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説明図表番号

外国人労働者等の受入農場に対する指導及びと畜検査等の結果に関する情報を
活用した農場に対する指導の推進
今回、調査対象 17 道府県（20 家畜保健衛生所）における外国人労働者、海外
研修生等の受入農場等に対する指導の状況を調査したところ、以下のとおり、農
林水産省の通知等を踏まえ、外国人労働者等の受入農場に対する口蹄疫やアフリ

カ豚コレラの発生国への渡航等に関する指導が行われている道県や、と畜場法
（昭和 28 年法律第 114 号）に基づくと畜検査及び食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律（平成 2 年法律第 70 号）に基づく食鳥検査（以下「と畜検
査等」と総称する。）の結果に関する情報を活用した農場に対する指導が行われ
ている県など農場に対するきめ細やかな指導が行われている例がみられた一方、
こうした指導が行われていない道府県においては、農場に対する指導を一層推進
する余地がみられた。
①

外国人労働者等の受入農場に対する口蹄疫等の発生国への渡航等に関する指

導の状況
調査した 17 道府県のうち 4 道県（注 1）（北海道（十勝家畜保健衛生所）、
栃木県（県北家畜保健衛生所）、愛知県（中央家畜保健衛生所及び東部家畜保
健衛生所）、島根県）（注 2） においては、口蹄疫に関する防疫対策強化通知 表 2-⑷-エ-①
（注 3）などを踏まえ、平成

24 年度以降に、農場における外国人労働者等の受 表 2-⑷-エ-②

入状況を把握し、外国人労働者等の受入農場が認められた場合には、飼養衛生
管理基準の翻訳版等の配布等が行われている。
しかしながら、14 道府県（15 家畜保健衛生所）においては、外国人に対す 表 2-⑷-エ-③
る差別として受け取られることが懸念されることなどを理由として、農場にお
ける外国人労働者等の受入状況の把握や外国人労働者等の受入農場に対する指
導が行われていない。
（注 1）北海道では、調査対象とした十勝家畜保健衛生所において、外国人労働者等の受入
農場に対する指導等が行われている一方、網走家畜保健衛生所において、外国人労
働者等の受入農場に対する指導等が行われていないため、それぞれに計上してい
る。
（注 2）島根県においては、当省の調査を契機として、県本庁担当課が農場における外国人
労働者等の受入状況を把握したため、県単位としている。
（注 3）同通知により、農林水産省は、都道府県に対し、特に外国人労働者等の受入農場を
重点として、口蹄疫及びアフリカ豚コレラの発生国への渡航に当たっての留意事項
（渡航先の農場やと畜場などの畜産関連施設に立ち入らないことなど）や、帰国後
の留意事項（飼養衛生管理基準に基づき、帰国後一週間、必要がある場合を除き衛
生管理区域に立ち入らないことなど）等について、周知・指導することを求めてい
るが、農場における外国人労働者等の受入状況を把握することについては、明記さ
れていない。

②

と畜検査等の結果に関する情報を活用した農場に対する指導の状況
調査した 17 道府県（注 4）におけると畜検査等の結果に関する情報の交換等 表 2-⑷-エ-④

の状況（注 5）をみると、8 県（秋田県、新潟県、鳥取県、島根県、福岡県、熊 表 2-⑷-エ-⑤
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本県、鹿児島県及び沖縄県）の家畜衛生部局においては、飼養衛生管理の向上
に有効であるとして、と畜場等を管轄する公衆衛生部局と調整し、各農場のと
畜検査等の結果に関する情報を入手しているだけでなく、県内の農場に疾病等
の発生状況を分析・整理した結果を提供し、疾病等の発生状況に応じて適切な
予防対策を提示するなど、と畜検査等の結果に関する情報が農場に対する指導
に活用されている。
一方、残りの 9 道府県の家畜衛生部局においては、と畜検査等により把握さ 表 2-⑷-エ-⑥
れた疾病等の情報と農場の飼養衛生管理の状況との関係が明確ではないことな
どを理由として、公衆衛生部局からと畜検査等の結果に関する農場別の情報を
入手しておらず、農場に対する指導にも活用していない。
（注 4）調査した家畜保健衛生所だけでなく、道府県本庁担当課に対する調査でも同様の状
況となっていることが確認されたため、道府県単位としている。
（注 5）農林水産省は、と畜検査等の結果に関する情報は、各農場における疾病等の発生状
況やその傾向の把握に有用であることから、都道府県に対し、「家畜防疫対策要綱」
（平成 11 年 4 月 12 日付け 11 畜Ａ第 467 号農林水産省畜産局長通達。17 年 9 月 29 日
最終改正）により、家畜衛生部局（県本庁担当課及び家畜保健衛生所）と、と畜場及
び食鳥処理場との間で、当該情報の交換を積極的に行うように努めることを求めてい
るものの、情報の交換の方法や交換した情報の活用方法については、明記されていな
い。

