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ᩚഛົᡤ

㆟ࡢࡲࡵ
ጤဨ࠾ࡅࡿጤဨࡢࡈពぢࠊᑐࡍࡿົᒁ➼ࡢ
ᑐᛂ㸦Ѝ㒊ศ㸧ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
ۑ㣕ἓ㜵Ṇᖏࠊ⁻╔ࢦ࣑➼ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡘ࠸࡚
㣕ἓ㜵Ṇᖏࠊ⁻╔ࢦ࣑➼ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡘ࠸࡚
࣭㣕ἓ㜵Ṇᖏࡢ᳜᱂ࡣ㠀ᖖ࠸࠸ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ⟶⌮ࡀၥ
㢟࡛࠶ࡿࠋⲡสࡾࡶఫẸࡀ㈇ᢸࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉ➼࡛ㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ఫẸࡔࡅ࡛⟶⌮ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⾜ᨻࡶ㈈
ᨻ㞴࡛࠶ࡿࠋ⾜ᨻఫẸࡀඹྠ࡛⾜࠺⥔ᣢ⟶⌮ࡢ⤌
ࡳࢆࠊࡢẁ㝵ࡽࡘࡃࡾጞࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ 餅࡛ࣨࡶࠊ᪥ᖖࡢࡈࡳࡣఫẸࡀᣠࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ேࢆၨⵚࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲせࡔࠋ
ۑ㣕ἓ㜵Ṇᖏࡢᵓ㐀࣭ᶞ✀ࡘ࠸࡚
࣭㣕ἓ㜵Ṇᖏࡢഴᩳࢆࡺࡿࡃࡵࡓ࠸ࡀᖜࡀᑠࡉ࠸ࠋᖜ
ࢆᗈࡆࡽࢀ࡞࠸ࠊᚋ┦ㄯࡋࡓ࠸ࠋ
Ѝㆤᓊࡢ๓ฟࡋᖜࡽィ⟬ୖᚲせ࡞㏱Ỉᒙࢆ㝖࠸ࡓṧࡾ
ࢆ㣕ἓ㜵Ṇᖏࡋ࡚࠸ࡿࠋ㣕ἓ㜵Ṇᖏࡢᖜࡣࠊᚋᐇ
㦂⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࣭㣕ἓ㜵Ṇᖏࢆタ⨨ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⥔ᣢ⟶⌮ᡭࡢࡽ
࡞࠸ࡶࡢࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࣭㣕ἓ㜵Ṇᖏࡢ᳜᱂ࡣࡁ࡞ᮌࡀᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㸸ࡢ໙㓄ࡢ┒ࡾᅵ࡛ᡂ⫱ࡍࡿࡢࠋ
Ѝ୍⯡ⓗ࡞ᣦᶆ࡛ࡣࠊ㹫ࡢᅵཌࡀ࠶ࢀࡤࠊࡁ࡞ᮌ࡛
ࡶࡑࢀ࡞ࡾ⫱ࡘゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㸸ࡢ໙㓄
ࡣ⾲ᅵࡀᏳᐃࡍࡿ㝈⏺ࡢ໙㓄࡛࠶ࡿࠋ
࣭ⴠⴥᶞࡣ⟶⌮ࡀኚ࡛࠶ࡿࡋࠊ㣕ἓ㜵Ṇࡢᶵ⬟ࡢⅬ࡛
ࡶ㐺ࡉ࡞࠸ࠋᖖ⥳ᶞࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࣭㧗ᮌࡀ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊపᮌࢆᇶᮏ㧗࠸ᮌࡀఱᮏ
࠶ࡿ࣓࣮ࢪ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
࡛ࡣࠊࡑࡢ㎶ࢆྵࡵ࡚⤂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ۑㆤᓊᵓ㐀ࡘ࠸࡚
࣭㉺ἼࡋࡓἼࡣᶓࡶὶࢀࡿࡓࡵࠊ➃㒊ࡢ㟘ሐࡸ⫼ᚋ
ഴᩳࡀ࠶ࡿ༡➃㒊࡛Ἴࡀ㜵ࡆࡿࡢၥ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࢡࢭࢫࡢࡓࡵ㟘ሐࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㜵ㆤୖᙅ࠸
㒊ศࡣࡘࡃࡽ࡞࠸࠺ࡀ࠸࠸ࠋࢡࢭࢫࡢ⟠ᡤᩘࡣ⪃
࠼┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ѝ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫࡣࢫ࣮ࣟࣉࢆධࢀࡿᚲせᛶࡽ㟘ሐ࡛ࡢ
ฎ⌮ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㝵ẁ㒊ศࡢࡳࡢࢡࢭࢫ㒊ࡣࠊ
ᚋᢏ⾡ⓗ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
࣭Ṍࡏࡿ㒊ศࡣ㤿ᇼᾏᓊࡢୗẁ┦ᙜࡍࡿࡇࢆఏ࠼
࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㝵ẁ㒊ࡢ㟘ሐࡣࠊᥦࡢᙧ࡛ࡶࡼ࠸
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ഃ୰ኸ㒊࡛ࠊᇶ♏ࡢ୍㒊ࡀ㨶♋ᖸ΅ࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ฎ⌮ࢆࡍࡿࡢࠋ
Ѝ᪤ᏑᾘἼࣈࣟࢵࢡࡢ⠊ᅖෆࡵࡿࡇࢆᇶᮏ᪉㔪
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㨶♋ᖸ΅ࡍࡿሙྜࡣ⁺༠┦ㄯࡋ࡚ࠊ
௦᭰࠼ࡢ㨶♋ࡸࠊᇶ♏ࡢᙧ≧ࡢᕤኵࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
ۑぶỈᛶࡘ࠸࡚
࣭ഃࡢ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫࡣ ࡢฟධࡾཱྀ࡛࠶ࡿࠋ⯪ࡢἼࡀ

