令和元年度

第６回

常設審議委員会

次第

日時 令和 元年 ９月２５日（水）13 時 30 分～
場所 札幌市 第二水産ビル ４階４Ｆ会議室
１ 開

会

２ 挨

拶

３ 議事録署名者指名
４ 諮問・意見聴取
１）農業振興地域の整備に関する法律第１５条の２の規定に基づく諮問について
２）農地法第４条及び第５条の規定に基づく意見聴取について
５ 報 告
１）令和２年度農林水産予算概算要求について
２）人・農地プラン及び農地中間管理事業に関する都道府県ヒアリングの結果について
６ 協 議
１）令和元年度全国農業委員会会長代表者集会の開催と陳情要請の実施について
２）陳情要請における要望書案について
３）その他
７ 閉 会

次回 令和元年度第７回常設審議委員会は、令和
令和元年
令和元年１
元年１０月２５日（金
日（金曜日）
曜日）
開会時間は、１３：３０です
開会時間は、１３：３０です。
です。
場所は、第二水産ビル ４階 ４Ｆ会議室
４Ｆ会議室です。
会議室

【メモ】

ሗ࿌㡯㸯㸫㸯

௧㸰ᖺᗘ㎰ᯘỈ⏘㛵ಀண⟬ᴫ⟬せồࡢᴫせ ࣓ࣔ
௧ඖᖺ᭶᪥
ᅜ㎰ᴗ㆟ᡤ

௧ᖺᗘ㎰ᯘỈ⏘ண⟬ᴫ⟬せồ㢠ࡣ൨ ๓ᖺᗘண⟬㢠ẚ㸣ቑ
௧ᖺᗘࡢ㎰ᯘỈ⏘ண⟬ᴫ⟬せồࡣࠊ௧ඖᖺᗘண⟬㢠 ൨
ẚ㸣ቑࡢ൨࡞ࡗࡓࠋ
᭶᪥㛶㆟ゎࡉࢀࡓࠕ௧ᖺᗘண⟬ࡢᴫ⟬せồᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ
࡞᪉㔪ࡘ࠸࡚ࠖ࠾࠸࡚ࠊᖺᗘྠᵝࠊ⩏ົⓗ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣ௧ඖᖺᗘ
ண⟬㢠ࡢ⠊ᅖෆࠊ㔞ⓗ⤒㈝ࡣᖺᗘண⟬㢠ࡢ㸣ࢆࠕせᮃᇶ♏㢠ࠖࡋࠊ
⩏ົⓗ⤒㈝ಀࡿ๐ῶ㢠㔞ⓗ⤒㈝ಀࡿ๐ῶ㢠ࡢಸࡢ⠊ᅖࡲ࡛ࢆࠕ᪂
ࡋ࠸᪥ᮏࡢࡓࡵࡢඃඛㄢ㢟᥎㐍ᯟࠖࡋ࡚せồ࡛ࡁࡿࡉࢀࡓࡇࡽࠊ㎰
Ỉ┬ࡣせồୖ㝈ࡢ๓ᖺᗘண⟬ᑐẚ㸣ቑ࡛せồࡋࡓࠋ
㎰ᴗ㎰ᮧᩚഛᴗࢆࡣࡌࡵࡍࡿබඹᴗࡀ㸣ቑ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ
㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟຊᙉࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᨻᗓ୍య࡞ࡗࡓྖ௧ሪ⤌⧊
ࡢタࡸ㍺ฟᡭ⥆ࡢ㎿㏿ࡢண⟬ࠊࡲࡓࠊ㎰ᯘỈ⏘ศ㔝࡛ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ
ฟࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ⏝ࡢᇶ㔠ࢆタࡍࡿᣮᡓⓗ㎰ᯘỈ⏘◊✲㛤Ⓨᴗࢆ
᪂つ࡛せồࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠊ㇜ࢥࣞࣛ➼ࡢᐙ␆ఏᰁᛶࡸ㔜せᐖࡢ
ධ㜵Ṇ࣭ࡲࢇᘏ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᾘ㈝࣭Ᏻᑐ⟇㔠ࡘ࠸࡚ᖜ࡞ቑ㢠ࢆ
せồࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ϩ㸬௧ᖺᗘ㎰ᯘỈ⏘ண⟬ᴫ⟬せồࡢ㔜Ⅼ㡯ࡢ࣏ࣥࢺ
༢㸸൨ࠊ࢝ࢵࢥෆࡣ௧ඖᖺᗘண⟬㢠

㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢᨻᗓ୍య࡞ࡗࡓ㍺ฟຊᙉ㧗ຍ౯್
 ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢᨻᗓ୍య࡞ࡗࡓ㍺ฟຊᙉ
ձྖ௧ሪ⤌⧊ࡢタ
ղ㍺ฟྥࡅタࡢᩚഛタㄆᐃࡢ㎿㏿

 

㣗ᩱ⏘ᴗ࣭㸴ḟ⏘ᴗ㔠➼࡛ᐇ

ճ㍺ฟᡭ⥆ࡢ㎿㏿
մ⏕⏘ẁ㝵࡛ࡢ㣗ရᏳᛶ☜ಖࡢᑐᛂᙉ
յࢢ࣮ࣟࣂࣝ⏘ᆅ࡙ࡃࡾࡢᙉ
նᡓ␎ⓗ࡞࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάືࡢᙉ
 ▱ⓗ㈈⏘ࡢὶฟ㜵Ṇࠊつ᱁࣭ㄆドࡢᅜ㝿ᑐᛂ
ձ᳜≀ရ✀➼ᾏእὶฟ㜵Ṇ⥲ྜᑐ⟇ᴗ
ղ㎰ᴗ▱ⓗ㈈⏘ಖㆤ࣭ά⏝ᨭᴗ
ճ㹅㸿㹎ᣑࡢ᥎㐍㸦ᣢ⥆ⓗ⏕⏘ᙉᑐ⟇ᴗ࡛ᐇ㸧

  

 
 
 
 

 
 

մᆅ⌮ⓗ⾲♧ಖㆤไᗘά⏝⥲ྜ᥎㐍ᴗ

 

㺀ࢫ࣐࣮ࢺ㎰ᴗ㺁ࡢᐇ⌧ᙉ࠸㎰ᴗࡢࡓࡵࡢᇶ┙࡙ࡃࡾ
 ࠕࢫ࣐࣮ࢺ㎰ᴗࠖࡢ♫ᐇࡢຍ㏿ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ
ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ᥎㐍
ձࢫ࣐࣮ࢺ㎰ᴗ⥲ྜ᥎㐍ᑐ⟇ᴗ
 
ղ㎰ᯘỈ⏘◊✲᥎㐍ᴗ
 
ճࠕ▱ࠖࡢ㞟✚ά⏝ࡢሙࡼࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢฟ
 
մᣮᡓⓗ㎰ᯘỈ⏘◊✲㛤Ⓨᴗ
 
յᏛⓎ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭᴗ
 
 ㎰ᴗ㎰ᮧᇶ┙ᩚഛ㸦➇தຊᙉ࣭ᅜᅵᙉ㠌㸧
ձ㎰ᴗ㎰ᮧᩚഛᴗබඹ!
 
ղ㎰ᆅ⪔స᮲௳ᨵၿᴗ
 
ճ㎰ᴗỈ㊰➼㛗ᑑ࣭㜵⅏ῶ⅏ᴗ
 
մ㎰ᒣ⁺ᮧᆅᇦᩚഛ㔠බඹ!
 
 ᣢ⥆ⓗ࡞㎰ᴗࡢⓎᒎྥࡅࡓ⏕⏘⌧ሙࡢᙉ
ձᙉ࠸㎰ᴗ࣭ᢸ࠸ᡭ࡙ࡃࡾ⥲ྜᨭ㔠
 
ղᣢ⥆ⓗ⏕⏘ᙉᑐ⟇ᴗ
 
ճ㔝⳯౯᱁Ᏻᐃᑐ⟇ᴗ ᡤせ㢠
 
մ⏑㈨※స≀⏕⏘ᨭᑐ⟇
 
յ⏿సᵓ㐀㌿ᴗ
 
 ␆⏘࣭㓗㎰ࡢ➇தຊᙉ
ձ␆⏘࣭㓗㎰⤒ႠᏳᐃᑐ⟇ ᡤせ㢠
 
ղ␆⏘⏕⏘యไࡢᙉ ᙉ࠸㎰ᴗ࣭ᢸ࠸ᡭ࡙ࡃࡾ⥲ྜᨭ㔠
 
␆⏘⏕⏘ຊ࣭⏕⏘యไᙉᑐ⟇ᴗ
ճ㹇㹁㹒ࢆά⏝ࡋࡓ␆⏘⤒Ⴀయࡢ⏕⏘ᛶྥୖᑐ⟇ ᥖ
մ㣗⫗ฎ⌮タ㑅ಁ㐍࣭ᶵ⬟㧗ᗘᨭᴗ
 
յⲡᆅ㛵㐃ᇶ┙ᩚഛබඹ!
 
 ⏕⏘㈨ᮦ౯᱁ࡢᘬୗࡆࠊὶ㏻࣭ຍᕤࡢᵓ㐀ᨵ㠉
ձ㎰ᴗ➇தຊᙉࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞ᐇྥࡅࡓㄪᰝ
 
ղ㣗ရὶ㏻ᣐⅬᩚഛࡢ᥎㐍 ᙉ࠸㎰ᴗ࣭ᢸ࠸ᡭ࡙ࡃࡾ⥲ྜᨭ
㔠࡛ᐇ

ճ㣗ရὶ㏻ྜ⌮ಁ㐍ᴗ

 

ᢸ࠸ᡭࡢ㎰ᆅ㞟✚࣭㞟⣙➼ࡼࡿᵓ㐀ᨵ㠉ࡢ᥎㐍
 ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓࡼࡿ㎰ᆅ㞟✚࣭㞟⣙㎰ᴗጤဨ
ࡼࡿ㎰ᆅ⏝ࡢ᭱㐺
ձࠕே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࠖࡢᐇ㉁㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓ➼ࡼ

  

 

