２０１９年度 保全業務マネジメントセミナー

第１部

次第＆目次

テキスト

パワー
ポイント

−

49

官庁施設の建築保全行政の動向

○講師：国土交通省

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
第２部

建築物の劣化と点検のポイント

○講師：古橋秀夫 氏（日本大学

生産工学部 創生デザイン学科 非常勤講師）

−

63

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
第３部 「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務のガイドライン」の概要
○講師：北村牧子氏

（厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課 課長補佐）

−

79

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
第４部 環境配慮契約法基本方針「建築物の維持管理」の基本的事項を実現するエコチューニング
○講師：公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会エコチューニングセンター 事務局 −

118

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
第５部

清掃業務における仕様書・積算の考え方

○講師：井上雄二 氏（一般財団法人 建築物管理訓練センター 事務局長）

1

137

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
第６部

設備管理における仕様書（積算）の考え方

○講師：唐木田義雄 氏（一般財団法人 建築物管理訓練センター 専任講師）

8

152

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
第７部

発注業務の課題点解決への提言〜発注事務の適正化の普及促進のためには〜

○講師：松本卓三 氏（マネジメント 21 代表）
その１

適切な入札書類の作成のポイント

その２

適正な受注者選定のポイント

その３

受注者の業務評価のポイント

14

179

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

【第５部】

清掃業務における

仕様書（積算）の考え方
井上 雄二

1.

品質が良いとは、簡単に表現すれば、商品やサービス
の状態、機能やレベルなどが発注者や購入者が満足（意

清掃品質点検から見た
仕様書の実態

図に合致）していることだと思う。
つまり、狭義の意味での清掃品質とは、仕様と清掃作
業の結果（成果）が、発注者や利用者が満足しているこ

清掃品質とは、全国ビルメンテナンス協会の建築物清

とではないだろうか。

掃管理評価資格者制度によると、作業品質と組織品質に

岸正氏によると、国並びに地方公共団体の施設（以下、

分類され、さらに組織品質は、事業所管理品質と現場管
理品質に分類されている。
（図１）

官公庁施設という）の清掃品質点検を行ったデータがあ
る。施設数は統計的にデータ分析できる数でもないが、

美観、衛生、保全、安全

面白いほど傾向が出ている。清掃品質対象を「床」と「床

作業品質
清掃品質

事業所（企業）管理品質

会社の管理要素

現場管理品質

現場の管理要素

以外（壁面・柱、扉、天井等）
」に分類すれば、床以外

組織品質

の部位の品質は概して良くない。もちろん仕様対象外と
なっている箇所が多いので品質が良好なはずがない。ま

図1

た、床はそれなりに仕様に係れているが、必ずしも良好
な品質ではない。それは、仕様書の作業回数が適正でな

品質については、国際標準規格であるとISO9000シ
リーズの用語の定義を引用すればよいが、つかみどころ

く作業回数以上に汚染度合のほうが高い可能性がある。

がなく理解できないと思われる。

あるいは、作業回数は、ほぼ適正であっても、作業実施
時刻や作業方法の良し悪しが品質に影響している場合が

【参考】JIS Q9000：2015 (ISO 9000：2015) 品質マネジメント
システム−基本及び用語
1 適用範囲（省略）
2 基本概念及び品質マネジメントの原則
2.1 一般（省略）
2.2 基本概念
2.2.1 品質
品質を重視する組織は，顧客及びその他の密接に関連する利害関係者の
ニーズ及び期待を満たすことを通じて価値を提供する行為，態度，活動
及びプロセスをもたらすような文化を促進する。
ある組織の製品及びサービスの品質は，顧客を満足させる能力，並びに
密接に関連する利害関係者に対する意図した影響及び意図しない影響に

ある。これは、仕様書の問題ではなく、受注者側の作業
のやり方、やり様に問題があり、清掃従事者に対する教
育不足、作業後の品質点検方法やその管理体制に起因し
ているものと推察される。
その実態の一部を写真１掲載した（スライド参照）
。
床は共用区域と専用区域、床と隣接する幅木の不具合例、
また、床以外では、利用者の手が触れる部分のほこりや

よって決まる。
製品及びサービスの品質には，意図した機能及びパフォーマンスだけで
なく，顧客によって認識された価値及び顧客に対する便益も含まれる。

手あかといった感染症の媒介となる汚れの顕著な部分を
示した。
（スライド資料参照）
なお、品質点検で使用した計測器は汚染度計、光沢度
3

1

4
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計、臭気計、照度計、ATPふき取り検査器（キッコー

汚れなので除去には高度な技法を用いる必要は大方な

マン社製：ATP検査器と略す）を使用した。ATP（ア

い）
。従って、床以外では、衛生に重点をおいて対処す

デノシン三リン酸）は、生きているすべての細胞中に含

る必要がある。

まれている生物のエネルギー物質で、微生物や食品残渣

一方、官公庁施設の維持保全の共通的な仕様、積算基

（ざんさ）
にも含まれ、
汚れの指標となる。ATP検査器は、

準として、
「建築保全業務共通仕様書」
「建築保全積算基

ATPを酵素などと反応すると発光する作用があり、こ

準書」がある。これは、1994年（平成６年）
、建設省（当

の発光量を計測することで、汚れの指標として数値で表

時）
・建設大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共

したものである。
「調理場における洗浄・消毒マニュアル」

通仕様書（平成６年版）
」並びに「建築保全業務積算基

（文部科学省）のATP拭取り検査における参考値（例）

準（平成６年版）
」に「清掃」が新たに追加された。そ

によると、手指の管理基準値は1,500以下で合格、3,000

の後、５年毎に改定され、現在は平成30年度版に至って

以上で不合格としている。

いる。
清掃品質点検と比較しながら、清掃管理業務共通仕様

2.

書を検討したい。

清掃品質点検から見た
仕様書の見直し

3.
建築保全業務共通仕様書
（清掃：平成30年度版）の概要

清掃品質点検から見た仕様書の見直しは、表１のよう
にまとめられる。

建築保全業務共通仕様書（清掃）は、建物内部と建物

表1
表１ 清掃品質点検から見た仕様書の見直し
清掃品質点検から見た仕様書の見直し
部位

主たる目的 主たる汚れ

外部に大区分し、建物内部は、
「床の清掃」
、
「場所別清掃」
、

対処方法
（頻回清掃と清掃品質点検）

「ごみ運搬処理」に区分している。建物外部は、
「窓ガラ

日常清掃
床

美観の維持

ス」
、
「外部建具」
、
「外壁」
、
「建物周囲」に区分している。

土砂
定期部分洗浄

ここでは、
「床の清掃」と「場所別清掃」を取り上げる。

清掃品質点検
ほこり

日常巡回清掃

手あか

定期部分洗浄

以上の仕様と清掃品質点検を比較検討すると、床であ

床以外 衛生の確保

れば、
「補修」の取り扱いが特記となっているが、定期
建築物清掃の目的には４つある。すなわち、衛生的環

的に実施すべき作業項目であろう。また、共用区域の重

境の確保（衛生）
・美観の維持向上（美観）
・安全の確保

歩行部分には「補修」を組み入れる必要がある。

（安全）
・保全性の向上（保全）である。

床以外では、衛生の観点から見ると、感染経路を形成

床は、４つの目的の

するほこり・手あかの除去が的確に仕様書に組み込まれ

うち美観に重点が置か

ていないようであり、担当する物件の該当部分には仕様

れている。また、床以

内作業項目とすべきであろう。価格が重視されるのは極

外の部位では、４つの

当然のことであるが、単なる美観レベルの維持のみであ

目的のうち衛生に重点

れば、価格重視も致し方ないところでもある。しかし、

を置く必要がある。こ

建築物清掃の目的は美観の維持のみではなく、むしろ、

（写真1）カーペット床の重歩行部分
が黒ずんでおり、歩行しない部分と
る汚れは、ほこりや手 の差がはっきりしている。

人間の健康に関わる「衛生」という視点からすれば、価

あかが主なものなので、条件により感染症が広がる役割

は、次のような仕様書の見直し（作成含む）のポイント

を果たす厄介な汚れになるからである。
（比較的軽微な

を押さえておく必要がある。

れは、床以外に付着す

格優先は再考されるべきではないだろうか。そのために

4

2

を部分清掃と全面清掃に捉えることが必要である。汚れ



は一様に付着するわけではなく、よく汚れる部分とそう



でない部分がある。たとえば、扉等は手が触れるドアノ



ブ（取っ手）とその周囲に手あか汚れが付着するが、他



のところはさほど付着するわけではない。他とのバラン

)

#
)



スをとるためには部分的に汚染されたところだけを手入

$052%%!%4
+3/5.5052('

れすればよい。これを「部分清掃」という。長期間のう

&*"



ちには、全面的に汚染されるので、適切な時期に全面を

,1-

対象に手入れを行い、バランスをとる必要がある。これ

#

を「全面清掃」と呼んでいる。これらを現状に組み合わ

#

せた仕様書が清掃品質のバランスをとる一つの方法であ
る。



（3）床の品質バランスをとる

4.

床においても、一様に汚染されるわけではなく、汚染

仕様書作成のポイント
（清掃管理業務）

される場所は床全体の25％程度といわれている。従って、
その場所を明らかにし、場所に応じた適正な時期に適正
な方法で手入れを行い、床全体の品質のバランスをとる。

（1）汚れの特質を仕様書に反映する

汚れやすい場所とそうでない場所等を区域に分けるこ
とをゾーニングという。一般に、床のゾーニングには、

同じ種類の汚れが、均一に付着するのであれば仕様書

①汚染エリアによる区分と、②汚染度合による区分とが

作成も容易であるし、受注者側としても作業計画作成、

ある。

作業方法決定、資機材選定、作業教育、その他の管理業

①汚染エリアによる区分

務も容易であるし、顧客要求に応えられる度合も増すで

＜トラック・オフ・エリア＞

あろう。

屋外から靴底に付着した土砂が室内に持ち込まれたと

ところが、人間が使用する建築物においてはそう簡単に

き、床がその汚れを捉える部分、また室内にあっては異

ものごとが進まないところが妙味でもある。官公庁施設担

なる床材の接点で汚れを捉える部分をいう。

当者には、
「汚れは一様に付着、進行するわけではない」

＜ファンネル・エリア＞

という理解が得られていないのが実態ではないだろうか。

人々が集まってくるところで、その人々が立ち止まる

ビルメンテナンス業の努力が要請されるところである

ところをいう。水飲み場・自販機前・フロント前・エレ

が、一方、官公庁の施設担当者の定期異動がそのことの一

ベーター前、エレベーター内外・歩行空間の狭くなった

つの要因であるとも考える。具体的には、以下のような視

ところなど。言葉を換えれば床と靴底の接触時間の長い

点に着眼して仕様書に反映することが、既述の清掃品質点

ところと言える。

検の結果を改善することにも繋がるものと思われる。

＜トラフィック・エリア＞
通路のことで、歩行の激しい場所をメイントラフィッ

（2）部分清掃と全面清掃とを組み合わせる

ク・エリアという。事務室内ではいわゆる「けもの道」
が生じるが、これもトラフィック・エリアである。言葉

効率的に良好な品質を確保するには、汚れをどう捉え

を換えれば床と靴底の接触回数の多いところと言える。

るかによって異なってくる。汚れの分布状況から、清掃

5

3
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②汚染度合による区分

まり、目立ちやすくなる。一方、夏季は、手が汗ばみ、

＜極重汚染区域＞

ドアノブや手すり、エレベーター操作盤など手の触れる
部分に手あかが付着する。このように、冬季と夏季では、

玄関ホール、風除室、エレベーター、トイレ、湯沸室
等使用頻度の高い場所の出入口など。

重点をおく汚れの種類が異なる。さらには、梅雨時の対

＜重汚染区域＞

応、夏場を中心として前後に発生が多い風水害への対応
等々、季節特有の対応がある。

事務室・廊下・通路コーナー回り及び出入口、階段下

しかし、これら季節まで組み込んだ仕様書は現行では

層階、食堂など。
＜中汚染区域＞

見られない。通常、官公庁施設は、単年度契約で月単位
の仕様内容としてまとめられているので、季節要因は無

事務室、廊下、階段など。
＜軽汚染区域＞

視せざるを得ない。そのような理由からすれば、季節へ

会議室、応接室、役員室など。

の対応は、受注者の作業計画で取り扱われるものとなら

以上のゾーニングを物件に合わせた仕様内容にするこ

ざるを得ない。季節への対応が受注者の作業計画に依存

とによって、床の品質バランスを確保することが可能で

するだけでは不十分だと思われる。季節要素を含んだ共

ある。

通仕様書が本来の姿であろうが、少なくとも発注者とし
ては季節を考慮した品質点検は励行すべきであろう。こ

（4）床以外の場所の品質バランスをとる

れとて、担当する施設の立地条件は千差万別なので、担
当する施設に見合った適切な点検が求められる。

壁面や扉など立面を形成する部位を主として「床以外」
として床と区別している。この区別は、共通仕様書も同

（６）法令順守（グリーン購入法）

様に区別しているが、受注者側が用意する作業計画の作
成にとっても、この区別は便利である。すなわち、日常

官公庁施設に課せられた法律は種々あるが、建築物清

清掃ではないため、作業実施日や時間帯などが異なるた

掃では、特に、グリーン購入法が関係する。平成18年度

め、作業計画の作成が容易になるからである。

から建築物清掃管理業務が適用を受け、特定調達品目21
分野275品目が指定され、清掃は、役務分野の中の一つ

立面は、共通した汚染分布を形成する。壁面を例にと

である。
（平成30年8月現在）

れば、背丈より上段にはほこりが付着する。背丈の中段

清掃の判断の基準および配慮事項は以下のとおりであ

部分には人の手や衣類の付着による汚れ（手あか、腰壁
回りの接触による黒ずみ）が付着する。背丈下段から床

る（部分抜粋）
。

まででは、運搬台車や靴底の接触によるヒールマークや

【清掃：判断の基準】
①清掃において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、

接触に伴う汚れとキズが生じる。要約すると、以下のよ

判断の基準を満たしている物品が使用されていること。

うに表現できる。

②洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合

上段のほこり＋中段の手あか＋下段の接触汚れ（キズ

には、資源有効利用の観点から、廃油又は動植物油脂を原料とし
た石けん液又は石けんが使用されていること。

含む）＝壁面の汚れ分布と汚れの種類

③ごみの収集は、資源ごみ（紙類、缶、びん、ペットボトル等）
、

これは、何も壁面に限らず、立面となる部位にも同様

生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみを分別し、適切に回収が実施されて

な汚れを形成する。従って、担当する物件の汚染度合に

いること。
④資源ごみのうち、紙類については、古紙のリサイクルに配慮し

合わせた仕様内容にすることによって、床以外の品質を

た分別・回収が実施されていること。また、分別が不徹底であっ

確保することが可能である。

た場合や排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合
は、施設管理者と協力して改善案の提示がなされること。

（５）季節への対応

⑤清掃に使用する床維持剤（ワックス）
、洗浄剤等の揮発性有機
化合物の含有量が指針値以下であること。

冬季は衣類を着込むので綿ぼこりが発生しやすく、加

⑥環境負荷低減に資する技術を有する適正な事業者であり、より

えて、室内の湿度が低いため、ほこりが静電気により集
6
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環境負荷低減が図られる清掃方法等について、具体的提案が行わ

（7） ビルメンテナンス業務に係る
発注関係事務の運用に関するガイドライン

れていること。
【配慮事項】
①清掃に用いる床維持剤、洗浄剤等は、使用量削減又は適正量の

平成27年６月10日付けで、
厚生労働省健康局長より「ビ

使用に配慮されていること。
②補充品等は、過度な補充を行わないこと。

ルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関する

③洗剤の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能

ガイドライン」について、各省庁の発注関係部局長各都

な原料が使用されていること。

道府県知事（契約担当課、市町村担当課）宛てに通知さ

④洗剤を使用する場合は、清掃用途に応じ適切な水素イオン濃度

れた。

（pH）のものが使用されていること。
⑤清掃に使用する床維持剤、洗浄剤等については、可能な限り指

本ガイドラインは、平成26年「公共工事の品質確保の

定化学物質を含まないものが使用されていること。

促進に関する法律の一部を改正する法律」
（品確法）が

⑥清掃に当たって使用する電気、ガス等のエネルギーや水等の資
源の削減に努めていること。

改正され、平成27年１月に発注関係事務の運用に関する

⑦建物の状況に応じた清掃の適切な頻度を提案するよう努めてい

指針が策定されたことを踏まえ、ビルメンテナンス業務

ること。

固有の事項について、厚生労働省が「ガイドライン」と

⑧清掃において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目

して取りまとめたものである。

に該当しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサ

本ガイドラインにおいて、発注関係事務の適切な実施

イクル全体についての環境負荷の低減に考慮するよう努めるこ
と。

について入札契約段階では、競争参加者の業務実施能力

【備 考】

の適切な評価項目の設定等が示されている。

1.判断の基準④の紙類の排出にあたって、調達を行う各機関は、
庁舎等における紙類の使用･廃棄の実態を勘案しつつ、別表１及

総合評価落札方式における業務実施能力の評価のうち

び２を参考とし、清掃事業者等と協議の上、古紙排出に当たって

「履行評価能力」については、建築物における維持管理

の分類を定め、古紙再生の阻害要因となる材料の混入を排除して、

マニュアル（平成20年１月25日付け健衛発第0125001号

分別を徹底すること。印刷物について、印刷役務の判断の基準を
満たしたリサイクル対応型印刷物は、紙向けの製紙原料として使

厚生労働省健康局生活衛生課長通知）に示されている「清

用されるよう、適切に分別すること。

掃の点検のポイント」に係る履行評価能力の有無等を評

2.判断の基準⑤の揮発性有機化合物の指針値については、厚生労

価項目とすることも考えられる。

働省の定める室内濃度指針値に基づくものとする。
3.判断の基準⑥の環境負荷低減が図られる清掃方法等とは、汚染

清掃点検のポイント
（建築物における維持管理マニュアルより）

度別の清掃方法の採用、室内環境の汚染前に除去する予防的清掃

評価項目

方法の採用、清掃用機材の性能維持による確実な汚染除去の実施
等をいう
4.配慮事項④については、家庭用品品質表示法に基づく水素イオ

作業品質

ン濃度（pH）の区分を参考とすること。なお、床維持剤及び床用
洗浄剤については、原液でpH5 ～ pH9が望ましい。

ほこりや汚れの付着状況、
事 務 室、 玄 関、
臭気を点検する。また、不
階 段、 ト イ レ、
適切な作業により建築資材
湯沸室等各室
を傷めていないか点検する。

5.配慮事項⑤の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への
排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法
律第86号）の対象となる物質をいう。

作業計画

作業計画どおりに従事者等
が適正に配置されているか、
また、定期的に見直されて
いるか点検する。

作業実施

従事者に作業手順書が徹底
されているか点検する。

6.調達を行う各機関は、床維持剤の剥離洗浄廃液等の建築物の清
掃作業に伴う廃液の適正処理を図るよう必要な措置を講ずるこ
と。(追加：H30.2閣議決定)

このように規定されている洗剤や床維持剤について

組織品質

は、受注者が資材を選定するときに留意すべき事項であ

資機材管理

るし、発注者は仕様書に提示しかつ実際に点検すべき事
項である（共通仕様書にも記載された事項）
。

資機材保管庫
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点検のポイント

資機材が過不足なく準備さ
れ、資機材が使用別に管理・
整備されているか点検する。
整理整頓されているか、特
殊洗剤・薬品類が誤って使
用されないよう管理されて
いるか点検する。

評価項目

組織品質 *1

生環境を維持していく上で重要な事項である。

点検のポイント

契約書
業務仕様書

契約書・業務仕様書の内容
を正確に理解しているか点
検する。

作業実施

契約書・業務仕様書に準拠
して業務が履行されている
か点検する。

自主点検

定期的に自主点検し、記録
されているか点検する。

組織管理体制

組織管理体制図が整備され、
必要に応じて改定されてい
るか点検する。

緊急管理体制

緊急対応体制図が整備され、
見やすい箇所に掲示されて
いるか、また、従事者に徹
底されているか点検する。

苦情処理体制

苦情処理体制図が整備され、
苦情等の発生時に迅速に処
理できるか、また、再発防
止策がとられているか点検
する。

この点検・確認に当たっては、必要な能力を備えた者
により適切に行われることが望まれる。この点検・確認
の実施者については、
（公社）全国ビルメンテナンス協
会において、自社が行った清掃作業の結果を点検し、そ
の点検結果を業務改善に生かすとともに、建築物所有者
等に対し改善提案ができる能力を備えた者（インスペク
ター）を認定する「建築物清掃管理評価資格者制度」を
平成14年度から実施しており、同制度を活用することが
考えられる。

5.
共通仕様書を基本に加除訂正して
実態に適応させる
清掃品質点検のいくつかを紹介し、現行の共通仕様書
と比較検討を行い、仕様書見直しや作成のポイントの一

安全衛生マニュアルが整備さ
れ、従事者に徹底されている
か、また、従事者の健康管
理ができているか点検する。

端に触れた。

定期的に教育が実施されて
いるか点検する。

本として担当する施設の実情に対応させることである。

接客対応マニュアルが整備さ
れ、従事者に徹底されている
か、また、身だしなみやマナー
も点検する。

イントを参考にして適合させることであろう。

従事者控室

整理整頓され、清潔である
か点検する。

内容は望めないにしても、１号・８号事業登録事業者に

廃棄物処理

廃 棄 物処 理マニュアル 等が
整備され、従事者に徹 底さ
れているか、処 理 方法は適
切か、事故 対 策が 講じられ
ているか点検する。

安全衛生

従事者教育

接客対応

仕様書見直し等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部作
成の建築保全業務共通仕様書（清掃、平成25年版）を基
実情に対応させるためには、既述したいくつかの作成ポ
また、人間と同様に生き物である建築物は、どれひと
つとして同一なものはない。既述の季節を考慮した仕様
課せられた「３月以内ごとに１回自主点検の実施」を励
行し、発注者側としても季節等に応じた品質提供になっ
ているか点検する必要があるのではないだろうか。それ
を追及していくと、既述した仕様書の見直しや作成のポ
イ ン ト の 重 要 性 を 認 識 し て い た だ け る と 思 わ れ る。

6.

（8） 建築物衛生行政の適正な運営について

積算基準
（清掃管理業務）

平成28年４月15日、厚生労働省医薬・生活衛生局が全
国衛生部局に発出した「建築物衛生行政の適正な運営に
ついて」に建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）

官公庁施設を対象とした清掃管理業務費の積算方法を

制度について示されている。

記述したものが「建築保全業務積算基準」である。

（１）保全業務費の構成

建築物の清掃作業において、その実施状況等を定期的
に点検・確認し、必要な改善を図ることは、建築物の衛
8
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（３）保全業務費の積算手順

保全業務費の費目は、直接人件費、直接物品費、業務
管理費、一般管理費等および消費税等相当額で、その費

歩掛り（人）

目内容は次のとおりである。

清掃面積
1 0 0 0 ㎡以下

ａ.直接人件費

清掃員Ｂ

当 該業務を行うため、その労働力を消費することに
よって発生する費用

Ｂ

Ｃ

に4％～ 6％を乗じて算出する。

④消費税等相当額

⑤次に直接業務費を算出する。直接業務費は直接人件費

⑤保全業務費（＝⑦＋⑧）

と直接物品費の和である。

保全業務費の構成

⑥次に業務管理費を算出する。業務管理費は直接業務費

直接業務費＋業務管理費

に13％～ 17％を乗じて算出する。

直接人件費＋直接物品費
労務数量：歩掛り
労務単価
：建築保全業務労務単価（国土交通省）

⑦次に業務原価を算出する。業務原価は、直接業務費と
業務管理費の和である。

直接人件費×４%～６％

⑧次に一般管理費等を算出する。一般管理費等は業務原

直接業務費×１３％～１７％

価に14％～ 19％を乗じて算出する。

直接原価×１４％～１９％

消費税等相当額

⑨次に業務価格を算出する。業務価格は業務原価と一般
管理費等の和である。

（２）技術者区分（清掃３区分）

⑩最後に、保全業務費を算出する。保全業務費は業務価
格に消費税等相当額を上乗せする。

技能・実務経験等

清掃員Ａ

1 級ビルクリーニング技能士の資格を有する者、
又は清掃業務について作業の内容判断ができる
技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し
実務経験 6 年以上程度の者

清掃員Ｂ

2 級ビルクリーニング技能士の資格を有する者、
又は 3 級ビルクリーニング技能士の資格取得 2
年以上の者、もしくは清掃業務について作業の
内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し
実務経験 3 年以上 6 年未満程度の者

清掃員Ｃ

Ａ

④次に直接物品費を算出する。直接物品費は直接人件費

③業務価格（＝⑤＋⑥）

区分

Ｃ

全業務労務単価、国土交通省編）
。

および営業利益

②一般管理費等

Ｂ

の歩掛りは1.000と表わす。その数量を消化するのに費やした歩掛り
に作業回数を乗じたものが労務数量である。労務数量は、清掃員A・B・
Cごとに算出する。
＊労務単価は、清掃員A・B・Cの労務単価（日額）を使う（建築保

び業務管理費以外の費用で一般管理費（営業費含む）

b.直接物品費

Ａ

＊歩掛かりとは、ある作業に1日（８時間）費やした場合、その作業

企業を維持運営していくために必要な直接業務費およ

B .業務管理費

Ｃ

労務数量＝数量（
（3）の②）×歩掛り×作業回数／年）

②一般管理費等（業務原価の14％～ 19％）

格

Ａ

直接人件費＝（労務数量×労務単価）の総和

①業務原価（＝A＋B）

労務数量×労務単価

1 0 0 0 0 ㎡以下

③直接人件費を算出する。

現場業務を運営するために必要な直接業務費以外の費用

価

5 0 0 0 ㎡以下

出する。

B.業務管理費（直接業務費の13％～ 17％）

務

2 0 0 0 ㎡以下

清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 清掃員

②各室等の清掃床面積・数量（ELVの台数など）等を算

A.直接業務費（＝a＋b）

a.直接人件費

5 0 0 0 ㎡超

＊歩掛り表は清掃床面積を４区分して表わしている

て発生する費用

A .直接業務費

清掃面積

2 0 0 0 ㎡超

り表を決定する。

当該業務を行うのに必要な物品を消費することによっ

業

清掃面積

1 0 0 0 ㎡超

①当該建築物の清掃対象面積を算出し、対象となる歩掛

b.直接物品費（上記①の4％～ 6％）

①業務原価

清掃面積

以上、清掃管理業務の仕様書と積算の作成手順の概略
を述べた。
最後に、
「適正な仕様内容と適正な価格がバランスの
とれた品質につながる」ことを申し上げ、また、岸正氏
に貴重なデータと知見をご提供いただいたことに感謝い
たします。
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会ワーキンググループ委員

清掃業務について、清掃員Ａ又は清掃員Ｂの指
示に従って作業を行う能力を有し、実務経験 3
年未満程度の者

一般財団法人建築物管理訓練センター事務局長
井上 雄二
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校了 デザイン

【第 6 部】

設備管理における

仕様書（見積）の考え方

唐木田 義雄
1)建築保全業務共通仕様書（以下、共通仕様書という）

建築物は、その用途に応じた利便性、快適性、安全性
及び経済性などが求められる。

によれば、発注する業務の適用として「定期点検等及び

建物を構成する部材や設備機器には寿命があり、時間

保守」と「運転・監視及び日常点検・保守」の２つを、

とともに劣化し、機能や性能は低下していく。求められ

以下のとおり規定している。

る機能や性能を可能な範囲で当初の水準に維持するため

①定期点検等及び保守（表-4）

に保全業務を適切に実施する必要がある。

②運転・監視及び日常点検・保守業務

建築設備は、複雑化・ 多様化の傾向にあり、適正な維持保

中央監視制御装置がある建築物等において常駐して実施

全を実施するためには、それに見合うコストが必要となる。

1.

する運転・監視及び日常点検・保守に関する業務

仕様書に記載する
基本的な情報

2)発注の形態
管理の発注コストに大きく係わる人件費は、以下の発
注方法に影響される。
①設備の点検及び保守業務を実施するための技術者を建

仕様書に記載する基本的な情報の例として、
（公社）

物内に常駐する。

全国ビルメンテナンス協会が事務所を置くビルメンテナ

②定期的な点検業務のみとし、技術者を建物内に常駐し

ンス会館（東京都荒川区西日暮里）の建築物の概要例（表

ない。

-1）と設備（電気設備）の概要例（表-2）および、建築
保全業務特記仕様書の中の対象設備の一覧例（表-3）を

表-1

示す。
ビル管理の積算を行うにあたり、基本的な情報は非常

所在地

東京都荒川区西日暮里5丁目12番5号

建物所有者

公益社団法人東京ビルメンテナンス協会

に重要である。管理対象設備から全体の管理イメージを、

敷地面積

1,073.04㎡（325.27坪）

経過年数から建物・設備の劣化状況などの把握、また、

建築面積

564.03㎡

設備機器台数は、点検業務の工数に直接関連する項目と

延床面積

3,125.58㎡

なる。

構造・規模

(1)建築物の概要（例：ビルメンテナンス会館）
（表-1）

地下階：鉄筋鉄骨造

地上：鉄筋鉄骨造

地下1階・地上5階・塔屋１階

(2)設備の概要（例：ビルメンテナンス会館）
（表-2）

竣工年月日

平成６年４月１日

(3)点検及び保守業務の内容（特記仕様書より）
（表-3）

用途

事務室、研修施設、会議室
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表-2 電気設備
受電電圧

6,600KV

契約電力

121KW

機器名

受電設備

屋内受電

台数

備考

機器の容量・仕様
200KVA

１台

動力用

75KVA

２台

電灯用

30KVA

１台

電灯用

進相コンデンサ

75KVA

１台

力率改善用

断路器

7.2KV

200A

２台

真空遮断器

7.2KV

400A

１台

変圧器

避雷器

１台

高圧負荷開閉器

3P100A

ヒューズ付断路器

60A×3極

30A×2極×3

高圧受電盤

１台

コンデンサ用

９台

PCS

１面

低圧動力盤

10回路

137.5KW

１面

低圧電灯盤

4回路×2、3回路×1

３面

動力盤、分電盤、照明器具他

表-3 対象設備一覧例（建築保全業務特記仕様書）
設置場所
機器名称

形式・仕様

メーカー

設置台数
階

冷温水発生機

冷却塔

空気調和機

冷水ポンプ

冷却水ポンプ

形式：ガス焚き二重効
用吸収冷温水機
冷凍能力：kcal/h
形式：
冷却能力：kcal/h
ユニット型
空気調和機
形式：渦巻形
ℓ/min× m
形式：渦巻形
ℓ/min× m

対象業務

室名

定期点検及び保守

運 転・ 監 視 及 び 日

業務

常点検・保守業務

○○

１F

屋上

１

○

○

○○

RF

屋上

１

○

○

○○

各階

機械室

5

○

○

○○

１F

機械室

１

○

○

○○

RF

機械室

１

○

○

表-4 定期点検、臨時点検及び保守に関する業務
点検を実施するために必要な資格又は特別な専門知識を有す
る者
定期的

臨時点検

・性能点検

台風、暴風雨、地震等の災害

・月例点検

発生直後及び不具合発生時等

・シーズンイン点検

に行う点検

・シーズンオン点検
・シーズンオフ点検
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ケース

物件規模他

①

大・中

※１

②

中・小

※２

①
①
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委

の

内

定しているため、各項目を適用するか否かは発注者の判

容

定期点検等及び保守

断による。

運転・監視及び日常点検・保守業務

定期点検は、点検を実施するために必要な資格又は専

定期点検等及び保守

門知識を有する者が一定の期間ごとに行う点検、検査で

定期点検等及び保守

中・小
（法定資格者の配置が必要）

あり次の項目について実施する。

運転・監視及び日常点検・保守業務

・建物が有効に機能するように、対象設備や実施時期を

定期点検等及び保守

中・小
（運用面で技術者の配置）

※１ 中央監視制御装置有

託

定め計画的に行う点検

運転・監視及び日常点検・保守業務

※２ 中央監視制御装置無

・法定点検

3)点検の範囲と内容

・12条点検

保全業務を実施する対象機器について点検項目、点検

（官公法第12条に規定する点検又は建築基準法12条に規

内容、点検周期、積算区分等を設定する。

定する点検）
2)点検周期の変更

記載にあたり、点検業務については、都度・適宜、資
格者の配置については、同等以上などの曖昧な表現は避

点検周期を変更するにあたっては次の点に注意する。

けなければならない。

①対象機器の機能停止が施設利用に及ぼす影響

①共通仕様書に記載の点検項目、点検内容、点検周期を

②対象機器の機能停止を復旧させる時間と費用

明確に記載する。

③対象機器の劣化、故障の頻度

②共通仕様書に準じて発注者が独自に設定した点検項

共通仕様書では、建物規模、用途、立地条件等の違い

目、点検内容、点検周期を設定する。

を問わず一律に規定されている業務仕様について、これ

③配置人員をあらかじめ指定する場合

らの違いを考慮して適用できるよう、点検周期の異なる

勤務時間（24時間勤務または昼間の時間）
、曜日指定

以下の２種類の業務仕様を設定している。

等を組み合わせて常駐人数を指定する。
④資格保有者の配置と選任及び実務経験年数の指定

周期Ⅰ

電気主任技術者、建築物環境衛生管理技術者等
⑤「定期点検等及び保守」の内、次のような保全対象設
備については、直接専門業者に積算させる場合が多い。
搬送設備、防災設備、冷熱源機器等

建築物を良好な状態に維持する観点から設定した
標準的な点検周期

対象部分ごとに重大な支障が生じないと想定される
周期Ⅱ

範囲において、不具合等の発生率が高まることを許
容できる場合に適用する頻度を軽減した点検周期

⑥次のような業務があれば特記する。
電気事業法による電気工作物の維持管理に関する業務

(2) 保守の範囲

及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に
よる環境衛生の維持管理に関する業務

2.

定期点検及び臨時点検の結果に応じ実施する軽微な作
業が保守の範囲となる。

「定期点検等及び保守」
業務のポイント

冷凍機のコイル洗浄など特殊な薬剤を用いる清掃や、
足場を必要とするタッチペイント等は共通仕様書におい
ては業務の中に含まれない。従って、特定の作業があら
かじめ想定できる場合は、特記により仕様を示す必要が

(1) 点検の範囲

ある。

1)点検対象機器について

(3) 点検の省略

共通仕様書は、法的規制の有無に関わらず、建築物等
の全般にわたって点検項目、点検内容及び点検周期を規

点検の省略に該当する部分が存在する場合は、必要に
16
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2)設備運転状況の監視または計測・記録

応じて仕様書リストから除外する。
・当該部分が隠蔽されている場合

機器の運転電流・温度・圧力等の計測記録、機器の制

・当該部分に近づくことに危険が伴う場合

御や設定値調整等を行い効率的な運転や故障の早期発
見を行う。

(4) 点検及び保守に伴う注意事項

3)室内温湿度管理と適正化のための機器の制御
4)エネルギー使用の適正化

天井内等に隠蔽された機器を点検させる場合、障害と
なる仕上げ材等の撤去または損傷をせざるを得ない状況

5)季節運転切替え、本予備機器運転切替え

下では、事前にその影響度を調査するとともに、復旧対

6)運転時間に基づく設備計画保全の把握
設備機器の累積運転時間を把握し、保全計画による簡

応等を仕様書に明確化する。

易な整備、部品交換等を実施する。

3.

7)その他特記で定めた事項

「運転・監視及び日常点検・保守」
業務のポイント

(3) 点検の範囲
日常点検とは、点検チェックリスト等を基に設備機器の

常駐員の存在意義は以下のとおりである。
・建築物の日常点検、設備機器の運転監視、装置の安

運転状態などを点検し、異常がないことを確認する。点検

全確認が可能であること。

項目には、過熱、損傷、脱落、腐食、詰まり、漏洩、音響、

・運転・監視及び日常の保守業務が行え、予防保全の

振動、臭気、汚損等があり、これらを観察、記録する。

認識に立って保全業務を実施することができること。

共通仕様書では、１日に数回点検するものから、日、週、
月、３カ月毎、などを設定している。

(1) 業務の条件

1)日常点検の範囲は、その対象部分、数量等を示して特
記する。

技術者の人数、勤務時間の延長、休日出勤等が必要と

2)電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、１

なるのは、以下の場合である。
①施設の稼働状況（年間の休日数、
特定日等）の変更や、

日に１回巡視して異常の有無を点検する。
3)対象部分外であっても、異常を発見した場合には報告

繁忙期等の特別な使用状況に対応する場合

する。

②休日に特別に発生した業務の対応を行う場合
①、②に掛る費用はすべて契約代金に含まれるとする

(4) 保守の範囲

ときは、特記仕様書にその日数や時間等を過去の実績か

運転・監視及び日常点検の結果から、消耗部品の交換、

ら提示する必要がある。

補充、ボルトの増し締め、汚れの除去、作動不良、ずれ

(2) 運転・監視の範囲

の調整等必要に応じて実施する簡易な修理、交換作業及
びそれに伴う作業が保守の範囲となる。

運転・監視の範囲としては、技術者が常駐することか

1)汚れ、詰まり、付着等がある部品または点検部の清掃

ら、次の業務を確実に実施することができる。

2)取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整

・日常の機器の発停操作や正常運転の確認、機器の故
障情報等に迅速に対処することができる。

機器を長時間停止することなく、日々の微調整で対応

・施設の利用状況や行事予定などの情報を把握した効

できる場合や、ネジの留め忘れなど人力で対応できる不

率的かつ計画的な運転を実施することができる。

良箇所を修理、調整する範囲のことである。
3)ボルト、ネジ等で緩みがある場合の増し締め

1)設備機器の起動停止操作
個別発停、自動発停、スケジュール運転等設備機器の

4)消耗品の交換及び補充

種類と安全機能を重視した操作

5)接触部分、回転部分等への注油
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タッチペイントは、既製調合済みのペイントで、小筆

接触部分とは、自動扉やシャッターのガイドレールと

等で補修できる程度のものをいう。

可動部分の接触部や、駆動部のチェーンと歯車のような
接触関係をいい、回転部とは、軸と軸受けの隙間をいう。

(6) 定期点検時の立会い

6)軽微な損傷がある部分の補修

1)常駐管理業者に定期点検業務を発注している場合

軽微な補修とは、配管の漏れをテープで応急処置をす

実施した業務の良否が直接常駐受注者の業務に影響を

るように、接着剤、ネジやボルトでの仮止めで機器の運
手の目的に支障が生じない程度の補修をいう。

及ぼすため、責任を持った立会いが行われる。

7)塗料、その他の部品補修（タッチペイント）
、その他

2)発注者から直接専門業者へ発注される場合で、常駐受

これらに類する作業

注者が立会いを行う場合

屋外、屋内に設置されている機器等に発生した傷やさ

契約内容など不明確の点が多く、立会いは形式的なも

びを、ひと刷毛程度の塗装やスプレー塗装により損耗の

のとなりやすい。

拡大を遅らせる作業。

※責任ある立会い業務を行わせるためには、受注者（立会

8)消耗品の在庫管理

い者）に情報を開示し、ある程度の権限移譲も必要となる。

9)保守で生じた廃棄物処理

(7) 運転・監視業務の記録及び報告

保守作業で生じた廃棄物は、ゴム、ガラス、金属、グリ

1)記録

ス、廃オイル等の再生不能なものが多い。少量でも産業
廃棄物となり、一般ごみとして処理できない場合がある。

記録には、業務日誌・機器の点検記録・中央監視装置

共通仕様書では、廃棄物の処理は原則として受注者の

からの運転データ・エネルギー使用量の自動記録等さま

負担としているが、例外的に発生した産業廃棄物の処理

ざまな記録があり、どれもが重要な情報であるが、特に

は、特記または事前の協議が必要となる。

機器に異常が発生しない限りそれらの情報は見過ごされ

10)その他特記で定めた事項

ることが多い。日誌や各種の記録の変化を捉える集計や
定期に時系列で経過を読み取る必要がある。

設備機器の改善、改良により当初の契約内容と異なる

これらの記録は、エネルギー消費の状況、効率的な運

仕様となる場合は、その作業内容を特記仕様書に記載し

転制御、故障の早期発見に結び付けることが重要である。

ておく。

2)業務の報告

(5) 支給材料

保全業務を遂行している中で、正常でないことが認め

1)ランプ類

られた場合は、直ちに施設管理担当者に報告させる。
報告は書面を作成し、緊急度や他設備への波及性、同

一般に天井に取り付けられているランプ類の交換作業
は、２ｍ未満の脚立で交換できる3.5ｍまでの高さとする。

様の不良が今後発生する可能性等について具体的に把握

特殊なカバー等がある場合は対象外となる。

し、緊急性がある場合など即時対応が基本である。
（写

2)ヒューズ類

真等を添付し分かりやすく）
。

配電盤以降の二次側のヒューズ類とする。

(8) 臨機の措置等

・パッキン、Ｏリング類
給水末端機器のパッキン、Ｏリング類、衛生器具付属

防災マニュアルは施設毎に既に作成されていると考え

金物程度のものをいう。

られることから、受発注者間で協議し、異動に伴う体制

・フィルター類

の変化や受注者の変更に伴う見直し等を行い、早期に防

差し替え、交換が簡便なフィルターとし、特殊なフィ

災訓練を実施することが望ましい。

ルターは範囲外となる。

（参考：建築保全業務共通仕様書・同積算基準の解説）

・塗料
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［管理上の問題点、点検項目、内容、周期等の見直し］

平成24年度保全業務マネジメント

↓

セミナーのアンケート結果から

《次年度の仕様書に反映させる》
【提案２】設備の状況を把握するには現場に足を運ぶ
・月報の報告に合わせて受注担当者と現場を巡視する。

（公社）全国ビルメンテナンス協会が2012年11〜12月に、

↓

全国４都市で開催した「保全業務マネジメントセミナー」

《受注の担当者はこれだけでプレッシャーを感じる》

において、受講者である官公庁施設の保全業務の発注・監
督の担当者に対し実施したアンケート調査では、設備の

・ 毎月テーマを決める。

保全に関して、以下のような問題点や悩みが寄せられた。

例）今月は電気設備、次月は空調設備、給排水･････

・専門的知識が不足（２〜３年で担当が替わる）
、業

・発注形態によっては、２カ月ごと、３カ月ごとに巡視。

者対応にも苦慮している。

設備の管理実態を知ることが無駄な点検（点検項目、

・電気、機械設備の不具合箇所を指摘されても理解で

回数他）をなくし、必要な点検項目を選定することが

きない。

できる。

・設備の知識がなく仕様書も、監督、検査も困難である。

↓

・入札で業者が入れ替わるたびにトラブルが発生する。

《結果、効率的な管理が行える仕様書となる》

・設備のことがよく分からないし、忙しくて現場に行

【提案３】管理（契約）品質のチェック
■要員の配置

かれない。
これらの問題点の解決へのアプローチとして、まず、

・指定した人数、仕様書から積算された必要人数を配
置しているか

建物設備の管理状況をどのように把握し、仕様書に活か

・配置すべき有資格者を現場に投入しているか

すかを提案し、本章のまとめとする。
【提案１】業務の実施記録と報告を活用

■業務内容

・毎日の運転データ、出来事を月報として、まとめさせ
る。発注形態によっては、２カ月、３カ月、半年でも可。

・仕様書の内容の業務を履行しているか

・ 月報から、現状の問題点を把握する。

・仕様書を勝手に変更して実施、または省略していないか

・ 月報⇒年報を作成させる。

（からきだ よしお／（公社）全国ビルメンテナンス協会専門委員）
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【第７部】

発注業務の課題点解決の提言

～発注事務の適正化の普及促進のためには～
その１

適切な入札書類作成のポイント
松本 卓三

第4部のねらいは、
《ビルメンテナンス業務に係わる発

要求水準書とは、発注予定施設の用途・効用、要望

注関係事務の運用 に関するガイドライン》の適用の促

するサービス品質のレベル、管理の効率性、建築物の

進を目指すために、課題点、問題点を抽出し、その解決

長寿命化・劣化の遅延に影響を及ぼすことなどに係る

策に関して提言、提案するものである。 その概要は：

基本的な方向を示す「羅針盤」のようなものである。

１

保全業務の入札・契約事務の適正化を図る

別の視点で言えば、業務要求水準をベースとする維持

２

業務要求水準と入札要件を正しく作成する

管理が、建築物の存在意義を保証し、建築の本来の目

３

適正で優良な受注者を選定する

的を確保するということである。

４

受注者の業務履行を正しく評価する

しかし、現状を見る限り、業務要求水準書が適正に

５

入札の不適切事例を知り、予防する

機能しているとは思われず、種々の課題が存在してい
ることは否定できない。

その１では「適切な入札書類作成のポイント」として、

現状の代表的な事例が下記：

適正な要求水準を作成すること、それを入札要件書に過

（１）発注者が実現不可能な要求水準を示している

不足なく反映させることを提言する。

（２）要求水準と見積り予定価格のバランスが取れてい

本稿では、業務発注者（発注者という）の視点から、

ない

入札書類作成における要求水準書、入札要件書等の必要

（３）発注者の意図と入札者（受注者）の理解が一致し

項目、要点等の重要ポイントについて記述する。

ていない

第１章 要
 求水準書と入札要件書の設定、
作成について

“発注者が何を求めているか？” が明確に示され
（４）
ていない
（５）上記状況の結果、契約締結後にトラブルが発生し

１、業務水準書の作成

ている
※

業務水準書は、仕様書作成、品質管理レベル、業務

履行評価項目等に反映されるので、発注者（管理者）にとっ

１）業務要求水準書の意義

ては、保全業務発注作業の重要な第一段階となる。

発注対象施設の管理者等（以下管理者という）が、施
設の維持管理の意図・目的を入札参加者に分かりやすく

２）要求水準書の必要事項の整理

示し、
伝えるための最も重要な書類が「業務要求水準書」

（１）最も大切な点は対象施設の維持管理計画であり、

である。

1
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（２）提供されるサービスについて「達成目標」を明確

その対象施設で実施される中・長期の管理運営計画であ

にする（可能な限り数値化）

る。対象施設に関わる基本的な構想や管理運営の基本的
な計画を作成し、発注者側の期待するサービスと品質の

維持管理のサービス品質を、視覚（見た目のきれい

目標、その結果評価及び政策的な基本方針（適正価格に

さ）、感覚（空調の暑さ・寒さ）によるのではなく、出

よる適切な受注者選定など）が明らかにされなければな

来る限り、数字で見える化できるような目標づくりを

らない。

する。

平易に言えば、対象施設の生涯（企画－設計－施工－

（３）契約前の段階で業務内容や業務履行に対する疑義・

運営・維持管理－除却に至るまでのライフサイクル）の

懸念を排除するために質疑応答の機会を準備できるよう

シナリオを作成することである。維持管理業務に限定し

に工夫する（それが入札価格の適正な積算につながる）
（４）上下関係の契約ではなく水平関係の契約方針・内

て例示的に言えば、
「この建築物は期待寿命を100年とす

容であることに留意する

る。従って設備機器交換・更新は20年サイクルとして最

（５）提供されるサービスのレベルを発注者・受注者双

低４回で実施することを基本に設備管理業務を検討す

方が合意した方法でチェックする

る。
」というように明確な方針が必要である。

（モニタリング：測定評価）できる事項を含む


（２）対象施設の本来的な目標・目的を達成するために
必要な業務として何をしなければならないのかという視

４）業務要求水準書の構成項目
（１）基本的な構成項目

点で要求水準を作成する。この考え方であれば、発注者
が検討している方針に基づいて、受注者がどのような

①基本方針

サービスを提供できるのかという点が理解できるように

・入札主旨・目的

なり、双方の「認識の共有化」ができることになる。

・入札スケジュール（公布日―入札書類提出―選定主旨
公表―議会・契約までの日程）

（３）発注者の目標・目的が達成できるような、安心か
つ信頼できる受注者を選定し、契約後に業務が安全かつ

・維持管理計画（年度計画、中・長期計画）

円滑に実行されるとともに、相互の理解とコミュニケー

・入札契約方式（価格競争方式／総合評価方式）

ション、相互信頼による水平的な契約関係を、実現する

・契約期間（単年／複数年）

ことが必要条件になる。

・参加要件（登録、資格、地域条件など）
・予定価格（事前公表／事後公表・非公開）

以上の実現のための「憲法」のようなものが「業務要
求水準書」である。業務要求水準書が確定しなければ、

②施設概要：施設管理台帳の項目

積算・見積りもできず、予算化もできないことになる。

・階数、構造、敷地面積、建築面積、延床面積

３）業務要求水準のポイント

・竣工日時、修繕履歴、点検履歴
③管理運営概要

業務水準書において必要な主たるポイントを以下に挙

・開館・閉館時間、休館日、その他

げる。

・管理方式

（１）
）発注者が「何を求めているのか」を過不足なく明

・管理運営組織・管理体制（組織図、災害時も含む緊急

確に伝わるように記述する

時体制）

例えば、各自治体での公用車の購入の場合、明確な要
求水準を作り、自動車メーカー各社と交渉することにな

・業務内容（業務時間、業務範囲、実施方法など）

る。エンジン容量、燃費（ℓ当りの走行距離）、車式（セ

④入札手続き事項

ダン・ワゴンなど）、デザイン、燃料（ガソリン・ディー

・入札資料配布、参加表明書提出

ゼル・電気）
、車のカラー等の要求水準を事前に設定して、

・現場見学会の実施要項

メーカー各社の入札価格も含めて、総合的に評価し、選

・質問および回答の方法

定する手順になるのと同じ考え方である。

・選定方法（入札参加者評価・選定基準、落札基準）

2
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・選定結果公開方法

まれる」の書き方では、何が必要かは不明確であり、

・提出書類様式集・記入要領

発注者と受注者の解釈に誤解が生じやすくなる。そ

・その他要求事項

の他「疑義が生じた場合は誠意をもって協議する」
などの表現をよく見かけるが、これによって何か問

ここでは全体の構成について示し、要求水準書作成上

題やトラブルがあれば疑義事項として取り扱うケー

の要点並びに主な留意点は下記（２）にて記述する。

スが多くなり、双方で疑義の協議をする時間が増え

（２）重要項目

てくる結果、発注者の本来業務の妨げになりやすい。

ガイドラインにて示されている通り、下記事項に留意
して作成する必要がある。

過 去に経験している事例や法律上明確な内容であれ

①適正な発注時期の設定

ば「当然……は必要である」として記述されるべき

ガイドラインの記述『人員及び資材の確保、施設の状

であり、要件書に明確に反映されるべき事項である。

況把握、従事者の教育等の業務開始に必要な準備期間

後 々発生するかもしれない疑義、トラブルや、その

を確保できるよう適正な発注時期を設定する。』の通

処理のための時間や経費を考えれば、手間がかかっ

り、落札結果公表日から業務開始日までの期間を、可

ても、事前に検討して、トラブルの原因を排除すべ

能であれば90日間となるような入札スケジュールを設

きである。

定することが望まれる。

公 平な契約関係の確立のために、受注者の契約書上

過去には、某市立コンベンションホールの清掃業務入

での弱い立場を守る必要がある。

札のケースで３月１日に議会承認され、４月１日業務

２．入札要件書の必須項目

開始となったが、清掃スタッフ要員30名の立ち上げ体
制（募集、面接、採用、初期研修等）が時間不足のた
め、不完全な首尾となり、その結果業務開始後、清掃

「前項４）」の（１）で述べた「業務要求水準書の基

作業の品質クレームが頻繁に発生した事例がある。

本的な構成項目」のうち重要な項目が入札要件書を構

昨今、
「超人手不足」状況はますます悪化しており、

成するので、主要項目の留意点を述べる。

スタッフの雇用は、より一層厳しくなっている現実を、
発注者側には十分認識していただきたい。

１）「施設概要」について

＊2017年の全国ビルメンテナンス協会のアンケート調

基本的な項目は、原則として建築図面に記述されて

査では、全国平均1社当りの年間人材募集費841万円と

いるが、発注内容が受注予定者側に正確に伝達するこ

なり、それでも求人、採用に効果が無かった現実がある。

とがキーポイントであり、そのためには、建築図面の

また、ビルメンテナンス業者側も入札公告された時点

他に、施設概要および発注業務対象の施設と内容が明

で、該当する地域でのスタッフ採用可能性や社員の転

確にできる資料が必要である。

勤可能性等を検討・考慮してから入札参加対応するこ

例えば、建築物の所有者が単独で管理責任の範囲や

とが必要になっている。さもないと、受注してから人

対象区域を文章だけで伝達できる事例もあるが、再開

員不足で契約辞退せざるを得ないというケースも出て

発事業に関わる事例では権利関係や管理体制が複雑に

きており、発注者側もその状況をよく把握していただ

入り組んでいることもあり、資産区分・管理区分等も

きたい。

明らかにする必要がある。これらの点を考慮して発注

②不明確表現の排除

者は必要に応じて施設全体の状況を明確に伝達できる

入札要件書等で記載された不明確な事例として、「本

内容の資料準備が必要である。
例えば、表－１は、
「施設概要一覧表」の事例であるが、

仕様書に記載されていない事項であっても……」とい
う曖昧で不透明な記述がある。また、「法令に義務付

これは複数所有者の建築物での事例である。

けられている事項及び業務上で当然に必要な事項は含

横軸に、「呼称」「施設名称」「所有者」「使用者・管

3
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理者」
「区画」
「用途」
「主たる階」
「床面積」「備考」を

「管理運営組織」を明らかにして、「契約当事者」「管

記載し、縦軸は「呼称」の欄に専用部の区域名、共用

理者」等を確定しておくことが、契約関係の基本とし

部分などを区分して記載してある。これによって、建

て重要である。

築図面ではわからない、区域分け、管理区分、所有形

昨今では、官公庁であっても公共施設の「所有」か

態が明確になり、区域毎の床面積も明示されているこ

ら「賃貸」へという動きが出てきており、民間との共

とで対象面積の食い違いが発生しない。

同複合施設の運営管理という形態が見られるように

ここに示される内容は、図面上に色分けしてゾーン

なった。このような場合、維持管理権限者と所有者・

を明確にすることにより、管理者にとっても管理区域

マネジメント会社等との管理運営関係の明確化は重要

が明確になる。受注者に配布する資料も色分けして提

になる。

示することは、正しい情報の伝達になると同時に、相

４）「管理運営体制」について
管理運営体制については下記の事項が明らかにされ

互の解釈に誤解を生じない親切な内容の書面を構成す

なければならない。これらの事項は入札要件書では「一

ることができる。
表－２は、「維持管理業務委託範囲一覧表」の事例で

般事項」として記載されることもあるが、ここでは具
体的に整理して記載する。

あるが、表－１と同様、区域・区分の分類が必要な「委
託範囲」を一覧表にして示した事例である。横軸に業

（１）管理組織の体制

務区分を記載し、縦軸には、共用部分・専用部分を明

（２）職員・責任者・従事者の配置（資格・員数・経験
年数他）

示して発注する業務を○印で明らかにしてある。それ
ぞれの業務毎の発注形態も例示の「全体一括管理」「共

（３）業務対応の時間帯と人員配置表

用部分のみ」というように明確に記述されている。こ

（４）実施計画書（年間・月次）

れにより、対象業務の範囲、発注区分等に関する相互

（５）業務の評価方法と報告書

の誤解は生じない。

（６）業務報告書（レポーティング）

２）
「運営概要」について

（７）改善提案書（過去の実績を含む）
（８）緊急時の対応（地震・火災・浸水等）

開館日・閉館日・休館日、開館・閉館時間等の必要
な内容はすべて記載する。閉館日であっても一部の部

（９）事業継続計画書（BCP）

屋（会議室等）を外部の利用者に貸し出すような事例

（10）機密保持・個人情報保護体制

もあるので、現時点で確定している条件は明示すると

（11）賠償責任（賠償能力の確認）

ともに、
「未決定」または「変更の可能性がある」事項

（12）報告義務（連絡・報告の体制）

などを明示しておくとよい。

（13）再委託の定義

建築物の使用条件は、組織や団体の事業運営の変化

（申請承認条件・専門性の高い業務限定）

や経営的な条件の変化で変更を余儀なくされるケース

（14）使用資機材の仕様等（グリーン購入等）

が少なくない。条件の変化は、管理体制や人員構成等

（15）コンプライアンス体制
その他、管理に関する「費用の負担」「リスクの負担」

に直接的な影響を与えることが多いので十分に検討し
ておくことが求められる。

についての記載あるいは、関係法令の確認を含めた「法

３）
「管理運営組織」について

令順守」等の項目について記載する必要がある。
※ガイドライン５ページ（業務の性格等に応じた技術

現在、管理運営の形態が多様化している。実際の所
有者と管理者が異なっていて、いわゆる「管理権限者」

提案の評価内容の設定）にて考え方が示されている。

が明確でない事例も多い。プロパティマネジメント会

『業務の要求レベル、品質レベル等から、より適正に入

社やファシリティマネジメント会社が「統括管理会社」

札手続を実施できると認められる場合には、総合評価

として契約の主体となっているケースもある。

落札方式において、競争参加候補に対し技術提案を求
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めることも考えられる。この場合、求める技術提案は必

※ガイドラインでも（３）入札契約段階（適切な競争

ずしも高度な技術が求められるものではなく、技術的な

参加資格の設定）＜個別業務に際しての競争参加者の

工夫の余地が小さい一般的な業務では、審査する業務実

技術審査等＞『業務の性格、地域の実情等を踏まえ、業

施計画の作業工程管理や業務実施上配慮すべき事項、品

務実績や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適

質管理方法等についての工夫を技術提案として求める

正な競争参加資格の設定について検討する業務実績を

ことも考えられる』

競争参加資格に設定する場合には、業務の技術特性、自

５）
「参加要件」について

然条件、社会条件等を踏まえて具体的に設定し、業務

全ての応札者が全ての機会において公平であるべき

実施能力のないビルメンテナンス業者を排除するなど

ことが理想であるが、契約後の安全かつ円満な事業の運

適正な審査に努める。なお、業務実績の確認に当たっ

営は発注者側の目標・目的である以上、何らかの条件を

ては、同一の発注者において過去の類似業務の実績が

設定して応札者の選定を行わなければならないことは、

ある場合には、後述の業務完了後の評価結果を指標と

誰もが理解できる現実である。

するなどの方法も考えられる。』との記述がある。

しかし、それを「不公平である」、
「業者の絞り込み対

６）業務内容の詳細（仕様書）

策の一つ」という反論もある。

仕様書の詳細については、第3部で詳細な説明がある

「全ての応札者に平等に機会を与えて……」とは言え、

ので、ここでは省略する。

全ての応札者に対する事務処理や評価・選定作業・審査

最も重要な点は、対象となる業務ごとに必要な事項

業務・ヒアリング・経営実態調査等を行うことは、時間

を明記することが要点である。新築建築物の場合、机

的にも費用的にも合理的ではない。発注する業務内容の

上でどれだけ丁寧に検討しても、実際の建築物の使用

目標・目的を達成する可能性の高い応札者を、参加要件

状況は予定通りには行かないことも多く、仕様・基準

の設定によって審査・選定を進めることは、発注者・管

の見直しが迫られるケースも出てくる。最初の３か月

理者の重要な責務である。

を仕様書通りに実行して、その結果を測定・評価し、改

ここでは、主な要件項目を記載する。 （その２

第

善して必要な変更を加えるという対応策もある。更に

１章でも詳述する）

３か月間実行してみて改善継続する事例もある。

（１）入札参加資格条件 （公共工事の場合は、入札参加

１年間の暫定的な仕様書で実施した結果を基本的な

資格ランク付けがある）

「仕様書」にするというような事例はファシリティマネ

（２）業務実績（対象施設の用途・機能に関する）

ジメント（FM）による契約においては一般化してきて

（３）受託経歴（対象施設と同様の用途・機能の施設に

おり、その２で述べる「サービス・レベル・アグリー

関する受注の継続性・年数等）

メント（SLA）」、「キー・パフォーマンス・インディケー

（４）登録業等の認定

ター（KPI）」による契約が好例である。

（５）責任者の資格・経験年数・配置の要否

契約上の問題もあろうが、「一度決定したら変更しな

（６）代行保証（対象施設の用途等にもよる）

い」ということではなく「必要な変更・改善」を繰り

（７）地域要件（地域での実績、非常事態対応等）

返して、最も適正な仕様書に近づけていくという相互

（８）業務履行責任保証（パフォーマンスボンド）：

の理解と協力が必要になってくる。

これは落札者に対して契約期間中の善良な業務履行

表－３は、「業務内容・対象業務範囲」を正しく伝達

遵守を約束する保証書であり、公共工事では契約金額の

するための資料の好例である。定期清掃に含まれるガ

10％分の金額保証を求めるケースが多い。具体的には銀

ラス清掃の積算・見積のための「ガラス清掃面積一覧表」

行保証書の提出が通例で、銀行視点による落札者の信用

であるが、この表がなくても、応札者は必要な計算を

状態が分かり、また保証金の没収リスクが安値受注業者

行うが、積算の方法（数量拾い）により結果の数値に

を排除できる効果も出てくる。

差異が生ずることもあり、場合によっては見積価格を

5
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比較するときに根拠となる面積自体に差異が生じてし

※「質問と回答」の具体的なやりとりの例については、

まうこともある。このように、階別・区分・建具仕様、

受講者の組織・団体における「指定管理者制度」案件

予測される作業条件等を表にして提示しておくことは、

を検索頂ければ、業務水準や仕様書に関する質疑応答

親切な対応であり、応札者に積算上のミスを発生させな

が、適正価格の積算に重要であることを理解していた

いための大切な工夫でもある。

だけるはずである。

このことは、応札者にとっては、時間の有効利用や、

８）「選定方法」について

見積業務の効率性・精度にも貢献できるので、相互の信

受注者選定方法の具体的内容、評価方法・評価基準、

頼関係の醸成にも役立つ可能性が高い。

契約後の業務の実施状況の評価等（モニタリング）は、

※ガイドライン２（２）業務発注準備段階 において、

入札要件書に含める必要がある。

下記のように記述されている。

その内容については、その１とその２で詳しく述べる。

『
（現場条件等を踏まえた適正な仕様書等の作成）

第２章

個別施設の維持管理計画、建築物固有の条件に依存する

予定価格の算定と公表のあり方

業務項目、業務数量、作業条件等を踏まえ、適正に仕様

１、予定価格の適切な設定

書等（仕様書、図面、維持管理台帳、作業指示書その他
の附属書類を含む。以下同じ。
）を作成し、積算内容と

予定価格の設定については、予決令第８０条規定「予

の整合を図る。

定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、

なお、仕様書等の作成に当たっては、業務に必要な全て

数量の多寡、履行期間の長短を考慮して適正に定めな

の事項を確実に盛り込むよう、十分に留意する。』

ければならない」の通りである。また、ガイドライン

７）
「質問と回答」について

２（２）（適正利潤の確保のための予定価格の適正な設

どんなに詳細な業務要求水準書であっても、相手に正

定）で『予定価格の設定に当たっては、業務の品質確

しく伝わるかどうかはわからない。入札参加者から見れ

保の担い手が中長期的に育成及び確保されるための適

ば、すべてに不確実な点があり「質問」はその内容につ

正な利潤を、業務を実施する者が確保することができ

いて確認する唯一の許された手段である。発注者・担当

るよう、適正に作成された仕様書等に基づき、経済社

者からみれば、
「些細な……」
「分かりきった…」「つま

会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び業務実

らない」事項かも知れないが、
「入札参加者の立場や不

施の実態等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっ

安な心理を真摯に理解し、かつ十分配慮することが欠け

ては、現場の実態に即した業務実施条件を踏まえた上

ている」と指摘されても仕方がないような事例も多く、

で最新の積算基準を適用する。』と書かれている。

講師自身も何度か体験している。質問書・回答書のやり

予定価格設定の不適切な事例が生じる場合は、「近隣

取りは、文書内容の適格さ、文書の基本的な構成など、

の同種施設の契約金額の情報収集」、「事業者からの参

企業の事務処理能力を推し量る判断材料の一つに、なり

考見積り書の徴収」、「前年実績の考慮」などが行われ

得るものである。

なかったのが原因である。

本来、何の質問も発生しないような入札要件書等がで

予定価格設定は、発注者にとっては悩ましいポイント

きる事が望ましいのであろうが、解釈の違いにより様々

であるが、予定価格の高い・低いによっては、好ましく

な面で影響が発生しがちな、難しい問題であることは間

ないケースが出てくる可能性を十分認識する必要がある。

違いない。誰が読んでも共通の理解・解釈ができること

（１）低い予定価格のケース

が必要である。また質問と回答に必要な適正な期間を設

低い予定価格では、本来入札参加して欲しい優良な

定する必要がある。例えば、「最終回答が入札３日前」

ビルメンテナンス企業が入札前の段階で「公表予定価

のような条件設定では、回答の内容を検討し、積算や技

格では赤字入札になる」と分析して入札参加を断念す

術提案に正確に反映することができないことになる。

るケースが多くなり、その結果、ダンピング業者が予
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定価格や最低制限価格近辺でのすれすれ価格の入札を

（5）需給状況：

行い、落札した業者は、利益を確保するために手抜き作

 業スタッフの雇用に関して、現状の「超人手不足」
作

業などを巧妙にやることで、業務品質面で大きなトラブ

によるビルメン企業の苦境はかなり深刻化してお

ル、クレームにつながることが多くなる。

り、新規採用のみならず、既存従業員の離職率が

（２）高い予定価格のケース

高まり、欠員現場が増えている状態が長期間続い

利益幅が予想以上に大きく、高止まりの入札価格での

ている。それが入札参加者の減少や参加辞退に影

落札を成功させるために、入札参加者間での話し合いに

響することもあり得る。

よって落札者を決定し、他の参加者は予定価格を上回る

（6）最低賃金アップの反映
①令
 和1年10月からの最低賃金は、全国平均27円アップの

入札で失格となり、入札終了後に落札者から便宜を受け
るやり方がはびこる事態になりやすい。

901円と決定した。毎年3%アップは予定通りで、東京都は

いわゆる「談合」という不正行為がおこりやすく、適

1,013円、神奈川県1,011円を超えた。筆者予測では、2023

正な利潤が確保できる予定価格の適切な設定が重要で

年に全国平均1,000円に達するのは避けらないので、複数

あり、それが受注者の信頼できる品質の確保につながる

年契約には最低賃金上昇を見込んだ積算が必要である。
②メ
 ンテナンス現場の賃金上昇は、最低賃金アップと

ことになる。
上記の不祥事を防ぐために低入札価格調査制度の導

同調して毎年続いているが、人手不足により募集時

入が進められている。その調査の基準価格の算定式（予

給の高騰が止まらず、更に人材獲得競争のライバル

定価格との比率）が規定されるようになった。

である外食チェーン店舗の時給が、最低賃金＋100円
以上の状態が続き、ビルメン企業は相当高い時給設

２、適切な予定価格の設定には

定を強いられている現状から、人件費高騰に配慮す
る必要がある。
（7）受 注者の適正利潤の確保

１）価格算定条件を考慮して予定価格に反映させる

⇒

安心・安定の品質

確保のため

（1）価格調査：前年実績数字、近隣の類似施設の契約金

①ダ ンピング受注の場合は、ギリギリの採算で落札す

額、市場価格（複数事業者の参考見積）を収集し、
比較調査する

るので利潤の確保が厳しく、赤字を出さないために、

（2）業務履行の難易度：建物構造やレイアウト、多種多

時給は最低賃金並みでの雇用となるので高齢者ス

様な内装材料によって作業方法が複雑になり、作業

タッフが大半を占め、社会保険対象外の短時間労働

時間も長くなり作業費用の積算に影響する

の作業計画となりがちで、作業の標準化がバラバラ

（3）対象建物の規模：延べ床面積の規模の大小によって、

になり、品質が安定しなくなる。
②適 正利潤が確保できる落札金額の場合は、賃金水準

作業スタッフの人数、資機材の種目と量、消耗品な
どが変わるので、算定時には考慮が必要となる

も上げられるので、作業生産性に良い効果が表れ、定

（4）契約期間の長短によって価格設定、コスト削減可能

着性も高まり、スタッフ募集条件も良くなるので、適

性が変わる

正利潤が確保できる予定価格の算定は重要である

①単年度契約の場合、次年度契約が保証されてない

（8）調査基準価格、最低制限価格との兼ね合い

ので、生産性向上によるコスト削減や労働条件改善

適 正な予定価格の設定は、低入札価格調査制度の調

には1年契約期間だと厳しくなる

査基準価格の設定や、最低制限価格の設定にも関係

②複数年契約の場合、作業スタッフの継続雇用が確

する。これについては、その２にて詳述する

保されるのでモチベーションが上がり、生産性も

２）歩切り行為を排除する

アップし、ヒトのコスト（採用、教育など）の削減

「歩切り」による予定価格の切り下げは、法律違反で

の可能性が高くなる

あることは明確である
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３、予定価格公表のあり方

予定価格の公表時期について

（財務省HP 国土交通省、総務省、財務省合同調査報告：H31年1月22日公開）

予定価格の事後公表については、都道府県は前回調査か68，1%から70,2%に増加。政令指定都市では80%で
増減なし、市区町村では前回調査時の53，2％から今回55,8％に増加。

１）予定価格の事前公表 （会計法では事前非公開）

事後公表

（１）メリット：
①予定価格を探ろうとする不正行為の防止ができる

平成29年
3月31日

（２）デメリット：

都道府県

①談合、価格調整工作がよりやりやすくなる
②予
 定価格を参考にして、積算能力のない事業者でも受

指定都市

注できる事態が生じる

市区町村

③落札価格が高止まりになる

計

④調査基準価格、最低制限価格の類推が容易になる。そ

平成29年
3月31日

平成30年
8月1日

17

17

15

16

15

14

0

0

36.2%

36.2%

31.9%

34.0%

31.9%

29.8%

0.0%

0.0%

7

7

9

9

4

4

0

0

35.0%

35.0%

45.0%

45.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0.0%
100

674

669

253

276

681

651

118

37.6%

38.9%

14.7%

16.0%

39.6%

37.8%

6.9%

5.8%

809

829

278

302

700

669

119

103

41.9%

42.9%

14.4%

15.6%

36.3%

34.6%

6.2%

5.3%

らず、単純に平均した額を設定し、市場価格とか
け離れた設定となった

（１）入札参加者の積算の精度が向上し、適正な競争力

（４）過去の同一業務の調達実績を考慮せず設定した結

過度な低価格競争事業者によ

果、著しく高額の落札となった廃棄物処理業務入

る「積算なしの安値入札」の歯止めとなる

札（広島合同庁舎例）

（２）入札前に、予定価格を探り出そうとする不正行為

２）最 低制限価格と同額の応札でくじ引き落札が増加

が発生しやすい
⇒

している

談

（１）長野県でのくじ引き落札発生率

合・ダンピングの抑制効果

①公 共 工 事：2013年11%、2014年14%､2015年22%､2016

３）予定価格非公表もあり（事前・事後共に）

年(4-8月)23%

技術力を反映した多様な入札・契約方式に対応するた

②業務委託：2013年49%､2014年58%､2015年59%､2016年

めには，予定価格を一律に非公表とし，一律に上限拘束

(4-8月)51%

とするのは必ずしも適切ではない。

③公共工事が全体の1/4程度であり、業務委託は50%超

大橋氏論文より）

の高止まりになっている。

４）予定価格公表方式データ（国土交通省、総務省、財

その背景には、競争の激化、積算根拠の情報公開、積

務省合同調査報告：H31・1）

算ソフトの精度向上などがあるとされ、総合評価入

予定価格の事後公表については、都道府県は前回調査

札ではくじ引き率が比較的低くなっている。

68，1%から70，2%に増加。政令指定都市では80%のまま、

（2016年11月11日

市区町村では前回調査時の53，
2％から今回55，
8％に増加。
⇒

平成30年
8月1日

（３）参考見積金額に、数倍の価格差があるにもかかわ

２）予定価格の事後公表（原則）

（会計検査院特別調査職

平成29年
3月31日

低価格の落札となった

ている。

（３）入札価格が分散化する傾向が大きくなる

平成30年
8月1日

非公表

（２）事業者の参考見積書の収集をせずに設定した結果、

「くじ引き」で落札事業者が決まる事例が増加してき

⇒

平成29年
3月31日

事前公表

20

の結果、最低制限価格で入札した複数事業者による

が確保される

平成30年
8月1日

事後公表及び事前
公表の併用

建設工業新聞記事より）

（２）事 前公表ケースに多いが、事後公表でも札幌市・

詳細は次の表参照

新潟市ではくじ引き発生率は74%・88%と高い（日
経ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾃﾞｰﾀ）

４、予定価格公表による問題点

（３）この結果、くじ引き率を減らすためには、総合評
価方式へ移行するとともに、技術点の割合を高く

１）不適切入札例：庁舎の清掃、廃棄物処理の事例が多い

する傾向になりつつある。

（１）近隣の同種契約金額の情報収集を行わず、５０％
を下回る著しく低い落札率となった

8

21
-21-
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入札契約方式
（価格競争方式／総合評価方式）

