（５）検討会における取り組みの発表資料

＜検討会における中部圏の課題に対応した取り組みの発表資料＞

〔第２回検討会〕
○中部圏の地域⼒の持続的向上に向けて

････････････････････････

-1-

中部経済連合会
○名古屋港におけるカーボンニュートラルポート（CNP）の取組･･･

-3-

中部地⽅整備局

〔第３回検討会〕
○⾃動⾞産業の⼤改⾰を⾒据えたサプライヤーに求められる
今後の取組について
経済産業省

中部経済産業局
※本参考資料には掲載していません。

○スタートアップ・エコシステムの形成に向けて

･･･････････････

-5-

･･･････････････

-9-

名古屋市

〔第６回検討会〕
○伊那市版 ローカル GovTech の取組について
伊那市
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中期活動指針

ACTION 2025

第１章 中部圏が⽬指す将来像

中部圏の地域⼒の持続的向上に向けて

第２章 中期活動指針「ACTION2025」

“つなぎ” “引き出し” “伸ばす”

1

第１章 中部圏が⽬指す将来像

第１章 中部圏が⽬指す将来像

〔 求められる⽅向性 〕

⾼い地域⼒を誇る中部圏

⼈⼝減少への対応、東京⼀極集中の是正、
グローバル化の取り組み、国内外の地域間競争への対応
〔 中部圏のアドバンテージ 〕
リニア開業、東海環状⻄回り、セントレア⼆本⽬滑⾛路
など、交通ネットワークのさらなる充実

⾼い付加価値を
⽣み出す産業が
成⻑し続ける
圏域

中部圏が⽬指す将来像「⾼い地域⼒を誇る圏域」

◆ＤＸ・イノベーション
◆地域経済活性化
◆カーボンニュートラル

（地域⼒︓活気に溢れ、⼈を惹き付ける⼒）

多様で才能豊かな
⼈財が活躍し、
国内外から⼈を
惹き付ける
圏域
◆リカレント教育
◆教育環境の充実
◆働き⽅改⾰
◆外国⼈財の受⼊環境

連携のさらなる
活発化で持続的に
発展する
圏域
◆各地域の魅⼒向上
◆広域交通ネットワーク
◆国⼟強靱化
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第１章 中部圏が⽬指す将来像

第２章 中期活動指針「ACTION2025」

⾼い地域⼒を発揮する都市や地域の姿

・2021年からの５年間を、中部圏が国内だけでなくグロー
バルな競争に打ち勝つための「地域⼒」を⾼めていく第
⼀段階の期間と位置付け活動する。

地域の核となる
都市

豊富な⾃然を
有する地域

◆産業クラスター形成
◆研究機関の呼び込み
◆地域の⼤学との連携

◆観光・農林⽔産業の振興
◆交流・関係⼈⼝の増加
◆スマート技術の活⽤

◆対流・交流のコア機能

周辺地域との連携によって
企業や⼈の流れを呼び込む

付加価値を創出するととも
に交流・関係⼈⼝を増加

⾸都圏や国外から企業や
⼈の流れを呼び込み、
中部圏広域に効果を波及

・中経連の役割は、産学官や地域間の連携などで、圏内各
地域のステークホルダーや地域資源を「つなぎ」、その
ポテンシャルを「引き出し・伸ばし」、地域⼒を⾼める
ことである。

中⼼都市
名古屋

・この役割を果たすことで、中部圏の地域⼒が⾼まるよう、
「付加価値の創造」、「⼈財の創造」、「魅⼒溢れる圏
域の創造」の３つの「創造」を柱とし、８つの指針に基
づき、活動を展開する。

4
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－1－

３つの創造と８つの指針

中期活動指針「ACTION2025」の全体像

【指針①】コロナ禍で落ち込んだ経済の早期回復に取り組む
【指針②】⾼い付加価値を⽣み出す産業の創出・成⻑、ＤＸ
の加速に取り組む
【指針③】地域産業の⽣産性向上・イノベーションの活発化
を図り、地域経済の活性化に取り組む
【指針④】カーボンニュートラル社会の実現に向けた活動に
取り組む

【指針⑤】多様な能⼒を発揮できる⼈財の育成に取り組む
【指針⑥】働きやすく住みやすい環境の整備に取り組む

【指針⑦】広域的な視点による連携の推進、魅⼒と活⼒の
ある地域づくりに取り組む
【指針⑧】社会基盤の整備・維持による利便性向上と国⼟
強靱化に取り組む

6

7

付加価値の創造

付加価値の創造

【指針①】
コロナ禍で落ち込んだ経済の早期回復に取り組む
・会員・圏内各地域の声を踏まえた、国や⾃治体への提⾔・要請

【指針③】
地域産業の⽣産性向上・イノベーションの活発化を図り、
地域経済の活性化に取り組む

・航空機産業のダメージの回復と、将来の世界的な航空機産業クラスター化

・圏内各地域および産学官の連携の活発化による地域産業の販路拡⼤や⽣産性向上

・国内観光・インバウンド双⽅の回復局⾯での需要取り込み

・各地域の特徴や強みを活かした魅⼒ある産業と雇⽤の場の創出などによる
地域産業・地域経済の活性化

【指針②】
⾼い付加価値を⽣み出す産業の創出・成⻑、ＤＸの加速に取り組む

【指針④】
カーボンニュートラル社会の実現に向けた活動に取り組む

・ものづくりの強みを活かしたデジタルをはじめとするソフトとハードが融合した
裾野の広い産業の創出、「ことづくり」の活発化

・「Ｓ＋３Ｅ」を前提にした再⽣可能エネルギーの普及拡⼤、安全性の確保を⼤前提
にした原⼦⼒発電所の再稼働、ローカルエネルギーシステムの構築推進

・ＤＸの加速
・ナゴヤ イノベーターズ ガレージの活動充実によるイノベーションの活発化、
スタートアップ企業の創出、「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」
の活動充実

・利⽤サイドのグリーン化（電動化⾃動⾞の普及拡⼤、⽔素利⽤の促進など）をはじめ
需給両⾯での研究開発、新システム導⼊などの促進
・循環型経済社会（サーキュラーエコノミー）の形成推進
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⼈財の創造

魅⼒溢れる圏域の創造
【指針⑦】
広域的な視点による連携の推進、
魅⼒と活⼒のある地域づくりに取り組む

【指針⑤】
多様な能⼒を発揮できる⼈財の育成に取り組む
・会員⼤学に会員企業から講師を派遣する「キャリア教育共創プログラム」
の⼀層の充実

・観光、デジタルスキルの向上など、広域で共通する課題の解決

・デジタルスキルの向上をはじめ、リカレント教育の推進

・地域の特徴を活かした特⾊ある産業づくり、魅⼒と活⼒のある地域づくりに向けた
圏内各地域間の連携推進

・「中部圏戦略会議」(仮称)の設⽴などによる広域での産学官連携活動の強化

・東京⼀極集中の是正（魅⼒と活⼒のある地域づくり、中央省庁の地域への機能移管に
向けた広域⾏政機能の充実等）

【指針⑥】
働きやすく住みやすい環境の整備に取り組む

【指針⑧】
社会基盤の整備・維持による利便性向上と国⼟強靱化に取り組む

・働き⽅改⾰の推進
（新しい雇⽤システムへの移⾏、テレワーク、⼆地域居住 等）

・リニア中央新幹線の開業および開業効果の最⼤限発揮に向けた準備、中部国際空港の
⼆本⽬滑⾛路の早期整備に向けた活動、広域交通ネットワークの整備・活⽤、港湾
機能の強化、インフラの計画的な維持・更新の実現

