相模原市立共和中学校いじめ防止基本方針 平成 30 年４月改訂
【目指す生徒像】

「自ら学び、考え、創造する生徒」
、
「正しく判断し、進んで活動する生徒」
、
「心身ともに

健康で、自他を活かす生徒」
、
「思いやりと感謝の心をもつ生徒」

【家庭・地域との連携】
学校の実態を公開するとともに生徒

【校内組織】
いじめ防止委員会

【関係機関との連携】
迅速で効果的な「いじめ対策」を行

を幾重にも支える態勢を築くことを趣

開 催 月１回以上

うため次の機関との連携を強化する。

旨とする。

構成員 校長･副校長･教務主任･生徒

○ 教育委員会各課

○ 開かれた学校づくり

指導主任･学年主任･養護教諭･支援教

○ 首長部局各課

授業参観･保護者会・学校へ行こう

育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ･青少年教育ｶｳﾝｾﾗｰ

○ 民生･児童委員

週間･各行事の公開

生徒指導係会

○ 小学校

○ ＰＴＡ組織との連携

開 催 週１回

○ ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ

○ 地域行事への教職員と生徒の参加

構成員 生徒指導主任･各学年生徒指

○ 県警少年保護・相談ｾﾝﾀｰ

○ 学校関係者評価の実施

導係･養護教諭

○ その他関係機関との連携

【いじめの未然防止】
（１）生徒が主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
（２）学校の教育活動全体を通じ、生徒の自己有用感を高められる機会を充実させる。
（３）学校の教育活動全体を通じて、人権教育、道徳教育の充実や読書活動、体験活動などの推進をする。
（４）発達障害を含む障害のある生徒等について、教職員が個々の障害の特性への理解を深める。
（５）外国につながりのある生徒等並びに、性同一性障害及び性的指向・性自認について、理解を促進する。
（６）東日本大震災等により被災した生徒等について、心身に受けた影響を十分に理解し適切な支援を行う。
（７）いじめ（インターネット等によるいじめを含む）について、校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、
平素からの共通理解を図るとともに、生徒・保護者に対しても周知徹底を図る。
（８）学校、ＰＴＡ、地域の関係団体等と活動を共にする場やいじめの問題について協議する機会を設ける
など、家庭、地域と連携した取組を推進する。

【いじめの早期発見】
（１）日常的な観察を充実させ、生徒の様子に目を配る。
（２）定期的なアンケート調査（原則学期に１回）や教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体
制を整え、いじめの実態把握に取組む。
（３）在籍する生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。
（４）発達障害を含む障害のある生徒等について、個々の障害の特性への理解を深め、情報を共有する。
（５）外国につながりのある生徒等並びに、性同一性障害及び性的指向・性自認について、情報を共有する。
（６）東日本大震災等により被災した生徒等について、心身に受けた影響を十分に理解し、情報を共有する。
（７）インターネットを利用したいじめがあることを理解し、表面的・形式的な判断にならないようにする。

【いじめへの対処】
（１）被害生徒を守り通すとともに、いじめをやめさせ、その再発防止のために、教育的配慮のもと毅然とし
た態度で加害児童等を指導する。
（２）教職員全員の共通理解、保護者の協力、教育委員会への報告、関係機関・専門機関との連携のもとで対
応する。
【重大事態への対処】
重大事態が発生した場合は、教育委員会と連携し、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防
止に資するために調査を行う。
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ƍơǊ᧸ഥݣሊਖ਼ᡶඥᲢ  ࠰ඥࢷᇹ  ӭᲣᇹ  வƴؕƮƖŴƍơ
Ǌ᧸ഥሁƷݣሊƷƨǊƷؕஜႎƳ૾ᤆǛܭǊǔŵ


