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情報化推進計画の
策定にあたって

計画の趣旨と策定の背景
インターネットの普及と様々な技術革新により、情報通信技術（以下「 ICT ※」という。）
は急速な発展を続けており、ここ数年、クラウドコンピューティング※技術に基づくサービ
スの拡大、ソーシャルメディア※やスマートフォンの普及等により、市民生活の多くの場面
で ICT ※を活用し、その利便性を享受できるようになってきています。
一方で、人口減少社会が現実のものとなり、更に少子高齢化の進展、自然災害の激甚
化、社会資本の老朽化、厳しい財政状況等、本市を取り巻く課題は山積しています。
本市が、このような状況に対応していくためには、高度な ICT ※の有効活用により、市
民や来訪者の誰もが安心して情報やサービスを利用できるまちづくりを進めるとともに、
行政事務の効率化による市民サービスの向上を推進することが求められています。
本市では、ICT ※を有効活用した質の高い市民サービスの提供と、より効率的・効果的
な行政運営を図るため、
「亀岡市情報化推進計画」
（以下「本計画」という。
）を策定し、
情報化施策を計画的に推進します。

■ 市民生活を取り巻くICT

本文中の「※」のついている用語については、資料編の「用語の解説」にて説明をしています。
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計画の位置付け

情報化推進計画の策定にあたって

2

本市では、平成 23 年（ 2011 年）1 月に「第 4 次亀岡市総合計画～夢ビジョン～」
（以
下「総合計画」という。
）を策定し、
「水・緑・文化が織りなす

笑顔と共生のまち

かめ

おか～セーフコミュニティの推進とにぎわいのまちづくり～」を目指す都市像として、市政
を進めてきています。
本計画は、総合計画を上位の計画として、将来の都市像を実現するための施策を情報
化の視点からとらえた実施計画であり、基本計画と行動計画（アクションプラン）で構成
されます。
■ 計画の位置付け
第4次亀岡市総合計画
～夢ビジョン～
亀岡市行財政改革大綱
（2015－2019）
（平成27年3月）

整合
亀岡市情報化推進計画
連携

亀岡市行財政改革大綱
実施計画

【基本計画】

継承

亀岡市地域情報化実施計画
－かめおかe-プラン21－
（平成14年1月）
亀岡市情報化基本計画書
（平成20年1月）

【行動計画】

反映

社会、国・府の I C T ※に関する動向、市の状況、市民の要望

3

計画の期間
本計画の計画期間は、第 4 次亀岡市総合計画の後期基本計画と整合させた平成 28
年度（ 2016 年度）から平成 32 年度（ 2020 年度）までの 5 年間とします。
■ 計画期間
期 間

計 画

平成23年
（2011年）

・・・

基 本

第4次亀岡市総合計画
前期基本計画

亀岡市情報化推進計画

平成27年度
平成28年度
（2015年度） （2016年度）

・・・

平成32年度
（2020年度）

構 想
後期基本計画

情報化推進計画

亀岡市情報化推進計画
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亀岡市を取り巻く
情報政策の動向

国における情報政策の動向
（ 1）国の電子自治体への取組み
国における IT 戦略として、平成 13 年（ 2001 年）1 月施行の「高度情報通信ネット…
ワーク形成基本法」
（ IT 基本法）に基づき設置された「高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部」において、
「e －Japan 戦略」が策定されました。
「e －Japan 戦略」では、
「 2005 年までに世界最先端の IT 国家となる」を目標に、ブロードバンド※回線の普及等
のインフラ※面や技術面を中心に推進されました。
平成 15 年（2003 年）7 月策定の「e －Japan 戦略Ⅱ」では、
「IT のインフラ※基盤整備」
から「ITの利活用」に重点をシフトさせました。さらに平成 18 年（2006 年）1月策定の「IT
新改革戦略」では、
「世界一便利で効率的な電子行政」を実現することを目標に掲げ、…
「e －Japan 戦略」から一歩踏み込み、日本の社会的な課題を改革するため、
「 IT による
構造改革」が打ち出されました。
平成 25 年（ 2013 年）6 月には、
「 2020 年までに世界最高水準の IT 利活用社会を実
現する」とする「世界最先端 IT 国家創造宣言」
（以下「創造宣言」という。
）が策定され、
その後、急速に進展するモノのインターネット（ IoT ※）や人工知能※等によるデジタル化
の変化を踏まえ、平成 27 年（ 2015 年）6 月に改訂版が閣議決定されました。
■ 国の IT 戦略の歩み

出典：総務省「我が国の IT 戦略と電子自治体の展開」
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（ 2）自治体クラウドの推進
総務省は、
「創造宣言」の閣議決定や地方公共団体を取り巻く環境の変化等を踏まえ、
自治体クラウド※の導入をはじめとした地方公共団体の電子自治体に係る取り組みを一層
促進することを目的として、平成 26 年（ 2014 年）3 月に「電子自治体の取組みを加速す
る 10 の指針」
（以下「 10 の指針」という。
）を公表しました。
総務省はこれまで、電子自治体の取り組みを推進するため、平成 15 年（ 2003 年）8
月に「電子自治体推進指針」
（平成 18 年（ 2006 年）7 月一部改訂）
、平成 19 年（ 2007
年）3 月に「新電子自治体推進方針」を策定してきました。
これまでの指針が、ICT ※の進展や動向について広く地方公共団体に情報提供すること
を目的の一つとしていたのに対し、
「 10 の指針」は、社会保障・税番号制度※の導入にあ
わせた自治体クラウド※導入の加速を最優先課題と位置付け、行政情報システムの改革に
関して、地方公共団体に期待される具体的な取り組みを提示することに重点が置かれてい
ます。
「 10 の指針」は、現状・課題、地方公共団体に期待される取り組み、総務省等の施
策について記述されています。
■「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」概要

出典：
「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」
（総務省自治行政局地域情報化推進室）

亀岡市情報化推進計画
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（ 3）社会保障・税番号制度への対応
平成 25 年（ 2013 年）5 月に社会保障・税番号制度関連法案が可決されました。社
会保障・税番号制度※（以下「番号制度」という。
）とは、国民一人一人が唯一無二の 12
桁の個人番号（マイナンバー）を持つことにより、社会保障と税制度における効率性、透
明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するための社会基盤です。
番号制度により、住民が各種申請を行う際に、窓口で提出する書類が簡素化されるな
どの住民の負担が軽減されます。
■ マイナンバーカード（個人番号カード）のメリット

出典：内閣官房「マイナンバー制度の概要と最新動向について（ H27.6.16 講演資料）」より編集
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更に自分の特定個人情報（個人番号や個人番号に対応する符号をその内容に含む個人
情報）について、誰が、いつ、なぜ提供したのかを個人が自宅等で確認ができる機能や、
行政機関から情報提供を受けて手続きが行える機能を持った「情報提供等記録開示シス
テム」
（マイナポータル）の運用が予定されており、国民の利便性の一層の向上が期待さ
れています。
■ マイナポータル活用のイメージ

出典：内閣官房「マイナンバー制度の概要と最新動向について」
（ H27.6.16 講演資料）より編集

平成 27 年（ 2015 年）10 月から住民票の住所に個人番号（マイナンバー）の通知が開
始されました。国の示すロードマップ ※では、平成 28 年（ 2016 年）1 月から希望する方
へのマイナンバーカード（個人番号カード）の交付や、個人番号（マイナンバー）の利用開始
が始まっています。また、平成 29 年（ 2017 年）1 月からは国等の情報連携が始まり、7
月からは地方公共団体間の情報連携が開始されます。
■ 番号制度対応のロードマップ ※（案）
平成２５年
（２０１３年）

平成２６年
（２０１４年）

平成２７年
（２０１５年）
H27/10

政省令等の整備、特定個人情報保護評価
住民への説明会・周知等

平成２８年
（２０１６年）

H28/1

番号
通知

平成２９年
（２０１７年）

個人番号カードの交付
個人番号の利用開始
H29/1

条例見直し等の実施・特定個人情報保護評価の実施・影響度調査・
システム整備・庁内ネットワークの整備等・団体内の連携テスト

情報提供ネットワーク
システム※およびマイナ
ポータルの運用開始

H29/7
地方公共団体
の連携開始

出典：内閣官房「番号制度の概要」
（平成 26 年 2 月）より編集

亀岡市情報化推進計画
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（ 4）オープンデータへの取組み
オープンデータ※とは、従来の情報公開とは異なり、公共機関が保有するデータを「機械
判読に適した形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり、
「人手
を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」のことを言います。
政府の IT 総合戦略本部において、平成 24 年（ 2012 年）7 月に公共データの活用促
進に集中的に取り組むための戦略として、
「電子行政オープンデータ※戦略」が策定されま
した。取り組み対象とする公共データは、政府が保有するデータについて率先して取り組
みを推進し、独立行政法人、地方公共団体、公営企業の取り組みに波及させていくもの
とされています。
行政においては、オープンデータ※を利活用することにより、新たな価値・サービスを創
出するのみならず、行政経営の健全化を促進するものとしての効果が期待されています。

■ 自治体におけるオープンデータの取り組み事例
【自治体独自のオープンデータカタログサイトを整備】
自治体

取り組みの概要

福井県鯖江市
（データシティ鯖江）

市内のトイレ情報、災害時の避難所、AED ※（自動体外式除細動
器）等を公開

静岡県
（ふじのくにオープン
データカタログ）

都道府県では初となるオープンデータカタログサイト※を開設
防災、観光（富士山等）等 31 のデータを掲載

神奈川県横浜市
（よこはまオープン
データカタログ）

“ International Open Data Day in Japan（
”2013 年 2 月開催）
※
※
のハッカソン において、オープンデータ ポータルサイト※を開発

北海道室蘭市
（むろらんオープン
データライブラリ）

市のオープンデータカタログサイト※ において、防災、生活関連
等の公共データを CSV 形式 ※ や Shape 形式 ※（ GIS ※ 用）等で
公開

【データ活用の取り組みを推進】
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自治体

取り組みの概要

武雄市、千葉市、
奈良市、福岡市
（ビッグデータ・オー
プンデータ活用推進
協議会）

4 つの自治体が中心となり、アイデアソン※やシンポジウムの開催
を通じ、公共データなどの活用について検討・推進を行っている
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（ 1）
「明日の京都」中期計画
平成 27 年（ 2015 年）4 月に改訂され、平成 31 年（ 2019 年）3 月までの京都府の基
本戦略である「明日の京都」中期計画では、京都府情報政策の基本目標と具体方策につ
いて、次のように記述されています。
■「明日の京都」基本目標と対応方向及び具体方策

基本目標と対応方向
▶ 府域全体で ICT ※ の利活用が進み、いつでも、どこでも、だれでもが

ICT ※の利便性を享受できる高度なネットワーク社会にふさわしい ICT ※
環境の整備や利活用を推進

具体方策
▶ いつでも、どこでも、だれもが情報を取得・発信し、交流が図ることが

できるように、NPO 等との協働による地域に根ざした支援等を通じて
ICT ※を活用しやすい環境づくりを進めます。
▶ 環境・エネルギー、健康・医療等の様々な分野で、最新の ICT ※を積極

的かつ適切に取り入れながら、産学公連携で ICT ※利活用の取り組みを
進めます。
▶ SNS ※（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用した政策形成

段階からの府民参加やスマートフォンアプリによる防災情報等の迅速な
共有を進めます。

亀岡市情報化推進計画
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（ 2）京都府スマート情報化プラン
平成 24 年度（ 2012 年度）から「 ICT ※を活用して新たな時代に即した行政スタイルを
構築し、更なる府民満足度最大化の実現」をはじめとした「京都府スマート情報化プラン」
の策定が進められています。
本プラン策 定に向けては 、SNS ※（ ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の
Facebook を活用した「京都府スマートミーティング」を設置し、政策形成段階から府民
の意見を募集し、府民との情報共有を図りながら進められています。

■「京都府スマート情報化プラン」の年度ごとのテーマと代表的施策
年度

テーマ

代表的施策

平成 24 年度
（ 2012 年度）

ＩＣＴ※ を活 用して新 「府政情報“京”有プロジェクト（仮称）」の導
入（京都府オープンガバメントプロジェクト）
たな 時 代に即した行
政スタイルを構築し、
更なる府民 満足 最 大
化を実現

平成 25 年度
（ 2013 年度）

より確 かな 安 心・安
全を支える情 報 通信
基盤の整備

■ 大規模 災害等に備え Wi-Fi

※

環境を府立高

等学校等に整備
■ 災害発生時に迅速な被災者支援業務を可能

とするシステム群の整備
平成 26 年度
（2014 年度）

府民 ニーズに 迅 速に
応える府庁づくり

※

■ モバイル

環境を活用し、現地現場での職員
の問題解決能力の向上を実現
※

■ モバイル

環境を活用し、被災時でも府の行
政機能を維持でき、職員が能力を最大限発
揮可能な業務継続体制の実現

平成 27 年度
（ 2015 年度）

府民サービスの 持 続
的向 上を実 現する府
庁づくり

■ モバイル端 末

のさらなる導入による府民
サービスの持続的向上
※

■ テレワーク
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※

が実施可能なＩＣＴ※環境の整備

第２章
亀岡市を取り巻く情報政策の動向

（ 3）
「京都デジタル疏水ネットワーク」の整備
京都府では、平成 15 年度（ 2003 年度）京都府域を結ぶ高度情報通信基盤「京都デ
ジタル疏水ネットワーク」
（以下「デジタル疏水」という。
）の本格運用を開始しました。
デジタル疏水は、平成 21 年度（ 2009 年度）に防災機関等重要な拠点間を光回線によ
る二重化を整備することで信頼性を大幅に向上させ、平成 26 年度（ 2014 年度）には最
新の技術を取り入れた機器に更新し、更なる信頼性の向上を図りました。
デジタル疏水は、行政・防災・教育分野の
京都府及び府内市町村の業務推進の情報基

■ 京都デジタル疏水ネットワーク

盤となっています。行政分野では府、市町村、
国を接続する「総合行政ネットワーク」として
活用し、京都府・市町村共同利用システムの
インフラ※としても活用されています。

（ 4）自治体クラウドへの取組み
平成 16 年（ 2004 年）6 月に京都府及び府内全市町村で構成する「京都府 ･ 市町村行
財政連携推進会議」が設置され、府及び市町村で共同開発 ･ 共同利用できるシステムを
合意し、その実行組織として平成 17 年（ 2005 年）4 月に設立された「京都府自治体情
報化推進協議会」
（以下「推進協議会」という。
）により、システムの共同開発 ･ 共同利
用を推進しています。
平成 18 年（ 2006 年）1 月からは、推進協議会による各種業務支援システムの共同開
発に着手しています。
（文書管理システム、統合型地理情報システム（ GIS ※）
、共同電子
窓口サービス（施設案内予約・電子申請等）
）
「市町村基幹業務支援システム」
（ ASP ※方式）については、自治体クラウド※として平成
20 年（2008 年）4月から住民記録・税業務系システムの本稼働が始まり、平成 22 年（2010
年）4 月から福祉業務系システムの運用を開始しています。
今後、更なる業務共同化の取り組みを進める予定です。

亀岡市情報化推進計画
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ICT（情報通信技術）を
取り巻く状況

最近の ICT（情報通信技術）の活用動向
ICT ※の急速な進化に代表されるスマートフォン、タブレット端末※の普及とソーシャル…
メディア※の発展、それを基盤として支えるクラウド※などの普及・拡大は住民のライフスタイル、
ワークスタイルに大きな変化をもたらしています。
行政分野では番号制度の導入とともに、事務の効率化を目的とした ICT ※利活用の取り
組みが進んでいるとともに、市民に公共サービスや政策決定に参加してもらう市民協働の
新たな動きとあわせて、市の保有するデータを二次加工が可能な形で公開するオープン
データ※・ビッグデータ※を活用した政策展開が始まっています。
このようなオープンデータ※・ビッグデータ※の活用により住民サービスの向上、新産業
の創出機会を生み出すことが期待されています。
情報通信白書等の市場分析から見ても、
① モバイル※環境の発展・整備
② オープンデータ※・ビッグデータ※の活用の拡大
③ 災害や事故等に強く事務の効率化を実現する ICT ※基盤
の 3 分野は、市民や自治体の情報化推進に対して特に影響度が高いと思われます。
■ ICT の活用動向
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第３章

新しい ICT（情報通信技術）の動向

ＩＣＴ（情報通信技術）を取り巻く状況

2

（ 1）モバイル環境の発展・整備
●モバイル機器の普及
移動通信技術の飛躍的な進歩とスマートフォンやタブレット端末※の急速な普及に
より、いつでも、どこでも手軽にインターネットに接続する環境が整備され、ライフ
スタイルやワークスタイルに大きな変化をもたらしています。自治体においても、迅速
な情報発信と利便性の高い行政サービスの提供がますます重要になっています。

●ソーシャルメディアの発展
ソーシャルメディア※とは、インターネット上で利用者が自由に情報を発信するとと
もに、利用者間のコミュニケーションを促進するブログ、SNS ※、動画共有サイト等
を総称する用語で、モバイル端末※の普及と、様々なソーシャルメディア※が開発・提
供され、利用者の拡大によりますます社会的影響力が強まっていくものと考えられま
す。

亀岡市情報化推進計画
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●無線 LAN（ Wi-Fi）の整備
無線でネットワークに接続する技術により、インターネット事業者が屋外に Wi-Fi ※
を設置している無線 LAN ※スポットを利用して、高速のインターネットサービスが利
用できます。モバイル機器※の普及、ソーシャルメディア※の発展にあわせて、Wi-Fi ※
の整備が求められています。

出典：ICT 総研

公衆無線 LAN サービス市場に関する需要予測（平成 23 年 9 月 8 日発表）

●デジタルサイネージ
屋外・店頭・公共空間・交通機関等で、ネットワークに接続したディスプレイなど
の電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称で、観光案内、施設の
案内、防災情報の提供等で活用され、新しいコミュニケーションツールとして注目が
高まっています。

デジタルサイネージ利用シーン
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（ 2）オープンデータ・ビッグデータ活用の拡大
●オープンデータへの取り組み状況
行政のオープンデータ※ 政策の目的としては、住民参加や官民協働の推進、経済
の活性化、行政の効率化が進むことが期待されています。地方公共団体における…
オープンデータ※の取り組み状況については、都道府県における取り組みの進展度合
いが高く、一部の先行自治体を除き、市区町村での取り組みはこれからの状況にあ
ります。

●ビッグデータの活用
ICT ※の急速な進展により多量に生成されるデータ（ビッグデータ※）を高速で分析・
解析して新たなビジネスを創造する動きが活発になっています。行政においても、…
政府はビッグデータ※ 活用による競争力強化に向けて、各自治体に「データ分析官」
を配置して、企業の取引データをベースに地域経済の現状を分析し、経済政策や人
口減少対策の立案に生かす取り組みを始めています。
● G 空間情報を対象としたオープンデータ・ビッグデータの展開
ビッグデータ※の中には、人や物の位置に関連づけられた情報（ G 空間情報）も
含まれており、総務省では G 空間情報と GIS ※（地理情報システム）を活用して新た
な産業・サービスの創出による経済の再生、防災システム、地域の活性化につなげ
る検討が進められています。

亀岡市情報化推進計画
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●ガバメント 2.0
行政が保有しているデータを、再利用しやすい形で公開して民間が利用し、住民
の力を行政サービスに活かしたり、住民が政策決定に参加したりする取り組みです。
例えば、市民が道路施設の破損といった地域の問題をスマートフォンで撮影し、専用
のアプリなどで行政に送信・報告します。行政は、報告を受けて解決に動きます。こ
のように最新のテクノロジーを使って、市民に公共サービスや政策決定に参加しても
らう市民協働の仕組み等の概念を言います。

（ 3）災害・事故等に強く事務の効率化を実現する ICT 基盤
●クラウドコンピューティング技術の進展
自前でハードウェアやソフトウェアの情報資産を保有せず、ネットワークで必要な
時に、必要な機能だけを利用するクラウドサービス※が各分野・業種で進展しています。
総務省が実施した、
「第 3 回「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」…
フォローアップ検討会」の資料では、平成 26 年 4 月 1 日時点の地方公共団体にお
ける自治体クラウド※の導入率は 12％となっていますが、次期更新時では 34％に達
するとされており、単独クラウド※も含めると 60％を超える地方公共団体がクラウド※
に取り組む見込みとなっています。
■ 自治体におけるクラウドサービス導入状況

出典：第 3 回「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」フォローアップ検討会（平成 27 年 2 月 24 日）
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●仮想化技術
1 台の物理サーバ※を複数台の論理サーバ※ に分割して利用する技術で、ハード…
ウェアの資源の集約化によるコスト削減、省エネ・省スペース化、運用効率化・運用
負荷の軽減、サーバ※環境の信頼性・可用性の向上等が図られます。

出典：IDC Japan（平成 26 年 1 月 15 日）

●共通基盤
共通基盤とは、各業務システムで共通的に利用する機能（システム間連携機能、…
統合データベース、運用管理機能等）を統合し、開発・運用の生産性を向上させる
仕組みです。総務省では、
（財）全国地域情報化推進協議会と連携し、ベンダー※に
依存しない共通基盤の仕様を「地域情報プラットフォーム標準仕様」として制定し、
普及を推進しています。
■ 地域情報プラットフォームの導入効果（庁内業務の最適化）