（２）その課題
①提 出書類、証明書類が多く、準備に時間と人手がか
かる

１、価格競争方式のポイント

②発注者に審査能力と審査体制の強化が求められる
③事務作業（評価項目、配点ウエイト、評価基準等）が

予定価格範囲内の入札金額の中で最も安い金額の事

難しい ⇒効果と課題については、その２にて詳述する

業者が落札者となる

（３）総合評価方式の取組対応策（書類作成、評価方法）
１）効果：入札者評価・受注者選定が容易

⇒

①「地方公共団体向け

価格の

総合評価実施マニュアル」「国

土交通省が進める新しい落札方式－総合評価方式パ

比較評価がメイン

ンフレット」「公共工事における総合評価方式活用ガ

価格以外の評価（技術者資格、業務実績）が少なく価
格が落札の決め手

イドライン」は、いずれも国土交通省作成で公共工

２）課題：談合・ダンピングの不詳事の発生が多くなる

事用であるが、業務委託にも内容の適用は可能であ

最低制限価格を下回らず、予定価格ギリギリの入札

る。最も実用的なものは「地方公共団体向け総合評
価マニュアル」であり目次は下記通りである。

（対予定価格99，9％近辺）が多くなる。

・なぜ、総合評価を導入しなければならないのですか？

３）安値落札（ダンピング・談合）の悪影響

 ………………………………………………………… 1

①採算悪化のため、仕様軽視、作業の手抜きになりやすい
②下請け業者へのしわ寄せが生じる
（再委託金額切り下げ）

・総合評価方式のメリットは何ですか。……………… 5

③従事者の低賃金など労働条件が悪化し、モチベーショ

・総合評価方式を導入すると過重な事務量が発生しませ
んか。…………………………………………………… 5

ンも下がり、品質に影響する

・品確法のポイントは何ですか。……………………… 7

④低賃金により高齢者スタッフが増え、安全教育が不足

・総合評価方式とは何ですか。………………………… 9

して作業中の事故が増える

・主に市区町村において活用することが期待される総合評

４）談合・ダンピング対策が必要

価方式のタイプとしてどのようなものがありますか。

総合評価方式入札、低入札価格調査制度・最低制限価

 ………………………………………………………… 10

格制度の適切な導入と活用
その２

第4章で詳述する

・市区町村向け簡易型はどのように位置付けられますか。
 ………………………………………………………… 11

２、総合評価方式のポイント

・総合評価方式を行う場合には、価格競争を行う場合と
比較してどのような手続きが必要となりますか。
 ………………………………………………………… 13

１）総合評価方式とは
価格点（入札価格の評価点）＋技術点（価格以外の要

・市区町村において総合評価方式の活用が望まれる工事

素に係る評価点）＝総合評価点となり、この最高得点者

にはどのようなものがありますか。 ……………… 15

が落札者となる

・これから市区町村向け簡易型の総合評価方式を導入し
たいと思いますが、どのような準備が必要ですか。

（１）その効果

 ………………………………………………………… 19

①企 業の技術力の活用や技術力の高い受注者選定によ

・市区町村向け簡易型総合評価方式はどのような手順で

り品質の向上とコスト縮減が可能となる

進めますか。 ………………………………………… 21

②談合・ダンピングの防止、不良不適格業者の排除が可

1 総合評価方式の導入の意義

能となる

2 総合評価方式の導入の背景

③技術審査・評価を通じて発注者及び受注者の技術力の

3 総合評価方式とは

向上が図れる

9
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は着手可能である。

4 市区町村向け簡易型（特別簡易型）総合評価方式の活
用方法

②各 都道府県、政令指定都市では「総合評価方式ガイ

（1）評価項目及び評価基準の設定

ドラインやマニュアル」を作成している。これらも

（2）評価方法の決定

実践的な資料となる。

（3）公告等の実施

③本 セミナー

その１での「東京都庁舎清掃総合評価

（4）総合評価による落札者の決定

入札」及びその２での「札幌市交通局清掃総合評価入

（5）落札者の決定後の対応

札」
「函館市庁舎清掃総合評価入札」を参考にすれば、

（6）学識経験者に対する単独又は共同の意見聴取

総合評価方式の入札説明書、要求水準書、提出書類

・総合評価方式ではどのようなダンピング対策が可能で

一覧表、総合評価項目と配点表、落札基準等の書類

すか。 ………………………………………………… 35

作成が可能となり、一般競争入札の経験があれば、さ

・総合評価方式では最低制限価格は適用できないのです

ほど難しい事務作業にはならない。

か。 …………………………………………………… 36

＊上 記の公共工事向けガイドライン、マニュアルを適

・価格による失格基準をどのように設定すべきですか。

用できる部分は多く業務委託の総合評価方式にも活

 ………………………………………………………… 36

用が可能となる。

・総合評価方式の適用工事における予定価格、調査基準

２）総合評価方式入札の事例
（１）東京都

価格、失格基準の公表についてはどのように取り扱う

都庁第一庁舎

清掃業務委託

方式入札（Ｈ30年3月）

べきですか ……………………………………………3 7
・入札ボンド制度の導入をどのように進めたらいいです

①延床面積：196,000㎡、地上48階・地下3階

か。 …………………………………………………… 38

②入札スケジュール

5 低入札価格調査及び価格による失格基準の併用等によ

・参加希望受付：Ｈ３０年２月１日

るダンピング対策

・提案書提出日：２月２１日

・簡易型総合評価方式はどのような手順で進めますか。

・提案書ヒアリング：２月２６日～３月９日

 ………………………………………………………… 39

・入札締切日：３月１３日

・簡易型の評価項目・評価基準はどのようなものがあり

・開札：

ますか。……………………………………………… 40

３月１４日

③契 約期間：Ｈ３０年４月１日～Ｈ３３年３月３１日

・簡易型の総合評価方式において技術審査を行う体制が

３年間

整っていない場合には、どうしたらいいですか。


総合評価

④入札参加資格：営業種目103「建物清掃」の「Ａ」又

………………………………………………………… 41

は「Ｂ」の等級格付け

資料編

⑤総合評価方式の提案書内容、項目及び配点表
別 紙１

「市区町村向け簡易型（特別簡易型）総合評価方式」の


記載にある「配点内訳」の項目に対する必要

具体例

書類、作成留意事項により提案書を作成する。

1. 評価項目及び評価基準の実例 …………………… 45

⑥落札基準

2. 学識経験者に対する意見聴取方法の実例

・技 術点100点

……… 61

3. 低
 入札価格調査及び価格による失格基準の併用の実例 

格点割合

………………………………………………………… 65

下記別紙１
＋

参照

価格点50点

＝

150点満点 （価

33%）これまでの総合評価方式での、技術

点と価格点の割合は、技術点50%、価格点50%が標準

4. 入札公告及び入札説明書のひな形

とされてきた。公共工事で技術点が50％を超える入札

・ 入札公告のひな形  ………………………………… 69

も出てきたが、業務委託の総合評価では価格点割合

・入札説明書のひな形  ……………………………… 74

70% ～ 80%が多く、価格が優位となりがちで、総合評

＊上記項目・内容を適用することで総合評価方式の導入

価方式であっても価格が落札者決定の最大要素とな

10
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別紙１- ２ 「提案書評価項目と配点内訳表」

別紙１-1 「提案書評価項目と配点内訳表」

り、ダンピング落札を防止するのは難しくなる。技術
点と価格点比率50－50が標準と考えているが、 東京

きず、総合評価方式と切り替えてからの新規落札者の

都は、更に踏み込んで、技術点評価主体で受注者選択

価 格 は 入 札7社 中4番 目 で あ り、 落 札 金 額 は 前 回 比

するという画期的な方法を選択した。

３２４％の増加となった。
・前回までの価格落札方式による価格のたたき合いの結

・評価基準配点：
技術評価配分が100点であり、評価項目が別紙１の通

果、あるべき適正金額からは相当低くなっていた状態

りで、特筆すべきは、
「品質向上の取組の評価」に28

から、総合評価方式に変わり、多岐の提出書類と評価

点配分しており、品質確保を重要視した配点であり、

配点により、適切な受注者が選定された結果となった。

総合評価に相応しい。同様に「研修計画及び研修実績

・東京都は、事業監査において別紙２の通り、過去の価

の評価」に15点配分したのも、技術力向上が品質確保

格落札方式の問題点を十分認識した結果により総合評

にも密接に関連しているとの考え方である。

価方式に切り替えた評価すべき事例である。

そ の他特記事項として清掃資格者にはインスペク

⑧H30年東京都総合評価方式入札事例

ター、1級ビルクリーング技能士が明記されている。

・建物清掃：28件入札あったが総合評価方式は2件のみ、

又、東京都らしく「仕事と家庭の両立支援・女性の活

価格落札方式26件中、15案件が前年比で金額低下して

躍促進」に配点あり。

おり、相変らず安値受注が続いている。事業監査報告

⑦落札結果 （平成30年4月9日版「ビル新聞」掲載）

にあるような品質確保、サービス向上での課題が出て

・入札参加者の評価点データは非公開だが、新聞報道に

くるのは避けられず、総合評価方式での成功例から、
導入がますます進むと想定できる。

よれば、前年度の「価格落札方式」の受注者は落札で

11
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まとめ

・設 備保守：総合評価方式が採用されたのは5案件で、
いずれも、最も高い入札金額を提示した企業が落札し
た実態には驚かされた。最高値入札者は価格評価が最

１、要求水準書と入札要件書を適切に作成する

低になるので、よほど技術評価点が高くないと総合評

⇒

価では落札できない筈であり、技術点が落札の決め手

適正な入札価格算定のために重要である

２．予定価格の適切な算定と公表のあり方を配慮する

となっているにちがいない。
「多摩図書館」の設備管

⇒

理の落札金額は、前年（価格落札方式）の2倍超えの

算定条件の遵守と事後公表を優先する

３．入札契約方式の長所・短所を理解して選定する

111,9％増となった。これにも総合評価方式のメリット

⇒

が表れている。

価格落札方式から総合評価方式へ

４．総合評価方式の実効・実利性を理解し、導入を進める
⇒

不 適切な入札（談合、ダンピング）が排除で
きる

⇒
（まつもと

別紙２

優良な入札参加者が増えて公正な入札となる
たくぞう／マネジメント21

代表）

Ｈ29年度東京都監査報告

Ｈ29年度東京都監査報告より

29
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【第７部】

発注関係の課題点解決の提言

～発注業務の適用化の普及促進のためには～
その２

適正な受注者選定のポイント

～入札制度の適正化による優良な受注者の選定～

松本 卓三
その点数で格付けランクが決まり、業務委託入札でも

本稿は、業務発注者（発注者という）が、入札のプロセ

適用されている

スにおける諸制度（入札参加資格審査制度、低入札価格
調査制度、最低制限価格制度）のあり方、課題・問題点を、

④ 入札予定価格／資格申請者の年間売上高の比率は、
履行能力の信頼度に係るので評価対象に加える

原点に帰って検証することを提案します。同時に、それら

⑤東京都の「清掃・警備・保守管理業務格付け」

に関連した入札契約制度のあり方として、総合評価方式の

・客観的審査：

内容を理解し、導入促進を図ることにより、受注者選定の


「年間総売上高」
「従業員数」
「営業年数」
「自己資本」

適正化を可能にする重要ポイントについて記述します。

「障がい者雇用割合」「流動比率」の６項目の各数値

第１章

入札参加資格審査制度の課題と改善

をランク表で点数を付与し、合計点を算出する。
従 業員数の場合は５人未満／５~ ２０人／２０~
５０人／５０~ ３００人／３００人以上とランク付

１）入札参加資格審査の課題と改善

けして点数を付与する

（１）資格申請者の格付け制度の導入（適切な資格ラン

・主観的審査：対象種目（例えば清掃業務部分）の売

ク付け）

上高を基本に等級を決定する

（２）参加資格申請内訳の改善提案

 Ａランク：売上３億以上

① 公共工事では既に導入されており効果が明確に出て

満

いる。大規模工事は工事実績、売上規模、技術者数を

Ｂランク：１~ ３億円未

Ｃランク: １億円未満

・客観数値：Ａランク70点以上

加味した「格付けランク」資格企業が工事規模、内容

Ｂランク40 ~ 70点

Ｃランク：40点以下

に応じて入札参加できる方式が導入されている
② 1万㎡の建物清掃と2千㎡の建物清掃の入札に、総従

・主観数値と客観数値の低い方が申請者のランクとする

業員50名（パート込）の企業が入札参加できるのは、

⑥「横浜市の建物管理での格付け」
・自己資本金、流動比率、従業員数、営業年数、ISO

発注者にとって「公平性の担保」名目とはいえ清掃品
質の確保と緊急事態での人的対応には不安が大きくな

認証、法定雇用率等を独自の計算式で数値化して、

る⇒

参加資格申請者のランク付けを規定している。

差別は禁止だが適切な区別は必要では

③「別表２

・ランク毎の数値は未公開だが、考え方は東京都と同

付与数値」

じと思われる

全省庁統一資格申請・調達情報検索サイトとも関連し
て、
「付与数値」として格付け

の算定方法が示され、

13
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・営業年数について：

２）建物清掃向けの資格審査申請者の経営診断の特記項目
（１）環境配慮項目

会社設立年月や営業年数の長さは、作業の信頼性、

ISO14001、エコアクション２１、エコステージ

技術の蓄積に大きく関連する。

（２）働き方改革政策項目

昨 今の建物は、多種多様な床材、石材などが使わ

①育児休業・介護休業制度の有無

れており、高いメンテナンス技術がないと、床の

②同 一職種同一賃金(中小企業は2021年4月）：支払賃金

劣化などが発生する。従い新素材の清掃に対する

計算表の提出

技術開発力、作業生産性向上には、それなりの会

③子育て支援【くるみん認定】

社経歴、業務実績年数が必要になる。

２種類の子育てサポート企業の認定
④女性の活躍支援【えるぼし認定】

一般的に、清掃作業は単純なものと考えられている

３段階の女性の活躍を推進している企業認定

が、家庭での清掃とは異なり、プロの建物清掃には、技

⑤ワークライフバランス認定（東京都、沖縄県、名古屋

術の蓄積、作業員の訓練、資機材の研究等々、年月が
必要であり、歴史の長さは品質に影響を与えることを

市他）

理解する必要がある。
今後の入札参加資格申請は、公共工事入札が先行して
いるが、業務委託の品質確保の点で、格付け制度を導入

第３章 低入札価格調査制度の適切な実施
ポイント

する方向になるであろう。

第２章

入札参加者の適切な評価
１）低入札価格調査制度のポイント
（1）その１ 第２章の
「予定価格の算定と公表のあり方」

１）入札参加者の経営力・業務履行能力の評価
（１）
「地方自治法施行令第１６７条の５」の合理的な適用

にて解説したように、一般競争入札において、発


①“普通地方公共団体（都道府県・市区町村）の長は必

注者が「ここまで出せる金額」を予定価格として

要がある時は一般競争入札に

参加する者に必要な

設定するのが出発点となる。但し、価格落札入札

資格として、契約の種類及び金額に応じて 実績、従

方式で、あまりに低金額の入札がある場合は、契

業員数、資本金額その他の経営の規模及び状況を要

約の内容に適合した業務が履行されないリスクが

件とする資格を定めることができる“と規定されて

あるので、調査基準価格（これ以下であれば金額

いる。

内容の調査を行う金額）を設定して、ダンピング

②入札参加資格申請書内訳の課題項目

による弊害を防ぎ、適正な業務履行を確保するた

・経営状況チェックの項目は「売上高」
「自己資本金」

めの価格調査制度である。

「流動比率」
「総従業員数（又は常勤従業員数）」
「営

２）調査基準価格の算定のポイント

業年数」等が一般的審査項目となっている。

（1）調査基準価格を下回る入札の時、価格調査が行われる

・従業員数について：建物清掃の場合は、延べ床面積

これ以下なら適正な業務履行が行われない恐れがあ

規模の大きい施設は、多くの作業員数が必要とな

るという設定価格であり、予定価格の70％～ 90％

る。

で設定するのが一般的な例であるが、発注者により

適切な品質の確保や安定した業務履行は、相当の常

個別の調査基準価格の算定方法を適用している。

勤従業員数を有する事業者でないと、作業トラブル

（2）調査基準価格算定事例：

（やり残し、作業モレ）が生じることになる。

Ａ

函館市建物清掃入札の場合
①日常清掃業務に係る人件費の８５％
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②日常清掃業務に係る諸経費の８５％

一般的に販売されている。それが、くじ引きによる

③日常清掃業務に係る管理費の５５％

落札の増加の一因であろうと思われる。これらのソ

④定期・特別清掃業務に係る経費の７０％

フトウエアは、「平成30年度国土交通省土木工事積算

調査基準価格
但し

＝

①＋②＋③＋④

の合計とする

基準」に基づき作成していると表明しており、販売

上調査価格の上限は、予定価格の９０％とし、下

実績もあるようだが、コメントの言葉が見つからな

限を７０％としている
Ｂ

い。

札幌市交通局入札の場合

２）名古屋市建築物清掃入札の事例

①直接人件費の９０％		

（1）予定価格超過と予定価格の70%未満の入札を除いた

②直接物品費の７０％

入札金額の中で、平均入札額より算出する。

③業務管理費の７０％		

（2）その金額は、予定価格の70%以上、90%以下とする

④一般管理費の７０％

（3）名古屋市では、失格基準価格 ＝ 調査基準価格

調査基準価格

＝

①＋②＋③＋④予定価格の

ｘ

９８％としており、その金額が予定価格の70%に満

７０％～９０％の範囲内

たない時は、失格基準価格は予定価格の70%として

＊調査基準価格の算定項目（上記①～④）と乗数（％）は、

いる

発注者である自治体により違いが出るが、公共工事の

第１・２・３・４章

「中央公共工事契約制度運用連絡協議」（公契連）」の

のまとめ

モデルに準じるケースが多いと思われる。

～入札参加資格審査制度・低入札価格調査制

業務委託の算定項目と乗率は何が適切なのかを、検

度・最低制限価格制度～

証することが必要と思われる。
＊一 般的には調査基準価格は、予定価格の７０％～

１）１・２・３・４章の効果

９０％の範囲に収まっている。

（1）不適切な業者の排除が可能となる
（2）入 札参加資格の格付けにより、業務品質の確保が

第4章 最
 低制限価格制度のポイント

可能となる
（3）ダ ンピング受注の防止が可能となり、ダンピング
の弊害（労働条件悪化、作業の手抜き、安全管理

１）最低制限価格の算定ポイント
（１）著しい低価格による入札の防止策として、あらか


の不徹底）を減らすことができる
２）入札制度適正化への課題対策

じめ最低制限価格を設定し、最低制限価格に満たない入

（1）入 札参加資格審査における「格付け」システムの

札を行ったものを落札者としない制度である。

導入

最低制限価格は、契約の内容に適合した履行が確保で
きないと認められる下限の価格であり、これを下回る入

（2）調査基準価格・最低制限価格を「事後公表」制の導入

札者は、自動的に失格となる（つくば市Ｈ30年1月29日

（3）総合評価方式入札に低入札価格調査制度を併用す

更新

る

役務の最低制限価格制度より）

（2）最低制限価格の算定事例：


３）低入札価格調査・最低制限価格制度の導入状況（公

①基 本的には、調査基準価格の算定方式に類似してお

共工事）
（1）す べての都道府県・政令指定都市でいずれかの制

り、乗数（％）が変化する場合が多い。 公共工事の

度を導入済み

場合は発注者独自の計算式を公表しているが、業務委

（2）市区町村でいずれかの制度を導入している団体は、

託の算定事例は少ない。

９２．７％（H29.3.31）から９３．７％（H31.8.1）に

②最低制限価格は事後公表が多いが、公共工事では予定

増加している

価格から最低制限価格を算出するパソコンソフトが

15

28
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＊業務委託入札での導入状況データは見当たらなかっ

＊１

「資格のランク制度」を今後維持管理業務入札において

たが、一般競争入札では増加して おり、総合評価方式

も、受注者の経営安定が業務履行の信頼性、継続性の

では低入札価格調査制度が定例化している。

見地から入札金額規模による入札参加者のランク付け

（平成３１年１月３１日現在公共工事入札契約適正化調
査結果から

条件を検討していく必要性がある

:総務省ＨＰ）

低入札価格調査制度、最低制限価格制度の導入（財務省HP

＊２

国土交通省、総務省、財務省合同調査報告:H31年1月）

都道府県

指定都市

市区町村

計

低入札価格調査
制度のみ導入

低入札価格調査
最低制限価格制度 いずれの制度も導入
制度及び最低制限
のみ導入
していない
価格制度を併用

平成29年
3月31日

平成29年
3月31日

平成30年
8月1日

平成29年
3月31日

平成30年
8月1日

平成29年
3月31日

3

44

44

0

0

0

0

6.4%

6.4%

93.6%

93.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0

20

20

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0% 100.0%

調査結果に基づく勧告～役務契約を中心として～」の
概要に、「官公庁等からの受注実績限定から民間におけ
る実績の見直し」が勧告された

平成30年
8月1日

3

業務実績について平成26年1月29日国土交通省

による「契約における実質的な競争性の確保に関する

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度については、すべての都道府県及び指定都市においていずれかの制度を導入しています。
また、市区町村におけるいずれかの制度を導入している団体の割合は、前回調査時の92.7％から今回93.7％に増加しました。

平成30年
8月1日

参加資格については、公共工事入札で行われる

＊３

責任者・従事者の具体的な資格者の一部事例：

・ビルクリーニング技能士
・ビル設備管理技能士

124

120

511

581

960

911

126

109

・インスペクター（建築物清掃管理評価資格者）

7.2%

7.0%

29.7%

33.8%

55.8%

52.9%

7.3%

6.3%

127

123

575

645

960

911

126

109

・病院清掃受託責任者

7.1%

6.9%

32.2%

36.1%

53.7%

51.0%

7.0%

6.1%

・ファシリティマネージャー
・建築物環境衛生管理技術者

8

第５章 総
 合評価方式による受注者選定の
ポイント（効果と導入事例）

などであるが、詳細は全国ビルメンテナンス協会HP「ビ
ルメンアビリティセンター」を検索すれば発注者の対
象建築物に適合した資格が把握できるので参照された

１、総合評価方式入札のポイントと具体的事例

い。

１）総合評価方式入札でのチェックポイント

水準の適正、適切な業務履行に、反映されることにつ

これらの資格者の配置が、仕様書の内容と要求

ながり、適正な品質のインスペクションも可能となる。

(一般競争入札と共通)

＊４

（１）入札参加要件のチェックポイント

業務履行保証方法とは、契約時に受注者が発注

者に提出する「保証書」を指すもので、具体的な方法は、

入札方式の種別に係わらず、その１での記述にある
“発注する業務の目標・目的を達成する可能性の高い受

現金納付、国債納付、銀行保証書、履行保証証券など

注者を選定することは、発注担当者・責任者の重要な責

があり、どれを差し出すかを明記する。銀行保証書は、

務である“という考え方を理解していただきたい。

発行する金融機関が入札企業の信用状態を吟味して発
行するので、企業信用力を反映するものである。

この視点が、
「公正・公平」な入札参加要件につなが
ることはまちがいない。すなわち、

真摯で適正な受注者の総合評価と選定には、上記の前

①入札参加資格（当該官公庁の入札資格承認） ＊１

提条件として、総合評価方式の導入と、それに伴う適

②業務実績（対象施設の用途・機能に関する）

切な参加要件の規定が重要なポイントである。それが

③受注実績（対象施設と同様の用途・機能の施設の受注

別項に記述ある「仕様書」と「要求水準書」を正しく
遵守させることにつながってくる。

の継続性・年数等） ＊２

（２）入札提出書類内容のチェックポイント

④登録業等の認定
⑤責任者・従事者の配置（資格・員数・経験年数他）＊３

①納税証明書 （オンライン証明書も可）

⑥代行保証の有無

②社会保険料支払証明書

⑦業務履行保証方法の明記

③受注決定時の予定統括責任者・業務責任者の履歴書・

＊４

業務経験・保有資格

（例：銀行保証書、現金・国債もあり）

16
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④資格者リスト（入札時、実際に確保している資格者の

札幌市ＨＰ入札契約情報より引用
＊書類一覧及び様式詳細は、図表―１の通り

実数・実態）

＊総合評価・配点・採点表の詳細は図表－２の通り

⑤清掃評価報告書・設備評価報告書（実際に使用したも

令和1年度入札（北・大通西清掃区）のポイント

のの写し）

１、落札者決定基準の配点変更（図表―２参照）

⑥実際に使用している月次報告書の写し（インスペク
ション報告も含む）

１）履行体制

⑦障がい者の法定雇用率

①省力化による履行品質の向上、節減効果：9点から7点

⑧企業概要（売上高、経営理念、組織図、取引先リスト

に変更

等）＊売上高については民間並みに”予想委託金額と入

②障がい者雇用の取組： 1点から2点に倍増

札企業の年間売上高の比率を条件設定する”ことは将来

２）研修体制： 3点から4点に増加

的には配慮することが望ましい。

３）雇用条件の変動制：具体的な点数で表示

２）総合評価方式入札の具体的事例

２、評価項目詳細シート

（１）札幌市交通局入札：発注者指定の提出書類・評価

入札説明書に添付された「評価項目詳細シート」の

配点一覧表（平成30年度）

作成要点、要領が大変分かりやすく説明されており、入

①入札参加資格の審査に係わる書類：

札参加者は提案内容の記述や積算が容易であったと思

・入札書

われる。

・総合評価一般競争入札参加資格確認申請書

図表ー１ 令和１年度 「札幌市交通局入札参加に係る提出書類リスト」
(北清掃区、大通西清掃区 駅舎清掃）

・資本関係・人的関係調書

１ 入札に関する書類（必須）

・事業協同組合、官公需適格組合の必要証明書類

提出書類

□入札書

・業務費内訳書、従事者支払賃金支給計画書、社会保険

入札書

□総合評価一般競争入札参加資格確認申請書（審査様式１）
□資本関係・人的関係調書（審査様式２）（必要に応じて）

料事業主負担調書

□建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業登録証の写し
入札参加資格書類

②評価項目に係る書類

□事業協同組合等の組合員名簿（該当する場合）

□官公需適格組合の証明書の写し（該当する場合）
□業務費内訳書（内訳様式１－１）

・企画提案申出書

業務費内訳書等

・履行品質を確保するための機器等に係る提案書

委任状

□業務従事者賃金支給計画書（内訳様式１－２）
□社会保険料事業主負担分調書（内訳様式１－３）
□委任状（様式Ａ）（代理人又は副代理人が入札する場合）

２ 企画提案に関する書類（企画提案に応じて提出するもの）

・資格者配置に係る提案書、業務従事者配置計画書

提案書類

企画提案申出書

・建築物清掃業等の登録に係る提案

履行体制評価

・業務実績報告（同種、同規模）

提

出

書

類

□企画提案申出書
□省力化による履行品質の向上、節減効果の提案
□履行品質を確保するための機器等に係わる提案書
□適正な履行確保のための業務体制の提案

・労災保険料メリット適用に関する報告書

業務履行体制

□資格者配置（建築物県境衛生管理技術者、ビルクリーニング
技能士）に係る提案書

・清掃業務に係る賠償責任保険加入報告書

14

・自主検査体制に係る提案書

建築物清掃業等の
登録

□建築物清掃業との登録に係る書類

・障がい者雇用に関する報告書

同種同規模の
清掃業務実績

□同種同規模の清掃業務実績報告書

・環境配慮資機材使用状況報告書

労災保険料の
メリット制の適用

□労災保険料のメリット制の適用に関する報告書

・研修実績報告書

清掃業務に係わる
賠償責任保険の加入

□賠償保険加入に関する報告書

・研修実施計画

自主検査における
資格者の配置

□自主検査体制に係る提案書

・資格取得支援制度

障がい者雇用率

□契約書の写し等

□労災保険率決定通知書（写）

□賠償責任保険に加入していることを証する書類

□自主検査の資格者配置
□障がい者雇用に関する報告書（様式４）

・平均賃金に係る提案書、従事者賃金支払い計画書

□障がい者雇用状況報告書（写）
□環境配慮資機材等使用状況報告書

エコマーク認定商品
の使用

・健康保険加入に係る提案書

□使用している資機材の納品の事実を証する書類（任意様式）
□エコマーク認定商品であることを証する書類（カタログ等の写し）
□研修実施報告書

・通勤手当支給に係る提案書

技術向上のための
研修実績

・健康診断に係る提案書

研修実施の提案

□実施した研修の日時や内容がわかる書類
（レジュメ、テキスト、修了証書など）
□研修実施に係る提案書
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17

30
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図表-2

再校 デザイン

＊提出書類数の多い場合では、不適切な業者を排除で

令和１年度札幌市総合評価方式評価配点表(駅舎清掃義務）

図表―２ 令和１年度札幌市総合評価方式 評価配点表(駅舎清掃義務）
評価項目・配点
分類
Ⅰ

細分類

価格評価 （※１）
１

Ⅱ

履行体制

研修・雇用条件
評価

きた実例が多数出てきている

評価項目

（２）函館市の総合評価方式入札（平成３０年度

省力化による履行品質の向上、
節減効果の提案

～７点

２１点

履行体制評価

２点

適正な履行確保のための業務体制の提案

２点

建築物環境衛生管理技術者の配置
ビルクリーニング技能士(1級又は2級）の配置

履行実績等(同種・同規模の清掃実績）
労災保険料のメリット制の適用
清掃業務に係わる賠償責任保険加入

～入札提出書類、総合評価基準、落札結果の分析～
Ａ：技術評価点に係わる提出書類一覧

１点

自主検査体制の提案（インスペクター配置）

３

その他

２点

障がい者の雇用の取組(法定雇用率以上）

１点

環境配慮資機材の使用（エコマーク認定商品）

４点

技術向上のための研修実施提案

１点

資格取得支援制度の有無

２

雇用条件

１４点

舎清掃業務）

２点

自主検査体制

研修体制

市庁

２ 点
1 点
1 点

２

１

Ⅲ

配点
３５点

～５点

※

従業員の支払賃金の提案（平均賃金の評価-時給）

～２点

※

健康保険加入の提案(加入者配置数の評価）

１点

通勤手当支給の提案(手当支給の有無）

１点

健康診断の実施の提案

７０点

①履行体制：作業計画書（日常・定期・特別清掃）
②自主検査体制：自主検査体制確認調書

・自主検査体制計画書 （契約期間中は自主検査報告書

※提案内容によって評価点が変動する

※１ 総合評価点(70点）は、価格評価35点＋技術評価35点の同割合となっている。
※２ 提案内容によって評価点が変動する。「省力化による履行品質向上、品質確保に係わる機器の評価」
という高度な提案を要求し、 評価格差が付きやすいように７点の配分
※３ 札幌市の総合評価方式が、清掃業務評価項目内容、価格点と技術点の同割合評価の点で、現状では
最も優れた模範的な事例である

(様式４）

提出義務）
・建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）の資格

17

者証の写し

一例として、
「平均賃金の提案」では、支払賃金計算

③研修体制：研修実績調書、研修実施提案書 （様式5,6）

が詳細に説明、指導されており、応札者による発生する

④同種・同規模業務の履行実績：契約書の写し

内容の誤解や計算ミスを予防している。（後述する函館

⑤品 質・ 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 認 証 取 得：

市提出書類の支払賃金の説明と比較してより丁寧で親

ISO9000･14000登録証写し

切である）

⑥支払賃金：支払賃金計画書（様式8）：最低賃金＋α

３、札幌市の入札書類のメリット

の賃金を評価

１）各様式の提出には、相当な準備作業が必要になるが、

⑦通勤手当の支給：手当支給提案書 （様式9）

これらの書類は入札参加企業が日常より継続的に履行

⑧障がい者雇用：障がい者雇用状況報告書

していないと準備できないものであり、企業体質、組織

⑨保 護観察対象者等の就労支援：協力雇用主活動実績

力、事務能力、管理能力等を正しく反映されている可能

証明書（様式11）（対象者の雇用・職場体験講習実施・

性が高いものである。

事業所見学会実績のいずれか）

２）一般的な提出書類だけでは判断できない部分などを

⑩本店または支店等の所在：市内に本店、市内に支店等

知ることができるので、企業の本質的かつ総合的な力量

＊詳細は、図表―３の通り

が評価できる場合が多い。

「函館市総合評価入札参加に係る提出書類リスト」

３）地方自治体によっては既に保有している様式集もあ

Ｂ：技術点評価（総合評価基準

ろうが、札幌市が要求する書類数は多岐にわたってお

図表―４

り、この様式集は優良な受注者を選ぶために大変有意義

Ｃ:函館市庁舎

総合評価方式入札

30点満点）一覧表
入札結果

である。

図表５―１

高階層部分清掃業務委託

入札結果

＊現状では、札幌市の事例が、最も多岐にわたる提出要

図表５―２

低階層部分清掃業務委託

入札結果

求書類数であり、それらの書類審査の段階で、不適切な
入札参加者を排除できる模範例である。
＊札幌市は今回の入札説明会を前年同様、2回に分け各
回１時間かけて提出書類等の
説明を実施した。
＊多数の書類提出義務が求められた今回の書類審査用
の提案要求項目と配点は、総合評価方式入札の模範事例
である
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31
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再校 デザイン

図表-3
（技術評価）
図表―３ Ａ函館市建物清掃業務総合評価方式入札の提出書類
Ａ 函館市建物清掃業務 総合評価方式入札の提出書類（技術評価）
技術評価点に係る提出書類一覧 建築物清掃業務用
入札参加申込時の提出書類

評価項目

提出が必須

Ｃ建築清掃総合評価落札方式入札結果（低階層）

図表-５-２ Ｃ 建築清掃総合評価落札方式入札結果（低階層）

契約期間中の提出書類

入札日

該当する場合に提出

･作業計画書(日常清掃)
(様式2)
･作業計画書(定期・特別清掃)(様式3)

自主検査体制

･自主検査体制確認調書

(様式4)

･本業務に係る自主検査体制計画書(任意様式)
･建築物清掃管理評価資格者の資格証の写し

研修体制

･研修実績調書

(様式5)

･研修の日時や内容がわかる書類

･研修実施提案書

(様式6)

履行体
制

自主検
査体制

研修
体制(1)

研修
体制(2)

･各ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ登録証の写し

品質･環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼ
ｽﾃﾑ認証取得
支払賃金

･支払賃金計画書

(様式8)

通勤手当の支給

･通勤手当支給提案書

(様式9)

･通勤手当(非課税所得にあたるもの)に関する
就業規則の写し

･支払賃金状況報告書(様式18)
･雇用契約書等の写し

障がい者の雇用

地域貢献確認調書(業務委託用)
(様式10)

･障がい者雇用状況報告書または身体障害者手
帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
の写し

本店または支店等
の所在

支払
賃金

通勤手
当の支
給

障がい
者の雇
用

保護観
察対象
等の就
労支援

(5.0)

(4.0)

(2.0)

(3.0)

(1.0)

(6.0)

(2.0)

(1.0)

(1.0)

(2.0)

5.0

4.0

2.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

18.0

B社

0.0

0.0

2.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2.0

1.0

0.0

2.0

10.0

C社

5.0

4.0

2.0

3.0

1.0

0.0

6.0

2.0

1.0

1.0

2.0

27.0

5.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

21.0

E社

0.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

1.0

1.0

2.0

18.0

入札金額
(消費税等相当額を除
く)

価格評価点
(80×最低入札価格/入
札価格)

技術評価点+
価格評価点

摘要

予定価格との
割合

A社

22､904,000

78.8683

96.8683

100%

B社

22,892,000

78.9096

88.9096

99,9476%

①函館市にない項目：人員配置（ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ技能士、インスペクター資格者も含む）、労災保険メリット制の適用、賠償
責任保険加入、建築物清掃業登録、資格取得支援制度、エコマーク認定商品使用、健康保険加入、健康診断実施
②函館市独自の項目： ISO認証、保護観察対象者等の就労支援、本店・支店の所在

C社

22,580,000

80,0000

107,0000

落札

98,5854%

D社

22,890,000

78.9165

99.9165

②

99,9389%

E社

22,888,000

78.9294

96.9234

次ページ図表―４参照

図表-4

(30.0)

D社

札幌市との比較

19

合計

本店ま
たは支
店等の
所在

技術
評価点

A社

入札
業者

･協力雇用主活動実績証明書(業務委託用)(様
式11)

保護観察対象者等
の就労支援

品質ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ認
証取得

地域貢献等

同種・
同規模
業務の
履行
実績
(3.0)

(満点)

･契約書の写し

配置予定従事者の
労働環境

企業の履行体制等

･研修実施報告書(様式17)
･研修の日時や内容、本業務の従事
者の受講がわかる書類

･同種・同規模業務の履行実績調書
(様式7)

22,904,000円

函館市庁舎低階層清掃業務委託

評価
項目

･自主検査に係る報告書(任意様式)

予定価格
(消費税等相当額を除く)

業務名

平成30年6月13日

履行体制

同種・同規模業務
の履行実績

図表-5-2

99,9301%
22

B函館市建物清掃業務総合評価基準：技術点評価リスト(30点満点)

図表―４ Ｂ 函館市建物清掃業務 総合評価基準・技術点評価リスト(30点満点）
評価分類

評価項目

評価基準
「作業計画書」の内容が適正である。
上記以外
建築物清掃管理評価資格者による自主検査体制の提案がある。
上記以外
入札公告日から過去1年間で清掃現場の従事者に対して実施した清掃業務関連の研修実績が
ある。
上記以外
契約締結日から1年以内に本業務の従事者に対して清掃業務関連の研修を実施する提案があ
る。
上記以外

履行体制
自主検査体制
研修体制(1)

企業の
履行体制等

研修体制(2)

評価点
５．０
０
４．０
０
２．０

０
３．０
２．０
１．０
０
０．５
０
０．５
０．３
０
６．０
２．０
０

3件以上

同種・同規模業務の履
行実績

入札公告日から過去2年間に元請けとして履行した同種・同規模業務の履行実 2件
1件
績

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ認証
取得
品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ認証
取得(ISOとその他の重
複加算なし)
支払賃金

ISO9001を取得
上記以外
ISO14001を取得
エコアクション21または北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)を取得
上記以外
配置予定の従事者の平均賃金
通勤手当の支給の提案がある
上記以外
「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づく報告義務のある業者
・法定雇用率を達成している。
「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づく報告義務のない業者
・1人以上雇用している。
上記以外
函館保護観察所に協力雇用主として登録され平成26年4月1日以降に以下のいずれかの実績
を有する。
・保護観察対象者等を雇用した実績
・保護観察対象者等を対象とした職場体験講習を実施した実績
・保護観察対象者等を対象とした事業所見学会を実施した実績
上記以外
函館市内に本店を有する。
函館市内に支店等のみを有する。
上記以外
合計（満点）

なし

配置予定の
従事者の労
働環境

通勤手当の支給

障がい者の雇用

地域貢献等

保護観察対象等の
就労支援

本店または支店等の
所在

仕様書、要求水準書に求められる業務を円滑に合理
的に履行できる能力を評価するための重要なポイント

０

は以下のとおりである。

１．０

０
２．０
０．５
０
３０．０

１）業務マネジメントの評価
（１）業務管理組織のチェック

20

①組織図が施設規模とバランスが取れているか？
提出される運営管理体制案が、大規模施設の場合で

業務名

予定価格
(消費税等相当額を除く)

函館市庁舎高階層清掃業務委託

18,880,000円

入札日

平成30年6月13日
評価
項目

配置予定従事者
の労働環境

企業の履行体制等
履行体
制

自主検
査体制

研修
体制(1)

研修
体制(2)

支払賃
金

通勤手
当の支
給

地域貢献等

は配置人員のチーム編成がブロック別、またはフロ
ア別に責任者を配置し、統括責任者が組織図のトッ
合計

本店ま
たは支
店等の
所在

(1.0)

(6.0)

(2.0)

(1.0)

(1.0)

(2.0)

(30.0)

障がい
者の雇
用

保護観
察対象
等の就
労支援

(5.0)

(4.0)

(2.0)

(3.0)

A社

0.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

1.0

1.0

2.0

18.0

B社

5.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

21.0

C社

5.0

4.0

2.0

3.0

1.0

0.0

0.0

2.0

1.0

1.0

2.0

21.0

D社

5.0

0.0

2.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2.0

1.0

0.0

2.0

15.0

E社

5.0

4.0

2.0

3.0

１.0

0.0

6.0

2.0

0.0

0.0

2.0

25.0

入札金額
(消費税等相当額を
除く)

A社

18,860,000

B社

C社

価格評価点
(80×最低入札価格/
入札価格)

技術評価点+
価格評価点

摘要

プとして発注者側との窓口応対機能を持っているか

技術
評価点

品質ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ
認証取
得

同種・
同規模
業務の
履行実
績
(3.0)

入札
業者

トを下記のとおり詳細説明する。

Ｃ建築清掃総合評価落札方式入札結果（高階層）

図表-５-１ Ｃ 建築清掃総合評価落札方式入札結果（高階層）

(満点)

ここでは、総合評価方式の重要な評価項目のポイン

１．０

①自主検査体制が4点(30満点)となり、得点割合高く、インスペクションの評価が高い
②支払賃金評価が6点であり、最低賃金以上の提案が大きな評価要素となっている
③保護観察対象者等の就労支援へ1点配分（昨年度より1社増えた）
＊総合評価点（110点）＝ 価格点（80点）＋技術点（30点 :27%）
⇒ 落札結果 次頁 図表―５参照

図表-5-1

２、総合評価方式の業務能力の評価ポイント

０
３．０

のチェックが必要となる。
また、中小規模施設では、シンプルな組織体制になっ
ているか、報告・連絡体系が大規模施設同様、機能
的であるかの評価を行う。

予定価格と
の割合

78.4729

96.4729

18,870,000

78.4313

99.4313

無効

入札金額が確認できな
いため

―

失格

D社

18,880,000

78.3898

93.3898

100%

E社

18,500,000

80.0000

105.0000

ポイントは、組織が柔軟的にかつ合理的に機能する

99,8940%
②

落札

かを発注者が信頼できるか否かである。

99,9470%

②勤務シフト表のチェック
清掃業務の場合は要求された仕様書を正しく履行す

97,9873%
21

るために、朝・昼・夕の時間帯別、清掃箇所別の人
員配置に過不足がないかをチェックする。（例えばト
イレ清掃で２回／１日の場合、午後も作業員のトイ
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レ清掃時間が組み込まれているかを、勤務シフト表を

（４）研修体制のチェック

チェックすれば、不適切な人員配置は見えてくる。）

研修の種別、内容、頻度、参加者数等の提案内容の

その結果、配置要員と清掃箇所がマッチしない場合に

チェックにより、業務履行の信頼性、技術レベル、作

は、他の箇所の清掃人員配置も不適切な提案である可

業スタッフ能力などの評価が可能となる。従って提案

能性が高いので、十分に分析・評価する必要がある。

された研修内容を適正に比較評価する必要がある。

また、設備管理業務の場合は、常駐者の業務が専門分

ビルメンテナンス業での各種研修の一般的な事例は

化されており、勤務シフトはシンプルになっていて、

下記のとおり。

業務内容と勤務シフトが見えやすく、それに関連した

①ビルメンテナンス基本研修（清掃、設備管理、警備）

対価との整合性が見えやすい。

②階 層別研修（主任研修、係長研修、管理職研修、幹

（２）業務報告システムのチェック

部研修：部長・役員）

日常作業報告書（日報）は要求水準書にも記載ある通

③職能別研修（技術研修

りで、入札時に各企業で使用している日報サンプルを提

初級・中級、営業研修、経理・

総務研修）

出する項目を入れることが望ましい。

④導入研修（新入社員研修、中途採用者研修）

フォーマットは企業により異なるが最低限として下

⑤課題別研修（品質管理研修、クレーム対策研修、接遇・

記ポイントをチェックする。

マナー研修、個人情報保護研修、人権研修：セクハラ・

①日付、作業者の名前、作業箇所、作業時間帯、担当責

パワハラ・ＬＧＢＴ、マネジメント研修など）

任者の承認印、トラブル等の特記事項

（５）危機管理体制のチェック			

②日報があれば、週間作業報告書は要求する必要ないと

①防犯・防災への対応内容のチェック

考えられる。

・安全管理マニュアルの提出

③月例業務報告書（マンスリーレポート）については、

・防犯・防災対策訓練の提案

その３にて詳述する。

・ススタッフの対応スキルチェック（救急救命措置／ＡＥＤ

（３）インスペクション体制チェック

操作）

その１でも指摘したが月例点検報告書（インスペク

②非常時、緊急時の危機管理体制のチェック

ションレポート）の記入サンプル（写し）を入札時に提

・危機管理マニュアル整備：サンプル提出

出させることが望ましい。

・緊急時応援体制：社内及び施設内緊急連絡網、近隣現

フォーマットは企業により異なるが最低限として下

場からのスタッフ駆付け時間（25分目安）、再委託業

記ポイントをチェックする。

者の緊急応援体制

①インスペクター認定資格者が、点検報告責任者であれ

・ＢＣＰ計画案：大規模災害時の業務継続計画案（ヒト・

ば評価は高くなる。

モノ・情報）⇒施設使用者・利用者の安全確保、スタッ

②サンプルには、日時、点検者名、点検箇所は当然だが、

フ要員確保難の対策、

自社総合評価点、改善点の記入欄が評価の対象となる。

・ 防災拠点の場合の対応案（一次・二次避難所の業務支

③上記札幌市評価項目の様式８「自主検査体制の規程」

援体制）、二次災害防止策

では、応札企業の自主検査の取組内容が含まれる社内

（災害時相互応援協定、遠隔地間防災応援協定）

規定を提出すること、自主検査の実施にあたり、建築

業務マネジメント評価ポイントとして、
（１）～（５）

物清掃管理評価資格者（いわゆるインスペクター資

以外に「クレーム処理体制」、「作業スタッフの人事管

格）を充てることを求めている。

理体制」、「個人情報保護体制」なども評価対象となる。

④函館市総合評価の項目で「自主検査体制」は4点／ 30

昨今、「大災害時の業務継続体制」については、被害

点満点であり、13，3%を占めており、インスペクショ

のない地域からの応援要員、資機材供与などが可能な

ンの重要性の理解が進んできた傾向が明らかである

のかという具体策を提案要求する自治体が増えつつあ
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る。

識が、まだまだ不足している。
その点、機会を捉えてインスペクターと一緒に品質点検

２）品質管理システムの評価
（１）品質管理の考え方のチェック

を行った結果、
「清掃の品質管理についての理解が大いに

ガイドラインでは、
『入札契約段階で、品質管理方法

進んだ」との発注者の声も数多く出てきているので、合同

等についての工夫を技術提案として求めること』の記載

点検を一度トライされることお勧めしたい。

がある。総合評価方式においても、入札要綱に「品質管

一方、斯界ではインスペクターによる「標準化され

理の考え方」の提案を求めるべきであり、提案の内容に

た品質評価」を目指しているが建築物の経年劣化に係

対して、下記の評価を行う。

る点検項目を始め、多様な点検項目が必要とされてお

①基本的な品質管理項目内容が、最低限押さえておくべ

り、客観的かつ標準化された評価が求められているこ

き項目に欠落はないか

とから、インスペクターの能力向上を図っている。

②施設特有の追加品質管理項目があるか

この点に関して、清掃品質のインスペクションは、従来

（運動施設なら木床の光沢度、医療施設ならトイレドア

のアナログ手法（目視によるチェック）から、デジタル式

のＡＴＰ数値）

による品質測定結果を示す手法までが、一般的に使われ

③インスペクション手法が明記されているか？

ている。

（自主点検／双方向点検）

下図のような、弾性床の光沢を測定する「光沢度計」、

④インスペクターによる品質点検があるか

カーペットの汚れを測定する「汚染度計」、明るさを確認

これまでの一般的な点検の考え方は：

する「照度計」などが現場のインスペクションで使用され

・作業によって建築物を傷つけてないか

ている。

・施設利用者が十分にきれいであると感じられるか
・清潔で衛生的な作業をしているかというシンプルなも
のであったが、今ではより分かりやすく、納得できる
点検方法が求められている。また、自己点検だけで
なく、発注者側と一体となった合同点検を実施する
考え方が提案されている場合には良い評価となる。
⑤PDCAサイクルの記述があるかどうか
点 検 計 画（PLAN）、 点 検 実 施(DO)、 点 検 結 果 報 告
(CHECK)、改善提案（ACTION）のPDCAサイクル
による管理手法を取り入れているか？

という点も

最近ではファシリティマネジメント手法を取り入れ

大切な評価ポイントになろう。

た品質管理と評価の手法を導入している自治体が増え

（２）数値化されたインスペクション手法

つつある。

入札要綱に「貴社独自の品質管理手法があれば提案し

ファシリティマネジメント方式でのメンテナンスの

て下さい」という項目を設定する。清掃品質点検では、美

品質管理と業務結果レベルを、発注者・受注者間で合

観・汚れについて、目視による評価が通常であり、受注者

意した達成目標を数値で提示する考え方であり、地方

の主観的判断に依存することになりがちとなり、発注者の

自治体においても、ファシリティマネジメント方式で

主観的判断と異なるケースが多くなる。

の入札要件が増えている。

これに関して、全国ビルメンテナンス協会では「建築物

・導入：北海道、青森県、福島県、東京都、静岡県、京

清掃管理評価資格（インスペクター）」認定制度の普及と

都府、岐阜県、三重県、佐倉市、流山市、武蔵野市、

認定インスペクター数の拡大を進めている。また、発注者

福岡市、大阪市

においてもインスペクター業務の点検作業内容の理解、認

・導入中：千葉県、埼玉県、大阪府、栃木市
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代表的な導入手法例は、SLA（サービスレベルアグ

３）プレゼンテーション・ヒアリングの評価

リーメント：発注者の品質期待度と受注者の品質維持可

（１）プレゼンテーション（以下プレゼンという）の優

能レベル合意書）とKPI（キーパフォーマンス・インディ

劣評価ポイント

ケーター： ＳＬＡで合意された品質達成目標のインス

最近は指定管理者制度の普及促進に伴い、プロポー

ペクション結果を数値で表示し目標数値達成度を、各項

ザル提案とプレゼンは、受注者側も経験が豊富になり

目で測定してチェックする。

対応能力向上してきている。同様に、発注者側でも管

業務契約時に、発注者と受注者が協議を重ねてお互い

轄部署が異なるとは言え、指定管理者制度の拡大によ

合意できる品質基準を決定すれば業務開始後は、毎月受

り、プロポーザル提案とプレゼン実施に対しての知識・

注者からのKPI報告によって客観的な品質評価と点検結

経験・情報が豊富になっているのは間違いない。

果（数値化されたもの）をチェックするだけで、当月の

提案書内容の評価に加えて、プレゼンで入札参加者が

作業品質が評価できる。

アピールしたい項目を制限時間内に 説明、説得する能力

従って、入札時に、自社特有の品質管理でKPI方式（サ

を評価することは、優良な受注者選択には重要である。

ンプル添付があれば高評価になる）の記述あるか否か

その評価ポイントは、以下の通りである。

が、重要な評価対象となる。

①制限時間内に提案内容の骨子を説明できるか（制限

清掃のKPI事例を見れば、入札要綱に追記する必要性

時間オーバーは、準備不足と提案内容が完全には把

を納得いただけるであろう。

握できてない結果とみなされる）

以下の「ＳＬＡ」と「ＫＰＩ」の事例を参照ねがいたい。
サービスレベル合意書（ＳＬＡ） ②プレゼンの進め方はプレゼン資料の事前配布での説
（表１）

明が望ましく、パソコンとプロジェクターによる画

像でのプレゼンは、全ての入札参加者ができるとは
表－1ＳＬＡとは、サービスのレベルを具体的に表したもので、
SLAとKPIの事例
サービスレベル合意書（ＳＬＡ）

限らず、画像の出来映えだけで評価するの

ＳＬＡとは、サービスのレベルを具体的に表したもので、お客様と当社の間で合意した上で決められるものです。

は公平性に欠けるので、紙媒体のプレゼン

お客様と当社の間で合意した上で決められるものです。

サービスカテゴリー
日常清掃サービス

定期清掃サービス

特別清掃

が良いであろう。紙媒体の内容構成やビ

サービスレベル
測定及び報告方法
日常清掃の計画的な作業の実施（病棟、外来、ホ 統括マネジャーの日常的監督業務の一貫とし
ール、施設周辺等）
て測定され、問題があった場合のみ統括マネジャー
のマンスリーレポートにて報告する。
ゾーン毎に適した日常的な清掃を行う
正確に作業されたゾーン毎に報告する。
臨時発生する院内の汚染に対し除菌清掃を行う
指示通りの除菌清掃を正確に行ったかを報告する。
定期清掃の計画的な作業の実施。
規定された頻度にて実施された時間帯を報告する。
統括マネージャーの管理業務として評価される。
ガラスクリーニング、月一回実施
実施結果、評価を統括マネジャーのマンスリーレポートに
て報告する。
床洗浄・ワックス掛け・クリーニングの手順で
実施結果、評価を統括マネジャーのマンスリーレポートに
実施している
て報告する
バルコニー清掃・ベランダ清掃を実施している
実施結果、評価を統括マネジャーのマンスリーレポートに
て報告する
手術室清掃を規定通り実施する
実施結果、評価を統括マネジャーのマンスリーレポートに
厨房内設備の清掃を実施している
て報告する
エアコンフィルター清掃を実施している
害虫防除作業を月一回実施している

ジュアル表現力も評価対象となる。
③プレゼンターの説明の一貫性と熱意の有
無
要求水準と仕様書をしっかりと分析、理
解している場合には、プレゼンの内容と説

キー・パフォーマンス・インディケータ（ＫＰＩ）
品質管理数値測定基準
キー・パフォーマンス・インディケータ（ＫＰＩ）

28
ＫＰＩとは、各サービスレベルの中からキーとなる項目を数値化し、パフォーマンス評価を行う。
ＫＰＩとは、各サービスレベルの中からキーとなる項目を数値化し、パフォーマンス評価を行うものです。
業務

サービス ・ レベル

測定基準

ＳＬＡ

品質レベル達成度

４．０以上

ゾーン毎の適正な清掃を実施している

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

計画通りの時間と頻度での作業の実施

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

日常清掃の計画的な作業の実施
日常清掃サービス の管理

臨時作業としての除菌清掃を実施する
定期清掃の計画的な作業の実施
ガラスクリーニング、月１回実施
定期清掃サービス の管理

特別清掃サービス

特別清掃サービス
特別清掃サービス

品質管理

観葉植物・ 植栽管理

床洗浄・ワックス掛け・クリーニング、ガラス清掃、バルコニー清掃を
決められた頻度・時間内での実施

手術室清掃

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

品質レベル達成度

４．０以上

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

達成率

９０％

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

明に一貫性があり、発注者の理解がより深
くなる。
また、話し方（声の高低と大小の使い分
け、話す速度、表情・ボディアクション等）
に熱意が見えるか否かの判定も優れた受注
者を判定するうえで重要な評価要素とな
る。
（２）ヒアリング時の質疑応答対応の評価

品質レベル達成度

４．０以上

厨房内各設備の清掃：レンジフィルター、グリストラップ

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

エアコンフィルター清掃

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

害虫防除作業、月１回実施

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

日常・定期清掃のインスペクションの実施

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

インスペクション結果の改善措置

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

月例合同ミーティング開催 毎月月初

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

屋内観葉植物のメンテナンス、月２回実施

Ｙｅｓ（１）/Ｎｏ（０）

１

プレゼン後の質疑応答、または直接ヒア
リングでの質疑応答の際には、下記が評価
ポイントとされる。

＊Ｙｅｓ／Ｎｏ の計測： １は問題点な し、 ０は問題点あり 。
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①技術的な質問に対して、入札参加者の技術者が出席し

⑤雇用条件（支払賃金、通勤手当、健康保険、健康診断）

ておらず即時に回答できない場合、受注候補者の事前

⑥危 機管理体制の取組み：非常時の対応、マニュアル

準備と真剣さが欠けていると評価されやすい。

整備・避難訓練）

②プレゼン、ヒアリングでは受注者からは最低3名（担

⑦個人情報保護体制、プライバシーマーク認定資格

当役員、担当部長及び技術課長レベル）の列席を認め

⑧環 境への配慮、省エネの取組（ISO14000、グリーン

るのが望ましい。

購入）

③質問への回答に、例えば「このメンバーでは正確な回

⑨コンプライアンス方針（社会的責任への取組み）

答が難しいので明日確認します」と正直に表明する方

・関連法令の遵守

が、メンバーでこそこそ話し合って戸惑う態度を見せ

・障がい者雇用率達成度

るより入札参加者の真摯さが見えることになりやす

・不正取引排除

い。

⑩プレゼン・ヒアリング

④質問者の方を向いて（目を見つめて）回答し、説明す

（２）定 量評価の採点項目

る方が内容に自信があると判断できる。

～入札企業の経営安定性、

業務履行の信頼性～

（３）プレゼン・ヒアリング設定のポイント

①業務対価（入札金額）

①プレゼン時間は施設の規模によるが、通常プレゼン時

②仕様書・要求水準の数値明細

間は15分まで、質疑応答は５分間のケースが多い。

・業務配置要員数

②ヒアリングは、質疑応答で15分程度が一般的な事例で

・清掃仕様の数値（清掃箇所別頻度、巡回頻度、シフト

ある。

別要員配置）

③最近は、プレゼン・ヒアリングともに、30分間程度を

・資格技術者人数

かけての丁寧な説明と質疑が多くなってきている。

③業務従事者への研修プログラム数、頻度、参加者数（一

④受注候補者からのプレゼン・ヒアリング出席者は、3

般・専門業務別・階層別等）

名以上が望ましい。

④企業の従業員総数（パートも含め）：非常時への対応
力、代替要員の確保力等

３、総合評価方式での採点ポイント

⑤その他：緊急時の駆付け時間、避難訓練頻度
上記から発注者が項目選定して評価採点表を作成す

１）総合評価方式の採点のやり方

ることになる。具体的には、次項のとおりである。

                            

＊発注者が望む入札提案の項目別に採点を割り振り、評

２）評価採点基準（採点項目と採点配分基準）

価基準に従って採点する方式は公平・公正な評価結果が

発注者の要求項目に対して評価の目安となる採点基

得られる。たとえ外部有識者が審査委員となっても公平

準（採点の視点・着眼点）と評価段階に応じた点数の

で公正な評価結果が得られることになる。

配分表によって公平・公正な採点・評価結果が得られる。
具体的事例として、図表－６・７を参照されたい。

評価採点は、定性評価と定量評価に分けられる。
（１）定性評価の採点項目（一般例）
①業務履行体制：作業計画、運営計画（組織図、人員配
置、資格者数）
②類似施設等の業務受注実績
③業務責任者・従事者の教育研修体制、資格取得支援制
度
④品 質管理の考え方（自主検査体制、認定インスペク
ターの有無、品質点検報告）
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図表－６ 県立病院の清掃業務委託プロポーザル入札の審査基準・採点基準案
項目

審査の視点

配点

採点

① 公立病院も含む当該業務の受注実績は十分にあるのか

10

10

② 感染症の専用病床・病院の当該業務の受注実績は十分にあるのか

10

１ 受注実績

２ 業務体制

３ 業務管理
に対する
考え方

４ 災害時・
緊急時の
対応

５ 院内感染
対策につ
いて

６ 使用資機材・
ユニフォー
ムについて

７ 立上げ体
制

審査採点基準 ①
業務実績が３例以上の場合

採点
10

7

業務実績が２例の場合、１例＝１点

7

評価できる内容である

業務実績が１例の場合

5

基準を満たしている内容である

3

業務実績はあるが一部満たしていない場合

3

基準に一部欠けた内容である

0

業務実績がゼロの場合

0

十分でない内容である

① 運営体制（組織図、配置人数、業務時間、病院清掃キャリア）は適正か。

5

5

極めて良好

5

高く評価できる内容である

② 受託責任者の年齢、経歴、資格、実績は適正か。

5

4

良好

4

評価できる内容である

③ 従業者の配置計画（清掃地域別の人数配分、作業経験、年齢等）は適正か ｡

5

3

普通

3

基準を満たしている内容である

④ 従業者への教育が継続的、体系的に行われているか。（教育プログラム内容、マニュアル整備等）

5

2

やや不十分

2

基準に一部欠けた内容である

⑤ 環境整備関係の資格内容は評価できるか。

5

1

不十分

1

十分でない内容である

⑥ 従業者の健康管理 ､ 感染症対策 ( 予防接種を含む ) が十分になされているか ｡

5

① 受託責任者の業務内容は適正で、評価できるか。

5

5

高く評価できる内容である

5

高く評価できる内容である

② 作業確認報告システム（頻度、書類名、内容）は評価できるか。

5

4

評価できる内容である

4

評価できる内容である

③ 地域別作業計画は仕様遵守面で適正か。

5

3

基準を満たしている内容である

3

基準を満たしている内容である

④ 品質管理体制は評価できるか。
（品質管理項目、書類、インスペクター人数等）

5

2

基準に一部欠けた内容である

2

基準に一部欠けた内容である

1

十分でない内容である

1

十分でない内容である

⑤ 業務マニュアルの整備（作業マニュアル、品質管理マニュアル、マナーマニュアル等）は適正か。

5

③ 法令を遵守しているか。情報の取扱いは適正か。

5

① 災害時にも継続して人材を確保して業務継続ができる態勢にあるか。

3

人材確保手段明記あれば３点、無ければ０点

3

評価できる

② 日常業務におけるリスク管理は適切か。

2

危機管理マニュアル保有なら２点

0

不十分

③ 本社、支店、営業所及び類似現場等が近隣にあることなどにより、緊急対応ができる態勢にあるか。

2

２０分以内に現場対応なら２点それ以上なら１点

① CDC ガイドラインについての記述と理解は評価できるか

3

3

評価できる内容である

3

問題ない

0

問題あり

なければ０点

② 感染予防対策は適性か。
（健康管理、予防接種、従事者の感染対策研修）

3

1

基準通り

③ 感染対応の清掃手順、技術は適正か。

3

0

不十分

① 使用用具、薬剤の品目、仕様は適正か。
（ゾーニング対応、感染防止対応等）

3

3

評価できる内容である

3

評価できる内容である

② 従事者のユニフォームは評価できるか。（カラー、機能性）

3

1

基準通り

1

基準通り

0

不十分

0

不十分

① 立上げ準備のスケジュール、内容は適切か

3

スケジュール・作業手順適切なら３点 不備なら０点

適切なら２点

② 従事者の確保方法、教育研修方法は適切か

5

研修プログラム ５以上あれば３点、１～３なら２点

５以上あれば３点、１～３なら２点

① 新病院に対しての新規及び改善提案内容は評価できるか。

5

5

高く評価できる内容である

5

高く評価できる内容である

② 院内スタッフからの改善要望への対応は満足できるか。

5

4

評価できる内容である

4

評価できる内容である

③ 外来者からの改善要望、提案への対応は評価できるか。

5

3

基準を満たしている内容である

3

基準を満たしている内容である

④ 業務改善への取り組み内容は評価できるか。

5

2

基準に一部欠けた内容である

2

基準に一部欠けた内容である

1

十分でない内容である

1

十分でない内容である

① 費用項目の内容と金額は適正か。
９ 費用
34 点
10 独自サー
ビス提案
について

11 プレゼ ン

高く評価できる内容である

5

０なら０点

８ 業務改善
について

審査採点基準 ②

② 外部委託の内容と金額（外注率）は適正か。

不備なら０点

０なら０点

30

25

価格が想定範囲内であり、仕様にマッチしている

25

価格・内容とも妥当である

4

20

仕様内容に対して価格が安すぎる

15

一部妥当である

15

仕様内容に対して価格が高すぎる

5

妥当ではない

10

妥当な価格ではない

19%
① 独自提案サービスは病院にとって、メリットあると評価できるか。

3

3

評価できる内容である

3

評価できる内容である

② 提案サービスによって病院スタッフの負荷が軽減できると評価できるか。

3

1

基準通り

1

基準通り

0

不十分

0

不十分

① プレゼン内容が評価できるか。（業務への熱意、スピーカーの技術、内容が分かりやすい）

5

5

評価できる内容である

5

評価できる内容である

② 時間配分が適正か。質疑内容評価できるか。
（時間厳守、回答が的確、迅速）

5

3

基準を満たしている内容である

3

基準を満たしている内容である

1

基準に一部欠けた内容である

1

基準に一部欠けた内容である

180点満点
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䐠䠿 ⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᴗົ䠙ᘓ⠏≀⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅䠄䈜ᚲ㡲㈨᱁䠅䚸ᙜ㤋䛸ྠつᶍ௨ୖ䛾ᘓ≀
ᙜヱᴗົ䛻䛚䛡䜛⮬᳨ᰝయไ䛾ィ⏬ෆᐜ䜢ホ౯䛩䜛䚹䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊㓄⨨䛾ホ౯

䠿 ⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅ච≧䠄䛧䠅㈨᱁ᚲ㡲䚸≉ᐃᘓ⠏≀ᴗົᐇ
荠
⦼ 娚㤕⊁冒ᷣ㣄㞣妰䓣㚠炷ảシ㦀⺷炸

䐟 ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛾᪤ཷクタ䛻䛚䛔䛶䚸Ύᤲཬ䜃タഛ⟶⌮䛾ྛᴗົ䛻㛵䛩䜛◊ಟ䛜ᐇ䛥䜜䛶
䛛䜙ཷク䛧䛯⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᴗົ䛻䛚䛔䛶䛾⤒㦂䛜䛒䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹

荛 Ⰽ埴ỻ⇞㻙㻞㻔⇍䳁㻞炸
䞼ᾖỻ⇞炷⇍䳁㻞炸
荝

䛔䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹እ㒊◊ಟ䛾ᑟධ䛷䜒ྍ䛸䛩䜛䚹

荜
荞 䞼ᾖ⭇䷦⟙⏲㚠炷ảシ㦀⺷炸
ἄ㤕⒉惵伖妰䓣㚠炷㍸↢⽭枰炸炷ảシ㦀⺷炸

䐠
䐟 ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛾᪤ཷクタ䛻ົ䛩䜛ᚑᴗဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ಶேሗಖㆤཬ䜃᥋㐝◊ಟ䜢
ᙜ㤋䜢ཷク䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸᭷ຠ䛺⮬᳨ᰝつᐃ䛾ᩚഛ≧ἣཬ䜃ᐇ⦼䛜䛒䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹

䐣㼍㻌㻌㶭㌫䞼ᾖ
⮬᳨ᰝయไ䛻㛵䛩䜛つᐃ➼䠄௵ពᵝᘧ䠅 烱 姕⁁䞼ᾖ

䐠 ⾜䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹እ㒊◊ಟ䛾ᑟධ䛷䜒ྍ䛸䛩䜛䚹
ᙜヱᴗົ䛻䛚䛡䜛⮬᳨ᰝయไ䛾ィ⏬ෆᐜ䜢ホ౯䛩䜛䚹䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊㓄⨨䛾ホ౯

堃䓇䭉䎮䞼ᾖ
荠烲娚㤕⊁冒ᷣ㣄㞣妰䓣㚠炷ảシ㦀⺷炸

䐡
䐟 ♫䛸䛧䛶䚸⫋ဨ䛾๓◊ಟ䜔ཷクᚋ䛾⫋ဨ◊ಟ䛺䛹䛾ィ⏬䛜䛒䜚䚸ෆᐜ䛜㐺ษ䛷䛒䜛ሙྜ䚸
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛾᪤ཷクタ䛻䛚䛔䛶䚸Ύᤲཬ䜃タഛ⟶⌮䛾ྛᴗົ䛻㛵䛩䜛◊ಟ䛜ᐇ䛥䜜䛶
ホ౯䛩䜛䚹
䛔䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹እ㒊◊ಟ䛾ᑟධ䛷䜒ྍ䛸䛩䜛䚹

ᾳṢね⟙ᾅ嬟䞼ᾖ
荛烳䞼ᾖỻ⇞炷⇍䳁㻞炸

㼑㻌㍍忯䞼ᾖ

荝
荜 䞼ᾖ⭇㕥妰䓣㚠炷ảシ㦀⺷炸
䞼ᾖ⭇䷦⟙⏲㚠炷ảシ㦀⺷炸

ရ㉁䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ㄆド䛾ྲྀᚓ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹
䐠 ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䛾᪤ཷクタ䛻ົ䛩䜛ᚑᴗဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ಶேሗಖㆤཬ䜃᥋㐝◊ಟ䜢

䐟㼍㻌㻌㶭㌫䞼ᾖ
ရ㉁ಖド䜈䛾ྲྀ⤌䠄ู⣬㻟䠅

ķ 㻵㻿㻻㻥㻜㻜㻝ਆᗇ㘵䋻㻝㻜⛩
㻡⛩
⾜䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹እ㒊◊ಟ䛾ᑟධ䛷䜒ྍ䛸䛩䜛䚹

䐠烲㻵㻿㻻㻥㻜㻜㻝䛾Ⓩ㘓ド㻔䛧䠅
堃䓇䭉䎮䞼ᾖ

烱 姕⁁䞼ᾖ

ĸ
䋻㻡⛩ 㻝⛩
䐡 㻵㻿㻻㻥㻜㻜㻝⭣䃻ѝ
♫䛸䛧䛶䚸⫋ဨ䛾๓◊ಟ䜔ཷクᚋ䛾⫋ဨ◊ಟ䛺䛹䛾ィ⏬䛜䛒䜚䚸ෆᐜ䛜㐺ษ䛷䛒䜛ሙྜ䚸

䐡烳⏦ㄳ୰䛷䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛᭩㢮㻔䛧䠅
ᾳṢね⟙ᾅ嬟䞼ᾖ

ホ౯䛩䜛䚹
ⱞฎ⌮యไ䛾ᩚഛ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹

荝 ⱞฎ⌮せ㡿䠄䝬䝙䝳䜰䝹䠅ཬ䜃ⱞᑐᛂ䛾ᐇ⦼䠄௵ពᵝᘧ䠅
䞼ᾖ⭇㕥妰䓣㚠炷ảシ㦀⺷炸
䐢

㻟㻜

㻝㻜
㻡

䜰 ရ㉁ 㻝㻿㻻ㄆド䛾ྲྀᚓ≧ἣ

ရ㉁䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ㄆド䛾ྲྀᚓ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹

䐟 ရ㉁ಖド䜈䛾ྲྀ⤌䠄ู⣬㻟䠅

㻝㻡

㻡
㻝㻜

䜴 㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖ䜈䛾ྲྀ⤌

ķ 㻵㻿㻻㻥㻜㻜㻝ਆᗇ㘵䋻㻝㻜⛩ 㻡⛩
㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖ䛻ྥ䛡䛯᪉㔪䛸ෆᐜ䜢ホ౯䛩䜛䚹

䐠 㻵㻿㻻㻥㻜㻜㻝䛾Ⓩ㘓ド㻔䛧䠅
᪉㔪ཬ䜃ෆᐜ 㻔௵ពᵝᘧ䠅

㻝㻜

㻔㻠㻕㻌
㤋⟶⌮
ᴗົ䜈
䛾⊂⮬
䛾ᥦ

荜焸煋煆焿煊焰焲煊焪Ể棐䭉䎮㤕⊁ℭ姛㚠
㼍㻌㻌┘╩⪅䡡䢇䢚䢕䡴䢔ᢏ⬟ኈ㻝⣭ྜ᱁ド᭩䠄䛧䠅
㻔㦀⺷㻞炸

䜲 ⱞฎ⌮యไ

㼑㻌㍍忯䞼ᾖ

ĸ 㻵㻿㻻㻥㻜㻜㻝⭣䃻ѝ 䋻㻡⛩ 㻝⛩

䐡 ⏦ㄳ୰䛷䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛᭩㢮㻔䛧䠅

䜲 ⱞฎ⌮యไ

ⱞฎ⌮యไ䛾ᩚഛ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹

䐢 ⱞฎ⌮せ㡿䠄䝬䝙䝳䜰䝹䠅ཬ䜃ⱞᑐᛂ䛾ᐇ⦼䠄௵ពᵝᘧ䠅

㻡
㻝㻜

ᴗົᥦ

ᙜ㤋䛷ᴗົᒚ⾜䛩䜛ሙྜ䛾♫⊂⮬䛾ᕤኵཬ䜃┬䜶䝛➼䛾ᥦ䜢ホ౯䛩䜛䚹

ᥦ᭩ 䠄ู⣬㻟ཪ䛿௵ពᵝᘧ䠅

㻝㻜

䜴 㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖ䜈䛾ྲྀ⤌

㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖ䛻ྥ䛡䛯᪉㔪䛸ෆᐜ䜢ホ౯䛩䜛䚹

᪉㔪ཬ䜃ෆᐜ 㻔௵ពᵝᘧ䠅

㻝㻜

䠄ู⣬㻟䠅

ᥦฟ᭩㢮

㻝㻜

㻡
㻔㻠㻕㻌
㤋⟶⌮
ᴗົ䜈
䛾⊂⮬
䛾ᥦ

荜焸煋煆焿煊焰焲煊焪Ể棐䭉䎮㤕⊁ℭ姛㚠 㻔㦀⺷㻞炸

嫃ⷓ㟰

㻝㻜

㻡
㻝㻜

㻝㻜

㻝㻜

㻝㻜

㻝㻜
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ᙜ㤋䛾ᴗົ䛻㐺ྜ䛧䛯⮬♫䛾ᢏ⾡䚸ᕤኵ䛺䛹䛾ᥦ䜢ホ౯䛩䜛

ᴗົᥦ

ᙜ㤋䛷ᴗົᒚ⾜䛩䜛ሙྜ䛾♫⊂⮬䛾ᕤኵཬ䜃┬䜶䝛➼䛾ᥦ䜢ホ౯䛩䜛䚹

ᥦ᭩ 䠄ู⣬㻟ཪ䛿௵ពᵝᘧ䠅

35

ᙜ㤋䛾ᴗົ䛻㐺ྜ䛧䛯⮬♫䛾ᢏ⾡䚸ᕤኵ䛺䛹䛾ᥦ䜢ホ౯䛩䜛

ᅗ⾲䠓 䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇㤋Ύᤲ䞉タഛ⟶⌮⥲ྜホ౯ධᮐ ᑂᰝᇶ‽ 䠄ᮾி䠞䠩༠䜈䛾ㅮᖌᨵၿᥦ䠅
䛭䛾䠎
㻔㻡㻕㻌බඹᛶ䛾ྲྀ⤌䠄ู⣬㻠䠅

㻝㻜

㻝㻜

䜰 ⎔ቃ䜈䛾ྲྀ⤌

⎔ቃ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ㄆド䛾ྲྀᚓ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹

ྲྀᚓⓏ㘓ド㻔䛧䠅

ᅗ⾲䠓 䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇㤋Ύᤲ䞉タഛ⟶⌮⥲ྜホ౯ධᮐ
ᑂᰝᇶ‽ 䠄ᮾி䠞䠩༠䜈䛾ㅮᖌᨵၿᥦ䠅
㻡
ķ 㻵㻿㻻㻝㻠㻜㻜㻝ਆᗇ㘵䋻㻝㻜⛩ ˏ⛩
㻡
䛭䛾䠎
㻔㻡㻕㻌බඹᛶ䛾ྲྀ⤌䠄ู⣬㻠䠅

㻝㻜

㻝㻜

䜰 ⎔ቃ䜈䛾ྲྀ⤌

㻝㻜
㻡

㻝㻜
㻡

䜲 ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜈䛾ྲྀ⤌

㻡

㻡

㻝㻜
㻝㻜

㻝㻜
㻝㻜

㻞㻜
㻡

㻞㻜
㻡

㻝㻜
㻝㻜

㻝㻜
㻝㻜

㻝㻜
㻞㻜

㻝㻜
㻞㻜

㻡㻜
㻝㻜

㻡㻜
㻝㻜

㻝㻜
㻝㻜

㻝㻜
㻝㻜

㻔㻢㻕㻌㻌㞀䛜䛔⪅㞠⏝䠄ู⣬㻡䠅

㻡㻜

㻡㻜

˄˓˅䳷⭘ᶑԦ

㻝㻡
㻝㻜

බ
ඹ
ᛶ
ホ
౯

බ
ඹ
ᛶ
ホ
౯

㻔㻢㻕㻌㻌㞀䛜䛔⪅㞠⏝䠄ู⣬㻡䠅

䐠 䜶䝁䜰䜽䝅䝵䞁㻞㻝䋻㻡Ⅼ 䠎Ⅼ
⎔ቃ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ㄆド䛾ྲྀᚓ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹

ྲྀᚓⓏ㘓ド㻔䛧䠅

ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䡮䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ㄆド䛾ྲྀᚓ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹
ķ 㻵㻿㻻㻝㻠㻜㻜㻝ਆᗇ㘵䋻㻝㻜⛩ ˏ⛩
˥㻿㻻㻞㻣㻜㻜㻝ਆᗇ㘵䋻㻝㻜⛩
ˑ⛩
䐠 䜶䝁䜰䜽䝅䝵䞁㻞㻝䋻㻡Ⅼ 䠎Ⅼ

䜴 ാ䛝᪉ᨵ㠉䛾ྲྀ⤌
䜲 ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜈䛾ྲྀ⤌

ᴗົ䛾ຠ⋡䚸㛫እປാ䛾ୖ㝈つไ䚸ᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ䚸ປാ⎔ቃᩚഛ䚸䛭䛾䚸ྲྀ⤌≧ἣ
ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䡮䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ㄆド䛾ྲྀᚓ≧ἣ䜢ホ౯䛩䜛䚹

⍾䳬䉞㱩䫱炷ảシ㦀⺷炸

䜢ホ౯䛩䜛䚹 䛘䜛䜌䛧ㄆᐃᴗ䚸䛟䜛䜏䜣ㄆᐃᴗ䛾ሙྜ䜒ホ౯䛩䜛
˥㻿㻻㻞㻣㻜㻜㻝ਆᗇ㘵䋻㻝㻜⛩
ˑ⛩

ᑵᴗつ๎䠄䛧䠅

⅏ᐖ䛻㏻ᖖᴗົ௨እ䛻䛚䛡䜛ᙜ㤋䜈䛾ᰂ㌾䛺༠ຊయไ䜢ホ౯䛩䜛䚹
ᴗົ䛾ຠ⋡䚸㛫እປാ䛾ୖ㝈つไ䚸ᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ䚸ປാ⎔ቃᩚഛ䚸䛭䛾䚸ྲྀ⤌≧ἣ

ᥦ᭩ 䠄ู⣬㻠ཪ䛿௵ពᵝᘧ䠅
⍾䳬䉞㱩䫱炷ảシ㦀⺷炸

⅏ᐖ┦ᨭ༠ᐃ䜢⮬య䛸⥾⤖䜢ホ౯䛩䜛䠄㒔እ⮬య䛺䜙ホ౯䜰䝑䝥䠅
䜢ホ౯䛩䜛䚹 䛘䜛䜌䛧ㄆᐃᴗ䚸䛟䜛䜏䜣ㄆᐃᴗ䛾ሙྜ䜒ホ౯䛩䜛

༠ᐃ᭩䛧
ᑵᴗつ๎䠄䛧䠅

䐟 㞀䛜䛔⪅䛾ᐇ㞠⏝⋡ཪ䛿ἲᐃ㞠⏝㞀䛜䛔⪅ᩘ䜢ホ౯䛩䜛䚹䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻢᭶㻝᪥⌧ᅾ䠅
⅏ᐖ䛻㏻ᖖᴗົ௨እ䛻䛚䛡䜛ᙜ㤋䜈䛾ᰂ㌾䛺༠ຊయไ䜢ホ౯䛩䜛䚹

䐟ᖖ⏝ປാ⪅㻠㻡㻚㻡ྡ௨ୖ䋻㞀ᐖ⪅㞠⏝≧ἣሗ࿌᭩㻔䛧䠅
ᥦ᭩ 䠄ู⣬㻠ཪ䛿௵ពᵝᘧ䠅

䐠 ≉ูᨭᏛᰯ䛾䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ཷධ䜜䜢⾜䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹
⅏ᐖ┦ᨭ༠ᐃ䜢⮬య䛸⥾⤖䜢ホ౯䛩䜛䠄㒔እ⮬య䛺䜙ホ౯䜰䝑䝥䠅

ᖖ⏝ປാ⪅㻠㻡㻚㻡ྡᮍ‶䋻㞀ᐖ⪅㞠⏝≧ἣᒆฟ᭩䠄ᵝᘧ㻡㻙㻞䠅
༠ᐃ᭩䛧

㞀䛜䛔⪅㞠⏝

䐟 㞀䛜䛔⪅䛾ᐇ㞠⏝⋡ཪ䛿ἲᐃ㞠⏝㞀䛜䛔⪅ᩘ䜢ホ౯䛩䜛䚹䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻢᭶㻝᪥⌧ᅾ䠅

䐠 ≉ูᨭᏛᰯ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⦼⾲
䐟ᖖ⏝ປാ⪅㻠㻡㻚㻡ྡ௨ୖ䋻㞀ᐖ⪅㞠⏝≧ἣሗ࿌᭩㻔䛧䠅

㻝㻜
㻝㻜

䜰 ᨭᡶ䛔㈤㔠

ᖹᆒ㈤㔠䛻ಀ䜛ᥦ䛾ホ౯
䐠 ≉ูᨭᏛᰯ䛾䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ཷධ䜜䜢⾜䛳䛶䛔䜛ሙྜ䚸ホ౯䛩䜛䚹

㓗ㇽ屫慹妰䓣㚠
ᖖ⏝ປാ⪅㻠㻡㻚㻡ྡᮍ‶䋻㞀ᐖ⪅㞠⏝≧ἣᒆฟ᭩䠄ᵝᘧ㻡㻙㻞䠅

㻡

䜲 ♫ಖ㝤ຍධᥦ

ᗣಖ㝤ຍධ䛾ᥦ䠄ຍධ⪅㓄⨨ᩘ䛾ホ౯

㻝㻜
㻝㻜
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図表－６
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県立病院の清掃業務委託

