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令和２年 11 月６日

偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ
これまでの議論のとりまとめ
１．本とりまとめの経緯、趣旨
新型コロナウイルス感染症流行の早期には、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセ
ス号」の乗客・乗員、さらに最前線で感染者 1の治療にあたってきた医療従事者やそ
の家族等に対する差別的な言動 2 が発生した。特に、医療従事者については、差別
的な言動による医療従事者らの離職等が医療機関の機能不全の原因となるおそれ
が懸念された。
その後も、感染者の存在やクラスター発生を公表した学校、事業所、保育所や介
護施設等の関係者らへの差別的な言動の事例や、感染症の流行が拡大している
地域の住民、そこからの帰省者や来訪者への差別的な言動の事例等が散見された。
このような感染者やその家族、勤務先等に対する不当な扱いや誹謗中傷は、
人権侵害に当たり得るのみならず、感染後の差別的な言動への恐怖心から、体
調不良時の受診遅れや、陽性判明後の保健所の積極的疫学的調査への協力を拒
否することなどにつながり、結果として感染防止対策に支障を来すおそれもあ
る。
これらの差別的な言動に対して、これまで、政府の新型コロナウイルス感染
症対策専門家会議は、本年３月 19 日からの累次の提言において、感染者・濃
厚接触者とその家族、医療・介護・福祉従事者やその家族に対する偏見や差別
につながるような行為は断じて許されないこと、報道機関に対しては個人情報

1

ここでの「感染者」とは、新型コロナウイルス感染症と診断がついて感染症法上等の措

置の対象となった方々を指す。無症状の検査陽性者や、回復者も含む。
2

ここでの「差別的な言動」とは、本感染症に関する誤解・偏見に基づく、本人にとって

不当で不利な扱い、誹謗中傷、負の烙印（スティグマ）の付与やレッテル貼り（ラベリン
グ）
、第三者や公共空間への暴露（アウティング）
、個人特定やプライバシー侵害行為、そ
の他これらに類する行為の総称として用いる。
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保護と感染症対策を両立させる観点から、特段の配慮をお願いしたいこと、政
府や地方自治体に対しては、悪質な偏見や差別の撲滅に向け、その時点で最新
かつ確かな知識の周知に努めるとともに、人権が侵害されるような事態が生じ
ないよう適切に取り組むこと等を提言してきた。
また、令和２年３月 28 日に策定された新型インフルエンザ等対策特別措置
法（平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。）に基づく「新型コロナ
ウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和２年５月
25 日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定）では、政府は、感染者・
濃厚接触者や医療機関・医療関係者その他の対策に携わった方々に対する誤
解や偏見に基づく差別を行わないことの呼びかけを行うこととされた。
（資料
１参照）
この間、国や地方自治体、民間企業・団体による啓発や相談の実施など、差
別的な言動の防止に向けた官民の取組みも進められるようになり、社会の問題
意識も高まって、被害を受けた人々に対する激励や共感を示す市民も増えてい
る。
こうした状況の中で、本年７月６日に開催された政府の第１回新型コロナウ
イルス感染症対策分科会において、この問題を議論するワーキンググループの
設置が提案された。これを受け、同分科会の下に「偏見・差別とプライバシー
に関するワーキンググループ」
（以下「本 WG」という。）が開催されることにな
り、新型コロナウイルス感染症に係わる偏見・差別等の実態やそれを踏まえた
今後の取組み等について、本年９月１日以降４回にわたり、ヒアリングや議論
を行ってきた。
本報告書は、本 WG においてこれまでのヒアリング等によって把握した偏見・
差別等の実態、及びこれに関する関係者の取組み、そこから考察できる論点、
及び国や地方自治体、関係団体・NPO 等が今後更なる取組みを進めるに当たっ
て踏まえるべきポイントや提言を取りまとめたものである。

２．偏見・差別等の実態等
（１）偏見・差別等の実態
本 WG では、新型コロナウイルス感染症に関連する差別・偏見等の実態を把
握するため、様々な関係団体・機関からヒアリング等を実施した。具体的に
は、第２回 WG（令和２年９月 24 日）において、報道関係団体とネット事業者
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団体からヒアリングを実施した。また、第３回 WG（令和２年 10 月 16 日）に
おいて、医療機関や学校等を含む関係５団体等からヒアリングを実施した。
さらに、全国知事会には、全国各地での実態に関する調査を実施していただ
き、情報提供を受けた。そのほか、関係団体、関係各省等からも、資料提出を
求めるなどの方法で事例収集を行った。
その結果、様々な場所で様々な態様による差別的な言動が発生したことが
明らかになった。以下では、これまでのヒアリング等により把握した差別的
な言動を示す（資料３、４参照）。
① 医療機関・介護施設や医療・介護従事者及びその家族等に対する差別的な
言動
（主な事例）
・ 感染者が発生した医療機関・介護施設等に対する周辺地域からの誹謗中
傷、暴言、苦情。
・

医療・介護従事者への誹謗中傷（「近寄るな」等の暴言、消毒薬を噴霧
するなどの行為等）や兼務する別の勤務先からの出勤拒否。

・ 医療・介護従事者の子どもに対するいじめや一部の保育所等での登園拒
否、医療・介護従事者の家族に対する勤務先による出勤拒否。
・ 感染した医療・介護従事者やその家族の勤務先名や実名、事実と異なる
情報の SNS 上での拡散。
・ 感染者が発生した他の高齢者福祉施設と誤認され、利用者のサービス利
用が減少。
・ 感染者が発生した医療機関への医師派遣の停止、当該医療機関からの入
院患者の転院や他施設入所の拒否、配送業者等による院内への搬入・検品
等の拒否。
典型例として、ヒアリングに協力いただいた相模原中央病院の例がある（資
料３参照）。
令和２年年２月 17 日、神奈川県と相模原市は、国内初の死亡患者を担当し
ていた看護師が感染したことを公表した。ヒアリングでは、病院の外観が空
撮などで大きく取り上げられ、連日のように報道が続いたり、直接関連のな
い記事に外観画像が使用されたりすることにより、職員全員が新型コロナウ
イルスに感染しているかのようなイメージが作られたことが契機となって、
医療機関としての機能を喪失する過程が明らかとなった。
公表の直後から、医師の派遣や入院患者の転院の拒否が続いたほか、職員
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の子の託児所の受け入れ拒否や、学校から子どもの自宅待機指示が続くよう
になり、病院は２月 19 日に「職員や家族がいわれのない差別的扱いを受けて
いる」とする文書を公表せざるを得なくなった。さらに、医療機関の機能を
維持する事業者が病院への出入りを差し控えるようになった。
人的物的な困窮により、休診していた外来診療の早期再開が困難となった
が、３月 24 日より外来診療を再開した。病院を応援する報道も出てきたこと、
診療にあたった医師が症例報告を日本感染症学会のウェブサイトにて発表し、
当時の院内の状況や医療従事者の心情が広く知られることによって風向きが
大きく変わったとのことであった。
② 学校や学校関係者等に対する差別的な言動
（主な事例）
・

感染者が発生した学校に対する周辺地域からの誹謗中傷、暴言、感染し
た生徒を中傷する電話。

・

学生寮やクラブ活動等における大規模なクラスター発生時の当該学校の
学生・関係者すべてに対する中傷や来店拒否。

・

学校公式ブログの活動紹介の生徒写真が SNS 上に流出し、批判とともに
拡散。
典型例として、ヒアリングに協力いただいた立正大学淞南高等学校の例が

ある（資料３参照）。
令和２年８月９日、島根県と松江市は、立正大学淞南高等学校のサッカー
部の寮でクラスターが発生し、生徒と教員計 88 名が検査陽性となったと発表
した。最終的に計 108 名の陽性が確認された。
ヒアリングでは、規模の大きなクラスターであった点に注目が集まる報道
を発端として、感染対策以外にも報道や誹謗中傷、保護者からの苦情等の対
応に追われた経緯が明らかにされた。８月 31 日までに、のべ 98 件の苦情、
207 件の報道機関からの問い合わせ、71 件の激励が届いたとのことであった。
住民から生徒や学校への監視が行われ、生徒やその家族が日常生活を継続で
きない事例も相次いだ。さらに、同校の生徒の写真などがネット上で誹謗中
傷に晒され、それが報道されることによってさらなる誹謗中傷を招く結果と
なった。
その後、サッカー関係者からの激励や、奮闘する高校の対応に対する好意
的な報道なども行われるようになり、事態は改善に向かった。また、学校で
はオンラインミーティングやメッセージ配信等により生徒の心のケアが行わ
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れた。
なお、島根県から人権侵犯の疑いで通報を受けていた松江地方法務局は、
プロバイダ等に削除要請を行ったとのことである。
③ 勤務先に関連する偏見・差別等の行為
新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、職場においても感染に起因す
る差別的な言動やハラスメント、いじめに関する相談が相談窓口に数多く寄
せられており、例えば日本労働組合総連合会（連合）に寄せられた相談件数
は、例年と比較しても 1.5 倍程度となっている。
特に、医療従事者や社会機能の維持に関わる職業に就いている者等に対す
る差別的な言動の実態が、相談内容からも明らかになっている。
（主な事例）
・

家族の検査陽性又は感染による自宅待機を理由とする有給休暇取得等、

正当な理由がある行為に対する職場からの始末書提出の指示。
・

家族の入院している医療機関に感染者が入院している等の理由による、
勤務先からの検査や出勤停止等の要請。

・

検査陽性又は感染を理由とする勤務先からの雇止め。

・

運送事業者の社内における県をまたいで移動する長距離トラックドラ
イバーへの嫌がらせ。

④ インターネットや SNS 上での差別的な言動
今回、インターネットや SNS の普及に伴い、自治体やマスメディア等によ
って公表される限られた情報をもとに、感染者本人やその家族、濃厚接触者
等の個人が特定され、SNS 上で実名、写真などの個人情報が拡散されたり、特
定の個人を中傷する内容の書込みがされた事例が見られた。また、自治体公
表前に自宅待機している児童・生徒を感染者かのように噂し、それが拡散し
たなど噂や誤情報が差別を引き起こした事例や、事実とは異なる情報が SNS
やインターネット上で流布し、風評被害により営業が困難となる事例も見ら
れた。
このような行為については、感染者本人やその家族等にとどまらず、誰も
が対象となる可能性がある。
（主な事例）
・

インターネット上での感染者の写真検索、いわゆる犯人捜し。
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・

地方自治体が公表した地域名や行動歴から感染者本人やその家族を特定
した上でのインターネット上での非難や誹謗中傷。

・

感染者及び家族等の勤務先、立寄り先等の行動履歴の情報が SNS 上に拡
散。

・

感染者とは別の者が感染者として拡散され、その者の店舗経営に支障を
来すなど、誤情報の拡散による被害。

⑤ 個人に関連する情報を含む詳細な報道
新型コロナウイルス感染症に関する報道は多くなされたが、発生直後を中
心に、感染者やその家族、クラスターに関する個々の事例について、個人に
関連する情報も含めて詳しく報道されたり、日々更新されたりする事例があ
った。こうした報道を足がかりとして、個人や家族を特定する行為や差別的
な言動が、インターネットや SNS 上で喚起された可能性が考えられる。
また、地方自治体が感染者等について詳細な情報を公表し、報道機関がそ
のまま報道した事例や、複数の情報源や取材を組み合わせることにより地方
自治体が発表した情報よりも詳細な内容の報道に至ったことが窺われる事例
もあった。
（主な事例）
・

感染者と濃厚接触者、クラスターの人物関係の図示と更新。

・

院内感染が発生した有力な原因があるかのように報じた事例。

・

感染者の子どもの学校名の報道。

・

感染者の職業と詳細な行動履歴に関する報道。

・

行動の自粛を呼びかけられていた場所へ旅行や帰省をした人や、健康
観察期間中に旅行をした人の所属や国籍等に関する報道。

⑥ その他の偏見・差別等の行為
これまで述べた以外にも、新型コロナウイルスに関連した差別的な言動に
は、次のような事例が挙げられる。
・

不特定多数の人と接する、または県境を跨ぐといった業務内容の職業に
従事する者に対する偏見、誹謗中傷。

・

行動履歴や職業、国籍を理由としたデマや偏見、誹謗中傷。

・

県外在住者や県外ナンバー車所有者等に対する差別的な言動、サービス
の利用拒否。

・

感染者本人を特定した上でのサービス利用の拒否。
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・

外国籍の人に対する新型コロナウイルスに関連した差別的な張り紙。

・

歓楽街に従事する人々に対する嫌がらせ。

（２）差別的な言動の法的評価
（１）で列挙した行為の中には、陰口や悪口から、明らかな権利侵害に該当
する違法行為まで、様々なレベルのものが存在する。
新型コロナウイルスによる感染は、誰にでも起こり得るものであり、検査
陽性や感染の事実のみを捉えて、何か落ち度があったかのように感染者・回
復者やその家族・関係者を非難したり中傷したりすることが不当であること
は言うまでもない。このような行為は、非難を恐れての受診や検査の忌避を
招きかねない行為であり、感染拡大や感染者の重症化に繋がりかねないので
あって、社会に対して危険をもたらしうる行為でもある。また、感染者等を
貶めるような言動を公然と行えば、たとえ感染したことが事実であっても、
名誉毀損となる可能性があり、感染者等の身元やその行動経路を探索して晒
す行為は、プライバシーの侵害となりうる。更に、感染者等に対する合理的
な理由のない差別的な言動は、その人格とその尊厳を傷つける違法な行為と
評価され得る。これらの行為は、単に「望ましくない行為」に留まらず、それ
を超えた「違法行為」として法的な制裁の対象となる場合がある。
例えば、他人の名誉を毀損する行為、プライバシーを侵害する行為、不等な
差別的取扱いによって人格とその尊厳を傷つける行為は、いずれも民法上の
不法行為（民法 709 条）と評価され、損害賠償を請求されることがある。ま
た、名誉棄損罪（刑法 230 条）、侮辱罪（同法 231 条）、信用棄損罪及び業務
妨害罪（同法 233 条）、威力業務妨害罪（同法 234 条）、強要罪（同法 233 条）、
器物損壊罪（同法 261 条）など、刑法上の犯罪として、処罰の対象となるも
のもある。
更に、検査陽性や感染を理由とする職場でのハラスメントは、職場の適正
な環境を害したものとして行為者が不法行為責任を問われるだけでなく、会
社も使用者として責任を負うことがある。また、感染者等の出勤を合理的な
期間を超えて長期間停止させたり、退職を強要したりすることは、不当な解
雇・労働条件変更として、損害賠償や処分無効となり得る行為である。
このように、感染者等に対する差別的な言動は、単に「望ましくない行為」
を超えた「違法行為」に該当する可能性があり、法的制裁の対象となる場合
があることは、広く周知される必要がある。
また、当初は単なる悪口であった行為が、類似の報道や SNS などによって
増幅されることにより、権利侵害に結びつくということも実例から明らかに
-7-

なっている。したがって、発生の当初から、悪口・陰口レベルであるからと言
って放置せずに、偏見・差別等の行為としての違法行為に発展しないように
注意していく必要がある。
なお、今回、日本弁護士連合会に御協力いただき、これらの行為の法的評価
についてＱ＆Ａを作成していただいた 3（資料２参照）。
（３）関係者による偏見・差別等の防止・抑制に向けたこれまでの取組み
新型コロナウイルス感染症に関する偏見・差別等に対しては、発生直後か
ら、国や地方自治体、関係団体・ＮＰＯ等により、防止に向けた様々な対応が
行われてきており、今回、都道府県を中心に、多くの取組みが行われている
ことがわかった。以下は、今回のヒアリング等で把握した取組みの例である。
① 感染症に関する偏見・差別等の防止に向けた注意喚起・啓発・教育
ⅰ）地方自治体による対応
全国知事会による調査によれば、すべての都道府県内において、偏見・差
別等の行為やいじめの防止に向け、動画配信、テレビ・新聞・ラジオ広告、首
長メッセージ、ポスターやリーフレット等の作成、キャンペーンの実施等に
よる啓発が実施されている。例えば、県内プロスポーツチームの協力のもと
偏見・差別等の行為の禁止を呼びかける動画等を制作する秋田県、サンガス
タジアム等を活用して動画による啓発を行った京都府等、地域に根差した組
織や施設等と一体となって啓発に取り組んでいる事例も報告された。
また、全国知事会において人権メッセージを発信したほか、各都道府県に
おいても市町村や関係機関と連携して共同宣言を発出している。更に、例え
ば香川県では民間と連携して“参加型・ボトムアップ型”のアプローチを組
み込んだキャンペーンによって啓発の輪を広げるなど、様々な広報媒体を活
用して周知を行っている。
教育関係においても、各地方自治体で、いじめ防止に向け、教材の作成・活
用や児童・生徒に寄り添った相談等を実施している。
「不確かな情報に惑わさ
れず正しい情報を得ようとする姿勢」や「差別的な言動に同調せずそれらを
批判的に捉えられる判断力」を育み、偏見・差別等の行為や、いじめをなくす

3

この Q＆A は、あくまで一般論を示すものであり、実際の法的評価は個々のケース

に応じて行われるべきである。
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行動につなげるため、ケーススタディの掲載や家庭でも活用しやすいよう絵
本に近いものにするなど工夫を凝らしながら人権学習教材の作成・活用を図
っている。
また、スクールカウンセラー、SNS 相談窓口の活用を促すとともに、効果的
な活用例を教職員へ周知するなど、児童・生徒の心のケアにも取り組んでい
る。
市町村においても、例えば茨城県下妻市で、感染者やその家族、医療従事
者等への差別的な言動をなくすため、正しい知識の普及啓発を進める内容の
条例を制定する等、様々な取組みが進められている。
ⅱ）関係各省による対応
内閣官房においては、政府広報等により、医療従事者をはじめとする関係
者への人権上の配慮を呼びかけるテレビスポット CM や、偏見・差別等の行為
に関する取組みについての国務大臣動画メッセージのホームページ掲載等を
行っている。
厚生労働省においては、ホームページ上に、日本赤十字社の差別や偏見防
止に関する資料、医療従事者向けの感謝のポスターのほか、一般の方向けの
啓発資料を示している。また、社会機能を維持するために就業が必要な医療
従事者等の子どもに対する保育所などにおける預かりの拒否等に関して、医
療従事者等は感染防御を十分に行った上で対策や治療に当たっていること、
市町村等においては医療従事者等の子どもに対する偏見・差別が生じないよ
う十分配慮することを徹底する事務連絡を本年４月に発出している。
法務省においては、法務大臣から、感染者・濃厚接触者や医療従事者、その
家族等に対し、誤解や偏見に基づく差別を行わないよう呼びかけが行われる
とともに、被害にあった場合には人権相談窓口を活用してほしい旨の呼びか
けが行われた。また、ホームページや SNS、新聞や広報誌など様々な媒体によ
り不当な差別を行うことは許されないことを繰り返し呼びかけるとともに、
人権相談窓口の周知等が行われている。また、インターネット上の誹謗中傷
等に係る人権啓発活動として、児童やその保護者を対象とした啓発冊子や啓
発動画の作成、人権教室の実施、SNS 利用に関する人権啓発サイトの開設など
を行っている。
文部科学省においては、新型コロナウイルス感染症に関連した児童生徒等
に対する差別や偏見の防止や発生時の対応について各都道府県教育委員会や
学校に周知するとともに、本年８月には新型コロナウイルス感染症は誰もが
感染する可能性があること、感染者に対する偏見・差別は許されないことな
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どを内容とする児童生徒等向け、教職員向け、保護者・地域住民向けに大臣
メッセージを発出した。また、インターネット上の誹謗中傷等に関するトラ
ブルを防ぐための情報モラル教育の充実に向けて、教員向け指導資料の作成
や、スマートフォン等をめぐるトラブル防止のための児童生徒等向け啓発資
料の作成等を行うとともに、子どもたちが新型コロナウイルス感染症に対す
る不安から陥りやすい差別や偏見などについて考えるための啓発動画等を作
成し、周知を行っている。
ⅲ）民間団体等による対応
民間団体等でも様々な取組みが実施されており、その一例として、愛媛県
の有志グループによる市民運動「シトラスリボンプロジェクト」がある。こ
のプロジェクトは、コロナ禍で生まれた感染者や医療従事者等への偏見・差
別を、思いやりの輪を広げることによりなくしていこう、また、安心して検
査を受けられる雰囲気を醸成し、感染拡大防止にもつなげていこうという取
組みである。
このほか、今回のヒアリングで、日本弁護士連合会及び日本看護協会から
それぞれ、差別のない社会を築くための会長声明及び感染症拡大に伴う法的
課題や人権問題に取り組む宣言、著名人による看護職への応援メッセージや
コンビニエンスストアの協力を得たキャンペーンといった取組みが報告され
た。
ⅳ）報道機関による対応
一般社団法人日本新聞協会及び一般社団法人日本民間放送連盟においては、
新型コロナウイルス感染症に関する偏見・差別等の行為についての専門家と
の意見交換を行ってきた。本年５月に発出した共同声明 4では、
「正しく恐れ、
人をいたわる。そのような姿勢が社会全体に広がり、収束に向けて人々が安
心して暮らせる社会を取り戻していけるよう、私たちは報道機関としての役
割を一層自覚し、読者や視聴者・リスナーの期待に応えていかなければなら
ない」と決意が述べられている。また、本年10月には関連のシンポジウムを
開催した。
4

一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人日本民間放送連盟．新型コロナウイルス感染

症の差別・偏見問題に関する共同声明．令和 2 年 5 月 21 日
[https://www.pressnet.or.jp/news/20200521.pdf]
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インターネットメディア協会においては、倫理綱領を策定し、各媒体や団
体に徹底を呼びかけているほか、自主的に勉強会やセミナーを開催してきた。
ネットメディアにおける信頼性の向上のため、掲載した内容を評価できるよ
う、ユーザーに対するリテラシー教育も実施しており、新型コロナウイルス
感染症も取り上げ、知見を共有しながら偏見や差別を抑制するような報道の
在り方を模索している。
② 偏見・差別等に関する相談、SNS 等における誹謗中傷対応等
ⅰ）都道府県による対応
今回の WG 開催を契機に行われた全国知事会による全国調査によると、都道
府県の約８割が偏見・差別に関する独自の相談窓口を設置しており、10 県で
は新型コロナウイルス感染症専用の相談窓口を設置している。また、都道府
県によって外国人向けや児童生徒向けの相談窓口、弁護士による法律相談窓
口等、対象や目的別に相談窓口を設置している。加えて、相談対応日数の拡
大、相談員の増員、社会福祉士や弁護士による緊急専門相談会の拡充等、相
談体制を強化することで新型コロナウイルス感染症の発生に伴った相談需要
の高まりにも対応している。
この調査によれば、相談件数は全体で 1,000 件超となっているが、集計し
ていない自治体等もあり、実際の件数はさらに多いものと見込まれる。
SNS 等における不適切な書込みに対しては、都道府県の半数以上がモニタ
リング等を行い不適切な投稿を検索し、法務局への通報や削除要請等の対策
を実施している。県、市町村、民間団体が一体となった組織でモニタリング
を実施し、迅速な削除要請対応を行っている香川県や、県警サイバー犯罪対
策室と連携してネット書込みに係る特性や動向について情報収集を行ってい
る山梨県、差別・誹謗中傷に対応するための部局横断型のチームを発足させ、
関係行政機関や関係団体と連携して対応している長野県等、各都道府県にお
いて関係機関との連携、体制強化が進められている。
また、例えば三重県では、不適切な書込みをスクリーンショットで撮り、画
像情報等を投稿できるアプリ「ネットみえ～る」を独自に開発・運用してお
り、学校や警察等とも連携しながら児童を守る対応や心のケア等を実施して
いる。
一方で、地域により取組状況に差があること、また、対策は実施しているも
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のの実際に不適切な書込みを発見したのは半数程度であること 5、LINE グル
ープなど閉ざされたやり取りで生じる不適切な書込みは対応が難しいこと等
の課題もある。
ⅱ）関係各省による対応
法務省の人権擁護機関においては、法務局職員や人権擁護委員が人権に関
する相談を無料で受け付けており（平成 31 年・令和元年実績：約 20 万 3570
件）、新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談も、令和２年３月で 164
件、令和２年８月で 232 件寄せられている。 6（資料５参照）
人権擁護機関では、人権侵犯事件の調査救済活動として、被害者からの申
告等を受け、事案の調査及び適切な措置（「調整」、
「援助」、
「勧告」など）を
実施している（平成 31 年・令和元年実績：1 万 5420 件）。人権侵犯事件の中
には、インターネット上の書込みによる名誉棄損やプライバシー侵害といっ
たものもあり、そのような場合の対応として、警察窓口の紹介、プロバイダ
等への書込み削除依頼の具体的方法の助言を行っている。また、当該書込み
の違法性を判断した上で、法務局からプロバイダ等へ当該書込みの削除要請
を行うこともある。（資料５参照）
文部科学省においては、SNS 等を通じていじめを含む様々な悩みを抱える児
童生徒等からの相談を受け付ける事業を実施している。
厚生労働省においては、ホームページに、過去に新型コロナウイルスに感
染したことを理由とした、人格を否定するような言動等は、職場におけるパ
ワーハラスメントに該当する場合がある旨を掲載し、関係団体に周知すると
ともに、都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーで職場に
おけるいじめ・嫌がらせなどの相談を受け付けている。また、顧客等からの
著しい迷惑行為については、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号 ）に基づ
く指針（「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問
題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
（令和２年１月 15 日））
において、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組みを記
5

