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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ෆ㛶ᗓ㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻝㻡㻟㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛩䜛せ௳⦆䠄ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶே
ሗ䜢ᐇ㝿䛾ົ䛻༶䛧䛶ᣑ䠅㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ி㒔ᗓ䚸㈡┴䚸㜰ᗓ䚸රᗜ┴䚸ḷᒣ┴䚸㫽ྲྀ┴䚸ᚨᓥ┴䚸ி㒔ᕷ䚸㛵すᗈᇦ㐃ྜ㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䚸ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛧䚸ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶேሗ䜢ᐇ㝿䛾
ົฎ⌮䛻༶䛧䛶ᑐ㇟ᣑ䛩䜛䠄≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛᨭ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ
䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅ሗ䜒ධᡭྍ⬟䛸䛩䜛䠅㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ไᗘ䛾ᴫせ䛇㻌
㻌 ⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䛻ᇶ䛵䛟ู⾲➨
䛻䛚䛔䛶䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛷䛝䜛ົཬ䜃ᙜヱົ䜢ᐇ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䠄ሗ
ᥦ౪⪅ྵ䜐䠅䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ู⾲➨䛻つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛≉ᐃಶேሗ䛾䜏䛷䛿ົฎ⌮䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛ົ䛜䛒䜛䚹㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
㻌 ≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ䛻䛚䛔䛶䚸ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑
䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙྜ䚸ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫ
Ẹ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䜚䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂≉ู
ᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ
㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛿ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶᭩㢮䛾ῧ䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸⏦ㄳ⪅䛾౽ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌


᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䚸ู⾲➨㻌㻟㻣 䛾
㡯㻌
≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ㢠
䛾⟬ᐃせ㡿䊡䠎㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊู⾲➨䛾ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
ົཬ䜃ሗ䜢ᐃ䜑䜛௧㻌
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㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
ᾏ㐨䚸⚄ዉᕝ┴䚸ᓥ᰿┴䚸∹⏣ᕷ䚸㮵ඣᓥ┴䚸Ἀ⦖┴㻌

㻌
䚽ᥦᅋయྠᵝ䠈ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䠈⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛿䠈䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬䛂≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ
䜃㟂せ㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䛷䛒䜛䛜䠈ᚋ䠈ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙ
ྜ䠈ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䠈ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫẸ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ
ู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛜ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䠈⌧⾜䛹䛚䜚⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾༑ศ䛺ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䕿≉ูᨭᏛᰯ䜈ᑵᏛ䛩䜛ඣ❺➼䛾ಖㆤ⪅➼䛾⤒῭ⓗ㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛䛯䜑䚸ಖㆤ⪅➼䛾㈇ᢸ⬟ຊ䛾⛬ᗘ䛻
ᛂ䛨䛶ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛻䛴䛔䛶ᨭᘚ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ⤒㈝䛾ᨭᘚ䛾ᇶ‽䛸䛩䜛䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛜䛒䜛䛜䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚
䛡䜛ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䚸ヱᙜ⪅䛿ู㏵ド᫂᭩䜢ᚩྲྀ䛩䜛ᚲせ䛜⏕䛨䜛䛯䜑䚸ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷
䛒䜛ᕷ⏫ᮧẸ⛯ሗ➼䜢ᇶ‽䛸䛩䜛ᑐ㇟⪅䛸䛾ᆒ⾮䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䕿⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝⏦ㄳ⪅䛻ྲྀᚓ䜢ồ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䛸䛸䜒䛻䚸
ሗ㐃ᦠ䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸䚸⏦ㄳ⪅䛾㈇ᢸ䛜㍍ῶ䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸⾜ᨻഃ䛾ົ䜒⡆⣲䛷䛝䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌
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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

⥲ົ┬㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻝㻡㻟㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛩䜛せ௳⦆䠄ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶே
ሗ䜢ᐇ㝿䛾ົ䛻༶䛧䛶ᣑ䠅㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ி㒔ᗓ䚸㈡┴䚸㜰ᗓ䚸රᗜ┴䚸ḷᒣ┴䚸㫽ྲྀ┴䚸ᚨᓥ┴䚸ி㒔ᕷ䚸㛵すᗈᇦ㐃ྜ㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䚸ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛧䚸ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶேሗ䜢ᐇ㝿䛾
ົฎ⌮䛻༶䛧䛶ᑐ㇟ᣑ䛩䜛䠄≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛᨭ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ
䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅ሗ䜒ධᡭྍ⬟䛸䛩䜛䠅㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ไᗘ䛾ᴫせ䛇㻌
㻌 ⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䛻ᇶ䛵䛟ู⾲➨
䛻䛚䛔䛶䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛷䛝䜛ົཬ䜃ᙜヱົ䜢ᐇ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䠄ሗ
ᥦ౪⪅ྵ䜐䠅䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ู⾲➨䛻つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛≉ᐃಶேሗ䛾䜏䛷䛿ົฎ⌮䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛ົ䛜䛒䜛䚹㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
㻌 ≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ䛻䛚䛔䛶䚸ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑
䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙྜ䚸ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫ
Ẹ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䜚䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂≉ู
ᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ
㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛿ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶᭩㢮䛾ῧ䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸⏦ㄳ⪅䛾౽ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌


᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䚸ู⾲➨㻌㻟㻣 䛾
㡯㻌
≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ㢠
䛾⟬ᐃせ㡿䊡䠎㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊู⾲➨䛾ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
ົཬ䜃ሗ䜢ᐃ䜑䜛௧㻌
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㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
ᾏ㐨䚸⚄ዉᕝ┴䚸ᓥ᰿┴䚸∹⏣ᕷ䚸㮵ඣᓥ┴䚸Ἀ⦖┴㻌

㻌
䚽ᥦᅋయྠᵝ䠈ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䠈⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛿䠈䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬䛂≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ
䜃㟂せ㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䛷䛒䜛䛜䠈ᚋ䠈ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙ
ྜ䠈ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䠈ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫẸ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ
ู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛜ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䠈⌧⾜䛹䛚䜚⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾༑ศ䛺ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䕿≉ูᨭᏛᰯ䜈ᑵᏛ䛩䜛ඣ❺➼䛾ಖㆤ⪅➼䛾⤒῭ⓗ㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛䛯䜑䚸ಖㆤ⪅➼䛾㈇ᢸ⬟ຊ䛾⛬ᗘ䛻
ᛂ䛨䛶ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛻䛴䛔䛶ᨭᘚ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ⤒㈝䛾ᨭᘚ䛾ᇶ‽䛸䛩䜛䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛜䛒䜛䛜䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚
䛡䜛ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䚸ヱᙜ⪅䛿ู㏵ド᫂᭩䜢ᚩྲྀ䛩䜛ᚲせ䛜⏕䛨䜛䛯䜑䚸ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷
䛒䜛ᕷ⏫ᮧẸ⛯ሗ➼䜢ᇶ‽䛸䛩䜛ᑐ㇟⪅䛸䛾ᆒ⾮䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䕿⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝⏦ㄳ⪅䛻ྲྀᚓ䜢ồ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䛸䛸䜒䛻䚸
ሗ㐃ᦠ䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸䚸⏦ㄳ⪅䛾㈇ᢸ䛜㍍ῶ䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸⾜ᨻഃ䛾ົ䜒⡆⣲䛷䛝䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䠄ෆ㛶ᗓ䛾ᅇ⟅䜢グ㍕䠅㻌
㻌 䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌
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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻝㻡㻟㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛩䜛せ௳⦆䠄ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶே
ሗ䜢ᐇ㝿䛾ົ䛻༶䛧䛶ᣑ䠅㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ி㒔ᗓ䚸㈡┴䚸㜰ᗓ䚸රᗜ┴䚸ḷᒣ┴䚸㫽ྲྀ┴䚸ᚨᓥ┴䚸ி㒔ᕷ䚸㛵すᗈᇦ㐃ྜ㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䚸ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồ䜑䜛ᥐ⨨䛾ලయⓗෆᐜ㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛧䚸ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶேሗ䜢ᐇ㝿䛾
ົฎ⌮䛻༶䛧䛶ᑐ㇟ᣑ䛩䜛䠄≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛᨭ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ
䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅ሗ䜒ධᡭྍ⬟䛸䛩䜛䠅㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ไᗘ䛾ᴫせ䛇㻌
㻌 ⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䛻ᇶ䛵䛟ู⾲➨
䛻䛚䛔䛶䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛷䛝䜛ົཬ䜃ᙜヱົ䜢ᐇ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䠄ሗ
ᥦ౪⪅ྵ䜐䠅䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ู⾲➨䛻つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛≉ᐃಶேሗ䛾䜏䛷䛿ົฎ⌮䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛ົ䛜䛒䜛䚹㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
㻌 ≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ䛻䛚䛔䛶䚸ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑
䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙྜ䚸ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫ
Ẹ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䜚䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂≉ู
ᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ
㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛿ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶᭩㢮䛾ῧ䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸⏦ㄳ⪅䛾౽ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌

㻌
᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䚸ู⾲➨㻌㻟㻣 䛾
㡯㻌
≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ㢠
䛾⟬ᐃせ㡿䊡䠎㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊู⾲➨䛾ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
ົཬ䜃ሗ䜢ᐃ䜑䜛௧㻌
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㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
ᾏ㐨䚸⚄ዉᕝ┴䚸ᓥ᰿┴䚸∹⏣ᕷ䚸㮵ඣᓥ┴䚸Ἀ⦖┴㻌

㻌
䚽ᥦᅋయྠᵝ䠈ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䠈⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛿䠈䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬䛂≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ
䜃㟂せ㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䛷䛒䜛䛜䠈ᚋ䠈ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙ
ྜ䠈ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䠈ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫẸ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ
ู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛜ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䠈⌧⾜䛹䛚䜚⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾༑ศ䛺ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䕿≉ูᨭᏛᰯ䜈ᑵᏛ䛩䜛ඣ❺➼䛾ಖㆤ⪅➼䛾⤒῭ⓗ㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛䛯䜑䚸ಖㆤ⪅➼䛾㈇ᢸ⬟ຊ䛾⛬ᗘ䛻
ᛂ䛨䛶ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛻䛴䛔䛶ᨭᘚ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ⤒㈝䛾ᨭᘚ䛾ᇶ‽䛸䛩䜛䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛜䛒䜛䛜䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚
䛡䜛ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䚸ヱᙜ⪅䛿ู㏵ド᫂᭩䜢ᚩྲྀ䛩䜛ᚲせ䛜⏕䛨䜛䛯䜑䚸ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷
䛒䜛ᕷ⏫ᮧẸ⛯ሗ➼䜢ᇶ‽䛸䛩䜛ᑐ㇟⪅䛸䛾ᆒ⾮䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䕿⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝⏦ㄳ⪅䛻ྲྀᚓ䜢ồ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䛸䛸䜒䛻䚸
ሗ㐃ᦠ䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸䚸⏦ㄳ⪅䛾㈇ᢸ䛜㍍ῶ䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸⾜ᨻഃ䛾ົ䜒⡆⣲䛷䛝䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
㻌 䛤ᢎ▱䛾䛸䛚䜚䚸≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨䠎᮲➼䛻ᇶ䛵䛟䚸≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛾䛯䜑
ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ䛻䛚䛔䛶䚸ሗ㐃ᦠ䛻䜘䜚ᥦ౪䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸␒ྕἲ➨ 㻝㻥 ᮲
➨ 㻣 ྕ䠄ู⾲➨㻌㻟㻣 䛾㡯䠅䛻䜘䜚䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫẸ⚊㛵ಀሗ䛸䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ᅇ䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䚸⾜ᨻ䝁䝇䝖䚸⾜ᨻຠ⋡䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷䛾ᥦ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸
䛛䜙䚸ᥦ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸ᚲせ䛺ᑐᛂ䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛧䛯䛔䚹㻌

㻌
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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ཌ⏕ປാ┬㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻝㻡㻟㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝

䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛩䜛せ௳⦆䠄ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶே
ሗ䜢ᐇ㝿䛾ົ䛻༶䛧䛶ᣑ䠅㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ி㒔ᗓ䚸㈡┴䚸㜰ᗓ䚸රᗜ┴䚸ḷᒣ┴䚸㫽ྲྀ┴䚸ᚨᓥ┴䚸ி㒔ᕷ䚸㛵すᗈᇦ㐃ྜ㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䚸ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛ሗ㐃ᦠ䠄ᗇእ㐃ᦠ䠅䛻㛵䛧䚸ἲᐃົ䛻䛚䛡䜛ධᡭྍ⬟䛺≉ᐃಶேሗ䜢ᐇ㝿䛾
ົฎ⌮䛻༶䛧䛶ᑐ㇟ᣑ䛩䜛䠄≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛᨭ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ
䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅ሗ䜒ධᡭྍ⬟䛸䛩䜛䠅㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ไᗘ䛾ᴫせ䛇㻌
㻌 ⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䛻ᇶ䛵䛟ู⾲➨
䛻䛚䛔䛶䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛷䛝䜛ົཬ䜃ᙜヱົ䜢ᐇ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䠄ሗ
ᥦ౪⪅ྵ䜐䠅䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ู⾲➨䛻つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛≉ᐃಶேሗ䛾䜏䛷䛿ົฎ⌮䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛ົ䛜䛒䜛䚹㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
㻌 ≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛾⏦ㄳ䛻䛚䛔䛶䚸ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑
䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙྜ䚸ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫ
Ẹ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䜚䚸⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂≉ู
ᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ
㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䚸⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛿ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷䛿䛺䛔䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶᭩㢮䛾ῧ䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸⏦ㄳ⪅䛾౽ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌


᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕ䚸ู⾲➨㻌㻟㻣 䛾
㡯㻌
≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛዡບ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ䜃㟂せ㢠
䛾⟬ᐃせ㡿䊡䠎㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊู⾲➨䛾ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
ົཬ䜃ሗ䜢ᐃ䜑䜛௧㻌
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㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
ᾏ㐨䚸⚄ዉᕝ┴䚸ᓥ᰿┴䚸∹⏣ᕷ䚸㮵ඣᓥ┴䚸Ἀ⦖┴㻌