㸯 ࠸ࡌࡵࡢ㜵Ṇ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃᇶᮏ⌮ᛕ
ƍơǊƸƲƷܖኢưǋƲƷဃࢻƴǋឪƜǓࢽǔƜƱƔǒŴᛡǋƕ࣎ܤƠƯ
ܖఄဃǛᡛǕǔǑƏƴŴμᎰՃƕσᡫྸᚐǛǓŴӷɟഩᛦƷɦŴƍơ
ǊƷƳƍܖఄƮƘǓƴӕǓኵǜưƍƘŵƦƷƨǊƴǋŴʴೌᏋǛਖ਼ᡶƢǔŵ
ǇƨŴܖఄƱ؏עŴܼࡊŴƦƷ˂Ʒ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲઃǋᆢಊႎƴᘍƬƯƍ
Ƙŵ

࣭ࡼࡾከࡃࡢேࡀᏊࡶࡢᝎࡳࡸ┦ㄯࢆཷࡅṆࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
ࡶࠊᏛᰯᐙᗞࠊᆅᇦࡀ⤌⧊ⓗ㐃ᦠ࣭༠ാࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ




㸰 ࠸ࡌࡵࡢ㜵Ṇ➼ࡢᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊
  ܖఄϋƴƓƍƯŴˌɦƷನՃƴǑǓŴƍơǊ᧸ഥሁƷኵጢႎƳӕኵǛਖ਼
ᡶƢǔƨǊƷኵጢǛፗƘŵ
ƜƷኵጢǛɶ࣎ƱƠƯŴμᎰՃưσᡫྸᚐǛǓŴܖఄμ˳ưƍơǊݣሊ
ǛᘍƏŵ
ŨኵጢӸᆅᲴ
žႻҾࠊᇌσԧɶܖఄƍơǊ᧸ഥۀՃ˟ſ
Ũನ  ՃᲴఄᧈŴиఄᧈŴѦɼ˓Ŵဃࢻਦݰɼ˓Ŵ࠰ܖɼ˓Ŵᜱ
ŴૅੲᏋǳȸȇǣȍȸǿȸŴ
Ტ᩷࠰ݲᏋᴎᴋᴵᴖᴯᴈᲣ

࣭ᙜヱ⤌⧊ࡣࠊ⏕ᚐࡢၥ㢟⾜ື࡞ಀࡿሗࡢඹ᭷ࠊ࠸ࡌࡵࡢ㜵Ṇ➼ಀࡿྲྀ⤌᪉㔪
ࡢ⏬❧࡞ࡢࡓࡵᐃᮇⓗᡴྜࡏࢆ⾜࠺ࡶࠊ࠸ࡌࡵⓎ⏕ࡣ⥭ᛴ㆟ࢆ
㛤࠸࡚ᑐᛂࢆ༠㆟ࡍࡿ࡞ࠊᏛᰯࡀ⤌⧊ⓗ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴᙜࡓࡗ࡚୰᰾
࡞ࡿᙺࢆᢸ࠺ࠋ
࣭᪥㡭ࡽ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟➼ࠊ⏕ᚐᣦᑟୖࡢㄢ㢟㛵ࡋ࡚⤌⧊ⓗᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᰯ㛗ࢆ
୰ᚰ୍⮴༠ຊయไࢆ☜❧ࡋࠊᖹ⣲ࡽࡇࢀࡽࡢᑐᛂࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ࡚ࡢᩍ⫋ဨ
࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࠋ
࣭࠸ࡌࡵࡢၥ㢟➼㛵ࡍࡿᣦᑟグ㘓ࢆಖᏑࡋࠊ⏕ᚐࡢ㐍Ꮫ࣭㐍⣭ࡸ㌿Ꮫᙜࡓࡗ࡚ࠊ㐺
ษᘬࡁ⥅ࡄࠋ




㸱 ࠸ࡌࡵࡢᮍ↛㜵Ṇࡢྲྀ⤌
ƍơǊƸƲƷဃࢻƴǋឪƜǓƏǔƱƍƏʙܱǛ៊ǇƑŴƢǂƯƷဃࢻǛݣ
ᝋƴƍơǊƴӼƔǘƤƳƍƨǊƷச᧸ഥƴӕǓኵǉŵ
ᲢᲫᲣဃࢻƕɼ˳ႎƴӋьȷưƖǔǑƏƳಅƮƘǓǍᨼׇƮƘǓǛ
ᘍƏŵ

