖ༑ศ࡛࠶ࡿ࠸ࡗࡓࡇࡽࣞࣉ⿕ᐖࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸࠸࠺ࡇ
ࢆࠊ⚄ᡞࡢேࡓࡕࡣᮏᙜ㡹ᙇࡗ࡚ࡲࡵࡽࢀࡓᛮ࠸ࡲࡍ 11ࠋࡋࡋࠊែࡢ㔜せᛶ㛵ࡍࡿὀពႏ
㉳࠸࠺ࡢࡣࠊࡲࡔࡲࡔ㊊ࡾ࡞࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠋ

ཎጤဨ ࡣ࠸ࠊࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡲ࡛ࡣ⏕⌮⏝ࢼࣉ࢟ࣥࡶ⥭ᛴែࡢࡁࡣྵࡲࢀ࡚࡞ࡗࡓࡇࡀ࠶
ࡗࡓࡢࡀࠊࡸࡗྵࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ἑጤဨ ⏨ዪඹྠཧ⏬㆟ࡢᙳ㡪ㄪᰝᑓ㛛ㄪᰝ࡛ࠊෆ㛶ᗓࡢ㜵⅏ᢸᙜࡢཧᐁࣄࣜࣥࢢࡋ࡚ࠊ
⥭ᛴ࢟ࢵࢺࡢ୰ࡣఱࡀධࡗ࡚࠸ࡿ୍ぴ࡛ฟࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡽࠊ࠾ࡴࡘࡣධࡗ࡚࠸ࡿࡢ⏕⌮⏝ࢼࣉ࢟
ࣥࡀධࡗ࡚࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛⭜ࢆᢤࡋࡑ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⏣୰⏤⨾Ꮚࡉࢇ 12ࡶࡑࡢࡁጤဨࡋ࡚ิᖍࡋ

࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠊ࠾ࡴࡘࡀᚲせ࡞㉥ࢇᆓࡀ࠸ࡿዪᛶࡢ࠸ࡿ㢖ᗘࠊ⏕⌮ࡀ࠶ࡿዪᛶࡀ
࠸ࡿ㢖ᗘࡗ࡚↛ẚ≀࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡞ࡢࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࡔࡗࡓ࠸࠺ࡢࡀࢃࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣࡸࡽ
࡞ࡁࡷ࠸࠺ࡢ࡛ሗ࿌᭩➼ࢆసࡗࡓ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ➨  ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬ࡣࠕࡑࡢࠖࡢ୰࡛ධ
ࡗࡓࡋࠊ୰㉺ᆅ㟈ࡢࡁࡶࡍࡄෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁࡽᢸᙜᐁࢆὴ㐵ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ཎጤဨ 㛵㐃ࡍࡿࡇ࡛ࡍࡀࠊᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯࡢయ⫱㤋ࡀ⥭ᛴ㑊㞴ᡤ࡞ࡿࠊࡑࡇ࣎ࢵࢡࢫࡢࢺ
ࣞࢆࡘࡃࡿࡋ࡚ࡶࠊዪᛶᑓ⏝ࡸ㞀ࡀ࠸⪅⏝ࡢࢺࣞࡶู㏵タ⨨ࡍࡿࠋὙ℆ࡢ≀ᖸࡋሙࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ዪᛶࡀᖸࡏࡿࡼ࠺࡞ሙᡤࢆࡘࡃࡗ࡚࠾࡞࠸ࠋ⾑ᾮࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿୗ╔ࡶࡩࡔࢇ࡞ࡽྲྀࡾ࠼ࡽࢀࡿࡅ
ࢀࡶ⿕⅏ࡣᤞ࡚ࡽࢀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆᖸࡉ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡇ࠺࠸࠺⣽࠸ࡇࢆゝ࠸ฟࡍ㝿㝈࡞ࡃ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ࡛ࡶ᭱పࡇࢀࡔࡅࡣ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ㜵⅏
యไࡢᖖ㆑࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࠊ⅏ᐖࡢⓎ⏕┤ᚋࡢᑐᛂࡢᖖ㆑࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡶ࡛ࡍࠋࡃࠊ
㏨ࡆ᪉࡞ࡘ࠸࡚ࡣᑐ⟇⏬❧ዪᛶࡸከᵝ࡞㞀ࡀ࠸⪅ࡢ᪉ཧ⏬ࡋ࡚ពぢࡀ㏙ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞
ሙࡀタᐃࡉࢀࡿࡇࡣࠊ㠀ᖖࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋዪᛶࠊ㧗㱋⪅ࠊከᵝ࡞㞀ࡀ࠸⪅ࠊ᪥ᮏㄒࡀヰࡏ
࡞࠸ே࡞ࡀ༢⟇ࡢᑐ㇟ࠕ㓄៖ࡉࢀࡿࠖࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⟇ࡢ❧㐣⛬ཧ⏬ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡇࢆ
ᙉㄪࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ

ྖ㸦ᚋ⸨ಇኵጤဨ㛗 13㸧 ࡲ࡛ࡣ㠀ᖖᑡ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡡࠋ୍␒᭱ᚋࡢࡲࡵ 14ࡶ᭩࠸

࡚࠶ࡿࡼ࠺ࠊዪᛶ➼ࡀᑐ⟇࠸࠺❧ࡢࡇࢁຍࢃࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ཎጤဨ ࡲ࡛ࡣᆅ᪉⮬య࡞ࡢ㜵⅏㆟࡛ࡣࠊ㆙ᐹࡢ᪉ᾘ㜵ᅋࡢ᪉ࠊᕷᙺᡤ࡞ࡢ㜵⅏ᢸᙜࡢ⏨
ᛶࠊ་ᖌ㛗ࡀ࡚⫋࡛ධࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ⣽ࡃỴࡵ࡚ࡽࡋࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢ㆟ዪᛶ
㞀ࡀ࠸⪅ࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊᆅᇦࡢ୰࡛ලయⓗ࡞ࡇࡀࢃࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡓࡕࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸
࠺ࡇࡀ࡛ࡍࠋ㞀ࡀ࠸⪅ࡀᐙࡢ୰ࡌࡗ࠸࡚ᙇࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡢ❧ሙ࡛⮬ศࡢᆅᇦࢆぢ
࡚ᅇࡗ࡚࠾ࡃࠋ⮬㌟⚾⮬㌟ࡢࡇࡔࡅ࡛࡞ࡃ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞ほⅬ❧ࡘ࠸࠺ࡢࡀࡍࡈࡃ
࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ྖ ᙜ⪅ࡢேࡓࡕࡢどⅬࡗ࡚ࠊ࡞࡞ฟ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣ☜࡛ࡍࡼࡡࠋ
ཎጤဨ ᙜ⪅ࠊ≉㞀ࡀ࠸⪅ࡢ᪉ࠎࡣ⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡗࡓᚋ࡞ࡗ࡚ࡶࠊࡲࡔ࠺࠸࠺ᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡿ
ࢆ⪃࠼ࡿࡔࡅࡢど㔝ࢆࠊࡶࡶᣢࡕࡃ࠸᪉ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ⬻ᛶ㯞⑷࡛㌴࠸ࡍ࡛㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ᪉
ࡓࡕࡢ୰ࡣࠊᅜⓗ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡅࠊ㞀ࡀ࠸ࡢ✀㢮ࡼࡗ
࡚ࡣ⤒㦂ࡸど㔝ࡀᮏᙜ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡓࡕࡀ࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࡶᚲせ࡛ࡍࠋ


࣓࢘ࣥࢬࢿࢵࢺ࣭ࡇ࠺⦅  ཧ↷ࠋ



ྠጤဨጤဨࠋ⊂❧⾜ᨻἲே࣭ᅜ㝿༠ຊᶵᵓᅜ㝿༠ຊᑓ㛛ဨ



୰㒊ᏛᏛ㛗



ᮏሗ࿌ࡢࠕࡲࡵࠖࢆᣦࡍࠋ
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ἑጤဨ ࠸ࡲෆ㛶ᗓ࡛㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲࡢ᳨ウࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡼࡡ 15ࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࢁࡣ㜵⅏ࡢぢᆅ࠸

࠺ࡢࡣධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᇽᮏᬡᏊࡉࢇࡀጤဨ࡛࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡣࡎࡔࡽ 16ࠋ
ཎጤဨ ᇽᮏᬡᏊࡉࢇ⪺࠸࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ἑጤဨ ࠶⚾ࡀࡶ࠺୍ࡘẼ࡞ࡿࡢࡀࠊつᶍ⅏ᐖ࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎࡀཬࢇ࡛ࡁ࡚ࡔࢀࡶ
ᑐࡍࡿேࡣ࠸࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࠊ᪥ᖖⓗ࡞ⅆ࡛ࡍࠋ፬ே㜵ⅆࢡࣛࣈ࠸࠺ࡢࡀ࠺࠸࠺άືࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡣ⏨ᛶ∧ࡢ㜵ⅆࢡࣛࣈ࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡿࡢ࡞࠸ࡢࢃࡽ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠋ

ཎጤဨ ࡑࢀࡣᆅᇦᾘ㜵ᅋ࡛ࠊᾘ㜵ဨ࡛࡞࠸Ẹ㛫ࡢ᪉ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡔࡅ㐣
࡞ࡗ࡚ࡃࡿᆅᇦᾘ㜵ᅋࡢᡂ❧ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࠊࡲࡍࡲࡍዪᛶᮇᚅࡀࡾጞࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡞
ឤࡌࡿࢇ࡛ࡍࠋ
ἑጤဨ ᐇࡣ᪥ᖖⓗ࡞ⅆ࡛Ṛࡠேࡣ⏨ᛶࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋⅆඖࡶ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࡇࡀከࡃ࡚ࠊࡦࡾ
ᬽࡽࡋࡢẚ㍑ⓗ㧗㱋⏨ᛶࡢᐷࡓࡤࡇ࠸࠺ࡢࡀࡍࡈࡃከ࠸ࡽࡋ࠸ࠋ

ཎጤဨ ᐷࡓࡤࡇ࠾㓇㣧ࢇ࡛ᐷ࡚ⅆࡀฟ࡚ࡶẼࡀࡘ࡞࠸ࠋ
ἑጤဨ Ẽࡀࡘ࡞࠸࡛ᐷ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑ࠺࠸࠺ᬑ㏻ࡢⅆࡢฟⅆཎᅉ࡛࠶ࡿ⿕
ᐖ≧ἣࢆࠊ᭱ึᛶู࡛⤫ィࢆࡗ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓᾘ㜵ᗇࡢዪᛶࡀ࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ࠶ࡲࡾ࿘ᅖࡢ᪉ࡽ⌮ゎࡉ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᾘ㜵ᗇࡢዪᛶࡢᛮ࠸ࡋ࡚ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀⅆ⅏ࡢᐇែ࡛࠶ࡿࡢࡶࢃࡽ
ࡎࠊ㜵ⅆカ⦎࠸࠺ࠊ࡚ࢇࡽࢆᥭࡆ࡚࠸࡚ⅆࢆฟࡋࡓ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᐃࡀከ㐣ࡂࡿ࠸࠺ࡇ
ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚⤫ィࢆࡗࡓࡽࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡇู࡛ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆࡸࡗࡓࡁ㥑ࡅࡘࡅ࡚ࡃࡔ
ࡉࡗ࡚ࠊಶேⓗ࠾ヰࡋࡋࡓࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ཎጤဨ ࡑࢀࡣࡍࡈࡃ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ἑጤဨ ⅏ᐖࡣࠊ࠺࠸࠺ཎᅉ࡛ࠊࡢࡼ࠺㉳ࡇࡗ࡚ࠊ⿕ᐖ⪅ࡣࡔࢀ࡞ࡢ࠸࠺ࡇࡢᖺ㱋ู
⤫ィࡣࡼࡃࡽࢀࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ⏨ዪู࠸࠺ࡢࡣពእࡽࢀ࡚࡞࠸ࠋ

ཎጤဨ ⚾ࡀ  ᖺᾘ㜵ᗇ㟁ヰࢆࡅ࡚ཷࡅ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡢࡣ⏨ᛶࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊⅆ࡛ஸࡃ
࡞ࡗࡓ᪉ࠎࡢ⏨ዪูࡢ⤫ィࢆ┤ࡕࣉࣜࣥࢺࡋ࡚⚾ࡢ⮬Ꮿ㒑౽࡛㏦ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ17


࠶ࡀࡁ
 ᮏሗ࿌ᚋࠊ᪂₲┴୰㉺㟈⅏ࠕዪࡓࡕࡢ㟈⅏⯆ࠖࢆ᥎㐍ࡍࡿࡼࡿグᛕㄅࠗᛀࢀ࡞࠸ࠋ㸫ዪࡓࡕ
ࡢ㟈⅏⯆࠘ࢆᡭࡋࡓࠋࡇࢀࡣ᪂₲┴୰㉺㟈⅏㸳࿘ᖺ⯆♳ᛕᴗࡋ࡚  ᖺ  ᭶㛤ദࡉࢀ
ࡓㅮ₇ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢグ㘓࠾ࡼࡧ㟈⅏┤ᚋࡽࡢ⿕⅏ࡢయ㦂ࡸ࠸ࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⚄ᡞࡢ
ዪᛶࡓࡕࡢྲྀࡾ⤌ࡳྠᵝࠊ᪂₲ࡢዪᛶࡓࡕࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠾ࡼࡧሗⓎಙᑐࡋࠊᩗពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ




ᨵṇ㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲ㜵⅏ࡢほⅬࡀධࡗࡓࡇࡀࡇࡢ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛
㞀ࡀ࠸⪅ࡢሗࡢఏ㐩ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡗࡓࢣ࣮ࢫࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜࡸᆅ᪉⮬యࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ≧ែ࡞
ᛂࡌࡓ㜵⅏࣭㜵≢ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡼ࠺⩏ົ࡙ࡅࡿᨵṇ㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲࡀࠊཧ㆟㝔ᮏ㆟࡛ྍỴ࣭ᡂ❧ࡋࡓ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 1+. ࢽ࣮ࣗࢫࡼࡿ ࠋ



ෆ㛶ᗓ࡛ࡣ㞀ࡀ࠸⪅⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡋ࡚ពぢࢆồࡵࡿࡓࡵࠊ㞀ࡀ࠸⪅ไᗘᨵ㠉᥎㐍㆟
KWWSZZZFDRJRMSVKRXJDLVXLVKLQNDLNDNXNDLNDNXKWPO㸧ࢆ  ᖺ  ᭶ࡼࡾ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࠊᇽ
ᮏᬡᏊẶࡣࡑࡢᵓᡂဨࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࠕ↝Ṛࡳࡿ⏨ዪᕪࠖ ཎ࣭㏆Ụ࣭ᓥὠ⦅  ࡣࠊࡇࡢ㈨ᩱࢆࡶࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ཧ⪃ᩥ⊩
㑥ᩥ
┦ᕝᗣᏊ  ࠕ⅏ᐖࡑࡢ⯆࠾ࡅࡿዪᛶၥ㢟ࡢᵓ㐀㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡢࡽࠖࠗᅜ❧ዪ
ᛶᩍ⫱㤋◊✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ SS
ࢪ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮  ࠕࢪ㜵⅏㆟  ㆟⥲ᣓ ௬ヂ㸧ࠖ ᖺ㸯᭶  ᪥
KWWSZZZDGUFDVLDDFGUNREHGRFXPHQWV$&'5B6XPPDU\BGUDIWBMSSGI 
ཎᩥࡣ KWWSZZZDGUFDVLDDFGUNREHGRFXPHQWV$&'5B&RQIHUHQFHB6XPPDU\BGUDIWSGI 
࠶ࢇ࠺ࡾࡍ  ࠗࡕ࠸ࡉ࡞࠸ࡢࡕࢆࡲࡶࡿ㸸࣐࣐ࡢࡓࡵࡢࢼࢳࣗࣛࣝ㜵⅏ㅮᗙ࠘ ⮬↛⫱ඣࡢ
ሗ  ᭶ྕ㸧⮬↛⫱ඣࡢ
ụ⏣ᜨᏊ㸦㸧ࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮⅏ᐖʊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡢࢧࢡࣟࣥᑐ⟇ʊࠖ㛵ၨᏊ࣭ᮌᮏ႐⨾Ꮚ⦅
ࠗࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡽୡ⏺ࢆㄞࡴ࠘᫂▼᭩ᗑࠊSS̺
ụ⏣ᜨᏊ  ࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢどⅬࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢศᯒࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡢࡽࠖ
ࠗ㟼ᒸᏛᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ሗ࿌ேᩥ࣭♫࣭⮬↛⛉Ꮫ⠍࠘ ྕࠊSS
ụ⏣ᜨᏊ D ࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞㛤Ⓨ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡣ㛤Ⓨࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࢆᢸ࠼ࡿʊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ㜵⅏̺ࠖࠗ ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㹙ᇶ┙◊✲㹀@࣮࣭ࣟ࢝ࣝࢭࣥࢩࢸࣈ࡞ࠕ㛤
Ⓨࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠖ◊✲ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠘㸦◊✲௦⾲⪅ ⇃㇂ᆂ▱㸧̺ 㡫
ụ⏣ᜨᏊ E ࠕ㜵⅏ࠊ⅏ᐖ⿕ᐖ⪅ᨭࠊ⯆ᑐ⟇㛵ࡍࡿࠊᅜ㝿ⓗືྥ㸦௬㢟㸧ࠖ㸦ࠕ⅏ᐖࢪ࢙
ࣥࢲ࣮ࠖሗ࿌ࠊ࣭ ࢩ࣏ࣥᐇ⾜ጤဨసᴗࢳ࣮࣒࣭ᇛすᅜ㝿Ꮫࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭ዪᛶᏛ◊✲ᡤࠊᮾ
ி࣭ᇛすᅜ㝿Ꮫ㸧
ụ⏣ᜨᏊ F ࠕ⅏ᐖ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆࡵࡄࡿᅜ㝿ⓗ₻ὶࠖ㸦ࠕ⅏ᐖ࣭⯆⏨ዪඹྠཧ⏬࣭ࠖ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌㸧
▼ᕝ┴㬅⌔㒆✰Ỉ⏫  ࠕ⬟Ⓩ༙ᓥᆅ㟈⯆୍࿘ᖺ♳ᛕࠗዪᛶࡢࡓࡵࡢ㜵⅏㆟࠘ࠖ
 KWWSZZZWRZQDQDPL]XLVKLNDZDMSPSVGDWDZHEDQDPL]XVHQJHQGRF 
Ἠ⏣⿱ᙪ  ࠕᗘࡢᆅ㟈ࢆ⤒࡚㸫ᚋࡢᆅ㟈㜵⅏ᑐࡍࡿᆅᇦ⾜ᨻࡢᙺ㸫ࠖࠗᏥኈ᭳ሗ࠘
YROSS
࠸ࡢ࠺࠼ࡏࡘࡇ  ࠗᆅ㟈ࡣ㈋ᅔく࠸ࡿʊࠕ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࠖṚ⪅  ேࡢྉࡧ࠘ⰼఏ♫
࣓࢘ࣥࢬࢿࢵࢺ࣭ࡇ࠺⦅  ࠗዪࡓࡕࡀㄒࡿ㜰⚄㟈⅏࠘ᮌ㤿᭩㤋
࣓࢘ࣥࢬࢿࢵࢺ࣭ࡇ࠺⦅  ࠗ⅏ᐖዪᛶ㜵⅏࣭⯆ዪᛶࡢཧ⏬ࢆ㈨ᩱ㞟࣓࠘࢘ࣥࢬ
ࢿࢵࢺ࣭ࡇ࠺
࣓࢘ࣥࢬࢿࢵࢺ࣭ࡇ࠺⦅  ࠗ⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿᛶᭀຊ㹼㜵Ṇᑐᛂࡢࡓࡵࡢ࣐ࢽ࣓ࣗࣝ࠘࢘
ࣥࢬࢿࢵࢺ࣭ࡇ࠺
ᾆ㔝ṇᶞ࣭▮᰿῟࣭ྜྷᕝᛅᐶ⦅  ࠗ⯆ࢥ࣑ࣗࢽࢸㄽධ㛛࠘ᘯᩥᇽ
㜰ᕷ⎔ቃಖᒁ  ࠗ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ᨭάືグ㘓࠘㜰ᕷ⎔ቃಖᒁ
 KWWSZZZOLENREHXDFMSGLUHFWRU\HTEERRNLQGH[KWPO 
ᅜᓮಙỤ  ࠗᆅ㟈ࡽࢃࡀᏊࢆᏲࡿ㜵⅏ࡢᮏ࠘⦅㞟ᕤᡣ୍⏕♫
ᅜᓮಙỤ  ࠗ≢⨥ࡽᏊࡶࢆᏲࡿ  ࡢ᪉ἲ࠘ࣈࣟࣥࢬ᪂♫
※ᰤṇே  ࠕᆅᇦᆅ㟈㜵⅏ᑐ⟇ࡢ㧗ᗘྥࡅ࡚㸫㐣ཤᏛࡧࠊ⌧ἣࢆ▱ࡾࠊḟഛ࠼ࡿ㸫ࠖࠗᏥ
ኈ᭳ሗ࠘YROSS
ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱㤋  ᖹᡂ ᖺᗘዪᛶࡢᏛ⩦ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ⅏ᐖዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࠖ㓄
ᕸ㈨ᩱ  ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱㤋
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ᅜ㈨ᩱ⦅⧩  ࠗ᪥ᮏ㜵⅏ⓒᖺྐ࠘⾜ᨻ㏻ಙ♫
㔜ᕝᕼᚿ౫ ◊✲௦⾲⪅  ࠗ⅏ᐖᑐᛂᚑ⪅ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࠘ி㒔Ꮫ㜵⅏◊✲ᡤ
 KWWSZZZGSULN\RWRXDFMSZHEBMN\RGRN\RGRJJSGI 
ᓥᓮ㑥ᙪ  ࠕᮾᾏᆅ㟈ᚅࡗࡓ࡞ࡋࠖࠗᏥኈ᭳ሗ࠘YROSS
ᮡᮏ  ࠕ⅏ᐖࡢ་⒪యไࡘ࠸࡚ࠖࠗᏥኈ᭳ሗ࠘YROSS
ᅜ▱⏨ዪඹྠཧ⏬≉ูጤဨ

 ࠕ㜵⅏ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖

ᯝࠖᅜ▱ KWWSZZZQJDJUMSQHZVERXVDL3') 
⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁ  ࠗ➨  ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ⏬࠘ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ
 KWWSZZZJHQGHUJRMSNLKRQNHLNDNXUGSGI 
ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁᙳ㡪ㄪᰝ◊✲࣮࣡࢟ࣥࢢࢳ࣮࣒  ࠗᙳ㡪ㄪᰝ◊✲࣮࣡࢟ࣥࢢࢳ࣮࣒
୰㛫ሗ࿌᭩㹼⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬ❧ࡗࡓ⟇ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇࡢࡓࡵࡢㄪᰝᡭἲࡢヨࡳ㹼࠘ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹ
ྠཧ⏬ᒁ KWWSZZZJHQGHUJRMSGDQMRNDLJLHLN\RXKRXNRNXLQGH[BKHLKWPO 
ෆ㛶ᗓ⦅  ࠗᖹᡂ  ᖺ∧㜵⅏ⓑ᭩࠘ KWWSZZZERXVDLJRMSKDNXVKRKLQGH[KWP  
ෆ㛶ᗓ⦅  ࠗᖹᡂ  ᖺ∧㜵⅏ⓑ᭩࠘ KWWSZZZERXVDLJRMSKDNXVKRKLQGH[KWP 
ෆ㛶ᗓ⦅  ࠗᖹᡂ  ᖺ∧㜵⅏ⓑ᭩࠘ KWWSZZZERXVDLJRMSKDNXVKRKLQGH[KWP 
ෆ㛶ᗓ⦅  ࠗᖹᡂ  ᖺ∧㜵⅏ⓑ᭩࠘ KWWSZZZERXVDLJRMSKDNXVKRKLQGH[KWP 
ෆ㛶ᗓ⦅  ࠗᖹᡂ  ᖺ∧㜵⅏ⓑ᭩࠘ KWWSZZZERXVDLJRMSKDNXVKR+B]HQEXQSGI 
᪂₲┴୰㉺㟈⅏ࠕዪࡓࡕࡢ㟈⅏⯆ࠖࢆ᥎㐍ࡍࡿ  ࠗᛀࢀ࡞࠸ࠋ㸫ዪࡓࡕࡢ㟈⅏⯆࠘᪂₲┴
୰㉺㟈⅏ࠕዪࡓࡕࡢ㟈⅏⯆ࠖࢆ᥎㐍ࡍࡿ
᪥ᮏ♫ᩍ⫱Ꮫᖺሗ⦅㞟ጤဨ⦅

 ࠗ࣎ࣛࣥࢸ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢʊ⏕ᾭᏛ⩦ᕷẸ♫

࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
᪥ᮏዪᛶ㆟  ࡦࢁࡋࡲᐇ⾜ጤဨ⦅  ࠗ᪥ᮏዪᛶ㆟  ࡦࢁࡋࡲሗ࿌᭩࠘ 
 ᪥ᮏዪᛶ㆟  ࡦࢁࡋࡲᐇ⾜ጤဨ
ཎࡦࢁᏊ࣭㏆Ụ⨾ಖ࣭ᓥὠ⨾Ꮚ⦅  ࠗ⏨ዪඹྠཧ⏬⏨ᛶ࣭⏨ඣࡢᙺ࠘᫂▼᭩ᗑ
ᐊᓮ┈㍤  ࠕ⅏ᐖሗࡢάᛶࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖࠗᏥኈ᭳ሗ࠘YROSS
ᒣᾆᬕ⏨  ࠗఫẸ࣭⾜ᨻ࣭132 ༠ാ࡛㐍ࡵࡿ᭱᪂ᆅᇦ⏕࣐ࢽࣗࣝ࠘ᮅ᪥᪂⪺ฟ∧
ᒣᆅஂ⨾Ꮚ   ࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢどⅬࡽ㜵⅏࣭⅏ᐖ⯆ࢆ⪃࠼ࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬♫ࡢᆅᇦ㜵⅏ィ
⏬ࠖࠗ⅏ᐖ⯆◊✲࠘  SS 
ྜྷᮧ D ࠗ୕㝣ᾏᓊὠἼ࠘ᩥᩥᗜ
ྜྷᮧ E ࠗ㛵ᮾ㟈⅏࠘㸦᪂∧㸧ᩥᩥᗜ
Ḣᩥ
United Nations (1994) “Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World: Guidelines for Natural Disaster
Prevention, Preparedness and Mitigation,” World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama, Japan,
23-27 May, 1994. (http://www.unisdr.org/files/8241_doc6841contenido1.pdf)
United Nations (2005) Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and
Communities to Disasters (Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction
(A/CONF.206/6)). (http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf)
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【８】関連国会質疑（参議院調査会における意見表明・意見交換を含む）
国会会議録ウェブサイトを検索（検索語；東日本大震災、女性、男女共同参画、外国人など）。なお、7
月19日の衆議院予算委員会における池坊議員による質疑については、8月21日時点で会議録が公表されてい
ないため、議員自身のブログに掲載された記録（http://yasukoikenobo.cocolog-nifty.com/blog/
2011/07/post-b7ea.html；8月16日取得）から抜粋している。
3月23日
3月31日
4月20日
4月21日
4月26日
5月01日
5月11日
5月11日
5月18日

衆議院外務委員会 赤嶺政賢議員（共産党）
参議院内閣委員会 糸数慶子議員（無所属）
衆議院厚生労働委員会 古屋範子議員（公明党）
参議院内閣委員会 糸数慶子議員（無所属）
同上 同上
参議院予算委員会 吉田忠智議員（社会民主党）
衆議院厚生労働委員会 古屋範子議員（公明党）
衆議院法務委員会 大口善徳議員（公明党）
参議院共生社会・地域活性化に関する調査会 福島みずほ議員（社会民主党）
同上 神本美恵子議員（民主党）
5月20日 参議院予算委員会 平山幸司議員（民主党）
5月25日 衆議院内閣委員会 井戸まさえ議員（民主党）
6月09日 参議院厚生労働委員会 中村博彦議員（自民党）
6月14日 参議院東日本大震災復興特別委員会 岡崎トミ子議員（民主党）
6月16日 参議院東日本大震災復興特別委員会（参考人質疑） 参考人；栗田暢之（東日本大震災支援全国
ネットワーク代表世話人）、藤井聡（京都大学大学院工学研究科教授・都市工学）、長有紀枝（難民を助け
る会理事長）、質問者；今野東議員（民主党）、吉田忠智議員（社会民主党）
6月16日 参議院内閣委員会 糸数慶子議員（無所属）
7月19日 衆議院予算委員会 池坊保子議員（公明党）
177 - 衆 - 外務委員会 - 3号

外国人の被害状況も明確にして、対応面でも万全
を期すということは政府の重要な責任だと思います
が、現在把握している外国人の死亡者数は何名か、
そして何カ国に及んでいるか、また各国に現状はき
ちんと報告されているのか。いかがですか。

