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はじめに
全国ビルメンテナンス協会では、毎年、従業員の雇用形態別の人数を調べていますが、
平成１９年から２３年までの割合の推移をグラフにすると次のとおりです。
常勤従業員の割合が下がり、パートタイマーの割合が上昇していることが見て取れます。
常勤者をパートタイマーに代えている状況がうかがわれます。

ビルメン従業者の雇用形態別割
常勤従業員
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58%
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平成23年
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37%
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資料：全国ビルメンテナンス協会実態調査

また、一般清掃業務、設備管理業務、警備業務、間接業務等の業務に分けてそれぞれの
常勤従業員とパートタイマーの人数を聞いていますが、その結果は以下のとおりです。
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設備管理業務要員の雇用形態別の推移
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警備業務要員の雇用形態別の推移
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間接業務要員の雇用形態別の推移
常勤従業員
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グラフからも明らかのように、一般清掃業務において常勤からパートタイマーへの代替
が急速に進んでいます。また、間接業務においても平成２０年を除いて常勤従業員の比率
が低下傾向にあります。
ビルメンテナンス業では以前からパートタイマーに依存していましたが、ここ数年この
傾向はさらに強まっています。現在では、従業員数の６割以上がパートタイマー・臨時・
アルバイトによって占められています。なお、ここで言う「常勤従業員」の中にも契約社
員や派遣社員という非正規社員が含まれていますので、非正規社員は従業員全体の７割に
近づくのではないかと考えられます。
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ࡢ≧ἣࢆᴫほࡋࠊ࠶ࢃࡏ࡚ᇶᖿປാຊࡘ࠸࡚⏘ᴗࡢྲྀ⤌ࡳࢆཧ⪃Ⅼࡋ࡚ࡲࡵࡓࠋ

㸯 㠀ṇつ♫ဨࡢά⏝⌮⏤
㈤㔠࠾ࡼࡧ㈤㔠௨እࡢປົ㈝⏝ࡢ⠇⣙ࡸ㞠⏝㔞ࡢᰂ㌾ᛶ☜ಖࢆ┠ⓗࡋ࡚㠀ṇつ♫
ဨࡢά⏝ࡀᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊูࡢㄪᰝ⤖ᯝࡽࡣࠊປົࢥࢫࢺࡢຠ⋡ࡸ
㞠⏝㔞ࡢㄪᩚࡀ┦ᑐⓗ㧗࠸࢚࢘ࢺࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢྜࡣపୗࡋࠊ᪉࡛ᐃᖺ㏥
⫋⪅ࡸ⤒㦂࣭ᢏ⬟ࡢ࠶ࡿேࢆ㞠⏝ࡋࡼ࠺࠸࠺ືࡁࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ձࣃ࣮ࢺࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡢྜ
z ࠕࣃ࣮ࢺࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࠖ
㸦61.0%Ѝ66.1%㸧ڹ㸦ቑຍࠊ௨ୗྠࡌ㸧
z ࠕṇ♫ဨࣃ࣮ࢺࡢ୧᪉ࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࠖ
㸦57.8%Ѝ61.0%㸧ڹ
z ࠕṇ♫ဨࡢࡳ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࠖ
㸦33.6%Ѝ25.0%㸧ۂ㸦ῶᑡࠊ௨ୗྠࡌ㸧
ղṇ♫ဨ௨እࡢປാ⪅ࡢά⏝⌮⏤
z ࠕ㈤㔠ࡢ⠇⣙ࡢࡓࡵࠖ
㸦40.8%Ѝ43.8%㸧ڹ
z ࠕ1 ᪥ࠊ㐌ࡢ୰ࡢࡢ⦾㛩ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠖ
㸦31.8%Ѝ33.9%㸧ڹ
z ࠕ㈤㔠௨እࡢປົࢥࢫࢺࡢ⠇⣙ࡢࡓࡵࠖ㸦21.1%Ѝ27.4%㸧ڹ
࠸ࡎࢀࡶ 3 ᖺ๓ࡼࡾቑຍ
ճࣃ࣮ࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ⌮⏤㸦ṇ♫ဨࣃ࣮ࢺࡢ୧᪉ࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧
ࠝ5 ࣏ࣥࢺ௨ୖῶᑡࡋࡓࡶࡢࠞ
z ࠕே௳㈝ࡀᏳ㸦ປົࢥࢫࢺࡢຠ⋡㸧ࠖ
㸦71.7%Ѝ48.6%㸧ۂ
z ࠕ㔞ࡀῶࡗࡓࡁ㞠⏝ㄪᩚࡀᐜ᫆࡞ࡓࡵࠖ
㸦22.4%Ѝ16.0%㸧ۂ
ࠝቑຍࡋࡓࡶࡢࠞ
㸦8.8%Ѝ17.6%㸧ڹ
z ࠕᐃᖺ㏥⫋⪅ࡢ㞠⏝ࡢࡓࡵࠖ
z ࠕ⤒㦂࣭▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ࠶ࡿேࢆ᥇⏝ࡋࡓ࠸ࡓࡵࠖ
㸦18.4%Ѝ21.2%㸧ڹ
ͤձճฟᡤ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠕࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാ⪅⥲ྜᐇែㄪᰝࠖ㸦2008 ᖺㄪᰝ⤖ᯝЍ2011 ᖺㄪᰝ⤖ᯝ㸧
ղฟᡤ㸸ཌ⏕ປാ┬ࠕᑵᴗᙧែࡢከᵝ㛵ࡍࡿ⥲ྜᐇែㄪᰝࠖ
㸦2007 ᖺㄪᰝ⤖ᯝЍ2010 ᖺㄪᰝ⤖ᯝ㸧
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㸰 㠀ṇつ♫ဨά⏝ୖࡢၥ㢟Ⅼ
 㠀ṇつ♫ဨࡢά⏝࡛ࡣࠊ⫋ົ㐙⾜ᚲせ࡞⬟ຊࡸᢏ⬟ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊᑐࡍ
ࡿ㈐௵ឤࡸពḧࡀప࠸ࠊࡲࡓᐃ╔ࡏࡎ᪩ᮇ㞳⫋ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾ࡞Ⰻ㉁࡞ேᮦࡢ☜ಖ
ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᴗࡀከ࠸ࠋ
z
z
z
z

ࠕⰋ㉁࡞ேᮦࡢ☜ಖࠖ
㸦51.4%Ѝ50.8%㸧ۂ
ࠕᑐࡍࡿ㈐௵ឤࠖ
㸦48.3%Ѝ50.5%㸧ڹ
ࠕᑐࡍࡿྥୖពḧࠖ
㸦37.5%Ѝ38.4%㸧ڹ
ࠕᐃ╔ᛶࠖ
㸦35.4%Ѝ33.6%㸧ۂ

ͤฟᡤ㸸㸯㸫ղྠࡌࠋ

㸱 㠀ṇつ♫ဨά⏝ᇶᖿປാຊࡢືࡁ
㠀ṇつ♫ဨά⏝ࡢᐃ㔞ⓗ࡞≧ἣࡣ๓ฟࡢࡼ࠺බ㛤ࢹ࣮ࢱࡽᴫほ࡛ࡁࡿࠋ㠀ṇつ♫
ဨࡢά⏝⌮⏤ࡸၥ㢟Ⅼࡢഴྥࡽࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࡢ㔞ⓗ࡞ഃ㠃࠶ࢃࡏ࡚㉁ⓗ࡞ഃ㠃ࡢ
せㄳࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀㄞࡵࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊ㠀ṇつ♫ဨࢆே௳㈝ࡢ๐ῶࡸ㞠⏝㔞ࡢㄪᩚᘚࡋ࡚ࡢά⏝ࡽࠊ㠀ṇつ♫ဨ
ࡋ࡚ാࡃேࡓࡕࡢ⬟ຊ࣭ᢏ⬟ࡸពḧࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊⰋ㉁࡞ேᮦࡢᐃ╔ࢆ
ᅗࡾࠊ㈉⊩ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡛ຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿᴗࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᇶᖿປാຊࢆ㐍ࡵࡿせᅉ㸧
z Ⰻ㉁࡞ேᮦࡢ☜ಖᴗࡢᐃ╔ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ╔ࡼࡾ⬟ຊ࣭ᢏ⬟ࡀ㧗ࡲࡾࠊ
ᴗෆ࡛ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࢆ⤒࡚ᇶᖿⓗ࡞ࢆ௵ࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
z ୍ᚊ㞠⏝㔞ࡢㄪᩚᶵ⬟࡛࠶ࡿ⿵ຓⓗປാຊࡋ࡚⨨ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ
㠀ṇつ♫ဨࡢ୰࡛ࡢ㑅ูࢆᙉࡋࡘࡘࠊඃⰋᒙࢆෆ㒊㸦ṇ♫ဨ㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
z ከࡃࡢ㠀ṇつ♫ဨࡣṇ♫ဨ␗࡞ࡿປാᚿྥࢆᣢࡕࠊ⮬Ⓨⓗࡑ࠺ࡋࡓᑵᴗᙧែࢆ
㑅ᢥࡋ࡚࠾ࡾ⫋ᴗ⏕άᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡶ㧗࠸ࡇࡽࠊ፬ᒙࡸ㧗㱋⪅➼ࡢᑵᴗࢽ
࣮ࢬࡶྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲 ᇶᖿປാຊࡢࣃࢱ࣮ࣥ≉ᚩ
㠀ṇつ♫ဨά⏝ࡢ㉁ⓗኚࡢ≧ἣࡣ᪤Ꮡࡢබ㛤ࢹ࣮ࢱຍ࠼ࠊྛ✀◊✲ሗ࿌ࡀཧ⪃
࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊṇ♫ဨࡢᇶᖿⓗ࡞ࢆ㠀ṇつ♫ဨ⛣⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡃᇶᖿࡢྲྀ⤌ࡳ
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ࡸㄢ㢟ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊࡑࢀࡽࡢᴫせࢆ⤂ࡍࡿࠋ
 ⏘ᴗูࡢ≉ᚩ
ձࢫ࣮ࣃ࣮ࡸእ㣗⏘ᴗ࡛᪩࠸ẁ㝵㸦㸯㸷㸷㸮ᖺ௦௨๓㸧ࡽᇶᖿປാຊࡀ㐍ࢇࡔࡢࡣࠊ
㠀ṇつ♫ဨࡢ㞠⏝ẚ⋡ࡀ㧗࠸ࡇ㛵ಀࠋ
z ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࢆⴠࡉࡎ㠀ṇつ♫ဨࢆ⛣⾜ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᶆ‽ࢆ
㐍ࡵࠊᇶᖿⓗ࡞࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡇ࡛ồࡵࡽࢀࡿᢏ⬟ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᐃᆺࡉࡏࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀ࣏ࣥࢺࠋ
z 㔞ⓗᇶᖿ㸦㠀ṇつ♫ဨࡢ㞠⏝ẚ⋡ࡢᣑ㸧ࡶࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ⫱ᡂࡸάᛶࢆ
ྠ㐍ࡵ㉁ⓗᇶᖿࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋ
ղ࣍ࢸࣝࡢࡼ࠺࡞ᑐே࣭ᑐᴗᡤࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣᇶᖿປാࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸⏘ᴗศ㔝ࡀ࠶
ࡿࠋ
z ⫋ሙ࠾ࡅࡿᴗົࡢከᵝᛶࡽࠊࣞࢫࢺࣛࣥࠊᗑࠊࣇࣟࣥࢺࠊண⣙ᴗົ࡞⫋ሙ
ࡈࡢࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㞠⏝⟶⌮ࡀồࡵࡽࢀࠊ♫ⓗ࡞ࡢᶆ‽ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
z ㏻ᖖࠊ⫋ሙࡢ⟶⌮ᴗົࡣṇ♫ဨࡢᢸᙜ࡞ࡾࠊ㠀ṇつ♫ဨࡣࡑࡢᣦ♧ࡢୗ࡛ࢆ
㐙⾜ࡍࡿࠋ
 ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢᇶᖿⓗά⏝㞠⏝ᙧែࡢ」⥺
ࣃ࣮ࢺ♫ဨࢆ༊ศࡋ࡚ᇶᖿປാຊࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥዎ⣙♫ဨࡢ㌿ไᗘࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࣃ࣮ࢺ♫ဨࢆ㝵ᒙࡋୖ⫋ࡢ᪼᱁࣭᪼㐍ࢆྍ⬟ࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࡋ࡚ࠊṇ♫ဨ
Ⓩ⏝ไᗘࡸࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢࡲࡲୖ⫋ᒙ㸦࣮ࣜࢲ࣮㸧ࡢ௵⏝ไᗘࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ㈤㔠
Ỉ‽ࡸฎ㐝୍࡛⯡ࡢࣃ࣮ࢺ♫ဨࡼࡾඃ㐝ࡍࡿ࡞ࣥࢭࣥࢸࣈࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
z

z

z

ṇ♫ဨྠᵝࡢ⨨࡙ࡅ
ࣇ࣑࣮ࣜࣞࢫࢺࣛࣥ➼ࡢእ㣗⏘ᴗ࡛ࠊࣃ࣮ࢺ♫ဨࢆᗑ㛗⫋ࡲ࡛Ⓩ⏝
ࢫ࣮ࣃ࣮࡛ࡣ⫋ሙࡢ௵ࡸࢳ࣮ࣇ࠸ࡗࡓሙ༢࡛ࡢ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡲ࡛Ⓩ⏝
ṇ♫ဨࡢ௦⾜ᴗົ
ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢୖ⫋ࡢࡶࡢࢆṇ♫ဨᅾࡢ௦⾜⫋⨨࡙ࡅࠊṇ♫ဨࡲࡗࡓࡃ
ྠࡌࣞ࣋ࣝࡣࡳ࡞ࡉ࡞࠸ࡀࠊᅾ࠸ࡗࡓ㝈ᐃⓗ≧ἣ࡛ࠊࡢࣃ࣮ࢺ♫ဨ➼ࢆ
┘╩࣭ᣦᑟࡍࡿᙺࢆᮇᚅࡍࡿ
ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ୰ࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ୰ࡽ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ௵⏝㸦⫋ሙࡢࡲࡵᙺࡢ࣓࣮ࢪࠊᣦᑟࡢ㈐௵➼ࡀ
ㄢࡏࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸧

 ᇶᖿປാຊࡢྲྀ⤌ࡳ␃ពⅬ
ձᴗෆࡢෆᐜࡢᶆ‽࣭㝵ᒙࡢࡋࡸࡍࡉࡀ࣏ࣥࢺ
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z

z

ࢫ࣮ࣃ࣮ࡸእ㣗⏘ᴗࡣෆᐜࡀ⏬୍ⓗ࡞ࡓࡵࠊࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢẚ⋡ࢆ㧗ࡵࡸࡍ࠸ࠋ
ྠࡌࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ୰ࡽୖ㈨᱁᪼㐍࣭Ⓩ⏝ࡉࡏࡸࡍ࠸ࠋ
Ⓩ⏝ไᗘࡣࠊඃ⚽⪅ࡼࡾ㧗࠸ฎ㐝᮲௳ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡛ࣥࢭࣥࢸࣈ࡞ࡾࠊ
ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢάᛶ㝵ᒙࡣ᭷ຠ࠸࠼ࡿࠋ
᪉࡛ࠊୖ⫋ᑵࡃ㈐௵ࡀ㔜ࡃ࡞ࡾࠊ┦ᑐⓗົ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ➼ᣊ᮰ᛶࡀ
㧗ࡲࡿࡇ࡞ࡿࠋ⬟ຊࡀ㧗࠸⪅࡛ࡶᕼᮃࡋ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ

ղዎ⣙♫ဨ➼ࣃ࣮ࢺ♫ဨ␗࡞ࡿ㞠⏝༊ศࢆタᐃࡍࡿሙྜ
z ṇ♫ဨྠࡌົᙧែ࡞ࡿࡇࡀከ࠸㸦ᑐ㇟ࡋ࡚ⱝᖺᒙࡀ࣓ࣥ㸧
ࠋ
z ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡣ፬ᒙࡀ୰ᚰ࡞ࡿࡓࡵࠊᇶᖿປാຊࡢᙧែࡣࠊ፬ᒙࢆάᛶࡉ
ࡏࡿࠋࡲࡓࡣࠊⱝ࠸ᖺ㱋ᒙࡢάᛶࢆᅗࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࠸࠼ࡿ㸦๓⪅ࡣࢫ࣮ࣃ࣮ࠊ
ࣇ࣑ࣞࢫእ㣗ࡢࠊᚋ⪅ࡣⓒ㈌ᗑࡸࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ㸧
ࠋ
㸦⫼ᬒ㸧
z 㠀ṇつ♫ဨࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᇶᖿⓗ࡞ࢆ௵ࡏࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸
ᴗᐃ╔ࡋᢏ⬟ᙧᡂࢆࡍࡿඃ⚽࡞ᒙࡢᏑᅾࡀ๓ᥦ
z Ꮫ⏕࣭ࣝࣂࢺࡢ౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸ࣇ࣮ࢫࢺࣇ࣮ࢻ࡛ࡣᐃ╔ᛶࡀప࠸ࡢ࡛ᇶᖿປ
ാຊไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋ᪉ࠊࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ፬ᒙࡣᐃ╔⋡ࡀẚ㍑ⓗ㧗ࡃᗑ㛗⫋ࡲ࡛
ࡢά⏝ࡀྍ⬟ࠋ
ճᇶᖿປാຊࡢά⏝ࣞ࣋ࣝ
z 㠀ṇつ♫ဨࢆᗑ㛗⫋ࡲ࡛ά⏝ࡍࡿࡀ࠶ࡿࠋ᪉ࠊࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢྲྀࡾࡲࡵᙺ࡛
࠶ࡿ࣮ࣜࢲ࣮⫋ⓗ࡞⨨࡙ࡅ␃ࡵࡿᴗࡶ࠶ࡿ㸦ᇶᖿປാຊࡢ⛬ᗘࡀ㝈ᐃⓗ࡞
ࡋ࡚ࠊ⌧≧ࡢࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡶྵࡲࢀࡿ㸧ࠋ
ͤཧ⪃ᩥ⊩㸸ᮏ⏣୍ᡂⴭࠗ⫋ሙࡢࣃ࣮ࢺࢱ࣐࣮࠘㸦2004 ᖺࠊປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ㸧㔞ⓗᇶᖿ㉁
ⓗᇶᖿࡢ༊ศࢆ⏝ࠋ

࠙ཧ⪃㸸ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡢ≉ᚩㄢ㢟ࠚ
㸦≉ᚩ㸧
z ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡣ㠀ṇつ♫ဨࡢࢇࡀΎᤲᴗົᑵࡃࡀࠊ⌧ሙࡀศᩓࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⌧ሙࢆ⤫ᣓࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡀᚲせࠋ
z ࡋࡋࠊࣅ࣮ࣝ࢜ࢼ࣮ࡢᩱ㔠΅ࡸࢡ࣮࣒ࣞฎ⌮࡞ࡣ≧ἣᛂࡌࡓᰂ㌾࡞ᑐᛂ
ࡀồࡵࡽࢀࠊྠᴗົዎ⣙ࡢ⥅⥆㛵ࢃࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ」ᩘࡢ⌧ሙࢆ⤫ᣓ
ࡍࡿṇ♫ဨࡀᢸᙜࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃࠊ㠀ṇつ♫ဨࡣࡑࡇࡲ࡛ࡢᑐᛂࡣồࡵ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
z ࡲࡓࠊẚ㍑ⓗ㧗㱋⪅ࡀከ࠸ࡇࡽࠊᢏ⬟ྥୖࡢពḧࡀࡑࢀ㧗ࡃࡣ࡞࠸࠸
࠺୍⯡ⓗ࡞ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿⅬࡶࠊᇶᖿປാຊ㝈ᐃⓗ࡞⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ
z ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡣࠊ≉ୖ⫋ࡢᵝ࡞ᙧ࡛ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ไᗘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩓᅾࡍࡿ
Ύᤲࡢ⌧ሙ࡛ࠊ⌧ሙࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㐺ᐅỴࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺᪉ᘧࠋ
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Ύᤲᴗົࡣᢸᙜࡍࡿ⌧ሙࡀ࠶ࡿ⛬ᗘỴࡲࡗ࡚࠸ࡃࡀࠊ⌧ሙࡢ≧ἣࢆぢ࡞ࡀࡽ㐺ᐅࣜ
࣮ࢲ࣮ࢆ㑅௵ࡍࡿ᪉ἲࡀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋṇ♫ဨࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿ⌧ሙ࡛ࡣṇ♫ဨࡀ࣮ࣜ
ࢲ࣮࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡀࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ࡢ㈐௵⠊ᅖࡣṇ♫ဨࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢᙺ
ࡣྠ➼࡛࠶ࡿࠋ
z ࣮ࣜࢲ࣮ᡭᙜࡀᨭ⤥ࡉࢀࡿࠋ୍⯡ࡢࣃ࣮ࢺ♫ဨ࣮ࣜࢲ࣮ᙺࡢࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ㛫࡛
ࡣฎ㐝㠃ࡢࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ㄢ㢟㸧
z ࣮ࣟࢥࢫࢺ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ྥୖࡢྠ㐩ᡂࡣࠊᅜ㝿➇தࢹࣇࣞ⤒
῭ୗࡢ᪥ᮏᴗࡢ㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗ⏺࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࠸࠼
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊపࢥࢫࢺᡓ␎ࠊᕪูᡓ␎ࠊࠕ㑅ᢥ㞟୰ࠖᡓ␎ࡢ᥎㐍ேᮦ
ά⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀࠊᚋࡢ⤒Ⴀࢆᕥྑࡍࡿࠋ
z ᙜᴗ⏺࡛ࡣࢫࢱࢵࣇࡢከ⬟ᕤࡼࡿࢺ࣮ࢱࣝ࡞ே௳㈝ᅽ⦰⟇࡞ࠊேᮦ⫱ᡂࡀ⤒
Ⴀࡢ୰ᚰㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⫱ᡂ࣭ά⏝ࡢᑐ㇟ࡣከᩘࢆ༨ࡵࡿ㠀ṇつ♫ဨࡶྵࡲ
ࢀࠊࡇࢀࡽࡢࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿேᮦീࡢᩚഛࡀ๓ᥦ࡞ࡿࠋ
z ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡣ㧗㱋⪅➼ࡢ㞠⏝ࡢཷࡅ─ࡋ࡚ࡢ♫ⓗ㈉⊩ࡀࡁࡃࠊࡇࢀ
ࡣᚋࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ㧗㱋⪅ά⏝ࡢᴗ⏺ෆࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ✚ࡶ⏘ᴗࡢዲ
ࢆᏛࡪࡇ࡛ࠊᙜᴗ⏺࡛ࡶ㉁ⓗᇶᖿࡢྲྀ⤌ࡳࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
z

ͤཧ⪃ᩥ⊩㸸ࠗᮾிࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫ༠ 50 ᖺྐ࠘㸦2012 ᖺ 7 ᭶㸧ࡼࡾࠊㄢ㢟ࡢෆᐜࡣ➹⪅ࡢᡤぢࠋ

ϩ 㠀ṇつ♫ဨά⏝ேປົ⟶⌮ࡢ≧ἣ

㠀ṇつ♫ဨࡢ⬟ຊ࣭ᢏ⬟ࢆྥୖࡉࡏࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡃ⥔ᣢࡋࠊⰋ㉁࡞ᡓຊࡋ
࡚ᴗࡢ㈉⊩ࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࡣࠊṇ♫ဨྠᵝ㠀ṇつ♫ဨࡶேປົ⟶⌮ࡢ⪃
࠼᪉ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡣᴗົ㠃ࡸ㠀ṇつ♫ဨ㧗㱋⪅ẚ⋡ࡀ㧗࠸
࠸ࡗࡓ≉ᛶ࡞ࡽࠊά⏝ࡣ୍ᐃࡢไ㝈ࡀ࠶ࡿࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊඛ⾜ࡍࡿᇶᖿࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡸㄪᰝ⤖ᯝࡽ⫋ሙࡢάຊྥୖ⟇ࡋ࡚᥇ࡾධࢀࡿࡁཧ⪃Ⅼࡣከ࠸ࠋ

㸯 ேປົ⟶⌮ࡢ≧ἣ
㹼ṇ♫ဨẚ㍑ࡋࡓ㠀ṇつ♫ဨࡢ㈤㔠࣭ฎ㐝㠃࡛ࡢ⣡ᚓᛶ㹼
㈤㔠ࡸ㈤㔠௨እࡢฎ㐝࡛ࡢ⣡ᚓᛶࡣࠊࠕ㈐௵ࡢ㔜ࡉࡀ㐪࠺ࠖࠊࠕົ㛫ࡢ⮬⏤ᗘࡀ㐪
࠺ࠖ࡞ࠕࡶࡶࡑ࠺࠸ࡗࡓෆᐜ࡛⮬ศࡶ⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠖሙྜࡣ㧗࠸ࡀࠊࠕṇ♫ဨ
ྠࡌෆᐜࡢࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠖ㈤㔠ᕪࡀ࠶ࡿሙྜࡸࠊ㈹㸦୍㔠㸧ࠊ᪼⤥ไᗘ➼
ࡢ㐪࠸⣡ᚓᛶࡀపࡃࠊேປົ⟶⌮ไᗘࡢᩚഛ≧ἣࡀ㠀ṇつ♫ဨࡢປാពḧᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㠀ṇつ♫ဨࡢά⏝⣡ᚓᛶࡢྥୖୗグ㡯┠ࡘ࠸࡚⮬♫ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡋᚲせ
࡞ᨵၿࢆᅗࡿࡇࡣ᭷ຠ࠸࠼ࡿࠋ
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ձ㈤㔠Ỉ‽ࡘ࠸࡚⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤࣭ࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤
ࠝ⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࠞ
z ࠕ㈐௵ࡢ㔜ࡉࡀ㐪࠺ࡽࠖ
㸦46.6%㸧
z ࠕࡶࡶࡑ࠺࠸ࡗࡓෆᐜ࡛⮬ศࡶ⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡽࠖ
㸦44.2%㸧
z ࠕົ㛫ࡢ⮬⏤ᗘࡀ㐪࠺ࡽࠖ
㸦37.7%㸧
ࠝ⣡ᚓࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࠞ
z ࠕṇ♫ဨྠࡌෆᐜࡢࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢᕪࡀ࠶ࡿࡽࠖ
㸦73.9%㸧
z ࡑࡢࡢ⌮⏤ࡣྛࠎ10%⛬ᗘࢆୗᅇࡿ
ղ㈤㔠௨እࡢฎ㐝➼࡛ṇ♫ဨྲྀᢅ࠸ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ
z ࠕ㈹ࠖ
㸦45.8%㸧
z ࠕᏳᐃⓗ࡞᪼⤥ࠖ㸦29.1%㸧
z ࠕ㏥⫋㔠࣭ᴗᖺ㔠ࠖ
㸦24.7%㸧
z ࠕ᪼㐍࣭᪼᱁ࠖ
㸦10.5%㸧
z ࠕᘫఇᬤࠖ
㸦10.1%㸧
z ࠕேホ౯࣭⪃ㄢࠖ
㸦9.1%㸧
z ࡑࡢࡣྛࠎ㸵㸣௨ୗ
ͤձղฟᡤ㸸㹈㹇㹊㹎㹒ࠕ▷㛫ປാ⪅ᐇែㄪᰝ⤖ᯝࠖ㸦2011 ᖺ 9 ᭶㸧