ĬಅોծᲴɟʴƻƱǓǛٻЏƴƠƨЎƔǓǍƢƍಅƮƘǓ
ĭئއƮƘǓᲴᛅƠӳƍѣƷΪܱŴǽȸǷȣȫǹǭȫȈȬȸȋȳǰ
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ᲢᲬᲣܖఄƷᏋѣμ˳ǛᡫơŴဃࢻƷᐯࠁஊဇज़Ǜ᭗ǊǒǕǔೞ˟Ǜ
ΪܱƞƤǔŵ
ĬƮƘǓᲴᐯɼႎƳᢃփ ီ࠰ܖʩ් ȔǢȷǵȝȸȈѣ
ĭဃࢻ˟ѣᲴƍơǊઞ๒ƷܳᚕǍႻᛩረƷᚨፗ

ᲢᲭᲣܖఄƷᏋѣμ˳ǛᡫơƯŴʴೌᏋŴᢊࣈᏋƷΪܱǍŴᛠ
ѣŴ˳᬴ѣƳƲƷਖ਼ᡶǛƢǔŵ
ĬʴೌᏋƷΪܱᲴžᐯЎƷٻЏƞƱƱǋƴŴ˂ƷʴƷٻЏƞǛᛐǊǔ
ƜƱſƷԗჷ࣋ࡁǛǔŵ
ĭᢊࣈᏋƷΪܱᲴᢊࣈƷ᧓Ʒᄩ̬ŵᢊࣈƷ᧓ƩƚưƳƘŴƢǂƯ
ƷᏋѣƷɶưܱោǛƢǔŵ
ĮᎰ˳ئ᬴ܖ፼Ŵᅦᅍ˳᬴ܖ፼
įݱŴɶܖఄʩ්ᘍʙ

࣭Ꮚࡶࡓࡕࡣࠕ࠸ࡌࡵࡣỴࡋ࡚チࡉࢀ࡞࠸ࠖࡇࡢ⌮ゎࢆಁࡍࡶࠊ࠾࠸ࡢ
ே᱁ࢆᑛ㔜ࡋྜ࠼ࡿែᗘࠊᚰࡢ㏻࠺ே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ⬟ຊࠊࢫࢺࣞࢫ㐺ษᑐฎ
࡛ࡁࡿຊ➼ࢆ⫱ࡴほⅬࡀᚲせࠋ
࣭ࡍ࡚ࡢᏊࡶࡀᏳᚰ࡛ࡁࠊ⮬ᕫ᭷⏝ឤࢆឤࡌࡽࢀࡿᏛᰯ⏕ά࡙ࡃࡾࡶ㔜せࠋ


ᲢᲮᲣႆᢋᨦܹǛԃǉᨦܹƷƋǔဃࢻሁƴƭƍƯŴᎰՃƕ̾ŷƷᨦܹƷ
ཎࣱǁƷྸᚐǛขǊǔƱƱǋƴŴᢘЏƳਦݰӏƼ࣏ᙲƳૅੲƕᘍǘǕ
ǔǑƏŴ
žႆᢋᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷྸᚐƱૅੲƷࡽƖſƴؕƮƖŴ࣏
ᙲƳऴإ੩̓Ŵᄂ̲ሁǛܱƠŴƍơǊƷச᧸ഥƴѐǊǔŵ

