⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾㟁Ẽ䚸Ỉ䛾☜ಖ䛻㛵䛧䛶

ཌ⏕ປാ┬ ་ᨻᒁ ᆅᇦ་⒪ィ⏬ㄢ
ᩆᛴ䞉࿘⏘ᮇ་⒪➼ᑐ⟇ᐊ
0

1995ᖺ

䕻 㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏
䖃 䛂㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䜢ዎᶵ䛸䛧䛯⅏ᐖ་⒪యไ䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲䛃
䠉ᗈᇦ⅏ᐖ䞉ᩆᛴ་⒪ሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶 ➼

1996ᖺ

䖃 䛂⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛ึᮇᩆᛴ་⒪యไ䛾ᐇᙉ䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᗣᨻ⟇ᒁ
㛗㏻▱䠅
䠉ᗈᇦ⅏ᐖ䞉ᩆᛴ་⒪ሗ䝅䝇䝔䝮䠄EMIS䠅䛾ᩚഛ䚸⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾ᩚഛ ➼
䖃 EMIS䛾㐠⏝㛤ጞ䚸⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾ᣦᐃ㛤ጞ

2001ᖺ

䖃 䛂⅏ᐖ་⒪యไ䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃
䠉᪥ᮏ∧⅏ᐖὴ㐵་⒪䝏䞊䝮䠄䠠䠩䠝䠰䠅ᵓ䛻䛴䛔䛶 ➼

2005ᖺ

䖃 ⅏ᐖὴ㐵་⒪䝏䞊䝮䠄䠠䠩䠝䠰䠅䛾㣴ᡂ㛤ጞ

2010ᖺ

䖃 䠠䠩䠝䠰ົᒁ䛾タ⨨

2011ᖺ

䕻 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏
䖃 䛂⅏ᐖ་⒪➼䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃
䠉⅏ᐖᣐⅬ㝔䛻䛴䛔䛶
䠉䠠䠩䠝䠰䛻䛴䛔䛶
䠉୰㛗ᮇ䛻䛚䛡䜛་⒪ᥦ౪యไ䞉䛭䛾䛻䛴䛔䛶
1

2012ᖺ

䖃 䛂⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛་⒪యไ䛾ᐇᙉ䛻䛴䛔䛶䛃䠄་ᨻᒁ㛗㏻▱䠅
䠉㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛡䜛⅏ᐖ་⒪䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛾タ⨨
䠉⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾ᣦᐃせ௳䜢ᨵṇ ➼

2014ᖺ

䖃 䠠䠩䠝䠰䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽䝇◊ಟ䛾㛤ጞ
䖃 㒔㐨ᗓ┴⅏ᐖ་⒪䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊◊ಟ䛾㛤ጞ

2016ᖺ

䕻 ᖹᡂ28ᖺ⇃ᮏᆅ㟈
䖃 䛂་⒪ィ⏬䛾ぢ┤䛧➼䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃
䠉ᖹᡂ28ᖺ⇃ᮏᆅ㟈䛾་⒪άື䛻䛴䛔䛶
䖃 䛂⅏ᐖᣐⅬ㝔ᣦᐃせ௳䛾୍㒊ᨵṇ䛻䛴䛔䛶䛃䠄་ᨻᒁ㛗㏻▱䠅
䠉⅏ᐖᣐⅬ㝔䛾ᣦᐃせ௳䛸䛧䛶䚸ᴗົ⥅⥆ィ⏬䛾⟇ᐃ➼䜢㏣ຍ
䖃 ᑠඣ࿘⏘ᮇ䝸䜶䝌䞁䛾㣴ᡂ㛤ጞ

2017ᖺ

䖃 䛂つᶍ⅏ᐖ䛾ಖ་⒪άື䛻ಀ䜛యไ䛾ᩚഛ䛻䛴䛔䛶䛃䠄⮧ᐁᡣཌ⏕⛉
Ꮫㄢ㛗䚸་ᨻᒁ㛗5㒊ᒁ㐃ྡ㏻▱䠅
䠉ಖ་⒪ㄪᩚᮏ㒊䛾タ⨨

2018ᖺ
䡚

䖃 䛂ᩆᛴ䞉⅏ᐖ་⒪ᥦ౪యไ➼䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃
䠉䠠䠩䠝䠰ົᒁ䛾యไᩚഛ䛻䛴䛔䛶
䠉䠡䠩䠥䠯䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶
2

 ۑᖹᡂ23ᖺ䛻䛂⅏ᐖ་⒪➼䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃䜢㛤ദ䛧䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾ᑐᛂ䛾୰䛷᫂䜙䛛䛸
䛺䛳䛯ၥ㢟䛻ᑐ䛧䛶᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹
 ۑㄽⅬ䛸䛧䛶䚸䛂⅏ᐖᣐⅬ㝔䛃䛂DMAT䛃䛂୰㛗ᮇ䛾་⒪ᥦ౪యไ䛃䛾䠏㡯┠䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜䛳䛯䚹

ሗ࿌᭩䛾ᴫせ
⅏ᐖᣐⅬ㝔
⅏ᐖᣐⅬ㝔䛿
䞉 ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊䜒䛧䛟䛿䠎ḟᩆᛴ㝔䛾ᣦᐃ
䞉 䠠䠩䠝䠰䜢ಖ᭷䛧䚸䠠䠩䠝䠰䜔་⒪䝏䞊䝮䜢ཷ䛡ධ䜜䜛యไ䛾ᩚഛ
䞉 デ⒪ᶵ⬟䜢᭷䛩䜛タ䛾⪏㟈
䞉 䠡䠩䠥䠯䜈☜ᐇ䛻ሗ䜢ධຊ䛩䜛యไ䛾ᩚഛ
䞉 ㏻ᖖ䛾䠒⛬ᗘ䛾Ⓨ㟁ᐜ㔞䜢ഛ䛘䛯⮬ᐙⓎ㟁ᶵ䜢ಖ᭷䛧䚸䠏᪥⛬ᗘ䛾⇞ᩱ䛾ഛ
䞉 㣗ᩱ䚸㣧ᩱỈ䚸་⸆ရ➼䛾䠏᪥ศ⛬ᗘ䛾ഛ
➼䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䠠䠩䠝䠰
䞉 䠠䠩䠝䠰䠍䝏䞊䝮䛾⛣ື㛫䜢㝖䛔䛯άື㛫䛿䚸48㛫䜢ཎ๎䛸䛧䚸⅏ᐖ䛾つᶍ䛻ᛂ䛨䛶䚸䠎ḟ㝲䞉䠏ḟ㝲䛾ὴ㐵䜢⪃៖
䞉 ⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰ䜢ྵ䜑䛯」ᩘ䛾㏻ಙᡭẁ䜢ಖ᭷䛧䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛻᥋⥆䛧䛶䠡䠩䠥䠯䛻ሗ䜢ධຊ䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛
䞉 ⤫ᣓ䠠䠩䠝䠰Ⓩ㘓⪅䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛䜘䛖䛺䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᢸᙜ⪅䜔䚸䠠䠩䠝䠰ົᒁ䛻䛚䛔䛶ᚋ᪉ᨭ䜢ᑓ㛛䛸䛩䜛
䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽ᢸᙜ⪅䛛䜙䛺䜛䠠䠩䠝䠰䝻䝆䝇䝔䜱䝑䜽䝏䞊䝮䠄௬⛠䠅䜢㣴ᡂ䛩䜛
䞉 つᶍ⅏ᐖ䛻䚸䠠䠩䠝䠰ົᒁཬ䜃䠠䠩䠝䠰㒔㐨ᗓ┴ㄪᩚᮏ㒊➼䜈䚸䠠䠩䠝䠰ಖ᭷་⒪ᶵ㛵䛜䚸⤫ᣓ䠠䠩䠝䠰Ⓩ㘓⪅
䜔䝃䝫䞊䝖せဨ䜢✚ᴟⓗ䛻ὴ㐵䛩䜛
➼䛾యไᩚഛ䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

୰㛗ᮇ䛾་⒪ᥦ౪యไ
䞉 ⅏ᐖ䛾་⒪䝏䞊䝮➼䛾ὴ㐵䛻䛴䛔䛶䚸⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ෆ䛾⤌⧊䠄ὴ㐵ㄪᩚᮏ㒊䠄௬⛠䠅䠅䛻䛚䛔䛶䚸䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖
ᶵ⬟䛜༑ศ䛻Ⓨ䛥䜜䜛䜘䛖䛺యไ䜢ᩚഛ
䞉 㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃⅏ᐖᣐⅬ㝔䛿䚸㛵ಀᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸⅏ᐖ䛻䛚䛡䜛ィ⏬䜢䜒䛸䛻䚸ᐃᮇⓗ䛻カ⦎䜢ᐇ
䞉 ་⒪ᶵ㛵䛜⮬䜙⿕⅏䛩䜛䛣䛸䜢ᐃ䛧䛶㜵⅏䝬䝙䝳䜰䝹䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜᭷⏝䚹䛥䜙䛻䚸་⒪ᶵ㛵䛿䚸ᴗົ⥅⥆ィ
⏬䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
➼

