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はじめに
公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として地域医療の確保のため重要な役
割を果たしているが、依然として医療需要を踏まえてもなお医師不足の地域がある等の厳
しい環境が続く中、持続可能な経営を確保しきれていない病院も数多く見られる。
また人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、医療需要が大きく変化することが見
込まれており、国の進める医療提供体制の改革と連携し、地域ごとに適切な医療提供体制
の再構築に取り組んでいかなければならない。
このような中、総務省では平成 27 年 3 月に「新公立病院改革ガイドライン」を示し、各
地方公共団体に対して平成 28 年度中に新公立病院改革プランを策定の上、経営改革に取り
組むよう要請したところである。この要請を受け、平成 28 年度末現在、全公立病院の約９
割（92.7％）に当たる 800 の病院が同プランの策定を終えており、今後、地域医療構想調
整会議における議論と並行して経営改革に向けた具体の取組を進めることとなる。
これらの動きを背景として、地域における医療提供体制の確保や公立病院の更なる経営
改革を推進する観点から、総務省では平成 28 年 9 月より「地域医療の確保と公立病院改革
の推進に関する調査研究会」を開催し、学識経験者や公立病院の経営に携わる者などに意
見を伺いつつ、公立病院に対する施策の在り方等について検討を行ってきた。
本報告書は、今後、各地方公共団体において公立病院改革を推進する中で、その方向性
の検討や具体的な取組の参考となるよう、各委員からの意見や指摘等を提言の形に取りま
とめたものである。
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第１部
公立病院の現状と課題
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１．地域医療を取り巻く環境の変化及び公立病院の現状
（１）地域医療を取り巻く環境の変化
① 人口減少、高齢社会の到来
・我が国の人口は、減少局面を迎えている。少子高齢化の進行により生産年齢人口は 1995 年（※）
をピークとして減少に転じ、総人口も 2008 年をピークに減少に転じている。総務省の「国勢調
査」による 2015 年の総人口は 1 億 2,520 万人（年齢不詳人口を除く）、生産年齢人口（15 歳～64
歳）は 7,592 万人となっている。14 歳以下の推計人口は 1982 年から連続して減少が続き、1,586
万人となる一方、65 歳以上の高齢者人口は年々増加し、3,342 万人となり高齢化率は 27％となっ
ている。
※

出典データが西暦を用いているため、本項は西暦にて表記している。以下、本項において同じ。

・国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」
（平成 29 年４月公表）
によると、総人口は 2040 年には 1 億 1,092 万人、2065 年には 8,808 万人（2015 年人口の 30.7%
減）まで減少すると見込まれており、生産年齢人口は 2040 年には 5,978 万人、2065 年には 4,529
万人（同 41.4%減）にまで減少する一方、高齢者人口は 2042 年の 3,935 万人をピークに減少に転
じるが、人口減少が続く中で 2065 年には高齢化率が 38.4％に達すると見込まれている。
・また、同研究所が示した直近の地域別データである「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年３月
推計）
」によると、高齢者人口は、首都圏をはじめとする都市部を中心に増加が見込まれる（2010
年から 2025 年までの高齢者人口の増加数は、東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、愛知県、千葉
県、北海道、兵庫県、福岡県で約 60％を占める）
。
・人口減少や高齢化の状況は地域によって大きく異なるため、一律に論じることはできないものの、
これらの動向が地域の医療需要に与える影響は無視できない面があり、個々の地域においては人
口の変化に伴う将来の医療需要を見据えた医療提供体制の構築が求められる。
（若しくは文章間に挿入か要検討。以下同じ。
）
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料１、２参照。

② 国の医療提供体制の改革
（これまでの経緯）
・医療制度は、社会保障制度改革の重要な柱として議論されてきた。平成 24 年 8 月にはいわゆる
社会保障・税一体改革関連法が成立し、翌 25 年 8 月には社会保障制度改革国民会議の報告書が
取りまとめられた。
・この報告書では、
「病院完結型」医療から「地域完結型」医療への転換、医療提供体制の改革とそ
のための地域医療ビジョン策定の必要性、都道府県の役割強化と国民健康保険の財政運営責任主
体の都道府県への移行、医療と介護の連携と地域包括ケアシステムの構築など、将来にわたって
目指すべき改革の方向性とその考え方が示されている。
・その後、この報告書の実現のために平成 25 年 12 月に制定された「持続可能な社会保障制度の確
立を図るための改革の推進に関する法律」に基づき、平成 26 年 6 月には「地域における医療及
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び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」
（以下、
「医療介護総合
確保推進法」という。
）が成立し、同年 10 月から、医療機関が都道府県知事に病床の医療機能を
報告する制度が開始されるとともに、厚生労働省が策定した地域医療構想策定ガイドラインなど
を踏まえて、都道府県知事は二次医療圏等の構想区域における 2025 年の医療機能ごとの医療需
要と必要病床数を推計し、地域の医療提供体制の目指すべき姿を明らかにすることとされた。こ
れが「地域医療構想」であり、都道府県はその達成に向けて医療機能の分化・連携を進めるため
の諸施策を講じることとされ、都道府県知事の新たな権限として、医療機関への要請、指示、命
令等の権限が付与されており、この一連の改革を通じて、都道府県の役割・権限・責任が大幅に
強化されている。
・平成 27 年度には、
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す
る法律」により「国民健康保険法」が改正され、平成 30 年度から都道府県が国民健康保険の財政
運営の責任主体となるとともに、基本的に地域ごとの医療費水準を反映した「標準保険料率」を
設定することとされた。合わせて、
「高齢者の医療の確保に関する法律」が改正され、都道府県が
策定する「医療費適正化計画」について、地域医療構想と整合的な形で策定することとされた。
・地域医療構想は平成 28 年度末までに全ての都道府県において策定済みとなっており、今後は構
想区域ごとに都道府県が設置する地域医療構想調整会議において、個々の医療機関の機能分化・
連携を促進するための協議が行われる。
・また、
「経済財政運営と改革の基本方針 2017」
（H29.6.9 閣議決定）においては、
「地域医療構想の
実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進する。病床の役割分担
を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速や
かな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。これに向けて、介護施設や在宅医療
等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地域における議論の進め方を速やか
に検討する。このような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都道府
県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審議会等にお
いて検討を進める。
」とされている。
・このような経緯を経て、本年度においては、平成 30 年度から実施される第 7 次医療計画、第 3 期
医療費適正化計画（以上、都道府県が策定）、第 7 期介護事業計画（都道府県が策定する「都道府
県介護保険事業支援計画」と市町村が策定する「市町村介護保険事業計画」をいう。
）の策定作業
が進められ、また国においても平成 30 年度から適用される診療報酬、介護報酬の同時改定作業
が行われており、節目に当たる重要な時期となっている。
（都道府県の担う役割とその課題）
・先に述べたとおり、都道府県にあっては、地域医療構想を策定するとともに、地域医療構想調整
会議を設置して個々の医療機関の機能分化・連携を促進するための協議を進め、これを実現する
役割を担う（そのための、医療機関への要請、指示、命令等の権限が付与されている）。
・加えて、平成 30 年度から国民健康保険の財政運営の責任主体となり、国保財政の「入り」と「出」
を管理するとともに、医療費適正化計画の策定・実施を通じての医療費適正化について推進する
役割も担っている。
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・一方で、県立病院を設置する都道府県においては、当該病院の経営を通じて、民間医療機関では
提供が困難な医療提供を直接担う立場でもある。
・今後、これらのバランスをどのようにとって医療政策を展開していくかが都道府県に課せられた
大きな課題であると考えられ、都道府県の病院事業担当部局のみならず財政担当部局、市町村担
当部局及び医療政策担当部局、保健福祉担当部局並びに介護保険部局はこれまで以上に認識の共
有と連携した取組が必要となることに留意すべきである。
（市町村の担う役割とその課題）
・市町村は、地域住民に最も身近な行政機関として、地域の実情に応じて予防・保健・医療・介護
等の総合的な対策を実施している。
・また、今後、都道府県との適切な役割分担の下、国民健康保険の安定運営や医療費適正化、地域
包括ケアシステムの構築に向けた取組が求められており、加えて、市町村立病院を設置する市町
村にあっては、地域医療構想の達成に向けた取組が求められる。
・それらの取組における課題を総合的に勘案しながら、市町村内部の関係部局間及び都道府県関係
部局との間で連携をとり、今後の施策の方向性等を十分に検討することが必要である。
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料３～５参照。

③ 医療と介護の連携
・医療介護総合確保推進法においては、地域包括ケアシステムの構築を目的の一つに掲げており、
医療と介護が総合的に確保されることを求めている。
・平成 29 年 5 月には、
「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、
「生活施設」と
しての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設（介護医療院）を創設するなどを盛り込んだ「地
域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立しており（平成 30
年 4 月 1 日施行予定）
、これにより、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応
や各地域での地域包括ケアシステムの構築に向けた新たな動きが進められている。
・また、
「経済財政運営と改革の基本方針 2017」においても、
「地域医療構想の実現に資するよう病
床の機能分化・連携を更に後押しするため、患者の状態像に即した適切な医療・介護を提供する
観点から、報酬水準、算定要件など入院基本料の在り方や介護医療院の介護報酬・施設基準の在
り方等について検討し、介護施設や在宅医療等への転換などの対応を進める。」とされている。
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料６～８参照。

（２）公立病院の現状
① 公立病院改革ガイドライン及び新公立病院改革ガイドライン
・地域や特定の診療科で医師が不足している現状や、厳しさを増す地方財政を背景に、公立病院の
経営状況は悪化し続け、医療提供体制の維持が危ぶまれるような状況であった。このため、公立
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病院の経営改革に係る初めての指針として、平成 19 年 12 月に、総務省から地方公共団体に「公
立病院改革ガイドライン」
（以下、
「前ガイドライン」という。
）が示された。
・前ガイドラインにおいては、数値目標を伴う経営の効率化、公立病院間の再編・ネットワーク化、
民間的経営手法の導入の観点からの経営形態の見直しの三つの視点から「公立病院改革プラン」
（以下、「前プラン」という。
）の策定が求められている。
・この前ガイドラインを受けて、地方公共団体が設置するほぼ全ての公立病院において前プランが
策定され、改革に取り組まれた結果、経常収支が黒字である病院の割合が取組前に比べて 3 割程
度（平成 20 年度 29.7％）から 5 割程度（平成 25 年度 46.4％）まで改善したほか、再編・ネット
ワーク化（平成 25 年度までに策定された計画に基づくもの 65 ケース、162 病院）
、経営形態の見
直し（平成 25 年度までの見直し実施 227 病院、うち地方独立行政法人化 53 病院、指定管理者制
度の導入 16 病院）への取組など、一定の成果があったものと考えられる。
・しかしながら、依然として公立病院の中には中小規模の病院を中心に医療需要を踏まえてもなお
医師不足等の厳しい環境が続いているところがあり、また半数以上の公立病院が一般会計の繰入
を含めても赤字経営の状況にあって、なお安定的経営の確立に至っていないと考えられ、公・民
の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保を図りつつ持続可能な経営を確
保していくために、不断の改革努力が求められているところである。
・こうした公立病院の現状と課題、前述した国の進める医療提供体制の改革の動向を踏まえ、総務
省は平成 27 年 3 月に「新公立病院改革ガイドライン」
（以下、
「新ガイドライン」という。）を示
し、地方公共団体に対し「新公立病院改革プラン」
（以下、
「新プラン」という。）の策定及び更な
る改革の取組を求めたところである。
・新ガイドラインにおいては、前ガイドラインの基本的な考え方を踏襲しつつ、それまでの経営の
効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しの三つの視点に、都道府県の策定する地域医
療構想を踏まえた役割の明確化を加えた四つの視点から新プランを定めるよう要請している。
・新プランは、平成 28 年度中に策定することとされており、平成 29 年 3 月末日現在で、全公立病
院の約 9 割（92.7％）にあたる 800 病院が策定を終え、改革への取組を開始している。
・今後、総務省において、新プランに係るヒアリングを通じて、新プランの具体的な内容を把握す
るとともに、その取組の状況に応じて必要な助言を行っていくこととしており、未策定の公立病
院にあっては、早期の策定が求められるところである。
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料９、１０参照。
② 公立病院の現状、経営状況の推移

※H28 決算情報に今後データを置き換え。

・平成 27 年度末における公立病院は 886 病院（地方独立行政法人 81 病院を含む。）
、病床数では
212,606 床となっており、病院数、病床数ともここ 10 年間で約 10％の減と、減少基調で推移し
ている。
・公立病院の立地状況を見ると、その約 7 割は 10 万人未満の市町村に、約 3 割は 3 万人未満の市
町村に所在している。また、病院の規模を病床数（100 床単位）で区分すると 400 床未満の病院
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が約 8 割を占める。
・公立病院の経営状況を見ると、公立病院改革開始前の平成 20 年度決算における経常損益で 1,829
億円のマイナスであったものが、
平成 22 年度から 24 年度にかけて全体で黒字化を達成しており、
これは経営効率化への取組等の成果であると考えられる一方で、診療報酬の増改定も影響してい
ると考えられる。
・しかし、平成 25 年度においては電気料金の値上げ等の影響もあって再び赤字に転じ、以降、赤字
幅が徐々に大きくなり、
平成 27 年度決算における経常損益は 542 億円のマイナスとなっている。
・病院の病床規模別で見ると、400 床以上の病院は平成 22 年度から 25 年度までは黒字経営を達成
している一方で、400 床未満の病院は赤字のまま推移しており、中小規模の病院の経営状況が大
変厳しいものであることが読み取れる。
・公立病院の病床規模別の 100 床当たり医師数の推移を見ると、300 床以上の病院は平成 20 年度以
降、増加傾向にあるが、300 床未満の病院では、ほぼ横ばいの状態にある。
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料１１～１５参照。

２．地域医療における今後の役割を念頭に置いた公立病院の位置づけ
（１）病床規模別の公立病院の現状
・当研究会には、公立病院を直接経営する立場の者に委員として参加いただき、それぞれの病院の
現状等を聴取した。
・その概要は次のとおりであり、病院の規模や立地によって、それぞれの病院が担っている役割・
機能等に違いが見受けられた。

【静岡県立総合病院のケース】
１） 病院の概要
開 設 者：地方独立行政法人 静岡県立病院機構 理事長
経営形態：地方独立行政法人
診療科目：内科、救急科、心療内科、精神科、循環器内科、心臓血管外科、心臓リハビリ
テーション科、腫瘍内科、腎臓内科、泌尿器科、糖尿病・内分泌内科、神経内
科、脳神経外科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、呼吸器外科、産婦人
科、乳腺外科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、頭頸部・耳
鼻いんこう科、血液内科、皮膚科、形成外科、歯科口腔外科、麻酔科、放射線
科、病理診断科 （31 科）
病 床 数：712 床（一般 662 床、結核 50 床）
職 員 数：1,682 人（うち医師 270 人、看護師 869 人、准看護師 5 人、事務職員 205 人、
医療技術者 232 人、助手 92 人、医療ソーシャルワーカー 6 人）
２） 医療圏における役割
静岡県における中核的医療施設として先進的医療に取り組むとともに、医師・薬剤師・
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看護師などの教育研修施設および臨床研究施設としてその役割を果たしている。
地域医療構想を踏まえ、引き続きこれまでの役割を果たすとともに、地域包括ケアシス
テムの構築に向けて、地域医療を支援する中心的機能を担う立場から、地域の医療機関と
の相互連携や機能分担を進めていく。
３） 特色ある取組
・ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル（地域医療連携）
・バーチャル・メディカル・カレッジ（仮想医科大学：医師確保策）
・医師確保に向けた大学との協定の締結
・地方独立行政法人化による柔軟で弾力的な病院運営
迅速な意思決定が可能
医師、看護師を確保しやすい
職員の定員に縛られない
プロパー職員の確保が可能
様々な規則を主体的に変えることが可能
４） 今後の課題等
・他病院への常勤医師の派遣
・病院間ネットワークの ICT 化
・県を超えたニーズへの対応

【市立ひらかた病院のケース】
１） 病院の概要
開 設 者：枚方市長
経営形態：地方公営企業法全部適用
診療科目：内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、小児科、消化器外科、乳腺・ 内
分泌外科、形成外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、皮
膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、
放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、病理診断科（23 科）
病 床 数：335 床（一般 327 床、感染 ８床）
職 員 数：427 人（うち医師 49 人、看護師 268 人、准看護師 9 人、事務職員 26 人、医
療技術員 75 人）
２） 医療圏における役割
幅広い疾患に対して効率的な医療を提供する急性期病院の役割を担うとともに、北河内
医療圏における唯一の市立病院として、救急医療や災害時医療、小児・周産期医療などの
政策的医療を担う。
地域医療構想を踏まえ、今後、地域包括ケアシステムが構築されていく中で、急性期と
在宅をつなぐ病床としての地域包括ケア病棟の導入や在宅医療を支える訪問看護や訪問
リハビリテーションの実施についても調査、検討を行う。
３） 特色ある取組
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・24 時間 365 日の診療体制（特に小児救急は二次医療圏で当院のみ）
・地域の医院・病院への病院長・部長が訪問
・ICT を用いた基幹４病院と開業医の連携
・病院ニュースを地域医療機関や市民向けに発行
・緩和ケア病棟退院患者の遺族ケア
・枚方コンソーシアム事業（市内の病院・大学との共働事業）
４） 今後の課題等
・病床稼働率の向上
・緩和ケア担当医の負担軽減
・レスパイト入院（在宅重症難病患者一時入院）の導入
・入院診療単価、外来診療単価のアップ
・新病院建設に伴う建物、医療機器に係る償還金の一時的な増大

【平戸市民病院のケース】
１） 病院の概要
開 設 者：平戸市長
経営形態：地方公営企業法全部適用
診療科目：内科、外科、小児科、整形外科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、救
急科（８科）
病 床 数：100 床（一般 58 床、療養 42 床）
職 員 数：88 人（うち医師 7 人、看護師 56 人、准看護師 2 人、事務職員 4 人、医療技
術員 19 人）
２） 医療圏における役割
平戸市中南部地域において、病床機能を有する唯一の医療機関であり、救急告示病院と
して、この地域の保健・医療・福祉のすべての分野にサービスを提供している。
地域医療構想による今後の医療需要の推移を考慮し、回復期を担う病床への転換や長期
療養患者に対応する在宅医療の充実などニーズに応じた医療提供体制の構築に取り組む。
３） 特色ある取組
・元気老人の創出（地域包括ケアシステムの構築）
・出張健診、在宅ケア
・出前講座
４） 今後の課題等
・医師（総合診療医）
、看護・介護要員の確保
・医師の高齢化

（２）へき地などの地域における公立病院の位置づけ
・山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等の条件不利地域（以下、
「へき地など
の地域」という。
）に医療を提供している公立病院（不採算地区病院を含む。以下同じ。）には、
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その地域に必要とされる医療に加え、医療と密接に関連する保健、福祉の事業に関与している実
態があり、地域の暮らしそのものを支える役割が求められている。今後、こうした地域において
は、地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの構築が求められていく中にあって、健康政策・
予防対策・介護福祉施策との有機的な連携の必要性は更に高まると考えられる。
・また、へき地などの地域における医療は、診療所をはじめとする病院以外の医療提供施設により
担われている場合も多いが、そうした施設の後継者不足により、それらが担っていた在宅医療を
も公立病院がカバーするケースもあり、公立病院とそれ以外の医療提供施設との連携や機能分担
も重要となってくる。
・加えて、このような地域の医療を支えるためには、病院設置自治体のみならず、その病院がカバ
ーする医療圏の他自治体や近隣の自治体とも連携協力して、地域医療を支える体制の構築が求め
られる。
・更に、周囲に他の民間病院等がなく、公立病院が医療提供の中心とならざるを得ない地域におい
て、公立病院については、医療機能そのものに対する評価のほか、医療サービスの提供を通じた
居住可能地域の確保や地域の雇用創出など、いわば地域の社会経済システムを支える拠点として、
地域における生活や産業の持続可能性に対する貢献があるといった側面も評価すべきである。

（３）へき地などの地域以外における公立病院の位置づけ
・へき地などの地域以外における公立病院は、当該地域の実情に応じて規模や機能も異なり、地域
医療において基幹的な役割を果たしているものや、他の基幹的医療機関の補完的役割を果たすも
の、特定の医療機能に特化したものなど様々なケースが考えられる。
・そのため、一律に類型化することは困難であるが、現在担っている役割や今後担うべき役割とい
った観点から整理することは、今後の公立病院の進むべき道を検討する上で参考になるものと考
え、以下のとおりまとめた。
ア） 県庁所在地にあって基幹病院となる公立病院や県立中央病院の中には、へき地医療を支え
る他の病院や診療所、その他医師確保に悩む病院への医師派遣を行っているものがある。
そうした先行事例を踏まえ、今後これらの病院においては、地域医療支援センターや医科
大学等の医師派遣機関等と連携の上（更に可能であれば、他の公的・民間医療機関とも協力
し）
、医療需要に応じた医師の派遣機能や人材育成機能（特にへき地や不採算地区の病院で求
められる総合診療専門医の育成）などを新たな役割と位置づけていくことが重要である。
イ） その他の公立病院においては、災害時における医療支援（災害拠点病院やその後方支援を
担う病院）や、新型インフルエンザ等への対応（感染症予防や拡散対策を講じている病院や
国際空港周辺にあって防疫対策を講じている病院）など突発的な事態へ対応しているものも
ある。また、外国からの観光客が増加している中、観光地に所在する公立病院においては国
内観光客の他、外国人観光客などへの対応を行っているものもあり、こうした地域の特性に
応じた役割は、病床機能の観点のみでは語られない側面があることにも留意すべきである。
ウ） 病床規模や機能の面で大きな差がない公立病院が同一医療圏内で近接している場合がある。
このような場合、設立時における設置目的が現在においてもそれぞれ維持されているか、当
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該地域の医療需要に照らしつつ、民間医療機関をはじめとする他の医療機関との適切な役割
分担の観点も含め、十分に検討することが必要である。
・以上のとおり、へき地などの地域以外の公立病院においては、現在においても様々な役割を担っ
ていると考えるが、地域医療構想を踏まえ、各病院が医療圏において果たす役割を明確にしてい
くことが求められている中にあって、医療需要を踏まえた病床規模や医療機能の見直しはもとよ
り、地域の実情を勘案して公立病院でなければ担えない分野への重点化や、隣接する他の医療機
関との役割分担が必要である。

（４）地域医療構想を踏まえた機能分化、再編・ネットワーク化の必要性
・新ガイドラインにおいては、公立病院に期待される主な機能として、①山間へき地・離島など民
間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供、②救急・小児・周産期・災害・精
神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供、③県立がんセンター、県立循環器病センター等
地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の提供、④研修の実施等を含む広域的な医師
派遣の拠点としての機能などが挙げられている。
・これを踏まえて、現在の公立病院の機能を見ると、次表のとおり、へき地医療や救急・災害・周
産期などの不採算・特殊部門に係る医療の相当部分を公立病院が占めていることがわかる。

※ （本文挿入資料）資料１の点線赤枠部分を挿入。

・また、新ガイドラインにおいて、新プランの策定にあたっては、構想区域（原則二次医療圏）に
おける病床機能毎の将来の病床数の必要量等が示される地域医療構想と整合性のとれた形で、当
該公立病院の将来の病床機能の在り方を示すなどの具体的な将来像を示さなければならないと
している。
・更に、１）新設・建替等を行う予定の公立病院や、２）病床利用率が特に低水準の公立病院（過
去 3 年連続して 70％未満のもの）に加え、３）地域医療構想等を踏まえ医療機能の見直しを検討
することが必要である公立病院については、新プランの策定のタイミングを捉え、再編・ネット
ワーク化の必要性について検討を行うことが求められている。

３．地域医療の確保と公立病院改革を進めていく上で４つの視点から見た課題
（１）地域医療構想を踏まえた役割の明確化
・平成 28 年度以降、構想区域ごとに都道府県が設置する地域医療構想調整会議において、都道府
県医療政策担当部局、区域内の医療機関や地元医師会等の医療関係者等によって、個々の医療機
関の機能分化・連携を促進するための協議が進められている。
・地域医療構想調整会議の場では、公立病院に関し、構想区域内の民間医療機関をはじめとする他
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の医療機関との間のミッション（使命、任務、活動目標）やポジショニング（位置づけ）の相違
といった点が議論されるものと思われる。そのため、公立病院としてのミッションやポジショニ
ングを踏まえた役割を明確化しておくことが重要である。
・また、新ガイドラインにおいては、地域医療構想調整会議の合意事項と齟齬が生じた場合には速
やかに新プランの見直しをすることとしており、当該見直しによって、地域の医療体制に大きな
変更が生じる場合には、関係する地域住民等に対しても丁寧に説明し、その理解を得つつ進めて
いくことが重要である。

（２）経営効率化
① 事業管理者や事務局に求められる資質、能力
・地方公営企業法全部適用の病院にあっては、事業管理者には、医業と経営の双方への理解のみな
らず、医療スタッフと経営事務スタッフの相互理解や意思疎通を円滑にする役割も求められる。
・また、病院経営の現状把握、課題の抽出からその対応策の検討と実施、目標設定、成果の検証・
評価など高いマネジメント能力が求められる他、地方公共団体の長や議会、都道府県医療政策担
当部局や地域の医療関係者等との調整能力が求められる。
・加えて、必要となる医師の安定的な確保を図るための医科大学等医師派遣機関とのネットワーク
構築能力も重要である。
・以上のとおり、病院事業管理者には高い知見と経営意識、能力が求められるが、これを地方公共
団体幹部の定期異動の一ポストと捉えてしまっては、適任者は育たないものと考えられる。
・一方、地方公営企業法一部適用の病院にあっては、地方公共団体の長が病院経営の責任者となる
が、公務多忙な地方公共団体の長がこれらの役割を全て担うことは事実上困難な場合もあり、病
院長と事務長とが適切に役割分担をしていくことが重要となる。
・また、いずれの場合にあっても、責任者の下で病院経営を直接担うこととなる事務局には、診療
報酬制度をはじめとする医療制度・実務の理解や経営指標を活用した経営分析が求められる。

② 具体的なマネジメント上の課題
・病院経営には、先に述べたとおり専門的な知識や経営能力が求められるが、これを事務局に配属
された職員（以下、
「事務職員」という。）が地方公共団体の（比較的短期間での）人事異動サイ
クルの中で、実務だけで身につけることは難しく、十分な知識や能力を事務局に蓄積できないこ
とが課題となっている。
・また、事務職員は、人事異動の中の一時的なポストとしての認識から、在籍期間中、前例に従い
無難な対応をとりがちだという指摘がある。それでは組織はもとより、当該職員の能力向上にも
つながらず、地方公共団体全体の業務改善をも阻害する要因ともなる。
・この課題は、医師、看護師をはじめとする医療スタッフにもあてはまると考えられる。公立病院
であるが故に公金をもって経営が支えられている安心感（不採算医療を担っているのだから赤字
が出ても仕方がないといった感覚や、公務員として身分は保障されているといった感覚）は、提
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供する医療サービスの質や採算性の向上といった感覚の持ち難さにもつながるものである。
・このため、公立病院の経営改革を進めるためには、事務処理に関する知識や能力の蓄積以上に、
当該病院に所属する全職員の意識を変えていくことが大きな課題と考える。
・なお、小規模な地方公共団体や公立病院にあっては、そもそも人的資源が限られ、職員個々の意
欲はあっても、絶対的なマンパワー不足が課題となるケースもある（小規模な地方公共団体でな
くとも、人事部局が定数抑制を意識するあまり、十分な職員配置が行われない場合にも同様の課
題が生じる）
。
・このマンパワー不足に関しては、病院マネジメント上の課題という以上に、当該地方公共団体の
政策として病院事業をどのように評価しているのかという課題を含んでいる。
・病院事業は、人的サービスの提供により対価を得る事業モデルである。このため、公・民の役割
分担に留意しつつ、地域の医療需要に照らして必要が認められる場合には、人材を適切に雇用・
配置することで収益増につながる場合があることを理解すべきである。一方、急激な人口減少下
にあって、将来も含めた医療需要を踏まえ、見直しを行う場合には、事務の効率化・合理化を図
ることにより経費を削減する方法が有効であることも指摘されている。

③ 住民、首長、議会等に対する理解促進
・公立病院の経営改革を進める上で、事業管理者や病院長などがしっかりした目的意識を持ち、病
院内の医療スタッフや事務職員との意識の共有を図ることが重要である。
・その上で、当該病院と地方公共団体の長、議会や関係部局との間において地域医療の在り方や持
続可能な病院経営についての認識を共有し、医師確保対策や健康・予防施策なども含めた効果的
な連携が図られることが重要である。
・そのためにも、病院サイドからは、当該病院の経営状態や将来的な経営展望について、経営指標
等を用いた経営分析や客観的なデータ等により、誰にでもわかりやすく、適切な説明をすること
が必要である。
・一方で、人口減少・高齢社会が到来し、過疎化が進む中にあって、地域づくり政策の中に保健医
療や介護その他の福祉施策をどう位置づけていくかは各地方公共団体にとって大きな政策課題
となっている。特に公立病院を設置・運営している地方公共団体にとって、目指すまちづくりを
進めていくためには、当該病院の現状を的確に把握するとともに、公・民の役割分担を踏まえた
上で、当該病院に求められる役割とそれに必要な規模や機能、立地、更には公共交通の整備や周
辺の社会福祉施設等との連携も視野に入れてまちづくり計画等を立案すべきである。
・以上のような地域政策の側面から自治体と事業管理者や病院長との認識の共有を図り、経営に対
してコミットしていくことが公立病院の役割の明確化にもつながるのではないかと考える。
・合わせて、公立病院改革を進める上で、地域住民の理解は必要不可欠である。当該病院の医療機
能や病床規模の見直し、他の医療機関との機能分担や連携、統合再編が必要となる場合もあるが、
そうした場合に突然、改革内容を説明しても理解は得られない。このため、日頃から、当該病院
の経営状況や提供される医療と負担の関係、更には医療の質やサービスを測る指標であるクリニ
カルインディケーター（臨床指標）などの情報開示や説明を丁寧に行い、地域に開かれた病院と
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して住民の理解を醸成しておくことが必要である。