03月23日

○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
私も、まず冒頭に、東日本大震災でとうとい命を
失われた方々に心から哀悼の意を表するとともに、
被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。
先ほど小野寺委員の方からも質問がありました
し、重なるかとは思いますが、今回の震災に当たっ
て、外務大臣に、冒頭の所信質疑がそういう形にな
りましたのも天災であるがゆえの面がありますが、
できるだけ被災を軽減していくという立場から、外
国人の被災の問題について改めて政府に伺います。
今回の大震災では、多くの外国人が被災をいたし
ました。地震、津波に加え、原子力発電所の事故が
外国人の間の不安を一層大きくしています。
中国大使館によれば、震災が起きたとき、岩手、
宮城、福島、茨城の四県には三万人を超える中国人
がいたという報道もあります。さらに、三陸沿岸の
水産加工会社などでは中国人を初め数多くの外国人
研修生が働き、留学生や農漁村に嫁いだ外国人女性
もいたとしております。

○伴野副大臣 赤嶺委員にお答えいたします。
現在、各国在京大使館より安否不明な在日外国人
の方々の情報を聴取いたしまして、外務省にて取り
まとめをいたしております。警察庁や地方自治体等
に照会しておりまして、在京大使館とも連絡をとり
合っているところでございます。
また、先ほど大臣からもお話ございましたよう
に、岩手県などからは、要請に従い、外務省職員三
名を派遣し、中国人の方々等の安否確認を行ってい
るところでございます。
しかしながら、大変恐縮でございますが、全体的
な外国人の被災者数及び死亡者数につきましてはい
まだ正確に把握するに至っておりませんで、困難な
状況にあることをお許しいただきたいと思います。
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○赤嶺委員

被害の全体が見えない中で、しかしな

に対応を依頼したところでございます。

お、いろいろな負担を持っていらっしゃる外国人も
被災をしている。やはり政府の責任でその実態もき
ちんとつかんでいただきたいと思うんです。
避難所にも多くの外国人が避難をされていると思
いますが、言葉の問題など、外国人にきちんと情報
が届くような態勢はとられているんでしょうか。

具体的には、生理用品や粉ミルク、離乳食などの
提供、女性更衣室や男女別トイレなど子供や子育て
に配慮した避難所の設計、女性のニーズ等を反映し
た避難所の運営体制、女性に対する暴力を防ぐため
の措置などを盛り込んでおります。また、女性の悩
み相談や暴力被害者支援等の窓口の設置と周知に努
めているところでございます。また、現地本部、仙
台市に男女共同参画局の女性職員を派遣し、避難所
における女性のニーズ等の把握を図っております。
今後とも、災害の対応の動向、女性や子育ての
様々なニーズ等を踏まえ、関係機関への働き等を
行ってまいりたいと考えております。

○伴野副大臣 現在のところ、在日外国人の方々へ
の情報提供につきましては、地震発生後、外務省の
ホームページにおきましても、英語、中国語、韓国
語ということで、外国人向けの情報を提供している
ところでございます。また、外務省におきまして
は、在京大使館におきまして説明会を毎日開催して
おりまして、さまざまな情報を提供させていただい
ているところでございます。さらに、外国人に関す
る相談につきましては、被災地の各自治体にて相談
窓口を設置しているものと承知をしているところで
ございます。
○赤嶺委員
ます。

○糸数慶子君 第三次男女共同参画基本計画には、
防災の現場における男女共同参画として方針決定過
程への女性の参画の促進が具体的施策として挙げら
れています。
現在、国及び地方公共団体において災害対策本部
やあるいは被災者生活支援特別対策本部が設置され
ています、今の御答弁にもございましたが。女性の
ニーズが十分に反映されるためには本部員や職員と
して一定数の女性を配置する必要があると思われま
すが、国の対策本部にどの程度女性が参画している
のでしょうか、お伺いいたします。

ぜひ万全を期していただきたいと思い
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03月31日

○糸数慶子君
是非、解消のためにしっかりと頑
張っていただきたいということをお願い申し上げま
して、この点については終わらせていただきたいと
思います。
では、通告に基づきまして震災関係についてお伺
いをしたいと思います。

○政府参考人（長谷川彰一君） 政府といたしまし
ては、地震発災直後に総理を本部長といたします、
今お尋ねの緊急災害対策本部を設置いたしますとと
もに、翌十二日には宮城県に現地対策本部を、岩
手、福島には連絡室と対策室を設け、また十七日に

まず、防災における男女共同参画という視点で与
謝野大臣にお伺いをいたします。
防災における男女共同参画の推進は、平成十七年
に策定された第二次男女共同参画基本計画で、十二
の重点分野の新たな取組を必要とする分野のうちの
一つとして盛り込まれ、昨年十二月に閣議決定され
た第三次男女共同参画基本計画におきましても重点
分野の一つとして掲げられていますが、この度の東
日本大震災におきましては、被災者支援等の具体的
対応に基本計画の内容がどのように、そしてどの程
度生かされているのか、与謝野男女共同参画担当大
臣にお伺いをいたします。

は、お話しございました被災者生活支援特別対策本
部を設置しております。
これらの事務局につきましては、現在二十四時間
体制という状況の中で災害対応を行っておりまし
て、各省庁からも多数の職員の応援をいただいて
ローテーションを組み、対応をしております。女性
の職員につきましても、それぞれ御活躍をいただい
ております。
具体的な数でございますけれども、これは今申し
上げましたように、応援等の状況に応じまして流動
的に動いてございますので、きっちりとお答えする
のはなかなか難しいわけでございますが、まず、緊
急災害対策本部事務局を担っております内閣府の防
災担当、これ約六十名ほどおりますけれども、この
中では二名の職員が配属されております。それか
ら、被災者生活支援特別対策本部事務局、こちらは

○国務大臣（与謝野馨君） 被災者支援等に当たっ
ては、女性や子育てニーズを踏まえた対応を行うこ
とが必要であることから、まずは避難所等での生活
に関して留意すべき事項についてまとめ、関係機関
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各省庁からの応援でローテーションで回しておりま

努めております。

して、非常に流動的なわけでございますけれども、
七、八十名の職員のうち十名前後勤務していただい
ているというふうに承知しております。それから、
現地対策本部でございますけれども、こちらにつき
ましてはこれまでに二名の女性職員の派遣実績がご
ざいます。
以上でございます。

さらに、避難所における心のケアにつきまして
は、被災した自治体からの要請を受けまして、各都
道府県の協力を得て、精神科医、看護師等から構成
される心のケアチーム三十五チームを確保し、順次
派遣のあっせんを行っております。
また、避難所において、言葉が通じず不便を感じ
ておられる外国人の方々につきましては、各県の財
団法人国際交流協会における多言語による電話相談
等の活用や、厚生労働省英語版ホームページなどの
インターネット情報を活用することが考えられるわ
けでございます。
いずれにいたしましても、高齢者や外国人の方々
が避難所で孤立することがないよう、保健師等が十
分にコミュニケーションを図りながら健康相談等に
応じるよう支援してまいりたいと考えております。

○糸数慶子君 ありがとうございます。
第三次男女共同参画基本計画には、防災施策の立
案及びその実施、情報提供に当たり、女性のみなら
ず、高齢者そして外国人等の視点も踏まえることと
されています。今回の震災に際し、高齢者や外国人
の方々に対して、情報提供の在り方を始めとしてど
のような配慮を行っているのでしょうか。
私、先日の委員会におきましても指摘をいたしま
したが、被災者の方々に対する心のケアは、性別や
年齢や国籍を問わず、全ての被災者にとって重要な
取組でありますし、今回の震災では被災者も多く、
心のケアに当たる人材の確保が急がれるわけです
が、とりわけ日本に定住されている外国人の方の心
のケアが十分に行われている体制が整備されている
のでしょうか。定住外国人の方への心のケアの実施
状況と今後の取組について御説明していただきたい
と思います。

○糸数慶子君 次に、内閣府のホームページを見ま
すと、定住外国人施策の中で、ポータルサイトの中
に今回のこの地震に対する情報が掲載されています
が、そもそもパソコンから情報を得られる環境にな
い場合にはアクセスできずに、掲載言語も英語のみ
の場合があるわけですが、このポータルサイトのほ
かにどのような手段で定住外国人の方への情報提供
を行っているのでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人（村木厚子君） 日系の定住外国人施
策ポータルサイトでございますが、今、被災地に住
む定住外国人の方、日系の方、そんなに数は多くご
ざいませんが、それ以外のところに住んでおられる
方も大変御不安があったり、それからやはりデマに

○政府参考人（外山千也君） 避難所で生活する高
齢者の方々への健康管理につきましては、脱水症状
にならないよう水分を十分に補給することや、感染
症予防のための手洗いの励行などが必要でございま
して、廃用性症候群や静脈血栓塞栓症、エコノミー
クラス症候群などに留意することも重要でございま
す。
そのため、高齢者を含む被災者の方々が少しでも
健康に過ごせるように、被災地で健康を守るために
と題した分かりやすい資料を作成し、誰もが必要に
応じて利用できるようにホームページに掲載してい
るところでございます。
それから、避難所が設置している市町村におい
て、保健師が巡回し、高齢者の体温や血圧の測定等
を行いながら、健康相談に応じたり、体操等を実施
し、身体機能の維持を促すための支援を行っている
ところでございます。
一方、被災地における避難所の支援に当たる保健
師の数は絶対的に不足しておりまして、厚生労働省
といたしましては、他の自治体からの保健師等の人
材派遣をあっせん、調整するなど、その人材確保に

惑わされるというような情報も流れておりますの
で、できるだけしっかりと情報提供をしていきたい
というふうに考えております。
緊急の対策としまして、今ポータルサイト上に、
東北地方太平洋沖地震に関する情報のリンク集とい
うことで、国、自治体、支援団体、報道機関等の多
言語による情報を、英語、ポルトガル語、スペイン
語が中心でございますが、それに限らず、今臨時に
紹介をしているところでございます。
御指摘がありましたように、パソコンが使えない
ということもありますので、今、大変急いで携帯電
話から閲覧がしやすくなるような改善を行っている
ところでございます。
それから、できるだけたくさんの言語でというこ
とでございます。私ども、日ごろ公的な情報も努力
はしておりますが、やはりこういう緊急時になりま
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すとＮＰＯですとかボランティアの取組が非常に大

性の人権が侵害されていくということが大変懸念さ

きな力を発揮しておられまして、多くの言語で情報
提供が行われておりますので、こういうＮＰＯ等々
の情報もこのポータルサイトで紹介をするという努
力をしているところでございます。
状況が時々刻々変わっていくと思いますので、で
きるだけ新しい情報をこのポータルサイト上に掲載
をしていきたいというふうに考えております。

れています。
現在までに女性に対する暴力の発生などの件数な
どを把握されているかどうか、また阪神大震災のと
きに女性に対する暴力が増えたという事実はあった
のでしょうか、お伺いいたします。
○国務大臣（中野寛成君） 現在までのところ、岩
手、宮城及び福島の三県において、被災して避難所
に避難している女性を被害者とした強姦及び強制わ
いせつの発生というのは把握されておりません、認
知されておりません。気が付いていないところはあ
れですが、警察としてはそういう事例は現在のとこ
ろまずないものと思っております。
平成七年に発生した御指摘の阪神・淡路大震災後
においても、兵庫県下における強姦及び強制わいせ
つの認知件数は、あの阪神・淡路大震災の前年より
もむしろ僅かですが減っている若しくは同数という
ことで、震災があったからそういう犯罪が増えたと
いう傾向は数字の上では見えない。それから、最近
起こりました宮城で認知した三件の発生場所が、強
制わいせつでありましたが、これは避難所とは全く
関係のないところでございますし、また被災地と関
係のないところでございました。
ただ、いかなる場合にも未然にそれを防止すると
いうことは大切なことでございますので、今回女性
警察官がより一層今日からまた活躍をしていただき
ますが、そういうことの気を付けたり、又は何か
あったときの相談にも乗りやすい環境がそのことに
よって生まれるのではないかと。いずれにせよ、予
防に全力を尽くしたいと思います。

○糸数慶子君 ありがとうございました。
次に、女性警察官による心のケアについて、中野
国家公安委員長にお伺いをいたします。
心のケアについては、県警の女性警察官が避難所
を巡回し被災者の相談に乗るなどの取組を行ってい
るというふうに聞いております。警察ではこれま
で、心のケアの取組に備え、どのような研修等を
行ってきているのでしょうか。また、女性警察官に
よる心のケアの取組は現在どういう体制で実施され
ているのかについても併せてお伺いしたいと思いま
す。
○国務大臣（中野寛成君） 女性警察官を増やすこ
と、またその活躍の場を広げること、これは、たま
たまお見かけしましたが、前国家公安委員長岡崎大
臣の当時からも大変熱心にお取り組みいただいてお
りました。
今回も、御指摘いただきましたように、被災者は
被災前と異なる環境の下でストレスの多い避難所暮
らしをいたします。そこでまず、岩手、宮城及び福
島、その三県及び被災者を受け入れているほかの県
におきましても、既にその地元の警察官、女性警察
官等が避難所を巡回して被災者の相談等に対応する
支援をやってまいりました。
ちょうど本日から、全国警察から選抜をいたしま
した女性警察官など五十名、私の記憶ではたしか三
十五名が女性だったと思います、一緒にペアを組ん
で、トータル五十名が、岩手、宮城及び福島県に派
遣をして、避難所における被災者の支援を行うこと
といたしているところでございますので、今日から
その新たな五十名がまた活躍をしてくれているとい
うことでございます。
研修の例といたしましては、臨床心理士の講習な
どを含めまして鋭意努力をしているところでござい
ます。

○糸数慶子君 ありがとうございます。
女性に対する暴力といわゆる社会的弱者に対する
犯罪はなかなか表に出てこないという、そういう実
態は、実は阪神・淡路大震災の際に、こういう性犯
罪あるいは配偶者間暴力等、その被害に遭った女性
が実際に沖縄に避難してまいりました。実は、私
は、あの九五年の少女の暴行事件が発生した後、沖
縄県におきまして強姦救援センター、通称ＲＥＩＣ
Ｏと言われておりますが、電話相談などの業務に当
たっておりますけれども、その際に、阪神・淡路大
震災の後に事実沖縄に引っ越された女性の相談を受
けたことがございます。
なかなか表に出ていかないことではありますけれ
ども、実際にはそうやって苦しんでいる女性がいる
ということも併せまして、今回やっぱり丁寧な対応
が求められていくわけですけれども、発生してから

○糸数慶子君 ありがとうございました。
避難所での生活が長引く中で、とりわけ女性に対
する性犯罪あるいは配偶者等の暴力によりまして女
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対応するのではなくて、やはり防止するための措置

○古屋（範）委員

が非常に重要であるというふうに考えます。
東日本大震災の発生後に女性に対する暴力を防止
するためにこれまでにどのような取組が行われた
か、女性が直接相談することのできる窓口等が避難
所に今設置されているかどうかということも併せて
お伺いいたします。

についてお伺いしてまいりたいと思っております。
震災の非常時、女性への配慮というのは、まず、
多くの方々が生きていくことさえも大変という、食
料がない、水がない、そういう状況ですので仕方が
ないんですが、やはり後回しにされてしまう問題だ
と思います。東日本大震災でも避難所の生活が長期
化をしてまいります。そういう中で、プライバシー
の確保ですとか、そのほかいろいろな面で女性が
困っている点が多いのではないかと考えます。
これは河北新報、四月十三日の女性記者が行った
ルポなんですけれども、気仙沼市の中学では、仮設
トイレが男女共用であり抵抗感を持つ女性が多いの
ではないかとか、十日間も着がえができなかった。
この後、下着が届いたかとは思いますけれども、こ
ういうこともある。また、気仙沼市総合体育館で
は、幼児を抱える方が多く、他の避難者からうるさ
いと言われてしまう。やはりこれは、子供のいない
方にとってみれば、寝たいときに泣き声がして眠れ
ない、こういうことは確かにあろうかと思います
が、本当に申しわけないなと思う母親は非常に多く
のストレスを抱えてしまうというふうにも思いま
す。また、これは仙台・若林区の六郷中学なんです
が、体育館へ夜の出入りが自由になっていてだれが
入り込むかわからないとか、トイレが屋外にあって
防犯上非常に危ないのではないか、夜行くのも怖い
というような、さまざまな点がここに載せられてお
りました。
避難所で、男女別の更衣室、洗濯物の干し場、授
乳室、子供たちが周囲を気にせず遊べる場、こう
いったものを設置する工夫をしてほしいなというふ

○国務大臣（中野寛成君） それぞれ県警本部等に
相談の電話の窓口でありますとかいろんな形で御相
談をお受けする仕組みをつくっておりまして、もう
既に何万件という御相談をお受けをいたしておりま
す。その中にその女性の、今御指摘のようなケース
がどのくらいあったかという統計までは取れており
ませんけれども、できるだけ相談しにくい案件につ
いてとりわけ女性が相談しやすい環境をつくるとい
うことについては、これからもより一層努力をして
まいりたいと思います。
日常の生活相談案件でも、家庭内の暴力等の問題
等についての相談がとみに警察の場合増えておりま
す。これは、そういう案件が増えたというよりも、
警察がその窓口を開いたことによって警察が相談し
やすくなったということで、頼りにされているとい
う案件、ケースが増えてきたということではないか
と思います。
それからもう一つ、全国からパトカーとそして本
来の警察官の制服、それが一目瞭然で警察がパト
ロールしてくれているということが分かりますよう
にということで、そういう部隊をつくって警ら巡
回、そして監視等々にも今当たらせているところで
ございます。

うに思います。また、お互いのプライバシーを尊重
することで、長期化をしていく中でもよりよい人間
関係が保てるのではないかと思います。
また、心のケアも大切です。男性とはまた違った
悩みもあります。女性だけで不安やつらさ、そうい
うものを率直に言い合える場が必要なのではないか
なと思います。阪神大震災のときには、避難所でセ
クハラあるいはその他のいろいろな問題が起きたと
も聞いております。男性が家、仕事を失ったことで
ストレスがたまってしまう、こういうこともあるの
ではないかと思っております。被災地は、さまざま
な悩みについて声を上げにくい状況です。
そこで、避難所に女性スタッフを置くなど、総合
的な女性の悩みにこたえられるような窓口の設置な
ども配慮をしていただきたいと思いますが、いかが
でしょうか。では、副大臣。

○糸数慶子君 ありがとうございました。
避難所によっては、先ほども申し上げましたけれ
ども、やはり通信インフラが復旧していないところ
あるわけで、いろいろ実際には相談できない被災者
も多くいるというふうに思います。警察が各避難所
に派遣している警察官としっかり連携を取っていた
だいて、女性に対する暴力を防止するためにも、今
後とも取組を強化していただきたいと思います。さ
らには、先ほども御答弁ございましたが、多くの女
性の警察官が被災地へ派遣されたということで、今
後とも是非しっかりと、私どもも支援をするという
形で相談も含めて応援をしてまいりたいというふう
に思います。
177 - 衆 - 厚生労働委員会 - 9号

次に、避難所での女性への配慮

04月20日
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○小宮山副大臣

同じ女性同士ということで、目が

被災者の支援等についてお伺いをしたいと思いま

合いましたので、私の方から答えさせていただきた
いと思います。
これは、避難所を最初に設置したときからずっ
と、阪神のときの経験も踏まえまして、女性への配
慮あるいは妊婦さんや赤ちゃんを出産したばかりの
方への配慮ということはずっと言ってまいりまし
た。それで、女性専用のトイレの設置とかプライバ
シー確保に必要なパーティション、それからマッ
ト、テント、こうした必要な設備を用意する場合に
は、災害救助法で国庫負担で行う、そのようなこと
も周知をしてまいりました。
ただ、やはり避難所ごとによって随分差がござい
まして、きちんとできているところ、そうでないと
ころ、あります。特にトイレの問題などは、非常
に、やはり女性に必要な用品などもそこに置く女性
専用のトイレが必要だと思いますし、やはり皆さん
が見ている前で授乳をするというのも大変でしょう
から、そういうための部屋があればもちろんいいで
すし、そうでなければ区切りをするとか、そうした
ことも、なるべく厚生労働省の方からもお願いをし
ているところです。
ただ、いろいろなところで、やはり、避難所、場
所によっては自治組織みたいになっているので、そ
の自治組織の中にまた発言できる女性が入っていく
ということもぜひ必要ではないかというふうに思っ
ておりまして、福祉避難所のところでは出産したば
かりのお母さんや赤ちゃんなども入れるようにもし
ておりますので、また委員からもいろいろな御意見
をいただいて、具体的にそのあたり、最大限のサ
ポートをしていければというふうに思っておりま

す。
先日の委員会におきまして、女性が相談すること
のできる窓口等についてお伺いをいたしました。内
閣府男女共同参画局において、岩手、宮城、そして
福島の三つの県に設置されている暴力に関する相
談、女性の相談窓口等について周知する資料を作成
したというふうに聞いておりますが、この相談窓口
の周知、これ非常に重要であるというふうに思いま
す。
このような取組を評価して御質問したいと思いま
すが、これらの情報をより多くの被災者に伝えるこ
とが大変必要だと思いますけれども、この資料を用
いてどのような周知活動を行っているんでしょう
か、まずお伺いいたします。

す。

お知らせとして掲示する壁新聞など、そういったも
のを活用しながら周知を図っているところでござい
ます。
引き続き、幅広く周知されるよう取り組んでまい
りたいと考えております。

○政府参考人（岡島敦子君） 東日本大震災の影響
により被災者の方々が様々な不安や悩み、ストレス
を抱えるとともに、女性に対する暴力が生じること
などが懸念されておりまして、こうした悩み事の相
談に適切に対応することが重要であると考えており
ます。
このため内閣府では、配偶者からの暴力の相談に
ついて最寄りの相談窓口を案内するＤＶ相談ナビ
や、地域ごとの総合的な女性の相談に関する窓口な
どを取りまとめました資料を、ひな形、そして実際
の資料を作成しておりまして、配布、周知を図って
おるところでございます。例えば、内閣府の男女共
同参画局のホームページや、それから地方紙の紙面
広告、それから多くの被災者の方が目にできるよう
に各避難所の非常に目に付きやすいところに政府の

○古屋（範）委員
副大臣おっしゃいましたよう
に、避難所において、まだ水がなく、衛生状態その
ものが劣悪であるというところさえもございます。
福祉避難所ではある程度守られているとは思うんで
すが、それぞれの避難所にどういうニーズがあるの
か、ぜひきめ細やかな女性への配慮をお願いしたい
と思います。よろしくお願いいたします。
177 - 参 - 内閣委員会 - 6号

○糸数慶子君 ありがとうございます。
ホームページにいろいろ掲載しても、なかなかや
はりああいう状況の中では御覧になる方も少ないと
思います。是非目に付きやすいところ、壁新聞など
を活用したり、被災地における直接いろんなペー
パーを手渡しができるような状況も併せてお願いし
たいと思います。
次に、被災地における安全、安心の確保につい
て、その対策についてお伺いしたいと思います。
東日本大震災の被災地及び原発事故に係る避難指
示対象地域等においては、混乱に乗じた例えば犯罪

04月21日

○糸数慶子君 無所属の糸数です。よろしくお願い
いたします。
まず、震災関係について冒頭にお伺いしたいと思
います。実は、先日の委員会でも伺いましたけれど
も、引き続きまして男女共同参画の視点を踏まえた
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の発生、このことが懸念されるわけです。そのほか
の地域においてもそうですが、人の善意に乗じた詐
欺等の発生が懸念されています。とりわけ、被災地
における安全、安心の確保はまさに政府を挙げて取
り組むべき課題だというふうに感じるわけですが、
関係省庁が緊密に連携をして総合的に対策、そして
検討、推進するための被災地等における安全・安心
の確保対策ワーキングチームができたというふうに
聞いております。四月六日には、被災地等における
安全、安心の確保の対策、いわゆるワーキングチー
ムがしっかりと取りまとめをされたというふうに聞
いておりますが、内閣府男女共同参画局長も参加し
ていらっしゃると聞いております。被災地等におけ
る安全、安心の確保の対策、それに男女共同参画の
視点がどのように反映されていくのか、期待もして
おります。
被災地における安全、安心の確保対策には男女共
同参画の視点を踏まえた被災地支援等に対して具体
的にどのようなことが盛り込まれているのか、お伺
いいたします。

○国務大臣（中野寛成君） お答えをいたします。
おっしゃるように、被災地又は被災地における避
難所、そのようなところで子供たちや女性の皆さん
の安心、安全の確保をするというのは、まさにこの
ような対策の基本中の基本だというふうに私どもも
心得ているところでございます。
これまでも、警察官による避難所への立ち寄り、
特に被災地、全ての被災県におきまして、女性警察
官等が避難所を巡回しての支援活動等を実施してき
たところでありますけれども、特に現在は岩手、宮
城、福島の三県において、地元だけではなくて全国
の警察から女性警察官を中心に特別派遣をいたしま
して、それも女性であればいいということでもない
わけでありますが、特に臨床心理士による事前の研
修、講習を受ける、そしてそれなりの知識と対応が
できる能力をより一層高めて、その上で避難所にお
ける相談対応や防犯指導の体制を強化をしていると
ころであります。
また、今週、四月、月曜日、十八日からは、派遣
する女性警察官等の人数をそれまでの五十二名から
倍増をいたしまして、百十五名に増員をして更に体
制を強化しているところでございまして、これから
もかなり長期戦になりますが、子供や女性の皆さん
に配慮しつつ、安心、安全の確保を図ってまいりた
いと思っております。

○政府参考人（岡島敦子君） 委員おっしゃられま
すとおり、被災地におきます安全、安心の確保とい
うのは本当に政府を挙げて取り組むべき課題という
ふうに認識しておりまして、関係府省が緊密に連携
して総合的に対策を進めるということで、局長級の
会合で対策を決定いたしました。
この対策の中で、内閣府におきましては、女性や
子育てに配慮した避難所の設計、あるいは安全な生
活環境の整備の推進、避難所運営への女性の参画や
意向の反映の促進、女性の悩みや女性に対する暴力

○糸数慶子君 今、女性の警察官を倍増して百十五
名送っていただいたということを伺いまして、大変
うれしく思います。
前にもお話を申し上げましたが、阪神大震災にお

に関する相談サービスなどの周知に取り組むことと
されております。
これらにつきまして、既に災害対策本部、警察
庁、各自治体などと連携して取り組んでいるところ
でございますけれども、引き続きしっかりと進めて
まいりたいと思っております。

きましても、実は表に出てこない多くの女性に対す
る暴力を受けた方々が沖縄にも避難していらっしゃ
いました。現在まで沖縄に住んでいらっしゃる方も
いらっしゃいまして、数字としては挙がってこなく
ても、女性に対するそういう中での目に見えないい
ろんな形での重圧、あるいは実際に暴力を受けた
方々に対するケアというのは、今おっしゃいました
ように、臨床心理士の研修を受けた警察官や、また
女性の警察官が配置されるということは、多くの女
性たち、本当に全国から関心を寄せているところで
ございますので、今後ともよろしくお願いしたいと
思います。
次に、障害者に対する配慮ということについてお
伺いをしたいと思います。
災害時には障害者が救援物資の配給等の身近な情
報を得ることがなかなかできないということ、ある
いは周囲との意思疎通がなかなかうまくいかずに孤

○糸数慶子君 被災地等における安全・安心確保対
策には、被災地等における子供、女性への支援とし
て、避難所等における相談の受理、あるいは避難所
運営への女性の参画や意向の反映が盛り込まれてい
ますが、これらは先日の委員会におきましても、
私、質疑を行いました。
非常に重要な対策であるというふうに考えており
まして、これらの実現において現在具体的にどのよ
うな取組が今行われているのか。これは中野国家公
安委員会委員長、お答えをお願いいたします。

123

資料編【８】関連国会質疑

立してしまうことが大変懸念されてしまいます。障

る努力も行っていただいております。

害者の特性に配慮した丁寧な対応が求められるとこ
ろでございますが、今、政府におきましては、震災
時、官房長官の記者会見に手話通訳を付けるなどの
配慮も行われています。被災地において、やはり障
害者の特性に応じた対応、どのような形で配慮を
行っているのか、お伺いをしたいと思います。
あわせまして、今国会に提出が予定されている障
害者基本法の改正案では、災害その他非常の事態の
場合に、障害者に対してその安全を確保するため、
必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるような必要
な施策を講ずるものとするとの規定が追加されるこ
とでございますけれども、この法案の検討状況につ
いては蓮舫大臣にお伺いしたいと思います。

国といたしましても、このような方々に対しまし
て、国立施設を含めた他県での福祉施設への受入れ
の推進、あるいは全国から保健師の方々、手話通訳
者の方々、専門相談員の方々などの必要な人的支援
を行ってきているところでございますが、今後とも
地元や支援団体と連携を図りながらしっかりと支え
てまいりたいというふうに思っております。
○国務大臣（蓮舫君） 先々週末に福島に行かせて
いただいたときに、避難所を回ると同時に、実際に
被災をされた障害者の方々を支援をする活動を行っ
ている団体と意見交換を行ってまいりました。
委員御指摘のとおり、災害が起きたときに、障害
を有している方たちは本来最も優先して取得をしな
ければいけない命とか体に関する情報の伝達がなか
なかスムーズにいかないことがある、そこにはやは
り特段の配慮をしなければいけないというのは私も
強く思っているところでございます。
御下問の障がい者制度改革推進会議におきまして
も、実はこういう同様の問題意識、提言をいただい
たことから、障害者基本法の一部を改正する法律案
については、委員御指摘の点を盛り込んだ形で先月
の十一日に障がい者制度改革推進本部で了承したと
ころでございます。現在、同法案を近日中、なるべ
く急いで閣議決定できるように手続を進めていると
ころでございます。