3

• ⅏ᐖᣐⅬ㝔䛿ᖹᡂ䠔ᖺ䜘䜚ᩚഛ䜢㛤ጞ
• ᖹᡂ31ᖺ䠐᭶䠍᪥⌧ᅾ䜎䛷䛻742㝔䜢ᣦᐃ
㒔㐨ᗓ┴
ᾏ㐨
㟷᳃┴
ᒾᡭ┴
ᐑᇛ┴
⛅⏣┴
ᒣᙧ┴
⚟ᓥ┴
Ⲉᇛ┴
ᰣᮌ┴
⩌㤿┴
ᇸ⋢┴
༓ⴥ┴
ᮾி㒔
⚄ዉᕝ┴
᪂₲┴
ᐩᒣ┴

ᇶᖿ
㻝
㻞
㻞
㻝
㻝
㻝
㻝
㻞
㻝
㻝
㻝
㻠
㻞
䠉
㻞
㻞

ᆅᇦ
㻟㻟
㻤
㻥
㻝㻡
㻝㻟
㻢
㻣
㻝㻞
㻝㻜
㻝㻢
㻞㻜
㻞㻞
㻤㻜
㻟㻟
㻝㻞
㻢

ᇶᖿ⅏ᐖᣐⅬ㝔
ᆅᇦ⅏ᐖᣐⅬ㝔

㒔㐨ᗓ┴
▼ᕝ┴
⚟┴
ᒣ┴
㛗㔝┴
ᒱ㜧┴
㟼ᒸ┴
ឡ▱┴
୕㔜┴
㈡┴
ி㒔ᗓ
㜰ᗓ
රᗜ┴
ዉⰋ┴
ḷᒣ┴
㫽ྲྀ┴
ᓥ᰿┴

ᇶᖿ
㻝
㻝
㻝
㻝
㻞
㻝
㻞
㻝
㻝
㻝
㻝
㻞
㻝
㻝
㻝
㻝

ᆅᇦ
㻥
㻤
㻤
㻥
㻝㻜
㻞㻞
㻟㻟
㻝㻠
㻥
㻝㻞
㻝㻤
㻝㻢
㻢
㻥
㻟
㻥

㒔㐨ᗓ┴

ᇶᖿ
㻝
㻝
㻝
㻝
㻝
㻝
㻝
㻝
㻞
㻞
㻝
㻝
㻞
㻝
㻝
㻢㻝

ᒸᒣ┴
ᗈᓥ┴
ᒣཱྀ┴
ᚨᓥ┴
㤶ᕝ┴
ឡ┴
㧗▱┴
⚟ᒸ┴
బ㈡┴
㛗ᓮ┴
⇃ᮏ┴
ศ┴
ᐑᓮ┴
㮵ඣᓥ┴
Ἀ⦖┴
ྜ ィ

ᆅᇦ
㻥
㻝㻤
㻝㻞
㻝㻜
㻥
㻣
㻝㻝
㻟㻜
㻢
㻝㻝
㻝㻟
㻝㻟
㻝㻜
㻝㻟
㻝㻞
㻢㻤㻝

ཎ๎䛸䛧䛶ྛ㒔㐨ᗓ┴䛻䠍䛛ᡤタ⨨䛩䜛䚹
ཎ๎䛸䛧䛶ḟ་⒪ᅪ䛻䠍䛛ᡤタ⨨䛩䜛䚹

䐟 㐠Ⴀ䛻䛴䛔䛶
䞉 㻞㻠㛫⥭ᛴᑐᛂ䛧䚸⅏ᐖⓎ⏕䛻⿕⅏ᆅෆ䛾യ⪅➼䛾ཷ䛡ධ䜜ཬ䜃ᦙฟ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ྍ⬟䛺యไ䜢᭷䛩䜛䛣䛸
䞉 ⅏ᐖⓎ⏕䛻⿕⅏ᆅ䛛䜙䛾യ⪅䛾ཷ䛡ධ䜜ᣐⅬ䛻䜒䛺䜛䛣䛸
䞉 ⅏ᐖὴ㐵་⒪䝏䞊䝮䠄䠠䠩䠝䠰䠅䜢ಖ᭷䛧䚸䛭䛾ὴ㐵యไ䛜䛒䜛䛣䛸
䞉 ᆅᇦ䛾➨ḟᩆᛴ་⒪ᶵ㛵䛸䛸䜒䛻ᐃᮇⓗ䛺カ⦎䜢ᐇ䛧䚸⅏ᐖ䛻ᆅᇦ䛾་⒪ᶵ㛵䜈䛾ᨭ䜢⾜䛖యไ䜢ᩚ䛘䛶
䛔䜛䛣䛸
䞉 ⿕⅏ᚋ䚸᪩ᮇ䛻デ⒪ᶵ⬟䜢ᅇ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᴗົ⥅⥆ィ⏬䛾ᩚഛ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䞉 ᩚഛ䛥䜜䛯ᴗົ⥅⥆ィ⏬䛻ᇶ䛵䛝䚸⿕⅏䛧䛯≧ἣ䜢ᐃ䛧䛯◊ಟཬ䜃カ⦎䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸
䞉 ᆅᇦ䛾➨ḟᩆᛴ་⒪ᶵ㛵ཬ䜃ᆅᇦ་ᖌ䚸᪥ᮏ㉥༑Ꮠ♫➼䛾་⒪㛵ಀᅋయ䛸䛸䜒䛻ᐃᮇⓗ䛺カ⦎䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䚹
䜎䛯䚸⅏ᐖ䛻ᆅᇦ䛾་⒪ᶵ㛵䜈䛾ᨭ䜢⾜䛖䛯䜑䛾యไ䜢ᩚ䛘䛶䛔䜛䛣䛸
➼
䐠タཬ䜃タഛ䛻䛴䛔䛶
䞉 ከⓎእയ䚸⁛ೃ⩌䚸ᗈ⠊ᅖ⇕യ➼䛾㔜⠜ᩆᛴᝈ⪅䛾ᩆ་⒪䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᚲせ䛺デ⒪タഛ

ཷධ

䞉 ᝈ⪅䛾ከᩘⓎ⏕䛻ᑐᛂྍ⬟䛺䝇䝨䞊䝇䠄ධ㝔ᝈ⪅䛿䠎ಸ䚸እ᮶ᝈ⪅䛿䠑ಸ䠅
䞉 㝔ᩜᆅෆ䛾䝦䝸䝁䝥䝍䞊䛾㞳╔㝣ሙ䛾タ⨨

タ

䞉 デ⒪ᶵ⬟䜢᭷䛩䜛タ䛾⪏㟈
䞉 ㏻ᖖ䛾䠒䛾⛬ᗘ䛾Ⓨ㟁ᐜ㔞䛾䛒䜛⮬ᐙⓎ㟁タഛ䚸䠏᪥ศ⛬ᗘ䛾⇞ᩱ☜ಖ
䞉 㣗ᩱ䚸㣧ᩱỈ䚸་⸆ရ➼䛾䠏᪥ศ⛬ᗘ䛾ഛ
䞉 㐺ษ䛺ᐜ㔞䛾ཷỈᵴ䚸㟁䛻䜒⏝ྍ⬟䛺ᡞタഛ䚸ඃඛⓗ䛺⤥Ỉ༠ᐃ䛾⥾⤖
䞉 ⾨ᫍ㟁ヰ䛾ಖ᭷䚸⾨ᫍᅇ⥺䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛜⏝䛷䛝䜛⎔ቃ
䞉 䠠䠩䠝䠰䜔་⒪䝏䞊䝮䛾ὴ㐵䛻ᚲせ䛺⥭ᛴ㌴୧䛾ಖ᭷

➼

ὴ㐵
5

ᙲỶὅἧἻỉዬ࣯ໜ౨ỉಒᙲ
ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻥᭶㻞㻤᪥ෆ㛶ᐁᡣᅜᅵᙉ㠎᥎㐍ᐊ䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇㈨ᩱ䜘䜚