将来的には、表現の自由に配慮しながらも、人工知能（AI）等を用いて、検知力を向上

させていくことも選択肢として考えられる。
6

３月には、外国人やクラスターが発生した施設の利用者等に対する警戒感に基づく漠然

とした感染不安に起因する相談が多く見られた一方で、８月の相談は、自分や周囲の者が
感染したとの情報が拡散して被害を受けたとする事案が多く見られた。
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載し、周知啓発している。
今後、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、厚生労働省にお
いて、引き続き一般の方への周知啓発や労働者からの相談への対応、事業主に
対する助言指導に取り組んでいくことが必要である。
ⅲ）民間団体等による対応
（a）弁護士会
日本弁護士連合会及び各弁護士会では、全国統一ダイヤルを設け、新型
コロナウイルスに関する電話法律相談を実施した（令和２年４月下旬～令
和２年７月下旬）。その中で、差別やプライバシー侵害、風評被害に関する
質問も多く寄せられた。
また、大阪弁護士会においては、「あかん！コロナ差別

ホットライン」

として、相談料無料で、偏見・差別等に関する電話相談の受付を実施した。
さらに、本年 12 月上旬には、日本弁護士連合会が主催する「人権週間に
おける新型コロナウイルスと偏見・差別・プライバシー侵害ホットライン
（仮題）」が実施される予定である。
（b）法テラス
法テラスでは、新型コロナウイルス感染症に関連する差別やプライバシ
ー侵害、風評被害も含めた法的トラブルの解決に必要な法制度や相談窓口
等の情報を無料で提供するとともに、資力の乏しい方に対し、弁護士や司
法書士による無料法律相談や訴訟代理等が必要となる場合にその弁護士費
用等の立替えを実施している。
（c）民間団体
ネット事業者団体である一般社団法人セーファーインターネット協会
（SIA）においては、令和２年６月から、ネット上で誹謗中傷等の被害を受
けている者からの相談を受け付け、SNS 事業者を含めたプロバイダ等に対
して削除措置を促す取組みを行っている 7。また、ホームページにおいても

7

ヒアリングでは、削除依頼を行っても、プラットフォーム事業者の判断に委ねられてい

ることから削除が困難な場合が多いこと、また、海外プラットフォームの場合には相対的
に削除が困難であること、民間事業者等の第三者からの削除依頼より被害者本人からの削
除依頼のほうが削除される可能性が高い場合もあるとの報告があった。
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被害者からの申告を積極的に呼びかけている。

３．今回の事例等を通じて考察できる論点
以上、ヒアリングや調査等を通じて、今回の新型コロナウイルス感染症の発
生に伴って生じた偏見・差別等の行為の事例、及びそれらに対するこれまでの
対応状況を整理した。
我が国の感染症対策は、基本的に法的な私権の制限は最小限に止め、互いの
協力意思や善意を基盤としている。しかし、この WG で行ったヒアリング等を
通じて、感染者、濃厚接触者、その家族等に対する不当な差別的な言動が存在
するという実態が明らかになった。
特に感染症の発生初期には、人々の持つ未知の病に対する漠然とした不安や、
特に基礎疾患のある人々や高齢の人々、その家族にとってはできる限り感染リ
スクを低く抑えたいという心情があり、感染症に対して強い忌避の感情が発生
することはあり得ることである。ここから、ウイルスや感染症ではなく、感染
者や感染対策をおろそかにしているように見える人々への処罰的な感情が生
じやすい状況が生まれた可能性が考えられる。
そのような中で、今回、忌避的または処罰的な感情が暴走して深刻な人権侵
害が生じるケースが発生し、これらが感染対策のみならず、社会経済活動全般
に対しても負の影響を生じさせる事象が相当の規模で生じていると評価でき
よう。
ここでは、今後の感染症の発生等に備え、今回のヒアリング等やメディア報
道等から把握できた事象のうち、とりわけ発生初期のものについて考察し、今
後の教訓となる点に関して本 WG の議論を整理しておく。
① 医療機関や社会機能を維持する職業への偏見・差別等の行為
医療機関の職員は、新型コロナウイルス感染症の流行中にあって、院内感
染や施設内感染を起こしてはいけないという緊張感のもと、感染リスクを抱
えながら職務に従事してきた。また、私生活でも感染リスクを低減するよう
厳しく規律した生活を余儀なくされている。
しかしながら、本 WG で収集した事例では、院内感染への恐怖の背景に、発
生した事実が広く社会に知られることによって、職員の日常生活が脅かされ
るおそれがあり、それが大きいことが明らかになった。嫌がらせを受けた、
陰口を言われた、貼り紙を貼られた等の被害事例から、出勤の差し控え、家
庭内の感染防止や近隣住民からの批判を回避するための別居、引っ越しを余
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儀なくされた事例など、その被害は深刻である。
さらに、本 WG で収集した事例では、医療機関で働く職員の子どもの預かり
を一部の保育所が拒否したことにより、職員が通勤困難になり、医療機関と
しての機能を低下させた例が報告された。他方、保育所においては、子ども
への流行へのおそれが保護者からも寄せられ、登園自粛を求めざるを得なく
なった可能性もある。
また、社会福祉施設で働く職員についても、ひとたび感染が発生すれば重
篤化しやすい利用者と、日々、数多く接することから、高い緊張感を維持し
ながら業務に従事している。交通・流通事業者など長距離を行き来する職業
や、小売・販売事業者、警察関係者など職務上多くの人と接する職業などに
おいても、地域間での感染拡大を招くことのないよう注意を払いながら社会
機能の維持に努めている。このような社会機能を維持する様々な職業におい
ても、医療機関の職員と同様の事例が報告され、各種相談窓口に寄せられて
いることがわかっている。
② 行政情報の公開における課題
本 WG で検討してきた差別的な言動プライバシー侵害に関わる事例の中に
は、地方自治体による 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）に基づく公表が
発端となった事例も一部で確認されている。
感染症法第 16 条第 1 項では、厚生労働大臣及び都道府県知事は、同法の規
定により収集した感染症に関する情報について、
「感染症の発生の状況、動向
及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、
放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければなら
ない」と定められており、第２項で「前項の情報を公表するに当たっては、個
人情報の保護に留意しなければならない」と定められている。
さらに本年２月、厚生労働省から都道府県等に向けて、
「一類感染症が国内
（令和２年２月 27 日厚
で発生した場合における情報の公表に係る基本方針 8」
生労働省健康局結核感染症課事務連絡。以下「基本方針」という。）が示され、
これを参考にしつつ、適切な情報公表に努めるべきとの事務連絡が出されて
8

この基本方針では、情報の公表の目的について、「感染症のまん延を防止し、感染症によ

る健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするため」であるとするとともに、職業、
居住している市区町村、基礎疾患、国籍、医療機関名などは公表の対象ではないとしている。
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いる。
このような中で、地方自治体では、個々の事例ごとに公表の仕方に苦慮し、
工夫を重ねてきたが、中には、外部から詳細な情報を示すよう要求され、当
初の予定以上に公表せざるを得なかった場合もあった。結果として、地方自
治体が公表する情報の程度に差が生じ、感染者の検温結果や感染者と濃厚接
触者らの人物関係図などの、まん延の防止に資するとは考えにくい情報を公
表する事例も発生した。
これらの事例は、感染症法第 16 条の直接の対象となっていない市町村にお
いても見られたが、より人口の少ないコミュニティでの公表は、個人が特定
されるリスクを高めるものと考えられる。
③ リスクコミュニケーションの必要性
「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググループ当面の取
組方策に関する報告書」にも記載されているように、リスクコミュニケーシ
ョンとは、「当該リスクに関係する人々が、リスクについての正しい情報及び
互いの意見をやり取りするプロセス」である。その究極的な目的として、世
界保健機関（WHO）は、人々が自身、そして愛する人々を守る決定を、十分な
リスク情報に基づいて行えるようになることにあると指摘している 9。
本 WG で収集した事例からは、差別的な言動の担い手側に、新型コロナウ
イルス感染症への恐怖が醸成されていること、他方、差別的な言動による被
害を被った側においても、家族や同僚、近隣住民に迷惑をかけまいとするあ
まり、自らの行動歴や感染を責められるべき事実として受忍し、攻撃をやり
過ごそうとしていることが窺えた。しかし、こうした状況では、その時点で
科学的に最も確かなリスク情報を冷静に受け止め、互いに確認するというプ
ロセスが抜け落ちやすくなってしまう。
このため、感染症発生初期はもちろん、感染状況が落ち着いている時期に
おいても、差別的な言動の防止のためには、リスクコミュニケーション、即
ち、感染対策に関わる人々（都道府県や市町村（保健所）や専門家など）
と、例えば新型コロナウイルス感染症にとってハイリスクとされる場に関わ
る人々、近隣住民との間で、感染リスクをめぐる対話が継続的に行われるこ
とが重要である。そして、そのような対話の場の形成において、都道府県や
市町村の果たす役割は大きいと考えられる。
9

WHO. General information on risk communication. [https://www.who.int/risk-

communication/background/en/]
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④ 流行地域と非流行地域の分断
全国知事会による全国調査によれば、都道府県外在住者や都道府県外ナン
バー車所有者への誹謗中傷などの事例、同一県内での地域間の分断と軋轢が
確認されている。その背景には、新型コロナウイルス感染症が流行していな
い地域では、感染や「村八分」の恐怖などがあると指摘されている。
流行地に比べて非流行地のほうが新型コロナウイルス感染症への恐怖は強
く、ひとたびクラスターが発生した場合の社会的制裁も苛烈なものになりや
すいことが窺える。
⑤ 報道機関の役割
報道機関は、感染の拡大に伴う取材方法の制約もある中で、新型コロナウ
イルス感染症に関するわかりやすい情報を、その媒体や番組、紙面の特性に
応じて、読者や視聴者・リスナーに届けてきた。記事や素材の無償公開等に
より市民に伝えたい感染対策の周知が進んだほか、光の当たりにくい苦しみ
を抱える人々の存在を知らせたり、差別的な言動から立ち直る人々のその後
を伝えたりする等、偏見・差別等の軽減にも大きく貢献してきた。また、感染
を拡大させた原因として取材活動が結び付けられて、取材者自身が人々から
誹謗中傷の対象となった事例があったことも忘れてはならない。
しかし一方で、本 WG で収集した事例では、感染者やクラスターに関する報
道に関し、感染が確認された医療機関や学校等における取材対応そのものへ
の負担に加え、報道を見聞きした人々からの多様な反応によって、現場が大
きく圧迫されたとするものがあった。このウイルスは、気を付けていたとし
ても、誰もが気づかないうちに感染し、その感染経路の同定は極めて困難で
あるにもかかわらず、最初にウイルスが持ち込まれた経緯や感染経路の同定
などに注目が集まり、関係者の落ち度を問われる場面が見られた。マスメデ
ィアは人々の情緒に強く働きかける力を持っているため、これらの事例では、
報道に接したこと等により、感染者やクラスター発生場所に対して攻撃的な
反応をした人々による様々な差別的な言動が、感染者やその関係者らを追い
詰めていったことが窺える。
報道の発端となる、国や地方自治体からの情報の公表のあり方については、
流行の早期より報道機関の関心事でもあった。地方自治体に対して迅速かつ
個人に関連するものも含めた詳細な情報の公表を求める報道もあれば、情報
公表とプライバシーや風評被害のジレンマに悩む報道も見られており、問題
意識の持ち方は媒体や送り手によって多様な状況にある。
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情報の流れが多様化する時代において、ジャーナリズムは、新興感染症の
流行下において、市民の知る権利に奉仕する責任と、感染症のみならず恐怖
の情動感染を抑止する公衆衛生上の責任の間で、様々な模索をしていると考
えられる。

４．偏見・差別等の防止に向け、関係者が今後更なる取組みを進める
に当たってのポイントと提言
今回、新型コロナウイルス感染症の感染が我が国で広がった時期を中心に、
ヒアリングや調査等を通じて、この感染症に関連する偏見・差別等について
の実態把握と考察を行った。
偏見・差別等を防止するためには、国や地方自治体をはじめ企業や事業者
団体、専門職団体、労働組合、NPO、マスメディアなど関係者がそれぞれの立
場で取り組んでいくことが必要である。
本 WG としては、これまでに把握できた実態と考察を踏まえ、これらの関係
者が今後更なる取組みを進めるに当たって踏まえるべきポイントと提言を、
以下のとおりとりまとめた。今後、関係者がこれらを参考にして、それぞれ
の立場で積極的に取り組んでいくことを期待するものである。
（１） 感染状況が落ち着いている「平時」から取り組むべきこと
① 感染症に関する正しい知識の普及、偏見・差別等の防止等に向けた注意喚
起・啓発・教育の強化
偏見・差別等の防止のためには、まずは、感染症リスクに関する正しい知識
が、できるだけ多くの市民に共有されることが必要である。
その上で、感染症発生初期の段階から、感染状況が落ち着いた「平時」も含
めて、国の関係各省や地方自治体、専門職団体、学会、NPO 等が、必要な連携
を行いつつ、様々な機会を捉えて、
「感染症に関する正しい知識の普及」に加
えて、
「差別的な言動の防止や、正しい情報の選択と冷静な判断を呼びかける
啓発」を両輪で進めるべきである。
新型コロナウイルス感染症に関する知識のうち、差別的な言動の抑止に直
接的な効果が期待されるものとしては、例えば、
・ 新型コロナウイルス感染症は、気を付けていたとしても、誰もが気づ
かないうちに感染し、誰でも感染する可能性があること
・ 一人の感染者が他の人に感染させている割合は低いこと
・ 個人の感染やクラスター発生の原因の特定は、非常に困難であり、往々
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にして不可能であること（感染がどこから来たか、そんなに簡単には
わからない）
・ 感染者は加害者ではなく、感染症の発生は不祥事ではないこと（感染
者が責められるべきではない）
・ 感染リスクの高い生活環境であっても様々な工夫による対処が可能で
あること
・ 効果に関する科学的な根拠の乏しい過度な対応は行わなくてよいこと
等が挙げられる。
知識の普及や啓発の強化に当たっての具体的な手法として、国などで感染
状況を踏まえて更新される情報・知識（「感染リスクが高まる『５つの場面』
（令和２年 10 月 23 日第 12 回新型コロナウイルス感染症対策分科会資料）、
「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての 10 の知識」（令和２年 10
月 29 日厚生労働省）
）や、すでに地方自治体で独自に取り組まれている様々
な事例があるので、それらを参考にして進めるべきである。なお、取組みに
当たっては、インターネット上で強い影響力を持つ人や企業等との連携等も
更に積極的に行っていくことが考えられる。
併せて、児童・生徒に対し、感染症に関する正しい知識を身につけさせると
ともに、従前の情報モラル教育と偏見・差別をなくすための人権教育を充実
させることが重要である。また、保護者に対して、現時点での知見や見解に
基づいてこの感染症に正しく向き合うよう、啓発を続けていくことも重要で
ある。
政府においては、内閣官房、厚生労働省、法務省、文部科学省など関係各省
が、感染症に関する知見の共有や、普及・啓発活動の内容の調整を図りつつ、
統一的なウェブサイトや SNS 等のツールを用いた情報発信の強化、偏見・差
別の解消に向けた効果的なイベントの実施、地方自治体や関係団体等におけ
る取組みの横展開に資するため、好事例の収集及び発信等を進めていただき
たい。
なお、これらの啓発・教育等については、実際にどの程度の効果があったの
かを評価することも重要である。
② 感染者等に対する差別的取扱、誹謗中傷等を禁止する旨の条例の制定等
地方自治体において、感染者等に対して差別的取扱いや誹謗中傷を禁止す
る旨を盛り込んだ条例を制定する動き（東京都、長野県、岐阜県、三重県、鳥
取県、沖縄県等）があるが、このような動きを今後の取組みの参考とすべき
である。
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③ 偏見・差別等に関する相談体制の強化、SNS 等における誹謗中傷への対応
等
偏見・差別等の被害を受けた方を的確に支援するためには、まずは、相談者
が相談内容に応じて適切な相談窓口にアクセスできるよう、各相談窓口の特
徴を整理し、インターネット等で周知することが必要である。
また、相談者の相談内容に応じて適切な機関に事案を引き継げるよう，地
方の実情に応じて、関係機関同士で相談窓口の連絡先を共有するなど、平時
から相互連絡を徹底することが重要である。
更に、各機関の研修等を通じて、専門家等から得た感染症に関する正しい
知識・知見が得られるようにすることにより、国が設置するものを含む各相
談窓口が様々な相談に的確に対応できるようにすることが重要である。
また、外国人を対象とした差別的な言動に関する事例も多くみられること
から、いくつかの地方自治体において既に実施されているような、外国人の
方等に向けた偏見・差別等の行為に関する相談窓口による対応は、今後重要
となると考えられる。
更に、より一層、相談しやすい環境整備のため、既に取り組まれているよう
な相談対応日数の拡大等に加えて、今後は、SNS 等を活用した相談体制の整備
も検討されるべきである。
SNS 等を利用した誹謗中傷への対応については、総務省において、本年９月
に「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」を公表
するなど、不適切な書込みに関する被害者等からの相談対応の充実や体制整
備を図るとともに、迅速かつ確実な被害救済に向けて、発信者情報の開示の
在り方の見直しを進めているところであり、関係機関等がこれらの政策の進
捗を踏まえた取組みを更に進めることを期待したい。
④ 悪質な行為には法的責任が伴うことの市民への周知
既に述べたように、感染者等に関する差別的な言動の中には、民事上の損
害賠償責任が発生するものや、刑事責任が発生するものが存在する

10

が、そ

のことについて一般に周知することには、これらの行為に対する抑止効果が
期待できると考えられる。このため、まずは政府において、これらの行為の
10

本 WG でも、料理店名を名指して「従業員が感染している」等事実無根の情報を SNS

で拡散させ、名誉棄損の疑いで書類送検された事例が報告されている。
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法的効果について市民に周知していただきたい。
⑤ 新型コロナウイルス感染症の特性を踏まえた情報公表に関する統一的な
考え方の整理
厚生労働省から都道府県等に向けて参考資料として示された基本方針は、
2019 年 12 月にエボラ出血熱を想定して作成されたものであることから、新
型コロナウイルス感染症の特性を踏まえた個人情報の取扱いを必ずしも想定
していない。このため、政府は、クラスター分析を多く行う新型コロナウイ
ルス感染症の特性を踏まえ、地方自治体の行う情報の公表

11

について、あら

ためて国として新型コロナウイルス感染症に則した考え方を示すことを検討
していただきたい。その際には、公表するのはまん延防止に資する情報に限
った上で、個人情報保護とまん延防止に資する情報公表の要請についてバラ
ンスを取ることを基本とすべきと考える 12。
なお、事業所や学校等において、従業員や学生等に感染者が発生し、消費者
や近隣住民等に対する説明責任を果たす等の観点から関連情報の公表が行わ
れることがあるが、この場合には、個人情報の保護の要請の一方で、
「包み隠
さず話す」要請も強くなりがちであり、どのような情報をどこまで公表すべ
きかが問題となり得る。この点については、今後も事例の蓄積と検討が必要
と考えられる。
少なくとも、事業所や学校等の単位で感染者や濃厚接触者の性別や年代を
公表すると、規模の小さいコミュニティでは容易に個人を特定しうることや、
性的少数者のアウティングにもつながり得るため、性別や年代の公表は、原
則行うべきではないと考えられる。
11

この基本方針では、
「不特定多数が感染している可能性があるクラスターの取扱い等」

について、感染者に接触した可能性のある者を把握できない場合に、感染者と接触した可
能性のある者を把握するために、不特定多数と接する場所の名称などを公表することなど
としている。
12

なお、既に運用されている接触確認アプリのようなデジタル・ツールは、感染リスク等

をユーザーにピンポイントで通知でき、きめ細かい個別の対応をとることを可能にするた
め、必要以上の情報公開により生じ得る偏見・差別等を抑制できる可能性がある。今後、
プライバシーや個人情報保護に配慮しつつこのようなデジタル・ツールの開発・実装を進
める中で、これに対応した公表基準の在り方についての検討も継続的に行われるべきであ
る。
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⑥ 非流行地における啓発等
全国知事会の調査によれば、現時点においても、相談窓口のない地方自治
体もある状況である。しかし、いつ、どのように感染が広がってもおかしく
ない状況にあり、非流行地も含めてできるだけ早く相談窓口を設けたうえで、
当該地域で起きそうな問題の洗い出しや住民への啓発などの準備を進めてお
くことが、差別的な言動等による被害の防止につながると考えられる。
また、
「シトラスリボンプロジェクト」のような市民運動が、非流行地を含
む各地方自治体に広がっていくことにより、住民への啓発となることに期待
したい。
なお、このような取組みと並行して、
「新しい旅のエチケット」をはじめと
する感染防止の意識向上について、国、地方自治体、事業者団体等が連携し
て取り組んでいくことは必要なことである。
⑦ 報道の在り方
これまで、報道機関において様々な取組みが行われてきていることは評価
したいが、その上で改めて、このウイルスの特性に適した問題設定を持った
報道、知る権利への奉仕と個人情報の保護のジレンマに正面から向き合った
報道、差別的な言動を軽減するための報道、誤った風説に対するファクトチ
ェックなどの役割に期待する。
また、これまでの新型コロナウイルス感染症の報道をめぐって、自律的に、
不断に検証を進めることも重要と考える。こうした検証を通じて、次の新興
感染症の流行への備えとなり、知見が蓄積されていない時期にどのような報
道をすべきなのかの教訓になるものと考える。
感染症を社会が受け止め、克服するためには、メディアの力が不可欠であ
る。そして現代では、マスメディアとソーシャルメディアが複雑に絡み合っ
た情報空間でリスク情報が構築される。このリスク情報を踏まえたコミュニ
ケーションが目指すのは、WHO も指摘するように、人々が十分なリスク情報と
理性に基づき、自分自身を、そして他の人々、ひいては社会を守る判断を行
えるようになることである。報道機関やインターネットメディア関係者が、
この目標への先導役を果たすことを期待する。
⑧ 新型コロナウイルス感染症対策に関する施策の法的位置づけ等
以上のような施策を国、地方自治体や事業者団体等が連携してより実効的
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に推進するためにも、政府は、感染症法の前文や感染症法に基づく基本指針
（「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」
（平成 11 年厚生
省告示第 115 号））に規定された患者等の人権尊重等の基本理念を様々な機会
を捉えて広く国民や関係者に周知することと併せて、感染者等に対する偏見・
差別等の防止のための啓発・教育や差別的な言動を受けた方への相談等の支
援など、偏見・差別等の防止のための施策全般について、感染症法や特措法
等の法律に基づいた施策としての位置づけを持たせることを検討していただ
きたい。
また、政府においては、地方自治体がこれらの施策を推進するため、専門的
な見地からの支援や財政支援をはじめとする各種支援策を講じていただきた
い。
（２）クラスター発生時等の「有事」に取り組むべきこと
本検討会でヒアリングを行った事例にもあるように、クラスター発生時等
のようないわば「有事」においては、当事者が感染防御措置、感染者への治療
等の対応に忙殺されている中で、偏見・差別等に基づく攻撃が寄せられるこ
とがある。このような場合には、行政はじめ関係者が以下のいくつかの事項
にあらかじめ備えておき、必要なタイミングで情報提供等の支援を行うこと
が重要と考えられる。
① 報道機関への対応
クラスター発生直後や対応の渦中における報道機関への対応は、関係者に
とって相当の負担となりうる。このため、感染者の個人情報の保護に留意し
つつ適切な情報公開を行うような公表の仕方について、事業所があらかじめ
行政と調整しておくことが有効と考えられる。
とりわけ医療機関・介護施設等の場合、報道機関への対応を含めて感染者
が発生した場合の事前の想定をしておくことが望ましい。加えて、あらかじ
め組織内の感染症対策を公表しておくことも、院内・施設内感染対策の信頼
性を確保する観点から有用と考えられる。
② 保育所等における感染対策等の支援
発生直後から、医療機関等の職員の子どもについて一部の保育所等で登園
を断られるケースが見られたが、これに対しては、国や地方自治体が必要に
応じて保育所等に対して適切な働きかけを行うとともに、医療機関等におけ
る院内感染の発生を完全に防ぐのは困難であることを発信することが必要と
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考えられる。
また、医療機関等の職員の生活を支える保育所や介護施設等における感染
対策についても、医療機関と同様に、その時点での最新かつ正確な情報が十
分に周知されることが必要である。
特に保育所については、感染症流行の有事においてもできるだけ閉鎖され
ないよう、地方自治体等が感染対策の重点的な支援を行い、保育士ら職員や
園児の安全を守りながら、医療機関等の社会機能を維持する職業に従事する
者の子どもの保育に従事できるようにする必要がある。
こうした取組みは、保育所等への差別的な言動を防止することにも寄与す
ると考えられる。
③ 地方自治体や専門家等による情報の発信
国及び市町村を含む地方自治体は、有事対応中においては特に、感染者や
事業者等に対する懲罰的なメッセージを出すことは避けるべきである。療養
に専念すべき感染者やその家族を傷つけ、対応にあたっている関係者の意欲
を大きく低下させるためである。
むしろ、専門家と協働する等により、差別的な言動の発生を防ぐため、住民
に向けた発信を強化すべきである。これらには平時に行っているものの繰り
返しも含まれる。具体的には、４（１）①で列挙したことに加えて、
・ 感染者の早い回復を願うこと
・ 感染者や関係者への叱責や、クラスター発生を不祥事のように扱うこ
とは、地域における早期収束や社会経済活動の足かせとなり得るため、
温かく見守ること
等を発信すべきである。
④ 「偏見・差別等の行為は許さない」メッセージや応援メッセージの発出
今回ヒアリングを実施した立正大学淞南高等学校の事例では、文部科学大
臣や島根県知事、松江市長が、感染症への誤解に基づく非難は許されないと
の趣旨のメッセージを出し続けたことは、差別的な言動への抑止力になると
実感したとの報告があった。
また、今回、地方自治体が医療従事者等に対して応援メッセージを募集・公
表する取組みや、職能団体が著名人による医療従事者等への応援メッセージ
を募集・公表する取組みが行われた。
このように、クラスター発生時に、行政のトップ自らが、SNS を含む様々な
媒体により、差別的な言動は許さない旨や感染者が不当に重い責任を負わさ
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れるべきではない旨のメッセージを発信すること、様々な主体が応援のメッ
セージを発することは、差別的な言動の防止のためにも大きな意義がある。
（３）謝辞及び WG の今後の役割
本 WG では、関係者等からのヒアリング等によって把握した偏見・差別等の
行為に関する実態、そこから考察できる論点、及び今後、国や地方自治体、関
係団体・NPO 等が取組みを進めるに当たって踏まえるべきポイントや提言に
ついての取りまとめを行った。
今回の取りまとめに当たって、ヒアリングに御協力いただいたインターネ
ットメディア協会、相模原中央病院、公益社団法人日本看護協会、公益社団
法人全国老人福祉施設協議会、日本弁護士連合会及び立正大学淞南高等学校
の皆様、全国調査を行っていただいた全国知事会の皆さま、意見書等の提出
をいただいた特定非営利活動法人 akta、認定特定非営利活動法人ぷれいす東
京、特定非営利活動法人アフリカ日本協議会、一般社団法人日本新聞協会及
び一般社団法人日本民間放送連盟の皆様に心から御礼を申し上げたい。
今後は、適宜、本 WG を開催し、引き続き、ヒアリング等を通じた実態把握
や分析を行うとともに、求めに応じて、関係府省や地方自治体等の施策や取
組みについて、本 WG またはその構成員である専門家等が助言・支援等を行っ
ていくこととしたい。