審査基準・採点基

点50

準の事例

400点満点

②価格点割合50%

これは、某県立病院清掃業務委託プロポーザル入札に

⇒

これではダンピング業者が落札

する可能性が残る

おいて、新設病院なのでダンピング業者を排除したいと

③障 害者雇用点

50点は満点の12，5%となり一般的な

の要望に対して、筆者が種々の事例を参照にして作成し

1,5%~3，
5%に比して高すぎる。

た審査採点基準表であり、以下の点を留意していただき

法 定障害者雇用率2,2%順守を普及促進させたい考え

たい。

方は理解できるが、他の評価点とバランスが取れな

（１）項目は県立病院の発注者の立場での要求する審査項

くなり、公平性を欠くリスクがある。

目であり、発注者によって、また、施設の種類（庁舎、

（３）講師アドバイス（赤字部分）

文化会館等）により、審査・採点項目の数は変わってくる。

①配 点：価格点100、技術点190、障害者雇用点10

（２）審査の視点は、項目の提案内容に対して、何を見

300

点満点（価格点割合33,3%）

るか？どう考えるべきか？どう比較すればよいのか？

②自 主検査体制：20点に倍増、インスペクター資格者

を示す。

配置条件評価を追加
③働き方改革の取組で、「えるぼし認定」と「くるみん

（３）配点は、発注者にとっての重要度、期待度、満足
度を熟慮して、総得点の中から配分する。180点満点で、

認定」条件を設定する
④雇用条件評価（支払賃金、社会保険加入）を追加。最

価格配分は１９％と標準より相当低く配分した。
（４）その次に審査視点別に配点から振り分けて個別点

低賃金上昇に対する支払賃金額の評価、健康保険加

を配分する。

入者配置数の評価。

（５）審査視点基準は、図表にある通り５段階評価方式、

⑤履行実績（類似施設、類似医季語施設の実績評価）の

３段階評価、２段階評価と審査視点によって使いわけて

追加が必要

評価、採点することになる。

これらは東京都の総合評価方式の項目を参考にして、

この図表では、審査採点基準①と②で、採点基準の評

次回に備えるためにアドバイス

価の表現を変えて作成した。

４、総合評価方式での受注者選定ポイント

図表－７ 「東京ＢＭ協会総合評価入札の審査事例」

（ビルメンテナンス会館

清掃・設備管理入札Ｈ30年）

東京ビルメンテナンス協会が平成31年3月に総合評価

１）綜合評価採点法による適正な受注者の選定

入札を実施したビルメンテナンス会館の維持管理業務

選定方法のイメージとして分かりやすい事例として、

の審査基準書であるが、東京協会より次回の総合評価入

「公用車」入札時の受注者選定の総合的な評価項目を想

札のために、全国ビルメンテナンス協会の保全業務マネ

定すると、適正な選択を進めやすい。

ジメントセミナー講師陣に対してアドバイスの依頼あ

車両発注者の総合的な評価基準項目としては：

り、講師が提案した事例である。

①予算（予定金額）

評価できるポイントは、

②エンジン容量

（１）入札概要

③燃費（1ℓ当りの走行距離数）

①ビ ルメンテナンス会館：延床面積3,125㎡、地上５Ｆ

④燃 料（ガソリン車／ディーゼル車／ＥＶ車／ハイブ

地下１Ｆ

リット車）

②委託業務：清掃業務、設備管理業務、環境衛生管理業務

⑤ボ ディタイプ（軽自動車／コンパクト／セダン／ワ

Ｈ19年4月から3年間

ゴン／ミニバン／ＳＵＶ／ステーションワゴン／

（２）東京協会の審査基準書内容（黒字部分）

ハッチバック）

①総合評価の配点：価格点200、技術点150、障害者雇用

⑥車体カラー
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⑦装備品（自動停止装置、ドライブレコーダー）

対策、地元雇用による地域経済活性策などの長所を有

⑧価格（リース料）

する地域受注者は、信頼性の高い仕事結果を実現する

などを評価してメーカーとモデルを選定する考え方

ことにつながり、発注者にも、契約履行面での安心感

が参考になる。

と利用者満足感をもたらすことになる

ここでは、受注者を選定するための重要なポイントを

①150点満点

3つ取り上げる。

価格点20点（13，3%）となり、現状では

最も低い価格配点割合である

（１）
「価格点」
：採点基準の中で「価格」（見積額や入札

②鳥取市財産経営課として初めての包括管理業務委託

金額の表現もあり）への配点は

案件であり、総合評価方式なので審査対象基準項目

①価格競争入札では、70~80%が主となっている

では、今後「雇用条件（支払賃金、社会保険加入）」
「障

②総合評価方式入札では、50%が中心となっている

がい者雇用」「業務品質確保におけるインスペクター

③指定管理者制度の公募では、20~30%が12年前から実

資格者配置条件付け」などが設定すれば、より適切

施されている

な審査が可能になろう。

「価格点」配分の現状

⇒

③「地域経済への貢献」内容は、大変評価できるもの

５０％以下の価格配点が、公平・公正な評価採点結

であり、他市町村の参考例になる

果が得られるケースが多い

④初めての包括委託で、新庁舎建設案件でもあり、入

⇒ 「東京都庁舎清掃総合評価」（その１記述）は、価格

札要件に「県内しばり」を除外して、県外大手との

配点３３％（当時では画期的な低い価格配点比率であ

ＪＶ方式を条件設定できたのが、発注者の満足でき

り、総合評価方式の効果が証明された）

る、優良な選定結果につながったのは、今後、他市

⇒

町村の参考事例になることは間違いない。

鳥取市新本庁舎包括業務委託プロポーザル：価格配

点１３，
３％

図表-8参照

⑤本件による価格配点13，3%は、現状平均的な50%か

（２）
「技術点」
：価格以外の項目評価がより重要となっ

ら筆者が提唱する価格点配分30%以下の入札が増えて

ている。これにより公平・公正な審査が可能になり、い

いけば、入札不祥事態が是正され適切な受注者選択

わゆる「安値受注、ダンピング入札」を排除して、適正

が可能になる

な採点評価による優良な受注者の選定が可能となる。

５、総合評価方式による受注者選定の導入には

（３）
「地域性評価点」
：地域性の正しい評価が、良い履
行成果を生む緊急時への対応時間の長短、現場欠員補充
図表ー８ 鳥取市新庁舎包括管理業務委託公募型プロポーザル 審査基準表

５、総合評価方式による受注者選定の導入には
１）総合評価方式の導入状況
１）総合評価方式の導入状況

（財務省HP 国土交通省、総務省、財務省合同調査報告:H３１年1月）

（１）国では89，5%、 特殊法人で96%
（２）都道府県及び指定都市では100% 市区町村63､9%
本格導入
平成29年
3月31日

都道府県
指定都市

市区町村
価格割合
１３，３％

計

38

図表―８ 鳥取市新庁舎包括管理業務委託公募型プロポーザル 審査基準表
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試行導入

平成30年
8月1日

平成29年
3月31日

未導入

平成30年
8月1日

平成29年 平成30年
3月31日
8月1日

36

36

11

11

0

0

76.6%

76.6%

23.4%

23.4%

0.0%

0.0%

15

16

5

4

0

0

75.0%

80.0%

25.0%

20.0%

0.0%

0.0%

356

352

742

747

623

622

20.7%

20.5%

43.1%

43.4%

36.2%

36.1%

407

404

758

762

623

22.8%

22.6%

42.4%

42.6%

34.8%

622
34.8% 39
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６、総合評価方式導入の効果と課題

して欲しい
（６）技術提案の履行確認に係る事務を軽減する必要が
ある

１）導入の効果（国交省国土技術政策総合研究所：「現
行の総合評価方式の効果と課題に関するアンケー

７、総合評価方式の導入の普及・促進には

ト結果」より引用）
（１）企業の技術力の活用や技術力の高い受注者の選定
ができる。

１）総合評価方式入札の事務手続きの理解、認識を進める

⇒それにより品質の向上、コスト縮減化、適確な履行

⇒「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル」の活用

等の効果が見込める又、不適切な行為（手抜き、やり残

このマニュアルは、基本的な問題点、一連の事務手

し、仕様無視など）が減少する

続きの事項、手順等を網羅しており、総合評価方式を

（２）業務の品質確保に対する意識向上に寄与する

導入しようとする場合の最適の手本になる。目次内容

⇒コスト削減意識、地域貢献意識の向上

概略は：

（３）技術評価を通じて発注者及び受注者の技術の向上

①導入の意義と背景

が図れる

②創業評価項目と評価基準の設定

⇒発注者の説明責任力の向上、受注者の技術提案力の

③評価方法の決定

向上

④公告、入札説明書の書き方

（４）透明、公正な受注競争により不良不適格業者の排

⑤落札者の評価・決定方法

除につながる

⑥落札者決定後の契約締結までの手続き

⇒談合等の調整行為が困難になった

⑦学識経験者の意見聴取の進め方

⇒技術力を反映した競争が促進され、入札参加機会が

⑧低 入札価格制度、失格基準の併用によるダンピング

拡大

対策

（５）受注者の新技術の開発が進み、コスト節減、品質

となっており、初めて着手する場合には、非常に役

向上につながる

に立つマニュアルである。

⇒技
 術評価項目での競争力アップとライバル差別化

２）他自治体での総合評価方式入札の詳細を参考にする

の努力が進む

各種の検索エンジン（Google,

Yahoo、楽天など）

で「業務委託総合評価一般競争ガイドライン」を検索

２）導入の課題
（国交省国土技術政策総合研究所アンケート）

すると、先ずは、省庁始め、都道府県、市町村の「公

（１）入札契約手続きにおける発注者及び受注者の負担

共工事の総合評価方式ガイドライン」が並ぶが、「業務

が大きい

委託の総合評価ガイドライン」が出てくる。

⇒準備時間と事務作業量がかかり過ぎる

公共工事総合評価方式ガイドラインでも内容は適用可

（２）発注者に、高い審査能力と審査体制の強化が求め

能であるが、業務委託のガイドラインでは、評価内容

られる

項目が変化してくる。

（３）評価基準の設定が困難（評価項目、評価配点ウエ

評価項目の新しい事例として：、

イト）であり、コスト換算されない技術評価の説

①就 職困難者（65歳以上の高齢者、母子家庭の母、非

明が難しい

自発的離職者）の就労・雇用

（４）技術評価点比率が小さい場合、価格によって落札

②トライアル雇用制度の活用

者を決定することが多い。また、技術提案が予定

③従業員のボランティア活動への参加支援

価格に反映されない

④セクハラ・パワハラ防止対策

（５）加点評価事例等の公表や留意点等を分かり易く示

⑤管理職に占める女性の割合
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⑥継続的、定期的な人権研修の実施状況

③双 方参加型のワークショップで、効果と課題を洗い

などが特徴的である。但し、評価項目が増えると、発

出し、対応策を議論して発表する場を設定する。

注者も入札参加者も書類準備作業が多くなり、一概に

発 注者からの総合評価方式の効果・課題と受注者側

評価項目の多い方が良いとは言えない。

からの効果・課題は相反するケースが生じるので、双

３）総合評価方式の導入手法に係る相談窓口を設立する

方が同じテーブルで協議するワークショップは有意
義であり、効果が上がる機会となります。それにより、

(講師提案)
これから総合評価方式を導入する自治体にとり、ガイ

総合評価の効果をお互いに認識し、課題点を整理す

ドラインによって基本的な手順は理解できるが、受注者

ることで、対応策が見いだせる場になることは間違

選定段階で最も重要な「評価項目の決定」「各項目への

いない。

配点と細目配点」
「審査基準作り」
「採点方法（5点評価・
3点評価）
」などに関しては、先行して導入している自治

それぞれの中でどの方法が適切であるかは、今後の

体事例を参照しながら、具体的な書類作成手順を習得す

検討課題であるが、総合評価方式の導入を促進させる

る機会や疑問点を照会する手段が必要になると考えら

には、何らかの仕組みと仕掛けが求められるであろう。

れる。そのためには、厚生労働省のバックアップを得て、

まとめ

全国ビルメンテナンス協会及び各地区ビルメンテナン

～優良な受注者選択の適正化には～

ス協会において窓口相談、電話応対相談などが可能にな
れば、導入がさらに進むと期待できると考えている。

１）入札方式、落札条件等の見直し、改善を進める
（１）入札参加資格条件に「格付け」方式を導入する

４）総合評価方式の導入に必要な情報・知識習得の講習
会を設定する

（２）低 入札価格調査での「調査基準価格」「最低制限

(講師提案)

上記の相談窓口的なサービスの他に、より実践的な知

価格」を事後公表とする

識習得の機会としての講習会の開設により、総合評価方

（３）総合評価方式入札に低入札価格調査制度を併用す

式の導入がより促進され、発注事務の適正化が可能にな

る

ると考えている。

（４）総合評価方式入札には「最低制限価格制度」を除

①発 注者向けセミナー・講習会を厚生労働省支援にて

外する

企画、実施する本保全セミナーにおいても総合評価

２）総合評価方式の効果を知り、導入をさらに進める

方式についての記述と講義は実施されているが、基

（１）不適切な業者の排斥ができる

本的には、一方通行の講義スタイルであり、納得度、

安値入札を常習とする不適切な業者の入札参加を断

理解度が今一歩上がりにくいと思われる。従って「総

念させる効果が出る。また、公正、公平な評価による

合評価方式」を完全理解できるように学習の場を設

適切な受注者の選択眼を発注者が身に付けることがで

けることにより「発注事務の適正化」の促進を図る

きるので、その結果、不適切な業者の排除が可能となっ

ことができる。

てくる。

②受 注者向けセミナーを全国ビルメンテナンス協会主

そのキーポイントは、入札価格の採点配分を３０％

催にて実施する受注するビルメンテナンス企業に

以下に抑えることが重要であり、価格採点が５０％の

とっても、総合評価方式の内容を十分把握して入札手

場合でもダンピング落札は防ぎにくい事例が多くなっ

順に対応する必要がある。発注者が総合評価方式入札

ている。

を導入しても、入札参加者が、適切な技術提案を作成

（２）優良な受注者の選択により資産の価値維持と長寿

できず、発注者の評価・選定を受けるチャンスを失う

命化が図れる

ことになる。その対策のために、実践的、具体的内容

建築物特有の内容（床面積、階数、暦年経過等）に

のセミナーが必要になってくる。

沿って提示された仕様書と要求水準を、正確で透明性
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のある業務履行ができる受注者は、決められた作業を行

水準を遵守せず、配置要員数は仕様に近いものだった

うだけでなく、マネジメント（業務管理）を実行できる

が勤務シフトを受注金額から利益を差し引いた残額に

ので、建築物設備（床材、壁・天井材料、トイレ機器等）

見合うやり方で作業を行い、次年度入札は参加せずに

の劣化の進行を遅らせ、修理・修復・交換の時期を延ば

１年間劣悪な品質状態にして建築物の劣化を招いた悪

すことでコスト削減が可能になる。

例。

（３）適正で優良な受注者の選定により、発注者の作業
履行確認の時間が減少する。

参考事例：指定管理者制度の場合「中途解約条項」が

適正で優良な受注者の選定は、契約期間中での発注

あるので、12年間で指名案件の２３％が業務不履行に

者側の管理監督に充当する時間が減り、その余剰時

よる指名取消、中途解約が出た実態がある。

間を本来業務に充当できたという意見が、総合評価
『ダンピングや談合をやる不適切な業者は、欠員放置、

方式導入を実施中の自治体から出ている。（その時

作業手抜き、仕様無視などの様々な悪知恵、戦術を駆

間を他業務へ有効活用できている）
３）価格競争方式による受注者選択の弊害を認識する

使するので、それらの不祥事例を出来る限り多く収集

（１）ダンピング受注の弊害は、採算ギリギリや赤字の

する必要がある。その知識が不適切な入札を防ぐこと
につながる』

契約が多くなり、業務履行レベル(作業員給与とモチベー
ション低下による)が下がり、手抜き作業が、施設劣化
の進行をより早くさせ、修理・修繕コストもアップする

（まつもと

ことになる
（２）悪徳業者の方程式：

契約金額（安値受注額）－

先取り利益 ＝ 業務履行費用 残った金額で仕事をや
りくりされ、手抜きの発生と労働条件の悪化につながる
（３）契約書に中途解約条項がない、解約が少ないこと
を悪用した安値受注業者による不適切な作業、トラブ
ル・クレームが横行する
①事例１：某県庁舎のトイレ清掃WTO一般競争入札
（単年度契約）
WTO一般競争入札による某県庁新築建築物をダンピ
ング価格での落札者の事例：トイレ清掃仕様がD2（1日
２回）となっていたが、受注者は午前中に２回トイレ
清掃を行って午後はやらなかった結果、午後・夕方のト
イレは臭気と汚れのクレームが相次ぐ事態となった。県
としては改善を要請したが、仕様発注契約であり１日２
回清掃の時間帯指定までは想定していなかった（常識論
として、朝・午後の２回と理解するのは当然であるが）。
その結果、契約上は改善命令が出せず、道徳的責任を追
及したが、受注業者は改善しなかった。
（単年契約）
②事例２：某市役所建築物の清掃一般競争入札
入札要項に「中途解約条件」が無かったため不適切業
者がダンピング価格で落札したが、１年間仕様書・要求
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【第７部】

「発注業務の課題点解決の提言」

～発注業務の適正化の普及促進のためには～

その３

受注者の業務評価のポイント

～契約後の受注者の優劣の見きわめ方、業務履行の不適切事例とその防ぎ方～

松本 卓三
第４部その１、その２では、適正な入札書類の作成、

な確認（以下「業務実施中の履行確認」という。）を適

入札制度のポイント、受注者の評価と選定のあり方、総

正に実施するよう努める。業務実施中の履行確認につい

合評価方式の導入に関して必要な知識・情報・手法等に

ては、業務の実施状況について改善を要すると認めた事

つき、ガイドラインも参照しつつ、要点を解説した。本

項や現地における指示事項を書面により受注者に通知す

稿では、受注者選定後の業務結果の点検・評価を含む品

るとともに、後述の業務完了後の評価に反映させるよう

質管理手法及び受注者が提出する月例業務報告書（マン

努める。』と、契約後の受注者の評価が重要であること

スリーレポート）及び業務履行の不適切事例とその予防

を示唆している。
上記のとおり、仕様書

策について述べる。
告

施設の保全（維持管理業務）の入札に関する「仕様書

⇒

総合評価
⇒

⇒

⇒

要求水準書

受注者の選定

受注者選定方法の改善

⇒

⇒

入札公

受注者業務

作成のポイント」
「要求水準書の設定と入札要件書作成

評価

への一連のプロセス

のポイント」
「総合評価方式と受注者選定のポイント」は、

が「施設管理業務発注者」にとって、PDCAサイクルに

適正で優良な受注者の選定にとって大変重要なプロセス

つながっている。
公共建築物の保全業務発注担当者にとっては、各プロ

である。
しかし、選定後の受注者の業務履行結果に対する評価

セスの知識・情報・解説が、発注業務「マニュアル」や

も、契約条件（仕様、要求水準等）が誠実に履行されて

「教本」となり、適正で優良な受注者の選定方法が標準

いるかを検証（点検・評価・結果報告）することや受注

化されることで、担当者が交代する際には、いつでも、

者の業務履行レベルを診断し、業務結果への満足度を測

誰でも、これらのマニュアルと教本によって、適正な入

定することにつながる重要なものである。

札準備、入札参加者の評価手順、受注者選定・契約締結
手順作業が可能となる。

加えて、業務履行の不適切な事例を十分に認識するこ

本章で記述する「受注者の契約後の業務確認と評価」

と、それらの予防策を講じることは、
「受注者の優劣を
判断する重要な要素」となり、
「適正で優良な受注者の

は、品質管理報告と月例業務総括報告（マンスリーレポー

見きわめ方」にもなり、ひいては「不適切な業者の評価・

ト）がキーとなる。これらにより受注者の契約後の業務

判定・排除」にもつながってくる。

実施評価（モニタリング）の「見える化」が可能となり、

ガイドラインには『（４）業務実施段階 （業務履行

その評価が次回の入札・契約プロセスに反映されること

中の実施状況の確認等）受注者から履行状況の定期的な

により、受注者選定の改善につながり、発注者にとって、

報告を受けるとともに、業務履行の節目において、必要

PDCAサイクルが完成することになる。
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１．インスペクション報告のあり方

２）マンスリーレポートの評価
（１）マンスリーレポートの意義
月間の業務結果とその評価が集約化されたものであ

１）契約後の品質管理手法の評価

り、施設維持管理の実態が把握できるツールである。

（１）品質管理の考え方、手法、報告書形式等を評価する

発注者が当月の施設の維持管理結果を一目で分かる

①品質管理の考え方
発注者の期待（要求水準）に受注者の作業結果（品質・

レポートを、受注者が作成し、発注者との月例会議で

満足感）がどの程度合致しているかの判定がキーポイン

内容報告を行うものである。その会議では履行する業

トである（清掃の場合だと単純にきれいか、汚いか。期

務の内容・プロセス・結果等を積極的に説明する受注

待レベルの美観・衛生状態か、我慢できない汚れ方か

者の姿勢が必要である。
発注者も承知していると思うが、日報1カ月分がマン

等いろいろな見方がある）。

スリーレポートという考え方で

ただし、受注者による一方通行的な品質管理ではな
く、発注者も主体的な点検・評価を行う双方向の品質管

あってはならない。マンスリーレポートは発注者と受

理の考え方が大変重要である。

注者の間で相互信頼と安心感をもたらすコミュニケー

②品質管理手法

ションの重要な手段である。その結果としてレポート
内容の優劣レベルの判定が、受注者の総合的能力の評

仕様書・要求水準をベースに品質結果をインスペク

価となり、次回の選定に反映されることになる。

ターが点検するやり方が基本であり、インスペクション

（２）レポートの項目

報告（点検結果の報告内容）によって発注者が、受注者

発注者としては、期待するマンスリーレポートの内

の業務履行結果の良し悪しを、評価、判定する方法であ

容・項目の中に、以下項目が入っているかをチェック

る。

する。

別の手法として、その２で述べた「SLA」「KPI」手
法のように測定した数値で明確に結果を示す手法があ

①当月業務内容

る。仕様書を遵守するだけでなく、契約時に発注者と受

・作 業概要：

注者間で同意したSLA・KPIが要求水準にも合致して結

安全管理

作業内容、作業実施体制、作業管理、

・月間作業データ：

果的に満足度を達成させる手法である。

消耗品使用データ、ごみ搬出量、

教育研修内容

発注者は、それぞれの品質管理手法が品質に対する期
待と満足レベルに合っているかを十分に検証すること

②当月エネルギーデータ

が重要である。

・電気使用量（当月と前月の比較・分析）

③品質管理報告（インスペクション報告）

・ガス・上下水道消費量（当月と前月の比較・分析）

インスペクション報告書は、点検結果データに加えて、

③品質点検報告（インスペクションレポート）
KPIによる品質測定方式を要求する場合や、各種測定

インスペクターの総合評価報告（点検の採点結果、点検

方法（光沢度計、ATP測定等）を求める場合には、そ

時の問題点と対応策、改善点等）を付記して提出される。
合同インスペクションを実施する場合は、発注者の判

れらの結果データと評価報告も必要となる。

断力が向上するので、インスペクション報告内容の分

④発生したクレーム・トラブル内容と解決策

析、評価がより適切なものになる。

・業務上のトラブルや技術トラブルの発生報告（トラブ
ル件数、内容、原因、処理対策）

通常は受注者のフォーマットを使うが、発注者の担当
する管理物件数が多い場合には受注者の数も多くなる。

・建築物利用者のクレーム報告（内容、発生箇所、対応策、
結果反映した改善点等）

フォーマットがバラバラだと比較・評価がやりにくくな

⑤利用者満足度調査報告

るので、統一フォーマットでインスペクション報告書を

満足度調査（CSS）を実施した時は、結果のデータと

提出させる方が良い。
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分析評価報告を付記する。できれば下記２種類の満足度

⑥当月の変更点

アンケート調査が望ましい。

・スタッフ関係（異動、新規採用、退職等）

・発注者へのアンケート調査

・サービス関係（新規サービス、臨時サービス等の内容

発注者が受注者の業務評価（業務達成レベル、品質検

と実施理由）

査、報告・連絡・相談の対応スピード、コンプライアン

・行事・イベント（日時、変更・延期・中止などの情報）

ス遵守等）をアンケート形式で行う。

⑦次月業務計画（作業計画内容、稼働スタッフ計画、特

通常は年１回（業務開始後６カ月目）発注者が実施し、

記事項等）

アンケート結果を満足度数値に反映させて受注者業務

３）ビジュアル化されているか（見える化できているか）

を評価する。

数値的なデータ提示が多くなるので、グラフによる

・建築物利用者へのアンケート調査

当月数値、前月比と歴月数値をビジュアル表示する必

建築物の利用者（勤務者、店舗運営者、訪問者）に対

要がある。文章記述のみでは数値の変遷が捉えにくい。

して、受注者のメンテナンス業務に対する満足度（例と

以下に、講師が現役時代に使用していたマンスリー

して、温度調整―暑い・寒い、廊下・室内・トイレの美

レポティングのサンプル（図－２）

観・汚れ・臭い等）のアンケートを受注者が実施して発

を参考として示すので、ビジュアル化の事例と報告項

注者に提出し、評価を受けるもの。これも最低６カ月毎

目例を参考にされたい。

の実施が望ましい。

又、レポート内容が整然としており、簡潔な項目別報

＊以下に、
「病院清掃」の満足度調査結果報告(CSS)の

告になっているかの評価も必要で、

事例（図－１）を示す。清掃結果の品質満足度評価のみ

その意味で、ビジュアル資料・データを活用すれば

ならず、清掃作業員のマナー・身だしなみも、美観とい

レポートが「見える化」され、全体と各項目の実態把

う品質に影響するという考え方である。すなわち床面が

握が早くなる。標準的には、上記の項目別報告が５行

きれいな状態でも、作業員の制服が汚れていたり、作業

以内にまとめられて、最後の総括報告につなげて、ビ

靴に泥がついていると、
“きれい・清潔”という評価は

ジュアルデータを添付する形式が望ましい。

低くなり、満足度が低下するという考え方である。

ガイドラインにも、（５）業務完了後（業務完了後の
適正な履行検査・評価等）にて下記通り記述されている。

図－1 カスタマー・サティスファクション・サーベイ
（CSS：顧客満足度調査）結果

『契約期間が満了し、業務が完了する際には、契約書等
に定めるところにより検査（以下「業務完了後の履行

5

検査」という。）を行うとともに業務完了後の評価を行
うよう努める。業務完了後の履行検査については、業
務について改善を要すると認めた事項や現地における
評価ポイント

指示事項を書面により受注者に通知するとともに評価

4.5

結果に反映させるよう努める。
各発注者は、この評価を適切に行うために必要とな
る要領や技術基準＊1をあらかじめ策定するように努め
る。また、各発注者は評価結果に関する資料のデータ
ベースを整備することを検討する』

総合評価

管理者の対応

緊急対応

ホウレンソウレベル

外来・受付付近

トイレ

入院棟廊下

共有部

清掃回数・時間帯

入院棟

外来２Ｆ

4以下なら改善必要

外来１Ｆ

床清潔度

外来２Ｆ

外来１Ｆ

入院棟

トイレのきれいさ

平 均 ポ イ ント

キャストの動き

キャストの礼儀作法

キャストの服装

キャストの笑顔

3.5

キャストの挨拶・マナー

4

＊1要領・技術水準は入札要件・要求水準・仕様書を示す

評価項目
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マンスリーレポート（例）

２. 業務不履行の不適切事例の確認と対応

（２）発注者側の課題事例
①仕 様書の不備（仕様の曖昧表現や無茶な要求仕様内

受注者の業務履行の評価ポイントを示してきたが、選

容など）が、受注者に、仕様の誤解、勝手な仕様解

定された受注者の業務不履行、仕様書・要求水準の軽視、

釈を生じさせる

作為的な作業怠慢・手抜き、契約の中途放棄などの不適

②契 約条項にペナルティ条件がないと、業務不履行の

切な事例、不祥事、クレーム・トラブルが発生している

勧告などを受けても、誠実な対応を怠り、更には、不

のは、残念ながら現実である。

履行の常習化につながる恐れが出る

発注者は不適切な事例の実情を良く認識し、それらの

③契 約条項に「中途解約条件」がない場合も、不誠実

予防策を講じることが重要である。

な業務履行につながり、それによる賠償・補償責任に、
受注者が問われないケースが発生する

１）不適切な業務履行の問題事例

④単年度契約だと次年度契約続行のリスクがあるので、

（１）受注者側の問題事例

給与レベル、教育研修費用を抑制させることになり、

①作業の手抜き、作業やり残し、仕様の不遵守などが品

業務履行状態に影響が出てくる

質を劣化させる

⑤仕 様に含まれないのだが、現場での発注者の依頼で

②再 委託違反：発注者の了承を得ずに再委託すること

作業をするケースが度重なる場合には、本来やるべ

で、業務履行の責任所在が曖昧になり、統一された品

き作業時間に影響し、作業やり残しなどが生じる

質が損なわれる。
（受注業務の５０％を超える再委託
は品質確保が難しく、不適切な履行を招くことにな

２）不適切な業務履行事例への対応

る）

（１）受注者側の対応ポイント

③最 低賃金レベルの時給と給料不払いなどの劣悪な労

①不適切な入札行為や業務不履行の事例のデーター処理

働条件は、従業員離職、新規採用不調による現場欠員

化、事例集の整備を進めて、自戒、教訓の資料とする

につながり、業務不履行が発生する

②不 適切業者の公表により、業界の良識ある姿勢を示

④受注現場が赤字になる場合、給料遅延・不払い、欠員

すことで不適切行為を減らす

状態が生じやすく、それが契約の中途放棄や、最悪時

③労 働条件の改善により従業員の定着性を図り、適切

は倒産による業務不履行につながるリスクがある
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35

再校 デザイン

①，②に関しては、スライド資料(PPT)を参照願いた

な業務履行を確保する

い。

④入 札適正化のための必要事項を習得する機会を活用
する

⇔

③県・市町村が、入札制度の現状ヒアリングの機会を

セミナー・講演会

設定する

⑤発注者への改善依頼の継続 (参考資料 PPTスライド

④厚 生労働省、国土交通省、総務省からの指針、情報

参照）

の収集を共有する

各 地区協会から関係自治体への入札適正化の条件整
備の要望を、継続して進めることにより入札条件の改

（まつもと

善を目指す
（２）発注者側の対応ポイント
①適正な入札条件の整備（予定価格の適正な算定と事後
公表、適切な要求水準・落札評価基準の設定など）
②業務不履行へのペナルティの徴収、履行保証ボンドの
実行
③契約条件の改善・見直し（中途解約条項、解約条件）
④複数年契約による受注者従業員の雇用安定、生産性向
上・コスト削減化
⑤不祥事に対する罰則を強化する（例として、入札参加
停止期間3年）
⑥発注事務適正化の知識習得と実践の機会を活用する
⇔

保全セミナー、総合評価方式セミナー

おわりに
（１）契約前の受注者の評価・選定方法（その２）と契
約後の受注者の業務結果の評価（その３）の適用は、ダ
ンピング受注や不祥事の排除及び適正な受注者選択を、
発注者にもたらすことになる
（２）発注事務の適切な運用が、維持管理業務の担い手
であるビルメンテナンス企業の健全化・正常化をもたら
し、優良な企業の成長につながる
（３）その結果、発注事務の標準化・共有化が進み、入
札システム（資格

審査、予定価格・調査基準価格の設

定、最低制限価格設定など）の公正・公平さの確保が可
能となる
（４）発注者側と受注者側間の情報共有化の機会を増や
す
①地区ビルメンテナンス協会から県・市への入札制度改
善要望を提出する
②県・市から回答書を地区ビルメンテナンス協会に返答
する
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•

䠎䠌䠌䟝㉸

㝵ᩘ䠍

ἲู⾲➨୍䛻ᥖ䛢䜛⏝㏵

ཪ䛿

㝵ᩘ䠎௨ୖ

䛺䛹

ᑠ
Ⲵ
≀
ᑓ
⏝
᪼
㝆
ᶵ
咁
听
呄
叹
吖
叻
吮
咂

•

• ᑠつᶍ䛺ሙ䚸㝔

•

䛺䛹

• ඹྠఫᏯ

•

• 㣧㣗ᗑ䚸≀㈍
• Ꮫᰯ

㝵ᩘ䠑௨ୖ

• 㝔䚸᪑㤋

䠍䠈䠌䠌䠌䟝㉸ 䛛䛴

• ሙ䚸ほぴሙ

•

䠄୍ᐃつᶍ䛾䠅

㜵ⅆタഛ

䛣䜜䛻㢮䛩䜛⏝㏵
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јྙႎễ̬μỉܱỉẺỜỉ২ᘐؕแ
䠍䠊ಖ䛾ᐇ䛻㛵䛩䜛ἲ௧➼

䠎䠊Ⅼ᳨䛾ᐇ䛻㛵䛩䜛ἲ௧➼

ຠ⋡ⓗ䛺ಖ䛾ᐇ䛾䛯䜑䛾
ᢏ⾡ᇶ‽➼

䠏䠊ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮
ྛᡤಟ⧋㈝

ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩

せồ༢౯

ᘓ⠏ಖᴗົ

ᘓ⠏ಖᴗົ

ᘓ⠏ಖᴗົ

⥔ᣢ⟶⌮㈝

✚⟬ᇶ‽

✚⟬せ㡿

ປົ༢౯

せồ༢౯

䠐䠊ᐁᗇタ䛾㐺ษ䛺⏝䛾䛯䜑䛾ᇶ‽㢮
ᘓ⠏≀➼䛾⏝䛻㛵䛩䜛
ㄝ᫂᭩సᡂ䛾ᡭᘬ䛝

ᆅ⌫

ᬮᑐ⟇䛻

ᐁᗇタ䛻䛚䛡䜛

ᐤ䛩䜛䛯䜑䛾

ᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹

ᐁᗇタ⏝䛾ᡭᘬ䛝

సᡂ䛾␃ព㡯
11

ሰ̬μಅѦσᡫˁಮỉಒᙲ
ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮

 ۑᘓ⠏ಖᴗົ䛷ᐇ䛥䜜䜛䛂ᐃᮇⅬ᳨ཬ䜃ಖᏲ䛃䚸䛂㐠㌿䞉┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ
᳨䞉ಖᏲ䛃䚸䛂Ύᤲ䛃䚸䛂ᇳົ⎔ቃ ᐃ➼䛃ཬ䜃䛂㆙ഛ䛃䛾ྛᴗົ䛻䛴䛔䛶䚸୍⯡
ⓗ䛺ಖᴗົ䛾సᴗ㡯┠䛸ᶆ‽ⓗ䛻ᐇ䛥䜜䜛సᴗෆᐜ䚸ᐇ࿘ᮇ➼䜢♧
䛧䛯䜒䛾
 ۑ᭱᪂∧䛿ᖹᡂ䠏䠌ᖺ∧
➨䠍⦅

⥲๎

¾ ┠ⓗ䚸⏝ㄒ䛾ᐃ⩏䚸ᴗົ⌧ሙ⟶⌮➼䚸➨䠎⦅௨㝆䛾ᐇ䛻䛚䛡䜛ඹ㏻ⓗ䛺㡯䜢つᐃ䚹

➨䠎⦅

ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲ

¾ ᘓ⠏≀➼䛾ྛ㒊ศ䛻䛴䛔䛶䚸ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜢᭷䛩䜛⪅䛜⾜䛖ᐃᮇཪ䛿⮫䛾Ⅼ᳨䚸ಖᏲ䛻䛴䛔䛶つᐃ䚹

➨䠏⦅

㐠㌿䞉┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ᳨䞉ಖᏲ

¾ ୰ኸ┘どไᚚ⨨䛜䛒䜛ᘓ⠏≀➼䛻䛚䛔䛶䚸ᖖ㥔䛧䛶ᐇ䛩䜛㐠㌿䞉┘ど䚸᪥ᖖⅬ᳨ಖᏲ䛻㛵䛩䜛つᐃ䚹

➨䠐⦅

Ύᤲ

¾ở䜜䛾㝖ཤ䜔ண㜵䛻䜘䜚ୖ䛢ᮦ䜢ಖㆤ䛧䚸Ύ₩䛷ᛌ㐺䛺⎔ቃ䜢ಖ䛴䛯䜑䛾సᴗ䛻䛴䛔䛶つᐃ䚹

➨䠑⦅

ᇳົ⎔ቃ

ᐃ➼

¾ 㐺ṇ䛺ᇳົ⎔ቃ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾సᴗ䛻䛴䛔䛶つᐃ䚹

➨䠒⦅

㆙ഛ

¾ タෆ䛾┐㞴➼䜢㆙ᡄ䚸㜵Ṇ䛩䜛ᴗົ䛻䛴䛔䛶つᐃ䚹

54

12

ሰ̬μಅѦᆢምؕแὉӷᙲ᪸ỉಒᙲ
ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮

䕿 ᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬ᇶ‽䠖 䛂ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩䛃䛻ᇶ䛵䛟ಖᴗົ䜢
ጤク䛩䜛㝿䛻ᚲせ䛺㈝⏝䜢⟬ฟ䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ‽
䕿 ᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬せ㡿䠖 ✚⟬ᇶ‽䛻䜘䜛㈝⏝⟬ᐃ䛻ᚲせ䛺⪃䛘᪉䜔ᶆ‽
Ṍ䜚䜢つᐃ
䕿 ᭱᪂∧䛿ᖹᡂ䠏䠌ᖺ∧
䡚ಖᴗົ㈝䛾ᵓᡂ䡚
ಖᴗົ㈝

䠄䈜䠅

ᴗົ౯᱁

ᴗົཎ౯

┤᥋ᴗົ㈝

┤᥋ே௳㈝

ᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠

୍⯡⟶⌮㈝➼

ᴗົ⟶⌮㈝

┤᥋≀ရ㈝

䠄䈜䠅

┤᥋ே௳㈝

䠖 ಖᴗົ䛻┤᥋ᚑ䛩䜛ᢏ⾡⪅䛾ປാຊ䛻䜘䜚⏕䛨䜛㈝⏝
ປົᩘ㔞

䠙

ᘓ⠏≀䛾㒊ศ➼䛾ᩘ㔞

㽢

㽢

ᶆ‽Ṍ䜚

✚⟬ᇶ‽䞉せ㡿䛻ᇶ䛵䛝⟬ฟ

ປົ༢౯

ᅜᅵ㏻┬䜘䜚ẖᖺᗘබ⾲

㻝㻟

ሰ̬μಅѦіѦҥ̖
ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮

䕿 ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩䜔✚⟬ᇶ‽➼䜢㐺⏝䛧䛶ಖᴗົ䜢Ⓨὀ䛩䜛㝿䛻䚸ᴗ
ົጤク㈝䛾⟬ᐃ䛻⏝䛔䜛ປົ༢౯
䕿 ༢౯䛿䚸䠍䠎᭶䛻ᅜ┬䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䛶බ⾲
䕿 ᅜ䠍䠌ᆅ༊䛾༢౯䜢⟬ฟ䠄ᐟ┤༢౯䛿ᅜ୍ᚊ䠅

䕿 ✚⟬ᇶ‽䛻つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ᢏ⾡⪅༊ศẖ䛻⟬ฟ䠄䠍䠎༊ศ䠅
䕿 ປാ⪅䛻ᨭᡶ䜟䜜䜛㈤㔠䛻䛛䛛䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ㅖ⤒㈝䛿ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䚹
ᢏ⾡⪅༊ศ
Ⅼ᳨䞉ಖᏲཬ䜃㐠㌿䞉┘どᴗົ䠄䠒༊ศ䠅
ಖᢏᖌ䊠

ಖᢏᖌ䊡

ಖᢏᖌ䊢

ಖᢏᖌ⿵

ಖᢏ⾡ဨ

ಖᢏ⾡ဨ⿵

Ύᤲᴗົ䠄䠏༊ศ䠅
Ύᤲဨ䠝

Ύᤲဨ㻮

Ύᤲဨ䠟

タ㆙ഛᴗົ䠄䠏༊ศ䠅
㆙ഛဨ䠝

㆙ഛဨ㻮

㆙ഛဨ䠟
14
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ሰ̬μಅѦσᡫˁಮሁỉોܭ
ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮

 ۑᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩䚸ᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬ᇶ‽䚸ᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬
せ㡿䜢ᨵᐃ䛧䚸ᖹᡂ䠏䠌ᖺ䠕᭶䠍䠎᪥䛻බ⾲

 
 
ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸷᭶㸯㸰᪥
ᐁᗇႠ⧋㒊ィ⏬ㄢ

㐺ษᵝ࣭㐺ṇ౯᱁ࡼࡿᘓ⠏ಖᴗົࡢⓎὀྥࡅ࡚
㹼ᘓ⠏ಖᴗົࡢඹ㏻ᵝ᭩✚⟬ᇶ‽ࢆᨵᐃ㹼

㻌
ᅜᅵ㏻┬࡛ࡣࠊྛ┬ྛᗇࡀᘓ⠏ಖᴗົࢆጤクࡍࡿ㝿ࠊ㐺ษ࡞ᴗົᵝ᭩ཬ
ࡧணᐃ౯᱁ࢆసᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᘓ⠏ಖᴗົࡢⓎὀ㛵ࡍࡿᢏ⾡ᇶ‽
ࢆไᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ᇶ‽ࢆ㸳ᖺࡪࡾᨵᐃࡋࡲࡋࡓࠋ

㻌
㸯㸬ᨵᐃࡢ⫼ᬒ
ᅜᅵ㏻┬࡛ࡣࠊᘓ⠏ಖᴗົࡢⓎὀ㛵ࡍࡿᢏ⾡ᇶ‽ࢆ㸳ᖺࡈᨵᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡧࠊ᭱᪂ࡢἲ௧ࠊᢏ⾡ືྥࡸᘓ⠏ಖᴗົࡢရ㉁☜ಖᑐࡍࡿ♫ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᨵᐃࢆ⾜࠸ࠊྛ┬ྛᗇ㏦ࡍࡿࡶࠊᆅ᪉බඹᅋయࡶࡈά⏝࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ࠊ㒔㐨ᗓ
┴ཬࡧᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢ㛵ಀ㒊⨫ሗᥦ౪ࡋࡲࡋࡓࠋ㻌


㸰㸬ᅇᨵᐃࡋࡓᢏ⾡ᇶ‽
ձᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩㸸୍⯡ⓗ࡞ಖᴗົ㡯┠ᶆ‽ⓗ࡞సᴗෆᐜࠊᐇ࿘ᮇࢆᐃࡵࡓࡶࡢ
ղᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬ᇶ‽㸸ᘓ⠏ಖᴗົࡢጤク㈝ࡢ✚⟬ࢆ⾜࠺ࡶࡢ
ճᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬せ㡿㸸ᘓ⠏ಖᴗົࡢ✚⟬ࢆࡍࡿ࠺࠼࡛ࡢᶆ‽ⓗ࡞⪃࠼᪉➼ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ
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ሰ̬μಅѦσᡫˁಮỉોܭಒᙲ
ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮

 ۑ᭱᪂䛾ἲ௧䚸ᢏ⾡ືྥ䜔ᘓ⠏ಖᴗົ䛻ᑐ䛩䜛♫ⓗせㄳ䜢㋃䜎䛘䚸䠑ᖺ䜆
䜚䛻ᨵᐃ
䐟 ἲ௧ᨵṇ䜈䛾ᑐᛂ

䐡㛵ಀᢏ⾡ᇶ‽➼䛸䛾ᩚྜ䛾䛯䜑䛾ᨵᐃ

䕿Ⅼ᳨࿌♧䠄ᘓᇶἲ䚸ᐁබἲ䠅䛾ᨵṇ䛻క䛖
Ⅼ᳨㡯┠䛾㏣ຍ➼
࣭≉ᐃኳࡢⅬ᳨㡯┠ࢆ㏣ຍ
࣭Ⓨ㟁ᶵᐊ➼ࡢ㜵ⅆ༊⏬㈏㏻㒊ࡢⅬ᳨ෆᐜ
ࢆ㏣ຍ
࣭⪏ⅆࢡࣟࢫࢫࢡ࣮ࣜࣥࠊ≉Ṧ࡞ᵓ㐀ࡢ
↮タഛࠊຍᅽ㜵↮タഛ➼ࡢⅬ᳨㡯┠ࢆ
㏣ຍ

䕿⌧⾜බඹᘓ⠏ᕤᶆ‽ᵝ᭩䛷つᐃ䛥䜜䛶
䛔䜛ᶵᮦ䛾㏣ຍཬ䜃ྡ⛠ኚ᭦

㸦ᶵᮦࡢ㏣ຍ㸧
࣭㻸㻱㻰↷᫂ჾල
࣭Ỉ㐨⏝┤⤖ຍᅽ࣏ࣥࣉࣘࢽࢵࢺ
࣭ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉ⤥ᶵ
࣭ᮌ〇ᗋ
㸦ྡ⛠ኚ᭦㸧
࣭ᒇ᰿㜵Ỉࡢྡ⛠ࢆࠕಖㆤࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࠖ
ཬࡧࠕୖሬࠖಟṇ

䕿䛭䛾䛾ἲ௧ᨵṇ䜈䛾ᑐᛂ
࣭ኴ㝧ගⓎ㟁⨨ࡢⅬ᳨㡯┠ࡢぢ┤ࡋ
࣭㞵Ỉ⏝タഛࡢⅬ᳨㡯┠ࡢぢ┤ࡋ
䐠♫ⓗせㄳ䜢㋃䜎䛘䛯ᨵᐃ

䐢⾲⌧䛾㐺ṇ➼
䕿䛣䜜䜎䛷䛻ᐤ䛫䜙䜜䛯ၥྜ䛫➼䜢㋃䜎䛘䛯䚸
䜟䛛䜚䜔䛩䛥䚸䛔䜔䛩䛥䛾ᨵၿ
୍࣭⯡ⓗ࡞⏝ㄒ࡛࡞࠸ࡶࡢࡢぢ┤ࡋ
࣭⏝ㄒࡢᐃ⩏➼ࢆ㏣ຍ

䕿⅏ᐖⓎ⏕䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛つᐃ䛾㏣ຍ
࣭ಖᴗົࡘ࠸࡚タ⟶⌮⪅ணࡵྲྀࡾ
Ỵࡵ࡚࠾ࡃࡁ㡯ࢆ㏣ຍ
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ሰ̬μಅѦᆢምؕแὉᆢምᙲ᪸ỉોܭಒᙲ
ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮

䕔✚⟬ᇶ‽䛾䛺ᨵᐃⅬ

⌧⾜

䕿⌧ሙᚑᴗဨ䠄ᴗົ㈐௵⪅䞉ᴗົᢸᙜ⪅䠅䛾ἲᐃ
⚟㈝➼䜢୍⯡⟶⌮㈝➼䛛䜙ᴗົ⟶⌮㈝䜈⛣
⾜
䕿୍⯡ⓗ䛺ᴗィ䛾຺ᐃ㡯┠䛻༶䛧⛉┠ᵓᡂ
䜢⣽ศ䞉ᩚ⌮

䕔✚⟬せ㡿䛾䛺ᨵᐃⅬ

ᨵᐃ

┤᥋≀ရ㈝

┤᥋≀ရ㈝

ᴗົ⟶⌮㈝

ᴗົ⟶⌮㈝
• ᙜヱᴗົ䛻ᚑ䛩䜛
ᚑᴗဨ䛾㏥⫋㔠䚸ἲ
ᐃ⚟㈝➼

୍⯡⟶⌮㈝➼
• ᚑᴗဨ䛾㏥⫋㔠䚸ἲ
ᐃ⚟㈝
• ᚑᴗဨ⤥ᩱᡭᙜ➼

୍⯡⟶⌮㈝➼
• ᴗົ⟶⌮㈝䛻ྵ䜎䜜䛺
䛔㏥⫋㔠䚸ἲᐃ⚟㈝䚸
ᚑᴗဨ⤥ᩱᡭᙜ➼

⌧⾜

䕿ㅖ⤒㈝⋡䛾ぢ┤䛧
䞉ㅖ⤒㈝䛾⛉┠ᵓᡂ䛾ぢ┤䛧䛻క䛖䚸ᴗົ⟶⌮㈝⋡ཬ
䜃୍⯡⟶⌮㈝➼⋡䛾ぢ┤䛧

䕿ᢏ⾡⪅༊ศཬ䜃Ⅼ᳨ᢏ⾡⪅䛾ぢ┤䛧
䞉䝡䝹䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᢏ⬟ኈ㈨᱁䛾ไᗘኚ᭦䛻క䛔Ύᤲ
ဨ䛾ᢏ⾡⪅༊ศ䜢ᨵᐃ
䞉ᴗົ䛾ᐇែ䜢㋃䜎䛘㜵ⅆタഛ䛾Ⅼ᳨ᢏ⾡⪅䜢ಖᢏ
ᖌ⿵䛻ぢ┤䛧

ᨵᐃ

ΎᤲဨA 䝡䝹䜽䝸䞊䝙䞁
䜾ᢏ⬟ኈ

ΎᤲဨA 1⣭䝡䝹䜽䝸䞊䝙䞁
䜾ᢏ⬟ኈ

ΎᤲဨB ᐇົ⤒㦂䠏ᖺ
௨ୖ

ΎᤲဨB 2⣭䝡䝹䜽䝸䞊䝙䞁
䜾ᢏ⬟ኈ䚸3⣭䝡
䝹䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᢏ
⬟ኈྲྀᚓᚋᐇົ
⤒㦂2ᖺ௨ୖ䚸ᐇ
ົ⤒㦂3ᖺ௨ୖ

ΎᤲဨC ᐇົ⤒㦂䠏ᖺ
ᮍ‶➼

ΎᤲဨC ᐇົ⤒㦂3ᖺᮍ‶
➼

䕿Ṍ䜚䛾ぢ┤䛧
䞉Ⅼ᳨㒊䞉ᶵᮦ䛾㏣ຍ䞉๐㝖䛻క䛖Ṍ䜚䛾㏣ຍ䞉๐㝖

17

Ӳ̲ጣᝲὉ࠻ᑀዜਤሥྸᝲᙲ൭ҥ̖
ᘓ⠏ಖᴗົ䛾Ⓨὀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮

ྛᡤಟ⧋㈝せồ༢౯

䕿 ᗇ⯋䛾ྛᡤಟ⧋䛻せ䛩䜛㈝⏝䜢せồ䛩䜛䛯䜑䛾༢౯䚹
䕿 ᗇ⯋䜢⤒ᖺู䛻ศ㢮䛧䚸༢㠃✚ᙜ䛯䜚䛾ᶆ‽ⓗ䛺༢౯䜢⟬ᐃ䚹

䕿 ẖᖺᗘ䚸సᡂ䛧䛶䛔䜛䚹
ᗇ⯋⥔ᣢ⟶⌮㈝せồ༢౯
䕿 ᗇ⯋䜢⥔ᣢ⟶⌮䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᐃᮇⅬ᳨䚸ಖᏲ䚸㐠㌿䞉┘ど䚸᪥
ᖖⅬ᳨䞉ಖᏲ䚸Ύᤲ➼䛻せ䛩䜛㈝⏝䛾ᶆ‽ⓗ䛺༢౯䠄タ㆙ഛ䜔Ỉ
㐨ග⇕㈝䚸ಟ⧋㈝➼䛿ྵ䜎䛺䛔䠅䚹

䕿 ẖᖺᗘ䚸సᡂ䛧䛶䛔䜛䚹

18
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ሰཋሁỉМဇỆ᧙ẴỦᛟଢ˺ỉࡽẨ
ᐁᗇタ䛾㐺ษ䛺⏝䛾䛯䜑䛾ᇶ‽㢮

䕿 ᐁᗇタ䛾㐺ṇ䛺⏝䞉ಖ䛾䛯䜑䛾ᇶ♏㈨ᩱ䠄タィ᪨䚸⏝䞉ಖ᪉ἲ➼䜢グ㍕䠅
䕿 ᕤ䛾ཷὀ⪅䛜Ⓨὀ⪅䛻ᥦฟ䛧䚸タ䛾⟶⌮⪅➼䜈ᘬ䛝Ώ䛧

䕿 タ䛾⟶⌮⪅➼䛜⥔ᣢಖ䜢ᐇ䛧䛶䛔䛟ୖ䛷䛾ᇶ♏㈨ᩱ
タ
ᐇ
♏㈨ᩱ
⥔ᣢ⟶⌮

ᕤ

ㄝ᫂᭩䛾ᥦฟͤ

ᕤ䛾ཷὀ⪅
䠄ᘓタ♫䠅

ᘬ䛝Ώ䛧
ᘬ䛝
Ώ
Ώ䛧

ᕤ䛾Ⓨὀ⪅
䠄ᅜ┬➼䠅

タ䛾⟶⌮⪅➼
䠄ྛ┬ྛᗇ䠅

ͤබඹᘓ⠏ᕤᶆ‽ᵝ᭩䛻䜘䜚ᥦฟ䜢⩏ົ䛵䛡
䠄ᕤㄳ㈇ዎ⣙䛾ᡂᯝ≀䛻ྵ䜎䜜䜛䚹䠅

ᘓ⠏≀➼䛾⏝䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂᭩

䛆㜵⅏⦅䛇

䛆ᮏ⦅䛇
䠍䠊ᴫせ
䠎䠊⏝䛾ᡭᘬ䛝
䞉タィ᪨
䞉タᴫせ
䞉⏝᮲௳
䞉⏝᪉ἲ

䠍䠊ᴫせ

䠐䠊ಖィ⏬
䞉ಖィ⏬䛾ᴫせ
䞉୰㛗ᮇಖィ⏬
䞉ᖺᗘಖィ⏬

䠎䠊ᐃ䛥䜜䜛⅏ᐖ➼
䠏䠊㠀ᖖ䛾⏝᪉ἲ

䠑䠊ಖྎᖒ

➼

䠏䠊ಖ䛾ᡭᘬ䛝
䞉ಖ䛾ᴫせ
䞉ಖ䛾᪉ἲ
䞉Ⅼ᳨ᑐ㇟䞉࿘ᮇ୍ぴ⾲ ➼

䞉ಖྎᖒ䛾ᴫせ
䞉ᘓ⠏≀➼䛾ᴫせ
䞉Ⅼ᳨ཬ䜃☜ㄆグ㘓
䞉ಟ⧋ᒚṔ
䞉䛭䛾䛾㡯┠䛾グ㘓

䠐䠊䝷䜲䝣䝷䜲䞁➼タഛ䛾⥭ᛴⅬ᳨ᐇ᪉ἲ
䛸ᛂᛴᪧ䛾᪉ἲ
䞉䝷䜲䝣䝷䜲䞁➼タഛᅗ
䞉⥭ᛴⅬ᳨䛾ᐇ᪉ἲཬ䜃ᛂᛴᪧ䛾᪉ἲ
䞉ᴗົ⥅⥆ィ⏬䛾䛯䜑䛻⪃៖䛩䜉䛝㡯
䞉㠀ᖖ䛻ഛ䛘䛯カ⦎

19

̬μಅѦỉૅੲ
ᐁᗇタಖ㐃⤡㆟䛾㛤ദ
ẖᖺᐇ䛧䛶䛔䜛ಖᐇែㄪᰝ䛾ホ౯⤖ᯝ䠄ಖ䛾⌧
ἣ䠅䚸㛵ಀἲ௧䛾ᨵṇෆᐜ䚸䛭䛾ಖ䛻㛵䛩䜛ሗ䛾ㄝ
᫂䜢ᐇ
ᘏ䜉㛤ദᅇᩘ

䠐䠕ᅇ

ᘏ䜉ฟᖍேᩘ

䠎䠈䠌䠔䠑ே䠄䠍䠈䠑䠎䠓ᶵ㛵䠅
㻔ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘᐇ⦼㻕

බඹᘓ⠏┦ㄯ❆ཱྀ

ྛᆅ᪉ᩚഛᒁ➼䛻䜘䜛㐃⤡㆟

䝟䞁䝣䝺䝑䝖䛾㓄ᕸ

බඹᘓ⠏䛻䛚䛡䜛タィ䞉ᕤ
䛾Ⓨὀ䚸ྛẁ㝵䛾䝬䝛䝆
䝯䞁䝖ᴗົ䚸⪁ᮙᑐ⟇䚸ᐁ
ᗇႠ⧋䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡ᇶ‽䛾
㐠⏝➼䚸බඹᘓ⠏䛻㛵䛩䜛
ᢏ⾡ⓗ䛺┦ㄯ䜢ᖜᗈ䛟ཷ䛡
䛡䜛䛯䜑䛾❆ཱྀ䜢ᖹᡂ䠍䠐
ᖺ䛛䜙ᅜᅵ㏻ᮏ┬䜢䛿䛨
䜑䚸ᅜ䛾ᆅ᪉ᩚഛᒁ䜔Ⴀ
⧋ົᡤ➼䛻⤫୍ⓗ䛻タ⨨
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᪥

+

ᅜᅵ㏻┬䠄᭷㆑⪅ጤဨ䞉┬ෆ㆟䠅

ᨻᗓయ

䕿 ♫㈨ᮏ䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᡓ␎ᑠጤဨ䠄䝯䞁䝔ᑠጤ䠅タ⨨

+

୰ኸ㐨 ➲Ꮚ䝖䞁䝛䝹 ኳᯈᔂⴠᨾ

+

䕿 ♫㈨ᮏ䛾⪁ᮙᑐ⟇㆟タ⨨䠄⮧௨ୗᒁ㛗⣭䠅
䕿 ⥭ᛴᥦゝ䠄䝯䞁䝔ᑠጤ䠅

+

䕿 䛂♫㈨ᮏ䛾⥔ᣢ⟶⌮䞉᭦᪂䛻㛵䛧ᙜ㠃ㅮ䛪䜉䛝ᥐ⨨䛃䛾Ỵᐃ
䕿 ⪁ᮙᑐ⟇᥎㐍ᐊタ⨨䠄ḟᐁ䞉ᒁ㛗⣭䠅

+

䕿 䛂ᚋ䛾♫㈨ᮏ䛾⥔ᣢ⟶⌮䞉᭦᪂䛾
䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃୰㛫⟅⏦

+

䕿᪥ᮏ⯆ᡓ␎䠄㛶㆟Ỵᐃ䠅
䞉䜲䞁䝣䝷㛗ᑑᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ
䕿㛵ಀᗓ┬ᗇ⮧⣭㆟タ⨨

+

䕿䜲䞁䝣䝷㛗ᑑᇶᮏィ⏬
䠄㛵ಀ┬ᗇ㐃⤡㆟Ỵᐃ䠅

+

䕿 䛂ᚋ䛾♫㈨ᮏ䛾⥔ᣢ⟶⌮䞉᭦᪂䛾
䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃⟅⏦䠄ᑂ㆟䠅

+

䕿 ᅜᅵ㏻┬䜲䞁䝣䝷㛗ᑑィ⏬䠄⾜ືィ⏬䠅䛾⟇ᐃ
21
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㻴㻞㻡㻚㻝㻝㻚㻞㻥 䜲䞁䝣䝷⪁ᮙᑐ⟇䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛㛵ಀ┬ᗇ㐃⤡㆟Ỵᐃ

䕿 ಶูタẖ䛾㛗ᑑィ⏬䜢᰾䛸䛧䛶䚸䝯䞁䝔䝘䞁䝇䝃䜲䜽䝹䜢ᵓ⠏
䕿 䝯䞁䝔䝘䞁䝇䝃䜲䜽䝹䛾ᐇ⾜䜔యไ䛾ᵓ⠏➼䛻䜘䜚䚸䝖䞊䝍䝹䝁䝇䝖䜢⦰ῶ䞉ᖹ‽

䕿 ⏘Ꮫᐁ䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸᪂ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䞉䝯䞁䝔䝘䞁䝇⏘ᴗ䜢⫱ᡂ
䠍䠊┠ᣦ䛩䜉䛝ጼ

䠐䠊ᚲせ⟇䛾᪉ྥᛶ

䕿 Ᏻ䛷ᙉ㠎䛺䜲䞁䝣䝷䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏
䕿 ⥲ྜⓗ䞉୍యⓗ䛺䜲䞁䝣䝷䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᐇ⌧
䕿 䝯䞁䝔䝘䞁䝇⏘ᴗ䛻䜘䜛䜲䞁䝣䝷䝡䝆䝛䝇䛾➇தຊᙉ

䠎䠊ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉
䕿 䜲䞁䝣䝷ᶵ⬟䛾☜ᐇ䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺☜ಖ
䕿 䝯䞁䝔䝘䞁䝇⏘ᴗ䛾⫱ᡂ
䕿 ከᵝ䛺⟇䞉య䛸䛾㐃ᦠ

䠏䠊ィ⏬䛾⟇ᐃෆᐜ

Ⅼ᳨䞉デ᩿
ಟ⧋䞉᭦᪂
ᇶ‽㢮䛾
ᩚഛ
ሗᇶ┙䛾
ᩚഛ䛸ά⏝
᪂ᢏ⾡䛾
㛤Ⓨ䞉ᑟධ
ண⟬⟶⌮

䕿 䜲䞁䝣䝷㛗ᑑィ⏬䠄⾜ືィ⏬䠅
䕿 ಶูタẖ䛾㛗ᑑィ⏬䠄ಶูタィ⏬䠅

䠑䠊䛭䛾
䕿 ᡓ␎ⓗ࡞ࣥࣇࣛࡢ⥔ᣢ⟶⌮࣭᭦᪂ྥࡅࡓ⏘Ꮫᐁࡢ
ᙺࡢ᫂♧
䕿 ィ⏬ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᐇ

యไ䛾ᵓ⠏

ἲ௧➼䛾
ᩚഛ

ᐃᮇⓗ䛺Ⅼ᳨䛻䜘䜛ຎ䞉ᦆയ䛾⛬ᗘ䜔ཎᅉ䛾ᢕ
ᥱ ➼
ඃඛ㡰䛻ᇶ䛵䛟ຠ⋡ⓗ䛛䛴ຠᯝⓗ䛺ಟ⧋䞉᭦᪂
䛾ᐇ ➼
タ䛾≉ᛶ䜢㋃䜎䛘䛯䝬䝙䝳䜰䝹➼䛾ᩚഛ䚸᪂䛯䛺
▱ぢ䛾ᫎ ➼
㟁Ꮚ䛥䜜䛯⥔ᣢ⟶⌮ሗ䛾㞟䞉✚䚸ண㜵ⓗ䛺ᑐ⟇
➼䜈䛾ά⏝ ➼
㻵㻯㼀䚸䝉䞁䝃䞊䚸䝻䝪䝑䝖䚸㠀◚ቯ᳨ᰝ䚸⿵ಟ䞉⿵ᙉ䚸
᪂ᮦᩱ➼䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡➼䛾㛤Ⓨ䞉✚ᴟⓗ䛺ά⏝ ➼
᪂ᢏ⾡䛾ά⏝䜔䜲䞁䝣䝷ᶵ⬟䛾㐺ṇ䛻䜘䜛⥔ᣢ
⟶⌮䞉᭦᪂䝁䝇䝖䛾⦰ῶ䚸ᖹ‽ ➼
䠷ᅜ䠹ᢏ⾡➼䛾ᨭయไ䛾ᵓ⠏䚸㈨᱁䞉◊ಟไᗘ䛾
ᐇ
䠷ᆅ᪉බඹᅋయ➼䠹⥔ᣢ⟶⌮䞉᭦᪂㒊㛛䜈䛾ேဨ䛾
㐺ṇ㓄⨨䚸ᅜ䛾ᨭไᗘ➼䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝
䠷Ẹ㛫ᴗ䠹ධᮐዎ⣙ไᗘ䛾ᨵၿ ➼
ᇶ‽㢮䛾య⣔ⓗ䛺ᩚഛ ➼

22

59

࠻ܫᚨЎỆấẬỦӕኵಒᙲ

ʩႾᘍѣᚘဒ

㡯┠
㻝㻚Ⅼ᳨䞉デ᩿㻛
ಟ⧋䞉᭦᪂

タ⟶⌮⪅䛾ྲྀ⤌ෆᐜ
•
•

ᐃᮇⅬ᳨䛾ᐇ
ಖ䛾☜ᐇ䛺ᐇ
¾ ᅜᅵ㏻┬䛜⟶⌮䛩䜛ᗇ⯋➼䛻䛴䛔䛶䚸㻴㻞㻥ᖺᗘ䜎䛷䛻ಖᐇែㄪᰝ䛾⥲
ホⅬ䛜㻤㻜Ⅼ௨ୖ䛾タ䛾ྜ䜢㻤㻜䠂௨ୖ䛸䛺䜛䜘䛖ྲྀ⤌䜢⥅⥆

㻞㻚ᇶ‽㢮䛾ᩚഛ •

ᐃᮇⅬ᳨䚸ಖ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽㢮䜢㐺⏝

㻟㻚ሗᇶ┙䛾
ᩚഛ䛸ά⏝

•

㻴㻞㻢ᖺᗘ୰䛻䚸ᅜᅵ㏻┬䛜⟶⌮䛩䜛䛶䛾ᐁᗇタ䜢ᑐ㇟䛻䚸ಖ䛻㛵䛩䜛
ሗ䜢㻮㻵㻹㻹㻿㻙㻺䛻Ⓩ㘓

㻠㻚ಶูタィ⏬ •
䛾⟇ᐃ䞉᥎㐍
•

㻴㻞㻤ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸䛶䛾ಶูタィ⏬䛾ᑐ㇟タ䛻䛚䛔䛶䚸ಶูタィ⏬䛾⟇
ᐃ䜢
⟇ᐃ䛧䛯ಶูタィ⏬䛿㐺ᐅ᭦᪂

㻡㻚᪂ᢏ⾡䛾
㛤Ⓨ䞉ᑟධ

䠉

㻢㻚ண⟬⟶⌮

•

ಶูタィ⏬䛻ᇶ䛵䛟ィ⏬ⓗ䛺Ⅼ᳨䞉デ᩿䚸ಟ⧋䞉᭦᪂䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸᪂
ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䞉ᑟධ䛾ྲྀ⤌䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛷䚸䝖䞊䝍䝹䝁䝇䝖䛾⦰ῶ䞉ᖹ‽䜢ᅗ䜛䚹

㻣㻚యไ䛾ᵓ⠏

•

ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ୰䛻䚸⮬䜙䛜⟶⌮䛩䜛䛶䛾タ䛷タಖ㈐௵⪅䜢タ⨨

㻤㻚ἲ௧➼䛾ᩚഛ

䠉

䕿 Ⴀ⧋㒊䛿ᡤ⟶⪅䛸䛧䛶ୖグྲྀ⤌䜢ᨭ䞉ᣦᑟ
23
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ᨻᗓయ
䛾᪉㔪

ྛ┬ྛᗇ䛾
⾜ືィ⏬
䠄H28䜎䛷䛻
⟇ᐃ䠅

䜲䞁䝣䝷㛗ᑑᇶᮏィ⏬
ᅜᅵ㏻┬ ⾜ືィ⏬

䠄H25.11.29 㛵ಀ┬ᗇ㐃⤡㆟Ỵᐃ䠅

䠄H26.5.21⟇ᐃ䠅

䠄ᑐ㇟䠖14ศ㔝䛾䜲䞁䝣䝷䠅
㐨㊰䚸Ἑᕝ䞉䝎䝮䚸◁㜵䚸ᾏᓊ䚸ୗỈ㐨䚸 ‴䚸
✵ 䚸㕲㐨䚸⮬ື㌴㐨䚸⯟㊰ᶆ㆑䚸බᅬ䚸ఫᏯ䚸

ᐁᗇタ䚸

ほ

ྛ┬ྛᗇ ⾜ືィ⏬
䞉䠄ᐁᗇタ௨እ䛾ศ㔝䛾䜲䞁䝣䝷䠅

䞉ᐁᗇタ

タ

ᫎ

ᫎ

ᐁᗇタ䛾
⟶⌮⪅䛸䛧
䛶ᇶᮏⓗ䛺
ྲྀ⤌䜢ඹ᭷

䖃ᐁ
䖃
ᐁᗇタ䛾⟶⌮⪅䛻䜘䜛䛂䜲䞁䝣䝷㛗ᑑィ⏬䠄⾜ືィ⏬䠅䛃⟇ᐃ䛾ᡭᘬ䛝
ᘬ䛝
䠄㻴㻞㻢㻚㻣㻚㻝㻤㻌୰ኸᐁᗇႠ⧋ᢸᙜㄢ㛗㐃⤡ㄪᩚ㆟⏦䛧ྜ䜟䛫䠅

ᐁᗇタ䛻䛚䛡䜛㛗ᑑィ⏬䛻㛵䛩䜛㐃⤡ㄪᩚ㆟
タ䛻䛚
㛵䛩䜛㐃
䠄㻴㻞㻢㻚㻝㻚㻟㻝タ⨨䚸ᵓᡂဨ䠖୰ኸᐁᗇႠ⧋ᢸᙜㄢ㛗㐃⤡ㄪᩚ㆟ᢸᙜ⪅䠅
㻴㻞㻢㻚㻝㻚㻟㻝タ⨨
㐃⤡ㄪᩚ
ྲྀ⤌䛻ಀ䜛㐍ᤖ≧ἣ䛻䛴䛔䛶ሗᥦ౪
ྲྀ
౪

⾜ືィ⏬䛻
ᇶ䛵䛟ྲྀ⤌
䛾ᐇ

ᅜᅵ㏻┬
䠄ᐁᗇႠ⧋㒊䞉
ྛᆅ᪉ᩚഛᒁ➼䛾
Ⴀ⧋㒊➼䠅

ಖᣦᑟ䞉ᨭ䛾ᐇ

ྛ┬ྛᗇ
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䠄❧䛱ධ䜚⚗Ṇ➼䠅
䠄䠑䠅䛂ලྜ䛃䛂ᨭ㞀䞉ᨾ㞀䛃䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛿䚸ᑓ㛛ᐙ䛻౫㢗䛧☜ㄆ
䠄䠒䠅䛂┠ワ䜎䜚䛃䛂䛤䜏䞉ⴠ䛱ⴥ䛾ワ䜎䜚䛃⛬ᗘ䛿ฎ⨨䛩䜛䠄༴㝤ᛶ䛾
䛺䛔⠊ᅖ䛷䠅
䠄䠓䠅⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䛿ᩚ⌮䞉グ㘓䛧䛶䚸ಖᏑ䛩䜛䠄ሗ䛾ඹ᭷䞉ఏ㐩䠅

12

68

Copyrights (C) Japan Building Maintenance Association. All Rights Reserved.

 䛂Ⅼ᳨䛃䛿䛔䛴⾜䛖䛾䛛䠛
䕿ึᮇⅬ᳨䞉䞉䞉 ⥔ᣢ⟶⌮㛤ጞⅬ䛷䛾ึᮇᛶ⬟䛾ᢕᥱ䠄2ᖺ௨ෆ䠅
䕿᪥ᖖⅬ᳨䞉䞉䞉 ᪥ᖖ䛾ᕠᅇ➼䛷ྍ⬟䛺⠊ᅖ䜢ᑐ㇟䛻⾜䛖
䠄ຎ䞉ᦆയ䞉ึᮇḞ㝗䛾᭷↓䛸⛬ᗘ䠅
䕿ᐃᮇⅬ᳨䞉䞉䞉 ᘓ⠏≀య䛾ຎ䞉ᦆയ䞉ึᮇḞ㝗䛾᭷↓䜔⛬ᗘ
䛾ᢕᥱ➼
䠄ᩘᖺ䛻1ᅇ䠅

䕿⮫Ⅼ᳨䞉䞉䞉 ᆅ㟈䞉ྎ㢼䞉㞵➼䛾Ⓨ⏕䚹⾪✺➼䛾ᨾ䛾Ⓨ
⏕
䠄≧ἣ䛾ᢕᥱ䞉ᑐ⟇䛾せྰ➼䠅
䚽⥭ᛴⅬ᳨䞉䞉䞉 ᵓ㐀ⓗ䛺ኚ≧䛻䜘䜛ᨾ䛒䜛䛔䛿ᨾ䛻䛿⮳䜙䛺
䛔䛜ⴭ䛧䛔ኚ≧䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚹䛻䜒ྠᵝ䛻㒊
㒊ᮦ➼䛷Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜⪃䛘䜙䜜䜛ሙྜ䛻ᐇ
䛩䜛䚹
13
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䠒䠊䛂᪥ᖖⅬ᳨䛃䛷␃ព䛩䜉䛝㒊䞉ᑐ㇟䛿䠛
䠄䠍䠅ᘓ⠏䠄㌣య䠅

䐟እ䠄እቨ䞉ᒇୖ䞉ᒇ᰿➼䠅
䐠ෆ䠄ኳ䞉ቨ䞉ᗋ➼䠅
䐡እᵓ䠄ᆅ┙䞉ሟ䞉᧦ቨ䞉᳜᱂➼䠅

䠄䠎䠅ᘓ⠏タഛ

䐟ᘓ⠏タഛ䠄㟁Ẽ䞉✵ㄪ䞉⤥Ỉ➼䠅
䐠᪼㝆ᶵタഛ

ͤᗫᲠ≀ฎ⌮䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉ಖ⟶䞉ศู䞉䝸䝃䜲䜽䝹

14
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 ᘓ⠏య䜢ព㆑
䞉ᘓ⠏䛿䚸㌣య䠄ᰕ䞉ᱱ䞉ᗋ䞉ቨ➼䠅䛸タഛ䛷ᡂ❧䛧䛶䛔䜛䚹
タഛ䛾ẚ㔜䛜ᴟ䜑䛶䛝䛔䚹
⌧௦䛾ᘓ⠏䛿䚸タ
ᘓ⠏䛾ᶵ⬟䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛿タഛ䛻䛭䛾༙䜢㈇䛳䛶䛔䜛䚹
䇾ᘓ⠏䛿⏕⥔ᣢ⨨䇿䛷䛒䜛䛸䛔䛖ᣦ䜒䛒䜛䚹

䞉䛂タഛ⟶⌮䛃䛰䛡䛻┠䜢ྥ䛡䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᘓ⠏య䜢ព㆑䛧
ど㔝䛻ධ䜜䛯⟶⌮
㌣య䛸タഛᶵჾ䛾䝷䜲䝣䝃䜲䜽䝹䛜␗䛺䛳䛶䛔䜛䚹
15
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 ⟶⌮ᢸᙜ⪅䛸䛧䛶---㈐௵䜢ᯝ䛯䛫䜛ᢏ⾡ຊ䛿䠛
䠄䠍䠅ྛᐊෆ䛻䛚䛡䜛タഛᶵჾ䛾㓄⨨䜢ᢕᥱ䛩䜛䠄ぢ䛘䜛䛸䛣䜝䠅
䠄䠎䠅䛔ᡭ䜢☜ㄆ䛩䜛䠄⏝⪅䛛䜙䛾ሗ㞟䠅

䠄䠏䠅␗ᖖ䛾ᑐᛂ᪉ἲ䜢⇍▱䛩䜛䠄ᑓ㛛ᴗ⪅䛾㐃⤡ඛ䠅
䠄䠐䠅PS/DS/EPS/ᶵᲔᐊ➼䜢ᢕᥱ䛩䜛
䠄䠑䠅䛹䛾䜘䛖䛺⥔ᣢ⟶⌮䛜⾜䜟䜜䛔䜛䛾䛛▱䜛

16
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䠓䠊ᘓ⠏タഛ䛾Ⅼ᳨䝫䜲䞁䝖䐟 㟁Ẽタഛ
ͤ ཷኚ㟁タഛ䞉⮬ືⅆ⅏ሗ▱タഛ䞉㠀ᖖ⏝ᨺ㏦タഛ➼䛿ᑓ㛛
ᢏ⾡⪅䛻௵䛫䜛

 ↷᫂ჾල䛾㟁⌫䛻␗ᖖ䛺䝏䝷䛴䛝䛿䛺䛔䛛
 ↷᫂ჾල䛛䜙␗ᖖ䛺㡢䜔⮯Ẽ䛿Ⓨ⏕䛧䛶䛔䛺䛔䛛
 ↷᫂ჾල䛻ኚᙧ䜔ᦆയ䛿䛺䛔䛛
 ↷᫂ჾල䛻⬺ⴠ䛾ᜍ䜜䛿䛺䛔䛛

 ↷᫂ჾල䛻ở䜜䜔㗵䛿Ⓨ⏕䛧䛶䛔䛺䛔䛛
 䝁䞁䝉䞁䝖䛾࿘ᅖ䛻䜋䛣䜚䛿ሁ✚䛧䛶䛔䛺䛔䛛
䠄䝖䝷䝑䜻䞁䜾⌧㇟䠅

 ศ㟁┙䜔䝟䜲䝥䝇䝨䞊䝇䛾ධཱྀᡬ䛻㘄䛥䜜䛶䛔䜛䛛
䠄ᡬ䛿㛤㛢ྍ⬟䛛䠅
17
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Ἓᐊ↷᫂
ͤ㗵䛾Ⓨ⏕䛿Ẽ䛜
༑ศ

㠀ᖖ↷᫂
ᘬ䛔䛶䜒Ⅼⅉ䛧䛺䛔
䝞䝑䝔䝸䞊Ⰻ
⠇㟁䛾䛯䜑ྲྀ䜚እ䛥䜜
㠀ᖖ䛻Ⅼⅉ䛧䛺䛔
┿ᙳ䠖၈ᮌ⏣⩏㞝

18
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ᒇእ↷᫂
ͤ㗵䛾Ⓨ⏕䛿እቨ䛜
ởᦆ䛥䜜 ሬ⭷䛾
ຎ䜈䛸⧅䛜䜛䚹

┿ᙳ䠖၈ᮌ⏣⩏㞝
19
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䠓䠊ᘓ⠏タഛ䛾Ⅼ᳨䝫䜲䞁䝖䐠 ✵ㄪタഛ
 ᶵჾ䜔㓄⟶䛛䜙䛾₃Ỉ䛿䛺䛔䛛
 ᶵჾ䛻ở䜜䞉⭉㣗䞉ኚᙧཬ䜃␗ᖖ㡢䛿䛺䛔䛛
 ⤥Ẽཱྀ䞉Ẽཱྀ䛜ഛရ䞉ᐙල➼䛷ሰ䛜䜜䛶䛔䛺䛔䛛

 ᐊ 䜔㢼㔞䛾ㄪᩚ䛿䛷䛝䜛䛛
 సື䛧䛶䛔䛺䛔ᶵჾ䠄Ẽᡪ䞉㏦㢼ᶵ➼䠅䛿䛒䜛䛛
 䝣䜱䝹䝍䞊䛿䜋䛣䜚䜔ở䜜䛜╔䛧䛶䛔䛺䛔䛛

 ᒇእᶵ䛾࿘ᅖ䛿ᩚ⌮ᩚ㡻䛥䜜䛶䛔䜛䛛
 ✵ㄪᶵᲔᐊ䛿ᩚ⌮ᩚ㡻䛥䜜䛶䛔䜛䛛

20
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✵Ẽㄪᶵ
ͤ෭ Ỉ䝁䜲䝹䚸
ຍ‵䝜䝈䝹䚸䝗䝺
䞁䝟䞁䛻⃭䛧䛔
⭉㣗

ෆ㒊

ͤୗ㒊䛻ከᑡ䛾
Ⓨ㗵䛜䛒䜛

ෆ㒊

21
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ಶู✵ㄪ⏝ᐊእᶵ
ͤ࿘㎶䛾᳜ᮌ䛻ὀព

㏻㢼Ⰻ䛿ຠ⋡䛜పୗ

ಶู✵ㄪ⏝ᐊෆᶵ

22
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䠓䠊ᘓ⠏タഛ䛾Ⅼ᳨䝫䜲䞁䝖䐡 ⤥Ỉタഛ
 Ỉ㐨Ỉ䛾⏝ᩱ䠄㔞䠅䛻␗ᖖ䛺ኚ䛿䛺䛔䛛
 ㉥Ỉ䠄㗵䛜ΰ䛦䛳䛯Ỉ䠅䛾Ⓨ⏕䛿䛺䛔䛛
 ཷỈᵴ䞉㧗ᯫỈᵴ䛾Ⅼ᳨ཱྀ䛿㘄䛥䜜䛶䛔䜛䛛

 ཷỈᵴᘔ䜚䛾㓄⟶䞉ᶵჾ䛛䜙䛾₃Ỉ䛿䛺䛔䛛
 䝫䞁䝥㢮䛾␗ᖖ㡢䜔␗ᖖ䛺ື䛿䛺䛔䛛
 Ỉ䛾Ⰻ䜔Ỉཱྀ䛾ワ䜎䜚䛿䛺䛔䛛
 䝖䜲䝺䛾⾨⏕ჾලᘔ䜚䛛䜙䛾₃Ỉ䛿䛺䛔䛛䠄ᑒỈ䛿䠅

 ཷỈᵴ䞉㧗ᯫỈᵴ䛾ᅇ䜚䛿ᩚ⌮ᩚ㡻䛥䜜䛶䛔䜛䛛
 ᶵᲔᐊ䛿⥡㯇䛻Ύᤲ䛥䜜䛶䛔䜛䛛
23
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ཷỈᵴ
㧗⨨Ỉᵴ䠖䠒㠃Ⅼ᳨

Ỉᵴෆ㒊 Ύᤲ๓

㧗⨨Ỉᵴ䠖䠢䠮䠬䛾ຎ

24
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ᥭỈ䝫䞁䝥
ͤయⓗ䛻
ở䜜䠛
ຎ䠛

25
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䠓䠊ᘓ⠏タഛ䛾Ⅼ᳨䝫䜲䞁䝖䐢 ᪼㝆ᶵタഛ
 ẖᮅጞᴗ๓䛾ヨ㐠㌿䛷␗ᖖ䛾᭷↓䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䛛
 䜲䞁䝍䞊䝩䞁䛿ṇᖖ䛻⏝䛷䛝䜛䛛
 䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛾䛛䛤ᗋ㠃䛸ᗋ㠃䠄ᘓ⠏≀䠅䛸䛻ẁᕪ䛿䛺䛔䛛

 ㌣య䛸䛾㝽㛫䛻␗ᖖ䛿䛺䛔䛛
 䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛾䝗䜰䛾㛤㛢䛻␗ᖖ䛿䛺䛔䛛
 䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛾䝗䜰⁁䛿⥡㯇䛻Ύᤲ䛥䜜䛶䛔䜛䛛
 䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛾ᶵᲔᐊ䛿㘄䛥䜜䛶䛔䜛䛛

26
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䠓䠊ᘓ⠏≀࿘ᅖ䛾Ⅼ᳨䝫䜲䞁䝖䐣 ᘓ⠏䞉እᵓ
 ᩜᆅ䛾ᆅ┙䛻㝣䠄พฝ䠅䞉㝗ἐ䞉㝯㉳䛿䛺䛔䛛䠄ᇙタ㓄⟶
䜈䛾ᙳ㡪䛾ᜍ䜜䠅
 䝬䞁䝩䞊䝹䜔ഃ⁁䛾䛻䜂䜃䜜䞉◚ᦆ䛿䛺䛔䛛

 ഃ⁁䛻䛴䜎䜚䛿䛺䛔䛛䠄ᯤ䜜ⴥ䞉ᅵ◁➼䠅
 䝁䞁䜽䝸䞊䝖᧦ቨ䞉ᖺሟ䞉䝁䞁䜽䝸䞊䝖ሟ䞉䝤䝻䝑䜽ሟ䛻◚ᦆ䞉
ட䞉ഴ䛝䛿䛺䛔䛛

 㔠ᒓ䝣䜵䞁䝇䛻◚䜜䜔⭉㣗䛿䛺䛔䛛䠄㏻⾜ே➼䜢യ䛴䛡䜛ᜍ
䜜䛿䠅
 㥔㍯ሙᘔ䜚䞉㥔㌴ሙ䛿ᩚ⌮ᩚ㡻䛥䜜䛶䛔䜛䛛

 እ࿘㒊䛾᳜᱂䛻༴䛺䛔⟠ᡤ䛿䛺䛔䛛䠄ᐃ䛿䛥䜜䛶䛔䜛䛛䠅
27
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እᅇ䜚䛾ᒇ᰿䛾㗵

䝅䝱䝑䝍䞊࿘䜚

እᅇ䜚㝵ẁ䝍䜲䝹䛾䛜䜜

ቨ㠃䛻タ⨨䛾㓄⟶㗵䛾Ⓨ⏕

28
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䠘䜎䛸䜑䠚
䠉タഛ⟶⌮ᴗົ䛾ὶ䜜䠉
タィሗ

タഛᶵჾ
䝯䞊䜹䞊ሗ

⥔ᣢ⟶⌮ሗ

⥔ᣢ⟶⌮ሗ
ಟṇ

⤒㦂್䞉▱ぢ

ᕤሗ

⥔ᣢ⟶⌮ሗ

㡯┠䞉ෆᐜ䞉࿘ᮇ
ඹ㏻ᵝ᭩
ಟṇ
せồỈ‽
䠄⟶⌮ᇶ‽䠅

ධᮐ

Ⓨὀᵝ᭩

ዎ⣙

ᩚྜᛶ☜ㄆ

ᴗົᐇẁ㝵
ሗ

ᐇయ䛸䛾ᩚྜ

ಟṇ
29

Copyrights (C) Japan Building Maintenance Association. All Rights Reserved.