・⼥性、外国⼈財など、多様な⼈財が活躍できる、働きやすく住みやすい
環境の整備促進

・南海トラフ地震、⾵⽔害などへのレジリエンス強化
・感染症対策も取り⼊れたＢＣＰ・ＢＣＭの普及・内容充実、国⼟強靱化税制の拡充
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２０５０年カーボンニュートラルに向けた動き

資料１－２

■ 内閣総理大臣所信表明演説（令和２年10月26日）
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す。
■ 内閣総理大臣施政方針演説（令和３年１月18日）
2050年カーボンニュートラルを宣言しました。もはや環境対策は経済の制約ではなく、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生産
性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出す、その鍵となるもの。
ＣＯＰ２６までに、意欲的な２０３０年目標を表明し、各国との連携を深めながら、世界の脱炭素化を前進させます。
■ 日米首脳共同声明（令和３年４月16日）
日米両国は、双方が世界の気温上昇を摂氏１．５度までに制限する努力及び２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロ目標と整合的
な形で、２０３０年までに確固たる気候行動を取ることにコミット した。

名古屋港における
カーボンニュートラルポート（CNP）の取組

■ 地球温暖化対策推進本部（令和３年４月22日）
2050年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指します。
さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けてまいります。このあと、気候サミットにおいて、国際社会へも表明をいたします。

《関連計画等の見直し》

《グリーン成長戦略》

令和３年７月
国土交通省 中部地方整備局

・中期：2030年度に2013年度比26%減
・長期：2050年までに80％減
★2021.11のCOP26に向け改定予定

■エネルギー基本計画の見直し
・2030年エネルギーミックスの実現
火力全体56％（77％）、原子力22～20％（6％）、
再エネ22～24％（17％） ※（2018年度）
★地球温暖化対策計画と併せ改定予定

■パリ協定長期成長戦略の見直し
・ビジネス主導の非連続なイノベーションを通じた
「環境と成長の好循環」の実現
★2050年カーボンニュートラルに伴い見直し

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

○ 令和2年12月25日に開催された成長戦略会議において「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦
略」が公表され、今後の産業として成長が期待される重要分野として、14産業につき、「実行計画」が策定された。
○ 令和３年６月２日に開催された成長戦略会議において、新たなグリーン成長戦略（案）が示された。

輸送・製造関連産業

1

CO2排出量（2019年確報値）

⑥半導体・情報通信産業

⑫住宅・建築物産業・
次世代電力マネジメント産業

②水素・燃料アンモニア産業

⑦船舶産業

⑧物流・人流・土木インフラ産業

⑬資源循環関連産業

③次世代熱エネルギー産業

⑨食料・農林水産業

⑩航空機産業

⑭ライフサイクル関連産業

CO2排出量の約6割
を占める産業の多く
は、港湾・臨海部に
立地

航空
0.4％

その他
4.9億トン
（43.8%）

総貿易量
約12億
トン

家庭・オフィス関連産業

⑤自動車・蓄電池産業

④原子力産業

総貿易量
日本の総貿易量
の99.6%は港湾
を経由

足下から2030年、
そして2050年にかけて成長分野は拡大

エネルギー関連産業

（次世代再生可能エネルギー）

（R2.12.25)
★議長：官房長官、副議長：環境大臣、総
務大臣 (第１回：R２.12、第2回：R３.４)
★環境省を中心に、国・地方が協働する
地域脱炭素ロードマップを本年夏に策定
予定
・５年の集中期間に政策を総動員（①適用
可能な最新技術でできる重点対策を全
国で実施、②先行モデルケースづくり）
（参考）ゼロカーボンシティの拡大
・東京都、京都市、横浜市を始めとする
391自治体が「2050年までにCO2排出実
質ゼロ」を表明（R3.5.28時点）

国際サプライチェーンの拠点・エネルギー拠点となる港湾

（令和３年６月２日 成長戦略会議における経済産業大臣提出資料）

①洋上風力・太陽光・地熱産業

★経産省を中心に、革新的イノベーションに関
わる重要分野について実行計画を策定（昨年
末の成長戦略会議に報告）
・「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策
＝グリーン成長戦略
・今後の産業として成長が期待され、2050年
カーボンニュートラルを目指す上で取組が不可
欠な14の重要分野において、目標、研究開発・
実証、制度整備等を盛り込んだ「実行計画」を
策定（うち、国交省関連分野は１２分野）
・高い目標にコミットする企業による長期にわた
る技術の開発・実証を２兆円の基金で支援

■国・地方脱炭素実現会議の設置

出典：社会資本整備審議会・交通政策審議会環境部会・技術部会合同グリーン社会WG（第４回）資料抜粋

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（案）

重要分野の整理図

《地域脱炭素ロードマップ》

■2050年カーボンニュートラルに伴うグ
リーン成長戦略（R2.12.25）

■地球温暖化対策計画の見直し

化学⼯業
(⽯油⽯炭製品を含む)
0.6億トン（5.0%）

海上
99.6％

計11.1億トン
出典：港湾統計（2018年）
貿易統計（2018年）

製油所・
発電所等
4.3億トン
（39.0%）

鉄鋼
1.3億トン
（12.1%）

うち、事業用発電は約4.0億トン
【内訳（港湾局推計）】
石炭
約2.3億トン
ＬＮＧ 約1.4億トン
石油等 約0.3億トン

【出典】国立環境研究所HP資料より、港湾局作成

製油所、発電所、製鉄所、化学工業は主に港湾・臨海部に立地

⑪カーボンリサイクル・マテリアル
産業

製油所

⽕⼒発電所

製鉄所

⽯油化学コンビナート

※⾼炉を所有する製鉄所のみ記載

（８）物流・人流・土木インフラ産業
①カーボンニュートラルポートの形成
カーボンニュートラルを目指す上で不可欠な重要分野である水素は、発電、運輸、産業等幅広い分野における脱炭素化に貢献できるエネルギーで
あり、国際エネルギー機関（IEA）のレポート（2019 年）では、水素の利用拡大のため、工業集積港をクリーン水素の利用拡大の中枢にすることが掲げ
られている。
我が国の輸出入の99.6％を取り扱う物流拠点であり、かつ我が国のCO2排出量の約６割を占める産業の多くが立地する産業拠点である港湾におい
て、水素・燃料アンモニア等の大量かつ安定・安価な輸入や貯蔵・配送等を図るとともに、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や臨海部産業の集
積等を通じて、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート（CNP）」を形成し、2050 年までの港湾におけるカーボンニュ
ートラル実現を目指す。
【出典】数字で見る港湾2020