５．終わりに
感染したということ自体を非難し、責めるという行為は、それ自体がその人
に責任を問うことのできない行為を非難することになるばかりでなく、自分の
症状に疑いをもつ人、あるいは濃厚接触者などが、学校や職場、地域で非難に
さらされることを恐れて検査を受けなかったり、症状が重篤化するまで受診し
ないという対応を呼び起こし、その結果かえって社会に感染が広まるという本
末転倒の事態を招く。このことが社会全体ではっきりと認識されなければなら
ない。
まして、医療従事者やその家族に対する差別的な言動は、この感染症と最前
線で戦っている人々の士気を削ぐだけでなく、保育園を利用できないなどの理
由で職場から離れざるを得なくなる人を増加させ、医療現場の厳しい状況をさ
らに悪化させるのである。この感染症との戦いにおいて、私たちが最も恐れな
ければならないのは、医療崩壊なのであるから、このような事態の発生を許し
てはならない。
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私たちがなすべきなのは、感染してしまった人を非難したり糾弾することは
無益であるばかりでなく有害であることをしっかりと認識することである。そ
のような認識を社会共通のものとすることができれば、検査陽性者や感染者は
余計な心配をせずに治療に専念でき、快復した人は地域社会に快く迎えられる
ようになるであろう。リスクを引き受けてこのウイルスと格闘している医療従
事者をはじめ、社会機能を維持する職業の人々も、差別的な言動によって足を
引っ張られることなく、誇りを持ってその業務に全力を尽くせるようになるで
あろう。
加えて、医師や保健所の判断よりも厳格に人を休ませたり、遠ざけたりする
行為や、過度な消毒を求める行為なども、差別的な言動の遠因になりうること
も知っておくべきである。
私たちは、いつ、症状を呈するか、検査で陽性になるか、感染者や濃厚接触
者になるかはわからない。家族・親族や親しい友人などの間でも、互いが持っ
ているリスク情報を確認しあい、対話をしておくことが重要である。
ともにウイルスの脅威に晒されながらも、手を取り合ってその克服を目指す
連帯感に満ちた温かい社会こそ我々が求めるべき社会であり、それこそが、こ
の時代の新しい生き方なのではなかろうか。

以上
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偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループの開催について
2020 年９月１日
１

趣旨
〇 現状、新型コロナウイルス感染症を巡って、以下のような課題が指摘され
ている。
・ 感染者、濃厚接触者、医療・介護従事者等、更にはその家族に対する偏
見、差別や感染リスクが高いと考えられる業種や事業者への心ない攻撃な
どが問題となっている。これらについての実態把握や、これを踏まえた相
談や啓発などが求められている。
・ 感染者等に関する情報が公開された結果、まん延防止に資する範囲を超
えて、個人のプライバシーの侵害に当たるおそれがある場合が生じている
との指摘がある。感染者や濃厚接触者が安心して積極的疫学調査に協力で
き、自治体間の情報共有・連携も促進できるような、「信頼の連鎖」の構
築が必要となっている。
〇 上記について検討するため、新型インフルエンザ等対策有識者会議新型
コロナウイルス感染症対策分科会の下で、
「偏見・差別とプライバシーに関
するワーキンググループ」を開催する。

２

３

具体的な進め方等
〇 上記のような感染者等及びこれらの家族等に対する偏見・差別、心ない
加害行為等に関する実態把握や関係者（感染者・回復者や感染者が発生し
た飲食店など）のヒアリングを実施する。
〇 それらを参考に、相談窓口や国民向けの啓発の在り方（相談窓口の更な
る活用方法や国・自治体からの普及啓発に向けたアプローチなど）につい
て議論を行って報告書を取りまとめ、分科会に報告・公表するとともに自
治体や相談窓口、企業、マスメディアなどの積極的な取り組みにつなげる。
構成員（別紙のとおり）

４

事務局
厚生労働省、法務省及び文部科学省の協力の下に、内閣官房新型コロナウイ
ルス感染症対策推進室で行う。
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（別紙）

「偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ」
【構成員】
◎中山 ひとみ 霞が関総合法律事務所弁護士
〇武藤 香織

東京大学医科学研究所

石田

昭浩

日本労働組合総連合会副事務局長

押谷

仁

鈴木

英敬

吉田

奨

松原

洋子

立命館大学副学長

山本

龍彦

慶應義塾大学大学院法務研究科教授

東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授
三重県知事
セーファーインターネット協会専務理事

◎:座長
〇:副座長
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偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ
検討経緯

第１回（令和２年９月１日）
・新型コロナウイルス感染症等の感染症に起因する偏見・差別
の現状と対応
①偏見・差別に対する考え方
②実態・取組の事例
③今後の検討に向けて
第２回（令和２年９月 24 日）
・報道や SNS 等における偏見・差別や誹謗中傷に係る取組や課
題等に関するヒアリング
・偏見・差別の解消に向けた自治体における取組
第３回（令和２年 10 月 16 日）
・関係団体における実態及び取組等に関するヒアリング
・自治体における実態及び取組等に関するヒアリング
・関係省庁における取組等について
第４回（令和２年 11 月６日）
・ワーキンググループにおけるこれまでの議論のとりまとめに
ついて

- 29 -
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（資料４）全国知事会調査関係資料（第３回ワーキンググループ
鈴木委員提出資料）
・・・・・・・・・・・・・Ｐ59
（資料５）法務省の人権擁護機関における人権相談等の取組につ
いて（第３回ワーキンググループ法務省提出資
料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ78
（資料６）新型コロナウイルス関連の“差別”について（第３回
ワーキンググループ文部科学省提出資料）
・・・Ｐ87

関係法令及び専門家会議における提言等 資料１
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）（抄）
（基本的人権の尊重）
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合におい
て、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を
実施するため必要最小限のものでなければならない。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和２年３月28日（令和２年５月25日変更）（抄）
三

新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項

①

政府は、以下のような、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びかけ

（１）情報提供・共有

を行い、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応をお願いする。

・感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対策に携わった方々に対する誤解や偏
見に基づく差別を行わないことの呼びかけ。

（６）その他重要な留意事項

１）人権への配慮、社会課題への対応等
①

新型コロナウイルス感染症への感染は誰にでも生じ得るものであり、感染状況に関する情報が特定の個人や

地域にネガティブなイメージを生まないようにすることが極めて重要である。特に、患者・感染者、その家族
や治療・対策に携わった方々等の人権が侵害されている事案が見られていることから、こうした事態が生じな
いよう政府は適切に取り組む。

②政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援やいじめ防止等の必要な取組を実施する。
③

政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものと

④

政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が風評被害を受けないよう、国民への普及啓

するとともに、女性や障害者などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。
発等、必要な取組を実施する。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（抄）
＜2020年3月19日＞

２．市民と事業者の皆様へ

（２）感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について感染者、濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や
治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されません。誰

もが感染者、濃厚接触者になりうる状況であることを受け止めてください。 報道関係者におかれましては、
個人情報保護と公衆衛生対策の観点から特段の配慮をお願いします。 感染症対策に取り組む医療従事者が、
差別等されることのないよう、市民等は高い意識を持つことが求められます。
＜2020年４月22日＞

（３）偏見と差別について
〇

医療機関や高齢者福祉施設等で、大規模な施設内感染事例が発生し、医療・福祉従事者等に対する偏見や差

別が広がっている。こうした影響が、医療・福祉従事者本人のみならず、その家族に対しても及び、子どもの
通園・通学を拒まれる事例も生じている。また、物流など社会機能の維持に必須とされる職業に従事する人々

に対しても、同様の事例がみられる。さらに、こうした風潮の中で、新型コロナウイルス感染症に感染した著
〇

名人などが、「謝罪」を行う事例もみられる。

こうした偏見や差別は、感染者やその家族の日常生活を困難にするだけでなく、・感染者やその家族に過度

な不安や恐怖を抱かせること・感染した事実を表面化させることについて、本人が躊躇したり、周囲の者から

咎められたりする事態に及び、そのために周囲への感染の報告や検知を遅らせ、それによって更なる感染の拡
大につながりかねないこと・医療・福祉従事者などの社会を支える人々のモチベーションを下げ、休職や離職
を助長し、医療崩壊や、物流の停止などといった極めて大きな問題につながりかねないことなどの事態を生む
おそれがある。
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関係法令及び専門家会議における提言等
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（抄）
＜2020年5月1日＞

５．今後求められる対応について

（７）社会的課題への対応について
〇

対策が長期化する中で、まん延防止を第一としつつ、社会経済活動との両立を図ることが課題となるため、

政府においては、長期的な対策の継続が市民生活や経済社会に与える影響という観点から必要な検討を行うべ

きである。また、並行して対応していかなければならない社会的課題にも目を配っていく必要がある。例えば、
以下のような課題に対応するため、感染拡大防止に配慮しつつ、適切な支援が提供されるよう必要な措置を講

じていくべきである。

・長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶者からの暴力や児童虐待
・営業自粛等による倒産、失業、自殺等

・感染者やその家族、医療従事者等に対する差別や風評被害

・社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家庭等の生活
・外出自粛等の下での高齢者等の健康維持・介護サービス確保

・亡くなられた方に対して尊厳を持ってお別れ、火葬等が行われるための適切な感染予防方法の周知
＜2020年5月4日＞

４．今後の行動変容に関する具体的な提言

（２）業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点
○

また、新型コロナウイルス感染症から回復した者が差別されるなどの人権侵害を受けることのないよう、円

滑な社会復帰のための十分な配慮が必要である。

＜2020年5月14日＞

５．社会経済活動と感染拡大防止の両立にあたっての基本的考えについて
（３）社会経済活動と感染拡大防止の両立を阻む偏見と差別について
〇

感染者に関する報道を通じて、SNS やインターネット上で、個人や家族、勤務先等を追跡・特定され、嫌が

らせを受ける事例が報告されている。また、感染から回復された方、その濃厚接触者だった方に対して、学校
や職場が理解を示さず、速やかな復帰ができない事例が報告されている。

〇

感染者等に対する偏見や差別は、絶対にあってはならないものであり、政府や地方公共団体は、悪質な偏見

や差別の撲滅に向け、疾患に対する正しい認識の周知に努めるとともに、人権が侵害されるような事態が生じ
ないよう適切に取り組むべきである。

＜2020年7月6日＞

感染者に関する偏見・差別とプライバシー
〇

感染者、濃厚接触者とその家族、医療・介護事業者に対する偏見や差別に関する実態とその原因が十分に把

握されていない。また、感染リスクが高いと考えられる業態や事業者への心ない攻撃も報道されている。有識
者や報道機関とも連携したうえで調査を実施し、相談窓口の普及ときめ細やかな啓発の実施が必要である。

〇

地方公共団体（都道府県、保健所設置市、特別区等）による感染者に関する情報のあり方が多様である。ま

ん延の防止に資する範囲を超えて、個人のプライバシーの侵害あるいは容易に個人を特定しうる内容となって
いる場合がある。感染者や濃厚接触者が安心して積極的疫学調査に協力でき、さらに地方公共団体間での情報
共有と連携を促進できるようにするため、「信頼の連鎖」を構築できるような取り組みが不可欠である。
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関係法令及び専門家会議における提言等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114 号）（抄）
（国及び地方公共団体の責務）
第三条

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報

の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材
の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ
適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。こ

の場合において、国及び地方公共

団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
２・３

（略）

（国民の責務）
第四条

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等

の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

（情報の公表）
第十六条

厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報

について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必
要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
２

前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

（協力の要請）
第十六条の二

厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急

の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当
該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対
し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。

感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（平成11年厚生省告示第115号）（抄）
第一

感染症の予防の推進の基本的な方向

一・二
三

（略）

人権の尊重
１

感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本とする観点から、患者の個人の意思や人権を尊重し、一人一人
が安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、入院の措置がとられた場合には早期に社会に復
帰できるような環境の整備に努めるべきである。

２

感染症に関する個人情報の保護には十分留意すべきである。また、感染症に対する差別や偏見の解消のため、報
道機関に協力を求めることを含め、あらゆる機会を通じて正しい知識の普及啓発に努めるべきである。

四

（略）

五

国及び地方公共団体の果たすべき役割
１

国及び地方公共団体は、施策の実施に当たり、地域の特性に配慮しつつ、相互に連携して、感染症の発生の予防
及びまん延の防止のための施策を講ずるとともに、正しい知識の普及、情報の収集及び分析並びに公表、研究の推
進、人材の養成及び資質の向上並びに確保、迅速かつ正確な検査体制の整備並びに社会福祉等の関連施策との有機
的な連携に配慮した医療提供体制の整備等の感染症対策に必要な基盤を整備する責務を負う。この場合、国及び地
方公共団体は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する国際的動向を踏まえるとともに、感染
症の患者等の人権を尊重することが重要である。

２～４
六

（略）

国民の果たすべき役割
国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。また、感染症
の患者等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわないようにしなければならない。

第二～第八

（略）
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関係法令及び専門家会議における提言等
感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（平成11年厚生省告示第115号）（抄）
第九

感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項

一

感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する基本的な考え方
国及び地方公共団体においては適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うことが、医師等においては患者等への
十分な説明と同意に基づいた医療を提供することが、国民においては感染症について正しい知識を持ち、自らが予防
するとともに、患者等が差別を受けることがないよう配慮していくことが重要である。さらに、国及び地方公共団体
は、感染症のまん延の防止のための措置を行うに当たっては、人権を尊重することが必要である。

二

国における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する方策
１

国は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面において、患者等への差別や偏見の排除、予防についての正
しい知識の定着等のため、パンフレット等の作成、キャンペーンや各種研修の実施、教材の作成、感染症にかかっ
た児童生徒等の再登校、感染症の患者の円滑な職場参加のための取組等の必要な施策を講じる。例えば、感染症に
関する啓発及び知識の普及を図っていく上で、学校や職場を活用することが効果的かつ効率的であるため、関係省
庁である厚生労働省及び文部科学省が連携を図りながら、必要な施策を講ずることが重要である。特に、学校教育
の場における感染症や予防接種に関する正しい知識の普及が求められる。

２
３

国は患者に関する情報の流出防止のため、関係職員に対する研修、医療機関に対する注意喚起等を講ずる。
国は特に総合的に予防のための施策を推進する必要がある感染症について、指針を作成した上で、これらの周知
を図ることとする。また、これらの指針については、定期的に見直すこととする。

三

地方公共団体における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重のための方策
地方公共団体は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面において、患者等への差別や偏見の排除等のため、国
に準じた施策を講ずるとともに、相談機能の充実等住民に身近なサービスを充実することが重要である。特に、保健
所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症についての情報提供、相談等を行うことが重要である。

四

感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重のためのその他の方策
１

患者等のプライバシーを保護するため、国及び都道府県等は、医師が都道府県知事等へ感染症患者に関する届出
を行った場合には、状況に応じて、患者等へ当該届出の事実等を通知するように努めるよう徹底を図ることが重要
である。

２

報道機関においては、常時、的確な情報を提供することが重要であるが、感染症に関し、誤った情報や不適当な
報道がなされたときには、速やかにその訂正がなされるように、国及び都道府県等は、報道機関との連携を平常時
から密接に行う等の体制整備を図ることが重要である。

五

関係各機関との連携
国の行政機関間、国及び地方公共団体間、地方公共団体間等における密接な連携のため、定期会議の開催等が行われ
ることが重要である。

六

予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において地域の実情に即した知識の普及及び感染症の患者等の人権の尊重のための施策に関する事項につい
て定めるに当たっては、一から五までの事項を踏まえるとともに、特に、次に掲げる事項について規定することが望
ましい。
１

患者等への差別や偏見の排除及び感染症についての正しい知識の普及に関する事項

２

患者情報の流出防止等のための具体的方策に関する事項

３

感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重のための都道府県等における関係部局の
連携方策に関する事項

４

国、他の都道府県等、医師会等の医療関係団体、報道機関等の関係各機関との連携方策に関する事項
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事

務

連

絡

令和２年２月２７日

都道府県
各 保健所設置市

衛生主管部（局） 御中

特 別 区

厚生労働省健康局結核感染症課

一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以
下「感染症法」という。
）に基づく一類感染症が国内で発生した場合には、当該感染症の発
生状況等に関する情報を公表することとなるところ、当該情報を公表する際の基本的な考
え方（以下「基本方針」という。
）を取りまとめましたので、お知らせします。
貴職におかれましては、一類感染症患者が発生した場合の情報の公表にあたっては、基本
方針を踏まえた対応に留意いただきますようお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症を含め感染症法上の一類感染症以外の感染症（二類感染
症等）に関わる情報公表についても、厚生労働省では、基本方針を踏まえ、疾患の特徴や重
篤性等を鑑みてプレスリリースを発出しているところですが、貴職におかれましても、基本
方針を参考にしつつ、引き続き適切な情報公表に努めるようお願いいたします。
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・感染推定地域：国、都市名
・滞在日数
・感染源と思われる接触の有無

・入院した医療機関の都道府県
・症状と容態 ・治療法

感染源との接触歴等
（基本方針２（２））

医療機関への受診・
入院後の状況
（基本方針１）

感染者の行動歴
（国外・国内）

感染者の行動歴
（国外）

・医療機関名

・氏名
・国籍
・基礎疾患 ・職業
・居住している市区町村

・医療機関名：原則として入院後は、基本的に他者への感染がないた
め、公表する必要はない。ただし、医療機関での行動に基づき、感染拡
大のリスクが生じ、不特定多数の者に迅速な注意喚起が必要な場合に
は、公表を行う場合もある。

・同行者：状況把握ができているため公表しない。

感染源を明らかにし（感染推定地域および感染源との接
触の有無を発信）、国民にリスクを認知してもらう。

他者に感染させ得る時期以前の
旅程・行動歴
（基本方針２（３））

・ 訪問理由
・ 同行者の有無

■感染者の感染予防対策の有無
■公衆衛生上の対策が必要な場合の呼びかけ（例：○○電車に乗車していた人で、発熱等の
症状が出た場合は、最寄りの保健所に問い合わせてください。）

（例：おう吐等はなく、他者が体液に暴露される機会はなく、他者への感染のリスクは低い。）

【他者に感染させる可能性がある時期以降＋感染者に接触した可能性のある者を把握できて
他者に感染させ得る時期以降の渡航
いない場合】（基本方針２（３）②）
旅程は公表する。
■公共交通機関に関する情報
・飛行機（座席位置）：発症していたが、検疫に
・飛行機（便名・座席位置）、船舶（船名、部屋）。
申し出なかった等により、追跡調査が必要に
・電車（駅、路線、時刻）、バス（駅、路線、時刻）
なった場合は公表する。
■その他不特定多数と接する場所 （例：スーパー名）
■他者に感染させうる行動・接触の有無

【他者に感染させる可能性がある時期以降＋感染者に接触した可能性のある者を把握で
きている場合】（基本方針２（３）①）
■公共交通機関に関する情報：飛行機（便名）、船舶（船名）。
■公衆衛生上実施している対策（例：飛行機の乗客○人について健康監視実施中）

他者に感染させる可能性がある時期以降の旅程（基本方針２（３））
■訪問国、滞在日数
■日本入国（帰国）日、発着地

参考

• 居住国：国籍では一時的な旅行者か居住者かわからないため。
• 基礎疾患：基礎疾患との関係性が判明していないため
• 職業：感染源との接触機会が多い等の場合（例：医療従事者）には、
公表を検討する。
• 居住している市区町村：市区町村が公表する場合は国も併せて公表
する可能性がある。

個人が特定されないように配慮する。

他者に感染させ得る時期等や公衆衛生上の対策状況による事項
補足・留意事項
（公表しない情報）
（公表する情報）

・居住国
・年代
・性別
・居住している都道府県
・発症日時

感染者情報
（基本方針１）

（公表しない情報）

他者への感染経路：
主な感染源：
他者に感染させ得る時期：

一類感染症患者発生に関する公表基準

（公表する情報）

病原体：
当該感染症の基本的情報
潜伏期間：
（基本方針２（１））
致死率：
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別添
一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針
趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以
下「感染症法」という。）に基づく一類感染症（以下「感染症」という。
）が国内で発生した
場合は、厚生労働省が当該感染症の発生状況等に関する情報を公表するところ、当該情報を
公表する際の基本的な考え方（以下「基本方針」という。）を取りまとめることとする。
なお、同時期において同一の感染症の発生数が著しく増加した場合等の対応については、
この限りでない。
基本方針
１

公表の目的について

感染症のまん延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限
にするためには、感染症の発生状況等に関する情報を積極的に公表する必要がある。
なお、当該情報の公表に当たっては、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じない
ように、個人情報の保護に留意しなければならない。
２

公表する情報について
原則として、以下の情報を公表することとする（詳細は別添のとおり）
。
（１）感染症に関する基本的な情報
感染症の種類によってその特徴が異なることから、病原体の潜伏期間や感染経
路、主な感染源等、当該感染症に関する基本的な情報を提供する。これらの情報を
発信することにより、当該感染症をまん延させないための適切な行動等を個人がと
れるようにする。
（２）感染源との接触歴に関わる情報
感染者の推定感染地域及び感染源との接触の有無等に関する情報を提供する。こ
れらの情報を発信することにより、当該地域への渡航者に対する注意喚起に資する
と考える。
（３）感染者の行動歴等の情報
感染者が他者に当該感染症を感染させる可能性がある時期の行動歴等の情報につ
いては、感染症のまん延防止のために必要な範囲で公表する必要がある。
他方、他者に当該感染症を感染させる可能性がない時期の行動歴等については、感
染症のまん延防止に資するものではないことから、公表する必要はない。
したがって、感染者が他者に当該感染症を感染させる可能性がある時期の行動歴等
について、以下のとおり公表を行うこととする。なお、公表に当たっては、公表によ
る社会的な影響についても十分に配慮し、誤った情報が広まることのないように丁寧
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な説明に努めることとする。
①

感染者に接触した可能性のある者を把握できている場合＊
公衆衛生上の対策に関する情報について公表することとする。

（＊）検疫所や保健所において健康監視や健康観察対象者を把握できている場合

②

感染者に接触した可能性のある者を把握できていない場合

当該感染症の感染経路（接触感染、飛沫感染又は空気感染等）等に鑑みて、感染者
と接触した可能性のある者を把握するため及び感染症をまん延させないための適切
な行動等を個人がとれるようにするために必要な情報を公表することとする。
また、その際には誤った情報が広まることのないように、感染者の症状、他者へ
感染させる可能性がある接触の有無等の正確な情報を発信することとする。
３