ูᗓ㔛࡙ࡃࡾ᪂⪺➨ྕࠉⓎ⾜㸸ᅜᅵ㏻┬ูᗓ

ධࡾ㎸ࢇ࡛㐟ࡧ᮶ࡓᏊ౪ࡗ࡚༴㝤࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ѝ⯪⯧ࡢ㉮⾜Ἴࡣၥ㢟࡞࠸ࣞ࣋ࣝࡔุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭➃㒊ᾏ㝆ࡾࡽࢀࡿ㝵ẁࢆタ⨨ࡍࡿࡣࠊᐦ⁺⪅
ࡀ㨶♋ࢡࢭࢫࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ѝ㨶♋ࡣୖࡽࡣぢ࠼࡞࠸ࡢ࡛ၥ㢟࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
࣭୰ኸ㒊ࡘ࠸࡚ࡶࠊぶỈᛶࡀ᳨ウ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
Ѝ୰ኸ㒊㏆ࡣἼᙜࡓࡾࡀཝࡋ࠸ࠋἼࡢ㟼࡞ࡇࢁ
ぶỈ࢚ࣜࢆタࡅࡓ࠸ࠋ
ۑㆤᓊ
ㆤᓊ⫼ᚋࡢᕷ㐨ࡘ࠸࡚
⫼ᚋࡢᕷ㐨ࡘ࠸࡚
࣭㣰࡛ࣨࡣᾏᓊᩚഛྜࢃࡏ࡚⫼ᚋࡢᕷ㐨ࢆᣑᖜࡋ
ࡓࠋ࡛ࡶㆤᓊ⫼ᚋࡢᕷ㐨ࢆᾏᓊᩚഛྜࢃࡏ࡚ᨵ
ၿࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡢᕷ㐨ࡣᖜࡀ⊃࠸ࡓ
ࡵࠊᨵၿࡍࡿࡍࢀࡤࠊㆤᓊࢆ๐ࡿ࡞㐨㊰ࢆᣑᖜࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ѝㆤᓊᕤࡢ㝿ࡣࠊ㐨㊰ࡢ୍㒊ࡶᕤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ᐃࡉࢀࡿࠋูᗓᕷ㐃ᦠฟ᮶ࡿ࡞ࡽ┦ㄯࡋࡓ࠸ࠋ
࣭ᩚഛᚋࡢ↷᫂㸦⾤ⅉ㸧ࡣィ⏬࠶ࡿࡢࠋ
Ѝ↷᫂ࡣ㧗₻ᑐ⟇ᴗ࡛ࡣタ⨨࡛ࡁ࡞࠸ࠋᕷ㐨⾤ⅉࡀ
ࡅࡽࢀ࡞࠸┦ㄯࡋࡓ࠸ࠋ
࣭⌧ᅾࠊㆤᓊ⫼ᚋࡢᕷ㐨ࡣࠊࣈࣟࢵࢡࢆタ⨨ࡋ࡚ᖜࢆ⊃
ࡃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣἲ㥔㌴ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
Ѝᾏᓊࡀᩚഛࡉࢀࢀࡤேࡢฟධࡾࡀከࡃ࡞ࡾࠊἲ㥔㌴
ࡶ↓ࡃ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ۑ⣽㒊ࡢࢹࢨ᳨ࣥウ᳨ウࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚
࣭⥳ᆅࡢ㸸ࡢ໙㓄ࡣࠊ&*࡛ぢࡿࡼࡾᐇ㝿ࡣጾᅽឤࡀ࠶
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ༑ศ‽ഛࡋ࡚ヰࡋྜ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᖹ㠃ࡣᶵ⬟ⓗࡣࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹࢨࣥⓗ࡞ၥ
㢟ࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࡵࡿࡓࡵࡣ㛫ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
ۑㆤᓊࡢ⏝ࡘ࠸࡚
࣭ㆤᓊ๓㠃ࡣࠊἼࡀ㧗࠸ࡣ❧ධ⚗Ṇ࠸ࡗࡓᥐ⨨ࡀᚲ
せ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᑐ⟇ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
Ѝᶆ㆑ࡼࡿ㧗Ἴࠊ㧗₻ࡢ❧ධ⚗Ṇࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ༡➃㒊ࡢ⯪⁀ࡾࡘ࠸࡚
࣭⯪⁀ࡲࡾࡣᇙࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋ
Ѝᇙࡵࡿࡓࡵࡣࠊศ┴ࡀ ‴⥳ᆅࡋ࡚ᩚഛࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡀࠊ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ㧗₻ᑐ⟇ᴗ࡛ྍ⬟
࡞᪉ἲࡋ࡚ᇙ❧࡚࡞࠸ᙧ࡛ࡢᩚഛࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ѝ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣ㧗₻ᴗ࡛ྍ⬟࡞ᩚഛ᪉ἲࡋ࡚
ࡣࡇࢀࡋ࡞࠸ࡇࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⎔ۑቃㄪᰝࡘ࠸࡚
࣭⌧ᅾᾘἼࣈࣟࢵࢡࢀࡄࡽ࠸ࡢ⸴ሙࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡑࢀࡀఱ㸣ῶࡿᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ࡢᆅ༊࡛ࣄࢪ࢟ࡀ⏕࠼࡚࠸ࡿỈ῝ᖏࡸࠊἼᙜࡓࡾࠊ
ᗏ㉁ࡶ⪃࠼࡚ࠊタィᫎࡋ࡚ࡣ࠺ࠋ
࣭㨶ࡸ㈅㢮➼ࡢỈ⏘㈨※ࡶㄪᰝࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭᧔ཤࡍࡿ᪤ᏑᾘἼࣈࣟࢵࢡࢆ㨶♋ࡋ࡚๓㠃ᾏᇦタ
⨨ࡍࡿࡢᥦࡔࡀࠊ㨶♋ࡣࡁ࠸ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡤࡽࡋ࡚タ⨨ࡍࡿ࡞ࠊ✵㛫ࢆ⏝ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