（３）再編・ネットワーク化
① 公営企業の抜本的改革における「再編・ネットワーク化」の位置づけ
・
「経済財政運営と改革の基本方針 2016」
（H28.6.2 閣議決定）においては、公営企業の抜本的な改
革（事業廃止、民営化、広域的な連携及び民間活用）の推進を着実に進めることとされており、
また、
「経済・財政再生アクション・プログラム 2016」
（H28.12.21 経済財政諮問会議決定）にお
いて、
「公営企業（水道事業・下水道事業・病院事業）の広域化等については、新たにＫＰＩを設
定して進捗の検証を行うこととし、独立した改革工程を明記して取り組む（例えば、下水道事業
の都道府県構想、新公立病院改革プラン、経営戦略など地方団体の策定する各種計画での具体化
を促す。
）
。
」こととされた。
・公立病院改革における再編・ネットワーク化は「広域化等」の取組と位置づけられ、経済・財政
再生計画改革工程表の第一階層 KPI において「再編・ネットワーク化に係るプランを策定した病
院数」が設定されている。各地方公共団体においては、公営企業の抜本的改革の観点からも公立
病院の再編・ネットワーク化の取組が注目されていることに留意すべきである。
・更に、
「経済財政運営と改革の基本方針 2017」においては、
「公営企業の経営戦略や新公立病院改
革プランの策定を促すとともに、抜本的な改革の検討を推進し、進捗状況と効果をチェックする。
更に、事業体間の経営状況の違いを乗り越えて事業統合・再編を進めるなどの先進事例の横展
開･･･（中略）･･･等により、事業統合・再編を含む広域化等の検討の加速に向けた支援を強化す
る。
」とされ、再編・ネットワーク化の取組の加速化が指摘されている。
→ 以上、〔本文参考資料〕資料１６、１７参照。

② 前ガイドラインに基づく取組事例と新ガイドラインに基づく取組事例の概要
・再編・ネットワーク化は、前公立病院改革の視点の１つとして前ガイドラインに位置づけられ、
平成 25 年度までに策定された再編・ネットワーク化計画に基づき、65 ケース、162 病院が統合・
再編などに取り組んできた。
・再編・ネットワーク化のこれまでの取組を概観すると次のとおりとなる。
Ａ）公立病院間の取組
Ａ－１）市町村立病院間の取組
Ａ－１－ア）機能再編・役割分担して病院間をネットワークでつなぐもの
Ａ－１－イ）統合し、規模・機能の充実強化を図るもの
Ａ－２）都道府県立病院と市町村立病院との間の取組
Ｂ）公立病院と民間病院等公立病院以外の病院との間の取組

※ （本文挿入資料）資料２、３の点線赤枠部分を挿入。
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・前ガイドラインは公立病院の経営改善を主眼としたものであり、その手法としての再編・ネット
ワーク化の取組も、原則として公立病院間を想定したものであったが、現在の医療提供体制の改
革は、地域医療構想を踏まえ、医療圏内の全ての医療機関の機能の分化・連携が求められている。
このため新ガイドラインにおいては、「地域医療構想や地域医療構想調整会議等も活用しつつ、
他の医療機関との統合・再編や事業譲渡等にも踏み込んだ改革案についても検討の対象とすべき」
とされているところである。
・以上のことから、今後の再編・ネットワーク化の取組には、更に多様な形態に関する検討が想定
されるとともに、またそうした取組が求められていることに留意すべきであり、地域医療の確保
を優先課題とし、医療サービスの供給者である病院側のみならず、受給者である地域住民・受診
者の視点に立った検討が求められる。

③ 医療と介護の連携の必要性
・１（１）③で述べたとおり、医療介護総合確保推進法においては、医療と介護が総合的に確保さ
れることを求めている。また、新ガイドラインにおいても、地域包括ケアシステムの構築に向け
て、公立病院が果たすべき役割について明らかにするよう要請しているところである。
・また、２（２）でも述べたとおり、へき地などの地域では、公立病院がその地域における医療の
みならず保健、福祉や予防を含めた介護の事業にも関与している実態があり、また近年では、地
方公共団体の施策として、公立病院の空き病床をサービス付き高齢者住宅に転換するなどの取組
事例も出てきている。
・このような状況から、今後、地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの構築に向けて、公立
病院がその中核として、訪問診療など在宅生活者を支える役割を果たしていくことに加え、医療
間の連携のみならず病院事業と介護施設事業等の連携や、民間事業者ではサービス提供が困難な
場合には、病院事業から介護事業等への転換などについても検討する必要がある。
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料１８参照。

④ 再編・ネットワーク化を検討する上での課題
・再編・ネットワーク化は、その相手となる医療機関との合意形成が不可欠である。費用負担の在
り方やどういった機能をどちらが担うかといった利害調整は相当の時間と労力を伴うものとな
る。状況によっては当該病院間で、医師の派遣元が異なることから医師派遣機関との調整が必要
となることもある。
・更には、病院を再編する場合、地域によっては「病院がなくなる（病院までの距離が遠くなる）」
、
「規模や機能が縮小する」
、
「診療所になってしまう」ということを理由に、地域住民からの反対
が生じ、最悪の場合、再編・ネットワーク化計画が頓挫することもある。
・このため、再編・ネットワーク化の実現に向けては、再編・ネットワーク化する当事者間はもと
より、自治体内・関係自治体間・地域の医療関係者等でしっかり認識を共有するとともに、地域
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住民への丁寧な説明を行い、理解を得ることが重要である。
・なお、再編・ネットワーク化の検討に当たっては、対象となる病院間の距離や立地、交通条件な
どを考慮せず、地理的に無理がある再編に取り組む場合には、結果として地域医療を崩壊させか
ねないリスクがあることに留意すべきである。

（４）経営形態の見直し
① 経営形態の類型、効果と留意点
・新プランにおいては、民間的経営手法の導入等の観点から行おうとする経営形態の見直しについ
て、新経営形態への移行計画の概要を記載することとされている。新ガイドラインにおいては、
経営形態について次の５つの選択肢を掲げており、その概要は次表のとおりである。
１） 地方公営企業法の全部適用
２） 指定管理者制度の導入
３） 地方独立行政法人化（非公務員型）
４） 民間譲渡
５） 事業形態の見直し

※ （本文挿入資料）資料４の点線赤枠部分を挿入。

② 各経営形態への移行時等に対する主な地方財政措置
・公立病院の経営形態を見直す場合には、新ガイドラインに基づき、その移行時・移行後の施設・
設備等や退職手当、債務整理に対する地方財政措置が講じられる。主な地方財政措置は次表のと
おりである。

※ （本文挿入資料）資料５の点線赤枠部分を挿入。

③ 経営形態を見直した病院の経営状況
・経営形態を見直した病院の経営上の効果の検証に関し、特に地方独立行政法人の経営状況につい
て、他の経営形態に比べて経常収支比率が大きく低下傾向にある状況から、その要因を分析した
（分析結果の詳細は、第６回研究会資料１－①を参照）
。
・その結果、地方独立行政法人の経常収支比率が低下傾向となっている収入面の要因は、経常収益
に占める設立自治体からの運営費繰入金の割合が減少したことであった（この要因は他の経営形
態との間で大きな差異となっている）
。また、費用面の要因は、職員給与比率、材料比率が上昇し
たこと（この要因は他の経営形態との間で大きな差異はないこと）であったことが確認できた。
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※ （本文挿入資料）資料６、７（図①②④）の点線赤枠部分を挿入。

・更に、地方独立行政法人への移行年度別に病院をグループ化し、各グループの経営状況を確認し
たところ、一部であるが特に医業収支が悪化している病院があり、全体の経常収支比率の低下傾
向には、病院個別の要因も考えられることが確認できた。

※ （本文挿入資料）資料７（図⑥）の点線赤枠部分を挿入。

・以上のことから、経営形態の見直しを行えば直ちに経営状態が改善するものではないことが読み
取れる結果となっている。
・また、①で述べたとおり、それぞれの経営形態によって様々な効果や留意点があって、一概にど
の形態が最善とは言えないものであるが、例えば地方独立行政法人へ移行した病院からは、職員
の弾力的な採用やガバナンスの観点から意思決定の迅速化に効果があったといったメリットが
指摘されるところである。その一方で、病院と自治体との距離感が遠くなること（自治体の意向
を踏まえた政策医療の実施が果たせなくなるのではないか等）を懸念する声もある。
・このことから、経営形態の見直しについては、それ自体が目的ではなく、その先に何を目指すの
か、それは現在の形態でも達成ができないのかどうかといったことも含めて、それぞれの効果や
留意点等を踏まえ、先行する取組事例なども参考にしつつ、病院関係者や自治体において地域の
実情に応じて最もふさわしいと考えられるものを検討すべきである。

④ 経営形態の見直しにあたっての制度的な課題
・公立病院の経営形態の見直しに当たっての課題については、総務省において実施した「地方公営
企業の抜本的な改革等に関する取組状況調査（平成 28 年 3 月 31 日現在調査）
」の結果が参考と
なる。当該調査から、各公立病院が経営形態の見直しに当たって課題と考えている主なものを抜
粋した結果は次表のとおりである。

※ （本文挿入資料）資料８の点線赤枠部分を挿入。

・加えて、現在、地方独立行政法人への移行を具体的に検討している病院に対し、移行に当たって
課題と考えている事項について、総務省から個別に聞き取り調査を実施している。
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※ （本文挿入資料）資料９の点線赤枠部分を挿入。

・以上の調査結果から、経営形態の見直しに当たって主な課題は次の２つに集約される。
ア） 住民説明や組織内の合意形成、利害関係者との調整に多くの時間や労力を要すること
イ） 自治体が短期的に多額の財政的負担を要すること（退職給付引当金の計上方法、債務超過の
解消や退職手当の負担）
・以上のうち、ア）に関しては時間や労力を有するものの自治体が自らの取組で解決できるものと
考えられる一方で、イ）に関しては自治体の財政力等の事情によっては自らの取組のみでは解決
が難しい場合もあると思われ、制度的な課題と考える。
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第２部
今後の公立病院経営に
向けた提言

20

１．病院マネジメントの観点からの経営手段の充実
（１）公立病院の事務局の強化、経営人材の確保・育成
① 事業管理者のあり方
・公立病院の経営効率化を図る上で、事業管理者や病院長、事務長をはじめとする事務局には専門的
な知識や能力が求められること、その一方で、地方公共団体の一組織であるが故の課題があること
を第１部の３（２）①②で述べた。
・地方公営企業法全部適用の場合、事業管理者に対し、人事・予算等に係る権限が付与され、より自
立的な経営が可能となることが期待されるものであるが、制度運用上、事業管理者の権限と責任が
明確化されなければ、その効果は十分に発揮されない。加えて、当該権限と責任を認識し、積極的
にその役割を果たす人材でなければ、その効果は期待できない。
・こうしたことから、事業管理者には高い知見と、経営意識、実務能力を有する者を選定すべきであ
り、過去若しくは現在も病院経営に携わり、知識と経験の蓄積がある者から登用することが望まし
い。
・また、現在、地方公営企業法一部適用の病院にあっては、地方公営企業法全部適用への経営形態の
見直しにより、知見のある現在の院長を事業管理者とし、若手の副院長を院長に登用することで、
早い時期から経営者としての人材育成を図るという考え方もある。
・なお、
平成 29 年４月からスタートした、地方公営企業連絡協議会調査研究事業研究会 1においては、
0F

「公営企業における管理者を中心とした経営システム」に関する議論が行われており、その動向に
ついても留意されたい。

② 事務局の強化とその方策
・地方公営企業法全部適用と一部適用のいずれの場合も、事業管理者又は病院長の下で直接の経営実
務を担うこととなる事務長及び事務職員に関する基本的な考え方は、上記事業管理者と同様に、経
営意識、実務能力を有する者を選定することが重要である。
・また、それらの事務職員の人事異動サイクルを見直すとともに、医療制度や病院経営に関する研修
体制を構築する。そして、それらの人事配置・人事サイクル・研修体制が相互により効果的に機能
するような仕組みとすることが、事務職員の医療や介護制度における専門性を高め、知識や経験が
蓄積されるとともに、個々の職員の能力向上が事務局の強化につながるものと考える。
・更に、経営効率化の観点から事務の外部委託化が進められている事例も多いと考えられるが、病院
経営が高度専門化している中において、医事業務などに関して全てを外部委託化するのではなく、
中心となる人材に継続的に事務職員を配置し、診療報酬やＤＰＣなどの制度変更に的確に対応する
ことが必要と考える。
・合わせて、既に専門的な知識、技術、経験等の蓄積のある外部人材の事務長及び事務職員への登用
も検討すべきである。
1

地方公営企業連絡協議会（46 都道府県 19 指定都市４企業団の管理者で構成）において、公営企業の健全な経営に資することを目的
として実施されている調査研究事業であり、平成 29 年度は、公営企業におけるガバナンスなどの管理者を中心とした経営システム
の研究を行っている。
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・個々の職員の知識、意欲が十分であり、かつ、当該病院の立地する地域の医療需要（将来推計を含
む）等に照らして当該病院の機能や規模が適切であるにも関わらず、職員配置に係る課題により、
経営改善効果が十分に生じていない状況にある場合には、事業管理者や病院長、事務長と当該地方
公共団体の長や人事部局との間で協議の上、組織・定員の適正化を検討し、必要な職員配置に努め
るべきである。仮に、当該病院の機能や規模が適切でも、当該地方公共団体の定員や財政力等の事
情により十分な職員配置や人事運用等が困難な場合は、地域医療を確保する観点からもそれを可能
とする経営形態の見直しや、周辺病院との再編・ネットワーク化を検討すべきである。
・合わせて、人材の有効活用の観点から、看護師その他の医療職員で経営感覚や改革意欲に富む人材
を事務局に配属するなど、人事運用の弾力化も検討すべきである。また、病院経営を戦略的に考え、
実効性のある改善施策を検討するための専門的な部門を設け、意欲や能力に富む職員を配置するな
どの組織改革についても、事務局強化の観点から重要である。
・一方、当該地域の医療需要に照らして、当該病院の機能や規模が過大である（その結果、相対的に
職員が不足している状況）ならば、その是正を検討すべきである。

③ 医師確保に資する取組み
・公立病院の多くは現在も医師確保に悩んでいる。国は、平成 20 年度以降の医学部の臨時定員増に
よる、いわゆる地域枠の取組により医師の増員を図ってきた。今後、こうした地域枠の医師が臨床
研修を終え、地域医療に従事する医師の総数は徐々に増加するものと見込まれるほか、法改正も視
野に、実効的な医師偏在対策が検討されている。
・このため、引き続き、国の医師偏在対策の効果や、平成 30 年度から開始予定の新専門医制度、更に
は、現在検討されている「働き方改革」に伴う影響等も注視していく必要がある。
・一方、小規模な病院や医師確保に悩む病院においては、医療行為に加えてその他の事務も医師が処
理せざるを得ず、その結果として、医師一人当たりの業務負担が重くなった結果、勤務環境が過酷
となり更なる医師確保の困難さにつながっていると指摘する声がある。こうした状況を改善するた
めに、可能な限り医師の指示に従い医療行為の一部を担うコ・メディカルスタッフ、その他の事務
を分担する事務職員の充実に努めつつ、医師とその他の職員との役割分担を適正化することを検討
すべきである。
・また、若手医師が勤務するためには、何よりも研修体制を充実させることが重要である。総合診療
医を始めとする病院独自の専門医プログラムをつくること、初期研修の１か月の地域医療研修を受
け入れること、地域枠などの医学生の実習を受け入れること、研修受け入れについて良い指導者を
招くこと、必要により研修日を作り外部の医療機関で研修を行えるような仕組みをつくることが望
ましい。
・加えて、地域における住みやすさ・暮らしやすさの向上といった居住環境の整備など生活面でのバ
ックアップ体制を整えることや、地域住民との意見交換やコミュニケーションの場を整えるなど医
師の業務以外の面に係る地域と連携した取組により、医師自身が、その地域の暮らしを支えている・
必要とされていると実感できるような方策を考えることも有効である。
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（２）公立病院の経営指標の「見える化」と地域における経営展望の理解促進
① 「経営比較分析表」の導入
・第１部の３（３）①で述べた「公営企業の抜本的改革」に関連して、総務省では、公営企業会計の
全面的な「見える化」に取り組んでいる。具体的には水道事業及び下水道事業において、自らの経
営指標の経年比較や他の同規模の公営企業（以下、
「類似団体」という。
）との比較、またそれらの
クロス分析を行うための「経営比較分析表」が平成 26 年度決算から導入されており、その対象事業
も順次拡大していくこととされている。
・これまでも、病院事業の決算については、地方公営企業決算状況調査（以下、
「公営企業決算統計」
という。
）をまとめた公営企業年鑑として公表されてきた他、個々の病院毎の決算情報は「病院事業
決算状況」として、また同様に、収益や費用に関する指標等の経営指標は「病院経営分析比較表」
として、合わせて総務省ＨＰに公表されており、誰でも閲覧可能となっている。しかし、この病院
経営分析比較表は、多くの経営指標を網羅的にまとめたものとなっているため、複雑さを指摘する
声が上がっている。

※

（本文挿入資料）資料１０の点線赤枠部分参照。

・公立病院の経営改革を進めるには、当該病院の経営状況や将来的な経営展望について、病院内部の
職員はもとより自治体内部や議会、地域住民の理解を得ることが不可欠であり、そのためには客観
的なデータや経営指標等を用いた経営分析等により誰にでもわかりやすく適切な説明をすること、
つまりは公立病院の経営指標の「見える化」が求められる。
・病院事業への、経営比較分析表の導入後は、当該病院の経営指標についての経年比較や類似団体と
の比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより当該病院の経営の現状及び課題を的確か
つ簡明に把握することが可能となるとともに、新プランの進捗状況等を把握、確認する上でも有益
な情報が得られると考えられ、それらをもって関係者、地域住民等への説明に有効活用できるもの
である。
・病院事業に係る経営比較分析表及び同表に掲載される経営指標の考え方等は次のとおりである。

※

（本文挿入資料）資料１１の点線赤枠部分参照。

・最初に、地方公営企業法の法適用区分（一部適用か全部適用か）、病院区分（一般病院か特定の機能
に特化した病院か）
、病床数、建物面積、標榜する診療科目の数、ＤＰＣ対象病院か否かといった基
本情報が表示される。
・表中段の「１．経営の健全性・効率性」欄には、①経常収支比率、②累積欠損金比率（以上、共通
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指標）の他、③医業収支比率、④病床利用率といった病院事業固有の６指標を加えた８指標が表示
される。また、表下段の「２．老朽化の状況」欄には、①有形固定資産減価償却率（共通指標）の
他、②機械備品減価償却率、③１床当たり有形固定資産の計３指標が表示される。
・これらの指標は、当該病院データが青い棒グラフ、類似団体の平均データが赤い折れ線グラフによ
り過去 5 年間分の推移が表示され、視覚的にその経営状態が理解できるようになっている。
・なお、老朽化の状況の３指標について、①は、病院施設の建替は病院経営の在り方等を考える上で
大きなきっかけの一つであること、②は、高額医療機器等が病院経営にも少なからず影響を与える
こと、③は、それら施設設備への投資規模の適切性を判断する指標として重要なことから導入して
いるものである。
・また、表の右側には、病院事業のみに掲げた項目である「Ⅰ 地域において担っている役割」欄を設
けている。これは、公立病院が地域医療確保のため、民間病院の立地が困難なへき地における医療
や、救急、周産期、小児医療等の不採算・特殊部門に係る医療などを担うことにより経営指標が悪
化することもあるなど、経営指標の数値だけでは判断できない部分もあることから、当該病院特有
の役割を踏まえた比較・分析が可能となるよう設けた欄である。
・以上に加え、
「Ⅱ 分析」欄において、当該病院の役割等を踏まえ、経営指標の推移と合わせて当該
公立病院の経営状況を適切に分析し、課題等を抽出してこれに対応した対策や今後の病院の進むべ
き道筋を明らかにしていくことが、病院経営や改革の必要性に対する理解の促進につながるものと
考えており、経営効率化のための第一歩ともいうべき病院経営の「見える化」に向けて、この経営
比較分析表が有効活用されるよう期待するものである。

② 個々の病院に応じた分析や部門別の分析の必要性、住民目線に立った説明
・経営比較分析表は、先に述べたとおり、公立病院の経営状況について主要な経営指標の推移や類似
団体との比較、更には当該自治体が経営する他の公営企業全体を俯瞰する観点から、統一的なフォ
ーマットで作成されるものである。このため表中の経営指標も、公営企業決算統計から得られる情
報の一部であるが、個々の病院によっては、それぞれの経営上、注力している事項や課題と考える
事項を表す経営指標もあると考えられる。
・従って各病院においては、経営比較分析表に限らず、個々に重視する経営指標の分析に加え、公営
企業決算統計では把握されないデータ（例えば個々の診療報酬加算の取得状況やＤＰＣ導入病院に
おける機能評価係数等）について分析の上、収益の確保と財務の効率化とを組み合わせて説明する
ことも重要である。
・更に、病院全体の経営状況は当然のこと、部門別の状況について経営面から把握し、関係職員と共
有するためにも、例えば外来・入院別の経営分析や原価計算を行うことも考えられる。
・これは、もとより不採算部門を切り捨てるためのものではなく、今後の病院経営や、公・民の適切
な役割分担を踏まえ、その地域におけるポジションをどう担っていくのかを検討する上で、どこが
強く、どこに課題があるのかという当該病院の全体像を正確に把握の上、必要な対策に取り組んで
いくことが、結果として病院の経営力を高めることにもつながるものと考える。
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・加えて、地域住民の目線で当該病院の総合的な評価や理解を得るためには、経営状況が住民一人当
たりの現在負担や将来負担にどのように影響するのかといった観点での分析や、現在の病院の提供
する医療の質を量るためのクリニカルインディケーター（入院患者数・外来患者数、診療科別手術
件数、紹介・逆紹介患者率、患者・家族の満足度等）等を必要に応じて組み合わせつつ、できるだ
け誰にでもわかりやすい説明を行うべきである。

（３） 経営指標の分析に基づく取組、PDCA サイクルの展開

① PDCA サイクルの展開
・病院マネジメントの観点から、公立病院の経営改革を進めていくためには、特に病院経営や改革の
陣頭指揮に当たる事業管理者や病院長、事務長など病院幹部がまず自身の意識を改革することが重
要である。その上で、事務職員・医療職員との対話の機会を通じて、病院の置かれた現状を共有し、
病院の戦略を明確に示すとともに、現場の意見を踏まえた数値目標を設定し、現場とともに組織全
体で課題解決に取り組むことが可能となるものである。
・そのための基礎として、経営比較分析表による客観的・定量的なデータを用いた現状分析が有効で
あるが、単なる現状分析に終わらせないためには、それを実効性のある取組につなげていくことが
重要であり、分析結果から課題の抽出、その改善に向けた目標の設定と具体的な対応策の検討及び
実行、その取組結果の分析・評価、それらを踏まえた当該取組の継続または更なる改善策の検討と
いった、いわゆるＰＤＣＡサイクルを確立する必要がある。

② 目標・経営指標と日常業務とを結びつけるプロセス
・病院幹部等の経営層が考える目標の達成に向けて、経営指標を念頭に置いた取組を日常業務に関連
づけることで、多数存在する経営指標を具体的な改革につなげていくことができる。
・この経営改革のため、目標設定とその経営指標への落とし込みから対象とする業務ターゲットの設
定、それを日常業務に結びつけるプロセスを整備することが必要であり、そのイメージは次図のと
おりである。①まずは病院幹部が目標を設定する（ここでは、収支改善等の経営目標の他、コンプ
ライアンスや公立病院として果たすべき役割に関する目標なども考えられる）、②目標達成のため
の具体的な手法や行動を検討する、③それらを日常業務に結びつけるため、組織や構造の主体別に
検討していく。
・この際、組織・構造については、狭い範囲では病院内部、広い範囲では地域の医療関係者や地域全
体といったレベルが考えられる。

※ （本文挿入資料）資料１２の点線赤枠部分参照。

・以上の考え方を更に具体的な流れ、イメージにしたものが次の資料となる。
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※

（本文挿入資料）資料１３の点線赤枠部分参照。

・この例では、病院幹部が収支の改善を図ることを経営目標として設定している（①）。それを受け、
次のステップとして、経営目標の経営指標やデータへの落とし込み作業を行う（②）
。ここでは、経
営比較分析表の活用やその他の経営指標等の分析を行い、改善すべき経営指標の洗い出し作業とな
る。具体的には、総収支の改善という大きな目標から、類似団体より医業収支比率が低いというデ
ータを元に、医業収支の改善という目標に絞り込み、更には、類似団体に比べて職員給与費対医業
収益比率が高いというデータを元に、同比率の引き下げという目標を立てることになる。
・次に、設定した業務目標の改善につながる業務上のターゲットを設定する（③）。ここでの選択肢に
ついては、職員給与費の削減、または収益の増加が考えられるが、病院事業の場合、人的投資の増
で収益の増を得られる場合があり、必ずしも職員数の削減が妥当ではないことから、収益の増加に
つながる方策を採用し、更に、効果的かつ効率的な医療スタッフの業務をターゲットに設定する（な
お、本例では採り上げないが、診療報酬の高い診療業務にスタッフを投下するという手法もある。）
。
・更に、部門別の具体的なアクション、現場を巻き込んで日常業務に関連づけた取組等を設定してい
る（④）
。例えば、医師については、初診や所見時間を効果的かつ効率的に設定するために所見目標
時間を設定する。加えて、手術件数や外来・入院比率を調整するために手術開始時間を厳守するこ
ととする。また看護師については、個々の業務に関する時間の効率化を図るため、バーコード管理
による定型的な看護行為の時間データの分析を行う。加えて、病棟内の業務量に見合った看護師配
置とするために、看護必要度と看護実施データを用いた業務量の比較などを行う。
・それらの取組の結果について、部門ごとの進捗状況の確認や病院全体での改善状況の共有を行い、
部門ごとのフィードバックを行う（⑤）。これにより④のアクション設定を見直して、目標が達成さ
れるまで更なる改善に取り組むという流れになる。
・次の資料は、以上の例によって、どの指標に影響が生じるかを示したものである。ここでは④の部
門別の具体的なアクションの例として、医師について初診や所見時間を効率的かつ効果的にするた
めに、目標時間を設定することを採り上げ、その Input と Output を記載している。システムや業
務フローの導入によって、図中の丸印を付している様々な指標に影響が及び、その結果として、医
業収益の向上と職員給与費の適正化が図られ、職員給与費対医業収益比率の低下につながっている
という状況を示している。

※ （本文挿入資料）資料１４の点線赤枠部分参照。

・なお、この例については、その分析の中で、類似団体よりも医業収支比率が低い、同様に類似団体
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よりも職員給与費対医業収益比率が高いという例であるが、必ずしも類似団体との比較だけではな
く、当該病院の経営指標の経年変化を見ても同様の判断が可能である。例えば、医業収支比率が前
年度よりも下がったとするならば、その原因は、医業収支を構成する医業収益が下がったからなの
か、医業費用が上がったからなのか、後者が主な原因とするならば、医業費用を構成する物件費と
人件費とのうちいずれが上がったからなのか、人件費が上がったことが要因で、かつ、これを安易
に下げられないのであれば、他方の物件費を下げるにはどうすればよいかといった検討方法である。
・経営指標に現れる結果は、必ず原因を伴っている。参考までに、公営企業決算統計による経営指標
の相関関係を整理すると次表のとおりとなる。個々の経営指標の年次変化を、その構成要素となっ
ている経営指標に遡って、結果と原因との関係を分析し、その要因を追っていくことで、それを改
善するための具体的な対応策が見えてくるものと考える。

※

③

（本文挿入資料）資料１５の点線赤枠部分参照。

チェックの重要性

・以上のＰ（業務目標の設定、現状分析による改善策の日常業務への関連づけ）
、Ｄ（改善策の実行）
、
Ｃ（取組の結果の検証）
、Ａ（改善策の見直し）というＰＤＣＡサイクルを確立する上では、特にＣ
のチェックが重要であり、Ｄの取組結果を適切に検証・評価するためにも、できる限り定量的な指
標やＫＰＩ（Key Performance Indicators：重要業績評価指標）を設定の上、経営改善の度合いを
客観的に測定していくことが重要である。そして、それら取組の成果を明らかし、適切に評価する
ことが、職員の自信にもつながり、モチベーション向上にも寄与するものと考えられる。

（４）総括
・本章においては、病院マネジメントの観点から公立病院の経営改革を進めていくために、（１）に
おいて、当該病院に所属する全職員の意識を変えていくこと、そのためには適任となる事業管理者
や事務長の選定、事務職員の適切な配置、人事サイクルの適正化や研修体制の強化、外部人材の登
用など人事の弾力的な運用、専門部門の設置などの事務局強化が必要なことを述べた。
・また（２）において、当該病院の現状認識・課題の共有や今後の方向性の検討、地域住民等による
理解の必要性と、そのためのツールとして経営比較分析表の導入や個々の病院の状況に応じた分析
の必要性、更には地域住民への経営状況のわかりやすい説明が必要なことを述べた。
・更に（３）において、目標設定、経営分析から課題の抽出とその対応策、具体の行動、その結果の
検証・評価、それを受けての対応策の継続や見直しというＰＤＣＡサイクルの確立の必要性につい
て述べた。
・これらの取組については、公立病院の現状（病床規模や立地条件、担っている役割や機能の違い等）
から、全ての病院に一律に導入できるものではないと考えられる。既にこれら全てに取り組んでい
る病院もあれば、こうした課題に気がついていない病院や、課題と認識していても諸事情により実
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行できていない病院もあると想定される。
・重要なのは、病院の現状や課題をまずは病院内でしっかり認識共有するとともに、自治体内関係部
局とも共有し、連携・協力した取組をできることから始めることである。その際、既に先行した取
組を行っている病院の手法などを収集したり、公立病院間で情報を共有したりすることが、個々の
病院の取組の参考に資すると考えられる。

