資料２－１
平成３０年の地方からの提案等に関する対応方針【概要】
＜平成30年12月25日

地方分権改革推進本部決定案＞

１．基 本 的 考 え 方
○ 2014年から地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入
○ 地方からの提案を受けて、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直
し等を推進
２．一括法案等の提出
○ 法律改正事項については、一括法案等を2019年通常国会に提出することを基本
○ 現行規定で対応可能な提案については、地方公共団体に対する通知等により明確化
○ 引き続き検討を進めるものについては、適切にフォローアップを行い、逐次、地方分権改革
有識者会議に報告
３．移譲に伴う財源措置その他必要な支援
○ 移譲された事務・権限が円滑に執行できるよう、確実な財源措置、マニュアルの整備や技
術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施
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平成３０年の地方からの提案に関する対応状況
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１．地方創生・まちづくり －機動的かつ柔軟な地域づくり－

２．子育て・医療・福祉 －地域の実情に合わせたサービス提供－

【観光・地域振興】
・公立博物館等について地方公共団体の選択により、教育委員会
から首長部局への移管を可能とする見直し

【地域のニーズや地域事情に合わせたサービスの多様化】
・放課後児童クラブに係る「従うべき基準」等の見直し

・搭乗型移動支援ロボット（セグウェイ等）の公道実証実験における
走行に必要な国際運転免許証等の免許区分の明確化

・へき地における管理薬剤師の兼務許可要件の見直し

・お盆・年末年始等における共同保育の実施
【子育て支援の充実】
・児童養護施設等の児童指導員の資格要件に幼稚園教諭を追加

【土地利用】
・農地中間管理事業に係る制度の見直し

・幼保連携型認定こども園の保育教諭に係る経過措置規定の延長

・町村の都市計画に係る都道府県同意の廃止

【子育て・福祉サービス提供の円滑化】

・公立大学法人の所有する土地等の第三者貸付要件の見直し

・育児休業等の延長に係る手続の見直し

【ＩＣＴの利活用】
・電子マネーを利用した公金収納の取扱いの明確化

・介護認定に係る調査事務を委託する際の職員の資格要件の見直し

・高等学校におけるオンデマンド教材を使用した授業の実施要件の
明確化

３．地方分権改革の取組強化等 －国・地方の役割分担－

【地域公共交通】

【権限の移譲等】
・療育手帳の交付決定権限の都道府県から児童相談所を設置して
いる中核市への移譲

・鉄道事業者・一般乗合旅客自動車運送事業者に関する情報につ
いて地方公共団体に提供する仕組みの構築
・自家用有償旅客運送による少量貨物運送の手続・要件の見直し

・経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者等に対する危険
等防止命令の都道府県への権限付与

・市街化調整区域において区域運行事業等の用に供する施設を設
置する場合の手続の見直し

【国への届出等に関する都道府県経由事務の廃止】

【災害対策】

・建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止

・被災者の災害援護資金の借受け及び返済の円滑化

・食品の特別用途表示の許可申請に係る都道府県経由事務の廃止

・災害援護資金の返済方法に係る被災者の選択肢の拡大
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
１．地方創生・まちづくり －機動的かつ柔軟な地域づくり－
No.

提案主体
（関係府省）

事項

実現内容等及び効果
現在、教育委員会が所管することとなっている博物館、図書館、公民館をはじめとする

１

公立博物館等について地
方公共団体の選択により、
教育委員会から首長部局
名張市、北海道、群馬
への移管を可能とする見
県、九州地方知事会
直し
（文部科学省）

公立社会教育施設について、社会教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置

（地方教育行政の組織及び運
営に関する法律、社会教育法、
図書館法、博物館法）

化・観光振興や地域コミュニティの持続的発展等が図られる。＜26、29年フォローアップ

を講じた上で、地方公共団体の選択により首長部局へ移管することを可能とすることに
より、移管された当該地方公共団体においては、観光・地域振興分野やまちづくり分野
を担う首長部局で一体的に所管できるようになり、社会教育の更なる振興はもとより、文
案件含む＞
【法律改正】

２

横浜市
(警察庁)

搭乗型移動支援ロボット
（セグウェイ等）の公道実 訪日外国人がセグウェイ等を運転するために必要な運転免許について、国際運転免
証実験における走行に必 許証又は外国運転免許証で運転することができる場合を明確化し、セグウェイ等を活用
要な国際運転免許証等の した地域の観光振興に資する。
免許区分の明確化
【通知等】
（道路交通法）

３

青森県、秋田県、男鹿
市、鹿角市、由利本荘
市、仙北市、小坂町、
上小阿仁村、藤里町、
農地中間管理事業に係る
五城目町、羽後町、東
成瀬村、福島県、栃木 制度の見直し
県、群馬県、新潟県、 （農業経営基盤強化促進法、農
滋賀県、京都府、大阪 地中間管理事業の推進に関す
府、兵庫県、和歌山県、 る法律）
徳島県、九州地方知事
会
（農林水産省）

農地中間管理事業に係る制度について、農用地利用配分計画の案の縦覧を廃止する
こと、農地中間管理機構が行う単純な業務の委託に係る都道府県知事の事前承認を不
要とすること、農地中間管理機構を通じた農用地等の賃借権又は使用貸借による権利
の設定又は移転を市町村単位で一括して行うことができる仕組みを構築することについ
て検討し、2018年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
１．地方創生・まちづくり －機動的かつ柔軟な地域づくり－
No.

提案主体
（関係府省）

事項

実現内容等及び効果

町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知事への同意を要する協議につい
ては、運用指針で定められた協議に当たっての留意事項を、都道府県が市町村と調整

町村の都市計画に係る都 の上定める協議ルールに位置付ける取組を更に進め、その定着状況を確認の上、2019

４

酒々井町、全国町村会
道府県同意の廃止
（国土交通省）
（都市計画法）

年度を目途に必要な措置を講じ、同意を廃止する。これにより、市と同様に協議のみと
することで、町村がより主体的に都市計画決定を行えるようになり、地域におけるまちづ
くりに資する。＜26年フォローアップ案件＞
【法律改正】

公立大学法人が所有する土地等について、国立大学法人と同様、大学業務及び当該

５

公立大学法人の所有する 業務の附帯業務に該当しない第三者への貸付けを可能とすることにより、資産の有効
指定都市市長会
土地等の第三者貸付要件 活用による自己収入の確保が可能となることで、各公立大学法人の強みや特色を生か
（総務省、文部科学省) の見直し
した取組を行うために必要な財政基盤の強化が図られ、各公立大学法人の教育研究水
（地方独立行政法人法）

準の向上に資する。
【法律改正等】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
１．地方創生・まちづくり －機動的かつ柔軟な地域づくり－
No.

６

提案主体
（関係府省）

事項

茨城県、日立市、土浦
市、古河市、結城市、
龍ケ崎市、下妻市、常
総市、常陸太田市、笠
間市、取手市、牛久市、
つくば 市、鹿嶋 市、那
珂市、筑西市、坂東市、
かすみがうら市、行方 電子マネーを利用した公金
市、つくばみらい市、小 収納の取扱いの明確化
美玉市、茨城町、大洗 （地方自治法）
町、栃木県、群馬県、
新潟県、埼玉県、川越
市、所沢市、狭山市、
坂戸市、伊奈町、小鹿
野町、美里町、東京都、
広島市、広島県
（総務省）

実現内容等及び効果

地方公共団体による使用料又は手数料の徴収について、電子マネーの取扱いが可能
であることを明確化し、支払方法を多様化することにより住民や観光客の利便性の向上
を図る。
【通知】

高等学校の授業におけるオンデマンド教材の使用について、生徒がいる教室内に当
７

高知県、愛媛県
（文部科学省）

高等学校におけるオンデ 該教科の免許状を保有する教員がいる場合には、その使用が可能であることを明確化
マンド教材を使用した授業 することにより、中山間地域の小規模校等の生徒が多様かつ高度な授業を受けること
の実施要件の明確化
（学校教育法）

が可能となり、進学を希望する生徒の教育環境の充実に資する。
【通知】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
１．地方創生・まちづくり －機動的かつ柔軟な地域づくり－
No.

提案主体
（関係府省）

事項

実現内容等及び効果

国土交通大臣に報告する事業報告書及び実績報告書に含まれる一般乗合旅客自動
車運送事業者や鉄道事業者の情報について、あらかじめ提供可能な情報を明確にした

８

千葉県
（国土交通省）

鉄道事業者・一般乗合旅
客自動車運送事業者に関
する情報について地方公
共団体に提供する仕組み
の構築
（鉄道事業法、道路運送法）

上で、地方公共団体から国土交通省に情報提供の依頼があった場合には、国土交通省
から当該提供可能な情報について当該地方公共団体に対し速やかに提供する仕組み
を構築するとともに、公共交通事業者に係る情報について、地方公共団体への情報提
供に可能な限り協力するよう公共交通事業者に通知すること、地方公共団体と公共交
通事業者が連携して地域公共交通に係る施策の策定及び実施に資する情報の共有及
び活用に取り組んでいる事例について地方公共団体に周知することにより、地域公共
交通の維持・確保に資する。
【通知等】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
１．地方創生・まちづくり －機動的かつ柔軟な地域づくり－
No.