࠾▱ࡽࡏ
ࠉᆅ༊㸯࡛ࡣࠊᚋ➨㸳ᅇ᳨ウࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶ୖ᪪㛤ദࡋࡓࡢࡕࠊỈ⌮ᶍᆺᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋᚋࡢ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദணᐃ➼ࡢヲ⣽ࡣ㝶ୗグࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡚ࡈෆ⮴ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ูͤᗓ ᾏᓊࡢᩚഛ㛵ࡍࡿሗࡣୗグࡢูᗓ
ࠉKWWSZZZSDTVUPOLWJRMSEHSSX
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ᩚഛົᡤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㝶ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ㠀ࡈぴୗࡉ࠸ࠋ
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ᩚഛົᡤ

➨ྕ
ᖹᡂᖺ
᭶᪥

➨㸲ᅇูᗓ
ูᗓ

ᾏᓊ㸦ᆅ༊㸯㸧ᩚഛィ⏬᳨ウࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓ
ᾏᓊ㸦ᆅ༊㸯㸧ᩚഛィ⏬᳨ウ
ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓ
ูᗓ ᾏᓊ㸦ᆅ༊㸯㸧ࡢᩚഛィ⏬ࡢ⟇ᐃ࠶
ࡓࡾࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࠊఫẸ௦⾲ཬࡧ⾜ᨻࡽ࡞ࡿࠕ➨
㸲ᅇูᗓ ᾏᓊᩚഛィ⏬᳨ウࠖ ᑠᓥጤဨ㛗㸸
ᕞඹ❧Ꮫྡᩍᤵ㸧ࢆࠊᖹᡂᖺ᭶᪥㸦᭶㸧༗
ᚋࡼࡾடࡢ࣍ࢸูࣝᗓᗑ࡚㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ
ᖺᗘᘬࡁ⥆࠸࡚ᅇ┠࡞ࡿᅇࡢ᳨ウ࡛
ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウᇶ࡙ࡃ␃ពⅬࡸㄢ㢟➼ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊᖺᗘ⤠ࡾ㎸ࢇࡔ㔜ࣃࣛ࣌ࢵࢺᆺㆤᓊࡢᵓ㐀
ᙧᘧࡼࡿ୍⯡㒊ࡢᇶᮏ᩿㠃ࡸࠊయࡢᖹ㠃㓄⨨
ࢆᥦ♧ࡋࠊᚋࡢ᳨ウ᪉㔪➼ࢆウ㆟ࡋࡲࡋࡓࠋ