2

カーボンニュートラルポート（CNP）の形成イメージ

3

カーボンニュートラルポート（CNP）検討会（令和３年1月～３月開催）
港湾

〇 水素・燃料アンモニア等の大量・安定・安価な輸入や貯蔵等を可能とする受入環境の整備
〇 脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じ、カーボンニュートラルポートの形成を推進

構成員等

小名浜港

【民間事業者 25者】 IHI,いわき小名浜ｺﾝﾃﾅｻｰﾋﾞｽ,磐城通運,岩谷産業,小名浜海陸運送,小名浜製錬,小名浜石油,
小名浜東港ﾊﾞﾙｸﾀｰﾐﾅﾙ,小名浜埠頭,ｸﾚﾊ,堺化学工業,ｻﾐｯﾄ小名浜ｴｽﾊﾟﾜｰ,三洋海運,JERA,常磐共同火力,常和運送,
東電ﾌｭｴﾙ,東邦亜鉛,常磐港運,ﾄﾖﾀ自動車,根本通商,福島臨海鉄道,三菱ｹﾐｶﾙ,三菱重工業,三菱商事
【行政機関】 東北地方整備局､福島県､いわき市､福島復興局 等
【関係団体】 NEDO,いわき商工会議所,いわきﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞﾚｰ推進機構,産業技術総合研究所 福島再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所,
福島県産業振興ｾﾝﾀｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰふくしま,福島県生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合

横浜港・
川崎港

【民間事業者 16者】 旭化成,岩谷産業,ENEOS,JFEｽﾁｰﾙ,JERA,昭和電工,住友商事,千代田化工建設,電源開発,東亜石油,
東京ｶﾞｽ,日本郵船,三井E&Sﾏｼﾅﾘｰ,ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ,横浜川崎国際港湾,横浜港埠頭
【行政機関】 関東地方整備局,横浜市,川崎市 等
【関係団体】 神奈川港運協会,神奈川倉庫協会
【有識者】 横浜国立大学大学院 教授 光島 重徳

新潟港

名古屋港
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【民間事業者 19者】 IHI,青木環境事業,ENEOS,ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｳｴｰﾊｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ,ｻﾄｳ食品,石油資源開発(JAPEX),全農ｻｲﾛ,東北電力,
新潟国際貿易ﾀｰﾐﾅﾙ,新潟石油共同備蓄,日本ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ,日本海曳船,日本海ｴﾙ･ｴﾇ･ｼﾞｰ,日本通運,富士運輸,
北越ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ,北陸ｶﾞｽ,三菱ｶﾞｽ化学,ﾘﾝｺｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
【行政機関】 北陸地方整備局,新潟県,新潟市,聖籠町,
新潟ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ拠点化･水素利活用促進協議会事務局(関東経済産業局) 等
【関係団体】 新潟県ﾄﾗｯｸ協会,新潟県商工会議所連合会
【民間事業者 17者】 出光興産,岩谷産業,JERA,住友商事,中部電力,長州産業,東邦ｶﾞｽ,ﾄﾖﾀ自動車,豊田自動織機,豊田通商,
日本ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ,日本製鉄,ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ,三井住友銀行,三菱ｹﾐｶﾙ,三菱UFJ銀行,名古屋四日市国際港湾
【行政機関】 中部地方整備局,愛知県､名古屋市､四日市市,名古屋港管理組合,四日市港管理組合 等
【関係団体】 中部経済連合会,東海倉庫協会,名古屋港運協会,名古屋商工会議所,愛知県ﾄﾗｯｸ協会

神戸港

【民間事業者 19者】 岩谷産業,大林組,川崎汽船,川崎重工業,関西電力,神戸製鋼所,ｼｪﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ,丸紅,三菱ﾊﾟﾜｰ,ENEOS,ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ,
上組,三菱ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ,商船港運,三井E&Sﾏｼﾅﾘｰ,日本郵船,商船三井,井本商運,阪神国際港湾
【行政機関】 近畿地方整備局､神戸市 等
【関係団体】兵庫県倉庫協会,兵庫県冷蔵倉庫協会,兵庫県港運協会,神戸海運貨物取扱業組合,神戸旅客船協会,兵庫県ﾄﾗｯｸ協会
【学識経験者】 神戸大学大学院 教授 小池 淳司,ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ経営士 上村 多恵子

徳山
下松港

【民間事業者 4者】 出光興産,東ｿｰ,ﾄｸﾔﾏ,岩谷産業
【行政機関】 中国地方整備局,山口県,周南市 等
【関係団体】 中国地方港運協会,中国経済連合会
【学識経験者】 山口大学大学院 教授 榊原 弘之,山口大学大学院 教授 稲葉 和也
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名古屋港カーボンニュートラルポート（CNP）検討会

名古屋港におけるCNP形成に向けた必要な基幹インフラと取組（イメージ）

○ 国土交通省では、国際物流の結節点・産業拠点となる港湾において、水素、アンモニア等の次世代エネルギーの大量輸入や貯蔵、利
活用等を図るとともに、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボン
ニュートラルポート（CNP）」の形成に取り組むこととしている。
○ 中部地方においては、港湾管理者や地元自治体、民間事業者等の参画を得て、名古屋港カーボンニュートラルポート（CNP）検討会を
立ち上げ、水素等の需要や利活用方策等について検討を実施。
○ 令和３年４月、検討会の結果として、「名古屋港におけるカーボンニュートラルポート形成に向けて」を公表。今後は、民間企業等と連携
しながら、関係者で検討を行い、2021 年からのアクションプランを作成していく。

＜検討会の概要＞

輸送車両（トラック等）のFC化

集客施設等におけるCNエネルギー
（太陽光パネル等）の活用

荷役機械等のFC化
停泊中船舶への陸上電
力供給のCN化

パイプライン
（大規模な配送・
供給に対応）

定置型燃料電池

■検討結果
ｸﾞﾘｰﾝ
水素

■開催状況
第１回 令和３年 １月２７日
第２回 令和３年 ２月２４日
第３回 令和３年 ３月３０日

水素ステーション

製鉄所における水素利用

ヤード照明、
ターミナル管理
棟のCN化

■構成員
出光興産株式会社
株式会社ＪＥＲＡ
中部電力株式会社
東邦ガス株式会社
株式会社豊田自動織機

岩谷産業株式会社
住友商事株式会社
長州産業株式会社
トヨタ自動車株式会社
豊田通商株式会社
日本エア・リキード合同会社 日本製鉄株式会社
パナソニック株式会社 株式会社三井住友銀行
三菱ケミカル株式会社 株式会社三菱UFJ銀行
一般社団法人中部経済連合会 東海倉庫協会
名古屋港運協会
名古屋商工会議所

発電所におけるゼロ
エミッション化

工場における水素利用

水素等の受入・貯蔵・配送
拠点施設

名古屋四日市国際港湾株式会社 国土交通省中部地方整備局（※）

名古屋港管理組合（※）
※事務局
出典： 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）

■オブザーバー
水素の供給

名古屋港における水素需要ポテンシャル
「名古屋港におけるカーボンニュートラルポート形成に向けて」より

6

地理院地図（電⼦国⼟Web)https://maps.gsi.go.jp/より作成

【参考】 脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化（イメージ）
世界的な脱炭素化への動きや政府方針等を踏まえ、我が国の輸出入の99.6%を取り扱い、CO2排出量の約６割を占める産業の
多くが立地する港湾において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて「カーボンニュートラルポート（CNP）」を形成し、
我が国全体の脱炭素社会の実現に貢献していく。
港湾・物流の高度化
セキュリティを確保した「非接触型」のデジタル物流システムの構築

