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ࢨࣥ㈹ࠖ࠸࠺≉ᐃࡢไᗘ࠾ࡅࡿኚࡢࣞ࣋ࣝ
࡛࡞ࡃࠊࢹࢨࣥࡢᙺࡸ♫࠾ࡅࡿࢹࢨࣥࡢ
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║ᕪࡋࢆྥࡅࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹࠾࠸࡚ࡣࠊໟࡢ⡆␎ࡸရ
㉁ᨭ㞀ࡀ࡞࠸⣲ᮦࡢ᭷ຠά⏝ࢆ㐍ࡵࡿ࠸ࡗࡓࠊ
ᾘ㈝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸᑐࡍࡿ㧗࠸ぢ
㆑ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠕ↓༳Ⰻရࠖࣈࣛࣥࢻࡢཷ㈹
㸦 ᖺ㸧ࠊୡ⏺ึࡢ㔞⏘ࣁࣈࣜࢵࢻ⏝㌴ࡋ
࡚Ⓨࡉࢀࡓࠕࣉࣜ࢘ࢫࠖࡢ௦┠ࡀ  ᖺࡢࢢࢵ
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࠶ࡿࠋ
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࡞ࠊேࠎࡀᚲせ࡞ሗࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆ
ᩚ࠼ࡿࡇጞࡲࡾࠊࡸࡀ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࡸࢩࢫࢸ࣒࡞
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್࠶ࡿయ㦂ࡸࢩࢼࣜ࢜ࢆࢹࢨࣥࡍࡿࠖࡇࡀࢹࢨ
ࣥࡢ┠ⓗࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮࢚ࢡࢫ࣌ࣜ
࢚ࣥࢫࡢほⅬࡽேࠎ᭷ព⩏࡞⤌ࡳࢆࢹࢨࣥ
ࡍࡿヨࡳࡣࠊࡶࡢࡢ⏕⏘ࢆకࢃ࡞࠸㡿ᇦ࠾ࡅࡿࢹ
ࢨࣥࡢ᪉ἲㄽࢆᵓ⠏ࡋࠊࢹࢨࣥࡢᐇຠຊࢆࡁ
ࡃᣑᙇࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓ 1+. ࡢࡇ
ࡶྥࡅ␒⤌ࠕࢇࡈ࡛࠶ࡑࡰ㸭ࢻ࣑ࣞࣀࢸࣞࣅࠖ
ࡀࠊࢸࣞࣅ␒⤌࠸࠺ึࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࡛ࡢ㈹ཷ㈹
࡛ヰ㢟࡞ࡗࡓࠋᕤᴗ〇ရⓗ࡞ᡂࡾ❧ࡕࡢᑐ㇟࡛࡞
࠸ࡣ࠸࠼ࠊ᫂☜࡞┠ⓗࡢࡶ࡛⦓ᐦࢹࢨࣥࡉ
ࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊど⫈⪅ࡢ㐀ᛶࢆ่⃭ࡋࠊ㇏
࡞య㦂ࢆࡶࡓࡽࡍࡇᡂຌࡋࡓࠋ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ⓨ⏕┤ᚋࠊ࣍ࣥࢲ㌴ࡀᦚ㍕ࡍࡿ࣮࢝
ࢼࣅࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⿕⅏⌧ᆅࡢ㐨㊰≧ἣࡢ
ሗࢆࣜࣝࢱ࣒࡛✚࣭ๅ᪂ࡋ࡚ᗈࡃ୍⯡ᥦ౪
ࡋࡓࠕ㏻⾜ᐇ⦼ሗ࣐ࢵࣉࠖࡣࠊᴗࡀ⟶⌮ࡍࡿࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ࣮࢜ࣉࣥࡋࠊࡑࡇ࣍ࣥࢲ㌴
ࡿಶࠎேࡢ⾜ືࡀ┦ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞
♫ࡢࣥࣇࣛࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࠋ㠀ᖖࡢ⥭ᛴᥐ⨨
ࡣ࠸࠼ࠊࢹࢨࣥࡢ┠ⓗᛶࡸ⏕ᡂᡭἲ࠸ࡗࡓⅬ
࡛ࠊሗேࠎࡀ┦స⏝ⓗ㛵ࢃࡾྜ࠺௦ࢆ♧
၀ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊ ᖺᗘࡢࢢࢵࢻࢹࢨࣥ
㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰  ࠕ㠀࣭ࡶࡢᣦྥࠖࡢࢹࢨࣥࡢྎ㢌
ࠕࣔࣀࡽࢥࢺࠖࡣᡭᇈࡢ࠸ࡓឤࡀ࠶ࡿᙧ
ᐜ࡛ྃ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ⾲⌧ࡀ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛ከ⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ᪥ᮏࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡀ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢ〇㐀ᴗࢆ୰ᚰࡋࡓᡂࡾ❧ࡕࡽࠊሗ
㛵㐃ศ㔝ࡸࢧ࣮ࣅࢫศ㔝࠸ࡗࡓࠊࠕࡶࡢࡑࢀ⮬య
ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡀ᭱⤊┠ⓗ࡛࡞࠸ࠖ㡿ᇦഴᩳࢆ
ᙉࡵࡓࡢࡀᖹᡂࡢ௦࡛࠶ࡿࠋ
ୡ⏺ⓗࡳ࡚ࡶࡇࡢᮇ୍Ẽ㐍ࢇࡔሗࡣࠊ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡣࡌࡵࡋࡓࡲࡗࡓࡃ᪂ࡋ࠸ࣥ
ࣇࣛࡀⓏሙࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛࡞ࡗࡓᩘࠎࡢ
᪂⏘ᴗࢆฟࡍࡿࡶࠊேࠎࡢ౯್ほࡸ⏕άᵝ
ᘧࡉ࠼ࡶᛴ㏿ᨵࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋㄡࡶࡀሗࢆཷⓎಙ
࡛ࡁࡿࣥࢱࣛࢡࢸࣈ࡞⎔ቃࡢㄌ⏕ࡣࠊேࠎࠊ
ࡶࡢࢆᡤ᭷ࡍࡿࡇ௨ୖࠊሗ㛵ࢃࡿࡇ࡛⏕
ࡲࢀࡿ౯್ࢆ㣕㌍ⓗ㧗ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊேࠎࡶࡓ
ࡽࡉࢀࡿࠕయ㦂ࠖࡸࠕࣛࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࠖ࠸ࡗࡓ
ࠕฟ᮶ࠖࢆ㇏ࡍࡿࡓࡵࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊࢩࢫࢸ࣒ࠊ
ࢥࣥࢸࣥࢶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀࠊ⏘
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┿㸱 ࢇࡈ࡛࠶ࡑࡰ㸭᪥ᮏᨺ㏦༠

┿㸲 ㏻⾜ᐇ⦼ሗ࣐ࢵࣉ
㸭ᮏ⏣ᢏ◊ᕤᴗᰴᘧ♫

㸱  ࡍ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆάࡋࡓࢹࢨࣥ
ࡘ࡚ࢹࢨࣥ࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࡑ࠺ࡔࡣゝࢃ
࡞ࡃ࡚ࡶࠕ᪂ࡋ࠸ࡇࢆࡍࠖ࠸ࡗࡓ㊃ពࢆᬯ㯲
ࡢࡶࡢࡋ࡚࠸ࡓ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓᛮ࠺ࠋࢹࢨࣥࡉ
ࢀࡿࡇࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡞ࡗࡓࡶࡢࡀ᪂ࡓ⌧ࢀ
࡚ࡃࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣḟࠎ⏕ࡲࢀ
࡚ࡃࡿ᪂ࡋ࠸ࢹࢨࣥ㸻ᮍ▱ࡢࡶࡢࡢฟ࠸⬚
ࢆࡁࡵࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡋࡋࡑ࠺ࡋࡓ↓㑧Ẽ࡛↓ᢈุ࡞ࢧࢡࣝࡇࡑࡀࠊ
㈨※ࡢᾉ㈝ࡸࠊ⚾ࡓࡕࡢឤぬࢆࡘࡡ᪂ࡋ࠸ᑐ㇟ࢆ
ḧࡋ࡚ࡸࡲ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ✀ࡢ㣚㣹≧ែᑟ࠸ࡓࡇ
ࡶ☜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ┬ࡶࠊపᡂ㛗⤒῭
ࡢ⛣⾜ࡼࡗ࡚ዲࡴዲࡲࡊࡿࡼࡽࡎࠊࢫࢺࢵࢡ
ᆺࡢ♫ᵓ㐀㌿ࡋࡓࡇ࡛ࠊࢹࢨࣥࡶࡲࡓ
ࢫࢺࢵࢡᆺࡢ㛤ⓎࡀᕷẸᶒࢆᚓࡓࠋࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࠸࠺⾲⌧ࡣᘓ⠏ศ㔝࡛ࡼࡃ⪺ࢀࡿࡀࠊ᪤Ꮡ
ࡢᑐ㇟ࢆṧᏑࡉࡏࡿ୰ࡽࠊࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋࡓᶵ⬟
ࡸᛶ⬟ࢆ┒ࡾ㎸ࡳࠊ௦๎ࡋࡓゎ㔘ࡸ⾲⌧ࢆ⾜࠺
ࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞౯್ࢆⓎࡉࡏࡿࢹࢨࣥࡢ࠶ࡾ᪉
ࡣࠊࡴࡋࢁಶேࡢグ᠈ࡸࣛࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ⤖ࡧ
ࡘࡁࡢᙉࡉࢆឤࡌࡉࡏࠊேࠎࡽࡣ⫯ᐃⓗᤊ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏫ࠊࡓࡔ᪂ࡋࡉࢆࣆ࣮ࣝࡍࡿࡤࡾ
ࡢࢹࢨࣥᑐࡋ࡚ࠊேࠎࡣࡢ┠ࢆྥࡅࡿࡼ࠺
ࡉ࠼࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ᪂ࡋ࠸ࡇࡀ༶࠸࠸ࡇ࡛ࠖ
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡔࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࢫࢺࢵࢡᆺࢹࢨࣥࡢᆺࡋ࡚ࠊ
ᖺᑂᰝጤဨ㛗≉ู㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠕ' '(3$570(17ࠖ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡿࠋࢹࢨࣥࢆ㔜どࡋࡓ࣮ࣜࣘࢫရ
ࡢὶ㏻㈍ࡽጞࡲࡗࡓᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊࡸࡀ࡚ࢹࢨ
ࣥࢆ㔜どࡋ࡚ᅜྛᆅࡢᆅሙࡢ〇ရࢆ⊂⮬㑅ࢇ
࡛ᢅ࠺ࡼ࠺࡞ࡿ࡞ࠊ᪂ࡓࡶࡢࢆసࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ
༑ศ㨩ຊࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆ࣮ࣘࢨ࣮ᥦ౪࡛ࡁࡿࡇ
ࢆ♧ࡋࡓࠋ͆ࢹࢨࣥࡋ࡞࠸ࢹࢨ͇ࣥࢆㅻࡗ࡚ᨭ
ᣢࢆᗈࡆࡓⅬࡀ㇟ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ

┿㸳 ' '(3$570(17
㸭ࢻ࣮ࣟࣥࢢࣥࢻ࣐ࢽࣗࣝ᭷㝈♫

ᑡࡋពእ࡞ࡇࢁ࡛ࡣࠊ ᖺࢢࢵࢻࢹࢨࣥ
㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠕ࠾࡚ࡽ࠾ࡸࡘࢡࣛࣈࠖࡀ࠶ࡿࠋ࠾
ᑎᐤࡏࡽࢀࡿ࠾౪࠼≀ࢆ㈋ᅔၥ㢟㐺⏝ࡍࡿ࠸
࠺࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆࠊ᪂つࢮࣟࡽࢩࢫࢸ࣒ࢆ❧
ࡕୖࡆࡿࡇ࡞ࡃࠊ᪤Ꮡࡢ㈨※ࡸᶵ⬟ࡢࠕຠᯝⓗ࡞
⤌ࡳ┤ࡋࠖࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓᡤ⏘࡛࠶ࡿ⌮ゎ
࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࢀࡣᅜྛᆅࡢ࠾ᑎࡀ㛗ᖺ᭷ࡋ࡚ࡁࡓ
ᙺࡢࠕࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

┿㸴 ࠾࡚ࡽ࠾ࡸࡘࢡࣛࣈ
㸭132 ἲே࠾࡚ࡽ࠾ࡸࡘࢡࣛࣈ

㸲  ㄡࡶࡀࢹࢨࢼ࣮
ࢹࢨࣥࢆ⏕ᴗࡍࡿ❧ሙࡽࡍࢀࡤಂㄆࡵ
㞴࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡲࡸࢹࢨࣥࡣࠊ≉ู࡞ᡯ
⬟ࡸឤぬࢆᣢࡕࠊᑓ㛛ࡢ⨾⾡ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ୍ᥱࡾࡢ
ࠕࢹࢨࢼ࣮ࠖࡔࡅࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࡢࡣ☜࡛࠶ࡿࠋࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㣕㌍ⓗ࡞Ⓨᒎ
ࡣࠊࢹࢨࣥࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࢸࢡࢽࢵࢡࢆ
࣮࢜ࣉࣥࡋࠊከࡃࡢேࡀ୍ᐃࡢࢡ࢜ࣜࢸ࡛㐀ᙧ
ࡸ༳㇟࡙ࡃࡾࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠕࢹࢨࣥᛮ⪃ࠖ௦⾲ࡉࢀࡿࢹࢨࣥࡢ
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᪉ἲㄽࡢ୍⯡ࡑࡢᛂ⏝ࡶࠊ㛢ሰࡋࡓ࣐࣮ࢣࢵࢺ
ࢆᡴ◚ࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࠊࣅࢪࢿࢫ
ศ㔝࡞ࡢᾐ㏱ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹ᛂເࡉࢀࡿࢹࢨࣥࡶࠊᛂເ
ሗࡢࢹࢨࢼ࣮ḍࠊ⤒Ⴀ⪅ࡸ 132 ࡞ࡢ௦⾲
⪅࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ⓗ࡞ேࡢྡࡀグࡉࢀࡿࡢ
ࡣᙜࡓࡾ๓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢேࡓࡕࡣࠊ⮬ࡽ
ࢆࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᵓࡋᐇ㊶ࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡃࠕ
ᴗయࡢࢹࢨࢼ࣮࡛ࠖ࠶ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨࣥࡢẸࡶゝ࠺ࡁ≧ἣࡀ
ຍ㏿ࡋࠊㄡࡶࡀࢹࢨࣥࢆព㆑ࡋࠊᐇ㝿ࢹࢨࣥ
ࡢどⅬࡸᛮࡸᡭἲࢆ㥑ࡋ࡞ࡀࡽࡶࡢࡈྲྀࡾ
⤌ࡴࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡘ࡚ࡢࠕᑓ㛛ࢹࢨࢼ
࣮ࠖࡣ᫂ࡽ␗࡞ࡿ❧ሙࡽࢹࢨࣥཧ⏬ࡍ
ࡿேࡀቑ࠼ࠊࢹࢨࣥࡢᣦࡋ♧ࡍࡇࢁࡣࠊ┠ⓗࡢ
㐩ᡂྥࡅ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ࠸㐀ⓗ⤌ࡳ❧
࡚ࠊ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࡢᵓࡽᐇ㊶࣭┬ᐹ⮳
ࡿࣉࣟࢭࢫࡑࡢࡶࡢࢆ⾲ࡍࡲ࡛ࣃࣛࢲ࣒࣭ࢩࣇ
ࢺࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺᗘࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㔠㈹ࡢࠕ6(1'ࠖࡣࠊࣇ࣮
ࢻࣟࢫࡢ㍍ῶ㈉⊩ࡍࡿࠊ㎰Ỉ␆⏘ရࡢ⏕⏘⪅㟂
せ⪅ࢆࢲࣞࢡࢺ⤖ࡧࡘࡅࠊィ⏬ⓗ࡞సࡅᾘ
㈝ࢆྖࡿࡓࡵࡢὶ㏻ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ୍ḟ
⏘ᴗࡢ⏕⏘⪅ᨭࢆᢸ࠺࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡀタィ࣭㐠Ⴀࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ♫⚟♴ᅋయࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊ㞀ᐖࢆᣢ
ࡗࡓேࡢᑵປᶵࢆᣑࡆࡿࡓࡵࡢᒎ♧ࡸࠊᐇ㝿ࡢ
ᑵປᣐⅬ࡙ࡃࡾࢆ  ᖺࡽᡭࡀࡅ࡚࠸ࡿࠕ*RRG
-REࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊࡑࡢࡁࢃࡵ࡚㐀ⓗ࡞ࣉ
࣮ࣟࢳࡀㄆࡵࡽࢀࠊ ᖺࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㔠㈹ࢆ
ཷ㈹ࡋࡓࠋ