○政府参考人（木倉敬之君）
お答え申し上げま
す。
避難所などにおきます障害のある方への支援につ
きましては、自治体の職員や保健師、あるいは障害
者の相談支援専門員の方々が避難所等を巡回いたし
まして、障害のある方の状態あるいはニーズを把握
をし、必要な方には福祉施設にお移りいただいたり
サービスの利用につなげたりするよう努めていると
ころでもございます。
また、特に発達障害のおありになるような方は環
境の変化へ適応が難しいというようなことがあるこ
とから、その御家族あるいは周囲の支援する方々な
どに具体的な声掛けの仕方などの支援の方法を、そ
ういう情報を繰り返し周知を図っておるところでも
ございます。
また、視覚や聴覚に障害のある方につきまして

○糸数慶子君

ありがとうございました。

177 - 参 - 内閣委員会 - 7号

は、今先生御指摘のように、情報の取得あるいは周
囲とのコミュニケーションが難しいということがご
ざいますので、避難所におきます情報の伝達の仕
方、支援の仕方につきましても、周囲の方々にもお
分かりいただきやすいような具体例を示して周知を
示しております。
さらに、具体例では、岩手県では避難所などに障
害者の相談支援センターを設置を進めておりまし
て、避難所や居宅などを訪問いたしまして必要な
サービスにつなげる取組も進めております。
また、視覚障害の団体の方々、聴覚障害の団体の
方々、全国からもお集まりいただきまして、また発
達障害をお持ちのような方々あるいは知的障害の団
体のような方々も全国からお集まりいただいて、岩
手県、宮城県、福島県にそれぞれ現地の対策本部を
設けて、現地の自治体や当事者団体とも連携をしな
がら、巡回の相談、安否確認、必要な支援につなげ

04月26日

○糸数慶子君 無所属の糸数です。よろしくお願い
いたします。
まず、法案の質問に入ります前に、東日本大震災
における警察の対応状況について改めてお伺いをし
たいと思います。
東日本大震災が発生して以降、多くの警察官が被
災地に赴き、パトロールのほか、救出そして救助活
動、先ほどもございましたが、女性警察官による心
のケアなど、多岐にわたって活動していらっしゃい
ます。被災地では様々な困難があり、警察官自身も
大きな心身に負担が掛かっているというふうに思い
ますが、被災された方々のために身を粉にして活動
していらっしゃる警察の方々に心から敬意を表し、
お伺いしたいと思います。
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この度の震災が発生して以降、警察においてはど

チームをつくったり、いろんな形で、例えば警察官

のような体制をしき、何人体制でどのような活動に
従事をしてこられたのか。また、被災地に赴いてい
る警察官の心のケアをどのようにして併せてやって
いらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。

の活動のシャツもろくにクリーニングもできないと
か、いろんなことがございます。活動している、そ
れを全国の警察でサポートしようということで、支
援チームが物心両面にわたって現地に派遣をされた
人たちをまたサポートするというような形で、全警
察一体となって努力をしていることをこの際ちょっ
とアピールさせていただきたいと思います。

○国務大臣（中野寛成君） むしろ御質問に感謝を
しなければいけないと思いますが、ありがとうござ
います。
東日本大震災に伴い、警察庁では警察庁長官を長
とする緊急災害警備本部を、そして、岩手県警察、
宮城県警察、福島県警察を始めとする全ての都道府
県警察では警察本部長を長とする災害警備本部を設
置するなど、所要の体制を確立し、組織を挙げて被
災情報の収集、被災者の救出、救助、避難誘導、パ
トロール、緊急交通路の確保、御遺体の収容、検視
等の各種活動に全力を尽くしてきたところでござい
ます。
また、特筆すべきは、警察情報、警察無線など
が、各自治体の連絡が寸断をされた、機能しなく
なったときに、唯一警察電話だけが、通信だけが通
じて、そして東京から、またそれぞれ県庁から各市
町村への連絡等についてはそこへパトカーが行っ
て、そのパトカーの電話でいろんな通知、通達をお
伝えをしたという経緯もございまして、言うならば
唯一警察の通信網だけが健在だったというところが
多かったことも特筆をさせていただきたいと思いま
す。
警察庁は、震災発生直後、全国の部隊に出動の指
示を行い、その翌日には、岩手県、宮城県及び福島
県に対し合計約千八百人の部隊を派遣し、地元県警

○糸数慶子君 ありがとうございます。
私も先日、わずか二日ではございましたけれど
も、被災地へ伺いましたときに、ちょうど御遺体が
収容されて警察の皆さんが黙祷をささげていらっ
しゃるその現場に遭遇をいたしました。わずか二日
間の滞在日数ではありましたけれども、やはりその
日は午前四時、五時ごろまで本当に眠ることができ
ませんでした。
ですから、そういう状況を考えていきますと、何
日間もずっとそういう被災地で対応されて、しかも
御遺体に対する対応なども毎日のようになさってい
らっしゃる方々のことを考えていきますと、警察官
の皆さん、現地にいらっしゃる方、あるいはまた
戻ってこられた方に対する心のケアも専門的にきち
んと対応していただきたいということをあえて重ね
て要望を申し上げたいと思います。
177 - 参 - 予算委員会 - 13号

05月01日

○吉田忠智君 （前略）
次に、避難所や被災地での女性や子供に対する性
犯罪、虐待の防止についてですが、阪神大震災のと

察と共に被災者の救出、救助等に当たったところで
ございます。また、順次被災三県に派遣する部隊を
増強し、さらに四月に入ってからは約千五百人の部
隊を増強派遣し、本日現在、全国から派遣された警
察職員約四千五百人と地元警察約八千人、合わせま
して一万二千五百人以上の体制で連日各種活動を実
施しているところでございます。これまでに被災三
県に派遣された警察職員は約二万六千人に及んでい
るところでございます。
また、心のケアの問題等につきましては、もう以
前先生にお答えをいたしましたが、女性警察官、そ
してまた女性警察官をサポートするための男性警察
官も含めましてそれぞれ派遣をさせていただき、被
災者の皆さんに寄り添う活動を展開をしているとこ
ろでございます。
ただ、警察官の支援も実は限界といいますか、来
ております。全国の警察でそれをサポートする支援

きも、五年、十年にしてようやく痛ましい体験が語
られるようになってきました。政府はどのような取
組を行っておられるか、伺います。
○国務大臣（中野寛成君） 避難所また被災地での
犯罪、特に女性や子供たちが事件に巻き込まれる。
特に御関心といいますか、御質問の中で性犯罪や性
暴力等の問題についてお尋ねがありますが、警察と
いたしましては、被災主な三県、八千名警察官がい
ますが、全国からそれに加えて四千五百名総動員を
いたしまして、パトカーで制服を着ていわゆる見え
る警察の姿勢と、もう一つは覆面パトカーと私服刑
事、これが両々相まって犯罪防止のために、治安を
守るために今頑張っております。また、避難所等に
つきましては、百名を超す女性警察官が、しかも臨
床心理学を学んで、そして被災者の機微にわたるい
ろんな心理を読み取ることができますようにという
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細心の注意も払いつつ御相談に乗らせていただくと

○古屋（範）委員

いうことなども含めて、鋭意努力をいたしていると
ころでございます。
ちなみに、被災三県におきます事件でございます
が、強姦はこの時期、大地震が発生いたしましてか
ら今日までのこの日数で比較をいたしますと、昨年
が九件だったのが二件に減っております。それか
ら、強制わいせつは昨年三十二件だったのが今年は
十三件に激減をいたしております。しかも、この発
生した事件はいずれも被災地や避難所で発生したも
のではありません。
ということで、避難所におきまして、そのリー
ダーの皆さんやいろんな方々が、女性そして子供、
そういう、またお年寄りや病人の方々に細心の注意
を払って避難所運営をやっていただいているという
ことが大変大きな効果を発揮していると思います
し、その皆様方と連携を密にしながら、警察として
も、今後とも全力を尽くして安心、安全の環境をつ
くるために努力をしてまいりたいと思います。

ぜひこれを広げていただきたいと思います。
最後の質問になります。
先日、避難所の女性への配慮ということを質問さ
せていただきました。小宮山副大臣からも非常に重
要であるとの御答弁をいただいたところでございま
す。
先日、高齢社会をよくする女性の会、樋口理事長
等から、女性・高齢者の視点から東日本災害対策へ
の要望書というものを受け取りました。これも政府
には既に提出されたと伺っております。この要望で
は、国、自治体の防災会議の女性比率を三割に高め
ること、災害に対応する女性の活躍を促進するこ
と、また、介護職等有資格者の予備役制度の導入、
仮設住宅等新たなコミュニティーの中心にケアセン
ターを創設することなどの幾つかの提案を伺ってお
ります。
災害時にやはり避難所においての女性への配慮、
こういうものは、重要な会議の中で、例えば中央防
災会議など、女性の存在が不可欠かと思います。そ
こで、国、自治体の防災会議の女性比率についての
現状、女性比率を三割に高めていくべきと考えます
けれども、この点について内閣府にお伺いいたしま
す。

○吉田忠智君 警察も自治体も取り組んでいただい
ていると思いますけれども、手が回らない避難所も
多くて、結果的に大きな避難所に支援が偏っている
と聞いております。避難所、被災地に女性や子供だ
けの利用スペースを設ける、あるいは風呂やトイレ
の構造をチェックをする、見回りに複数の女性を必
ず入れるなど、工夫できることはまだまだあるはず
ですので、是非そうしたところも工夫していただき
たいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣（中野寛成君）

○武川政府参考人 国の中央防災会議につきまして
は、現在二十六人おられるうち二人が女性委員と
なっております。二十六人中、学識経験者は四人で
ございますけれども、そのうち一人が女性でござい
ます。
また、地方の防災会議につきましては、都道府県

いろいろな御提言をい

ただきました。それらは十分参考にさせていただき
ながら、いろいろな検討をさせていただきたいと思
います。ちょっとこれから長い期間対応していかな
ければいけないと思います。
また、この二十六日でありますが、政府広報、こ
れちょっと小さく圧縮しておりますが、女性・子育
て中の方へのお役立ち情報、又は女性警察官による
避難所巡回相談がありますよとか、こういうことを
それぞれのところに張り出させてもいただいており
ますし、いろんな工夫をまたさせていただきたいと
思います。
○吉田忠智君
思います。

防災会議委員に占める女性割合は、平成二十二年度
の内閣府調査によりますと、二千四百二十九人中百
名、四・一％が女性となっております。また、十の
都県で女性委員がおらないという状態になっており
ます。
昨年十二月に閣議決定いたしました第三次男女共
同参画基本計画では、防災分野での女性の参画の促
進を重点分野の一つとして掲げております。その中
で、平成二十七年までに防災会議に女性委員のいな
い都道府県をなくすということを成果目標として掲
げております。
今後とも、防災会議への女性委員の登用の促進に
つきまして、関係機関や地方自治体に積極的に働き
かけを行ってまいります。

しっかり取り組んでいただきたいと

177 - 衆 - 厚生労働委員会 - 12号

三十カ所ということですので、

05月11日

○古屋（範）委員 防災に女性の視点は欠かせない
と思います。二十六分の二、あるいは地方において
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四・一％、非常に少ないと思います。今後も比率を

○江田国務大臣

高めていただきますよう、よろしくお願いいたしま
す。
以上で質問を終わります。

カ月ということで、今日まで本当に皆さんにいろい
ろの御協力をいただきながらやってまいりました。
そんな中で、法テラスは、今委員御指摘のとおり、
これからますますさまざまな法的トラブルが発生し
て、法テラスの活躍の場というのは本当に広がって
いくのだと思っております。
法テラスは、関係のいろいろな、税理士さんある
いは土地家屋調査士、司法書士の皆さんとか、そう
いう皆さんと協力をしながらやっているわけです
が、これまでのところは災害復旧ということで、法
テラスについては、通常の運営費交付金、これで
賄ってまいりましたし、これで十分賄える状況に推
移をしておりますが、これからの増加に伴ってどう
経費が増加していくか、これを今見通そうとしてい
るところで、今委員おっしゃる旅費なども、実績を
積み重ねながら、いずれ第二次補正予算というのが
必要になってきますので、その中で関係府省としっ
かり協議をさせていただいて、適切に対応していく
決意でございます。

177 - 衆 - 法務委員会 - 10号

05月11日

○大口委員 公明党の大口でございます。
東日本大震災から二カ月が経過いたしまして、い
まだに行方不明になっておられる方の捜索というこ
とで、現場は本当に瓦れきの処理等、復旧段階で、
復興にまで及ばないというような状況もございま
す。私も、この連休、沿岸部も回ってまいりました
けれども、そういう点で、被災地の復興ということ
も考えてみましても、被災地の方あるいは被災中小
企業の方々、こういう方々が再生をしていただくた
めに、本当に我々の責任は重いというふうに考えて
おります。
そこで、今、第一次補正が成立したわけでござい
ます。早く執行していただくということでございま
すけれども、次の第二次を視野に入れますと、法テ
ラスに関する予算等、これはしっかり考えていただ
かなきゃいけないと思うんですね。
この大震災に起因する法的な問題の増加、これに
対処するためにも、被災者に対する民事法律扶助事
業、これのさらなる拡充が求められます。法律相
談、代理援助等の今後の件数の増加、被災者に対す
る償還免除、それから震災対応のコールセンターの
設置、震災対応職員の確保、臨時事務所設置経費な
どの予算措置が不可欠だと思うんです。
法テラスと弁護士会あるいは司法書士会等々が、

東日本大震災発災からちょうど二

○大口委員 心置きなく活動していただけるよう、
しっかり大臣としてこれは取り組んでいただきた
い、このように思います。
177 - 参 - 共生社会・地域活性化に… - 5号 05月
18日
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。今日は
ありがとうございます。
災害時要援護者、女性、子供、高齢者、障害者の

被災地や避難所に出張、巡回もして、法律相談もし
ております。それから、外国人の被災された方が多
いわけでありますけれども、外国人からの法律相談
とか、そのための通訳の配置、専門性のある弁護士
の配置、そして相談場所の配置等、これも万全の体
制をとる必要がございます。そのための十分な交通
費とか人件費、広報費、通訳費等の確保も必要でご
ざいます。
今回、第一次補正予算では法テラス関係の予算措
置は講じられていません。震災関連の法テラスの事
業が円滑に遂行されるように、今後、二次補正では
これを盛り込んで、そして十分その活動ができるよ
う、やはり法務大臣として責任があると思います。
当初は運営交付金ということで対応しておりますけ
れども、この点について大臣の御見解をお伺いした
いと思います。

皆さんについて私もお聞きをいたします。
それで、三月十六日に「女性や子育てのニーズを
踏まえた災害対応について」を取りまとめて、地方
自治体へ働きかけをしているというのがあります。
これずっと言われていることなんですが、女性に配
慮した避難所の運営、プライバシーを確保できる仕
切りの工夫、更衣室、乳児室、入浴設備、男女別ト
イレ、それから乳幼児のいる家庭用エリアの設定な
どを行うよう依頼をしていると。それから、やはり
女性たちから聞くと、洗濯ができないとか干す場所
が や っ ぱ り ち ょ っ と プ ラ イバ シ ー が あ る と か 、
ちょっとこれは、やはり例えば、救済物資でもブラ
ジャーが全く行かなかったので、そういうのって多
分女性にしか分からないというか、下着なども女性
が必要とするものというのがあって、男女共同参画
的なことをもっともっとやらないとそういう配慮が
なかなか足りないということが言われています。
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そういう声は聞くんですが、男女共同参画局が現

施設に入れさせていただいたと。そのためのいろい

地に行っていただいたり避難所に行っていただいた
りやっていただいているとは聞いているんですが、
実際、この三月十六日の災害対応をやられた後、改
善されているんでしょうか。現場の改善というのは
あるんでしょうか。

ろと費用も国がしっかりと面倒を見るというような
形になっております。また、介護職員を派遣して、
実際に応答していただいて相談に乗ると。
これは障害者も全く一緒なんですけれども、そう
いう一人一人の対応をやっていくということと、高
齢者はちょっともう一点、サポート拠点というんで
すか、これをつくって、これがデイサービスとかい
ろんな給食サービスとか、そこにセンターという形
としてやれるような拠点を三十ぐらいつくるという
ふうに私は聞いております。

○副大臣（末松義規君） 具体的にお答えしなきゃ
いけないのかもしれません。私の方で仙台の現地対
策本部長代行をやっていたときに、やっぱり女性か
ら間仕切りというんですかね、パーティション、あ
れが必要だというので、それをたしか四万枚全部本
部から送ってもらったと、こういう形で喜ばれたと
いうのがございます。あと下着等についても、たし
かいろんな配布はなされたという話でございますけ
れども、今まだ、問題は洗濯の干場、これがなかな
かちょっとうまくいってないというようなことは
ちょっと聞いております。引き続きやっていきたい
と思います。

○福島みずほ君
避難所は、行くとどこも非常に
様々で、三県だけに限らない、山形に、もう全国に
散らばっておりますので、是非、様々な避難所の、
データベース化がいいかどうか分かりませんが、
もっと、例えば障害のある方がどれぐらいいらし
て、こういうことが困っているとか、この避難所の
こういうことはこれからの、今後の課題で、こうい
う支援が必要じゃないかとか、個々に着目すると同
時に、これを解決するためには、やはりケースワー
カーを巡回でもいいし、もっと送り込もうとか、全
体としての取組と個々の把握とを是非内閣府を中心
に取り組んでいただきたい。いかがでしょうか。

○福島みずほ君 せっかく内閣府があり、男女共同
参画局があるので、是非、男女共同参画的な視点か
ら避難所やいろんな支援をやっていただくようお願
いをいたします。
そして、障害者などについてなんですが、いただ
いた資料を見ると、例えば介護士の派遣など、これ
は厚労省の管轄なんですが、やっていただいたりは
しているんですが、先ほども同僚委員から出ました
が、ケースワーカーやお医者さんも今度避難所にか
なり行くという話も聞いておりますが、障害のある
人や高齢者のためのそういう施策などは十分なんで

○副大臣（末松義規君） それは、保健師さんとか
チームを組んで、全国で大体今三百四十二名ぐらい
ですか、しっかりそこは巡回をしていただいている
と。そういう中で、やっぱりニーズをすぐに拾って
いくということに尽きると思います。
それで、あと、今月の二十三日ですね、ＪＤＦさ

しょうか。
避難所も、実際どこがどう弱くて、どういう支援
が必要で、障害のある人たちが例えばやっぱりこう
いう形で困っているという、もう一歩踏み込んだき
め細やかな支援を是非お願いしたいと。とりわけ、
弁護士会が弁護士を大量に法テラスと一緒に送り込
んで、良かったという話も聞いているんですが、
ケースワーカーなどをもっと被災地に送り込むとい
うようなことを是非国としてもやっていただきたい
と思いますが、いかがでしょうか。

んともお話をして、逆にＮＰＯというか、ボラン
ティアの方々から見てどんな評価なんだということ
をやっていきたいと思っております。
○福島みずほ君 災害から二か月たって今度はもっ
ときめ細やかな対応も求められると思っております
ので、とりわけどうしてもこぼれ落ちがちな災害時
要援護者の皆さん、女性、子供、高齢者、障害者の
皆さんへのケアを是非よろしくお願いします。
（中略）
○福島みずほ君 私も、社民党も、岩手、宮城、福
島とずっと回って、町づくりって今後どうなってい
くだろうかと。これはかなり長期だと思うんです
が、国と県と市、そして市長さんによっては自分た
ちのイニシアチブでやりたいととても強くおっしゃ
る方もいらっしゃれば、例えば極端に言えば、町機
能が大分壊れてしまって、財政も大変で、国が相当

○副大臣（末松義規君） 一応、高齢者につきまし
ては、これは要介護の方でそういった本当に施設に
入らないと対応できない方がおられますので、こう
いった方々、いろいろとマッチングの結果、その県
なら県の地域等含めまして大体、これは厚労省が把
握していますけれども、二千八百名ぐらいの方々を
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やっぱり正直お金を入れてほしいという、ちょっと

性を持って自主的に権限と財源を移譲されて決定し

市町村によってもまちまちで、全部顔が違うように
全部違うなということも思っているんです。
でも、今後どうやって町づくりをしていくかとい
うビジョンを、やはりだれが絵をかくのか、きっと
みんなでかかなくちゃいけないと思いますが、国の
役割も大変大きいと思っています。そのときに、今
までと同じ町をつくるのではなく、やはり障害者の
ため、子供のため、高齢者が住みやすい、医療も大
事にされる、ちょっと欲張りですが、男女共同参画
的な、あるいは災害も配慮したやはり今までと違う
町を、コミュニティーをつくっていくということが
非常に求められているし、国もその役割を果たすべ
きだと思っています。
それで、とりわけ内閣府は総合的な調整機能もあ
りますし、男女共同参画、障害、高齢者などの統括
的な役割も果たしておりますので、その町づくりに
是非そういう視点をもっともっと、復興対策の復興
会議ですね、中にでもそういう視点をもっと入れて
いただけるようにお願いしたいと思います。
一言お願いします。

ていくと、こういうことも非常に大事だと思うんで
すけれども、この調査会でうたっている例えば共生
社会ということを考えたときに、平田オリザ参考人
からの御提言ということで、社会的包摂、社会的に
弱者の位置に置かれている、立場に置かれている
方々がその住民の一人として参画する権利というか
が与えられているか、当事者として発言しその社会
づくりに参画できているかというような視点という
の、非常に重要だと思うんですね。
先ほどどなたか、景観は十年、風景になるのに百
年、そして風土になるのに千年とおっしゃいまし
た。私それ聞きながら、例えば、女性に対する暴
力、ドメスティック・バイオレンス、これは重大な
人権侵害であるという、人権文化の一つといいます
か、こういう文化が本当に一人一人の中に根付いて
いくためには、犬も食わない夫婦げんかから女性の
人権を守るんだという文化にと変わっていくには、
やっぱり十年、百年、あるいは千年とまでは悲しく
て言いたくないんですけれども、掛かると思うんで
すね。
そういうものがなくなってこそ、本当に社会的に
全ての人が人権を尊重された地域となっていくんだ
という観点から言えば、私は、この調査会、共生社
会調査会が過去に超党派でＤＶ法を作って、それを
一次改正、二次改正やって、これから本当に地域づ
くりをしていくときに、それぞれの地域で暴力のな
い町づくりをしていこうということをやっていくに
は、第三次改正も視野に入れた、この調査会の小委
員会でもいいですし、以前やったようにプロジェク
トチームでもいいですので、つくってやっていただ

○副大臣（末松義規君） まさしくおっしゃるとお
りと思いまして、特に女性の視点をということでい
たんですけれども、復興会議の中に、十五人のうち
に一人しか女性がいなかったということで、非常に
我々もそこはアンハッピーなんですけれども、そう
いったところをしっかりと働きかけていくというこ
とを引き続きやっていきたいと思います。
○福島みずほ君

よろしくお願いします。

終わります。

きたいということを要望として申し上げます。
最後に一つだけ。被災地の避難所を幾つか回って
まいりましたけれども、その中では、これは被災地
の、被災地が悪いという意味では全くありません、
阪神・淡路のときも地震から十年後にようやく口を
開いた、避難所で女性に対する暴力があったと。そ
ういうことがないようにということで、今度の避難
所運営では私たちも随分と、女性警察官を配置して
くれとか、いろんな取組をしてきましたけれども、
それでもやっぱり起きているということは、ＤＶ法
ができてもう十年たちますけれども、やっぱりそう
いうものがあるという現実、特に緊急時、非常時、
災害時などにそういう弱者にしわ寄せが出てくると
いうことを私たちはしっかり心していなければいけ
ない。
例えば、発達障害の子供さんがいれば、避難所の
中でその泣き声や奇声を上げることを遠慮して避難

○会長（直嶋正行君） ありがとうございました。
以上で各会派の意見表明は終わりました。
これより委員相互間の意見交換を行います。
なお、多くの委員が発言の機会を得られますよう
に、できるだけ簡潔に御発言をお願いいたします。
それでは、意見のある方は挙手を願います。
神本さん。
○神本美恵子君
民主党の神本美恵子でございま
す。
この地域活力の向上と共生社会の実現、今、各会
派の皆さんの御意見を伺いながら本当にごもっとも
だなといいますか、大切な御提言をされているなと
思って聞いたんですが、一つ、例えば住民の参加と
協働といった場合、あるいはそれぞれの地域が主体
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所の外で毛布にくるまって夜を過ごすというような

遺体を見たときに、表情が皆さんびっくりしてい

ことがやっぱり今回も起きているようなことを考え
れば、この復興を機に社会づくりを考えるときに、
一人一人の社会的弱者に置かれている人たちの人権
尊重の町づくりという視点を是非強調して提言をし
ていただきたいなということを申し上げたいと思い
ます。
以上です。

た、どなたも安らかに眠られていらっしゃる方がい
なかった、そうしたことを印象として述べていたこ
と。
そしてまた、山形県の米沢市では、今回の原発の
ことに関しまして、放射線の被害から避難をしてき
た方々のお話も伺いました。そうしたところ、ある
方が、私の存在というのは一体何なのかということ
を今回の震災被害の中で考えたと。国にとって何な
のか、地域にとって何なのか、そして家族にとって
何なのか、いない方がいいんじゃないか、そう思う
こともあるということをおっしゃっていました。
政治の役割は、こうした本当に悲惨な状況の中
で、それでも必死で生きようとしている方たちを応
援していくのがまさに求められている役割だという
ことを肝に銘じながら、きょうの質問をさせていた
だきたいと思っています。
まずは、災害復興における男女共同参画について
お伺いをいたします。
先ほども申しましたとおり、私の地元の神戸市
は、阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けまし
た。目覚ましい経済復興、十六年たちますけれど
も、それとは対照的に、人々の生活の復興には大き
な困難がありました。特に、被災を受けた女性たち
からはさまざまな指摘もあって、この震災を契機
に、復興には男女共同参画の視点が重要であるとい
う認識が持たれるようになったと思います。その
後、二〇〇五年の防災基本計画には女性の参画、男
女双方の視点が明記をされて、昨年十二月に閣議決
定された第三次の男女共同参画基本計画でも、具体
的施策の一分野に「地域、防災・環境その他の分野

177 - 参 - 予算委員会 - 16号

05月20日

○平山幸司君 （前略） 次に行きます。
総理の肝煎りの復興構想会議のメンバーでござい
ますけれども、女性が今一人のみとなっておりま
す。これ、女性の視点からいいますと、女性を重視
するという観点からもっと女性メンバーを登用した
方がよいと思いますけれども、この点に関して、菅
総理、お願いいたします。
○内閣総理大臣（菅直人君） （前略）
今、復興構想会議の議員に女性が少ない、現在お
一人しか入っていないということであります。東北
ゆかりの方を軸にいろいろな方をお願いをいたした
わけですが、結果として女性が少なかったことは申
し訳ないと思っております。
これから更に女性の視点が復興においても重要だ
と考えておりますので、今後のいろいろな議論の中
でそうした女性の視点がしっかりと受け止められる
ように、この復興会議の方にもそうした運営をお願
いをしてまいりたいと、こう思っております。
177 - 衆 - 内閣委員会 - 12号

05月25日

における男女共同参画の推進」が挙げられました。
ところが、今回設置されました東日本大震災復興
構想会議では、構成員が十六人中、女性がたった一
人ということでございます。これには私もショック
を受けて、官邸サイドにもっと被災女性のことを理
解する女性の委員を入れるべきではないかと申し上
げたところでもございます。また、女性団体からも
これに関しては反発や批判の声も上がってまいりま
した。検討部会においても十九人中女性は二人と、
ジェンダーバランスに問題があると思います。
政府は、二〇二〇年までに指導的地位の女性を三
〇％にするということを目標にしていますが、足元
からこれでは、女性を軽視しているのではないかと
批判されても仕方がないのではないでしょうか。
政策や方針の決定の場に女性を積極的に登用すべ
きだと思っています。復興会議は二十五人以内で組
織することとなっていますので、増員も可能です。

○井戸委員 民主党の井戸まさえでございます。
まずは、東日本大震災にかかわり質問させていた
だきたいと思っています。
私は神戸が選挙区です。一番大きな被害がありま
した神戸市の中央区、灘区、東灘区というところが
選挙区で、今回の東日本大震災にかかわっては、一
方では、私の出身地であります宮城県の仙台市若林
区、大きな被害を受けました。同級生や家族、そし
て知り合いなど被災をしたわけですけれども、そう
した中、現地にも行きまして、非常に心に残ったこ
とがありました。
それは、同級生の一人が医師になっていて、今
回、津波の被害に遭われた方々などの検視の作業を
行ったんですけれども、医師であれば死の場面とい
うのはよく遭遇することなんですけれども、その御
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ぜひとも男女共同参画の視点、ジェンダーに敏感な

