公共サービス改革基本方針
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第１章 意義及び目標
昨今の厳しい財政事情の中で、国民に対して、より良質かつ低廉な公共サービスの提供
を目的とした公共サービス改革を推進することは、国及び地方公共団体を通じた我が国全
体にとって喫緊かつ重要な課題の一つである。そのため、国又は地方公共団体が行ってい
る公共サービスについて、競争を導入することにより、当該公共サービスの実施主体の切
磋琢磨、創意工夫を促すとともに、事務又は事業の内容及び性質に応じた必要な措置を講
ずることが重要である。
以上の認識の下、
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」
（平成 18 年法
律第 51 号。以下「法」という。
）に基づく取組については、国民の視点に立って、公共サ
ービスの全般について不断の見直しを行い、その実施に関して、透明かつ公正な競争の下
で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低
廉な公共サービスを実現することを目指すものとする。
第２章 政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
第１節 基本的な考え方

U

政府は、法の趣旨（第１条）及び基本理念（第３条）にのっとり、以下に掲げる基本的
な考え方の下に、競争の導入による公共サービスの改革（以下「公共サービスの改革」と
いう。
）に取り組むものとする。
１ 公共サービスに関する不断の見直し
公共サービスについては、国民の視点に立って、その要否や実施方法等に関し、不断の
見直しを行う必要がある。このため、
「公共サービス改革基本方針」
（以下「基本方針」と
いう。
）は、少なくとも毎年度一度は見直す。
基本方針の見直しにおいては、聖域を設けず、予断を排して、個々の公共サービスに関
し、事務又は事業の内容及び性質に応じた以下の措置を講ずる。
① 法第３条第２項の規定を踏まえて、官の責任と負担の下に引き続き実施する必
要がないと判断された場合には、
当該公共サービスを廃止する等の措置を講ずる。
② 必要性があるとしても、官自らが実施することが必要不可欠であるかについて
検討を行った上で、民間に委ねることができると判断された業務については、官
民競争入札又は民間競争入札（以下「法に基づく入札」という。
）を実施する等の
必要な措置を講ずる。
③ 既に民間委託が行われている業務であっても、法に基づく入札又は廃止等の対
象から除外されるものではなく、その実施の過程について透明かつ公正な競争の
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導入等により、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減が見込まれる場合に
は、法に基づく入札を実施する等の必要な措置を講ずる。
国の行政機関等は、基本方針の見直しに係る検討に当たっては、民間事業者の創意と工
夫を活かす観点から、提出される民間事業者の意見又は国民の意思等を十分踏まえ、官民
競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。
）による審議に真摯に対応するととも
に、検討のプロセス及び結果について国民に対する説明責任を十分に果たすものとする。
また、法第７条第８項の規定により、法に基づく入札の対象となった個々の公共サービ
ス（以下「対象公共サービス」という。
）については、その実施期間の終了にあわせて、当
該対象公共サービスを継続させる必要性その他その業務の全般にわたる評価（以下「事業
の評価」という。
）を行った上で、当該対象公共サービスの事後の実施の在り方等を見直す
こととしており、公共サービスに関する不断の見直しを進める観点から、事業の評価につ
いても的確に実施する。
２ 公共サービスの質の維持向上及び経費の削減に向けた取組
法第１条の規定においては、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一
体の業務を選定して法に基づく入札に付することにより、対象公共サービスの質の維持向
上及び経費の削減を図ることが求められている。
このため、対象公共サービスを選定するに当たっては、まず、本章第１節１に記載した
公共サービスの不断の見直しの過程において、事務又は事業を官自らが実施することが必
要不可欠であるか否かを検討する。その上で、民間事業者に委ねることができると判断さ
れた業務のみならず、既に民間委託が行われている業務であっても、透明かつ公正な競争
の導入による事業の改善が必要と判断された場合には、法に基づく入札を実施することに
ついて積極的に検討する。
また、対象公共サービスごとに策定される官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施
要項（以下「実施要項」という。
）においては、民間事業者の創意と工夫を業務に反映する
観点から、民間事業者からの業務に対する改善提案を積極的に受け入れるほか、当該対象
公共サービスの従来の実施における達成水準の程度やそれに要した経費について可能な限
り明らかにする必要がある。
さらに、当該対象公共サービスの事業の目標や確保されるべき質としての達成目標を明
確にし、事業の評価の際に、事後的な達成水準との比較や費用対効果の検証が可能となる
よう十分に留意した上で、実施要項等の内容を検討する必要がある。その際、契約に定め
られた達成目標を著しく下回った民間事業者に対しては、入札参加資格等に反映させるこ
とで、安値落札の弊害を抑止する。
３ 公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するための措置
国の行政機関等は、法に基づく入札の結果、民間事業者に実施が委託された対象公共サ
ービスに関しても最終的にその適正かつ確実な実施に責任を負うことを認識し、法第４条
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第１項の規定も踏まえ、民間事業者が対象公共サービスを適正かつ確実に実施するよう、
法及び当該民間事業者との契約に基づき、監督等必要な措置を講ずる。
他方、対象公共サービスの実施を委託された民間事業者は、法第６条の規定を踏まえ、
当該対象公共サービスの公共性を認識の上、国民の信頼が確保されるよう、法令を遵守す
ることはもとより、その実施に関して責任を持って取り組むことが求められる。
４ 地方公共団体が実施する法に基づく入札に関する国の行政機関の役割
地方公共団体の公共サービスに関して、法に基づく入札を実施するか否かの判断は当該
地方公共団体に委ねられているところである。
一方、国の行政機関は、法第４条第２項の規定を踏まえ、自発的に法に基づく入札を実
施しようとする地方公共団体、地方住宅供給公社法（昭和 40 年法律第 124 号）に基づく地
方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）に基づく地方道路公社、公有
地の拡大の推進に関する法律（昭和 47 年法律第 66 号）に基づく土地開発公社及び地方独
立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）に基づく地方独立行政法人が円滑に公共サービス
の改革に取り組むことができるよう、その取組を阻害している法令の見直しを図るなど環
境整備を積極的に進める。
第２節 公共サービスの改革に関し政府が講ずべき措置

U

１ 対象公共サービスの選定
（１）意見の募集及びそのための情報の公表
公共サービスの改革を進めるためには、民間事業者の創意と工夫の発揮効果が高いと見
込まれる業務について、重点的に法に基づく入札又は廃止等の対象とするとともに、国民
の視点に立って、可能な限り幅広い分野から対象公共サービスを選定していくことが重要
である。このため、法第７条第３項から第５項までの規定を踏まえ、民間事業者が、創意
と工夫に基づいて、より良い公共サービスの担い手となると考えられる業務について、民
間事業者又は地方公共団体等から意見及びそれに必要な情報公表の要請を受け付けること
としている。
また、情報の公表に当たっては、当該業務についての理解を深め、より良い民間事業者
からの意見に結び付けるとの観点から、当該業務を所管する国の行政機関等は、当該業務
に係る具体的な業務内容や目的、実施体制、実施方法及び従来の実施における目的の達成
の程度を把握するために参考となる情報等を積極的に公表する必要がある。
なお、公共サービスに関する意見及びそれに必要な情報公表の要請は、
「行政処分」に
係る業務又は既に民間事業者等に委託されている業務を含め、広く国の行政機関等が実施
する業務等を対象とするものである。
このほか、提出された意見の取扱いに対する総務省及び関係行政機関等の検討状況並び
に情報公表の要請があった情報については、原則として総務省のホームページにおいて公
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表するものとする。
（２）対象公共サービスの選定の基本的な考え方
限られた財源の中で国民に対しより質の高いサービスを提供していく観点から、国の行
政機関等が実施する業務について、本章第１節１①から③の考え方に基づき、事務又は事
業の内容及び性質に応じて対象公共サービスの選定を行うこととする。
具体的には、以下の①から⑤を踏まえ、個別具体的に業務の特性に配慮し、選定する。
① 事務又は事業の内容及び性質に照らして、必ずしも国の行政機関等が自ら実施
する必要がない業務であるか否か。
② 公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る上で、実施主体の創意と工
夫を適切に反映させる必要性が高い業務であるか否か。
③ 会計法令（会計規程等を含む。
）に基づき従来から実施されてきた入札手続に比
し、より厳格な透明性及び公正性を担保する入札手続（具体的には、実施要項に
おける情報開示、実施要項の策定に当たっての監理委員会の審議等）により、透
明かつ公正な競争を実施することが必要な業務であるか否か。
④ 民間事業者が当該業務を実施する場合、当該業務の公共性に鑑み、従来から民
間委託の対象とされてきた業務に比し、より厳格な監督等（法第 26 条の規定に基
づく報告の徴収等及び法第 27 条の規定に基づく国の行政機関等の長等の指示等）
を行うことが必要であるか否か。
⑤ 国の行政機関等が入札に参加する意向を有しているか否か。
民間委託により業務を実施する際には、国の行政機関等の長等は、当該業務の内容に応
じて、上記の①から④を踏まえ、民間競争入札の活用について検討する。
また、
「行政処分」に係る業務は、法に基づく入札又は廃止等の対象から除外されるも
のではない。ただし、当該業務を民間事業者に実施させる場合には、法律の特例が必要と
される業務として法第７条第２項第３号及び第４号に規定する政府が講ずべき措置に関す
る計画の中で決定した上で、法第５章第２節に規定する「特定公共サービス」として位置
付けるため、法の一部改正を行うことが必要となる。
なお、民間委託が可能と考えられる公共サービス又は対象公共サービスについて、業務
改善、効率性・効果性向上の観点から、業務フローとコストの分析の実施を監理委員会か
ら求められた場合、国の行政機関等は、法第４条第１項の規定の趣旨を踏まえ、この求め
に応じなければならない。
（３）本年度の事業選定の方針
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本年度の事業選定に当たっての方針は以下のとおりとする。
①

法に基づく入札を実施し、契約の複数年化や法第 25 条に規定する秘密保持義
務等の効果により、質の維持向上及び経費の削減が見込まれる公共サービス

② 事業者の選定において透明性、公正性又は競争性に問題のある公共サービス
③ 国の行政機関等の関与（国の行政機関等による指定、国の行政機関等による補
助等）を通じて特定の法人が継続して実施している公共サービスのうち、民間競
争入札の対象とし、競争を導入することにより改善が見込まれるもの
④ 官民競争入札の対象については、事務又は事業の内容及び性質に照らして必ず
しも国の行政機関等が自ら実施する必要がない公共サービスのうち、業務フロー
とコストの分析の結果、改善が見込まれる業務であり、複数年度の調整により予
算や人事等について解決策が見込まれるもの
⑤ これまでに選定した対象公共サービスのうち、法に基づく入札を実施し、民間
事業者の創意と工夫を反映することにより、質の維持向上及び経費の削減が図ら
れた分野についての範囲拡大
⑥ 関係組織や行政事業レビュー等において問題等を指摘された公共サービス
２ 法に基づく入札の実施等
（１）実施要項の作成
法に基づく入札を実施するに当たっては、法第９条及び第 14 条の規定により、対象公
共サービスの内容等に応じた実施要項を定めることが必要である。
実施要項は、対象公共サービスの詳細な内容及び確保されるべき質など、対象公共サー
ビスを担うこととなった者が遵守すべき重要事項等を定めるものであるとともに、民間事
業者等による良質な提案を促すために、事前に公表する入札に関する募集情報を網羅的に
記載するものである。この内容は、対象公共サービスを国民のためにどのように提供する
ことが適切かという、いわば対象公共サービスの在り方を示すものである。
特に、対象公共サービスの事業の目的を明らかにし、また確保されるべき質を適切かつ
明確に定めることは、民間事業者の創意と工夫を活かして対象公共サービスの質の維持向
上及び経費の削減を実現し、その適正かつ確実な実施を確保するために重要である。
また、国の行政機関等の長等は、監理委員会が別に定めている「官民競争入札及び民間
競争入札の実施要項に関する指針」
、
「実施要項における従来の実施状況に関する情報開示
に関する指針」等に基づいて、実施要項を定める必要がある。
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なお、国の行政機関等は、実施要項を定めるに当たっては、より適切な実施要項とする
ため、必要に応じて、以下に示すような様々な取組を行う。
① 実施要項の案を公表して、幅広く意見を聴取し、十分に考慮すること。
② 基本方針の策定段階で聴取した民間事業者等からの意見を十分に考慮すること。
③ 外部専門家の活用を検討すること。
（２）その他入札の実施に当たっての留意事項
国の行政機関等の長等は、法に基づく入札を実施するに当たっては、可能な限り多様か
つ多数の入札参加者の間で公正な競争が確保されるよう責任を持って対応するとともに、
以下に留意して適切に入札を実施する。
① 入札参加資格の有無の確認
国の行政機関等の長等は、法第９条第２項第３号及び同条第３項並びに第 14
条第２項第３号及び同条第３項の規定に基づき実施要項で定められる入札参加資
格並びに法第 10 条及び同条を準用する第 15 条に規定する欠格事由の有無を適切
な方法によって確認するものとする。
② 落札者等を決定したときに公表すべき事項
落札者等を決定したときは、法第 13 条第３項及び同項を準用する第 15 条の規
定に基づき、必要な事項を公表することとなる。落札者等の決定の理由の公表に
当たっては、入札参加者の数、入札価格及び総合評価の評価結果等についても、
可能な限り詳細な情報を公表し、入札の過程の透明性を確保するよう努める。
③ 初回の入札で落札者が決定しなかったときの取扱い
初回の入札で落札者が決定しなかった場合には、原則として、入札条件等を見
直し、再度公告して入札に付することとする。国の行政機関等が自ら対象公共サ
ービスを実施すること等の対応は、やむを得ない場合に限定し、その理由を公表
するとともに、監理委員会に報告するものとする。
３ 対象公共サービスの実施等
法に基づく入札の結果、質及び価格の観点から総合的に最も優れた提案を行った者が対
象公共サービスの実施を担うこととなるが、この場合、当該提案に基づいて実際に対象公
共サービスの質の維持向上を図ることが必要である。
（１）民間事業者が落札者となった場合における対象公共サービスの実施等
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国の行政機関等と民間事業者は、十分な時間をかけ、実施要項及び提案書の内容を契約
に適切に反映させた上で、契約を締結する。
国の行政機関等は、対象公共サービスを開始する前に、当該民間事業者との間において、
十分な時間的余裕を持って業務の引継ぎ等の準備行為を実施するものとする。
（２）国の行政機関等が自ら実施する場合における対象公共サービスの実施等
官民競争入札の結果、国の行政機関等が自ら対象公共サービスを実施する場合、当該入
札の際の自らの提案
（法第 11 条第１項第１号に規定する対象公共サービスの具体的な実施
体制及び実施方法及び同条第２項に規定する対象公共サービスの実施に要する経費の金
額）に基づき、自ら対象公共サービスを適正かつ確実に実施する。
なお、国の行政機関等が自らの提案に従って対象公共サービスを実施できないことが明
らかになった場合等は、民間事業者による対象公共サービスの実施の場合に準じて、新た
な民間競争入札を実施する等の必要な措置を講ずる。
（３）再委託の禁止等
民間事業者が落札者となった場合、対象公共サービスの実施に当たり、その全部を一括
して再委託することは、競争の結果、質及び価格の観点から総合的に最も優れた提案を行
った者に公共サービスの実施を担わせることとしている法全体の趣旨及び目的に照らして
認められない。
なお、民間事業者が対象公共サービスの質の維持向上等のために、その一部について再
委託を行う場合に、国の行政機関等が講ずべき措置として実施要項に定める内容は、
「官民
競争入札及び民間競争入札の実施要項に関する指針」において監理委員会が定めるものと
する。
第３節 地方公共団体が実施する法に基づく入札

U

法は、地方公共団体に対し、法に基づく入札の実施を義務付けてはいない。
地方公共団体においては、法第５条の規定を踏まえ、住民の立場に立って、法の基本理
念にのっとり、当該特定公共サービスに関し見直しを行い、公共サービスの質の維持向上
と経費の削減を図る観点から適切な場合には、法に基づく入札を実施することが期待され
る。
そのため、総務省においては、地方公共団体の自主的・主体的な取組に資するよう、地
方公共団体における法に基づく入札の実施状況に関し、法第８条の規定に基づく実施方針
の策定状況及び先駆的な取組等についての情報をインターネットの活用等により広く公表
する。
なお、法令の特例を講ずる必要のない業務について、地方公共団体は、法の定める手続
によらず、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に基づき自ら所要の規則等を定めること
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により、法の定める手続と同等の入札手続を実施することができる。
その場合、法の定める手続等を参考にしつつ、地域の実情に応じ、公共サービスの改革
の趣旨を踏まえた対応が望まれる。
第４節 監理委員会

U

監理委員会は、公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公
正性を確保するために総務省に設置されており、法の基本理念を具体化するための重要な
役割を担う組織である。
そのため、国民の視点及び公正中立な視点に立って審議を進め、その結果を適切に開示
するとともに、その活動内容についてホームページ等により広く公表するものとする。ま
た、審議の過程においては、国の行政機関等と議論することや民間事業者又は地方公共団
体等から意見を聴く機会を持つこと等により、公共サービスの改革に向けて幅広く検討す
ること等を通じ、積極的・能動的な審議を行うものとする。
他方で、対象公共サービスの増加に伴い、監理委員会における審議等の効率化を図る必
要性が高まっている状況を踏まえ、
「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関す
る指針」
（平成 26 年３月 19 日付け官民競争入札等監理委員会決定）が定められたところで
あり、当該指針の適切な運用により、監理委員会の審議等の効率化に努める必要がある。
第５節 対象公共サービスの実施期間終了後の実施の在り方に関する評価

U

１ 評価の位置付け
公共サービスの改革を不断に進めるためには、これまでの対象公共サービスの実施状況
を十分に検証した上で、実施期間の終了後の対象公共サービスの実施の在り方について見
直すことが重要である。
そのため、総務大臣は、法第７条第８項の規定に基づき、対象公共サービスの確保され
るべき質の達成状況及び経費の削減効果等の当該対象公共サービスの実施状況を踏まえ、
事業の評価を行い、その結果を公表するとともに、実施期間終了後の対象公共サービスの
実施の在り方を見直し、必要に応じて、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して基本
方針を変更する。
２ 評価の手続
法第７条第８項に規定する総務大臣による事業の評価は、対象公共サービスの実施期間
終了にあわせて行うこととされている。
この評価は、
事業の評価結果を基本方針に反映し、
また、対象公共サービスの実施期間終了時に当該対象公共サービスの継続又は廃止等の次
の段階に速やかに移行することができる適切な時期から開始されなければならない。
すなわち、総務大臣は、事業の評価の開始の時期に関して、対象公共サービスが実施期
間終了後も継続して実施される場合には、当該事業の評価の結果を実施要項等に適切に反
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映させることが十分可能な時期に設定されるよう配慮する必要がある。
具体的には、以下の手続により実施することを原則とする。
① 対象公共サービスを所管する国の行政機関等の長等は、次の３に掲げる事項に
関する情報を収集するための調査を行うとともに、当該情報を総務大臣及び監理
委員会へ提出する。
② ①により提出された情報を踏まえ、総務大臣は、事業の評価案を作成し、対象
公共サービスを所管する国の行政機関等の長等と協議する。
③ 総務大臣は、事業の評価案について監理委員会の議を経た上で、事業の評価を
確定する。
④ 総務大臣は、確定した事業の評価を踏まえ、基本方針を見直し、必要に応じ、
あらかじめ国の行政機関等の長等と協議の上、変更する。
⑤ 対象公共サービスを所管する国の行政機関等の長等は、確定した事業の評価を
踏まえ、次期事業の実施要項（案）に反映させる。
３ 評価の観点
実施期間終了後の対象公共サービスの実施の在り方に関する総務大臣の事業の評価は、
以下の事項等について、効率性、有効性、妥当性、必要性等の観点から行うこととし、そ
の際、
社会経済情勢の変化等、
対象公共サービスをめぐる環境の変化等も適切に勘案する。
① 対象公共サービスの確保されるべき質に係る目標について達成しているか、実
施体制及び実施方法について改善すべきところはないか、また、民間事業者の創
意と工夫が発揮され、質の維持向上の点で具体的な効果を上げているか。
② 従来の実施に要した経費と契約金額とを比較した場合又は従来の実施に要した
経費と支払金額とを比較した場合、経費の削減の点で効果を上げているか。
③ 民間事業者が実施している場合の対象公共サービスの実施状況と、国の行政機
関等又は民間事業者が実施する同様の業務の実施状況との比較等により、質の維
持向上や経費の削減の点で効果を上げているか。
④ 発注者側のモニタリング及び監督状況は適切であったか、また、受託事業者と
の連携は取れていたか。
⑤ 目標の達成状況を踏まえ、必要な場合、業務見直し等の対応策が講じられてい
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たか。
⑥ 市場化テスト終了プロセス及び新プロセスへの移行に当たっては、
「市場化テス
ト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」で示した移行基準に合致して
いるか。
⑦ 上記①から⑥の対象公共サービスの実施状況の評価及びその要因分析を踏まえ、
当該対象公共サービスを継続させる必要性の有無や、今後の対象公共サービスの
質の維持向上及び経費の削減を図るために必要と考えられる対応策（例えば、確
保されるべき対象公共サービスの質として設定される達成目標の内容、対象公共
サービスの実施地域・地点、対象公共サービスの範囲、落札者等を決定するため
の評価基準の見直し等）を整理した上で、方向性を示す。
第６節 公務員の処遇

U

法に基づく入札の結果、民間事業者が落札した場合の国家公務員の処遇については、配
置転換と新規採用の抑制により対応することを基本とする。
また、法第 31 条第１項の規定による再任用職員となることを希望する者に対しては、
任命権者は、その者の退職前の職員としての勤務経験と落札事業者における勤務経験とを
勘案し、本人の希望について十分配慮する。
第７節 制度の活用に向けた取組

U

総務省は、公共サービスの改革に関する優良事例等の蓄積・整理や改革の進捗状況等の
情報の公表を行うとともに、地方公共団体及び民間事業者等の要望に対する必要な助言・
支援等を行い、公共サービスの改革の一層の推進に努める。
あわせて、地方公共団体及び民間事業者等に対して、法の基本理念や制度の具体的な仕
組み等について広報・啓発及び情報提供を行うとともに、関連制度の動向等を含めた調査
研究を行う。
第３章 法第７条第２項第３号から第８号までに掲げる事項
法第７条第２項第３号から第８号までに掲げる事項については、前章までに記載したも
ののほか、別表のとおり定める。
政府は、別表に盛り込まれた計画及び措置を計画的かつ着実に実施し、その進捗状況等
については、監理委員会が把握し、必要に応じ適切に関与する。
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ᕝ࣭ࢲ࣒ࠊ㒔

 㐨㊰ࠊἙ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

‴ࠊ✵

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἈ⦖⥲ྜົᒁࡢⓎὀ⿵ຓᴗົ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼
ۑἈ⦖⥲ྜົᒁࡢⓎὀ⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢົᡤ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑἈ⦖⥲ྜົᒁࡢ⏝ᆅ⿵ൾ⥲ྜᢏ⾡ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⾡ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἈ⦖⥲ྜົᒁࡢ⏝ᆅ⿵ൾ⥲ྜᢏ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ὀ⪅ᨭᴗົ

࠾ࡅࡿⓎ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἈ⦖⥲ྜົᒁࡢᕤ≧ἣ☜ㄆ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἈ⦖⥲ྜົᒁࡢ┘╩⿵ຓᴗົ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑἈ⦖⥲ྜົᒁࡢᕤ≧ἣ☜ㄆ⿵ຓᴗົ࣭ရ㉁┘ど⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⿵ຓᴗົ࣭ရ㉁┘ど⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

ۑἈ⦖⥲ྜົᒁࡢ㐨㊰チㄆྍᑂᰝ࣭㐺ṇᣦᑟᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍ

ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᰝ࣭㐺ṇᣦᑟᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἈ⦖⥲ྜົᒁࡢ㐨㊰チㄆྍᑂ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ



㡯ྡ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑἈ⦖⥲ྜົᒁࡢࢲ࣒⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ
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‴ࠊ✵

⌮ᴗົ

࣒㸧ࡢ㐠⏝⟶

㸦ඹ㏻ࢩࢫࢸ

ෆ㛶ᗓ /$1

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᐑෆᗇࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ
࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮
ᨭᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

㡯ྡ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸱᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿෆ㛶ᗓ /$1㸦ඹ㏻ࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢ㐠

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

  ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ  ᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ຊࡢ≧ἣ➼㛵ࡍࡿㄪᰝࡢᐇ

 ࢪཎᏊຊ༠ຊࣇ࢛࣮࣒ࣛཧຍ  ᅜࡢཎᏊຊᨻ⟇ࡢ᭱᪂ືྥࡸ㛵ᚰࠊ◊✲༠

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᰝᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࢪᆅᇦཎᏊຊ༠ຊ㛵ࡍࡿㄪ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑἈ⦖⥲ྜົᒁࡢᢏ⾡ᑂᰝ⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἈ⦖⥲ྜົᒁࡢᢏ⾡ᑂᰝ⿵ຓᴗ

 Ἀ⦖⥲ྜົᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼



ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸲᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㐠⏝⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᐑෆᗇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ

⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

㸰㸬ᐑෆᗇ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑἈ⦖⥲ྜົᒁࡢ┘╩⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ

㸦㸰㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



ᴗົ

㛵ࡍࡿㄪᰝ

ᇦཎᏊຊ༠ຊ

࢘ ࢪᆅ

㸦⥆ࡁ㸧

ὀ⪅ᨭᴗົ

࠾ࡅࡿⓎ



㡯ྡ

14

ົ୍ᘧ

࣒㐠⏝ᨭᴗ

 /$1 ࢩࢫࢸ

බṇྲྀᘬጤဨ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⏝ᨭᴗົ୍ᘧࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿබṇྲྀᘬጤဨ /$1 ࢩࢫࢸ࣒㐠