㸰 ேປົ⟶⌮ࡢไᗘ㐠⏝
㹼㠀ṇつ♫ဨࢆᇶᖿࡍࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡞ேປົ⟶⌮ࠊ⫋ሙ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⟇㹼
㠀ṇつ♫ဨࡢ༢࡞ࡿά⏝ࡽࠊࡉࡽᡓຊࢆᅗࡿࡓࡵࡣࠊ㠀ṇつ♫ဨࡢᇶᖿ
ࡢྲྀ⤌ࡳࡀཧ⪃࡞ࡿࠋඛ⾜ࡍࡿ⏘ᴗࡢዲࡽࡶ᭷ຠᛶࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊேປົ⟶⌮ࡢᩚഛࡘ࠸࡚ࠊྛ✀ไᗘࡢᑟධ㸦ୗグձ㸧࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ṇ♫ဨ␗࡞ࡿປാほࡸಶูࡢ࠶ࡿ㠀ṇつ♫ဨࡢ⣽ࡸ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸ⫋ሙ
㢼ᅵࡢ࠶ࡾ᪉ࢆྵࡵࡓ⫋ሙ⎔ቃᩚഛ㸦ୗグղճմ㸧ࡢどⅬࡢ㔜せᛶࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձ㠀ṇつ♫ဨࢆᇶᖿࡍࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡞ேປົ⟶⌮⟇
z ࠕṇ♫ဨⓏ⏝ࡢ⤌ࡳࠖ
z ࠕேホ౯ไᗘࠖ
z ࠕ᪼⤥ࡢ⤌ࡳࠖ
z ࠕ᱁ࡅไᗘ࣭➼⣭ไᗘࠖ
z ࠕ᥇⏝ࡢᑟධ◊ಟࠖ
z ࠕ㈹ࠖ
z ࡑࡢࠕ᥇⏝௨እ࡛ࡢᴗົ㛵ࡍࡿ◊ಟࠖ
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ղ㠀ṇつ♫ဨࡢ┘╩ᙺ࣭࣮ࣜࢲ࣮➼ࡢຠᯝⓗ࡞⫱ᡂࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
z ࠕୖࡢᚰᵓ࠼ࢆ♧ࡍࠖ
z ࠕࡢ┦ㄯࢆཷࡅࡿࠖ
z ࠕࡢᖜࢆᗈࡆࡿࠖ
ࠕࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢆࡾࡿࠖ
z ࠕࡢࡸࡾ᪉ࢆぢࡏࡿࠖ
z ࠕ㈐௵ࢆ࠼ࡿࠖࠕᚋ㍮ࡢᣦᑟࢆ௵ࡏࡿࠖ
z ࡑࡢࠕಶே┠ᶆࢆ᫂☜ࡋᣮᡓࡉࡏࡿࠖ
ࠕᨵၿᥦࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠖ
ճ㠀ṇつ♫ဨࡢ⫱ᡂ⫋ሙࡢ㞺ᅖẼࡢ㛵ಀ
z 㠀ṇつ♫ဨࡣ⿵ຓⓗࠊṇ♫ဨࡀ㠀ṇつ♫ဨࡼࡾୖ࠶ࡿ࠸࠺ព㆑ࡀᙉ࠸⫋ሙࡣࠊ
㠀ṇつ♫ဨࡢேᮦ⫱ᡂࢆ㜼ᐖࡋࡸࡍ࠸ࠋ
z 㠀ṇつ♫ဨࡣ⫋ሙࡢ㔜せ࡞࣓ࣥࣂ࣮ࡔ࠸࠺ព㆑ࡀᙉ࠸ࠊே㛫㛵ಀࡀࡼ࠸ࠊ௰㛫ព
㆑ࡀᙉ࠸ࠊ࡛ຓࡅྜ࠺㞺ᅖẼࡀ࠶ࡿࠊ࠾࠸ᩍ࠼ྜ࠺㞺ᅖẼࡀ࠶ࡿࠊṇ♫ဨ
㠀ṇつ♫ဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡼ࠸㛵ಀࡢ⫋ሙࡣࠊ㠀ṇつ♫ဨࡢேᮦ⫱ᡂࢆ
ಁ㐍ࡋࡸࡍ࠸ࠋ
մ⫋ሙ⟶⌮⪅ࡢᙺ㸦⫋ሙ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉㸧
⫋ሙࢳ࣮࣒࣭࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡀ➇தࡋ࠶࠺㛵ಀసࡾࡼࡾࠊ⫋ሙࢳ࣮࣒࣭࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡀ
༠ຊࡋྜ࠼ࡿ㛵ಀࢆసࡿࡇࡀ⫋ሙࡢேᮦ⫱ᡂࡣ᭷ຠࠋ
㸦ୖࡆ┠ᶆࡢ⟶⌮௨እࡢ⫋ሙ⟶⌮⪅ࡢᙺ࣭ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧
z ⫋ሙࢳ࣮࣒࣭࣓ࣥࣂ࣮ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
z ࡾࢆࡼࡃᢕᥱࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
z ⫋ሙࢳ࣮࣒࣭࣓ࣥࣂ࣮ࡢே㛫㛵ಀẼࢆ㓄ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
z ṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨࢆබᖹᢅ࠺ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
z ⫋ሙࡢពぢࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋປാ᮲௳ࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࠋ
z ホ౯ࡸࡢࡾࡾ➼ࡘ࠸࡚ᑀㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ཧ⪃㸸ᨵṇࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲ⾜ᚋࡢ㞠⏝⟶⌮ࡢᨵၿ≧ἣࠚ

ᨵṇࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲࡀ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶  ᪥ࡽ⾜ࡉࢀࠊࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢᚅ㐝ࡘ
࠸࡚ṇ♫ဨࡢᆒ⾮ࢆព㆑ࡋࡓ㞠⏝⟶⌮ࡢᨵၿࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾜ᚋ㸱ᖺࢆ⤒㐣ࡋ
ࡓⅬ࡛ࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ᳨ウࡢࡓࡵྛ✀ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࡑࢀࡽㄪᰝ⤖ᯝࡽࣃ࣮ࢺ♫ဨά⏝ཧ⪃࡞ࡿ࣏ࣥࢺࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿࠋ

ձᨵᐃࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲࡢᑐᛂྥࡅࡓྲྀ⤌ࡳෆᐜ
ࠝぢ┤ࡋࡀ࠶ࡗࡓᴗᡤ  ࡢᐇෆᐜࠞ
z ࠕປാ᮲௳㏻▱➼࡛ࠊ≉ᐃ㡯ࢆ᫂♧ࡍࡿࡼ࠺ࡋࡓࠖ
㸦㸣㸧
z ࠕṇ♫ဨࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ⫋ົෆᐜࡢ༊ศ㸦㐪࠸㸧ࢆ᫂☜ࡋࡓࠖ
㸦㸣㸧
z ࠕࣃ࣮ࢺ♫ဨࡶ⚟ཌ⏕タࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠖ
㸦㸣㸧
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ࠕࣃ࣮ࢺ♫ဨࡽṇ♫ဨࡢ㌿᥎㐍ᥐ⨨ࢆタࡅࡓࠖ
㸦㸣㸧
ࠕࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ㈤㔠➼ฎ㐝ࢆ㸦ṇ♫ဨࡢᆒ➼࣭ᆒ⾮ࡸࠊពḧ࣭⬟ຊ➼ࢆ⪃៖ࡋ㸧
  ᨵၿࡋࡓࠖ
㸦㸣㸧
z ࠕࣃ࣮ࢺ♫ဨࡶᩍ⫱カ⦎ࢆᐇࡍࡿࡼ࠺ࡋࡓࠖ㸦㸣㸧

ղࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢฎ㐝ᑐࡍࡿ⣡ᚓᛶྥୖࡢᐤ
⫋ົࡀྠࡌṇ♫ဨẚ㍑ࡋࡓ㈤㔠Ỉ‽ᑐࡍࡿ⣡ᚓᛶࡸࠊᑐࡍࡿ‶࣭Ᏻ
ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグձࡢෆᐜ࡛ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓឤࡌ࡚࠸ࡿࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ㈤㔠
ᑐࡍࡿ⣡ᚓᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕṇ♫ဨࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ⫋ົෆᐜࡢ༊ศ㸦㐪࠸㸧ࡀ
᫂☜࡞ࡗࡓࠖ
ࠕ㈤㔠➼ฎ㐝ࡀṇ♫ဨࡢᆒ➼࣭ᆒ⾮ࢆ⪃៖ࡋᨵၿࡉࢀࡓࠖ
ࠕṇ♫ဨࡢ
㌿ไᗘ➼ࡀタࡅࡽࢀࡓࠖሙྜࡣࠊࡢ‶࣭Ᏻࡶࡸࡸపῶࡋࡓ࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ
᪉ࠊࡑ࠺ࡋࡓᨵၿ➼ࡢኚࡀឤࡌࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⣡ᚓᛶࢆపୗࡉࡏࠊࡲࡓࠕࣃ࣮ࢺ
♫ဨࡢᡤᐃෆປാ㛫ࢆṇ♫ဨྠࡌࡋࡓࠖ➼ࡢሙྜࡣࠊ‶࣭Ᏻࡶቑࡉࡏ࡚࠸
ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᴗࡢྲྀ⤌ࡳഴྥࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢព㆑ࡣ࠾࠾ࡴࡡྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⥲ࡌ࡚㸰
㹼㸱㸣⛬ᗘࡢഹᑡࡢᅇ⟅⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊᴗࡢດຊࡀࣃ࣮ࢺ♫ဨ
ఏࢃࡾࡃ࠸ࡇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋሗ࿌᭩࡛ࡣࠊᨵၿෆᐜࡢ࿘▱ࡣࠊ࠸⣡ᚓᛶࡢྥ
ୖࡘ࡞ࡆࡿᕤኵ࣭㓄៖ࡀᚲせࡘ࠸࡚ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
z
z

ͤձղฟᡤ㸸㹈㹇㹊㹎㹒ࠕ▷㛫ປാ⪅ᐇែㄪᰝ⤖ᯝࠖ㸦2011 ᖺ 9 ᭶㸧ࠊղࡣྠሗ࿌᭩㹮60㹼61 ᘬ⏝ࠊ▷
㛫ປാ⪅ࢆࡇࡇ࡛ࡣࣃ࣮ࢺ♫ဨ⤫୍ࡋ࡚⾲グࠋ
ͤࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸸ࡀ࡛ࡁࡿ㸦㧗ᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ㸧ேࡢ⬟ຊⓎࡸ⾜ືࡢ≉ᛶ

Ϫ 㠀ṇつ♫ဨࡢά⏝
㠀ṇつ♫ဨࡢά⏝ࡣࠊ⏘ᴗࡢዲࡽ㸳♫ࢆ᥇ࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶබ㛤
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱᇶ࡙ࡁせⅬ⥆ࡁᴫせࢆ⤂ࡍࡿࠋ
㸦ࢫ࣮ࣃ࣮࣭ᑠᴗࡢ㸧
A♫

B♫

᪂ไᗘࡢ≉ᚩⅬ

࣭ṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨࡢ༊ศࢆ ࣭ṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨྠ୍ࡢ
᧔ᗫࡋཎ๎↓ᮇዎ⣙㌿
㈨᱁ไᗘࢆᑟධ

ไᗘᑟධࡢ┠ⓗ

࣭ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢᐃ╔⋡ࡢᨵၿ
࣭㞠⏝༊ศࡢู࡞ࡃ⬟ຊពḧ
࣭⌧ሙຊࡢάࣃ࣮ࢺࡢ♫ဨ
ᛂࡌ࡚ேᮦࢆⓏ⏝ࠊ⫋ົ࣭
ࡢᡓຊ
ᡂᯝሗ࠸ࡿேไᗘࢆᚿྥ

ไᗘᑟධࡢᮇ

2008 ᖺ 3 ᭶㹼

♫ဨ༊ศไᗘ

࣭⫋⬟㈨᱁ไᗘࡢᑟධ
࣭ṇ♫ဨඹ㏻ࠊ⫋ົᛂࡌ࡚
࣭ᪧࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ୍⯡⫋ࢆ㸱ࢢ
10 ẁ㝵࡛ᵓᡂ

2004 ᖺ㹼
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࣮ࣞࢻタᐃ
୍࣭⯡⫋ࡣ㐌 20㹼40 㛫ົ

࣭ᪧไᗘࡣࢢ࣮ࣞࢻ㸯ࡲ࡛ࠊ᪂
ไᗘࡣࢢ࣮ࣞࢻ㸱ࡲ࡛᪼㐍ྍ

㈤㔠ฎ㐝ไᗘ

୍࣭⯡⫋ࡣ⤥
࣭⩦⇍ᗘྜ࠸࡛⤥ࢵࣉ
࣭ዡບᡭᙜࠊ㺐㺻㺜㺻㺡㺆㺪㺼ᨭ⤥

࣭⤥㸦ᇶᮏ⤥㸩᥇⏝ㄪᩚ⤥
㸩ᢏ⾡⤥㸧
ࠊホ౯ᫎ
࣭ᴗ⦼㐃ື㈹ࢆᑟධ

ホ౯ไᗘ

࣭⤒㦂ࠊጼໃࠊែᗘࡢ 3 㡯┠࡛ ࣭ṇ♫ဨඹ㏻ࡢไᗘࢆ㐺⏝
ホ౯ࢆᐇ
࣭ಶேᴗ⦼㺘㺻㺩㺽㺡㺻㺚㺎ࢆ⥲ྜ

Ⓩ⏝ไᗘ

࣭࠶ࡾ ᇶᖿ⫋㸦௵௨ୖ㸧

࣭࠶ࡾ ࢢ࣮ࣞࢻ㸱ࡽ㌿

㸦ࣇ࣑࣮ࣜࣞࢫࢺࣛࣥࠊእ㣗⏘ᴗࡢ㸧
C♫

D♫

᪂ไᗘࡢ≉ᚩⅬ

࣭⫋✀ᆅᇦ㝈ᐃࡢṇ♫ဨ㸦ᗑ㛗 ࣭ᆅᇦ㝈ᐃࠕ࢚ࣜ♫ဨࠖ
⫋㸧ࡢⓏ⏝ไᗘ
ᅜ㌿ࠕࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨࠖࡢ
㸰ࡘࡢⓏ⏝࣮ࣝࢺࢆ᪂タ
࣭㠀ṇつ♫ဨࡢࢫ࢟ࣝ⤥
ࢵࣉࡢ⤌ࡳ

ไᗘᑟධࡢ┠ⓗ

࣭ඃ⚽࡞ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢά⏝ᗑ ࣭ඃ⚽࡞㠀ṇつ♫ဨࢆᡓຊ
⯒ࡢάᛶ

ไᗘᑟධࡢᮇ

2007 ᖺ 9 ᭶㹼

2005 ᖺ㹼

♫ဨ༊ศไᗘ

࣭㞠⏝ᙧែู 4 ༊ศ

࣭㠀ṇつ♫ဨᑓ⏝ࡢ 5 ẁ㝵ࡢ⫋
⬟㈨᱁ไᗘ

㈤㔠ฎ㐝ไᗘ

࣭ᗑ⯒⤥㸩ᡭᙜ㸸༢ไ୍࡛ ࣭⤥ ホ౯ࡢᫎࡣ 10㹼100
ᐃࡢ⬟ຊẖ 10㹼40 ຍ⤥
ࢵࣉ

ホ౯ไᗘ
Ⓩ⏝ไᗘ

࣭⫋⬟ホ౯㺱㺵㺎㺷ホ౯ࢆ⥲ྜ
࣭࠶ࡾ Ⓩ⏝๓ᩍ⫱ࢆᐇ

࠶ࡾ Ⓩ⏝㑅⪃ࢆᐇ

㸦࣍ࢸࣝᴗࡢ㸧
E♫
᪂ไᗘࡢ≉ᚩⅬ

࣭㞠⏝ᙧែᙺ࣭ฎ㐝ࡢ᪂య⣔ࢆᵓ⠏
࣭⮫ࢫࢱࢵࣇไᗘࢆᑟධࠊᴗົࡢ⦾ᛁᑐᛂ

ไᗘᑟධࡢ┠ⓗ

࣭ṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨࡢฎ㐝᱁ᕪࡢゎᾘᑐᛂ
࣭࣮ࣟࢥࢫࢺ㐠Ⴀᑐᛂ

ไᗘᑟධࡢᮇ

2007 ᖺ㹼

♫ဨ༊ศไᗘ

࣭࢟ࣕࣜࢫࢱࢵࣇࡣ 3 ẁ㝵ࡢᙺ➼⣭

㈤㔠ฎ㐝ไᗘ

࣭࢟ࣕࣜࢫࢱࢵࣇࡣ᭶⤥ไࠊࢧ࣏࣮ࢺࢫࢱࢵࣇࡣ⤥ไ

ホ౯ไᗘ
Ⓩ⏝ไᗘ

᭷ᮇࡽ↓ᮇዎ⣙ࡢ㌿

ͤฟᡤ㸸A ♫࣭C ♫㸸ປᨻሗ➨ 3734 ྕࠊB ♫࣭E ♫㸸ປᨻሗ➨ 3813 ྕࠊD ♫㸸Business Labor Trend
2010.7 ࠊࡇࡇ࡛ࡣ༏ྡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྛཧ⪃㈨ᩱࡣᐇྡ࡛⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㠀ṇつ♫ဨ㸦᭷ᮇዎ⣙♫ဨ㸧ࡢά⏝ 㸦㸯㸧
♫ྡ
♫ᴫせ