ᲢᲯᲣٳƴƭƳƕǓƕƋǔဃࢻሁɳƼƴŴࣱӷɟࣱᨦܹӏƼࣱႎਦӼȷ
ࣱᐯᛐƴƭƍƯŴᎰՃǁƷദƠƍྸᚐǛ̟ᡶƠŴƍơǊƷச᧸ഥ
ƴѐǊǔŵ

ᲢᲰᲣிଐஜٻᩗሁƴǑǓᘮƠƨဃࢻሁƴƭƍƯŴ࢘ᛆဃࢻሁƕӖƚ
ƨ࣎៲ǁƷࢨ᪪ǛҗЎƴྸᚐƠŴᢘЏƳૅੲǛᘍƍŴƍơǊƷச᧸
ഥƴѦǊǔŵ

ᲢᲱᲣƍơǊᲢǤȳǿȸȍȃȈሁƴǑǔƍơǊǛԃǉᲣƴƭƍƯŴఄϋᄂ
̲ǍᎰՃ˟ᜭưᆢಊႎƴӕǓɥƛŴእƔǒƷσᡫྸᚐǛǔƱƱǋ
ƴŴဃࢻŴ̬ᜱᎍƴݣƠƯǋԗჷ࣋ࡁǛǔŵ
Ĭఄϋᄂ̲ᲴƍơǊƴƭƍƯŴʴೌᄂ̲Ŵᢊࣈᄂ̲ŴऴإȢȩȫᄂ̲
ĭᎰՃӼƚƷȁǧȃǯȪǹȈሁƴǑǓŴƍơǊ᧸ഥƷӕኵƷΪܱǛ
ǔ
Įμఄᨼ˟ŴܖኢѣƴƓƚǔఄᧈǛƸơǊƱƠƨਃ࢘ՃƔǒƷᜒᛅ
į̬ᜱᎍ˟Ŵܖኢটᛩ˟ƴƓƍƯƷգႆ

ᲢᲲᲣܖఄŴŴ؏עƷ᧙̞˳ׇሁƱѣǛσƴƢǔئǍƍơǊƷբ
᫆ƴƭƍƯңᜭƢǔೞ˟ǛᚨƚǔƳƲŴܼࡊŴ؏עƱᡲઃƠƨӕኵǛ
ਖ਼ᡶƢǔŵ
  ĬƋƍƞƭѣ
  ĭ᩷࠰ݲႻᛩՃƱƷটᛩ˟
  Įעғটᛩ˟
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Ხ ƍơǊǁƷଔႆᙸƷӕኵ 
 ଐ᪭ƔǒƷဃࢻƷᙸܣǓǍ̮᫂᧙̞ƷನሰƴѐǊŴဃࢻƕᅆƢݱƞƳ҄٭Ǜ
ᙸᡜƞƳƍǑƏƴǢȳȆȊǛ᭗Ƙ̬ƭŵ
  ᲢᲫᲣଐࠝႎƳᚇݑǛΪܱƞƤŴဃࢻƷಮ܇ƴႸǛᣐǔŵ
Ĭ˞ǈ᧓Ǎ્ᛢࢸƷᩃᛩƷɶưƷဃࢻƷಮ܇
ĭ̾ʴȎȸȈŴဃȎȸȈŴ̾ʴ᩿ᛩŴܼࡊᚧբሁƴǑǓŴ৭੮

ᲢᲬᲣܭႎƳǢȳǱȸȈᛦ௹ǍᏋႻᛩƷܱሁƴǑǓŴဃࢻƕƍơǊ
ǛᚫƑǍƢƍ˳СǛૢƑŴƍơǊƷܱ७৭੮ƴӕኵǉŵ
ĬǢȳǱȸȈƷܱᲴӲܖƴ  ׅ
ĭᏋႻᛩᡵ᧓ 

  ᲢᲭᲣנቔƢǔဃࢻӏƼƦƷ̬ᜱᎍŴᎰՃƕƍơǊƴ᧙ƢǔႻᛩǛᘍƏ
ƜƱƕưƖǔ˳СǛૢͳƢǔŵ
ĬႻᛩᆸӝƷԗჷᲴ᩷࠰ݲᏋǫǦȳǻȩȸ ᡵ້ȷங୴ଐ
      6'.ᲴᲢႺᡫᲣ
 ƍơǊႻᛩȀǤȤȫᲴᲪᲮᲬᲧᲱᲪᲱᲧᲱᲪᲯᲭ
 ȤȳǰȆȬțȳᲴᲪᲮᲬᲧᲱᲯᲯᲧᲬᲯᲯᲬ
ĭ̬ܴͤƩǑǓŴႻᛩܴƩǑǓƷႆᘍ
Į᩷࠰ݲᏋǫǦȳǻȩȸƴǑǔఄϋ߹ׅ