⥭ᛴⅬ᳨䛾⫼ᬒ䞉┠ⓗ

䕿ᖹᡂ30ᖺ7᭶㞵ࠊᖹᡂ30ᖺྎ㢼➨21ྕࠊᖹᡂ30ᖺᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈 ➼ 䛻䜘䜚䚸䛣䜜䜎䛷⤒㦂
䛧䛯䛣䛸䛾䛺䛔㇟䛜㉳䛣䜚䚸㔜せ䜲䞁䝣䝷䛾ᶵ⬟䛻ᨭ㞀䜢᮶䛩䛺䛹䚸ᅜẸ⤒῭䜔ᅜẸ⏕ά䛻ከ䛺ᙳ
㡪䛜Ⓨ⏕䛧䛯䚹
┤ۑ㏆ࡢ⮬↛⅏ᐖ࡛ࠊࣥࣇࣛࡢᶵ⬟☜ಖ㛵ࡋ࡚ၥ㢟Ⅼࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㇟ᑐࡋ࡚ࠊ㟁ຊ
ࡸ✵ ࡞ᅜẸ⤒῭࣭⏕άࢆᨭ࠼ࠊᅜẸࡢ⏕ࢆᏲࡿ㔜せࣥࣇࣛࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿ⅏ᐖ㝿ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢᶵ⬟ࢆⓎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜ࡛⥭ᛴⅬ᳨ࢆᐇࡍࡿࠋ
⥭ᛴⅬ᳨䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛㔜せ䜲䞁䝣䝷
┤ۑ㏆ࡢ⮬↛⅏ᐖ࡛ࠊၥ㢟Ⅼࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࠊᅜẸ⤒῭࣭ᅜẸ⏕άࢆᏲࡿࠊཪࡣࠊேࢆᏲࡿࡓࡵࠊ
Ⅼ᳨ࡢ⥭ᛴᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢձࠥճࢆᑐ㇟ࠋ
ձࣈࣛࢵࢡ࢘ࢺࡢࣜࢫࢡ࣭⿕ᐖࢆᴟᑠࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㟁ຊ౪⤥ಀࡿ㔜せࣥࣇࣛ
ղ㟁ຊ႙ኻ➼ࢆཎᅉࡍࡿ⮴ⓗ࡞ᶵ⬟㞀ᐖࢆᅇ㑊ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㔜せࣥࣇࣛ
ճ⮬↛⅏ᐖேࢆᏲࡿࡓࡵᶵ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㔜せࣥࣇࣛ
⥭ᛴⅬ᳨䛾ᐇᴫせ
ۑ11ᗓ┬ᗇ࠾࠸࡚ࠊ㔜せࣥࣇࣛࡢᶵ⬟☜ಖࡘ࠸࡚ࠊ118㡯┠ࡢⅬ᳨ࢆᐇࠋ
㸦ෆ㛶ᗓࠊ㆙ᐹᗇࠊ㔠⼥ᗇࠊ⥲ົ┬ࠊἲົ┬ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊཌ⏕ປാ┬ࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࠊ
ᅜᅵ㏻┬ࠊ⎔ቃ┬㸧
ͤⅬ᳨ࡢᐇ㡯┠ࡣࠊᚋࠊ㏣ຍࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋ

ۑᖹᡂ30ᖺ11᭶ᮎࢆ┠㏵ࠊᑐᛂ᪉⟇ࢆࡾࡲࡵࠋ
䠄ཧ⪃䠅䛂㔜せ䜲䞁䝣䝷䛾⥭ᛴⅬ᳨䛻㛵䛩䜛㛵ಀ㛶㆟䛃䛻䛚䛡䜛⥲⌮Ⓨゝ䠄ᖹᡂ30ᖺ9᭶21᪥䠅
㟁ຊ䜔✵ 䛺䛹䚸⚾䛯䛱䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛㔜せ䛺䜲䞁䝣䝷䛜䛒䜙䜖䜛⅏ᐖ䛻ᑐ䛧䚸䛭䛾ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᅜ
䛷⥭ᛴ䛻Ⅼ᳨䜢⾜䛔䚸ᮏᖺ䠍䠍᭶ᮎ䜢┠㏵䛻ᑐ⟇䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜎䛩䚹
䠍

⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛾㟁Ẽ䞉Ỉ䛾☜ಖ䛻㛵䛩䜛つᐃ䛻䛴䛔䛶
䞉⅏ᐖᣐⅬ㝔䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾ᚋ䛻㛤ദ䛥䜜䛯䛂⅏ᐖ་⒪➼䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䛃䛾
ሗ࿌᭩䜢㋃䜎䛘䚸㟁Ẽ䛻䛴䛔䛶䛿⮬ᐙⓎ㟁䛾ಖ᭷䚸䠏᪥㛫⛬ᗘ䛾⇞ᩱഛ䛜せ௳䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯䚹
䞉Ỉ䛻䛴䛔䛶䛿ཷỈᵴ䛾ಖ᭷䜔ᡞタഛ䛾ᩚഛ䚸ඃඛⓗ䛺⤥Ỉ༠ᐃ䛾ᩚഛ䜢♧䛧䚸Ỉ䛾☜ಖ䜢せ௳
䛸䛧䛯䛜䚸㣧ᩱỈ䛾ഛ䠄䠏᪥ศ⛬ᗘ䠅䜢㝖䛝䚸ලయⓗ䛺ᩘ್䛿ᐃ䜑䛺䛛䛳䛯䚹
⅏ᐖᣐⅬ㝔ᣦᐃせ௳䠄ᢒ䠅

ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻟᭶㻞㻝᪥་ᨻᒁ㛗㏻▱䛻䜘䜚ᨵṇ䚹

䠄䠎䠅 タཬ䜃タഛ
䐟 ་⒪㛵ಀ
䜰䠊タ
⅏ᐖᣐⅬ㝔䛸䛧䛶䚸ୗグ䛾デ⒪タ➼䜢᭷䛩䜛䛣䛸䚹
䠄䜰䠅䡚䠄䜲䠅 䠄␎䠅
䠄䜴䠅㏻ᖖ䛾䠒⛬ᗘ䛾Ⓨ㟁ᐜ㔞䛾䛒䜛⮬ᐙⓎ㟁ᶵ➼䜢ಖ᭷䛧䚸䠏᪥ศ⛬ᗘ䛾⇞ᩱ䜢☜ಖ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䚹䜎䛯䚸
ᖹ䜘䜚㝔䛾ᇶᮏⓗ䛺ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺タഛ䛻䛴䛔䛶䚸⮬ᐙⓎ㟁ᶵ➼䛛䜙㟁※䛾☜ಖ䛜⾜䜟
䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜔䚸㠀ᖖ䛻⏝ྍ⬟䛺䛣䛸䜢᳨ド䛧䛶䛚䛟䛣䛸䚹䛺䛚䚸⮬ᐙⓎ㟁ᶵ➼䛾タ⨨ሙᡤ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ᆅᇦ䛾䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥➼䜢ཧ⪃䛻䛧䛶᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䠄䜶䠅㐺ษ䛺ᐜ㔞䛾ཷỈᵴ䛾ಖ᭷䚸㟁䛻䜒⏝ྍ⬟䛺ᡞタഛ䛾ᩚഛ䚸ඃඛⓗ䛺⤥Ỉ༠ᐃ䛾⥾⤖➼䛻䜘䜚䚸
⅏ᐖ䛾デ⒪䛻ᚲせ䛺Ỉ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹
䜲. 䠄␎䠅
䜴䠊 䛭䛾㣗ᩱ䚸㣧ᩱỈ䚸་⸆ရ➼䛻䛴䛔䛶䚸ὶ㏻䜢㏻䛨䛶㐺ษ䛻౪⤥䛥䜜䜛䜎䛷䛻ᚲせ䛺㔞䛸䛧䛶䚸䠏᪥ศ⛬ᗘ
䜢ഛ䛧䛶䛚䛟䛣䛸䚹䡚
䈜 ᨵṇ๓䛿䛂Ỉ䚸㟁Ẽ➼䛾䝷䜲䝣䝷䜲䞁䛾⥔ᣢᶵ⬟䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛃䛜ᣦᐃせ௳䛸䛺䛳䛶䛔䛯䚹

ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊䚸࿘⏘ᮇẕᏊ་⒪䝉䞁䝍䞊䛻䛴䛔䛶䛿䚸⮬ᐙⓎ㟁ᶵ䠄ഛ䛩䜛⇞ᩱྵ䜐䚹䠅䚸
ཷỈᵴ䠄ഛ䛩䜛㣧ᩱỈྵ䜐䚹䠅䛾ಖ᭷䛻䛴䛔䛶ồ䜑䜛つᐃ䛿䛺䛔䚹
䠎

⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛻㛵䛩䜛⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾⥭ᛴⅬ᳨䛾⤖ᯝ
ᴫ