㸿♫
㞧㈌ᑠ  ᚑᴗဨᩘ 3,264 ே㸦2008 ᖺ 5 ᭶ᮎ⌧ᅾࠊ2012 ᖺ 5 ᭶ᮎ⌧ᅾࡣ 3,949 ே㸧
ෆヂ ᪧࣃ࣮ࢺࢱ࣒♫ဨᙜࡓࡿࢢ࣮ࣞࢻϨ㹼Ϫࡣ 2,398 ே
   ᪧዎ⣙♫ဨᙜࡓࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡣ 325 ேࠊṧࡾࡀᪧᮏ♫ဨᙜࡓࡿ௵௨ୖ 541 ே

࣏ࣥࢺ

ձ2008 ᖺ 3 ᭶ࠊ᪤Ꮡࡢࠕṇ♫ဨ㸫㠀ṇつ♫ဨࠖࡢ⪃࠼᪉ࡸ⤌ࡳࡽࢃࢀ࡞࠸ከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡢࢽ
࣮ࢬࢆᡓ␎ࡍࡿ♫ဨ༊ศไᗘࢆᑟධࠋ
ղ2008 ᖺ 4 ᭶ࡽࡢᨵṇࣃ࣮ࢺປാἲ⾜ࡢᑐᛂࡼࡾࡶேᮦᡓ␎ࡢኚ᭦ࡽྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢ
⪃࠼ࢆ࣮࣋ࢫ㠀ṇつ♫ဨ࣭ṇ♫ဨࡢ༊ศࢆ᧔ᗫࠊࢇࢆ↓ᮇዎ⣙♫ဨ㌿ࠋ
ճᐃ╔⋡ࡢᨵၿᐤࠋ↓ᮇዎ⣙ࡼࡾே௳㈝ࡢࢵࣉᅛᐃࡀᠱᛕࡉࢀࡓࡀࠊẚ㍑ⓗேᮦࡢ
ὶືᛶࡶ㧗ࡃࠊ㏥⫋⪅⿵ࡢㄪᩚ➼࡛せဨ⟶⌮ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾၥ㢟ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⫼ᬒ

ձࡘ࡚ࣇ࣮ࣟᆺࡢ⤒Ⴀ࣭ேᮦࡢ⪃࠼᪉࡛⤒Ⴀࡀᶵ⬟ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᴗ⦼ࡀⴠࡕ㎸ࢇ࡛ࡽሙࡢࡸ
ࡿẼ࣭ࡸࡾࡀ࠸ࡢపୗࡀ㢧ᅾࡋࠊ⌧ሙຊࡢάࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊேᮦᡓ␎ࡶࣇ࣮ࣟᆺ
ࡽࢫࢺࢵࢡᆺ㌿ࡋ⫱ᡂ㔜どᨵࡵࡓࠋ
ղᪧไᗘ࡛ࡣⱝᖺᒙࡢᐃ╔⋡ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖺ㛫࡛ࣃ࣮ࢺࢱ࣒♫ဨࢆ 1,700 ே᥇⏝ࡋࡓࡽࠊ1,700
ே㏥⫋࠸࠺ᮇࡶ࠶ࡾࠊᖖࡢເ㞟άື࡛ᖺ㛫 3 ༓㹼4 ༓ࡢࢥࢫࢺࢆࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ճᪧไᗘࡣࠊ㺏㸧ṇ♫ဨࡢᮏ♫ဨࠊ㺐㸧ዎ⣙♫ဨࠊ㺑㸧ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡢ 3 ༊ศయไ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㢳ᐈࡽ
ぢࡓሙྜࠊࡔࢀࡀᮏ♫ဨࣃ࣮ࢺ♫ဨ༊ูࡀࡘࡎࠊࡿ❧ሙࡽࡶ㢳ᐈ᥋ࡍࡿ❧ሙࡣྠࡌ
࡛࠶ࡿࡁࡢ⪃࠼ࡽྠ୍ປാ࣭ྠ୍㈤㔠ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࠊ㞠⏝ୖࡢ༊ศࢆ࡞ࡃࡍࡇࡋࡓࠋ

᪂♫ဨไ ձA ♫ဨไᗘࡢᑟධ
ᗘࡢ≉ᚩ

 ᚑ᮶㸸㺏㸧ᮏ♫ဨ㸦ṇ♫ဨ㸧ࠊ㺐㸧ࣃ࣮ࢺࢱ࣒♫ဨࠊ㺑㸧ዎ⣙♫ဨࡢ 3 ༊ศ
                 Ў
 ᅇ㸸ዎ⣙ᮇ㛫ປാ㛫࡛ࠕ㸿♫ဨࠖࠕࢩࢫࢺ♫ဨࠖ༊ศ
࣭㸿♫ဨࡣཎ๎↓ᮇዎ⣙ࡢ♫ဨ㸦60 ṓ௨㝆ࡣ㞠⏝㸧 ᮏேࡢពᛮࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛
 㺏㸧ࡢဨࠊ㺐㸧㺑㸧ࡢ㒊ศࡀ⛣⾜ࠋ1 ᖺࡲࡓࡣ 3 ᖺࡢ᭷ᮇ㞠⏝ዎ⣙ࡢ㑅ᢥࡶྍ⬟ࠋ
 ⬟ຊࠊ㛫ࠊሙᡤࠊᑵປ౯್ほࡼࡾ 2 ࢥ࣮ࢫࢆタᐃࠋ
  a.⟶⌮࣭ᑓ㛛⫋ࡢ࢟ࣕࣜࢥ࣮ࢫ ᮏேࡢ㑅ᢥ࡛㐌 32㹼40 㛫ࡢ⠊ᅖ࡛ົࠋ
 b.୍⯡࣭ᑓ௵⫋ࢥ࣮ࢫ 㐌 20㹼40 㛫࡛ົࠋࣛࢵࢡ㸦᥋ᐈ࣭Ⓨὀ࣭ရฟࡋ㸧ࣞࢪࡢ⫋ົࠋ
࣭ࢩࢫࢺ♫ဨࡣࠊ2 ࣨ᭶㝈ᐃࡲࡓࡣ 6 ࣨ᭶ዎ⣙ࡢ▷㛫ປാ⪅ࠋ㐌 20 㛫ᮍ‶ࡢົࠋ
 ᚑ᮶ࡢࣝࣂࢺヱᙜࠋዎ⣙᭦᪂ࡢ᭱㛗ࡣ 4 ᖺ㛫ࠋᚑᴗဨ༨ࡵࡿᵓᡂẚࡣ⣙㸲㸣ࠋ
ղ⫋⬟㈨᱁ไᗘࡢᑟධฎ㐝ࡢ㐃ື
 ࣭ᪧࣃ࣮ࢺࢱ࣒♫ဨᪧዎ⣙♫ဨࡢ୍⯡⫋࣭࣮ࣜࢲ࣮ᙜࡓࡿ㸿♫ဨ⫋⬟㈨᱁ไᗘࢆᑟධࠋ
ࢢ࣮ࣞࢻϨࡽ࣮ࣜࢲ࣮ࡲ࡛ 4 ẁ㝵ࡢ⫋⬟㈨᱁ࢆタᐃࠋ୍⯡⫋ᙜࡓࡿࢢ࣮ࣞࢻϪࡲ࡛ࡣ㌿
ࢆక࠺␗ືࡣ࡞࠸ࠋ
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 ࣭ฎ㐝ࡣࠊࢢ࣮ࣞࢻϨࠊϩ㸦ྛ㸰ࣂࣥࢻ㸧
ࠊࢢ࣮ࣞࢻϪ㸦4 ࣂࣥࢻ㸧ࠊ࣮ࣜࢲ࣮㸦㸰ࣂࣥࢻ㸧ࡢィ
10 ẁ㝵⣽ศࡋ㐃ືࠋࢢ࣮ࣞࢻϪࡲ࡛ࡣ⤥ไ࡛⩦⇍ᗘྜ࠸ᛂࡌ࡚⤥ࢆࢵࣉࠋ࣮ࣜࢲ
࣮ࡽࡣ᭶⤥ไࠋ
୍࠙⯡⫋ࡢ᪼᱁せ௳┠Ᏻࠚ
⫋⬟㈨᱁

㺨㺼㺻㺢㺼

ࢢ࣮ࣞࢻ

㸲

Ϫ

㸱
㸰

᪼᱁┠Ᏻ

⫋ົ⬟ຊ

ࢫ࢟ࣝ

㢳ᐈ䚸┠ᶆ㐩ᡂ䜈䛾ᣦྥᛶ䛷䛿䚸ෆᐜ䜢ṇ䛧䛟ୖྖ䛻ሗ࿌䛷䛝䜛䚹

ሙసࡾࠊ⟶⌮ࡀ࡛ࡁࡿࠋႠᴗᒎ㛤ᇶ࡙

ྛࠎ

┠ᶆ㐩ᡂ䛚䜘䜃䝏䞊䝮䝽䞊䜽Ⓨ䛻ྥ䛡䛶䛿䚸ඃඛ㡰䜢䛴䛡

࠸ࡓሙࡀసࢀࡿࠋྛᴗົ▱㆑ࢆ᭷ࡋࠊࡑ

1ᖺ

䛶䚸ᴗົ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䝏䞊䝮䝽䞊䜽ຊⓎ䛻ྥ䛡䛶⮬䜙

ࡢᴗົࡣ⮬ࡽࡀࡍ࡚⤖࡛ࡁࡿࠋࢢ࣮ࣞ

㸯

䛜✚ᴟⓗ䛻༠ຊ䚸ຓゝ䜢⾜䛖䚹㻌

ࢻϩ௨ୗࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᣦᑟຓゝࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࢢ࣮ࣞࢻ

㸰

㢳ᐈࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢᣦྥᛶࢆ⌮ゎ࡛ࡁࠊୖྖࡢᣦ♧ᇶ࡙࠸࡚ᴗົ㐙⾜ࡀ࡛

ሙసࡾࠊ⟶⌮㈍どⅬࡽࠕ㝞ิࠖ
ࠕ᥋ᐈࠖ

ϩ

㸯

ࡁࡿࠋୗࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᑐࡋ࡚ࡣࠊୖྖᣦ♧ᇶ࡙ࡁຓゝࠊᣦᑟࡀ⾜࠼ࡿࠋ

ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࢢ࣮ࣞࢻ

㸰

ྛࠎ

ᇶᮏᴗົࡀ࡛ࡁࡿ㸦ࣛࢵࢡ࣭ࣞࢪࡶ㸧

Ϩ

㸯

0.5 ᖺ

ୖྖࡢᴗົࡢሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿ

 ࣭ᚑ᮶ࡢ᪼⤥ࡣࠊぢ⩦࠸ 2 ࣨ᭶Ѝࢩࢫࢱࣥࢺ㸦⤥ 900 㸧Ѝࢫࢸࢵࣉ㸯㸦900 ᤣ࠼⨨ࡁ㸧
  Ѝࢫࢸࢵࣉ㸰㸦950 ୖ㝈㸧ࠊࡇࢀ௨ୖࡢ᪼⤥ࡣ࣮ࣜࢲ࣮࡞ࡿࡇࡀせ௳ࠋ
 ࣭ᨵᐃᚋࡣࠊࢢ࣮ࣞࢻϨ㸫㸯㸦960 㸧༙ᖺ㛫ࡣ᭷ᮇዎ⣙Ѝࡑࡢᚋࠊ↓ᮇዎ⣙ᮏ᱁ࡅࡉࢀࡓሙ
ྜࡢ༙ᖺᚋЍࢢ࣮ࣞࢻϩ㸫㸯㸦1,040 㸧᪼᱁ࠋ࣮ࣜࢲ࣮ࡣࢢ࣮ࣞࢻϪ㸫㸰ࡽ᪼᱁ྍ⬟ࠋ
Ѝࢢ࣮ࣞࢻϪ㸫㸲㸦1,200 㸧
 ࣭࡞ࢢ࣮ࣞࢻ࣭ࣂࣥࢻࡢ⤥Ỉ‽ࡢ࣓࣮ࢪ
  㺏㸧ࢢ࣮ࣞࢻϨ㸫㸰 㧗༞ึ௵⤥ࢆ⤥⟬
  㺐㸧ࢢ࣮ࣞࢻϩ㸫㸰 ▷༞௵⤥ࢆ⤥⟬
  㺑㸧ࢢ࣮ࣞࢻϪ㸫㸰 Ꮫ༞௵⤥ࢆ⤥⟬
ճホ౯ไᗘ
 ࣭⫋⬟㈨᱁ࢢ࣮ࣞࢻϪࡲ࡛ࢆᑐ㇟⤒㦂࣭ጼໃ࣭ែᗘࡢ 3 㡯┠࡛ホ౯ࢆᐇࠋ
 ࣭ྛ 5 Ⅼ‶Ⅼ࡛࣏ࣥࢺホ౯ࠋ9 ᭶㸦ୖᮇศ㸧㸱᭶㸦ୗᮇศ㸧ホ౯ࢆᐇࠋ
 ࣭ࢢ࣮ࣞࢻϨࡣ༙ᮇࠊࢢ࣮ࣞࢻϩ࣭Ϫࡣ㐣ཤ 2 ᮇࡢ⥲ྜホ౯࡛ࢢ࣮ࣞࢻ࣭ࣂࣥࢻ㈨᱁༊ศࢆኚ᭦ࠋ
  ᪼㝆᱁ᇶ‽㸸᪼᱁㸦12㹼15 Ⅼ㸧ࠊ⥔ᣢ㸦8㹼11 Ⅼ㸧ࠊ㝆᱁㸦7 Ⅼ௨ୗࠊ㐜้࣭ࢡ࣮࣒ࣞࡀከ࠸㸧
 ࠙ホ౯ไᗘࡢⅬᩘࠚ
ホ౯㡯┠

⤒㦂㸦㐙⾜⬟

ጼໃ㸦㈐௵

࢚࢘䤀ࢺ

ຊ࣭ᴗົ▱㆑㸧 ឤ࣭✚ᴟᛶ㸧

ែᗘ㸦༠ㄪ
ᛶ࣭㺷㺎㺷㑂Ᏺ㸧

ࢢ࣮ࣞࢻϪ

60㸣

20%

20%

ࢢ࣮ࣞࢻϩ

50%

25%

25%

ࢢ࣮ࣞࢻϨ

20%

40%

40%
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մዡບᡭᙜࠊࣥࢭࣥࢸࣈࡢ᪂タ
 ࣭ᚑ᮶ࡢ㈹ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮௨ୖࡢᪧዎ⣙♫ဨ௵௨ୖࡢᪧᮏ♫ဨࡢࡳᨭ⤥ࠋᨵゞᚋ㈹ⓗ
࡞ࣥࢭࣥࢸࣈࢆࢢ࣮ࣞࢻϪ௨ୗࡶኟ᪂タࠋ
 ࣭ࢢ࣮ࣞࢻϨ㹼ϩࡣዎ⣙㑂Ᏺᗘᇶ࡙ࡁࠕዡບᡭᙜࠖࢆᨭ⤥ࠋ
  5 ࡘࡢせ⣲ࡈ࣏ࣥࢺࢆィ⟬ࠋ1 ࣏ࣥࢺ 300 ࡛ 100 Ⅼ‶Ⅼࡣ 3 㸦᭱ࠊ༙ᮇ㸧
ࠋ
  5 ࡘࡢせ⣲㸻ⓙ㸦10㹎ຍⅬ㸧ࠊḞ࣭㐜้࣭᪩㏥㸦20㹎ࡽῶⅬ㸧
ࠊᅵ᪥ົ㸦᭱ 26㹎㸧ࠊ
㐜␒ົ㸦᭱ 26㹎㸧ࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡢ㈉⊩㸦0㹼18㹎࡛ຍⅬ㸧
 ࣭ࢢ࣮ࣞࢻϪࡣᡤᒓᴗᡤࡢ༙ᮇᴗ⦼ᛂࡌࠕࣥࢭࣥࢸࣈࠖࢆᨭ⤥ࠋ
  ༙ᮇࡈ᭶ูࡢྛᗑ⯒ࠊಀࡈࡢண⟬㐩ᡂ⋡༢౯㸦500㹼5,000 㸧ࠋ
  㺏㸧㐌 32 㛫௨ୖࡢົ⪅ࡢሙྜ ᭱ప㸱༓㹼᭱㧗 9 
  㺐㸧㐌 32 㛫ᮍ‶ࡢົ⪅ࡢሙྜ ᭱ప㸱༓㹼᭱㧗 4  5 ༓