ࡿᢸ࠸ᡭࡢ㎰ᆅ㞟✚࣭㞟⣙ࡢຍ㏿
ղ㎰ᆅࡢ༊⏬➼ࡢ᥎㐍බඹ! ㎰ᴗ㎰ᮧᩚഛᴗ࡛ᐇ
ճ㎰ᆅ⪔స᮲௳ᨵၿᴗ
մ㎰ᴗጤဨࡢάືࡼࡿ㎰ᆅ⏝᭱㐺ࡢ᥎㐍
յᶵᵓ㞟✚ᨭᴗ
 ዪᛶ㎰ᴗ⪅ࠊᐙ᪘㎰ᴗ⤒Ⴀࠊἲே⤒Ⴀ࡞ࠊከᵝ࡞ᢸ࠸ᡭ
ࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ㎰ᴗࡢࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࡢ᥎㐍
ձ㎰ᴗேᮦຊᙉ⥲ྜᨭᴗ
ղ㎰ᴗ⤒Ⴀࡢἲே࣭⤒Ⴀ⥅ᢎࡢ᥎㐍
ճዪᛶࡀኚ࠼ࡿᮍ᮶ࡢ㎰ᴗ᥎㐍ᴗ
մእᅜேᮦཷධ⥲ྜᨭᴗ
յ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࡢ┘ᰝࢥࢫࢺࡢྜ⌮ࡢಁ㐍

 
 
 

 
 
 
 
 

Ỉ⏣ࣇࣝά⏝⤒ႠᡤᚓᏳᐃᑐ⟇ࡢ╔ᐇ࡞ᐇ
 Ỉ⏣ࣇࣝά⏝ࡢ᥎㐍
ձỈ⏣ά⏝ࡢ┤᥋ᨭᡶ㔠
 
ղỈ⏣㎰ᴗࡢ㧗┈ࡢ᥎㐍 Ỉ⏣ά⏝ࡢ┤᥋ᨭᡶ㔠ࠊ㎰ᆅࡢ
༊⏬➼ࡢ᥎㐍ࠊᙉ࠸㎰ᴗ࣭ᢸ࠸ᡭ࡙ࡃࡾ⥲ྜᨭ㔠➼

ճ㎰ᴗ⏕༠㆟ࡢάືᙉ➼
մ⡿✐࿘ᖺ౪⤥࣭㟂せᣑᨭᴗ
յ⡿⢊ࡢ㟂せᣑ࣭⡿ά⏝␆⏘≀➼ࡢࣈࣛࣥࢻ➼
 ⤒ႠᏳᐃᑐ⟇ࡢ╔ᐇ࡞ᐇ
ձ⏿స≀ࡢ┤᥋ᨭᡶ㔠 ᡤせ㢠
ղධῶᑡᙳ㡪⦆ᑐ⟇㔠 ᡤせ㢠
ճධಖ㝤ไᗘࡢᐇ

㣗ࡢᏳ࣭ᾘ㈝⪅ࡢಙ㢗☜ಖ
ձᾘ㈝࣭Ᏻᑐ⟇㔠
ղᐙ␆⾨⏕➼⥲ྜᑐ⟇
ճ⏕⏘࣭〇㐀⌧ሙ㐃ᦠࡋࡓࣜࢫࢡ⟶⌮
ձᏳ࡞⏕⏘㈨ᮦࡢᏳᐃ౪⤥ࡢ᥎㐍
ղ⸆⪏ᛶᑐ⟇㸦ᾘ㈝࣭Ᏻᑐ⟇㔠➼࡛ᐇ㸧

㎰ᒣ⁺ᮧࡢάᛶ
 ᪥ᮏᆺ┤᥋ᨭᡶࡢᐇ
ձከ㠃ⓗᶵ⬟ᨭᡶ㔠
ղ୰ᒣ㛫ᆅᇦ➼┤᥋ᨭᡶ㔠
ճ⎔ቃಖᆺ㎰ᴗ┤᥋ᨭᡶ㔠

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ୰ᒣ㛫ᆅ㎰ᴗࡢᡤᚓྥୖࢆጞࡵࡋࡓ㎰ᒣ⁺ᮧࡢάᛶ
ձ୰ᒣ㛫ᆅ㎰ᴗࣝࢿࢵࢧࣥࢫᴗ୍㒊බඹ! ඃඛᯟ➼
ղ㎰ᒣ⁺ᮧ⯆㔠
ճ㫽⋇⿕ᐖ㜵Ṇᑐ⟇ࢪࣅ࢚ά⏝ࡢ᥎㐍
յ≉Ṧ⮬↛⅏ᐖᑐ⟇タ⥭ᛴᩚഛᴗ

 
 
 
 

ᯘᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗࠕᯘᴗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࡢ᥎㐍

㸦␎㸧

Ỉ⏘ᨵ㠉ࡢᐇ⾜ࡼࡿ㐺ษ࡞㈨※⟶⌮Ỉ⏘ᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗ

㸦␎㸧

ͤࠕ㜵⅏࣭ῶ⅏ࠊᅜᅵᙉ㠎ࡢࡓࡵࡢ㸱ᖺ⥭ᛴᑐ⟇ࠖಀࡿ⤒㈝ࡸࠕ⥲ྜⓗ
࡞㹒㹎㹎➼㛵㐃ᨻ⟇⥘ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㎰ᯘỈ⏘ศ㔝࠾ࡅࡿ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ண⟬⦅ᡂ㐣⛬᳨࡛ウࠋ

  

ሗ࿌㡯㸰㸫㸯
㸦ู⣬ᵝᘧ㸯㸧

㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨵၿ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂ᪉㔪࣭ᐇ≧ἣ

㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨵၿ᪉㔪
㸯 ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࢆ᰾ࡋࡓ᥎㐍యไࡢᵓ⠏➼
㸦㸯㸧᥎㐍యไࡢᵓ⠏
ձ ྛ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࢆ᰾ࡋࡓ㎰ᆅࡢ㞟✚࣭㞟⣙
ࢆࠊ⾜ᨻࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࠊ㎰ᴗጤဨ⣔⤫ࠊ㹈㸿⣔⤫ཬࡧᅵᆅᨵⰋ
༊㸦௨ୗࠕ㛵ಀᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀ୍య࡞ࡗ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ
㒔㐨ᗓ┴ࢆ୰ᚰ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊᶵ㐠ࡢ㔊ᡂດࡵࡿࡶ
ࠊᨵࡵ࡚ᴗ᥎㐍యไࢆ☜ㄆࡋࠊࡼࡾⰋ࠸ᴗ᥎㐍యไࡢᵓ⠏
ࢆᅗࡿࠋ

࡞࠾ࠊᴗ᥎㐍యไࡢᵓ⠏ࡣࠊ௨ୗࡢ㡯ࡶ␃ពࡋ࡚⾜࠺ࠋ
 ྛ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ⌧≧ࢆࡢࡼ࠺ศᯒࡋࠊ
ᚋ᐀ࡢᆅᇦ࡛௧㸰ᖺᗘᮎࡲ࡛ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࢆᐇ㉁ࡍࡿࡓ
ࡵ㛵ಀᶵ㛵ࡢᙺศᢸࡸලయⓗ᪉⟇ࢆࡢࡼ࠺᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࠋ


 ㎰ᆅࣂࣥࢡࡀࠊࡢࡼ࠺ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢᐇ㉁ྥࡅࡓᆅ
ᇦࡢヰྜ࠸ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊᐇ㉁ࡉࢀࡓே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥ
ࢆసᡂࡋࡓᆅᇦᑐࡋ࡚ࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࡢࡼ࠺ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ
ࠋ


   ᾏ   㐨       
㸦බ㈈㸧ᾏ㐨㎰ᴗබ♫
㸦୍♫㸧ᾏ㐨㎰ᴗ㆟

ᨵၿ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂ᪉㔪࣭ᐇ≧ἣ

 ۑ㧗㱋ࡸᢸ࠸ᡭ㊊ᑐᛂࡋࡓᆅᇦ࠾ࡅࡿᐇຠᛶ࠶ࡿヰࡋྜ࠸ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡇࡣࠊᾏ㐨ࡗ࡚ࡶᴟࡵ࡚㔜せ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ㛵ಀᶵ㛵㸦㐨࣭බ♫࣭㎰ᴗ㆟࣭㎰ᨻົᡤ㸧ࡀ
୍య࡞ࡗ࡚ࠊᶵ㐠ࡢ㔊ᡂດࡵ࡚ࡁࡓࡇࢁࠋ
 ۑ⯡ࡢே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥ➼ࡢぢ┤ࡋࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㹈㸿⣔⤫ࡢ㐃ᦠࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡢࡶࠊᖺᗘࡽࠊ㹈㸿୰ኸࢆຍ࠼ࡓ᥎㐍యไ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡋࠊࡍ࡛୰ኸࡢ༠㆟࣭ᢎࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ

 ۑᮏ㐨࠾࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚୰ᚰⓗ⤒Ⴀయࡀᕷ⏫ᮧࡢ㐣
༙ࡢ㠃✚ࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡀᐇ㉁ࡋ࡚࠸ࡿࡳ࡞ࡍࡇࡀྍ⬟࡞≧ἣࠋ
୍ࠊࡋࡔࡓ ۑ㒊ࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡣᐇ㉁ࡋࡓࣉࣛࣥࡢసᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦࢆ୰ᚰࠊ㛵ಀᶵ㛵࠾࠸࡚⌧ᆅᣦᑟ㸦࢟ࣕࣛ
ࣂࣥ㸧ࢆᐇࡋࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿே࣭㎰ᆅࡢㄢ㢟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ຓゝ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

 ۑᚋࠊぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ᆅ༊ࡸ᪂ࡓࣉࣛࣥࢆసᡂࡍࡿᆅ༊ࡽࡢ༠㆟
ࡢሙࡢཧຍせㄳࢆ᭱ඃඛࡋ࡚✚ᴟⓗᛂࡌ࡚࠸ࡃࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᆅᇦࡀᐃࡵࡿᶵᵓࡢά⏝᪉㔪ࢆⓗ☜ᢕᥱࡍࡿࡶࠊไ
ᗘࡢ࿘▱ᚭᗏດࡵ࡚࠸ࡃࠋ
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࢘ ㎰ᆅ⏝㞟✚ᴗ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢ⤫ྜ୍యࢆぢᤣ
࠼ࠊᆅᇦࡢ᥎㐍యไࢆࡢࡼ࠺ᙉࡋ࡚࠸ࡃࠋ


ղ 㛵ಀᶵ㛵ࡣࠊᚋࡢே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࢆ᰾ࡋࡓ㎰ᆅࡢ㞟✚࣭㞟⣙
ࢆ㛵ಀᶵ㛵ཬࡧᢸ࠸ᡭ⤌⧊➼ࡀ୍య࡞ࡗ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ᪉㔪ࢆ☜
ㄆࡋࠊඹ᭷ࡍࡿ㸦࠼ࡤࠊ㸳⪅༠ᐃ➼㸧ࠋ

ճ ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊᢸ࠸ᡭ⤌⧊➼㐃ᦠ༠ᐃࡢ⥾⤖➼㐃ᦠࢆᙉࢆࡍࡿ
ࡶࠊᢸ࠸ᡭ㛫ࡢ㎰ᆅࡼࡿ㞟⣙ࡸ┦ᑐࡼࡿ㈚ࡢ㎰
ᆅࣂࣥࢡᴗࡢษ᭰࠼࡞ࠊ㐃ᦠ༠ᐃᇶ࡙ࡃලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍
ࡵࡿࠋ