提案主体
（関係府省）

事項

実現内容等及び効果
自家用有償旅客運送者による過疎地域等における少量貨物の有償運送に係る許可
については、以下のとおりとすることによって、地域の実情に応じた自家用有償旅客運
送の円滑な実施に資する。
・市町村及び関連性が高いと考えられる貨物自動車運送事業者（又はそれを代表し得
る者）等を構成員に含む協議会等（地域公共交通会議を含む。）の場で協議が調った

９

鳥取県、京都府、京都
市、兵庫県、和歌山県、 自家用有償旅客運送によ
広島県、山口県、徳島 る少量貨物運送の手続・要
県、全国知事会、全国 件の見直し
市長会、全国町村会
（道路運送法）
（国土交通省）

場合には、運輸支局長が対象地域を判断するに当たって必要に応じて行うこととして
いる関係者からの意見の聴取を要しないこととし、地方運輸局に2018年度中に通知す
る。
・地方公共団体及び地方運輸局に対する情報提供により、当該許可の迅速かつ柔軟な
運用に努める。
・当該許可の在り方については、自家用有償旅客運送者による過疎地域等における少
量貨物の有償運送に係る運送の実態やニーズの動向等を検証しつつ、引き続き検討
する。
【通知等】
地方公共団体が主体的に計画し、地域公共交通会議等の議を経て地域住民の生活

10

市街化調整区域において に必要な旅客運送を確保するものとして運行するコミュニティバスの用に供する施設に
全国知事会、全国市長 区域運行事業等の用に供 ついては、開発許可が不要な建築物である、地方公共団体が直接その事務又は事業
会、全国町村会
する施設を設置する場合
の用に供する施設に該当し得る旨を、2018年度中に地方公共団体へ通知することに
（国土交通省）
の手続の見直し
（都市計画法）

よって、地域にとって必要とされている多様な交通形態の導入・検討の円滑化に資する。
【通知等】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
１．地方創生・まちづくり －機動的かつ柔軟な地域づくり－
No.

提案主体
（関係府省）

事項

実現内容等及び効果

市町村の判断で保証人を立てることなく災害援護資金の貸付けを行うことを可能とし、

被災者の災害援護資金の 被災者の借受けの円滑化に資する。

11

八戸市、三沢市、おい
借受け及び返済の円滑化
らせ町、階上町
（災害弔慰金の支給等に関する
（内閣府）
法律）

また、市町村の判断で被災者の返済能力に応じた災害援護資金の貸付けとすることを
可能とし、被災者が無理なく返済できるようにすること等に資する。
【政令改正等】

12

熊本市
（内閣府）

災害援護資金の返済方法
に係る被災者の選択肢の 災害援護資金の返済方法として市町村の判断で月賦償還についても認めることとし、
被災者の返済方法の選択肢の拡大に資する。
拡大
（災害弔慰金の支給等に関する
法律）

【政令改正】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
２．子育て・医療・福祉 －地域の実情に合わせたサービス提供－
No.

１

提案主体
（関係府省）

事項

豊 田 市 、う る ま市 、九
州地方知事会、長洲町、
岐阜県、本巣市、中津
川市、全国知事会、全 放 課 後 児 童 ク ラ ブに 係 る
国市長会、全国町村会、 「従うべき基準」等の見直し
出雲市、栃木県、松山 （児童福祉法）
市、広島市
（文部科学省、厚生労
働省）

実現内容等及び効果

放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数に係る「従うべき基準」について
は、子どもの安全性の確保等一定の質の担保をしつつ、地域の実情を踏まえて、「参酌
すべき基準」とする。＜28、29年フォローアップ案件含む＞
【法律改正等】

利用児童の少ないお盆・年末年始等において共同保育※が実施可能であることが明

お盆・年末年始等における 確化されることにより、保育士等の勤務環境の改善や事業者の負担軽減が図られ、保

２

大阪市、兵庫県、神戸
市、和歌山県、鳥取県、 共同保育の実施
（児童福祉法、就学前の子ども
徳島県
（内閣府、厚生労働省） に関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律）

育士等の就労促進や定着率の向上に繋がる。
※利用児童が少ない場合において、近隣の保育所等が連携し、１カ所の保育所等で保
育を行うこと。
【通知】

３

萩市
（厚生労働省）

へき地における管理薬剤
師の兼務許可要件の見直 へき地における薬局の管理者の兼務要件については、厚生科学審議会医薬品医療機
し
器制度部会での薬局・薬剤師の在り方に関する議論を踏まえて検討し、2018年度中に
（医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に
関する法律等）

結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
２．子育て・医療・福祉 －地域の実情に合わせたサービス提供－
No.

提案主体
（関係府省）

４

鳥取県、滋賀県、京都
府、大阪府、堺市、兵
庫県、神戸市、和歌山
県、徳島県、中国地方
知事会、日本創生のた
めの将来 世代 応援知
事同盟
（厚生労働省）

５

事項

児童養護施設等の児童指 児童養護施設等の児童指導員の資格要件については、児童福祉施設の設備及び運
導員の資格要件に幼稚園 営に関する基準（昭23厚生省令63）を2018年度中に改正し、幼稚園教諭の免許状を有
する者を加える。これにより、安定的な運営のために必要な人材の確保を図る。
教諭を追加
（児童福祉法）

【省令改正】

幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園について、平成31年度末まで設けられている保育教諭となる
の保育教諭に係る経過措 ことができる者の要件に係る経過措置期間（保育士と幼稚園教諭普通免許の両資格を
九重町、豊中市、館山
置規定の延長
持つことが保育教諭となる要件であるところ、片方の資格保有者でも保育教諭となるこ
市、九州地方知事会
（内閣府、文部科学省、 （就学前の子どもに関する教育、 とができる）が延長されることにより、計画的な資格取得の促進や同施設の安定的な運
保育等の総合的な提供の推進
厚生労働省）
に関する法律、教育職員免許 営のために必要な人材の確保に繋がる。
法）
【法律改正】

育児休業等の延長に係る

６

実現内容等及び効果

大阪市、京都市、堺市、
箕面市、兵庫県、神戸 手続の見直し
市、和歌山県、鳥取県、 （児童福祉法、雇用保険法、育
児休業、介護休業等育児又は
徳島県
家族介護を行う労働者の福祉
（厚生労働省）
に関する法律）

保育所等に入れない場合の育児休業等の延長の手続に関連して、保育所等の利用
調整に当たっての運用上の工夫が国から地方公共団体に提示されることにより、公平
な利用調整が図られる。
【通知】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
２．子育て・医療・福祉 －地域の実情に合わせたサービス提供－
No.

７

提案主体
（関係府省）

所沢市、那覇市
（厚生労働省）

事項

実現内容等及び効果

介護認定に係る調査事務 要介護認定に係る調査については、指定市町村事務受託法人が当該調査を行う場合
を委託する際の職員の資 に、介護支援専門員以外の者にも当該調査を行わせることについて、その影響等を考
慮しつつ検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
格要件の見直し
（介護保険法）

【省令改正】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
３．地方分権改革の取組強化等 －国・地方の役割分担－
No.

提案主体
（関係府省）

１

兵庫県、滋賀県、大阪
府、堺市、明石市、鳥
取県、徳島県、関西広
域連合
（厚生労働省）

２

山梨県
（経済産業省）

事項

療育手帳の交付決定権限 療育手帳の交付の可否を決定する権限について、児童相談所を設置している中核市
の都道府県から児童相談 において療育手帳の交付に係る決定が可能であることを明確化し、その旨を地方公共
所を設置している中核市へ
団体に2018年度中に周知する方向で検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
の移譲
（療育手帳制度要綱）

神奈川県
（国土交通省）

【通知改正】

経済産業大臣の登録を受
電気工事による危険及び障害の発生の防止のための措置について、都道府県による
けた登録電気工事業者等
に対する危険等防止命令 地域の実情に沿った対応を可能とするため、電気工事に起因する波及事故の発生状況
の都道府県への権限付与 等に関して必要な調査を行った上で都道府県の意見も踏まえ、都道府県への並行権限
（電気工事業の業務の適正化
に関する法律）

３

実現内容等及び効果

付与等の国・都道府県の連携強化措置の在り方を検討する。

建設業の許可申請等に係 二以上の都道府県の区域にわたる建設業の国土交通大臣に対する許可申請等につ
る都道府県経由事務の廃 いて、都道府県経由事務を廃止することにより、許可申請者等の利便性向上や地方公
共団体の事務負担軽減に資する。＜29年フォローアップ案件＞
止
（建設業法）

【法律改正】
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平成30年の地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果等（主なもの）
３．地方分権改革の取組強化等 －国・地方の役割分担－
No.

４

提案主体
（関係府省）

愛知県
（消費者庁）

事項

実現内容等及び効果

食品の特別用途表示の許 申請者が内閣総理大臣に対して行う食品の特別用途表示の許可申請について、都道
可申請に係る都道府県経 府県経由事務を廃止することにより、申請における迅速な手続による申請者の利益及
び都道府県の事務軽減に資する。
由事務の廃止
（健康増進法）

【法律改正】
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䐠タᆺ⤥㈝➼䛻ಀ䜛ฎ㐝ᨵၿ➼ຍ
⟬䊡䛾ຍ⟬㢠䛾㓄ศ᪉ἲ➼䛻䛴䛔䛶䚸᳨
ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅
䛊Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭἲཬ䜃ಖ⫱ኈ➼䜻䝱
䝸䜰䜰䝑䝥◊ಟ䛋
䕿ಖ⫱ኈ➼䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥◊ಟ䛾ᐇ᪉
ἲ䛻䛴䛔䛶䚸㼑䝷䞊䝙䞁䜾➼䛻䜘䜛ᐇ䛜
ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢᫂☜
䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛋䠄ᥖ䐟䚸䐠䠅
䐡䝬䜲䝘䝫䞊䝍䝹䛻䛚䛡䜛䛂䛚▱䜙䛫ᶵ
⬟䛃䛿ಶே␒ྕ⏝ົ䛷⏝ྍ⬟䛷䛒
䜛᪨䜢㏻▱
䐢ㆤಖ㝤䞉་⒪ಖ㝤䞉㞀ᐖ⪅⚟♴䛻ಀ
䜛ྛド䛾⏦ㄳ䛻㝿䛧䚸㐺ษ䛻ᮏே
☜ㄆ䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛯ሙྜ䛻㝈䜚䚸ಶே␒
ྕ䛾グ㍕┬␎䜢ྍ⬟䛻

䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲཬ䜃㞴ἲ䛋
䕿ᡤᚓ༊ศ䛾☜ㄆົ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉බ
ඹᅋయ➼䛾㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛᪉⟇䜢᳨ウ䞉
⤖ㄽ䠄㞴ἲ⾜ᚋ䠑ᖺෆ┠㏵䠅
䛊ᨺᑕ⥺┘ど➼㔠ཬ䜃ཎᏊຊⓎ㟁
タ➼⥭ᛴᏳᑐ⟇㔠䛋
䕿䝠䜰䝸䞁䜾ᮇ䛾ᙎຊⓗ䛺タᐃ䚸ྛ✀┦
ㄯ䜈䛾ᑀ䛺ᑐᛂ䛺䛹㔠ົ䜢㈇
ᢸ㍍ῶ
䛊ᆅ᪉⏕㐨ᩚഛ᥎㐍㔠䛋
䕿ᯘ㐨ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔ሙྜ
䛾Ỵᐃ๓╔ᡭ䜢ྍ⬟䛻

‚≖‛ᜩ࠻ݑ
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋
䕿ᭀຊᅋ㝖᮲㡯䛾ᑟධ䛻䛴䛔䛶䚸ᐇែ
ᢕᥱ䛾ୖ䚸ᥐ⨨䛾せྰ䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥
ᖺ୰䠅
䛊ⅆ⸆㢮ྲྀ⥾ἲ䛋
䕿ᣦᐃ⟶⌮㫽⋇ᤕ⋓➼ᴗ䛾ᚑ⪅䛜
⸆㖠䜢⏝䛔䜛ሙྜ䛿ⅆ⸆㢮䛾ㆡཷ䛡➼
䛾チྍ䜢せ
䕿ୖグᴗ䛾㔠䛾ᑐ㇟䛻䛿ⅆ⸆㢮
䛾ㆡཷ䛡䛻ಀ䜛⤒㈝䛜ྵ䜎䜜䜛᪨䜢࿘▱
䛊㐨㊰㏻ἲ䛋
䕿ᦚᆺ⛣ືᨭ䝻䝪䝑䝖䠄䝉䜾䜴䜵䜲➼䠅
䜢㐠㌿䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᅜ㝿㐠㌿චチド
➼䛾චチ༊ศ䛻䛴䛔䛶࿘▱
䛊ᾘ㜵ᅋဨ䛾‽୰ᆺ⮬ື㌴චチྲྀᚓ䛻
ᑐ䛩䜛ຓᡂᴗ䛋
䕿ᬑ㏻චチ䜢᭷䛥䛪䛸䜒‽୰ᆺචチ䜢ྲྀ
ᚓ䛷䛝䜛䛣䛸ཬ䜃ᆅ᪉බඹᅋయ䛜タ䛩
䜛බ㈝ຓᡂไᗘ䜢ά⏝䛷䛝䜛䛣䛸䜢࿘▱
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‚≗‛ᗡ࠻
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊ᡤᚓ⛯ἲཬ䜃䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛋䠄ᥖ䐟
䠅

‚≘‛ෞᝲᎍ࠻
䛊ᗣቑ㐍ἲ䛋
䕿㣗ရ䛾≉ู⏝㏵⾲♧䛾チྍ⏦ㄳ䛻ಀ
䜛㒔㐨ᗓ┴⤒⏤ົ䜢ᗫṆ

‚≙‛ዮѦႾ
䛊ᆅ᪉⮬ἲ䛋
䕿㟁Ꮚ䝬䝛䞊䛷ᆅ᪉බඹᅋయ䛾⏝ᩱ
䚸ᡭᩘᩱ䛾ᚩ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢㏻▱
䕿බ䛾タ௨እ䛾タ䛻䛴䛔䛶䚸ໟᣓⓗ
Ẹ㛫ጤク➼䛾ඛ㐍ⓗ䛺ྲྀ⤌䜢ㄪᰝ䞉
࿘▱
䕿Ⓩグྡ⩏ே➼䛻ㄆྍᆅ⦕ᅋయ䛜ྵ䜎
䜜䜛ሙྜ䜒ື⏘Ⓩグ䛾≉䜢㐺⏝䛷䛝
䜛᪨䜢㏻▱
䛊ᆅ᪉⮬ἲ䚸ᆅ᪉⛯ἲཬ䜃ᅜẸᗣಖ
㝤ἲ䛋
䕿ᅜẸᗣಖ㝤ᩱ䛾⣡ฎศ䛻ᚲせ䛸
䛺䜛⣡⪅䛾㈈⏘ሗ➼䜢ྛᕷ⏫ᮧཬ
䜃≉ู༊ෆ䛻䛚䛔䛶㐃ᦠ䜢ᅗ䜛䜘䛖㏻▱
䛊බ⫋㑅ᣲἲ䛋
䕿ᢞ⚊ᡤධሙๆ䜢㏿䜔䛛䛻㑅ᣲே䛻
䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᕷ⏫ᮧ䛾ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶
㏻▱
䕿㑅ᣲᮇ᪥䛾ᢞ⚊⟶⌮⪅䞉⫋ົ௦⌮⪅䛾
㑅௵せ௳⦆䛾ᅾ䜚᪉䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄
㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅

䕿㑅ᣲᮇ᪥䛾ᢞ⚊❧ே䛾㑅௵せ௳⦆
䛾ᅾ䜚᪉䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅
䛊ᨺ㏦ἲ䛋
䕿ᑠつᶍタ≉ᐃ᭷⥺୍⯡ᨺ㏦䛾ᡭ⥆
䛿䚸㟁Ꮚ⏦ㄳ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢㏻▱
䛊ᆅ᪉⛯ἲ䛋
䕿䜅䜛䛥䛸⣡⛯䛾⏦࿌≉㏻▱᭩䛻䛴䛔
䛶䚸ᆅ᪉⛯䝫䞊䝍䝹䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛧䛯㟁
Ꮚⓗ㏦䜢ྍ⬟䛻
䛊ᆅ᪉බົဨἲ䛋
䕿ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨ䛻ᩚ⌮䛥䜜䜛䛂༊㛗
䛃䛻䛴䛔䛶䚸ጤク䛻䜘䜛ᴗົྲྀᢅ➼䜢䝬䝙
䝳䜰䝹䛷᫂☜
䕿ᆅ᪉බົဨ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䚸ඛ㐍ⓗ䛺
ྲྀ⤌➼䜢ㄪᰝ䞉࿘▱
䕿ேጤဨ䛸௵ᶒ⪅㛫䛾㐠⏝ୖ䛾
ㄪᩚ䚸ᶒ㝈ጤ௵➼䛾㐃ᦠ≧ἣ➼䜢ㄪᰝ䞉
࿘▱
䛊⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ䛋䠄ᥖ䐠䠅
䛊ఫẸᇶᮏྎᖒἲ䛋
䕿ᡂᖺᚋぢே䛻ᑐ䛧ಶே␒ྕධ䜚ఫẸ⚊
䛾䛧➼䜢ᕷ⏫ᮧ❆ཱྀ䛷┤᥋䛩䜛䛣
䛸䜢ྍ⬟䛻
䛊ఫẸᇶᮏྎᖒἲཬ䜃䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛋䠄
ᥖ䠅
䛊ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲ䛋
䕿බ❧Ꮫἲே䛾ᅵᆅ➼䛻䛴䛔䛶䚸ᴗ
ົཪ䛿㝃ᖏᴗົ䛸䛧䛶㈚䛧䛡䜛䛣䛸䛜ྍ
⬟䛺䜢㏻▱
䕿ᴗົཬ䜃㝃ᖏᴗົ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔බ❧
Ꮫἲே䛾ᅵᆅ➼䛾➨୕⪅㈚䜢ྍ⬟
䛻
䛊බඹ䝃䞊䝡䝇ᨵ㠉ἲ䛋
䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛾❆ཱྀᴗົ䛾Ẹ㛫ጤク
䛻ಀ䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䚸ᶆ‽ጤクᵝ᭩➼䜢
సᡂ䞉㏻▱