公表時期について
原則として、疑似症患者が発生した段階（国立感染症研究所に検体が到着した時点）で、

速やかに厚生労働省ホームページへの掲載、記者会見等を通じて公表を行う。公表の際に
は、公表内容について事前に自治体や関係省庁等と情報共有を行う。ただし、疑似症患者
のうち、他者に感染させる可能性がある時期の患者（疑似症患者を含む）の体液等及び患
者が発生している地域において感染を媒介する生物等との接触歴がない者については、感
染症にかかっている蓋然性が低いため、疑似症患者が発生した段階ではなく、国立感染症
研究所の検査により当該感染症にかかっていることが確定した段階で公表を行うことと
する。
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事

務

連

絡

令和２年３月１日
都道府県
各 保健所設置市

衛生主管部（局） 御中

特 別 区

厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者について死亡後に感染が
判明した場合における情報の公表について（周知）
（令和２年２月
「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」
26 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）において、新型コロナウイルス感染症等に
関わる情報公表についても、左記の基本方針に従って適切な情報公表のお願いをしたとこ
ろですが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者について、死亡後に感染が
判明した事例が生じました。
基本方針では、感染症の感染が疑われる者について死亡後に感染が判明した場合につい
ても同様の取扱いとなっておりますので、改めて基本方針の内容について御了知の上、引き
続き適切な情報公表に努めるようお願いいたします。
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事

務

連

絡

令和２年７月２８日

都道府県
各

保健所設置市

衛生主管部（局） 御中

特 別 区

厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について
（補足）

新型コロナウイルス感染症に関する情報の公表については、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 16 条
を踏まえ、
「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方
針」
（令和２年２月 27 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡。以下「基
本方針」という。
）をとりまとめるとともに、基本方針を参考にしつつ適切な情
報の公表に努めていただくよう依頼しているところです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るため、保健所が、積極的疫
学調査等において収集した情報に基づいて感染した要因について分析し、その
内容を公表することにより必要な感染防止策がとられるようにしていくことは
重要であり、今般、改めて次の内容について補足し、周知することといたします。
記
基本方針においては、感染者に接触した可能性のある者を把握できていない
場合に、感染者と接触した可能性のある者を把握するため及び感染症をまん延
させないための適切な行動等を個人がとれるようにするため、
「不特定多数と接
する場所の名称」
、
「他者に感染させうる行動・接触の有無」等を公表すること等
をお示ししているところ、当該公表については次のとおりの取扱いであるので、
御了知いただけますようにお願いします。
・当該公表は、場所の名称を公表する場合を含め、関係者の同意を必要とするも
のではないこと。なお、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないよう
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に、個人情報の保護に留意する必要があること。
・感染の要因が、業種別で作成されているガイドラインに掲載しているような感
染防止策を適切に講じていなかったことと考えられる場合には、不十分だっ
た対応を具体的に公表することで、感染防止策の徹底につなげていくことが
できること。
（別添）一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針
（令和２年２月 27 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）
（参考１）新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者について 死亡後に感
染が判明した場合における情報の公表について（周知）
（令和２年３月１日付
け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）
（参考２）飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組（令和２年
７月 28 日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室取りまとめ）
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資料２
差別事例に関するＱ＆Ａ
Ｑ１ 新型コロナウイルスに関連して、不当な差別として問題になる事例には、どのような
ものがありますか。
Ａ

典型的なものは、検査で陽性となった人や、感染したのではないかと疑われた人に対
して「菌をばらまくな」
「地域から出ていけ」など、その人の人格の尊厳を傷付け、人
権を侵害する不当な発言がなされることです。また、単に感染が多発している地域から
来たとか、職場で感染者が出たというだけで、入店拒否や施設の利用拒否がなされるこ
ともあります。感染者の検査や治療に献身している医療従事者に対しても、このような
発言や利用拒否がなされることもあり、さらにその家族であるというだけで、保育園等
の利用拒否などの不当な取扱いがなされる例もあります。
お店や会社に感染者が出ると、何か落ち度があったはずだと決めつけて誹謗中傷さ
れることもあり、あるいは全くその事実がないのに感染者が出たというデマが流され
ることもあります。
このような個人や事業者に対する不当な発言は、ＳＮＳ等を通じてなされることが
あり、それがさらにネットで拡散されて、被害の拡大を招いていることも少なくありま
せん。
また、勤務先において、感染したことにより解雇や労働条件の変更をされたり、ハラ
スメントを受けるという事案もみられます。
これらの行為は、相手の人格や名誉を傷つける行為です。たとえ感染しているのが事
実であっても、それを公にする行為は名誉毀損等に該当し、損害賠償や刑事告訴等、民
事上・刑事上の責任が生じることがあります。

Ｑ２

新型コロナウイルスに感染したことが分かった直後から、なぜかＳＮＳで自分の名

前と感染前の行動とともに「コロナ感染者は罰を受けるべき」と書かれた内容が投稿さ
れ拡散しています。どうすればいいのでしょうか。
Ａ

このような投稿は個人の名前や行動が開示されている点でプライバシーを侵害する
行為であり、感染者を特定し不特定多数の人に見られる状態にしている点で名誉毀損
に該当する行為です。なお、名誉毀損は、「公共性がある」「公益目的がある」「真実で
ある又は真実と信じたことに相当性が認められる」という３つの要件をすべて満たし
た場合に違法性がないとされますが、このような投稿は通常「公共性」「公益目的」が
認められませんので、投稿の内容が真実であったとしても名誉毀損が成立します。
プライバシーの侵害や名誉毀損は民事上の損害賠償の対象になります。また、刑事上
の名誉毀損罪（３年以下の懲役若しくは禁固又は５０万円以下の罰金）の対象になりま
す。
このような被害を受けた方は、投稿先の管理者等に削除要請を行い、投稿者に対して
1
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損害賠償請求を行うことや、警察に相談し被害届や告訴を行うことが考えられます。
Ｑ３ 感染の事実が発覚した翌日、何者かによって自宅に石が投げられ、窓ガラスが割られ
ました。どこに相談すればいいでしょうか。
Ａ

故意に人の物を壊した場合、器物損壊罪（３年以下の懲役又は３０万円以下の罰金若
しくは科料）に該当します。警察に相談し被害届や告訴を行うとよいでしょう。この場
合、被害者は、加害者に対して損害賠償請求を行うこともできます。

Ｑ４ 夫は医療従事者です。先日、近所の喫茶店を利用しようとしたところ、しばらく来な
いで欲しいと言われました。また、子どもは学校で「コロナがうつるから近寄るな」と
言われたそうです。どこに相談すればいいでしょうか。
Ａ

医療従事者や家族が乗車拒否やお店の利用拒否にあったり、保育園等の通園を拒否
されたり、学校でいじめを受けるなどの事例が報告されています。このような差別は名
誉毀損や人格権侵害、あるいは不当な差別的取扱いとして損害賠償の対象になります。
相談先としては、現に起きている差別を解消することに加え、それぞれの場所での理
解や周知も必要になると思いますので、最寄りの自治体や法務局に相談することが考
えられます。
医療従事者や家族に対する差別に関しては、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染
症に立ち向かっている医療従事者へのご理解と応援をお願いします」や「医療従事者等
の子どもに対する保育所等における新型コロナウイルスへの対応について」を、学校で
のいじめに関しては、文部科学省の「新型コロナウイルス感染症を理由とした差別や偏
見などでつらい思いをしたら」も参考にしてください。

Ｑ５

飲食店を経営しています。当店を利用したお客様が新型コロナウイルスに感染した

と聞きました。今日お店に来てみたところ、入口に「感染者が出ました。当店を利用し
ないでください。
」という貼り紙が何者かによって貼られていました。どうしたらいい
でしょうか。
Ａ

事業者や法人に対しても名誉毀損は成立します。このような貼り紙は不特定多数の
人に対しお店の評価を傷つけるような表示をする行為であり、「公共性」等は認められ
ないといえるため、名誉毀損が成立します。なお、ＳＮＳで同様の投稿を行うことも、
名誉毀損に該当します。
警察に相談して被害届や告訴を行うことや、貼り紙を貼った人に対して損害賠償を
請求することが考えられます。

Ｑ６ 勤務先で「孫に会うため東京に行く」と伝えたところ、社長から「そのような非常識
な人間はクビだ」と言われ、東京から帰ってきて出勤すると、上司や同僚から無視され

2

13

たり「信じられない」と言われました。さらに今月の勤務表から名前が削除されていま
した。どこに相談すればいいでしょうか。
Ａ

社長や上司等の発言や、上司等が無視をすることは職場内のハラスメント（嫌がらせ）
に該当します。また、会社が勤務表から名前を削除したことは不当な労働条件の変更に
あたります。労働者に対してこのようなハラスメントや差別的な言動が生じないよう
に、会社は職場環境を整える必要があります。
不当な労働上の扱いやハラスメントを受けた場合、会社等に対し損害賠償を請求す
ることができます。
また、このような場合、社内又は外部の相談窓口に相談をしたり、都道府県労働局の
個別労働紛争解決制度（労働相談、助言・指導、あっせん）を利用することが考えられ
ます。

3
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ࢃࡏࢆࡋࠊዎ⣙ࡋ࡚ᴗົࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊࢥࣟࢼឤᰁ㜵Ṇࡢࡓࡵ
Ꮫࡀఇᴗせㄳࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊࡉࡽፉࡶⓎ⇕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽฟࢆ
᥍࠼ࡓ࠸㐃⤡ࡍࡿࠊ♫ഃࡽ↓㈐௵ࡔⓎ⇕ࡣბࡔࢁ࠺࡞ᭀゝࢆྤ
ࢀࡓࠋࡶ࠺ࡑࡢ♫ࡵࡿពᛮࡶ࡞࠸ࡀࡇゝ࠼ࡤࡼ࠸ࠋ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ



᫂

ෆᐜ
㈍



㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ṇ♫ဨ

ࣃࣞࣝ

ᴗ

✀

༺࣭ᑠᴗ

ࣃ࡛ࣞࣝỈ╔ࡢ㈍ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࢥࣟࢼࡢᙳ㡪࡛࣐ࢫࢡࡢ╔⏝ࢆồࡵࡽࢀࡓࡀࠊ
⫙ࣞࣝࢠ࣮ࡀ࠶ࡿࡓࡵ╔⏝࡛ࡁ࡞࠸᪨ࢆఏ࠼ࠊᡭᣦࡢᾘẘ➼⣽ᚰࡢὀពࢆᡶ࠺
⏦ࡋฟࡓࡀࠊཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸ࠋඖࠎࣃ࣡ࣁࣛẼ㉁ࡢ࠶ࡿ⫋ሙ࡛ࠊࡇࢀ௨እࡶ
ᵝࠎ࡞ࣃ࣡ࣁࣛࡀ࠶ࡿࠋ

㹈㹒㹓㹁㸫㹐㹃㹌㹅㹍
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᪥ᮏປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ 㐃ྜ ᐤࡏࡽࢀࡓ┦ㄯ ೫ぢ࣭ᕪูࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ

㸴㸯ṓ

ෆᐜ
ᗑ

ဨ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ዎ⣙♫ဨ

ᑠᴗ

ᴗ

✀

༺࣭ᑠᴗ

ࢥࣟࢼࡀᚰ㓄ࡔࡗࡓࡅࠊ⣽ᚰࡢὀពࢆᡶ࠸㸲㸱㸲ึᏞࡢᐑཧࡾ㜰ࡲ࡛
⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ฟⓎ๓ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࣛࣥࠕẼࢆࡅ࡚⾜ࡗ࡚ࡁ࡚ࡡࠖゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࠊ
ฟඛ࡛ࢥࣟࢼឤᰁ⪅ࡀฟࡓࡇࢆࡁࡗࡅࠊࠕఱᨾࡇࢇ࡞ᮇฟࡅࡓࠖ࡞
௰㛫ࡢែᗘࡀ୍ኚࡋࡓࠋ
ᗑ㛗ࡽࡣ㐌㛫⛬ᗘఇࡵᣦ♧ࡉࢀࡓࡀࠊḞᢅ࠸࡞ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᛧࡃ࡚㐣྾ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡶฟ♫ฟ᮶ࡑ࠺ࡶ࡞࠸ࠋ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ዪ

ᛶ

㸳㸮௦

་⒪ົ

ṇ♫ဨ

ᴗෆᐜ

ᴗ

✀

་⒪࣭⚟♴ᴗ

ጜࡣ㒔ෆ㝔㸦㝔ෆឤᰁࡢ࠶ࡗࡓ㝔㸧࡛ὴ㐵♫ဨࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࠋእ᮶࢝ࣝ
ࢸ➼ࡢᩚ⌮ᴗົࠋ⚾ࡣಶே㛤ᴗ་ࡢ་⒪ົࢆᖺṇ♫ဨ࡛ാ࠸࡚࠸࡚ࠊඛ᭶་㝔
㛗ࡽ࠾ጜࡉࢇࡢᑵᴗඛ௦࠼ࡽࢀ࡞࠸ཱྀ㢌࡛ゝࢃࢀࡓࠋ
㝔㛗ࡣఱࡢ㛵ಀࡶ࡞࠸ᐙ᪘ࡢ࡛ゝࢃࢀࡿ➽ྜ࠸ࡣ↓࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ་㝔㛗
ࡣᮏẼ࡛ゝࡗ࡚ࡃࡿࠋ㝔㛗ࡣ௨๓┳ㆤᖌࢆ㎡ࡵࡉࡏࡓࡶ࠶ࡾࠊᚋࡶࡗᙉࡃ
ゝࡗ࡚ࡃࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡢᵝᑐᛂࡍࢀࡤⰋ࠸ࠋ
㹈㹒㹓㹁㸫㹐㹃㹌㹅㹍
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᪥ᮏປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ 㐃ྜ ᐤࡏࡽࢀࡓ┦ㄯ ೫ぢ࣭ᕪูࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ዪ

ᛶ



᫂

ࢿࢵࢺࢩࣙࢵࣉ

ṇ♫ဨ

ᴗෆᐜ

ᴗ

✀

ᚤ⇕ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࡅ࣐ࢩ࡞ࡗࡓࡢ࡛ฟࡋࡓࡽㄢ㛗ࡀࢥࣟࢼࡶࢃࡽ࡞࠸
ࡽᖐࢀ㸟ゝࡗ࡚ࠊࡢேࠕᙜศࡢ㛫ఇࡴࡽࠖ࠸࠺ࡇࡀ᪤࿘▱ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
㝔⾜ࡗ࡚ࣞࣥࢺࢤࣥࡶࡗ࡚ኵゝࢃࢀࡓࠋ
ཎᅉࡣ࣭࣭࣭⏕⌮࡞ࡿ࠸ࡘࡶᚤ⇕ࡀฟࡿࠊ࡛ࡶࡑࢀࡣㄢ㛗㸦⏨ᛶ㸧ࡣゝ࠼
࡞࠸ࠋ ᖐࡗࡓࡾఇࡴῶ⤥࡞ࡿࡢ࡛ࡑࢀࡶ࢟ࢶࠋ
ࡶࣃ࣡ࣁࣛⓗ࡞ࡇࡶ࠶ࡿࡅ㎡ࡵࢀ࡞࠸ࠋ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ

㸵㸮௦

ෆᐜ
Ύ

ᤲ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮

Ύᤲᴗ

ᴗ

✀

ࢧ࣮ࣅࢫᴗ

㸯ᖺ๓Ύᤲࡢࣃ࣮ࢺ࡛ࢆጞࡵࡲࡋࡓࠋඛࡣ7Ꮫࡢ୰࡛ࠊࡢᴗ⪅ࡢே
ࡓࡕ୍⥴࡛ࡍࠋ⚾ࡣྠࡌ♫ࡢඛ㍮㸦㸴㸮ṓ㸧୍⥴ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏆࠸
࠺ࡕ⭠ࡢ᳨ᰝࢆࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊࡑࡢඛ㍮ヰࢆࡋࡓࡇࢁࠊࠕࢥࣟࢼ࢘ࣝ
ࢫࡿࡽ⚾㏆ᐤࡿ࡞ࠖࠕ⚾ࡣ⾑ᅽࡀ㧗࠸ࡽ࠺ࡘࡗࡓࡽṚࢇ࡛ࡋࡲ
࠺ࠖ࡞ኌ࡛ᛣ㬆ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆࡢᴗ⪅ࡽὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ேࡓࡕࡢ⪥ࡶධࡗࡓࡽࡀࡸࡾ࡙ࡽࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᚰ㓄࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠋ
㹈㹒㹓㹁㸫㹐㹃㹌㹅㹍
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᪥ᮏປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ 㐃ྜ ᐤࡏࡽࢀࡓ┦ㄯ ೫ぢ࣭ᕪูࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ



᫂

ෆᐜ


ົ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮

ᴗ

✀



᫂

ኵࡢධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿ㝔ࢥࣟࢼឤᰁ⪅ࡀධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡇ࡛ࠊ⮬ศࡢാ࠸࡚࠸ࡿ♫ࡽఇࡴࡼ࠺ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋఇࡲ࡞࠸࠸ࡅ
࡞࠸ࡢ㸽
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ

㸱㸮௦

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ㆤኈ

ṇ♫ဨ

ᴗෆᐜ


ㆤ

ᴗ

✀

་⒪࣭⚟♴

ẕፉ࡛ඛ᭶㸦㸰᭶㸯㸮᪥㸧ภ㤋᪉㠃ࢆ᪑⾜ࡋࡓࠋᖐࡗ࡚ࡽፉࡀ㸱㸶㸪㸳ᗘࡢ㧗
⇕ࢆฟࡋ㝔ࢆཷデࡋࢆఇࢇࡔࠋタഃࡽ᪂ᆺࢥࣟࢼࡢ࠸ࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸲᪥
㛫ฟṆࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢᚋ⇕ࡶୗࡀࡾ་ᖌࡽࡶ᪂ᆺࢥࣟࢼࡢᚰ㓄ࡣ࡞
࠸ࡢデ᩿ࢆཷࡅ࡚ࠊ᫂᪥ࡽ㏻ᖖ㏻ࡾฟࡢணᐃ࡛࠸ࡓࡇࢁࠊタࡽ㸳᪥㛫
ࡣ㜵ㆤ᭹ࢆ╔⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ㐃⤡ࡀධࡗࡓࠋ୍ேࡔࡅ㜵ㆤ᭹╔⏝ࡣ࠶ࡽࡠ≀㆟
ࢆࡧࡑ࠺࡛ፉࡶᝎࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࣃ࣡ࣁࣛヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ

㹈㹒㹓㹁㸫㹐㹃㹌㹅㹍
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᪥ᮏປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ 㐃ྜ ᐤࡏࡽࢀࡓ┦ㄯ ೫ぢ࣭ᕪูࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ዪ

ᛶ

㸲㸮௦

ಶே㝔

ࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮

ᴗෆᐜ

ᴗ

✀

་⒪࣭⚟♴

་㝔࡛ാ࠸࡚ࡿ⪅࡛ࡍࡀࠊඛ᭶ࠊ୰⳹⾤⾜ࡁࠊࢥࣟࢼᢅ࠸ࡉࢀࠊฟṆ࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡗ࡚ࠊࣃ࣡ࣁࣛࡌࡷ࡞࠸ࢇ࡛ࡍ㸽
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

⏨

ᛶ

㸯㸮௦

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ࣝࣂࢺ

ࢥࣥࣅࢽ

ᴗ

✀

༺࣭ᑠᴗ

᭶᪥᪩ᮅࠊᐙᗞෆ࡛ࢥࣟࢼ࠸ࡢᐙ᪘ࡀⓎ⏕ࡋࠊ3&5᳨ᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡞ࡗࡓⅭࠋᐙ᪘ࡣ
እฟ⚗Ṇ࡞ࡾࠊྛ⫋ሙࡸᏛᰯ㐃⤡ࡋࡓࠋ᭶᪥㛫ࡢⅬ࡛ࡣົඛࢥࣥࣅࢽ࡛ࡣ㸰㐌㛫
ฟṆࡉࢀࡓࠋЍ⣡ᚓࡋࡓࠋ᭶᪥3&5᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡀฟ࡚㝜ᛶࠋࡑࡢࢥࣟࢼ࠸ࡢ㛗
ዪࡣ㌟㐀ᙳ&7᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊ⫵ᙳࡶ࡞ࡃࠊ⫶⭠⅖デ᩿ࡉࢀࢥࣟࢼࡢྍ⬟ᛶࡣ㸮་ᖌࡽ
࿌ࡆࡽࢀ୍⯡Ჷධ㝔ࡋࡓࠋࢥࣟࢼࡢྍ⬟ᛶࡀ㸮࡞ࡗࡓⅭົඛࢥࣥࣅࢽ㟁ヰࢆࡋࡓࡀࠊ
࠙ᜥᏊࡀࡲࡔࢥࣟࢼឤᰁࡋ࡚࠸ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊ₯అᮇ㛫ࡀ࠶ࡿࡽ㸯㐌㛫ࡣఇࡵࠋࡢே
ឤᰁࡋࡓࡽࡇࢃ࠸ࠊ࠾ᗑࡶࡸࡗ࡚࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࠚゝࢃࢀࡓࠋ࠙ྍ⬟ᛶࡣ࡞࠸་ᖌࡀุ
᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡼࠋࠚゝࡗ࡚ࡶ㡹࡞࠙ࡢⓎ⇕ࡋࡓࣝࣂࢺࡶᖹ⇕࡞ࡗ࡚ࡽࢺ࣮
ࢱࣝ㸰㐌㛫ఇࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋЍ㸦ࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢᏊࡣ᳨ᰝࡶࡋ࡚࡞ࡃࠊࢥࣟࢼࡢ࠸ࡀᣔ࠼࡞
ࡗࡓ㸧㏫ࢠࣞࡍࡿពࡀࢃࡽ࡞࠸ࠋṓࡢನࡀࢃࡿࡢࠊࡇࢇ࡞⌧ሙࢆΰࡉࢀ࡚㏞
ᝨࢆࡅ࡚࠸ࡓࡢࡑࢀࡣ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠚゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ㸶᭶ࡢࢩࣇࢺࡀඛ⛬ฟ᮶ୖࡀࡗ
ࡓࠋᣏぢࡍࡿ㐌㸱᪥ࡲ࡛ാࡅ࡚࠸ࡓࢩࣇࢺࡀࠊ᭶㸲᪥ࡋධࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᜥᏊࡣྠ
ࢳ࢙࣮ࣥࡢࢥࣥࣅࢽ㸰ᗑ⯒࡛ࢲࣈ࣮ࣝ࣡ࢡࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᗑ⯒ࡔࡅࡀࡇࡢᑐᛂ࡛࠶ࡾࠊ࡛ࡣ
࣒࢝ࡘࡃࡽࠊࢥࣟࢼࡀࡇࢃ࠸ࡽࢩࣇࢺࢆධࢀ࡞࠸ゝ࠺࡛ࡋࡓࠋ
㹈㹒㹓㹁㸫㹐㹃㹌㹅㹍
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᪥ᮏປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ 㐃ྜ ᐤࡏࡽࢀࡓ┦ㄯ ೫ぢ࣭ᕪูࠊࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ዪ