㸦㸰㸧ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢᐇ㉁ྥࡅࡓලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ձ ࠕே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢලయⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ㸦௧ඖᖺ㸴᭶  ᪥
ࡅඖ⤒Ⴀ➨  ྕ㎰ᯘỈ⏘┬⤒Ⴀᒁ㛗㏻▱㸧ᚑࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢヰ
ྜ࠸ࢆάᛶࡉࡏࠊᐇ㉁ࡉࢀࡓே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥ࡞ࡿࡼ࠺ྲྀ⤌ࢆ
㐍ࡵࡿࠋ

ղ  ே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢᐇ㉁ᙜࡓࡗ࡚ࠊ㎰ᴗጤဨ࣭㎰ᆅ⏝᭱㐺
᥎㐍ጤဨ㸦௨ୗࠕ᥎㐍ጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣࠊᕷ⏫ᮧ㐃ᦠࡋ࡚ࣥࢣ
࣮ࢺࢆᐇࡍࡿࡶࠊᆅᇦࡢ≧ἣࡢᆅᅗࡸヰྜ࠸ࡢάᛶ
㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ㎰ᆅࡢಖ᭷ཬࡧ⏝ࡢ≧ἣࠊ㎰ᆅࡢᡤ᭷⪅ࡢ㎰ᴗୖࡢ
⏝ࡢពྥࡑࡢࡢ㎰ᆅࡢຠ⋡ⓗ࡞⏝㈨ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࢆ⾜
࠺ࠋ

 ۑ㎰ᴗጤဨࡸᅋయࡼࡿᆅᇦࡢ㎰ᆅࡢ⏝ㄪᩚࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸
ࡿᮏ㐨࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶබ♫ࡢᴗົጤク࡞ࢆ㏻ࡌ࡚᪉ࡢ
ᅋయࡀᐦ᥋㐃ᦠࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⤫ྜ୍యࡼࡾ୍ᣓᢎ⥅ࡢ⏦ࡋฟ
ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡶࠊ㏿ࡸ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺‽ഛࡋ࡚࠸ࡃࠋ
୍ࠊ࠾࡞ ۑ㒊ࡢᅋయࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࠊබ♫ࡢ⣽࡞㐃ᦠࡢ
ᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚༠㆟ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡾࠊ᪩ᮇࡑࡢලయⓗ࡞
᪉ἲ➼ࢆỴᐃࡋࠊ㐃ᦠᙉࢆᅗࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ۑ༠ᐃࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡼࡿ᥎㐍᪉㔪ࢆ
⟇ᐃ῭ࡳ࡛࠶ࡾࠊᚋࠊ㎰ᆅไᗘࡢぢ┤ࡋ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪉㔪ࡢぢ┤
ࡋ࡞ࢆ㐺ᐅ⾜࠸ࠊ㛵ಀᶵ㛵࡛ඹ᭷ࡍࡿࠋ

 ۑ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗࡢᐇ⦼☜ಖྥࡅࠊ㔜Ⅼᐇ༊ᇦタᐃࡋ࡚࠸ࡿ
㎰ᆅᩚഛᴗᐇᆅ༊ࡢཷ┈⪅ሗᇶ࡙ࡁࠊ㛵ಀ㒊ᒁ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ
┦ᑐࡼࡿ㈤㈚ࡽࡢㄏᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋࡶࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᢸ࠸ᡭࡢ㞟✚࣭㞟⣙㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗࡢ᥎㐍ࢆᅗࡗ
࡚࠸ࡃࠋ


 ۑᮏ㐨࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢヰࡋྜ࠸ࢆάᛶࡉࡏࡿࡇࡀ㔜せࡢㄆ
㆑ࡢࡶࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ࢟ࣕࣛࣂࣥ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦാࡁࡅࢆ⾜
ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡼࡿヰࡋྜ࠸ࡢᡂᯝࢆே࣭㎰ᆅࣉ
ࣛࣥᫎࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

 ۑ㎰ᆅሗබ㛤ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᆅᅗࡲ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧࡘ࠸࡚
ࡣᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᆅᇦࡢ≧ἣࠊ㎰ᆅࡢಖ᭷࣭⏝ࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ㎰ᴗጤဨࡀᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᆅྎᖒ㸦㎰ᆅሗබ㛤ࢩࢫࢸ࣒㸧
Ⓩ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ㐨࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰ᆅሗබ㛤ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆᇶᮏࡋ࡚ࠊ㎰ᆅ㛵ࡍࡿሗࢆ✚ᴟⓗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ճ ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࡣࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢᐇ㉁ྥࡅࡓヰྜ࠸
ཧຍࡍࡿࡶࠊሗᥦ౪➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ᙺࡋ
࡚୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᢸ࠺➼ᆅᇦࡢヰྜ࠸ࢆ✚ᴟⓗᑟࡍࡿࠋ

մ ㎰ᴗጤဨົᒁࡣࠊ㎰ᨻ㒊ᒁ㐃⤡ࢆᐦࡋࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢ
ヰྜ࠸ࡢ㛤ദሗ➼ࢆ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨఏ࠼ࠊヰྜ࠸యⓗ
ཧ⏬࡛ࡁࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
┴㎰ᴗጤဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵᵓࡣࠊᢸ࠸ᡭ⤌⧊➼ᑐࡋ࡚ࠊே࣭㎰
ᆅࣉࣛࣥࡢヰྜ࠸ࡢ㛤ദሗ➼ࢆဨ࿘▱ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆಁ
ࡍࡇ➼ࢆ⾜࠺➼ࠊാࡁࡅࢆ⾜࠺ࠋ

յ ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊ
㸦㸯㸧ࡢձ࡛᫂ࡽࡋࡓᙺࢆᯝࡓࡍࡶࠊ
ཷᕼᮃ⪅ሗࢆᕷ⏫ᮧᥦ౪ࡋࠊᆅᇦእࡢཷᕼᮃ⪅ࡶヰྜ࠸ࡢ
ሙཧ㞟ࡍࡿ࡞ヰྜ࠸ࡢάᛶࢆᅗࡿࠋ


㸰 ㎰ᆅ㞟✚࣭㞟⣙ࡢຍ㏿ྥࡅ࡚ㄢ㢟ࡢὙฟࡋཬࡧ᪂ࡓ࡞᥎㐍᪉⟇
ࡢ᳨ウ
ձ ㎰ᆅࣂࣥࢡࢆ୰ᚰ㛵ಀᶵ㛵ࡣࠊ㐣ཤ㸳ᖺ㛫ࡢ⟶ෆࡢᢸ࠸ᡭࡢ㎰
ᆅ㞟✚ࡢ≧ἣཬࡧ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢᐇ⦼➼ࢆ┬ࡳࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢ᥎㐍
ୖࡢㄢ㢟ࢆὙ࠸ฟࡋࡓୖ࡛ࠊᢸ࠸ᡭࡢ㎰ᆅ㞟✚ཬࡧ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢᐇ
⦼➼ࢆఙࡤࡍࡓࡵࡢᑐᛂ᪉㔪ཬࡧලయⓗ࡞άືෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

≉ࠊ㞟✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸୰ᒣ㛫ᆅᇦ➼࠶ࡗ࡚ࡣලయⓗ࡞࡚ࡇධ
ࢀ⟇ࡘ࠸࡚ࠊ㞟✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ࠶ࡗ࡚ࡣ㞟⣙ࡢ᥎㐍⟇ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ


 ۑᆅᇦࡢຠᯝⓗ࡞ヰࡋྜ࠸ࡢᡭἲࡀ␗࡞ࡿࡇࡽࠊᆅᇦࡢᐇ༶
ࡋࡓᑐᛂࡀᇶᮏ࡞ࡿࡀࠊ㎰ᴗጤဨ⤌⧊ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶᮏ᮶
ᴗົࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊἲᚊࡢつᐃᇶ࡙
ࡁࠊ㐺ษ㛵ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ۑ㎰ᴗ㆟㝈ࡽࡎࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢᣢࡕᚓࡿ࣮ࣝࢺ࡛ࠊᅇࡢἲᨵṇࡢ
㊃᪨ࡸᆅᇦࡢヰࡋྜ࠸ࡢ㔜せᛶࢆ༑ศㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࠋ


 ۑཷᕼᮃ⪅ࡢሗࡣᙜヱ⏦ࡋฟࡢ࠶ࡗࡓᕷ⏫ᮧඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ᚲせ࡞ሗࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᆅᇦእࡽࡢཷᕼᮃ⪅ሗࡶࡍ࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚲせ
ᛂࡌ࡚༠㆟ࡢሙཧ㞟ࡍࡿࡇࢆᕷ⏫ᮧᑐࡋ࡚ࡧࡅ࡚࠸ࡃࠋ


ࡢ࡛ࡲࢀࡇ ۑᐇ⦼ࡸㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ࡣ㛵ಀᶵ㛵࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋ
ࡶᮏ㐨ࡢ㧗࠸㞟✚⋡࡞ࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ
ࡶࡼࡾࠊබ♫ࡢࠕᖹᡂ  ᖺᗘ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗάື᪉㔪ࠖ➼ᇶ
࡙ࡁ᥎㐍άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

 ۑ㞟✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ᆅᇦࡣࠊ㎰ᆅࡢ㞟⣙ࡀ㞴ࡋ࠸ᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡿ
ࡀࠊ⌧ᆅᣦᑟ㸦࢟ࣕࣛࣂࣥ㸧ࡣࡶࡼࡾࠊࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᅜࡢྛ
✀ᨭ⟇ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚㞟⣙ࢆᅗࡗࡓ➼ࠊᆅᇦࡗ࡚᭷ຠ
⪃࠼ࡽࢀࡿྲྀࡾ⤌ࡳሗ࡞ࢆᶓᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ࡲࡓࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢཷᇶ‽ࡀ◳┤ⓗ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ㎰⏝
ᆅ⏝㓄ศィ⏬㛵ࡍࡿసᡂ᭩㢮ࡢ࠺ࡕ┬␎࡛ࡁࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࡘ
࠸࡚ࡶࠊ᳨ウࡍࡿࠋ