ᇶᖿ⫋ົ

ձ௵௨ୖࡢᇶᖿ⫋ົࡢⓏ⏝

ࡢⓏ⏝

 ࣭ᚑ᮶ࡢⓏ⏝ヨ㦂㸦㠃᥋㸧ࢆᗫṆࡋࠊᪧไᗘ࡛ᮏ♫ဨ㸦ṇ♫ဨ㸧ࡀ᱁ࡅࡉࢀ࡚࠸ࡓ௵௨ୖࡢ
ᇶᖿ⫋ࡶᪧࣃ࣮ࢺ♫ဨࡸᪧዎ⣙♫ဨ᪼᱁ࡢ㐨ࢆ㛤ࡃࠋ
࣭ホ౯ไᗘࡢᩚഛకࡗ࡚ࠊ㏻ᖖࡢホ౯ᇶ࡙ࡁ᪼᱁ࡋࠊ⤌⧊ࡢせㄳ࡛ᇶᖿ⫋ົ௵ࡉࢀࡿࠋ
ղ௵௨ୖࡢᇶᖿ⫋ົࡢฎ㐝
 ࣭࣏ࢫࢺ࡛Ỵࡲࡿ⫋ົ⤥ࢆ㐺⏝ࠋ
 ࣭ホ౯ࡣ⫋ົ㐙⾜ຊホ౯㸦⫋ົ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢᴗົ▱㆑ࢫ࢟ࣝࣞ࣋ࣝࡢ㐩ᡂᗘྜ㸧ࢆᇶྠ୍࣏
ࢫࢺ࡛┦ᑐࠋࠝ࡞࠾ࠊᨵᐃసᴗ୰ࠞ

⛣⾜๓ࡢ ձ2007 ᖺࡽ㠀ṇつ♫ဨࡘ࠸࡚◊✲㛤ጞࠋࣃ࣮ࢺࢱ࣒♫ဨᑐ㇟ࠊാࡃ㛫ࡸሙᡤࠊᚋࡢ⏕
ྲྀ⤌ࡳ

άタィࠊࡸࡾࡀ࠸➼ࠊಶࠎேࡢ౯್ほࡘ࠸࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղᙜึࠊാࡃ㛫ࢆ㛗ࡃࡋࡓ࠸ࣃ࣮ࢺ♫ဨࡀከ࠸ண

ࠋࡋࡋࠊண

ࡼࡾࡶࣇࣝࢱ࣒ᕼᮃ⪅ࡣ

ᑡ࡞ࡗࡓ㸦యࡢ 25%㸧ࠋ
ճ⌮⏤ࡋ࡚ࠊ5 㛫ົ⪅ࡶ 7 㛫ົ⪅ࡶࡑ࠺࠸࠺⏕άタィࡀ࠶ࡾࠊࣇࣝࢱ࣒࡛㈤㔠ࡀቑ
࠼ࡿࡼࡾࠊࡑࡢ㛫࠾ࡅࡿ⮬ศࡢ⏕άࢆඃඛࡉࡏࡓ࠸⪃࠼ࡿேࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇࡀศࡗࡓࠋ
մᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊከ✀ከᵝ࡞ാࡁ᪉ࢆ♫ࡀᐜㄆࡋࡼ࠺ุ᩿ࠋㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣋ࢫົ
㛫ാࡁ᪉ࡢ㑅ᢥ⫥㸦㸰ࡘࡢࢥ࣮ࢫ㸧ࢆタࡅࡓࠋ
⛣⾜ᚋࡢ ձᚑ᮶ࡢධࡾཱྀ 2 ࣨ᭶ࡢࠕぢ⩦࠸ᮇ㛫ࠖࡢゝⴥࢆᗫṆࠋ㞠࠸ධࢀ๓ᥦࡢ࣓࣮ࢪࢆ㑊ࡅࠊ
ࠕۑᖺۑ᭶
ྲྀ⤌ࡳ

ࡲ࡛ࡢዎ⣙ᮇ㛫ࠖኚ᭦ࠋ࠶ࡿ⛬ᗘࡢせဨ⟶⌮ࢆពᅗࠋࡇࡢ㛫ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ㹍㹈㹒ࡸ࣐ࣥࢶ࣮࣐
ࣥᣦᑟဨࢆ㓄⨨ࡋࠊ࣏ࢣࢵࢺ∧ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡛༙ᖺ㛫ᣦᑟࡋࠊ᭱⤊ⓗุ᩿ࠋ
ղ⛣⾜᱁ࡅኚ᭦ᑐࡋ࡚㎡௧ࢆΏࡍࠋ♫ဨࡋ࡚ࡢព㆑ࡅࢆࡋࡓࠋ᪂ࡓධ♫ࡋࡓேࡣ
ධ♫ᘧࢆᐇࠋ♫ࡀ᭶㸰ᅇධ♫ᘧࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ㸿♫ဨ࡛࠶ࡿࡇࡢព㆑ࢆ᳜࠼ࡅࡿࡢ
ྠࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢵࣉຠᯝࠋ
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参考

【Ａ社員体系】

旧制度

新制度

基幹職務

旧本社員

部長、課長
小規模店長
係長

月給

主任

↑

職能資格制度

旧パートタイム社員

グレードⅢ

グレードⅡ
↑
グレードⅠ

ラック・
レジ等）
リーダー 一般職（

Ａ社員

旧契約社員

リーダー

時給

【社員区分：仕事・時間・期間・地域の選択】
Ａ社員（原則無期）

アシスト社員（有期）

仕事

全ての職務（管理・専門職） 一般職・専任職

その都度

時間

週 32~40 時間での勤務

週 20 時間未満での勤務

期間
地域

週 20~40 時間での勤務

基本は無期契約（有期：１・３年の選択肢あり）

2 ヶ月限定・6 ヶ月契約

仕事に必要な要件として全国・地域を設計

店舗限定

キャリア

マネジメント職務（館長、 フロント（売り場）の限定

チームメンバーとして生

就労価値

部長、課長、店長、係長、 的責任者（ラック/レジ）

活とのバランス重視

主任）、専門職務（マーチ

社会体験又は補助的収入

ャンダイザー、バイヤー、

のために臨時に就労

スタッフ、リーダー）
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㠀ṇつ♫ဨ㸦᭷ᮇዎ⣙♫ဨ㸧ࡢά⏝ 㸦㸰㸧
♫ྡ

㹀♫

♫ᴫせ

⥲ྜࢫ࣮ࣃ࣮ ᚑᴗဨᩘ 18,194 ேࡢෆ⮫㞠⏝⪅㸦8 㛫⟬㸧13,992 ே㸦2011 ᖺᮎ⌧ᅾ㸧

࣏ࣥࢺ

ձ2004 ᖺࡢேไᗘᨵᐃ࡛ࠊṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨࡢ㈨᱁ไᗘࢆ⤫୍ࠋ
ղ㠀ṇつ♫ဨࡣ㐌 35 㛫௨ୖࡢົࢆ᮲௳ࡋ࡚ࠊሙ㈐௵⪅㸦ࢩࢫࢱࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸧ࡢ᪼
㐍ࢆṇ♫ဨྠࡌᇶ‽࡛㑅⪃ࠋࡑࡢᚋࡶᮏே⏦ㄳࡼࡾࠊ㝶ࠊṇ♫ဨ㌿ྍ⬟ࠋ
ճሙ㈐௵⪅ࡢⓏ⏝ࡘ࠸࡚ࡣ㠀ṇつ♫ဨࡢྜࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
մ㠀ṇつ♫ဨࡢሙ㈐௵⪅ࡢ 90㸣ࡀṇ♫ဨ㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡸࣂ࣮ࣖ࡞ࡗࡓ♫ဨ
ࡶࠋ

ṇ♫ဨ ձṇ♫ဨ࣭㠀ṇつ♫ဨࡢ㞠⏝༊ศࡢ㐪࠸㛵ࢃࡽࡎࠊ♫ဨࢆࠕࢯࢩ࢚ࢺࠖ⛠ࡋࠊྠ୍ࡢ
ࡢ༊ศ

㈨᱁ไᗘࢆ㐺⏝ࠋ
ղṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨࡢ࡞㐪࠸
 ࣭㞠⏝ዎ⣙ᮇ㛫ࡢ᭷↓㸦ṇ♫ဨࡣᮇ㛫ࡢᐃࡵࡀ࡞࠸ࠊ㠀ṇつ♫ဨࡣ 1 ᖺዎ⣙ࡢ᭦᪂㸧
 ࣭ᡤᐃປാ㛫ࡢ㐪࠸㸦㠀ṇつ♫ဨࡣ㐌 38.75 㛫௨ୗ㸧
 ࣭㌿ࡢ᭷↓㸦㠀ṇつ♫ဨࡣཎ๎ࡋ࡚㌿ࡀ࡞࠸㸧

⫼ᬒ

ձ2003 ᖺࡢ⡿ᅜ⣔ᴗࡢᥦᦠࡼࡾࠊ㞠⏝༊ศࡢู࡞ࡃ⬟ຊពḧᛂࡌ࡚ேᮦࢆⓏ⏝ࡋࠊ⫋ົ࣭
ᡂᯝᑐࡋ࡚ሗ࠸ࡿࡇࢆෆᐜࡋࡓேไᗘ㌿㸦2004 ᖺ㸧ࠋ
ղ♫ဨࡢ 76%ࢆ༨ࡵࡿ㠀ṇつ♫ဨࡢ᪼㐍ᇶ‽ࢆ᫂☜ࡋࠊ⬟ຊពḧࡢ࠶ࡿ㠀ṇつ♫ဨࡀᕼᮃࡍ
ࢀࡤࠊࡼࡾ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢࢆ௵ࡉࢀࠊࡉࡽṇ♫ဨ㌿ࡋ࡚ά㌍ࡢሙࢆᗈࡆࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿ
࢟ࣕࣜࣃࢫࢆ♧ࡍࡇࡀࠊᴗᡂ㛗ᐤࡍࡿ⪃࠼ࡓࠋ

㈨᱁ไᗘ
ࡢ≉ᚩ

ձ㈨᱁ไᗘࡣṇ♫ဨඹ㏻࡛ࠊᢸ࠺ࡁ⫋ົ㸦ࡢ⠊ᅖ㈐௵ࡢ㔜ࡉ㸧ᛂࡌ࡚ 10 ẁ㝵࡛ᵓᡂࠋ
ᪧไᗘ࡛ࡣ㠀ṇつ♫ဨࡢ㡿ᇦࡣ 1 ẁ㝵┠ࡢࢢ࣮ࣞࢻ㸯㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㐌 35 㛫௨ୖົ
࡛ࡁࠊせ௳ࢆ‶ࡓࡏࡣࢢ࣮ࣞࢻ 3㸦ᗑ⯒࡛ࡣࢩࢫࢱࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸻ሙ㈐௵⪅㸧ࡲ࡛᪼㐍࡛ࡁ
ࡿ㐨ࢆ㛤࠸ࡓࠋ
ղྠࢢ࣮ࣞࢻࡢ᪼㐍ヨ㦂ࡣṇ♫ဨࠊ㠀ṇつ♫ဨࢆ༊ูࡏࡎᐇࠋ᪼㐍せ௳ࡣࠊ㺏㸧ࢩࢫࢱࣥࢺ࣐
ࢿࢪ࣮ࣕࡢ✵ࡁ࣏ࢫࢺࡀ࠶ࡿࡇࠊ㺐)㐌 35 㛫௨ୖົ࡛ࡁࡿࡇࠊ㺑)᪼㐍ヨ㦂ྜ᱁ࡍࡿࡇࠋ
 ᪼㐍ヨ㦂ྜ᱁࡞ࡗࡓሙྜࡶࠊせ௳ࢆ‶ࡓࡏࡤࢳࣕࣞࣥࢪࡣఱᗘ࡛ࡶྍ⬟ࠋ
ճࢢ࣮ࣞࢻ㸱ࡢࢩࢫࢱࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡣ㒊㛛ෆࡢሙ㸦࠼ࡤࠊ㣗ရ࡛࠶ࢀࡤ㟷ᯝ࣭㩭㨶࣭ࢢࣟ
ࢧ࣮ࣜ࡞ࡢ༢㸧ࡢ㈐௵⪅ࡋ࡚ࠊၟရⓎὀᩘࡢỴᐃࠊ㒊ୗࡢࢩࣇࢺㄪᩚࠊୖ┠ᶆ㐩ᡂࠊ㒊
ୗ⫱ᡂ➼ࡢᙺࢆᢸ࠺ࠋ
մホ౯ࡣᖺ 1 ᅇࠊṇ♫ဨ࣭㠀ṇつ♫ဨඹ㏻ࡢไᗘࢆ㐺⏝ࠋಶேᴗ⦼ồࡵࡽࢀࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
ᑐࡍࡿ⾜ື࣭ᴗົࣉࣟࢭࢫࢆ⥲ྜⓗุ᩿ࠋ㠀ṇつ♫ဨࡢົ㛫ࢆ㐌 35 㛫௨ୖࡋࡓࡢࡣ
㐌 40 㛫ࡢṇ♫ဨྠ➼ࡢᡂᯝࢆồࡵࡿୖ࡛࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡢ⪃࠼ࡽࠋ
յṇ♫ဨࡢⓏ⏝せ௳ࡣࠊ㺏)ࢢ࣮ࣞࢻ 3 ࡢ࣏ࢫࢺ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊ㺐)ᮏேࡀᕼᮃࡍࡿࡇࡢ 2
Ⅼ࡛ࠊṇ♫ဨ㸦↓ᮇዎ⣙㸧㌿࡛ࡁࡿࠋྛேࡢዎ⣙᭦᪂ᮇ㝈ࡽࡎẖ᭶⏦ㄳࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ

17

資格制度
の特徴

【資格制度のイメージ】

グレードVP

ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ
地区ｼﾆｱﾀﾞｲﾚｸﾀｰ、ｼﾆｱﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