【所見】
したがって、農林水産省は、農場に対する指導を一層推進する観点から、以下
の措置を講ずる必要がある。
①

都道府県に対し、農場における外国人労働者等の受入状況を把握した上で、

外国人労働者等の受入農場に対し、口蹄疫に関する防疫対策強化通知に基づく
口蹄疫等の発生国への渡航等に関する留意事項の周知啓発を徹底するよう、指
導すること。
②

都道府県に対し、と畜検査等の結果に関する情報の活用の意義や具体的な活

用方法、既に活用が行われている県の効果的な取組例を示して、と畜検査等の
結果に関する情報を農場に対する指導に有効に活用するよう指導すること。
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表 2-⑷-エ-② 外国人労働者等の受入農場を把握し、当該受入農場に対し重点的に指導が
行われている例
調
査
対象機関

調査結果

北海道（本庁）においては、経済部労働局が取りまとめ窓口となり、関係部
北 海 道
（本庁及 局（中小企業課、農政課等）が連携して、平成 18 年度から、北海道内の外国
び十勝家 人技能実習生の受入状況を把握することを目的として「外国人技能実習制度に
畜保健衛 係る受入状況調査」を実施している。
生所）
当該調査においては、北海道内の農業協同組合が受入団体となり、受け入れ
ている外国人技能実習生の人数が把握されており、平成 23 年は 158 人、24 年
は 196 人、25 年は 227 人の受入れが行われている状況が確認されている。
また、調査対象とした十勝家畜保健衛生所は、農林水産省からの口蹄疫に関
する防疫対策強化通知で口蹄疫等が発生している近隣諸国からの労働者等を
受け入れている農場に対し重点的に指導を行うよう求めていること、特に北海
道には、口蹄疫等が発生している近隣諸国から研修等の目的で多くの外国人が
入国している状況を受け、牛、豚等の農場における外国人労働者等の受入状況
を把握することを目的として、平成 25 年度に、管内の市町村の協力を得て調
査しており、この結果、管内 19 市町村のうち 17 市町村の 88 農場で 213 人の
外国人技能実習生の受入れが行われている状況を確認している。
同家畜保健衛生所は、当該調査の実施後においても立入検査等により農場に
往訪した際に外国人技能実習生の受入状況を確認することとしており、受入農
場が確認された場合は、農場が所属する関係団体等も含め、海外で使用した衣
服及び靴を農場に持ち込ませないようにするなど、飼養衛生管理基準のうち外
国人労働者等に関係する項目の注意喚起を重点的に行っている。
なお、北海道（本庁担当課）は、農場における外国人技能実習生等に対する
指導に活用するため、平成 25 年度に飼養衛生管理基準に関するリーフレット
（日本語、英語及び中国語）を作成し、ホームページに掲載するとともに、家
畜保健衛生所、市町村及び関係団体に対し周知した。
栃 木 県
栃木県は、農場の実態把握のため、県内の家畜保健衛生所において、立入検
（県北家 査時に外国人労働者等を含めた農場で雇用されている従業員数を確認するこ
畜保健衛 ととしており、調査対象とした県北家畜保健衛生所では、農場の情報を整理し
生所）
た台帳に外国人労働者等の数を記録している。
同家畜保健衛生所は、牛農場における外国人労働者等の受入状況を集計して
おり、平成 26 年 9 月現在、34 農場（5 肉用牛農場及び 29 乳用牛農場）で 90
人の受入れが行われている状況を確認している。
また、同家畜保健衛生所は、農林水産省からの口蹄疫に関する防疫対策強化
通知で口蹄疫等が発生している近隣諸国からの労働者等を受け入れている農
場に対し重点的に指導を行うよう求めていることを踏まえ、外国人労働者等の
受入農場に対して、母国からの荷物を農場に持ち込ませないルールを定めるな
どの指導を行っている。
愛 知 県
愛知県においては、平成 23 年の家畜伝染病予防法の改正により、口蹄病や
（中央家 鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫対策が強化されたことに伴い、県内で
畜保健衛 も発生国との人の交流や物流を把握する必要が生じているとして、24 年度に、
生所及び 立入検査等により農場に往訪した際に、外国人労働者及び技能実習生の受入状
東部家畜 況を調査しており、その結果、88 農場で 211 人の外国人労働者等の受入れが行
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∵ཬࡧ㭜㎰ሙ࠾ࡅࡿእᅜேປാ⪅➼ᑐࡍࡿၨⓎࡋ࡚ࠊ㣫㣴⾨⏕⟶⌮ᇶ‽
ࡢෆᐜࢆゎㄝࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ⱥㄒཬࡧ୰ᅜㄒ㸧ࢆసᡂࡋࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅➼
㓄ᕸࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊྠ┴㸦ᮏᗇᢸᙜㄢ㸧ࡣࠊᙜ┬ࡢㄪᰝࢆዎᶵࡋ࡚㛵ಀᶵ㛵➼ࢆ㏻ࡌ࡚
㎰ሙ࠾ࡅࡿእᅜேປാ⪅➼ࡢཷධ≧ἣࢆㄪᰝࡋࡓࡇࢁࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧
ᅾࠊ ㎰ሙ㸦 ங⏝∵㎰ሙࠊ ⫗⏝㭜㎰ሙཬࡧ  ᥇༸㭜㎰ሙ㸧  ேࡢཷධࢀ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㎰ሙࡣ┴ෆ࡛ࡶẚ㍑ⓗつᶍࡢ
ࡁ࠸㎰ሙ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤࡼࡾẖᖺᗘ❧ධ᳨ᰝࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᚋࡶ❧ධ᳨ᰝࡢ㝿ୖグࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆά⏝ࡍࡿ࡞ࡼࡾࠊእᅜேປ
ാ⪅➼ᑐࡍࡿὀពႏ㉳ࢆ⾜࠺ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ὀ㸧ᙜ┬ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡿࠋ


⾲ ֈ࢚ճ ㎰ሙ࠾ࡅࡿእᅜேປാ⪅➼ࡢཷධ≧ἣࡢᢕᥱࡸᙜヱཷධ㎰ሙᑐࡋ㔜Ⅼ
ⓗᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ㛵ࡍࡿㄪᰝᑐ㇟㐨ᗓ┴ࡢ࡞ពぢࡢᴫせ
 ۑእᅜேປാ⪅➼ࡢཷධ㎰ሙᑐࡋ㔜Ⅼⓗᣦᑟ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅ࡸ
እᅜேປാ⪅➼ࡽእᅜேࡢᕪูࡋ࡚ཷࡅྲྀࡽࢀࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡍࡿࡶࡢ
 ۑᾏእ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᐙ␆ఏᰁ➼ࢆᅜෆᣢࡕ㎸ࡴࣜࢫࢡࡣࠊᾏእΏ⯟ࡋࡓ᪥ᮏே
ࡀᖐᅜࡋ࡚ᣢࡕ㎸ࡴሙྜࠊᾏእΏ⯟ࡋࡓእᅜேປാ⪅➼ࡀ᪥ᮏᖐᅜࡋ࡚ᣢࡕ㎸ࡴ
ሙྜྠࡌ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ⌧⾜ࡢ㣫㣴⾨⏕⟶⌮ᇶ‽ࡸỈ㝿ᑐ⟇ࢆᚭᗏࡍࢀࡤࠊእᅜேປ
ാ⪅➼ࡢཷධ㎰ሙᑐࡋ㔜Ⅼⓗᣦᑟ➼ࢆ⾜࠺ᚲせࡣ࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
 ۑ㐣ཤእᅜேປാ⪅➼ࡀཎᅉ࡞ࡗ࡚ᐙ␆ఏᰁࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊእᅜேປ
ാ⪅➼ࡢཷධ㎰ሙᑐࡋ㔜Ⅼⓗᣦᑟ➼ࢆ⾜࠺ᚲせࡣ࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
㸦ὀ㸧ᙜ┬ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡿࠋ
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⾲ ֈ࢚մ ␆᳨ᰝཬࡧ㣗㫽᳨ᰝ㛵ࡍࡿつᐃ➼ࡢෆᐜ㸦ᢤ⢋㸧
␆ ۑሙἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
㸦⋇␆ࡢࡉࡘཪࡣゎయࡢ᳨ᰝ㸧
➨᮲ ␆ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢ⾜࠺᳨ᰝࢆ⤒ࡓ⋇␆௨እࡢ⋇␆ࢆࡉࡘࡋ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ␆ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊࡉࡘᚋ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢ⾜࠺᳨ᰝࢆ⤒ࡓ⋇␆௨እࡢ⋇␆ࢆゎయࡋ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ␆ሙෆ࡛ゎయࡉࢀࡓ⋇␆ࡢ⫗ࠊෆ⮚ࠊ⾑ᾮࠊ㦵ཬࡧ⓶ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢ⾜࠺᳨ᰝࢆ
⤒ࡓᚋ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ␆ሙእᣢࡕฟࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱ
ᙜࡍࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
୍ ࡇࡢ㡯ᮏᩥつᐃࡍࡿ᳨ᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࠾࠸࡚㒔㐨ᗓ┴㸦ಖ
ᡤࢆタ⨨ࡍࡿᕷ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᕷࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢ⫋ဨࡀゎయࡉࢀࡓ⋇␆ࡢ⫗ࠊෆ⮚ࠊ
⾑ᾮࠊ㦵ཪࡣ⓶ࡢ୍㒊ࢆᣢࡕฟࡍࡁࠋ
 ཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡢࡇࡢ㡯ᮏᩥつᐃࡍࡿ᳨ᰝࢆ⾜࠺ሙྜ
࠾࠸࡚㒔㐨ᗓ┴▱ࡢチྍࢆᚓ࡚⋇␆ࡢ⓶ࢆᣢࡕฟࡍࡁࡑࡢࡢ⾨⏕ୖᨭ㞀ࡀ࡞
࠸ሙྜࡋ࡚ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࡁࠋ
 ๓㡯ࡢつᐃࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀ≉᳨ᰝࢆせࡋ࡞࠸ࡶࡢㄆࡵࡓሙྜࢆ㝖ࡁࠊ๓᮲➨
㡯➨ᅄྕཪࡣࡇࢀಀࡿྠ᮲➨㡯ࡓࡔࡋ᭩ࡢつᐃࡼࡾ␆ሙ௨እࡢሙᡤ࡛⋇␆ࡢࡉ
ࡘཪࡣゎయࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜ‽⏝ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ๓㡯୰ࠕ␆ሙእࠖ࠶ࡿࡢ
ࡣࠊࠕ⋇␆ࡢゎయࢆ⾜ࡗࡓሙᡤእࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ๓ྛ㡯つᐃࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢᶒ㝈ᒓࡍࡿົࡢ࠺ࡕࠊᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࡢ᭷↓
ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝಀࡿࡶࡢࡣࠊ๓ྛ㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ㒔
㐨ᗓ┴▱ཬࡧཌ⏕ປാ⮧ࡀ⾜࠺ࠋ
 ๓ྛ㡯ࡢつᐃࡼࡿ᳨ᰝࡣࠊḟᥖࡆࡿࡶࡢࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
୍ ᐙ␆ఏᰁண㜵ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨᮲➨㡯つᐃࡍࡿᐙ␆ఏᰁཬࡧྠ
ἲ➨᮲➨㡯つᐃࡍࡿᒆฟఏᰁ
 ๓ྕᥖࡆࡿࡶࡢ௨እࡢ࡛࠶ࡗ࡚ཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿࡶࡢ
୕ ₶Ἔࡢ╔ࡑࡢࡢཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿ␗ᖖ
࣭ 㸦␎㸧