せ䠖 ᖹᡂ㻟㻜ᖺᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈䜢㋃䜎䛘䚸ᅜ䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶㠀ᖖ⏝
⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾ᩚഛ≧ἣ➼䛾⥭ᛴⅬ᳨䜢⾜䛳䛯䛸䛣䜝䚸Ⅼ᳨䛧䛯㝔䛻㠀ᖖ⏝⮬ᐙ
Ⓨ㟁タഛ䛿ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䛯䛜䚸デ⒪ᶵ⬟䜢㻟᪥⛬ᗘ⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻タഛ䛾ቑタ➼䛜ᚲ
せ䛺㝔䛜㻝㻡㻣⟠ᡤ䛒䛳䛯䚹
䛣䛾䛯䜑䚸㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾ቑタ➼䠄⇞ᩱ䝍䞁䜽䛾ቑタ➼䠅䛜ᚲせ䛺Ẹ㛫㝔➼
䛻ᑐ䛧䛶䚸ᩚഛ䛻ᚲせ䛺ᨭ䜢ᐇ䛩䜛䚹
ᗓ┬ᗇྡ䠖ཌ⏕ປാ┬
⅏ᐖᣐⅬ㝔䚸ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊䚸࿘⏘ᮇẕᏊ་⒪䝉䞁䝍䞊 ィ䠔䠎䠎㝔
Ⅼ᳨䜢ᐇ䛧䚸ᑐᛂ䛜ᚲせ䛺䞃ᡤ䜢ᢳฟ

㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾ቑタ➼䛜ᚲせ䛺㝔 䠍䠑䠓㝔䠄බ❧䠏䠎䚸Ẹ㛫➼䠍䠎䠑䠅
䊼
䞉㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾⇞ᩱ䝍䞁䜽䛾ᐜ㔞䛷㝔䛾デ⒪ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛ᮇ㛫䛜䠏᪥ᮍ‶
䈜 䝤䝷䝑䜽䜰䜴䝖䛜㉳䛣䛳䛯ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈䛷䛿㟁ᡞᩘ䛾㻥㻥䠂䛜㟁ᚋ䚸⣙䠑䠌㛫䛷ゎᾘ
䠍䠐䠐㝔
䞉㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾⇞ᩱ䛜䜺䝇䛾䜏䠄デ⒪ᶵ⬟䜢3᪥⛬ᗘ⥔ᣢ䛩䜛ഛ↓䛧䠅

䠍䠏㝔

䠄㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁⨨䠅

䠘ᢳฟ䛾⪃䛘᪉䠚
㛗ᮇ㛫䠄3᪥⛬ᗘ䠅䛾㟁䛾㝿䛻䚸デ⒪ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ
䛺㟁ຊ䛾☜ಖ䛜⮬ຊ䛷䛷䛝䛺䛔䛚䛭䜜䛾䛒䜛㝔
䠏

⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛻㛵䛩䜛⤥Ỉタഛ䛾⥭ᛴⅬ᳨䛾⤖ᯝ
ᴫ

せ䠖 ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻣᭶㞵䜢㋃䜎䛘䚸ᅜ䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶⤥Ỉタഛ䛾ᩚഛ≧
ἣ➼䛾⥭ᛴⅬ᳨䜢⾜䛳䛯䛸䛣䜝䚸デ⒪ᶵ⬟䜢㻟᪥⛬ᗘ⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺タഛ䛾ቑ
タ
➼䛜ᚲせ䛺㝔䛜㻞㻜㻣⟠ᡤ䛒䛳䛯䚹
䛣䛾䛯䜑䚸⤥Ỉタഛ䛾ቑタ➼䠄ཷỈᵴ䛾ቑタ➼䠅䛜ᚲせ䛺Ẹ㛫㝔➼䛻ᑐ䛧䛶䚸ᩚഛ
䛻ᚲせ䛺ᨭ䜢ᐇ䛩䜛䚹
ᗓ┬ᗇྡ䠖ཌ⏕ປാ┬
⅏ᐖᣐⅬ㝔䚸ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊䚸࿘⏘ᮇẕᏊ་⒪䝉䞁䝍䞊 ィ䠔䠎䠎㝔
Ⅼ᳨䜢ᐇ䛧䚸ᑐᛂ䛜ᚲせ䛺䞃ᡤ䜢ᢳฟ

⤥Ỉタഛ䛾ቑタ➼䛜ᚲせ䛺㝔䠄௨ୗ䛾䛹䛱䜙䛻䜒ヱᙜ䛩䜛㝔䠅 䠎䠌䠓㝔䠄බ❧䠔䠏䚸Ẹ㛫➼䠍䠎䠐䠅
䊼
䞉ᆅୗỈ䠄ᡞỈ䠅䜢⏝䛧䛶䛔䛺䛔
䞉ಖ᭷䛩䜛ཷỈᵴ䛾Ỉ䛾ᐜ㔞䛷㝔䛾デ⒪ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛ᮇ㛫䛜䠏᪥ᮍ‶
䠄ᆅୗỈ⏝䝅䝇䝔䝮ᩚഛ䠅

䠄ཷỈᵴቑタ䠅

䠘ᢳฟ䛾⪃䛘᪉䠚
㛗ᮇ㛫䠄3᪥⛬ᗘ䠅䛾᩿Ỉ䛾㝿䛻䚸デ⒪ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛩
䜛䛯䜑䛾Ỉ䛾☜ಖ䛜⮬ຊ䛷䛷䛝䛺䛔䛚䛭䜜䛾䛒䜛
㝔
䠐

⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛾⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾⇞ᩱ☜ಖ䛻㛵䛩䜛⥭ᛴᑐ⟇
ᴫ

せ䠖 ᖹᡂ㻟㻜ᖺᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈䜢㋃䜎䛘䚸ᅜ䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䜢ᑐ㇟䛻㠀ᖖ⏝⮬
ᐙⓎ㟁タഛ䛾ᩚഛ≧ἣ➼䛾⥭ᛴⅬ᳨䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸⅏ᐖ䛻䛚䛔䛶㝔䛾デ⒪ᶵ⬟
䜢㻟᪥⛬ᗘ⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻タഛ䛾ቑタ➼䛜ᚲせ䛺⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛻ᑐ䛧䛶䚸ᩚഛ䛻せ
䛩䜛⤒㈝䛾୍㒊䜢ᨭ䛩䜛䚹
ᗓ┬ᗇྡ䠖ཌ⏕ປാ┬
ཀྵஹᄝહܪ༥มрೡ๕рဖୡ

䠄㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁⨨䠅

⟠ᡤ䠖㻝㻞㻡㝔
ᮇ㛫䠖㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䜎䛷
ᐇయ䠖Ẹ㛫➼䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔䚸
ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊ཬ䜃࿘⏘ᮇẕᏊ་⒪䝉䞁䝍䞊
ෆᐜ䠖㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾ቑタ➼䠄䈜䠅䛻ᚲせ䛺⤒㈝䛾⿵ຓ䜢⾜䛖䚹
䈜 㻟᪥⛬ᗘデ⒪ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁⨨䛾⇞ᩱ䝍䞁䜽䛾ቑタ䚸㝔ෆ䛻⇞ᩱഛ䛜ྍ⬟䛺㠀ᖖ⏝⮬
ᐙ
Ⓨ㟁⨨䜈䛾᭦᪂
䈜㻌㻌බ❧㝔䛻䛴䛔䛶䛿⥲ົ┬䛻䛚䛔䛶ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛ணᐃ

㐩ᡂ┠ᶆ䠖
⅏ᐖ䛻≉䛻㔜せ䛺་⒪ᶵ⬟䜢ᢸ䛖⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛻䛚䛔䛶䚸㝔䛾デ⒪ᶵ⬟䜢㻟᪥⛬ᗘ⥔
ᣢ䛷䛝䜛㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾ᩚഛ䜢
䠒

⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛾⤥Ỉタഛ䛾ᙉ䛻㛵䛩䜛⥭ᛴᑐ⟇
ᴫ

せ䠖 ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻣᭶㞵䜢㋃䜎䛘䚸ᅜ䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䜢ᑐ㇟䛻⤥Ỉタഛ䛾ᩚഛ≧ἣ➼
䛾⥭ᛴⅬ᳨䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸⅏ᐖ䛻䛚䛔䛶㝔䛾デ⒪ᶵ⬟䜢㻟᪥⛬ᗘ⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻
タഛ䛾ቑタ➼䛜ᚲせ䛺⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛻ᑐ䛧䛶䚸ᩚഛ䛻せ䛩䜛⤒㈝䛾୍㒊䜢ᨭ䛩䜛䚹
ᗓ┬ᗇྡ䠖ཌ⏕ປാ┬
ࡧрೡ๕рဖୡ
⟠ᡤ䠖㻝㻞㻠㝔

䠄ཷỈᵴቑタ䠅

ᮇ㛫䠖㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䜎䛷
ᐇయ䠖Ẹ㛫➼䛾⅏ᐖᣐⅬ㝔䚸
ᩆᩆᛴ䝉䞁䝍䞊ཬ䜃࿘⏘ᮇẕᏊ་⒪䝉䞁䝍䞊
ෆᐜ䠖⤥Ỉタഛ䛾ቑタ➼䠄䈜䠅䛻ᚲせ䛺⤒㈝䛾⿵ຓ䜢⾜䛖䚹
䈜 㻟᪥⛬ᗘデ⒪ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ཷỈᵴ䛾ቑタ䚸ᆅୗỈ⏝⤥Ỉタഛ䛾ᩚഛ
䈜㻌බ❧㝔䛻䛴䛔䛶䛿⥲ົ┬䛻䛚䛔䛶ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛ணᐃ

䠄ᆅୗỈ⏝䝅䝇䝔䝮ᩚഛ䠅

㐩ᡂ┠ᶆ䠖
⅏ᐖ䛻≉䛻㔜せ䛺་⒪ᶵ⬟䜢ᢸ䛖⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛻
䛚䛔䛶䚸㝔䛾デ⒪ᶵ⬟䜢㻟᪥⛬ᗘ⥔ᣢ䛷䛝䜛⤥Ỉタഛ
䛾ᩚഛ䜢
䠓

ᨵṇ
䠘⇞ᩱ䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶䠚
䕿ᐜ㔞せ௳䛿䚸⌧≧䛾䛂䠒⛬ᗘ䛾Ⓨ㟁ᐜ㔞䛾䛒䜛⮬ᐙⓎ㟁ᶵ➼䛃䛸䛩䜛䚹
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2019.06.13
第２回「防災に関する日本学術会議・
学協会・府省庁の連絡会

防災地理情報の活用について

国土地理院 応用地理部
中島 秀敏

Ministry of Information
Land, Infrastructure,
Transport
Geospatial
Authority
of Japanand Tourism

デジタル標高地形図

デジタル標高地形図＋標準地図

デジタル標高地形図＋標準地図＋指定緊急避難場所 ＋病院

国土地理院の災害対応
【使命】災害対策基本法に基づく指定行政機関として、迅速な地理空間情報の整備・提供

平常時 ～災害への「備え」～
新鮮な地理空間情報の提供

防災地理情報の整備

災害対策用図の整備

速やかに地図に反映

データを入手

災害対策用図

デジタル標高地形図

災害時

①電子基準点 リアルタイム、２４時間連続観測で地殻変動を監視
②空中写真 緊急撮影を実施して被害状況を面的に把握
空中写真

③干渉SAR ALOSで面的な地殻変動を把握
④災害現況図
災害を見える化

電子基準点で検出した地殻変動

ALOS

電子基準点

ALOSで観測した地殻変動

くにかぜⅢ
災害現況図

土地の成り立ち情報（土地条件図・治水地形分類図）
土地条件図

揺れやすさを評価
治水地形分類図

地形分類凡例

土地条件図に対応した危険度評価
区分

名称

揺れやすさ

液状化の可能性

斜面

山地斜面等

小

なし

台地・
段丘

山麓堆積地形

中

なし

扇状地

中

小さい
大きい

低地の微高地

低地の一般面

人工地形

自然堤防

やや大

谷底平野
・氾濫平野

やや大

大きい

旧河道

大

非常に大きい

切土地

小

なし

盛土地・埋立地

大

非常に大きい

揺れやすさの評価は、地震防災
マップ作成技術資料（H17内閣
府）による評価
液状化の評価は、液状化ゾーニ
ングマニュアル（H10国土庁）に
よる評価を準用

液状化危険度評価

土地の成り立ち情報（明治期の低湿地データ）
第一軍管地方迅速測図（明治14年）

電子国土基本図（平成26年）

以前水部だったところ

※ここで言う「低湿地」は、河川や湿地、
水田・葦の群生地など「土地の液状化」との
関連が深いと考えられる区域です。

水に関する地形を抽出し、電子国土基
本図上で重ね合わせ表示

当時の低湿地の状況が
よくわかります

明治期の低湿地データ（地理院地図に表示）

土地の精密な高さ情報（標高データ）
標高データから作成したデジタル標高地形図
(詳細な標高データを見える化)

「1959 年伊勢湾台風による
高潮・洪水調査」結果

湛水しやすい場所
が一目瞭然だ！

【デジタル標高地形図と調査結果の比較】
右図で16 日から30 日の湛水期間 （緑色の範囲）が、左図の標
高１ｍ未満であることが分かり、湛水の状況が地形とよく合っている。

標高データを高潮や津波想定シミュレーションや
ハザードマップの基礎データに活用を！

｢防災地理情報｣を搭載する『地理院地図』
Web『地理院地図』は、防災面のプラットフォームを目指し、｢防災地理情報｣を含む
様々な地理空間情報を提供するウェブ地図で、正確な日本の姿を表しています。
備え

地理院地図の特長

災害時の初動

地理院地図

災害前後の写真を並べて比較
することで、被災状況を面的
に確認できます。

（１）最新の緊急輸送道路が載っている！
高速道路や国道等を供用開始日に地図に反映

被災後（9月6日） 被災前（2011年）

（２）防災地理情報が載っている！
① 明治期の低湿地データ等の災害リスク情報を
含む、2,000以上の情報が見られる
② 「自然災害伝承碑」情報が見られる（6月から）

（３）緯度、経度に加え標高がわかる！
① 断面図作成機能で避難経路の傾斜を確認できる
② 色別標高図作成機能で0m地帯などの地元の
詳細な高低差がわかる

（４）地域の防災力強化に有効な機能がある！
① 地元の指定緊急避難場所がわかる
② 道の駅など防災面で有効な施設が表示される
③ 震災遺構などの情報が見られる（予定）

画面中心の
緯度経度、高さが分かる

パソコンや
スマホから
アクセス！
北海道厚真町吉野
北海道胆振東部地震（2018.9.6)

災害への備え
浸水の危険性を把握

小さな高低差もわかる地図を作る
ことができ、浸水危険性の把握に
活用できます。

液状化対策の必要性を検討

土地の変遷を見ることができ、
液状化対策の必要性の検討に
活用できます。
明治期の低湿地

自分で作る色別標高図

明治期の水部
（現在は住宅地）

発生後
（５）被災前後の写真を比較できる！
2画面表示で被災状況が視覚的にわかる

東京都(荒川)

色や標高値を自由に変更可能

千葉県我孫子市

東日本大震災で
液状化被害が発生

地域防災力強化のための情報（指定緊急避難場所）
平成25年6月に災害対策基本法が改正され、市町村長による「指定緊急避難場所」と
「指定避難所」の指定制度が平成26年4月から施行された。国土地理院は内閣府、消防庁
と協力し、ウェブ地図上に表示できる指定緊急避難場所データの整備を進めている。
整備が完了した市町村の指定緊急避難場所データは、平成29年2月から「地理院地図」
で順次公開を開始している。
1.国土地理院ホームページ
http://www.gsi.go.jp/
の「地理院地図」をクリック

スマホでQRコード
を読み込む、又は
下記URLを入力
すれば直接
3.に進みます

4.閲覧したい災害種別をクリック
→指定緊急避難場所のアイコン
が表示される

http://www.gsi.go.jp/bous
aichiri/hinan-maps.html

2.情報
→指定緊急避難場所
の順にクリック

3.免責事項等を読み、
OKをクリック

5. 指定緊急避難場所のアイコンをクリック
→施設名称、住所、対応している災害の
種別が表示される

ワンクリック「地形分類」〈提供実験中〉
身の回りの土地の成り立ちと自然災害リスクがワンクリックでわかります。
新たな形式での「地理院地図」からの公開により、身の回りの土地の成り立ちと、その土地が
本来持っている自然災害リスクが、簡単に確認できます。

茨城県常総市付近

ツイッターでも
情報提供中

災害時の対応～空中写真撮影（平成30年７月豪雨）
〇 被害状況の全容を把握するため、7/9～7/19にかけて空中写真撮影を実施
〇 撮影した空中写真は、政府関係機関に提供するとともに、災害査定や罹災証明発行
の書類作成に利用していただくため、県及び市町村に提供

○ 「地理院地図」で国民やマスメディア等にも広く提供

三原北部地区

高梁川地区

撮影面積：60㎢
撮影日：7/15

撮影面積：360㎢
撮影日：7/9～7/12

東広島地区
撮影面積：413㎢
撮影日：7/10～7/14

福山北部地区
撮影面積：230㎢
撮影日：7/18

江田島地区
撮影面積：10㎢
撮影日：7/16

岩国地区

福山地区
撮影面積：200㎢
撮影日：7/13～7/16

撮影面積：170㎢
撮影日：7/19

三原尾道地区

広島坂町地区

撮影面積：400㎢
撮影日：7/13～7/16

撮影面積：464㎢
撮影日：7/9・7/11

肱川地区
撮影面積：23㎢
撮影日：7/18

大洲地区
撮影面積：400㎢
撮影日：7/11

宇和島地区
撮影面積：400㎢
撮影日：7/11

竹原三原地区
撮影面積：407㎢
撮影日：7/10～7/12

呉東部地区
撮影面積：400㎢
撮影日：7/13～7/16

くにかぜ撮影計画範囲
協定撮影計画範囲

被災状況の把握･分析と情報提供
〇 7月7日の映像等の情報から浸水した範囲の浸水面を推定し、水深を算出し深さごとに
色別に表現した「浸水推定段彩図」を提供。早期に提供したことにより排水計画に利用
〇 撮影した空中写真から土砂崩壊地を判読し作成した「崩壊地等分布図」等を提供し、被
害状況の把握に利用
○ 国土地理院ウェブサイトや「地理院地図」でも広く提供
平成30年７月豪雨に伴う崩壊地等分布図（広島）