この外国人の行方不明者数二百人、死者二百人と

視点を持った委員を増員するべきだと思いますけれ
ども、いかがでしょうか。

も言われていますけれども、現状として、警察庁、
どのような把握をされておられるでしょうか。

○荻野政府参考人 お答え申し上げます。
復興構想会議の委員につきましては、東北ゆかり
の方を軸にいろいろな方にお願いをしているところ
でございますけれども、結果的に女性が少なくなっ
ているというのは事実でございます。また、復興構
想の策定に当たって女性の視点が重要であるという
ことも、御指摘のとおりでございます。
この件につきましては、先般の予算委員会におき
ましても総理からも同様の御答弁がございましたけ
れども、復興構想会議の運営に関しまして、今後の
さまざまな議論の中で女性の視点がしっかり受けと
められるようにお願いしたいというふうに御答弁が
ありましたところでございまして、事務局として
も、その趣旨に沿って対応してまいりたいと思いま
す。

○政府参考人（田中法昌君） 困難性についてでご
ざいますが、外国人の中には、旅行中である場合、
国内に居住されていらっしゃっても来日間もない、
あるいは住所の変更届をされていないというような
ことで、外国人登録を通じて自治体がその居所を把
握していない方々もいらっしゃいます。したがいま
して、これらの方々の被災状況の把握には大きな困
難があるものと承知をいたしております。
さて、お尋ねの外国人の死者数についてでござい
ますが、六月八日現在、検視等によりまして身元確
認ができた方が二十八人であると県警から報告を受
けております。一方、外国人で安否が確認できない
いわゆる行方不明の方の数につきましては、県警察
に直接相談等が寄せられた場合、及び外務省を通じ
て警察庁に安否確認の依頼があった方、これを合わ
せて約二百人がいらっしゃいます。

○井戸委員 具体的にぜひお願いしたいと思ってい
ます。
神戸の震災があって、その後も神戸は、インフル
エンザの被害などで突然学校が休校になったりと
か、そういったことで、生活が、ライフラインも含
めて、いろいろなところでの不備があったところで
も、そこを支えて、立ち直りへ向かってのいろいろ
な意見を出して具体的に行動していった原動力は、
やはり女性なんですね。そうしたところをしっかり
と施策の中に盛り込んでいくことが、まさに日本の
復興に非常に大きな力になっていくと思いますの

○中村博彦君 今の数字というのは、本当に私たち
は信じられない状況でございます。事実というのが
分かりませんからどうとも言えませんけれども、ま
ず一番には、もちろん行方不明の届出、今申された
とおりであります。それと同時に、各県の外国人登
録者把握というのがございます。その中で判断され
ていくわけでしょうけれども、それじゃ、外国人研
修・技能実習生の皆さんの、東北で頑張られた皆さ
んは今どのような実態になっておられるでしょう
か。ＪＩＴＣＯの実態をお教えください。

で、ぜひともここは具体的に進めていただきたいと
思っています。
177 - 参 - 厚生労働委員会 - 12号

○政府参考人（小野晃君） お答え申し上げます。
震災後の技能実習生の方々の状況についてでござ
いますけれども、財団法人の国際研修協力機構、い
わゆるＪＩＴＣＯが行いました調査結果によります
と、東北六県、それから茨城県、千葉県に滞在をさ
れておられました技能実習生の方は二万七百八十七
人おられたわけでございますが、うち今回の震災で
死亡された方がお二人、それから六千六十二人の方
が帰国をされたと。したがいまして、一万四千七百
二十三名の方が引き続き我が国に滞在をされておる
と、こういう状況でございます。

06月09日

○中村博彦君 自民党の中村博彦でございます。
東日本大震災の死者は、六月六日現在、警察庁の
まとめで、十二都道県の死者一万五千三百七十三
人、行方不明者は六県で八千百九十八人、死者、不
明者計二万三千五百七十一人に達しています。外国
人の犠牲者、大変痛ましいわけでございますけれど
も、把握が難航いたしておるわけでございます。現
在、分かっておられる数も大変少のうございます。
国籍で言えば、韓国・朝鮮十人、中国八人、米国二
人、カナダ、パキスタン、フィリピン各一と、大変
把握が遅れておるわけでございます。

○中村博彦君 その今帰国された方の数は正確でご
ざいますか。失礼な聞き方でございますが。

131

資料編【８】関連国会質疑

○政府参考人（小野晃君）

この調査は、国際研修

その後、四月中に茨城県内のＪＡでは七十四名の

協力機構が各管理団体に対してヒアリングを行いま
して、管理団体を通じて把握をした数字でございま
す。

方が再入国あるいは新規に入国をされておられると
いうことで、今後の見込みとしては、半年から一年
後の間に大体元の人数に回復するんではないかと、
こういう見込みをされているというふうに聞いてお
ります。
それから、特に東北地方の沿岸部、これは水産加
工の関係の技能実習生の方が多くいらっしゃったと
ころでございますけれども、これは、私どもの方で
全国水産加工業協同組合連合会の方にお聞きをした
ものでございますと、東北四県、それから茨城、千
葉県におきまして、震災時では二千五百十五名の方
がおられましたけれども、帰国をされた方が千二百
四十五名、一方で再び、帰国された後の再入国をさ
れた、あるいは新規の受入れをされたという方々が
四百三十三名というような状況になっております。
御承知のように、水産加工関係は非常に施設その
ものが大変な被害を受けていると、こういう状況で
ございまして、今の段階では技能実習生を受け入れ
られるという状況はなかなか厳しいと、こういうふ
うにお聞きをしております。

○中村博彦君
ただ、我々が情報を集めてみます
と、死者、行方不明合わせて千人は超えておるんで
ないかという実態数字をいただいておりますのでこ
ういう質問をさせていただいておるわけでございま
すから、なお一層御確認をお願いいたしたい。
それと同時に、亡くなられた方に対するお弔いと
いいますか、敬意の表し方というのはどういうよう
にされておられるでしょうか。
○政府参考人（小野晃君） この死亡された方につ
きましては、技能実習生の方でございますので労災
の適用もなりますので、速やかにそういった手続を
進めると、こういうことだと思います。
○中村博彦君 現在中国人が、この三月十一日の大
震災以降、御存じのとおり、一か月弱で十八万四千
七人も出国をいたしています。そういう中でどのよ
うな実態把握をされているのか、そして、どのよう
な形で現場の業務に就かれて、帰ってきているの
か。
それともう一点は、この技能実習制度の実態もそ
うでございますけれども、八千八百六十八人の方が
技能実習一号と技能実習二号の実習生で、八千八百
六十八人の方が出国をしています。それはどのよう
な動きになっておられるか。
ただ、現状として縫製業界の関係者は三万人が帰

○中村博彦君 この復興会議議長の五百旗頭議長も
日本記者クラブの会見でおっしゃっていますが、被
災地の農業や漁業の再生に関して外国人をどう活用
するか、国際的な人材を吸収するという在り方も考
えなくてはいけないと、そう言っています。
それと、本当に三月十一日のあの大震災前まで頑
張った外国人の工業や農業や漁業の働く皆さん方に
対する扱いだけは人道上よろしくお願いをいたした
い。そして、今後の発展は、五百旗頭議長のお話の

国したままだという、事業団体がそう申されておる
わけでございますから、そういう事業団体とこのＪ
ＩＴＣＯの実態というのが数字が合っておるのかど
うかも踏まえて御回答をいただきたい。

とおり、気が付いたら担い手がいないということで
はないような制度設計をしていただきたい、そう思
うわけであります。
大臣、どうでしょうか。

○政府参考人（小野晃君） 個別の業界の状況につ
いてはＪＩＴＣＯの方でも詳しく把握をしているわ
けではないんですけれども、今手元にあります資料
でございますが、例えば茨城県等、農業の関係の技
能実習生の方が多うございました。
これは茨城県の農業協同組合、ＪＡの茨城中央会
に農林水産省がヒアリングを行いました数字でござ
いますが、震災前の受入れ数が四千四百六十六名お
られて、三月二十七日までに帰国された方が一千四
十四名と、こういう数字を農水省の方で把握されて
いるというのはお聞きをしております。

○国務大臣（細川律夫君） これから復興に際して
のいろいろな労働力ということが必要となってくる
というふうに思います。この労働力そのものがこの
震災とは別に日本の将来的には減少をしていくので
はないかと、こういうことで、その減少を食い止め
るにはどうしたらいいかということが大きな課題で
ございました。したがって、それに対応するために
は、昨年の政府で決めました成長戦略、そこでは、
まず若者、そして女性、そしてまた高齢者、こうい
う方たちが就労できるような、そういうところから
しっかり対応をしていくと、こういう方針を決めた
ところでございます。（以下略）
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177 - 参 - 東日本大震災復興特別委… - 2号

06

属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三

月14日

会派による、これ日夜を分かたぬ精力的な協議をさ
せていただきまして、その結果まとめられたもので
あります。そしてまた、社民党など他の会派の賛成
も得られまして、去る六月九日の衆議院の震災復興
委員会において委員会の提出法案としてまとめられ
たものであります。
そしてまた、この東日本大震災からの復興であり
ますけれども、与党、野党にかかわらず協力をして
取り組むということは、この姿勢は非常に意味があ
ることだと、こう思っております。
また一方、政府への期待でありますけれども、こ
ういう経過によってできた法律でありますので、そ
の運用に当たる政府に対しましても、与野党の合意
の重み、これを強く認識していただいて、立法の趣
旨に沿った運用がされることを強く政府に望むわけ
であります。
以上であります。

○岡崎トミ子君 おはようございます。民主党・新
緑風会の岡崎トミ子でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。
東日本大震災、大津波から三か月がたちました。
しかし、三か月がたちましてもまだ、身内の中に亡
くなられた方、そして家屋や財産が流された、ある
いは行方不明の人をまだ探し続けている、まだまだ
深い悲しみの中や不安の中にいる方が大勢おられる
ということを感じます。被災地は刻々変わっている
ということは間違いございません。しかし、そうし
た皆様方に私はいつも心を寄せてこうした法案に当
たりたいというふうに感じてまいりました。まず
は、亡くなられた皆様に心からお悔やみを申し上げ
ますとともに、改めて被災者の皆様にお見舞いを申
し上げたいというふうに思います。
実は、私が今ここにしております、サッカーの選
手がよく着けますミサンガなんですけれども、石巻
に参りましたときに子供たちがよく頑張っているな
ということを感じました。これ刺しゅう糸で、ブ
ルーとオレンジと白なんですが、オレンジは太陽、
そしてブルーは石巻の海、白は宮城の米を表してい
ます。彼女自身、中学三年生の女子生徒なんですけ
れども、自分自身も被災してとてもつらいけれど
も、一万人以上の皆さんたちが石巻でボランティア
の活動をしてくれている、津波でばらばらになった
心をこのミサンガによって、みんなに着けてもらう
ことによって心を一つにしていきたい、そんな願い
があって、私はこうした中学生の子供たちの動きそ

○岡崎トミ子君 この法案に魂を入れていく作業だ
というふうに思いますし、必ず実現をさせていく、
地元に寄り添って、その気持ちを大事にしながら私
もこの法案を、本当に成立に向けて、また実行をし
ていくように努力をしていきたいというふうに思っ
ております。
最近、避難所を回りましていろいろな方々から声
をお聞きする中で、ごく最近ですけれども、避難所
から仮設住宅に回られた方、希望を失っている、先
がなかなか見えない、そういう声をたくさん聞きま
す。仮設住宅に移りましても自立が困難なために避
難所に戻ってしまうという、こういう例もございま

のものが希望だというふうに思いました。そして、
その思いや努力にこたえるという、その思いで今日
の審議をしてまいりたいというふうに思っておりま
す。
今回の法案は、自民、公明、民主の皆さんたちが
議員立法として提出をしてくださいました。その御
努力に対して心から被災地宮城の議員としても敬意
を表したいと思います。ありがとうございました。
この法案の提出経緯を踏まえまして、この法案の
意義、そして法律が成立した場合に、運用に関して
政府に対する期待を提案者の方からお伺いしたいと
思います。

す。
今最も必要とされておりますのは、希望につなが
る雇用、仕事だというふうに思います。仕事に就け
ない方がたくさんいる一方で、そのことが不安につ
ながっている。アンケートでも、望まれる施策の第
一は雇用が挙げられておりました。
そして、この復旧復興に向けては必要な仕事は幾
らでもあります。被災地に立って、見たままそのま
ま、いろいろな作業がある。これは全部仕事につな
がっていくなという、そういう思いをしているわけ
なんですけれども、そうした状況の中で、雇用創出
基金がございます。
震災対応で被災された方に復旧や復興に向けて必
要な仕事に携わっていただくことができるようにな
りました。瓦れきの片付け、そして流失した漁具の
回収、高齢者の住宅の片付け、被災者自身による避
難所の運営、これは、給食、飲食、それから配膳、

○衆議院議員（黄川田徹君） お答えいたします。
まず、法案の意義であります。
本法案は、政府案、それから自民党案及び公明党
の発表されました骨子案、それを基に民主党・無所
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清掃などがございます。増加した行政事務の補助と

仕事も増やしていただきたいと思います。

いうことで、住民票の受付、発行や電話業務、この
ために今回の補正予算で五百億円積み増しをしてお
ります。
このために、今回の基金を使う計画として、岩手
県、宮城県、福島県で二万人の雇用の創出計画を打
ち出しておりますが、岩手は五千人分、宮城は四千
人分、福島は一万一千人分ございます。ですが、仕
事のない方、その数、復旧復興に向けて必要とされ
ている仕事の量を考えますと、まだまだ活用の余地
があるということが分かります。
まず、様々な働きを強めて有効に使われるように
しなくてはなりませんけれども、厚生労働大臣、い
かがでしょうか。この点についてお答えいただきた
いと思います。

仮設住宅に入りましてから孤立を防ぐことが必要
だということで、仮設住宅での孤立防止に役立つ施
策として地域支え合い事業がございます。これは、
地域における日常的な支え合いの体制づくりを目指
してこられた事業なんですけれども、非常に自由度
が高くて応用が利く制度でございます。この事業を
使いまして、仮設住宅とか避難所の近くにサポート
センターを設けて、幅広いサービスを多様な担い手
がネットワークをつくってそれが提供できるという
ものでございますが、ちょっとそちらの方にパネル
も用意いたしました。（資料提示）地域で工夫をし
て様々な活用ができるというためのイメージの図で
ございます。受けの支援ではございません。これ
は、訪問支援をしていくことができるということで
ございます。
仮設住宅があって避難所があって、その近くにサ
ポートセンター、仮設住宅に併設と書いてあります
けれども、これは、近くにもし用地が取得できない
場合には、近所近隣にそれを設けることもできます
けれども、ここにありますように、デイサービスと
か情報支援ですとか居宅サービスとかあるいは配食
サービス、地域貢献スペースのサロンのようなも
の、その中で心の相談、こういうものもできるよう
な形になっておりまして、地域の高齢者、そして身
体に障害を持つ人、精神障害、知的障害、子供、多
くの皆さんたちがここで支援を受けられる、そうい
うものでございます。
これはせっかくこういうすばらしいものがありま
すけれども、自治体止まりになってはいけないと思
います。こういった様々な事業者としっかり連携を

○国務大臣（細川律夫君） 被災に遭われた方に対
しての今一番心配をされていることは、これからど
うしようと、職を是非得たいと、こういう就労の意
欲、それにこたえることが大変大事なことだという
ふうに思っております。
そこで、政府といたしましては、「日本はひと
つ」しごとプロジェクト、これをつくりまして、こ
の復旧事業、先ほどお話しされた復旧事業などのそ
ういう仕事のときには是非ハローワークを通じて募
集をしてほしいということを民間業者にもお願いも
いたしておりまして、また、ハローワークでは土曜
も開庁して、そして細やかな職業相談、そして職業
紹介、そういうことも行っております。
そして、今お話がありましたように、地域の雇用
創出ということで、基金事業としての五百億円、こ
れを第一次補正予算で積み増しをいたしました。そ
れで、今お話のありましたように、被災三県では今
のところ二万人の雇用を計画をいたしておりまし
て、いろいろな仕事についての雇用をそこで創出を
するということで進めておりまして、今四千五百人
の雇用がされておりますけれども、更にこの事業を
どんどん進めまして、被災された皆さん方の職がそ
こで得られるような最大限の努力をしてまいりたい
と、このように考えております。

していくために、大臣、この広報活動をもっともっ
としっかりやらなければいけないというふうに思っ
ておりますけれども、その点について事業者とＮＰ
Ｏの皆さんたちにしっかりと十分な周知をしていた
だきたいと思います。いかがでしょうか。
○国務大臣（細川律夫君） 今委員から御指摘があ
りましたように、避難生活がだんだん長くなる、そ
してまた仮設住宅での生活も長くなってくる、そう
なりますと、いろいろと孤独になってきて、いろん
な問題が生じてまいります。それにどう対応する
か。これは私どもも、阪神・淡路の震災、そしてあ
の新潟での震災、それらの経験も踏まえまして、今
委員が御指摘のようなサポート拠点、これをつくっ
ていろんなサービスも提供するし、そしていろいろ
なその中でのお年寄りの交流とか、いろいろな形で

○岡崎トミ子君
仕事を探している人がいて、また
たくさんの仕事があって、その結び付ける事業が
あって、是非有効的に使えるように、これからも大
臣、お働きいただきたいと思います。
さらに、緊急人材育成支援事業、女性が就ける仕
事がとても少ないというふうに思いました。こちら
の方も要望をしておきたいと思いますので、女性の
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孤独を防いでいく、そのことをさせていただいてお

ります。宮城県の登米市では、この登米の男女共同

ります。
しかし、そのことをみんなに知ってもらって、是
非その地域の周りの方たちもそのサポート拠点をい
ろいろ活用していただいて、お年寄りの孤独を避け
るということで知っていただかなきゃいかぬという
ことで、私どもの方ではそれの手引を作っておりま
す。その手引を、自治体はもちろんでありますけれ
ども、事業団体あるいは社会福祉協議会、そういう
ようないろいろな関連団体などにその手引も配付を
いたしまして、この事業を是非知っていただいて活
用していただくと、そのことがお年寄りの孤独を防
ぐことになるということで頑張っていきたいという
ふうに思っております。

参画の支援員の方が、女性の参画が少ないというこ
とから、ふだんから女性の代表の皆さんに、チーム
の皆さんに集まっていただいて要望を聞いて、全体
的な幹部会のところにそれを出していろいろなこと
を解決をしました。
女性だけが集まれるそういう部屋をつくりました
り、そういうところでシャツを着替える、下着を着
替える、そういうことが非常に必要だということが
実現したというふうに伺っておりまして、この登米
市の女性の男女共同参画の仕事は大変に多くの人た
ちに励ましを与える、テレビの中でもこういうこと
が放映されておりました。リーダー会議から、女性
を元気にするイベントとして、支援団体による顔の
マッサージ、この間男性が出てきて、俺はそれは要
らないとかと言っていましたけれども、男性じゃな
いんです、女性はこういう顔のマッサージですとか
お化粧ですとかそういうことができる、あるいはヘ
アドライヤーを使える、男の人たちにそれうるさい
と言われてしまう、そういう囲った避難所の中の女
性の集う場所というのが設けられて大変に有効だと
いうことについても伺っておりました。
そこで、ちょっとパネルなんですけれども、こ
れ、第三次男女共同参画基本計画の中で指導的な女
性の占める割合が二〇二〇年までに三〇％というこ
とについて閣議決定もされております。第二次の基
本計画にもこれは既にあったわけですから、私も大
変な期待をされている、頑張らなくてはならないと
いうふうに思っているところでございます。
そこで、差し当たってこの法案では、復興構想会
議のメンバーに、二十五人以内とされておりますメ

（中略）
○岡崎トミ子君
国も自治体もいろいろなことを
行っているんですね。しかし、なかなかその将来が
見えてこないというところが被災者の皆さんのフラ
ストレーションにつながっているんだろうというふ
うに思うんです。ですから、この検討状況の中で議
論の中に加わることができる、それが私、参加でき
るようになってくると随分違ってくるんじゃないか
なと思いますし、検討している中身についても詳し
く知らせていくということがそういうことをなくし
ていく一つの方法かなというふうに思っております
ので、幅広い声をこれからも聞き続けることをよろ
しくお願いしたいと思います。
三か月たちまして多くの方から言われますのが、
復興に女性の声をということでございます。六月十
一日、先週の土曜日に、日本学術会館で復旧復興の
全ての段階に男女共同参画が重要だというテーマで
シンポジウムが開催されまして、被災地の女性を始
め全国の女性団体の代表や専門家が出席をいたしま
した。このシンポジウムの実行委員会には全国四十
七都道府県の女性団体が参加しておりまして、当日
も全国から参加の申込みが殺到して大変な熱気だと
いうふうに聞いております。この実行委員会から、
創造的な復興には男女共同参画の視点が不可欠だと
いうことで要望が提出されております。女性の参画
を求める声が全国的なうねりとなって押し寄せてき
ているということを感じます。
そこで、この基本法案の中にも男女共同参画につ
いて触れられております。第二条に書かれておりま
す基本理念の第二項には、被災地域の住民の意向が
尊重され、あわせて女性、子供、障害者等を含めた
多様な国民の意見を反映されるべきこととされてお

ンバー、現在十五人で一人だけお入りになっていま
すけれども、この基本法の位置付けに、メンバーを
増やす際には、ふさわしい知見を持った女性を複数
名入れていただきたい。復旧復興のプレゼンス、そ
のプロセスの中に男女共同参画の重要性についてど
のように感じておられるのか、総理にお伺いしたい
と思います。
○内閣総理大臣（菅直人君） この復興には女性の
視点というものが重要であるという御指摘はそのと
おりだと思っております。当初のメンバーの中に女
性の方が結果として少なくなっているということに
ついては大変申し訳なく思っております。今後、こ
れが法律による正式な形の復興構想会議という形に
なり、また今お話がありましたように、二十五名以
内というメンバーの中で、これからの運営を含めて
女性の方にもっと入ってもらえるように現在の責任
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者でもあります五百旗頭議長と是非お話をして、そ

この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げま

ういう方向で進めてまいりたいと、こう考えており
ます。

す。
本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいた
だきまして、ありがとうございます。
ただいま議題となりました両案件について忌憚の
ない御意見をいただければと思いますので、よろし
くお願いをいたします。
本日の議事の進め方について御説明いたします。
まず、栗田参考人、藤井参考人、長参考人の順序
でお一人十五分程度で御意見をお述べいただき、そ
の後、各委員の質疑にお答え願いたいと存じます。
なお、御発言の際は、その都度、委員長の許可を
得ることとなっております。
また、参考人の皆様の御発言は着席のままで結構
でございますが、質疑者は起立の上発言することと
しておりますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、栗田参考人からお願いいたします。栗
田参考人。

○岡崎トミ子君 今私はパネル出しておりますけれ
ども、ふだんからやはり私たち男女共同参画を地元
で行っていないと災害のときにはなかなか実現でき
ないんだなということで、自治会長と防災会議の委
員に占める女性の割合というのを出しているんです
けれども、宮城を見ましても、自治会の会長が四千
七百十人いるうち百六十四人、そして都道府県の防
災の会議の委員の数でございますけれども、これは
四十八名中二人ということで、随分少ないことに
なっているんだなということがこのことでも分かる
だろうというふうに思っておりますので、是非、ふ
だんからの私たちの努力もこれから続けていきたい
というふうに思っております。
もう一つ、障害を持つ方も復興構想会議に入れる
べきだと思っておりまして、私、障害者基本法の改
正につなげるときに、障がい者制度改革推進会議、
この中に障害の当事者の方に大勢参加をしていただ
きまして、御意見を伺いました。この推進会議との
連携も重要だと思います。官房長官はもうおいでに
なりませんね。それでは、総理大臣、お願いしたい
と思います。

（中略）
○参考人（長有紀枝君）
長です。どうぞよろしく
お願いいたします。
冒頭で、栗田さんの方から、国内対応のボラン
ティアの活動、災害ボランティアの活動についてお
話しいただきました。それと補完するような形で国
際協力のＮＧＯが現地で活動しておりますので、そ
の立場から本日はお話をさせていただきたいと思い
ます。
私がおります難民を助ける会は、一九七九年にで
きた国際協力のＮＧＯで、先生方とも関係の深い尾

○内閣総理大臣（菅直人君） 障がい者制度推進会
議において、いろいろな課題の中に障害者御本人に
参加していただいて、その視点から見ていくという
ことは本当に重要だと思っております。これについ
ても、今後の運営の中でこういう皆さんに参加をし
てもらえる方向で五百旗頭議長ともお話をしてみた
いと、こう考えております。
177 - 参 - 東日本大震災復興特別委… - 4号
月16日

崎行雄の三女の相馬雪香がつくった会でございま
す。海外の難民支援、特に災害弱者の方々、障害者
の方々を中心にした支援をしてまいりました関係
で、今回の震災につきましても、発災直後から被災
三県でそうした活動をしております。
本日お配りいたしましたジャパン・プラット
フォームの資料がございますが、このジャパン・プ
ラットフォームの資金助成を受けながら、また、皆
様からの募金をいただきながら活動をしておりま
す。こちらの資料もどうぞ御覧くださいませ。
本日お話しさせていただきたいポイントは三つご
ざいます。災害復興に国際協力の視点を生かすこ
と、それから災害復興の意思決定に被災者御自身、
その中でも障害者や女性の視点を含める点、それか
ら復興庁の機能に将来起こり得る広域災害に対する
対応も織り込む点の三点でございます。

06

○委員長（柳田稔君） 休憩前に引き続き、東日本
大震災復興基本法案、地方自治法第百五十六条第四
項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認
を求めるの件、以上両案件を一括して議題とし、参
考人の皆様から意見を伺うことといたします。
午後は、東日本大震災支援全国ネットワーク代表
世話人栗田暢之君、京都大学教授藤井聡君及び特定
非営利活動法人難民を助ける会理事長・立教大学大
学院21世紀社会デザイン研究科教授長有紀枝君に御
出席をいただいております。
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まず初めに、改めて申し上げることではないかも

そうすることによって何が生きるかといいます

しれませんが、復興とは何か、復興をどのように考
えているかということについてお話を申し上げたい
と思います。
今般の東日本大震災では、まさに国家の安全保障
が問われる事態になっております。その意味でも先
生方お一人お一人が重責を担われているわけです
が、同時に、復興は個々人の方々、被災者個々人、
お一人お一人の人間の安全保障の問題でもありま
す。この点を本当に端的におっしゃられたと思いま
すのが、今日の午前中にいらした相馬市長の立谷さ
んのお話で、それをちょっと紹介したいと思いま
す。
立谷さんはこんなふうにおっしゃいました。今回
の震災でいろんな方が突然御自分の人生を断ち切ら
れているわけですけれども、復興というのは、そう
した突然断ち切られた人生の設計が、お年寄りなら
お年寄り、若い人なら若い人なりに、それぞれがそ
れぞれの人生の段階でそれぞれの人生設計を再び立
てられるような状態になることというふうにおっ
しゃっておられました。私たちが目指す復興もまさ
にそうしたものです。そういったものに向けて、以
下三点、お話を申し上げていきたいと思います。
まず一点目ですが、今申し上げたような人間の安
全保障を確立する災害復興のために、国際協力の視
点、知見というのを是非生かしていただきたいとい
うふうに考えております。
今回、未曽有の災害に日本は襲われております
が、国際社会を見渡しますと、スマトラやハイチ、
それからバングラデシュ、ミャンマー、ビルマと、
様々な災害が各地で起きております。それに対し

と、今国際社会の災害救援では、権利ベースアプ
ローチ、被災者個々人の方の権利という視点からの
アプローチですとか、障害者の権利条約に基づいた
支援でありますとか、それから災害と女性の視点と
いうのが大変大きな流れの中になっております。こ
うしたものを生かした支援活動ができるのではない
かというのがまず一点目の御指摘でございます。
次に、二点目といたしまして、災害復興の意思決
定に被災自治体であるとか住民の方、その中でも特
に障害者、女性など、多様な当事者を含めていただ
きたいということです。
こちらは、例えば十三の障害者団体で構成されて
おります日本障害フォーラムが要請しておりますよ
うに、また堂本先生を中心に六月十一日にシンポジ
ウムが行われました。こちらでの要望にもあります
とおり、是非意思決定の場に女性や障害者を加えて
いただきたいというふうに考えております。
これは、障害者のために活動しているＮＧＯが長
く国際社会でおっしゃってきた標語、ナッシング・
アバウト・アス・ウイズアウト・アス、私たちのこ
とは私たち自身に決めさせてくださいと。まさにそ
の標語のとおりのことが今回の災害対応でも求めら
れているのではないかと思います。反対に言います
と、それがなされていないのが現状かと思います。
例えば、卑近な例と思われるかもしれませんが、
女性用の生理用のナプキンの配布の事例がよく引か
れます。これ、通常ですと一日で五つとか六つとか
女性が使用するわけですが、若い男性が女性に一つ
ずつ配って、足らなくなったらまた言ってください
と言っていると。当然そんなことは言えずに使えな