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ㆙ᐹᗇ

 ࠕ㆙ᐹᏛᰯࠖ㸦ᮾி㒔㸧

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ
Ᏺᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ  ᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᰝάືࢆᨭࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົ

 ≢⨥⤫ィ➼ࡢሗࢆ㎿㏿ࡘ㧗ᗘศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᢳฟᩚ⌮ࡋ࡚ᥦ౪ࡋࠊ➨୍⥺ࡢᤚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㆙ᐹ⥲ྜᤚᰝሗࢩࢫࢸ࣒ᴗົࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධ

࣒㛤Ⓨཬࡧಖ

ᴗົࣉࣟࢢࣛ

ሗࢩࢫࢸ࣒

㆙ᐹ⥲ྜᤚᰝ

 ㆙ᐹᗇࡢ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㆙ᐹᗇࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕ㆙ᐹᏛᰯࠖ

㸦㸱㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



ົ

⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗ

㆙ᐹᏛᰯࡢ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ୖグᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊẸ㛫➇தධᮐࡢ᭦࡞ࡿᐇࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧タ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົཬࡧ◊ಟ㛵㐃ᴗົ



࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᣢ⟶⌮ᴗົ

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸷ᖺ㸲᭶㛫

᪂ᩚഛཬࡧ⥔

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ཬࡧ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᗈᇦ㏻⟶ไࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ᩚഛ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦

ᗈᇦ㏻⟶ไ

㡯ྡ

㸦㸯㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



㸲㸬㆙ᐹᗇ

㸱㸬බṇྲྀᘬጤဨ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࡿົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸷᭶㛫

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⾜ᨻሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ᴗົࣉࣟࢢ

ᴗົ

ᴗົ

㛤ⓎཬࡧಖᏲ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛϩ

ࢩࢫࢸ࣒ᴗົ

⾜ᨻሗ⟶⌮

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㆙ᐹ⾜ᨻࢆᨭࡍࡿࢩࢫࢸ࣒⏝࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົ

 ྛ✀⾜ᨻሗࢆ✚࣭⟶⌮ࡋࠊ⾜ᨻሗ㛵ࡍࡿ↷ࡸྛ✀⤫ィ⾲ࡢసᡂ࡞ᵝࠎ࡞

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࣒ࣛϩࡢ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ᰝศᯒ➼ಀ

㆙ᐹ⾜ᨻࢆᨭࡍࡿࢩࢫࢸ࣒⏝࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົ

㛤ⓎཬࡧಖᏲ

࢚ ㆙ᐹᗇࡢ

㆟㈨ᩱ➼ࡢㄪ

 ྛ✀⾜ᨻሗࢆ✚࣭⟶⌮ࡋࠊ⾜ᨻሗ㛵ࡍࡿ↷ࡸྛ✀⤫ィ⾲ࡢసᡂ࡞ᵝࠎ࡞

ᴗົ

࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮

࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ

㔠⼥ᗇࢿࢵࢺ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㔠⼥ᗇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸰᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㔠⼥ᗇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸵᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㏿ࡘⓗ☜ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ㆟ㄽෆᐜ➼ࡢㄪᰝศᯒ➼ࢆ⾜࠺ົ

 ᅜ㝿ィᇶ‽ᑂ㆟࠾ࡅࡿᅜ㝿ィᇶ‽ࡢ⟇ᐃ࣭ᨵゞ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㆟ㄽࡢືྥࢆ㎿

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ウ㆟㈨ᩱ➼ࡢㄪᰝศᯒ➼ಀࡿົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿ィᇶ‽ᑂ㆟ࡢ㆟ㄽෆᐜࠊ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸵᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ពぢⓎಙ➼ࢆ⾜࠺ົ

ィᇶ‽㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡘᅜෆ㛵ಀ⪅ࡢពぢࢆ⫈ྲྀࡋࠊᡃࡀᅜࡋ࡚ࡢ⪃࠼᪉➼ࡢ

 ᅜ㝿ィᇶ‽ᑂ㆟➼ࡢᅜ㝿㆟ཧຍࡋࠊ㆟ㄽࡢືྥࢆᢕᥱࡍࡿࡶࠊᅜ㝿

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡍࡿពぢⓎಙ➼ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿ィᇶ‽ᑂ㆟➼ࡢ㆟ㄽ㛵

㸦㸰㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



㆟ㄽෆᐜࠊウ

ᇶ‽ᑂ㆟ࡢ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ
 ᅜ㝿ィ

ಀࡿົ

ࡿពぢⓎಙ➼

ࡢ㆟ㄽ㛵ࡍ

ᇶ‽ᑂ㆟➼

 ᅜ㝿ィ

㡯ྡ

㸦㸯㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

㸳㸬㔠⼥ᗇ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛϨ

࣒ࣛϨࡢ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⾜ᨻሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ᴗົࣉࣟࢢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢢ࣒ࣛ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົ

 ἲධᅜ⪅ࡢୖ㝣㜼Ṇ➼Ỉ㝿࠾ࡅࡿྲྀ⥾ࡾࡢᚭᗏࢆᅗࡿᴗົࢆ㐠⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ே㆑ูሗㄆドᴗົ⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ⓎཬࡧಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ๓᪑ᐈሗ↷ྜᴗົࠊእᅜேಶ

ࢩࢫࢸ࣒ᴗົ

⾜ᨻሗ⟶⌮

࢘ ㆙ᐹᗇࡢ

ᴗົ

㛤ⓎཬࡧಖᏲ

⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ሗㄆドᴗົ

ᅜேಶே㆑ู

↷ྜᴗົࠊእ

๓᪑ᐈሗ

 ㆙ᐹᗇࡢ

㡯ྡ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

 ࠕᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ᮾிົᡤࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

➼ࡢసᡂ࣭᭦᪂ࠊ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐠⏝ᡭ㡰᭩ࡢᨵᐃ➼㸧

ᴗົ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸳᭶㛫

ղ ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ⟶⌮ᴗົ㸦ྛ✀ၥྜࡏ➼ࡢྲྀࡾࡲࡵࠊ᭶ḟሗ࿌ࠊ࣐ࢽࣗࣝࡸ )$4

1(7㸧㐠⏝ᨭ

ಀࡿᴗົࡢ࠺ࡕࠊ◊ಟ⏬ಀࡿࡶࡢࢆ㝖࠸ࡓᴗົ

 㸦⊂㸧ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇࡍࡿࠕᅜᾘ㈝⪅ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖཬࡧࠕᴗ⫋ဨ◊ಟࠖ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㸦⊂㸧ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇࡍࡿᴗ࣭ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢᩍ⫱࣭◊ಟᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ձ ၥྜࡏᑐᛂᴗົ㸦3,21(7 ⏝⪅ࡽࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝᪉ἲࡸྛ✀ၥྜࡏᑐᛂ㸧

ࢸ࣒㸦3,2

◊ಟᴗ

ྥࡅࡢᩍ⫱࣭

ᴗ࣭ᾘ㈝⪅

ࠕᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮┦ᶍཎົᡤࠖ㸦⚄ዉᕝ┴㸧ࡍࡿࠋ

 ᅜᾘ㈝⪅ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣẸ㛫㆟タ㸦ᮾி㒔㸧ࠊᴗ⫋ဨ◊ಟࡘ࠸࡚ࡣ

࣮ࡢᐇࡍࡿ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

Ẹ⏕άࢭࣥࢱ

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸯᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠸࡚ࡣሙࡢ㑅ᐃ࣭☜ಖࡘ࠸࡚ࡶᴗົྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ㸧

ಀࡿᴗົࡢ࠺ࡕࠊ◊ಟ⏬ಀࡿࡶࡢࢆ㝖࠸ࡓᴗົ㸦ࠕᅜᾘ㈝⪅ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡘ

 㸦⊂㸧ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇࡍࡿࠕᅜᾘ㈝⪅ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖཬࡧࠕᴗ⫋ဨ◊ಟࠖ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿࠋ

ࡿᴗ࣭ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢᩍ⫱࣭◊ಟᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇࡍ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 㸦⊂㸧ᅜ

㡯ྡ

㸦㸰㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㸦3,21(7㸧ࡢ㐠⏝ಀࡿ௨ୗࡢᴗົ

 ⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ㸸ᅜᾘ㈝⏕άሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒

ࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⏕άሗࢿࢵ

ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ᾘ㈝⏕άሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㸦3,21(7㸧㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢᅜ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸱᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᾘ㈝⪅ᗇࡢࢿࢵࢺ࣡㸫ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍ

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࣒ࡢ㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᾘ㈝⪅ᗇࡢࢿࢵࢺ࣡㸫ࢡࢩࢫࢸ

࣮ࡢᅜᾘ㈝

Ẹ⏕άࢭࣥࢱ

 㸦⊂㸧ᅜ

㐠⏝ᨭᴗົ

ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ࡢࢿࢵࢺ࣡㸫

 ᾘ㈝⪅ᗇ

㡯ྡ

㸦㸯㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

㸴㸬ᾘ㈝⪅ᗇ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

➼ᴗົ

࣮タࡢ㐠Ⴀ

 ࠕᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮┦ᶍཎົᡤࠖ㸦⚄ዉᕝ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡢ㐠Ⴀᴗົ

 ᘓ≀⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࠊ◊ಟ࣭ᐟἩ⪅ࡢᑐᛂཬࡧタ㈚ฟᴗົࠊ㣗ᇽཬࡧ⮬ື㈍ᶵ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ  ᭶㛫

ۑ㸦⊂㸧ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮┦ᶍཎົᡤࡢ⏬࣭⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධ

Ẹ⏕άࢭࣥࢱ

㉁ࠊࢲ࢜࢟ࢩࣥ㢮ཬࡧ㔜㔠ᒓ㢮➼ࡢᏛศᯒࡢᐇࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢゎᯒཬࡧྲྀࡾࡲࡵ
࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ಀࡿᾏὒ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢㄪᰝ࠾ࡅࡿヨᩱ᥇ྲྀࡢᐇࠊᨺᑕᛶ≀

ࢢㄪᰝᴗົ

 ࠕᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮┦ᶍཎົᡤࠖ㸦⚄ዉᕝ┴㸧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ቃࣔࢽࢱࣜࣥ

ࢽࢱࣜࣥࢢㄪᰝᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᮾ᪥ᮏ㟈⅏ಀࡿᾏὒ⎔ቃࣔ



ಀࡿᾏὒ⎔

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏

㡯ྡ

බ≀⟶⌮➼ᴗົ

㸵㸬⯆ᗇ

 㸦⊂㸧ᅜ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡢ㐠Ⴀᴗົ

 ᘓ≀⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࠊ◊ಟ࣭ᐟἩ⪅ࡢᑐᛂཬࡧタ㈚ฟᴗົࠊ㣗ᇽཬࡧ⮬ື㈍ᶵ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ົᡤࡢ⏬࣭⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮┦ᶍཎ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

㡯ྡ
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⏘ᴗືྥㄪᰝ

 ࢧ࣮ࣅࢫ

⤫ィㄪᰝ

ࡢ࡚ࡢᇶᖿ

ࡃ⥲ົ┬ᡤ⟶

◊✲ㄪᰝࢆ㝖

 ⛉Ꮫᢏ⾡

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸶᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࢆ┠㏵ⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࣮ࢱධຊಀࡿᴗົ

 ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㏦࣭ᅇ࣭ཷࠊ╩ಁࠊ↷ᑐᛂࠊಶ⚊ᑂᰝࠊࢹ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

⏘ࢫࣅ࣮ࢧۑᴗືྥㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸶᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࣮ࢱධຊಀࡿᴗົ

 ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㏦࣭ᅇ࣭ཷࠊ╩ಁࠊ↷ᑐᛂࠊಶ⚊ᑂᰝࠊࢹ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗືྥㄪᰝࡘ࠸

ࡌࡿࠋ

࠸ࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿẸ㛫㛤ᨺࡢ╔ᐇ࡞ᐇࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮ

☜ಖࡋࡘࡘẸ㛫㛤ᨺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁ┘⌮ጤဨ㐃ᦠࡋ᳨࡚ウࢆ⾜

ᩚഛ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶㛶㆟Ỵᐃ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⤫ィࡢಙ㢗ᛶࢆ

⛉ۑᏛᢏ⾡◊✲ㄪᰝࢆ㝖ࡃ⥲ົ┬ᡤ⟶ࡢ࡚ࡢᇶᖿ⤫ィㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊࠕබⓗ⤫ィࡢ

㸦㸯㸧⤫ィㄪᰝ㛵㐃ᴗົ

㸶㸬⥲ົ┬

ࡢㄳ㈇

ࡢ㐠⏝࣭ಖᏲ

ᨻᗓㄆドᇶ┙

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᛂ㸧➼

յ ࢩࢫࢸ࣒㞀ᐖᑐᛂ㸦ࣁ࣮ࢻ࢙࢘㞀ᐖࡸࢯࣇࢺ࢙࢘ලྜࡢ  㛫  ᪥ᑐ

ࣂ࣮ࢪࣙࣥࢵࣉక࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡢ✌ാ☜ㄆཬࡧಟṇ㸧

մ ⏝⪅⎔ቃࡢ⥔ᣢ㸦ྛᗓ┬ࡢࣃࢯࢥࣥࡢ࢜ࣥࣛࣥ㛵㐃ࢯࣇࢺ࢙࢘㸦-$9$㸧➼ࡢ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ␒ࢩࢫࢸ࣒㐺⏝㸧

ճ ࢩࢫࢸ࣒⬤ᙅᛶᑐᛂ㸦ẖ᪥ࠊᥦ౪ࡉࢀࡿ⬤ᙅᛶሗࢆㄪᰝࡋࠊࢸࢫࢺ⎔ቃ࡛ࡢ᳨ド

ղ ᗓ┬ࡢ⮧ࠊᒁ㛗➼ࡢ㟁Ꮚබ༳ 㟁Ꮚド᫂᭩㸧ࡢⓎ⾜

ࡢタ㸦࣐ࢫࢱࢭࣥࢱࠊࣂࢵࢡࢵࣉࢭࣥࢱ㸧࣭タഛཬࡧࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮ࡸ✌ാ┘ど

ձ 㧗ᗘ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ 㛫  ᪥ṇᖖ✌ാࡉࡏࡿࡓࡵࡢㄆドᒁ

ᒁ㸧ࡢ㐠⏝ཬࡧಖᏲಀࡿ௨ୗࡢᴗົ

 ᨻᗓㄆドᇶ┙㸦*3.,㸧ࢆᵓᡂࡍࡿ㸰ࡘࡢㄆドᒁ㸦ࣈࣜࢵࢪㄆドᒁࠊᨻᗓඹ⏝ㄆド

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㈇ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᨻᗓㄆドᇶ┙ࡢ㐠⏝࣭ಖᏲࡢㄳ

㸦㸰㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

ົ

ձ ၥྜࡏᑐᛂᴗົ㸦ᅜẸ➼⏝⪅ࡽࡢ㟁ヰࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࡼࡿၥྜࡏᑐᛂ➼㸧

ղ ᨭࢭࣥࢱ࣮⟶⌮ᴗົ㸦ᅜẸ➼⏝⪅ࡢᛂᑐᒚṔࡢグ㘓ࠊᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢၥྜ

ࢱ࣮ࡢ㐠⏝➼

ࡢㄳ㈇

ಖᏲᴗົ

ࢸ࣒ࡢ㐠⏝࣭

ඹྠ⏝ࢩࢫ

࢚ ᨻᗓ⤫ィ

ෆᑐᛂࡍࡿ㟁Ꮚᨻᗓ⏝ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠⏝➼ಀࡿ௨ୗࡢᴗົ

⏝ᨭࢭࣥ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸯᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢣ࣮ࢩࣙࣥᑐࡍࡿၥྜࡏᑐᛂᴗົ

 ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝࣭┘どせဨཬࡧ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡせဨࡀ⾜࠺㐠⏝┘どᴗົཬࡧᴗົࣉࣜ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᨻᗓ⤫ィඹྠ⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⏝ྍྰ➼ࢆ⾜࠺ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥಖᏲᴗົ

㥔ࡋ࡚⾜࠺㐠⏝┘どᴗົࠊᴗົࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᑐࡍࡿၥྜࡏᑐᛂཬࡧࣂࢵࢳ➼ࡢ㐺

 ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝࣭┘どせဨཬࡧ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡせဨࡀ㐠⏝ᶵ㛵࡛࠶ࡿ⤫ィࢭࣥࢱ࣮ᖖ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⏝࣭ಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᨻᗓ⤫ィඹྠ⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸰᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡏ௳ᩘ࣭ෆᐜ➼ࡢྲྀࡾࡲࡵࠊ)$4 ࢹ࣮ࢱࡢᩚ⌮࣭ぢ┤ࡋ➼㸧

 㟁Ꮚᨻᗓࡢ⥲ྜ❆ཱྀࢩࢫࢸ࣒㸦H*RY㸧ࡢ⏝㛵ࢃࡿᅜẸ➼⏝⪅ࡽࡢ┦ㄯ࣭

࢘ 㟁Ꮚᨻᗓ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⏝➼ࡢㄳ㈇ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㟁Ꮚᨻᗓ⏝ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧⤫ィࢭࣥࢱ࣮/$1 ➼㐠⏝

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ཬࡧ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

➼㐠⏝⟶⌮ᴗ

ィࢭࣥࢱ࣮/$1

 㸦⊂㸧⤫

⏝⟶⌮ᴗົ

᪂ᩚഛཬࡧ㐠

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦

 ⥲ົ┬ /$1 ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⥲ົ┬ /$1 ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ᩚഛ

㡯ྡ

㸦㸱㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

➼ࡢㄳ㈇

࣒㐠⏝ᢏ⾡ᨭ

ᒁ┘⌮ࢩࢫࢸ

࢜ ⥲ྜ↓⥺

㡯ྡ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸲᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ 

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡽࡢၥྜࡏᑐᛂ㸦ᅜẸ➼⏝⪅ࡽࡢ㟁ヰ➼ࡼࡿၥྜࡏᑐᛂ➼㸧ᴗົ

㟁Ꮚ⏦ㄳ࣭ᒆฟࢩࢫࢸ࣒ /LWH ཬࡧ⥲ົ┬ఏᦙ㞀ᐖ㜵Ṇ༊ᇦᅗ⦪ぴࢩࢫࢸ࣒ಀࡿ⏝⪅

  㟁ヰᛂ⟅せဨࡀ⾜࠺ࠊ⥲ົ┬㟁Ἴ⏝㟁Ꮚ⏦ㄳ࣭ᒆฟࢩࢫࢸ࣒ࠊ⥲ົ┬㟁Ἴ⏝

ၥྜࡏᑐᛂᴗົ

ಙᒁ㸦Ἀ⦖⥲ྜ㏻ಙົᡤࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ⫋ဨࡽࡢ⏝᪉ἲཬࡧ⏝ࡢ㞀ᐖᑐࡍࡿ

  ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡせဨࡀ⾜࠺ࠊ⥲ົᮏ┬㸦ሗ㏻ಙᨻ⟇◊✲ᡤࢆྵࡴࠋ㸧ཬࡧྛ⥲ྜ㏻

ᐖᑐᛂᴗົ

  ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝࣭┘どせဨࡀ⾜࠺ࠊ㟁Ꮚィ⟬ᶵཬࡧ࿘㎶ᶵჾࡢ㐠⏝࣭┘ど࣭ಖᏲ࣭㞀

ࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿ௨ୗࡢᴗົ

 ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ཬࡧࣉ࣐ࣛࣜࢭࣥࢱ࣮ᖖ㥔ࡋ࡚⾜࠺ࠊ⥲ྜ↓⥺ᒁ┘⌮ࢩ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

⥺↓ྜ⥲ۑᒁ┘⌮ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ᢏ⾡ᨭ➼ࡢㄳ㈇ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

20

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

ᐜࠊ⿕ᐜ⪅ࡢᛶ㉁➼␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᐁẸ➇தධᮐཪࡣẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟ࡢᣑ➼

ᐜ⪅ᑐࡍࡿ⤥㣗ᴗົࠖࡢẸ㛫➇தධᮐࠊᴗᐇࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊጤクᴗົࡢෆ

ࢆ㋃ࡲ࠼ᣑࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕฮタ࠾ࡅࡿ⥲ົᴗົࠖཬࡧࠕฮタ࠾ࡅࡿ⿕

 ⫋ᴗカ⦎ᴗົࡸᩍ⫱ᴗົࡘ࠸࡚ࠊࠕฮタࡢ㐠Ⴀᴗົࠖ୪ࡧࡑࡢᐇ≧ἣ➼

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ἲ➨  ᮲ࡢ㸱ᇶ࡙ࡃฮᐜタཬࡧ⿕ᐜ⪅➼ࡢฎ㐝㛵ࡍࡿἲᚊ➼ࡢ≉ 

࠙㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧ࡢ≉ᥐ⨨ࠚ

ཬࡧ➟ᯇฮົᡤࡢ㸱ᡤ

 ἲ➨  ᮲ࡢ㸰ᇶ࡙ࡃື⏘Ⓩグἲ➼ࡢ≉

 సᴗᴗົࠊ⫋ᴗカ⦎ࠊᩍ⫱ᴗົཬࡧศ㢮ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ㯮⩚ฮົᡤࠊ㟼ᒸฮົᡤ

 ⥲ົᴗົཬࡧ㆙ഛᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸฮົᡤཬࡧ➟ᯇฮົᡤࡢ㸰ᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠙㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧ࡢ≉ᥐ⨨ࠚ

ࡢ㐠Ⴀᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫㸦㯮⩚ฮົᡤ㸧

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸵ᖺ㛫㸦㟼ᒸฮົᡤཬࡧ➟ᯇฮົᡤ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᅜ  ᡤ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧ࡢ࠺ࡕ  ᡤࡢⓏグᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸴᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᰝಀࡿࡶࡢࢆ㝖࠸ࡓᴗົ

ົ㸦எྕ

ࡢᶒࢆไ㝈ࡋࠊཪࡣ⿕ᐜ⪅ᑐࡋ⩏ົࢆㄢࡍฎศࢆక࠺ᴗົࢆ㝖࠸ࡓᴗົ㸧 

 ฮタࡢ㐠Ⴀᴗົࡢ࠺ࡕࠊἲ➨  ᮲ࡢ㸱➨㸯㡯➨㸯㹼㸲ྕཬࡧྠ➨㸴㹼 ྕ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

Ⴀࡍࡿࠋ

ཬࡧᣊ⨨ᡤࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢ㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠

ᥖࡆࡿᴗົ୪ࡧࡑࡢࡢ㠀ᶒຊⓗᴗົ㸦⿕ᐜ⪅ᑐࡍࡿ᭷ᙧຊࡢ⾜ཬࡧ⿕ᐜ⪅

 ฮタ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿฮタ㸦ฮົᡤࠊᑡᖺฮົᡤ

 Ⓩグᡤ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿⓏグ㡯ド᫂᭩ࠊᆅᅗࡢࡋࠊ༳㚷ド᫂᭩➼ࡢಀࡿᴗ

ົཬࡧⓏグ⡙ࠊⓏグ⡙ࡢ㝃ᒓ᭩㢮ࠊᆅᅗ➼ࡢ㜀ぴಀࡿᴗົࡢ࠺ࡕᐖ㛵ಀࡢ᭷↓ࡢᑂ

ົ㸧

㡯ྡ

㸦㸰㸧ฮタ㛵㐃ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

グ⡙➼ࡢ㜀ぴ࠸ࡗࡓⓏグ⡙➼ࡢබ㛤㛵ࡍࡿົ㸦எྕົ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿⓏグ㡯ド᫂᭩➼ࡢཬࡧⓏ

ド᫂᭩➼

㡯ྡ

㸦㸯㸧Ⓩグ㛵㐃ᴗົ

㸷㸬ἲົ┬
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ  ᭶㛫

ᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㸱᭶㛫㸦ᮾிධᅜ⟶⌮ᒁ㸦ᶓᨭᒁྵ
ࡴࠋ㸧

ᡤ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ▹ṇሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ

࢘ ▹ṇሗ

⏝⟶⌮ᴗົ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸴᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ  ᭶㛫

㐠⏝⟶⌮ᴗົ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡢ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ಙࢿࢵࢺ࣮࣡

ᡤ

 ᮾிධᅜ⟶⌮ᒁ㸦ᶓᨭᒁࢆྵࡴࠋ㸧ࠊྡྂᒇධᅜ⟶⌮ᒁཬࡧ㜰ධᅜ⟶⌮ᒁࡢ㸱

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸵᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢆ㝖ࡃࠋ㸧

ࡢᘬΏᴗົ㸦ἲ௧ࡼࡾධᅜᑂᰝᐁࡀ⾜࠺ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ✀チྍド༳➼ಀࡿົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ
 ᅾ␃ᮇ㛫᭦᪂チྍ⏦ㄳࠊᑵປ㈨᱁ド᫂᭩⏦ㄳ➼ࡢཷᴗົཬࡧᑵປ㈨᱁ド᫂᭩➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ  ᭶㛫

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἲົᒁ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒

 ἲົᒁ㏻

ᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ධᅜ⟶⌮ᒁ➼ࡢᅾ␃ᡭ⥆ࡢ❆ཱྀᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆ

ᴗົ

ᴗົ

␃ᡭ⥆ࡢ❆ཱྀ

ᡤ

 ᮾிධᅜ⟶⌮ᒁ㸦ᶓᨭᒁࢆྵࡴࠋ㸧ࠊྡྂᒇධᅜ⟶⌮ᒁཬࡧ㜰ධᅜ⟶⌮ᒁࡢ㸱

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᒁ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ഛཬࡧ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿἲົᮏ┬ෆ /$1 ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ᩚ