ᛶ

㸲㸮௦

ㆤ⚟♴ኈ

ࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮

ᴗෆᐜ


ㆤ

ᴗ

✀

་⒪࣭⚟♴

⚾ࡣㆤタ࡛ㆤ⚟♴ኈࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ༙᭶⛬๓ࠊᅜྛᆅ࡛ࢥࣟࢼࡀ
ᣑࡋጞࡵࠊ⥭ᛴែᐉゝ࠾࡞ࡌ࣮ࣝࣝࡀࡧࡁࡲࡾࡲࡋࡓࠋෆᐜࡣࠊᮏேࠊ
ᐙ᪘ࡀ┴እฟࡓࡽ㸰㐌㛫♫ࢆఇࡴࡇࠋ┴እఫࢇ࡛࠸ࡿᐙ᪘ࡸぶᡉࡀ᮶ࡓࡽࠊ
㸰㐌㛫ఇࡴࡇࠋ⥭ᛴែᐉゝᚋࠊேࡢ࡛┴እฟᙇࡀ㛤ࡉࢀࠊࡦ᭶」
ᩘ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࡢࡓࡧ㸰㐌㛫ఇࡵ͐࡞ࡿ㸯ࣨ᭶௨ୖ⚾ࡣ⾜ࡅࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊ
♫ࡽ⚾ࡢఇᴗ⿵ൾࡢヰࡣࡢࡇࢁ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᐙ᪘ࡀ┴እ࡛ࡓࡔࡅ࡛ 
࡛ ฟṆ࡞ࡿࠊࢇࡇࡢ♫࡛ാࡅ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸࡛
ࡋࡻ࠺㸽
ͤ௨ୗࠊ┦ㄯෆᐜͤ ඛ᪥ࠊ♫⮬Ꮿᚅᶵ㸰㐌㛫ᚋࠊࡘࡲࡾࠊ᪥┠ࡽฟ
ࡋ࡚ࡼ࠸ࡢࡓࡎࡡࡓࡇࢁࠊࠕࢆࡾࡓ࠸ࡽ᪥┠ࡢᵝᏊࢆࡳ࡚Ỵࡵࡲ
ࡋࡻ࠺ࠖゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ࡞ࡢ࡛ࠊࡁࡗࡾ㸰㐌㛫⤒㐣ࡋ≧࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡲࡔᵝᏊ
ࢆࡳࡓ࠸ࡽࠊฟࡀ࠸ࡘ࡞ࡿࢃࡽ࡞࠸≧ែ࡛ࡍࠋ┴እࠊ┴ෆၥࢃࡎ࠸ࡘ
ࡇ࡛ࢥࣟࢼ࡞ࡿࢃࡽ࡞࠸≧ែ࡛ࠊ┴እ⾜ࡗࡓྠᒃ⪅ࡀ࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡇࡇࡲ
࡛ᖐ㛫ࢆせࡍࡿࠊࡲࡓࠕࡶ࠺♫᮶ࡿ࡞ࠖゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛㸰㐌㛫
⤒㐣ࡋࡓᚋࡢ♫ࡢᑐᛂᝎࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋㆤタ࡞ࡢ࡛⚄⤒㉁࡞ࡿẼᣢࡕࡶࢃ
ࡾࡲࡍࡀ͐㸰㐌㛫ࢆ㉺࠼࡚ࠊ≧࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡉࡽఇࡳࢆᙉไࡋ࡚ࡁࡓሙྜࡶ
⏝⪅ࡣ♫ࡢᣦ♧ᚑࢃ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽ᏳࡢⅭࠊ᪉࡞࠸ࡢ࡛
ࡋࡻ࠺ࠋ
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ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ

㸱㸮௦

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ࣝࣂࢺ

࣮ࣜࢫ࣭㈍

ᴗ

✀

༺࣭ᑠᴗ

♫࡛ฟࡢ᳨ ࡛Υ௨ୖࡢⓎ⇕ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ♫ࡢᣦ♧࡛ᖐᏯࡋࠊ
㝔ཷデࡋ࡚ᵝࠎ࡞᳨ᰝࢆཷࡅ࡚࡚㝜ᛶࠊ㹎㹁㹐᳨ᰝࡶ㸰ᅇཷࡅ࡚㝜ᛶ࡛ド᫂᭩
ࡶᥦฟࡋࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶࠊတⓎ⇕ࡢཎᅉࡣศࡽࡎࡌࡲ࠸ࠋࡑࡢᚋࡋࡤࡽࡃတ⇕
ࡀࡲࡽ࡞ࡃ࡚ࠊఱᗘࡶ㝔ࡅྜ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ㝔ࡶཷࡅධࢀᣄྰࡉ
ࢀ࡚ࠊཎᅉ᫂ࡢࡲࡲ⮬Ꮿ⒪㣴ࢆ⥆ࡅࡲࡋࡓࠋ⇕ࡀᗘ௨ୗ࡞ࡗ࡚ࡶࠕᖹ⇕ࡼ
ࡾ㧗ࡃ࡚ࠊတࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿࡽࠖฟࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡎࠊ㞠⏝ዎ⣙ᮇ㛫ࢆኚ᭦ࡉࢀ
ࡓࡾࠊ᭶ศࡢົ⾲ࡽྡ๓ࢆ๐㝖ࡉࢀࠊ་ᖌࡶデ᩿ᅔࡿࡋࡓ≧ែ࡛
ࠕ⏘ᴗ་ཷデࡋ࡚ࠊၥ㢟ࡀ࡞࠸࠸࠺ド᫂ࢆࡶࡽࢃ࡞࠸ฟࡉࡏࡽࢀ࡞࠸ࠖ
ゝࢃࢀ⮬㈝࡛ཷデࡋࡲࡋࡓࠋ⤥ᩱࡶ㸲᭶ศࡣ㢠ᨭ⤥ゝࡗ࡚࠸ࡓࡢࠊ㎸㢠ࡣ
୍㒊↓᩿࡛ࢩࣇࢺࢆ࢝ࢵࢺࡋࠊ୍㒊㸴ࡢ㔠㢠࡛ࡋࡓࠋࢥࣟࢼࡀ࡞ࡅࢀࡤ᳨ ࡍࡽ
ࡋ࡞ࡃ࡚Ẽ࡞ࡃࠊ♫ഃࡶᬑẁࡣ┦ᡭࡋ࡞࠸⛬ᗘࡢⓎ⇕ࡽጞࡲࡾࠊ࠶ࡲࡾ
ࡶ⌮ᑾ࡞ࡇࡀከࡃ࡚⢭⚄ⓗཧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᩥ㠃ࡔࡅ࡛ࡣุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࡶ
ࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊປᇶ㐪ࠊࢥࣟࢼࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺᘬࡗࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࡣ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇ㸽
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ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ

㸯㸮௦

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ṇ♫ဨ

㣧㣗ᗑ

ᴗ

✀

㣧㣗ᗑ࣭ᐟἩᴗ

ࣃࣇ࢙ᑓ㛛ᗑ࡛ṇ♫ဨࡋ࡚㸳᭶ࡽാ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ᗑ࡛๓ẖ᪥య ࢆ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊయ㉁ⓗయ ࡀ㧗ࡵ࡞ࡢ࡛ࡼࡃᗘࢆ㉸࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ㝔
⾜ࡗ࡚ࢥࣟࢼࡢ᳨ᰝࢆࡋࡲࡋࡓࡀࠊ㝜ᛶ࡛ࡋࡓࠋ᥋ᐈࡍࡿࡢ࡛ࠊ⇕ࡀ࠶ࡿ࠾ᐈᵝ
ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡢே࠺ࡘࡍࠊゝࢃࢀ࡚ࠊᖐࡽࡉࢀࡲࡍࠋ㈐௵ឤࡀ࡞ࡉࡍ
ࡂ㈐ࡵࡽࢀࡲࡍࡀࠊ⮬ศ࡛ࡶ࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࡢࡲࡲ⇕࡛ఇࡲࡉࢀࡿ
ࢡࣅ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺㸽
ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ

㸰㸮௦

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮

་⒪ᶵჾ࣭་⸆ရ㈍

ᴗ

✀

༺࣭ᑠᴗ

ኵࡢㆤタ࡛ࣜࣁࣅࣜ᮶࡚࠸ࡿ᪉ࡀࢥࣟࢼឤᰁ࠸᳨࡛ᰝࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋኵࡢᢸᙜࡢ᪉࡛๓᪥ࡲ࡛ࣜࣁࣅࣜࡋ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋኵࡶ࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛⚾
ࡢ⫋ሙࡢୖྖ┦ㄯࡋࡓࡽ⤖ᯝࡀศࡿࡲ࡛⮬Ꮿᚅᶵࢆゝࢃࢀࡲࡋࡓࠋ⮬Ꮿᚅᶵ࡞
ࡢ࡛ࢥࣟࢼࡼࡿఇᴗᡭᙜ࡚ࡀฟࡿࡢ⪺࠸ࡓࡽᏊ౪ࡀ࠸࡞࠸ࡓࡵᑐ㇟እゝࢃࢀ
ࡲࡋࡓࠋ᭷ఇゝࢃࢀ࡚ࡶࡑࢇ࡞࡞࠸ࡓࡵᅔࡗ࡚࠸ࡲࡍ
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ᛶ

ู

ᖺ

㱋

ዪ

ᛶ

㸰㸮௦

ෆᐜ

㞠⏝ᙧែ

ᴗෆᐜ

ࣝࣂࢺ

Ἠタ

ᴗ

✀

ࢧ࣮ࣅࢫᴗ

᭶ࡽ⫋ሙ࡛ฟ᳨ ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㸲᭶ධࡾᗘ௨ୖ᭷ࢀࡤ
ୖ㛗㐃⤡ࡋ㏿ࡸᖐᏯࡍࡿࡀỴࡲࡾࡲࡋࡓࠋ㸲᭶㸳᪥ࡢົࡀ㸷༙㹼
ࡲ࡛ࡢົ࡛ࡋࡓࠋ⮬Ꮿࡢయ ィࡢ㟁ụࡀษࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢ᪥ࡣ⫋ሙ࡛ฟ㸯
␒᳨ ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡣᗘᚤ⇕࡛ࡋࡓࠋ࡛ࡍࡀࠊ≉ᛰឤࡶ࡞ࡃᴗົ
࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࠾㡭࡞ࡿ⇕ࡗࡱࡉࢆឤࡌᛕࡢⅭ᳨ ࡋࡲࡋࡓࠋ
᳨ ࡋࡓࡇࢁࠊᗘ࡞ࡗ࡚࠾ࡾୖ㛗㐃⤡ࢆࡍࡿศᚋࡶ࠺୍ᗘ᳨ ࢆ
ࡋ㐃⤡ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡾࠊᗘィࡾᗘୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛㐃⤡ࢆࡋᖐᏯࡍࡿ
ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᵝᏊࢆぢ࡚ḟᅇฟࢆぢ㏦ࡾࠊ㸷᪥㹎㹁㹐᳨ᰝࢆཷࡅ⤖ᯝࡣ㝜
ᛶ࡛ࡋࡓࠋ᪩㏥ࡋࡓ᪥ࢥࣟࢼࡢ࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ఇࡲࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓ᪥ࡢ࠾
⤥ᩱࡣࠊ㡬ࡅࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽ࡲࡓࠊࡓࡔࠊ⮬⢔ࡼࡾ࠾ᗑ⮬యࡀఇᴗࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࡀࠊఇᴗ୰ฟࡍࡿࡣࡎࡔࡗࡓ࠾⤥ᩱࡣࠊఇᴗ⿵ൾ࠸࠺ࡶࡢࡀ㐺ᛂࡉࢀฟࡿ
ࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽࠾ᛁࡋ࠸୰࡛ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊୖ㛗☜ㄆࡋ࡚ࡶࡣࡄࡽࡉࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠸͐⪺ࡃࡇࡀฟ᮶ࡲࡏࢇࠋ
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⫋ሙ࣭ປാ⤌ྜࡽᥦฟࡉࢀࡓពぢ
ࢺࣛࢵࢡࢻࣛࣂ࣮ࡶ࢚ࢵࢭࣥࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡋ࡚᪥ࠎࡢ⏕άࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊ┴እࢼࣥࣂ࣮ࡢࢺࣛࢵࢡࢻࣛࣂ࣮ᑐࡍࡿㄦㅫ୰യ࡞ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓ⾜Ⅽࡢ᧞⁛ྥࡅ࡚ᨻඪࡸᴗ⏺ᅋయࡶッ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ㐃ྜࡋ࡚
ࡶᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

࢚ࢵࢭࣥࢩ࣭࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᕪูᢚṆྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆᙉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁࡀᣑࡍࡿ୰ࠊ་⒪ᚑ⪅ࡸࣥࣇࣛᴗᦠࢃࡿ
ປാ⪅ࡢ㐣㔜ປാࠊឤᰁࣜࢫࢡ㞄ࡾྜࢃࡏࡢᴗົࠊᕪูࡸ೫ぢࡼࡿ⢭⚄ⓗࢫ
ࢺࣞࢫࡢቑࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
ឤᰁࡢᜍࢀࡸぢ࠼࡞࠸࢘ࣝࢫࡢᜍᛧࡽࠊ་⒪ᚑ⪅࡞ࡢ೫ぢࡀ⏕
ࡲࢀࠊᚰ↓࠸ゝⴥࡀᢞࡆࡘࡅࡽࢀࡿ࠸ࡗࡓࡇࡶ┦ḟࡂࡲࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ
ࢆ⫼ᬒࠊᐙ᪘ࡢឤᰁࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⮬Ꮿᖐࡿࡇࡍࡽ࡛ࡁࡎࠊ⮬ᐙ⏝㌴࡛ᐷ
Ἡࡲࡾࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇࡲ࡛⌧ሙࡽࡣ⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
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⍢ ߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␃ޥत⏱␣Чʍ⌊␡⏣ۑϦ۴␜⏵␆̼आ੧⏤␂؝ఐ⌊ᠥঘݻ
ڸ␣⏩ܕɾ⏤ओଷࡐ⌋
⍢ ࡐκ␆ʕ␃ڿஒവ␂⑀⌤⑄ҋ⌊⏜␂⏥⏿ܕਧఢൖയѿ⏭␤⏷␀⏜⏻⏷ۢ΄⏤ࡐ⏰⏾⏢␢⌊
ऴߠ␃⏜␖␤⏷␂␁⌊ࠇ␆ࠇࡐ␃ऻ⏥⏧˜ҭѨ␔⏯⏷ڸඟ␚ଷࡐ⌋
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⋾

৬ऩઍ

⎜

ϥ۴␀ʝ␆ڗϦ⏤ೀ␡⏣␃␂⏻⏾⏜⏷Ցમ␆ࣣநʷ␃⏢⏜⏾⌊Ϧ۴␆֤ࡴߢ۴⏿␇␂⏜⑄⑊
①⏤⌊␆␚␁ڔΪడʡ␜డʡ⏩ܕ␆ݨ␤ॹ␡␤⏷␢⌊ଅӢ۴⏤ߠ߈⏣␡ݎҼ৴ڡಿ⏰␡␤⏷␢⏯
⏷⌋⏫␤ږ⌊⏩ܕҡʡʉʯͥ␇⌊ږમ␆̸డʡ␜ݨഢই˶␂␁␆ࡷڞ␃त⏯⌊߱ԉ⑸␐␆त̔
⏿ݯড়ঀ⏯⌊த୷΄౫␆ڡവ࡙ۢ⌋⏷⏯ڞ

⎝

Ցમ␆݃ਮʝඁЯЈ⏤ߠʯ␃ۢ⌊⏤␚␁ڔ␆①⑊⑄⌊⏾⏜⏢␃⌤⑾⏷⏯ڞѷࡐ␃⌽⏢ࢦ␆⏢ర
⏭⌊நʷ⏿⏜⏾␣⏸␥⌋Ӊ⏜␂␛⏰␣⏧⏾⏻ڿ⌾␀ը␤⏷␀␆ͧ੨␜⌊ʉोҴ۴⏤நʷમ␆ਮՉ
␜ૻЮ௮␆ݦ൛␃ઽߡ␁␂␣⏜⏾⏯ۈத୷΄␆ͧ੨⏤Π⏭␤⏷⌋

⎞

߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␣␠␃ޥՑમநʷ␐␆˜ҭৄ␆؞ঘ⏿⌊நʷߠʯ⏤⌊ਧఢ␆ഛѿ⌊డʡ˶
ई˶ࡢݎ␆␐ېѿ⌊⑊⑂⌤␆߄۶ѿ␃࣮⏻⏷␀⏜⏞ͧ੨⏤⏚⏻⏷⌋
⏫␤⌊⏩ܕՑ⏿␇⌊൛ஆത⌎డʡ⌎֚ড়ЈԂ␆ڸҴ۴ॶढ⏯⌊ʝඁܼڸ۴੧␃त⏱␣␂؝
ఐ⌎ఔՓ⌎߮␂⏜ը␆౫⌊⏾⏜⏼␃ڡΘॶढ⌎ࢾʯ␐␆ঀܞৎࡴʅൈ⏯⏷⌋

⎟

⌽ʝඁܼڸ۴⏿⏚␣⏫␀൛␃⌊⌱࣠ॾ۴␆⌲ࠂમ␆ࣨх␐␆ٴදॹ␡␤⏷⌾␀␆࣠ॾ⏤У⏳␡␤⏷⌋

5

நʷ⏤֯ڸଷট⏯␠⏞␀⏯⏷␡Ҵ۴␃ॹ␡␤⏷⌋⏫␤␡␆ఔՓ؝ఐ␆ߌష␜ϥ۴␆Ѭࣳڸঀ⌊⏩ܕ
␇⌊л۴ͥՓ␃⏾ʝඁܼڸ۴␐␆ఔՓ␂⏧⏱␠⏞␃қ⏧ࣀ⏠⏷⌋

⍢ʝඁܼڸ۴␜⏵␆̼आ␃त⏯⏾⌊⏜⏰␙⌊ࡐκ␆ʕ␃ڿஒവ␂⑀⌤⑄␆ਃҍѿ⌊డʡ˶␐␆
ਾ˶ѿ⌊̷ٴ␆␐ڸךѿ੧␆؝ఐڸඟ⏤ࢪ⏿ओଷࡐ⌋
⍢ʝඁܼڸ۴̔˽⏱␣в˕␆ߖࡆ⌊ڸҴ۴ॶढ⌱൛ஆത⌎డʡ⌎֚ড়੧⌲␐␆⏥⏣⏩⌊ࠇՊ␐␆
ଅ൴␃Ј⏱␣ҡʡ੧␆қ̱⏤ஒവ⌋
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⋾
⎜

৬ऩઍ
ܶॶϦ⏤ଷࡐ⏯⏷۲ͥ⌊␡⏣ࡷڞڥ⌽֠ண֍⌊␡⏲⏷⏜␆␐ࡷڞਲ਼ෝ⏤10Թ⌊ߠࡷڞʯ␆̼आ
␃त⏱␣Ϧଷࡐ␃Ј⏱␣Әߌਲ਼ෝ⎜Թ⌊ঁʠܹಱ⏣␡ࡺೀͥ⏯␂⏜␆⏣␀⏜⏞ਲ਼ෝ⎜Թ⏤⏚⏻⏷⌋⌾␀
⏜⏞ష⌊⏩ܕ␤⏫⌋⏷⏻⏚⏤Ց०͑␇⌊ঁʠܹಱ֦⏩␆ࡺೀ⑦⌤⑫⑥⌤⑃੧κയ⏯⏾␂␀⏫⏞ך
␁ݳը⏯⏷⌋⌱␆␐⑃⌤⑥⑫⌤⑦␇ࡷڞԑـѨ␋ঁʠܹಱ␐␆ͧൕ␃␠␣ߌషਃҍۢ⌲ڞ

⎝

⎷⎲⎷␃⌽Ϧգ␆ਧ⌾⌽⑸ϥ۴⏤⏜⏾⏜␣⌾⌽⑸ϥ۴⏤⏹У⏻⏷ਧ⌾␂␁␆⏥ݯ␗⏤⏭␤
⏷␀⏜⏞࣠ॾ⏤⏚⏻⏷⌋

⎞

ԣ٣ϡ␇એ৺ओ␆Ցಱ␀ࡴߢ⏱␣ߠ␆⏷␙⌊ԣ٣ϡ⏣␡␆Ϧɺ⌊⏣⏾⏯ڭ⌽⏫␆ۀЬ␃
κ⌱֚ড়܈ਉ␢⌊ͧݢോ੧⌲␇ஒവ␂␆⏣⌾੧␆ോ⏤⏚⏻⏷⌋

⎟

⎠

⎟Ը߁⌊ݚϦΚऻঁʠ␃̓⏿ڸڇെ⏱␣˕࣭Ҵ⌱⑆⑾⑂⑮⑶⑺⌤⌤⌲␆డ֖۴␃त⏯⌊Ϊׁ⏤⌊
ڻ⌎ࡐ␆ॄۋनЯവ࡙⏯⏷⌋⏫␤␃त⏯⌊Ҽಳࢀ␆ͥ۲⏤⌽ߠҴ؝ఐ␃⏼␂⏤␢⏣␅␂⏜⌾␀Ϊׁ␀
ږҡʉ␃Փͦ⏞␠⏱ۈѯ␙⏷⌋
Ցಱ⏣␡⌊⌽҅ൡ⑴⏿ਗ਼Ҍ⌊ऻى੧␃⌊⏤⏸␆⏧ך۲મ⏿ந՞Ӊɯ⏜⏭␤␣⌋ළР␃࣠ॾ⏯⏾۲
␐টʍ⏯⏾␚␡⏻⏷⏤⌊એ৺␆ࠇІ⏤ੌࢾ⏿⌊⑭⑴⑶⑴⑄⑬⑾⌋⏜␂␙ڡವ⏤⏸ߑޥPCRՉ
⏾⏩ܕ؞ವۢೀ⏯⏷⏜⌋⌾␀␆ਲ਼ෝ࣠ॾ⏤⏚⏻⏷⌋ ⏫␤␃त⏯⌊ږা␆ࠇՊ०͑␚⏯⏧␇ృಳҵ
␃࣠ॾϛ␙⏷⌋

⍢ Ϧ۴⏤ଷࡐ⌎ൖയ⏯⏷␜ࡷڞਧఢ੧␃⏢⏜⏾த୷΄␜⏜⏳त̔⌊⑩␃Ә൴⏱␣
ڸඟ⏤ओ⏚⏻⏷⌋
⍢ એ৺ओ␆ࠇ␀ࡴ⏱␣⌊␖⏷␇Ցҙց⏨␀⏜⏻⏷Ҵಳ⏞ךు⌡␐␆⌽ߠҴ␃त⏱␣ఔՓ⌾⏤
ଷࡐ⌋
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⋾
⎜

⎝

⎞

⎟

⎠

͞ᙸȷࠀКƷܱ७ ᳸Ⴤ˰נٳᎍሁƴݣƢǔʙ̊᳸
৬ऩઍ
ඕՑ␆ܹكՑમऻΪ␃ড়⏞␆␚␁ڔࠀ⏣␡␆࣠ॾ⌋⏢ಁ␃⏤␚␁ڔаަ⏯⌊ٖૈՑમ␆⌤␃
ೡ⏻⏷␀⏫␥⌊դЈ␃ࡐ൏⏤⏪⏼⏩␡␤⌊Ξ⏤⌊⏠⏞⏷⏜⏾⏻␈␡ٸഗజ␆⏩ܕঘ␃ࡐ൏⏤⏼␎⏯⏾
൪⏯⏿⏚⏻⏷⌋⑸␃ЈԂ⏱␣Ճ⏤␡⏳⏸␀␃⏭̼ऻ⌊␤␡⏠דോ⏱␣␀⌊ۋ௰⏿त̔⏱␣␠⏞ը
␤⌊␃̤ټോ⏯⏷␀⏫␥⌊ԣ٣␃ോ⏯⏾⏢⏧␀ը␤⏷⌋
Ϧ൪␃ঁךѽܹ⏱␣࣠ॾ۴⏤⌊Ό␆ܹكږൺࠀॄ␃аަ⏯␠⏞␀⏯⏷⌊␃فൺࠀ⏤ൖയ⏯⏾⏜␣௧
␆֖ͤడՙڸҴ␡⏣ݨ⌽аަ⏯⏷␡⑀⌤⑄ঘ␣⏱ڡ⌾␆ڟଷը⌋⏷⏩ܕ
⏫␤⌊⏩ܕΌ␆ږ०͑␇⌊ږમ␆֖ͤడՙڸ⌎ࡷڞҴ␃ݨत⏯⌊ ␜␘ઌ␂⏜␢␠␃ߌڸՑ␆
̼आ੧␀␆ࡴߢ⏤⏚⏻⏷߈⌊␚⏿Ϧэ⏜␜ଷ੧␆⏤ߑޥವ⏜߈ܻ⌊␇␃௰␂Ϧ౫ڡतٚ
⌊⏠⏞⏷⏻ךൖയ۴␃त⏯⏾ஒവ␂֖ͤ⑀⌤⑄ԛइਘ␃ਃҍ⏱␣␆ڟড়ঀଷ⌋⏷⏯ݎ
⌽⌿
␆ߠ߈⏤Ϧ۴⏤Π⏭␤⏷ঁʠ␃⏚␣⍀␀⏜⏞⏫␀൛␃؝ఐ⏫⌋⏷⏻␂␃ڸڇ⌊⏩ܕ
⏞⏜⏞⏫␀⏤⏚␣␀⏜⏞⏫␀ঀ⏻⏾⏢⏜⏾ഽ⏯⏜⌋⌾␀⏜⏞࣠ॾ⏤У⏳␡␤⏷⌋⏫␤␃त⏯⏾⌊࣠ॾ۴␃त⏯
⏾␆ব␂ԃীѨ␋У␢ਨ⏻⏷त̔⌊ֳష␃␠␣ԛइਘ␂Ԇଷ੧ծ␋⏣⏩ۢ⌋⏷⏯ڞ

ऒՑ⏣␡ਬҼ␃␠␢ඝො՝10Ը⏣␡౾Ց␃ܹ⏿⏜␣⏤⌊ঘΪࡐ␀ފΪࡐ␆␚␁ڔॕ⏤⌽⑸Ց⌾
␀ը␤␣␂␁⏜⏰␙␡␤⏷␢⌊Ց⑾⌤␆۶Փ⏾⌽Ё֟⌊␃␆␂ۋՑ⏣␡̳⏯␃െ⏷␆⏸⌾␀
ը␤⏷␢⏯⏷⌋
Ϧ۴⏤ओ⏧ଷࡐ⏯⏷␡⏣ږඕࡴ⌤⑨⑄␆ږҡۜ␃ড়⏻⏾⏜⏷␀⏫␥⌊ඕࡴ␆ږడ֖۴⏣␡␆Әߌ⏿
ড়⏠␂⏧␂⏻⏾⏯␖⏻⏷⌱9Ը⌲⌋