て、国際協力ＮＧＯや国連関係者、日本でも外務省
やＪＩＣＡの関係者など、多くの人たちがそれにか
かわってまいりました。そうした人材がたくさん国
内にいるのではありますけれども、多くは国際協力
向けということで、国内の災害に余りそれが生かさ
れていないように思っています。
また、国連機関、日本は世界第二位のＯＤＡ拠出
国として長きにわたり支援してきているわけです
が、国連が培った災害対応の様々な知見もございま
す。どうしてそれをお金を出してきた私たち日本が
使ってはいけないでしょうか。これは決して途上国
のためのものだけではなかったと思います。平時に
こうした国際機関と覚書を結んだり、政府が直接無
理であれば、今回実際行われていますが、国連機関
とＮＧＯが連携するなどの形で是非その国際協力の
知見を国内の災害対応にも生かしていくべきだと
思っております。

くなっていると。足りないのは物ではなくて、物は
そこに届いているのに、最後の最後の末端の配布の
ところでちょっとした配慮がない、知識がない、意
識がない、そんなことのために、実際に物やサービ
スがあるにもかかわらず、それが全くないような状
況に置かれていると。こういうことが実際に起きて
いるわけで、そのためにも当事者をどんどん含める
ということをお願いしていきたいと思います。
それから、復興庁の機能に、東日本大震災の対応
の経験に基づきまして、先ほど藤井先生がおっしゃ
られたような、将来の広域災害に対応するような機
能であったり仕組みであったり、これも是非入れて
いただきたいと思います。
被災者の方によってはもしかしたら、復興庁であ
るにもかかわらず、なぜ今回とは違う災害対応の準
備もしなければいけないのかと思う方もいらっしゃ
るかもしれませんが、様々な援助活動をしておりま
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して、次々といろんな災害が起きますと、常に新し

伺えないと。ニーズの全体の把握をしようと思った

いところ新しいところへの対応で追われてしまう
と。そうしますと、まだまだ十年単位で東日本大震
災の被災地への支援が必要であるにもかかわらず、
もしここで次の大規模な災害が起きて今と同様の準
備でおりましたら、多分政府も援助団体も次の災害
に掛かり切りになって、もっともっと強化していか
なければならない東日本大震災の被災地への支援が
更に手薄になるというような悪循環に陥りかねませ
ん。そういうことにならないためにも、復興庁の機
能の一部に是非その広域災害対応というのを入れて
いただきたいと思います。
そうした復興庁の考え方にこういった視点を加え
ていただきたいというものを幾つか列挙いたしまし
た。これを順番に見てまいりたいと思います。
まず最初に、個別ニーズを特定するために被災者
状況の把握でございます。
今回、あるいは国際社会、あるいは難民支援をし
ておりますときに、まず私たちが最初に取り組もう
とするのが災害弱者の方たちの支援であるんです
が、今回そういった方たちのデータが本当にござい
ませんでした。今でも特に、施設に入っている方は
まだしも、御家庭にいらっしゃる方、その個々人の
方々への支援をしようと思っても、そういった方々
の情報がないということで支援が本当にできており
ません。
また、個人情報保護法があるからということで、
まさに本末転倒ではないかと思うのですが、個人情
報保護法の観点からそういった災害弱者の方々への
アクセスができないというような状況が現在起きて
おります。次のこの復興庁の構想では、そういった

ら、自分でこのことを知りたいと思ったら、それぞ
れの担当者を見付けて一人の人に一つずつ聞いてい
かなければならないというような事態が起きており
ます。領域横断的それから地域横断的、そういった
ような視点が非常に必要ではないかと思います。
また、先ほど申しました相馬市では、心のフォロ
ワーチームといって、被災した小中高生、学校単位
で心のケアをするような仕組みが今できつつありま
す。こういったようなグッドプラクティスというよ
うなものを是非、市町それから県のレベルを超えて
全域で共有できるようなそういった仕組みもつくっ
ていただきたいというふうに考えております。
それから、国際協力の専門家。先ほど何度も申し
上げておりますが、国際協力の専門家、特に官の方
たち、民は、自慢するわけではないのですが、私た
ちは別に呼ばれなくても勝手に行きますので、今回
も国際協力ＮＧＯが被災地にいち早く行って活動す
ることができておりますが、これは民だからこそで
きるわけです。しかしながら、国際協力の知見を
持っておられる方々は民にとどまらず官庁の中にも
たくさん大勢いらっしゃると思います。その方々
が、それぞれの所属する官庁が災害対応の官庁でな
いと実際現地に行けない、休暇を取って行くしかな
いというようなことがあって、それは本当に国家の
損失といいますか、せっかくいる人材を生かさない
という法はないと思いますので、是非国際協力の専
門家というものを官民にかかわらず生かしていただ
きたいと思っています。
それから、将来起こるべき大災害というときに、
これは本当に恐ろしいことではありますが、各地に

課題を是非解決するような仕組みをつくっていただ
きたいというふうに考えております。
それから、重なりますけれども、人道支援や復興
支援のニーズを現地で調査するために領域横断的、
今は自治体ごととか県ごとであるかもしれないんで
すけれども、それを領域横断的、障害者であった
り、まあお年寄りはあるかもしれませんが、様々な
領域横断的な調査というのが必要になるかというふ
うに思っております。それから、統一された被災者
台帳のようなもの、これも必要なのではないかと
思っております。
また、今回、支援活動をしておりまして、市町の
境界線というのが、これは国境ではないかと思うぐ
らいなことがしばしばでございます。あるいは、こ
れは、縦割りというのは別に市町だけではなくて、
それぞれ、県でも市でも町でもそれぞれの分野ごと
に御担当が違うので、一人の方には一つのことしか

原子力発電所があるということは、今回と同じよう
なことが次の災害でも起こる可能性が十分にあると
いうことです。そうしますと、復興庁の復興政策を
する意思決定の中に、放射能が人体に与える影響と
いうようなことをよく分かっていらっしゃる医療の
専門家のような方々を是非含めていただきたいと思
います。
これらのことは、将来の災害に備えるというだけ
ではなくて、現在起きている様々な課題を解決して
いくためにも是非とも必要な視点と思いますので、
こういったことを現在の東日本大震災の被災地の支
援にも活用していただきたいと思いますし、また復
興庁の新たな機能にも是非加えていただきたいとい
うふうに考える次第です。
私の方は以上です。ありがとうございます。
○委員長（柳田稔君）
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以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。

体に確実に届くような仕組みをつくること、それが

これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。

まず第一歩ではないかというふうに考えておりま
す。

○今野東君 （前略）続いて長さんにお伺いします
が、私は国会でメーンのテーマの一つに難民問題に
取り組んでおりまして、不安定な地域や国から来た
方々をどのように受け入れるかという問題ですけれ
ども、長さんも長い間難民という弱い立場の方を救
済する国際活動をしてこられたわけですが、今回も
震災の直後から障害者やあるいは高齢者、また外国
籍の在留者など、災害弱者を重視した活動に取り組
んでこられて、こうした方々がこれから高湿度、高
温の厳しい自然条件の中で暮らしていかなければな
らない、そこにどのような対応が必要だとお考え
か。またあわせて、行政とボランティアという関
係、また官民の関係について望ましい連携とはどう
いう形なのか、お話しいただければと思います。

（中略）
○今野東君 最後の質問になりますが、被災された
皆さんはこれから仮設住宅に入っていくわけです
ね。そうしますと、人と人とのつながりを持ったコ
ミュニティーをどういうふうにつくっていくか、維
持していくかということが大変大事になります。
そういうところになると、暮らしの現場を担って
こられた女性の役割というのは非常に大きくなると
思います。長参考人は女性の参画ということが最初
の段階から必要なんだということをおっしゃってい
ただきましたけれども、私も、復興構想会議、女性
の視点がまだ足りないと思っておりますし、現地の
対策本部、それから、やがて設置される復興庁、都
道府県あるいは市町村のボランティア、市町村での
様々な復興に向けた会議、会議体、そしてボラン
ティアセンターなど、あらゆる組織や政策決定の場
面で女性の積極的な参画を求めていく必要があると
考えております。
できれば三人に伺いたいんですが、短い時間です
から、栗田さん、藤井さんにお伺いをして、もし補
足していただけることがあれば長参考人から最後に
お話をいただいて、私の質問を終わりたいと思いま
す。よろしくお願いします。

○参考人（長有紀枝君） ありがとうございます。
今の御質問に全部お答えできるかどうか分からない
んですけれども、お話しさせていただきたいと思い
ます。
今、特に私自身、福島の方によく出ていっており
まして、相馬、それから南相馬、新地町ですとか、
それから富岡や川内から逃げられてきた方たちとも
お話をしています。そのときに、これは別に福島だ
けの問題じゃなくてあらゆるところかもしれないん
ですが、仮設住宅になかなか入るのをちゅうちょし
ていらっしゃる方がおられると。これは今の災害弱
者の方だけではなく全ての方かもしれませんが、現

○参考人（栗田暢之君） ありがとうございます。
一つは、やはり私も同感でございまして、女性の

在の支援の形というのは、お仕事も全部あって家だ
けがなくなった人が復帰するにはいい形、避難所に
いれば少なくとも三食の食事はある、御自分の貯金
は減らさなくて済むと。それが仮設住宅に入った瞬
間から、収入は全くないにもかかわらず御自分で生
活をしていかなければならないと。健常者の方でさ
えこういうような状況であるときに、更に災害弱者
の方々、もう言わずもがなと申しますか、更にそう
いった避難所から動けないというような方たちが大
勢いらっしゃるかと思います。
本当に考え方の抜本的な転換といいますか、今ま
での状況ですと、家だけがなくなったという状況で
は今回全くないわけですから、ほかの支援、じゃ具
体的に何という形では言えないんですけれども、そ
れが必要になると思います。そのためのまず第一歩
として、そういった特に災害弱者の方々の情報を、
市町になるのか、どこかに集約して、それを援助団

バイタリティーは男性が見習うべきところたくさん
ございまして、私どもがボランティア活動をやって
いても一番懐いていただくのがやっぱり御婦人なわ
けですね、主婦層の方々。そういう方々が、やっぱ
り被災地の中の避難所あるいは仮設住宅の中心、中
心にはなかなかなりたがらない方が多いんですけれ
ども、その支えとしての、例えば集会場を使った喫
茶店だとか、そういうところには喜んで参加してい
ただくような状況でございます。これをよしとせず
に、やっぱり感謝の意を込めて、皆さんでそれを盛
り上げていくような、支えていくような体制づくり
が必要だと。
しかし、一方で、女性は避難所で炊き出しの担当
をするのは当たり前だという社会の一方での側面も
ございますから、そこに疲弊してしまっている方も
実際にあるので、それを特性というふうにやっぱり
押し付けずに、やっぱりそういう方々が自発的にか
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かわっていけるような、仮設住宅でも、やっぱりや

○吉田忠智君

りたい人やりたくない人がいるわけですから、女性
だからできるだろうということじゃなくて、やっぱ
りその選択がちゃんとできるような体制づくりが今
後、応援団としては必要じゃないかなと考えていま
す。

ございます。
三人の参考人の皆様方には、お忙しい中、貴重な
御意見、提言をいただきまして、ありがとうござい
ました。三人の方に一括順次質問をさせていただき
たいと思います。
（中略）
それから、長参考人にお伺いをいたします。
災害弱者という点では、私も予算委員会でも質問
させていただきましたが、なかなか表に出ませんけ
れども、女性の性暴力の問題もあると思っておりま
す。今回の大震災に当たって、実態としてどのよう
にとらえておられるのか、そして警察などの行政の
対応が十分であったのか、そうした課題についてお
考えをお聞かせをいただきたいと思います。

○参考人（藤井聡君） 手短に申し上げますと、今
回の震災に対して、これからの巨大震災に対しても
そうでありますけれども、レジリエントな社会をつ
くっていかないといけない。そういう意味では、重
要なインフラをつくったりとか、巨大な国土的なも
のと同時に、それと全く同時にそれぞれの地域のコ
ミュニティーを強化していかないといけない。
コミュニティーを強化していくときに一番重要に
なってくるのはやっぱり地縁社会であります。その
地縁社会は何かというと、やはり子供を通じた隣近
所のお付き合いとか、いわゆる日本でいうと、非常
に昔ながらではあるかもしれないですけれども、そ
ういう地縁社会のきちんと強いところは、それこそ
隣の人とちゃんと挨拶したりとかということをやる
上において、やはり男性ではできないところがかな
りあるんじゃないかなと思いますので、いわゆる地
域コミュニティーを強化する上で女性の力というの
は絶対的に不可欠であると感じてはおります。

○参考人（長有紀枝君） 御質問ありがとうござい
ます。
残念ながら、私、その性暴力についての具体的な
実例データを持っておりませんで、その点について
はお答えできませんので、どうぞお許しください。
他方で、警察ざたになるといいますか、警察が出
てくるような状況ではない状況で、例えば先ほどの
生理用のナプキンの問題、あるいは着替える場所が
ないとか、そもそも全然プライバシーが守られてい
ないとか、全く犯罪にさらされているわけではない
けれども、大変なストレスにもさらされている方た
ちが大勢いるというのが現状でございまして、その
意味でも、冒頭で申し上げたとおりですが、女性が
意思決定、災害復興の意思決定の場に出ていけるよ
うな対策を是非お願いしたいと思っております。

○委員長（柳田稔君）
長参考人、よろしいです
か。一言ありますか。じゃ、長参考人。
○参考人（長有紀枝君） 先ほど申し上げましたの
で、改めまして、いろんな意思決定の場に女性をと
いうことを申し上げたいと思います。
それから、冒頭の、障害者の方の御質問にちょっ
ときちんと答えられなかったので、その点よろしい
でしょうか、補足。
栗田さんの方で調整という機能をとてもお話しさ
れておりましたが、やはりそういった障害をお持ち
の方たちの支援というので、かかわっているいろん
な団体が調整会議を持つ、これが本当につい最近動
き出しているような状況でございます。そういう
やっている団体同士が市町や県の境なく調整をする
ことでより良い障害者の方の支援というのが可能に
なっていくのではないかというふうに思っていま
す。
済みません。ありがとうございました。
○今野東君

社会民主党・護憲連合の吉田忠智で

○吉田忠智君 ありがとうございました。
以上で終わります。
177 - 参 - 内閣委員会 - 9号

06月16日

○糸数慶子君 無所属の糸数慶子です。よろしくお
願いいたします。
まず、震災関係についてでありますが、これまで
も男女共同参画の視点を踏まえた被災者支援等につ
いてお伺いをいたしました。
内閣府は五月の十日から、岩手県それから盛岡市
と共同で電話による女性の悩み、そして暴力相談窓
口設置したと。そして、この開設と同時に、相談員
が避難所を訪問して直接相談を行うという新たな事
業を実施しているというふうに伺っております。こ
れまで委員会でも女性が相談することのできる窓

ありがとうございました。
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口、特に避難所等において直接相談できるような窓

遣する事業を実施しております。

口の必要性を訴えてまいりましたので、この事業を
高く評価し、改めて御質問させていただきます。
これまで、電話相談の受付状況、それから避難所
等においての訪問の実施状況、事業の周知方法につ
いてどのような状況で展開しているのか、また、こ
ういう事業は岩手県以外にも広げていくべきだとい
うふうに考えますが、今後他県においても展開して
いくことができるのでしょうか、そしてまたその計
画がおありかどうか、お伺いいたします。

アドバイザーの方は非常に多様でいらっしゃいま
して、いわゆる大学の先生といったような専門家の
方から、実際に現場でいろいろな活動をされてい
らっしゃる、そういう方々もいらっしゃるところで
ございます。本年度は五月十日から募集を開始いた
しまして、現在、地方公共団体からの応募を受け付
けているところでございます。
東日本大震災への対応に当たりましては、避難所
の運営や仮設住宅の運営、復興、町づくりなど、男
女共同参画の観点からの取組が重要でございます。
このため、アドバイザー派遣事業を被災地におきま
して災害対応あるいは復興などに大いに活用してい
ただきたいと考えておりまして、受付期間を延長す
るなど、被災地のニーズに柔軟に対応しながら事業
を行ってまいります。
なお、別の事業でございますが、女性や生活者の
視点を復興に生かしていくということを目的といた
しまして、六月二十八日に宮城県や仙台市と共同で
関係団体とも連携してシンポジウムを開催いたしま
す。
今後とも女性の視点に立った災害対応を進めると
ともに、復興の担い手としての女性の活躍を応援し
てまいります。

○政府参考人（岡島敦子君） 岩手県において実施
している相談事業につきましては、五月十日からの
一か月間を見ますと、内容としましては様々な内容
の御相談、電話相談が寄せられております。また、
訪問相談につきましては、宮古市、釜石市、山田
町、大槌町におきまして一か月間で計十五回実施い
たしました。また、本事業の周知につきましては、
事業内容及び電話番号を記載したチラシを作成し、
避難所や関係機関へ配布したほか、生活協同組合の
御協力によりまして延べ二万枚以上の配布を行って
おります。また、地元新聞の広報欄にほぼ毎日掲載
していただいています。
内閣府といたしましては、岩手県以外の被災地に
おきましても地域の実情やニーズに応じて相談事業
を進めていきたいと考えております。

○糸数慶子君 ありがとうございました。
避難所の運営を始めとする被災者支援における男
女共同参画の視点というのは大変大事だというふう
に思います。
去る六月十一日には日本学術会議で、復旧復興の
全ての段階に男女共同参画の視点が重要だというこ

○糸数慶子君
これ、やはり被災者のニーズに合致
するように、現地の状況も踏まえて柔軟に是非事業
を進めていただきたいということを改めてお願いを
したいと思います。
次に、東日本大震災に関する新たな事業、男女共
同参画の観点からの災害対応、そして災害復興等ア
ドバイザー派遣、この事業についてお伺いをしたい
と思います。
自治体の希望に応じてアドバイザーを派遣すると
いう事業の募集を五月中旬から行っているというこ
とでありますが、そこで、この事業の目的、そして
アドバイザーの担う役割、事業の詳細とこれまでの
応募状況についてお伺いをしたいと思います。ま
た、アドバイザーとしてどのような人が想定されて
いるのか、併せてお伺いいたします。

とで既にシンポジウムも開催されたというふうに聞
いております。被災地の女性を含めて全国から女性
団体が集まってきたということで、また改めて六月
二十八日、現地でのシンポジウムを行われるという
ことでございますが、是非とも提案されました要望
も踏まえて、六月十一日のシンポジウムの提案も
あったようですが、さらには現地のニーズに合致し
た支援になるように、是非事業を進めていただきた
いと思います。
7月19日
党）

○政府参考人（岡島敦子君） 地域における男女共
同参画を推進するため、内閣府におきましては、地
域おこし、町づくり、防災、防犯などの様々な地域
課題につきまして、男女共同参画の視点から解決す
るための指導、助言を行うアドバイザーの方々を派

衆議院予算委員会

池坊保子議員（公明

池坊議員
（前略）
私はきょう、子供の視点に
立って幾つかの質問をしたいと思います。先週の水
曜日、青少年特別委員会で埼玉県の加須市に行って
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まいりました。言うまでもなく加須市には、緊急避

子供がぽつんと、寂しいけれど、ボク頑張るよ。私

難地域３キロの双葉町から町役場、町長、人口７０
００人のうち、２割の１４００人が移り住みまし
た。今もなお９００名の人たちが、９０歳のお年寄
りから乳幼児までいるのです。話せば話すほど、被
災者の苦悩、嘆きが感じられます。
自営業の人は、失業手当が出ない、３世帯が同じ
ところに住んでいたけれども、別々に、家族の絆も
失われた、早く働きたい、早く家族が一緒に住みた
い。
子供たちは、例えば高校生の受験生は勉強する場
がない、消灯が１０時ですから、仮設トイレで勉強
しています。女子中学生は、着替える場がないスト
レスを抱えています。小さな子供は、７月の七夕の
日に、早くお家に帰りたい、そう書いたのです。
津波が来るということで、手元にあるハンドバッ
グだけを持っていった。翌日、家を見ようと思った
ら、緊急避難してくださいと言われた。お金もな
い、下着も替えられない。ようやく原子力損害賠償
金１００万円と義援金４０万円が出た。でも、これ
は世帯別ですね。ですから、８人家族だと、おじい
ちゃん、おばあちゃんが別のところにいらっしゃっ
たら、おじいちゃん、おばあちゃんのところに行っ
て、自分たちのところには来ないというのが現実で
す。

は、いとおしくて、抱き締めてあげました。
政治家に必要なのは、私は、思いやり、愛情だと
思います。それから想像力なんですよ。ここにい
らっしゃる総理、閣僚の方々に、ぜひ想像力を持っ
ていただきたいと、私は望みます。
（中略）
きょうの私のテーマは、子供、女性、障害者に温
かいまなざしを、光を当ててくださいということで
す。
公明党の主張により、復興庁が創設されました。復
興基本法には、基本理念として、「被災地域の住民
の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者
等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこ
と」という内容が盛り込まれております。
総理は、復興に当たっての、女性、子供、障害者
等の多様な国民の意見を尊重していくことの重要性
をどのように認識していらっしゃいますか。
菅内閣総理大臣 復興構想会議の場合も、女性の委
員の方が少ないということで、もっと増やすように
という御指摘も各方面からいただいております。
御指摘の復興基本法では、その基本理念として
「女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意
見が反映されるべき」ということを法律でも掲げて
おります。今後のまちづくりなど、女性、子供、障
害者等の方々を含め多様な意見の反映を図るなど、
復興に当たっては、この基本理念にのっとって対応
する必要がある、このように考えております。

私は、御答弁は要りませんから、ぜひ総理並びに
平野復興担当大臣に、これは世帯別でなく個人別に
手渡すべきと思います。なぜなら、赤ちゃんだって
ミルク代がかかります。生きるということは、生活
費がかかるのですから、ぜひこれは検討していただ
きたいと思います。
そして、被災者を救助するための災害救助法も、
県から市・町、そして本人に出るんです。だから時
間がかかり過ぎます。これがかえって邪魔になって
いる。町にすぐに来てほしい。これも、平野復興担
当大臣、しっかりと総務省と御相談の上、個人、町
に行くようにお考えになるべきと私は考えておりま
す。
おばあちゃまが、私たちはもういいです、だけれ
ども、子供たちは守ってあげてください、子供たち
が元気だと私たちも希望が見えてきます、と言いま
した。

復興関連の会議については、運営を含めて、女性
の視点を重視しつつ、女性の参画という観点にも十
分配慮をしてまいりたいと思っております。
池坊議員 政権与党のイメージというのは、国民か
ら見ますと、言っていらっしゃることはいいんです
よ。ところが、現実に実行に移されているとき、そ
れが違うなというイメージ、余りにもちぐはぐだと
いうような気がするんです。今も総理がおっしゃい
ましたね、会議の中に女性の視点が入っていないこ
と、お認めになりましたでしょう。
復興、防災の意思決定の場に、女性の参画という
のは絶対必要だと私は思います。なぜならば、人口
中、半分は女性がいるんです。そして、このごろ、
何ですか、お父さんが子供を育てておりますね。で
すけれども、やはり女性が担い手になっているのが
多いんです。ですから、子供の視点を入れるという

私は、福島の放射線を危惧し、子供たちだけを預
けている東京・江東区の夢の島に行ってまいりまし
た。親は、福島で仕事をしています。兄弟と、ある
いは１人で、知らない土地に行って頑張っている。
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ことは、やはり女性も参画しなければいけないと思

私は、そういう市民活動家の菅さんの方がとても

います。
中央防災会議には、女性は２５名中１名ですよ。
都道府県防災会議の女性の割合は、何と４・１％で
す。復興構想会議、御存じですか、１５名中１名で
はございませんか。

菅さんらしいなと思っております。
今、総理にしがみついて、リーダーシップと独裁
とをお間違えになって、いろいろな意見をおっしゃ
るのではなくて、私は、あの真摯でまじめな市民活
動家にお戻りになって活躍いただくことを心より願
い、私の質問を終わらせていただきます。ありがと
うございました。

今月中に策定する復興基本方針に、具体的な女性
参画の記述を入れていただきたい。これは、今、入
れると総理はお答えになったように思いますけれど
も。
現在の復興対策本部事務局や現地対策本部に、さ
らに今度設置される復興庁に、女性、子供、障害者
の視点から横断的に復興対策を検討する部署をしっ
かりとつくっていただきたいと私は思います。そし
て、担当者を配置していただきたいと思います。総
理、いかがでございますか。
平野復興担当大臣 復興本部の事務局にも、各省に
お願いして女性の職員を配置させていただいており
ます。まだ少ないという御批判もいただいておりま
す。これから各省にお願いして、女性の職員をもっ
と増やしたいというふうに思っております。
あわせて、今先生御指摘いただいたような点も踏
まえて、女性の視点は本当に大事だと思いますの
で、その視点をしっかり入れたようなこれからの復
興、これを目指したいというふうに思います。
池坊議員 それは、しっかりと会議に女性を参画さ
せる、復興庁に必ず女性、子供、障害者の視点を入
れるということで理解してよろしいんですね。端的
に、それでよろしいんですね。うんとうなずいてい
ただいているので。これは多くの女性たちが喜ぶこ
とだと思います。そして、これは極めて当たり前の
ことではないかと思います。
私は、残念に思いますのは、菅総理は原点が市民
活動家でいらっしゃいます。どうして女性、子供、
障害者の視点に細やかに気を配っていただかないの
かなと私は思っております。私が今、望んでおりま
すことは、多分、国民全体が望んでいることだと思
いますけれども、原点が市民活動家でいらっしゃる
菅さん、地位に綿々としがみついていらっしゃるの
ではなくて、今まで、不条理なことを正しくできる
ように、あるいは光の当たらないことに対して光を
当てたい、そう思ってきめ細やかに頑張っていらし
たのではありませんか。
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「災害・復興と男女共同参画」6.11 シンポジウム
趣意書及び企画書
2011 年 5 月 5 日
「災害・復興と男女共同参画

6.11 シンポ」実行委員会
実行委員長 堂本暁子
事務局長 原ひろ子

東日本大震災に始まる被害に遭われたすべての方々のために。
亡くなられた方への心からの追悼と、
被災されたすべての方、またそのご家族、ご友人の皆さまへ、
心からのお見舞いをこめて。

１．この企画の目的と内容
3 月 11 日に起こった未曾有の大災害と、そのた
めの緊急救援、災害復興のプロセスの中で、この国
の災害対策が依然として女性や高齢者、乳幼児を抱
えた母親、病人、障害者など、特に困難な状況にお
かれやすい人々に十分な配慮がなされていないこと
が明らかになっています。
この企画は、今後、全国の災害対策が、男女共同
参画の視点から計画され、女性が政策決定の場に参
画できる体制を作ることで、
「人間の安全保障」が
成り立つ社会を確立することが目的です。
この企画では、東日本大震災から 3 ヶ月の節目となる 6 月 11 日（土）に、
「災害・復興と男女共同
参画」シンポジウムを開催します。そして、男女共同参画の視点から、被害を受け、今まさに避難生
活を強いられている人々の声、現地に入り、被災者とともに活動している女性たちの声をまとめ、政
策立案に携わっている立法府、行政府に問題提起し、実現を求めます。
さらに、この問題をまとめた報告書を発行し、世論喚起を図るとともに、今後の災害政策に反映さ
せる記録とします。

○ 「災害・復興と男女共同参画」シンポジウムの開催と課題をまとめた
提言を発表し、立法／行政府に実現を求める
○

現地の声を聞く各種集会の開催

○

活動において集まった声、課題提起と提言をまとめた報告書の発行
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２．企画の背景
１９９５年の阪神淡路大震災以降、
私たちは大きな地震災害を何度も経験
してきました。その結果、わが国の災
害対策には男女共同参画の視点が必要
と認識されるようになり、２０１０年
１２月に策定された、第三次男女共同
参画基本計画の第１４分野には、
「地
域、防災・環境その他の分野における
男女共同参画の推進」が書きこまれています。
国際的にも「災害と女性」の議論が深まり、国際協力の分野では、日本政府も災害と女性に積極的
な姿勢を示しています。ところが、現在進められている、東日本大震災復興構想会議では、依然とし
て男性を中心に計画が設計されています。避難所では、プライバシーの配慮やバリアフリーの視点が
見落とされ、高齢者、障害者、小さい子どもを抱えた母親らへの福祉サービスも十分とは言えません。
さらに、女性への性暴力や避難者への差別、いじめなども起きています。
女性の声を政策に反映させるとは、単に、会議に女性を参加させるという意味ではなく、女性たち
が中心となり支えている生活の根幹部分、子育て、家族の衣食住への配慮、高齢者ケアなどの領域で、
今、真に必要とされていることが把握され、提供されるような議論を進めることです。
度重なる災害によって、私たちは多くの命を失い、多くのコミュニティが傷つきました。復興計画は、
失われたものをあがない、痛みや傷つきを乗り越えて、より良い社会を作るために作られるものです。
過去の経験から学び、男女共同参画の視点が強く打ち出された復興計画を立案し、実行に移してい
くために、もっとも失った人、もっとも傷ついた人、もっとも困難を強いられた当事者の声を政策に
反映させられるようにすることが求められています。