出典：全国地域情報化推進協議会（平成 25 年）より編集

亀岡市情報化推進計画
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亀岡市における
情報化の現状とニーズ

亀岡市における情報化の現状
（ 1）情報化の経緯
本市においては、地域イントラネット※の整備、電子市役所の構築、市町村基幹業務
支援システムの導入及び教育現場における ICT ※環境の整備を積極的に進めてきており、
ICT ※環境における一定のインフラ※基盤が整ってきています。
■ 情報化への取り組み経緯
取組み内容
地 域 イント
ラネット※ の
整備

電子市役所
の構築

市町村基幹
業務支援
システム の
導入

教育現場に
おける
ICT ※環境の
整備
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概

要

平成 12 年度（ 2000 年度）電気通信格差是正事業により、小・中学校を
はじめ主要行政 施設、各町自治会事務所を光ファイバーで結ぶイントラ
ネット※整備に着手、平成 14 年（ 2002 年）1 月から運用を開始
■ 平成 22 年度（ 2010 年度）東・西別院町及び畑野町の一部地域における
ブロードバンド※・ゼロ解消事業により、亀岡市全域での光ブロードバンド※
接続による高速インターネット基盤を整備

■

平成 14 年（ 2002 年）1 月策定の「かめおか e －プラン 21【亀岡市地域
情報化実施計画】」に基づき、ホームページにおける各種電子申請書類の
ダウンロードサービスや公共施設利用の空き情報サービスを開始
■ 総 合 行 政 情 報システム（ ADVANCE ）の 構 築、総 合 行 政ネットワーク
（ LGWAN）への接続、パソコンの一人一台化等
■

平成 25 年度（ 2013 年度）から総合行政情報システムを汎用機から「京
都府自治体情報化推進協議会」において共同開発された、市町村基幹業
務支援システムに刷新するためのシステム整備に着手、平成 27 年（2015
年）9 月から本格的な運用を開始
■「市町村基幹業務支援システム」
（ ASP ※方式）は、京都府下導入市町村
による割り勘効果により、制度改正対応等、運用及び保守経費の削減、
災害時の安全性及び信頼性の向上等の自治体クラウド※効果を享受
■

平成 11 年度（1999 年度）から市立小学校にパソコンルームを整備し、
教育用パソコンを導入
■ 平成 13 年度（ 2001 年度）から市立中学校にパソコンルームを整備し、
教育用パソコンを導入
※
■ 平成 21 年度（ 2009 年度）から小・中学校に電子黒板 を導入するとと
もに、小・中学校、市立幼稚園、中央公民館にデジタルテレビを配置。
また、教職員の校務用パソコンを 1 人 1 台配備し、平成 22 年度（ 2010
年度）から運用を開始
■ 平成 25 年度（ 2013 年度）から小学校教育用パソコンの更新に伴い、タ
ブレット端末※を導入。また、平成 27 年度（ 2015 年度）に中学校教育
用パソコンの更新に伴い、タブレット端末※を導入するとともに、デジタル
教科書※を導入
■

第４章
亀岡市における情報化の現状とニーズ

（ 2）情報化の現状
現在稼働している「行政情報システム」及び「市民に対して情報提供等を行う情報シス
テム」を次に示します。
■ 行政情報システム
システム分類
基幹業務系システム

内部情報系システム

主なシステム名
市町村基幹業務支援システム
・住記・税系（住民記録、個人住民税等）
・福祉系（介護保険、児童扶養手当等）
市町村基幹業務支援システム以外の個別システム
（健康管理システム、生活保護システム、就学システム等）
文書管理システム、財務会計システム、
人事管理・給与計算システム等

■ 市民に対して情報提供等を行う情報システム
システム分類

システム名
電子申込みサービス（電子申請システム）

京都府・市町村共同
システム

スポーツ施設等の空き情報（公共施設案内予約システム）
地図情報検索システム（統合型地理情報システム）
図書館蔵書検索及びインターネット予約システム

業務・情報提供
サービス等

証明書自動交付機（住民票・印鑑証明）
例規データベースシステム
亀岡市気象情報システム

個 別 シ ス テ ム

メール配信

メール情報配信サービス（防災情報亀岡メール、学校安全メール）
議会映像のインターネット配信

議会情報公開

会議録検索システム
議会 Facebook
亀岡市ホームページ
亀岡市公式 Facebook

広

報

明智かめまる Facebook
「ｉ広報紙」
（スマートフォンアプリ※）
亀岡市動画チャンネル（ YouTube）

Ｗｉ－Ｆｉ※環境

Wi-Fi ※スポット設置
（市庁舎１階：docomoWi-Fi、ソフトバンク Wi-Fi ）

亀岡市情報化推進計画
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（ 3）市民ニーズ
市民の情報化の現状を的確に捉えるために、情報通信サービスやインターネットの利
用状況、情報化施策等を調査することにより、計画策定における方針や方向性を検討す
るための基礎資料とすることを目的として、郵送及び Web によるアンケート調査を実施し
ました。アンケートの内容を抜粋して記載します。
対象者

：亀岡市民（住民基本台帳から無作為に抽出）

対象年齢

：18 歳以上

調査期間

：平成 27 年 9 月 10 日（火）～ 9 月 25 日（金）

調査対象数

：1,000 通発送（郵送による配布・回収）及び Web による回答

回答数

：郵送 515 件、Web による回答 86 件

【回答者の年齢】
アンケートの回答者は、60 歳代、70 歳代の割合が合わせて 47.4％と高く、次に 40
歳代の割合が高くなっています。
このことから、アンケートの各項目の集計結果の分析には、60 歳代以上の市民の意見
が多くを占めていることを考慮する必要があります。
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【インターネットの利用状況】
インターネットを利用していると回答した人は、有効回答者数 578 人中 456 人で 78.9％
でした。そのうち、具体的に利用する機器について複数回答方式で調査した結果、
「パソ
コン」を利用しているという回答が 32.1％と多く、次に「スマートフォン」が 24.9％、
「タ
ブレット端末※」が 13.0％、
「携帯電話」が 12.9％となっています。

（有効回答数：1,068

郵送：950

Web：118）

【興味のある情報】
興味のある情報について複数回答方式で調査した結果、
「生活情報」という回答が
20.8％と多く、次に「防災・気象情報」が 17.3％、
「医療・保健情報」が 14.9％となって
います。

（有効回答数：1,675

郵送：1,368

Web：307 ）

亀岡市情報化推進計画

21

【市の提供するサービスの利用状況】
亀岡市が提供・実施している電子サービス及び情報サービスを利用したことがあると回
答した人は有効回答者数 513 人中 296 人で 57.7％でした。そのうち、利用したことがあ
るサービスについて複数回答方式で調査した結果、
「証明書自動交付機」の回答が 30.5
％と多く、次に「メール情報配信サービス」が 17.4％、
「亀岡市気象情報システム」が
13.9％となっています。

（有効回答数：604

郵送：408

Web：196）

【 ICT を使って実現して欲しいサービス】
ICT ※を使って実現して欲しいサービスについて調査した結果、
「ある」と回答した人は
有効回答者数 508 人中 359 人で 70.7％でした。そのうち具体的に ICT を使って実現して
欲しいサービスについて複数回答方式で調査した結果、
「住民票などの証明書をコンビニ
で取得できるようにする」の回答が 19.6％と多く、休日や時間外での利用の要望が高いこ
とがうかがえます。また、
「防災情報のメール発信、安否確認などの防災サービス」が
14.3％、
「地図情報を活用した AED ※ 設置場所、避難所、避難ルート、応急給水地点、
災害時要配慮者情報、ハザードマップ※などの防災情報の案内」が 13.9％となっており、
安全・安心に対して高い関心があることがうかがえます。
0%

5%

10%

15%

インターネットから電子申請サービスなどにより手続きを簡単にする
住民票などの証明書をコンビニで取得できるようにする（コンビニ交付）

10.6%

インターネットから公共料金の支払いができるようにする

5.0%

地図情報を活用した公共施設情報や観光施設情報の案内

6.9%

地図情報を活用したAED設置場所、避難ルートなどの防災情報の案内

13.9%

防災情報のメール発信、安否確認などの防災サービス

14.3%

スマートデバイスを使った市民協働のサービス

3.0%

公衆無線LAN（フリーWi-Fiの設置）の充実

9.5%
1.3%

マイナンバー（マイポータル）を活用したサービス
その他

2.7%
0.9%

（有効回答数：1,078
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25%

19.6%

公共料金の支払いをカードで決済できるようにする

オープンデータ・ビックデータを活用したサービス

20%

12.4%

郵送：852

Web：226）
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（ 4）職員ニーズ
庁内情報化の現状を適確に捉えるために、情報通信サービスや環境に対する庁内ニーズ、
情報化に対する意識調査を実施することにより、計画策定における方針や方向性を検討
するための基礎資料とすることを目的として、Web によるアンケート調査を実施しました。
対象者

：業務でパソコンを利用している亀岡市職員 607 名

調査期間

：平成 27 年 10 月 7 日（水）～ 10 月 21 日（水）

回収数

：67 件

【情報化の推進が効果的な分野】
情報化の推進が効果的な分野について、
「防災・気象・災害情報」の回答が 25.2％と
多く、次に「各種申請・行政手続き情報」が 15.0％、
「観光・レジャーなどのイベント情報」
が 14.0％となっています。
市民アンケートにおいても、実現して欲しいサービスで「住民票などの証明書をコンビニ
で取得できるようにする（コンビニ交付）
」
「防災情報のメール発信、安否確認などの防災
サービス」
「地図情報を活用した AED ※設置場所、避難所、避難ルート、応急給水地点、
災害時要配慮者情報、ハザードマップ※などの防災情報の案内」の意見が多かったことか
ら、職員が効果的と考える内容と、市民が実施して欲しい内容が同じ方向性を示す結果
となっています。

（有効回答数：214）

亀岡市情報化推進計画
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【優先して行うべき情報化施策】
優先して行うべき情報化施策については、
「質の高い市民サービスの提供に関する取組」
「災害対策に必要な ICT ※基盤を整備する取組」の回答が 28.4％と多く、次に「庁内業務
システムの最適化に関する取組」が 17.9％、
「行政運営の効率化に関する取組」が 14.9
％となっています。
効果的な分野の回答結果と同様の取り組みが、優先すべき取り組みの回答となっている
ことがうかがえます。

（有効回答数：67 ）

【オープンデータの取り組みの必要性】
オープンデータ※ の活用等のサービス提供については、
「必要だと思う」との回答が
64.2％となっており、多くの職員が必要だと感じていることがうかがえます。
しかし、市民アンケートの「 ICT ※を使って実現して欲しいサービス」において、
「オープ
ンデータ※・ビッグデータ※を活用したサービス」の実現についての回答はあまり高くなく、
職員が必要と考えるほど市民の要望が高くはない結果となっています。
オープンデータ※を活用した具体的な施策やそれを活用した際の利点等、市民に分かり
やすく説明し、認知度を高めていく必要があると考えます。

（有効回答数：67 ）
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第４章

SWOT 分析による現状分析と情報化推進計画の取り組みの方向性

亀岡市における情報化の現状とニーズ

2

（ 1）SWOT 分析の考え方
SWOT 分析は、マーケティング戦略や企業戦略立案で多く利用されている分析手法の
一つであり、強み（Strength）、弱み（Weakness）
、機会（Opportunity）
、脅威（Threat）
の頭文字を取ったものです。
「外部環境」として自身の努力で変えられない要因を分析し、
機会（ O）、脅威（ T ）として導き出します。また、
「内部環境」として自身に起因する要
因を分析し、強み（ S）、弱み（ W ）として導き出します。その上で「どのように強みを活
かすか」、
「どのように弱みを克服するか」
、
「どのように機会を利用するか」
、
「どのように脅
威を取り除くか、又は脅威から身を守るか」といった 4 つの要素をそれぞれクロスさせて
分析します。
【 SWOT 分析の例】

内 部 環 境 分 析

外 部 環 境 分 析

機 会（ O）
政 治 動 向・経 済 景
気・社会動向・技術
動向・業界環境の変
化、顧客ニーズなど
脅 威（ T ）
政 治 動 向・経 済 景
気・社会動向・技術
動向・業界環境の変
化、顧客ニーズなど

強 み（Ｓ）
◆人的資源◆財源的資源
◆物的資源◆情報的資源

弱 み（ W ）
◆人的資源◆財源的資源
◆物的資源◆情報的資源

成長戦略

改善戦略

回避戦略

撤退戦略

自治体においては、SWOT 分析を使って戦略策定を行う場合、市民側からの視点でマ
ネジメントを考える必要があるということが言われています。そこで、外部環境分析としては、
社会情勢等の外部環境の変化により、公共サービスに対する市民のニーズが増加している
のか、縮小しているのか、市の果たすべき役割が増大しているのか縮小しているのかという
視点が重要であると考えています。また、自治体特有の留意すべき点がいくつかありますが、
その一つとして、行政サービスを止めることはできないので、撤退戦略ではなく維持・縮
小戦略として検討しています。そのような考えのもとで、次のように整理しています。
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重点的に取り組む課題
【強み（ Strength）】
人・物・金・情報等の
資源や風土

【脅威（ Threat 】
市民のニーズが減少している
市の役割が縮小している

【弱み（ Weakness）】
人・物・金・情報等の
資源や風土

内 部 環 境

外 部 環 境

【機会（ Opportunity）】
市民のニーズが増加している
市の役割が増大している

改善・効率化に向けた取組み

外部環境・内部環境をクロスさせて、4 つのパターンに戦略を分類します。
【パターン①】市民ニーズの増加・市の役割の増大×強み＝成長戦略
【パターン②】市民ニーズの増加・市の役割の増大×弱み＝改善戦略
【パターン③】市民ニーズの減少・市の役割の縮小×強み＝回避戦略
【パターン④】市民ニーズの減少・市の役割の縮小×弱み＝維持・縮小戦略
【本計画における SWOT 分析フォーム】

内 部 環 境

（人・物・金・情報等の資源や風土）
【強み（Ｓ）】

外 部 環 境

ニーズの増加
市の役割の増大
【機会（Ｏ）】

ニーズの減少
市の役割の縮小
【脅威（Ｔ）】
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①成長戦略

ニーズの増加・市の役割の増
大に対して積極的にＩＣＴ※を
推進し、強みを活かしていく。

③回避戦略

ニーズの減少・市の役割の縮
小に対して緩やかにＩＣＴ※を
推進し、強みを残していく。

【弱み（Ｗ）】

②改善戦略

ニーズの増加・市の役割の増
大に対して積極的にＩＣＴ※を
推進し、弱みを克服する。

④維持・縮小戦略

ニーズの減少や市の役割が縮
小する中で弱みもあるので、
緩やかにＩＣＴ※を推進し維持・
縮小していく。
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（ 2）外部環境分析、内部環境分析
SWOT 分析は絶対分析ではなく相対分析のため、内部環境分析での「強み」や「弱み」
においても、基準が曖昧になってしまう傾向にあります。そこで統計書等から「強み」や「弱
み」の指標となる項目を情報化の切り口から整理し、上位計画の目標等と相対的に照ら
し合わせて分析を行っています。

重点的に取り組む課題

内 部 環 境 分 析
み （Ｗ）

①少子高齢化
②転出者数が転入者数を上回る
③農地面積の減少（経営耕地面
積の減少）
④商店数の減少
⑤通過型の観光
⑥自動車依存型の都市経済
⑦豪雨が多い（全国的にも）
⑧霧が多い
⑨厳しい財政運営
⑩職員の負担増（市民一人当た
りの職員割合の減少）

弱

①オープンデータ※・ビッグデー
タ※を利用したサービスの要望
が少ない
②マイナンバーを利用したサービ
スの要望が少ない
③スマートデバイス※を使った市
民協働のサービスについて市
民のニーズは職員が考えている
ほど高くない
④電子申込みサービスや公共施
設案内予約システムの利用

み （Ｓ）

ニーズの減少／市の役割の縮小（Ｔ）

①豊かな自然（山林・原野の面
積維持）
②良質な水の提供
③外国人観光者数が急増してい
る
④京阪神の大都市圏に隣接して
いる
⑤京都縦貫自動車道の全線開通
⑥「ガレリアかめおか」や「京都
スタジアム（仮称）」等の施設
⑦図書館の蔵書数と利用者数の
増加
⑧セーフコミュニティの推進
⑨ブロードバンド※の全域敷設
⑩ ICT ※インフラ※整備

強

ニーズの増加／市の役割の増大（Ｏ）

外 部 環 境 分 析

①スマートフォンの利用拡大
②防災、気象情報への関心が高
い
③医療、保健情報への関心が高
い
④市 役 所に行 かなくても行 政
サービスが受けられるようにする
⑤土日の窓口開設、窓口サービ
ス時間の延長
⑥個人情報等、情報セキュリティ
対策の強化
⑦インターネットの利用環境の充
実
⑧情報機器に不慣れな人に対す
るサポート体制の整備
⑨職員の情報リテラシー※向上
⑩行政運営の効率化

改善・効率化に向けた取組み

亀岡市情報化推進計画
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（ 3）SWOT 分析による情報化推進計画の取り組みの方向性
外部環境分析、内部環境分析から情報化推進計画の取り組みの方向性を次のように整
理しました。
①成長戦略：ニーズの増加・市の役割の増大に対して積極的に ICT ※を推進し、強みを活
かしていく。
ニーズの増加 /
市の役割の増大

強

み

取り組みの方向性

②防災、気象情報へ
の関心が高い

⑧セーフコミュニティの推進
⑨ブロードバンド※の全域敷設
⑩ ICT ※インフラ※整備

防災情報の発信機能等、ＩＣ
Ｔ※活用した災害対策の強化
⇒ 安全・安心なまちづくり

⑦インターネットの
利用環境の充実

③外国人観光者数が急増している
④京阪神の大都市圏に隣接してい
る
⑤京都縦貫自動車道の全線開通

Wi-Fi ※環境
（公衆無線 LAN ※）
の整備を行うなど観光事業
を強化
⇒ 新たなにぎわいづくり

①スマートフォンの
利用拡大
⑦インターネットの
利用環境の充実

⑨ブロードバンド※の全域敷設
⑩ ICT ※インフラ※整備

整備された ICT ※インフラ※を
活用して市の保有する情報を
広く発信していく取組み
⇒ 情報発信サービスの向上

⑩行政運営の効率化

⑩ ICT ※インフラ※整備

現在の ICT ※インフラ※を拡充
して行政事務の効率化を図る
⇒ 行政運営の効率化

②改善戦略：ニーズの増加・市の役割の増大に対して積極的に ICT ※を推進し、弱みを克
服する。
ニーズの増加 /
市の役割の増大
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弱

み

取り組みの方向性

④市 役 所に行かなく ①少子高齢化
ても 行 政 サービ ス ⑨厳しい財政運営
が受けられるように ⑩職員の負担増（市民一人当たり
の職員割合の減少）
する
⑤ 土 日の 窓 口 開 設、
窓 口 サービ ス 時 間
の延長

コンビニ交付や電子納付等、
ICT ※ を推 進することで質の
高いサービスの提供を進める
⇒ 質の高い市民サービスの
提供

⑥ 個 人情 報 等、情 報
セキュリティ対 策の
強化

⑨厳しい財政運営
⑩職員の負担増（市民一人当たり
の職員割合の減少）

ICT ※ 推進における情報セキ
ュリティ対策強化
⇒ 情報セキュリティに関する
取組み

⑨ 職 員のリテラシー
の向上

⑨厳しい財政運営
⑩職員の負担増（市民一人当たり
の職員割合の減少）

財政 負担の 掛からない方法
を活用し ICT ※を推進する人
材の育成を行う
⇒情報リテラシー※ 向上に関
する取組み
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③回避戦略：ニーズの減少・市の役割の縮小に対して緩やかに ICT ※を推進し、強みを残
していく。
ニーズの減少 /
市の役割の縮小
①オープ ンデータ※・
ビッグデータ※を利用
したサービスの要望が
少ない

強

み

⑨ブロードバンド※の全域敷設
⑩ ICT ※インフラ※整備

取り組みの方向性
まだまだニーズは少ないが市の
保有する情報や整備された
ICT ※インフラ※を活用して情報
発信サービスを検討する
⇒ 情報発信サービスの向上

④維持・縮小戦略：ニーズの減少・市の役割が縮小する中で弱みもあるので、緩やかに
ICT ※を推進し維持・縮小していく。
ニーズの減少 /
市の役割の縮小
④ 電子申込 みサービス
や公共 施 設 案内予約
システムの利用

弱

み

⑨厳しい財政運営
⑩ 職員の負担増（市民一人当
たりの職員割合の減少）

取り組みの方向性
共同利用システムなどの活用
や情報システムの最適化によ
り財政負担軽減を図る
⇒ 庁内情報システムの最適化

情報化推進計画の取り組みの方向性を整理し、次のように 3 つの方針に分類しました。
質の高い市民サービスの向上
情報発信サービスの向上

市民サービスの向上

新たなにぎわいづくりの創出

行政運営の効率化
庁内業務システムの最適化
情報セキュリティに関する取組み

行政運営の効率化

情報リテラシー※向上

安全安心なまちづくり

安全・安心なまちづくり

亀岡市情報化推進計画
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亀岡市における
情報化の基本的な考え方

情報化の基本理念と基本方針
本計画における情報化の基本的な考えについては、上位の「総合計画」をはじめ、国・
府の情報政策の動向及び本市における情報化の現状とニーズを踏まえ、次の基本理念を
掲げます。