港湾・空間の高度化
ブルーカーボン（※）生態系の活用可能性の検討

水素等の活用の検討
港湾荷役機械等への燃料電池導入、カーボン
ニュートラルな電力の活用等に取り組む。

海洋は陸域と同等量の
CO2を吸収
アマモ場 ※藻場や浅場等の海洋生態系により蓄積される炭素

自立型水素等電源

船舶への陸上電力供給の推進

洋上風力発電の導入・脱炭素化の推進（イメージ）

船舶

接岸中の船舶への
電力供給（陸電）を、
化 石 燃料 か らカ ー ボ
ンニュートラルな電力
に切り替える。

※洋上風力発電の余剰電力を
活用した水素生成も視野に検討

陸上電力
供給設備

国内海上輸送ネットワークを活用した
脱炭素化の推進

岸壁

洋上風力発電

ＬＮＧバンカリング拠点の形成

LNG燃料船 東京湾エリア
(2021年～)

洋上風力発電

ＬＮＧバンカリングのイメージ

電力
系統へ

バイオ燃料等

港湾を経由した水素・アンモニア等の利活用（製造・輸送・貯蔵・利用等）（イメージ）
※企業による水素・アンモニア等の利活用の例

バイオ燃料等

水素

資源化

水素

資源化

余剰
電力

立地産業

電力
系統へ

余剰
電力

伊勢湾・三河湾
エリア
(2020年10月～)

LNG燃料供給船

水素等

フェリー・
ＲＯＲＯ

バイオマス燃料・
ＬＮＧ・水素等の輸入

供給

ローリー・パイプライン等

バイオマス燃料・
水素・アンモニア等
を製造 【海外】

物流施設（冷凍・
冷蔵倉庫） 等

海上輸送

出典： 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）

我が国港湾にて荷揚げ・貯蔵

CNP形成に向けた取組
必要な基幹インフラ

国土交通省中部運輸局 愛知県
四日市市
名古屋市
一般社団法人愛知県トラック協会
四日市港管理組合

配送

脱炭素化に取り組む
立地企業が利活用

カーボンニュートラルの
実現に貢献
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・・・ 年間 ２３０万トン 程度
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Startup Ecosystem

Global hub city
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Startup Ecosystem

Central Japan

What’s Global hub city ?

Startup Ecosystem Consortium
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Aichi-Nagoya Startup

Important

Ecosystem Consortium

4 Concept
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Industry
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Startups

Roles
Local
Government
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NAGOYA
INNOVATOR’S GARAGE

NAGONO CAMPUS
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Startup support program by Nagoya City

20 promising startups have been selected as J-Startup CENTRAL

6 Category

J-Startup CENTRAL
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ηνʖφΠρϕڠଇࣆۂ

STEP 2

NAGOYA Movement
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STEP 1

STEP 2

STEP 3

(~2020)
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(2021~)
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TECHNOLOGY
NAGOYA
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Startup tech × Social issue

τϧηϛ
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×

Startup tech × Demonstration field
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Entrepreneurship education
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NAGOYA CONNÉCT
ۢ

ธϚηφϱɼֆ̔ࢤʀ̏̏Ͳ఼ڎఴ͠Ηͱ͏Ζ
ϗϱφϕϫήϧϞʰ9HQWXUH&DIËʱͳ࿊͢ܠɼ݆̏յ
͵͟ΫϡϱϏηͶͱϗϱφϕϫήϧϞΝࣰࢬɽ
ऀճͶଲ͢ͱόϗʖεϥϱΝਫ਼Ίड़ͨ͑ͳͤΖًۂՊ
Ώ͞Η͖ΔًۂΝࢦͤਕɼۂة୴ۂࣆوंɼ9&ʀ
&9&͵ʹ౦ࣁՊɼϱΫϣϗʖνʖɼΠέιϧϪʖ
νʖɼߨɼָंܐؖɼʹ͵ंڂݜଡ༹͵όϗʖ
νʖ͗ॄ͑ɽ