＜実行委員名簿（団体）
＞全国女性会館協議会（常任理事・青木玲子）／国際婦人年連絡会（世話人・橋本葉子）
／北京

（世界女性会議ロビングネットワーク：共同代表・船橋邦子）／女性と健康ネットワーク（代表・堂本

暁子）／高齢社会をよくする女性の会（理事長・樋口恵子）／日本女性監視機構（

：代表代行・田中正子）

／性差医療情報ネットワーク（代表・天野恵子）／全国地域婦人団体連絡協議会（会長・中畔都舎子）／
：代表・秦好子）／農山漁村女性・生活活動支援協会（会長・坂東真理子）日本
女性科学者の会（会長・大島範子）／ 女性会議（共同代表・清水澄子）日本災害看護学会（理事長・山田覚）日
本女性学習財団（理事長・大野曜） 日本女医会（会長・津田喬子） えにしの会（代表・大熊由紀子）／国連
国内婦人委員会（委員長・江尻美穂子）／
ク

：副理事長・渋谷典子）リーダーシップ

（事務局長・石井澄江）／ウィメンズアクションネットワー
（代表・目黒依子）／大学女性協会（会長・青木怜子）全国

女性シェルターネット（共同代表・近藤恵子）／ふぇみん婦人民主クラブ（共同代表・設楽ヨシ子）／流山パート
ナーシップ（代表・山口文代）／ちば菜の花会（会長・松田敏子）／ウィメンズネット・こうべ（代表・正井礼子）
／アジア女性研究・交流フォーラム（理事長・吉崎邦子）／参画プランニング・いわて（理事長・平賀圭子）／下
村満子の「生き方塾」
（塾長・下村満子）／ウィル

フォーラム（理事長・日置雅子 ／菜の花プロジェクトネッ

トワーク（代表・藤井絢子）／新潟県女性財団（理事長・大島煦美子）北京
浜市男女共同参画推進協会（理事 統括本部長・桜井陽子）／北京

九州（共同代表・三隅佳子）／横

・新潟（事務局長・小林佳子）／男女共同

参画こしがやともろう（理事長・原博子）かながわ女性会議（理事長・上條茉莉子）／住まい・まち研究会（理事
長・夏目幸子）／白十字訪問看護ステーション（代表取締役・秋山正子）／みもざの会（代表・安田寿子）／子ど
も家庭センター（理事長・篠崎正美）／女性史サロンあらお（代表・坂井誠子）／川内ぱれっと（代表・江崎紀久
子）／北京

ふくおか（代表・丸山美恵子）／北京

さが（代表・山崎和子）／北京

九州

久留米（代表・縄崎順子）／男女共同参画研究会・

九州（長崎：代表・池田玲子）／せんだい男女共同参画財団（理事長・遠藤惠
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３．この企画によって生み出そうとするもの
実行委員会に名を連ねている団体、個人のリストをご覧ください。全国組織から地域活動団体まで、
研究者から現場の実践者までが広く含まれています。思想信条や活動領域の違いを超えて、同じ女性
という立場から、高齢者、乳幼児を抱えた母親、病人、障害者など、特に困難な状況におかれやすい人々
の声を政策立案に届けようと集まった人たちです。
これらの人々が当事者の声を政策に届けることで、政策立案を進める人々に対して、男女共同参画
の視点を政策に反映させる重要性をアピールすることができます。
またこの活動を通じて得た現地の声を広くマスコミに発表し、社会に届けることで、日本社会全体
に男女共同参画の視点のあり方と重要性を知らせることができます。

○

アピールを通じた男女共同参画に対する世論喚起

○

立法府・行政府へのインパクト

○

男女共同参画社会に向けて
行動しようとする人々の連帯

子）／イコールネット仙台（代表理事・宗片恵美子）／大分県女性団体連絡協議会（会長・小野ひさえ）／ストッ
プＤＶ・サポートの会（代表・東條恭子）／アクティブくまもと（代表・原田みよ子）／日本ＢＰＷ連合会（理事
長・松原敏美）／北海道女性団体連絡協議会（会長 全地婦連副会長・中田和子）／富山県婦人会（会長 全地婦
連副会長・岩田繁子）／佐賀県地域婦人連絡協議会（会長 全地婦連副会長・三苫紀美子）／青森県地域婦人団体
連合会（会長 全地婦連常任理事・向井麗子）／長野県連合婦人会（会長 全地婦連常任理事・米窪千加代）／神
奈川県地域婦人団体連絡協議会（会長 全地婦連常任理事・松尾美智代）／福井県連合婦人会（会長 全地婦連常
任理事・吉田多輝子）／滋賀県地域女性団体連合会（会長 全地婦連常任理事・中野璋代）／広島県地域女性団体
連絡協議会（会長 全地婦連常任理事・瀬野周子）／香川県婦人団体連絡協議会（会長 全地婦連常任理事・野田
法子）／宮崎県地域婦人連絡協議会（会長 全地婦連常任理事・谷口由美繪）
、ジェンダーフリーネット・茨木（代
表・田原素子）／山口女性サポートネットワーク（代表 小柴久子）南高愛隣会（東京事務所所長 武田牧子）島
根県原発増設反対運動（代表 芦原康江）／大阪府男女共同参画推進財団（理事長 時岡禎一郎）
＜実行委員名簿（個人）
＞都河明子、渥美雅子、袖井孝子、岩田喜美枝、戒能民江、皆川満寿美、橋本ヒロ子、田
中由美子、柳本祐加子、大沢真理、原ひろ子、松尾圭、黒岩秩子、柳堀朗子、金平輝子、井上千鶴子、千田有紀、
渡部尚子、庄司洋子、井上耐子、赤石千衣子、柳下真知子、井上輝子、竹信三恵子、岡田淳子、田中和子、グレ
イ俣野ゆき子、矢ケ部春子、大原美保、藤井美穂、赤澤純代、有馬真喜子、岩男壽美子、住田裕子、伊藤るり、
江原由美子、村松安子、浅倉むつ子、池上清子、吉田容子、角田由紀子、松田瑞穂、村松泰子、岩田正美、湯澤直美、
長有紀枝、鈴木カツ子、荒木葉子、小宮ひろみ、平川和子、矢澤澄子、須田和、山下泰子、下田敦子、中村敏子、
池田恵子

年

月

日時点

団体

個人）
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４．ご寄附のお願い 〜この企画の成功のためにあなたのお力をお貸しください〜
わが国は、政治、経済、教育研究など、社会のリーダーシップを担う立場への女性の参画は、先進
国の中では極端に低く、男女共同参画の視点や、女性が積極的に政策立案にかかわることの必要性が
社会に十分理解されているとはいえません。このような国で、女性の声を政策立案に反映させるには、
男女共同参画の視点の重要性を理解してくださる方のご支援が欠かせません。
困難の中で、小さな声しか発せられない人々の声を大きな力に変えるためには、ぜひとも、あなた
のお力が必要です。どうぞ、ご支援をお願いいたします。

「災害と男女共同参画」6.11 シンポジウムのための緊急カンパ：一口 2000 円
振込先：千葉銀行

南柏支店

支店番号 074

名義人：災害と男女共同参画 6.11 シンポ

口座番号 3569890

会計

山口文代

（サイガイトダンジョキョウドウサンカクロクテンイチイチシンポ）

５．タイムスケジュール
2011 年 4 月

企画の立案・実行委員会の発足・参加の呼びかけ

2011 年 5 月

6.11 シンポジウムに向けての政策提言・アピール

2011 年 5 月 現地取材・当事者の声を集約
2011 年 6 月

6.11 シンポジウム開催・提言の採択

2011 年 7 月

シンポジウム及び政策提言の結果や

2011 年 5 月 当事者女性の声などが含まれた
2011 年 5 月

報告書の作成

2011 年 8 月

報告書の発行

＜この企画のお問い合わせ先＞
「災害・復興と男女共同参画 6.11 シンポ」
実行委員会事務局
〒260-0044 千葉市中央区松波 2-8-6-802
（TEL:043-239-7501/043-239-7501）

E-mail:saigai.gender@gmail.com
※実行委員会形式で運営を行っております。事務局への
ご連絡はできるだけメールでお願いいたします。
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【11】実行委員一覧（団体・個人）
団体（8月15日現在133団体：都道府県行政コード順、 実行委員会団体名（実行委員名））

全国組織：I 女性会議（共同代表・清水澄子）／ＪＦＦＷ

(Japan Fire Fighting Women's

Club)（代表・秦好子）／アジア女性資料センター（代表・丹羽雅代）／ウィメンズアクションネッ
トワーク(ＷＡＮ)（副理事長・渋谷典子）／（財）ジョイセフ（事務局長・石井澄江）／ヒューマ
ンライツ・ナウ（事務局長・伊藤和子）／リーダーシップ１１１（代表・目黒依子）／ふぇみん婦
人民主クラブ（共同代表・設楽ヨシ子）／危機管理教育研究所（代表・国崎信江）／高齢社会をよ
くする女性の会（理事長・樋口恵子）／国際女性教育振興会（会長・鍵山祐子）／国際女性の地位
協会（会長・山下泰子）／国際婦人年連絡会（世話人・橋本葉子）／国連NGO国内婦人委員会（委
員長・江尻美穂子）／女性と健康ネットワーク（代表・堂本暁子）／性差医療情報ネットワーク
（代表・天野恵子）全国フェミニスト議員連盟（世話人・槇啓已子）／全国女性シェルターネット
（共同代表・近藤恵子）／全国女性会館協議会（常任理事・青木玲子）／全国地域婦人団体連絡協
議会（全地婦連）（会長・中畔都舎子）／大学女性協会（会長・青木怜子）／難民を助ける会（理
事長・長有紀枝）／日本ＢＰＷ連合会（理事長・松原敏美）／日本災害看護学会（理事長・山田
覚）／日本女医会（会長・津田喬子）／日本女性科学者の会（会長・大島範子）／日本女性学習財
団（理事長・大野曜）／日本女性監視機構（ＪＡＷＷ）（代表代行・田中正子）／日本訪問看護振
興財団（理事長・清水嘉与子）／農山漁村女性・生活活動支援協会（会長・坂東眞理子）／東日本
大震災女性支援ネットワーク（共同代表・竹信三恵子）／福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えに
し」ネット（志の縁結び係&小間使い・大熊由紀子）／北京ＪＡＣ（世界女性会議ロビイングネッ
トワーク）（共同代表・船橋邦子）
北海道：北海道女性団体連絡協議会（会長・全地婦連副会長・中田和子）／青森県：青森県男女共
同参画センター（副館長・小山内世喜子）／青森県地域婦人団体連合会（会長・全地婦連常任理
事・向井麗子）／岩手県：岩手県男女共同参画センター（センター長・野崎智恵子）／参画プラン
ニング・いわて（理事長・平賀圭子）／宮城県：イコールネット仙台（代表理事・宗片恵美子）／
せんだい男女共同参画財団（理事長・遠藤惠子）／みやぎ婦人会館（理事長・三浦絢子）／北京Ｊ
ＡＣ仙台（代表・樋口晟子）／秋田県：秋田県女性問題研究会（代表・寺田洋子）／秋田県中央男
女共同参画センター（センター長・見上裕子）／山形県：サポート唯（代表理事・鹿野順子）／
ディー・コレクティブ（代表理事・千川原公彦）／やまがた育児サークルランド（代表理事・野口
比呂美）／みやぎ・やまがた女性交流機構（会長・井上弓子）／庄内地域子育て応援協議会（会
長・伊藤眞知子）／山形県男女共同参画センターチェリア（館長・向出耕次）／福島県：下村満子
の「生き方塾」（塾長・下村満子）／福島県男女共生センター（館長・千葉悦子）／千葉県：ＮＰ
Ｏ法人Ｍ・Ｉ・Ｔ・Ｏ

２１（理事長・黒澤輝子）／茨城県女性団体連盟（広報委員・城倉純子）

／大学女性協会茨城支部（支部長・今高博子）／栃木県：ウィメンズハウスとちぎ（代表・中村明
美）／とちぎ男女共同参画財団（理事長・高野純一）／栃木県女性団体連絡協議会（会長・神宮由
美子）／群馬県：群馬県女性団体連絡協議会 (女連協)（書記・栗田政子）／埼玉県：男女共同参画
こしがやともろう（理事長・原博子）／千葉県：ＮＰＯアーシャ（代表・野原沙希）／すぺーすア
ライズ（事務局長・鈴木ふみ）／ちば菜の花会（世話人代表・松田敏子）／住まい・まち研究会
（理事長・夏目幸子）／流山パートナーシップ（代表・山口文代）／東京都：男女共同参画おおた
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（理事長・牟田静香）／東京ＹＷＣＡ（代表理事・川戸れい子）／白十字訪問看護ステーション
（代表取締役・秋山正子）／神奈川県：ウエスト神奈川女性の人権を守る会（副代表・柳堀恭子）
／かながわ女のスペース"みずら"（理事長・福原啓子）／かながわ女性会議（理事長・上條茉莉子）
／神奈川県地域婦人団体連絡協議会（会長・全地婦連常任理事・松尾美智代）／横浜市男女共同参
画推進協会（理事/統括本部長・桜井陽子）／新潟県：（財）新潟県女性財団（理事長・大島煦美
子）／新潟県中越大震災『女たちの震災復興』を推進する会（代表・樋熊憲子）／北京ＪＡＣ・新
潟（事務局長・小林佳子）／石川県：石川県婦人団体協議会（会長・高田千恵子）／富山県：Ｎプ
ロジェクトひと・みち・まち（Ｎプロ）（副理事長・山下清子）／富山県婦人会（会長・全地婦連
副会長・岩田繁子）／福井県：福井県連合婦人会（会長・全地婦連常任理事・吉田多輝子）／山梨
県：高齢社会をよくするやまぶきの会（代表・藤巻芳恵）／長野県：長野県連合婦人会（会長・全
地婦連常任理事・米窪千加代）／岐阜県：岐阜地区男女共同参画委員会（委員長・宮崎千恵）／静
岡県：静岡県男女共同参画センター交流会議（代表理事・佐藤和子）／男女共同参画フォーラムし
ずおか（副代表理事・松下光恵）／愛知県：ウィル２１フォーラム（理事長・日置雅子）／参画プ
ラネット（事務局長・林やすこ）／三重県：みえウィメンズプラン（代表・伊藤英子）／津アイリ
ス（代表代行・青木美紀）／滋賀県：滋賀県地域女性団体連合会（会長・全地婦連常任理事・中野
璋代）／菜の花プロジェクトネットワーク（代表・藤井絢子）／京都府：京都府男女共同参画セン
ター（らら京都）（館長・浜野令子）／大阪府：（特活）グループみこし（理事長・米田禮子）／
ジェンダーフリーネット・茨木（代表・田原素子）／ＮＰＯフィフティ・ネット（代表・森屋裕
子）／大阪府男女共同参画推進財団（理事長・時岡禎一郎）／高槻ジェンダー研究ネットワーク
（ＴＪＫＮ）（代表・冨田幸子）／兵庫県：ウィメンズネット・こうべ（代表・正井礼子）／男女
共同参画ネット尼崎（理事長・加藤道子）／奈良県：女性と政治をつなぐ会・奈良（代表・吉田よ
うこ）／和歌山県：つばさの会・和歌山（和歌山県海外派遣事業参加者の会）（会長・稲垣恵つ
子）／和歌山ｅかんぱにい（理事長・小原智津）／鳥取県：みもざの会（代表・安田寿子）／島根
県：島根県原発増設反対運動（代表・芦原康江）／岡山女性フォーラム（事務局長・川上紀代子）
／世界女性会議岡山連絡会（代表・時實達枝）／広島県：広島県地域女性団体連絡協議会（会長・
全地婦連常任理事・瀬野周子）／山口県：山口女性サポートネットワーク（代表・小柴久子）／香
川県：香川県婦人団体連絡協議会（会長・全地婦連常任理事・野田法子）／愛媛県：議会に女性を
おくる会（事務局世話人・中野鈴恵）／徳島県：ストップＤＶ・サポートの会（代表・東條恭子）
／高知県：こうち男女共同参画社会づくり財団（理事長・速瀬愛子）／こうち男女共同参画ポレー
ル（理事長・松崎敦子）／高知あいあいネット（代表・青木美紀）／福岡県：（財）アジア女性交
流・研究フォーラム（理事長・吉崎邦子）／北九州サスティナビリティ研究所（主席研究員・織田
由紀子）／子ども家庭センター（理事長・篠崎正美）／北京ＪＡＣふくおか（代表・丸山美恵子）
／北京ＪＡＣ九州（共同代表・三隅佳子）／北京ＪＡＣ九州in久留米（代表・縄崎順子）／佐賀
県：佐賀県女性と生涯学習財団（理事長・大草秀幸）／佐賀県地域婦人連絡協議会（会長・全地婦
連副会長・三苫紀美子）／ＮＰＯ法人女性参画研究会・さが（代表・山崎和子）／長崎県：南高愛
隣会（東京事務所所長・武田牧子）／北京ＪＡＣ九州（長崎（代表・池田玲子）／熊本県：アク
ティブくまもと（代表・原田みよ子）／熊本県男女共同参画活動交流協議会（会長・中山敏子）／
女性史サロンあらお（代表・坂井誠子）／大分県：大分県女性団体連絡協議会（会長・小野ひさ
え）／宮崎県：宮崎県地域婦人連絡協議会（会長・全地婦連常任理事・谷口由美繪）／鹿児島県：
川内ぱれっと（代表・江崎紀久子）／沖縄県：沖縄県連合婦人会（代表・大城節子）／北京ＪＡＣ
沖縄（代表・狩俣信子）
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実行委員一覧・個人（８月２日現在１０７名：アイウエオ順）
青木千惠（男女共同参画おおた副理事長）／赤石千衣子（ＮＰＯ法人しんぐるまざあずふぉーらむ
理事）／赤澤純代（金沢医科大学２１世紀集学的医療センター女性総合医療センター副センター
長）／上之園佳子（日本大学文理学部社会学科教授）／浅倉むつ子（早稲田大学大学院法務研究科
教授）／渥美雅子（弁護士）／跡見順子（東京大学名誉教授・アイソトープ総合センター特任研究
員）／荒木葉子（荒木労働衛生コンサルタント事務所所長）／有馬真喜子（ジャーナリスト）／池
上清子（国連職員）／池田恵子（静岡大学教授）／石川美幸（城西国際大学博士課程）／板本洋子
（日本青年館相談員）／伊藤るり（一橋大学教授）／稲元周子（北京ＪＡＣ世話人）／井上耐子
（全国地域婦人連合会監査）／井上千津子（日本介護福祉学会会長）／井上輝子（和光大学教授）
／岩男壽美子／岩田喜美枝／岩田正美（日本女子大学教授・現代女性キャリア研究所所長）／薄井
篤子（東京理科大学非常勤講師）／内山恵美瞳（華道家・恵美瞳会会長）／江原由美子（首都大学
東京教授）／近江美保（神奈川大学非常勤講師）／大沢真理（東京大学社会科学研究所教授）／太
田まさこ（（財）アジア女性交流研究フォーラム主任研究員）／大橋典子（秋田県女性問題研究会
顧問）／大原美保（東京大学総合防災情報研究センター准教授）／岡田淳子（北海道東海大学客員
名誉教授）／織田由紀子（NPO法人北九州サスティナビリティ研究所）／戒能民江(お茶の水女子大
学名誉教授)／香川恭子／角田宇子（亜細亜大学国際関係学部教授）／金井恭子（リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツネットワークみやぎ副代表・（財）みやぎ婦人会館顧問）／金重惠美子（岡山
中央病院副院長・岡山女性フォーラム）／金平輝子／鴨澤小織（ＪＡＷＷ（日本女性監視機構）役
員）／川島瑠璃（ジャパン・ソサエティー東京代表）／木藤まどか（城西国際大学博士課程）／木
本喜美子（一橋大学大学院社会学研究科教授）／グレイ俣野ゆき子（会社経営者）／黒岩秩子（社
会福祉法人桐鈴会理事長）／小林三津子（城西国際大学博士課程）／小宮ひろみ（福島県立医科大
学付属病院性差医療センター部長）／西園寺昌美（五井平和財団会長）／酒井はるみ（茨城大学名
誉教授）／佐藤加代子（秋田県中央男女共同参画センター副センター長）／沢田薫（（財）大阪市
女性協会経営戦略主幹）／下田敦子（青森県女性議員懇談会会長・弘前医療福祉大学理事長）／庄
司洋子（立教大学大学院教授）／鈴木恵美子（折り紙作家）／鈴木カツ子（宮城県女医会会長）／
須田和（尼崎市議会議員・前尼崎市女性センター所長）／スティール若希（東北大学ＧＣＯE／日
本学術振興会研究員）／砂田登志子／住田裕子（弁護士・ＮＰＯ長寿安心会代表）／諏訪正子（茨
城県坂東市男女共同参画審議会会長）／千田有紀（武蔵大学教授・ウイメンズアクションネット
ワーク（ＷＡＮ）理事）／袖井孝子（お茶の水女子大学名誉教授）／染谷典子／高木宏子（婦人国
際平和自由連盟日本支部前副会長）／田中和子（国学院大学教授）／田中由美子（ＪＩＣＡ国際協
力専門員）／田端八重子（もりおか女性センターセンター長）／田山千賀子（水戸市消費生活セン
ターセンター長）／樽川通子／都河明子（国際女性技術者・科学者ネットワーク日本会長）／辻智
子（２１世紀の女性センターを考える会）／角田由紀子（弁護士）／永田祥子（（財）大阪市女性
協会常務理事）／中村敏子（越谷市男女共同参画支援センター所長）／西武節子（議会に女性をお
くる会世話人）／西山千恵子（慶応大学非常勤講師）／丹羽麻子（女性支援ネットワーク・こおり
やま）／萩原なつ子（立教大学教授）／橋本ヒロ子（十文字学園女子大学教授）／服部恵子（ばん
どう市女性団体協議会会長）／浜田妙子（鳥取県議会議員）／原ひろ子（女性と健康ネットワーク
副代表）／平川和子（東京フェミニストセラピィセンター所長）／福井美穂（難民を助ける会調査
研究担当）／房野桂（ＪＡＷＷ副代表）／藤井美穂（北海道性差医学・医療学会代表理事）／堀口
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悦子（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）／松尾圭（ＤＶを考える若者フォーラムinち
ば実行委員会事務局長）／松田瑞穂（女性人権機構事務局長）／真邉和美（（社）大学女子協会岡
山支部支部長）／見澤孝子（国際女性教育振興会茨城県支部副支部長）／皆川満寿美（大学非常勤
講師）／村松安子（東京女子大学名誉教授）／村松泰子（東京学芸大学学長）／矢ケ部春子（北京
ＪＡＣ九州in久留米）／矢澤澄子（国際女性の地位協会総括理事）／柳下真知子（日本大学大学院
総合科学研究科教授）／柳堀朗子（女性と健康ネットワーク評議員）／柳本祐加子（中京大学法科
大学院教授）／山口洋子／山崎静江（ちば県民共生センターセンター長）／山下泰子（国際女性の
地位協会会長）／山地久美子（関西学院大学災害復興制度研究所研究員）／山中直子（柏市男女共
同参画社会推進協議会）／湯澤直美（立教大学教授）／横山くがこ（前白井市市長）／吉田穂波
（日本プライマリ・ケア連合学会妊産婦支援チーム「東北すくすくプロジェクト」派遣医師）／吉
田容子（弁護士）／吉村直子（ＪＡＷＷ（日本女性監視機構））／渡部尚子（聖路加看護大学客員
教授）
実行委員会内作業チーム（アイウエオ順・１６名）
青木玲子（全国女性会館協議会常任理事）
天野恵子（性差医療情報ネットワーク代表）
大沢真理（東京大学社会科学研究所教授）
大野曜（日本女性学習財団理事長）
庄司洋子（立教大学大学院教授）
田中正子（JAWW

日本女性監視機構代表代行）

堂本暁子（女性と健康ネットワーク代表）
原ひろ子（女性と健康ネットワーク副代表）
樋口恵子（高齢社会をよくする女性の会

理事長）

船橋邦子（北京ＪＡＣ（世界女性会議ロビイングネットワーク共同代表）
松尾圭（ＤＶを考える若者フォーラムinちば実行委員会事務局長）
松原弘子（事務局員）
皆川満寿美（大学非常勤講師）
目黒依子（リーダーシップ１１１代表）
柳堀朗子（女性と健康ネットワーク評議員）
山口文代（流山パートナーシップ代表）
＜「災害・復興と男女共同参画6.11シンポ」実行委員会事務局＞
〒260-0044

千葉市中央区松波2-8-6-802（TEL:043-239-7501/043-239-7501）

E-mail:saigai.gender@gmail.com
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【12】6.11 シンポ「ご参加くださった方へのアンケート」のまとめ
回収数 ：170 通（参加 350 人中）
回収方法：当日配布資料の 1 つとしてアンケート用紙（黄色）を配布し、会場出口 3 か所に回
収ボックスを設置して自由に投函してもらう形とした。シンポの中間地点である昼
食休憩直前と、全体の終了後の 2 回、司会から、アンケート協力の依頼（記載の促
し）をアナウンスした。

設問と回答：
問１：このイベントを何でお知りになりましたか。該当するものに○をつけてください（複数回
答可）。
1.実行委員会のメール
32.4%（55）
2.日本学術会議 HP
10.6%（18）
3.友人から
24.1%（41）
4.学校で
7.1%（12）
5.所属する NGO で
17.6%（30）
6. その他
22.4%（38）
・メーリングリスト：9 ※災害時の性被害とＤＶネットワーク ML、日本文化人類学学会 ML、
震災後の女性・子ども応援プロジェクト ML など
・ウェブサイト：3 ※災害と女性？HP、東北大 GCOE の HP、ジェンダー法学会 HP
・女性センター・女性団体等からの案内：9 ※千葉県男女共生センター、男女センター、かな
がわ女性会議、女性団体より、女性会館協議会、ＪＦＦＷ会員、ＮＡＨＷ、千葉県民共生セン
ターセンター長さんより
・イベント会場：2 ※ＣＳＷ聴く会会場にて、ＣＳＷの聞く会でのパンフ
・職場：3
・マスコミ：1 ※週刊金曜日
・所属学会：4 ※ジェンダー法学会、所属学会からの連絡、家族社会学会からのメール
・その他：5 ※パンフレット、事務局長より、５．１７？の会議に参加して、県から、家族か
ら）

問２：本日は午前・午後とも参加なさいましたか。該当するものに一つ○をつけてください。
1.全日参加
85.9%（146）
2.午前のみ
3.5%（6）
3.午後のみ
8.8%（15）
4.その他 1.8%（3）
※３時まで（他の会合のため）、午後途中まで、パネルディスカッションまで、一部、午前一部と午
後

問３：どの観点から災害や復興にご関心がおありですか。ご自由にお書きください。（紙面が足
りない場合は裏面もご使用ください。）
［以下は，自由記述の内容を、実行委員会作業チーム事務局が大別したもの］
ジェンダー不平等・男女共同参画と災害／社会政策・災害対策・地域づくり（コミュニティの課
題）とジェンダー／災害時の社会格差・弱者保護・支援・ケアのあり方について／性暴力／原発
事故・福島／国際協力活動と災害支援／災害時の医療・看護・福祉／報道では得られない情報を
得たい／女性センターに何ができるか

問４：本日お聞きになったプログラムのうち、どれがあなたにとって最も良かったとお考えです
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か。該当するもの一つに○をつけてください。
1.開会挨拶
2.4%（4）
2.基調講演
24.1%（41）
3.被災地からの報告
17.6%（30）
4.質疑応答(午前の部)
2.9%（5）
5.リレートーク
40.0%（68）
6.パネルディスカション 17.1%（29）
7.質疑応答(午後の部)
1.2%（2）
8.提言に向けてのまとめ 5.9%（10）
9.閉会の辞
2.9%（5）
10.良いものはなかった 0.0%（0）
［余白に、一つを選ぶのは困難という書き込みが複数あり］

問５：このシンポジウムの運営に関して、ご意見をご自由にお書きください。（紙面が足りない
場合は裏面もご使用ください。）
［以下は、自由記述から本誌の編者が抜粋したもの］
学者、政治家、市民運動家の連携に意義／現地の女性の声が聞けてよかった／内容が豊富／進行
もてきぱきしてよかった
時間が足りなかった（盛りだくさんにすぎる、登壇者が多すぎる）／もっと広い会場を／原発事
故のことをもっと取り上げるべき／資料集に通しページ番号がほしかった
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ߦ㔚ሶࡔ࡞ߢߩߏᗧ߽ߚߛ߈߹ߒߚߎߎޕ