ղ ᆅᇦ㞟✚༠ຊ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢᐇ㉁ࡢྲྀ⤌ేࡏ
࡚ά⏝ࡢᣑࢆᅗࡿࠋ≉ࠊ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࠾ࡅࡿά⏝ಁ㐍⟇ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡶࠊศᩓ㘒ᅡࡢゎᾘྥࡅࡓ㞟⣙ࢱࣉࡢࣔࢹࣝⓗ࡞ά⏝
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸱 ㎰ᆅ⏝㞟✚ᴗ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢ⤫ྜ୍య㸦௧㸰ᖺ
⾜㸧ྥࡅࡓ‽ഛ
㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊ⟶ෆࡢ㎰ᆅ⏝㞟✚ᅋయࡀ㎰ᆅ㈙➼ᴗࡢ
ࡓࡵࡾཷࡅࡓ㎰⏝ᆅ➼ࡢᶒ㛵ಀ➼ࡢᩚ⌮ࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢ
⛣⾜ࡢ᪉㔪࣭ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊົయไࡢᩚഛཬࡧᡭᩘᩱࡢྲྀᢅ࠸➼
ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱ㎰ᆅ⏝㞟✚ᅋయពぢࢆ⾜࠸ࠊ௧㸰ᖺ
ࡢ⾜ࡲ࡛⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊᶒ㛵ಀࡢᩚ⌮➼ࡀᩚࡗࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ
௧㸰ᖺࡢ⾜ࢆᚅࡓࡎࠊ㡰ḟࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢ⛣⾜ࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋ








 ۑබ♫ࡣࠊ⌧≧࡛ཷࡅᡭࡀ࠸࡞࠸㎰ᆅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶒࢆྲྀ
ᚓࡍࡿࡼ࠺ᥐ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊᕷ⏫ᮧ࣭㎰ᴗጤဨཬࡧ㹈㸿➼ࡢ༠ຊ㛵
ಀࡢࡶࠊಖࡍࡁࡉࢀࡓ㎰ᆅࡣᚋࡶཷࡅࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࠊࡓࡲ ۑ᭩㢮ࡢ⡆⣲ࡘ࠸࡚ࡶ᳨᩿ウࡋ࡚ࡁࡓ⤒㐣࠶ࡾࠊ
ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢពぢࢆ⫈ࡁ࡞ࡀࡽ⡆⣲ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚
࠸ࡃࠋ

 ۑ㞟✚࣭㞟⣙ࢱࣉࡣࠊࡾࢃࡅ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡛せ௳ࡀ⦆ࡉࢀࡓࡇ
ࡽࠊẚ㍑ⓗ㞟✚⋡ࡢప࠸ᆅᇦࢆ୰ᚰ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 ۑ㞟⣙ࢱࣉࡣࠊ୍ᐃࡢせ௳ࡢࡶࠕᢸ࠸ᡭࡽᢸ࠸ᡭ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚
ࡶࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇࡽࠊẚ㍑ⓗ㞟✚⋡ࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛ࡉࡽ࡞ࡿᅋ
ᆅࢆ┠ᣦࡍᆅᇦࢆ୰ᚰ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ



 ۑᮏ㐨࠾࠸࡚ࡣࠊᅋయࡢ⤫ྜ୍యక࠺㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗ
ࡢ⥅ᢎࡣ㝈ࡽࢀࡿ⪃࠼ࡿࡀࠊ୍ᣓᢎ⥅ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
ࡣࠊᢎ⥅ྥࡅ࡚㏿ࡸ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺‽ഛࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᢎ⥅௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊᪧᅋయ➼ࡢពྥࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼
࡚ᑐᛂࡍࡿࡇࡋࠊᡭᩘᩱࡢྲྀᢅ࠸ࢆྵࡵࡓ⤒㐣ⓗ࡞ᥐ⨨㛵ࡋ࡚
᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ




㸦ู⣬ᵝᘧ㸯㸧

㸲 ἲᨵṇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᚑ᮶ࡽࡢࠕᨵၿ᪉㔪ࠖࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧㎰ᆅࣂࣥࢡࡢㄆ▱ᗘࡢྥୖ
ձ ㎰ᆅࣂࣥࢡᑐࡍࡿㄆ▱ᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅇࡢᨵṇࢆ
ዲᶵᤊ࠼࡚ࠊ
 ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊᨵṇ㎰ᆅࣂࣥࢡἲࡢ⾜ࡲ࡛ࠊ⟶ෆ࡚ࡢᕷ
⏫ᮧ㉱ࡃ➼ࡼࡾࠊᅇࡢ㎰ᆅࣂࣥࢡ㸳ᖺᚋぢ┤ࡋࡢෆᐜࢆㄝ
᫂ࡍࡿࠋ≉ࠊ㎰⏝ᆅ⏝㞟✚ィ⏬୍ᣓ᪉ᘧ࡞㎰ᆅࣂࣥࢡᴗ
ࡢົᡭ⥆ࡀ⡆⣲ࡉࢀࡓࡇಀࡿ⌮ゎࢆ༑ศᚓࡿࠋ


 㛵ಀᶵ㛵࠾࠸࡚ࡶࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢㄆ▱ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

࢘ ᘬࡁ⥆ࡁࠊࣛࢪ࢜➼࣓ࢹࡢά⏝ࠊ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࡢᡞ
ูゼၥ࡞ࠊᵝࠎ࡞ᶵࢆᤊ࠼ࡓᶵᵓᴗࡢ࿘▱ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ղ ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢᐇ⦼ࡢ࡞࠸ᕷ⏫ᮧࡢാࡁࡅࢆᙉࡋࠊᐇ⦼ࡢ
࡞࠸ᕷ⏫ᮧࢆゎᾘࡍࡿࠋ


㸦㸰㸧㎰ᴗጤဨᨵ㠉㐃ືࡋࡓᆅᇦࡢ᥎㐍యไࡢᙉ
ձ ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࡢ㎰ᆅࡢ⏝ㄪᩚࡢྲྀ⤌ࢆ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡘ
࡞ࡆࡿࡓࡵࠊே࣭㎰ᆅࣉࣛࣥࡢヰྜ࠸ࡢᑟࠊ㎰ᆅᡤ᭷⪅➼ࡢពྥ☜
ㄆࠊ㎰ᆅࡢฟࡋᡭ࣭ཷࡅᡭࡢㄪᩚ࡞ࡢᙺࢆ᫂♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ㒔㐨


 ۑᶵᵓ㸦බ♫㸧ᑐࡍࡿㄆ▱ᗘࢆࡉࡽྥୖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚
࠾ࡾࠊᅇࡢᨵṇෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ≉㎰⏝ᆅ⏝㞟✚ィ⏬୍ᣓ᪉ᘧࡣ
ᮏ㐨ࡗ࡚᭷ຠ࡞ᡭἲ࡞ࡾᚓࡿࡇࡽࠊᮏ┬⫋ဨࢆᣍ࠸ࡓ㐨
ദࡢ㐨ㄝ᫂ࢆ㸰ᅇ㛤ദࡍࡿࡶࠊᚋࠊබ♫ദࡼࡿ㐨
ࣈࣟࢵࢡู㸦㹼 ሙ㸧ࡢᴗᢸᙜ⪅ྥࡅㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࠊ㊃᪨ࡢ࿘
▱ᚭᗏࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑබ♫ࡣ㐨㸷ᨭᡤࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊᨭᡤ⫋ဨࡼࡿᕷ⏫ᮧ
ཬࡧ㎰ᴗጤဨࡢゼၥࢆ⥅⥆ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊᙺဨࡀᕷ⏫ᮧ
㉱࠸࡚㤳㛗┤᥋᥎㐍ࢆ⾜࠺࡞ࠊ㐺ᐅࠊࢺࢵࣉࢭ࣮ࣝࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

ୖ ۑグෆᐜຍ࠼ࠊ㎰ᴗ㆟ദࡼࡿ㎰ᴗጤဨ⫋ဨྥࡅ◊ಟࢆ
㸷᭶ࡽ  ᭶ࡅ࡚㐨ෆ㸳⟠ᡤ࡛ࠊ㎰ᴗጤဨྥࡅㄝ᫂ࢆ  ᭶
ࡽ  ᭶ࡅ࡚㐨ෆ  ⟠ᡤ࡛ࡑࢀࡒࢀࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ۑ᪂⪺ࡸ㎰ᴗ⣔⤫ㄅ࡞ࡢ࣓ࢹࢆࡋࡓබ࿌ᥖ㍕ࢆᚋࡶ⾜ࡗ࡚
࠸ࡃࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡼࡾᐇࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦࡢࡓࡵ
࡞ࡿሗⓎಙດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

 ۑ㐨  ᕷ⏫ᮧࡢ࠺ࡕࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡣ
 ᕷ⏫ᮧࠋ ᖺᗘࡣ᪂ࡓ㸴ᕷ⏫ࡀᴗࢆά⏝ࡋࠊᑡࡋࡎࡘ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀᐇ⦼ࡢ࡞࠸ᕷ⏫ᮧࡀゎᾘࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶᕷ⏫ᮧ
ࡢ≧ἣࢆ⢭ᰝࡋ࡞ࡀࡽࠊᘬࡁ⥆ࡁാࡁࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ


 ۑᮏ㐨࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰ᆅࡢ⏝ㄪᩚ➼ࡣࠊ㎰ᴗጤဨࡢᮏ᮶ᴗົࡋ
࡚ᐇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ㎰ᴗጤဨࡀᕷ⏫
ᮧࡽࡢ౫㢗ᇶ࡙ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡿࠋ




㸦ู⣬ᵝᘧ㸯㸧

ᗓ┴࣭㎰ᆅࣂࣥࢡࡢάືయไ⨨ࡅࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣ
ྛᕷ⏫ᮧࡢᴗົጤクࡢෆᐜࢆぢ┤ࡋࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢ┦ㄯࡸฟࡋ
ᡭ࣭ཷࡅᡭࡢពྥ➼㎰ᆅ㛵ࡍࡿሗᥦ౪➼ࡘ࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡽ㎰
ᴗጤဨࡢົጤ௵ࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠊᆅᇦ࡛ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺάືࡀ
᥎㐍ࡉࢀࡿࡶࠊࡑࡢᡂᯝࡀ㎰ᆅ㞟✚ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ղ ㎰ᆅ⏝᭱㐺㔠ࡘ࠸࡚ࠊ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࡀ㎰ᆅ⏝ࡢ
᭱㐺άືࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢሗ㓘ࡢୖࡏᚲせ࡞᮲ᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸
࡞࠸ᕷ⏫ᮧࡸࠊᢸ࠸ᡭࡢ㎰ᆅ㞟✚࣭㞟⣙ࡢᡂᯝᐇ⦼ᛂࡌࡓ
㔠ࡢά⏝⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㎰ᴗጤဨࡀ࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㒔㐨ᗓ┴
ࡣࠊ⟶ෆᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿሗ㓘ࡢୖࡏ᮲ࡢᩚഛࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ
ࡶࠊᮍᩚഛࡢᕷ⏫ᮧࡸ㎰ᆅ⏝᭱㐺㔠ࢆ༑ศά⏝࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧᑐࡋ࡚ᡓ␎ⓗാࡁࡅࢆᐇࡍࡿࠋ