‥•࠰↝૾עⅺ↸↝੩కሁ↚᧙ↈ↺૾ࣖݣᤆ≋క≌≋ʙಒᙲ ≕≒≖ ≌
፯Ѧ˄ↀ∝˄ↀ↝ᙸႺↆሁ
䛊⤫ィἲ䛋
䕿ᅜໃㄪᰝ䛾ㄪᰝୡᖏ୍ぴ䛿䚸ᚲせ᭱
ᑠ㝈䛾⠊ᅖ䛷」䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢࿘▱
䕿ᅜໃㄪᰝဨ䛿䚸⛯ົ㛵ಀ⫋ဨ䛛䜙䛾㑅
⪃䜒ྍ⬟䛸䛩䜛᪉ྥ䛷᳨ウ䞉⤖ㄽ㻔㻞㻜㻝㻤ᖺ
ᗘ୰㻕
䕿ㄪᰝ䜈䛾ಙ㢗ᛶ䞉⢭ᗘ䛻␃ព䛧䚸ᅜໃ
ㄪᰝဨົ䛾እ㒊ጤク䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ
㻔㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰㻕
䛊㈈ᨻἲ䛋
䕿⥲ົ┬䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䚸ุ᩿ẚ
⋡➼䛾⟬ᐃ䛾ຠ⋡䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ㻔㻞㻜㻝㻥
ᖺ୰㻕
䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛋䠄ᥖ䐟䚸䐠䠅
䕿グ㍕㡯ኚ᭦ᚋ䛻㏻▱䜹䞊䝗ᒓ䛾
⏦ㄳ᭩䛻䜘䜚ಶே␒ྕ䜹䞊䝗䛾䜢⏦
ㄳ䛧䛯ሙྜ䜒ཷ䜢ྍ⬟䛻
䕿ᕷ༊⏫ᮧ❆ཱྀ௨እ䛾ሙᡤ䛻䛚䛔䛶䜒
ಶே␒ྕ䜹䞊䝗䛾ྲྀᚓᡭ⥆䛜ྍ⬟䛷䛒䜛
᪨䜢㏻▱
䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲཬ䜃㞴ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊⾜ᨻ᭹ᑂᰝἲ䛋
䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛡䜛᭹ᑂᰝ䛾ᑂ
⌮ᡭ⥆䛾ᅾ䜚᪉䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ㻔㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ୰
㻕
䛊ಶே␒ྕ䜹䞊䝗ᴗ㈝⿵ຓ㔠ཬ䜃
ಶே␒ྕ䜹䞊䝗ົ㈝⿵ຓ㔠䛋
䕿Ỵᐃ䛾᪩ᮇ䚸ྛ✀↷ᮇ䛾
๓࿘▱䛸䛔䛳䛯㐠⏝ᨵၿ䛷⮬య䛾㈇
ᢸ䜢㍍ῶ
䛊ᆅ᪉⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇ᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌≧
ἣ➼䛾ㄪᰝ䛋
䕿ㄪᰝෆᐜ䛾ᩚ⌮䚸䠳䠡䠞㆟䛻䜘䜛䝠䜰
䝸䞁䜾䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉⤖ㄽ㻔㻞㻜㻝㻤ᖺ
ᗘ୰㻕
䛊ᾘ㜵ᅋဨ䛾‽୰ᆺ⮬ື㌴චチྲྀᚓ䛻
ᑐ䛩䜛ຓᡂᴗ䛋䠄ᥖ䠅
䐠‽୰ᆺචチྲྀᚓ㈝⏝䛻ᑐ䛩䜛ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛾බ㈝ຓᡂไᗘ䛾タ䜢ಁ䛩䛯
䜑䚸ඛ⾜➼䜢࿘▱
䐡‽୰ᆺචチ䛾ྲྀᚓ䜢䛩䜛᪉⟇
䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅

‚≚‛ඥѦႾ
䛊ື⏘Ⓩグἲ䛋
䕿ᐁබ⨫䛛䜙䛾ἲ௧䛻ᇶ䛵䛟౫㢗䛻ᑐ䛧
䚸䜸䞁䝷䜲䞁䛷Ⓩグሗ䜢↓ൾᥦ౪
䛊ேᶒၨⓎάືᆅ᪉ጤクᴗ䛋
䕿ୖ㝈ᩘ䜢㉸䛘䜛㛤ദ㏻▱㈨ᩱ䛾సᡂ
䛜㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ䛛䜙ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢࿘▱

‚≛‛ٳѦႾ
䛊ᆅ᪉⮬ἲཬ䜃᪑ๆἲ䛋
䕿ᕷ⏫ᮧ䛜㒔㐨ᗓ┴䛾᪑ๆᡭᩘᩱ䛾ᚩ
䜢⚾ே䛻ጤクྍ⬟䛸䛩䜛ᥐ⨨䛾せྰ䜢
᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺ୰䠅

‚≜‛ᝠѦႾ
䛊ᆅ᪉⮬ἲ䚸ᆅ᪉⛯ἲཬ䜃ᅜẸᗣಖ
㝤ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊♫⚟♴ἲཬ䜃ᅜ᭷㈈⏘≉ูᥐ⨨ἲ䛋
䕿ㆤタᩚഛ䛻ಀ䜛ᮍ⏝ᅜ᭷ᆅ䛾
ῶ㢠㈚䛻䛴䛔䛶䚸ᑐ㇟タ䛾㏣ຍ➼䜢
࿘▱
䛊ᡤᚓ⛯ἲཬ䜃 䝬䜲䝘䞁 䝞䞊ἲ䛋䠄 ᥖ
䐟䠅
䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲཬ䜃㞴ἲ䛋䠄ᥖ䠅

‚‣•‛૨ᢿᅹܖႾ
䛊Ꮫᰯᩍ⫱ἲ䛋
䕿䜸䞁䝕䝬䞁䝗ᩍᮦ䜢⏝䛧䛯ᤵᴗ䛻䛴
䛔䛶䚸ᙜヱᩍ⛉䛾චチ䜢ᣢ䛴ᩍဨ䛜䛔䜛
ሙྜ䛻ᐇ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢㏻▱
䛊ඣ❺⚟♴ἲ䛋
䕿ᨺㄢᚋඣ❺䜽䝷䝤䛾ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛻䛴
䛔䛶䚸ཧ㓃䛩䜉䛝ᇶ‽䛸䛩䜛䚹⾜ᚋ䠏ᖺ
䛷ぢ┤䛧䜢⾜䛔䚸ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛
䛊ඣ❺⚟♴ἲཬ䜃ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬタᩚഛ
㔠䠹䠄ᥖ䠅
䕿ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬタᩚഛ㔠ཬ䜃ಖ⫱
ᡤ➼ᩚഛ㔠䛾⏦ㄳ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛾᫂
♧➼䚸⏦ㄳᡭ⥆䛾
䛊ᩍ⫱⫋ဨචチἲ䛋
䕿≉ู㠀ᖖㅮᖌ䛾௵⏝䛻ಀ䜛ᒆฟ᭩
㢮䛾⡆⣲䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢࿘▱
䕿චチ≧㏣ຍྲྀᚓ䚸ಟ☜ㄆᮇ㝈䜢
ᘏᮇ䛩䜛䛯䜑䛻䛿⏦ㄳ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸
䜢࿘▱ᚭᗏ䛩䜛䜘䛖࿘▱
䕿ಟ☜ㄆᮇ㝈➼䜢グ㍕䛧䛯☜ㄆ᭩㢮
䛾Ⓨ⾜➼䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛾ᨵಟ䜢
᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䜢┠㏵䠅
䕿චチ≧㏣ຍྲྀᚓ䛾ಟ☜ㄆᮇ㝈䛾
⮬ືᘏᮇ䛻䛴䛔䛶䚸ኻຠ⪅➼䛾≧ἣ䜢㋃
䜎䛘᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻞㻞ᖺᗘ୰䠅
䕿ᗂ⛶ᅬᩍㅍචチ䛾᭦᪂ㅮ⩦䛾ᑐ㇟䛾
ᣑ䛻䛴䛔䛶䚸ᗂ⛶ᅬᆺ୍㡸䛛䜚ᴗ
䛾ᚑ⪅䛾ㄪᰝ䞉᳨ウ䜢⾜䛔䚸᳨ウ䞉⤖ㄽ
䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅
䛊ᩍ⫱⫋ဨචチἲཬ䜃ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬἲ䛋
䠄ᥖ䠅
䛊♫ᩍ⫱ἲ䚸ᅗ᭩㤋ἲ䚸༤≀㤋ἲཬ䜃
ᆅᩍ⾜ἲ䛋
䕿බ❧♫ᩍ⫱タ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛾ุ᩿䛷㤳㛗㒊ᒁ䛻⛣⟶䛩䜛䛣䛸
䜢ྍ⬟䛻
䛊≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲ
ᚊ䛋
䕿≉ูᨭᩍ⫱ᑵᏛዡບ㈝䛾ᨭᘚ䛻ಀ
䜛ົ㈇ᢸ䛾㍍ῶ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸㉁ᛂ⟅
㞟䜢సᡂ䞉࿘▱

䛊ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ䛾⤌⧊ཬ䜃㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛
ἲᚊ䛋
䕿ᩍ⫱ጤဨ䛛䜙䛾ጤ௵ົ䛻㛵䛧䛶ᩍ
⫱㛗䛜⾜䛳䛯ฎศ䛻ಀ䜛ᑂᰝᗇ䛻䛴䛔䛶
䛿䚸ᩍ⫱ᗇ䛜ᑂᰝᗇ䛷䛒䜛᪨䜢࿘▱䚹䜎
䛯䚸ᙜヱᑂᰝㄳồ䛻ಀ䜛ලయⓗ䛺ᨭ㞀
䛜♧䛥䜜䛯ሙྜ䛻䚸䛭䛾ᡭ⥆䛾ᅾ䜚᪉
➼䜢᳨ウ
䛊ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊㧗➼Ꮫᰯ➼ᑵᏛᨭ㔠䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛
ἲᚊ䛋
䕿㧗➼Ꮫᰯ➼ᑵᏛᨭ㔠䛾ᨭ⤥ົ䛾
㈇ᢸ㍍ῶ䛾䛯䜑䚸ಶே␒ྕ䜢ά⏝䛧䛯䝅
䝇䝔䝮䛾㐠⏝䜢㛤ጞ
䛊Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭἲ䛋䠄ᥖ䐠䠅
䛊Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭἲཬ䜃ಖ⫱ኈ➼䜻䝱
䝸䜰䜰䝑䝥◊ಟ䛋䠄ᥖ䠅
䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲཬ䜃㞴ἲ䛋䠄ᥖ䠅