亀岡市情報化推進計画

基本理念

高度な ICT ※の有効活用により、誰もが安心して
利便性と効率化を享受できる情報化の推進を図ります

基本理念のもと、本市の情報化の目指すべき方向性として、次の 3 つの基本方針を設
定します。

基本方針 1：ICT ※の利活用による市民サービスの向上
市民の窓口の利便性向上、生活情報等の効果的な提供、まちの活性化に寄与する取
り組みを推進します。また、様々な理由から ICT ※の利活用が困難な市民にも情報発信が
できるように、関係部署と連携を図りながら取り組みを推進します。
▶ 質の高い市民サービスの提供に関する取組み
▶ 情報発信サービスの向上に関する取組み
▶ 新たなにぎわいづくりの創出に関する取組み
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第５章
亀岡市における情報化の基本的な考え方

基本方針 2：ICT ※の利活用による効率的かつ最適な行政運営

情報システムの構築の際に、市民の利便性向上、より効率的かつ最適な行政運営を図
るために業務プロセスを見直し、システムのライフサイクルを見据えたシステムの調達等、
行政運営の効率化、庁内業務システムの最適化を図るとともに、適切な情報セキュリティ
を確保する取り組みを推進します。
▶ 行政運営の効率化に関する取組み
▶ 庁内業務システムの最適化に関する取組み
▶ 情報セキュリティに関する取組み
▶ 情報リテラシー※向上に関する取組み

基本方針 3：ICT ※の利活用による安全・安心でくらしやすいまちづくり

「安全で安心して暮らせるまちづくり」は、
「第 4 次亀岡市総合計画」の主要テーマの一
つとなっており、市民の防災・気象情報への期待も高まっています。
「安全・安心」をまち
づくりの根幹に据えた ICT ※の利活用の取り組みを推進します。
▶ 安全・安心なまちづくりに関する取組み

2

亀岡市情報化推進計画の体系
基本理念及び基本方針に基づき、本市の情報化を推進する基本的な施策を定め、基本
的な施策ごとに、所管課が取り組む具体的な施策を行動計画（アクションプラン）として
整備します。

亀岡市情報化推進計画

31

6

第 Ⅰ 編

第

基 本 計 画

章

1

情報化を推進する
具体的な取組み

ICT の利活用による市民サービスの向上【くらしの分野】
（ 1）質の高い市民サービスの提供に関する取組み
施策の名称

32

事業の内容

電子納付サービスの推進

各種料金や税金などの支払いにおいて、マルチペイメント
ネットワーク (Pay-easy ※ ) 等による電子 納付 サービスを
推進する。

京都府・市町 村共同公共
施 設 案 内予 約システムの
サービス拡大

現在は、インターネットや携帯電話等を利用して、スポー
ツ施設、文化施設等の空き情報の確認ができるが、電子
予約・抽選申込み等が可能となるようにシステムのサービ
スを拡大する。

税 務 証 明 書 のコンビ ニ
交付サービス

マイナンバー制度※に伴うマイナンバーカード（個人番号カー
ド）を利用して、コンビニエンスストアにおいて、税務証明
書（一部）を交付するサービスを実施する。

住民票、印鑑登録証明書
等のコンビニ交付サービス

マイナンバー制度※に伴うマイナンバーカード（個人番号カー
ド）を利用して、コンビニエンスストアにおいて、
「住民票
の写し」
「住民票記載事項証明書」
「印鑑登録証明書」を
交付するサービスを実施する。また、
「戸籍事項証明書」の
コンビニ交付サービスに向けた調査・検討を行う。

水 道 開 栓・閉 栓 申 請 の
電子申請サービス

水道開栓届や水道閉栓届等の届け出について、インター
ネットからの電子申請サービスを実施する。

第６章
情報化を推進する具体的な取組み

（ 2）情報発信サービスの向上に関する取組み
施策の名称

事業の内容

かめおかメール 情 報 配 信
サービスの拡大

スポーツイベント情報、子育てお役立ち情報（乳幼児健診・
予防接種スケジュール等）、各種イベント情報等のメール
配信サービスを追加する。

オープ ン デー タ※ 活 用 の
推進（オープンデータカタ
ログサイト※の構築）

本市が保有する公共データの二次利用可能な公開を行うた
めに、先 進 事 例の 研 究・検 討により著 作 権の取 扱いや
利用条件等を整理し、オープンデータカタログサイト※を
構築する。

ホームページのリニューアル

目的とするコンテンツに辿りつきやすいナビゲーション機能
の導入、スマートフォン、タブレット等のモバイル機器への
対応、ＳＮＳ※への親和性の向上等により利便性、機能性
を向上させるリニューアルを行う。

SNS ※ 等のメディアを活用
した効果的な観光情報の
発信

SNS ※ やアプリ※サービス等を活用し、積極的で効果的な
観光情報の発信を行う。

公共クラウド※を利用した
観光情報の提供

総 務 省の「公共クラウドシステム」や（公社 ）日本 観 光
振興協会の「全国観光情報データベース」等の公共クラウ
ド※を利用し、広く効率的な観光情報を提供する。

市政情報の公開の一層の
推進

市政情報の「市民情報コーナー」での情報提供やインター
ネット上での情報公開を推進する。

（ 3）新たなにぎわいづくりの創出に関する取組み
施策の名称
観光客受入支援事業
（ Wi － Fi ※環境整備）

事業の内容
観光関連施設等において、無料の公衆無線 LAN ※の整備
を推進する。

亀岡市情報化推進計画
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2

ICT の利活用による効率的かつ最適な行政運営【市政の分野】
（ 1）行政運営の効率化に関する取組み
施策の名称
法務局登記情報連携
システムの構築

事業の内容
法務局で電子 化されている固 定 資 産 登 記情 報を、基 幹
業務支援システムと連携するため、登記履歴管理システム
（外部システム）を構築する。

電子決裁※の導入

文書管理システムの電子決裁※機能を活用する。

市立小・中学 校校務 支 援
システムの導入

平成２１年度に導入した小・中学校校務用パソコンについて、
次期機器更新にあわせて教職員の校務を支援するシステム
を導入する。

（ 2）庁内業務システムの最適化に関する取組み
施策の名称

事業の内容

京都府・市町 村共同電子
申請システムの利用拡大

各 種アンケート、入札 参 加 資 格 審 査 受 付、公 文 書 公 開
請求等の各種電子申請手続きのサービスを拡大する。

ＣＩＯ
（最高情 報 統 括 責任者）※
補佐官の設置

ＣＩＯ（最高情報統括責任者）※を補佐し、本市の情報化
施策等の包括的な支援を受けるため、外部の IT 専門家を
登用する。

情報システムの最適化

ＩＣＴカバナンス※の強化

34

「情報システム資産管理台帳」を整備するとともに市民の
利便性の向上、事務の効率化・高度化及び費用対効果を
定めた「情報システム最適化指針」を策定する。
業務所管課による個 別の 情 報システム整 備についても、
情報所管課の ICT ※ に関する総合調整機能を高め、全体
最適化の視点から情報システムの導入等に対して、助言や
支援を行う。

第６章

施策の名称

事業の内容

情 報 セキュリティ対 策 の
強化

効果的な研修等により脅威や脆弱性に対する正しい知識
を身につけ、職員の情報セキュリティ意識の向上と、庁内
の情報セキュリティの強化を図る。

情報セキュリティ実施手順
書の策定

「亀岡市情報セキュリティ対策基準規程」に基づき、各業務
システムの所管課は、情報セキュリティ対策を実施するため、
具体的な基準を定めた「情報セキュリティ実施手順書」を
策定する。

サイバーセキュリティ※攻撃
への対策強化

多様化するサイバーセキュリティ※ 攻撃（標的型メール攻撃
等）に対して、物理的な対策について調査・検討を行い、
効果的な対応を実施する。

情報化を推進する具体的な取組み

（ 3）情報セキュリティに関する取組み

（ 4）情報リテラシー向上に関する取組み
施策の名称
ＩＣＴ※人材育成

事業の内容
地方公共団体情報システム機構 (J-LIS) 等が実施する各種
集合研修やｅ－ラーニングの活用により、職員のＩＣＴリテ
ラシー※の向上を支援する。

亀岡市情報化推進計画
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3

ICT の利活用による安全 ･ 安心でくらしやすいまちづくり【安全 ･ 安心の分野】
（ 1）安全・安心なまちづくりに関する取組み
施策の名称

事業の内容

京都府・市町 村共同統 合
型地理情報システム ( ＧＩ
Ｓ※ ) の利用拡大

地 理 情 報システム（ GIS ※ ）の 地 図 情 報を活 用した各 種
ハザードマップ ※、避難ルート、応急給水地点などの防災情
報案内や公共施設情報 ( ゴミ集積所・公園等 ) 等のマップ
コンテンツ※を増やす。

京都府・市町 村共同被 災
者生 活再 建 支 援システム
の運用

京都府自治体情報化推進協議会において開発した「京都
府・市町村共同被災者生活再建支援システム」より、災害
発生時における建物被害認定調査のデータ管理、り災証
明書の発行、被災者台帳の整備を行うことで、被災者へ
の迅速かつ公正な生活再建支援を実現するサービスを提
供する。

京 都 府防 災情 報システム
の運用

危機管理情報マネジメントシステム（ WebEOC ）や災害情
報共有システム（Ｌアラート※）の活用により、自治体間で
災害状況等の情報を共有するとともに、避難情報などを
各種情報発信媒体に一括して送信できるサービスを実施す
る。

亀 岡市 防 災行政 無 線（同
報系）システムの導入

市 役 所等に設置した親 局設備と中継 局、避 難 施 設 等に
設置された屋外拡声放送子局及び一般家庭等に配備され
る戸別受信機により構成され、必要な情報を瞬時に配信す
る防災行政無線システムを導入する。

ＩＣＴ－ＢＣＰ※の策定

大 規 模 災害 時 等においても、業 務 の 継 続を可能とする
ための ICT-BCP ※ (ICT ※部門の業務継続計画 ) を策定する。
またＩＣＴ－ＢＣＰ※に記載した訓練計画に基づき、定期的
な訓練を実施し、その実効性を維持・向上する。

地理情報システム（ GIS ※） 安全・安心のまちづくりを推進するため、地理情報システム
を 活 用 し た 防 犯・交 通 （ GIS ※）を活用した防犯マップ及び交通安全マップを作成
する。
安全マップの作成
地理情報システム（ GIS ※）
を活用したクラウド型下水
道管理システムの整備
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災害時や緊急時にも継続的な利用が可能な、クラウド※ 型
の地理情報システム ( ＧＩＳ※ ) による管路施設・排水設備
等の管理システムを構築する。
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1

情報化推進計画の
推進に向けた取組み

情報化推進計画の推進に向けた取組み

章

第７章

第

基 本 計 画

情報化推進体制
情報化推進計画を総合的に着実に実施していくため、組織横断的な情報化推進体制
を確立し、全庁的な情報化の推進に向けて取り組みます。そのために、総務担当課長で
構成する「情報化推進会議（仮称）
」を設置し、各所管の情報化の推進を調整する機能
を持った組織とします。
情報化推進に関する具体的な実行体制については、情報化推進部門がイニシアティブ
をとり、庁内の情報化施策をフォローするとともに、職員の ICT ※スキルの向上を図ります。

※
CIO（最高情報統括責任者）

事務局
情報化推進会議（仮称）

助言・支援

各所管

2

情報化推進部門

情報化推進委員会

進行管理の方法
計画された事業については、定期的に進捗状況・成果等を把握・評価を行い、必要に
応じて事業の継続や目標設定について見直しを行います。

●評価結果に基づく
計画の見直し

●進捗状況、成果等を
検証する施策の評価

Act

Plan

Check

Do

●情報化推進計画
の策定

●成果を重視した
施策の推進

亀岡市情報化推進計画
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第Ⅱ編

行動計画（アクションプラン）

１
ＩＣＴの利活用による市民サービスの向上【くらしの分野】

1

ICT の利活用による市民サービスの向上【くらしの分野】
（ 1）質の高い市民サービスの提供に関する取組み
施策の名称

事業の内容

電子納付サービスの推進
各種料金や税金などの支払いにおいて、マルチペイメントネットワーク
（ Pay-easy ※）等による電子納付サービスを推進する。

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

事業スキーム
の作成

運用・拡大・研究

運用・拡大・研究

運用・拡大・研究

運用・拡大・研究

期待される効果
▶納付チャンネルの拡大と簡便な納付手続きにより、市民サービスと収納率の向上が
期待できる。

施策の名称

京都府・市町村共同公共施設案内予約システムのサービス拡大

事業の内容

現在は、インターネットや 携 帯 電 話 等を利 用して、スポーツ施 設、
文化施設等の空き情報の確認ができるが、電子予約・抽選申込み等
が可能となるようにシステムのサービスを拡大する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

事業スキーム
の作成

運用・利用拡大

運用・利用拡大

運用・利用拡大

運用・利用拡大

期待される効果
▶インターネットや携帯電話等から、休館日や時間を気にせず、いつでもどこでも
空き施設の利用申込みが可能になることで、施設稼働率や収益の向上が期待できる。

亀岡市情報化推進計画
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施策の名称

税務証明書のコンビニ交付サービス

事業の内容

マイナンバー制度※に伴うマイナンバーカード（個人番号カード）を利用
して、コンビニエンスストアにおいて、税務証明書（一部）を交付す
るサービスを実施する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

調査・研究

設計・開発

テスト・運用

運用

運用

期待される効果
▶市民が全国４万５千店舗（市内約３０店舗）のコンビニで、早朝から深夜まで手軽
に証明書の交付を受けることができる。
▶証明書交付目的の来庁者が減少することで、市の窓口業務の改善や駐車場の混雑
緩和が期待できる。

施策の名称

住民票、印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービス

事業の内容

マイナンバー制度※に伴うマイナンバーカード（個人番号カード）を利用
して、コンビニエンスストアにおいて、
「住民票の写し」
「住民票記載
事項証明書」
「印鑑登録証明書」を交付するサービスを実施する。ま
た、
「戸籍事項証明書」のコンビニ交付サービスに向けた調査・検討を
行う。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

システム構築・
運用開始

運用

運用

運用

運用

期待される効果
▶市民が全国 4 万 5 千店舗 ( 市内約 30 店舗 ) のコンビニで、早朝から深夜まで手軽
に証明書の交付が受けることができる。
▶証明書交付目的の来庁者が減少することで、市の窓口業務の改善や駐車場の混雑
緩和が期待できる。
▶現 在市 役 所に設置している自動交付機を廃止することで、運 用経 費等の削減が
期待できる。
▶マイナンバー制度 ※ 導入に伴う経費に対し、目に見える形で情報化推進の効果を
市民にアピールできる。
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１

水道開栓・閉栓申請の電子申請サービス

事業の内容

水道開栓届や水道閉栓届等の届け出について、インターネットからの
電子申請サービスを実施する。

ＩＣＴの利活用による市民サービスの向上【くらしの分野】

施策の名称

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

調査検討

調査検討・判断

事業スキーム
の作成

設計・開発

運用

期待される効果
▶申請者が開庁時間に来庁しなくても時間を問わず申請をすることができる。

亀岡市情報化推進計画

41

（ 2）情報発信サービスの向上に関する取組み
施策の名称

かめおかメール情報配信サービスの拡大

事業の内容

スポーツイベント情報、子育てお役立ち情報（乳幼児健診・予防接種
スケジュール等）、各種イベント情報等のメール配信サービスを追加す
る。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

事業スキーム
の作成

運用拡大

運用拡大

運用拡大

運用拡大

期待される効果
▶市民が、スポーツイベント情報や子育てお役立ち情報など、登録した分野毎に必要
な情報を簡単に入手できる。
▶通話機能に比べて非常時の規制を受けにくいメリットがあり、市民のニーズに合った
情報をリアルタイムで効果的に提供することができる。

施策の名称

オープンデータ※活用の推進（オープンデータカタログサイト※の構築）

事業の内容

本市が保有する公共データの二次利用可能な公開を行うために、先
進事例の研究・検討により著作権の取り扱いや利用条件等を整理し、
オープンデータカタログサイト※を構築する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

調査・研究

事業スキーム
の作成

オープンデータ※
活用推進研究会
等による検討

設計・開発

運用

期待される効果
▶本 市が保有する公共データを二次利用可能な形で公開することで、市民や事業者
等が活用できるようになる。
▶協 働による新規サービスが生まれ、利便性の向上、生活の安全、地域経済の活性
化が期待できる。
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１

ホームページのリニューアル

事業の内容

目的とするコンテンツに 辿りつきや すいナビゲーション 機 能 の 導 入、
スマートフォン、タブレット等のモバイル機器への対応、SNS ※への親和
性の向上等により利便性、機能性を向上させるリニューアルを行う。

ＩＣＴの利活用による市民サービスの向上【くらしの分野】

施策の名称

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

システム構築・
運用開始

運用

運用

運用

運用

期待される効果
▶リニューアルを行うことで利用者の拡大を図り、市政情報の伝達の即時性、拡散能力を
高めることが期待できる。

施策の名称

SNS ※等のメディアを活用した効果的な観光情報の発信

事業の内容

SNS ※ やアプリ※ サービス等を活用し、積 極 的で効 果 的な 観 光 情 報の
発信を行う。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

システムへの
データ入力・運用

運用・データ更新

運用・データ更新

運用・データ更新

運用・データ更新

期待される効果
▶観 光イベント情報等は、チラシやポスター等の紙媒体を中心とした広報が主流となるが、
SNS ※ やアプリ※ サービス等を有効に活用して効果的な観光情報の発信を行うことで、
より多くの方に亀岡の旬な観光情報を提供し、交流人口の拡大につなげることが期待で
きる。
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施策の名称

事業の内容

公共クラウド※を利用した観光情報の提供
総 務 省の「公共クラウドシステム」や（公社）日本 観 光振 興協会の
「全 国 観 光 情 報データベース」等の公共クラウド※ を利 用し、広く
効率的な観光情報を提供する。

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

システムへの
データ入力・運用

運用・データ更新

運用・データ更新

運用・データ更新

運用・データ更新

期待される効果
▶費 用対効果の高い情報発信手法である公共クラウド※ に本市観光情報を掲載し、
広域的な情報発信を行い、観光客等の利用者の利便性の向上を図ることで、観光
客の増加が期待できる。

施策の名称

市政情報の公開の一層の推進

事業の内容

市政情報の「市民情報コーナー」での情報提供やインターネット上で
の情報公開を推進する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 32 年度

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

計画の策定

運用

運用

運用

運用

期待される効果
▶市民の市政への理解・信頼確保が向上する。
▶開示請求における事務の軽減が期待できる。
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平成 31 年度

（ 2016 年度）

１
ＩＣＴの利活用による市民サービスの向上【くらしの分野】

（ 3）新たなにぎわいづくりの創出に関する取組み
施策の名称

観光客受入支援事業（ Wi-Fi ※環境整備）

事業の内容

観光関連施設等において、無料の公衆無線 LAN ※の整備を推進する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

助成制度等の検討・
事業スキームの作成

運用・広報

運用・広報

運用・広報

運用・広報

期待される効果
▶観 光振興に資する施設等において、無料公衆無線 LAN ※を整備することで、観光
客が映像や動画等の容量の多いデータの送受信を可能にでき、観光客の情報収集
や発信が増大する。また、日本国内のプロバイダー※との契約のない外国人観光客
等の情報収集・発信の利便性の向上により、観光入込客及び滞在時間の増加を
見込めることが期待できる。
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2

ICT の利活用による効率的かつ最適な行政運営【市政の分野】
（ 1）行政運営の効率化に関する取組み
施策の名称

法務局登記情報連携システムの構築

事業の内容

法務局で電子化されている固定資産登記情報を、基幹業務支援シス
テムと連携するため、登記履歴管理システム（外部システム）を構築
する。

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

調査・研究

設計・開発

データ整理・
テスト

運用

運用

期待される効果
▶法務局の電子化データを外部システムに取り込み、課税情報の全件照合が行える。
▶登記異動履歴の管理と、最新状態の登記情報閲覧が可能となる。
▶登 記情報と課税情報を紐付けすることにより、効率的で、正確な課税異動処理が
行える。

施策の名称

電子決裁※の導入

事業の内容

文書管理システムの電子決裁※機能を活用する。

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

導入の検討

システムの運用
方法の検討・
庁内説明等

運用

運用

運用

期待される効果
▶事 務の効率化・迅速化が図れる。
▶不要なコピーを減らすことで、コピー枚数及び紙文書が減少する。
▶システムでのデータ閲覧が可能なことから、課内での情報の共有化が図れる。
▶情報公開に関する資料作成までを一元化することによる事務の効率化が図れる。
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２

市立小・中学校校務支援システムの導入

事業の内容

平成 21 年度に導入した小・中学 校校務用パソコンについて、次 期
機器更新にあわせて教職員の校務を支援するシステムを導入する。

ＩＣＴの利活用による効率的かつ最適な行政運営【市政の分野】

施策の名称

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

システム整備
の検討

事業スキーム
の作成

運用

運用

運用

期待される効果
▶教職員の校務の円滑な学校運営が図れる。
▶校務の効率化により、教職員の長時間労働の抑制が期待できる。
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（ 2）庁内業務システムの最適化に関する取組み
施策の名称

京都府・市町村共同電子申請システムの利用拡大

事業の内容

各種アンケート、入札参加資格審査受付、公文書公開請求等の各種
電子申請手続きのサービスを拡大する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

