住

所

香川県仲多度郡まんのう町長尾 1102

TEL

0877-56-9166

URL

http://www.seiyuukai.jp/

経 営 理 念

法人訓

知愛一如

理念

信頼関係を築きながら、提供するサービスが満足していただけるよう
日々努力研鑽します。
社会福祉を地域とともに考え実践します。

私たちの姿勢
人間には様々な顔があり、心があり、感情があり、一人ひとりの生活がある。
そしてその生活は日々変化する大きな環境のなかにある。
一人のあなたと共感できること、あなたが望む暮らしを支えること
その目的に向かって共に過ごし始めると、私はあなたに支えられていることを
知ります。

事 業 内 容
及 び 定 員

≪介護保険事業≫
特別養護老人ホーム３か所・短期入所生活介護３か所・通所介護５か所・居宅介護支援２
か所・認知症対応型共同生活介護１か所・認知症対応型通所介護１か所
≪委託事業≫
給食サービス事業２か所・緊急通報整備事業１か所・生きがい活動通所事業１か所・介護
者のつどい事業１か所・高齢者生活福祉センター１か所
≪独自事業≫
老人介護支援センター事業２か所・ふれあいランド友の会事業１か所・香川おもいやりネッ
トワーク事業２か所

収
入
( 法人全体 )
平成 26 年度決算
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① 社会福祉事業
② 公益事業
③ 収益事業
合計

1,184,548,000 円
0円
0円
1,184,548,000 円

職 員 数
（法人全体）

196 名（非常勤含む）

当 面 す る
経 営 課 題

・外部環境の変化に伴う法人経営基盤の強化
・サービスの質を高め、維持しつづける組織体制
・法人の基本的考え方を共有した職員の採用と育成
・地域に認められる社会福祉法人としての役割遂行

取り組みに
着 手 し た
理 由、 背 景

法人経営をこれからも継続していくためには、環境の変化に対して自分たちの姿を振り
返り、次の時代に向かって革新活動を進めなければなりません。法人が設立され、年月の
経過とともに事業規模も少しずつ拡大し、職員数が増加する中で、法人が一体となった組
織体であり続ける難しさを認識してきました。
そのような中にあって、社会福祉懇談会が進める経営品質向上プログラムの存在を知り、
その取り組みを通じて法人の組織活動を文書化することになりました。
日本経営品質賞への申請は、賞をいただくことを目的とするのではなく、今まで続けて
きた組織活動を職員とともに確認し、外部の方に審査・評価をいただくことで課題を明確
にし、次に進むべき方向性を見出すことができると考えたからです。

取り組みの
現 時 点
で の 効 果

職員と勉強を重ねながら、中期事業計画を策定しました。計画の検討にあたっては全国
社会福祉法人経営者協議会のアクションプラン 2015 と日本経営品質協議会のアセスメン
ト基準書を活用しました。
また、組織風土診断も毎年継続実施し、職員の意識把握を行っています。法人理念を共
通の価値とし、自分の言葉でその意味を語れる職員が確実に増えてきています。
日本経営品質賞への取り組みを通じて、経営者の力強いリーダーシップのもと職員間の
対話を重ね、職員が主体的に物事を進める組織へと変化しつつあります。
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୍య࡞ࡗࡓ⤌⧊ኚ㠉ࡍࡿࡓࡵࡢ⫋ဨཧຍᆺࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
♫⚟♴ἲே ṇ
ἲேᮏ㒊ົᒁ㛗
 ⏿