ճ ྛ㎰ᴗጤဨ࠾࠸࡚ࠊ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࡢᡞูゼၥ➼ࡼࡿព
ྥ☜ㄆㄪᰝࡢ㐍ᤖࢆᐃᮇⓗ☜ㄆࡍࡿ࡞ࠊලయⓗ࡞⌧ᆅάືࢆάⓎ
ࡍࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋ

մ ┴㎰ᴗጤဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵᵓࡣࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡ㐃ᦠࡋ࡚㎰ᆅࣂࣥ
ࢡᴗಀࡿ◊ಟࢆ⏬࣭㛤ദࡍࡿࡶࠊ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࡢ
άື࣐ࢽࣗࣝࡸฟࡋᡭሗࡢᢕᥱࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᵝᘧࡢ࿘▱࣭ᾐ㏱ࢆᅗ
ࡿ࡞ࠊྛ㎰ᴗጤဨࡢάືࢆάⓎࡉࡏࡿ⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ࠋ



 ۑ㸵᭶㸱᪥㛤ദࡢ㐨㎰ᴗጤဨົᒁ㛗◊ಟ࠾࠸࡚ࠊ㐨㎰ᨻ㒊
㐃ᦠࡢୖࠊᨵṇⅬ࣭ᖺᗘࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࡋࠊ᭱㐺
㔠ࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚎࠎά⏝௳ᩘࡀቑຍࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࡶࠊά⏝௳ᩘࡀቑຍഴྥ࠶ࡿ᪨ࢆ◊ಟ➼࡛ሗᥦ౪ࡍࡿ
ࡇࡼࡾࠊ᭦࡞ࡿά⏝௳ᩘࡢቑຍࢆ┠ᣦࡍࡶࡢࡍࡿࠋ

᭱㐺㔠ά⏝㎰ᴗጤဨ
ᥐ⨨῭㎰ᴗጤဨ 㸵㸷

ᚋᥐ⨨ணᐃ㎰ᴗጤဨ
㸳㎰ᴗጤဨ
⣠ูᕷ࣭▼⊁ᕷ࣭✵⏫࣭㇏ᾆ⏫࣭ཌ┿⏫

 ۑᅜ㎰ᴗ㆟ᡤࡀ㎰ᴗ㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ㄪᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋ


࡛ࡍ ۑ㎰ᴗ㆟බ♫ࡀ㐃ᦠࡋࠊ◊ಟཬࡧไᗘㄝ᫂࠾࠸࡚ࠊ
㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗಀࡿไᗘㄝ᫂ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡶࠊᚋࡶ⾜
࠺ணᐃࡀ࠶ࡿࠋ




㸦ู⣬ᵝᘧ㸯㸧

յ ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࡣࠊ⌧ሙάືࡸᆅᇦࡢヰྜ࠸ࡼࡾࠊ㞟ࡋࡓ
ฟࡋᡭ࣭ཷࡅᡭ㛵ࡍࡿሗ➼㎰ᆅࣂࣥࢡࡢཷᕼᮃ⪅ሗ➼ࡘ
࠸࡚ࠊ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢ⌧ᆅ㥔ᅾဨ➼࡛ᐃᮇⓗ
ྜࢆ㛤ദࡋࠊಖ᭷ࡍࡿሗࢆඹ᭷ࡍࡿሙࢆタᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊ┴㎰ᴗ
ጤဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵᵓࡣࠊྛᕷ⏫ᮧẁ㝵࡛ࡢሗࢆ㞟⣙࣭ศᯒࡋࠊ
ᕷ⏫ᮧ㛫࡛ࡶඹ᭷࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ

ն ྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㎰ᴗጤဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵᵓ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢࠊࢺࢵ
ࣉ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᙺဨࡢව⫋ࡸ࣡ࣥࣇ࣮ࣟ࡞ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡢ㐃ᦠᙉ୍࣭యࢆලయⓗ㐍ࡵࡿࠋ

㸦㸱㸧ᅵᆅᨵⰋἲᨵṇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᇶ┙ᩚഛࡢ㐃ᦠࡢᙉ
ձ ຠᯝⓗᇶ┙ᩚഛࡢ㐃ᦠᙉࢆᅗࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ࠊ
┴ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜࡸయไࡢ࠶ࡿᅵᆅᨵⰋ༊ࡢᴗົጤクࠊ┴
ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜ➼࠾ࡅࡿ㎰ᆅࣂࣥࢡᑓ㛛ᢸᙜ⪅ࡢタ⨨࡞
ࢆ㏻ࡌࠊᶵᵓ㛵㐃㎰ᆅᩚഛᴗࡸ㎰ᆅࣂࣥࢡࡀᴗᐇయ࡞ࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞㎰ᆅ⪔స᮲௳ᨵၿᴗࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ


ղ ᅵᆅᨵⰋࡢ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㎰ᆅࣂࣥࢡ⫋ဨࡋ࡚ࡢ᥇⏝࣭㒔㐨ᗓ
┴➼ࡽࡢฟྥࡢཷධࢀࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡ࠾࠸࡚ࡶᇶ┙ᩚ
ഛಀࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡢྲྀᚓࡸຠᯝⓗ࡞ᴗ᥎㐍ࢆ⾜࠺ࠋ





 ۑ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗࢆᐇࡍࡿሙྜࠊබ♫ࡢㄪᩚࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊᐃᮇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㎰ᴗጤဨබ♫ࡢ㛫࠾࠸࡚ሗඹ᭷
ࡍࡿࢫ࣮࣒࢟ࡀ᪤ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑබ♫ࡽࠊྛᖺᗘ࠾ࡅࡿᐇ⦼➼ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
≧ἣ࠶ࡾࠊࡑࡢሗࢆ㎰ᴗጤဨඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


 ۑᐇ῭ࡳࠋ



 ۑᅵᆅᨵⰋ༊ࡢᴗົጤクࡸᢸᙜ⪅ࡢタ⨨࡞ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊබ
♫ᾏ㐨ᅵᆅᨵⰋᴗᅋయ㐃ྜࡣ᪥ᖖⓗᙺဨཬࡧ⫋ဨࡀሗ
ࢆ⾜࠺ࡶࠊᅵᆅ㐃ࡀົᒁࡢ㎰⏝ᆅ⏝㞟✚᥎㐍ᑐ⟇㆟ጤ
ဨබ♫ᢸᙜ⫋ဨࡀጤკࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᆅᇦẁ㝵࠾࠸࡚ࡣࠊ㔜Ⅼᐇ༊ᇦ࠾ࡅࡿ㎰ᆅᩚഛᴗ
ᐇᆅ༊ࡢ㎰ᆅ㞟✚࣭㞟⣙ࡢ᥎㐍ࢆᢸࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋࡣࠊ
㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗཬࡧ㎰ᆅ⪔స᮲௳ᨵၿᴗࡢ᥎㐍ྥࡅ࡚ࠊᅵᆅᨵ
Ⰻ༊බ♫ᨭᡤࡢ୍ᒙࡢ㐃ᦠᙉࢆᅗࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᶵᵓ㛵㐃ᴗ➼ࡢά⏝≧ἣཬࡧά⏝ೃ⿵ᆅ༊ࡣู⣬㸯㸧

 ۑබ♫ࡣ  ᖺタ❧ᙜࡽࠊ⥅⥆ࡋ࡚ᅵᆅᨵⰋࡢ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿ⫋
ဨࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ  ྡࡀᅾ⡠ࡋࠊᮏᡤࡢᴗ㒊㛛 ㎰ᮧタ㒊࣭
㎰ሙᩚഛ㒊 ཬࡧᨭᡤࡢタㄢ࣭ᴗㄢ㓄⨨ࡢୖࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗ
ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ճ ྛ㒔㐨ᗓ┴࣭㎰ᆅࣂࣥࢡ࡛タᐃࡋࡓࣔࢹࣝᆅ༊࣭㔜Ⅼᐇ༊ᇦ࡛ᇶ
┙ᩚഛࢆ㐍ࡵࡓᆅ༊ࡘ࠸࡚ࠊᢸ࠸ᡭࡢ㞟✚⋡ࡢቑຍࡸ㎰ᆅࣂࣥࢡ
ࡢά⏝≧ἣ࡛ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡀప࠸ᆅ༊ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢ
ά⏝ᐇ⦼ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࡢ᪉⟇㸦㒔㐨ᗓ┴ࡢ㎰ᆅᩚഛᢸᙜ㒊ᒁࡸᅵᆅ
ᨵⰋ༊➼ࡢ㐃ᦠࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ᐇ⾜⛣ࡍࠋ

㸦㸲㸧᪂つᑵ㎰ᑐ⟇ཬࡧᯝᶞᑐ⟇ࡢ㐃ᦠ
ձ ᑵ㎰ᕼᮃ⪅ࡢ㎰ᆅ࠶ࡗࡏࢇࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣ᪂つ
ᑵ㎰┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡸ㎰ᴗᏛᰯࠊᆅඖࡢ㎰ᴗἲே➼ࡽࡢሗ㞟ࢆ
ᖖ⾜࠺ࡶࠊ㎰ᴗጤဨ࣭᥎㐍ጤဨࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗḟୡ௦ேᮦ
ᢞ㈨ᴗ㸦‽ഛᆺ㸧ࡸ㎰ࡢ㞠⏝ᴗࡢ◊ಟ⏕ࡢ࠺ࡕ⊂❧ࡍࡿ⪅ᑐࡋ
࡚ࠊ◊ಟᚋࡢᑵ㎰ពྥㄪᰝ➼ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢពྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㎰ᆅࢆ☜ಖ
ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪂つᑵ㎰⪅ࡀ㎰ᆅࡢ☜ಖࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࠊ⏕⏘ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ➼
ࡢᵝࠎ࡞⤒Ⴀㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ㎰ᴗ⤒Ⴀ⪅ࢧ࣏࣮ࢺᴗࢆ
ά⏝ࡋࠊᑓ㛛ᐙࡽᵓᡂࡉࢀࡿᨭࢳ࣮࣒ࢆὴ㐵ࡍࡿ࡞ࠊᑵ㎰ᕼᮃ
⪅㐺ษࢻࣂࢫࡍࡿࠋ

