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葬儀に関するアンケート結果の一考察
中

村

龍

央

北陸教区では平成二十三年十一月十七日に﹃北陸における現代葬儀事情・福井を中心に﹄というテーマで開催され
ました︒

開催に当たって︑会議資料とする為に葬儀に関するアンケートを実施しました︒このアンケートは平成二十二年度
に山梨県第１部教化センターが行ったアンケートを利用させて頂きました︒

葬儀は何処で執行しますか？

アンケート結果を福井の現状を元に考えてみたいと思います︒

問一

複数回答ですが︑ほぼホールで行っているのがわかります︒

十年ほど前までは︑集会場︑寺院︑自宅でしたが︑自宅がまず無くなり︑葬儀社の葬祭場が増えてきて︑寺院がな

くなり︑集会場がなくなってきました︒その頃は村部ではまだ集会場や寺院︑道場などでしたが六年ほど前から︑十

キロ以上離れていても葬祭場を利用するようになり︑自宅近くから葬祭場まではバスを用意しています︒通夜が始ま

ると直ぐに焼香が始まりバスで来た人たちは焼香が終わると着座することなくバスに乗って帰ってしまいます︒勝山

15/03/12 9:24

03-03 中村.indd 111

第47号（2013.3）
現代宗教研究

111

市では︑葬祭場になる以前は通夜に他宗の僧侶が読経しました︒参列者は六時から七時半頃までにやってきて一人の

僧侶のお経を最初から最後まで聞いて帰ります︒大体十分から十五分位で︑うちの檀家などは何時頃に私がお通夜に

行くか問い合わせてきてその時間に合わす人もいました︒その後菩提寺の通夜になりました︒葬祭場になってからは︑

菩提寺以外の読経がほとんど無くなり︑特に懇意にしている寺院は四時半ころから五時半までに伺って読経します︒

この時間では親族のごく一部の方しか居ません︒一度五時半過ぎに行って読経したら参列者がほとんど帰ってしまっ

葬儀の額について基準を設定していますか

て菩提寺の住職が葬儀社に苦情を言ったそうです︒

問二

設定している人が三割強です︒公益法人としては請求することは問題となりますが︑実際喪家は昔と違ってお布施

の金額が解らない人が多いようで︑こちら側が教えなくても葬儀社に問い合わせて︑葬儀社は宗派毎の料金表を用意

しています︒福井市では仏教会が葬儀社に対して意見書を出したので料金表はないことになっていますが︑現実には

存在しています︒自坊では以前は直前にあった葬儀のお布施の包みを見せると施主が家柄を考慮して持ってきました︒
しかし︑二十年ほど前からは提示するようになりました︒

通夜・葬儀の時に法話を行っていますか

ある寺院では百万円の永代経を持ってきたところ突っ返したといったこともありました︒

問三

通夜では八割近く︑初七日では約半数です︒法号の説明や︑故人のはなし︑死・葬儀に関する法話が多いようです︒

檀信徒の話などをききますと︑通夜の時は十分が限度でそれを超えると内容をほとんど覚えていないそうです︒初七
日の時には忌日に関する話が喜ばれるようです︒
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問七

問六

問五

問四

現在の式衆の人数は妥当だと思いますか

葬儀の式衆の人数については近年変化がありますか

その基準は

僧侶の人数について基準はありますか

設定しているが四割です︒施主の意向が三割︑住職が二割となっています︒

福井では︑二十年前までは一導師四役が標準でした︒それに対して施主が脇導師を希望するというのが一般的でし

た︒歎徳を読むことを希望する檀家も多かったです︒また︑呼ぶ僧侶を施主が指名することも多かったです︒お嫁さ

んの実家の菩提寺であったり︑つきあいのある寺院であったりします︒その後一導師二役が標準となり︑近年では導

師単独も増えてきました︒私は今年五軒ありましたが︑三軒がそうでした︒また二軒の内一軒は総代のお母さんでし

たが︑一導師二役でした︒先代の時には三導師六役でした︒因みに今でも福井県中部宗務所管内では三導師四役が一
般的です︒

引導のほかに歎徳に類する儀礼はありますか

開棺︑茶湯︑霊膳の所作や葬儀の式次第を考えると一導師四役最低限必要だと思います︒

問八

あるが四割弱︒以前は歎徳がありましたが︑最近は脇導師をたてないので単独ではないが︑引導文の中で取り入れ
ている方もいます︒私はお寺に貢献したり︑信仰熱心な方の時は入れるようにしています︒