広島県：中国地測

写真提供：国土交通省 中国地方整備局

分かりやすい情報提供（被災前後の比較（空中写真）と立体地図）
〇被災前後の空中写真を提供・公開。土砂・洪水氾濫で下流に関心が向く中、画面表示
で上流の橋に堆積した流木を示しつつ、台風等の二次災害への注意に活用。
〇 「地理院地図３D」の機能を使い、今回撮影した空中写真を用いて立体地図を作成。
土地の形状や土石流の流れた状況を分かりやすく表現し公開。

【被災前後の比較】

広島県坂町坂西四丁目周辺

【立体地図】
広島県熊野町川角周辺
流木の堆積

空中写真（7月11撮影）
左側）被災後（7月11日撮影）

右側）被災前（平成21年4月撮影）

防災地理情報（地形分類）による解析と現地調査
〇 過去の空中写真から「地形分類図」を緊急作成（北海道胆振東部地震）。
〇 現地調査を行い、新たに撮影した空中写真と併せて地形と被害の関係を解明。
札幌市清田区の地形復元図
（地形分類図）

氾濫平野・
谷底平野
【氾濫平野・谷底平野】
山地、丘陵地あるいは台地（段丘面）を刻む河川の沖積作用が及ぶ平坦地、
および河川の沖積作用により形成され、広く開けた平坦地。いわゆる低地。

写真は全て9月13日撮影

空中写真及び簡易ツールの提供
〇 災害査定効率化のため、簡易なＧＩＳソフト「地理院マップメーカー２」を紹介するとともに
空中写真の活用支援
〇 国土地理院提供の空中写真（高解像度）を災害査定・罹災証明発行の資料として利用

岡山県：中国地測

宇和島市：四国地測

安平町：北海道地測

厚真町：北海道地測

Web「地理院地図」などによる情報共有
これら情報は広く利用して頂くために、また、他機関の情報と併せて
活用して頂けるよう、国土地理院ウェブサイト及び「地理院地図」で
閲覧･ダウンロード可能とし、情報共有している

おわりに：国土地理院は

〇 災害に対する「備え」を充実
〇 被害の状況を様々な手段で迅速に収集
〇 必要とされる情報を分かりやすく提供
することで、
防災地理情報で地域の防災力強化に寄与する
とともに、
被災地の復旧・復興を全力で支援しています。
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■防災基本計画
災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する計画で、災害の未然防止、被害の軽減及び災害復旧のための
諸施策等の基本的な事項を定めるもの。

主な修正項目

整備前

整備後

〇行政・NPO・ボランティア等の三者連携による情報共有
会議の整備・強化
〇中小企業等における防災・減災対策の普及促進

ため池の耐震化

〇関係機関の緊密な連携による災害廃棄物及び堆積土砂の処理
〇走錨等に起因する事故防止のための監視体制の強化等
〇ため池の耐震化や統廃合の推進

５段階の警戒レベル
での防災情報の提供

〇住民の避難行動等を
支援する防災情報の
提供

平成30年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難対策に関する修正
〇「自らの命は自らが守る」意識の徹底や、
地域の災害リスクととるべき避難行動等の周知
（避難訓練と合わせた防災教育
の実施や防災と福祉の連携等）

防災教育の実施

昨年発生した災害への対応の教訓を踏まえた修正
〇ISUT（災害時情報集約支援チーム）の派遣
〇被災市区町村応援職員確保システムの充実
〇液状化ハザードマップの作成・公表

液状化ハザードマップの例

その他最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正
〇南海トラフ地震臨時情報発表時の対応
（「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に基づき実施）

〇外国人に対する防災・気象情報の多言語化
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䞉㜵⅏タ䛾ᩚഛ䛺䛹䛾䝝䞊䝗ᑐ⟇䛸䜟䛛䜚䜔䛩䛔㜵⅏ 䞉䜲䞁䝣䝷㛗ᑑィ⏬䛾⟇ᐃಁ㐍䚸䝯䞁䝔䝘䞁䝇䝃䜲䜽䝹䛾
ሗ䛾Ⓨಙ䛺䛹䛾䝋䝣䝖ᑐ⟇䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯⥲ྜⓗ䛺ᑐ⟇䚸 ᵓ⠏➼
Ẽೃኚື䛾ᙳ㡪䜢㋃䜎䛘䛯Ỉᑐ⟇ ➼
䛆◊✲㛤Ⓨศ㔝䛇
䞉㜵⅏䞉ῶ⅏ཬ䜃䜲䞁䝣䝷䛾⪁ᮙᑐ⟇䛻䛚䛡䜛◊✲㛤Ⓨ䞉᪂
ᢏ⾡䛾ᬑཬ䞉♫ᐇ䛾᥎㐍 ➼

䖃ィ⏬䛾᥎㐍䛸᩿䛾ぢ┤䛧䠄➨䠐❶䠅
䕿ᚋ䚸ᅜᅵᙉ㠎䛻ಀ䜛ᅜ䛾䛾ィ⏬➼䛻䛴䛔䛶ᚲせ䛺ぢ┤䛧䜢⾜䛔䛺䛜䜙ィ⏬䜢᥎㐍 䕿⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䚸♫ໃ䛾ኚ➼䜢㋃䜎䛘䚸㔜Ⅼⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝㻝㻡䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜢
䕿䛚䛚䜐䛽䠑ᖺ䛤䛸䛻ィ⏬ෆᐜ䛾ぢ┤䛧䚸䛭䜜௨๓䛻䛚䛔䛶䜒ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᡤせ䛾ኚ᭦
⤌᭰䛘
䕿㉳䛝䛶䛿䛺䜙䛺䛔᭱ᝏ䛾ែ䜢ᅇ㑊䛩䜛䝥䝻䜾䝷䝮䛾᥎㐍ィ⏬䜢ẖᖺᗘ䛾ᖺḟィ⏬䛸䛧 䕿㔜せ䛺ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸ຠᯝⓗ䛺⟇䛾ලయ䜢᳨ウ䛩䜛⤌䜏䛾ᑟධ
䛶᥎㐍ᮏ㒊䛜⟇ᐃ䚹䛣䜜䛻䜘䜚ྛ⯡䛾⟇䜢ᐇ䛧䚸ẖᖺᗘ䚸⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䛾ᢕᥱ➼ 䕿㔜Ⅼ䛩䜉䛝䝥䝻䜾䝷䝮➼䛾୰䛷䚸≉䛻⥭ᛴ䛻ᐇ䛩䜉䛝⟇䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠏䛛ᖺ䛾⥭ᛴᑐ⟇
䛻䜘䜛䝥䝻䜾䝷䝮䛾᥎㐍ィ⏬䜢ぢ┤䛧
䜢ᐃ䜑䛶㏿䜔䛛䛻ᐇ
㻞

㜵⅏䞉ῶ⅏䚸ᅜᅵᙉ㠎䛾䛯䜑䛾䠏䛛ᖺ⥭ᛴᑐ⟇䛾ᴫせ

ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻞᭶㻝㻠᪥
㛶㆟Ỵᐃ

㈨ᩱ䠍

䠍䠊ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䚽ᮏᑐ⟇䛿䚸䛂㔜せ䜲䞁䝣䝷䛾⥭ᛴⅬ᳨䛾⤖ᯝཬ䜃ᑐᛂ᪉⟇䛃䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻝᭶㻞㻣᪥㔜せ䜲䞁䝣䝷䛾⥭ᛴⅬ᳨䛻㛵䛩䜛㛵ಀ㛶
㆟ሗ࿌䠅䛾䜋䛛䚸䝤䝻䝑䜽ሟ䚸䛯䜑ụ➼䛻㛵䛩䜛᪤ Ⅼ᳨䛾⤖ᯝ➼䜢㋃䜎䛘䚸
䞉㜵⅏䛾䛯䜑䛾㔜せ䜲䞁䝣䝷➼䛾ᶵ⬟⥔ᣢ
䞉ᅜẸ⤒῭䞉⏕ά䜢ᨭ䛘䜛㔜せ䜲䞁䝣䝷➼䛾ᶵ⬟⥔ᣢ
䛾ほⅬ䛛䜙䚸ᅜᅵᙉ㠎ᇶᮏィ⏬䛻䛚䛡䜛㻠㻡䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛾䛖䛱䚸㔜Ⅼ䛩䜉䛝䝥䝻䜾䝷䝮➼㻞㻜䝥䝻䜾䝷䝮䛻ᙜ䛯䜛䜒䛾䛷䚸
≉䛻⥭ᛴ䛻ᐇ䛩䜉䛝䝝䞊䝗䞉䝋䝣䝖ᑐ⟇䛻䛴䛔䛶䚸䠏ᖺ㛫䛷㞟୰ⓗ䛻ᐇ䛩䜛䚹