２．公立病院に対する財政的・制度的支援
（１）地域医療確保のための財政的支援
①

不採算地区における医療を確保するために必要な措置

・前章は、主に公立病院や当該病院を設置する地方公共団体に対して取組を促すものであるが、本章
では、総務省が講じている地方財政措置その他の制度的な課題に向けたものとなる。
・人口減少・高齢社会が急速に進展し、医療需要は、これから先も大きく変化していくことが見込ま
れる。その中にあって、公立病院は、国の医療提供体制の見直しを踏まえた公立病院改革を通じて、
地域ごとの適切な医療提供体制の再構築が求められている。以上のような環境変化に対応し、引き
続き公立病院が、公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保を図ると
ともに、持続可能な病院経営を目指すため、限られた地方交付税財源を地域の実情等に応じて、よ
り効果的に配分することが必要である。
・これまで、本研究会委員から公立病院に対する財政的支援のあり方については、公立病院が地域医
療の確保のため果たすべき役割を踏まえ、地方公共団体において適切な繰出が確保されるよう留意
すべきとの意見や、単に飴を配るということではなく、構造的にコストがかかる部分に対して公的
支援がなされることにより、医療アクセスへの公平性が確保されることが必要といった意見、不採
算地区病院を抱える地方公共団体は地域医療を確保するため、多額の繰出を余儀なくされている実
態があり、不採算地区医療への重点的な支援を含めてメリハリの効いた支援が必要ではないかとい
った意見があった。また、全国自治体病院協議会からも、非常勤医師の派遣を受けている場合、当
該医師の給与に関する増嵩経費が負担となっているなど、地方財政措置の充実を求める要望があっ
た。
・以上の意見や要望を踏まえ、当研究会において、不採算地区病院と不採算地区以外の病院との経営
状況の比較分析を行った。その結果は、次のとおりである。

※

（本文挿入資料）資料１６の点線赤枠部分参照。

・分析結果を概括すれば、次のとおりとなる。
１）直近５年間の経営指標を踏まえると、不採算地区病院と不採算地区以外の病院では、医業収支
比率及び職員給与比率に大きな乖離があり、不採算地区病院はより厳しい経営状況にあることが
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確認できるとともに、近年はその乖離が広がる傾向にある。
２）公立病院の実態調査の結果、
「全体的に医師不足」及び「病院内の６割以上が非常勤医師」とな
っている不採算地区病院の割合は、それぞれ不採算地区以外の病院の割合を大幅に上回っている。
３）また、
「全体的に医師不足」
、
「病院内の６割以上が非常勤医師」 及び「非常勤医師が常勤医師
の 1.5 倍以上の給与」となっている病院について、それぞれ不採算地区病院と不採算地区以外の
病院における経営指標を比較しても、不採算地区病院の方が厳しい経営状況にある。ただし、常
勤医師の確保が困難な不採算地区病院においては、より給与が割高となる非常勤医師であっても、
医療需要に応じた医師の確保を図ることができれば、医業収益の改善に寄与するものと考えられ
る。
・なお、本研究会における議論を通じ、不採算地区病院に限るものではないが、医師確保の取組には、
下記の経費が生じている場合が確認できた。
ア） 医療需要はあるものの医師が確保できず、診察室の維持費等の費用負担が重くなっているケー
ス
例） 診療科の未開設による診察室の未活用及び病床の空きスペース、着任に備え整備した公
舎の空室の維持、院内の勤務環境の整備・充実等 など
イ）医師確保のために講じている環境整備に係る経費
例）公舎の生活環境の整備・充実等 など
ウ）その他医師確保に要する経費
例） 医師招聘活動、ドクターバンクなど医師の求人・求職の斡旋事業の活用、医師募集サイ
ト等への広告 など
・以上の状況から、不採算地区病院が、不採算地区以外の病院と比較してより厳しい経営状況にある
ことを踏まえ、総務省は不採算地区病院に対する財政支援を充実する方向で検討すべきである。
・合わせて、医師確保に係る取組に対しても、その重要性を認識した上で措置の検討が必要である。

②

近年の資材単価等の動向を勘案した、公立病院の施設整備に関する措置

・近年における資材単価等の高騰が、公立病院の施設整備を進める上で大きな負担となっているため、
地方交付税措置の単価（36 万円／㎡）を引き上げて欲しいといった要望（宮崎県、島根県大田市等）
がある。そこで当研究会において、実態を調べた結果、次の状況が確認できた。

※

（本文挿入資料）資料１７の点線赤枠部分参照。

・公立病院の平均建築単価の推移を見ると、平成 21 年度から徐々に上昇しているが、平成 27 年度を
ピークとして、平成 28 年度には下落している状況である。これと同じ傾向として、公的病院等につ
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いても、公立病院と同様の動きとなっている。一方、国立病院機構については平成 28 年度まで上昇
し続けているが、36 万円に収まっている。
・次に、平成 28 年度着工事業における建築単価の分布を見てみると、公立病院は非常に幅広く分布
しており、一番低くて 25 万円以下のものから一番高くて 60 万円を超えるものがある。整備する施
設の内容によって一定の幅が生じているものと考えられるが、公的病院等に比べて全体的に高くな
っている傾向が確認できている。

※

（本文挿入資料）資料１８の点線赤枠部分参照。

・このように、資材単価等はその時々の状況により増減するものであり、今後も、固定的に基準単価
が据え置かれる場合、施設整備の年度の違いにより地方公共団体間で大きな負担差が生じるおそれ
がある。
・以上のことから、総務省は、今後、公立病院の施設整備に係る地方交付税措置の単価について、公
的病院等の建築単価の実勢を踏まえ、定期的な見直しの仕組みを検討すべきである。
・その際、公立病院の建築単価が公的病院等と比べてなぜ割高となるのか、また、公立病院の中でも
なぜ建築単価に幅が生じるのか、それらの要因分析と、対応する抑制策等についても合わせて検討
すべきである。

（２）地域医療構想を踏まえた多様な形態の再編・ネットワーク化の推進
①

多様な再編に向けた病院事業債（特別分）の活用促進

・公立病院が再編・ネットワーク化の取組を進める場合、通常の施設・設備の整備を上回る増加経費
が見込まれることから、総務省では、再編・ネットワーク化に伴う病院事業債の活用にあってはそ
の元利償還金の 40％を地方交付税措置することとし（通常は 25％）
、病院事業債（特別分）として、
重点的に支援することとしている。
・この病院事業債（特別分）は、病院施設・設備の新築、建替、改築等を伴う再編・ネットワーク化
を計画している公立病院及びその設置自治体にとっては有効なツールとなり得る。地方財政が厳し
い中、再編・ネットワーク化推進のために活用できるツールは積極的に活用すべきである。一方で、
これまでの再編・ネットワーク化の取組の中には、現施設を有効活用することにより可能な限りコ
ストを抑えた事例もあり、本事業債の活用に際して、そのニーズや有効性を十分に検討する必要が
ある。更に、地方財政措置の手厚さを求め、対象となる病院間の距離や立地、交通条件などを考慮
しない再編・ネットワーク化は地域医療の崩壊につながるリスクがあることは第１部の３（３）④
で述べたとおりである。
・病院事業債（特別分）の対象となる再編・ネットワーク化の要件は次のとおりである。

30

※

（本文挿入資料）資料１９の点線赤枠部分参照。

・新プランに基づく再編・ネットワーク化を推進している立場の総務省としては、様々な機会を捉え
てこれをできるだけ分かりやすい説明をもって自治体や病院に周知していくべきである。
・その際、再編・ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う精算等に要する経費に対する措置とし
て、
１）再編・ネットワーク化に伴う新たな経営主体の設立等に際し、病院の経営基盤を強化し健全な
経営を確保するために行う出資（不良債務額を限度とする。）について、病院事業債（一般会計
出資債）を措置
２）医療提供体制の見直しに伴い不要となる病院等の施設の除却等に要する経費に対する一般会計
からの繰出金の一部を特別交付税により措置
３）病院施設の診療所化、介護施設等への転用に際しては、既往地方債の繰上償還措置が必要な場
合に借換債を措置するとともに、経過年数が 10 年以上の施設等の財産処分である場合には従来
の元利償還金に対する普通交付税継続による措置
４）指定管理者制度の導入等に際し必要となる公営企業職員の退職手当の支給に要する経費につい
て、必要に応じて公営企業退職手当債による措置
が講じられている。これらを合わせて活用することにより、公立病院及び設置自治体にとっては、
財政負担の軽減につながるため、再編・ネットワーク化を検討する際には、これらの措置について
も活用の有無を確認すべきである。また総務省においても、病院事業債（特別分）の更なる活用と
合わせて周知すべきである。
・また、今般の地域医療構想は公立病院だけでなく、公的病院、民間病院を含め、地域の医療提供体
制の目指すべき姿を示すものであることから、地域医療構想を踏まえて当該公立病院の役割を検討
した結果、公的病院、民間病院等との再編が必要になるケースも生じてくると考えられる。この場
合、公立病院と他の医療機関との統合・再編であっても、統合・再編後も公立病院として事業を継
続していく場合は、必要となる施設・設備については病院事業債（特別分）の対象としている。こ
のような多様な取組に対して、より有効な措置となるよう今後の事例を踏まえて制度の見直しも検
討することが望ましい。
・また、総務省では、
「集約とネットワーク」の考え方に基づき、中心市における暮らしに必要な都市
機能の集約的な整備とともに、近隣市町村における必要な生活機能の確保について、中心市と近隣
市町村が互いに連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的とする「定住自立
圏構想」や、地域において相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携し、コンパクト
化とネットワーク化により、活力ある社会経済を維持するための拠点を形成することを目的とする
「連携中枢都市圏構想」を推進している。
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料１９、２０参照
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・これらの取組と公立病院の再編・ネットワーク化は、一定の圏域や区域における生活機能等の確保、
社会経済の維持のため、必要な医療提供体制の確保を図るという目的においては共通する面があり、
その圏域や区域での検討も重なりあうことが考えられる。これまでの各地域における再編・ネット
ワーク化の事例でも「定住自立圏構想」や「連携中枢都市圏構想」に位置づけた上で取組を進めて
いるものが一定数存在している。
・総務省では、引き続き、
「定住自立圏構想」、
「連携中枢都市圏構想」による連携等の観点も踏まえ、
公立病院の再編・ネットワーク化を推進していくよう助言していくことが必要である。
・更に、平成 27 年 9 月に公布された「医療法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 74 号）
」によ
り医療法が改正され、
「地域医療連携推進法人」制度が平成 29 年４月から施行されている。地域医
療連携推進法人は、医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するため
の一つの選択肢としての新たな法人の認定制度とされているが、複数の医療機関等が法人に参画す
ることにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保するも
のとされている。
・現在は、医療・介護従事者の相互派遣・共同研修、医薬品等の共同購入、医療情報の共有等が進め
られているが、将来の統合再編を目指した病院間の業務連携として行われている事例もあることか
ら、再編・ネットワーク化を推進する上でも有効な取組であると考えられるため、総務省と厚生労
働省とで連携して取組の推進方策を検討すべきである。
→ 以上、
〔本文参考資料〕資料２１参照

②

医療と介護等の連携のために必要な措置

・国は、地域包括ケアシステムの構築やそのための医療と介護等の連携に向けた取組を推進しており、
医療療養病床を介護施設等に転換する場合や介護療養病床を介護施設等に転換した場合の財政支
援措置（国庫補助）が講じられている。また、平成 30 年度からは、日常的な医療管理や看取り・タ
ーミナル等の機能にあわせて生活施設としての機能を備えた新たな介護保険施設である「介護医療
院」が創設される。
・新ガイドラインにおいても、地域包括ケアシステムの構築に向けて公立病院が果たすべき役割につ
いて明らかにすることを要請しているが、へき地などの地域に医療を提供している公立病院では、
現在も医療に加え、医療と密接に関連する保健、福祉の事業に関与している実態がある。
・一方、地方財政措置においても、病院から介護施設等への複合化、転用については既に一定の措置
が講じられている。このうち、公立病院間の再編・ネットワーク化の取組については病院事業債（特
別分）が有効なツールとなり得ることは先に述べたとおりである。また、病院と介護施設を複合化
する場合、介護施設を病院の附帯事業（本来の事業と事業の性格上密接な関係にある場合等、経営
に相当因果関係を持ちつつ附帯して経営される事業）と位置づけて実施する場合には、病院事業債
により措置することが可能となっている。更に病院事業から介護施設等に転用する場合、転用後の
施設形態に応じ介護サービス事業債、公共施設等適正管理推進事業債、公営住宅建設事業債が講じ
られている。
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※

（本文挿入資料）資料２０の点線赤枠部分参照。

・病院事業債（特別分）の対象となる再編・ネットワーク化は、複数病院における統合又は相互の医
療機能の再編を行うものとされており、その対象は病院間で行われる取組を想定しているが、今後
の介護ニーズの高まりに応じて病院と介護施設等の双方が関係する再編・ネットワーク化の取組が
増加することが考えられる。
・以上の状況を踏まえ、総務省は、複数の病院と介護施設等との再編・ネットワーク化についても、
病院事業債（特別分）の中に対象事業として位置づけることを検討すべきである。
・なお、介護施設等については、民間企業も多数存在することから当該地域における民業圧迫となら
ないよう、これを含む再編・ネットワーク化を検討する際には配慮が必要である。その一方で、民
間企業の参入が見込めないため公営により実施せざるを得ない地域も存在している。このため、地
域医療構想調整会議での議論や当該地域における住民の介護サービスに対するニーズ、既設の介護
施設等の状況等を踏まえつつ検討すべきである。

（３）経営形態の見直しを支援する制度運用上の対応
・経営形態の見直しとしての、地方独立行政法人への移行や指定管理者制度の導入、事業の民間譲渡
等については、公営企業の抜本的な改革として位置づけられており、現在の経営の効率化・健全化
と、将来にわたる安定的な経営の継続のため、その取組を推進していくこととされている。
・公立病院の経営形態の見直しに当たっては、地域における医療を提供する公立病院としての役割と
経営形態を見直すことのメリット等を十分に勘案しつつ、現在の課題や財務状況だけを見て判断す
るのではなく、地域医療構想を踏まえ、将来における公立病院としての果たすべき役割を見据えた
長期的な判断が必要となる。
・その際、今後の地域医療を取り巻く厳しい環境の元で、経営形態の見直しの有無に関わらず、地域
の実情に応じて迅速な意思決定ができるような体制とすることが、病院マネジメントの観点から大
変重要である。
・一方、現在は医療・介護制度の大きな転換点を迎えており、めまぐるしく変わるそれらの動きもし
っかりおさえつつ、将来の見通しを立てることが必要である（そのためにも国は制度改正の方向性
を可能な限り早期に情報提供することが望まれる。
）。
・経営形態の見直しに当たっては、３（４）②で述べたとおり新ガイドラインに基づき地方財政措置
が講じられているが、公立病院と公立病院以外の病院との統合等により、公営企業を廃止する場合
には、不良債務等に対する地方債や退職手当債を発行することは現行制度ではできない。
・新ガイドラインにおいても、再編・ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う精算等に要する経
費については、今後の各地方公共団体の取組内容等を踏まえ、その財政措置のあり方を検討するこ
ととしている。
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・また、経営形態見直しのうち、地方独立行政法人への移行に際しては、退職給付引当金の計上方法
の相違が課題に挙げられる。
・すなわち、退職給付引当金については、退職手当の支給に要する経費負担を各年度に分担させるこ
とが望ましいものであるという考え方に基づき、将来の退職手当の支払いに備えて所要額を計上す
るものである。この点に関し、公営企業においては、平成 26 年度決算から適用された公営企業会計
基準見直しによりその計上が義務化された時点において、一括して特別損失に計上することを原則
としつつ、当該公営企業の財政状況及び経営状況等を勘案し、その事業運営上必要と考えられる場
合には、最長 15 事業年度以内で均等に分割して計上することが認められてきた。
・これに対し、公営企業型地方独立行政法人会計基準においては、同様に分割計上が認められている
ものの、その期間は地方独立行政法人に移行した当初の中期目標期間内（3～5 年間）に限られてい
るところであり、公営企業と公営企業型地方独立行政法人とで、制度的にその期間に差が生じてい
る。
・また、地方独立行政法人の設立認可を受けるための要件として、債務超過がないこととされており、
債務超過となっている病院が移行しようとする場合、当該債務超過の解消のため、設立団体となる
自治体からの多額の出資等が必要となる場合があるが、自治体の財政力等の事情によっては出資等
が困難なために、経営形態の見直しが進まないとの報告もある。
・以上を踏まえ、公営企業の廃止に関する制度を所管するとともに、新ガイドラインにおいて経営形
態の見直しの検討を要請している総務省として、現に経営形態の見直しを進めようと考えている地
方公共団体に対し、これらの制度の見直しも含めた課題の解決策を検討し、提示すべきである。
・この場合、公営企業を廃止する場合の不良債務等の処理や退職手当の財源に対する措置の必要性は
病院事業に限った課題ではないと考えられることから、現在進められている公営企業の抜本的な改
革の取組の中で、公営企業全体の課題として検討すべきである。

34

おわりに
地域医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、今後、公立病院がどのような役割・機
能を担っていくのかが問われている。地域医療構想を踏まえ、病床規模の見直し、病床機
能の転換、周囲の病院との再編・ネットワーク化、更には地域の医療需要に応じて機動的
に経営を行っていくために必要に応じて経営形態の見直しを検討すべきことは、既に新ガ
イドラインによって要請されている。
一方、立地や規模、機能などにより、公立病院がこれまで地域において担ってきた役割
や経営状況は様々であり、公立病院改革に向けた取組についても、既に相当先進的な取組
を進める病院がある一方で、なかなか取組が進まない病院もあるものと考えられる。
そうしたことを前提として、本研究会においては、特に病院マネジメントの観点に立脚
して、病院経営を改善する方策や安定的な経営体制を構築するための方策を検討してきた。
検討内容を個別に見れば、前ガイドラインや新ガイドライン等により既に指摘を受けて
きた事項も多く、例えば今回示した経営比較分析表で用いている経営指標も新しいもので
はない。一方で、総合的な経営改革の指針が新ガイドラインであるとするならば、本研究
会の提言では、主として病院マネジメントの観点から事務局強化や経営分析の手法に基づ
き具体的な取組につなげていく考え方など、取組の組み合わせや方法論を提示することに
よって、経営改善が進まない病院に対し、考え方等を変えるきっかけを提示することにな
ればと考えている。
また、総務省に対しても、公立病院が今後、経営改革を進めていく上で支障となる制度
的課題の解決策の検討や、地域医療を確保するために必要な財政措置の検討を求めている。
本提言は、総務省をはじめ国の関係機関、都道府県や市町村の公立病院の職員や設置自
治体の長、議会はもとより人事・財政・医療政策・保健福祉・介護・地域政策など、地域医
療に関わる全ての部局、更には地域の医療関係者や地域住民などにも広く読んでいただき
たい。それぞれの立場で気がつくことがあるのではないかと考えている。
本研究会においては、平成 28 年 9 月より約一年にわたり、7 回の検討を重ね、本報告書
を取りまとめた。本研究会にご参加いただき、専門的な知見をいただいた委員各位、並び
に本研究会の調査にご協力いただいた公立病院・地方公共団体の皆様方に、心から御礼申
し上げる。
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資料１

日本の人口の推移

○ 日本の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2065年には総人口が9000万人を割り込み、
高齢化率は40％近い水準になると推計されている。
平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

人口（万人）
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（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）、厚生労働省「人口動態統計」を元に作成

高齢者数増加の地域差について

厚生労働省資料

資料２

○ 高齢化の進展には地域差
○ 首都圏をはじめとする都市部を中心に、高齢者数が増加
（既に人口減少が始まっている都道府県も）
都道府県別⾼齢者⼈⼝（65歳以上）の増加数
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（⼈）

→

2025年）

（割合）
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約６０％を占める
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ᡂ䚹ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠏᭶䛻Ⓨฟ䚹
䠄AᲷ䠅
㧗ᗘᛴᛶᮇᶵ⬟

་⒪ᶵ㛵

䠄ᶵ⬟䛜
ぢ䛘䛻䛟䛔䠅

་⒪ᶵ⬟
䜢⮬ⓗ䛻
㑅ᢥ

䠄BᲷ䠅
ᛴᛶᮇᶵ⬟
䠄CᲷ䠅
ᅇᮇᶵ⬟
䠄DᲷ䠅
៏ᛶᮇᶵ⬟

ᗋᶵ⬟ሗ࿌

་⒪ᶵ⬟䛾⌧≧䛸ᚋ䛾
᪉ྥ䜢ሗ࿌䠄ẖᖺ䠍䠌᭶䠅

㒔㐨ᗓ┴

་⒪ᶵ⬟䛾ሗ࿌➼䜢ά⏝䛧䚸䛂ᆅᇦ་⒪ᵓ䛃䜢
⟇ᐃ䛧䚸᭦䛺䜛ᶵ⬟ศ䜢᥎㐍

ཌ⏕ປാ┬㈨ᩱ

䠄䛂ᆅᇦ་⒪ᵓ䛃䛾ෆᐜ䠅
䠍䠊䠎䠌䠎䠑ᖺ䛾་⒪㟂せ䛸ᗋ䛾ᚲせ㔞
䞉㧗ᗘᛴᛶᮇ䞉ᛴᛶᮇ䞉ᅇᮇ䞉៏ᛶᮇ䛾䠐ᶵ⬟䛤䛸䛻་⒪
㟂せ䛸ᗋ䛾ᚲせ㔞䜢᥎ィ
䞉ᅾᏯ་⒪➼䛾་⒪㟂せ䜢᥎ィ
䞉㒔㐨ᗓ┴ෆ䛾ᵓ༊ᇦ䠄ḟ་⒪ᅪ䛜ᇶᮏ䠅༢䛷᥎ィ

䠎䠊┠ᣦ䛩䜉䛝་⒪ᥦ౪యไ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾⟇
䠅 ་⒪ᶵ⬟䛾ศ䞉㐃ᦠ䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛾タタഛ䚸
ᅾᏯ་⒪➼䛾ᐇ䚸་⒪ᚑ⪅䛾☜ಖ䞉㣴ᡂ➼

䕿 ᶵ⬟ศ䞉㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂ᆅᇦ་⒪ᵓㄪᩚ㆟䛃
䛷㆟ㄽ䞉ㄪᩚ䚹

ᆅᇦ་⒪ᵓ䛾ᐇ⌧䝥䝻䝉䝇

㈨ᩱ䠐

䠍䠊 䜎䛪䚸་⒪ᶵ㛵䛜䛂ᆅᇦ་⒪ᵓㄪᩚ㆟䛃䛷༠㆟䜢⾜䛔䚸ᶵ⬟ศ䞉㐃ᦠ䜢㐍䜑䜛䚹㒔㐨ᗓ┴䛿䚸ᆅᇦ་
⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖᇶ㔠䜢ά⏝䚹
䠎䠊 ᆅᇦ་⒪ᵓㄪᩚ㆟䛷䛾༠㆟䜢㋃䜎䛘䛯⮬ⓗ䛺ྲྀ⤌䛰䛡䛷䛿䚸ᶵ⬟ศ䞉㐃ᦠ䛜㐍䜎䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸
་⒪ἲ䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯㒔㐨ᗓ┴▱䛾ᙺ䜢㐺ษ䛻Ⓨ䚹
67(3 گਿੴহपेॊిજऩ૽સभม

67(3ୠपउऐॊ૽સী૿भન৲धలਟभ
্ਙभુથَ॑ୠୢଡ୳৹ତভ৮ُदੈ৮

㒔㐨ᗓ┴▱䛿䚸་⒪ἲୖ䛾ᙺ䜢㐺ษ䛻Ⓨ䛧䚸ᶵ
⬟ศ䞉㐃ᦠ䜢᥎㐍䚹

ಶ䚻䛾㝔䛾⦅䛻ྥ䛡䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴䛷䛾䛂ㄪᩚ㆟䛃
䛷䛾༠㆟䜢ಁ㐍䚹

䐠 䛭䛾䛾་⒪ᶵ㛵䛻䛴䛔䛶䚸୰ᚰⓗ䛺་⒪ᶵ㛵䛜
ᢸ䜟䛺䛔ᶵ⬟䜔䚸୰ᚰⓗ䛺་⒪ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ➼䜢
㋃䜎䛘䛯ᙺ䛾᫂☜䜢ᅗ䜛
67(3َڮୠୢஂ૧়ન৳੦সُपेॉ੍ର
㒔㐨ᗓ┴䛿䚸䛂ᆅᇦ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖᇶ㔠䛃䜢ά⏝䛧䛶䚸
་⒪ᶵ㛵䛾ᶵ⬟ศ䞉㐃ᦠ䜢ᨭ䚹
䞉ᗋᶵ⬟䛾㌿➼䛻క䛖タᩚഛ䞉タഛᩚഛ䛾⿵ຓ
➼䜢ᐇ䚹

లਟभ্ਙ॑౷ऽइञ␓ঽऩੌटऐ
दम␓ਃચী৲؞৴ऋਤऽऩःৃ়

䐟 ᩆᛴ་⒪䜔ᑠඣ䚸࿘⏘ᮇ་⒪➼䛾ᨻ⟇་⒪䜢ᢸ䛖
୰ᚰⓗ䛺་⒪ᶵ㛵䛾ᙺ䛾᫂☜䜢ᅗ䜛

䛆་⒪ἲ䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛㒔㐨ᗓ┴䛾ᶒ㝈䛇
䐟 ᆅᇦ䛷᪤䛻㐣䛻䛺䛳䛶䛔䜛་⒪ᶵ⬟䛻㌿䛧䜘䛖䛸䛩
䜛་⒪ᶵ㛵䛻ᑐ䛧䛶䚸㌿䛾୰Ṇ䛾௧䠄බⓗ་⒪ᶵ㛵
➼䠅ཬ䜃せㄳ䞉່࿌䠄Ẹ㛫་⒪ᶵ㛵䠅
䐠 ༠㆟䛜ㄪ䜟䛺䛔➼䛾ሙྜ䛻䚸ᆅᇦ䛷㊊䛧䛶䛔䜛་⒪
ᶵ⬟䜢ᢸ䛖䜘䛖ᣦ♧䠄බⓗ་⒪ᶵ㛵➼䠅ཬ䜃せㄳ䞉່࿌䠄Ẹ㛫
་⒪ᶵ㛵䠅

䐡 㝔䛾㛤タ➼䛾チྍ⏦ㄳ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛻䚸ᆅᇦ䛷㊊
䛧䛶䛔䜛་⒪ᶵ⬟䜢ᢸ䛖䜘䛖䚸㛤タ➼䛾チྍ䛻᮲௳䜢

䐢 ✌ാ䛧䛶䛔䛺䛔ᗋ䛾๐ῶ䜢௧䠄බⓗ་⒪ᶵ㛵➼䠅ཬ䜃
せㄳ䞉່࿌䠄Ẹ㛫་⒪ᶵ㛵䠅
ͤ 䐟䡚䐢䛾ᐇ䛻䛿䚸㒔㐨ᗓ┴䛾་⒪ᑂ㆟䛾ពぢ䜢⫈䛟➼䛾ᡭ
⥆䛝䜢⤒䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
ͤ ່࿌䚸௧䚸ᣦ♧䛻ᚑ䜟䛺䛔་⒪ᶵ㛵䛻䛿䚸་⒪ᶵ㛵ྡ䛾බ⾲
䜔ᆅᇦ་⒪ᨭ㝔䛾ᢎㄆ䛾ྲྀᾘ䛧➼䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
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䠳䠣ཌ⏕ປാ┬ᥦฟ㈨ᩱ䜢ᇶ䛻సᡂ