ߣ߁ߎߣࠍᗵߓ߹ߔޕ
㧔ਛ⇛㧕

߆ࠄ߽ෳട⠪ߩ⊝ߐࠎߩᒝ㗴ᗧ⼂ߣ⼂߇ታ

ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩࡔࡦࡃߦޔੑචੱએౝߣߐ

ᗵߐࠇ߹ߒߚߏߩߢ⚕↪ޕᗧߪᒰᣣߩ߁ߜߦ

ࠇߡ߅ࠅ߹ߔࡔࡦࡃޔචੱߢ=ᅚᕈߪ?৻

PDF ൻߐࠇߡታⴕᆔຬળᬺ࠴ࡓߦߐࠇޔ

ੱߛߌ߅ࠅߦߥߞߡ߹ߔߌࠇߤ߽ߩߎޔၮᧄ

㔚ሶࡔ࡞ߢߩߏᗧ߽ൊ᩺ߒߡޔ⠉ 12 ᣣߦⷐ

ᴺߩ⟎ઃߌߦࠍࡃࡦࡔޔჇ߿ߔ㓙ߦߪߐ߰ޔ

ᦸᦠ㧔Ԝ㧕ࠍขࠅ߹ߣ߹ߒߚޔࠍࠇߘޕ6  13ޔ

ࠊߒ⍮ࠍᜬߞߚᅚᕈࠍⶄᢙฬࠇߡߚߛ߈

14ޔ15 ᣣߦ࿖ળ⼏ຬޔ㑐ଥ㑑ᆔຬߦឭߒ߹

ߚޕᓳᣥᓳ⥝ߩࡊࡦࠬߩࠬࡠࡊߩߘޔਛ

ߒߚޕ

ߦ↵ᅚหෳ↹ߩ㊀ⷐᕈߦߟߡߤߩࠃ߁ߦᗵߓ

 ߘߩ㓙ߦ߹ߕ㊀ⷞߒߚߩ߇ޔෳ⼏㒮ߦ߅ߌࠆᓳ

ߡ߅ࠄࠇࠆߩ߆✚ޔℂߦ߅ુߒߚߣᕁ߹ߔޕ


⥝ၮᧄᴺ᩺ߩክ⼏ߢߔޕ6.11 ࠪࡦࡐߢ߽⸒ߐࠇ

ౝ㑑✚ℂᄢ⤿㧔⩲⋥ੱ㧕ߎߩᓳ⥝ߦߪᅚᕈߩⷞὐߣ

ߚࠃ߁ߦ⼏ⴐޔ㒮ߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝․ᆔຬળ

߁߽ߩ߇㊀ⷐߢࠆߣ߁ᓮᜰ៰ߪߘߩߣ߅ࠅ

ߢߩክ⼏ߢߪޔ᳃ਥ⥄ޔ᳃ޔ㧟ౄߩℂ߇ᴺ

ߛߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕᒰೋߩࡔࡦࡃߩਛߦᅚᕈ

᩺ୃᱜߢวᗧߒޔᅚᕈ╬ߩᗧߩᤋࠍㅀ

ߩᣇ߇⚿ᨐߣߒߡዋߥߊߥߞߡࠆߣ߁ߎߣߦ

ߩၮᧄℂᔨ߇ޔ
ᴺ᩺ߦ⋓ࠅㄟ߹ࠇ߹ߒߚޕ
ߒ߆ߒޔ

ߟߡߪᄢᄌ↳ߒ⸶ߥߊᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕᓟޔ

ߘߩᴺ᩺ߩክ⼏ߪ 6  9 ᣣඦᓟߩታ⾰ඨᣣߢߒߚޕ

ߎࠇ߇ᴺᓞߦࠃࠆᱜᑼߥᒻߩᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߣ߁

ෳ⼏㒮ߢߪࠃࠅలታߒߚክ⼏߇ᦼᓙߐࠇߚߩߢߔޕ

ᒻߦߥࠅޔߦ߁ࠃߚߒ߹ࠅ߇߅ߚ߹ޔੑච
ฬએౝߣ߁ࡔࡦࡃߩਛߢߩࠄ߆ࠇߎޔㆇ༡

㧢 14 ᣣߩෳ⼏㒮᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝․ᆔຬળ

ࠍߡᅚᕈߩᣇߦ߽ߞߣߞߡ߽ࠄ߃ࠆࠃ߁ߦ

ጟፒ࠻ࡒሶෳ⼏㒮⼏ຬ㧔ችၔ⋵ㆬ㧕ߪߚ⑳ޔ

ߩ⽿છ⠪ߢ߽ࠅ߹ߔ⊖ᣛ㗡⼏㐳ߣᤚ㕖߅

ߜ߇ 5  9 ᣣએ᧪ᗧ឵ߒ߅߽ᦠᦸⷐޔዯߌߒ

ࠍߒߡ߁߁ߘޔᣇะߢㅴߡ߹ࠅߚߣޔ

ߡ߈ߚ࿖ળ⼏ຬߩ߅ 1 ੱߢߔޕጟፒ⼏ຬߪޔ㧢

ߎ߁⠨߃ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

14 ᣣߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝․ᆔຬળߢ⾰ߦ┙
ߜޔએਅߩࠃ߁ߦޔ
ޟ6.11 ࠪࡦࡐ߇ߥߒ⚫ࠍޠ

 ᅚᕈ⼏ຬ߿↵ᕈ⼏ຬߦࠃࠆߎߩࠃ߁ߥᐲ㊀ߥࠆ

ࠄޔᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߦᅚᕈᆔຬࠍჇ߿ߔࠃ߁✚⩲ޔ

࿖ળ⾰ߢޔᓢޔ߇ߔ߹ࠅߪߢߦޘἴኂᤨߦ߅

ℂߦ⾰ߒ߹ߒߚޕ

ߌࠆᅚᕈߩ㗴↵ޔᅚหෳ↹ߩⷞὐߩ㊀ⷐᕈ߇
⼂ߐࠇ߹ߒߚޕ

ጟፒ࠻ࡒሶ ච৻ᣣޔవㅳߩᦐᣣߦޔᣣᧄቇ

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩឭ⸒

ⴚળ⼏ߢᓳᣥᓳ⥝ߩోߡߩᲑ㓏ߦ↵ᅚหෳ↹߇
㊀ⷐߛߣ߁࠹ࡑߢࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߇㐿ߐࠇ߹