䠉 ุ᩿䛾䝧䞊䝇䛸䛺䜛ሗ䠉
➨୍䛾ሗ

タഛ⟶⌮ᢏ⾡⪅⮬㌟䛜▱ぢ䛷䛝䜛⌧㇟䚹
ᶵჾ䛾㐠㌿≧ἣ䛜䚸ఱ䜒䛾ᖖែ䛸䛿
␗䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛘䜀ィჾ䛾ᣦ♧್䛜␗䛺䜛䚹
ᕠᅇⅬ䛷ឤ䛻䜘䜛≧ែ䛜␗䛺䜛䛺䛹䚹
䛣䛾ሗ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䚸᪥ᖖⓗ䛺Ⅼ᳨䛜
ᚲせ䛸䛺䜛䚹

➨䛾ሗ

⏝⪅䞉⏝⪅䛛䜙Ⓨಙ䛥䜜䜛䜽䝺䞊䝮䛸䛧䛶䛾
ሗ䛷䛒䜛䚹タഛᶵჾ䛻㛵䜟䜛㐠㌿䝕䞊䝍䛿䚸
୰ኸ┘ど⨨䛻ఏ㐩䛥䜜䜛䛾䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䛜
㠃ⓗ䛺≧ែ䜢⾲䛩䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹
䜽䝺䞊䝮䛸䛧䛶ఏ䜟䜛⣽㒊䛾ሗ䛿䚸䛔䜟䜀
ே㛫䛾䝉䞁䝃䞊䛸䛧䛶䛾ሗ䛷䛒䜚䚸㔜ど䛥䜜䜛
䜉䛝䛷䛒䜛
30
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䛤㟼⫈䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯

31
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ཌ⏕ປാ┬་⸆䞉⏕ά⾨⏕ᒁ
⏕ά⾨⏕ㄢ ᮧ ∾Ꮚ

`

䠍 䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾㊃᪨

`

䠎 බඹᘓ⠏≀䛾⥔ᣢ⟶⌮䛻ಀ䜛Ⓨὀ㛵ಀົ䛾㐺
ṇ䛺ᐇ

`

䠏 ᐇែㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶

1

79

䠄䠍䠅♫ⓗ⫼ᬒ
`

බඹᘓ⠏≀䜢䜘䜚㛗䛟Ᏻ䛻⏝䛧䚸䝖䞊䝍䝹䝁䝇䝖䛾⦰ῶ䜔
ண⟬䛾ᖹ‽䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䛿䚸㐺ษ䛺⥔ᣢ⟶⌮䛜㔜せ

`

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏௨㝆䚸ᅜⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜎䜜䛯⠇㟁ᑐ⟇䜢ዎᶵ
䛸䛩䜛ᘓ⠏≀䛾┬䜶䝛䝹䜼䞊ᑐ⟇䛾ᙉ

䠄䠎䠅䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗ⏺䛾⌧≧
`
`
`

ရ㉁⟶⌮䞉ᢏ⾡⟶⌮䜈䛾ᑐᛂ䛜༑ศ䛷䚸ேཱྀ⟶⌮䛾ഴྥ
䛜ᙉ䛟䚸䝎䞁䝢䞁䜾䛜Ⓨ⏕䛥䛫䜔䛩䛔≧ἣ
៏ᛶⓗ䛺ປാຊ䛾㊊䛻䜘䜚䚸ⱝᖺᒙ䛾᥇⏝䜔ዪᛶ䛾ᢸᙜ
ᴗົ䛾ᣑ➼䛾ᑐ⟇䛜ᚲせ
㈐௵⪅䛾ேᮦ⫱ᡂ䛺䛹ᩍ⫱䞉◊ಟ㠃䛷䛾ᨵၿ䜒ᚲせ

2

䠄䠏䠅䛂බඹᕤ䛾ရ㉁☜ಖ䛾ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛃䠄ရ☜
ἲ䠅䛾ᨵṇ
䐟ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䛾ᨵṇ
ᇶᮏ⌮ᛕ䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸䛂බඹᕤ䛾ရ㉁䛿ᡂᚋ䛾㐺ษ䛺Ⅼ᳨䚸デ᩿䚸
⥔ᣢ䚸ಟ⧋䛭䛾䛾⥔ᣢ⟶⌮䛻䜘䜚䚸ᑗ᮶䛻䜟䛯䜚☜ಖ䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛔䚹䛃䛸⥔ᣢ⟶⌮䛾㔜せᛶ䛜᫂グ䛥䜜䛯䚹
䐠௧ඖᖺ䛾ᨵṇ
䛂බඹᕤ䛾┠ⓗ≀䛾㐺ษ䛺⥔ᣢ⟶⌮䛃䛜Ⓨὀ⪅䛾㈐ົ䛸䛧䛶᫂グ䛥䜜䛯䚹

ᮏ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛿䚸䝡
䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົ≉᭷䛾㡯䜢㋃䜎䛘䚸䝡䝹䝯䞁
䝔䝘䞁䝇ᴗົ䛻ಀ䜛Ⓨὀ䛻ᙜ䛯䛳䛶␃ព䛩䜉䛝㡯䜢ᩚ⌮䛧䚸䛸䜚䜎䛸䜑
䛯䜒䛾䚹
ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠒᭶䠍䠌᪥䛻䛂䛂䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົ䛻ಀ䜛Ⓨὀ㛵ಀົ䛾㐠⏝䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛻䛴䛔䛶䛃
䠄Ⓨ䠌䠒䠍䠌➨䠐ྕཬ䜃➨䠑ྕ㏻▱䠅䛻䜘䜚䚸ྛ┬ᗇ䠄ዎ⣙ᢸᙜ㒊⨫䠅䚸㒔㐨ᗓ┴䠄ዎ⣙ᢸᙜ㒊⨫䚸ᕷ⏫ᮧᢸ
ᙜ㒊⨫䠅䛻Ⓨฟ䚹
ཌ⏕ປാ┬䠤䠬
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/4_2.pdf

80

3

䠄䠍䠅䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾ᑐ㇟
` 䛂ᅜ䚸≉Ṧἲே➼䠄බඹᕤ䛾ධᮐཬ䜃ዎ⣙䛾㐺ṇ䛾
ಁ㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨䠎᮲➨䠍㡯䛻䛒䜛䛂≉Ṧἲே➼䛃䠅ᆅ᪉
බඹᅋయ䛃䛜⾜䛖䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົ䠄䛸䛧䛶䚸ᘓ⠏≀
䛾Ⅼ᳨䞉ಖᏲ䚸㐠㌿䞉┘ど䚸⎔ቃ⾨⏕⟶⌮䠄Ύᤲ䚸ᐖ㜵㝖
➼䠅ཬ䜃䛭䛾⥔ᣢ⟶⌮䛻㛵䛩䜛ᴗົ䠅䛻ಀ䜛Ⓨὀ㛵ಀ

ົ䛜ᑐ㇟䚹

4

`

Ⓨὀ㛵ಀᴗົ䜢䚸ḟ䛾䠑ẁ㝵䛾ྲྀ⤌㡯䛻ศ䛡
䛶グ㍕䚹

䐟⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬⟇ᐃẁ㝵
䐠ᴗົⓎὀ‽ഛẁ㝵
䐡ධᮐዎ⣙ẁ㝵
䐢ᴗົᐇẁ㝵
䐣ᴗົᚋ
5

81

`

ಶูタィ⏬䛺䛹䛻䛚䛔䛶䚸⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬䜢⟇ᐃ
タ䛾Ⅼ᳨䞉ಖᏲ䛭䛾䛾୰㛗ᮇ䛾⥔ᣢ⟶⌮䛻䛴䛔䛶䚸ᐇෆᐜ䚸ᐇ
ᮇ䚸ᴫ⟬㢠➼䜢グ㍕

䕔 䜲䞁䝣䝷㛗ᑑᇶᮏィ⏬
䠄ᖹᡂ25ᖺ11᭶䜲䞁䝣䝷⪁ᮙᑐ⟇䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛㛵ಀ┬ᗇ㐃⤡㆟䠅

6

`

ᘓ⠏≀䛾ᴫせ䚸Ⅼ᳨䞉☜ㄆ䛾⤖ᯝ䚸ಟ⧋ᒚṔ➼
䜢グ㘓䛧䛯⥔ᣢ⟶⌮ྎᖒ䜢ᩚഛ䚹

7

82

ཧ⪃
` ᘓ⠏≀➼䛾⏝䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂᭩సᡂ䛾ᡭᘬ䛝䠄ᅜᅵ㏻┬⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊䠅
http://www.mlit.go.jp/common/001157899.pdf
` ಖྎᖒཬ䜃ಖィ⏬䛾ᵝᘧ䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䠄ᅜᅵ㏻┬⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊䠅
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000002.html
8

ᘓ⠏≀䛾⏝≧ἣ䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䚸ᴗົෆᐜ➼䛻ᛂ䛨
䛯㐺ษ䛺ධᮐዎ⣙᪉ᘧ䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹
`

౯᱁➇த᪉ᘧ
୍ᐃ䛾ᢏ⾡⪅㈨᱁䚸ᴗົ䛾⤒㦂䜔ᴗົᡂ⦼➼䜢➇தཧຍ㈨᱁䛸䛧䛶
タᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ရ㉁䜢☜ಖ

`

⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ
๓䛻ᵝ䜢☜ᐃྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸➇தཧຍ⪅䛾ᥦ♧䛩䜛ᢏ⾡➼䛷䚸
ㄪ㐩౯᱁䛾ᕪ␗䛻ẚ䛧䛶䚸ᴗົ䛾ᡂᯝ䛻┦ᙜ⛬ᗘ䛾ᕪ␗䛜⏕䛪䜛䛣䛸
䜢ᮇᚅ

9

83

`

ᵝ᭩䛻䛿䚸ᴗົ䛻ᚲせ䛺
䛶䛾㡯䜢☜ᐇ䛻┒䜚㎸䜐䚹

`

ᵝ᭩➼䛾సᡂ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸䐟ಶูタ䛾⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬䚸
䐠ᘓ⠏≀ᅛ᭷䛾᮲௳䛻౫Ꮡ䛩䜛ᴗົ㡯┠䚸ᴗົᩘ㔞䚸సᴗ᮲
௳➼䜢㋃䜎䛘䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹
䠄ཧ⪃䠖ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩䠄ᅜᅵ㏻┬⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊䠅䠅

`

సᡂ䛩䜛᭩㢮䛿䚸ᵝ᭩䚸ᅗ㠃䚸⥔ᣢ⟶⌮ྎᖒ䚸సᴗᣦ♧᭩䛭
䛾䛾㝃ᒓ᭩㢮䛺䛹䚹
䠄䠅
䕿 ᵝ᭩䛷♧䛥䜜䛶䛔䜛㡯䛸⌧ሙᐇែ䛜㐪䛖ሙྜ䛜䛒䜛
䕿 ᵝ᭩㏻䜚䛾ᐇ䛧䛯ሙྜ䚸⏝⪅䛛䜙䛾ⱞ䜔⾨⏕㠃䛷䛾
ၥ㢟䛜⏕䛨䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛
䠄䠖Ⅼ᳨䞉Ύᤲ➼䛾㢖ᗘ䞉ᅇᩘ䛜ᑡ䛺䛔䚸୍㒊䛾䝣䝻䜰䛾⏝ᐇែ
䛜ⴭ䛧䛟ከ䛔䛺䛹䠅
10

`

㐺ษ䛺ᵝ᭩➼䛻ᇶ䛵䛝䚸ᕷሙ䛻䛚䛡䜛ປົཬ䜃ᴗົ
ᐇ䛾ᐇែ䜢ⓗ☜䛻ᫎ䛧䛯✚⟬䜢⾜䛖䚹
䞉✚⟬䛻⏝䛔䜛౯᱁䛜ᐇ
ᐇ㝿䛾ྲྀᘬ౯᱁䛸㞳䛧䛺䛔䜘䛖᭱᪂䛾༢౯䜢⏝
䛔䜛䚹
䠄ཧ⪃䠖ᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬ᇶ‽䠄ᅜᅵ㏻┬⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊䠅䠅

䞉ᴗົᐇែ䜔ᆅᇦ≉ᛶ➼䜢㋃䜎䛘䚸✚⟬ᇶ‽䜢ぢ┤䛩䚹
䞉䛔䜟䜖䜛䛂䛂Ṍษ䜚䛃䛿⾜䜟䛺䛔䚹
䞉୍᪉䛷䚸㐺ṇ䛺₶䛾☜ಖ䛸䛔䛖┠ⓗ䜢㉸䛘䛯ᙜ䛺ᘬୖ䛢䜢⾜䜟䛺
䛔䚹
`

ᴗົ䛾ရ㉁☜ಖ䛾ᢸ䛔ᡭ䛜୰㛗ᮇⓗ䛻⫱ᡂཬ䜃☜ಖ
䛥䜜䜛䛯䜑䛾㐺ṇ䛺₶䜢☜ಖ䛷䛝䜛㐺ṇ䛺ணᐃ౯᱁䚹
11

84

`

ཷὀ⪅䛜䚸ᴗົ㛤ጞ䛻ᚲせ䛺‽ഛᮇ㛫䜢☜ಖ䛷䛝䜛
䜘䛖䛻Ⓨὀᮇ䜢タᐃ䛩䜛䚹
䐟ேဨཬ䜃㈨ᮦ䛾☜ಖ
䐠タ䛾≧ἣᢕᥱ
䐡ᚑ⪅䛾ᩍ⫱➼ 䛻䛿䚸୍ᐃ䛾‽ഛ㛫䛜ᚲせ
䠄䠅

䕿 䠐᭶㛤ጞ䛩䜛ᴗົ䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᙜヱᴗົ䛾ධᮐ䛻ಀ
䜛බ♧䛜䠏᭶䛻ධ䛳䛶䛛䜙㛤ጞ䛥䜜䜛䛺䛹䚸‽ഛ䜢⾜䛖䛯䜑
䛾ᮇ㛫䛜ⴭ䛧䛟▷䛔䚹

12

`

➇தཧຍ㈨᱁䛾タᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸➇தᛶ䛾పୗ䛻䛴䛺䛜
䜙䛺䛔䜘䛖␃ព䛧䛴䛴䚸ᚲせ䛺タᐃ䜢᳨ウ䛩䜛䚹

♫ಖ㝤➼䠄ᗣಖ㝤䚸ཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤䚸㞠⏝ಖ㝤 䠅䛻ຍධ
䛧䛶䛔䛺䛔䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗ⪅䛾㝖
䠄ಶู䛻せ௳䛸䛩䜛ሙྜ䚸බ♧䚸ධᮐㄝ᫂᭩➼䛾グ㍕䠅
䞉 ປാಖ㝤䞉ཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤䞉ᅜẸᖺ㔠䞉ᨻᗓ⟶ᤸᗣಖ㝤ཪ䛿⯪ဨಖ㝤䛾
ᮍ㐺⏝ཬ䜃䛣䜜䜙䛻ಀ䜛ಖ㝤ᩱ䛾⣡䛜䛺䛔䛣䛸䠄┤㏆䠎ᖺ㛫䛾ಖ㝤ᩱ䛾
ᮍ⣡䛜䛺䛔䛣䛸䚹䠅䚹
䞉 ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛ไᗘ䛜㐺⏝䛥䜜䜛⪅䛻䛒䛳䛶䛿䚸䛣䛾ධᮐ䛾ධᮐ᭩ᥦ
ฟᮇ㝈䛾┤㏆䠎ᖺ㛫䠄䜸ཬ䜃䜹䛻䛴䛔䛶䛿䠎ಖ㝤ᖺᗘ䠅䛾ಖ㝤ᩱ䛻䛴䛔䛶
⣡䛜䛺䛔䛣䛸䚹
䜰 ཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤 䜲 ᗣಖ㝤䠄ᅜᗣಖ㝤༠䛜⟶ᤸ䛩䜛䜒䛾䠅
䜴 ⯪ဨಖ㝤 䜶 ᅜẸᖺ㔠 䜸 ປാ⪅⅏ᐖ⿵ൾಖ㝤 䜹 㞠⏝ಖ㝤

→ ド᫂᭩㢮䛸䛧䛶䚸㡿᭩䜢ῧ䛥䛫䜛➼䛻䜘䜚☜ㄆ䛩䜛䚹
13

85

ᴗົ䛾ᛶ᱁䚸ᆅᇦ䛾ᐇ➼䜢㋃䜎䛘䚸ᴗົᐇ⦼䜔ᆅᇦ
せ௳䛺䛹䚸➇தᛶ䛾☜ಖ䛻␃ព䛧䛴䛴䚸㐺ษ䛺➇த㈨᱁
䛾タᐃ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹
䠄䠅
` ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ➨䠍䠎᮲䛾䠎䛻ᇶ䛵䛟Ⓩ㘓Ⴀᴗᡤ
` ་⒪㛵㐃䝃䞊䝡䝇䝬䞊䜽䠄䠄୍㈈䠅་⒪㛵㐃䝃䞊䝡䝇⯆䠅䛾
ㄆᐃᴗ⪅
` ⅏ᐖⓎ⏕䛾ᴗົᐇయไ
` ᭀຊᅋဨ➼䛜䛭䛾ᴗάື䜢ᨭ㓄䛧䛶䛔䜛ᴗ䛭䛾ᴗົ䛻
㛵䛩䜛ㅖἲ௧䜢㑂Ᏺ䛧䛺䛔ᴗ➼䛾Ⰻ㐺᱁ᴗ⪅䛾㝖

14

`

పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ
ධᮐ౯᱁䛜ᇶ‽㢠௨ୗ䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䛧䚸㐺ษ䛺
ᒚ⾜䛜䛺䛥䜜䛺䛔䛚䛭䜜䛜䛒䜛ሙྜ䛺䛹䛻䚸ḟ䛻ప䛔౯
᱁䛾⪅䜢ⴠᮐ⪅䛸䛩䜛䜒䛾

`

᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ
䛒䜙䛛䛨䜑᭱పไ㝈౯᱁䜢タᐃ䛧䚸䛣䜜௨ୖ䛾౯᱁䛾
୰䛛䜙᭱ప䛾౯᱁䛾⪅䜢ⴠᮐ⪅䛸䛩䜛䜒䛾

15

86

`

`

`

ணᐃ౯᱁䛿ཎ๎䛸䛧䛶ᚋබ⾲
ධᮐ๓䛻බ⾲䛩䜛䛸䚸㐺ษ䛺✚⟬䜢⾜䜟䛪䛻ධᮐ䜢⾜䛳
䛯䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗ⪅䛜ཷὀ䛩䜛ែ䛜⏕䛨䜛䛺䛹䚸䝡䝹
䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗ⪅䛾┿䛾ᢏ⾡ຊ䞉⤒Ⴀຊ䛻䜘䜛➇த䜢ᦆ䛽
䜛ᘢᐖ䛜⏕䛨䜛ྍ⬟ᛶ䛒䜚䚹
ᴗົ䛾ධᮐ䛻ಀ䜛⏦㎸䜏䛾㝿䛻䚸ධᮐ㔠㢠䛾ෆヂ᭩䛾
ᥦฟ䜢ồ䜑䜛ሙྜ䛻䛿䚸᭩㢮䛻ഛ䠄䛘䜀ධᮐ㔠㢠䛸
ෆヂ᭩䛾⥲㢠䛾ⴭ䛧䛔┦㐪➼䠅䛜䛒䜛䜒䛾䛿䚸↓ຠ䛸䛩
䜛䚹
᭱ప㈤㔠䛻ಀ䜛ไᗘ䠄᭱ప㈤㔠㢠䛾ᨵᐃ➼䠅䛻䛴䛔䛶༑
ศ࿘▱䛩䜛䚹

16

᭱ప㈤㔠䛻䛴䛔䛶
` ᭱ప㈤㔠㢠䛿䚸㏻ᖖ䚸ᖺ䠍䠌᭶㡭
䛻ᨵṇⓎຠ䛩䜛䚹≉䛻䚸㏆ᖺ䛿ᘬ䛝
ୖ䛢㢠䛜䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹᭱ప㈤
㔠㢠䛾ᘬ䛝ୖ䛢䛜䛒䜛䛣䛸䜢ᛕ㢌䛻
⨨䛟䛣䛸䛜ᚲせ䚹
` ᭱ప㈤㔠㢠䚸ᨵṇᮇ䛿㒔㐨ᗓ┴
䛤䛸䛻␗䛺䜛䛾䛷䚸☜ᐇ䛻ሗᢕᥱ
䜢䚹
→ཌປ┬HP 㒔㐨ᗓ┴ປാᒁHP䛺䛹
ᖺ㛫ዎ⣙䛷䛾ධᮐ䛻ᙜ䛯䜚䚸ධᮐⅬ䛷䛾᭱ప㈤㔠㢠䛷✚
⟬䜢⾜䛔ⴠᮐ䛧䛯⤖ᯝ䚸ᖺᗘ㏵୰䛾᭱㈤ᘬ䛝ୖ䛢䛻ᑐᛂ䛷䛝
䛺䛟䛺䜛䛺䛹䛾䝖䝷䝤䝹䛸䛺䜛䛚䛭䜜

17

87

`

ᴗົ䛾ᛶ᱁➼䜢㋃䜎䛘䚸➇தཧຍ⪅䛾ᥦ♧䛩䜛ᢏ⾡
➼䛷ᴗົ䛾ᡂᯝ䛻ᕪ␗䛜⏕䛨䜛ሙྜ䛿䚸➇தཧຍ⪅
䛻ᢏ⾡ᥦ䜢ồ䜑䜛⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹

`

ᢏ⾡ᥦ䛿ᚲ䛪䛧䜒㧗ᗘ䛺䜒䛾䛻㝈䜙䛺䛔䚹
సᴗᕤ⛬⟶⌮䚸ᴗົᐇୖ㓄៖䛩䜛㡯䚸ရ㉁⟶⌮
᪉ἲ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䚸ᢏ⾡ᥦ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜
䜛䚹
䞉ᵝ᭩䛻ᇶ䛵䛟ᴗົᐇయไ䚸ᶆ‽సᴗィ⏬䛾䜋䛛䚸ᴗົ䛻㛵䛩䜛⌧
≧ᢕᥱ䛸ᨵၿ䜔ぢ┤䛧䛻䛴䛔䛶㏣ຍᥦ䛸䛧䛶ồ䜑䜛
䞉┬䜶䝛ᡭἲ䚸ග⇕Ỉ㈝๐ῶண㢠➼䛾ᢏ⾡ᥦ䠄ESCOᴗ䠅䜢ཷ䛡䜛

18

`

ホ౯㡯┠䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛㡯䞉䞉䞉➇தཧຍ⪅䜔㓄⨨ᢏ⾡
⪅䛾ᴗົᐇ⦼䚸ᴗົ㐙⾜⬟ຊ䚸ᒚ⾜ホ౯⬟ຊ

`

ᴗົ㐙⾜⬟ຊ䞉䞉䞉ἲ௧䛻ᐃ䜑䜛◊ಟ➼䛾ಟ⪅䛷䛒䜛䛣䛸
䛺䛹䜢ホ౯
䠖ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ䛻ᇶ䛵䛟సᴗ┘╩⪅ㅮ⩦䚸ᚑ⪅◊ಟಟ⪅䜔ᣦᐃᅋయ
䛜ᐇ䛩䜛◊ಟಟ⪅䛺䛹

`

ᒚ⾜ホ౯⬟ຊ䞉䞉䞉ᴗົᒚ⾜≧ἣ䛻䛚䛡䜛⮬♫᳨ᰝ䞉ホ౯䛜
㐺ษ䛻ᐇ䛷䛝䜛䛛䜢ホ౯
䠖⥔ᣢ⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹䛻䛚䛡䜛䛂Ύᤲ䛾Ⅼ᳨䛾䝫䜲䞁䝖䛃䛾㡯┠䛻䛴䛔䛶ホ
౯䛷䛝䜛⬟ຊ䛾᭷↓䚹యไ䛾☜ㄆ䜔䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊㈨᱁⪅䛾᭷↓䛺䛹䚹

`

⅏ᐖ䛾ᴗົᐇయไ䛾☜ಖ≧ἣ䜔㏆㞄ᆅᇦ䛷䛾ᴗົᐇ
⦼䛺䛹䛾ᆅᇦ䛾⢭㏻ᗘ䜢ホ౯㡯┠䛻䛩䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹
19

88

`

ධᮐ䛿⾜䛳䛯䛜ධᮐ⪅䞉ⴠᮐ⪅䛜䛺䛛䛳䛯ሙྜ➼䚸
✚⟬䛸⌧ሙᴗົ䛾ᐇᐇែ䛾㞳䛜ᐃ䛥䜜䜛ሙྜ

`

ධᮐཧຍ⪅䛛䜙ぢ✚䜒䜚䜢ᚩ䛧䚸䛣䜜䜢㋃䜎䛘䚸✚
⟬ෆᐜ䜢ぢ┤䛩᪉ἲ
ປົ㔞䚸ᴗົᐇ᮲௳䜢⌧ሙᐇែ䜢㋃䜎䛘䛶ぢ┤䛩
᪉ἲ

`

20

`

`
`

`

➨୕⪅ᶵ㛵䠄ධᮐ┘どጤဨ➼䠅䛾ά⏝➼䛻䜘䜚䚸ព
ぢ䜢⫈ྲྀ䛧䚸ධᮐཬ䜃ዎ⣙䛾㐺ṇ䛾䛯䜑ᚲせ䛺ᥐ
⨨䜢ㅮ䛪䜛䚹
ධᮐཬ䜃ዎ⣙䛾㐣⛬䛻㛵䛩䜛ⱞฎ⌮䜢୰❧䛛䛴
බṇ䛻⾜䛖⤌䜏䜢ᩚഛ䛩䜛䚹
ㄯྜ䜔㉗㈥䛺䛹䛾ṇ⾜Ⅽ䛻ᑐ䛧䛶䚸䐟ᣦྡṆ
➼䛾ᥐ⨨䚸䐠㈺ൾ㔠ᨭᡶ䛔⩏ົ䠄㐪⣙㔠≉⣙᮲㡯䠅
䛺䛹䛻䜘䜚䚸Ⓨὀ⪅䛾ጼໃ䜢᫂☜䛻䛧䛶Ⓨ㜵Ṇ䜢⾜
䛖䚹
⊂༨⚗Ṇἲ㐪䛾䛔䛜䛒䜛䛸䛝䛿䚸බṇྲྀᘬጤဨ
䜈䛾㏻▱䛺䛹㐺ษ䛻ᑐᛂ䛩䜛䚹
21

89

`

`

⅏ᐖⓎ⏕➼䛻䛚䛡䜛⥭ᛴⓗ䛺㏣ຍᴗົ➼䚸ணᮇ䛷
䛝䛺䛔≧ែ䛜⏕䛨䜛䛺䛹䚸ᚲせ䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䚸㐺
ษ䛻ᵝ᭩➼䛾ኚ᭦䚸䛣䜜䛻క䛔ᚲせ䛸䛺䜛௦㔠䚸
ᮇ㛫䛾ኚ᭦䜢⾜䛖䚹
᭱ప㈤㔠㢠䛾ᨵᐃ䚸ປົ䚸㈨ᮦ➼䛾౯᱁ኚື䜢㋃䜎
䛘䚸㈤㔠Ỉ‽䞉≀౯Ỉ‽䛾ኚື䛛䜙ᚲせ䛜䛒䜛䛸ㄆ
䜑䜛䛸䛝䛻䛿䚸௦㔠䛾ኚ᭦䜢᳨ウ䛩䜛䚹

22

`

`
`

ရ㉁☜ಖ䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶௨ୗ䜢☜ㄆ䛩䜛
䞉సᴗィ⏬᭩䠋సᴗ䝬䝙䝳䜰䝹
䞉ᴗົᐇయไ
䞉⥭ᛴ㐃⤡యไ
䞉⮬ⓗ䛺᳨ᰝ䛾ィ⏬᭩
䞉ᴗົᒚ⾜ሗ࿌䞉䞉䞉᪥ሗ䚸᭶ሗ
పධᮐ౯᱁ㄪᰝᇶ‽䜢ୗᅇ䛳䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸≉䛻ὀព
䛧䛶䚸ရ㉁☜ಖ䛾䛯䜑䛾☜ㄆ䜢䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹
⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ䛻䜘䜛ሙྜ䛻䛿䚸⥲ྜホ౯䛾ホ౯㡯
┠䠄㓄⨨⪅䛾ᴗົᐇ⦼䚸ᴗົ㐙⾜⬟ຊ䚸ᒚ⾜ホ౯⬟ຊ䛺
䛹䠅䛻䛴䛔䛶䚸ホ౯ẁ㝵䛛䜙ୗᅇ䛳䛶䛔䛺䛔䛛☜ㄆ䛜ᚲせ䚹

23

90

`

ཷὀ⪅䛛䜙ᒚ⾜≧ἣ䛾ᐃᮇⓗ䛺ሗ࿌䜢ཷ䛡䜛䚹
䠖┘╩ಖᴗົ┘╩ᵝᘧ䠄䠆䠅䛾⮬᳨ᰝᵝᘧ

`

ᴗົᒚ⾜䛾⠇┠䛻䛚䛔䛶ᚲせ䛺☜ㄆ(ᴗົᐇ୰䛾
ᒚ⾜☜ㄆ䠅䜢⾜䛖䚹
䠖┘╩ಖᴗົ┘╩ᵝᘧ䠄䠆䠅䛾⪺䛝ྲྀ䜚᳨ᰝᵝᘧ
ཧ⪃䛂ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩ཬ䜃ྠゎㄝ䛃䠄୍㈈䠅ᘓ⠏ಖ䝉䞁䝍䞊

→ ᴗົ䛾ᐇ≧ἣ䛻䛴䛔䛶ᨵၿ䜢せ䛩
䜛䛸ㄆ䜑䛯㡯䠋⌧ᆅ䛻䛚䛡䜛ᣦ♧㡯
䛻䛴䛔䛶䛿䚸᭩㠃䛻䜘䜚㏻▱䛧䚸ᚋ䛾
ホ౯䜈ᫎ䚹
24

`

ᴗົ㛤ጞ䛻ᙜ䛯䜚䚸Ⓨὀ⪅䛸ཷὀ⪅䛾ㄆ㆑䛾ඹ᭷
䛜㔜せ䚹
䞉タᴫせ
䞉⏝᮲௳
䞉ಖ᪉ἲ ➼
㛵㐃㈨ᩱ䛷ሗඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹

`

ᴗົ㛤ጞᚋ䜒ᴗົ䛻㛵䛩䜛ሗ䛾ఏ㐩䞉ඹ᭷䛜
ᚲせ䚹

25

91

`

ᴗົ䛜䛩䜛㝿䛻䛿䚸᳨ᰝ䠄ᴗົᚋ䛾ᒚ⾜᳨ᰝ䠅䜢
⾜䛖䚹
䠖┘╩ಖᴗົ┘╩ᵝᘧ䠄䠆䠅䛾ᴗົ⤊᳨ᰝᵝᘧ

ే䛫䛶䚸ᴗົᚋ䛾ホ౯䜢⾜䛖䚹
䠖┘╩ಖᴗົ┘╩ᵝᘧ 䛾⥲ྜホ౯⾲ᵝᘧ
→ᨵၿ䜢せ䛩䜛䛸ㄆ䜑䛯㡯䜔⌧ᆅ䛻䛚䛡䜛ᣦ♧㡯䛻䛴
䛔䛶䛿䚸᭩㠃䛻䜘䜚㏻▱䛧䚸ホ౯⤖ᯝ䛻ᫎ䛩䜛䚹
`

䠄䠆䠅

䜲 タᶵ⬟䛻㛵䛩䜛⌧ἣ☜ㄆ
ᒚ⾜☜ㄆ䚸᳨ᰝ䛺䛹䜢㋃䜎䛘䚸タ䛾⌧ἣ䛻䛴䛔䛶☜ㄆ䚹
ḟᖺᗘ௨㝆䛾ᴗົⓎὀ䛻ኚ᭦䜢ཬ䜌䛩㡯䜢ᢕᥱ䛩䜛䚹

`

26

`

ྛ┬ᗇ䞉ྛ㒔㐨ᗓ┴䛾ᮏᗇ⯋䛻䛚䛡䜛ዎ⣙୰䠄ᖹᡂ䠎䠔ᖺ
ᗘ䠅䛾Ύᤲᴗົ䜢ᑐ㇟䛻䚸䛭䛾Ⓨὀ㛵ಀົ䛾ᐇ≧ἣ䛻
䛴䛔䛶䜰䞁䜿䞊䝖䛧䛯䜒䛾䚹䠄䠍䠐┬ᗇ䚸䠐䠓㒔㐨ᗓ┴䛛䜙ᅇ
⟅䠅

`

ᅇ䛾ㄪᰝ䛾┠ⓗ䛿䚸ᑐ㇟ᶵ㛵䛾Ⓨὀᢸᙜ⪅䛻ᮏ䜺䜲䝗䝷
䜲䞁䛾࿘▱䜢ᅗ䜛䛣䛸䚹
䛺ㄪᰝ㡯┠
䞉ධᮐ᪉ᘧ䛻䛴䛔䛶
䠄⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ䚸᭱ప౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䚸㝶ពዎ⣙䠅
䞉ᵝ᭩䛾సᡂ᪉ἲ䚸ணᐃ౯᱁䛾✚⟬᪉ἲ
䞉බ♧䛛䜙ᴗົ㛤ጞ䜎䛷䛾ᮇ㛫
䞉➇தཧຍ㈨᱁䠄Ύᤲᴗົ䛾ᐇ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛㡯䠅
䞉᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䞉పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䛾ά⏝
䞉⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ䛾ሙྜ䛾ホ౯㡯┠ ➼

`

27

92

ධᮐ᪉ᘧ䛻䛴䛔䛶

`

య䛾⣙䠒䠑䠂䛜᭱ప౯᱁ⴠᮐไᗘ䚸⣙䠎䠑䠂䛜⥲ྜホ౯ⴠᮐไᗘ䚸⣙䠍
䠌䠂䛜㝶ពዎ⣙

ᵝ᭩䞉ணᐃ౯᱁䛾సᡂ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶

`

ᵝ᭩䛻䛴䛔䛶䛿䚸య䛾⣙䠕䠌䠂䛜䛂ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩䛃䜢㋃䜎䛘
䛶సᡂ䛸ᅇ⟅䚹
ணᐃ౯᱁䛻䛴䛔䛶䛿䚸య䛾⣙䠔䠑䠂䛜䛂ᘓ⠏ಖᴗົ✚⟬ᇶ‽䛃䛂ᘓ⠏ಖ
ᴗົປົ༢౯䛃䜢㋃䜎䛘䛶⟬ฟ䛸ᅇ⟅䚹

බ♧➼䛛䜙ᴗົ㛤ጞ䜎䛷䛾ᮇ㛫

`

䠏䞄᭶௨ୖ䛒䜛䜒䛾䛜⣙䠎䠑䠂䚹୍᪉䚸䠍䞄᭶௨ෆ䛾䜒䛾䜒⣙䠍䠑䠂䚹
`

᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䞉పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䛾ά⏝

᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⣙䠐䠌䠂䛜ά⏝䚹పධᮐㄪᰝ౯᱁ไᗘ䛿⣙
䠑䠌䠂䛜ά⏝䚹

28

`

➇தཧຍ㈨᱁䠄Ύᤲᴗົ䛾ᐇ⬟ຊ䛻㛵䛩䜛㡯䠅
䛻䛴䛔䛶

䞉୍ᐃ䛾ᴗົᐇ⦼䜢せ௳䛸䛧䛶䛔䜛䜒䛾䚸ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ䛻ᇶ䛵䛟㒔㐨ᗓ┴
▱Ⓩ㘓ᴗ⪅䠄ᘓ⠏≀Ύᤲᴗཪ䛿ᘓ⠏≀⥲ྜ⟶⌮ᴗ䠅䛷䛒䜛䛣䛸䜢せ௳
䛸䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛜䚸䛭䜜䛮䜜⣙䠑⛬ᗘ䚹

䞉ᴗົᐇ⦼䛾せ௳䛸䛧䛶䛿䛂ᖹᡂ䕿ᖺ௨㝆䠄ᴫ䛽䠏䡚䠑ᖺ௨ෆ䠅䚸ᗋ㠃✚䕿
䟝䠄ᑐ㇟ᘓ⠏≀䛾ᗋ㠃✚➼䠅௨ୖ䛾Ύᤲᴗົ䜢䕿䞄᭶䠄䠍䠎䞄᭶䛜ከ䛔䠅
௨ୖ䚸⥅⥆䛧䛶ᐇ䛧䛯ᐇ⦼䛾䛒䜛⪅䛃䛸䛔䛳䛯つᐃ䛜ከ䛔䚹
䞉㈨᱁⪅㓄⨨䛾せ௳䛸䛧䛶䛿䚸䝡䝹䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᢏ⬟ኈ䚸Ύᤲసᴗ┘╩⪅
ㅮ⩦ಟ⪅䚸ᘓ⠏≀⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅䚸Ύᤲ䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊䛺䛹䚹
䞉䛭䛾䛾せ௳䛸䛧䛶䛿䚸⥭ᛴ䛾ᑐᛂ䠄⥭ᛴ䛻䠍㛫௨ෆ䛻䕿ྡ௨ୖ
䛾㓄⨨䛜ྍ⬟䛺⪅ ➼䠅䛻㛵䛩䜛せ௳䜒ぢ䜙䜜䛯䚹

29

93

`

⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ䛾ホ౯㡯┠䛻䛴䛔䛶

ホ౯㡯┠䛸䛧䛶䛿䚸ᴗົ㐙⾜⬟ຊ䛻㛵䛩䜛㡯┠䚸ᴗົ䛾ᨵၿ䛻㛵䛩䜛
㡯┠䚸⥭ᛴᑐᛂ䛻㛵䛩䜛㡯┠䚸ປാ⎔ቃ䛻㛵䛩䜛㡯┠䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䛯䚹
䖃ᴗົ㐙⾜⬟ຊ
ᴗົᐇయไ䠄ேᩘ䚸㈐௵⪅䚸㐃⤡యไ䚸ⱞฎ⌮యไ䛺䛹䠅䚸᭷㈨᱁
⪅䞉ㅮ⩦ಟ⪅➼䛾㓄⨨䚸ᴗົィ⏬䚸ᴗົෆᐜ䛾⌮ゎ䛺䛹
䖃ᴗົ䛾ᨵၿ

⮬ᕫ᳨ᰝయไ䠄䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊㓄⨨䛺䛹䠅䚸ᴗົୖ䛾ᕤኵ䚸ᵝ᭩䛾ᨵ
ၿᥦ䚸䝁䝇䝖๐ῶᥦ䛾䜋䛛䚸㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖ䛾ྲྀ⤌䛺䛹
䖃⥭ᛴᑐᛂ
⥭ᛴ䜢ᐃ䛧䛯ᑐ⟇䚸⥭ᛴ䛾㐃⤡యไ䛺䛹
䖃ປാ⎔ቃ
ປാ⪅䛾◊ಟᐇయไ䞉ᐇ⦼䚸⫱ඣᨭ䚸㞀ᐖ⪅㞠⏝䛾ྲྀ⤌䚸♫ಖ
㝤䛾ຍධ䛺䛹

30
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薬生衛発 0726 第２号
令 和 元 年 ７ 月 26 日

各位
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長
（ 公 印 省 略 ）

「保全業務マネジメントセミナー」の受講について（勧奨）

建築物衛生行政の推進につきましては、日頃より格段の御理解と御協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。
さて、今般「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、発注者の
責務として「公共工事の目的物の適切な維持管理」が明確に規定されるなど、建
築物の適切な維持管理はより一層重要なものとなっています。
国及び地方公共団体が所有する建築物（公共建築物）については、各所有者が
ビルメンテナンス業務の発注関係事務を適切に行うにあたり御留意いただきた
い事項を「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドラ
イン」（平成 27 年６月 10 日付け健発 0610 第４号及び第５号厚生労働省健康局
長通知。別添１参照）として取りまとめております。国、特殊法人等、地方公共
団体におかれましては、このガイドラインを踏まえ、ダンピング受注の排除等に
取り組むことにより、ビルメンテナンス業務の品質の向上（建築物の環境衛生の
向上）を図っていただいていると承知しておりますが、一部の案件については、
引き続き、不適切な取り扱いが見受けられます（別添２参照）。
これまで、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会主催、厚生労働省、国土交
通省及び総務省後援、一般財団法人建築保全センター協賛により、「保全業務マ
ネジメントセミナー」が開催され、本ガイドラインの解説のみならず、適切な仕
様書の作成方法、予定価格の適切な積算方法、的確な発注手続き（適切な競争参
加資格や総合評価落札方式の場合の評価項目の設定方法、ダンピング受注防止
方法、受注者の業務の実施中・完了後における履行確保の状況の確認方法）など
の実務について、各種事例を含めて具体的に御紹介してきておりますが、今年度
も、同封しているリーフレットのとおり、当該セミナーが開催されることとなり
ました。
つきましては、適切な発注関係事務の実施に資する知識を得るため、本セミナ
ーの受講について御検討いただきますよう、よろしくお願いします。
併せて、ビルメンテナンス業務の発注を行っている部局が貴部局以外にある
場合は、当該部局（出先機関、施設等機関を含む）に対して、本セミナーの周知
方をよろしくお願いします。
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健 発 0610 第 ４ 号
平成 27 年６月 10 日
各省庁担当部局の長（別添）殿
厚生労働省健康局長
（公印省略）
「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」
について（通知）
国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコ
ストの縮減や予算の平準化を図る観点から、国及び地方公共団体が所有する建
築物（以下「公共建築物」という。）における適切な維持管理が課題となってお
り、また、昨年改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年
法律第 18 号。以下「品確法」という。）では、その基本理念の一つとして、
「公
共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理に
より、将来にわたり確保されなければならない。」と掲げるなど、公共建築物は
その新たな建設のみならず、建設後の維持管理の重要性が増しているところで
す。
このような中、公共建築物の維持管理を継続的に適切に行うためには、日常
の建築物の維持管理業務を担うビルメンテナンス業について、ダンピング受注
の排除、担い手の中長期的な育成・確保の促進を通じて健全な育成を図ってい
くことが不可欠な状況となっています。
今般、上記のとおり品確法が改正され、発注関係事務の運用に関する指針（平
成 27 年１月 30 日 公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議）が
策定されたことを踏まえ、ビルメンテナンス業務固有の事項について、別添の
とおりガイドラインとしてとりまとめましたので、貴省庁におけるビルメンテ
ナンス業務の発注関係事務に当たり、本ガイドラインの趣旨を十分御理解いた
だき、適切に対応されるようお願いします。
また、貴省庁内のビルメンテナンス業務発注関係部局（品確法の適用のある
特殊法人等を含む。）に対する周知徹底方、併せてお願いします。
連絡先
厚生労働省健康局生活衛生課
TEL:03-3595-2301（直通）
担当：東、渡邉
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各省庁発出先
内閣府
宮内庁
警察庁
金融庁
復興庁
総務省
法務省
外務省

大臣官房長
管理部長
長官官房長
総務企画局長
審議官
大臣官房長
大臣官房長
大臣官房長

財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省
公正取引委員会
衆議院事務局

大臣官房長
大臣官房長
大臣官房会計課長
大臣官房長
大臣官房長
大臣官房長
大臣官房長
経理装備局長
事務総局経済取引局長
事務次長

参議院事務局
最高裁判所
会計検査院

事務次長
事務総局経理局長
事務総局次長
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健 発 0610 第 ５ 号
平成 27 年６月 10 日
各都道府県知事 殿
（契約担当課、市町村担当課扱い）
厚生労働省健康局長
（公印省略）
「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」
について（通知）
国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコ
ストの縮減や予算の平準化を図る観点から、国及び地方公共団体が所有する建
築物（以下「公共建築物」という。）における適切な維持管理が課題となってお
り、また、昨年改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年
法律第 18 号。以下「品確法」という。）では、その基本理念の一つとして、
「公
共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理に
より、将来にわたり確保されなければならない。」と掲げるなど、公共建築物は
その新たな建設のみならず、建設後の維持管理の重要性が増しているところで
す。
このような中、公共建築物の維持管理を継続的に適切に行うためには、日常
の建築物の維持管理業務を担うビルメンテナンス業について、ダンピング受注
の排除、担い手の中長期的な育成・確保の促進を通じて健全な育成を図ってい
くことが不可欠な状況となっています。
今般、上記のとおり品確法が改正され、発注関係事務の運用に関する指針（平
成 27 年 1 月 30 日 公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議）が
策定されたことを踏まえ、ビルメンテナンス業務固有の事項について、別添の
とおりガイドラインとしてとりまとめましたので、貴都道府県におけるビルメ
ンテナンス業務の発注関係事務に当たり、本ガイドラインの趣旨を十分御理解
いただき、適切に対応されるようお願いします。
また、貴管下の市町村に対してこの通知の周知徹底方、併せてお願いします。
連絡先
厚生労働省健康局生活衛生課
TEL:03-3595-2301（直通）
担当：東、渡邉
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ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン

１ 本ガイドライン作成の趣旨
国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの
縮減や予算の平準化を図る観点から、国及び地方公共団体が所有する建築物（以下「公
共建築物」という。）における適切な維持管理が課題となっており、また、昨年改正
された公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号。以下「品確法」
という。）では、その基本理念の一つとして、第３条第６項において「公共工事の品
質は完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理により、将来にわたり
確保されなければならない。」と掲げるなど、公共建築物はその新たな建設のみなら
ず、建設後の維持管理の重要性が増している。
さらに、地球温暖化対策、特に東日本大震災以降、全国的に取り組まれた節電対策
を契機とした、建築物における既存設備の適切な運用による建築物の省エネ促進等、
建築物の維持管理に係る新たな取組についても注目されているところである。
公共建築物の維持管理を継続的に適切に行うためには、日常の建築物の維持管理業
務を担うビルメンテナンス業について、ダンピング受注の排除、担い手の中長期的な
育成・確保の促進を通じて健全な育成を図っていくことが不可欠である。
今般、上記のとおり品確法が改正され、発注関係事務の運用に関する指針（平成27
年１月30日 公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議。以下「運用指針」
という。）が策定されたことを踏まえ、ビルメンテナンス業務固有の事項について本
ガイドラインとしてとりまとめたものである。
２ 発注関係事務の適切な実施
各発注者（ビルメンテナンス業務（主としてビルなどの建築物を対象として、建築
物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理（清掃、害虫防除など）その他の維持管理
に関する業務（これに付随する業務を含む。以下「業務」という。））を発注する国、
特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第
127号）第２条第１項の「特殊法人等」をいう。）及び地方公共団体をいう。）は、
（１）
維持管理計画策定（２）業務発注準備（３）入札契約（４）業務実施（５）業務完了
後の各段階で、以下の事項に留意し、業務に係る発注関係事務を適切に実施する。
（１）維持管理計画策定段階
（維持管理計画の策定）
当該施設に係る個別施設計画（「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月イ
ンフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）に定める「個別施設計画」を
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いう。）などにおいて、施設の点検・保守その他の中長期の維持管理について、実
施内容、実施時期、概算額等に係る計画（以下「維持管理計画」という。）を適切
に策定するよう努める。1
（維持管理台帳の整備）
維持管理の対象となる各種の建築部位、建築設備、管理項目等を整理し、建築物
等の概要、点検及び確認の結果、修繕履歴など維持管理の履歴を内容とする台帳（以
下「維持管理台帳」という。）を適切に整備するよう努める。１、2
（２）業務発注準備段階
（業務の性格等に応じた入札契約方式の選択）
業務の発注に当たっては、運用指針の趣旨及び本ガイドラインを踏まえ、建築物
等の使用状況、地域の実情、業務内容等に応じた適切な入札契約方式を選択するよ
う努める。ビルメンテナンス業務において考えられる主な入札契約方式とそれぞれ
に相応しい業務の性格等は以下のとおりである。
・価格競争方式
一定の技術者資格、業務の経験や業務成績（以下「業務実績」という。）等を競
争参加資格として設定することにより品質を確保できる業務
・総合評価落札方式
事前に仕様を確定可能であるが、競争参加者の提示する技術等によって、調達価
格の差異に比して、業務の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務
（現場条件等を踏まえた適切な仕様書等の作成）
個別施設の維持管理計画、建築物固有の条件に依存する業務項目、業務数量、作
業条件等を踏まえ、適切に仕様書等（仕様書、図面、維持管理台帳、作業指示書そ
の他の附属書類を含む。以下同じ。）を作成し、積算内容との整合を図る。3
なお、仕様書等の作成に当たっては、業務に必要な全ての事項を確実に盛り込む
よう、十分に留意する。
（適正利潤の確保のための予定価格の適正な設定）
予定価格の設定に当たっては、業務の品質確保の担い手が中長期的に育成及び確
保されるための適正な利潤を、業務を実施する者が確保することができるよう、適

参考
1 建築物等の利用に関する説明書作成の手引き（平成 25 年 3 月版）
（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
2 保全台帳及び保全計画の様式の取扱いについて（平成 20 年 11 月 17 日付け国営保第 26 号（最終改正平成 26 年 3 月
26 日、国営保第 47 号））
3 建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
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切に作成された仕様書等に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労
務及び業務実施の実態等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっては、現場の
実態に即した業務実施条件を踏まえた上で最新の積算基準を適用する。
積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、可能な限り最新の労務単
価等を適切に反映する。積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれ
がある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を
設定する。また、最新の業務実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すととも
に、遅滞なく適用する。4
また、適正な積算に基づく金額の一部を控除して予定価格とする、いわゆる「歩
切り」は、品確法第７条第１項第１号の趣旨に抵触すること等から、これを行わな
い。
一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、業務に従事
する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な引上げを行
わない。
（適切な発注時期の設定）
人員及び資材の確保、施設の状況把握、従事者の教育等の業務開始に必要な準備
期間を確保できるよう適切な発注時期を設定する。
（３）入札契約段階
（適切な競争参加資格の設定、ダンピング受注の防止等）
＜適切な競争参加資格の設定＞
各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につなが
ることがないよう留意する。
また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
以下同じ。）に加入していないビルメンテナンス業者を業務の受託業者から排除す
るため、必要事項を競争参加資格として明記し、証明書類を提出させることにより
確認する等の措置を講ずることを検討する。
＜個別業務に際しての競争参加者の審査等＞
業務の性格、地域の実情等を踏まえ、業務実績や地域要件など、競争性の確保に
留意しつつ、適切な競争参加資格の設定について検討する。その際、必要に応じて、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号。以下「建築
物衛生法」という。）第12条の２に基づく都道府県知事の登録を受けていること、

参考
4 建築保全業務積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
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一般財団法人医療関連サービス振興会が設ける医療関連サービスマークの有無など
を考慮することも考えられる。
業務実績を競争参加資格に設定する場合には、業務の技術特性、自然条件、社会
条件等を踏まえて具体的に設定し、業務実施能力のないビルメンテナンス業者を排
除するなど適切な審査に努める。なお、業務実績の確認に当たっては、同一の発注
者において過去の類似業務の実績がある場合には、後述の業務完了後の評価結果を
指標とするなどの方法も考えられる。
災害発生時に、例えば、避難所になるような施設において、応急的な消毒・清掃
業務などの迅速な着手が可能となるよう、平時より災害時の業務実施体制を有する
ビルメンテナンス業者等と災害協定を締結するなどにより、ビルメンテナンス業者
を迅速に選定するための必要な措置を講ずるよう努める。
また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業その他業務に関する諸法令
（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等の不良不適格業者の排除
の徹底を図る。
＜ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表＞
ダンピング受注を防止するため、業務の発注に係る契約のうち請負契約に該当す
るものについては、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定するなどの
必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を適切に活用する。
低入札価格調査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力によるより低い価
格での落札の促進と業務の品質の確保の徹底の観点から、必要に応じ、落札率（予
定価格に対する契約価格の割合をいう。）と後述する業務完了後の評価結果との関
係も踏まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直すことも考えられる。なお、低入
札価格調査の基準価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札
の前には公表しないものとする。
予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を行った
ビルメンテナンス業者が受注する事態が生じるなど、ビルメンテナンス業者の真の
技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事
後公表とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て
入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者の関与
を排除するための措置を徹底する。
なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はな
いが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するととも
に、適切な積算を行わずに入札を行ったビルメンテナンス業者が、くじ引きの結果
により受注するなど、ビルメンテナンス業者の技術力や経営力による適正な競争を
損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速
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やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じるものとする。
また、業務の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して入札金
額の内訳書の提出を求める場合には、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、
入札件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）があるものについては、
原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。
入札に当たっては、必要に応じ、参加しようとする者に対し、最低賃金法（昭和
34年法律第137号）による最低賃金に係る制度（最低賃金額の改定等）について十分
周知することとする。
（業務の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定）
業務の性格等から見て、より適切に入札手続を実施できると認められる場合には、
総合評価落札方式において競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めること
も考えられる。
この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものであることが求め
られるものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な業務においては、技術
審査において審査する業務実施計画の作業工程管理や業務実施上配慮すべき事項、
品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めることも考えられる。
（競争参加者の業務実施能力の適切な評価項目の設定等）
総合評価落札方式における業務実施能力の評価に当たっては、業務の性格に応じ、
競争参加者や当該業務に配置が予定される技術者の業務実績や業務遂行能力、当該
業者の業務履行状況に対する検査の体制（以下「履行評価能力」という。）などを
適切に評価項目に設定するよう努める。その際、業務遂行能力については、作業監
督者、従事者研修指導者及び従事者が建築物衛生法や医療法（昭和23年法律第205
号。病院清掃業務の場合に限る。）など関係法令等に定める研修・講習の修了者で
あること、履行評価能力については、建築物における維持管理マニュアル（平成20
年１月25日付け健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知）第５章２に
示される「清掃の点検のポイント」に係る履行評価能力の有無等を評価項目とする
ことも考えられる。さらに、必要に応じて災害時の業務実施体制の確保の状況や近
隣地域での業務実績などの企業の地域の精通度を評価項目に設定することも考えら
れる。
また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性の登用も考慮して、業
務実績の代わりに業務実施計画を評価するほか、担当技術者の一定期間の配置や企
業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。
総合評価落札方式の実施方針や複数の業務に共通する評価方法の決定のほか、個
別業務の評価方法や落札者の決定については、業務の内容等を踏まえて、必要に応
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じて学識経験者の意見を聴くことも考えられる。地方公共団体における総合評価落
札方式に係る学識経験者の意見聴取については、地方自治法施行令（昭和22年政令
第16号）第167条の10の２第３項等に定める手続により行う。
また、業務の性格等に応じて、品質確保のための体制その他の業務実施体制の確
保状況を確認するために仕様書等に記載された要求要件の確実な実施の可否を審
査・評価する総合評価落札方式の実施を考慮する。
（入札不調・不落時の見積りの活用等）
入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の業務の実
施実態の乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価格を適切に
見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。
・入札参加者から業務の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切
に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法
・仕様書等に基づく労務量、業務実施条件等が業務の実施実態と乖離していると想
定される場合はその見直しを行う方法
例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施すること
を基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施するこ
とが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者としての地位を不当に利用
した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の上、予算決算及び会計令（昭
和22年勅令第165号）第99条の２又は地方自治法施行令第167条の２第１項第８号に
基づく随意契約（いわゆる不落随契）の活用も検討する。
（公正性・透明性の確保、不正行為の排除）
入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第三者の意見の
趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めることと
し、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携し、都道府県等の単位で学
識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の工夫に努める。
入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うと
ともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活
用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。
談合や贈収賄といった不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指名
停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における受託者の賠償金支
払い義務を契約締結時に併せて特約すること（違約金特約条項）等により談合の結
果として被った損害額の賠償の請求に努めることで、発注者の姿勢を明確にし、再
発防止を図る。
また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭
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和22年法律第54号）に違反する行為の疑いの事実があるときは、当該事実を公正取
引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額の内訳書の確認や、入札参加
者から事情聴取を行い、その結果を通知する。なお、その実施に当たっては、公正
取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留意する。
（４）業務実施段階
（業務履行条件の変化等に応じた適切な仕様書等の変更）
前述のとおり、適切な業務履行のために、仕様書等の作成に当たっては必要事項
を確実に盛り込むよう十分考慮する必要があるが、災害発生時等における緊急的に
発生した追加業務等、仕様書等に明示されていない業務履行条件について予期する
ことのできない特別な状態が生じた場合等において、必要と認められるときは、適
切に仕様書等の変更及びこれに伴って必要となる代金の額や履行期間の適切な変更
を行う。
また、最低賃金額の改定、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価
水準の変動により必要があると認める場合は、代金の額の変更を検討する。
（業務履行中の実施状況の確認等）
業務期間中においては、その品質が確保されるよう、作業計画書や作業マニュア
ル、業務実施体制図、緊急連絡体制、自主的な検査に係る計画、業務履行報告書（日
報や月報）など、必要に応じて確認する。低入札価格調査の基準価格を下回って落
札した者と契約した場合等においては、適切な業務実施がなされるよう、通常より
業務実施状況の確認等の頻度を増やすこと、業務を履行する受注者又は当該業務に
配置された技術者の業務実績や業務遂行能力、履行評価能力などが、入札手続にお
いて評価項目に設定されたものより下回っていないか否かを確認すること等の対策
を実施するよう努める。
また、受注者から履行状況の定期的な報告を受けるとともに、業務履行の節目に
おいて、必要な確認（以下「業務実施中の履行確認」という。）を適切に実施する
よう努める。業務実施中の履行確認については、業務の実施状況について改善を要
すると認めた事項や現地における指示事項を書面により受注者に通知するとともに、
後述の業務完了後の評価に反映させるよう努める。
（維持管理に関する情報共有）
業務開始に際して、施設概要、使用条件、保全方法等に関する関連資料等を用い
情報共有を図るよう努める。業務開始後も必要に応じて業務に関する情報等の伝
達・共有化に努める。
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（５）業務完了後
（業務完了後の適切な履行検査・評価等）
契約期間が満了し、業務が完了する際には、契約書等に定めるところにより検査
（以下「業務完了後の履行検査」という。）を行うとともに業務完了後の評価を行
うよう努める。
業務完了後の履行検査については、業務について改善を要すると認めた事項や現
地における指示事項を書面により受注者に通知するとともに評価結果に反映させる
よう努める。
各発注者は、この評価を適切に行うために必要となる要領や技術基準をあらかじ
め策定するよう努める。また、各発注者は評価結果に関する資料のデータベースを
整備することを検討する。
（施設機能に関する現況確認）
業務実施中の履行確認及び業務完了後の履行検査を踏まえ、施設の現況について
確認するとともに、事業者が変更された場合も円滑に業務が引き継がれるよう、次
年度以降の業務発注に変更を及ぼす事項を把握するよう努める。
３ 発注体制の強化等
各発注者は、発注関係事務を適切に実施するため、自らの発注体制を把握し、体制
が十分でないと認められる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制
を整備するとともに、国等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど国等の協
力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施することができる職員の育成に積極
的に取り組むよう努める。国等は、講習会や研修の機会を捉えて、各発注者間の連携
に資するよう、情報交換等が積極的に行える環境作りに配慮する。
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生食衛発0415第２号
平成28年４月15日

各

都道府県
政 令 市
特 別 区

衛生主管部（局）長

殿

厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部生活衛生課長
（ 公 印 省 略 ）

建築物衛生行政の適正な運営について
建築物衛生行政の運営に当たっては、建築物における衛生的環境の確保に関する
法律（昭和45年法律第20号。以下、「建築物衛生法」という。）等に基づき、特定建
築物の所有者等に対する指導、登録業者に係る審査及び指導等に対応いただいてい
るところですが、昨今の建築物の大規模化及び複合用途化等の進展により建築物の
維持管理は一層重要となっており、より積極的かつ的確な指導等が求められていま
す。
今 般 、都 道 府 県（政 令市 及び特別区 を 含 む。 以下 「都 道府 県等 」と い う 。）に お
ける建築物衛生担当者による指導等がより効果的なものとなるよう、建築物衛生行
政に関する留意事項、最新の情報等につき下記のとおり取りまとめましたので、御
了知の上、建築物衛生行政の適正な運用を図っていただきますようお願いします。
記
１

建築物衛生を巡る状況
全国的な状況として、「衛生行政報告例（平成26年度）」を見ると、特定建築物
の数は平成26年度末で44,353棟となっており、近年は毎年約500棟（約１％）ずつ
増加しています。また、特定建築物における建築物環境衛生管理基準に適合しな
いものの割合（不適合率）は、特に相対湿度が56.5％、温度が32.0％、二酸化炭
素濃度が24.6％となるなど、近年、一部の項目で不適合率は高水準で推移してい
ます。これらいずれの項目にも関連する原因として、省エネに対する意識の変化
や空調設備の技術革新が進む中での設備の運転・運用の問題などが考えられると
ころです。
登録業者の数は平成26年度末で18,731営業所となっており、近年は18,700営業
所前後で推移しています。事業の区分別では清掃業が3,766営業所、建築物飲料水
貯水槽清掃業が7,100営業所、建築物ねずみ・昆虫等防除業が2,710営業所、建築
物環境衛生総合管理業が2,245営業所等となっています。
衛生行政報告例は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/toukei/li
st/36-19.html）で確認することができますので、特定建築物の所有者に対する指
導等に当たっては、全国の状況及び各管内における特徴等を踏まえた指導を行う
ようお願いします。
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２ 建築物衛生行政の運営に関する留意事項等
（１）作業従事者研修に係る審査について
建築物衛生法第12条の２に基づく登録制度において、登録の要件の一つとな
っ ている作業従事者に対する研修については、厚生労働大臣の登録を受けた者
（ 以 下 「 登 録機 関 」 と いう 。）が実 施する もの のほか 、登録 を受けよ うと す る
事業主が自ら研修を行う場合もあるところです。事業主が自ら研修を行う場合、
当 該研修については登録機関が実施する研修に相当するものであることが求め
ら れており、研修に使用する教材及び研修の指導者等に関し、登録機関が行う
研 修に相当するものであるか否かを十分審査いただき、内容が不十分である場
合 には、適切な指導を行っていただきますようお願いします。この審査に当た
っ て は 、（公 社） 全 国ビ ル メン テナンス 協会が建築物衛 生法第12条の ６第 １項
の 規定に基づく指定団体として行っている「事業主が自ら行う研修の指導にあ
た る者等を育成する講習」の修了者に対し発行している修了証明書等を判断材
料とすることができますので、その積極活用についてもご検討願います。
な お、 本 件 につい て は、「公益法 人に 係る改 革を推 進するための厚 生労 働 省
関 係 法 律 の 整備 に 関 す る法律 等の施行 に関する留意事 項について 」（ 平成 16年
３ 月 31日 付 け健 衛発 0331005号厚 生労働省健康 局生活衛生課長通知）の記の１
（３）に示しており、また、「「建築物における衛生的環境の確保に関する事業
の 登 録 に ついて 」 の一部改正 につい て」（平成25年１月21日 付け 健衛 発0121第
１ 号厚生労働省健康局生活衛生課長通知）では研修のカリキュラム例を示して
いますので、改めて関係通知を御確認の上、的確な対応をお願いします。
（ ２）「 ビルメ ン テナン ス 業務 に係る発注関 係事務の運用 に関するガイド ライン」
を踏まえた取組への協力について
国民の安全・安心の確保、中長期的なトータルコストの縮減などの観点など
か ら、建築物の適切な維持管理の重要性が増している中で、国及び地方公共団
体が所有する建築物（公共建築物）について、各所有者（国及び地方公共団体）
が ビルメンテナンス業務の発注関係事務を適切に行うに当たり留意いただきた
い 事 項 に つ いて 、「ビ ル メン テ ナン ス業務 に係 る発 注 関 係事 務の 運用 に関 する
ガイドライン」
（平成27年６月10日付け健発0610第５号厚生労働省健康局長通知）
と して各都道府県知事（契約担当課、市町村担当課）に対し通知しています。
本ガイドラインでは、ビルメンテナンス業務の発注関係事務を、①維持管理
計 画策定段階、②業務発注準備段階、③入札契約段階、④業務実施段階、⑤業
務 完了後の５段階に整理し、具体的には、仕様書の作成に当たり必要事項を確
実 に盛り込むこと、仕様書に基づき最新の労務・資材単価を反映した予定価格
を 積算すること、入札に当たっては競争参加資格の設定や評価項目の設定（総
合 評価方式の場合）を適切に行うこと、業務の実施中・完了後においては履行
確保の状況を確認することなどを掲げています。
都道府県、市町村の契約担当部署において、このガイドラインを踏まえダン
ピ ング受注の排除等に取り組むことにより、ビルメンテナンス業務の品質の向
上 （建築物の環境衛生の向上）を図っていただきたいと考えており、当該部署
か ら、本ガイドラインに基づく取組の実施に当たり、技術的な支援・助言等を
求められた場合には、適宜御協力いただくようお願いします。
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（３）特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点
検等について
特定建築物における空気調和設備に関する衛生上必要な措置については、建
築 物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第２
号）第３条の18第３号及び第４号に規定されていますが、平成26年10月の総務
省 勧告「規制の簡素合理化に関する調査結果に基づく勧告」を踏まえ、個別管
理 方式の空気調和設備の加湿装置、排水受けの点検等について、設備の状況に
応 じた取扱いとする旨「特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿
装 置 及 び 排水受 け の点検等に ついて 」（平成27年３月31日 付け 健衛 発0331第 ９
号 厚生労働省健康局生活衛生課長通知）にて通知していますので、改めて御了
知願います。
（４）建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）制度について
建築物の清掃作業において、その実施状況等を定期的に点検・確認し、必要
な改善を図ることは、建築物の衛生環境を維持していく上で重要な事項であり、
「 清 掃 作 業 及び 清 掃 用 機械器 具の維持 管理の方法等に 係る基準 」（平成 14年厚
生労働省告示第117号）、「建築物環境衛生維持管理要領」（平成20年１月25日付
け 健発第 0125001号 厚 生労働省 健康 局長 通知 ）、「建 築物におけ る維持 管理マニ
ュアル」（平成20年１月25日付け健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生
課 長通知）において示しているとおりです。この点検・確認に当たっては、必
要な能力を備えた者により適切に行われることが望まれます。
こ の点 検 ・ 確認の 実 施者について は、（公社 ）全国 ビル メンテナン ス協会 に
お いて、自社が行った清掃作業の結果を点検し、その点検結果を業務改善に生
かすとともに、建築物所有者等に対し改善提案ができる能力を備えた者(インス
ペクター)を認定する「建築物清掃管理評価資格者制度」を平成14年度から実施
しており（平成28年３月末現在の認定者数は約5,100名）、同制度を活用するこ
とが考えられます。
ついては、本制度について御了知いただくとともに、管内の特定建築物の所
有 者、ビルメンテナンス業者に対する指導等の際に、適宜、本制度について周
知いただくようお願いします。（本制度について詳しくは、（公社）全国ビルメ
ンテナンス協会ホームページ http://www.j-bma.or.jp/study/index.html）
な お 、（公 社）全 国 ビル メン テナ ンス 協会 では 本制 度の 一部 見直 し の 検討 を
進 め て い る とこ ろ で す 。今後 、制度 見直 し後の 運用 開始に 併せ 、（公 社） 全国
ビ ルメンテナンス協会又は各都道府県のビルメンテナンス協会から管内関係者
に対する周知依頼等があった際には御協力お願いします。
（５）厚生労働科学研究費補助金による研究（建築物衛生関係）について
平成27年度には厚生労働科学研究費補助金による研究のうち、建築物衛生関
係 の も の として 、「建 築物環 境 衛 生管 理に 係る 行政監視等に関 する 研究 」、「 科
学 的エビデンスに基づく「新シックハウス症候群に関する相談と対策マニュア
ル （ 改 訂 版）」の 作 成」 及 び「 シッ ク ハウ ス症 候群 の 診 断基 準の 検証 に関 する
研究」の３研究が実施されました（それぞれの研究の概要は以下のとおりで
す。）。各研究とも平成27年度に実施した研究内容について、今後国立保健医療
科 学院ホームページ内に掲載される予定ですので、業務の参考としてください
（ http://mhlw-grants.niph.go.jp/）。また、研究 成果については、毎 年度、
当 課が主催している生活衛生関係技術担当者研修会でもテーマとして取り扱っ
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て います。平成27年度の同研修会は各自治体から多数の御参加をいただき、平
成 28年２月５日に開催しましたが、その際の講演資料については厚生労働省ホ
ームページに掲載しています（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b
unya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/gijutukensyuukai/）。
なお、平成28年度には「建築物環境衛生管理に係る行政監視等に関する研究」
「 シ ッ ク ハ ウス 症 候 群 の診断 基準の 検証 に関す る研 究」が 継続する ほか 、「 半
揮 発性有機化合物をはじめとした種々の化学物質曝露によるシックハウス症候
群への影響に関する検討」が新たに実施される予定です。
○平成27年度に実施された研究（概要）
・「建築物環境衛生管理に係る行政監視等に関する研究研究」（平成26年度～平
成28年度）
近年の建築物の大規模化・複合用途化の進展、建築設備の変化の中で、環
境衛生管理に関する問題の把握と原因究明及び対策の検討を行い、今後の建
築物環境衛生管理に関する監視のあり方について提案を行うもの。
・「 科 学 的エ ビ デンス に 基 づく「新シッ クハウス症候 群に関する相談 と対策マ
ニュアル（改訂版）」の作成」（平成26年度～平成27年度）
自治体職員等が市民から相談を受けた際に活用されることを目的に平成19
年度に作成された「シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル」に
ついて、最新の知見を加えて改訂版を作成したもの（なお、改訂版マニュア
ルについては、後日情報提供する予定）。
・「シックハウス症候群の診断基準の検証に関する研究」（平成27年度～平成28
年度）
シックハウス症候群の患者の個別特性を医学面、居住環境面、建築工学面
から検討し、従前のシックハウス症候群の臨床分類と診断基準について、重
み付けを行うなど、検証、標準化を図り、医療機関、行政等に向けたガイド
ラインを作成するもの。
○平成28年度に開始する研究
・「 半 揮 発性 有 機化合 物 を はじめとした 種々の化学物 質曝露によるシ ックハウ
ス症候群への影響に関する検討」（平成28年度～２年計画（予定））
シックハウス症候群の原因として近年注目されており、上記のシックハウ
ス症候群関係の研究でも課題とされた、半揮発性有機化合物（SVOC）の影響
評価に関し、曝露評価法の改善と実態調査、室内環境改善のための対処法の
検討を行うもの。

111
223
110

（参考）
○記２（１）関係
・「 公 益法人 に 係る改 革 を推 進するための 厚生労働関係 法律の整備に関 する法律
等の施行に関する留意事項について」（平成16年３月31日付け健衛発0331005号
厚生労働省健康局生活衛生課長通知） 抜粋
１ 事業者登録の審査について
（３）従事者の研修のうち、諸般の事情により事業主が自ら行う研修について
は、研修に使用する教材及び研修の指導者等に関し、登録団体が行う研修
に相当するものであるか否かを十分審査すること。また、審査の結果、内
容が不十分である場合は、改善計画を提出させる等適切な指導を行うこと。
なお、建築物衛生法第１２条の６第１項の規定に基づく指定団体は、同
条第２項に規定する業務の一環として、事業主が自ら行う研修の指導にあ
たる者等を育成する講習を実施し、当該講習の修了者に対しては修了証明
書を、修了者が属する営業所に対しては、求めに応じ、別記第３の様式の
証明書を発行しており、従事者要件の審査に際しては、これらの証明書を
判断材料として活用できること。
○記２（４）関係
・「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」（平成14年厚生
労働省告示第117号） 抜粋
第一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚
生省令第二号。以下「規則」という。)第二十五条第四号に規定する厚生労
働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当す
ることとする。
八 七に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃
作業の実施状況について、三月以内ごとに一回、定期に点検し、必要に
応じ、適切な措置を講ずること。
・「建 築物環境 衛生維 持管理要領 」（平 成20年１月 25日 付け健 発第0125001号 厚生
労働省健康局長通知） 抜粋
第５ 清掃等
１ 清掃における留意点
（１）建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに劣化状況、建築資
材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手
順書に基づき実施すること。また、実施状況について定期に点検し、必
要に応じ、適切な措置を講じること。
・「建築物における維持管理マニュアル」（平成20年１月25日付け健衛発第012500
1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知） 抜粋
第５章 清掃の管理
＜維持管理方法＞
１．作業計画と作業手順書の内容
統一的な方法で、効率的かつ効果的に清掃を行うには、作業計画と作
業手順書の整備が不可欠である。また、作業計画と作業手順書は、清掃
従事者や建築物の使用状況の変更、清掃状況の点検結果等により、常に
見直す必要がある。（以下略）
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２．清掃の点検方法
建築物所有者等は、建築物内の衛生的な環境を良好に保つためには、
清掃の実施状況を定期的に点検する必要がある。具体的には建築物の各
室を目視で点検し、清掃状態の良否を確認する。また、清掃状態の良否
を点検する以外にも、清掃実施前と実施後の中間時期や清掃を行う直前
の点検は、作業計画や作業手順書の見直しを図る観点から意味をなす。
特に清掃を専門業者に委託している場合は、委託した清掃が確実かつ適
正に履行されているか定期的に点検する必要がある。（以下略）
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平成28年７月28日