ᾁᾅ࠰ࡇ

㈨ᩱ䠑

ڋᅯкݒрڒഐޗݠнࣰѝмಬрѴұ̔҈

ᾁᾆ࠰ࡇ

ᾁᾇ࠰ࡇ
Ẕẕ
Ҕၲᚘဒ
ؕஜ૾ᤆ

ોദ
Ҕၲඥ
ẔჄẕ؏עҔၲನेỉሊܭ

ોദ
᭗ᄩඥḤ

ẔẕҔၲ
ᝲᢘദ҄
ؕஜ૾ᤆ

ẔẕҔၲ
ᝲᢘദ҄
ؕஜ૾ᤆ
ોദ

ᾂ࠰ࡇ

ᾁᾈ࠰ࡇ
؏עҔၲನेỊẆ
Ҕၲᚘဒỉɟᢿ
ỆˮፗỀẬ

ẔჄẕ؏עҔၲನेỉܱྵ
ỆӼẬẺӕኵỚ

Ẕẕᡙьỉᢘദ҄ỉӕ
ኵỚ౨᚛

ẔჄẕ
Ҕၲᚘဒ
ሊܭ

ẔჄẕ
Ҕၲᝲ
ᢘദ҄
ᚘဒሊܭ

ᇹᾆഏ
ᚘဒ

ᇹᾂ
ᚘဒ

Ḥ᭗ᄩඥᾉ᭗ᱫᎍỉҔၲỉᄩ̬Ệ᧙ẴỦඥࢷ

̬ؕႴࢍ҄ңᜭ˟ỆấẟềСࡇởᢃဇỉᛇኬử౨᚛
ોദ
ൟͤࡍ
̬ᨖඥ

ોദ
ʼᜱ
̬ᨖඥ

ẔჄὉࠊẕᇹᵔʼᜱ̬ᨖʙಅίૅੲὸᚘဒỆˮፗ
˄ẬẺሊίܡנҔၲὉʼᜱᡲઃሁὸỉܱ

ㆤሗ㓘ᨵᐃ

ཌ⏕ປാ┬㈨ᩱ

Ẕẕπᝲỉᎋả૾ỉ੩ᅆ
ẔჄẕኛ˄᫇Ὁแ̬ᨖ૰ྙỉᚨܭ
Ẕࠊẕ̬ᨖ૰ྙỉൿܭ

デ⒪ሗ㓘ᨵᐃ

ોദ
ʼᜱ
̬ᨖඥ

Ẕẕʼᜱ̬ᨖ
ʙಅᚘဒ
ؕஜਦᤆ

ẔჄὉࠊẕ
ʼᜱ̬ᨖ
ʙಅίૅ
ੲὸᚘဒ
ሊܭ

̬ỉ
ᝠᢃ
փỉᣃ
ᢊࡅჄ
ҥˮ҄

ᇹᾆ
ᚘဒ
ྠᨵᐃ
䠄ணᐃ䠅

㈨ᩱ䠒

ཌ⏕ປാ┬㈨ᩱ

㈨ᩱ䠓

㈨ᩱ䠔
䠄ཧ⪃䠅⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ䛸ᨵ㠉䛾ᇶᮏ᪉㔪䠎䠌䠍䠓䠄ᢒ䠅
➨䠏❶ 䛂⤒῭䞉㈈ᨻ୍యᨵ㠉䛃䛾㐍ᤖ䞉᥎㐍
䠏. せศ㔝䛤䛸䛾ᨵ㠉䛾ྲྀ⤌
䠄䠍䠅♫ಖ㞀
䐠ᆅᇦ་⒪ᵓ䛾ᐇ⌧䚸་⒪ィ⏬䞉ㆤಖ㝤ᴗィ⏬䛾ᩚྜⓗ䛺⟇ᐃ➼
ᆅᇦ་⒪ᵓ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶ᆅᇦ䛤䛸䛾䛂ᆅᇦ་⒪ᵓㄪᩚ㆟䛃䛷䛾ලయⓗ㆟ㄽ䜢ಁ㐍䛩䜛䚹ᗋ䛾ᙺศᢸ䜢㐍䜑䜛
䛯䜑䝕䞊䝍䜢ᅜ䛛䜙ᥦ౪䛧䚸ಶู䛾㝔ྡ䜔㌿䛩䜛ᗋᩘ➼䛾ලయⓗᑐᛂ᪉㔪䛾㏿䜔䛛䛺⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛶䚸䠎ᖺ㛫⛬ᗘ䛷
㞟୰ⓗ䛺᳨ウ䜢ಁ㐍䛩䜛䚹䛣䜜䛻ྥ䛡䛶䚸ㆤタ䜔ᅾᏯ་⒪➼䛾ᥦ౪యไ䛾ᩚഛ䛸ᩚྜⓗ䛺៏ᛶᮇᶵ⬟䛾⦅䛾䛯䜑䛾
ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㆟ㄽ䛾㐍䜑᪉䜢㏿䜔䛛䛻᳨ウ䛩䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺⮬ⓗ䛺ྲྀ⤌䛻䜘䜛ᗋ䛾ᶵ⬟ศ䞉㐃ᦠ䛜㐍䜎䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸
㒔㐨ᗓ┴▱䛜䛭䛾ᙺ䜢㐺ษ䛻Ⓨ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᶒ㝈䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸㏿䜔䛛䛻㛵ಀᑂ㆟➼䛻䛚䛔䛶᳨ウ䜢㐍䜑䜛䚹
䐣ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘデ⒪ሗ㓘䞉ㆤሗ㓘ᨵᐃ➼
ᆅᇦ་⒪ᵓ䛾ᐇ⌧䛻㈨䛩䜛䜘䛖ᗋ䛾ᶵ⬟ศ䞉㐃ᦠ䜢᭦䛻ᚋᢲ䛧䛩䜛䛯䜑䚸ᝈ⪅䛾≧ែീ䛻༶䛧䛯㐺ษ䛺་⒪䞉ㆤ
䜢ᥦ ౪䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸ሗ㓘Ỉ‽䚸⟬ᐃせ௳䛺䛹ධ㝔ᇶᮏᩱ䛾ᅾ䜚᪉䜔ㆤ་⒪㝔䛾ㆤሗ㓘䞉タᇶ‽䛾ᅾ䜚᪉➼䛻䛴䛔
䛶᳨ウ䛧䚸 ㆤタ䜔ᅾᏯ་⒪➼䜈䛾㌿䛺䛹䛾ᑐᛂ䜢㐍䜑䜛䚹

㈨ᩱ䠕

බ❧㝔ᨵ㠉࢞ࢻࣛࣥ㸦ᖹᡂᖺ᭶㏻▱㸧ࡢᴫせ
බ❧㝔ᨵ㠉䛾┠ⓗ䞉ᚲせᛶ
䕿 බ䞉Ẹ䛾㐺ษ䛺ᙺศᢸ䛾ୗ䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᚲせ䛺་⒪ᥦ౪యไ䜢☜ಖ
䕿 䛭䛾୰䛷䚸බ❧㝔䛜Ᏻᐃⓗ䛻᥇⟬་⒪䜔㧗ᗘ䞉ඛ㐍་⒪䛺䛹䛾㔜せ䛺ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛
බ❧㝔ᨵ㠉䝥䝷䞁䛾⟇ᐃ
䕿 ᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘෆ䛻බ❧㝔ᨵ㠉䝥䝷䞁䜢⟇ᐃ
䠄⤒Ⴀຠ⋡䛿䠏ᖺ䚸⦅䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸⤒Ⴀᙧែぢ┤䛧䛿䠑ᖺ⛬ᗘ䜢ᶆ‽䠅
䕿 ᙜヱ㝔䛾ᯝ䛯䛩䜉䛝ᙺཬ䜃୍⯡ィ㈇ᢸ䛾⪃䛘᪉䜢᫂グ
䕿 ᨵ㠉䛾どⅬ

䠏䛴䛾どⅬ䛻❧䛳䛶䚸බ❧㝔ᨵ㠉䜢᥎㐍
⦅䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽

⤒Ⴀ䛾ຠ⋡
䚕⤒Ⴀᣦᶆ䛾ᩘ್┠ᶆ䜢⮬య
䛜⊂⮬䛻タᐃ䛧䚸⤒㈝๐ῶ䜔
ධ☜ಖ䜈ດຊ

䚕㝔䛾⤫ྜ䜔ᇶᖿ㝔䛸᪥ᖖⓗ䛺
་⒪䜢⾜䛖㝔䛸䛻⦅䛩䜛➼䛾
ྲྀ⤌䜏

䈜 㯮Ꮠ㝔䛾ྜ
㻴㻞㻜㻦㻞㻥㻚㻣㻑 䌀 㻴㻞㻡㻦㻠㻢㻚㻠㻑

⤒Ⴀᙧែ䛾ぢ┤䛧
䚕Ẹ㛫ⓗ⤒Ⴀᡭἲ➼䜢ᑟධ
䈜 㻴㻞㻝䡚㻴㻞㻡ぢ┤䛧ᐇ

䈜 ⤫ྜ䞉⦅䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛බ❧㝔
㻢㻡䜿䞊䝇䚸㻝㻢㻞㝔

䠄ணᐃྵ䜐ᩘ䠅

䛖䛱ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே
㻢㻥㝔
ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ䛾ᑟධ 㻞㻝㝔
Ẹ㛫ㆡΏ䞉デ⒪ᡤ
㻡㻜㝔➼

බ❧㝔ᨵ㠉䝥䝷䞁䛾Ⅼ᳨䞉ホ౯䞉බ⾲䛾≧ἣ
䕿 䜋䜌䛶䛾බ❧㝔䛻䛚䛔䛶බ❧㝔ᨵ㠉䝥䝷䞁䜢⟇ᐃ
䕿 㒔㐨ᗓ┴㛵ಀ䛷䛿㻟㻣ᅋయ䚸ᕷ⏫ᮧ➼㛵ಀ䛷䛿㻟㻟㻥ᅋయ䚸ྜィ㻟㻣㻢ᅋయ䠄㻥㻞㻚㻠䠂䠅䛜Ⅼ᳨䞉ホ౯䜢ᐇ῭䜏ཪ䛿ᐇ䜢ணᐃ
䈜බ❧㝔ᨵ㠉䝥䝷䞁䛾ᑐ㇟ᮇ㛫䛜ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ௨㝆䛻䜟䛯䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛾䜏ィୖ

㈨ᩱ䠍䠌

་⒪ᥦ౪యไࡢᨵ㠉㐃ᦠࡋࡓබ❧㝔ࡢ⤒Ⴀຠ⋡࣭⦅➼ࡢ᥎㐍

 䛂᪂බ❧㝔ᨵ㠉䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻟᭶䠅䛻ᇶ䛵䛝᪂බ❧㝔ᨵ㠉䝥䝷䞁䛾⟇ᐃ䜢せㄳ䚹
 ་⒪ᥦ౪యไ䛾ᨵ㠉䛸㐃ᦠ䛧䛶බ❧㝔䛾᭦䛺䜛⤒Ⴀຠ⋡䚸⦅䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽➼䜢᥎㐍䚹
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㛗ᒸᕷ
ᯇᮏᕷ
ᆅᇦ་⒪☜ಖ䛾䛯䜑䛾㝔⩌㍯␒ไ䛾ᐇ䚸ᆅᇦබඹ㏻䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ ➼ ᐩᒣᕷ 㧗ᓮᕷ ᒣᙧᕷ

ᆪऀආఝะयѤЖНнૐ॓ЫѝН
¾ ᆅ᪉⮬ἲ䜢ᨵṇ䛧䚸ᆅ᪉බඹᅋయ㛫䛾ᰂ㌾䛺
㐃ᦠ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䛂䛂㐃ᦠ༠⣙䛃䛾ไᗘ䜢ᑟධ
䠄ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻝᭶䠍᪥⾜䠅
㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ䛾ᙧᡂ
¾ ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ䡚ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䛿䚸㐃
䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᅜ㈝䛻䜘䜚ᨭ䠄㻟㻜ᴗ䠅
¾ ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘண⟬䛻䛚䛔䛶䜒䠍
䠍䠊䠏൨䜢ィୖ䛧䚸
ᘬ䛝⥆䛝㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ䛾ᙧᡂ䜢ಁ㐍
¾ ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䛛䜙 ᆅ᪉⛯ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛶ᅜᒎ㛤
䜢ᅗ䜛
¾ 㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪᙧᡂ䛾䛯䜑䛾ᡭ⥆䛝
㐃ᦠ୰ᯡ
㒔ᕷᐉゝ

㐃ᦠ༠⣙
ࡢ⥾⤖

㒔ᕷᅪࣅࢪࣙࣥ
ࡢ⟇ᐃ

ጲ㊰ᕷ 㧗ᒸᕷ䞉ᑕỈᕷ ୖ㉺ᕷ
ᩜᕷ
㔠ἑᕷ
ᒸᒣᕷ
ᒣཱྀᕷ䞉Ᏹ㒊ᕷ
ᗈᓥᕷ
㛗㔝ᕷ
ᯇỤᕷ 㫽ྲྀᕷ ᒱ㜧ᕷ
ᕞᕷ ࿋ᕷ
⚟ᒣᕷ
⚟ᕷ
⚟ᒸᕷ ୗ㛵ᕷ
ஂ␃⡿ᕷ
బ㈡ᕷ
బୡಖᕷ
㛗ᓮᕷ
⇃ᮏᕷ
㮵ඣᓥᕷ
ᐑᓮᕷ

ศᕷ

ภ㤋ᕷ

᪫ᕝᕷ

㟷᳃ᕷ
ඵᡞᕷ
┒ᒸᕷ

᪂₲ᕷ

ྎᕷ
⚟ᓥᕷ
㒆ᒣᕷ

䛔䜟䛝ᕷ

Ᏹ㒔ᐑᕷ
๓ᶫᕷ
Ỉᡞᕷ
ఀໃᓮᕷ
ኴ⏣ᕷ

⏥ᗓᕷ 䛴䛟䜀ᕷ
ᯇᕷ
ὠᕷ
ὠᕷ
㇏⏣ᕷ
㧗▱ᕷ ᚨᓥᕷ
ᐩኈᕷ
ᅄ᪥ᕷᕷ
ᯇᒣᕷ 㧗ᯇᕷ
㟼ᒸᕷ
ḷᒣᕷ

㑣ぞᕷ

䛆㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ䛾せ௳䛇
䐟 ᆅ᪉ᅪ䛻䛚䛔䛶䚸ኪ㛫ேཱྀẚ⋡䛚䛚䜐䛽䠍௨ୖ䛾ᣦᐃ㒔ᕷ䞉୰᰾
ᕷ䠄 䠅䛸䚸ᙜヱᕷ䛸♫ⓗ䚸⤒῭ⓗ䛻୍యᛶ䜢᭷䛩䜛㏆㞄ᕷ⏫ᮧ䛸䛷
ᙧᡂ䛩䜛㒔ᕷᅪ
ͤ 䛯䛰䛧䚸䐟䜢ཎ๎㝖䛟㒔ᕷᅪ䛷䛒䛳䛶䚸㞄᥋䛩䜛䠎䛴䛾ᕷ 䠄ྛᕷ䛜ኪ㛫ேཱྀ
ẚ⋡䠍௨ୖ䛛䛴ேཱྀ䠍䠌ே⛬ᗘ௨ୖ䛾ᕷ䠅䛾ேཱྀ䛾ྜィ䛜䠎䠌ே䜢㉸䛘䚸
䛛䛴䚸᪉䛜ᴫ䛽䠍㛫௨ෆ䛾㏻ᅪ䛻䛒䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸䛣䜜䜙䛾ᕷ䛸♫
ⓗ䚸⤒῭ⓗ䛻୍యᛶ䜢᭷䛩䜛㏆㞄ᕷ⏫ᮧ䛸䛷ᙧᡂ䛩䜛㒔ᕷᅪ䛻䛴䛔䛶䜒䚸
䐟䛾㒔ᕷᅪ䛸ྠ➼䛾ྲྀ⤌䛜ぢ㎸䜎䜜䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛣䜜䜢ྵ䜐䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ᆪऀආఝะयрࣹఴрПש
ᅪᇦྡ
䠄㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷ䠅

㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᐉゝ

㐃ᦠ༠⣙

㒔ᕷᅪ䝡䝆䝵䞁

㻝

☻ᅪᇦ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ
䠄ጲ㊰ᕷ䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠎᭶䠍䠏᪥

䠤䠎䠓ᖺ䠐᭶䠑᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠓ᖺ䠐᭶䠑᪥බ⾲

㻞

ഛᚋᅪᇦ
䠄⚟ᒣᕷ䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠎᭶䠎䠐᪥

䠤䠎䠓ᖺ䠏᭶䠎䠑᪥⥾⤖ᘧ

㻟

㧗ᱱᕝὶᇦ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ
䠄ᩜᕷ䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠎᭶䠍䠓᪥

㻠

䜏䜔䛦䛝ඹ㒔ᕷᅪ
䠄ᐑᓮᕷ䠅

㻡

ஂ␃⡿ᗈᇦ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ
䠄ஂ␃⡿ᕷ䠅

㻢

䜏䛱䛾䛟┒ᒸᗈᇦ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ

䠄┒ᒸᕷ䠅

ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠏᭶䠏䠍᪥⌧ᅾ

㐃ᦠᕷ⏫ᮧ

ᅪᇦேཱྀ➼

䛆රᗜ┴䛇┦⏕ᕷ䚸ຍྂᕝᕷ䚸㧗◁ᕷ䚸ຍすᕷ䚸⢖ᕷ䚸䛯䛴䛾ᕷ䚸✄⨾⏫䚸☻⏫䚸ᕷᕝ⏫䚸
䚷⚟ᓮ⏫䚸⚄Ἑ⏫䚸ኴᏊ⏫䚸ୖ㒆⏫䚸బ⏝⏫䚸㉥✑ᕷ䠄ィ䠖䠓ᕷ䠔⏫䠅

㻝㻘㻟㻜㻣㻘㻜㻜㻟ே
䠄䛖䛱ጲ㊰ᕷ䚷㻡㻟㻡㻘㻢㻢㻠ே䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠏᭶䠎䠑᪥බ⾲

䛆ᒸᒣ┴䛇➟ᒸᕷ䚸ཎᕷ䚷䛆ᗈᓥ┴䛇୕ཎᕷ䚸ᑿ㐨ᕷ䚸ᗓ୰ᕷ䚸ୡ⨶⏫䚸⚄▼㧗ཎ⏫
䠄ィ䠖䠑ᕷ䠎⏫䠅

㻤㻡㻣㻘㻞㻝㻞ே
䠄䛖䛱⚟ᒣᕷ䚷㻠㻢㻠㻘㻤㻝㻝ே䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠏᭶䠎䠓᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠓ᖺ䠏᭶䠎䠓᪥බ⾲

䛆ᒸᒣ┴䛇➟ᒸᕷ䚸ཎᕷ䚸⥲♫ᕷ䚸㧗ᱱᕷ䚸᪂ぢᕷ䚸ὸཱྀᕷ䚸᪩ᓥ⏫䚸㔛ᗉ⏫䚸▮⏫
䠄ィ䠖䠒ᕷ䠏⏫䠅

㻣㻣㻜㻘㻝㻤㻟ே
䠄䛖䛱ᩜᕷ䚷㻠㻣㻣㻘㻝㻝㻤ே䠅

䠤䠎䠒ᖺ䠍䠎᭶䠍᪥

䠤䠎䠓ᖺ䠏᭶䠎䠑᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠓ᖺ䠑᭶䠍䠎᪥බ⾲

䛆ᐑᓮ┴䛇ᅜᐩ⏫䚸⥤⏫
䠄ィ䠖䠎⏫䠅

㻠㻞㻤㻘㻜㻤㻥ே
䠄䛖䛱ᐑᓮᕷ䚷㻠㻜㻝㻘㻝㻟㻤ே䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠍䠍᭶䠎᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠎᭶䠎䠏᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠎᭶䠎䠏᪥බ⾲

䛆⚟ᒸ┴䛇ᕝᕷ䚸ᑠ㒆ᕷ䚸䛖䛝䛿ᕷ䚸ยὙ⏫䚸ᮌ⏫
䠄ィ䠖䠏ᕷ䠎⏫䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠍䠌᭶䠏䠌᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠍᭶䠍䠑᪥⥾⤖ᘧ

㻴䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠑᪥බ⾲

䛆ᒾᡭ┴䛇ඵᖭᖹᕷ䚸ἑᕷ䚸㞸▼⏫䚸ⴱᕳ⏫䚸ᒾᡭ⏫䚸⣸Ἴ⏫䚸▮ᕵ⏫
䠄ィ䠖䠎ᕷ䠑⏫䠅

㻠㻣㻢㻘㻣㻡㻤ே
䠄䛖䛱┒ᒸᕷ䚷㻞㻥㻣㻘㻢㻟㻝ே䠅

㻠㻡㻢㻘㻝㻥㻢ே
䠄䛖䛱ஂ␃⡿ᕷ䚷㻟㻜㻠㻘㻡㻡㻞ே䠅

㻣

▼ᕝ୰ኸ㒔ᕷᅪ
䠄㔠ἑᕷ䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠍䠎᭶䠐᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠔᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠔᪥බ⾲

䛆▼ᕝ┴䛇ⓑᒣᕷ䚸䛛䜋䛟ᕷ䚸㔝䚻ᕷᕷ䚸ὠᖭ⏫䚸ෆℿ⏫
䠄ィ䠏ᕷ䠎⏫䠅

㻣㻞㻤㻘㻞㻡㻥ே
䠄䛖䛱㔠ἑᕷ䚷㻠㻢㻡㻘㻢㻥㻥ே䠅

㻤

㛗㔝ᆅᇦ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ
䠄㛗㔝ᕷ䠅

䠤䠎䠔ᖺ䠎᭶䠍䠓᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠕᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠕᪥බ⾲

䛆㛗㔝┴䛇㡲ᆏᕷ䚸༓᭤ᕷ䚸ᆏᇛ⏫䚸ᑠᕸ⏫䚸㧗ᒣᮧ䚸ಙ⃰⏫䚸ᑠᕝᮧ䚸㣤⥘⏫
䚷䠄䠎ᕷ䠐⏫䠎ᮧ䠅

㻡㻠㻟㻘㻠㻞㻠ே
䠄䛖䛱㛗㔝ᕷ䚷㻟㻣㻣㻘㻡㻥㻤ே䠅

㻥

ୗ㛵ᕷ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ
䠄ୗ㛵ᕷ䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠕᭶䠏䠌᪥

䠤䠎䠓ᖺ䠍䠎᭶䠍䠔᪥
䠄ᙧᡂ᪉㔪⟇ᐃ䠅

㻴䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠕᪥බ⾲

䛆ᒣཱྀ┴䛇ୗ㛵ᕷ䚷䠄ྜే䠍ᕷᅪᇦ䠅

㻝㻜

ศ㒔ᕷᗈᇦᅪ
䠄ศᕷ䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠍䠎᭶䠎䠎᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠕᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠎䠕᪥බ⾲

䛆ศ┴䛇ูᗓᕷ䚸⮻ᯂᕷ䚸ὠஂぢᕷ䚸➉⏣ᕷ䚸㇏ᚋ㔝ᕷ䚸⏤ᕸᕷ䚸᪥ฟ⏫
䠄ィ䠖䠒ᕷ䠍⏫䠅

㻣㻣㻤㻘㻞㻟㻣ே
䠄䛖䛱ศᕷ䚷㻠㻣㻤㻘㻝㻠㻢ே䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠕᭶䠐᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠎᭶䠍䠒᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠏䠌᪥බ⾲

䛆㤶ᕝ┴䛇䛥䛼䛝ᕷ䚸ᮾ䛛䛜䜟ᕷ䚸୕ᮌ⏫䚸⥤ᕝ⏫䚸ᅵᗉ⏫䚸ᑠ㇋ᓥ⏫䚸┤ᓥ⏫
䚷䠄ィ䠎ᕷ䠑⏫䠅

㻡㻤㻡㻘㻟㻠㻤ே
䠄䛖䛱㧗ᯇᕷ䚷㻠㻞㻜㻘㻣㻠㻤ே䠅

㻝㻘㻝㻞㻟㻘㻠㻞㻠ே
䠄䛖䛱⇃ᮏᕷ䚷㻣㻠㻜㻘㻤㻞㻞ே䠅

㻝㻝

℩ᡞ䞉㧗ᯇᗈᇦ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ

䠄㧗ᯇᕷ䠅

㻞㻢㻤㻘㻡㻝㻣ே

㻝㻞

⇃ᮏ㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ
䠄⇃ᮏᕷ䠅

䠤䠎䠓ᖺ䠒᭶䠍䠔᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠏䠌᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠏䠍᪥බ⾲

䛆⇃ᮏ┴䛇Ᏹᅵᕷ䚸Ᏹᇛᕷ䚸ྜᚿᕷ䚸⨾㔛⏫䚸⋢ᮾ⏫䚸ὠ⏫䚸⳥㝧⏫䚸すཎᮧ䚸༡㜿⸽ᮧ䚸
䚷ᚚ⯪⏫䚸ᓥ⏫䚸┈ᇛ⏫䚸⏥బ⏫䚸㜿⸽ᕷ䚸㧗᳃⏫䚸ᒣ㒔⏫
䠄ィ䠖䠐ᕷ䠍䠌⏫䠎ᮧ䠅

㻝㻟

ᗈᓥᗈᇦ㒔ᕷᅪ
䠄ᗈᓥᕷ䠅

䠤䠎䠔ᖺ䠎᭶䠍䠑᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠏䠌᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠏䠍᪥බ⾲

䛆ᗈᓥ┴䛇࿋ᕷ䚸➉ཎᕷ䚸୕ཎᕷ䚸➉ᕷ䚸ᮾᗈᓥᕷ䚸ᘘ᪥ᕷᕷ䚸Ᏻⱁ㧗⏣ᕷ䚸Ụ⏣ᓥᕷ䚸
䚷ᗓ୰⏫䚸ᾏ⏣⏫䚸⇃㔝⏫䚸ᆏ⏫䚸Ᏻⱁኴ⏣⏫䚸ᗈᓥ⏫䚸ᓮୖᓥ⏫䚸ୡ⨶⏫
䛆ᒣཱྀ┴䛇ᒾᅜᕷ䚸ᰗᕷ䚸࿘㜵ᓥ⏫䚸ᮌ⏫䚸ୖ㛵⏫䚸⏣ᕸ⏫䚸ᖹ⏕⏫
䠄ィ䠖䠍䠌ᕷ䠍䠏⏫䠅

ᆪऀආఝะयрࣹఴрПת
ᅪᇦྡ
䠄㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷ䠅
㻝㻠

㻝㻡

㻝㻢

ᕞ㒔ᕷᅪᇦ
䠄ᕞᕷ䠅

䛧䛪䛚䛛୰㒊㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᅪ

䠄㟼ᒸᕷ䠅

ᯇᒣᅪᇦ

䠄ᯇᒣᕷ䠅

㐃ᦠ୰ᯡ㒔ᕷᐉゝ

㐃ᦠ༠⣙

㒔ᕷᅪ䝡䝆䝵䞁

㐃ᦠᕷ⏫ᮧ

㻞㻘㻟㻞㻠㻘㻣㻡㻢ே
䠄䛖䛱ᗈᓥᕷ䚷㻝㻘㻝㻥㻠㻘㻜㻟㻠ே䠅

ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠏᭶䠏䠍᪥⌧ᅾ

ᅪᇦேཱྀ➼

䠤䠎䠓ᖺ䠍䠎᭶䠎䠐᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠐᭶䠍䠔᪥⥾⤖ᘧ

䠤䠎䠔ᖺ䠐᭶䠍䠔᪥බ⾲

䛆⚟ᒸ┴䛇┤᪉ᕷ䚸⾜ᶫᕷ䚸㇏๓ᕷ䚸୰㛫ᕷ䚸ᐑⱝᕷ䚸ⰱᒇ⏫䚸Ỉᕳ⏫䚸ᒸᇉ⏫䚸㐲㈡⏫䚸
䚷ᑠ➉⏫䚸㠡ᡭ⏫䚸㤶⏫䚸ⱉ⏣⏫䚸䜏䜔䛣⏫䚸ୖẟ⏫䚸⠏ୖ⏫
䠄ィ䠖䠑ᕷ㻝㻝⏫䠅

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠍᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠏᭶䠏䠍᪥

䠤䠎䠔ᖺ䠐᭶䠎䠔᪥බ⾲

䛆㟼ᒸ┴䛇ᓥ⏣ᕷ䚸↝ὠᕷ䚸⸨ᯞᕷ䚸∾அཎᕷ䚸ྜྷ⏣⏫䚸ᕝ᰿ᮏ⏫
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〔巻末資料〕

地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会開催要領
総務省自治財政局準公営企業室

１ 目 的
公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として地域医療の確保のため重要な役
割を果たしているが、依然として医師不足等の厳しい環境が続く中、持続可能な経営を確
保し切れていない病院も数多くみられる。また、人口減少や少子高齢化が急速に進展する
中で、医療需要が大きく変化することが見込まれており、国の進める医療提供体制の改革
と連携し、地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組んでいただくことが必要にな
っている。このため、当省では平成２７年３月に「新公立病院改革ガイドライン」を示し、
各地方公共団体に対して平成２８年度中に新公立病院改革プランを策定の上、改革に取り
組んでいただくよう要請したところである。
このような公立病院をめぐる経営環境や、医療提供体制の改革の動向等を踏まえ、地域
における医療提供体制の確保や公立病院の更なる経営改革を推進する観点から、このたび
当省で調査研究会を開催し、学識経験者や公立病院の経営に携わる者など専門的かつ優れ
た見識を有する者に意見を伺いつつ、公立病院に対する地財措置の在り方等について検討
を行うものである。

２ 名称
本研究は、
「地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会」
（以下、
「研究会」
という。
）と称する。

３ 研究テーマ
地域医療の確保と公立病院改革の推進の観点から、過疎地等の不採算地区病院等に係る
地方財政措置の在り方や新公立病院改革ガイドラインにおける取組みを推進するための地
方財政措置の在り方等を検討

４ 構成員
別紙構成員名簿のとおりとする。

５ スケジュール
平成 28 年８月から開催予定。

６ 運 営
① 研究会に、座長 1 人を置く。座長は、研究会を招集し、主宰する。

② 座長は、不在の場合など必要の都度、これを代行する者を指名することができる。
③ 座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意見を
聴取することができる。
④ 座長は、必要があると認められるときは、研究会を公開しないものとすることができ
る。その場合には、研究会終了後、必要に応じブリーフィングを行うこととする。
⑤ 研究会終了後、配付資料を公表する。また、速やかに研究会の議事概要を作成し、こ
れを公表するものとする。
⑥ 本要領に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は座長が定める。

７ 庶務
研究会の庶務は、総務省自治財政局準公営企業室が行う。

地域医療の確 保と公 立病院改革の推進に関する調査研究会

構成員名簿

（座長）
つ じ

た

辻

く

や

琢也

一 橋 大 学 副 学 長

（構成員）
い

せ

き

と も と し

お

が

た

ひ

伊関

友伸

尾形

お し ぶ ち

や

とおる

押淵

徹

き た

り ょ う じ

北
こ

ろ

裕也

良治

た

に

か ず ひ こ

小谷

和彦

城西大学経営学部マネジメント総合学科教授
東京大学政策ビジョン研究センター特任教授
長崎県国民健康保険平戸市民病院長
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平戸市保健センター所長

