東海大学の新たな地域連携
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̿To-Collaboࣉࣟࢢ࣒ࣛ̿
Ꮫࢆᣲࡆ࡚ᆅᇦ㐃ᦠ࣭㈉⊩ࢆ᥎㐍ࡋࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍ
ᮾᾏᏛࡣࠊ
ࠕᩍ⫱ࠖ
ࠕ◊✲ࠖ
ࠕ♫㐃ᦠࠖ
ࠕᅜ㝿㐃ᦠࠖࡢ 4 ࡘࡢᰕࢆᏛࡢࡋ࡚ᵝࠎ࡞άືࢆ㐍
ࡵࠊேᮦ⫱ᡂດࡵ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋ≉♫ⓗᐇ㊶ຊࢆ᭷ࡋࡓேᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᩍ⫱⟇
ࡋ࡚ࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖ
ࠕ㞟࠸ຊࠖ
ࠕᣮࡳຊࠖ
ࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖࡢࠕ4 ࡘࡢຊࠖࡢ⫱ᡂࢆᩍ⫱┠ᶆᥖࡆࡿ
ࡶࠊᆅᇦ♫ࡢ㐃ᦠࡢ㔜せᛶ㚷ࡳࠊ2006 ᖺᗘࡽࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࢆ❧ࡕୖࡆࠊᏛ⏕ࡀ⮬ⓗ
ᆅᇦ㈉⊩ࡸ⏘Ꮫ㐃ᦠࡢㅖάືཧຍࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ4 ࡘࡢຊࠖࡢ⫱ᡂࡣṇㄢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡶᑟධࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⏘Ꮫ㐃ᦠࡸᆅᇦ㈉⊩ࡣタࡽࡢᮏᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ
㏻ࡋ࡚ࡢᏛ⏕ࡢᡂ㛗ᨭࠊேᮦ⫱ᡂࡣᮏᏛࡢᩍ⫱ࡢ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡣ♫ࡢᮇᚅ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢᗘࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖ᥇ᢥࡉࢀࠊᆅᇦᚿྥࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳᏛࡋ࡚
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ࠕTo-Collaboࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᮏᏛࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫㈉⊩άື➼ࡢᐇ⦼ࢆࡶ
ࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ㊶ࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋලయⓗࡣᅜ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ᭷ࡍ
ࡿ⥲ྜᏛࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋࠊᚑ᮶ࡣྛᰯ⯋࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓᵝࠎ࡞ᆅᇦ㐃ᦠάືࢆ࠸⤖ࡧࡘࡅࠊ⥲ྜ
Ꮫࡋ࡚ᆅᇦࡢㅖㄢ㢟ࢆඹ᭷࣭㐃ືࡉࡏ࡚ᆅᇦ㈉⊩ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋྠࠊᏛ࡛ᐇࡋࡘࡘ࠶
ࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࠊ⤌⧊ᨵ㠉ࢆࡉࡽⓎᒎࡉࡏࠊᚑ᮶ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ୍Ṍ㐍ࡵࡓࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ
࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࠖࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ
ᖺᗘࠊ
ࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡋ࡚ࠊ4 ィ⏬ 8 ᴗࢆᰕᩍ⫱࣭◊✲࣭♫㈉⊩ࡢከᙬ࡞άື
ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ᰾࡞ࡿࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࠖࡘ࠸࡚ࡢ
ㄪᰝ࣭◊✲ࡢࡓࡵ࣓ࣜ࢝どᐹᅋࢆὴ㐵ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᅜෆእࡢ㆑⪅ࢆᣍ⪸ࡋࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ
࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝࡛ࠖࡢ◊✲බເࢆ⾜࠸ࠊ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ
㢟 19 ௳ࡢᡂᯝሗ࿌ࢆ 3 ᭶㛤ദࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᰯ⯋࡛ To-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദ
࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ
ࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆᇶࠊᏛࡀ୍࡞ࡾᵝࠎ࡞άືࡀ╔ࠎᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
ḟᖺᗘࡣࠊᖺᗘࡢᐇ⦼ࢆ⏕ࡋࠊࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ࡢ㐃ᦠᙉດࡵࡿࡶᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࠊᮏᏛ
ࡀᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬࡋ࡚♫ࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍᡤᏑ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢⓙࡉࡲࠊ㛵ಀ⪅ࡢ
ⓙࡉࡲࡶᮏᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡈ⌮ゎࠊࡈ༠ຊࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛᴫせ
1.ࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿᅜ㐃ືᆺᆅᇦ㐃ᦠࡢᥦࠖᴫせ
ࠕTo-Collabo㸦ࢺࢥࣛ࣎㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣࠊᅜ࢟ࣕࣥࣃࢫࡀᗈࡀࡿᮏᏛ㸦ᅗ 1 ཧ↷㸧࡞ࡽ࡛ࡣࡢ
ࠕᅜ㐃ືᆺᆅᇦ㐃ᦠάືࠖࢆᰕࠊᆅᇦ≉᭷ࡢㄢ㢟ࡸᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ࢆ࡚ࡢᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࡀඹ᭷ࡋࠊ
༠ຊࡋ࡚ゎỴ⟇ࢆぢฟࡍྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕᏛඹ㏻ᩍ㣴⛉┠ࡢᨵ㠉ࠖࢆᩍ⫱ᨵ㠉
ィ⏬ࡢ୰ᚰᤣ࠼ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢆ๓ᥦࡋࡓࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ1ᆺᩍ⫱ࠖࢆྲྀࡾධࢀࡓᏛⓗ
࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉⤌⧊ᨵ㠉ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࡞࠾ࠊTo-Collabo ࡣࠊTo

Co

L

ᅜᣐⅬࢆ᭷ࡍࡿ⥲ྜᏛ࡛࠶ࡿᮾᾏᏛ㸦

ࡢ␎⛠࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ

㸧ࡢ≉㛗ࢆάࡋࡓᆅᇦᏛࡢᩍ⫱࣭

ory㸧ࢆ♧ࡍྡ⛠࡛࠶ࡿࠋ

◊✲ࡢ㐃ᦠ㸦
ᅗ 1.

Labo

㐃ᦠᆅᇦᮏᏛࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ

ᖹᡂ 25 ᖺᗘ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗ㸦Ꮫ COC ᴗ㸧ࠖࡘ࠸࡚

ࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿᅜ㐃ືᆺᆅᇦ㐃ᦠࡢᥦࠖࡣࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢබເ
ᴗ࡛࠶ࡿࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗ(Ꮫ COC ᴗ)ࠖࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྠᴗࡣࠕᏛ➼ࡀࠊ⮬య㐃ᦠࡋࠊᏛⓗᆅᇦࢆᚿྥࡋࡓᩍ⫱࣭◊✲࣭♫㈉⊩ࢆ㐍ࡵࡿᏛ
ࢆᨭࡍࡿࡇ࡛ࠊㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ேᮦࡸሗ࣭ᢏ⾡ࡀ㞟ࡲࡿࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ୰᰾
ⓗᏑᅾࡋ࡚ࡢᏛࡢᶵ⬟ᙉࢆᅗࡿࡇࠖࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿ(ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㈨ᩱࡼࡾ)ࠋᖺᗘࡣ 319 ௳
ࡢ⏦ㄳࡀ࠶ࡾࠊ52 ௳ࡀ᥇ᢥ㸦⚾❧Ꮫ࡛ࡣ 180 ௳୰ࠊ15 ௳ࡢ᥇ᢥ㸧ࡉࢀࡓࠋᮏᏛࡢࡼ࠺࡞ᅜ࢟ࣕ
ࣥࣃࢫࡀᗈࡀࡿ⥲ྜᏛࡢ᥇ᢥࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱࣭◊✲࣭ᆅᇦ㈉⊩࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡳࢆࡉࡽ
Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

1

ࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࠖ
࣭࣭࣭ⱝ⪅ࡀ♫άືࢆ㏻ࡋ࡚Ẹ♫࠾ࡅࡿᕷẸᛶࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸
ࡃᐇ㊶࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⤌⧊Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠋ

4

3

To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ 4 ィ⏬ 8 ᴗ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ௨ୗᅗ 2 ࡛♧ࡍࡼ࠺࡞ᅜࡢඹ㏻ㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓ

ࡵࠊ4 ィ⏬ 8 ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡇࡢᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᏛෆ࠶ࡿᏛ㒊࣭◊✲ᡤ࣭ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ◊
✲㸦ࢩ࣮ࢬ㸧ᆅᇦࡢㄢ㢟㸦ࢽ࣮ࢬ㸧ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡿᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㓄⨨ࡋࠊ୍ࡘࡢᆅᇦ
࠾ࡅࡿㄢ㢟ᑐࡋ࡚⥲ྜᏛࡢ▱࣭ே࣭ຊࢆࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ㐃⤖ࡉࡏ࡚ࠊゎỴྥࡅࡓάືࢆ✚ᴟⓗ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ᅗ 2.

To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ 4 ィ⏬ 8 ᴗ

4. ᩍ⫱
ᮾᾏᏛ࡛ࡣࠊ☜ᅛࡋࡓᛮ࣭⪃࠼ࢆᣢࡕࠊᖜᗈ࠸ᩍ㣴ࢆ㌟ࡘࡅࠊ㧗࠸බඹᛶࢆಖᣢࡋࡘࡘࠊ
௦ࡢኚྜࢃࡏ࡚✚ᴟⓗ♫ࢆᨭ࠼ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇࡢ࡛ࡁࡿ⮬ⓗࠊ㐀ⓗ࡞ேᮦࢆ
⫱ᡂࡍࡿ࣮࣋ࢫ࡞ࡿຊࡋ࡚ࠊࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖࠕ㞟࠸ຊࠖࠕᣮࡳຊࠖࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖࡢࠕ4 ࡘࡢຊࠖࢆ
⟇ᐃࡋࡓࠋࡇࡢࠕ4 ࡘࡢຊࠖࡢᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࢆಁ㐍ࡋࠊࡉࡽᏛ⏕ࡢᐇ㊶ⓗάືࢆᨭࡍࡿ㒊⨫ࡋ࡚ࠊ
ᮏᏛ࡛ࡣ 2006 ᖺࡽࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ᪤ᵝࠎ࡞ᐇ⦼ࢆ✚ࢇ࡛ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊᮏᏛࡢᩍ
⫱ࡢ᰾࡞ࡿᏛᚲಟ⛉┠ࠕ⌧௦ᩥ᫂ㄽࠖ࡞ࢆ୰ᚰࠊᩥ⌮⼥ྜᩍ⫱ࡢᇶ♏ࡋ࡚Ꮫ࡛ᩍ㣴ᩍ⫱ࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᮏィ⏬࡛ࡣࠊ
ࠕᏛඹ㏻ᩍ㣴⛉┠ࠖ
㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛤ㅮ⛉┠ࠊࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮㛤ㅮ⛉┠ࠊ࢟ࣕ
ࣜ㛤ㅮ⛉┠㸧ࡢᏛⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
㠉⤌⧊ᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃ㸦ᅗ 3 ཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊᴗᮇ㛫ᰯ⯋㐃ືᆺࡢࠕࣃࣈࣜ
ࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࠖࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࢳࣕࣞࣥ
ࢪࢭࣥࢱ࣮ࢆ 2015 ᖺᗘ⤫ྜࡋࠊࣇࣟࣥࢸ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᨵ⤌ࡍࡿࠋ
ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ⛉┠ࡋ࡚ࠗ࣎
ࣛࣥࢸࠊࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࠊᆅᇦ⌮ゎ࠘
㛵ࡍࡿ 3 ⛉┠ࢆ᪂タࡋࠊᚲಟ⛉┠ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪤Ꮡࡢᑓᨷ⛉┠ࢆぢ┤ࡋࠊࣃࣈࣜ
ࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ᑓᨷࡍࡿࠋ

ᅗ 3.

5

ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ┠ᶆ

ࡇࡢᑓᨷࡢಟㄆᐃࡣᣦᐃ⛉┠ࡢ୰ࡽ 20 ༢ṇㄢእάືࡋ࡚ࠊᐇ㊶ᩍ⫱ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺά
ືࡢཧຍࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࠋ
⌧⾜ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࠊᚋࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺⓎ
ᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ᙺࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦ᕷẸࠊᏛ⫋ဨ㸧ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦㸦ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡢᐇ㊶ࠊᏛࡧࠊᆅᇦㄢ㢟ࠊᕷẸᛶ➼ࡢ⌮ゎ㸧ࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊ┘╩ᙺࡢࢻࣂࢨ࣮㸦
ᏛᩍဨࠊNPOࠊᴗࡢᑓ㛛ᐙ㸧ࡀࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάືࢆ┘╩ࠊᨭࡋࠊࡼࡾⰋ࠸άື⎔ቃࢆసࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮⫋ဨࠊࢻࣂࢨ࣮ᩍဨࡀ㓄
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋࡣᆅᇦ㐃ᦠࠊୡ௦㛫ὶࡢᶵࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᰯ⯋࿘㎶ࡢᆅᇦ࡛ࠊ
ࠗ࣎ࣛࣥࢸࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࠘ࠗ࣎ࣛࣥࢸࢻࣂࢨ࣮࠘ࢆ୍⯡ࡽᗈࡃເ㞟ࡍࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࠊ2017 ᖺᗘࡲ࡛᪂ࡓ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
5. ◊✲
ᮏᏛࡢ❧⪅ᯇ๓㔜⩏ࡣࠕᏛ࡛⏕ࡲࢀࡓ▱ࡣ♫㑏ඖࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺⌮ᛕࢆᣢࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࡑࡢ⌮ᛕࡢᇶࠊᅜࡢྛᰯ⯋◊✲ᨭ㒊⨫ࢆ㓄⨨ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ≉ᚩᛂࡌࡓ
ᆅᇦᐦ╔ᆺࡢ⏘ᐁᏛ㐃ᦠάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᆅᇦᏑᅾࡍࡿၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ4 ィ⏬ 8 ᴗࢆᒎ㛤ࡋࠊᆅᇦ
Ꮫ㒊࣭◊✲⛉࣭◊✲ᡤ࣭ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ◊✲⪅ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡿᶵ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᖹᡂ 27 ᖺᗘ
To-Collabo ᥎㐍ᐊࡢୗᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊከࡃࡢᆅᇦᑓ㛛㡿ᇦࡀ␗
࡞ࡿᏛ㒊ࡀศᩓࡋࠊᏛ㒊࣭ࢭࣥࢱ࣮࣭◊✲ᡤࡢ㛫Ꮡᅾࡍࡿቨࢆྲྀࡾᡶ࠸ࠊ᭷ᶵⓗ◊✲⪅ࢆ⤖ࡧࡘࡅ
ࡿᶓ୵ࡋ࡚ᶵ⬟ࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣᴗࡢ᥋Ⅼࢆࡶࡘ◊✲᥎㐍㒊⏘ᐁᏛ㐃ᦠࢭࣥࢱ
࣮ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ༠ຊࡋ࡚ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡿࠋ

ᅗ

◊✲࣭♫㈉⊩άືࡢ┠ᶆ

6. ♫㈉⊩
ᮏᏛࡣᆅᇦࡢ㈉⊩άືࡢሙࡋ࡚Ꮫእࢧࢸࣛࢺ࢜ࣇࢫ̿ᆅᇦὶࢭࣥࢱ࣮̿ࢆタ⨨ࡋࠊᏛ
ࡢᩍ⫱࣭◊✲άືࡢሗබ㛤࠾ࡼࡧᆅᇦఫẸࡢὶࡢሙࡋ࡚㛤ᨺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
•༡ᰯ⯋࡛ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ᆅᇦఫẸࡢࢫ࣏࣮ࢶᗣቑ㐍ྥࡅࡓබ㛤
࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࣭◊✲ᡂᯝࡢ♫ࡢ㑏ඖࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛ㒊࣭◊✲⛉࠾࠸࡚ࠊ
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Ꮫ⾡ㄽᩥࠊᏛⓎ⾲➼ࢆ㏻ࡌ࡚බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜࡸᆅ᪉⮬యࡽࡢせㄳࡼࡿᨻ⟇ᙧᡂࡢᐤ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᏛ㒊ࠊ◊✲⛉ࡽከࡃࡢᩍဨࡀࠊᑓ㛛ᛶࢆάࡋࡓᑂ㆟➼ࡢጤဨࡋ࡚㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀྛᰯ⯋࡛ࠊ♫㈉
⊩࠾ࡼࡧᆅᇦ㐃ᦠࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ⦼ࢆᇶࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࡣࠊᮏᏛࡢάືࢆࡉࡽⓎᒎࡉࡏࠊᩍ⫋ဨ࣭
Ꮫ⏕ࡀᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ♫㈉⊩άືࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
7. యไ࣭ホ౯➼
ホ౯యไࡘ࠸࡚ࠊᴗᮇ㛫୰࠾ࡼࡧᴗ⤊ᚋࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢⅬ᳨࣭ホ౯άືࡣࠊࠗᮾᾏᏛᏛ
ホ౯ጤဨ࠘࠾ࡼࡧࠗTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨ࠘ࡢ㸰ࡘࡢጤဨࢆ୰ᚰ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᮾᾏ
ᏛᏛホ౯ጤဨࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㡰ㄪ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠸ࠊၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࢀࡤ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨᨵၿ່࿌ࢆࡍࡿࠋࡉࡽᖺᗘᮎࠊᏛࡢ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒
ἢࡗ࡚Ⅼ᳨࣭ホ౯άືࢆᐇ⾜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᏛෆጤဨᏛእࡽᣍ⪸ࡋࡓእ㒊ጤဨ࡛ᵓᡂࡍࡿ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨ࡛ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛయࢆⅬ᳨࣭ホ౯ࡍࡿࡇ࡛Ꮫእᑐࡋ࡚ㄝ᫂㈐௵ࢆ
ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ホ౯᪉ἲࡋ࡚ࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ᶆࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓ࠺ࡢ

ᐃࡣࠊᏛෆ㒊⨫ࡀసᡂ

ࡍࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩ࢙ࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺᑐࡍࡿࠗ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩࠘ࠊྛ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡘ࠸࡚
ࡣࠊࠗTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࠗࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩࠘ࠊᏛᮇᮎᐇࡉ
ࢀࡿࠗᏛ⏕ࡼࡿᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ࠘ࢆ⏝ࡍࡿࠊసᡂࡉࢀࡓホ౯ᣦᶆἢࡗ࡚ࠗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍ
⪅ࡼࡿ┦ホ౯࠘ࠗእ㒊ᅋయࡼࡿホ౯࠘ࢆຍ࠼ࡓ⥲ྜⓗ࡞Ⅼ᳨ホ౯ࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦ㐃ᦠࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓᵝࠎ࡞ࠕ▱ࠖࢆᙧᘧ▱ྍࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ㐃ᦠࡢ㐀ࢧࢡࣝ⧅ࡆ
ࡿࡓࡵࠊTo-Collabo ᥎㐍ᐊࡣᆅ
ᇦ㐃ᦠࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠗToCase࠘ࢆసᡂࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࡢヲ
⣽ࢆ✚ࡍࡿࠋࡇࡢ Toࢆ 4 ࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬศࡅࠊࡇ
ࢀࢆホ౯ࡢᡭẁࡋ࡚⏝ࡍࡿࠋබ
㛤ࡉࢀࡿሗࡣࠊࣉ࣮ࣞࣜࣜࢫࡸࣉ
࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢥࣥࢸࣥࢶࡋ࡚ὶ
㏻ࡉࡏࠊࡇࡢ To-

ࢆ

Ꮫ࠾࠸࡚ࡶ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺
ᶆ‽ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ COC
ࢆࡼࡾάᛶࡉࡏࡿࠋ
ᅗ 5.

To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥎㐍యไ
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άືᴫせሗ࿌
2013 ᖺᗘࡢᮏᴗࡢάືࡣࠊ8 ᭶ 2 ᪥ࡅ࡛ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖࡢ᥇ᢥ㏻▱
ࢆࠊ8 ᭶ 30 ᪥ࡅ࡛ෆᐃ㏻▱ࢆཷࡅྲྀࡾࠊᐇ㉁ⓗࡣ 9 ᭶ 1 ᪥ࡽ 3 ᭶ 31 ᪥ࡲ࡛ࡢṇ 7 ࣨ᭶㛫
ࡢྲྀ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ᥇ᢥࡣ 11 㡯┠ࡢ㑂Ᏺࡍࡁ᮲௳ࡀᖏࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ㡯┠ࢆ㚷ࡳ࡞ࡀ
ࡽィ⏬ࡀࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
௨ୗࠊᖺᗘ 7 ࣨ᭶㛫ࡢ࡞άືᴫせ࡛࠶ࡿࠋ
1.యไᩚഛ
ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ9 ᭶ 6 ྡࡢᑓ௵ᩍ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚ࠕTo-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊࠖࢆᏛ㛗ᐊෆ
タ⨨ࡋࠊᚋ 3 ྡࡢὴ㐵⫋ဨࢆ㞠⏝ࡋ࡚ᴗࡢࢫࢱ࣮ࢺࢆษࡗࡓࠋࡲࡓࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤ
ဨࢆ❧ୖࡆࠊᏛෆࡢᩍᏛ⣔࣭◊✲⣔࣭ົ⣔ࡢྛせ㒊㛛ࡢ㛗ࢆྵࡵࡓጤဨ࡛ࡢィ⏬᳨ウࢆ⾜࠺య
ไࡋࡓࠋ୍᪉ࠊᮏᏛࡢ 8 ᰯ⯋࠾࠸࡚ࠊTo-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊᶵ⬟ࢆᣢࡗࡓᢸᙜ❆ཱྀࢆỴࡵࠊᰯ
⯋࡛㊊୪ࡳࢆᥞ࠼࡚᥎㐍ࡍࡿయไࢆࡗࡓࠋ
2.ព㆑ඹ᭷
᥇ᢥࡢ᮲௳ࡢ 1 㡯┠࡛ࡶ♧ࡉࢀࡓࠕᴗ᥇ᢥᚋࠊࡍࡳࡸᏛࡢᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟ࠊᏛࡢ᪉㔪
ࡋ࡚Ꮫⓗᆅᇦᚿྥࢆ㐍ࡵࡿࡇࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚࿘▱ࢆᅗࡿࠖࡇࡘ࠸࡚ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎࠊᏛ
㛗ࡼࡿᩍ⫋ဨྥࡅࡢࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮ࢆసᡂࡋබ㛤ࡋࡓࠋ⥆ࡅ࡚ࠊᮏᴗࡢ⤂ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ
ᩍ⫋ဨ㓄ࡍࡿඹࠊಖㆤ⪅ᐄࡶ㏦ࡋࠊᏛ⏕ࡣᏛෆࡢ㝶ᡤ࡛⮬⏤ᡭྲྀࢀࡿᙧ࡛࿘▱
ດࡵࡓࠋ
ࡲࡓࠊᏛෆእᗈࡃྲྀ⤌ࡳࢆ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊࠕTo-Collabo ㏻ಙࠖ㢟ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࢆ 3 ᅇⓎ⾜
ࡍࡿඹࠊWEB ࣮࣌ࢪࡶసᡂ㺃බ㛤ࡋࠊ㝶ሗⓎಙົࡵࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྛ✀Ꮫෆᗈሗేࡏࠊẖ᭶ࡢᏛ㒊㛗㆟➼࠾࠸࡚ࠊ㐍ᤖ≧ἣሗ࿌ࡶḞࡉࡎ⾜࠺ࡇ࡛ព
㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ
3.⮬యࡢ㐃ᦠ
ᮏᴗ࠾ࡅࡿ㐃ᦠ⮬యࡣᮐᖠᕷ༡༊ࠊఀໃཎᕷࠊᖹሯᕷࠊ⛙㔝ᕷࠊ☾⏫ࠊ㟼ᒸᕷࠊ⇃ᮏᕷࠊ㜿
⸽㒆༡㜿⸽ᮧࡢ 8 ⮬య࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣ᪤ໟᣓ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ⮬య࡛࠶ࡿࠋᚑ๓ࡼࡾ㛤ദࡉࢀ
࡚࠸ࡿ༠㆟➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠸ࡢሗࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖺᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊ‽ഛᮇ㛫ࡶ㊊ࡾ࡞ࡗ
ࡓࡓࡵࠊྛᰯ⯋࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ❧ᆅࡍࡿ⮬యࡢ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡇࡲࡗࡓࡀࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᖺ 1 ᅇࡣᅜ㐃ᦠ༠㆟ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㛤ദࡍࡿࡇࡋ࡚ࠊᮏᴗࡽࡋ࠸ᅜ㐃ືᆺ࡞ࡿ༠
㆟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
4.ᩍ⫱
ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ㸦௨ୗࠊ
ࠕPAࠖ⾲グ㸧ᆺࠖᩍ⫱ࠊᚲಟ 3 ⛉┠ᑟධ
ྥࡅ࡚ࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨෆᩍ⫱ᑓ㛛㒊ࢆ⤌⧊ࡋࠊ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛෆᩍဨࡀ
PA ࢆ⌮ゎࡍࡿⅭࠊᮏሙࡢ⡿ᅜ࣑ࢿࢯࢱᕞࠊ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࢆどᐹࡋࠊᮏᏛᑟධྥࡅ࡚ࡢ⌮ゎ
ㄢ㢟ᢕᥱດࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊᏛෆ࡛ FD ◊ಟࢆ⾜࠸ࠊどᐹᩍဨࡼࡿ PA ࡢᴫせᮏᏛᑟධࡢ㝿ࡢㄢ㢟
㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆồࡵࡓࠋࡉࡽ࡞ࡿᏛෆࡢ⌮ゎಁ㐍ࡢࡓࡵࠊ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛᮾிᏛࡽㅮᖌࢆᣍ
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࠸ࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿ PA ᆺᩍ⫱ᑟධࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡗࡓࠋࡑࡢ⩣᪥ࡣ
ᩍ㣴ᩍ⫱ᢸᙜᩍဨ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡽᣍ⪸ࡋࡓㅮᖌࡼࡿ PA ᩍ⫱ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺➼ࠊᏛෆ࠾
ࡅࡿ PA ᆺᩍ⫱㛵ࡍࡿ᳨ウࡣ㝶ᡤ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᮏᖺᗘࡣࡇ࠺ࡋࡓ PA ࡑࡢࡶࡢࡢ⌮ゎࢆ➨୍ົࡵࡓࡀࠊ୪⾜ࡋ࡚㐃ᦠᆅᇦᡤᅾࡍࡿᴗᑐࡋ࡚
ேᮦࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᴗࡀồࡵࡿỗ⏝ⓗ⬟ຊࡘ࠸࡚ᆅᇦᕪ➼ࢆ᥈ࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏሗ࿌᭩ࡲ
ࡵࡢẁ㝵࡛ࡣ㏿ሗ್ࡋฟ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᚋࡢ᪂つᚲಟ 3 ⛉┠࡛㌟ࡘࡅࡿࡁ⬟ຊ➼ࡢ᳨ウᮦᩱࡍ
ࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡣ 2017 ᖺᗘࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵᐃྥࡅࡓ᳨ウ࡛࠶ࡾࠊᖺᗘࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟᖺᗘ᪩࠸
ẁ㝵࡛ᚲಟ 3 ⛉┠ࡢ࠶ࡾ᪉➼ࢆᏛෆ࡛Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
5.◊✲
ᮏᴗ࡛ࡣᅜࡢඹ㏻ㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ4 ィ⏬ 8 ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡢィ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿⅭࡣᆅᇦ㐃ᦠ◊✲ࡢ᭦࡞ࡿάᛶ㐃ືᆺ࡞ࡿࡓࡵࡢᏛෆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀ
㠀ᖖ㔜せ࡞ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᖺᗘࡣึᖺᗘ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ㐃ᦠ◊✲ࡢ〈㔝ࢆᗈࡆࡿࡓࡵࠊᆅᇦᚿ
ྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡋ࡚ࠊ᥇ᢥㄢ㢟ࢆᨭࡍࡿィ⏬ࡋࡓࠋ
Ꮫෆබເࡋࡓ⤖ᯝࠊ43 ௳ࡢᛂເࡀ࠶ࡾࠊ19 ௳ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋࢃࡎ࡞◊✲ᮇ㛫࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ3 ᭶ࡣ
ᡂᯝሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡸ 4 ィ⏬ẖࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᚋࡢ㐃
ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࡢᶍ⣴ࡶ⾜ࡗࡓࠋ
6.♫㈉⊩
ᮏᏛࡢ♫㈉⊩άືࡣ௨๓ࡼࡾάⓎ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᴗ㛤ጞᚋࡶࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛♫㈉⊩άືࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋᏛ⏕ࡀ୰ᚰάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡶᘬࡁ⥆ࡁ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮐᖠᰯ
⯋࠾ࡅࡿ⚟♴㝖㞷ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸ㜿⸽ᰯ⯋ࡢ㜿⸽㎰ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࠊᆅᇦࡽồࡵ
ࡽࢀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡶᩘከ࠸ࠋ
Ꮫෆ࡛⾜ࢃࢀࡿ࡚ࡢ♫㈉⊩άືࢆᮏᴗ┒ࡾ㎸ࡴࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᪤Ꮡࡢ㒊⨫࡛⊂⮬⾜
ࢃࢀࡿάືࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᮏᴗࡢ୍⎔ࡋ࡚ࡣࠊࠊࢧࢸࣛࢺ࢜ࣇࢫ㸫ᆅᇦὶࢭࣥࢱ࣮㸫ࡢ㛤
ᨺࠊᆅᇦఫẸᮏᏛࡢ▱ࡢ㑏ඖࢆ┠ⓗࡋ࡚ᗈࡃබ㛤ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠕTo-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ㛤ദࡀ
୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ
7.ࡑࡢ
FD࣭SD ࡢ᥎㐍ࡶ᥇ᢥࡢ᮲௳ࡢ 1 㡯┠࡛ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖺᗘࡣ PA ᆺᩍ⫱⌮ゎࡢࡓࡵࡢ FD ◊ಟ
Ꮫ㛗ᐊࡀᩍ⫋ဨྥࡅ⾜࠺Ꮫ㛗ᐊࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᆅᇦࡶබ㛤ࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛࡢඃࢀࡓྲྀ⤌
ࡳࢆどᐹࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏᏛࡢྲྀ⤌ࡳࡢཧ⪃ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
ࡉࡽࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬᮏᏛࡢࢩ࣮ࢬࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡋ࡚࠸ࡃⅭࠊᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ•༡ᰯ⯋
ᮐᖠᰯ⯋࡛㞠⏝ࡋࡓࡀࠊᖺᗘලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝࡣࡲࡔᣲࡆࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊḟᖺᗘ௨
㝆⥅⥆ࡋ࡚࣐ࢵࢳࣥࢢᶵ⬟ࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ
To-Collabo Case ࡘ࠸࡚ࡣᇶ♏㈨ᩱ࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡢ✚ࡣ㝶⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ᳨ウẁ
㝵࡛࠶ࡾࠊḟᖺᗘࡢ㐠⏝㛤ጞྥࡅ࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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Ⅰ.To-Collaboプログラム運営委員会
〈教育専門部会〉
における検討経過報告
Ⅱ.北米視察報告
Ⅲ.公開シンポジウム報告
Ⅳ.パブリック・アチーブメント型教育についての研究会
Ⅴ.人材ニーズ調査実施報告
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Ϩ7R&ROODERࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨࠑᩍ⫱ᑓ㛛㒊ࠒ࠾ࡅࡿ᳨ウ⤒㐣ሗ࿌
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨࠑᩍ⫱ᑓ㛛㒊ࠒ࠾ࡅࡿ᳨ウ⤒㐣ሗ࿌

ᮏ㒊ࡣࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠ႠጤဨࡢせㄳࡼࡾࠊCOC ⏦ㄳ᭩ᥖࡆࡓᚲಟࣃࣈࣜࢵࢡ࣭
ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺ 3 ⛉┠㸦ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࠊ࣎ࣛࣥࢸࠊᆅᇦ⌮ゎ㸧㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵタ⨨ࡉ
ࢀࡓࠋ㒊ጤဨࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
㒊㛗

⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗

బ⸨ᜨᏊ

ᩍᏛ㒊㛗

ᕝୖဴኴᮁ

ጤဨ

ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸭TCP 㐠Ⴀጤဨጤဨ㛗

Ლ㱟ኴ㑻

ጤဨ

ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮

ᒸ⏣ᕤ

ጤဨ

⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⥲ྜᩍ⫱⛉┠ᢸᙜ௵௦⾜

ᡂᕝᛅஅ

ጤဨ

⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮

Ụ୍ᖹ

ጤဨ

ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮

ᇼᮏ㯞⏤Ꮚ

•༡ᩍົㄢ

୰ᮧ┤ேࠊᯇᑿẸᏊ

㒊㛗

ົᒁ

᳨ウෆᐜࡣࠊ᪂タ 3 ⛉┠㛵ࡍࡿㅮ⩏ෆᐜࠊ༢ᩘࠊᐇయไࠊᡂ⦼ホ౯ࠊᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ୖࡢ⨨࡙
ࡅ➼࡛࠶ࡿࠋࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡋ࡚ࡣࠊ12 ᭶ 11 ᪥ࡼࡾ 2 ᭶ᮎࡲ᳨࡛ウ⤖ᯝࢆ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠
Ⴀጤဨሗ࿌ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1 ᅇᩍ⫱ᑓ㛛㒊㸦2013 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥㸧
Ლጤဨࡼࡾ᪂タ 3 ⛉┠タ⨨ࡘ࠸࡚ࡢ⤒⦋ࡸ᪉㔪➼ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓᚋࠊỤጤဨᇼᮏጤဨࡽ 12
᭶ 3 ᪥ࡽ 6 ᪥ᐇࡉࢀࡓ⡿どᐹ㛵ࡍࡿሗ࿌ࢆཷࡅࡓࠋ
࣑ࢿࢯࢱࡢ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࠊࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ࡢࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛ࠾ࡅࡿどᐹࡢᡂᯝ
ࡋ࡚ࠊࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢᐇ㊶≧ἣ࣭㔜せᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊᮏᏛࡢᚲಟ⛉┠ࡋ࡚ࡢᑟධ
ࡣ᳨ウㄢ㢟ࡀከ࠸ࡇࡶㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀᇶ࡙ࡁࠊ᪂タ 3 ⛉┠ࢆᮏᏛ࡛ᐇࡍࡿࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡀྍ⬟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆ⾜
ࡗࡓࠋู㏵⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑓ㛛㒊࡛ࡢ᳨ウ⤖ᯝࠊࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࣭⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
࡛ࡢ᳨ウ⤖ᯝࡶཧ⪃ࡋࡓࠋ
ࡋ࡚ࠊࠕつᶍࢡࣛࢫ࡛ࡢㅮ⩏ᆺࡢᚲಟ⛉┠ࠖࠕࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ᐇ㊶ᩍ⫱ᆺࡢ㑅ᢥ⛉
┠ࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ᪉ἲࡀᥦࡉࢀࠊつᶍࢡࣛࢫࡢሙྜࠊࢿࢵࢺ⎔ቃࡢᩚഛ➼ࡀᚲせ࡞ࡿࡀࠊᐇ⌧
ྍ⬟࠺ࢆ᪩㏿ㄪᰝࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
➨ 2 ᅇᩍ⫱ᑓ㛛㒊㸦2014 ᖺ 1 ᭶ 8 ᪥㸧
ᒸ⏣ጤဨࡼࡾࠊࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺࡢᤵᴗࢆேᩘࢡࣛࢫ࡛ᒎ㛤ࡍࡿྍ⬟ᛶ㛵ࡋ࡚ࠊࠕᤵᴗᨭ
ࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ⏝ࡋࡓᤵᴗ᪉ἲࡢࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ2N-101 ᩍᐊࠊ2S-101 ᩍᐊ࠾ࡅࡿࢿࢵࢺ⎔ቃࡢᩚ
ഛࡣࠊ㡰ḟࠊィ⏬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡅࡤࠊྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᡂᕝጤဨࡼࡾࠊ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮௵ᩍᤵ࠾ࡅࡿ᳨ウ⤖ᯝࡀᥦ♧ࡉࢀࠊ㆟ㄽࡢ⤖ᯝࠊḟࡢࡼ࠺࡞
⣲ࢆసᡂࡋࡓࠋࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࠖࡣࠊⱝ⪅ࡀ♫άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊẸ♫࠾ࡅࡿ
ᕷẸᛶ㸦ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ㸧ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃᐇ㊶࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢࡓࡵࡢ⤌⧊Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ⌧௦ᩥ᫂ㄽࡢ⢭⚄ࡶࠊ4 ࡘࡢຊࡀᶆᴶࡍࡿ♫ⓗᐇ㊶ຊࡢ⫱ᡂࡶࠊᴟࡵ࡚ぶᛶࡢ㧗࠸ᩍ
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⫱᪉㔪࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࢆᮾᾏᏛᆺࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᩍ⫱࠸࠺ୖᴫᛕࡋ࡚ᥖࡆࠊୗ
ࡢ⛉┠⦅ᡂࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡣࠊࡰࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᩍ⫱㔜࡞ࡿᩍ⫱ෆᐜࢆ᭷ࡍࡢ࡛ࠊࣃࣈࣜ
ࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡢୗ㒊ᴫᛕࡋ࡚⨨ࡃࠋࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࡣࠊ」㞧࣭ከᵝࡍࡿ♫ࡢ୰࡛ࠊ
ᕷẸࡋ࡚⮬ᕫᐇ⌧ࢆᯝࡓࡋࠊ⪅ࡸ♫✚ᴟⓗ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせ࡞㈨㉁࡛࠶ࡾࠊࢩࢳࢬࣥ
ࢩࢵࣉ⛉┠ࡣࠊࡑࢀࢆⓎࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⬟ຊ㸦ពḧࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝ㸧ࢆ㣴࠺⛉┠࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ༊ศϩࡢࠕ⌧௦ᩍ㣴⛉┠ࠖࢆࠕࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ⛉┠ࠖࡋࠊୗࡢᵓᡂᤵᴗ⛉┠ࡋ࡚ࠊ
ᕷẸࡋ࡚ᚲせ࡞ᇶᮏⓗ▱㆑ࡸࡶࡢࡢぢ᪉ࢆ㣴࠺ࠕ⌧௦ᕷẸᩍ㣴⛉┠ࠖࠊ♫άືᚲせ࡞ᐇ㊶ⓗ▱㆑
ࡶࡢࡢぢ᪉ࢆ㣴࠺ࠕᐇ㊶ᩍ㣴⛉┠ࠖࢆ⨨ࡃࠋ
๓⪅ࡣࡉࡽࠊேᩥ⛉Ꮫ A  Bࠊ♫⛉Ꮫ A  Bࠊ⮬↛⛉Ꮫ A  B ࠸࠺ᤵᴗ⛉┠ࡋ࡚ࠊྛࠎA  B
ࡢ࠺ࡕ 1 ⛉┠ࢆᒚಟࡋ࡚ྜィ 3 ⛉┠ 6 ༢ᚲಟࠊᚋ⪅ࡣࠕ࣎ࣛࣥࢸㄽࠖࠕᆅᇦ⌮ゎㄽࠖ࠸࠺ᤵ
ᴗ⛉┠ࡋ࡚ࠊᩍᐊࡢㅮ⩏⛉┠ࡋࠊྛ 1 ༢࡛ 2 ༢ᚲಟࡍࡿࠋ㸦య⫱⛉┠ࡣࡑࡢࡲࡲ⨨ࡃ㸧
ࡉࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ༊ศϬࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ༊ศϩࡢࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ⛉┠ࢆⓎᒎࡉࡏࡓࢡࢸࣈࣛ
࣮ࢽࣥࢢᆺࡢ₇⩦⛉┠ࡋ࡚ࠊ⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ₇⩦⛉┠⩌ࠊ♫άືᚲせ࡞ᐇ㊶ⓗࢫ࢟ࣝࢆ㣴
࠺₇⩦⛉┠⩌ࢆ⨨ࡁࠊᑓᨷ⛉┠ࡶᑐᛂࡍࡿࠋ
ࡇࡢ⣲ࡣ⤒㐣ሗ࿌ࡋ࡚ࠊ㸯᭶ 20 ᪥ࡢ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨᥦฟࡉࢀࡓࡀࠊጤဨ
ෆ࡛ࠕࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࠖࢆ⛉┠ࡋ࡚タᐃࡏࡎࠊ⛉┠༊ศྡ⛠ࡍࡿࡢࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡢᣦࠊࡲ
ࡓࠊ
ࠕேᩥ⛉Ꮫࠖ➼ࡢ⛉┠ࢆタᐃࡏࡎࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ 3 ⛉┠ࢆᚲಟ⛉┠ࡋ࡚タᐃࡍ
ࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᣦࢆཷࡅࡓࠋᮏᑓ㛛㒊ࡣࠊࡑࢀࢆᛕ㢌⨨࠸࡚ࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ๎ࡾࠊ⛉
┠⦅ᡂࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆ⥆⾜ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
➨ 3 ᅇᩍ⫱ᑓ㛛㒊㸦2014 ᖺ 1 ᭶ 29 ᪥㸧
Ụጤဨࡼࡾࠊ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᤵᴗ◊✲࠾ࡅࡿࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡀ࠶
ࡾࠊࡑࡢᚋࠊᇼᮏጤဨࡼࡾࠊࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋ
ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ⛉┠࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡢࢥᴫᛕᇶ࡙ࡃᤵᴗෆ
ᐜࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᤵᴗタィ࢞ࢻ࠶ࡿ࠸ࡣࣃࢵࢣ࣮ࢪసᡂࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ༊
ศϬ࡛ࡣࠊᵓᡂᤵᴗ⛉┠ࢆࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᐇ㊶₇⩦⛉┠ࡋࠊࡍ࡚ࡢ⛉┠ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ
ྲྀࡾධࢀ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ 4 ࡘࡢຊ⫱ᡂࢆᇶ♏ࡋࡓࣃࣈࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࡢ㣴ᡂࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࢆࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᑓᨷ⛉┠⨨࡙ࡅࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛵ಀࢆ࠺ࡍࡿࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡶࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ
⛉┠ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᑵ⫋άືྥࡅࡓෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡉࡽᨻⓗࠊ♫ⓗࠊ⤒῭ⓗෆᐜࡶྵࡵࡓ⥲
ྜⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࡋ࡚ぢ┤ࡍࠋ
ୖグࢆཷࡅࡓ㆟ㄽࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⣲ಟṇࡉࢀࡓࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ༊ศϩࡣࠕࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ
⛉┠ࠖࡢࡲࡲࡋࠊᵓᡂᤵᴗ⛉┠ࢆࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ⛉┠ࡋ࡚ࠊᤵᴗ⛉┠ࢆࡍ࡚ᚲಟࡢேᩥ⛉Ꮫࠊ♫
⛉Ꮫࠊ⮬↛⛉Ꮫࠊ࣎ࣛࣥࢸㄽࠊᆅᇦ⌮ゎࡍࡿࠋ᭱ึࡢ 3 ⛉┠ࡣࡑࢀࡒࢀࡀᏛ㒊ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ๓
ᥦࡋࡓ࣒࢜ࢽࣂࢫᤵᴗ࡛ྜィ 6 ༢ࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ 2 ⛉┠ࡣつᶍㅮ⩏࡛ྛ 1 ༢ࠊ
ྜィ 2 ༢ࡍࡿࠋయ⫱⛉┠ࡘ࠸࡚ࡣせ᳨ウࠋ༊ศϬࡣࠊࣃࣈࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ㣴ᡂࡢࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽ
ࣥࢢᆺ₇⩦⛉┠ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᪧ᮶ࡢᩍ㣴⛉┠ࢆᣢ⥆࡛ࡁࡿࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡀᚲせࠋ
ࡲࡓࠊᆅ᪉ᰯ⯋࠾ࡅࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ⛉┠ࡢᐇ㊶ࢆ⪃࠼ࡿࠊ≉ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ༊
ศϬࡢ⛉┠㛤ㅮࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊᑓᨷࢆᰯ⯋࡛ᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⛉┠タᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

13

ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤫ྜࡢሙྜࠊ྾ྜే࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱㠃ࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺά
ື㠃࡞࡛ࡢᙺศᢸࢆࡍࡿ༠ຊయไࢆ⠏ࡃࡇࡀ㔜せࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡢᐇࡣࠊ⫋ဨ
ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊົ⤌⧊యไࡢぢ┤ࡋࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㆟ㄽᇶ࡙ࡁࠊᡂᕝጤဨࡀ᪂ࡋ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⣲ࢆྍどࡋࠊᇼᮏጤဨࡀࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓
ࣥࢺᴫᛕࡢㄝ᫂ࡢᩥ❶ࢆసᡂࡍࡿࠋ
➨ 4 ᅇᩍ⫱ᑓ㛛㒊㸦2014 ᖺ 2 ᭶ 21 ᪥㸧
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡽࢃࢀࡎࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࡢ᪉㔪ࠊࡑࢀᇶ࡙ࡃࣃࣈࣜࢵࢡ࣭
ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ 3 ⛉┠ࡢᤵᴗࡢᴫせࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋㄽⅬࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
ᮏ᮶ࠊ⡿ᅜ࠾ࡅࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡣᗈ⩏ࡢࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ໟྵࡉࢀࡿᴫᛕ࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡢୗࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ⛉┠ࢆ⨨ࡃࡣࠊᮏᏛ⊂⮬ࡢㄝ᫂ࡀᚲ
せ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡢୗࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ୪࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸᆅᇦ
⌮ゎࢆ⨨ࡃࡇࡶྠᵝㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡉࡽࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ♫⫼ᬒ᪥ᮏࡢࡑࢀࡣ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
࡞ࡐࠊ᪥ᮏ࡛ࠊᮾᾏᏛ࡛ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ࡛ࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᨻⓗ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊᆅᇦࡸ♫ࡢㄢ㢟ࢆ
Ⓨぢࡋ࡚ࠊ⪅༠ാࡋ࡚ࠊᨻ⟇ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡅࡿ⬟ືⓗ࡞ᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡍࡿࠋ᪥ᮏ
࠸࠺ᡂ⇍♫࠾ࡅࡿⱝ⪅ࡢᨻⓗ↓㛵ᚰࠊ↓Ẽຊឤࢆඞ᭹ࡋࠊ♫ࢆኚ㠉ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ពࡀ⫼ᚋ
࠶ࢁ࠺ࠋ࣐ࣝࢬ࣭࣮࣍ࢺࣥࡀࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᅜẸ㧗➼Ꮫᰯᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࠸࠺ࡇࡀ♧ࡍࡼ࠺ࠊ
ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡣᮏᏛࡢᘓᏛࡢ⢭⚄ᴟࡵ࡚ぶᛶࡀ㧗࠸ࠋ♫ࢆኚ࠼ࡿࡓࡵࡣࠊࡲࡎ
ᩍ⫱ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࡛ࠊᮾᾏᏛࡢᩍ⫱ࡢཎⅬࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ
᪂ 3 ⛉┠㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕᆅᇦ⌮ゎࠖࡣࠊ⮬ศࡢᆅᇦࢆ▱ࡾࠊᆅᇦ♫ࡢၥ㢟ࢆぢฟࡋ㸦᪥ᖖⓗ࡞ၥ㢟
࡛ࡼ࠸㸧
ࠊ⪅༠ാࡋ࡚ゎỴࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࡍࡿዎᶵࢆ࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞⾜ືࡋ࡚ࠊ
ࠕࢩࢳ
ࢬࣥࢩࢵࣉ࡛ࠖࡣࠊ⾜ᨻྥ࠸ࠊ㛵ಀ⪅ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚ᕷẸཧ⏬ࡍࡿࡓࡵࡢ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆಟ
ᚓࡍࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡢලయⓗ࡞⾜ືࡋ࡚ࠊዊάື࡛࠶ࡿࠕ࣎ࣛࣥࢸ࡛ࠖࡣࠊࡑࡢṔྐࡸពࠊࣝ
࣮ࣝࡸ࣐ࢼ࣮➼ࢆಟᚓࡍࡿࠋࡇࡢ 3 ⛉┠ࡢಟᚓᚋࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶᐇ㊶⾜ࡅࡿຊࢆ㌟ࡅࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡉࡽࠊࢳࣕࣞࣥࢪ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᣑࡋࡓ㑅ᢥ⛉┠ࢆ⨨ࡃࡇࡼࡗ࡚ࠊከࡃࡢᏛ⏕ࡀᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ
⫱ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆࡓࡓࡁྎࡋ࡚ࠊ2 ᭶ 28 ᪥㛤ദࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿᩍ⫱◊✲
࡛ࡢ㆟ㄽࡘ࡞ࡆࡿࠋ
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ϩ. ⡿どᐹሗ࿌
࠙ฟᙇඛࠚ
࣓ࣜ࢝㸦࣑ࢿ࣏ࣜࢫ㸧
࢝ࢼࢲ㸦ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮㸧
࠙ฟᙇ⪅ࠚ
1.ᖹᮌ

㝯அ

㸦ᾏὒࣇࣟࣥࢸᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊᾏὒᏛ㒊⎔ቃ♫Ꮫ⛉ ᩍᤵ㸧

2.ඵᮌ

ⱥ୍㑻㸦ᩍᏛ㒊ḟ㛗ࠊᨻ⤒῭Ꮫ㒊⤒ႠᏛ⛉

3.Ụ

୍ᖹ

4.ᇼᮏ

㯞⏤Ꮚ㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮

5.⏣୰

ஂ⨾Ꮚ㸦ᅜ㝿㒊ᅜ㝿ㄢ

㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮

ᩍᤵ㸧

ᩍᤵ㸧
ㅮᖌ㸧

࣭ಀ㛗㸧

࠙ฟᙇᮇ㛫ࠚ
2013 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥㹼

2013 ᖺ 12 ᭶ 8 ᪥

࠙యࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠚ
2013 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥

ᡂ⏣э࣑ࢿ࣏ࣜࢫ

2013 ᖺ 12 ᭶ 3 ᪥ࠊ4 ᪥
2013 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥

e ゼၥཬࡧ PA ᐇ⌧ሙࡢどᐹ
࣑ࢿ࣏ࣜࢫэࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ࠊ

ゼၥࠊᏛ⏕ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ゼၥࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗ

2013 ᖺ 12 ᭶ 6 ᪥
2013 ᖺ 12 ᭶ 7 ᪥

ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮эᡂ⏣㸦ᡂ⏣╔ࡣ⩣ 8 ᪥㸧

࠙ሗ࿌ෆᐜࠚ
1.ࡣࡌࡵ̿̿ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢ⫼ᬒᅇࡢどᐹ┠ⓗ̿̿
㸦1㸧ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢ⫼ᬒ
ᇶᮏⓗேᶒࢆᣢࡘேࠎࡣಶேࡋ࡚ᑛ㔜ࡉࢀࠊ⪅㸦ᅜᐙࡸ♫ⓗᶒຊ➼㸧ࡽᙜ࡞ᖸ΅ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢࣛࣇࢫࢱࣝࢆỴᐃࡍࡿᶒࢆᣢࡘࠋࡑࡢୖ࡛ࠊேࠎࡣ⮬ࡽࡢᡤᒓࡍࡿඹྠయ㸦ᅜ
ᐙ㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋ≉ࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᆅᇦ♫࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ㔜せࠋ㸧ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆẸⓗỴ
ᐃࡍࡿᶒࢆᣢࡘࠋẸᨻࡢཧຍ⬟ຊ㸦ពᛮỴᐃ⬟ຊ㸧ࢆᣢࡘಶேࢆᕷẸ㸦citizen㸧࠸࠸ࠊᕷ
Ẹࡋ࡚ࡢ㈨᱁࣭ᆅࢆࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ㸦citizenship㸧࠸࠺ࠋ
⌧௦ࡢ♫࠾࠸࡚ࡣࠊᛮಙ᮲ࠊಙ௮ࠊே✀ࠊẸ᪘ࠊᩥࠊᛶูࠊᅜ⡠➼ࡢ␗࡞ࡿᵝࠎ࡞౯್ほࢆ
ᣢࡘேࠎࡀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ㐍ᒎࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᆅᇦ♫࠾࠸࡚ࡶࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣ୍
ᒙᙉࡲࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊከᵝ࡞౯್ほࢆᣢࡘேࠎࡀࠊẸᨻࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿᕷẸࡋ࡚ࠊ
౯್ほࡢ┦㐪ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ㏻⣙ྍ⬟ᛶ㸦incommensurability㸧ࢆࡾ㉺࠼࡚ࠊ┦ࡢேᶒࢆᑛ㔜ࡋ
࠶࠼ࡿ♫ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡀᚲせࡉࢀࡿࠋ
㸦2㸧ᅇࡢ⡿どᐹࡢ┠ⓗ
ᮾᾏᏛ࡛ࡣࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛ
ࢽࣥࢢᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᕷẸࡢᆅᇦඹྠཧ⏬ࡢほⅬࡽⓎᒎࡉࡏࡓࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ
㸦

௨ୗࠊࠕPAࠖ⾲グ㸧ᆺᩍ⫱ࢆࠊᮾᾏᏛࡢᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑟධࡍࡿணᐃ
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࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᅇࡢ⡿ฟᙇ࡛ࡣࠊPA ᩍ⫱㛵ࡋ࡚ඛ㐍ࡢ࠶ࡿ⡿࣑ࢿࢯࢱᕞࡢ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࠊ
࢝ࢼࢲ࣭ࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᕞࡢࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛ㸦UBC㸧ࢆゼၥࡋࠊ๓⪅࡛ࡣ PA
ࡢᐇ㊶άືࡘ࠸࡚ࠊᚋ⪅࡛ࡣࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦

㸧㸦UBC ࡛ࡣࠊ

Program ⛠㸧㛵ࡍࡿయ⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ⤌⧊ࡘ࠸࡚㔜Ⅼⓗどᐹࡋࡓࠋ
2㸬どᐹෆᐜ
㸦1㸧࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛゼၥ㸦12 ᭶ 3㹼4 ᪥㸧
ձ12 ᭶ 3 ᪥ࡢどᐹάື
㸦a㸧 PA ࡘ࠸࡚ࡢ㊃᪨ㄝ᫂
どᐹᅋࡣࠊ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࢆゼၥࡋࠊH࣭࣎ࢺ㸦
Fellow㸧 D࣭ࢻࣀࣦࣥ㸦

㸧ᩍᤵ㸦࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛ

㸧ᩍᤵࡽࠊPA ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋ

PA ࡣࠊᕷẸᛶࢆ⋓ᚓࡋࠊᏛᰯࠊᏛࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾ࡅࡿබඹⓗㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶άື
㸦