␆ ۑሙἲ⾜つ๎㸦ᖺཌ⏕┬௧➨ྕ㸧
㸦᳨ᰝࡍࡁཪࡣ␗ᖖࡢ⠊ᅖ㸧
➨᮲ ἲ➨᮲➨㡯➨ྕཪࡣ➨ྕつᐃࡍࡿཪࡣ␗ᖖࡣࠊู⾲➨ࡢ࠾ࡾࡍ
ࡿࠋ
ู⾲➨
㹏⇕ࠊᝏᛶỈ⭘ࠊⓑ⾑ࠊࣜࢫࢸࣜࠊ①ࠊ⮋ẘࠊᩋ⾑ࠊᒀẘࠊ㯤⑇ࠊỈ
⭘ࠊ⭘⒆ࠊ᪕ẟࡑࡢࡢᐤ⏕ࠊ୰ẘㅖࠊᨺ⥺⳦ࠊࣈࢻ࢘⳦⭘ࠊ⇕ᛶㅖࠊ
እയࠊ⅖ࠊኚᛶࠊⴎ⦰ࠊወᙧࠊ⮚ჾࡢ␗ᖖ࡞ᙧࠊࡁࡉࠊ◳ࡉࠊⰍཪࡣ࠾࠸ࠊὀᑕ
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ᛂ㸦⏕≀Ꮫⓗ〇ࡼࡾⴭࡋ࠸ᛂࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧ཬࡧ₶Ἔཪࡣ⅖ᛶ
⏘≀➼ࡼࡿởᰁ


 ۑ㣗㫽ฎ⌮ࡢᴗࡢつไཬࡧ㣗㫽᳨ᰝ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧
㸦㣗㫽᳨ᰝ㸧
➨᮲ 㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊ㣗㫽ࢆࡉࡘࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊࡑࡢ㣗㫽ࡢ⏕యࡢ≧ἣࡘ
࠸࡚㒔㐨ᗓ┴▱ࡀ⾜࠺᳨ᰝࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊ㣗㫽ࡓ࠸ࡢෆ⮚ࢆฟࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊࡑࡢ㣗㫽ࡓ࠸ࡢయ⾲
ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚㒔㐨ᗓ┴▱ࡀ⾜࠺᳨ᰝ㸦௨ୗࠕ⬺⩚ᚋ᳨ᰝࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊ㣗㫽ࡓ࠸ࡢෆ⮚ࢆฟࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢෆ⮚ཬࡧ㣗㫽୰ᢤࡓ࠸ࡢ
యቨࡢෆഃ㠃ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚㒔㐨ᗓ┴▱ࡀ⾜࠺᳨ᰝ㸦௨ୗࠕෆ⮚ฟᚋ᳨ᰝࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿ᳨ᰝࡣࠊḟᥖࡆࡿࡶࡢࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
୍ ᐙ␆ఏᰁண㜵ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨᮲➨㡯つᐃࡍࡿᐙ␆ఏᰁཬࡧྠ
ἲ➨᮲➨㡯つᐃࡍࡿᒆฟఏᰁ
 ๓ྕᥖࡆࡿࡶࡢ௨እࡢ࡛࠶ࡗ࡚ཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿࡶࡢ
୕ ₶Ἔࡢ╔ࡑࡢࡢཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿ␗ᖖ
㹼㸦␎㸧