䠎䠊ྲྀ䜚⤌䜐ᑐ⟇䛾ෆᐜ䞉ᴗつᶍ䛾┠㏵
䚽⥭ᛴᑐ⟇㻝㻢㻜㡯┠
䚽㈈ᨻᢞ⼥㈨䛾ά⏝䜢ྵ䜑䚸䛚䛚䜐䛽䠓⛬ᗘ䜢┠㏵䛸䛩䜛ᴗつᶍ䠄䈜䠍䚸䈜䠎䠅䜢䜒䛳䛶ᐇ䚹
Ϩ䠊㜵⅏䛾䛯䜑䛾㔜せ䜲䞁䝣䝷➼䛾ᶵ⬟⥔ᣢ
䛚䛚䜐䛽ϯ͘ϱ⛬ᗘ
䠄䠍䠅つᶍ䛺ᾐỈ䚸ᅵ◁⅏ᐖ䚸ᆅ㟈䞉ὠἼ➼䛻䜘䜛⿕ᐖ䛾㜵Ṇ䞉᭱ᑠ
䛚䛚䜐䛽Ϯ͘ϴ⛬ᗘ
䠄䠎䠅ᩆຓ䞉ᩆᛴ䚸་⒪άື䛺䛹䛾⅏ᐖᑐᛂຊ䛾☜ಖ
䛚䛚䜐䛽Ϭ͘ϱ⛬ᗘ
䠄䠏䠅㑊㞴⾜ື䛻ᚲせ䛺ሗ➼䛾☜ಖ
䛚䛚䜐䛽Ϭ͘Ϯ⛬ᗘ
ϩ䠊ᅜẸ⤒῭䞉⏕ά䜢ᨭ䛘䜛㔜せ䜲䞁䝣䝷➼䛾ᶵ⬟⥔ᣢ
䠄䠍䠅㟁ຊ➼䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥䛾☜ಖ
䠄䠎䠅㣗ᩱ౪⤥䚸䝷䜲䝣䝷䜲䞁䚸䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁➼䛾☜ಖ
䠄䠏䠅㝣ᾏ✵䛾㏻䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾☜ಖ
䠄䠐䠅⏕ά➼䛻ᚲせ䛺ሗ㏻ಙᶵ⬟䞉ሗ䝃䞊䝡䝇䛾☜ಖ

䛚䛚䜐䛽ϯ͘ϱ⛬ᗘ
䛚䛚䜐䛽Ϭ͘ϯ⛬ᗘ
䛚䛚䜐䛽ϭ͘ϭ⛬ᗘ
䛚䛚䜐䛽Ϯ͘Ϭ⛬ᗘ
䛚䛚䜐䛽Ϭ͘ϬϮ⛬ᗘ

㻔䈜䠍㻕
䛖䛱䚸㈈ᨻᢞ⼥㈨䜢ά⏝䛧
䛯ᴗつᶍ䛸䛧䛶䛚䛚䜐䛽
㻜㻚㻢⛬ᗘ䜢ィୖ䛧䛶䛔䜛
䜋䛛䚸Ẹ㛫㈇ᢸ䜢䛚䛚䜐䛽
㻜㻚㻠⛬ᗘ䛸ᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ➨୍ḟ⿵ṇண
⟬➼䛻䛚䛔䛶ᥐ⨨῭䜏䛾
ᴗつᶍ㻜㻚㻟䜢ྵ䜐䚹
㻔䈜䠎㻕
ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷ྜィ䛜
ྜ䜟䛺䛔䛸䛣䜝䛜䛒䜛䚹

䠏䠊ᮏᑐ⟇䛾ᮇ㛫䛸㐩ᡂ┠ᶆ
䚽ᮇ㛫䠖㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䠅䡚㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䠅䛾䠏ᖺ㛫
䚽㐩ᡂ┠ᶆ䠖㜵⅏䞉ῶ⅏䚸ᅜᅵᙉ㠎䜢᥎㐍䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸≉䛻⥭ᛴ䛻ᐇ䛩䜉䛝ᑐ⟇䜢䚸䠄ᴫᡂ䠅ཪ䛿ᖜ䛻㐍ᤖ䛥䛫䜛䚹
㻟

ࢍם᪆҄࠰ഏᚘဒᵐᵎᵏᵗỉಒᙲ
ᾀώ࠰ഏᚘဒểỊ
9 ࢍם᪆҄ؕஜᚘဒỆؕỀẨẆᵒᵓỉΌ ῥ ῾ắểỆ࢘ᛆ࠰ࡇỆӕụኵớỔẨɼᙲሊሁửểụộểỜẇ
9 ܭႎễਦỆợụᡶửሥྸẲẆᵮᵢᵡᵟῨ῟ῥ ỆợụẆሊỉბܱễਖ਼ᡶửỦẇ

ᾁώḛ࠰ഏᚘဒᵐᵎᵏᵗḜỉἯỶὅἚ

ࢍם᪆҄ؕஜᚘဒᙸႺẲᵆᵑᵎ࠰ᵏᵐஉᵇࢸẆஇИỉ࠰ഏᚘဒẇϋܾửТૼẇ

ίᾁὸਦỉΪܱỆợỦᵮᵢᵡᵟỉࢍ҄

ίᾀὸἩἿἂἻἲਖ਼ᡶỉẺỜỉሊỉΪܱ
ᾀὸˋԧΨ࠰ࡇỆӕụኵớỔẨɼᙲሊửᚨܭ
Ṳ᧸ءở῭῾Ẇ൦ᚨỉૢͳẆೞᏡࢍ҄ሁỉʙЭ᧸ݣሊ
ṲᙲᚨởᢤᩊעẆᢤᩊែỉ̬μỉẺỜỉםჿܹݣሊ
Ṳ˰ܡẆܖఄẆᢊែనẆ൦ᢊᚨẆᠾಅ൦Мᚨሁỉ᎑ᩗ҄ ሁ

ᾁὸܹỉẆ২ᘐỉᡶޒሁử៊ộảૼẺễӕኵửᡙь
Ṳ῏൦᧸ॖᜤᅈ˟ῐỉϐನሰỆӼẬẺ᧙̞ೞ᧙ỉᡲઃࢍ҄
Ṳɶ˖ݱಅὉᙹݱʙಅᎍỉʙЭỉ᧸Ὁถݣሊỉ̟ᡶ
ṲʖยᩔዅרᘖࡇỆؕỀẪᣃᢊࡅჄỉҔၲῷῨ῝ῼΌ˺
Ṳᩓ௵҄ỆݣẴỦૅੲ ሁ