⟶⌮ᒁ➼ࡢᅾ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 㜰ᣊ⨨ᡤࠊຍྂᕝฮົᡤཬࡧ㧗▱ฮົᡤ㸦㧗▱ᑡᖺ㚷ูᡤศࡢ㓄㐩ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ㸱

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࢆ㝖ࡃࠋ㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫㸦ྡྂᒇධᅜ⟶⌮ᒁࠊ㜰ධᅜ⟶⌮

ࡢᘬΏᴗົ㸦ἲ௧ࡼࡾධᅜᑂᰝᐁࡀ⾜࠺ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ✀チྍド༳➼ಀࡿົ

 ᅾ␃ᮇ㛫᭦᪂チྍ⏦ㄳࠊᑵປ㈨᱁ド᫂᭩⏦ㄳ➼ࡢཷᴗົཬࡧᑵປ㈨᱁ド᫂᭩➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ཱྀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ධᅜ⟶⌮ᒁ➼ࡢᅾ␃ᡭ⥆ࡢ❆

 㜰ධᅜ⟶⌮ᒁ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᆅ᪉ධᅜ⟶⌮ᒁ➼ࡢࠕእᅜேᅾ␃⥲ྜࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ㐠Ⴀᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㐠Ⴀࡍࡿࠋ

⥲ྜࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸷ᖺ  ᭶㛫

 ᆅ᪉ධᅜ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ධᅜ⟶⌮ᒁ➼ࡢࠕእᅜேᅾ␃

ཬࡧ㐠⏝⟶⌮

࣒ࡢ᭦᪂ᩚഛ

ෆ /$1 ࢩࢫࢸ

 ἲົᮏ┬

㡯ྡ

Ⴀᴗົ

ࣥࢱ࣮ࠖࡢ㐠

࣓࣮ࢩࣙࣥࢭ

⥲ྜࣥࣇ࢛

ࠕእᅜேᅾ␃

⟶⌮ᒁ➼ࡢ

 ᆅ᪉ධᅜ

㡯ྡ

㸦㸲㸧ᆅ᪉ฟඛᶵ㛵㛵㐃ᴗົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ฮタ࠾ࡅࡿ⿕ᐜ⪅ᑐࡍࡿ⤥㣗ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿ⤥㣗ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿฮタ࠾ࡅࡿ⿕ᐜ⪅ᑐࡍ

 ἲ➨  ᮲ࡢ㸱ᇶ࡙ࡃฮᐜタཬࡧ⿕ᐜ⪅➼ࡢฎ㐝㛵ࡍࡿἲᚊ➼ࡢ≉ 

࠙㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧ࡢ≉ᥐ⨨ࠚ

 ᗓ୰ฮົᡤཬࡧ❧ᕝᣊ⨨ᡤࡢ㸰ᡤ

㸦㸱㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



⤥㣗ᴗົ

ᐜ⪅ᑐࡍࡿ

࠾ࡅࡿ⿕

࢘ ฮタ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ 

࠾ࡅࡿ⥲ົ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ 

ົ㸧

 ฮタ࠾ࡅࡿ⥲ົᴗົ㸦ἲ➨  ᮲ࡢ㸱➨㸯㡯➨㸲ྕཬࡧࡑࡢࡢ㠀ᶒຊⓗᴗ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿฮタ࠾ࡅࡿ⥲ົᴗົࡘ࠸

 ฮタ

㡯ྡ
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ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿ὶᇶ㔠 -)1(7 㐠⏝

 㸦⊂㸧ᅜ

1(7 㐠⏝⟶⌮ᨭ ࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
➼ᴗົ
 ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸶᭶㛫

⟶⌮ᨭ➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࡲ࡛ࡢ㸴ᖺ㸲᭶㛫

ᴗົ

㝿ὶᇶ㔠 -)

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡸ᪥ࠎࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼ࡢᴗಀࡿᨭᴗົ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ົ㸧

㸦ເ㞟ᨭᴗ

ᨭᴗົ

-,&$ ࣎ࣛࣥࢸ

㝿༠ຊᶵᵓ

࢘ 㸦⊂㸧ᅜ

ᵓ⠏࣭㐠⏝ಖᏲᴗົ

ࡢᴗົ

 㤳㒔ᅪࠊᮾᾏᅪࠊ㏆␥ᅪࠊᕞᅪࡢᴗ㸲ᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸳᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ -,&$ ࣎ࣛࣥࢸᨭᴗົ㸦ເ㞟ᨭᴗົ㸧ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫

 㤳㒔ᅪࠊᮾᾏᅪࠊ㏆␥ᅪࠊᕞᅪࡢᴗ㸲ᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸳᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࣥࢸᨭᴗົ㸦ເ㞟ᨭᴗົ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ -,&$ ࣎ࣛ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸶᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

౪࣭ά⏝ಁ㐍㛵㐃ᴗົࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦ࠕ3$571(5ࠖ㸧㐠Ⴀ⟶⌮ᴗົࠊ3$571(5 ࢩࢫࢸ࣒

 ᅜ㝿༠ຊேᮦ࣭ᅋయⓏ㘓㛵㐃ᴗົࠊᅜ㝿༠ຊ࢟ࣕࣜ┦ㄯᨭᴗົࠊேᮦሗ➼ࡢᥦ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࠕᅜ㝿༠ຊேᮦࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ⟶⌮ࡍࡿ

 ࠕᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋ࠖ㸦⚄ዉᕝ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ࠕᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿࠋ

ࠕᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ⟶⌮ࡍࡿ

ᮦࢭࣥࢱ࣮ࠖ

ࠕᅜ㝿༠ຊே

㝿༠ຊᶵᵓࡢ

 㸦⊂㸧ᅜ

➼ᴗົ

ᩱ㤋ࠖࡢ㐠Ⴀ

ࠕᾏእ⛣ఫ㈨

ᩚࠊ␃Ꮫ⏕ࡢເ㞟㑅⪃ࠊ᪥ᮏㄒ◊ಟࡢᐇࠊዡᏛ㔠ཬࡧᏛ㈝ࡢᨭ⤥ࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ᮶᪥๓ᨭ

㝿༠ຊᶵᵓࡢ

 ୰ᅜࡢⱝᡭ⾜ᨻᐁ➼ࢆ᪥ᮏࡢᏛ㝔␃Ꮫ⏕ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿᴗࠋཷධᏛࡢㄪ

 㸦⊂㸧ᅜ

㡯ྡ

㸦㸱㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ࢫࢸ࣒㐠⏝➼

ࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ

㝿༠ຊᶵᵓࢥ

 㸦⊂㸧ᅜ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ۑ୰ᅜⱝᡭ⾜ᨻᐁ➼㛗ᮇ⫱ᡂᨭᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

㸦㸰㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



ᨭᴗ

ᐁ➼㛗ᮇ⫱ᡂ

୰ᅜⱝᡭ⾜ᨻ

㡯ྡ

㸦㸯㸧タ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົཬࡧ◊ಟ㛵㐃ᴗົ

㸬እົ┬
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㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

タ⟶⌮

 㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢࠕ⟃Ἴᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦Ⲉᇛ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ⥲ᣓᴗົࠊタഛ⟶⌮ᴗົࠊᐟἩࢧ࣮ࣅࢫᴗົࠊ㆙ഛᴗົࠊΎᤲᴗົࠊ㣗ᇽᴗົ➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⟶⌮ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢࠕ⟃Ἴᅜ㝿

 㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢࠕᮾிᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

タ⟶⌮

ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⟶⌮ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢࠕᮾிᅜ㝿

ࣥࢱ࣮ࠖࡢ

ࣥࢱ࣮ࠖࡢ

ࢣ 㸦⊂㸧ᅜ

⌮

ࡿࠋ

ࠕ-,&$ ᆅ⌫ࡦࢁࡤࠖࡢ⏬㐠Ⴀ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ⟶⌮ࡍࡿ

 㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢࠕᕷࣨ㇂ࣅࣝࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫



ᴗົ

 -,&$ ୰㒊ࠕ࡞ࡈࡸᆅ⌫ࡦࢁࡤࠖ㸦ឡ▱┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ 

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

㸧

 ࠕ࡞ࡈࡸᆅ⌫ࡦࢁࡤࠖࡢ⏬㐠Ⴀ⟶⌮ᴗົ㸦ᒎ♧ཬࡧ㐃ື࣋ࣥࢺࡢ⏬ࠊㄪᩚࠊᐇ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡦࢁࡤࠖ➼ࡢ ۑ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕ࡞ࡈࡸᆅ⌫ࡦࢁࡤࠖࡢ⏬㐠Ⴀ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ
⏬㐠Ⴀ⟶⌮
Ẹ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

㝿༠ຊᶵᵓࡢ ࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ
 -,&$ࠕᆅ⌫ࡦࢁࡤࠖ㸦ᮾி㒔㸧
ࠕ-,&$ ᆅ⌫

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㸧

 ࠕ-,&$ ᆅ⌫ࡦࢁࡤࠖࡢ⏬㐠Ⴀ⟶⌮ᴗົ㸦ᒎ♧ཬࡧ㐃ື࣋ࣥࢺࡢ⏬ࠊㄪᩚࠊᐇ

 ⥲ᣓᴗົࠊタഛ⟶⌮ᴗົࠊᐟἩࢧ࣮ࣅࢫᴗົࠊ㆙ഛᴗົࠊΎᤲᴗົࠊ㣗ᇽᴗົ➼

ࠕ⟃Ἴᅜ㝿ࢭ

ົࠊ㣗ᇽᴗົ➼

ࣝࠖࡢタ⟶ ࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࠕᕷࣨ㇂ࣅ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࠕᮾிᅜ㝿ࢭ

㝿༠ຊᶵᵓࡢ

ࣝࠖࡢタ⟶⌮ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

᭰タࢆ⏝㸧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࢟ 㸦⊂㸧ᅜ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢࠕᕷࣨ㇂ࣅ

ࢡ 㸦⊂㸧ᅜ ࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ
㝿༠ຊᶵᵓࡢ  ⥲ᣓᴗົࠊタഛ⟶⌮ᴗົࠊタႠᴗົࠊ㆟ᐊ⟶⌮࣭⥲ྜෆᴗົࠊ㆙ഛᴗົࠊΎᤲᴗ

㡯ྡ

 㥖ࣨ᰿カ⦎ᡤ㸦ࡓࡔࡋࠊྠカ⦎ᡤࡢᨵಟᕤక࠸ࠊᚲせᛂࡌ࡚㥖ࢣ᰿ᕷ࿘㎶ࡢ௦

㝿༠ຊᶵᵓࡢ

࢝ 㸦⊂㸧ᅜ

ᐇᴗົ㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

㸦ὴ㐵๓カ⦎

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᨭᴗົ

ࡍࡿࠋ

-,&$ ࣎ࣛࣥࢸ

㝿༠ຊᶵᵓ

࢜ 㸦⊂㸧ᅜ

ࣥࢸᨭᴗົ㸦ὴ㐵๓カ⦎ᐇᴗົ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ -,&$ ࣎ࣛ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

㸦㑅⪃ᨭᴗ

ົ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࣥࢸᨭᴗົ㸦㑅⪃ᨭᴗົ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢ -,&$ ࣎ࣛ

ᨭᴗົ

-,&$ ࣎ࣛࣥࢸ

㝿༠ຊᶵᵓ

࢚ 㸦⊂㸧ᅜ
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ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ

ࡿࠋ

⛯㛵Ⱚᾆฟᙇ

࢜ ࠕᶓ➨

᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝᐁᗇ㒊ศࠖཬࡧࠕ୰㒊✵ 㯞⸆᥈▱

 ᗇ⯋タࡢㅖタഛಖᏲ⟶⌮ᴗົࠊΎᤲᴗົࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮タഛಖᏲ⟶⌮ᴗົ➼

ົ

⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗ

ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ

⸆᥈▱≟⟶⌮

ࠕ୰㒊✵ 㯞

ᗇ㒊ศࠖཬࡧ

࣑ࢼࣝࣅࣝᐁ

ྜྠᗇ⯋ࠖ㸦ឡ▱┴㸧ࠊࠕ୰㒊✵

▱┴㸧ࡢ㸲ᡤ

㯞⸆᥈▱≟⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦ឡ

&,4 ᗇ⯋ࠖ㸦ឡ▱┴㸧ࠊࠕ୰㒊✵

᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝᐁᗇ㒊ศࠖ㸦ឡ▱┴㸧ࠊࠕ୰㒊✵

 ࠕ୰㒊✵

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

᪑ᐈࢱ࣮

✵

&,4 ᗇ

&,4 ᗇ⯋ࠖࠊࠕ୰㒊✵

≟⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

✵

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕ୰㒊✵ ྜྠᗇ⯋ࠖࠊࠕ୰㒊

ᐇ

⯋ࠖࠊࠕ୰㒊

✵

⯋ࠖࠊࠕ୰㒊

ྜྠᗇ

࢘ ࠕ୰㒊✵

 ࠕ⛯㛵◊ಟᡤࠖ㸦༓ⴥ┴㸧ཬࡧࠕ㛵⛯୰ኸศᯒᡤࠖ㸦༓ⴥ┴㸧ࡢ㸰ᡤࢆ୍ᣓࡋ࡚

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

ᯒᡤࠖࡢ⟶

⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ࠕ㛵⛯୰ኸศ

ಟᡤࠖཬࡧ

 ࠕ⛯㛵◊

ᡤࠖཬࡧࠕ㛵⛯୰ኸศᯒᡤࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ
ᴗົ

ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ

㸰ྜྠᗇ⯋ࠖ

ࡿࠋ

ฟᙇᡤࠖ㸦ᮾி㒔㸧ࠊࠕᬕᾏᗇ⯋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧ࡢ㸴ᡤ

⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㈈ົ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕ⛯㛵◊ಟ

㸰ྜྠᗇ⯋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ࣥࢸࢼ᳨ᰝࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦ᮾி㒔㸧ࠊࠕᇛ༡ᓥࢥࣥࢸࢼ᳨ᰝࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦ᮾி㒔㸧ࠊࠕ

ࢱ࣮ࠖ➼ࡢ⟶

 ࠕᶓ➨㸰ྜྠᗇ⯋ࠖ㸦⚄ዉᕝ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㆙ഛᴗົࠊΎᤲᴗົ➼

 ᗇ⯋タࡢ㟁Ẽ࣭ᶵᲔ࣭┘どไᚚタഛ⟶⌮➼ಖᏲⅬ᳨ཬࡧ⎔ቃ⾨⏕⟶⌮ᴗົࠊ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㈈ົ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᶓ➨

 ࠕᮾி ‴ྜྠᗇ⯋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧ࠊࠕᮾி⛯㛵Ⱚᾆฟᙇᡤࠖ㸦ᮾி㒔㸧ࠊࠕ㟷ᾏࢥ

ࢸࢼ᳨ᰝࢭࣥ

 ࠕࡉ࠸ࡓࡲ᪂㒔ᚰྜྠᗇ⯋㸯ྕ㤋ࠖ㸦ᇸ⋢┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᗇ⯋タࡢ㟁ẼᶵᲔタഛ➼㐠㌿࣭ಖᏲ⟶⌮ᴗົࠊ㆙ഛᴗົࠊΎᤲᴗົ➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ࡲ᪂㒔ᚰྜྠᗇ⯋㸯ྕ㤋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㈈ົ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕࡉ࠸ࡓ

ࠕᇛ༡ᓥࢥࣥ

ࢭࣥࢱ࣮ࠖࠊ

ࢥࣥࢸࢼ᳨ᰝ

ᡤࠖࠊࠕ㟷ᾏ

ᴗົ

ᗇ⯋㸯ྕ㤋ࠖ

ࢸࢼ᳨ᰝࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

⯋ࠖࠊࠕᮾி

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡲ᪂㒔ᚰྜྠ

ྠᗇ⯋ࠖࠊࠕᮾி⛯㛵Ⱚᾆฟᙇᡤࠖࠊࠕ㟷ᾏࢥࣥࢸࢼ᳨ᰝࢭࣥࢱ࣮ࠖࠊࠕᇛ༡ᓥࢥࣥ

‴ྜྠᗇ

 ࠕᮾி

࢚ ࠕࡉ࠸ࡓ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

㡯ྡ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㈈ົ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᮾி ‴ྜ

㡯ྡ

㸦㸯㸧タ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົཬࡧ◊ಟ㛵㐃ᴗົ

㸬㈈ົ┬
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

⏝࣭ಖᏲᴗົ

⯋  タ

㐠Ⴀᴗົ

⯋ࠖࡢ⟶⌮࣭

 ࠕすࢣཎ◊ಟྜྠᗇ⯋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 タഛ➼⟶⌮ᴗົࠊ㆙ഛᴗົࠊΎᤲᴗົࠊ᳜᱂⟶⌮ᴗົ➼

◊ಟྜྠᗇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

Ᏺ⟶⌮࠸ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲ㛵ࡍࡿᴗົ

 ᅜ᭷㈈⏘⥲ྜሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ಀࡿಖᏲ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴗົࡸࢯࣇࢺ࢙࢘➼ࡢಖ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࢡ ࠕすࢣཎ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿࠋ

ࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ᭷㈈⏘⥲ྜሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࠸ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿᴗົ

 ᅜ᭷㈈⏘⥲ྜሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ಀࡿ㐠⏝ࢧ࣮ࣅࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴗົࡸᴗົ㐠⏝ᨭ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

◊ಟྜྠᗇ⯋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㈈ົ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕすࢣཎ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠

 ྡྂᒇᅜ⛯ᒁࡀ⟶⌮ࡍࡿ⟶ෆ㸦ᒱ㜧┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ཬࡧ୕㔜┴㸧ࡢ༢⊂ᗇ

 ᅜ᭷㈈⏘
⥲ྜሗ⟶⌮

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

Ⴀᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫
ۑᅜ᭷㈈⏘⥲ྜሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⌮ᴗົ

ࢸ࣒ࡢ㐠⏝ཬࡧ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧㓇㢮⥲ྜ◊✲ᡤሗࢩࢫ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࡢ㐠⏝ཬࡧ⟶

ሗࢩࢫࢸ࣒

㢮⥲ྜ◊✲ᡤ

 㸦⊂㸧㓇

㡯ྡ

㸦㸰㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᗇ⯋タࡢᶵᲔタഛಖᏲⅬ᳨ᴗົࠊ㆙ഛᴗົࠊΎᤲᴗົ➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿྡྂᒇᅜ⛯ᒁࡢ⟶⌮ࡍࡿ

 ࠕ⚄ᡞᆅ᪉ྜྠᗇ⯋ࠖ㸦රᗜ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᗇ⯋タࡢ㆙ഛᴗົࠊタഛᶵჾ➼㐠㌿┘どཬࡧⅬ᳨ಖᏲᴗົࠊΎᤲᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿࠋ

᪉ྜྠᗇ⯋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㈈ົ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕ⚄ᡞᆅ

タࡢ⟶⌮࣭㐠

⛯ᒁ⟶ෆࡢ

࢟ ྡྂᒇᅜ

ᴗົ

ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ

᪉ྜྠᗇ⯋ࠖ

࢝ ࠕ⚄ᡞᆅ

㡯ྡ
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ࢆᐇࡍࡿࠋ

⫱ᡂ㸧ᴗົ

ࡢ⏬࣭㐠Ⴀ

ࢹⱁ⾡⚍

 ᩥᗇ࣓

 ࢪㅖᅜࢆ୰ᚰࡍࡿᅜࠎࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊཎᏊຊᢏ⾡⪅࣭◊✲⪅ࡢᣍ⪸ಀࡿᴗົ

ὶ㸦◊✲⪅

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

⟶⌮ᴗົࠊไᗘタィࠊᡂᯝࡢබ㛤ᴗົ➼ࢆ㏻ࡌࡓㄢ㢟ࡢㄪᰝศᯒᴗົ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ࡢタ⨨ࠊㄢ㢟ࡢເ㞟ࠊホ౯ཬࡧ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

✲◊ۑ⯆ᴗ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢㄪᰝศᯒᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⟶⌮ᴗົࠊไᗘタィࠊᡂᯝࡢබ㛤ᴗົ➼ࢆ㏻ࡌࡓㄢ㢟ࡢㄪᰝศᯒᴗົ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ࡢタ⨨ࠊㄢ㢟ࡢເ㞟ࠊホ౯ཬࡧ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᰝศᯒᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ◊✲⯆ᴗ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢㄪ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⟶⌮ᴗົࠊไᗘタィࠊᡂᯝࡢබ㛤ᴗົ➼ࢆ㏻ࡌࡓㄢ㢟ࡢㄪᰝศᯒᴗົ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ࡢタ⨨ࠊㄢ㢟ࡢເ㞟ࠊホ౯ཬࡧ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

┙㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢㄪᰝศᯒᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟᇶ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᰝศᯒᴗົ

ᐇಀࡿㄪ

᥎㐍ᴗ➼ࡢ

࢘ ◊✲㛤Ⓨ

㡯ྡ

Ⴀࠋ

ࡼࡾࠊ࣓ࢹⱁ⾡ࡢ㐀ࡑࡢⓎᒎࢆᅗࡿࡓࡵࡢᩥᗇ࣓ࢹⱁ⾡⚍ࡢ⏬࣭㐠

 ඃࢀࡓ࣓ࢹⱁ⾡సရࢆ㢧ᙲࡍࡿࡶࠊࡇࢀࢆ㚷㈹ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᩥᗇ࣓ࢹⱁ⾡⚍ࡢ⏬࣭㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

Ⴀࠋ

ࡼࡾࠊ࣓ࢹⱁ⾡ࡢ㐀ࡑࡢⓎᒎࢆᅗࡿࡓࡵࡢᩥᗇ࣓ࢹⱁ⾡⚍ࡢ⏬࣭㐠

 ඃࢀࡓ࣓ࢹⱁ⾡సရࢆ㢧ᙲࡍࡿࡶࠊࡇࢀࢆ㚷㈹ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

Ⴀࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᩥᗇ࣓ࢹⱁ⾡⚍ࡢ⏬࣭㐠

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⪅⫱ᡂ㸧ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡➼ᅜ㝿ὶ㸦◊✲

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

⏝ᢏ⾡➼ᅜ㝿

 ᨺᑕ⥺

㡯ྡ

㸦㸯㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ࢪㅖᅜࢆ୰ᚰࡍࡿᅜࠎࢆᑐ㇟ࡋࡓㅮᖌ⫱ᡂ◊ಟ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ◊ಟ㸦‽ഛ

ᨭࢆྵࡴ㸧࣭ཎᏊຊᢏ⾡ࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദᴗົࠊጤဨ➼㛤ദ➼ᴗົࠊࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢ

సᡂ࣭㓄ᕸᴗົࠊ㐣ཤᣍ⪸⪅ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᩚഛᴗົ➼

⏝ᢏ⾡➼ᅜ㝿

ὶ㸦ㅮᖌ⫱

ᡂ㸧ᴗົ

ഛᴗ

ᴦᇽ➼ᇶ┙ᩚ

࢟ ሙ࣭㡢

ᴗົ

ࡢホ౯➼ᨭ

◊✲᥎㐍ᮏ㒊

࢝ ᆅ㟈ㄪᰝ

ࢱࡢྲྀᚓࢆ┠ⓗࡋࡓㄪᰝほ

᩿ᒙㄪᰝ

ࢹ࣮ࢱ➼ࡢ㞟࣭ศᯒࡢᢏ⾡ⓗᨭࠊホ౯⤖ᯝࡸᆅ㟈ᮏ㒊ࡢάືෆ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᥦ౪ཬࡧ◊ಟᴗົ

 ሙ࣭㡢ᴦᇽ➼࠾ࡅࡿ⮬ⓗ࣭యⓗ࡞ᐇ₇ⱁ⾡άື⎔ቃ㔊ᡂࡢࡓࡵࡢࠊྛ✀ሗ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑሙ࣭㡢ᴦᇽ➼ᇶ┙ᩚഛᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᥦ౪ཬࡧ◊ಟᴗົ

 ሙ࣭㡢ᴦᇽ➼࠾ࡅࡿ⮬ⓗ࣭యⓗ࡞ᐇ₇ⱁ⾡άື⎔ቃ㔊ᡂࡢࡓࡵࡢࠊྛ✀ሗ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿሙ࣭㡢ᴦᇽ➼ᇶ┙ᩚഛᴗࡘ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᐜ➼ࡢᗈሗᨭᴗົ

 ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲ほ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ࡢホ౯➼ᨭ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ෆ㝣ά᩿ᒙ㸦⿵ㄪᰝ㸧ཬࡧἢᓊᾏᇦࡢά᩿ᒙࡢάືᒚṔࡸ⨨࣭ᙧ≧㛵ࡍࡿࢹ࣮

ἢᓊᾏᇦࡢά

࣭ศᯒᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࢜ ෆ㝣ཬࡧ

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿෆ㝣ཬࡧἢᓊᾏᇦࡢά᩿ᒙㄪᰝ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⫱ᡂ㸧ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᨺᑕ⥺⏝ᢏ⾡➼ᅜ㝿ὶ㸦ㅮᖌ