㸧
࣭⤌⧊࣭Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⥲⛠࡛࠶ࡿࠋጞ⪅ࡢ࣎ࢺᩍᤵࡼࡗ࡚ࠊ1987 ᖺࡽ࣑ࢿ

ࢯࢱᏛ࡛ᤵᴗࠊ₇⩦ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢάືࡢ୰ᚰࡣࠊCDCAC㸦
㸧࡛࠶ࡾࠊ⡿ᅜෆ࡛ࡣ࣑ࢿࢯࢱࡢࠊ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞ࠾࠸࡚ࠊࡲ
ࡓࠊㅖእᅜ㸦ࢺࣝࢥࠊᮾḢࠊ༡ࣇࣜ࢝ࠊࣃࣞࢫࢳࢼ㸧࡛ࡶᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣎ࢺᩍᤵࡣࠊᑠᏛᰯ➼࡛ࡢ PA ᩍ⫱ࡢάື࠾࠸࡚ࡣࠊ࣓ࣥࢱ࣮ࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣇ
ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮වࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ࡢࢥ࣮ࢳࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⬟ຊ㔜せ࡞ᙺࢆ
ᯝࡓࡍࡇࠊࢥ࣮ࢳࣥࢢࡢせ࡞┠ⓗࡀᏛ⏕ࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡋࠊᙼࡽ⬟ຊࢆࡍࡿⅬ࠶ࡿࡇ
ࠊPA ᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊᩍဨᏛ⏕ࡢቨࢆゎᾘࡋࠊࡘ࡚ࡢᏛ⏕ࡀࢥ࣮ࢳ࡞ࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࠊPA
ᩍ⫱ࡀᏛ⏕ࢆ༢࡞ࡿᾘ㈝⪅ࡽ㐀ⓗࡘ⬟ືⓗᕷẸ㸦

㸧⛣⾜ࡉࡏࡿᙺࢆᢸ࠺ࡇ

ࢆᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦b)PA ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡢ࣑࣮ࢸࣥࢢ
ࢻࣀࣦࣥᩍᤵࡢྖ࡛ࠊ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛ➼ࡢ PA ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡢ࣑࣮ࢸࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋྠ
Ꮫࡢ㛵ಀ⪅ࡽࠊᏛ⏕ࡢ 9㸣࠶ࡓࡿ⣙ 500 ྡࡀ PA ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᚲࡎࡋ
ࡶ㧗ᡂ⦼࡛ࡣ࡞ࡗࡓᏛ⏕ࡀ PA ᩍ⫱ࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡛ᕷ
Ẹᛶࡸၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ㌟ࡅࡓࡀከᩘ࠶ࡿࡢㄝ
᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

㸦c㸧ࢪࣕࢡࢯࣥᑠᏛᰯゼၥ
ྠ᪥༗ᚋࡽࡣࠊPA ᩍ⫱ࡢᐇ㊶άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢪࣕ
ࢡࢯࣥᑠᏛᰯ㸦

㸧ࢆゼၥࡋࡓࠋྠ

ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊඣ❺ࡀ⯆ࢆᣢࡘࢸ࣮࣐㸦࠼ࡤࠊᆅ⌫

ᬮ

ࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟ࠊື≀ᚅࡢ㜵Ṇ➼㸧ࡘ࠸࡚ࠊᢸᙜࢥ࣮
ࢳ㸦㝔⏕࠾ࡼࡧᏛ⏕➼㸧ࡀඣ❺ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᙧ࡛ࢢ࣮ࣝ
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ࣉ࣮࣡ࢡࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋඣ❺ࡢ 1 ே PA ࡢࢇ࡞Ⅼ⯆ࡀ࠶ࡿࡢࢆ㉁ၥࡋࡓࡇࢁࠊ
ࠕ⮬ศࡢዲ
ࡁ࡞ࡇࢆ⮬ศ࡛Ỵᐃ࡛ࡁࡿࡇࢁࠖ࠸࠺㊃᪨ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦d㸧 ࠕࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ㸦

㸧ࠖࡘ࠸࡚ࡢࢱ࣮࣑࣮࢘ࣥ࣍ࣝࢸࣥࢢ

PA ࡢάື㝿ࡋ࡚ࡣࠊPA ࡢཧຍ⪅ࡀ⮬ᕫࡢ⾜Ⅽࢆㄆ㆑ࡋࠊ⮬ᕫࡢ┬ᐹ⪅ࡢᑐヰࢆ⾜࠺ࣇ࣮ࣜ
ࢫ࣮࣌ࢫࡢ㔜せᛶࡀㄝࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊኤ᪉ࡽࡢࢱ࢘ࣥ
࣮࣑࣮࣍ࣝࢸࣥࢢ࡛ࡣࠊࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ
㆟ㄽࡀ♫ேᏛ⏕ࢆ୰ᚰ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋヰࡋྜ࠸࠾࠸
࡚ᩍဨࡣࢇධࡏࡎࠊᏛ⏕ࡀయ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡍ
ࡵ࡚࠸ࡓࠋ

ձ12 ᭶ 4 ᪥
㸦a㸧 ࣐ࢵࢡࢫࣇ࣮ࣝࢻᑠᏛᰯゼၥ
ྠ᪥༗๓ࠊどᐹᅋࡣࠊPA ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢሙ࡛࠶ࡿ࣐ࢵࢡࢫࣇ࣮ࣝࢻᑠᏛᰯ㸦

㸧

ࢆゼၥࡋࡓࠋྠᑠᏛᰯࡢඣ❺⏕ᚐࡣࡋ࡚ࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝ࡢࣇࣜ࢝⣔࣓ࣜ࢝ே࠾ࡼࡧࠊࣄࢫࣃࢽࢵ
ࢡࡢᏊᘵࡽ࡞ࡿࠋ༙ᖺ㛫 PA ࡢᐇ㊶άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓྠᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊከࡃࡢඣ❺⏕ᚐࡀ PA ࡢព⩏ࢆ
⮬ぬࡋ࡚࠸ࡓࠋ࠼ࡤࠊ⎔ቃၥ㢟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢඣ❺㉁ၥࡋࡓࡇࢁࠊάⓎ࡞ᛂ
⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢸ࢟ࢧࢫᕞࡽ⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ඣ❺ࡣࠊ
PA άືࡀዲࡁ࡞⌮⏤ࡋ࡚ࠊ♫ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᙼ⮬㌟
ࡢ♫ⓗ⬟ຊ࣭ࢫ࢟ࣝࡢྥୖᙺ❧ࡘࡽࡔᅇ⟅ࡋࡓࠋ
ᙼࢆྵࡵࠊከࡃࡢඣ❺⏕ᚐࡀ⥲ྜᏛ⩦ᤵᴗ࠾ࡅࡿ PA ᩍ
⫱ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋᢸ௵ࡢᩍᖌࡣᶓ࡛ぢᏲࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ
㐠ႠࡣᏛ⏕ࢥ࣮ࢳ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸦b㸧 ࠕᕷẸᨻࠖࡘ࠸࡚ࡢࢱ࣮࣑࣮࢘ࣥ࣍ࣝࢸࣥࢢ
ྠ᪥༗ᚋࡣࠊୡ⏺ྛᅜ࠾ࡅࡿᕷẸᨻ㸦

㸧ࡢᐇ㊶ࡘ࠸࡚ࡢࢱ࣮࣑࣮࢘ࣥ࣍ࣝࢸ

ࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕᨻࠖࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ゝ࠺ࡇࢁࡢᨻඪᨻ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ࠎࡢ⏕ά
࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ᕷẸάືࡢᐇ㊶ࡑࡢ✚ࡳ㔜ࡡ

ࢆᣦࡍࠋ
ᮏ࣑࣮ࢸࣥࢢ࡛ࡣࠊ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡀ⮬ᅜࡢᩍ⫱ไᗘࡢ
ၥ㢟Ⅼࢆࠊࡲࡓࠊࢭࣥࢺ࣏࣮ࣝᕷඖᕷ㛗ࡢࢪ࣒࣭ࢩࣕ࣋
ࣝẶ㸦

㸧ࡀࠊ⮬㌟ࡢᦠࢃࡗࡓᕷẸබᅬࡢᘓ

タࢆࠊPA ࡢᐇ㊶άືࡢ࠶ࡾ᪉ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ≉ࠊࢩࣕ
࣋ࣝẶࡀࠊPA άື㝿ࡋ࡚ࡣࠊഐほ⪅࡛ࡣ࡞ࡃయⓗ࡞
ᕷẸࡋ࡚⾜ືࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ༳
㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊどᐹᅋࡽࡣࠊᏛ⏕ࡀ⮬ศ࡛ၥ㢟
ࢆㄆ㆑ࠊ᳨ウࠊゎỴࡍࡿ⮬⏤ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋᮏ࣑࣮ࢸࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚ࠊどᐹᅋ
ࡣ PA ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ୍ᒙ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ձ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ PA ᩍ⫱ࡢ≉ᚩ
ᅇゼၥࡋࡓ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿ࣑ࢿ࣏ࣜࢫᕷࡢ࿘㎶ࡣ⛣Ẹࡸ࣐ࣀࣜࢸࡢ㞟
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ఫᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⛣Ẹࡸ࣐ࣀࣜࢸࡢேࠎࢆࠊᕷẸᛶࢆᣢࡗࡓࠕᡃࡽྜ⾗ᅜேẸ㸦

㸧ࠖ

㸦࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ᠇ἲ๓ᩥ㸧ࡋ࡚࣓ࣜ࢝♫⤫ྜࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢࢽ࣮ࢬࡣᴟࡵ
࡚㧗࠸ࠋ
ᮏ᮶ࠊࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࡣࠊᨻཧຍ⬟ຊࢆពࡍࡿࡀࠊ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ PA ᩍ⫱࠾ࡅࡿࢩࢳ
ࢬࣥࢩࢵࣉᴫᛕࡣ♫࣭ᨻ࣭⤒῭ศ㔝ࢆᖜᗈࡃ࢝ࣂ࣮ࡍࡿⅬ࡛≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ
㸧ࡢࣉࣛࢢ࣐ࢸࢬ࣒ࢆ⫼ᬒࡋࡓ PA ࡣࠊ㠀ᖖᐇ㊶ⓗ࡞άື࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡢࢱ࢘ࣥ

㸦

࣮࣑࣮࣍ࣝࢸࣥࢢ➼࡛ぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊPA ࡣࠊ⮬ᕫࡢ┬ᐹ⪅ࢆᑛ㔜ࡍࡿᑐヰᇶ࡙ࡃ⇍㆟
ࡼࡿẸ⩏㸦

㸧ࡢᐇ㊶ࡶ࠸࠼ࡿࠋ

ࡓࡔࡋࠊPA ࡣཎ๎ࡋ࡚㑅ᢥ⛉┠㸦ᖺ㛫ᘏ 500 ྡ⛬ᗘ㸧࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊPA ࣎ࣛࣥࢸࡣ
༊ูࡉࢀࡿⅬὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ࣎ࣛࣥࢸࡣࢧ࣮ࣅࢫ㸦ዊ㸧ࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀ
ࡿࡀࠊPA ࡣࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊయⓗᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ⾜ືࡋࠊゎỴࡍࡿࡇࢆ
┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㸦1㸧UBC ゼၥ㸦12 ᭶ 5㹼6 ᪥㸧
ձ12 ᭶ 5 ᪥ࡢどᐹάື
どᐹᅋࡣࠊUBC-

Language Institute㸦

㏻ࡌ࡚ࠊUBC ࡢ CBEL㸦Community-B

㸧ࡢ⾲ᩗゼၥࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊྠᶵ㛵ࢆ

E

Learning㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅࡛࠶ࡾࠊ㡑ᅜ⣔␃

Ꮫ⏕࡛ࠊELI ࡢ␃Ꮫ⏕ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛࠶ࡿࣇ࣭࣑࣭ࣥࣥࣘࣥࡉࢇ㸦⤒ႠᏛᑓᨷ 2 ᖺ⏕㸧ࡢࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࣇࣥࡉࢇࡣⓎᒎ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫᒎ㛤㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡋࠊࡑࢀࡀኚ᭷ព⩏࡛࠶
ࡗࡓࡇࠊCBEL ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞┠ⓗ
ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢⓎᒎࢆಁ㐍ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㈐௵ࢆ
⮬ぬࡍࡿⅬ࠶ࡿࡇࠊࡲࡓࠊၥ㢟ゎỴࡀᚲࡎࡋࡶࢧ࣮ࣅ
ࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆᣦࡍࡿࠋUBC ࡢࢧ࣮
ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡣၥ㢟ゎỴᆺࡢ PA ࡣ༊ูࡉࢀࡿࡀࠊࡇ
ࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ղ

12 ᭶ 6 ᪥ࡢどᐹάື
どᐹᅋࡣࠊUBC-

࣑ࢵࢺࡉࢇ㸦

㸦CCEL㸧ࢆゼၥࡋࠊᢸᙜ⪅ࡢ࣮࣭࣍ࣜࢩࣗ
㸧㸦Manager㸧⏨ᛶࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦Officer㸧ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜

ࡗࡓࠋ
CCEL ࡣࠊᆅᇦ♫ᐦ╔ࡋࡓ」㞧࡞ၥ㢟ࠊᩍဨࠊᏛ⏕ࠊ
ᆅᇦࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ㐃ᦠ࣭༠ാࡋࠊࡑࡢᆅᇦࡸࠊᅜ㝿ⓗ࡞
άືࢆ㏻ࡌྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡸࠊྲྀࡾ
⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡉࡏࡿᙺࢆᢸ࠺⤌⧊࡛࠶ࡿࠋCCEL ࡢᢸᙜ⪅
ࡼࡿࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࢥ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡽ࡞ࡿࠋ⣙ 200 ྡࡢᏛ⏕㸦1㹼4 ᖺ⏕㸧ࡀ
ࢥ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ༢ㄆᐃࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ
UBC ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸཧຍᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡓࡿ┠ⓗࡣࠊᏛ⏕ࡢ༠ྠ㸦collaboration㸧ࡢࡓࡵࡢ⬟ຊࢫ
࢟ࣝࢆⓎᒎࡉࡏࠊᙼࡽࡀၥ㢟ゎỴᆺࡢάືཧຍࡋ࠺ࡿࡼ࠺ಁࡍⅬ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᅜෆእࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢸࡀ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵᵝࠎ࡞ᑓ㛛▱㆑ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇࡀせồࡉࢀࡿࠋ
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ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༠ྠࡢࡓࡵࡢ⬟ຊࢫ࢟ࣝࡢྥୖ㧗࠸ඃඛ㡰ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼
ࡤࠊᆅ᪉⮬యࡸ NGO ➼࠸ࡗࡓ㛵ಀ⪅ࡢ༠ྠࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡢ㐩ᡂᗘࡢࣞ࣋ࣝࡣ 4 ẁ㝵࡛ホ
౯ࡉࢀࡿࠋ㏻ᖖࡣ 3 ⛬ᗘࡢᡂ⦼࡞ࡿࡀࠊ4 ࢆࡿࡢࡣỴࡋ࡚ᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࠸࠺ࠋ
ᩍဨᏛ⏕㛫ࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ CCEL ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦Officer)ࡣ 5 ྡᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᤵᴗ
ᢸᙜᩍဨ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍဨࠊᏛ⏕ࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠᢸᙜࢆᢸ࠺ࠋ
ճUBC ࡢ CBEL ࡢ≉ᚩ
ୖ㏙ࡢ࣑ࢿ࣏ࣜࢫྠᵝࠊࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ࡶே✀ⓗ࣭Ẹ᪘ⓗከᵝᛶᐩࡴᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼ CBEL
ࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࠋCBEL ࡢ┠ⓗࡣᏛ⏕ࡢ♫ⓗ⤒㦂ࢆ㔜どࡋࠊᏛ⏕ࡢၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ⬟ຊࢆ㣴࠺Ⅼ࠶
ࡿࠋ
࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ PA ࡣ୍⯡ᕷẸࡢᨻཧຍ㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡀࠊUBC ࡢ CBEL ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ༠ྠࡼࡿᏛ⏕ࡢㄪᰝ⬟ຊ࣭ࢫ࢟ࣝྥୖ㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛ
ࡀ PA ࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢳࡢᙺࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊUBC ࡣᆅᇦࠊᩍ⫋ဨࠊᏛ⏕㛫ࡢࣂࣛࣥࢫࡢࢀ
ࡓ༠ാ࠾ࡼࡧ㐃ᦠࢆ㔜どࡋࠊCBEL ࡢ Officer ࡣ㐃ᦠ᥎㐍ࡢ㯮Ꮚⓗᙺࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊUBC ࡢ CCEL ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊయ⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛࡸヲ⣽࡞ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽࠸࠺Ⅼ࡛♧၀ᐩ
ࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
3㸬⤖ࡧ࠼࡚̿̿ᅇࡢ⡿どᐹࡢᡂᯝᚋࡢㄢ㢟̿̿
㸦1㸧ᅇࡢ⡿どᐹࡢᡂᯝ
どᐹᅋࡣࠊᅇࡢ⡿どᐹࢆ㏻ࡌ࡚ࠊከᵝ࡞౯್ほ࣭ᒓᛶࢆᣢࡘேࠎࡀᬽࡽࡍ♫࠾ࡅࡿࢩࢳࢬࣥ
ࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ PA ࡸ UBC ࡢ CCEL ➼ࡢࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡣࠊከᵝ࡞౯್ほࢆᣢࡘேࠎࡀᬽࡽ
ࡍᆅᇦ♫࠾࠸࡚ࠊ⪅ࢆᑛ㔜ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ⮬ࡽࣔࣀࢆ⪃࠼ࠊࣔࣀࢆゝ࠸ࠊࡑࡋ࡚⾜ືࡍࡿࠖ⬟ຊࢆ
ᣢࡘᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ⡿ࡢࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࡣࠊ
ᮾᾏᏛࡢ⌧௦ᩥ᫂ㄽࡢ⌮ᛕ㸦ࠕᛮࢆᇵ࠺ࠖ
ࠕ」║ⓗᛮ⪃ࠖ
ࠕᩥ⌮⼥ྜࠖ㸧 4 ࡘࡢຊ㸦ࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖ
ࠕ㞟࠸ຊࠖࠕᣮࡳຊࠖࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖ㸧ぶⓗ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊPA ࡢᐇ㊶άືࡘ࠸࡚ࡣ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡀࠊ⤌⧊ࡸᡂ⦼ホ౯ᇶ‽➼ࡢไᗘ㠃࡛ࡣ UBC ࡀ♧
၀ᐩࡴࠋ
㸦2㸧ᚋࡢㄢ㢟
ᅇࡢどᐹࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊPA ᩍ⫱ࡢࢥ࡞ࡿᮾᾏᏛᆺࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࡢᴫᛕ࠾ࡼࡧࠊᮾᾏ
Ꮫࡀ⫱ᡂࡍࡿᕷẸീࢆ῝࣭⢭⦓ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ PA ࡛ࡣࠊⱝ⪅ࢆᾘ㈝⪅ࡽ㐀⪅࣭ኚ㠉⪅㸦

ኚ࠼ࡿᩍ⫱ࡀᙉ

ㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱ࡣᚑ᮶ࡢㅮ⩏ᆺ㸦▱㆑ᥦ౪ᆺ㸧ᩍ⫱࡛ࡣ༑ศᑐฎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ㄢ㢟(issue㸧ࡣᩍဨ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀỴᐃࡍࡿ࠸࠺ PA ᩍ⫱ᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᮾᾏᏛ࠾࠸࡚ࡶ
୍ᒙồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ PA ࡸ UBC ࡢ CBEL ࡣ㑅ᢥไࡢᑡேᩘㅮ⩏ࡀ୰ᚰࡔࡀࠊつᶍㅮ⩏࠾࠸࡚ࡶ᪉
ἲࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡛ PA ࡢ㊃᪨ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽᆅᇦ♫࠾࠸࡚యⓗ⾜ື
ࡍࡿᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡶᚲせ࠸࠼ࡿࠋ
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㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼
(1)
(2)

ᑠ⋢㔜ኵࠗࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉࡢᩍ⫱ᛮ࠘ⓑ⃝♫ࠊ2003 ᖺ

(3)

࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛ CDCAC㸦http://www.augsburg.edu/democracy/publicachievement/㸧

(4)

ELI㸦http://eli.ubc.ca/index.html㸧

(5)

CCEL㸦http://students.ubc.ca/about/community-engaged-learning㸧
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Ϫබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌
1.ᮾᾏᏛ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࠕࠗࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ࠘ᆺᩍ⫱ࡢ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿྍ⬟ᛶࠖ
2014 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥㸦ᮌ㸧


㛫

㸸13㸸00㹼17:00



ሙ

㸸ᮾᾏᏛᰯ㤋㸦㟘ࣨ㛵ࣅࣝ㸧

ᇶㄪㅮ₇⪅

㸸ᑠ⋢ 㔜ኵ

㸦ᮾிᏛᏛ㝔ᩍ⫱◊✲⛉ ᩍᤵ㸧

Dennis Donovan 㸦National Trainer and Organizer, Augsburg College USA㸧
ࣃࢿࣜࢫࢺ

㸸ᑠ⋢ 㔜ኵ

㸦ᮾிᏛᏛ㝔ᩍ⫱◊✲⛉ᩍᤵ㸧

ᯇ⏣ ᬛ⏕

㸦ᰴᘧ♫୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤ ௵◊✲ဨ㸧

ᖹᮌ 㝯அ

㸦ᮾᾏᏛᾏὒᏛ㒊⎔ቃ♫Ꮫ⛉ ᩍᤵ㸧

ᇼᮏ 㯞⏤Ꮚ

㸦ᮾᾏᏛࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ ㅮᖌ㸧

ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ 㸸Dennis Donovan 㸦National Trainer and Organizer, Augsburg College, USA㸧
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸸Ლ 㱟ኴ㑻

㸦ᮾᾏᏛᩍ㣴Ꮫ㒊ⱁ⾡Ꮫ⛉㡢ᴦᏛㄢ⛬ ᩍᤵ㸧

㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
13:00㹼 㛤ദᣵᣜ ᒣ⏣ Ύᚿ Ꮫ㛗
13:10㹼 ᇶㄪㅮ₇ࠕࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱࠾ࡅࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡘ࠸࡚ࠖ
ᑠ⋢ 㔜ኵẶ㸦ᮾிᏛᏛ㝔ᩍ⫱◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
13:55㹼 ᇶㄪㅮ₇ࠕ⡿ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺࠖྠۻ㏻ヂ
(Augsburg College, USA㸧
14:40㹼 ఇ᠁
15:00㹼 ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ࠕ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ᑟධࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࠖ
16:25㹼 ㉁ᛂ⟅
16:40㹼 㛢ᣵᣜ ᖹ㔝 ⴥ୍ Ꮫ㛗ᐊ㛗
2.㛤ദ᪨
ᮾᾏᏛࡣࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦᚿྥࡋࡓᩍ⫱࣭◊✲࣭♫㈉⊩ࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࠊ
ᚑ᮶ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡸࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᩍ⫱ࡢⓎᒎᙧࡶ࠸࠼ࡿࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ
࣓ࣥࢺ㸦௨ୗ PA ⾲グ㸧ᆺᩍ⫱ࠖࢆᏛⓗྲྀࡾධࢀࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕPA ᆺᩍ⫱ࠖᑟධඛ❧ࡗ࡚ࠊ
2013 ᖺ 12 ᭶ࡣᮏᏛᩍ⫋ဨࡼࡿ⡿どᐹࢆᐇࡋࠊ࣓࡛ࣜ࢝ㄌ⏕ࡋࡓ PA ࡢṔྐⓗ࣭♫ⓗ⫼ᬒࢆ
᥈ࡾࠊࡑࡢᇶᮏ⌮ᛕ࠾ࡼࡧᴫᛕࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࠋᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ࡣṔྐⓗ࣭♫
ⓗ⫼ᬒࡢ␗࡞ࡿ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊ༢࣓ࣜ࢝ࡢ PA ࢆࡑࡢࡲࡲὶ⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡢ
ࡼ࠺᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡍࡿࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵ
ࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡿᮾிᏛᏛ㝔ᩍ⫱◊✲⛉ᩍᤵࡢᑠ⋢㔜ኵẶࡸ
H.࣎ࢺẶඹ⡿ᅜ PA ࡢඛ㥑⪅࡛ࡶ࠶ࡿ Dennis Donovan Ặࠊ୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤ௵◊✲ဨ࡛࠶ࡿᯇ⏣
ᬛ⏕ẶࡽࠊᏛእࡽࡶᑓ㛛ᐙࢆᣍࡁࡋࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ
PA ᑟධࢆ┠ᣦࡍ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ᬛ⏕Ặࡽࠊ
Ꮫእࡽࡶᑓ㛛ᐙࢆᣍࡁࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ3$ᑟධࢆ┠ᣦࡍ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
࡞ࡗࡓࠋ
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3.㛤ദᴫせ
ᙜ᪥ࡣࠊᅜࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫࡽ㞟ࡲࡗࡓᩍ⫋ဨࡸᏛࡢ㛵ಀ⪅ࡽ⣙ 110 ேࡀฟᖍࡋࡓࠋᑠ⋢ᩍᤵࡣ
ࢩࢸࢬࣥࢩࢵࣉ㸦බẸᛶ࣭ᕷẸᛶ㸧ࡢᨻ⟇ྥࡅࡓືࡁࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ 10 ᖺ๓ࡽ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇࢆ⤂ࠋ
ࠕࡶࡢࢆ⪃࠼ࡿᕷẸࢆ࠸⫱࡚ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠖᙉㄪࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊࢻࣀࣦࣥẶࡣ PA 㛵ࡍࡿ࣓࡛ࣜ࢝ࡢᐇ㊶ࢆᢨ㟢ࠋ
ࠕᮾᾏᏛࡀ PA ᆺᩍ⫱ࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ
࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ࠊࡑࡢᬑཬດࡵ࡚ࡋ࠸ࠖᮇᚅࡢゝⴥࢆ㏙ࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊᑠ⋢ᩍᤵࠊࢻࣀࣦ
ࣥẶࠊᯇ⏣Ặࠊᖺ 12 ᭶࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢ࣭࢝ࣞࢵࢪ࡞ࡢどᐹࢆ⾜ࡗࡓᮏᏛࡢᖹᮌᩍᤵ࠾ࡼࡧᇼ
ᮏㅮᖌࡼࡿࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋᮾᾏᏛࣔࢹࣝࢆసࡾୖࡆ࡚Ꮫⓗᗈࡵࡿࡓࡵࡢ
᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊάⓎ࡞ពぢࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

4.ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊPA
ᆺᩍ⫱ࢆ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡼࡧᮾᾏᏛ࡛ࡢࡼ࠺ᐇ㊶ࡋࠊᗈࡆ࡚࠸ࡃ
ࠉࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ
3$ᆺᩍ⫱ࢆ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡼࡧᮾᾏᏛ࡛ࡢࡼ࠺ᐇ㊶ࡋࠊ
ᗈࡆ࡚࠸ࡃ
ࡢウ㆟ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ⡿どᐹ࠾ࡅࡿ3$ᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ⤂ࡍࡿ࡞࡛ࠊ
ࣃࢿࣜࢫࢺࡣࠊ⏕ᚐ
ࡢウ㆟ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ⡿どᐹ࠾ࡅࡿ
PA ᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ⤂ࡍࡿ࡞࡛ࠊࣃࢿࣜࢫࢺࡣࠊ⏕ᚐ
3$ࡢࢇ࡞ⅬࡀⰋ࠸㸽ၥ࠺
ࠕ⮬ศࡀᮃࡴࡇࢆ⮬ศ࡛Ỵᐃ࡛ࡁࡿࡇࢁࠖ⟅࠼ࡓⅬࡀ༳㇟ⓗ࡛
PA
ࡢࢇ࡞ⅬࡀⰋ࠸㸽ၥ࠺ࠕ⮬ศࡀᮃࡴࡇࢆ⮬ศ࡛Ỵᐃ࡛ࡁࡿࡇࢁࠖ⟅࠼ࡓⅬࡀ༳㇟ⓗ࡛
࠶ࡗࡓ㏙ࠊ⮬ࡽࡀయ࡞ࡗ࡚ၥ㢟ゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡼࢁࡇࡧᚓࡿࡁࡗࡅࢆ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
࠶ࡗࡓ㏙ࠊ⮬ࡽࡀయ࡞ࡗ࡚ၥ㢟ゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡼࢁࡇࡧᚓࡿࡁࡗࡅࢆ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ㄒࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᏛࡢ⣙㸣ࡢᏛ⏕ࡀάືࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ゐࢀࠊ
ㄒࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᏛࡢ⣙
5㸣ࡢᏛ⏕ࡀάືࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ゐࢀࠊ
ࡑࢀࡽࡢάື3$࠺ᩚྜᛶࢆࡗ࡚࠸ࡃࡢࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡘ࠸࡚ពぢ
ࡑࢀࡽࡢάື
PA ࠺ᩚྜᛶࢆࡗ࡚࠸ࡃࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡘ࠸࡚ពぢ
ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡼࡾࠊ᪥ᮏ࣓ࣜ࢝ࡢ␗࡞ࡿ♫⫼ᬒࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛᪥ᮏ࠾
ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡼࡾࠊ᪥ᮏ࣓ࣜ࢝ࡢ␗࡞ࡿ♫⫼ᬒࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛᪥ᮏ࠾
࠸࡚ࡢᑟධᐇ㊶࠾࠸࡚ఱࢆࡢࡼ࠺ࡍࡁࠊ࠸࠺ၥ࠸ࡀ࡞ࡉࢀࠊࣃࢿࣜࢫࢺࡽࡣయ㸦⣙
࠸࡚ࡢᑟධᐇ㊶࠾࠸࡚ఱࢆࡢࡼ࠺ࡍࡁࠊ࠸࠺ၥ࠸ࡀ࡞ࡉࢀࠊࣃࢿࣜࢫࢺࡽࡣయ㸦⣙
     ே㸧ࡢ⣙
ே 㸧ࡢ ⣙ 5㸣࡛ࡶࠊ᪤ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺάື➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ㦫Ⴣ㈹㈶್ࡋࠊࡑࢀࢆࡦ
㸣 ࡛ ࡶ ࠊ᪤  ࣉ ࣟ ࢪ ࢙ ࢡ ࢺ ᆺ ά ື ➼ ࢆ ⾜ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ  ࡣ ㈹ ㈶  ್ ࡋ ࠊࡑ ࢀ ࢆ ࡦ
28000
ࡘࡢᇶ♏㈨※ࡋ࡚ࡢࡼ࠺ᣑࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࡢ㝿ࠊ༢࡞ࡿ㈉⊩࡛࡞ࡃࠊ♫ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃ
ࡘࡢᇶ♏㈨※ࡋ࡚ࡢࡼ࠺ᣑࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࡢ㝿ࠊ༢࡞ࡿ㈉⊩࡛࡞ࡃࠊ♫ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃ
యࢆ࠺సࡗ࡚࠸ࡃࡀ3$ࡢࡦࡘࡢ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㏙ࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ♫ࢆඹ㐀ࡋ࡚࠸ࡃ
యࢆ࠺సࡗ࡚࠸ࡃࡀ
PA ࡢࡦࡘࡢ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㏙ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ♫ࢆඹ㐀ࡋ࡚࠸ࡃ
&R&UHDWRUࡢ⫱ᡂࡀࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿⅬࡶゐࢀࠊ
ேࡢᏛ⏕ࡀ♫ࡢኚ㠉⪅࡞ࢀࡿࠊ࠸
Co-Creator
ࡢ⫱ᡂࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿⅬࡶゐࢀࠊ3 ேࡢᏛ⏕ࡀ♫ࡢኚ㠉⪅࡞ࢀࡿࠊ࠸࠺
࠺ኊ࡞ክ࡛࠶ࡿㄒࡾࠊάືࢆᗈࡆࡿࡓࡵࡢぢᮏ࣭ࣔࢳ࣋
ኊ࡞ክ࡛࠶ࡿㄒࡾࠊάືࢆᗈࡆࡿࡓࡵࡢぢᮏ࣭ࣔࢳ࣋
࣮ࢩࣙࣥ࡞ࡿ᭷ຊ࡞㸯㸣ࢆసࡿࡇࡀ⫢せ࡛
࣮ࢩࣙࣥ࡞ࡿ᭷ຊ࡞㸯ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆసࡿࡇࡀ⫢せ࡛
࠶ࡿࡋࡓࠋࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢࢻࣀࣦࣥẶࡽࡣࠊ᪤
࠶ࡿࡋࡓࠋࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ࡢࢻࣀࣦࣥẶࡽࡣࠊ᪤
ඃࢀࡓάືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛࡢ㧗࠸࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ඃࢀࡓάືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛࡢ㧗࠸࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
㦫࠸ࡓඹࠊᚋᮾᾏᏛࡀ3$ᆺᩍ⫱࠾ࡅࡿࡦࡘ
㦫࠸ࡓඹࠊᚋᮾᾏᏛࡀ
PA ᆺᩍ⫱࠾ࡅࡿࡦࡘ
ࡢᶍ⠊࡞ࡾࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ3$ᆺᩍ⫱ࡢඛ㥑⪅࡞ࡿ
ࡢᶍ⠊࡞ࡾࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ
PA ᆺᩍ⫱ࡢඛ㥑⪅࡞ࡿ
ࡇࢆ࠸ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ㏙ࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢆ࠸ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ㏙ࡽࢀࡓࠋ
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2014
To-Collabo

2 27

13
25
COC

Shigeo Kodama “Citizenship Education and Politics in Japan: Focusing
on the context of globalization and postindustrial society”, The 10th
Annual Hawaii International Conference on Education, January 5-8 ,
2012 ,Honolulu, Hawaii

Hildreth,R., 1998, Building Worlds, Transforming Lives,
Making History: A Guide to Public Achievement, second
edition, Center for Democracy and Citizenship,
Minneapolis.

PA
(
)
exercising power and making change

etc.

You and I, as citizens, have the power to set this country’s
course.
You and I, as citizens, have the obligation to shape the
debates of our time – not only with the votes we cast, but
with the voices we lift in defense of our most ancient
values and enduring ideals.

Anything you do is in your hands and control.
The right thinking and the right actions lead to the
right life.
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=

NPO

=

TBS
HP
http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071various/377

Hannah Arendt 1906-1975
20
1961

exposure
Gert Biesta 2011 “The Ignorant Citizen: ơǡ  °ǡ and
the Subject    ǳǡStudies in Philosophy and
Education ǡ  ͖͔͕͕ǡ Volume ͔͗ǡ Issue 2:152
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ϫࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲

1㸬㛤ദ┠ⓗ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᰕ࡛࠶ࡿࣃࣈࣜࢵࢡ
ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ
To-Collaboࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᰕ࡛࠶ࡿࣃࣈࣜࢵࢡ
࣭࣭
ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ
㸦㸦Public Achievement㸪
㸪
௨ୗࠊࠕPAࠖ⾲グ㸧ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊᰯ⯋ࡢᩍ㣴ᩍ⫱㛵㐃ᩍဨ࡛ሗࢆඹ᭷ࡋࠊពぢࢆ⾜࠺ᶵ
௨ୗࠊࠕPAࠖ⾲グ㸧ᆺᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊᰯ⯋ࡢᩍ㣴ᩍ⫱㛵㐃ᩍဨ࡛ሗࢆඹ᭷ࡋࠊពぢࢆ⾜࠺ᶵ
タࡅࠊᚲಟ⛉┠タ⨨ྥࡅࡓ᳨ウࡢሙࡍࡿࠋ
タࡅࠊᚲಟ⛉┠タ⨨ྥࡅࡓ᳨ウࡢሙࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊPA ᩍ⫱㛵ࡋ࡚ඛ㐍ࡢ࠶ࡿ⡿࣑ࢿࢯࢱᕞࡢ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࢹࢽࢫ࣭ࢻࣀࣦࣥඛ⏕ࢆ
ࡲࡓࠊPAᆺᩍ⫱㛵ࡋ࡚ඛ㐍ࡢ࠶ࡿ⡿࣑ࢿࢯࢱᕞࡢ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࢹࢽࢫ࣭ࢻࣀࣦࣥඛ⏕ࢆ
㏄࠼ࠊ๓᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ㉁ᛂ⟅ࠊពぢࢆ⾜࠸ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶࠊᮾᾏᏛ
㏄࠼ࠊ๓᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ㉁ᛂ⟅ࠊពぢࢆ⾜࠸ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶࠊᮾᾏᏛ
ᆺ PA ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᶵࡍࡿࠋ
ᆺPAᆺᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᶵࡍࡿࠋ
᪥
᪥ 㸸2014ᖺ2᭶28᪥㸦㔠㸧10㸸00㹼14㸸
㸸2014 ᖺ 2 ᭶ 28 ᪥㸦㔠㸧10㸸00㹼14㸸00

 ሙ㸸•༡ᰯ⯋15ྕ㤋㸲㝵
ሙ㸸•༡ᰯ⯋ 15 ྕ㤋㸲㝵 ➨1㆟ᐊ
➨ 1 ㆟ᐊ
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸸

ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸸
10㹼11 㛤ᣵᣜ బ⸨ ᜨᏊ㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸧
10 㹼11  PAᆺᩍ⫱ᑟධ㛵ࡋ࡚ࡢ㊃᪨ㄝ᫂ពぢ
㛤ᣵᣜ బ⸨ ᜨᏊ㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸧
PA ᩍ⫱ᑟධ㛵ࡋ࡚ࡢ㊃᪨ㄝ᫂ពぢ
COC㛵ࡍࡿ㊃᪨ㄝ᫂
COC 㛵ࡍࡿ㊃᪨ㄝ᫂
㈨ᩱᇶ࡙ࡃㄝ᫂㸦PAࡣࠊPA᪂3⛉┠㊃᪨㸧
㈨ᩱᇶ࡙ࡃㄝ᫂㸦PA ࡣࠊPA ᪂ 3 ⛉┠㊃᪨㸧
ពぢ
ពぢ
11㹼13
11
㹼13  ࢹࢽࢫ࣭ࢻࣀࣦࣥࢆᅖࢇ࡛ࡢពぢ
ࢹࢽࢫ࣭ࢻࣀࣦࣥࢆᅖࢇ࡛ࡢពぢ

13
㹼14  PAᆺᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
PA ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
13㹼14
⥲ᣓ㸸ᒣ⏣ Ύᚿ㸦Ꮫ㛗㸧
Ύᚿ㸦Ꮫ㛗㸧
⥲ᣓ㸸ᒣ⏣
࡞ពぢࡢෆᐜ㸸
ձᏛⓗࡣࠊᩍဨࠊᏛ⏕ࠊᆅᇦࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆᩍ⛉ࡍࡿ
ࡣ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ
ղᚲಟ 3 ⛉┠ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືཧຍࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࢆᩍ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճPA ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞ࡽࡎࠊ㛵ᚰࠊ⇕ࡀ㔜せࠋ
մPA ࡣࢥ࣮ࢳࡀᚲせࠋࢥ࣮ࢳࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ
յ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ PA ࡛ࠊᏛ⏕ࡀᩍ࠼ࡿᑠᏛ⏕ࡣᕷẸ࡞ࡢࠋࡼࡾᗈࡃ᪂ࡋ࠸ᕷẸࡢᐃ⩏ࡀᚲ
せࠋ
ն࢚ࣈࣜࢹ࣭࣏ࣜࢸࢵࢡࢫࡀ㔜せࠋఱࢆኚ࠼ࡽࢀࡿ࠸࠺ព㆑ࡀᚲせࠋ
շPA ࡣࣇ࣮࣭ࣜࢫ࣮࣌ࢫࡀᚲせࠋᩍᐊ࡛Ẹ⩏ࢆ㣴࠺ሙࡍࡿࠋ✵㛫࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠋPA ࡛ࡣࠊ
ᩍ⫱ࡢࣜࣁ࣮ࢧࣝࡢሙࡶᚲせࠋ
ոࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀ㔜せࠋእ㒊ࡽᑓ㛛ᐙࢆࡧࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂࡽຍࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡤࠊ᪂
タ 3 ⛉┠ࡣேᩘᤵᴗࡢᙧែ࡛ࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
չᏛ⛉ࡢᩍဨࠊ⫋ဨࠊᆅᇦࡢேࡶࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
պᏛ⏕ࡢ⬟ືᛶࢆᘬࡁฟࡍࡣࠊᤵᴗᵓ⠏ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡣ࠺ࠋ
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1

ջᆅᇦ⌮ゎ࡛ࡣࠊᆅᇦࢆ▱ࡾࠊࡑࡇ࠶ࡿၥ㢟ࡢゎỴཧຍࡋࡓ࠸Ẽᣢࡕࢆᘬࡁฟࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸࡸ
ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ࡛ࡣࠊᐇ㝿ࡑࡢάືࢆࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࠊ࣮ࣝࣝࢆᏛࡪࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ
㌟㏆࡞ࠊᏛෆࡢఱࢆኚ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᐇ㊶ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋ
ռ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࣇ࢙᪉ᘧࡢᤵᴗࡣ࠺ࠋ
սᚑ᮶ࡢࡶࡢࢆᤞ࡚ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡢព㆑ࢆኚ࠼ࡿࡇࡀ㔜せࠋ
վᘓᏛࡢ⢭⚄ࡣࠊࡲࡉᕷẸᩍ⫱ࡔࠋぶᛶࡀ㧗࠸ࠋ
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Ϭேᮦࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢᐇࡘ࠸࡚
1㸬 ┠ⓗ≺࠸
ᮏㄪᰝࡣࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊᮾᾏᏛࡀᏛ⏕ᑐࡋ࡚⫱ᡂࡍࡿࠕ4 ࡘࡢຊࠖ
ࡀྛᆅᇦ࡛ࡢồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ㸦ேᮦࢽ࣮ࢬ㸧ࢆ᫂ࡽࡋࠊᚋࡢᆅᇦ㐃ᦠࢆ๓ᥦࡋࡓࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭
ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࠖࡼࡿࠕ4 ࡘࡢຊࠖࡢ⫱ᡂྥࡅࡓᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡍࡿࠋ
2㸬 ㄪᰝᴫせ
ㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡀᅾ⡠ࡍࡿᴗࡸ㐣ཤᮏᏛồே⚊ࢆ㡬ᡝࡋࡓᾏ㐨ࠊᮾி㒔ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊ
㟼ᒸ┴ࠊ⇃ᮏ┴ࡢ 5 ᆅᇦࡢᴗࠋྛᆅᇦ 350 ௳ࠊྜィ 1750 ௳ࠋ2 ᭶ 28 ᪥Ⅼ࡛ࡢᅇᩘ㸦n=193㸧ࡼ
ࡿᅇ⟅ᴗࡢࣉࣟࣇ࣮ࣝࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ۑᴗ✀ู

ۑ㈨ᮏ㔠ู
ۑᚑᴗဨู

㻝㻜㻜ྡᮍ‶
㻝㻜㻜ྡ䡚㻡㻜㻜ྡᮍ‶
㻡㻜㻜ྡ䡚㻝㻜㻜㻜ྡᮍ‶
㻝㻜㻜㻜ྡ䡚㻟㻜㻜㻜ྡᮍ‶
㻟㻜㻜㻜ྡ௨ୖ
↓ᅇ⟅
ྜィ

84
75
10
13
5
6
193

(
(
(
(
(
(
(

43.5%)
38.9%)
5.2%)
6.7%)
2.6%)
3.1%)
100.0%)

㻟㻜㻜ᮍ‶
㻟㻜㻜䡚㻡㻜㻜ᮍ‶
㻡㻜㻜䡚㻝㻜㻜㻜ᮍ‶
㻝㻜㻜㻜䡚㻝൨ᮍ‶
㻝൨䡚㻡൨ᮍ‶
㻡൨䡚㻝㻜൨ᮍ‶
㻝㻜൨௨ୖ
↓ᅇ⟅
ྜィ

2
2
4
113
34
7
16
15
193

(
(
(
(
(
(
(
(
(

1.0%)
1.0%)
2.1%)
58.5%)
17.6%)
3.6%)
8.3%)
7.8%)
100.0%)

㎰ᯘ⁺ᴗ㻌
〇㐀ᴗ
ᘓタᴗ
༺ᴗ
ᑠᴗ
㔠⼥䞉ಖ㝤ᴗ
ሗ㏻ಙᴗ
㐠㍺ᴗ
ື⏘ᴗ
㣧㣗䞉ᐟἩᴗ
䝃䞊䝡䝇ᴗ
䛭䛾
↓ᅇ⟅
ྜィ

0
28
27
23
15
3
18
2
4
1
37
20
15
193

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0.0%)
14.5%)
14.0%)
11.9%)
7.8%)
1.6%)
9.3%)
1.0%)
2.1%)
0.5%)
19.2%)
10.4%)
7.8%)
100.0%)

3㸬 ㄪᰝෆᐜ
ᮾᾏᏛࡀ⫱ᡂࡍࡿ⬟ຊࠕ4 ࡘࡢຊࠖࢆࣥࢣ࣮ࢺ᪉ᘧ࡛ࢽ࣮ࢬㄪᰝࠋࡑࡢ㝿ࠊ4 ࡘࡢຊࢆ௨ୗࡢศ
㢮ࠊྛ⬟ຊタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬ᕫホ౯デ᩿⚊㸦9 ẁ㝵ࡢࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡ⚊㸧ࡢࣞ࣋ࣝ 5 ࢆᇶ‽
ࡋࡓ㉁ၥ㡯┠ࢆసᡂࡋࠊࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓࠋ

࡞ ۑ㉁ၥ㡯┠
㸨 ㈗♫ࡀ༞⪅㸭ᮾᾏᏛ༞ᴗࡢ᪂つ᥇⏝⪅ồࡵ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡣࠊࡢࡼ࠺࡞⬟ຊ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ
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㸨 ㈗♫࡛ࡣࠊᮏᏛࡢᏛ⏕ࢆ᥇⏝ࡍࡿ㝿ࠊࢡࣛࣈάື㸭ࣝࣂࢺ⤒㦂㸭ࡑࡢࢆ㔜どࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸨 ᐇ㝿ᚑࡋ࡚࠸ࡿᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕ᑐࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ⬟ຊࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ឤࢆ࠾
ᣢࡕ࡛ࡍࠋ
㸨 ㈗♫࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊᴗάືࡶࡋࡃࡣ㹁㹑㹐άື➼࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ྲྀࡾ⤌
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸽
4㸬 ⤖ᯝᴫせ㸦㏿ሗ್㸧
1㸧ᮾᾏᏛࡢ༞ᴗ⏕ồࡵ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡘ࠸࡚
㸦5 ẁ㝵ࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ࠺ࡕࠊ4࣭5㸦ᙉࡃồࡵ࡚࠸ࡿ㸭ኚᙉࡃồࡵ࡚࠸ࡿ㸧ࡢయᑐࡍࡿྜࡢྜィ㸧

ᮾᾏᏛࡢ༞ᴗ⏕ᑐࡋ࡚ồࡵ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡣࠊ
ࠕ㞟࠸ຊࠖࡀ᭱ࡶྜࡀ㧗ࡃࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ
㛵ಀᵓ⠏➼ࡢ⬟ຊᆅᇦࡢᴗࡢேᮦࢽ࣮ࢬࡀᙉ࠸ࡇࡀศࡗࡓࠋ
2㸧ᆅᇦูࡢᮾᾏᏛࡢ༞ᴗ⏕ồࡵ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡘ࠸࡚
㸦5 ẁ㝵ホ౯ࡢ࠺ࡕࠊ4࣭5㸦ᙉࡃồࡵ࡚࠸ࡿ㸭ኚᙉࡃồࡵ࡚࠸ࡿ㸧ࡢయᑐࡍࡿྜࡢྜィ㸧

҅ෙᢊ

ிʮ

ᅕ߷ډ

᩺ޢ

༇ஜ

80.0%
70.0%

ẐᐯỤᎋảỦщẑ

24.9%

Ẑᨼẟщẑ

63.6%

31.1%

24.6%

27.3%

20.6%

䛂⮬䜙⪃䛘䜛ຊ䛃

䛂㞟䛔ຊ䛃

䛂ᣮ䜏ຊ䛃

䛂ᡂ䛧㐙䛢ຊ䛃

60.0%
50.0%
75.0%

53.5%

58.3%

58.6%

40.0%
30.0%

ẐਪỚщẑ

36.0%

45.3%

33.3%

39.1%

37.5%

20.0%
10.0%

ẐẲậщẑ

63.8%

58.8%

43.1%

52.2%

53.6%

0.0%
ᾏ㐨

ᮾி

⚄ዉᕝ

㟼ᒸ

⇃ᮏ

ྛᆅᇦู࡛ࡶࠊ
ࠕ㞟࠸ຊࠖࡀồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࡋ࡚ࡣࠊྜࡀ㧗࠸ࡀࠊᾏ㐨ࡢࡳᡂࡋ㐙ࡆຊࡢྜ
ࡀ 0.2㸣㧗࠸ࠋ⬟ຊู࡛ࡣࠊ
ࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖࡀ᭱ࡶྜࡀ㧗࠸ᆅᇦࡀᮾிࠋ
ࠕ㞟࠸ຊࠖࡶᮾி㒔࡛ࠊ75㸣
ࡢᴗࡀᙉࡃồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᣮࡳຊ࡛ࠖࡣࠊᮾிࡀ 45.3㸣᭱ࡶ㧗ࡃࠊࡢᆅᇦẚ࡚ࡶ≉ᚩⓗ㧗
࠸ࠋ
ࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖࡣࠊᾏ㐨ࡀ 63.8㸣ྜࡀ㧗ࡃࠊ⚄ዉᕝ࡛ࡣ 43.1㸣ࠊ20㸣ࡢᕪࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦ
ࡼࡗ࡚ࠊᙉࡃồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
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3㸧ࢡࣛࣈάືࠊࣝࣂࢺ௨እࠊᮏᏛࡢᏛ⏕ࢆ᥇⏝ࡍࡿ㝿ࠊ㔜どࡋ࡚࠸ࡿάືࡘ࠸࡚
㸦㔜どࡋ࡚࠸ࡿάືࡀ࠶ࡿᅇ⟅ࡋࡓᴗࡢࡳࠋ」ᩘᅇ⟅ n=31㸧

ᮏᏛࡢᏛ⏕ࢆ᥇⏝ࡍࡿ㝿ࠊࢡࣛࣈάືࡸࣝࣂࢺ௨እ㔜どࡍࡿάືࡋ࡚ࡣࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ㸭
ᆅᇦάືࠖࡢᅇ⟅ࡀከࡃࠊḟ࠸࡛ࠊ
ࠕᴗࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸭ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྛ
ᆅᇦ࡛ࡶࠊᆅᇦ㐃ᦠࢆ๓ᥦࡋࡓࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࠖࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡇࡀணࡉ
ࢀࡿࠋ
4㸧ᆅᇦࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚㸦」ᩘᅇ⟅㸧
0%

10%

20%

ᆅᇦ䛾⏕ά䛾ᐇ (48)
ከୡ௦䛾ὶ䛾ಁ㐍 (16)

30%

50%

60%

24.9%
8.3%

ᆅᇦ䛾㨩ຊ䛾Ⓨಙ (20)

10.4%

⮬↛⎔ቃ䛾⥔ᣢ (46)

23.8%

䛭䛾 (19)

9.8%

≉䛻䛺䛧 (94)
↓ᅇ⟅ (8)

40%

48.7%
4.1%

⌧ᅾࠊᴗάືࡶࡋࡃࡣ㹁㹑㹐άື➼࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⣙༙ᩘࡢᴗࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࠊ
ࠕᆅᇦࡢ⏕άࡢᐇࠖࠕ⮬↛⎔ቃࡢ⥔ᣢࠖࡀከ࠸ࠋ
㸨ᅇ⟅ᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢸ࣮࣐ࡢ୍
z

ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࢆ୰᰾ᤣ࠼ࡓᗣ㐠ືయ᧯ࡢάື(࣡ࣥࢥࣥయ᧯)ࡢᐇ࣭᪥
ᖐࡾ ᾎタࢆά⏝ࡋࡓࠊᆅඖᐦ╔ࡢάືࡢᐇ

z

┴ෆࡢᩥ࣭ⱁ⾡ࡢ⯆

z

㝈ࡽࢀࡓ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᾘ㈝ᑐࡋࠊࢢ࣮ࣜࣥ㉎ධἲ㐺⏝ရࡢ㉎ධࠊ࢚ࢥࣥ
タᐃ ᗘࡢㄪᩚ➼ᵝࠎ࡞ゅᗘࡽᑐ⟇ࠋ

z

༙ᑟయ〇㐀࣓࣮࣮࢝ࡢ༠ྠ㛤Ⓨ࣭ኴ㝧ගࡢᕤࠊ⮬♫ά⏝ィ⏬

z

1.ᆅሙ㎰స≀ࢆྲྀᢅ࠸ᆅඖࡢ㎰ᐙࡸᴗࡢάᛶ 2.ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࣒ࣝࡢタ⨨
3.ᩱ⌮ᩍᐊࡢᐇ 4.┬࢚ࢿタഛࢆᗑ⯒ᑟධ㸦ኴ㝧ගⓎ㟁࡞㸧5.ࣜࢧࢡࣝ
άື
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5㸬 ࡲࡵ
ᅇࡢㄪᰝᴫせࡣࠊ⌧ᅾ㸦3 ᭶ 7 ᪥Ⅼ㸧ࡶㄪᰝ⚊ࡢᅇࡣ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊ㏿ሗ್ࡢࡓࡵࠊᚋࠊ᭱
⤊ࡢ㞟ィࢆࡲࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ㏿ሗ್ࡢ୰࡛ࠊ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊ
࣭
ࠕ4 ࡘࡢຊࠖࡣࠊ5 ẁ㝵㑅ᢥ⫥ࡢ୰࡛ࠊ3࣭4࣭5 ࡢࠕồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿྜࡢྜィ࡛ࠖࡣࠊ࡚ࡢ⬟
ຊࡀ 83㸣௨ୖ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ⬟ຊࡢࢽ࣮ࢬࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ࡉࡽࠊ4࣭5 ࡢࠕᙉࡃồࡵࡽࢀࡿྜࡢྜィ࡛ࠖࡣࠊ
ࠕ㞟࠸ຊࠖࡀ᭱ࡶồࡵࡽࢀࠊྛᆅᇦู࡛ࡶ
㧗࠸ഴྥ࠶ࡿࠋ
࣭ᆅᇦ㐃ᦠάື㛵ࡍࡿᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢸ࣮࣐ࡸᏛ⏕ᑐࡍࡿᮇᚅࡶࡁ࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
ࠉࠉᚋࡣࠊ
᭱⤊ࡢ㞟ィࡽࠊୖグࡢⅬࢆヲ⣽ศᯒࡋ࡚࠸ࡁࠊPA ᆺᩍ⫱ࠊ
≉ᚲಟ33⛉┠᳨ウ࠾࠸࡚
⛉┠᳨ウ࠾࠸࡚
ᚋࡣࠊ᭱⤊ࡢ㞟ィࡽࠊୖグࡢⅬࢆヲ⣽ศᯒࡋ࡚࠸ࡁࠊPA
ᩍ⫱ࠊ≉ᚲಟ
ࠉཧ⪃ࡍࡿࠋ
ཧ⪃ࡍࡿࠋ
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Ϩᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡼࡿྲྀ⤌ሗ࿌
1.2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠗᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝࠘ᴫせ
2013 ᖺ 9 ᭶ 2 ᪥ࠗᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝࠘ࡢබເࢆ㛤ጞࠋ10 ᭶ 2 ᪥බເㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋ10
᭶ 9 ᪥⏦ㄳࢆ⥾ษࡾࠊ10 ᭶ 15 ᪥㛤ദࡉࢀࡓ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨ࡚㑅⪃ᑂᰝࢆ
⾜࠸ࠊ⥲⏦ㄳᩘ 43 ௳୰ 19 ௳ࡢ᥇ᢥࢆసᡂࡋࡓࠋ4 ィ⏬ 8 ᴗᇶ࡙ࡃෆヂศ㢮ࡍࡿࠊϨᆅᇦ
ࢹࢨࣥィ⏬ࠕᏳᚰᏳᴗࠖ 3 ௳ࠊϨᆅᇦࢹࢨࣥィ⏬ࠕࣈࣛࣥࢻ㐀ᴗࠖ 2 ௳ࠊϩࣛࣇࢫ
ࢸ࣮ࢪ࣭ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫィ⏬ࠕᏛ㛤ᨺᴗࠖ 3 ௳ࠊϩࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪ࣭ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫィ⏬ࠕࢫ࣏࣮ࢶ
ᗣᴗࠖ 2 ௳ࠊϪほගࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥィ⏬ࠕᆅᇦほගᴗࠖ 3 ௳ࠊϪほගࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥィ⏬ࠕᩥ
࣭ⱁ⾡ᴗࠖ 2 ௳ࠊϫ࢚ࢥ࣭ࢥࣥࢩࣕࢫィ⏬ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣁ࣮࣋ࢫࢺᴗࠖ 1 ௳ࠊϫ࢚ࢥ࣭ࢥࣥ
ࢩࣕࢫィ⏬ࠕື᳜≀ಖㆤᴗࠖ 3 ௳ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ10 ᭶ 17 ᪥㛤ദ➨ 1 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤ
ဨ࡚᥇ᢥㄢ㢟ࢆᢎㄆࠋࡑࡢᚋࠊྛ◊✲⪅࠾ࡅࡿ◊✲ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ⩣ 2014 ᖺ 3 ᭶ 6 ᪥ᮏᖺᗘ
࠾ࡅࡿᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡢ◊✲ࡢ⥲ᣓࡋ࡚ࠊᡂᯝሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
2.ᖹᡂ 25 ᖺᗘࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ◊✲ຓᡂබເせ㡿
ᖺᗘࡢࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖࡘ࠸࡚ࡣḟ♧ࡍබເせ㡿࡚බເࡋࡓࠋ

ᖹᡂ 25 ᖺᗘࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢάᛶࠊᆅᇦࡢ㈉⊩ࢆ┠ⓗࡋࠊ
ᮏᴗࡢ᪨࡛࠶ࡿᆅᇦࢆᚿྥࡋࡓᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡘ࡞ࡀࡿ◊✲άືࢆᗈࡃᏛෆබເࡋࠊୗグᇶ࡙ࡁ
ࠗᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝࠘ࡋ࡚◊✲㈝ࢆຓᡂ⮴ࡋࡲࡍࠋ
グ
࣐࣮ࢸ✲◊ۑ
௨ୗࡢ 4 ࡘࡢࢸ࣮࣐ᇶ࡙࠸ࡓ 4 ィ⏬ 8 ᴗࡢෆᐜἢࡗࡓ◊✲࡛࠶ࡿࡇ
Ϩᆅᇦࡢ⏕άࢆᐇࡉࡏࡿ࠙ᆅᇦࢹࢨࣥィ⏬ࠚ
1.ᏳᚰᏳᴗ

2㸬ࣈࣛࣥࢻ㐀ᴗ

ϩከୡ௦ࡢὶࢆಁ㐍ࡍࡿ࠙ࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪ࣭ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫィ⏬ࠚ
3.Ꮫ㛤ᨺᴗ

4.ࢫ࣏࣮ࢶᗣᴗ

Ϫᆅᇦࡢ㨩ຊࢆⓎಙࡍࡿ ࠙ほගࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥィ⏬ࠚ
5.ᆅᇦほගᴗ
ϫ⮬↛⎔ቃࢆᏲࡿ

6.ᩥ࣭ⱁ⾡ᴗ
࢚࠙ࢥ࣭ࢥࣥࢩࣕࢫィ⏬ࠚ

7.࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣁ࣮࣋ࢫࢺᴗ 8.ື᳜≀ಖㆤᴗ
㸦ලయⓗ࡞◊✲㸧
1.ᏳᚰᏳᴗ

㸸ὠἼࠊ㞵ࡼࡿᾐỈࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᐇ

2.ࣈࣛࣥࢻ㐀ᴗ

㸸㎰࣭ᾏ⏘≀ࡀࡶࡘᶵ⬟ᛶࡢ᳨ド࠾ࡼࡧࡑࢀࢆάࡋࡓ㣗ရࡢ㛤Ⓨ

3.Ꮫ㛤ᨺᴗ

㸸ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ㛵ࡍࡿᏛእࡢྲྀ⤌ࡳㄪᰝ
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4.ࢫ࣏࣮ࢶᗣᴗ

㸸
ࠕ་㣗ྠ※ࠖ㣗⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ

5.ᆅᇦほගᴗ

㸸ᆅᇦࡢ⮬↛ࡢ≉ᚩࢆ☜ㄆࡍࡿㄪᰝ◊✲

6.ᩥ࣭ⱁ⾡ᴗ

㸸ᆅᇦ≉᭷ࡢఏ⤫ⱁ⬟࣭ᕤⱁࡢⓎ᥀

7.࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣁ࣮࣋ࢫࢺᴗ㸸⇕㡢㡪ᶵ㛵ࠊἼຊⓎ㟁⨨➼ࡢ⇕ὶయ࣭㟁ẼⓗᨵⰋ
8.ື᳜≀ಖㆤᴗື

㸸⤯⁛༴ື᳜≀ࡢᶆᮏ᥇㞟࣭ಖᏑ
ͤୖグࡢලయෆᐜࡀ㐪ࡗ࡚࠸࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸

⤥ཷۑ㈨᱁
ᆅᇦᚿྥࡢ◊✲ࢆ┠ᣦࡍᮏᏛᑓ௵ᩍဨ࡛ࠊྠ୍ࡢ◊✲ィ⏬࠾࠸࡚ࡽ㢮ఝࡢຓᡂ㔠ࡸඹྠ◊✲㈝࣭
ཷク◊✲㈝➼ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅
ۑᨭ⤥㔠㢠ཬࡧ᥇ᢥணᐃ௳ᩘ
1 ௳ཎ๎ 100 ࡋࠊ16 ௳⛬ᗘ᥇ᢥணᐃ
⤥ཷۑ᮲௳
࣭◊✲ᮇ㛫㸸᥇ᢥ᪥ࡼࡾᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥㸦◊✲ᡂᯝࡼࡾᖹᡂ 26 ᖺᗘ⥅⥆᥇⏝ࡶ࠶ࡾ㸧
࣭ᡂᯝሗ࿌㸸ձᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ 30 ᪥ࡲ࡛ᡂᯝሗ࿌᭩ཬࡧィሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ
㸦⤒㈝ࡢ㏵ࠊ㔠㢠ࢆド࡛᫂ࡁࡿ᭩㢮➼ࢆᏛෆつ⛬ᇶ࡙ࡁᥦฟࡍࡿࡇ㸧
ղᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶㛤ദࡍࡿᡂᯝሗ࿌࡛ࡢⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࡇ
࣭ຓᡂ㔠ࡢᇳ⾜㸸Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠ྲྀᢅせ㡿ࠊཬࡧᏛෆつ⛬‽ࡌࡓᇳ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ
࣭タഛഛရ㈝ࡢᇳ⾜ࡶྍ
ۑᛂເ᪉ἲ
ࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲⏦ㄳ᭩ࠖᚲせ㡯ࢆグධࡋࠊTo-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊᐄᥦฟ
ۑᛂເᮇ㛫
ᖹᡂ 25 ᖺ 9 ᭶ 2 ᪥㸦᭶㸧㹼10 ᭶ 9 ᪥㸦Ỉ㸧
ۑᑂᰝ
ࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨࠖ࠾࠸࡚㑅⪃ᑂᰝࡋ㺂ࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨࠖ
࡛ᢎㄆࡉࢀࡓᚋࠊᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 18 ᪥㸦㔠㸧Ⓨ⾲ணᐃ
ࡢࡑۑ
◊✲㈝ṇ⏝➼ࡀⓎぢࡉࢀࡓሙྜࡣ┤ࡕຓᡂࢆࡾࡸࡵࡿ
௨
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ୖ

3.᥇ᢥᑂᰝ➼
⏦ㄳㄢ㢟 43 ௳ࡢ᥇ᢥᑂᰝࢆ 2013 ᖺᗘ➨ 1 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨ࠾࠸࡚ᐇ
ࡋࡓࠋᮏጤဨࡣ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨࡢせㄳࡼࡾࠊ
ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖ◊✲ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ᥇ᢥ㛵ࡍࡿ㡯ཬࡧⅬ᳨࣭ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ⮬య࣓ࣥࣂ࣮ࢆྵࡴ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
◊✲ホ౯ጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᖺᗘࡣ◊✲㈝ࡋ࡚බເࡋ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱άືࠊ♫㈉
⊩άືࡢࡳࡢ⤒㈝ࡢ⏦ㄳࡣᑂᰝᑐ㇟እࡋࡓࠋ
ጤဨࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠊ
Ꮫෆ⪅ࡽᡂࡿጤဨ㛗௨ୗ
7 ྡࠊ
$#&*%(!)  '
,
  '
Ꮫእ⪅ࡽᡂࡿእ㒊ጤဨ
4 ྡࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
+   
"

2013 ᖺᗘ ➨ 1 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨ
㛤ദ᪥㸸2013 ᖺ 10 ᭶ 15 ᪥㸦ⅆ㸧
ሙ

ᡤ㸸•༡ᰯ⯋ 4 ྕ㤋

ฟᖍ⪅㸸Ꮫෆጤဨ 6 ྡࠊእ㒊ጤဨ 4 ྡ

ィ 10 ྡ

࠙ᑂᰝ᪉ἲࠚ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ⏦ㄳ᭩㢮ࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝࢆᐇࡋࡓᚋࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢ
⤖ᯝࢆᇶ◊✲ィ⏬ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡸᆅᇦࡢ㐃ᦠ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࢆࡋࠊ⥲ྜホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㑅⪃ᑂᰝ
ࡢ⤖ᯝ᥇ᢥㄢ㢟ࢆỴᐃࡋࡓࠋᚋ᪥ࠊ10 ᭶ 17 ᪥㛤ദ➨ 1 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ࡚᥇ᢥ
ㄢ㢟ࢆᢎㄆࡋࡓࠋ
࠙ᑂᰝ᪉㔪ࠚ
㑅ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅᇦࠊ4 ィ⏬ 8 ᴗࠊ◊✲⤌⧊ࡢつᶍ➼ࡢࣂࣛࣥࢫࡶ㓄៖ࢆࡋࡓࠋ
ホ౯㡯┠ࡋ࡚ࡣࠊձ◊✲ィ⏬ࡢጇᙜᛶ㸦To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆཬࡧࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊
✲⤒㈝ࠖࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠊྲྀ⤌ࡣ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗࡘຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࠊ⏦ㄳ⤒㈝ࡢෆᐜࡣጇᙜ࡛࠶ࡾࠊィ⏬ୖᚲせྍḞ࡞ࡶࡢ㸧ղࠕᆅᇦࠖࡢタᐃ㸦㐃ᦠᆅᇦࡢㄢ㢟ゎ
Ỵཬࡧᨵၿࡢ᪉ྥᛶࡀ᫂☜࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ⮬యࡸ NPO ➼ࡢᆅᇦࡢ㐃ᦠ≧ἣ㸧ճᐇ⌧ᛶ㸦ᐃ
㔞ⓗ࡞┠ᶆࡀタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ┠ᶆࡣࠊᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸⠊ᅖ࡛ពḧⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㸧մ ᐇ⦼࣭ᙜヱ◊✲㛵ࢃࡿᐇ⦼㸦⌧≧ࢆᆅᇦᚿྥࡘ࠸࡚Ⓨᒎࡉࡏࡓྲྀ⤌࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊࡇࡢ
ྲྀ⤌௨๓ࠊ⮬యࡸ NPO ➼ࡢ㐃ᦠ࡛ࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝ࣭ᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࠊᙜヱㄢ㢟㛵ࢃࡿ◊✲⪅ࡢᐇ
⦼ࡀ࠶ࡿ㸧ࡀၥࢃࢀࡓࠋ
ᑂᰝᇶ‽ࡋ࡚ࡣࠊձ᭩㠃ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊୖグホ౯㡯┠ࡈࠊㄢ㢟ࢆ㑅ฟࡍࡿࡇࢆᛕ㢌ࠊ4
ẁ㝵ࡢ༊ศ㸦1㸬༑ศ࡛࠶ࡿࠊ2㸬ࡸࡸ༑ศ࡛࠶ࡿࠊ3㸬ඃࢀ࡚࠸ࡿࠊ4㸬㠀ᖖඃࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࡼࡾ
ุ᩿ࢆࡋࡓࠋղྜ㆟࠾࠸࡚ࡣࠊྛጤဨࡢホ౯⤖ᯝᖹᆒ್ࢆᇶࡋࡓ᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝཬࡧࠊᮏᏛࡢ COC 
ᴗయ᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⥲ྜⓗ᥇ᢥㄢ㢟ࡢඃඛ㡰ࢆࡋࡓࠋ

ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟 19 ௳ࡣ p35 ࡛♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྛㄢ㢟ᐇࡢᡂᯝࢆࡲࡵࡓࡶࡢࢆ p36㹼p54
࡛♧ࡍࠋ
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4.2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖ᥇ᢥㄢ㢟୍ぴ
ィ⏬

ᴗ

Ᏻ
ᚰ
Ᏻ


ᆅ
ᇦ
䝕
䝄
䜲
䞁

䝤
䝷
䞁
䝗

㐀

䝷
䜲
䝣
䝇
䝔

呎


Ꮫ
㛤
ᨺ

䝇

Ꮫ㒊

Ꮫ⛉

◊✲௦⾲⪅

Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢ᨭ䛩䜛⅏ᐖ㑊㞴ᨭሗᥦ౪
䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏

•༡

ሗ⌮ᕤᏛ㒊

ሗ⛉Ꮫ⛉

ෆ⏣䚷⌮

ὠἼ䛻䛚䛡䜛ᾐỈཬ䜃㑊㞴⾜ື䝅䝳䝭䝺䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮䛾
㛤Ⓨ䛸㐺ᛂ

•༡

ᕤᏛ㒊

ᅵᮌᕤᏛ⛉

Ლ⏣䚷ెᏕ

ᚰ⌮ᩍ⫱┦ㄯᐊ䜢୰ᚰ䛸䛩䜛ᏛᰯᏳᚰ䞉Ᏻ䝯䞁䝍䝹䝃
䝫䞊䝖䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏

•༡

ᩥᏛ㒊

ᚰ⌮䞉♫Ꮫ⛉

ⰾᕝ䚷⋹Ꮚ

ᬮᆅ㐺ᛂᆺ่↓䛧䝷䝈䝧䝸䞊ရ✀䛾⫱ᡂ䛸ᶵ⬟ᛶホ౯୪䜃
䛻ຍᕤရ䛾㛤Ⓨ

㜿⸽

㎰Ꮫ㒊

ᛂ⏝᳜≀⛉Ꮫ⛉

ᑠᯇ䚷႐

㜿⸽ᆅᇦ䛻㐺䛧䛯㧗ᶵ⬟ᛶ䝲䞊䝁䞁ရ✀䛾⫱ᡂ

㜿⸽

㎰Ꮫ㒊

ᛂ⏝᳜≀⛉Ꮫ⛉

ᯇ⏣䚷㟹

ⱁ⾡䛻䜘䜛Ꮫ㛤ᨺ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯⏕ᾭᏛ⩦ᆺ㧗➼ᩍ⫱䛾◊
✲

•༡

ᩍ㣴Ꮫ㒊

ⱁ⾡Ꮫ⛉

ụᮧ䚷᫂⏕

ึ➼୰➼ᩍ⫱䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᆅᇦ㐃ᦠ䛻䛚䛡䜛⌮ᩘ⣔ᩍ⫱ά
ᛶ䛻ྥ䛡䛯◊✲

•༡

ᩍ㣴Ꮫ㒊

ே㛫⎔ቃᏛ⛉

ෆ⏣䚷ᬕஂ

Ꮫබ㛤ᕷẸㅮᗙ䛻䛚䛡䜛䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾ᑟධ䛸ㅮᗙ
ຠᯝྥୖ䛾䛯䜑䛾◊✲䠄䠍䠅

•༡

㧗ᶫ䚷㝯⏨

ሗᩍ⫱䝉䞁䝍䞊

⥲ྜᆺᆅᇦ䝇䝫䞊䝒䜽䝷䝤䛂ᮾᾏᏛᗣ䜽䝷䝤䛃䛻㛵䛩䜛
ᕷẸဨ䛾ᗣ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏୪䜃䛻ᗣ䡡యຊ䛵䛟䜚 ఀໃཎ
㐠Ⴀ䛾ᐇ䛻㛵䛩䜛◊✲

䝒

ᗣ

ୡ௦䜢㉸䛘䛯▱䛾ඹ᭷䛸䝃䞊䝡䝇䝷䞊䝙䞁䜾ᐇ㊶䝥䝻䜾䝷䝮
䛾ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛◊✲

㧗㍯

ሗ㏻ಙᏛ㒊

㔠┠ᕝỈ⣔䜢䝰䝕䝹䛸䛧䛯䛄㔛ᕝᗘ䛅䛾☜❧

•༡

ᩍ㣴Ꮫ㒊

ே㛫⎔ቃᏛ⛉

⸨㔝䚷⿱ᘯ

௦䚻ᮌ

ほගᏛ㒊

ほගᏛ⛉

⏣୰䚷ఙᙪ

ᾏὒ⎔ቃ䛾ಖ䛸ほග⏝䛾䛯䜑䛾ᆅᇦ㐃ᦠ◊✲䠖ᕷẸ
ཧ⏬ᆺὒୖ䝉䝭䝘䞊䛾ᐇ䛸♫ㄪᰝ

ΎỈ

ᾏὒᏛ㒊

ᾏὒᆅ⌫⛉Ꮫ⛉

༓㈡䚷ᗣᘯ

Ꮫ䛜ᡤⶶ䛩䜛ᩥ㈈䛾ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ά⏝䛻㛵䛩䜛◊✲

•༡

ᩥᏛ㒊

ḢᏛ⛉

బಖ䚷ྜྷ୍

㐀ᙧ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢ά⏝䛧䛯ḟୡ௦䛾䛯䜑䛾
䇿䝡䝞㻔⨾䛾Ꮫ䜃䛾ሙ㻕䇿ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛◊✲

•༡

ᩍ㣴Ꮫ㒊

ⱁ⾡Ꮫ⛉

Ἑ㔝䚷Ꮥ༤

䜼䜶
⏘ᐁᏛ㐃ᦠ䛻䜘䜛ᙅ㢼䛷䜒Ⓨ㟁ྍ⬟䛺ᆶ┤㍈ᆺ㢼㌴䛾㛤
䝛
䝧
Ⓨ
䞉 䝹
䝇

•༡

ᕤᏛ㒊

⯟✵ᏱᐂᏛ⛉

⚟⏣䚷⣫

㜿⸽ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⤯⁛༴᪻ཬ䜃᳜≀䛾ಖ䛸⏕ᜥ⎔
ቃඖ䛻㛵䛩䜛◊✲

㜿⸽

㎰Ꮫ㒊
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ᮧ⏣䚷ᾈᖹ

ᕢ⟽䜢⏝䛧䛯Ꮨ䛾㔝⏕ື≀䛾⏕ᜥ≧ἣ䛾Ꮫ⩦䠄✚㞷ᐮ
෭ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛Ꮨ䛾ᑠ୰Ꮫ⏕ྥ䛡䛾ᩍᮦ㛤Ⓨ◊✲䛾୍
⎔䛸䛧䛶䠅

ᮐᖠ
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ㄪᰝ

•༡

ᆅ
ᇦ
ほ
ග

呎

ほ
ග
䜲
䝜
䝧

ᰯ⯋

䝇
䝫

呎
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ᩥ
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呎
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⥲ྜᩍ⫱䝉䞁䝍䞊

⏕≀Ꮫ⛉

➉୰䚷⣖Ꮚ

㇂䚷
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5.ᡂᯝሗ࿌ሗ࿌
2014 ᖺ 3 ᭶ 6 ᪥㸦ᮌ㸧13㸸00㹼16㸸00ࠊᮾᾏᏛ㧗㍯࢟ࣕࣥࣃࢫ 2 ྕ㤋ㅮ⩏ᐊ࡚ࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ
ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖ᥇ᢥㄢ㢟ࡢᡂᯝሗ࿌ࢆ㛤ദࡋࠊᏛෆእࡽ 150 ྡࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ෑ㢌ࠊ㧗㔝Ꮫ㛗ࡼࡾ㛤ࡢᣵᣜ࠾ࡼࡧᮏᴗᑐࡍࡿᮏᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳయࡢㄝ᫂ᮏᴗᑐࡍࡿᮾ
ᾏᏛࡢពẼ㎸ࡳࡀḟࡢࡼ࠺㏙ࡽࢀࡓࠋᮾᾏᏛ࡛ࡣᩍ⫱࣭◊✲࣭♫㐃ᦠ࣭ᆅᇦ㐃ᦠࡢ 4 ࡘࢆᥖ
ࡆேᮦ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡢ♫ࢆ⪃࠼ࡿࠊᣢ⥆ྍ⬟࡛ᖾ⚟࡞᫂ࡿ࠸♫సࡾࢆ┠ᣦࡍேᮦࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ♫ᑐᛂࡍࡿேᮦ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡣࠊᏛෆ␃ࡲࡽࡎᆅᇦࡢ
ⓙᵝࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ
ᗈࡃ♫ฟ࡚ேᮦ⫱ᡂࢆ㐍ࡵ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᮾᾏᏛࡣタᙜࡽࠊ
◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ♫ồࡵࠊࡑࡢᡂᯝࢆ✚ᴟⓗ♫㑏ඖࡋ࡚᮶ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ពࡽࠊᅇࡢࠕᆅ
㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖࡢ᥇ᢥࢆࡉࡽࣂࢿࡋࠊ୍ᒙࡢᆅᇦ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋࠊ♫ࡀồࡵࡿேᮦ⫱ᡂࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡓࡵࡢ⛉┠ࢆタᐃࡋࠊᩍ⫋ဨࡀ
✚ᴟⓗᏛ⏕ࢆᕳࡁ㎸ࡳࠊᆅᇦࡢⓙᵝࡢࡈ༠ຊࢆ
㈷ࡾ࡞ࡀࡽᏛᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡇࢀ⥆
ࡁࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⯆ㄢᏛᨵ㠉᥎
㐍ᐊᨵ㠉ᨭ➨୍ಀ Ụᡞ᭸Ꮚಀ㛗ࡽࠊᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࠊ
ᮾᾏᏛࡀࠊᮏᴗ᥇ᢥᶵ㛵୰၏୍ᅜ࢟ࣕࣥ
ࣃࢫࢆᒎ㛤ࡍࡿᏛࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡓ⤒⦋ᮏᏛ
ࡀᒎ㛤ࡍࡿᴗࡢᮇᚅࡀ㏙ࡽࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ 19 ㄢ㢟ࡢᡂᯝሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᮏᴗ࡛ࡣᰯ⯋
࠾ࡅࡿ◊✲ࡸᆅᇦάືࡽඹ㏻ㄢ㢟ࢆᑟࡁฟࡋࠊࡑࡢඹ㏻ㄢ㢟ࡽᐃࡉࢀࡿࠕ㸲ࡘࡢィ⏬ࠊ㸶ࡘࡢ
ᴗࠖࢆタᐃࡋ࡚◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᡂᯝሗ࿌࡛ࡣィ⏬ࡈࡑࢀࡒࢀ 30 ศࡢᣢࡕ㛫࡛ࠊྛࢥ
࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᙧᘧ࡛ሗ࿌ពぢࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡲࡎࠊࠕᆅᇦࢹࢨࣥィ⏬ࠖࡋ࡚ࠊձᏳᚰᏳᴗ 3 ㄢ㢟ࠊղࣈࣛࣥࢻ㐀ᴗ 2 ㄢ㢟ࡘ࠸࡚
ࡢሗ࿌ࡀᕤᏛ㒊ᢲ㔝㇂ᗣ㞝ᩍᤵࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋྛⓎ⾲⪅ࡢᡂᯝⓎ⾲ᑐࡋࠊᢲ㔝
㇂ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡽࠊㄢ㢟ࡢ㑅ᐃ⌮⏤ࡸᡂᯝࡢᅜᒎ㛤ࡘ࠸࡚㉁ၥࡉࢀࠊྛⓎ⾲⪅ࡽࡣලయⓗ
࡞㑅ᐃ⌮⏤ࡸᆅᇦࡢᒎ㛤ࡢྍ⬟ᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐇᆅᇦ࡛ࡢ୍ᒙࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶࡀ㏙ࡽࢀࡓࠋ
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ḟ࠸࡛ࠊ
ࠕࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪ࣭ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫィ⏬ࠖࡋ࡚ࠊձᏛ㛤ᨺᴗ 3 ㄢ㢟ࠊ࠾ࡼࡧղࢫ࣏࣮ࢶ
ᗣᴗ 2 ㄢ㢟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡀᾏὒᏛ㒊ᕝୖဴኴᮁᩍᤵࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋᕝୖࢥ࣮
ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡽࡣࠊྛ◊✲⪅ࡀᐇࡋࡓᆅᇦ㐃ᦠࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀࠊࡢ◊✲⪅ࡶ᭷ຠά⏝ࡉࢀࡿࡇ
ࢆᐃࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ㐃ᦠάືࡢሗ࿌ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋⓎ⾲⪅ࡽࡣᏛᆅᇦࡢព㆑ࡢࢠࣕࢵ
ࣉࢆᇙࡵࡿ᪉⟇ࡋ࡚ࠊཷ㦂⏕ྥࡅࡢ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦࡢᏛ㛤ᨺࡢ㛤ദࠊᏛ⏕
ࡀᆅᇦࡢᑠ୰Ꮫᰯ➼ࡢ㐃ᦠᐇࡢࡓࡵࠊᏛࡋ࡚ᆅᇦࡢᩍ⫱ጤဨ➼㐃ᦠࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡍࡿ
ᚲせᛶࠊࡉࡽᏛഃࡽᆅᇦ✚ᴟⓗฟྥࡃࡇࡢ㔜せᛶ➼ࡘ࠸࡚㏙ࡽࢀࡓࠋ

ࡲࡓࠊᩍ㣴Ꮫ㒊Ლ㱟ኴ㑻ᩍᤵࡀࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࡞ࡾࠊࠕほගࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥィ⏬ࠖࡋ࡚ࠊձ
ᆅᇦほගᴗ 3 ㄢ㢟ࠊղᩥ࣭ⱁ⾡ᴗ 2 ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶᲚࢥ࣮ࢹࢿ
࣮ࢱ࣮ࡽࠊᆅᇦᏛࡀ⪃࠼ࡿᆅᇦ㐃ᦠࡢࢠࣕࢵࣉࢆࡢࡼ࠺ᇙࡵ࡚࠸ࡃ㉁ၥࡀ࠶ࡾࠊྛ◊✲⪅
ࡽࡣᏛࡽࡢⓎಙຊᙉࡸᆅᇦฟྥࡃᚲせᛶࡀᙉࡃ㏙ࡽࢀࡓࠋ

᭱ᚋ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮బ⸨ᜨᏊᩍᤵࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ࠕ࢚ࢥ࣭ࢥࣥࢩࣕࢫィ⏬ࠖࡢ 2 ᴗ
࡛࠶ࡿࠊձ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࣁ࣮࣋ࢫࢺᴗ 1 ㄢ㢟ࠊղື᳜≀ಖㆤᴗ 3 ㄢ㢟ࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡽࡣࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡍᮾᾏᏛࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟ࢆ㐙
⾜ࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢ㛵ࡀࡢ⛬ᗘ࠶ࡿࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ
⾲⪅ࡽࡣࠊᏛ⏕ࡢ༠ຊࡀࡇࢀࡽࡢㄢ㢟㐙⾜࠾࠸࡚ᴟࡵ࡚ࡁ࡞ຊ࡞ࡗࡓࡇࠊࡲࡓࡇࢀࡽࡢㄢ㢟
Ꮫ⏕ࡀ✚ᴟⓗ㛵ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡁ࡞ᩍ⫱ⓗຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠸ࡗࡓពぢࡸឤࡀ㏙ࡽࢀࡓࠋ
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ࡲࡓࠊ࡚ࡢⓎ⾲ࡀ⤊ࡋࡓᚋࠊయࡢ㉁ᛂ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࠶ࡿᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ◊
✲άືࡀࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶ㐃ືࡋ࡚㐙⾜࡛ࡁࡿࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡀ࡞ࡉࢀࠊⓎ⾲⪅ࡽࡣᆅᇦࡢ≉ᛶ
ࢆ⪃៖ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ≉ᐃࡢᆅᇦࢆ㉸࠼࡚㐃ື࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ᪨ࡢⓎゝࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽᡂᯝሗ࿌యࡘ࠸࡚Ụᡞ᭸Ꮚಀ㛗ឤࢆồࡵࡓࡇࢁࠊ◊✲ᮇ㛫ࡀ▷ࡗࡓࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎࠊ
㠀ᖖⰋ࠸ᡂᯝࡀ࠶ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᚋࡢᒎ㛤ࡀከ࠸ᮇᚅ࡛ࡁࡿ᪨ࡢ⥲ᣓⓗ࡞ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
᭱ᚋࠊᒣ⏣Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧ࡽࠊᮏ᪥ࡢⓎ⾲ࡢ⥲ᣓࠊࡇࡢᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࡀᮾᾏ
Ꮫᩍ⫋ဨࡀ୍య࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃᴗࡋ࡚ᣑࡋࠊᏛࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋ࡚⾜ࡃࡓࡵࠊ
ᆅᇦࡢⓙᵝ୍ᒙࡢࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡓ࠸ពぢࡀ㏙ࡽࢀࡣ↓⤊ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝ࠾࠸࡚ࡣࠊ᥇ᢥࡉࢀࡓ 19 ㄢ㢟ࡑࢀࡒࢀࡢ࣏ࢫࢱ࣮ᒎ♧ࡀ࠶ࡾࠊሗ࿌
ඛ❧ࡕ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡼࡿᡂᯝⓎ⾲ࡶู㏵⾜ࡗࡓࠋሗ࿌ࡣ㛫ࡢ㛵ಀୖࠊ◊✲ᴫせࡢࡳࡀ㏙
ࡽࢀࡓࡀࠊࡇࡢሙ࠾࠸࡚ࡣࠊࡼࡾලయⓗ࡞ᡂᯝ㛵ࢃࡿヲ⣽࡞ㄝ᫂ࡀ◊✲௦⾲⪅ࡽ࡞ࡉࢀࠊཧຍ⪅
௦⾲⪅ࡼࡿ㉁ᛂ⟅ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋ
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6.ᡂᯝホ౯ሗ࿌
◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 2 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨࢆ㛤ദࡋ᥇ᢥྠᵝࠊᖹሯᕷࠊ
ఀໃཎᕷࠊ⛙㔝ᕷࠊ☾⏫ࡢྛ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⫋ဨ 4 ྡࢆྵࡵࠊᏛෆእ 11 ྡࡢ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲
ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᖹᡂ 25 ᖺᗘࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲㈝ࠖࡢᡂᯝሗ࿌⤊ᚋࠊูᐊ࡚ᕤᏛ㒊ᑠᓥ┤ஓᩍᤵ To-Collabo
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨ㛗ࡼࡿホ౯ጤဨࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋྛホ౯ጤဨࡀホ౯㡯┠ࠊ1.㐍ᤖ≧ἣ 2.ᆅᇦ
ࡢ◊✲ࡢἼཬຠᯝ 3.ᩍ⫱ࡢἼཬຠᯝ 4.┠ᶆ㐩ᡂ㜼ᐖせᅉࡢ≧ἣ 5.⥲ྜホ౯ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠸ࡑࡢ
⤖ᯝࠊ᥇ᢥㄢ㢟 19 ௳ᑐࡍࡿホⅬࡀ㞟ィࡉࢀࠊホⅬࡣ 1 ࡽ 4 ⅬࡢホⅬ୰ࠊㄢ㢟ࡈࡢ⥲ྜホ౯࡛ࠊ᭱
ప 2.5 Ⅼࠊ᭱㧗 3.5 Ⅼࡢ㛤ࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ⣙༙ᖺ࠸࠺▷ᮇ㛫ࡢ◊✲ᮇ㛫ࡋ↓ࡗࡓࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎࠊྛㄢ㢟࠾࠸࡚࠾࠾ࡴࡡィ⏬࠾ࡾࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢホ౯࡛࠶ࡗࡓࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᡂᯝⓎ⾲୪ࡧホ౯ጤဨࡢㅮホࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀ㏙ࡽࢀࡓࠋ
1.

ᅇࡢⓎ⾲ࢆ⪺࠸࡚ࠊྛ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀᡤᅾࡍࡿᆅᇦᑐࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࡋ࡚ࠊᏛࡀ
ఱࢆᥦࡋᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࢃࡾࠊࡓ࠸ࢇⰋ࠸ᶵ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽࡑࡢᡂᯝ௨ୖࠊᏛࡢ
ࡓ࠸ࢇ⇕࠸ᛮ࠸ࡀఏࢃࡾࠊ┈ࠎᏛࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶࢆឤࡌࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ᪥ࡢࡼ࠺࡞ሙࢆࠊ⾜
ᨻᶵ㛵ࡢ୍㒊ࡢ⪅ࡔࡅࡀᣏ⫈ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከࡃࡢ⾜ᨻᶵ㛵⫋ဨࡀᣏ⫈ࡍࡿሙࢆᥦ౪ࡋ࡚㡬ࡃࡇ
࡛ࠊ┦ࡢ⌮ゎࡀࡉࡽ῝ࡲࡾࠊ㐃ᦠάືࡀᐇ㉁ⓗ࡞ᆅᇦάᛶ⧅ࡀࡿࠋ
ࡇࢀᑐࡋࠊᑠᓥጤဨ㛗ࡽࡣࠊᏛࡋ࡚ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ሙࢆタࡅࡿࡇࡣኚ᭷ព⩏࡛࠶ࡿ
ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡐࡦᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

2.

ᏳᚰᏳࡣἢᓊᇦ㠃ࡋࡓᆅᇦࠊᒣᓅᇦ㠃ࡋࡓᆅᇦࠊࡑࢀࡒࢀព㆑ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊࡓ࠸ࢇ㛵ᚰ
ࡀ㧗࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᚋࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡢᢸᙜ⪅┤᥋ⓗ㐃ᦠࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊࡼࡾ
ࡼ࠸ᡂᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣ୍㒊࡛ࡣ┤᥋ᢸᙜ⪅㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊᚋࡣࡉࡽ㐃ᦠࢆ῝ࡵࠊ
Ꮫഃ࡛ࡶ⾜ᨻഃࡢពྥࢆࡃࡳୖࡆ࡚࠸ࡃດຊࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡋࡓࠋ

3.

Ꮫ㛤ᨺᴗ࡛ࡣࠊὶぶ╬ᆺࡽಶே㐀ᆺ࠸࠺ᥦࡀ࠶ࡾࠊ⾜ᨻ࡛タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ༤≀㤋
࡛ࡶ༢࡞ࡿぢᏛࡽ㌿ࢆᅗࡾࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᚋࡶ㐃ᦠࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

4.

ኟఇࡳᮇ㛫୰ᥦᦠᴗࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞⏬ࢆᏛᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ࿘
▱ࡀᕷཬࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᕷ࿘▱࣭ᗈሗࡋ࡚࠸ࡃ୍⥴᳨ウ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

5.

୍ࡘࡢᰯ⯋ࡢᡂᯝࢆᰯ⯋ࡢ⾜ᨻᆅᇦࡶᒎ㛤ࡍࡿࡇࢆ᳨ウ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
௨ୖࡽࠊᑠᓥጤဨ㛗ࡽࠊᏛࡋ࡚⾜ᨻᶵ㛵ࡸᆅᇦࡢ᪉ࡓࡕࡢពぢࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊᏛഃࡢⓎಙ
ࢆᗈࡆࡿࡇ࡛ࠊᏛࡀྲྀࡾ⤌ࡴෆᐜࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃᮦᩱࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᥦࡉࢀࡓࠋ

ࡉࡽࠊᏛෆጤဨࡽࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀฟࡓࠋ
1. ᚋࡣ◊✲⪅ಶேࡢ◊✲␃ࡲࡽࡎࠊᏛ⏕ࢆ⤡ࡵࡓ◊✲άືࢆࡉࡽ㐍ࡵ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
2. ᖺᗘࡣᮏᴗࡢ❧ࡕୖࡆᖺᗘ࡛ࠊࡘ▷ᮇ㛫ࡢᴗᒎ㛤࡛࠶ࡗࡓࡀయⓗࡣ㡰ㄪ᥎⛣ࡋࡓࠋ
3. ᆅᇦࠊᏛ⏕ࠊྛᰯ⯋ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢩ࣮ࢬࢆయⓗࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋࠊᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
4. ಶே◊✲ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ㄢ㢟ࡶᩓぢࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆࡢࡼ࠺ᆅᇦ⤖ࡧࡘࡅࡿᏛෆ࡛㆟ㄽࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
5. Ꮫᩍဨࡢព㆑ࡀᚲࡎࡋࡶᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࠶ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋᅇࡢᡂᯝⓎ⾲࡛ࡣࠊ⾜ᨻ
ᶵ㛵ഃᏛࡢ⇕࠸ᛮ࠸ࡣఏࢃࡗࡓࠋᚋࡣᆅᇦࡽ✚ᴟⓗ࡞ᥦࢆ࠸ࡓࡔࡃሙࢆタࡅ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
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2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨጤဨ
ጤဨ㛗 ᑠᓥ ┤ஓ㸦◊✲᥎㐍㒊㛗 ᕤᏛ㒊⏕Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
ጤ ဨ ᖹ㔝 ⴥ୍㸦Ꮫ㛗ᐊ㛗 To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㛗 ᩥᏛ㒊࣮ࣚࣟࢵࣃᩥ᫂Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
ጤ ဨ ᕝୖဴኴᮁ㸦ᩍᏛ㒊㛗 ᾏὒᏛ㒊⎔ቃ♫Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
ጤ ဨ Ლ㱟ኴ㑻㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗 ᩍ㣴Ꮫ㒊ⱁ⾡Ꮫ⛉㡢ᴦᏛㄢ⛬ᩍᤵ㸧
ጤ ဨ ▼ ᫂ᘯ㸦◊✲᥎㐍㒊ḟ㛗㸧
ጤ ဨ ༑ᔒ⩏㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮᥎㐍ᐊ㛗㸧
ጤ ဨ ᢲ㔝㇂ᗣ㞝㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㛗⿵బ ᕤᏛ㒊ືຊᶵᲔᕤᏛ⛉ᩍᤵ㸧
እ㒊ጤဨ ᥦᦠ⮬య ᖹሯᕷ㸪⛙㔝ᕷ㸪ఀໃཎᕷ㸪☾⏫ࡼࡾྛ 1 ྡ
ົᒁ 㰺⸨ ᡂᗈ㸦⏬ㄢ㛗 To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧
ົᒁ ㏆⸨ ❳㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧
ົᒁ ⏣୰ஂ⨾Ꮚ㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧
ົᒁ Ọ⚰ ᫂Ꮚ㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧
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社会貢献
Ⅰ.学生の社会貢献活動・チャレンジセンターの取組報告
Ⅱ.To-Collabo市民セミナー報告
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,Ꮫ⏕ࡢ♫㈉⊩࣭ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀ⤌ሗ࿌
ᮾᾏᏛࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮
ᮏᏛࡣࠊ ᖺࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࢆ㛤タࡋࠊࡶࡢࡘࡃࡾ࣭⎔ቃ࣭ᅜ㝿ὶ࣭⚟♴࡞ᵝࠎ࡞ࣇ
࣮ࣝࢻ࡛ࠊᏛ⏕ࡀయ࡞ࡗ࡚⏬❧ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆᨭࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࣭
Ꮫᖺࢆ㉺࠼ࡓከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡓࡕࡀ༠ຊࡋྜ࠸࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆࡾ㉺࠼ࡿయ㦂ࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊ
ࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖ
ࠕ㞟࠸ຊࠖ
ࠕᣮࡳຊࠖ
ࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖࢆయᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㛤
タᙜึࡽᏛࡼࡿ♫㈉⊩ 865 άືࢆ᥎㐍ࡍࡿ㒊㛛ࡋ࡚ࡢᙺࢆᢸ࠸ࠊࡑࡢ୰࡛ᆅᇦ㈉⊩ࢆ┠
ⓗࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
  ᖺࠊᮏᏛࡣᕞᮾᾏᏛ࣭ᾏ㐨ᮾᾏᏛࢆ⤫ྜࡋࠊᮐᖠ࣭㧗㍯࣭௦ࠎᮌ࣭•༡࣭ఀໃཎ࣭Ύ
Ỉ࣭⇃ᮏ࣭㜿⸽࡞ᗈ⠊ᅖ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ᭷ࡋࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛᭱ࡢᏛ㒊ᩘࢆࡿ⥲ྜᏛࡋ࡚ࢫࢣ࣮
࣓ࣝࣜࢵࢺࢆάࡋࡓάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏࢭࣥࢱ࣮ࡶ  Ꮫ⤫ྜక࠸ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᩘ࠾ࡼࡧᏛ
⏕ேᩘࡀቑࡍࡿࡶࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡀ❧ᆅࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦᛶ㐺ྜࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀⓎ㊊ࡍ
ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືᐇ⦼ࢆᇶ┙ࡍࡿࡇ࡛ࠊᾏ㐨ࡽᕞ
ࡲ࡛ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࿘㎶࢚ࣜ࠾࠸࡚ࠊᮏᏛࡢ &2& ᴗࡋ࡚ᆅᇦㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ୰ᚰⓗᙺࢆᢸ࠺ࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
 ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࡣタ❧ࡽ  ᖺ┠ࢆࡴ࠼ࠊᖺᗘࡣ  ࡘࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠾࠸࡚ࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ  ௳ࠊࣘࢽ࣮ࢡࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ௳ࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊ⣙  ྡࡢᏛ⏕ࡀάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࢳࣕࣞࣥ
ࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓάື࡛࠶ࡿࡇࠊᏛ㒊Ꮫ⛉ࢆᶓ᩿ࡋࡓᏛ⏕࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊ♫
㈉⊩άືࢆྵࡴάື࡛࠶ࡿࡇ࡞ࡀᛂເせ௳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ  ྡ௨ୖ㸦•
༡ᰯ⯋௨እࡣ  ྡ௨ୖ㸧᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊᖺ  ᅇࡢሗ࿌࡛ࡢᡂᯝⓎ⾲ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ
࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆ┠ⓗࡋࡓ◊ಟࡢཧຍ࡞ࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽຍ࠼࡚ࠊ
ࢳ࣮࣒ࡸ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᡂ㛗ከ᪉㠃ࡽᨭࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ⏬ࡢ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ࢻࣂࢫ
ࢆ⾜࠺ᩍဨࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢻࣂࢨ࣮ࠊ᭩㢮సᡂ࣭ィ࡞ࡢᣦᑟࢆࡣࡌࡵࠊᏛ⏕ࡢ┦ㄯᙺࢆ
ᢸ࠺⫋ဨࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㓄⨨ࡋࠊᩍ⫋༠ാ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㉁ྥୖດࡵ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᏛ⏕ᣦᑟࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ◊ಟ
ࡶᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࣘࢽ࣮ࢡࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ ྡ௨ୖࡢᵓᡂဨࡼࡾᛂເࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋࠊࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚Ⓨᒎࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊⴌⱆⓗࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺ࠊࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣘࢽ࣮ࢡࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊࡶᏛࡢᨭ࣭ᣦᑟࢆཷࡅ
࡞ࡀࡽᆅᇦ㈉⊩άືࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿᏛ⏕యࡢᆅᇦ㈉⊩άື
ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮Ⓨ㊊௨๓ࡼࡾࠊᮾᾏᏛࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡣ῝࠸⧅ࡀࡾࢆ⠏࠸࡚ࡁࡓࡀࠊ๓㏙ࡢ㏻
ࡾࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᛂເせ௳ࡢ୍ࡘࠕ♫㈉⊩άືࢆྵࡴࡇࠖࢆᚲ㡲㡯┠ᐃࡵࡓࡇ
࡛ࠊከᵝ࡞ୡ௦ࢃࡓࡿᕷẸཧຍࢆព㆑ࡋࡓ⏬ࡀከᩘ❧ࡕୖࡀࡾࠊᆅᇦᛶᐩࢇࡔࠊὶάືࡀ⥅
⥆ⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡳ⤌ྲྀࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢪࣥࣞࣕࢳی
 ձࠕ⚟♴㝖㞷ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙ᮐᖠᰯ⯋㸸ᮐᖠᕷ༡༊ࠚ

 ᮐᖠᰯ⯋ࠕ⚟♴㝖㞷ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊᮐᖠᕷ༡༊⸴ᒾᆅ༊࣭
༡ἑᆅ༊ᅾఫࡢ㧗㱋⪅ࡽࡢ౫㢗ᛂࡌ࡚ࠊ ௳௨ୖࡢ⮬Ꮿᒇ
᰿ࡸ⮬Ꮿ⥆ࡃ㐨㊰ࡢ㝖㞷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⣙  ྡࡀཧຍࡍࡿᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ ᖺ⏕ࡽ  ᖺ⏕࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ  ྡࡢࢳ࣮࣒ࢆ
⦅ᡂࡋࠊ㝆㞷ᮇ࡛࠶ࡿ 㹼⩣ᖺ  ᭶௨እࡢᮇࡣࠊ୍ேᬽࡽ
ࡋࡢ࠾ᖺᐤࡾࡢᘬ㉺ࡋࡸᗞࡢ㝖ⲡ㥑㝖ࡢࠊ㧗㱋⪅ࢆ≺ࡗࡓブḭ
௳ࢆ㜵Ṇࡍࡿ⾤㢌άື࡞ࢆᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇࡋࠊᕷẸࡢᏳ
࣭Ᏻᚰࡓࡵάືࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡀホ౯ࡉࢀࠊ ᭶  ᪥ࡣᮐᖠ᪉㠃㜵≢ᅋయ㐃ྜ㜵≢ຌປ
⪅➼⾲ᙲᘧ࠾࠸࡚ࠊ㜵≢ຌປ࣎ࣛࣥࢸᅋయ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋࡇࡢ㈹ࡣࠊ㜵≢άືᑾຊࡋࠊ≢⨥ࡢ
㜵Ṇከ࡞ຌ⦼ࡀ࠶ࡗࡓㄆࡵࡽࢀࡿᅋయಶேᑐ
ࡋࠊᾏ㐨㆙ᐹᮏ㒊㛗ᮐᖠ᪉㠃㜵≢ᅋయ㐃ྜ㛗ࡼ
ࡾ⾲ᙲࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊᆅᇦ࡛ࡢά㌍ࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡶࠊ
ࠕ ␒ࡢ᪥ࠖࡕ࡞ࢇ࡛  ᖺ  ᭶  ᪥
ࠊᆅᇦࡢ㜵≢㈉⊩ࡋࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⦼ࢆホ౯ࡉࢀࠊ
ྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮࡛ᅜ㝿ᩥᏛ㒊ᆅᇦ㐀Ꮫ⛉㸲
ᖺḟ⏕ࡢᓥὠ၏୍ࡉࢇ㸱ᖺḟ⏕ࡢ⏣ᘺࡉࢇࡀࠊᮐ
ᖠ᪉㠃༡㆙ᐹ⨫ࡼࡾࠕ୍᪥㆙ᐹ⨫㛗ࠖࡢ༠ຊ౫㢗ࢆཷࡅࠊ
㜵≢࠾ࡅࡿၨⵚάືົࡵࡓࠋ

 ղࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫࢫࢺ࣮ࣜࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙•༡ᰯ⯋㸸ᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷࠚ
•༡ᰯ⯋࠾࠸࡚ࡶࠊ࿘㎶ᆅᇦࡢఫẸ࠾ࡼࡧ⛙㔝ᕷ࣭ᖹሯᕷ⾜ᨻ༠ാࡢࡶࠊᆅᇦάᛶྲྀ⤌ࡴࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀከᩘⓎ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫࢫࢺ࣮ࣜࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮タ❧ᙜึࡼࡾᆅඖၟᗑ⾤ᗑࡸ㏆㞄ࡢᑠᏛᰯ࣭
ᗂ⛶ᅬ༠ຊ㛵ಀࢆ⠏ࡁ࡞ࡀࡽࠊከᵝ࡞ᖺ㱋ᒙᑐࡋᆅᇦάືࡢཧຍࢆಁࡍ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋ

  ᭶  ᪥ࡣࠊ㏆㞄ࡢᅬඣ࠾ࡼࡧಖㆤ⪅  ྡࡀཧຍࡋࡓࠕࢃࡃࢃࡃࡉࢇࡱ ࠖࢆ㛤ദࠋᮏ⏬ࡣࠊ
ࣥࢻഴྥ࡞ࡾࡀࡕ࡞Ꮚࡶࡓࡕࠊእฟ࡚⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿ⾤࡛㐟ࢇ࡛ࡶࡽ࠾࠺ࠊᆅඖࡢྡ
ᡤࡸ㐟ࡧሙࢆᩓṌࡋ࡞ࡀࡽ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ⤂ࡍࡿ࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡾࠊⴠᖭ⚄♫ࡸ᰿බᅬࡣ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ࠶
ࡽࡌࡵ㞃ࡋ࡚࠾࠸ࡓࢦ࣒࣮࣎ࣝࢆぢࡘࡅฟࡍࢤ࣮࣒ࢆᴦࡋࢇࡔࠋ
 ᭶  ᪥ࡣࠊᰯ⯋㏆ࡃࢆὶࢀࡿ᰿ᕝ㏆ࢆΎᤲࡍࡿ࣋ࣥࢺࠕ⨾ࡉࢇࡱ㹼ࡁࢀ࠸ࡣసࢀࡿ㹼ࠖ
ࢆᐇࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣࠊཧຍࡢࡧࡅᛂࡌࡓᆅᇦ
ఫẸᮏᏛᏛ⏕  ྡࢆࠊ᰿ᕝἢ࠸࣭ၟᗑ⾤࣭⥺㊰
ἢ࠸ࡢ  ࣮ࣝࢺศࡅࠊ
ᆅᇦయࡢ⨾ྲྀ⤌ࢇࡔࠋ
 ࡲࡓࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣẖᖺࠊᆅᇦࡢࢡࣜࢫ࣐ࢫ
࣒࣮ࢻࢆ┒ࡾୖࡆࡼ࠺ࠊᑠ⏣ᛴ⥺ᮾᾏᏛ๓㥐ࡢ
ᗈሙࢶ࣮ࣜࢆタ⨨ࡋ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍ⏬
ࠕࢡࣜࢫ࣐ࢫ 8QLJKWࠖࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡣࠊ
ࡉࡽ㊃ྥࢆจࡽࡋࠊ⛙㔝ᕷ᰿ᗂ⛶ᅬࡢᅬඣ
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ࡶ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࢆ⏝ࡋࡓ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ⮬సࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᅬඣ
ࡓࡕࡀᑗ᮶ࡢክ࡞ࢆグࡋࡓ⣬ࢆ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡣࡵ㎸ࡳࠊෆഃࡅ
ࡓ㇋ࣛࢺ᫂ࡾࢆⅉࡍࡶࡢ࡛ࠊᗈሙ࡛ࡇࡢ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ┠ࡋ
ࡓఫẸࡽࡣከࡃࡢ㧗ホ౯ࢆᚓࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ࣎ࢺࣝసᡂ༠ຊࡋࡓᅬ
ඣࡸಖㆤ⪅ࡶࠊ࣋ࣥࢺᮇ㛫୰ࡣ㥐๓ᗈሙࢆ㢖⦾ゼࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡣከࡃࡢఫẸࡶࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢࡦࡁࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ



 ճࠕࢫ࣏࣮ࢶ♫㈉⊩ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙•༡ᰯ⯋㸸ᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷ࣭ఀໃཎᕷࠚ
 ᐇࡋࡓ㐠ືタࢆ᭷ࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶࡀ┒ࢇ࡞ᮏᏛ࡞
ࡽ࡛ࡣࡢᆅᇦάືࢆ⾜࠺ࠕࢫ࣏࣮ࢶ♫㈉⊩ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࠖࡣࠊᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷࡢ⾜ᨻ㐃ᦠࡋ࡚ࠊከᵝ࡞
ᖺ㱋ᒙࢆᑐ㇟ᗣቑ㐍ࡸࢫ࣏࣮ࢶࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ࢆᴦࡋࡴ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥ࡣࠊᖹሯᕷす㒊⚟♴㤋ࡼࡾ౫㢗ࢆཷࡅ
࡚ࠊᮍᑵᏛඣ❺ࡑࡢಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕぶᏊ࡛㐠
ື࠶ࡑࡧࠖཧຍࠋᮏ⏬ࡣࠊᐙᗞ࡛Ẽ㍍ぶᏊࡢゐ
ࢀྜ࠸ࢆ῝ࡵࡿḷࡸࢫ࢟ࣥࢩࢵࣉ࡞ࢆ୍⥴ᴦࡋࡳࠊ
ಖㆤ⪅  ྡ࠾ࡼࡧᮍᑵᏛඣ❺  ྡࡀ᮶ሙࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ ᭶  ᪥ࡢࡇࡶࡢ᪥ࢆ⚃࠸ࠊẖᖺࠊ⛙㔝ᕷࡀ୰ኸ㐠ືබᅬ࠾࠸࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠕ⛙㔝Ꮚ
ࡶ⚍ࡾ࡛ࠖࡣࠊ࣮࣎ࣝࢆ㋾ࡗ࡚ࠊ࣮࣎ࣜࣥࢢࡢࣆࣥぢ❧࡚ࡓ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࢆಽࡍࠕ࢟ࢵࢡ࣮࣎ࣜࣥࢢࠖ
ࠊ
ཧຍ⪅ࡢᖺ㱋ู࡛㊥㞳ࢆศࡅ࡚⾜࠺ࠕࢃ࡞ࡆࠖ࡞ࡢ㐟ࡧࢆࠊᑠᏛ⏕࣭ᮍᑵᏛඣ❺  ྡࠊಖㆤ⪅ 
ྡࢆᑐ㇟⾜ࡗࡓࠋᮏ⏬ࡣࠊ⛙㔝ᕷࡇࡶ⫱ᡂㄢࡀࠊ⛙㔝ᕷᏊࡶ⫱ᡂ㐃⤡༠㆟ࡸ⛙㔝ᕷ㟷ᑡᖺ
ᣦᑟဨ㐃⤡༠㆟࡞  ᅋయ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓᏊࡶࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ㐠Ⴀࢆጤクࡋࠊྠጤဨࡼࡾᮏࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࠊᏛ⏕ࡢⱝ࠸Ⓨ࡛ᏊࡶࡢẼᣢࡕ࡞ࡾὶ࡛ࡁࡿ⏬ࢆ౫㢗ࡉࢀᐇ⌧ࡋࡓࠋ
  ᭶  ᪥ࡣࠊᖹሯᕷᯇࣨୣᑠᏛᰯ࠾࠸࡚ࠕᏊࡶࠖࢆ㛤ദࡋࠊᙜ᪥ࡣඣ❺  ྡࡢࠊᩍဨ࣭
ಖㆤ⪅ࡶཧຍࠋྠᑠᏛᰯദࡢᮏ࣋ࣥࢺࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣඣ❺ࡀ⏬❧ࡋᩍဨࡶ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊᖺᗘࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᖹሯᕷࡳ࡞Ꮚࡶࡢᐙ࠾ࡼࡧ㔝Ꮚࡶࡢᐙ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢᏊࡶ
㐩ࢆᑐ㇟ᐇࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࠊࡇࡢࡓࡧࡢࠕᏊࡶࠖࡢィ⏬ࢆྠᰯࡼࡾ౫
㢗ࡉࢀࡓࠋᙜ᪥ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ ྡࡀࢧ࣏࣮ࢺ࠶ࡓࡾࠊᮏ࣋ࣥࢺࡀ┠ⓗࡍࡿࠊ
ࠕయࢆ
࠸௰㛫㐟ࡧࠊ㐠ືࡍࡿᴦࡋࡉࢆయឤࡍࡿࠖࣞࢡ
࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆከᩘᐇࡋࠊඣ❺࣭ಖㆤ⪅ࡼࡾዲホ
ࢆᚓࡓࠋ
ࡉࡽࠊᖺᘬࡁ⥆ࡁ  ᭶  ᪥ࠊఀໃཎᕷ
ࡀദࡍࡿⱝ⪅⫱ᡂᨭᙉㄪ᭶㛫ࡢ୍⎔⾜࡛࠶ࡿ
ࠕ<RXWKDJHDJRJR)HVWLYDO㹼:H/RYH,6(+$5$
㹼ࠖཧຍ༠ຊࢆ౫㢗ࡉࢀࠊࡌࡷࢇࡅࢇࢧࢵ࣮࢝ࡸ
ࣆ࣏ࣥࣥ⋢࣮ࣜࣞ࡞ࢆࡣࡌࡵࠊయࢆືࡍᴦࡋࡉ
ࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࣋ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠸ࡏࡣࡽᕷ
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Ẹάືࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓᮏ࣋ࣥࢺ
ࡣࠊఀໃཎᕷࡢඣ❺  ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ
๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷࡀ
ദࡍࡿᆅᇦ࣋ࣥࢺཧຍ౫㢗ࢆཷࡅࠊබẸ㤋ࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥタฟྥࡁࠊཧຍ⪅ࡢ
ᖺ㱋ᒙᛂࡌࡓࢫ࣏࣮ࢶὶ࣋ࣥࢺࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡶࠊᆅᇦఫẸࢆࢫ࣏࣮ࢶࡀ┒ࢇ࡛ࠊࢢࣛ࢘ࣥࢻࡸయ
⫱タࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿ•༡ᰯ⯋ᣍࡁ࠸ࢀࠊᮏᏛࢆ㌟㏆
ឤࡌ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠕ➨  ᅇᮾᾏࢫ࣏࣮ࢶ '$<ࠖࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥ᮏᏛ⥲ྜయ⫱㤋࠾
࠸࡚㛤ദࠋࠕᐙ᪘࡛㐣ࡈࡍࢫ࣏࣮ࢶ࡛ࡘ࡞ࡀࡿ୍᪥ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓᮏ࣋ࣥࢺࡣࠊぶᏊ࡛㐟ࡿࠕࢫ
࣏࣮ࢶ㨣ࡈࡗࡇࠖࢆࡣࡌࡵࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࢲࣥࢫࡢᣦᑟ࡞ࠊ㊃ྥࢆจࡽࡋࡓࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥࢆ୍⥴ᴦࡋࡳࠊ ᐙ᪘  ྡࡢ㏆㞄ఫẸࡀ•༡ᰯ⯋ࢆゼࢀࡓࠋ

մࠕ7RNDL,QWHUQDWLRQDO&RPPXQLFDWLRQ&OXEࠖ࠙•༡ᰯ⯋㸸⛙㔝ᕷࠚ
ࠕ7RNDL,QWHUQDWLRQDO&RPPXQLFDWLRQ&OXE ␎
⛠㸸7,&& ࠖࡣࠊᮏᏛ␃Ꮫ⏕ࡢὶ࣋ࣥࢺࢆ✚ᴟ
ⓗ⏬ࡍࡿࡶࠊ•༡ᰯ⯋࿘㎶ᆅᇦᅾఫࡍ
ࡿẕᅜࡀ᪥ᮏ࡛ࡣ࡞࠸ඣ❺࣭⏕ᚐࢆᑐ㇟Ꮫ⩦ᨭ
ࡸ᪥ᮏே࣭እᅜேࡢ᪉ࡀ࠸ࡢᩥࢆ⌮ゎࡋྜ࠺
ࡇࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺⓎ㊊ࡢ⫼ᬒࡣࠊእᅜேఫẸࡢቑຍ࠾ࡼࡧᐃఫ
క࠸ࠊ᪥ᮏᅜ⡠࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ᪥ᮏㄒࡢᣦᑟࢆᚲ
せࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶࡓࡕࠊእᅜ⡠࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ᪥ᮏ
࡛⏕ࡲࢀ⫱ࡗ࡚࠸ࡿᏊࡶࡓࡕ࡞ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ␗
࡞ࡗࡓᙧ࡛᪥ᮏᬽࡽࡍඣ❺࣭⏕ᚐࡀቑ࠼ࠊᏊࡶࡓࡕࡢ⎔ቃ࣭❧ሙᛂࡌࡓከᵝ࡞Ꮫ⩦ᨭࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ7,&& ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࠸ࡿᏊࡶࡓࡕࡗ࡚ࠊᏛᰯࡢඛ⏕ࡸࢡࣛࢫ࣓
ࢺࠊᐙ᪘ࡶ␗࡞ࡿ᪥ᮏேࡋ࡚ᏑᅾࡋࠊᏛ⩦㠃࣭ᩥ㠃࠾࠸࡚ࢇ࡞ࡇ࡛ࡶ㉁ၥ࡛ࡁࡿ࠾ࡉ
ࢇ࣭࠾ጜࡉࢇⓗᙺࢆᢸ࠸ࠊ᪥ࠎࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୰ࡽࠊᙼࡽࡀ᪥ᮏ࡛ᛌ㐺ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡅࡿ
ࡼ࠺࡞ᨭࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞άືࡋ࡚ࠊ⛙㔝ᕷ⚟♴ಖࢭࣥࢱ࣮ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᕷẸタ࡛ᐇ
ࡋࡓࠕࡇࢸ࣮ᩍᐊࠖࡣࠊ⛙㔝ᕷࡢ࣎ࣜࣅࡸ࣮࣌ࣝ࡞ࡢᅜ㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᑠ୰Ꮫ⏕࠾ࡼࡧᮍᑵᏛ
ඣ❺  ྡ௨ୖࢆᑐ㇟ࠊ᪥ᮏㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁࡢࠊᐟ㢟ࡸᤵᴗ࡛ࢃࡽ࡞ࡗࡓෆᐜࢆᩍ࠼ࡿᨭࢆ
⾜ࡗࡓࠋᮏ⏬ࡣᏛᰯ࠾ࡼࡧᩍ⫱ጤဨࡢᨭࠊ༠ຊࡢࡶᖺᘬࡁ⥆ࡁ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ᖺᗘࡣ  ᭶  ᪥㹼 ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ㛗ᮇఇᰯ᪥ࢆ㝖ࡃ㐌  ᅇࠊᨺㄢᚋࡢ㛫ᖏ㛤ദࡋࡓࠋࠕࡇ
ࢸ࣮ᩍᐊࠖ࠸࠺⏬ྡࡣࠊᖺࠊཧຍࡋࡓ⏕ᚐࡓࡕࡀᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮᥋ࡋࡓ㝿ࠕ࠸ࡘࡶ
ࢽࢥࢽࢥࡋ࡚࠸ࡿࢸ࣮ࢳ࣮ࣕࠖ࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࠊ␎ࡋ࡚ࠕࡇࢸ࣮ࠖぶࡋࡳࢆ㎸ࡵ࡚ࢇ࡛ࡃ
ࢀࡓࡇ⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢᏛ⩦ᨭࡋ࡚ࠊࠕኟఇࡳࡸࡗࡘࡅࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ㢟ࡋࠊ⛙㔝ᕷ
ࡢእᅜ⧅ࡀࡾࡢ࠶ࡿඣ❺࣭⏕ᚐࢆᑐ㇟ࠊ ᭶ ࣭ ᪥࠾ࡼࡧ 㹼 ᪥⛙㔝ᕷ❧༡බẸ㤋࡚ࠊኟ
ఇࡳࡢᐟ㢟ࢆ࣐ࣥࢶ࣮࣐࡛ࣥᣦᑟࡍࡿᩍᐊࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ᮏ࣋ࣥࢺゼࢀࡓࡢ  ྡࡢᏊࡶࡓࡕࡣࠊ
ㄢ㢟ၥ㢟࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡽ࡞࠸₎Ꮠࡸᩥἲࢆ㉁ၥࡍࡿ௨እࡶ᪥ᖖ⏕ά㛵ࡋ࡚┦ㄯࡍࡿ࡞ࠊ
Ꮚࡶ୍ேࡦࡾᛂࡌ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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յࠕ㝔࣎ࣛࣥࢸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙•༡ᰯ⯋㸸ᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷ࣭ఀໃཎᕷ࣭୰㒆☾⏫ࠚ
ࠕ㝔࣎ࣛࣥࢸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊᮏᏛ་Ꮫ㒊ᒓ㝔
ࢆᣐⅬࠊᲷ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸࢆࡣࡌࡵᑠඣᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ
ࡓධ㝔ࡢࡓࡵࡢࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥ⏝⤮ᮏࢆ〇సࡍࡿ࡞ࠊᝈ⪅
ࡢᏳࢆࡽࡆࡿࡇࢆ┠ⓗάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᭶  ᪥
ࡣࠊ
ࠕ࣎ࣛࣥࢸࡢྍ⬟ᛶࠖ㢟ࡋࡓㅮ₇࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ࢆᮏᏛఀໃཎᰯ⯋࠾࠸࡚㛤ദࡋࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྠᵝྠ
Ჷ࡛࣎ࣛࣥࢸάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊఀໃཎᕷẸࡀ୰ᚰ࡞
ࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓ࢜ࣞࣥࢪࢡࣛࣈࡸࠊ㐣ཤ࣎ࣛࣥࢸయ㦂ࡀ
࠶ࡿᕷẸ࠾ࡼࡧᮏᏛᏛ⏕࡞  ྡࡀ㞟࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ␗࡞ࡗࡓࢫ࢟ࣝࡸ❧ሙᛂࡌࠊ་⒪⾜Ⅽࡢ㈨᱁
ࡀ࡞࠸࣎ࣛࣥࢸࡀᲷ࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞ᨭࡀྍ⬟࡞ࡢࠊࡘ࠸࡚ពぢࢆࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣࠊ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉඛ❧ࡕࠊᮏᏛᗣ⛉Ꮫ㒊ࡢጔ㮵ࡩࡳᏊᩍᤵࡀㅮ₇ࡋࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸࡣேඹឤ
ࡍࡿࡇࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊ♫ࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ⮬Ⓨⓗࠊ⥅⥆ⓗ⾜࠺↓ൾࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠖࠊ
ලయࢆ࠶ࡆ࡚࣎ࣛࣥࢸ⌮ㄽࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶ࡣࠊᕷẸࡸᮏᏛᏛ⏕ࢆᑐ㇟㝔࣎
ࣛࣥࢸཧຍࡢಁ㐍࠾ࡼࡧ⯆ႏ㉳ࢆ┠ⓗࡋࡓࠊᗈሗㄅࠕ%5,*(ࠖหྕࢆไసࡋࠊᮏᏛᒓࡢྛ
㝔ࡸබẸ㤋㓄ᯫࡋࡓࠋ

նࠕ0XVLF$UW3URMHFWࠖ
࠙•༡ᰯ⯋㸸ᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷࠚ
ࠕ0XVLF$UW3URMHFW ␎⛠㸸0$3 ࠖࡣࠊ ᖺ୍ᗘࠊ┴ෆࡢ
㡢ᴦ࣮࣍ࣝ࠾࠸࡚ࠊ⬮ᮏࠊ࢟ࣕࢫࢺࠊ₇ฟࠊ⨾⾡ࠊ₇ዌࠊ
స᭤࡞ࡢ࡚ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᡭࡅࡿ࢜ࣜࢪࢼࣝ࢜࣌ࣛ
බ₇ࡢ〇సࢆ࣓ࣥάືࡋࠊࡑࡢࡶࠊẖᖺࠊᐃᮇⓗ
•༡ᰯ⯋࠾࠸࡚ᕷẸࡢ᪉ࠎࢆᣍ࠸ࡓࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆ㛤ࡁࠊዲ
ホࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡣࠊ ᭶  ᪥ࠕ6800(5/,9(㸟ࠖࠊ
 ᭶  ᪥ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢥࣥࢧ࣮ࢺࠕ+ROO\QLJKWPDJLF㹼⪷
࡞ࡿኪࡢ㉗ࡾ≀ࠖࢆබ₇ࡋࠊ⣙  ྡࡢᕷẸᮏᏛᏛ⏕ࡀ
᮶ሙࡋࡓࠋ ᭶  ᪥ࡣࠊᖹሯᕷᕷẸࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᕷ
Ẹཧຍᆺᴗࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࠕ➨ࡢࡘ࠸ࠖཧຍࡋࠊ㡢ᴦࢆ㏻ࡌࡓୡ௦㛫ὶࢆ῝ࡵࡓࠋᖹሯᕷࠊ
㸦බ
㈈㸧ᖹሯࡲࡕ࡙ࡃࡾ㈈ᅋᩥᴗㄢദࡢᮏ࣋ࣥࡣࠊᕷẸࡀࠕ➨ࠖྜၐ⮬⏤ཧຍࡍࡿࡇ࡛ࠊ
㡢ᴦᩥࡢྥୖ₶࠸ࡢ࠶ࡿᕷẸ⏕άᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡶάື᪨
㈶ྠࡋࠊ✚ᴟⓗᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ

շࠕ⎔ቃ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࠖ
ࠕࢧ࢚ࣥࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮ࠖ
࠙•༡ᰯ⯋㸸ᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷࠚ
ࠕ⎔ቃ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࠖࡣࠊᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࠊࢦ࣑ࡢศูࡸ࢚ࢥ
ࣂࢵࢡᣢཧ࡞᪥ᖖ࡛ᐇ㊶࡛ࡁࡿ㌟㏆࡞࢚ࢥࡘ࠸࡚Ꮫࡿ⎔
ቃᩍᐊࠊᆅ⌫ ᬮࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⮬↛⎔ቃࡢၥ㢟ࢆࠊ࣓ࣥࣂ
࣮ࡀ࢚ࢥࣞࣥࢪ࣮ࣕᢃࡋ࡚ࢃࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿ⎔ቃࡢୖ₇
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᭶  ᪥ࡣᖹሯᕷ❧ࡳࡎᑠᏛᰯ࠾࠸࡚ࠊ
ࢧ࢚ࣥࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮ඹࠊࠕ࡛㸟ᐇ㦂࡛㸟Ỉࡢὶࢀ
ࢆ▱ࢁ࠺㸟㸟ࠖ㢟ࡋࠊඣ❺  ྡࢆᑐ㇟Ỉࡢษࢆ▱ࡗ࡚ࡶ
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ࡽ࠺ࡓࡵࡢ⎔ቃࡸᐇ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋࢧ࢚ࣥࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮ࡣࠊᏊࡶࡓࡕࡢ⌮⛉ࡤ࡞ࢀࡀ῝้
ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧࠾࠸࡚ࠊ⌮⛉ࡢᴦࡋࡉࢆయឤࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊᕤኵࢆจࡽࡋࡓᐇ㦂ࢆᵝࠎ࡞⛉Ꮫ
࣋ࣥࢺ࡛ᐇ₇ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ոࠕࣛࢺࣃ࣮࣡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࠙•༡ᰯ⯋㸸ᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷ࣭㟼ᒸᕷࠚ
 ࠕࣛࢺࣃ࣮࣡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊࢯ࣮࣮ࣛ࢝
࣮࣭㟁Ẽ⮬ື㌴࣭ேຊ㣕⾜ᶵ࡞ࢡ࣮࡛ࣜࣥ㍍㔞
࡞ࡾ≀ࡢ〇సࢆ㏻ࡌ࡚♫㈉⊩ࡍࡿࡇࢆά
ື┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜෆእࡢ✚ᴟⓗཧᡓ
ࡍࡿࡶࠊᆅᇦࡢᏊ౪ࡓࡕࢆᑐ㇟ࡋࡓ࣋
ࣥࢺࡶ㛤ദࡋᆅᇦ㈉⊩ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ ᭶  ᪥
ࡣࠊ⛙㔝ᕷ❧᰿ᑠᏛᰯࡢ  ᖺ⏕  ྡࢆ•༡ᰯ
⯋ᣍࡁࠊࡶࡢࡘࡃࡾࡸ⎔ቃ⯆ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇࢆ㊃᪨ࡍࡿࠕ࢚ࢥ࣮࢝ᩍᐊࠖࢆ㛤ദࠋ
ࠕࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ⮬ື㌴ࡀᢪ࠼ࡿ⎔ቃၥ㢟ࡣఱࠊ࢚ࢥ
࣮࢝ࡣࢇ࡞✀㢮࣭⤌ࡳࡀ࠶ࡿࡢࠖࡘ࠸
࡚ㅮ⩏ࡍࡿࠊࢯ࣮࣮࣮ࣛ࢝ࡸ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢ㉮
⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶  ᪥ࡣࠊᖹሯᕷ❧ࡳࡎ
ᑠᏛᰯ⛙㔝ᕷ❧᰿ᑠᏛᰯࡢඣ❺  ྡࢆᑐ㇟
ࠕࡶࡢࡘࡃࡾᩍᐊࠖࢆᐇࡋࠊࢦ࣒ືຊ㣕⾜ᶵࢆ
〇సࠋ㌟㏆࡞㐟ࡧࢆ㏻ࡌ࡚ືຊࡢཎ⌮ࡸ⤌ࡳࢆ
Ꮫࡪࡶࠊᩍᐊࡢ᭱ᚋࡣᡂࡋࡓ㣕⾜ᶵࢆ
ᮏᏛࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡛ᐇ㝿㣕ࡤࡋ࡚ඣ❺ࡢὶࢆ
ᅗࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡣࠊ⏣㎶ಙᏹ㟼ᒸᕷ㛗ࢆ
ጤဨ㛗ࡍࡿᆅᇦ㐃ᦠᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕࢻ࣮࣒ࣜࢧ࢚ࣥࢫࠖࠊ ᖺ〇సࡢ᭱᪂ᆺࢯ࣮࣮ࣛ
࣮࢝ࠕ7RNDL&KDOOHQJHUࠖࢆฟᒎࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃᢏ⾡ࡢඛ➃ᢏ⾡ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

 չࠕ ⏕ά⯆ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙•༡ᰯ⯋㸸ᖹሯᕷ࣭⛙㔝ᕷࠚ
ࠕ ⏕ά⯆ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛⿕⅏ࡋࡓᆅᇦࢆඖᡠࡍ࠸࠺ᚑ᮶ᆺࡢᨭ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡞Ⓨ࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞⯆ࢆ┠ᶆࡋࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡢάືࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅜࡢ≉⏘ရࢆ⤂
ࡍࡿ࣋ࣥࢺࡶ✚ᴟⓗฟྥ࠸࡚ࠊ⿕⅏ᆅࡢ≉⏘≀ࢆ㈍ࠊࡾୖࡆࢆ⯆㈨㔠ᙜ࡚ࡿάືࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ ᭶  ᪥ᖹሯᕷඵᖭ㏻ࡾ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕ
㛛ᕷࠖฟᗑࡋࠊᮾࡢ≀⏘ရࢆ㈍ࡋࡓࠋࡇࡢᮅᕷࡣࠊ
⚄ዉᕝ┴ෆࡢ㐓ရࡸ≉⏘ရࢆᗈࡃ 35 ࡋࡼ࠺ẖᖺࠊ㛤
ࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᒾᡭ┴⯪ᡞࡢሷⶶࢃࡵ
࡞ࢆ㈍ࡋࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀసᡂࡋࡓ⯪Ώᕷࡢ
㨩ຊࢆఏ࠼ࡿࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࠕ⤖ᚰ㸦ࡺ࠸ࡗࡇ㸧ࠖࢆゼࢀ
ࡓᕷẸ㓄ᕸࡋࡓࠋ
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պࠕ㜿⸽ࡣ⟽⯚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙㜿⸽ᰯ⯋㸸㜿⸽㒆㜿⸽ᮧࠚ
ࠕ㜿⸽ࡣ⟽⯚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊ⇃ᮏ┴㜿⸽㒆㜿⸽ᮧ
ࡢⲡཎ⏕⫱ࡍࡿᕼᑡື≀ࡢ⏕⫱ಖඖࢆ┠ᣦࡋ
άືࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ ᖺᕞ㒊ࢆ
くࡗࡓ㞵ࡀࡶࡓࡽࡋࡓᅵ◁⅏ᐖࡼࡾࠊ㜿⸽ࡢᕼᑡ࡞
᳜≀ࡸ᪻ࡢ⏕ᜥ⎔ቃࡀ⏒࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡇ➃
ࢆⓎࡋࠊ⌧ᅾࡶ⎔ቃࡢ⯆ྲྀ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉ࠊ࢜࢜
ࣝࣜࢩࢪ࣑㸦ࢩࢪ࣑ࢳࣙ࢘ࡢ୍✀㸧ࡢಖὀຊࡋࠊ
᭶  ᪥ࡣ࢜࢜ࣝࣜࢩࢪ࣑ࡢ㣗ⲡ࡛࠶ࡿࢡࣛࣛࡢ⏕⫱
ࢆᏲࡿࡓࡵࠊ࢝ࣖࡸࢫࢫ࢟࡞ࢆ⣙ KD ࢃࡓࡾ㝖ⲡࡋ
ࡓࠋࡉࡽࠊ࢜࢜ࣝࣜࢩࢪ࣑ࡢᗂࡀฟࡿ 㹼 ᭶ࡣࠊἲ᥇㞟ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⇃ᮏ┴࠾ࡼࡧ┴㆙ࡢᣦ
ᑟࡢࡶぢᅇࡾࢆ⥅⥆ⓗ⾜ࡗࡓࠋ

ջࠕ㜿⸽㎰ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙㜿⸽ᰯ⯋㸸㜿⸽㒆㜿⸽ᮧࠚ
㜿⸽ᰯ⯋㏆㞄ᡤᅾࡍࡿࠊ㧗㱋ࡶ࡞࠺ᚋ⥅⪅࠾ࡼࡧேᡭ㊊ࡀ῝้࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㎰ᮧᆅᇦ࠾
࠸࡚ࠊࠕ㜿⸽㎰ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊ㎰ᐙࡸ㎰ᴗࡢ⌧≧ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊⱑࡢ᳜ࡅࡸస
≀ࡢ✭࡞ࢆᡭఏ࠺㎰άືࢆᐇࡋࡓࠋ ᭶  ᪥
ࡣࠊ㜿⸽㒆㜿⸽ᮧ㛗㝧ࡢⱫ㎰ᅬ࡛ࠊ✭ᚋࠊḟ⫱ࡘᐇ
ࡀᑠࡪࡾ࡞ࡿࡇࢆ㜵ࡄࡓࡵᯞࡁࡾࡸࠊࣁ࢘ࢫࡢࣅࢽ
࣮ࣝᙇ᭰࠼࠾ࡼࡧ᧔ཤࢆࠊ ᭶  ᪥ࡣྠ㒆すཎᮧ࠾
࠸࡚⣙  ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝ࠾ࡼࡪࢫࣃࣛ࢞ࢫࣁ࢘ࢫ
ࡢⰺసᴗࢆᨭࡋࡓࠋኟᮇఇᬤ୰࡛࠶ࡿ  ᭶ 㹼
᪥ࠊ ᭶ 㹼 ᪥ࡣ㞟୰ⓗࠊ୧㎰ᐙຍ࠼㎰ࢆᚲ
せࡍࡿ㎰ᐙฟྥࡁࠊせᮃᛂࡌࡓ㎰సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠸ࡎࢀࡢάືࡶ㎰ᐙࡽࡣࠊឤㅰࡉࢀࡿゝⴥࢆ࠸ࡓࡔࡃ
ࡶࠊᚋࡶ⥅⥆ࡋࡓ㎰ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡳ⤌ྲྀࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢡ࣮ࢽࣘی
ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊෑ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࡓ࠾ࡾࠊ ✀㢮ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᆅᇦάືࢆ⤂ࡋ
࡚ࡁࡓࡀࠊᑡேᩘ࡛⦅ᡂࡉࢀࡓࣘࢽ࣮ࢡࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚ࡶᆅᇦࢆάᛶࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡣከᩘᒎ㛤ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 
ձ ΎỈᰯ⯋㸦㟼ᒸᕷ㸧
ࠕ୕ಖάᛶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡࡢ㏻ࡾᰯ⯋ࡀ❧ᆅ
ࡍࡿ㟼ᒸᕷ୕ಖࡢ㇏࡞⮬↛ࢆ㈨※ࡍࡿᆅᇦࡢ㨩ຊⓎಙࢆ⾜࠺
ࡶࠊ୕ಖᬽࡽࡍேࠎࡢᏛࡧࡸయ㦂ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿάືࡶྲྀ⤌
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ ᭶  ᪥ࡣࠊࠕࡉࡁࡾࠊ⮬⏤◊✲㸟㸟ࠖ㢟ࡋࠊ୕ಖ
⏕ᾭᏛ⩦ὶ㤋࠾࠸࡚ࠊඣ❺ᅬඣࢆᑐ㇟ࠊ⛉Ꮫࡢᴦࡋࡉࢆ▱ࡗ
࡚ࡶࡽ࠺య㦂ᩍᐊࢆ㛤ദࠋࣃࢫ࢝ࣝࡢཎ⌮ࢆࢃࡾࡸࡍࡃᏛࡪࡓࡵࠊ
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࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡢ୰ᾋỿᏊࢆ࠸ࢀ࡚࣎ࢺࣝࢆᥱࡿ࠺࡞ࡿ
࡞ࠊᏊࡶࡓࡕࡢኟఇࡳࡢ⮬⏤◊✲ά⏝࡛ࡁࡿෆᐜࢆከᩘ
ᥦ౪ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏊࡶࡓࡕࠊࡶࡢࡘࡃࡾࡢᴦࡋࡉࢆఏ࠼ࡿ
ࡇࢆάື┠ⓗࡍࡿྠᰯ⯋ࡢࣘࢽ࣮ࢡࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺክᕤᡣࡀ
 ᭶  ᪥㟼ᒸᕷᢡᡞᏛ⩦ὶ㤋࠾࠸࡚ࠕࡩࢀ࠶࠸ᅗᕤᩍ
ᐊࠖࢆ㛤ദࠋࡇࡢ⏬ࡶࠕࡉࡁࡾࠊ⮬⏤◊✲㸟㸟ࠖྠᵝ
ኟఇࡳࡢ⮬⏤◊✲ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿᕤసࢆ⾜࠸ࠊ ྡࡢᅬඣ࣭
ඣ❺ࡀཧຍࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ ᭶  ᪥ࡣྠᰯ⯋ᡤᒓࡍࡿࣘࢽ࣮ࢡࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀྜྠ࡛୕ಖࡢ㨩ຊࢆᆅᇦఫẸⓎ
ぢࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠕࢡࢸࣈ୕ಖ㹼ᾏࡢᗈሙ࡛㐟ࡰ࠺㸟㹼ࠖࢆࠊᮏᏛ♫ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
࡛㛤ദࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣ  ྡ௨ୖࡢ᮶ሙ⪅ࡀ࠶ࡾࠊ
ࠕ୕ಖάᛶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡼࡿⅆ㉳ࡇࡋయ㦂ࡸᾏ
ࡢⰍྜ࠸ࢆᶍࡋࡓ㧥㣭ࡾ㸦ࢩࣗࢩࣗ㸧సࡾࠊ
ࠕክᕤᡣࠖࡼࡿ࣍ࣂ࣮ࢡࣛࣇࢺయ㦂㌴ࠊ
ࠕ࣡ࣥࢲࣇࣝ
ࢽ࣐ࣝࢬࠖࡼࡿ࣑ࢽỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺࡢసືయ㦂࡞ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽᆅඖᅋయࡼࡿ㍯ᢞࡆࡸ୕ಖࢆ▱
ࡿ࢛࣮࢘ࢡ࣮ࣛࣜࡶ㛤ദࡉࢀࠊᮏᏛᆅᇦఫẸࡢὶࡀ῝ࡲࡿ⏬࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ࣡ࣥࢲࣇ࣭࣐ࣝࣜࣥࢽ࣐ࣝࢬࠖࠊ
ࠕክᕤᡣࠖ࡞ࡣ  ᭶  ᪥ࠊ⏣㎶ಙᏹ㟼ᒸᕷ㛗ࢆጤဨ㛗
ࡍࡿᆅᇦ㐃ᦠᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕࢻ࣮࣒ࣜࢧ࢚ࣥࢫࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊᾏὒ⏕≀ࢆᶍࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺ
࣍ࣂ࣮ࢡࣛࣇࢺࢆࡑࢀࡒࢀฟᒎࡋࡓࠋ

ղ•༡ᰯ⯋㸦ᖹሯᕷ㸧
ࠕ'$1'$1'$1&( ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟ࡋࡓࢲࣥࢫ⣔࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㛤ദࡸᏛෆእ
ࡢᵝࠎ࡞ࢪࣕࣥࣝࡢࢲࣥࢫᅋయࡢ༠ຊࡢࡶつᶍ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣋ࣥࢺࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ  ᭶  ᪥ࡣࠊ•༡ᰯ⯋  ྕ㤋࣮࣍ࣝ࠾࠸࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺദࡼࡿ࣋ࣥࢺࠕ'$1'$1'$1&(
㸤63256ࠖࢆ㛤ദࡋࠊ⛙㔝ࡉࢃࡸయ᧯࣭ཌᮌ࣮࢜ࣝࢫࢱ࣮ࢬ࣭୕ࢧ࣮࢝ࢫ࡞ࡢᆅᇦᅋయࢆࡣࡌ
ࡵࠊᮏᏛࡼࡾࢳ࣮ࣜࢹࣥࢢ㒊࣭ࣔࢲࣥࢲࣥࢫ㒊ຍ࠼ࠊᮏᏛᒓ㧗㍯ྎ㧗➼Ꮫᰯ࡞  ᅋయ 
ྡࡀฟ₇ᛂࡌࠊ ேࡀ᮶ሙࡋࡓࠋ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆ㏻ࡋࡓᏛࡢ♫ⓗ㈐௵
  ᖺࡢᮾᾏᏛ࣭ᾏ㐨ᮾᾏᏛ࣭ᕞᮾᾏᏛࡢ⤫ྜࢆ⤒࡚ࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡀ❧ᆅࡍࡿ࿘㎶ᆅᇦࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࡢ㈉⊩άືࡣࠊᖖᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࢆᛕ㢌ࡑࡢつᶍࢆⓎᒎࡉࡏࠊᕷẸ
ࡸ⮬యࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵ࡚ࡁࡓࠋ᪥ࠊ᪥ᮏࡢᏛࡣᚑ᮶ࡢ◊✲ࡸᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡶࠊࡑࡢᏑᅾࡢ♫
ⓗព⩏ࢆ᪂ࡓᆅᇦᚿྥ⨨ࡃࡇࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡃࠊᆅᇦㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿሙ࠾࠸࡚ࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠕࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿඛ㥑ⓗᙺࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᆅᇦࡣࠊ୍ぢࡍࡿከᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࡢᕷ⏫ᮧࡶᑡᏊ㧗㱋࣭⎔ቃಖ࡞ࡢඹ㏻ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡢỗ⏝ᛶࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࡢゎỴࢆࠊࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢィ⏬ࡋ࡚ᥒ࠸࠶ࡆࠊࡢࡼ
࠺⮬య㐃ᦠࡋࠊᕷẸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ῝ࡵࠊࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹࣥࢢࢆ㐍ࡵࡿࡁࠊࢃࡾ
ࡸࡍࡃⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮏᏛ &2& ࡢ㈐ົ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࡶḟᖺᗘࡣ௦ࠎᮌ࠾ࡼࡧ㧗㍯ᰯ⯋ࡢ⮬
యࡢ༠ᐃ㛵ಀࢆᙉࡉࡏࠊࡉࡽ⠊ᅖࢆᣑࡆࡓᆅᇦάᛶࢆᒎ㛤ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢᆅᇦάື
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࠊ୍Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࡶࠊ୍ᕷẸࡋ࡚ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ࡇࢆ⮬ぬࡉࡏࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ᙜ⪅ࡋ࡚ྥࡁྜ࠸ࠊࡑࡢゎỴᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞㈉⊩ࡀ࡛ࡁࡿ
⮬Ⓨⓗᛮ⪃࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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◊࣮ࢲ࣮ࣜࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉیಟ
 ྛ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡤᒓࡍࡿ  ᖺᗘࡢ࣮ࣜࢲ࣮ཬࡧࢧࣈ࣮ࣜࢲ࣮➼ࢆᢸ࠺
Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟  Ἡ  ᪥ࡢᐟἩ◊ಟࢆ•༡࢟ࣕࣥࣃࢫ࠾࠸࡚㛤ദࡋࡓࠋ
 ┠ⓗཬࡧࡡࡽ࠸ࡣࠊ
㸦㸧࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ㉺࠼ࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⏕ྠኈࡢὶ࠾ࡼࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ
࣮ࡢ⫱ᡂࢆ㏻ࡌ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆάᛶࡍࡿ㸦㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚࣓ࣥࣂ࣮ࢆ⤫⋡ࡋࠊ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ຊࢆᏛࡪձ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣఱࢆ⪃࠼ࡿղ࣮ࣜࢲ࣮
ࡋ࡚ࡢ⮬ศࡢㄢ㢟ࢆᤊ࠼ࡿճᡤᒓࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢㄢ㢟ࡣఱࢆ⪃࠼ࡿࡋࡓࠋ
ཧຍ⪅ࡣࠊ ᖺᗘࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᢎㄆࢆཷࡅࡓ  ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮ࣜࢲ࣮࣭ࢧࣈ࣮ࣜࢲ
࣮➼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᖿ㒊ࡢ࠺ࡕ  ྡࢆ㑅ฟࡋ࡚ィ  ྡࠊᏛ⏕㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡽ  ྡࡢ⥲ໃ  ྡࡢணᐃ࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ ྡࡀឤෑ࡛Ḟᖍࡋࡓࡢ࡛  ྡࡢཧຍ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡣ  ࢳ࣮࣒ศࢀ࡚◊ಟ⮫ࢇࡔࠋ
 ᙜ᪥ࡢ◊ಟࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊ
 ᪥┠



ㅮᖌ

㸸㹼㸸 㛤ᘧ㸦Ლᡤ㛗࣭ᮌᮧḟ㛗ᣵᣜࠊㅮᖌ࣭ᢸᙜ⪅⤂㸧



㸸㹼㸸 ࠝࢫࣈࣞࢡࠞㅮ⩏㸸ࢳ࣮࣒࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ

ᇼᮏ

 ᪥┠





㸸㹼㸸 ᐇ⩦㸸࠶࡞ࡓࡢᏛ⩦ࢫࢱ࣭ࣝ⥲ᙜࡾࣥࢱࣅ࣮࣭ࣗࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆồࡵ࡚ ⸨⏣
㸸㹼㸸 ᐇ⩦㸸⚾ࡢ౯್ほ࣭⚾ࡢࣛࣇ࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥ⚾ࢆάࡍࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ⸨⏣
 ᪥┠





㸸㹼㸸 ᐇ⩦㸸࣓࣮ࢪ࣭⚾ࡢᚓࡓࡇࠊᏛࢇࡔࡇ

⸨⏣

㸸㹼㸸 ಟᘧࠊ◊ಟᐊࡢᚋ∦ࡅ



◊ಟ⤊ᚋࡣࠊྛ⮬ࡀᅇࡢࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸ࠊࣥࢣ࣮ࢺࢆグ㍕ࡋࡓࠋಟᘧ࡛ࡣࠊᓲࢭࣥࢱ࣮
ḟ㛗ࡽཧຍ⪅୍ேࡦࡾಟドࡀᤵࡉࢀࡓࠋ

㸨◊ಟ⏕ࡽࡢឤ㸦ࣥࢣ࣮ࢺᢤ⢋㸧
࣭ࠕ⪃࠼᪉ࠖࠕぢ᪉ࠖࡀࡁࡃᗈࡀࡾࠊヰࡋྜ࠸ࡢษࡉࢆ▱ࡗࡓࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺෆ࡛ᚲࡎヰࡋྜ࠸ࢆ
ࡋࡼ࠺ᛮࡗࡓࠋ
࣭ព㆑ࡢ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ㞟ࡲࡾ࡛⮬ศ⮬㌟ࡀ࡚ࡶ࠸࠸่⃭ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋၥ㢟ࢆ  ே࡛ࡣ⤯ᑐ
 ⟅࠼ࢆฟࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡤࡾ࡛ࠊⰍࢇ࡞どⅬ࡛ヰࢆࡁࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭Ⰽࠎ࡞ᆅᇦࡢேࡩࢀ࠶࠸ࠊ౯್ほࢆศࡕྜࡗࡓࡇ࡛ࠊ᪂ࡓⓎぢࡍࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓࡋࠊఱࡼࡾ
ᴦࡋࡃཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࡚ࡶⰋ࠸⤒㦂࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᬑẁࡣྠࡌࡼ࠺࡞⪃࠼ࡢேࡋヰࡉ࡞࠸ࡓࡵࠊヰᨭ㞀ࡣฟ࡞࠸ࡀࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㐪ࡗࡓ⪃࠼
ࡢேヰࢆࡍࡿࡇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࡇࡢ㞴ࡋࡉࡸ᪂㩭ࡉࢆᚓࡽࢀࡓࠋ



70

ࢢࣥࢸ࣮࣑࣮ࢨࣂࢻࢸࣥࣛ࣎ی
 ࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᮏᏛᩍ⫋ဨࡀ༠ാ࡛ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊ⾜ᨻ࣭ᩍ⫱ᶵ㛵࣭ᕷẸ࡞
Ꮫእࡽࡢከ࡞༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬᇶ࡙࠸ࡓάືࢆ⥅⥆ⓗ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦఫẸࡀࡼࡾཧຍࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞⏬ࡢࢻࣂࢫࡸࠊᆅᇦఫẸࡀ┠␃ࡲࡾࡸࡍ
࠸ࡼ࠺ຠᯝⓗ࡞ᗈሗࡢ༠ຊ࡞ࠊᏛ⏕ࡔࡅ࡛ࡣẼࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᕷẸ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᥦࢆࡋࠊ♫
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡘ࡞ࡄ❧ᙺ⪅ⓗ࡞ᙺࢆᢸ࠺ᨭ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᴗ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᙳࡢ༠ຊ⪅࡛࠶ࡗࡓᕷẸࡢ▱ᜨࡸຊࢆ㢧ᅾࡋࠊ
✚ᴟⓗ༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࡃࡇࢆ┠ⓗᕷẸࡼࡿ࣎ࣛࣥࢸࢻࣂࢨ࣮ไᗘࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ᮏᴗ࠾࠸࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸࢻࣂࢨ࣮
ࢆົࡵࡿከ⏣Ⰻ㈗ᙪẶ㸦⛙㔝ᕷᅾఫ㸧ࡣࠊ•༡
ᰯ⯋࿘㎶ᆅᇦࢆၟᗑ⾤ࡢ⤒Ⴀ⪅ඹᆅᇦά
ᛶྲྀࡾ⤌ࡴࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫࢫࢺ࣮ࣜࢺࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡛ࠖࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺⓎ㊊ࡼࡾάືࢆᛂ
ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋၟᗑ⌮㛗࠾ࡼࡧ⛙㔝ᕷၟ
ᗑ㐃ྜ㛗ࡶົࡵࠊ⛙㔝ᕷၟᕤほගㄢ༠
ാࡋᮾᾏᏛ๓㥐ᗈሙ࡛࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿ
ࠊၟᗑദࡢ⾜⤫ᣓࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆ⧅ࡄ
࣎ࣛࣥࢸࢻࣂࢨ࣮ࡢάືࡣࠊᚋࠊࡲࡍࡲࡍᮏᴗࡗ࡚㔜せ࡞ᙺ࡞ࡾࠊࡑࡢᩘࢆቑဨ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸࢻࣂࢨ࣮ྠኈࡢពぢࡸࢫ࢟ࣝࢵࣉ
ࢆ┠ⓗࡋࡓ◊ಟ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡶᐃᮇⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘࡣࠊ➨୍ᅇࠕ࣎ࣛࣥࢸ
ࢻࣂࢨ࣮࣑࣮ࢸࣥࢢࠖࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᕷẸࡢ༠ຊయไ࠾ࡅࡿ
ㄢ㢟ࡸᆅᇦࡀᏛᮇᚅࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࠋ

࣮ࢨࣂࢻࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣭࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉیពぢ
 ᮏᴗక࠸ࠊࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡢᆅᇦᚿྥࡀᙉࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇཷࡅࠊᩍ⫋ဨࡼࡿ᪤
Ꮡࡢᨭయไ࡛࠶ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࠾ࡼࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢻࣂࢨ࣮ࡶᏛ⏕ᨭ
ࡢ᪂ࡓ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᰯ⯋ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢻࣂࢨ࣮ࡀᖺᗘᮎ 79 ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡌ୍࡚ྠࡋࠊ ᖺ㛫ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭ
ࡢㄢ㢟ࢆヰࡋྜ࠺࣑࣮ࢸࣥࢢࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊᖺᗘࡣࡑࡢሙࠊ࣮ࣜࢲ࣮◊ಟ࡛ࡶㅮᖌࢆ౫㢗ࡋ
ࡓᰴᘧ♫࣮ࣛࢽࣥࢢࣂ࣮ࣜࣗࡼࡾ⸨⏣ᜨẶࢆᣍࡁ࣮ࠗࣜࢲ࣮◊ಟ࠾ࡅࡿ ࣮ࣜࢲ࣮㈨㉁ࡢၥ㢟
ᥦ㆟࠘㢟ࡋࠊ ᖺ  ᭶  ᪥◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜ᪥ࡣࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢࣂ࣮ࣜࣗ♫ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛◊ಟࢆ
ᐇࡋࡓᏛࡢᏛ⏕ࡢ◊ಟࡢᵝᏊࡸࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᏛࡢ࣮ࣜࢲ࣮Ꮫ⏕ࡢᏛ⏕ീ࡞
ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆཷࡅࡓࠋࡉࡽ⸨ཎẶࡣࠊ㈗♫ࡀ◊ಟࢆᐇࡍࡿ㝿ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠕࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮
ࡋ࡚ࡢጼໃࠖࡘ࠸࡚ࡶゐࢀ࡞ࡀࡽࠊᏛ⏕ࡀᙼࡽࡢ⮬ᛶࡸᣢࡕࢆࡼࡾⓎࡋ࡚άືྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺
࡞ࡿࡓࡵࠊᩍ⫋ဨࡀᙼࡽࡢࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁᐤࡾῧ࠺ࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇࢁ␃ពࡋ࡚㛵ࢃࡿࡢ
ࡀࡼ࠸ࡢࠊලయࢆ࠼ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
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یᇶ♏ຊ ᐃࢸࢫࢺᐇሗ࿌
ձ ┠ⓗࡡࡽ࠸
ᮾᾏᏛࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࡚ࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⮬ࡽ⪃࠼
ࡿຊࠖ
ࠕ㞟࠸ຊࠖ
ࠕᣮࡳຊࠖ
ࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ⬟ຊ⫱ᡂᑐࡋ࡚ࠊࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡀࡢ⛬ᗘࠊຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࢆᇶ♏ຊ㸦ࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ㸧ࡢഃ㠃ࡽᐈほⓗ
ᐃࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢຠᯝ᳨ドࢆ⾜࠺┠ⓗ࡛ࠊヨ⾜ⓗᐇࡋࡓࠋ
ᇶ♏ຊ ᐃᐇᑐ㇟⪅ࡣࠊ ྡ࡛ࠊෆヂࡣࠊࢭࣥࢱ࣮࡛⊂⮬タᐃࡋࡓほ

ᐃ㸦ࠕ㞟࠸ຊࠖ
ࠕᣮ

ࡳຊࠖ
ࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㸧ࢆᐇࡋࡓᏛ⏕  ྡᐇࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕  ྡࡢィ  ྡࠋ
ヨ⾜ⓗࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡢಶู⫱ᡂ㠃ㄯほ ᐃࢆᖺ  ᅇᐇࡋࡓ  ྡᐇࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕
ࡢᕪࢆࠊ᫂ࡽࡋࠊಶู⫱ᡂ㠃ㄯほ ᐃ㸦࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㸧ࡢຠᯝࡶྜࢃࡏ᳨࡚ドࡋࡓࠋ
ղ ᇶ♏ຊ ᐃࢸࢫࢺࡘ࠸࡚
ᐇࡋࡓᇶ♏ຊ

ᐃࢸࢫࢺࠕ㹎㹐㹍㹅ࠖࡣࠊᰴᘧ♫ࣜࢭࢵࢡἙྜሿࡀඹྠ㛤Ⓨࡋࡓࢸࢫࢺ

࡛ࠊᇶ♏ຊࢆࠕࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࡢ㸰ഃ㠃ࡽ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖࡣࠊ
▱㆑ࢆᇶၥ㢟ゎỴ࠶ࡓࡿຊ࡛ࠊ▱㆑ࡢά⏝ຊࡸᏛࡧ⥆ࡅࡿຊࡢ⣲㣴ࢆࡳࡿࡶࡢࠋ
ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ
࣮ࠖࡣࠊ⤒㦂ࡽ㌟࠸ࡓ⾜ື≉ᛶ࡛ࠊࢇ࡞ࡶ⛣㌿ྍ⬟࡞ຊࡢ⣲㣴ࢆࡳࡿࡶࡢࠋࣜࢸ
ࣛࢩ࣮ࡣࠊ
ࠕሗ㞟ຊࠖ
ࠕሗศᯒຊࠖ
ࠕㄢ㢟Ⓨぢຊࠖ
ࠕᵓຊ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣࠕᑐ
ேࠖ
ࠕᑐ⮬ᕫࠖ
ࠕᑐㄢ㢟ࠖࡢ  ࡘࡢศ㢮ぶຊࠊ༠ാຊ࡞㸷ࡘࡢ୰ศ㢮ࠊࡲࡓୗᵓᡂせ⣲
ࡋ࡚  ࡢᑠศ㢮࡛ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿⱝᡭࣅࢪࢿࢫ࣐ࣥ  ேࡢࢹ࣮ࢱࡽ⬟ຊ
ࣞ࣋ࣝࢆุᐃࡍࡿᐈほⓗ⬟ຊ ᐃࢸࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ

  

ճ ᐇ⤖ᯝࡘ࠸࡚


ᐃᐇᮇ㸹 ᖺ  ᭶ 

ᐃᐇᩘ㸹 ྡ







 
ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝڦᐇ⪅  ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㠀ᐇ⪅  Ꮫࡢẚ㍑㸦ࣜࢸࣛࢩ࣮⥲ྜ㸹ࣞ࣋ࣝ  ẁ㝵㸧
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ࣜࢸࣛࢩ࣮⥲ྜࡢุᐃ࡛ࡣࠊ⚾  ᖺ⏕ࡼࡾᮏᏛᖹᆒ࣭࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᐇ⪅ࡣ㧗࠸ࠋ
ᅇࡢ

ᐃ࡛ࡣࠊࣜࢸࣛࢩ࣮࠾࠸࡚ᐇ⪅㠀ᐇ⪅ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋ
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 ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮⥲ྜࡢุᐃ࡛ࡣࠊᅜබ❧  ᖺ⏕ࡼࡾᮏᏛᖹᆒ࣭࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᐇ⪅࣭㠀ᐇ⪅ࡶ㧗࠸ࠋ
ᅇࡢ

ᐃ࡛ࡣࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࠾࠸࡚ᐇ⪅㠀ᐇ⪅ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋ

մ ࡲࡵ
ᅇࡢ ᐃ࡛ࡣࠊᖹᆒ࡛ࡣࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡶ⚾  ᖺ⏕ࡼࡾࡶࣞ࣋ࣝࡀ㧗࠸ഴ
ྥ࠶ࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡢ⬟ຊ⫱ᡂࡢຠᯝࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢᐇ⪅㠀ᐇ
⪅࡛ࡣᖹᆒ࡛ࡣᕪࡀぢࡽࢀࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡢಶู㠃ㄯほ

ᐃ࠸࠺᪥ᖖⓗ࡞

⬟ຊ⫱ᡂࡢࣇ࣮࣒ࣞࢆᏛ⏕⮬ࡽࡀᣢࡕࠊᨭ⪅ࡢ㠃ㄯ⫱ᡂᨭࢆᐃᮇⓗ࠾ࡇ࡞࠺ࡇࡼࡿຠ
ᯝࡶぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊᅇࡣヨ⾜ⓗ ᐃ࡛ࠊࢧࣥࣉࣝᩘࡀᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓᶆ‽ㄗᕪࠊ⤫ィ
ⓗ᭷ពᕪ࠾࠸᳨࡚ド࡛ࡁࡿࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᚋࡣࠊࢧࣥࣉࣝᩘࢆᖜቑࡸࡋࠊ
ᅇࡢヨ⾜ⓗ

ᐃ࡛ࢃࡗࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍᏛ⏕ࡢ⬟ຊࣞ࣋ࣝࡢ㧗ࡉࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖࠕ㞟࠸ຊࠖ

ࠕᣮࡳຊࠖ
ࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢᐇ⪅㠀ᐇ⪅ࡢ⬟ຊఙ㛗ࡢᕪࢆࡼࡾヲ⣽᳨ドࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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ϩ.To-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮ሗ࿌
1.➨ 11 ᅇࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࢭ࣑ࢼ࣮࣭To-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕᐩኈᒣୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓 ࡑࡢ⫼ᬒ⤒⦋ࠖ
2013 ᖺ 11 ᭶ 18 ᪥㸦᭶㸧
㛫㸸17㸸15 㛤₇
ሙ㸸ᮾᾏᏛ•༡ᰯ⯋ ᯇ๓グᛕ㤋ㅮᇽ
ㅮᖌ㸸㏆⸨ ㄔ୍㸦๓ᩥᗇ㛗ᐁ㸧
ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ 11 ᭶ 18 ᪥•༡࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᯇ๓グᛕ㤋ㅮᇽ࡛ࠊ➨ 11 ᅇࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥ
ࢱ࣮ࢭ࣑ࢼ࣮࣭To-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ๓ᩥᗇ㛗ᐁࡢ㏆⸨ㄔ୍Ặࡀࠊ
ࠕᐩኈᒣୡ⏺㑇⏘
Ⓩ㘓 ࡑࡢ⫼ᬒ⤒⦋ࠖࢆࢸ࣮࣐ㅮ₇ࠋⓏ㘓΅ࡢ⯙ྎࢆ⤂ࡋ࡞ࡀࡽࠊ┠ⓗࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚࠶ࡁ
ࡽࡵࡎᣮᡓࡍࡿࡇࡢษࡉࢆッ࠼ࡓࠋᙜ᪥ࡣᏛᅬࡢ㸵࢟ࣕࣥࣃࢫࢆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡘ࡞ࡂࠊ
ᆅᇦఫẸࠊ
Ꮫ⏕ࡸᩍ⫋ဨࡽ⣙
350 ྡࡀ⫈ㅮࡋࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡸᩍ⫋ဨࡽ⣙
350 ྡࡀ⫈ㅮࡋࡓࠋ