事業スキーム
の作成

運用拡大

運用拡大

運用拡大

運用拡大

期待される効果
▶インターネット等から各種電子申請手続きが可能となることで、市民サービスの向上
を図るとともに、紙媒体の削減により省スペース・省エネルギーの効果が期待できる。

施策の名称

ＣＩＯ（最高情報統括責任者）※補佐官の設置

事業の内容

CIO（最高情報統括責任者）※を補佐し、本市の情報化施策等の包括
的な支援を受けるため、外部の IT 専門家を登用する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

調査・研究

事業スキーム
の作成

運用

運用

運用

期待される効果
▶庁 内の情報システムの最適化や効果的な情報化施策の実施にあたり、外部の IT
専門家から技術的な課題解決のみならず、包括的な支援を受けることで情報システ
ム調達の適正化や業務改善効果の向上が期待できる。
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２

事業の内容

ＩＣＴの利活用による効率的かつ最適な行政運営【市政の分野】

施策の名称

情報システムの最適化
「情報システム資産管理台帳」を整備するとともに市民の利便性の向上、
事 務 の 効 率 化・高 度化 及び 費 用 対 効 果 を定 めた「 情 報システム
最適化指針」を策定する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

システム資産管理
台帳の整備

最適化指針
の策定

システムの
集約化

システムの
集約化

システムの
集約化

期待される効果
▶情 報システム最適化指針に基づき、システムの集約やクラウドコンピューティング※
の利用により、サーバ※台数の削減、運用経費（賃借料、保守料、電気代・消耗品
等）の削減が期待できる。

施策の名称

ICT カバナンス※の強化

事業の内容

業務所管課による個別の情報システム整備についても、情報所管課
の ICT ※に関する総合調整機能を高め、全体最適化の視点から情報
システムの導入等に対して、助言や支援を行う。

取り組み内容
平成 28 年度

（ 2016 年度）

平成 29 年度

（ 2017 年度）

開発マニュアル 開発マニュアル
（調達編）の検討 （調達編）の作成

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

運用体制の
整備

実施

実施・見直し

期待される効果
▶全庁的な統制された調達を推進し、行政システムの効率化・簡素化が図れる。
▶仕 様書等の作成に対する支援を実施することで、業務所管課のシステム調達能力
を強化する。
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（ 3）情報セキュリティに関する取組み
施策の名称

情報セキュリティ対策の強化

事業の内容

効果的な研修等により脅威や脆弱性に対する正しい知識を身につけ、
職 員の 情 報セキュリティ意 識の向上と、庁内の 情 報セキュリティの
強化を図る。

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

教育・運用・
見直し

教育・運用・
見直し

教育・運用・
見直し

教育・運用・
見直し

教育・運用・
見直し

期待される効果
▶情 報システム全般のセキュリティレベルの向上が期待できる。
▶マイナンバー制度 ※ に伴い、近年、特に国民の多くが求めている「特定個人情報」
の保護について、情報システムに関するセキュリティレベルの向上が期待できる。

施策の名称

事業の内容

情報セキュリティ実施手順書の策定
「亀岡市情報セキュリティ対策基準規程」に基づき、各業務システムの
所管課は、情報セキュリティ対策を実施するため、具体的な基準を
定めた「情報セキュリティ実施手順書」を策定する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

実施手順書雛形
の策定

実施手順書の
作成・支援

実施手順書の
作成・支援

実施手順書の
作成・支援

実施手順書の
作成・支援・見直し

期待される効果
▶マイナンバー制度※ 対応や大規模な制度改正等に対して、各業務システムにおける
情報セキュリティレベルの向上が期待できる。
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２

サイバーセキュリティ※攻撃への対策強化

事業の内容

多様化するサイバーセキュリティ※攻撃（標的型メール攻撃等）に対して、
物理的な対策について調査・検討を行い、効果的な対応を実施する。

ＩＣＴの利活用による効率的かつ最適な行政運営【市政の分野】

施策の名称

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

対策案の検討・
事業スキームの作成

設計・開発・運用

設計・開発・運用

設計・開発・運用

設計・開発・運用

期待される効果
▶物理的なセキュリティ対策の向上により、コンピュータへの不正侵入、情報漏えい、
コンピュータウイルスの感 染などがなされないよう、コンピュータやコンピュータ
ネットワークの安全性の向上が期待できる。

（ 4）情報リテラシー向上に関する取組み
施策の名称

ICT ※人材育成

事業の内容

地方公共団体情報システム機構（ J-LIS）等が実施する各種集合研修
やｅ－ラーニングの活用により、職員の ICT リテラシー※の向上を支援
する。

取り組み内容
平成 29 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

教育・運用・見直し

教育・運用・見直し

教育・運用・見直し

教育・運用・見直し

教育・運用・見直し

期待される効果
▶各種研修の活用等により、職員の情報リテラシー※の向上を進め、積極的に情報化
を業務改善へ活用できる職員が育成できる。
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3

ICT の利活用による安全 ･ 安心でくらしやすいまちづくり【安全 ･ 安心の分野】
（ 1）安全・安心なまちづくりに関する取組み
施策の名称

事業の内容

京都府・市町村共同統合型地理情報システム（GIS ※）の利用拡大
地理情報システム（GIS ※）の地図情報を活用した各種ハザードマップ※、
避 難 ルート、応 急 給 水 地 点などの防 災情 報 案 内や 公共 施 設 情 報
（ゴミ集積所・公園等）等のマップコンテンツ※を増やす。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

事業スキーム
の作成

運用拡大

運用拡大

運用拡大

運用拡大

期待される効果
▶京 都府・市町村共同統合型地理情報システム（ GIS ※ ）では、提 供事業者により
住宅地図等のデータが定期的に更新され、インターネットから閲覧可能な公開用
システムに作成したマップを公開することで、市民への情報提供が図れる。また、
閲覧については、全職員が利用可能なシステムのため、各課での住宅地図購入等の
経費削減が期待できる。

施策の名称

京都府・市町村共同被災者生活再建支援システムの運用

事業の内容

京都府自治体情報化推進協議会において開発した「京都府・市町村共同
被災者生活再建支援システム」より、災害発生時における建物被害認定
調査のデータ管理、り災証明書の発行、被災者台帳の整備を行うことで、
被災者への迅速かつ公正な生活再建支援を実現するサービスを提供する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

運用

運用

運用

運用

運用

期待される効果
▶京都府下の市町村が共通のシステムを導入することで、大規模災害発生時に自治体
間で職員派遣等の支援を行った際に効果的な支援が行える。また、建物被害調査
やり災証明書の発行など、膨大な業務を迅速に処理でき、被災者に対して速やか
に支援金や義捐金、福祉施策等の必要な支援を確実に提供することができる。
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３

京都府防災情報システムの運用

事業の内容

危機管理情報マネジメントシステム（ WebEOC ）や災害情報共有シス
テム（Ｌアラート※ ）の活用により、自治体間で災害状況等の情報を
共有するとともに、避 難 情 報などを各種情 報 発 信 媒 体に一括して
送信できるサービスを実施する。

ＩＣＴの利活用による安全

施策の名称

取り組み内容
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

安
･ 心でくらしやすいまちづくり【安全 安
･ 心の分野】

平成 28 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

運用

運用

運用

運用

運用

期待される効果
▶災害発生時において、既に整備している WebEOC（ Web 環境を利用した情報共有
等の危機管理情報マネジメントシステム）や災害情報共有システム「Ｌアラート※ 」
（地方公共団体が発する災害情報を集約し、テレビ、ラジオ、携帯電話、ネット等
の多様なメディアを通じて一括配信するシステム）の活用により、各市町村が被害
状況を情報共有することで早期の対策が期待できる。また、避難情報などの緊急
情報をテレビのデータ放送や緊急速報メール（エリアメール）など、様々なメディアを
活用して情報の伝達を補完することにより、住民の早期避難対応ができる。

施策の名称

亀岡市防災行政無線（同報系）システムの導入

事業の内容

市 役 所等に設置した親 局設備と中継 局、避 難 施 設 等に設置された
屋外拡声放送子局及び一般家庭等に配備される戸別受信機により構成
され、必要な情報を瞬時に配信する防災行政無線システムを導入する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

検討

基本設計

実施設計

整備工事

整備工事

期待される効果
▶既 存の日吉ダム情報伝達装置のデジタル化（更新）とあわせ、市内全域を対象とし
た本システムを構築することにより、災害発生時の避難情報等をより迅速かつ的確
に地域住民へ知らせることができる。
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施策の名称

事業の内容

ＩＣＴ- ＢＣＰ※の策定
大規模災害時等においても、業務の継続を可能とするための ICT-BCP ※
（ ICT ※ 部門の業務 継 続 計画）を策定する。また、ICT-BCP に記載した
訓練計画に基づき、定期的な訓練を実施し、その実効性を維持・向上する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

実施計画の
検討

ICT-BCP ※
策定

実施

実施・訓練

実施・見直し

期待される効果
▶ ICT-BCP ※（ICT ※部門の業務継続計画）に基づき、定期的な訓練の実施等により、
大規模災害発生時等にも、情報システムの早期復旧が可能となる。

施策の名称

地理情報システム（GIS ※）を活用した防犯・交通安全マップの作成

事業の内容

安全・安心のまちづくりを推進するため、 地 理 情 報システム（ GIS ※ ）
を活用した防犯マップ及び交通安全マップを作成する。

取り組み内容
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

システムの導入及び
運用方法の検討

運用

運用

運用

運用

期待される効果
▶地 図情報を活用することにより、犯罪発生場所や交通事故多発箇所等について
情報共有が期待できる。
▶関 係機関等が 情報を共有することにより、連携した防犯 対策・交通安全対策が
期待できる。
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３

地理情報システム（GIS ※）を活用したクラウド※型下水道管理システム
の整備

事業の内容

災害時や緊急時にも継続的な利用が可能な、クラウド※型の地理情報
システム（ GIS ※）による管路施設・排水設備等の管理システムを構築
する。

ＩＣＴの利活用による安全

施策の名称

取り組み内容
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

安
･ 心でくらしやすいまちづくり【安全 安
･ 心の分野】

平成 28 年度

平成 32 年度

（ 2016 年度）

（ 2017 年度）

（ 2018 年度）

（ 2019 年度）

（ 2020 年度）

GIS ※動向に
ついての調査・
研究

整備方針の
検討

システム要件の
検討・設計・開発

運用

運用

期待される効果
▶通常時には、職員等が管路施設・排水設備等の円滑な施設管理業務が実施でき、
災害時や緊急時にも継続的な利用が可能なことで、破損のあった施設 等の早期
復旧作業が可能となる。
▶管 理システムの構築にあたっては、京都府・市町村共同統合型地理情報システム（GIS ※）
の活用など、整備方針の検討を十分に行い、効果的なシステムの構築により運用
経費等の削減が期待できる。

※行動計画（アクションプラン）にある情報化を推進する具体的な取り組みについては、
情報化に関連する今後の社会情勢や財政状況等の変化に柔軟に対応できるように、必
要に応じて事業内容や推進スケジュール等を継続的に検討しながら計画の進行管理を
行うことでその実効性を確保します。
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ॖথॱॺॵॿشभਹ৷૾யमؚःङोऊभ্১दَਹ৷खथःॊُधःअ௦ऋ
٫दखञ؛जभअठؚॖথॱॺॵॿشभਹ৷୭धखथَঃ९॥থُ॑ਹ৷
खथःॊधःअ௦ऋ ٫धऎؚઃपَ५ঐॺشইज़থُऋ ؚ
َॱঈ
ঞॵॺഈଜُऋ ؚ
َఝਗ਼ਵُऋ धऩढथःऽघ؛
ੲਾৢਦஜછਛڳڮফ২ගقਜكदम৸বद৹ਪ॑खञટؚ৺  સऋ
ॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खथःॊधःअટऋলथउॉؚนળुजोपःટ
टधइऽघ؛








ْนળभফ৻શॖথॱॺॵॿشਹ৷૾யٓ



ْফ৻શॖথॱॺॵॿشਹ৷૾யق৸বٓك


ল๕؟ਜَਛ  ফৢਦਹ৷৹ਪُ
قੲਾৢਦஜછਛ  ফ২ك


ॖথॱॺॵॿشभਹ৷૾ய॑ফ৻શपૻຎघॊध੶भॢছইभेअपऩॉ
ऽघ؛नभফ৻दु୦ऊभਃஓ॑ઞ৷खथॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खथःऽघऋؚ
્प  ୃ৻৻ୃ عभమಽदम  સ॑தइथउॉৈःਹ৷૨टधइऽघ؛

ऒभऒधमؚੲਾৢਦஜછਛ  ফ২ගقਜكधૻຎखथुभൊ
धऩढथउॉؚนળपउऐॊॖথॱॺॵॿشभਹ৷૨मৈःधइऽघ؛







كڮقਖڳ
ओੇ൦दॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷घॊৃ়ؚनभेअऩ্১दமਢखथःऽघऊ؛
ੇق൦भ૮ /$1 मஅाऽच॒؛
كჾਊघॊुभ॑৸थ৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ॖথॱॺॵॿشषभமਢ୭૾யपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

ই॓ॖংش)ق77+ك

௦૨





ہۈڹڶ





ۃڹۈھ

























జਟभಕਗ਼ਵॼ॔قটॢك
ॣشঈঝॸঞঅ
:L)Lঝ<قشॱشPRELOHؚ84:L0$;ಉك
५ঐॺشইज़থقఝਗ਼ਵஅिۈڽۅؚك
जभ

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟


ॖথॱॺॵॿشषभமਢ্১दमؚ
َই॓ॖংشُ॑ਹ৷खथःॊधःअ
௦ऋ ٫धऎؚઃपَ५ঐॺشইज़থُऋ ؚ
َ:L)L ঝُشॱشऋ
धऩढथःऽघ؛





كگقਖڴ
ँऩञमؚॖথॱ॑ॺॵॿشनभங২ਹ৷खथःऽघऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڭण৭
॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ॖথॱॺॵॿشभਹ৷ᄄ২૾யपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

ऺऻ

௦૨





ౝपਯங২





ౝपங২





াपਯங২





াपங২





जभ





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟
ْॖথॱॺॵॿشभਹ৷ᄄ২॔قথॣكॺش
ٓ




ॖথॱॺॵॿشभਹ৷ᄄ২दमؚ
َऺऻُਹ৷खथःॊधःअ௦ऋ ٫
धऎؚઃपَౝपਯங২ُऋ धऩढथःऽघ؛






كڰقਖڵ
ॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷घॊৎقலহदभਹ৷मऎ؛
كमڭؚनभऎ
ैःदघऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڭण৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ॖথॱॺॵॿشभਹ৷ৎ૾யपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ڬگী





ڬگীڭعৎ





ڭৎگعৎ





گৎڱعৎ





ڱৎਰ





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟


ॖথॱॺॵॿشभৎपणःथؚ
َڬگীڭعৎُधःअ௦ऋ ٫ध
ऎؚઃपَڬگীُऋ ؚ
َڭৎگعৎُऋ धऩढथ
ःऽघ؛







كڱقਖڬڭ
616 PL[L)؞DFHERRN ಉ ؚঈটॢؚ7ZLWWHU ॶॖॵॱ شऩनभ९ش३কঝ
ওॹॕ॔धళयोॊ१شঅ५॑ਹ৷खथःऽघऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڭण৭॒द
ऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
९ش३কঝওॹॕ॔भਹ৷૾யपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ളਯभ१شঅ५॑ेऎਹ৷खथःॊ





ڭणटऐेऎਹ৷खथःॊ





धऌनऌਹ৷खथःॊ





ञऽपਹ৷घॊऒधऋँॊ









ਹ৷खथःऩः

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟


९ش३কঝওॹॕ॔भਹ৷पणःथमؚ
َਹ৷खथःऩःُऋ ٫धৈः
௦धऩढथःऽघ؛
ਖڲदَॱঈঞॵॺഈଜقL3DG؞1H[XV ಉك
ُ
؞
َఝ৷ঃ९॥থऩनभঔং
ॖঝഈଜُ
؞
َఝਗ਼ਵُ
؞
َ५ঐॺشইज़থُदॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खथःॊ
धःअ௦भअठ  સभযऋ 616 ॑ਹ৷खथःऽघ؛




ਖڲदَःङोऊभਃஓ॑ઞ৷खथॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खथःॊُध௦
खञযभ९ش३কঝওॹॕ॔ਹ৷૨॑ফ৻શपૻຎघॊधؚઃभॢছইभेअ
पऩॉऽघ؛
َളਯभ१شঅ५॑ਹ৷खथःॊُ
َڭणटऐेऎਹ৷खथःॊُधःअ௦
म  ৻ऋऎؚফ৻ऋৈऎऩॊपणोथऩऎऩॊൊपँॉऽघ؛

ْนળभফ৻શ१شঅ५ਹ৷૾யٓ








كڲقਖڭڭ
ਖڬڭदَਹ৷खथःऩःُध௦औोञ্ਰਗपउቯःखऽघ؛ਠਹ৷ख
थःॊ९ش३কঝওॹॕ॔भரథम୦दघऊ؛ჾਊघॊुभ॑৸थ৭॒दऎटऔ
ः؛616 PL[L)؞DFHERRN ಉ ؚঈটॢؚ7ZLWWHU ॶॖॵॱ شऩनभ९ش३কঝ
ওॹॕ॔धళयोॊ१شঅ५॑ਹ৷खथःऽघऊ؛ჾਊघॊुभ॑৸थ৭॒दऎ
टऔः؛
ْସਖभਔٓ
९ش३কঝওॹॕ॔भਹ৷ரશ૾யपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

616قPL[L)؞DFHERRNಉك

௦૨





ঈটॢ $PHEDঈটॢ<؞DKRRঈটॢಉ 





7ZLWWHU





ॿॵॺभൕંഝ





ୠ616 ୠҾӔұӊӇҬણभ616 





जभ





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟








९ش३কঝওॹॕ॔भਹ৷पणःथमؚ
َ616قPL[L)؞DFHERRN ಉُكधःअ
௦ऋ ٫धऎؚઃपَ7ZLWWHUُऋ ؚ
َঈটॢ $PHED ঈটॢ؞
<DKRRآঈটॢಉ ُऋ धऩढथःऽघ؛जोझोभ१شঅ५पउऐॊ
ফೡଡਛमઃभेअपऩॉऽघ؛

ْนળभফ৻શ९ش३কঝॹॕ॔ਹ৷૾யٓ









 گ؝ڮੲਾभোু্১ऩनपणःथ
ঢ়ੱभँॊੲਾृ१شঅ५पणःथؚਖڮڭऊैਖڳڭदउୂऌखऽखञ؛
كڭقਖڮڭ
ँऩञमؚनभेअऩ্১दଞেણपਏऩੲਾ॑োুखथःऽघऊ؛
ेऎਹ৷घॊुभ॑گणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ੲਾभোু্১पঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

भઁਾقय़ছজٱนળ؞य़ছজٱนળउखैचك

௦૨









ঽভभ༮ഝ





ৗୂؚහऩनभഀླྀ





ੇఔ௵ؚযؚੴযऊैभઠ॥





ॸঞঅृছ४ड़





এ५ॱॳؚشছ३ؚ่ഝ





ؚୠؚ੮৬ਰਗभشঌش४ृ९ش३কঝওॹॕ॔ऩनभੲਾ





૮મभॱक़থ





થમभୠੲਾ





ੴॊ্১ऋऩः





जभ





ؚୠؚ੮৬ऩनभشঌش४

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟









ੲਾभোু্১धखथमؚ
َॸঞঅृছ४ड़ُधःअ௦ऋ धऎؚ
ઃपَৗୂ؞හऩनभഀླُྀऋ ؚ
َभઁਾُऋ धः
௦पऩढथःऽघ؛
भઁਾऋؚੲਾਦभॶشঝधखथઁऎણ৷औोथःॊऒधऋअऊऋइ
ऽघ؛







كڮقਖگڭ
ँऩञऋ௪भँॊੲਾमन॒ऩੲਾदघऊ؛ჾਊघॊुभ॑گणऽद৭॒द
ऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
௪भँॊੲਾपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

েણੲਾ؟୫કपঢ়घॊऒधؚ३ঙॵআথॢੲਾؚऎ
ैखभੴ౩ऩन
ધ৲ੲਾਁ؟ড়ைؚછைؚشঝभಈखृະपঢ়घ
ॊੲਾऩन
৾ૅ؞ઇੲਾؚૅ৾؟ਤؚ৾৾पঢ়घॊੲਾऩन
थ؞৳ੲਾ؟नुभठधथपঢ়घॊੲਾ
ऩन
ୢ؞৳ੲਾ؟ୢఇષੲਾؚ೨तऎॉपঢ়घॊੲਾ
ऩन
ૣකੲਾૣ؟කਝभਹ৷੧ஂؚ૧৳૫ऩनૣක২
भ੧ऩन
ॖঋথॺੲਾ؟ॖঋথॺ؞ঞ४ক؞ش५এॶشਝੲਾ
ृ௴੧ऩन
୭ੲਾ؟୭ਖृ०ؚজ१ॖॡঝपঢ়घॊੲਾऩ
न
ଆ಼؞ਞੲਾ಼؟૩ृ௯ੲਾؚଠਞਾऩन
ভਸभੲਾ؟ছথॸॕ॔؞ড়ણੲਾऩन
ઐৢੲਾ؟ଡ଼ੲਾृഔ؞ఫ૬ਃऩनभઈఫৎമऩन
ষੲਾ؟ষभুਢऌؚभऌऩन
जभ