葬儀社・ホールで葬儀が行われて変化したことはありますか
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問十一

葬儀の時間に変化と僧侶の人数に変化があるようですが︑福井に於いては葬儀の時間はホールになる前から短くな

113

檀家の中で葬儀をしない家がありましたか

っていましたし葬儀の内容︑人数も同じ︒布施の額にも変化は無いと思います︒

問十二

葬儀をしないが二割もあります︒福井県では聞いたことがありません︒都会ではあるようですので︑首都圏からも

檀家の中で別の僧侶が葬儀を行い埋葬のみを依頼するというケースはありましたか

時間的に近い新潟県でその影響を受けているのでしょうか︒

問十三

その場合どうするか

あるが約半数にもなります︒

問十四

もう一度葬儀を行うと︑その他２割強︑直ぐに埋葬が４割強あります︒もう一度行うは︑葬儀をしていないか︑他宗

遠方の檀家の葬儀はどのように

で行った場合でしょうか︒直ぐには遠方の檀家か？

問十五

住職が出向くが七十五％になります︒今まで疎遠だった遠方の檀家が葬儀に赴くことにより親密になったとの報告

火葬場には遺族と共に行き︑収骨まで回向を行いますか

もあります︒

問十六

火入れ四割強︑収骨四割︑行かない一割強︒福井北部では式衆が火入れまでいて︑骨上げには同席しません︒棺を
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葬儀と告別式は別に行っていますか

竈へ収めた後︑料理屋最近は葬祭場が多いが︑火葬場以外の場所でお斎を行うため再度火葬場へは赴かない︒

問十七

葬儀の意義︑法号の意味について檀信徒に説明していますか

行わない九割︒葬儀と告別式の区別が不明

問十八

葬儀の意義︑法号の意味について檀信徒は理解していますか

必ずしている六割弱︑するときもある三割︑聞かれれば一割と多くの方が説明しています︒

問十九
理解していると思うが六割強

お経︑お題目を一緒に唱えてもらうよう案内している

法号の説明をして葬儀の意義を説明することによって︑葬儀の大切さが理解してもらえると考えられます︒

問二〇

六割もの方が案内しているが︑北陸教区特に富山県︑石川県︑福井県は真宗が大変多い地域であり実際に唱えても

葬儀社とのトラブルの経験はありますか

らうことは難しい︒

問二四
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八割がないと答えているが︑葬儀社もマニュアルを完備しているし︑会場が葬祭場になり葬儀が形式化しているた
めにトラブルが起きにくいと考えられます︒
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問二六

将来葬儀がなくなるか

なくなると思わない九割弱もおられます︒都会では直葬と言われ葬儀を行わない事が多くなってきており︑檀家が

地元を離れることが多くなってきていることを考えると葬儀を行わない檀家も多くなると思われるが︑葬儀そのもの
は無くならないからとの回答と考えられます︒

まとめ
今回のアンケートから次のように考えられる

葬儀が簡略化して︑出座する僧侶の人数が減ってきており︑寺院の収入の減少にも繋がっている︒都会では直葬が

増えているが︑地方に於いてもその兆しが見えてきている︒アンケートでは葬儀はなくならないという意見が多いが︑

一導師四役から二役に減ったときは短期間であったし︑導師単独も近年増えているので︑直葬が主流になる可能性も
ある︒

布施の額を提示することは公益法人としては問題があるが︑檀家の要請で提示しており︑提示しない場合でも葬儀
社が価格表を作成している場合がある︒

私も布施の額を檀家の希望により提示しているが︑式衆のお布施に対しての不満は一割くらいあるが︑これは親戚

からの意見の場合が多い︒北陸教区は真宗が多く︑導師以外はほとんどが役僧︵住職にはなれない︶であり布施の額
が少ない為である︒新聞の投書等で寺院に支払う葬儀の費用が高すぎると書かれている︒