㸦ㄆᐃᑠつᶍ㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ಀࡿ㣗㫽᳨ᰝࡢ≉㸧
➨᮲ ୍ࡢ㣗㫽ฎ⌮ሙ࠾࠸࡚㣗㫽ฎ⌮ࢆࡋࡼ࠺ࡍࡿ㣗㫽ࡢ⩚ᩘࡀᨻ௧࡛ᐃࡵࡿᩘ௨
ୗ࡛࠶ࡿ㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊᙜヱ㣗㫽ಀࡿ➨㡯ࡢ☜ㄆ㛵ࡋࠊࡑࡢ☜ㄆࡢ᪉ἲࡑࡢཌ
⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿ㡯ࢆグ㍕ࡋࡓ☜ㄆつ⛬ࢆసᡂࡋࠊࡇࢀࢆ㒔㐨ᗓ┴▱ᥦฟࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ☜ㄆつ⛬ࡀཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿᇶ‽㐺ྜࡍࡿ᪨ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦␎㸧
 ㄆᐃᑠつᶍ㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ࡢࡑࡢㄆᐃಀࡿ㣗㫽ฎ⌮ሙ࠾ࡅࡿ㣗㫽ฎ⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓
᮲➨㡯ࡽ➨㡯ࡲ࡛ࡢつᐃࡣࠊ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
 㸦␎㸧
 ㄆᐃᑠつᶍ㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊࡑࡢㄆᐃಀࡿ㣗㫽ฎ⌮ሙ࠾ࡅࡿ㣗㫽ฎ⌮㝿ࡋࠊཌ⏕
ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ㣗㫽ฎ⌮⾨⏕⟶⌮⪅ࠊ㣗㫽ࡢ⏕యࡢ≧ἣࠊ㣗㫽ࡓ࠸
ࡢయ⾲ࡢ≧ἣཪࡣ㣗㫽୰ᢤࡓ࠸ಀࡿෆ⮚ཬࡧࡑࡢయቨࡢෆഃ㠃ࡢ≧ἣ㸦ḟ᮲➨ྕ
ࡽ➨ྕࡲ࡛つᐃࡍࡿ㣗㫽ࡓ࠸ࢆㆡࡾཷࡅࡓሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊෆ⮚ࢆฟࡋࡓᙜヱ㣗
㫽ࡓ࠸ಀࡿෆ⮚ཬࡧࡑࡢయቨࡢෆഃ㠃ࡢ≧ἣ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ☜ㄆつ⛬㸦➨㡯ࡢつᐃ
ࡼࡿኚ᭦ࡢㄆᐃࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊࡑࡢኚ᭦ᚋࡢࡶࡢ㸧ᐃࡵࡿ᪉ἲᚑࡗ࡚ࠊཌ⏕ປാ┬
௧࡛ᐃࡵࡿᇶ‽㐺ྜࡍࡿྰࡢ☜ㄆࢆࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦␎㸧
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 ㄆᐃᑠつᶍ㣗㫽ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ➨㡯ࡢ☜ㄆࡢ≧ἣ
ࢆࠊ㒔㐨ᗓ┴▱ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ 㸦␎㸧

 ۑ㣗㫽ฎ⌮ࡢᴗࡢつไཬࡧ㣗㫽᳨ᰝ㛵ࡍࡿἲᚊ⾜つ๎㸦ᖹᡂᖺཌ⏕┬௧➨ྕ㸧
㸦᳨ᰝࡍࡁཪࡣ␗ᖖࡢ⠊ᅖ㸧
➨᮲ ἲ➨᮲➨㡯➨ྕཪࡣ➨ྕࡢཌ⏕ປാ┬௧࡛ᐃࡵࡿཪࡣ␗ᖖࡣࠊู⾲➨
ࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
ู⾲➨
≬≟ࠊᑒධయ⫢⅖ࠊ࣒࢜࢘ࠊ⭠⳦ࠊఏᰁᛶࢥ࣮ࣜࢨࠊ㇜ẘ⳦ࠊࢧࣝࣔࢿ
ࣛࠊࣈࢻ࢘⌫⳦ࠊࣜࢫࢸࣜࠊẘ⾑ࠊ⮋ẘࠊᩋ⾑ࠊ┿⳦ࠊཎ㸦ࢺ࢟
ࢯࣉࣛࢬ࣐ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࠊࢺ࢟ࢯࣉࣛࢬ࣐ࠊᐤ⏕ࠊኚᛶࠊᒀ㓟ሷỿ╔ࠊỈ⭘ࠊ⭡
Ỉࠊฟ⾑ࠊ⅖ࠊⴎ⦰ࠊ⭘⒆㸦࣐ࣞࢵࢡཬࡧ㭜ⓑ⾑ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࠊ⮚ჾࡢ␗ᖖ࡞ᙧࠊ
ࡁࡉࠊ◳ࡉࠊⰍཪࡣ࠾࠸ࠊ␗ᖖయ 㸦ⴭࡋ࠸㧗⇕㸦ᦤẶᗘ௨ୖ㸧ཪࡣప⇕㸦ᦤẶ
ᗘᮍ‶㸧ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㝈ࡾࠊ᪥ᑕཪࡣ⇕ᑕࡼࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ
㸧
ࠊ㯤⑇ࠊእ
യࠊ୰ẘㅖ㸦ேయ᭷ᐖࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ
㸧
ࠊ๐⑭ཬࡧⓎ⫱Ⰻ㸦ⴭࡋ࠸ࡶ
ࡢ㝈ࡿࠋ㸧
ࠊ⏕≀Ꮫⓗ〇ࡢᢞ࡛ⴭࡋ࠸ᛂࢆ࿊ࡋࡓ≧ែࠊ₶Ἔཪࡣ⅖ᛶ⏘≀➼
ࡼࡿởᰁࠊᨺ⾑Ⰻࠊₕ㐣ᗘ㸦ₕࡀཎᅉ࡛ࠊ⫗ࡀ↻࠼ࡓࡼ࠺࡞እほࢆ࿊ࡋࡓ≧ែࢆ
࠸࠺ࠋ
㸧