௦૨





















































قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟











௪भँॊੲਾमؚ
َেણੲਾُधःअ௦ऋ धऎؚઃपَଆ಼؞
ਞੲਾُऋ ؚ
َୢ؞৳ੲਾُऋ धऩढथःऽघ؛
जभभਔৄधखथमؚ
َটشढ़ঝॽগش५ُ
ؚ
َ1,6$ भੲਾُधःअ௦ऋ
ँॉऽखञ؛






كگقਖڰڭ
ँऩञमؚनभेअऩ্১दนળऋਦखथःॊੲਾ॑োুखथःऽघऊ؛
ेऎਹ৷घॊुभ॑گणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળऋਦघॊੲਾभোু্১पঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

भઁਾقय़ছজٱนળ؞य़ছজٱนળउखैचك





भشঌش४





૽ਚृਁુਝऩनपਗ਼ਵदਖः়ॎच





૽ਚृਁુਝऩनभษઠपઉமলऎ





ঽভभ༮ഝ





ৗୂؚහऩनभഀླྀ





এ५ॱॳؚشছ३ؚ่ഝ





ॸঞঅृছ४ड़





















ؚୠؚ੮৬ਰਗभشঌش४ृ९ش३কঝওॹॕ
॔ऩनभੲਾ
ੇఔ௵ؚযؚੴযऊैभઠ॥
ੴॊ্১ऋऩः
जभ

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟










นળऋਦखथःॊੲਾभোু্১धखथमؚ
َभઁਾقय़ছজٱนળ؞
य़ছজٱนળउखैचك
ُधःअ௦ऋ धऎؚઃपَঽভभ༮ഝُऋ
ؚ
َৗୂؚහऩनभഀླُྀऋ धः௦पऩढथःऽघ؛
ਖڮڭभੲਾभোু্১धपؚभઁਾऋؚੲਾਦभॶشঝधखथઁऎ
ણ৷औोथःॊऒधऋअऊऋइऽघ؛







كڰقਖڱڭ
นળभشঌش४॑ਹ৷खथःऽघऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڭण৭॒दऎटऔः؛

ْସਖभਔٓ
นળभشঌش४भਹ৷૾யृਔৄपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

ेऎਹ৷खथःॊ

௦૨





धऌनऌਹ৷खथःॊ





ऺध॒नਹ৷खथःऩः





ோमੴढथःॊऋਹ৷खथःऩः





ோ॑ੴैऩः





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟









ٹजभਔৄ
ਔৄ
ਞੲਾटऐ
ઁਾऩनदଌॉथःॊ
ॳছ३ृઁਾदౄী৶ੰखथःॊ
उੴैचගमाथःॊऋشঌش४॑৫ःथৄॊऽदम০भਚਏ॑गथ૮
ःऊै
௪ःઍदऩः
ઞःपऎःਡؚ௫खऎऩःਡ
્प৷ऋऩःञी
ਏधगथःऩःऊै
ਹ৷घॊਃভऋऩः
ॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खऩः
ॖথॱँ॑ॺॵॿشऽॉखञऎऩःನ
ॖথॱॺॵॿشमੇఔભच
අऋखथऎोॊ
ঃ९॥থऋऩः
ঃ९॥থऋखञञी
ঃ९॥থऋ५ش६पઞइऩः
શपऩख





كڱقਖڲڭ
นળभشঌش४भॹ२ॖথृઍभীऊॉृघऔऩनभଌ২मःऊऋ
दघऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڭण৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળभشঌش४पৌघॊଌ২ृਔৄपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

ଌ

௦૨





नठैऊधइयଌ





नठैऊधइयਂ





ਂ





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟



شঌش४भॹ२ॖথृઍभীऊॉृघऔपणःथमؚ
َଌُ
َनठै
ऊधइयଌ়ُ॑ॎचञ௦भસ়ऋ धऩढथःऽघ؛
َਂُभ௦भ৶धखथमؚ
َৄपऎःُृَॺॵউঌش४भ )ODVK ऋ
टऔःُ
َরؚرᇽऋैङؚਈੂभঌش४ऋञःभदमऩःऊُधःअ௦
ऋँॉऽखञ؛



ਖڱڭभشঌش४भਹ৷؞ੳੴ২भध়ॎचथॹؚ२ॖথਙؚઍ
भীऊॉृघऔऩनড়ऊैभਔৄुઅपखथؚشঌش४भৄઉख॑
ਫ਼ୈखथःऎਏऋँॊधઅइऽघ؛

ٹजभਔৄ
ਔৄ
রرᇽऋैङؚਈੂभঌش४ऋञःभदमऩःऊ
५ঐගऋऩः
මःৄؚपऎःؚणऽैऩःؚ௪ऋजजैोऩः
ীऊॉपऎः
ৄॊभऋणऊोॊ
ੲਾ॑औऋघभऋिङऊखः
ॲ१ःधઓअ
ॺॵউঌش४؟ইছॵ३গ॑ઞअऩैऊढऒଐऎखथඟखः
दऌऩःऩैইছॵ३গઞॎऩः্ऋःः
ઌटऐधऊदःः
११খঐभ+3ऋଐऎলਟथःऽघ
नठैऊधइयਂभৃ়भ৶मਏऩःदघऋ
ਹ৷खञऒधऋऩः
ੴैऩःৄؚञऒधऋऩः
ীऊैऩः







كڲقਖڳڭ
นળभشঌش४द০ਹ৷खञःधઓअऒधقใपਹ৷खथःॊुभ
ुஅाऽघك؛म୦दघऊ؛ჾਊघॊुभ॑گणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળभشঌش४दঢ়ੱभँॊ॥থॸথॶपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ਗ਼ணட؞ඍলুਢऌ





ரৼஂق૧؞೨؞ઘਜಉك





ੲਾਁ৫ুਢऌਁؚ৫ધછभ





















ઁਾؚੁੲਾऩनभষੲਾभোু
ঃঈজॵॡ॥ওথॺृक़ख़ঈ॔থॣॺشऩनभষણ
षभਸ
ౠؚॖঋথॺभணखा
जभ

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟


شঌش४द০ਹ৷खञःुभपणःथमؚ
َਗ਼ணட؞ඍলুਢऌُध
ःअ௦ऋ धऎؚઃपَரৼஂق૧؞೨؞ઘਜಉك
ُऋ ؚ
َઁਾؚੁੲਾऩनभষੲਾभোুُऋ धऩढथःऽघ؛








ٹजभਔৄ
ਔৄ
৭भ৫சਾ
৬ைभ૬ऌ૾ய
ாपણ৷घॊणुॉऋऩः
ઉமୂऌपষऎभदશपऩः
ਹ৷खथःऩः
ઓॎऩः
ੇఔऋघॊभदীऊॉऽच॒
ীऊैऩः
્पऩःधःअऊؚजभৎप୦ऋਏपऩॊऊীऊैऩः
ਠৎਡदमਹ৷खऩः
્पऩख







 ڰ؝ڮ૽ਚषभৼ؞ਖः়ॎचؚரুਢऌपणःथ
૽ਚभਹ৷૾யपणःथؚਖڴڭऊैਖڭڮदउୂऌखऽखञ؛


كڭقਖڴڭ
૽ਚषৼ؞ਖः়ॎच॑ষअपؚਈुਹ৷घॊুमؚनअःढञुभद
घऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڭण৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળभ१شঅ५॑ਹ৷खेअधघॊৃ়दभৼؚृਖः়ॎच্১पঢ়घॊ
ൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

૽ਚृਁુਝऩनभษઠपઉமলऎ





૽ਚृਁુਝऩनपਗ਼ਵदਖः়ॎच





૽ਚृਁુਝऩनपুदਖः়ॎच





૽ਚृਁુਝऩनपই॓ॵॡ५दਖः়ॎच





૽ਚृਁુਝऩनपਗ਼ওشঝदਖः়ॎच





นળभشঌش४َقਖः়ॎचُكऊै





जभ





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟





૽ਚषभৼ؞ਖः়ॎच্১पणःथमؚ
َ૽ਚृਁુਝऩनभษઠप
ઉமলऎُधःअ௦ऋ धऎؚઃपَ૽ਚृਁુਝऩनपਗ਼ਵ
दਖः়ॎचُऋ धऩढथःऽघ؛

ٹजभਔৄ
ਔৄ
ੇఔभऋघॊभद્ؚपखऩः
ੇఔप৻ॎढथुैअ
पि
எमষढञऒधऋऩः
ीढञपखऩः








كڮقਖڵڭ
૽ਚषুਢऌ॑ষअपؚਈुਹ৷घॊুमनअःढञुभदघऊ؛ჾਊ
घॊुभ॑ڭण৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળभ१شঅ५॑ਹ৷घॊুपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

૽ਚभ૿ਊษઠपઉமলऎ

௦૨









૽ਚभ૿ਊษઠपਗ਼ணखा





जभ





૽ਚभ૿ਊษઠपഖଛ

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟


૽ਚषभুਢऌ্১पणःथमؚ௦भऺऻ৸৩ऋَ૽ਚभ૿ਊษઠपઉ
மলऎُधःअ௦धऩढथःऽघ؛

ٹजभਔৄ
ਔৄ
ঽভभዅଛ
ੇఔप৻ষखथुैअ
पि
අऋखथऎोॊ



كگقਖڬڮ
ৼؚਖः়ॎचুؚਢऌ॑ষअৃ়ؚ૽ਚभษઠقڴৎڬگীऊै
ڳڭৎڱڭীऽदكपলऎऒधऋदऌऽघऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڭण৭॒दऎ
टऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળभษઠਹ৷ৎपउऐॊਹ৷૾யपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ःणदुলऎऒधऋदऌॊ





லহಉ॑৹ତघोयؚলऎऒधऋदऌॊ





লऎऒधमखः





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟



૽ਚभษઠदभুਢऌपणःथमؚ
َலহ॑৹ତघोयؚলऎऒधऋदऌॊُ
धःअ௦ऋ धऎؚઃपَःणदुলऎऒधऋदऌॊُऋ ध
ऩढथःऽघ؛








كڰقਖڭڮ
ँऩञऋؚभษઠपൌघॊऒधमؚनअःढञऒधदघऊ્؛पൌघॊ
ुभ॑گणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળभษઠ१شঅ५पৌघॊਏऊैൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ڭणभษઠदؚघसथৌૢदऌॊेअपघॊ





ษઠ१شঅ५भৎ॑భশघॊ





ଅ؞ुษઠ৫ਝघॊ





ৼؚਖः়ॎचؚரুਢऌभୄठৎ॑ಢೠघॊ





ুਢऌभ্১॑ॎऊॉृघऎघॊ

















્पऩः





जभ





ऎभਁુਝृ१شঅ५॥شॼشदभুਢऌ॑ੜृ
घ
॥থঅॽग़থ५५ॺ॔ृഖଂऩनदછ॑ষघ
ॊ
ษઠ੧৷भଦ઼ಉभંभౄৰृணடৎदभᇼ
णऌभ੶ൗৃਚभౄৰ

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟






૽ਚपൌघॊऒधपणःथमؚ
َଅ؞ुษઠ৫ਝघॊُधःअ
௦ऋ ؚ
َ॥থঅॽग़থ५५ॺ॔ृഖଂऩनदછ॑ষघॊُऋ
धऩढथःऽघ؛೬؞ৎਗृ૽ਚਰਗदभਹ৷॒॑दःॊଢऋ
ःऒधऋअऊऋइऽघ؛

ٹजभभऩਔৄ
ਔৄ
:HE१شঅ५भౄৰ
ഠযऋഭीॊेअஊ॑পऌऎखथඟखः
ীऊॉृघऎହखथඟखः
भষऽदभৎऋऊऊॉघऍ
કড়ऩनभਭऐॉभৎؚୄठৎभಢೠ
ਈৌૢऋજपऩॉؚফଦपुীऊॉृघऎऩढञ
மঐॼش
ৌૢभபःযपँञॊৎऋँॊ
൚౿दभৌૢधঐॼ॑شᏍஹघॊऒध
ग़॔॥থभઞःघऍ॑ृीॊ
ीૌऍؚഐृखૌऍ
ऒनुऋୄथॊ५ঌش५॑ढथඟखःؚउुठूৃऩन
उኔॉऩ৩ुආखथःॊधઓॎोऽघभदؚযੲਾभइःपमੱभି
ਔ॑௸ढथඟखः
ਰؚउৎၱभदఉਊ॑୫सथःॊभ॑ৄञऋৄౙखःବपॉऽखञ
ুਢऌपষढञ্رभ৯पखऩःৃਚद୫হ॑खथඟखः
೬ህৎ॑ઐ৻पखथؚશभોदධ୫॑खथඟखः
৩ऋघऍॊؚၿपखथःॊযऋघऍॊؚચৡभऩःযम఼৷घॊऩ
ವઘभ়प়ॎचॊ
ःणदुษઠपষऐॊपखथඟखः
నষदষऎऒधऋলਟऩः







 ڱ؝ڮਗ਼१شঅ५लੲਾ१شঅ५पणःथ
นળभੲਾ१شঅ५ऩनभॉੌापणःथؚ
ਖڮڮऊैਖڲڮदउୂऌखऽखञ؛

كڭقਖڮڮ
ਠؚนળऋ؞ৰखथःॊਗ਼१شঅ५लੲਾ१شঅ५॑ੴढथः
ऽघऊ؛ੴढथःॊुभ॑৸थ৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ใோभਗ਼१شঅ५؞ੲਾ१شঅ५पउऐॊੳੴ২ृؚ१شঅ५भரథओधभ
ੳੴ২पঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ٹੳੴ২
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ੴढथःॊ





नोुੴैऩः





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟
ٹੴढथःॊ१شঅ५भ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

































৮ভ൸भॖথॱॺॵॿشଦਦ؞ভ৮ஈਫ਼ด३५ॸ





นળਁૄ)DFHERRNقইख़ॖ५ঈॵॡكঌش४





َLઁਾُق५ঐॺشইज़থ॔উজك









ਗ਼ணखा१شঅ५قਿ؞੨ુਗ਼ணட३५ॸك
છঽઐહਃقકড়؞ഀ༓ك
५এॶشਝऩनभ૬ऌੲਾقਿ؞੨ુਁુਝ੧৺
३५ॸك
છைછਫ਼ดलॖথॱॺॵॿش৺१شঅ५
ওشঝੲਾଦਦ१شঅ५قଆ಼ੲਾนળওشঝૅؚ৾৸ওشঝؚ
௴ੲਾऊीॼঅওشঝك
ੲਾਫ਼ด३५ॸ*ق,6قكਿ؞੨ુଁ়৶ੲਾ
३५ॸك
ૠॹॱشঋش५३५ॸ
นળਞੲਾ३५ॸ

:L)L५এॵॺਝ઼قૂༀమ؟GRFRPR:L)L؞ӃӐӈӎӢӡҼ:L)L
५এॵॺك

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟




นળऋ؞ৰखथःॊਗ਼१شঅ५लੲਾ१شঅ५पणःथؚःङो
ऊभ१شঅ५॑ੴढथःॊधःअ௦ऋ৺ ٫धऩढथःऽघ؛
ਠষ१شঅ५भधधुपؚนળऋखथःॊੲਾ१شঅ५भੳੴ২॑
औचॊॉੌाऋਏदँॊधઅइऽघ؛
ੴढथःॊ१شঅ५धखथमؚ
َછঽઐહਃُभ௦ऋ धऎؚ
ઃपَওشঝੲਾଦਦ१شঅ५ُऋ ؚ
َนળਞੲਾ३५ॸُऋ 
धऩढथःऽघ؛







كڮقਖگڮ
ਠؚนળऋ؞ৰखथःॊਗ਼१شঅ५लੲਾ१شঅ५॑ਹ৷खञ
ऒधऋँॉऽघऊ؛ਹ৷खञऒधऋँॊुभ॑৸थ৭॒दऎटऔः؛

ْସਖभਔٓ
ใோभਗ਼१شঅ५؞ੲਾ१شঅ५पउऐॊਹ৷૾யृؚ१شঅ५भரథओध
भਹ৷૾யपঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ٹਹ৷૾ய
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ਹ৷खञऒधऋँॊ





ਹ৷खञऒधऋऩः





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟
ٹਹ৷खञऒधऋँॊ१شঅ५भ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

























ૠॹॱشঋش५३५ॸ





นળਞੲਾ३५ॸ





৮ভ൸भॖথॱॺॵॿشଦਦ؞ভ৮ஈਫ਼ด३५ॸ





นળਁૄ)DFHERRNقইख़ॖ५ঈॵॡكঌش४













ਗ਼ணखा१شঅ५قਿ؞੨ુਗ਼ணட३५ॸك
છঽઐહਃقકড়؞ഀ༓ك
५এॶشਝऩनभ૬ऌੲਾقਿ؞੨ુਁુਝ੧
৺३५ॸك
છைછਫ਼ดलॖথॱॺॵॿش৺१شঅ५
ওشঝੲਾଦਦ१شঅ५قଆ಼ੲਾนળওشঝૅؚ৾৸ওشঝؚ
௴ੲਾऊीॼঅওشঝك
ੲਾਫ਼ด३५ॸ*ق,6قكਿ؞੨ુଁ়৶
ੲਾ३५ॸك

َLઁਾُق५ঐॺشইज़থ॔উজك
:L)L५এॵॺਝ઼قૂༀమ؟GRFRPR:L)L؞ӃӐӈӎӢӡҼ:L)L
५এॵॺك

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟




นળऋ؞ৰखथःॊਗ਼१شঅ५लੲਾ१شঅ५भਹ৷पणःथमؚ
َછঽઐહਃُभ௦ऋ धऎؚઃपَওشঝੲਾଦਦ१شঅ५ُ
ऋ ؚ
َนળਞੲਾ३५ॸُऋ धऩढथःऽघ؛
ऽञؚఝਗ਼ਵृ५ঐॺشইज़থ॑ਹ৷खथःॊधःअ௦भअठؚওشঝଦਦ
१شঅ५॑ਹ৷खञऒधऋँॊधःअ௦मؚ৺ ٫दखञ؛
 قর  ك

ਖ ڮभ१شঅ५भੳੴ২धऺऻग१شঅ५ऋਹ৷২ुৈःൊपँॊधइ
ऽघऋؚੳੴ২ऋ৺ ٫पৌखथਹ৷২म৺ ٫धऩढथउॉؚੳੴ২पૻस
थਹ৷২ऋৣढथःॊऒधऋअऊऋइऽघ؛
ऒभऒध॑౷ऽइرؚभ१شঅ५पणःथؚੳੴ২धਹ৷২भൊऊैীෲ॑
ষःؚੳੴ২॑ৈीؚਹ৷॑യघेअऩਅറऩॉੌाभਫ਼ୈऋਏदँॊध
અइऽघ؛






كگقਖڰڮ
ਠؚนળऋ؞ৰखथःॊਗ਼१شঅ५लੲਾ१شঅ५पणःथेؚ
ॉౄৰखथඟखःुभमँॉऽघऊ؛ౄৰखथඟखःुभ॑৸थ৭॒दऎटऔः؛
ऽञؚ৬पౄৰखथඟखःઍऋँोयؚ
َजभُपౄৰखथඟखः৬
ऩઍ॑৸थ੶োखथऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ใோभਗ਼१شঅ५؞ੲਾ१شঅ५पणःथؚ१شঅ५ওॽগشभ୯ਸृਃચౄ
ৰಉभਏऊैൊ॑པघॊ؛


ْટٓ
ٹਏभથ૮
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ౄৰखथඟखः१شঅ५ऋँॊ





ౄৰखथඟखः१شঅ५म્पऩः





قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟
ٹౄৰखथඟखः१شঅ५भ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ਗ਼ணखा१شঅ५قਿ؞੨ુਗ਼ணட३५ॸك





છঽઐહਃقકড়؞ഀ༓ك

























นળਞੲਾ३५ॸ





৮ভ൸भॖথॱॺॵॿشଦਦ؞ভ৮ஈਫ਼ด३५ॸ





นળਁૄ)DFHERRNقইख़ॖ५ঈॵॡكঌش४













५এॶشਝऩनभ૬ऌੲਾقਿ؞੨ુਁુਝ੧
৺३५ॸك
છைછਫ਼ดलॖথॱॺॵॿش৺१شঅ५
ওشঝੲਾଦਦ१شঅ५قଆ಼ੲਾนળওشঝૅؚ৾৸ওشঝؚ
௴ੲਾऊीॼঅওشঝك
ੲਾਫ਼ด३५ॸ*ق,6قكਿ؞੨ુଁ়৶ੲ
ਾ३५ॸك
ૠॹॱشঋش५३५ॸ