以前は先祖を守ってもらうのだから檀家で寺院を維持するという考え方であった︒しかし︑寺院は一種の経済活動

であり寺院の維持︵負担︶は檀家がするのでは無く︑住職が個人商店の様に経営を行うものだと考え︑布施も法務へ

の対価と捉え時間換算して高額すぎると考えられている︒三離れを引き起こしたのではないだろうか︒
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ጁἲ⤒ຊ ༶㌟ᡂᖐᐢ⢭㟋ఏ࠼ࡿ
ᡄྡࠊᘬᑟẼࢆࡘࡅࡿ
ᵝࢆᚲࡎᡂࡉࡏࡿ࠸࠺Ẽᣢࢆᣢࡗ࡚ᡭࢆྜࢃࡏࡿࠋ࠶ࡲࡾ㛫ᑐࡋព㆑ࡋ
࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿ
୍⏕୍ᗘ࡛࠶ࡿࡀᨾࠊ᪥ⶈ᐀ࡢ≉ᚩࢆࡁࡃฟࡍࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ
ἲせ㞟୰ࡋ࡚㡬ࡅࡿࡼ࠺ࠊゎࡾࡸࡍ࠸ᘬᑟᩥࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿ
ᨾேࡣࡶࡼࡾࠊ㑇᪘ࠊཧิ⪅ⴿࡢཝ⢔ࡉࢆࠊᙉ࠸࡚ࡣᩍᑡࡋ࡛ࡶ㏆࡙࠸࡚
ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞ⴿ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ≉ᘬᑟᩥࠊᅇྥ➼ࠊᩍ⩏ࡽࡎࢀ࡞࠸ࡼ࠺ᚰࡀ
ࡅ࡞ࡀࡽศࡾ᫆࠸ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡃ࡞
ᨾேࡢྡࠊᡄྡ➼ゝ࠸㛫㐪࠸ࡀ࡞࠸ࡼ࠺
⥭ᙇឤ㟼⢔ࡉࢆಖࡘࡇ
ᘬᑟᩥᤵࡢ
㏻ኪ࡛ࡣ࡞ࡿࡃࠊ࠾⤒ࡸ࠾㢟┠ࢆၐ࠼࡚ࡶࡽ࠺
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㸰㸳㸬ⴿ♫ࡢࢺࣛࣈࣝࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ࠾⟅࠼ࡢ᪉ࠊࡑࡢෆᐜࢆᕪࡋᨭ࠼ࡢ࡞࠸⛬ᗘ࡛
࠾᭩ࡁୗࡉ࠸ࠋ
⫋ဨࡀㄯ➗ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡾࡘࡅࡓ
ᴗ⪅ࡢ㒔ྜ࡛㛫ࢆไ㝈ࡉࢀࡓ
ࡈᮏᑛࢆᢡࡗࡓ
ࡇࡕࡽࡢ㒔ྜࢆ⪺࡞࠸࡛ⴿࡢ᪥ྲྀࡾࢆ႙ᡭỴࡵࡓ㸦」ᩘᅇ⟅㸧
ᡭ㑇᪘Ỵࡵࡿ
࠾ࡶᆅᇦⓗ࡞ᘧࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࠾Ỉ᭰࠼ࠊㅮ୰ࡢḷ㢟┠➼
㛫ࡢྲྀࡾ᪉
㛫㸦࠾⤒ࢆۑۑศ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍゝࢃࢀࡓࡀ⌧ᐇⓗ↓⌮࡛࠶ࡗࡓ㸧
ᘬୖࡆࠊึ᪥ࠊ㸱㸳᪥ἲせࡢ‽ഛࡀࡋ࡚࡞ࡗࡓ
ⴿ♫ࡀᑟࢆᥱࡾࡓࡀࡾࠊࡍࡾᐤࡿ㸦つᶍ࣭ᕸࡲ࡛㸧
ⴿ♫ඛᑟࡉࢀࡿഴྥᑐࡍࡿⓎ
ⴿ♫࡛ᕸࡢෆᐜࢆỴࡵࡽࢀࡿࡢࡣᅔࡿ
ྖ⪅ࡀ╀ࡗ࡚࠸ࡓ
ᚑᴗဨࡢᩍ⫱
⤂ࡉࢀࡓⴿ࡛Ꮫࡢேࡀ࠸ࡓ