ึঁଲেं
ึ
ঁ
ଲেܨඇ

಼

༲

ʀࢤ಼Ͳوंۂ
ʀࢤ಼ͶຌऀΝ༙ͤΖ̓ޛۂ೧Ґ಼ঘंۂة
వะईඇɼઅඍඇɼਕ݇ඇɼՊͶࢩ͑ܨඇ͵ʹɼ
࣎ۂͶචགྷ͵ܨඇ

ึঁི

ึঁଲেܨඇ̏ʙ̑Ґ಼

ֻౕݸ

̏̎̎̎એԃ

21

22

ηνʖφΠρϕ࿑୕ࢩԋࣆۂ
6DOHVFKDQQHOGHYHORSPHQWVXSSRUW

ۢ

಼༲

ึঁۜझྪ

ηνʖφΠρϕ

οϡϪϱζ

ଲেۂة

ຌࢤͶຌऀؽΝ͚
ۂ೧Ґ಼ঘۂة

ຌࢤͶຌऀؽΝ͚
ۂ೧Ґ಼ঘۂة

ึঁགྷ݇

࠹ఁ౦ࣁֻຬԃ
ͯ
ྫ̒೧݆ΉͲͶ఼ڎઅ

࠹ఁ౦ࣁຬԃ
ͯ
ྫ̒೧݆ΉͲͶ఼ڎઅ
ͯ
અ఼ڎͶॊۂҽ̏໌Ґ͗ள

ଲেܨඇ

౨಼ۢښ఼ڎͶ͕͜Ζྋ͖݆̔

ึঁི

ึঁଲেܨඇ

ֻౕݸ

ݸએԃ

1$*2<$(92/9(6+3

23

1$*2<$(92/9(6)%

24

－8－



ৗਓૼਤহقটشढ़ঝ *RY7HFK ك१ঐজش

'2&80(17YHU

ড়ੈ௮भ॥থ९ش३َ॔టຏৗਓૼਤੈ৮ভُ

ॸॡঀট४شभણ৷पेॊୖੰৠभலੌतऎॉपऐञੁ্ଉ
 ڭੁ॥ॵॺওথॺ

 ڮ়ੑभలਟ൸
 گৰਠু১

ੋ৽ٷਓ্َග,R7ਤছقਸ਼ഩك+৭

َਟ॑௶ॉऩघୗध୭भऽठُق6'*Vभਠ৲ك

ٷਜَୠ,R7ড়ॿॵॺُ+ਸೇ

厕 ਸ਼ڭ +f९জগش३ঙথଡണقਫ਼ୈইख़ش६ك

ٷదਿ؞ਜੋ৽؞ਓ؞বଅઐৢ
َ५ঐॺش३ॸॕড়৴উছॵॺইज़شُ5ఃஈ

厕 ਸ਼گ 5f१شঅ५ঔॹঝன৫قઈ৷ইख़ش६ك

ੁ৴قႄઉன৫ ٔكୠ৴قன৫ ٔكড়৴قीன৫ك

گ ڰणभय़شডॻش

َঞ४জग़থ५ق୮ৡَُكग़থঃডشওথॺقཎৡَُك१५ॸॕॼঅজॸॕقਢৡُك

 ڱੁ॥থ७উॺ

,R7ؚ$,ؚ%'ಉभણ৷पेॊୠ९জগش३ঙথधਓॖঀঋش३ঙথभল

 ڲহএজ३ش

ঐথঃডشधॸॡঀট४شभ়قছ५ॺউট७५पउऐॊযभஂधકড়ౘૣ২षभ୪ك

 ڳ॥থঃॡॺ३ॸॕ

ઐৢ؞؞ੲਾॿॵॺডشॡपेॊَ৶ُऊैَৎُषभঃছॲॖ३ইॺ

॔क़ॺউॵॺ ইটش
ୖੰৠभலੌतऎॉ
१شঅ५ঔॹঝभଡണ
,R7

57

%' $,

¼

९জগش३ঙথ

ٔ

ॖঀঋش३ঙথ

ভশ

吤ग़আ९ॻشঋش५吥ऊै吤ग़অॹথ५ঋش५吥ष
టຏੁ৩ق੪॥ঐॶ +HQVOH\,QGXVWULHVLQF &22 ك吤উটॲॡॺ॔क़ॺ吥ऊै吤ঐॺॵॣشॖথ吥ष

३থॡॱথॡ

ਕഇ়ଢ଼ਚؚਕ੩ક௵ਲౌ಼৳૫ؚশॸॡঀଃ੮
ॽॵ७ॖ੦ຊଢ଼ਚؚ૦ਝੑ়ଢ଼ਚ
॥؞ॻشইज़؞ش४কঃথ

ଢ଼ਃঢ়

ਦପপؚ৾ଽોপ৾ূؚਲஞপؚ৾ਓૼ়ଢ଼ਚ
শવਦੵఐಢপ৾ૅ

੫

ॡॱؚబਗ਼ਞੵؚ९ইॺংথॡؚ१ॖक़६ڶۄۀؚ
టຏ୫ષੵॱؚढ़ঀؚরఙਂਓؚঔॿॸ؞ॡঀট४ش६
ீ༞టຏाैःद॒ऌؚ177ূমؚ-5ূমؚ८থজথ
.'',