㻌
䚽ᥦᅋయྠᵝ䠈ᙜヱົ䛾⏦ㄳ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䠈⏕άಖㆤཷ⤥⪅䛿䠈䛭䜜䜢ド䛩䜛᭩㢮䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䠄ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬䛂≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜௧➨䠎᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟ಖㆤ⪅➼䛾ᒓ䛩䜛ୡᖏ䛾ධ㢠ཬ
䜃㟂せ㢠䛾⟬ᐃせ㡿䛃䠅䛷䛒䜛䛜䠈ᚋ䠈ῧ᭩㢮䛾┬␎䜢ᅗ䜛䛯䜑䝬䜲䝘䞁䝞䞊䜢⏝䛧䛯ሗ㐃ᦠ䜢⾜䛖ሙ
ྜ䠈ᕷ⏫ᮧ䛛䜙ධᡭ䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䠈ᆅ᪉⛯㛵ಀሗཪ䛿ఫẸ⚊㛵ಀሗ䛻㝈䜙䜜䜛䠄䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ
ู⾲➨ 㻟㻣 䛾㡯䠅䚹㻌
㻌 ⏕άಖㆤཷ⤥ሗ䛜ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䠈⌧⾜䛹䛚䜚⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䜢ῧ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜚䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾༑ศ䛺ྥୖ䛜ᮇᚅ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䕿≉ูᨭᏛᰯ䜈ᑵᏛ䛩䜛ඣ❺➼䛾ಖㆤ⪅➼䛾⤒῭ⓗ㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛩䜛䛯䜑䚸ಖㆤ⪅➼䛾㈇ᢸ⬟ຊ䛾⛬ᗘ䛻
ᛂ䛨䛶ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛻䛴䛔䛶ᨭᘚ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ⤒㈝䛾ᨭᘚ䛾ᇶ‽䛸䛩䜛䛯䜑䚸⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛜䛒䜛䛜䚸䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚
䛡䜛ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ሙྜ䚸ヱᙜ⪅䛿ู㏵ド᫂᭩䜢ᚩྲྀ䛩䜛ᚲせ䛜⏕䛨䜛䛯䜑䚸ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟䛷
䛒䜛ᕷ⏫ᮧẸ⛯ሗ➼䜢ᇶ‽䛸䛩䜛ᑐ㇟⪅䛸䛾ᆒ⾮䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
䕿⏕άಖㆤཷ⤥ド᫂᭩䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝⏦ㄳ⪅䛻ྲྀᚓ䜢ồ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䛸䛸䜒䛻䚸
ሗ㐃ᦠ䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䛸䚸⏦ㄳ⪅䛾㈇ᢸ䛜㍍ῶ䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸⾜ᨻഃ䛾ົ䜒⡆⣲䛷䛝䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䜎䛪䛿䚸䛂≉ูᨭᏛᰯ䜈䛾ᑵᏛ䛾䛯䜑ᚲせ䛺⤒㈝䛾ᨭᘚ䛻㛵䛩䜛ົ䛃䛻ಀ䜛ไᗘ䜢ᡤ⟶䛩䜛ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
䛻䛚䛔䛶䚸ᙜヱົ䜢⾜䛖ୖ䛷⏕άಖㆤ㛵ಀሗ䛾≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ➼䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜛䛸
⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ෆ㛶ᗓ㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻞㻥㻤㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛⒪⫱ᡭᖒ㛵ಀሗ䚸እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛
ሗ↷䛾ᐇ㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᕞᆅ᪉▱㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ཌ⏕ປാ┬䚸ᅜᅵ㏻┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛻䛚䛔䛶↷䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸␒ྕἲู⾲➨䛻つ
ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛≉ᐃಶேሗ䛻ไ㝈䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
␒ྕἲู⾲➨䛷䛿䚸㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䛾ሗ䚸⏕άಖㆤ䛾ᐇሗ䜢↷䛷䛝䜛䜘䛖䛻
つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⊂⮬䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛⒪⫱ᡭᖒ䛾ሗ䜔እᅜேಖㆤ䛾ሗ䛿つᐃ䛥䜜䛶䛔
䛺䛔䚹㻌
ᆅ᪉⛯䛾ῶච䚸♫ಖ㞀䛾⤥➼䛷䛿䚸⒪⫱ᡭᖒ䛾ሗ䜔እᅜேಖㆤ䛾ሗ䜒ᚲせ䛸䛺䜛䛯䜑䚸ሗᥦ౪䝛
䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶↷䛷䛝䜛䜘䛖䛻ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
␒ྕไᗘ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾⏝㛤ጞᚋ䛿䚸ᆅ᪉⛯䛾ῶච䚸♫ಖ㞀䛾⤥䛾㝿➼䛻䚸㌟య
㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛᪉䛿ᡭᖒ䛾ᥦฟ䜢䚸䜎䛯䚸⏕άಖㆤ䜢ཷ⤥䛧䛶䛔䜛᪉䛿ཷ⤥ド
᫂᭩䛾ᥦฟ䜢┬␎䛷䛝䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸⒪⫱ᡭᖒ䜔እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻つᐃ䛥䜜䛺䛡
䜜䜀䚸䛭䛾ᥦฟ䜢┬␎䛷䛝䛪䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜙䛺䛔䛸䛸䜒䛻⏦ㄳ❆ཱྀ䛾ΰ䜢ᣍ䛟䚹㻌
䛊⒪⫱ᡭᖒ䛋㻌
㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䚸⒪⫱ᡭᖒ䛾ᡤ᭷⪅䛜ྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛ົ䛾㻌
䞉㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝䚸㧗㢠㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝ཪ䛿≉ᐃධᡤ㞀ᐖඣ㣗㈝➼⤥㈝䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ᆅ᪉⛯䛾㈿ㄢᚩ䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉බႠఫᏯ䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䛊እᅜேಖㆤ䛋㻌
⏕άಖㆤཷ⤥⪅䚸እᅜேಖㆤཷ⤥⪅䛜ྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛ົ䛾㻌
䞉㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝䚸㧗㢠㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝ཪ䛿≉ᐃධᡤ㞀ᐖඣ㣗㈝➼⤥㈝䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ᆅ᪉⛯䛾㈿ㄢᚩ䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉බႠఫᏯ䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ົ㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䛆ຠᯝ䛇㻌
⒪⫱ᡭᖒ㛵ಀሗ䜔እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䜢䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶䚸ṇ☜䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛻☜
ㄆ䚹㻌
❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛⏦ㄳ⪅䛾ΰ䛾ᅇ㑊䚹㻌

37

通番22

᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻞㻣 ྕ䠅➨䠍䠕᮲㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊู⾲➨䛾ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
ົཬ䜃ሗ䜢ᐃ䜑䜛௧䠄ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺෆ㛶ᗓ䞉⥲ົ┬௧➨ 㻣 ྕ䠅㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
༓ⴥ┴䚸㟼ᒸ┴䚸ᯇᕷ䚸ி㒔ᕷ䚸ᓥ᰿┴䚸ᒸᒣ┴䚸ᗈᓥᕷ䚸ᐑᓮ┴㻌

㻌
䚽⒪⫱ᡭᖒ䛻䛴䛔䛶䚸ົᡭ⥆ୖྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䜛䛣䛸䛾ከ䛔㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒཬ䜃⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䛸䚸䝬䜲
䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾㐠⏝䛻䛚䛔䛶ᕪ䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛷䚸❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛ΰ䛜ண䛥䜜䚸⒪⫱ᡭᖒᡤᣢ⪅䜈䛾䝃䞊䝡䝇
పୗ䛻䛴䛺䛜䜛䛣䛸䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛䚹㻌
䚽ᮏᕷᕷႠఫᏯ䛷䛿䚸ධᒃ⏦㎸䛺䛹䛾㝿䚸㞀ᐖ⪅䠄㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒཬ䜃⒪⫱ᡭᖒ➼䜢ᡤ
ᣢ䛧䛶䛔䜛⪅䠅ཬ䜃⏕άಖㆤཷ⤥⪅䠄እᅜேಖㆤ⪅䜒ྵ䜐䚹䠅䛻䚸ᡭᖒ䜔ཷ⤥ド᫂᭩䛾ᥦฟ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ␒ྕἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕཬ䜃ู⾲➨䛾つᐃ䛻䜘䜚䚸㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒሗ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒሗཬ䜃⏕ά
ಖㆤཷ⤥ሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ሗ↷䛜ྍ⬟䛺䛯䜑䚸ῧ᭩㢮䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⊂⮬
䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛⒪⫱ᡭᖒሗ䜔እᅜேಖㆤሗ䛿ሗ↷䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸᭩㢮䛾ᥦฟ䛿┬␎
䛷䛝䛺䛔䚹㻌
㻌 ྠ䛨㞀ᐖ⪅䜔⏕άಖㆤ⪅䛾୰䛷䚸᭩㢮䛾ᥦฟ䛜┬␎䛷䛝䜛⪅䛸┬␎䛷䛝䛺䛔⪅䛜⏕䛨䜜䜀䚸⤖ᯝⓗ䛻ఫẸ䝃
䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏦ㄳ❆ཱྀ䛾ΰ䜢ᣍ䛟䛣䛸䛻䛺䜛䛯䜑䚸⒪⫱ᡭᖒሗ䜔እᅜேಖㆤ
ሗ䛻䛴䛔䛶䜒ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏝䛧䛶↷䛜䛷䛝䜛䜘䛖ไᗘᨵṇ䜢ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌

38

通番22

ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

⥲ົ┬㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻞㻥㻤㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛⒪⫱ᡭᖒ㛵ಀሗ䚸እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛
ሗ↷䛾ᐇ㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᕞᆅ᪉▱㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ཌ⏕ປാ┬䚸ᅜᅵ㏻┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛻䛚䛔䛶↷䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸␒ྕἲู⾲➨䛻つ
ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛≉ᐃಶேሗ䛻ไ㝈䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
␒ྕἲู⾲➨䛷䛿䚸㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䛾ሗ䚸⏕άಖㆤ䛾ᐇሗ䜢↷䛷䛝䜛䜘䛖䛻
つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⊂⮬䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛⒪⫱ᡭᖒ䛾ሗ䜔እᅜேಖㆤ䛾ሗ䛿つᐃ䛥䜜䛶䛔
䛺䛔䚹㻌
ᆅ᪉⛯䛾ῶච䚸♫ಖ㞀䛾⤥➼䛷䛿䚸⒪⫱ᡭᖒ䛾ሗ䜔እᅜேಖㆤ䛾ሗ䜒ᚲせ䛸䛺䜛䛯䜑䚸ሗᥦ౪䝛
䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶↷䛷䛝䜛䜘䛖䛻ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
␒ྕไᗘ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾⏝㛤ጞᚋ䛿䚸ᆅ᪉⛯䛾ῶච䚸♫ಖ㞀䛾⤥䛾㝿➼䛻䚸㌟య
㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛᪉䛿ᡭᖒ䛾ᥦฟ䜢䚸䜎䛯䚸⏕άಖㆤ䜢ཷ⤥䛧䛶䛔䜛᪉䛿ཷ⤥ド
᫂᭩䛾ᥦฟ䜢┬␎䛷䛝䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸⒪⫱ᡭᖒ䜔እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻つᐃ䛥䜜䛺䛡
䜜䜀䚸䛭䛾ᥦฟ䜢┬␎䛷䛝䛪䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜙䛺䛔䛸䛸䜒䛻⏦ㄳ❆ཱྀ䛾ΰ䜢ᣍ䛟䚹㻌
䛊⒪⫱ᡭᖒ䛋㻌
㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䚸⒪⫱ᡭᖒ䛾ᡤ᭷⪅䛜ྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛ົ䛾㻌
䞉㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝䚸㧗㢠㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝ཪ䛿≉ᐃධᡤ㞀ᐖඣ㣗㈝➼⤥㈝䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ᆅ᪉⛯䛾㈿ㄢᚩ䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉බႠఫᏯ䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䛊እᅜேಖㆤ䛋㻌
⏕άಖㆤཷ⤥⪅䚸እᅜேಖㆤཷ⤥⪅䛜ྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛ົ䛾㻌
䞉㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝䚸㧗㢠㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝ཪ䛿≉ᐃධᡤ㞀ᐖඣ㣗㈝➼⤥㈝䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ᆅ᪉⛯䛾㈿ㄢᚩ䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉බႠఫᏯ䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ົ㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䛆ຠᯝ䛇㻌
⒪⫱ᡭᖒ㛵ಀሗ䜔እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䜢䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶䚸ṇ☜䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛻☜
ㄆ䚹㻌
❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛⏦ㄳ⪅䛾ΰ䛾ᅇ㑊䚹㻌
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᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻞㻣 ྕ䠅➨䠍䠕᮲㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊู⾲➨䛾ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
ົཬ䜃ሗ䜢ᐃ䜑䜛௧䠄ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺෆ㛶ᗓ䞉⥲ົ┬௧➨ 㻣 ྕ䠅㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
༓ⴥ┴䚸㟼ᒸ┴䚸ᯇᕷ䚸ி㒔ᕷ䚸ᓥ᰿┴䚸ᒸᒣ┴䚸ᗈᓥᕷ䚸ᐑᓮ┴㻌

㻌
䚽⒪⫱ᡭᖒ䛻䛴䛔䛶䚸ົᡭ⥆ୖྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䜛䛣䛸䛾ከ䛔㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒཬ䜃⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䛸䚸䝬䜲
䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾㐠⏝䛻䛚䛔䛶ᕪ䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛷䚸❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛ΰ䛜ண䛥䜜䚸⒪⫱ᡭᖒᡤᣢ⪅䜈䛾䝃䞊䝡䝇
పୗ䛻䛴䛺䛜䜛䛣䛸䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛䚹㻌
䚽ᮏᕷᕷႠఫᏯ䛷䛿䚸ධᒃ⏦㎸䛺䛹䛾㝿䚸㞀ᐖ⪅䠄㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒཬ䜃⒪⫱ᡭᖒ➼䜢ᡤ
ᣢ䛧䛶䛔䜛⪅䠅ཬ䜃⏕άಖㆤཷ⤥⪅䠄እᅜேಖㆤ⪅䜒ྵ䜐䚹䠅䛻䚸ᡭᖒ䜔ཷ⤥ド᫂᭩䛾ᥦฟ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ␒ྕἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕཬ䜃ู⾲➨䛾つᐃ䛻䜘䜚䚸㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒሗ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒሗཬ䜃⏕ά
ಖㆤཷ⤥ሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ሗ↷䛜ྍ⬟䛺䛯䜑䚸ῧ᭩㢮䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⊂⮬
䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛⒪⫱ᡭᖒሗ䜔እᅜேಖㆤሗ䛿ሗ↷䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸᭩㢮䛾ᥦฟ䛿┬␎
䛷䛝䛺䛔䚹㻌
㻌 ྠ䛨㞀ᐖ⪅䜔⏕άಖㆤ⪅䛾୰䛷䚸᭩㢮䛾ᥦฟ䛜┬␎䛷䛝䜛⪅䛸┬␎䛷䛝䛺䛔⪅䛜⏕䛨䜜䜀䚸⤖ᯝⓗ䛻ఫẸ䝃
䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏦ㄳ❆ཱྀ䛾ΰ䜢ᣍ䛟䛣䛸䛻䛺䜛䛯䜑䚸⒪⫱ᡭᖒሗ䜔እᅜேಖㆤ
ሗ䛻䛴䛔䛶䜒ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏝䛧䛶↷䛜䛷䛝䜛䜘䛖ไᗘᨵṇ䜢ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䠄ෆ㛶ᗓ䛾ᅇ⟅䜢グ㍕䠅㻌
㻌 䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌

40

通番22

ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ཌ⏕ປാ┬㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻞㻥㻤㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝

䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䛚䛡䜛⒪⫱ᡭᖒ㛵ಀሗ䚸እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛
ሗ↷䛾ᐇ㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᕞᆅ᪉▱㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ཌ⏕ປാ┬䚸ᅜᅵ㏻┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛻䛚䛔䛶↷䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛿䚸␒ྕἲู⾲➨䛻つ
ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛≉ᐃಶேሗ䛻ไ㝈䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
␒ྕἲู⾲➨䛷䛿䚸㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䛾ሗ䚸⏕άಖㆤ䛾ᐇሗ䜢↷䛷䛝䜛䜘䛖䛻
つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⊂⮬䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛⒪⫱ᡭᖒ䛾ሗ䜔እᅜேಖㆤ䛾ሗ䛿つᐃ䛥䜜䛶䛔
䛺䛔䚹㻌
ᆅ᪉⛯䛾ῶච䚸♫ಖ㞀䛾⤥➼䛷䛿䚸⒪⫱ᡭᖒ䛾ሗ䜔እᅜேಖㆤ䛾ሗ䜒ᚲせ䛸䛺䜛䛯䜑䚸ሗᥦ౪䝛
䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶↷䛷䛝䜛䜘䛖䛻ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
␒ྕไᗘ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾⏝㛤ጞᚋ䛿䚸ᆅ᪉⛯䛾ῶච䚸♫ಖ㞀䛾⤥䛾㝿➼䛻䚸㌟య
㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛᪉䛿ᡭᖒ䛾ᥦฟ䜢䚸䜎䛯䚸⏕άಖㆤ䜢ཷ⤥䛧䛶䛔䜛᪉䛿ཷ⤥ド
᫂᭩䛾ᥦฟ䜢┬␎䛷䛝䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸⒪⫱ᡭᖒ䜔እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻つᐃ䛥䜜䛺䛡
䜜䜀䚸䛭䛾ᥦฟ䜢┬␎䛷䛝䛪䚸ఫẸ䝃䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜙䛺䛔䛸䛸䜒䛻⏦ㄳ❆ཱྀ䛾ΰ䜢ᣍ䛟䚹㻌
䛊⒪⫱ᡭᖒ䛋㻌
㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䜔⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䚸⒪⫱ᡭᖒ䛾ᡤ᭷⪅䛜ྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛ົ䛾㻌
䞉㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝䚸㧗㢠㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝ཪ䛿≉ᐃධᡤ㞀ᐖඣ㣗㈝➼⤥㈝䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ᆅ᪉⛯䛾㈿ㄢᚩ䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉බႠఫᏯ䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䛊እᅜேಖㆤ䛋㻌
⏕άಖㆤཷ⤥⪅䚸እᅜேಖㆤཷ⤥⪅䛜ྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛ົ䛾㻌
䞉㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝䚸㧗㢠㞀ᐖඣධᡤ⤥㈝ཪ䛿≉ᐃධᡤ㞀ᐖඣ㣗㈝➼⤥㈝䛾ᨭ⤥䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉ᆅ᪉⛯䛾㈿ㄢᚩ䛻㛵䛩䜛ົ㻌
䞉බႠఫᏯ䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ົ㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䛆ຠᯝ䛇㻌
⒪⫱ᡭᖒ㛵ಀሗ䜔እᅜேಖㆤ㛵ಀሗ䜢䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶䚸ṇ☜䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛻☜
ㄆ䚹㻌
❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛⏦ㄳ⪅䛾ΰ䛾ᅇ㑊䚹㻌

41

通番22

᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻞㻣 ྕ䠅➨䠍䠕᮲
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊู⾲➨䛾ົ┬௧䛷ᐃ䜑䜛
ົཬ䜃ሗ䜢ᐃ䜑䜛௧䠄ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺෆ㛶ᗓ䞉⥲ົ┬௧➨ 㻣 ྕ䠅㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
༓ⴥ┴䚸㟼ᒸ┴䚸ᯇᕷ䚸ி㒔ᕷ䚸ᓥ᰿┴䚸ᒸᒣ┴䚸ᗈᓥᕷ䚸ᐑᓮ┴㻌

㻌
䚽⒪⫱ᡭᖒ䛻䛴䛔䛶䚸ົᡭ⥆ୖྠᵝ䛻ᢅ䜟䜜䜛䛣䛸䛾ከ䛔㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒཬ䜃⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒ䛸䚸䝬䜲
䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾㐠⏝䛻䛚䛔䛶ᕪ䛜⏕䛨䜛䛣䛸䛷䚸❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛ΰ䛜ண䛥䜜䚸⒪⫱ᡭᖒᡤᣢ⪅䜈䛾䝃䞊䝡䝇
పୗ䛻䛴䛺䛜䜛䛣䛸䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛䚹㻌
䚽ᮏᕷᕷႠఫᏯ䛷䛿䚸ධᒃ⏦㎸䛺䛹䛾㝿䚸㞀ᐖ⪅䠄㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒཬ䜃⒪⫱ᡭᖒ➼䜢ᡤ
ᣢ䛧䛶䛔䜛⪅䠅ཬ䜃⏕άಖㆤཷ⤥⪅䠄እᅜேಖㆤ⪅䜒ྵ䜐䚹䠅䛻䚸ᡭᖒ䜔ཷ⤥ド᫂᭩䛾ᥦฟ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ␒ྕἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨ 㻣 ྕཬ䜃ู⾲➨䛾つᐃ䛻䜘䜚䚸㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒሗ䚸⢭⚄ಖ⚟♴ᡭᖒሗཬ䜃⏕ά
ಖㆤཷ⤥ሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ሗ↷䛜ྍ⬟䛺䛯䜑䚸ῧ᭩㢮䜢┬␎䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⊂⮬
䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛⒪⫱ᡭᖒሗ䜔እᅜேಖㆤሗ䛿ሗ↷䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸᭩㢮䛾ᥦฟ䛿┬␎
䛷䛝䛺䛔䚹㻌
㻌 ྠ䛨㞀ᐖ⪅䜔⏕άಖㆤ⪅䛾୰䛷䚸᭩㢮䛾ᥦฟ䛜┬␎䛷䛝䜛⪅䛸┬␎䛷䛝䛺䛔⪅䛜⏕䛨䜜䜀䚸⤖ᯝⓗ䛻ఫẸ䝃
䞊䝡䝇䛾ྥୖ䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏦ㄳ❆ཱྀ䛾ΰ䜢ᣍ䛟䛣䛸䛻䛺䜛䛯䜑䚸⒪⫱ᡭᖒሗ䜔እᅜேಖㆤ
ሗ䛻䛴䛔䛶䜒ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏝䛧䛶↷䛜䛷䛝䜛䜘䛖ไᗘᨵṇ䜢ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䠄ෆ㛶ᗓసᡂ㒊ศ䠅㻌
㻌 䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌
㻔ཌປ┬సᡂ㒊ศ㻕㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛻䛚䛔䛶↷䛷䛝䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸␒ྕἲู⾲
➨䛻䛚䛔䛶つᐃ䛥䜜䜛䜒䛾䛸ᢎ▱䛧䛶䛔䜛䛜䚸⒪⫱ᡭᖒົཬ䜃እᅜேಖㆤ䛾䜘䛖䛺ἲᚊ䛻᰿ᣐ䜢ᣢ䛯䛺䛔
ົ䛻䛴䛔䛶䛹䛾䜘䛖䛻つᐃ䛩䜛䛛䛻䛴䛔䛶䚸␒ྕἲ䜢ᡤ⟶䛩䜛ෆ㛶ᗓ䛻䛶䛤᳨ウ䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛻䛺䜛䜒䛾䛸⪃
䛘䛶䛔䜛䚹㻌
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提案区分

Ｂ 地方に対する規制緩和

提案分野

その他

提案事項（事項名）
マイナンバー制度における療育手帳関係情報、外国人保護関係情報の情報提供ネットワークシステムによる情
報照会の実施

提案団体
九州地方知事会

制度の所管･関係府省
内閣府、総務省、厚生労働省、国土交通省

求める措置の具体的内容
マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二に規
定されている特定個人情報に制限されている。
番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるように
規定されているが、地方公共団体が独自に実施している療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定されてい
ない。
地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供ネ
ットワークシステムを使用して照会できるように求める。