北 海 道 奈 井 江 町長
自 治 医 科 大 学 教 授

（平成 29 年４月～）
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政策研究大学院大学教授

兼

静岡県立総合病院長

島根県病院事業管理者
東洋大学国際学部国際地域学科教授
自治医科大学卒後指導部長

（～平成 29 年３月）

市立ひらかた病院長

（オブザーバ ー）
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さ

き

佐々木

たけし

健

厚生労働省医政局地域医療計画課長

（構成員は五十音順、敬称略）
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検討経緯

○第１回
日時：平成 28 年９月 13 日（金）14:00～
議題：研究会における検討の進め方
公立病院の現状や改革の推進に対する取組について 等
○第２回
日時：平成 28 年 11 月 17 日（木）17:00～
議題：医療現場の抱える問題（公立病院関係者からのヒアリング） 等
○第３回
日時：平成 29 年１月 19 日（木）17:00～
議題：公立病院の抱える地域間格差や構造的問題（公立病院関係機関委員からの
ヒアリング） 等
○第４回
日時：平成 29 年３月 28 日（火）13:00～
議題：地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する議論の整理 等
○第５回
日時：平成 29 年６月 15 日（木）17:00～
議題：地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する議論の整理 等
○第６回
日時：平成 29 年８月２日（水）18:00～
議題：
「地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会」報告書骨子
案について 等
○第７回
日時：平成 29 年 10 月３日（火）15:00～
議題：
「地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会」報告書案に
ついて
※各回の配付資料は、総務省ホームページにおいて公表している。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chiikiiryou_kakuho/index.html
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デ⒪ሗ㓘ୖ࡛ࡣ 200 ᗋ࡛༊ษࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࡶຍ࠼ࡿࡁࠋ
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   ⤒ࠕۑႠᙧែࡢぢ┤ࡋ≧ἣࠖ
㸦㈨ᩱ㸱ࠊP29㸧ࡘ࠸࡚ࠊศᯒࡢ୰୍㒊㐺⏝ࡶྵࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
   ۑேཱྀᵓ㐀ࡢኚᐜࡢᙳ㡪ࡣ⏒࡛࠶ࡿࠋ⥲ேཱྀࡣ 2040 ᖺ௨㝆ࠊẖᖺ 100 ௨ୖேཱྀࡀῶᑡࡍࡿࠋ
≉⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡀ⃭ῶࡍࡿ୍᪉ࠊ100 ṓ௨ୖࡢேཱྀࡀ 2051 ᖺ࡛ 70 ேࢆ㉸ࡍぢ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓཝࡋ࠸≧ἣୗ࡛ᨻ⟇㑅ᢥࢆ⾜࠺ࡇࡀ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋබ❧㝔ࡢၥ㢟༶ࡋ
࡚ゝ࠼ࡤࠊඛぢᛶࢆࡶࡕࢲࢼ࣑ࢵࢡ࡞ពᛮỴᐃࡀ࡛ࡁࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡋ࡞ࡅࢀࡤࡾษ
ࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
   ۑᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡸேཱྀືྥࠊ⏘ᴗࡸ㏻᮲௳࡞ᆅᇦࡢ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊ㝔㛫ࡢ⦅࣭ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ௨๓୍ࡘࡢ㝔ࢆ࠺Ꮡ⥆ࡉࡏࡿࡀၥ㢟࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ
   ۑᇶ♏⮬య❧ࡀ࡛࠶ࡿ 100 ᗋᮍ‶ࡢ㝔ࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆᨭ࠼ࡿᶵ⬟ࢆᚲせࡋ
࡚࠸ࡿୖࠊ㏆㛤ᴗ་ࡀ࠸࡞࠸୰ࠊ㧗㱋ࡢ་ᖌࡀࡇࢀࢆᨭ࠼ࡿ≧ἣ࠶ࡿࠋ㝔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᇶ♏⮬యࡢಖ་⒪ࠊㆤࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡑࡢࡶࡢࢆᨭ࠼ࡿேဨ㓄⨨ࢆ⪃࠼ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ≉ࡁᆅ࡛ࡣࠊᆅᇦࡑࡢࡶࡢࢆᨭ࠼ࡿᶵ⬟ࢆᚲせࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢホ౯᪉
ἲࢆ⪃࠼ࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
   ۑᆅᇦ་⒪ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡣࠊ་ᖌࡢࡳ࡞ࡽࡎ┳ㆤᖌࠊࡉࡽࡣ⤒ႠࡢほⅬࡽົ㛗ࡸ་ㄢ
⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡀᚲせࠋ
   ۑ་⒪ᥦ౪యไࡢྜ⌮ⓗᒎ㛤ࡢࡓࡵࠊ㠀ྜ⌮ⓗุ᩿ࡢ࠶ࡿᆅᇦᑐࡍࡿࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢධࡶᚲ
せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
   ⤒ۑႠࡢຠ⋡ࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊබⓗ㝔ࠊᅜ❧㝔➼ከ✀ࡋ࡚࠸ࡿ㝔ࢆ⦅ࡍࡿࡇࡣ
ࡔࡀࠊࡇࢀࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆᢕᥱࡋ㐺ษ࡞ุ᩿ࡀ࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡁࠋ
   ♫ۑࣥࣇࣛࡋ࡚ࡢ㝔ࡣ㐠Ⴀ⪅ࠊ⤒Ⴀࡘ࠸࡚ࡣ⤒Ⴀ⪅ศࡅ࡚ྛࢥࢫࢺࢆ㈇ᢸࡍࡁ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
   ۑᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡣࠊ༢࣓ࢆ㓄ࡿ࠸࠺ヰ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵓ㐀ⓗࢥࢫࢺࡀ
ࡿ㒊ศᑐࡋ࡚බⓗ࡞ᨭࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ་⒪ࢡࢭࢫࡢබᖹᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿ
ࡇࢆᮏ◊✲࡛♧ࡋ࡚࠸ࡃࡁࠋ
   ⮬ۑయ㝔༢య࡛⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜẸᗣಖ㝤ࡸㆤಖ㝤㈈ᨻࡶᛕ㢌⨨࠸ࡓ㆟ㄽࢆࡍ
ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑ་⪅ࢆࡑࡢᆅᇦࡧ㎸ࡴ᪉ἲࡋ࡚ࠊሗ㓘ᘬୖࡆᅃࢃࢀࡎࠊᆅᇦయ࡛ᡓ␎ⓗᑐᛂࢆ⪃
࠼ࡿࡇࡶࠊ㝔ࡢ⤒Ⴀࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑ㝔ࡢᶵ⬟ࡔࡅࢆ⪃࠼࡚ྜ⌮ࢆᅗࢁ࠺ࡍࢀࡤ⤫ᗫྜ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࢥࢫࢺ᭱ඃඛ
࡛ᆅᇦࡢᬽࡽࡋࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᆅᇦࡢࢺ࣮ࢱࣝ࡞⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ
ᚲせࠋ
ۑᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖྥࡅࠊ㝔㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ୍⎔ࡋ࡚㤳㛗ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ
⮬యࡸᨻᐙࡶ༴ᶵឤࢆࡶࡕࡘࡘయⓗ㛵ࡍࡁࠋ

3/3

؏עҔၲỉᄩ̬ểπᇌ၏ᨈો᪃ỉਖ਼ᡶỆ᧙ẴỦᛦ௹ᄂᆮ˟ίᇹ ᵐ ׅὸᴾ
㸯 㛤ദ᪥➼
 ۑ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 17 ᪥㸦ᮌ㸧17㸸00㹼19㸸00
 ۑሙ  ᡤ㸸ඹ⏝㆟ᐊ㸰
 ۑฟ ᖍ ⪅㸸㎷ᗙ㛗ࠊఀ㛵ጤဨࠊᑿᙧጤဨࠊᢲῡጤဨࠊጤဨࠊᓥᓮጤဨࠊ⏣ᇛጤဨࠊ
⏣୰ጤဨࠊ୰ᕝጤဨࠊᑿጤဨࠊᮏ㛫ጤဨࠊ᳃⏣ጤဨࠊ
       ཎ⃝ᆅᇦ་⒪ィ⏬ㄢㄢ㛗⿵బ㸦ཌ⏕ປാ┬࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸧
       すබႠᴗᢸᙜᑂ㆟ᐁࠊᕝබႠᴗㄢ㛗ࠊ▼㯮බႠᴗ⤒Ⴀᐊ㛗ࠊ
᳜ᮧ‽බႠᴗᐊ㛗ࠊ᳃ᒣㄢ㛗⿵బ 

㸰 ㆟㢟
 㸦㸯㸧㈨ᩱㄝ᫂
 㸦㸰㸧ពぢ

㸱 㓄ᕸ㈨ᩱ
 㸦㈨ᩱ㸯㸧 ◊✲࠾ࡅࡿ᳨ウࡢ㐍ࡵ᪉➼㸦ᨵᐃ∧㸧
 㸦㈨ᩱ㸰㸧 ⏣୰ጤဨᥦฟ㈨ᩱ
 㸦㈨ᩱ㸱㸧 ᳃⏣ጤဨᥦฟ㈨ᩱ
 㸦㈨ᩱ㸲㸧 ᢲῡጤဨᥦฟ㈨ᩱ
 㸦ཧ⪃㸯㸧 ➨ 1 ᅇ ᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖබ❧㝔ᨵ㠉ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ ㆟ᴫせ
 㸦ཧ⪃㸰㸧 つᶍูࡢබ❧㝔ࡢ⤒Ⴀ≧ἣ㸦୍⯡㝔㸧

㸲 ᴫせ
 㸦㸯㸧ົᒁࡼࡾ㈨ᩱ㸯ࠊཧ⪃㸯ࠊ㸰ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸰㸧⏣୰ጤဨࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸰ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸱㸧᳃⏣ጤဨࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸱ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸲㸧ᢲῡጤဨࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸲ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸳㸧ฟᖍ⪅ࡽࡢ࡞ពぢ
⏣୰ጤဨᥦฟ㈨ᩱࡘ࠸࡚
ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ࣓ࣜࢵࢺ㛵ࡍࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᆅ᪉බႠᴗἲ୍㒊㐺⏝ࡢ㝔ẚ
㍑ࡋࡓ᭱ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣఱࠋ
э࠸ࢁ࠸ࢁ࡞つ๎࡞ࢆࠊ࡞ࡾ⮬ศ㐩࡛ኚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࠋᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே
ࡋ࡚ࡶᆅ᪉බົဨࡸ┴‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺⦡ࡾࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ┴ࡢ࣮ࣝࣝゐࡋ࡞࠸⠊ᅖ
࡛ኚ᭦࡛ࡁࢀࡤࠊලయࡀࢇࢇฟ࡚ࡁ࡚ࠊࡇࢀࢆ᳨ウ࣭༠㆟ࡋࠊၥ㢟↓ࡅࢀࡤ⌮
ࡅ࡚᥇⏝ࡍࡿࠋࡇࢀࡀ㠀ᖖ᪩ࡃฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
эㄆᐃ┳ㆤᖌࡸᑓ㛛┳ㆤᖌࡀᖌ㛗࡞ୖࡀࡿࠊ㈨᱁ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀၥ㢟࡞ࡿࡇࡶ
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࠶ࡿࠋ┳ㆤಀ㛗ࠊ┳ㆤㄢ㛗࠸࠺᪂ࡓ࡞࣏ࢪࢩࣙࣥࢆࡘࡃࡾࠊࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡿ⎔ቃࡘࡑࡢ
ホ౯ࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀẚ㍑ⓗ⡆༢సࢀࡿࠋ
ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே࠾ࡅࡿົ⫋ဨࡢ᥇⏝࡛ࠊࡢ㎶ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡢࠋ
э┴⫋ဨࡢࣞ࣋ࣝぢྜ࠺⫋ဨࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࠋࡲࡓࠊ᥇⏝᪉ἲ㸦ヨ㦂ࡢࡸࡾ᪉㸧ࡼࡗ࡚
ࡣ⫋ဨࡢ㉁ࡀᢸಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀၥ㢟ឤࡌࡓࠋࣉࣟࣃ࣮⫋ဨ㛵ࡋ࡚ࡣ་⒪⤒㦂⪅ࡢ୰࡛ࡶ
࠶ࡿ⛬ᗘホ౯ࡢ࠶ࡿேᮦࢆ᥇⏝ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ
❧┴ۑ㝔ᕷ❧㝔㛫ࡢ㛵ಀࡸᙺศᢸࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ་⒪ᵓࡢ୰࡛ࡢᵝ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡿࡢ
ᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋ
эᆅᇦ་⒪ᵓࡢ୰࡛ࡢᵝᙺศᢸࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽၥ㢟࡞ࡿࠋ㟼ᒸᕷ
ḟ་⒪ᅪࡣ୰᰾㝔ࡀከࡃ࠶ࡾࠊㆤ㏦⯪ᅋ᪉ᘧ࡛㉮ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡅࡿ
ࡣࡇࢀࡽ᳨ウࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ୰ࡣᛴᛶᮇࣉࣛࢫᅇᮇࡄࡽ࠸࡞ࡿࡁ㝔
ࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡾࠊࡑࡢㄪᩚࡣࡇࢀࡽ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ
 ᳃⏣ጤဨᥦฟ㈨ᩱࡘ࠸࡚
ۑᆅᇦ་⒪ᵓࡢ㛵ಀ㸦P66㸧ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦ་⒪ᵓ࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗᙺࢆᯝࡓࡍᚲせࡸᆅᇦ
ໟᣓࢣᗋࡢ㌿ࢆ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ࠊᗋᶵ⬟ࡣ⌧≧ࡢᵝሗ࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋࡲ
ࡓࠊ2025 ᖺ࠾࠸࡚ᶵ⬟㌿ࢆ⾜࠺ࡢࠋ
эᗋᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣᗋᛴᛶᮇ࡛ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊⅬᩘ࡛ศࡅࡿ 50㸣ࡋᛴᛶᮇࡣ
࡞࠸≧ἣ࡛ࠊᐇ㝿ࡢࡇࢁࡣᅇᮇࡶ៏ᛶᮇࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ་⒪ᅪ࡛ศᯒࡢሗ࿌ࢆࡋྜ࠸ࠊ
ᐇ㝿ࡢࡇࢁࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ⪃࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋ
ۑ་ᖌᩘࡣࡢᵝ᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋࡲࡓࠊ㝔ࡢᘓタຠᯝ➼ࡀ࠶ࡗࡓࡢࠋ
эデ⒪⛉ࡼࡗ࡚ࡣ་ᖌࡀ㸯ே࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㎶ࡢᐇࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ◊ಟ་
ேẼࡀ࠶ࡾึᮇ◊ಟ࡛ࡣ་ᖌࡀ㞟ࡲࡿࡀࠊ㸱ᖺ┠ࡣ࡞࡞ṧࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡢ
ᑐࡋࠊ᪂㝔࡞ࡗ࡚ࡽ་ᖌࡀṧࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ10 ᖺ㛫࡛⣙ 10 ྡ་ᖌᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡽࡦۑ㝔ࡀ㒊㐺⏝࠶ࡿ୰ࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡘ࠸࡚࠺࠾⪃࠼ࠋ㆟ࡸ㤳㛗
ࡢ㛵ಀࠊ⤥㠃ࠊேࡢ᥇⏝࡞ࡢࡼ࠺࡞ឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
э㒊㐺⏝ࡢሙྜࠊᕷࡢ⫋ဨ⮬యࡣඃ⚽ࡔࡀࠊᮏᗇ࡛ࡣ࡞࠸㝔᮶ࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀ
ࡿ࠸࠺ࡀ࠶ࡾㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
э㒊㐺⏝ࡽᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⛣⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝔ࡢ⊂⮬᥇⏝࡛ඃ⚽࡞ேᮦࡀ☜ಖ࡛
ࡁࡿࡀၥ㢟ࠋ
эᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣ㸰㹼㸱㝔࡛⤫ྜࡍࢀࡤ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡀࠊ㸯㝔࡛ࡣ㒊㐺⏝
࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ࠋᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡋ࡚ࡶࠊົဨࡶ㆟ဨᑐᛂ࡞ࡀ࠶ࡲࡾኚࡋ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊ㒊㐺⏝ࡢࡲࡲ࡛࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀ⌧≧ࡢุ᩿ࠋ
ۑ㒊㐺⏝ࡢሙྜࠊேㄢࡀ㐣ᗘேࢆ㞠࠺ࡇࢆ᎘࠺ഴྥ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ᮶ᚓࡽࢀࡿ┈ࡀᚓ
ࡽࢀ࡞࠸ࡇࡀከࡃࡢ⮬య㝔࡛ࡳࡽࢀࡿࠋࡦࡽࡓ㝔ࡢሙྜࡣࠊ⫋ဨࡢ᥇⏝ࢆᙎຊⓗ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿゎࡋ࡚Ⰻ࠸ࠋ
эᐃᩘࡀ࠸ࡗࡥ࠸࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࠊḟࡢ㆟࡛᮲ᐃᩘࢆኚ᭦ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ‽ഛࡋ࡚࠸
ࡿࡇࢁࠋ᥇⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝔㛗ࡶࢇࡢ㠃᥋ཧຍࡋࠊ⟶⌮⪅ࡶᰂ㌾ᛶࢆࡶࡗ࡚ࡶ
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ࡽ࠺ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᢲῡጤဨᥦฟ㈨ᩱࡘ࠸࡚
ۑබ⾗⾨⏕ࠊ≉ᐃデࠊ≉ᐃಖ⒪࠸ࡗࡓᆅᇦ࡛ฟ᮶ࡿάື࡚ࢆࠊ་⒪㝈ࡽࡎ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡇឤ⃭ࡍࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞άືࢆࡍࡿ୰࡛ࠊᅾᏯ་⒪ࢆㄡࡀࡢ⛬ᗘࡢྜ࡛ᚑࡋ࡚࠸
࡚ࠊࡢ⛬ᗘࡢ㈇ᢸ࡞ࡢࠋ
эゼၥデ⒪ࡣ་ᖌࡀྲྀࡾࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋእ⛉ࡢ་ᖌࡶᖺ㛫 100 ᡭ⾡ࡍࡿ୰࡛ࠊྜ㛫
ࢆ⦭ࡗ࡚ゼၥデ⒪ฟࡅ࡚࠸ࡿࠋ
┳ۑㆤᖌࡸࣜࣁࣅࣜࢫࢱࢵࣇࡶゼၥࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ↓࠸୰࡛ࠊࡇᡤᒓ
ࡍࡿ┳ㆤᖌࡸࢫࢱࢵࣇࡀࡇࡢᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋࡲࡓࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡉࡎゼ
ၥࢆࡍࡿࠊ་⒪ಖ㝤ࡢᯟ࡛⾜࠺ࡇ࡞ࡾࠊ༢౯ࡀ㠀ᖖపࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢ㎶ࢆ࠺⪃࠼࡚࠸
ࡿࡢࠋ
э௨๓ࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤タ࣭㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ┳ㆤᖌࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊᖺࡽ
㛢㙐ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋධࡣ᫂ࡽῶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡶࡋ┳ㆤᖌࡀ☜ಖ࡛ࡁࢀࡤࠊࡲࡓ㛤ࡋᆅ
ᇦࡢᅾᏯࢣࡢᣐⅬࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊእ᮶デ⒪ᚑࡋ࡚࠸ࡿ┳ㆤᖌࢆࠊ༗ᚋ
ࡽゼၥ┳ㆤฟࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋ
୕ۑୡ௦ࢆྵࡵࡓᆅᇦໟᣓࢣ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢࠋ
эᆅᇦࠊேࡢືࡁࡀᢕᥱ࡛ࡁࠊᐙ᪘㛵ಀࡸᐙᗞࡢᵝᏊࡀศࡿࡇࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇࢆຍ
ࡋࡓ⏕άୖࡢᨭࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ་ᖌࡀ㸰ྡῶࡿ୰࡛ࠊゼၥ┳ㆤࠊゼၥデ⒪ࡀ⥅⥆࡛ࡁࡿࡢࠋ
эゼၥデ⒪ࡣࡸࡵࡿࢃࡅࡣ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㛫እࢆά⏝ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑ࠺ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ㔜ᗘ㍍ᗘࡢᝈ⪅ࡑࢀࡒࢀࢆࢺ࣮ࣜࢪࡋ࡞ࡀࡽࠊࡵࡾࡣࡾ࠶ࡿゼၥ┳
ㆤࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠋᐇែࡋ࡚ࠊ㏻ᶵ㛵ࡀᑡ࡞࠸୰࡛㛫እᝈ⪅ࡀᩆᛴ㌴࡛㝔ᢲࡋࡅ
࡚ࡃࡿࡇࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊඛᡭࢆᡴࡘᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
⸆ۑᖌࡸ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࡞ࡢ་⒪ேᮦࡢ㞠⏝≧ἣࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋ
э⸆ᖌࡣ࡞ࢇ 1 ே☜ಖࡋࡓࡀࠊ࿘㎶ࡢㄪ⸆ᒁࡢᚅ㐝ࡀ㠀ᖖⰋ࠸ࡇࡽࡶࠊ☜ಖࡀཝ
ࡋ࠸≧ែࠋᮏᙜࡣࠊᅾᏯ᭹⸆ᣦᑟࡸᲷ࡛ࡢ᭹⸆ᣦᑟࡶࡾฟࡋ࡚ࡋ࠸ࡀࠊ1 ྡࡢࡓࡵཝࡋ
࠸ࠋ
э⌮Ꮫ⒪ἲኈࡸసᴗ⒪ἲ➼ࡣࠊᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ᖹᡞᕷẸ㝔ࡢሗࢆὶࡍ㐍㊰ࢆồࡵࡿⱝ⪅ࡓࡕ
㸦୰Ꮫ⏕ࡸ㧗ᰯ⏕㸧ࡀ⫋ᴗゼၥ⛠ࡋ࡚ゼࢀࡿࠋᑗ᮶ࡣࡇ࠺࠸ࡗࡓ⫋ࢆ㑅ࡤᆅᇦᖐࡾࡇࡇ
ᡠࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡇࢆᖖࠎヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᅜಖ㝔ࠊ⮬య㝔ࡀ࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚་⒪㈝ࡀᏳࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡔࡀࠊ⤫ィ࡛ࡣ⮬య
㝔ࡢᗋྜࡀከ࠸ࡇࢁࡣࠊᅜಖࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࢆྵࡵ་⒪㈝ࡢỈ‽ࡀప࠸ࡢࡣ☜࡛ࠊࡑ
ࡢ࠶ࡓࡾࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋ
э☜㸯ே࠶ࡓࡾࡢ་⒪㈝ࠊ㧗㱋⪅ࡢ་⒪㈝ࡶప࠸ࡇࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃࠊㆤಖ㝤ᩱࡘ࠸࡚
ࡶྠᵝࡢࡇࡀゝ࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊᖹᡞᕷࡢᅜಖ㛵ಀࡢᴗࠊㆤಖ㝤ᴗࡶᏳᐃࡋࡓ≧ែ࡛ᇶ
㔠ࢆ࠼࡚࠾ࡾࠊ≉ᅜಖཷ⤥⪅ࡀேཱྀࡢ㸴ࡄࡽ࠸ࡢࡇࢁ࡛࠶ࡿࡇࡽࡶࠊᗣ࡙ࡃ
ࡾᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡼࡿᡂᯝࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠊࡣ࡛≧⌧ۑᗋᶵ⬟ሗ࿌ࡣᛴᛶᮇ៏ᛶᮇ࡛ฟࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡔࡀࠊ࠼ࡤᆅᇦໟᣓࢣ
Ჷ࡞࠸ࡋࡣᅇᶵ⬟㌿ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡣ࡞࠸ࡢࠋ
эᆅᇦໟᣓࢣᗋࢆ㐠Ⴀࡋࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡽࢀ࡞࠸
ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ࠸࠺ࡢࡶࠊධ㝔ᮇ㛫ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⾜ࡃඛࡋ࡚㐃ᦠタࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡲࡔ
ࡋࡶࠊ࣮࢜ࣥࣜ࣡ࣥࡢタ࡛࠶ࡿ≧ἣ࠶ࡗ࡚ࡣᅾᏯࢣࡢᐇࢆᅗࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇࢀక࠸ேဨࡢၥ㢟ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ
ۑ་ᖌ☜ಖࡘ࠸࡚ࠊ┴࣭Ꮫ࣭་Ꮫ㒊ࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡞࠸࠸࠺ヰࡔࡀࠊ┴ࡣఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ
ࡢࠋ
э┴㞳ᓥࡢ⮬యࡼࡿ୍㒊ົ⤌ྜࡢ㞳ᓥ་⒪⤌ྜ┴❧㝔ࢆྜࢃࡏ࡚⊂❧⾜ᨻἲேࡍ
ࡿࡇ࡛㝔ᴗᅋࢆタ❧ࡋࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡾࠊ⫱ᡂࡋࡓ་Ꮫ㒊⏕ࢆဨ㞳ᓥࡢࡓࡵ࡚ࠊࡑࡢ
ᯟࢆ㛤ᨺࡋ࡞࠸࠸࠺⫼ᬒࡀ࠶ࡿࠋ་ᖌ㊊ࡀ⥆ࡃ୰ࠊఱᛂࢆ㢗ࡵ࡞࠸ࠊࡲࡓሙ
ྜࡼࡗ࡚ࡣ㝔ᴗᅋධࢀ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡇࡶ⏦ࡋධࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᙜ㝔ࡀ┴ࡢ་⒪ᅪ
ᇦෆ࡛୰᰾ⓗᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡋ࡚㞴Ⰽࢆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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؏עҔၲỉᄩ̬ểπᇌ၏ᨈો᪃ỉਖ਼ᡶỆ᧙ẴỦᛦ௹ᄂᆮ˟ίᇹ ᵑ ׅὸᴾ
㸯 㛤ദ᪥➼
 ۑ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 1 ᭶ 19 ᪥㸦ᮌ㸧17㸸00㹼19㸸00
 ۑሙ  ᡤ㸸601 ㆟ᐊ
 ۑฟ ᖍ ⪅㸸㎷ᗙ㛗ࠊఀ㛵ጤဨࠊᑿᙧጤဨࠊᢲῡጤဨࠊጤဨ㸦➉ㄝ᫂ဨ㸧
ࠊᓥᓮጤဨࠊ⏣ᇛጤဨࠊ
⏣୰ጤဨࠊ୰ᕝጤဨࠊᑿጤဨࠊᮏ㛫ጤဨࠊ᳃⏣ጤဨࠊ
       ཎ⃝ᆅᇦ་⒪ィ⏬ㄢㄢ㛗⿵బ㸦ཌ⏕ປാ┬࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸧
       すබႠᴗᢸᙜᑂ㆟ᐁࠊᕝබႠᴗㄢ㛗ࠊ▼㯮බႠᴗ⤒Ⴀᐊ㛗ࠊ
᳜ᮧ‽බႠᴗᐊ㛗ࠊ᳃ᒣㄢ㛗⿵బ 

㸰 ㆟㢟
 㸦㸯㸧㈨ᩱㄝ᫂
 㸦㸰㸧ពぢ

㸱 㓄ᕸ㈨ᩱ
 㸦㈨ᩱ㸯㸧 ୰ᕝጤဨᥦฟ㈨ᩱ
 㸦㈨ᩱ㸰㸧 ጤဨᥦฟ㈨ᩱ
 㸦㈨ᩱ㸱㸧 ᮏ㛫ጤဨᥦฟ㈨ᩱ
 㸦ཧ

⪃㸧 ➨ 2 ᅇ ᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖබ❧㝔ᨵ㠉ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ ㆟ᴫせ