ਓ

జभৈೡ৲ध૿ःুਂଌ
৽୭भப৲धฉ೬ৱਓ৲

୭

&2ൾলಉपेॊૉആ৲
ᄕ૩ఁপधभᅄ৲ਤষ

ୠ

ૌႧपेॊૐਃચभᒤൠ৲
؞େ؞ୢൠभੜਸ

ঢ়બਃঢ়

టຏૹੵভ৮ਚؚటຏੈੌ়ؚటຏ౫ੈੌ়
టຏଐ७থॱؚشশষؚশ৽ੈভ
শষછভ

ষ

৲पൣअ৾ૅਙ
ॽش६৲धਜ৽ાఁপ

॔ॻংॖ२ش

ଠໄਆఖਆহਜਚؚනিবহਜਚؚવਦଵ৶౧
టຏୠஷ௪ଂؚੲਾ૪৶ਤਃଡؚਦ௭়ৢਦଂ
ઇੲਾ৲ਤਃଡ

ْ५ঐॺشٓ

ْ॔ॻংথ५ॺٓ
ঽઈૡॺছॡॱش

,R7ৃ

ْ१५ॸॕॼঈঝ୭ٓ
ٳ,76قৈ২ଡ଼ઐৢ३५ॸكણ৷
॑ৢगञઐৢभਈి৲लঽଦ
१شঅ५पेॊभਹਙન৳
೫࿒ୢ

ٳગে૭ચग़ॿঝॠृشୠঐॖॡট
ॢজॵॻಉपेॊ୭भध
৲ຍಞभൾল೪
ସংॖड़ঐ५

ٳ0DD6पेॊ॔क़ॺজॳشभ
ऩেણ੍ର१شঅ५भधৈೡ
ಉभઐৢহଆૃभਤ

ঔংॖঝॡজॽॵॡ

৵ৡਗ਼

2021/09 DOCUMENT ver.2

ٳউছ५ॳॵॡृؚইॻشট५ؚ
ग़३ढ़ঝાಉपेॊ१شय़গছش
ग़॥ঀشਛधشঈওথॺᄁକ

ْॹ४ॱঝষٓ

ٳଲୗੵஙಉभड़ॺشওش३ঙথ৲ृ
ଡਛਃஓभ॥ॿॡॸॵॻ৲पेॊ
ਜ૨धષସଵ৶भ
ٳઃ਼৻ੵেਓ३५ॸभଡണप
ऐञഈૼभधઈ৷য౫भ
ਛ

ٳ೫࿒়౸पेॊऩઇਃভ
भન৳ल৾ૅ৾؞ফभ॑௭इञ
ઐણभਤ
ٳઇभੲਾ৲पेॊঽয়ऩ৾ल॑
৾ૅੇ؞൦؞ୠभরद३شঞ५
पदऌॊ୭भତ

ْ॔ওॽॸॕકٓ

ْ५ঐੵॺشٓ

প৾ ¼ ੫ ¼ ষ

ૹٳષभ৹ऊैਭିؚୟଛ৻ؚস
ৠੋऽद৴भ१উছॖॳख़شথभ
ਛ

ٳᄕ૩ृૈऎःད૩षभৌੁपेॊ
୭৳৸ؚ౺᩿ുؚবଅਘᒃ৲ष
भఞଖ
ٳभ౫৹ਪಉभௌৡೄध
ৈਙચਃ༊োಉपेॊ৽भ
૨৲؞ৈ২৲

ੴৄ

೫࿒়౸

ॻٳটشথ॑ણ৷खञৗञऩଦଛ
३५ॸभଡണधਢ૭ચऩେ
੍ରभலੌतऎॉ

ْॖথॸজ४ख़থॺઐৢٓ

ْ५ঐॺشٓقঽয়৲ك

௬ਫ਼

ْۉڸھઇٓقঽয়৲ك

ॻটشথॹজংজش

ٳ৷ਃ༊भঽઈষृෝમ؞ఇ
ಉभঽങഘॱشॹؚણ৷भ
ଵ৶ಉभૼનয়
ٳ੯ਂਹஇୠपउऐॊฌ
ঔॹঝभଡണधَ⎺ऊॊُभ
ৰਠ

ৈਙચਃ༊

厕 ਸ਼ڮ +fউছॵॺইज़شનয়قৰইख़ش६ك

fওথংشଡਛ f

ْযઠভपउऐॊୠୖٓ

॔क़ॺढ़ ५ॺॵॡ
ୠણৡभ؞ୗ
ਓણਙ৲धକയਤ

¼
ٙ

+ਝ઼

ْੌ৽ૌٓ

َటຏपেऌॊ ऒऒपථैखਢऐॊُभৰਠقম੍॑इॊঔॹঝୠଡ୳ك

ٳ
ٳষুਢऌभডথ५ॺॵউ৲ृؚ
ডথ५ड़থজشभৰਠ॑ৢगञકড়
१شঅ५भৈ২৲धਹਙ

ٳ३ख़॔জথॢग़॥ঀشभଡണಉप
ेॊৎृৃਚ॑ਖॎऩः१شঅ५
भधકॽش६षभৌૢ

ड़থছॖথક৬ୡॶ॔ش

ٳฬ؞লਓ؞थ਼৻ಉऋలਟप
ॎञॉୠदථैखਢऐैोॊ୭
भତ

ٳ
ٳঅॵॢॹॱشभણ৷पेॊੁषभ
ખृ53$؞%35ಉपेॊষઈ
भ૨৲ి؞ਫ৲

1

୧ॸঞডشॡ

੍इ়ःେ१شঅ५َॅअँःঐُॺॵॣشઈহ

५य़ش

ॻটشথ॑ઞढञৈ২९জগش३ঙথभଡണ
ঔঅজॸॕ॑ઞढञঐঝॳॱ५ॡभৰਠ
রୠ

ট
টشढ़ঝग़জ॔قಢଦଛك
ْ૬ఄवॹজংজٓش

ೄঽपेॊଓଦଛ

ିધ୧

ছথॸॕ॔ଦ
ْছ५ॺঐॖঝٓ

ଡ଼ং५पेॊోൗ
ْਫ਼ୈٓ

ૹષ๘
ॺছথ३ॵউঁঈ
ْभകٓ

ছথॸॕ॔ଦ
ْছ५ॺঐॖঝٓ

ିધ୧
ૐভਝ

ং५ॱشॼঝ

ૐভਝ

রୠ

ఖਆ૬੦ୌঝقॺشশଦଛك
ْ॔ॡ॔؞५ढ़ॖक़ख़ॖٓ

ೄঽपेॊଓଦଛ

রੱඌ

१উছॖॳख़شথਛ
ૹષ৹
؞୫મષ
؞৷හో
ڸںق१ॖॺశඞષك

ૹષງஂି؞ધ
ધ
ۋۉڶڸ؞
ॳ؞ছ३
؞ਗ਼ਵق॥شঝ७থॱكش

৻সৠੋ
؞ઠౠஷ౹
؞ॡঞ४ॵॺ

ਜ਼઼ঢ়બ

ଦقছ५ॺঐॖঝك
؞ছথॸॕ॔
؞ૐ੍ର৩

 ٳਃ৬भংش४ঙথ॔ॵউ

৸শ PP  NJৣقढ़ওছ؞ইটॺش࿌ൗك
ংজথॢৎ ীقNJ࿌ൗৎك
ਈপঌॖট ॻشNJقNJदઈ৷ك
ਈৈச২ NPKقNPKदઈ৷ك
௯சິਙ PVقPVदઈ৷ك

ۂۉۊએقఄষ൸ك

রஏਁড়ைषभଦଛ

ୟଛ
ॻ؞টشথ
؞ೄঽ
؞ଡ଼ং५

ৈ೫ય

ځໄਧય

3'%7\SH&
ୠছথॸॕ॔

ਃ৬ઽธಫ

 ٳঘॽॵॺটॻش৲धฮঃঝॳ८ش३ঙথৰਠ
้ ٳਖ਼॔উজॣش३ঙথभಎ

੫॔ছॖ॔থ५
ઈఫৢطਦ

ઈఫط

ਃ৬

ఄষଵ

ইছॖॺभభಇ

୕ৗય
ਞقఫଡ଼ك

NP

শદય
৾ଢ଼

ૹષਲ਼

ૹષିધ

དྷઠ

૬ఄवॹজংজشহ

ਞقএ ॺك
ਞقএكॺش

॥থ१ঝ

भക؞శ
NP

NP

హఖ
রஏ

॔ॡ॔५ढ़ॖक़ख़ॖহ
NP

JUDSKLF*؟RRJOH(DUWK

－9－

NP


പਣ

2

ऴोँःઐৢ१شঅ५َएॊढधॱॡ३ُشઈষহ

2021/12 DOCUMENT ver.3
ھڶपेॊਈిઈষ
ঽଦ१شঅ५ق6$96ك

१شঅ५ଡਛ

ઈষঃॱشথ

ق३५ॸ؟ઙૄভਟ३ख़॔ك

३५ॸડऋਈु૨भଐःઈষঝ॑ॺش
জ॔ঝॱॖपਖ਼खथॻছॖংشषଦਦ

ଦ॔উজ ڀ

ଭ়ઈষ

ڃൗഈଜ

॥شঝ७থॱش

५य़ش

ھڶ
ଦੑ॔ঝ०জ६قਃ༊৾ಆك

⋇ ଭਏपৌखथঽदଦ

6FHQH
ڭ

قজॡग़५ॺك

قઈষଵ৶؟టຏॣشঈঝॸঞঅ४ঙথઙૄভك

॥থ७উॺ
ٳଡ଼ং५भଭ়ਙقছॖॻ३ख़॔كधॱॡ३شभ໌ૢਙ
قड़থॹঐথॻ॑كয়खञৎृঝ॑ॺشಕखऩः
ৗઐৢ३५ॸभଡണنઐৢൠಉभન৳ه
ٳશਡपउऐॊଭఋك॔ॻشॶ॔ॻقभৰਠपेॊ
ਹ৷भਹਙध૿ೄن१شঅ५भৈ২৲ه