࡚ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆⴿ♫ࡀỴࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇᑐࡋ៓ࡋࡓ
㏻ኪࡢ㛫㐍⾜
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㸰㸵㸬ⴿࡣᚋࡢࡼ࠺ኚࡍࡿᛮ࠸ࡲࡍ㸽
⡆⣲ࡍࡿ㸦」ᩘᅇ⟅㸧
ಙ⾜ᚰࡀࡴ࡞ࡃ࡞ࡾⴿࡶࡣ࡞ࢀ࡚࠸ࡃ
ᙺൔࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
ࡉࡽᐙ᪘ࠊ㌟ෆ࡞㏆ぶ⪅ࡔࡅ࡛⾜࠺ࡼ࠺࡞ࡿᛮ࠺㸦」ᩘᅇ⟅㸧
┤ⴿࠊಶேⴿࠊ㦵ࡣᑎ㝔ศ♭࡞ࡿ
ᐙ᪘ⴿࡀከࡃ࡞ࡾேࡢ⤎ࡀⷧࢀࡑ࠺
ᐙ᪘ⴿࡀቑ࠼ࡿഴྥ࠶ࡿ㸦」ᩘᅇ⟅㸧
ᑠつᶍ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᛮ࠺
⤒㈝ࡀᏳࡃ࡞ࡿࢭࣞࣔࢽ࣮ࡀ࡛ࡁࡓࡍࢀࡤࠊேࡣࡑࡗࡕࡢ᪉ࠊⴿࢆࡋࡓ࠸ேࡶ
ฟ࡚ࡃࡿᛮ࠺
⦕⪅ࡢཧิ⪅ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿᛮ࠺ࠊⴿࡢ࠶ࡾ᪉ࡀࡑࡢࡶࡢࡀኚࡋࡘࡘ࠶ࡿ
㧗㢠࡞㈝⏝ࢆࡅࡎࠊ㌟ෆ࡛῭ࡲࡏࡿࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼ࡿ
௦ἢࡗ࡚
ൔࡀࡢࡼ࠺ኚࡍࡿࡼࡿ
ᐙ᪘ࡑ࠺࡞ࡿࡶࡢࢆࡼࡃุࡗ࡚࠸࡞࠸
㛫ⓗ▷࠸ࡢࢆᕼᮃࡍࡿேࡀከࡃ࡞ࡿࡀࠊࡢࡲࡲࡢ㐍ࡵ᪉࡛ࡣ㸯㛫ࡣᚲせ
ᐙ᪘ⴿࠊ┤ⴿ
⚍ቭࡢ₇ฟἲࡀኚࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺
ᮏ᮶ࡢ㟋ஓࢆ㟋ᒣ࠾㏦ࡾࡍࡿࢆ║ࡋࡓⴿࡀ⾜ࢃࢀࡿ
ࡇࡌࢇࡲࡾ
⦰ᑠࡍࡿᛮ࠺
ⴿࢆࡸࡽ࡞࠸᷄ᐙࡀቑ࠼࡚ࡃࡿᛮ࠺
ᐙ᪘ⴿࠊேⴿ➼ࡀቑ࠼ࡿᛮ࠺
ൔࡢⴿᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ᪉࡛ⴿࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺
ࡲࡍࡲࡍࠊᑠつᶍࡋ࡚࠸ࡃ࡛ࡋࡻ࠺⏣⯋࠶ࡗ࡚ࡶൔࡀࡤࢀ࡞࠸௦ࡀ࠸ࡘ᮶
࡚ࡶ࠾ࡋࡃ࡞࠸≧ἣ᮶࡚࠸ࡲࡍ
ࡈ㑇᪘ࡢẼᣢࡕࢆࡼࡾ⃰ࡃᫎࡋࡓ࠾㔠ࡢࡽ࡞࠸ࡸࡾ᪉ࢩࣇࢺࡍࡿᛮ࠺
⮬ศᡭ࡞ࠊ⡆␎ࡋࡓⴿ
ൔࡣᥦᑎ୍ே࡛⾜࠺ࡼ࠺࡞ࡿᛮ࠺
㑅ᢥ⫥ࡀቑ࠼ࠊࡋ࡞࠸ேࡽ⡆␎ࡋࡓࡶࡢ➼ࡀቑ࠼ࡿࡔࢁ࠺
ൔࡀព⩏㸦ಙ௮㸧ㄝ᫂ࢆᛰࢀࡤᚲせࡢ↓࠸ࢭࣞࣔࢽ࣮࡞ࡿ
␎ᘧࡀ୍ᒙ㐍ࡳ↓▱ࡀࡣࡧࡇࡿ
ࡢᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿᛮ࠺ࠋᨾேࡢ㑇ᚿࡀᑛ㔜ࡉࢀࠊࡑࢀࡀᙧᫎࡉࢀࡿࠋൔࢆ
ከࡃᣍᚅࡍࡿᙧࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣࠊൔࢆࡤ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᠱᛕࡉࢀࡿ
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ᐙ᪘ᒙࡢࡼ࠺ᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ
࠾ูࢀ⛬ᗘ࡛ࠊൔ࡞ࡋ࡛⾜࠺ഴྥ࡞ࡿ
♫ⴿ࡞つᶍ࡞ⴿࡣῶᑡࡋࠊぶ᪘ࠊᐙ᪘ࠊ㏆㞄⪅࡛ࡢⴿࡀከࡃ࡞ࡿ
ࡢ᷄ᐙయไࡀᑡࡋࡎࡘᔂࢀ࡚࠸ࡃᛮ࠺ࠋࡑࡢⅭ⮬ศࡢ⮬Ꮿࡢ᐀ᩍ࡛ࡢⴿᑐࡋ
࡚ࡢࡇࡔࢃࡾࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㈝⏝ࡀࡽ࡞࠸ᑎ⛣ࡿ㸦ࡶ࠺ࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧
┿࡞ࡿ
ᙧᘧࡋ࡚⡆⣲ࡋࡲࡍ
ൔࡀⴿ♫ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ༑ศࡋ࡚ࡋࡗࡾᑐᛂࡋ࡚⾜࡞࠸ⴿ♫ࡗ࡚
㒔ྜࡢⰋ࠸ⴿࡀᗈࡲࡿᛮ࠺
┤ⴿኚࡍࡿᛮ࠺
ᘬᑟᩥ࡞ࠊࡶ࠺ᑡࡋゎࡾࡸࡍ࠸㸦୍⯡ࡢே㸧ゝⴥ㐵࠸͏
⤒῭ⓗࠊ↓᐀ᩍⓗ࡞┤ⴿࠊࡲࡓேⴿࠊᐙ᪘ⴿ
࠾⤒ࡢ࡞࠸ⴿࡣࡅ࡞ࡃ᾿ࡋ࠸
ࡇࢀࡲ࡛௨ୖࡢኚࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
ᐦⴿ㸦ᐙ᪘ⴿ㸧ࡀቑ࠼ࡿࠋ࠾ูࢀ㛤ᨺᘧࡀቑ࠼ࡿ
⡆␎ࠊ▷㛫
㉁⣲ࠊࡲࡓ⡆␎࡞ࡗ࡚࠸ࡁࠊ⣡㦵ࡢࡳ࡞ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇ
୍⯡ⓗࡣῶᑡᛮ࠺ࡀࠊఫ⫋ࠊᩍᖌࡢゝ⾜ືࡼࡗ࡚ᕸᩍࡢ࠶ࡾ᪉ࡼࡗ࡚୰㌟ࡢ
࠶ࡿⴿࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࠊⴿᘧᩍࡽࡢ㞳⬺
↓ࡋࡀከࡃ࡞ࡿ
⡆␎ࠋᙧ㧁ࠋ㧗㱋క࠺ᝒࡋࡳࡢῶᑡ
᭦⡆␎ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᛮ࠺ࡀࠊ㏫ࢩࣥࣉ࡛ࣝ⣧⢋࡞ⴿ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊ
ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
㒔ࡢὶࢀ࡛ࠊ┤ⴿࡸᐙ᪘ⴿࡀቑ࠼ࡿ
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㸰㸶㸬
ࠗ↓⦕♫࠘࠸࠺⌧㇟ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ⯆ࡣ࠶ࡾࡲࡍ㸽
࠶ࡿ㸦ከᩘ㸧
⏣⯋࠸࡚ࡶ☜ᐇࡑࡢ⌧㇟ࡀ࠶ࡿ
࠾࠸Ṛࢆࡳஸࡁேࡀ㏞ࢃࡎ㟋ᒣίᅵ⾜ࡅࡿࡼ࠺ࠊඹၿ᰿ࢆ✚ࡴ⾜Ⅽࡀ
ⷧࡽ࠸࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡽ
↓⦕♫ࡢཎᅉࢆసࡗࡓࡢࡣ㤳㒔ᅪࡢᑎ㝔
⯆࡞࠸
ࡇࡢࡼ࠺࡞タၥࡣ࠾ࡋ࠸ࠋ⯆ࡢ↓࠸ேࡀᒃࢀࡤࡑࡢேࡣൔ࡛ࡣ࡞࠸ࡽ࡛ࡍ
࡚࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⮬ᴗ⮬ᚓࡶከ࠸ࡢ࡛ࡣ
ࡑࢀࢆࡏࡎࠊᩍຊࢆධࢀࡿࡁ