ᮃ

ࡣࡌࡵ
 ⚾ࡓࡕࡣࠕ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࠖࡢᏑᅾࢆᖹᡂ 22 ᖺ 12 ᭶♫⚟♴᠓ㄯࡢຮᙉࢆ㏻ࡌ
࡚▱ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ♫⚟♴⤒Ⴀᐇ㊶㞟Ϭ࠾ࡼࡧϭグࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ♫⚟♴ἲேࡋ࡚⤒Ⴀࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡓ࠸⪃࠼࡚ෆ㒊࡛ຮᙉࢆ⥅⥆ࡋࠊᏛࢇࡔࡇࢆ
ྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ⤌⧊άືࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ 26 ᖺᗘࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᩚ⌮ࡋࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࡢ⏦ㄳ᭩ࡋ࡚ࡲࡵࡲࡋࡓࠋ
ᑂᰝ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⤖ᯝࠊᮏ㈹⮳ࡿࡲ࡛ࡢࢫࢸࢵࣉࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ⤒Ⴀ㠉᪂ዡ
ບ㈹ࠖࢆཷ㈹ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣ㛗࠸ᖺ᭶ࢆࡅ࡚✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ⤌⧊άືࡢ
⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊ♫⚟♴ἲேࡢ⤒Ⴀࢆ୍⯡ᴗࡀ⏝࠸࡚࠸ࡿᯟ⤌ࡳࢆࡶࠊእ㒊ࡢ᪉ࡽ
ᐈほⓗホ౯࠸ࡓࡔࡃᶵ࡞ࡗࡓ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᅇࡣලయⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ⤌⧊άື
ࡢ୍㒊ࢆ⤂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ձ౯್ほࡢඹ᭷ᚭᗏ
 ἲேࡢ⌮ᛕࢆᾐ㏱ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ⤒Ⴀ⪅ࡸ⟶⌮⪅ࡀㅖ㆟࠾࠸࡚⫋ဨලయⓗ࡞
࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ⧊ࡾࡐࠊࢃࡾࡸࡍ࠸ゝⴥ࡛ఏ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋẖ᭶⾜ࢃࢀࡿྛタࡢ⫋ဨ
ࡣᚲࡎ⌮㛗ᮏ㒊⫋ဨࡀྠᖍࡋࠊᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸἲேࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࢆㄝ᫂ࡋࠊ⫋ဨ
ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᑠࢢ࣮ࣝࣉࡢ㆟࠾࠸࡚ࠊ⌧ሙࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡀヰࡋྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡽ㆟
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ㆟ᚋసᡂࡉࢀࡿሗ࿌᭩ࡸࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺㝿సᡂࡉࢀࡿ
⛺㆟᭩ࢆࡶࠊἲேࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ☜ㄆࡋྜ࠺ࡇࡶ౯್ほࡢඹ᭷ࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍࠋ
⫋ဨࡀ⮬ศࡓࡕࡢゝⴥ࡛ἲேࡢ౯್ほࢆ⪅ఏ࠼ࡿᶵࢆពᅗⓗタࡅࠊ⌮ᛕᐇ㝿ࡢ
ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

ᅜ⤒Ⴀ༠ WEB ⤌⧊㢼ᅵデ᩿⤖ᯝձ
                    ၥ࠸ࠕ⌮ᛕࢆ┤᥋⪺ࡃᶵࡀ࠶ࡿࠖ
                     4࣭࡞ࡾᛮ࠺
                     3࣭ࡲ࠶ࡑ࠺ࡔ
                     2࣭࠶ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸
                     1࣭ࡲࡗࡓࡃᛮࢃ࡞࠸
                     0࣭ࢃࡽ࡞࠸
                    ᖹᆒࡢᩘ್ࢆᅗ⾲࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⤌⧊㢼ᅵデ᩿㡯┠࡛ࠊẖᖺᗘ᭱ࡶホⅬࡀ㧗࠸ࠋ
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ᅜ⤒Ⴀ༠ WEB ⤌⧊㢼ᅵデ᩿⤖ᯝղ
                     ၥ࠸ࠕ⌮ᛕࡸ⤒Ⴀ᪉㔪ࡀ⫋ဨᾐ㏱
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ
⤖ᯝ
                      ⟶⌮⫋(ㄢ㛗࣭௵ࢆྵࡴ)ࡢព㆑ࡀᑡࡋࡎ
ࡘ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࣃ࣮ࢺ⫋ဨࡢホⅬ
ࡀ㧗ࡃࠊᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉⌮ゎࡀᚓࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
                      ୍᪉࡛ẚ㍑ⓗⱝ࠸ᖺ㱋ᒙࡀከ࠸୍⯡⫋ဨ
ࡢホⅬࡀప࠸ࠋ㛗ᮇⓗ࡞ど㔝࡛⌮ᛕࢆఏ
࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ղయ᭱㐺ࢆ㔜どࡋࡓሗඹ᭷ពᛮỴᐃ
 ᮏ㒊ᶵ⬟ࢆᙉࡋ࡚࡞⤒Ⴀሗࢆ୍ඖ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ┴ࡸᕷ⏫ࡽࡢእ㒊ᩥ᭩ࡣᮏ
㒊࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊᖿ㒊ࡀᐃᮇⓗ㞟ࡲࡿタ㛗࣭ົ㛗࡛ሗࡢඹ᭷ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௳ࡈྲྀᢅ࠸ࡢ᪉㔪ࢆỴࡵࠊᡭ㡰ࢆヰࡋྜࡗࡓୖ࡛ࠊ㈐௵⪅ࡀྛタᣢࡕᖐࡾࠊ
య࿘▱ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋἲேయࢆព㆑ࡋ࡚ពᛮỴᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊయࡢᩚྜᛶࡀ
ᅗࡽࢀࠊタ㛫ࡢࣂࣛࡘࡁࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋヰࡋྜࢃࢀࡓ⤖ᯝࡣ㆟㘓࡞
ࡾࠊἲேయ࡛ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ⤌⧊άືࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊሗࢆࡁࡕࢇ
⫋ဨ㛤♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⫋ဨࡀ≀ࢆయⓗᤊ࠼ࡿࡇࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ࡓ࠼ࡤ…ࠕឤᰁ㛵ࡍࡿ㏻▱ࠖࡀ┴ࡽᒆࡃ
እ㒊ᩥ᭩ࢆཷ