┿㸵 6(1'㸭ࣉࣛࢿࢵࢺ࣭ࢸ࣮ࣈࣝᰴᘧ♫
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┿㸶 *RRG-REࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㸭୍⯡㈈ᅋἲேࡓࢇࡱࡱࡢᐙ

ࡇࡇࡲ࡛ࠊᖹᡂࡢ࠾ࡼࡑ  ᖺ㛫࡛ኚࡋࡓࢹࢨ
ࣥീࢆࠊ㸲ࡘࡢどⅬ๎ࡋࡘࡘࠊṔࠎࡢࢢࢵࢻࢹࢨ
ࣥ㈹ཷ㈹సࢆᘬࡁྜ࠸㎺ࡗ࡚ࡁࡓࠋ࡞ࡽࡠࢢ
ࢵࢻࢹࢨࣥ㈹ࡇࡑࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓࢹࢨࣥࡢኚࢆ
⋡ඛࡋ࡚ㄏᘬࡋࠊⰼ㛤ࡏࠊ♫㌾╔㝣ࡉࡏࡿᙺ
ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅࡔࡀࠊ➹⪅ࡢ⚾ぢࡋ࡚ࡣ≉
 ᖺ㡭ࡽࠊࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹ࡋ࡚ពⓗࡇ
࠺ࡋࡓࢹࢨࣥࡢኚࢆಁ㐍ࡍࡿ௨ୖࡢ࣮࣌ࢫ࡛ࠊ
ࡇࡢᴗཧຍࡍࡿᴗ⪅ࡢࢹࢨࣥᑐࡍࡿࣜࢸ
ࣛࢩ࣮ࡀ㧗ࡲࡾࠊࢹࢨࣥࢆࡵࡄࡿゎ㔘ࡀࡼࡾ୍ᒙ
ከᵝ࣭ᣑᙇࡍࡿഴྥᢿ㌴ࡀࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
๓㏙ࡋࡓ  ᖺᗘ㈹ࡢࠕ࠾࡚ࡽ࠾ࡸࡘࢡࣛࣈࠖ࡞
ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡛࠶ࢀࡤࢹࢨࣥࡢᑐ㇟࡞⪃࠼
ࡽࢀࡿࡇࡣ฿ᗏ࡞ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽࠊࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ⛠ࡉࢀࡿ㡿
ᇦࡢ࠶ࡾ᪉ࡶࡁࡃኚㇺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶࡢ࡙
ࡃࡾࢆయᢸࡗ࡚ࡁࡓᴗࡸᴗ⪅ࡶࠊࡓࡔ㐣ཤ
ྠࡌࡼ࠺ࡶࡢࢆసࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕ࡞ࡐࡶࡢࢆ
సࡿࡢࠖࠕㄡࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡞ࡢࠖࠕࡶࡢ
ࡢࡼ࠺࡞౯್ࢆ࠼ࡽࢀࡿࡢࠖࠕࡑࡢࡶࡢࡣ
⚾ࡓࡕ࠸ࡼ࠸ࡇࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢࠖ
ࡇ࠺ࡋࡓၥ࠸ࢆ᩿ᢞࡆࡅ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢᙺ
ྥࡁྜ࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕྂࡃ࡞ࡗࡓ
ࡽ࣭㝞⭉ࡋࡓࡽ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆసࡿࠖࠕࡾ࠶࠼
ࡎ┠᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆసࡗ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸ࠖ࠸ࡗࡓᏳ᫆
࡞ጼໃ࡛ࡣࠊࡍ࡛♫ࡽࡢᨭᣢࢆᚓࡽࢀ࡞࠸ࡢ
ࡣ⮬᫂ࡢ⌮࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡇࡽࡣࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆ୰᰾ࡋࡓᴗࡀࠊ♫
ࡸᕷሙࡢኚࡶ⮬♫ࡢᴗ㡿ᇦࢆᣑᙇࡉࡏ
࡞ࡀࡽࠊࠕ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢࢹࢨࣥࠖᣮࢇ࡛
ࡁࡓᆺࡋ࡚ࠊṔ௦ࡢ↓༳Ⰻရࡢࢢࢵࢻࢹࢨࣥ
㈹ཷ㈹ᑐ㇟┠ࢆྥࡅ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ᖺ௦ࡢࢫࢱ࣮ࢺࡶᴗࢆ㛤ጞࡋࡓ↓
༳Ⰻရࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺ
ࡢᖖ㆑ᑐࡍࡿ␗㆟⏦ࡋ❧࡚࣭㈨※ࡢ᭷ຠά⏝࠸
ࡗࡓࠊ࠶ࡿ✀ࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮࢝ࣝࢳ࣮ࣕⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫ
ࢆకࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ࠶ࡓࡶᆅୗỈ⬦ࡢࡼ࠺ࠊ
᪥⮳ࡿࡲ࡛࡞࠾⬦ࠎࠊࡇࡢࣈࣛࣥࢻࡢ᰿ᗏ
ὶࢀ࡚࠸ࡿࠋேࠎࡢ᪥ᖖ⏕άࢆᑐ㇟ࡍࡿ〇ရࡢ㛤

Ⓨᥦ౪ᴗࡢᮏศࢆ⨨ࡁࡘࡘࡶࠊ༢᪥ࠎࡢࢽ
࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊேࠎࡢ⏕άࢆᐇࡉࡏ࡚
࠸ࡃࡓࡵࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦࢆ᩿⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ
⚾ࡓࡕࡗ࡚ࡢࠕ᪥ᖖࠖࡑࡢࡶࡢࢆᣑᙇࡋࠊࠕ᪂
ࡓ࡞᪥ᖖࠖࢆࢹࢨࣥࡍࡿࡢࡼ࠺࡞ᥦࡶᯝᩒ
ᣮࡴࡇ࡛ࠊᾘ㈝⪅ࡽࡢ㧗࠸ᨭᣢඹឤࢆᚓࡿ
ࡇᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࡢࣈࣛࣥࢻ࡛≉ὀ┠
ࡍࡁⅬ࠸࠼ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ௨ୗ࡛⤂ࡍࡿ↓༳Ⰻရࡢࡣࠊ୍㒊
ࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹ཷ㈹ᑐ㇟እࡢࡶྵࡲࢀࡿࡇ
ࢆணࡵ࠾ࡇࢃࡾࡋ࡚࠾ࡃࠋ

࠸࠼ࡓࠋ✵㛫ᵓᡂࡸタഛ࠸ࡗࡓ≀⌮㠃ࢆ࡞ࡿ
ࡃᬑ㐢ᗘࡢ㧗࠸ᵓᡂࡍࡿࡇ࡛ࠊኚࡍࡿᬽࡽࡋ
ࢆチᐜࡍࡿࠊఫࡲ࠸ᡭࡗ࡚ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝࣉ
ࣟࢲࢡࢺⓗ࡞タィᛮࢆഛ࠼ࡓఫᒃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕᮌ
ࡢᐙࠖ௨㝆ᥦၐࡉࢀࡓྛఫᏯࡶࠊࠕ❆ࡢᐙࠖ㸦
ᖺ㸧ࠊࠕ⦪ࡢᐙࠖ㸦 ᖺ㸧࡞ࠊタഛࡸ㛫ྲྀࡾ࡞
ఫᏯࡋ࡚ࡢᇶ♏ⓗ࡞せ⣲㛵ࡋ࡚ᐇ㦂ⓗ࣭ᣮᡓ
ⓗ࡞ᥦࢆヨࡳࡘࡘࠊከᵝ࡞ᬽࡽࡋࢆཷࡅᐜࢀࡿࡓ
ࡵࡢჾࢆࡘࡃࡿ࠸࠺ጼໃࡀ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

↓༳Ⰻရࡳࡿࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢⓎᒎᙧࠖ
㸯 ᐙ㟁ࢩ࣮ࣜࢬ
࡛ࡇࡑ㔞㈍ᗑࡸࢭࣞࢡࢺࢩࣙࢵࣉ࡞࡛ࠊ᪥ᖖ
⏕άᚲせ࡞ᐙ㟁〇ရࢆࢺ࣮ࢱࣝྲྀࡾᥞ࠼࡚ࠊ࢜
ࣜࢪࢼࣝࣈࣛࣥࢻࡋ࡚ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣከ
࠸ࡀࠊࡑࡢ㉮ࡾ࡞ࡗࡓࡢࡀ  ᖺⓎࡢ↓༳Ⰻရ
ࡢᐙ㟁〇ရࢩ࣮ࣜࢬ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࣓࣮࣮࢝ࡀ␗
࡞ࡿ」ᩘࡢ〇ရ⩌ࢆࠕ↓༳Ⰻရࠖࡢചࡢୗ࡛ࢹࢨ
ࣥࢆ⤫୍ࡉࡏ࡚ᥦ౪ࡋࡓヨࡳࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡗ
࡚ࠊᐙ㟁〇ရࢆ㑅ࡪ㝿ࡢ࢞ࢻࣛࣥ࡞ࡗࡓࡤ
ࡾ࡛࡞ࡃࠊ✵㛫ࢆᵓᡂࡍࡿရࠎࢆࢺ࣮ࢱࣝࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢺࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⏕ά⎔ቃࢆㄪᗘࡍ
ࡿຠᯝࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᥦࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡣ⮬ࡽࡢఫ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿព⩏ࢆᑡࡋࡎࡘㄆ㆑ࡋ
࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

┿  ᮌࡢᐙ
㸦 ᖺᗘࢢࢵࢻࢹࢨ࣭ࣥࣟࣥࢢࣛࣇࢹࢨࣥ㈹㸧

㸱 ࣍ࢸࣝ
↓༳Ⰻရࣈࣛࣥࢻࡢ࣍ࢸࣝࢆࠊ ᖺࡽᅜෆ࡛
ࡶᮏ᱁ⓗࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ┤᥋ࡢ┠ⓗࡣᐟἩ⪅
ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡀయ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ↓༳Ⰻရࡀ⪃࠼
ࡿ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸࡸࠊ⏕ά✵㛫࣭࣮ࣘࢨ࣮య㦂ࡢ㉁
࡞ࢆࢺ࣮ࢱࣝ㏣ồࡋࡓࢹࢨࣥࡢᐇ⎔ቃࢆࠊ࣍
ࢸࣝࡋ࡚ࣃࢵࢣ࣮ࢪࡋࡓሙ࡛࠶ࡿゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
࣍ࢸࣝࡣ↓༳Ⰻရࡢᗑ⯒ࡶేタࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྠࣈ
ࣛࣥࢻࡀᥦၐࡍࡿ⏕άᥦࢆᆅ⥆ࡁయ㦂࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊேࠎࡢᬽࡽࡋࡢ࠶ࡾ᪉ᑐࡍࡿ↓༳Ⰻရࡢ
ࣅࢪࣙࣥࢆࣜࣝ♧ࡋࡓᐇ㦂ࡢሙ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

┿㸷 ↓༳Ⰻရᐙ㟁ࢩ࣮ࣜࢬ

㸰 ఫᏯ
↓༳ⰋရࡢఫᏯ㒊㛛ࠕ08-,+286(ࠖࡢ➨୍ᙎ࡞
ࡿఫᏯࠕᮌࡢᐙࠖࡀ  ᖺⓏሙࡋࡓࠊఱࡼࡾࡶ
ࠕఫᏯࡣᬽࡽࡋࡢჾ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ᪂㩭
ឤࡌࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡣ↓༳Ⰻရࡀ㛗ᖺࢃࡓࡾᒎ㛤ࡋ
࡚ࡁࡓࠊேࠎࡢᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢከ✀ከᵝ࡞ࡶ
ࡢ࡙ࡃࡾࡢࠊ࠸ࢃࡤᘏ㛗⥺ୖࢹࢨࣥࡉࢀࡓఫᏯ

┿ 

08-,+27(/*,1=$

㸦 ᖺᗘࢢࢵࢻࢹࢨ࣭ࣥ࣋ࢫࢺ 㸧
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㸲 ⮬ື㐠㌿ࣂࢫ
 ᖺࣇࣥࣛࣥࢻ࡛ᐇドᐇ㦂ࡀጞࡲࡗࡓ⮬
ື㐠㌿ࡼࡿྜࣂࢫࢧ࣮ࣅࢫࠊ↓༳Ⰻရࡀཧ⏬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ື㐠㌿ࡢࢩࢫࢸ࣒ୖࠊ㐠⾜࢚ࣜࡀ࠶
ࡿ⛬ᗘᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ↓༳Ⰻရࡣ
᪤Ꮡࡢࣂࢫࡢᴫᛕ⦡ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊ⏝⪅ྠኈ
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ✚ᴟⓗಁࡍタ࠼ࡢ㌴୧ࢆ
ࢹࢨࣥࡋࡓࠋᑗ᮶ⓗࡣࣂࢫ㌴ෆ࡛ࡢ≀㈍ࡸ࢝ࣇ
࢙ⓗ࡞㐠⏝࡞ࡶᵓࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦෆࢆ⛣ືࡍ
ࡿ࢟࢜ࢫࢡࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᶵ
⬟ࡢ୍➃ࢆᢸ࠺ࡇࢆᣦྥࡋ࡚࠸ࡿࠋேࠎࡢ⛣ືࢆ
ᬽࡽࡋࡢ୍ሙ㠃ࡋ࡚⨨࡙ࡅ࡚ࠊ⏝⪅ࡶࡓࡽ
ࡉࢀࡿ㛫⤒㦂ࡢ㉁ࢆၥ࠺ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊࡇࢀࡲ
࡛ࡢබඹ㏻ᶵ㛵ࡢࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡽࡣࡁࡃ␗࡞
ࡾὀ┠ࡉࢀࡿࠋ

┿ 

*$&+$㸦 ᖺᗘࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㔠㈹㸧

ேࠎࡢᬽࡽࡋᙺ❧ࡘಶࠎࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾጞࡲࡾࠊ
ࡑࢀࡽࢆෆໟࡋ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿࡓࡵࡢ࣋
࣮ࢫ࡞ࡿఫᏯ㛤Ⓨᴗ㡿ᇦࢆᗈࡆࠊࡉࡽఫ
Ꮿࡢእ㒊࡛ேࡀᬽࡽࡋࡢ㛫ࢆከࡃ㈝ࡸࡍࡇ࡞
ࡿබඹⓗ࡞✵㛫ࡶᏲഛ⠊ᅖࢆᣑᙇࡋࡼ࠺ࡍࡿࠋ
↓༳Ⰻရࡢࡇ࠺ࡋࡓࣅࢪࢿࢫࡣㄡࡶࡀ⡆༢ࢺ࣮ࣞ
ࢫ࡛ࡁࡿᛶ㉁࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࡀ
ᑗ᮶ࢃࡓࡗ࡚♫ࡢ୰࡛άࡉࢀࠊேࠎࡽᚲせ
ࡉࢀ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡶࠊព㆑ࡋࡓ࠸ษ࡞࣏ࣥࢺࡀ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊ࠸࡞ࡿሙྜ࡛ࡶࠕேᑐࡋ࡚ఱࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢࠊேࡢẼᣢࡕࡸ⾜ືࢆ㉳Ⅼࠊఱࡀᚲせ࣭
ఱࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࢆ⪃࠼ࠊࡑࢀᛂ࠼ࡿࡓࡵࢹࢨ
ࣥࡍࡿࠖࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