↓⦕♫࠸࠺⌧㇟⯆࡛ࡣ࡞ࡃ៧៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉࡛ࡶࡇࡢ⌧㇟ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ↓
⦕♫ࡀ↓⦕ࢆసࡾࠊࡑࡢᩆ῭౪㣴ሪ➼ࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀᑐฎ⒪ἲ࡛࡞࠸᪉⟇
ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡔࢁ࠺
ᐇᏊࡀᒃࡿࡢᨾேࡢேࡼࡾⴿ౫㢗ࡉࢀ㟋ሪ⣡㦵
࠾ࡲ࠸ࡾࡉࢀ࡞࠸ࠊࡀ┠❧ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
⮬ศࡔࡅࡀᖾࡏ࡛࠶ࢀࡤ࠸࠸ࡍࡿ⪃࠼ࡢ⤖ᯝࠋ⯆࠶ࡿࠊ࡞ࡋࢃࡽࡎᚲ↛ⓗ
࡞࡛࠶ࡾࠊ┤ࡄ࡛ࡶᑐᛂࢆ⪃࠼࡚⾜࡞ࡅࢀࡤ⾜ࡅ࡞࠸ᛮ࠺
ᙜᑎ㝔࡛ࡣỌ௦⣡㦵ࠊ౪㣴ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀ⮬ศࡢᐙࡢᑎ㝔ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࡕࡽࢆᕼ
ᮃࡍࡿேࡀᖺࠎከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⯆࠸࠺ࡼࡾ⪃࠼࡚⾜࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸⌧㇟
ࡔᛮ࠺
㐲᪉ࡢ᷄ᐙࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⪃࠼ࡿ
タၥࡢࠕ⯆ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣ㐺ษᛮ࠺ࠊᑡ࡞ࡃࡶࠕ㛵ᚰࠖཪࡣࠕ࠺ᛮ࠸ࡲࡍ
㸽ࠖࡢグ㏙ᛮ࠺ࠋࡲࡓ↓⦕ࡣ⤖ᯝ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢᡭ๓ࡢษ⦕⤯⦕ࡀၥ㢟࡞ࡢࡔ
ࡽࠊ⾲⌧ࢆኚ࠼࡚ᑐฎἲࢆ⪃࠼ࡿࡁ
ᐙ᪘ࡢ⤎ࡀⷧࢀࠊᑎ㞳ࢀࡀ㐍ࡴᛮ࠺ࡢ࡛㛵ᚰ࠶ࡾ
ఏ⤫ᩍࡢఏ࠼᪉ࢆ┬ࠊᐇ⩦ࡍࡋ
㏆ᖺ≉ࠊぶᏊࠊᐙ᪘ࠊぶᡉࠊᆅᇦ♫ࡢ⤎ࡀⷧ࠸
↓⦕♫࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺୍ேᬽࡽࡋࡢ᪉ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅኌࢆࡅࡿጼໃࢆᣢࡘࡼ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿ
↓⦕࡞࠶ࡾ࠼࡞࠸
࡞࠸ࡇࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡶࡲ࡛ࡢ⾜Ⅽࡽࡇࡢࡼ࠺࡞♫࡞ࡗࡓᛮ࠺ࡁ
ᐙ᪘ⴿࠊᑡ࡞࠸ேᩘࡢⴿࡀቑ࠼ࡿⅭ㏆ᡤ࡙ࡁ࠶࠸ࡸぶᡉ࡙ࡁ࠶࠸ࡀῶࡿ࡛ࡋࡻ࠺
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資料2