ᾀὸᙲಅጚਦίᵩᵮᵧᵇ ửẰỤỆΪܱίମ࠰ࡇᵏᵏᵓḵᵏᵖᵑὸ
ᾁὸἫὅἓἰὊἁਦửݰλẲẆࢍם᪆҄μᑍỉᡶửᚸ̖
ᵆ̊ᵇ

㡯

ྵཞ͌

┠

䛆ᅜ䛇ከᩘ䛾⪅䛜⏝䛩䜛
ᘓ⠏≀䛾⪏㟈⋡
䛆ཌປ䛇ୖỈ㐨䛾ᇶᖿ⟶㊰䛾
⪏㟈㐺ྜ⋡

ᵆᵐᵎᵏᵑᵇᴾᵖᵓ
ᵆᵐᵎᵏᵕᵇᴾᵑᵗ

䛆㎰Ỉ䛇䢆䡷䢚䡬䢀䢚䢋䡫䢈䢛➼䡻䢈䢀ᑐ⟇䜢
ᐇ䛧䛯㜵⅏㔜Ⅼ䛯䜑ụ䛾ྜ

ᾂὸൟ᧓Ẇ૾עẆᨥᝡྂỉӕኵửਖ਼ᡶ

ίᾂὸᾂẦ࠰ዬ࣯ݣሊỉᡶሥྸ

ίήὸ

Ⴘ͌

ᵆᵐᵎᵐᵎᵇ
ᵗᵓ

ᵆᵐᵎᵐᵐᵇ ᵓᵎ
ᵆᵐᵎᵏᵕᵇᴾᵕᵑ

ᵆᵐᵎᵐᵎᵇ
ᵏᵎᵎ

ṟˋԧΨ࠰ࡇộỂỉௐʙ̊ίᙸᡂỚὸ

9 ዬ࣯ໜ౨ỉኽௐẆܖఄᚨሁỉἨἿἕἁتሁỉܤμݣሊầ࣏ᙲễሖᵏᵊᵎᵎᵎὭ
ửܦʕ
9 ᠍ỉઃ࠘ᩓᛅؕޅעሁᵏᵓᵎӨỉفᚨửܦʕẲẆମ࠰ࡇểӷᙹỉܹỂờ
ஜ࠰ࡇộỂỉʙಅᙹỉᙸᡂỚ
ࠊထࢫئỆấẬỦᡫ̮ἇὊἥἋửዜਤ
ኖᾄΫόኖᾆΫό ίኖᾆлὸ
9 ܹਗໜ၏ᨈሁỉᚮၲೞᏡỉᾂଐᆉࡇዜਤẴỦẺỜẆ᩼ࠝဇᐯܼႆᩓᚨͳ
ᵏᵐᵓሖỉૢͳỆბẆஹ࠰ࡇộỂỆܦʕ
ᾁὸᾀᾅႸКỉሖૠἫὊἋỂᡶử৭੮
9 ஜ࠰ࡇộỂỆኖᵒᵗɢᶉᵵЎẆஹ࠰ࡇộỂỆኖᵓᵓɢᶉᵵЎỉЎᩓเሁửݰλ
ṞˋԧΨ࠰ࡇộỂỆႸᢋʖܭỉዬ࣯ݣሊ
ẲẆỺἽἀὊᩔዅನᡯửࢍ᪆҄
ᵑᵓႸܦʕᙸᡂỚ
9 ஜ࠰ࡇộỂỆᑋᆰᡛɥᙲễᾅᆰลỉේ൦ݣሊởᾂᆰลỉ᎑ᩗݣሊỆბ
ίᵏᵎႸЭ͂ẲܦʕᙸᡂỚὸ
ẲẆஹ࠰ࡇộỂỆܦʕ
㻠

ᾀὸʙಅᝲἫὊἋỉᡶཞඞίᙸᡂỚὸ
СࡇોദሁờဇẲݣሊửბܱỆܱ

ᩍ⫱

Ꮫᰯタ➼䛾䝤䝻䝑䜽ሟ➼䛻㛵䛩䜛⥭ᛴᑐ⟇

䖂௧ඖᖺᗘ䜎䛷䛾⥭ᛴᑐ⟇䛾ᐇෆᐜ䠄ぢ㎸䜏䠅
ᴫ

せ䠖 ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㜰ᗓ㒊䜢㟈※䛸䛩䜛ᆅ㟈䛻䜘䜛Ꮫᰯ䛾䝤䝻䝑䜽ሟ䛾ಽቯᨾ䜢ཷ䛡䛶
⾜䛳䛯䚸ᅜ䛾Ꮫᰯタ➼䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䝤䝻䝑䜽ሟ➼䛾ᏳⅬ᳨➼≧ἣㄪᰝ䛾⤖ᯝ
䜢㋃䜎䛘䚸Ᏻᛶ䛻ၥ㢟䛜䛒䜛䝤䝻䝑䜽ሟ➼䛾Ᏻᑐ⟇䜢ᐇ䛩䜛䚹
ᗓ┬ᗇྡ䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
Ҧҽғѿ๕р٨ಘഒੈ
๓

ෆᐜ䠖Ᏻᛶ䛻ၥ㢟䛜䛒䜛䝤䝻䝑䜽ሟ➼䛾Ᏻᑐ⟇䜢ᐇ䛩䜛䚹

௧ඖᖺᗘ䜎䛷䛾ᐇ⟠ᡤᩘ䠖 㻝㻘㻜㻜㻜㼗㼙
ᐇᡂᯝ䠖⥭ᛴⅬ᳨䛾⤖ᯝ䚸䝤䝻䝑䜽ሟ➼䛾Ᏻᑐ⟇䛜
ᚲせ䛺⟠ᡤϭ͕ϬϬϬ䟜䜢ணᐃ

ᚋ

䈜ぢ㎸䜏䛾⟠ᡤᩘ䜢グ㍕䛧䛶䛚䜚䚸ᐇ㝿
䛾⟠ᡤᩘ䛿ᚋኚ䜟䜚䛖䜛䚹

ᐇయ䠖Ꮫᰯタ➼䛾タ⨨⪅
㻡

ᦠᖏ㟁ヰᇶᆅᒁ䛻㛵䛩䜛⥭ᛴᑐ⟇

㏻ಙ

䖂௧ඖᖺᗘ䜎䛷䛾⥭ᛴᑐ⟇䛾ᐇෆᐜ䠄ぢ㎸䜏䠅
ᴫ

せ䠖 ᖹᡂϯϬᖺᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈➼䜢㋃䜎䛘䚸ᅜ䛾せ䛺ᦠᖏ㟁ヰᇶᆅᒁ䜢ᑐ㇟䛻䚸ணഛ㟁※䛾
ᩚഛ≧ἣ➼䛾⥭ᛴⅬ᳨䜢⾜䛔䚸⿕ᐖ≧ἣ䛾ᢕᥱ䛛䜙ᛂᛴᪧ䛾ึືᑐᛂ➼䛻ㄢ㢟䛜䛒䛳䛯䛯䜑䚸
㎿㏿䛺ᛂᛴᪧ䛾䛯䜑䛾యไᩚഛ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸㏻ಙᴗ⪅䛻䛚䛔䛶䚸ᛂᛴᪧᡭẁ䛷䛒䜛㌴㍕ᆺ
ᇶᆅᒁ➼䛾ቑタ䜢ᐇ䛩䜛䚹
ᗓ┬ᗇྡ䠖⥲ົ┬
м࡚܂࿐ࡨрбѓрഐయశ

ਮࣷࠎ൯ࢣ๕рೡ

ෆᐜ䠖
䐟 ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾⿕ᐖ䞉ᪧ≧ἣ䛾㞟⣙స
ᴗ䛻䛚䛔䛶䚸ᴗ⪅ഃ䛾ሗ㞟⣙䚸ᴗ⪅䛛
䜙⥲ົ┬䜈䛾ሗཷ䛡Ώ䛧䛺䛹䛾ᡭ㡰䜢ᨵၿ
䛧䚸⥲ົ┬ഃ䛾ሗ㞟⣙䜢㎿㏿䛻⾜䛘䜛䜘䛖䛻
䛩䜛䚹
䐠 ⥲ົ┬ཬ䜃㏻ಙᴗ⪅䛻䛚䛡䜛⿕⅏┤ᚋ䛾ึ
ືᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䚸ලయⓗ䛺㐃⤡యไ䜔ᴗົ䝣
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䛻䛚䛡䜛㏻ಙ䝃䞊䝡䝇䜢⥔ᣢ䛩䜛
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䠄㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁⨨䠅

ෆᐜ䠖㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁タഛ䛾ቑタ➼䠄䈜䠅䛻ᚲせ䛺⤒㈝䛾⿵ຓ䜢⾜䛖䚹
䈜 㻟᪥⛬ᗘデ⒪ᶵ⬟䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺㠀ᖖ⏝⮬ᐙⓎ㟁⨨䛾⇞ᩱ䝍䞁䜽䛾ቑタ䚸
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䝉䞁䝍䞊 㻝㻞㻡㝔䠄䈜䠅
䈜ぢ㎸䜏䛾⟠ᡤᩘ䜢グ㍕䛧䛶䛚䜚䚸ᐇ㝿䛾⟠ᡤᩘ䛿ኚ䜟䜚䛖䜛䚹
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䛻䛚䛔䛶䛿㐠⏝㠃䛷䛾ᑐ⟇䜢ㅮ䛪䜛䛣䛸䛷య䛸䛧䛶䛿䝤䝷䝑䜽䜰䜴䝖䛾Ⓨ䜢㜵Ṇ䛷䛝䜛䛣䛸䛺䛹
䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䚹䛭䛾ୖ䛷䚸᭦䛺䜛㟁ຊ౪⤥䛾ᙉ㠎䛻ྥ䛡䛶䚸౪⤥ຊ䞉ணഛຊ䛾☜ಖ䜔ᆅᇦ㛫㐃
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௧ඖᖺᗘ䜎䛷䛾ᐇ⟠ᡤᩘ䠖⣙㻠㻥㼗㼃 䈜䠏䛛ᖺ䛾ᑐ⟇⟠ᡤᩘ䠖⣙㻡㻡㼗㼃
ᡂᯝ䠖䜶䝛䝹䜼䞊㟂⤥ᵓ㐀䛾ᙉ㠎䛾䛯䜑⣙ϰϵŬtศ
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䜛⥭ᛴᑐ⟇䜢ᐇ䛩䜛䚹䜎䛯䚸ᾮ≧䛾ྍ⬟ᛶ䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯㉮㊰➼䛻䛴䛔䛶䚸
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䛴䛔䛶䚸ㆤᓊ䛾ᔞୖ䛢䜢ᐇ䛩䜛䚹䜎䛯䚸≉
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