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩߩߢ߹ࠇߎޟክ⼏

ߒߡⵍޔἴߩᅚᕈࠍᆎో࿖ߩᅚᕈ࿅ߩઍ

ㆊ⒟ߦ߅ߡߐࠇߚਥߥᗧ㨪ޟᓳ⥝᭴ᗐ 7 ේ

߿ኾ㐷ኅ߇Ꮸࠍߚߒ߹ߒߚ࠙ࠫࡐࡦࠪߩߎޕ

ೣޟߣޠ5 ߟߩ⺰ὐޠ㨪ޠ
㧔5  29 ᣣ㧕ߢޔ
↵ޟᅚ

ࡓߩታⴕᆔຬળߦߪో࿖྾ච৾ㇺᐭ⋵ߩᅚᕈ࿅

หෳ↹␠ળ⸒߇ޠߐࠇߚߎߣߪᦠᦸⷐޔԜߦ

߇ෳടߒߡ߅ࠅ߹ߒߡޔᒰᣣ߽ో࿖߆ࠄෳടߩ

߽ᒁ↪ߒߚㅢࠅߢߔߩߎޔߒ߆ߒޕᢥᦠߪޔክ⼏
3

ㆊ⒟ߢߐࠇߚߐ߹ߑ߹ߥᗧࠍߔࠆ߽ߩߢޔ

⊒ߐࠇ߹ߒߚޕ
߽ࠍ⺕ޟឃ㒰ߒߥ൮៨ဳߩ␠ળ

วᗧߦ⥋ߞߚ߽ߩߢߪࠅ߹ߖࠎޕ6.11 ࠪࡦࡐߩ

ߠߊࠅޠ
㧔34 ࡍࠫ㧕ࠍឭ໒ߒޔߢ߹ࠇߎޔ
ޟჿࠍ

ᒰᣣߦ㐿ߐࠇߚᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߢߪޔᓮ⾆⼏㐳

ߍߦߊ߆ߞߚᅚᕈߥߤ߇ޔ㔡ἴࠍᄾᯏߦၞߠ

ઍℂߦࠃࠆޟ
ޟᓳ⥝߳ߩឭ⸒ޠ㛽ሶ㧔ߚߚ߈บ㧕
ޠ

ߊࠅߦਥ⊛ߦෳടߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆࠅߣޕ

߇⼏⺰ߐࠇߐࠇߡ߹ߒߚޟߩߎޕ㛽ሶߢޠ

ࠊߌ↵ޔᅚหෳ↹ߩⷞὐߪᔓࠇߡߪߥࠄߥޠ

ߪޔ
ޟߢޠ⺰✚ޟᷫἴߩޠ⠨߃ᣇ߇ࠢࡠ࠭ࠕ࠶ࡊ

㧔34-35 ࡍࠫ㧕
⸥ߣޔㅀߐࠇ߹ߒߚޕ

ߐࠇࠆߣߣ߽ߦޔ
ޟߩޠ⺰ᧄޟ㧞 ߊࠄߒߣߩ

߹ߚޔ
ޔߡߟߦޠࠅߊߠߜ߹ޟ
ޟ᳃ᗧߩ㓸

ౣ↢ޟߩޠၞ൮ࠤࠕޔߡ߅ߦޠ
ޟஜක≮ޔ

⚂ߦߚߞߡߪޔᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㜞㦂⠪ޔ㓚ኂ⠪ޔ

⼔ಽ㊁ࠍᓳ⥝ᦼߦ߅ߌࠆၞߩၮᐙ↥ᬺ

ᄖ࿖ੱ╬ߩᗧߦߟߡ߽ࠍࠇߎޔㆡಾߦᤋߐ

ߩ৻ߟߦ⟎ߠߌ⧯ޔ⠪ᅚᕈ╬ߩ㓹↪ࠍ⏕ޠ

ߖޠ
㧔11 ࡍࠫ㧕ࠆߣߒޔߦࠄߐޔ
ޟၞ൮ࠤࠕ

ߣ⸥ㅀߐࠇ߹ߒߚޕഭಽ㊁ߦ㒢ቯߐࠇߚ⸥ㅀߢ

ࠍਛᔃߣߔࠆஜක≮ߩ⼔ޔᢛޠ

ࠅޔ
ޟ㧡ߟߩ⺰ὐޠ
߆ࠄ೨ㅴߒߚߣߪ߃߹ߖࠎޕ

ߢߪޔ
⧯ޟ⠪ᅚᕈ㜞㦂⠪㓚ኂ⠪ࠍ㓹↪ࠍ

 ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩឭ⸒ߦ↵ᅚหෳ↹ߩⷞὐࠍ

ⵍἴߦ߅ߡ⏕ߒޠ
㧔14 ࡍࠫ㧕
⸥ߣޔタߐࠇ

ᤋߐߖࠆߚߩⷐᦸᵴേࠍޔᒝࠆᔅⷐ߇ࠅ߹

ߡ߹ߔޕ
5  10 ᣣߩᓳ⥝ 7 ේೣߦߪޔ
↵ᅚหෳ↹ߩⷞ

ߒߚޕ

ὐߪ߽ߜࠈࠎޔᅚᕈ߳ߩ㈩ᘦ߽⺒ߺขࠆߎߣߪߢ
㧢 21 ᣣ

߈߹ߖࠎߢߒߚޕ
ߎࠇߦߚߒߡޔ
6  25 ᣣߩ
ޟឭ

ጊ✚ോᄢ⤿ߣ㕙⺣

߆ߨߡ߆ࠄⷐᦸߒߡߚ ጊ✚ോᄢ⤿ߣߩ㕙⺣

⸒ޠ
ߦޔ
↵ޟᅚหෳ↹ߩⷞὐߪᔓࠇߡߪߥࠄߥޠ

߇ޔ6  21 ᣣߦታߒޔ6.11 ࠪࡦࡐߩⷐᦸᦠ㧔Ԝ㧕

ߣߞߚߎߣߪ⹏ଔߢ߈߹ߔߪࠄࠇߘޔߒ߆ߒޕ

ࠍᚻᷰߒ߹ߒߚ ޕጊ✚ോᄢ⤿ߪ㠽ข⋵⍮ᤨઍ

ࠄ߆ߦ↵ޔᅚหෳ↹ࠍਥᵹൻߒߚᦠ߈ㄟߺᣇ

߆ࠄ↵ᅚหෳ↹ߦߪᾲᔃߢޔἴኂಽ㊁ߢ߽↵ᅚ

ߣߪ߃߹ߖࠎޕ

หෳ↹ߩⷞὐߩ㊀ⷐᕈߪ⼂ߒߡ߅ࠄࠇޔᔕេ

ߘ߽ߘ߽ޔ㒋᷆〝ᄢ㔡ἴޔᣂẟਛ㔡એ

࿅ߩ┙႐߆ࠄߩ⊒⸒߇ᄙߊޔᔃᒝ㒢ࠅߢߒߚޕ

᧪ޔᅚᕈߚߜߪჿࠍߍ⛯ߌߡ߅ࠅޔ
ߢ߹ࠇߎޟჿ

ጊᄢ⤿ߩഥ⸒ߪޔ
ޟ࿁ޔᚑ┙ߒߚᓳ⥝ၮᧄᴺ

ࠍߍߦߊ߆ߞߚᅚᕈߥߤޔߪߦ߁ߣޠ㆑

ߦၮߠߡߟߊࠄࠇࠆᓳ⥝ᐡߦߤࠇߛߌᅚᕈ߇㈩

ᗵࠍᗵߓ߹ߔޟߚ߹ޕᅚᕈޔሶߤ߽ޔ㜞㦂⠪ޔ

⟎ߐࠇࠆ߆߇ൎ⽶ޕኾ㐷ߦ↵ޟᅚหෳ↹ߩⷞὐޠ

㓚ኂ⠪߈ᦠ߁ߣޠᣇߪޔ
ޟἴኂᒙ⠪ߩߡߒߣޠ

߆ࠄߩ╷┙᩺ࠍᜂᒰߔࠆ⡯ຬ߇ᔅⷐޠ
ޔ
ߣߩౝኈ

ࠄࠇᣇߢ߽ߢ߹ߊޔ╷ߩኻ⽎ߣߒߡߩ⟎ߠ

ߢߒߚޔߦࠄߐޕ
ోޟ࿖ߢᧄᩰ⊛ߦ㒐ἴળ⼏ߦᅚᕈ

ߌߢࠅޔ╷ࠍ┙᩺ߔࠆਥߣߒߡᅚᕈࠍ⟎

ࠍෳടߐߖࠆߦߪޔἴኂኻ╷ၮᧄᴺࠍᡷᱜߔࠆએ

ߠߌߡ߹ߖࠎޕᅚᕈࠍ৻ੱߩਥᮭ⠪ߣߒߡޔᄢ

ᄖߦߥߣޠᜰ៰ߐࠇ߹ߒߚޕ

ੱߣߒߡᛒߞߡࠆߣߪᕁ߃߹ߖࠎߢߒߚޕ

ጊᄢ⤿ߣߩ㕙⺣ߢޔ
⑳ߚߜߪޔ
㒐ἴળ⼏ߥߤޔ

ߣߎࠈߢޟឭ⸒ޔߪߢޠ㨬ᷫἴ㨭߇ᦨ߽㊀ⷐߥࠠ

ᗧᕁቯߩ႐ߦᅚᕈࠍჇ߿ߔߚߦߪޔἴኂኻ╷

ࡢ࠼ߦߥߞߡ߹ߒߚޕ6.11 ࠪࡦࡐߢ⍮ࠍ

ၮᧄᴺࠍᡷᱜߔࠆᔅⷐ߽ࠆޕߚߒ߹ߒ⼂ߣޔ

឵ߒࠛࡦࡄࡢߒߚ⑳ߚߜߦߣߞߡߪޔ
ߘߩ
ޟᷫ
ἴޠᔨ߇ޔ࿖㓙ᮡḰߦᾖࠄߒߡ⁜ߎߣ߽ࠄ

ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ޟឭ⸒↵ޟߦޠᅚหෳ↹ߩⷞὐޠ

߆ߢߒߚߩߎޕὐߦ߆ࠎߔࠆⷐᦸߪޔᓟㅀߩࠃ߁

⸥ޔ㕙ߢޟᷫἴޠᔨߪ⁜

ߦ 7  11 ᣣߦ߅ߎߥ߹ߒߚޕᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩ

6  25 ᣣߦ᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩឭ⸒

ឭ⸒ߩߎ߁ߒߚ㒢⇇ࠍ⓭⎕ߔࠆߚߦߪޔᓳ⥝ኻ

ߣߒߡޟᓳ⥝߳ߩឭ⸒㨪ᖤᗌߩߥ߆ߩᏗᦸ㨪߇ޠ

╷ᧄㇱ߇ 7 ᧃ߹ߢߦ╷ቯߔࠆޟᓳ⥝ၮᧄᣇ㊎ޠ
4

ࠍޔ
ߢ߈ࠆߛߌࠃ߽ߩߦߔࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣ߇ޔ

ᨐߚߔ߇᭴▽ߐࠇߥ߆ߞߚ߆ࠄߢߔߩߘޕン

ࠄ߆ߦߥߞߡ߈߹ߒߚޕ

ࠍ〯ࠎߢߪߥࠄߥߣ⠨߃ޔએਅߩὐࠍ⸥ߒߚ
ᣂߒⷐᦸᦠࠍ 6  28 ᣣ߹ߢߦߟߊࠅ߹ߒߚ
㧔ⷐ

㧠㧚ᓳ⥝ၮᧄᣇ㊎ߦะߌߡ

ᦸᦠԝ㧕
ޕ

ᓳ⥝ၮᧄᣇ㊎ߦะߌߚⷐᦸᦠࠍᚑ

㧔㧝㧕
↵ޟᅚหෳ↹ߩⷞὐߩᔀᐩޠ
ߣᅚᕈߩෳ↹ޠ

1999 ᐕߦ↵ᅚหෳ↹␠ળၮᧄᴺ߇ቯߐࠇޔ

᳃ߩߊࠄߒߩ႐ߦㄭ
ߦട߃ߡޟ߇ࠇߘޔ

2000 ᐕ 12 ߦᦨೋߩ↵ᅚหෳ↹ၮᧄ⸘↹߇╷

ၮ␆⊛⥄ᴦ߿᳃⥄ᴦ⚵❱ߦ߅ߡߊߣޔ

ቯߐࠇ߹ߒߚޔߒ߆ߒޕᒰᤨߩ࿖ౝᧄㇱᯏ᭴ߩ

ߦ㊀ⷐߢࠆߣޠలޕ

ോዪߪ✚ޔℂᐭ↵ᅚหෳ↹ቶߢࠅޔ㑐ଥ⋭ᐡ

ޟේሶജ
㧔㧞㧕
ޟᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߩჇຬߦޠട߃ߡޟ

ߦኻߒߡㅪ⛊⺞ᢛࠍⴕߥ߁ߎߣߪߢ߈ߡ߽✚ޔว

⊒㔚ᣉ⸳ߩߦࠃࠆἴኂࠍฃߌߚၞߩ

⊛ߥડ↹⺞ᢛߩᮭ㒢ߪ߽ߜ߹ߖࠎߢߒߚߪ⑳ޕ

ᓳ⥝ߦ㑐ߔࠆว⼏ߩᯏ㑐↵ޔ߽ߡ߅ߦޠ

1996 ᐕᒰᤨޔᣂౄߐ߈߇ߌߩ⼏ຬ࿅ᐳ㐳ߣߒߡޔ

ᅚหෳ↹ߩⷞὐࠍᜬߞߚᆔຬߌࠊࠅߣޔᅚ

ߚ߆ሶߐࠎߩ␠ળౄߣߣߣ߽ߦ╙ޔੑᰴᯅᧄ

ᕈᆔຬࠍ↪ߔࠆߎߣߣޠల

㦖ᄥ㇢ౝ㑑ߣ㑑ᄖㅪ┙ߒߡ߹ߒߚߩߘޕㅪ┙ߩ

ᒰ㕙᧲ޔᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ኻ╷ᧄㇱ
㧔㧟㧕
ޟᒰ

ߚߩ 3 ౄวᗧߦߪޔᅚᕈߦ㑐ߔࠆၮᧄᴺߩቯ

ኻ╷ᧄㇱߦޔ
↵ޟᅚหෳ↹ߩⷞὐޠ
㧔⒓㧕

ߛߌߢߥߊ↵ޔᅚหෳ↹ࠍផㅴߔࠆ࿖ౝᧄㇱᯏ

ᜂᒰㇱ⟑ࠍ⸳ߌޔ㗔ၞᮮᢿ⊛ߥડ↹⺞ᢛߦᒰ

᭴ߩలᒝൻࠍߡ߹ߒߚޕ

ߚࠄߖࠆߎߣޔߚ߹ޕᓳ⥝ᐡߦ߅ߡ߽ߎࠇ

↵ᅚหෳ↹ࠍផㅴߔࠆ࿖ౝᧄㇱᯏ᭴ߩలᒝ

ࠍᒁ߈⛮ߋߎߣޠ
ߣޔలޕ

ൻߪޔᯅᧄ㚂⋧߇ⴕᡷ㕟ߣߒߡⴕߥߞߚਛᄩ⋭
ᐡߩౣ✬ࠍߟ߁ߓߡታߐࠇ߹ߒߚޕ6.11 ࠪࡦࡐ

ޟᷫἴߡߞߋࠍޠ

ࠍߒߚᣣᧄቇⴚળ⼏ߩੱ㑆ߩో㓚ߣࠫࠚ

ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏߇ឭ໒ߔࠆޟᷫἴޠᔨߦ߆ࠎߒ

ࡦ࠳ᆔຬ㐳ߩⁿญ㇌ሶߐࠎߪޔᒰᤨߩⴕᡷ㕟

ߡ⑳ߚߜ߇ᗧࠍㅀߴߚߩߪޔ7  11 ᣣߩᓳ⥝ኻ

ળ⼏ߩ໑৻ߩᅚᕈࡔࡦࡃߢࠅޔ࿖ౝᧄㇱᯏ᭴

╷ᄢ⤿ተߩⷐᦸᦠߢߔ㧔ⷐᦸᦠԞ㧕
ޕᓳ⥝᭴ᗐળ⼏

ߩలᒝൻࠍ৻⽾ߒߡឭ᩺ߐࠇߡ߹ߒߚޕ2001

ߩឭ⸒ߩޟᷫἴ⥄ޟޔߪޠὼἴኂߦኻߒⵍޔኂࠍ

ᐕ 1 ߆ࠄౝ㑑ᐭ߇⸳ߌࠄࠇ㊀ⷐ╷ߩ⋭ᐡᮮᢿ

ቢోߦኽߓࠆߩߢߪߥߊᦨߩߘޔዊൻࠍਥ⌒ߣߔ

⊛ߥડ↹⺞ᢛࠍⴕ߁ߎߣߣߥࠅޔౝ㑑ᐭ߇⺞ᢛߔ

ࠆߎߣ࠼ࡂޔߚߩߘޕኻ╷㧔㒐ᵄႇ㒐ầႇ

ࠆ 4 ߟߩ㊀ⷐ╷ߩ㧝ߟߣߒߡ↵ᅚหෳ↹߇

ߩᢛ╬㧕࠻ࡈ࠰ޔኻ╷㧔㒐ἴ⸠✵ޔ㒐ἴᢎ⢒╬㧕

⟎ߠߌࠄࠇ㧔ઁߪ⚻ᷣ⽷⻁ޔਛᄩ㒐ἴ✚ޔว

ࠍ㊀ጀ⊛ߦ⚵ߺวࠊߖࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆޠ㧔㧞

⑼ቇᛛⴚ㧕
ޔ
↵ᅚหෳ↹ળ⼏ߣ↵ᅚหෳ↹ዪ߇

ࡍࠫޔᵈ㧞㧕ߣޔቯ⟵ߐࠇߡ߹ߒߚޕ
ߒ߆ߒ࠻ࡈ࠰ޟߢߎߎޔኻ╷ߣޠ߫ࠇߡࠆ

⸳⟎ߐࠇߚߩߢߔޕ
ߎߩ⚻㛎߇ᢎ߃ߡࠆߩߪޔᓳ⥝ኻ╷ᧄㇱߦ߅

߽ߩߦߟ߈ߩߚߒ⏕ߢࡐࡦࠪ  ߇ߜߚ⑳ޔ

ߡ߽↵ޔᅚหෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄኾ㐷ߦ╷┙᩺

ߪޔ⇇ߩἴኂᓳ⥝ߩታ〣ߣ⎇ⓥߩㅢ⼂ߢ

ࠍᜂᒰߒޔ㗔ၞᮮᢿ⊛ߥડ↹⺞ᢛߩᓎഀࠍ⛮⛯⊛

␠ޟળ⊛⣀ᒙᕈUQEKCNXWNPGTCDKNKVKGUޠ
ߪޟޔ

ߦᨐߚߔㇱ⟑߇ᔅⷐߛߣ߁ߎߣߢߔޕ㒋᷆〝

ߩసߣߒߡᐢߊᝒ߃ߡࠆ߁ߣޔὐߢߒߚ

ᄢ㔡ἴᓟߦߪޔ㒐ἴ⸘↹ߦ↵ޟᅚᣇߩⷞὐ߇ޠ

㧔ᧄႎ๔ᦠ⸥㍳✬ޔᳰ↰ᕺሶႎ๔㧕ࠆ߃߆ޕ

⸥ߐࠇߥ߇ࠄޔ
߅ޟ㗴⋡ߡߞ߹ߒߡߞࠊ⚳ߦޠ

ߣޔ࠳ࡦࠚࠫޔၞޔᐕ㦂㓏ጀޔࠖ࠹ࠪ࠾ࠬࠛޔ

߹ߒߚޔߪࠇߘޕડ↹⺞ᢛߥߤߩᯏ⢻ࠍ⛮⛯⊛ߦ

ቬᵷߥߤߦࠃࠆ␠ޔળߩⵚᩰᏅ␠ޔળ⊛ឃ㒰
5

ߥߤߩ⸃ᶖ߇ޔἴኂߦᒝ␠ળ㧔UQEKCN

╷ᧄㇱߦ߅ߡޔᅚᕈߩჿࠍ⡬ߊળࠍቯᦼ⊛ߦ㐿

TGUKNKGPEGVQFKUCUVGTU ᷫἴ␠ળ㧕ࠍࠆޔ

ߔࠆߎߣޠ
ࠅ⋓ࠍߤߥޔㄟߺ߹ߒߚޕ

ߣ߁⼂ߢߔޕ

ઁߦౕ⊛ᣉ╷ߩ৻ߟߢࠆޟൎᚻߩࠃ

   ᣣߩⷐᦸᦠԞߢߪߩߎޔὐࠍᜰ៰ߒ↵ޔ

ઃ㊄ޔߡߒߣޠ
ޟᅚᕈߩᵴべߦࠊࠇࠆࠃ߁ߦ

ᅚหෳ↹ߩᔅⷐᕈ߿ᗧ⟵߇ၞߠߊࠅߦ⇐߹

ߔࠆߎߣߩߚߩߘޕᨒࠍ⸳ቯߔࠆޕ㧛࠰ࡈ࠻

ࠆ߽ߩߢߪߥߣޔᔨࠍߒ߹ߒߚ ߡߒߘޕ

߇㊀ⷐߢࠅޔᅚᕈߩዞᬺᬺ㧔ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ

ࠪࡦࡐߢߒߚ⼂ࠍ㧞ߟߩޟෳ⠨ߡߒߣޠᷝ

ࡆࠫࡀࠬޔ
࠰ࠪࡖ࡞ࡆࠫࡀࠬ㧕
ߩߚߩ⾗㊄߿ޔ

ઃߒ߹ߒߚޕ

ዞᬺᬺࠍᡰេߔࠆߚߩ⚵ߺߦ↪ߢ߈ࠆ
ࠃ߁ߦߔࠆޕሶ⢒ߡᡰេߥߤߩⅣႺᢛ߽㊀ⷐߢ

㧣 14 ᣣ ᳃ਥౄߩሶߤ߽↵ᅚหෳ↹⺞ᩏ

ࠆޠ
߈ᦠࠍߤߥޔട߃߹ߒߚޕ

ળߢߩࡅࠕࡦࠣߣߘߩᓟߩⴕേ

ਛᄩ㒐ἴળ⼏ޔ
 ߹ߚᦠᦸⷐޔԡߢߪೋߡޔ
ޟਛ

 㧣 13 ᣣߩᄕᣇߦ⮮↰৻ᨑⴐ⼏㒮⼏ຬ߆ࠄޔ

ㇺᐭ⋵㒐ἴળ⼏ޔᏒ↸㒐ἴળ⼏ߦ߅ߡᅚᕈ

⓭ޟὼߢߔ߇ޔᣣߩᦺޔ᳃ਥౄߩሶߤ߽↵ᅚ

ߩ₸߇㕖Ᏹߦૐߎߣ߆ࠄޔᅚᕈ߇ෳടߢ߈ࠆࠃ

หෳ↹⺞ᩏળߢἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ߦߟ

߁ἴኂኻ╷ၮᧄᴺࠍᡷᱜߔࠆߎߣߒ߹ߒᦸⷐࠍޠ

ߡߒߦ᧪ߡ߶ߒޠ
ߣޔ㔚߇ࠅ߹ߒߚߘޕ

ߚߩⴕޕἴኂኻ╷ၮᧄᴺߢߪޔਛᄩ㒐ἴળ⼏߿

ߎߢޔ7  11 ᣣߩⷐᦸᦠ㧔Ԟ㧕ߩᢥࠍᡷࠆߣ

ㇺᐭ⋵㒐ἴળ⼏ߩᆔຬߩછߦߟߡ⼊ޔኤᧄ

ߣ߽ߦᦸⷐߩߢ߹ࠇߎޔ㗄ࠍ⸥ߒߚⷐᦸᦠ

ㇱ㐳߿ᶖ㒐ᯏ㑐ߩ㐳ߥߤ↵ޔᕈ߇ᄙ㗔ၞߩ⡯ോ

㧔ԟ㧕ࠍᚑߒ߹ߒߚޕ

߇ᜰቯߐࠇߡ߹ߔޔߚߩߘޕᅚᕈࠍછߔࠆ

⠉ 14 ᣣඦ೨ 8 ᤨඨ߆ࠄ㧥ᤨ߹ߢޔෳ⼏㒮⼏ຬ

ߩߪ࿎㔍ߢޔၞߩᅚᕈ㗴ߦᦨ߽ߒฦㇺ

ળ㙚ߢߩ⺞ᩏળߦ߅ߡⷐᦸᦠԟߩౝኈࠍ⺑ߒޔ

ᐭ⋵ߩᅚᕈࡦ࠲ᅚᕈળ㙚ߩ㐳߿⡯ຬࠍޔ㒐

㧣ਛߦ╷ቯ߇੍ቯߐࠇߡࠆᓳ⥝ၮᧄᣇ㊎ߦޔ

ἴળ⼏ߩᆔຬߣߒߡ⍮߇છߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹

↵ᅚหෳ↹ࠍౕ⊛╷ߣߒߡ⏕ߦᦠ߈ㄟ

ߖࠎోޕ࿖⊛ߦᅚᕈᆔຬࠍჇ߿ߔߚߦߪᴺᓞߩ

ࠃ߁ߦⷐ⺧ߒ߹ߒߚޕ

ᡷᱜ߇ᔅⷐߥߩߢߔᦠᦸⷐߩߎޕԡߩ㗄⋡ߪޔ8

⺞ᩏળ⚳ੌᓟޔෳടࡔࡦࡃߢ⋧⺣ߒᦠᦸⷐޔ

ᧃ߹ߢߦታߩㅢߒ߇┙ߞߡߥߩߢޔ

ԟߦߞߡߥ㗄⋡߽ㅊടߒߡᣂߒⷐᦸᦠࠍ

ᦨᓟߦᦠ߈߹ߔޕ

ᚑߔࠆߴ߈ߛߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߒߚ ޕጊᄢ

 㐳ⴕേߩᣣߣߥߞߚ 7  14 ᣣޔඦᓟ㧠ᤨߦ

⤿ߩഥ⸒ߦߘߞߡޔἴኂኻ╷ၮᧄᴺߩᡷᱜ߽ⷐᦸ

ේߐࠎߣ⑳ߪᥓᄹ⟤⼏ຬࠍౣᐲ⸰ࠇޔᣂߒ

ߔࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚޕ14 ᣣߩᄕᣇߦⷐᦸᵴേࠍ

ⷐᦸᦠԠԡߩౝኈࠍ⺑ߒޔ᳃ਥౄߩ╷⺞ᩏ

ⴕ߁ߴߊߪ⑳ޔේ߭ࠈሶോዪ㐳ߣෳ⼏㒮⼏ຬળ

ળߩℂ⸃ࠍᓧࠆࠃ߁ߦⷐ⺧ߒ߹ߒߚ↰⮮ߡ⛯ޕ

㙚ߩ㕙⺣ቶࠍ୫ࠅߡߩࠅߊߠᦠᦸⷐޔᬺࠍ߅ߎ

৻ᨑ⼏ຬߣળ⺑ࠍᦠᦸⷐޔߔࠆߣߣ߽ߦ⩲ޔ

ߥ߹ߒߚ⚿ߩߘޕᨐ߇ⷐᦸᦠԠ߅ࠃ߮ԡߢߔޕ

✚ℂߣߩ㕙⺣ߦߟߡⷐ⺧ߒ߹ߒߚޕ

ޟ㧣ਛߦ╷ቯ੍ቯߩ᧲ޡᣣᧄ
ⷐᦸᦠԠߢߪޔ

⠉ 15 ᣣඦᓟ㧞ᤨߦጟፒ࠻ࡒሶ⼏ຬࠍ⸰ߒޔ

ᄢ㔡ἴᓳ⥝ၮᧄᣇ㊎↵ޔߪߡ߅ߦޢᅚหෳ↹

ᣂߒⷐᦸᦠԠԡߣ⾗ᢱࠍᷰߒ߹ߒߚޕ
ޟ㧟ᤨ߆

ࠍౕ⊛╷ߣߒߡ⏕ߦᦠ߈ߎߎߣޠ
ޔᓳ⥝

ࠄᓳ⥝ၮᧄᣇ㊎ᬌ⸛ዊᆔຬળ߇㐿߆ࠇࠆߩߢޔᐔ

ኻ╷ᧄㇱኻ╷ᧄㇱޔᓟ⸳⟎ߐࠇࠆᓳ⥝ᐡ

㊁㒐ἴᄢ⤿ߪߓ㑐ଥ࿖ળ⼏ຬߦⷐᦸᦠࠍᚻᷰߒޔ

ߦޔ
↵ޟᅚหෳ↹ߩⷞὐࠍޠᜂᒰߔࠆㇱ⟑ࠍ⸳ߌ

ౝኈࠍ⺑ߒߡߊࠆޠ
ߣ⏕⚂ߐࠇ߹ߒߚޕ
ߘߩᓟޔ

ޟၮ␆⥄ᴦߦ߅ߌࠆᗧᕁቯ
ࠆߛߌߢߪߥߊޔ

ጟፒ⼏ຬ߆ࠄᐔ㊁ᄢ⤿ߦ⺑ߒޔ೨ะ߈ߦኻᔕߔ

ኻ
ᯏ㑐߿ផㅴ⚵❱ߦޔᅚᕈࠍ⊓↪ߔࠆߎߣޕ

ࠆߣߩ࿁╵ࠍᓧߚᣦߩߏㅪ⛊߇ࠅ߹ߒߚޕ
6

ߣਥᒛߒߚߎߣߩᤋߢߒࠂ߁ޕ
㧣 25 ᣣߩᄢߩⷐᦸᦠ

ޟ㧡 ᓳ⥝ᣉ╷ޠ

㧣 21 ᣣߦ᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄߩᓳ⥝ߩၮᧄ

ᰴߦޔ
ޟ㧡 ᓳ⥝ᣉ╷ޔߪߢޠ
ޟᅚᕈޠ㑐ㅪߩ⸥

ᣇ㊎㛽ሶ߇ޠߐࠇ߹ߒߚߩߘޕ㨬1 ၮᧄ⊛⠨߃

ㅀ߇ 10 ߆ᚲߦჇ߃߹ߒߚ(ޟ㛽ሶߪߢޠ㧞߆ᚲ)ޕ

ᣇ㨭ߦߪ(ޔκ)ߣߒߡ↵ޟᅚหෳ↹ߩⷰὐ߆ࠄޔ

㧔㧝㧕ἴኂߦᒝၞߠߊࠅߩޔԘ㜞㦂ൻ߿ੱญ

ᓳ⥝ߩࠄࠁࠆ႐ߦޔᅚᕈߩෳ↹ࠍଦㅴޠ
㧔1 ࡍ

ᷫዋߦኻᔕߒߚᣂߒၞߠߊࠅ

ࠫ㧕ߣ⋓ࠅㄟ߹ࠇ߹ߒߚޔߚ߹ޕ
ޟ㧡 ᓳ⥝ᣉ╷ޠ

ޟ㧔δ㧕㜞㦂⠪߿ሶߤ߽ޔᅚᕈޔ㓚ኂ⠪ߥߤ

ߢߪޔ
ޟ
㧔Ꮢ↸ߩ⸘↹╷ቯߦኻߔࠆੱ⊛ᡰេޔᓳ

ߦ㈩ᘦߒߚࠦࡦࡄࠢ࠻ߢㅢࠍᵴ↪ߒߚ

⥝ᬺߩᜂᚻ㧕ߩ(ε)ߣߒߡޔߦࠅߊߠߜ߹ޟ

߹ߜߠߊࠅࠍㅴࠆޠ
㧔7 ࡍࠫ㧕
ޕ
㧔
ޟ㛽ሶޠ

ᅚᕈޔሶߤ߽⧯⠪ޔ㜞㦂⠪ޔ㓚ኂ⠪ޔᄖ࿖ੱ╬

ߩᲑ㓏ߢߪޔ
ޟ㜞㦂⠪߿ᒙ⠪ߦ㈩ᘦߒߚ߹ߜߠ

ߩᗧࠍᤋޠ
㧔5 ࡍࠫ㧕ߣ⸥タߐࠇߡ߹ߒߚޕ

ߊࠅޠ
㧕

ઁᣇߢޔ
ޟᷫἴޠᔨߪ␜⊛ߦቯ⟵ߐࠇߡ߹

㧔㧝㧕ἴኂߦᒝၞߠߊࠅߩޔԙᏒ↸ߩ⸘↹

ߖࠎ߇ޔ
ޟ
ޟㅏߍࠆࠍߣߎޠ೨ឭߣߒߚၞߠߊࠅ

╷ቯߦኻߔࠆੱ⊛ᡰេޔᓳ⥝ᬺߩᜂᚻ╬  

ࠍၮᧄߦޠ
㧔4 ࡍࠫ㧕ߣ߁⸥ㅀ߆ࠄޔᓳ⥝᭴ᗐ

ޟ㧔δ㧕ฦ⒳ኾ㐷ኅߩᵷ㆜߿࠺࠲ࡌ

ળ⼏ߩឭ⸒ࠍ〯ⷅߔࠆ߽ߩߣ⸃㉼ߐࠇ߹ߒߚޕ

ࠬൻ╬ߦߚߞߡߪޔᅚᕈߩෳ↹ߦ㈩ᘦߔ

એߪߦᦠᦸⷐߩߜߚ⑳ޔᾖࠄߒߡ߿ߪࠅਇච

ࠆޠ
㧔 ࡍࠫ㧕
ޟ ޕ㛽ሶߪߢޠᅚᕈߦ⸒

ಽߢࠆߣ⠨߃߹ߒߚౕࠅߥ߆ޔߢߎߘޕ⊛ߥ

ߥߒᦠᦸⷐޕԣߢߪߩ ޔԘߢᅚᕈኾ㐷ኅ

ⷐᦸᦠ㧔ԣ㧕ࠍᚑߒޔ25 ᣣߦᐔ㊁㒐ἴᄢ⤿ߦឭ

ߩ⏕ࠍ⽷⊛ੱ᧚⊛ߦᡰេߔࠆࠃ߁ⷐ

ߒ߹ߒߚޕ

ᦸ㧕
ޟ㧔ζ㧕߹ߜߠߊࠅߦ߅ߡޔද⼏ળ╬ߩ

᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄߩᓳ⥝ߩၮᧄᣇ㊎ޠ
㧔7  29

᭴ᚑ߇ㆡᱜߦⴕࠊࠇࠆߥߤޔᅚᕈޔሶߤ߽

ᣣ㧕ߩ↵ᅚหෳ↹

⧯⠪ޔ㜞㦂⠪ޔ㓚ኂ⠪ޔᄖ࿖ੱ╬ߩᗧ߇

ߘߒߡ 7  29 ᣣߦޔ
᧲ޟᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄߩᓳ⥝

ᤋߒ߿ߔⅣႺᢛߦദࠆޠ㧔 ࡍ

ߩၮᧄᣇ㊎߇ޠቯߐࠇ߹ߒߚߚ⑳ޔߡߒ⺒৻ޕ

ࠫ㧕ޕ㧔ਅ✢ㇱ߇ޟ㛽ሶߩࠄ߆ޠᄌൻⷐޕ

ߜߩ㧣 25 ᣣߩⷐᦸᦠ㧔ԣ㧕ߩౝኈ߇⋧ᒰߦ

ᦸᦠԣߢߪޔ㧕ߩԙߢᤋࠍ⏕ߔࠆߚ

ᤋߐࠇߡࠆߣᗵߓ߹ߒߚޕታߦ 12 ߆ᚲߦ↵ᅚ

ߩᣇ╷ࠍ⸥ߔࠆࠃ߁ߦⷐᦸ㧕

หෳ↹ߦ߆ࠎߔࠆ㗄߇ᦠ߈ㄟ߹ࠇߡߚߩߢ
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ߩਛߦ↵ޔᅚෳ↹ߩ⠨߃ᣇࠍߢ߈ࠆߛߌ

㧔㧝㧕 ↵ᅚหෳ↹㑐ㅪ╷ߩታᣉߦੱ᧚ࠍ⏕

ࠇߡߊޔߚ߹ޕᓳ⥝᭴ᗐળ⼏ߦᅚᕈ

ߒޔᔅⷐߥ੍▚ࠍᛩߔࠆߎߣޕ

߇৻ੱߣ߁ᒻߢࠆߎߣߦߟߡ

㧔㧞㧕 ↵ᅚหෳ↹ᜂᒰㇱ⟑ࠍ⸳ߌޔ㗔ၞᮮᢿ

߹ߔߣ߁ߣ  ߡߚࠄޔቯᢙ߇߹

⊛ߥડ↹⺞ᢛᮭ㒢ࠍ߽ߚߖࠆߎߣޕ

ࠅ߹ߒߚߩߢޔౣᐲേ߈ߔᲑ㓏ߢߪޔ
߽ߞߣߊߛߚߡߞޔᣇะߢޔፄਭዪ

ߎߩᣣߦೋߡᦠ߈߽ᦨ߽߆ߒޔᒝߊ᳞ߚߩ

㐳ߦ⊖☌㗡వ↢ߣ߽⋧⺣ࠍߒߡ߶ߒ

ᮭ㒢ࠍ߽ߚߖࠆߩޠㇱಽߢߔޕ
߇ޟᮭ

ߣ↳ߒߍߡ߹ߔߡߒߘޕၴᧄߐࠎ
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߇߅ߞߒ߾߹ߒߚࠃ߁ߦ↵ࠅߪ߿ޔᅚ

ੱ߇ቭ㇗ߦࠅ߹ߒߚ✚ޕℂߦ㕙⺣ࠍ↳ߒㄟࠎߢ

ෳ↹ߣ߁ߩ߽ߚࠊޔ߽ߒߊߚࠊ߹ޔ

߆ࠄ㧟߆⋡ߢߔޕ

ߊߒߥࠅߦߪℂ⸃ߒߡࠆߟ߽ࠅߢߔ߇ޔ

ળቶߢߪ⩲✚ℂߩઁߦ⮮↰৻ᨑ⼏ຬޔᓳ⥝ኻ

߹߿߿߽ߔࠇ߫ޔᅚᕈߩෳടߣ߁ߣ

╷ᧄㇱߩፄਭോዪ㐳߇หᏨߒ߹ߒߚ㧔ᧄႎ๔ᦠ

ߎࠈߦ㒢ቯߐࠇߡߩߎޔㇱಽߛߌߪᅚᕈ

ߩᏎ㗡ߩ౮⌀ࠍෳᾖ㧕
ޕ

ߦ߿ߞߡ߽ࠄ߃߫ߌࠇߤ߽ߪߣޔ
↵߇߿ࠆޕߣޔ
ߘࠇ߇ߎߩޔᴦ߿ⴕߩ␠ળߢߪޔ

⩲✚ℂ㧦 ߅߹ߚߖߒ߹ߒߚ

ߥ߆ߥ߆↵ᅚหෳ↹ߩ⚵ߺ߇ߢ߈ߡ

ၴᧄ 㧦 =ၮᧄᣇ㊎ߦ⑳㆐߆ࠄߩⷐᦸ㗄ࠍ⋓ࠅㄟ

ߥᧄޕᒰߦߎࠇߪ⇇ߩਛߩ⍦⋫ޕ

ࠎߛߎߣ߳ߩ⻢ㄉ?
     ࠍࠅߣ߭ੱ৻ޟ൮៨ߔࠆ␠ળᦨޟߪࠆޠ

ߘ߁߁㕙ߢߪㆃࠇߡࠆߣᕁ߹ߔޕ

ዋਇᐘ␠ળߩޠᆫࠍ↵ޔᅚߣ߁ᰴరߢ

ߘ߁߁ὐߢޔߡߒ߁ߎޔᅚᕈ߇േߡ

ߔߩ߇↵ޔᅚหෳ↹␠ળߢߔޕߩ

ឭ᩺ߐࠇߡࠆߎߣࠍޔߌߛࠆ߈ߢޔ

㗔ၞߛߣ߅ᕁ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎߌࠇߤ߽ޔ

ᐭߣߒߡ߽Ⓧᭂ⊛ߦฃߌᱛࠆࠍࠇߘޕ

⑳ߚߜߩ߁↵ᅚหෳ↹␠ળߪޔ
ੱ৻ޟ

ᵴ߆ߔࠃ߁ߥᣇะߢ⥄⑳ޔり߽േ߈ߚ

߭ߣࠅࠍ൮៨ߔࠆ␠ળޠ
ᦨޟߡߒߘޔዋਇ

ߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
หෳ↹ߣ߁ߎߣߢޔᣣᧄߩ␠ળࠍޔ

ᐘ␠ળߣޠหߓߢࠆߣᕁߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

⩲✚ℂ㧦 ߪޕ

ਅ߆ࠄޔ߿ޔᢎ⢒߿߈↢ߦߐ߹ޔᣇ

ၴᧄ 㧦 ᧲੩ߩኻ╷ᧄㇱߪ߽ߜࠈࠎޔߩኻ╷

ࠍ߅ޔ߇ᡰ߃ว߁ߣ߁ᒻߩ␠ળߦ

ᧄㇱߩോዪߦ߽ޔᓳ⥝ߦᒰߚࠅ↵ᅚ

ߒߡߊߚߦߪ↵ޔߩࠎߐ⊝ޔᅚෳ↹

หෳ↹ࠍផㅴߔࠆࠍ⸳ߌࠆߣޔၮᧄ

ߩ⠨߃ᣇߪᭂߡ㊀ⷐߛߣᕁ߹ߔ⑳ޕ

ᣇ㊎ߦࠅ߹ߔߣߛߣߎߥ⊛ᦼ↹ޕᕁߞ

߽♖ߞ߬ߣߚࠅ߫ࠎ߇ޔᕁ߹ߔޕ


ߡ߅ࠅ߹ߒߡޔㅦ߿߆ߦታᣉߒߡߚߛ

⩲✚ℂߣߩ㕙⺣ߪ੍ቯߩ15 ಽߢ⚳ࠊࠄߕ30 ಽ

߈ߚޕ
⏕ߒߚߩߢߔ߇↵ޔᅚหෳ↹ࠍផ

ߦ߮ޔෳടߒߚࡔࡦࡃోຬߣីᚻࠍߒ⪲⸒ޔ

ㅴߔࠆߪ↵ޔᅚหෳ↹ߩᜂᒰㇱ⟑

ࠍࠊߒ߹ߒߚ✚ޕℂߣߩ㕙⺣ᓟߩߎޔᣣߦᓳ⥝

ࠍ⸳ߌࠆߣ߁ߎߣߢߔߨߦߎߘޕ㗔ၞ

ኻ╷ᧄㇱߦ↵ᅚหෳ↹ᜂᒰߩෳቭ߇છߐࠇ

ᮮᢿ⊛ߥડ↹⺞ᢛߩᮭ㒢ࠍߗ߭ᜬߚߖ

ߚߣ߁࠾ࡘࠬߦធߒ߹ߒߚޕ

ߡߚߛ߈ߚޕ



⩲✚ℂ㧦 ߽߅߇ࠅ߹ߒߚࠃ߁ߦޔၮᧄᣇ㊎
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ߩߎޕᛮᧄᡷᱜߩ

㧢㧚ᓟߩ⺖㗴

࠲ࠗࡒࡦࠣࠍㅏߐߕޔ㒐ἴߦ߆ࠎߔࠆᗧᕁቯᯏ
ࡠ߆ࠄߩࠬ࠲࠻ߢߒߚ߇↵ޔᅚหෳ↹ࠍ

㑐ߦᅚᕈߩࡔࡦࡃࠍᦨૐ㧟ഀߣߔࠆߎߣߥߤࠍޔ

ᜂᒰߔࠆㇱ⟑ߩ⸳⟎߹ߢታߒߚߩߪޔੱ⊛ߦ

ᓟ߽ⷐᦸߒ⛯ߌࠆᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ

ߪޟᄸ〔ߥ߁ࠃߩޠ᳇ߐ߃ߒ߹ߔޔߒ߆ߒޕߒ

߹ߚ⑳ߚߜߪޔ8  29 ᣣߦ߅ߎߥࠊࠇߚ᳃ਥౄ

ߡޟᄸ〔ޕࠎߖ߹ࠅߪߢޠታⴕᆔຬળߦߪోޔ

ઍㆬߩ 5 ੱߩ⠪ߩߘޔㆬߩ⚿ᨐ᳃ਥౄ

࿖ߩߩߡߴߔߡߒߘޔㇺᐭ⋵߆ࠄޔᅚᕈ࿅߿

↵ᅚ
ઍߦዞછߒߚ㊁↰૫ᒾߐࠎߦߚߒߡޔ
↵ޟ

ฦ⇇ฦጀߩੱ߇ෳ↹ߒ߹ߒߚ⑳ޔ߇ߣߎߩߎޕ

หෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄޔᓳ⥝ߩࠄࠁࠆ႐⚵❱ߦޔ

ߚߜߩⷐᦸᦠߦᴦ⊛ߥജࠍ߽ߚߖߡߊࠇߚߣ⠨

ᅚᕈߩෳ↹ࠍផㅴߔࠆߎߣޠ
ޔ
ޟ㑑ࠍߪߓߣߔ

߃ߡ߹ߔޕ

ࠆോਃᓎߦޔ
ᅚᕈࠍⓍᭂ⊛ߦ⊓↪ߔࠆߎߣޠ
ࠍޔ

ߞ߸߁ޔ
ޟᷫἴࠍޠ࿖㓙ᮡḰߦว߁ᐢ⟵ߩข

ⷐᦸߒ߹ߒߚ㧔ⷐᦸᦠԥޔԦ㧕
ޕ

ࠅ⚵ߺߦߒߡߊߎߣߡߒߘޔἴኂኻ╷ၮᧄᴺߩ

⚵㑑ߩ⚿ᨐߪޔ㧞ੱߩᅚᕈᄢ⤿㧔ዊችጊᵗሶෘ

ᡷᱜߪޔᱷߐࠇߚ⺖㗴ߢߔޕἴኂኻ╷ၮᧄᴺߩᡷ

↢ഭᄢ⤿ޔ
⬒⥷ౝ㑑ᐭ․ᜂᒰᄢ⤿
㧔ⴕᣂޔ

ᱜߦߟߡߪߜߚ⑳ޔએਅߩࠃ߁ߦⷐᦸߒߡ߹

ޟᣂߒޠ
ޔዋሶൻኻ╷↵ޔᅚหෳ↹ޔോ

ߔ㧔ⷐᦸᦠԡ㧕
ޕ

ຬᐲᡷ㕟㧕
㧕
ߩੱ ޔᄢ⤿㧔ࠁ߁ߎᢥㇱ⑼ቇ
ᄢ⤿㧕
ޔ㧠ੱߩᄢ⤿ോቭ㧔ᧄ⟤ᕺሶᢥㇱ⑼ቇ

ἴኂኻ╷ၮᧄᴺ╙ 12 ᧦ߦࠃࠇ߫ޔਛᄩ㒐ἴળ

ോቭ৻↰⮮ޔᨑෘ↢ഭോቭޔખ㊁ඳሶㄘᨋ

⼏ߩ⼏ຬߦߪޔ
ౝ㑑✚ℂᄢ⤿߇ᜰቯᯏ㑐ߩ

᳓↥ോቭޔሶౝ㑑ᐭോቭ㧕ߣߥࠅ⩲ޔౝ

ઍߣቇ⼂⚻㛎ߩࠆ⠪ࠍછߔࠆޕ

㑑ߩ⚳⋚ߦᅚᕈᄢ⤿ࡠޔᄢ⤿  ੱ㧔ዊችጊᵗ

ቇ⼂⚻㛎ߩࠆ⠪ߩ߁ߜޔ
ᡷᱜ᩺ߣߒߡޟቇ

ሶෘഭᄢ⤿㧕
ޔോቭ㧞ੱ㧔⩵↰⌀♿ሶᄖോോ

↵ᅚߩߕࠇ߆৻ᣇߩ⼏ຬߩᢙߪޔᒰቇ⼂

ߛߞߚ⁁ᘒߦߊࠄߴߡޔ
ቭޔ
ᨋਭ⟤ሶᢥ⑼ോቭ㧕

⚻㛎ߩࠆ⠪ߩ✚ᢙߩචಽߩਃᧂḩߢߞߡ

ᄢ߈ߊ೨ㅴߒ߹ߒߚޕሶോቭߪޔᓳ⥝ኻ╷

ߣޠᣢቯߔࠆߎߣࠍⷐᦸޕ
ߪߥࠄߥޕ

ᧄㇱߩችၔኻ╷ᧄㇱ㐳ߢ߽ࠅ↵ޔᅚหෳ

หᴺ╙ 15 ᧦ߦࠃࠇ߫ㇺᐭ⋵㒐ἴળ⼏ߦߟ

↹ߩⷞὐࠍᵴ߆ߒߚᵴべ߇ᄢߦᦼᓙߐࠇ߹ߔޕ

ߡߪޔㇺᐭ⋵⼊ኤᧄㇱ㐳ޔᶖ㒐ᯏ㑐ߩ㐳ߥߤ

ᓟߪߐࠄߦޔਛᄩᐭ߿࿖ળߦߚߒߡߛߌ

ߩ⡯ോᜰቯߢ߹ࠆᆔຬߩઁߦޔ⍮߇છߢ

ߢߥߊޔ
ฦㇺᐭ⋵ޔ
Ꮢ↸ߢⷐᦸᵴേࠍዷ㐿ߒޔ

߈ࠆߩ߇ᜰቯᯏ㑐ߥߤߩᓎຬ߿⡯ຬߣ㒢ቯޕ

↵ᅚหෳ↹ࠍᔀᐩ⊛ߦἴኂ╷ߦ⚵ߺㄟᔅⷐ

ၞߦ߅ߡ᳃╬ߦ
ᡷᱜ᩺ߣߒߡޔ
ޟ

߇ࠅ߹ߔޕᣇߢߩേ߈ߣਛᄩߩᵴേࠍㅪേߐ

㑐ߔࠆᵴേࠍⴕ߁⠪߮㒐ἴߦ㑐ߔࠆቇ⼂⚻

ߖߪࠆޔᣇ⋧ߦㅪ៤ߒޔᖱႎࠍߒߥ

㛎ߩࠆ⠪ࠍޠ⍮߇છߔࠆࠞ࠹ࠧߦㅊ

߇ࠄޔ
ޟἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚหෳ↹ߩޠᵴേߩ߁ߨ

ടߩߎߦࠄߐޕ㗔ၞߩᆔຬߣᜰቯᯏ㑐╬߆

ࠅࠍᒝൻߒޔ
ో࿖ߦᐢߍࠆᤨߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕ

↵ᅚߩߕࠇ߆৻
ࠄછߐࠇࠆᆔຬߩ߁ߜޔ
↵ޟ

ߘߩ߁ߨࠅࠍ⾰⊛ߦ߽㜞ޔᄢߔࠆߎߣߦࠃ

ᣇߩᆔຬߩᢙߪޔᒰᆔຬߩ✚ᢙߩචಽߩਃᧂ

ߞߡޔᅚᕈ߿㓚ኂ⠪ޔᄖ࿖ੱߥߤ߇Ꮕߐࠇߚࠅ

ߣޠᣢቯߔࠆߎߣࠍⷐ
ḩߢߞߡߪߥࠄߥޕ

ឃ㒰ߐࠇࠆߎߣߩߥޔᐔᤨߢ߽᳃ߩା㗬㑐ଥ

ᦸޕ

߇ᐔ╬ߦ᭴▽ߐࠇߚၞࠅ߹ߟޔἴኂߦᒝၞ
ࠍߟߊߞߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇߡ߹ߔޕ

߅ࠅߒ߽ޟᷫἴ␠ળߦࠅߊߠޠะߌߡἴኂኻ╷
ၮᧄᴺࠍᛮᧄᡷᱜߔࠆേ߈߇ႎߐࠇߡ߹ߔ
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