࢚ ᨺᑕ⥺

㡯ྡ

ᴗົ

ᡂᴗࡢ㐠Ⴀ

᪂㐍ⱁ⾡ᐙ⫱

ࢆ㐀ࡍࡿ

ࢡ ḟ௦ࡢᩥ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 ࠕḟ௦ࡢᩥࢆ㐀ࡍࡿ᪂㐍ⱁ⾡ᐙ⫱ᡂᴗࠖ㐠Ⴀ➼ಀࡿᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑḟ௦ࡢᩥࢆ㐀ࡍࡿ᪂㐍ⱁ⾡ᐙ⫱ᡂᴗࡢ㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ࠕḟ௦ࡢᩥࢆ㐀ࡍࡿ᪂㐍ⱁ⾡ᐙ⫱ᡂᴗࠖ㐠Ⴀ➼ಀࡿᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⫱ᡂᴗࡢ㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿḟ௦ࡢᩥࢆ㐀ࡍࡿ᪂㐍ⱁ⾡ᐙ
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⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬⾜ᨻሗࢩࢫࢸ࣒㐠

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

㟁Ꮚィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒⏝ᶵჾୖࡆཬࡧ㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺

ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ົ⏝㟁Ꮚィ⟬ᶵ

ົ⏝㟁Ꮚィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ࡢࢩࢫࢸ࣒ᇶ┙㐠⏝ᨭᴗົ➼ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ

࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

㟷ᑡᖺᩍ⫱⯆

ᶵᵓົ⏝㟁Ꮚ

㐠⏝ᨭᴗົ

㈚࣭ಖᏲཬࡧ

ࢧ࣮ࣂᶵჾ➼㈤

ࢩࢫࢸ࣒ಀࡿ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸴᭶㛫

ࣗࣜࢸ┘ど
ᴗົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

୪ࡧࢭ࢟

Ᏺཬࡧ㐠⏝ᨭ

ࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

ᶵჾ᭦᪂࣭ಖ

ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ࢭ࢟ࣗࣜࢸ┘どᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ
㛤Ⓨἲேᾏὒ

ۑ㸦⊂㸧ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ᴗົࢩࢫࢸ࣒ಀࡿࢧ࣮ࣂᶵჾ➼㈤㈚࣭ಖᏲཬࡧ㐠⏝ᨭ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

⛉Ꮫ༤≀㤋ᴗົ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵჾ᭦᪂࣭ಖᏲཬࡧ㐠⏝ᨭ୪ࡧ

ࢣ ᅜ❧◊✲
◊✲㛤Ⓨᶵᵓ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸯᭶㛫

࢜ 㸦⊂㸧ᅜ❧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ົጤク

⏝⟶⌮ᨭᴗ

ۑ㸦⊂㸧᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥲ᣓ㐠⏝⟶⌮ᨭᴗົጤクࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ  ᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢫࢸ࣒ࡢ⥲ᣓ㐠⏝⟶⌮ᨭᴗົጤクࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧᪥ᮏⱁ⾡ᩥ⯆ሗࢩ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸵᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࢆ┠㏵ⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆ᴗົᇶ┙ࢩ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ  ᭶㛫

ࢸ࣒ಀࡿࢧ࣮ࣂᶵჾ➼㈤㈚࣭ಖᏲཬࡧ㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ᴗົࢩࢫ

㐠⏝ᨭᴗົ➼  ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸱᭶㛫

ࡢࢩࢫࢸ࣒ᇶ┙

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⯆ሗࢩࢫ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ❧㟷ᑡᖺᩍ⫱⯆ᶵᵓ

࢚ 㸦⊂㸧ᅜ❧

ࢸ࣒ࡢ⥲ᣓ㐠

ᮏⱁ⾡ᩥ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

ᨭᴗົ

ィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒

ࢡ 㸦⊂㸧᪥

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ົ

ࢸ࣒ࡢ᭦᪂ᴗ

ᴗົᇶ┙ࢩࢫ

ᮏᏛ⾡⯆

࢟ 㸦⊂㸧᪥

ᴗົ

ࢸ┘ど㐠⏝

-67 ࢭ࢟ࣗࣜ
࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᵓ -67 ࢭ࢟ࣗࣜࢸ┘ど㐠⏝ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

㛤Ⓨἲே⛉Ꮫ
ᢏ⾡⯆ᶵᵓ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵ

㡯ྡ
࢝ ᅜ❧◊✲

ୖࡆཬࡧ㐠⏝

ࢩࢫࢸ࣒⏝ᶵჾ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ᴗົ⏝

ධヨࢭࣥࢱ࣮ᴗ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸳᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

✲ᡤ㟁Ꮚィ⟬ᶵࢩࢫࢸ୍࣒ᘧࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ❧≉ูᨭᩍ⫱⥲ྜ◊

࢘ 㸦⊂㸧Ꮫ

ᘧ

⟬ᶵࢩࢫࢸ୍࣒

ྜ◊✲ᡤ㟁Ꮚィ

≉ูᨭᩍ⫱⥲

 㸦⊂㸧ᅜ❧

࣒㐠⏝⟶⌮ᴗົ ࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

⾜ᨻሗࢩࢫࢸ

 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

㡯ྡ

㸦㸰㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

29

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇

ຊᶵᵓᇶᖿ
 㸦⊂㸧ᅜ

Ꮫ༤≀㤋ࠖࡢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫
ົ

タ㐠Ⴀ➼ᴗ

ࡍࡿࠕᅜ❧⛉

ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀ

❧⛉Ꮫ༤≀㤋

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

 ࠕᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

タෆ➼ᴗົ

 ࠕᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࠖࡢ㜵⅏タഛ➼ಖᏲ⟶⌮ᴗົ㺂Ύᤲᴗົ㺂㆙ഛᴗົ㺂⥲ྜෆ࣭ᒎ♧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

㸦ᒎ♧ᴗົࡢ⏬➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ

ۑ㸦⊂㸧ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࡍࡿࠕᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࠖࡢタ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

 ࠕᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

タෆ➼ᴗົ

 ࠕᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࠖࡢ㜵⅏タഛ➼ಖᏲ⟶⌮ᴗົ㺂Ύᤲᴗົ㺂㆙ഛᴗົ㺂⥲ྜෆ࣭ᒎ♧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

➼ࡢ㐠⏝ಀࡿᨭᴗົ

Ⴀࡍࡿࠕᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࠖࡢタ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ㸦ᒎ♧ᴗົࡢ⏬➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ

ⓎᶵᵓࡢཎᏊ

㐠⏝ᨭᴗົ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ࡢタ⨨࣭㐠

 ᆺィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ࠊᇶᖿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ཬࡧሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢩࢫࢸ࣒

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ

㡯ྡ

㸦㸱㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛤Ⓨᶵᵓࡢࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲

ཎᏊຊ◊✲㛤

㛤Ⓨἲே᪥ᮏ

ࢥ ᅜ❧◊✲

㡯ྡ

30

⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

⨾⾡㤋➼ࡢ⟶

⨨࣭㐠Ⴀࡍࡿ

❧⨾⾡㤋ࡢタ

 㸦⊂㸧ᅜ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᅜ❧᪂⨾⾡㤋㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸰᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ࠕᅜ❧᪂⨾⾡㤋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ࡿ⨾⾡㤋➼ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ㸦ᒎ♧ᴗົࡢ⏬➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ❧⨾⾡㤋ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࡍ

 ࠕᮾிᅜ❧㏆௦⨾⾡㤋ࠖࣇ࣒ࣝࢭࣥࢱ࣮㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸯᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ࠕᮾிᅜ❧㏆௦⨾⾡㤋ࠖࣇ࣒ࣝࢭࣥࢱ࣮ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ࡿ⨾⾡㤋➼ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ㸦ᒎ♧ᴗົࡢ⏬➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ❧⨾⾡㤋ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࡍ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸲᭶㛫

ົ

⌮ᴗົ

ᶵᵓࡢ㈨⏘⟶

⯟✵◊✲㛤Ⓨ

㛤ⓎἲேᏱᐂ

࢝ ᅜ❧◊✲

 ᶵᵓᩥ᭩ࡢ⟶⌮㐠⏝ᨭᴗົ

⌮㐠⏝ᨭᴗ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ཬࡧᖺḟ㸧➼సᴗࡢᨭࢆ⾜࠺ᴗົ

⏘ࡢά⏝ㄪᰝࠊൾ༷㈨⏘⏦࿌ࠊࣟࢣࢵࢺ࣭ேᕤ⾨ᫍ➼ᦚ㍕ᐇ⦼ㄪᰝࠊỴ⟬ᩚ⌮㸦᭶ḟ

⏝ࡋࡓ㈨⏘␗ືࡢ☜ㄆ࣭Ⓩ㘓࣭ࢳ࢙ࢵࢡࠊ㈈ົヂࠊ㈨⏘Ჴ༺ࠊ⏝㈨⏘ㄪᰝཬࡧ㈨

 -$;$ ィつ⛬➼ᇶ࡙ࡁࠊ㈨⏘␗ືሗ࿌᭩ࡢཷ࣭ࣇࣝࠊ㈨⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢ㈨⏘⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᶵᵓࡢᩥ᭩⟶

Ⓨᶵᵓࡢᩥ᭩⟶⌮㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᛶಀࡿᅜ㝿㛫ᢏ⾡ㄪᩚ➼㛵ࡍࡿᢏ⾡ᨭ㛵ࡍࡿᴗົ

᳨ウࠊಙ㢗ᛶ࣭ရ㉁ಖドάືࠊᏳ࣭࣑ࢵࢩࣙࣥಖドேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᏳ࣭ಙ㢗

 -$;$ ࢩࢫࢸ࣒Ᏻᑂᰝಀࡿᢏ⾡ᨭࠊࢩࢫࢸ࣒Ᏻせồ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢᨵၿ㛵ࢃࡿ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

Ⓨᶵᵓࡢࢩࢫࢸ࣒ᢏ⾡ᨭᴗົ➼ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤

ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢᗈሗᬑཬᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

Ⓨᶵᵓࡢᗈሗᬑཬᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤

⯟✵◊✲㛤Ⓨ

㛤ⓎἲேᏱᐂ

࢜ ᅜ❧◊✲

➼

ᢏ⾡ᨭᴗົ

ᶵᵓࢩࢫࢸ࣒

⯟✵◊✲㛤Ⓨ

㛤ⓎἲேᏱᐂ

࢚ ᅜ❧◊✲

ᨭᴗົ

ᶵᵓᗈሗᬑཬ

⯟✵◊✲㛤Ⓨ

㛤ⓎἲேᏱᐂ

࢘ ᅜ❧◊✲

㡯ྡ
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ಀࡿᴗົ

⿕ࡤࡃ⟶⌮

Ⓨᶵᵓࡢಶே

㦂➼ಀࡿᴗ

ே⿕ࡤࡃ⟶⌮ಀࡿ⥺㔞 ᐃཬࡧ ᐃ⨨ࡢಖᏲ➼㛵ࡍࡿᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

㛵㐃ࡍࡿヨ

 ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝᕤᏛ◊✲ᡤࡢ⟶⌮༊ᇦ❧ධ⪅㸦ᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ཬࡧ୍❧ධ⪅㸧ಶ

ົ

ฎศ◊✲㛤Ⓨ

Ⓨᶵᵓࡢᆅᒙ

ཎᏊຊ◊✲㛤

㛤Ⓨἲே᪥ᮏ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢಶே⿕ࡤࡃ⟶⌮ಀࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

㛤Ⓨἲே᪥ᮏ

ࢩ ᅜ❧◊✲

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ヨ㦂䛻ಀ䜛ᴗົ㻌

㻌 㻌 ᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹ᕤᏛ◊✲ᡤ䛻䛚䛡䜛ᆅᒙฎศ◊✲㛤Ⓨ䛻㛵㐃䛩䜛タ➼䛾㐠㌿⟶⌮ཬ䜃

䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇㻌

ࡿࠋ

ࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫
ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢᆅᒙฎศ◊✲㛤Ⓨ㛵㐃ࡍࡿヨ㦂➼ಀ

ே⿕ࡤࡃ⟶⌮ಀࡿ⥺㔞 ᐃཬࡧ ᐃ⨨ࡢಖᏲ➼㛵ࡍࡿᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ
࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗົ

 ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝᕤᏛ◊✲ᡤࡢ⟶⌮༊ᇦ❧ධ⪅㸦ᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ཬࡧ୍❧ධ⪅㸧ಶ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ཎᏊຊ◊✲㛤

᰾⇞ᩱࢧࢡࣝᕤᏛ◊✲ᡤ࠾ࡅࡿ≀ရࡢ㐠ᦙࠊᏯ㓄౽➼ࡢ㐠㏦ཷ⟶⌮➼ಀࡿᴗົ
࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 ᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤ⓎᶵᵓⲈᇛᆅ༊࠾ࡅࡿඹ㏻ᾘ⪖ရࡢ⟶⌮ࠊཎᏊຊ⛉Ꮫ◊✲ᡤཬࡧ

ཎᏊຊ◊✲㛤
Ⓨᶵᵓࡢ⟶㈈

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛤Ⓨἲே᪥ᮏ

ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢ⟶㈈ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ሗࡢ⟶⌮➼㛵ࡍࡿᴗົ

 ᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿ㈨ᩱࡢཷධࠊᩚ⌮ࠊ┠㘓సᡂࠊᥦ౪➼ࠊᡂᯝ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࠾ࡾࡍࡿࠋ

ࢧ ᅜ❧◊✲

ಀࡿᴗົ

ᯝሗࡢ⟶⌮

⾡ሗཬࡧᡂ

㤋࠾ࡅࡿᏛ

Ⓨᶵᵓࡢᅗ᭩

ཎᏊຊ◊✲㛤

㛤Ⓨἲே᪥ᮏ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿࠋ

㛤Ⓨᶵᵓࡢಶே⿕ࡤࡃ⟶⌮ಀࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

≀ࡢࣜࢧࢡࣝฎศಀࡿᴗົࢆᐇࡍࡿ㸦ྍ⇞ᛶ୍⯡ᗫᲠ≀ࡢ↝༷タࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠋ

 ᰾⇞ᩱࢧࢡࣝᕤᏛ◊✲ᡤὙ℆ሙࡢ㐠㌿⟶⌮ࠊ୍⯡ᗫᲠ≀⟶⌮タࡢ⟶⌮ࠊ⏘ᴗᗫᲠ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

㛤ⓎᶵᵓࡢὙ℆ሙ୍࣭⯡ᗫᲠ≀⟶⌮タࡢ㐠㌿➼ಀࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢣ ᅜ❧◊✲

ᴗົ

㐠㌿➼ಀࡿ

≀⟶⌮タࡢ

ሙ୍࣭⯡ᗫᲠ

ⓎᶵᵓࡢὙ℆

ཎᏊຊ◊✲㛤

㛤Ⓨἲே᪥ᮏ

ࢡ ᅜ❧◊✲

ᨭᴗົ

タ➼⏝⟶⌮

ࣥ↷ᑕ◊✲

㛤Ⓨᶵᵓ࢜

⟶⌮ಀࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ

㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

⛉Ꮫᢏ⾡◊✲

ࢥ ᅜ❧◊✲

✲㛤Ⓨᶵᵓࡢ࢜ࣥ↷ᑕ◊✲タ➼⏝⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ

㛤Ⓨἲே㔞Ꮚ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿᏛ⾡ሗཬࡧᡂᯝሗࡢ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㔞Ꮚ⛉Ꮫᢏ⾡◊

㡯ྡ

࢟ ᅜ❧◊✲
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

⌮ᴗົ

ഛཬࡧ⥔ᣢ⟶

⥙ࡢᩚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫 

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

QHW ࠊᙉ㟈ほ タ㸦.1(7㸧➼ࡢほ

ഛ࣭⥔ᣢ⟶⌮

ᡤࡢᆅ㟈࣭ⅆ

ᒣほ

ᅜ༊ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ㧗ឤᗘᆅ㟈ほ タ㸦+LQHW㸧ࠊᗈᖏᇦᆅ㟈ほ タ㸦)

⛉Ꮫᢏ⾡◊✲

⨨ࠊࢹ࣮ࢱ㞟࣭ฎ⌮࣭ᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢᩚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛤Ⓨἲே㜵⅏

ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤࡢᆅ㟈࣭ⅆᒣほ ⥙ࡢᩚഛཬࡧ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົ

➇தධᮐࡢᑟධᮇࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘᮎࡲ࡛⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┘⌮ጤဨ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊẸ㛫

ᚋࠊᅜࡢᨻ⟇➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜ㝿ὶ㤋ࡢ㐠Ⴀ᪉㔪ཬࡧࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ➼ࡘ࠸᳨࡚ウ

ۑ㸦⊂㸧᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢタ⨨ࡍࡿරᗜᅜ㝿ὶ㤋ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊ

 ࠕ㸦⊂㸧ᩍ⫋ဨᨭᶵᵓࠖ㸦Ⲉᇛ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᶵᵓࡢタ࣭タഛ➼ࡢಖᏲ⟶⌮ࠊ㐠㌿ᴗົཬࡧ⿵ಟసᴗࠊⅬ᳨ㄪᰝᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᩍ⫋ဨᨭᶵᵓࡢタ⟶

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢺ➼ᴗົ

 እᅜே◊✲⪅ᐟ⯋ࠕ➉ᅬࣁ࢘ࢫࠖཬࡧࠕࡢᐑࣁ࢘ࢫࠖࡢእᅜே◊✲⪅ࡢ⏕άࢧ࣏࣮

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡍࡿࠋ

ᵓࡢእᅜே◊✲⪅ᐟ⯋⏕άࢧ࣏࣮ࢺ➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵ

ࢱ ᅜ❧◊✲

㐠Ⴀ➼ᴗົ

㤋ࡢ⟶⌮࣭

රᗜᅜ㝿ὶ

ᵓࡢタ⨨ࡍࡿ

ᮏᏛ⏕ᨭᶵ

ࢯ 㸦⊂㸧᪥

㐠Ⴀᴗົ

ࡢタ⟶⌮࣭

⫋ဨᨭᶵᵓ

ࢭ 㸦⊂㸧ᩍ

࣏࣮ࢺ➼ᴗົ

⪅ᐟ⯋⏕άࢧ

ࡢእᅜே◊✲

ᢏ⾡⯆ᶵᵓ

㛤Ⓨἲே⛉Ꮫ

ࢫ ᅜ❧◊✲

㡯ྡ

ࡍࡿ᳨ウ➼

➼ࡢά⏝㛵

ᐁẸ➇தධᮐ

㛵㐃ᴗົࡢ

ᅜ❧Ꮫἲே

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

⛉ࡢᣦࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᘬࡁ⥆ࡁ⤒Ⴀᨵၿࡢྲྀ⤌ດࡵࡿࠋ            

ᴗົࠊ་ᴗᮍ㔠ࡢᚩᴗົ➼ࡘ࠸࡚ࠊᐁẸ➇தධᮐ➼┘⌮ጤဨᅜ❧Ꮫἲேศ

ᐁẸ➇தධᮐ➼ࡢᑐ㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡿタࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࠊෆ㒊⟶⌮ᴗົࠊヨ㦂ᐇ

ᴗົࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊ⤒Ⴀຠ⋡ࡢほⅬࡽࠊ᪤ࡢᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵➼࠾࠸࡚

ۑᅜ❧Ꮫἲேࡘ࠸࡚ࡣ⊂❧⾜ᨻἲேไᗘู㏵ࡢไᗘࢆタࡋࡓ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

㸦㸲㸧ᅜ❧Ꮫἲேࡢᴗົ
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ᩱ⣡ᴗ

ᅜẸᖺ㔠ಖ㝤

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᰝ㸧

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

ᐇែㄪᰝ㸦་

 ་⒪⤒῭

ᇶᮏㄪᰝ

 ⬟ຊ㛤Ⓨ

㡯ྡ

⒪ᶵ㛵➼ㄪ

 ἲ➨  ᮲ᇶ࡙ࡃᅜẸᖺ㔠ἲ➼ࡢ≉

࠙㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧ࡢ≉ᥐ⨨ࠚ

 ᅜ  ᡤࡢ࠺ࡕ  ᡤࡢᖺ㔠ົᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

  

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィࠊሗ࿌᭩సᡂ➼ಀࡿᴗົ

 ㄪᰝ⚊➼ࡢ༳ๅ࣭㓄ᕸ࣭ᅇࠊ╩ಁࠊ⩏↷ࡢᑐᛂࠊಶ⚊ᑂᰝࠊࢹ࣮ࢱධຊࠊㄪ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ་⒪⤒῭ᐇែㄪᰝ㸦་⒪ᶵ㛵➼ㄪᰝ㸧ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

సᡂ➼ಀࡿᴗົ

ᑂᰝࠊࢹ࣮ࢱධຊࠊㄪᰝᑐ㇟ᴗ࣭ᴗᡤྡ⡙ࡢಟṇࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィ࣭ศᯒࠊሗ࿌᭩

 ㄪᰝ⚊ࠊㄪᰝ⏝ᑒ⟄➼ࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㓄࣭ᅇࠊ╩ಁࠊ⩏↷ࡢᑐᛂࠊಶ⚊

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

せ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⬟ຊ㛤Ⓨᇶᮏㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊᐇ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ົཬࡧᑐ㇟⟠ᡤࡢᣑࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ

 ୖグᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➇தᛶࡢ☜ಖ␃ពࡋࡘࡘࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟ᴗ

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

ࢡࠖཬࡧࠕ࣐ࢨ࣮ࢬࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠖ

 ᮾி㒔ࠊឡ▱┴ཬࡧ㜰ᗓෆࡢࠕ᪂༞ᛂࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠖࠊࠕࢃࡶࡢࣁ࣮࣮ࣟ࣡

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

㸦㸱㸧⤫ィㄪᰝ㛵㐃ᴗົ

 

ࢢ➼ᴗົ

ࣥࢧࣝࢸࣥ

࣭࢟ࣕࣜࢥ

⪅ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ

࠾ࡅࡿồ⫋

࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠖ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡢཷク➼ࡢᴗົ

 ᖺ㔠ົᡤ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱࡢ⣡⪅ᑐࡍࡿ⣡ࡢ່ዡཬࡧㄳồࠊ⣡

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱ⣡ᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ

 ἲ➨  ᮲ᇶ࡙ࡃᅜẸᖺ㔠ἲ➼ࡢ≉

࠙㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧ࡢ≉ᥐ⨨ࠚ

 ᅜ  ᡤࡢ࠺ࡕ  ᡤࡢᖺ㔠ົᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸳᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡢཷク➼ࡢᴗົ

 ᖺ㔠ົᡤ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱࡢ⣡⪅ᑐࡍࡿ⣡ࡢ່ዡཬࡧㄳồࠊ⣡

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱ⣡ᴗࡘ࠸

 ἲ➨  ᮲ᇶ࡙ࡃᅜẸᖺ㔠ἲ➼ࡢ≉

࠙㐺⏝ࡉࢀࡿἲ௧ࡢ≉ᥐ⨨ࠚ

 ᅜ  ᡤࡢ࠺ࡕ  ᡤࡢᖺ㔠ົᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢢ➼

࣮ࢡࠖཬࡧ

ࡢཷク➼ࡢᴗົ
ࠕ࣐ࢨ࣮ࢬࣁ

 ồ⫋⪅ᑐࡍࡿᑵ⫋ᨭࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ࣭࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࠊᚰ⌮࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ

ࡶࡢࣁ࣮ࣟ࣡

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࢡࠖࠊࠕࢃ

࣭࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ࠕࢃࡶࡢࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠖཬࡧࠕ࣐ࢨ࣮ࢬࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠖ࠾ࡅࡿồ⫋⪅ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕ᪂༞ᛂࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠖࠊ

 ᖺ㔠ົᡤ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱࡢ⣡⪅ᑐࡍࡿ⣡ࡢ່ዡཬࡧㄳồࠊ⣡

࣮࣮ࣟ࣡

ࠕ᪂༞ᛂࣁ

㡯ྡ

㸦㸰㸧ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ㛵㐃ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ᩱ⣡ᴗࡘ࠸

㸦㸯㸧᪥ᮏᖺ㔠ᶵᵓ㛵㐃ᴗົ

㸬ཌ⏕ປാ┬
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ࢧ࣏࣮ࢺᴗ

 ປ⅏ࢣ

ຍධಁ㐍ᴗົ

 ປാಖ㝤

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࢡ㸵ᡤ

 ᾏ㐨ࠊᮾࠊ㛵ᮾ⏥ಙ㉺ࠊᮾᾏ࣭㝣ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜࠊᕞ࣭Ἀ⦖ࡢྛࣈࣟࢵ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ಙ㉺ࣈࣟࢵࢡ࠾࠸࡚ᐇ㸧

ⓗㆤࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᥦ౪ࡍࡿᴗົཬࡧࡑࡢປ⅏࣮࣒࣍࣊ࣝࣃ࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿᴗົ㸦㛵ᮾ⏥

ಀࡿᑓ㛛ⓗㆤᚲせ࡞▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋࡓ┳ㆤᖌ➼㸦ປ⅏࣮࣒࣍࣊ࣝࣃ࣮㸧ࡼࡿᑓ㛛

ղ ᅾᏯ࡛ㆤ➼ࢆᚲせࡍࡿ  ṓᮍ‶ࡢປ⅏㔜ᗘ⿕⅏ປാ⪅ᑐࡋ࡚ࠊࡏࡁ㧊ᦆയ➼

ㆤᖌ➼㸦ປ⅏ࢣࢧ࣏㸫ࢱ࣮㸧ࡼࡿゼၥᨭࢆᐇࡍࡿᴗົ

ᑐࡋ࡚ࠊࡏࡁ㧊ᦆയ➼ࡢປാ⅏ᐖ≉᭷ࡢയ࣭㞀ᐖ㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ┳

ձ ᅾᏯ࡛ㆤࠊ┳ㆤ➼ࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡿ  ṓᮍ‶ࡢປ⅏㔜ᗘ⿕⅏ປാ⪅ཬࡧࡑࡢᐙ᪘