⍢ Ցܹك۴␜Ց⑾⌤۶ݨഋ۴੧␃त⏯⏾␚⌊ఔՓ⌎؝ఐը⌊⑀⌤⑄␆ൖയѿ⌊⏜⏰␙⌊
␂ͦփڸඟ੧⏤Π⏭␤⏾⏜␣⌋
⍢ ʤՑમ⏿⏚⏻⏾␚⌊Ϧ⏤Π⏭␤⏷ঁʠ␃त⏱␣ఔՓ⌎؝ఐ⏤ࡐ⏰⌊ঁʠІ␆௰ॹ␀ᢵᣓ⏤
ࡐ␖␤⏾⏜␣⌋
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⋾
⎜
⎝

͞ᙸȷࠀКƷܱ७ ᳸ǤȳǿȸȍȃȈɥƷɧᢘЏƳƖᡂǈƷʙ̊᳸
৬ऩઍ
߁␃ۢಾ␖⏿֠ண⏭␤⏾ᠥঘ̼⌊⏩ܕݻआ⏤⏜␖␤⏾⏜␣⌱̼आ␆ѽܹঁݨϹ⏱␣డ
Լݨড়⏰⏾࣠ॾ⏤⏚⏻⏷␚␆⌲⌋⍁⎬⎴߁␃␇֠ண⍂
⎷⎲⎷߁⏿⌊Ϧ۴⏤ଷࡐ⏯⏷⑄⑨⌤ҡۜ␆̷ٴ۴⏤ড়⏞Ϊׁಾ␜۬߹⌊௧␆Ϧ۴⏤ଷࡐ⏯⏷␀
⏜⏞મത⏤Κ⏞⏜␀␣⏜⏾␤⏭ٸਲ਼ෝോ⏤⏚␢⌊Π⏣␂ߌష␃⏭␤␂⏜␠⏞␃ච␂त̔⏱␣
␠⏞ʅൈ⏯⏷⌋

⎞

ऴʷ⏯⏷ϥ۴␃Ј⏯⌊⎷⎲⎷߁⏿ۋ٨⏯⏷␀⑩⏤⌱⌊␙⏷⏷⏻ͧݎՑ␆⌲ఐԹ⏿␆л۴ͥՓ␆␃ف৺
⏯⏷⌋

⎟

ږમ⏿Ϧ۴⏤Π⏭␤⌊֠ண⏭␤⏷ߌష⏣␡Ϧ۴␀␇ࢪ⏧ЈԂ␆␂⏜ు⏤Ϧ۴⏿⏚␣␀⏜⏞֕⏻
⏷ߌష⏤⑾⑊⌤߁␆ԑۈୌ੧⏿Κ˜␆⏵⌊␤⏭ٸҭ␃␠␢⏵␆ు⏤˚␘ނਧ␐␆െѠ⏤ऻ␃
ൌ⏹⏸⌋

⎠

Ϧ۴౾ࠇ␆൷ͦઌ⏾⌊ךථʤ֠ண⏯⏷␀⏫␥⌊SNS⏿ᠥঘࠀ⌊␡⏣␀⏫⏷␤⏭ݻआ⏣␡ך
ථٓ␀⏜⏯␓⏾⏯ݺʅൈ⏤⏚⏻⏷⌋
SNS⏿ᠥঘ⌊֍␆⏵⌊␡⏣␀⏫⏷␤⏭ݻᠥঘ⏷⏩ܕݻϦ۴␆ࠀआ⏿ഹࡅ␃␂⏻⏷ϥ۴␇⌽డԼ
␚̳␇␃ݨෝ⏯⏷⏧␂⏜⌾␀ךථෝ⏱⏫␀␜֠ணѿ⏸⌋
⏫␤⏩ܕడԼ֠⌊␇ݨண⏯⏾⏜␣ךථ␆ٓݺՑ०͑␃ʅൈ⌊ഹࡅ۴␆⑬⑾⑊⑶ۢ⌋⏷⏯ڞ
⍁⎬⎴߁␃␇֠ண⍂

⍢ ⑾⑊⌤߁⏿ۢಾ␜۬߹⏤Κ⌊␤⏭ٸϦ۴␜ЈԂ۴⏤ఔՓ⌎؝ఐ␃Ә⏯⏸ڸඟ⏤࣠ہ
⏜⏿ଷࡐ⌋␖⏷⌊␇␀ۢڸʓ␂␣ߌష⏤൪ு⏯⌊த୷΄␃␠␢˚Ҵ⏤؈ઽ␀␂␣ڸඟ␚⏚⏻⏷⌋
⍢ ᠥঘ␃ݻӘ⏯␘ړ␆⏷␢␃⏯⏷Ϧ۴⏤⌊ߌషਃҍѿ␘ڸඟ␚⏚␢⌊Ϧ౫␃ڡஒവ
␂ߌష␆ਃҍ⏤؈ઽ␀␂␣⏫␀␜⌊⏠ֻࠁܕ੧⏤Ն⏭␤␣⌋
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⋾
⎜
⎝

⎞

⎟

⎠

⎡

⎢

͞ᙸȷࠀКƷܱ७ ᳸ƦƷ˂ཎᇿƢǂƖʙ̊ ᳸
৬ऩઍ
࣠ॾ۴౾ࠇ␃␇Ϧࠀ⌊⏤⏜␂␇ۢڸआ␆൹␂␁⏤Ϧ⏯⏷⏫␀␜߱ԉ⑸⏤ଷࡐ⏯⏷ਧ␤
⏷⏫␀␂␁൛␃ۘ⌎ᠥঘͥ⌊⏠⏞⏷⏩ܕݻ۲⏣␡ѧҴಿ⏰␡␤⏷⌋⌱௧Թ࣠ॾ⏚␢⌲
⎣Ը̰߱␃ݚԉ⑸⑶⑄Ϧ⏤ޥ൪␣⏜⏾⏯ךՑ␃4ଛ5ૈ␆̼आ൵⌊␥⏫␀⏷⏯ך൵␡⏣ך
а⏻⏷֍⌊Ϧ⌊⏲␡⏣⏣␚␃⏜␂⏤ߑޥ␆ޥӍ␆ݨ۴⏣␡Ϧ۴␀Բ␙⏼⏩␡␤⏷੧␆ᠥঘݻ
⏤␚␁ڔ⌊␢⏷⏩ܕড়⏞Ϊׁ␆డ֖۴⏣␡␚␁ڔড়Ϊ⏭⏳⏾⏜␣⏫␀␃Ј⏱␣Әߌ⌊⏷␖⌋⏷⏯␢⏷⏩ܕ
ߠ߈⌱֖ͤߠ⌲⏣␡␇2ܳІڸڇѧ␘␠⏞ը␤⏷⌋
⎣Ըಘ␃Ց␐൵␀⏫⏧ך␃ךరܞ␃ࢦڸ␃␚␀ڔʇ␃ෝ⏯⏾⏜⏷␀⏫␥⌊␇␚␁ڔഅ⏸⏹⏣␡␙␡
␤⌊రࠀ␇ߠ߈␜␆␚␁ڔഅ⏸⏹␆రࠀ⏣␡␙␡␤⏷⌋⏧␁␊␇␡⏣␢ܞը␤⏷⏤⌊డԼߠ␆ݨʯ␃
␇ඡ␖⏭␤⏷⌋
⑩⑄⏯⏾ɳҸ֥␃Ў␗␂⏤␡⏜௮⏯⏾⏜⏷␀⏫␥⌊֕⏻⏾ʳ␗⏿⏯␖⏜⌊⏫⏿⏯␖⏻⏷⌋֍
␥⏣␡⌊ෑா⏤⏜⏣⏩⏾⏥⏾⌊⌽⏢␖⏠⌊⑸␃⏣⏣⏻⏾␣⏸␥⏞⌒⌱⏯⏾⌲Κ⌒⌒⏤⏞␥⏸␣⏾⏯ٸ⌾␀⌊
␆ँ⌤⑾⑲⑂⌊␤⏭ۘ⏧ᢐ␃␎⏼⏩␡␤⏷⌋
߱ԉ⑸⑶⑄␃Ј⏯⏾␃ࠇत⏯؝ఐਘ␂ਫ␢⏷⏯ڨਧఢ␃⏼⏜⏾⌊Ց␀ॾ࣠⏿⑶⌤⑬␃ږ
⏤У⏳␡␤⏷⌋⏵␆֍⌊␆⏵␡⏣ږਧఢ␃त⏯؝ఐ␜ఔՓݳ⏱␣̸૧ࡅ␃⏼⏜⏾ࡺೀ⏯⌊൛ͦઌ␣
⏫␀⏤⏿⏥⏷⌋
Ցમ␆ފΪׁ␃⏢⏜⏾⌊డ֖۴⏤ʝඁܼڸ۴␆̷΄ڻ⏤⌊̼৽⏿⌽⑸⌾⌽⏞⏼␣⌾␂␁␆ըള
⏜⏾͕ஸ␃େ̔⏱␣␠⏞␃␂␢⌊ۋ௰␃Ӎ⏜⏷ڻ␃त⏯⏾⌽⑸⌱Ӊ⌲⏤⏞⏼␣⏣␡ߢ␡␂⏜⏿⌾␀
ը⏻⏷␀⏜⏞⏜⏰␙Π⏯⏷⌋⏫␤⌊⏩ܕΪׁ⏿⌊Ϊѷ०␃␠␣̷΄ڻ␐␆լఐ␀ښΪѷ⏿␆ښ
␜̷΄ڻ␀୷΄ڻ␐␆̼৽ ⌋⏷⏻ך⍁⎬⎴߁␃␇֠ண⍂
߱ԉ⑸⑶⑄␆˜ҭЅ␗ͥ۲⏤ࡷ৺⏯⏷ढ̭ऀ৺␃␠␣ѧ̿܈ઌРڿ⌊␙⏷␆ݞந␃␠␢ః
⏤ॾ࣠⏜ר۴␇⏿ॄۋඁഺ⏯␂⏩␤␈␂␡␂⏜⏫␀␚⏚⏻⏷⌋⏵␆⏷␙⌊ढ̭ऀ৺⑄⑷⑄␃Ϧ⏰⏾⏢␢⌊
␖⏷߁␀␂␣⏱ݎ␡⏣ڌը␤␣␂␁␆Ճ⏤␡⏳␚⏤ॾ࣠⏞⏜␀␣⏜⏾⏩ܕУ⏳␡␤⏷⌋

⍢ Ϧ␚␃⏜␂⏤ۢڸЈ␡⏲⌊ךථ੧␃␠⏻⏾؝ఐڸ⏷⏩ܕඟ␜ࠇ੧त␀⏯⏷؝ఐ
␂␁⏭␖⏮␖␂ڸඟ⏤ଷࡐ⌋
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Წ.

ႻᛩᆸӝƷᚨፗཞඞ
ࡷ␆֥࣡ॾ࣠⏩֦ࠇঈ

ఔՓ⌎؝ఐ␃Ј⏱␣࣠ॾ֥࣡ࡷঈߑң

⎞۴Іড়κയ⏯␂⏤␡ࡐκ࣠ॾ␀␀␚␃⌊ఔՓ⌎؝ఐڸඟ
␃त⏱␣࣠ॾ␃␚त̔⌋
ખՑ␃ܹ␘␆␙⏷␆ࠇ
߱ԉ⑸⑶⑄࣠ॾ⑦⑴⑾

ਝ઼
21%

␗␜⏦⌤⑊⑾⑆ॾ࣠ࠇ
ओը֔⏤␂⏣⌤⑊⑾⑆˽ڛ

ФՑ⌤⑊⑾⑆ॾ࣠ࠇܹك

قn=10ك

␗⏠⌱⌤⑊⑾⑆⌤⑨⑀ॾ࣠ࠇMieCo⌲

␊␟⏞⏬ओ̱Ғࡐࣣ⌤⑊⑾⑆ॾ࣠

ਝ઼खथःॊ
79%

ڻࡐ֦⏩࣠ॾ֥࣡␆ࡷঈ

قn=37ك
⍭⌽ತࡷঈ⌾␀ͧ੨⏯⏷ۃۋढ
␃⏢⏜⏾␚࣠ॾ␃␇त̔

⍢Ыऌ␆ࠇՊ࣠ॾ֥࣡␃⏢⏜⏾⌊߱ԉ⑸
⑶⑄Ϧ␃ޥнʰ⏱␣ఔՓ⌎؝ఐ࣠ॾܕ
⏩⏩⏾⏜␣ۃۋढ⏤ओ⏧⌊10Ց⏿␇ࢄയ
࣠ॾ֥࣡ࡷঈ⌋
⍢ۃۋढ␃␠⏻⏾⌊⌊֥࣡ॾ࣠␆⏩֦ࠇ
ృൣ࣠ॾ⌊ڻࡐ֦⏩␆࣠ॾ֥࣡ࡷঈ⌋

ߺબࢆՑ⌊೮Ց⌊ФՑ⌊ఀճՑ⌊ઍՑ⌊ɞՑ੧␃⏢⏜⏾
ڻ⌎ࡐ֦⏩␃߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␃ޥнʰ⏱␣࣠ॾܕ
⏩⏩⏾⏜␣⌋
⌽ڻࡐ੧␆⏷␙␆߱ԉ⑸؝ఐ⌎ఔՓ੧࣠ॾࢄ
೮Ց യ⑯⑶⌾ࡷঈ⏯⌊ڻࡐ␜డ֖۴␆࣠ॾܕ⌋
Ց␆߱ԉ⑸ᠥঘ␚␀֥࣡ॾ࣠΄୷ݻԒ⌋

ృൣ࣠ॾ֥࣡␆ࡷঈ
ਗ਼Ҍੂ

ਗ਼ҌੂࠇՊ③⑴⑁␃⏢⏜⏾⌊ృൣਘ␂ݳը␀⏫⏞ך
ਘ␀⏯⏾ట֖⏩ܕॾ࣠⏤ڐ⏩⏾⏜␣⌋

Ҍੂூ

Ҍੂږట֖⌱ͥڐҌੂூ⑵⌤⑶⑷⑄⑰⌤श⌲⏤ࠇՊ
ߩ΄⏭␤⏷ు␃ڌృਘѭصঘ߮␃⑄⏱␣⌋

ઍՑ

⏚⏜␕⌤␀ઍ⏿ట֖ͥڐѨ␋ࠇՊന֖ʉʯ␀ͥ
Ԓ⏯⏾࣠ॾܕ⌋ట֖⌋ڞۢ␚ॾ࣠␣␠␃ڐ
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Წ.

ૼǳȭȊǦǤȫǹ᧙̞ƷႻᛩˑૠᨼᚘ

ৄ؞
Ե̀
࣠ॾ۴
ऄࡅ
࣠ॾ
મത

⍨⎞⎡␆ۃۋढ⏣␡߱ԉ⑸ЈԂ␆࣠ॾԹ␆ܶԡ␀␣⏜⏾⏻ךష␇ࣣ⌊␢⏚1,076Թ⌋
⍨ܶԡ⏯⏾⏜␂⏜ۃۋढ␚⏚␢⌊࣠ॾܕढࡁ␜ܶԡుృ␃␚ۢ⌊␡⏣␀⏫␣⏚⏤؝प␇ܶԡԹ␠␢
␚ओ⏜␀⌋␣␤␡⏠ד
⍨Ϧ۴⌎֤ࡴߢ۴␀⏵␆̼आ⌊ʝඁ⌎֖ܼͤڸ۴⏤ओ⏜ԃ֦␃⏚␣⌋
⍨⌽⏵␆ऒ⌾␃␇⌊Ց⑾⌤۶ݨഋ۴␆␓⏣⌊ڸ۴⏿␇␂⏜ు੧⏤Ў␖␤⏾⏜␣⌋

⍨ओФ␃⏷␣࣠ॾ⏤֥࣡␃У⏳␡␤⏾⏜␣⏤⌊ʝඁܼڸ۴⌎֖ܼͤڸ۴␇ఔՓ␃Ј⏱␣࣠ॾમത⏤
ओ⏧⌊Ϧ۴␜⏵␆̼आ⌊த୷΄⏷⏩ܕΪׁ⌎ЛҴ੧␇⑾⑊⌤߁␆⏥ݯ␗␂␁ᠥঘݻ
␃Ј⏱␣࣠ॾ␆ζ␜␜⏤ओ⏜ԃ֦␃⏚⏻⏷⌋
⍨࣠ॾમത␆⌽⏵␆ऒ⌾␇ᠥঘ␃ݻत⏱␣ɺ⌊ߌషਃҍ␜ʍՓ੧⏤Ў␖␤⏾⏜␣⌋
ৼ

ৼઍ

୷
શ
ষ
ನ
प
ঢ়
घ
ॊ
ऒ
ध

LINE੧␚κയ

ഉ嵣෯ௐமඡ ୢ嵣ஂ૧జহಉ (ୢ嵣ஂ૧峼岹) ௯௬૩峼ਭ岻峉
峇峘
峒峇峘ੇఔ
峒峇峘ੇఔ
崐崫崣嵛崟嵋嵓嵗嵤 ৾ૅ嵣੫ಉ峘ঢ় (岣ਗ崲嵛崸嵤岤
崓嵤峒峇峘ੇఔ
બ
峘ਚથ )

ਯ

崯嵆峮ုৄ峕ঢ়峃峵岽峒

18

49

3

23

130

223

ૹષ嵣崝嵤崻崡ಉ峘౯
(:ো౯岝ຠ౯ಉ)

12

6

2

5

53

78

10

1

0

7

61

79

10

6

0

8

46

70

11
5
78

0
1
6

1
2
46

47
538
875

68
558
1,076

崌嵛崧嵤崵崫崰峑峘
છ峩

য峮੮৬
峼㠷ήরം (崌嵛崧嵤崵崫崰峘
છ峩ਰਗ峘)
峃峵
岝છ岷岝ু
ಉ

౻৷峕ঢ়峃峵岽峒
9
峇峘
12
ਯ
71
⍭௰ග؈ઽ␀⏯⏾ష⏷␤⏭Թ␇⌽⏵␆ऒ⌾␃ԡ߁⏯⏾⏜␣
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3.

ӲᣃᢊࡅჄƷӕኵ ᳸ǤȳǿȸȍȃȈɥƷɧᢘЏƳƖᡂǈݣሊ᳸
ࢪढࣲ૮ɦ⌊
୷΄۴ѭ⏾⏩֦␃ص

௰ࡧ␀ד٣

ࢪਘ␂⏤ஒവ⌒

ঁʠ␆ۢߑڞң␃ఔ␢⏤⏚␣
⌽ۢ␣⏜⏾⏯ڞ⌾␀ͧ੨⏯⏷ੂઇூՑ␆⏞⏹⌊
ਚࡲ␂⏥ݯ␗ଷՓ⏯⏷␆␇⎠⎛⍚

Չঀඋ␆֦߁⏤ஒവ⌒
␆ࢾ܈મത ⌱௧ͧ੨⏚␢⌲

߁␆ਚࡲ␂⏥ݯ␗तٚۢߑڞң

ုৄ୷؞શपৌघॊੌ
قॖথॱॺॵॿشभਂి
જऩછऌाৌੁك

ৰ
45%
قn=21ك

ॿॵॺঃॺটشঝ؞ૅ৾ق
ય੨ઇ৩ভಉप
ৢੴ؞ৌૢ੍ରघॊुभك

ৰखथःॊ
55%
قn=26ك

५ॡজشথ३ঙॵॺಉपे
ॊು৳৸
ॿॵॺঔॽॱজথॢधచ
ൂقऋచਏடऽद॑
ষअुभك

⍭ۢڞЬІ␇ੂઇூՑ␃␠⏻⏾ʓ␂␣

ਗ਼ওشঝपेॊৼษઠ

ৰ

14



અ

ऒभअठڳؚद௧৩भਝ઼ऽञमਗ
॑खथःॊ؛
ऽञૅؚ৾दभॡছ५ॱشেৎप
ৰघॊऩनؚ५এॵॺपৌૢख
थःॊुँॊ؛

5

12

؞ਿؚય੨ؚঢ়બ੮৬ऋ৴ख
थॖথॱॺॵॿشभযਥ૩भཔ॑
ৰ
؞৩भऺऊਿপ৾েुਸखঔ
ॽॱজথॢ॑ৰ

1
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3.

ӲᣃᢊࡅჄƷӕኵ ᳸ǤȳǿȸȍȃȈɥƷɧᢘЏƳƖᡂǈݣሊ᳸
ӝढਘ␂̀ࡆ␀ࢾ܈
ٵ൚Ց

⍢݃ऻ␂ڸɾ⏤ଷࡐ⏯⏷߈␃ंࠑ⌊त⌊⏞␠␣⏥⏿ݦூঁుృಳҵ⌊Ցట֖⌊ͥڐՑԣ
٣౾⌊Ց␆⎟۴␃␠␣⌽Ցಱ੧␆ࠇՊ␃Ј⏱␣ЈԂോͥђ⌾ࡷঈ⏯⌊ΘЯЈ⏿␆
ߌష␆Ғഋ␜ോढࡁ׃⏯⏷⌋⌱ඝො⎝⎠Ը⌲
⍢⑀⌤مतٚ␃Ԃ␣ߌషਃҍ␀⏯⏾⌊Ցԣ⑀⌤مतٚۜ␆⏥ݯ⏼ڿ
␗␃Ԃ␣એࡅ␜֦␃⏼⏜⏾␆ߌష⌊Ց੧␃त⏯⏾ਚࡲ␃ਃҍ⏱␣⏫␀⏿⌊Ց␆ߌషܝ
ܶ੧␃त⏱␣щݏਘ␂⑀⑨⌤⌋⏞ך

Ԓढࡁ
␆ࡈ

ো܈Ց
⍢߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␃ޥЈ⏱␣ᠥঘ␆߁⌤⑊⑾⌊␁␂ݻਚࡲ␂⏥ݯ␗
੧ࣲ͜␀⏯⏾డऌ⏯⌊ࣀ␆Ҁர␃⏱␣⏷␙੧⌊⌊୷΄۴੧␆ѯ␙␃̔⏰⏾ਃҍ⏱␣⌋
⎞⎣Թడऌ⌋
⍢ൌ؝ఐ␃Ј⏱␣⑾⑊⌤⑭⑊⑵⑾⌎⑩⑰⑶⌱ඟ⌲κയ⏯⏾⌊ڰ՛ਘ␃߱ԉ
⑸ЈԂ␆⏥ݯ␗␃⏼⏜⏾␚ٓݺവ࡙ۢ⌋ڞඝො⎝⎢Ը〈⎤Ը␃⎢⎡Թٓݺവ࡙
⎜⎝⌊⏜ךԹ␆ٓݺΠ⏯⏷⌋

⌎୷΄۴˽ڛ
⌎Ыऌ
␆κയ

ࢆקՑ
⍢Ց⌊ՑમږাѨ␋ಱІॶढ⏿ࢾߟ⏱␣⌽ࢆקՑࠇՊԆଷࠞࠄͥђ⌾␃⏢⏜⏾⌊⎟Ը⏣␡
߁⏿␆⑸⑴⑄⑬⑾␃⏼␂⏤␣лࠇ⌊⏜ך⑾⑵⑊⑭⏾⏜⏼␃ـՊ߁␆
ा⏤⏚␣␀␣␤␡⏠דл⑀⌊␡⏣⏠ד␆␀␆␚⏥␑␣␤⏭ݺٓ␃⏣␜ं⌊␇⏾⏜⏼␃ـ
Ϲ൛۴␃ߌషਃҍ␃⏿␖␤⏫⌊␢⏢⏾⏻ך32Թ␆ߌషਃҍ⎟⌊⏜ךԹ⏤ٓ⌋⏷␤⏭ݺ
⌣୷΄۴␃ह⏻⏾ٓݺവ࡙⏿⏥␣␆␇⌊ࠇՊന֖ЯЈ␆ޚרృಳҵ⏿⏚␣⏫␀⏣␡⌊⑀
Ϲ൛۴␃⏢⏜⏾܇ۋਘ␃ٓޚר⌊␇⏾⏜⏼␃␆␚⏷⏻⏣␂␤⏭ݺృಳҵ␃ਯ⏠⏾⏜␣⌋
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ࢪՑʤढ
␀␂⏻⏾
ࠑं␃त̔

3.