ࠕぢ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇࠖࡢࢹ
ࢹࢨࣥ
↓༳Ⰻရࡢࢹࢨࣥࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡿࢹࢨࢼ࣮ࡢ
῝⃝┤ேẶࡀࠊࡘ࡚ࢹࢨࣥࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞
㊃᪨ࡢⓎゝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࢹࢨࣥࡣࢪࢢࢯ࣮ࣃࢬ
ࣝࡢṧࡗࡓ᭱ᚋࡢࣆ࣮ࢫࢆぢࡘࡅ࡚ࡣࡵ㎸ࡴࡼ࠺࡞
ࡶࡢࡔࠋࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊ᭱ᚋࡢ㸯ࣆ࣮ࢫࡢࡳࢆṧࡋ࡚
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⤌ࡳୖࡀࡗࡓࢪࢢࢯ࣮ࣃࢬࣝࡣࠊ࿘ᅖࢆࣆ࣮ࢫ࡛
ᅖࢃࢀ㍯㒌⥺ࡀ᫂☜࡞ࠊࡋࡋ᫂ࡽ࡞✵ⓑࡀ୍ࡘ
ࡔࡅ࠶ࡿࠋࡑࡇࣆࢵࢱࣜࡣࡲࡾ㎸ࡴࣆ࣮ࢫࡀぢ
ࡘࢀࡤࠊேࡣㄡࡶࠕ࠶࠶ࠊḧࡋࡗࡓࡢࡣࠊᚲせ
ࡔࡗࡓࡢࡣࡇࢀࡔࡼࡡ㸟ࠖ⣡ᚓ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ
࠸ࢃࡤ᭱ᚋࡢࣆ࣮ࢫᙜࡓࡿࡶࡢࢆసࡿࡇࡀࢹࢨ
ࢼ࣮ࡢᙺࡔࠊࡶࠋ
ࡇࡢⓎゝ㊃᪨ࡣࠊࢹࢨࣥ࠸ࡲồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࡢᮏ㉁ࢆࡼࡃゝ࠸ᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋࢹࢨࣥ࠾࠸
࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡀࡲࡔぢࡓࡇࡀ࡞ࡗࡓࡶࡢ㸻Ꮡᅾࡋ
࡚࠸࡞ࡗࡓࡶࡢࢆ⏕ࡴࡇࡀ౯್ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
௦ࡣ࠺㐣ࡂࡓࡋࠊࡑࡶࡑࡶࡶ࠺⚾ࡓࡕࡣࠊᑡ࡞
ࡃࡶᚰⓗࡣࠊࡦ㏻ࡾࡢࡶࡢࢆぢᑾࡃࡋ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓゝ࠼ࡿࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡣࠊ⚾ࡓ
ࡕࡗ࡚ぢ࠼ࡑ࠺࡛ぢ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࣭ぢ࠼࡙ࡽ
࠸ࡇࢆ࠸ᘬࡁฟࡋ࡚ࠊぢ࠼ࡿࡼ࠺࡛ࡁࡿࡢ
ࠊ⭊ⴠࡕࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋࡑࡇࡇࡑࢹࢨࣥ
ᐤࡏࡽࢀࡿᮇᚅࡀ࠶ࡿࠋ
࠸ࡲ♫ࡢㄢ㢟ࡢゎỴࢆࡵࡊࡋࡓࢹࢨࣥࡀྛ᪉
㠃࡛ᡭࡀࡅࡽࢀࠊᐇ㝿㢧ⴭ࡞ᡂᯝࢆకࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶከ࠸ࠋࡑࢀࡶࠊ⚾ࡓࡕࡀ⌧≧ࡘ࠸࡚ఱࢆᨵ
ࡵࡓ࠸ࠊⰋࡃࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࢆࠊࢹࢨࣥ
ࡢどⅬࡸᛮ⪃ἲࡸᡭἲࢆ㏻ࡌ࡚㐀ⓗᐇ㊶ࡋࡼ࠺
ࡍࡿពḧࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣࢹࢨࣥ࠸࠺
㇏࡞ྍ⬟ᛶࢆࠊ♫ࢆぢᤣ࠼ࡿࢫࢥ࣮ࣉࡢࡼ࠺
άࡍࡇࡼࡗ࡚ࠊ⚾ࡓࡕ୍ேࡦࡾࡀ♫ࢆ⠏
࠸࡚࠸ࡃయ࡞ࢀࡿࡇࢆ▱ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⌧
ࡢ῝้࡞᪂ᆺࢥࣟࢼ⚝ࡼࡾࠊ⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡀ࠸ࡲ࠶
ࡽࡓࡵ࡚ࠕࡇࢀࡲ࡛ぢࡓࡇࡀ࡞࠸࣭య㦂ࡋࡓࡇ
ࡀ࡞࠸ࠖ≧ἣୗࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ≧
ἣࡣࠊ࠶ࡿព࡛ࢹࢨࣥࡶ‽ᣐࡋ࡚ࡁࡓࠊே㛫୰
ᚰ⩏ࡢᩥ᫂ࡸ♫ᵓ㐀ࡀࡶࡓࡽࡋࡓᖐ⤖ゝ࠼ࡿ
㠃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡔࡅࠊࡇࢀ
ࡽᯝࡓࡋ࡚ࡢࡼ࠺ᮃࡲࡋ࠸ᑗ᮶ᅗࢆᥥ࠸࡚࠸ࡅ
ࡿࡶࠊࢹࢨࣥࡣࡲࡓၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ὀ 㸸ࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿၟရྡ࣭ᅋయྡ➼ࡣཎ๎ࡋ
࡚ࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹ཷ㈹ᙜࡢࡶࡢࡍࡿࠋ

࠶ࡁࡶ࣭ࡌࡹࢇ
㸦බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏࢹࢨࣥ⯆ ᴗ㒊 ㄢ㛗㸧

特集：ものづくりとグッドデザイン賞

  źཎᨼᛯ૨Ż

  ჽ໋ჽǛɼҾ૰ƴƠƨૼእ .+/': ƷʻƱƜǕƔǒ
ᇽங
ࡣࡌࡵ
ᰴᘧ♫ 7%0 ࡣࠊ ᖺᴗࡋࡓ⣲ᮦ࣓࣮࣮࢝
࡛࠶ࡿࠋࠕ㐍ࡳࡓ࠸ᮍ᮶ࠊᶫࢆᯫࡅࡿࠖࢆ࣑ࢵࢩ
ࣙࣥᤣ࠼࡚ࠊࠕ㐣ཤࢆάࡋ࡚ᮍ᮶ࢆࡿࠋ
ᖺᚋ࡛ࡶᣢ⥆ྍ⬟࡞ᚠ⎔ᆺࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠋࠖࢆࣅ
ࢪࣙࣥࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋᴗ  ᖺ┠㸦 ᖺ㸶
᭶タ❧㸧✺ධࡋࡓࠊࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ㡿ᇦࡢࢺ
ࢵࣉࣉ࣮ࣞࣖࡋ࡚ఱⓒᖺࡶᣮᡓࡋ⥆ࡅࡿᴗࢆ
┠ᣦࡍࡓࡵࠊ⚾ࡓࡕࡀᯝࡓࡍࡁ㸦0LVVLRQ㸧ࠊ
┠ᣦࡍጼ㸦9LVLRQ㸧ࠊ౯್ほ㸦9DOXHV㸧ࢆᐃ⩏ࡋࠊ
୍ேࡦࡾࡢุ᩿ࡢᣐࡾᡤ㸦⨶㔪┙㸧࡞ࡿࠕ7%0
&RPSDVVࠖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘ࡚ྎ‴〇ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣥ࣌ࣃ࣮ࡢ㍺ධ㈍ࢆ
ᴗࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢫࢺ࣮࣮ࣥ࣌ࣃ࣮␗࡞ࡿ▼⅊▼
ࢆཎᩱࡍࡿ」ྜᮦᩱࠕ/,0(;㸦࣓ࣛࢵࢡࢫ㸧ࠖ
ࢆ㛤Ⓨࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ/,0(; ࢆ⏝࠸࡚ኳ↛㈨※ࡢ⏝
㔞ࢆᢚ࠼ࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡ௦᭰〇ရ࠾ࡼࡧ⣬௦᭰〇ရ
ࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴗάືࢆ⾜࠺㝿ࡋ࡚ࡣࠊ(6*
ࡢほⅬࡽࡢ࣐ࢸࣜࣜࢸࡢ≉ᐃ࠾ࡼࡧᴗࡀ⎔
ቃ㠃࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓୖ࡛ࠊ⎔ቃ㈇Ⲵ
పῶ㈨ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸯 /,0(;㸦
㸦࣓ࣛࢵࢡࢫ㸧ࡣ
/,0(; ࡣ 7%0 ࡀ㛤ⓎࡋࡓⅣ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘࡞↓ᶵ
≀ࢆ 㸣௨ୖྵࡴ↓ᶵࣇ࣮ࣛศᩓ⣔ࡢ」ྜᮦᩱ
࡛࠶ࡿࠋཎᩱࡣ▼⅊▼㸦OLPHVWRQH㸧࡛࠶ࡾࠊⱥㄒ
ྡ⛠ࡣၟရྡࡢ⏤᮶ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ/,0(; ࡣࣉࣛ
ࢫࢳࢵࢡ௦᭰〇ရࡸ⣬௦᭰〇ရࢆ〇㐀ࡍࡿࡓࡵࡢᮦ
ᩱ࡞ࡾࠊཎᮦᩱࡢㄪ㐩ࡽ〇㐀ࠊᗫᲠ࠸࠺ၟရ
ࡢࣛࣇࢧࢡࣝయࢆ㏻ࡋ࡚ࠊኳ↛㈨※࠾ࡼࡧ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࢆῶᑡࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
/,0(; ࢆ⏝ࡋࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ௦᭰〇ရࡣࠊ/,0(;
3HOOHW㸦࣓ࣛࢵࢡࢫ࣌ࣞࢵࢺ㸧ࢆཎᮦᩱࡋ࡚࠸
ࡿࠋ/,0(;3HOOHW ࡣ▼⅊▼ࢆྵࡴ↓ᶵ≀ࢆཎᩱࠊ
᳜≀⏤᮶ᶞ⬡ࡸ▼Ἔ⏤᮶ᶞ⬡࡞ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ〇ရࡼࡗ࡚ẚ⋡ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ▼Ἔ⏤᮶ࡢࣉࣛ
ࢫࢳࢵࢡࡢ⏝㔞ࢆ๐ῶ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ⏝ᚋࡢ
/,0(; ࡣ࣐ࢸࣜࣝࣜࢧࢡࣝࡼࡿ㈨※ᚠ⎔ࢆ᭱
ඃඛࡢ㑅ᢥ⫥ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡸࡴࢆᚓࡎᗫᲠࡍ
ࡿ㝿ࡣࠊ▼Ἔ⏤᮶ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡẚ࡚↝༷ࡢ
&2 ฟࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࡚ࠊ
ࣞࢪ⿄ࡸ㈙࠸≀⿄࡞⏝ࡉࢀࡿ▼Ἔ⏤᮶ࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡢ࣏࢚ࣜࢳࣞࣥẚ㍑ࡋ࡚ࠊ↝༷▼⅊▼

ᨙʂ

ࡣ &2 ࢆ 㸣๐ῶ࡛ࡁࡿ⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ▼⅊▼ࢆ
/,0(; ࡢཎᩱࡍࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ▼Ἔ⏤᮶ࡢࣉ
ࣛࢫࢳࢵࢡࢆ⏝ࡋࡓ⿄ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࣛࣇࢧࢡ
ࣝయ࡛⎔ቃ㈇Ⲵࢆపῶࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
⣬ࡢ௦᭰〇ရࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ /,0(; ࢩ࣮ࢺࡣࠊ
୍⯡ⓗ࡞༳ๅ⏝⣬ẚࡿ⪏Ỉᛶࡀ㧗ࡃࠊᙉᗘࡀ
࠶ࡾࠊࡘ⾲㠃ࡀࡽ࡞ࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋཎᮦ
ᩱࡣࠊཎᩱࡢ▼⅊▼ࠊ࣏ࣜ࢜ࣞࣇࣥ࡞࡛࠶
ࡾࠊ⣬ࡢཎᮦᩱ࡞ࡿᮌᮦࣃࣝࣉࢆཎᩱ୍ษࢃ
࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢩ࣮ࢺ〇㐀Ỉࡢ⏝㔞ࢆᖜ๐
ῶ࡛ࡁࡿࠋᮌᮦࡢㄪ㐩㝿ࡋ࡚ࡣࠊ〇⣬♫ྛ♫ࡀ
⊂⮬ཎᩱㄪ㐩᪉㔪࠾ࡼࡧㄪ㐩ࡋࡓᮌᮦࡢ㐪ἲᛶࡀ
࡞࠸ࡼ࠺⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿྜἲᮌᮦド᫂ࢩࢫࢸ࣒
ࡼࡾࠊ⎔ቃ࠾ࡼࡧᆅᇦఫẸ㓄៖ࡋࡓᮌᮦㄪ㐩ඛࡢ
ἲ௧㡰Ᏺࢆ๓ᥦㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ/,0(; ࢩ࣮ࢺ࡛
௦᭰ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᳃ᯘ㈨※ࡢ⥔ᣢᐤࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆ࡛⏝ࡍࡿᮌ
ᮦࢳࢵࣉࡢ 㸣ᙉࡀᾏእࡽࡢ㍺ධࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊ㐠ᦙࡢ㝿ࡢ &2 ฟ㔞๐ῶ㈉⊩ࡍࡿࡇࡶ
ྍ⬟࡞ࡿࠋỈ㈨※㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡢ᥎ィࡼࡿ
ࠊ ᖺࡲ࡛ῐỈ㈨※ࡢ㊊ࡀᚲせ㔞ࡢ 㸣
㐩ࡍࡿぢࡽࢀࡿ୰࡛ࠊୡ⏺ேཱྀࡀቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࡇࡼࡾࠊᚋࡉࡽୡ⏺୰࡛Ỉ㈨※ࡢ㊊ࡀ
ຍ㏿ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅࠊᅜ㐃⥲
࡛ࡣ  ᖺ㸱᭶  ᪥ࡽࠕᅜ㝿⾜ືࡢ  ᖺࠗᣢ⥆
ྍ⬟࡞㛤ⓎࡢࡓࡵࡢỈ࠘ࠖࢆ㛤ጞࡋࠊ6'*V ࡢ┠ᶆ㐩
ᡂࡢࡓࡵࠊỈ㈨※ࡢ⤫ྜࡉࢀࡓ⟶⌮ࡢᐇಁ㐍
࠾ࡼࡧࡍ࡚ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ༠ຊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
ࢆ῝ࡵࡿ㔜せᛶࢆㅻࡗ࡚࠸ࡿࠋ/,0(; ࢩ࣮ࢺࡣࠊ〇
⣬ẚࡋ࡚〇㐀㐣⛬࠾ࡅࡿỈࡢ⏝㔞ࢆࡁࡃ๐
ῶ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊୡ⏺ⓗ࡞Ỉ㊊ࡢゎỴ㈨ࡍࡿၟရ
࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ

ᅗ㸯

/,0(; ࡣࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡸ⣬ࡢ௦᭰〇ရࢆ〇㐀ྍ⬟

8

㸰 /,0(; 〇ရࡢࣜࢧࢡ࣭ࣝࢵࣉࢧࢡࣝ

㸲 /,0(; ࢆྲྀࡾᕳࡃࣉࣛࢫࢳࢵࢡၥ㢟

ࡘ࠸࡚

/,0(; 〇ရࡀ௦᭰ࡢᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣛࢫࢳࢵࢡ
ࡣࠊᡭ㍍⏝࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ⏝ᚋ㐺ษฎ⌮ࡉ
ࢀࡎࠊ᥎ィ࡛ࡣᖺ㛫   W ࡶࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡈࡳ
ࡀᾏ୰ὶฟࡋ࡚࠾ࡾࠊୡ⏺ⓗၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ≧ἣ㛵ࡋࠊ ᖺ㸴᭶ࡢ * ࢧ࣑ࢵࢺ࡛ࡣࠕᾏ
ὒࣉࣛࢫࢳࢵࢡ᠇❶ࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜෆ࡛ࡣ
⎔ቃ┬ࡀ  ᖺ㸳᭶ࠕࣉࣛࢫࢳࢵࢡ㈨※ᚠ⎔ᡓ
␎ࠖࢆබ⾲ࡋࠊ ᖺࡲ࡛࢙࣡ࣥ࢘ࡢࣉࣛࢫࢳ
ࢵࢡࢆ 㸣ฟᢚไࡍࡿࡇࡸࠊ ᖺࡲ࡛ࣉࣛ
ࢫࢳࢵࢡ〇ᐜჾໟࡢ㸴ࢆ࣮ࣜࣘࢫࡲࡓࡣࣜࢧ
ࢡࣝࡍࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊ ᖺࡲ࡛ࡍ࡚ࡢ⏝
῭ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ࣮ࣜࣘࢫࡲࡓࡣࣜࢧࢡࣝࠊࡑࢀ
ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣ⇕ᅇࡶྵࡵ 㸣᭷ຠ⏝ࡍࡿ
ࡇࢆ┠ᣦࡍࡋ࡚࠸ࡿࠋ/,0(; 〇ရ࠾ࡼࡧࡑࡢࣜ
ࢧࢡ࣭ࣝࢵࣉࢧࢡࣝࡣࠊ๓㏙࡛グࡋࡓ⣲ᮦ
ࡋ࡚ࡢᛶ⬟ࢆάࡍࡇ࡛ࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡿ
ᅜෆእࡢㅖᨻ⟇࠾ࡼࡧኳ↛㈨※ࡢᯤῬࡢᢚไ㈉⊩
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


/,0(; ࢩ࣮ࢺࡢ〇㐀㐣⛬࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ➃ᮦ࠾ࡼࡧ
⏝῭ࡳࡢ /,0(; 〇ရ㸦/,0(; ࢩ࣮ࢺ࠾ࡼࡧࣉࣛࢫࢳ
ࢵࢡ௦᭰〇ရ㸧ࡣࠊࡧ࣌ࣞࢵࢺࡢ≧ែᡠࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࠊ/,0(; ࢩ࣮ࢺࡲࡓࡣࣉࣛࢫࢳࢵࢡ௦᭰〇ရ
ࡢᮦᩱࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ
/,0(; 〇ရࡣࠊ⏝῭ࡳࡢ〇ရࡢࣜࢧࢡࣝࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊཎᮦᩱᡠࡋࠊࡉࡽ㧗࠸ḟඖࡢ〇ရస
ࡾኚ࠼ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࢵࣉࢧࢡࣝࡀ࡛ࡁࠊࡇࢀ
ࡽࡢ⤌ࡳࡼࡾࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸
࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
7%0 ࡛ࡣࠊ/,0(; 〇ရࢆ⏝ࡍࡿᵝࠎ࡞ᴗ༠ാ
ࡋࠊ〇ရࡢࣜࢧࢡ࣭ࣝࢵࣉࢧࢡࣝࢆಁ㐍ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛」ᩘࡢ㣧㣗ᗑࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ /,0(;
ࢩ࣮ࢺࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊ⏝ᚋᅇ࣭〇ရࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊࢭࣈࣥ㸤࣭ࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒
ࢬࡀ㐠Ⴀࡍࡿ࢝ࣇ࢙࡛⏝ࡉࢀࡓ࣓ࢽ࣮ࣗࢆࠊࢹࢽ
࣮ࢬࡢᗑ⯒࡛⏝ࡍࡿࢺ࣮ࣞࢵࣉࢧࢡࣝࡍࡿ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⚄ዉᕝ┴ᥦᦠࡋࡓ
ࢵࣉࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌࡓᚠ⎔ᆺࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍
ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸦࡞ࡀࢃࢵࣉࢧࢡࣝࢥࣥࢯ࣮ࢩ
࣒㸧ࡸࠊ㪆Ụᕷᛂ⩏ሿᏛ㐃ᦠࡋࡓࠕ㪆Ụ
ᕷ࠾ࡅࡿ⎔ቃ㈇Ⲵࡢప࠸ᆅᇦࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࠊᣢ⥆
ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖࡢᣮᡓ࡞ࠊ⮬యࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆᙧᡂࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊᗈᇦ࡞࢚ࣜࢆᑐ㇟ࡋࡓࢵࣉࢧࢡ
ࣝࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


㸱 ࡞ࡀࢃࢵࣉࢧࢡࣝࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒
ࡢྲྀࡾ
ࡾ ⤌ࡳ
7%0 ⚄ዉᕝ┴ࡣࠊ ᖺ㸳᭶ 6'*V ࡢ㈉⊩ཬ
ࡧᣢ⥆ྍ⬟࡞ᚠ⎔ᆺࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࠊ/,0(; ࡢ
ࢵࣉࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌࡓࢧ࣮࣮࣭࢚࢟ࣗࣛࢥࣀ࣑࣮
㸦ᚠ⎔⤒῭㸧ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠕ࡞ࡀࢃࢵࣉࢧࢡࣝ
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖࢆⓎ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࢥࣥࢯ࣮ࢩ
࣒࡛ࡣࠊⓎ㊊௨㝆ࠊ/,0(; ࡢ㈨※ᚠ⎔㛵ࡍࡿᩘ್
┠ᶆࢆタᐃࠊ/,0(; ࡢࠕ⏝ࠖࠊࠕᅇࠖࠊࠕ〇
ရࠖࡢྛࣉࣟࢭࢫ࡛ࡢලయⓗ࡞✌ാྥࡅࡓ᳨ウ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⚄ዉᕝ┴ෆࡢ⮬య࣭ᴗ࣭
ᅋయࠊ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮௨ୖ㸦 ᖺⅬ㸧ࡀཧ⏬ࡋ࡚
࠾ࡾࠊୡ⏺ࡢඛ⾜ⓗࣔࢹࣝ㸦㈨※ᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ
☜❧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐇドᴗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
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㸳 7%0 ࡀ⏕ࡳฟࡍ /,0(; 〇ရ
⌧ᅾࠊ/,0(; ࢆ⏝ࡋࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡸ⣬௦᭰〇
ရࡣࠊ ♫௨ୖ࡛᥇⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ7%0 ࡣࠊ
ᖺࠊ ᖺࡢ &23㸦ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙⥾⣙ᅜ
㆟㸧᪥ᮏᨻᗓ௦⾲ᅋࡋ࡚ཧຍࠊ ᖺࡢ * ࡢ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᒎ࡛ࡣࠊ▼⅊▼᳜≀⏤᮶ᶞ⬡ࢆ
⏝ࡋࡓ %LR/,0(;%DJ ࢆⓎ⾲ࠊ* 㜰ࢧ࣑ࢵࢺ
ሙෆ࡛ࡢ㐠Ⴀရࡋ࡚ /,0(; 〇ရ㸦%LR/,0(; ࡢࢦ
࣑⿄ࠊ/,0(; ࡢࣇࣝࠊ࣮࣎ࣝ࣌ࣥࠊ⌧ᅾࡣ⏕
ᮦᩱࢆ⏝ࡋࡓ &LUFXOH; ⣲ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢦ࣑⿄ࡢ㈍
ὀຊ㸧ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ%LR/,0(; ⣲ᮦࢆ
⏝ࡋࡓ⿄㸦%LR/,0(;%DJ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺࡢ
ࣞࢪ⿄᭷ᩱࢆዎᶵࠊ⩚⏣✵ ࡸࢯࣇࢺࣂࣥࢡࠊ
ᡭࡢᑠᗑ⯒࡞࡛ᬑཬࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ ᖺࡢ
ࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹࠾࠸࡚ࠊࠕࢢࢵࢻࢹࢨ࣭ࣥ࣋
ࢫࢺ ࠖࡶ㑅ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ▼Ἔࡢ㈨※ಖࡸ
Ẽೃኚື㈉⊩࡛ࡁࡿ⎔ቃᛶࡢ࣓ࣜࢵࢺࠊཎᩱ
ࡋ࡚Ᏻ౯࡞▼⅊▼ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᳜≀⏤᮶ᶞ⬡
ࡢࡳ࡛సࡽࢀࡓ⿄ࡸ⣬⿄ẚ࡚ࡶ⤒῭ⓗ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡ௦᭰〇
ရࡋ࡚ࠊᮾி࣐ࣛࢯࣥࡢ㣧ᩱࢥࢵࣉࡸࠊ㣗ရᐜჾࠊ
࣮࣎ࣝ࣌ࣥࡢᮦᩱࡋ࡚ /,0(;3HOOHW ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ⣬ࡢ௦᭰〇ရࡋ࡚ࡣࠊྜྷ㔝ᐙࡸࣝࣀ࣮ࣝ
࡞ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ⾲ࠊࢻ࣋ࣥࢳ࣮࣮ࣕ࣡ࣝࢻࡢ 0$3ࠊ
ࡑࡢࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸࡢሗ࿌Ꮚࡸྡ่࡞༳ๅ
≀࡛ /,0(; ࢩ࣮ࢺࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



㸴 7%0 ࢧࢫࢸ
ࢸࢼࣅࣜ
ࣜࢸ
7%0 ࡣࠊࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸࢆࠕ⎔ቃ࣭♫࣭⤒῭
ⓗ࡞㸱ࡘࡢഃ㠃ࢆ㓄៖ࡍࡿࡇ࡛ࠊᙜ♫ࡢᴗ࠾ࡼ
ࡧࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ຍ࠼ࠊ♫యࢆᣢ⥆ྍ⬟
ࡋ࡚࠸ࡃάືࠖᐃ⩏࡙ࡅࡋࠊ7%0 ࡀᴗࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡃୖ࡛⤒Ⴀࡢࢥࣂ࣮ࣜࣗ⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ7%0
ࡣ /,0(; ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴ㈉⊩ࡍࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡢᕤሙᘓタࡸ㞠⏝ฟࢆ㏻
ࡌࡓ♫࣭⤒῭ࡢ㈉⊩ࡶ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ/,0(; 
ᴗࡢ᥎㐍ࡣࠊ7%0 ࡢᴗ౯್ྥୖ㌶ࢆ୍ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ7%0 ࡢᴗᙧែࡣ⎔ቃၥ㢟࠾ࡼࡧ♫ၥ㢟ゎỴ
ࡢ㈉⊩⮬♫ࡢᡂ㛗ࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

ᅗ㸰

ᐑᇛ┴ࡢከ㈡ᇛᕤሙࡣ  ᖺ⏕⏘㛤ጞணᐃ

⎔ቃၥ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ7%0 ࡣࠊ♫ෆࡢᑓ
㛛㒊⨫࡛࠶ࡿࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸጤဨࡼࡿ༠㆟ࢆ
୰ᚰࡋ࡚ࠊᴗάືࡀ⎔ቃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿ㔜
ㄢ㢟ࡋ࡚ࠕỈ㈨※ࡢಖࠖࠊࠕ ᐊຠᯝ࢞ࢫ
ฟ㔞ࡢ๐ῶࠖࠊࠕ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࠊࠕᗫ
Რ≀ࡢ๐ῶࠖࠊࠕ⎔ቃࢥࣥࣉࣛࣥࢫࠖࡢ㸳㡯┠
ࢆ㑅ᐃࡋࡓୖ࡛ࠊලయⓗ࡞⎔ቃ㈇Ⲵపῶ㈨ࡍࡿྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆὙ࠸ฟࡋࠊᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグ㸳㡯┠ࡢ࠺ࡕࠕ ᐊຠᯝ࢞ࢫฟ㔞ࡢ๐ῶࠖ
ࡘ࠸࡚ࠊ7%0 ࡣ  ᖺ㸶᭶ࡽ⮬↛㟁ຊᰴᘧ♫
ࡢᥦ౪ࡍࡿࠕ6(ࠖ㸦㠀▼ド᭩㸦࢚ࢿᣦᐃ㸧ࡢ
㉎ධ㸧ࡢᑟධࡼࡾࠊⓑ▼ᕤሙ࡛⏝ࡍࡿ㟁ຊࢆᐇ
㉁ 㸣⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ษࡾ᭰࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺᗘᐇ⦼ᇶ࡙ࡅࡤࠊⓑ▼ᕤሙ࡛ࡢᾘ㈝㟁ຊࡣ
7%0 య࡛ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢ⣙ 㸣┦ᙜࡍࡿ㒊ศ
ࢆ༨ࡵࠊษࡾ᭰࠼ࡣᖺ㛫⣙ 㹲ࡢ &2 ๐ῶ㈉⊩ࡍ
ࡿࠋࠕ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࣛ
ࣇࢧࢡࣝࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦/&$㸧ࡢศᯒࡼࡾࠊ
/,0(; 〇ရࡢࣛࣇࢧࢡࣝ࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮๐
ῶດࡵ࡚࠸ࡿࠋ/&$ ࡣ〇ရ〇㐀ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎ
ᮦᩱࡢㄪ㐩ࡸฎศࢆྵࡵࡓ〇ရࡢࣛࣇࢧࢡࣝ
య࡛⏕ࡌࡿ &2 ฟ㔞ࢆホ౯ᑐ㇟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ〇ရ
ࡢ〇㐀࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⎔ቃ㈇Ⲵࡢ ᐃࡢࠊ⮬♫ࡢ

ᴗάື࠾ࡅࡿ⎔ቃ㈇Ⲵపῶ⟇ࡢ⟇ᐃࠊ⎔ቃ㈇Ⲵ
ࡢࡓࡵᑟධࡋࡓᢏ⾡ࡢຠᯝ᳨ド࡞⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ

㸵 ᚋࡢᒎᮃ
7%0 ࡛ࡣࠊ⎔ቃၥ㢟ࢆ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡋࠊ
ᮍୖሙ࡞ࡀࡽ &'3㸦&DUERQ'LVFORVXUH3URMHFW㸧ࡢ
㉁ၥ⚊  ᖺࡽ⮬ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᖺ
ᗘࡣࠊࠕẼೃኚືࠖ࠾ࡼࡧࠕỈࢭ࢟ࣗࣜࢸ࡛ࠖඹ
ࠕ㹀ࠖࣛࣥࢡᴗㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡣ
ࢪࣕࣃࣥ  ࡀ୰ᚰ㸧ࠋࡲࡓࠊ ᖺ㸶᭶⎔ቃ┬
ࡼࡿࠕ୰ᑠᴗྥࡅ 6%7࣭࢚ࢿ 㸣┠ᶆタᐃᨭ
ᴗࠖࡢཧຍᴗࡶ㑅ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ6%7 Ỉ‽
ᩚྜࡍࡿ୰㛗ᮇࡢ๐ῶ┠ᶆタᐃࡢᨭࠊ࢚ࢿ
㸣ࡢタᐃᨭࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࣘࢽࢥ࣮ࣥᴗ࡞
ࡗࡓ 7%0 ࡣᚋࠊ༢࡞ࡿ⣲ᮦࡢ౪⤥࡛࡞ࡃࠊࣇࣈ
ࣞࢫ࡛᪤Ꮡࡢタഛࢆά⏝ࡋ࡚ /,0(; ⣲ᮦࢆ〇㐀ࠊࣉ
ࣛࢫࢳࢵࢡ௦᭰〇ရࢆᡂᙧ࡛ࡁࡿⅬࢆάࡋ࡚࠸
ࡃࠋᢏ⾡❧ᅜࡋ࡚ୡ⏺㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏⓎࡢᢏ
⾡ࡸࠊᚠ⎔ᆺࡢ౯್ほࡸ⤌ࡳࢆࠊ᪥ᮏࡽୡ⏺
㍺ฟࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡋ
࡚ࠊࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆᕼồࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺࠊ7%0 ࡣࠊ⏕ᮦᩱࡸࣉࣛࢫࢳࢵࢡ௦᭰⣲
ᮦࡢୡ⏺ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾᑐࡋ࡚ࠊฟࡉࢀࡓ
ᗫࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ㐺ษ⏕⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋࡓࠊ⏕ᮦᩱࢆ 㸣௨ୖྵࡴ㈨※ᚠ⎔ࢆಁ㐍ࡍࡿ
⣲ᮦࠕ&LUFXOH;㸦ࢧ࣮࢟ࣗࣞࢵࢡࢫ㸧ࠖࢆ❧ࡕୖࡆ
ࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ/,0(; ⣲ᮦࡢᅇ࣭㈨※ᚠ⎔ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᴗࡸ⮬య༠ാࡋ࡚⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ
࡚ࡁࡓࡀࠊࡉࡽຠ⋡ࡢⰋ࠸ᚠ⎔ᆺ♫ࡢᐇ⌧ྥ
ࡅ࡚ࠊ&LUFXOH; ࡶྵࡵࡓ㈨※ᚠ⎔ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ࡚
࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ7%0 ࢢ࣮ࣝࣉࡢࣂ࣮࢜࣡ࢡࢫ♫ 7%0
ࡣࠊ࣏ࣜங㓟ࡢ⧄⥔࡛ࡘࡃࡽࢀࡓ᳜≀⏤᮶࡛⫙ඃ
ࡋ࠸࣐ࢫࢡࠕ%LR)DFH㸦ࣂ࢜ࣇ࢙ࢫ㸧ࠖࢆඹྠ
࡛㛤Ⓨࡋࡓࠋ7%0 ࡣࠊ୍⯡ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢ (& ࢧࢺ
ࠕ=$,0$㸦ࢨ࣐㸧ࠖࢆ㛤ጞࡋࠊࠕ%LR)DFHࠖࡸ /,0(;
〇ရ࡞ࢆ㈍ࡋ࡚࠸ࡃࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ
㸦6'*V㸧ࡢᗈࡀࡾࡸୡ⏺ⓗ࡞ேཱྀቑຍక࠺㈨※
⏝㔞ࡢቑక࠸ࠊ⎔ቃၥ㢟ࡸࢧ࣮࣮࣭࢚࢟ࣗࣛࢥ
ࣀ࣑࣮ࡢ⛣⾜ྥࡅࡓᴗࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠊ7%0 ࡣࠊ࢚ࢥࣟࢪ࣮࢚ࢥࣀ࣑࣮ࡢඹᏑ
ࢆ㏣ồࡋࠊᴗᒎ㛤ࢆ㐍ࡵࠊྠࠊ♫ࡢ୍ᴗ
ࡋ࡚ࠊᴗάືయ࡛⎔ቃㄢ㢟ࡸ♫ⓗㄢ㢟ࡢ
ᐤྥࡅࠊ㧗࠸┠ᶆࢆᥖࡆᑾຊࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠋ

ࡉࡉࡁ࣭ࡓࡺࡁ
㸦ᰴᘧ♫ 7%0 ᇳ⾜ᙺဨ &02 ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᮏ㒊㛗㸭
%LRZRUNV ᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ㸧
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᳸ȟȋҤനዴƷᙌ˺᳸ 
Ტᅕ߷ډჄᇌ߷߃ᅹ᭗ሁܖఄᲣ
᭘

о

㸯 ◊✲⫼ᬒ

㸲 ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ

࣑ࢽ༡Ṋ⥺ࡣࠊ ᖺ๓ࡽᮏᰯ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿ㸳ࣥࢳࢤ࣮ࢪ㌴୧ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᅗ㸯㸰ཧ↷㸧

㸯 ᪂つືຊ㌴ࡢ〇స㸦ᅗ㸱㸪㸲ཧ↷㸧
࠙⤖ᯝࠚ
ᚑ᮶ẚ࡚ࢺࣝࢡࡀ  ಸ࡛ࠊࣈ࣮ࣞ࢟ࢆᦚ㍕
ࡋࡓ᪂つືຊ㌴㸦㸰ྕᶵ㸧ࢆ〇సࡋࡓࠋ
⾲㸯

ᅗ㸯

࣑ࢽ༡Ṋ⥺ 

ᅗ㸰

ฟᒎ࣋ࣥࢺࡢᵝᏊ

㟁Ẽ◊✲㒊ࡸㄢ㢟◊✲ࡢ⏕ᚐࡀయ࡞ࡗ࡚ẖᖺ
ᨵⰋࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦࡢ࣋ࣥࢺฟᒎࡋࠊᵝࠎ࡞ே㐩
ࢆᑐ㇟㌴య㦂άືࡋ࡚ேẼࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᏛᰯࡋ࡚ࡶᗈሗάືࡸᆅᇦ㈉⊩άືࡢ୍⎔
ࡋ࡚ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀࠊ⏕ᚐ㐩ࡽࡶࢀࡢ〇సάື
ࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㠃ࠊ㌴୧⤒ᖺຎࡸᾘ⪖ࡀぢࡽࢀࠊᶵᮦ
ࡸᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᆏ㐨࡞࡛ࡣࢺࣝࢡࡀ㊊
ࡾࡎ࣮ࣔࢱࡸࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛ㈇Ⲵࡀࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࡾᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᛶ⬟ẚ㍑

㡯┠
㸯ྕᶵ 㸰ྕᶵ
ࢠẚ
㸸 㸸
᭱≌ᘬ㔜㔞㹙NJ㹛 

ᅇ㌿ᩘ㹙USP㹛



ഛ⪃
㸫
 ಸୖ᪼
⣙༙ศ


D 㸯ྕᶵ         

E 㸰ྕᶵ
㸰ྕᶵ

㸰 ┠ⓗ
ྛ࣋ࣥࢺཧຍࡍࡿࡓࡵࠊ㌴୧ࡢᩚഛࢆ⾜࠺
ྠᵝࠎ࡞ᶵჾ⏕ࡌ࡚࠸ࡿၥ㢟ⅬࢆゎỴࡋࠊᆅ
ᇦ㈉⊩࠾࠸࡚Ᏻ࡞㐠⾜ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

㸱 άືᴫせ
ୗグࡢձ㹼ճ㛤Ⓨࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆグ㍕ࡍࡿࠋ
ձ㸯ྕᶵ௨ୖࡢࢺࣝࢡࢆᣢࡕࠊࣈ࣮ࣞ࢟ࢆᦚ㍕ࡋ
ࡓ᪂つືຊ㌴ࡢ〇స
ղ࣐ࢥࣥᦚ㍕ࡢ᪂ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡢ〇స
ճ㌴୧ࡀ㏻ࡿ⮬ືືసࡍࡿ㋃ษࡢ〇స
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F ෆ㒊ࡢእほ
ᅗ㸱

     

ືຊ㒊ࡢእほ
G ືຊ
ືຊ㒊ࡢ
㒊 እほ

ືຊ㌴ෆ㒊ᵓ㐀ᅗෆ㒊ᵓ㐀ࡢ┿

࠙⪃ᐹࠚ
㧗పᕪࡢ࠶ࡿ㌴య㦂࣋ࣥࢺ࡛ࡶࠊࢺࣝࢡࢆ㧗
ࡵࡓࡇ࡛వ⿱ࢆᣢࡗ࡚㐠⾜ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣛࡶ⇕ࡀ⡲ࡽ࡞ࡃ࡞ࡾ㛗㛫⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ࡗࡓࠋࣈ࣮ࣞ࢟ࢆᦚ㍕ࡋࡓࡇ࡛ୗࡾᆏࡶᏳ
ῶ㏿ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᵓ㐀ୖࢳ࢙࣮

ࣥࡢᙇࡾࢆㄪᩚࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡛ᩚഛᛶࡀྥୖ
ࡋࡓࠋ
ࢺࣝࢡࢆ㧗ࡵࡓࡇ࡛㌴㍯ࡢᅇ㌿ᩘࡀୗࡀࡗ࡚࠸
ࡓࡀ࣋ࣥࢺ࡛ࡶ≉ูᨭ㞀ࡣ࡞ࡃ㐠⾜ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡓࠋ

㸲 ฟᒎ࣋ࣥࢺ࣭◊✲Ⓨ⾲ࡘ࠸࡚
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢฟᒎ࣋ࣥࢺࢆ⾲㸰ࠊ௧ඖᖺᗘ
ࡢฟᒎ࣋ࣥࢺࢆ⾲㸱ࠊࡸ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾲㸲
⾲㸳グ㍕ࡍࡿࠋ
⾲㸰 平成
ᖹᡂ
ᖺᗘ 出展イベント
ฟᒎ࣋ࣥࢺ ※（）内は主催団体
 ͤ㸦㸧ෆࡣദᅋయ
表２
30
年度
㛤ദ᪥
ฟᒎ䜲䝧䞁䝖ྡ
開催日
出展イベント名
䠓㻛㻞㻝 中野島音楽祭
୰㔝ᓥ㡢ᴦ⚍
７/21
䠄ᅵ䠅 （中野島商店街）
䠄୰㔝ᓥၟᗑ⾤䠅
（土）

ᅗ㸲

ࣈ࣮ࣞ࢟ࡢእほ

㸰 ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡢ〇స㸦ᅗ㸳㸪㸴ཧ↷㸧
࠙⤖ᯝࠚ
᪤Ꮡࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࢆඖࡋࠊࡑࢀྠ➼ࡢᛶ⬟
ࡢࡶࡢࢆ࣐ࢥࣥࡼࡾᐇ⌧ࡋࡓࠋ

８/25
䠔㻛㻞㻡
（土）
䠄ᅵ䠅
10/ ８
㻝㻜㻛䠔
（月）祝
䠄᭶䠅⚃
10/20
㻝㻜㻛㻞㻜
（土）
䠄ᅵ䠅
10/28

平間銀座サマーフェスタ
ᖹ㛫㖟ᗙ䝃䝬䞊䝣䜵䝇䝍
（平間商店街）
䠄ᖹ㛫ၟᗑ⾤䠅

㌴ேᩘ
乗車人数
⣙ 㻞㻡㻜㼇ே㼉㻌
約250 [人]
約250 [人]
⣙ 㻞㻡㻜㼇ே㼉㻌

市バス 安全 ・ 安心フェスタ
ᕷ䝞䝇 Ᏻ䞉Ᏻᚰ䝣䜵䝇䝍
（川崎市交通局）
䠄ᕝᓮᕷ㏻ᒁ䠅
多摩区民祭
ከᦶ༊Ẹ⚍
（多摩区役所）
䠄ከᦶ༊ᙺᡤ䠅
川工祭

約700 [人]
⣙ 㻣㻜㻜㼇ே㼉㻌
約500 [人]
⣙ 㻡㻜㻜㼇ே㼉㻌

（日）
㻝㻜㻛㻞㻤 （県立川崎工科高校）
ᕝᕤ⚍
䠄᪥䠅 川崎駅北口開業１周年記念
䠄┴❧ᕝᓮᕤ⛉㧗ᰯ䠅
（川崎市 ・ JR ・ アトレ）
ᕝᓮ㥐ཱྀ㛤ᴗ䠍࿘ᖺグᛕ

約150 [人]
⣙ 㻝㻡㻜㼇ே㼉㻌

䠄ᕝᓮᕷ䞉㻶㻾䞉䜰䝖䝺䠅
２/17
（日）
䠎㻛㻝㻣

約250 [人]
⣙ 㻞㻡㻜㼇ே㼉㻌

䠄᪥䠅
ᅗ㸳 ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡢእほ

ᅗ㸴 ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡢ⤌ࡳ
合計
ྜィ

ࡲࡓࠊ࣮ࣔࢱࢆࢩ࣮ࣙࢺࡉࡏࡿࡇ࡛ືసࡍࡿⓎ㟁
ࣈ࣮ࣞ࢟ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛᦚ㍕ࡋࡓࠋ
表３

࠙⪃ᐹࠚ
࣐ࢥࣥࢆᦚ㍕ࡋࡓࡇ࡛ࢭࣥࢧ࣮࡞ࢆᦚ㍕ࡋ
ࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓⓎ㟁ࣈ࣮ࣞ࢟ࡼࡾࡢ㌴୧ࡶ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࢆࡍࡿࡔࡅ࡛ᡭ㍍ࣈ࣮ࣞ࢟ࢆᦚ
㍕࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
㸱 ㋃ษࡢ〇స㸦ᅗ㸵ཧ↷㸧
࠙⤖ᯝࠚ
࣐ࢥࣥไᚚࡼࡾ⮬ື࡛㐽᩿ᶵࡸ㆙ሗ㡢ࢆືస
ࡉࡏࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᡂࡉࡏࡓࠋ
࠙⪃ᐹࠚ
࣋ࣥࢺ࡚㌴୧ࡀ㏻ࡿࡓࡧືసࡍࡿࡼ࠺タ⨨
ࡋࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎࡽࡶዲホ࡛࠶ࡗࡓࠋ

令和元年度

開催日

出展イベント
出展イベント名

※（）内は主催団体
乗車人数

８/24 ௧ඖᖺᗘ
平間銀座サマーフェスタ
⾲㸱
ฟᒎ࣋ࣥࢺ  ͤ㸦㸧ෆࡣദᅋయ
約300 [人]
（土）
（平間商店街）
㛤ദ᪥
ฟᒎ䜲䝧䞁䝖ྡ
㌴ேᩘ
９/22
䠔㻛㻞㻠㻌 動物愛護フェア
ᖹ㛫㖟ᗙ䝃䝬䞊䝣䜵䝇䝍
約270 [人]
⣙ 㻟㻜㻜㼇ே㼉㻌
（日）
（川崎市健康福祉課）
䠄ᅵ䠅
䠄ᖹ㛫ၟᗑ⾤䠅
10/19 多摩区民祭
約400 [人]
䠕㻛㻞㻞
ື≀ឡㆤ䝣䜵䜰
（土）
（多摩区役所）
⣙ 㻞㻣㻜㼇ே㼉㻌
䠄᪥䠅
䠄ᕝᓮᕷᗣ⚟♴ㄢ䠅
手をつなぐフェスティバル
㻝㻜㻛㻝㻥 （川崎市障害福祉課）
ከᦶ༊Ẹ⚍
⣙ 㻠㻜㻜㼇ே㼉㻌
䠄ᅵ䠅
䠄ከᦶ༊ᙺᡤ䠅
ᡭ䜢䛴䛺䛠䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹
䠄ᕝᓮᕷ㞀ᐖ⚟♴ㄢ䠅
11/30
（土）

約500 [人]