᳨ウࡢෆᐜ
㸺➨㸲ᅇ
ᅇูᗓ
ูᗓ ᾏᓊᩚഛィ⏬᳨ウ㸼
ᾏᓊᩚഛィ⏬᳨ウ
ࡣࡌࡵࠊᑠᓥጤဨ㛗ࡼࡾᆅ༊㸯㛵ࡍࡿᖺᗘࡽࡢ᳨ウࡢ 㸺➨
㸫ḟ➨㸫
⤒⦋ᖺᗘࡢ┠ᶆ➼㛵ࡍࡿᣵᣜࡀ࠶ࡗࡓᚋࠊົᒁࡼࡾࠊᖺᗘ
㸯㸬㛤
ࡢ᳨ウࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡋ᳨࡚ウ㸰ᅇࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸰ᅇࠊఫẸㄝ
㸰㸬㆟
᫂㸯ᅇࡢ㛤ദᮇෆᐜࠊࡲࡓࠊᖺᗘࡢ➨㸱ᅇ᳨ウ࡛ࡢせព
㸦㸯㸧ᩚഛィ⏬ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚
ぢᑐᛂࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊἙᮧጤဨࡼࡾࠊ᭶㛤ദࡉ
㸦㸰㸧ᖹᡂᖺᗘ➨ᅇ᳨ウࡢせពぢᑐᛂ
ࢀࡓ➨ᅇ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢពぢࡢෆᐜࢆሗ࿌ࡋ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ
㸦㸱㸧ᖹᡂᖺᗘ➨ᅇูᗓ ᾏᓊ࡙ࡃࡾ:6
⥆࠸࡚ࠊົᒁࡼࡾࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ⤒⦋᩿㠃ࠊᖹ㠃᳨ウ࠶ࡓࡗ
㸦ᆅ༊㸧ෆᐜሗ࿌
࡚ࡢ␃ព㡯ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㔜ࣃࣛ࣌ࢵࢺᆺㆤᓊࡢࠊ⫼ᚋ㣕ἓ㜵Ṇᖏ 㸦㸲㸧᳨ウ⤖ᯝࡘ࠸࡚
ࢆタ⨨ࡋࡓ୍⯡㒊ࡢᇶᮏ᩿㠃ࠊࡑࡋ࡚୧➃㒊ཬࡧ୰ኸ㒊ࡢせ࡞࢚ࣥ 㸦㸳㸧⎔ቃㄪᰝࠊᾏᓊ⏝ㄪᰝሗ࿌
ࢺࣛࣥࢫࠊ⫼ᚋ㐨㊰ࡽࡢࢡࢭࢫࡸぶỈᛶ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓࠊయࡢᖹ 㸱㸬ࡑࡢ
㠃㓄⨨ࢆᥦࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮅぢᕝࡢ⯪⁀ࡲࡾࡘ࠸࡚ࠊᮏᴗ 㸲㸬㛢
ࡢ㧗₻ᑐ⟇ᴗࡢ୰࡛ᩚഛࡍࡿ࠸࠺๓ᥦ࡛ࠊㆤᓊࡢᔞୖࡆࡼࡾ㜵
ㆤᶵ⬟ࢆᙉࡋࡓᩚഛࢆᥦࡋࡲࡋࡓࠋ
᭱ᚋࠊ⎔ቃㄪᰝࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᢞ▼㨶♋ࢡ࣓ࣟࡸࣀࢥࢠࣜࣔ
ࢡࠊᾘἼࣈࣟࢵࢡࡢ〈ࡢ㒊ศࣄࢪ࢟ࡸ࣓࣡࢝࡞ࡀᗈࡃ⏕⫱ࡋ࡚࠸
ࡿࡇࠊ⸴ሙయࡢ㠃✚ࡀࠊᖺᗘẚ࡚ࡸࡸቑຍഴྥ࠶ࡿࡇ
➼ࢆሗ࿌ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊỈ㉁ㄪᰝ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ➃㒊ࡢỈཱྀࡀ࠶