ᲢᲮᲣႆᢋᨦܹǛԃǉᨦܹƷƋǔဃࢻሁƴƭƍƯŴᎰՃƕ̾ŷƷᨦܹƷཎ
ࣱǁƷྸᚐǛขǊǔƱƱǋƴŴžႆᢋᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷྸᚐƱૅੲƷ
ࡽƖſƴؕƮƖŴኵጢႎƴऴإǛσஊƠଔႆᙸȷଔࣖݣѐǊǔŵ

ᲢᲯᲣٳƴƭƳƕǓƕƋǔဃࢻሁɳƼƴŴࣱӷɟࣱᨦܹӏƼࣱႎਦӼȷࣱ
ᐯᛐƴƭƍƯŴᎰՃǁƷദƠƍྸᚐǛ̟ᡶƢǔƱƱǋƴŴኵጢႎƴऴ
إǛσஊƠŴଔႆᙸȷଔࣖݣѐǊǔŵ

ᲢᲰᲣிଐஜٻᩗሁƴǑǓᘮƠƨဃࢻሁƴƭƍƯŴ࢘ᛆဃࢻሁƕӖƚƨ
࣎៲ǁƷࢨ᪪ǛҗЎƴྸᚐƠŴኵጢႎƴऴإǛσஊƠŴଔႆᙸȷଔ
ࣖݣѐǊǔŵ

ᲢᲱᲣǤȳǿȸȍȃȈǛМဇƠƨƍơǊƕƋǔƜƱǛྸᚐƠŴᘙ᩿ႎȷ࢟ࡸ
ႎƳЙૺƴƳǒƳƍǑƏသॖƢǔŵ


࣭࠸ࡌࡵࡣேࡢ┠ࡘࡁࡃ࠸㛫ࡸሙᡤ࡛⾜ࢃࢀࡓࡾࠊ㐟ࡧࡸࡩࡊࡅ࠶࠸ࢆࡗ࡚
⾜ࢃࢀࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊேࡀẼ࡙ࡁࡃࡃุ᩿ࡋࡃ࠸ᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿࠋல⣽࡞ೃ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶࠊ͆ࡕࡻࡗ࠾ࡋ࠸͇࠸࠺ᩍ⫋ဨࡢឤぬࢆࡋ࡚ࠊ᪩࠸ẁ㝵ࡽⓗ☜
㛵ࢃࡾࢆᣢࡕࠊ࠸ࡌࡵࢆ㞃ࡋࡓࡾ㍍どࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ࠸ࡌࡵࢆ✚ᴟⓗㄆ▱ࡍࡿࠋ

࣭ࡉࡲࡊࡲ࡞ᡭ❧࡚ࡼࡗ࡚ࠊᏊࡶࡓࡕࢆከ᪉㠃ࠊከゅⓗ࡞どⅬࡽࡳ࡚ࠊᏊࡶࡓ
ࡕࡢᐇែᢕᥱດࡵࠊඣ❺࣭⏕ᚐ⌮ゎࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せࠋ
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㸳 ࠸ࡌࡵࡢᑐฎ
ႆᙸȷᡫإǛӖƚƨئӳƴƸŴཎܭƷՃưৼƑᡂǇƣŴᡮǍƔƴኵጢႎƴ
ࣖݣƢǔŵ
ᲢᲫᲣᘮܹဃࢻǛܣǓᡫƢƱƱǋƴŴƍơǊǛǍǊƞƤŴƦƷϐႆ᧸ഥƷ
ƨǊƴŴᏋႎᣐॾƷǋƱ്ƱƠƨ७ࡇưьܹδᇜሁǛਦݰƢǔŵ
ĬఄϋƷžႻҾࠊᇌσԧɶܖఄƍơǊ᧸ഥۀՃ˟ſǁႺƪƴऴإǛσஊ
Ƣǔŵ
ĭƢǈǍƔƴʙܱᄩᛐǛᘍƍŴ᧙̞ဃࢻӏƼƦƷ̬ᜱᎍŴᨼׇμ˳ᲢܖኢŴ
ӷ˟ڤŴᢂƼː᧓ሁᲣǁƦǕƧǕૅੲŴਦݰŴяᚕǛᢘЏƴᘍƏŵ
   ĮǤȳǿȸȍȃȈሁǛᡫơƯᘍǘǕǔɧᢘЏƳƖᡂǈƴƭƍƯƸႺƪ
ƴЪᨊሁƷਜ਼ፗǛᘍƍŴ᧙̞ೞ᧙ሁƱƷңщǍੲяǛ൭Ǌǔŵ