َLઁਾُق५ঐॺشইज़থ॔উজك
:L)L५এॵॺਝ઼قૂༀమ؟GRFRPR:L)L؞ӃӐӈӎӢӡҼ:L)L५
এॵॺك

قથ௦ਯ ؟ഖଛ ؟:HEك؟




ਏभથ૮भટऊैؚ௦भ৺ ऋใோभ१شঅ५पणःथؚಌऩॊ
१شঅ५ওॽগشभ୯ਸؚਃચभౄৰ॒॑दःऩःधःअ௦दखञ؛
ऽञؚਹ৷भଌ২धःअଳਡदमؚਖگڮदਹ৷खञऒधऋँॊधःअ௦
भअठؚ৺  સऋ१شঅ५ওॽগشभౄৰ॒॑दःॊऒधऋअऊऋइऽघ؛
खऊखऩऋैؚओਔৄृओਏपणःथमؚਗ਼ணடؚਝ੧৺ؚછ
ঽઐહਃಉपঢ়घॊ१شঅ५भౄৰಉؚ৬ऩॉੌापणऩऋॊओਔৄु
ँॊभदؚजअखञઍ॑ु౷ऽइथؚ३५ॸभীऊॉृघःઞः্ृॖথॱ
ॺॵॿشपेॊ१شঅ५ఁপಉؚใோभ१شঅ५॑થपણ৷खऩऋैؚਹਙ
भ॑ढथःऎऒधऋਏदँॊधઅइऽघ؛



ٹౄৰखथඟखः१شঅ५लजभઍ
१شঅ५

ౄৰखथඟखःઍ

ਗ਼ணखा१شঅ५

؞ரৼಉभহ৺ಉदऌोय

قਿ؞੨ુਗ਼ணட३

؞३५ॸभઞः্ऩनହভಉऋँोयेऎॎऊॊधઓअ

५ॸك

؞ਫ਼൧ؚుญুਊभணடؚব৳قપृكফসقપك
भ્શऩணखाऩन৸थभ१شঅ५॑ৌप

છঽઐહਃ

؞णभढ़ॻشदકড়ؚഀ༓ऋ૭ચपखथඟखः

قકড়؞ഀ༓ك

؞ৎਹ৷૭ચؚଅ؞दुઐહदऌॊेअप
؞ವઘಉؚৌभછभரథऋੜइॊधेः
؞૽ਚਰਗदলचॊेअपقകؚ॥থঅॽؚછைਁؚ
ુभৃق५شঃككش



१شঅ५
५এॶشਝऩनभ૬ऌੲਾ

ౄৰखथඟखःઍ
؞ॖথॱृॺॵॿشਗ਼ਵ৺॑૭ચपखथඟखः

قਿ؞੨ુਁુ੧
৺३५ॸك
છைછਫ਼ดलॖথॱش

؞ীऊॉृघऎखथඟखः

ॿॵॺ৺१شঅ५

؞৫ைৎ كଡ଼ীைಉखऊীऊैऩः
؞છਫ਼ด

ওشঝੲਾଦਦ१شঅ५

؞ଆ಼ੲਾृਾି؞ਔਾૅؚ৾ੲਾಉ

قଆ಼ੲਾนળওشঝૅؚ৾৸

؞ଆ಼ੲਾभৃ়ؚଆ಼ୠ॑ઇइथඟखः

ওشঝ௴ؚੲਾऊीॼঅওش

ਂ؞ଟੲਾऩनघऍॊ

ঝك

؞ॖঋথॺੲਾ

ੲਾਫ਼ด३५ॸ*ق,6ك

؞হಉभপऌऔ

قਿ؞੨ુଁ়৶

؞ੴैऩःਚपुලपষऐॊप

ੲਾ३५ॸك
นળਞੲਾ३५ॸ

؞ಸৎभકभਏऩਞੲਾभઔटऐऋඟखः
؞পංभৎभ৳ஸਆभᑵᓧੲਾؚਜ਼ऩन
؞ଆ಼ृ಼૩पइृघःुभप
؞ਾभถ॑৬प

นળਁૄ)DFHERRNقইख़ॖ५

؞7ZLWWHUुँढञऺअऋଐः

ঈॵॡكঌش४

؞জॶॖॺشदఁങदऌेؚॉଫऎੲਾऋॎॉऽघ

َLઁਾُ

؞ঽ৬जभऽऽदमऩऎ:HEऩैदमभலੌा॑েऊख

ق५ঐॺشইज़থ॔উজك

थඟखः

:L)L५এॵॺਝ઼قૂༀ

௴؞قৎرਗবযكऐपनऒदुॖথॱش

మ؟GRFRPR:L)L؞ӃӐӈӎӢӡҼ

ॿॵॺऋமਢदऌॊ୭ତ

:L)L५এॵॺك

؞ಌपऎभਝद
قउभরؚകુਁؚਝؚછைؚफ़ঞজؚ॔भകؚ
ઐऩनك








كڰقਖڱڮ
นળपउःथ॑ۉڸھؚઞढथৰਠखथඟखः१شঅ५मؚनभेअऩुभ
दघऊ؛ჾਊघॊुभ॑ڱणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ऒोऊैभ ,&7 ॑ઞढथৰਠखथඟखः१شঅ५पঢ়घॊൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ٹਏभથ૮
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

,&7॑ઞढथৰਠखथඟखः१شঅ५ऋँॊ





,&7॑ઞढथৰਠखथඟखः१شঅ५म્पऩः
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ٹ,&7 ॑ઞढथৰਠखथඟखः१شঅ५भ
ਝਖ

௦ਯ

ॖথॱॺॵॿشऊैਗ਼ணட१شঅ५ऩनपेॉুਢऌ॑ලप

௦૨





































ड़شউথॹ؞ॱشঅॵॡॹ॑ॱشણ৷खञ१شঅ५





ঐॖॼথংقشঐॖএॱشঝ॑كણ৷खञ१شঅ५





जभ





घॊ
કড়ऩनभછ॑॥থঅॽद੭दऌॊेअपघॊق॥থঅॽ
ઐહك
ਁુમসقઘস؞મসಉكभ੍௸ः॑ढ़ॻشदৠੋदऌॊेअ
पघॊ
ॖথॱॺॵॿشऊैਁુમসقઘস؞મসಉكभ੍௸ःऋदऌ
ॊेअपघॊ
ੲਾ॑ણ৷खञਁુਝੲਾ ०ૐਚਁ؞ୱಉ ृ௴ਝ
ੲਾभ੧
ੲਾ॑ણ৷खञ$('ਝ઼ৃਚؚೂਚؚೂঝૢؚॺشஔ
ਡ಼ؚ૩ৎਏଦൟੲਾঁؚ२ॻشঐॵউऩनभଆ಼ੲਾभ੧
ଆ಼ੲਾभওشঝਦؚ౯નੳऩनभଆ಼१شঅ५
५ঐॹॺشংॖ५॑ઞढञড়ੈ௮भ१شঅ५ુਁقਝभଵ
৶ؚଆಬੲਾृ಼૩ੲਾभુથऩनك
ਁಃ૮/$1قইজش:L)Lभਝ઼كभౄৰ
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ਏभથ૮भટऊैؚ৺ ऋ ,&7 ॑ઞ৷खञ१شঅ५भ॒॑द
ःॊऒधऋअऊऋइऽघ؛
१شঅ५भधखथमؚ
َકড়ऩनभછ॑॥থঅॽद੭दऌॊे
अपघॊُभ௦ऋ धऎؚਖ  दाैोञेअपؚ೬؞ৎਗ
ृ૽ਚਰਗदभછभ੭॑िଢऋःऒधऋअऊऋइऽघ؛
ऽञؚ
َଆ಼ੲਾभওشঝਦؚ౯નੳऩनभଆ಼१شঅ५ُऋ ؚ
َੲਾ॑ણ৷खञ $(' ਝ઼ৃਚؚೂਚؚೂঝૢؚॺشஔਡؚ
಼૩ৎਏଦൟੲਾঁؚ२ॻشঐॵউऩनभଆ಼ੲਾभ੧ُऋ ध
ऩढथःऽघ؛ਸइथؚऒभڮणभ௦॑खञযभસ়म৺  قর
 ॑كಚीथउॉؚ৸؞ੱपৌघॊঢ়ੱऋৈऎؚଆ಼पঢ়घॊ१شঅ
५भౄৰ॑ऽोथःॊऒधऋअऊऋइऽघ؛ऒभऒध॑౷ऽइ়ؚੑ
भਡॸشঐभऱधणदँॊَ৸؞ੱभਤُपॉੌ॒दःऎऒधऋ
ਏदँॊधઅइऽघ؛
ٹजभਔৄ
ਔৄ
ษઠभਝ઼؟ఈभ૫ᆽਚृਂऩਡؚਝ઼औोथःॊਦಀਃृभச২पৌखथਠ૾पज
एॎऩःधઓढञऒधऩनॿॵॺदਭહखथऎोॊษઠऋඟखः
৾ૅੲਾभষহऩनभౄৰ
,&7पৌૢदऌऩःযुःॊभदम
ॖথॱॺॵॿشमਹटधઓअऋऒॎःखؚઞइऩः
ঐॖॼথংش২मખৌؚଵ৶औोॊभमآযੲਾऋஹोऩः؛
इञফসਖऋবदऔइੰৠदऌथःऩःभद্ؚदजभऩऒध॑खञैؚၴऋிભ॑ॉؚ
৳घॊभऊऋੱؚଦदँॊ؛
අऋ୦ुऊुखथःॊभदॎऊैऩः



كڱقਖڲڮ
ँऩञमؚนળऋੲਾ৲॑ਤघॊअइदؚপજऩऒधमनभेअऩऒधटध
ઓःऽघऊ؛পજटधઓअऒध॑ڱणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
นળभੲਾ৲भਏਙृੲਾ৲भਤपउःथॉੌिॸشঐपঢ়घॊൊ
॑པघॊ؛


ْટٓ
ٹੲਾ৲भਏਙ
ਝਖ

௦ਯ

ੲਾ৲पणःथপજटधઓअऒधऋँॊ
ऒोਰभਏਙमऩः

௦૨
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ٹੲਾ৲पणःथপજटधઓअऒधभ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨





ঃ९॥থृॖথॱॺॵॿشभಆভ॑प৫ಈघॊ





ੲਾਃஓपਂຯोऩযपৌघॊ१এॺش৬॑ତघॊ





ড়भਔৄऋిજपষषખऔोॊலੌा॑ତइॊ









ఝਗ਼ਵؚ५ঐॺشইज़থ॑ણ৷खञ१شঅ५भ॑ౄৰघॊ





૽ਚपষऊऩऎथुষ१شঅ५ऋਭऐैोॊेअपघॊ













भঽ৬धુद৴खथઁୠऩॉੌा॑ਤीॊ





,&7॑ாपॉোोষহਜभ૨৲॑ॊ





৩भੲਾ৲पৌૢघॊચৡ॑औचॊ





ऋ৳થघॊੲਾৱਓ॑ણ৷खथৗૠਓभল੍॑ରघॊ





५ঐॹॺشংॖ५॑ਹ৷खञড়ੈ௮भ१شঅ५॑ତघॊ
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ড়ऋॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खृघःेअपਹ৷୭॑ౄৰघॊ

੫ؚઇਃঢ়धુقਓ؞৾؞৴كद்ઁःॉੌा॑ਤी
ॊ

ၴदुලपমযનੳऋदऌॊ
যੲਾ৳૧ऩनੲਾ७य़গজॸॕৌੁ॑ਘ৲घॊ
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َ૽ਚपষऊऩऎथुষ१شঅ५ऋਭऐैोॊेअपघॊُभ௦ऋ
धऎؚઃपَযੲਾ৳૧ऩनੲਾ७य़গজॸॕৌੁ॑ਘ৲घॊُ
ऋ َؚੲਾਃஓपਂຯोऩযपৌघॊ१এॺش৬॑ତघॊُऋ
धऩढथःऽघ؛
ੲਾ৲पणःथَऒोਰਏਙमऩःُधःअ௦म  સपुञऩः
૾யदँॉؚ০धुੲਾ৲भਤपॉੌ॒दःऎਏऋँॊधઅइऽघ؛


ٹजभਔৄ
ਔৄ
৸؞ੱྟ؞ৡँॊඌतऎॉषभড়भଢ॑ୂऎ
ವઘभ્๕पऩॊेअऩੲਾ৲ਤ॑ൌःञखऽघ
ੲਾभজ॔ঝॱॖदभਦ
ிભभਚभడત৲
যੲਾभ৳૧
৩ऋؚড়षभৌૢ॑ഛႠपघॊ
৩भலহपৌघॊிભ
ড়ऊैःढरऩखदऩऎؚजोप௦قନহಉكघोयुढधଐः؛
০भஎपधढथमऒोਰभੲਾઽૐमखः
ঢ়ੱऋऩःभद௦इेअऋँॉऽच॒
ঃ९॥থؚॖথॱॺॵॿشऋऩःभदীऊॉऽच॒
ਹ৷खथःऩःऊैेऎীऊैऩः
ഠযदम୦ुীऊैऩः





كڲقਖڳڮ
นળभੲਾ৲षभॉੌापৌघॊ੧ृਏؚजभੲਾ৲पঢ়घॊ
उઅइಉऋँॉऽखञैउୂऊचऎटऔः؛

นળभੲਾ৲पणःथभओਔৄ؞ओਏؚ॑ઃभ௴ਡदীథखऽखञ؛
௴ਡभઍ॑ਰৣपંखऽघ؛
1R

௴ਡ

ઍ
ৈೡ॑அिؚੲਾभலੌाृ্১पणःथभऌी

 ੲਾൠषभଦൟ

ऊऩৌૢपৌघॊਔৄ؞ਏ

 ੲਾ৲पঢ়घॊਔৄ

ੲਾ৲षभॉੌापৌघॊਔৄ؞ਏ
যੲਾ৳૧ृੲਾ७य़গজॸॕषभॉੌापঢ়घ

 ੲਾ७य़গজॸॕঢ়બ

ॊਔৄ؞ਏ


ਰৣपؚੲਾ৲पঢ়घॊ⋾ڭऊै⋾ भऩ௦॑ંखऽघ؛

1R

௴ਡ

ਔৄ؞ਏ
z

ঃ९॥থؚॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खऩःযؚৈೡपु
ীऊॉृघःੲਾ৲॑खथඟखः

z

ীऊैऩः୴ऋञऎऔ॒ँढथढञ

z

ॖথॱॺॵॿشऩनੲਾਃஓ॑ਹ৷खथःऩःযقदऌ
ऩःযكपৌखथुऌीऊऩੲਾ॑અइॊऒधऋ
পજ



ੲਾൠषभଦൟ

z

ੲਾभત୷॑েऽऩःऒधق০ुघदपત୷ऋँॊكآ

z

ੲਾ৲षৌૢखऌोऩः

z

इयउফఞॉधऊযञठऋؚலੌा॑৶ੰखऩःञी
प१شঅ५॑ਭऐैोऩःधःअऒधभऩःेअपؚऌ
ीऊःৌૢदऌॊेअऩ৬तऎॉ॑ाऽघ

z

ੲਾभऎऋਗ਼৲औोॊऒधऋড়पৌघॊ१شঅ
५टधઓॎोऋठदघऋؚঃ९॥থृॖথॱ॑ॺॵॿش
ਹ৷दऌऩःৈೡमਯऎःऽघ
ੲਾ॑इॊু॑ज॒ऩஎपुॎॊेअऩ१ش
অ५ुౄৰखथඟखःधઓःऽघ



1R

௴ਡ

ਔৄ؞ਏ
z

ঃ९॥থृॖথॱॺॵॿشऋলਟऩःभदؚੲਾ॑োু
घॊभऋपऩॊधઓःऽघ

z

ੲਾ৲पঢ়खथؚঃ९॥থ؞५ঐॺشইज़থऋऩःྼؚ
ৗୂ॑धढथःऩःੇ൦ؚजअःढञ্رषभੲਾभ
ਦभல্॑અइथඟखः

z

ৈೡपधढथमؚଆ಼ੲਾಉमੰॉृघः্১दउൢ
ःखञःधઓःऽघ

z

भୠेॉนળमੲਾ৲ऋउऎोथःॊਞऋखऽ
घ
+3 भಌৗ॑ुढधজ॔ঝॱॖपষःؚড়ऊैु
௪॑णੌा॑खञ্ऋःः

z

০भشঌش४मؚਈੂभোॉ্दੲਾ॑ർघभऋী
ऊॉपऎः

z

)DFH%RRN ਰਗप 7ZLWWHU ुीैोञैऩधઓःऽघ

z

7ZLWWHU भఁങ५আॻشमનৰपৈःदघ

z

્प؞௴ؚॖঋথॺ؞ਞ؞ଆ಼؞ઐৢँञॉभੲਾ
॑ 7ZLWWHU दਦखञ্ऋेः

z

ఝਗ਼ਵ؞५ঐ॑ણ৷खञ१شঅ५भ॑ౄৰऔच
थ૽ਚपষऊऩऎथुষ१شঅ५ऋਭऐैोॊे



ੲਾ৲पঢ়घॊਔৄ

अपखथඟखः
z

છঽઐહਃقકড়ؚഀ༓છಉ॑ك॥থঅॽؚ
ഖଂূؚધ৲७থॱشಉद੭दऌॊेअपखथඟ
खः

z

ๆऋใपৰखथःॊଆ಼૮ृॣشঈঝॸঞ
অषभੌा॑ਏखऽघ

z

०भীશमৱ౺৲पৡ॑োोथःथेःधઓअऋؚ
चढऊऎभীશपഊअऋ੶ൗऔोथःऩः
୦॑ຽथॊৎपഊअऊॹ॑ॱشधढथؚৱમ॑ਛघॊ
धुढधेःुभऋলਟॊधઓःऽघ

z

५ঐॺشইज़থऩनदؚभੲਾ॑উॵ३গৢੴदੴै
चॊ॥থॸথॶ॑ੜृखथඟखः
ક॒दःॊਚभ०লखद୦ৎؚनभரథभ०ऋলच



1R

௴ਡ

ਔৄ؞ਏ
ॊऊ॑উॵ३গৢੴखथऎोॊऩन
z

ੂੱपરखःঃ९॥থઇౠ॑તद৫ःथඟख
ःदघق୦ुك

z

ঽே௹ऊऩিༀ॑૮৶पੲਾ৲खऩऎथुଐःधઅइ
ऽघ
ঃ९॥থभোऩनदॿॵॺदभृॉधॉ॑ੜृऔ
ऩऎथुؚઉம॥গॽॣش३ঙথ॑ॊऒधदેীद
मऩःदखॆअऊ

z

ੲਾ৲ভदँॉऽघऋؚदँॊॅइपযੲਾ৳૧ؚ
ੲਾ७य़গজॸॕৌੁपणःथमؚਐ৸॑खथඟखः
धઓःऽघ
ঃ९॥থ॑ढथऩःযؚলਟऩःযपुेॉेःੲਾ
॑ਭऐैोॊेअपઅइथඟखः

z

ঐॖॼথংش২ऋऽॊधੲਾइःभതोऋँॊ
भद৩मजभਔ॑ठؚक़ॖঝ५पഉखऩःे
अपಔपહই॓ॖঝ॑৫ຆखऩःಉઇभජೲ॑
खथඟखः

z


,&7 म০ੜرৈ২पனखؚนળभੲਾ৲पमਂ૭
ಳदँॉؚାৰपਤीथःञटऌञः

ੲਾ७य़গজॸॕঢ়બ

৬ऩ३५ॸृੲਾ१شঅ५मेऎਖ਼ैऩःऋؚঐ
५॥दਾऔोथःॊेअऩؚযੲਾभলृؚ३
५ॸभப৷ऩनਹपऩॊऒधदؚઓॎफ૩ऋল
ऩःेअජೲखञଵ৶৬धଆ౪ੁ॑નয়खथःञट
ऌञः
z

যੲਾ৳૧ऩनੲਾ७य़গজॸॕৌੁ॑ਘ৲खथऎ
टऔःقঐॖॼথংشपऩॊधेऐःपكآ

z

যੲਾ॑௪মਜ਼द৩ऋਫ਼ดखञॉखऩःेअऩ
ઇभජೲ

z

ऽञؚजअखञॉखञऒधऋॎऊॊ३५ॸॉؚइ
ःखञৃ়भຌಋ৲ؚଵ৶भජೲؚ७य़গজॸॕৌੁ
















ૂੲਾ৲ਤपঢ়घॊ
৩॔থॣॺشૐੑટਾઔછ



॔ ڭথॣॺش৹ਪभਏ
॔ ڭ؝ڭথॣॺش৹ਪभਏपणःथ
ඨ৯

৹ਪभ৯

:HEपेॊ৹ਪ

 َนળੲਾ৲ਤੑُभੁपँञॉૂؚੲਾ৲भਠ૾॑ిનप
ኇइॊञीपؚੲਾৢਦ१شঅ५ृ୭पৌघॊૂॽش६ؚੲਾ৲प
ৌघॊਔ৹ਪ॑ৰघॊऒधपेॉؚੑੁपउऐॊ্ଉृ্ਙ
॑ਫ਼ୈघॊञीभ੦ຊৱમधघॊऒध॑৯धखथؚ:HEपेॊ॔থॣ
ॺش৹ਪ॑ৰखऽखञ؛

৹ਪৎ

ਛফা  عা  

৹ਪৌ

ਜदঃ९॥থ॑ਹ৷खथःॊนળ৩

௦ਯ



ऩਝਖ

؞ੲਾ৲ੁभ্ਙपणःथ
ૂ؞भੲਾ৲पणःथ
؞ਹ৷खथःॊਜ३५ॸपणःथ
؞३५ॸ৲खञःਜपणःथ

࣭ ॔থॣॺشટभૐੑमؚਝਖओधपَ௦ُ
َ૮ُ॑ःञ௦ਯقથ௦ਯك
॑ীಟधखथؚঃش७থॸش४दંखथःऽघ؛ളਯ௦૭भਝਖपणःथुद
घ؛









 ڮ৩॔থॣॺش৹ਪટ
 ڭ؝ڮੲਾ৲ੁभ্ਙपणःथ
ੲਾ৲ੁभ্ਙपणःथؚ
َੲਾ৲भਤऋટऩীُ
َરखथষअस
ऌੲਾ৲ੁُ
َੲਾ৲॑ਤघॊअइदभপજऩহඨُपणःथؚਖڭऊैਖگद
ସਖ॑ষःऽखञ؛