各

都道府県
政 令 市
特 別 区

生活衛生担当課

御中

厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部生活衛生課
建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）制度等について（情報提供）
（ 公 社） 全 国 ビルメ ンテ ナンス協会 （ 以 下「 協会 」と いう 。）が実 施し ている 建
築 物清 掃 管 理 評 価 者（イン スペクター） 制度については 、「建築物 衛生行 政の適正
な 運営 に つ い て」（平成28年 ４ 月15日 付け生 食衛 発0415第 ２号厚生 労働省医 薬・ 生
活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知）記の２（４）に記載しておりま
すが、今般、協会から本制度の一部見直しについて情報提供がありました。また、
併せて、協会が実施する「エコチューニング事業」について下記２のとおり情報提
供がありました。
いずれも建築物衛生の推進に資するものであると考えますので、それぞれにつき
御了知いただくとともに、管内の特定建築物の所有者、ビルメンテナンス業者に対
し、適宜御周知いただきますようお願いいたします。
記
１

建築物清掃管理評価者（インスペクター）制度について
本制度についてはこれまで、「建築物清掃管理評価資格者２級（作業品質）（略
称：２級Ｐ）」、「建築物清掃管理評価資格者２級（組織品質）（略称：２級Ｍ）」、
「建築物清掃管理評価資格者１級」の３つの資格区分によって運用されてきまし
たが、分かりやすい資格制度にすること、より実践的な知識を身につけること等
を目的として、今年度から、これら３つの資格区分が「建築物清掃管理評価資格
者」に一本化されます。新制度に係るリーフレット及びこれまでの制度における
各資格取得者に対する移行手続に関するリーフレットについて別添のとおりです。
また、協会ホームページ（http://www.j-bma.or.jp/study/system_inspector.html）に、
本件について掲載されています。

２

「エコチューニング」の推進に関する取組について
環境省が推進する「エコチューニング」の取組（建築物の快適性や生産性を確
保しつつ、設備機器・システムの適切な運用改善等を行う取組）に関し、協会で
は 、平 成 26年 度から 環 境 省委託事業と して 、「エコチ ュ ーニ ングビジネ スモデ ル
確立事業」を実施しており、今年度は本事業を継続するとともに、環境省の選定
を受け協会内に設置した「エコチューニング推進センター」がエコチューニング
を推進する建築物のエネルギーマネジメントを担当する技術資格者（エコチュー
ニング技術者）の認定を行う予定とのことです。詳しくは、別添リーフレットや
同センターホームページ（http://www.j-bma.or.jp/eco-tuning/）をご参照くだ
さい。
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薬 生 衛 発 0927 第 １ 号
基 賃 発 0927 第 １ 号
平 成 30 年 ９ 月 27 日
各省庁会計担当課長

殿

厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 生 活 衛 生 課 長
厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 賃 金 課 長

「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」に
係る地域別最低賃金額の改定に向けた対応について（通知）

ビルメンテナンス業務の発注については、「「ビルメンテナンス業務に係る発注関係
事務の運用に関するガイドライン」について」（平成 27 年６月 10 日付け健発 0610 第４
号各省庁担当部局の長あて厚生労働省健康局長通知）において、貴省庁におけるビルメ
ンテナンス業務の発注関係事務に当たり、上記通知で示されたガイドラインの趣旨を十
分御理解いただき、適切に対応されるようお願いするとともに、貴省庁内のビルメンテ
ナンス業務発注関係部局に対する周知徹底を併せてお願いしているところです。
本ガイドラインでは、最低賃金に関係する事項として、①入札に参加しようとする者
に対し最低賃金制度（最低賃金額の改定等）について十分周知をすること、②最低賃金
額の改定等を注視し、必要があると認める場合は、代金の額の変更を検討すること、が
示されていますが、昨今の最低賃金を巡る動向については、下記のとおりとなっていま
すので、あらためて、今後の貴省庁におけるビルメンテナンス業務の発注関係事務が適
切に行われるようご配慮をお願いします。
また、貴省庁のビルメンテナンス業務発注関係部局（公共工事の品質確保の促進に関
する法律（平成 17 年法律第 18 号）の適用のある特殊法人等を含む。）に対する周知徹
底についても、併せてお願いします。
記
１

最低賃金に係る政府方針
最低賃金については、「働き方改革実行計画」（平成 29 年３月 28 日働き方改革実
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現会議決定）や「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30 年６月 15 日閣議決
定）等において、「年率３％程度を目途として、名目 GDP 成長率にも配慮しつつ引き
上げていく。これにより、全国加重平均が 1000 円となることを目指す」との方針が決
定され、近年、大幅な引上げが続いていること。（資料１）
２

平成 30 年度の地域別最低賃金額
平成 30 年度の地域別最低賃金額が決定され、10 月１日以降順次発効すること。地域
別最低賃金の全国加重平均は 874 円（昨年度 848 円）となり、26 円の引上げは、最低
賃金額が時給のみで示されるようになった平成 14 年度以降で最大の引上げとなったこ
と（昨年度は 25 円の引上げ）。（資料２）

添付資料
資料１ ｢働き方改革実行計画 ｣、｢経済財政運営と改革の基本方針 2018｣及び「未来投
資戦略 2018」（抄）
資料２ 平成 30 年度の都道府県別最低賃金額一覧
資料３

地域別最低賃金額（都道府県別）の過去５年間の推移

参考１ 最低賃金制度の概要
参考２ 「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」に
ついて（平成 27 年６月 10 日付け健発 0610 第４号各省庁担当部局の長あて厚生労働
省健康局長通知）
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薬 生 衛 発 0927 第 ２ 号
基 賃 発 0927 第 ２ 号
平 成 30 年 ９ 月 27 日
各都道府県契約担当課長

殿

厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 生 活 衛 生 課 長
厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 賃 金 課 長

「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」に
係る地域別最低賃金額の改定に向けた対応について（通知）

ビルメンテナンス業務の発注については、「「ビルメンテナンス業務に係る発注関係
事務の運用に関するガイドライン」について」（平成 27 年６月 10 日付け健発 0610 第５
号各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知）において、貴都道府県におけるビルメ
ンテナンス業務の発注関係事務に当たり、上記通知で示されたガイドラインの趣旨を十
分御理解いただき、適切に対応されるようお願いするとともに、貴管下の市町村に対し
て上記通知の周知徹底を併せてお願いしているところです。
本ガイドラインでは、最低賃金に関係する事項として、①入札に参加しようとする者
に対し最低賃金制度（最低賃金額の改定等）について十分周知をすること、②最低賃金
額の改定等を注視し、必要があると認める場合は、代金の額の変更を検討することが示
されていますが、昨今の最低賃金を巡る動向については、下記のとおりとなっています
ので、今後の貴都道府県におけるビルメンテナンス業務の発注関係事務が適切に行われ
るようご配慮をお願いします。
また、貴管下の市町村に対して、この通知を周知徹底いただくよう、併せてお願いし
ます。
記
１

最低賃金に係る政府方針
最低賃金については、「働き方改革実行計画」（平成 29 年３月 28 日働き方改革実
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現会議決定）や「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30 年６月 15 日閣議決
定）等において、「年率３％程度を目途として、名目 GDP 成長率にも配慮しつつ引き
上げていく。これにより、全国加重平均が 1000 円となることを目指す」との方針が決
定され、近年、大幅な引上げが続いていること。（資料１）
２

平成 30 年度の地域別最低賃金額
平成 30 年度の地域別最低賃金額が決定され、10 月１日以降順次発効すること。地域
別最低賃金の全国加重平均は 874 円（昨年度 848 円）となり、26 円の引上げは、最低
賃金額が時給のみで示されるようになった平成 14 年度以降で最大の引上げとなったこ
と（昨年度は 25 円の引上げ）。（資料２）

添付資料
資料１

｢働き方改革実行計画｣、｢経済財政運営と改革の基本方針 2018｣及び「未来投
資戦略 2018」（抄）

資料２ 平成 30 年度の都道府県別最低賃金額一覧
資料３

地域別最低賃金額（都道府県別）の過去５年間の推移

参考１

最低賃金制度の概要

参考２ 「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」に
ついて（平成 27 年６月 10 日付け健発 0610 第５号各都道府県知事あて厚生労働省健
康局長通知）

118
117

ଞ峘૦ണଵ৶岶ৰਠ峃峵ആટ崔崡చ

ؾᣐॾڎኖඥؕஜ૾ᤆžሰཋƷዜਤሥྸſ
ƷؕஜႎʙǛܱྵƢǔǨǳȁȥȸȋȳǰ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਤ崣嵛崧嵤
ਁஇ੮১য৸ব崻嵓嵉嵛崮崲嵛崡ੈভ

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ஜଐŴƝᛟଢƞƤƯƍƨƩƘϋܾ
ǨǳȁȥȸȋȳǰƴǑǔሰཋዜਤሥྸƷႾǨȍ҄
ؾᣐॾڎኖඥƱሰཋዜਤሥྸؕஜ૾ᤆ

ǰȪȸȳទλඥž࠻ᑀሥྸſƱǨǳȁȥȸȋȳǰ
ǨǳȁȥȸȋȳǰಅѦƷႆදƱڎኖ
૾עᐯ˳ƷǨǳȁȥȸȋȳǰဇʙ̊Ʒኰʼ
˄ޓ૰Ჴ૰ዻ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

118

2

ǨǳȁȥȸȋȳǰƴǑǔ
ሰཋዜਤሥྸƷႾǨȍ҄

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峒峙
૦ണ峘ిਙ峮েਓਙ峼ન৳峁峎峎岝ਝਃஓ嵣崟崡崮嵈峘
ిજ峔ઈ৷ఒಉ峼ষ岰岽峒
ৄ岲峵崐崵
ਜ嵣崒崽崋崡嵗嵤崓嵤岶ৰ峃峵崐崵

峘٦

ಒ峘٦

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘

ৄ岲峔岮崐崵
ਝ嵣崽崉崟嵒崮崋峘௧ੇ岶
ৰ峃峵崐崵
嵣౺岝૬৹崟崡崮嵈峼ిજ峕৹ତ
嵣ઈૡ崹嵑嵉嵤崧 ಓৡ岝岝ആ২ 峘ਝ
嵣嵅嵛崿ಓৡ峘৹ତ
嵣Ⴊਞ嵄崌嵑嵤ಓৡ峘৹ତ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

119

4

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ાਝ峘崐崵嵓崖嵤ૻ૨峒ਗਞ
૬৹崟崡崮嵈ق૬৹౺嵣ဦଛك峑٫ਰ峼ા
૬৹崟崡崮嵈峕ৌ峃峵
ඬ峘ਗਞ峙
ع٫
૬৹崟崡崮嵈峕ৌ峃峵
ഐඬ峘ਗਞ峙
ع٫

5

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਜ崽嵕嵤
ٛૄٜ

ਠ૾པ
→
→Check/Action

䊠䠊⇕※タഛ

㻠䚷ົᐊ
ົᐊ

㝵

䚷ሙᡤ

↷ᗘ⠊ᅖ



㹼

 /;

᥎ዡ↷ᗘ



෭

/;

ỈⓎ⏕ᶵ

䚷タ⨨ሙᡤ

⣔⤫

㝵

㻔㼔㻞㻟㻚㻢㻚㻝㻌⤒῭⏘ᴗ┬⏘ᴗᢏ⾡⎔ቃᒁ㻌⎔ቃ⏕άᶆ‽᥎㐍ᐊ㻕

ᇶᮏ Ⅼⅉ 㛫
Ⅼ ⅉ ᪉ ᘧ

䠖
ᡭື
ᡭ

Ⅼ ⅉ 䝌 䞊 䞁

㐺ṇ
㐺

䠖
⮬ື㻔䝍䜲䝬䞊➼㻕
⮬

㼔㻛᪥
ᶵᲔ㆙ഛ㐃ື
ᶵ

㼔㻛ᖺ
ᖹᆒ↷ᗘ
䛭䛾䠄
䛭

䠅

ᆺ
〇

䠂
䠂

෭
⏝

㻸㼤

䝎 䜴 䞁䝷 䜲䝖

ㄏ

ᑟ

ྎ
ྎ

ᮏ
ᮏ

㻝㻝㻜 㼃

ྎ

ᮏ

䠂
䠂

㼔㼒⟶
㼔㼒⟶

䛭䛾
⺯ග䝍䜲䝥

ྎ
㼃

ᮏ 䠄
ಶ

㟁⌫䝍䜲䝥

㼃

ಶ

㼃
㼃

䛭䛾
⺯ගⅉ䝍䜲䝥

ⅉ

㧗㍤ᗘ䝍䜲䝥
᭷

ჾල 䝹 䞊 䝞 䞊

ྍ⬟
ྍ

 ග  ⏝
㛫 ᥋ ↷ ᫂
䝍 䝇 䜽 ↷ ᫂

᭷
ᑟධ䠄

䝯 䞁 䝔 ≧ ἣ

ჾලΎᤲ䚷䠄䠄

䠂
䠂

䜲䞁䝞䞊䝍
䜲䞁䝞䞊䝍

㻸㻱㻰
㻸㻱㻰

䠅

ಶ 䠄
ಶ

㼃

༷

෭

ỈⓎ⏕ᶵ
ᖺ

ྍ⬟


ග䝉䞁䝃䞊


⌫䛾䚷䠄䠄
㼔㻛᪥
㼔㻛᪥

㒔ᗘ
㒔

ྜィᐜ㔞
ྜィᐜ㔞

䚷

ᬮᡣ㐠㌿ ᮇ㛫

㐠

㌿

≧ ἣ

ᩚ

ഛ

≧ ἣ

ྎ

✌ാ㼔

㼔㻛᪥

ྜィᐜ㔞

㼗㼃

䝜䞊䝖㻼㻯
䡿䢚䡹䡴䢀䡫䢈䢛㻔ᮏయ㻕

ྎ
ྎ

✌ാ㼔
✌ാ㼔

㼔㻛᪥
㼔㻛᪥

ྜィᐜ㔞
ྜィᐜ㔞

㼗㼃
㼗㼃

ᾮᬗ䡿䢚䡤䡹䢈䢛䢖䡮
㻯䠮䠰䡿䢚䡤䡹䢈䢛䢖䡮

ྎ
ྎ

✌ാ㼔
✌ാ㼔

㼔㻛᪥
㼔㻛᪥

ྜィᐜ㔞
ྜィᐜ㔞

㼗㼃
㼗㼃

䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᶵჾ

ྎ

✌ാ㼔

㼔㻛᪥

ྜィᐜ㔞

㼗㼃

䠱䠬䠯
䛭䛾

ྎ

✌ാ㼔

㼔㻛᪥

ྜィᐜ㔞

㼗㼃

㐠⏝ᨵၿ≧ἣ
ヱᙜ↓ ᮍᐇ ᐇ῭

䠅

ྎ

䡚
᪥

᭶䚷
㐠㌿㟁ὶ

ᗘ

Ỉධཱྀ
ධཱྀᅽຊ

ᗘ

䠅

䡚
㻭

㼔㻛᪥

᭶䚷

᪥

᭶䚷

᪥
㈇Ⲵ⋡

䉝

᭷

䠅
㼔㻛᪥

䠖

䡚

᪥

෭Ỉධཱྀ

ಖᏲዎ⣙䚷䠄

㼗㼏㼍㼘㻛㼔

㼗㼃㼔

䠖

㼐㻛ᖺ

㼔㻛ᖺ

㼐㻛ᖺ

㼔㻛ᖺ

䠂

෭Ỉฟཱྀ

ᗘ

䉝
Ỉฟཱྀ
䞉 ฟཱྀᅽຊ

ᗘ

䉝

䚷タᐃ

ᗘ

䉝

䚷タᐃ

ᗘ

䉝
䉝



↓ 䠅

㼗㼃
㼗㼃

䝥䝸䞁䝍䞉

ᨵၿ䞉ᑐ⟇➼䛾㡯┠

୕㔜ຠ⏝
୕

䛭䛾䠄
䛭

䛭䛾䠄
䛭
㻸㻛㼔
䡚

᭶䚷

෭ᡣ㐠㌿ ᮇ㛫

ㄪග䝅䝇䝔䝮䠅
ㄪ

ᐃᮇ䛻䠅
ᐃ

⇕


Ἔ
ੑ㻛㼔
䠖

ᬮᡣ㐠㌿ 㛫

䠅

䝤䝷䜲䞁䝗
䝤

ᮍᐇ䠅
ᮍ

✌ാ㼔
✌ാ㼔

㔜ຠ⏝

ᖺ⤒㐣

㼗㼃
෭ᡣ
෭

䠖

෭ᡣ㐠㌿ 㛫

ಶ

ไᚚ᪉ᘧ㻌䠄䠄

ᐃᮇ

ྎ
ྎ

䠄

㻾㼀
ᬮᡣ
ᬮ
䜺
䜺䝇

ྍ⬟䠅


ᐃᮇ
ᐃ

྾ᘧ
྾

㼗㼃

⬟ ຊ
㏵ 䚷

⇞
ᩱ
⇞ ᩱ ᾘ ㈝ 㔞

↓

↓
ྍ⬟
ྍ

䝁䝢䞊
䠢㻭䠴

䠫 㻭 ᶵჾ 㛵㐃

ᘧ
ᖺ

㐀

㟁 ື ᶵ ᐜ 㔞

㐺ṇ


ٴઈ৷ఒ崩崏崫崗崟嵤崰
⺯ ග ⅉ ჾල

૦ਏ
૦


ਏ
ાਃஓ岾峒峘તઍ岝ઈૡৎ
崐崵嵓崖嵤ரશ岾峒峘ા

䡚

㻞㻜 㼃
㻠㻜 㼃

㐠⏝ᨵၿ≧ἣ

ᨵၿ䞉ᑐ⟇➼䛾㡯┠

≧ἣ䛾☜ㄆ

ヱᙜ↓ ᮍᐇ ᐇ῭

㻝
ᗘィ䞉ᅽຊィ䛺䛹䛾ィ ᶵჾ䛾ᶵ⬟⥔ᣢ䡠Ⅼ᳨ᩚഛ䛾ᐇ
㻞 ෭ᶵ䛾㐠㌿ᅽຊ䜢㐺ṇ䛻⟶⌮䈈䝯䞊䜹䞊䛾᥎ዡ್
㻟 ᶵෆ䛾ᶵᐦ䜢㐺ṇ䛻⥔ᣢ⟶⌮䈈䝯䞊䜹䞊䛾᥎ዡ್
㻠 䝬䝜䝯䞊䝍䞉䝉䞁䝃䛺䛹䛾ィ ᶵჾ䛾ᶵ⬟⥔ᣢ䡠Ⅼ᳨ᩚഛ䛾ᐇ
㻡 㐠㌿㛫䛾᭱㐺䈈㛤㤋㛫䜔⏝ᙧែ䜢ᇶ䛻᳨ウ䛩䜛

≧ἣ䛾☜ㄆ

㻝 ᅾ䛾ᾘⅉ
㻞 ேឤ䝉䞁䝃䞊䛻䜘䜛Ⅼⅉ

㻢 ෭Ỉฟཱྀ

ᗘ䛾タᐃ್䈈㏻ᖖ㻡䡚㻣䉝

㻣

ᗘ䛾タᐃ್䈈㏻ᖖ㻠㻡䡚㻡㻜䉝

Ỉฟཱྀ

㻤 ෭༷Ỉධཱྀ

ᗘ䛾タᐃ್䈈㏻ᖖ㻟㻞䉝

㻥 ෭Ỉฟධཱྀ

ᗘ䛾㐺ྰ䈈㏻ᖖධཱྀ

㻝㻜

ᗘ䛾㐺ྰ䈈㏻ᖖ㻡䉝ᕪ

Ỉฟධཱྀ

㻝㻝 ෭༷Ỉฟධཱྀ

㻟 ⮬↛᥇ග䛾ά⏝ྍྰ

ᗘ䠉㻡䉝

ᗘ䛾㐺ྰ䈈㏻ᖖ㻡䉝ᕪ

㻝㻞 ෭Ỉฟධཱྀᅽຊ䛾㐺ྰ䈈䝯䞊䜹䞊ᵝ䛻䜘䜛
㻝㻟
Ỉฟධཱྀᅽຊ䛾㐺ྰ䈈䝯䞊䜹䞊ᵝ䛻䜘䜛

㻠 ↷ᗘ䛾㐺ṇ
㻡 ㄪගჾ䞉Ⅼⅉ⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛾᥇⏝

㻝㻠 ෭༷Ỉฟධཱྀᅽຊ䛾㐺ྰ䈈䝯䞊䜹䞊ᵝ䛻䜘䜛

㻢 ఇ䜏䛾ᾘⅉ
㻣 Ⅼⅉ㛫䛾▷⦰
㻤 㛫ᘬ䛝䛾≧ἣ☜ㄆ

㻝㻡 ෭Ỉᚠ⎔Ỉ㔞䛾㐺ྰ䈈䝯䞊䜹䞊ᵝ䛻䜘䜛䠄⇕㔞㻛

ᗘᕪ䠅

㻝㻢

ᗘᕪ䠅

㻥 㻻㻭ᶵჾ䛾⏝≧ἣ

㻝㻣 ෭༷Ỉᚠ⎔Ỉ㔞䛾㐺ྰ䈈䝯䞊䜹䞊ᵝ䛻䜘䜛䠄⇕㔞㻛 ᗘᕪ䠅
㻝㻤 Ⓨჾ䞉จ⦰ჾ䛾⸆Ὑ䞉䝤䝷䝅Ύᤲ䛺䛹䝏䝳䞊䝤ෆ㒊䜢Ὑί

㻝㻜 䛭䛾㟁Ẽᶵჾ䛾⏝≧ἣ
㻝㻝 䛭䛾

Ỉᚠ⎔Ỉ㔞䛾㐺ྰ䈈䝯䞊䜹䞊ᵝ䛻䜘䜛䠄⇕㔞㻛

㻝㻥 ᐜ㔞ไᚚ䛾䝅䝇䝔䝮䛾ᶵ⬟☜ㄆ䈈㈇Ⲵ䛻ᑐᛂ䛧䛯⇞↝㔞➼䛾ไᚚᶵ⬟☜ㄆ
㻞㻜 ྎᩘไᚚ䛾㐺ṇ䈈⇕※ᶵჾྎᩘ䛾ᐜ㔞䛾᭱㐺

䖩 ᑐ⟇ྍ⬟㡯┠

㻞㻝 ✵Ẽẚ䡡䜺䝇

ᗘ➼⇞↝⨨䜢᭱㐺

㻞㻞 䝇䜿䝆䝳䞊䝹㐠㌿䛾㐺ṇ䈈㐠㌿㛫䛾㐺ṇ䛺㑅ᢥ
㻞㻟 䛭䛾
䕔 ᑐ⟇ྍ⬟㡯┠

ఒੁ峘ਫ਼ୈ
ఒ
ୈ→
→Plan

ٴ崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ੑછ

岽島峨峑峘ৰ૾ய
岽島峨峑峘
島峨 峘ৰ
ৰ૾
ৰ૾ய
ৰ૾
ৰ
૾ய
ఒੁ峘য়੧嵣ટ
ৰੑਛ

䠒䠊ಶู㐠⏝ᨵၿᑐ⟇

䕔㻌ᑐ㇟タഛ

 إԓᘙኡ
  ̾Кᢃဇોծݣሊ

  ʙಅƷಒᙲ 

  ܱᚘဒᘙ

  ಅѦஉഏإԓ

  ǨȍȫǮȸМဇཞඞ

  ǨȍȫǮȸෞᝲ

  உ᧓فถਖ਼ᆆ

  ǨȍȫǮȸෞᝲೞ֥

  ൦ᢊෞᝲ

  ࠰᧓فถሁإԓ

੭ም̞ૠ

䠄ᑐ㇟ᮇ㛫䛿 䕿᭶䜘䜚 䕿᭶䜎䛷䠅

↷᫂
↷

๐ῶ㔞䠄༢䠅

㻯㻻㻞๐ῶ㔞
䠄㼠㻛ᖺ䠅

⤥Ỉ⾨⏕
⤥

ᨵၿ
ᨵ
䠄

ᨵಟ
ᨵ
ᖺ

䣏䣧䣰䣷

ᘓ⠏タഛ
ᘓ
᭦᪂
᭦

䛭䛾
䛭

䛭䛾
䛭

᭶䛛䜙䠅

㟈⅏௨㝆㻔㻴㻞㻟ᖺ㻕
㟈

䚾ᨵၿ䞉ᑐ⟇䚿

䠒䠊䠎䠊ຠᯝヨ⟬

䠒䠊䠏䠊ຠᯝ㞟ィ

 ಅѦஉഏإԓҮТ

 ಅѦإԓҮТ

✀ู
㟁ຊ

㔠㢠
䠄䠅
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻙
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻙
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻙

㻸㻛ᖺ

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻙

㻹㻶㻛ᖺ

Ỉ

ٴাઃਾઔછ

༢౯
䠄䠅

ੑ㻛ᖺ

Ἔ

ྜ䚷ィ

୍ḟ䜶䝛䝹䜼䞊
䠄㻹㻶䠅

㼗㼃㼔㻛ᖺ

䜺䝇
䠠䠤䠟

ટ峼નੳ峁峎峎岝峁峄峎ৰᄷ
ટ峼નੳ峁峎峎

ਠৃ૾ய峕ૢ峂岝ਢ嵣ಲਢ峕ৰᄷ

㻕

⥅⥆

ᢅӊᲭ࠰ƷǨȍȫǮȸෞᝲҾҥˮ

 ಅѦᚘဒҮТ

ఒੁ峘ৰষ
ఒ
ষ→Do

㻝㻡

㟁Ẽ
㟁

䝯䞁䝔䝘䞁䝇
䝯

 ӳƤᜭʙ

䈜䕔䜢䜽䝸䝑䜽䛧䛶༳ๅ䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹

䝣䜯䜲䝹༳ๅ

✵ㄪ
✵

㐠㌿⟶⌮
㐠

᪂つ㻔ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䜘䜚㻕
᪂

䚾⌧≧䞉ලྜ䚿

  ʙಅƷಒᙲ

ཧ⪃㈨ᩱ䚷

⇕※
⇕

䕔㻌ᇶᮏᑐ⟇
䕔㻌ᑐ⟇ᮇ㛫

䠒䠊䠍䠊ᴫせ

  ᚨͳኒወಒဦ

  ᢃဇોծݣሊȪǹȈ ᲢᨼᚘᲣ   șȸǹȩǤȳƷምܭ

㻝 㻛

䕔㻌ᑐ⟇㡯┠

᭱ึ䛻䡞㻝 㻚 ᴗᡤ䛾ᴫせ䡟䛸䡞㻟 㻚 䜶 䝛䝹䜼 䞊⏝≧ἣ䡟䜢ධຊ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䈜䕔䚸䕔䜢䜽䝸䝑䜽䛧䛶䝅䞊䝖䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹ྛ䝅䞊䝖䛾䝯䝙䝳䞊䝪䝍䞁䛷ᡠ䜛䚹

 ᚘဒᘙኡȷႸഏ

㻔

䠄㻝㻡㡫䠅

ǨǳȁȥȸȋȳǰಅѦᚘဒȷإԓȡȋȥȸ
䝅 䞊䝖㑅ᢥ

ੑ㻛ᖺ

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻙

䠉

䠉

䠉

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻙

䡐㻙㻯㻻㻞

䐟 㻯㻻㻞๐ῶ㔞

㼗㻸

䐠 ཎἜ⟬

㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻡㻤 䠄⟬ಀᩘ䠅
䚷

䐡 ๐ῶ㔠㢠

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻙



䐢 ᴫ⟬ᢞ㈨㈝⏝䠄ᢞ㈨䛧䛯ሙྜ䠅

ٴ崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਜਾઔછ
㸶㸬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸶㸬㸯㸬㟁ຊᾘ㈝㔞
᭶

ఒટ峘નੳ
ੳ→Check/Action
ৰᄷટ峘ૐ৺峒௬
ઃ峔峵ੑ峘য়੧

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖹᡂᖺᗘ

ᖺᖹᆒ

ᖹᡂᖺᗘ

㸦N:K㸧

㸦N:K㸧

㸦N:K㸧

㸦N:K㸧

N:K

㸦㸣㸧

㸦㸣㸧

㻟㻤㻘㻡㻢㻜㻚㻜

㻞㻠㻘㻝㻝㻟㻚㻜














㻟㻣㻘㻠㻢㻝㻚㻜
㻟㻟㻘㻡㻤㻢㻚㻜

㻞㻞㻘㻢㻜㻢㻚㻜
㻞㻟㻘㻝㻤㻞㻚㻜



















㻠㻣㻘㻣㻣㻜㻚㻜
㻢㻝㻘㻟㻠㻢㻚㻜

㻠㻠㻘㻜㻠㻢㻚㻜
㻠㻤㻘㻡㻜㻝㻚㻜


















㻡㻝㻘㻤㻢㻠㻚㻜

㻟㻜㻘㻣㻥㻞㻚㻜














㻟㻣㻘㻤㻡㻢㻚㻜
㻠㻝㻘㻞㻥㻢㻚㻜

㻞㻜㻘㻠㻜㻣㻚㻜
㻞㻝㻘㻜㻜㻝㻚㻜



















㻠㻤㻘㻠㻢㻝㻚㻜
㻡㻟㻘㻠㻢㻥㻚㻜

㻞㻤㻘㻞㻣㻞㻚㻜
㻟㻟㻘㻡㻟㻣㻚㻜


















㻠㻤㻘㻠㻞㻥㻚㻜

㻞㻝㻘㻤㻤㻜㻚㻜






ィ

㻢㻢㻘㻤㻠㻜㻚㻜


㻟㻠㻘㻜㻟㻝㻚㻜














䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

120

ᑐ๓ᖺẚ 㸱ᖺᖹᆒẚ



6

ؾᣐॾڎኖඥƱ
ሰཋዜਤሥྸؕஜ૾ᤆ

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

୭ଦൟీ৺১峘੦ম্ଉ峘ৗਝ
୭ଦൟీ৺১
岣বಉ峕岴岻峵ആટ崔崡ಉ峘ൾল峘చ峕ଦൟ峁峉ీ৺峘ਤ
峕ঢ়峃峵১岤 قਛফ১ਸ਼ಀك

୭ଦൟీ৺১峘ষ

ফা

੦ম্ଉ峘ಌ峼ద৮ৠ

ফা
岣૦ണ峘ଵ৶峕બ峵ీ৺岤峼峎৯峘ీ৺థ峒峁峐
੦ম্ଉ峕ਜ਼઼峏岻

੦ম্ଉହভ峘৫ಈ

ফাعা

੦ম্ଉ峘ಌ峼ਾ峕ൕൗ

ফা

پਾ ಀਗਸ਼ಀقফাك

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

121

8

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

૦ണ峘ଵ৶峕બ峵ీ৺峘੦মহඨ
پਛফ২୭ଦൟీ৺১੦ম্ଉହভৱમ峲峴

૦ണ峘ଵ৶峕બ峵ీ৺峘੦মহඨ
司૦ണ峘ଵ৶峕બ峵ీ৺峼ି峃峵ৃ়峙岝ਉಋ峒峁峐岝
ആટ崔崡ಉ峘ൾল峘చ峕ଦൟ峁峉ઍ峼ీ৺છ峕੶
峃峵峬峘峒峃峵岞
司૦ണ峘ଵ৶峕બ峵ీ৺峑岬峍峐岝োై峕હ峃峵峬峘峘岰峋岝
ત峒તਰਗ峘ਏಞ峼়峕௬峁峐হ峼৭峃峵ৃ়
峙岝ਉಋ峒峁峐岝ആટ崔崡ಉ峘ൾল峘చ峕ଦൟ峃峵ઍ峼
அ峪੧峼峫峵峬峘峒峃峵岞
司৬峔ਏல峝োై੯峕峎岮峐峙岝ਊჾ૦ണ峘৷ಥ嵣
્ਙಉ峼౷峨岲岝৹峕岴岮峐ਝ峃峵峬峘峒峃峵岞

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

9

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ీ৺峕岴岻峵ਔহඨ
پਛফ২୭ଦൟీ৺১੦ম্ଉହভৱમ峲峴

૦ണ峘ଵ৶峕બ峵ీ৺峕岴岻峵ਔহඨ

司崐崵嵓崖嵤ા峘པ

卫崐崵嵓崖嵤ાಉ峘峔岣ఏ嵣峬峘岿峁岤岶ਏ

司ളਯ峘ਝ峕岴岻峵ฐି

卫হ峘ਊჾਜ峢峘ো崌嵛崣嵛崮崋崾
卫ളਯ峨峒峫峐ି峃峵岽峒峕峲峵ા৷ৌટ峘
卫ీ৺ুਢಉ峘হਜুਢಉ峘ೄ ളਯফీ৺峬

司ളਯফీ৺峕峲峵ି

卫崯嵤崧嵣崶崎崷崎峘峕峲峵ಽ峘ઈ৷ఒ
卫3'&$崝崌崗嵓峕峲峵ಲਢ峔ઈ৷ఒ ૦્ਙ৶ੰയਤ

司崯嵤崧峘ா峔ણ৷

卫൧岝ীෲટ峕੦峏岷ਝ嵣ਃஓಉ峘ઈ৷ఒ峼ৰ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

122

10

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

૦ണ峘ଵ৶峕બ峵ీ৺峘અ岲্
پਛফ২୭ଦൟీ৺১੦ম্ଉହভৱમ峲峴

ీ৺্ૄ
司ਈતై্ૄ峘ৃ়岝ି岶崐崵嵓崖嵤嵣&2峕
બ峵ਛટ峼峫峵峉峫峕峙岝岲峚ৣ੶峘௴ਡ岵峳岝হ岶
ిજ峔ਜຄষચৡ峼થ峃峵岽峒峼োైਸਏ੯پ峒峁峐ਝ嵣
হ峕નੳ
卫হ峘ਜৰౚ嵣ৰ৬
卫ਜ峘జহ峘崐崵嵓崖嵤嵣&2峕બ峵௧崡崕嵓
卫ిજ峔崐崵嵓崖嵤ঢ়৴崯嵤崧峘པ嵣ীෲಉ
پোైਸਏ੯峕ਝ峕ਊ峉峍峐峙岝଼ଥਙ峘ન৳峕ঢ়峃峵અൟ岶ਏ

司়௬ై্ૄ峘ৃ়岝হ峘ਜৰౚ嵣ৰ৬峮
௧ਙ峕ঢ়峃峵௬ඨ৯峼ਝ嵣௬
司崘嵒嵤嵛භো১峕੦峏岹੦ম্ଉ峕岴岻峵岣ૂༀଵ৶岤峕બ峵
ਖ਼峘੦峙岝峃峣峐峘ీ৺峕岴岮峐峉峃ਏ岬峴岞
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ǰȪȸȳទλඥž࠻ᑀሥྸſƱ
Ǩǳȁȥȸȋȳǰ

123

11

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崘嵒嵤嵛භো১ૂༀଵ৶峕બ峵ਖ਼峘੦
پਛফ২崘嵒嵤嵛භো১ਖ਼峘੦ହভৱમ峲峴

ਖ਼峘੦ಉ峘અ岲্峒岣ਖ਼峘੦岤
ੂৱ岶ਏ峔প峘ਈৗਝ峘ো峕峲峵岽峒峔岹岝્峕ઈ৷એ峕岴岻峵ੌ峕
峲峵崐崵嵓崖嵤嵣ຍಞ৲岶峳島峵岽峒岝峨峉岝峇峘ੌ岶্ਁુ੮৬峮ড়峘
崻嵓嵣ਝಉ峕岴岮峐峬ણ৷૭ચ峑岬峴岝ಲਢఒ峕峎峔岶峵峲岰峕峃峵岞

⋇્৹ષಉ峘ઞ৷
⋈ਝ峕બ峵ଵ৶ఏ峕੦峏岹崐崵嵓崖嵤ઞ৷峘়৶৲
⋉ਝ峕岴岮峐ৰ峃峣岷崐崵嵓崖嵤ৌੁ
⋊ଞଵ৶峘ৃ়峘ੌ
⋋ଞଵ৶ਰਗ峘ৃ়峘ੌ
⋌崐崵嵓崖嵤൧ટ峘ણ৷
⋍崐崵嵓崖嵤ଵ৶崟崡崮嵈峘ણ৷
⋎崽嵕嵛థ峘岲岮ଆૃ
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

13

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崘嵒嵤嵛භো১ૂༀଵ৶峕બ峵ਖ਼峘੦
پਛফ২崘嵒嵤嵛භো১ਖ਼峘੦ହভৱમ峲峴

岣ਖ਼峘੦岤峘ହق峇峘ك
⋇્৹ષಉ峘ઞ৷

ૂༀଵ৶峕岴岮峐ઞ৷峃峵ષ岶્৹ષ৯峕ჾਊ峃峵ৃ়峙岝
ਊჾષ৯峕બ峵ਖ਼峘੦峼峉峃ષ峘ઞ৷

⋈ਝ峕બ峵ଵ৶ఏ峕੦峏岹崐崵嵓崖嵤ઞ৷峘়৶৲

ৣ੶崊ع崐峘ਝ峘ଵ৶岝ੑ嵣੶ஈ岝৳ஹ嵣ਡਫ਼峕બ峵ଵ৶ఏ峕
੦峏岹崐崵嵓崖嵤ઞ৷峘়৶৲
崊؝૬ਞ৹ਮਝ岝ఌਞਝ 崌؝嵄崌嵑嵤ਝ岝ஔจਝ
崎؝සਝ岝ಊఋਃ岝ৡਝ 崐؝ਭਗ਼ਝ

⋉ਝ峕岴岮峐ৰ峃峣岷崐崵嵓崖嵤ৌੁ

崐崵嵓崖嵤ੑ峘য়੧嵣ੁ岝ৰ峃峣岷崐崵嵓崖嵤ৌੁ峘৭岝
ৌੁ峘ৰ૾ய峝ৌੁટ峘ਾઔధ峝峕ਏ峔ৄઉ峁

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

124

14

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崘嵒嵤嵛භো১ૂༀଵ৶峕બ峵ਖ਼峘੦
پਛফ২崘嵒嵤嵛භো১ਖ਼峘੦ହভৱમ峲峴

岣ਖ਼峘੦岤峘ହق峇峘ك
⋊ଞଵ৶峘ৃ়峘ੌ

崐崵嵓崖嵤ઞ৷岝ઞ৷岝ఀಣൾল峼ਝଵ৶峕াਾ
ઔ岞ੜਸ岶ႀ෩峔ৃ়峙ৣ੶崊ع崎峘ৌੁ峼੧ق෩峁岹峁峉ৃ
়峙ਏਫ਼ك
崊؝崐崵嵓崖嵤ઞ৷قਏীෲ峼౷峨岲峉崐崵ৌੁك
崌؝ઞ৷قਏীෲ峼౷峨岲峉තৌੁك
崎؝ఀಣൾলقਏীෲ峼౷峨岲峉ൾল೪嵣ৱ౺ৌੁك

⋋ଞଵ৶ਰਗ峘ৃ়峘ੌ

崐崵嵓崖嵤ઞ৷岝ઞ৷岝ఀಣൾল峘ੜਸ岶ႀ෩峔ৃ়峙
ਝଵ৶峒ੈৡ峁岝峇峘ਏীෲ峝ৌੁ峼੧ق෩峁岹峁峉
ৃ়峙ਏਫ਼ك

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

15

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崘嵒嵤嵛භো১ૂༀଵ৶峕બ峵ਖ਼峘੦
پਛফ২崘嵒嵤嵛භো১ਖ਼峘੦ହভৱમ峲峴

岣ਖ਼峘੦岤峘ହق峇峘ك

⋌崐崵嵓崖嵤൧ટ峘ણ৷

崐崵嵓崖嵤൧峘ৰਝ峕岴岻峵൧ટ峕੦峏岹ਝ嵣ਃஓಉ
峘ઈ৷ఒ

⋍崐崵嵓崖嵤ଵ৶崟崡崮嵈峘ણ৷

崐崵嵓崖嵤ଵ৶崟崡崮嵈োਝ峕岴岻峵崐崵嵓崖嵤ા峘૭ଳ৲岝
པ崯嵤崧峘ীෲટ峕੦峏岹崐崵嵓崖嵤ા૨৲

⋎崽嵕嵛థ峘岲岮ଆૃ

૬৹ਝ岝౺ਝ峘ଵ৶峼அ峪ৃ়峙岝ഐᄘ峒峁峐ઞ৷岿島峵
崽嵕嵛థ峘岲岮ଆૃ峘峉峫峘ిજ峔ೈ઼

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

125

16

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ૂༀଵ৶峕બ峵岣ਖ਼峘੦岤峒崐崛崩嵍嵤崳嵛崘
岣ਖ਼峘੦岤

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਜ

⋇્৹ષಉ峘ઞ৷

⋇ષ嵣ራષභোৎ峘ਖ਼
峘੦峘ದஹ峕峲峴ৰਠ

⋈ਝ峕બ峵ଵ৶ఏ峕੦
峏岹崐崵嵓崖嵤ઞ৷峘়৶৲

⋈崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৌੁ峼ખ
峁峉ଵ৶嵆崳嵍崊嵓 ଵ৶ఏ
 峕੦峏岹崐崵嵓崖嵤ઞ৷峘
়৶৲

⋉ਝ峕岴岮峐ৰ峃峣岷
崐崵嵓崖嵤ৌੁ

⋉崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ੑ峕੦峏
岹ৰᄷ峒ಲਢટ峘ਫ਼
峕峲峴ৰਠ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

17

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ૂༀଵ৶峕બ峵岣ਖ਼峘੦岤峒崐崛崩嵍嵤崳嵛崘
岣ਖ਼峘੦岤

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਜ

⋊ଞଵ৶峘ৃ়峘ੌ

⋊崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৰᄷ峕ൣ岰
াઃਾઔ岝ఛත岾峒峘ਾઔ岝
ফઃਾઔৎ峘ਏীෲ

⋋ଞଵ৶ਰਗ峘ৃ়峘
ੌ

⋋ ভ৮峘ਝ઼ಉ

⋌崐崵嵓崖嵤൧ટ峘
ણ৷

⋌ਠ૾པ嵣崐崵嵓崖嵤൧
峕੦峏岹崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৌੁ
ઈ৷ఒ 峘ੁ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

126

18

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ૂༀଵ৶峕બ峵岣ਖ਼峘੦岤峒崐崛崩嵍嵤崳嵛崘
岣ਖ਼峘੦岤

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਜ

⋍崐崵嵓崖嵤ଵ৶崟崡崮嵈峘
ણ৷

⋍%(06嵣ૐর૰ଳೕಉ峕
৳ோ岿島峉ਝઈૡ崯嵤崧岝
崐崵嵓崖嵤崯嵤崧峕੦峏岹ਠ૾
པ峒崐崵嵓崖嵤൧峘ৰ
*2'$崗嵑崎崱೫࿒ীෲ
崬嵤嵓ಉ峘ણ৷

⋎崽嵕嵛థ峘岲岮ଆૃ

⋎崽嵕嵛ൾল೪১峼ದஹ
峃峵ଵ৶ல峘੧峒ৰ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ǨǳȁȥȸȋȳǰಅѦƷႆදƱڎኖ

127

19

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

૦ണ峘ଵ৶峕બ峵崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ీ৺
୭ଦൟీ৺১峘૦ണଵ৶峕બ峵੦ম্ଉ峼ৰਠ峃峵峉峫峕岝
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ૼ峼ણ৷峃峵岞

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ీ৺峘థ
ీ৺థ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ీ৺峘ਏ

ৌ嵣ਾີ 

ਝଵ৶
ෆฐ

嵣岣崐崵嵓崖嵤ઞ৷૾யಉ峘ถীෲ ൧ 岝
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ੑੁ岝ઈ৷ఒ峘ৰᄷ岝
ਛટਾઔ峒ఒ੧岤岶லછ峕੶岞
嵣峕ਝଵ৶ਜ峼রੱ峒峁峉ੳহ
پ崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峕峲峵ઈ৷ఒ峘ৰᄷ峼
ੳহঽ峳岶ষ岰ৃ়岞

ಕਾີ జਟ峘ਝଵ৶
ਜ峕岝崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峕ਏ峃峵
ਜ峼੶岝ા৷峼ଭ峅

崛嵛崝嵓
崮崋嵛崘

嵣岣崐崵嵓崖嵤ઞ৷૾யಉ峘ถীෲ ൧ 岝
ಕਾີ 崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峕ਏ
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ੑੁ岝ઈ৷ఒ峘ৰᄷ
峃峵ੵਯಉ峘ા৷
岝ਛટਾઔ峒ఒ੧岤岶லછ峕੶岞
嵣ਛટਾີ ાచ
嵣峕崛嵛崝嵓崮崋嵛崘峼রੱ峒峁峉ੳহ
峲峴੭峉ਹஇ峘સ়峼
پਝଵ৶峙岶ৰ岞ੳহ峙
崽崋嵤峒峁峐੭峵
ઈ৷ఒ峘ৰᄷ峼ষ岰ৃ়岞

嵣ਛટਾີ ાచ
峲峴੭峉ਹஇ峘સ়峼
崽崋嵤峒峁峐੭峵

پ崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ీ৺峙岝ใோీ৺峘峑ৌૢ峃峵্১岝ใோీ৺峒峙શీ৺峼ഁ峃峵্১岶岬峴峨峃岞
پৌ嵣ਾີ峙岝ಕਾີ峒嵣ਛટਾີ峼ੌ峩়峹峅峵岽峒峬峑岷峨峃岞
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

21

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ీ৺峘ీ৺મস

3ODQ

'R

&KHFN

$FWLRQ

⋇

૦ઈ৷૾யਗਏ৹ਪ

⋈

崐崵嵓崖嵤ાৰଙ৹ਪ

⋉

崐崵嵓崖嵤ੑ൧峒ਠৃ崺崊嵒嵛崘

⋊

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৌੁਫ਼ୈ

⋋

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ੑੁ

⋌

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৰᄷ峒ৰᄷ

⋍

াઃৰᄷટਫ਼峒৹ତ

⋎

 ఛ ৰᄷટਫ਼峒৹ତ

⋏

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৌੁফฐ

⋐

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ੑ৹ତ嵣ၖ

ಕਾີ
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਜ峘ফਏੵਯ
峼峃峵岽峒峑岝ిਫ峔ీ৺મস峼
ৠ峫峵ీ৺
嵣ਛટਾີ
ા峘చપ峘র岵峳સ়
峼ਾີ峒峁峐੍௸岰ీ৺

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

128

22

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

োైਸਏ੯峕બ峵৬峔ઍ

پਛফ২୭ଦൟీ৺১੦ম্ଉହভৱમ峲峴
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

23

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

়௬ై্ૄ峘৬峔௬ඨ৯

پਛফ২୭ଦൟీ৺১੦ম্ଉହভৱમ峲峴
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

129

24

૾עᐯ˳ƷǨǳȁȥȸȋȳǰ
ဇʙ̊Ʒኰʼ

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ಯળઢ岣崐崵嵓崖嵤ৌੁਤਜ岤峘ਏ
ٳৰઍ

گਝ峕峎岮峐岝௧ੇ峕峲峵ੑ崯嵤崧峘ীෲ嵣崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ু১峕੦
峏岮峉ਝ峘崎崑嵤崗崡嵓嵤峕峲峵崐崵൧峘ৰ ਁઔ嵣ਜலછස

ٳৰਝ

嵣૽ਚળ੍ਚ
嵣ড়৬ை嵣૱ை
嵣প࿚ആ崿嵤嵓

ٳਜઍ

嵣崐崵嵓崖嵤嵆崵崠嵉嵛崰崟崡崮嵈峲峴ઽૐ峁峉崐崵嵓崖嵤崯嵤崧峝৹ਪৌਝ
峲峴岿島峉ৱમಉ峕੦峏岷岝ઈ৷ఒ峼৬峒峁峉ஃ嵣੧峼ষ岰岞峇峘
ஃ嵣੧হඨ峕੦峏岷岝া峕২ਠનੳ峼ষ岮岝崐崵嵓崖嵤峕岻峉
૾யীෲ峝༛૩ਏ峘ྴল峼ষ岰岞
嵣峨峉岝ઈ৷ఒৌੁ峙岝岣崻嵓ਝ峘ઈ৷ఒ崩崏崫崗崟嵤崰岤峕ൕൗ岿島峉ඨ৯
峲峴ৌਝ峕ৄ়峍峉ৌੁ峼੧峃峵岞
嵣岶ੁ峁峉岣ਁુਝ嵣ਝ崐崵嵓崖嵤৲ਤ崿嵑嵛岤峘੦ম্ଉ峕ಋ峴岝
ਝਚଵୖ岝ਝଵ৶峝୭ੁୖ峒峘ੈ৮峕峲峴崐崵嵓崖嵤ଵ৶৯ఏ
峘੦峼ৠ峃峵岞
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

130

26

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ಯળઢ岣崐崵嵓崖嵤ৌੁਤਜ岤峘ਏ
ٳৰ崡崙崠嵍嵤嵓

মফ২峙岝্ਁુ੮৬崓嵤嵄嵛嵣嵆崵崠嵉嵛崰ਘ৲হ峕峲峴ৈ૨ਝ峝崐崵嵓崖嵤
嵆崵崠嵉嵛崰崟崡崮嵈峼ো峁峉ਝ峕岴岮峐岝崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘ু১峼৷岮峉崐崵൧岵峳
ਃஓ৹ତಉ峘ఒ峼ষ岰峉峫峕ਏ峔੍ର峼峃峵岞ਜ峙岝া岵峳া峕ৰ岿島峉岞

 崐崛崩嵍嵤崳嵛崘হඨ

ফ
া

ফ
া

ফ
া

ফ
া

৫ৎ৹ਪ
হਠ৹ਪ岝崺崊嵒嵛崘

ৰੑછ岝ઈ৷ఒৌੁ
੧
ୖৌ૪峕ਏ峔ලಔੑ

৽ૌਾઔ岝ੈ৮
ফ২ฐਾઔ岝ੈ৮

 崐崵嵓崖嵤ଵ৶৯ఏ峘
੦峕ঢ়峃峵ੈ৮
27

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

ಯળઢ岣崐崵嵓崖嵤ৌੁਤਜ岤峘ਏ
ٳ൧峕੦峏岹崐崵ৌੁ峘੧ટ

ਝ৸৬峼ᖊᰐ峁岝்ઁ岮௴ਡ岵峳峘ৌੁ੧峒峔峍峉岞قপ࿚ആ崿嵤嵓ฐك

崐崵ৌੁฐ
ਝரશ

౺ਝ

ဦଛ
ਝ

૬৹ਝ
සਝ
ਗ਼ਞਝ
峇峘
়岜ੑ


ಀ

崐崵ৌੁ

ৌੁયী

崐崵嵓崖嵤
ரશ

ৱપ


崐崵ટ
ਜ਼

చપ
ফ

ෞ
ઃҸӌӝһӢҴ
ઽফਯ
చ
ফ
*-ফ

చ૨


ਉఅఌ
&2చ
చ
W&2ফ
N/ফ



ആ嵄崌嵑ઈૡৎ峘ಢೠ

ઈ৷ఒ

崔崡





⒛ফ













ลઽૄഐആেਃઈૡৎ峘ಢೠ

د

崔崡





⒛ফ
















ആ嵄崌嵑লઠആ২峘ਮ

د

崔崡





⒛ফ















ลઽૄഐആেਃആলઠആ২峘ਮ

د

崔崡





⒛ফ















ആ崿嵤嵓ആ২峘ਮ

د

崔崡





⒛ফ















ആ嵅嵛崿峕崌嵛崸嵤崧嵤ো

ఊੵহ

ਗ਼ਞ



 0:Kফ















ആ崿嵤嵓峷ૌ୭嵅嵛崿峕崌嵛崸嵤崧嵤ো

د

ਗ਼ਞ



 0:Kফ















崽崉嵛崛崌嵓嵎崳崫崰ஔਞ崽崉嵛峕崌嵛崸嵤崧嵤ো



ਗ਼ਞ崺嵤崰嵅嵛崿峘ಌৗ

ఊੵহ

ਗ਼ਞ



 0:Kফ













د

ਗ਼ਞ



 0:Kফ













ఊੵহ

ਗ਼ਞ



 0:Kফ













ಌৗ

ਗ਼ਞ



 0:Kফ



ٕ









ੌ௶ତ

ਗ਼ਞ



 0:Kফ



ٕ









崔崡岜岜ੑ

崔崡





⒛ফ



ٕ









ਗ਼ৡ岜岜ੑ

ਗ਼ਞ



 0:Kফ



ٕ









 ාྩ峘/('৲
 ঽਲ਼ਃ峘崰崫崿嵑嵛崲嵤ਃஓ峢峘ಌৗ
 崐崵嵓崖嵤ଵ৶৬峘ଡണ

پਗ਼ਞ崺嵤崰嵅嵛崿峘ಌৗ峙岝ਃஓ༄৲峕ൣ岰ਃચৣ峘ੰ峼ਈপ峘৯峒峁峐岮峵岞৬峑峩峵峒ෞઽফਯ峙ফ峊岶岝
ৱપ峒చપ峕ৌ峁峐峙岝ෞઽফ峙ফ峒峔峵岞

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

131

28

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

岾ಯല岬峴岶峒岰岾峀岮峨峁峉岞
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峙岝
୭ଦൟీ৺১峕
੦峏岹૦ണଵ
৶峼ৰਠ峁峨峃岞
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਤ崣嵛崧嵤
KWWSZZZMEPDRUMSHFRWXQLQJ
ূ ٿൽਆયਧථ崻嵓嵉嵛崮崲嵛崡ভை)
ਁقஇ੮১য৸ব崻嵓嵉嵛崮崲嵛崡ੈভك
7(/) ؟$;؟
0$,/؟HFRWXQLQJ#MEPDRUMS
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

૰ዻ

ᲫᲨ၏ᨈưܱោƞǕƨǨǳȁȥȸȋȳǰƷʙ̊

ᲬᲨǨǳȁȥȸȋȳǰƷܱោƱЪถјௐ

132

29

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

୰峑ৰᄷ岿島峉崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘হ
૦ਏ
ٹ৷ಥ
ٹᓛੵ
ٹభ峣෫એ
ٹమਯ
ٹਗ਼ਞ

୰
ফ
৺⋻
మ
ۋ
ీ৺ਗ਼ৡN:
ٹ崔崡
崔崡 $
ٹরఙ૰ଳೕ
崹崲崥崳崫崗
ٹফ২崐崵嵓崖嵤ઞ৷ મস
ਗ਼ਞ؟N: 
崔崡  ؟⒛


䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

31

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

୰峑ৰᄷ岿島峉崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘হ
ٹੑ؟ઈ৷ఒৌੁ峘ৰ૭ચਙ௬

嵣崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৰৌਝ峘ઞ৷૾ய峘ীෲ
嵣ૌு峘૬ਞ୭ટ峘ীෲ岵峳岝峘ڮۄڸ෯২峙岹ਗ৹ਃઈ
ૡৎ峼చ峑岷峵峒ਖ਼&ق2෯২عSSP峑ك

ٹৰ؟ਗ৹ਃ峘ಳઈૡ৫

ઈૡৎऋৰेॉ٫చآ

ٹਗ৹ਃ峘ಳઈૡ峕峲峵ાచટ

嵣ڭ岬峉峴峘ਗ਼ৡచ؟N:K¼ٙN:K
嵣嵞া ৺ 峘ಳઈૡ峕峲峵చપقN:K ك
N:K¼¼ܠ
䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

133

32

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

୰峑ৰᄷ岿島峉崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘হ
■௬؟崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৰর峘૬ਞ୭峕峎岮峐
ڮۄڸ岶SSPਰ峼નੳ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

33

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

୰峑ৰᄷ岿島峉崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘হ
ਈી峕峙岝ৣ峕ં峃峲岰峔
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৌੁ岶峒峳島峨峁峉岞
崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ৌੁඨ৯


చ崛崡崰

ഐඬৎ峘ഐആেਃ峘ഐആ২ਝ峼ಌ
ق٦岵峳٦峕ഐആ২峼岼峵ك

చ&2



W&2



W&2



W&2



W&2



W&2

ഐඬৎ峘ഐే嵅嵛崿 તলৡN: 峘
 崌嵛崸嵤崧ਝ峼ಌ

ق+]岵峳+]峕ૡਯ峼ك
ඬৎ峘ਗ৹ਃ峝ਸဒਃ ਗ਼ாૄႪਞেਃ 峘
 ઈૡৎ峘చ
قઈૡৎ峼చك


ఛ峘ഐആেਃ峘ആആ২ਝ峼ಌ
ق٦岵峳٦峕ആആ২峼ৣ岼峵ك
়岜岜岜岜岜岜岜ੑ

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

134

34

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘ৰᄷ峒చટ
ৰফ২

ৰ༠ਯ

&2ൾল
చ

ા峘
చসપ

ফ২

༠

৺崰嵛

৺ڰ

ফ২

༠

৺崰嵛

৺

ফ২

༠

৺崰嵛

৺

پ
پ
پ
پ

گ崓ফ২峒峬岝ڳা岵峳ڭা峨峑岝ڳ嵞া峘ৰᄷ岞
ৌૌுگ崓ফ২க峒峘ૻຎ岞
সપఌ峙岝ઞ৷ਯ峕ఏ峔峼ଭ峂峐ੑ岞
భ峣༠岝&2ൾলచW岝ા৺చ岞
35

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘ৰᄷ峒చટ
ٷফ২峕岝৸ব峘૦ണ峑崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峼ৰᄷ
ٷৰᄷ峙岝ফাعফা峘崓া

৸૦৷ಥશڮۄڸൾলచ峘
భ峣෫એ
়ੑ
⋻

ফ২
&2ൾল
W

ফ২
&2ൾল
W

ૌுফ
&2ൾল
W

&2ৌফ
ੜસ়
٫

&2ফ
ੜસ়
٫

૦৷ಥ

ৰᄷ༠ਯ
༠

হਜਚ















崯崹嵤崰嵣崡嵤崹嵤















๘嵣ධ୫















嵃崮嵓















୰















৾ૅ















嵆嵛崟嵏嵛















ૐভৃ















ઇ嵣ଢ଼ਝ















ધ৲ਝ















崡嵅嵤崬ਝ
















ૣකਝ













ীథਗ峘ਝ















৸৬















䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

135

36

ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

᪥ᖖ䛾ᘓ⠏≀⥔ᣢ⟶⌮䛜ᐇ⌧䛩䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇๐ῶ

崐崛崩嵍嵤崳嵛崘峘ৰᄷ峒చટ
ٷফ২峕岝ৰᄷ峁峉峘૦ണর岝崐崛崩嵍嵤崳嵛崘ਰਗ峘ਏ岶୶峁峉
૦ണ峼岹༠峕峎岮峐ૐੑ
ٷৰᄷ峙岝ফাعফা峘崓া

భ峣෫એશાచપ峘
ফ২
ા


ૌுফ
ા


ા
ੜપ


ા
ੜસ়
٫

భ峣෫એ

ৰᄷ༠ਯ
༠

⋻











⋻⋻ع











⋻⋻ع











⋻⋻ع











⋻ਰ











৸৬











پ崐崵嵓崖嵤શ؟ਗ਼ਞٙN:K岝崔崡ٙ⒛岝ٙ⒛岝అٙ/

䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾᥎㐍䝉䞁䝍䞊䠋බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ෆ Japan Building Maintenance Association

136

37

ফ২৳৸ਜঐॿ४ওথॺ७ॼش

ଵ৶ਜभலછ؞भઅइ্

බ┈♫ᅋἲேᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠

ᑓ㛛ጤဨୖ㞝

Japan Building Maintenance Association

ઍ
 ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ
 ષସਡਫ਼ऊैৄञலછभৄઉख
 ૦ണ৳৸ਜુৢலછ
 லછৄઉखभএॖথॺ
 ੦ق৳৸ਜાଡਛك
 ਛফ২ගभऩಌਡ
1

Japan Building Maintenance Association

137

ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ
 ષସधम
௴ؚୋেؚ৳৸ؚ৸

ષସ

ષସ
ੌ௶ષସ

হਚق੫كଵ৶ષସ

ভभଵ৶ਏಞ

ਠৃଵ৶ષସ

ਠৃभଵ৶ਏಞ

 ব্ؚਁુ੮৬भਝभષସ

⋇ ෫धजभقؚؚଠ੩ऩनك
⋈ ෫ؼৠखथଐः૾ଙधमइऩः੯ऋः
⋉ ਉ؟ਯٛළഉ২্ؚ১भଐखபख
قभृॉ্ڀઇਂଌؚਭିभਡਫ਼ਂଌऩनك

2

Japan Building Maintenance Association

ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ

ષସਡਫ਼ऊैৄञ৳৸भৰଙ⋇

䜹䞊䝨䝑䝖ᗋ䛾㔜Ṍ⾜㒊ศ䛜㯮䛪䜣䛷䛚䜚䚸
Ṍ⾜䛧䛺䛔㒊ศ䛸䛾ᕪ䛜䛿䛳䛝䜚䛧䛶䛔䜛䚹
䠄Ṍ⾜ື⥺/䛡䜒䛾㐨)
3

Japan Building Maintenance Association

138

ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ

ષସਡਫ਼ऊैৄञ৳৸भৰଙ⋈
ᖜᮌ䛸ቨ㠃䛾ởỈ䜘䛤䜜

㝵ẁᡭ䛩䜚䝍䞊䞁ᘔ䜚䛾ᡭ䛒䛛

䐟ᗋ䛾ගἑᗘ 70

ᮌ㒊ᡭ䛩䜚䝍䞊䞁ᅇ䜚䛿ᡭ䛒䛛䛾
╔䛜ⴭ䛧䛔䛯䜑䚸䠝䠰䠬᳨ᰝ䠄䝹䝭䝔䝇
䝍䞊⏝䠅䛷29,086RLU䛸䛔䛖㧗䛔ᩘ
್䜢♧䛧䛯䚹

䐠ᖜᮌ䛸䛭䛾ୖ㒊ቨ㠃䛻
ởỈ䛜╔䛧ᨺ⨨䛥䜜䛯
䜎䜎䛷䛒䜛䚹

4

Japan Building Maintenance Association

ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ

ષସਡਫ਼ऊैৄञ৳৸भৰଙ⋉
䝖䜲䝺䝤䞊䝇ෆᡬྲྀᡭ㒊ศ䛾ᡭ䛒䛛

ඹ⏝ฟධཱྀᡬྲྀᡭᅇ䜚䛾ở䜜䛸ᡭ䛒䛛

୍ぢ䛝䜜䛔䛻ぢ䛘䜛䛜䚸ᡭ䛒䛛䛾╔䛜ⴭ䛧䛟
ATP᳨ᰝ䛷䛿63,652RLU䛸䛔䛖㧗䛔ᩘ್䜢♧
䛧䛯䚹

≀ရ⛣ື䛻క䛖ở䜜䛸ᡭ䛒䛛䛷ぢⱞ䛧䛟䚸
ATP᳨ᰝ䛷䛿22,878RLU䛸䛔䛖㧗䛔ᩘ್
䜢♧䛧䛯䚹
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ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ

ષସਡਫ਼ऊैৄञ৳৸भৰଙ⋊
䝖䜲䝺䝤䞊䝇ෆኳẼཱྀ䛾䜋䛣䜚

䜶䝺䝧䞊䝍䛛䛤ෆ᧯స┙䛾ᡭ䛒䛛

୍ぢ䛝䜜䛔䛻ぢ䛘䜛䛜䚸ᡭ䛒䛛䛾
╔䛜ⴭ䛧䛟ATP᳨ᰝ䛷䛿22,726RLU
䛸䛔䛖㧗䛔ᩘ್䜢♧䛧䛯䚹

䛻䜒ⴠ䛱䛭䛖䛺䜋䛣䜚䚹Ꮨ䛾䛯
䜑䚸䜋䛣䜚䛾╔䛜ⴭ䛧䛔䚹
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ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ

ષସਡਫ਼ੑஓभரథ

੦মपमؚ৯ଳ؛जोਰਗपुؚ௴ਙ॑ৈीॊञीؚரஓ॑ઞ৷घॊऒधऋ
ँॊ؛

ළഉ২ੑ
ྐ෫भළഉ
২॑ਯகद
घ

২ੑ
ໂਙ෫؞ഩਙ
෫भभ২
়ः॑ਯகद
घ

$73ஓ
েभཝ
पோघॊ$73
قළഉ
ସ॑كਯகद
घ

ႝਞੑ

ස২ੑ

ႝःभਘऔ॑
৯ଳਡਫ਼ৎभ
ਯகदघ
ॊऔ॑નੳ
॔قথঔॽ॔ ؚघॊ
॔থ௺ؚज
भك
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ષସਡਫ਼ऊैৄञৰଙ

ۅۉڶஓपेॊሁऌॉਫ਼ਪ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛷䛿䚸Ꮫᰯ⤥㣗䛻䛚䛡䜛㣗୰ẘ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸
䛂ㄪ⌮ሙ䛻䛚䛡䜛Ὑί䞉ᾘẘ䝬䝙䝳䜰䝹Part2䛃䜢⟇ᐃ䛧䚸ATP
ᐃჾ䛻䜘䜛Ύίᗘ᳨ᰝ䜢᥎ዡ䛧䛶䛔䜛䚹
䠝䠰䠬ᣔ䛝ྲྀ䜚᳨ᰝ䛻䛚䛡䜛ཧ⪃್䠄䠅
⟶⌮ᇶ‽್
᳨ᰝ⟠ᡤ
ྜ᱁
ྜ᱁
䜎䛺ᯈ

㻡㻜㻜௨ୗ

㻝㻘㻜㻜㻜௨ୖ

䝪䜴䝹

㻞㻜㻜௨ୗ

㻠㻜㻜௨ୖ

䝞䝑䝖

㻞㻜㻜௨ୗ

㻠㻜㻜௨ୖ

䝅䞁䜽

㻞㻜㻜௨ୗ

㻠㻜㻜௨ୖ

ㄪ⌮ྎ

㻞㻜㻜௨ୗ

㻠㻜㻜௨ୖ

෭ⶶᗜྲྀ䛳ᡭ

㻞㻜㻜௨ୗ

㻠㻜㻜௨ୖ

㻝㻘㻡㻜㻜௨ୗ

㻟㻘㻜㻜㻜௨ୖ

ᡭᣦ

ͤྜ᱁䛸ྜ᱁䛾㛫䛿せὀព䛸⪃䛘䜎䛩䚹

ฟ䠖ㄪ⌮ሙ䛻䛚䛡䜛Ὑί䞉ᾘẘ䝬䝙䝳䜰䝹㻼㼍㼞㼠㻞
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ષସਡਫ਼ऊैৄञலછभৄઉख
㒊

䛯䜛┠ⓗ

䛯䜛ở䜜

ᗋ

⨾ほ䛾⥔ᣢ

ᅵ◁

ᗋ௨እ

⾨⏕䛾☜ಖ

ᑐฎ᪉ἲ
䠄㢖ᅇΎᤲ䛸Ύᤲရ㉁Ⅼ᳨䠅
᪥ᖖΎᤲ
ᐃᮇ㒊ศὙί

䜋䛣䜚
ᡭ䛒䛛

᪥ᖖᕠᅇΎᤲ
ᐃᮇ㒊ศὙί

Ύᤲ
ရ㉁
Ⅼ᳨

䖂Ύᤲ䛾┠ⓗ䠖⾨⏕ⓗ⎔ቃ䛾☜ಖ䚸⨾ほ䛾⥔ᣢ䚸ಖᛶ䛾☜ಖ䚸Ᏻ䛾☜ಖ
䖂ᵝ᭩䛾᳨ウ䞉ぢ┤䛧䛻䛿䚸Ύᤲရ㉁Ⅼ᳨䛜ᚲせྍḞ䛷䛒䜛䚹
ᘓ⠏ಖඹ㏻ᵝ᭩䜢ᇶ䛻᳨ウ䛧䛶䜏䛯䛔䚹
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૦ണ৳৸ਜુৢலછ
ব؞্ਁુ੮৬दઞॎोथःॊலછ؟૦ണ৳৸ਜુৢலછ

ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩

⥲๎
ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲ

૦

㐠㌿䞉┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ᳨䞉ಖᏲ

෫ৃؚਚશؚ
ओाઈဦ૪৶


ᇳົ⎔ቃ

૦ਗ

ᐃ➼

ษफ़ছ५ؚਗ૦

ਗؚ૦ఢ೧

㆙ഛ
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૦ണ৳৸ਜુৢலછ
ᙎᛶᗋ
◳ᛶᗋ
ᗋ䛾Ύᤲ

⧄⥔ᗋ
ᮌ〇ᗋ

ᘓ≀ෆ㒊
ሙᡤู䛾Ύᤲ

⋞㛵䝩䞊䝹䚸ົᐊ䚸㆟ᐊ䚸ᗯୗ䞉
䜶䝺䝧䞊䝍䞊䝩䞊䝹䛺䛹

䛤䜏㐠ᦙฎ⌮
❆䜺䝷䝇
እ㒊ᘓල

ᘓ≀እ㒊
እቨ
ᘓ≀࿘ᅖ
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૦ണ৳৸ਜુৢலછقؚਛফගك
ْৃਚશٓ হਜ ଞ
ඨ৯

ઍ

ఢ

෫भ
Dഩਙ෫

ጶ

ሁऌ

َ ڭڮጶُDपेॊ

ڹڭ

ڭڮभ َሁऌُDपेॊ

ڹڭ

Eྐ෫

ጶ

ڭڮभَጶُDपेॊ

ڹڭ

Fଲ෫

ጶ

َ ڭڭڮጶُDपेॊ

ڹڭ

ሁऌ

ڭڮभ َሁऌُEपेॊ

ڹڭ

ओाઽૐ

ओा॑ઽૐखؚઍஓभਗએदළो
ञীमॱؚड़ঝሁऌलሁ
ऌ॑घॊ

ڹڭ

෫ਰਗभ
Dओाຢ
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૦ണ৳৸ਜુৢலછقؚਛফගك
قك

ඨ৯

ઍ

ఢ

෫भ
Dഩਙ෫

ຸཱི

⋇ڭڮभَُຸཱིDपेॊ

ڭ0

ຸཱི

⋈ڭڮभَُຸཱིEपेॊ

્੶

ଓఊ

َ ڭڮଓఊُपेॊ

્੶

Eྐ෫

ጶ

ڭڮभ َُຸཱིपेॊ

ێڭ

Fଲ෫

ຸཱི

⋇ڭڮभَُຸཱིDपेॊ

ۂڭ

Dษफ़ছ५

ຸཱི

মધස

ۂڮ

Eසஓ

ሁऌ

মધස

ێڭ

Fলઠ؞ลઠ

ሁऌ

মધස

ێڭ

Gঈছॖথॻ

ሁऌ

মધස

ێڭ

قጒك

෫ਰਗभ
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૦ണ৳৸ਜુৢலછقؚਛফගك
ْ෫ٓ௴
 ෫भَଓఊُम્੶ܒऩଓఊऋਏ
 ્पુ৷યୠभనষীपमَଓఊُऋਏ
ऐुभ؞నষ

ْ෫ਰਗٓୋে
 ऺऒॉँু؞ऊܒഉ৽ଡ଼॑ਛ
 லपীຸཱི॑ੌোोॊਏऋँॊిق౫ిਚك
14
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லછभৄઉखभএॖথॺ
 ළोभ્ସ॑லછपખघॊ
 ীध৸৬॑ੌा়ॎचॊ
 ෫भષସংছথ५॑धॊ
 ෫ਰਗभષସংছথ५॑धॊ
 ఛතपेॊළोभୀः
 ১ഥದஹ ॢজشথභো১

 ১ഥದஹ ષન১धௐেௌ௮फ़ॖॻছॖথ
 ১ഥದஹ ૦ണୋেষभిਫऩઈपणःथ
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லછभৄઉखभএॖথॺ
䐟ở䜜䛾≉㉁䜢ᵝ᭩䛻ᫎ䛥䛫䜛
ٷළोमपહାखਤষघॊॎऐदमऩः

䐠㒊ศΎᤲ䛸㠃Ύᤲ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛
ेٷऎළोॊधऒौٙী

ٷশٙ৸એ

䐢ᗋ௨እ䛾㒊䛾ရ㉁䝞䝷䞁䝇䜢䛸䜛
؟قয়৬એभ৻दँॊએك

भऺऒॉٔরभুँऊٔৣभமඡළो
ٙએभළोীഘधළोभரథ

䐣Ꮨ⠇䜈䛾ᑐᛂ

䐡ᗋ䛾ရ㉁䛾䝞䝷䞁䝇䜢䛸䜛
ॺছॵॡड़ই؞ग़জ॔

লোॉઠقોਗऊैોؚك౮ऩॊ
෫౫भமਡ

ই॓থॿঝ؞ग़জ॔

నষऋ্্पૐ৺घॊᆽਚ

ॺছইॕॵॡ؞ग़জ॔

నষऋःᆽਚ

५এॵॺ؞উটথ؞ग़জ॔

३؞ළोऋଂਚपেघॊᆽਚ

ாළഉग़জ॔

ঢ়ؚটঅؚشग़ঞঋॺؚॱشॖঞऩन

ළഉग़জ॔

࿑ৣؚจᅋऩन

রළഉग़জ॔

হਜਚؚভ৮ऩन

ೄළഉग़জ॔

૽৩ૢؚமऩन

ٷఛقऺऒॉؚဒ২ك

ٷಒఛँুقऊؚৈဒ২ك

䐤ἲ௧㡰Ᏺ䠄㉎ධἲ䠅
ຸٷද؞෫දق୭৳৸ك
16

லછभৄઉखभএॖথॺ

ਁુੵহષସન৳১भઈ৷ଉ
ْષન১ਫਛফাষٓ

੦ম৶؞୯ਸभඨ৯ి؟જऩਡਫ਼؞؞ఊሂಉभଵ৶भৰ

ْۂڷਜपબॊିঢ়બহਜभઈ৷पঢ়घॊफ़ॖॻছॖথٓ
قਛফা؟ௐেௌ௮೨ଂশك

 োైీ৺మ ిજऩ଼ଥਸৱતभਝॲؚথআথॢਭିଆૃಉ
଼قଥਸभਜৰચৡभిજऩ௬ඨ৯भਝಉك
௷قხك၎ষ௬ચৡपणःथमؚ૦ണपउऐॊ૦ണଵ৶ঐॽগ॔ঝ
قਛফাહऐؚௐেௌ௮েણୋেୖশৢੴكपંऔोथःॊَ
भਡਫ਼भএॖথॺُपબॊ၎ষ௬ચৡभથ૮ಉ॑௬ඨ৯धघॊऒधुઅ
इैोॊ؛
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லછभৄઉखभএॖথॺ

૦ണୋেষभిਫऩઈ
ௐেௌ௮ୢఇ؞েણୋেଂك؝ڰڽق

ْ૦ണଵ৶௬ৱતقॖথ५ঌॡॱكش২पणःथٓ
૦ണभୋে୭॑खथःऎपम
⋇ৰ૾யಉभपਡਫ਼؞નੳखؚఒऋਏ
⋈ਡਫ਼؞નੳपमਏऩચৡ॑इञऋిજ
╒ॖথ५ঌॡॱش
⋉َ૦ണଵ৶௬ৱત২كਁق৸বঅঝওথॸॼ

থ५ੈভُكभણ৷

18

Japan Building Maintenance Association

லછभৄઉखभএॖথॺ

૦ണଵ৶௬ৱત২
كਁق৸বঅঝওথॸॼথ५ੈভহ

ષସ௬॑ষअ௬قॖথ५ঌॡॱكشभുਛ
z ௬ऋঽप௬खఒ॑ষअ
z ௬म৸বੈভऋৱતੳ
z ڭڬڬڮফقਛگڭফكଌع
z ڮقۅષସ ك0 ੌ௶ષସ
ڽফ২ऊैম৲ ܒৱતਯقਛফ২ك
z
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லછभৄઉखभএॖথॺ
ඹ㏻ᵝ᭩
ရ㉁ᐇែᢕᥱ