ᲢᲬᲣᎰՃμՃƷσᡫྸᚐŴ̬ᜱᎍƷңщŴᏋۀՃ˟ǁƷإԓŴ᧙̞
ೞ᧙ȷᧉݦೞ᧙ƱƷᡲઃƷǋƱưࣖݣƢǔŵ
 Ũ ᩷࠰ݲᏋǫǦȳǻȩȸŴǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸ
   ŨӲᜩݑፙŴჄᜩ࠰ݲႻᛩȷ̬ᜱǻȳǿȸ
   Ũ᩷࠰ݲႻᛩՃ
   ŨδᇜႻᛩŴӲғƜƲǋܼࡊႻᛩᛢ
   


 ᲢࣖݣኺែᲣ


ƍơǊƷᛐჷ

ʙܱᄩᛐŴ᧙̞ƢǔဃࢻƔǒƷᎥƖӕǓ
ఄϋኵጢžႻҾࠊᇌσԧɶܖఄƍơǊ᧸
ഥۀՃ˟ſ

ᏋۀՃ˟ǁƷإԓ ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲઃ

ᲢƍơǊ᧸ഥሁƷݣሊƷƨǊƷኵጢᲣ
μᎰՃƴǑǔσᡫᛐᜤ

ऴإƷσஊŴφ˳ႎ
ƳૅੲŴਦݰƷ౨
᚛ŴᄩᛐŴࢫлЎਃ

ƍơǊǒǕƨ
ဃࢻӏƼ̬ᜱ
ᎍǁƷૅੲ











ƍơǊƨဃࢻ
ӏƼ̬ᜱᎍǁ
ƷਦݰŴяᚕ

ᨼׇμ˳Ტܖ
ኢŴᢿŴᢂ
Ƽː᧓ሁᲣǁ
Ʒਦݰ





ȷ⏕ᚐཬࡧࠊಖㆤ⪅ࡽࡢ┦ㄯࡸッ࠼ࡣ┿ᦸഴ⫈ࡍࡿࠋ୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࡲࡎࠊ
ᰯෆ⤌⧊ࠕ┦ᶍཎᕷ❧ඹ୰Ꮫᰯ࠸ࡌࡵ㜵Ṇጤဨࠖሗࢆඹ᭷ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ
ሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯࡢᚭᗏࢆᅗࡿࠋ
࣭࠸ࡌࡵࡢᑐฎࡣ≉ᐃࡢᩍ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣゎỴࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᩍ⫋ဨ࡛ඹ
㏻ㄆ㆑ࢆᣢࡕࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆࡾ࡞ࡀࡽᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊゎỴࡋ࡚࠸
ࡃࡓࡵࡢ᭱ၿ⟇࡛࠶ࡿŵ
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㸴 㔜ែࡢᑐฎ
ٻʙ७ƕႆဃƠƨئӳƸᏋۀՃ˟ƱᡲઃƠᛦ௹ǛᘍƏŵ
ᛦ௹Ƹٻʙ७ƴݣϼƢǔƱƱǋƴŴӷᆔƷʙ७ƷႆဃƷ᧸ഥƴƢǔƨǊ
ƴᘍƏǋƷưƋǔŵ