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ 

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿປ⅏ࢣࢧ࣏࣮ࢺᴗࡘ࠸࡚ࠊ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 ປാಖ㝤ࡢᮍᡭ⥆ᴗࡢᢕᥱཬࡧຍධ່ዡάືࡢᐇࠊປാಖ㝤ࡢᡂ❧ᡭ⥆➼ࡢᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑປാಖ㝤ຍධಁ㐍ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ປാಖ㝤ࡢᮍᡭ⥆ᴗࡢᢕᥱཬࡧຍධ່ዡάືࡢᐇࠊປാಖ㝤ࡢᡂ❧ᡭ⥆➼ࡢᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿປാಖ㝤ຍධಁ㐍ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ

㸦㸲㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

ไ࡛ᐇࡍࡿᴗົ

ㆤタ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢയ࣭㞀ᐖᛂࡌࡓᑓ㛛ⓗ࡞タㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆ  ᪥  㛫య

ձ ປ⅏㔜ᗘ⿕⅏ປാ⪅࡛ࠊᅾᏯ࡛ࡢㆤࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡿேᑐࡋ࡚ࠊປ⅏≉ู

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿປ⅏≉ูㆤㆤᴗࡘ࠸࡚ࠊ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᴗ

㜵ṆၨⓎゼၥ

࢚ ⸆≀⏝

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ሗᙧែࠊ፹యࢆά⏝ࡋࡓၨⓎάືࢆ⏬ࡋࠊᐇ⾜ࡍࡿᴗົ

ഛࡋࡓ㈨ᮦࢆά⏝ࡋࠊ⸆≀⏝㜵Ṇࡢᑓ㛛ᐙࢆㅮᖌࡋ࡚ὴ㐵ࡍࡿࡶࠊᵝࠎ࡞ᗈ

ࡌ࡚㟷ᑡᖺᒙ୪ࡧࡑࡢಖㆤ⪅ཬࡧᣦᑟ⪅ᒙࡢ㞟ࡲࡿሙᡤ࣭࣋ࣥࢺ➼ࠊ㛤Ⓨཪࡣ‽

 ㏻ᖺࡢᴗ࡛ࠊࡘᅜ㸦ࡓࡔࡋࠊᾏ㐨ࠊἈ⦖ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊせㄳᛂ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⸆≀⏝㜵ṆၨⓎゼၥᴗࡘ࠸

 ᾏ㐨ࠊᐑᇛࠊ༓ⴥࠊឡ▱ࠊ㜰ࠊᗈᓥࠊឡࠊ⇃ᮏࡢྛປ⅏≉ูㆤタ㸶ᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡿᴗົ

ㆤㆤᴗ ղ ປ⅏≉ูㆤタ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᖐࡾㆤࢧ࣮ࣅࢫࠊ▷ᮇᅾᆺࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᐇࡍ

࢘ ປ⅏≉ู

㡯ྡ
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ᴗ

ᨭࢭࣥࢱ࣮

㠃ὶ┦ㄯ

࢜ 㣴⫱㈝࣭

㡯ྡ

ᡂ  ᖺᗘ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ㅮ⩦ᴗ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᾏ㐨ࠊ㟷᳃┴ࠊᮾி㒔ࠊ㜰ᗓࠊ⚟ᒸ┴ࠊ㛗ᓮ┴ཬࡧ㮵ඣᓥ┴ෆ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢢ➼ࡢᐇ

࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓᖜᗈ࠸ᑵ⫋ᨭࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊᴗㄝ᫂ࡸ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ

 㒔㐨ᗓ┴ࡀయⓗタ⨨ࡍࡿⱝᖺ⪅ࡢࡓࡵࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ࣮㸦ࢪࣙࣈ࢝ࣇ࢙㸧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࠾ࡾࡍࡿࠋ

ⱝۑᖺ⪅ᆅᇦ㐃ᦠᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ

 ᾏ㐨ࠊ㟷᳃┴ࠊᮾி㒔ࠊ㜰ᗓࠊ⚟ᒸ┴ࠊ㛗ᓮ┴ཬࡧ㮵ඣᓥ┴ෆ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢢ➼ࡢᐇ

࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓᖜᗈ࠸ᑵ⫋ᨭࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊᴗㄝ᫂ࡸ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ

 㒔㐨ᗓ┴ࡀయⓗタ⨨ࡍࡿⱝᖺ⪅ࡢࡓࡵࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ࣮㸦ࢪࣙࣈ࢝ࣇ࢙㸧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

せ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

ᴗ

ᆅᇦ㐃ᦠ

ࢡ ⱝᖺ⪅

㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢẸ㛫➇தධᮐࡢᐇࡘ࠸࡚ࠊ┘⌮ጤဨ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᖹ

ࣈ࣭࣮࢝ࢻ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿⱝᖺ⪅ᆅᇦ㐃ᦠᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇ

࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽ᪂ไᗘ⛣⾜ࡋࡓࡇࡽࠊ᪂ไᗘಀࡿㅮ⩦ࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ

࢟ ࢪࣙ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 +3 ➼ࡼࡿ㣴⫱㈝ࡢྲྀỴࡵ➼ࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿሗᥦ౪➼ࡢᐇ

㸦㸱㸧ሗᥦ౪ᴗ

࡚㣴⫱㈝➼ಀࡿᴗົᚑࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿ◊ಟࡢᐇ

 ᑵᴗ࣭⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㣴⫱㈝ᑓ㛛┦ㄯဨࡸẕᏊ࣭∗Ꮚ⮬❧ᨭဨ➼ࠊᆅᇦ࠾࠸

㸦㸰㸧◊ಟ➼ᴗ

ࡿ┦ㄯᨭࡢᐇ

ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧➼࡛ཷࡅࡅࡽࢀࡓ㣴⫱㈝➼㛵ࡍࡿ┦ㄯᑐࡍࡿ㟁ヰ➼ࡼ

 ղ ᆅ᪉⮬యࡀᐇࡍࡿẕᏊᐙᗞ➼ᑵᴗ࣭⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕᑵᴗ࣭⮬❧ᨭ

ᐇ

 ձẕᏊᐙᗞ࣭∗Ꮚᐙᗞ➼ࡽࡢ㣴⫱㈝➼㛵ࡍࡿ㟁ヰ࣭㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࡼࡿ┦ㄯࡢ

㸦㸯㸧㣴⫱㈝࣭㠃ὶ┦ㄯᨭᴗ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㣴⫱㈝࣭㠃ὶ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮ᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 +3 ➼ࡼࡿ㣴⫱㈝ࡢྲྀỴࡵ➼ࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿሗᥦ౪➼ࡢᐇ

㸦㸱㸧ሗᥦ౪ᴗ

࡚㣴⫱㈝➼ಀࡿᴗົᚑࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿ◊ಟࡢᐇ

ࢻ࣮࣭࢝ࣈࣙࢪۑㅮ⩦ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱᴗࢆྵࡴࢪࣙࣈ࣭࣮࢝ࢻไᗘయࡘ࠸

 ᮾ᪥ᮏࣈࣟࢵࢡཬࡧす᪥ᮏࣈࣟࢵࢡࡢ㸰ᡤ

 ᑵᴗ࣭⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㣴⫱㈝ᑓ㛛┦ㄯဨࡸẕᏊ࣭∗Ꮚ⮬❧ᨭဨ➼ࠊᆅᇦ࠾࠸

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ົ⟶⌮ࡸᏳ⾨⏕⟶⌮ࡢせⅬࡘ࠸࡚ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ᐇ➼㸧

 ᪂つ㉳ᴗᴗሙ➼ᑐࡍࡿ㐺ṇ࡞⫋ሙ⎔ቃᙧᡂࡢࡓࡵࡢᨭ➼ಀࡿᴗົ㸦ᇶᮏⓗ࡞ປ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ᪂つ㉳ᴗᴗሙᑵᴗ⎔ቃᩚഛᴗ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

㸦㸰㸧◊ಟ➼ᴗ

ᴗ

ᴗ⎔ቃᩚഛ

ᴗᴗሙᑵ

࢝ ᪂つ㉳

㡯ྡ

ࡿ┦ㄯᨭࡢᐇ

ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧➼࡛ཷࡅࡅࡽࢀࡓ㣴⫱㈝➼㛵ࡍࡿ┦ㄯᑐࡍࡿ㟁ヰ➼ࡼ

 ղ ᆅ᪉⮬యࡀᐇࡍࡿẕᏊᐙᗞ➼ᑵᴗ࣭⮬❧ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕᑵᴗ࣭⮬❧ᨭ

ᐇ

 ձẕᏊᐙᗞ࣭∗Ꮚᐙᗞ➼ࡽࡢ㣴⫱㈝➼㛵ࡍࡿ㟁ヰ࣭㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࡼࡿ┦ㄯࡢ

㸦㸯㸧㣴⫱㈝࣭㠃ὶ┦ㄯᨭᴗ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࣮ᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㣴⫱㈝࣭㠃ὶ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
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ᐃ㐺ṇᴗ

ࢣ せㆤㄆ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

㸱 ࡑࡢせㆤㄆᐃࡢ㐺ษ࡞㐠Ⴀ㈨ࡍࡿᴗົ

 ճ ㄆᐃㄪᰝဨࡢ⬟ຊྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓྛᆅ᪉࡛ࡢ◊ಟࡢ⏬࣭㐠Ⴀ࣭ㅮᖌὴ㐵

 ղ せㆤㄆᐃࡢົᒁྥࡅࡢᴗົศᯒࢹ࣮ࢱࡢ㛤Ⓨ࣭ᥦ౪

 ձ ㄆᐃㄪᰝဨྥࡅ◊ಟࢩࢫࢸ࣒㸦H࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢ㐠⏝

ᯒ࣭◊ಟࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ࣭㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ྛ⮬యࡢㄆᐃㄪᰝࠊㆤㄆᐃᑂᰝ࠾ࡅࡿࡘ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࡢᐇ⌧౪ࡍࡿศ

㸰 せㆤㄆᐃࡢᴗົᨵၿࡢࡓࡵࡢ◊ಟᮦᩱ➼ࡢ㛤Ⓨ➼

 ղ せㆤㄆᐃ㐺ṇᴗࡢሗ࿌᭩ࡢసᡂ

 ձ ㆤㄆᐃᑂᰝࡢゼၥࡼࡿᢏ⾡ⓗຓゝ

ྛ⮬యࡢせㆤㄆᐃࡢ㐺ṇࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢຓゝ࣭ᨭࡢᐇ

㸯 せㆤㄆᐃࡢ㐺ṇ࡞㐠⏝ࡢࡓࡵࡢᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᨭ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑせㆤㄆᐃ㐺ṇᴗࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㸱 ࡑࡢせㆤㄆᐃࡢ㐺ษ࡞㐠Ⴀ㈨ࡍࡿᴗົ

 ճ ㄆᐃㄪᰝဨࡢ⬟ຊྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓྛᆅ᪉࡛ࡢ◊ಟࡢ⏬࣭㐠Ⴀ࣭ㅮᖌὴ㐵

 ղ せㆤㄆᐃࡢົᒁྥࡅࡢᴗົศᯒࢹ࣮ࢱࡢ㛤Ⓨ࣭ᥦ౪

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡍࡿ➼ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࡢᐇಀࡿᴗົ

 ᩍ⫱カ⦎⤥ࡢᑐ㇟ㅮᗙࡢᣦᐃᙜࡓࡾࠊྛㅮᗙࡢᩍ⫱カ⦎ࡢෆᐜࡀᣦᐃせ௳ヱᙜ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᩍ⫱カ⦎ㅮᗙཷㅮ⎔ቃᩚഛᴗ㸦ᣦᐃ⏦ㄳಀࡿㄪᰝ➼㸧ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ձ ㄆᐃㄪᰝဨྥࡅ◊ಟࢩࢫࢸ࣒㸦H࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢ㐠⏝

ㄪᰝ➼㸧

ᐃ⏦ㄳಀࡿ

ᩚഛᴗ㸦ᣦ

ㅮᗙཷㅮ⎔ቃ

ࢥ ᩍ⫱カ⦎

㡯ྡ

ᯒ࣭◊ಟࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ࣭㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ྛ⮬యࡢㄆᐃㄪᰝࠊㆤㄆᐃᑂᰝ࠾ࡅࡿࡘ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࡢᐇ⌧౪ࡍࡿศ

㸰 せㆤㄆᐃࡢᴗົᨵၿࡢࡓࡵࡢ◊ಟᮦᩱ➼ࡢ㛤Ⓨ➼

 ղ せㆤㄆᐃ㐺ṇᴗࡢሗ࿌᭩ࡢసᡂ

 ձ ㆤㄆᐃᑂᰝࡢゼၥࡼࡿᢏ⾡ⓗຓゝ

ྛ⮬యࡢせㆤㄆᐃࡢ㐺ṇࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢຓゝ࣭ᨭࡢᐇ

㸯 せㆤㄆᐃࡢ㐺ṇ࡞㐠⏝ࡢࡓࡵࡢᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᨭ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿせㆤㄆᐃ㐺ṇᴗࡘ࠸࡚ࠊ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ۑཌ⏕ປാ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᅜ❧ឤᰁ◊✲ᡤᡞᒣᗇ⯋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ

ᒣᗇ⯋ࠖࡢ⟶

⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

ᗇ⯋ࠖࡢ⟶

 ࠕୖ▼⚄

 ࠕୖ▼⚄ᗇ⯋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᗇ⯋タㅖタഛࡢ㐠㌿࣭┘どᴗົࠊྛ✀ಖᏲⅬ᳨ᴗົ➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᗇ⯋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿཌ⏕ປാ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕୖ▼⚄

 ࠕᅜ❧ឤᰁ◊✲ᡤᡞᒣᗇ⯋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 タഛᶵჾ➼ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࠊ㆙ഛಖᏳཬࡧཷᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

 ࠕᅜ❧ឤᰁ◊✲ᡤᡞᒣᗇ⯋ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

ᰁ◊✲ᡤᡞ

⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 タഛᶵჾ➼ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࠊ㆙ഛಖᏳཬࡧཷᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿࠋ

◊✲ᡤᡞᒣᗇ⯋ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿཌ⏕ປാ┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᅜ❧ឤᰁ

 ࠕᅜ❧ឤ

㡯ྡ

㸦㸳㸧タ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົཬࡧ◊ಟ㛵㐃ᴗົ
ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ  ᭶㛫

ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ᨭᶵᵓᇶᖿࢿ

ಖᏲᴗົ୪ࡧࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠⏝ᴗົ

ࡋࡓࠊ
ࠕປാ⪅ᗣᏳᶵᵓሗࢩࢫࢸ࣒ඹ㏻ᇶ┙㸦ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸧ࠖࡢᵓ⠏ཬࡧ㐠⏝࣭

 ᇶᖿᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘ࢩࢫࢸ࣒ࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࢆ୍ᮏ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ಖᏲᴗົ୪ࡧࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮㐠⏝ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

ۑ㸦⊂㸧ປാ⪅ᗣᏳᶵᵓሗࢩࢫࢸ࣒ඹ㏻ᇶ┙㸦ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸧ᵓ⠏ཬࡧ㐠⏝࣭

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡍࡿࠋ

ሗࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ᨭ࣭࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓᶵᵓ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸴᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡧࢹ࣮ࢱࢭࣥ ࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ
ࢱ࣮㐠⏝ᴗົ  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

㐠⏝࣭ಖᏲᴗົ୪

࢛࣮࣒㸧ᵓ⠏ཬࡧ

ᇶ┙㸦ࣉࣛࢵࢺࣇ

ሗࢩࢫࢸ࣒ඹ㏻

ᗣᏳᶵᵓ

࢚ 㸦⊂㸧ປാ⪅

ࣉࢹࢫࢡ➼ᴗົ

࣒㐠⏝ᨭ࣭࣊ࣝ

ᶵᵓሗࢩࢫࢸ

⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ

࢘ 㸦⊂㸧ປാᨻ

ࢸ࣒ಀࡿಖᏲ࣭
࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
㐠⏝⟶⌮ࡢጤク
 ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫
ᴗົ

ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫ

ᶵᵓᇶᖿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ಀࡿಖᏲ࣭㐠⏝⟶⌮ࡢጤクᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼

㞀ᐖ࣭ồ⫋⪅㞠⏝

 㸦⊂㸧㧗㱋࣭ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧㧗㱋࣭㞀ᐖ࣭ồ⫋⪅㞠⏝ᨭ

ᴗົ

ഛཬࡧ㐠⏝⟶⌮ ࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ᩚ 

 ཌ⏕ປാ┬ ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿཌ⏕ປാ┬ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒
ࡢ᭦᪂ᩚഛཬࡧ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩ

㡯ྡ

㸦㸴㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ
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ᨭᴗົ

➼ಀࡿ㐠⏝

/$1 ࢩࢫࢸ࣒

⥲ྜᶵᵓඹ⏝

⸆ရ་⒪ᶵჾ

࢟ 㸦⊂㸧་

ᴗົ

࣒㐠⏝࣭ಖᏲ

࢙࢘ࢩࢫࢸ

ᶵᵓࢢ࣮ࣝࣉ

ാ⪅ᗣᏳ

࢝ 㸦⊂㸧ປ

⏝࣭ಖᏲᴗົ

ࢺ࢙࢘㐠

ࢩࢫࢸ࣒ࢯࣇ

ᶵᵓᴗ⤫ィ

ാ⪅ᗣᏳ

࢜ 㸦⊂㸧ປ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽྠᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㸦⊂㸧་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓඹ⏝ /$1 ࢩࢫࢸ࣒➼ಀࡿ㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ

ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡿࠋ

⏝ /$1 ࢩࢫࢸ࣒➼ಀࡿ㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓඹ

࣒ࠖ࠾ࡅࡿẸ㛫➇தධᮐࡢ᭦࡞ࡿᐇࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

 ୖグᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕே⤥ࢩࢫࢸ࣒ࠖཬࡧࠕ㈈ົィ࣭⟶㈈ࢩࢫࢸ

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸰᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ



 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗົ

 ᆅ᪉ཌ⏕ᒁ➼ࡢᐇࡍࡿฟ㢪ཷࠊヨ㦂ሙࡢ☜ಖࠊヨ㦂㐠Ⴀࠊྜ᱁Ⓨ⾲➼ࡢヨ㦂ᐇ

தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ᅜᐙヨ㦂ᴗࡢ࠺ࡕࠊᆅ᪉ཌ⏕ᒁ➼࡛ᐇࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺

⒪ἲኈᅜᐙヨ㦂ᴗࠊど⬟カ⦎ኈᅜᐙヨ㦂ᴗࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈᅜᐙヨ㦂ᴗཬࡧ⸆ᖌ

ᑕ⥺ᢏᖌᅜᐙヨ㦂ᴗࠊ⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌᅜᐙヨ㦂ᴗࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈᅜᐙヨ㦂ᴗࠊసᴗ

ヨ㦂ᴗࠊಖᖌᅜᐙヨ㦂ᴗࠊຓ⏘ᖌᅜᐙヨ㦂ᴗࠊ┳ㆤᖌᅜᐙヨ㦂ᴗࠊデ⒪ᨺ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ་ᖌᅜᐙヨ㦂ᴗࠊṑ⛉་ᖌᅜᐙ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

࣒ࠖ࠾ࡅࡿẸ㛫➇தධᮐࡢ᭦࡞ࡿᐇࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

ᴗ➼

་ᖌᅜᐙヨ㦂

㡯ྡ

㸦㸵㸧ᆅ᪉ฟඛᶵ㛵㛵㐃ᴗົ

ۑ㸦⊂㸧ປാ⪅ᗣᏳᶵᵓࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝࣭ಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇

 ୖグᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕே⤥ࢩࢫࢸ࣒ࠖཬࡧࠕ㈈ົィ࣭⟶㈈ࢩࢫࢸ

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸰᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

Ẹ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㸦⊂㸧ປാ⪅ᗣᏳᶵᵓᴗ⤫ィࢩࢫࢸ࣒ࢯࣇࢺ࢙࢘㐠⏝࣭ಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᡂ➼ᴗົ

㟋㛗㢮⦾Ṫ⫱

་⛉Ꮫ◊✲⏝

ᰤ㣴◊✲ᡤࡢ

ᇶ┙࣭ᗣ࣭

㛤Ⓨἲே་⸆

࢘ ᅜ❧◊✲

 ୖグᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➇தᛶࡸᴗつᶍ➼␃ពࡋࡘࡘࠊẸ㛫➇தධᮐࡢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ་⛉Ꮫ◊✲⏝ࡢ㟋㛗㢮ࡢ⦾Ṫࠊ⫱ᡂࠊ㣫⫱⟶⌮ࠊᗣ⟶⌮ࠊ᳨ᰝཬࡧ⌮デ᩿ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ᗣ࣭ᰤ㣴◊✲ᡤࡢ་⛉Ꮫ◊✲⏝㟋㛗㢮⦾Ṫ⫱ᡂ➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே་⸆ᇶ┙࣭

ᑐ㇟⟠ᡤࡢᣑࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

S

㛫ఆᴗ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶௨㝆ࠊྠᖺᗘ୰࠾࠸࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓ᪥ࢆጞᮇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰

S

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ 

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ࠕᮾி་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

ࡈࡋࡽ

EA

ᡤ

㸦㸲ᡤ㸧ࠊᅄᅜ㸦㸳ᡤ㸧ཬࡧᕞ㸦㸳ᡤ㸧ࡢྛ᳃ᯘ⟶⌮ᒁ⟶ෆࡢ᳃ᯘ⟶⌮⨫  

 ᾏ㐨 㸲ᡤ㸧ࠊᮾ㸦㸱ᡤ㸧ࠊ㛵ᮾ㸦㸯ᡤ㸧ࠊ୰㒊㸦㸯ᡤ㸧ࠊ㏆␥୰ᅜ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

㉸࠼ࡿᮇ㛫

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶௨㝆ࠊⴠᮐ⪅ࡢỴᐃᚋࡽ㛤ጞࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⤊ࡍࡿ㸯ᖺࢆ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

AE

 ᅜ᭷ᯘ㔝ࡢ❧ᮌࡢ㛫ఆࠊ」ᒙᯘㄏᑟࡍࡿఆ᥇ࠊᆅ ᣛ ࠼ཬࡧⱑᮌࡢ᳜➼ࡢᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

せ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ᭷ᯘࡢ㛫ఆ➼ᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇ

ᡤ

㸦㸰ᡤ㸧ࠊᅄᅜ㸦㸯ᡤ㸧ཬࡧᕞ㸦㸰ᡤ㸧ࡢྛ᳃ᯘ⟶⌮ᒁ⟶ෆࡢ᳃ᯘ⟶⌮⨫  

 ᾏ㐨 㸳ᡤ㸧ࠊᮾ㸦㸰ᡤ㸧ࠊ㛵ᮾ㸦㸰ᡤ㸧ࠊ୰㒊㸦㸰ᡤ㸧ࠊ㏆␥୰ᅜ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠾࠸࡚ዎ⣙ࢆࡍࡿ᪥ࢆ⤊ᮇࡍࡿ㸰ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

EA

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ࡈࡋࡽ

 ᅜ᭷ᯘ㔝ࡢ❧ᮌࡢ㛫ఆࠊ」ᒙᯘㄏᑟࡍࡿఆ᥇ࠊᆅ ᣛ ࠼ཬࡧⱑᮌࡢ᳜➼ࡢᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

タ⟶⌮ᴗົ

AE

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

せ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ᭷ᯘࡢ㛫ఆ➼ᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ົ㸧

タഛࠊ་⒪⏝Ỉタഛࠊ5, タഛ➼ࠊ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮ᴗົࠊ㥔㌴ሙ⟶⌮ᴗົཬࡧ⎔ቃᩚഛᴗ

ഛࠊᾘ㜵タഛࠊ≉Ṧ✵ㄪタഛࠊ་⒪Ỉタഛࠊ㏻ಙሗタഛࠊ┘どไᚚタഛࠊ་⒪࢞ࢫ

ᡤ

 ࠕᮾி་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ࣭タഛ⟶⌮ᴗົ㸦✵ㄪタഛࠊ㟁Ẽタഛࠊ⤥Ỉ⾨⏕タ

 ᾏ㐨 㸳ᡤ㸧ࠊᮾ㸦㸰ᡤ㸧ࠊ㛵ᮾ㸦㸰ᡤ㸧ࠊ୰㒊㸦㸰ᡤ㸧ࠊ㏆␥୰ᅜ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠾࠸࡚ዎ⣙ࢆࡍࡿ᪥ࢆ⤊ᮇࡍࡿ㸰ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶௨㝆ࠊྠᖺᗘ୰࠾࠸࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓ᪥ࢆጞᮇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

せ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ᭷ᯘࡢ㛫ఆ➼ᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇ

㸦㸰ᡤ㸧ࠊᅄᅜ㸦㸯ᡤ㸧ཬࡧᕞ㸦㸰ᡤ㸧ࡢྛ᳃ᯘ⟶⌮ᒁ⟶ෆࡢ᳃ᯘ⟶⌮⨫  

 ᅜ᭷ᯘࡢ

㡯ྡ

㸦㸯㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ᅜ❧㝔ᶵᵓࡢࠕᮾி་⒪

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࠕປാᏛᰯࠖ㐠Ⴀ➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓࡢ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

㸬㎰ᯘỈ⏘┬

ࣥࢱ࣮ࠖࡢ

ࠕᮾி་⒪ࢭ

❧㝔ᶵᵓࡢ

 㸦⊂㸧ᅜ

ົ

ᰯࠖ㐠Ⴀ➼ᴗ

ࠕປാᏛ

◊ಟᶵᵓࡢ

ാᨻ⟇◊✲࣭

 㸦⊂㸧ປ

㡯ྡ

㸦㸶㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ
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㏻ㄪᰝᴗົ