グレード5～7

店長、ダイレクター、チーフバイヤー、
バイヤーⅡなど

グレード4

ｸﾞﾚｰﾄ３で非正規社員
ｸﾞﾚｰﾄ３で非正規社員
→正社員の転換制度有
→正社員の転換制度有

Co-Mgr バイヤーⅠなど
オペレーション

グレード3

アシスタント
マネｼﾞｬー

商品本部等

アシスタントマネ スタッフ
ジャー
（週35時間以上）

アシスタン スタッフ
トバイ
ヤー

（週35時間以上）

共通の昇進試験
グレード2

リーダーメイト（週30時間以上）
担当者

グレード1

Mメイト（週20時間以上）
Sメイト（週20時間未満）

区 分
対象グレード

非正規社員（メイト社員）

正社員
グレード１～VP

グレード１～３（グレード３で正社員転換あり）

評価・昇進基準

共通

労働時間

週４０時間・変形労働時間制

週３８．７５時間以下

賃金形態

月給制

時給制

賞与制度
退職金制度

待遇

業績連動賞与
確定拠出年金＋退職一時金

５年以上勤務者に慰労記念品など

①2004 年の人事制度改定時に、正社員との均衡処遇を図るため、週 30 時間以上勤務の非正規社員
の時給水準を引き上げ、かつ正社員と同じ算定方式の業績連動賞与を導入。
②時給＝基本時給（評価による調整有）＋採用調整給（店長決裁：職種や勤務時間帯、地域ごとの
時給水準の変化等に対応

範囲あり）＋技術給（水産厨房・売場での水産技能の社内認定レベルに

応じて加給：3 段階）
③ただし、正社員の時間当たりの単価とは同じにはならない（変形労働時間制適用、および通勤可
能範囲での社命異動の有無が理由）
。
労働組合

①正社員はグレード３まで。非正規社員は 2011 年 3 月に週 20 時間以上勤務のグレード 1 も組合員
化。組合員数は大幅に増加した。

福利厚生 ①非正規社員で 5 年以上の勤務者に慰労記念品を支給。労働組合員には組合共済の定年退職慰労制
その他

度あり。また組合共済の財形制度や融資制度も使用可能。
②年休・育児・介護休業も対象（2010 年度に 17 人の利用実績）。

運用状況

①非正規社員から正規社員へのキャリアパスへの流れが確立。

今後の課 ②平均勤続年数は 6.6 年と、2005 年当時の約 3 年から 2 倍以上に伸長。
題

③正社員で 60 歳定年以降の継続雇用の雇用形態としても活用されている。
④意欲ある非正規社員の発掘・育成には、店長等管理職層の継続的な意識改革の実施が必要。
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グローバル社員

エリア社員

キャスト社員

嘱託社員

契約期間

無期

無期

有期（１年契約）

有期（１年契約）

職種・地域

全国勤務

労働時間数

年間 1920 時間

職種・勤務地限定

本社で専門業務

年間 1920 時間

個別契約

賃金体系

月給（職務給＋資格給）＋業績賞与

店舗時給＋手当

基本給×14 ヶ月

定期昇給

業績と世間相場を勘案し労使にて決定

なし

なし

・キャスト社員は労働時間によって 3 区分
A キャスト（週 30 時間以上）、
B キャスト（20 時間以上 30 時間未満）
C キャスト（20 時間未満）
③非正規社員のスキルアップと時給アップの仕組み
「キャスト・ランクアップ・システム」
（ＣＲＳ）は、非正規社員のキャスト社員が店舗スタッフとし
て経験を積みながら身につけたスキルを手当に反映させることができる。単位制で一定の能力ごとに
10～40 円上がり、全単位を取得すると、最大 150 円アップとなる。
【キャスト・ランクアップ・システム】

フロアー

キッチン

上級

接客上級

調理上級

休日代行

スキル

（20円）

（20円）

（40円）

調理中級

時間帯代行

（20円）

（20円）

中級

接客中級

スキル

（10円）

食材準備

モリカン

（10円）

（10円）

マネジメント

盛り付けとカウ
ンター業務が
独力で遂行で
きるスキル

初級

接客初級

スキル
トレーニー
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・「時間帯代行」に進むには「食材準備」と「モリカン」の単位取得が必須。
・「休日代行」に進むには「時間帯代行」の単位取得が必須。
・店長業務の「時間帯代行」と「休日代行」は構成員のスケジュール管理と指示などのマネジメント
能力が要件。
④非正規社員から正社員（エリア社員）への登用
登用には、上記のＣＳＲで原則「休日代行」レベルとなり、本人が希望することが必要で、エリアマ
ネジャーの候補者面談や登用前教育、能力試験と個人特性分析が課せられ、数次の面接を経て登用さ
れる。
・候補者の発掘は、エリアマネジャーや店長の役割。適性のある人材を見極め、動機付ける。
・登用前教育として 20 の評価項目に沿った店長基礎スキル教育（座学）を実施。評価Ｂ以上が要件。
・能力試験は計算能力などの学力を検査。
・個人特性分析はマネジメント特性や適性を検査。
・面接は積極性、リーダーシップ、感受性、継続力を確認。
⑤試験結果は合否の判定より教育指標として活用
エリア社員登用の対象を主婦層としているため、学校から離れて久しく、すぐに試験に対応するのは
困難な状況。本人に自分を理解してもらう趣旨で実施している。実際はリーダーシップ等の適性を見
極めて候補に挙げているので、試験結果は追加教育の目安としている。
①正社員の全国社員（グローバル社員）と地域限定社員（エリア社員）
・共通の職務等級制度で処遇。同じ職務であれば同じ範囲給の賃金レンジに格付けされ、基本給に差
はない。
・グローバル社員は職務領域を広げてキャリアアップができる仕組みで、上位の賃金レンジに移行で
きる。一方、エリア社員は、店長職のままのため、上位の賃金レンジに移行することはない。
（モラ
ール維持に店長職の賃金レンジの幅を広げ長期的な昇給が可能な形で設計されている。）
【育成と職務領域】

全社又は専門

職務領域

グローバル社員

領域での貢献

ジ ョブ ロー テー ショ
ンによる能力開発

熟練度向上による
一定領域での貢献

習熟（熟練度）
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エリア社員
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࡛ᡂ㛗ࡋࡓඃ⚽࡞㠀ṇつ♫ဨࢆᆅᇦ㝈ᐃ㸦㏻ 1 㛫ᅪෆࡢᗑ⯒㛫␗ືࡣ࠶ࡾ㸧ົࡋ࡚Ⓩ⏝ࠋ
 ᗑ⯒㐠ႠࡢᏳᐃࡸᆅᇦᐦ╔ࡋࡓႠᴗάືࡢᒎ㛤ࢆᢸ࠺ࠋⓏ⏝ᚋࡢ᪼㐍ୖ㝈ࡣᗑ㛗⫋࣭ಀ㛗⫋ࠋ
ճࠕࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨࠖࡢⓏ⏝࣮ࣝࢺࡣࠊ࡚ࡢ㠀ṇつ♫ဨࢆᑐ㇟ࠊ᪂༞࣭୰㏵᥇⏝ྠᵝᅜ
㌿ᒃ㌿ྍ⬟࡞ົࡋ࡚Ⓩ⏝ࠋⓏ⏝ᚋࡢ᪼㐍ୖ㝈ࡣ࡞ࡃࠊከᵝ࡞␗ື࡛⤒㦂ࢆ✚ࡳ࡞ࡀࡽ」ᩘ
ᗑ⯒ࡢ⤫ᣓ⫋ࡸᮏ㒊⟶⌮⫋ࡲ࡛࢟ࣕࣜࢵࣉࡀྍ⬟ࠋ

⫼ᬒ

ձ㐣ཤṇ♫ဨᩘࢆᴟຊᢚไࡋࠊṇ♫ဨᗑ㛗ࢆ⨨ࡎࠊ㠀ṇつ♫ဨࡢ୰ࡽᗑ㛗௦⌮ࢆᢤ᧻ࡋࡓࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡓᗑ⯒ࡢ」ᩘࢆṇ♫ဨ࢚࣐ࣜࢿࢪ࣮ࣕࡀᕠᅇ⟶⌮ࡍࡿ᪉ἲࢆ᥇ࡗࡓࡇࢁࠊ⤖ᯝⓗࢧ
࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢపୗࡸࢫࢱࢵࣇࡢ㞳⫋⋡ቑࠊᴗ⦼ࡢఙࡧᝎࡳ┤㠃ࡋࡓࠋ
ղ⤒㦂ࢆ✚ࡳᡂ㛗ࡋࡓඃ⚽࡞㠀ṇつ♫ဨࢆேᮦ㈨※ࡋ࡚╔┠ࡋࠊṇ♫ဨⓏ⏝࠸࠺᪂ࡓ࡞ࣔࢳ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆ࠼ࠊാࡁࡾࢆṇᙜホ౯ࡍࡿጼໃ㌿ࡌࡓࡇ࡛⫋ሙዲᚠ⎔ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ
ճ㠀ṇつ♫ဨࡣ 2001 ᖺࡽᑓ⏝ࡢ⫋⬟㈨᱁ไᗘ㸦㈨᱁ࣛࣥࢡไᗘ㸧ࡑࢀᇶ࡙ࡃホ౯ฎ㐝ไᗘ
ࢆ㐠⏝ࡋࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢵࣉᡓຊࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋ

㠀ṇつ♫ ձ㠀ṇつ♫ဨᑓ⏝ࡢ㸳ẁ㝵ࡢ⫋⬟㈨᱁ไᗘࢆタᐃ
ဨࡢไᗘ
ࡢ≉ᚩ

㈨᱁➼⣭
㸿㹋

⫋ົ㐙⾜⬟ຊ
ᗑ㛗௦⌮ࣞ࣋ࣝ

㹑

ᗑ⯒⟶⌮⬟ຊࢆᣢࡘࣞ࣋ࣝࡔࡀ▷㛫ົ

㸿

ࡢࠕ࣓ࢺࠖࢆᣦᑟ࡛ࡁࡿࣞ࣋ࣝ

㹀

సᴗ⯡ࡀ୍㏻ࡾ࡛ࡁࡿ୍ே๓ࣞ࣋ࣝ

㹒

ぢ⩦࠸ࣞ࣋ࣝ

 㸨㠀ṇつ♫ဨࢆ࣓ࢺ⛠
ղホ౯ไᗘࡣࠊ༙ᖺ 1 ᅇ
 ࣭⫋⬟ホ౯  㸸ㄪ⌮ࢥ࣮ࢫࢧ࣮ࣅࢫࢥ࣮ࢫࢆ㑅ᢥ
 ࣭࣮ࣔࣛࣝホ౯㸸࣓ࢺඹ㏻ࡋ࡚ồࡵࡿࡢྲྀ⤌ࡳጼໃ㸦ฟ㏥ࠊ㌟ࡔࡋ࡞ࡳ➼ 7 㡯┠㸧
 ࡶۑᘧ࡛ホ౯ࡋࠊ⤖ᯝࢆ⥲ྜⓗุ᩿ࠋ㈨᱁➼⣭ࡢࣛࣥࢡࢵࣉࡣ 8 ௨ୖࡢࡀۑᚲ㡲ࠋ
ճฎ㐝ࡢᫎ
 ࣭ྛ➼⣭ࡶ⤥ࡋ࡚ 10㹼100 ࢵࣉࡍࡿࠋᆅᇦࡼࡾ 850 ௨ୖࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ᭱㧗⤥
ࡣ 1,200㹼1,300 ࠋ
 ࣭㸿㹋ࣛࣥࢡࡣᖺ 2 ᅇࠊホ౯⤖ᯝᛂࡌ୍㔠㸦ኟ㸳㹼10 ࡢ⠊ᅖ㸧ࢆᨭ⤥ࠋ
 ࣭ホ౯⤖ᯝࡣᚲࡎᮏேࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊࢫ࢟ࣝࢵࣉࡸฎ㐝ࡢ⣡ᚓᛶྥୖ⧅ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
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Ⓩ⏝ไᗘ
ࡢ≉ᚩ

ձⓏ⏝࣮ࣝࢺ 2 ࢱࣉタࡅࡓࡢࡣࠊከᵝ࡞ேᮦᗈࡃᶵࢆ࠼వࡉࡎά⏝ࡋࡓ࠸࠸࠺ࡡࡽ࠸
ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ㢳ᐈ≉ᛶ࠶ࢃࡏࡓᗑ⯒ᡓ␎ࡶ⫼ᬒ࠶ࡿࠋ
 㺏㸧㑹እᗑࡸࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ෆ➼࡛ࡣࠊᆅᇦᐦ╔ᆺ࡛ᐙᗞⓗ࡞㞺ᅖẼࡀồࡵࡽࢀࠊ㛗ᮇࢃ
ࡓࡾᏳᐃⓗാࡅࡿࡼ࠺࡞ᆅඖࡢ፬ࡸẕᏊᐙᗞࡢẕ➼ࢆ㔜⏝ࠋ
 㺐㸧㤳㒔ᅪࡢ㥐ࢸࢼࣥࢺ➼࡛ࡣࠊႠᴗ㛫ࡀ㛗࠸ࡀ㢳ᐈᙜࡾࡢ␃ࡣ▷ࡃࠊᅇ㌿ࡢࡼࡉࡀồࡵࡽࢀࠊ
  እᅜே␃Ꮫ⏕ࢆྵࡴᏛ⏕ࡸࣇ࣮ࣜࢱ࣮ࡀᡓຊࠋ
ղ࢚ࣜ♫ဨࡢⓏ⏝࣮ࣝࢺࡣࠊୖグ 㺏㸧ࡢᏊ⫱࡚ࢆ⤊࠼࡚ᑵປពḧࡢ㧗࠸୰㧗㱋ዪᛶ➼ྥࡅࡢ
ࢳࣕࣞࣥࢪ࣮ࣝࢺࡋ࡚ᶵ⬟ࠋⓏ⏝⪅ࡢ 9 ࡣዪᛶ࡛ࠊᖹᆒᖺ㱋 42 ṓࠋ᭱㧗 52 ṓࡢᐇ⦼࠶ࡾࠋ
 ⫋⬟ࣛࣥࢡࡣ㸿㹋ࣞ࣋ࣝࡀせ௳ࠋ
ճࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨࡢⓏ⏝࣮ࣝࢺࡣࠊୖグ 㺐㸧ࡢാ࠸࡚࠸ࡿ࠺ࡕࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚ࡁࡓⱝᖺ࣭୰
ᖺ⏨ᛶ➼ࡢࢳࣕࣥࢫᥦ౪࣮ࣝࢺࡋ࡚ᶵ⬟ࠋⓏ⏝ᛂເࡣ⊂㌟⏨ᛶ㸦➨㸰᪂༞ࡸࣇ࣮ࣜࢱ࣮➼㸧
ࡀࢇ࡛ࠊⓏ⏝⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 26 ṓࠋ⫋⬟ࣛࣥࢡࡣ㹀ࣞ࣋ࣝ௨ୖࡀせ௳ࠋ