具体的な支障事例
【支障事例】
番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の際等に、身体
障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方は受給証
明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法に規定されなけ
れば、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないとともに申請窓口の混乱を招く。
〔療育手帳〕
身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務
・児童扶養手当の支給に関する事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務
〔外国人保護〕
生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
【効果】
療育手帳関係情報や外国人保護関係情報を、情報提供ネットワークシステムを利用して、正確かつ効率的に確
認。
窓口における申請者の混乱の回避。
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根拠法令等
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第１９条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事
務及び情報を定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）
千葉県、静岡県、浜松市、京都市、島根県、岡山県、広島市、宮崎県

〇療育手帳について、事務手続上同様に扱われることの多い身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳と、マイ
ナンバー制度の運用において差が生じることで、窓口における混乱が予想され、療育手帳所持者へのサービス
低下につながることが懸念される。
〇本市市営住宅では、入居申込などの際、障害者（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳等を所
持している者）及び生活保護受給者（外国人保護者も含む。）に、手帳や受給証明書の提出を求めている。
番号法第 19 条第 7 号及び別表第二の規定により、身体障害者手帳情報、精神保健福祉手帳情報及び生活
保護受給情報については、情報照会が可能なため、添付書類を省略することができるが、地方公共団体が独自
に実施している療育手帳情報や外国人保護情報は情報照会の対象とはなっていないため、書類の提出は省略
できない。
同じ障害者や生活保護者の中で、書類の提出が省略できる者と省略できない者が生じれば、結果的に住民サ
ービスの向上に支障が生じるとともに、申請窓口の混乱を招くことになるため、療育手帳情報や外国人保護情
報についても情報提供ネットワークを使用して照会ができるよう制度改正を求める。

各府省からの第１次回答
（内閣府の回答を記載）
マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定個人情報の
提供が認められています。その１つとして同法第 19 条第７号において情報提供ネットワークシステムを使用して
情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができる具体的な個人情報は、別表第２にお
いて規定されています。
同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事務の制度所
管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務の効率性等が検討された
うえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるものについて規定されているものです。
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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ෆ㛶ᗓ㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻟㻜㻜㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾ά⏝䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾♫ಖ㞀ไᗘ䛻䛚䛡䜛ᡤᚓせ௳䛾ぢ┤䛧㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᕞᆅ᪉▱㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䚸ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ
⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃᇶ‽䛾ᇶ♏䜢䚸ᡤᚓ⛯㢠䛛䜙ᕷ⏫ᮧẸ⛯
ᡤᚓ㢠䛻ᨵ䜑䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䚹ຍ䛘䛶䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢㏻䛨䛶䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䛾ධᡭ
䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸䝕䞊䝍ᶆ‽䝺䜲䜰䜴䝖䛾ᨵၿ䜢ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䚸ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ
⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸䛩䜛䛣䛸䛸䛥
䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻䜘䜚䝬䜲䝘䞁䝞䞊ཬ䜃ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾⏝䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸
ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿≉ᐃಶேሗ䛸䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ሗ↷
䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛪䚸ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻⧅䛜䜙䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䛆ຠᯝ䛇㻌
ᙜヱ㈝⏝䛾㈇ᢸ䛻㛵䛧䛶䚸ㄆᐃ䜢ཷ䛡䜛⪅䛾ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻䜘䜛౽ᛶྥୖ䚹ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔
䝮䛾⏝䛻䜘䜛ᚲせ䛺ሗ䛾ຠ⋡ⓗ䛺☜ㄆ䚹㻌


᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻞㻣 ྕ䠅➨䠍䠕᮲㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻝㻞㻟 ྕ䠅➨䠏䠍᮲㻌
ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻝㻜 ᖺἲᚊ➨ 㻝㻝㻠 ྕ䠅➨䠏䠓᮲㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ㢠䚸⤖᰾ண㜵ἲ䛻䜘䜛௧ධ㝔
ᝈ⪅➼䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䚸㯞⸆ཬ䜃ྥ⢭⚄⸆ྲྀ⥾ἲ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔⪅䛾㈝⏝ᚩ㢠ཬ䜃ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ
䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃᇶ‽䛻䛴䛔䛶䠄ᖹᡂ䠓ᖺ 㻢 ᭶ 㻝㻢 ᪥
ཌ⏕┬Ⓨ་➨ 㻝㻤㻥 ྕཌ⏕┬ົḟᐁ㏻▱䠅㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
⚄ዉᕝ┴䚸㟼ᒸ┴䚸ி㒔ᗓ䚸ி㒔ᕷ䚸රᗜ┴䚸ᓥ᰿┴䚸㧗▱┴㻌
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通番22
㻌
䚽ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾ᐙ᪘➼䛿㧗㱋䛾䛯䜑ῧ㈨ᩱ䛾ᥦฟ䛜ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䜚䚸☜ᐃ⏦࿌䛜ᮍ⏦࿌䛾ሙྜ䜒ከ䛟䚸
ㄆᐃົ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䜒䛒䜛䚹ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾ᐙ᪘➼䛾㈇ᢸ㍍ῶཬ䜃㐺ษ䛺㈝⏝ᚩ㢠ㄆᐃ䛻䛿䝬䜲
䝘䞁䝞䞊䜢ά⏝䛧䛯ᕷ⏫ᮧẸ⛯ᡤᚓ㢠䜢ㄆᐃᇶ‽䛸䛩䜛ไᗘᨵṇ䛿᭷ຠ䛷䛒䜛䚹㻌
䚽⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸䛩䜛䛣䛸
䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛷ሗ↷䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟
䛸䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᚲせ䛺ಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䕿⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸
䛩䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻䜘䜚䝬䜲䝘䞁䝞䞊ཬ䜃ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾
⏝䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿≉ᐃಶேሗ䛸䛥䜜
䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ሗ↷䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛪䚸ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻⧅䛜䜙䛺䛔䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌
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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

⥲ົ┬㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻟㻜㻜㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝㻌 䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾ά⏝䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾♫ಖ㞀ไᗘ䛻䛚䛡䜛ᡤᚓせ௳䛾ぢ┤䛧㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᕞᆅ᪉▱㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䚸ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ
⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃᇶ‽䛾ᇶ♏䜢䚸ᡤᚓ⛯㢠䛛䜙ᕷ⏫ᮧẸ⛯
ᡤᚓ㢠䛻ᨵ䜑䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䚹ຍ䛘䛶䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢㏻䛨䛶䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䛾ධᡭ
䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸䝕䞊䝍ᶆ‽䝺䜲䜰䜴䝖䛾ᨵၿ䜢ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䚸ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ
⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸䛩䜛䛣䛸䛸䛥
䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻䜘䜚䝬䜲䝘䞁䝞䞊ཬ䜃ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾⏝䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸
ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿≉ᐃಶேሗ䛸䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ሗ↷
䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛪䚸ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻⧅䛜䜙䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䛆ຠᯝ䛇㻌
ᙜヱ㈝⏝䛾㈇ᢸ䛻㛵䛧䛶䚸ㄆᐃ䜢ཷ䛡䜛⪅䛾ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻䜘䜛౽ᛶྥୖ䚹ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔
䝮䛾⏝䛻䜘䜛ᚲせ䛺ሗ䛾ຠ⋡ⓗ䛺☜ㄆ䚹㻌


᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻞㻣 ྕ䠅➨䠍䠕᮲㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻝㻞㻟 ྕ䠅➨䠏䠍᮲㻌
ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻝㻜 ᖺἲᚊ➨ 㻝㻝㻠 ྕ䠅➨䠏䠓᮲㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ㢠䚸⤖᰾ண㜵ἲ䛻䜘䜛௧ධ㝔
ᝈ⪅➼䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䚸㯞⸆ཬ䜃ྥ⢭⚄⸆ྲྀ⥾ἲ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔⪅䛾㈝⏝ᚩ㢠ཬ䜃ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ
䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃᇶ‽䛻䛴䛔䛶䠄ᖹᡂ䠓ᖺ 㻢 ᭶ 㻝㻢 ᪥
ཌ⏕┬Ⓨ་➨ 㻝㻤㻥 ྕཌ⏕┬ົḟᐁ㏻▱䠅㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
⚄ዉᕝ┴䚸㟼ᒸ┴䚸ி㒔ᗓ䚸ி㒔ᕷ䚸රᗜ┴䚸ᓥ᰿┴䚸㧗▱┴㻌
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㻌
䚽ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾ᐙ᪘➼䛿㧗㱋䛾䛯䜑ῧ㈨ᩱ䛾ᥦฟ䛜ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䜚䚸☜ᐃ⏦࿌䛜ᮍ⏦࿌䛾ሙྜ䜒ከ䛟䚸
ㄆᐃົ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䜒䛒䜛䚹ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾ᐙ᪘➼䛾㈇ᢸ㍍ῶཬ䜃㐺ษ䛺㈝⏝ᚩ㢠ㄆᐃ䛻䛿䝬䜲
䝘䞁䝞䞊䜢ά⏝䛧䛯ᕷ⏫ᮧẸ⛯ᡤᚓ㢠䜢ㄆᐃᇶ‽䛸䛩䜛ไᗘᨵṇ䛿᭷ຠ䛷䛒䜛䚹㻌
䚽⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸䛩䜛䛣䛸
䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛷ሗ↷䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟
䛸䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᚲせ䛺ಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䕿⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸
䛩䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻䜘䜚䝬䜲䝘䞁䝞䞊ཬ䜃ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾
⏝䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿≉ᐃಶேሗ䛸䛥䜜
䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ሗ↷䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛪䚸ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻⧅䛜䜙䛺䛔䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䠄ෆ㛶ᗓ䛾ᅇ⟅䜢グ㍕䠅㻌
㻌 䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌
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ᖹᡂ䠎䠔ᖺ㻌 ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦເ㞟㻌 ᥦ㡯㻌
㻌

ཌ⏕ປാ┬㻌 ➨䠍ḟᅇ⟅㻌
㻌
⟶⌮␒ྕ㻌

㻟㻜㻜㻌

ᥦ༊ศ㻌 䠞㻌 ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛つไ⦆㻌

ᥦศ㔝

䛭䛾㻌

㻌
ᥦ㡯䠄㡯ྡ䠅㻌
䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛾ά⏝䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾♫ಖ㞀ไᗘ䛻䛚䛡䜛ᡤᚓせ௳䛾ぢ┤䛧㻌

㻌
ᥦᅋయ㻌
ᕞᆅ᪉▱㻌

㻌
ไᗘࡢᡤ⟶㺃㛵ಀᗓ┬
ෆ㛶ᗓ䚸⥲ົ┬䚸ཌ⏕ປാ┬㻌

㻌
ồࡵࡿᥐ⨨ࡢලయⓗෆᐜ
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䚸ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ
⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃᇶ‽䛾ᇶ♏䜢䚸ᡤᚓ⛯㢠䛛䜙ᕷ⏫ᮧẸ⛯
ᡤᚓ㢠䛻ᨵ䜑䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䚹ຍ䛘䛶䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢㏻䛨䛶䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䛾ධᡭ
䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸䝕䞊䝍ᶆ‽䝺䜲䜰䜴䝖䛾ᨵၿ䜢ồ䜑䜛䚹㻌

㻌
ලయⓗ䛺ᨭ㞀㻌
䛆ᨭ㞀䛇㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䚸ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ
⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸䛩䜛䛣䛸䛸䛥
䜜䛶䛔䜛䚹㻌
ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻䜘䜚䝬䜲䝘䞁䝞䞊ཬ䜃ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾⏝䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸
ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿≉ᐃಶேሗ䛸䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ሗ↷
䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛪䚸ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻⧅䛜䜙䛺䛔䚹㻌

㻌
ไᗘᨵṇࡼࡿຠᯝ㸦ᥦࡢᐇ⌧ࡼࡿఫẸࡢ౽ᛶࡢྥୖ࣭⾜ᨻࡢຠ⋡➼㸧㻌
䛆ຠᯝ䛇㻌
ᙜヱ㈝⏝䛾㈇ᢸ䛻㛵䛧䛶䚸ㄆᐃ䜢ཷ䛡䜛⪅䛾ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻䜘䜛౽ᛶྥୖ䚹ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔
䝮䛾⏝䛻䜘䜛ᚲせ䛺ሗ䛾ຠ⋡ⓗ䛺☜ㄆ䚹㻌


᰿ᣐἲ௧➼㻌
⾜ᨻᡭ⥆䛻䛚䛡䜛≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾␒ྕ䛾⏝➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻞㻣 ྕ䠅➨䠍䠕᮲
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄 㻞㻡 ᖺἲᚊ➨ 㻝㻞㻟 ྕ䠅➨䠏䠍᮲㻌
ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄ᖹᡂ 㻝㻜 ᖺἲᚊ➨ 㻝㻝㻠 ྕ䠅➨䠏䠓᮲㻌
⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ㢠䚸⤖᰾ண㜵ἲ䛻䜘䜛௧ධ㝔
ᝈ⪅➼䛾⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䚸㯞⸆ཬ䜃ྥ⢭⚄⸆ྲྀ⥾ἲ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔⪅䛾㈝⏝ᚩ㢠ཬ䜃ឤᰁ䛾ண㜵ཬ䜃ឤᰁ
䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ධ㝔ᝈ⪅䛾⮬ᕫ㈇⮬ᕫ㈇ᢸ㢠䛾ㄆᐃᇶ‽䛻䛴䛔䛶䠄ᖹᡂ䠓ᖺ 㻢 ᭶
㻝㻢 ᪥ཌ⏕┬Ⓨ་➨ 㻝㻤㻥 ྕཌ⏕┬ົḟᐁ㏻▱䠅㻌

㻌
㏣ຍඹྠᥦᅋయཬࡧᙜヱᅋయ➼ࡽ♧ࡉࢀࡓᨭ㞀㸦࡞ࡶࡢ㸧㻌
⚄ዉᕝ┴䚸㟼ᒸ┴䚸ி㒔ᗓ䚸ி㒔ᕷ䚸රᗜ┴䚸ᓥ᰿┴䚸㧗▱┴㻌
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㻌
䚽ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾ᐙ᪘➼䛿㧗㱋䛾䛯䜑ῧ㈨ᩱ䛾ᥦฟ䛜ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䜚䚸☜ᐃ⏦࿌䛜ᮍ⏦࿌䛾ሙྜ䜒ከ䛟䚸
ㄆᐃົ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䜒䛒䜛䚹ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾ᐙ᪘➼䛾㈇ᢸ㍍ῶཬ䜃㐺ษ䛺㈝⏝ᚩ㢠ㄆᐃ䛻䛿䝬䜲
䝘䞁䝞䞊䜢ά⏝䛧䛯ᕷ⏫ᮧẸ⛯ᡤᚓ㢠䜢ㄆᐃᇶ‽䛸䛩䜛ไᗘᨵṇ䛿᭷ຠ䛷䛒䜛䚹㻌
䚽⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸䛩䜛䛣䛸
䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛷ሗ↷䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿ሗ㐃ᦠ䛾ᑐ㇟
䛸䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᚲせ䛺ಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
䕿⢭⚄ಖཬ䜃⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᡤᚓ⛯㢠䜢ᇶ♏䛸
䛩䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᙜヱົ䛻䛚䛔䛶䛿䚸␒ྕἲ䛻䜘䜚䝬䜲䝘䞁䝞䞊ཬ䜃ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䛾
⏝䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸ᡤᚓ⛯䛻㛵䛩䜛ሗ䛿≉ᐃಶேሗ䛸䛥䜜
䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ሗ↷䜢⾜䛳䛶䜒䚸ᚲせ䛺≉ᐃಶேሗ䜢ධᡭ䛷䛝䛪䚸ῧ᭩㢮䛾๐ῶ䛻⧅䛜䜙䛺䛔䚹㻌