➨䠎䠔ᅇ㝣ᩍ◊✲㆟䚷ⴿ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䛾㞟ィ
㞟⣙ᩘ

㻝㻟㻡

ᅇ⋡⣙䠖㻠㻜㻚㻥㻑

䠍䠊ⴿ䛿䛻ఱฎ䛷ᇳ⾜䛧䜎䛩䛛䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
䐟
㻞㻜 㻝㻠㻚㻤㻑 ⮬ᆓ
䐠
㻟㻢 㻞㻢㻚㻣㻑 ⮬Ꮿ
䐡
㻝㻞㻠 㻥㻝㻚㻥㻑 䝩䞊䝹
䐢
㻟 㻞㻚㻞㻑 䛭䛾
㻜 㻜㻚㻜㻑 ↓ᅇ⟅
䠎䠊ⴿ䛾㢠䛻䛴䛔䛶ᇶ‽䜢タᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䛛
䐟
㻠㻠 㻟㻞㻚㻢㻑 タᐃ䛧䛶䛔䜛
䐠
㻥㻜 㻢㻢㻚㻣㻑 タᐃ䛧䛶䛔䛺䛔
㻝 㻜㻚㻣㻑 ↓ᅇ⟅
䠏䠊㏻ኪ䞉ⴿ䛾䛻ἲヰ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䛛䠄」ᩘᅇ⟅䠅
䐟
㻝㻜㻡 㻣㻣㻚㻤㻑 ㏻ኪ䛾
䐠
㻝㻤 㻝㻟㻚㻟㻑 ⴿ䛾
䐡
㻣㻜 㻡㻝㻚㻥㻑 ึ᪥䛾
䐢
㻝㻠 㻝㻜㻚㻠㻑 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔
㻜 㻜㻚㻜㻑 ↓ᅇ⟅
䠐䠊ⴿ䛾ൔ䛾ேᩘ䛻䛴䛔䛶ᇶ‽䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛
䐟
㻡㻟 㻟㻥㻚㻟㻑 タᐃ䛧䛶䛔䜛
䐠
㻤㻝 㻢㻜㻚㻜㻑 タᐃ䛧䛶䛔䛺䛔
㻝 㻜㻚㻣㻑 ↓ᅇ⟅
䠑䠊䠐䛷䛒䜛䛸䛚⟅䛘䛾᪉䚸䛭䛾ᇶ‽䛿䠄」ᩘᅇ⟅䠅
䐟
㻢 㻝㻝㻚㻟㻑 ἲྕ䛾㝵䛻䜘䛳䛶
䐠
㻞㻢 㻠㻥㻚㻝㻑 ఫ⫋䛾ពྥ
䐡
㻠㻝 㻣㻣㻚㻠㻑 䛾ពྥ
䐢
㻝 㻝㻚㻥㻑 ⴿ♫䛾ពྥ
䐣
㻢 㻝㻝㻚㻟㻑 䛭䛾
䠒䠊ⴿ䛾ᘧ᐀䛾ேᩘ䛻䛴䛔䛶㏆ᖺኚ䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛
䐟
㻝㻜㻞 㻣㻡㻚㻢㻑 ኚ䛜䛒䜛
䐠
㻟㻟 㻞㻠㻚㻠㻑 ኚ䛿䛺䛔
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䐟
㻤㻠 㻢㻞㻚㻞㻑 ጇᙜ䛰䛸ᛮ䛖
䐠
㻠㻝 㻟㻜㻚㻠㻑 ጇᙜ䛰䛸ᛮ䜟䛺䛔
㻝㻜 㻣㻚㻠㻑 ↓ᅇ⟅
䠔䠊ᘬᑟ䛾䜋䛛䛻Ⴣᚨ䛻㢮䛩䜛♩䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛
䐟
㻡㻝 㻟㻣㻚㻤㻑 䛒䜛
䐠
㻤㻝 㻢㻜㻚㻜㻑 䛺䛧
㻟 㻞㻚㻞㻑 ↓ᅇ⟅
䠍䠍䠊ⴿ♫䞉䝩䞊䝹䛷ⴿ䛜⾜䜟䜜䛶ኚ䛧䛯䛣䛸
䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
䐟
㻞㻜 㻝㻠㻚㻤㻑 ᕸ䛾㢠
䐠
㻟㻣 㻞㻣㻚㻠㻑 ൔ䛾ேᩘ
䐡
㻠㻥 㻟㻢㻚㻟㻑 ⴿ䛾㛫
䐢
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䐣