Ⓩ⏝㑅⪃
ࡢᡭ㡰

ձࠕ♫ဨⓏ⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ࢚ࣥࢺ࣮ࣜ⚊ࠖ
㸦ಶேሗࠊ⌧ࢱࢺࣝࠊᚿᮃືᶵࠊ㓄ᒓඛᕼᮃ➼ࢆ
グධ㸧ࡋࠊᗑ㛗ᥦฟ
ղ┤ᒓᗑ㛗ࡼࡿ㠃ㄯ࡛ࠊே≀᥎⸀ࡢྍྰࢆุ᩿ࠋྍࡣධ♫ᕼᮃᖺ᭶ࢆタᐃࡋࠊႠᴗ㒊㛗ሗ࿌ࠋ
ճႠᴗ㒊㛗ࡢ᮶ᗑࡼࡿാࡁࡪࡾࢳ࢙ࢵࢡ㠃ㄯࠋմྍࡣ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆཷࡅࠊ࢚ࣥࢺࣜ
࣮⚊ࢆᮏ㒊ᅇ
մྠࠊᗑ㛗⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷㅮ
յᮏ㒊ࡣᐃᮇᗣデ᩿⤖ᯝ➼࡛ᗣ≧ែࢆ☜ㄆࠊ࠶ࢃࡏ࡚እ㣗⏘ᴗ⏝㐺ᛶ᳨ᰝࢆᐇ
ն⣙༙ᖺᚋࠊᴗ㒊㛗ࡢ㠃ㄯ㸦ᗑ㛗㈨᱁ᡤᚓᑂᰝ㸧ࢆ⤒࡚ࠊேᢸᙜᙺဨࡢỴ࡛ෆᐃ⮳ࡿࠋ

ฎ㐝

ձࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨࡣ⌧⾜㏻ࡾࠋ
ղ࢚ࣜ♫ဨⓏ⏝┤ᚋࡢ᭶⤥ࡣࠊ࢚ࣜᗑ㛗ࡢ㈤㔠ࣂࣥࢻࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊᮏேࡢᖺ㱋ࡸ┤๓ࡢ⤥Ỉ
‽࠾ࡼࡧྠᮇධ♫⪅ࡢᨭ⤥Ỉ‽➼ࢆ຺ࡋಶูỴᐃࠋ࡞࠾ࠊṇ♫ဨⓏ⏝ࡢᐇឤࡋ࡚⤥⟬
࡛ 200 ⛬ᗘࢵࣉࡍࡿࡼ࠺㓄៖ࠋᖹᆒⓗࡣ㛫እࢆ㝖ࡁ 26 㸦㛵ᮾ࡛ 27 㸧⛬ᗘࠋ
ճࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨ࢚ࣜ♫ဨࡢ㈤㔠⾲ࡣูࠎࠋỈ‽ᕪࡣ 2 ⛬ᗘࠋᙺ⫋ᡭᙜࡣྠ㢠ࠋ
մ㈹ࡣࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨ࡛ኟ࣭ࡶᴗ⦼ኚື࡛⣙ 2.2㹼2.5 ࣨ᭶⛬ᗘࠋ࢚ࣜ♫ဨࡣホ౯ᛂࡌ࡚
ࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨࡢ 9 㸦㹑㸧ࠊ7 㸦㸿㸧ࠊ5 㸦㹀࣭㹁㸧ࡢ 4 ẁ㝵࡛ᨭ⤥ࠋᖹᆒࡢᨭ⤥Ỉ‽ࡣ 7 
⛬ᗘࡢᐇ⦼ࠋ
յ㏥⫋㔠ไᗘࡣ⥆ᖺᩘ⫋ົࡼࡿ࣏ࣥࢺไ࡛ࠊࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨ࢚ࣜ♫ဨࡣඹ㏻㐺⏝ࠋ
նࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨࡣ㌿ᒃ㌿క࠺ఫᏯ⿵ຓไᗘࡀ࠶ࡿࠋ

Ⓩ⏝ᐇ⦼ ձⓏ⏝⪅ࡢ⣼ィࡣ 2010 ᖺ 2 ᭶⌧ᅾ࡛ࠊࢼࢩࣙࢼࣝ♫ဨ 98 ேࠊ࢚ࣜ♫ဨ 55 ேࡢᐇ⦼ࠋᚋࡶቑ
ຠᯝ

ຍࡢぢ㏻ࡋࠋ
ղ㠀ṇつ♫ဨࡢከᵝ࡞ேᮦຊࢆ᥇ࡾධࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣᗑ⯒㐠ႠࡢᏳᐃୖྥୖࡢ㈉⊩ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿࡇࠊ᪤Ꮡࡢṇ♫ဨࢆ่⃭ࡍࡿຠᯝࡶぢ㏨ࡏ࡞࠸ࠋ
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㠀ṇつ♫ဨ㸦᭷ᮇዎ⣙♫ဨ㸧ࡢά⏝ 㸦㸳㸧
♫ྡ
♫ᴫせ

㹃♫
⥲ྜࣜࢰ࣮ࢺタ㸦࣍ࢸࣝࠊᅜ㝿㆟ሙࠊࢦࣝࣇሙࠊࡑࡢࢫ࣏࣮ࢶタ➼㸧
ᚑᴗဨᩘ ᖖ⏝㞠⏝⣙ 1,000 ே㸦2011 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾ㸧

࣏ࣥࢺ

ձᙺฎ㐝ࢆ୍⮴ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ㞠⏝ᙧែᙺ࣭ฎ㐝ࡢ㛵ಀࢆ୍ࡘࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛య⣔ࠋ
ղ㠀ᐃᆺᴗົᚑࡍࡿ♫ဨ㸦࢟ࣕࣜࢫࢱࢵࣇ㸧࡛ࡣࠊ↓ᮇዎ⣙᭷ᮇዎ⣙ࢆྠࡌᙺ➼⣭࡛ฎ㐝ࠋ
ճ⮫ࡢ㞠⏝ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ⮫ࢫࢱࢵࣇไᗘࢆᑟධ㸦⤥ࡣࠊྠࡌࡢᖖ⏝㠀ṇつ♫ဨࡼ
ࡾ㧗タᐃࠊࡓࡔࡋᖺ㛫 800 㛫ࢆୖ㝈㸧
մせဨ㓄⨨⟶⌮ࡢᑓ㛛㒊⨫ࡀ㟂せኚືᛂࡌࡓ࣮ࣟࢥࢫࢺࡢ᭱㐺ேᮦ㓄⨨ࢆ⾜࡞࠺ࠋ

⫼ᬒ

ձᨵṇࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲࡢ⾜㸦2008 ᖺ 4 ᭶㸧๓ࠊṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨࡢฎ㐝᱁ᕪࡢゎᾘᑐᛂࠋ
 㞠⏝ᙧែࡢ㐪࠸ᙺ࣭⫋ົෆᐜ࠾ࡼࡧฎ㐝ࡢ༊ูࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊṇ♫ဨྠࡌࢆࡋࠊྠࡌᙺ
ࢆ௵ࡉࢀ࡚ࡶṇ♫ဨࡼࡾᚅ㐝ࡀప࠸࡞ࠊࢫࢱࢵࣇࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᝏᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ղࣜࢰ࣮ࢺᴗࡢ≉ᛶ࡛ࠕ୍⯡ࡢேࡀఇࢇ࡛ࡁࡿࡁᛁࡋ࠸ࠖࠕᏘ⠇ࡸ᭙᪥➼࡛ᴗົࡢ⦾㛩ࡢἼࡀࡁ
࠸ࠖࠋࡑࡢࡓࡵࠊᖖ⏝㞠⏝ࢆᢚ࠼ࡘࡘࠊ⦾ᛁ⮫㞠⏝ࢆ☜ᐇࡘ࣮ࣟࢥࢫࢺ⋓ᚓ࣭ά⏝ࡍࡿே
ไᗘࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ

ேไᗘ

ձ2006㹼2007 ᖺ㞠⏝ᙧែᙺ࣭ฎ㐝ࡢ᪂య⣔ࢆᵓ⠏ࠋ

ࡢ≉ᚩ
ղ㞠⏝ᙧែᙺᐃ⩏ࡢ㐪࠸
࣭࢟ࣕࣜࢫࢱࢵࣇࡣࠊ㠀ᐃᆺᴗົᚑࡍࡿࢫࢱࢵࣇࠋ↓ᮇዎ⣙᭷ᮇዎ⣙ࡢ 2 ࢱࣉࡀ࠶ࡿࠋ
᥋ᐈ࡞ࡢሙ㠃࡛⮫ᶵᛂኚ᭱㐺࡞ุ᩿ࢆồࡵࡽࢀࡿࡇࡢከ࠸ᴗົ࡛ࠊࡘ㝈ࡽࢀࡓ⫋✀ࡢࡳ
ᚑࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚲせᛂࡌ࡚ᖜᗈ࠸ᴗົࢆ௵ࡉࢀࡿᶵࡢከ࠸⫋✀㸦࣍ࢸ࡛ࣝゝ࠼ࡤࣇࣟࣥ
ࢺࡸ࣋ࣝಀࠊண⣙ࡸࣞࢫࢺࣛࣥ࡞㸧ࠋ
࣭ࢧ࣏࣮ࢺࢫࢱࢵࣇࡣࠊᐃᆺᴗົᚑࡍࡿࢫࢱࢵࣇࠋࣝࣂࢺ➼࡛ᵓᡂࠋ
࣐ࢽࣗࣝࡋࡸࡍ࠸⫋ົ࡛ࠊୖࢫࢱࢵࣇࡢᣦ♧ࡢୗᐃᆺⓗ࡞ᴗົᚑࡍࡿ⫋✀㸦Ύᤲࡸࣜ
ࢿࣥ㸦ᐷලࡢᩚഛ㸧ࠊㄪ⌮⿵ຓ㸦㣗ჾࡢὙίࡸ∦ࡅ㸧࡞㸧ࠋ
࣭ࢸࢡࢽ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶタࡢࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮࡛ᵓᡂࠋ
࣭⮫ࢫࢱࢵࣇࡣࠊᆺᅋయࣃ࣮ࢸ࣮➼⦾ᛁࢧ࣏࣮ࢺࢫࢱࢵࣇࡢᢸ࠺ᐃᆺᴗົࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࢟
ࣕࣜࢫࢱࢵࣇࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ㠀ᐃᆺᴗົࡢቑຍᑐᛂࠋ
ճ࢟ࣕࣜࢫࢱࢵࣇ᭷ᮇዎ⣙ࡽ↓ᮇዎ⣙ࡢ㌿ไᗘࢆᑟධࠋไᗘࡣࠊᮏேࡀᕼᮃࡋࠊ㸱せ௳㸦㺏㸧
ົᮇ㛫 1 ᖺ㛫௨ୖࠊ㺐㸧ホ౯ᡂ⦼ࡀᶆ‽௨ୖࠊ㺑㸧ୖྖ᥎⸀࠶ࡾ㸧ࢆ‶ࡓࡏࡤࠊ♫ෆጤဨࡢ༠㆟ࢆ
⤒࡚㌿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋᐃဨ⟶⌮ࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ 70㹼80 ேࡀ㌿ࡢᐇ⦼ࠋ
մ࢟ࣕࣜࢫࢱࢵࣇࡣ᭶⤥ไ࡛ࠊ㸱ẁ㝵ࡢᙺ➼⣭ࡀ࠶ࡾࠊ㞠⏝ዎ⣙ᮇ㛫ࡢ᭷↓ࢃࡽࡎྠ➼⣭࡛
࠶ࢀࡤྠ➼ࡢ㈤㔠࣭ฎ㐝࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㏥⫋㔠ไᗘࡣ↓ᮇዎ⣙ࡢࡳ㐺⏝ࠋ
յࢧ࣏࣮ࢺࢫࢱࢵࣇࡣ⤥ไ࡛ࠊ࢟ࣕࣜࢫࢱࢵࣇࡢ㛫ᙜࡓࡾࡢ㈤㔠ࢆୖᅇࡽ࡞࠸ࠋ
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【雇用体系のイメージ】
サポートスタッフ テクニカルスタッフ

キャリアスタッフ
約1000人のスタッフのうち

（９割）

役割（
仕事の大きさ・
難易度）

無期

有期

(7割）

（2割）

臨時スタッフ

（1割）
有期

スポーツ
施設のイ
ンストラク
ターなど

非定型
業務
非定型業務
のアルバイ
ト・契約社員
を待遇引上
げて転換

新制度時
転換を希望
しない

正社員レ
ベルの業
務
繁忙時
の臨時
雇用

有期

定型
業務

(定型業務
ｱﾙﾊﾞｲﾄ）

正社員

非正規社員（常用雇用）

（臨時雇用）

⑥臨時スタッフ制度
・初任給は当初一律時給 800 円。累積就労時間数が一定時間を超えると 850 円に昇給。
・その後も役割レベルに応じて現場管理者の判断で昇給あり。
・臨時スタッフの取りまとめ役のリーダーには時給 1,000 円を超えるケースもあり。
・郊外のリゾート地のため通勤費に時給とは別にガソリン代相当分を支給。
・年間就労時間の上限は 800 時間（常用雇用スタッフより割高に時給を設定しているので、常用雇用
スタッフの年収を超えないようバランスを取っている）。
・臨時スタッフの多くは未経験者

1 日 6 時間・有給のトレーニングを実施。

⑦登録数は 500 人だが、実際の稼動人数は 100～200 人。更新をしつつも毎月登録会を実施し、母集団
を確保。口コミで登録する人材は就労実績の面でも定着率でも成果が高い。
⑧制度運用には登録者集団の母数を維持するために募集活動を継続することがポイント。
⑨方針を明確にした要員配置管理を実施。スタッフの採用と育成は人事総務部門、スタッフィングはス
タッフコントロール部が役割分担し、効率的な人材活用を実現している。
⑩「ダイナミック・スタッフィング」はキャリアスタッフを多能工化し、ダイナミックな要員配置を可
能にする施策で、必要な仕事にまずキャリアスタッフを充て、足りない場合に臨時スタッフに就労情
報を発信している。臨時スタッフの動員はダイナミック・スタッフィングを補完する関係。さらに不
足する時に外部の配膳会（派遣）への求人となる。コスト面からの優先順位としている。
（注）臨時スタッフは、連絡先を登録した者に効率的に募集。登録型派遣ではなく直接雇用の制度で、
同社ではＳＫＥＴＴＯ登録スタッフと呼んでいる。
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ϫ ᚋࡢேປົ⟶⌮ࡢ࣏ࣥࢺ
 㠀ṇつ♫ဨά⏝ࡢ≧ἣࡣࠊϨ❶࡛ᴫほࡋࡓࡼ࠺ࠊ㔞ⓗᣑకࡗ࡚㉁ⓗᇶᖿࡀ㐍
ࢇ࡛࠸ࡿࠋϩ❶࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᇶᖿࡼࡾᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ⏘ᴗ࣭ᴗ✀࡛ࡢ≉ᚩࡸே
ປົ⟶⌮ࡢᑐᛂ⟇ࡘ࠸࡚ඛ⾜ࡸ◊✲ሗ࿌ࡽᴫㄝࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡽࢆཷࡅࠊϪ❶ࡣಶูᴗࡢዲࡽᇶᖿ➼ά⏝ࡢᐇ㝿ࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋே
ປົ⟶⌮ࡢㅖไᗘࡢᩚഛࡣࠊᨵṇࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲࡢ⾜ࢆ⫼ᬒࡋ࡚࠸ࡿ㠃ࡶ࠶
ࡿࡀࠊ༢ไᗘࡢᑟධ⤊ࢃࡽࡎࠊேᮦά⏝ࡢ⪃࠼᪉ࡢ☜❧ࡽࠊ⫋ሙ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
ྵࡴ㐠⏝ࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࡶྛ♫ࡢࡽㄞࡳྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡽయࡢ⥲ᣓࡋ࡚⮬♫࡛ά⏝࡛ࡁࡿேປົ⟶⌮ࡢᩚഛ࣏ࣥࢺࢆ
ࡲࡵࠊ࠶ࢃࡏ࡚ྛ♫ࡢࡽ㛵㐃ไᗘࡸ⟇ࢆグࡋࡓࠋ