ࠕ ۑᐙ␆㜵ᑐ⟇せ⥘ࠖ
㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡅ␆㸿➨ྕ㎰ᯘỈ⏘┬␆⏘ᒁ㛗㏻㐩ࠋ
ᖺ᭶᪥᭱⤊ᨵṇ㸧
  㜵᥎㐍యไࡢᩚഛࡘ࠸࡚
 օ ሗఏ㐩యไࡢᙉ
 ࡲࡓࠊ␆ሙཪࡣ㣗㫽ฎ⌮ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊ␆᳨ᰝᡂ⦼ࠊ㣗㫽᳨ᰝᡂ⦼➼ࡢ᭷⏝࡞
ᐙ␆⾨⏕ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡽࠊࡇࢀࡽᶵ㛵ࡼࡾ⥭ᐦ࡞㐃⤡యไࢆᩚഛࡋ࡚ሗ
ࡢࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸⾨⏕≧ἣࡢᢕᥱດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦௨ୗ␎㸧

㸦ὀ㸧ୗ⥺ࡣᙜ┬ࡀࡋࡓࠋ
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⚟ᒸ┴

ᓥ᰿┴

㫽ྲྀ┴

᪂₲┴

⛅⏣┴

ㄪᰝᑐ㇟
㐨ᗓ┴

㸦ᚑ᮶ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿྲྀ
⤌࡛࠶ࡾࠊྲྀ⤌ࢆጞࡵࡓ┠
ⓗࠊ㛤ጞᮇ➼ࡣ᫂㸧



➼ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿሙ
ྜࡣࠊ㣫㣴⾨⏕⟶⌮ၥ㢟ࡀ
࠶ࡿ⪃࠼ࠊ௨๓ࡽධᡭࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵ
㸦㛤ጞᮇࡣ᫂㸧

 ➼ࡢᑡ࡞࠸ᗣ࡞ᐙ
␆ࡢ⏕⏘ࢆಁࡋࠊᾘ㈝⪅Ᏻ
࡛⾨⏕ⓗ࡞㣗⫗ࢆᥦ౪ࡍ
ࡿࡓࡵ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧
ࡢ⨯ᝈ≧ἣࡢᢕᥱࡸ
ண㜵ᑐ⟇ࡢᇶ♏㈨ᩱ
ࡋ࡚ࠊ㜵ཬࡧᐙ␆ࡢ⏕⏘ᛶ
ࡢྥୖ᭷┈࡞ሗ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

 ཌ⏕┬㸦ᙜ㸧ࡽ✚ᴟⓗ
ά⏝ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆཷࡅ
࡚࠸ࡓࡓࡵ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ධᡭࡢ┠ⓗ㸦㛤ጞᮇ㸧

㇜ࡢ␆᳨ᰝࡢ⤖ᯝ
㸦ẖ᭶㸧

࡞ࡋ
㸦⏕⏘ẁ㝵࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞
⟶⌮ࠊ㣫⫱⎔ቃࡢᩚഛ
➼ࡢࡓࡵᚲせ࡞ሗ࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸧
࡞ࡋ
ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
㸦ಶேሗಖㆤ᮲ࡢつᐃ 㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓ୰ኸᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰ሙࡈ
ୖࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡿົࡢ㐙
➼ูࡢᗫᲠ⋡ࢆ᭶ูᅗ⾲ࡋࠊ➼ࡢⓎ⏕≧ἣᑐ
⾜ᚲせ࡞㝈ᗘ࡛⏝ࡋࠊ
ࡍࡿὀព᭩ࡁࢆグࡋࡓୖ࡛ࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅ᥦ౪ࡍࡿ
ࡘࠊ⏝ࡍࡿࡇ┦ᙜ
ࡶࠊⓎ⏕ࡋࡓ➼ᛂࡌࡓண㜵ᑐ⟇ࢆᥦ♧㸧
࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜヱᙜ
ࡍࡿุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧



␆᳨ᰝࡢ⤖ᯝ
㸦ẖ᭶㸧

࣭┴ෆࡢ㎰ሙᑐࡋࠊᐃᮇⓗ➼㛵ࡍࡿၨⓎᩥ᭩ࢆ㓄ᕸ
࣭ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓྜྷᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
ࠊ∵ⓑ⾑ཪࡣ㇜ẘࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ㎰ሙᑐࡋඃඛࡋ࡚
❧ධ᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊ⾑ᾮࢆࡋࡓឤᰁࢆ㜵ࡄࡓࡵὀᑕ㔪ࢆ
࠸ᅇࡉ࡞࠸ࡇࠊᾘẘࡢᚭᗏࠊᐖࡢ␆⯋ࡢධࢆ㜵Ṇ
ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࡢᐇ➼ࢆᣦᑟ࡞㸧
࣭ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
࣭㞄᥋┴࡛ᒆฟఏᰁࡢ㇜ὶ⾜ᛶୗ⑩ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ␆
᳨ᰝࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃ࡋ࡚ᑐ⟇ࢆ᳨ウ