ࡣࡌࡵ㏆⸨Ặࡣࠊᖺ 6 ᭶࢝ࣥ࣎ࢪࡢࣉࣀ࡛ࣥ࣌ࣥ㛤ࢀࡓࠕ➨ 37 ᅇୡ⏺㑇⏘ጤဨ࡛ࠖࠊ
ᐩኈᒣ୕ಖࡢᯇཎࡀୡ⏺ᩥ㑇⏘Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ⫼ᬒ⤒⦋ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓࠋ୕ಖࡢᯇཎࡢⓏ㘓㝖እ
່࿌ࢆཷࡅࡓ᪥ᮏࡢ΅ᅋࡣࠊୡ⏺㑇⏘ጤဨㅎၥᶵ㛵㸦ࢥࣔࢫ㸧ࡢጤဨ 20 ྡᑐࡋ༶ᗙࣟࣅ࣮
άືࢆ㛤ጞࠋᐩኈᒣ୕ಖࡢᯇཎࡀ୍య࡞ࡗ࡚᪥ᮏேࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ࠼ࠊᾋୡ⤮ࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿඃࢀࡓⱁ⾡సရࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇࢆッ࠼࡚ࠊ㏫㌿Ⓩ㘓ࢆࡕྲྀࡗࡓࠋ㏆⸨Ặࡣࠕ▷㛫࡛ຠᯝⓗ࡞
ࣆ࣮ࣝࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᡓ␎ࢆ⦎ࡾࠊே⬦ࢆ㥑ࡋ࡚᭱ᚋࡲ࡛΅ࡋ⥆ࡅࡓ⤖ᯝ࡛ࡍࠋ᪥ᮏேࡀᣢࡘ⮬↛
ほࡸ⧄⣽࡞⨾ព㆑ࡀホ౯ࡉࢀࡓࡢࡔᛮ࠸ࡲࡍࠖࡾ㏉ࡗࡓࠋ
ᚋ༙ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ΅㐣⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮾᾏᏛࡀ᥎㐍ࡍࡿࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖࠕ㞟࠸ຊࠖࠕᣮࡳຊࠖࠕᡂ
ࡋ㐙ࡆຊࠖࡢ 4 ࡘࡢຊ༶ࡋ࡚ࠊ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࡍࡿࡁࡇࢆゎㄝࠋ
ࠕ౯್ุ᩿ࡢᇶ‽ࢆࡋࡗࡾ
ᣢࡗ࡚⮬ࡽࡢゝື㈐௵ࢆᣢࡕࠊ㛗ᮇⓗ࡞ே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠖㄒࡗࡓࠋࡉࡽࠊ
ᝒほⓗ‽ഛࡋ࡚ᴦほⓗᐇ⾜ࡋࠊᖖḟࡢᡭẁࢆ⪃࠼࡚࠾ࡃࡇࡸࠊ᫂☜࡞ᡓ␎ࡸᡓ⾡ࢆ❧࡚⢓ࡾᙉ
ࡃ΅ࡍࡿࡇࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋࡓࠋ
ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊ
ࠕ᪥ᮏࡢ΅ᅋࡀࠊ᭱ᚋࡲ࡛Ẽࢆ⦆ࡵࡎጤဨࢆㄝᚓࡋ⥆ࡅࡓࡇឤ㖭ࢆཷࡅࡲ
ࡋࡓࠋ⡆༢ࢠࣈࢵࣉࡏࡎࠊ࠺ࡋࡓࡽᡂຌࡍࡿࢆࡋࡗࡾ⪃࠼࡚⾜ືࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠖࠕᡓ
␎ࡸᡓ⾡ࢆᣢࡗ࡚΅ࡍࡿࡇࡢษࡉࢆᏛࡧࡲࡋࡓࠋఱࡶಙᛕࢆᣢࡗ࡚ࢳࣕࣞࣥࢪࡋࡓ࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠖ࡞ឤࢆㄒࡗࡓࠋ
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2.To-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕLegend㹼ཷࡅ⥅ࡀࢀࡿክࠊࡑࡋ࡚ᣮᡓࠖ
2014 ᖺ 1 ᭶ 8 ᪥㸦Ỉ㸧
㛫㸸17㸸30㹼19:00
ሙ㸸ᮾᾏᏛ •༡ᰯ⯋ 2 ྕ㤋࣮࣍ࣝ
ㅮᖌ㸸ཎ

㎮ᚨ ┘╩㸦ㄞᕧே㌷ 1980 ᖺᗘᨻ⤒῭Ꮫ㒊༞㸧

Ⳣ㔝 ᬛஅ 㑅ᡭ㸦ㄞᕧே㌷ 2012 ᖺᗘయ⫱Ꮫ㒊

༞㸧

ྖ㸸Ἑᮧ ுẶ㸦᪥ᮏࢸࣞࣅࢼ࢘ࣥࢧ࣮㸧
1 ᭶ 8 ᪥ᮏᏛ•༡ᰯ⯋ 2 ྕ㤋࣮࣍ࣝ࠾࠸࡚ࠊTo-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮ࠕLegend㹼ཷࡅ⥅ࡀࢀࡿ
ክࠊࡑࡋ࡚ᣮᡓࠖࢆᐇࡋࡓࠋᅇࡣࠊᮏᏛ༞ᴗ⏕࡛ࣉࣟ㔝⌫࣭ㄞࢪࣕࣥࢶࡢཎ㎮ᚨ┘╩㸦ᨻ
⤒῭Ꮫ㒊 1980 ᖺᗘ༞㸧Ⳣ㔝ᬛஅ㑅ᡭ㸦య⫱Ꮫ㒊 2012 ᖺᗘ༞㸧ࡢᑐㄯᙧᘧ࡛ᐇࠋᆅᇦࡢ᪉ࠎࢆጞࡵࠊ
᪫ᕝࠊᮐᖠࠊ㧗㍯ࠊ௦ࠎᮌࠊΎỈࠊ⇃ᮏࠊ㜿⸽ࡢྛ࢟ࣕࣥࣃࢫࡶࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡘ࡞ࡂࠊ8 ࢟
ࣕࣥࣃࢫ࡛Ꮫ⏕ࡸᩍ⫋ဨ࡞ 2177 ྡࡀ⫈ㅮࡋࡓࠋ
ᖺࠊㄞࢪࣕࣥࢶࢆࢭ࣭࣮ࣜࢢ㐃ぞᑟ࠸ࡓཎ┘╩ࡣࠊࠕᮾᴦኳࢦ࣮ࣝࢹ࣮ࣥࢢࣝࢫࡢ
᪥ᮏࢩ࣮ࣜࢬࡶṚຊࢆᑾࡃࡋ࡚ᡓ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ3  4 ᩋ࡛᪥ᮏ୍ࡣ㏨ࡍ⤖ᯝ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᖺࠊࢪࣕࣥࢶࡣ❧ 80 ࿘ᖺࡢ⠇┠ࢆ㏄࠼ࡲࡍࠋ࠸࠸ࢫࢱ࣮ࢺࢆษࡗ࡚ໃ࠸ࢆࡘࡅࡓ࠸ࠖㄋ࠸
ࢆ㏙ࡓࠋ୍᪉ࠊⳢ㔝ᢞᡭࡣ࣮࣮ࣝ࢟࡞ࡀࡽඛⓎࡋ࡚ࢳ࣮࣒᭱ከࡢ 13 ࢆᣲࡆࠊ
ࠕ᭱ᚋࡲ࡛ඛⓎ࣮ࣟ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᏲࢀࡓࡇࡣࡼࡗࡓࠋᖺࡣࡍ࡚ࡢᩘᏐ࡛ᖺࢆୖᅇࡿά㌍ࢆࡋࡓ࠸ࠖỴពࢆ⾲᫂ࠋ
ࡲࡓࠊᅇࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠕክࠖࡘ࠸࡚ࠊ38 ṓ࡛⌧ᙺࢆᘬ㏥ࡋࡓཎ┘╩ࡣࠊࠕࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࢆ⬺ࡄࡇ
࡛ 1 ࡘࡢክࡀ⤊ࢃࡾࡲࡋࡓࡀࠊ
⤊ࢃࡾࡓࡃ࡞࠸ࡢᛮ࠸ࡽᘬ㏥ヨྜ࡛͆ࡢክࡣ⥆ࡁࡀ࠶ࡾࡲࡍ͇
ㄒࡗࡓࠋࠕክࢆᣢࡘࡇࡀࡔࡋࠊ⮬ศ࡛ࡶᥥࡇ࠺ᛮࡗࡓࡽࠋ㔝⌫ࡢᣦᑟ⪅ࡣࠊࢳ࣮࣒ࡽᣍ
ࢀ࡚࡞ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋክࡣືⓗ࡞㒊ศࡶከࡃ࠶ࡾࡲࡍࡽࠊ⮬ศࡀ⮬ศࡀ࠸࠺ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ࿘ࡾࡢே࠾ୡヰ࡞ࡾࠊឤㅰࡍࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠖᏛ⏕ࡓࡕㄒࡾࡅࡓࠋ
ᑐㄯᚋࡣࠊࢧࣥධࡾ┿ࣃࢿࣝࡸ࣮࣎ࣝࠊⳢ㔝ᢞᡭࡀ᪥ᮏࢩ࣮ࣜࢬ࡛╔⏝ࡋࡓࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࡀᙜ
ࡓࡿᢳ㑅ࡸ•༡࢟ࣕࣥࣃࢫ௨እࡢሙࢆᑐ㇟ࡋࡓࢧ࣮ࣥ࣎ࣝᢳ㑅ࡶ⾜ࡗࡓࠊᏛ⏕ࡀไసࡋ
ࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࣅࢹ࢜ࡶୖᫎࡋࡓࠋ᭱ᚋཎ┘╩Ⳣ㔝ᢞᡭࡀࠊࠕࡇࡇ࡛ࡲࡓ࠸࠸ሗ࿌ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㡹
ᙇࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᛂࢆࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠖヰࡋࠊሙࡣࡁ࡞ᢿᡭໟࡲࢀࡓࠋ

75

3.To-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮
ᮾᾏᏛබ㛤ㅮᗙࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢝ࣇ࢙㸦㐨Ẹ࢝ࣞࢵࢪ㐃ᦠㅮᗙ㸧
ࠕᩥࣈࣛࣥࢻ㐀ࠖ
2014 ᖺ 2 ᭶ 27 ᪥㸦ᮌ㸧
㛫㸸17㸸30㹼19:00
ሙ㸸⣖ఀᅜᒇ᭩ᗑࣥࢼ࣮࣮࢞ࢹࣥ㸦ᮐᖠᕷ㸧
ㅮᖌ㸸ஂఫ 㑥ᬕ㸦
㸦ᰴ㸧ࡃࡍࡳ᭩ᡣ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸧
ἑ ಟ 㸦ᅋ KYOKU ᐓ㸧
ᮐᖠ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣ 2 ᭶ 27 ᪥ࠊ⣖ఀᅧᒇ᭩ᗑᮐᖠᮏᗑࣥࢼ࣮࣮࢞ࢹ࡛ࣥࠊTo-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ
࣮ᮾᾏᏛබ㛤ㅮᗙࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢝ࣇ࢙㸦㐨Ẹ࢝ࣞࢵࢪ㐃ᦠㅮᗙ㸧ࠕᩥࣈࣛࣥࢻ㐀ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋᙜ
᪥ࡣࠊ᭩ᗑࡢ࡞࠸ᆅ᪉ࡢ⏫ᙺሙඹྠ࡛ᙺሙ᭩ᡣࡢ㐠Ⴀࢆヨࡳ࡚࠸ࡿᰴᘧ♫ࡃࡍࡳ᭩ᡣࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
ࢆົࡵࡿஂఫ㑥ᬕẶࠊᮾிࡽᮐᖠ⛣ࡗ࡚᪂ࡓ࡞ᅋࢆ❧ࡕୖࡆ࡚₇άືࢆ⥆ࡅࡿᅋ KYOKU 
ᐓ⪅ࡢἑಟẶࢆㅮᖌ㏄࠼ࡓࠋ
ஂఫẶࡣࠊࠕᅜ࡛ᑠࡉ࡞ᮏᒇࡀḟࠎ㛢ᗑࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊᮏᒇࡀ࡞࠸࠸࠺ᆅ᪉ࡀቑ࠼⥆ࡅ࡚࠸
ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠖㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࢇ࡞≧ἣୗ࡛ࠊᮐᖠࡽ⣙ 180km 㞳ࢀࡓேཱྀ⣙㸯㸱༓ேࡢᾆἙ⏫ࡽࠊ
ᮏᒇࢆࡘࡃࡗ࡚ࡋ࠸࠸࠺ᙉ࠸せᮃࢆཷࡅࠊ⏫Ẹ୍⥴ၥ㢟ྥࡁྜ࠸ࠊࡑࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍヨࡳ
ࡘ࠸࡚⌧ᅾࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࡢヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋஂఫẶࡣࠕᐇ⌧ࡣ࠸ࡃࡘ᮲௳ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࢆࢡࣜ
ࡍࡿࡣᾆἙ⏫ࡽࡢ༠ຊࡀ࡞ࡅࢀࡤ࠺࡚࠸↓⌮࡛ࡍࠋ࡛ࡶࠊᑡࡋࡎࡘගࡀぢ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ“ே
ࡀ㞟ࡲࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸᮏᒇ“࠸࠺Ⓨࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸ࠖࡢពẼ㎸ࡳࢆຊᙉࡃㄒࡗࡓࠋ
ḟἑẶࡣࠊᮾி࡛၈༑㑻Ặࡀ⋡࠸ࡿࠕ≧ἣሙ㸦⣚ࢸࣥࢺ㸧࡛ࠖάືࡋࡓࡁࡢ⤒㦂ࡸࠊࡑࡢᚋ
ࡢ⮬ࡽࡢ₇ほࡢኚࡘ࠸࡚ヰࡉࢀࠊࠕᑠࡉ࡞ሙ࡛ࡢⰪᒃࡦࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠖᮐᖠ࡛ᅋ
ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࡇࡸࠊ᪥ࡲ࡛ࡢάືෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ┿ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽゎㄝࠋࠕᮐᖠ࡛ࡣࠊⰪᒃࢆ
ࡸࡿഐࡽࠊ᭷ᶵ᱂ᇵࢆ⾜࠺ඵⓒᒇ࡛ࡶാ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋⰪᒃࡣேࠊඵⓒᒇࡣ㔝⳯ࠋูࠎࡢ┦ᡭࡢ࡛
ࡍࡀࠊᐇࡣ“㛵ࢃࡾ᪉ࢆᕤኵࡍࡿࡼ࠸᪉ྥኚࢃࡿ”࠸࠺ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡾࡲࡍࠖ⊂⮬ࡢゝ࠸ᅇࡋ࡛
ㄒࡗࡓࠋ
୧Ặࡢヰඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊᆅᇦ⊂⮬ࡢࣈࣛࣥࢻࡋ࡚ࡢ౯್ほࢆぢ࠸ࡔࡍᩥάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿⅬ
࡛࠶ࡿࠋᮏㅮᗙࡣࠊࠕᆅᇦࡢᩥࡣఱ㸽ࠖ࠸࠺ࡇࢆఏ࠼ࡿࡲࡓ࡞࠸ᶵ࡞ࡗࡓࠋ
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Ϩ ᖺᗘ➨  ᅇᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮)' ◊ಟ㛤ദሗ࿌
ࡣࡌࡵ
ᮾᾏᏛᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧•༡ᰯ⯋࡚ࠕ ᖺᗘ➨  ᅇᩍ⫱ᨭࢭ
ࣥࢱ࣮)' ◊ಟࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋᙜ᪥ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᶍᵝࡣࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ᮏᏛࡢ  ࢟ࣕࣥ
ࣃࢫ㓄ಙࡉࢀࠊ ྡࡢᩍ⫋ဨࡀ⫈ㅮࡋࡓࠋ◊ಟ࡛ࡣࠊᇼᮏ㯞⏤Ꮚㅮᖌ㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮㸧
ࠊ
Ụ୍ᖹᩍᤵ㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡼࡾࠊ
ࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ᑟධྥࡅ࡚㹼⡿ど
ᐹሗ࿌㹼ࠖ㢟ࡋࠊᖺ  ᭶ࡢ⌧ᆅゼၥࡼࡿ⡿ᅜ࣭࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛ࠾ࡼࡧ࢝ࢼࢲ࣭ࣈࣜࢸ
ࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࡢどᐹ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ┿ࢆ
࠼࡞ࡀࡽ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

ሗ࿌ෆᐜ
㸦㸧ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱㸦3$㸧ࡘ࠸࡚
3$ ࡣࠊᕷẸᛶࢆ⋓ᚓࡋࠊᏛᰯࠊᏛࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾ࡅࡿබඹⓗㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶
άື࣭⤌⧊࣭Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊጞ⪅ࡢ +DUU\%R\WH ᩍᤵ㸦࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࠊ࣑ࢿࢯࢱ
Ꮫࢩࢽ࣭ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࡼࡗ࡚ࠊ ᖺࡼࡾ࣑ࢿࢯࢱᏛ࡛ᤵᴗࠊ₇⩦ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊάືࡢ୰ᚰࡣࠊ&'&$&㸦&HQWHUIRU'HPRFUDF\DQG&LWL]HQVKLSDW$XJVEXUJ&ROOHJH㸧࡛࠶
ࡾࠊ࣑ࢿࢯࢱࡢࡣࠊ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᕞࠊࢸ࢟ࢧࢫᕞࠊᾏእ㸦ࢺࣝࢥࠊᮾḢࠊ༡ࣇࣜ࢝ࠊࣃࣞࢫࢳ
ࢼ㸧࡛ࡶᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᗘどᐹࡋࡓ࣑ࢿࢯࢱᕞࡢ 3$ ࡣࡋ࡚ .㸦ᑠᏛᰯ㹼㧗➼Ꮫᰯ㸧༠ാ࡛ᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮වࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸦3$ ࡛ࡣࠕࢥ࣮ࢳࠖ⛠㸧ࡋ࡚ࡢᏛ⏕ࢥ࣮ࢳࡀ 3$ ࢢ
࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⬟ຊ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࠊࢥ࣮ࢳࣥࢢࡢせ࡞┠ⓗࡀࢥ࣮ࢳ࡛࠶ࡿ
Ꮫ⏕ࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡋࠊᏛ⏕⬟ຊࢆࡍࡿⅬ࠶ࡿࡇࠊ3$ ᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊᩍဨᏛ⏕
ࡢቨࢆゎᾘࡋࠊࡘ࡚ࡢᏛ⏕ࡀࢥ࣮ࢳ࡞ࡿࡁ࡛࠶ࡿࡇࠊࡉࡽ 3$ ᩍ⫱ࡀᏛ⏕ࢆ༢࡞ࡿᾘ㈝
⪅ࡽ㐀ⓗࡘ⬟ືⓗᕷẸ⛣⾜ࡉࡏࡿᙺࢆᢸ࠺ࡇࠊ௨ୖࡢ  ࡘࡢⅬࢆࠊ%R\WH ᩍᤵࡣᙇࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ᐇ㊶
ձ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛ࡛ࡢᐇ㊶
࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛ࡛ࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡢ 㸣࠶ࡓࡿ⣙  ྡࡀ 3$ ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓࠊᚲࡎࡋࡶ㧗ᡂ⦼࡛ࡣ࡞ࡗࡓᏛ⏕ࡀ 3$ ᩍ⫱ࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡛ᕷẸᛶࡸၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ㌟
ࡅࡓࡀከᩘ࠶ࡿࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ


Ụ୍ᖹᩍᤵ㸦ᕥ㸧ᇼᮏ㯞⏤Ꮚㅮᖌ㸦ྑ㸧     •༡ᰯ⯋ሙࡢᵝᏊ
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ղᑠᏛᰯ࡛ࡢᐇ㊶
どᐹࡋࡓࢪࣕࢡࢯࣥᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊඣ❺ࡀ⯆ࢆᣢࡘࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ Ꮫ㒊⏕ཬࡧ㝔⏕ ࢥ࣮
ࢳࡀඣ❺ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᙧ࡛ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋඣ❺ࡢ  ே 3$ ࡢࢇ࡞Ⅼ⯆
ࡀ࠶ࡿࡢࢆ㉁ၥࡋࡓࡇࢁࠊ
ࠕ⮬ศࡢዲࡁ࡞ࡇࢆ⮬ศ࡛Ỵᐃ࡛ࡁࡿࡇࢁࠖ࠸࠺㊃᪨ࡢᅇ⟅
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣇࣜ࢝⣔࣓ࣜ࢝ே࠾ࡼࡧࣄࢫࣃࢽࢵࢡ⣔ࡢᏊᘵࡀࡋ࡚㏻࠺࣐ࢵࢡࢫࣇ
࣮ࣝࢻᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ༙ᖺ㛫ࢃࡓࡿᐇ㊶άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊከࡃࡢඣ❺⏕ᚐࡀ 3$ ࡢ
ព⩏ࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀ༳㇟ⓗࡔࡗࡓࠋ
ճࢱ࣮࣑࣮࢘ࣥ࣍ࣝࢸࣥࢢ
3$ ࡢᐇ㊶άື࡛ࡣࠊࡑࡢάືࢃࡿ࡚ࡢཧຍ⪅ࡀ⮬ᕫࡢ⾜Ⅽࢆㄆ㆑ࡋࠊ⮬ᕫࡢ┬ᐹ
⪅ࡢᑐヰࢆ⾜࠺ࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫࡢ㔜せᛶࡀㄝࢀ࡚࠸ࡿࠋᅾ୰ࠊ ᅇࡢ࣑࣮ࢸࣥࢢཧຍࡋࠊ
 ᭶  ᪥ࡢࢱ࣮࣑࣮࢘ࣥ࣍ࣝࢸࣥࢢ࡛ࡣࠊࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ㆟ㄽࡀ♫ேᏛ⏕ࢆ
୰ᚰ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
  մ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ 3$ ᩍ⫱ࡢ≉ᚩ
࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿ࣑ࢿ࣏ࣜࢫᕷࡢ࿘㎶ࡣ⛣Ẹࡸ࣐ࣀࣜࢸࡢேࠎࡀᩘ
ከࡃఫࢇ࡛࠾ࡾࠊࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱㸦ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡣࠊከᵝ࡞౯್ほࢆᣢࡘேࠎࡀᬽࡽ
ࡍᆅᇦ♫࠾࠸࡚ࠊ⪅ࢆᑛ㔜ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ⮬ࡽࣔࣀࢆ⪃࠼ࠊࣔࣀࢆゝ࠸ࠊࡑࡋ࡚⾜ືࡍࡿࠖ⬟
ຊࢆᣢࡘ⬟ືⓗᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ㸧ࡢࢽ࣮ࢬࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢࢩࢳࢬ
ࣥࢩࢵࣉᴫᛕࡣࠊᨻࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫࣭⤒῭ศ㔝ࢆᖜᗈࡃ࢝ࣂ࣮ࡍࡿⅬࡀ≉ᚩⓗࡔࡗࡓࠋୖ㏙ࡢ
ࢱ࣮࣑࣮࢘ࣥ࣍ࣝࢸࣥࢢ➼࡛ぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ⮬ᕫࡢ┬ᐹ⪅ࢆᑛ㔜ࡍࡿᑐヰᇶ࡙ࡃ⇍
㆟ࡼࡿẸ⩏ࡢᐇ㊶ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
  յࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛ࡛ࡢᐇ㊶
ᅇࡢ⡿どᐹ࡛ࡣࠊ࢝ࢼࢲ࣭ࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛෆ࠶ࡿࠊ8%& &HQWUHIRU
&RPPXQLW\(QJDJHG/HDUQLQJ㸦&&(/㸧ࡶゼၥࡋࡓࠋ&&(/ ࡣࠊᆅᇦ♫ᐦ╔ࡋࡓ」㞧࡞ၥ㢟ࠊ
ᩍဨࠊᏛ⏕ࠊᆅᇦࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ㐃ᦠ࣭༠ാࡋࠊࡑࡢᆅᇦࡸࠊᅜ㝿ⓗ࡞άືࢆ㏻ࡌྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ
ࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡸࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡉࡏࡿᙺࢆᢸ࠺⤌⧊࡛࠶ࡿࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢࡓࡿ┠ⓗ
ࡣࠊᏛ⏕ࡢ༠ാ㸦FROODERUDWLRQ㸧ࡢࡓࡵࡢ⬟ຊࢫ࢟ࣝࢆⓎᒎࡉࡏࠊၥ㢟ゎỴᆺάືࡢཧຍࢆ
ಁࡍⅬ࠶ࡾࠊ⣙  ྡࡢᏛ⏕㸦㹼 ᖺ⏕㸧ࡀྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ
࡛࠶ࡿࠋ
&&(/ ࡀ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ &%(/㸦&RPPXQLW\%DVHG([SHULHQWLDO/HDUQLQJ㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡋࡓᏛ
⏕ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊⓎᒎ㏵ୖᅜ࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫᒎ㛤㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡋࠊࡑ
ࢀࡀኚ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࡇࠊ&%(/ ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞┠ⓗࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ
Ⓨᒎࢆಁ㐍ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㈐௵ࢆ⮬ぬࡍࡿⅬ࠶ࡿࡇ➼ࠊࢆᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋ
նࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛࡢ 3$ ᩍ⫱ࡢ≉ᚩ
ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ࡶே✀ⓗ࣭Ẹ᪘ⓗከᵝᛶᐩࡴᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼ &&(/ ࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࠸࠼
ࡿࠋ&%(/ࡢ┠ⓗࡣᏛ⏕ࡢ♫ⓗ⤒㦂ࢆ㔜どࡋࠊᏛ⏕ࡢၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ⬟ຊࢆ㣴࠺Ⅼ࠶ࡿࠋ
շ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛࡢ㐪࠸
࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡢ 3$ ࡣ୍⯡ᕷẸࡢᨻཧຍ㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࣈࣜࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥ
ࣅᏛࡢ &&(/ ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ㛵ಀ⪅ࡢ༠ാࡼࡿᏛ⏕ࡢㄪᰝ⬟ຊ࣭ࢫ࢟ࣝྥୖ㔜Ⅼࢆ⨨࠸
࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࢜ࢢࢫࣂ࣮ࢢᏛࡀ 3$ ࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢳࡢᙺࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊࣈࣜ
ࢸࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅᏛࡣᆅᇦࠊᩍ⫋ဨࠊᏛ⏕㛫ࡢࣂࣛࣥࢫࡢࢀࡓ༠ാ࠾ࡼࡧ㐃ᦠࢆ㔜どࡋࠊ
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CCEL ࡢ Officer ࡣ㐃ᦠ᥎㐍ࡢ㯮Ꮚⓗᙺࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊCCEL ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡣࠊయ⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸヲ⣽࡞ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽ࡀ࠶ࡿⅬ࡛ࠊ♧၀ᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
(3)⡿どᐹࡢᡂᯝᚋࡢㄢ㢟
ᅇࡢ⡿どᐹࢆ㏻ࡋࠊከᵝ࡞౯್ほ࣭ᒓᛶࢆᣢࡘேࠎࡀᬽࡽࡍ♫࠾ࡅࡿࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱
ࡢ㔜せᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࡣࠊᮾᾏᏛࡢ⌧௦ᩥ᫂ㄽࡢ⌮ᛕ㸦ࠕᛮࢆᇵ࠺ࠖ
ࠕ」║ⓗᛮ⪃ࠖࠕᩥ⌮⼥ྜࠖ㸧ࡸ 4 ࡘࡢຊ㸦ࠕ⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊࠖࠕ㞟࠸ຊࠖࠕᣮࡳຊࠖࠕᡂࡋ㐙ࡆຊࠖ㸧ぶ
ⓗ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿࡇࡀᅇࡢゼၥ࡛᫂☜࡞ࡗࡓࠋ
ゼၥඛࡢᏛࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㑅ᢥไࡢᑡேᩘㅮ⩏ࡀ୰ᚰ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊつᶍㅮ⩏࠾࠸࡚ࡶ᪉ἲࢆᕤ
ኵࡍࡿࡇ࡛ PA ࡢ㊃᪨ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ♫࠾࠸࡚యⓗࡘ⬟ືⓗ⾜
ືࡍࡿᕷẸࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢᚲせᛶࢆឤࡌࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊPA ᩍ⫱ࡢࢥ࡞ࡿᮾ
ᾏᏛᆺࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉࡢᴫᛕ࠾ࡼࡧࠊᮾᾏᏛࡀ⫱ᡂࡍࡿᕷẸീ࠾ࡼࡧࡑࡢ⫱ᡂ᪉ἲࢆ῝࣭⢭⦓
ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿ⪃࠼ࡿࠋ
3.㉁ᛂ⟅
ሗ࿌⤊ᚋࡢ㉁ᛂ⟅࡛ࡣࠊࠕどᐹࡋࡓᏛ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ㐃ᦠᆺࡢᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࠊᅇ⤂
ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᑠᏛᰯࡢ௨እࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡶᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋࠖ
ࠕPA ᆺᤵᴗࡢ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࠊᩍ
ဨࡸᏛ⏕ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡘ࠸࡚ලయࢆᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋࠖ
ࠕPA ᆺᤵᴗࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜ㸦ࢥ࣐ᩘࠊ༢ᩘࠊ
ᢸᙜᩍဨ࡞㸧ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠋࠖ࠸ࡗࡓ㉁ၥࡀཧຍ⪅ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
4.FD ◊ಟཧຍ⪅ࡢឤ
◊ಟ⤊ᚋࠊ◊ಟᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡽࡣࠊࠕPA 㛵ࡋ࡚ึࡵ࡚⪺࠸ࡓෆ
ᐜࡔࡗࡓࡀࠊPA ࡢ⌮ゎࡣ῝ࡲࡗࡓࠋࠖࠕPA ࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࡣࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡶྵࡵࠊPA 
⢭㏻ࡋࡓᩍဨࢆ⫱ᡂࡍࡿᚲせᛶࢆឤࡌࡓࠋࠖ
ࠕᮾᾏᏛࡢ 4 ࡘࡢຊࡢ㛵㐃ࢆᣦࡉࢀࡓࡇ࡛ࠊPA ࢆ㌟
㏆ឤࡌࠊྲྀࡾ⤌ࡴពḧࡀࢃ࠸ࡓࠋࠖ࠸ࡗࡓឤࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
5.ࡲࡵ
ᮾᾏᏛ࡛ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖ᥇ᢥࡉࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡼࡿᅜ㐃ືᆺᆅᇦ㐃ᦠࡢᥦࠖࡢ୰࡛ࠊPA ᩍ⫱ࢆᰯ⯋ࠊᏛ㒊࡛ྲྀࡾධࢀࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
◊ಟࢆ㏻ࡋࠊ◊ಟཧຍ⪅ᑐࡋ࡚ࠊPA ࡢᴫᛕࡸㄌ⏕ࡋࡓ♫ⓗ⫼ᬒࡢ⌮ゎࢆಁࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ♫ⓗ⫼ᬒࡸᮏᏛࡢᩍ⫱㐺ྜࡋࡓࠕᮾᾏᏛ PA ᆺᩍ⫱ࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせᛶ
㔜せᛶࢆឤࡌ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᮏ◊ಟࡀᮏᏛࡢᩍ⫋ဨࡗ࡚ࠊPA ᆺᩍ⫱㛵
ࡍࡿ⌮ゎࢆࡉࡽ῝ࡵࡿࡁࡗࡅ࡞ࡿࡇࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ϩᏛ㛗ᐊබ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮ሗ࿌
㯮ᒾ▱ࡢⓑ⇕ᩍᐊ
࣓ࠗࢵࢭ࣮ࢪຊࡢ㧗ࡵ᪉࠘㹼Ꮫᩍ⫱ᮇᚅࡍࡿࡶࡢ㹼
2014 ᖺ 1 ᭶ 27 ᪥㸦᭶㸧
㛫㸸17㸸00 㛤₇
ሙ㸸ᮾᾏᏛ •༡ᰯ⯋ ᯇ๓グᛕ㤋 ㅮᇽ
ㅮᖌ㸸㯮ᒾ ⿱Ặ㸦⚄ዉᕝ┴▱㸧
ྖ㸸㇂ᒸ ⌮㤶㸦ᮾᾏᏛᩥᏛ㒊ᗈሗ࣓ࢹᏛ⛉ᩍᤵ㸧
Ꮫ㛗ᐊබ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㯮ᒾ▱ࡢⓑ⇕ᩍᐊ࣓ࠗࢵࢭ࣮ࢪຊࡢ㧗ࡵ᪉࠘㹼Ꮫᩍ⫱ᮇᚅࡍࡿࡶࡢ㹼ࠖ
ࢆࠊ㸯᭶ 27 ᪥•༡࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᯇ๓グᛕ㤋ㅮᇽ࡛㛤ദࡋࡓࠋᮏᏛࡣ⚄ዉᕝ┴ࡢໟᣓ༠ᐃ⥾⤖ྥ
ࡅ࡚⌧ᅾ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊᮏࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ༠ᐃ⥾⤖ࡢ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࡶ⨨ࡅࡽࢀࡓグᛕࡍࡁ࣋
ࣥࢺ࡞ࡗࡓࠋᙜ᪥ࡣ•༡࢟ࣕࣥࣃࢫࡢࠊᮐᖠࠊ᪫ᕝࠊ㧗㍯ࠊ௦ࠎᮌࠊఀໃཎࠊὠࠊΎỈࠊ⇃ᮏࠊ
㜿⸽ࡢྛ࢟ࣕࣥࣃࢫࡶࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡘ࡞ࡂࠊ 10 ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ᆅᇦఫẸࡸᏛ⏕ࠊᩍ⫋ဨ࡞
⣙ 530 ྡࡀ⫈ㅮࡋࡓࠋ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ⚄ዉᕝ┴ࡢ㯮ᒾ♸▱ࡀㅮᖌ࡞ࡾࠊ᮶ሙ⪅ࡢᑐヰᙧᘧ࡛ᐇࠋ
ࠕ୍␒ษࡋ࡚࠸
ࡿゝⴥࠖ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࢆࡶࡋࡓពぢࠊᏛ⏕ࡼࡿබ㛤ᶍᨃ㠃᥋ࢆぢࡓୖ࡛ࡑࡢᨵၿⅬ
࡞ࢆㄒࡾྜ࠺ 2 㒊ᵓᡂ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ㯮ᒾ▱ࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪຊࢆ㧗ࡵࡿࣄࣥࢺࡋ࡚͆せࡍࡿ͇
࠸࠺ゝⴥࢆ⤂ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ࠕ㝈ࡽࢀࡓ㛫ࡢ୰࡛⮬ศࡢᛮ࠸ࢆ┦ᡭఏ࠼ࡿࡣࠊ࠶ࢀࡶࡇࢀࡶḧᙇ
ࡗ࡚ࡣࢲ࣓ࠋ
͆せࡍࡿ͇⡆₩ࡲࡵࡿࡇ࡛ࠊ⮬ศࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇࢆ┦ᡭࡋࡗࡾ⪺ࡏࡿ
ࡇࡀ࣏ࣥࢺ࡛ࡍࠖࢻࣂࢫࠋࡲࡓࠊ
ࠕ
͆ᡭࡣཱྀࡶࡢࢆゝ࠺͇࠸࠺ࡇࢃࡊࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ
㌟ࡾᡭࡾࢆ࠼࡚ヰࡍࠊ㞟୰ࡋ࡚⪺࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡍࠖ࡞ࠊ▱⮬㌟ࡀ᪥ࡈࢁࡽᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ
࣓͆ࢵࢭ࣮ࢪຊࡢ㧗ࡵ᪉͇ࢆලయⓗ⤂ࡋࡓࠋ
ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡽࡣࠊ
ࠕ▱ࡈ⮬㌟ࡀேࠗせࡍࡿࠊ࠶࡞ࡓࡣࢇ࡞ே࡛ࡍ㸽࠘⪺ࢀࡓࡽ
࠺࠾⟅࠼࡞ࡾࡲࡍ㸽ࠖ࠸ࡗࡓ㉁ၥࡸࠊࠕ▱ࡀᐇ㝿ヰࡋ࡚࠸ࡿጼࢆぢ࡚ࠊෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㌟
ࡪࡾᡭࡪࡾࡶ㔜せࡔ࠸࠺ࡇẼ࡙ࡉࢀࡲࡋࡓࠖࠕ᪥Ꮫࢇࡔࡇࢆࡇࢀࡽࡢᑵ⫋άື⏕ࡋ
ࡓ࠸ࠖ࠸ࡗࡓពぢࡶ㣕ࡧ࠸ࠊ
͆ⓑ⇕ᩍᐊ͇࠸࠺ྡࡩࡉࢃࡋ࠸⇕Ẽ࠶ࡩࢀࡿࢭ࣑ࢼ࣮࡞ࡗࡓࠋ
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Ϫ㸬Ꮫどᐹሗ࿌
Ꮫどᐹձ
࠙ゼၥඛࠚ
㧗▱Ꮫ
࠙ゼၥ᪥ࠚ
2014 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥ 13㸸30㹼17㸸30
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ
㸦ᩗ⛠␎㸧
1.๓⏣ ⸅㸦Ꮫົㄢᩍ⫱⏬ಀ㛗㸧
2.ୖ⏣స㸦ᩍ⫱◊✲㒊⥲ྜ⛉Ꮫಀ㛗ࠊ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮♫༠ാᩍ⫱㒊㛛㛗㸧
3.ᑠᓥ┿୍㸦ᆅᇦ㐃ᦠㄢ ᆅᇦ㐃ᦠᢸᙜ㸧
4.బ⸨ᏹஅ㸦ᅜ㝿࣭ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࠊ◊✲ᅜ㝿㒊ࠊᆅᇦ㐃ᦠㄢࠊᆅᇦ㐃ᦠ࣭⏕ಀ㸧
5.ᒾᓮ㈉୕㸦Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧㎰Ꮫ㒊Ꮫ㒊㛗㸦⥲ົᢸᙜ㸧㸧
6.❧ᕝ ᫂㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ Ꮫᩍ⫱㐀㒊㛛㸧
7.ሷᓮಇᙪ㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ Ꮫᩍ⫱㐀㒊㛛㸧
8 ᕝᓮ⨾ಖ㸦⥲ົ㒊ேㄢㄢ㛗⿵బ㸧
9.ΎỈྡᏊ㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊ࢚ࣜࢰࣥ࢜ࣇࢫࠊࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩ࣭ࣙࣥࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣃ࣮ࢡ㸧
10.ᩍົᨭဨ㸦ࣝࣂࢺ㸧
῝ぢබ㞝㸦⌮㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧Ꮫ㛗㸧
11.῝ぢබ㞝Ặ㸦⌮㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧
Ꮫ㛗㸧

࠙ゼၥ⪅ࠚ
1.㰻⸨ ᐶ㸦ᾏὒᏛ㒊Ỉ⏘Ꮫ⛉ᩍᤵࠊࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ㸧
2.ᒸ⏣ ᕤ㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ㸧
3.㧗ᶫ ᧯㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮᥎㐍ᐊ㸧
4.㰺⸨♸Ꮚ㸦ᩍᏛ㒊•༡ᩍົㄢ㸧
5.⏣ᖹ♸Ꮚ㸦ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨭㄢ㸧
࠙どᐹ┠ⓗࠚ
࣭COC ᴗࠕࣥࢧࢻ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࠖ
࣭
ࠕᅵబࡉࡁࡀࡅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
㸦ᤵᴗぢᏛ㸧
࣭ᇶ♏⬟ຊࢸࢫࢺࠕPROGࠖά⏝
࣭SD/FDࠕᅄᅜᆅ༊Ꮫᩍ⫋ဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦SPOD㸧ࠖ
௨ୖࡢྲྀ⤌ࡳヲ⣽ᩍ⫱ⓗຠᯝ㛵ࡍࡿࣄࣜࣥࢢ࠾ࡼࡧពぢ
࠙どᐹᴫせࠚ
13㸸30 ࡼࡾ㧗▱ᮅ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࢚ࣜࢰࣥ࢜ࣇࢫ࠾࠸࡚ࠊCOCࠕࣥࢧࢻ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭
ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢྲྀ⤌ࡳࢆ୰ᚰࠊ㈗Ꮫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࠾ࡼࡧ SD/FDࠊPROG ά⏝ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷ
ࡅࡓࠋ㏵୰ࠊᩍᐊᲷ⛣ືࡋࠊ
ࠕᅵబࡉࡁࡀࡅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢᤵᴗぢᏛ௨እࡣࠊྛ㒊⨫ࡼࡾᢸᙜ⪅ࡀ㡰
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ḟ࢜ࣇࢫࢆゼࢀࠊ11 ྡ௨ୖࡢᩍ⫋ဨᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ᭱ᚋᏛ㛗ᐊ࡚ᩍ⫱ᢸᙜࡢ῝ぢබ㞝
Ꮫ㛗ពぢࢆ⾜࠸ࠊ17㸸30 ⤊ࡋࡓࠋ
㧗▱ COC ࡣᕷẸ࣭⮬య࣭Ꮫࢆ⧅ࡄᣐⅬࡋ࡚┴ෆ 4 ⟠ᡤࢧࢸࣛࢺ࢜ࣇࢫࢆタ⨨ࡋࠊࡑ
ࡇᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ୰ᚰⓗᙺࢆᢸ࠺ UBC㸦University Block Coordinator㸧ࢆ㸯ྡࡎࡘ㓄⨨ࡍࡿࠋ
⌧ᅾࠊᐇ㊶ྥࡅࡓ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧Ꮫ࡛࠶ࡿࡇࡼࡾタ௨᮶ࠊ┴ࡢࣃࣉࡶኴࡃࠊCOC
ᴗࡶ┴⾜ᨻࡢ㠃ⓗ࡞༠ຊࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᴗࡢ᥎㐍ᮏ㒊ࡣ㧗▱┴ࡢ㛵㐃㒊⨫ࡢ㒊㛗ࡀྡࢆ㐃
ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 27 ᖺࠕᆅᇦ༠ാᏛ㒊ࠖࢆ᪂タࠊᖹᡂ 29 ᖺࡲ࡛ᩍ⛉ 10㸣ࡀ㧗▱┴ࢆ⣲ᮦ
ࡋࡓᤵᴗෆᐜ࡞ࡿࠋ
࠙ᡤ ឤࠚ
㧗▱ COC ࡣࠊ㛗ᖺࢃࡓࡾ⾜ᨻ⠏࠸࡚ࡁࡓᙉᅛ࡞㛵ಀᛶࢆ⤖ᐇࡉࡏࡓᴗ࡛࠶ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡓࠋ
ࠕᮏᴗࡣ᪤┴ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓྲྀ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ᥇ᢥࡢྍྰ㛵ࢃࡽࡎᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠖ
࠸࠺ᩍ⫱◊✲㒊ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢୖ⏣ඛ⏕ࡢゝⴥࡢ㏻ࡾࠊᏛෆእࡢࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡶᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᴗⓎ㊊
ࡢ⫼ᬒࡣ␗ࡋ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼ࠊ༠ാయไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊᏛࡪࡁࡇࡀከ࠸ࠋᏛᨵ㠉ࡢ࠶ࡽࡺ
ࡿྲྀ⤌ࡳ㸦⛉┠࠾ࡼࡧᏛ㒊࣭⤌⧊ᨵ⤌㸧ࡢඃඛ㡯ࢆࠕᆅᇦᚿྥࠖࠕᆅᇦᏛࠖ⤠ࡗ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡶࠊᩍ⫋ဨఏࢃࡾࡸࡍࡃࢫ࣒࣮ࢬ࡞ᴗ᥎㐍ࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
Ꮫどᐹղ
࠙ゼၥඛࠚ
ឡᏛ
࠙ゼၥ᪥ࠚ
2014 ᖺ 1 ᭶ 16 ᪥ 15㸸00㹼23㸸00
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ
㸦ᩗ⛠␎㸧
1.⊦ᓮࡓࡳ㸦⬟ຊ㛤Ⓨᐊ ᩍ⫱⏬ᐊ㸧
2.⛙ ᩗ෬㸦ᩍ⫱⏬ᐊᐊ㛗 ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᢸᙜᩍဨ㸧
3.ᒣ୰ ு㸦ᩍ⫱⏬ᐊ ຓᩍ ࣮ࣜࢲ࣮ࢬ࣭ࢫࢡ࣮ࣝᢸᙜᩍဨ㸧
4.㜿㒊ගఙ㸦ᗈሗᐊᐊ㛗࣭ᩍ⫱⏬ᐊㅮᖌ SDC㸧
࠙ゼၥ⪅ࠚ
1.㰻⸨ ᐶ㸦ᾏὒᏛ㒊Ỉ⏘Ꮫ⛉ᩍᤵࠊࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ㸧
2.㧗ᶫ ᧯㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮᥎㐍ᐊ㸧
3.㰺⸨♸Ꮚ㸦ᩍᏛ㒊•༡ᩍົㄢ㸧
4.⏣ᖹ♸Ꮚ㸦ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨭㄢ㸧
࠙どᐹ┠ⓗࠚ
࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢬ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ㸦ᤵᴗぢᏛ㸧
࣭ᩍ⫱⏬ᐊࡢᴗົయไ
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࣭ᩍ⫋ဨ⬟ຊ㛤ⓎᣐⅬࡢྲྀ⤌ࡳ
࣭ᇶ♏⬟ຊࢸࢫࢺࠕPROGࠖά⏝
࣭SD/FDࠕᅄᅜᆅ༊Ꮫᩍ⫋ဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦SPOD㸧ࠖ
௨ୖࡢྲྀ⤌ࡳヲ⣽ᩍ⫱ⓗຠᯝ㛵ࡍࡿࣄࣜࣥࢢ࠾ࡼࡧពぢ
࠙どᐹᴫせࠚ
15㸸00 ࡼࡾᇛᆅ༊࢟ࣕࣥࣃࢫឡ࣑࣮ࣗࢬᩍ⫱⏬ᐊ࠾࠸࡚⛙ඛ⏕ᒣ୰ඛ⏕ࡼࡾࠕ࣮ࣜࢲ࣮
ࢬ࣭ࢫࢡ࣮ࣝ㸦ERS㸧
ࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࠊ17:30 ࡽ ERS ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠕࢡࢵࢡࢭ࣑
ࢼ࣮ࠖཧຍࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ18:30 ࡽ ERS ࡢ࣓ࣥᤵᴗ࡛࠶ࡿࠊࠕಶูࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཧຍࡋࡓࠋ⤊
ᚋ ERS ᢸᙜᩍဨཷㅮ⏕ࡉࡽ㡑ᅜ༡ࢯ࢘ࣝᏛࡽࡢ␃Ꮫ⏕⣙ 20 ྡࢆྵࡵ࡚ࠊ
᠓ぶࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
᭱⤊ⓗࡣ 23 ࡲ࡛ពぢࢆᐇࡋࡓࠋ
ឡࡢேᮦᩍ⫱ࡣࡲࡎࠊ⌮ㄽࢆᚭᗏⓗᏛࡧࠊࡑࡢᚋࠊᐇ㊶άືࢆ⾜࠺㸦ࡇࡢⅬࡀᮏᏛࢆྵࡵࠊ
ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ ERS ≉᭷ࡢᩍ⫱ゝ࠼ࡿࠋከࡃࡢᏛࡣ⌮ㄽᐇ㊶άືࡣྠ⾜࡞ࢃࢀࡿ㸧ࠋERS
ࡢ᭱⤊┠ᶆࡣࠊཷㅮ⏕ࡀㅮᖌ࡞ࡾᏛෆእ࠾࠸࡚࣮ࣜࢲ࣮ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࡇ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᤵᴗ
ෆᐜࡣࠊཷㅮ⏕⮬㌟ࡀࡢ࣓ࣥࣂ࣮ఏ࠼ࡓ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢫ࢟ࣝࢆࢸ࣮࣐ 40 ศ௨ෆⓎ⾲ࠊ࣡
࣮ࢡࢆᐇࡍࡿࡇ㔜ࡁࢆ⨨ࡁࠊ
ࠕẼ࠸࡚ࠖࠕ⪃࠼࡚ࠖࠕ⾜ືࡍࡿࠖࡇࡀ࡛ࡁࡿ┿ࡢ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊERS ึᮇẁ㝵࠾࠸࡚ཷㅮ⏕ࡣࠊ⮬ศྐࡢసᡂ PROG㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ
ࡳ㸧ࢸࢫࢺࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࢆ⏝࠸࡚ ERS ᩍဨᩘ㛫ࢃࡓࡾ㠃ㄯࢆ⾜࠸ࠊ⮬ศ⮬㌟
ࡢᙉࡳࡸᑗ᮶ࡢ┠ⓗࢆ᫂☜ࡋ࡚ࡽ ERS ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࠙ᡤ ឤࠚ
ERS ࡣឡࡢࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᏛ⏕ᑐࡋࠊᑡᩘඛ㗦ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ᩍ⫱ࢆࡋᏛ⏕యࡢ࣎ࢺ࣒ࢵࣉࢆ
ᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ⫱ᡂࡍࡿᏛ⏕ീࡀ᫂☜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀࠊឡࡢ SD࣭FDࠊேࠊ⤌⧊ࡢ
㐃ືࡋࡓᨵ㠉⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓࠊྠ≉᭷ࡢ SD ࣓ࢯࢵࢻࡸ࣮ࣜࢲ࣮ᩍ⫱ࢆᏛࡢ
ᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࡶἼཬࡉࡏࡿᶵ㸦ྜᐟ㸧ࢆタࡅ࡚࠾ࡾࠊᡓ␎ⓗྠࡀᢸ࠺♫ⓗ㈐௵ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗ࡛ࡣࠊᏛ⏕ྠኈࡢᢈุⓗ࡞Ⓨゝࡀ༳㇟ṧࡿࠋ᭱⤊ⓗࡣ⛙ඛ⏕ࢆࡣࡌࡵ⣙ 10
ྡ⛬ᗘࡢᩍ⫋ဨࡶࢥ࣓ࣥࢺࡍࡿࡀࠊཝࡋࡉࡢ୰⫱࡚ࡿᙉ࠸ព㆑ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢཷㅮ⏕ࡶࠕ⮬ศ
ࡣ ERS ཷㅮ⏕࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺⮬ಙ‶ࡕ࡚࠾ࡾࠊᢸᙜᩍ⫋ဨࡶ ERS ࡾࢆᣢࡕࠕே㛫ⓗ㨩ຊࠖ⁄
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᩍဨࡢࡳ࡞ࡽࡎ⫋ဨࡶᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿ࠸࠺ព㆑ࡢ㧗ࡉࠊࡑࢀᛂࡍࡿᏛ⏕ࡢព㆑
ࡢ㧗ࡉࡣẚ㛵ಀ࠶ࡿࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡓࠋ
Ꮫどᐹճ
࠙ゼၥඛࠚ
㔠ἑᕤᴗᏛ
࠙ゼၥ᪥ࠚ
2014 ᖺ 1 ᭶ 28 ᪥ 13㸸30
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ
㸦ᩗ⛠␎㸧
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1.⚟⏣ㅬஅ㸦ᖖ௵⌮ࠊᏛົᒁ㛗㸧
2.ᾛᮧ ㇏㸦ᗢົ㒊ᗢົㄢ㛗/Ꮫ⏕ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㐠Ⴀᐊ㛗㸧
3.⚟⏣ᓫஅ㸦⏘Ꮫ㐃ᦠ᥎㐍㒊㐃ᦠ᥎㐍ᐊ㛗㸧
4.すᕝ⣖Ꮚ㸦⏘Ꮫ㐃ᦠ᥎㐍㒊㐃ᦠ᥎㐍ᐊ㐠Ⴀಀ㛗㸧
5.㧘⩚ṇே㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᢏᖌ㛗 ክ⪃ᡣ㸧
࠙ゼၥ⪅ࠚ
1.ᓲ ୍ⱥ㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ḟ㛗㸧
2.⚟ᓮ ⛱㸦㧗㍯ᩍ㣴ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮௵㸧
3.Ლ ❳ᚨ㸦Ꮫ㛗ᐊ⏬ㄢ㸧
4.୰すே㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮᥎㐍ᐊ㸧
࠙どᐹ┠ⓗࠚ
COC ࡢྲྀ⤌ࡳ㛵ࡍࡿពぢ
࠙どᐹᴫせࠚ
㔠ἑᕤᴗᏛ฿╔ᚋࠊᡴࡕྜࢃࡏ๓ࠊክ⪃ᡣ 41 ࢆゼၥࡋࠊᢏᖌࡢ㧘⩚Ặ㤋ෆཬࡧክ⪃ᡣࡘ࠸
࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㔠ἑᕤᴗᏛഃᡴࡕྜࢃࡏࢆ㛤ጞࡋࠊᓲࡀᮏᏛࡢ COC ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ᚋ
᪉ࡢᏛࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࠊ㉁ᛂ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࠊᡴࡕྜࢃࡏᚋࠊ㔠ἑᕤᴗᏛෆタࢆどᐹࡋࡓࠋヲ
⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
1㸧ክ⪃ᡣࡘ࠸࡚㸦ክ⪃ᡣ 41㸧
ክ⪃ᡣࡣࠊᏛ⏕࡛࠶ࢀࡤࠊㄡ࡛ࡶ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᕤᡣ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶵᲔࡢㅮ⩦
ࢆཷࡅࡿࡇࡼࡾࠊ
ࠕࣛࢭࣥࢫ࣮࢝ࢻࠖࢆྲྀᚓࡋࠊ⏝ࡍࡿࠋᏛ⏕ࡣࠊᚲࡎ᭱ึᏳㅮ⩦ࢆཷࡅ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ᭱ึ༴㝤ᛶࢆᏛࡪࡇࡼࡾࠊᏳᛶࢆ᳜࠼ࡘࡅࡿࠋᣦᑟࡍࡿᢏᖌࡶᴗࡢ⌧ሙ⤒㦂
⪅࡛ࡶ࠶ࡾࠊᏳᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱ࡶ⇍▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣛࢭࣥࢫ࣮࢝ࢻࡼࡾࠊᢏ⾡ࡢಟᚓ≧ἣ
ࡀᢕᥱࡋࡸࡍࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㒊ရࡢ㉎ධࡶ᭷ᩱࡍࡿࡇ࡛Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽ⪃࠼࡚ண⟬ࢆ᳨ウࡋ㉎ධ
ࡍࡿሙࢆタࡅࠊࣔࣀࢆษᢅ࠺Ẽᣢࡕࢆ⫱࡚ࡿ⌧ሙ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ2 㝵ࡣศ㔝ẖࡢ࣑࣮ࢸࣥࢢ࣮ࣝ
࣒ࡶタ⨨ࡉࢀᩚ⌮ᩚ㡻ࡀࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏝≧ἣࡣᏛ⏕ဨࡀᚲࡎ୍ᅇࡣゼࢀࡿࡓࡵࠊ
ᖺ㛫ᘏࠊ10 ே㏆ࡃࡢ⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕⮬㌟ࡶ✚ᴟⓗ⏝ࡋࠊᩍ⫋ဨࡶࡑࡢጼໃᛂ࠼࡚࠸ࡿ
ᐇឤ࡛ࡁࡿ⌧ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ
2㸧㔠ἑᕤᴗᏛࡢ COC ᴗࡘ࠸࡚
㔠ἑᕤᴗᏛࡢ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ࠊ
ࠕ✵㛫ሗࣉࣟࢪ࢙ࢡࠖ
㸦ᅵᮌ⣔㸧ࡸࠕ་ᕤ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
ࠊᏛ⏕ࡀࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆࢹࢨ
ࣥࡍࡿࠕᆅᇦேᮦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ➼ 17 ௳ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀጞືࡋ
࡚࠸ࡿࠋ⛉┠ࡘ࠸࡚ࡶࠊ40㸣ࡢ⛉┠ࢆᆅᇦᚿྥࡢ⛉┠ᑐᛂࡍࡿ➼ࠊ
ᩍᏛ㒊㛗ࢆ➹㢌ᑐᛂࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡘ࠸࡚ࡶ COC ᴗ㛵ࢃࡿᆅᇦάື⯆ࢆ♧ࡋࠊ
⾜ືࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺Ꮫෆ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋ
3㸧㔠ἑᕤᴗᏛࡢ≉Ⰽ㹼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢹࢨࣥᏛ⏕ࡀ⮬ࡽືࡅࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ㹼
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㔠ἑᕤᴗᏛࡢ≉ᚩ
ࡋ࡚ࠊ
ࠕᩍဨࡀᩍ࠼ࡿᩍ⫱
ࡽࠊᏛ⏕ࡀ⮬ࡽᏛࡪᩍ
⫱ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ㇟
ᚩࡍࡿ⛉┠ࠕࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࢹࢨࣥࠖ⛉┠ࡀ
࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡀᑠேᩘࡢࢢ
࣮ࣝࣉศࢀࠊ⮬ࡽㄢ㢟ࢆ㑅ᢥࡋࠊゎỴ⟇ࢆࠊ᳨ウࡋ࡚ࠊⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࢳ࣮࣒ࡢຊࢆ㣴ᡂࡍࡿᚲಟ⛉┠
࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤⓎ⾲ࡉࢀࡓࡣࠊ⮬⏤㜀ぴ࡛ࡁࡿࠋᏛ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃᩍဨᑐࡋ࡚ࡶᏛࡗ࡚ࡇ
ࡢ⛉┠ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺Ⅽࠊᑵ௵ 1 ᖺ┠ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢹࢨࣥ⛉┠ࢆᢸᙜࡋࠊᏛ⏕ࡢ
࣑࣮ࢸࣥࢢࡸ࣏࣮ࣞࢺホ౯ࢆᢸᙜࡍࡿࠋㄢ㢟㑅ᢥࡢ㝿ࡶᆅᇦࡢၥ㢟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⮬↛
ᆅᇦ㈉⊩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᏛࠊᆅᇦࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡞ࡿ⎔ቃࡀᙧᡂࡉࢀࡿ⛉┠࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㔠ἑᕤᴗᏛࡢタࡣࠊఱࡼࡾࡶᏛ⏕ࡀ⮬ࡽ㞟ࡲࡗ࡚άື࡛ࡁࡿሙࢆᏛෆ㝶ᡤタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇࠊ㦫ࡁࢆ㞃ࡏ࡞ࡗࡓࠋ24 㛫࣑࣮ࢸࣥࢢ➼ࡀ⾜࠼ࡿᐇ⩦ᐊࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣑࣮ࣙࣥࢸ
ࣥࢢࡸࠊ㟁Ꮚ࣮࣎ࢻ➼ࡢᶵჾࢆ࠼ࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸤ࢹࢨࣥࢫࢱࢪ࢜ࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ࣏ࢫ
ࢱ࣮ࢆప౯᱁࡛༳ๅฟࡁࡿ➼ࠊᏛ⏕ࡢⓎ⾲ࡀࡼࡾࡼࡃ࡞ࡿ⎔ቃࡀ᭱㧗ࡢ≧ែ࡛ᩚࢃࢀ࡚࠸ࡿ༳㇟ࢆཷࡅ
ࡓࠋᏛ⏕ࡶࠊᖖࡇࢀࡽࡢタࢆά⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡀᏛ࡛ኪ㐜ࡃࡲ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࠸࠺ㄝ᫂ࡀ
࡞ࡉࢀࡓࠋ
࠙ᡤ ឤࠚ
㔠ἑᕤᴗᏛࡣࠊᩍဨࡶ COC ᴗ✚ᴟⓗ༠ຊࡍࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡓࡀࠊᩍဨᙉไࡍࡿࡇ࡛ࠊ㈇
ᢸࢆࡁࡃࡅࡎࠊㄪᩚࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸࠸࠺ࡇࡶఛ࠼ࡓࠋᏛ⏕ࡀ⮬ࡽ⪃࠼⾜ືࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ
⎔ቃࡣ⣲ᬕࡽࡋࡃࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆᚲಟ⛉┠ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢹࢨࣥ⛉┠ࡢࢸ࣮࣐ࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ⏕ࡣ
ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡳᡂᯝࢆṧࡋࠊᆅᇦࡶ㈉⊩࡛ࡁࠊಶே࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢳ࣮࣒ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋᩍ
⫱ࡸࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠ႠᦠࢃࡿᏛ⏕ࢫࢱࢵࣇ⣙ 600 ྡࠊTA ⣙ 400 ྡࢆ㞠⏝ࡋࠊᏛ⏕ྠኈࡀᏛࡧࠊᩍ࠼ྜ
࠺⎔ቃࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸ឤࡌࡓࠋ
ᮏᏛ࠾࠸࡚ᆅᇦᚿྥࡢ⛉┠ࢆᐇࡍࡿࡣࠊᏛ⏕ࡀ⮬ࡽ࣑࣮ࢸࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊάື࡛ࡁࡿሙᡤ
ࢆἑᒣసࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾࡼ࠸⤖ᯝࢆ⏕ࡳฟࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᐇឤࡋࡓࠋ㔠ἑᕤᴗᏛ
ྠࡌࡇࢆࡍࡿࡣࠊ㞴ࡋ࠸ࡀࠊᮏᏛࡶᩍဨࡽࡢ◊✲㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡀၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㠃ࡽࡶ
ᆅᇦ㈉⊩࡛ࡁࡿ㒊ศࡣከࡃ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆឤࡌࡓࠋ
Ꮫどᐹմ
࠙ゼၥඛࠚ
ᐩᒣ┴❧Ꮫ
࠙ゼၥ᪥ࠚ
2014 ᖺ 1 ᭶ 29 ᪥ 9㸸30㹼
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ
㸦ᩗ⛠␎㸧
1.ዟ⏣