كڭقਖڭ
ँऩञमؚੲਾ৲॑ਤघॊऒधऋટधઓॎोॊীमनोटधઓॎो
ऽघऊ؛ટधઓॎोॊुभ॑ਈপگणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
৩ऋઅइॊੲਾ৲॑ਤघॊટऩী॑৹ਪखؚড়॔থॣॺشधभ
ૻຎಉऊैൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

३ঙॵআথॢऩनभেણੲਾ





ધ৲ਝदभಈख੧ृະऩनभધ৲ੲਾ





৾ૅ؞ઇੲਾ





थ؞৳ੲਾ





ୢ؞৳ੲਾ ೨तऎॉҩୢఇષੲਾ 

























ઐৢੲਾ





ரணட؞ষুਢऌੲਾ









ஂ૧৳૫ऩनभૣක২ੲਾ
௴؞ঞ४কشऩनभॖঋথॺੲਾ
०؞জ१ॖॡঝऩनभ୭ੲਾ
ଆ಼؞ਞ಼؞૩ੲਾ
ছথॸॕ॔ऩनभভਸभੲਾ

जभ

قથ௦ਯك؟




ੲਾ৲भਤऋટऩীपणःथؚ
َଆ಼؞ਞ಼؞૩ੲਾُभ௦ऋ 
धऎؚઃपَரணட؞ষুਢऌੲਾُऋ ؚ
َ௴؞ঞ४কشऩनभ
ॖঋথॺੲਾُऋ धऩढथःऽघ؛
ড়॔থॣॺشपउःथुؚৰਠखथඟखः१شঅ५قਖكڱڮदَકড়ऩ
नभછ॑॥থঅॽद੭दऌॊेअपघॊق॥থঅॽઐહك
ُ
َଆ಼ੲਾभ
ওشঝਦؚ౯નੳऩनभଆ಼१شঅ५ُ
َੲਾ॑ણ৷खञ $(' ਝ઼ৃਚؚ

ೂਚؚೂঝૢؚॺشஔਡ಼ؚ૩ৎਏଦൟੲਾঁؚ२ॻشঐॵউऩन
भଆ಼ੲਾभ੧ُभਔৄऋऊढञऒधऊैؚ৩ऋટधઅइॊઍधؚ
ড়ऋৰखथඟखःઍऋग্ਙ॑ંघટधऩढथःऽघ؛







كڮقਖڮ
ँऩञमؚરखथষअसऌੲਾ৲ੁमनोटधઓॎोऽघऊ؛
ْସਖभਔٓ
৩ऋરखथઅइॊੲਾ৲ੁभ৹ਪऊैൊ॑པघॊ؛


ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

ସभৈःড়१شঅ५भपঢ়घॊੌ

௦૨









ষઈभ૨৲पঢ়घॊੌ





ૂਜ३५ॸभਈి৲पঢ়घॊੌ





ੲਾজॸছ३شपঢ়घॊੌ





೨ऩථैखभയਤपঢ়घॊੌ













ড়ੈ௮पेॊষઈपঢ়घॊੌ

಼૩ৌੁपਏऩ ,&7 ੦ೕ॑ତघॊੌ
जभ

قથ௦ਯك؟


રखथষअसऌੲਾ৲ੁपणःथमؚ
َସभৈःড়१شঅ५भपঢ়घ
ॊॉੌा಼َُ૩ৌੁपਏऩ ,&7 ੦ೕ॑ତघॊॉੌाُभ௦ऋ 
धऎऩढथःऽघ؛
ਖڭभટऩীभ௦ટधभॉੌाऋؚરघसऌॉੌाभ௦
धऩढथःॊऒधऋअऊऋइऽघ؛



كگقਖگ
ँऩञमؚੲਾ৲॑ਤघॊअइदؚপજऩऒधमनभेअऩऒधटधઓःऽघ
ऊ؛পજटधઓअऒध॑ਈপڱणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
भੲਾ৲भਏਙृੲਾ৲॑ਤघॊॉੌाॸشঐ॑৹ਪखؚড়॔থॣش
ॺधभૻຎಉऊैൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

ড়ऋॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खृघःेअपੲਾഈଜಉभਹ৷

௦૨





ঃ९॥থृॖথॱॺॵॿشभಆভ॑प৫ಈघॊ





ੲਾਃஓपਂຯोऩযपৌघॊ१এॺش৬॑ତघॊ





ড়भਔৄऋిજपষषખऔोॊலੌा॑ତइॊ





















যੲਾ৳૧ऩनੲਾ७य़গজॸॕৌੁ॑ਘ৲घॊ





भঽ৬धુद৴खथઁୠऩॉੌा॑ਤीॊ





,&7 ॑ாपॉোोষহਜभ૨৲॑ॊ





৩भੲਾ৲पৌૢघॊચৡ॑औचॊ





ऋ৳થघॊੲਾৱਓ॑ણ৷खथৗૠਓभল੍॑ରघॊ





५ঐॹॺشংॖ५॑ਹ৷खञড়ੈ௮भ१شঅ५॑ତघॊ





ऒोਰभੲਾ৲मਏऩः





जभ





୭॑ౄৰघॊ

੫ؚઇਃঢ়धુقਓ؞৾؞৴كद்ઁःॉੌा॑
ਤीॊ
ఝਗ਼ਵؚ५ঐॺشইज़থ॑ણ৷खञ१شঅ५भ॑ౄৰघ
ॊ
૽ਚपষऊऩऎथुऎभਁુਝऩनदुষ१شঅ५ऋ
ਭऐैोॊेअपघॊ
ၴदुලपমযનੳऋदऌॊ

قથ௦ਯك؟





َऒोਰभਤ৲मਏऩःُधઅइथःॊ৩मःऩःऒधऋअऊऋइऽघ؛

นળऋੲਾ৲॑ਤघॊअइदপજऩऒधपणःथमؚ
َ૽ਚपষऊऩऎथ
ुষ१شঅ५ऋਭऐैोॊेअपघॊُभ௦ऋ धऎؚઃपَఝਗ਼
ਵؚ५ঐॺشইज़থ॑ણ৷खञ१شঅ५भ॑ౄৰघॊُऋ ؚ
َযੲਾ
৳૧ऩनੲਾ७य़গজॸॕৌੁ॑ਘ৲घॊُऋ धऩढथःऽघ؛
भ৹ਪ॑ড়॔থॣقॺشਖكڲڮदुষढथःॊञीؚড়॔থॣॺشध
भૻຎ॑ઃभॢছইपંखऽघ؛
َ૽ਚपষऊऩऎथुষ१شঅ५ऋਭऐैोॊेअपघॊُृَযੲਾऩ
नੲਾ७य़গজॸॕৌੁ॑ਘ৲घॊُधःअඨ৯पणःथमؚ৩ؚড়धुप
পજऩඨ৯धखथभ௦मःટधऩढथःऽघ؛
खऊखؚ
َড়ऋॖথॱ॑ॺॵॿشਹ৷खृघःेअपਹ৷୭॑ౄৰघॊُृ
َੲਾਃஓपਂຯोऩযपৌघॊ१এॺش৬॑ତघॊُऩनभඨ৯पঢ়
खथमؚ৩ऋઅइथःॊਰपড়भਏऋৈःधःअऒधऋअऊऋइऽघ؛
जभभਔৄदमؚ
َشঌش४भౄৰُؚۇۅ؞
َੲਾ৲भરದਜ਼तऐ॑ষ
अ੦धਃঢ়॑ीॊُऩनभ௦ऋँॉऽखञ؛







ْড়॔থॣقॺشਖكڲڮधभૻຎٓ








ૂ ڮ؝ڮभੲਾ৲पणःथ
ૂभੲਾ৲पणःथؚ
َੲਾ৲भਤपঢ়घॊਔَُૂੲਾ৲भરহඨَُૂ
ੲਾ৲ਤभୖُपणःथؚਖڰऊैਖڲदସਖ॑ষःऽखञ؛

كڭقਖڰ
ँऩञमૂؚੲਾ৲भਤपणःथؚनभेअऩउઅइदघऊ؛
ْସਖभਔٓ
৩भੲਾ৲पঢ়घॊਔ৹ਪऊैൊ॑པघॊ؛

ْટٓ
タၥ

ᅇ⟅⪅ᩘ

ாपਤखथःऎसऌदँॊ

ᅇ⟅⋡









ऒोਰभੲਾ৲मਏऩः





जभ





ੲਾ৲भਏਙमगथःॊऋඦपਤीॊसऌ
ट

قથ௦ਯك؟


ૂੲਾ৲भਤपणःथؚ
َாपਤखथःऎसऌदँॊُ
َੲਾ৲भ
ਏਙमगथःॊऋඦपਤीॊसऌट়ُ॑ॎचञ௦भસ়ऋ ध
ऩढथउॉऻऺؚ௦भ৸৩ऋૂभੲਾ৲॑ਤखथःऎसऌधઅइथ
ःॊऒधऋअऊऋइऽघ؛





كڮقਖڱ
ँऩञमૂؚੲਾ৲॑ਤघॊअइदؚથटधઓअऒधमनोटधઓॎो
ऽघऊ؛થधઓॎोॊुभ॑ਈপگणऽद৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
भਠ૾॑౷ऽइؚੲਾ৲॑ਤघॊટऩॸشঐ॑৹ਪखൊ॑པघॊ؛


ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

ॖথॱृॺॵॿش९ش३কঝওॹॕ॔ 616 पे

௦૨





ड़থছॖথ१شঅ५भఁপ়ؚษઠभৰਠ





ૂृਚരदभੲਾુથ





ਜੴृঀक़ঁक़भુથ





శଞৎषभइ





ষহਜभৈ২৲؞૨৲













ੲਾ७य़গজॸॕঞঋঝभ





৩भੲਾজॸছ३شभ









ॊড়षभੲਾ؞ੲਾુથ؞ਔৄઐఌ

ిਫऩ३५ॸো؞ઈ৷؞ಌৗलਜ३५ॸ
भਈి৲पेॊ৽ાभచ
ৗञऩੲਾৢਦૼषभॉੌा

जभ

قથ௦ਯك؟




ૂੲਾ৲॑ষअअइदથधઓअহඨपणःथमؚ
َষহਜभৈ২৲؞
૨৲ُ
भ௦ऋ धऎؚઃप
َૂृਚരदभੲਾુથُ
ऋ ؚ
َਜੴृঀक़ঁक़भુથُऋ धऩढथःऽघ؛






كگقਖڲ
ँऩञमૂؚੲਾ৲॑ਤघॊअइदभୖम୦टधઓॎोऽघऊ؛
ْସਖभਔٓ
भਠ૾॑౷ऽइૂؚੲਾ৲॑ਤघॊअइदभୖ॑৹ਪखൊ॑པघॊ؛


ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ଃએ





৩भੲਾজॸছ३ش





७य़গজॸॕৌੁ





ҶӡӐӛତ ӄӐӢӞҳӈҩӗӎӢҶӝഈଜभ ಉ





ੲਾત୷ ӇӢӀӢӄӝҩӇӢҬӎӢҶӈӢ 





जभ





قથ௦ਯك؟


ૂੲਾ৲ਤभୖपणःथमؚ
َଃએُभ௦ऋ धऎؚઃप
َ७य़গজॸॕৌੁُऋ ؚ
َ৩भੲਾজॸছ३ُشऋ धऩढ
थःऽघ؛
जभभਔৄदमؚ
্َଉؚઅइ্ؚਔभન৲धଁُधःअ௦ऋँ
ॉऽखञ؛




 گ؝ڮਹ৷खथःॊਜ३५ॸपणःथ
ਠਹ৷खथःॊਜ३५ॸपणःथؚఒभથ૮ؚৌ३५ॸؚఒઍपण
ःथؚਖڳऊैਖڮڭदସਖ॑ষःऽखञ؛


كڭقਖڳ
ਠૂؚभଵ৶ਜदਹ৷खथःॊংॵॡड़ইॕ५३५ॸपणःथउ௦इ
ऎटऔः؛ਹ৷खथःॊ३५ॸ॑৸थ৭॒दऎटऔः؛
ْସਖभਔٓ
ૂੲਾ३५ॸभਠ૾॑৹ਪघॊऒधदؚੲਾ३५ॸਈి৲भਫ਼ୈपउःथ
અपघॊ؛

ْટٓ
ਝਖ

௦ਯ

௦૨

ધછଵ৶३५ॸ





ॢঝشউक़ख़॔





شঌش४ਛ &06 





ଃਜভੑ३५ॸ





ૠਫ਼ด३५ॸ





ଁ়৶ੲਾ३५ॸ *,6 













ਗ਼ணட३५ॸ
ভ৮ஈਫ਼ด३५ॸ

قથ௦ਯك؟


ૂभଵ৶ਜदਹ৷खथःॊংॵॡड़ইॕ५३५ॸमؚ
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؟ڶ$XWRPDWHGقঽ৲औोञك
[(؟ںؚWHUQDOق৬ਗૄभك
؟ڹؚ

قग़شॖॹشॕكش

'HILEULOODWRUقஓكभറदঽ৬ਗૄஓधःअ؛
ேੱටऋਫଞप༭दऌऩऎऩढञੱૃ૾ଙभੱටपৌखथؚਗ਼
ਞ३ঙॵॡ॑ଖइੱؚට॑ਫଞऩজ६पರघञीभୢਃஓभऒ
ध؛

ۅۈڶ

$SSOLFDWLRQ6HUYLFH3URYLGHU ॔ قউজॣش३ঙথ؞१شঅ५؞উ

قग़شग़५আكش

টংॖॲكभറ؛ੲਾ३५ॸؚ॑ॖথॱॺॵॿشऩन॑ৢगथؚਹ
৷प೫࿒ऊै१شঅ५॑घॊহभऒध؛ऽञؚजभेअऩ
१شঅ५॑ःअ؛

قۄھڸਈৈੲਾଁฐ

&KLHI,QIRUPDWLRQ2IILFHUشॳقই؞ॖথইज़ওش३ঙথ؞ड़ইॕ१

ிભك

كشभറ௶ੌ؛भੲਾपঢ়घॊৱ౺॑ଁฐघॊਈৈੲਾிભभऒध؛


ق३॔شॖड़ ش
ۋۈڸૄ

মदमౢশ॑घ؛
ۋۈڸम FRPPDVHSDUDWHGYDOXHV भറ؛ःऎणऊभইॕشঝॻقඨ

ق३شग़५ঈॖૄ ك৯॑كढ़থঐَ  ُदયજढञॸय़५ॺॹॱشउेलॸय़५ॺই॓
ॖঝभऒध؛
ۈھڼ

*HRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHPق४ड़ॢছইॕॵॡ؞ॖথইज़

ق४॔شॖग़५ك

ওش३ঙথ؞३५ॸكभറ؛ਜ਼઼ृ૬पঢ়घॊرऩੲਾؚ॑
॥থআগ॑ॱش৷ःथब়ॎचؚੲਾभীෲੰ؞ෲ॑ষढञॉؚ
ੲਾ॑ଳಁपંऔचञॉघॊ३५ॸभऒध؛
੪رम௧ऩীदभਹ৷ऋಹटढञऋؚਈदमؚஎञठभ
েણभরदମऩਹ৷षधؚजभણ৷ऋઁऋढथऌथःॊ؛

ۉڸھ

,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJ\قॖথইज़ওش३ঙ

॔قॖ३ॸشॕكش

থ॔؞থॻ؞॥গॽॣش३ঙথॸ؞ॡঀট४كشभറ؛ಹध
ऩढञۉھभ॑औैपనਤीؚੲਾৢਦૼधःअਔ়ःऊ
ैؚਈदमবपु ,&7 भਠऋऎਹ৷औोथऌथःॊ؛

ۅڸڷٕۉڸھ

ۅڸڷम %XVLQHVV&RQWLQXLW\3ODQقঅ४ॿ५؞॥থॸॕॽগॖॸ

॔قॖ३ॸشॕش

ॕ؞উছথكभറदਜಲਢੑधःअ؛

؞অش३شআكش

,&7%&3 मੲਾ३५ॸऋ಼૩؞হ॑ਭऐथुਏਜ॑ऩॊस
ऎরचङؚরखथुলਟॊटऐଫप୮೮औचॊञीभੑदँ
ॊ؛

ۉڸھफ़ংॼথ५

ੌ௶ऋۉڸھपঢ়घॊ੫؞ো؞ઈलણ৷॑ষअपँञॉؚ৸

॔قॖ३ॸشॕफ़ং

थभણृਛટलঢ়બ॑ిਫपଁखؚ৯घसऌषधऎञ

ॼথ५ك

ीभலੌा॑ੌ௶पੌािऒध؛ऽञमੌؚाऽोञ૾ଙभऒ
ध؛

 



৷ୁ

ହ

ۉڸھজॸছ३॔قش

জॸছ३قشOLWHUDF\كधमমਟَஊৡٙધஊ॑ഭाછऌघॊચৡُ

ॖ३ॸشॕشজॸছ

भऒध؛

३طكشੲਾজॸছ३

ੲਾজॸছ३شमੲਾਃஓृॿॵॺডشॡ॑ણ৷खथؚੲਾृॹॱش
॑ॉඞअदਏधऩॊ੦মऩੴृચৡभऒध؛

ش
ॵॳڸھউ

ڸھम ,QWHJUDWHG&LUFXLWقૐଡ଼كभറदॵॳڸھউमாीथු

॔قॖ३ॵॳشউك

ऎखञुभ؛
ڸھढ़ॻشमউছ५ॳॵॡଲढ़ॻشपॵॳڸھউ॑ඇीाؚੲਾ॑
੶ஈखञढ़ॻشदॹॱشभพಀ৲ु૭ચदؚୗपਘऎঐॖॼথংش
ढ़قॻشযಀढ़كॻشपु఼৷औोथःॊ؛

ۉ۞ھ

,QWHUQHWRI7KLQJVقॖথॱ؞ॺॵॿشड़ঈ؞३থॢ६َكঔঀभॖ

॔قॖड़ॸشॕكش

থॱُॺॵॿشभറ؛జਟؚपঃ९॥থृ१شংؚউজথॱऩनभ
ۉڸھঢ়৴ਃஓऋமਢऔोथःञॖথॱॺॵॿشपؚजोਰਗभر
ऩঔঀ॑மਢघॊૼभऒध؛
ੇਗ਼ृਃ༊ृ७থ१شऋणऩऋॉؚৗञऩகୗऋୄऔोथः
ॊ؛

ۃڶہ

/RFDO$UHD1HWZRUN قটشढ़ঝ؞ग़জ॔ॺॵॿ؞ডشॡكभറ؛

قছথك

ॣشঈঝृ૮ऩन॑ઞढथؚग૦भরपँॊ॥থআগৢृॱش
ਦਃஓؚউজথॱऩन॑மਢखृ॑ॱشॹؚॉॉघॊॿॵॺডشॡ
भऒध؛

॔ہছॺش

॔ছقॺشDOHUWكधमؚઔقघॊك
ؚਾ॑قলघؚكଙિؚ

قग़ঝ॔ছكॺش

అभऩःؚਃสऩؚऩनभਔ॑ण؛
॔ہছقॺش/RFDO $OHUWكधमؚঽ৬ऩनऋखञੲਾ॑ૐ৺खؚ
ॸঞঅृॿॵॺऩनभऩওॹॕ॔॑ৢखथકড়प಼૩ੲਾ॑
ฐଦਦघॊુৢ੦ೕ३५ॸभऒध؛
ਜदम॔ہؚছॺشभपऐथॉੌ॒दःॊ؛

ڶڸڹۅ

3ODQ'R&KHFN$FWقউছথॻ؞ॗॳ؞ख़ॵॡ॔؞ॡॺكभ୍ધஊ

قআॹشॕش३ش

॑धढञुभ؛

ग़كش

হણपउऐॊেਓଵ৶ृષସଵ৶ऩनभଵ৶ਜ॑ෟपਤी
ॊু১भणदؚ3ODQقੑ' ڀكRقৰষ& ڀكKHFNق௬ ڀك$FW
قఒكभ  మ॑ॉନघऒधपेढथؚਜ॑ಲਢपఒघॊ؛

۔۟ېۗۈૄ

ੲਾधരਙੲਾ॑ढञॹ॑ॱشਠघॊૄदँؚॊ

ق३ख़شউૄك

ऋૉभَनभُਜ਼઼पँॉَؚन॒ऩُ૾॑खथःॊभऊؚऽ
ञؚजभमन॒ऩَരਙُقਙସ્ؚඉؚਯகऩन॑كढथः
ॊभऊؚधःअੲਾ॑ਠघॊ*؛,6 ੀभఏૄधॎोथःॊ؛


 