࡞ࡋ
㸦㜵ཬࡧᐙ␆ࡢ⏕⏘ᛶࡢ
ྥୖࡢࡓࡵᚲせ࡞ሗ࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸧

ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓ୰ኸᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊ㎰ሙࡈ
➼ูࡢᗫᲠ⋡ࢆ᭶ูᅗ⾲ࡋࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅ᥦ౪ࡍ
ࡿࡶࠊⓎ⏕ࡋࡓ➼ᛂࡌࡓண㜵ᑐ⟇ࢆᥦ♧㸧

ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓ㒊ᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
ࠊᢠ㓟⳦ࡢከⓎࡼࡾẅࡋࡓ㇜ࡢᗫᲠ⋡ࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸
ࡓ㎰ሙᑐࡋࠊཎᅉ✲᫂ࡢㄪᰝཬࡧᨵၿᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
Ⓨ㢌ᩘཬࡧᗫᲠ⋡ࡀῶᑡ࡞㸧

ᐙ␆⾨⏕㒊ᒁ࠾ࡅࡿά⏝

␆᳨ᰝࡢ⤖ᯝ
㸦ẖ᭶㸧

ධᡭᙜࡓࡗ࡚ࡢ
ᐙ␆ᡤ᭷⪅ࡢྠពࡢ᭷↓
࣭␆᳨ᰝཬࡧ㣗㫽᳨ ࡞ࡋ
ᰝࡢ⤖ᯝᴫἣ㸦ᐃᮇ㸧 㸦බ⾗⾨⏕㒊ᒁᐙ␆ಖ
࣭➼ࡀከࡃࡳࡽࢀ
⾨⏕ᡤ㛗ྡࡢ౫㢗ᩥ᭩ࢆ
ࡿ㎰ሙࡢ␆᳨ᰝཬ
ᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧
ࡧ㣗㫽᳨ᰝࡢ⤖ᯝ㸦ಶ
ู౫㢗ࢆ⾜࠺ሙྜ㸧
␆᳨ᰝࡢ⤖ᯝ
࠶ࡾ
㸦ẖ᭶㸧
ධᡭෆᐜ㸦ධᡭ㢖ᗘ㸧

⾲ ֈ࢚յ ᐙ␆⾨⏕㒊ᒁ࠾࠸࡚ࠊබ⾗⾨⏕㒊ᒁࡽධᡭࡋࡓ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗࡀ㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
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ධᡭࡢ┠ⓗ㸦㛤ጞᮇ㸧

㸦ὀ 㸧

ᒆฟఏᰁࡀࡳࡽࢀࡓ
␆᳨ᰝཬࡧ㣗㫽᳨ᰝ
ࡢ⤖ᯝ㸦ẖ᭶㸧

㸦ὀ 㸧

ᒆฟఏᰁࡀࡳࡽࢀࡓ
␆᳨ᰝཬࡧ㣗㫽᳨ᰝ
ࡢ⤖ᯝ㸦ẖ᭶㸧

㇜ࡢ␆᳨ᰝࡢ⤖ᯝ
㸦ẖ᭶㸧

ධᡭෆᐜ㸦ධᡭ㢖ᗘ㸧

࡞ࡋ
㸦ᐙ␆ఏᰁண㜵ἲ➨  ᮲
➨  㡯ᇶ࡙ࡃᒆฟఏᰁ
ࡢᒆฟࡋ࡚⨨ࡅ
࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧

࠶ࡾ

ධᡭᙜࡓࡗ࡚ࡢ
ᐙ␆ᡤ᭷⪅ࡢྠពࡢ᭷↓
࠶ࡾ

ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓ୰ኸᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊ➼ࡼ
ࡿᗫᲠ⋡ࡀ㧗࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ࡞ࡢሙྜࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅
ศᯒ⤖ᯝࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊⓎ⏕ࡋࡓ➼ᛂࡌࡓண㜵
ᑐ⟇ࢆᥦ♧㸧
࣭ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
㸦ධᡭෆᐜ❧ධ᳨ᰝ⤖ᯝ➼ࡢ㣫㣴⾨⏕⟶⌮㛵ࡍࡿሗࢆศ
ᯒࡋࠊඃඛࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆᐇࡍࡿ㎰ሙࢆ㑅ᐃ࡞㸧
࣭␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝࠊ␆⏘ົ㒊ᒁࡀಖ᭷ࡍࡿ㣫㣴⾨⏕⟶⌮
㛵ࡍࡿሗࡢ୍ඖⓗ࡞⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㈝ࢆண⟬せồ
ಶู㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝
㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓ୰ኸᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊධᡭࡋࡓ㎰
ሙࡀ❧ධ᳨ᰝᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝ
ᇶ࡙ࡁ⾨⏕⟶⌮㛵ࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠺ࡶࠊᒆฟఏᰁࡢ
Ⓨ⏕௳ᩘࡀከ࠸㎰ሙࡀࡳࡽࢀࡓሙྜࡣඃඛࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆᐇ
㸧