㸲 ᴫせ
 㸦㸯㸧୰ᕝጤဨࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸯ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
  㸦㏣ຍㄝ᫂㸧
  ۑỴ⟬⤫ィ࡞ከࡃࡢᣦᶆࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡀ⤒Ⴀᨵ㠉⏕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠊᚲࡎࡋࡶࡑ
࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡀᐇឤࠋ⤒Ⴀᣦᶆࢆά⏝ࡋࠊ⤒Ⴀࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟➼ࢆᢕᥱࡋࠊ⟶⌮⪅ࡸ་⒪ࢫࢱࢵࣇ
ࡀලయⓗ࡞⾜ື⤖ࡧࡘࡅ࡚ࠊࡇࢀࢆ⌮ゎࡍࡿࡶࠊఫẸࠊ㤳㛗ࠊ㆟ࡶຠᯝⓗㄝ᫂ࢆ
⾜࠺ࡼ࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿᣦᶆࢆά⏝ࡋࡓ⤒Ⴀศᯒࡘ࠸࡚ࠊ㝔ᴗࡘ࠸࡚ࡶ᪩ᛴྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
ࡀᚲせ⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸰㸧➉ㄝ᫂ဨࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸰ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸱㸧ᮏ㛫ጤဨࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸱ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸲㸧ฟᖍ⪅ࡽࡢ࡞ពぢ
࡞㉁ᛂ⟅㸦ۑ㸸㉁ၥ➼ ە㸸ᅇ⟅㸧
⌧ۑⅬ࡛ࠊᨻ⟇ⓗ࣭㈈ᨻⓗ࡞ᨭࢆ୍␒ඃඛࡍࡁ㡯┠ࡣ࠺࠸࠺ࡇࢁࠋ
ەᆅᇦ࡛୰᰾ⓗ⨨࠶ࡿ୰ᑠࡢ⮬య㝔ࡢᙺࡀࡇࢀࡽ࠸ࢁࢇ࡞ព࡛ቑ࠼࡚ࡃࡿᛮ࠺
ࡢ࡛ࠊ㈈ᨻᥐ⨨ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡑࡢ࠶ࡓࡾ↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡀⰋ࠸⪃࠼ࡿࠋ
㸦୰ᕝጤဨ㸧
ࡸ࣮ࣜ࣊ࢱࢡࢻۑ㹇㹁㹒ࡘ࠸࡚ពぢࢆ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
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࣮ࣜ࣊ࢱࢡࢻە㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㒔ࡣ㐪࠺⏣⯋࡛ࡢࢻࢡࢱ࣮࣊ࣜࡢ࠸᪉ࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦ࡛ࡢ་⒪
ࡢ᱁ᕪࢆᇙࡵࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁࡢ୍ࡘ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦୰ᕝጤဨ㸧
ە㹇㹁㹒㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㉁ࡢᢸಖࡣ᭱ࡶࡔࡀࠊ་⒪ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡼࡾ↓㥏ࢆ┬ࡃࡇ
ࡶᐤࡍࡿ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊㆤࡢ㐃ᦠࢆࡿୖ࡛ࡶࠊ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦୰ᕝጤဨ㸧
⮬ۑ་ࡢ༞ᴗ⏕࡛ࠊ⌧ሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ་ᖌࡢᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡀ㝔ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ⌧≧ࢆᩍ࠼࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
ەᣐⅬ㝔ࡸࡁᆅࡢ୰᰾㝔ࡵ࡚࠸ࡿᑓ㛛་ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᛶࡀせồࡉࢀࠊ⥲ྜデ⒪ᑓ㛛
་ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬་ࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡿデ⒪ᡤ࡛ࣞ࣋ࣝ⾜࠼ࡿෆ⛉⣔ࢆయࡋࡓデ⒪ࡼࡾࡶᑓ㛛
་ࡋ࡚ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢠࣕࢵࣉ༞ᴗ⏕ࡀᝎࢇ࡛࠸ࡿࡶゝ࠼ࡿࠋ
㸦ᮏ㛫ጤဨ㸧
ەᑓ㛛ᛶࢆᣢࡗࡓୖ࡛ࠊᇶ♏࡞ࡿ⥲ྜᛶࢆ࠺ᣢࡘࡁ࡞ࡢࠊ㸰ࡘࡢࡇࡢせ⣲ࢆ⩏ົᖺ㝈ࡢ
୰࡛࠺⼥ྜࡉࡏࡿࡢ࠸࠺ࡇࡀከࡃࡢ༞ᴗ⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
㸦ᮏ㛫ጤဨ㸧
ۑᆅ᪉ࡢ㝔ࡔ┳ㆤᖌࡀ㧗㱋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸯㸮ᖺᚋࡣᐃᖺ㏥⫋ࡀ⥆ฟࡋࠊ㝔ࡋ࡚ࡢ་⒪
ࡀᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺≧ἣࡀከࠎぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪ࡀ㧗ᗘᑓ㛛ࡋ࡚࠸ࡃ୰ࠊㄆᐃ┳ㆤ
ᖌࡢᙺࡣ㠀ᖖࡁ࠸ࡀࠊ◊ಟࡢࢠࣕࢵࣉࡶ࠶ࡾࠊ㒔ᕷ㒊ࡢ㝔ࡣㄆᐃ┳ㆤᖌࡢ㈨᱁ࢆ
ࢇࢇྲྀࢀࡿࡢᑐࡋࠊᆅ᪉ࡢࡁᆅࡢ㝔࡛ࡣㄆᐃ┳ㆤᖌࡀ↛ྲྀࢀ࡞࠸ࠋ┳ㆤᖌࡢ㞠⏝ࡸ
◊ಟయไࡘ࠸࡚ࠊぢゎࢆ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
ەࡢ⟇௨ୖ㏣ຍⓗ࡞≉ຠ⸆࡞ࡿࡶࡢࡀ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀṇ┤࡞ࡇࢁࠋ┳ㆤᖌ☜ಖ࠸࠺
ࡢࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊ་⒪ࠊㆤࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡶࡑࡶࠊఫࡳࡸࡍ࠸ᆅᇦࢆࡘࡃࡿ࠸ࡗࡓ
ࡼࡾᗈ࠸⠊ᅖࡽ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠊᚋࡣࡑ࠺࠸࠺ᑓ㛛⫋ࡢ☜ಖࡣ㞴ࡋ࠸⪃࠼ࡿࠋࡢࡼ
࠺࡞◊ಟࢆࡍࡿࢆ⪃࠼ࠊయไࢆᩚ࠼ࡿࡇࡣᚲせࡔࡀࠊࡑࢀ௨እࠊఫẸࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔྲྀࡾ
⤌ࡳࡶᚲせ⪃࠼ࡿࠋ
㸦➉ㄝ᫂ဨ㸧
┳ۑㆤ⫋ဨࡢᆅᇦ೫ᅾࡘ࠸࡚ࠊ་ᖌඹ㏻ࡍࡿ㠃ᑡࡋ㐪࠺㠃ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ㒔㐨ᗓ┴ู
ぢࡓࡁࠊேཱྀ࠶ࡓࡾࡢ┳ㆤ⫋ဨᩘࡣ࡞ࡾࡁ࡞ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᗋ㸯㸮㸮ᗋᙜࡓ
ࡾࡢ┳ㆤ⫋ဨᩘࡣࠊ࠶ࡲࡾᕪࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ┳ㆤ⫋ဨࡢᆅᇦᕪࡣᗋࡢᆅᇦᕪ࡛Ỵࡲࡗ࡚
࠸ࡿ㒊ศࡀ㠀ᖖࡁ࠸࠸࠺ࡇࠋᗋࡢ೫ᅾ┳ㆤ⫋ဨࡢ೫ᅾࡣ࠾ࡑࡽࡃᐦ᥋㛵㐃ࡋ࡚
࠸ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ۑ་ᖌ☜ಖ᭱ࡶ᭷ຠ࡞⟇ࢆ࠺⪃࠼ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㝈ࡾ࠶ࡿ㈨※ࢆ᭷ຠ㓄ศࡍࡿ࠸࠺ほ
Ⅼࡽࠊ࠺࠸࠺⟇ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⟇ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ᭱ࡶ᭷ຠ⪃࠼ࡿࠋ
ەᆅᇦ࡛་ᖌࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࡑࡇ࡛࢟ࣕࣜᙧᡂࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢆぢࡏࡿࡇࡀ
ᚲせࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴༢࡛࢟ࣕࣜᙧᡂࡀ࡛ࡁࠊᑓ㛛་ࢆࢀࡿయไࢆࡘࡃࡿࡇࡀ
᭷ຠ࡞ᡭẁࡢ୍ࡘ⪃࠼ࡿࠋ⮬་⛉Ꮫࡢ༞ᴗ⏕ࡢᏛࡢᆅᇦᯟࡢᏛ⏕ࢆぢ࡚࠸ࡿࠊ
Ꮫࡢ༞๓ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡢᆅᇦ་⒪ᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ㐪࠸ࡀฟ࡚࠸ࡿẼࡀࡍࡿࠋ༢ᆅ
ᇦᯟ࡛ධࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬་⛉Ꮫ௨እࡢᏛ࡛ࡶࠊᆅᇦ་⒪ᑐࡍࡿᩍ⫱ࢆቑࡸࡋ࡚࠸
ࡃࡇࡀ⪃࠼ࡿࠋ
㸦୰ᕝጤဨ㸧
◊ەಟయไࡸᣦᑟయไࢆᩚ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ௨እࠊ⮬యࡋ࡚ࡸࢀࡿࡇࡣࠊఫࡳࡸࡍࡉࢆࡣ
ࡌࡵࡋࡓ་ᖌࡢࣂࢵࢡࢵࣉࡼࡾࠊࡑࡢ་ᖌࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ឤぬࢆ࠸ᣢࡗ
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࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊఫẸཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ┒ࡾୖࡆ࡚ࡶࡽ࠺ᣐࡿ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᆅᇦࡋ࡚་⒪ࡸㆤࡢᚋࡢࣅࢪࣙࣥࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡿࡇࡶࠊ་ᖌ☜ಖࡢ୍ࡘࡢせ⣲⪃
࠼ࡿࠋ
㸦➉ㄝ᫂ဨ㸧
ࡁۑᆅ་⒪ࡸᩆᛴ་⒪ࡣࠕᨻ⟇་⒪ࠖࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ࠼ࡤᚠ⎔ჾ་⒪ࡣࠕᨻ⟇་⒪ࠖゝ
࠼ࡿࡢࠋ୰ኸ┴❧㝔ࡢࡼ࠺࡞ᇶᖿⓗ࡞㝔ࡀ┴ෆࡢ㐣ᆅࡢ㝔࣭デ⒪ᡤ་ᖌࢆὴ㐵ࡍ
ࡿᶵ⬟࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡇࡇࡑࠊᚋࠊ
ࠕᨻ⟇་⒪ࠖࡋ࡚㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ㈨ᩱ
㸯㛵ࡋ࡚ࠕᨻ⟇་⒪ࠖࡣఱぢゎࢆ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
ەᨻ⟇་⒪ࡣࡁᆅࠊ⅏ᐖ࠸ࡗࡓព࡛⏝࠸࡚࠾ࡾࠊࡀࢇデ⒪࡛࠶ࡿᚠ⎔ჾࡢࡼ࠺࡞㧗ᗘ
≉Ṧ་⒪㛵ࡍࡿᨻ⟇࠸࠺ពࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀᨾࠊேࡢὴ㐵ࡶྵࡵࠊࡲࡉࡁᆅࡢ
ᆅᇦ་⒪ࢆ࠺☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ࣐ࢢࢿࢵࢺ࣍ࢫࣆࢱࣝ࠸࠺ࡧ᪉ࢆࡍ
ࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ⏣⯋ࡢ┴❧୰ኸ㝔ࢡࣛࢫࡢ㝔࡛ࡣࠊ࠼ࡤ⥲ྜデ⒪ᑓ㛛་ࢆ㝔࡛సࡾ
ᆅᇦὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡃ࡞ࠊ᪂ࡓ࡞ᙺࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇࡶࠊ࡞ᨻ⟇་⒪ࡢ୍ࡘ
⪃࠼ࡿࠋ㸦୰ᕝጤဨ㸧
ۑ་ᖌὴ㐵࠾ࡅࡿ୍✀ࡢㄪᩚᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓᏛ࡛ࡢ་Ꮫᩍ⫱ࡀ⬤ᙅࡋࡓᚋࠊ௦᭰ࡍࡿ୧
ᴟࢆᡂࡍࡸࡾ᪉ࡀゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡀࡲࡉᕷሙ➇தⓗ࡞ࡸࡾ᪉ࡔࡀࠊࡇࢀࡣࡲࡎ࠺ࡲࡃ࠸
࡞࠸ᛮ࠺ࠋࡶ࠺୍ࡘࡀࠊ࠼ࡤົᆅᣦᐃไ࠸ࡗࡓࠊ࡞ࡾᙉไⓗ࡞ᙇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓ
ࡔࡑࢀࡣࠊᮏேࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ┦ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊ⌧ᐇၥ㢟ࡋ࡚࠼ࡗ࡚࠺ࡲࡃ
࠸࡞࠸࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊࡑࡢⅬࡘ࠸࡚ᡤぢࡀ࠶ࢀࡤ⪺ࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
┴ەෆࡢ┴❧ཬࡧᕷ⏫ᮧ❧ࡢ㝔ࡢ་ᖌࢆ┴་ᒁᡤᒓࡉࡏࠊྜ㆟࡛⣡ᚓࡢୖ␗ືࢆ⾜࠸ࠊฎ㐝
ࡢࡁࡘ࠸ࡇࢁ࡛࠶ࢀࡤࠊḟࡣ㠀ᖖ⤥ࡀ࠸࠸࣏ࢫࢺࡸࠊ␃Ꮫࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞ࠊ୍✀
ࡢఝ་ᒁࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ┴ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ୍ࡘ᪉ྥᛶࡋ࡚࠶ࡾᚓࡿಶேⓗ
ࡣ⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᮏ㛫ጤဨ㸧
ۑᾏ㐨ࡢሙྜࠊ⌧ᐇၥ㢟ࡋ࡚ᝈ⪅ࡀῶࡗ࡚࠸ࡃࠊேⓗ࡞ࢫࢱࢵࣇࡶ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ㈈ᨻຊࡶ
ஈࡋ࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿሙྜࠊࡑࢀࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࡋ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
࠺ࡍࡿࠊࡶࡕࢁࢇ᭱పࡢಖ㞀ࡣࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊಶࠎࡢ༢యࢆᆅ᪉⛯࡛Ꮡ
⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾࠊࡲࡔ┦ᑐⓗຊࡢ࠶ࡿ㝔ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ✚ᴟⓗㄏᑟࡋ࡚࠸ࡃ
ࡼ࠺࡞ࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡋ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᡤぢࡀ࠶ࢀࡤ⪺ࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
ەᣐⅬ࡞ࡿ㝔ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ࿘ࡾᨭ࠼࡞ࡿ᭱ప㝈ࡢ་⒪ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠊࡇࢀࡀᇶᮏⓗ࡞ጼ
⪃࠼ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᣐⅬ࡞ࡿ㝔ࡢ㊥㞳ࡀᗈࡀࡿഴྥ࠶ࡾࠊᩆᛴ㌴࡛ᦙ㏦ࡍࡿ㛫ࡀᘏ
ࡧࡿཝࡋ࠸≧ἣ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ⥲ྜデ⒪་ᆅᇦࢆ㠃ⓗᏲࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ࠶ࡣ㹇㹁㹒ࢆ
ࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ࠸ࡗࡓᕤኵࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ࡞࡞㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣྥࡗ࡚㐍ࡴࡇࢁࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡾࠊᆅᇦࢆᏲࡿ་⒪ᶵ㛵ࡋ࡚᭱ప㝈ࡢ་⒪ࢆᏲࢀࡿࡼ࠺࡞ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࡔ⪃
࠼ࡿࠋ
㸦➉ㄝ᫂ဨ㸧
ࡁۑᆅࡽࡢពぢࡋ࡚ࠊᅜẸࡀ➼ࡋࡃ⛯ࢆᡶ࠸་⒪ࢆཷࡅࡿࠊᇶᮏⓗேᶒࢆ⾜ࡋࡓ࠸࡞
ࡿࠊᥦ౪ࡉࢀࡿ་⒪ࡢ⃰ᗘࡀ㧗ࢁ࠺ࡀపࢁ࠺ࡀࠊ་⒪Ỉ‽ᑐࡋ࡚ྠࡌࡼ࠺࡞せồࡀฟ
࡚ࡃࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌧≧ࠋ་ᖌࡢົ≧ἣࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᖹᆒࡋ࡞࠸ࠊᅜẸᗣಖ㝤ࡢⓙಖ㝤ไ
ᗘࡣᏲࢀ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
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ۑᏛᰯࡢᩍဨࡸ㆙ᐹᐁࡣᆒ➼㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺⌧ᐇࡽࡍࡿࠊ་⒪㛵ಀ⪅ࡶྠࡌࡼ࠺࡞
Ỉ‽࡛㓄⨨ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ព࡛ࡣࠊ㈨ᩱ㸯࠶ࡗࡓಖ㝤་Ⓩ㘓ࡢၥ㢟
ࡘ࠸࡚ࡣඹឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᆅᇦᯟࡢᏛ⏕ࡀࢇ࠺ᆅᇦ᰿࡙ࡃࡢ࠺ࠊኚၥᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศ㐩ࡣᆅᇦᯟ
࠸࠺ᙧ࡛⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡢ୍⯡ࡢᏛ⏕ࡣ⮬⏤ࡇ࡛ࡶ⾜ࡅࡿ࠸࠺ࡢࡣ
ᆒ➼࠸࠺ឤࢆᣢࡘ⪅ࡀฟ࡚ࡁࡓࡽࠊᆅᇦᯟࢆእࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⮬་⛉ࡢ༞
ᴗ⏕ࡢ㐍㊰ࢆぢ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕࢆᣢࡘࠋ
ۑ㠀ᖖ་ᖌࡸὴ㐵♫ࡽࡢ་ᖌ㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸⌧ሙࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞་ᖌࡣࠊ࠶ࡿ
୍ᮇࡢࡳࡢ་⒪ࡋᦠࢃࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࢀ௨እࡢ㈇ᢸࡣ࡚ࡑࡇ࠸ࡿົ་ࡀ⫼㈇࠺ࡇ
࡞ࡿࠋⰍࠎ࡞㈇ᢸࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡁࠊົ་ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡗ࡚ࠊࡸࡵ࡚࠸ࡃ
࠸࠺㈇ࡢࢫࣃࣛࣝࡀ⌧ᐇ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
⪃࠼ࡿࠋ
ྜ⥲ۑデ⒪ᑓ㛛་ࡣࡑࡢᆅᇦࡢᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆືࡍษ࡞ཎືຊ࡞ࡾࠊࡉࡽࡣࡑ
ࡢ⬟ຊࢆᣢࡗࡓ་ᖌࢆ⫱࡚ࡿࡇࡀᙺ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ
ࡣ࣮ࣜ࣊ࢱࢡࢻۑᩆ⋡ࡀ㠀ᖖୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶྵࡵࠊ㐨㊰ࡢᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡣࠊ
࡞ࡾ᭷ຠ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᣐⅬࡢᩘࢆῶࡽࡋࠊḟᩆᛴࡢᅪᇦࡣᑡࡋ㊥㞳ࢆ⨨ࡅࡿࡼ࠺࡞ࡿ
ᛮ࠺ࠋ
ۑᆅᇦ་⒪⏕ᇶ㔠ࡣ⮬⏤ᗘࡀ㧗ࡃࠊⰋ࠸ࢹࡀฟ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪂ࡋ࠸་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖᇶ㔠
ࡣࠊ࡞ࡿࡃᆅᇦ་⒪ᵓࡢᗋ㌿ࡢタഛᢞ㈨࠺ࡼ࠺ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺㒔㐨ᗓ┴ࡢ
ኌࡀ࠶ࡿ࡞ࠊ⮬⏤ᗘࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⣲┤࡞ឤࠋࡶ࠺ᑡࡋ⮬⏤ᗘࢆ㧗ࡵࡽࢀࡓࡽⰋ࠸
ᛮ࠺ࠋ
┳ۑㆤᖌ㛵ࡋ࡚ࠊ㸲ᖺไࡢ┳ㆤᏛ㒊ࡀ㸰㸶㸮ࡄࡽ࠸࠶ࡿ୰ࠊᑗ᮶ⓗዪᏊ㧗ᰯ⏕ࡢ㸯㸮ே
㸯ேࡣ┳ㆤ⣔ࡢᏛ⾜ࡅࡿゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ౪⤥ࡣ⤖ᵓ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡓࡔࠊே⏕タィࡢ୰
࡛ᐙᗞධࡿ࡞ฟධࡾࡀከ࠸ࠋ
ۑ㐲㝸ᩍ⫱㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊᮏ᮶ࠊ┳ㆤᖌࡀㄆᐃ┳ㆤᖌ࡞ࡿࡓࡵ༙ᖺ㛫ࡣఇ⫋ࡋ࡚ຮᙉࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢁࠊᆅᇦఫࡳ࡞ࡀࡽࡶࠊ┳ㆤᖌࢆࡸࡵࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ᨺ㏦Ꮫ࡛࢜ࣥࣛ
ࣥ㓄ಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᏛ㒊ᩍ⫱㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿࡀࠊᏛ㝃ᒓ㝔࡛⒪㣴ᗋࡸ⪁タࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣᇶᮏⓗ
࡞ࡃࠊࠕࡁᆅࡀఱࡓࡿࠖ࠸࠺ࡇࢆᮏ᱁ⓗᏛࡪࡇࡣ࡞࡞࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
ྜ⥲ۑデ⒪་ࡀ㸰ྡࡽ㸱ྡࡢ᭷ᗋデ㸳㸮ᗋࡢ⪁タࢆᢸᙜࡍࡿ࠸࠺ᙧࡀᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘࡢ
་⒪ࢆ㈥࠼ࡿࣘࢽࢵࢺࠋ㝔ࡇࡔࢃࡽࡎࡇ࠺ࡋࡓࠊ᭱ప㝈ࡢࣘࢽࢵࢺࢆࡘࡃࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡃ
࠸࠺ࡢࡀ࠸࠸⪃࠼ࡿࠋ
ۑ་ᒁ㛵ࡋ࡚ࠊᏛࡢ㝔㛗ࡀヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚ࠊᣐⅬ࡞ࡿ㝔་ᖌࢆࡲࡵ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛
ὴ㐵ࡋࠊࡑࡢ࿘㎶㝔ࡣࠊࡑࡇࡽὴ㐵ࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
࠸ⱝۑ་ᖌᑐࡋࠊᆅᇦ࡛⥲ྜデ⒪་ࢆᢸ࠸ࡘࡘࠊࡑࡢᆅᇦࡢᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿ୍ဨ࡞ࡿ࠸࠺
ࡇࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺᪉ྥ࡙ࡅࡿࡓࡵࡢᨻ⟇࡙ࡃࡾࡶㄢ㢟⪃࠼ࡿࠋ
ۑ་⒪࠸࠺≉ᐃࡢᑓ㛛ⓗ࡞ᢏ⾡ࡔࡅࢆᣢࡗ࡚ࡓࡔࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᬽࡽࡋ⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵࡢ
⤌ࡳࡋ࡚ࠊᑐヰࡢᶵ࡞ࢆタࡅࡿࡇࡶ㠀ᖖ㔜せ⪃࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧ᐇ࡛㈈ᨻᨭ
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ࡸᨭ⤖ࡧࡘࡃࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋ
ۑఫᏯࡀᩚࡗ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࡀࡋࡗࡾࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊᝈ⪅ࡢᡠࡿᐙࡀฟࡿࠋࡇࢀࡀ㝔⤒Ⴀ
ᙳ㡪ࢆ࠼ࠊ᥇⟬ࡀࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿ࠸࠺ヰࡶ࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ✵ࡁᐙࢆ࠺ࡲࡃ࠺ᆅᇦໟᣓ
ࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡗࡓࡇ࡛ࠊ⒪㣴ᗋࢆᣢࡘ㝔ࡀ㯮Ꮠࡋࡓ࠸࠺ࡼ࠺࡞ヰࡶ⪺࠸ࡓࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋ༢㝔⤒Ⴀ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢺ࣮ࢱࣝ࡞ᆅᇦࡢࢣࡢ୰࡛ࡢ㝔ࡢ㯮Ꮠ
࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺⤌ࡳࡀᚲせࠋ་⒪ఫࡲ࠸ࡢ☜ಖࡢ㛵
ಀ࡛ࡢᨭࡀ࠶ࢀࡤⰋ࠸࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࢀࡤᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ࠋ
ەᆅᇦ་⒪ᵓࡢ୰࡛ᆅᇦ࡛ࡢㄪᩚ㆟ࡀ࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓሙᡤ┳ㆤᖌࡸ་ᖌࡀฟࡿᶵࡀከࡃ
࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡲ࡛ࡣ㐪࠺ᒎ㛤ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ㸦୰ᕝጤဨ㸧
ەᆅᇦ࠾ࡅࡿ㝔ࡀ⮬య㝔ࡋ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡇࡀᅾᏯ་⒪ࡢ୰ᚰ࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࠸࠺
≧ἣࡀࢇࢇฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊࡑࡢ⮬య┦ㄯࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ✵ࡁᐙࡢ⏝ࡶྵ
ࡵࠊ᳨ウࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠋ㸦୰ᕝጤဨ㸧
ົᒁࡼࡾ♧ࡉࢀࡓෆᐜ
ۑᅇࡲ࡛ጤဨࡽⓎ⾲࠸ࡓࡔ࠸ࡓㄢ㢟ࠊㄽⅬࡢࠊᣦᶆࡸࢹ࣮ࢱᨵၿ⟇ࡢ⤖ࡧࡘࡅࠊ⤒
Ⴀேᮦࠊ⤒Ⴀᙧែࡢぢ┤ࡋࡢಁ㐍ࡶᚋᩚ⌮ࡋࠊㄢ㢟ࡢ᭦࡞ࡿᢳฟࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
ྛۑබ❧㝔ᑐࡋࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ࡢ㆟ㄽά⏝ࡋࡓ࠸ࠋ
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؏עҔၲỉᄩ̬ểπᇌ၏ᨈો᪃ỉਖ਼ᡶỆ᧙ẴỦᛦ௹ᄂᆮ˟ίᇹ ᵒ ׅὸᴾ
㸯 㛤ദ᪥➼
 ۑ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥㸦ⅆ㸧13㸸00㹼15㸸00
 ۑሙ  ᡤ㸸601 ㆟ᐊ
 ۑฟ ᖍ ⪅㸸㎷ᗙ㛗ࠊఀ㛵ጤဨࠊᑿᙧጤဨࠊᢲῡጤဨࠊጤဨࠊᓥᓮጤဨࠊ⏣ᇛጤဨࠊ
⏣୰ጤဨࠊ୰ᕝጤဨࠊᮏ㛫ጤဨࠊ᳃⏣ጤဨࠊ
       ཎ⃝ᆅᇦ་⒪ィ⏬ㄢㄢ㛗⿵బ㸦ཌ⏕ປാ┬࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸧
       すබႠᴗᢸᙜᑂ㆟ᐁࠊᕝබႠᴗㄢ㛗ࠊ▼㯮බႠᴗ⤒Ⴀᐊ㛗ࠊ
᳜ᮧ‽බႠᴗᐊ㛗ࠊ᳃ᒣㄢ㛗⿵బ 

㸰 ㆟㢟
㸦㸯㸧ㄽⅬᩚ⌮
㸦㸰㸧㈨ᩱㄝ᫂
㸦㸱㸧ពぢ

㸱 㓄ᕸ㈨ᩱ
 㸦㈨ᩱ㸯㸧 ㄽⅬᩚ⌮࣭ᚋࡢ᪉ྥᛶ
 㸦㈨ᩱ㸰㸧 ⦅࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
 㸦㈨ᩱ㸱㸧 㝔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀ⤌
 㸦㈨ᩱ㸲㸧 ఀ㛵ጤဨᥦฟ㈨ᩱ
 㸦ཧ

⪃㸧 ➨ 3 ᅇ ᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖබ❧㝔ᨵ㠉ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ ㆟ᴫせ