 Ỉ⏘≀ὶ

ࡁ㸧

㛫ఆᴗ㸦⥆

 ᅜ᭷ᯘࡢ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࡈࡋࡽ

EA

ಀࡿᴗົ

࢚ ᳃ᯘ⏕ែ
⣔ከᵝᛶᇶ♏
ㄪᰝᴗ

ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ጤクᴗ

➼ಀࡿᴗົ

ᥱ࣭ศᯒㄪᰝ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

౯᱁㛵ࡍࡿሗࡢ㞟➼ಀࡿᴗົ

 せ⁺ ࠾ࡅࡿせရ┠ࡢỈᥭ㔞࣭༺౯᱁ࠊỈ⏘≀ࡢᅾᗜ㔞➼ࡢỈ⏘≀ࡢ㟂⤥࣭

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡍࡿࠋ

ಀࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾ

ۑỈ⏘≀ὶ㏻ㄪᰝᴗົࡢ࠺ࡕỈ⏘≀ࡢ㟂⤥࣭౯᱁➼ࡢືྥ㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭Ⓨಙ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

౯᱁㛵ࡍࡿሗࡢ㞟➼ಀࡿᴗົ

 せ⁺ ࠾ࡅࡿせရ┠ࡢỈᥭ㔞࣭༺౯᱁ࠊỈ⏘≀ࡢᅾᗜ㔞➼ࡢỈ⏘≀ࡢ㟂⤥࣭

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ド࣭ྥୖཬࡧࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィ࣭ศᯒฎ⌮ಀࡿᴗົ

⏕ែ⣔ࡢከᵝᛶࡢ≧ἣ㸦ୗᒙ᳜⏕ࠊᯤᦆᮌ➼㸧➼ࡢ⌧ᆅㄪᰝ୪ࡧ⌧ᆅㄪᰝࡢ⢭ᗘࡢ᳨

 ㄪᰝᆅⅬ㸦ᐃⅬ㸧࠾ࡅࡿࠊᆅἣ㸦ᶆ㧗ࠊᩳ㠃᪉➼㸧ࠊᯘἣ㸦ᯘ✀ࠊᶞ✀➼㸧ཬࡧ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

⏕ែ⣔ከᵝᛶᇶ♏ㄪᰝ࠾ࡅࡿ⢭ᗘ᳨ドㄪᰝཬࡧ᳃ᯘ㈨※ㄪᰝࢹ࣮ࢱゎᯒࡘ࠸࡚ࠊ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ᳃ᯘ⏕ែ⣔ከᵝᛶᇶ♏ㄪᰝࠊ᳃ᯘ

ࡿࡓࡵࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᐇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝᛂࡌࡿࡇࡍࡿࠋ

ㄪᰝ➼ಀࡿᴗົጤクᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᐇ᪉ἲࡀ⌧Ⅼ࡛ᮍᐃ࡛࠶

 ㎰ᯘỈ⏘ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲᥎㐍ᴗ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡢᬑཬ≧ἣᢕᥱ࣭ศᯒ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ◊✲ㄢ㢟ࡢᑂᰝࠊ㐍⾜⟶⌮ࠊホ౯ࡽᬑཬ≧ἣ➼ࡢᢕᥱࡲ୍࡛㈏ࡋࡓㄪᰝ࣭ศᯒ➼

ࡅࡿ◊✲ᡂᯝ
ࡢᬑཬ≧ἣᢕ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

✲᥎㐍ᴗ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡢᬑཬ≧ἣᢕᥱ࣭ศᯒㄪᰝ➼ಀࡿᴗົጤクᴗࡘ࠸

᥎㐍ᴗ࠾

ࡢ㟂⤥࣭౯᱁➼ࡢືྥ㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭Ⓨಙಀࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᯘỈ⏘ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗ⛉Ꮫᢏ⾡◊

⛉Ꮫᢏ⾡◊✲

ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗ

࢘ ㎰ᯘỈ⏘

㡯ྡ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿỈ⏘≀ὶ㏻ㄪᰝᴗົࡢ࠺ࡕỈ⏘≀

ᡤࡢ୍ᒙࡢᣑࢆᅗࡿࠋ

 ୖグᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➇தᛶࡢ☜ಖ␃ពࡋࡘࡘࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟⟠

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

ࡍࡿࠋ

ࡍࡿ⟠ᡤࢆ㑅ᐃࡋࠊ➇தᛶࡢ☜ಖ␃ពࡋࡘࡘࠊᅜ࡛⣙  ᡤ௨ୖ࡛ᐇࡍࡿࡶࡢ

 ྛ᳃ᯘ⟶⌮ᒁ࡛ࡑࢀࡒࢀࠊᆅ⌮ⓗ᮲௳ཬࡧᴗ㔞ࡢほⅬࡽẸ㛫➇தධᮐࡢᐇ㐺

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

㉸࠼ࡿᮇ㛫

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶௨㝆ࠊⴠᮐ⪅ࡢỴᐃᚋࡽ㛤ጞࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⤊ࡍࡿ㸯ᖺࢆ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ୰ධᮐබ࿌ࡋࠊⴠᮐ⪅ࢆỴᐃ

AE

 ᅜ᭷ᯘ㔝ࡢ❧ᮌࡢ㛫ఆࠊ」ᒙᯘㄏᑟࡍࡿఆ᥇ࠊᆅ ᣛ ࠼ཬࡧⱑᮌࡢ᳜➼ࡢᴗົ
࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ᭷ᯘࡢ㛫ఆ➼ᴗࡘ࠸࡚ࠊ」ᩘᖺዎ⣙ࡼࡿẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ሙࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇ᪉㔪➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ 

 ࠕ㎰ᯘỈ⏘◊ಟᡤࡘࡃࡤ㤋ࠖ㸦Ⲉᇛ┴㸧ཬࡧࠕ㎰ᯘỈ⏘◊ಟᡤࡘࡃࡤ㤋Ỉᡞሙࠖ

⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸶᭶㛫

ᴗົ

⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᯘỈ⏘┬⾜ᨻሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠

࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮

ᨻሗࢩࢫࢸ

㎰ᯘỈ⏘┬⾜

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡢዎ⣙⥾⤖᪥ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ⣙㸴ᖺ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡢዎ⣙⥾⤖᪥ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ⣙㸴ᖺ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡢዎ⣙⥾⤖᪥ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ⣙㸴ᖺ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡢዎ⣙⥾⤖᪥ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ⣙㸴ᖺ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡢዎ⣙⥾⤖᪥ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ⣙㸴ᖺ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᣓⓗ࡞ጤク

 ᨻᗓ⡿ࡢ㈍ཬࡧ㈍➼ᚲせ࡞ಖ⟶ࠊ㐠㏦➼ࡢ୍㐃ࡢᴗົࡢ」ᩘཷクᴗయࡢໟ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࢆ㑅ᐃࡋࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑᨻᗓ⡿ࡢ㈍➼ᴗົࡢໟᣓⓗ࡞Ẹ㛫ጤクࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࡼࡾࠊཷクᴗయ

㸦㸲㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



➼ᴗົ

ᨻᗓ⡿ࡢ㈍

㡯ྡ

㸦㸱㸧⡿ࡢ㈙ධࢀ࣭Ώࡋ㛵㐃ᴗົ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ሙࠖࡢ⟶

㸦Ⲉᇛ┴㸧ࡢ㸰ᡤ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

ࡘࡃࡤ㤋Ỉᡞ



࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᯘỈ⏘◊ಟᡤ

㤋ࠖཬࡧࠕ㎰

㎰ᯘỈ⏘┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕ㎰ᯘỈ⏘◊ಟᡤࡘࡃࡤ㤋ࠖཬࡧࠕ㎰ᯘỈ⏘◊ಟᡤࡘࡃࡤ㤋Ỉᡞ

ಟᡤࡘࡃࡤ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐ‽ࡌࡓᡭ⥆ࡼࡿ୍⯡➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ

ࠕ㎰ᯘỈ⏘◊

㡯ྡ

㸦㸰㸧タ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົཬࡧ◊ಟ㛵㐃ᴗົ
ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࡿࠋ

⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓ➼ࡢタࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㎰ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗᢏ

⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

ᯘỈ⏘ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠖ
㸦࠸ࡎࢀࡶⲈᇛ┴㸧

 ࠕᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㎰ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓࠖཬࡧࠕᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ㝿㎰

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ ࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
ᶵᵓ➼ࡢタࡢ  ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲ ࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ
ே㎰ᴗ࣭㣗ရ⏘  ◊✲ᮏ㤋➼ࡢΎᤲᴗົࠊ㆙ഛᴗົཬࡧ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ➼ಖᏲⅬ᳨ᴗົࡢྛᴗົ

㡯ྡ

㸦㸳㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ
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ཬࡧ⤫ィ⾲ࡢసᡂಀࡿᴗົ

ᰝ

άືᇶᮏㄪᰝ

࢚ ᾏእᴗ

ᐇែᇶᮏㄪᰝ

࢘ ୰ᑠᴗ

ᴗᇶᮏㄪᰝ

 ሗ㏻ಙ

 ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㓄ᕸ࣭ᅇ࣭ཷࠊ╩ಁࠊ↷ᑐᛂࠊಶ⚊ᑂᰝࠊ㞟ィ

ሗ᥎㐍ㄪ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᑂᰝࠊࢹ࣮ࢱධຊࠊ㞟ィࠊ⤫ィ⾲ࡢసᡂཬࡧᴫἣࡢసᡂಀࡿᴗົ

 ྡ⡙ᩚഛࠊㄪᰝ㛵ಀ⏝ရࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㏦࣭ᅇ࣭ཷࠊ╩ಁࠊ↷ᑐᛂࠊಶ⚊

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ᰝ㸧సᡂᴗ

ࡿ㆑ูຊ➼ㄪ

ᩥᏐ㒊㛵ࡍ

࣮ࢺ㸦ၟᶆࡢ

๓ࢧ࣮ࢳ࣏ࣞ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

ۑᾏእᴗάືᇶᮏㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚

࢚ ၟᶆᑂᰝ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᶆᛶࡢุ᩿ࢆᨭࡍࡿᴗົ

 ၟᶆἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࠊၟᶆᑂᰝᇶ‽➼ᇶ࡙ࡁࠊಶูࡢฟ㢪ሗࡢၟ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡍࡿࠋ

ࡢᩥᏐ㒊㛵ࡍࡿ㆑ูຊ➼ㄪᰝ㸧సᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿၟᶆᑂᰝ๓ࢧ࣮ࢳ࣏࣮ࣞࢺ㸦ၟᶆ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᶵᐦᛶࢆ᭷ࡍࡿᮍබ㛤≉チሗࡢ㟁Ꮚᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊

 ᕤᴗᡤ᭷ᶒ㛵ࡍࡿᡭ⥆➼ࡢ≉㛵ࡍࡿἲᚊᇶ࡙ࡁⓏ㘓ࡉࢀࡓᶵ㛵ࡼࡿࠊ㧗࠸

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࣮ᴗົ୍ᘧࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ᭩㠃ࡼࡿᡭ⥆ࡢࢹ࣮ࢱ࢚ࣥࢺࣜ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㘓ࡉࢀࡓᶵ㛵ࡼࡿࠊ㧗࠸ᶵᐦᛶࢆ᭷ࡍࡿᮍබ㛤≉チሗࡢ㟁Ꮚᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊

 ᕤᴗᡤ᭷ᶒ㛵ࡍࡿᡭ⥆➼ࡢ≉㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ᇶ࡙ࡁⓏ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࢚ࣥࢺ࣮ࣜᴗົ୍ᘧࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿ฟ㢪㛵ࡍࡿ᭩㠃➼ࡢࢹ࣮ࢱ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ពࡢᑂᰝุ᩿ࢆࡍࡿࡓࡵࠊබ▱ࡢពࢆ⥙⨶ⓗࠊయ⣔ⓗㄪᰝࡍࡿᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

බሗ㈨ᩱࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿⓏ㘓ពබ▱㈨ᩱཬࡧእᅜព

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᛂࠊಶ⚊ᑂᰝࠊ㞟ィࠊ⤫ィ⾲ࡢసᡂཬࡧሗ࿌᭩ࡢసᡂಀࡿᴗົ

ᴗົ୍ᘧ

ࢱ࢚ࣥࢺ࣮ࣜ

ࡿᡭ⥆ࡢࢹ࣮

࢘ ᭩㠃ࡼ

୍ᘧ

ࣥࢺ࣮ࣜᴗົ

➼ࡢࢹ࣮ࢱ࢚

㛵ࡍࡿ᭩㠃

 ᅜ㝿ฟ㢪

࣮ࣆࣥࢢᴗ

ሗ㈨ᩱࡢࢢࣝ

ࡧእᅜពබ

බ▱㈨ᩱཬ

 Ⓩ㘓ព

㡯ྡ

㸦㸰㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

 ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㑅ᐃࠊㄪᰝ㛵ಀ⏝ရࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㏦࣭ᅇ࣭ཷࠊ╩ಁࠊ↷ᑐ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ୰ᑠᴗᐇែᇶᮏㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᑂᰝࠊࢹ࣮ࢱධຊࠊ㞟ィཬࡧ⤫ィ⾲ࡢసᡂಀࡿᴗົ

ྡ⡙ᩚഛࠊㄪᰝ㛵ಀ⏝ရࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㏦࣭ᅇ࣭ཷࠊ╩ಁࠊ↷ᑐᛂࠊಶ⚊

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑሗ㏻ಙᴗᇶᮏㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ▼Ἔ⏘ᴗሗ᥎㐍ㄪᰝࡘ࠸

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ▼Ἔ⏘ᴗ

㡯ྡ

㸦㸯㸧⤫ィㄪᰝ㛵㐃ᴗົ

㸬⤒῭⏘ᴗ┬ 
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

✲⪅ࡢᣍ࠸ࠊὴ㐵ཬࡧ⫱ᡂࢆ⾜࠺ᴗࠋእᅜࡢ◊✲⪅ࢆᅜෆࡢ◊✲ᶵ㛵ᣍ࠸ࡋ◊

ᴗ

ᢏ⾡◊✲ㄪᰝ

Რ≀㔜せᇶ♏

࢟ ᨺᑕᛶᗫ

ဨࡸ◊✲⪅ࢆ㍮ฟࡋࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢ㐀ࠊಖㆤཬࡧά⏝㈨ࡍࡿேᮦࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ◊

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸶᭶㛫

ᚓά⏝ᨭ
ᴗ

 ฎศᴗࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊඛ⾜ⓗᐇࡍࡁ㔜せᇶ♏ⓗ࡞ࢸ࣮࣐㸦㸳ࢸ࣮࣐⛬ᗘ㸧

ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋᢏ⾡㛤Ⓨࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊฎศሙཷධࢀ㛵ࢃࡿ♫ⓗཷᐜᛶ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞ேᩥ♫Ꮫ⣔ࡢ◊✲ࡶᑐ㇟ࡍࡿࠋ

ࢥ ≉チ➼ྲྀ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ᖺᗘ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

㋃ࡲ࠼ࠊ┘⌮ጤဨ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᑟධࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ 

ࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓዎ⣙ᡭἲࠊዎ⣙ᙧែࡼࡿㄪ㐩ࡢ⤖ᯝࡸᴗࡢᡂᯝ࡞ࢆ

 ົ࣭ᴗࡢ㉁ࡢ⥔ᣢࠊຠ⋡ᛶࠊࢥࢫࢺ๐ῶࠊẸ㛫ࡢࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡢά⏝ࡢほⅬ

ࡓࠋ

ⓗ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㸦⊂㸧ᕤᴗᡤ᭷ᶒሗ࣭◊ಟ㤋ᴗົࢆ⛣⟶ࡋ

≉ۑチ➼ྲྀᚓά⏝ᨭᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿᢤᮏ

 ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

ۑᨺᑕᛶᗫᲠ≀㔜せᇶ♏ᢏ⾡◊✲ㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᾏእࡢᨺᑕᛶᗫᲠ≀ಀࡿሗ㞟ཬࡧศᯒࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛࠊሗⓎಙ➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᨺᑕᛶᗫᲠ≀ᾏእ⥲ྜሗㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᾏእࡢᨺᑕᛶᗫᲠ≀ಀࡿሗ㞟ཬࡧศᯒࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛࠊሗⓎಙ➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᨺᑕᛶᗫᲠ≀ᾏእ⥲ྜሗㄪᰝ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ճ $6($1㸩㸱࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ୖࡢㄢ㢟ศᯒಀࡿᴗົ

ղ ୖグྜ࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇಀࡿᴗົ

ࡾࡲࡵ࡞ࡢ๓‽ഛࡸ㆟ᙜ᪥ࡢྛ✀ົಀࡿᴗົ

㆟㢟タᐃࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊ㆟㛤ദ࣭㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢྛᅜࡢ๓ㄪᩚࠊሙ㑅ᐃࡸฟᖍ⪅ྲྀ

ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞ேᩥ♫Ꮫ⣔ࡢ◊✲ࡶᑐ㇟ࡍࡿࠋ

ሗㄪᰝ

Რ≀ᾏእ⥲ྜ

ࢣ ᨺᑕᛶᗫ

ࡿᴗ㸧

㐃ᦠᙉಀ

ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮

ձ $6($1㸩㸱ᨻ⟇⌮ࡸศ㔝ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼㛤ദࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊྛྜ࠾ࡅࡿ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋᢏ⾡㛤Ⓨࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊฎศሙཷධࢀ㛵ࢃࡿ♫ⓗཷᐜᛶ

 ฎศᴗࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊඛ⾜ⓗᐇࡍࡁ㔜せᇶ♏ⓗ࡞ࢸ࣮࣐㸦㸳ࢸ࣮࣐⛬ᗘ㸧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᨺᑕᛶᗫᲠ≀㔜せᇶ♏ᢏ⾡◊✲

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸱᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡧᅜෆࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆᅜෆࡢ◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚◊✲ᚑࡉࡏࡿᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

✲ᚑࡉࡏࡿᴗົࠊᅜෆࡢ◊✲⪅ࢆእᅜࡢ◊✲ᶵ㛵ὴ㐵ࡋ◊✲ᚑࡉࡏࡿᴗົཬ

ⓗ㈈⏘ไᗘࡢタィ࣭ᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊᅜෆእࡢ▱ⓗ㈈⏘ไᗘ⢭㏻ࡋࡓᏛᩍ

ᶒ◊✲᥎㐍

 ᅜෆእࡢ◊✲⪅▱ⓗ㈈⏘ไᗘ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊᡃࡀᅜࡢ㐺ษ࡞▱

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ◊✲᥎㐍ᴗࡘ࠸

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᰝ㸦$6($1㸩
㸱ᆅᇦ࠾ࡅ

ࣝࢠ࣮ໃㄪ

 ၟᶆἲࠊၟᶆᑂᰝᇶ‽➼ᇶ࡙ࡁࠊಶูࡢฟ㢪ሗࡢၟᶆᛶࡢุ᩿ࢆᨭࡍࡿᴗົ

࢝ ⏘ᴗ㈈⏘

ᡂᴗ

㎸ࡳㄪᰝ㸧స

ᶆࡢඛ⾜⤠ࡾ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

࣮ࢺ㸦ᅗᙧၟ

㸦$6($1㸱ᆅᇦ࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮㐃ᦠᙉಀࡿᴗ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ

ࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿࢚ࢿࣝࢠ࣮ໃㄪᰝ

ᙧၟᶆࡢඛ⾜⤠ࡾ㎸ࡳㄪᰝ㸧సᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ
ࢡ ᅜ㝿࢚ࢿ

㡯ྡ

๓ࢧ࣮ࢳ࣏ࣞ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿၟᶆᑂᰝ๓ࢧ࣮ࢳ࣏࣮ࣞࢺ㸦ᅗ

࢜ ၟᶆᑂᰝ

㡯ྡ

44

Ⴀࡍࡿࠋ         

ົ

┙ࢧ࣮ࣅࢫᴗ

Ⓨᶵᵓሗᇶ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸵᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓሗᇶ┙ࢧ࣮ࣅࢫᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠

ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘

ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭

㛤Ⓨἲே᪂࢚

 ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ  ᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗ㸦ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᮎࠊ」ྜᶵࠊࣔࣂࣝ 3& ➼㸧ࢆྵࡴ 1,7(/$1 ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧࡑࡢ㐠⏝⟶⌮ᴗົ

⟇ࠊㄆドࠊࣂࢵࢡࢵࣉ➼ࡢᇶ┙ࢆᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࠊົඹ㏻ᇶ┙㸦1,7(/$1 ➃

 ྛࢭࣥࢱ࣮ࢆ⤖ࡪሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࢧ࣮ࣂࠊࢩࢫࢸ࣒ඹ㏻ᇶ┙㸦ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

۵㸦⊂㸧〇ရホ౯ᢏ⾡ᇶ┙ᶵᵓඹ㏻ᇶ┙ሗࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇த

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࢜ ᅜ❧◊✲

ົ

࣒㐠⏝⟶⌮ᴗ

┙ሗࢩࢫࢸ

┙ᶵᵓඹ㏻ᇶ

ရホ౯ᢏ⾡ᇶ

࢚ 㸦⊂㸧〇

ົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

ሗࢩࢫࢸ࣒㐠

⏝⟶⌮ᨭᴗ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡢ⏘⥲◊ሗࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

5,(7,3&/$1 ࢧ࣮ࣅࢫࡢㄪ㐩ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ   

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ➨ᅄᮇ

ࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁ┘⌮ጤဨㄪᩚࡍࡿࠋ

⏘῭⤒ۑᴗ┬ᇶ┙ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᐇ㛵

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᡤࡢ⏘⥲◊

ᢏ⾡⥲ྜ◊✲

㛤Ⓨἲே⏘ᴗ

࢘ ᅜ❧◊✲

ࢫࡢㄪ㐩

3&/$1 ࢧ࣮ࣅ

➨ᅄᮇ 5,(7,

῭⏘ᴗ◊✲ᡤ

 㸦⊂㸧⤒

⟶⌮ᴗົ

ࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝

┬ᇶ┙ሗࢩ

 ⤒῭⏘ᴗ

㡯ྡ

㸦㸱㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

ࣉ࣭ࣜࢫࢺసᴗࠊࣜࢯ࣮ࢫ㉸㐣࣭ᛶ⬟ຎ┘どࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ┘どࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶

 ㄪᰝ⤫ィࢩࢫࢸ࣒ಀࡿᶵჾ✌ാ┘どࠊ㞀ᐖᑐᛂࠊࣥࢩࢹࣥࢺ⟶⌮ࠊࣂࢵࢡࢵ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ         

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿㄪᰝ⤫ィࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⟶⌮ᨭᴗ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࢆ┠㏵ⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡢ㐠⏝⟶⌮㛵ࡍࡿᴗົ

 ᮏ㒊ࠊᆅᇦᣐⅬ➼ࡢඹ㏻ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣥࣇࣛࠊࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘➼

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

۵㸦⊂㸧୰ᑠᴗᇶ┙ᩚഛᶵᵓሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

సᴗ౫㢗ᑐᛂࠊၥྜࡏᑐᛂࠊࣟࢢ┘どసᴗࠊᴗົᘬ⥅ࡂࡍࡿࠋ

ᐃࡵࡿࠋసᴗ⠊ᅖࡣࠊࣁ࣮ࢻ࢙࢘ಖᏲࠊᴗົᵝ☜ㄆࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚྜᛶ☜ㄆࠊ

  㟁Ꮚ ,3$ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᖜ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ✌ാ⥔ᣢᨭᴗົࡢᑐ㇟ࢆ᪂ࡓ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

۵㸦⊂㸧ሗฎ⌮᥎㐍ᶵᵓ㟁Ꮚ ,3$ ✌ാ⥔ᣢᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗົ

⟶⌮ᨭᴗົ ⌮ࠊࢫࢺ࣮ࣞࢪ㡿ᇦ⟶⌮ࠊ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࠊᴗົࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ㐠⏝ᨭ➼ࡢ㐠⏝⟶⌮

ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝

ࢡ ㄪᰝ⤫ィ

⟶⌮ᴗົ

ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ഛᶵᵓሗ

ᑠᴗᇶ┙ᩚ

࢟ 㸦⊂㸧୰

ົ

ാ⥔ᣢᨭᴗ

ᵓ㟁Ꮚ ,3$ ✌

ሗฎ⌮᥎㐍ᶵ

࢝ 㸦⊂㸧

㡯ྡ

45

⏝ᨭᴗົ

⌮ࢩࢫࢸ࣒㐠

࣭ᑂᰝ➼⟶

┬㟁Ꮚ⏦ㄳཷ

ࢣ ⤒῭⏘ᴗ

㡯ྡ
ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡢࠕ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

Ⴀ⟶⌮ᴗົཬࡧ⮬ື㌴㐠㌿࣭⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡢྛᴗົ

タഛ➼⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࠊ㆙ഛཬࡧᘓ≀➼Ύᤲᴗົࠊ᳜᱂⟶⌮ᴗົࠊ◊✲༠ຊࢭࣥࢱ࣮➼㐠

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⌮➼ᴗົ

࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࠖࡢタ⟶⌮➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤࢭࣥ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࣮ࠖࡢタ⟶

ࡘࡃࡤࢭࣥࢱ

⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

ᡤࡢࠕ⏘ᴗᢏ

ᢏ⾡⥲ྜ◊✲

㛤Ⓨἲே⏘ᴗ

Ⴀ⟶⌮ᴗົཬࡧ⮬ື㌴㐠㌿࣭⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡢྛᴗົ

タഛ➼⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࠊ㆙ഛཬࡧᘓ≀➼Ύᤲᴗົࠊ᳜᱂⟶⌮ᴗົࠊ◊✲༠ຊࢭࣥࢱ࣮➼㐠

 ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡢࠕ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ 

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

◊✲ᡤࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤࡘࡃࡤࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⟶⌮➼ᴗົࡘ࠸

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

 ᅜ❧◊✲

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㸦㸳㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ



➼ࡢヨ㦂ᐇᴗົࠊヨ㦂ၥ㢟సᡂศ⛉ࡢ㐠Ⴀ➼ࡢᴗົ୪ࡧ㐣ᖺᗘࡢ㢪᭩ཬࡧ⟅⏝
⣬ࡢಖ⟶ᴗົ ➼

 ィ㔞ኈᅜᐙヨ㦂ࡢෆ᭩㸦㢪᭩㸧ࡢ㓄ᕸࠊฟ㢪ཷࠊヨ㦂ሙࡢ☜ಖཬࡧヨ㦂㐠Ⴀ

㦂ᴗ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ  

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿィ㔞ኈᅜᐙヨ㦂ᴗࡘ࠸࡚ࠊ

ィ㔞ኈᅜᐙヨ

㡯ྡ

㸦㸲㸧ᆅ᪉ฟඛᶵ㛵㛵㐃ᴗົ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

⪅ࡢᨭࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮➼㛵ࡍࡿᴗົ

 ⤒῭⏘ᴗ┬㟁Ꮚ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝ➼⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ࠊᢸᙜ⫋ဨࡢᢏ⾡ᨭࠊ⏝

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

⏘῭⤒ۑᴗ┬㟁Ꮚ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝ➼⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⪅ࡢᨭࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮➼㛵ࡍࡿᴗົ

 ⤒῭⏘ᴗ┬㟁Ꮚ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝ➼⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ࠊᢸᙜ⫋ဨࡢᢏ⾡ᨭࠊ⏝

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ     

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⤒῭⏘ᴗ┬㟁Ꮚ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝ➼
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㡯ྡ

ᴗጤク

Ἔഛᇶᆅ᧯

ᶵᵓࡢᅜᐙ▼

㔠ᒓ㖔≀㈨※

Ἔኳ↛࢞ࢫ࣭

࢘ 㸦⊂㸧▼

ሗ㛵㐃ᴗ

ሗ࣭◊ಟ㤋ࡢ

ᴗᡤ᭷ᶒ

 㸦⊂㸧ᕤ
ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

୵ᮌ㔝ࠊᚿᕸᚿ㸧ࡢྛᅜᐙ▼Ἔഛᇶᆅ

 ᅜ  ᡤ㸦Ɫᑠ∾ᮾ㒊ࠊࡴࡘᑠᕝཎࠊஂឿࠊ⛅⏣ࠊ⚟ࠊ⳥㛫ࠊⓑᓥࠊୖᓥࠊ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸱᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᕤ➼㸧ࠊճᏳ㜵⅏ᴗົ㸦Ᏻ㜵⅏ࠊ⎔ቃㄪᰝࠊ⎔ቃಖ㸧ࠊմࡑࡢᴗົ
ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ
࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫
࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

㒔ᕷබᅬ࠾
ࡅࡿⓎὀ⪅ᨭ
ᴗົ➼

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᕤ┘╩ᨭᴗົ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᕝ࣭ࢲ࣒ཬࡧ

ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ✚⟬ᢏ⾡ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ✚⟬ᢏ⾡ᴗົࡘ

 㐨㊰ࠊἙ

㡯ྡ

㸦㸰㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ



 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ  ᭶㛫

㛵ࠊධฟⲴࠊ㈓ⶶࠊ⛣㏦➼㸧ࠊղタ⟶⌮ᴗົ㸦㈨⏘ࡢಖᏲⅬ᳨ࠊ⥔ᣢ⿵ಟࠊᨵⰋ᭦᪂

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ⏬ࠊᐇᰝ‽ഛࠊᐇᰝࠊᑂᰝࠊ㞟ィཬࡧศᯒຍᕤಀࡿᴗົ

ືែㄪᰝ

 ᅜᐙ▼Ἔഛᇶᆅࡢ᧯ᴗಀࡿձ㐠㌿ᴗົ㸦ᅜᐙഛ▼Ἔࡢရ㉁㺃ᩘ㔞ࡢ⟶⌮ࠊ㏻

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿⯟✵᪑ᐈືែㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊ
ᅜ㝿⯟✵᪑ᐈ

㡯ྡ

㸦㸯㸧⤫ィㄪᰝ㛵㐃ᴗົ

㸬ᅜᅵ㏻┬

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

۵㸦⊂㸧▼Ἔኳ↛࢞ࢫ࣭㔠ᒓ㖔≀㈨※ᶵᵓࡢᅜᐙ▼Ἔഛᇶᆅ᧯ᴗጤクࡘ࠸࡚ࠊẸ

ົࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐍ᤖ࠶ࢃࡏ࡚ࠊẁ㝵ⓗᗫṆࡍࡿࠋ

۵㸦⊂㸧ᕤᴗᡤ᭷ᶒሗ࣭◊ಟ㤋ࡢሗ㛵㐃ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉チᗇ࡛ᵓ⠏୰ࡢ᪂ᴗ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

ࡁ㸧

ᴗົ➼ ⥆

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸰ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸰ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

EA

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ ሖ ࣭Ỉᶵሙ➼

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢἙᕝᕠどᨭᴗົ

⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

➼
ࡏࡁ

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

AE

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

ࡁ㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁࡢἙᕝチㄆྍᑂᰝᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

ࡿⓎὀ⪅ᨭ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᢏ⾡ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎

ᕷබᅬ࠾ࡅ
ᴗົ➼ ⥆

➼

ᕷබᅬ࠾ࡅ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

ᕝ࣭ࢲ࣒ࠊ㒔

ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

ᕝ࣭ࢲ࣒ࠊ㒔

ࡿⓎὀ⪅ᨭ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 㐨㊰ࠊἙ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸰ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁࡢἙᕝチㄆྍᑂᰝᨭ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᢏ⾡ᑂᰝᴗົࡘ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

ཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢἙᕝᕠどᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ
࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

㡯ྡ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᕤ┘╩ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ

 㐨㊰ࠊἙ

㡯ྡ

48

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢࢲ࣒⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ

ࡿⓎὀ⪅ᨭ

ࡁ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫
࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ
 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤
Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

୪ࡧᾏ㐨㛤Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸰ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ṇᣦᑟᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁࡢ㐨㊰チㄆྍᑂᰝ࣭㐺

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ⏝ᆅ⿵ൾ⥲ྜᢏ⾡ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

ࡁ㸧

ᕷබᅬ࠾ࡅ

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

ᴗົ➼ ⥆

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧
Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ࡿⓎὀ⪅ᨭ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸰ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

ᕷබᅬ࠾ࡅ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᕝ࣭ࢲ࣒ࠊ㒔

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ⏝ᆅ⿵ൾ⥲ྜᢏ⾡

୪ࡧᾏ㐨㛤Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ

ᕝ࣭ࢲ࣒ࠊ㒔

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢࢲ࣒⟶⌮ᨭᴗົ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

ࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᴗົ➼ ⥆

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑᆅ᪉ᩚഛᒁࡢ㐨㊰チㄆྍᑂᰝ࣭㐺ṇᣦᑟᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋ
࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 㐨㊰ࠊἙ

㡯ྡ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢሖ࣭Ỉᶵሙ➼⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑ

 㐨㊰ࠊἙ

㡯ྡ
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ົ

ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗ

 ✵ タ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࠊᕞ✵ ࠊ⇃ᮏ✵

ཬࡧ㮵ඣᓥ✵ ࡢ  ᡤ

ࠊ

ࠊ㛗ᓮ✵ ࠊศ✵ ཬࡧ㑣ぞ✵ ࡢ  ᡤ

ࠊ୕ἑ✵ ࠊᮾிᅜ㝿✵ 㸦ไ㝈༊ᇦෆ㸧ࠊᑠᯇ✵

ࠊ⨾ಖ✵

ࠊᚨᓥ✵

ᕞ✵

ࠊ

ࠊඵᑿ✵
ࡢ  ᡤ

ࠊ㧗▱✵

ࠊᑠᯇ✵

ࠊศ✵ ࠊᐑᓮ✵ ࠊ㮵ඣᓥ✵ ཬࡧ㑣ぞ✵

ࠊᗈᓥ✵ ࠊᒾᅜ✵ ࠊᚨᓥ✵ ࠊ㧗ᯇ✵ ࠊᯇᒣ✵

ࠊ㛗ᓮ✵ ࠊ⇃ᮏ✵

ࠊ⨾ಖ✵

 ⛶ෆ✵ ࠊ㔲㊰✵ ࠊภ㤋✵ ࠊ୕ἑ✵ ࠊ᪂₲✵ ࠊⓒ㔛✵

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸲᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⯟✵ⅉⅆ࣭㟁※タࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗ

ࠊ㧗▱✵

 ᪂༓ṓ✵

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ✵ ᅵᮌタࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡘ

㧗ᯇ✵ ࠊ⚟ᒸ✵

 ⛶ෆ✵ ࠊ㔲㊰✵ ࠊୣ⌔✵ ࠊᮾிᅜ㝿✵ 㸦ᵓෆ㐨㊰㸧ࠊඵᑿ✵ ࠊᗈᓥ✵

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ✵ ᅵᮌタࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡘ

‴ࠊ✵

ὀ⪅ᨭᴗົ

࠾ࡅࡿⓎ

࢘

㡯ྡ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᕤ≧ἣ☜ㄆ⿵ຓᴗົ࣭ရ㉁┘ど⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗົ࣭ရ㉁┘ど⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᕤ≧ἣ☜ㄆ⿵ຓ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢⓎὀ⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢⓎὀ⿵ຓᴗົࡘ
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‴ࠊ✵

㸦⥆ࡁ㸧

ὀ⪅ᨭᴗົ

࠾ࡅࡿⓎ

࢘

㡯ྡ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

㆙ഛᴗົ

⯟✵ⅉ

ಖᏲㄳ㈇ᴗົ

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

ไᚚࢩࢫࢸ࣒

ⅆ࣭㟁ຊ┘ど

✵

࢟ ᮾிᅜ㝿

✵

࢝ ᮾிᅜ㝿

༊ᇦ㆙ഛᴗົ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᢏ⾡ᑂᰝ⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢᢏ⾡ᑂᰝ⿵ຓᴗົ

Ⓨᒁ⟶ෆࡢྛົᡤ➼
ᾏୖไ㝈

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᮾிᅜ㝿✵ ᾏୖไ㝈༊ᇦ㆙ഛᴗ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

✵

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫

ົᡤᗇ⯋➼ࡢἲධ➼㜵Ṇࡢࡓࡵࡢࠊ㆙ഛࢩ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ົ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ಖᣢࢆ┠ⓗࡋࡓྠࢩࢫࢸ࣒ࡢⅬ᳨ಖᏲᴗົࠊ㞀ᐖⓎ⏕ࡢ⥭ᛴಖᏲᴗ

 ⯟✵ⅉⅆཬࡧ㟁Ẽタࡢ㐠⏝≧ἣ➼ࡢ┘どཬࡧไᚚࡋ࡚࠸ࡿ⯟✵ⅉⅆ࣭㟁ຊ┘どไᚚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ไᚚࢩࢫࢸ࣒ಖᏲㄳ㈇ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᮾிᅜ㝿✵ ⯟✵ⅉⅆ࣭㟁ຊ┘ど

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢫࢸ࣒┘どࠊ❧ာࠊᕠᅇ➼ࡼࡿ㆙ഛᴗົ

 ᮾிᅜ㝿✵ ไ㝈༊ᇦࠊᮾி✵

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᮾிᅜ㝿✵ ㆙ഛᴗົࡘ࠸࡚ࠊ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ  ᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᾏୖ┘どタഛࡼࡿᾏୖ┘どᴗົཬࡧᑠᆺ⯪⯧ࡼࡿᾏୖ㆙ഛᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᮾிᅜ㝿✵ ሙ࿘㆙ഛタഛ➼ಖᏲᴗົ㸦ᐃᮇⅬ᳨ࠊ㞀ᐖᑐᛂᴗົ➼㸧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᮾிᅜ㝿✵ ሙ࿘㆙ഛタഛ➼ಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᮾிᅜ㝿✵ ሙ࿘㆙ഛタഛ➼ಖᏲᴗົ㸦ᐃᮇⅬ᳨ࠊ㞀ᐖᑐᛂᴗົ➼㸧

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࢜ ᮾிᅜ㝿

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᮾிᅜ㝿✵ ሙ࿘㆙ഛタഛ➼ಖᏲ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ┘╩⿵ຓᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎

タഛ➼ಖᏲᴗ
ົ

✵

 ᮾࠊ㛵ᮾࠊ㝣ࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜཬࡧᕞࡢྛᆅ᪉ᩚഛᒁ୪ࡧᾏ㐨㛤

ሙ࿘㆙ഛ

࢚ ᮾிᅜ㝿

㡯ྡ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ㸯ᖺ௨ෆཪࡣ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࡿᮇ㛫㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞᴗ㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᆅ᪉ᩚഛᒁ➼ࡢ┘╩⿵ຓᴗົࡘ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᮾிᅜ㝿✵ ࡢタ㛵ࡍࡿಖィ⏬ᨭᴗົࠊㄪᰝタィᴗົࡢⓎὀᴗົ㸦✚⟬ᢏ⾡

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

㫽㢮㜵㝖ᴗົ

ཬࡧ㑣ぞ✵ ࡢ㸲ᡤ

ෆᕠᅇࡼࡿ㫽㢮ほᐹࠊ㖠ჾ➼ࡼࡿጾᄐస

ཬࡧภ㤋✵

ࡢ㸰ᡤ

ࠊศ✵ ཬࡧ㛗ᓮ✵

ࡢ㸳ᡤ

࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

 ୖグᥐ⨨ᇶ࡙ࡃᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟⟠ᡤࡢᣑ➼ࡘ

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ᯇᒣ✵ ࠊ㧗▱✵ ࠊᕞ✵

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᴗ➼

 㫽㢮ࡢ⯟✵ᶵࡢ⾪✺㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ✵

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ
ෆᕠᅇࡼࡿ㫽㢮ほᐹࠊ㖠ჾ➼ࡼࡿጾᄐస

᭷ᐖ㫽㢮㜵㝖ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚

ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

✵ۑ

 ᪂༓ṓ✵

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗ➼

 㫽㢮ࡢ⯟✵ᶵࡢ⾪✺㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ✵

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ✵ ᭷ᐖ㫽㢮㜵㝖ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ

 ⇃ᮏ✵ ࠊᐑᓮ✵ ࠊ㮵ඣᓥ✵

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

ෆᕠᅇࡼࡿ㫽㢮ほᐹࠊ㖠ჾ➼ࡼࡿጾᄐస

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗ➼

 㫽㢮ࡢ⯟✵ᶵࡢ⾪✺㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ✵

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ✵ ᭷ᐖ㫽㢮㜵㝖ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

ࢣ ✵ ᭷ᐖ

㡯ྡ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㛵ಀᨭᴗົ ཬࡧ⌧ሙᢏ⾡㸧➼

タಖ

✵

タಖ㛵ಀᨭᴗ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᮾிᅜ㝿✵

ࢡ ᮾிᅜ㝿

㡯ྡ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ᾘ㜵➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊྠᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

ࡢຍᕤࠊㄪᰝ⚊Ⓨ㏦ࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࠊㄪᰝ㛵ಀ㈨ᩱࡢసᡂࠊබ⾲⏝ࢹ࣮ࢱࡢᩚഛཬࡧࡑࡢ

 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌࡓື⏘ྲྀᘬ౯᱁ሗࡢᥦ౪㛵ࡍࡿసᴗࡢ࠺ࡕࠊⓏグࢹ࣮ࢱ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

➼㛵ࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿྲྀᘬ౯᱁➼ᅵᆅሗࡢᐇᰝ࣭ᥦ౪

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸵᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㔞ኈ࣭
ᴗ

㔞ኈ⿵ヨ㦂



 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᅜᅵᆅ⌮㝔ࡢᐇࡍࡿヨ㦂ሙࡢ☜ಖཬࡧヨ㦂㐠Ⴀ➼ࡢヨ㦂ᐇᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ 㔞ኈ࣭ 㔞ኈ⿵ヨ㦂ᴗࡘ࠸

┴㸧

ேᅵᮌ◊✲ᡤ㸧ࠖཬࡧࠕᘓ⠏◊✲ᡤ㸦ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᘓ⠏◊✲ᡤ㸧ࠖ㸦࠸ࡎࢀࡶⲈᇛ

 ࠕᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ㸦ࡘࡃࡤ㸧ࠖࠊࠕᅵᮌ◊✲ᡤ㸦ࡘࡃࡤ㸧㸦ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

➼ᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

┬タࡢ㐠Ⴀ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

㸦ࡘࡃࡤ㸧ࠖཬࡧᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᘓ⠏◊✲ᡤࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᘓ⠏◊✲ᡤࠖࡢ⟶⌮࣭㐠

ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ㸦ࡘࡃࡤ㸧ࠖࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅵᮌ◊✲ᡤࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᅵᮌ◊✲ᡤ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜᅵ㏻┬ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᅜᅵᢏ⾡

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᅜᅵ㏻

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ୖグᥐ⨨ᇶ࡙ࡃᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟⟠ᡤࡢᣑ➼ࡘ

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ᮾி✵ ົᡤ㸦ᮾி㒔㸧ࠊ᪂₲✵ ົᡤ㸦᪂₲┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

㸦㸱㸧タ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົཬࡧ◊ಟ㛵㐃ᴗົ



ࠕᘓタᴗྲྀᘬ㐺ṇࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⨨࣭㐠Ⴀᴗົ

ࢺࣛࣈࣝ㜵Ṇྥࡅࡓࢻࣂࢫཬࡧ㛵ಀἲ௧ࡢᡤ⟶㒊ᒁ࡛࠶ࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⤂ࢆ⾜࠺

 ᘓタᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙㛵ࡍࡿࢺࣛࣈ࣭ࣝⱞࠊ┦ㄯ➼ࡘ࠸࡚ࠊ┦ㄯ⪅⣮தゎỴࡸ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᘓタᴗྲྀᘬ㐺ṇࢭࣥࢱ࣮タ⨨ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࠕᘓタᴗྲྀᘬ㐺ṇࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⨨࣭㐠Ⴀᴗົ

ࢺࣛࣈࣝ㜵Ṇྥࡅࡓࢻࣂࢫཬࡧ㛵ಀἲ௧ࡢᡤ⟶㒊ᒁ࡛࠶ࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⤂ࢆ⾜࠺

 ᘓタᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙㛵ࡍࡿࢺࣛࣈ࣭ࣝⱞࠊ┦ㄯ➼ࡘ࠸࡚ࠊ┦ㄯ⪅⣮தゎỴࡸ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᘓタᴗྲྀᘬ㐺ṇࢭࣥࢱ࣮タ⨨ᴗ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
➼ᴗົ

 ⯟✵ᶵᨾࡢ㝿ຠᯝⓗ࡞ᾘⅆάືࠊ㎿㏿࡞ᦚ⪅ࡢᩆฟάືࢆ⾜࠺ᴗົ

ࢆᢸ࠺ࠊ⯟✵ᒁ⿵⤥ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ㒊ရ⟶⌮ࠊ㍺㏦ᡭ㓄ㄪᩚཬࡧᖒ⚊➼సᡂᴗົ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࠾ࡾࡍࡿࠋ

✵ۑ

 ⯟✵㏻⟶ไᶵჾࡢ㒊ရࡢ୍ඖ⟶⌮ࢆ⾜࠺⯟✵ಖᏳタ㒊ရ⿵⤥⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝

ࢫ ✵ ᾘ㜵

㡯ྡ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⯟✵㏻⟶ไᶵჾ㒊ရ⿵⤥⟶⌮➼

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

㛵ࡍࡿᴗົ ᚲせᛂࡌࡓࢹ࣮ࢱᩚഛ➼ᴗົ୪ࡧࢹ࣮ࢱࡢಙ㢗ᛶྥୖ➼ࢆ┠ⓗࡋࡓࠊసᴗ᪉ἲ
➼ࡢ᳨ウᴗົ

ᐇᰝ࣭ᥦ౪➼

➼ᅵᆅሗࡢ

ࢩ ྲྀᘬ౯᱁

ࢱ࣮タ⨨ᴗົ

ᘬ㐺ṇࢭࣥ

ࢧ ᘓタᴗྲྀ

ົ

⿵⤥⟶⌮➼ᴗ

⟶ไᶵჾ㒊ရ

ࢥ ⯟✵㏻

㡯ྡ
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ࣛࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮ཬࡧಖᏲᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

ࡿࠋ

Ꮿ㔠⼥ᨭᶵ

ᵓ⥲ྜ࢜ࣥࣛ

ࡿࠋ

◊✲ᡤඹ⏝ィ

ᴗົ

ࢸ࣒㐠⏝⟶⌮

ሗฎ⌮ࢩࢫ

✵ᢏ⾡◊✲ᡤ

‴࣭⯟✵ᢏ⾡◊✲ᡤሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᾏୖ࣭

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

ୖ࣭

‴࣭⯟

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

Ⴀࡍࡿࠋ

✵ᢏ⾡◊✲ᡤሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᾏୖ࣭ ‴࣭⯟

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

㛤Ⓨἲேᾏ

࢜ ᅜ❧◊✲

ᨭᴗົ

ධཬࡧ㐠⏝

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⏝ィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ධཬࡧ㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍ

㛤Ⓨἲேᘓ⠏

⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᘓ⠏◊✲ᡤඹ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸵᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ሗࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅵᮌ◊✲ᡤ

 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸵᭶㛫

࢚ ᅜ❧◊✲

ᴗົ

ࢫࢸ࣒㐠⏝ᨭ

◊✲ᡤሗࢩ

㛤Ⓨἲேᅵᮌ

࢘ ᅜ❧◊✲

ࡧಖᏲᴗົ

ࡢ㐠⏝⟶⌮ཬ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ఫᏯ㔠⼥ᨭᶵᵓ⥲ྜ࢜ࣥ

 㸦⊂㸧ఫ

ࣥࢩࢫࢸ࣒

ࢩࢫࢸ࣒⟶⌮

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸱᭶㛫

㐠⏝⟶⌮ᴗົ

ㄪᩚ

ಖᏲཬࡧྲྀ

ࢩࢫࢸ࣒ධ

㒊㟁Ꮚィ⟬ᶵ

ࢣ ᾏὒሗ

࣒ࡢ㐠⏝ᴗົ

ᵓ :LWK ࢩࢫࢸ

Ꮿ㔠⼥ᨭᶵ

ࢡ 㸦⊂㸧ఫ

ົ

➼㛵ࡍࡿᴗ

1(7 ࡢ㐠⏝ᨭ

ᕷ⏕ᶵᵓ 85

࢟ 㸦⊂㸧㒔

ᴗົ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

㔞⯪࣭ᕠど⯪ࡢྲྀᚓࡋࡓ⭾࡞Ỉ῝ࢹ࣮ࢱࠊᾏ₻ὶࢹ࣮ࢱࠊ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࢸ࣒ࡢධಖᏲཬࡧྲྀㄪᩚ㛵ࡍࡿᴗົ

ࡼࡾᥦ౪ࡍࡿࡶᾏὒ࠾ࡅࡿㅖ⌧㇟ࡢㄪᰝ◊✲ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢ㟁Ꮚィ⟬ᶵࢩࢫ

✚ࡋࠊ⯟ᾏࡢᏳࡢࡓࡵᚲせ࡞ᾏᗏᆅᙧࡸᾏὶ࡞ࡢྛ✀ሗࢆࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

㦂₻ᡤࡢ₻ࢹ࣮ࢱࠊἢᓊᾏᇦ⎔ቃಖሗࢹ࣮ࢱ࡞ࢆ㎿㏿ࡘⓗ☜ฎ⌮ࠊゎᯒࠊ

ᾏὒሗ㒊ࡀ㞟ࡋࡓ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᾏὒሗ㒊㟁Ꮚィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ධಖᏲཬࡧྲྀㄪᩚࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㸰᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧ఫᏯ㔠⼥ᨭᶵᵓ :LWK ࢩ

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸯᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

⏝ᨭ➼㛵ࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧㒔ᕷ⏕ᶵᵓ 851(7 ࡢ㐠

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸲᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

㐠Ⴀࡍࡿࠋ

タᩚഛᨭ
ᶵᵓᶵᵓሗ

ᶵᵓᶵᵓሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ

㐨ᘓタ࣭㐠㍺

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࣮ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜᅵ㏻┬ᮏ┬⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣡

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧㕲㐨ᘓタ࣭㐠㍺タᩚഛᨭ

㡯ྡ
࢝ 㸦⊂㸧㕲

ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ሗࢿࢵࢺ࣮࣡

┬ᮏ┬⾜ᨻ

 ᅜᅵ㏻

㡯ྡ

㸦㸲㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

సᡂࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞⭾࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㎿㏿ࡘຠ⋡ⓗฎ⌮ࡋࠊ⯟⾜Ᏻ☜ಖࡢࡓࡵ

ᾏᅗ➼ࢆᏳᐃⓗ౪⤥ࡍࡿ㟁Ꮚᾏᅗࢩࢫࢸ࣒⟶⌮⨨➼ࡢධಖᏲ㛵ࡍࡿᴗົ

⨨୍ᘧ

ධಖᏲ

ಖᏲ

ࢫࣂࢿࢵࢺ ࡢ

᩿ࢩࢫࢸ࣒ ࢼ

ࢿࢵࢺ㐺ᛶデ

ᶵᵓࣥࢱ࣮

ື㌴ᨾᑐ⟇

ࢧ 㸦⊂㸧⮬

 ᾏᅗࡸ⯟ᾏ⏝㟁Ꮚᾏᅗ➼ཬࡧࡇࢀࡽࢆ᭱᪂⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ⿵ṇᅗࡸỈ㊰㏻ሗࡢ⦅㞟࣭