ࡿ㒊ศࡣࡢᆅⅬࡼࡾᾋ㐟≀㉁ࡀࡸࡸ㧗࠸ࡇ➼ࢆሗ࿌ࡋࡲࡋࡓࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩚഛィ⏬ࡢ⪃࠼᪉ෆᐜࡘ࠸࡚ࠊጤဨࡢ᪉ࠎ
ఫẸ௦⾲ࡋ࡚ฟᖍࡉࢀࡿ㸦ᕥࡽ㸧Ⳣጤ
㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚㡬ࡁࠊᚋࡢ᳨ウࡢ᪉ྥᛶࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ
ဨࠊἙᮧጤဨࠊ⏕⏣ጤဨࠊ᳃⏣ጤဨ
ᅇࡢពぢࡢࡲࡵ
ᇶᮏⓗ࡞᩿㠃ᖹ㠃㓄⨨ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓ⤖ᯝࠊḟᅇ  ᭶ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉฟࡍࡋ࡚ࠊົᒁᥦ
ࡢ᩿㠃ࠊᖹ㠃࡛ᴫࡡྜពࢆᚓࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋウ㆟ࡢ᭱ᚋᑠᓥጤဨ㛗ࡲࡵ࡚㡬࠸ࡓᅇࡢ᳨
ウ࠾ࡅࡿពぢࡢせ᪨ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
୍࣭⯡㒊ࡢ᩿㠃ᵓ㐀ࡣົᒁᥦ࡛ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭㣕ἓ㜵Ṇᖏࡘ࠸࡚ࡣࠊつᶍࡀᑠࡉ࠸࠸࠺ពぢࠊ⥔ᣢ⟶⌮ࡘ࠸࡚ࠊࡢẁ㝵ࡽఫẸࡢ᪉ࡶྵࡵࡓ
⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᖹ㠃㓄⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ኸ㒊ࡣົᒁᥦࡁ࡞ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ୰ኸ㒊ࡶぶỈᛶࢆ᳨ウࡋ࡚
ࡋ࠸࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᖹ㠃㓄⨨ࡢ➃㒊༡➃㒊ࡣᕤኵࡀᚲせࡔ࠸࠺ពぢࡀ࠸ࢁ࠸ࢁฟࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡃࡔࡵ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ
࡞࠸ࡢ࡛ࠊົᒁࡢᥦࢆᇶᮏ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋࠊḟᅇ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ


別府里浜づくり新聞 第47号

発行：国土交通省 別府港湾・空港整備事務所

別府里浜づくり新聞 第47号

一般部の基本断面の検討
これまでのワークショップおよび検討会での意見・要望を踏まえ、事務局から基本的な断面構造を提案しまし
た。具体的には、現在設置されている消波ブロックおよびコンクリート護岸を撤去し、現在の護岸位置よりも
13m前出しした位置に直立消波ブロック、高さ5.5mの前面パラペットを設置し、その背後に透水層（北部と南部
で海底地形が異なるため、幅が異なる）および高さ5.5mの背後パラペットを設置することで越波から背後地を守
るとともに、海域環境等への影響を最小限にしつつ、景観や利用、施工性等に配慮します。さらに、その背後に
飛沫防止帯を設置することで、背後地に飛沫が飛散するのを防ぐとともに、護岸背後空間の閉塞感の解消や背後
住居のプライバシーに配慮します。

平面配置と要所部の検討
一般部の断面構造を基本に、管理用の車輌が通行する管理用通路等の必要な施設や、北端部、中央部、南端部
に主要なエントランス（入口、玄関）としての機能、3箇所ある背後道路からアクセスする階段の配置を検討し
た、平面配置計画案を事務局より提案しました。また、隣接する船溜まりについても、高潮対策事業で整備可能
な範囲で、パラペットを設けて階段を設置した、防護と親水性を考慮した施設を提案しました。
平面配置案
投石魚礁

楠 港

南端部エントランス

一般部の基本断面の規模等と特徴
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（水中部）

投石魚礁
既存消波ブロック

+5.0

+4.0

既

前出し幅13.0m

投石魚礁

+3.8

線

○海の眺望の確保
・視線を遮らず、海側への眺望を確保
○安全・防犯対策
・直立消波ブロック天端（利用箇所）から背
後地への視線が遮断されない
○アクセスへの配慮
・直立消波ブロックの天端高（利用箇所）を
下げ、地盤との高低差を約1.3mに抑える
ことでアクセス（階段やスロープが小さ
くなる）に配慮
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+3.5
宅地

別府市浜松24
船溜まり部

※断面、平面図に記載した数値は計算による暫定値であり、今後水理模型実験等により、変更する可能性がある。

3F
10.36
2F窓上 9.94

既設消波ブロック撤去
既設コンクリート撤去

前面パラペット

○直立消波ブロックのイメージ（宮崎港）
高潮潮位

+3.5

満潮位

+2.5

平均水面

+1.3

+5.5

1：

+5.5

2の

勾配

+4.7

0.8m

既存消波ブロック法尻

3.39

7.75
7.03

1F

5.15

3.34

背後パラペット
（高さ0.8m）

干潮位
±0.0
（基本水準面）

0

直立消波ブロック
（高さ1.7m、幅4.5m）

○海域環境・水産活動への影響の最小化
・既存消波ブロックの設置範囲内に設置
し、藻場等への影響を最小化
・かつ、撤去した消波ブロックを護岸前面
に設置し、魚礁に転用
・基部の傾斜が±0.0m付近にあたるため、
ヒジキの育成に有利