ᐿ㸦ᩍᤵ㸦♫Ꮫ㸧
ࠊ࢟ࣕࣜࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗ࠊ⏕༠⌮㛗㸧
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2.ᾏୗ㞞ே㸦ᩍົㄢ㛗㸧
3.ᮧᒣ㯞⨾㸦ᩍົㄢㄢ㛗⿵బ㸧
4.᳃ᮏెᙪ㸦ᩍົㄢሗ◊✲ಀ㛗㸧
࠙ゼၥ⪅ࠚ
1.ᓲ ୍ⱥ㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ḟ㛗㸧
2.⚟ᓮ ⛱㸦㧗㍯ᩍ㣴ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮௵㸧
3.Ლ ❳ᚨ㸦Ꮫ㛗ᐊ⏬ㄢ㸧
4.୰すே㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮᥎㐍ᐊ㸧
࠙どᐹ┠ⓗࠚ
࣭COC ࡢྲྀ⤌ࡳ㛵ࡍࡿពぢ
࠙どᐹᴫせࠚ
ᐩᒣ┴❧Ꮫ฿╔ᚋࠊᐩᒣ┴❧Ꮫഃᢸᙜ⪅᪉ࡢᏛࡢ COC ᴗࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ࠶ࠊྛ
Ꮫࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋᡴࡕྜࢃࡏᚋࠊᏛෆࡢタぢᏛཬࡧࠊCOC ᴗࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠊᆅ
ᇦ༠ാᨭᐊࢆぢᏛࡋࡓࠋ
1㸧ᐩᒣ┴❧Ꮫࡢ COC ᴗࡘ࠸࡚
ᐩᒣ┴❧Ꮫࡢ COC ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ㹼ࠕᕤᏛᚰ࡛ࠖᆅᇦࡘ࡞ࡀࡿࠕᆅᇦ༠ാᆺᏛࠖࡢᵓ⠏㹼࡛
࠶ࡿࠋேࠎࡢᬽࡽࡋᙺ❧ࡘࠕᕤᏛࠖ᪂ࡋ࠸㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࡢ㐀ࡢ⇕ព࡛࠶ࡿࠕᕤᏛᚰࠖࢆᣢࡘᏛ⏕
ࡀᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴྲྀࡾ⤌ࡵࡿᏛࡋ࡚ᆅᇦ༠ാ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗ
ᐇࡢࡁ࡞࣏ࣥࢺࡋ࡚ࡣࠊ1㸬ᴗᐇࡢࡓࡵࡢ᥎㐍యไཬࡧᏛ⏕ࡢᴗࡢཧ⏬ࠊ2㸬ᆅᇦࢆ
ᚿྥࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࢩࣇࢺࠊ3㸬⮬యࡢ㐃ᦠࠊ4㸬ᴗࡢ⥅⥆ᛶࡢ 4 Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
1㸬ᴗᐇࡢࡓࡵࡢ᥎㐍యไཬࡧᏛ⏕ࡢᴗࡢཧ⏬
Ꮫ㛗┤ᒓ COC ᥎㐍ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋࠊᩍ⫋ဨࡔࡅ࡛࡞ࡃ COC ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡀ COC ࡢ TA ࡋ࡚
Ꮫ⏕ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣦᑟࡋࠊᏛ⏕ࡶᆅᇦὶ࣭ᑐヰ➼ㄪᰝࡸᑂ㆟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺⤌⧊ࢆᙧᡂࡋࠊ
Ꮫయ࡛ᆅᇦࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴయไ࡛࠶ࡿࠋᩍဨࡢ 7 ࡀཧຍࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2㸬ᆅᇦࢆᚿྥࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࢩࣇࢺ
ᩍ⫱㠃ࡋ࡚ࡣࠊᚲಟ⛉┠ࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⛉┠ࡢ᪂タࡣࡏࡎࠊ⌧Ꮡࡢ⛉┠ࢆⓎᒎࡉࡏࠊ
ࠕᆅᇦ༠ാ⛉┠ࠖࡋࡓࠋయ㦂࣭₇⩦➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆⓎぢࡋゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡿຊࢆᙧᡂࡍࡿ⛉
┠ᨵ⦅ࡍࡿࠋ
3㸬⮬యࡢ㐃ᦠ
⮬యࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆㞄ࡢ 1 ┴㸦ᐩᒣ┴㸧
ࠊ4 ᕷ㸦ᑕỈᕷࠊᐩᒣᕷࠊ㯮㒊ᕷࠊ༡◝ᕷ㸧
ࠊ1
⏫㸦ධၿ⏫㸧㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋᑕỈᕷࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐃ᦠ༠ᐃᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋࠊ㐃
ᦠ᥎㐍㆟ࠕᆅᇦ༠ാ㒊ࠖࢆタ⨨ࡋࠊᏛ⏕ᩍ⫋ဨࡀཧຍࡋࠊᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡢ⮬య
ࡘ࠸࡚ࡶࠊᩍဨࡢඹྠ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆࠊᏛ⏕ཧຍࡼࡾᆅᇦᑐヰ࡛ࡁࡿయไᩚഛࡍࡿ➼ᐇࡋ࡚
࠾ࡾࠊࠊᆅᇦࡢ㨩ຊྥୖࠊ㐣ᆅᇦࡢάᛶࠊᆅᇦࡢᏳࠊᏊ౪㐩ࡢ⛉Ꮫ㞳ࢀᑐ⟇ࠊᆅᇦάᛶ
࣏ࢫࢱ࣮ࡢ QR ࢥ࣮ࢻࡢᢏ⾡ᥦ౪➼᥇ᢥᚋࠊᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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4㸬ᴗࡢ⥅⥆ᛶ
COC ⤊ᚋࡶࠊ
COC ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡢ▱㆑ࢆᏛ⏕ࡢ COCTA
ࡀ⥅ᢎࡋࠊᩍဨࡢ◊✲ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡶ▱㆑ᆅᇦࡢ㛵ಀࢆ
⥅ᢎࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗࡢ⥅⥆ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
2㸧ᆅᇦ༠ാᨭᐊࡘ࠸࡚
ᆅᇦ༠ാᨭᐊࡣᏛࡢᏛ⏕ࠊᩍ⫋ဨࡀࡼࡾ୍ᒙࠊᆅᇦࡢ
ሗࡸࠊ┦ㄯࠊᆅᇦ㛵ࢃࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ሗྲྀᚓࡸᤵ
ᴗ⏝➼⏝ࡉࢀࡿ㒊ᒇ࡛࠶ࡿࠋົ⫋ဨ 2 ྡࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ୕ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊᐊෆࡣࠊ࣑࣮ࢸ
ࣥࢢࡀ⾜࠼ࡿࢸ࣮ࣈࣝࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢሗ➼ࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡀ
Ꮫ⏕ᥦ౪ࡋࠊ⮬య㐃⤡ࡍࡿ௰ࢆࡍࡿ➼ࠊᵝࠎ࡞ᆅᇦ༠ാ࠾࠸࡚ࠊᏛࢆ⤖ࡪ㒊⨫࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㐃ᦠ⮬యࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ㈨ᩱࡀᥖ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢሗࢆ▱ࡿୖ࡛ࡣḞࡏ࡞࠸㒊⨫࡛࠶
ࡿࡇࡀࠊึࡵ࡚ゼၥࡋࡓࡔࡅ࡛ࡶᐇ㝿ឤࡌࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࠋᏛ⏕ࠊᩍ⫋ဨࡀ࠾࠸ࡢ㊊ࡾ࡞࠸㒊
ศࢆ⿵࠸ࠊᆅᇦㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㒊ᒇ࡛࠶ࡿᐇឤࡋࡓࠋ

࠙ᡤ ឤࠚ
ᅇ㝣ᆅ༊ࡢ 2 Ꮫࡢ COC ᴗ࠾ࡼࡧᏛタࡘ࠸࡚どᐹࢆࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ఱࡀ
࡛ࡁࡿ⮬ࡽ⪃࠼࡚⾜ືࡍࡿィ⏬ࡸ⎔ቃࡀᮏᏛࡼࡾᩚࡗ࡚࠸ࡿᐇឤࡋࡓࠋ
ᮏᏛࡣࠊ◊✲ศ㔝ࡀඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋࠊᏛ⏕ࡢຊࡣࠊᚲせྍḞ࡛࠶ࡿࡋࠊྛᰯ⯋࠶ࡗࡓ⎔ቃ
ࢆᩚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋᏛ⏕ࡀ⮬⏤⏝࡛ࡁࡿάືሙᡤࡸࠊᆅᇦࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࢥ࣮ࢹࢿ࣮
ࢱࡢᙺࡀ㔜せᛮ࠺ࠋ
Ꮫ⏕࣭ᩍ⫋ဨ࣭ᆅᇦఫẸࡀ༠ാࡋ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ⾜ື࡛ࡁࡿຊࢆⓎࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇࡀᮏᏛ࡛ࡶྍ⬟࡞
ࢀࡤࠊᮏᏛࡣࡼࡾ୍ᒙࡁࡃᡂ㛗ࡋࠊᆅᇦឡࡉࢀࡿᏛ࡞ࡿ࡛ࡣ࡞࠸ᅇࡢどᐹࢆ㏻ࡌ࡚ឤ
ࡌࡓࠋ
Ꮫどᐹյ
࠙ゼၥඛࠚ
❧㤋Ꮫ ࡧࢃࡇ࣭ࡃࡉࡘ࢟ࣕࣥࣃࢫ
࠙ゼၥ᪥ࠚ
2014 ᖺ 2 ᭶ 19 ᪥ 13:00㹼17:30
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ
㸦ᩗ⛠␎㸧
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1.Ᏻᒸ㧗ᚿ㸦ᩍ⫱㛤Ⓨ᥎㐍ᶵᵓᩍᤵ㸧
2.ΎỈ㑳Ꮚ㸦ᩍ⫱㛤Ⓨᨭㄢㄢ㛗㸧
3.⡿ᕝ⩏ே㸦ἲே㈈ົ㒊⟶㈈ㄢㄢ㛗⿵బ㸧
4.ᮡᒣᑗே㸦⏕⛉Ꮫ㒊⸆Ꮫ㒊ົ㛗㸧
5.᭹㒊ᑦᶞ㸦⸆Ꮫ㒊ᩍᤵ࣭Ꮫ㒊㛗㸧
6.ᑠᕝ ᆒ㸦ሗ⌮ᕤᏛ㒊ᩍᤵ㸧
7.ᶫᮏྡὠ㞝㸦ሗ⌮ᕤᏛ㒊ົ㛗㸧
8 ᕤ⸨♸୍㸦ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫㄢ㸧
9.ᑠἑ㐨⣖㸦ࢫ࣏࣮ࢶᗣᏛ㒊ᩍᤵ㸧
10.ኴ⏣ಇ᫂㸦⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᶵᵓ SR ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸧
11.ᒸ⏣ඛ⏕ࠊᖹᒸඛ⏕ࠊಥཱྀඛ⏕ࠊ℈ᆅඛ⏕㸦ࡨ࠶ࡽᢸᙜᩍဨ㸧
࠙ゼၥ⪅ࠚ
1.ෆ⏣ᬕஂ㸦ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗 ᩍ㣴Ꮫ㒊ே㛫⎔ቃᏛ⛉ᩍᤵ㸧
2.ᖹᒸඞᕫ㸦ᕤᏛ㒊㛗 ᕤᏛ㒊⯟✵ᏱᐂᏛ⛉⯟✵ᏱᐂᏛᑓᨷᩍᤵ㸧
3.㛗 ᖾᖹ㸦ሗ⌮ᕤᏛ㒊㛗 ሗ⌮ᕤᏛ㒊ሗ⛉Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
4.ᑠᓥ┤ஓ㸦◊✲᥎㐍㒊㛗 ᕤᏛ㒊⏕Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
5.᭷ᯇ㔜㞝㸦ົ㒊ࣇࢩࣜࢸㄢ㛗㸧
6.▼⏤⌮㸦ົ㒊ࣇࢩࣜࢸㄢ㸧
㸦௨ୖ 6 ྡ㸧
࠙どᐹ┠ⓗࠚ
ᚑ᮶ࡢᏛᩍ⫱࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆࠊ᰿ᮏⓗኚࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᮏᏛ࡛ࡣࠊᆅ㸦▱㸧ࡢ
ᣐⅬᩚഛᴗࡢ᥇ᢥࢆᶵࠊࣃࣈࣜࢵࢡࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺ㸦PA㸧ᩍ⫱ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊࢡࢸࣈ࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢᡭἲࢆᖜྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࡢෆᐜࡸ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣࡰᶍ⣴≧ែ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
PA ᩍ⫱ࢆලయࡍࡿࡓࡵࡣࠊᚑ᮶ࡢ࣎ࣛࣥࢸάືࡸࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ࠸ࡗࡓ⪃࠼
᪉ࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛࠶ࡾࠊලయⓗࠊᏛ⏕㐩ࡀ♫ฟ࡚⾜ࡗࡓࡁࠊ♫ࢆ㛫㍈ୖࡢࢲࢼ࣑ࢵࢡ
࡞㐃⥆ⓗኚࡢ᩿㠃ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ⮬ࡽࡢே⏕ࡀᢸ࠺ࡁ௦ࢆண ࡋࡘࡘࠊࡼࡾ㇏࡛ᖹ࡞ᣢ⥆ྍ⬟
࡞♫ࡢᐇ⌧ࡢࡼ࠺㈉⊩࡛ࡁࡿࢆ⮬ࡽぢฟࡋᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡅࡿࠊࡑࢀࡽᚲせ࡞▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝ
ࢆࠊᵝࠎ࡞య㦂ࡸ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⫱ࢇ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࡢࡶࠊᡃࠎࡣḟࡢ 3 ࡘࡢ
どⅬ↔Ⅼࢆ⨨ࡁࠊࡇࢀࡽࡢ࠶ࡿࡁᩍ⫱ࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚᥈ࡿࡇࢆ┠ⓗᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆどᐹ
ࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧Ꮫ⏕ྠኈࡀᩍ࠼Ꮫࡧྜ࠺ሙࡀࡢࡼ࠺ᵓ⠏ࡉࢀࠊࡢࡼ࠺㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧ࣃࣈࣜࢵࢡࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࢆᨭ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࠊࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ➼ࡀࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡉࢀࠊࡢࡼ࠺ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦㸱㸧᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓタഛୖࡢᕤኵࡀࡢࡼ࠺タィࡉࢀྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
❧㤋Ꮫࡧࢃࡇ࣭ࡃࡉࡘ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆゼၥࠊࡇࡢ㸳ᖺ௨ෆ❹ᕤࡋࡓ⌮ᕤ⣔◊✲ᐊᐇ㦂ᐊࡀ୰ᚰ
ࡢࢧ࢚ࣥࢫࢥ࠾ࡼࡧሗ⣔◊✲ᐊᐇ㦂ᐊࡀ୰ᚰࡢࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢥࠊࡉࡽᏛ⏕ࡓࡕࡢ⮬ⓗ
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ࢢ࣮ࣝࣉάືࡀྍ⬟࡞ࣘࢽ࢜ࣥࢫࢡ࢙࢘ࠊࡉࡽᅗ᭩㤋タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛ⏕ྠኈࡢᏛࡧࡢሙ࡞ࡿ
ࠕࡨ࠶ࡽࠖ
ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀᆅᇦ㐃ᦠάືࡋ࡚άⓎᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㒊ࠊ
ᆺᐇ㦂⣭タ࡞ࡿ SR ࢭࣥࢱ࣮ࢆどᐹ࣭ゼၥࡋࡓࠋ
㸺ࢧ࢚ࣥࢫࢥ࠾ࡅࡿどᐹぢᏛ㡯┠㸼
࣭་⒪⸆Ꮫᨭᐊ ⸆Ꮫ㒊ࡢ⸆ᒁ࡛ࡣࠊᐇయ㦂ࡀྍ⬟࡞⸆ࡢ㈍ᐇ⩦タ
࣭ᩍဨࡢ◊✲ᐊᐇ㦂ᐊࠊᏛ⏕ᒃᐊࢆぢᏛࠊᗈࡉࠊ⨨㛵ಀࠊタഛ࡞
࣭⏕Ꮫ⣔ࡢ◊✲ᐊࠊᐇ㦂ᐊࠊᏛ⏕ᒃᐊࢆぢᏛࠊᗈࡉࠊ⨨㛵ಀࠊタഛ࡞ࠋ
㸺ࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢥ࠾ࡅࡿどᐹぢᏛ㡯┠㸼
࣭ሗᶵჾ㛵㐃ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᐊࠊᐇ㦂ᐊࠊᩍᐊ➼ࢆぢᏛ
࣭ᰯ⯋タィ࠾ࡅࡿᕤኵⅬࠊタィィ⏬ࡢᴫせࠊண⟬➼
࣭ᘓ≀యࡢ㓄⨨ཬࡧධཱྀ㏆࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࢚ࣜࡢ⏝≧ἣࢆどᐹ
࣭⌮ᕤᏛ㒊࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࡢ⌧≧⏝≧ἣ

❧㤋Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ࡢ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ

❧㤋Ꮫࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㒊ࡢᕤኵ

㒊ศタ⨨ࡋࡓ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬ

ࢆจࡽࡋࡓᩍᐊ

㸺࣓ࢹࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿどᐹぢᏛ㡯┠㸼
࣭
ࠕࡨ࠶ࡽࠖタࢆぢᏛࠊࡉࡽಶู㠃ㄯᢸᙜᩍဨ 1 㛫⛬ᗘࡢ᠓ㄯࢆ࠾
ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸺ࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㒊㸼
࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚᠓ㄯ㸦40 ศ⛬ᗘ㸧
࣭タぢᏛࠊᐇ㦂ᐊࠊᩍᐊࢆぢᏛ
㸺SR ࢭࣥࢱ࣮㸼
࣭ᆺᐇ㦂タ࡞ࡿ SR㸦ᨺᑕගࡼࡿศᯒࢭࣥࢱ࣮㸧タࢆぢᏛࠊඹྠ⏝ࢧ࣮ࣅࢫࠊᏛእࡢࢧ
࣮ࣅࢫᥦ౪≧ἣ➼ࠊ㐠Ⴀయไࡘ࠸࡚ሗ
࠙ᡤ ឤࠚ
㸰᭶ࡢఇᬤᮇ㛫࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡣࠊከᩘࡢᏛ⏕ࡀ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡂࡸࡉ
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ࢆឤࡌࡓࠋ⌮ᕤ⣔ࢆ୰ᚰࠊ◊✲Ⓨ⾲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ᭱ᐤࡾࡢ㥐ࡽࣂࢫ࡛ 15 ศ⛬
ᗘ㞳ࢀࡓఫᏯእࡢ୰࠶ࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕⏕άᚲせ࡞ࡿタࡀ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࠶ࡿࡇࠊ
ࡲࡓ࠸ࡈࡇࡕࡢⰋ࠸࢟ࣕࣥࣃࢫタィࡼࡿ㨩ຊ࡙ࡃࡾࡀຌࢆዌࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡓࡕࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡀྍ⬟࡞ࡿሙᡤࡀࠊᰯ⯋ෆࡢᵝࠎ࡞ᡤぢࡽࢀࠊ≉ࠕࡨ࠶ࡽࠖ࠾࠸࡚
ࡣࠊಶูᣦᑟࡢࡓࡵࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࡀ࣓ࢹࢭࣥࢱ࣮㸦ᅗ᭩㤋㸧ࡢ୍ゅタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ྠኈࡢᏛ
ࡧྜ࠸ࡢሙ㠃ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㒊࡛ࡣࠊ♫㐃ᦠㄢࡀົᒁ࡞ࡾᆅᇦ㐃ᦠάືࡀ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅඖ
ᩍ⫱ጤဨࢆึࡵࠊከᩘࡢẸ㛫ᴗࠊNPO ➼ࡢ㛫࡛ࠊᑡ࡞ࡃࡶ 45 ௨ୖࡢࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉཬࡧࢧ
࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀṇㄢࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚㛤ㅮࠊᐇࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡣࠊᩘྡ⛬ᗘࡢࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇయ㦂ࢆక࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣຠᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ᪨ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋ
❧㤋Ꮫ࡛ࡣࠊ᪩ࡃࡽ TA ࡸࢧ࣏࣮ࢱ࣮➼ࠊᏛ⏕ࡢ✚ᴟⓗ࡞⿵ຓάືࡀάⓎ࡛࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀ㛵ࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡀ≉ᚩ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪨ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀᨾࠊ⌮ᕤ⣔
ࡢᏛ⏕ᐇ㦂࡛ࡣࠊᮏᏛࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡⣔⫋ဨ࠸ࡗࡓࡶࡢࡣᏑᅾࡏࡎࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢィ⏬ࡣᩍဨࡀ࠾ࡇ࡞
࠺ࡶࡢࡢࠊᐇ㦂ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࡍ࡚Ꮫ㝔⏕ࡀ TA ࡋ࡚ᐇࠊࡑࡢࠊᏛෆࡢྛᡤ࡛Ꮫ⏕ࡓࡕࡢάື
ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛෆࡢᗑ࡛ࡢ࡞ࡶᏛ⏕ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛࡋ࡚ࡢఏ⤫ࡶ࠸
࠼ࡿάືࡀ࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ♫ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪࡞ࠊᗈࡃᒎ㛤ࡉࢀࡿᇶ♏ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࠺ࡀ࠼ࡓࠋ
ᮾᾏᏛ࡛ࡣࠊປዡᏛ⏕ไᗘࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᏛ㒊Ꮫ⏕ࡗ࡚ࠊᐇ♫࡛ࡢయ㦂ࢆక࠸ᚓࡿࢧ࣮ࣅ
ࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᶵࡣࠊࡲࡔࢇ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᚋࠊᆅᇦ㈉⊩ࡢࡓࡵࡢᗙᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊᩍ⫱ᨭάືࡶྵࡵࡓ✚ᴟⓗ࡞ཧຍ࡛ࡁࡿᶵࢆసࡗ࡚࠸ࡃᚲせᛶࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋ
Ꮫどᐹն
࠙ゼၥඛࠚ
㱟㇂Ꮫ
࠙ゼၥ᪥ࠚ
2014 ᖺ 2 ᭶ 26 ᪥ 9:00㹼12:30
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ
㸦ᩗ⛠␎㸧
1.ᮧୖᏕᘯ㸦ᅗ᭩㤋ົ㒊㸸῝ⲡ㸧
2.ୖᘪᏊ㸦ᅗ᭩㤋ົ㒊㸦῝ⲡ㸧ㄢ㛗㸧
3.㛗㇂ᕝᓅྐ㸦ᩍᏛ⏬㒊㛗ࠊᏛᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊᏛホ౯ᨭᐊ㛗/⤒ႠᏛ㒊ᩍᤵ㸧
4.Ᏻ⸨ ᚭ㸦ᅗ᭩㤋㤋㛗㸧
5.ᮡᮧ⦾୍㸦ᅗ᭩㤋ົ㒊㒊㛗㸧
6.ᩍᏛ⏬㒊
࠙ゼၥ⪅ࠚ
1.ෆ⏣ᬕஂ㸦ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗 ᩍ㣴Ꮫ㒊ே㛫⎔ቃᏛ⛉ᩍᤵ㸧
2.☾ᮧ㞞ኵ㸦Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉◊✲⛉㛗 ᕤᏛ㒊㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉ᩍᤵ㸧
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3.ᖹᒸඞᕫ㸦ᕤᏛ㒊㛗 ᕤᏛ㒊⯟✵ᏱᐂᏛ⛉⯟✵ᏱᐂᏛᑓᨷᩍᤵ㸧
4.ᅵᒇᏲṇ㸦⌮Ꮫ㒊㛗⌮Ꮫ㒊ሗᩘ⌮Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
5.୕బᕝுᏹ㸦ᩥᏛ㒊Ꮫ㒊㛗⿵బṔྐᏛ⛉すὒྐᑓᨷᩍᤵ㸧
6.᰿ᕝ㸦Ꮫ㛗ᐊḟ㛗 Ꮫホ౯ᐊ㛗 ⌮Ꮫ㒊≀⌮Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
7.ᮏ㛫ຌ୍㸦ົ㒊ࣇࢩࣜࢸㄢㄢ㛗⿵బ㸧
8.▼⏤⌮㸦ົ㒊ࣇࢩࣜࢸㄢ㸧
㸦௨ୖ 8 ྡ㸧
࠙どᐹ┠ⓗࠚ
㸦㸯㸧Ꮫ⏕ྠኈࡀᩍ࠼Ꮫࡧྜ࠺ሙࡀࡢࡼ࠺ᵓ⠏ࡉࢀࠊࡢࡼ࠺㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧ࣃࣈࣜࢵࢡࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࢆᨭ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࠊࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡞ࡀࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡉࢀࠊࡢࡼ࠺ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ
㸦㸱㸧᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓタഛୖࡢᕤኵࡀࡢࡼ࠺タィࡉࢀྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
῝ⲡ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣࠊ2000 ᖺࡈࢁࡽᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ෆ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬⓎ⚈ࡢᆅࡶ࠸
࠼ࡿࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࢚ࣜࢆどᐹࡋࡓࠋࡲࡓࠊᆅᇦ㐃ᦠࡢάືᣐⅬࡋ࡚ࡢ⏫ᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦タ㸧
ࢆぢᏛࡋࠊࡑࡇ࡛ࡢᩍ⫱άືࡸᏛࡋ࡚ࡢᆅᇦ㐃ᦠࡢᡭἲࡘ࠸࡚ሗࢆᚓࡿࡇࡋࡓࠋࡉࡽ
ᐑ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢆ୰ᚰタぢᏛࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊᅗ᭩㤋ࡋ࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡢࡓࡵ
ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࢚ࣜࡸᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡑࡢࡶࡢ㛵ࢃࡿᏛ⏕ࡓࡕࡢ≧ἣ࡞ࡢヰࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㱟㇂Ꮫ

῝ⲡ࢟ࣕࣥࣃࢫ

㱟㇂Ꮫ

⏫ᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ

㸺῝ⲡ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸼
࣭῝ⲡ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࢚ࣜ
࣭῝ⲡ࢟ࣕࣥࣃࢫ᪂ᰯ⯋ 22 ྕ㤋ᩍᐊ࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࢚ࣜ
࣭῝ⲡ࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⩦ᨭ㒊⨫
㸺⏫ᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸼
࣭ྂẸᐙࢆᨵ㐀ࡋࡓ୍㌺ᐙ࠾ࡅࡿ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡸㅮ⩏ࡢᴫせࡘ࠸࡚ࠊᢸᙜ⪅ሗ
㸺ᐑ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸼
࣭ᮏ㤋࠾ࡼࡧㅮᇽ㸦㔜せᩥ㈈㸧
࣭ᅗ᭩㤋࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ᐊ

㱟㇂Ꮫ
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ᐑ࢟ࣕࣥࣃࢫ

῝ⲡࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࢚ࣜࡢタ❧⫼ᬒࡸ⏝㐠⏝≧ἣ࡞ࢆどᐹࠊࡲࡓ⌧
ᅾᘓタ୰ࡢ᪂୍ྕ㤋࠾ࡅࡿタィࢥࣥࢭࣉࢺ࡞ࡘ࠸࡚ࡶᶍᆺࢆ⏝࠸ࡓㄝ᫂ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࢟ࣕࣥࣃࢫෆ␃ࡋ࡞࠸Ꮫ⏕ࢆࡢࡼ࠺ᘬࡁṆࡵࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦➼ࠊ⮬⩦㛫ࡢ☜ಖࡘ࡞ࡆࡿࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢᵝࠎ࡞Ꮫࡧࡢሙࡢタᐃࡸ㐠Ⴀ᪉ἲࡘ࠸࡚ሗࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
⏫ᒇࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᘓ≀ࡣࠊྂẸᐙࢆᨵࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ⾤୰⁐ࡅ㎸ࢇ
ࡔタ࠸ࡗࡓ᪉ࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ᘓ≀࡛࠶ࡿࠋࢮ࣑ࡸᤵᴗ࡛ࡢ⏝ࡢࠊᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡢ⏝
ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢሗࡸ㐃ᦠࡢ୰ᚰࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐑ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦ᐑᏛ⯋㸧ࡣࠊすᮏ㢪ᑎ㞄᥋ࡍࡿఏ⤫Ṕྐࢆឤࡌࡉࡏࡿᘓ≀࡛࠶ࡾࠊṔྐࢻ࣐ࣛ
࡞ࠊᩘࠎࡢᙳࡢ⯙ྎࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊෆ㒊ࢆᨵࡋࡓᅗ᭩㤋ࡣࠊࡑࡢᡤⶶ
᪉ἲࡸෆᐜ࠾࠸࡚ኚᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛࡢᇶᮏࡣᅗ᭩㤋࠶ࡿࡇࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ᭱ୖ㝵ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡢ㒊ᒇࡶ」ᩘ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡢᡂ㛗ࢆぢᏲࡾࠊ⮬ࡽࡢ
Ꮫࡧࢆᨭࡍࡿయไࢆᇉ㛫ぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊタࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸ࡿ༳㇟ࡀ࠶ࡾࠊࡁࡵ⣽࠸ᨵಟ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ⮬ࡽ
Ꮫࡪࡓࡵࡢᕤኵࡀᵝࠎ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶලయⓗᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮫどᐹշ
࠙ゼၥඛࠚ
ྠᚿ♫Ꮫ
࠙ゼၥ᪥ࠚ
2014 ᖺ 2 ᭶ 26 ᪥ 15:30㹼18:00
࠙ᑐᛂ⪅ࠚ
㸦ᩗ⛠␎㸧
1.ᒣ⏣♩Ꮚ㸦ᩍ⫱ᨭᶵᵓᶵᵓ㛗 Ꮫ⩦ᨭ࣭ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸧
2.ୖ┿⍆㸦ᩍ⫱ᨭᶵᵓ Ꮫ⩦ᨭ࣭ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ົ㒊㛗㸧
࠙ゼၥ⪅ࠚ
1.ෆ⏣ᬕஂ㸦ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗 ᩍ㣴Ꮫ㒊ே㛫⎔ቃᏛ⛉ᩍᤵ㸧
2.☾ᮧ㞞ኵ㸦Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉◊✲⛉㛗 ᕤᏛ㒊㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉ᩍᤵ㸧
3.ᖹᒸඞᕫ㸦ᕤᏛ㒊㛗 ᕤᏛ㒊⯟✵ᏱᐂᏛ⛉⯟✵ᏱᐂᏛᑓᨷᩍᤵ㸧
4.ᅵᒇᏲṇ㸦⌮Ꮫ㒊㛗⌮Ꮫ㒊ሗᩘ⌮Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
5.୕బᕝுᏹ㸦ᩥᏛ㒊Ꮫ㒊㛗⿵బṔྐᏛ⛉すὒྐᑓᨷᩍᤵ㸧
6.᰿ᕝ㸦Ꮫ㛗ᐊḟ㛗 Ꮫホ౯ᐊ㛗 ⌮Ꮫ㒊≀⌮Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
7.ᮏ㛫ຌ୍㸦ົ㒊ࣇࢩࣜࢸㄢㄢ㛗⿵బ㸧
8.▼⏤⌮㸦ົ㒊ࣇࢩࣜࢸㄢ㸧
㸦௨ୖ 8 ྡ㸧
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࠙どᐹ┠ⓗࠚ
ྠᚿ♫Ꮫ࡛ࡣࠊ≉࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࡢどᐹ↔Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛ⏕ྠ
ኈࡀᩍ࠼Ꮫࡧྜ࠺ሙࡀࡢࡼ࠺ᵓ⠏ࡉࢀࠊࡢࡼ࠺㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓタഛୖࡢᕤኵࡀࡢࡼ࠺タィࡉࢀྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚どᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡣࡌࡵ㆟ᐊ࡛ᴫせࢆ࠾⪺ࡁࡋࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬయࢆぢᏛࠊᗘ㆟ᐊᡠࡾࠊ㐠Ⴀ≧ἣࡸࠊ
ᩍ⫱ຠᯝ➼ࡘ࠸࡚㉁ᛂ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ฟᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᘓ≀ࡣࠊከࡃࡢᩍᐊཬࡧᩍ
Ꮫ⣔ົᐊࠊᏛ㣗➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᤵᴗࢆ⤊࠼ࡓᏛ⏕ࡀࡑࡢࡲࡲ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬὶࢀ࡚࠸ࡅࡿ
ᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᆅୗ㕲ࡢ㥐ࡶ┤⤖ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢡࢭࢫࡣ㠀ᖖࡼ࠸ࡇࡽࠊ⏝ࡍࡿᏛ⏕ࡶ㠀
ᖖከࡃࠊ୍ᅇࡢ⏝㛫ࢆ 2 㛫⛬ᗘࡋ࡚࠸ࡓࠋ
࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࡢ୰ࢆึࡵࠊࡑࡢ࿘㎶ࡢ✵㛫ࢆ⏝ࡋࠊᏛ⏕ྠኈࡢᏛࡧࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࡀ
㝶ᡤタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉タཬࡧタഛࡢ㓄⨨ࡸࡑࡢᶵ⬟ࠊࡲࡓ㐠Ⴀୖࡢᕤኵ࡞ࠊከࡃࡢཧ⪃ሗ
ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ྠᚿ♫Ꮫ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬ
㸦ᕥ㸧ᘓ≀እほ

㸦ྑ㸧ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢺ

࠙ᡤ ឤࠚ
タ⨨ᚋ 60 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓᮾᾏᏛ•༡࢟ࣕࣥࣃࢫࢆࡣࡌࡵࠊᮏᏛࡢせタ࡛ࡣࠊᨵಟࡸᘓ࡚┤
ࡋࡢᮇࢆ㏄࠼ࡘࡘ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ௦ࡩࡉࢃࡋ࠸࢟ࣕࣥࣃࢫタィ࠾ࡼࡧタࡢᨵ⠏ࡀᚲせ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࠊᩍ⫱ࡍࡿഃࡑࢀࢆཷࡅࡿഃࠊࡍ࡞ࢃࡕᩍ⫋ဨᏛ⏕ࡀྥࡁྜ࠺࠸࠺ᵓ㐀ࡀᩍᐊࡢ
タィࡸタࡢタ⨨ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣᇶᮏ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕ྠኈࡀࡘ࡞ࡀࡾࠊ࠾࠸ࡀᩍ࠼ྜ࠸ࠊษ☩⌶☻
ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㧗ᏛᖺࡢᏛ⏕ࡀపᏛᖺࡢᏛ⏕ࡢ㠃ಽࢆぢࡿ࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ᵓ㐀ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡼ࠺࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬ࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀྛᏛ࡛㐍ࡴࡑࡢ⫼ᬒࡣࠊࡲࡉࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࡀ
ࡁࡃ㐍ࡶ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡰྠࡌୡ௦㛫࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸษ☩⌶☻ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞య㦂ࡸ⤒㦂ࡀࠊ♫ฟ࡚ࡽࡢάືࡢ㉁ࢆ㧗ࡵᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢษ࡞せ⣲࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ྠᚿ♫Ꮫࡢ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࡢタࡣࠊࡲࡉࡇࡢㄢ㢟ࡇࡓ࠼ࡿࡃࠊᗈ࠸✵
㛫ࢆ⏝ពࡋࠊࣇ࣑࣮ࣜࣞࢫࢺࣛࣥᆺࡢᑐ㠃ᘧࢯࣇࢆከᩘタ⨨ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏝ࡢᶵჾࡶࡍ
࡚ࡢࣈ࣮ࢫ⏝ពࡍࡿ࡞ࠊᐇࡋࡓタഛࢆࠊ㓄⨨ࡀᖖྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺⮬⏤ᗘࢆࡶࡗ࡚タ⨨ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡓࠊ␃Ꮫࡢࡓࡵࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࡸࠊ㈨ᩱࡢ༳ๅࡔࡅ࡛࡞ࡃ T ࢩࣕࢶ࡞ࡶྵࡵࡓ༳ๅᕤᡣࡢࡼ࠺࡞ࢥ
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࣮ࢼ࣮ࡶタࡅࠊᏛ⏕ࡢయⓗ࡞άືࢆᗈࡃᨭࡍࡿែໃࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋྠᚿ♫Ꮫࡢ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥ
ࣔࣥࢬ࡛ࡣࠊఙࡧࡿᏛ⏕ࢆࡉࡽఙࡤࡍࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊࢻࣂࢨ࣮࡞ࡿ TA ࡣࠊ༤ኈㄢ⛬
ࢆከᩘྵࡴᏛ㝔⏕࠾ࡼࡧᑓᒓࡢᩍဨ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ㝔⏕ࡗ࡚ࡣࠊࢻࣂࢫࡣከᵝ࡞⤒㦂ࡢ୍ࡘ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࠊ9 㛫ࡢ๓◊ಟࡀᚲ㡲࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋPC ➼ࡢ ICT ᧯సࢻࣂࢨ࣮ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢࣞ࣋ࣝࢆᣢࡗࡓᏛ㒊⏕ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᇶ♏Ꮫຊࡢᗏୖࡆࡢࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢࡼ࠺࡞
ᶵ⬟ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ධཱྀᏛ⏕ドࢆࡊࡍࢤ࣮ࢺࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢿࢵࢺୖ࡛ண⣙ࡋࡓ PC ࡢཷࡅΏࡋ࡞ࡶ㟁Ꮚࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢグ㘓ࡣࡍ࡚ṧࡿࡇࡽࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦㛫ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࠊタࡢᩍ⫱ୖࡢ
ຠᯝ ᐃࡶྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᅗ᭩㤋ࡣ㞳ࢀ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡶ୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࡀ㛫ᖏࡼࡗ࡚ࡣࢻࣂ
ࢨ࣮ࡋ࡚㉁ၥ⟅࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࡀᚲࡎࡋࡶᅗ᭩㤋㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿᚲせᛶࡀ↓࠸ࡇ
ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿᶵ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢᗈሙ࠾࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡢࠊࡑࡢタ⨨┠ⓗࡸ⏝≧ἣᛂࡌࡓᑐᛂࡀษ࡛࠶ࡿࡇࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡉࡏࡽࢀࡿࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ
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To-Collaboプログラム運営委員会
Ⅰ.検討議題
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Ϩ㸬᳨ウㄢ㢟
2013 ᖺᗘ ➨ 1 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2013 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥㸦ᮌ㸧9㸸00㹼10㸸00

㆟



1㸬2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨタ⨨ཬࡧጤဨࡘ࠸࡚
2㸬2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨつ⛬ࡘ࠸࡚
3㸬2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ホ౯ጤဨタ⨨ཬࡧጤဨࡘ࠸࡚
4㸬2013 ᖺᗘࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖ᥇ᢥᑂᰝせ㡯ࡘ࠸࡚
5㸬2013 ᖺᗘࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖ᥇ᢥࡘ࠸࡚
6㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 2 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2013 ᖺ 11 ᭶ 11 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30

㆟ 
1㸬2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ᪥⛬ࡘ࠸࡚
2㸬
ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖ᥇ᢥ㢠ࡘ࠸࡚
3㸬ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㓄ᕸඛࡘ࠸࡚
4㸬ྛᰯ⯋࣭⮬యゼၥࡘ࠸࡚
5㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬᥇ᢥᴗᗈሗ⏝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂ౫㢗ࡘ࠸࡚
6㸬⡿ᅜࡢࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱ࡢどᐹࡘ࠸࡚
7㸬2013 ᖺᗘ㛤ദணᐃ⾜ࡘ࠸࡚
8㸬ḟᖺᗘྥࡅࡓྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚
9㸬ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡘ࠸࡚
10. ྛᰯ⯋࠾ࡅࡿὴ㐵⫋ဨࡢᴗົࡘ࠸࡚
11㸬ᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡘ࠸࡚
12㸬᳨ウ⤌⧊ࡋ࡚ࡢᑓ㛛㒊ࡘ࠸࡚
㸦1㸧ᩍ⫱ᨵ㠉
㸦2㸧ᆅᇦ㐃ᦠ◊✲
㸦3㸧ண⟬㛵ಀ
13㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 3 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2013 ᖺ 11 ᭶ 18 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30

㆟



1㸬ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲ᡂᯝሗ࿌ᐇ㸦㸧ࡘ࠸࡚
2㸬To-Collabo Case࣭Web ࢧࢺࡘ࠸࡚
3㸬
ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖ᥇ᢥᴗᗈሗ⏝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢసᡂࡘ࠸࡚
4㸬࣎ࣛࣥࢸࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࣭ࢻࣂࢨ࣮ࡘ࠸࡚
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5㸬ᑓ㛛ጤဨࡢタ⨨㸦㸧ࡘ࠸࡚
6㸬2014 ᖺᗘண⟬⦅ᡂ᪉㔪ࡘ࠸࡚
7㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 4 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥ 㸸2013 ᖺ 11 ᭶ 25 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30
㆟



1㸬TC-P 㐠Ⴀጤဨᑓ㛛ጤဨࡢタ⨨ࡘ࠸࡚
2㸬HP సᡂᴗ⪅㑅ᐃࡘ࠸࡚
3㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬᥇ᢥᴗᗈሗ⏝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺཎ✏㸦㸧ࡘ࠸࡚
4㸬ྛᰯ⯋ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ❆ཱྀࡘ࠸࡚
5㸬බ㛤Ꮫ㛗ᐊࢭ࣑ࢼ࣮㸦㸧ࡘ࠸࡚
6㸬2014 ᖺᗘᴗィ⏬ࡘ࠸࡚
7㸬ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡘ࠸࡚
8㸬ᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡘ࠸࡚
9㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 5 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2013 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30

ሙ

ᡤ㸸4 ྕ㤋 3 㝵 ᛂ᥋ᐊ

㆟



1㸬ᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺࡘ࠸࡚
2㸬2013 ᖺᗘ COC ண⟬ᇳ⾜≧ἣࡘ࠸࡚
3㸬ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮Ⓨ⾜ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚
4㸬Web ࢧࢺࡘ࠸࡚
5㸬බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚
6㸬2014 ᖺᗘᴗィ⏬㸦◊✲㸧ࡘ࠸࡚
7㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 6 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥ 㸸2013 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30
㆟



1㸬To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝሗ࿌᭩సᡂࡘ࠸࡚
2㸬ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮ࡘ࠸࡚
3㸬ᆅᇦබ㛤ㅮᗙࡘ࠸࡚
4㸬ྛ✀ጤဨࡘ࠸࡚
5㸬⮬యࡢ༠㆟యไࡘ࠸࡚
6㸬ᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡘ࠸࡚
7㸬ࡑࡢ
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2013 ᖺᗘ ➨ 7 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2013 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥㸦ⅆ㸧13㸸00㹼15㸸00

㆟



1㸬2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝሗ࿌᭩〇సᴗ⪅㑅ᐃࡘ࠸࡚
2㸬බ㛤Ꮫ㛗ᐊࢭ࣑ࢼ࣮ࡘ࠸࡚
3㸬බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚
4㸬To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯యไࡘ࠸࡚
5㸬ᩍ⫱ᑓ㛛㒊ሗ࿌ࡘ࠸࡚
6㸬2014 ᖺᗘྛ㒊⨫ィ⏬ࡘ࠸࡚
7㸬2014 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪉㔪⟇ᐃࡘ࠸࡚
8㸬ྛᰯ⯋ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ㐃⤡ࡘ࠸࡚
9㸬ᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡘ࠸࡚
10㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 8 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2014 ᖺ 1 ᭶ 6 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30

㆟



1㸬Ꮫ㛗ᐊබ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮ࡘ࠸࡚
2㸬⡿どᐹሗ࿌ࡘ࠸࡚
3㸬ྛᰯ⯋ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ㒊⨫ົ㐃⤡ࡘ࠸࡚
4㸬ᆅᇦࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ዎ⣙᭩ཬࡧሗ࿌ࢩ࣮ࢺࡘ࠸࡚
5㸬බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅰ㔠ࡘ࠸࡚
6㸬2014 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪉㔪ࡘ࠸࡚
7㸬Ꮫどᐹࡘ࠸࡚
8㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 9 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥ 㸸2014 ᖺ 1 ᭶ 20 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30
㆟



1㸬2013 ᖺᗘ⿵ຓᑐ㇟⤒㈝ᇳ⾜ࡘ࠸࡚
2㸬2013 ᖺᗘྛᰯ⯋ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ㐃⤡ࡘ࠸࡚
3㸬ᩍ⫱ᑓ㛛㒊ሗ࿌
4㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 10 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2014 ᖺ 1 ᭶ 27 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30

㆟



1㸬Ꮫ㛗ᐊබ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮ࡘ࠸࡚
2㸬2014 ᖺᗘᴗ㺃ண⟬ィ⏬ࡘ࠸࡚
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3㸬ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᡂᯝሗ࿌ࡘ࠸࡚
4㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 11 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥ 㸸2014 ᖺ 2 ᭶ 17 ᪥㸦᭶㸧16㸸00㹼17㸸30
㆟



1㸬2014 ᖺᗘண⟬ィ⏬㸦㸧ࡘ࠸࡚
2㸬ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮◊ಟ㛤ദࡘ࠸࡚
3㸬2013 ᖺᗘ⤒㈝ᇳ⾜≧ἣࡘ࠸࡚
4㸬PA ᆺᩍ⫱㛵ࡍࡿ◊✲㛤ദࡘ࠸࡚
5㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ ➨ 12 ᅇ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨ
᪥

㸸2014 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥㸦᭶㸧15㸸00㹼16㸸30

㆟



1㸬ᖹᡂ 26 ᖺᗘᏛᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠㸦Ꮫᨵ㠉᥎㐍ᴗ㸧ㄪ᭩ࡘ࠸࡚
2㸬2014 ᖺᗘᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝බເせ㡿ࡘ࠸࡚
3㸬To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ࡘ࠸࡚
4㸬ᩍ⫱ᑓ㛛㒊ሗ࿌
5㸬ࡑࡢ
2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐠Ⴀጤဨጤဨ
ጤဨ㛗

ᒣ⏣ Ύᚿ

㸦Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧 ᩍ㣴Ꮫ㒊ே㛫⎔ቃᏛ⛉ᩍᤵ㸧

ጤဨ㛗 Ლ㱟ኴ㑻

㸦ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗 ᩍ㣴Ꮫ㒊ⱁ⾡Ꮫ⛉㡢ᴦᏛㄢ⛬ᩍᤵ㸧

ጤ

ဨ

Ᏻ㐩 ᘓኵ

㸦Ꮫ㛗㸦ົᢸᙜ㸧 ົ㒊㛗㸧

ጤ

ဨ

ᖹ㔝 ⴥ୍

㸦Ꮫ㛗ᐊ㛗 To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㛗 ᩥᏛ㒊࣮ࣚࣟࢵࣃᩥ᫂Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧

ጤ ဨ

ᑠᓥ ┤ஓ

㸦◊✲᥎㐍㒊㛗 ᕤᏛ㒊⏕Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧

ጤ

ဨ

ᕝୖဴኴᮁ

㸦ᩍᏛ㒊㛗 ᾏὒᏛ㒊⎔ቃ♫Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧

ጤ

ဨ

ෆ⏣ ᬕஂ

㸦ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗 ᩍ㣴Ꮫ㒊ே㛫⎔ቃᏛ⛉ᩍᤵ㸧

ጤ

ဨ

బ⸨ ᜨᏊ

㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸧

ົᒁ

ᢲ㔝㇂ᗣ㞝

㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㛗⿵బ ᕤᏛ㒊ືຊᶵᲔᕤᏛ⛉ᩍᤵ㸧

ົᒁ

㰺⸨ ᡂᗈ

㸦⏬ㄢ㛗 To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧

ົᒁ

㏆⸨ ❳

㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧

ົᒁ

⏣୰ஂ⨾Ꮚ

㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧

ົᒁ

Ọ⚰ ᫂Ꮚ

㸦To-Collabo ᥎㐍‽ഛᐊ㸧

࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ ᰿ᕝ 㸦Ꮫ㛗ᐊḟ㛗 Ꮫホ౯ᐊ㛗 ⌮Ꮫ㒊≀⌮Ꮫ⛉ᩍᤵ㸧
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点検・評価
Ⅰ.点検・評価
（To-Collaboプログラム評価）
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Ϩ㸬Ⅼ᳨࣭ホ౯㸦To-Collabo ࣉࣛࢢ࣒ࣛホ౯㸧
1.ホ౯యไࡢᩚഛ
ᴗᮇ㛫୰࠾ࡼࡧᴗᮇ㛫⤊ᚋࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢⅬ᳨࣭ホ౯άືࡣࠊࠕᮾᾏᏛᏛホ౯ጤဨࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨࠖࡢ 2 ࡘࡢጤဨࢆ୰ᚰ⾜࠺ࠋTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ
ࠕ㐠
Ⴀጤဨ࡛ࠖ⏬࣭ィ⏬࠙PࠚࡉࢀࠊᮏᏛࡢᩍ⫋ဨࠊᏛ⏕࡛ᐇ⾜࠙Dࠚࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ
㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊᖖ㐠Ⴀጤဨ࡛☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࠋ㐠Ⴀጤဨࡣࠊẖ᭶㛤ദࡉࢀࡿᏛ㒊㛗㆟ࠊ
Ꮫ㒊㛗࠾࠸࡚ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀ≧ἣሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᮾᾏᏛᏛホ౯ጤဨࡣࠊ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㡰ㄪ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢳ࢙ࢵࢡ࠙Cࠚࢆ⾜࠸ࠊၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࢀࡤ㐠Ⴀጤဨᨵၿ່࿌
ࢆࡍࡿࠋࡉࡽᖺᗘᮎࠊᏛࡢ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ἢࡗ࡚Ⅼ᳨࣭ホ౯άືࢆᐇ⾜࠙Cࠚࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛෆጤဨᏛእࡽᣍ⪸ࡋࡓእ㒊ጤဨ࡛ᵓᡂࡍࡿࠕTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨ࡛ࠖࠊࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛయࢆⅬ᳨࣭ホ౯࠙Cࠚࡍࡿࡇ࡛Ꮫእᑐࡋ࡚ㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࠋࡉࡽホ౯⤖ᯝࢆࡶ
ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᴗィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ࠙Aࠚ
ࠋ
2013 ᖺᗘࡣࠊึᖺᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵホ౯యไࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛయホ౯ࡋ࡚ࠕTo-Collabo
ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨࠖ࠾ࡼࡧࠕᮾᾏᏛᏛホ౯ጤဨࠖࢆ 3 ᭶㛤ദࡋホ౯࣭Ⅼ᳨ࢆᐇࡋࡓࠋ
2.ホ౯᪉ἲホ౯⤖ᯝ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ᶆࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓ࠺ࡢ ᐃࡣࠊᏛෆ㒊⨫ࡀసᡂࡍࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩ
࢙ࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺᑐࡍࡿࠗ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩࠘ࠊྛ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗTo-Collabo
ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘
ࠗࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩࠘ࠊᏛᮇᮎᐇࡉࢀࡿࠗᏛ⏕ࡼࡿ
ᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ࠘ࢆ⏝ࡍࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡣࠊయࡢホ౯᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵࠊ2014 ᖺᗘࡽ᪂ࡓタᐃࡋࡓ➨ϩᮇ୰ᮇ┠ᶆࡢ 5 ࡘࡢ
㡯┠ࡢෆࠊ
ࠕᩍ⫱ࠖ
ࠕ◊✲ࠖ
ࠕ♫㐃ᦠࠖ
ࠕ⟶⌮࣭ᨭయไࠖࡢ 4 ࡘࡢ㡯┠࠾࠸࡚ࠊࠕTo-Collabo ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖ㸧ࡢ᥎㐍ࠖࡢෆᐜࢆ⤌ࡳධࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛࡋ
࡚ࠊᚋ㸳ᖺ㛫ࠊᮏᴗᑐࡍࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩ࢙ࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋࡓホ౯᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋ
㸦1㸧To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨ
2013 ᖺᗘ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨࡣࠊ
Ꮫෆጤဨ 7 ྡᏛእጤဨ 4 ྡࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
3 ᭶ 7 ᪥ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᣦᶆἢࡗ࡚⥲ྜⓗ࡞⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࡢయホ౯
⤖ᯝࢆ⾲ 1 ♧ࡍࠋ
⾲㸯 To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨࡢホ౯⤖ᯝ㸦4 Ⅼホ౯࡚ᐇ㸧ཬࡧホ౯ጤဨࢥ࣓ࣥࢺ
1㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㐍ᤖ≧ἣ

2㸬ᆅᇦࡢ
Ἴཬຠᯝ

3㸬ᮏᏛᩍ⫱◊✲

4㸬ḟᖺᗘ௨㝆ࡢ

ࡢἼཬຠᯝ

ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ

5㸬⥲ྜホ౯

ࡢᮇᚅᗘ

ᖹᆒⅬ

2.7

3.3

3

3.7

3

㸺ホ౯ጤဨࢥ࣓ࣥࢺࡢ୍㒊ᢤ⢋㸼
㸨▷ᮇ㛫ࡢ㛫ࡑࢀࡒࢀࡀ┠ⓗྥࡗ࡚ດຊࡋࡓࡇࡀࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࢆᏛⓗ⾜࠺ࡣࠊᏛ⏕࠾ࡼࡧᆅᇦࡀ୍య࡞ࡗ࡚άື࡛ࡁࡿሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀᚲせࡔឤ
ࡌࡓࠋ
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㸨2013 ᖺᗘࡢ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ᥇ᢥࡢㄪ᭩࡛ࡢィ⏬ࡀᚲࡎࡋࡶᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠊᑐ㇟࡞ࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⌮ゎࢆᚓࡿ࡞ࡢⅬ࡛ᅔ㞴ࡉࡀ࠶ࡗࡓࡇࠊᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡞యไࡀ
⤌ࡵ࡞ࡗࡓࡇ㉳ᅉࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋࠊᆅᇦᚿྥ◊✲ࡢ᥇ᢥㄢ㢟࡞ࢆぢࡿࠊ୍㒊ࡢ
ᩍဨࡣᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢពᅗࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀྥࡅ࡚ດຊࡋࡼ࠺࠸࠺ព㆑ࡶぢࡽࢀࡿࠋᚋࡣࠊ୍
᪉࡛ࡣᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ╔ᐇ㐍ࡵࠊ᪉࡛ࡣᏛⓗ࡞⌮ゎࡢୗ࡛ࡢᐇ㊶ࢆᗈࡆࡿࡇ࡛ࠊ༑ศ࡞ᡂᯝࡀ
࠶ࡆࡽࢀࡿᛮࢃࢀࡿࠋᙉ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊண⟬㠃ࠊே㠃࡛Ꮫࡢ⥅⥆ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺయไࡶ☜❧ࡀᮃ
ࡲࢀࡿࠋ
㸨ලయⓗ࡞ᆅᇦ㐃ᦠࡸᆅᇦᚿྥᩍ⫱ࡣ㸪ḟᖺᗘ௨㝆࡞ࡿࡇࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿㸦ᆅᇦ㸩Ꮫ
⏕㸩ᰯ⯋㸧㐃ᦠ ࡢᵓᅗࢆព㆑ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸨ᖺᗘ▷ᮇ㛫࡛ࡼࡃࡇࡇࡲ࡛⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓᛮ࠺ࠋࡋࡋࠊᏛࡢ༠ຊ࡞ࡃࡋ࡚ࡣ┠ᶆࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡣࡉࡽᩍ⫋ဨࡢព㆑ࡢྥୖࢆࡣࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸨௨ୗࡢⅬࢆᨵၿࡍࡁ࡛࠶ࡿホ౯ࡍࡿࠋ
࣭ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᏛ⏕ཧຍࡢቑຍ
࣭Ꮫⓗ࡞ᚲಟ㸱⛉┠ࡢᤵᴗෆᐜ㸦ࢩࣛࣂࢫ➼㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢ⨨࡙ࡅ㸦࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵ
ࣉ➼㸧ࡢ㏿ࡸ࡞ලయᏛෆࡢ࿘▱
࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦To-Collabo Case㸧ࡢᵓ⠏᪩ᮇࡢά⏝
㸨⮬యࡋ࡚ࡶࠊ♫㈉⊩ࡢ㒊ศ࡛ࠊ᭦࡞ࡿ㐃ᦠࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ᥎㐍ᐊ⾜ᨻࡢሗඹ᭷ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸦2㸧Ꮫホ౯ጤဨ
ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⮬ᕫⅬ᳨࡛࠶ࡿ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨ⥆ࡁࠊ3 ᭶ 12 ᪥ᮾᾏᏛ
Ꮫホ౯ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊⅬ᳨࣭ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊTo-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ጤဨࡼࡾ
సᡂࡉࢀࡓయホ౯⤖ᯝࢆ㈨ᩱࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣࠊᐇணᐃࡢ 35 㡯┠ࡢෆࠊṤ
ࡢ㡯┠ࡀᐇ῭ࡳ࡛࠶ࡾࠊᴫࡡ㡰ㄪ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿุ᩿ࡋࡓࠋࡋࡋࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᭦᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊᮾᾏᏛᏛホ౯ጤဨࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢⅬࢆᨵၿ㡯┠ࡋ࡚ᥦࡍࡿࠋ
ձᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᅜ㐃ືᆺࡢᆅᇦ㐃ᦠࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㛵ᮾᆅ༊ࡢ•༡࢟ࣕࣥࣃ
ࢫࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᕞ㸦⇃ᮏ࣭㜿⸽㸧࢟ࣕࣥࣃࢫࠊΎỈ࢟ࣕࣥࣃࢫࠊᾏ㐨㸦ᮐᖠ࣭᪫ᕝ㸧࢟ࣕࣥ
ࣃࢫࡢᩍ⫋ဨࡢព㆑ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࠊ㐃ᦠࢆࡉࡽᙉࡍࡿࠋ
ղᆅᇦ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿ㝿ࠊᏛ⏕ཬࡧ㐃ᦠ⮬యࡢሗඹ᭷ࢆᙉࡋࠊຠ⋡ⓗ࡛ຠᯝⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜
࠺ࠋ
ճᏛⓗ࡞ᚲಟ 3 ⛉┠ࡢᤵᴗෆᐜ㸦ࢩࣛࣂࢫ➼㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢ⨨࡙ࡅ㸦࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵ
ࣉ➼㸧ࡢ㏿ࡸ࡞ලయᏛෆࡢ࿘▱ࢆࡍࡿࠋ
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Ϩḟᖺᗘྥࡅ࡚ࡢィ⏬ㄢ㢟
2014 ᗘࡢ To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢලయⓗ࡞ᐇ⾜ィ⏬ㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ
1.ᩍ⫱ࡘ࠸࡚
(1) ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢳ࣮ࣈ࣓ࣥࢺᆺᩍ⫱㸦௨ୗࠊ
ࠕPA ᆺᩍ⫱ࠖ㸧ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ◊✲ࢆᐇࡋࠊ⡿ᅜ➼ࡢඛ㐍
ࡢどᐹ➼ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏᏛࡩࡉࢃࡋ࠸ PA ᆺᩍ⫱ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
2014 ᗘࡣࠊPA ᆺᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡉࡽ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᮾᾏᏛ࡛ᐇࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆᥦ♧
ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᏛࡢᩍ⫋ဨ PA ᆺᩍ⫱ࢆ࿘▱ࡉࡏࡿࡓࡵࠊศࡾࡸࡍ࠸ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡸ
ᩍ⛉᭩ࢆసᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞సᴗࢆ㒊ᡈ࠸ࡣ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡞࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
(2)ᆅᇦ㐃ᦠࡢࡓࡵࡢᚲಟ 3 ⛉┠ࡢෆᐜࠊ㛤ㅮᙧែࠊࢩࣛࣂࢫࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ᚲಟ⛉┠タᐃࡢࡓࡵࡣࠊࡲࡎ PA ᩍ⫱㛵ࡍࡿ⌮ゎࡀ๓ᥦ࡞ࡿࡀࠊࡑࢀ୪⾜ࡋ࡚᮲௳ࡀࡃ
␗࡞ࡿྛᰯ⯋ࡑࢀࡒࢀ࡛ࡢ㛤ㅮᙧែࢆ᳨ウࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
(3) PA ᆺᩍ⫱ࢆᇶ┙ࡍࡿᏛᚲಟ⛉┠ࢆᑟධࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࡓࡵࡢ‽ഛࢆ⾜࠺ࠋ
PA ᆺᩍ⫱ࢆࡼࡃ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊᏛ࡛࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞసᴗྲྀࡾࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ
ࡇࢀࡣࠊ༢ᚲಟ㸱⛉┠ࢆᑟධࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛࡢඹ㏻ᩍ㣴⛉┠ࡸᑓ㛛⛉┠ࡢࡼ࠺㛵㐃
ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࠊᐇ⌧ࡣከࡃࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
(4)ࣇࣟࣥࢸᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤タྥࡅࠊ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤ㅮ⛉┠ࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ
୧ࢭࣥࢱ࣮࡛㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠ࢆᚋ࠺ࡍࡿࡢࠊᰯ⯋ࡼࡗ࡚ࡇ࡞ࡿࢆ࠺ࡸࡗ࡚
ゎỴࡍࡿࡢࠊࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢᩍ㣴⛉┠ࢆࡢࡼ࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡢ➼ከࡃࡢㄢ
㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
(5)୧ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤫ྜࢆసᡂࡋࠊᨵ⤌ᨵ⦅ጤဨ᳨࡛ウࡍࡿࠋ
୧ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⤫ྜࡋ࡚ PA ᆺᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱⤌⧊ࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⛉
┠ࡢ㛤ㅮࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆࡢࡼ࠺⨨࡙ࡅࡿࡢࠊᩍဨ⤌⧊ົ⤌⧊ࢆ࠺ࡍࡿ࡞
ㄢ㢟ࡣከ࠸ࠋࡲࡓࠊ•༡ᰯ⯋௨እࡢᰯ⯋ࡢ⤌⧊ࡣࡢࡼ࠺ࡍࡿࡢ࡞ࡶేࡏ᳨࡚ウࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
2.◊✲ࡘ࠸࡚
(1)ᙜヱᆅᇦࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ 4 ィ⏬ 8 ᴗࢆࢸ࣮࣐ࠊ⥲ྜᏛࢆᣐⅬࡍࡿᆅᇦ㐃ᦠ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞౯್
ࢫࢱࣝࢆᵓ⠏ࡋࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࡘ࡞ࡆࡿࠋ
2014 ᗘࡣࠊ2013 ᗘྠᵝ 4 ィ⏬ 8 ᴗἢࡗ࡚ࠊᏛࡢᰕ࡞ࡿ◊✲ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ◊
✲ィ⏬ࡢ᳨ウ‽ഛࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࡣᏛ㒊ࡸᰯ⯋ࢆᶓ᩿ࡋࡓ㐃ືᆺࡢ◊✲ィ⏬ࢆࡢࡼ࠺ࢥ
࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
(2)ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤タྥࡅ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊ᮶ᖺᗘࡢᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮㛤タྥࡅ‽ഛࢆࡍࡿࠋ
ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᙜึィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ࡞ࡃ♫㈉⊩ࡢせ⣲ࡶྵࡴࡓࡵࠊ
To-Collabo 㐠Ⴀጤဨࡢ◊✲㒊͌♫㈉⊩㒊ࡢ୧㒊ࢆ୰ᚰ᳨ウࡍࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛
Ꮫෆู࡛ࠎᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓ◊✲άື♫㈉⊩άືࡢᶵ⬟ࢆࠊᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢࡼ࠺⤖ࡧ
ࡘࡅࡿࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
(3)ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ㄢ㢟ࢆබເ㺃᥇ᢥ㺃ᐇࡋࠊᆅᇦᚿྥࡢᩍဨࢆቑࡸࡍࠋࡉࡽࠊᆅᇦᚿྥࡢᩍ
⫱࣭◊✲࣭♫㈉⊩ࡢ㔞㉁ࢆ㧗ࡵࡿࠋ
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2013 ᖺᗘࡣࠊᆅᇦᚿྥ㐃ᦠᩍ⫱◊✲⤒㈝ࢆ◊✲άື㝈ᐃࡋ࡚බເࡋࡓࡀࠊ2014 ᗘࡣ◊✲άືࡢ
ᩍ⫱ࡸ♫㈉⊩㛵ࡍࡿάືࡘ࠸࡚ࡶㄆࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵಶࠎࡢάືィ⏬ࢆࡢ
ࡼ࠺᥇ᢥࡋホ౯ࡍࡿࡢࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾᗈ࠸どⅬࡀᚲせ࡞ࡿࡇࡽࠊࡑࡢࡓࡵࡢホ౯యไࡶ
ᩚഛࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
3.♫㈉⊩ࡘ࠸࡚
(1)ᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴ࡛࠶ࡿ 4 ィ⏬ 8 ᴗࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ⏬ࢆ⮬య༠ാࡋᐇࡋࠊᆅᇦࡢ≉ᛶࢆά
ࡋࡓᆅᇦ⏕࣭άᛶࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
2014 ᗘࡣࠊ
2013 ᗘྠᵝ 4 ィ⏬ 8 ᴗἢࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺⮬యࡸᴗࠊ
NPO 㐃ᦠࢆᙉࡵ࡚ィ⏬ࢆ᥎㐍ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡢ☜ㄆᏛෆࡢࢩ
࣮ࢬࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡿࡓࡵࡢయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀᛴົ࡛࠶ࡾࠊ࣎ࣛࣥࢸࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮͌
ࢻࣂࢨ࣮ࡢ᥇⏝͌⫱ᡂࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
(2)ࢳࣕࣞࣥࢪࢭࣥࢱ࣮ࡸᏛ㒊͌Ꮫ⛉࡛ᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓᏛ⏕ࡢ♫㈉⊩άືࢆ⦅ᡂࡋࠊTo-Collabo ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
Ꮫෆ ࡢ ྛ⤌ ⧊࡛ᐇ  ࡉࢀ ࡚ ࡁࡓ ᆅᇦ ࠾ ࡅ ࡿ♫  ㈉⊩ άື ࢆࢧ ࣏ ࣮ࢺ ࡋ ࠊࡼ ࡾ ᐇࡋ ࡓ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗࡋ࡚ᗈࡃᏛෆእ♧ࡍࡇࡀᚋࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
(3)To-Collabo ᕷẸࢭ࣑ࢼ࣮ࡸබ㛤ㅮᗙࢆ㛤ദࡋࠊᏛࡢ▱ࢆᆅᇦ㑏ඖࡍࡿࠋ
Ꮫෆ ࡢ ྛ⤌ ⧊࡛ᐇ  ࡉࢀ ࡚ ࡁࡓ ᆅᇦ 㐃ᦠ  㛵ࡍ ࡿ ࢭ࣑ ࢼ࣮ ࡸබ 㛤 ㅮᗙ ➼ ࢆࢧ ࣏࣮ ࢺࡋ ࠊ
To-Collabo ࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗࡋ࡚ᗈࡃᏛෆእ♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
(4)To-Collabo Case ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡍࡿࠋ
2014 ᗘࡣࠊTo-Collabo Case ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡍࡿసᴗࢆ㐍ࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࢩࢫࢸ࣒
ࡣ⌧ᅾࡲࡔヨసẁ㝵࡛࠶ࡾࠊᖺᗘෆࡢ࡞ࡿࡃ᪩࠸ᮇࢩࢫࢸ࣒ࢆᡂࡉࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
4.ࡑࡢ
(1)⮬యࡢ㐃ᦠ
2013 ᖺᗘࡽᐇࡋ࡚࠸ࡿྛ࢟ࣕࣥࣃࢫಶูࡢ༠㆟ࡢ⥅⥆ඹࠊᅜ㐃ᦠ༠㆟ࢆ㛤ദࡋࠊ᭦
࡞ࡿㄢ㢟ࡢᢕᥱࡸሗඹ᭷ດࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗ⏦ㄳໟᣓ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸࡞ࡗࡓᮏᏛ㧗㍯࢟ࣕࣥࣃࢫᡤᅾᆅ
࡛࠶ࡿ ༊ࡢ༠ᐃࢆ 2014 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥⥾⤖ࡍࡿࡓࡵࠊ㐃ᦠ⮬యࡋ࡚ࡢάືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ୍᪉ࠊ
௦ࠎᮌ࢟ࣕࣥࣃࢫᡤᅾᆅࡢ㇂༊➼ࡢ㐃ᦠయไ☜❧ྥࡅ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
(2)FD/SD άືࡢ᥎㐍
PA ᆺᩍ⫱ཬࡧᆅᇦᚿྥࡢᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ࡛ࡢ FD ࢆᐇࡍࡿࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓᩍ⫱
࠾࠸࡚ᩍ⫋༠ാࢆྍ⬟ࡍࡿ⫋ဨࡢ㉁㺃㔞ࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢ SD ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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パンフレット

平 成 2 5 年 度 文 部 科 学 省「 地（ 知 ）の 拠 点 整 備 事 業 」

東海大学の新たな地域連携
ト

コ

ラ

後半ではこれらの交渉過程

活動報告

富士山世界遺産登録の舞台裏を
前文化庁長官に語っていただきました

ボ

To-Collaboプログラム 始動

「第11回チャレン

〒005−8601

To-Collabo市民セミ

信念を持ってチャレンジした

ナー」
（ 主催：チャレン

などと感想を語っていました

室To-Collabo推進準
備室）
を、
11月18日に湘

東京都渋谷区富ヶ谷 2−28−4

南校舎の松前記念館

● 観光学部／実務法学研究科

──────────────────────────────────────────────────────────

〒108−8619

講堂で開催しました。
当日は前文化庁長官の近藤誠一氏が、
「富士山

東京都港区高輪 2−3−23

● 情報通信学部／情報通信学研究科

世界遺産登録 その背景と経緯」
をテーマに講演。
湘南校舎のほか、

──────────────────────────────────────────────────────────

湘南校舎

〒259−1292

神奈川県平塚市北金目 4−1−1

でつなぎ、
学生や教職員、
地域住民ら約350人が聴講しました。
近藤氏は、
今年６月にカンボジアのプノンペンで開かれた
「第37
回世界遺産委員会」
で、
富士山と三保の松原が世界文化遺産に登録

──────────────────────────────────────────────────────────

〒259−1193

神奈川県伊勢原市下糟屋 143

された交渉の舞台裏を紹介しました。
三保の松原の登録除外勧告を

● 医学部、健康科学部／医学研究科、健康科学研究科

──────────────────────────────────────────────────────────

清水校舎

〒424−8610

受けた日本の交渉団が、
世界遺産委員会諮問機関
（イコモス）
の委員

静岡県静岡市清水区折戸 3−20−1

● 海洋学部／海洋学研究科

20人に対して即座にロビー活動を開始。
富士山と三保の松原が一

──────────────────────────────────────────────────────────

熊本校舎

〒862−8652

体となって日本人にインスピレーションを与え、
浮世絵をはじめと

熊本県熊本市東区渡鹿 9−1−1

● 経営学部、基盤工学部／産業工学研究科

する優れた芸術作品が生まれたことを訴え、
逆転登録を勝ち取った

──────────────────────────────────────────────────────────

阿蘇校舎

〒869−1404

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽

エピソードを披露しました。

● 農学部／農学研究科

その上で近藤氏は、
「短時間で効果的なアピールができるよう戦

──────────────────────────────────────────────────────────

略を練り、
人脈を駆使して最後まで交渉し続けた結果、
日本人が持

2012年度ドラフト会議にて

つ自然観や繊細な美意識が評価されたのだと思います」
と、
目的の

日時：2014年1月8日 午後５

実現に向けてあきらめずに挑戦することの大切さを力説しました。

会場：湘南校舎２号館大ホー

リレーエッセ イ

To-Collabo（トコラボ）推進準備室

お問い合わせ

インフ

読売巨人軍の原監
To-Collabo 市民

札幌、
高輪、
代々木、
清水、
熊本、
阿蘇の７校舎をテレビ会議システム

● 文学部、観光学部、政治経済学部、法学部、教養学部、理学部、
情報理工学部、工学部、体育学部／総合理工学研究科、
地球環境科学研究科、生物科学研究科、文学研究科、政治学研究科、
経済学研究科、法学研究科、人間環境学研究科、芸術学研究科、
理学研究科、工学研究科、体育学研究科

伊勢原校舎

渉することの大切さを学びま

ジセンター、
共催：学長

北海道札幌市南区南沢 5 条 1−1−1

〒151−8677

関係を構築しておくことの大

た。
参加した学生は、
「戦略や

Tokai university Community linking laboratory
──────────────────────────────────────────────────────────

高輪校舎

自らの言動に責任を持つこと

─To-Collaboプログラムによる全国連動型地域連携 の 提案─

● 国際文化学部、生物学部／国際地域学研究科、理工学研究科

代々木校舎

成のためにするべきことを解

ジセンターセミナー・

──────────────────────────────────────────────────────────

札幌校舎

える力」
「集い力」
「挑み力」
「成

地域からの

T e l . 0 4 6 3 - 5 8 - 1 2 1 1（ 代 表 ）
FAX. 0 4 6 3 - 5 0 - 2 0 3 4

声 「To-Collabo」に期待すること

E-mail: coc@tsc.u-tokai.ac.jp
http://www.u-tokai.ac.jp/

げてきた実績を基礎

このたびは、
文部科学省の平成25年度
「地
（知）
の拠点

取り組みにつながる

整備事業」
（大学COC事業）
に採択されたことをお喜び申

13.10.5M.KK

地域には
「安心・安

し上げます。

どさまざまな課題が

東海大学と平塚市は1985年から大学交流事業を進め

めに、
大学の多様な人

るとともに、
97年には平塚市民・大学交流委員会を立ち上

ります。

げ、
「文化・生涯学習」
「スポーツ」
「環境」
「観光」
「福祉」
など

井上純一 部長

コ

ラト

ボコ

ラ

─ To-Collabo
─ To-Collabo
─
─
プログラム
プログラム

To‐Collabo（トコラボ）
プログラムの概要
To‐Collabo（トコラボ）
プログラムの概要

『To-Collabo通信』vol.１（2013年12月号）

（※）

なお、To-Collabo とは、Tokai
なお、To-Collabo
university Community
とは、Tokai linking
university
laboratory
Community
の略称であり、
linking laboratory
日本全国に拠点
の略称であり、日本全国に拠点

を海
有する総
合 大 学である東
海
（Tokai University）
の学
特の
長を活かした地
域と大
学所
の 教 育・研 究 の 連 携 研 究 所
を 有する総 合 大 学である東
大 学（Tokai
University）
の大
特学
長を活かした地
域と大
教 育・研 究 の 連
携研究

社会的実践力を養うために東海大学が育成する
「4 つの力」

東海大学は、
「教育」
「研究」
東海大学は、
「社会連携」
「
「教育」
国際連携」
「研究」
の
「4社会連携」
つの柱を大学の
「国際連携」の 4 つの柱を大学の

※
「パブリックアチーブメント」…若者が社会活動を通して民主社会における市民性を獲得していく実践であり、
※
「パブリックアチーブメント」…若者が社会活動を通して民主社会における市民性を獲得していく実践であり、
そのための組織と学習
そのための組織と学習
プログラム。
（ 3 ページ参照）

使命として様々な活動を進め、
使命として様々な活動を進め、
人材育成に努めて参りました。
人材育成に努めて参りました。
特に社会的
特に社会的
プログラム。
（ 3 ページ参照）

平成 25 年度

を図ること」
を目的としています
を図ること」
（文部科学省資料より）
を目的としています
。今年度は
（文部科学省資料より）
319 件の申請があり、
。今年度は
52 件が採択
319 件の申請があり、
（私立大学
52 件が採択（私立大学

自ら
考える力

では 180 件中、15 件の採択）
では
されました。
180 件中、本学のような全国にキャンパスが広がる総合大学の採択は他になく、
15 件の採択）されました。本学のような全国にキャンパスが広がる総合大学の採択は他になく、

学長
学生の成長支援、
人材育成は、
学生の成長支援、
本学の教育の目指すものであり、
人材育成は、本学の教育の目指すものであり、
近年は
近年は

集い力

札幌校舎

こうした中、この度文部科学省の
こうした中、
「地（知）
この度文部科学省の
の拠点整備事業」
「地
に採択され、
（知）の拠点整備事業」
に採択され、
ボ

ト

コ

ラ

国際文化学部、生物学部 /
国際地域学研究科、理工学研究科
湘南校舎
湘南校舎
★連携する自治体
文学部、観光学部、政治経済学部、法学部、教養学部、
文学部、観光学部、
理学部、情報理工学部、
政治経済学部、
工学部、
法学部、教養学部、理学部、情報理工学部、
工学部、
札幌市南区
体育学部/総合理工学研究科、地球環境科学研究科、
体育学部/総合理工学研究科、
生物科学研究科、文学研究科、
地球環境科学研究科、生物科学研究科、文学研究科、
政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、
政治学研究科、
人間環境学研究科、
経済学研究科、
芸術学研究科、
法学研究科、人間環境学研究科、芸術学研究科、
理学研究科、工学研究科、体育学研究科 理学研究科、工学研究科、体育学研究科
★連携する自治体
★連携する自治体
平塚市、秦野市、中郡大磯町
平塚市、秦野市、中郡大磯町

ボ

地域に志向した取り組み大学として
地域に志向した取り組み大学として
「To-Collabo プログラム」
「To-Collabo
を立ち上げ プログラム」
を立ち上げ

ました。チャレンジセンターによるこれまでの社会貢献活動の実績を生か
ました。チャレンジセンターによるこれまでの社会貢献活動の実績を生か

札幌校舎

国際文化学部、生物学部 /
国際地域学研究科、理工学研究科
★連携する自治体
札幌市南区

する全学的な必修科目の設置、
する全学的な必修科目の設置、
従来のサービスラーニングを一歩進めた
従来のサービスラーニングを一歩進めた

大学と地域をつなぐ４計画・８事業

アクティブラーニング型教育の発展形といえる
「パブリックアチーブメント型教育」
を全校舎、全学部で取り入れることに
しました。
伊勢原校舎

今回のプログラムの大きな特徴は、
今回のプログラムの大きな特徴は、
全国 18 学部の多様な分野の教職員
全国 18 学部の多様な分野の教職員
阿蘇校舎

ことによって成果を挙げることです。
ことによって成果を挙げることです。
東海大学では、全学一丸となってこの
東海大学では、全学一丸となってこの

阿蘇校舎
清水校舎

農学部
海洋学部
/ 農学研究科
/ 海洋学研究科
★連携する自治体
★連携する自治体
阿蘇郡南阿蘇村
静岡市

医学部、健康科学部 / 医学研究科、
健康科学研究科
★連携する自治体
伊勢原市
清水校舎

地域の生活を充実させる
ためのルールを作り、環境整備を行う市民運動の中で、
若者が社会活動を通して

医学部、健康科学部 / 医学研究科、
健康科学研究科
★連携する自治体
伊勢原市

海洋学部 / 海洋学研究科
★連携する自治体
静岡市

計画Ⅰ

計画Ⅱ

社会からも学内に市民を迎え入れ、開かれた大学を目指すことで学生はシチズン

地域デザイン計画

ライフステージ・プロデュース計画

このように、本学では全学での教育改革を行い、理論と実践を融合した
「パブ
事業 1
事業 2
リックアチーブメント型教育」によって、全国に共通する課題を解決するための

To‐Collabo プログラムの推進事業
To‐Collabo プログラムの推進事業

安心安全

人材の育成を目指します。

ページ参照）
当該地域の共通課題から想定される4
当該地域の共通課題から想定される4
つの計画・8 つの事業（4
つの計画
・8
をテーマに、
つの事業（4 ページ参照）をテーマに、
大学の多様な知・人・力を結集して解決策を探り、
大学の多様な知・人・力を結集して解決策を探り、
学生に
「自分にできることは何か」
学生に
「自分にできることは何か」
を考え行動する教育的機会を提供し、
を考え行動する教育的機会を提供し、
社会で活躍できる人材を輩出するための教育•研究
社会で活躍できる人材を輩出するための教育•研究
・社会貢献プログラムを設定する
・社会貢献プログラムを設定する

1

ブランド創造

事業 1

「4 つの力」のイメージキャラクター

2

To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案
To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案

2

3

To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案

事業 2

l
大学開放
ol
-C
To

スポーツ健康

To‐Collabo プログラムの社会貢献計画
To‐Collabo プログラムの社会貢献計画
社会貢献計画の目標

農学部応用植物

大学近隣の平塚、
秦野、
伊勢原、
大磯の市民・町民と、
これらの地

アントシアニンが豊富で

域に通勤・通学する人に対し、
大規模災害時の避難支援情報を提供

ベリーは、
洋菓子業界など

西南暖地では栽培が難しい

4 計画 8 事業をテーマに総合大学を拠点とする
地域連携研究の新たな価値とスタイルを構築

推進

する力として
「4 つの力」
を策定

である一方、社会で求められて

本学には、これまでも地域との連携を推進する部署として、
本学には、これまでも地域との連携を推進する部署として、
学長室企画課、事務課、社会連携イノベーションセンター、
学長室企画課、事務課、社会連携イノベーションセンター、
2017 年度

（平成
チャレンジセンターなどがあり、
チャレンジセンターなどがあり、
現在各校舎でそれぞれの地域課題に応じた約
現在各校舎でそれぞれの地域課題に応じた約
300 件（教育プログラム約 200
300件、
件（教育プログラム約
研究
200 件、
研究29）

までもその理念の基、全国の各校舎に研究支援部署を配置し、それぞれの地区の特徴に応じた地域密着型の産官学
連携活動を行ってきました。それらの研究活動の中には学部・校舎複合型のものも多くあり、その成果を社会に還元

プログラム約 100 件）
の連携事業が実施されています。
プログラム約 100 件）
の連携事業が実施されています。

してきました。

る
「4 つの力」

自ら考える力

具体的には、一般市民を対象にした講演会や生涯学習講座、
具体的には、一般市民を対象にした講演会や生涯学習講座、
市民のニーズ
市民のニーズ

To-Collabo プログラムでは、以下のような全国の共通課題を抽出し、その課題を解決するために、4 計画 8 事業

に応える大学図書館の利用開放、
に応える大学図書館の利用開放、
海洋調査研修船「望星丸」による中学生の
海洋調査研修船「望星丸」による中学生の

を展開します。この事業を推進するため、学内にある学部・研究科・研究所・センター等の研究（シーズ）
と地域の課題

洋上体験研修を行っています。
洋上体験研修を行っています。
また、チャレンジセンターの学生を中心とした
また、チャレンジセンターの学生を中心とした

（ニーズ）
をマッチングさせる地域コーディネーターを配置し、一つの地域における課題に対して総合大学の知・人・力

プロジェクトでは、各校舎で社会貢献および地域連携をテーマにした活動を
プロジェクトでは、各校舎で社会貢献および地域連携をテーマにした活動を

をフレキシブルに連繋させて、解決に向けた研究活動を積極的に行っていきます。

地域の生活を充実させる
地域商店街の利用者減少
震災・災害の対応
地場産業の育成、地産地消の奨励
伝統行事における人材不足

成し遂げ力

計画Ⅰ

共有課題②

行っています。

多世代の交流を促進する
少子高齢化による地域コミュニティの
空洞化
家族レクリエーションの減少
地域スポーツの世代間交流
生涯学習の場づくり

計画Ⅱ

地域デザイン計画

ライフステージ・プロデュース計画

共有課題③

地域の魅力を発信する

自然環境を守る
太陽光発電、熱回収、バイオマスなど
エネルギーハーベスト技術の研究
動植物保護や地域清掃による自然資源の保全
5R などの環境啓発活動の推進
・自然環境を利用したエコツーリズムの提案

計画Ⅲ

計画Ⅳ

事業 1

事業 2

事業 1

事業 2

事業 1

事業 2

安心安全

ブランド創造

大学開放

スポーツ健康

地域観光

文化・芸術

機能性を評価し、
加工品の

ラズベリーは老若男女誰

に、
利用者の位置情報や年齢などの属性を考慮して選別された情

ら、
ゆくゆくは果実の収穫

（平成 28）

（平成 28）

2015 年度

2015 年度

教養学部芸術学科／池村明生 教授

行っています。

エネルギー
ハーベスト

（平成 27）

と体育学部の教員が協力

事業 2

今年度はその第一歩として、
平塚市や秦野市、
伊勢原市など、
湘
南校舎近隣の自治体などの生涯学習事業の担当者や利用者らへの

（平成 26）

ヒアリング調査を実施。
３月にはシンポジウムも開催する計画で

動植物保護
2013 年度

（平成 25）

To-Collabo プログラムによる集約
To-Collabo プログラムによる集約
・事業化
・事業化

て、本学では 2006 年度から

（平成 25）

教

これまでの成果や実績

教

育

全学必修 3 科目

全学必修 3 科目

＋ 副専攻

＋ 副専攻

・ボランティア
・シチズンシップ
・地域理解

従来のサービスラーニングや

舎、全学部で取り入れることに

・地域理解

研 究

To-Collabo プログラムによりさらに発展
地域デザイン計画

エコ・コンシャス計画

エコ・コンシャス計画

T

o- C

エコ・コンシャス計画に基づく自然保護活動

ライフステージ・プロデュース計画
ライフステージ・プロデュース計画
観光イノベーション計画

地域ブランドによる商品開発

To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案

4

5

5

To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案
To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案

112

観光イノベーション計画

い健康・体力づくりの拠点

通信 vol.1
2 To-Collabo
・ボランティア活動

社 会 貢 献
・ボランティア活動

・世代間交流促進

・世代間交流促進

To-Collabo
Case
・地域振興策検討

・地域振興策検討

総合データベース

・自然環境保護活動

・自然環境保護活動

研 究

・特産物の開発・研究 ・特産物の開発・研究
・太陽光発電、熱回収、・
バイオマスなど
太陽光発電、熱回収、バイオマスなど
エネルギーハーベスト技術の研究
エネルギーハーベスト技術の研究

地

域

足度や要望なども調査し、

大学と自治体が連携して

に、
市民会員の積極的な運

l
ol

研究発表の様子

個々人について総合的な

事業を整備。
将来的には札幌校舎の国際文化学部デザイン文化学

ab
o

地域デザイン計画

本研究では、
講座を通し

体力測定、
メンタルヘルス

科などとも連携を図っていきたいと思っています。

社 会 貢 献

総合データベース

・ボランティア
To-Collabo Case
・シチズンシップ

や調査、
運動指導に基づく

を統合してデータベース化

す。
その上で、
湘南校舎におけるシニア世代を中心とした大学開放

To-Collabo プログT
-Collabo プログラム
ラoム

育

社会的実践力を身につける
社会的実践力を身につける
パブリックアチーブメント型教育
パブリックアチーブメント型教育

2009年に伊勢原市との

ます高くなっていくと思われます。
こうした現状を踏まえ、
音楽や美

社会貢献活動を展開していきます。

こ れ ま で 各 校こ
舎れ
でま
個で
別各
に校
行舎
っで
て個
き別
たに
地行
域っ
連て
携き
活た
動地 域 連 携 活 動 （平成 26）

総合型地域スポー
「東海大学健康ク
構築並びに健康・

健康クラブ」
を設立。
各年

術、
デザインなどの専門教育を行っている教養学部芸術学科の特

2014 年度

ことで、
地域の農業発展に

二の人生を実り豊かなものにしたいと願う高齢者のニーズはます

色を生かし、
地域高齢者向けの生涯学習をテーマとした教育・研究・
地域の課題解決地域の課題解決
・人材の輩出
・人材の輩出
2014 年度

阿蘇地域は年間1500万

健康科学部看護

65歳以上の老年人口が全国的に増え続ける中、
定年退職後の第

2013 年度

の基盤として全学で教養教育

教員や地域の方々と協力し

のかを解析しています。
今後はその結果を踏まえ、
デザインや情報
2013 年度から2017 年度にかけて目標とする成果
2013 年度から2017
年度にかけて目標とする成果
の可視化を専門とする他学部の教員と連携し、
大規模災害発生時

2016 年度

（平成 27）
私立大学で唯一の海洋調査研修船
私立大学で唯一の海洋調査研修船
（望星丸）
（望星丸）

エコ・コンシャス計画
事業 1

パーソナライズされた情報を求めたからです。
現在は学生たちとと

教育改革 ：「パブリックアチーブメント型教育」
教育改革 ：「パブリックアチーブメント型教育」
導入による社会的実践力を備えた人材育成
導入による社会的実践力を備えた人材育成
2017 年度
湘南校舎
研究活動 ： 現在と将来を見据えた研究活動による
研究活動 ： 現在と将来を見据えた研究活動による
「知」の社会還元
「知」の社会還元
（平成 29）
社会貢献 ： 教育・研究活動とリンクさせた地域連携
社会貢献 ： 教育・研究活動とリンクさせた地域連携
・社会貢献活動の展開
・社会貢献活動の展開
組織改革 ： ①教育・研究・社会貢献の学内活動を連携する組織作り
組織改革 ： ①教育・研究・社会貢献の学内活動を連携する組織作り
《To-Collabo
推進室》 《To-Collabo 推進室》
芸術による大学開放を目的とした
②座学と実践を融合するための教養教育組織の再編
②座学と実践を融合するための教養教育組織の再編
《フロンティア教育センター》
《フロンティア教育センター》
生涯学習型高等教育の研究
③地域課題（ニーズ）
と研究活動
③地域課題
（シーズ）
（ニーズ）
のマッチングを強化
と研究活動（シーズ）
《地域連携研究センター》
のマッチングを強化《地域連携研究センター》

2016 年度

全校舎において全国連動型地域連携活動を展開していきます。
全校舎において全国連動型地域連携活動を展開していきます。

共有課題④

観光資源の発掘と見直し
地域ブランド確立による産業の活性化
郷土芸能に関する情報発信および参加者
獲得
特産物の開発・研究

観光イノベーション計画

やすい系統を作り出するこ

もに、
震災当時どのような情報がソーシャルメディアで発信された

To-Collabo プログラムでは、
To-Collabo
これまでの実績ある活動をさらに発展させ、
プログラムでは、これまでの実績ある活動をさらに発展させ、
共有課題①

数自生している野生種をか

車は動いているのか、
避難所はどこにあるのかなど、
人々がより

東海大学では、2017 年度までの
東海大学では、
5 年間、2017
全国連動型の
年度までの
To-Collabo
5 年間、全国連動型の
プログラムを通じて下記の成果を目指して
To-Collabo プログラムを通じて下記の成果を目指して
各校舎ですでに行っている地域連携活動を
各校舎ですでに行っている地域連携活動を
4 計画 8 事業に束ね、
4 計画 8 事業に束ね、
報をわかりやすく提供するシステムを作っていきたいと思います。
取り組んでいきます。
取り組んでいきます。
なお、その成果を蓄積したデータベース
なお、その成果を蓄積したデータベース
（To-Collabo Case）
を公開し、
（To-Collabo
全国の地域
Case）
・大学に還元していきます。
を公開し、全国の地域・大学に還元していきます。
18 学部の「知・人
18
・力」
学部の
を結集する社会貢献活動に発展
「知・人・力」
を結集する社会貢献活動に発展

本学の創立者 松前重義博は
「大学で生まれた知は社会に還元されるべきである」
という理念を持っていました。これ

では、
欧米で改良されたと

ルメディアが情報源として大きな役割を果たしました。
それは、
電

To‐Collabo プログラムの到達目標
To‐Collabo プログラムの到達目標

社会貢献計画の目標

事業 2

文化・芸術

暖地適応型
機能性評価

東日本大震災では、
ツイッターやフェイスブックなどのソーシャ

研究計画の目標

事業 1

地域観光

研究発表の様子

するスマートフォン用アプリケーションの構築を目指します。

To‐Collabo プログラムの研究計画

To-

計画Ⅲ

観光イノベーション計画

湘南校舎

リッキー
安全・安心なまちづくりを支援する
災害時避難支援情報提供システムの構築
情報理工学部情報科学科／内田 理 准教授

画

共有課題 ❸

地域の魅力を発信する

民主社会における市民性を獲得していくための実践及びそのための組織と学習

それぞれの地域の皆さまにも本学の取り組みにご理解、
それぞれの地域の皆さまにも本学の取り組みにご理解、
ご協力を賜り
ご協力を賜り

To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案
To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案

共有課題 ❷

多世代の交流を促進する

プログラムを示します。学生や教職員が社会に出て実際に活動を行い、また地域
シップを身につけることができるものです。

として社会への責任を果たす所存でございます。
として社会への責任を果たす所存でございます。

1

共有課題 ❶

「パブリックアチーブメント」
とは、立場や状況の異なる市民が社会で共存する

伊勢原校舎

計画を着実に実行し、総合大学として本学の特色を生かし、
計画を着実に実行し、総合大学として本学の特色を生かし、
地（知）の拠点
地（知）の拠点

ますようお願いいたします。
ますようお願いいたします。

究活動を支援していきます

回は19件の中から７件の研

公募した結果、
今年度は43件の応募があり、
その内19件を採択し

今回の教育改革では地域と連携し、より一層社会で活躍できる人材を輩出するため、従来のサービスラーニングや

熊本校舎

農学部 / 農学研究科
★連携する自治体
阿蘇郡南阿蘇村

事業 2

ブランド創造

ました。
採択研究には
「地域

に以下の４計画８事業を展開していきます。
本プログラムの主旨

一方、本学の教育の核となる全学必修科目
「現代文明論」
などを中心に、文理融合教育の基盤として全学で教養教育

経営学部、基盤工学部 / 産業工学研究科 経営学部、基盤工学部 / 産業工学研究科
★連携する自治体
★連携する自治体
熊本市
熊本市

と学生を担い手とし、地域の諸課題を各キャンパスが共有し、
と学生を担い手とし、地域の諸課題を各キャンパスが共有し、
連動する
連動する

事業 1

安心安全

チャレンジセンターを立ち上げ、既に様々な実績を積んできました。
である“地域を志向した教育の推進”につながる研究を広く学内
を実践してまいりました。

熊本校舎

計画Ⅰ

地域デザイン計画

この「4 つの力」の実践的教育を推進し、さらに学生の実践的活動を支援する部署として、本学では 2006 年度から

総合大学として地域連携総合大学として地域連携
・貢献を推進していく所存です。
・貢献を推進していく所存です。
同時に、全学
同時に、全学

で実施しつつある教育改革、
で実施しつつある教育改革、
組織改革をさらに進展させ、
組織改革をさらに進展させ、
地域連携に関
地域連携に関

成し遂げ力

「To-Collaboプログラム」
では、
全国の共通課題を解決するため

し、従来、各校舎によって行われていた様々な地域連携活動を結びつけ、
し、従来、各校舎によって行われていた様々な地域連携活動を結びつけ、

「パブリックアチーブメン「パブリ
ト型教育」
ックアチーブメン
の構築を目指します。
ト型教育」の構築を目指します。

挑み力

2013 年度「地域志向教育研究経費」７校舎

社会の期待でもあります。
社会の期待でもあります。

ラ

地域の生活を充実させる
地域商店街の利用者減少
震災・災害の対応
地場産業の育成、地産地消の奨励
伝統行事における人材不足

同事業は、
「大学等が自治体と連携し、
同事業は、
「
全学的に地域を志向した教育
大学等が自治体と連携し、
全学的に地域を志向した教育
・研究・社会貢献を進める大学を支援することで、
・研究・社会貢献を進める大学を支援することで、

課題解決に資するさまざまな人材や情報
課題解決に資するさまざまな人材や情報
・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化
・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化

連携や地域貢献は創設時からの本学の取り組みであり、
連携や地域貢献は創設時からの本学の取り組みであり、
これを通しての
これを通しての
これまでの教育・研究・地域貢献における取組みがさらに発展することを目指しています。
これまでの教育・研究・地域貢献における取組みがさらに発展することを目指しています。

コ

共有課題①

「失敗や挫折を乗り越えて目標を実現していく力」= 成し遂げ力

東海大学

ト

をフレキシブルに連繋させて

「困難かつ大きな課題に勇気をもって挑戦する力」= 挑み力

また、
「４つの力」の育成は正課カリキュラムにも導入して来ました。
また、
「４つの力」の育成は正課カリキュラムにも導入して来ました。
産学
産学
学長

（ニーズ）
をマッチングさせる

「多様な人々の力を結集する力」= 集い力

事業）
」
として採択されたものです。
事業）
」
として採択されたものです。
からチャレンジセンターを立ち上げ、
からチャレンジセンターを立ち上げ、
学生による自主的な活動を支援する
学生による自主的な活動を支援する

東海大学

を展開します。この事業を推進

4 To-Collabo 通信 vol.1
「常に未来を見据え自らが取り組むべき課題を探求する力」
= 自ら考える力

文部科学省
平成
「地
25
（知）
年度
の拠点整備事業
文部科学省「地
（大学
（知）
COC
の拠点整備事業
事業）」
について
（大学 COC 事業）」
について

掲げ、その育成のため、地域社会との連携の重要性に鑑み、
掲げ、その育成のため、地域社会との連携の重要性に鑑み、
2006 年度
2006 年度
「To-Collabo プログラム」
「To-Collabo
は、平成 25 年度の文部科学省の公募事業である
プログラム」
は、平成 25 年度の文部科学省の公募事業である
「地（知）の拠点整備事業（大学
「地（知）
COCの拠点整備事業（大学 COC
体制を構築いたしました。体制を構築いたしました。

4 計画
地域連

「パブリックアチーブメント型教育」
を推進

本学では 2009 年に東海大学が社会的な実践力を養うための具体的な教育目標・育成する力として
「4 つの力」
を策定
本学の創立者 松前重義博は
発行：東海大学学長室To-Collabo推進準備室
致しました。これは本学の教育理念を現代社会に対応させて、分かりやすく表現したものである一方、社会で求められて
までもその理念の基、全国の
イメー
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目四丁目1番1号
いる
『学士力』
や
『社会人基礎力』
とも呼応するものです。
連携活動を行ってきました。そ
TEL：0463-58-1211
（代表）内線2364／FAX：0463-50-2034／E-mail：coc@tsc.u-tokai.ac.jp
してきました。
URL：http://coc.u-tokai.ac.jp
（2013年12月20日、専用webサイトオープン）
To-Collabo プログラムで

（Community
linking laboratory）
を示す名称です。
（Community linking laboratory）
を示す名称です。

実践力を有した人材の育成のための具体的な教育施策として
実践力を有した人材の育成のための具体的な教育施策として
「自ら考え
「自ら考え

T

教育計画の目標

「To-Collabo（トコラボ）
プログラム」
「To-Collabo
は、
（トコラボ）
全国にキャンパスが広がる本学ならではの
プログラム」
は、全国にキャンパスが広がる本学ならではの
「全国連動型地域連携活動」
「全国連動型地域連携活動」
を柱
を柱

る力」
「集い力」
「挑み力」
「る力」
成し遂げ力」
「 集い力」
の
「
「4
挑み力」
つの力」
「 成し遂げ力」
の育成を教育目標に
の「4 つの力」の育成を教育目標に

塚の地で育っていく

文部科学省 平成25年度
「地
（知）
の拠点整備事業」
採択
「To-Collaboプログラムによる全国連動型地域連携の提案」

に、地域特有の課題や全国共通の課題を全ての教職員
・学生が共有し、協力して解決策を見出す取り組みです。
・学生が共有し、協力して解決策を見出す取り組みです。
全学を挙げて地域連携
全学を挙げて地域連携
・貢献を推進し、
・貢献を推進し、 に、地域特有の課題や全国共通の課題を全ての教職員
この活動を通して
「大学共通教養科目の改革」
この活動を通して
「大学共通教養科目の改革」
を教育改革計画の中心に据え、
を教育改革計画の中心に据え、
地域連携を前提とした
「パブリ
地域連携を前提とした
ックアチー
「パブリックアチー
ブメント 型教育」
ブメント 型教育」
を取り入れた全学的なカリキュラム改革と組織改革を実行していきます。
を取り入れた全学的なカリキュラム改革と組織改革を実行していきます。
パブリックアチーブメン
パブリックアチーブメン
ト型教育の構築を目指します
ト型教育の構築を目指します
（※）

し、
将来の日本を担っ

To‐Collabo プログラムの教育計画

To‐Collabo
To
プログラムの概要と推進事業
‐Collabo プログラムの概要と推進事業

ボ

地域に志向した教育を進める東海大学が
「To-Collabo
プログラム」
を推進することにより、
今までともに築き上

ab
o

ト

これからも社会で

の分野において市民を交えた取り組みを行ってきました。

平塚市企画政策部

地

域
6

To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案
To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案

6

トコラボ通信 1号
平成 25 年度

程を踏まえ、
東海大学が推進する
「自ら考

成し遂げ力」
の４つの力に即して、
目的達

文 部 科 学 省 「 地（ 知 ）の 拠 点 整 備 事 業 」

2013 年度「地域志向教育研究経費」７校舎から19 件を採択

ト コ ラ ボ

解説。
価値判断の基準をしっかり持って

と、
長期的な人間

「To-Collaboプログラム」
では、
全国の共通課題を解決するため

ました。
採択研究には
「地域志向教育研究経費」
を支給し、
その研

大切さを訴えまし

に以下の４計画８事業を展開していきます。
本プログラムの主旨

究活動を支援していきます
（研究期間は2014年３月31日まで）
。
今

や戦術を持って交

である“地域を志向した教育の推進”につながる研究を広く学内

回は19件の中から７件の研究代表者に概要や抱負を聞きました。

ました。何事にも

たいと思います」

Tokai

university

Community

linking

公募した結果、
今年度は43件の応募があり、
その内19件を採択し

laboratory

v o l.