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䐤
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䐟
㻞㻥 㻞㻝㻚㻡㻑 䛒䜛
䐠
㻝㻜㻠 㻣㻣㻚㻜㻑 䛺䛧
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䐟
㻝㻢 㻞㻟㻚㻥㻑 䜒䛖୍ᗘⴿ䜢⾜䛖
䐠
㻞㻢 㻟㻤㻚㻤㻑 ┤䛠䛻ᇙⴿ䛩䜛
䐡
㻠 㻢㻚㻜㻑 ᇙⴿᣄྰ
䐢
㻝㻢 㻞㻟㻚㻥㻑 䛭䛾
䠍䠑䠊㐲᪉䛾᷄ᐙ䛾ⴿ䛿䛹䛾䜘䛖䛻
ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䐟
㻝㻜㻞 㻣㻡㻚㻢㻑 ఫ⫋䛜ฟྥ䛟
䐠
㻝㻤 㻝㻟㻚㻟㻑 ▱䜚ྜ䛔䛾ᑎ㝔䛻౫㢗䛩
䐡
㻟 㻞㻚㻞㻑 ⴿ♫䛻௵䛫䜛
䐢
㻢 㻠㻚㻠㻑 䛭䛾
㻢 㻠㻚㻠㻑 ↓ᅇ⟅
䠍䠒䠊ⅆⴿሙ䛻䛿㑇᪘䛸ඹ䛻⾜䛝䚸㦵䜎䛷
ᅇྥ䜢⾜䛔䜎䛩䛛䠛
䐟
㻡㻤 㻠㻟㻚㻜㻑 ⅆධ䜜䜎䛷䛧䛶ᖐ䜛
䐠
㻡㻟 㻟㻥㻚㻟㻑 㦵䜎䛷ᅇྥ䛩䜛
䐡
㻞㻜 㻝㻠㻚㻤㻑 ⅆⴿሙ䛻䛿⾜䛛䛺䛔
㻠 㻟㻚㻜㻑 ↓ᅇ⟅
䠍䠓䠊ⴿ䛸࿌ูᘧ䛿ู䛻⾜䛳䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䐟
㻤 㻡㻚㻥㻑 ⾜䛖
䐠
㻝㻞㻝 㻤㻥㻚㻢㻑 ⾜䜟䛺䛔
㻢 㻠㻚㻠㻑 ↓ᅇ⟅
䠍䠔䠊ⴿ䛾ព⩏䚸ἲྕ䛾ព䛻䛴䛔䛶᷄ಙ
ᚐ䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䐟
㻣㻢 㻡㻢㻚㻟㻑 ᚲ䛪䛧䛶䛔䜛
䐠
㻟㻢 㻞㻢㻚㻣㻑 䛩䜛䛸䛝䜒䛒䜛
䐡
㻝㻠 㻝㻜㻚㻠㻑 ⪺䛛䜜䜜䜀䛩䜛
䐢
㻡 㻟㻚㻣㻑 䛧䛶䛔䛺䛔
㻠 㻟㻚㻜㻑 ↓ᅇ⟅
䠍䠕䠊ⴿ䛾ព⩏䚸ἲྕ䛾ព䛻䛴䛔䛶᷄ಙ
ᚐ䛿⌮ゎ䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䐟
㻤㻤 㻢㻡㻚㻞㻑 ᛮ䛖
䐠
㻟㻣 㻞㻣㻚㻠㻑 ᛮ䜟䛺䛔
㻝㻜 㻣㻚㻠㻑 ↓ᅇ⟅
䠎䠌䠊䛚⤒䚸䜒䛧䛟䛿䛚㢟┠䜢୍⥴䛻ၐ䛘䛶䜒
䜙䛖䜘䛖ෆ䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䐟
㻤㻣 㻢㻠㻚㻠㻑 䛧䛶䛔䜛
䐠
㻠㻞 㻟㻝㻚㻝㻑 䛧䛶䛔䛺䛔
㻢 㻠㻚㻠㻑 ↓ᅇ⟅
䠎䠐䠊ⴿ♫䛸䛾䝖䝷䝤䝹䛾⤒㦂䛿䛒䜚䜎䛩䛛
䐟
㻞㻝 㻝㻡㻚㻢㻑 䛒䜛
䐠
㻝㻜㻤 㻤㻜㻚㻜㻑 䛺䛔
㻢 㻠㻚㻠㻑 ↓ᅇ⟅
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䐟
㻝㻞 㻤㻚㻥㻑 䛺䛟䛺䜛䛸ᛮ䛖
䐠
㻝㻝㻣 㻤㻢㻚㻣㻑 ᛮ䜟䛺䛔
㻢 㻠㻚㻠㻑 ↓ᅇ⟅
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