‚‣‣‛ҽဃіႾ
䛊ᗣಖ㝤ἲ䛋
䕿㐲㝸䛷⾜䜟䜜䛯ሙྜ䛾⌮デ᩿䛻䛴
䛔䛶䚸䝕䝆䝍䝹⌮⏬ീ䛾䜏䛻䜘䜛⌮
デ᩿➼䛾ሙྜ䛻⌮デ᩿ᩱ䛾⟬ᐃ䜢ྍ
⬟䛻
䕿㞀ᐖඣ䠄⪅䠅䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁ᩱ䛾ᖖ
་ᖌ䛾㓄⨨ᇶ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍ᐃ㛫௨
ୖ䛾ົ䜢⾜䛳䛶䛔䜛㠀ᖖ་ᖌ䜢⤌䜏
ྜ䜟䛫䛶㓄⨨䛧䛯ሙྜ䛷䜒ᇶ‽䜢‶䛯䛩
䛣䛸䜢㏻▱
䕿䛜䜣デ⒪እ᮶ᨺᑕ⥺⒪ຍ⟬䛻䛴䛔
䛶䚸་⒪ᶵ㛵䛻ධ㝔୰䛾ᝈ⪅䛻ᨺᑕ⥺
⒪䜢ᐇ䛧䛯ሙྜ䜒ᙜヱຍ⟬䜢ྍ⬟䛻
䕿බ㈝㈇ᢸ་⒪䛻䛚䛡䜛㧗㢠⒪㣴㈝䛾
⟬ᐃ䛻䛴䛔䛶䚸ぢ┤䛧䛾ᚲせᛶ䜢᳨ウ䞉
⤖ㄽ䠄㞴ἲ⾜ᚋ䠑ᖺ௨ෆ䜢┠㏵䠅
䛊ᆅ᪉⮬ἲ䚸ᆅ᪉⛯ἲཬ䜃ᅜẸᗣಖ
㝤ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊ඣ❺⚟♴ἲ䛋
䐟ᨺㄢᚋඣ❺䜽䝷䝤䛾ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛻䛴
䛔䛶䚸ཧ㓃䛩䜉䛝ᇶ‽䛸䛩䜛䚹⾜ᚋ䠏ᖺ
䛷ぢ┤䛧䜢⾜䛔䚸ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛
䐠ඣ❺㣴ㆤタ➼䛻䛚䛡䜛┳ㆤᖌຍ⟬
䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂ஙඣ㝔➼ከᶵ⬟᥎㐍
ᴗ䛃䜢タ
䐡་⒪ᆺඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䛾་ᖌ䛾㓄⨨せ
௳䛻䛴䛔䛶䛿䚸㠀ᖖ་ᖌ䛷䛒䛳䛶䜒ྍ
⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢࿘▱
䐢ಖ⫱ᡤ䛾ᒃᐊ㠃✚ᇶ‽䜢≉ⓗ䛻䛂ᶆ
‽䛃䛸䛩䜛ᆅ౯せ௳䜢⦆䚸≉䛾㐺⏝
ᮇ㛫䜢ᘏ㛗

䐣ಖ⫱ᡤ➼䜢⏝䛩䜛Ꮚ䛹䜒䛸୍యⓗ䛻
୍㡸䛛䜚ᴗ䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ䛾⫋ဨ㓄
⨨䜢ぢ┤䛧
䐤㒔㐨ᗓ┴▱䛻䜘䜛Ḟ᱁⏤䛻ヱᙜ
䛩䜛ಖ⫱ኈ䛾≢Ṕሗ䛾↷䜢ྍ⬟䛻
䐥ඹ⏕ᆺ㞀ᐖඣ㏻ᡤᨭไᗘ䜢タ䛧䚸
⏝ඣ❺䛜ᑡᩘ䛾ᆅᇦ䛷䜒䚸ᣦᐃㆤಖ
㝤ᴗᡤ➼䛜ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䛾ᣦᐃ䜢ཷ
䛡䜔䛩䛟䛺䜛䜘䛖䚸ᇶ‽䛾≉䜢タ䛡䜛
䐦ඣ❺㣴ㆤタ➼䛾ඣ❺ᣦᑟဨ䛾㈨᱁
せ௳䛻䚸ᗂ⛶ᅬᩍㅍ䛾චチ≧䜢᭷䛩䜛⪅
䜢ຍ䛘䜛
䐧ඣ❺㤋䛾ဨᩘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ඣ❺䛾㐟䜃
䜢ᣦᑟ䛩䜛⪅䠍ྡ䛸䛭䜜௨እ䛾⪅䠍ྡ䛸䛩
䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢᫂☜
䐨ಖ⫱ኈⓏ㘓䛾ྲྀᾘ㏻▱䛻䛴䛔䛶䚸ྲྀ
ᾘ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛⪅䛾ᐜඛ䛜᫂䛺ሙྜ
䛾↷ඛ䜢࿘▱
䐩ಖ⫱ᡤ䜈䛾タ┘ᰝ䛻䛴䛔䛶䚸⏝
⪅ฎ㐝䛾㉁䛻␃ព䛧䛴䛴䚸ົ䛾ຠ⋡
䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅
䐪ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇䛾⏝ᑐ㇟ඣ❺
䛾ᣑ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅
䛊ඣ❺⚟♴ἲ䚸㞠⏝ಖ㝤ἲཬ䜃⫱ඣ䞉
ㆤఇᴗἲ䛋
䕿ಖ⫱ᡤ➼䛾⏝ㄪᩚ䛻䛚䛔䛶ಖ⫱
䛾ᚲせᛶ䛜㧗䛔ಖㆤ⪅䜢ඃඛⓗ䛻ྲྀ䜚ᢅ
䛖᪉ἲ䜢㏻▱
䕿⫱ඣఇᴗ➼䛾ไᗘ㊃᪨䛻๎䛳䛯ไᗘ
ά⏝䛾ಁ㐍᪉ἲ䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ
୰䠅
䕿⫱ඣఇᴗ➼䛾ไᗘ䛾ᅾ䜚᪉䜢䚸ಖ⫱ᡤ
➼䛾ᩚഛ≧ἣ➼䜢㋃䜎䛘䚸୰㛗ᮇⓗ䛻᳨
ウ䛾ୖ䚸ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛
䛊ඣ❺⚟♴ἲཬ䜃㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ䛋
䕿┦ㄯᨭ䛻䛴䛔䛶䚸ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔యไ
䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛⾜ື㞀ᐖᨭయไຍ
⟬➼䜢タ
䚽ᇶ‽┬௧䛾ሗᥦ౪ཬ䜃ᇶ‽┬௧
䛾බᕸ䜢ྍ⬟䛺㝈䜚᪩ᮇ䛻ᐇ
䚽㞀ᐖ⪅ᨭタ➼䜈䛾タ┘ᰝ䛻䛴
䛔䛶䚸⏝⪅ฎ㐝䛾㉁䛻␃ព䛧䛴䛴䚸
ົ䛾ຠ⋡䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅
䛊ඣ❺⚟♴ ἲཬ䜃ㄆ ᐃ 䛣䛹䜒ᅬἲ䠹䠄 
ᥖ䠅
䛊ඣ❺⚟♴ἲཬ䜃Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭἲ䠹
䠄ᥖ䠅
䛊ඣ❺⚟♴ἲཬ䜃ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬタᩚഛ
㔠䠹䠄ᥖ䠅
䛊㣗ရ⾨⏕ἲ䛋
䕿㎰ᯘ⁺ᴗయ㦂Ẹᐟ䛻䛚䛡䜛㣗䛾ᥦ
౪䛻䛴䛔䛶䚸㒔㐨ᗓ┴➼䛜ᐃ䜑䜛Ⴀᴗチ
ྍせ௳䛻ᇶ䛵䛔䛶チྍ䛩䜛䛣䛸䜢࿘▱
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䛊ᇙἲ䛋
䐟Ẹ㛫ᴗ⪅䛻ⅆⴿሙ䛾⤒Ⴀ䜢チྍ䛩
䜛ሙྜ䛾␃ព㡯䜢㏻▱
䐠ⅆⴿሙ䛾ᗈᇦ䞉ᐁẸ㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶䚸
ᕷ⏫ᮧ䛛䜙䛾┦ㄯ䛻㐺ษ䛻ᛂ䛨䜛䜘䛖㒔
㐨ᗓ┴䛻㏻▱䛧䚸ྲྀ⤌䜢ሗᥦ౪
䛊᪑㤋ᴗἲ䛋
䕿⛣ఫᕼᮃ⪅䛾✵䛝ᐙ≀௳䜈䛾▷ᮇᒃ
ఫ䛻䛴䛔䛶䚸᪑㤋ᴗἲ䛾㐺⏝እ䛸䛺䜛せ
௳䛾㊃᪨䜢࿘▱
䛊་⒪ἲ䛋
䕿デ⒪ᡤ➼䛾⟶⌮⪅䛻䛴䛔䛶䚸㒔㐨ᗓ┴
▱➼䛾チྍ䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䚸་ᖌ䛜㊊
䛩䜛ᆅᇦෆ➼䛾デ⒪ᡤ䛾⟶⌮⪅䛸වົྍ
⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢᫂☜
䛊ᩍ⫱⫋ဨචチἲཬ䜃ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬἲ䛋
䠄ᥖ䠅
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊⢭⚄ಖ⚟♴ἲ䛋
䕿⢭⚄་⒪ᑂᰝ䛻ಀ䜛ணഛጤဨ䛾☜
ಖ➼䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌䜢࿘▱
䛊⏕άಖㆤἲ䛋
䕿ἲ㻢㻟᮲മᶒ䠄㏉㑏⩏ົ䛜⏕䛨䛯ಖㆤ
㈝䠅䜢ᅜ⛯ᚩ䛾䛻䜘䜚ᚩ䜢ྍ⬟䛻
䕿ἲ㻢㻟᮲മᶒ䠄㏉㑏⩏ົ䛜⏕䛨䛯ಖㆤ
㈝䠅䜢⿕ಖㆤ⪅䛾⏦ฟ䛻䜘䜚䚸ண䜑ಖㆤ㈝
䛸ㄪᩚ䜢ྍ⬟䛻
䕿ᖺ㔠ᶵᵓ䛛䜙⮬య䜈䛾ᅇ⟅ฎ⌮ᮇ
㛫䜢ᴫ䛽㻝㻜᪥௨ෆ䛸䛩䜛䜘䛖ດ䜑䜛
䕿ᖺ㔠ᶵᵓ䛛䜙⥭ᛴ䛻ᅇ⟅䛜ᚲせ䛺ሙ
ྜ䚸ྛᖺ㔠ົᡤ䜈↷䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨
䜢㏻▱
䕿ປ⅏ಖ㝤ἲ䛻䜘䜛ಖ㝤⤥䛾ㄪᰝ䛻䛴
䛔䛶䚸↷ඛ䛾᫂☜䜔ᵝᘧ䛾⤫୍➼
䜢⾜䛖
䚽ಖㆤタ䜈䛾タ┘ᰝ䛻䛴䛔䛶䚸⏝
⪅ฎ㐝䛾㉁䛻␃ព䛧䛴䛴䚸ົ䛾ຠ⋡
䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅
䛊♫⚟♴ἲ䛋
䕿↓ᩱప㢠ᐟἩᴗ䛾㐺ṇ㐠Ⴀ䛻ྥ䛡
䚸ἲ௧ୖ䛾᭱పᇶ‽䚸๓ᒆฟไ䚸┘╩
ฎศ䜢ᑟධ
䛊♫⚟♴ἲཬ䜃ᅜ᭷㈈⏘≉ูᥐ⨨ἲ䛋
䠄ᥖ䠅
䛊ᅜẸᗣಖ㝤ἲ䛋
䕿㧗㢠⒪㣴㈝䛻ಀ䜛㝈ᗘ㢠㐺⏝䛾ㄆᐃ
せ௳䛻䛴䛔䛶䚸䛂ಖ㝤ᩱ䛃䛻ᘏ㔠䛿ྵ䜎
䜜䛺䛔䛣䛸䜢࿘▱
䛊་⸆ရ་⒪ᶵჾ➼ἲ䛋
䕿䜈䛝ᆅ⸆ᒁ䛾⟶⌮⪅䛾වົせ௳䛻䛴
䛔䛶䚸་⸆ရ་⒪ᶵჾไᗘ㒊䛷䛾㆟ㄽ
䜢㋃䜎䛘䛶䚸᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅

䛊⪁ே⚟♴ἲ䛋
䕿䝃䝔䝷䜲䝖ᆺ㣴ㆤ⪁ே䝩䞊䝮䛾ᮏయ
タ䛻㣴ㆤ⪁ே䝩䞊䝮䜢㏣ຍ
䚽⪁ே⚟♴タ䜈䛾タ┘ᰝ䛻䛴䛔䛶䚸
⏝⪅ฎ㐝䛾㉁䛻␃ព䛧䛴䛴䚸ົ䛾ຠ
⋡䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅
䛊ᡓἐ⪅≉ูᘫ៘㔠ᨭ⤥ἲ䛋
䕿ᡓἐ⪅≉ูᘫ៘㔠䛻ಀ䜛ㄳồᡭ⥆䛾
⡆⣲䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺ୰䠅
䛊ື≀ឡㆤ⟶⌮ἲ䛋
䕿≟䛾Ⓩ㘓ཬ䜃䝬䜲䜽䝻䝏䝑䝥Ⓩ㘓ᡭ⥆
䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥䜢ཷ䛡䛶ලయ䛾㐠⏝䜢᳨
ウ䞉⤖ㄽ
䛊㞠⏝ಖ㝤ἲ䛋
䕿㞠⏝ಖ㝤㛵ಀド᫂ົ䛻䛴䛔䛶䚸ᵝ
ᘧ➼䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜚ົ㈇ᢸ䜢㍍ῶ
䛊♫⚟♴ኈཬ䜃ㆤ⚟♴ኈἲ䛋
䕿ㆤ⚟♴ኈᐇົ⪅◊ಟཷㅮ㈨㔠㈚
ไᗘ䜢࿘▱
䚽ၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟ䛾ᇶᮏ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䚸
◊ಟᐇయ䛾ᴗᡤ௨እ䛾ሙᡤ䜈䛾
ㅮᖌὴ㐵➼䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢࿘▱
䛊་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖ᥎㐍ἲ䛋
䕿㔠せ⥘䛾ẖᖺᗘ䛾Ⓨฟ䜢ᗫ
Ṇ䛧䚸ᙜヱせ⥘䛸ే䛫䛶Ⓨฟ䛧䛶䛔䜛㏻
▱䛻䛴䛔䛶䛿ྍ⬟䛺㝈䜚᪩ᮇ䛻Ⓨฟ
䛊ㆤಖ㝤ἲ䛋
䕿ㆤಖ㝤ᩱ≉ูᚩ䛻䛴䛔䛶䚸ᑐ㇟
ᖺ㔠䛾䛔䛪䜜䛛䛜ᖺ㢠㻝㻤௨ୖ䛷䛒
䜜䜀ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢࿘▱
䕿ᣦᐃᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤᴗ⪅
䛾௦⾲⪅䛻ኚ᭦䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛾◊ಟせ
௳䛾ྲྀᢅ䛔䜢᫂☜
䕿≉ᐃᴗᡤ㞟୰ῶ⟬䛾ᑐ㇟䝃䞊䝡䝇
䛻䛴䛔䛶ぢ┤䛧
䕿ᇶ‽┬௧䛾ሗᥦ౪ཬ䜃ᇶ‽┬௧
䛾බᕸ䜢ྍ⬟䛺㝈䜚᪩ᮇ䛻ᐇ
䕿⥲ྜᴗ䛾ᴗ⪅䛾ᣦᐃ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ
᪉⮬ἲ䛾⤌䜏䛜ά⏝䛷䛝䜛᪨ཬ䜃
ά⏝䛻䛴䛔䛶࿘▱
䕿せㆤㄆᐃ䛻ಀ䜛ㄪᰝ䜢ጤク䛩䜛ሙྜ
䛾ጤクせ௳䛾ぢ┤䛧䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥
ᖺᗘ୰䠅
䕿ఫᡤᆅ≉䛻䛴䛔䛶䚸ᕷ⏫ᮧ䛾㛵ಀ
ᛶ䜢ᩚ⌮䛧䚸࿘▱䛧䚸ᑐᛂ䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ
䜢ㄪᰝ䛾ୖ䚸᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䛛䜙䛾
➨䠔ᮇㆤಖ㝤ᴗィ⏬䛾⟇ᐃ䜎䛷䠅
䛊㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ䛋
䕿⮬❧カ⦎䛻䛴䛔䛶䚸㞀ᐖ✀ู䛻䛛䛛䜟
䜙䛪⏝ྍ⬟䛻
䚽ᑵປ⣔䝃䞊䝡䝇䛾ᅾᏯ⏝⪅䛻䛴䛔䛶䚸
ᑵປ⣔䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅䛜㈝⏝䜢㈇ᢸ䛧䚸
⏕άᨭ䜢ᥦ౪䛧䛯ሙྜ䛾ຍ⟬䜢タ

‥•࠰↝૾עⅺ↸↝੩కሁ↚᧙ↈ↺૾ࣖݣᤆ≋క≌≋ʙಒᙲ ≖≒≖ ≌
፯Ѧ˄ↀ∝˄ↀ↝ᙸႺↆሁ
䚽ᑵປ⣔䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛タእᑵປඛ䛷
䛾カ⦎┠ᶆ䛻ᑐ䛩䜛㐩ᡂᗘ䛾ホ౯䜢ྍ
⬟䛻
䕿⢭⚄㏻㝔་⒪䛻ಀ䜛ᡤᚓ༊ศᑂᰝ䜢
ົฎ⌮≉ไᗘ䛻䜘䜚ᕷ༊⏫ᮧ䛜⾜䛖
ሙྜ䛾ຠᯝ䞉ㄢ㢟➼䜢࿘▱
䚽⮬❧ᨭ་⒪䛾ᨭ⤥ㄆᐃ⏦ㄳ᭩➼䛻
ಀ䜛ᛶู䛾グ㍕䛾๐㝖䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ
䠄㻞㻜㻝㻥ᖺ୰䠅
䚽㔜ᗘゼၥㆤ䛻䛴䛔䛶䚸⚟♴⟇䛸ປ
ാ⟇䛸䛾ᙺศᢸ➼䜢㋃䜎䛘䚸㔜ᗘ㞀
ᐖ⪅䛾ᅾᏯ䛷䛾ᑵᴗᨭ䛾ᅾ䜚᪉䜢㻞㻜㻞㻝
ᖺᗘ䛾ሗ㓘ᨵᐃ䛻ྥ䛡䛶᳨ウ䞉⤖ㄽ
䛊ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭἲ䛋䠄ᥖ䐠䠅
䛊Ꮚ䛹䜒䞉Ꮚ⫱䛶ᨭἲཬ䜃ಖ⫱ኈ➼䜻䝱
䝸䜰䜰䝑䝥◊ಟ䛋䠄ᥖ䠅
䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛋䠄ᥖ䐟䚸䐠䚸䐢䠅
䛊䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲཬ䜃㞴ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭἲ䛋
䕿ᑵປ‽ഛᨭᴗ䛿䚸ᑐ㇟⪅䛾ホ
౯䛻䜘䜚⏝ᮇ㛫ไ㝈䛻㛵䜟䜙䛪䚸
⏝ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢᫂☜
䕿⏕άᅔ❓⪅ఫᒃ☜ಖ⤥㔠䛾ᨭ⤥䛾
ᅾ䜚᪉ཬ䜃㐠⏝᪉ἲ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉⤖
ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺ୰䠅
䛊㞴ἲ䛋
䐟⮬ᕫ㈇ᢸୖ㝈㢠⟶⌮⚊䛻䛴䛔䛶䚸グ
㍕₃䜜䞉ㄗグධ➼䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸グ㍕
᪉ἲ䜢࿘▱
䐠⮫ᗋㄪᰝಶே⚊䛾グ㍕㡯䛻䛴䛔䛶
᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄⾜ᚋ䠑ᖺ௨ෆ┠㏵䠅
䛊እᅜே䛻ᑐ䛩䜛⏕άಖㆤ䛾㐺ṇ䛺ᐇ
䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨䛋
䕿㡿㤋➼䜈䛾☜ㄆᡭ⥆䛻䛴䛔䛶䚸㐺
ṇᐇཬ䜃ົ㈇ᢸ㍍ῶ䛾ほⅬ䛛䜙᳨
ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺ୰䠅
䛊⫢⅖⒪≉ูಁ㐍ᴗ䛋
䕿᰾㓟䜰䝘䝻䜾〇⒪䛾᭦᪂ㄆᐃ䠄䠎
ᅇ┠䜎䛷䠅䛻㛵䛧䛶䚸䠍ᖺẖ䛾デ᩿᭩ᥦฟ
ཬ䜃ㄆᐃ༠㆟䛾ุ᩿䛾┬␎䜢ྍ⬟䛻
䛊ḟୡ௦⫱ᡂᨭᑐ⟇タᩚഛ㔠䛋
䕿ᩚഛィ⏬䛾༠㆟せ⥘䛻䛴䛔䛶ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䜈๓䛻ሗᥦ౪䜢⾜䛔䚸ண⟬
ᡂ❧ᚋࠊ㏿ࡸ࿘▱
䛊⿵ຓᴗ➼䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛯㈈⏘䛾㈈⏘
ฎศ䛻㛵䛩䜛ົ䛋
䕿ಖ⫱ᡤ䛛䜙ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䜈
䛾⛣⾜䛾㝿䚸㈈⏘ฎศ䛻ಀ䜛ῧ㈨ᩱ䛾
┬␎䞉௦᭰䛜ྍ⬟䛷䛒䜛᪨䜢㏻▱