  ᲢᲫᲣٻʙ७ƕႆဃƠƨئӳƴƸŴƦƷʙ७ƴݣϼƢǔƱƱǋƴŴᡮǍ
ƔƴኵጢǛᚨƚŴʙܱ᧙̞ǛଢᄩƴƢǔƨǊנቔဃࢻǍᎰՃƴݣƢǔ
ឋբኡᛦ௹ǍᎥƖӕǓᛦ௹ሁǛܱƢǔŵ

ᲢᲬᲣᏋۀՃ˟ǛᡫơƯŴƢǈǍƔƴࠊᧈǁٻʙ७ႆဃƴƭƍƯإԓ
Ƣǔŵ

ᲢᲭᲣ࢘ᛆဃࢻӏƼƦƷ̬ᜱᎍƴݣƠŴᢘȷᢘЏƳ૾ඥư੩̓Ƣǔŵ



㔜ែࡣ
⏕ࡾࡼࡵࡌ࠸ ۑᚐࡢ⏕ࠊᚰ㌟ཪࡣ㈈⏘㔜࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓ࠸ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿ
ࡁ

࠼ࡤ㸪
࣭⏕ᚐࡀ⮬ẅࢆᅗࡋࡓሙྜ
࣭㌟య㔜࡞യᐖࢆ㈇ࡗࡓሙྜ
࣭㔠ရ➼㔜࡞⿕ᐖࢆ⿕ࡗࡓሙྜ
ȷ ⢭⚄ᛶࡢᝈࢆⓎࡋࡓሙྜ
࡞ࡢࢣ࣮ࢫࡀᐃࡉࢀࡿࠋ

⏕ࡾࡼࡵࡌ࠸ ۑᚐࡀ┦ᙜࡢᮇ㛫ᏛᰯࢆḞᖍࡍࡿࡇࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࡀ࠶
ࡿㄆࡵࡿࡁ

ࠕ┦ᙜࡢᮇ㛫ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ⓩᰯࡢᐃ⩏ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᖺ㛫㸱㸮᪥ࢆ┠Ᏻࡍࡿࠋࡓࡔ
ࡋ㸪⏕ᚐࡀ୍ᐃᮇ㛫㸪㐃⥆ࡋ࡚Ḟᖍࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡣ㸪ୖグ┠Ᏻࢃࡽࡎ㸪
ᩍ⫱ጤဨཪࡣᏛᰯࡢุ᩿ࡼࡾ㸪㎿㏿ㄪᰝ╔ᡭࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࡽ࠸ࡌࡵࡽࢀ࡚㔜ែ⮳ࡗࡓ࠸࠺⏦ࡋ❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓࡁ
ࡣ㸪ࡑࡢⅬ࡛Ꮫᰯࡀࠕ࠸ࡌࡵࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㔜ែࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ
⪃࠼ࡓࡋ࡚ࡶ㸪㔜ែࡀⓎ⏕ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ሗ࿌࣭ㄪᰝ➼ᙜࡓࡿࠋ

࣭ ㄪᰝࡣᐇ㛵ಀࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵ⾜࠺ࠋ࠸ࡘࡽࠊㄡࡽࠊࡢࡼ࠺࡞≧ἣࠊ㛵
ಀࡍࡿ⏕ᚐࡢே㛫㛵ಀࠊᩍ⫋ဨࡢᑐᛂ࡞ࡢᐇ㛵ಀࢆ⥙⨶ⓗ᫂☜ࡍࡿࠋ
࣭ ࠸ࡌࡵࡢᅉᯝ㛵ಀࡢ≉ᐃࢆᛴࡄࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐈほⓗ࡞ᐇ㛵ಀࢆ㏿ࡸㄪᰝ
ࡍࡿࡇࡀ㔜せࠋ
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