飛沫防止帯の検討
飛沫防止帯は海岸保全施設の付帯
施設であり、金属の腐食、送電線の
短絡事故、植物の枯死などの塩風害
をもたらす飛沫（大気中に飛散する
海水）を防ぐ施設です。北浜地区1
では、護岸背後に近接している住居
や商業施設等への飛沫を防止するこ
とに加え、課題となっている護岸背
後の閉塞感の解消にも有効であると
考えられることから、今回、既存護
岸を撤去して飛沫防止帯を設置する
ことを提案しました。
飛沫防止帯については、今後ワー
クショップ等での意見も踏まえ、維
持管理方法や形状、樹種の選定等を
検討する必要があります。
2

2F
1F

2.5

5.0m

既設の被覆石

○施工性・経済性
・既設の被覆石の撤去が発生しない位置に
直立消波ブロックを設置（施工性・経済
性の点で有利）

○護岸背後空間の閉塞感の解消
・飛沫防止帯の設置により狭く、暗かった
背後空間の閉塞感を解消
○背後住居のプライバシーへの配慮
・利用箇所が現状より遠く、住宅等が見下
ろせる位置への立入を制限することで、
背後住居のプライバシーに配慮

現在の護岸背後（北端部）

整備後の護岸背後（北端部）のイメージ

現在の護岸背後（南端部）

整備後の護岸背後（南端部）のイメージ

北端部の空間イメージ
①隅角部に波が集まるのを防ぐため、護岸の
線形を円形に沖出し
②比較的波浪が弱い楠港の防波堤背後に、水
面に近づける親水性を検討
③前面へのアクセス部は、二重に重なる不連
続の背後パラペットを配置（霞堤）
④管理用車両の通行とバリアフリーに対応し
た緩いスロープを配置
⑤落水者の救護のため階段を設置

中央部の空間イメージ
①前面と背後の二重パラペットと、透水層
を配置して防護するが、前面へのアクセ
ス部は、二重に重なる不連続の背後パラ
ペットを配置（霞堤）
②既存の空地を活用し、スロープと階段を
設置
③管理用車両の通行とバリアフリーに対応
した緩いスロープを配置

南端部および船溜まりの空間イメージ
①管理用通路を通すため、背後のパラペット
を設置せず、護岸の沖だしと嵩上げ、透水
層により防護
②嵩上げした護岸は展望空間として活用
③管理用車両の通行とバリアフリーに対応し
た緩いスロープを配置
④船溜まり部は水叩きとパラペットを配置し
て防護し、親水性に配慮した階段を設置（高
潮対策事業で可能な整備案）

藻が覆っている度合い
環境調査報告
ﾋﾟﾝｸ 70％～100％
昨年度に引き続き、北浜地区1の前面海域で行った藻場等の環境調査結
黄
30％～70％
青
5％～30％
果を報告しました。藻場の生育面積は、全体的にやや増加傾向にあり、
緑
アマモ場
構成種については大きな変化はなかったものの、今年度調査結果ではノ
●
スポット調査地点
コギリモクが第1優占種となる区分が増加していました。ただし、昨年度
と比較して、ヒジキが第1優占種となる区分が減少しています。一方、測
測線
線調査では、護岸前面に配置されている消波ブロックの、干潮位
面的調査結果
（±0m）付近にヒジキ、-2m前後までにワカメが分布し、それより水深の
測線調査断面
①
深い消波ブロック上には、クロメ、ワカメ、アカモク、ノコギリモクが
③ ②
干潮位
±0.0
混生していることが確認されました。また、投石魚礁にはクロメ、ノコ （基本水準面） ④
0 5 10
20m
ギリモクが広く生育し、水面まで達するものも確認されました。
投石魚礁

④始点から35m付近：ワカメ

③始点から20m付近：
ノコギリモク

②消波ブロック法先：
ワカメ・ノコギリモク

①始点付近：ヒジキ
3