ຍ㝖ゞṇ
ᐃᮇⓗ⮬Ⅼ᳨䛾ᐇ
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੦

৳৸ਜાभଡਛ

৳৸ਜાभଡਛ
⋇ઉமਉ
$ઉமਜા

ਜ
ਉ


Dઉமয੯ા

┤᥋ᴗົ㈝䠇ᴗົ⟶⌮㈝
┤᥋ே௳㈝䠇┤᥋≀ရ㈝

ؙௌਜਯ¼ௌਜ

ປົᩘ㔞䠖Ṍ䜚
ປົ༢౯
䠖ᘓ⠏ಖᴗົປົ༢౯䠄ᅜᅵ㏻┬䠅

Eઉமષા

┤᥋ே௳㈝㽢䠐㻑䡚䠒䠂

%ਜଵ৶ા
⋈ಹଵ৶ાಉ

┤᥋ᴗົ㈝㽢䠍䠏䠂䡚䠍䠓䠂
┤᥋ཎ౯㽢䠍䠐䠂䡚䠍䠕䠂

ાઘಉৼਊપ
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੦ૼقયীك
યী

ૼચ؞ৰਜ৽ୡಉ

৩ڶ

অঝॡজॽشথॢૼચभৱત॑થघॊྼؚमਜ
पणःथभઍਖ਼ऋदऌॊૼৡलभಉभ
়ऩૼચ॑થखৰਜ৽ୡফਰங২भ

৩ڷ

অঝॡজॽشথॢૼચभৱત॑થघॊྼؚमঅঝ
ॡজॽشথॢૼચभৱત੭ফਰभुؚखऎम
ਜपणःथभઍਖ਼ऋदऌॊૼৡलਏऩૼચ॑
થखৰਜ৽ୡফਰফங২भ

৩ڸ

ਜपणःथؚ৩ྼڶम৩ڷभંपజढथ
॑ষअચৡ॑થखؚৰਜ৽ୡফங২भ
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੦قઉமয੯ાभলك
 ৌએ॑লखؚৌधऩॊనෳॉ॑ৠीॊ
నෳॉقযك
એ
⋻
ਰৣ
৩ڷ

એ
⋻த
⋻ਰৣ
৩ڶ

એ
⋻த
⋻ਰৣ

৩ڸ

৩ڶ

৩ڷ

એ
⋻த
⋻ਰৣ
৩ڸ

৩ڶ

৩ڷ

৩ڸ

 ಉभએ؞ਯۋہںقभਯऩनكಉল
ઉமয੯ાٙقௌਜਯǼௌਜكभਮ

؞ௌਜਯٙ੶⋈¼నෳॉ¼ਯফق৩ڸ؞ڷ؞ڶলك
నෳॉधमؚ৲पقৎ॑كાृखञৃ়धॎघ
؞ௌਜमؚ৩ڸڷڶभ॑ઞ৷
ূكڭ؟ڸ ڭ؟ڷ ؟ڶق
পଚك ؟ڸ؟ڷ؟ڶق
ઁਣ ؟ڷ؟ڶق

كڸ

ಘਆك ؟ڸ ؟ڷ ؟ڶق
قਛফ২૦ണ৳৸ਜௌਜ؟বଅઐৢك
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੦قௌਜਯभলك
كએؚك⋻قহਜؚ෫قഩਙ෫كभଞ
؞෫भଞقએ⋻த⋻ਰৣभనෳॉك
યী

হਜਚؚভ৮

ඨ৯
ഩਙ
෫

ઍ
ጶल
ীሁऌ


ఢ

ڹڭ

ਜ਼

నෳॉ

⋻த⋻ਰৣ

৩ڶ

⋻ਊॉ



৩ڸ



ْੑٓ
ٶহਜقഩਙ෫ك⋻؟
؞৩⋻ڶÙ⋻¼¼قফكٙ>য@
؞৩⋻ڸÙ⋻¼¼قফكٙ>য@
ٛઅٜనෳॉ¼قڮ৩ڶ৩كڸमؚ
⋻ڬڬڭਊञॉभহਜ؞ഩਙ෫भଞ॑ষढञৃ়نযه
24

Japan Building Maintenance Association

੦قઉமয੯ાभলك
ٶௌਜਯ¼ௌਜٙઉமয੯ા
ٶௌਜਯ
৩ڶٙ>য@৩ڸٙ>ڴয@
ٶௌਜূقؚਛফ২ূقكك
ূك؟ڸ ؟ڷ ؟ڶق
ٶઉமয੯ા>হਜؚ෫قഩਙ෫ؚكଞ@
ق৩¼كڶٙফ
ق৩¼كڸٙফ
ੑ ফ
25

Japan Building Maintenance Association

149

੦ق३५ॸك
૦ണ৳৸ਜ੦लੰହ ঌش४
॔ॻঞ५धঃ५ড੶ॻشൗ
 ؞୭
တ५ঌॵॡ



 &38*؟K]ਰ  ওঔজڰ؟0%ਰ  ૬ऌઍ؟0%ਰۈۄقऋਫଞपघॊञीभ૬ऌઍमશ
ಥਏك
 ऩउؚম३५ॸमଲષගभ0LFURVRIW$FFHVVदभा؛
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+ফ২ගभऩಌਡ
⋇ ଲ෫भ୯ਸ
ઍमؚഩਙ෫धऺऻಉ
৸એሁऌमऩऎَীሁऌُ
⋈ ಏৎभೈ઼
৬হඨ॑੶ق൜पेॊफ़ছ५୴ؚಉك
⋉ ঽਡਫ਼  ਡਫ਼ઍ॑ेॉถखऎ੶ൗ؛
قਛટؚৱ౫भઞ৷૾யؚ૦ണभ৳৸૾ய௶ੌؚષସقহ
ਚ؟ভؚਠৃଵ৶ષସكك
⋊ ०ૐਚभ୯ਸ
⋋ ૼયীभಌ
⋌ ৽ા૨भৄઉखقਜଵ৶ા؞ಹଵ৶ાك
27

Japan Building Maintenance Association
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उॎॉप
ిਫऩலઍध
ᵝ

౯᱁

ిਫऩતઍऋ

ংছথ५भधोञષସपणऩऋॊ
ओലँॉऋधअओकःऽखञ
قফ২ك
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タഛ⟶⌮䛻䛚䛡䜛ᵝ᭩䠄✚⟬䠅
䛾⪃䛘᪉
ᴗົⓎὀ䛾䝫䜲䞁䝖
2019



ᘓ≀タഛ䛸ಖᴗົ䛾ᴫせ
タഛᶵჾ䛾ಖ䛾✀㢮➼䛻䛴䛔䛶



䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛸ඹ㏻ᵝ᭩
ඹ㏻ᵝ᭩䛾ᴫせ䛸Ⅼ᳨ᇶ‽⾲
᭕䛺⾲⌧䚸ᒚ⾜䝏䜵䝑䜽䛻䛴䛔䛶

✚⟬㔠㢠⟬ᐃ
 ጤクᴗ⪅䛜ኚ䜟䜛䛸䛝䛾ᘬ⥅䛞䛻䛴䛔䛶
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ᵝ᭩䛻グ㍕䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺ሗ
ᘓ≀つᶍ䚸ᵓ㐀䠖㕲➽㕲㦵䚸❹ᕤᖺ᭶᪥䚸⏝㏵ ➼

ಖྎᖒཬ䜃ಖィ⏬䛾ᵝᘧ䛛䜙ᢤ⢋

䛆ᶵჾྎᖒ䛇

ᑐ㇟タഛ
㟁Ẽタഛ䚸✵ㄪタഛ䚸⤥Ỉ⾨⏕タഛ ➼
 ⟶⌮ᑐ㇟䛸䛺䜛タഛᶵჾ
タഛẖ䛾ලయⓗ䛺ᶵჾ䛾ヲ⣽
ᶵჾᵝ䚸䝯䞊䜹䞊䚸タ⨨ྎᩘ


䛆⟶⌮ᵝ䛇

Ⅼ᳨㡯┠䚸Ⅼ᳨ෆᐜ䚸Ⅼ᳨࿘ᮇ
 ᑐ㇟ᴗົ
䞉ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲ
䞉㐠㌿䚸┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ᳨
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ᑐ㇟タഛ
㟁Ẽタഛ

㟁Ẽ௵ᢏ⾡⪅ 㑅௵䞉ᖖ㥔ཪ䛿ጤク➼
ᐃᮇⅬ᳨䚸᪥ᖖⅬ᳨
ཷኚ㟁タഛ
Ⓨ㟁ᶵタഛ

ືຊ䚸ศ㟁┙

ᐃᮇⅬ᳨䚸ヨ㐠㌿
ᐃᮇⅬ᳨䚸᪥ᖖⅬ᳨

㟁ụタഛ

ᐃᮇⅬ᳨

↷᫂タഛ䠄ෆእ䠅 ᐃᮇⅬ᳨䚸᪥ᖖⅬ᳨
㏻ಙ䚸㑊㞾㔪 



ᑐ㇟タഛ
ᦙ㏦タഛ䚸㜵⅏䞉ᾘ㜵タഛ

᪼㝆ᶵタഛ

ᐃᮇⅬ᳨䚸ἲᐃⅬ᳨

䝂䞁䝗䝷タഛ

ᐃᮇⅬ᳨䚸ἲᐃⅬ᳨

ᘓ⠏タഛ䚸ᾘ㜵タഛ䛾ἲᐃⅬ᳨

ᒇእཷኚ㟁タഛ

ᒇෆཷኚ㟁タഛ

154

ືຊ┙

ศ 㟁 ┙

㠀ᖖ⏝Ⓨ㟁タഛ

㟁ụ
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ኳ↷᫂

ᒇእ↷᫂

䝋䞊䝷䝟䝛䝹

㜵⅏┙
ᾘⅆᰦ

ᾘⅆᰦ䝫䞁䝥
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䠞

䠝



ᑐ㇟タഛ
✵ㄪタഛ

䕺䝡䝹⟶⌮⾨⏕ἲ
䛻ᚑ䛳䛯⟶⌮
㈨᱁⪅

䠝䝟䝍䞊䞁
⇕※タഛ

䝪䜲䝷䞊䚸෭ᶵ䚸෭༷ሪ䚸✵ㄪᶵ䠄ᐃᮇⅬ᳨䚸᪥ᖖⅬ᳨タഛ䠅
ᶵჾ䛻䜘䛳䛶䚸㈨᱁⪅䛾ᖖ㥔䚸ἲᐃⅬ᳨

䠞䝟䝍䞊䞁
ಶู✵ㄪᶵ

ಶ䚻䛾⨨䛾Ⅼ᳨䠄䝗䝺䞁䝟䞁➼䠅

ᐊእᶵ

䝣䝻䞁ฟᢚไἲ䛻䜘䜛⡆᫆Ⅼ᳨䞉ᐃᮇⅬ᳨

እㄪᶵ䚸⇕ჾ➼ ᐃᮇⅬ᳨

྾ᘧ෭

Ỉჾ

Ỉ䝠䞊䝍䞊

෭ Ỉ䝫䞁䝥

㏦㢼ᶵ
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✵ㄪᶵ

✵ㄪᶵෆ㒊䛾䝣䜱䝹䝍䞊
෭༷ሪ

ಶู✵ㄪ⏝ᐊෆᶵ

ಶู✵ㄪ⏝ᐊእᶵ
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ᑐ㇟タഛ
⤥Ỉ⾨⏕タഛ

䠄䠝䠅

䕺䝡䝹⟶⌮⾨⏕ἲ
䛻ᚑ䛳䛯⟶⌮㈨᱁⪅
⤥Ỉタഛ䠄䠝䠅
ཷỈᵴ䚸㧗⨨Ỉᵴ
᪥ᖖⅬ᳨䚸ᐃᮇⅬ᳨䛸Ύᤲ
Ỉ㉁ᇶ‽䛾⟶⌮
᪥ᖖ䠄ṧሷ ᐃ䠅䚸ᐃᮇ䛾᳨ᰝ

䠄䠞䠅

ᥭỈ䝫䞁䝥䛾⤥ỈタഛⅬ᳨

Ỉタഛ䠄䠞䠅
ởỈ䚸Ỉᵴ䛾ᐃᮇⅬ᳨䛸Ύᤲ
Ỉ⟶➼䛾ᐃᮇΎᤲ
Ỉ䝫䞁䝥䛾ỈタഛⅬ᳨

㧗⨨Ỉᵴ

ཷỈᵴ
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ຍᅽ⤥Ỉ䝫䞁䝥
Ỉ୰Ỉ䝫䞁䝥

Ỉ䝖䝷䝑䝥
䝟䜲䝥䝅䝱䝣䝖
ෆ䛾㓄⟶㢮
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᪥ᖖⅬ᳨䞉㐠㌿┘ど䛸ᐃᮇⅬ᳨
᪥ᖖⅬ᳨䠖᪥ᖖⓗ䛻⾜䛖ಖ
䕺タ䜢ᕠᅇ䛧䚸┠ど䛻䜘䜛Ⅼ᳨
䠄␗㡢䞉␗⮯䞉ື䞉₃䜜䞉Ⓨ㗵䞉䜂䜃䜜䞉㐣⇕
䛆ண㜵ಖ䛇
䞉ワ䜎䜚䞉ởᦆ䞉ᑠື≀䚸᪻㢮䛾ᾐධ➼䠅
䕺ᶵჾ䛾㐠㌿≧ែ䛾グ㘓䚸ሗ࿌䚸᳨ド➼䜢⾜䛖䚹
ලྜ䛜䛒䜜䜀䚸ㄪᰝ䞉ಟ⌮䞉⢭ᐦⅬ᳨➼䛾ᑐᛂ
Ⅼ᳨䜢⾜䜟䛺䛔䛸
ᨾ㞀䞉ᨾ
ಟ⌮䞉ᨵಟ
䛆ᚋಖ䛇
䕺㐠㌿䞉┘ど
タഛᶵჾ䜢ᘓ≀䛾✌ാ≧ἣ䜔Ꮨ⠇➼䛻ᛂ䛨䛶䚸ኚ䛻ᑐᛂ䛧䛯
ຠ⋡ⓗ䞉ຠᯝⓗ䛺ᶵჾ䛾㐠㌿䜔᧯స
䠄ᶵჾ䛾㉳ື䞉Ṇ䚸ィ 䞉グ㘓䞉ไᚚ䞉タᐃ್䛾ኚ᭦䜔ษ᭰➼䠅

ᐃᮇⅬ᳨䠖ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖ಖ
䕺Ⅼ᳨䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺㈨᱁ཪ䛿≉ู䛺ᑓ㛛
▱㆑䜢᭷䛩䜛⪅䛜୍ᐃ䛾ᮇ㛫䛤䛸䛻⾜䛖Ⅼ᳨䚸᳨ᰝ
ཪ䛿☜ㄆ➼
䞉ᘓ≀䛜᭷ຠ䛻ᶵ⬟䛩䜛䜘䛖䛻䚸ᑐ㇟タഛ䜔ᐇ
ᮇ䜢ᐃ䜑ィ⏬ⓗ䛻⾜䛖Ⅼ᳨
䞉ἲᐃⅬ᳨
䞉䠍䠎᮲Ⅼ᳨䠄ᐁබἲ䠍䠎᮲ཪ䛿ᘓᇶἲ䠍䠎᮲䛻つᐃ䛩䜛Ⅼ᳨䠅
䠄䠖㠀ᖖ⏝Ⓨ㟁ᶵ䚸෭ᬮᡣタഛᶵჾ䚸⮬ືᡬ 䠅
䛆ண㜵ಖ䛇
䈜タഛᶵჾ䛾ᛶ⬟䞉ᶵ⬟䜢ᡤᐃ䛾≧ែ䛻⥔ᣢ䛩䜛䚹
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ಖྎᖒཬ䜃ಖィ⏬䛾ᵝᘧ䛛䜙ᢤ⢋
Ⅼ᳨䡡☜ㄆ㡯┠

㛵ಀἲ௧

ᘓ⠏≀䛾ᩜᆅཬ䜃ᵓ㐀䛾Ⅼ᳨

ᘓᇶἲ➨㻝㻞᮲ ᐁබἲ➨㻝㻞᮲

᪼㝆ᶵ䛾Ⅼ᳨

ᘓᇶἲ➨㻝㻞᮲ ே㝔㻝㻜㻙㻠➨㻟㻞᮲

ᘓ⠏≀䛾᪼㝆ᶵ௨እ䛾ᘓ⠏タഛ䛾Ⅼ᳨

ᘓᇶἲ➨㻝㻞᮲ ᐁබἲ➨㻝㻞᮲

ᾘ㜵⏝タഛ➼䛾Ⅼ᳨

ᾘ㜵ἲ➨㻝㻣᮲

༴㝤≀䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖୍⯡ྲྀᢅᡤ➼䛾Ⅼ᳨

ᾘ㜵ἲ➨㻝㻠᮲

ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀䛾ಖᏳつᐃ䛻䜘䜛⮬Ⅼ᳨

㟁Ẽᴗἲ➨㻠㻞᮲

ᶵᲔẼタഛ䛾Ⅼ᳨

ே㝔㻝㻜㻙㻠➨㻝㻡᮲

䝪䜲䝷䞊䛾ᛶ⬟᳨ᰝ䚸ᐃᮇⅬ᳨

ே㝔㻝㻜㻙㻠➨㻟㻞᮲

ίᵴ䛾Ỉ㉁᳨ᰝ䚸ಖᏲⅬ᳨䚸Ύᤲ

ίᵴἲ➨㻣䡚㻝㻝᮲

⡆᫆ᑓ⏝Ỉ㐨䛾Ỉᵴ䛾Ύᤲ䚸᳨ᰝ

Ỉ㐨ἲ➨㻟㻠᮲

Ỉタഛ䛾Ύᤲ

ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ➨㻠᮲

Ύᤲ➼ཬ䜃䛽䛪䜏➼䛾㜵㝖

ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ➨㻠᮲ ே㝔㻝㻜㻙㻠➨㻝㻡᮲

✵Ẽ⎔ቃ䛾 ᐃ

ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ➨㻠᮲ ே㝔㻝㻜㻙㻠➨㻝㻡᮲

෭༷ሪ䚸ຍ‵⨨➼䛾Ύᤲ➼

ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ➨㻠᮲ ே㝔㻝㻜㻙㻠➨㻝㻡᮲

⤥Ỉタഛ䛾㣧ᩱỈ䚸㞧⏝Ỉ䛾㐟㞳ṧ␃ሷ⣲➼
䛾᳨ᰝ

ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ➨㻠᮲

ᘓ≀タഛ䛾ෆᐜ䛻䜘䜚
ἲᐃ㈨᱁⪅䛾㑅௵䞉Ⅼ᳨㈨᱁䛜ᚲせ













㟁 Ẽ タ ഛ䠖㟁Ẽ௵ᢏ⾡⪅
෭⇕※ タ ഛ䠖෭ᶵᲔ㈐௵⪅䚸䝪䜲䝷䞊ᢏኈ
┬䜶䝛䝹䜼䞊䠖䜶䝛䝹䜼䞊⟶⌮ኈ䚸⟶⌮ဨ
༴ 㝤 ≀ 䠖༴㝤≀ಖᏳ┘╩⪅
㜵 ⅆ 㜵 ⅏ 䠖㜵ⅆ䚸㜵⅏⟶⌮⪅
⎔ ቃ ⾨ ⏕ 䠖ᘓ⠏≀⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅
ᾘ㜵⏝ タ ഛ䠖Ⅼ᳨㈨᱁⪅䚸ᾘ㜵タഛኈ
ᘓ ⠏ タ ഛ䠖ᘓ⠏ኈ䚸ᘓ⠏タഛ᳨ᰝဨ
᪼㝆ᶵ᳨ᰝ 䠖᪼㝆ᶵ➼᳨ᰝဨ
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ᘓ≀䛻䛛䛛䜛⟶⌮㈝⏝䛻䛴䛔䛶
⟶⌮㈝⏝䛾ᵓᡂ
䠍䠊⟶⌮䝃䞊䝡䝇䛾ᑐ㇟䛷䛒䜛⟶⌮㡯┠
䠄᪥ᖖ䚸ᐃᮇⅬ᳨䞉᳨ᰝ䜔ᩚഛ䛾ෆᐜ䠅

䠎䠊䝃䞊䝡䝇䛾㢖ᗘ
䠄Ⅼ᳨䞉ᩚഛ䛾ᅇᩘ䜔࿘ᮇ➼䠅

䠏䠊せဨ㓄⨨䜢ྵ䜑䛯⟶⌮䛾䜾䝺䞊䝗
䠄㓄⨨ဨ䛾㉁䚸ᖖ㥔䞉ᕠᅇ䞉㻞㻠㛫ᑐᛂ䠅

ཎ౯䛻ᇶ䛵䛟౯᱁䛜Ỵ䜛䚹

㈤㈚㠃✚ᙜ䜚┤᥋⟶⌮㈝䛾つᶍูศᕸ
䟝ᙜ䜚䛾⟶⌮㈝⏝䠄ᖺ㛫䠅

ฟ䠖ᮾி䝡䝹䝐䞁䜾༠䛂䝡䝹⟶⌮ᐇែ䛾䜎䛸䜑䠎䠌䠌䠏ᖺ䛃
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⟶⌮䝁䝇䝖䛾ศᩓ⌮⏤
䞉ྠ⛬ᗘ䛾ᘓ≀䛷䛒䛳䛶䜒䚸㈨⏘䛸䛧䛶⟶⌮䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉
䛾ᕪ䛜䛒䜛䚹 Ⓨὀ⪅䠄䜸䞊䝘䞊䠅
䞉⟶⌮䝁䝇䝖䛜䝡䝹䛾ᵝ䜔タഛෆᐜ䛻䜘䛳䛶䛝䛟␗䛺䜛䚹
䞉⟶⌮♫䛻䜘䜛⟶⌮ᵝ䛸⟶⌮ཎ౯䛾䝞䝷䝒䜻䛜䛒䜛䚹

ᇶᮏⓗ䛺⟶⌮ᵝ䚸⟶⌮㡯┠䜢ᐃ䜑䜛䚹

ඹ㏻ᵝ᭩ ✚⟬ᇶ‽

䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົⓎὀ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄䠍䠅
䛆ᴗົⓎὀ‽ഛẁ㝵䛇
䠄⌧ሙ᮲௳䜢㋃䜎䛘䛯㐺ษ䛺ᵝ᭩䛾సᡂ䠅
䐟ಶูタ䛾⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬䚸ᘓ⠏≀ᅛ᭷䛾᮲௳䛻౫Ꮡ
䛩䜛ᴗົ㡯┠䚸ᴗົᩘ㔞䚸సᴗ᮲௳➼䜢㋃䜎䛘䚸㐺ษ
䛻ᵝ᭩➼䜢సᡂ䛧✚⟬ෆᐜ䛸䛾ᩚྜ䜢ᅗ䜛䚹
䐠ᵝ᭩䛾సᡂ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸ᴗົ䛻ᚲせ䛺䛶䛾㡯
䜢☜ᐇ䛻┒䜚㎸䜐䜘䛖䚸༑ศ䛻␃ព䛩䜛䚹
㻙㻙㻙ಶ䚻䛾ᘓ≀䛻䛒䛳䛯㐺ษ䛺Ⓨὀ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛㻙㻙㻙
䞉ᵝ᭩䛻䛿䚸ᐇែ䛾ෆᐜ䛸ᩚྜ䛧䛯ሗ䛜グ㏙䚸㛤♧䛥䜜
䞉✚⟬䛿䚸ᐇែ䛷䛺䛟ᵝ᭩䛾ሗ䛛䜙✚⟬䛩䜛
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✚⟬䛷䛝䛺䛔సᴗෆᐜ䛾グ㍕

䖪᪥ᖖⅬ᳨ᴗົ
䞉పᅽ㓄㟁┙䠄ศ㟁┙䚸ືຊ┙䠅䛾Ⅼ᳨
䞉✵Ẽㄪჾ ㏦㢼ᶵ 㦁㡢ື䛾␗ᖖ䛾᭷↓
䞉✵ㄪタഛ䛾㐠㌿䚸┘ど䚸Ⅼ᳨ㄪᩚ

䖪᭶㛫Ⅼ᳨ᴗົ
䞉እⅉタഛ䛾Ⅼ᳨ཬ䜃⮬ືⅬ⁛⨨䛾ㄪᩚ
䞉䝎䜽䝖䚸䝎䞁䝟䞊Ⅼ᳨ᩚഛ

䖪ᖺ㛫Ⅼ᳨ᴗົ
䞉ྛ✵ㄪᶵෆ㒊Ⅼ᳨ཬ䜃Ύᤲ
䞉ྛ䝫䞁䝥㢮䛾ᩚഛ䠄䜾䝷䞁䝗䝟䝑䜻䞁ྲྀ᭰ྵ䜐䠅

䖪ᐃᮇⅬ᳨ᴗົ
䞉✵Ẽㄪჾᶵ ㏦㢼ᶵ㦁㡢ື䛾᭷↓䚸⩚᰿䛾◚ᦆ䚸
ởᦆ䛾᭷↓

㐠㌿䞉┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ᳨䞉ಖᏲ

ඹ㏻ᵝ᭩䛷䛿䚸

Ⅼ᳨㡯┠

Ⅼ᳨ෆᐜ

ศ㟁┙䞉↷᫂ไᚚ┙ 䐟␗ᖖ㡢䛾᭷↓䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䐠ྛ㛤㛢ჾ➼䛾㛤㛢≧ἣ䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹
䝴䝙䝑䝖ᙧ✵ㄪᶵ
䝁䞁䝟䜽䝖ᙧ✵Ẽㄪ
ᶵ

䐟ྛ㒊䛾␗ᖖ㡢䚸␗ᖖື➼䛾᭷↓䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹
䐠㑏Ẽ䚸⤥Ẽཬ䜃෭ Ỉධཱྀ䚸ฟཱྀ ᗘᕪ䛾␗ᖖ
䛾᭷↓䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹
䐡ຍ‵ჾ䛾ở䜜䛾᭷↓䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹
䐢Ỉ䛾Ⰻྰ䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹

ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲ

䠓䠊Ỉ⣔⤫
a ຍ‵⏝⤥Ỉ
b 䝗䝺䞁䝟䞁

䠍M
䠍M
䠍M
䠍M
䠍M
䠍M

䝴䝙䝑䝖ᙧ✵ㄪᶵ 䝁䞁䝟䜽䝖ᙧ✵Ẽㄪᶵ

Ⅼ᳨㡯┠
䠎䠊ᮏయ

࿘ᮇ

Ⅼ᳨ෆᐜ

࿘ᮇ

ᢤ⢋
䐟タ⨨䛾≧ἣཬ䜃ຎ䞉ᦆയ䛾≧ἣ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䐠䜅䛧䜗䛟䚸ኚᙧ䚸◚ᦆ➼䛾᭷↓䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹

䝅䞊䝈䞁
IN
IN

䐟⤥Ỉᘚ䛾㛤㛢䜢Ⅼ᳨䛩䜛䚹
䐠₃䜜ཬ䜃ở䜜䛾䛺䛔䛣䛸☜ㄆ䛩䜛䚹
ở䜜䚸䛥䜃䚸⭉㣗➼䛾᭷↓䜢Ⅼ᳨䛧䚸Ύᤲ䛩䜛䚹

ON
ON
IN䞉ON
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ඹ㏻ᵝ᭩䛻䜘䜛ᴗົෆᐜ
Ⅼ᳨ಖᏲᴗົ䛾ෆᐜ䠄䛝䛟㻞㡯┠䠅
䠍䠊ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲ䠄ᐃᮇⅬ᳨䛸⮫Ⅼ᳨䠅
䞉ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖Ⅼ᳨䋻ἲᐃⅬ᳨䛸ᑐ㇟タഛ䜔ᐇ
ᮇ䜢ᐃ䜑ィ⏬ⓗ䛻⾜䛖Ⅼ᳨
ᘓ⠏䚸㟁Ẽタഛ䚸ᶵᲔタഛ䚸┘どไᚚタഛ䚸
ᘓ⠏≀䛸ᘓ⠏タഛ䛻䛴䛔䛶
㜵⅏タഛ䚸ᦙ㏦タഛ䚸ᕤస≀䞉እᵓタഛ➼䛾
ྛタഛᶵჾ䛻ᑐ䛧䛶
Ⅼ᳨㡯┠䞉Ⅼ᳨ෆᐜ䞉Ⅼ᳨࿘ᮇ䜢ᐃ䜑䛶䛔䜛䚹

䞉Ⅼ᳨࿘ᮇ䋻᭶䡚ᖺ䞉䠏ᖺ䞉䠑ᖺ䞉䠍䠌ᖺ
䝅䞊䝈䞁䠥䠪䞉䠫䠪䞉䠫䠢䠢

䠎䠊㐠㌿䞉┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ᳨䞉ಖᏲᴗົ
䞉୰ኸ┘どไᚚ⨨䛜䛒䜛ᘓ⠏≀➼
䞉ᖖ㥔䛧䛶ᐇ䛩䜛㐠㌿䚸┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ᳨䚸ಖᏲ
ᘓ⠏≀䛸ᘓ⠏タഛ䛻䛴䛔䛶
ᘓ⠏䚸㟁Ẽタഛ䚸ᶵᲔタഛ䚸
┘どไᚚタഛ䚸 ᦙ㏦タഛ䛾
ྛタഛᶵჾ䛻ᑐ䛧䛶
᪥ᖖ⾜䛖Ⅼ᳨䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䛶䛔䜛䚹

䞉࿘ᮇ䋻㛫䡚᪥䡚㐌䡚᭶
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ಖᑐ㇟䛸䛺䜛タഛ䛸⟶⌮᪉ἲ䛾ᢕᥱ
ᘓ≀ෆ䛻䛹䛾ᵝ䛺タഛᶵჾ䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䜛䛾䛛
 䛹䛾タഛ䜢ಖᑐ㇟䛸䛩䜛䛾䛛䚸
䛧䛶䛔䜛䛾䛛
 Ⅼ᳨䛾ෆᐜ䛸࿘ᮇ䜢䛹䛾䜘䛖䛻Ỵ䜑䜛䛛䚸
Ỵ䜑䛶䛔䜛䛾䛛
 タഛᶵჾ䛾⿵ಟ➼䛜䛔䛴⾜䜟䜜䛯䛛䚸
ḟ䛿䛔䛴⾜䛖䛾䛛
 ᢏ⾡ဨ䜢ᖖ㥔䛥䛫䜛䛾䛛䚸䛥䛫䛺䛔䛾䛛


ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲᴗົ䛾䝫䜲䞁䝖


Ⅼ᳨䛾⠊ᅖ
ἲⓗつไ䜢⪃៖䛧䚸ᘓ⠏≀➼䛾⯡䛻䛴䛔䛶䚸
Ⅼ᳨㡯┠䞉ෆᐜ䞉Ⅼ᳨ᮇ䜢つᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
᭦䛻Ⅼ᳨ᮇ䛻䛴䛔䛶䚸
࿘ᮇ䊠䛸࿘ᮇ䊡䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
࿘ᮇ䊠䠖Ⰻዲ䛺≧ែ䛻⥔ᣢ⟶⌮䛩䜛ᶆ‽ⓗ䛺
Ⅼ᳨࿘ᮇ
࿘ᮇ䊡䠖タഛ䛾ලྜ䛜᪥ᖖᴗົ䛻䛒䜎䜚ᙳ㡪
䜢ཬ䜌䛥䛺䛔ሙྜ䛾Ⅼ᳨࿘ᮇ
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ඹ㏻ᵝ᭩䛷ᐃ䜑䛶䛔䜛࿘ᮇ䊠䞉䊡
䛹䛱䜙䜢㑅ᢥ䛩䜛䛛䚸ཪ࿘ᮇ䊠䞉䊡䛾Ⅼ᳨㡯┠䞉
ෆᐜ䞉Ⅼ᳨ᮇ䜢㐺⏝䛩䜛䛛ྰ䛛䛿Ⓨὀ⪅䛾ุ
᩿䛻䜘䜛䚹䠄ἲᐃⅬ᳨䛿㝖䛟䠅
ุ᩿ᇶ‽䛸䛧䛶䛿䚸
㻝㻚ᑐ㇟ᶵჾ䛾ᶵ⬟Ṇ䛜タ⏝䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪
㻞㻚ᑐ㇟ᶵჾ䛾ᶵ⬟Ṇ䜢ᪧ䛥䛫䜛㛫䛸㈝⏝
㻟㻚ᑐ㇟ᶵჾ䛾ຎ䛸ᨾ㞀䛾㢖ᗘ
㻠㻚ᘓ≀䛾≉Ṧᛶ䛛䜙タഛᶵჾ䛾✌ാ≧ἣ䛾㐪䛔
≉Ṧᛶ䠖ᘓ≀䛾ᵓ㐀䚸タഛෆᐜ䚸ᆅᇦᛶ

ᐃᮇⅬ᳨➼ཬࡧಖᏲ

㸳㝣ୖ࣏ࣥࣉࡢⅬ᳨㡯┠ࡢ୍㒊ᢤ⢋
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ඹ㏻ᵝ᭩䛾Ⅼ᳨࿘ᮇ䜢ཧ⪃䛻
䖪ุ᩿ᇶ‽䠖䝫䞁䝥䛾タ⨨ྎᩘ䛿䠛ఱ䛻⏝䠛
㻝ྎ䞉㻞ྎ ୖỈ⤥Ỉ䚸✵ㄪ⏝ 
䖪❹ᕤ䛧䛯䜀䛛䜚䛾ᘓ≀䚸ᶵჾ䜢᭦᪂䛧䛯➼
Ⅼ᳨࿘ᮇ䜢ᘏ䜀䛩䛣䛸䜢᳨ウ䛩䜛䚹
䖪䠑ᖺ௨ୖ⤒㐣䛧䛯ᘓ≀䚸䠍㻜ᖺ௨ୖ䞉䞉䞉䞉䞉
Ⅼ᳨࿘ᮇ䊡 Ⅼ᳨࿘ᮇ䊠 䛾㑅ᢥ
䖪タ䛾≧ἣุ᩿䛾୍
䠒M 䠍Y
䐡⤯⦕ᢠ䜢 ᐃ䛧䚸䛭䛾Ⰻྰ䜢☜ㄆ䛩䜛
㟁ືᶵ䛜㟁Ẽⓗ䛻Ⰻዲ䛛䛹䛖䛛䛾ุ᩿䛩䜛㡯┠䛷䛩䚹
䛣䜜䛿㟁ືᶵ䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛⎔ቃ䛻䛝䛟ᙳ㡪䛧䜎
䛩䛾䛷䚸‵Ẽ➼䛜ከ䛔ሙᡤ䛺䛹䛿䚸Ⅼ᳨࿘ᮇ䛿ẚ㍑
ⓗ▷䛟タᐃ䛩䜛䚹



᭕䛺⾲⌧
䞉ົ⪅䛾㈨᱁➼䛻㛵䛩䜛㡯┠
䖪㟁Ẽ௵ᢏ⾡⪅䠄➨䠏✀ཪ䛿ྠ➼௨ୖ䛾⤒㦂⪅䠅
䞉㐠㌿┘どཬ䜃᪥ᖖⅬ᳨ಖᏲᴗົ
ᖖ㥔䛧䛶ᴗົ䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ

䈜ኪ㛫䠍䝫䝇䝖௨ୖ䛸䛿䚸௨ୖ䛸䛺䜛䜿䞊䝇䛜䛒䜛䛾䛛䠛
䛒䜛䛾䛺䜙䚸᫂☜䛻♧䛩䚹
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ົ㛫䛸せဨ䛾㓄⨨
䞉ᖖᢏ⾡ဨ䜢⨨䛟ᚲせᛶ䛜䛒䜛䛾䛛
䞉ᢏ⾡ဨ䜢㓄⨨䛩䜛ᚲせ䛺㛫ᖏ
䞉ᢏ⾡ဨ䛜ᅾ䛾⥭ᛴᑐᛂ

ᴗົ䛾ᐇ㛫䋻ᖹ᪥䛸㛢ᗇ᪥䛷ᣦᐃ
䈜ேᩘ䛾ᣦᐃ䛾ሙྜ䚸ᴗົ㔞䛸䛾ᩚྜᛶ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹
䖩㻞㻠㛫䛾㓄⨨䛜ᚲせ䛺タ䛷䛿䚸㻝䝫䝇䝖㻝ྡయไ➼
᫂☜䛺グ㍕䛜ぢ✚䛾බᖹᛶ䛻䛴䛺䛜䜛䚹


㈨᱁⪅䛾㓄⨨
䕺㐠㌿䞉⟶⌮䛩䜛䛯䜑䛻⤯ᑐᚲせ䛺㈨᱁⪅
䕻㓄⨨せဨ䛾ᢏ⾡䝺䝧䝹䜢ᢸಖ䛩䜛䛯䜑䛾㈨᱁
䠄䠅ᘓ⠏≀⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅
㈨᱁ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛾᮲௳
ヨ㦂䠖⎔ቃ⾨⏕ୖ䛾⥔ᣢ⟶⌮䛻㛵䛩䜛ᐇົ䛻ᴗ䛸䛧䛶
㻞ᖺ௨ୖᚑ䛧䛯⪅
ㅮ⩦䠖ྛ✀ཷㅮ㈨᱁᮲௳䛒䜚䚸㻜ᖺࠥ㻡ᖺᐇົ䛻ᚑ
ཧ⪃䠖ಖᴗົປົ༢౯
ᢏ⾡⪅༊ศ
ಖᢏᖌ⿵ཪ䛿ಖᢏ⾡ဨ
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✚⟬㔠㢠⟬ᐃ䛾
ඹ㏻ᵝ᭩ ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲ
䠍䠊ປົᩘ㔞䠖Ṍ䜚䛻ᶵჾ䛾ྎᩘ䚸Ⅼ᳨ᅇᩘ➼䜢䛨䛶
⟬ᐃ䛩䜛䚹

䠎䠊Ṍ䜚䠙タഛᶵჾ䛻䛴䛔䛶䚸Ⅼ᳨䞉ᩚഛ➼䜢⾜䛖
సᴗ㛫㾂䠍᪥䛾ປാ㛫䠄䠔䠤䠅
㻔䠅㻞㻡ศసᴗ䋻㻞㻡ศ㾂㻠㻤㻜ศ䍦㻜㻚㻜㻡㻞

✚⟬ᇶ‽

ᐃᮇⅬ᳨➼ཬ䜃ಖᏲ
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㻞㻚㻝ᘓ⠏

䠏䠊ປົ༢౯
Ṍ䜚䛻䛨䜛ປົ༢౯䛿䚸ᢏ⾡⪅༊ศ䛤䛸䛻ᐃ䜑䛯
䜒䛾䜢⏝䛩䜛䚹

䠐䠊㝣ᒇ᰿䛾Ⅼ᳨
ᒇ᰿䛾Ⅼ᳨䛿䚸䠍䠌䠌䟝ᙜ䛯䜚䛸䛧䛶䛔䜛䚹ᒇ᰿䛾Ⅼ᳨䛸୍
⥴䛻䝹䞊䝣䝗䝺䜲䞁䞉ᵽ䛾Ⅼ᳨䛜ྍ⬟䛷䛒䜚䚸ᒇ᰿䛾Ṍ䜚
䛻ྵ䜎䜜䜛䚹
䝟䝷䝨䝑䝖䚸ᡭᦾ䛿䚸㛗䛥䠍䠌䡉ᙜ䛯䜚䛸䛧䛶䛔䜛䚹⎔䛿ᡭ
ᦾ䛸୍⥴䛻Ⅼ᳨ྍ⬟䛷䛒䜚ᡭᦾ䛾Ṍ䜚䛻ྵ䜎䜜䜛䚹
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䠑䠊ᒇ᰿Ⅼ᳨䛾✚⟬ ᘓ⠏≀䛾ᘏ䜉㠃✚ 㻟㻘㻜㻜㻜䟝
ᒇ᰿䛾㠃✚䠑䠌䠌䟝䚸䝟䝷䝨䝑䝖䞉ᡭᦾ㻝㻞㻜㼙䛾ሙྜ
䚾ಖᢏᖌ䊢䚿䛾ປົᩘ㔞䛸㈝⏝
㻔㻝㻕㝣ᒇ᰿ 䠍䠵 㻝㻜㻜䟝ᙜ䜚 Ṍ䜚㻜㻚㻜㻠㻠
㻜㻚㻜㻠㻠㽢㻡㻜㻜䟝㾂㻝㻜㻜䟝䠙㻜㻚㻞㻞ே
㻔㻟㻕䝟䝷䝨䝑䝖㻔㻠㻕ᡭᦾ ඹ䛻䠍䠵 㻝㻜㼙ᙜ䜚Ṍ䜚ྛ㻜㻚㻜㻜㻟
㻜㻚㻜㻜㻢㽢㻝㻞㻜㼙㾂㻝㻜䡉䠙㻜㻚㻜㻣㻞ே
㻜㻚㻞㻞䠇㻜㻚㻜㻣㻞䠙䠌䠊䠎䠕䠎ே
ᒇ᰿䛾ྜィ㔠㢠䠖㻜㻚㻞㻥㻞㽢㻞㻟㻘㻤㻜㻜䍦㻢㻘㻥㻡㻜

2019ᖺᗘ

Ṍ䛾ὀពⅬ
䜢Ⓨὀ䛩䜛ሙྜ䛾༢䜢䚸✚⟬ᇶ‽
䛷䛿༙᪥䠄㻜㻚㻡䠅ཪ䛿୍᪥䠄㻝㻚㻜䠅༢䛸䛧䛶䛔䜛䚹


䞉㞟ィ䛧䛯Ṍ䛾ᑠᩘⅬ➨䠍䛜㻡௨ୗ䛾ሙྜ䛿㻜㻚㻡䚸
㻡䜢㉸䛘䜛ሙྜ䛿㻝㻚㻜䛻ษ䜚ୖ䛢䜛䚹
䈜ᒇ᰿䛾✚⟬
䞉㏻ᖖ䛿䚸ᒇ᰿䛰䛡䛷䛺䛟እቨ䜔እᵓ䚸ᶞᮌ➼䛾እᅇ䜚
୍ᘧ䛾Ⓨὀ䛾ሙྜ䚸ྜィṌ䛾➃ᩘฎ⌮
䞉ᒇ᰿Ⅼ᳨༢⊂䛾ሙྜ
㻜㻚㻞㻞䠇㻜㻚㻜㻣㻞䠙䠌䠊䠎䠕䠎ே䋻㻜㻚㻡
ᒇ᰿䛾ྜィ㔠㢠䠖㻜㻚㻡㽢㻞㻟㻘㻤㻜㻜䠙㻝㻝㻘㻥㻜㻜
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䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົⓎὀ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄䠎䠅
䛆ᴗົᐇẁ㝵䛇
䠄ᴗົᒚ⾜᮲௳䛾ኚ➼䛻ᛂ䛨䛯㐺ษ䛺ᵝ᭩➼䛾ኚ᭦䠅
ᵝ᭩➼䛻᫂♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔ᴗົᒚ⾜᮲௳䛻䛴䛔䛶
ணᮇ䛩䜛䛣䛸䛾䛷䛝䛺䛔≉ู䛺≧ែ䛜⏕䛨䛯ሙྜ
ᵝ᭩➼䛾ኚ᭦ཬ䜃䛣䜜䛻క䛳䛶ᚲせ䛸䛺䜛௦㔠䛾
㢠䜔ᒚ⾜ᮇ㛫䛾ኚ᭦䜢⾜䛖䚹
㻙㻙ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᵝ䞉㔠㢠䛾ኚ᭦䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩㻙㻙
ᵝእ䠄䠙ዎ⣙እ䠅䛷ᐇ䛧䛯ᴗົ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
㏻ᖖ䛿ู㏵༠㆟䛻䜘䜚Ύ⟬䛩䜛䚹

䛆ᒚ⾜᳨ᰝ䝏䜵䝑䜽䛇ᐇ୰䚸ᚋ
ཷク⪅䛜䝏䜵䝑䜽䛧䛯⮬᳨ᰝ䝅䞊䝖䛰䛡䛾
☜ㄆ䛷䛿䚸タഛ䛾ᐇែ䛿ุ᩿䛷䛝䛺䛔䚹
 ᳨ᰝ䝅䞊䝖䚸Ⅼ᳨䝸䝇䝖➼䜢䛔䚸
ཷク⪅䛸⌧ሙ☜ㄆ
 ᴗົෆᐜ
䞉ᵝ᭩䛾ෆᐜ䛾ᴗົ䜢ᒚ⾜䛧䛶䛔䜛䛛
䞉ᵝ䜢ᡭ䛻ኚ᭦䛧䛶ᐇ䚸ཪ䛿┬␎䛧䛶
䛔䛺䛔䛛
䞉ἲ௧㑂Ᏺ䠖ἲⓗ䛻ᐇ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
ᴗົ䛜ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䛛
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ෆ㒊

✵ㄪᶵ

✵ㄪ⏝䝫䞁䝥

ᒇእ↷᫂
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ሗ࿌᭩䛾☜ㄆ
䠄ၥ㢟Ⅼᢕᥱ䠅

ᵝ䛾ᨵၿ
䛸✚⟬

⌧ሙ䛾☜ㄆ
䠄⟶⌮ᐇែ䞉ᒚ⾜䝏䜵䝑䜽䠅

ḟᖺᗘ䛾ィ⏬
䠄ᵝኚ᭦䞉ண⟬䠅

ᴗົ䛾ᘬ⥅
ཷク⪅䛜ධ䜜᭰䜟䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶Ⓨ⏕䛩䜛
䝖䝷䝤䝹䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸☜ᐇ䛺ᘬ⥅䛸
㐺ษ䛺ᘬ⥅䛞ᮇ㛫䛜ᚲせ䚹
䞉ධᮐᐇせ㡯䠄䠅
ཷク⪅䠄᪂䠅䛿䚸ᮏዎ⣙䛻㝿䛧䛶䚸ᢸᙜ⪅䛾┘
䛂ཷ
╩ୗ䛻䛚䛔䛶䚸㈐௵䜢䜒䛳䛶ྛᴗົ䛾ᘬ⥅䜢ཷ
䛡䜛䛣䛸䚸ᘬ⥅䛻䛒䛯䛳䛶䛿๓௵ཷク⪅䛸ㄪᩚ䛧䚸
ฟᖍ⪅䞉᪥⛬䛾ᢎㄆ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛃
䛂ཷ
ཷク⪅䠄ᪧ䠅䛿䚸ᢸᙜ⪅䛾┘╩ୗ䛻䛚䛔䛶䚸ḟ
ᖺᗘ䛾ᴗົ䛻ᨭ㞀䛾ฟ䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖㈐௵䜢
䜒䛳䛶ᚋ௵䛾ཷク⪅䜈ᴗົ䜢ᘬ䛝⥅䛠䛣䛸䛃
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䛂ᘬ⥅䛻ಀ䜛㈝⏝䛿ཷク⪅䛾㈇ᢸ䛸䛩䜛䛃
ᐇ㝿䛾ᘬ⥅䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸

䖩ᪧཷὀ⪅䛸᪂ཷὀ⪅䛜Ⅼ᳨ᴗົ➼䜢୍⥴䛻
⾜䛖䚹
䖩⟶⌮ᢸᙜ⪅䚸ᪧཷὀ⪅䚸᪂ཷὀ⪅䛾୕⪅䛷
⌧ሙタഛ䛾⟶⌮ᐇែ䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹
䖩ഛ䛺タഛ⟠ᡤ䜢グ㘓䚸ᮇ㝈䜢ᐃ䜑䛶ᒚ⾜
䛥䛫䜛䛣䛸䚹

ಖ
タഛᶵჾ䛾ಙ㢗ᛶ䜢
⥔ᣢ䛩䜛ᢏ⾡

ಖᢏ⾡䛾Ⰻྰ䛿
タഛᶵჾ䛾
ᛶ⬟䜔ᑑ䜢ᕥྑ䛩䜛

177

䛤Ύ⫈᭷㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹

၈ᮌ⏣ ⩏㞝
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䠎䠌䠍䠕ᖺᗘಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

➨4㒊䛂Ⓨὀᴗົ䛾ㄢ㢟ⅬゎỴ䛾ᥦゝ䛃
䡚Ⓨὀᴗົ䛾㐺ṇ䛾ᬑཬಁ㐍䛾䛯䜑䛻䛿䡚

䛭䛾䠍 䛂㐺ษ䛺ධᮐ᭩㢮సᡂୖ䛾䝫䜲䞁䝖䛃

䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠎䠍

ᯇ ᮏ ༟ ୕

E-mail: matsumoto@mgmt21.jp
URL:
http://www.mgmt21.jp

➨4㒊䛾䛽䜙䛔
4
䛀䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົ䛻ಀ䜟䜛Ⓨὀ㛵ಀົ䛾㐠⏝
䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛁䛾㐺⏝䛾ᬑཬ䞉ಁ㐍䛾䛯䜑䛻䠖
䠍䠊ಖᴗົ䛾ධᮐ䞉ዎ⣙ົ䛾㐺ṇ䜢ᅗ䜛
䠎䠊ᴗົせồỈ‽䛸ධᮐせ௳䜢ṇ䛧䛟సᡂ䛩䜛
䠏䚸㐺ṇ䛷ඃⰋ䛺ཷὀ⪅䜢㑅ᐃ䛩䜛
䠏䠊ཷὀ⪅䛾ᴗົᒚ⾜䜢ṇ䛧䛟ホ౯䛩䜛
䠐䠊ධᮐ䛾㐺ษ䜢▱䜚䚸⚈䜢ண㜵䛩䜛

2

179

ᮏ᪥䛾ㄽⅬ
䛀䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢ᫎ䛥䛫䛯䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົ

䛻ಀ䜛Ⓨὀ䞉ዎ⣙ᴗົ䛾㐺ṇ䛸ᶆ‽䛾䛯䜑䛁
䠍䠊Ⓨὀ⪅䛜ᮇᚅ䛩䜛ᡂᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔䛾䛿䛺䛬䛛䠛
䠎䠊㐺ษ䛺ධᮐ䞉ⴠᮐ䜢ண㜵䛩䜛䛻䛿䠛
䠏䠊ཷク⪅䜢ṇ䛧䛟ホ౯䛧䚸㑅ᐃ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠛
䠐䠊ཷὀ⪅䛾ᴗົᒚ⾜䛾☜ㄆ䛸ホ౯䜢㐺ษ䛻⾜䛔䚸
ရ㉁䜢☜ಖ䛩䜛䛻䛿䠛
䠑䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛾ᑟධಁ㐍䛾䛯䜑䛻䛿䠛
䛭䛾䠍 㐺ษ䛺せồỈ‽䛸ධᮐせ௳᭩䛾సᡂ䛛䜙
3

せồỈ‽᭩䛸ධᮐせ௳᭩䛾䝫䜲䞁䝖
ᚲせ㡯ᩚ⌮ せồ㡯ఏ㐩 ⟶⌮㐠Ⴀᵝ

䡷䡬䢇䢚䡹ホ౯

ᇶᮏ᪉㔪

ධᮐᡭ㡰

ᴗົෆᐜ
(ᵝ᭩䠅

ရ㉁⟶⌮

ཧຍせ௳

ணᐃ౯᱁

⟶⌮᪉ᘧ

䡮䢙䡹䢉䢛䡴䡸䡪䢙

ධᮐዎ⣙᪉ᘧ

ⴠᮐᇶ‽

⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊

᭶ሗ࿌

⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬

タᴫせ

⟶⌮㐠Ⴀయไ

༴ᶵ⟶⌮యไ

ရ㉁┠ᶆ

㐠Ⴀᴫせ

㉁ၥ䞉ᅇ⟅

◊ಟయไ
4
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➨䠍❶ᴗົせồỈ‽᭩䛸ධᮐせ௳᭩䛾స䜚᪉
䠍䚸ᴗົせồỈ‽᭩䛾సᡂ

䠍䠅䛂ᴗົせồỈ‽᭩䛃䛾ព⩏
ᘓ⠏≀䛾ಖ䚸⥔ᣢ⟶⌮䛾ពᅗ䞉┠ⓗ䜢ධᮐཧຍ⪅䛻
ศ䛛䜚䜔䛩䛟䚸ṇ☜䛻ఏ䛘䜛䜒䛾

э ⌧≧䛿ୗグㄢ㢟Ⅼ䛜⏕䛨䛶䛔䜛
䠄䠍䠅Ⓨὀ⪅䛜ᐇ⌧ྍ⬟䛺せồỈ‽䜢♧䛧䛶䛔䜛
䠄䠎䠅せồỈ‽䛸ぢ✚䜚ணᐃ౯᱁䛾䝞䝷䞁䝇䛜ྲྀ䜜䛶䛔䛺䛔
䠄䠏䠅Ⓨὀ⪅䛾ពᅗ䛸ධᮐ⪅(ཷὀ⪅䠅䛾⌮ゎ䛜୍⮴䛧䛶䛔䛺䛔
䠄䠐䠅䇾Ⓨὀ⪅䛜ఱ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䛛䠛䇿 䛜᫂☜䛻♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔
䠄䠑䠅ୖグ≧ἣ䛾⤖ᯝ䚸ዎ⣙⥾⤖ᚋ䛾䝖䝷䝤䝹䛜ከ䛟Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛
5

䠍䚸ᴗົせồỈ‽᭩䛾సᡂ
䠎䠅ᴗົせồỈ‽᭩䛾ᚲせ㡯䛾ᩚ⌮
䠄䠍䠅タ䛾⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬䠄⥔ᣢ⟶⌮㐠Ⴀ䛾ᇶᮏィ⏬䠅䛾సᡂ
䠄䠎䠅Ⓨὀ⪅䛾ᮇᚅ䛩䜛䝃䞊䝡䝇ရ㉁䛾┠ᶆタᐃ
䠄䠏䠅タ䛾䝷䜲䝣䝃䜲䜽䝹䝅䝘䝸䜸䛾సᡂ
䠄⏬䞉タィ䞉ᕤ䛛䜙タ㝖ཤ䜎䛷䠅
䠄䠐䠅Ⓨὀ⪅䞉ཷὀ⪅䛾ඹ㏻ㄆ㆑䞉┦ಙ㢗䞉┦⌮ゎ䛜ᚲせ
э Ỉᖹⓗዎ⣙㛵ಀ䠄ಖᴗົ䛾䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䠅

э Ᏻᚰ䚸ಙ㢗䛷䛝䜛㐺ṇ䛺ཷὀ⪅䛾㑅ᐃ
э 㐺ษ䛺せồỈ‽᭩䛜㐺ṇ䛺ᵝタᐃ䞉✚⟬䞉ぢ✚䜚
䛻䛴䛺䛜䜚䚸ṇ䛧䛔ண⟬䛜ྍ⬟䛻䛺䜛
6
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䠏䠅ᴗົせồỈ‽䛾䝫䜲䞁䝖
䠄䠍䠅Ⓨὀ⪅䛜䛂ఱ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䛾䛛䛃䜢㐣㊊䛺䛟᫂☜䛻ఏ䛘䜛
䠆䛂බ⏝㌴䛾㉎ධ䛃䛾せồỈ‽䛿䠛
䠄䠎䠅ᥦ౪䛥䜜䜛䝃䞊䝡䝇ရ㉁䛾䛂㐩ᡂ┠ᶆ䛃䜢᫂☜䛻♧䛩
э ྍ⬟䛺㝈䜚┠ᶆ䜢ᩘ್䛩䜛

䠄䠏䠅 ㉁ᛂ⟅䛾ᶵ䜢‽ഛ䛩䜛
эධᮐ䞉ぢ✚䜒䜚๓䛾ẁ㝵䛷ᴗົ䠄ᵝ䞉ရ㉁䠅䛻ᑐ䛩䜛
ၥ䞉ᚰ㓄䜢㝖䛩䜛 э 㐺ṇ䛺✚⟬䛜䛷䛝䜛
䠄䠐䠅ୖୗ㛵ಀ䛾ዎ⣙䛷䛿䛺䛟Ỉᖹ㛵ಀ䛾ዎ⣙ෆᐜ䛸䛩䜛
䠄䠑䠅ᥦ౪䛥䜜䜛䝃䞊䝡䝇䛾Ỉ‽䜢Ⓨὀ⪅䞉ཷὀ⪅᪉䛜ྜព䛧䛯
᪉ἲ䛷Ⅼ᳨䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾䞉 ᐃホ౯䠅䛩䜛㡯䜢ྵ䜐
7

䠐䠅ᴗົせồỈ‽᭩䜢ᵓᡂ䛩䜛㡯┠
䠄䠍䠅ᇶᮏⓗ㡯┠
䐟 ᇶᮏ᪉㔪
䞉ධᮐ᪨䞉┠ⓗ
䞉ධ
ධᮐ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䠄බᕸ᪥䚸ධᮐ᭩㢮ᥦฟ᪥䚸㑅ᐃ ᪨බ⾲䚸㆟䞉ዎ⣙䛾᪥⛬䠅
䞉⥔
⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬䠄ᖺᗘィ⏬䚸୰㛗ᮇィ⏬䠅

䞉ධ
ධᮐዎ⣙᪉ᘧ 䠄౯
౯᱁➇த᪉ᘧ 䠋 ⥲ྜホ౯᪉ᘧ䠅

э 䛭䛾䠎䛷ㄝ᫂

䞉ዎ
ዎ⣙ᮇ㛫 䠄༢ᖺ 䠋 」ᩘᖺ䠎䡚䠑ᖺ䠅
䞉ධᮐཧຍせ௳䠄Ⓩ㘓䚸㈨᱁䚸䚸ᆅᇦ᮲௳䛺䛹 䠅

䞉ண
ணᐃ౯᱁䠄๓බ⾲  ᚋබ⾲䠅

䐠 タᴫせ䠖タ⟶⌮ྎᖒ䛾㡯┠
䞉㝵
㝵ᩘ䚸ᵓ㐀䚸ᩜᆅ㠃✚䚸ᘓ⠏㠃✚䚸ᘏᗋ㠃✚
䞉❹
❹ᕤ᪥䚸ಟ⧋ᒚṔ䚸Ⅼ᳨ᒚṔ
8
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䐡 ⟶⌮㐠Ⴀᴫせ
䞉㛤㤋 䞉㛢
㛢㤋 㛫䚸ఇ㤋᪥䚸䛭䛾
䞉⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊䞉 ⟶⌮యไ

⤌⧊ᅗ䛺䛹䠅

䞉⅏ᐖ䜒ྵ䜐⥭ᛴ䛾యไ
䞉ᴗົᴫせ䠄ᴗົ㛫䚸ᴗົ⠊ᅖ䚸ᐇ᪉ἲ䛺䛹䠅

䐢 ධᮐᡭ⥆䛝㡯
䞉බເ㈨ᩱ㓄ᕸ䞉ཧຍ⾲᫂᭩ᥦฟ䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹
䞉⌧ሙぢᏛ䛾ᐇせ㡯
䞉㉁ၥ䛚䜘䜃ᅇ⟅䛾᪉ἲ䝇䜿䝆䝳䞊䝹
䞉ⴠᮐ⪅㑅ᐃᇶ‽
䞉㑅ᐃ⤖ᯝබ⾲᪥⛬
䞉ᥦฟ᭩㢮ᵝᘧ㞟䞉グධせ㡿

䞉䛭
䛭䛾Ⓨὀ⪅䛾せồ㡯

9

䠄䠎䠅㔜せ䛺㡯┠
䐟㐺ษ䛺ᴗົ㛤ጞᮇ䛾タᐃ
䞉ⴠᮐබ⾲᪥䛛䜙ᴗົ㛤ጞ᪥䜎䛷䠕
䠕䠌᪥㛫䛾వ⿱䛜ᚲせ

я ㉸ேᡭ㊊䠄ເ㞟э㠃᥋э ᥇⏝э◊ಟэసᴗ㛤ጞ䜎䛷䛾㛫䠅
䠆2017ᖺ䡭䢙䡵䡬䢀ㄪᰝ䛷ᅜᖹᆒ䠞䠩1♫ᙜ䜚ᖺ㛫ேᮦເ㞟㈝841

䐠᫂☜⾲⌧䛾㝖
䞉䛂⩏䛜⏕䛨䛯ሙྜ䚸ㄔព䜢䜒䛳䛶༠㆟䛩䜛䛃䛾⾲⌧䜢䜟䛺䛔
э ⩏㡯䠄ၥ㢟䞉䝖䝷䝤䝹䠅䛜ከ䛟䛺䜚䚸᪉䛷༠㆟䛩䜛㛫䛜ቑ䛘䜛
э ᮏ᮶䛾Ⓨὀ⪅ᴗົ䛾ጉ䛢䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖

䞉䛂ἲ௧ୖᚲせ䛺ཬ䜃ᴗົୖᚲせ䛺㡯䛿ྵ䜎䜜䜛䛃 э ఱ䛜ᚲせ䛛
᫂☜ э ᪉䛾ゎ㔘䛾┦㐪䛜Ⓨ⏕䛧䜔䛩䛔 э 䝖䝷䝤䝹䛾✀
э ⤒㦂῭䛾䜔ἲᚊୖ᫂☜䛺ෆᐜ䛿᫂☜䛻᭩䛝ධ䜜䛶䛚䛟

䞉๓䛻䝖䝷䝤䝹䛾ཎᅉ䜢㝖䛟䛯䜑䛻ศ䛛䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛿᭩䛝䛣䜐
э ᚋ䛷Ⓨ⏕䛩䜛䝖䝷䝤䝹ฎ⌮䛾ᡭ㛫䚸㛫䚸㈝⏝䜢ῶ䜙䛩䛯䜑
183

10

䠎䚸ධᮐせ௳᭩䛾ᚲせ㡯┠
䠍䠅タᴫせ
䠄䠍䠅Ⓨὀ⠊ᅖ䛾᫂☜ э ┦䛾ㄗゎ䜢㝖(䡲䢓䡬䡻䢚䡬䢂䢙䡴䢚䠅

䠄䠎䠅タᴫせ୍ぴ⾲䛻䜘䜛᫂☜

(⾲-1ཧ↷䠅

䐟タྡ⛠䚸⏝㏵䚸༊⏬䚸ᡤ᭷⪅䚸⏝⪅䚸⟶⌮⪅
䐠タෆᐜ䠖 ᑐ㇟㝵䚸⥲ᗋ㠃✚䞉䝣䝻䜰ูᗋ㠃✚䠄䟝2䠅

䠄䠏䠅ᴗົጤク⠊ᅖ᫂⣽䛾ᅗ⾲

(⾲-2ཧ↷䠅

䐟ᑐ㇟⠊ᅖ䠖 ඹ⏝༊ᇦ䠋ᑓ⏝༊ᇦ
ղᴗົ༊ศ䠖Ύᤲ⟶⌮䚸タഛ⟶⌮䚸㆙ഛ䚸㥔㌴ሙ⟶⌮䚸 ᳜᱂⟶⌮䚸
⎔ቃ⾨⏕⟶⌮

11

⾲―1䞉⾲䞊䠎䞉⾲䞊䠏

12
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䠎䠅タ㐠Ⴀ
䠄䠍䠅ᇶᮏෆᐜ䠄㛤㤋᪥䚸㛤㤋㛫䚸ఇ㤋᪥➼䠅䛾グ㍕

э ✚⟬䞉ぢ✚౯᱁䛻ᙳ㡪䛩䜛䠄᭶㛫⥲ປാ㛫ᩘ䠅
䠄䠎䠅タ⏝᮲௳䛾ኚ᭦ྍ⬟ᛶ䛒䜛ሙྜ䛿᫂♧䛩䜛
э ⟶⌮యไ䚸ேဨᵓᡂ䛻ᙳ㡪䛩䜛 э ぢ✚㢠ኚ᭦

䠏䠅⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊
䠄䠍䠅⟶⌮㐠Ⴀᙧែ䛾ከᵝ䠄Ẹ㛫䛸䛾」ྜタ䛾䜿䞊䝇䠅

⥔ᣢ⟶⌮ᶒ㝈⪅䛾☜ᐃ䠖 ᡤ᭷⪅䞉⟶⌮⪅䛿䠛
䠄䠎䠅ዎ⣙㛵ಀ䛻䛚䛡䜛ᙜ⪅䛾᫂☜
э ᡤ᭷⪅䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖♫䞉⟶⌮⪅䛾ዎ⣙㛵ಀ
13

䠐䠅⟶⌮㐠Ⴀయไ
(1) ⟶⌮⤌⧊యไ
(2) ⫋ဨ䞉㈐௵⪅䞉ᚑ⪅䛾㓄⨨᮲௳䠄㈨᱁䞉ဨᩘ䞉⤒㦂ᖺᩘ䠅
(3) ᴗົᑐᛂ䛾㛫ᖏ䛸ேဨ㓄⨨⾲
(4) ᐇィ⏬᭩䠄᭶ḟ䞉ᖺ㛫䠅
(5) ᴗົ䛾ホ౯᪉ἲ
(6) ᴗົሗ࿌᭩䠄䝺䝫䞊䝔䜱䞁䜾䠅
(7) ᨵၿᥦ᭩䠄㐣ཤ䛾ᐇ⦼䜢ྵ䜐䠅
(8) ⥭ᛴ䛾ᑐᛂ䠄ᆅ㟈䞉ⅆ⅏䞉ᾐỈ➼䠅
(9) ᴗ⥅⥆ィ⏬᭩䠄BCP䠅
(10) ᶵᐦಖᣢ䞉ಶேሗಖㆤయไ
(11) ㈺ൾ㈐௵䠄㈺ൾ⬟ຊ䛾☜ㄆ䠅
(12) ሗ࿌⩏ົ䠄㐃⤡䞉㐃⤡䞉┦ㄯ䛾యไ䠅
(13) ጤク䛾ᐃ⩏䠄⏦ㄳᢎㄆ᮲௳䞉ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔ᴗົ㝈ᐃ䠅
(14) ⏝㈨ᶵᮦ䛾ᵝ➼䠄䜾䝸䞊䞁㉎ධ➼䠅
(15) 䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇యไ
14
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䠑䠅䛂ཧຍせ௳䛃

䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄䠏䠅

䡚㐺ṇ䛺ཷὀ⪅䛾㑅ᢥ䛻㔜せ䛸䛺䜛᮲௳タᐃ䡚
䠄䠍䠅ධᮐཧຍ㈨᱁᮲௳ 䠄ධᮐཧຍ㈨᱁䝷䞁䜽䛡䞉᱁䛡䠅
䠄䠎䠅ᴗົᐇ⦼䠄ᑐ㇟タ䛾⏝㏵䞉ᶵ⬟䛻㛵䛩䜛ᐇ⦼䠅
䠄䠏䠅ཷク⤒Ṕ 䠄㢮ఝタ䛻㛵䛩䜛ཷὀᐇ⦼䛸ዎ⣙⥅⥆ᖺᩘ➼䠅

䠄䠐䠅Ⓩ㘓ᴗ➼䛾ㄆᐃ
䠄䠑䠅㈐௵⪅䛾㈨᱁䞉⤒㦂ᖺᩘ䞉㓄⨨䛾せྰ
䠄䠒䠅௦⾜ಖド 䠄ᑐ㇟タ䛾⏝㏵➼䛻䜒䜘䜛䠅

䠄䠓䠅 ᆅᇦせ௳䠄ᆅᇦ䛷䛾ᐇ⦼䚸㠀ᖖែ䛾ᑐᛂ㛫タᐃ䠅
䠄䠔䠅ᴗົᒚ⾜㈐௵ಖド䠄䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䝪䞁䝗

㖟⾜ಖド䠅
15

䠒䠅ᴗົෆᐜ䛾ヲ⣽䠄ᵝ᭩䠅
ᴗົෆᐜ䞉ᑐ㇟ᴗົ⠊ᅖ

䠄⾲-䠏ཧ↷䠅

䠆➨䠏㒊䛾ㄝ᫂ཧ↷䚸 䡲䢚䡮䢀䢚䢓䡮䢙P52 䠎 (2)つᐃ㏻䜚

䠓䠅䛂㉁ၥ䛸ᅇ⟅䛃
䞉せồỈ‽ෆᐜ䛾ṇ☜䛺┦⌮ゎ䚸ඹ㏻ㄆ㆑䛾䛯䜑
䞉㉁ၥ䛾᭱⤊ᅇ⟅᪥䛸ධᮐ⥾ษ᪥䛾ᮇ㛫䜢㐺ษ䛻タᐃ䛩䜛
э✚⟬䚸ᢏ⾡ᥦ䛻ṇ☜䛻ᫎ э㐺ṇ౯᱁✚⟬䛾䛯䜑

䠔䠅䛂㑅ᐃ᪉ἲ䛃
䞉ཷὀ⪅㑅ᐃ᪉ἲ䛾グ㏙䜢ධᮐせ௳᭩䛻ධ䜜䜛
䠄౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䠋⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧ䠅
䛂䛭䛾䠍䠈䛭䛾䠎䛃䛻䛶ㄝ᫂
䠆ヲ⣽䛿䚸䛂
16
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➨䠎❶ ணᐃ౯᱁䛾⟬ᐃ䛸බ⾲䛾䛒䜚᪉
䠍䚸ணᐃ౯᱁䛾㐺ษ䛺タᐃ䠄⟬ᐃ䠅
ணỴ௧➨䠔䠌᮲つᐃ䛷䛿

䛂ணᐃ౯᱁䛿䚸ྲྀᘬ䛾ᐇ౯᱁䚸㟂⤥䛾≧ἣ䚸ᒚ⾜䛾㞴᫆䚸
ᩘ㔞䛾ከᐻ䚸ᒚ⾜ᮇ㛫䛾㛗▷䜢⪃៖䛧䛶䚸㐺ṇ䛻ᐃ䜑䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛺䛔䛃䛸䛒䜛䚹䛭䜜䛻ຍ䛘䛶䚸㏆
㏆㞄䛾ྠ✀タ䛾ዎ⣙㔠㢠

䛾ሗ㞟䚸ᴗ⪅䛾ཧ⪃ぢ✚᭩䛾ᚩ䚸๓ᖺᗘᐇ⦼ᩘ್䛾
⪃៖䛻䜘䜚༑ศ᳨ウ䛧䛶タᐃ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹

䠍䠅ప䛔ணᐃ౯᱁䛾䜿䞊䝇 䠖 䝎䞁䝢䞁䜾䛾Ⓨ⏕䝸䝇䜽
э ඃⰋ䛺䝡䝹䝯䞁䛾ධᮐ㎡㏥

я

䝎䞁䝢䞁䜾ᴗ⪅䛜㞟䜎䜚䜔䛩䛔

䠎䠅㧗䛔ணᐃ౯᱁䛾䜿䞊䝇 䠖 㔠㢠ㄪᩚ䚸ㄯྜ䛾䝸䝇䜽
э ┈ᖜ э 㧗Ṇ䜎䜚ධᮐ э ヰ䛧ྜ䛔䚸ㄪᩚ э ㄯྜ
17

䠎䚸㐺ษ䛺ணᐃ౯᱁䛾⟬ᐃ䛻䛿
䠍䠅౯᱁⟬ᐃ᮲௳䜢⪃៖䛧䛶ணᐃ౯᱁䛻ᫎ䛥䛫䜛
䠄䠍䠅౯᱁ㄪᰝ䠖ᕷሙ౯᱁䠄」ᩘᴗ⪅䛾ཧ⪃ぢ✚᭩䠅
๓ᖺ䜎䛷䛾ᐇ⦼ᩘᏐ䚸㏆㞄䛾㢮ఝタ䛾ዎ⣙㔠㢠

䠄䠎䠅ᴗົᒚ⾜䛾㞴᫆ᗘ䠖సᴗ㔞䛜ቑ䛘䜛ᘓ≀ᵓ㐀䚸ከᒱ䛺ෆᮦᩱ
䠄䠏䠅ᑐ㇟ᘓ≀䛾つᶍ䠖సᴗ䝇䝍䝑䝣䛾ேᩘ䚸㈨ᶵᮦ䞉ᾘ⪖ရ䛾㔞
䠄䠐䠅ዎ⣙ᮇ㛫䛾㛗▷䠖༢ᖺ䛸」ᩘᖺ䛷䛾౯᱁タᐃ䚸䝁䝇䝖๐ῶྍ⬟ᛶ

䠄䠑䠅ປാ㟂⤥≧ἣ䠖ேᡭ㊊䛻䜘䜛䝡䝹䝯䞁ᴗ䛾㈤㔠ୖ᪼
䠄䠒䠅᭱ప㈤㔠䜰䝑䝥䛾ᫎ я ẖᖺ3%䡭䡫䢈䢛 э 2023ᖺ ᖹᆒ1,000
䠄䠓䠅ཷὀ⪅䛾㐺ṇ₶䛾☜ಖ э Ᏻᚰ䞉Ᏻᐃ䛾ရ㉁☜ಖ䛾䛯䜑

䠄䠔䠅ㄪᰝᇶ‽౯᱁䚸᭱పไ㝈౯᱁䛸䛾ව䛽ྜ䛔

䠎䠅Ṍษ䜚⾜Ⅽ䜢㝖䛩䜛
18
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䠏䚸ணᐃ౯᱁බ⾲䛾䛒䜚᪉
䠍䠅ணᐃ౯᱁䛾๓බ⾲ 䠄ィἲ䛷䛿๓㠀බ㛤䠅
䠄䠍䠅䝯䝸䝑䝖䠖 ౯᱁䜢᥈䜝䛖䛸䛩䜛ṇ⾜Ⅽ䛜㜵䛢䜛
䠄䠎䠅䡿䢚䢎䢔䡫䢀䠖 䐟ㄯྜ䛜ᐜ᫆䛻䛺䜛䚸

䐠✚⟬⬟ຊ䛾䛺䛔ᴗ⪅䛷䜒䜼䝸䜼䝸䛾Ᏻ್ධᮐ䛜䛷䛝䜛
䐡ⴠᮐ౯᱁䛜㧗Ṇ䜎䜚䛻䛺䜛
䐢ㄪᰝᇶ‽౯᱁䚸᭱పไ㝈౯᱁䛾㢮᥎䛜ᐜ᫆䛻䛺䜛

э ᭱పไ㝈౯᱁䛷䛾」ᩘධᮐ⪅䛻䜘䜛䛂䛟䛨ᘬ䛝䛃ቑຍ

䠎䠅ணᐃ౯᱁䛾ᚋබ⾲䠄ཎ๎䠅
䠄䠍䠅✚⟬䛾ጇᙜᛶྥୖ䛸➇தຊ䛾☜ಖ э 㐣ᗘ䛺ప౯᱁➇த䛾ṑṆ䜑
䠄䠎䠅ධᮐ౯᱁䛾ศᩓ э ㄯྜ䞉䝎䞁䝢䞁䜾䛾ᢚไຠᯝ

䠏䠅ணᐃ౯᱁㠀බ⾲䜒䛒䜚䠄๓䞉ᚋඹ䛻䠅
э ḟ䝨䞊䝆䝕䞊䝍ཧ↷

ணᐃ౯᱁䛾බ⾲ᮇ䛻䛴䛔䛶

19

䠄㈈ົ┬HP ᅜᅵ㏻┬䚸⥲ົ┬䚸㈈ົ┬ྜྠㄪᰝሗ࿌䠖H31ᖺ1᭶22᪥බ㛤䠅

ணᐃ౯᱁䛾ᚋබ⾲䛻䛴䛔䛶䛿䚸㒔㐨ᗓ┴䛿๓ᅇㄪᰝ䛛68䠈1%䛛䜙70,2%䛻ቑຍ䚹ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䛷䛿80%䛷
ቑῶ䛺䛧䚸ᕷ༊⏫ᮧ䛷䛿๓ᅇㄪᰝ䛾53䠈2䠂䛛䜙ᅇ55,8䠂䛻ቑຍ䚹

ᚋබ⾲

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

㒔㐨ᗓ┴

ᣦᐃ㒔ᕷ

ᕷ༊⏫ᮧ

ィ

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

ᚋබ⾲ཬ䜃๓
බ⾲䛾ే⏝

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

๓බ⾲

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

㠀බ⾲

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

17

17

15

16

15

14

0

0

36.2%

36.2%

31.9%

34.0%

31.9%

29.8%

0.0%

0.0%

7

7

9

9

4

4

0

0

35.0%

35.0%

45.0%

45.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0.0%

674

669

253

276

681

651

118

100

37.6%

38.9%

14.7%

16.0%

39.6%

37.8%

6.9%

5.8%

809

829

278

302

700

669

119

103

41.9%

42.9%

14.4%

15.6%

36.3%

34.6%

6.2%

5.3%
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䠐䚸ணᐃ౯᱁බ⾲䛻䜘䜛ၥ㢟Ⅼ
䠍䠅㐺ษධᮐ䠖ᗇ⯋䛾Ύᤲ䚸ᗫᲠ≀ฎ⌮䛾䛜ከ䛔
䠄䠍䠅㏆㞄䛾ྠ✀ዎ⣙㔠㢠䛾ሗ㞟䜢⾜䜟䛪䠑䠌䠂䜢ୗᅇ䜛ⴭ䛧䛟ప䛔
ⴠᮐ⋡䛸䛺䛳䛯
䠄䠎䠅ᴗ⪅䛾ཧ⪃ぢ✚᭩䜢㞟䛫䛪䛻タᐃ䛧ప౯᱁ⴠᮐ䛸䛺䛳䛯
䠄䠏䠅ཧ⪃ぢ✚㔠㢠䛻䚸ᩘಸ䛾౯᱁ᕪ䛜䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸༢⣧䛻
ᖹᆒ䛧䛯㢠䜢タᐃ䛧䚸ᕷሙ౯᱁䛸䛛䛡㞳䜜䛯タᐃ䛸䛺䛳䛯
䠄䠐䠅㐣ཤ䛾ྠ୍ᴗົ䛾ㄪ㐩ᐇ⦼䜢⪃៖䛫䛪タᐃ䛧䛯⤖ᯝ䚸ⴭ䛧䛟㧗㢠䛾
ⴠᮐ䛸䛺䛳䛯ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗົධᮐ䠄ᗈᓥྜྠᗇ⯋䠅

䠎䠅᭱పไ㝈౯᱁䛸ྠ㢠䛾ᛂᮐ䛷䛟䛨ᘬ䛝ⴠᮐ䛜ቑຍ
බඹᕤ䛷䛿50%䜢㉸䛘䜛䛟䛨ᘬ䛝Ⓨ⏕⋡䛸䛺䛳䛶䛔䜛
䠆㛗㔝┴䠖ᴗົጤクධᮐ䛷䛟䛨ᘬ䛝⋡50䠂㉸
4. 2) (1)ཧ↷
䠆๓බ⾲䜿䞊䝇䛻ከ䛔䛜䚸ᚋබ⾲䛷䜒ᮐᖠᕷ䞉᪂₲ᕷ䛾 䛟䛨ᘬ䛝
Ⓨ⏕⋡䛿74%䞉88%䛸㧗䛔 䠄᪥⤒䡶䢙䡹䢀䢓䡴䡸䡪䢙䠅
䠆⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛷䛿䛟䛨ᘬ䛝⋡䛿ẚ㍑ⓗప䛟䛺䛳䛶䛔䜛
э ⥲ྜホ౯᪉ᘧ䜈䛾⛣⾜䛸ᢏ⾡Ⅼྜ䛾䜰䝑䝥䛻䜘䜛ゎỴ䛩䜛ഴྥ
21