୮ଡ଼৺
قउஃऐ५এॵॺك

ٳैोञਯदਈপभઈଛ૨भมध૬૨भ
نઈষभ૨৲ه

ڹھढ़ॻش
༼ଡ଼৺
قঽ୧ك

؞ঋঝ३কॖথॽ३२ড
؞ःऩॸঞ३ঙॵউ
ۉڸھ؞ম
؞૽ਚ੍ؚਚ
؞టຏછை
ॽ؞३२ড %RRN&DIH

⋇ ଭਏपৌखथঽदଦ

6FHQH
ڮ

৺
৺

⋈ ষরपશभଭਏऋে
قজॡग़५ॺك
⋉ ଭ়૭౯धঝॺشગੑ

হઈઍ
ਹ৷৬௺؟হఃஈ
ৌ  
ਹ ৷ મ

ৈೡ ୃਰ ؚ૩ ুಉਚ ؚઈૡඊಅନವ
ઈૡඊಅନವ
؞ਗ਼ਵ৺ 
؞क़ख़ঈ ྼम ॣشঈঝॸঞঅ৺ 
؞૩ ྼम ઈૡඊಅନವ 

گপॹ५ॸॕॿش३ঙথ

టຏඌ
ৢુقયୠك

ઐৢ৬௺؟ग़জ॔ઈষ
ઈ ষ  া fস ໑॑ऎ
ઈষৎ ଏৎ fଏৎ
ਯ ग़জ॔ڰ
યী
ڶग़জ॔

ڷग़জ॔

ڸग़জ॔

ୢਃঢ় ৢ

ઈষય

⋈ ষরपશभଭਏऋে

ਧஐق৵ોഢ॑ऎ؞كഫਉ

ૹୠ େ

ໄਧ؞ਧႴ؞ඌਨ؞৵ોഢ
୕قৗ॑ऎূ؞كஐ

ৈ೫قఖવ॑ऎك

ৈ೫ඌ
ৢુقયୠك

ఖਆયୠ

শદ؞ৗ؞ఖવ

6FHQHڭ
େ१شঅ५

⋉ ଭ়૭౯धશગଦ

યୠ

ໄূ؞᳃ু؞ଐ

 '2&80(17YHU

⋇ ଭਏपৌखथঽदଦ

6FHQH
گ

૽ৃ ষুਢ

3

ۉڸھছॖই१এॳॺشকথॿঝଡണহق५य़شك
َॅअँःঐُॺॵॣش
ૹقષିધك

ড়৴पेॊ३५ॸো੍ର
؟ো৽ાଓஃ
ॣشঈঝॸঞঅ४ঙথ؟ਹ৷મસਬಉ

ॻটشথधॡঝঐभঁॖঈজॵॻ
पेॊૹષଦଛ१شঅ५

൨্ৢਦ௧৷ॳগشॼش
ق७ॵॺॺॵউॵॡ५ك

ૹષିધએ

؞য૿ ط

হઍ
যઠভ
যઠভपउऐॊৈೡ৲ृ॥গॽॸॕਃચৣಉभಌऩॊ
ਤষऋऔोॊরदؚઐৢൠृେൠؚஆৈೡभ੍ରपऐؚ
ॣشঈঝॸঞঅ॑ઞढञঐঝॳॱ५ॡৌૢ१شঅ५উছॵॺইज़ش
॑ଡണघॊऒधपेॉؚలਟपॎञॉථैखਢऐॊऒधभदऌॊ୭भ
ତ॑ॊ؛

ੵহાಉ

؞য૿ ૮મ

॥থ७উॺ

ୠছথॸॕ॔
ॖথॱৢॺॵॿشਦમ
؞য૿ طা

6FHQHڮ
ઐৢ१شঅ५

َएॊढधॱॡ३ُش
قଦ৺ك

ଓஃಉৌਏ੯

却 ৈೡऋႃऊैઞःຯोथःॊॸঞঅभজঔ॥থඝभापेॊ
ලऩ१شঅ५ड़شॲشभலੌतऎॉ

ઈষએ

قھڶযੵੴચكपेॊਈిઈষ
ঽଦ१شঅ५

१شঅ५

ॻ॔ॶ॔ॻش

॔
ছॖॻ३ख़॔

ोथථैघ
ੇఔऩन

fॣشঈঝॸঞঅपेॊ१شঅ५ණभଁ় f
却 ൨্ৢਦૼঁقॖঈজॵॻय़ক५ॺكपेॊઃ਼৻ॹॱشଣଛ
षभৌૢ

却 ॸঞঅਭਦમध१شঅ५મসभฐৠੋ্ૄقઠౠஷ౹كपेॊ
य़কॵ३গঞ५भৰਠ

ड़থॹঐথॻ

6FHQHگ

ੱ१شঅ५

َ௴ॊॸঞঅُ
َ௴ॊॸঞঅُऊैَઞअॸঞঅُषभঃছॲॖ३ইॺ

ਰৣभऋ਼ఝీ٭৺

ْେٓ

؞ৈೡ
ق৸਼ఝ৩ऋୃڱڲਰك
؞૩
ুقਚಉك

ْઐৢٓ

ॸঞঅએदَॅअँःঐُॺॵॣشभૹષ॑ଏরपିધघॊधؚ
্ऽदपॻটشথृছথॸॕ॔पेॉঽ୧ऽदଦଛऔोॊ؛
ॸঞঅએदَएॊढधॱॡ३ُ॑ش৺घॊधقھڶؚযੵੴચك
पेॉজ॔ঝॱॖपৃਚऽदଦऔोॊ؛

َऌङऩॿॵॺডشॡُ
ৄقஹॉك

ْੱٓ
ॸঞঅभਗ਼౺োৎृ॥গॽॸॕॳকথॿঝभଳലৎपؚ
ੇఔಉष౯નੳभওشঝऋඍऎْ؛ঔॽॱজথॢਃચٓ

॥شঝ७থॱش
॔ہছॺش৴

َଣଛُधَৢਦُभ়पेॊ
೫࿒੍ର१شঅ५

ଷଆૃऩनभञीؚइञःওॵ७ش४॑॥গॽॸॕॳকথॿঝ
भએपএॵউ॔ॵউંघॊْ؛জঐॖথॻਃચٓ
ঽே಼૩ৎपउःथ॔ہؚছॺشधभ৴पेॉؚೂৌग़জ॔ಉ
भੲਾ॑ॸঞঅએपંघॊق؛ك

ॣشঈঝॸঞঅ
ଷଆૃभିਔᄁକ
قজঐॖথॻਃચك

জঔ॥থ

ਗ਼౺ੴपेॊ౯નੳ
قঔॽॱজথॢਃચك

ق३५ॸ؟४কঃথॣشঈঝय़ক५ॺઙૄভك

－10－

4

೫࿒ୢ॑੦ೕधघॊ 吤ঔংॖঝॡজॽॵॡ吥 ଡണহ

 '2&80(17YHU

؞ଵ৶ f
ॡজॽढ़ঝঃ५भਈి৲ fଆ؞ਫ਼ਪ؞൧؞ఇ؞؞ଵ৶

ডشॡইটش

॥থ७উॺ

५य़ش

ْୠෆฐॣ॔धभੈ௮ٓ

却 ೫࿒ୢ௧৷धखथभઃ਼৻ঔঅজॸॕभ१شঅ५ঔॹঝ৲
೫࿒ୢ௧৷
৷
fَযُृَঔঀُभᄘ৬ऊैَ॥ॺُभᄘ৬ष f
ୢపડ؟॑ਚથघॊऒधऩऎؚਏऩৎपਏऩীटऐৌ੍॑௸ढथਹ৷ق३ख़॔ك
೩ડ؟ऋୠषলऌؚ૬दभ॔क़ॺজॳش१شঅ५قୢ॑كᄵਭ
却 ೨শํভभਟ॑ၯएୢ0DD6উছॵॺইज़ش
ୢਈి৲؟ඪ৲भ୰૾ఒৢؚୢध೫࿒ୢभੁॺজ॔ش४
ୢৈ২৲؟ड़থছॖথपेॊ௧ୢभਭਃভল

ਗ௴

হਏ

জইॺਃચ

௴

७ॵॸॕথॢ

ੲਾ૪৶

൧

१এॺش

却 ૬पउऐॊड़থছॖথ൧؞സఇ
૬
प
却 ୢఇષଦଛقਞৢฮभୢఇ৬௺ك
ਠ૾धୖ

قଦك

却 ୢਃঢ়षभृୄठৎऩन৽ੋ؞ମ৬૿भੜপ
ୢਃঢ়षभ
भ
却 ୢਃঢ়भုृཿਙऩୢపਂଌपൣअਭਃভभᒤൠ৲
却 ௰ਖ൧ृ༼൧ಉभୠपఞॉढञୢ१شঅ५भ৲