㻝㻝㻛㻟㻜

⣙ 㻡㻜㻜㼇ே㼉㻌

䠄ᅵ䠅

合計
ྜィ
ᅗ㸵

約2,100 [人]
⣙ 㻞㻘㻝㻜㻜㼇ே㼉㻌

約1,470 [人]
⣙ 㻝㻘㻠㻣㻜㼇ே㼉㻌

⮬ື㋃ษࡢእほ
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⾲㸲

ᖹᡂ  ᖺᗘ

᪥
䠓㻛㻞㻥
䠄᪥䠅

◊✲Ⓨ⾲  ͤ㸦㸧ෆࡣദᅋయ
䜲䝧䞁䝖ྡ

┴䜒䛾䛵䛟䜚䝁䞁䝔䝇䝖
㟁Ꮚᅇ㊰⤌❧㒊㛛
䠄㟁Ẽᑓ㛛㒊䠅

㻝㻝㻛㻝㻝

⏘ᴗᩍ⫱䝣䜵䜰

䠄᪥䠅

䠄┴㧗➼Ꮫᰯᑓ㛛Ꮫ⛉䠅

㻝㻝㻛㻝㻣

Ꮫᰯㄝ᫂

䠄ᅵ䠅

䠄┴❧ᕝᓮᕤ⛉㧗➼Ꮫᰯ䠅

⾲䠑 ௧ඖᖺᗘ ◊✲Ⓨ⾲㻌 㻌 䈜䠄䠅ෆ䛿ദᅋయ
᪥

ഛ⪃
䠒ධ㈹

䠑㻛㻞㻥

䠄㻴㻞㻥 䛿䠐

䠄Ỉ䠅

ධ㈹䠅

ഛ⪃

◊✲༠㆟

䠉

䠄⚄ዉᕝ┴ᕤᴗ㒊㟁Ẽᑓ㛛㒊䠅

䠒㻛㻝㻠

⚄ዉᕝ┴ᕤᴗᩍ⫱⯆◊✲Ⓨ⾲

䠄㔠䠅

䠄⚄ዉᕝ┴ᕤᴗ㒊䠅

㻝㻝㻛㻝㻡

㛵ᮾ⏥ಙ㉺ᆅ༊㟁Ẽᩍ⫱◊✲

䠄㔠䠅

䠄㛵ᮾ⏥ಙ㉺ᆅ༊ᕤᴗ㒊䠅

䠉

䠉

䜲䝧䞁䝖ྡ
ᕤᴗ㒊 㟁Ẽᑓ㛛㒊 ◊✲䞉ㄪᰝ

䠉

䠉

୰㧗⏕䛾⛉Ꮫ◊✲ᐇ㊶άື᥎㐍
䢈䢛䢗䡴䢚䢓䢍 ⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲

㸳 ⤖ㄽ
ձ
ղ
ճ

࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡢᵝᏊ
㻝㻞㻛㻝㻢

ዡບ㈹

䠄᪥䠅

ཷ㈹

⾲ᙲᚋࡢᵝᏊ
䠄┴ᩍ⫱ጤဨ䠅
䠄ᶓᅜ❧Ꮫ䠋㻶㻿㼀 ᚋ䠅
⚄ዉᕝ┴ᕤᴗ㧗ᰯ
䠍㻛㻝㻜

⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲

䠄ᮌ䠅

䠄┴㧗➼Ꮫᰯᩍ⛉◊✲ᕤᴗ㒊

⏕ᚐࡢᡂ㛗ࡢሙࢆタᐃ࡛ࡁࡓࠋ
ᆅᇦ㈉⊩㸩Ꮫᰯᗈሗ㈉⊩࡛ࡁࡓࠋ
㸳ࣥࢳࢤ࣮ࢪ㌴୧ࡢᩍᮦࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࢆ
ᐇឤࡋࡓࠋ

㸴 ࡲࡵ࣭ᚋࡢᒎᮃ
᪂ࡓ᪂つືຊ㌴ࡸ᪂ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࠊ⮬ື㋃ษࢆ
〇సࡋࠊᆅᇦ㈉⊩ࡋ࡚ẖᖺ⣙  ྡࡢᆅᇦࡢ
᪉ࠎࢆࡏࡓ㐠⾜ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡓࠋ
ᚋࡣࠊᅇ⏕ࣈ࣮ࣞ࢟ࠊ㏿ᗘ࣭㟁ὶ⾲♧࣭ඛ㢌㌴
୧ࡢ㟁ࢆᡂࡉࡏࠊࡼࡾᏳ࡛࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢ
Ⰻ࠸㌴୧ࢆ〇సࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࣭♫ࡸ
Ꮫᰯᴗົ㈉⊩ࡋࠊ⏕ᚐࡢᡂ㛗ཬࡧά㌍ࡢሙࡍࡿ
ࡇࡀฟ᮶ࡓࠋ
ᚋࡶࡇࢀࡽࡢάືࢆ⥅⥆ࡋࠊᕤᴗᩍ⫱ࡢ≉Ⰽ
ࡋ࡚┒ࢇࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ඃ⚽㈹
ཷ㈹

䠅
䠍㻛㻞㻡

ㄢ㢟◊✲Ⓨ⾲䠄య䠅

䠄㔠䠅

䠄┴❧ᕝᓮᕤ⛉㧗➼Ꮫᰯ䠅

䠉

䛛䛺䛜䜟㒊ά䝗䝸䞊䝮㈹
䠄⚄ዉᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ䠅

䠎㻛䠎
䠄ᅵ䠅

䜰䜽䝔䜱䝤
㈹ཷ㈹

ᅗ㸶

ฟᒎ࣋ࣥࢺ㞟ྜ┿

ࡓࡸ࡞ࡂ࣭ࡑ࠺
㸦⚄ዉᕝ┴❧ᕝᓮᕤ⛉㧗➼Ꮫᰯ
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㟁Ẽ⣔

ᩍㅍ㸧

źჄ߷ᔺƷஜǛǈƯ˺ƬƯǈƨŻ

ሰƷஜǛᛠǜưኝ
ኝቦ᨞െǛ
Ǜ˺ƬƯǈƨᲢ
ᲢჄᇌ߷߃Უ
Უ
ሰƷஜǛᛠǜưኝቦ᨞െǛ˺ƬƯǈƨᲢჄᇌ߷߃Უ
ሰƷஜǛᛠǜưኝቦ᨞െǛ˺ƬƯǈƨᲢჄᇌ߷߃Უ

Ҿဋ



ࠗࣛࢡࣛࢡᘓ⠏ᶍᆺ࣐ࢽࣗࣝ࠘㸦࢚ࢡࢫࢼࣞࢵࢪ 㸧
ࠗᘓ⠏ᶍᆺࢆࡘࡃࢁ࠺࠘㸦㐲⸨⩏๎ⴭ ୖ᭩㝔 㸧
ࠗᘓ⠏ᶍᆺ〇స࢞ࢻ࠘㸦႐ධ⏕⦅ⴭ ㄔᩥᇽ᪂ග♫ 㸧
ࠗ㉸ⱁ⾡ࢺ࣐ࢯࣥ࠘㸦㉥℩ᕝཎᖹⴭ ⓑኪ᭩ᡣ 㸧ͤ┴❧ᅗ᭩㤋ᡤⶶ

㸯 ࡣࡌࡵ
㸯
㸯 ࡣࡌࡵ
ࡣࡌࡵ
ᶍᆺ࠸࠺ࡶࡢࡣࠊࣔࢳ࣮ࣇ࡞ࡗࡓᑐ㇟ࡣ㐪
ࡗࡓ㨩ຊࢆឤࡌࡿᵝᛮ࠼ࡲࡍࠋ༢࡞ࡿእぢࢆࡋ
ྲྀࡗࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᶍᆺࡔࡽࡇࡑᘬࡁᐤࡏࡿࡶ
ࡢゝ࠸ࡲࡍࠋ
࠼ࡤࠊ㣗࡞㧗⣭࡞ࡶࡢࢆ㣗ࡼ࠺ࢹ
ࣃ࣮ࢺࡢࣞࢫࢺࣛࣥ⾤ࢆࠊࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫ⣡ࡵࡽࢀ
ࡓ㣗ရࢧࣥࣉࣝࢆ═ࡵ࡞ࡀࡽ࠺ࢁ࠺ࢁࡋ࡚࠸ࡓࡽࠊ
ࢡ࣮࣒ࣜࢯ࣮ࢲࡢᶍᆺㄏࢃࢀࡿᵝᗑෆධࡗ࡚
ࡋࡲ࠸ࠊࢡ࣮࣒ࣜࢯ࣮ࢲࡣὀᩥࡏࡎࡢ⃰࠸ࢯ࣮
ࢫ↝ࡁࡑࡤࢆ㣗࡚ᖐࡗࡓ࣭࣭࣭ࠋⓙࡉࢇࡶࡑ࠺࠸
ࡗࡓ⤒㦂ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᮏࡢⶶ᭩Ⅼ᳨ࢆࡋ࡚࠸ࡓ㝿ࠊᘓ⠏ᶍᆺࡢᮏࢆぢ
࡚ࡑࢇ࡞ࡇࢆᛮ࠸ฟࡋࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࡞ࡾࡲࡍࠊ
⮬ศࡶఱចࡁࡅࡿᶍᆺࢆసࡗ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠺ࡢ
ࡀࠊே㛫࠸࠺ࡶࡢࠋ
ᅇࡣࡑࢇ࡞࠸ࡁࡉࡘ࡛ࠊ┴❧ᕝᓮᅗ᭩㤋ࡢᡤⶶ
ࡍࡿᮏࢆ⏝࠸࡚ࠊಶேⓗᘓ⠏ᶍᆺࢆ〇సࡋࡓయ㦂
ࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡿࡇ࡛ࡍࡋࠊ࠼ࡑ࠺࡞ᩘࢆࡾ࡚⮬Ꮿ
ᖐࡾࡲࡋࡓࠋ
㑅ࢇࡔ㈨ᩱࡣḟࡢ㸱ࠋࠗࣛࢡࣛࢡᘓ⠏ᶍᆺ࣐
ࢽࣗࣝ࠘ࠊࠗᘓ⠏ᶍᆺࢆࡘࡃࢁ࠺࠘ࠊࠗᘓ⠏ᶍ
ᆺ〇స࢞ࢻ࠘ࠋ
ࡢ㈨ᩱࡶ㐨ලࡸᮦᩱࡢ㑅ࡧ᪉ࠊ࠸᪉ࠊᙳ
᪉ἲࠊタィ᪉ἲ➼ࡀ┿ࡁ࡛ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
᭩⡠࡛ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿ࣓࣮࣮࢝ࡢ࢝ࢵࢱ࣮ࡸࠊࢫ
ࢥࣖ࡞ࡽᣢࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊሬᩱࡣࢡࣜࣝ࢞ࢵࢩࣗ
ࡀ࠼ࡿࠋ㐨ල㛵ࡋ࡚ࡣ⮬๓ࡢ≀࡛ఱ࡛ࡁ
ࡑ࠺ࡔ࣭࣭࣭ࠋ⮬Ꮿࡢᕸᅋࡢୖ࡛ᐷ㌿ࡀࡾ࡞ࡀࡽ
ࡾࡓ㈨ᩱࢆ࣌ࣛ࣌ࣛ═ࡵࡲࡋࡓࠋ

㸰 ࣔࢳ࣮ࣇࢆ᥈ࡋ࡚࣭࣭࣭
㸰
㸰 ࣔࢳ࣮ࣇࢆ᥈ࡋ࡚࣭࣭࣭
ࣔࢳ࣮ࣇࢆ᥈
᥈ࡋ࡚࣭
࣭࣭࣭
ࡾ࠶࠼ࡎ㈨ᩱࢆㄞࡳࠊఱࢆసࡿࢆỴࡵ࡚࠸
ࡇ࠺ࠊᮏᲴ୪ࡽࢀ࡚࠸ࡿᘓ⠏ᶍᆺࡢᮏࡢ୰
㌟ࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋࠕධ㛛᭩ࢆࡘ࡙ࡅ࡚ఱㄞ
ࡴࡇࡀࠊࡑࡢୡ⏺ධࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᭱Ⰻࡢࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢ࡞ࡿࠖ㸦ͤὀ㸧❧ⰼ㝯ࡶ᭩࠸࡚࠸

⮬๓ࡢ㐨ල࡛࡞ࢇ࡞ࡾࡑ࠺ࡔ

ࡢᮦᩱࠊ〇సἲࢆ⏝࠸ࡿࡋࢁࠊసࡿࡁᘓ
≀ࢆỴࡵ࡞ࡅࢀࡤጞࡲࡽ࡞࠸ࠊࣔࢳ࣮ࣇ᥈ࡋࢆ
ጞࡵࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
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ࣈࣝࢪ࣭ࣗࣁࣜࣇࠊࢧࢢࣛࢲ࣭ࣇ࣑ࣜࠊ
Ᏻᅵᇛࠊࢧࣥࢩࣕࣥ ࠊࢡࣇ⋤ࡢࣆ࣑ࣛࢵࢻࠊ
࣓࣮ࣥ࢝࢘ࣛ⋤ࡢࣆ࣑ࣛࢵࢻ࣭࣭࣭ࠋᛮ࠸ࡘࡃᘓ
≀ࢆࢿࢵࢺ࡛⏬ീ᳨⣴ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࡀࠊࢀࡶ
ࡇࢀࢆసࡽࡡࡤ࠸࠺ពḧࡀ࠸࡚ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࡑࢇ࡞ࠊᯖඖࡢᮏᲴ࠶ࡿ㸯ࡢᮏࡀ┠ࡘ
ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠗ㉸ⱁ⾡ࢺ࣐ࢯࣥ࠘
ⰰᕝ㈹సᐙࠊ㉥℩ᕝཎᖹࡢⴭస࡛ࡍࠋ
ࢺ࣐ࢯࣥࡣࠊ㉥℩ᕝཎᖹࡀᐃ⩏ࡋࡓⱁ⾡ࡢᴫ
ᛕ࡛ࠊࠕື⏘╔ࡋ࡚࠸࡚⨾ࡋࡃಖᏑࡉࢀ࡚
࠸ࡿ↓⏝ࡢ㛗≀ࠖࡢࡇ࡛ࡍࠋᡬࡀᑒ㙐ࡉࢀ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡇ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡓ㝵ẁࡀࡓࡔୖ
ࡾୗࡾࡍࡿࡓࡵࡢᏑᅾ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ⣧⢋㝵
ẁࠋᡬࡢᶓ࠶ࡗࡓሟࢆ᧔ཤࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᡬࡔࡅ
ࡀࡓࡔࡑࡇᏑᅾࡍࡿ↓⏝㛛࡞࡛ࡍࠋ〇స⪅ࡀ
ពᅗࡏࡎసࡽࢀ࡚࠸ࡿ≀ࡀࢇ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽⱁ⾡ࢆ㉸࠼ࡓࡶࡢࠊ㉸ⱁ⾡ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡘ࡚ࡣእࢆṌ࠸࡚࠸ࢀࡤࠎぢࡅࡿࡇ
ࡶ࠶ࡗࡓࢺ࣐ࢯࣥࡶࠊࡇࡢ㡭ࡣぢ࡞࠸࡞ᛮ࠸ࠊ
࡞ࡽࡤᘓ⠏ᶍᆺ࡛సࡗ࡚ࡋࡲ࠼ࡤᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ពᅗࡋ࡚〇సࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓⅬ࡛ࡑࢀࡣ㉸ⱁ
⾡࡛ࡣ࡞ࡃⱁ⾡࡞ࡢ࡛ࡣ࠸࠺ၥ㢟ࡣ࠶ࡾࡲࡍ
ࡀࠊࡑࢀࡣࡑࢀࠊᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ୧ᅜࡢ⣧⢋㝵
ẁࠊ↓⏝ࢻࠖࢆࣔࢳ࣮ࣇ㑅ࡧࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ࡦࡘࡢᘓ⠏≀㸰ࡘࡢࢺ࣐ࢯࣥࡀ╔ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠾ᚓ࡛ࡍࠋ