➨䠏❶ ධᮐዎ⣙᪉ᘧ
䠄౯᱁➇த᪉ᘧ䠋⥲ྜホ౯᪉ᘧ䠅
䠍䚸౯᱁➇த᪉ᘧ䛾䝫䜲䞁䝖
ணᐃ౯᱁⠊ᅖෆ䛾ධᮐ㔠㢠䛾୰䛷᭱䜒Ᏻ䛔㔠㢠䛾ᴗ⪅䛜
ⴠᮐ⪅䛸䛺䜛

䠍䠅ຠᯝ䠖ධᮐ⪅ホ౯䞉ཷὀ⪅㑅ᐃ䛜⡆༢ э ౯᱁ホ౯య
౯᱁௨እ䛾ホ౯䠄ᢏ⾡⪅㈨᱁䚸ᴗົᐇ⦼䠅䛜ᑡ䛺䛔
䠎䠅ㄢ㢟䠖ㄯྜ䞉䝎䞁䝢䞁䜾䛾ヲ䛾Ⓨ⏕䛜ከ䛟䛺䜛
䠖ணᐃ౯᱁䛞䜚䛞䜚ධᮐ౯᱁䠄99,9䠂㏆㎶䠅
䠏䠅Ᏻ್ⴠᮐ䠄䝎䞁䝢䞁䜾䞉ㄯྜ䠅䛾ᝏᙳ㡪
䐟సᴗ䛾ᡭᢤ䛝
䐠ୗㄳ䛡ᴗ⪅䜈䛾䛧䜟ᐤ䛫
䐡ᚑ⪅䛾㈤㔠䛭䛾䛾ປാ᮲௳䛾ᝏ
䐢Ᏻᑐ⟇䛾ᚭᗏ э 㧗㱋䝇䝍䝑䝣䛾ᨾⓎ⏕

䠐䠅ㄯྜ䞉䝎䞁䝢䞁䜾ᑐ⟇䛜ᚲせ
పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䞉᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䛾㐺ษ䛺㐠⏝
189
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䠎䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾䝫䜲䞁䝖
䠍䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛸䛿
౯᱁Ⅼ䠄ධᮐ౯᱁䛾ホ౯Ⅼ䠅䠇ᢏ⾡Ⅼ䠄౯᱁௨እ䛾せ⣲䛻ಀ䜛
ホ౯Ⅼ䠅䠙⥲ྜホ౯Ⅼ䛸䛺䜚䚸䛣䛾᭱㧗ᚓⅬ⪅䛜ⴠᮐ⪅䛸䛺䜛
䠄䠍䠅䛭䛾ຠᯝ
䐟ᴗಖ᭷䛾䝜䜴䝝䜴䛾ά⏝䜔ᢏ⾡ຊ䛾㧗䛔ཷὀ⪅㑅ᐃ䛻䜘䜚ရ㉁䛾
ྥୖ䚸䝁䝇䝖⦰ῶ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛
䐠ㄯྜ䞉䝎䞁䝢䞁䜾䛾㜵Ṇ䚸Ⰻ䞉㐺᱁ᴗ⪅䛾㝖䛜ྍ⬟䛸䛺䜛
䐡ᢏ⾡ᑂᰝ䞉ホ౯䜢㏻䛨䛶Ⓨὀ⪅ཬ䜃ཷὀ⪅䛾ᢏ⾡ຊ䛾ྥୖ䛜ᅗ䜜䜛

䠄䠎䠅䛭䛾ㄢ㢟
䐟ᥦฟ᭩㢮䚸ド᫂᭩㢮䛜ከ䛟䚸‽ഛ䛻㛫䛸ᡭ㛫䛜䛛䛛䜛
䐠Ⓨὀ⪅䛻ᑂᰝ⬟ຊ䛾ᙉ䛸ᑂᰝయไ䛾ᩚഛ䛜ồ䜑䜙䜜䜛
䐡ົฎ⌮䠄ホ౯㡯┠䚸㓄Ⅼ䜴䜶䜲䝖䚸ホ౯ᇶ‽➼䠅䛾㈇ᢸ䛜䛝䛔

э ຠᯝ䛸ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂䛭䛾䠎䛃䛻䛶ヲ㏙䛩䜛
23

䠄䠏䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ྲྀ⤌ᑐᛂ⟇䠄᭩㢮సᡂ䚸ホ౯᪉ἲ䠅
䐟䛂
䛂ᆅ᪉බඹᅋయྥ䛡 ⥲ྜホ౯ᐇ䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛂ᅜᅵ㏻┬䛜㐍䜑䜛
᪂䛧䛔ⴠᮐ᪉ᘧ䠉⥲ྜホ౯᪉ᘧ䝟䞁䝣䝺䝑䝖䛃䛂බඹᕤ䛻䛚䛡䜛⥲ྜ
ホ౯᪉ᘧά⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛺䛹䛿䚸䛔䛪䜜䜒ᅜᅵ㏻┬సᡂ䛷බඹ
ᕤ⏝䛷䛒䜛䛜䚸ᴗົጤク䛻䜒ෆᐜ䛾㐺⏝䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䚹
䐠ྛ㒔㐨ᗓ┴䚸ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䛷䛿䛂⥲ྜホ౯᪉ᘧ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜔䝬䝙䝳䜰
䝹䛃䜢సᡂ䛧䛶䛚䜚䚸ά⏝䛷䛝䜛䚹
䐡ᮏ䝉䝭䝘䞊 䛭䛾䠍䛷䛾䛂䛂ᮾி㒔ᗇ⯋Ύᤲ⥲ྜホ౯ධᮐ䛃ཬ䜃䛭䛾䠎
䛷䛾 䛂ᮐᖠᕷ㏻ᒁΎᤲ⥲ྜホ౯ධᮐ䛃䛂ภ㤋ᕷᗇ⯋Ύᤲ⥲ྜホ౯
ධᮐ䛃䜢ཧ⪃䛻䛩䜜䜀䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ධᮐㄝ᫂᭩䚸せồỈ‽᭩
ᥦฟ᭩㢮୍ぴ⾲䚸⥲ྜホ౯㡯┠䛸㓄Ⅼ⾲䚸ⴠᮐᇶ‽➼䛾᭩㢮సᡂ䛜
ྍ⬟䛸䛺䜚䚸୍⯡➇தධᮐ䛾⤒㦂䛜䛒䜜䜀㞴䛧䛔సᴗ䛻䛿䛺䜙䛺䛔䚹
ୖグ䛾බඹᕤྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁䚸䝬䝙䝳䜰䝹䜢㐺⏝䛷䛝䜛㒊ศ䛿ከ䛟
ᴗົጤク䛾⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛻䜒ά⏝䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹

24
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䠎䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛾䠄䠤30ᖺ3᭶䠅
䠄䠍䠅ᮾி㒔 㒔ᗇ➨୍ᗇ⯋ Ύᤲᴗົ䠄ᘏᗋ19,6䟝䚸ᆅୖ48㝵䞉ᆅୗ3㝵䠅
䐟⥲ྜホ౯䛾㡯┠ཬ䜃㓄Ⅼ⾲

25

26
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䐠ⴠᮐᇶ‽

䠽 ᢏ⾡Ⅼ100Ⅼ䠇౯᱁Ⅼ50Ⅼ䠙150Ⅼ‶Ⅼ䠄
䠄౯᱁Ⅼྜ 33%䠅
䞉ᢏ⾡Ⅼ50%䞉౯᱁Ⅼ50%䛜ᶆ‽䛸䛥䜜䜛䛜ᢏ⾡ホ౯䜢
㔜せど䛧䛯㓄Ⅼ䛷䛒䜛
䞉୍⯡ⓗ䛻౯᱁Ⅼྜ70%䡚80%䛜ከ䛟䚸౯᱁䛜ⴠᮐ᮲௳䛾
Ỵ䜑ᡭ䛻䛺䛳䛶䛔䜛
䠾 ホ౯ᇶ‽䠖๓㏙䛾㡯┠ู㓄Ⅼ⾲䛾ホ౯䞉᥇Ⅼ䛸䛺䜛䛜
≉グ㡯䛸䛧䛶䛾㓄Ⅼ䠖
䞉Ύᤲ㈨᱁⪅䛷䛿䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊䚸1⣭䝡䝹䜽䝸䞊䞁䜾ᢏ⬟ኈ
䞉䛸ᐙᗞ䛾୧❧ᨭ䞉ዪᛶ䛾ά㌍ಁ㐍䛻㓄Ⅼ
䠄䛘䜛䜌䛧ㄆᐃ䠅
䞉ရ㉁ྥୖ䛾ྲྀ⤌ホ౯䛜28%䛸㧗䛔㓄Ⅼ䠄⮬᳨ᰝయไ䚸
ⱞฎ⌮యไ䚸≉ู䛺Ύᤲ䛾ᕤኵ,ISO䠅
27

䐡ⴠᮐ⤖ᯝ䠄3ᖺዎ⣙䠅
䠽 ๓ᖺᗘ䛾䛂౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䛃䛾ⴠᮐ⪅䛛䜙᭰䚸ⴠᮐ⪅䛾౯᱁
䛿ධᮐ7♫୰4␒┠䛷䚸㔠㢠䛿๓ᅇẚ䠏䠎䠐䠂䛾ቑຍ䛸䛺䛳䛯
䠾 ౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䛛䜙䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛻ኚ䜟䜚䚸ከᒱ䛾ᥦฟ
᭩㢮䛸ホ౯㓄Ⅼ䛻䜘䜚䚸㐺ษ䛺ཷὀ⪅䛜㑅ฟ䛥䜜䛯
䠿 ᮾி㒔䛿䚸ᴗ┘ᰝ䛻䛚䛔䛶ḟᅗ䛾㏻䜚䚸౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䛾
ၥ㢟Ⅼ䜢ㄆ㆑䛧䛶⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛻ษ䜚᭰䛘䛯Ⰻ䛔䛷䛒䜛

䡀 28௳ධᮐ䛷⥲ྜホ౯䛿2௳䛾䜏䚸䛿౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䛷๓ᖺ
ẚ䛷ⴠᮐ㢠䛜ୗ䛜䛳䛶䛔䜛䛾䛜ከ䛟䚸ᴗົᒚ⾜ᚋ䛻䛿ရ㉁
☜ಖ䛾ၥ㢟䛜ฟ䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛
28
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䠤29ᖺᗘᮾி㒔┘ᰝሗ࿌䜘䜚

29

䜎䛸䜑
䠍䚸せồỈ‽᭩䛸ධᮐせ௳᭩䜢㐺ษ䛻సᡂ䛩䜛
э 㐺ṇ䛺ධᮐ౯᱁⟬ᐃ䛾䛯䜑䛻㔜せ䛷䛒䜛
䠎䠊ணᐃ౯᱁䛾㐺ษ䛺⟬ᐃ䛸බ⾲䛾䛒䜚᪉䜢㓄៖䛩䜛

э ⟬ᐃ᮲௳䛾㑂Ᏺ䛸ᚋබ⾲䜢ඃඛ䛩䜛
䠏䠊ධᮐዎ⣙᪉ᘧ䛾㛗ᡤ䞉▷ᡤ䜢⌮ゎ䛧䛶㑅ᐃ䛩䜛
э ౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䛛䜙⥲ྜホ౯᪉ᘧ䜈
䠐䠊⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ᐇຠ䞉ᐇᛶ䜢⌮ゎ䛩䜛
э 㐺ษ䛺ධᮐ䠄ㄯྜ䚸䝎䞁䝢䞁䜾䠅䛜㝖䛷䛝䜛
э ඃⰋ䛺ධᮐཧຍ⪅䛜ቑ䛘䛶බṇ䛺ධᮐ䛸䛺䜛
30

193

䠎䠌䠍䠕ᖺᗘಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

䛂Ⓨὀᴗົ䛾ㄢ㢟ⅬゎỴ䛾ᥦゝ䛃
䡚Ⓨὀᴗົ䛾㐺ṇ䛾ᬑཬಁ㐍䛾䛯䜑䛻䛿䡚

䛭䛾䠎 䛂㐺ṇ䛺ཷὀ⪅㑅ᐃ䛾䝫䜲䞁䝖䛃

ȞȍǸȡȳȈᲬᲫ
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E-mail:matsumoto@mgmt21.jp
URL:http://www.mgmt21.jp
1

➨䠍❶ ධᮐཧຍ㈨᱁ᑂᰝ䛾ㄢ㢟䛸ᨵၿ
䠍䠅ධᮐཧຍ㈨᱁ᑂᰝ䛾ㄢ㢟䛸ᨵၿ
䠄䠍䠅㈨᱁⏦ㄳ⪅䛾᱁䛡ไᗘ䛾ᑟධ䠄㐺ษ䛺㈨᱁䝷䞁䜽䛡䠅
䐟බඹᕤ䛷䛿ไᗘ䛜᪤䛻ᑟධ䛥䜜䛶ຠᯝ䛜ᐇド䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᕤつᶍ
䛻䜘䜚ᕤᐇ⦼䚸ୖつᶍ䚸ᢏ⾡⪅ᩘ䜢ຍ䛧䛯᱁䛡䝷䞁䜽䛾㐺᱁
ᴗ䛾䜏䛜ධᮐ䛷䛝䜛᪉ᘧ
䐠䠍ᖹ᪉䝯䞊䝖䝹䛾ᘓ≀Ύᤲ䛸2༓䟝䛾ᘓ≀Ύᤲධᮐ䛻䚸⥲ᚑᴗဨ50ྡ
䠄䝟䞊䝖㎸䠅 䛾ᴗ䛜ཧຍ䛷䛝䜛䛾䛿䚸Ⓨὀ⪅䛻䛸䛳䛶䛂බᖹᛶ䞉㏱᫂ᛶ
䛾ᢸಖ䛃ྡ┠䛸䛿䛔䛘䚸Ύ
Ύᤲရ㉁䛾☜ಖ䛸⥭ᛴែ䛷䛾ேⓗᑐᛂ䛻䛿
Ᏻせ⣲䛜䛝䛟䛺䜛 э ᕪู䛿⚗Ṇ䛰䛜㐺ษ䛺༊ู䛿ᚲせ䛷䛿
䐡䛂ู⾲ ᩘ್䛃䛜ྛ⮬య䛛䜙᱁䛡せ௳䛸䛧䛶ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䛾䜒
ཧ⪃䛻䛷䛝䜛
䐢ධᮐணᐃ౯᱁䠋㈨᱁⏦ㄳ⪅䛾ᖺ㛫ୖ㧗䠙 ẚ⋡䜒ホ౯ᑐ㇟䛻ຍ䛘䜛
2
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䐣ᮾி㒔䛾䛂Ύᤲ䞉㆙ഛ䞉ಖᏲ⟶⌮ᴗົ᱁䛡䛃
䞉ᐈほⓗᑂᰝ䠖ᖺ㛫⥲ୖ㧗䚸⮬ᕫ㈨ᮏ䚸ᚑᴗဨᩘ䚸Ⴀᴗᖺᩘ䚸㞀䛜䛔⪅
㞠⏝ྜ䚸ὶືẚ⋡䛾6㡯┠䜢ྛᩘᏐ䛾䝷䞁䜽⾲䛷Ⅼᩘ䜢䛧䚸ྜィⅬ䜢
⟬ฟ䛩䜛䚹 ᚑᴗဨᩘ䛷䛿䚸5ேᮍ‶䞉5䡚20䠈20䡚50䠈50䡚300䠈300௨ୖ䛸
䝷䞁䜽䛡䛧䛶Ⅼᩘ䜢
䞉ほⓗᑂᰝ䠖ᑐ㇟✀┠䛾ୖ㧗䜢ᇶᮏ䛻䛧䛶➼⣭䜢Ỵᐃ䛩䜛䠖
ୖ3൨௨ୖ 䠝䝷䞁䜽䚸1൨䡚3൨ᮍ‶ 䠞䝷䞁䜽䚸1൨ᮍ‶ 䠟䝷䞁䜽
䞉ᐈほᩘ್䠖70Ⅼ௨ୖ䠝䝷䞁䜽䚸40䡚70Ⅼ䠞䝷䞁䜽䚸40Ⅼ௨ୗ䠟䝷䞁䜽 䛸䛩䜛
䞉ほᩘ್䛸ᐈほᩘ್䛾ప䛔᪉䛜⏦ㄳ⪅䛾䝷䞁䜽䛸䛩䜛
䐤ᶓᕷ䛾䛂ᘓ≀⟶⌮䛾᱁䛡䛃䛃
䞉⮬ᕫ㈨ᮏ㔠䚸ὶືẚ⋡䚸ᚑᴗဨᩘ䚸Ⴀᴗᖺᩘ䚸ISOㄆド䚸ἲᐃ㞠⏝⋡➼䜢
⊂⮬䛾ィ⟬ᘧ䛷ᩘ್䛧䝷䞁䜽䛡䜢ᐃ䜑䛶䛔䜛
䞉䝷䞁䜽ẖ䛾ᩘ್䛿ᮍබ㛤䛰䛜䚸⪃䛘᪉䛿ᮾி㒔䛸ྠ䛨䛸ᛮ䜟䜜䜛

3

䠎䠅ᘓ≀Ύᤲྥ䛡䛾㈨᱁ᑂᰝ⏦ㄳ⪅䛾⤒Ⴀデ᩿䛾≉グ㡯┠
䠄䠍䠅⎔ቃ㓄៖㡯┠䠖
ISO14001䚸䜶䝁䜰䜽䝅䝵䞁䠎䠍䚸䜶䝁䝇䝔䞊䝆
䠄䠎䠅ാ䛝᪉ᨵ㠉ᨻ⟇㡯┠
䐟⫱ඣఇᴗ䞉ㆤఇᴗไᗘ䛾᭷↓
䐠ྠ୍⫋✀ྠ୍㈤㔠(୰ᑠᴗ䛿2021ᖺ4᭶䠅䠖ᨭᡶ㈤㔠ィ⟬⾲䛾ᥦฟ
䐡Ꮚ⫱䛶ᨭ 䛆䛟䜛䜏䜣ㄆᐃ䛇
䠎✀㢮䛾Ꮚ⫱䛶䝃䝫䞊䝖ᴗ䛾ㄆᐃ
䐢ዪᛶ䛾ά㌍ᨭ 䛆䛘䜛䜌䛧ㄆᐃ䛇
䠏ẁ㝵䛾ዪᛶ䛾ά㌍䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛ᴗㄆᐃ

䐣䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇ㄆᐃ䠄ᮾி㒔䚸Ἀ⦖┴䚸ྡྂᒇᕷ䠅
4
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➨䠎❶ ධᮐཧຍ⪅䛾㐺ษ䛺ホ౯
䠍䠅ධᮐཧຍ⪅䛾⤒Ⴀຊ䞉ᴗົᒚ⾜⬟ຊ䛾ホ౯
䠄䠍䠅䛂ᆅ᪉⮬ἲ⾜௧➨167᮲䛾䠑䛃䛾ྜ⌮ⓗ䛺㐺⏝
䐟䛂ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䠄㒔㐨ᗓ┴䞉ᕷ༊⏫ᮧ䠅䛾㛗䛿䚸ᚲせ䛜䛒䜛䛿୍⯡
ዎ⣙䛾✀㢮ཬ䜃㔠㢠䛻ᛂ䛨䛶
➇தධᮐ䛻ཧຍ䛩䜛⪅䛻ᚲせ䛺㈨᱁䛸䛧䛶䚸ዎ
ᐇ⦼䚸ᚑᴗဨᩘ䚸㈨ᮏ㢠䛭
䛭䛾䛾⤒Ⴀ䛾つᶍཬ䜃≧ἣ䜢せ௳䛸䛩䜛㈨᱁䜢
ᐃ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛃䛸つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䐠ධᮐཧຍ㈨᱁⏦ㄳ᭩䛾ㄢ㢟㡯┠
䞉⤒Ⴀ≧ἣ䝏䜵䝑䜽䛾㡯┠䛿䛂ୖ㧗䛃䛂⮬ᕫ㈨ᮏ㔠䛃䛂ὶືẚ⋡䛃䛂⥲ᚑᴗဨᩘ
䠄ཪ䛿ᖖᚑᴗဨᩘ䠅䛃䛂Ⴀᴗᖺᩘ䛃䛜୍⯡ⓗᑂᰝ㡯┠䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䞉ᘓ≀Ύᤲ䛷䛿䚸つᶍ䛾䛝䛔タ䛾Ύᤲ䛿సᴗဨ䛾ᩘ䛸㛵㐃䛧䚸㐺ษ䛺
ရ㉁䛾☜ಖ䜔Ᏻᐃ䛧䛯ᴗົᒚ⾜䛻䛿䚸ᖖ
ᖖᚑᴗဨᩘ䛿㔜せ䛺せ௳䛸䛺䜛
䞉♫タ❧ᖺ᭶䜔Ⴀ
Ⴀᴗᖺᩘ䛾㛗䛥䜒䚸సᴗ䛾ಙ㢗ᛶ䚸ᢏ⾡䛾✚䛻㛵㐃ᛶ䛜
䛝䛔䚹ෆᮦ䛾ຎ㜵Ṇ䜔᪂⣲ᮦ䛾Ύᤲ᪉ἲ䛻ᑐ䛩䜛ᢏ⾡㛤Ⓨຊ䚸సᴗ
⏕⏘ᛶ䛾ྥୖ䛻䛿䚸䛭䜜䛺䜚䛾♫⤒Ṕ䚸ᴗົᐇ⦼ᖺᩘ䛜ᚲせ䛻䛺䜛䚹
5

➨䠏❶ పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䛾㐺ษ䛺㐠⏝
䠍䠅ㄪᰝᇶ‽౯᱁䛾⟬ᐃ
䠄1䠅ㄪᰝᇶ‽౯᱁䜢ୗᅇ䜛ධᮐ䛾䚸౯᱁ㄪᰝ䛜⾜䜟䜜䜛
э 䛣䜜௨ୗ䛺䜙㐺ṇ䛺ᴗົᒚ⾜䛜⾜䜟䜜䛺䛔ᜍ䜜䛜䛒䜛䛸䛔䛖タᐃ౯᱁

䠄2䠅ㄪᰝᇶ‽౯᱁⟬ᐃ䠖
䠝 ภ㤋ᕷᘓ≀Ύᤲධᮐ䛾ሙྜ
䐟᪥ᖖΎᤲᴗົ䛻ಀ䜛ே௳㈝䛾䠔䠑䠂
䐡 ᪥ᖖΎᤲᴗົ䛻ಀ䜛⟶⌮㈝䛾䠑䠑䠂
ㄪᰝᇶ‽౯᱁ 䠙 䐟䠇䐠䠇䐡䠇䐢

䐠 ᪥ᖖΎᤲᴗົ䛻ಀ䜛ㅖ⤒㈝䛾䠔䠑䠂
䐢 ᐃᮇ䞉≉ูΎᤲᴗົ䛻ಀ䜛⤒㈝䛾䠓䠌䠂
ణ䛧 ୖ㝈䠖ணᐃ౯᱁䛾䠕䠌䠂 ୗ㝈䠖䠓䠌䠂

䠞 ᮐᖠᕷ㏻ᒁΎᤲධᮐ䛾ሙྜ
䐟┤᥋ே௳㈝䛾䠕䠌䠂
䐡ᴗົ⟶⌮㈝䛾䠓䠌䠂
ㄪᰝᇶ‽౯᱁ 䠙 䐟䠇䐠䠇䐡䠇䐢

䐠┤᥋≀ရ㈝䛾䠓䠌䠂
䐢୍⯡⟶⌮㈝䛾䠓䠌䠂
ணᐃ౯᱁䛾䠓䠌䠂 䡚 䠕䠌䠂

䠆ㄪᰝᇶ‽౯᱁䛾⟬ᐃ㡯┠䠄ୖグ䐟䡚䐢䠅䛸ᩘ䠄䠂䠅䛿䚸Ⓨὀ⪅䛷䛒䜛⮬య䛻䜘䜚␗䛺䜛䛜䚸
බඹᕤ䛾䛂୰ኸබዎ㐃䛃䝰䝕䝹䜢‽䛨䜛䜿䞊䝇䛜ከ䛔䜘䛖䛷䛒䜛䚹
䠆ᴗົጤク䛾⟬ᐃ㡯┠䛸⋡䛿䚸ఱ䛜㐺ษ䛺䛾䛛䜢᭦䛻᳨ド䛩䜛䛾䛜ᚲせ䛻䛺䜛䚹
䠆୍⯡ⓗ䛻䛿ㄪᰝᇶ‽౯᱁䛿䚸ணᐃ౯᱁䛾䠓䠌䠂䡚䠕䠌䠂䛾⠊ᅖ䛻䜎䛳䛶䛔䜛䚹
6
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➨䠐❶ ᭱పไ㝈౯᱁䛾タᐃ
䠍䠅᭱పไ㝈౯᱁䛾౯᱁⟬ᐃ䛸ኻ᱁ᇶ‽䛾
䠄1䠅ᆅ᪉⮬య䛷䛿᭱పไ㝈౯᱁䜢ୗᅇ䛳䛯ධᮐ⪅䛿⮬ືⓗ䛻
ኻ᱁䛻䛺䜛䚹
(䛴䛟䜀ᕷ ᙺົ䛾᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䠅

䠄2䠅᭱పไ㝈౯᱁䛾⟬ᐃ䠖
䐟ᇶᮏⓗ䛻䛿䚸ㄪᰝᇶ‽౯᱁䛾⟬ᐃ᪉ᘧ䛻㢮ఝ䛧䛶䛚䜚䚸ᩘ䠄䠂䠅䛜ኚ䛩䜛
ሙྜ䛜ከ䛔䚹 බඹᕤ䛾ሙྜ䛿ྛⓎὀ⪅⊂⮬䛾ィ⟬ᘧ䜢බ⾲䛧䛶䛔䜛䛜䚸
ᴗົጤク䛾⟬ᐃ䛿ᑡ䛺䛔䚹
䐠බඹᕤ䛷䛿䚸ணᐃ౯᱁䛛䜙᭱పไ㝈౯᱁䜢⟬ฟ䛩䜛䝋䝣䝖䛜㈍䛥䜜䛶䛔䜛䚹

䠄䠏䠅ྡྂᒇᕷᘓ⠏≀Ύᤲධᮐ䛾
䐟ணᐃ౯᱁㉸㐣䛸ணᐃ౯᱁䛾70%ᮍ‶䛾ධᮐ䜢㝖䛔䛯ධᮐ䛾䛖䛱䚸ᖹᆒධᮐ㢠
䜘䜚⟬ฟ䛩䜛䚹
䐠䛭䛾㔠㢠䛿䚸ணᐃ౯᱁䛾70%௨ୖ䚸90%௨ୗ䛸䛩䜛䚹
䐡ྡྂᒇᕷ䛷䛿䚸ኻ᱁ᇶ‽౯᱁䠙ㄪᰝᇶ‽౯᱁ 䠴 䠕䠔䠂 䛸䛧䛶䛚䜚䚸䛭䛾㔠㢠䛜
ணᐃ౯᱁䛾70%䛻‶䛯䛺䛔䛿䚸ኻ᱁ᇶ‽౯᱁䛿ணᐃ౯᱁䛾70%䛸䛧䛶䛔䜛䚹
7

పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䚸᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䛾ᑟධ䠄㈈ົ┬HP

ᅜᅵ㏻┬䚸⥲ົ┬䚸㈈ົ┬ྜྠㄪᰝሗ࿌:H31ᖺ1᭶䠅

పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘཬ䜃᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛩䜉䛶䛾㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃ᣦᐃ㒔ᕷ䛻䛚䛔䛶䛔䛪䜜䛛䛾ไᗘ䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᕷ༊⏫ᮧ䛻䛚䛡䜛䛔䛪䜜䛛䛾ไᗘ䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜛ᅋయ䛾ྜ䛿䚸๓ᅇㄪᰝ䛾92.7䠂䛛䜙ᅇ93.7䠂䛻ቑຍ䛧䜎䛧䛯䚹

㒔㐨ᗓ┴

ᣦᐃ㒔ᕷ

ᕷ༊⏫ᮧ

ィ

పධᮐ౯᱁ㄪᰝ
ไᗘ䛾䜏ᑟධ

పධᮐ౯᱁ㄪᰝ
᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ 䛔䛪䜜䛾ไᗘ䜒ᑟධ
ไᗘཬ䜃᭱పไ㝈
䛾䜏ᑟධ
䛧䛶䛔䛺䛔
౯᱁ไᗘ䜢ే⏝

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

3

3

44

44

0

0

0

0

6.4%

6.4%

93.6%

93.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0

20

20

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

124

120

511

581

960

911

126

109

7.2%

7.0%

29.7%

33.8%

55.8%

52.9%

7.3%

6.3%

127

123

575

645

960

911

126

109

7.1%

6.9%

32.2%

36.1%

53.7%

51.0%

7.0%

6.1%

100.0% 100.0%

8
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➨䠍䞉䠎䞉䠏䞉䠐❶ 䛾䜎䛸䜑
䡚㈨᱁ᑂᰝไᗘ䞉పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䞉᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䡚
䠍䠅➨䠍䞉䠎䞉䠏䞉䠐❶䛾ຠᯝ
䠄1䠅㈨᱁ᑂᰝ䛾ᨵၿ䛷䚸㐺ษ䛺ᴗ⪅䛾㝖䛜ྍ⬟䛸䛺䜛
䠄2䠅ධᮐཧຍ㈨᱁䛾᱁䛡䛻䜘䜚䚸ᴗົရ㉁䛾☜ಖ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛
䠄3䠅䝎䞁䝢䞁䜾ཷὀ䛾㜵Ṇ䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸䝎䞁䝢䞁䜾䛾ᘢᐖ䠄ປാ᮲௳ᝏ䚸
సᴗ䛾ᡭᢤ䛝䚸Ᏻ⟶⌮䛾ᚭᗏ䠅䜢ῶ䜙䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛

䠎䠅ධᮐไᗘ㐺ṇ䜈䛾ㄢ㢟ᑐ⟇
䠄1䠅ධᮐཧຍ㈨᱁ᑂᰝ䛻䛚䛡䜛䛂᱁䛡䛃䝅䝇䝔䝮ᑟධ䛾᳨ウ
䠄2䠅ㄪᰝᇶ‽౯᱁䞉᭱పไ㝈౯᱁䛂ᚋබ⾲䛃ไ䛾ᑟධ
䠄3䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛻పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䜢ే⏝䛩䜛

䠏䠅పධᮐ౯᱁ㄪᰝ䞉᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䛾ᑟධ≧ἣ

䠄බඹᕤ䠅

䠄1䠅䛩䜉䛶䛾㒔㐨ᗓ┴䞉ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䛷䛔䛪䜜䛛䛾ไᗘ䜢ᑟධ῭䜏
䠄2䠅ᕷ༊⏫ᮧ䛷䛔䛪䜜䛛䛾ไᗘ䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜛ᅋయ䛿䠕䠎䠊䠓䠂䠄H29.3.31)
䛛䜙䠕䠏䠊䠓䠂䠄H30.8.1⌧ᅾ䠅䛻ቑຍ э ḟ䝨䞊䝆䝕䞊䝍ཧ↷
9

➨䠑❶ ⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛻䜘䜛ཷὀ⪅㑅ᐃ䛾
ᑟධ䛸ຠᯝ
䠍䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛾䝫䜲䞁䝖䛸ලయⓗ
䠍䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛷䛾䝏䜵䝑䜽䝫䜲䞁䝖

(୍⯡➇தධᮐ䛸ඹ㏻䠅

䠄䠍䠅ධᮐཧຍせ௳䛾䝏䜵䝑䜽䝫䜲䞁䝖
䐟ධᮐཧຍ㈨᱁䠖 ධᮐ㈨᱁ᢎㄆ

P29

䐠ᴗົᐇ⦼䠄ᑐ㇟タ䛾⏝㏵䞉ᶵ⬟䛻㛵䛩䜛䠅

䐡ཷὀᐇ⦼䠄ᑐ㇟タ䛸ྠᵝ䛾⏝㏵䞉ᶵ⬟䛾タ䛻㛵䛩䜛
ཷὀ䛾⥅⥆ᛶ䞉ᖺᩘ➼䠅 э Ẹ㛫ᐇ⦼䛾ぢ┤䛧່࿌
䐢Ⓩ㘓ᴗ➼䛾ㄆᐃ

P29

䐣㈐௵⪅䞉ᚑ⪅䛾㓄⨨䠄㈨᱁䞉ဨᩘ䞉⤒㦂ᖺᩘ䠅

P29

()䢇䢚䢕䡴䢔䡬䢂䢙䡴䢚ᢏ⬟ኈ䚸ᘓ⠏≀Ύᤲ⟶⌮ホ౯㈨᱁⪅䠄䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊䠅䚸㝔Ύᤲཷク㈐௵⪅䚸
䝡䝹タഛ⟶⌮ᢏ⬟ኈ䚸䝣䜯䝅䝸䝔䜱䝬䝛䞊䝆䝱䞊䚸ᘓ⠏≀⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅

䐤௦⾜ಖド䛾᭷↓

䐥ᴗົᒚ⾜ಖド᪉ἲ䛾᫂グ(䠖㖟⾜ಖド᭩䠅
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P2910

䠄䠎䠅ධᮐᥦฟ᭩㢮ෆᐜ䛾䝏䜵䝑䜽䝫䜲䞁䝖

䐟⣡⛯ド᫂᭩ 䠄䜸䞁䝷䜲䞁ド᫂᭩䜒ྍ䠅
䐠♫ಖ㝤ᩱᨭᡶド᫂᭩
䐡ཷὀỴᐃ䛾ணᐃ⤫ᣓ㈐௵⪅䞉ᴗົ㈐௵⪅䛾ᒚṔ᭩䞉ᴗົ⤒㦂䞉
ಖ᭷㈨᱁

䐢㈨᱁⪅䝸䝇䝖䠄ධᮐ䚸ᐇ㝿䛻☜ಖ䛧䛶䛔䜛㈨᱁⪅䛾ᐇᩘ䞉ᐇែ䠅
䐣Ύᤲホ౯ሗ࿌᭩䞉タഛホ౯ሗ࿌᭩䠄ᐇ㝿䛻⏝䛧䛯䜒䛾䛾䛧䠅
䐤ᐇ㝿䛻⏝䛧䛶䛔䜛᭶ḟሗ࿌᭩䞉䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁ሗ࿌䛾䛧
䐥㞀䛜䛔⪅䛾ἲᐃ㞠⏝⋡ド᫂᭩

䐦ᴗᴫせ䠄ᖺ㛫⥲ୖ䚸⤒Ⴀ⌮ᛕ䚸⤌⧊ᅗ䚸ྲྀᘬඛ䝸䝇䝖➼䠅
䠆Ẹ㛫䛾ሙྜ䚸ணዎ⣙㔠㢠䛸ᖺ㛫ୖ㧗䛾ẚ⋡᮲௳䜢タᐃ䛩䜛
11

䠎䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛾ලయⓗ
䠄䠍䠅ᮐᖠᕷ㏻ᒁධᮐ䠖Ⓨὀ⪅ᣦᐃ䛾ᥦฟ᭩㢮䚸ホ౯㓄Ⅼ
䐟ධᮐཧຍ㈨᱁䛾ᑂᰝ䛻ಀ䜟䜛᭩㢮䠖
䞉ධᮐ᭩
䞉⥲ྜホ౯୍⯡➇தධᮐཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ᭩
䞉㈨ᮏ㛵ಀ䞉ேⓗ㛵ಀㄪ᭩
䞉ᴗ༠ྠ⤌ྜ䚸ᐁබ㟂㐺᱁⤌ྜ䛾ᚲせド᫂᭩㢮
䞉ᴗົ㈝ෆヂ᭩䚸ᚑ⪅ᨭᡶ㈤㔠ᨭ⤥ィ⏬᭩䚸♫ಖ㝤ᩱᴗ㈇ᢸㄪ᭩

䐠ホ౯㡯┠䛻ಀ䜛᭩㢮
䞉⏬ᥦ⏦ฟ᭩
䞉ᒚ⾜ရ㉁䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾ᶵჾ➼䛻ಀ䜛ᥦ᭩
䞉㈨᱁⪅㓄⨨䛻ಀ䜛ᥦ᭩䚸ᴗົᚑ⪅㓄⨨ィ⏬᭩
䞉ᘓ⠏≀Ύᤲᴗ➼䛾Ⓩ㘓䛻ಀ䜛ᥦ
䞉ᴗົᐇ⦼ሗ࿌䠄ྠ✀䚸ྠつᶍ䠅
䞉ປ⅏ಖ㝤ᩱ䝯䝸䝑䝖㐺⏝䛻㛵䛩䜛ሗ࿌᭩
䞉Ύᤲᴗົ䛻ಀ䜛㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ຍධሗ࿌᭩
䞉⮬᳨ᰝయไ䛻ಀ䜛ᥦ᭩
12
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䞉㞀䛜䛔⪅㞠⏝䛻㛵䛩䜛ሗ࿌᭩
䞉⎔ቃ㓄៖㈨ᶵᮦ⏝≧ἣሗ࿌᭩
䞉◊ಟᐇ⦼ሗ࿌᭩
䞉◊ಟᐇィ⏬
䞉㈨᱁ྲྀᚓᨭไᗘ
䞉ᖹ
ᖹᆒ㈤㔠䛻ಀ䜛ᥦ᭩䚸ᚑ⪅㈤㔠ᨭᡶ䛔ィ⏬᭩
䞉ᗣಖ㝤ຍධ䛻ಀ䜛ᥦ᭩
䞉㏻ᡭᙜᨭ⤥䛻ಀ䜛ᥦ᭩
䞉ᗣデ᩿䛻ಀ䜛ᥦ᭩
ᮐᖠᕷ㏻ᒁ䠤䠬ධᮐዎ⣙ሗ䜘䜚ᘬ⏝

䠆௧䠍ᖺᗘᥦฟ᭩㢮䝸䝇䝖ཬ䜃ᵝᘧヲ⣽䛿ᅗ
ᅗ⾲䞊䠍䛾㏻䜚
䠄䝇䝷䜲䝗14䠅
䠆௧䠍ᖺᗘ⥲ྜホ౯䞉㓄Ⅼ䞉᥇Ⅼ⾲䛾ヲ⣽䛿ᅗ
ᅗ⾲䞊䠎䛾㏻䜚
䠄䝇䝷䜲䝗17䠅
䠆ከᩘ䛾᭩㢮ᥦฟ⩏ົ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛻㐺ྜ䛧䛯᭩㢮ᑂᰝ⏝
䛸䛧䛶ᥦせồ㡯┠ᩘ䛾ᶍ⠊ⓗ䛷䛒䜛
䠆ᥦฟ᭩㢮ᩘ䛜ከ䛔ሙྜ䚸㐺ษ䛺ᴗ⪅䜢㝖䛷䛝䛯䛾ᐇ䛿ከᩘぢ䜙䜜䜛
13

ᅗ⾲䞊䠍 ௧䠍ᖺᗘ 䛂ᮐᖠᕷ㏻ᒁධᮐཧຍ䛻ಀ䜛ᥦฟ᭩㢮䝸䝇䝖䛃
(Ύᤲ༊䚸㏻すΎᤲ༊ 㥐⯋Ύᤲ䠅

䠍 ධᮐ䛻㛵䛩䜛᭩㢮䠄ᚲ㡲䠅
ᥦฟ᭩㢮

ڧධᮐ᭩
ධᮐ᭩

ྜ⥲ڧホ౯୍⯡➇தධᮐཧຍ㈨᱁☜ㄆ⏦ㄳ᭩㸦ᑂᰝᵝᘧ㸯㸧
ڧ㈨ᮏ㛵ಀ࣭ேⓗ㛵ಀㄪ᭩㸦ᑂᰝᵝᘧ㸰㸧㸦ᚲせᛂࡌ࡚㸧
ڧᘓ⠏≀Ύᤲᴗཪࡣᘓ⠏≀⎔ቃ⾨⏕⥲ྜ⟶⌮ᴗⓏ㘓ドࡢࡋ

ධᮐཧຍ㈨᱁᭩㢮

ڧᴗ༠ྠ⤌ྜ➼ࡢ⤌ྜဨྡ⡙㸦ヱᙜࡍࡿሙྜ㸧

ڧᐁබ㟂㐺᱁⤌ྜࡢド᫂᭩ࡢࡋ㸦ヱᙜࡍࡿሙྜ㸧
ڧᴗົ㈝ෆヂ᭩㸦ෆヂᵝᘧ㸯㸫㸯㸧
ᴗົ㈝ෆヂ᭩➼

ڧᴗົᚑ⪅㈤㔠ᨭ⤥ィ⏬᭩㸦ෆヂᵝᘧ㸯㸫㸰㸧
♫ڧಖ㝤ᩱᴗ㈇ᢸศㄪ᭩㸦ෆヂᵝᘧ㸯㸫㸱㸧

ጤ௵≧

ڧጤ௵≧㸦ᵝᘧ㸿㸧㸦௦⌮ேཪࡣ௦⌮ேࡀධᮐࡍࡿሙྜ㸧

䠎 ⏬ᥦ䛻㛵䛩䜛᭩㢮䠄⏬ᥦ䛻ᛂ䛨䛶ᥦฟ䛩䜛䜒䛾䠅
ᥦ᭩㢮

⏬ᥦ⏦ฟ᭩
ᒚ⾜యไホ౯

ᥦ

ฟ

᭩

㢮

ڧ⏬ᥦ⏦ฟ᭩
┬ڧຊࡼࡿᒚ⾜ရ㉁ࡢྥୖࠊ⠇ῶຠᯝࡢᥦ
ڧᒚ⾜ရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᶵჾ➼ಀࢃࡿᥦ᭩
ڧ㐺ṇ࡞ᒚ⾜☜ಖࡢࡓࡵࡢᴗົయไࡢᥦ

ᴗົᒚ⾜యไ

ڧ㈨᱁⪅㓄⨨㸦ᘓ⠏≀┴ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅ࠊࣅࣝࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ
ᢏ⬟ኈ㸧ಀࡿᥦ᭩
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ᘓ⠏≀Ύᤲᴗ➼ࡢ
Ⓩ㘓

ڧᘓ⠏≀ΎᤲᴗࡢⓏ㘓ಀࡿ᭩㢮

ྠ✀ྠつᶍࡢ
Ύᤲᴗົᐇ⦼

ྠ✀ྠڧつᶍࡢΎᤲᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩

ປ⅏ಖ㝤ᩱࡢ
࣓ࣜࢵࢺไࡢ㐺⏝

ڧປ⅏ಖ㝤ᩱࡢ࣓ࣜࢵࢺไࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿሗ࿌᭩

Ύᤲᴗົಀࢃࡿ
㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ࡢຍධ

ڧ㈺ൾಖ㝤ຍධ㛵ࡍࡿሗ࿌᭩

⮬᳨ᰝ࠾ࡅࡿ
㈨᱁⪅ࡢ㓄⨨

⮬ڧ᳨ᰝయไಀࡿᥦ᭩

ڧዎ⣙᭩ࡢࡋ➼

ڧປ⅏ಖ㝤⋡Ỵᐃ㏻▱᭩㸦㸧

ڧ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ຍධࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆドࡍࡿ᭩㢮

⮬ڧ᳨ᰝࡢ㈨᱁⪅㓄⨨
ڧ㞀ࡀ࠸⪅㞠⏝㛵ࡍࡿሗ࿌᭩㸦ᵝᘧ㸲㸧

㞀ࡀ࠸⪅㞠⏝⋡

ڧ㞀ࡀ࠸⪅㞠⏝≧ἣሗ࿌᭩㸦㸧
⎔ڧቃ㓄៖㈨ᶵᮦ➼⏝≧ἣሗ࿌᭩

࢚ࢥ࣐࣮ࢡㄆᐃၟရ
ࡢ⏝

ࡿ࠸࡚ࡋ⏝ڧ㈨ᶵᮦࡢ⣡ရࡢᐇࢆドࡍࡿ᭩㢮㸦௵ពᵝᘧ㸧
ࢡ࣮࣐ࢥ࢚ڧㄆᐃၟရ࡛࠶ࡿࡇࢆドࡍࡿ᭩㢮㸦࢝ࢱࣟࢢ➼ࡢࡋ㸧
◊ڧಟᐇሗ࿌᭩

ᢏ⾡ྥୖࡢࡓࡵࡢ
◊ಟᐇ⦼
◊ಟᐇࡢᥦ

ڧᐇࡋࡓ◊ಟࡢ᪥ࡸෆᐜࡀࢃࡿ᭩㢮
㸦ࣞࢪ࣓ࣗࠊࢸ࢟ࢫࢺࠊಟド᭩࡞㸧
◊ڧಟᐇಀࡿᥦ᭩
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㈨᱁ྲྀᚓᨭไᗘࡢ
᭷↓

ᖹᆒ㈤㔠ࡢᥦ
ᗣಖ㝤ຍධࡢᥦ
㏻ᡭᙜᨭ⤥ࡢᥦ

ᗣデ᩿ᐇࡢᥦ

ڧ㈨᱁ྲྀᚓᨭไᗘಀࡿሗ࿌᭩
ڧ㈨᱁ྲྀᚓᨭไᗘಀࡿ♫ෆつᐃ➼ࡢࡋ
ڧᖹᆒ㈤㔠ಀࡿᥦ᭩
ڧᴗົᚑ⪅㈤㔠ᨭ⤥ィ⏬᭩
ڧᗣಖ㝤ຍධಀࡿᥦ᭩
ڧᴗົᚑ⪅㓄⨨ィ⏬᭩
ڧ㏻ᡭᙜᨭ⤥ಀࡿᥦ᭩
ࣃ࣮ࢺᚑᴗဨཬࡧṇ♫ဨ㐺⏝ࡍࡿ㏻ᡭᙜ㛵ࡍࡿᑵᴗつ๎ࡢࡋ

ڧᗣデ᩿ಀࡿᥦ᭩

䠆䠤30ᖺᗘධᮐ䠄༡䞉ᰤ⏫䞉⚟ఫΎᤲ༊䠅䛛䜙ᥦฟ᭩㢮䛾ኚ᭦䛿䛺䛧

௧1ᖺᗘධᮐ䠄䞉㏻すΎᤲ༊䠅䛾䝫䜲䞁䝖
䠍䚸ⴠᮐ⪅Ỵᐃᇶ‽䛾ኚ᭦(ᅗ⾲―䠎ཧ↷䠅
䠍䠅ᒚ⾜యไ
䐟┬ຊ䛻䜘䜛ᒚ⾜ရ㉁䛾ྥୖ䚸⠇ῶຠᯝ䠖 䠕Ⅼ䛛䜙䠓Ⅼ䛻ኚ᭦
䐠㞀䛜䛔⪅㞠⏝䛾ྲྀ⤌䠖 1Ⅼ䛛䜙䠎Ⅼ䛻ಸቑ
䠎䠅◊ಟయไ䠖3Ⅼ䛛䜙䠐Ⅼ䛻ቑຍ
䠏䠅㞠⏝᮲௳䛾ኚືไ䛜Ⅼᩘ䛷⾲♧䚹
䠎䚸ධᮐㄝ᫂᭩ῧ䛾䛂ホ౯㡯┠ヲ⣽䝅䞊䝖䛃䛿せⅬ䚸せ㡿䛜ศ䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛥䜜䛶
䛔䜛䚹୍䛸䛧䛶䛂ᖹᆒ㈤㔠䛾ᥦ䛃䛷䛿䚸ᨭᡶ㈤㔠ィ⟬䛜ヲ⣽䛻ㄝ᫂䚸ᣦᑟ䛥䜜䛶
䛚䜚䚸ධᮐཧຍ⪅䛾ෆᐜㄗゎ䞉ィ⟬䝭䝇䛾Ⓨ⏕䜢ண㜵䛧䛶䛔䜛䚹
䠄ᚋ㏙䛩䜛䛂ภ㤋ᕷᨭᡶ㈤㔠䛃ㄝ᫂䜘䜚䛿ぶษ䚸ᑀ䛷䛒䜛䠅
䠆⌧≧䛷䛿䚸ᮐᖠᕷ䛾䛜᭱䜒ከᒱ䛻䜟䛯䜛ᥦฟせồ᭩㢮ᩘ䛷䛒䜚䚸䛭䜜䜙䛾᭩㢮ᑂᰝ䛾ẁ㝵䛷 㐺ษ䛺
ධᮐཧຍ⪅䛾㝖䛜ྍ⬟䛸䛺䜛᭱㐺䛾䛷䛒䜛䚹
䠆ᮐᖠᕷ䛿ධᮐㄝ᫂䜢2ᅇ䛻ศ䛡ྛᅇ䠍㛫䛛䛡䛶ᥦฟ᭩㢮➼䛾ㄝ᫂䜢ᐇ䚹
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ᅗ⾲―䠎 ௧䠍ᖺᗘᮐᖠᕷ⥲ྜホ౯᪉ᘧ ホ౯㓄Ⅼ⾲(㥐⯋Ύᤲ⩏ົ䠅
ホ౯㡯┠䞉㓄Ⅼ
ศ㢮
Ϩ

⣽ศ㢮

౯᱁ホ౯ 㸦ͤ
ͤ㸯㸧
㸯

ϩ

㓄Ⅼ

ホ౯㡯┠

㸱㸳Ⅼ
ᒚ⾜యไ

㸰㸯Ⅼ

ᒚ⾜యไホ౯

┬ຊࡼࡿᒚ⾜ရ㉁ࡢྥୖࠊ
⠇ῶຠᯝࡢᥦ

㹼㸵Ⅼ
㸰Ⅼ

㐺ṇ࡞ᒚ⾜☜ಖࡢࡓࡵࡢᴗົయไࡢᥦ

㸰Ⅼ

ᘓ⠏≀⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᢏ⾡⪅ࡢ㓄⨨

㸰Ⅼ

ࣅࣝࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢᢏ⬟ኈ ⣭ཪࡣ⣭㸧ࡢ㓄⨨

㸰 Ⅼ
Ⅼ
Ⅼ

ᒚ⾜ᐇ⦼➼ ྠ✀࣭ྠつᶍࡢΎᤲᐇ⦼㸧
ປ⅏ಖ㝤ᩱࡢ࣓ࣜࢵࢺไࡢ㐺⏝
Ύᤲᴗົಀࢃࡿ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ຍධ

㸰

⮬᳨ᰝయไ

㸯Ⅼ

⮬᳨ᰝయไࡢᥦ㸦ࣥࢫ࣌ࢡࢱ࣮㓄⨨㸧

㸱

ࡑࡢ

㸰Ⅼ

㞀ࡀ࠸⪅ࡢ㞠⏝ࡢྲྀ⤌ ἲᐃ㞠⏝⋡௨ୖ㸧

㸯Ⅼ

⎔ቃ㓄៖㈨ᶵᮦࡢ⏝㸦࢚ࢥ࣐࣮ࢡㄆᐃၟရ㸧

㸯

◊ಟయไ

㸲Ⅼ

ᢏ⾡ྥୖࡢࡓࡵࡢ◊ಟᐇᥦ

㸰

㞠⏝᮲௳

㸯Ⅼ
Ϫ

◊ಟ࣭㞠⏝᮲௳
ホ౯

㸯㸲Ⅼ

㸵㸮Ⅼ

㈨᱁ྲྀᚓᨭไᗘࡢ᭷↓

㹼㸳Ⅼ

ͤ

ᚑᴗဨࡢᨭᡶ㈤㔠ࡢᥦ㸦ᖹᆒ㈤㔠ࡢホ౯⤥㸧

㹼㸰Ⅼ

ͤ

ᗣಖ㝤ຍධࡢᥦ ຍධ⪅㓄⨨ᩘࡢホ౯㸧

㸯Ⅼ

㏻ᡭᙜᨭ⤥ࡢᥦ ᡭᙜᨭ⤥ࡢ᭷↓㸧

㸯Ⅼ

ᗣデ᩿ࡢᐇࡢᥦ
ͤᥦෆᐜࡼࡗ࡚ホ౯Ⅼࡀኚືࡍࡿ

ͤ㸯 ⥲ྜホ౯Ⅼ Ⅼ㸧ࡣࠊ౯᱁ホ౯Ⅼ㸩ᢏ⾡ホ౯Ⅼࡢྠྜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ㸰 ᥦෆᐜࡼࡗ࡚ホ౯Ⅼࡀኚືࡍࡿࠋ䛂┬ຊ䛻䜘䜛ᒚ⾜ရ㉁ྥୖ䚸ရ㉁☜ಖ䛻ಀ䜟䜛ᶵჾ䛾ホ౯䛃
䛸䛔䛖㧗ᗘ䛺ᥦ䜢せồ䛧䚸 ホ౯᱁ᕪ䛜䛝䜔䛩䛔䜘䛖䛻䠓Ⅼ䛾㓄ศ
ͤ㸱 ᮐᖠᕷ䛾⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛜䚸Ύᤲᴗົホ౯㡯┠ෆᐜ䚸౯᱁Ⅼ䛸ᢏ⾡Ⅼ䛾ྠྜホ౯䛾Ⅼ䛷䚸⌧≧䛷䛿
᭱䜒ඃ䜜䛯ᶍ⠊ⓗ䛺䛷䛒䜛
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䠄䠎䠅ภ㤋ᕷ䛾⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䠄䠤䠏䠌ᖺᕷᗇ⯋Ύᤲᴗົ䠅
䡚ධᮐᥦฟ᭩㢮䚸⥲ྜホ౯ᇶ‽䚸ⴠᮐ⤖ᯝ䛾ศᯒ䡚
䠝䠖ᢏ⾡ホ౯Ⅼ䛻ಀ䜟䜛ᥦฟ᭩㢮୍ぴ
䐟ᒚ⾜యไ䠖సᴗィ⏬᭩䠄᪥ᖖ䞉ᐃᮇ䞉≉ูΎᤲ䠅
䐠⮬᳨ᰝయไ䠖⮬᳨ᰝయไ☜ㄆㄪ᭩ (ᵝᘧ䠐䠅
䞉⮬᳨ᰝయไィ⏬᭩ 䠄ዎ⣙ᮇ㛫୰䛿⮬᳨ᰝሗ࿌᭩ᥦฟ⩏ົ䠅
䞉ᘓ⠏≀Ύᤲ⟶⌮ホ౯㈨᱁⪅䠄䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊䠅䛾㈨᱁⪅ド䛾䛧
䐡◊ಟయไ䠖◊ಟᐇ⦼ㄪ᭩䚸◊ಟᐇᥦ᭩ 䠄ᵝᘧ5,6䠅
䐢ྠ✀䞉ྠつᶍᴗົ䛾ᒚ⾜ᐇ⦼䠖ዎ⣙᭩䛾䛧
䐣ရ㉁䞉⎔ቃ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮ㄆドྲྀᚓ䠖ISO9000䡡14000Ⓩ㘓ド䛧
䐤ᨭᡶ㈤㔠䠖ᨭᡶ㈤㔠ィ⏬᭩䠄ᵝᘧ8䠅䠖 ᭱ప㈤㔠䠇α䛾㈤㔠䜢ホ౯
䐥㏻ᡭᙜ䛾ᨭ⤥䠖ᡭᙜᨭ⤥ᥦ᭩ 䠄ᵝᘧ9䠅
䐦㞀䛜䛔⪅㞠⏝䠖㞀䛜䛔⪅㞠⏝≧ἣሗ࿌᭩
ಖㆤほᐹᑐ㇟⪅➼䛾ᑵປᨭ䠖༠ຊ㞠⏝άືᐇ⦼ド᫂᭩ 䠄ᵝᘧ11䠅
䐧ಖ
䠄ᑐ㇟⪅䛾㞠⏝䞉⫋ሙయ㦂ㅮ⩦ᐇ䞉ᴗᡤぢᏛᐇ⦼䛾䛔䛪䜜䛛䠅
䐨ᮏᗑ䜎䛯䛿ᨭᗑ➼䛾ᡤᅾ䠖 ᕷෆ䛻ᮏᗑ䚸ᕷෆ䛻ᨭᗑ➼
䠆ヲ⣽䛿䚸ᅗ⾲―䠏䛾㏻䜚
䛂ภ㤋ᕷ⥲ྜホ౯ධᮐཧຍ䛻ಀ䜛ᥦฟ᭩㢮䝸䝇䝖䛃
18
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ᅗ⾲―䠏 䠝 ภ㤋ᕷᘓ≀Ύᤲᴗົ ⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛾ᥦฟ᭩㢮䠄ᢏ⾡ホ౯䠅
ᢏ⾡ホ౯Ⅼಀࡿᥦฟ᭩㢮୍ぴ ᘓ⠏≀Ύᤲᴗົ⏝
ධᮐཧຍ⏦㎸ࡢᥦฟ᭩㢮

ホ౯㡯┠

ᥦฟࡀᚲ㡲

ᒚ⾜యไ

㺃సᴗィ⏬᭩ ᪥ᖖΎᤲ
ᵝᘧ
㺃సᴗィ⏬᭩ ᐃᮇ࣭≉ูΎᤲ ᵝᘧ

⮬᳨ᰝయไ

㺃⮬᳨ᰝయไ☜ㄆㄪ᭩

◊ಟయไ

ྠ✀࣭ྠつᶍᴗົ
ࡢᒚ⾜ᐇ⦼

ዎ⣙ᮇ㛫୰ࡢᥦฟ᭩㢮

ヱᙜࡍࡿሙྜᥦฟ

ᵝᘧ

㺃ᮏᴗົಀࡿ⮬᳨ᰝయไィ⏬᭩ ௵ពᵝᘧ
㺃ᘓ⠏≀Ύᤲ⟶⌮ホ౯㈨᱁⪅ࡢ㈨᱁ドࡢࡋ

㺃◊ಟᐇ⦼ㄪ᭩

ᵝᘧ

㺃◊ಟࡢ᪥ࡸෆᐜࡀࢃࡿ᭩㢮

㺃◊ಟᐇᥦ᭩

ᵝᘧ

㺃ྠ✀࣭ྠつᶍᴗົࡢᒚ⾜ᐇ⦼ㄪ᭩
ᵝᘧ

㺃⮬᳨ᰝಀࡿሗ࿌᭩ ௵ពᵝᘧ

㺃◊ಟᐇሗ࿌᭩ ᵝᘧ
㺃◊ಟࡢ᪥ࡸෆᐜࠊᮏᴗົࡢᚑ
⪅ࡢཷㅮࡀࢃࡿ᭩㢮
㺃ዎ⣙᭩ࡢࡋ
㺃ྛ㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢㺚㺛㺡㺯Ⓩ㘓ドࡢࡋ

ရ㉁㺃⎔ቃ㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢㺚
㺛㺡㺯ㄆドྲྀᚓ
ᨭᡶ㈤㔠

㺃ᨭᡶ㈤㔠ィ⏬᭩

ᵝᘧ

㺃ᨭᡶ㈤㔠≧ἣሗ࿌᭩ ᵝᘧ
㺃㞠⏝ዎ⣙᭩➼ࡢࡋ

㏻ᡭᙜࡢᨭ⤥

㺃㏻ᡭᙜᨭ⤥ᥦ᭩

ᵝᘧ

㺃㏻ᡭᙜ 㠀ㄢ⛯ᡤᚓ࠶ࡓࡿࡶࡢ 㛵ࡍࡿ
ᑵᴗつ๎ࡢࡋ

㞀ࡀ࠸⪅ࡢ㞠⏝

ᆅᇦ㈉⊩☜ㄆㄪ᭩ ᴗົጤク⏝
ᵝᘧ

㺃㞀ࡀ࠸⪅㞠⏝≧ἣሗ࿌᭩ࡲࡓࡣ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭ
ᖒࠊ⒪⫱ᡭᖒࡲࡓࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴ᡭᖒ
ࡢࡋ
㺃༠ຊ㞠⏝άືᐇ⦼ド᫂᭩ ᴗົጤク⏝ ᵝ
ᘧ

ಖㆤほᐹᑐ㇟⪅➼
ࡢᑵປᨭ
ᮏᗑࡲࡓࡣᨭᗑ➼
ࡢᡤᅾ

ᮐᖠᕷ䛸䛾ẚ㍑
䐟ภ㤋ᕷ䛻䛺䛔㡯┠䠖ேဨ㓄⨨䠄䢇䢚䢕䡴䢔䡬䢂䢙䡴䢚ᢏ⬟ኈ䚸䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊㈨᱁⪅䜒ྵ䜐䠅䚸ປ⅏ಖ㝤䝯䝸䝑䝖ไ䛾㐺⏝䚸㈺ൾ
㈐௵ಖ㝤ຍධ䚸ᘓ⠏≀ΎᤲᴗⓏ㘓䚸㈨᱁ྲྀᚓᨭไᗘ䚸䜶䝁䝬䞊䜽ㄆᐃၟရ⏝䚸ᗣಖ㝤ຍධ䚸ᗣデ᩿ᐇ
䐠ภ㤋ᕷ⊂⮬䛾㡯┠䠖 ISOㄆド䚸ಖㆤほᐹᑐ㇟⪅➼䛾ᑵປᨭ䚸ᮏᗑ䞉ᨭᗑ䛾ᡤᅾ
19

ḟ䝨䞊䝆ᅗ⾲―䠐ཧ↷

ᅗ⾲―䠐
䠐 䠞 ภ㤋ᕷᘓ≀Ύᤲᴗົ ⥲ྜホ౯ᇶ‽䞉ᢏ⾡Ⅼホ౯䝸䝇䝖(30Ⅼ
Ⅼ‶Ⅼ䠅
ホ౯ศ㢮

ホ౯㡯┠

ᒚ⾜యไ
⮬᳨ᰝయไ
◊ಟయไ 

ᴗࡢ
ᒚ⾜యไ➼

㓄⨨ணᐃࡢ
ᚑ⪅ࡢປ
ാ⎔ቃ

◊ಟయไ 

௳௨ୖ
௳
௳
࡞ࡋ

ྠ✀࣭ྠつᶍᴗົࡢᒚ
⾜ᐇ⦼

ධᮐබ࿌᪥ࡽ㐣ཤᖺ㛫ඖㄳࡅࡋ࡚ᒚ⾜ࡋࡓྠ✀࣭ྠつᶍᴗົࡢᒚ⾜ᐇ
⦼

ရ㉁㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢㺚㺛㺡㺯ㄆド
ྲྀᚓ
ရ㉁㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢㺚㺛㺡㺯ㄆド
ྲྀᚓ ,62ࡑࡢࡢ㔜
」ຍ⟬࡞ࡋ
ᨭᡶ㈤㔠

,62ࢆྲྀᚓ
ୖグ௨እ
,62ࢆྲྀᚓ
࢚ࢥࢡࢩࣙࣥࡲࡓࡣᾏ㐨⎔ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ +(6 ࢆྲྀᚓ
ୖグ௨እ
㓄⨨ணᐃࡢᚑ⪅ࡢᖹᆒ㈤㔠
㏻ᡭᙜࡢᨭ⤥ࡢᥦࡀ࠶ࡿ
ୖグ௨እ
ࠕ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ㞠⏝ࡢಁ㐍➼㛵ࡍࡿἲᚊࠖᇶ࡙ࡃሗ࿌⩏ົࡢ࠶ࡿᴗ⪅
࣭ἲᐃ㞠⏝⋡ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ㞠⏝ࡢಁ㐍➼㛵ࡍࡿἲᚊࠖᇶ࡙ࡃሗ࿌⩏ົࡢ࡞࠸ᴗ⪅
࣭ே௨ୖ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグ௨እ
ภ㤋ಖㆤほᐹᡤ༠ຊ㞠⏝ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀᖹᡂᖺ᭶᪥௨㝆௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡢᐇ⦼
ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
࣭ಖㆤほᐹᑐ㇟⪅➼ࢆ㞠⏝ࡋࡓᐇ⦼
࣭ಖㆤほᐹᑐ㇟⪅➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⫋ሙయ㦂ㅮ⩦ࢆᐇࡋࡓᐇ⦼
࣭ಖㆤほᐹᑐ㇟⪅➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓᴗᡤぢᏛࢆᐇࡋࡓᐇ⦼
ୖグ௨እ
ภ㤋ᕷෆᮏᗑࢆ᭷ࡍࡿࠋ
ภ㤋ᕷෆᨭᗑ➼ࡢࡳࢆ᭷ࡍࡿࠋ
ୖグ௨እ
ྜィ㸦‶Ⅼ㸧

㏻ᡭᙜࡢᨭ⤥

㞀ࡀ࠸⪅ࡢ㞠⏝

ᆅᇦ㈉⊩➼

ホ౯ᇶ‽
ࠕసᴗィ⏬᭩ࠖࡢෆᐜࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࠋ
ୖグ௨እ
ᘓ⠏≀Ύᤲ⟶⌮ホ౯㈨᱁⪅ࡼࡿ⮬᳨ᰝయไࡢᥦࡀ࠶ࡿࠋ
ୖグ௨እ
ධᮐබ࿌᪥ࡽ㐣ཤᖺ㛫࡛Ύᤲ⌧ሙࡢᚑ⪅ᑐࡋ࡚ᐇࡋࡓΎᤲᴗົ㛵㐃ࡢ◊ಟᐇ⦼ࡀ
࠶ࡿࠋ
ୖグ௨እ
ዎ⣙⥾⤖᪥ࡽᖺ௨ෆᮏᴗົࡢᚑ⪅ᑐࡋ࡚Ύᤲᴗົ㛵㐃ࡢ◊ಟࢆᐇࡍࡿᥦࡀ࠶
ࡿࠋ
ୖグ௨እ

ಖㆤほᐹᑐ㇟➼ࡢ
ᑵປᨭ

ᮏᗑࡲࡓࡣᨭᗑ➼ࡢ
ᡤᅾ

䐟⮬᳨ᰝయไ䛜4Ⅼ(30‶Ⅼ)䛸䛺䜚䚸ᚓⅬྜ㧗䛟䚸䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁䛾ホ౯䛜㧗䛔
䐠ᨭᡶ㈤㔠ホ౯䛜6Ⅼ䛷䛒䜚䚸᭱ప㈤㔠௨ୖ䛾ᥦ䛜䛝䛺ホ౯せ⣲䛸䛺䛳䛶䛔䜛
䐡ಖㆤほᐹᑐ㇟⪅➼䛾ᑵປᨭ䜈1Ⅼ㓄ศ䠄ᖺᗘ䜘䜚1♫ቑ䛘䛯䠅
䠆⥲ྜホ౯Ⅼ䠄110Ⅼ䠅䠙 ౯᱁Ⅼ䠄80Ⅼ䠅䠇ᢏ⾡Ⅼ䠄30Ⅼ :27%䠅
э ⴠᮐ⤖ᯝ ḟ㡫 ᅗ⾲―䠑ཧ↷

203

ホ౯Ⅼ
㸳㸬㸮
㸮
㸲㸬㸮
㸮
㸰㸬㸮
㸮
㸱㸬㸮
㸮
㸱㸬㸮
㸰㸬㸮
㸯㸬㸮
㸮
㸮㸬㸳
㸮
㸮㸬㸳
㸮㸬㸱
㸮
㸴㸬㸮
㸰㸬㸮
㸮
㸯㸬㸮
㸮

㸯㸬㸮

㸮
㸰㸬㸮
㸮㸬㸳
㸮
㸱㸮㸬㸮
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ᅗ⾲-䠑-䠍 䠟 ᘓ⠏Ύᤲ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧධᮐ⤖ᯝ䠄㧗㝵ᒙ䠅
ධᮐ᪥

ᴗົྡ

ணᐃ౯᱁
(ᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠䜢㝖䛟)

ᖹᡂ30ᖺ6᭶13᪥

ภ㤋ᕷᗇ⯋㧗
㧗㝵ᒙΎᤲᴗົጤク

18,880,000

ホ౯
㡯┠

㓄⨨ணᐃᚑ⪅
䛾ປാ⎔ቃ

ᴗ䛾ᒚ⾜యไ➼
ᒚ⾜య
ไ

◊ಟ
యไ(1)

◊ಟ
యไ(2)

ᨭᡶ㈤
㔠

㏻ᡭ
ᙜ䛾ᨭ
⤥

ྜィ

㞀䛜䛔
⪅䛾㞠
⏝

ಖㆤほ
ᐹᑐ㇟
➼䛾ᑵ
ປᨭ

ᮏᗑ䜎
䛯䛿ᨭ
ᗑ➼䛾
ᡤᅾ

ᢏ⾡
ホ౯Ⅼ

(5.0)

(4.0)

(2.0)

(3.0)

ྠ✀䞉
ྠつᶍ
ᴗົ䛾
ᒚ⾜ᐇ
⦼
(3.0)

(1.0)

(6.0)

(2.0)

(1.0)

(1.0)

(2.0)

(30.0)

A♫

0.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

1.0

1.0

2.0

18.0

B♫

5.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

21.0

C♫

5.0

4.0

2.0

3.0

1.0

0.0

0.0

2.0

1.0

1.0

2.0

21.0

D♫

5.0

0.0

2.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2.0

1.0

0.0

2.0

15.0

E♫

5.0

4.0

2.0

3.0

䠍.0

0.0

6.0

2.0

0.0

0.0

2.0

25.0

(‶Ⅼ)

ධᮐ
ᴗ⪅

⮬᳨
ᰝయไ

ᆅᇦ㈉⊩➼

ධᮐ㔠㢠
(ᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠䜢
㝖䛟)

౯᱁ホ౯Ⅼ
(80㽢᭱పධᮐ౯᱁/
ධᮐ౯᱁)

ရ㉁䢋䢄
䡸䢚䢎䢙䢀
ㄆドྲྀ
ᚓ

ᢏ⾡ホ౯Ⅼ+
౯᱁ホ౯Ⅼ

せ

ணᐃ౯᱁䛸
䛾ྜ

A♫

18,860,000

78.4729

96.4729

99,8940%

B♫

18,870,000

78.4313

99.4313

C♫

↓ຠ

ධᮐ㔠㢠䛜☜ㄆ䛷䛝䛺
䛔䛯䜑

―

ኻ᱁

D♫

18,880,000

78.3898

93.3898

100%

E♫

18,500,000

80.0000

105.0000

䐠

ⴠᮐ

99,9470%

97,9873%
21

ᅗ⾲-䠑-䠎 䠟 ᘓ⠏Ύᤲ⥲ྜホ౯ⴠᮐ᪉ᘧධᮐ⤖ᯝ䠄ప㝵ᒙ䠅
ධᮐ᪥

ᴗົྡ

ணᐃ౯᱁
(ᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠䜢㝖䛟)

ᖹᡂ30ᖺ6᭶13᪥

ภ㤋ᕷᗇ⯋ప
ప㝵ᒙΎᤲᴗົጤク

22,904,000

ホ౯
㡯┠

㓄⨨ணᐃᚑ⪅䛾
ປാ⎔ቃ

ᴗ䛾ᒚ⾜యไ➼

ᒚ⾜య
ไ

◊ಟ
యไ(1)

◊ಟ
యไ(2)

ᨭᡶ
㈤㔠

(4.0)

(2.0)

(3.0)

A♫

5.0

4.0

2.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

18.0

B♫

0.0

0.0

2.0

3.0

0.0

0.0

0.0

2.0

1.0

0.0

2.0

10.0

C♫

5.0

4.0

2.0

3.0

1.0

0.0

6.0

2.0

1.0

1.0

2.0

27.0

D♫

5.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

21.0

E♫

0.0

4.0

2.0

3.0

3.0

0.0

0.0

2.0

1.0

1.0

2.0

18.0

ධᮐ㔠㢠
(ᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠䜢㝖
䛟)

౯᱁ホ౯Ⅼ
(80㽢᭱పධᮐ౯᱁/ධ
ᮐ౯᱁)

㞀䛜䛔
⪅䛾㞠
⏝

ಖㆤほ
ᐹᑐ㇟
➼䛾ᑵ
ປᨭ

ᮏᗑ䜎
䛯䛿ᨭ
ᗑ➼䛾
ᡤᅾ

ᢏ⾡
ホ౯Ⅼ

(5.0)

ධᮐ
ᴗ⪅

㏻ᡭ
ᙜ䛾ᨭ
⤥

ྜィ

ྠ✀䞉
ྠつᶍ
ᴗົ䛾
ᒚ⾜
ᐇ⦼
(3.0)

(‶Ⅼ)

⮬᳨
ᰝయไ

ᆅᇦ㈉⊩➼

ရ㉁䢋䢄
䡸䢚䢎䢙䢀ㄆ
ドྲྀᚓ

(1.0)

(6.0)

(2.0)

(1.0)

(1.0)

(2.0)

(30.0)

ᢏ⾡ホ౯Ⅼ+
౯᱁ホ౯Ⅼ

せ

ணᐃ౯᱁䛸䛾
ྜ

A♫

22䡠904,000

78.8683

96.8683

100%

B♫

22,892,000

78.9096

88.9096

99,9476%

C♫

22,580,000

80,0000

107,0000

ⴠᮐ

98,5854%

D♫

22,890,000

78.9165

99.9165

䐠

99,9389%

E♫

22,888,000

78.9294

96.9234

99,9301%
22

204

䠎䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛷䛾ᴗົ⬟ຊ䛾ホ౯䝫䜲䞁䝖
䠍䠅ᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ホ౯
䠄䠍䠅ᴗົ⟶⌮⤌⧊䛾䝏䜵䝑䜽
䐟⤌⧊ᅗ䛜タつᶍ䛸䝞䝷䞁䝇䛜ྲྀ䜜䛶䛔䜛䛛䠛
䠆Ⓨὀ⪅䜈䛾ሗ࿌䞉㐃⤡䛻㐜䛺䛔䜘䛖䛺⤌⧊య⣔䛷䛒䜛䛛䠛

䐠ົ䝅䝣䝖䝏䜵䝑䜽䠖 㛫ᖏู䛻せဨ䛜ᚲせ⟠ᡤ䛻㓄⨨䛧䛶䛔䜛䛛䠛
䠆䝖䜲䝺䠠䠎䠄1᪥2ᅇΎᤲ䠅䛾䝖䝷䝤䝹䛾ᩍカ

䠄䠎䠅ᴗົሗ࿌䝅䝇䝔䝮䛾䝏䜵䝑䜽
䐟᪥ᖖసᴗሗ࿌᭩䠖᪥ሗෆᐜ 䠄ᴗ⪅⏝䛾䝃䞁䝥䝹䜢ῧ䛥䛫䜛䠅
䝏䜵䝑䜽䝫䜲䞁䝖䛿䚸᪥䚸సᴗ⪅ྡ䚸సᴗ⟠ᡤ䚸సᴗ㛫ᖏ䚸ᢸᙜ㈐௵⪅
ᢎㄆ༳䚸䝖䝷䝤䝹䞉䜽䝺䞊䝮➼䛾≉グ㡯䛜グ㍕䛒䜛䛛䠛
䐠᭶Ⅼ᳨ሗ࿌᭩ 䠄ᴗ⪅⏝䛾䝃䞁䝥䝹䜢ῧ䛥䛫䜛䠅
䝏䜵䝑䜽䝫䜲䞁䝖䛿䚸᪥䚸Ⅼ᳨⪅ྡ䚸Ⅼ᳨⟠ᡤ䚸⮬♫⥲ྜホ౯Ⅼ䚸ᨵၿⅬ

䠄䠏䠅䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁యไ䛾䝏䜵䝑䜽
䐟䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊ㄆᐃ㈨᱁⪅䛜Ⅼ᳨䛧䛶䛔䜛䛛䠛
䐠⮬᳨ᰝ䝅䝇䝔䝮䛾ᥦෆᐜホ౯
23

䠄䠐䠅◊ಟయไ䛾䝏䜵䝑䜽
◊ಟ䛾✀ู䚸ෆᐜ䚸㢖ᗘ䚸ཧຍ⪅ᩘ➼䛾ᥦෆᐜ䝏䜵䝑䜽䛻䜘䜚
ᴗົᒚ⾜䛾ಙ㢗ᛶ䚸ᢏ⾡䝺䝧䝹䚸䝇䝍䝑䝣⬟ຊ䛺䛹䛾ホ౯䛜䛷䛝䜛

ྛ✀◊ಟ
࣭ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᇶᮏ◊ಟ㸦Ύᤲࠊタഛ⟶⌮ࠊ㆙ഛࠊ㸧
࣭㝵ᒙู◊ಟ㸦௵◊ಟࠊಀ㛗◊ಟࠊ⟶⌮⫋◊ಟࠊᖿ㒊◊ಟ㸸㒊㛗࣭ᙺဨ㸧
࣭⫋⬟ู◊ಟ㸦ᢏ⾡◊ಟ ึ⣭࣭୰⣭ࠊ
Ⴀᴗ ◊ಟࠊ⤒⌮࣭⥲ົ◊ಟ㸧

࣭ᑟධ◊ಟ㸦᪂ධ♫ဨ◊ಟࠊ୰㏵᥇⏝⪅◊ಟ㸧
࣭ㄢ㢟ู◊ಟ 㸦ရ㉁⟶⌮◊ಟࠊ
ࢡ࣮࣒ࣞᑐ⟇◊ಟࠊ᥋㐝࣭࣐ࢼ࣮◊ಟࠊ

ಶேሗಖㆤ◊ಟࠊேᶒ◊ಟ㸦ࢭࢡࣁ࣭ࣛࣃ࣡ࣁ࣭ࣛ/*%7ၥ㢟㸧ࠊ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟ࡞

24
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䠄䠑䠅༴ᶵ⟶⌮యไ䛾䝏䜵䝑䜽
䐟㜵≢䞉㜵⅏䜈䛾ᑐᛂෆᐜ
䞉Ᏻ⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹䛾ᥦฟ䛿䠛
䞉㜵≢䞉㜵⅏ᑐ⟇カ⦎䛾ᥦෆᐜ䛿䠛
䞉䝇䝍䝑䝣䛾ᑐᛂ䝇䜻䝹䠄ᩆᛴᩆᥐ⨨䠋䠝䠡䠠カ⦎䠅ホ౯