㸲 ᴫせ
 㸦㸯㸧ົᒁࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸯㹼㸰ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
㸦㸰㸧ฟᖍ⪅ࡽࡢ࡞ពぢ
ۑ㝔ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ㐲࠸ᆅᇦ࡛ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡶ࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓሙྜ
ࡣ༢యࡢ㝔ࡀᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᆅᇦఫẸࡗ࡚㠀ᖖษ࡞ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
эᆅ⌮ⓗせᅉࡼࡾ㝔ࡢ㐃ᦠࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ་⒪ᶵ㛵㸯ࡘ࡛ࡇࡲ࡛⤖ᛶࢆồ
ࡵࡿࡣᶍ⣴ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᩘᏐࡔࡅ࡛࡞ࡃᆅᇦ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ᚲせ࡞ࡇ
ࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃጼໃࡶษ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
࠺࠸ࣥ࢘ࢲࣉࢵࢸࢫۑゝⴥࡀ㐺ษࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊᕷ❧㝔ࡀ⒪㣴ᗋ≉ࡍࡿᙧ࡛ࡢᶵ⬟
ศࢆࡋࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡྲྀࡾ⤌ࢇࡔᐇࡶ࠶ࡿࠋᚲࡎࡋࡶ⤫ᗫྜࢆకࢃ࡞࠸ࡘ࠸࡚
ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡢཧ⪃࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑᆅ⌮ⓗせᅉࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ↓⌮࡞⦅ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡣ㑊ࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ⦅࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡀᆅᇦ་⒪ࢆᔂቯࡉࡏࡿᘬࡁ㔠࡞ࡾࡡ࡞࠸ࣜࢫࢡࡶ࠶ࡿࠋᗋࡢศ㓄ࡸᶵ⬟ࡢ⦅࡞
ࠊయࡋ࡚ᆅᇦ་⒪ࡢᶵ⬟ྥୖࢆᯝࡓࡏࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ
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ࡢᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ۑබ❧㝔ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㆟ㄽࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅᇦ་⒪ᵓࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇຍ࠼ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡢᅜẸᗣಖ㝤ࡢ㒔㐨ᗓ┴༢ࢆぢᤣ࠼ࠊ་⒪ᥦ౪యไࡘ࠸࡚ࡢ┴ෆ᱁ᕪ
ࡢṇࡀㄢ㢟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕۑ᭦࡞ࡿ་⒪㐃ᦠࡢᚲせᛶࠖ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㐃ᦠࡢ๓ᥦ࡞ࡿࡢࡣᶵ⬟ศ࣭ᶵ⬟ศᢸ࡛
࠶ࡾࠊࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺㆟ㄽࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊᆅᇦ࡛ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆᢸ࠸ࠊ
ࡢࡼ࠺࡞࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࡇࢆᚲࡎ㋃ࡲ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑேᮦࡢ㐃ᦠ࠸࠺ព࡛ࠊᚑ᮶ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ་ᖌࡢὴ㐵ຍ࠼ࠊ┳ㆤᖌࡸ⸆ᖌࠊ⌮Ꮫ⒪
ἲኈࠊసᴗ⒪ἲኈ࡞ࡢὴ㐵ࢆ⾜࠺ࡇࡶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ษ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺࠸
ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡼࡾಁ㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㈈ᨻᥐ⨨ࡶ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑᩘ༑ᖺ๓ࡣᨻ⟇་⒪ࡢ୰㌟ࡀ࡞ࡾኚࢃࡗ࡚࠸ࡿឤࡌࡿࠋ┴ᗇᡤᅾᆅ࠶ࡗ࡚➇ྜࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ᇶᖿⓗ࡞㝔ࡢᙺࡋ࡚ࡣࠊࡁᆅࡢ㝔ࡸデ⒪ᡤࡢ་ᖌὴ㐵ᶵ⬟ࡸேᮦࡢ⫱ᡂ
ᶵ⬟࡞ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡁࠋ
ۑẸ㛫㝔ࡢ⟬ධࡀ㞴ࡋ࠸ࡁᆅ࠾ࡅࡿ་⒪ࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡿ⮬యࡢ㝔ࡀูࡢ⮬
య࠾ࡅࡿᆅᇦ་⒪ࢆ☜ಖࡍࡿ࠸࠺ᗈᇦⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤᕷ⏫ᮧ
ྜేࡽྲྀࡾṧࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢ་⒪ࢆࡢࡼ࠺࢝ࣂ࣮ࡍࡿࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡣࠊ⛯ᥐ
⨨ࡢ࠶ࡾ᪉ࡶ᳨ウᑐ㇟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡁۑᆅ࠾ࡅࡿ㝔ࡣ㏆㞄ࡢ⮬యࡢ㐃ᦠࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀከ࠸ࠋ㏆ᖺࡣࠊ
┴ቃࢆ㉺࠼ࡓ㐃ᦠࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉ࠊࡁᆅࡸ㞳ᓥ࠾ࡅࡿ་⒪ࡣデ⒪ᡤࡀᢸࡗ࡚࠸
ࡿሙྜࡶከࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓデ⒪ᡤูࡢᆅᇦࡢ㝔ࡢ㐃ᦠ࣭ᶵ⬟ศᢸࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽ
ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ۑ་⪅ࡸ㛤ᴗ་ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡣࠊࡁ࡞㝔ࡽ㠀ᖖ་ᖌࡀ᮶࡚ᙜ┤ࡋ࡚࠸ࡿ㐣㓞࡞
ົᐇែࡀ࠶ࡿࡀࠊࡢࡼ࠺ኪ㛫࣭㛫እࡢᛴᝈࡢཷࡅධࢀ་ᖌࡢົࢆ୧❧ࡋ࡚࠸ࡃ
㠀ᖖࡁ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 㸦㸱㸧ົᒁࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸱ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸲㸧ఀ㛵ጤဨࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸲ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
㸦㸳㸧ฟᖍ⪅ࡽࡢ࡞ពぢ
ࡀࢡ࣮࣐ࢳࣥ࣋ۑ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ㆟ㄽࡀ㘒⥈ࡍࡿࡓࡵࠊሗ࿌᭩ࢆグ㍕ࡍࡿᙜࡓࡗ
࡚ࡶ⮬య㝔ࡢ㢮ᆺࡣᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ㒔㐨ᗓ┴▱ᕷ⏫ᮧ㛗ࡶᶒ㝈㈐௵ࡀ␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡓࡵ༊ูࡍࡁࠋࡉࡽࠊ㝔ࡢㄢ㢟ࡀᐁẸၥࢃࡎඹ㏻ࡢㄢ㢟࡞ࡢࠊ⮬య㝔≉᭷ࡢ
ㄢ㢟࡞ࡢࡶ༊ูࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ⮬య㝔≉᭷ࡢㄢ㢟ࡣ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ⤖᰾ࠊឤᰁࠊ⢭
⚄ࠊࡁᆅ࠸࠺ᨻ⟇་⒪ࡀᛮ࠸ᾋࡪࡀࠊఫẸࡗ࡚ࡣࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࢭࢡࢱ࣮࡛ࡶࣃࣈࣜ
ࢵࢡࢭࢡࢱ࣮࡛ࡶᇶᮏⓗࡣࡕࡽ࡛ࡶࡼ࠸ࠋᨻ⟇་⒪ࡢᨭ᪉⟇ࡋ࡚ࡣ㈈ᨻᨭࡀ㛵ࢃࡗ
࡚ࡃࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣษࡾศࡅࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ
⌧ۑᅾࠊබ❧㝔ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࡢ㝔࡛་ㄢࡢ⬟ຊࡀⴠࡕ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊデ⒪ሗ㓘ࡀ㠀ᖖ
」㞧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᚋࡢ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡศᯒᙜࡓࡗ࡚ࡣࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡢࡼ࠺࡞
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ࡶࡢࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
⌧ۑሙࡢၥ㢟ព㆑ඹ᭷ࡣࠊᨵၿ⟇ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ኚ㔜せ࡞ࡇ࡛࠶ࡾࠊ⮬య࡛ࡣ
ᴗ⤒㦂⪅࡞ࡢᑓ௵⫋ဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃࠊ㤳㛗㒊ᒁࡽࡢฟྥ⫋ဨࡀከ࠸⌧≧ࡽ
ࡶࠊၥ㢟ゎỴᚲせ࡞㈨ᩱࡢ⤠ࡾ㎸ࡳ࡞ࡀᐜ᫆࡞ࡿຠᯝࡣࡁࡃࠊ⤒Ⴀᣦᶆᨵၿ⟇ࡀࢭ
ࢵࢺ࡛♧ࡉࢀࡿࡇࡣᴟࡵ࡚ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
эᅇࡢᥦ♧㈨ᩱࡣྛࣃ࣮ࢶ࡛ࡣ᪤ᕰ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ⥲ྜⓗ࠺ࡲࡃ
ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡢࡀᡃࠎࡢၥ㢟ព㆑࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࢆࡲࡵࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊ‽බႠᴗᐊ࡛ࡣࠊ⋡┤ゝࡗ࡚ᆅ㈈ᥐ⨨࣓࡛ࣥࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁ࡚
࠾ࡾࠊᚋࡶ୍ᐃ⛬ᗘࡑ࠺࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊᮏ᮶ࡣබႠᴗ࡛࠶ࡾࠊබࡀ⾜࠺ไ⣙ࡀ࠶ࡿ
୰࡛ࠊࡢࡼ࠺⤒Ⴀᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋ⤒Ⴀࡢᨵၿࡀࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศ࡛ࡢࡼ࠺බ㈝ᢞ
ධࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺ࣟࢪࢵࢡ❧ࡕ㏉ࡿࡇࡀ࡛࠶ࡿ࠸࠺Ⓨࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
ۑᐃ㔞ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡍࡇ࡛⾜ືࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊ⤒Ⴀ≧ἣࡢぢ࠼ࡿࡣࡐࡦ⾜࠺ࡁ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ㝔యࡢ⤒Ⴀ≧ἣࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊ㒊㛛ูࡢࡼ࠺࡞࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ
ࢆࡿ⤒Ⴀ㠃ࡽᢕᥱࡋࠊࢫࢱࢵࣇࡶඹ᭷ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࡓࡵࠊ㒊㛛ࡈࡢࠊ⤒Ⴀ≧ἣ
ࡢศᯒࡀ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
⤒ۑႠ≧ἣࡢぢ࠼ࡿࡣࠊࡲࡎࡣఫẸᑐࡋ࡚ࡢබ❧㝔ࡢ⤒Ⴀ≧ἣࠊఫẸ୍ேᙜࡓࡾࡢ㈇ᢸࠊ
ᑗ᮶ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸࡀࢀࡔࡅⓎ⏕ࡍࡿࡢࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵᚲせࠋࡑࡋ࡚ࠊᨵၿࡀᚲせ࡞
㡯┠ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࡣ㒊㛛ࡢᨭࡀ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢆᐈほⓗศᯒࡋࠊ⌧≧ࢆṇ☜
⾲ࡍࡇࡀࡲࡎᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢศᯒ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘᐃᆺⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡞බ⾲
ࢆಁࡍࡇࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
⤖ۑㄽࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊ᪥ᮏࡢ་⒪㈝ࡘ࠸࡚ࡣデ⒪ሗ㓘ไᗘࡀᇶᮏⓗࡣ࣮࣋ࢫࡔࡀࠊ≉ࡁᆅ
་⒪➼ࡣ᥇⟬࡞ࡾࡀࡕ࡛බ❧㝔ࡀᢸ࠺ሙྜࡣ⛯ᥐ⨨ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓཌປ┬ࡢ⿵
ຓ㔠ࡸ⤫ྜ࣭⦅㝈ࡽ࡞࠸ࡀᆅᇦ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖᇶ㔠ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢไᗘᆅᇦࡢᐇ
ࢆᫎࡍࡿಀᩘࡀࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ୍ᗘᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
эᣦᶆࢆ⏝࠸࡚ࡢලయⓗ࡞⟇ࡢ᳨ウࡣ࠸ࡃࡘࡢᒁ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ⤒Ⴀᨵၿࡢྲྀ⤌ࡢ᳨ウᙜࡓ
ࡗ࡚ࠊ㒊㛛ูࡢศᯒࡣࠊ⌧ᅾඹ㏻ࡢᵝᘧࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊྛ㝔࡛ࡑࡢศᯒ⬟ຊࡸつᶍ➼ᛂࡌ
࡚㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀ㠀ᖖ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࢁ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊఫẸࡸ㤳㛗ࠊ㆟ᑐ
ࡋ࡚㝔ࡢᚲせᛶࡸࡑࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ⓗ☜ㄝ᫂ࡍࡿ㝿ࡶࠊ⤒Ⴀࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ㸦ົᒁ㸧
ۑ㒊㛛ูࡢศᯒࡣࠊእ᮶࣭ධ㝔ࡁࡃศࡅࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡋࠊデ⒪⛉࡛ศࡅ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ
ࡶྍ⬟ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㒊㛛ูࡢ┈ࡢ≧ἣ࡞ࡣࠊ㝔⤒Ⴀࢆ⾜࠺ୖ࡛ᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡾࠊ࠶
ࡲࡾ⣽ࡃࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࡀࠊ᪤⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀೌ࠼ࡤ㞴ࡋ࠸ヰ࡛
ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㝔ෆ࡛Ⰽࠎ㆟ㄽࡀฟࡿࡀࠊࡳ࡞⣡ᚓឤࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛࡞࠸᭱⤊
ⓗࡣฟ᮶࡞࠸ࡓࡵࠊ㝔ࡢồᚰຊࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡶ࠶ࡿࠋ
ࢆྜ⤫ۑ㐍ࡵࡓ㝔࡛ࡶࠊ㒊㛛ูࡢཎ౯ィ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ᥇⟬ࡢࡇ
ࢁࢆษࡾᤞ࡚ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡀᙉࡃ࡚ᙅ࠸ࡢ࠸࠺⤒Ⴀࡢయീࢆ㝔㛗ࡀᢕ
ᥱࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ㔜せࠋ
э㒊㛛ูཎ౯ィ⟬ࠊ᭦ࡣデ⒪⾜Ⅽูཎ౯ィ⟬⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᩘᏐࡀ⣽ࡃ࡞ࡾ
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ࡍࡂࡿࡓࡵࠊ⮬యࡢ㈇ᢸࡶࡁࡃ࡞ࡿᠱᛕࡶ࠶ࡿࠋࡸࢀࡿࡇࢁࡣࡸࢀࡤⰋ࠸ࡀࠊᚲせ௨ୖ
㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢࡶࡢࢆồࡵࡿࡇࡣࠊ⤌⧊㐠Ⴀࡋ࡚㐺ษ࠺⪃࠼࡞ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ົ
ᒁ㸧
ۑཎ౯ィ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㝔ෆࡢ࡚ࡢே▱ࡽࡏࡓሙྜࠊ⣽࠸ࡇࢁ࡛ᦶ᧿ࡀ㉳ࡁࡿࡇ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡸࡣࡾⓎ⾲ࡢ᪉࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣ⤒Ⴀ㝕ࡀࡋࡗࡾᢕᥱ
ࡋࡓୖ࡛ࠊᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
   ۑཎ౯ィ⟬ࢆࡸࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᚑ᮶ࡢデ⒪⾜ⅭࡈࡢⅬᩘࢆࡶィ⟬ࡍࡿฟ᮶㧗ᡶ࠸ไᗘ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊDPC㸦ໟᣓ་⒪㈝ᨭᡶไᗘ㸧ࡼࡾࠊ༢࡛ࡵ࡚࠸ࡃࡽ࠸࠺᪉ᘧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊᝈ⪅ࡢᛶࠊᖺ㱋ࠊྡ➼ࡢ༢ࡢどⅬ࡛ࠊࡑࢀᑐࡋ࡚ࡢࡃࡽ࠸ࡢ㈨※ࡀᢞධࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠸࠺どⅬࡶ࠶ࡗ࡚ࡣⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
эつᶍࡢᑠࡉ࠸㝔࡛ࠊ୰ࠎ㞴ࡋ࠸࠸࠺㆟ㄽࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࠋࡣ࠸࠼ᕤኵ࡛ࡁࡿࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤ
ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㸦ົᒁ㸧
⫋ۑဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡘ࡞ࡀࡾ⌧ሙ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊᆅᇦ་⒪ᚲせ࡞
࠶ࡾ࠶ࡽࡺࡿࡇࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣࠊ᥇⟬ᛶࡢ࡞࠸ࠊ㈝⏝ᘚൾࡢ࡞࠸ᴗࢆከࡃ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡢࡼ࠺ホ౯ࡋ࡚ࠊ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ୍᪉ࠊ᥇⟬ࡢᴗࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡽࡇࡑࠊఫẸࡽࡢᮇᚅࡶ࠶ࡾࠊ㝔ࡢಙ㢗ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊᩘᏐࡋ࡚ࡢ
ࡼ࠺⾲ࡋ࡚࠸࠸ࡢᕤኵࡀᚲせࠋ
ۑศᯒࢹ࣮ࢱࢆࠊ⫋ဨࢆ㰘⯙ࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ಙࢆࡘࡅࡉࡏࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑົࡢ་ㄢ⤒Ⴀᢸᙜࡢศᯒຊࡢᙅࡉࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ༢✌ࡆ࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤒Ⴀ
ᣦᶆࡢಀᩘࢆୖࡆ࡚ࠊ⮬ࡽࡢᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ་⒪ࢆྍどࡍࡿࡇ࡛ࠊ㝔┈ࡶୖࡀࡾࠊ⫋ဨ
ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡶྥୖࡍࡿࠋDPC ศᯒࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
୍ۑ᪉ࠊ⤒Ⴀᣦᶆゝࡗࡓࡁࠊ࠾㔠ࢆ✌ࡄࡓࡵᆅᇦࡗ࡚ᚲࡎࡋࡶ㔜せ࡛࡞࠸ࡶࡢࢆ⾜
࠺࠸࠺ࡢࡣࠊබ❧㝔㝈ࡽࡎࠊ㝔ࡋ࡚࠶ࡿࡁጼࡽࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᩘᏐࡀ୍ே
Ṍࡁࡍࡿࡢࡣᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┈ࢆ࠶ࡆࡿࡇ⮬యࢆ⮬ᕫ┠ⓗࡍࡿࡢࡣ࠸ࡀ࡞ࡶ
ࡢ࠸࠺㆟ㄽࡶᚑ๓ࡢබ❧㝔ᨵ㠉ࣉࣛࣥࡢ᳨ウ࡛ࡶࡋ࡚࠸ࡓࡇ␃ពࡀᚲせࠋ
⮬ۑయ㝔ࡣࠊ ᗋࡽ  ᗋ࠸࠺つᶍࡸ❧ᆅ᮲௳ࡀࡃ㐪࠺㝔ࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡾࠊ㒔ᕷ㒊
ࡁᆅ࡛ࡣᙺࡶᶵ⬟ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༙ศ௨ୗࡀ୰ᑠ㝔࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾ᪥ࠎࡢデ⒪㏣
ࢃࢀ࡚ࠊ㝔㛗⮬యࡀ⤒Ⴀ⪅ࡋ࡚࠺ࡍࡿవ⿱ࡀࡃ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊ᭱㏆ࡣྠ
つᶍࠊ㢮ఝࡢ⎔ቃ⨨ࢀࡓ㝔ࡢẚ㍑➼ࢆࡋ࡞ࡀࡽ⤒Ⴀດຊࡋ࡚࠸ࡿ㝔ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࡢࡣ☜࡛࠶ࡿࠋ
☜┈ۑಖࡢࡓࡵࠊ⮬య㝔ࡢሙྜࡣᴗົጤクࢆ㐍ࡵ࡚ே௳㈝ࢆୗࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊᴗົጤクࡣ
ᾘ㈝⛯ࡀࡿࡓࡵࠊࡇࡢ⤡ࡳࡢ୰࡛ⱞᡓࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡀ⌧ሙࡢពぢࠋཎ౯ィ⟬ࡶከࡃࡢ
㝔࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊእ᮶࡛࠼ࡤ║⛉ࠊ⪥㰯⛉࠶ࡓࡾࡣࡃ᥇⟬࡛࠶ࡿࡀࠊ᥇⟬ࡔࡽ
࠸ࡗ࡚㎡ࡵࡿ࠸࠺ࡇࡣ࡞࡞࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡾࠊ㝔㛗ࡋ࡚ࡶᛗᛸࡓࡿᛮ
࠸ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊつᶍࡀ㐪࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊᅜ❧ࡢ་⒪ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡢయྠつᶍ
㝔ࡀ㞟ࡲࡿࡇࢁࡣࠊⰍࠎ࡞ᙧ࡛⤒Ⴀศᯒࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊࡸࡣࡾవ⿱ࡢ࡞࠸㝔ࡣ࠶ࡿࠋ
   эබ❧㝔ࡀ࡞ࡐᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺㆟ㄽࡽ࠸ࡅࡤࠊᙜ↛࠾㔠ࢆ✌ࡈ࠺ࡀࠊ᭱ึ᮶ࡿࢃ
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ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ୍᪉ࠊᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣ୍ᐃ⛬ᗘࡢ⤒Ⴀᣦᶆࡢ㐩ᡂࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡑࡢࣂࣛࣥࢫࢆ࠺ࡲࡃぢࡘࡘࠊㄆࡵࡽࢀᚓࡿ⟇ࢆ✚ᴟⓗᡴࡘ࠸࠺ࡢࡀᇶᮏ
ጼໃ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࠋ◊✲࡛᫂☜࡞⟅࠼ࡀฟࡿ࠺ࡣูࡔࡀࠊࡸࡣࡾ୰ᑠつᶍࡢᏑᅾឤࡀ
㔜ࡃ࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡓࡵࠊࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࠊᨵࡵ࡚㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿ
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ົᒁ㸧
⾜ۑᨻᏛࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊᣦᶆࢆタᐃࡋ࡚⤒Ⴀศᯒࡋࠊࡑࢀࢆᨵၿ⤖ࡧࡅࡿࡇࡀṇࡋ࠸ゝࢃ
ࢀ࡚ஂࡋ࠸ࠋබ❧㝔࠾࠸࡚ࡶࠊᣦᶆ➼ᇶ࡙ࡃ⤒Ⴀศᯒ࣭⤒Ⴀᨵၿࡣᐃ╔ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ᪥ࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㐺ษ࡞ᣦᶆタᐃࡼࡿᴗົᨵၿࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᅜࡶ⮬యࡶᴗ⪅ࡶດຊ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊࡉࡽᚲせࡔᨵࡵ࡚ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࡋࡔࡓۑබ❧㝔㛵ࡋ࡚ᣦᶆタᐃ࣭⤒Ⴀศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗ␗࡞ࡿ
≉㉁ࢆࡶࡘࡇ␃ពࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᢸಖࡍࡿ㈨㔠ㄪ㐩ࡸ༷ྍ⬟ᛶࡀప࠸ࡇࡽࠊ㈨⏘
ࡢ౯ホ౯ࡢ㔜せᛶࡣẸ㛫ᴗ㧗ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㝔⤒Ⴀࡣಶࠎࡢ⤒Ⴀດຊࡶࡉࡿࡇ
࡞ࡀࡽࠊデ⒪ሗ㓘ᨵゞ࠸࠺ᨻ⟇ኚ᭦ࡀࡁ࡞ࣥࣃࢡࢺࢆࡶࡘࠋ
ࠊࡵࡓࡢࡇۑබ❧㝔ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࢆຠᯝⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࡉࡽヨ⾜㘒ㄗࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡾࢃࡅࠊタᐃࡍࡿᣦᶆ㛵ࡋ࡚ࡣࠊձࡍ࡚ࡢබ❧㝔ࡀඹ㏻タᐃࡋࠊከࡃ
ࡢఫẸ㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡁࡶࡢࠊղᣦᶆࡋ࡚ࡣ㞟ࡍࡿࡀࠊ୍㒊㛵ಀ⪅ࡀᚲせᛂࡌ
࡚↷ࡍࡁࡶࡢࠊճྛ⮬యࡸ㝔ࡀࠊయⓗ⊂⮬タᐃࡍࡁࡶࡢ➼ࠊᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᾏ㐨ࡢᆅᇦ་⒪☜ಖࡘ࠸࡚㸧
࠙➨㸱ᅇ◊✲㆟ㄽ࡛ࡢ⿵㊊ពぢࠚ
ۑᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖࡣ㠀ᖖᅔ㞴࡞≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊᑓ㛛◊ಟ་ࡼࡿᑓ㛛་ࡢ
㣴ᡂࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛⥲ྜデ⒪་ࡢ㣴ᡂຊࢆධࢀ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ᰿ᕪࡋࡓ
་ᖌࡢ☜ಖࢆ┠ᣦࡍᚲせࡀ࠶ࡾࠊᅜࡋ࡚ࡶࠊᆅ᪉࡛་ᖌࡀᐃ╔࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛ࡋ࠸ࠋࡲࡓᆅᇦ་⒪ᵓ࠾ࡅࡿᗋᩘࡢぢ┤ࡋࡢ୰࡛ࠊᑗ᮶ⓗ࡞ᗋᩘῶᑡࡼࡾ
⛯ࡀῶ㢠ࡉࢀࠊ㝔⤒Ⴀࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒᥎㐍ࡢ
ࡓࡵࠊ✵ࡁ࣋ࢵࢻࢆ᭷ຠά⏝ࡋࡓሙྜࡢ᪂ࡓ࡞⛯ᥐ⨨ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウ㢪࠸ࡓ࠸ࠋ

௨ୖ
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؏עҔၲỉᄩ̬ểπᇌ၏ᨈો᪃ỉਖ਼ᡶỆ᧙ẴỦᛦ௹ᄂᆮ˟ίᇹᾄׅὸᴾ
㸯 㛤ദ᪥➼
 ۑ㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㸸㹼㸸
 ۑሙ  ᡤ㸸 㝵㆟ᐊ
 ۑฟᖍ⪅㸸㎷ᗙ㛗ࠊఀ㛵ጤဨࠊᑿᙧጤဨࠊᢲῡጤဨࠊጤဨࠊᓥᓮጤဨࠊ⏣ᇛጤဨࠊ
⏣୰ጤဨࠊ୰ᕝጤဨࠊ᳃⏣ጤဨࠊ
       ཎ⃝ᆅᇦ་⒪ィ⏬ㄢㄢ㛗⿵బ㸦ཌ⏕ປാ┬࣭࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸧
       すබႠᴗᢸᙜᑂ㆟ᐁࠊᕝබႠᴗㄢ㛗ࠊᮏᓥබႠᴗ⤒Ⴀᐊ㛗ࠊ
ఀ⸨‽බႠᴗᐊ㛗ࠊ᳃ᒣㄢ㛗⿵బ 

㸰 ㆟㢟
㸦㸯㸧◊✲ሗ࿌ྥࡅࡓㄽⅬᩚ⌮ᚋࡢ᪉ྥᛶ
㸦㸰㸧ពぢ

㸱 㓄ᕸ㈨ᩱ
㸦㈨ᩱ㸯㸧ㄽⅬᩚ⌮࣭ᚋࡢ᪉ྥᛶ
㸦㈨ᩱ㸰㸧ᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖ㈨ࡍࡿᥐ⨨ࡢ᳨ウ
㸦㈨ᩱ㸰㸫ձ㸧᥇⟬ᆅ༊࠾ࡅࡿ་⒪ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨
㸦㈨ᩱ㸰㸫ղ㸧་⒪ㆤ➼ࡢ㐃ᦠࡢࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨
㸦㈨ᩱ㸰㸫ճ㸧බ❧㝔ࡢタᩚഛ㛵ࡍࡿᥐ⨨
㸦㈨ᩱ㸱㸧⤒Ⴀᙧែぢ┤ࡋᙜࡓࡗ࡚ࡢㄢ㢟ᑐᛂ
㸦㈨ᩱ㸲㸧ఀ㛵ጤဨࡽࡢᥦᑐࡍࡿົᒁᥦ
㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸧㸦㈨ᩱ㸰ࠊ㈨ᩱ㸰㸫ղࠊ㈨ᩱ㸱㛵ಀ㸧
㸦ཧ⪃㸧➨㸲ᅇᆅᇦ་⒪ࡢ☜ಖබ❧㝔ᨵ㠉ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㆟ᴫせ


㸲 ᴫせ
 㸦㸯㸧ົᒁࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸯㹼㸰ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
㸦㸰㸧ጤဨࡽࡢ࡞ពぢ