৷ୁ

ହ

ۈۃۈ

6RFLDO1HWZRUNLQJ6HUYLFHق९ش३কঝॺॵॿ؞ডشय़থॢ؞१ش

قग़५ग़ॾग़५ك

অ५كभറद९ش३কঝওॹॕ॔भڭण؛
ఃஈऔोञਹ৷ऋઐदऌॊ :HE १ॖॺभভ৩१شঅ५भ
ऒधद৻ؚऩुभप)ؚDFHERRNقইख़ॖ५ঈॵॡؚكPL[L
قॡ३ॕؚك/,1(قছॖথكऩनऋँॊ؛

ۘڻٕۘی

:LUHOHVV)LGHOLW\قডॖখঞ५؞ইॕॹজॸॕكभറشॣ؛ঈঝ॑ઞ

قডॖই॓ॖك

ॎङؚ૮ৢਦ॑ਹ৷खथॹृ॑ॱشॉॉघॊலੌादँॉؚॖথ
ॱॺॵॿشपமਢघॊऒधಉऋदऌॊ؛
ಹपَ૮ُۃڶہधुళयोथःॊ؛

॔উজ

॔উজॣش३ঙথभറद॥থআগॱشਹ৷ऋਜ॑ষअञीपભ
ਔद॥থআগॱشपॖথ५ॺشঝघॊ९ইॺक़ख़॔भऒध؛

॔ॖॹ॔९থ

॔ॖॹ॔ق,GHDكधঐছ९থق0DUDWKRQ়॑كॎचञୗୁद્ؚ
भॸشঐपणःथॢঝشউਜ਼द॔ॖॹ॔॑লख়ःؚजो॑ऽधी
थःऎૄभॖঋথॺभऒध؛

ॖথইছ

,QIUDVWUXFWXUHقॖথইছ५ॺছॡॳকكभറ؛੦ೕৣؚଡୗऩन
भਔ॑ण؛
ੲਾৢਦૼभীदमؚ୦ैऊभ३५ॸृহ॑થपਃચऔच
ॊञीप੦ೕधखथਏधऩॊਝृਝؚؚ९ইॺक़ख़ؚ॔
২ृजोैभੌा়ॎचऩनभऒध॑ਔघॊ؛

ॖথॺছॿॵॺ

৸਼ੀૠெभॿॵॺডشॡदँॊॖথॱॺॵॿشपৌखथؚॖথॱش
ॿॵॺऩनभૼ॑৷ःॊऒधदਹਙ॑ৈीؚऊण॔ॡ७५दऌॊ
ഈଜ॑घॊহद৸ਙ॑ৈीञੌ௶ॿॵॺডشॡभऒध؛

ड़شউথطड़شউথ

॥থআগॱشभ਼ੀदमؚሑ৷ਃऋঋথॲشஆঽभૠતदँॊभपৌ

३५ॸ

खؚঋথॲشपൂோखऩःड़شউথఏपುखञঁॻشक़ख़॔ृ९
ইॺक़ख़॔भ३५ॸभऒध؛

ड़شউথॹॱش

ॖথॱॺॵॿشऩन॑ৢगथၴदुঽपোুखؚਹ৷؞ગଦഘदऌ
ॊॹॱشभูभऒध؛
ड़شউথॹॱشभਤपेॉؚষभ්ਙ؞ਦਙभؚবড়
ਸ؞ড়ੈ௮भਤੋ৽ؚभણਙ৲؞ষभ૨৲ऋਕਜ਼৬दਤि
ऒधऋୄऔोथःॊ؛

ड़شউথॹॱشढ़ॱ

ষਃঢ়ऋ৳થघॊਁુॹؚ॑ॱشઃਹ৷दऌॊَड़شউথॹُॱش

টॢ१ॖॺ

धखथਫ਼ดखृघऎखञ१ॖॺभऒध؛

 



৷ୁ
ෘ୳৲ૼ

ହ
ڭभ৶१شং॑ളਯभ৶१شংपীસखथਹ৷घॊૼदؚ
जोझोभ৶१شংदશرभ९ইॺक़ख़॔॑ৎप༎௮औचॊऒ
धऋदऌॊ؛
ෘ୳৲ૼ॑ઞअऒधपेॉঁॻشक़ख़॔ৱ౺भૐ৺৲पेॊ॥५
ॺచؚग़ॿ؞५ঌش५৲ؚઈ৷૨৲؞ઈ৷ೄؚऽञؚ
্भ१شংऋॲक़থखथुुؚअ্भ१شংम༎௮खਢऐॊऒध
द१شং୭भਦਙ؞૭৷ਙभऋैोॊ؛

ॡছक़ॻطॡছक़ॻ

ঽदঁॻشक़ख़॔ृ९ইॺक़ख़॔भੲਾৱਓ॑৳થचङॺॵॿؚড

॥থআগॸشॕথॢ

شॡदਏऩৎपؚਏऩਃચटऐ॑ਹ৷घॊ१شঅ५भऒध؛ॡছ
क़ॻ॥থআগॸشॕথॢ॑ਹ৷घॊऒधपेॉؚঽ୧दुਗলद
ुॺॵॿؚডشॡभःौःौऩ१شঅ५ृॹॱشऋઞइॊ؛णऽॉؚ
์قॡছक़ॻكभরप१شঅ५ृॹॱشऋँॊेअऩॖওش४؛

ਁુॡছक़ॻ

ਜऋَਁુॡছक़ॻউছॵॺইज़شُ॑ଡണखؚঽ৬ऋ৳થ
घॊষॹ॑ॱشड़شউথॹॱشधखथড়पघॊ३५ॸदؚ
ਸ਼ڭഩधखथ௴ੲਾभ॑৫खथःॊ؛
০ુਁؚਝੲਾقைؚ॥থ१ॺششঝऩनؚكୠਓષੲ
ਾؚ੫ාಱੲਾقਓ৷ؚঅ४ॿ५୭ऩनكऩनपुఁপखथ
ःऎੑदँॊ؛

॥থॸথॶ

॥থॸথॶقFRQWHQWكधमؚরମؚઍقكऩनभਔ॑
ण؛
ۉڸھभীदमؚಹपঐঝॳওॹॕ॔୭पेढथऔो
ॊ൸؞ಯૃ؞ఠଢ؞ધஊऩनभੲਾृॹॱشभูधखथ৷
ःैोॊ؛شঌش४ऩनभۑ۔یदऔोॊੲਾभઍृ
ऩनऋजोपँञॊ؛

१ॖংش७य़গজ

ॖথॱॺॵॿشऩन॑ৢगथॿॵॺডشॡृர३५ॸषষॎो

ॸॕ

ॊ१ॖংشవொपৌघॊଆ౪ষನभऒध؛
॥থআগॱشषभਂਫোॱشॹؚभक॒ृശؚੲਾइःؚ
॥থআগॱشक़ॖঝ५भഉऩनऋऩऔोऩःेअؚ॥থআগृॱش
॥থআগॺॵॿॱشডشॡभ৸॑ન৳घॊ؛

१شং

ॡছॖ॔থॺقঃ९॥থऩनभഈଜكऊैभॖথॱۃڶہृॺॵॿش
ऩनभॿॵॺডشॡ॑ৢगथਭऐञਏपৌखथؚ१شঅ५॑घ
ॊ॥থআগྼؚॱشम॔উজॣش३ঙথभऒध؛

ঽ৬ॡছक़ॻ

্ਁુ੮৬ऋੲਾ३५ॸ॑ૂༀद৳થ؞ଵ৶घॊऒधप৻इ
थؚਗभॹॱش७থॱشद৳થ؞ଵ৶खৢؚਦ॑৽खथਹ৷
दऌॊेअपघॊॉੌाभऒध؛
ളਯभ্ਁુ੮৬भੲਾ३५ॸभૐ৺धુਹ৷॑ਤीॊऒध
पेॉ৽ؚાभచलકড়१شঅ५भऩन॑ॊ؛

 



৷ୁ

ହ

ੲਾॿॵॺডش

যಀقঐॖॼথংكشधঢ়৴હऐैोञযੲਾؚ॑ঽ৬भ

ॡ३५ॸ

दृॉॉघॊञीभ॥থআগॺॵॿॱشডشॡपेॊੲਾ३५
ॸभऒध؛

५ঐॹॺشংॖ५

ੲਾ૪৶ഈଜॹقংॖ५كभअठؚऩॊੑ૪৶टऐदऩऎैँؚ
ॅॊ৷ಥपઞ৷૭ચऩਃચഈଜभऒध؛
નऩଝऋँॊॎऐदमऩऎؚ५ঐॺشইज़থृॱঈঞॵॺഈଜ॑
ูघॊళलधखथ৷ःैोथःॊৃ়ऋः؛

যੵੴચ

॥থআগ॑ॱشઞढथؚ৾ಆ؞؞ਖ਼ऩनযभੴચभमञै
ऌ॑যੵपৰਠखञुभ؛

ভ৳؞ઘಀ২

ളਯभਃঢ়पோघॊ્भযभੲਾ॑যदँॊधःअऒध

طঐॖॼথংش২

भનੳ॑ষअञीभ੦ೕदؚভ৳؞ઘ২भ૨ਙ්؞ਙ॑ৈ
ीؚবড়पधढथਹਙभৈःਁਁ؞ਫऩভ॑ৰਠघॊञीभ
ভ੦ೕقॖথইছكभऒध؛

९ش३কঝওॹॕ॔

ၴुऋਸदऌॊઁऩੲਾਦૼ॑৷ःथؚভৼ൩ਙ॑ৢ
गथઁऋढथःऎेअपਝੑऔोञওॹॕ॔भऒध؛
൨্भ॥গॽॣش३ঙথऋदऌॊऒधऋ્ඉदؚਗ਼ൕંഝ
ؚ ۈڷڷঈটॢુؚۈۃۈؚથ१ॖॺؚଦਦ१شঅ५ऩन
भऎभ१شঅ५ऋँॊ؛

ॱঈঞॵॺഈଜ

॥থআগॱشଲષभীథभणदؚഝ૾भᲕ৬भൺએऋඡोथඝद
ऌॊัအએॳॵॱقঃॿঝكपऩढथउॉऺؚध॒नभඝ॑એ
प॑ඡोथষअॱॖউभଲષभऒध؛

ॹ४ॱঝઇఐછ

॥থআগॺॵॿृॱشডشॡؚ॔উজॣش३ঙথ९ইॺक़ग़॔ऩनभ
ँैॅॊॹ४ॱঝૼ॑ઞढथৰਠऔोॊ৾ಆઇ౫भऒध؛
েെमॳॵॱؚঃॿঝृ૮ۃڶہਃચ॑ಎखؚଳಁऩਠৡभ
ৈःઇ౫ऋਹ৷दऌॊ॥থআগ॑ॱشᄘ৬भઇఐછ৻ॎॉपਹ৷
घॊ؛

ॹॱشঋش५

ളਯभ৬दુથؚਹ৷खञॉؚ৷ಥपૢगथਸੵृગਹ৷ऋख
ृघःेअपؚभૄदਛؚଵ৶औोञॹॱشभ ૐ়भऒ
धઁ؛ଝपमযऋपછःथऽधीञुभऩन॑அिৃ়ुँॊ
ऋؚ০दमؚपॹॱشঋش५धःढञৃ়म॥থআগॱش
दਛؚ৳ଵऔोؚ௧৷भ९ইॺक़ख़॔ॱشॹقঋش५ଵ৶३५
ॸكपेढथଵ৶औोॊुभ॑घऒधऋः ؛

ॹॱش৴

ളਯभ३५ॸदॹॱشभઐఌ॑ষःؚੲਾ૪৶॑ষअऒध؛

ॸঞডشॡ

ੲਾৢਦૼ॑كۉڸھقણ৷खञৃؚਚृৎपधैॎोऩःฑໞ
ऩ௮ऌ্भऒध؛
َWHOH؟ोञਚُधَZRUN؟௮ऎ়ُ॑ॎचञୗୁ؛

 



৷ୁ
ਗ਼ৠଇ

ହ
ਗ਼৲औोञணடછृৢੴછ॑ँैऊगीৠीैोञুದقৠଇ
ঝكॺشपజःؚૐଦਦघॊॹقজংজشघॊؚكৠଇ૪৶॑ষअऒ
ध؛
ৠଇ؞ਾઔછ؞ඍলணடभഅੳুਢऌ॑ਗ਼৲खथؚ५আॻشؚ
ਜ૨৲ؚଁਘ৲॑ॊਃચदؚডشॡইটشधళयोॊऒ
धुँॊ؛

ਗ਼హഝ

ધஊृؚॖছ५ॺऩनؚॻشपછऌ॒टઍ॑ਗ਼ఌघॊ
ऒधदؚউজথॱলৡृॹॱش৳ோؚ५य़কথଛਦऋ૭ચधऩढञ
ডॖॺॻشभऒध؛েെযऱधॉऋण॥থআগॱشधؚహഝ
भ৻ॎॉधऩॊَਗ਼హഝُमॿॵॺডشॡदமਢऔोؚেെभ॥থ
আগॱشपછऌऽोञੲਾ॑ਗ਼హഝपંघॊऩनৼؚ൩भੲਾ
॑ુથखऩऋै౸॑ਤीथःऎऒधऋदऌॊ؛

ঁक़४থॢ

॥থআগॱشऩनभਃஓ॑ਗभॿॵॺডشॡਝभତढञਝप
ਝ઼घॊऒध؛ਃஓभਝ઼औोॊਝ॑ॹॱش७থॱँشॊःमॖথ
ॱॱشॹॺॵॿش७থॱشधःؚৈசऩृິ൜ਝؚखञ
ਗ਼౺ਝऩन॑ঽदघसथ⑫इॊेॉुदँॉؚহपेढ
थमؚਃஓभ৳ஹृ૰ଳॱشॹؚभংॵॡ॔ॵউऩनभહਸ१شঅ५
॑டऐअधऒौुँॊ؛

ঁ२ॻشঐॵউ

ঽே಼૩पेॊ૩॑खؚजभ૩೧॑৲खञुभदँ
ॊ؛औोॊ಼૩भেਡؚ૩भఁপ೧उेल૩ங২ؚऔ
ैपमೂ৽ଡ଼ؚೂৃਚऩनभੲਾऋใோभपંऔोथः
ॊ؛

ঁॵढ़९থ

ঁॵॡق+DFNكधঐছ९থق0DUDWKRQ॑كෳऐ়ॎचञୗୁदؚ
ग़থ४ॽ॔ॹؚ२ॖॼؚشউছথॼؚشঐॸॣشॕॱشऩनऋॳش
॑ॉؚଖइैोञॸشঐपৌखؚजोझोभૼृ॔ॖॹ॔॑ठ
ఞॉؚಢڭقڭعౝங২كपૐরखथ१شঅ५ृ३५ॸؚ
॔উজॣش३ঙথऩन॑৫قউটॺॱॖউكखؚਛટ଼॑अ৫ॖ
ঋথॺभரभऒध؛

অॵॢॹॱش

পૠெऩॹॱشૐभऒध؛অॵॢॹ॑ॱشણ৷घॊऒधपेॉؚ
౮भੴृਟभऩन॑ৢगؚਹ৷رभॽش६प໌खञ
१شঅ५भؚਜઈभ૨৲ृৗਓभলऩनऋ૭ચपऩॊ
धःॎोथःॊ؛

ఏॖথॱشইख़ش

ਜ३५ॸधુৢ੦ೕधभ३५ॸ৴ऋਫखऎघॊञी

५

ॖথॱشইख़ش५॑ఏ৲खञुभ؛ऒभऒधपेॉ౮ऩॊওشढ़ش
भ९ইॺक़ख़॔॑ੌा়ॎचथुਫखऎघॊऒधऋदऌॊ؛

ঈটॻشংথॻ

ঈটॻشংথॻॺॵॿ؞ডشॡभറ؛ৈசदপઍभੲਾऋଛਭਦद
ऌॊৢਦිदشॣؚঈঝॸঞঅभृই॓ॖংشऩन॑ਹ৷घॊ
ઁఝୠৢਦිभऒध؛

 



৷ୁ
উটংॖॲش

ହ
ۉڸھभ१شঅ५॑घॊহभऒध؛ॖথॱ؞ॺॵॿشউটং
ॖॲشमॖথॱॺॵॿشषभமਢ१شঅ५॑घॊহभऒधदؚ
॔উজॣش३ঙথ؞१شঅ५؞উটংॖॲमੲਾ३५ॸभ१شঅ५
ؚ॑ॖথॱॺॵॿشऩन॑ৢगथਹ৷प೫࿒ऊैਹ৷औचॊহ؛

ঋথॲش

ଲષृ१شঅ५॑घॊহभऒध؛

এॱشঝ१ॖॺ

ॖথॱॺॵॿشप॔ॡ७५घॊधऌपۑ۔یؚ१ॖॺभঢ়ઠधऩॊ
ॺॵউঌش४भऒध؛

ঐঝॳঌॖওথॺ

ঐঝॳঌॖওথॺॿॵॺডشॡधमؚবಛস্ؚઘؚਗ਼ਞ؞फ़५؞

ॿॵॺডشॡ

ਗ਼ਵऩनभਁુમসलভऩनषभ৻সऩनभ੍௸पणःथؚ൹

ق3D\HDV\ 

भਹਙ॑ॊधधुपؚૂਁ্ؚਁુ੮৬ؚઽವ੫ल
সਃঢ়भহਜ૨৲॑ॉؚਰढथਁஇपৱघॊৠੋपঢ়घॊৗञ
ऩலੌाभऒध؛
ঐঝॳঌॖওথॺॿॵॺডشॡ॑ણ৷खथৰਠऔोथःॊৠੋ१ش
অ५َ॑3D\HDV\ُधళ॒दःॊ؛

ওॖথইঞش

੫؞੮৬भ੦ୌਜधళ॒दःॊੌ௶भ૪৶धؚপऽञम
ਃഡਙभৈः૪৶पਹ৷घॊপ॥থআগ॑ॱشघ ؛
ሑ৷॥থআগؚॱشሑ৷ਃऩनधुళव؛

ঔংॖঝ

ঔংॖঝقPRELOHكम૭ਙؚਙधःअਔ؛
ঔংॖঝഈଜमऋ૭ચऩഈଜदؚঔংॖঝ୭मঔংॖঝഈଜद
রपॖথॱॺॵॿشऩनप॔ॡ७५दऌॊ୭भऒध؛

টॻشঐॵউ

੫ृ੮৬ऋలਟ॑खथःॊଲષृ१شঅ५॑ৎ௺ഔपऽध
ीञभऒध؛

ডথ५ॺॵউ१شঅ

২भুਢऌदؚਏधघॊঢ়৴॑घसथവऔचैोॊेअप

५

ਝੑऔोञ१شঅ५؛
્पؚرऩষুਢऌ॑২पষइॊَডথ५ॺॵউষ१شঅ५ُ
भऒध॑घৃ়ऋः؛



 

અৱમ
؝ڭবपउऐॊੲਾੁभ
ܡਗ਼ঽ৬भੌा॑ਸசघॊञीभڬڭभଉܢ
 ੁ؟ਛ  ফ قফ كা
৯َ؟ୗ്ُभద৮ৠ॑ਭऐؚঽ৬ॡছक़ॻभো॑मगीधख
ञ্ਁુ੮৬भਗ਼ঽ৬पબॊॉੌा॑ಽയਤघॊऒध॑৯
धखथਁऔोञ؛
ถखऎमؚ
KWWSZZZVRXPXJRMSPDLQBFRQWHQWSGI ॑ओසऎटऔः؛


਼ܡੀਈഈ ,7 বੇୗ്ܢ
 ੁ؟ਛ  ফ قফ كা
    ਛ  ফ قফ كা
 ৯ఏڬڮڬڮ؟ফऽदप਼ੀਈৈभۉھਹણ৷ভ॑ৰਠघॊ؛
ถखऎमؚ
KWWSVZZZNDQWHLJRMSMSVLQJLLWNHWWHLSGIVLU\RXSGI
॑ओසऎटऔः؛


؝ڮমपउऐॊऒोऽदभੲਾ৲भਤपঢ়घॊॉੌा
ܡนળୠੲਾ৲ৰੑعऊीउऊ Hউছথܢعڭڮ
 ੁ؟ਛ  ফ قফ كা
 ੦ম৶؟ৈ২ੲਾৢਦभ્ඉदँॊੲਾभ൨্ৢਦਃચ॑ણऊखؚઌप
ড়भञीभୠੲਾ৲॑ਤीॊ؛
    ٹড়धষभુ௮भऽठतऎॉ॑ਤीॊৈ২ੲਾ৲
    ٹਹऩড়েણषभৈ২ੲਾ৲
    ٹථैखधୠ৽ੋ੍॑इॊৈ২ੲਾ৲
    ٹੱ؞৸भऽठतऎॉ॑ਤीॊৈ২ੲਾ৲
    ٹ॑૿अनुञठ॑िৈ২ੲਾ৲

 ܡนળੲਾ৲੦মੑછܢ
  ੁ؟ਛ  ফ قফ كা
  ৯؟पउऐॊ⋼ୠੲਾત୷n॑ੰखؚนળড়ऋਁपੲਾ॑੭
ैोॊ୭ତ॑ৰਠघॊ؛
    ٹนળড়ऋਁपৈசੲਾৢਦ୭॑ুपোोॊञीभ্ੁ॑ਫ਼ୈ
    ٹଃपਈु૿भऊऊैऩःু১पेॊତ॑ਫ਼ୈ
    ٹব؞ਿ؞भలਟ൸ध়ಱखञؚ༚ྂ৲खऩः੦ೕତ॑ਫ਼ୈ
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