‚‣․‛ᠾ൦ငႾ
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋䠄ᥖ䠅

䛊ᅵᆅᨵⰋἲ䛋
䕿ᴗᐇ୰䛾ཷ┈ᆅ䛾ኚ᭦䛻䛴䛔䛶䚸
せ௳䜔ᡭ⥆➼䜢᫂☜
䛊⁺ᴗἲ䛋
䕿ᾏ༊⁺ᴗㄪᩚጤဨ䛾බ㑅ጤဨ䛾⿵
Ḟ㑅ᣲ䜢ᗫṆ
䛊㎰ᯘỈ⏘ᴗタ⅏ᐖᪧᴗ㈝ᅜᗜ
⿵ຓ䛾ᬻᐃᥐ⨨䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛋
䕿ᴗ⿵ຓィ⏬᭩䛻䛚䛔䛶⿵ຓᑐ㇟እ
⤒㈝䛾グ㍕䜢せ䛧䛺䛔䛣䛸䛸䛧䚸ᵝᘧ䜢ᨵ
ṇ
䕿ᴗ䛾ኚ᭦䛻ᙜ䛯䜚༠㆟䜢せ䛩䜛㔠㢠
せ௳䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅
䛊㎰ᆅἲ䛋
䕿㈨ຊཬ䜃ಙ⏝䛜䛒䜛䛣䛸䜢ド䛩䜛᭩㠃
䛻䛴䛔䛶䚸ᰂ㌾䛺㐠⏝䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䜢
᫂☜
䛊ᯘᴗ䞉ᮌᮦ⏘ᴗᨵၿ㈨㔠ຓᡂἲ䛋
䕿㈚☜ㄆㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌䛻ಀ䜛ㄪᰝᐇ
ᮇཬ䜃ሗ࿌ᮇ䜢ぢ┤䛩᪨䜢㏻▱
䛊㎰ᆅ⤒Ⴀᇶ┙ᙉಁ㐍ἲཬ䜃㎰ᆅ୰
㛫⟶⌮ᴗ䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛋
䕿㎰⏝ᆅ⏝㞟✚ィ⏬䛾ෆᐜኚ᭦䛻ᙜ
䛯䜚䚸ィ⏬䛾సᡂ䛜せ䛷䛒䜛᪨䜢࿘
▱
䕿㎰⏝ᆅ⏝㓄ศィ⏬䛾䛾⦪ぴ䛻䛴
䛔䛶䚸ᗫṆ䛩䜛᪉ྥ䛷᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺ
ᗘ୰䠅
䕿ᶵᵓ䛜⾜䛖༢⣧䛺ᴗົ䛾ጤク䛾▱ᢎ
ㄆ䜢せ䛸䛩䜛᪉ྥ䛷᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺ
ᗘ୰䠅
䕿ᕷ⏫ᮧ༢䛷୍ᣓ䛧䛶㎰⏝ᆅ➼䜢㈤
㈚䛷䛝䜛⤌䜏䜢ᵓ⠏䛩䜛᪉ྥ䛷᳨ウ
䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅
䛊㒔ᕷ㎰ᆅ䛾㈚䛾䛻㛵䛩䜛ἲᚊ
䛋
䕿⏕⏘⥳ᆅᆅ༊䛾༊ᇦෆ䛾㎰ᆅ䛾㈤㈚
䛿ἲᐃ᭦᪂䛾㐺⏝䜢㝖እ
䛊ᅵᆅᨵⰋᴗ㛵ಀ⿵ຓ㔠䛋
䕿Ỵᐃ๓╔ᡭ䛾ᑟධ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉
⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺ୰䠅
䕿ẖᖺྍ⬟䛺㝈䜚᪩ᮇ䛻Ỵᐃ
䛊ᅜ⏘ⰼ䛝䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁᥎㐍ᴗ䛋
䕿ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑
ᚲせ䛺ぢ┤䛧䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤
ᖺᗘ୰䠅
䛊㎰ᆅ⪔స᮲௳ᨵၿᴗ㔠䛋
䕿ᐇ⦼ሗ࿌᭩䛻ῧ䛩䜛ዎ⣙᭩䛾䛧䛾
⡆⣲䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺ୰䠅
䛊ᆅ᪉⏕㐨ᩚഛ᥎㐍㔠䛋䠄ᥖ䠅
䛊㣗ᩱ⏘ᴗ䞉䠒ḟ⏘ᴗ㔠䛋
䕿ᆅᇦ䛷䛾㣗⫱䛾᥎㐍ᴗ䛻ಀ䜛⏦ㄳ
䛷䛝䛺䛔⤒㈝䛾᫂☜➼䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄
㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅

‚‣‥‛ኺฎငಅႾ
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊ⅆ⸆㢮ྲྀ⥾ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊୰ᑠᴗಙ⏝ಖ㝤ἲ䛋
䕿≉ᐃ୰ᑠᴗ⪅➼䛾ㄆᐃ䛻䛴䛔䛶䚸
㊃᪨ཬ䜃ㄆᐃ䛻㝿䛧䛶䛾␃ព㡯䜢࿘
▱
䛊◁᥇ྲྀἲ䛋
䕿◁᥇ྲྀィ⏬䛻䛴䛔䛶䚸ㄆྍ䛷䛿䛺䛟
ᒆฟ䛷㊊䜚䜛㍍ᚤ䛺ኚ᭦䛸䛧䛶ྲྀ䜚ᢅ䛖
㡯䜢つᐃ
䛊ᐜჾໟ䝸䝃䜲䜽䝹ἲ䛋
䕿ᕷ⏫ᮧཬ䜃ᴗ⪅䛾㑅ูసᴗ䛾୍య
䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟䛻䛚䛡䜛㆟ㄽ➼䜢㋃䜎
䛘᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ┠㏵䠅
䛊䠬䠟䠞≉ูᥐ⨨ἲ䛋
䕿ప⃰ᗘ䠬䠟䠞ᗫᲠ≀➼䛾ฎ⌮᥎㐍ୖ䛾
ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄ྠἲ⾜ᚋ䠑
ᖺ䜢┠㏵䠅

‚‣…‛םʩᡫႾ
䛊㕲㐨Ⴀᴗἲཬ䜃㐨㊰ἲ䛋
䕿㋃ษ㐨䛾᪂タ䛻䛴䛔䛶䚸㐠⏝ᇶ‽䛾᫂
☜䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅
䛊ᘓタᴗἲ䛋
䕿⮧チྍ⏦ㄳ➼䛻ಀ䜛㒔㐨ᗓ┴⤒⏤
ົ䜢ᗫṆ
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊㏻ヂෆኈἲ䛋
䕿㏻ヂෆኈ䛾Ⓩ㘓⏦ㄳ䛾ῧ᭩㢮
䜢ぢ┤䛩᪉ྥ䛷᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰䠅
䛊ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䛋
䕿ᗫ䝥䝷䝇䝏䝑䜽㢮䛾◚○タ䛻ಀ䜛ἲ
㻡㻝᮲䛯䛰䛧᭩䛾チྍ䛾⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶᳨
ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥ᖺ୰䠅
䛊ᘓ⠏ᇶ‽ἲཬ䜃㒔ᕷィ⏬ἲ䛋
䕿㒔ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛᆅᇦ௨እ䛾୍⯡㐨
㊰䛷❧య㐨㊰ไᗘ䛾ά⏝䜢ྍ⬟䛻
䛊ᘓ⠏ኈἲ䛋
䕿ᘓ⠏ኈᑂᰝ䛾ጤဨ௵ᮇ䜢୍ᚊ䛻᮲
ጤ௵ཪ䛿᮲䛷ἲᐃ௵ᮇ௨እ䛾௵ᮇ
䜢タᐃྍ⬟䛻
䛊බඹᅵᮌタ⅏ᐖᪧᴗ㈝ᅜᗜ㈇
ᢸἲ䛋
䕿タィኚ᭦䛻㎿㏿䛺ኚ᭦༠㆟䜢⾜䛖䛯
䜑䚸ົᡭ⥆䛾⡆⣲䜔◊ಟ➼䛾ᐇ
䜢ᐇ
䛊㐨㊰㐠㏦ἲ䛋
䕿⮬ᐙ⏝᭷ൾ᪑ᐈ㐠㏦⪅䛻䜘䜛ᑡ㔞㈌
≀䛻ಀ䜛チྍ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅᇦබඹ㏻
㆟➼䛷༠㆟䛜ㄪ䛘䜀チྍ䛻㝿䛧㛵ಀ
⪅䛾ពぢ䛾⫈ྲྀ䛜せ䛺᪨䜢㏻▱䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䞉ᆅ᪉ᩚഛᒁ䜈䛾