㸯 ⮬♫ࡢ㠀ṇつ♫ဨᚲせ࡞ேᮦせ௳ࢆᩚഛ
⮬♫ࡢᴗࣔࢹࣝࠊ㠀ṇつ♫ဨ௵ࡏࡿࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㠀ṇつ♫ဨࡋ࡚ᚲ
せ࡞⬟ຊࡸᢏ⬟ࠊពḧ➼ࡢせ௳ࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋࡑࡢせ௳↷ࡽࡋ࡚ேᮦࢆ᥇⏝ࡋࠊ⫱ᡂࢆ
ᅗࡾຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࠋ
z ᩚഛࡢせⅬ㸸㈨᱁➼⣭ไᗘࠊホ౯ไᗘࢆᩚഛࡋ⬟ຊ࣭ጼໃ࣭ែᗘࡢせ௳ࢆᐃ⩏ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᗑ⯒㐠Ⴀ࡛ࡣពᕤኵྲྀࡾ⤌ࡴពḧࡸࡢࣃ࣮ࢺ♫ဨࡸṇ
♫ဨࡢࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆせ࡞せ௳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
z 㸿♫ࡢ㸸ṇ♫ဨ୍యࡢ♫ဨ༊ศไᗘࠊ୍⯡⫋⫋⬟㈨᱁ไᗘ
z 㹀♫ࡢ㸸ṇ♫ဨ㈨᱁ไᗘࢆ⤫୍
z 㹂♫ࡢ㸸㠀ṇつ♫ဨᑓ⏝ࡢ⫋⬟㈨᱁ไᗘ

㸰 ⮬♫ࡢ㠀ṇつ♫ဨࡶ⬟ຊ㛤Ⓨࠊ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢไᗘࢆᩚഛ
㠀ṇつ♫ဨࢆᇶᖿࡋᡓຊࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㠀ṇつ♫ဨ㧗࠸ࡢᶵࢆ࠼ࠊࡑ
ࢀྥࡅࡓᚲせ࡞⬟ຊ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖⓗ࡞㹍㹈㹒ࡢᣦᑟయไࡸᩍ⫱
カ⦎ࡢ⤌ࡳࡸࠊ㠀ṇつ♫ဨࡢ㈨᱁➼⣭ไᗘࢆタࡅࠊࡑࡢୖ⫋ົࡶࡋࡃࡣṇ♫ဨⓏ⏝
ྥࡅࡓ࢟ࣕࣜࣃࢫࢆᩚഛࡍࡿࠋ
z 㸿♫ࡢ㸸୍⯡⫋ࡢ⫋⬟㈨᱁ไᗘ⬟ຊ࣭ࢫ࢟ࣝࡢᐃ⩏᪼᱁せ௳
        ᇶᖿ⫋ົࡢⓏ⏝ไᗘ
z 㹀♫ࡢ㸸㠀ṇつ♫ဨࡽṇ♫ဨ㌿ไᗘࠊ࢟ࣕࣜࣃࢫ㈨᱁ไᗘ
z 㹁♫ࡢ㸸࢟ࣕࢫࢺ࣭ࣛࣥࢡࢵࣉ࣭ࢩࢫࢸ࣒㸦㹁㹐㹑㸧
        ᗑ㛗ᇶ♏ࢫ࢟ࣝᩍ⫱

27

㸱 ⮬♫ࡢ㠀ṇつ♫ဨࡢホ౯࣭ฎ㐝ไᗘࢆᩚഛ
㹼⬟ຊ࣭ᢏ⬟ࡢྥୖࡸᑐࡍࡿ㈐௵ឤࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⥔ᣢࢆᅗࡿ㹼
ホ౯ᇶ‽ࢆタࡅ࡚ࠊ㠀ṇつ♫ဨࡢ⬟ຊ࣭ᢏ⬟ࡢࣞ࣋ࣝࡸ᪥ᖖࡢࡪࡾࢆホ౯ࡍࡿࠋ
⬟ຊ㛤Ⓨࡸ⫋ົᨵၿࢆࡡࡽ࠸ࡍࡿࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦㠃ㄯ࣭⫱ᡂᣦᑟ㸧ࡢᐇࡸࠊホ౯
⤖ᯝࢆ᪼⤥ᫎࡍࡿࡇࡶ᭷ຠⓗ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡶࡶṇ♫ဨẚ࡚㈤㔠ฎ㐝ࡣ
ᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊホ౯ࡢᫎࡣຍⅬⓗ⾜࠺ࡇࡀ࣮ࣔࣛࣝࢵࣉ
⧅ࡀࡾࡸࡍ࠸ࠋ
z 㸿♫ࡢ㸸⫋⬟㈨᱁ไᗘฎ㐝ࡢ㐃ືࠊዡບᡭᙜ࣭ࣥࢭࣥࢸࣈࡢᨭ⤥
z 㹁♫ࡢ㸸ࢫ࢟ࣝྥୖࡢ༢ไ࡛⤥ࢵࣉࢆ᫂☜ࠊᗑ㛗Ⓩ⏝ヨ㦂
z 㹂♫ࡢ㸸⫋⬟ホ౯࣮ࣔࣛࣝホ౯㸦㌟ࡔࡋ࡞ࡳ➼㸧㸶௨ୖࢆ᪼⣭࣭᪼⤥ࡸ
୍㔠ᨭ⤥ࡶᫎࠊホ౯⤖ᯝࡣᚲࡎࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࢫ࢟ࣝࢵ
ࣉࡸฎ㐝ࡢ⣡ᚓᛶྥୖ⧅ࡆࡿ
z 㹃♫ࡢ㸸⮫ࢫࢱࢵࣇࡢೃ⿵⪅᭷ᩱࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇ

㸲 㠀ṇつ♫ဨࡢά⏝࣭ᇶᖿక࠺␃ពⅬ
㠀ṇつ♫ဨࡢேປົ⟶⌮ࡢᩚഛࡣࠊṇ♫ဨࡢேປົ⟶⌮ࡢ㛵ಀࢆ㓄៖ࡋ࡚タ
ィࡍࡿࠋᖹ‶ࡸࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢపୗࡢཎᅉ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࡢ࡛␃ពࡍࡿࠋ
ձṇ♫ဨྠࡌࢆ௵ࡏࡿሙྜ
 㠀ṇつ♫ဨࡣࠊṇ♫ဨࡼࡾࡶ┦ᑐⓗప࠸㈤㔠Ỉ‽࠶ࡿࡇࡀከࡃࠊྠࡌᚑ
ࡍࡿࡇࡣࠊ㈤㔠ࡸฎ㐝ࡢ‶ࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢపୗࢆ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋ
z ᩚഛࡢせⅬ㸸ṇ♫ဨ㠀ṇつ♫ဨࡢ㈤㔠ࡸฎ㐝ࡢᆒ⾮㓄៖ࡍࡿࠋ୧⪅ࡢ㈤㔠Ỵ
ᐃᇶ‽ࠊ᱁ࡅᇶ‽ࡢ⤫୍࡞ࡼࡾᩚྜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
z 㸿♫ࡢ㸸ṇ♫ဨ୍యࡢ♫ဨ༊ศไᗘ
z 㹀♫ࡢ㸸ṇ♫ဨ㈨᱁ไᗘࢆ⤫୍
ղṇ♫ဨࡢⓏ⏝ไᗘࢆタࡅࡿሙྜ
 ṇ♫ဨࡢⓏ⏝ࡣඃⰋ࡞ṇ♫ဨࡢ☜ಖⱞປࡋ࡚࠸ࡿᴗࡗ࡚᭷ຠ࡞᥇⏝᪉ἲ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
z ᩚഛࡢせⅬ㸸ົᆅࡢ㝈ᐃࠊ୍ᐃᮇ㛫ࡣ㠀ṇつ♫ဨࡋ࡚▷㛫ົࢆ㑅ᢥ࡛ࡁ
ࡿ࡞ࠕ㠀ṇつ♫ဨЍṇ♫ဨࠖࡢ୍᪉ྥࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕṇ♫ဨЍ㠀ṇつ♫ဨࠖࡢ
᪉ྥࡢ㌿ไᗘࢆタࡅࡿࡇ࡛ࠊඃⰋ࡞ேᮦࢆᘬࡁ⥆ࡁ☜ಖࡍࡿࠋ
z 㹁♫ࡢ㸸࢚ࣜ♫ဨࡢⓏ⏝ไᗘ
z 㹂♫ࡢ㸸2 ࡘࡢ࣮ࣝࢺࡼࡿⓏ⏝ไᗘ
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ճ㠀ṇつ♫ဨࡢᑵᴗࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂ
 ᴗࡀ⤒ႠⓗどⅬ࡛㠀ṇつ♫ဨᑐࡍࡿேປົ⟶⌮ࡢไᗘࢆタィࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ㠀
ṇつ♫ဨࡢᑵᴗࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊồࡵࡿேᮦせ௳ྜ⮴ࡋࡓேᮦࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡓ☜ಖ࡛ࡁࡓࡋ࡚ࡶࠊ㠀ṇつ♫ဨࡢពḧࢆ㧗ࡵࡘࡘᮇᚅࡍࡿ㈉
⊩ࢆᘬࡁฟࡍࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
z ᩚഛࡢせⅬ㸸ࢣ࣮ࢫ㸯
ᐙᗞࡢ୧❧ࢆ㔜どࡋ࡚㠀ṇつ♫ဨࡢാࡁ᪉ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
Ѝປാ㛫ࡸົᆅࡢᰂ㌾ᛶ㓄៖ࡋࡓタィࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
   㸸㹁♫ࡢࠊ㹂♫ࡢࠊ㹃♫ࡢ
z ᩚഛࡢせⅬ㸸ࢣ࣮ࢫ㸰
⬟ຊࡸᢏ⬟ࢆ㧗ࡵ࡚ᑗ᮶ⓗṇ♫ဨࡋ࡚ࡢᑵປᕼᮃࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿሙྜ
Ѝ㠀ṇつ♫ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨᶵࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊࡢ㧗ᗘࡸᩍ⫱カ⦎ࡢ
ᩚഛࢆᅗࡿࡇࡸࠊṇ♫ဨࡢ㌿ไᗘࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
   㸸㸿♫ࡢࠊ㹀♫ࡢࠊ㹂♫ࡢ


࠙ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡢ㈤㔠࣭ホ౯ไᗘࡢ⌧≧ᚋࡢྲྀ⤌ࡳࠚ
ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗࡢ㈤㔠࣭ホ౯ไᗘࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺ  ᭶ᙜ༠࡛ྲྀ
ࡾࡲࡵࡓࠕ㈤㔠ไᗘ㈤㔠Ỉ‽㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࠖࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ṇ♫ဨࡢ㈤㔠ไᗘࡘ࠸࡚ࠊ㈤㔠⾲ࡢ᭷↓ࡸබ㛤ࡢ⛬ᗘࠊࡲࡓ㈹ᨭ⤥㢠ࡢ࣮ࣝࣝࡢ
タᐃ࡞ࡣࠊୖሙᴗࡸ㒔ෆ୰ᑠᴗẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㐯Ⰽ࡞࠸ᩚഛ≧ἣ࡛࠶ࡿࡇࡀศᯒ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㠀ṇつ♫ဨࡘ࠸࡚ࡶᴫࡡྠᵝࡢ≧ἣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪉ࠊホ౯ไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊேホ౯⾲ࡢᩚഛࡸฎ㐝ࡢᫎࠊேホ౯⤖ᯝࡢࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡࡸ㠃ㄯࡢᐇ࡞ࠊ⯡ⓗ㐜ࢀࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㠀ṇつ♫ဨࡢᇶᖿࢆ
ᅗࡿሙྜࠊࡶࡋࡃࡣᇶᖿࢆᅗࡽ࡞ࡃ࡚ࡶຠᯝⓗά⏝ࡋࡓ࠸ሙྜࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶࠊ㠀ṇ
つ♫ဨࡢពḧࢆ⥔ᣢࡋ㧗ࡵࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᴗົࡢᣦ♧ࡸᣦᑟ࣭⫱ᡂᑐࡍࡿ⣡ᚓ
ᛶࠊ㢳ᐈࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁ྥୖホ౯ไᗘࡸࡑࡢ㐠⏝ࡢᩚഛࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇࡣඛ⾜
࡛ᐇドࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡾࠊᚋࡢᩚഛࡀᛴࡀࢀࡿࠋ
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ㠀ṇつ♫ဨά⏝ࡢ᥎㐍ேປົ⟶⌮ࡢᩚഛࡢᚲせᛶࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᣦࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊṇ♫ဨࡢேປົ⟶⌮ࡢᩚഛࡀ༑ศ࡛ࡣᮏᮎ㌿ಽ࠸࠼ࡿࠋṇ♫ဨࡢே
ປົ⟶⌮ࡢᩚഛࡘ࠸࡚ࡶࠕ㈤㔠ไᗘ㈤㔠Ỉ‽㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࠖࡸᮏሗ࿌ࢆཧ⪃
⮬♫ࡢ⌧≧ࢆⅬ᳨ࡋᚲせ࡞ᨵၿ࣭ᩚഛࢆᅗࡾࡘࡘࠊ㠀ṇつ♫ဨά⏝ྥࡅࡓ୍యⓗ࡞ྲྀ
⤌ࡳࢆᛕ㢌㐍ࡵࡽࢀࡓ࠸ࠋ
ᚋࡣࠊࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫᴗ࡛ࡢ㠀ṇつ♫ဨά⏝ࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ
ࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋᴗ⏺ෆ࡛ࡢ▱ぢࢆ✚ࡋࠊ┦ά⏝ࡍࡿࡇ࡛ேປົ⟶⌮ࡢᗏୖࡆ
ࢆᅗࡾࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡛ேᮦࢆចࡁࡘࡅࠊ㧗㱋⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎⱝᖺ⪅ࡗ࡚ࡶ㨩ຊⓗ࡞
⏘ᴗࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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