た。

フォメーション
ト

コ

ラ

ボ

東海大学が進める新たな地域連携「To-Collaboプログラム」
ム」

監督と菅野選手を招いて
民セミナーを開催します

Check

全国の自治体に公開

湘南校舎において２回目となる
2014年１月８日に、
読売ジャイアン

札幌市南区

ツの原辰 徳 監督（政 治 経済学部

Plan & Action

育学部2012年度卒）
を招いて実施
します。
当日は地域の皆さまと本学

教育

の学生に対し、
「挑戦することの意

To-Collabo
プロジェクト

Do

要となっていますので、
多くの皆さ

全教職員 & 学生

まのご来場をお待ちしています。

育改革計画の中心に据え、
地域連携を前提とした
「パブリック

ール

事業 1

するスマートフォン用アプリケーションの構築を目指します。

人材、
情報や技術が大きく貢献してお

で即戦力となり活躍できる人材を輩出

っていく学生が一人でも多く、
この平

くことを期待しております。

To‐Collabo プログラムの研究計画
研究計画の目標

画 8 事業をテーマに総合大学を拠点とする
連携研究の新たな価値とスタイルを構築

東日本大震災では、
ツイッターやフェイスブックなどのソーシャ

で、
日本全国に広がる総合大学の高等教育拠点である東海大

※
「パブリックアチーブメント」
＝若者が社会活動を通して民主社会における市
民性を獲得していく実践であり、
そのための組織と学習プログラムです。

東海大学では「自ら考える力」
「集

具体的には、
全国にキャンパスを有する総合大学の強みを生か
し、従来は各校舎で行ってきた地域連携活動を互いに結びつ
け、地域の諸課題を共有・連動させて地域貢献に対応していき

践力を有した人材の育成に努めてい

ます。それと同時に、全学生が社会と接点を持つためのカリ

ます。2006年度からはチャレンジセ

キュラム改革や組織改革なども推進し、人材育成に努めます。

ンターを立ち上げ、学生が自主的に

今年度はすでに７校舎で19件のプロジェクトが始動。
地域の生

地域貢献や産学連携に参加する機会を提供してきました。
この

活を充実させるためのブランド創造や、
多世代の交流を促進す

たび 、文 部 科 学 省「 地（ 知 ）の 拠 点 整 備 事 業 」に 採 択 され た

る大学開放など、８事業にわたる多彩な活動を展開していま

「To-Collaboプログラム」は、本学のこれまでの実績をもとに、

す。地域の皆さまにおかれましては、本学の取り組みへのご理

エコ・コンシャス計画
事業 1

エネルギーハーベスト

事業 2

動植物保護

づけることも目指しています。
同地区は湘

他学部の教員、
学生にも参加してもらいた

阿蘇校舎

農学部応用植物科学科／小松春喜 教授
アントシアニンが豊富で機能性が高く、
加工にも適しているラズ

上セ ミナ
「望 星丸 」で洋
地 元 住 民 ら 70

ベリーは、
洋菓子業界などから高い需要がありますが、
九州などの
西南暖地では栽培が難しいという点が課題でした。
私たちの研究室
では、
欧米で改良されたとげのない品種と、
強健で阿蘇地域にも多
数自生している野生種をかけ合わせるなどして、
とげがなく栽培し
教員や地域の方々と協力しながら、
それらを実際に栽培して果実の
機能性を評価し、
加工品の開発を進めていきたいと思っています。

のかを解析しています。
今後はその結果を踏まえ、
デザインや情報

阿蘇地域は年間1500万人以上が訪れる観光地です。
この新しい

の可視化を専門とする他学部の教員と連携し、
大規模災害発生時

ラズベリーは老若男女誰でも育てやすく、
加工もしやすいことか

に、
利用者の位置情報や年齢などの属性を考慮して選別された情

ら、
ゆくゆくは果実の収穫体験や、
加工品を特産品として販売する

報をわかりやすく提供するシステムを作っていきたいと思います。

ことで、
地域の農業発展につなげていきたいと考えています。

伊勢原校舎

総合型地域スポーツクラブ
「東海大学健康クラブ」に関する市民会員の健康データベースの
構築並びに健康・体力づくり運営の充実に関する研究

芸術による大学開放を目的とした
生涯学習型高等教育の研究
教養学部芸術学科／池村明生 教授

健康科学部看護学科／沓澤智子 学部長

65歳以上の老年人口が全国的に増え続ける中、
定年退職後の第

2009年に伊勢原市との包括連携協定の一環として、
「東海大学

二の人生を実り豊かなものにしたいと願う高齢者のニーズはます

健康クラブ」
を設立。
各年度100人程度の市民会員を募り、
本学部

ます高くなっていくと思われます。
こうした現状を踏まえ、
音楽や美

と体育学部の教員が協力して毎年24回にわたる講座の中で、
講演

術、
デザインなどの専門教育を行っている教養学部芸術学科の特

や調査、
運動指導に基づく体力づくりなどを実践しています。
本研究では、
講座を通して市民会員に実施してきた医学的検査や

色を生かし、
地域高齢者向けの生涯学習をテーマとした教育・研究・

体力測定、
メンタルヘルスや栄養に関する調査など各種の測定項目

社会貢献活動を展開していきます。
今年度はその第一歩として、
平塚市や秦野市、
伊勢原市など、
湘

解とご協力を賜りますようお願いいたします。

の各校舎に研究支援部署を配置し、それぞれの地区の特徴に応じた地域密着型の産官学
ージキャラクター

。それらの研究活動の中には学部
・校舎複合型のものも多くあり、その成果を社会に還元
リッキー

東海大学

を統合してデータベース化。
継続会員に経年変化を示すとともに、

海洋学部の千賀康弘学部長が研究代

保全と観光利用のための地域連携研

ナーの実施と社会調査」
の一環で、
10月

遺産登録記念特別企画「望星丸から眺

洋上セミナー」
を開催しました。
当日は

選で選ばれた静岡県在住、
勤務、
在学の

部の教職員や学生スタッフらとともに

大学の海洋調査研修船
「望星丸」
に乗船
に出発しました。

あいにくの雨のため、
残念ながら今

個々人について総合的な健康度評価につなげます。
また、
講座の満

登録された富士山を洋上から眺める

ヒアリング調査を実施。
３月にはシンポジウムも開催する計画で

足度や要望なども調査し、
今後の運営の充実を図ります。
このように

す。
その上で、
湘南校舎におけるシニア世代を中心とした大学開放

大学と自治体が連携して健康教育に取り組む利点を生かすととも

が、
航海中は海洋学部の教員による勉

事業を整備。
将来的には札幌校舎の国際文化学部デザイン文化学

に、
市民会員の積極的な運営への参加も促し、
地域にとって望まし

科などとも連携を図っていきたいと思っています。

い健康・体力づくりの拠点となる取り組みを考えていきます。

南校舎近隣の自治体などの生涯学習事業の担当者や利用者らへの

東海大学 学長

る地域コーディネーターを配置し、一つの地域における課題に対して総合大学の知・人・力

今年度は、
地区の活性化に向けたワーク

作成などを通じて、
活性化に向けた取り組

出港前には、船内にある学生食堂で開講式

の力を教育の指針に掲げ、社会的実

進するため、学内にある学部・研究科・研究所・センター等の研究（シーズ）
と地域の課題

事業 2

文化・芸術

暖地適応型刺無しラズベリー品種の育成と
機能性評価並びに加工品の開発

湘南校舎

い力」
「挑み力」
「成し遂げ力」の４つ

では、以下のような全国の共通課題を抽出し、その課題を解決するために、4 計画 8 事業

事業 1

地域観光

やすい系統を作り出することに成功しています。
今後は、
他学科の

もに、
震災当時どのような情報がソーシャルメディアで発信された

び研究所
（Community linking laboratory）
を示しています。

新たな地域連携プロジェクトの実践の場を提供するものです。

観光イノベーション計画

計画Ⅳ

車は動いているのか、
避難所はどこにあるのかなど、
人々がより
パーソナライズされた情報を求めたからです。
現在は学生たちとと

学
（Tokai University）
を生かした地域連携の教育と研究およ

は
「大学で生まれた知は社会に還元されるべきである」
という理念を持っていました。これ
「4つの力」
の

働管理に携わってきました。

を実施。
また、
既存の観光資源施設の集積

ルメディアが情報源として大きな役割を果たしました。
それは、
電

４つの力に基づいて社会的実践力を育成

安全なまちづくり」
「地域の活性化」
な

スポーツ健康

域に通勤・通学する人に対し、
大規模災害時の避難支援情報を提供

なお、T o - C o l l a b o（ トコラボ ）とはT o k a i u n i v e r s i t y

礎にして、
さらに地域との連携が深まる

があります。
この地域の課題解決のた

事業 2

大学開放

情報理工学部情報科学科／内田 理 准教授

Community linking laboratoryの略称で、
北海道から九州ま

「大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会
貢献を進める大学を支援することで、課題解決に資するさまざまな人材や
情報・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能
強化を図ること」を目的としています（文科省資料より）
。今年度は 319 件
の申請があり、52 件が採択（私立大学では180 件中、15 件が採択）されま
した。事業期間は平成 29 年度までの５年間の予定です。

るものと確信しております。

ライフステージ・プロデュース計画

事業 2

ブランド創造

計画Ⅲ

大学近隣の平塚、
秦野、
伊勢原、
大磯の市民・町民と、
これらの地

改革と組織改革を実行していきます。

To-Collabo プログラムの推進組織

自然環境を守る

湘南校舎

アチーブメント※ 型教育」
を取り入れた全学的なカリキュラム

文部科学省「地（知）の拠点整備事業」

興を考え、
「住んでよし・訪れてよし」
を標榜

みたいという要望を受け、
10年度の観光学

共有課題 ❹

地域の魅力を発信する

安全・安心なまちづくりを支援する
災害時避難支援情報提供システムの構築

組みです。
この活動を通して「大学共通教養科目の改革」を教

研究

全校舎の教育・研究がリンク

５時30分〜７時
（開場＝午後４時40分）

地域デザイン計画
事業 1

安心安全

の学部、
学生、
研究者が共有し協力して解決策を見い出す取り

To-Collabo PG 評価委員会
大磯町

地域連携
研究センター

フロンティア
教育センター

義」
についてお２人に語っていただ
く予定です。
入場無料、
事前予約不

計画Ⅱ

型地域連携活動」
を柱に、
地域特有の問題や共通課題を各校舎

Check

静岡市

総合データベース
To-Collabo Case
秦野市

多世代の交流を促進する

これは、
全国にキャンパスを有する大学ならではの
「全国連動

熊本市

伊勢原市

To-Collabo PG 運営委員会

計画Ⅰ

動型地域連携の提案」が、このほど文部科学省の平成25年度

南阿蘇村

を生かしたまちづくりを進めています。
さ

共有課題 ❸

参加し、
住民とともに新たな歴史文化資源

「地
（知）
の拠点整備事業」
（大学COC事業）
に採択されました。

To-Collabo
推進室

平塚市

1980年度卒）
と菅野智之選手
（体

統括

地域の生活を充実させる

東海大学の取り組み「To-Collaboプログラムによる全国連

全国の大学に公開

大学評価委員会

「To-Collabo市民セミナー」を、

1

観光学部観光学科／田中伸彦

平塚市北西部にある
「ゆるぎ地区」
では

政、
大学、
地元自治会による
「産官学民」
４

大学と地域をつなぐ４計画・８事業
共有課題 ❷

共有課題 ❶

平塚北西部人口減少想定
「産官学民」協働型観光

ワーク体験などを実施。
ランチタイムに

三保産サツマイモなど清水三保の食材

2 To-Collabo 通信 vol.1

て、解決に向けた研究活動を積極的に行っていきます。

共有課題②

共有課題③

多世代の交流を促進する
少子高齢化による地域コミュニティの
空洞化
家族レクリエーションの減少
地域スポーツの世代間交流
生涯学習の場づくり

共有課題④

地域の魅力を発信する

自然環境を守る

観光資源の発掘と見直し
地域ブランド確立による産業の活性化
郷土芸能に関する情報発信および参加者
獲得
特産物の開発・研究

太陽光発電、熱回収、バイオマスなど
エネルギーハーベスト技術の研究
動植物保護や地域清掃による自然資源の保全
5R などの環境啓発活動の推進
・自然環境を利用したエコツーリズムの提案

計画Ⅱ

計画Ⅲ

ライフステージ・プロデュース計画

観光イノベーション計画

事業 1

事業 2

事業 1

事業 2

大学開放

スポーツ健康

地域観光

文化・芸術

から19 件を採択

計画Ⅳ

エコ・コンシャス計画
事業 1

エネルギー
ハーベスト

域志向教育研究経費」
を支給し、
その研

す
（研究期間は2014年３月31日まで）
。
今

研究代表者に概要や抱負を聞きました。

る

これまでの成果や実績

共有課題 ❹

自然環境を守る

-Collabo プログラムによりさらに発展

画

2

術

計画Ⅳ

エコ・コンシャス計画
事業 1

エネルギーハーベスト

事業 2

動植物保護

代々木校舎

事業 2

湘南校舎

動植物保護

平塚北西部人口減少想定地域における
「産官学民」協働型観光まちづくり計画
観光学部観光学科／田中伸彦 教授

そこで本研究は、
都市部の平均風速である秒速3.0から5.0㍍程

ジセンター、
共催：学長

度の弱風環境下で発電できる風車の開発を目指しています。
平塚

室To-Collabo推進準

市の柴田電機工業と神奈川県産業技術センターとの産官学連携で

関係を構築しておくことの大切さを訴えまし
た。
参加した学生は、
「戦略や戦術を持って交
渉することの大切さを学びました。何事にも
信念を持ってチャレンジしたいと思います」

みたいという要望を受け、
10年度の観光学部設置以来、
継続して協
今年度は、
地区の活性化に向けたワークショップに学生とともに

自らの言動に責任を持つこと、
長期的な人間

などと感想を語っていました。

あるため、
設置場所が沿岸地域などに限られているのが現状です。

備室）
を、
11月18日に湘

参加し、
住民とともに新たな歴史文化資源や自然資源の探索活動

研究を推進。
数値シミュレーションと風洞実験を行い、
より効率のよ

を実施。
また、
既存の観光資源施設の集積状況を評価したマップの

い形状や安価な材料を解明しています。
実用化できれば、
電線から

作成などを通じて、
活性化に向けた取り組みの意義を科学的に裏

の給電が不要な独立型の街路灯や信号機を作ることが可能となり

づけることも目指しています。
同地区は湘南校舎から近く、
今後は

ます。
また、
平塚市周辺の工場や企業と連携しながら複合的な利用

世界遺産登録 その背景と経緯」
をテーマに講演。
湘南校舎のほか、

他学部の教員、
学生にも参加してもらいたいと考えています。

法を探ることで、
新しい利用形態が創出できると期待しています。

札幌、
高輪、
代々木、
清水、
熊本、
阿蘇の７校舎をテレビ会議システム

南校舎の松前記念館
講堂で開催しました。
当日は前文化庁長官の近藤誠一氏が、
「富士山

海洋環境の保全と観光利用のための地域連携研究：

市民参画型洋上セミナーの実施と社会調査

4
上セ ミナ ー
「望 星丸 」で洋
地元住民ら
地元住民
ら 70 人 が 参 加

どから高い需要がありますが、
九州などの

海洋学部海洋地球科学科／千賀康弘 学部長

読売巨人軍の原監督と菅野選手を招いて
To-Collabo 市民セミナーを開催します
湘南校舎において２回目となる

近藤氏は、
今年６月にカンボジアのプノンペンで開かれた
「第37

2014年１月８日に、
読売ジャイアン

回世界遺産委員会」
で、
富士山と三保の松原が世界文化遺産に登録

ツの原辰 徳 監督（政 治 経済学部

された交渉の舞台裏を紹介しました。
三保の松原の登録除外勧告を

1980年度卒）
と菅野智之選手
（体

受けた日本の交渉団が、
世界遺産委員会諮問機関
（イコモス）
の委員

育学部2012年度卒）
を招いて実施

20人に対して即座にロビー活動を開始。
富士山と三保の松原が一

します。
当日は地域の皆さまと本学

体となって日本人にインスピレーションを与え、
浮世絵をはじめと

の学生に対し、
「挑戦することの意

する優れた芸術作品が生まれたことを訴え、
逆転登録を勝ち取った

義」
についてお２人に語っていただ
く予定です。
入場無料、
事前予約不

その上で近藤氏は、
「短時間で効果的なアピールができるよう戦

要となっていますので、
多くの皆さ

いという点が課題でした。
私たちの研究室

集を進めていきます。
研究の核となるのが、
10月20日の望星丸での

略を練り、
人脈を駆使して最後まで交渉し続けた結果、
日本人が持

2012年度ドラフト会議にて

とげのない品種と、
強健で阿蘇地域にも多

洋上セミナーと、
11月初旬に行った
「海のフォトコンテスト」
です。
両

つ自然観や繊細な美意識が評価されたのだと思います」
と、
目的の

日時：2014年1月8日 午後５時30分〜７時
（開場＝午後４時40分）

実現に向けてあきらめずに挑戦することの大切さを力説しました。

会場：湘南校舎２号館大ホール

かけ合わせるなどして、
とげがなく栽培し

イベントへの参加者に、
清水校舎近隣にある三保の松原や駿河湾

ることに成功しています。
今後は、
他学科の

のイメージ、
利・活用に向けた課題についてのアンケート調査を実

力しながら、
それらを実際に栽培して果実の

施。
その結果から、
市民の意識を明らかにしていく考えです。

の開発を進めていきたいと思っています。

また、
洋上セミナーでは市民向けイベントの企画・運営の授業化

万人以上が訪れる観光地です。
この新しい

を目指し、
学生に説明員として参加してもらう取り組みも行いまし

誰でも育てやすく、
加工もしやすいことか

た。
年度内には市民や学生を交えた調査報告会を実施し、
環境保全

穫体験や、
加工品を特産品として販売する

や観光利用と教育を組み合わせた
「静岡モデル」
を構築、
他校舎と

につなげていきたいと考えています。

の今後の連携につなげていきたいと思っています。

リレーエッセ イ
地域からの

このたびは、
文部科学省の平成25年度
「地
（知）
の拠点

ーツクラブ
クラブ」に関する市民会員の健康データベースの
・体力づくり運営の充実に関する研究

護学科／沓澤智子 学部長

の包括連携協定の一環として、
「東海大学

年度100人程度の市民会員を募り、
本学部

力して毎年24回にわたる講座の中で、
講演

く体力づくりなどを実践しています。

して市民会員に実施してきた医学的検査や

スや栄養に関する調査など各種の測定項目

化。
継続会員に経年変化を示すとともに、

な健康度評価につなげます。
また、
講座の満

、
今後の運営の充実を図ります。
このように

て健康教育に取り組む利点を生かすととも

運営への参加も促し、
地域にとって望まし

点となる取り組みを考えていきます。

製弁当を堪能する参加者の姿が見られました。
閉講式では、
修了

保全と観光利用のための地域連携研究：市民参画型洋上セミ

証と記念品を参加者全員に授与。
参加者の皆さまからは
「先生方

ナーの実施と社会調査」
の一環で、
10月20日に富士山世界文化

の講義がとても面白かった。
このようなセミナーをまたぜひ開

遺産登録記念特別企画「望星丸から眺める三保松原と富士山

いてほしい」
などの感想をいただきました。
なお、
参加者には本

洋上セミナー」
を開催しました。
当日は多数の応募者の中から抽

セミナーに関するアンケートを実施。
今後、
その分析を進める計

選で選ばれた静岡県在住、
勤務、
在学の一般市民70人が、
海洋学

画です。

平塚市企画政策部

井上純一 部長

大学評価委員会

取り組みにつながるものと確信しております。
地域には
「安心・安全なまちづくり」
「地域の活性化」
な

東海大学と平塚市は1985年から大学交流事業を進め

どさまざまな課題があります。
この地域の課題解決のた

るとともに、
97年には平塚市民・大学交流委員会を立ち上

めに、
大学の多様な人材、
情報や技術が大きく貢献してお

げ、
「文化・生涯学習」
「スポーツ」
「環境」
「観光」
「福祉」
など

ります。
これからも社会で即戦力となり活躍できる人材を輩出

の分野において市民を交えた取り組みを行ってきました。
地域に志向した教育を進める東海大学が
「To-Collabo
プログラム」
を推進することにより、
今までともに築き上

札幌市南区

Plan & Action

統括
To-Collabo
推進室

平塚市
伊勢原市

総合データベース
To-Collabo Case

To-Collabo PG 運営委員会
秦野市

教育

To-Collabo
プロジェクト

フロンティア
教育センター

全校舎の教育・研究がリ

Do

全教職員 & 学生

文部科学省「地（知）の拠点整備事業

し、
将来の日本を担っていく学生が一人でも多く、
この平
塚の地で育っていくことを期待しております。

４つ

東海大

い力」
「挑

の力を教

践力を有

ます。20

ンターを

地域貢献や産学連携に参加する機会

大学の海洋調査研修船
「望星丸」
に乗船。
駿河湾の一日クルーズ

文部科学省 平成25年度
「地
（知）
の拠点整備事業」
採択
「To-Collaboプログラムによる全国連動型地域連携の提案」

に出発しました。
あいにくの雨のため、
残念ながら今年６月に世界文化遺産に
登録された富士山を洋上から眺めることはできませんでした

たび 、文 部 科 学 省「 地（ 知 ）の 拠 点

「To-Collaboプログラム」は、本学の

新たな地域連携プロジェクトの実践

『To-Collabo通信』vol.１（2013年12月号）

が、
航海中は海洋学部の教員による勉強会や海洋観測、
ロープ
三保産サツマイモなど清水三保の食材を使ったオリジナルの特

Check

全国の自治体に公開

「大学等が自治体と連携し、全学的に地域
貢献を進める大学を支援することで、課題解
情報・技術が集まる、地域コミュニティの中
強化を図ること」を目的としています（文科
の申請があり、52 件が採択（私立大学では1
した。事業期間は平成 29 年度までの５年間

部の教職員や学生スタッフらとともに清水港鉄道岸壁から東海

ワーク体験などを実施。
ランチタイムには、
サクラエビやしらす、

東海大学が進める新

げてきた実績を基礎にして、
さらに地域との連携が深まる

し上げます。

海洋学部の千賀康弘学部長が研究代表を務める
「海洋環境の

まのご来場をお待ちしています。

声 「To-Collabo」に期待すること
整備事業」
（大学COC事業）
に採択されたことをお喜び申

出港前には、船内にある学生食堂で開講式を行いました

伊勢原校舎

u n i v e r s i t y

「To-Collabo市民セミナー」を、

エピソードを披露しました。

静岡地域で重要な課題の一つとなっている
「海洋環境の保全・整
備と観光利用」
に関するガイドライン作りに向け、
基礎データの収

T o k a i

インフォメーション

でつなぎ、
学生や教職員、
地域住民ら約350人が聴講しました。

清水校舎

ト コ ラ ボ

成のためにするべきことを解説。
価値判断の基準をしっかり持って

ナー」
（ 主催：チャレン

一方で、
効率よく発電するためには秒速10㍍以上の風速が必要で

興を考え、
「住んでよし・訪れてよし」
を標榜。
観光的な要素を盛り込
働管理に携わってきました。

える力」
「集い力」
「挑み力」
「成し遂げ力」
の４つの力に即して、
目的達

To-Collabo市民セミ

を生かしたまちづくりを進めています。
さらに、
持続可能な地域振

エコ・コンシャス計画に基づく自然保護活動
地域ブランドによる商品開発
型刺無しラズベリー品種の育成と
価並びに加工品の開発
To‐Collabo プログラムによる全国連動型地域連携の提案

で機能性が高く、
加工にも適しているラズ

ジセンターセミナー・

技術として注目を集めており、
全国各地で利用が広がっています。

阿蘇校舎

物科学科／小松春喜 教授

「第11回チャレン

風力発電は、
再生可能エネルギーの中でも比較的コストの低い

平塚市北西部にある
「ゆるぎ地区」
では、
2007年度から企業、
行
政、
大学、
地元自治会による
「産官学民」
４者が協力し、
地域の里山

富士山世界遺産登録の舞台裏を
前文化庁長官に語っていただきました

工学部航空宇宙学科／福田絋大 講師

平成 2

後半ではこれらの交渉過程を踏まえ、
東海大学が推進する
「自ら考

活動報告

産官学連携による弱風でも発電可能な
垂直軸型風車の開発

東海大学の海洋調査研修船
「望星丸」

発行：東海大学学長室To-Collabo推進準備室

望星丸で実習中の学生から
ロープワークを学ぶ

〒259-1292

神奈川県平塚市北金目四丁目1番1号

TEL：0463-58-1211
（代表）内線2364／FAX：0463-50-2034／E-mail：coc@tsc.u-tokai.ac.jp
URL：http://coc.u-tokai.ac.jp
（2013年12月20日、
専用webサイトオープン）
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今年度の採択研究の成果報告会
地域や学内との連携のあり方を探る
2013年度地域志

「ライフステージ・プロディュ

コ・コンシャス計画」の4計画、

者が登壇。今年度の活動成果を

参加させるためには、どうした

どについても語り合いました。

向教育研究経費採択
課題成果報告会を、
3月6日に高輪校舎2
号館大講義室で開催

To-Collabo市民セミナー
〈札

公開講座
「文化ブラン

しました。これは、今
年度「地域志向教育
研究経費」に採択さ
れた19件の研究成
果を報告するととも
に、地域や学内との連携のあり方を模索するものです。当日は全国各校
舎から集まった教職員をはじめ、行政関係者や地域住民など約150人
が集まりました。

書房・代表取締役の久住邦晴氏

開会に先立ち髙野二郎学長が、
「教員や学生が積極的に学外に出て地

立ち上げて演劇活動を続ける

域の人々と連携し、貢献していくことが求められています。To-Collabo

して登壇。
「地域の文化とは何

プログラムを通じて、社会的実践力のある人材を育てていきたい」とあ

インフ

いさつ。その後、文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室改革
支援第一係の江戸朋子係長が「地（知）の拠点整備事業」の狙いを説明し
た上で、
「東海大学のように全国

地域コーディネーターに平

にキャンパスが広がる総合大学

と なみ

幌校舎）＝写真右＝と礪波清

で、全学的に地域連携活動を推

舎）
が就任しました。地域コー

進していくのは非常にユニーク

とは、To-Collaboプログラムの

な試み。ぜひ成功させてくださ

を推進するため、大学と地域、

い」
と述べました。

体等をマッチングさせる役割が

その後、
「 地域デザイン計画」

リレーエッセ イ
地域からの

地域コーディネータ

声

“ 地（ 知 ）の 拠 点 ” ─ T o - C o l l a b o へ の 期
このたびは
「地(知)の拠点整備事業」
（大学COC事業）
に
東海大学は、
三保の松原で有名な静岡市清水区で建学さ

望月茂昭 課長

ていただきました。
7

れました。
現在そこには、
海を総合的に学ぶ海洋学部が置

ていただきました。
洋

かれています。
さらに、
研究および社会教育施設として海洋

めることで、
郷土を見

科学博物館や自然史博物館も設置され、
市民のみならず

を知ることを目的と

市外からも多くの見学者が訪れ、
子どもから大人まで楽し
静岡市生涯学習推進課

の構成資産として登

有の海洋調査研修船

採択され、
おめでとうございます。

素晴らしい講座でした

今回の大学COC事

みながら学べる場となっています。
このような縁から、
大学と市は
「静岡市・東海大学交流推

り一層生かすととも

進協議会」
を設置し、
多くの分野で交流を続けてきました。

ための次の一歩の始

昨年６月には、
名勝・三保の松原が世界文化遺産
「富士山」

文部科学省 平成25年度
「地
（知）
の拠点整備事業」
採択
「To-Collaboプログラムによる全国連動型地域連携の提案」

全国にキャンパスを有する大学ならではの「全国連動型地域連携活動」を柱に、地域特有の問題や共通課題を各校舎の
力して解決策を見いだす取り組みです。To-Collabo（トコラボ）とはTokai university Community linking laboratoryの略
学の高等教育拠点である東海大学
（Tokai University）を生かした地域連携の教育と研究および研究所（Community linking

『To-Collabo通信』vol.3（2014年3月号）
発行：東海大学学長室To-Collabo推進準備室
〒259-1292

URL：https://coc.u-tokai.ac.jp/

神奈川県平塚市北金目四丁目1番1号／TEL：0463-58-1211
（代表）内線2364／FAX：0463-50-2034／
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2013 年度「地域志向教育研究経費」採
湘南校舎

津波における浸水及び避難行動
シミュレーションシステムの開発と適用
工学部土木工学科／梶田佳孝 准教授

大学公開市
アクティブ
講座効果向

情報教育センタ

相模湾と駿河湾で発生が懸念される巨大地震では、
津波
被害から人命を守るための避難計画策定が喫緊の課題で
す。
本研究では、
湘南校舎がある大磯・平塚地域を対象に数
段階の巨大津波を想定し、地理条件に即した浸水・避難シ

企業や一般市民と学

る、
ソーシャル・ネットワ

アクティブラーニング

時に、
その効果的な展開

ミュレーションからなる総合的避難予測システムの開発

的です。
近年、
若者によ

を目指します。避難シミュレーションは、道路状況や各地

います。
アルバイト先で

区の避難所、地区単位の人口構成などを組み込み、
自動車

不適切な書き込みをし

利用も考慮して路面冠水時影響も加味。
全体として多様な

と”という感覚がないの

被害予想と避難行動パターンを組み合わせ、
地域に即した

言って、
一概に学生が悪

効率的な防災マップの充実や避難計画の検討に役立つも

ません。
また、
SNSのリ

のとします。

ません。
そこで市民講座

次年度以降は清水校舎のある静岡地域まで対象を広げ、

を雇用する企業の人事

同校舎との協働も視野に地元自治体の協力も得て進めま

交わし、
何が問題なのか

す。
将来的には首都直下や南海トラフ地震などの想定も踏

るのかを考えます。
将来

まえ、より広範囲に検討を進めるほか、集中豪雨による河

ティーポリシー策定のガ

川氾濫などでの適用も検討したいと考えています。

含めた講座も開催したい

湘南校舎

金目川水系をモデルとした
『里川度』の確立
教養学部人間環境学科／藤野裕弘 学部長

流域を対象として、
その地域の歴史的、文化的な地域特
性を踏まえた“里川らしさ”を点数化。
客観評価できる
『里川

教養学部芸術学

文部科学省の調査に

関心が高いものの、
高学

度』の確立を目指します。このような観点に着目して評価

低くなっています。また

することは、
これからの河川環境の保全だけでなく、地域

じて、
近隣地域でも若い

資源を用いたエコツーリズムによる無理のない地域活性

課題として浮かび上が

化に大きな役割を果たすと考えます。

はその対策に苦慮して

モデルとした金目川水系は、
秦野市や伊勢原市、
平塚市、

本課程では2008年

大磯町を流れる地域に根ざした存在です。
これまでも同水

デッサン会」
や
「1日美術

系に関する科学的、
社会的活動を実施するとともに、
「NPO

リンピックを通じて、
2

法人 東海大学地域環境ネットワーク」
を設立し、
環境講座

培ってきました。本研究

などを開催。
また、行政や市民、地域の環境団体、大学が連

がら、地域や近隣教育

携した
「湘南里川づくりみんなの会」
が、
フォーラムや生き

を通して、
多様な美を学

物観察会などの多様な活動を展開しています。
研究ではこ

今年度は２月22日に、
近

れまでの取り組みを土台とし、本年度には「里川度の評価

クショップ「青写真であ

設定」
を実施。今後は地域住民も参加する討論会などを開

る教育実践を行いまし

催し、
最終的な
『里川度』
を確立する予定です。

隣小中高の実態調査を
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造形ワーク
次世代のた
構築に関す

トコラボ通信 3号
平成 25 年度

ュース計画」
「観光イノベーション計画」
「エ

文 部 科 学 省 「 地（ 知 ）の 拠 点 整 備 事 業 」

2013 年度「地域志向教育研究経費」採択研究の紹介

ト コ ラ ボ

、計19件の研究についてそれぞれの代表

を報告するとともに、
「より多くの学生を

「To-Collaboプログラム」では地

費」を助成しています。前号に続き

たらいいか」といった課題や今後の展望な

。
湘南校舎

札幌〉

ンド創造」を開催しました

Tokai

university

Community

linking

laboratory

v o l.

3

東海大学公開講座ヒューマンカ
フェ（道民カレッジ連携講座）
「文
化ブランド創造」を、2月27日に紀
伊國屋書店札幌本店インナーガー
デンで実施しました。書店のない
地方の町役場と共同で役場書房の
運営を試みている株式会社くすみ

「パブリック・アチーブメント」型教育の
高等教育における可能性をテーマに語り合う

大学公開市民講座における
アクティブラーニング導入と
講座効果向上のための研究（１）

阿蘇地域における絶滅
植物の保全と生息環境

工学部土木工学科／梶田佳孝 准教授

情報教育センター／髙橋隆男 教授

農学部応用植物科学科／村田

相模湾と駿河湾で発生が懸念される巨大地震では、
津波

企業や一般市民と学生とが意見交換をしながら交流でき

被害から人命を守るための避難計画策定が喫緊の課題で

る、
ソーシャル・ネットワーキング・サービス
（SNS）
に関する

時と比べてその数を10分の1まで減ら

す。
本研究では、
湘南校舎がある大磯・平塚地域を対象に数

アクティブラーニング形式の公開市民講座を開催すると同

の蝶です。
南阿蘇村や熊本県、
熊本県警

段階の巨大津波を想定し、地理条件に即した浸水・避難シ

氏と、東京から札幌へ移って新たな劇団を

る劇団KYOKU主宰者の滝沢修氏が講師と

人が出席しました。

何か？」
をあらためて考えました。

当日は東京大学大学院教育学研究科の小玉重夫教授が「シ

フォメーション

ティズンシップ教育におけるパブリック・アチーブメントにつ

ターが就任しました

いて」、アメリカのオーグスバーグ・カレッジのデニス・ドノ

湘南校舎

津波における浸水及び避難行動
シミュレーションシステムの開発と適用

時に、
その効果的な展開方法を模索することが本研究の目

阿蘇地域に生息するオオルリシジミ

解と協力のもと、
このオオルリシジミ

ミュレーションからなる総合的避難予測システムの開発

的です。
近年、
若者によるSNSを使ったトラブルが相次いで

昆虫、
植物の生息調査と保全活動に取

を目指します。避難シミュレーションは、道路状況や各地

います。
アルバイト先で悪ふざけをした写真を投稿したり、

の環境啓発活動や保護活動のための

区の避難所、地区単位の人口構成などを組み込み、
自動車

不適切な書き込みをしたり……若者にとってそれが“悪いこ

ていきます。研究を進めるにあたって

利用も考慮して路面冠水時影響も加味。
全体として多様な

と”という感覚がないのも問題の一つでしょう。だからと

チャレンジセンターの岡田工教授
（湘

被害予想と避難行動パターンを組み合わせ、
地域に即した

言って、
一概に学生が悪いと言ってしまっては元も子もあり

録と分析を、
生息調査や実験を村田が

平野庸彦氏（札

ヴァン氏が
「米国の高等教育とパブリック・アチーブメント」
を

効率的な防災マップの充実や避難計画の検討に役立つも

ません。
また、
SNSのリスクばかりを見つめても仕方があり

農学部をはじめ、
湘南校舎で学ぶ工学

清一氏（湘南校

テーマにそれぞれ基調講演を行いました。

のとします。

ません。
そこで市民講座では、
SNSについてアルバイト学生

加するチャレンジセンター
「阿蘇は箱舟

つねひこ

ーディネーター

次年度以降は清水校舎のある静岡地域まで対象を広げ、

小玉教授はシティズンシップ
（公民性・市民性）
教育の政策化

の4計画8事業

を雇用する企業の人事担当者を含む市民と学生とが意見を

力を依頼し、
プロジェクトメンバーとと

、企業、市民団

に向けた動きが、
日本でも10年ほど前から進んでいることを紹

同校舎との協働も視野に地元自治体の協力も得て進めま

交わし、
何が問題なのか、
どうすればSNSをうまく活用でき

や不正採取を防ぐパトロール、
デジタ

があります。

介。
「ものを考える市民をいかに育てるかが、
これからは重要に

す。
将来的には首都直下や南海トラフ地震などの想定も踏

るのかを考えます。
将来的にはモバイル機器利用のセキュリ

い、
阿蘇の自然と現状を多くの人に伝

まえ、より広範囲に検討を進めるほか、集中豪雨による河

ティーポリシー策定のガイドラインを作成し、
付属高校生を

元のボランティア団体とも連携し、
さ

なってくる」
と強調しました。
また、
ドノヴァン氏はパブリック・

川氾濫などでの適用も検討したいと考えています。

含めた講座も開催したいと思います。

いきたいと考えています。

アチーブメントに関するアメリカでの実践事例を披露。
「東海大

教職員や他大学の関係者ら約110人が集う

期待

学がパブリック・

To-Collaboプログラム公開シンポジウム「『パブリック・ア

教育の日本にお

に東京・霞が関の東海大学校友会館で開催しました。
東海大学

けるリーダーと

。
70人余りの市民とともに、
私も乗船させ

では「To-Collaboプログラムによる全国連動型地域連携の提

して、
その普及に

。
洋上から自分の住むまちと富士山を眺

案」
に基づいて全学で教育改革を行い、
理論と実践を融合した

努めてほしい」
と

登録されましたが、
これを記念し、
大学所

船
「望星丸」
での洋上セミナーを開催し

見つめ直すこと、
郷土の海である駿河湾

とした、
東海大学ならではのユニークで

した。

事業採択は、
このような大学の特性をよ

もに、
市との連携をますます深めていく

始まりであると感じ、
期待しております。

「パブリック・アチーブメント」型教育によって、
全国に共通す
る課題を解決するための人材の育成を目指しています。今回
の公開シンポジウムはその一環として実施したもので、全国
のキャンパスから集まった教職員や他大学の関係者ら約110

湘南校舎

アチーブメント型

チーブメント』
型教育の高等教育における可能性」
を、
2月27日

教養学部人間環境学科／藤野裕弘 学部長

期待の言葉を述
べました。
その後、小玉教授、
ドノヴァン氏、
三菱総合研究所主席研究
員の松田智生氏、
昨年12月にオーグスバーグ・カレッジなどへ
の視察を行った本学教員によるパネルディスカッションを実
施。東海大学モデルを作り上げて全学的に広めるための方策

イメージ
キャラクター

※
「パブリック・アチーブメント」
＝立場や状況の異なる市民が社会で共存するため
のルールを作って環境整備を行う市民運動の中で、
若者が社会活動を通じて民主
社会における市民性を獲得していくための実践および、
そのための組織と学習プ
ログラム。

東京大学の小玉教授＝上写真＝と
オーグスバーグ・カレッジのドノヴァ
ン氏が基調講演を行った

リッキー

流域を対象として、
その地域の歴史的、文化的な地域特

文部科学省の調査によると、
小学校低学年では美術への

性を踏まえた“里川らしさ”を点数化。
客観評価できる
『里川

関心が高いものの、
高学年や中学生になるにつれて関心が

度』の確立を目指します。このような観点に着目して評価

低くなっています。また、平塚市美術館などとの交流を通

することは、
これからの河川環境の保全だけでなく、地域

じて、
近隣地域でも若い世代の美術への関心向上が共通の

資源を用いたエコツーリズムによる無理のない地域活性

課題として浮かび上がっています。
しかし、教育の現場で

化に大きな役割を果たすと考えます。

はその対策に苦慮しているのが現状です。
本課程では2008年度より、中高生を対象にした「土曜

大磯町を流れる地域に根ざした存在です。
これまでも同水

デッサン会」
や
「1日美術体験」
を継続的に開催。
また学園オ

系に関する科学的、
社会的活動を実施するとともに、
「NPO

リンピックを通じて、
20年以上にわたり造形活動の経験を

法人 東海大学地域環境ネットワーク」
を設立し、
環境講座

培ってきました。本研究ではこれらのノウハウを生かしな

などを開催。
また、行政や市民、地域の環境団体、大学が連

がら、地域や近隣教育機関と連携。
「描くこと」
「造ること」

携した
「湘南里川づくりみんなの会」
が、
フォーラムや生き

を通して、
多様な美を学ぶ“ビバ”の構築を目指しています。

物観察会などの多様な活動を展開しています。
研究ではこ

今年度は２月22日に、
近隣の中高生を対象にした造形ワー

れまでの取り組みを土台とし、本年度には「里川度の評価

クショップ「青写真であそぼー！」
を開催し、
学生も参加す

設定」
を実施。今後は地域住民も参加する討論会などを開

る教育実践を行いました。今後はこの結果を生かして、近

催し、
最終的な
『里川度』
を確立する予定です。

隣小中高の実態調査を実施していく考えです。

真

に

こ

ち

と

の

教

た

題材に、
青写真とはどのようなものかを体験。
そ

混合でチームを結成し、
長さが10メートルをこ

挑戦しました。
参加した中学校の教員からは、
「

品を作ることは、
子どもたちが社会性を身につ
思います」
という声が寄せられました。

「青少年のSNS利用」をテーマ

東海大学公開市民講座「スマートフォン時

用と企業のセキュリティポリシー」
を、
3月1日

当日は、
アルバイト中の悪ふざけ画像がネット

／E-mail：coc@tsc.u-tokai.ac.jp
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採択研究の紹介

「To-Collaboプログラム」では地域の活性化や地域への貢献につながる研究に対し、
「 地域志向教育研究経

今年度の採択研究の成果報告会
地域や学内との連携のあり方を探る

費」を助成しています。前号に続き今年度採択された19件のうち、今号では6件の研究を紹介します。

2013年度地域志
湘南校舎

市民講座における
ブラーニング導入と
向上のための研究（１）

ター／髙橋隆男 教授

阿蘇校舎

巣箱かけによる冬期の
野生動物の生息状況の学習

阿蘇地域における絶滅危惧昆虫及び
植物の保全と生息環境復元に関する研究

3月6日に高輪校舎2

農学部応用植物科学科／村田浩平 准教授

札幌校舎のある札幌市南区は、
豊かな自然を有する野鳥
や昆虫の宝庫です。
しかしながら積雪寒冷地に位置するた

グ形式の公開市民講座を開催すると同

の蝶です。
南阿蘇村や熊本県、
熊本県警など地元の方々の理

め、冬期には子どもたちが自然とふれあう機会が極端に

開方法を模索することが本研究の目

解と協力のもと、
このオオルリシジミをはじめとする希少な

減っているのが現状です。
そこで、
①積雪寒冷地の小中学生

昆虫、
植物の生息調査と保全活動に取り組むとともに、
今後

向けの冬期の学習教材と学習機会の開発、
②越冬中の野生

の環境啓発活動や保護活動のためのデータベースを構築し

動物の生息状況を把握してその保全に向けた基礎資料を得

したり……若者にとってそれが“悪いこ

ていきます。研究を進めるにあたっては、
共同研究者である

る、
という2つを研究目的に掲げました。

のも問題の一つでしょう。だからと

チャレンジセンターの岡田工教授
（湘南校舎）
がデータの記

で悪ふざけをした写真を投稿したり、

号館大講義室で開催

悪いと言ってしまっては元も子もあり

録と分析を、
生息調査や実験を村田が担当しています。
また、

調査用の巣箱をかけたほか、
1月から3月にかけては南区の

農学部をはじめ、
湘南校舎で学ぶ工学部や理学部の学生が参

小学生を対象に観察会を実施。
スノーシューを着用して学

座では、
SNSについてアルバイト学生

加するチャレンジセンター
「阿蘇は箱舟プロジェクト」
にも協

生ボランティアとともに雪の積もる森林を歩き回り、
寒さの

事担当者を含む市民と学生とが意見を

力を依頼し、
プロジェクトメンバーとともに雑草の除草作業

中でも虫たちが必死に生きていることなどを、
自分の目で発

化ブランド創造」を、2月27日に紀

れた19件の研究成

伊國屋書店札幌本店インナーガー

果を報告するととも

デンで実施しました。書店のない

に、地域や学内との連携のあり方を模索するものです。当日は全国各校

地方の町役場と共同で役場書房の

舎から集まった教職員をはじめ、行政関係者や地域住民など約150人

運営を試みている株式会社くすみ

支援第一係の江戸朋子係長が「地（知）の拠点整備事業」の狙いを説明し
た上で、
「東海大学のように全国

見してもらいました。今後の観察会では野鳥の羽や動物の

な試み。ぜひ成功させてくださ

フンを持ち帰り、
そのDNA調査も行う予定です。
このような

い」
と述べました。

活動を通じて、
自分たちの住んでいる地域の自然に関する

いと思います。

いきたいと考えています。

認識をあらたにしてもらいたいと願っています。

た、平塚市美術館などとの交流を通

い世代の美術への関心向上が共通の

ているのが現状です。

年度より、中高生を対象にした「土曜

術体験」
を継続的に開催。
また学園オ

、
20年以上にわたり造形活動の経験を

究ではこれらのノウハウを生かしな

育機関と連携。
「描くこと」
「造ること」

ワーキング・サービス）
発信に関するルー
ルなどについて、
企業関係者らと学生が4

に湘南校舎で実施しました。

〜6人に分かれて意見を交換。その後、
グ

この催しは、地域の子どもた

ループディスカッションでの議論を踏ま

ちの美術への関心を高めるこ

えて企業関係者と学生、
教員によるパネルディスカッションを行い、企業

とを目的としています。近隣

のセキュリティポリシーとは何かについて考えを深めました。

題材に、
青写真とはどのようなものかを体験。
その後、
中高生、
大学生、
教員
混合でチームを結成し、
長さが10メートルをこえる大きな青写真制作にも

、
近隣の中高生を対象にした造形ワー

静岡市生涯学習推進課

望月茂昭 課長

シニアのための芸術系高等教育を考える
かれる新たな大学を目指して―」
を、3月8日に湘南校舎で開催しました。
キャンパス周辺地域に暮らすシニアの方々に向けた生涯学習型高等教育

思います」
という声が寄せられました。

声

教職員や他大学の関係者ら約
“ 地（ 知 ）の 拠 点 ” ─ T o - C o l l a b o へ の 期 待

To-Collaboプログラム公開シンポ

の構成資産として登録されましたが、
これを記念し、
大学所
有の海洋調査研修船
「望星丸」
での洋上セミナーを開催し

東海大学は、
三保の松原で有名な静岡市清水区で建学さ

ていただきました。
70人余りの市民とともに、
私も乗船させ

れました。
現在そこには、
海を総合的に学ぶ海洋学部が置

ていただきました。
洋上から自分の住むまちと富士山を眺

かれています。
さらに、
研究および社会教育施設として海洋

めることで、
郷土を見つめ直すこと、
郷土の海である駿河湾

科学博物館や自然史博物館も設置され、
市民のみならず

を知ることを目的とした、
東海大学ならではのユニークで

市外からも多くの見学者が訪れ、
子どもから大人まで楽し

素晴らしい講座でした。
今回の大学COC事業採択は、
このような大学の特性をよ

みながら学べる場となっています。
このような縁から、
大学と市は
「静岡市・東海大学交流推

り一層生かすとともに、
市との連携をますます深めていく

進協議会」
を設置し、
多くの分野で交流を続けてきました。

ための次の一歩の始まりであると感じ、
期待しております。

チーブメント』
型教育の高等教育にお

に東京・霞が関の東海大学校友会館で

では「To-Collaboプログラムによる

案」
に基づいて全学で教育改革を行い

「パブリック・アチーブメント」型教育

る課題を解決するための人材の育成

の公開シンポジウムはその一環とし

のキャンパスから集まった教職員や

昨年６月には、
名勝・三保の松原が世界文化遺産
「富士山」

シンポジウム
「シニアのための芸術系高等教育を考える―地域社会に開

挑戦しました。
参加した中学校の教員からは、
「多様な年代の方と一緒に作
品を作ることは、
子どもたちが社会性を身につける上でも貴重な機会だと

文部科学省 平成25年度
「地
（知）
の拠点整備事業」
採択
「To-Collaboプログラムによる全国連動型地域連携の提案」

のあり方や、
芸術教育における価値や可能性を探ることを目的に実施した
ものです。
東京大学大学院教育学研究科の牧野篤教授の基調講演、
東海大

学ぶ“ビバ”の構築を目指しています。

体等をマッチングさせる役割があります。

採択され、
おめでとうございます。

ン所持の是非やSNS
（ソーシャル・ネット

造型ワークショップ「青写

た。参加者らは身近なものを

を推進するため、大学と地域、企業、市民団

このたびは
「地(知)の拠点整備事業」
（大学COC事業）
に

をもとに、アルバイト中のスマートフォ

真であそぼー！」を、2月22日

教員など約30人が参加しまし

とは、To-Collaboプログラムの4計画8事業

その後、
「 地域デザイン計画」

の中高生、教養学部の学生や

がっています。
しかし、教育の現場で

舎）
が就任しました。地域コーディネーター

進していくのは非常にユニーク

元のボランティア団体とも連携し、
さらに活動の幅を広げて

学年や中学生になるにつれて関心が

つねひこ

と なみ

幌校舎）＝写真右＝と礪波清一氏（湘南校

で、全学的に地域連携活動を推

や不正採取を防ぐパトロール、
デジタル図鑑の制作などを行

によると、
小学校低学年では美術への

インフォメーション

地域コーディネーターが就任しました
地域コーディネーターに平野庸彦氏（札

にキャンパスが広がる総合大学

地域からの

「パブリック・アチー
高等教育における

して登壇。
「地域の文化とは何か？」
をあらためて考えました。

いさつ。その後、文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室改革

リレーエッセ イ

u n i v e r s i t y

立ち上げて演劇活動を続ける劇団KYOKU主宰者の滝沢修氏が講師と

プログラムを通じて、社会的実践力のある人材を育てていきたい」とあ

研究活動報告

T o k a i

書房・代表取締役の久住邦晴氏と、東京から札幌へ移って新たな劇団を

開会に先立ち髙野二郎学長が、
「教員や学生が積極的に学外に出て地
域の人々と連携し、貢献していくことが求められています。To-Collabo

い、
阿蘇の自然と現状を多くの人に伝えています。
今後は地

学科美術学課程／河野孝博 教授

To-Collabo市民セミナー
〈札幌〉

公開講座
「文化ブランド創造」
を開催しました

研究経費」に採択さ

ガイドラインを作成し、
付属高校生を

造型ワークショップを実施しました

どについても語り合いました。

東海大学公開講座ヒューマンカ

か、
どうすればSNSをうまく活用でき

湘南校舎

参加させるためには、どうしたらいいか」といった課題や今後の展望な

フェ（道民カレッジ連携講座）
「文

来的にはモバイル機器利用のセキュリ

クショップを活用した
ための “ビバ（美の学びの場）
”
する研究

者が登壇。今年度の活動成果を報告するとともに、
「より多くの学生を

年度「地域志向教育

が集まりました。

その第一歩として、
キャンパス内にある森林「光風園」
に

リスクばかりを見つめても仕方があり

ト コ ラ ボ

コ・コンシャス計画」の4計画、計19件の研究についてそれぞれの代表

しました。これは、今

生物学部生物学科／竹中万紀子 准教授

阿蘇地域に生息するオオルリシジミは、
2006年のピーク
時と比べてその数を10分の1まで減らしている絶滅危惧種

よるSNSを使ったトラブルが相次いで

課題成果報告会を、

（積雪寒冷地における冬期の小中学生向けの教材開発研究の一環として）

ワーキング・サービス
（SNS）
に関する

「ライフステージ・プロディュース計画」
「観光イノベーション計画」
「エ

向教育研究経費採択

札幌校舎

学生とが意見交換をしながら交流でき

全国にキャンパスを有する大学ならではの「全国連動型地域連携活動」を柱に、地域特有の問題や共通課題を各校舎の学部、学生、研究者が共有し協
力して解決策を見いだす取り組みです。To-Collabo（トコラボ）とはTokai university Community linking laboratoryの略称で、日本全国に広がる総合大
学の高等教育拠点である東海大学
（Tokai University）
を生かした地域連携の教育と研究および研究所
（Community linking laboratory）
を示しています。

学エクステンションセンター「大人のため

あそぼー！」
を開催し、
学生も参加す

「青少年のSNS利用」をテーマに公開市民講座

した。今後はこの結果を生かして、近

東海大学公開市民講座「スマートフォン時代における青少年のSNS利

行政関係者、教養学部の教員によるディス

用と企業のセキュリティポリシー」
を、
3月1日に湘南校舎で開催しました。

カッションを実施し、
学生、
教職員や近隣の

当日は、
アルバイト中の悪ふざけ画像がネット上で炎上騒ぎになった事例

住民など約100人が参加しました。

を実施していく考えです。

造型ワークショップを実施

教養学部芸術学科美術学課程／河野孝博 教授

モデルとした金目川水系は、
秦野市や伊勢原市、
平塚市、

について、
活発な意見交換が行われました。

の学部、学生、研究者が共有し協
略称で、日本全国に広がる総合大
g laboratory）
を示しています。

湘南校舎

造形ワークショップを活用した
次世代のための “ビバ（美の学びの場）
”
構築に関する研究

金目川水系をモデルとした
『里川度』の確立

のピアノ教室」のメンバーによるミニコン
サートのほか、
牧野教授と平塚市・秦野市の

『To-Collabo通信』vol.3（2014年3月号）
発行：東海大学学長室To-Collabo推進準備室
〒259-1292
To-Collabo 通信

vol.3

115

URL：https://coc.u-tokai.ac.jp/

神奈川県平塚市北金目四丁目1番1号／TEL：0463-58-1211
（代表）内線2364／FAX：0463-50-2034／E-mail：coc@tsc.u-tokai.ac.jp

4 To-Collabo 通信 vol.3

3

イメージ
キャラクター

リッキー

東京大学の小玉教授＝上写真＝と
オーグスバーグ・カレッジのドノヴァ
ン氏が基調講演を行った

参考資料

チラシ類

平成 25 年度 文部科学省「地（知）の拠点整備事業」

To-Collabo Ꮢ᳃ࡒ࠽

Legend

〜 受け継がれる夢、そして挑戦
読売巨人軍 /1980 年度政治経済学部 卒

読売巨人軍 /2012 年度体育学部 卒

原 辰徳 監督

菅野 智之 選手

18

2014. .
時 間
会 場
司 会
参 加
備 考

【開場】16:40
【開演】17:30

19:00

東海大学 湘南キャンパス
2 号館大ホール
河村 亮 氏
（日本テレビアナウンサー）
入場無料･予約不要

直接会場にお越しください
■公共交通機関をご利用下さい。
■満席となった際は、小ホールで
セミナーをライブ上映します。

【お問合せ】
東海大学 学長室企画課（広報担当）
神奈川県平塚市北金目4-1-1

0463-58-1211（代表）
ocp@tsc.u-tokai.ac.jp

写真提供：読売巨人軍
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