ሗᥦ౪䜢㏻䛨䛶㎿㏿䞉ᰂ㌾䛺チྍ䛾㐠
⏝䛻ດ䜑䜛䛣䛸䛧䚸チྍ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶
ᘬ䛝⥆䛝᳨ウ
䛊㐨㊰㐠㏦ἲ䚸㕲㐨ᴗἲ䚸ᆅᇦබඹ
㏻άᛶ⏕ἲཬ䜃㏻ᨻ⟇ᇶᮏἲ䛋
䕿㕲㐨ᴗ⪅䞉䝞䝇ᴗ⪅䛾ᴗሗ࿌᭩
➼䛻ྵ䜎䜜䜛ሗ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋ
య䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨䚸ᅜᅵ㏻┬䛛䜙ᥦ౪䛩
䜛⤌䜏䜢ᵓ⠏
䕿බඹ㏻ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸ᆅ᪉බඹᅋయ
䛾ሗᥦ౪౫㢗䛻ྍ⬟䛺㝈䜚༠ຊ䛩䜛᪨
䜢㏻▱
䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛸බඹ㏻ᴗ⪅䛜
ሗ䛾ඹ᭷䞉ά⏝䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛾
࿘▱
䛊බႠఫᏯἲ䛋
䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ᐙ㈤⣡䛻㐺ษ䛻ᑐ
ᛂ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ྲྀ⤌䜢ㄪᰝ䞉࿘▱
䛊Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗἲ䛋
䕿Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬኈド䛾Ặྡ䛻䛴䛔䛶䚸ᪧ
ጣ⏝䜢ྍ⬟䛸䛩䜛᪉ྥ䛷᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄
㻞㻜㻝㻥ᖺ୰䠅
䛊㐨㊰ἲ䛋
䕿ᣢ⥆ྍ⬟䛛䛴ᐇຠᛶ䛒䜛Ⅼ᳨䛻䛺䜛䜘
䛖䚸Ⅼ᳨䛾ຠ⋡䜔ྜ⌮䜢ᅗ䜛ぢ┤䛧
䜢ᐇ
䕿⏝≀௳䛾⟶⌮ᮇ㛫䛻䛴䛔䛶䚸ᐇែ➼
䜢ᢕᥱ䛧䛯ୖ䛷ᅾ䜚᪉䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻝㻥
ᖺ୰䠅
䛊⯟✵ἲ䛋
䕿↓ே⯟✵ᶵ䛾㣕⾜䛾⏦ㄳ䛻ᚲせ䛺㣕
⾜⤒Ṕ䛻㛵䛧䚸ᰂ㌾䛻ᑐᛂ䛧䛯䜢බ
⾲䛧䚸㏻▱
䛊◁᥇ྲྀἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊㒔ᕷィ⏬ἲ䛋
䕿䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇䛾⏝䛻౪䛩䜛タ䛻䛴
䛔䛶㛤Ⓨチྍ䜢せ䛻
䕿ἲ௧䜢ᘬ⏝䛩䜛㒔ᕷィ⏬䛻᮲㡯䛪䜜
䛜⏕䛨䛯㝿䚸┤䛱䛻ಟṇ䛩䜛ᚲせ䛜䛺䛔
᪨䜢㏻▱
䕿䛾㒔ᕷィ⏬㐨㊰䛾ᗫṆ䛻క䛖㝮ษ䜚
䛾ᗫṆ䜢㍍᫆䛺ኚ᭦䛻
䕿㛤Ⓨ༊ᇦ࿘㎶䛻⦆⾪⥳ᆅ➼䛜Ꮡ䛩䜛
ሙྜ䜒⾜௧㻞㻡᮲䠒ྕ䛯䛰䛧᭩䛾ᑐ㇟䛸
䛺䜛䛣䛸➼䜢࿘▱
䕿㐠⏝ᣦ㔪䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯␃ព㡯䛾ᐃ
╔䜢᭦䛻㐍䜑䚸ᐃ╔≧ἣ䜢☜ㄆ䛾ୖ䚸⏫
ᮧ䛾㒔ᕷィ⏬䛻ಀ䜛▱ྠព䜢ᗫṆ䠄
㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ┠㏵䠅
䛊ᅜᅵ⏝ィ⏬ἲ䛋
䕿ົฎ⌮ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶䚸ᅵᆅ㈙
➼䛾ᒆฟ䛿㒔㐨ᗓ┴䛸ሗඹ᭷䛾ୖ䛷
ṇᮏ䛾䜏䛷ཷ⌮ྍ⬟䛻
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䛊⤫ィἲ䛋
䕿㒔㐨ᗓ┴䛾㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛᪉ྥ䛷
ົ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ
୰䠅
䛊ᆅᇦබඹ㏻☜ಖ⥔ᣢᨵၿᴗ㈝⿵
ຓ㔠䛋
䕿⿵ຓ⏦ㄳ䛻ಀ䜛ィ⏬䛻ኚ᭦⏤䛜⏕䛨
䛯ሙྜ䛾⏦ㄳᮇ䜢࿘▱
䕿⿵ຓ⏦ㄳ䛻ಀ䜛ィ⏬䛻㛵䛧䚸ᑂᰝୖᚲ
せᛶ䛜ప䛔㡯┠䛾グ㍕┬␎䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ
㻔㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰㻕
䕿ᆅᇦ㛫ᖿ⥺⣔⤫⿵ຓ䛾⏦ㄳ䛻㛵䛧䚸グ
㍕➼ㄗ䜚㜵Ṇ䛻ᚲせ䛺᪉⟇䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ
㻔㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ୰㻕
䛊⿵ຓᴗ➼䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛯㈈⏘䛾㈈⏘
ฎศ䛻㛵䛩䜛ົ䛋
䕿」ᩘᖺ䛻䜟䛯䜛๓䛾㈈⏘ฎศᢎㄆ
⏦ㄳ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛᪨䜢࿘▱

‚‣‧‛ؾႾ
䛊୰ᑠᴗ➼༠ྠ⤌ྜἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊ⅆ⸆㢮ྲྀ⥾ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊⮬↛බᅬἲ䛋
䕿ᴗಖ㣴ᡤ➼䛜ᅜ❧බᅬᴗ䛾ᐟ⯋
ᴗ䛸䛧䛶ㄆ䜑䜙䜜䜛ලయⓗ䛺せ௳䜢᫂
☜
䛊ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲ䛋
䕿㠀ᖖ⅏ᐖ䛾≉᮲䛾ไᐃ≧ἣ䜔
ཷධྍ⬟䛺タ䛾ㄪᰝ䜢⾜䛔ሗᥦ౪
䕿⅏ᐖᗫᲠ≀䛾㐺ṇ䛺ฎ⌮ୖ䛾ㄢ
㢟➼䜢ㄪᰝ䛧ᚲせ䛺ᑐᛂ䜢᳨ウ䞉⤖ㄽ䠄
㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ୰䠅
䛊ື≀ឡㆤ⟶⌮ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊ᐜჾໟ䝸䝃䜲䜽䝹ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䛊䠬䠟䠞≉ูᥐ⨨ἲ䛋䠄ᥖ䠅
䕿䠬䠟䠞⏝Ᏻᐃჾ䛾ㄪᰝ䛻㝿䛧䛶䛾᪂
䛯䛺␃ពⅬ䜢᫂☜䛩䜛䛯䜑䝬䝙䝳䜰䝹
䜢࿘▱
䕿䠬䠟䠞⏝Ᏻᐃჾ䛾᥀䜚㉳䛧ㄪᰝ䛻⏝
䛔䜛ᴗ⪅䛾䝸䝇䝖䜢ᥦ౪
䛊ᅵተởᰁᑐ⟇ἲ䛋
䕿ᅵተởᰁ≧ἣㄪᰝ䛻‽䛨䛯᪉ἲ䛷ở
ᰁ䛾䛚䛭䜜䛜䛺䛔➼䛸㒔㐨ᗓ┴▱➼䛜
ᣦᐃ䛧䛯ᅵᆅ䛾ᙧ㉁ኚ᭦䛾ᒆฟ䜢せ䛻
䕿ởᰁ䛾䛚䛭䜜䛜䛺䛟ㄪᰝせ䛸䛥䜜䛯
༊ᇦ䛿䚸ணᐃ᪥௨๓䛻ᙧ㉁ኚ᭦䛜ྍ⬟
䛷䛒䜛᪨䜢࿘▱
䛊ᨺᑕ⥺┘ど➼㔠ཬ䜃ཎᏊຊⓎ㟁
タ➼⥭ᛴᏳᑐ⟇㔠䛋䠄ᥖ䠅
䛊ᆅᇦ⎔ቃಖᑐ⟇㈝⿵ຓ㔠䛋
䕿㒔㐨ᗓ┴➼䛜⊂⮬䛻✚䜏❧䛶䛯ṧ㧗
㒊ศ䛻䛴䛔䛶㔞䛻䜘䜛ྲྀᢅ䛔䛜ྍ⬟䛷
䛒䜛᪨䜢࿘▱