ղ ᯝᶞ⏘ᆅࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᯝᶞ㎰ᴗዲᚠ⎔ᙧᡂ⥲ྜᑐ⟇ᴗ
➼ࢆά⏝ࡋࡓࣔࢹࣝᆅ༊࡛ࡢྲྀ⤌ࢆ┴ෆᶓᒎ㛤ࡋࠊᶞᅬᆅ࡛ࡢ㞟
✚࣭㞟⣙ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ᪂ࡓ࡞࡚ࡇධࢀ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
᪂つᑵ㎰ᑐ⟇➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡀ୰㛫⟶⌮ᶒࢆ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ࡛
◊ಟࢆ⾜࠸ࠊ◊ಟᚋ᪂つᑵ㎰⪅㈚ࡅ㸦◊ಟ⏝㎰ᆅࡢ㓄ศ㸧ࢆ⾜
࠺࡞ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡉࡽࠊᛴഴᩳ࡞᮲௳ࡢᝏ࠸ᅬᆅࡘ࠸࡚
ࡣࠊᶵᵓ㛵㐃㎰ᆅᩚഛᴗ➼ࢆά⏝ࡋࠊᢸ࠸ᡭࡀࡾཷࡅࡸࡍ࠸ᅬᆅ
ᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ




 ۑᮏ㐨࠾ࡅࡿࣔࢹࣝᆅ༊࣭㔜Ⅼᐇ༊ᇦ࠾࠸࡚ࠊᇶ┙ᩚഛ㒊ᒁࡀ
ồࡵࡿ 㸣ࡢ㞟✚⋡ࢆୗᅇࡗࡓᆅ༊ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᮏ㐨ࡢ㔜Ⅼᐇ༊ᇦࡣࠊ ᕷ⏫ᮧ࡛  ᆅ༊ࡢタᐃࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗࡢά⏝ᐇ⦼ࡀ↓࠸ᕷ⏫ᮧࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶ
┙ᩚഛ㒊ᒁࡶ㐃ᦠࡋࠊά⏝ࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ


 ۑ᪂つᑵ㎰⪅ᑐࡍࡿ㎰ᆅࡢᶒタᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡸ㎰ᴗጤ
ဨ➼ࡢᆅඖ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋ࡚㎰ᆅࡢᶒ⛣ື࣭タᐃࡘ࠸࡚ࡢ᳨
ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ᪂つྰࢆၥࢃࡎࠊ㎰ᴗ⤒Ⴀ⪅ࢧ࣏࣮ࢺᴗࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ
ᑓ㛛ᐙὴ㐵➼ࢆᐇ࡛ࡁࡿయไ࠶ࡿࠋ


 ۑᮏ㐨࠾࠸࡚ࡣࠊᯝᶞࡣᴟࡵ࡚ᆅᇦⓗ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊᶞయࢆక࠺
ࡇࡽ㈙ࡀὶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓᆅᇦࡶྵࡵࠊ㛵ಀᕷ⏫
ᮧ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗࡢ⤌ࡳࢆ༑ศㄝ᫂ࡋࠊ᮲௳ࡢ
ᝏ࠸ᅬᆅࡢ㎰ᆅ㞟✚ࡢಁ㐍ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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㸦㸳㸧ᡤ᭷⪅᫂㎰ᆅᑐ⟇ࢆࡣࡌࡵࡋࡓᶵᵓࡢධࢀࡢಁ㐍
ձ ㎰ᴗ⤒Ⴀᇶ┙ᙉಁ㐍ἲ➼ࡢᨵṇࡼࡾᥐ⨨ࡉࢀࡓᡤ᭷⪅᫂㎰ᆅ
ᑐ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛㎰ᆅࣂࣥࢡධࢀࡢၥྜࡏࡀ࠶ࡾࠊ┦⥆ᮍ
Ⓩグ࡞ࡢ⌮⏤ࡼࡗ࡚ࠊධࢀࢆ᩿ᛕࡋࡓ㎰ᆅࡘ࠸࡚ࡢᢸ࠸ᡭ
ࡢ㞟✚࣭㞟⣙ࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࠊⅬ᳨ࢆ⾜࠺ࠊ㎰ᴗጤဨ࣭᥎
㐍ጤဨ㐃ᦠࡋ࡚ไᗘࡢ࿘▱ᚭᗏࢆᅗࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊไᗘࡢά⏝ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㎰ᆅࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊᙜヱ㎰
ᆅࡢᡤᅾࡍࡿᕷ⏫ᮧཬࡧ㎰ᴗጤဨ༠ຊࡋ࡚ࠊไไᗘࡢά⏝ࡼࡾ
ᢸ࠸ᡭࡢ㞟✚࣭㞟⣙ࢆ⾜࠺ࠋ


ղ ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢධࢀࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᕷ⏫ᮧ㛗➼ࡽࡢ౫㢗ࡸᆅᇦ
ྜពᇶ࡙࠸࡚㎰ᆅࣂࣥࢡࡢ㈚ᕼᮃࡢ࠶ࡗࡓ㎰ᆅࡘ࠸࡚ࠊᙜヱ
ᕼᮃࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓⅬ࠾ࡅࡿཷᕼᮃ⪅ࡢ᭷↓ࢃࡽࡎࠊ⏝
㈚ࡼࡾ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶒࢆྲྀᚓࡍࡿྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㎰ᆅࢆྵࡵࠊཷࡅཷࡅᡭࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞
࠸㎰ᆅࡘ࠸࡚ࡣࠊᩚ⌮࣭ࣜࢫࢺࡋࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼
࡛ࡢබ⾲ࡸᕷ⏫ᮧࠊᢸ࠸ᡭ⤌⧊➼ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠺࡞✚ᴟⓗά
⏝ࢆᅗࡿࠋ

ճ ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊཷᕼᮃ⪅ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓ㎰ᆅࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊཷබເࢆ⾜࠺㝿ࡢཷᕼᮃ⏦㎸᭩ࢆᕤኵࡍࡿ➼ཷᕼᮃ
㎰ᆅࡢ᮲௳㸦࠼ࡤࠊ㎰స≀᱂ᇵ㧗ᗘタࡢタ⨨ࡀྍ⬟࡞㎰ᆅࠊ᭷
ᶵ㎰ᴗࡀྍ⬟࡞㎰ᆅࠊᶞᅬᆅࡢ㌿ࡀྍ⬟࡞ᅵᆅ➼㸧ࢆヲ⣽ࡘල
యⓗᢕᥱࡍࡿࠋ






 ۑᾏ㐨࡛ࡣࠊ⫹⟶ෆࡴࢃ⏫࠾࠸࡚ࠊᡤ᭷⪅☜▱㎰ᆅ┦⥆
ᮍⓏグ㎰ᆅࡀධࡾ⤌ࢇࡔ㸯ᯛࡢ㐟ఇ㎰ᆅᑐࡋࠊձ㎰ᆅἲ➨  ᮲
ࡼࡿ▱ᐃࢆά⏝ࡋࡓᡤ᭷⪅☜▱㎰ᆅࡢᘬࡁཷࡅཬࡧղ┦⥆ᑐ㇟
࡞ࡗ࡚࠸ࡓඹ᭷⪅ࡢ㐣༙ࡢྠពࢆᚓࡓ┦⥆ᮍⓏグ㎰ᆅࡢཷࡅࢆྠ
ᮇ⾜࠸ࠊᢸ࠸ᡭ㈚ࡋࡅࡓᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊᚋࡶࡑࢀࡽ
ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⏕ࡋࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠດࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ۑᡤ᭷⪅☜▱㎰ᆅ㛵ࡍࡿሗࡣࠊ㐨࣭බ♫࣭㎰ᴗ㆟࡛ඹ᭷ࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡍ࡛ᕝᕷࠊ㮚ᰨ⏫ࠊ᪫ᕝᕷ࡞ࡽࡢලయⓗ࡞┦ㄯᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓ㎰ᆅࡢᘬࡁཷࡅ㛵ࡍࡿ┦ㄯࡣቑຍഴ
ྥ࠶ࡿࠋ
 
 ۑᮏ㐨ࡋ࡚ࡣࠊ⌧≧࡛ཷࡅᡭࡀ࠸࡞࠸㎰ᆅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮
ᶒࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺つᐃࢆసᡂ῭ࡳ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶᕷ⏫ᮧ࣭㎰ᴗጤ
ဨཬࡧ㹈㸿➼ࡢ༠ຊ㛵ಀࡢࡶࠊಖࡢᚲせࡀ࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡿ
㎰ᆅࡣᚋࡶཷࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡅཷࠊࡓࡲ ۑᡭࡀ࠸࡞࠸㎰ᆅࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ཷࡅᡭࢆ᥈
ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆಖᣢࡋ࡚࠾ࡾࠊཷࡅࡍࡿࡋ࡞࠸ࢃࡽ
ࡎࠊሗᥦ౪ࡀ࠶ࡗࡓ㎰ᆅࡣබ⾲࡛ࡁࡿయไࡣᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


 ۑཷᕼᮃ⏦ฟ᭩ࡣࠊཷࡅࢆᕼᮃࡍࡿ㠃✚ࡸᆅ┠ࡢࠊᕼᮃࡍ
ࡿ㎰ᆅࡢࡼࡾ⣽࡞᮲௳ࢆࣇ࣮࡛ࣜグ㍕࡛ࡁࡿᵝࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ
ࡶලయⓗ࡞ᕼᮃ᮲௳ࡢᢕᥱດࡵࠊᕷ⏫ᮧࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊཷᕼᮃ⪅ࡢࢽ࣮ࢬⓗ☜ᑐᛂࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ϩ ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗᇶᮏ᪉㔪࣭ᴗつ⛬࣭άື᪉㔪➼ࡢᨵゞ
ձ ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊᨵṇ㎰ᆅࣂࣥࢡἲࡢ⾜㸦ᮏᖺ⛅㸧ࡲ࡛ࠊ㎰ᯘỈ
⏘┬ࡀ♧ࡍࣔࢹࣝࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗつ⛬ࢆᨵゞࡍ
ࡿࠋ

ղ ㎰ᆅࣂࣥࢡࡣࠊϨࡢᨵၿ᪉㔪ࡸ㐣ཤ㸳ᖺ㛫࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓㄢ㢟➼
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙺဨࡸホ౯ጤဨ➼ࡢពぢࢆ⫈ࡁࡘࡘࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡶ༠㆟ࡢ
ୖࠊ㎰ᆅࣂࣥࢡ➼ࡀసᡂࡋ࡚࠸ࡿẖᖺᗘࡢ㎰ᆅࣂࣥࢡᴗࡢάື᪉㔪
➼ࡘ࠸࡚ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊ㸳ᖺࡈᐃ
ࡵࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸦㎰ᆅࣂࣥࢡἲ⾜௧➨㸯᮲㸧ࠊ㒔㐨ᗓ
┴ࡣࠊୖグྠᵝࡢほⅬࡽ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ



 ۑ㸷᭶୰ࡢつ⛬ᨵṇࢆ┠ᣦࡋࠊ㗦ពࠊぢ┤ࡋసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


 ۑබ♫ࡣࠕᖹᡂ  ᖺᗘ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᴗάື᪉㔪ࠖࢆᐃࡵࠊᇶᮏ᪉
㔪ᇶ࡙ࡁ᥎㐍άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋάື᪉㔪ࢆᐃࡵࡿ㝿ࡣࠊබ♫ᙺ
ဨࡸホ౯ጤဨࡢពぢࢆᑛ㔜ࡋࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ






協議資料１

令和元年度全国農業委員会会長代表者集会の開催と陳情要請の実施について

１．開催月日
代表者集会
陳情要請

１１月２８日（木）１２：３０～１５：３０
１１月２８日（木）１６：１５～１７：３０

２．開催場所
代表者集会
陳情要請

メルパルクホール
第一・第二衆議院議員会館・参議院議員会館

３．主催
代表者集会：（一社）全国農業会議所
陳情要請 ：（一社）北海道農業会議

４．陳情要請
３班体制に分かれて、各国議員会館の議員室を訪問の上、陳情要請を行うものとする。

５．対応役職員
代表理事会長
代表理事副会長
代表表理事副会長
専務理事
農政・業務担当部長
調査役

６．備
第１班
第２班
第３班

多 田
小 林
中 谷
佐久間

正
政
敏

佐
渡

匡
善

藤
邊

光
幸
明
亨
紀
太

考
多田会長
小林副会長
中谷副会長

渡邊
佐藤
佐久間専務

第一衆議院議員会館
第二衆議院議員会館
参議院議員会館

-1-

道農業会議第
令和 元年

市町村農業委員会

会長

月

号
日

様
一般社団法人

北海道農業会議 代表理事会長
（ 公 印 省 略 ）

令和元年度全国農業委員会会長代表者集会の開催について
本会の行う業務の推進につきましては、日頃より特段のご配意を賜り厚くお礼申しあげま
す。
さて、一般社団法人全国農業会議所より、標記集会を別添開催要領（案）により開催する
旨、通知がありました。
本会では、標記集会終了後、概ね午後４時１５分から５時３０分までの間、国会議員会館
の各議員室を訪問の上、本道選出国会議員に対し陳情要請を行う予定であります。
ついては、標記代表者集会並びに本道選出国会議員に対する陳情要請への出欠について、
１１月５日（火）までに別紙「令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書」によ
り、各地方農業委員会連合会宛てにご報告をお願いいたします。
また、標記代表者集会の前日（１１月２７日）には、全国農業者年金連絡協議会主催によ
る「農業者年金加入推進セミナー」が開催されますことを申し添えます。
なお、同要領記載の参加人数につきましては、目安であり、本道からの参加者を制限する
ものではありませんのでご了承いただきますようお願い申しあげます。
記
１．添付文書
（１） 令和元年度全国農業委員会会長代表者集会開催要領
（２） 令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書
２．報告先
各地方農業委員会連合会
２．報告期日
１１月 ５日（火）
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（別紙）

報告先：各地方農業委員会連合会
令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書
報告[

]農業委員会
出席する・欠席する

（いずれかに〇印を記入してください。
）

出席者氏名等
氏名

役職名

北海道農業会議が実施する陳情要請
（11 月 28 日 16 時 15 分～17 時 30
分）への参加

備考

※ １１月 ５日（火）までに各地方農業委員会連合会事務局宛
各地方農業委員会連合会事務局宛にご報告ください。
各地方農業委員会連合会事務局宛
※ 陳情要請に参加される場合は、該当欄に〇印を記入してください。
※ 「陳情要請」の終了見込み時刻は、午後１７時３０分ですが、参加者のご都合によりそ
の終了前に離脱することは可能です。
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道農業会議第
令和 元年

室蘭市経済部農水産課長
羅臼町水産商工観光課長

月

号
日

様
様
一般社団法人

北海道農業会議 代表理事会長
（ 公 印 省 略 ）

令和元年度全国農業委員会会長代表者集会の開催について
本会の行う業務の推進につきましては、日頃より特段のご配意を賜り厚くお礼申しあげま
す。
さて、一般社団法人全国農業会議所より、標記集会を別添開催要領（案）により開催する
旨、通知がありました。
本会では、標記集会終了後、概ね午後４時１５分から５時３０分までの間、国会議員会館
の各議員室を訪問の上、本道選出国会議員に対し陳情要請を行う予定であります。
ついては、標記代表者集会並びに本道選出国会議員に対する陳情要請への出欠について、
１１月５日（火）までに別紙「令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書」によ
り、本会宛てにご報告をお願いいたします。
記
１．添付文書
（１） 令和元年度全国農業委員会会長代表者集会開催要領
（２） 令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書
２．報告先
各地方農業委員会連合会
２．報告期日
１１月 ５日（火）
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（別紙）

報告先：
（一社）北海道農業会議（担当：佐藤）
ＦＡＸ：０１１－２８１－６７６４

令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書
報告市町村名[

氏名

]

役職名

北海道農業会議が実施する陳情要請
（11 月 28 日 16 時 15 分～17 時 30
分）への参加

備考

※ １１月 ８日（金）までにご報告ください。
※ 陳情要請に参加される場合は、該当欄に〇印を記入してください。
※ 「陳情要請」の終了見込み時刻は、午後１７時３０分ですが、参加者のご都合によりそ
の終了前に離脱することは可能です。
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道農会議第
令和 元年

各地方農業委員会連合会

会長

月

号
日

様
一般社団法人

北海道農業会議 代表理事会長
（ 公 印 省 略 ）

令和元年度全国農業委員会会長代表者集会の開催について
本会の行う業務の推進につきましては、日頃より特段のご配意を賜り厚くお礼申しあげま
す。
さて、一般社団法人全国農業会議所より、標記集会を開催する旨通知がありましたので、
貴連合会管内の農業委員会には、別添写しのとおり、既にご案内しておりますことをご連絡
申しあげます。
なお、本会では、標記代表者集会終了後の概ね午後４時１５分から５時３０分までの間、
国会議員会館内の各議員室を訪問の上、本道選出国会議員に対する陳情要請を行う予定であ
ります。
つきましては、お手数をおかけいたしますが、標記代表者集会並びに本道選出国会議員に
対する陳情要請への貴管内農業委員会からの出欠についてお取りまとめの上、１１月８日
（金）までに別添「令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書」により本会宛に
ご報告頂きますようお願い申しあげます。
記
１．添付文書
（１） 令和元年度全国農業委員会会長代表者集会開催要領
（２） 令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書
２．報告先
（一社）北海道農業会議（担当：佐藤）
ＦＡＸ：０１１－２８１－６７６４
メール：sato@hca.or.jp
２．報告期日
１１月 ８日（金）
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（別紙）
報告先：（一社）北海道農業会議（担当：佐藤）
ＦＡＸ ０１１－２８１－６７６４
メール sato@hca.or.jp
令和元年度全国農業委員会会長代表者集会出欠報告書
報告[
出席する

]地方農業委員会連合会
・

欠席する

（いずれかに〇印を記入し、出席の場合は以下にも記入してください。）

出席者氏名等

氏名

役職名

北海道農業会議が実施する陳情要請
（11 月 28 日 16 時 15 分～17 時 30
分）への参加

備考

※ １１月８日（金）までにご報告ください。
※ 陳情要請に参加される場合は、該当欄に〇印を記入してください。
※ 「陳情要請」の終了見込み時刻は、午後１７時３０分ですが、参加者のご都合によりそ
の終了前に離脱することは可能です。
※ 地方連独自で、国会議員に直接要請する計画等がありましたら、要請日、時間、場所を
以下に記入してください。また、要請書の送付をお願い申しあげます。
① 要請日
月
日（
時
分～
時
分）
② 場 所
③ 要請先
道農会議第
-7-

号

令和

元年

月

日

衆・参議院議員
様
一般社団法人
代表理事会長

北海道農業会議
多 田 正 光

北海道農業委員会組織による要請の実施について
時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
先生におかれましては、日頃より国政の場において、本道農業の振興発展と農業委員会組
織の諸活動に対して特段のご尽力を賜っておりますことに、衷心よりお礼申しあげます。
さて、来る１１月２８日に、一般社団法人全国農業会議所主催による令和元年度全国農業
委員会会長代表者集会が東京都港区・メルパルクホール東京において開催されます。
本道からは、農業委員会会長等約８０名が出席する予定ですが、集会終了後、本道選出国
会議員各位に要請を行う予定としております。
つきましては、下記の予定で国会議員会館事務室を訪問したく存じますので、ご対応につ
きまして、よろしくお願い申しあげます。
記
１．期
日
令和 元年１１月２８日（木）
概ね１６時１５分から１７時３０分の間に、貴事務室を訪問する予定です。
２．要請内容
（１）地域の実態に即した施策の実現に向けた要請
（２）「令和元年度全国農業委員会会長代表者集会」決議に基づく要請
（３）その他

３．要 請 者
北海道内の市町村農業委員会会長等２０名程度を予定しております。
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協議資料２

地域の実態に即した施策の実現に向けた要請書
（案）

令和 元年１１月２８日

一般社団法人
北 海 道 農 業 会 議
代表理事会長 多 田 正 光
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地域の実態に即した施策の実現に向けた要請
本道農業・農村が今後も持続的に発展していくためには、担い手が将来にわたって
意欲と希望を持って営農に取り組むためには、安心して営農に取り組める施策の実
現が不可欠であります。
つきましては、地域の実態に即した施策の実現のため、下記のとおり要望いたしま
す。