䐠㠀ᖖ䚸⥭ᛴ䛾༴ᶵ⟶⌮యไ
䞉༴ᶵ⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹䛾᭷↓䠖䝬䝙䝳䜰䝹ᥦฟ
䞉⥭ᛴᛂయไ䠖♫ෆཬ䜃タෆ⥭ᛴ㐃⤡⥙䚸㏆㞄⌧ሙ䛛䜙䛾
䝇䝍䝑䝣㥑䛡㛫䠄25ศ䠅䚸ጤクᴗ⪅䛾ᛂయไ
䞉䠞䠟䠬ィ⏬䠖つᶍ⅏ᐖ䛾ᴗົ⥅⥆ィ⏬䠄䝠䝖䞉䝰䝜䞉ሗ䠅
эタ⏝⪅䞉⏝⪅䛾Ᏻ☜ಖ䚸䝇䝍䝑䝣せဨ☜ಖ㞴䛾ᑐ⟇䚸
䞉 㜵⅏ᣐⅬ䛾ሙྜ䛾ᑐᛂ䠄୍ḟ䞉ḟ㑊㞴ᡤ䛾ᴗົᨭయไ䠅䚸
ḟ⅏ᐖ㜵Ṇ⟇ 䠄⅏ᐖ┦ᛂ༠ᐃ䚸㐲㝸ᆅ㛫㜵⅏ᛂ༠ᐃ䠅

ᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖ホ౯䝫䜲䞁䝖䛸䛧䛶䛿䚸䠄㻝㻕䡚㻔㻡㻕௨እ䛻
䛂䜽䝺䞊䝮ฎ⌮యไ䛂ಶேሗಖㆤయไ䛃䛺䛹䜒ホ౯ᑐ㇟䛸䛺䜛䚹
25

䠎䠅ရ㉁⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛾ホ౯
䠄䠍䠅ရ㉁⟶⌮䛾⪃䛘᪉䝏䜵䝑䜽
䐟ရ㉁⟶⌮㡯┠䛾ෆᐜ䠖᭱ప㝈ᢲ䛥䛘䛶䛚䛟䜉䛝㡯┠䛻Ḟⴠ䛺䛔䛛䠛
䐠タ≉᭷䛾㏣ຍ⟶⌮㡯┠䠖㐠ືタ㻔ᮌᗋ䠅䚸་⒪タ㻔㻭㼀㻼ᩘ್䠅
䐡䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁᪉ἲ䠖 ⮬Ⅼ᳨䠋᪉ྥⅬ᳨
䐢䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊䛻䜘䜛ရ㉁Ⅼ᳨䛛
䐣䠬䠠䠟䠝䝃䜲䜽䝹䛾グ㏙䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛

䠄䠎䠅ᩘ್䛥䜜䛯䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁ᡭἲ䝏䜵䝑䜽
䐟┠ど䛻䜘䜛䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁䠇䜰䝹䝣䜯䛜䛒䜛䛛䠄ATP䡠ගἑᗘィ➼䠅
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䐠䝣䜯䝅䝸䝔䜱䝬䝛䝆䝯䞁䝖᪉ᘧ䛾䝃䞊䝡䝇ရ㉁⟶⌮䛾ᥦ䛒䜛䛛䠛
䝣䜯䝅䝸䝔䜱䝬䝛䝆䝯䞁䝖᪉ᘧ䛷䛾䝯䞁䝔䝘䞁䝇䛾ရ㉁⟶⌮䛸ᴗົ
⤖ᯝ䝺䝧䝹䜢䚸Ⓨὀ⪅䞉ཷὀ⪅㛫䛷ྜព䛧䛯㐩ᡂ┠ᶆ䜢ᩘ್䛷
ᥦ♧䛩䜛⪃䛘᪉䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉⮬య䛷䜒䚸䝣䜯䝅䝸䝔䜱䝬䝛䝆䝯䞁䝖
᪉ᘧ䛷䛾ධᮐせ௳䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䚹
䞉ᑟධ῭䠖ᾏ㐨䚸㟷᳃┴䚸⚟ᓥ┴䚸ᮾி㒔䚸㟼ᒸ┴䚸ி㒔ᗓ䚸ᒱ㜧┴䚸୕㔜┴䚸
బᕷ䚸ὶᒣᕷ䚸Ṋⶶ㔝ᕷ䚸⚟ᒸᕷ䚸㜰ᕷ
䞉ᑟධ୰䠖 ༓ⴥ┴䚸ᇸ⋢┴䚸㜰ᗓ䚸ᰣᮌᕷ

䐡䝣䜯䝅䝸䝔䜱䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᡭἲ䛻䜘䜛ရ㉁⟶⌮䛾ホ౯䛸䛧䛶䠖

䞉䠯
䠯䠨䠝䠄䡷䡬䢇䢚䡹䢖䢉䢚䢕䡭䡴䢚䢔䡬䢎䢙䢀䠖 䡷䡬䢇䢚䡹䢖䢉䢚䢕ྜព᭩䠅
Ⓨὀ⪅䛾ရ㉁ᮇᚅᗘ䛸ཷὀ⪅䛾ရ㉁⥔ᣢྍ⬟䝺䝧䝹䛾ྜព᭩
䠧䠬䠥䠄䡳䡬䞉䢆䢛䢈䡧䡬䢋䢙䡹䡡䡮䢙䡿䢚䡤䡵䡬䡼䡬䠖ရ㉁ ᐃᇶ‽䠅
䞉䠧
䠯䠨䠝䛷ྜព䛥䜜䛯ရ㉁㐩ᡂ┠ᶆ䛾䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁⤖ᯝ䜢ᩘ್䛷⾲♧
䛧䚸┠ᶆᩘ್㐩ᡂᗘ䜢ྛ㡯┠䛷 ᐃ䛧䛶䝏䜵䝑䜽䛩䜛䚹

䠆ḟ䛾䝇䝷䜲䝗䠄㝔ΎᤲSLA䞉KPI䠅ཧ↷
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ǵȸȓǹȬșȫӳॖᲢ᳆Უ
᳆ƱƸŴǵȸȓǹƷȬșȫǛφ˳ႎƴᘙƠƨǋƷưŴ
ƓܲಮƱ࢘ᅈƷ᧓ưӳॖƠƨɥưൿǊǒǕǔǋƷưƢŵ
ǵȸȓǹǫȆǴȪȸ
ଐࠝฌ
ฌੈǵȸȓǹ

ܭฌੈǵ
ǵȸȓǹ

ཎКฌ
ฌੈ

ǵȸȓǹȬșȫ
ยܭӏƼإԓ૾ඥ
ଐࠝฌ
ฌੈƷᚘ
ᚘဒႎƳ
Ƴ˺ಅƷ
ƷܱᲢ
Ტ၏Ŵٳ
ٳஹŴț ወਙȞȍǸȣȸƷଐࠝႎႳთಅѦƷɟᝦƱƠ
ȸȫŴᚨԗᡀሁᲣ
ƯยܭƞǕŴբ᫆ƕƋƬƨئӳƷǈወਙȞȍǸȣȸ
ƷȞȳǹȪȸȬȝȸȈƴƯإԓƢǔŵ
Ǿȸȳ
ƴᢘ
ᢘƠƨ
ƨଐࠝႎ
ႎƳฌ
ฌੈǛᘍ
ᘍƏ
ദᄩƴ˺
˺ಅƞǕƨǾ
Ǿȸȳƴ
ƴإԓƢǔŵ
ᐮႆ
ႆဃƢǔ
ǔᨈϋƷ
Ʒ൲௨ƴ
ƴݣƠ
Ơᨊᓏฌ
ฌੈǛᘍ
ᘍƏ
ਦᅆᡫǓ
ǓƷᨊ
ᨊᓏฌੈǛ
Ǜദᄩƴ
ƴᘍƬ
ƬƨƔǛ
ǛإԓƢǔŵ
ܭฌੈƷ
ƷᚘဒႎƳ
Ƴ˺ಅƷ
Ʒܱŵ
ŵ
ᙹܭƞ
ƞǕƨ
ƨ᫁ࡇƴ
ƴƯܱ
ܱƞǕ
Ǖƨ
᧓࠘Ǜ
ǛإԓƢǔŵ
ወਙȞ
ȞȍȸǸȣȸƷ
ƷሥྸಅѦƱ
ƱƠƯ
Ưᚸ̖ƞ
ƞǕǔ
ǔŵ
Ǭȩǹǯ
ǯȪȸȋȳǰŴஉɟ
ɟܱׅ
ܱኽ
ኽௐŴᚸ̖Ǜ
ǛወਙȞȍǸȣȸƷȞȳǹȪȸȬȝȸȈƴ
ƯإԓƢǔŵ
ඹȷȯ
ȯȃǯǹੑƚ
ƚȷǯ
ǯȪȸȋȳǰƷ
ư
ܱኽ
ኽௐŴᚸ̖Ǜ
ǛወਙȞȍǸȣȸƷȞȳǹȪȸȬȝȸȈƴ
ܱƠ
ƠƯƍǔ
ǔ
ƯإԓƢǔ
Ȑȫǳȋȸ
ȸฌੈȷ
ȷșȩȳȀฌ
ฌੈǛܱ
ܱƠƯ
Ưƍǔ
ܱኽ
ኽௐŴᚸ̖Ǜ
ǛወਙȞȍǸȣȸƷȞȳǹȪȸȬȝȸȈƴ
ƯإԓƢǔ
ᘐܴฌ
ฌੈǛᙹ
ᙹܭᡫǓܱ
ܱƢǔ
ǔ
ܱኽ
ኽௐŴᚸ̖Ǜ
ǛወਙȞȍǸȣȸƷȞȳǹȪȸȬȝȸȈƴ
ӂϋᚨͳƷฌੈǛܱƠƯƍǔ
ƯإԓƢǔ
ǨǢǳȳȕǣȫǿȸฌੈǛܱƠƯƍǔ
ܹᖓ᧸ᨊ˺
˺ಅǛஉ
உɟܱׅ
ܱƠƯ
Ưƍǔ
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ǭȸȷȑȕǩȸȞȳǹȷǤȳȇǣǱȸǿᲢ᳅᳃Უ
Լឋሥྸૠ͌ยؕܭแ
᳅᳃ƱƸŴӲǵȸȓǹȬșȫƷɶƔǒǭȸƱƳǔႸǛૠ͌҄ƠŴȑȕǩȸȞȳǹᚸ̖ǛᘍƏŵ
ᴗົ

䝃䞊䝡䝇 䞉 䝺䝧䝹
㻌㻌᪥ᖖΎᤲ䛾ィ⏬ⓗ䛺సᴗ䛾ᐇ

᪥ᖖΎᤲ䝃䞊䝡䝇 䛾⟶⌮

ᐃᇶ‽

䠐䠊䠌௨ୖ

㻌㻌䝌䞊䞁ẖ䛾㐺ṇ䛺Ύᤲ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

㻌㻌ィ⏬㏻䜚䛾㛫䛸㢖ᗘ䛷䛾సᴗ䛾ᐇ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

䚷⮫సᴗ䛸䛧䛶䛾㝖⳦Ύᤲ䜢ᐇ䛩䜛

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

ရ㉁䝺䝧䝹㐩ᡂᗘ

䠐䠊䠌௨ୖ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

㐩ᡂ⋡

䠕䠌䠂

㻌㻌ᐃᮇΎᤲ䛾ィ⏬ⓗ䛺సᴗ䛾ᐇ
䚷䜺䝷䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾䚸᭶䠍ᅇᐇ
ᐃᮇΎᤲ䝃䞊䝡䝇 䛾⟶⌮

䚷ᗋὙί䞉䝽䝑䜽䝇䛡䞉䜽䝸䞊䝙䞁䜾䚸䜺䝷䝇Ύᤲ䚸䝞䝹䝁䝙䞊Ύᤲ䜢
Ỵ䜑䜙䜜䛯㢖ᗘ䞉㛫ෆ䛷䛾ᐇ

≉ูΎᤲ䝃䞊䝡䝇

䚷ᡭ⾡ᐊΎᤲ

≉ูΎᤲ䝃䞊䝡䝇
≉ูΎᤲ䝃䞊䝡䝇

ရ㉁⟶⌮

ほⴥ᳜≀䞉 ᳜᱂⟶⌮
䠆䠵䡁䡏䠋䠪䡋㻌䛾ィ

䠯䠨䠝

ရ㉁䝺䝧䝹㐩ᡂᗘ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

ရ㉁䝺䝧䝹㐩ᡂᗘ

䠐䠊䠌௨ୖ

㻌㻌པᡣෆྛタഛ䛾Ύᤲ䠖䝺䞁䝆䝣䜱䝹䝍䞊䚸䜾䝸䝇䝖䝷䝑䝥

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

䚷䜶䜰䝁䞁䝣䜱䝹䝍䞊Ύᤲ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

䚷ᐖ㜵㝖సᴗ䚸᭶䠍ᅇᐇ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

㻌㻌᪥ᖖ䞉ᐃᮇΎᤲ䛾䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁䛾ᐇ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

䚷䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁⤖ᯝ䛾ᨵၿᥐ⨨

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

䚷᭶ྜྠ䝭䞊䝔䜱䞁䜾㛤ദ䚷ẖ᭶᭶ึ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

㻌㻌ᒇෆほⴥ᳜≀䛾䝯䞁䝔䝘䞁䝇䚸᭶䠎ᅇᐇ

䠵䡁䡏䠄䠍䠅㻛䠪䡋䠄䠌䠅

䠍

䠖 䠍䛿ၥ㢟Ⅼ䛺 䛧䚸 䠌䛿ၥ㢟Ⅼ䛒䜚 䚹
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䠏䠅䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄䢈䢛䢖䡺䢚䢙䠅䛾ホ౯
䠄䠍䠅䝥䝺䝊䞁䛾ඃຎホ౯䝫䜲䞁䝖
䡚䝥䝺䝊䞁䛻䜘䜛ホ౯䛿ཷὀ⪅㑅ᐃ䛻䛿㔜せ䛺せ⣲䡚
䐟䝥䝺䝊䞁ไ㝈㛫ෆ䛻ᥦෆᐜ䜢ㄝ᫂䛷䛝䛯䛛
䠆㛫䜸䞊䝞䞊䛿‽ഛ㊊䛸⮬ಙḞዴ䛾ೃ
䐠䝥䝺䝊䞁䝍䞊䛾ㄝ᫂䛻୍㈏ᛶ䛜䛒䜛䛛
䠆㉳ᢎ㌿⤖ᘧ䠛 ⤖ㄽ䛜ඛ䛛䠛
䐡䝥䝺䝊䞁䝍䞊䛾ㄝ᫂䛻䜘䜚⇕ព䞉ពḧ䛜ఏ䜟䛳䛶䛟䜛䛛
䞉ヰ䛧᪉䠖 ኌ䛾㧗ప䞉ኌ䛾ᙉᙅ䜢䛔ศ䛡䛶䛔䜛䛛
䞉ヰ䛩䝇䝢䞊䝗䠖 ⪺䛝ྲྀ䜚䜔䛩䛔䛛䚸᪩ཱྀ䛻䛺䛳䛶䛺䛔䛛
䞉㢦䛾⾲䠄┠䚸ཱྀ䚸┱䛾ኚ䠉ど⥺䞉၁䞉┱䛾ື䛝䠅

䞉䝪䝕䜱䜰䜽䝅䝵䞁䠄⭎䚸ᡭ䚸ୖ༙㌟䛾⨨䚸ື䛝䠅
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䠄䠎䠅䝠䜰䝸䞁䜾䛾㉁ᛂ⟅䛾ホ౯
䡚䝠䜰䝸䞁䜾䛾㉁ᛂ⟅䛷䛾ᅇ⟅䜆䜚䛿యホ౯䛻䛸䛳䛶㔜せ䡚

䐟ᙜヱᘓ≀䛾⥔ᣢ⟶⌮ᇶᮏ᪉㔪䜈䛾㉁ၥᅇ⟅
䞉ᘓ≀≉ᛶ䜢⌮ゎ䛧䚸⮬♫䛾⪃䛘᪉䜒ຍ䛘䛯ㄝ᫂䛷䛒䜛䛛
䞉ୗ䜢ྥ䛔䛶㈨ᩱ䜢ㄞ䜣䛷䛔䛺䛔䛛䚸㢦䜢䛒䛢䛶ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䛛
䐠ᢏ⾡ⓗ䛺㉁ၥ䜈䛾ᅇ⟅䛾᫂☜䛥
䞉ᅇ⟅⪅ഃ䛜䜂䛭䜂䛭┦ㄯ䛧䛶䛛䜙⟅䛘䛶䛔䜛䛛
䞉䛂ṇ☜䛺⟅䛘䛿䛣䛾䝯䞁䝞䞊䛷䛿䛷䛝䛺䛔䛃䛸䛿䛳䛝䜚ゝ䛘䜛䛛

䐡ᅇ⟅⪅䛜䚸㉁ၥ⪅䜢ぢ䛴䜑䛶ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䛛
䞉ୗ䜢ྥ䛔䛶䛾ㄝ᫂䛿⮬ಙ㊊䚸‽ഛ㊊䛸ุ᩿䛷䛝䜛
э ⏬ᥦ᭩䛷䛿ぢ䛘䛶䛣䛺䛔ཧຍᴗ䛾య㉁䛜᥎ᐹ䛷䛝䜛

䠄䠏䠅䝥䝺䝊䞁䞉䝠䜰䝸䞁䜾タᐃ䛾䝫䜲䞁䝖
䐟䝥䝺䝊䞁䞉䝠䜰䝸䞁䜾ඹ䛻ᅇ⟅⪅ഃ䛿䠏ྡ௨ୖ䛜ᮃ䜎䛧䛔
䐠䝥䝺䝊䞁䠍䠑ศ䞉㉁䠑ศ
э (25ศ䠅 (10ศ)

䝠䜰䝸䞁䜾㉁ᛂ⟅ 䠍䠑ศ䛜ᶆ‽
(30ศ䠅
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䠏䚸 ⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛷䛾᥇Ⅼ䛾䝫䜲䞁䝖
䠍䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾᥇Ⅼ䛾䜔䜚᪉
䠆Ⓨὀ⪅䛜ᮃ䜐ධᮐᥦ䛾㡯┠ู䛻᥇Ⅼ䜢䜚䜚䚸ホ౯ᇶ‽䛻
ᚑ䛳䛶᥇Ⅼ䛩䜛᪉ᘧ䛿䚸බᖹ䞉බṇ䛺ホ౯⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛

䠄䠍䠅ᐃᛶホ౯䛾᥇Ⅼ㡯┠䠄୍⯡䠅
䐟ᴗົᒚ⾜యไ䠖సᴗィ⏬䚸㐠Ⴀィ⏬䠄⤌⧊ᅗ䚸ேဨ㓄⨨䚸㈨᱁⪅ᩘ䠅
䐠㢮ఝタ䛾ᴗົཷὀᐇ⦼
䐡ရ㉁⟶⌮䜈䛾⪃䛘᪉䠄⮬᳨ᰝయไ䚸䡮䢙䡹䢉䢛䡴䡼䡬䚸ရ㉁ሗ࿌䠅
䐢ᴗົᚑ⪅䜈䛾ᩍ⫱◊ಟయไ䚸㈨᱁ྲྀᚓᨭไᗘ
䐣㞠⏝᮲௳䠄ᨭᡶ㈤㔠䚸㏻ᡭᙜ䚸ᗣಖ㝤䚸ᗣデ᩿䠅
䐤༴ᶵ⟶⌮యไ䛾ྲྀ⤌䜏䠖㠀ᖖ䛾ᑐᛂ䚸䝬䝙䝳䜰䝹ᩚഛ䞉㑊㞴カ⦎
䐥ಶேሗಖㆤయไ䚸䝥䝷䝞䝅䞊䝬䞊䜽ㄆᐃ㈨᱁
䐦⎔ቃ䜈䛾㓄៖䚸┬䜶䝛䝹䜼䞊䛾ྲྀ⤌䜏䠄㻵㻿㻻㻝㻠㻜㻜㻜䡠䡴䢚䢔䡬䢙㉎ධ䠅
䐧䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇᪉㔪䠄♫ⓗ㈐௵䜈䛾ྲྀ⤌䜏䠅
䞉㛵㐃ἲ௧䛾㑂Ᏺ
䞉㞀䛜䛔⪅㞠⏝⋡䛾㐩ᡂᗘ
䞉ṇྲྀᘬ㝖

䐨䝥䝺䝊䞁䞉䝠䜰䝸䞁䜾
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䠄䠎䠅ᐃ㔞ホ౯䛾᥇Ⅼ㡯┠
䡚ධᮐ⪅䛾⤒ႠᏳᐃᛶ䛸ᴗົᒚ⾜䛾ಙ㢗ᛶ䡚
䐟ᴗົᑐ౯䠄ධᮐ㔠㢠䠅
䐠ᵝ᭩䞉せồỈ‽ᩘ್᫂⣽
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䞉౯᱁➇த᪉ᘧධᮐ: 䠓䠌䡚䠔䠌䠂䛜䛸䛺䛳䛶䛔䜛
䞉⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䠖 䠑䠌䠂䛜ὶ䛸䛺䛳䛶䛔䜛
䞉ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘබເ䠖 䠎䠌䡚䠏䠌䠂䛜12ᖺ๓䛛䜙ᐇ

э䠑䠌䠂௨ୗ䛾౯᱁㓄Ⅼ䛜බᖹ䞉බṇ䛺ホ౯᥇Ⅼ⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛
эᮾி㒔ᗇ⯋Ύᤲ⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾౯᱁㓄ศⅬ 䠏䠏䠂
䠄䛭䛾䠍䠅
э㫽ྲྀᕷ᪂ᮏᗇ⯋ໟᣓᴗົጤク䛾౯᱁㓄ศⅬ 䠍䠏䠈䠏䠂
ḟ䝨䞊䝆

䠄䠎䠅౯᱁௨እ䛾㡯┠ホ౯䠄ᢏ⾡Ⅼ䠅䛜㔜せど䛥䜜䛶䛝䛶䛔䜛

э 㐺ษ䛺ཷὀ⪅䛾㑅ᢥ䛜䛷䛝䜛䚸ዎ⣙ᚋ䛾ᴗົᒚ⾜䛜ಙ㢗䛷䛝䜛
э 䛂Ᏻ್ཷὀ䛃䛂䝎䞁䝢䞁䜾ධᮐ䛃䛾㝖䛜䛷䛝䜛

䠄䠏䠅䛂ᆅᇦᛶ䛃ホ౯䛿Ⓨὀ⪅䠋ཷὀ⪅䛾Ᏻᚰ䛻䛴䛺䛜䜛
䞉⥭ᛴ䜈䛾ᑐᛂ㏿ᗘ䚸Ḟဨ⿵ᑐ⟇䚸ᆅඖ㞠⏝䛻䜘䜛ᆅᇦ⤒῭άᛶ
䞉ᆅᇦཷὀ⪅䛾ሙྜ䚸ಙ㢗ᛶ䛾㧗䛔ᒚ⾜䛻䜘䜛‶㊊ឤ䛸Ᏻᚰឤ
37

ᅗ⾲䞊䠔 㫽ྲྀᕷ᪂ᗇ⯋ໟᣓ⟶⌮ᴗົጤクබເᆺ䝥䝻䝫䞊䝄䝹 ᑂᰝᇶ‽⾲

౯᱁ྜ
䠍䠏䠈䠏䠂

38
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䠑䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛻䜘䜛ཷὀ⪅㑅ᐃ䛾ᑟධ䛻䛿
䠍䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ᑟධ≧ἣ
䠄㈈ົ┬HP ᅜᅵ㏻┬䚸⥲ົ┬䚸㈈ົ┬ྜྠㄪᰝሗ࿌:H䠏䠍ᖺ1᭶䠅

䠄䠍䠅ᅜ䛷䛿89䠈5%䚸 ≉Ṧἲே䛷96%
䠄䠎䠅㒔㐨ᗓ┴ཬ䜃ᣦᐃ㒔ᕷ䛷䛿100% ᕷ༊⏫ᮧ63䡠9%
ᮏ᱁ᑟධ
ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

㒔㐨ᗓ┴
ᣦᐃ㒔ᕷ

ᕷ༊⏫ᮧ
ィ

ヨ⾜ᑟධ

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

ᖹᡂ29ᖺ
3᭶31᪥

ᮍᑟධ

ᖹᡂ30ᖺ
8᭶1᪥

ᖹᡂ29ᖺ ᖹᡂ30ᖺ
3᭶31᪥
8᭶1᪥

36

36

11

11

0

0

76.6%

76.6%

23.4%

23.4%

0.0%

0.0%

15

16

5

4

0

0

75.0%

80.0%

25.0%

20.0%

0.0%

0.0%

356

352

742

747

623

622

20.7%

20.5%

43.1%

43.4%

36.2%

36.1%

407

404

758

762

623

622

22.8%

22.6%

42.4%

42.6%

34.8%

34.8% 39

䠒䚸 ⥲ྜホ౯᪉ᘧᑟධ䛾ຠᯝ䛸ㄢ㢟
䠍䠅ᑟධ䛾ຠᯝ

䠄ᅜ┬ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ䠖
䛂⌧⾜䛾⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ຠᯝ䛸ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛃䜘䜚ᘬ⏝䠅

䠄䠍䠅
ᴗ䛾ᢏ⾡ຊ䛾ά⏝䜔ᢏ⾡ຊ䛾㧗䛔ཷὀ⪅䛾㑅ᐃ䛻䜘䜚
ရ㉁䛾ྥୖ䚸䝁䝇䝖⦰ῶ䚸㐺☜䛺ᒚ⾜➼䛾ຠᯝ䛜ぢ㎸䜑䜛
䋻㐺ษ⾜Ⅽ䛾ῶᑡ䠄ᡭᢤ䛝䚸䜔䜚ṧ䛧䚸ᵝ↓ど䠅
䠄䠎䠅ᴗ
ᴗົ䛾ရ㉁☜ಖ䛻ᑐ䛩䜛ព㆑ྥୖ䛻ᐤ䛩䜛
䋻䝁䝇䝖๐ῶព㆑䚸ᆅᇦ㈉⊩ព㆑䛾ྥୖ
䠄䠏䠅ᢏ
ᢏ⾡ホ౯䜢㏻䛨䛶Ⓨὀ⪅ཬ䜃ཷὀ⪅䛾ᢏ⾡䛾ྥୖ䛜ᅗ䜜䜛
䋻Ⓨὀ⪅䛾ㄝ᫂㈐௵ຊ䛾ྥୖ䚸ཷὀ⪅䛾ᢏ⾡ᥦຊ䛾ྥୖ
䠄䠐䠅㏱
㏱᫂䚸බṇ䛺ཷὀ➇த䛻䜘䜚Ⰻ㐺᱁ᴗ⪅䛾㝖䛻䛴䛺䛜䜛
䋻ㄯྜ➼䛾ㄪᩚᕤస䛜ᅔ㞴䛻䛺䛳䛯
䋻ᢏ⾡ຊ䜢ᫎ䛧䛯➇த䛜ಁ㐍䛥䜜䚸ඃⰋධᮐཧຍ⪅䛜ቑຍ
䠄䠑䠅ཷ
ཷὀ⪅䛾᪂ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛜㐍䜏䚸䝁䝇䝖⠇ῶ䚸ရ㉁ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜛
䋻㻌ᢏ⾡ホ౯㡯┠䛷䛾➇தຊ䜰䝑䝥䛸䝷䜲䝞䝹ᕪู䛾ດຊ䛜㐍䜐
40
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䠎䠅ᑟධ䛾ㄢ㢟

䠄ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ䜰䞁䜿䞊䝖䠅

䠄䠍䠅ධ
ධᮐዎ⣙ᡭ⥆䛝䛻䛚䛡䜛Ⓨὀ⪅ཬ䜃ཷὀ⪅䛾㈇ᢸ䛜䛝䛔
䋻‽ഛ㛫䛸ົసᴗ㔞䛜䛛䛛䜚㐣䛞䜛

䠄䠎䠅Ⓨ
Ⓨὀ⪅䛻䚸㧗䛔ᑂᰝ⬟ຊ䛸ᑂᰝయไ䛾ᙉ䛜ồ䜑䜙䜜䜛
䠄䠏䠅ホ
ホ౯ᇶ‽䛾タᐃ䛜ᅔ㞴䠄ホ౯㡯┠䚸ホ౯㓄Ⅼ䜴䜶䜲䝖䠅䛷䛒䜚
䝁䝇䝖⟬䛥䜜䛺䛔ᢏ⾡ホ౯䛾ㄝ᫂䛜㞴䛧䛔
䠄䠐䠅ᢏ
ᢏ⾡ホ౯Ⅼ䛾ẚ⋡䛜ᑠ䛥䛔ሙྜ䚸౯᱁Ⅼ䛻䜘䛳䛶ⴠᮐ⪅䛜
Ỵ䜎䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹ᢏ⾡ᥦ䛜ணᐃ౯᱁䛻ᫎ䛥䜜䛺䛔

䠄䠑䠅ຍ
ຍⅬホ౯➼䛾බ⾲䜔␃ពⅬ➼䜢ศ䛛䜚᫆䛟♧䛧䛶ḧ䛧䛔
䠄䠒䠅ᢏ
ᢏ⾡ᥦෆᐜ䛾ᒚ⾜☜ㄆ䛻ಀ䜛ົ䜢㍍ῶ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛

41

䠓䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ᑟධ䛾ᬑཬ䞉ಁ㐍䛻䛿
䠍䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛾ົᡭ⥆䛝䛾⌮ゎ䚸ㄆ㆑䜢㐍䜑䜛
䋻䛂ᆅ᪉බඹᅋయྥ䛡⥲ྜホ౯ᐇ䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛾ά⏝

䠎䠅⮬య䛷䛾⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛾ヲ⣽䜢ཧ⪃䛻䛩䜛
䋻 ᑟධ῭䛾㒔㐨ᗓ┴䞉ᕷ⏫ᮧ䠤䠬䜘䜚᳨⣴ྍ⬟

䠏䠅⥲ྜホ౯䛾ᑟධᡭἲ䛻ಀ䜛┦ㄯ❆ཱྀ䜢タ❧䛩䜛䠄
䠄ㅮᖌᥦ䠅
䋻ཌ⏕ປാ┬ᨭ䚸ᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠ദ

䠐䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ᑟධ䛻ᚲせ䛺ሗ䞉▱㆑⩦ᚓ䛾ㅮ⩦䜢
タᐃ䛩䜛 䠄ㅮᖌᥦ䠅
䐟Ⓨὀ⪅ྥ䛡䝉䝭䝘䞊䞉ㅮ⩦䜢ཌ⏕ປാ┬ᨭ䛻䛶⏬䚸ᐇ䛩䜛
䐠ཷὀ⪅ྥ䛡䝉䝭䝘䞊䜢ᅜ䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠䛻䛶⏬䚸ᐇ䛩䜛
䐡᪉ཧຍᆺ䛾䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢㛤ദ䛧䚸䛭䛾ຠᯝ䛸ㄢ㢟䜢㆟ㄽ䛧䛶Ⓨ⾲䛩䜛
42

214

䜎䛸䜑䡚ඃⰋ䛺ཷὀ⪅㑅ᢥ䛾㐺ṇ䛻䛿䡚
䠍䠅ධᮐ᪉ᘧ䚸ⴠᮐ᮲௳➼䛾ぢ┤䛧䚸ᨵၿ䜢㐍䜑䜛
䠄䠍䠅ධᮐཧຍ㈨᱁᮲௳䛻䛂᱁䛡䛃᪉ᘧ䜢ᑟධ䛩䜛
䠄䠎䠅పධᮐ౯᱁ㄪᰝ䛷䛾䛂ㄪᰝᇶ‽౯᱁䛃䛂᭱పไ㝈౯᱁䛃䜢
ᚋබ⾲䛸䛩䜛

䠄䠏䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛻పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䜢ే⏝䛩䜛
䠄䠐䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧධᮐ䛻䛿䛂᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䛃䜢㝖እ䛩䜛
䠄䠑䠅䛂ᵝⓎὀ䛃䛛䜙䛂ᛶ⬟Ⓨὀ䛃䜈䛾㌿䛻䜘䜚⥲ྜホ౯᪉ᘧ
䛸㐃ື䛥䛫䛶Ⓨὀᴗົ䛾㐺ṇ䜢ᅗ䜛
(ୗỈ㐨タໟᣓ⟶⌮ጤクධᮐ䛷䛾⥲ྜホ౯䠇ᛶ⬟Ⓨὀ᪉ᘧධᮐ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䠅

43

䜎䛸䜑䡚ඃⰋ䛺ཷὀ⪅㑅ᢥ䛾㐺ṇ䛻䛿䡚
䠎䠅⥲ྜホ౯᪉ᘧ䛾ຠᯝ䜢▱䜚䚸ᑟධ䜢䛥䜙䛻㐍䜑䜛
䠄䠍䠅㐺ษ䛺ᴗ⪅䛾᩺䛜䛷䛝䜛
э ౯᱁䛾᥇Ⅼ㓄ศ䜢䠏䠌䠂௨ୗ䛻ᢚ䛘䜛
э ౯᱁䛾᥇Ⅼ㓄ศ䛜50䠂䛾ሙྜ䛷䜒Ᏻ್ᴗ⪅䛾ⴠᮐ䜢
㜵䛢䛺䛔䛜ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜛
䠄䠎䠅ඃⰋ䛺ཷὀ⪅䛾㑅ᢥ䛻䜘䜚䚸㈨⏘౯್䛾⥔ᣢ䞉㛗ᑑ䛜
ᅗ䜜䜛
э 㐺ษ䛺⥔ᣢ⟶⌮䛜ಟ⌮䞉ಟ⧋㈝䜢ῶ䜙䛩
䠄䠏䠅㐺ṇ䛷ඃⰋ䛺ཷὀ⪅䛾㑅ᐃ䛻䜘䜚Ⓨὀ⪅䛾సᴗᒚ⾜☜ㄆ䛾
㛫䛜ῶᑡ䛩䜛䠄䛭䛾㛫䜢ᮏ᮶ᴗົ䜈᭷ຠά⏝䛷䛝䜛䠅
44

215

䜎䛸䜑䠖ඃⰋ䛺ཷὀ⪅㑅ᢥ䛾㐺ṇ䛻䛿
䠏䠅౯᱁ⴠᮐ᪉ᘧ䛻䜘䜛ཷὀ⪅㑅ᢥ䛾ᘢᐖ䜢ㄆ㆑䛩䜛
䠄䠍䠅䝎䞁䝢䞁䜾ཷὀ䛾ᘢᐖ䛸䛿䠖
ᴗົရ㉁䝺䝧䝹䛾పୗ䚸ᡭᢤ䛝సᴗ䛜タ䛾ຎ䜢᪩䜑䚸ಟ⌮䞉ಟ⧋䛾
䝁䝇䝖䛜䜰䝑䝥䛩䜛

䠄䠎䠅Ᏻ್ཷὀᴗ⪅䛾ᡭཱྀ䠖
ዎ⣙㔠㢠䠄Ᏻ್ཷὀ㢠䠅 䠉 ඛྲྀ䜚┈ 䠙 ᴗົᒚ⾜㈝⏝
ṧ䛳䛯㔠㢠ෆ䛷䛾䛾䜔䜚䛟䜚 э ປാ᮲௳ᝏ䠄㈤㔠䞉⫋ሙ⎔ቃ䠅

䠄䠏䠅୰㏵ゎ⣙᮲㡯䛜䛺䛔ዎ⣙䛾ၥ㢟Ⅼ䠖
ゎ⣙䛜ᑡ䛺䛔䛣䛸䜢ᝏ⏝䛧䛯Ᏻ್ཷὀ䛻䜘䜚䚸㐺ษ䛺సᴗ䚸ᡭ䛺ᵝゎ㔘
䛻䜘䜛ရ㉁䝖䝷䝤䝹䛜 ᶓ⾜䛩䜛
䠆䠍䠄䢀䡮䢖D2䠅䡡䠎䠄ᵝ㑂Ᏺ䠅䠖㐺ษᴗ⪅䛾䝖䝷䝤䝹ከⓎ
䠆ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ䛾ሙྜ䠖ᴗົᒚ⾜➼䛻䜘䜛ᣦྡྲྀᾘ䛜696௳Ⓨ⏕
䠄 䠤24䡚䠤27ᖺ䛾䠏ᖺ㛫) э ཝṇ䛺୰㏵ゎ⣙᮲௳䛾ຠᯝ䛿ฟ䛶䛔䜛

䛄䝎䞁䝢䞁䜾䜔ㄯྜ䜢䜔䜛㐺ษ䛺ᴗ⪅䛿䚸Ḟဨᨺ⨨䚸సᴗᡭᢤ䛝䚸ᵝ↓ど
䛺䛹䛾ᵝ䚻䛺ᝏ▱ᜨ䚸ᡓ⾡䜢㥑䛩䜛䛾䛷䚸䛭䜜䜙䛾⚈䜢ฟ᮶䜛㝈䜚ከ䛟
㞟䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛭䛾ሗ䚸▱㆑䛜㐺ษ䛺ධᮐ䜢㜵䛠䛣䛸䛻䛴䛺䛜䜛䛅
45
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䠎䠌䠍䠕ᖺᗘಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊

䛂Ⓨὀᴗົ䛾ㄢ㢟ⅬゎỴ䛾ᥦゝ䛃
䡚Ⓨὀᴗົ䛾㐺ṇ䛾ᬑཬಁ㐍䛾䛯䜑䛻䛿䡚

䛭䛾䠏 䛂ཷὀ⪅䛾ᴗົホ౯䛾䝫䜲䞁䝖䛃

ȞȍǸȡȳȈᲬᲫ



ஜ

Ң

ɤ

E-mail:matsumoto@mgmt21.jp
URL:http://www.mgmt21.jp
1

ዎ⣙ᚋ䛾ཷὀ⪅ᴗົᒚ⾜䛾ホ౯
ዎ⣙᮲௳(ᵝ䞉せồỈ‽䠅䛾ᒚ⾜ᐇែ䛾᳨ド
⤖ᯝ

䐟ཷὀ⪅䛾ᴗົ⬟ຊ䝺䝧䝹䛾ᢕᥱ
䐠ᴗົ⤖ᯝ䛻ᑐ䛩䜛Ⓨὀ⪅‶㊊ᗘ䛾

ᐃ

ᡂ
ᯝ
≀

ཷὀ⪅⬟ຊ䛾ඃຎุ᩿䝜䜴䝝䜴
㐺ṇ䛷ඃⰋ䛺ཷὀ⪅䛾ぢ䛝䜟䜑ἲ
㐺ษ䛺ᴗ⪅䛾ホ౯䞉ุᐃἲ
2

217

䠍. ᭶ሗ࿌䛸䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁ሗ࿌䛻䜘䜛ホ౯
䡚ཷὀ⪅ᴗົ䛾ရ㉁⟶⌮䛾ホ౯ἲ䡚
䠍䠅ዎ⣙ᚋ䛾ရ㉁⟶⌮ᡭἲ䛾ホ౯
䠄䠍䠅ရ㉁⟶⌮䛾⪃䛘᪉䚸ᡭἲ䚸ሗ࿌᭩ᙧᘧ➼䜢ホ౯䛩䜛
䠄䠎䠅䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁ሗ࿌᭩䛾ホ౯
䐟䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊䛾Ⅼ᳨ሗ࿌ෆᐜ䛾ホ౯
䞉䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁䝅䞊䝖䛿‶㊊䛷䛝䜛䛛
䐠䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁ᡭἲ䛿‶㊊䛷䛝䜛䛛
䞉Ⓨὀ⪅䞉ཷὀ⪅䛾᪉ྥⅬ᳨䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛
䞉ᐈほⓗ䛺ホ౯䠄Ⅼᩘᘧ䠅䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛
䞉SLA䞉䠧䠬䠥䜢䝧䞊䝇䛻䛧䛯ᩘ್䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁䛛
3

䠎䠅 䝬䞁䝇䝸䞊䝺䝫䞊䝖䛾ホ౯
䠄䠍䠅䝬䞁䝇䝸䞊䝺䝫䞊䝖䛾ព⩏
䝺䝫䞊䝖䛿Ⓨὀ⪅䛸ཷὀ⪅䛾㛫䛷┦ಙ㢗䛸Ᏻᚰឤ䜢䜒䛯䜙䛩
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾㔜せ䛺ᡭẁ䛷䛒䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸䝺䝫䞊䝖ෆᐜ
䛜ཷὀ⪅䛾⥲ྜ⬟ຊホ౯䛸䛺䜛䚹

䠄䠎䠅䝺䝫䞊䝖䛾㡯┠䠖Ⓨὀ⪅䛾せồ䛩䜛㡯┠䛜ධ䛳䛶䛔䜛䛛
䐟ᙜ᭶ᴗົෆᐜ䠄సᴗෆᐜ䚸సᴗ䝕䞊䝍䠅
䐠ᙜ᭶䜶䝛䝹䜼䞊䝕䞊䝍
䐡䜲䞁䝇䝨䜽䝅䝵䞁䝺䝫䞊䝖
䐢Ⓨ⏕䜽䝺䞊䝮䞉䝖䝷䝤䝹䛾ෆᐜ䛸ゎỴ⟇
䐣⏝⪅‶㊊ᗘㄪᰝሗ࿌䠄䠟䠯䠯ᐇ䛾ᙜ᭶䠅
䐤ᙜ᭶䛾ኚ᭦Ⅼ
䐥ḟ᭶䛾ᴗົィ⏬䠄ᨵၿᥦྵ䜐䠅

䠆ḟ㡫 ᅗ䠉䠍ཧ↷

䠄䠏䠅䝡䝆䝳䜰䝹䛥䜜䛶䛔䜛䛛 䠄ぢ䛘䜛䛷䛝䛶䛔䜛䛛䠅
ᩘ್䝕䞊䝍䜢䜾䝷䝣⾲♧ э Ṕ᭶⾲♧䛸๓᭶ẚ㍑
э ᅗ―䠎 䛂䝬䞁䝇䝸䞊䝺䝫䞊䝖䝃䞁䝥䝹䛃ཧ↷
4
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㻯㻿㻿㻌

ᅗ䞊䠍

5
ᖹᆒ䝫䜲䞁䝖 4௨ୗ䛺䜙ᨵၿᚲせ

ᅗ䞊䠎

ȞȳǹȪȸȬȝȸȈ

Performanc

ܭႎƴଢღɫƭቇƳȞȍȸǸȡȳȈऴإǛᚡ᠍ƠƨȕǡǷȪȆǣȞȍȸǸȡ

es Review
1)

OIMS / CIMS
㸷᭶ࡢ OIMS/ CIMS 㛵ࡍࡿᨾࠊ࣑ࢫ㛵ࡍࡿ㡯ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
Security & Safety
 ⮫㆙ഛయไక࠺ᕠᅇᙉ 7DNHVKLED6KLQDJDZD 
㸦7DNHVKLED㸧
㸫ඹ⏝㒊ศࡢ⁐ゎ᭩㢮⟽ࠊᗫᲠ≀ࠊࡢ≀ရࢆ࡚ᅇࡋࡲࡋࡓࠋ
㸫ᮇ㛫୰ࡣ➉Ⱚࡢ♫ෆ㆙ഛࢆ 㹼 ࡣ  ேࠊ㹼 ࡣ  ேࡢయไ
࡛ᕠᅇࡢᅇᩘࢆቑࡸࡋࠊᑂ⪅ཬࡧᑂ≀ࡢὀពࢆᡶ࠸㆙ഛᙉࢆ⾜࡞࠸
ࡲࡋࡓࠋ ㏻ᖖࡣ 㹼  㹼 ࡀ  ேࠊ㹼 ࡀ  ே
㸦6KLQDJDZD㸧
࣮࢞ࢻ࣐ࣥࡢᕠᅇࢆቑࡸࡍฎ⨨ࡀྲྀࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
㸫 ྡ࣮࢞ࢻ࣐ࣥ㏣ຍ 㛫ẖᕠᅇࡲ࡛
㸫 ศ࠾ࡁࣅࣝ࿘㎶ࢆᕠᅇᑂ≀ࠊᑂ⪅ࡢࢳ࢙ࢵࢡ
㸬࢜ࣇࢫࡢᏳࢳ࢙ࢵࢡ㸦7DNHVKLED6KLQDJDZD㸧
㺃6KLQDJDZDࠊ7DNHVKLED ࡚࢜ࣇࢫࡢᏳࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡓࠋ
7DNHVKLED ࡛ࡣࠊ㏻㊰≀ࢆ⨨ࡃࢣ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࠊ 㝵࡛ࡣ 3&ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ⟽ࠊ⬮❧࡞
⬮❧
❧
ࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ᧔ཤࠊ⛣ືࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ 㝵࡛ࡣ࣮࢝࣌ࢵࢺࡢᾋࡁࡀ࠶ࡾ
ᾋࡁ
ࡁ
ࡲࡋࡓࡀಟ⌮ࡋࡲࡋࡓࠋ
6KLQDJDZD ࡛ࡣ  㝵࡛ᾘⅆჾᡬࡢ๓Ⲵ≀ࡸ⬮❧ࡀ⨨ࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿಶᡤࡀ࠶ࡾ࿘ࡾ
ࡀ࠶ࡾ
ࡾ
ࡢ᪉ὀពࡋ᧔ཤࠊ⛣ືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ 㝵࡛ࡣ㜵ⅆࢩࣕࢵࢱ࣮ࡢୗࢲ࣮ࣥ࣎
ࢲ
ࢲ
ࣝ⟽ࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀྠᵝ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸬ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ࢻ࣭ࢩࢫࢸ࣒ᨾ㞀ᑐᛂ 7DNHVKLED 
ᮅ  㡭ࠊ㺃) ⣔⤫ࡢࢥࣥࢺ࣮࣮ࣟࣛⰋࡼࡾྛ㝵ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ᡬࡀ㛤࡞ࡃ
ࡀ㛤

࡞ࡗࡓ࡛ྛ㝵ᡤᐃࡢᡬ  ಶᡤࢆ㛤ᨺࡋࠊධᐊࡢ❧ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡋࡓࠋ
-$72 ࡀࢥࣥࢺ࣮࣮ࣟࣛᮏయࢆ⾜࡞࠸ࠊṇᖖసືࡍࡿࢆ☜ㄆࡢୖ༗ᚋ㸱㡭ᪧࡋ
㡭

ࡲࡋࡓࠋ

㸬 ࣮࢜ࢺࢻࢭࣥࢧ࣮ 7DNHVKLED  ཬࡧ 
)12 ࣮࢜ࢺࢻࡢ⿵ຓࢭࣥࢧ࣮ࡀᛂࡏࡎ㏻㐣୰ᡬࡀ㛢ࡿ≧ែ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡾࡲ
ࡲ
ฟධࡾࡀ༴㝤࡞ࡓࡵὀពࡢᙇ⣬❧࠸ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡋࡓࠋ
᪩ᛴࢼࣈࢥಟ⌮ࢆ౫㢗ࡋ࡚⿵ຓࢭࣥࢧ࣮ࡋࡲࡋࡓࠋ
ྠᵝ )12 ࣮࢜ࢺࢻࡶ⿵ຓࢭࣥࢧ࣮Ⰻࡢࡓࡵࠋ
ࢭࣥࢧ࣮ࡢ⤒ᖺຎࡀཎᅉ࡛࠶ࢀࡤࡍ࡚ࢆ୍ᩧࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸽ㄪ
࠸㸽
ᰝࡋᚋࡢ᪉㔪ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸬㠀ᖖ⿄ 7DNHVKLED 
(0&- ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤊క࠸  ⿄ᅇࢆ⾜࡞࠸ࡲࡋࡓࠋ
ྡྂᒇ㸯ࢭࢵࢺࠊ㜰㸰ࢭࢵࢺ㊊ࡢ౫㢗ࡼࡾⓎ㏦ࡋࡲࡋࡓࠋ
 Ᏻྰ☜ㄆྡ⡙ࠊ⮬⾨ᾘ㜵㝲⦅ᡂࡢぢ┤ࡋ 7DNHVKLED 
⅏ᐖᑐᛂక࠺Ᏻྰ☜ㄆྡ⡙ࠊ⮬⾨ᾘ㜵㝲⦅ᡂࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࡞࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ㆙ഛ 7DNHVKLED


ȳȈ إԓǛ੩ЈƍƨƠǇƢŵ

䝬䞁䝇䝸䞊䝺䝫䞊䝖

3)

䖃䡸䡫䢇䢛䢙䡴䢚㻷㼓༢౯

ȆȊȳȈКȡȸȫᝲဇ
㻝㻢㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻢㻜㻜

㻝㻠㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻜㻜
㻞㻜㻜㼄
㻞㻜㻜㼅

䠄䢠䠅 㻟㻜㻜

Office Layout & Remodeling
㸦7DNHVKLED࣭$NDVDND㸧

 ) 㺸㺐㺏㺑㺢ኚ᭦
㺸㺐㺏㺑㺢ኚ᭦ 
౪⤥≀ὶ㛫ษኚ᭦ཬࡧ࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥタ⨨ࠋ
౪⤥≀ὶ 㛫ษኚ᭦ཬࡧ࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙ
㛫ษኚ᭦ཬࡧ࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥタ⨨
ࣥタ⨨ࠋ
 ⤮⏬タ⨨ $NDVDND 
0U'DYH:RRGPDQ ಶᐊࠋ*6. ㈨⏘ࢆタ⨨

㻞㻜㻜

32,393 32,266

31,986

34,931

KWHs

8,000

ே௳㈝

㻤㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

䝹䞊䝖౽

㻢㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

ษᡭ㏻ಙ㈝

㻠㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

ྛㄢಶูಙ᭩౽
ᐃᮇಙ᭩౽
㻭㼜㼞

䠝䡌
䡎
䠩䠽
䡕
䠦䡑
䡊
䠦䡑
䡈
㻭㼡
㼓
䠯䡁
䡌
䠫䠿
䡐
㻺㼛
㼢
䠠䡁
䠿
䠦䠽
䡊
㻞㻡㻠
㻌㻝㻣 㻲㼑㼎
㻡㻌䠩
䠽䡎

31,764

㻜
33,940
35,790

10,000

㈤ᩱ

㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻜

ᩓൢ̅ဇ

12,000

㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻞㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻜㻜

29,914 33,783

䛭䛾

㻡㻜㻜

䠄䠅

2)

33,196

32,215 32,215

㻹㼍㼥

㻶㼡㼚

㻶㼡㼘

㻭㼡㼓

㻿㼑㼜

㻻㼏㼠

㻺㼛㼢 㻰㼑㼏

㻶㼍㼚

㻲㼑㼎

㻹㼍㼞

30,862

6,000
4,000

䠍䠒㝵
䠍䠓㝵
䠍䠔㝵

㻞㻡㻜㻜

䠍䠕㝵
䠎䠌㝵
䠎䠍㝵

㻞㻜㻜㻜

5 Common

4 Air Compressor

2,000

㻝㻡㻜㻜

0
Sep-00

Oct-00

Nov-00

Dec-00

Jan-01

Feb-01

Mar-01

Apr-01

May-01

Jun-01

Jul-01

Aug-01

3 H/C Water

Sep-01

㻝㻜㻜㻜
2 Hot Water

䈄
䈄
䈄
䈄

ǵȸȓǹಒᙲᲢወਙŴӲǵȸȓǹᲣ
٭ໜᲢૼ˳СŴૼǵȸȓǹሁᲣ
ႆဃƠƨբ᫆ໜŴᚐൿሊ
ોծໜ

䈄
䈄
䈄
䈄

᳅᳃ኽௐŴᚸ̖
ȘȫȗȇǹǯኽௐŴᚸ̖
ᲽኽௐŴᚸ̖ᲢᲰᴎஉᲣ
ഏஉƷʖܭ
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㻡㻜㻜
1 Tenant
㻜
㻝

㻞

㻟

㻠

㻡

㻢

䠎.㐺ษ䛺ᴗົᒚ⾜䛾䛸ண㜵⟇
䠍䠅㐺ษ䛺ᴗົᒚ⾜䛾ၥ㢟䞉ㄢ㢟
䠄䠍䠅ཷὀ⪅ഃ䛾ၥ㢟
䐟ရ㉁䛾ຎ я
䐠ጤク㐪 я
䐡ຎᝏ䛺ປാ᮲௳
䐢⌧ሙ䛾㉥Ꮠ⥅⥆

సᴗ䛾ᡭᢤ䛝䚸䜔䜚ṧ䛧䚸ᵝ䛾㑂Ᏺ
䠑䠌䠂䜢㉸䛘䜛ጤク⋡(ᮍᢎㄆ䠅
я ᭱㈤䝺䝧䝹⤥䚸⌧ሙḞဨ䚸ᚑᴗဨ㞳⫋ቑ
э ዎ⣙୰㏵ᨺᲠ䞉ಽ⏘䝸䝇䜽 э ᴗົᒚ⾜

䠄䠎䠅Ⓨὀ⪅ഃ䛾ㄢ㢟
䐟ᵝ᭩䛾ഛ
э ᵝ䛾ㄗゎ䚸ᡭ䛺ゎ㔘
䐠䝨䝘䝹䝔䜱᮲௳䛺䛧 э ዎ⣙ᒚ⾜䛾ᖖ⩦䛻䛴䛺䛜䜛
䐡୰㏵ゎ⣙᮲௳Ḟⴠ э ዎ⣙ᒚ⾜㈐௵䛜ၥ䛘䛺䛔
䐢༢ᖺᗘዎ⣙䛻䜘䜛㞠⏝Ᏻᐃ э ⤥䚸ᩍ⫱㈝⏝䛾ᢚไ
䐣ᵝእసᴗ䛾せㄳ㢖ᗘ䛜㧗䛔䛸ᮏ᮶ᴗົ䛾ᒚ⾜䛻䛴䛺䛜䜛
䠄సᴗ䜔䜚ṧ䛧䚸సᴗ䝭䝇䠅
7

䠎䠅㐺ษ䛺ᴗົᒚ⾜䜈䛾ᑐ⟇
䠄䠍䠅ཷὀ⪅ഃ䛾ᑐᛂ䝫䜲䞁䝖
䐟㐺ษ䛺ධᮐ⾜Ⅽ䜔ᴗົᒚ⾜䛾䝕䞊䝍䞊䚸㞟䛾ᩚഛ
䐠㐺ษᴗ⪅䛾බ⾲ я ᴗ⏺䛾Ⰻ㆑䛒䜛ጼໃ
䐡ປാ᮲௳䛾ᨵၿ э ᚑᴗဨ䛾ᐃ╔ᛶ䛜㐺ษ䛺ᴗົᒚ⾜䜈
䐢ධᮐ㐺ṇ䛾䛯䜑䛾⎔ቃᩚഛ я 䝉䝭䝘䞊䞉ㅮ₇ཧຍ
䐣Ⓨὀ⪅䜈䛾ධᮐ᮲௳ᩚഛせᮃ䛾⥅⥆ (ཧ
ཧ⪃㈨ᩱᚋグ䠅

䠄䠎䠅Ⓨὀ⪅ഃ䛾ᑐᛂ䝫䜲䞁䝖
䐟㐺ṇ䛺ධᮐ᮲௳䛾ᩚഛ䠄ணᐃ౯᱁䛾㐺ṇ䛺⟬ᐃ䛸ᚋබ⾲䚸㐺ษ䛺
せồỈ‽䞉ⴠᮐホ౯ᇶ‽ෆᐜ䛺䛹䠅
䐠ᴗົᒚ⾜䜈䛾䝨䝘䝹䝔䜱ㄳồ䚸ᒚ⾜ಖド䝪䞁䝗䛾ᐇ⾜
䐡ዎ⣙᮲௳䛾ᨵၿ䞉ぢ┤䛧䠄୰㏵ゎ⣙᮲㡯䚸ゎ⣙᮲௳䠅
䐢」ᩘᖺዎ⣙䛻䜘䜛సᴗဨ㞠⏝䛾Ᏻᐃ䚸⏕⏘ᛶྥୖ䞉䝁䝇䝖๐ῶ
䐣⚈䛻ᑐ䛩䜛⨩๎ᙉ䠄୍䛸䛧䛶ධᮐཧຍṆᮇ㛫䜢3ᖺ㛫䜈䠅
䐤Ⓨὀົ㐺ṇ䛾▱㆑⩦ᚓ䛸ᐇ㊶䛾ᶵ䜢ά⏝
я ಖᴗົ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝉䝭䝘䞊䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䝉䝭䝘䞊
8
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䛚䜟䜚䛻
䠄䠍䠅ዎ⣙๓䛾ཷὀ⪅䛾ホ౯䞉㑅ᐃ᪉ἲ䠄䛭䛾䠎䠅䛸ዎ⣙ᚋ䛾ཷὀ⪅䛾ᴗົ
⤖ᯝ䛾ホ౯䠄䛭䛾䠏䠅䛾㐺⏝䛿䚸䝎䞁䝢䞁䜾ཷὀ䜔⚈䛾㝖ཬ䜃
㐺ṇ䛺ཷὀ⪅㑅ᢥ䜢䚸Ⓨὀ⪅䛻䜒䛯䜙䛩䛣䛸䛻䛺䜛
䠄䠎䠅Ⓨὀົ䛾㐺ษ䛺㐠⏝䛜䚸⥔ᣢ⟶⌮ᴗົ䛾ᢸ䛔ᡭ䛷䛒䜛䝡䝹䝯䞁
䛾䞉ṇᖖ䜢䜒䛯䜙䛧䚸䝡䝹䝯䞁䛾ᡂ㛗䛸㐍䛻䛴䛺䛜䜛
䠄䠏䠅䛭䛾⤖ᯝ䚸Ⓨὀົ䛾ᶆ‽䞉ඹ᭷䛜㐍䜏䚸 ධᮐ䝅䝇䝔䝮䠄㈨᱁
ᑂᰝ䚸ணᐃ౯᱁䞉ㄪᰝᇶ‽౯᱁䛾タᐃ䚸᭱పไ㝈౯᱁タᐃ䛺䛹䠅䛾
බṇ䞉බᖹ䛥䛾☜ಖ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛
䠄䠐䠅Ⓨὀ⪅䛸ཷὀ⪅㛫䛾ሗඹ᭷䛾ᶵ䜢ቑ䜔䛩

䠄ᚋグ㈨ᩱཧ↷䠅

䐟ᆅ༊䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠䛛䜙┴䞉ᕷ䜈ධᮐไᗘᨵၿせᮃ䜢ᥦฟ䛩䜛
䐠┴䞉ᕷ䛛䜙䚸ᆅ༊䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠䛻㐺ษ䛺ᅇ⟅䜢䛚䛣䛺䛖
䐡┴䞉ᕷ⏫ᮧ䛜䚸ධᮐไᗘ䛾⌧≧䝠䜰䝸䞁䜾䛾ᶵ䜢タᐃ䛩䜛
䐢ཌ⏕ປാ┬䚸ᅜᅵ㏻┬䚸⥲ົ┬䛛䜙䛾ᣦ㔪䚸ሗ䛾㞟䜢ඹ᭷䛩䜛
9

ཧ⪃㈨ᩱ ᆅ᪉⮬య䛛䜙䛾ධᮐไᗘ䛻ಀ䜛せᮃ䛸ᅇ⟅
䠍䚸ᮾி㒔 я ᮾி䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠

䠤30ᖺ9᭶せᮃ

䠍䠅ᮾி䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠䛛䜙䛾せᮃ䛸㒔㈈ົᒁ䛾ᅇ⟅䠄 →䠅
(1)⥲ྜホ౯ไᗘ䛾ᣑ䛻㛵䛧䛶
䐟⥲ྜホ౯௳ධᮐ䛻䛿༑ศ䛺‽ഛᮇ㛫䛜ᚲせ䛺䛾䛷ධᮐᮇ䛾๓ಽ䛧䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔
→ண⟬䛾⤌䜏ୖ๓ಽ䛧䛿ᅔ㞴䛰䛜䚸4᭶1᪥ᒚ⾜㛤ጞ䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛ሙྜ䚸ᚋ䚸ᖺᗘ㏵୰
䛛䜙ᒚ⾜㛤ጞ䛩䜛䛾䜢ྵ䜑ಶู௳ẖ䛻ᑐᛂ䜢᳨ウ䛩䜛

䐠ᨻ⟇ⓗホ౯䛷䚸䜲䞁䝇䝨䜽䝍䞊㈨᱁⪅ಖ᭷䚸P䝬䞊䜽䞉ISO27001䚸䜶䝁䝏䝳䞊䝙䞁䜾ㄆᐃᴗ⪅䚸
༠ຍ┕䜢ຍⅬせ⣲䛸䛧䛶㡬䛝䛯䛔䚹
→ᨻ⟇ⓗホ౯䛻㥆ᰁ䜏䛻䛟䛔䛸⪃䛘䛶䛚䜚䚸ྛ௳䛾ᒚ⾜䛻ᙜ䛯䜚㈨᱁せ௳䛾ᚲせᛶ䜒ྵ䜑
᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛

(2)᭱పไ㝈౯᱁➼䛾ᑟධ䛻䛴䛔䛶
䐟ⴠᮐ౯᱁䜢ḟᖺᗘ䛾ணᐃ౯᱁䛾ཧ⪃䛸䛩䜛䛣䛸䛿⤯ᑐ䛻⾜䜟䛪䚸ẖᖺᗘ㐺ṇ䛺ணᐃ౯᱁䜢
タᐃ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
→ ே௳㈝ྜ䛾㧗䛔ປാ㞟⣙ᆺᴗົ䛾ணᐃ౯᱁䛾タᐃ䛻䛿䚸ᴗົ✚⟬ᇶ‽䚸ᘓ⠏ಖᴗົ
ປົ༢౯䚸≀౯㈨ᩱ➼ᴗົ䛻ྜ⮴䛧䛛䛴ᐈほⓗ䛺᭱᪂ປົ༢౯䜢ᇶ䛻✚⟬䛩䜛䛣䛸䜢ᗇෆ
䛻ᚭᗏ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
10
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䐠ᴗ⪅ᣦྡ䛾ẁ㝵䛷䚸㐺ṇ䛺ᒚ⾜⬟ຊ䜢༑ศ䛻ᑂᰝ䛧䚸㐺ṇ䛺✚⟬⬟ຊ䛜䛺䛔ᴗ⪅䛾ཧຍ䜢
㜵䛔䛷䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
→ ᴗ⪅ᣦྡ䛿䚸㒔ධᮐཧຍ㈨᱁ྡ⡙䛛䜙ᣦྡᇶ‽䛻ᇶ䛵䛝ዎ⣙ෆᐜ䛻㐺䛧䛯ᑓᴗᛶཬ䜃ᢏ⾡
ⓗ㐺ᛶ䚸㐣ཤ䛾ᒚ⾜ᡂ⦼➼䜢㋃䜎䛘䛶⾜䛳䛶䛔䜛䚹

䐡䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົ䛾ே௳㈝ྜ䛿85%⛬ᗘ䛸ゝ䜟䜜䛶䛚䜚䚸ᴗົ䛾ရ㉁䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑
᭱పไ㝈౯᱁䛿ணᐃ౯᱁䛾85%௨ୖ䛷タᐃ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
→ ༳ๅㄳ㈇䛾ヨ⾜௳䛷䛿ணᐃ౯᱁䛾7/10䜢ୗ㝈䛸䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸ᐇ㝿䛻䛿Ⴀᴗ✀┠䛤䛸䛾
≉ᛶ䜢㋃䜎䛘ᶆ‽ⓗ✚⟬య⣔䛸ྜ䜟䛫䛶᳨ウ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䐢పධᮐ౯᱁ㄪᰝไᗘ䜢ᑟධ䛩䜛ሙྜ䛿䚸༠䛸༑ศ༠㆟䛩䜛䛸䛸䜒䛻䡠ண䜑タᐃ䛩䜛పධᮐ
౯᱁ㄪᰝᇶ‽䛾ᇶ‽್䛿䚸䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇ᴗົ䛾ே௳㈝ྜ䛜85%⛬ᗘ䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛
䛣䛸䛛䜙䚸80䠂䡚85䠂䛾⠊ᅖ䛷タᐃ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
→ పධᮐ౯᱁ไᗘ䛿⌧ᅾලయⓗ䛺᳨ウ䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔䚹᭱పไ㝈౯᱁ไᗘ䛸ྠᵝ䛻✚⟬య⣔
䛜᫂☜䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䛷䛒䜚䚸⤫୍ⓗ䛺✚⟬ᇶ‽䛜☜❧䛧䛶䝸䛺䛔ጤク௳䛷䛾
᪩ᮇᑟධ䛿ᅔ㞴䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
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(3)ධᮐཧຍ㈨᱁䛾ᑂᰝ䛸ዎ⣙ෆᐜ䛾ᒚ⾜☜ಖ䛻㛵䛧䛶
䐟ᴗ⪅ᣦྡẁ㝵䛒䜛䛔䛿ⴠᮐᚋ䛻䚸ྛධᮐཧຍ㈨᱁䛻㐺ྜ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ド᫂䛩䜛᭩㢮䚸≉䛻
⣡⛯ド᫂᭩䚸ᚑ⪅䛾♫ಖ㝤䞉㞠⏝ಖ㝤㐺⏝≧ἣ䛻㛵䛩䜛㈨ᩱ䜢ᥦฟ䛥䛫䛶㡬䛝䛯䛔䚹
䜎䛯䚸♫䛾ಖ㝤ຍධ≧ἣ䛰䛡䛷䛺䛟ಶ䚻䛾ᚑ⪅䛾ಖ㝤ຍධ≧ἣ䜔᭱ప㈤㔠䛾㡰Ᏺ➼䛻
䛴䛝☜ㄆ䛥䜜䛯䛔
→ 㒔䛜Ⓩ㘓ᴗ⪅䜔䛭䛾ᚑᴗဨ䛶䛾ຍධ≧ἣ䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛜䛒䜚䚸䛭䛾ᶒ㝈䜒䛺䛔䚹
♫ಖ㝤ຍධᑐ⟇䛿ᅜ䛾ᴗ䛷䛒䜛䛜䚸ᮍຍධ⪅䜈䛾ᑐᛂ䛾㔜せᛶ䛿ㄆ㆑䛧䛶䛚䜚㈈ົᒁ
Ⓨὀ௳䛿♫ಖ㝤ຍධ䜢ධᮐཧຍ᮲௳䛻䛩䜛䛺䛹ຍධಁ㐍䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹
䐠⥲ྜホ౯௳௨እ䛷䜒䚸ᴗ⪅䛾ᢏ⾡ຊ䚸⤒Ⴀຊ➼䛻䛴䛔䛶㐺ษ䛻ᑂᰝ䞉ホ౯䛷䛝䜛యไ
ᩚഛ䜢ᮃ䜏䜎䛩䚹 㐺ษ䛺㏣ຍㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸ᒚ⾜☜ಖ䛾䛯䜑䛻✚⟬ෆヂ᭩䚸ᴗົᒚ⾜ᥦ᭩
䜔ㄋ⣙᭩䛾ᥦ♧䜢ồ䜑䜛䛺䛹ᒚ⾜䜢ᐇ⌧䛥䛫䜛ྲྀ䜚⤌䜏䜢㐍䜑䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
→ᢏ⾡ຊ䛺䛹౯᱁௨እ䛾せ⣲䜢⥘㡿䛩䜛ᚲせ䛺௳䛿䚸⥲ྜホ౯᪉ᘧ䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟
䛷䛒䜚䚸䛭䜜௨እ䛾௳䛷䜒ᴗົෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶ධᮐཧຍ䛻ᚲせ䛺᮲௳䜢䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸
㐺ṇ䛺ᒚ⾜☜ಖ䜢ᅗ䛳䛶䛔䜎䛩䚹

䐡ᴗົရ㉁䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸䛩䜉䛶䛾ᒚ⾜ホ౯⤖ᯝ䛾බ⾲䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䜎䛯䚸ᒚ⾜ホ౯䠝䛾ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛ඃ㐝ᥐ⨨䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᒚ⾜Ⰻ䛺ᴗ⪅䛻䛴䛔䛶䛿
⩣ᖺᗘ䛾ධᮐཧຍ䛛䜙እ䛩䛺䛹Ẏ↛䛸䛧䛯ᥐ⨨䜢䛸䛳䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
→ᖹᡂ30ᖺᗘ䛛䜙䛶䛾ホᐃᑐ㇟ዎ⣙䛾ཷク⪅䜈ホᐃ⤖ᯝ䜢㏻▱䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᒚ⾜ẁ㝵䛷㝶ᒚ⾜≧ἣ䜢☜ㄆ䛧䚸ᒚ⾜Ⰻ䛺ᴗ⪅䛻䛿䚸䜔䜚┤䛧䜢䛪䜛䛺䛹ᨵၿ
ᣦᑟ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛺䛚䚸ඃⰋ䛺ཷク⪅䛿ඃඛ䛧䛶ᣦྡ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸
䜎䛯䚸ᒚ⾜⤖ᯝ䛜༑ศ䛷䛒䜛ሙྜ䛻䛿䛭䛾ᚋ䛾ᣦྡ➼䛻ᫎ䛥䛫䛶䛔䜎䛩䚹
12
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ཧ⪃㈨ᩱ ᆅ᪉⮬య䛛䜙䛾ධᮐไᗘ䛻ಀ䜛せᮃ䛸ᅇ⟅
䠎䚸ᾏ㐨 я ᾏ㐨䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠
䠍䠅ᾏ㐨䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠䛛䜙䛾せᮃ (H30ᖺ8᭶䠅
(1)ணᐃ౯᱁䛾✚⟬䛿ᵝ᮲௳䛻ᇶ䛵䛝ປົ༢౯䜢䛔䚸✚⟬ᇶ‽䛻ἢ䛖䛣䛸䛾࿘▱ᚭᗏཬ䜃
ἲᐃ⚟㈝➼䛾㈇ᢸ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛ぢ┤䛧䜢᳨ウ㢪䛔䜎䛩
(2)ἲᐃ⚟㈝䛾㈇ᢸ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䛻᭱పไ㝈⋡䛾ᘬ䛝ୖ䛢䜢
(3)పධᮐ౯᱁ㄪᰝ䛾ሙྜ䛿䚸ᴗົᐇィ⏬᭩䚸ᴗົ㈝ෆヂ᭩䛾ᥦฟ⩏ົ䛡䜢
(4)ཧຍ䞉ᒚ⾜せ௳
䐟ႠᴗᣐⅬ䛾☜ㄆ(ྡ䜀䛛䜚Ⴀᴗᡤ䛾㝖䚸ᖖ⏝㞠⏝㈐௵⪅䛾ᖖ㥔䠅
䐠ᒚ⾜⬟ຊ䛾☜ㄆ䠄㈨᱁ಖ᭷⪅䛾ᅾ⡠☜ㄆ䚸ᒚ⾜ྍ⬟䛺ᚑᴗဨ䛾☜ಖ䚸ᦆᐖಖ㝤ຍධ䠅
䐡ἲ௧㑂Ᏺ☜ㄆ䠄Ⓩ㘓ᴗ⪅䚸᭱ప㈤㔠௨ୖ䛾㈤㔠ᨭᡶ䛔䚸♫ಖ㝤䞉ປാಖ㝤ຍධ䠅
䐢㓄⨨ᚑᴗဨ䛾ᗣデ᩿ᐇ☜ㄆ
(5)ᴗົရ㉁䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻
䐟ཷὀᐇ⦼䛿┤㏆5ᖺ௨ෆ䛻3ᖺ௨ୖ䛾ᐇ⦼䛾☜ㄆ
䐠㓄⨨Ύᤲဨ䛾ἲᐃᩍ⫱䜢ᑡ䛺䛟䛸䜒ᒚ⾜ᚋ2䛛᭶௨ෆ䛻ᐇ
䐡ᴗົᐇィ⏬᭩䛾ᥦฟ䠄㓄⨨ேᩘ䞉⏝㈨ᶵᮦ䞉సᴗᡭ㡰䛸ᡤせ㛫䛺䛹䠅
(6) ᵝෆᐜ䛻䛴䛔䛶
䐟సᴗෆᐜ䛸ᩘ್䚸ရ㉁せồỈ‽䚸㓄⨨ேᩘ䛾᫂☜䛺ᥦ♧
䐠ᡤせ㛫䛸ᣊ᮰㛫䚸ఇ᠁䞉௬╀㛫䛾᫂☜䛺ᥦ♧䠄タഛ䚸㆙ഛᴗົ䠅
(7) 3ᖺ௨ୖ䛾」ᩘᖺዎ⣙䛾ᐇ䚸ཬ䜃ዎ⣙ᮇ㛫୰䛿ẖᖺዎ⣙㔠䜢ྛᙜヱᖺᗘධᮐ䛸ྠᵝ䛻
✚⟬䛥䜜䛯ணᐃ౯᱁䛾ୖ᪼⋡䛷䛾ᘬୖ䛢䜢
(8) 䛭䛾䠖WTOᑐ㇟䚸ᙺົᴗົసᴗဨ䛾ἲⓗ㞠⏝᮲௳☜ಖ
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䠎䚸ᾏ㐨䠉ᾏ㐨䝡䝹䝯䞁䝔䝘䞁䝇༠
䠎䠅ᾏ㐨ᗇ䛛䜙䛾ᅇ⟅ 䠄H30ᖺ12᭶䠅
(1)ணᐃ౯᱁䛾✚⟬䛻ᚲせ䛺ᵝ䛾᫂☜䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ཷクᴗ⪅䛾ពぢ䜢ᚩ䛧䛶䛔䛟
(2)ᵝෆᐜ䠖ᴗົ䛻ᚲせ䛺㡯䜢┒䜚㎸䜐䜘䛖ᚭᗏ䚸ᡤせ㛫䛸ᣊ᮰㛫䛿✚⟬ᇶ‽䛾Ṍ䛻ᇶ䛵䛟
䜘䛖䛻ᚭᗏ
(3)᭱పไ㝈౯᱁䛻ಀ䜛┤᥋ே௳㈝タᐃ⋡䛿ᗓ┴䛸ẚ㍑䛧䛶䜒㧗䛔ྜ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛜
ᑐ㇟ᴗົ䛾ᣑ䜒ྵ䜑᳨ウ䛧䛶䛔䛟
(4)పධᮐ౯᱁ㄪᰝ䛾ᑐ㇟䛾䛿䚸ㄪᰝᑐ㇟⪅䛻ᑐ䛧䛂ධᮐ౯᱁ෆヂ᭩䛃➼䛾ᥦฟ䜢ồ䜑
ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㛵ಀᶵ㛵䜈䛾↷䜢⾜䛔䚸ᒚ⾜䛾ྍྰ䜢ุ᩿䛧䛶䛔䜛
(5)ႠᴗᣐⅬ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ἲேᕷ⏫ᮧ⛯䛾㡿῭㏻▱᭩䛻䜘䜚☜ㄆ䛩䜛䛜䚸㈐௵⪅䛾ᖖ㥔䛿
ᗓ┴䛾ືྥ䛺䛹䜢ぢᴟ䜑䛺䛜䜙ᑐᛂ䛧䛯䛔
(6)㈺ൾ㈐௵䛿ዎ⣙᭩䛻᫂グ䛩䜛䛣䛸䛷ᢸಖ䛧䛶䛚䜚䚸ᦆᐖಖ㝤ຍධ䜢せ௳䛻䛿䛷䛝䛺䛔
(7)ྛ✀ἲ௧䛾㑂Ᏺ≧ἣ䛿䚸ẖᖺ୰㛫☜ㄆ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹Ύᤲᴗ䛾▱Ⓩ㘓᭷↓䛿䚸➇தධᮐ
ཧຍ㈨᱁⪅Ⓩ㘓䛻☜ㄆ䛧䛶䛔䜛
(8)ᒚ⾜ᐇ⦼䛾☜ㄆ䛿䚸ධᮐཧຍ䛾せ௳䛸䛧䛶☜ㄆ䛧䛶䛚䜚䚸ᴗົᐇዎ⣙᭩䛾ᥦฟ⩏ົ䛡
(9)◊ಟ䛾ᐇᮇ䛻䛴䛔䛶䛿ᐃ䜑䛿䛺䛔䛜䚸ዎ⣙ᚋ䛷䛝䜛䛰䛡᪩ᮇ䛻ᐇ䛩䜛䜘䛖ዎ⣙䛻
㏻▱䛧䚸ẖᖺ䛾୰㛫☜ㄆ䛻䛶ᐇ≧ἣ䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜛
(10)ရ㉁☜ಖ䛾䛯䜑䛾᳨ᰝ䜔ホ౯䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛶䛾Ύᤲᴗົ䛾㐺ษ䛺ᒚ⾜䛾☜ಖ䛿䜒䛸䜘䜚
䝃䞊䝡䝇䛾ရ㉁ಖᣢ䛜ᅗ䜙䜜䜛䜘䛖䚸ᘬ䛝⥆䛝ᒚ⾜ୖ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䚹䛺䛚䚸㐺ษ䛺ᒚ⾜䛜䛒䛳䛯
ሙྜ䚸ዎ⣙᭩䛻ᇶ䛵䛝䚸ዎ⣙ゎ㝖䜔㈺ൾ㔠䛺䛹䛾ᨭᡶ䜢䛨䜛䛺䛹ཝṇ䛻ᑐฎ䛧䜎䛩䚹
(11)」ᩘᖺዎ⣙䛿䚸ཷὀᶵ☜ಖ䜔Ⰻ㉁䛺䝃䞊䝡䝇ᥦ౪䛾䛯䜑䚸➇தᛶほⅬ䛛䜙༢ᖺᗘዎ⣙䛸䛩䜛
(12)WTOᑐ㇟䛿ἲ௧つᐃ㏻䜚䚸ᚑᴗဨ䛾ἲᐃ⚟㈝䛿ᴗົ⟶⌮㈝䛻ྵ䜎䜜䜛ᢅ䛔䛸䛺䜚䚸䛭䛾⤒㈝⋡
14
䛜ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛
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䛤Ύ⫈䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹

ᮏ䝉䝭䝘䞊䛾䜰䞁䜿䞊䝖䜈䛾
䛤༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
15

ูῧཧ⪃㈨ᩱ(䠍)䡚(䠐)

䠄䠍䠅
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䠄䠏䠅
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