ᐙ␆⾨⏕㒊ᒁ࠾ࡅࡿά⏝

㸦ὀ㸧 ᙜ┬ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡿࠋ
 㮵ඣᓥ┴ࡢබ⾗⾨⏕㒊ᒁࡣࠊ␆᳨ᰝ➼᳨࡛ᰝࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿᒆฟఏᰁ௨እࡢ➼ࡢ࠺ࡕࠊᐙ␆ఏᰁࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤ࡕ㐃⤡ࡍ
ࡿ୍᪉ࠊᐙ␆ఏᰁཬࡧᒆฟఏᰁ௨እࡢ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢ㎰ሙࡽᦙධࡉࢀࡓ⫗㞟୰ⓗ␗ᖖࡀぢࡘࡾࠊࡘࠊࡑࢀࡀ୍ᐃᮇ㛫
⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡸࠊ⟶ෆయ࡛≉ᐃࡢ␗ᖖࡀ▷ᮇ㛫ᛴቑࡋࡓ≧ἣࡀࡳࡽࢀࡓሙྜᥦ౪ࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 Ἀ⦖┴ࡢබ⾗⾨⏕㒊ᒁࡣࠊ␆᳨ᰝ➼᳨࡛ᰝࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿ➼ࡢ࠺ࡕࠊᐙ␆ఏᰁࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛Ⓨぢࡀ࡞ࡃ㐃⤡ࡋࡓᐇ
⦼ࡀ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐙ␆ఏᰁཬࡧᒆฟఏᰁ௨እࡢ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐙ␆ಖ⾨⏕ᡤࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡓሙྜᥦ౪ࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ண㜵ᑐ⟇ཬࡧ⏕⏘ᛶ
ྥୖᑐ⟇ࡢᣦᑟ➼ά⏝ࡍ
⇃ᮏ┴ ࡿࡓࡵ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

㸦ᚑ᮶ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿྲྀ
⤌࡛࠶ࡾࠊྲྀ⤌ࢆጞࡵࡓ┠
㮵ඣᓥ┴ ⓗࠊ㛤ጞᮇ➼ࡣ᫂㸧


 ᐙ␆ఏᰁண㜵ἲ➨  ᮲
➨  㡯ᇶ࡙ࡃᒆฟఏᰁ
ࡢᒆฟࡋ࡚⨨ࡅ࡚࠸
Ἀ⦖┴
ࡿࡓࡵ
㸦㛤ጞᮇࡣ᫂㸧


ㄪᰝᑐ㇟
㐨ᗓ┴

⾲ ֈ࢚ն ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗࢆ㎰ሙᑐࡍࡿᣦᑟά⏝ࡍࡿࡇ㛵
ࡍࡿㄪᰝᑐ㇟㐨ᗓ┴ࡢ࡞ពぢࡢᴫせ
㸦ᐙ␆⾨⏕㒊ᒁࡢពぢ㸧
␆ ۑ᳨ᰝ➼ࡼࡾᢕᥱࡉࢀࡓ➼ࡢሗ㎰ሙ࠾ࡅࡿ㣫㣴⾨⏕⟶⌮ࡢ≧ἣ
᫂☜࡞ᅉᯝ㛵ಀࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝࡣࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅ᑐࡍࡿᣦᑟ
ά⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
 㸦බ⾗⾨⏕㒊ᒁ࠾࠸࡚ࡶྠ᪨ࡢពぢ࠶ࡾ㸧
 ۑᐙ␆⾨⏕㒊ᒁ࠾࠸࡚ࠊ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗࡢά⏝ࡘ࠸࡚๓ྥࡁ࡞ព
ぢࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊయไୖࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィ࣭ศᯒࡲ࡛ᡭࡀᅇࡽ࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
 ۑᚲせࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅ᑐࡋࠊ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗࡢᥦ♧
ࢆồࡵࢀࡤ㊊ࡾࡿࡍࡿࡶࡢ
␆ ۑ᳨ᰝ➼ࡼࡾࠊࡢࡼ࠺࡞➼ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿᢎ▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
␆ ۑ᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝࡣಶேሗࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊᐙ␆ࡢᡤ᭷⪅ࡢᢎㅙࢆᚓࡎࠊ
㒊ᒁࡽሗࢆධᡭࡍࡿࡇࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
 㸦බ⾗⾨⏕㒊ᒁ࠾࠸࡚ࡶྠ᪨ࡢពぢ࠶ࡾ㸧
 
㸦බ⾗⾨⏕㒊ᒁࡢពぢ㸧
 ۑᐙ␆⾨⏕㒊ᒁࡽ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝࡢᥦ౪ࢆồࡵࡿ౫㢗ࡀ࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
 ۑ᳨ᰝᩘࡀከ࠸ࡓࡵࠊಶࠎࡢ᳨యࡘ࠸࡚ࠊ␆᳨ᰝ➼ࡢ⤖ᯝ㛵ࡍࡿሗࢆᩚ⌮ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡍࡿࡶࡢ
㸦ὀ㸧ᙜ┬ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡿࠋ
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