記
１ 国際交渉における基本的な姿勢について
国際交渉における基本的な姿勢について
日米貿易交渉においては、我が国における食料等の安定供給を担う本道農業が再
生産可能かつ、持続的に発展していくことができるよう、交渉内容の丁寧な情報提供
を行うとともに、農産物に対する国内対策の強化を図ること。
また、ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡなど、これまでに締結された協定によって、本
道農業と地域社会の持続的発展に支障を及ぼすことがないよう万全の措置を講ずる
こと。
５月の要請時点での表現
農業・農産物を含む他国との協定交渉において、政府並びに与党は国民に対して
説明責任を果たすこと。
また、国会においてこれらを審議する際には、国会に対する十分な情報提供と、
審議過程での真摯な対応をすすめ、国民が確実に納得できる結論を得ること。
さらに、これまでに締結された協定と発効及び今後の協定締結と発効によって、
本道農業と地域社会の持続的発展に支障を及ぼすことがないよう万全の措置をとる
こと。
修正理由
８月に農村確立連絡会議で、緊急要請を行っていることから、日米貿易協定部分
の表現を緊急要請に合わせ、ＴＰＰ１１・日ＥＵ・ＥＰＡを別途記載（暫定的）
９月末の日米貿易協定については、１１月時点では、既に妥結されていると思わ
れること。現時点において止めれる状況にはないことから、丁寧な情報提供と国内
対策の強化という表現にする。
（１０月の常設まで要検討課題）
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２ 農政の確立について
自立した国家の条件には、国民の食料を安定的に供給できる農業構造の構築と国
家間の互恵に基づいた食料戦略が不可欠である。
そのため、地域の実態に即した農地の利用集積と担い手の育成など、こうした地域
の農業づくりに取り組む農政を確立した上で、国産農畜産物の生産及び需要拡大を
図り、わが国の食料自給率の向上を図ること。
５月の要請時点での表現
自立した国家の条件には、国民の食料を安定的に供給できる農業構造の構築と国
家間の互恵に基づいた食料戦略が不可欠である。
そのため、わが国の食料自給率の向上をはじめとした新たな「基本計画」の目標
を高いレベルで達成し、産業としての農業を確立するには、必要な国境措置を堅持
する確固たる姿勢を示すとともに、国産農畜産物の需要拡大をはかりつつ、地域の
実態に即した農地の利用集積と担い手の育成を基本に地域農業づくりに取り組む農
政を確立することが重要である。
さらに、担い手が長期的展望をもって安心して農業に取り組めるようにするため
には、政策の継続・安定が不可欠である。
このことから、担い手の育成と農地利用集積支援施策の充実を図り、農業経営の持
続的発展に必須である農業所得の十分な確保が実現できるよう、中長期を見通した
農政の基本を確立すること。
修正理由
中長期を見通した農政の基本という表現を取っていたが、国の視点で考えた場合、
人・農地プランでは、５～１０年先を見据えた地域の将来像の構築が求められてお
り、既に、中長期を見通した農政を推進していると言われかねない。
また、８月に公表された前年度の食料自給率（カロリーベース）では、横ばいと
されつつも、３７％と昨年よりも１％低下している。
そのため、食料自給率の向上を図るための農政の確立という方向で表現を修正
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３ 農地集積対策の推進について
貸借を中心とした現行の農地集積では、不在村地主・所有者不明農地等における耕
作放棄の未然防止を図ることはできても、基盤整備等による農地改良については、農
地改良に係る費用負担の観点から困難であり、こうした農地においては、いずれ生産
力の低下を招く可能性がある。
そのため、農地利用の最適化と優良農地の保全の観点から、担い手への所有権移転
による農地集積の促進も政策として明確に位置付けること。
5 月の要請時点での表現
貸借を中心とした現行の農地集積では、不在村地主による耕作放棄の未然防止を
図ることはできても、基盤整備等による農地改良が困難であり、いずれ生産力の低
下を招く可能性があることから、農地利用の最適化を推進するためには、担い手へ
の所有権移転による農地集積の促進が重要である。そのため、担い手への所有権移
転による農地集積の促進を政策として明確に位置づけ、農地集積の支援施策に所有
権移転の促進を加えること。
修正理由
不在村地主 ⇒ 不在村地主・所有者不明農地等 へ変更
※ 中間管理事業により、所有者不明農地も貸借が可能となったことによる配慮
的な表現修正
基盤整備等による農地改良が困難 ⇒ 農地改良に係る費用負担の観点から を
追記
※ 近年、貸借でも基盤整備を行っている事例が増加傾向。そのため、何が困難な
の？と言われかねない。
その一方で、費用負担でもめるケースがあることから、何で困難なのか？とい
う根拠的なことを追記。
農地集積の支援施策に所有権移転の促進を加えること。 ⇒ 削除
※ ５月の要請に関する農林水産省経営局農地政策課の回答によると、
「所有権移
転による農地集積を推進して参りたい。
」と所有権移転について一定の理解を得
られたものの、支援については、
「個人資産の形成支援となることから課題があ
る」と回答されている。
そのため、所有権移転を政策として明確に位置付けることと修正
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４ 担い手の育成対策の強化について
（１）後継者対策について
農業後継者が親から経営の継承を受けるにあたり、個人版事業承継税制が構築さ
れたことにより、一定の事業承継については、対策が講じられたところであるが、畜
産経営等において、農業用資産への投資を行っている農業経営においては、多額の負
債を有しているケースが見受けられる。
個人版事業承継税制では、特定事業用資産の贈与に限定されていることから、こう
した経営においては、継承する親には、負債のみが残り、その後の償還に支障が生ず
ることが想定される。
そのため、親子間売買による事業用資産の継承した場合において、譲渡所得税・不
動産取得税・登録免許税・消費税等の課税の特例措置を含む親子間売買制度の創設と
スーパーＬ資金の無利子化の適用等について検討すること。
5 月の要請時点での表現
農業後継者が親から経営の継承を受けるにあたり、経営に負債がある場合、後継
者は親の負債を継承することとなり、経営の安定に支障が生じる可能性があるとと
もに、経営と共に負債を移譲した親は、所得税の対象となる。
一方、親の経営に負債がない場合には、これまでの経営努力と成果についての対
価が支払われることがないとともに、経営の移譲を受けた後継者は贈与税の課税対
象となる。
これらのことから、経営の円滑な継承と新たな担い手の経営の安定と育成を可能
とすることを目的として、親子間売買によって経営資源を継承した場合において、
譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税・消費税等の課税の特例措置を含む親子間
売買制度の創設とスーパーＬ資金の無利子化の適用等について検討すること。
修正理由
平成３１年度税制改革大綱に基づき創設された個人版事業承継税制の課題を標記
した上で、対策の構築を求める方向で表現を修正
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（２）新規就農対策について
土地利用型農業を目指す新規就農では、経営開始に係る初期投資が多額に上がる
ことから、就農後における農業経営の安定に期間を要している状況にある。
そのため、新規就農に伴う研修、農地・施設・機械等の取得について、総合的な支
援施策を構築すること。
5 月の要請時点での表現
土地利用型農業を目指す新規就農では、経営開始に係る初期投資が多額に上るこ
とから、資金力・担保能力に乏しい新規就農者が、多額の初期投資資金を用意する
ことが困難となっている。
しかしながら、新規就農者は農村地域の人口減少の歯止めともなり、農村地域振
興の要となっている。
そのため新規就農に伴う、農地・施設・機械等の取得について支援する施策を拡
充強化すること。
修正理由
新規就農者が、多額の初期投資資金を用意することが困難となっているとした場
合、新規就農できないという意味合いになる。
北海道農政部農業経営課の新規就農者数実態調査によると、新規参入者数は、
Ｈ２６ １２５人
Ｈ２７ １２６人
Ｈ２８ １１７人
Ｈ２９ １２５人
Ｈ３０ １２２人
と横ばいの状況であり、困難と表現しがたい状況にある。
その一方で、Ｕターン（後継者）については、
Ｈ２６ ２８３人
Ｈ２７ ２７４人
Ｈ２８ ２６８人
Ｈ２９ ２５１人
Ｈ３０ ２２３人
と減少傾向にあり、農家後継の確保が困難となりつつある。
そのため、困難という表現を削除
また、農業次世代人材投資事業（準備型）では、本年度から行政評価局の指摘を
受けて、新規就農者が適用除外（実態としては、市町村が研修プログラムを作成し、
市町村が自ら新規就農者の育成を行う場合は可能とされている）とされ、それに応
じた予算が削減されている状況にある。
さらに、平成２５年の新規就農者数８８人対し、平成２６年の新規就農者数が１
２５人に急増している要因は、旧青年就農給付金（農業次世代人材投資事業）にあ
ると思われ、本事業の準備型の取扱いが変更されていることから、今後影響が出る
可能性があると思われる。
外部からの指摘により事業内容が改正されていることから、単純な復活はあり得
ない状況にあることから、総合的な支援施策の構築ということで仕切り直しを要請
するものとする。
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５ 被災地の復興対策について
平成２８年の台風並びに平成３０年北海道胆振東部地震により被災した農地につ
いては、復旧工事後の生産力維持向上のため、継続的な支援を行うこと。
5 月の要請時点での表現
平成２８年の台風並びに平成３０年北海道胆振東部地震により被災した農地につ
いては、復旧工事とその後の生産力維持向上のための継続的な支援を行うこと。
特に北海道胆振東部地震による農業者の農業用施設・機械等の被害総額が５４億
円に上る甚大な被害であることから、
「被災農業者向け経営体育成支援事業」等の関
連予算の確保並びに、早期の営農再開へ向けた復旧支援の強化を行うこと。
修正理由
復旧工事そのものは、来年度中に終わるとされていることから、営農再開時期に
ついては、見通しがついていることから、特に以降を削除。
復旧工事が終わっても、従前の条件と同等の農地に戻らないと考えられることか
ら、復旧後の支援に特化して要請を行う。
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６ 農業委員会組織の体制強化と予算確保について
市町村農業委員会は、農地法許可事務、農地の利用状況調査・利用意向調査、農地
台帳の公開等をはじめとする農地法等に基づく農地行政を執行する独立した行政委
員会である。このため、市町村の財政状況に左右されず、農業委員会、事務局体制が
確保できるよう農業委員会交付金について必要額を確保すること。
農業委員会ネットワーク機構に対する国費負担金については、農地利用の最適化
に関する業務の執行に必要な額を確保すること。
機構集積支援事業については、農地台帳の整備、遊休農地の解消・未然防止、農地
法等に基づく業務を効率的に支援するため、必要な額を確保すること。
5 月の要請時点での表現
市町村農業委員会は、農地法許可事務、農地の利用状況調査・利用意向調査、農
地台帳の公開等をはじめとする農地法等に基づく農地行政を執行する独立した行政
委員会である。このため、市町村の財政状況に左右されず、農業委員会、事務局体
制が確保できるよう農業委員会交付金について増額確保すること。
農業委員会ネットワーク機構に対する国費負担金については、改正農業委員会法
に基づいて農地行政の適切な執行と農業委員会の業務支援を広くすすめることとな
った同機構に対し、業務執行に十全に取り組みうるために必要かつ十分な額となる
よう増額確保すること。
あわせて、農業委員会による農地制度に係る適正な事務実施の一層の推進を図る
とともに担い手への農地集積、農地台帳の整備、遊休農地の解消・未然防止等の活
動を一層強力に推進するため、機構集積支援事業等の農業委員会関係予算を十分に
確保すること。
修正理由
概算要求が既にされており、概算決定の直前の段階であることから、増額要求を
する時期ではない。
機構集積支援事業については、
年度
要望額
交付決定額
削減率
Ｈ２９
16,637,345
12,565,335
24.5％
Ｈ３０
21,566,230
11,107,000
48.5％
Ｒ０１
26,436,270
11,987,000
54.7％
という状況であり、年々カットされる額が増加していることから、概算決定に向
けて、「必要な額を確保すること」との要望を行うものとする。
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