ӲᣃᢊࡅჄƷӕኵ ᳸գႆȷᏋሁ Ĭ᳸
Ԇଷ␆ࢾ܈

ࢪ⏾␆ੂઇூՑમ␃⏢⏜⏾ఔՓ⌎؝ఐ⌊⏜⏰␙␆౫⏷⏩֦␃ڡԆଷۢ⌋ڞ
͜ଅߨ⌊⑷⌎߱⌎⑴⑃ֳܓ⌊⑬⑆⌤⑃⌊ۃۋढֳ֠⌊⑾ېష⌊ڱ
Ԇଷ
⑨⑄⑊⌤⌎⑵⌤①⑷ْࡆ⌊Ԇଷ⑮⑾⑥⌤⑾੧
܊ృ
ੌઍ

ਿ

Ցಱ⏤⏧⏿ࢦثు⌡␐␆Ϧ۵͂⏿⑃⌤⑆⑬␀ރਯ⏠␣͜⑷ࢾ␀␆⑴⑧Л͜␀⏯
⏾ీ˝⌋
Ցમ␆③⑸⑄⑨⌤⎞⌤⑫⌱⑀⌤⌊⑄⌊⑴⌤⌲␃Ҕඋ⏯⏾⏜⏷⏸⏥⌊؝ఐ␜ᠥঘ⏯ݻ
␂⏜␠⏞ծ␋⏣⏩␣͜␀⑨⑄⑊⌤ࡕْ⏱␣ഛ৺⌱ඝො⎝⎜⎛Ըʂ⌋⌲ץ
⍢ঀ͜⑃⌤⑆⑬ڸ⌽STOP⌒⑸؝ఐ⌾⌊⑀⑾⑄⑊⑃⑫␜ூમ⎜⎝⏣␆ݨˮ␆⑃⑊⑶⑀
⌤⑃⏿߁˝⌋
⍢Ҍੂூಱ⏸␠␢␃⏾⌊⎷⎲⎷⏿␆߮␂⏜⏥ݯ␗੧⌊߱ԉ⑸⑶⑄Ϧࠇ␣⏨␙ޥՊ␃⏼⏜⏾
ԑ⌊⏷␖⌋ـ⌽⑸؝ఐ␜␙⌊և⏜␣␜⏜ڙ۲ْͥ␥⏞⌾␀␆⌤⑩⏿⌊࠼ࠇՊाՎѴ
⑆⑾⑊⌤ݨ⏿⏚␢ژ۲ऻΪ␆و՝ܙҡ⑫⑴␆ܘԑ⌋ـ
⌽⎲⎳ ⑸⑴⑄⑬⑾⌾Ԇଷ⑮⑾⑥⌤⑾ۢ⌱ڞඝො2⎣Ը⎜⎢ૈ〈 ⌲⌋
Ցમږা⌊ࢆקՑࠇՊԆଷࠞࠄͥђ⌱Ց⌊ՑમږাѨ␋ಱІॶढ⏿ࢾߟ⌲␇⏰␙⌊Ցમ␆ЛҴ␂
␁⌱ॶढ⌊լࠇЎ␘⌲␀Ԓ⏯⏾⌊⌯̷ٴԉ⌎⑧⑫③ԉ⌰␆③⑸⌤ࢾ␗⏸Ԇଷ⑮⑾
⑥⌤⑾ۢ⌋ڞ
ȍ Ғড়⑸⑩⌤␆ವݼਃҍ Ȏ ⑬⑆⌤⑃͜␆֠ͽ ȏ ऻԉϷୌ␆ࡷঈ Ȑ ⑨⑄⑊⌤ԑۈ
ȑ ⏵␆ऒ⌱⑨③␜ފԉ⑨⑄⑊⌤␆ࡷঈ␂␁⌲
ಊૈ⌊ॶ̷ٴ␆␐⑾⌤⑥⑾⑮⏼⏲⏯ދढ⌎լࠇ⏤ࣳ⏠⏾⏜␣⌋ނਧࢪढ⏿ڸ␣⏱̷ٴඟ␚⌋
Ͷൡ␃⏚␣ഝේা⏿ଷࡐ⏯⏷⑴⑄⑊⌤Ϧ␃त⏯⌌ഝේা⌱߱ԉ⑸⑶⑄Ϧޥत
ٚ౾⌲⏤⌊␡ۋ౫ضವ⏿⌊؝ఐ⌎ఔՓ⌊⎷⎲⎷⏿␆Κٸ౫⏾⏜⏼␃ڡাಱ␃ծ␋⏣⏩⌋⏷⏻ך
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ĭ᳸

ܧਲՑ

Ҍੂூ

ࢆקՑ

ڻۏՑ
ഝේা

Ց⌊ږাऐ⌊ЈԂЯЈ⏤
Ԓ⏯⏾в˕ߖࡆ

ੌઍ
ʝඁ␜ృൣ⌊ࠇՊന֖␂␁␆ЈԂЯЈ␀ഋۑ۴␃␠␣⌿߱ԉ⑸␃␠␣⏜⏰␙⌎ఔՓ⌎؝ఐात
ٚҔђͥ⍀⏹߁⏪⌊␗Ә⏯␘ࠇږাऐ␀ʤढ␀␂⏻⏾⑀⑨⌤⏱␣ढࡁ׃⌋
Ց␀Ցમ25ږাҒ⏿⌿߱ԉ⑸␀␆⏜߄␢˱⏠␣⌤⑶␀⏹⏦ࢃը⍀⌊ॆزЈԂॶढ੧
␐ࢃ⌋ঀܞը␃⏼⏜⏾ږা␀␀␚␃ֳషଈढ੧␃␠␣⑃⑴⌎⑷⌊ঀܞCM␆ీ࣭ͽ⌋ڑ

ਿ

⑄③⌽⑸⌎⑴⑄⑬⑾⌾ࢃը⌊ФՑঀڸѨ␋Ցમ⎟⎝ږাऐಾ⏿ۢ⎤⌱ڞԸ⎜ૈ⌲⌋
⌿߱ԉ⑸⏣␡␗␂␣܉ো܈Ցಱࢃը⍀
⎞⏼␆ࠅښךԑ⏪⏾⏢␢⌊ՑHP␜Θֳషড়⏰⏾⌋␣⏜⏾⏻ךঀܞো܈Ց⌊ো܈ՑࠇՊऎ
݃␆۲ͥ⏽⏧␢Ҕђͥ⌊ো܈Ցږͥ⌊ো܈Ցাऐͥ␆ಾ⌋⌱⎣Ը⎣ૈ⌲
⌿߱ԉ⑸⑶⑄␃Ј⏱␣؝ఐਘɯ⏜␜ᠥঘ␡⏣ݻഹࡅ۴੧␣܉Ғࢃךը⍀
ো܈Ցঀ⌊ڸՑట֖ͥͥڐ⌊Ցԣ٣౾⌊ঁుృಳҵ␆⎟۴⏤ݮಾ⌋⌱⎤Ը⎜⎛ૈ⌲

ФՑ

ٵԋՑ
ખՑ

ো܈Ց

ߎඟ␆ࡁ৺੧

ږা␃⏢⏜⏾␚ߎඟࡁ৺੧
ੌઍ
ࡁੇ⏽⏧␢ۢڞ
⌿̰
̰߱ږخԉ⑸⑶⑄ϦޥЈԂ۴␃त⏱␣ߎ␢␜⏜ڙඟ⍀
ߎඟ␇Ϧ۴␜̼आ⌊ʝඁܼڸ۴␡␐␆ఔՓ␜؝ఐ␂⏧⏱⏷␙⌊ʂ̰␆મത⏿ࡁ৺⌋
⌽ږѨ␋ђͥ␆ಳ⌊ږಱ␆ೲζೀ␡⏣␃⏯⌊ږಱʤࠇʤࠇ⏤␆␢␜⏜ڙвࡴ␀ࠇ⏾⏻ڿ⏹ڿ
⏱␣⏫␀␃␠␢⌊ږಱ⏤ɺ߮⏯⏾య␡⏱⏫␀␆⏿⏥␣ঁʠ۲ͥ␆ۢե␃␀⏫␣⏱ڳਘ␃⌊ࡍ⏯⏜ঀ
␆ۑேѨԆଷࠄ␙␣⌾
⌿Ҭ
Ҭ೮া␆߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␃ޥЈ⏱␣֠ண␆⏠דు⍀ْࡆ⌋
াߠʯ␆Ϧ⌊া␆⏿ࡷڞϦ۴⏤ଷࡐ⏯⏷߈⌊␃֤ࡴߢ۴␃Ό⏱␣̸૧ࡅ⏤⏚␣␆⏣
ঀ␢⏷⏜␀⏜⏞াಱ੧␆വౠ␃̔⏠⌊֕⏻⏷ߌష␆Κٸ౫⌊␃␙⏷␣⏱ڡ
⌽լࠇߌషѨ␋ࠇՊ␃ଅ൴⏯⏼⏼⌊াಱ␀ࡴߢ⏱␣ߠ⌱֥࣡Ҵಳ੧⌲⏿⏚⏻⏷⏣⌊ಖ␇ऻ␖⏣␃ڞ
ࡷ␆␁␆⏚⏷␢␆①⑸⏿Ҽಳ⏯⏾⏜⏷⏣⌾
੧␃⏼⏜⏾֠ண⏱␣⏫␀Բ৺⏯⌊ߠ␃ࢦڸʯ⌎ЈԂЯЈ␃⌋⏷⏻ךঀܞ
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ҡʡЈԂ␆ࢾ܈
ΘੂઇூՑમ␃⏢⏜⏾⌊⏜⏰␙౫⌊⏩֦␃ڡҡ⌎ࡆْلκയ␜ڻ⌎ࡐ␃У␢ਨ⏻⏷࣠ॾ੧ۢ⌋ڞ
ੌઍ

ਿ

⍢߱ԉ⑸⑶⑄ϦޥΚऻ౫ڡੳ␖⏠⏷⑄⌤⑶⑾⑆⑴⌤␆֢̀ਘ␂κയඟ␃⏼⏜⏾⌊
Ցҡʡʉʯͥ⏤ʂ̰␆␀⏢␢ড়ঀ⌋
⍧ਲ਼ෝ␜⎭⎧⎸ЯПκയ⏯⏾␆⑵⑭⌤࣠ॾ␆ۢ ڞ⍧ߠʯՎ␃ܢκയ⏱␣ڳൽ␆ْࡆ⌎ଅ
⍧ڻࡐ␆߮␆੧␃⏼⏜⏾␖␀␙⏷⌎ࡆْ␆ݯଅ
⍢Ցҡʡʉʯͥ⏤߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␃ޥԂ␣࣠ॾ␃␙⏷␣␙ڡ⏩ܕ⌽⏜␈␡⏥⎷⎲⎷␚␁ڔ
࣠ॾ2020⌾␆ۢڞЬІʂ̰␆␀⏢␢Κ⏯⏾ۢڞ
⌎ݧЬѧҴೀ⏩⎟ͧԡ100ૈІۢ␆ڞԡ͜⌊⎠Ըʂץੇಘ␖⏿ಊૈۢ⌋ڞ

⍢ҡʯ֦⏩ܘҴ⑀⑾③⑶͜⌽߱ԉ⑸⑶⑄␃Ј⏱␣ఔՓ␜؝ఐ␃⏹֦⏣⏞⌾ْࡆ⌋
②߁␃֠ͽ⌱⎠Ը13ૈ⌲⌋
⍢ڻࡐയΪܪҡل⌽߱ԉ⑸⑶⑄␀֦⏥␃␙⏷␣⏠˱␢߄⌊⏜⌾ْࡆ⌋⌽߱ԉ⑸
⑶⑄Ϧ␆ޥϦ۴੧␃त⏱␣ఔՓ␜؝ఐ␆౫ڡ੧␆ਞৼ␃⏼⏜⏾⌾␆ড়ঀ␀␀␚␃⌊Θږ
াऐҡʡʉʯͥ␃κയծ␋⏣⏩⌋Ցࢪ⌊␇⏿ׁרΪׁ⏿⎣⌱␘ࢾ␢܈Ը31ૈ⌲⌋
⍢ڻࡐ␆߮␆␜⌊Ϧ۴੧␃त⏱␣ఔՓ␜؝ఐ౫⏨⏱ࣹࢾ܈ҡʡʉʯͥ⑬⑆⌤⑃⌊
બඅՑ֠Ϊׁ␆ҡߠʯʤࠇʤࠇ␃ৎࡴ⑬⌤⑶⏿࣭ߨ⌱⎤Ը10ૈ⌲⌋
ࠇՊҡʡڳൽ⌽߱ԉ⑸⑶⑄␆␇␂⏯⌾ْࡆ⌋મത␇⌊߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␃ޥЈ⏱␣
ᠥ␜ঘ⌊␇ݻ⌽ϦҞ␤⏾⌊в⏣␂⏜⏞⏹␃⌊⏷⏷⏣⏞࣠␢܈␃ࠇ␡⏣⑄⑶܊ʛ⏠⏾⏯␖⏻
⏾⏜␣⏷␙␃н⏫␣⏫␀⌾⌊⌽؝ఐҞ␤⏾ਚࡲ␂␃ֿ⌊␈␤⏩␂␡␀ךϦ␆ֳ⏤␢␃⏼␂⏤␣⏫
␀⌾੧␃в⏣⏳␣␀␀␚␃⌊Θ⌋␆␚⏱ࣹ࢟ۢ⌊⏠ד␀⏫␣⏥⏿⏤ۋ
⏪߁ڇͺ౾␃Ӎ⏜␚␆␃⏯⏾⌊ࠀ⏤␃␚␁ڔક␗⏣⏳␣␂␁⌊Ϊׁʂ␃⏢⏜⏾␚ഫ⌡␂߈ೌ
⏿κയ⏯␜⏱⏜␠⏞␃⏯⏷⌋౾ڳൽ␇⌊Ցમࢪ⏾␆⌎ފঘ⌎ר੧Ϊׁ⌊એఐ˽ڛΪׁ␃ଅு⏯⏷⌋⌱ඝො
⎝⎤Ը⌲
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ఔՓ⌎؝ఐ␆ۢपੳ␖⏠⏷௰ࡧ⌎ד٣
⋾

ਔৄઍ

⎜

ঁు␃⏚⏻⏾␇۲ͥਘ␂⏼␂⏤␢⏤⏿⌊Й␆Փ⏠␣ЈԂ␃⏚␣⏫␀⏣␡⌊Ϧ۴⌽એ৺⏱␣⌾␚ך
ा␀⌋␣⏜⏾⏠ד

⎝

Ϊׁ⏿߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ۴⏤߱␃ف⏷ݎ੧⏿షઇ⏭␤␣߈ۢڸ⌊⏤␣⏚␇ਯ⏠␣⏫␀␆݃
വ⏭␀⌊⏵␆షઇ␃͕ஸ␃େ̔⏯؝ఐ␃Ԝ⏤␣␠⏞␂ךʑ⏤⏢⏫␣Нՙࡅ␃⏼⏜⏾⌊␁␆␠⏞␃ৄࡈ࠘␢⌊
␚␁ڔॕ͑⏤⏣⏧⏜⏾⏻܉ा⏿⏚␣⌋

⎞

̺ʂ␃܇⌊ץϦΚऻঁʠ⏣␡␆െ۴␃त⏱␣ఔՓ␜؝ఐ⌱␆ࡷڞൖയѿ੧⌲␆࣠ॾ⏤̷ࣳ⏯⏾⏜
␣␀Ϧ⏰␣⌋⏷⏸⌊ࠇՊന֖␆Ёਮ⏿ा⏤⏚⏻⏾␚⌊Ϧޥतٚ␀⏜⏞ࣺೌ␀␆Խ␅ॾ࣠⏿⏜त̔␃Ә
൴⏯⏾⏜␣⌋

⎟

ࡍ⏯⏜ঀ⏜␂⏤ۑঘ⏿⌊ಱ␆ɺ⏤ࣳऻ⏯⌊Ե̀␀⏯⏾⏚⏻⏾␇␂␡␂⏜؝ఐ␃⏼␂⏤⏻⏾⏜␣␀⌋␣⏠ד
␖⏷⌊⌽ࡍ⏯⏜ঀ␆ۑேѨ⌾␀⌽Ԇଷ⌾⏤⏫␆؝ఐ␂⏧⏱⏷␙␆۶␆ൺඔ␀⌋␣⏠ד

⎠

ۃۋढ␆֠ண⏤ϥ۴એ৺␆ৎࡴ՞ʰ⏿␇␂⏜␃␚⏣⏣␡⏲⌊⏵␆␠⏞␃ˬ⏾␤␡܈⏩ܕΪৄ␆␐؞Ҕ
උ⏤ઌ␡␤␂⏧␂␣߈⌋␣⏚␚

⎡

⍢౾Ց␇ࠇ֥␆ۃۋ⏜␂ދढ⏤ओ⏧⌊Ϧ۴⏤એ৺⏭␤␜⏱⏜ߑң⏣␡⌊Ϧ۴␜̼आ⌊ЈԂ۴␃त⏱␣
ఔՓ⌎؝ఐ␆ತࢩ౫⌊␃␙⏷␆ڡҡʡ⌎Ԇଷ⏤⏫␤␖⏿ʂ߁␃ஒവ⏿⏚␣␀Ϧ⏰⏾⏜␣⌋
⍢Ϧ۴␜̼आ⌊ʝඁܼڸ۴੧␃त⏱␣؝ఐ␜ᠥঘ␆⌡ࠇ⌊␇ݻɺ⏚⏢␢⌊߱ԉ⑸⑶⑄
ϦޥΚऻ౫␆␐ڡҔඋ⏤ઌ␃⏧⏧␂␣␂␁⌊Ե̀␀⏯⏾ϦΚऻ␃⏼␂⏤␢⏣␅␂⏜␀⏜⏞ɥݙϴ⏤
͑ा␀⏯⏾Փ⏠⏾⏥⏾⏜␣⌋

⎢

␠␢ܹಱ␃Ӎ⏜ږাऐІ␆؝ੇ̭⌊⏾⏜⏼␃ࢾ܈Ϧ⏰⏾⏜␣⌋
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Ցમ␃⏢⏜⏾␇⌊࠼⏜܃ह␠␢␚⎟⎛हʂ߁␃␠␣˓ෝ␆Κ؝␣␠␃ٸఐ␜ᠥঘ⏤ݻओ⏜␀Փ␡␤␣
⏷␙⌊②␂␁κയ⏯⏷Ԇଷ␠␢␚⌊⑷CM␜ֳ߱⌊ЛҴ␂␁␀Ҕඋ⏯⏷Ԇଷ⏤֢̀ਘ␀⏠ד
⏾⏜␣⌋
Ց␃␇⌊ఔՓ⌎؝ఐ␃त⏱␣ృਘࢲঈՊժ⏤␂⏜⏫␀⏣␡⌊࣠ॾ֥࣡␜Ԇଷκ␃␠␢֢̀ਘ␃഼⏿ڡ
⏥␣␠⏞␘ࢾ␢܈ஒവ⏤⏚␣⌋
եߑ⏿␇⌊ృಳҵ␜ළҵ⌊ԣ٣␂␁ృਘࢲঈ⏤̸૧␂ЯЈ␀Ԓқ̱⏯त̔⌋
Ց␆ֳషଈढ␆␗⏿␆Ԇଷ֢̀␃␇ժ␢⏤⏚␣⏤⌊Ց⌎ږাҒ⏯⏾ࢃըଷږ⌊␢␠␃␀⏫⏷⏯ݎা⏿
␆ֳష␇␚␀␠␢⌊⑄⑨⌤⌤⑫੧ಱІॶढ␂␁⏣␡␚ֳష␃⏼⏜⏾␆Ҕඋઌ␡␤␣␠⏞␃␂⏻⏷⌋␠
␢ֳ⏜࣎␐␆Ѩ⌎ߵੵ⏤Ьन⏿⏥␣␀⌋␣⏠ד

⎟

⑾⑴⑾κയ⏯⏷␠␢ࠑं␂ଷߨ⌊ֳ߱ష੧κയ⏯⏷␠␢ֳ⏜Ԇଷࠄ␙␣␓⏣⌊Ցֳషଈढ
Ў␙⌊ЈԂЯЈ⌎ॶढ੧␆ഫ⌡␂ଈढκയ⏯⌊֢ਘ⌎֢̀ਘ␃ߌషଷߨ⏯⏾⏜⏧ஒവ⏤⏚␣⌋

⎠

߱ԉ⑸⑶⑄Ϧ␃ޥнʰ⏱␣ఔՓ⌎؝ఐ␇⌊ࢪ⏧߱⏯⏜͑ा⏿⏚␣⏷␙ഛࢲٽঈ⏭␤⏾⏜␂⏜⌋

⎡

Ϧ۴⏿␇␂⏜␀ॹ⏭␤␣ు⏣␡␆࣠ॾ⏤␓␀␁ࢂ␙⏾⏢␢⌊ॡ␚⏤ఔՓ⌎؝ఐ␆त␀␂⏻⏾⏜
␣ۢप⏤⏚␣⌋⏫␆⏷␙⌊⏫␤␖⏿Ϧ۴␜ʝඁܼڸ۴⌊⏵␆̼आ੧␆ࠇՊ␐␆ଅ൴␃⏼⏜⏾Ԇଷ⏯⏾⏜
⏷⏤⌊ֳ⏧ࠇՊ␐␆ଅ൴␆Ԇଷࠄ␙⏾⏜⏧ஒവ⏤⏚␣␀Ϧ⏰⏾⏜␣⌋

⎢

ఔՓ␜؝ఐ␂⏧⏯⏾⏜⏧⏷␙⌊ഫ⌡␂ుృ⏿Ԇଷ֢̀␢␠⌊⏤␣⏜⏾⏻ךਘ␂␚␆␀⏯⏾⏜⏧⏷␙␃⌊
એ␃⌊ࠇՊߩ΄ڸɾ␃त̔⏯⏾⏜␣ృಳަ␆ࠇՊന֖ЯЈ⌱ঁుృಳҵ⌲␀␆ֿ␂␣Ԓқ̱⏤ஒവ⌋
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Ხ.