㸺㈨ᩱ㸰㛵ࡋ࡚㸼
ۑᩆᛴࠊ࿘⏘ᮇࠊᑠඣࡀ᥇⟬་⒪ࡢ⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉ᩆᛴ་⒪ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶ
㒔ᕷ㒊࠾࠸࡚ࡣࠊ᪤᥇⟬་⒪࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀࡀ➇ྜࡍࡿࢣ
࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡋࠊデ⒪ሗ㓘࡛ᥐ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕᩆᛴ་⒪㸻᥇⟬ࠖࡣࢫࢸࣞ࢜ࢱ
ࣉ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ་⒪ࡢⷧ࠸ᆅᇦ࡛ࡣ᥇⟬ࡀኚ࡛࠶ࡿࡋࠊṇࡋ࠸ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ
ᩆᛴ་⒪୍ゝ࡛ゝࡗ࡚ࡶࠊ་⒪ࡢⷧ࠸ᆅᇦࡢ୍ḟᩆᛴ㧗ᗘᩆᛴ་⒪ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㐪࠺㒊
ศࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㢮ᆺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸺㈨ᩱ㸰㸫ձ㛵ࡋ࡚㸼
ۑ᥇⟬ᆅ༊ࡢཝࡋ࠸⤒Ⴀ≧ἣࢆ⪃៖ࡋࠊ㈈ᨻᥐ⨨ࡢᣑྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋᖖ་ᖌࡢ
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☜ಖࡣ㞴ࡋࡃࠊ㠀ᖖ་ᖌ㢗ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋὴ㐵ࡉࢀࡿ㠀ᖖ་ᖌಀࡿ㈈ᨻᥐ⨨ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋᾏ㐨࡛ࡣබඹ㏻ࡀ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᆅᇦᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ㈈ᨻᥐ⨨࡞ࡿ
ࡼ࠺ᣑ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
┳ۑㆤᖌࠊ⸆ᖌࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈࠊసᴗ⒪ἲኈࠊゝㄒ⫈ぬኈ࡞ࡘ࠸࡚ࡶࠊᆅ᪉࡛ࡣ㞠⏝ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ≉ࠊ┳ㆤᖌࡘ࠸࡚ࡣ㧗㱋ࡀ㐍ࡳࠊᐃᖺ㏥⫋ࡼࡿேᩘࡢῶᑡ࡞ࡼࡾᲷࡀᏑ⥆࡛
ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ
⸆ۑᖌࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛࡀ㸴ᖺไ࡞ࡗ࡚ࠊᏛ㈝➼ࡢᑵᏛࢥࢫࢺࡀ㸲ᖺไ௦ẚ㍑ࡋ࡚  ಸ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄪ⸆ᒁࡢ⤥ࡀ㧗ࡃࠊᆅ᪉࡛ࡣ☜ಖⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ་ᖌࡣึ௵⤥ㄪ
ᩚᡭᙜࡀᨭ⤥ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤥ᕪ㢠ࢆᇙࡵࡿไᗘࡀ࠶ࡿࡀࠊ⸆ᖌᑐࡋ࡚ᨭ⤥ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᅋ
యࡀ࠶ࡿࠋ⤥ࡢᕪ㢠ࢆⱝ࠸Ⅼ࡛⿵࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
⌮ۑᏛ⒪ἲኈࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦໟᣓࢣᗋ➼࡛ຍ⟬ࡀࢀࡿ࡞┈ቑ⧅ࡀࡿࡀࠊᆅ᪉࡛ࡣ☜
ಖࡀᅔ㞴࡞ᆅᇦࡶከ࠸ࠋ
◊ۑಟయไࡢᐇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄆᐃ┳ㆤᖌ࡞ᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ㈨᱁ᑐࡋ࡚ࡶࠊ་ᖌࡀ
㊊ࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ㄆᐃ┳ㆤᖌࢆ☜ಖࡋ་⒪Ỉ‽ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇࢁ
㈈ᨻᥐ⨨ࢆࡍࡿ࡞་⒪ࡢ㉁ࡢ☜ಖࡢ㒊ศࡘ࠸࡚ࡶ┠㓄ࡾࡀษ࡛࠶ࡿឤࡌࡿࠋ
ۑᬑ㏻⛯ࡢ⟬ᐃ᪉ἲࡀチྍᗋࡽ✌ാᗋษࡾ᭰ࢃࡗࡓࡀࠊ᥇⟬ᆅ༊ࡢ୰࡛ࡶᗋᩘ
ࡢከ࠸㝔ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿឤࡌࡿࡢ࡛ࠊ⌧ᅾࡢ⤒㐣ᥐ⨨ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡽ᥇⟬ᆅ༊ࡢ୰
࡛ࡶチྍᗋᩘࡢከ࠸㝔ࡢᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌࡿࠋ
ۑ᥇⟬ᆅ༊ࡢᐃ⩏ࡢ୰ࡣ༙ᚄ NP ᅪෆ୍⯡㝔ࡀ࡞࠸ࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊྠࡌ㊥㞳࡛ࡶ
ᐇ㝿ࡢ⛣ື㛫ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㧗㏿㐨㊰ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࢀࡤ NP ࡶࡋࡓ㊥
㞳࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍ᚊ NP ࡛༊ศࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑNP ࡢ㊥㞳ࡣ⮬ື㌴࡛  ศ⛬ᗘࡿࠋ
㧗㱋⪅ࡢ⛣ືࢆ⪃࠼ࡿ 㹼 ศࡀ㝈⏺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
᥇⟬ᆅ༊㝔ࡀᡤᅾࡍࡿ NP ࡼࡾዟࡢᒣ➽ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡓࡕࡀ࠸ࡿࠋࡑࡢேࡓࡕࡢࡇࢆ
⪃࠼ࡿ NP ࡢ⠊ᅖෆ㝔ࡀ㸯ࡘࡎࡘ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࠊᆅᇦ㸯ࡘࡎࡘ࠶ࡿࡇࡀ
᥇⟬ᆅ༊㝔ࡢᏑᅾព⩏ࡔឤࡌࡿࠋࡑࡢព࡛ࡣ⌧⾜ࡢᐃ⩏ࡣ⏝⪅ࡢどⅬ❧ࡗࡓࡶࡢ
࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺⪃࠼ࡿࠋ
ۑᆅ᪉බົဨࡢ⤥Ỉ‽࠸࠺ほⅬࡽࡍࡿࠊ᫇ࡽᩍဨࡣࡁᆅᡭᙜࡀ࠶ࡗ࡚ࠊேᮦ☜ಖࡢ
ࡓࡵࠊ᮲௳ᆅᇦࡢົࡾቑࡋࡢ⤥ᨭ⤥ࢆྍ⬟ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ᭱㏆ࡢືྥࡋ࡚ࠊ
ᅜయࡋ࡚ࡣࠊ᮲௳ᆅᇦࡣ≀౯ࡀᏳ࠸ࡢࡔࡽ⤥Ỉ‽ࢆࡼࡾపࡃタᐃࡍࡿࡓࡵᆅᇦ
ᡭᙜࡢไᗘࡀタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦᡭᙜࡢ௦་ᖌ☜ಖࡢࡓࡵࡢே௳㈝ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡣࠊ
ᅜయࡢ᪉ྥ┦ᐜࢀ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࡢ࡛ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸺㈨ᩱ㸰㸫ղ㛵ࡋ࡚㸼
ۑ་⒪ㆤࡢ㐃ᦠࡢ୰࡛ࡢᥐ⨨ࡋ࡚ࡣࠊㆤ་⒪㝔ࡢタࡢヰࡶ࠶ࡿࡀࠊ᳨ウ㡯┠ࡢ୰࡛ᆅᇦ
ໟᣓࢣᅾᏯ་⒪㛵ࡋ࡚ࡣẸ㛫ࡢ➇ྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊẸ㛫ࡢᅽ㏕࡞ࡽ࡞࠸㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶
ࡾࠊㄪᩚ㆟࡛ࡢ㆟ㄽࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼࡚Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ۑ⦅࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊᛴᛶᮇࡸ៏ᛶᮇ࠸ࡗࡓᗋࡢᶵ⬟ศࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡀࢇࡸᑠඣ་⒪࠸ࡗࡓูᙺศᢸࡍࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋ⦅࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆỴࡵᡴࡕ࡛⪃࠼ࡿࡼࡾࡶࠊᆅᇦ་⒪ࢆຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗࡍࡿࡓࡵࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ
ಁࡋᨭࡋ࡚࠸ࡃᙧࡢ᪉ࡀ㐺ษࡔᛮ࠺ࠋ
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㸺㈨ᩱ㸰㸫ճ㛵ࡋ࡚㸼 
ࡌྠۑつᶍ࡛ྠࡌᶵ⬟ࡢ㝔࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᭦ᆅᘓ࡚ࡿࡢ᪤Ꮡࡢᅵᆅᘓ࡚ࡿ࡞せ௳ࡢ㐪࠸
ࡶከᑡ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᘓ⠏༢౯ࢆపࡃᢚ࠼ࡿࡓࡵࡣࠊᗋ㠃✚ࢆᢚ࠼ࠊᵓ㐀ࢆࢩࣥࣉࣝࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᐁᗇⓎὀᆺࡢ᪉ᘧࡣࠊᇶᮏタィࠊᐇタィࢆࡋ࡚ධᮐࢆ⤒࡚ᘓ⠏
࠸࠺ὶࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᘓタᴗࡣⱝ࠸ேࡀᑡ࡞ࡃ㧗㱋ࡋ࡚࠾ࡾே௳㈝ࡀୗࡀࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࢥࢫ
ࢺᢚไࡢ┦ᛶࡀᝏ࠸ࠋ
ۑබⓗ㝔ࡸᅜ❧㝔ẚ㍑ࡍࡿ༢౯ࡀ࡞ࡾ㧗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㈨ᩱ࡛ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
Ẹ㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣ㐭㧗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ㧗࡞ࡗ࡚࠸ࡿせᅉࡢศ
ᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡋࠊබ❧㝔ࡢ୰࡛ࡶࡤࡽࡘࡁࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊࡤࡽࡘࡁࡢせᅉࡘ࠸࡚㢮ᆺࡋศ
ᯒࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ۑᘓタ༢౯ࡸ⸆㉎ධࡀẸ㛫㝔ẚ㍑ࡋ࡚㧗Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿ༳㇟ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊせᛴ࡛ࡣ
࡞࠸タᕤస≀ࢆ㐀ࡗࡓࡾࠊࡑࢀᚲせࡢ↓࠸་⒪ᶵჾࢆ㈙ࡗࡓࡾࠊබ❧㝔࡞ࡽࡤࡇࡢ⛬ᗘ
ࡢデ⒪⛉┠ࢆᥞ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢព㆑ࡀᙉࡃࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ㐣࡞ῶ౯ൾ༷㈝ࡸ᥇⟬ࢆᣍ
࠸࡚࠸ࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
ۑண⟬ࡶ࡞ࡃ࡚Ᏻ࠸ᘓ⠏༢౯ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢࡁࡢᇶᮏタィࡣẸ㛫㝔
ࢆ୰ᚰᘓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿᴗ⪅౫㢗ࢆࡋࠊᏳࡃᘓ⠏ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ۑ௨๓ࠊᕷ❧ࠊ┴❧ࠊᅜ❧Ꮫἲேࡢ㝔ࡢ≀ရㄪ㐩౯᱁Ỉ‽ࡘ࠸࡚ㄪࡓࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊᅜ❧
Ꮫἲேࡢ㝔ࡀᅽಽⓗ㧗ࡗࡓࠋ⮬య㝔ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶດຊࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡉࡽ࡞ࡿດ
ຊࢆㄏᑟ࡛ࡁࡿไᗘࡶᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

 㸦㸱㸧ົᒁࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸱ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
 㸦㸲㸧ጤဨࡽࡢ࡞ពぢ

 ۑᖺ๓ࡃࡽ࠸ࡽබ❧㝔࠾࠸࡚ᣦᐃ⟶⌮ࡢᑟධࡸẸ㛫ㆡΏࡀከࡃྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࡀࠊ㝔⫋
ဨ࡚ࡢศ㝈ච⫋ࡀ࡛ࡁࡎࠊ㤳㛗㒊ᒁබົဨ㌟ศࡋ࡚ṧࡗࡓ⫋ဨࡢே௳㈝ࡀከ㢠࡞ࡿ࡞
ࠊ⾜ᨻᨵ㠉࣭⤒㈝๐ῶ࠸࠺⤒Ⴀᙧែぢ┤ࡋࡢ┠ⓗ┿㏫ࡢ⤖ᯝࡀฟࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
ࠊ≉ۑつᶍࡢࡁ࠸⮬య࡛ࡣேᢸᙜ㒊ᒁࡢᐃᩘᢚไࡢຊࡀᙉ࠸ࡇࡀከ࠸ࡀࠊࡑ࠺࠸࠺⮬
య࠾࠸࡚ࡣࠊ⫋ဨࡢᙎຊⓗ࡞᥇⏝ࢆ⾜࠺ࡓࡵᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⛣⾜ࡋࠊேဨయไࡢᐇ
ࡼࡿデ⒪ሗ㓘ୖࡢຍ⟬㡯┠ࢆྲྀࡿࡇ࡛ࠊ┈ቑࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺ࡇࡶ᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑᆅ᪉බົဨ㌟ศ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡢ⫋ဨࡢᑐࡀᙉ࠸ࡓࡵ⛣⾜ࡀ㐍ࡲ࡞࠸࠸࠺ࡶ࠶
ࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊබົဨᆺᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢㄆྍࢆࡶ࠺ᑡࡋᖜᗈࡃㄆࡵࡿ࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡶ࠶ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⛣⾜ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿྰࡣྛ⮬యࡢࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋᨻ⟇་⒪➼
ࢆ⾜࠺බ❧㝔ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍᚲせᛶࡸࠊ་ᖌࡸ┳ㆤᖌ➼ࡢ⫋ဨ᥇⏝ࡢ㠃࡛ࡢ࣓ࣜࢵࢺ
➼ࢆ༑ศ຺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⸆ۑᖌ࡞ࡢ⫋✀ࡣࠊ⮬యࡢ᥇⏝つ๎⦡ࡽࢀ࡞࠸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ᪉ࡀࠊᐇ㝿ࡢ᥇⏝ࡀᐜ
࡛᫆࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࠋ᥇⟬ᆅ༊ᡤᅾࡍࡿ㝔࡛ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⛣⾜ࡋࡓ
㝔ࡣᑡ࡞࠸ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⛣⾜ࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࠊ⛣⾜ࡋࡓᚋࡢᐇ㝿ࡢ⤒Ⴀ≧ἣࡀ࠺
᥎⛣ࡋࡓࡢࡘ࠸࡚ᩘ್ࢆㄪ࡚ࡳࡿࡇࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑཧ⪃㈨ᩱࡢ  㡫ࡽࡣᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⛣⾜ࡋࡓ㝔ࡢ⤒Ⴀࡀᚎࠎᝏࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺
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⤖ᯝࡀ࡛࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡘ࠸࡚ࡢせᅉࢆศᯒࡍࡿࡇࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑேཱྀつᶍࡼࡗ࡚ࡣࠊ⤒Ⴀᙧែࡢぢ┤ࡋࡢຠᯝࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ⤒Ⴀᙧែࡢぢ┤ࡋࢆㄽࡌࡿ࠶
ࡓࡗ࡚ࡣࠊᆒ୍ⓗ࡞㆟ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㝔ࡢ㢮ᆺࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⤒Ⴀ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ㏦ࡾࡋ࡚࠸ࡓタഛᢞ㈨ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ⏕ࡌࡓࡇ
ࡸࠊᖺຌᗎิⓗ࡞⤥య⣔ࡼࡿே௳㈝ࡢ㧗㦐࡞ࡢᙳ㡪ࡼࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ
ۑබႠᴗࡢࡲࡲ࡛ࡶ᮲ᐃᩘࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡛ࠊᰂ㌾ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉⊂❧
⾜ᨻἲே⛣⾜ࡍࡿࠊ㝔⾜ᨻࡢ㊥㞳ࡀ㐲ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ᠱᛕࡽࠊ⟶⌮⪅ࡀ⤒Ⴀ
㈐௵⪅࡞ࡿࠊᆅ᪉බႠᴗࡢ㒊㐺⏝ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ㝔ࡶ࠶ࡿࠋ
ۑබ❧㝔ࡀᢪ࠼ࡿᮏ㉁ⓗ࡞ၥ㢟ࡣࠊ㤳㛗ࠊ㆟ࠊ㝔㛗ࠊᏛ་ᒁ࡞㝔ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢయ
ࡀศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࠶ࡿࠋࡁᆅ་⒪࡞᥇⟬་⒪ࡣබ❧㝔ࡢ㔜せ࡞࡛࠶ࡿࡀࠊᚋ
ࡢཝࡋ࠸ேཱྀືែࡢኚ➼ࢆ⪃࠼ࡿࠊ⌧≧⥔ᣢ࠸࠺ጼໃ࡛ࡣ῭ࡲࡉࢀ࡞࠸ࠋᆅᇦ་⒪ࡢ୰࡛
ࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡁࠊࡢ㝔ࡢ㐃ᦠࢆྵࡵ⤒Ⴀุ᩿ࡢ㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡞
ࡿࡀࠊ㤳㛗ࠊ㆟ࠊ㝔㛗ࡢ⪃࠼᪉ࡀ␗࡞ࢀࡤ㎿㏿࡞ពᛮỴᐃࡀ⾜࠼ࡎࠊࡢ㝔ࡽ΅┦ᡭ
ࡶࡉࢀ࡞࠸ࠋ⤒Ⴀᙧែࢆኚ࠼ࢀࡤ⮬ືⓗ⤒Ⴀᨵၿࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ⌮㛗ᶒ㝈
ࡀ㞟୰ࡍࡿࡓࡵఫẸ⮬ࡸ㆟ࡼࡿ⤫ไࡢවࡡྜ࠸ࡢၥ㢟ࡣ࠶ࡿࡀࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣ
㎿㏿࡞ពᛮỴᐃࢆ⾜࠸ᚓࡿ࠸࠺Ⅼ࡛ຠᯝࡀࡁ࠸ឤࡌࡿࠋ
ۑᆅ᪉බႠᴗἲࡢ㒊㐺⏝ࡶ་ᖌࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠸࠺ほⅬ࠾࠸࡚ࡣຠᯝࡀ࠶ࡿࠋලయⓗ
ࡣࠊ⮬་⛉Ꮫࡢ୍ᮇ⏕ࡢ㝔㛗ࡀᐃᖺ㐩ࡍࡿᮇࡀࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍㒊㐺⏝࡛ࡣ  ṓ௨ୖࡢ
་ᖌࡣᐃᖺᘏ㛗࠸࠺ᙧ࡛ࡋົࢆ⥆ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ㒊㐺⏝ࡍࢀࡤ㝔㛗ࢆᐃᖺࡢ࡞࠸
ᴗ⟶⌮⪅᱁ୖࡆࡋⱝ࠸་ᖌࢆ㝔㛗╔ࡅࡿ࡞ࠊࡑࡢᚋࡢ௵⏝ࡘ࠸࡚ࡶ⼥㏻ࡀࡁࡸࡍ࠸ࠋ

ۑᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡢ⛣⾜ࡣࡑࡢ㝔ࡢつᶍࡀᑠࡉ࠸ሙྜࡣ࣓ࣜࢵࢺࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

⤒ۑႠᙧែࡢぢ┤ࡋࡣᡂຌࡶኻᩋࡶ࠶ࡾࠊᅇࡶከᵝ࡞㑅ᢥࡢ୰࡛ࡢ㆟ㄽࡔࡗࡓ࠸࠺ᩚ
⌮ᛮ࠺ࠋ⤒Ⴀᙧែぢ┤ࡋࡢຠᯝࢆศᯒࡍࡿ㝿ࠊㄪࢀࡤㄪࡿ㞴ࡋ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ
ಶูࡢ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࡑࡢ⤒Ⴀᡂ⦼ࡢኚືࡘ࠸࡚ࡢせᅉศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࡳ࡚ࡣ࠺ࠋ
  ┤ۑ㏆ࡢᆅ᪉⮬ἲࡢᨵṇࡼࡾࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேࡣẚ㍑ⓗ⡆᫆࡞ᡭ⥆ࡁ࡛ᕷ⏫ᮧࡢᇉ᰿ࢆ㉺
࠼ู࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛ᴗົࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊබ❧㝔ࡢ⤒Ⴀᦠࢃࡿᆅ᪉⊂❧⾜
ᨻἲேࡶ⡆᫆࡞ᡭ⥆ࡁ࡛ࡢᕷ⏫ᮧࡢ㝔ࡢ⤒Ⴀᦠࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦㸳㸧ົᒁࡼࡾࠊ㈨ᩱ㸲ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
㸦㸴㸧ጤဨࡽࡢ࡞ពぢ

  ۑデ⒪ሗ㓘ࡢຍ⟬ྲྀᚓ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝔ࡈࡢࢹ࣮ࢱࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬㝔㢮ఝ㝔
ࡢẚ㍑ࡣᐜ᫆⾜࠼ࡿࠋ≉つᶍࡢࡁ࡞㝔࡛ࡣࠊẸ㛫ࡢ㝔ࡶྵࡵࡓ㏆㞄㝔ࡢẚ㍑ࢆ⾜
࠸ࠊຍ⟬ࡀ⟬ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㡯┠ࡘ࠸࡚ࡢせᅉศᯒ➼ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᡤࡶከ࠸ᛮ࠺ࠋ
  ۑᅜ⮬య㝔༠㆟ࡀࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⟶⌮࣭㐠Ⴀࡍࡿ࠸࠺ࡔࡀࠊ࠸ࡁ࡞ࡾయࡢࡶࡢࢆస
ࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊဨࡢࣥࢣ࣮ࢺ࡞ࡶᐇࡋ࡞ࡀࡽࠊᅜ⮬య㝔
༠㆟࠾࠸࡚ࡢつᶍ࡛ࡇࡲ࡛ࡢࡶࡢࢆసᡂ࡛ࡁࡿ᳨ウࡍࡿࡇࡀᚲせࠋ
  ۑᑠつᶍ࡞㝔࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶྲྀᚓ≧ἣࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ▱ࡽ࡞࠸ሙྜࡸࠊ▱ࡗ࡚࠸࡚ࡶ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ᛮ࠺ࠋ⡆༢࡛ࡁࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊࡲࡎࡣ୰ᑠつᶍࡢ㝔ࡔࡅ࡛ࡶࡸࡗ࡚ࡶ
ࡽ࠼ࡿⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

௨ୖ
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地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会（第６回）
１

開催日時等

○開催日時：平成 29 年８月２日（水）18：00～19：45
○場

所：601 会議室

○出 席 者：辻座長、伊関委員、尾形委員、押淵委員、北委員、島崎委員、田城委員、
田中委員、中川委員、沼尾委員、森田委員、
久米地域医療計画課課長補佐（厚生労働省・オブザーバー）
大西公営企業担当審議官、藤井公営企業課長、本島公営企業経営室長、
伊藤準公営企業室長、森山課長補佐 他

２

議題

（１） 委員指摘事項に対する事務局回答について
（２） 研究会報告書骨子（案）について

３

配布資料

（資料１－①）地方独立行政法人の経常収支の推移について
（資料１－②）不採算地区病院が地方独立行政法人に移行した事例について
（資料２）研究会報告書骨子（案）
（別紙１）論点：
「経営比較分析表」の導入にあたっての検討
（別紙２）これまでの研究会における委員意見
（参考１）骨子（案）参考資料
（参考２）第５回 地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会 議事概要

４

概要

（１）事務局より、資料１－①及び１－②について説明
（２）委員からの主な意見
○地方独立行政法人の経営状況に関する大きな要因として、運営費繰入金が影響しているという
ことが分かった。経営改善により繰入金が減少することは、地方財政上は望ましいものであると
考える。
材料費比率の上昇は、地方独立行政法人、公立病院に限らず他の病院でも大きな問題になってい
ると認識している。
経営形態の評価に当たっては、今後もこのようなデータに基づいた分析が必要と考えられる。
○可能な範囲で分析いただき、明快な結論だったと思う。
（３）事務局より、資料２及び別紙１について説明
（４）委員からの主な意見
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＜資料２に関して＞
○公立病院の財源について、地方交付税措置がなされているのに一般会計等からの繰入が過小と
なっており、医療提供能力を低下させて地域医療の存続を危うくさせている病院もある。一般会
計等からの繰入金については地方公営企業繰出基準に基づき、病院に対して適切に行われる必
要があるという文言も記載してはどうか。
○Ｐ２の２（３）に関して、へき地などの地域以外の公立病院については、災害医療、新型インフ
ルエンザ等の突発的な事態への対応や外国人観光客に対する医療提供等、いわば隙間を埋める
医療を実施している病院もあり、こうした面からも地域を支えているという観点についても記
載をしてはどうか。
○Ｐ３の３（２）③に関して、経費削減の話になりがちだが、病院事業には適切な投資を行うこと
で収益が改善し、経営効率化に資する場合があるとの視点も必要ではないか。人材を雇用するこ
とで収益増加につながっている事例もある。首長に加えて、地方公共団体の人事や財政を担当す
る管理系の部門及び地方議会の議員にも、そうした病院事業の仕組や特性等を勉強していただ
きたいと考えている。
○Ｐ４の１（１）に関して、定員の適正化は、単に職員を減らす必要があるということにならない
よう、病院経営の進歩、進化に対応した適切な事務職員の採用及び能力向上の取組が必要という
記載が良いのではないか。
また、事務局強化のためには、外部人材だけでなく看護職員や医療技術員を事務部門に配置する
ことや、実効性のある経営を専門的に扱う部門（経営企画室）を設け、適切な人材を配置するこ
とが重要であると考える。
○Ｐ４の１（２）に関して、例えば診療報酬加算の分析や取得、ＤＰＣ導入病院における機能評価
係数の分析と対応等、収益の確保と財務の効率化とを組み合わせた経営状況の要因分析が重要
であり、経営比較分析表の指標分析に併せて行う必要があるということも記載してはどうか。
○Ｐ４の２（１）①に関して、不採算地区や条件不利地域であっても、一定期間であれば勤務して
もよいという医師もいる。地域医療構想調整会議や地域医療支援センターなどの仕組みはある
が、医師を派遣する際の財源についてあまり考慮されてない。地域医療介護総合確保基金等によ
る財政措置の充実により、定期的な派遣や交代が可能となるようなサイクルができれば、医師確
保に貢献するのではないか。
○関連して、医師に加えて、看護師や薬剤師等の確保対策に係る財政措置の充実についても検討す
る必要があると考える。
○Ｐ１の１に関して、
（１）の経営の現状と（２）の取り巻く環境の変化については、大きな環境
変化を書いてから公立病院の経営の状況を書くという趣旨で、順番を入れ替えた方が良いと考
える。環境変化の中で、今後の人口減少は急激であり、過去の延長線上にあるものではないとい
うことをしっかり記述すべき。
○Ｐ１の１（２）に関して、平成 30 年度から国民健康保険の保険者に都道府県もなる国民健康保
険運営主体の見直しについても、地域医療にいろいろ影響が出てくると思うので記載してはど
うか。
○Ｐ２の３（１）に関して、地域医療構想を踏まえた役割の明確化について、地域医療構想調整会
議等の場では、公立病院と民間病院との間のミッション（使命、任務、活動目標）やポジショニ
ング（位置づけ）の相違といった点が問われてくると思われるため、公立病院としてのミッショ
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ンやポジショニングをきちんと踏まえるべきことを記載してはどうか。
○Ｐ３の３（２）②に関して、マネジメント上の課題として、事務職員の医療や介護における専門
性を高めるためには、研修体制や人事異動等を含めたシステムとしての能力向上の工夫が必要
であると考える。
○経営理解の促進に関して、Ｐ３の３（２）③とＰ４の１（２）の両方に関連することであるが、
公立病院が経営情報を開示し地域住民の理解を得るというのは非常に大事であり、民間以上に
積極的な情報開示が必要である。併せて医療の質や提供するサービスを測る指標として、クリニ
カルインディケータ（臨床指標）を積極的に情報開示することも重要である。
○Ｐ４の１（３）に関して、ＰＤＣＡサイクルのうち、特にＣのチェックがとても大切で、できる
限り定量的な指標、ＫＰＩを設定し、経営改善の度合いを測定していくといった取組の必要性に
ついても記載をしたらどうか。
○Ｐ２の２（２）と（３）の公立病院の位置づけに関して、単に大規模病院、中規模病院、小規模
病院だけではなく、類型化しているのは結構である。やや散漫になってしまうかもしれないが、
先ほどの意見にあった観光地といった特殊な立地条件や周辺環境の状況等も、少し記載しては
どうか。
○Ｐ１の１（２）に関して、国民健康保険の保険者が都道府県になることに加えて、医療費適正化
計画についても記載をしてどうか。
○Ｐ５の２（２）②について、医療と介護等の連携については、民業圧迫とならないようにという
観点も必要だが、そもそも民業が入らない地域が存在しており、公立病院が医療と介護の双方を
担わざるを得ない地域もあるということが本当は重要である。こうした部分を強調してはどう
か。
○病院事業は必要な投資をして収益を改善することが重要であり、経費削減だけではないという
意見はもちろんあると思うが、急激な人口減少下の大きな流れの中では、スケールダウン、集約
化をしていかなければならないタイプの病院が多いと思う。ゴールは何かと考えたとき、利益を
上げることではないとすると、その地域全体のリソースが限られていることも踏まえ、書きぶり
はよく検討した方がよいのではないか。
○経営比較分析表について、情報開示は進めるべきだが、提供している医療の中身や需要、その地
域の中で最終的にどういうポジションを取っていくのかが重要である。経営比較分析表に必須
がどうかは別として、競合している病院がある場合、相互のＤＰＣデータを比較すれば、相対的
なポジションは明らかになる。その地域においてどういうポジションを取るべきか住民と一緒
に考えたいと思っている人たちを励ますためにも、病院がどのようなポジションに置かれてい
るのかを説明出来る物差しであることが望ましい。
○公立病院について、地域の住民はどれくらいコスト負担しているのか、投資的経費を含めて将来
的にはどのくらいの負債を負っているのか、具体的に見せていくといったわかりやすさみたい
なものが必要ではないか。
○Ｐ１～２において、病床規模別の病院、へき地とそれ以外の病院、都道府県、市町村といった仕
分けが出てくるが読み手は誰になるのか。
医療だけでなく、介護、見守りなど、生活全般を支えている病院もある中で、病院サイドから住
民、首長、議会に対する理解促進という書き方になっているが、地域づくりの観点から行政本体
の方が公立病院をどのように位置づけ、経営にコミットしていくかという視点もあるのではな
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いか。つまり、①地域医療構想の実現という都道府県の視点と、②地域政策という市町村の視点
があり、両方に目くばりした書きぶりが考えられないか。
○Ｐ５の２（３）の経営形態について、10 年先、20 年先を見た在り方を考えてとあるが、診療報
酬の改定や国の制度自体が目まぐるしく変わり、先行きが不透明な中にあって、公立病院が自助
努力だけで見通しを立てるのは難しいと思うが、その「のりしろ」をどう考えるか。
また、再編・ネットワーク化については、無理な再編に関するリスクには地理的要因だけではな
く、例えば医師の出身医局が異なって上手くいかないこともあるなど、他にも要因があると考え
るので、そうした社会的背景などの要因についても加えるべき。
○Ｐ２の２（３）の「へき地などの地域における公立病院の位置づけ」のところで、国民健康保険
の保険者が都道府県になることに加えて、医療費の抑制は重要な視点であるが、公立病院がある
地域の医療費は安い。国民健康保険直診病院などは、元々医療費を安くするため設立された病院
であり、適正な医療提供により全体として医療費を安くするといった記述が必要。公立病院の誇
りの部分でもあり、医療費が安いという国民健康保険医療費のデータもあるので、是非押さえて
いただきたい。
○Ｐ２の公立病院の類型化であるが、国民健康保険病院、直営病院、財政規模によっても異なるが、
県立病院と市立病院とでは、住民との距離感が違うのではないか。県立病院と市立病院が並立し
ている地域もあるがなぜか。
○県立病院と市立病院が一緒となっている地域などは、歴史的な経緯もあるのだろうと思う。今は
県立、市立、民間病院が混在している地域はもう少し整理されてもよいかなと思うが、過去には
県立病院と市立病院が必要な時期があったのだと思う。県立病院は、県全体、地域全体を見るた
めの病院だと思うが、そのような病院は少なかった。したがって、都会の市立病院が近年、地方
独立行政法人化する傾向にあるのは、昔と存在意義が違ってきて、病院として残っていくために
独法化を選択しているという面があると考える。
○例えば東北地方では県立病院が多いが、岩手県では元々あった農協系病院が厚生連に変わる際
に、負債をどうするか揉めて県が引き取った経緯がある。青森は市町村が引き取った。
資料１－②の長野県立病院機構について、自分は非常勤理事であるが、小児等の特殊医療や精神
医療に特化している病院もあれば、阿南病院のようにへき地医療を担っているものもある。ま
た、木曽病院は御岳山噴火の際の受け皿となった病院であり、当該地域では病床機能を持つ受け
皿は他になく、2.5 次くらいの医療機能を持っている。一方、須坂病院は唯一、普通の病院だが、
病床過剰地域にあり、どういうポジションを取っていくかが課題となっている。
このように病院には地域ごとにそれぞれ特性がある。
○国家公務員共済組合の病院にも携わってきた経験からすると、病院経営に当たっては、①医師が
足りないか、②医師が足りている時の赤字をどのようにするかに尽きる。現在は県立病院で、精
神や小児部門の売上高も全部合わせれば京都大学付属病院と同程度であり、売上高は良いと思
う一方、支出面では事務的に弱い部分もある。
病院マネジメントの観点から、女性医師の医療業務が制限されるタイミングで経営学を勉強し
てもらい、復職した場合には、経営サイドから幹部職員に登用するなどの道も考えてみてもよい
のではないか。
○医師の働き方改革の流れにより、今以上に医師の勤務状況が厳しく規制されることは間違いな
く、それによって、へき地や住民の生活を守っている地域においては、ほとんど医師がいなくな
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るのではないかと危惧している。そういったことも表現できないか。
○市民ひらかた病院は都市部に立地しており、大学病院、公的病院も含め３つの病院が立地してい
るが、役割分担について毎月１回定例的に話し合いの場を設けている。そうした中で、当病院も
きちんとその地域の中での役割を見つけていかなければならないと考えている。
○良い骨子案を出していただいたと思う。本日も多様なご意見をいただいた。大きな項目の立て方
や施策の方向性については異論がなかったと思うので、どのように具体化していくか、次回まで
いただいた課題を消化しながら、具体的に報告書案をまとめていきたい。
以
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地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会（第７回）
１

開催日時等

○開催日時：平成 29 年 10 月３日（火）
○場

所：共用会議室３

○出 席 者：

２

議題

（１） 研究会報告書（案）について
（２） 意見交換

３

配布資料

（資 料）研究会報告書（案）
（別紙１）本文挿入資料
（別紙２）これまでの研究会における委員意見
（参考１）研究会報告書骨子
（参考２）第６回 地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会 議事概要

４

概要

以
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