タ㛗࣭ົ㛗࡛

ྛタᣢࡕᖐࡾ

ྲྀᢅ࠸ࢆ༠㆟

࿘▱

 Ⓨࡢᑐᛂᡭ㡰ࡸ     ἲேෆ࡛Ⓨ⪅ࡀฟࡓሙྜࡢ   タࡢᴗົ㐃⤡ࡸ
㐃⤡యไࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ   ᑐᛂᡭ㡰ࡸ㐃⤡యไࢆỴࡵࡿ   ⏦ࡋ㏦ࡾ࡛య࿘▱
              (࠶ࡿ࠸ࡣ☜ㄆࡍࡿ)       ࡍࡿ
ճ୰ᮇᴗィ⏬ࡢ⟇ᐃᐇ
 ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࠊᅜ⤒Ⴀ༠ࡢࠕࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 2015ࠖࠕWEB ⤒Ⴀデ᩿࣭⤌
⧊㢼ᅵデ᩿ࠖࡸ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹ࠕࢭࢫ࣓ࣥࢺᇶ‽᭩ࠖࢆά⏝
ࡋ࡚⤌⧊άືࢆయ⣔ⓗᩚ⌮ࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࠕࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 2015ࠖࡣ♫⚟♴ἲேồࡵࡽࢀࡿ⾜ືࡀᣦ㔪࡞ࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋᐇ㊶ࡢ࣏ࣥࢺࢆ㸯ࡘࡎࡘ⌧≧ࡢ⤌⧊άື↷ࡽࡋྜࢃࡏࠊ࡞ࡐࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࠊ┠ⓗࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠕᐇ㊶࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࠕᐇ㊶࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠸ࠖ࠸࠺ホ౯࡛ࡣ࡞ࡃࠕࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡿࠖࠕㄡࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕࡢ
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ࡼ࠺㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠖ࠸ࡗࡓάືࡢᐇ㝿ࢆᩥ᭩ࡋࠊྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㐣⛬ࢆ᫂ࡽࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊࠕWEB ⤒Ⴀデ᩿࣭⤌⧊㢼ᅵデ᩿࡛ࠖࡣ㡯┠ࡈ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆὙ࠸ฟࡍࡶࠊ
⫋ဨࡢព㆑ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊἲேࡢᙉࡳᙅࡳࢆศᯒࡋ࡚⌧≧ࡽࡢኚ㠉ㄆ㆑ࢆ᫂ࡽࡋࡲ
ࡋࡓࠋ
 ࡑࢀࡽࡢᇶ♏㈨ᩱࢆ࣮࣋ࢫ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘࡽࡢ 3 ᖺࢆᮇ㛫ࡍࡿ୰ᮇᴗ
ィ⏬ࠕࢳࣕࣞࣥࢪ 2015ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡲࡋࡓࠋᐇ⾜ẁ㝵࡛ࡣᴗィ⏬᥎㐍ࢩ࣮ࢺ࠸࠺ᵝᘧࢆ
⏝࠸࡚㐍ᤖ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡶࠊ༙ᮇࡈぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊయ㆟ࢆ㛤ദࡋ࡚ᖿ㒊⫋ဨ
ࡢព㆑⤫୍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ⌧ᅾࡣḟࡢ୰ᮇᴗィ⏬ࡢ⟇ᐃྥࡅ࡚ 3 ᖺ㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡾ㏉ࡾࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀရ㉁㈹
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ᚓࡽࢀࡓᑂᰝဨࡽࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡶྵࡵ࡚ࠊᚋ 3 ᖺ㛫࡛ࡢࡼ࠺
࡞ࡇࢆࡢࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴࠊ⌧ሙ⫋ဨࡶヰࡋྜ࠸ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 ࡓ࠼ࡤ…
⫋۔ဨཧຍࡢୗࠊࢧ࣮ࣅࢫᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ  ࠸࠺ၥ࠸ᑐࡋ࡚
   (ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 2015 ⾜ືᣦ㔪 2.ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖ࠙ᐇ㊶ࡢ࣏ࣥࢺࠚཧ↷)
   ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
      ࠸࠺⮬ᕫホ౯ࡽࡣఱࡶ⏕ࡲࢀ࡞࠸
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸

ㄡࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ
•ࣘࢽࢵࢺ
•࣮ࣜࢲ࣮
•ጤဨ
•ᢸᙜ⪅

•タ㛗 ࣭⏕ά┦ㄯဨ
•ົ㛗 ࣭┳ㆤ⫋ဨ
•ㄢ㛗
࣭ㆤ⫋ဨ
•௵
࡞

ࡢࡼ࠺࡞

•ࡢ㐍⾜
•グ㘓ࡢసᡂ
•グ㘓≀ࡢᅇぴ
•ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ࿘▱
•ᐇᚋࡢ☜ㄆ

ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡿ

                          
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ⤌ࡳࢆศゎࡋࠊ㐣⛬ࢆ᫂ࡽࡍࡿ
⤌⧊άືࢆᩥ᭩ࡋࠊ⫋ဨ࡛ඹ᭷ࡍࡿ

ලయⓗ࡞┠ᶆࢆᥖࡆࠊᐇ⾜࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏
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ࡢࡼ࠺㐍ࡵ࡚࠸ࡿ

մ㒊⨫ᶓ᩿ⓗ࡞ヰࡋྜ࠸
 ྛタ࡛ࡣ㒊⨫ࡸᑠࢳ࣮࣒࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋㄢ㛗ࡸ௵ࢆ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ
ࡓࢱࢸࡢ㍈ࠊࢸู࣮࣐ጤဨࢆタ⨨ࡋ࡚ᢸᙜ⪅ࡀ㞟ࡲࡿࣚࢥࡢ㍈ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ⤌⧊
άືࢆᙉᅛ࡞ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡘᙧ࡛ࠊἲேయ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴጤဨ
ࠊᢸᙜ⪅ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࢆ⤌⧊ᅗ⨨ࡅࠊྛタ࣭ᴗᡤࡢᢸᙜ⪅ࡀ㆟
ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᢸᙜ⪅ࡣྛタࡢㄢ㢟ࢆᣢࡕᐤࡾࠊἲேࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ヰࡋྜࡗࡓ
ࡇࢆタᣢࡕᖐࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢳ࣮࣒ࡀᴗィ⏬ᥖࡆࡓㄢ㢟ࢆヰࡋྜ࠸ࠊ
ヰࡋྜ࠸ࡢ㐣⛬ࡣ㆟㘓࡞ࡗ࡚⫋ဨࡶඹ᭷ࡉࢀࡲࡍࠋ
 ලయⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ⛺㆟᭩࡞ࡗ࡚ྛᢸᙜ㈐௵⪅ࡽᥦฟࡉࢀࠊἲேỴ
ᚋタ㛗࣭ົ㛗ࢆ㏻ࡌ࡚Ỵᐃ㡯ࡋ࡚⫋ဨ࿘▱ࡋࠊᐇ⾜⮳ࡾࡲࡍࠋ
 ヰࡋྜ࠸ࡢ⤒㐣ࢆ♧ࡋࠊỴࡵࡽࢀࡓࡇࢆ⤌⧊ⓗⓎಙࡍࡿࡇ࡛ࠊ⌧ሙ⫋ဨࡣ⮬ศࡓ
ࡕࡀヰࡋྜࡗࡓ⤖ᯝࡀἲேయࡢ⤌ࡳࡸྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡿࡇࢆᐇឤࡋࡲࡍࠋ⮬ศࡢពぢ
ࡸࢳ࣮࣒ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝࡀࠊᐇ㝿ࡢᫎࡉࢀࡿࡇࡀࠊ⤌⧊ࡢάᛶࡶࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ጤဨάື
ἲேጤဨ
࣭◊ಟጤဨ
࣭ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࣭&6 ᥎㐍 㢳ᐈ‶㊊ 
࣭ᴗົᨵၿ
࣭ᗈሗ