قଛك

৯धટ

ଵ৶

却 ཀྵँॊୢ१شঅ५भৰਠ
ཀྵँॊୢ

却 ୢపध೩એऊैभ૿ೄ
却 ୢ৽भ૨৲धਹਙभ

१شঅ५ঔॹঝ

೫࿒ୢৌႈ୰

୰

࿌ൗਃચ

fपँॊཿਙႈ೩f
ႇႌ୰ؚৈഷಓᙺؚඅؚ၌༇ؚ
౼ഷଵႈ೩ؚഉ౦৬౮ଞؚཿਙ୍൱ऩन

ৗञऩୢఇ৬௺
ْ'WR3ZLWK1ٓ

ৢਦधੲਾੵ৾भ়
ْॸঞঐॸॕॡ५ٓ

ੲਾુથॡছक़ॻ

५ॣ४গشঝଵ৶

ق,,-ਗ਼#৴൪१شঅ५ك

ۇڿقং५ঢ়ূઙૄভك
؞൧قୢజহك
؞ଦॻقছॖংؚشك

؞೩ੲਾ
؞௰ਖ੶ஈ

ர৴ੲਾ३५ॸ
>୰൧৴؞ୢ৳৴@

ఇ
ଂ

ઈষଵ৶३५ॸ

ୢఇષଦଛ
ॹ४ॱঝ৹ද
>ୢఇ৴@
൧

ਚ

ड़থছॖথ൧؞സఇ

ୢਃஓಉ

௰ਖ൧ਯೠ
قୢప૿भೄك
ୄठৎੰ
ق೩૿भೄك

قঔॿॸ؞ॡঀট४ش६ઙૄভك

قઙૄভইॕজॵউ५؞४কঃথك

ड़থছॖথസఇ

ੱ؞ਗ਼ঔॽॱش
؞ഷႇகஓ
؞ഷಓஓ
؞ঃঝ५ड़य़३ওشॱش
ॹ؞४ॱঝല൧ஓ
 ڹںڶ؞ऩन

ड़থছॖথ൧

'2&80(17YHU

উটॺ॥ঝ
ق൧ੑك

؞উটشঈੲਾभ੭
ॺ؞ছথ५টॢभ

ॸ؞ঞঅভ৮३५ॸपेॊਖ൧
؞ୢపऊै่૧పषभં
่؞૧పपेॊ൧ଓஃ੍ର

fୢపभଭैऩः൧f
قୢ0DD6ك

5

,1$५شঃشग़॥এজ५ଡണউট४ख़ॡॺق५य़شك
f୭ HFRORJ\ ध৽ੋ HFRQRP\ ऋਮखञ SROLV भৰਠ f

ॺ ٳজॵউॳख़شথ٭ঐঝॳঔॲشঝ

 ٳ$,भਃચਘ৲قਃ༊৾ಆكधઈষਈి৲भਫ਼

 ٳषभ๐ऑभ१شঅ५৲

ઈষ१شঅ५৫पऔोञষটॢಉ॑੦पؚ
ھڶभঐ३থছॽشথॢधઈষ৬௺भॉ্पणःथ
ৄઉख॑ষअ؛

࿒ബधऩॊषभৱઈဦ॑జभঊজ॥উॱش
ऊै972/ष३ইॺघॊऒधपेॉؚইঞय़३ঈঝऩ
ઈఫध॥५ॺॲक़থ॑ৰਠघॊ؛

ँैॅॊઐৢਃঢ়भଡ଼ਫ਼ดؚଭ৺৻ؚসৠੋभ
क़ख़ঈदभฐ૪৶धຠؚධ୫௴ؚಉ॑७ॵॺ
ददऌॊலੌ॑ଡണघॊ؛
ॹ ٳ४ॱঝॺছথ५ॸش३ঙথ ¼ ۍڹق५ॸش३ঙথك

⋉ 0DD6भৈ২৲

⋈ ॻটشথभঐঝॳঘش५৲

⋇ ௴0DD6भଡണ

 ٳभ(9৲

 ٳఖਆपउऐॊણ৷भਤ

&2ൾলచ॑ৢगञঽே୭षभपऐؚ
ھڶঽଦ؞ଭ়ॱॡ३شपउऐॊਗ਼ਞঽषभ
ૡఌ॑ਤीॊ؛

ଶᅡਡਫ਼ृఖਆଳषभॻটشথણ৷॑ਤीॊऒधदؚ
ਃ৬भ༎௮૨ृঋॿইॕॵॺभളಽ৲पेॉؚ
হभ॥५ॺীങ॑ॊ؛

भ।ॺشक़ख़ॖधखथभۇڿනিകभۉڸھ
জঀঋش३ঙথपेॉؚ୪২भৈःউটঔش३ঙথ
থ
॑ৰखؚୠএॸথ३কঝभਦपलणऐॊ؛

972/ৱୟଛ

३شঞ५௴

ঔংॖঝॡজॽॵॡ

ঔংॖঝ૽ਚ
ঔংॖঝਁড়ை
ঔংॖঝड़ইॕ५

एॊढधॱॡ३ش

१ॖংॿॸॕॵॡ॔؞ংॱش
ଶᅡਡਫ਼

⋊ ୢ0DD6भৈ২৲
 ٳఇදীधୠෆฐॣ॔षभఁ
జपउःथનয়खञड़থছॖথ൧भੌभরपؚ
ड़থছॖথസఇधఇදଦଛ॑ਸइॊधधुपؚ
৳ஂ؞૧ীधभ৴॑ॉؚহટ॑ৈीॊ؛
 ٳ࿌ൗୢਃஓभఁౄ
ঔংॖঝग़॥ृشঌش५ওشढ़شਫ਼ਪਃஓऩनभ
ഈୢਃஓभোपेॉؚঔংॖঝॡজॽॵॡप
उऐॊৌૢ૭ચ३شথभఁপ॑ॊ؛

⋋ ঐঝॳॱ५ॡ0DD6भଡണ
ണ
 ٳใோং५भ॥থংش४ঙথ

⋌ টॸॕॡ५पेॊঐথঃডشभ৻౹
 ٳਓஂ؞૧ীಉपउऐॊ੍ର

॥গॽॸॕং५भઈষ૬ऌৎपउःथرऩ
৷ಥपણ৷दऌॊेअؚ॑ঔॹॕই॓ॖखؚ
ୠषभ॔क़ॺজॳش१شঅ५धखथघॊ؛
 ٳষษઠृ೨ੜਤऩनभঘش५ॣش५ল
যदमਗলऋऩৈೡಉभ੍ରपऐथؚ
ষ१شঅ५ृक़ख़ঝঅشॖথॢ0DD6৷भ
१شঅ५উছॵॺইज़ش॑ଡണघॊ؛

－11－

१ॖংॿॸॕॵॡ॔؞ংॱكڶڸقشभোपेॉؚ
ृ૦ਝஂؚ૧ਠৃಉपउऐॊ৬ௌ௮भ
ೄ॑ॊ؛
 ٳ৳ૣකীपउऐॊ॥গॽॣش३ঙথ੍ର
ৈೡମ਼ఝभੜਸपेॊୠভऊैभ༧য়৲॑
ଆૃघॊञीؚ౯નੳृৄஹॉ॑ැबञভਵ
টॵॺभো॑ਤघॊ؛

6