㻌
ྛᗓ┬ࡽࡢ➨㸯ḟᅇ⟅㻌
䠄ෆ㛶ᗓసᡂ㒊ศ䠅㻌
㻌 䝬䜲䝘䞁䝞䞊ἲ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜘䜚බᖹ䞉බṇ䛺♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷㝈ᐃⓗ䛻≉ᐃಶேሗ䛾
ᥦ౪䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䠍䛴䛸䛧䛶ྠἲ➨ 㻝㻥 ᮲➨䠓ྕ䛻䛚䛔䛶ሗᥦ౪䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛶
ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᥦ౪䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ලయⓗ䛺ಶேሗ䛿䚸ู⾲➨䠎䛻䛚
䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ྠ⾲䛻つᐃ䛥䜜䜛≉ᐃಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグ䛾ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸䛭䜜䛮䜜䛾ಶே␒ྕ⏝ົ䛾ไᗘᡤ
⟶䛾ᗓ┬ᗇ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾ົ䛾᰿ᣐἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸≉ᐃಶேሗ䛾ᚲせᛶ䜔ົ䛾ຠ⋡ᛶ➼䛜᳨ウ䛥䜜䛯
䛖䛘䛷䚸ᙜヱ≉ᐃಶேሗ䛾ᥦ౪⪅ഃ䛷ᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹㻌
䠄ཌປ┬సᡂ㒊ศ㻕㻌
䞉ཌປ┬䛸䛧䛶䛿ᙜヱົ䛻䛴䛔䛶ᕷ⏫ᮧẸ⛯ᡤᚓ㢠䜢ᇶ‽䛸䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸㛵ಀ┬ᗇ䛸䛾༠㆟䜢⾜䛳䛯
ୖ䚸ᚲせ䛺㏻▱➼䛾ᨵṇ䛾᳨ウ䜢⾜䛖䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸♫ಖ㞀ศ㔝䛾ົ䛻䛚䛔䛶ᆅ᪉⛯㛵ಀሗ䛻䛴䛔䛶ሗ㐃ᦠ䛩䜛䛻䛿䚸ᮏே䛻䛸䛳䛶䛭䛾⾜ᨻᶵ㛵
䛻ሗ䛜ఏ䜟䜛䛣䛸䛜⛎ᐦ䛸䛧䛶ಖㆤ䛥䜜䜛⨨䛵䛡䛻䛺䛔䛸ゎ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ලయⓗ䛻䛿ୗグ
䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚹㻌
㻌 䞉ᮏே䛾⏦ㄳ䛻ᇶ䛵䛟ົ䛷䛒䜛䛣䛸㻌
㻌 䞉⏝ົ䛾᰿ᣐἲᚊ䛻䛚䛔䛶䚸ᮏே䛜⾜ᨻᶵ㛵䛻ᑐ䛧䛶ሗ࿌䜢⾜䛖⩏ົ䠄ᮏே䜈䛾㉁ၥ᳨ᰝᶒ䛸䛭䜜䛻ᛂ
䛨䛺䛔ሙྜ䛾ᢸಖᥐ⨨䠅䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸㻌
䛜ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸⢭⚄ಖ⚟♴ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᥐ⨨ධ㝔ᝈ⪅䛾㈝⏝ᚩົ䛿䛔䛪䜜䛻䜒ヱᙜ䛫䛪䚸ᆅ᪉
⛯㛵ಀሗ䛻䛴䛔䛶ሗ㐃ᦠྍ⬟䛸䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
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通番８

平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項
総務省 第１次回答
管理番号

105

提案区分

Ｂ 地方に対する規制緩和

提案分野

その他

提案事項（事項名）
再任用制度の緩和

提案団体
川口市

制度の所管･関係府省
総務省

求める措置の具体的内容
他自治体において退職した職員を当市で再任用することができるように求める。

具体的な支障事例
当市では、他自治体との人事交流等により他自治体で任用された職員が、地教行法第４０条などの方法によ
り、当市の職員として勤務している。大半の職員は、一定期間の後、当初、任用された自治体へ戻ることが多い
ため、当市では、そのような人材の中から、当市の実情をよく理解している職員を、再任用し、活用できないかと
考えている。
しかしながら、現行の地方公務員法では再任用することができる職員は「当該地方公共団体の定年退職者等」
に限られており、当市の適切な人材確保に支障をきたしている。
具体的には、県との人事交流により当市の市立高等学校で勤務していた教職員を、定年退職後に再任用する
ことを検討しているが、退職時、当該職員は県職員である場合には、当市で再任用することができない。また、
群馬県、千葉県にある小中学生対象の市立宿泊体験学習施設に、当市の実情に精通し、当該宿泊体験学習施
設の地域の状況を熟知した他自治体を退職した職員を再任用することを検討しているが、再任用することがで
きる職員が当該地方公共団体の定年退職者等に限られているため、適切な人材配置に支障をきたしている。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
当市の実情をよく理解する他自治体を退職した教職員を当市で再任用できることで、優秀な人材を広く募ること
が可能となり、業務の質の向上を図ることができる。また、宿泊体験施設に当市において管理職等の経験を有
する者や現地の職員を再任用することで、児童生徒の安全確保などに効果が期待できるなど、高い費用対効果
が期待できる。

根拠法令等
地方公務員法第２８条の４

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）
茂原市、胎内市

○当県においても、他自治体の職員を再任用職員として任用しようと検討したが、任用ができなかった事例があ
る。
具体的には、生徒指導経験や虐待事案に対して、経験豊富な小中学校教員定年退職者（市町村職員）を再任
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用職員として、子ども相談センター等に配置を検討。
経験者の配置により、当該職員が培ってきた経験やノウハウを活用し、県民への相談支援、若手職員への教
育訓練、及び組織全体のマネージメント等を期待していたところ。
結果的に、再任用職員としては任用せず、特別職非常勤職員として任用した。
再任用制度の趣旨を踏まれば、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験を幅広い職域で最大限活用する
環境を整備することは、県民サービスの向上につながるため、制度改正が望まれる。

各府省からの第１次回答
地方公共団体における多様な人材の活用については、任期付職員制度を設け、専門的知識・経験を有する職
員の確保等を図っているところであり、提案されている任用は、この制度の対象となるものである。
実際の取組としても、富士市立高等学校において、県立高等学校の校長経験者を校長として採用しており、ま
た、川崎市市民ミュージアムにおいて、教育実務経験者を募集した例などが見られるところである（これらは、地
方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条に基づくもの）。
一方で、再任用制度等の雇用と年金の接続については、民間において、平成１６年に高齢者雇用安定法が改
正され、事業主に高齢者雇用確保措置の義務が課され、事業主は、①定年年齢の６５歳引き上げ、②希望者全
員対象の６５歳までの継続雇用制度導入、③定年の定めの廃止、のいずれかを選ばなければならないこととさ
れた。
これは、年金の支給開始年齢の引上げに伴い、その期間を雇用で対応する必要があることから、雇用と年金
の接続の確実性を期すために、現に雇用している事業主が雇用の責任を負うこととするもの。
こうした民間における高齢者雇用対策の義務化を踏まえ、国や地方においても、社会的要請への対応として、
任命権者に対して、将来の定年延長も視野に入れつつ、再任用の義務を課すよう、閣議決定や総務副大臣通
知による要請で対応しているところ。
以上により、提案のように任命権者以外に定年退職者の雇用義務を課した場合、これまでの民間・公務を通じ
た取扱いと異なることとなり、混乱が予想されるため、再任用による対応はできない。
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