            
ἲேᢸᙜ⪅

タෆጤဨ
࣭ឤᰁ㜵Ṇ   ࣭ᨾ㜵Ṇ
࣭Ᏻ     ࣭㌟యᣊ᮰ᗫṆ
࣭〟⒔ᣊ⦰ண㜵ᑐ⟇ ࣭◊ಟ
࣭ⱞᑐᛂ   ࣭⨾ࠊ⎔ቃ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ ࣭⾨⏕
࣭ࣞࢡ࢚ࣜ㸫ࢩࣙࣥ
࣭࣐ࢽࣗࣝ  ࣭㜵⅏ᑐ⟇ ࡞
            

㻌

ヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚⮬ศࡓࡕࡢᥦࢆ
ලయⓗ࡞ᙧࡋࡲࡍࠋ

 ࡑࡢࠊ㝵ᒙู◊ಟࡸタ⫋ဨࡢ◊ಟࢆィ⏬ⓗ⾜࠸ࠊ㒊⨫ࡢ⫋ဨࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⫋ဨ᪑⾜ࡸᛀᖺ࡞ࠊἲேయ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࠶ࡽࡺࡿ⏬
ࢆὶᶵࡋ࡚ࡽ࠼ࠊἲே⫋ဨࡋ࡚ࡢᖐᒓព㆑ࢆ㧗ࡵࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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࠾ࢃࡾ
 ᅇグࡋࡓ⚾ࡓࡕࡢ⤌⧊άືࡣࠊࢀࡶ≉ู࡞ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶࠼࡚グࡍᚲせࡀ࡞࠸ࠊ
࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢࡇᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋࡋࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢࡇࢆ☜ᐇࠊ
ㄔᐇ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇࡣ⡆༢࡞ࡼ࠺࡛ኚ㞴ࡋ࠸ࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋㆤሗ㓘ࡢ࣐ࢼࢫ
ᨵᐃࡸ♫⚟♴ἲேࡢᅾࡾ᪉ࡀၥࢃࢀࡿ⌧≧࠶ࡗ࡚ࠊ࠶ࢀࡶࡇࢀࡶ⾜࠺ࡇࡣཝࡋ࠸⎔
ቃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶ࡓࡾࡲ࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊྠࡌࡇࢆྠࡌࡸࡾ᪉࡛㐍ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰ࢆ
῝ࡵ࡚ࠊࡼࡾᡂᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢኚ㠉ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࡍࠋ⤌⧊ࡶ⫋ဨࡶ㛗࠸㛫ࡢ⤒㐣ࡢ
୰࡛ࠊᵝࠎ࡞⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿࡇࡀ㔜せ࡛ࡍࠋኻᩋࢆࢃࡗࡓ௰㛫ບࡲࡉࢀࠊ࠺ࡲࡃ
࠸ࡗࡓ௰㛫ඹࡑࡢࡇࢆ႐ࡧྜ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ᡂᯝࡸᡂ㛗ࢆ⫋ဨ୍ேࡦࡾࡀᐇឤ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽࡶἲேࡀ୍య࡞ࡗࡓ⤌⧊άືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
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