͞ᙸȷࠀКƷܱ७ǍƜǕǇưƷӕኵǛƾǇƑƨЎௌŴᛢ᫆ሁ Į

͑ाѨ␋ਃɾ੧ ⍁⑾⑊⌤߁␆ਚࡲ␂⏥ݯ␗तٚ⍂
⋾

ਔৄઍ

⎜

⑾⑊⌤߁⏿␆ᠥঘ␃ݻЈ⏯⏾␇⌊⑭⑊⑵⑾੧␆ۃۋढॣʄ⏿␆⏤֢̀␆⏵␇⏿ࢾ܈ժ৺ਘ
⏿⏚␢⌊ࢪਘ␂⏤ࢾ܈ஒവ⏿⏚␣␀⌋␣⏠ד

⎝

ࠇՊߩ΄⏤ଷࡐ⏯⏷߈΄୷⌊␇۴ं␜⏣␃ѭ␃֥࣡صԜ⏨␀␀␚␃⌊۲ͥा␀␂⏻⏾⏜␣⑾⑊⌤
߁␆ɥۡ␂ݯ␗␃⏼⏜⏾⌊⑭⑊⑵⑾੧␃␠␢٣ঀ⏯⌊ࠑं␃ٓݺവ࡙੧␆त̔࠘␣⏷␙⌊ృ
ಳҵ੧ЈԂЯЈ␀␆Ԓқ̱⏱␣ஒവ⏤⏚␣⌋␖⏷⌊⑾⑊⌤߁␆ɥۡ␂؝ఐਘݯ␗␆ٓ⏼␃ݺ
⏜⏾⌊֢ۢࡅ␆⏚␣ృࡁੇ␆ࡈ⏤ஒവ⏿⏚␣⌋

⎞

⑸͆␃⏚⏻⏾⌊ओ␆ᠥঘ␆ݻଷࡐՆ␀⌊⏵␆મത␚ओഫ̱⏯⏾⏜⏧Ն⏤⏚␣⌋ʤ࣎␆Ԇଷ␜⌊
⑾⑊⌤⏥ݯ␗␐␆⑄⌤␂त̔⏤̸૧␀␂␣␠⏞␂⏤ࢾ܈ஒവ␀Ϧ⏰␣⌋

⎟

⑾⑊⌤␜⎷⎲⎷ൖയ⏯⏷ఔՓ⌎؝ఐਘ␂ךʑ␇⌊⏵␆ֳ⏤␣ंੇ⏤ࣗ⏜⌋ࠑं␃त̔⏿⏥␣␠⏞③
⑸ࡁժృ੧␆ృඝͲࡍ⌊ࠇՊѭ␆⑫⑄⑂صқ̱⏤ஒവ⌋
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ࣣ ι
ఔՓ⌎؝ఐ␆ۢप
ತঀÿĪĨůĽĉÿЧʍۑÜĚϦ۴ĕîÿ̼आʝඁܼڸ۴Ցܹك۴੧
ÝᠥঘݻģܕâఔՓ؝ఐüӘèĐĹŗĽൖയѿĕͦփ੧ÿۢ΄ģ୷ô
ðڸඟģओΠ
ϦÿۢڸÝûÕుøÓô÷ēûɯÕģܕâĜڸඟÝٸՓæĝ÷ÛěॡēÝ
ڸ۴ùûĜ̸૧ࡅÝÓĜäùÜĚ౾ڸɾĀࣗѬü܈ěࢾđĊÞाøÓĜ
ΘੂઇூՑ␆ࢾ܈
ఔՓ؝ఐÿͦޟü֦â÷ЈԂЯЈùԒèûÝĚԆଷҡʡҒࢃըଷݎ
ߎඟࡁ৺੧øв˕ߖࡆģ࠘ě࣠ॾत̔ĕőŇŌ߁ÿݯÞĐतٚø୷΄۴˽ڛ
ģ×ךûúࣣਘü܈ěࢾĤøÕĜ
ఔՓ⌎؝ఐ␆ۢप␜⏷⏠␖␍ࢾ܈௰ࡧ⌎͑ा
࣠ॾЯЈĉÿࡴइٓݺവ࡙੧üÛÕ÷ࠑंûत̔Ý̸૧ùûĜę×֢ۢࡅÿÓ
ĜృࡁੇÿࡈĕЈԂЯЈ*ঁుృಳҵԣ٣੧+ùÿԒқ̱੧Ýஒവ
౾ڸɾĀΘੂઇூՑÿঀՓҒഋ੧üęô÷ࢾ܈ģқ̱*őŇŌ߁ÿݯÞĐतٚüÛâĜ
Չঀඋ֦߁ࢪਘû੧+èõõࣽÿÕतٚģלé÷ÕàĊÞøÓĜ
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⏵␆⏷␙␆
⏤˽ڛࡇنஒവ⌒

資料５
যਥৼ

৺ڬڮਐڬڳڱگ੯قਛফ؞ഥਮ੪ফك

১ਜभযਥཕ૧ਃঢ়दम১ਜଂ৩ृযਥཕ૧৩ऋযਥपঢ়घॊৼقযਥৼك
॑ਭऐહऐथःॊৼ؛म૮મदഡमడஹ؛
ٹऩৼษઠ
㌣ ा॒ऩभযਥڬڭڭ كڬڭڭٕگڬڬٕڬڳڱڬق

৺ڬڬڬڵڴ੯

㌣ नुभযਥڬڭڭ كڬڭڭٕڳڬڬٕڬڮڭڬق

৺ڬڬڬڭڮ੯

㌣ ਙभযਥॵॺছॖথكڬڭڴٕڬڳڬٕڬڳڱڬق

৺ڬڬڬڳڭ੯

㌣ ਗবୁपेॊযਥৼ كڭڭڵٕڬڵڬٕڬڳڱڬق

ڬڭऊবୁपৌૢ

㌣ नुभযਥۈۄۈॽঞॱقش৸বभ৵র৾েपଦഘك

৺ڬڬڬڱڭ੯

㌣ ॖথॱॺॵॿشযਥৼقஶୁরবୁपुৌૢك

৺ڬڬڬڬڭ੯

 پ੯ਯमਛڭگফ؞ഥਮ੪ফقႢফكभৰౚ
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যਥಬহ੯भ৹ਪੋ

ڭਐڬڮڰڱ੯قਛফ؞ഥਮ੪ফك

১ਜभযਥཕ૧ਃঢ়दमَযਥ॑૩औोञُधःअ૩ऊैभணলಉ॑ਭऐथੋ
ুਢ॑৫घॊ؛৹ਪટ॑౷ऽइহ੧पૢगञిજऩೈ઼َق৹ତَُରஃَُਏடُ
َହંَُ൭ઔُऩन॑كगथःॊق৹ਪ؞ೈ઼मભਔभੈৡभৣষअ؛ك؛

79

যਥಬহ੯भ৹ਪੋभ

80

ѴӃҏ̔ҝғҘрଢ଼П৲ёнњѝ௵सௗݲнжЖи
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛾᭩䛝㎸䜏䛻䜘䜚䠈ேᶒᐖ䛾⿕ᐖ䛻䛒䜟䜜䛯ሙྜ
ྡẋᦆ⨥➼䛻䜘䜚≢ே䛾ฎ⨩䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛ሙྜ

䜎䛪䠈᭱ᐤ䜚䛾ἲົᒁ䜈ேᶒ┦ㄯ䜢

᭩䛝㎸䜏䛾๐㝖䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛ሙྜ

᭱ᐤ䜚䛾㆙ᐹ⨫䠈ྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᮏ㒊䛾
䝃䜲䝞䞊≢⨥┦ㄯ❆ཱྀ➼䜢䛤ෆ䛧䜎䛩
┦ㄯ⪅䛤⮬㌟䛷๐㝖౫㢗䜢䛥䜜䜛ሙྜ

ἲົᒁ⫋ဨཪ䛿ேᶒ᧦ㆤጤဨ䛜
ヲ䛧䛟䛚ヰ䜢䛚䛖䛛䛜䛔䛧䜎䛩

䝥䝻䝞䜲䝎➼䜈䛾๐㝖౫㢗➼䛾
ලయⓗ᪉ἲ䜢ຓゝ䛧䜎䛩

┦ㄯ⪅䛤⮬㌟䛷๐㝖౫㢗䜢䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛ሙྜ ཪ䛿 ┦ㄯ⪅䛤⮬㌟䛷๐㝖౫㢗䜢䛧䛯䛜ᛂ䛨䛶䜒䜙䛘䛺䛛䛳䛯ሙྜ

ἲົᒁ䛻䛚䛔䛶䠈ᙜヱ᭩䛝㎸䜏䛾㐪ἲᛶ䜢ุ᩿䛧䛯ୖ䛷䠈䝥䝻䝞䜲䝎➼䜈๐㝖せㄳ䜢䛧䜎䛩
䠄䛯䛰䛧䠈ᙉไຊ䜢క䜟䛺䛔௵ព䛾ᥐ⨨䛻䛸䛹䜎䜚䜎䛩䠅

ἲົᒁ䛾๐㝖せㄳ䛻䜒ᛂ䛨䛶䜒䜙䛘䛺䛛䛳䛯ሙྜ

ࡍॶͶࡡঈՀॴໍྫਅཱིͱΝͤΖ๏๑Ν͟Ҍ಼͢Ήͤ
ʤ๑ແ͗ۃਅཱིͱΝେߨͤΖ͞ͳͺͲ͘ΉͦΞɽ૮ंࣙ͟ਐͲਅཱིͱΝͤΖ͗ࠖೋͲ͍Ηͻɾอ࢞ޤͶ૮
͢ͱ͏͚ͪͫ͞ͳ͗ߡ͓ΔΗΉͤɽࣁྙ͢͏๏ͺɾೖຌ࢚๑ࢩԋιϱνʖʤ๑τϧηʥࣆ๑ཱිঁʤอޤ
࢞ͶΓΖໃྋ๑ཱ૮Ώอ࢞ޤඇ༽ཱི͓ʥΝ͟ཤ༽͏͚ͪͫ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽʥ
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ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়৴घॊযਥৼभ૾யৼق੯ਯك
ٵযਥৼ੯ਯभૻຎقਯகमःङोुசਾகك
؞ഥਮڮফگাभযਥৼ੯ਯ

ڵڲڰگڭ੯

अठৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়৴घॊযਥৼ੯ਯ ڰڲڭ੯
پবਗऊैभোবਗবযॡছ५ॱشऋেखञਝभਹ৷ಉपৌघॊप
੦तऎᄏேधखञഉਂपକघॊহ੧ऋৄैोॊ
؞ഥਮڮফڴাभযਥৼ੯ਯ ڬڰگڰڭ੯

अठৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়৴घॊযਥৼ੯ਯ ڮگڮ੯
پঽীृఢ೧भऋഉखञधभੲਾऋఁങखथ૩॑ਭऐञधघॊহ੧ऋऎৄैोॊ
་⒪㛵ಀ


ᭀ⾜࣭ᚅ


ᕪูᚅ㐝


ࡑࡢ


ഥਮڮফگা
ڰڲڭ੯

ᕪูᚅ㐝


ࡑࡢ


ࣉࣛࣂ
ࢩ࣮㛵ಀ


බົဨࡢ
⫋ົᇳ⾜
㛵ಀ

ປാᶒ㛵
ಀ
බົဨࡢ
⫋ົᇳ⾜ ᙉไ࣭ᙉ
㛵ಀ せ

་⒪㛵ಀ


ᭀ⾜࣭ᚅ


ᙉไ࣭ᙉ
せ

ఫᒃ࣭⏕άࡢ
Ᏻ㛵ಀ

ఫᒃ࣭⏕άࡢ
Ᏻ㛵ಀ
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ഥਮڮফڴা
ڮگڮ੯

ࣉࣛࣂ
ࢩ࣮㛵ಀ

ປാᶒ㛵
ಀ

ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়৴घॊযਥৼभ૾யৼقઍگقাكك
ഉ॑ઑॎोञपৌघॊ୷શपঢ়घॊुभ
⋇

எऋਹ৷खञਝदৗ॥টॼक़ॖঝ५भഉऋেखञ؛ঽীमྔਙदँढञऋ
ๆકড়ऊैೂऐैोॊऩनयः༳ඞःऔोञ؛

⋈

೬प॑ষखञपৃपলඐखञधऒौষभऒध॑ੴढञഋऋৃরपઁ

ीञञीৃदऔोथःॊ؛
⋉

ཡ༇पऊऊॉਫ਼ਪ॑ਭऐञऋৗ॥টॼक़ॖঝ५मྔਙदँढञ؛खऊखඐਜभ
ഋऊैગਫ਼ਪृলඐૃ॑ीैोथःॊ؛

㠷ήরം؞௯௬૩पঢ়घॊुभ
⋊

ੇఔऋഉखञऒधऋঽ৬ऊैਁऔोୠृষഄऊैযभ્ऋऔोथख
ऽढञ؛ๆકড়ऊैभశृॿॵॺदभ㠷ήরം॑ਭऐथःॊ؛

⋋

੪৵৾ૅभుญऋৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञॺॵॿ؛भൕંഝपजभ৵৾ૅप
तऊऩःऺअऋଐःधःढञછऌाऋऔोञ؛
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ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়৴घॊযਥৼभ૾யৼقઍگقাكك
ৃभৌૢपକघॊुभ
⋌

ཀऋඐਜघॊ୰॑ਭ൧खञযभഉऋਖ਼खञ؛ऒो॑ੴढञஎभඐਜभఘऋஎ

पলඐखऩःेअपढथःॊ؛
⋍

ඐਜभভदলඐৎप৬ആ॑घॊऒधधऩढञڱ؝ڳگ؛২ਰभमद
॑ਁऔोभజ৩ऊैೂऐैोथःॊ؛

⋎

ڮাৣഽपহपৃभಅ૭॑੭ञदবਗষ॑खञ؛షব્प৬৹भ৲ऋऩ
ऊढञऋৃऊैਗ਼ਵऋऊऊढथऌथলඐૃ॑୵गैोञ؛

जभ
⋏

नुञठ॑ਁୱदฉयचथःञधऒौৢॉऋऊॉभযऊैَऒ॒ऩৃਚदฉयचथः

ॊऩ॒थउऊखःُधశऔोञ؛
⋐

ๆभ৵৾ૅऋഉඪৌੁभञीप೬ૅधऩढञऋजभ৵৾ૅभుญऋপિदਁୱदฉ
॒दःॊृૅ৾؛৳૧ऋघसऌट؛

⋑

ঽীऋ৽खथःॊভभజ৩ऋ৬৹ਂଐद೬॒दःॊ؛भజ৩ऊैَৗ॥টॼ
क़ॖঝ५पഉखथःॊऊुखोऩःभदजभజ৩॑লඐऔचऩःदऺखःُधॎो
थःॊऋनअखञैଐःऊ؛
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ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়৴घॊযਥৼभ૾யৼقઍڴقাكك
㠷ήরം؞௯௬૩पঢ়घॊुभ
⋇

ۈۃۈपਊभజ৩ऋৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञधभ༘भੲਾऋൕൗऔोञ؛

⋈

අऋৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखद୰पઈयोञ؛जभ॑ৄथःञๆ
भકড়ऋਚরपඡोढथःॊ؛

⋉

ੇఔऋৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखঽ৬ऊैਁऔोञ؛৵औऩঽ৬ऩभदਾ
औोञੲਾपेॉযऋ્औोञ؛

⋊

नुऋৢअ৾ૅदഉऋেखॺॵॿपजभ৾ૅदमڬڬڭয॑தइॊഉ
ऋেखञधभ༘भံऋऔोञ؛

⋋

ཀऋഉखञऒध॑ഡपखथःञऋঽীऋ৽घॊධ୫भृਬऊैَഉ

ऋলञभदमُधभਖ়चऋ௨งखथःॊ؛
⋌

ৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञ؛जभऒध॑ৃभఘपৃ৷भۈۃۈदઁीैो

ঽ୧पऋैचभਗ਼ਵऋऊऊढथऎॊ؛
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ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়৴घॊযਥৼभ૾யৼقઍڴقাكك
ৃभৌૢपକघॊुभ
⋍

ඐਜदഉඪৌੁधखथঽীभඐਜৎਗभถऩষ੶ஈभল॑ीैोथःॊ؛
ઐ௵ঢ়બृᚆऽदৃपੴैोथखऽअ؛

⋎

ऋলञञीۇڸۅਫ਼ਪ॑ਭऐञऋྔਙटढञ؛खऊखৗ॥টॼक़ॖঝ५पૌสऩ
॔ঝংॖॺभ৽पੰ౻औोञ؛

⋏

୰भ৷भఇभౢ৷दᎬऋলॊ؛ऒो॑ৗ॥টॼक़ॖঝ५षभഉधઑअളਯभ

ഋऊै൧છলृ॑ीैोथःॊ؛
जभ
⋐

ৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञऒधऋਾಉ॑ৢगथકखथःॊ൛ક୧भੇपੴ
ैोजभક୧ऊैभ໌ৎு॑ीैोञ؛

⋑

ৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखਠোর؛ഉखञऒध॑ভपइॊसऌऊ؛

⋒

ৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञ؛ઇపऊैఃૅखञपमभেെपഉभऒध॑ॎ
ऩः্ऋଐःधஃऔोञऋनअघसऌऊ؛

⋓

३ঙॵআথॢ७থॱشभॸॼথॺभజ৩ऋഉख७থॱشभଵ৶ভऋ๘॑
ਁखञ؛జ৩যऋ્औोऊबङੱଦ؛
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資料６

৾ૅਠৃदৗ॥টॼपঢ়घॊ୷શ॑ৄञऒधऋँॊযम٫ःॊ؛नुभਖटऐ
दमऩऎؚ৳૧ृୠકড়ुৄྚइञ୷શ೪ૃੁ॑खथःऎਏऋँॊधइजअ؛

୷શृ㠷ήরം॑৾ૅਠৃद
ৄञॉୂःञॉखञऒधमँॊऊء

Q 

پফাৰَম৾ૅ৳ভૅ৾؞पउऐॊৗ॥টॼ
क़ॖঝ५ഉඪपঢ়घॊୋেଵ৶ঐॽগ॔ঝड़থছॖথଢ଼ఊভُ
ਸ॔থॣेॺشॉ پ௦؞৸ব؞৵রৈभു૧ઇྺয

တࠊⓎ⇕ࠊḞᖍ⪅ᑐࡋ࡚ࠕࢥࣟࢼࡔ㸟ࠖ࠸࠺
名 တࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ᑐࡋ࡚ࠊࢥࣟࢼࡔ㸟㦁ࡄඣ❺ࡀ࠸ࡓ㹺ᑠᏛᰯ
名 Ⓨ⇕⏕ᚐᑐࡋ࡚ࠕࢥࣟࢼࡔ㹼ࠋࠖゝ࠺㹺୰Ꮫᰯ
ٟ Ḟᖍ⪅ᑐࡋ࡚ࠕࢥࣟࢼࡕࡷ࠺ࢇ㸽ࠖ㍍ࡃゝࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓඣ❺ࡀ࠸ࡓ㹺ᑠᏛᰯ
名 ಳఆऋਢःथःॊেെपৌखथؚ॥টॼഉगूऩःऊऩन⌞ؚखथःॊেെऋःॊ㹺র৾ૅു؞૧ઇྺ
ٟ ᑡࡋ࡛ࡶయㄪࡀᝏ࠸ேࢥࣟࢼゝࡗࡓࡾࡍࡿ㹺㧗ᰯ
᪂ᆺࢥࣟࢼࡀ࠸ࡌࡵࡢ㇟ᚩࡢࡼ࠺ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊゝ࠸ฟࡋࡃ࠸✵Ẽࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ
ٟ ᰯ༊࡛ᝈ⪅ࡀฟࡓࡁࠊㄡࡀᝈ⪅ࠊࡑࡢே㏆࡙࡞࠸ࡼ࠺࡞შࡀࡓࡗࡓ㹺ᑠᏛᰯ࣭㣴ㆤᩍㅍ
ٟ တࢆࡍࡿࢥࣟࢼࡗ࡚ᛮࢃࢀࡓࡽ᎘㺃㺃㺃ヰࡋ࡚࠸ࡓ㹺ᑠᏛᰯ
ٟ ࡩࡊࡅ࡚ࠊࢥࣟࢼ㸟㐩ࡢࡇࢆ࠶ࡔྡࡢࡼ࠺ࢇ࡛࠸ࡿࡢࢆぢ࡚ಖᣦᑟࡋࡓ㹺ᑠᏛᰯ
ಖㆤ⪅ࡢゝືࡀᕪูࡸ೫ぢࢆຓ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ
ٟ 㝧ᛶ࡞ࡗࡓಖㆤ⪅ࢆ᥈ࡋฟࡍࡼ࠺࡞ࠊࡢಖㆤ⪅ࡀ࠸ࡓࠋ(≢ே᥈ࡋࡢࡼ࠺ࡔࡗࡓ)㹺┳ㆤᖌ
ٟ ᮾிࡽ㌿ᅬࡋ࡚ࡁࡓᅬඣࡀⓏᅬࡍࡿ࡞ࡽࠊ࠺ࡕࡢᏊࡣⓏᅬࡉࡏ࡞࠸࠸࠺ಖㆤ⪅ࡀ࠸ࡓ㹺ᗂ⛶ᅬ
ᆅᇦ♫ࡸ㏆㞄ఫẸࡽࡢᕪูࡸ೫ぢ
名 COVID19ឤᰁࡋࡓᏛᰯ㏻࠺⏕ᚐࡢᭀゝ࠾ࡼࡧタ⏝ᣄྰ㹺ᩍ⫱ጤဨ࣭ᰯ㛗
ٟ ་⒪ᶵ㛵ົࡋ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡀࠊಖ⫱ᅬࢆ᩿ࡽࢀࡓ㹺ᑠᏛᰯ࣭㣴ㆤᩍㅍ
ٟ ឤᰁ⪅ࡢከ࠸ᆅᇦࡢ ᮶ࡢ࠶ࡗࡓேᑐࡍࡿᕪู㹺ᑠᏛᰯ࣭㣴ㆤᩍㅍ
ٟ ᆅᇦෆ୍࡛ே┠ࡢࡾᝈ⪅ࡀฟࡓࡁࠊࡈᮏேࡸࡑࡢᐙ᪘ᑐࡋ࡚ࡲ࡛ㄦㅫ୰യࡀࡦࡃฟᅇࡗࡓ㹺ᑠᏛᰯ
PCR᳨ᰝࢆཷࡅࡿ㸻᪂ᆺࢥࣟࢼឤᰁ⪅ どࡍࡿ
ٟ 㝧ᛶ⪅࡛ࡶࠊ⃰ཌ᥋ゐ⪅࡛ࡶ࡞࠸⏕ᚐ」ᩘࡀPCR᳨ᰝࢆཷࡅࡓࡇࡀሗ㐨ࡉࢀࠊࢡࣛࢫࡶ㒊άࡶ㐪࠺⏕ᚐࡀ
ࢿࢵࢺୖ࡛୰യࢆ࠺ࡅࡓࠋ⏕ᚐࡀⓏୗᰯ୰ࠊᏛᰯࡢ㏆ࡃఫࡴ᪉࠶ࡗࡕ⾜ࡅゝࢃࢀࡓࠋಖㆤ⪅ࡽ
⾜ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࠊᢠ㆟ࡢ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓࠋPCR᳨ᰝࡣဨ㝜ᛶ࡛ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶឤᰁ⪅ࡶฟ࡚࠸࡞࠸Ꮫᰯ࡛ࡍ
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̘ݟͶ͕͜ΖܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ
ࠫพద͵ѽ͏අࣰ֒ସͶͯ͏ͱʤࣆྭʥ
ܗαϫψΤϩη״ઝͶًҾָͪ͢ߏɼࣉಒਫ਼ైگ;ٶ৮ҽͶଲͤΖࠫพద͵ѽ͏Ώ㒹ᨳ
উඅࣰ֒ସʤҲ෨ൊਰʥ
ˠଲেྫ ؔغ̐೧݆̔̏ೖʤ݆ʥ͖Δྫ̐೧̖݆̑̏ೖʤ݆ʥΉͲ

ʴ߶ཱིݟָߏʵ
ʀ೦Νͪ͢ਫ਼ైͶଲ͢ͱɼଠਫ਼ై͗ຌਕͶଲ͢ͱʰαϫψ͖ʃʱͳͪ͢ݶɽ
ʀਫ਼ైಋ࢞616ϟριʖζͲ״ઝंΝಝఈ͢Γ͑ͳͤΖಊ͘ʤ൞ਕ୵͢Γ͑͵ʥ͍͗ͮͪɽʤฯ͖ंޤΔɼʰࢢͪڛ
ͬ͗״ઝͪ͢گҽΝಝఈ͢Γ͑ͳͤΖϟριʖζΝյ͢ͱ͏Ζʱͳ࿊ཙָ͗ߏͶͮͱְɽ3&5ࠬݗΝणͪ͜ਫ਼ై͏Ζ
Ͳɼࣙંৰंͳ͵Ζ͖ৼഓ͗ഐܢͶ͍ͮͪ͞ͳ͗ɽʥ
ʀฯंޤΓΕʰંৰं͗ՊଔͶड़ͪɼड़ۊΝ߉͓ΖΓ͑Ͷͳճऀ͖Δ࿊ཙ͍͗ΕکదͶٵΉͦΔΗͪɽڇྋ͗ݰΖɽʹ
͑͢ͱ͚ΗΖ͖ɽʱͳέϪʖϞ͍͗ͮͪɽ
ʴࢤௌଞָཱིߏʵ
ʀͶཇൕԢ͗ड़ͪͪΌંৰंͳ͢ͱౌߏ͢ͱ͏͵͏ࣉಒͶଲ͢ͱɼพՊఋฯ͗ंޤʰ״ઝ͗ৼഓ͖ͫΔɼָ̏غ
͏ͮͼ͏ٵΉͦΘʱͳགྷͪ͘ͱ͢ٽɽ
ʀࠅࣉಒਫ਼ైͶଲ͢ͱɼࠫพద͵ݶཁ͍͗͗ͮͪ͜ɽ
ʀࣉಒฯ͗ंޤৱಡͶΓΖ೦ͪΌӅͪ͢ɽͨࡏɼʰαϫψͲӅ͢ͱ͏ΖΔ͢͏ʱͳ͏͑ᷜ͗͵͗Ηͪɽ
ʀҫྏܐؖͶॊࣆͤΖฯंޤࢢ͗ڛɼʰҲॻͶؾΕ͚ͪ͵͏ʱͳݶΚΗͪɽ
ʀ༓ୣͳ͑͗״ړΉ͚͖ͯΌͥɼਐର͢ͱͮ͵͚ۛ͗ړΉ͑ࢢ͗ɼέϧηϟʖφ͖ΔʰαϫψɼړΝͳΗʱͳݶΚΗͪɽ
ͤࣆىҌͺɼસͱָ֚ߏͶ͕͏ͱన͵ࢨͳɼմ݀ࡃΊͲ͍Ζɽ
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ܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖࠫพΏยݡΝ͵͚ͤࢨࣰࢬͶͯ͏ͱ
ʀસೖຌָߏௗճࣰ͗ࢬͪࠬ͢ͶΓΖͳɼࠫพΏยݡΝ͵͚ͤࢨࣰࢬͶͯ͏ͱɼʰعͶࣰࢬʱָͪ͢ߏ͗
༁̗ׄʤʥΝઐΌͱ͏ΖɽʰعͶࣰࢬʱָͪ͢ߏͳʰࣰࢬͤΖ༩ఈʱָߏΝΚͦΖͳͳ͵ΕɼΆ
ͳΞʹָߏͲࢨΝߨͮͱ͏Ζɽ
ʀঘָߏͶ͕͏ͱɼճΏָڅಊͲࣉಒਫ਼ైͶ״ઝंยݡΏࠫพͶͯ͏ͱߡ͓ͦ͠ΖΝઅఈͪ͢
Εɼ௪எΏϟʖϩΝࡠ͢ͱࣉಒਫ਼ైΏฯंޤͶܔΝਦͮͪΕͤΖ͵ʹखૌ͗ߨΚΗͱ͏Ζࣆྭ͍͗Ζɽ

ܗαϫψΤϩηଲԢͶͤؖΖࠬʤસೖຌָߏௗճʥ
1.2%

ࠬଲে਼ʁ772ߏɼ༙ްյ਼ʁ567ߏ
ࠬؖؽʁྫ̐೧݆̐̕ೖʤʥʛ݆̕10ೖʤۜʥ

2.3%

5.8%

ࠫพΏยݡΝ͵͚ͤࢨͶͯ͏ͱ
عͶࣰࢬ
ࣰࢬͤΖ༩ఈ
ࣰࢬͤΖ༩ఈ͵͢
າఈ

90.7%
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