㸱 /RRNEHIRUH\RXOHDS㸽
㸽
ࣔࢳ࣮ࣇࡶỴࡲࡾࠊ㈨ᩱ࡛⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮦᩱ
ࢆࡢ⛬ᗘ㞟ࡵࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࡢࢆ☜ㄆࡋ
㞧㈌ᗑ⾜ࡇ࠺ᛮࡗࡓࡇࢁࠊ㐠ᝏࡃ᪂ᆺࢥࣟ
ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡼࡿ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎ௧ࡉ
ࢀࡲࡋࡓࠋ
᪩ࡃసࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁỈࢆᕪࡉ
ࢀࡓᙧࡣ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡾ࠶࠼ࡎࠊタィᅗ
ࡽసࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺ᛮ࠸ࠊタィࡢ᪉
ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡏࡗࡃࡔࡽ '&$' ࢆࡗ࡚ࡳࡿࠊࢿ
ࢵࢺ࡛ࣇ࣮ࣜࡢࢯࣇࢺࢆ࠶ࡉࡾࠊ┴❧ᕝᓮᅗ᭩㤋
ࡀᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿ '&$' ࡢᮏࢆࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊ᧯స᪉ἲࢆ☜ㄆࡋࡓࡾࠊཧ⪃᭩ࢆㄞࡴ
ࡘࢀࠊᘓ⠏ᶍᆺࢆసࡿ∦ᡭ㛫Ꮫࡪࡣ '&$'
ࡣ࠸ࡉࡉࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ࡼ࠺ឤࡌࡲࡋࡓࠋ
࡞ࡽࡤࠊ࠸᪉ࡢศࡗ࡚࠸ࡿ '&$' ࢆ࠺
ࡋࡓࡽ⪃࠼ࡲࡋࡓࡀࠊ❧యᅗࢆᥥࡁࠊࡑࡇ
ࡽ㒊ရᅗ⤌❧࡚ᅗࢆ㐃ືࡉࡏ࡞ࡀࡽసࡗ࡚࠸
ࡃ㐨➽ࢆീࡍࡿࠊࡇࢀ࡛ࡣࡲࡿ࡛࡛ࡣ࡞
࠸ࠊ㊃࡛సࡿࡶࡢࡑࡇࡲ࡛ປຊࢆࡅࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊ࠸࠺ၥࡀ࠸࡚ࡁࡲࡋ
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ࡓࠋ
ࡉࡽタィᅗࢆసࡿሙྜࠊࣔࢳ࣮ࣇࡢ┿࡛ࡣ
ぢ࠼࡚࠸࡞࠸ሙᡤࢆ࠺ࡍࡿࡢࠊࡑࡶࡑࡶࠊᮦ
ᩱࡀᗑ⯒࡛㈙࠼ࡿࡶࢃࡽ࡞࠸ࡢタィᅗࢆ
ᥥࡃࡢࠋฟ㰯ࢆࡃࡌࢀࡓᙳ㡪ࠊ࠸ࡉࡉẼ
ᣢࡕࡀᚋࢁྥࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
⥭ᛴែᐉゝࡀゎࡅࠊ㸴᭶࡞ࡾࠊࡼ࠺ࡸࡃ㞧
㈌ᗑ⾜ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࢹࣃ࣮ࢺࡢධཱྀ࡛
ᾘẘࢆࡋ࡚୰ධࡿࠊᗑ⯒ࡢ࠶ࡿ㸵㝵ྥ࠸
ࡲࡋࡓࠋ
㈨ᩱ࡛⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࢫࢱࣟࣇ࢛࣮࣒ࠊࢫ
ࢳ࣮ࣞࣥ࣎ࢻࠊࢫࢳ࣮ࣞࣥ࣌ࣃ࣮ࠊࣂࣝࢧᮦࠊࣄ
ࣀ࢟ゅᮦࠊ㔠ᒓᯈࠊ㔠ᒓᲬࠊࢀࡶᗑෆ࡛☜ㄆࡀ
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ヨࡋࢫࢳ࣮ࣞࣥ࣎ࢻ࠸࠺ⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝ
ࢆ⣬࡛ࢧࣥࢻࢵࢳࡋࡓᮦᩱࢆ㸯ࡘ㉎ධࡋࠊࡢ
ᮦᩱࡀࢺ࣐ࢯࣥࢆసࡿࡢ᭱㐺࡞ࡢࡣ⮬Ꮿ
୍᪦ᡠࡗ࡚ࡺࡗࡃࡾ⪃࠼ࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊ㸱ࡢ㈨ᩱࢆぢẚ࡚࠸ࡿ࠺ࡕࠊ
ࡢᮦᩱࡀ᭱㐺࡞ࡢศࡽ࡞ࡃ࡞ࡾጞࡵࡲࡋࡓࠋ
ຍᕤࡍࡿ᪉ἲࡶ㸱ࡢ࠺ࡕࠊࢀࢆཧ⪃ࡍࢀࡤ
ࡼ࠸ࡢࠊࡑࡶࡑࡶ⦰ᑻࡣࢀࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࠊ
ࠊࠊ ࡢࢀ ࡀ ᭱ ࡶ ࠸࠸ ࡢ ࡔࢁ ࠺ ࠋ
ḧࡋ࠸ࢪ࣒ࣕࢆ㑅ࡪࡢ㸴✀㢮ࡽ࡞ࡽ㑅
࡚ࡶࠊ ✀㢮࡞ࡿ㑅࡞࠸ࠋゝ࠺ࢪࣕ
࣒ࡢἲ๎ࡢ≧ែ㝗ࡾࡲࡋࡓࠋఱࡽጞࡵࡿࠊ
࠺సࡿࢆỴࡵࡽࢀࡎ⪃࠼࡚࠸ࡿ࠺ࡕᙜ
ึࡢ⇕ࡀᑡࡋࡎࡘ෭ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
㢌ࡢ୰ࢆᮦᩱࠊ〇స᪉ἲࡀពࡶ࡞ࡃᅇࡾࠊ↓
Ⅽ㛫ࡀ㐣ࡂ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
ᜥᢤࡁࡢࡓࡵࠊ㊃ࡋ࡚ጞࡵࡼ࠺ᛮࡗ࡚࠸
ࡓࡇࡀࠊ࠸ࡘࡋ㈇ᢸ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
Ẽࡅࡤኟࡀ⤊ࢃࡾࠊ⛅ࡀ㐣ࡂ࡚ࠊධࢁ࠺
ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᙺࢆᯝࡓࡏࡎ↓Ⅽቨ❧࡚ࡅࡽࢀࡓ
ࢫࢳ࣮ࣞࣥ࣎ࢻࡣࠊ⮬㔜ࡼࡗ࡚ࡓࢃࢇ࡛࠸ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ 


㸲 /HDSEHIRUH\RXORRN
 ᭶ࡢ⤊ࢃࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࢆ
㜵ࡄࡓࡵࡢᡃ៏ࡢ㸱㐃ఇࠋእฟࡍࡿẼࡶ㉳ࡁࡎࠊቨ
❧࡚ࡅࡽࢀࡓࢫࢳ࣮ࣞࣥ࣎ࢻࢆࡌࡗぢ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
ࡏࡗࡃጞࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡔࠋ࠺ࡏ࡞ࡽᡂ
ࢆࡉࡏࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ࡞ࡐసᴗࡀṆࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ
ࡢࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
 ᶍᆺࢆసࡿࡢࡀ┠ⓗࡔࡗࡓࡢࡑࡢ๓ẁ㝵ࡢタィ
ᡭ㛫ࡀࡾࡍࡂࡿࡓࡵࠋ⏝ࡍࡿᮦᩱࠊࡑࢀࡢ
ຍᕤ᪉ἲࠊ㸱✀㢮ࡢධ㛛᭩ࠊࣇࣛࢡࢱࣝࡢࡼ࠺㑅

ᢥ⫥ࡀቑ࠼ࠊ࠺ࡸࡗ࡚〇సࡋ࡚࠸࠸ࡢศࡽ࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠋ
࡞ࡽࡤࠊṆࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ᮲௳ࢆእࡋ࡚సᴗࢆ⾜
࠼ࡤ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊ'&$' ࡞ᘓ⠏ᶍᆺࡣูຮᙉࡀᚲせ࡞
ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࢃ࡞࠸ࠋࣔࢳ࣮ࣇࡢ┿ࡗ࡚
࠸ࡿ㒊ศࡢࡳࢆసࡿࠋᮦᩱࡣ᪤㉎ධࡋࡓࢫࢳࣞࣥ
࣮࣎ࢻࡋࠊࡓ࠼ࡢᮦᩱࡀඃࢀ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶ
⪃࠼࡞࠸ࠋ㐨ලࡶ⌧ᅾᡤᣢࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛సࡿࡇ
ࢆඃඛࡍࡿࠋ⦰ᑻࡣ  ࡋࠊ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࡣ⪃࠼
࡞࠸ࠋࡢ⦰ᑻࢆ㑅ࡪࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆุ᩿ࡍࡿ⤒
㦂ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡽࠋ
ࡑ࠺ཱྀࡢ୰࡛⊂ࡾゝࡘࠊࠗࣛࢡࣛࢡᘓ⠏ᶍᆺ࣐
ࢽࣗࣝ࠘ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࢆぢࡲ
ࡋࡓࠋ┿࡛ぢ࠼࡚࠸࡞࠸㒊ศ࡛࠶ࡿᗋࠊᒇ᰿ࠊ㞄
ᆅࡢ㡯┠ࡣᚲせ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ṧࡾࡢ㒊ศࢆ㡰␒࠾ࡾ㐍ࡵ࡚⾜ࡅࡤ࠸࠸ࠋࡓ
ࡔࠊ〇సᡭ㛫ࡀࡿࡶࡢࢆඛసࡿࡲࡓ⾜ࡁ
ワࡾࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࠊᩜᆅࢆసࡿࡢࡣ᭱ᚋࡋࠊᡂᯝࢆ
ࡍࡄᐇឤ࡛ࡁࡿࡶࡢࡽసᡂࡋࡼ࠺⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲᡭᥥࡁ࡛タィᅗࢆᥥࡁࡲࡋࡓࠋࢠ
ࣜࢩࣕ⚄ヰ࡛࢚ࣆ࣓ࢸ࢘ࢫࡣࠊᕼᮃࡢධࡗࡓ⟽ࢆᡭ
ධࢀࡲࡋࡓࠋ⾜ືࡋ࡚ᚋ⪃࠼ࡿࡇࡣᝏ࠸ࡇ
࡛ࡣ࡞࠸ࡣࡎ࡛ࡍࠋ
ࡲࡎࡣࠊ᭱ࡶ⡆༢ࡔᛮ࠼ࡿᡬྲྀࡾࡾࡲࡋ
ࡓࠋࢿࢵࢺ࡛ᡬࡢ࢝ࢱࣟࢢࢆ᥈ࡋࠊ ࡋࡓᑍἲ
ࢆタィᅗ࠸ࢀࡲࡋࡓࠋࢫࢳ࣮ࣞࣥ࣎ࢻࢆࠗᘓ⠏ᶍ
ᆺࢆࡘࡃࢁ࠺࠘ࢆཧ⪃ࠊ࢝ࢵࢱ࣮࡛ษࡗ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠋᡬࡢⰍࢆሬࡾࠊ࠸ࡓᚋởࢀࡢⰍࢆ㔜ࡡ࡚࠸
ࡁࡲࡋࡓࠋ࢝ࢵࢱ࣮ࢆษࡿ㝿ࡢ㡢ࡸឤゐࡀᚰᆅࡼࡃ
ឤࡌࡲࡋࡓࠋࢫࢥ࡛ࣖ┤ゅࢆ☜ㄆࡍࡿࡢࡀᴦࡋࡃឤ
ࡌࡲࡋࡓࠋᯈࢆⰍ࡛ሬࡾࡘࡪࡋ࡚࠸ࡃࡇࡢ㛫ࢆࡓ
ࡔࡓࡔࠊ࠺ࢀࡋࡃឤࡌࡲࡋࡓࠋ
⥆࠸࡚❆ྲྀࡾࡾࡲࡋࡓࠋࠗࣛࢡࣛࢡᘓ⠏ᶍ
ᆺ࣐ࢽࣗࣝ࠘ࢆཧ⪃ࠊࢡࣜࣝᯈࡢ⦕⥳Ⰽࢆ
ሬࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࢞ࣛࢫྠࡌᒅᢡ⋡ࡢ
ࡼ࠺ぢ࠼ࡲࡋࡓࠋᱞࢆసࡾࢡࣜࣝྜࢃࡏ࡚⤌
ࡳ❧࡚ࡲࡋࡓࠋ❆ࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࡀᱞࡼࡗ
࡚ࡏࡗࡃ࢞ࣛࢫ㢼ຍᕤࡋࡓ⦕ࡀ┠❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ

ࡉࡽ⣧⢋㝵ẁࢆసࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋࠗᘓ⠏ᶍᆺ
ࢆࡘࡃࢁ࠺࠘ࡢࠕ㕲㦵㒊ᮦ㸦+ ᆺ㗰㸧ࢆసࢁ࠺ࠖࢆ
ཧ⪃⁁ᙧ㗰ࢆసࡾࠊ㝵ẁࡢഃ᱆ࢆసࡾࡲࡋࡓࠋ
⁁ᙧ㗰ࡣᮦᩱຊᏛⓗ㡹࡞ᵓ㐀ࡢࡣࡎ࡛ࡍࡀࠊ
㕲㗰ࢫࢳ࣮ࣞࣥ࣎ࢻࠊ⁐᥋࣎ࣥࢻ࡛ࡣᙉᗘ
ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡃࡗࡘ࠸ࡓᛮࡗ࡚ࡶࡩࡋ
ࡓᢿᏊእࢀࠊఱᅇࡶࡅ┤ࡋࡲࡋࡓࠋࡢࡾࡀࡣࡳ
ฟࡋ࡚ởࢀ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢࡲࡲ㐍ࡵࡿࡇ
ࡋࡲࡋࡓࠋ㋃㠃ࠊ㋀ࡾሙࡣ⁁ᙧ㗰⏝సࡗࡓᯈࢆࡑ
ࡢࡲࡲὶ⏝ࡋ࡚సࡾࡲࡋࡓࠋ㝵ẁࢆ⤌ࡳ❧࡚⤊ࢃࡿ
ࠊࠗࣛࢡࣛࢡᘓ⠏ᶍᆺ࣐ࢽࣗࣝ࠘ࡢ᪉ἲ࡛㗵ࡢ
ࢸࢡࢫࢳ࣮ࣕࢆࡘࡅ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ

⥆ࠎᡂࡋ࡚࠸ࡃ↓⏝㝵ẁࡢ㒊ရ

Ẽࡅࡤࠊ༗๓㸰࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋఱ࢝᭶ࡶ
ࡢ㛫ࠊྑ ᕥ ືࡅࡎ࠸ࡓࡇࡀಙࡌࡽࢀࡲࡏ
ࢇ࡛ࡋࡓࠋࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣᮅ࡞ࡿᛮ࠸ࠊᶓ࡞ࡾ
┠ࢆ㛢ࡌࡲࡋࡓࠋ
⩣ᮅ᪩ࡃࠊ㏣ຍࡢࢫࢳ࣮ࣞࣥ࣎ࢻ࡞ࡢᮦᩱࢆ㈙
࠺ࡓࡵࡧ㞧㈌ᗑฟࡅࡲࡋࡓࠋ㉎ධࡍࡿᛴ
࠸࡛ᐙᖐࡾࠊࡍࡄእቨࡢసᡂධࡾࡲࡋࡓࠋࣔ
ࢳ࣮ࣇࡢ┿ࢆཧ⪃ࠊ࣮࢞ࣞࢪࡢࡓࡵࡢ✰ࢆࡃࡾ
ᢤࡁࡲࡋࡓࠋ⥆࠸࡚❆ࡢࡓࡵࡢ✰ࢆ㛤ࡅࡲࡋࡓࠋቨ
ྠኈࢆ┤ゅࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵゅࢆ  ᗘ࢝ࢵࢱ࣮
࡛ษࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ቨྠኈࢆ┤ゅ㈞ࡾࡅࡲࡋ
ࡓࠋ㸯㝵ࡢቨ㸰㝵ࡢቨࢆྜయࡉࡏࡲࡋࡓࠋ❆ᡬ
ࢆࡣࡵࠊ㝵ẁࢆࡘࡅᘓ⠏≀ࡀᡂࡋࡲࡋࡓࠋᩜᆅࢆ
సࡾࠊᘓ⠏≀ࢆ㍕ࡏࡲࡋࡓࠋࡩぢୖࡆࡿኤ᪥ࡀ
❆ࡽᕪࡋ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᡬ❆ࡢᡂ
┤ゅ㈞ࡾࡅࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸
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ࡑࡢᡬࢆࡩࡉ࠸ࡔ㝵ẁࡶ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸰㝵ࡢᡬࡀ
ࡩࡉࡀࢀ࡚❆࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠊୖࡿࡇࡢࡳ
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ᙜึࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠊேࡢᚰࢆចࡁࡅࡿᶍᆺࡀฟ
᮶ࡓࡢࡣ࡛᫂ࡍࡀࠊᡂࡋࡓᶍᆺࢆࢇࡲࡾ
ぢࡘࡵࡘ࡙ࡅࡓࡢ࡛ࡋࡓࠋ

㝵ẁࡢඛ࠶ࡗࡓᡬࡣࡩࡉࡀࢀࠊ❆ᨵ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ࠗ㉸ⱁ⾡ࢺ࣐ࢯࣥ࠘ྠࡌᵓᅗ࡛
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ࡓࡢ࡛ࡋࡓࠋពࡢ࡞࠸ᇽࠎᕠࡾࡢᛮ⪃ࡀࢇ
㛫ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡣ࠸࠼ࠊ༙ᖺ௨ୖࡢ㛫ࡀ⤒㐣
ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
᪩㏿࣓࢝ࣛࢆᡭྲྀࡾࠊࠗ㉸ⱁ⾡ࢺ࣐ࢯࣥ࠘ྠ
ࡌᵓᅗ࡛┿ࢆࡾࡲࡋࡓࠋࣔࢳ࣮ࣇྠࡌࡼ࠺
㸯㝵ࡢᡬࡣ㸰㝵ࡢᡬ⧅ࡄࡓࡵసࡽࢀࡓ㕲㦵ࡢ㝵
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ࡍࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⣧⢋࡞ᡬࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸳 ࡉ࠸ࡈ
᭱ึ⎍࡞ࡶࡢࢆసࢁ࠺ࡍࡿືࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
࠶ࡲࡾከࡃࡢሗࢆぢ࡚ࡋࡲ࠺ฎ⌮ࡋࡁࢀ࡞ࡃ
࡞ࡿࠋ୍ᗘẼᣢࡕࡀ෭ࡵ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡶࠊᐇ㝿సᴗ
ࢆጞࡵࡿ⾜ືࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ᡭࢆືࡋ࡚≀ࢆ
సࡿࡇࡣᮏᙜᴦࡋ࠸ࠋ
ᩥᏐࡍࡿࠊ㟁㌴ࡢ୰ྞࡾᗈ࿌࡛㣬ࡁࡿぢ
࡚ࡁࡓ⮬ᕫၨⓎ᭩ࡢ࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥ࡛
ࡍࡀࠊ⮬ศࡢయࢆ㏻ࡍ࡚ࡶษ࡞≀ࡢᵝᛮ࠼
ࡲࡍࠋ
࠾ࡑࡽࡃࠊ㏞㉮ࡋ࡞࠸࡛〇సࡍࡿࡓࡵࡣධ㛛᭩
ࢆࠕ୪࡚ࠖㄞࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࡘ࡙ࡅ࡚ࠖㄞࡴ
ࡁࡔࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࡛ࡍࡽࠊḟࡢᘓ⠏ᶍᆺࡢ〇
సࡣࠊ㸯⤠ࡗ࡚ཧ⪃ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠸ࡘࡣ '&$' ࡸࠊᮌᮦ࡞ࡢᮦᩱ
ࢆ㸯ࡘࡎࡘヨࡋࠊ๓㐍ࡋ࡚࠸ࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣓࣮ࣥ࢝࢘ࣛ⋤ࡢࣆ࣑ࣛࢵࢻࠊࢡࣇ⋤ࡢࣆ࣑ࣛࢵ
ࢻࠊࢧࣥࢩࣕࣥ ࣭࣭࣭ࠋୡ⏺ࡣᘓ⠏ᶍᆺ࡞
ࡿࡓࡵࡢ↓ᩘࡢᘓ⠏≀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ⓙᵝࡶᅇ⤂ࡋࡓ㈨ᩱ࡞ࢆཧ⪃ᘓ⠏ᶍᆺࢆ
〇సࡋ࡚ࡣ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࡣࡽࡔ࣭ࡉࡋ
㸦┴❧ᕝᓮᅗ᭩㤋

㝵ẁࡀసࡽࢀࡓࡇࡼࡗ࡚Ꮡᅾព⩏ࢆኻࡗࡓᡬ
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ᲶჄᇌ߷߃ƔǒᲸ

Ⴤᇌ߷߃ƷˋԧᲬ
Წ࠰ࡇѣإԓ ȀǤǸǧǹȈ
Ⴤᇌ߷߃ƷˋԧᲬ࠰ࡇѣإԓ ȀǤǸǧǹȈ
はじめに
ࡣࡌࡵ
2020（令和２）年、全世界が新型コロナウイルス
ࡣࡌࡵ
感染症（COVID-19）による大きな影響を受けました。
県立川崎図書館（以下当館とする）でもこれまでど
おりの運営を続けることはできず、様々な対応を講
じてきました。未だに収束が見えないこのコロナ禍
ですが、ここまでの当館の取組みを振り返りたいと
思います。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応という
観点から、2019（令和元）年度の内容も一部含みます。
記事の内容は全て 2021 年１月現在のものです。
仮設カウンター

 ᖺ㸰᭶
年２月
2020
ᖺ㸰᭶
２月 19 日
「新型コロナウイルス県内感染のまん延防止に係る
県の取組方針」を踏まえ、当館が予定していた下記
の催事の中止または延期が決定した。
・

２月 26 日「ものづくりギャラリー展示関連イ
ベント

職業技術校の工作教室

～メイド・イ

ン・ジャパンの技を体験しよう～」
・

２月 28 日「社史編纂サポートセミナー（社史
ができるまで講演会 35 回）『東京書籍 110 年の
あゆみ』ができるまで」

・

３月 14 日「図書館で学ぶ知的財産講座―弁理
図書館カードや資料の受渡し用トレイ

士と共に学ぶ初心者向け知財―」の第１回「商
標権と意匠権ってどんな権利？―井村屋のアイ
スクリーム『やわもち』で分析します―」
・
・

３月 18 日「ものづくりカフェ

はかるって何？

３月 12 日

―計量の基準と計量検定所の仕事と生活―」

仮設カウンターでの利用登録の受付を開始した。

３月 21 日「講演会・企業の足跡を知る 第４回

また、館内で行っていた展示を「Web で紹介

鈴廣の歴史と受け継がれてきた伝統技術」

展示：環境に優しい『新素材』」として HP で公開した。

 ᖺ㸱᭶
2020
ᖺ㸱᭶
年３月

ミニ

以後、様々なコンテンツを HP で公開していく。

３月４日

３月 16 日～３月末

サービスの一部停止を開始した。

３月 15 日までとしていたサービスの一部停止を延

利用者の閲覧室への入室を停止し、図書館入口に仮

長した。

設カウンターを設け、予約資料及び視聴覚資料の受
取り・返却のサービスを提供した。図書館カードや

 ᖺ㸲᭶
 年４月
ᖺ㸲᭶
2020

図書の受渡しにはトレイを使用した。

４月１日

電話やインターネットによる調査相談（レファレン

３月末までの予定としていたサービスの一部停止

ス）、郵送貸出、郵送複写、郵送登録、他館との相

を、当分の間延長した。

互貸借、行政支援のサービスは通常通り行った。
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４月７日
「Web で紹介

ル・データベース一覧」を公開した。
県立川崎のこんな本『数学の難問』」

また、県立社会教育施設６館が、それぞれの Web コ

と題し、閲覧室内で行っていた展示を HP で公開した。

ンテンツを集約した共同企画「おうちでミュージア
ム＆ライブラリー」
を、
県教育委員会の HP で公開した。

４月８日

当館は「すごい社史」＆「社楽」、「Web 版

県立川

サービスの一部停止が８月 31 日まで継続となった。

崎図書館ものづくりギャラリー展示」を発信した。

４月 12 日～５月６日
新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく「緊急
事態宣言」を踏まえ、神奈川県実施方針が改訂され

「おうちでミュージアム＆ライブラリー」のロゴ

たことから、臨時休館した。仮設カウンターでのサー
ビスも停止した。

2020 年５月

この間、お問い合わせフォーム・FAX・文書でのレファ

５月７日

レンス、郵送複写、郵送貸出、郵送登録等のサービ

「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施

スを提供した。

方針」を踏まえ、臨時休館を５月 31 日まで延長す

貸出中資料の返却期限・予約資料の取置き期限は一

ることとなった。

律で５月 18 日までとした。

貸出中資料の返却期限・予約資料の取置き期限は一
律で６月 15 日までとした。
５月 27 日
仮設カウンターでのサービスを再開した。予約図書
及び視聴覚資料の受取り・返却、電話等による検索・
調査相談、郵送貸出、郵送複写サービスを提供した。

2020 年６月
６月９日
新型コロナウイルス感染症拡大予防対策マニュアル
に基づき、万全な拡大予防策を講じる観点から、一
定の条件の下で再開館した。
・

館内ではマスクを着用していただく。

・

入館人数を 80 人までと制限した。

・ １日あたり概ね２時間以内の利用をお願いした。
・

書庫内資料の利用申込みは 18 時までとした。

・

館内随所に「感染症拡大防止のためのお願い」
等の貼り紙を掲示した。

臨時休館の掲示

また、この臨時休館期間中に職員は一部テレワーク
業務を行った。業務内容としては所蔵雑誌の利用状
況調査、所蔵資料から選択した「おすすめ本」の紹
介文の執筆、国立国会図書館が提供する遠隔研修の
受講等を行った。
４月 28 日
HP で「Web で紹介

ものづくりギャラリー展示『東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会』
と建築」、「ミニレクチャーで使用した電子ジャーナ
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「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い」

・

座席の間隔をあけた。

・ 館内随所に手指消毒用のアルコールを設置した。

総合カウンター前閲覧席

手指消毒用アルコール

・

座席で閲覧された資料は書架に戻さず、返却台
に戻していただくこととした。

カンファレンスルーム
館内随所に用意した返却台

・

入館者全員に非接触体温計による検温を行う。
・

カウンターにアクリル板を設置した。

・

利用者同士が距離を保つ目安になるよう床に
テープを貼った。

非接触体温計による検温

総合カウンター
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2020 年７月

９月 29 日

７月 22 日

当館の司書が講師をつとめ、電子ジャーナルの使い

HP で「こんなところに科学者」を公開した。映画や

方について実習形式でレクチャーを行う「ミニレク

アニメ等のフィクション作品の中に現れる科学者や

チャー」を再開した。

その業績・発明品等を紹介している。

2020 年 10 月
2020 年９月

10 月３日

９月１日

大人の理科教室「光を分解 !! レインボーカラーを

館報「ものづくり文化」のバックナンバーを HP で

つくろう」を開催した。例年より参加者数を制限し、

公開した。

講師のフェイスシールド着用等の対策を講じた。

９月４日

10 月５日

「知財総合支援相談」を再開した。以後、「知的財産

「文字・活字文化の日記念展示」として、理化学研

相談」（９月 11 日～）、「創業・経営相談」
（９月 12

究所と編集工学研究所が提供する「科学道 100 冊」

日～）も再開した。

の展示を開始した。

９月 10 日
神奈川新聞で当館職員が執筆する連載「サイエンス
を読む

県立川崎図書館から」を開始した。11 月

19 日まで毎週木曜日に全 11 回掲載した。掲載記事
と併せて関連資料の展示も行った。

「科学道 100 冊」の展示

10 月 13 日
資料の除菌機を設置した。資料の表面についた雑菌
を紫外線ランプで消毒することができる。

新聞連載関連展示

９月 11 日
ものづくりギャラリー展示「分身ロボット OriHime
～距離や障害を乗り越えるテクノロジー～」を開始し
た。10 月 10 日から 17 日まで「分身ロボット OriHime」
の実機を展示し、10 月 12 日から 17 日の間に４日間、

カウンター横に設置した除菌機

実際に操作できるデモンストレーションを行った。
10 月 17 日
９月 24 日
「企業関係者と弁理士の知財研究会」の第１回を会場
受講・Zoom によるオンライン受講の併用で開催した。

21

３月に開催予定だった「図書館で学ぶ知的財産講座―
弁理士と共に学ぶ初心者向け知財―」の第１回「商
標権と意匠権ってどんな権利？―『コカ・コーラの瓶』

を例に一緒に考えていただきます―」を開催した。

12 月 19 日
「図書館で学ぶ知的財産講座―弁理士と共に学ぶ初

2020 年 11 月

心者向け知財―」の第２回「弁理士と共に学ぶ＆学

11 月 17 日

び直す特許・実用新案」を開催した。

資料の調べ方講座「県立川崎図書館の使い方～デー
タベースを中心に～」を Zoom によるオンライン受

2021 年１月

講を中心に開催した。

１月５日
入館者の体温を測定するためのサーマルカメラを設

11 月 21 日

置した。

ワークショップ「
『科学の本を選んでみよう』～科学
道 100 冊から広がる科学の本の選び方・楽しみ方～」
を開催した。

サーマルカメラ
ワークショップ「科学の本を選んでみよう」

１月 12 日
11 月 26 日

国の「緊急事態宣言」を受けた「特措法に基づく緊

「企業関係者と弁理士の知財研究会」の第２回を会場
受講・Zoom によるオンライン受講の併用で開催した。

急事態措置に係る神奈川県実施方針」を踏まえ、平
日の閉館時間を 30 分早め、午後７時までに変更した。
また、「緊急事態宣言」発令中の講座・イベントに

2020 年 12 月

ついては、オンライン対応以外のものについては、

12 月８日

原則として中止とすることとした。

KISTEC・KSP・ 川 崎 図 書 館 で 共 催 す る 令 和 ２ 年 度
KISTEC 知財セミナー第８回「意匠登録のための手続

１月 13 日

き実務

資 料 の 調 べ 方 講 座「 特 許・ 商 標 の 検 索 方 法 」 を

～出願から登録まで～」を開催した。

Teams でオンライン開催した。
12 月 11 日
ものづくりギャラリー展示「県立川崎図書館の本で
作ってみよう」を開始した。

おわりに
全職員がこれまで経験したことのない、未知の敵
と戦い続けた１年となりました。先が見えない状況
のなか、利用者と職員の安全を守りながら図書館を
運営することは非常に困難でしたが、職員一同、知
恵を出し合い最善を尽くしてきました。
改めて、コロナ禍での図書館運営にご理解・ご協
力いただいた皆様に感謝いたします。

展示の様子
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＜県立川崎図書館から＞

記録写真の紹介

青雲文庫

青雲文庫（せいうんぶんこ）は今から50年前の1970年に巡回を開始した、当館の
移動図書館車です。県内の工場や会社の寮に出向いて、勤労青少年を対象に図書
の貸出を行いました。
市町立図書館の整備が進み、県の先導的役割が達成されたとして1984年に廃止さ
れるまでサービスを提供し、好評を得ました。
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