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

Ᏺࡍࡿ㐠⏝ᴗ⪅㐃ᦠࡋ࡚ࠊࢩࢫࢸ࣒యࡢ㐠⏝ࡘ࠸࡚ࠊಖᏲཬࡧ┘╩ࢆ⾜࠺ᴗົ

⪅ࠊࢧ࣮ࣂࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆಖᏲࡍࡿ㐠⏝ᴗ⪅ཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆಖ

ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽࠊࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࢆಖᏲࡍࡿ㐠⏝ᴗ

⮬ື㌴㐠㏦ᴗᚑࡍࡿ㐠㌿⪅ᑐࡋ㐺ᛶデ᩿ࢸࢫࢺࢆ⾜࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㐠Ⴀࡍࡿࠋ

࣮ࢿࢵࢺ㐺ᛶデ᩿ࢩࢫࢸ࣒ ࢼࢫࣂࢿࢵࢺ ࡢಖᏲࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧⮬ື㌴ᨾᑐ⟇ᶵᵓࣥࢱ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࢩࢫࢸ࣒⟶⌮

ᘧධಖᏲࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㟁Ꮚᾏᅗࢩࢫࢸ࣒⟶⌮⨨୍

ࢥ 㟁Ꮚᾏᅗ

㡯ྡ

ኈヨ㦂ᴗົ

ᵓࡢ㏻ヂෆ

㝿ほග⯆ᶵ

 㸦⊂㸧ᅜ

᳨ᰝᴗົ

ᶵᵓࡢ⮬ື㌴

ື㌴ᢏ⾡⥲ྜ

 㸦⊂㸧⮬

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ཱྀ㏙ヨ㦂ᴗົཬࡧḟᖺᗘ‽ഛᴗົ

㏻ヂෆኈヨ㦂ࡢᐇಀࡿ๓‽ഛᴗົࠊ㢪᭩➼㓄࣭ཷᴗົࠊ➹グヨ㦂ᴗົࠊ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㸦⊂㸧ᅜ㝿ほග⯆ᶵᵓࡢ㏻ヂෆኈヨ㦂ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋ

➇தධᮐࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢᣑࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

 ୖグࡢẸ㛫➇தධᮐࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ᳨ᰝᶵჾࡢಖᏲ⟶⌮ᴗົಀࡿẸ㛫

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

࣭㝣ಙ㉺᳨ᰝ㒊⟶ෆࡢົᡤ㸴ᡤ㸦᪂₲┴ࠊᐩᒣ┴ࠊ▼ᕝ┴ཬࡧ㛗㔝┴㸧     

࣭୰㒊᳨ᰝ㒊⟶ෆࡢົᡤ  ᡤ㸦ឡ▱┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ୕㔜┴ཬࡧ⚟┴㸧  

࣭㛵ᮾ᳨ᰝ㒊⟶ෆࡢົᡤ  ᡤ㸦Ⲉᇛ┴ࠊᰣᮌ┴ࠊ⩌㤿┴ࠊᇸ⋢┴ཬࡧ༓ⴥ┴㸧

࣭㛵ᮾ᳨ᰝ㒊⟶ෆࡢົᡤ  ᡤ㸦ᮾி㒔ࠊ⚄ዉᕝ┴ཬࡧᒣ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ⮬ື㌴᳨ᰝᴗົ㸦ಖᏳᇶ‽㐺ྜᛶᑂᰝ㸧⏝࠸ࡿ᳨ᰝᶵჾࡢಖᏲ⟶⌮ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࠾ࡾࡍࡿࠋ 

ჾࡢಖᏲ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ

ۑ㸦⊂㸧⮬ື㌴ᢏ⾡⥲ྜᶵᵓࡢ⮬ື㌴᳨ᰝᴗົ㸦ಖᏳᇶ‽㐺ྜᛶᑂᰝ㸧⏝࠸ࡿ᳨ᰝᶵ

 ࠕ୰ኸᐇ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ኸᐇ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ 

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧⮬ື㌴ᢏ⾡⥲ྜᶵᵓࡢࠕ୰

㸦㸳㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ
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 ⁻╔ࡈࡳࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢάືࠊᅜࡢᅇάື➼ࡢሗ㞟ࠊⓎ⏕ᢚไಀࡿㄪᰝ➼

ࢆ㏻ࡌ࡚⁻╔ࡈࡳࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࠋ

ᑐ⟇⥲ྜ᳨ウ

ᴗ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㸴᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⁻╔ࡈࡳᑐ⟇⥲ྜ᳨ウᴗࡘ࠸

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㸷᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᴗົ

Ỉ㉁ở⃮㜵Ṇἲ➼ࡢ⾜≧ἣㄪᰝࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊಶ⚊ᑂᰝࠊ㞟ィཬࡧሗ࿌᭩ࡢసᡂಀࡿ

 ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရࡢ༳ๅࠊㄪᰝ⚊ࡢ㏦࣭ᅇ࣭ཷࠊ╩ಁࠊ↷ᑐᛂ㸦௨ୖࡘ࠸࡚ࡣ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

Ỉ㉁ở⃮㜵Ṇἲ➼ࡢ⾜≧ἣㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿỈ㉁ở⃮≀㉁ฟ㔞⥲ྜㄪᰝཬࡧ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ⁻╔ࡈࡳ

ㄪᰝ

➼ࡢ⾜≧ἣ

㉁ở⃮㜵Ṇἲ

ྜㄪᰝཬࡧỈ

≀㉁ฟ㔞⥲

 Ỉ㉁ở⃮

㡯ྡ

㸦㸯㸧⤫ィㄪᰝ㛵㐃ᴗົ

㸬⎔ቃ┬

ᣢ⟶⌮ᴗົ

㛵ಀタࡢ⥔

 ᅜ❧බᅬ

 ࠕ᪂ᐟᚚⱌࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡢ࠺ࡕࠊ᳜⏕⟶⌮ࠊ

ົ

ᐊ⟶⌮ࠊΎᤲࠊⓎๆࠊᕠど࣭

 ࠕᒣ㞃ᒱᅜ❧බᅬࡢᒣᑎ㞟ᅋタᆅ༊ཬࡧᱝỈ㧗ཎ㞟ᅋタᆅ༊ࠖ㸦㫽ྲྀ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ྕ㸧࠾ࡅࡿබᅬᴗࡋ࡚⎔ቃ┬ࡀタ⨨ࡋࡓタࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ⮬↛බᅬἲ㸦  ᖺἲᚊ➨ 

ྰࡘ࠸࡚ࠊ┘⌮ጤဨ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ۑⓚᒃእⱌࠊி㒔ᚚⱌࡢ⥔ᣢ⟶⌮➼ᴗົࡘ࠸࡚ࠊἲᇶ࡙ࡃධᮐࢆᐇࡍࡿࡇࡢ㐺

 ࠕ᪂ᐟᚚⱌࠖ
㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ྛᴗົ

⏝ᣦᑟࠊࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࠊ㥔㌴ሙ➼ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࠊ㣧㣗タ➼ࡢ㐠Ⴀཬࡧ⳥᱂ᇵᴗົࡢ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜẸබᅬࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ

 ࠕ᪂ᐟᚚⱌࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸴᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡢྛᴗົ

⏝ᣦᑟࠊࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࠊ㥔㌴ሙ➼ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࠊ㣧㣗タ➼ࡢ㐠Ⴀཬࡧ⳥᱂ᇵᴗົ

 ࠕ᪂ᐟᚚⱌࠖࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡢ࠺ࡕࠊ᳜⏕⟶⌮ࠊ ᐊ⟶⌮ࠊΎᤲࠊⓎๆࠊᕠど࣭

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜẸබᅬࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡘ࠸

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗ

 ᅜẸබᅬ

㡯ྡ

㸦㸰㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ
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ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᴗົ

⿵ൾᴗົࡢᚩ

බᐖᗣ⿕ᐖ

⏕ಖᶵᵓࡢ

㸦⊂㸧⎔ቃ

㡯ྡ

EA

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

AE

⏦࿌᭩ᥦฟࡢ ។ឺ ➼

ࡋࡻ࠺ࡼ࠺

 ⏦࿌᭩➼ࡢ㏦ཬࡧཷ⌮Ⅼ᳨ࠊ⏦࿌࣭⣡ᡭ⥆ࡢࡓࡵࡢሗᥦ౪ཬࡧ┦ㄯࡢᑐᛂࠊ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐ➼ࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ࡘࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ᗣ⿕ᐖ⿵ൾᴗົࡢᚩᴗົࡘ࠸࡚ࠊ⿵ൾ㈈※ࡢ☜ᐇ࡞ᚩࡢᐇࡘ࠸࡚␃ពࡋࡘ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸦⊂㸧⎔ቃ⏕ಖᶵᵓࡢබᐖ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸴ᖺ㛫

㸦㸲㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ



ົ

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ

࣒㐠⏝⟶⌮ᴗ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫

◊✲ᡤࢿࢵࢺ

ἲேᅜ❧⎔ቃ

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨ

㡯ྡ

㸦㸱㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

தධᮐཬࡧᴗᐇࡢ≧ἣ➼ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┘⌮ጤဨ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊẸ㛫➇
தධᮐࢆά⏝ࡍࡿࡇࡘࡁ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ᐃㄪᰝ

ۑᨺᑕ⬟ ᐃㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᾏὒ⎔ቃ࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ㄪᰝཬࡧ⥲ྜホ౯ࠖࡢẸ㛫➇

ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ᯝሗ࿌➼ࢆసᡂࡢୖࠊ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ➼ࡢㄝ᫂ཬࡧ㓄ᕸ࣭ᗈሗࢆ⾜࠺ࠋ

᥇ྲྀ࣭ศᯒࡋࠊ⤖ᯝࡘ࠸࡚ᑓ㛛ᐙࡼࡿ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢෆᐜ࣭ᡂᯝ➼ಀࡿㄪᰝ⤖

 ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ➼ࡢ࿘㎶ᾏᇦࡢせ⁺ሙ࠾ࡅࡿᾏὒ⏕≀ࠊᾏᗏᅵཬࡧᾏỈࡢྛヨᩱࢆ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑᾏὒ⎔ቃ࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ㄪᰝཬࡧ⥲ྜホ౯ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ᯝሗ࿌➼ࢆసᡂࡢୖࠊ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ➼ࡢㄝ᫂ཬࡧ㓄ᕸ࣭ᗈሗࢆ⾜࠺ࠋ

᥇ྲྀ࣭ศᯒࡋࠊ⤖ᯝࡘ࠸࡚ᑓ㛛ᐙࡼࡿ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢෆᐜ࣭ᡂᯝ➼ಀࡿㄪᰝ⤖

 ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ➼ࡢ࿘㎶ᾏᇦࡢせ⁺ሙ࠾ࡅࡿᾏὒ⏕≀ࠊᾏᗏᅵཬࡧᾏỈࡢྛヨᩱࢆ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

⥲ྜホ౯ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᾏὒ⎔ቃ࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ㄪᰝཬࡧ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᨺᑕ⬟

ྜホ౯

⬟ㄪᰝཬࡧ⥲

࠾ࡅࡿᨺᑕ

 ᾏὒ⎔ቃ

㡯ྡ

㸦㸯㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

㸬ཎᏊຊつไጤဨ

57

⌮ᴗົ

タഛࡢ⥔ᣢ⟶

ࢺࢭࣥࢱ࣮ࠖ

㜵⅏࢜ࣇࢧ

 ࠕཎᏊຊ

ᴗົ

ࡢ㐠⏝⟶⌮ᨭ

ሗࢩࢫࢸ࣒

ไጤဨ⾜ᨻ

 ཎᏊຊつ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼
ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

 ୖグᥐ⨨ᇶ࡙ࡃᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟⟠ᡤࡢᣑ➼ࡘ

 㜵⾨┬㜵⾨Ꮫᰯ㸦⚄ዉᕝ┴㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟タ㸦ᆅ༊㸧ࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

 㜵⾨ᏛᰯᏛ⏕㣗ᇽ࠾ࡅࡿㄪ⌮సᴗࠊ㓄㣗సᴗࠊΎᤲసᴗ➼ࡢ⤥㣗ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

㜰ᗓ㸧

ᴗ➼

┴㸧ࠊࠕ⇃ྲྀ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦㜰ᗓ㸧ཬࡧࠕᮾ㜰࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦

┴㸧ࠊࠕᕝᓮ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦⚄ዉᕝ┴ ࠊࠕⲈᇛ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦Ⲉᇛ

 ᅜ  ᡤࡢ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ࠺ࡕࠊࠕᶓ㡲㈡࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦⚄ዉᕝ

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟ᐁ⨫࣭ᴗᡤࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

ᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㜵⾨Ꮫᰯࡢᮏ⛉Ꮫ⏕➼ࡢႠෆᒃఫ⪅ᑐࡍࡿㄪ⌮సᴗ➼ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆ

Ⴀෆᒃఫ⪅

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ
ᑐࡍࡿㄪ⌮స

 㜵⾨┬㜵⾨Ꮫᰯ㸦⚄ዉᕝ┴㸧

ᮏ⛉Ꮫ⏕➼ࡢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟タ㸦ᆅ༊㸧ࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

㜵⾨Ꮫᰯࡢ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 㜵⾨ᏛᰯᏛ⏕㣗ᇽ࠾ࡅࡿㄪ⌮సᴗࠊ㓄㣗సᴗࠊΎᤲసᴗ➼ࡢ⤥㣗ᴗົ

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

ఫ⪅ᑐࡍࡿㄪ⌮సᴗ➼ࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㜵⾨Ꮫᰯࡢᮏ⛉Ꮫ⏕➼ࡢႠෆᒃ

 ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿタഛࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົ

㡯ྡ

㸦㸯㸧බ≀⟶⌮➼ᴗົ

㸬㜵⾨┬࣭⮬⾨㝲

࠙ᴗົࡢᴫせཬࡧධᮐࡢᑐ㇟⠊ᅖࠚ

࣮ࠖタഛࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠕཎᏊຊ㜵⅏࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑཎᏊຊつไጤဨ⾜ᨻሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮ᨭᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫➇தධᮐࢆᐇ

㸦㸰㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ

58

⌮࣭㐠Ⴀᴗົ

ࡿタࡢ⟶

ᐟᆅ༊ࠖಀ

༊ࠖཬࡧࠕ୕

ࠕᕷࣨ㇂ᆅ

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

᳨࡚ウ

 Ẹ㛫➇தධᮐཬࡧᴗᐇࡢ᳨ド⤖ᯝ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟ࡢᣑࡘ࠸

࠙ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᴗ࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ➼ࡢᣑᥐ⨨ࠚ

 ࠕᕷࣨ㇂ᆅ༊ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟タ㸦ᆅ༊㸧ࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫㸦ᕷࣨ㇂ᆅ༊㸧

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆ┠㏵ධᮐබ࿌ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽⴠᮐ⪅ࡼࡿᴗࢆᐇ

࠙ධᮐ➼ࡢᐇணᐃᮇࠚ

㛫➇தධᮐࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ۑ㜵⾨┬࣭⮬⾨㝲ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᕷࣨ㇂ᆅ༊ࠖಀࡿタࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊẸ

 ࠕᕷࣨ㇂ᆅ༊ࠖ㸦ᮾி㒔㸧ࠊࠕ୕ᐟᆅ༊ࠖ㸦ᮾி㒔㸧

࠙ධᮐ➼ࡢᑐ㇟タ㸦ᆅ༊㸧ࡢᩘ࣭ᡤᅾᆅࠚ

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫㸦୕ᐟᆅ༊㸧

 ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫㸦ᕷࣨ㇂ᆅ༊㸧 

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

㇂ᆅ༊ࠖཬࡧࠕ୕ᐟᆅ༊ࠖಀࡿタࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㜵⾨┬࣭⮬⾨㝲ࡢ⟶⌮ࡍࡿࠕᕷࣨ

㸦㸰㸧タ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົཬࡧ◊ಟ㛵㐃ᴗົ

ࢡ࣭ࢩࢫࢸ࣒

ࢿࢵࢺ࣮࣡

㜵⾨┬୰ኸ 2$

㡯ྡ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

 ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶ࡽᖹᡂ  ᖺ㸰᭶ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㸯᭶㛫

࠙ዎ⣙ᮇ㛫ࠚ

ࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᐇせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ۑḟࡢෆᐜࡢẸ㛫➇தධᮐࡼࡾᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㜵⾨┬୰ኸ 2$ ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢩ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

ᦠࡋࡘࡘࠊ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ᛶ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊἲᇶ࡙ࡃධᮐࢆᐇࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ┘⌮ጤဨ㐃

ࢁࠋࣃࣟࢵࢺ࣭ࣔࢹࣝᐇᚋ⾜࠺⥲ྜศᯒ࣭ホ౯⤖ᯝࠊ⮬⾨㝲࠾ࡅࡿ㐠⏝ࡢ≉

ᒚ⾜≧ἣ࠾࠸࡚ᴗົࡢ㉁ࡢྥୖཬࡧ⤒㈝ࡢ๐ῶ㛵ࡍࡿ୍ᐃࡢຠᯝࡣᚓࡽࢀࡓࡇ

࠶ࡿ 3%/ ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ 3%/ ࣃࣟࢵࢺ࣭ࣔࢹࣝࡢ

⥅⥆ᛶࡸಙ㢗ᛶ㛵ࡋ࡚ᐁഃࡀ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊዎ⣙♫ࡀࡇࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿዎ⣙᪉ᘧ࡛

ۑ㜵⾨ഛရࡢ⿵⤥࣭⥔ᣢ➼㛵ࡍࡿᴗົࢆໟᣓⓗ࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡋࠊࡑࡢ㐠⏝ࡢ

㸦㸲㸧⾜ᨻሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ᴗົ



ົ

⿵⤥࣭⥔ᣢᴗ

㜵⾨ഛရࡢ

㡯ྡ

㸦㸱㸧ㄪ㐩㛵㐃ᴗົ
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ࡿ᳨ウ

ධᮐཪࡣẸ㛫➇தධᮐࢆά⏝ࡍࡿࡇࡘࡁࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ࡧ⤒㈝ࡢ๐ῶࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿほⅬࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

タࡢ㐠Ⴀ➼ᴗ

ົࡢᐁẸ➇

ࢫࡢ⛣⾜ࡀᢎࡉࢀࡓᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ⾲ࡽ๐㝖ࡉࢀࠊ᪂ࣉࣟࢭࢫ⛣⾜ᴗ୍ぴཪࡣᕷሙࢸࢫࢺ

㛵ࡍࡿ᳨ウ

ࡢᐇࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ

➼ࢆ⾜࠺ࡇࡍࡿࡀࠊᚲせᛂࡌࠊẸ㛫➇தධᮐ‽ࡌࡓᡭ⥆ࡼࡿ୍⯡➇தධᮐ

⾜❧⊂ۑᨻἲேࡢᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎ࠊᐁẸ➇தධᮐཪࡣẸ㛫➇தධᮐࢆᐇࠊ᳨ウ

Ẹ㛫➇தධᮐࢆά⏝ࡍࡿࡇࡘࡁࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ᴗົࡢ㉁ࡢ⥔ᣢྥୖཬࡧ⤒㈝ࡢ๐ῶࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊᐁẸ➇தධᮐཪࡣ

ۑᮏู⾲௨እࡢ⊂❧⾜ᨻἲே㛵㐃ᴗົࡘ࠸࡚ࡶࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢពᕤኵࡢά⏝ࡼࡾ

ࡿᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛶㆟Ỵᐃ㸧ϫᇶ࡙ࡁࠊᴗົࣇ࣮ࣟࡸࢥࢫࢺࡢศ

ᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊẸ㛫ጤク➼ࢆྵࡵࡓ⮬ⓗ࡞ᴗົᨵၿࢆᅗࡿࠋ

ࡢᐁẸ➇த

ධᮐ➼ࡢά⏝

⾜❧⊂ۑᨻἲேࡣࠊ⮬ࡽࡢົ࣭ᴗࢆぢ┤ࡍࡓࡵࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲேᨵ㠉➼㛵ࡍ

ἲே㛵㐃ᴗົ

⤊ᴗ୍ぴ㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸧ᫎࡉࢀࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ

㸦ὀ㸧ୖグࡢᴗࡢ࠺ࡕࠊ㛶㆟Ỵᐃ᪥௨㝆ࡢ┘⌮ጤဨ࠾࠸࡚᪂ࣉࣟࢭࢫཪࡣᕷሙࢸࢫࢺ⤊ࣉࣟࢭ

⤒㈝ࡢ๐ῶࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊẸ㛫➇தධᮐࢆά⏝ࡍࡿࡇࡘࡁࠊ᳨ウ

ࢆ⾜࠺ࠋ



࠼ࠊྛᴗົࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࠊἲつᐃࡍࡿᡭ⥆ᚑ࠸ࠊៅ㔜ࡘ㐺ษᑐᛂࡍࡿࠋ

⛉Ꮫᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࡣ㛗ᮇⓗࡘ⥅⥆ⓗ࡞ほⅬ❧ࡗࡓᑐᛂࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ

ᅜ❧Ꮫἲேࡘ࠸࡚ࡣ⊂❧⾜ᨻἲேไᗘู㏵ࡢไᗘࢆタࡋࡓ㊃᪨ࠊᩥⱁ⾡ࡸ

ࡇࡘࡁࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊἲᇶ࡙ࡃᗫṆཪࡣᐁẸ➇தධᮐⱝࡋࡃࡣẸ㛫➇தධᮐࡢᑐ㇟ࡍࡿ

࡛ࡲࢀࡇۑᥦฟࡉࢀࡓẸ㛫ᴗ⪅➼ࡽࡢᥦࡢ࠺ࡕࠊᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡘ࠸࡚

࠶ࡿዎ⣙ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗົࡢ➇தᛶࡢྥୖࢆᅗࡿ࠸࠺ほⅬࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

தᛶࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢពᕤኵࡢά⏝ࡼࡾᴗົࡢ㉁ࡢ⥔ᣢྥୖཬࡧ

ࡅࡓྲྀ⤌➼

ࡢᑟධ➼ྥ

Ẹ➇தධᮐ➼

࢝ ࡑࡢᐁ

᳨

ࢆ➇தᛶࡢ࠶ࡿዎ⣙⛣⾜ࡉࡏࡿࡇ㛵ࡋ࡚Ⅼ᳨ࢆ⾜࠺ࡶࠊ᪤➇தᛶࡢ

≉ۑṦἲேࡣࠊ➨୕⪅ጤဨ➼ࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ㝶ពዎ⣙ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᴗ

ཪࡣẸ㛫➇தධᮐࢆά⏝ࡍࡿࡇࡘࡁࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

㉁ࡢ⥔ᣢྥୖཬࡧ⤒㈝ࡢ๐ῶࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊἲᇶ࡙ࡃᐁẸ➇தධᮐ

ۑᆅ᪉බඹᅋయࡀᐇࡍࡿᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢពᕤኵࡢά⏝ࡼࡾᴗົࡢ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

㸱㸬ղᇶ࡙ࡁሗබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗົࡘ࠸࡚ࠊධᮐᡭ⥆ࡢ㏱᫂ᛶࠊබṇᛶཬࡧ➇

⾜❧⊂ࠕۑᨻἲேࡢົ࣭ᴗࡢぢ┤ࡋࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛶㆟Ỵᐃ㸧Ϫ㸬

ධᮐࡢᐇࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ

ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡍࡿࡀࠊᚲせᛂࡌࠊẸ㛫➇தධᮐ‽ࡌࡓᡭ⥆ࡼࡿ୍⯡➇த

࢘ ⊂❧⾜ᨻ

ウ

⏝㛵ࡍࡿ᳨

ࠊ࠾࡞ۑタࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎ࠊᐁẸ➇தධᮐཪࡣẸ㛫➇தධᮐࡢᐇ

ᴗົࡢᛶ᱁ࢆ຺ࡋࡘࡘࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢពᕤኵࡢά⏝ࡼࡾᴗົࡢ㉁ࡢ⥔ᣢྥୖཬ

ࡢᴗົࡢⅬ

࢜ ≉Ṧἲே

ࡢά⏝㛵ࡍ

⏝ࡼࡾᴗົࡢ㉁ࡢ⥔ᣢྥୖཬࡧ⤒㈝ࡢ๐ῶࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊᐁẸ➇த

ۑ㛵ಀᗓ┬ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ┘⌮ጤဨ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊ୍⯡ᗇ⯋ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀᴗົࡘ࠸

Ẹ➇தධᮐ➼

ධᮐᡭ⥆ࡢ㏱᫂ᛶࠊබṇᛶཬࡧ➇தᛶࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢពᕤኵࡢά

ᅋయࡀᐇࡍ
ࡿᴗົࡢᐁ

 ᗇ⯋➼

தධᮐ➼ࡢά

㡯ྡ
࢚ ᆅ᪉බඹ

ۑ㛵ಀᗓ┬ࡣࠊᨻᗓ⣔බ┈ἲேࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ෆ㛶ᗓ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

ᥐ⨨ࡢෆᐜ➼

࡚ࠊ⅏ᐖ➼ࡢ⥭ᛴែᑐᛂࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᗇ⯋࠾ࡅࡿ

ウ

⏝㛵ࡍࡿ᳨

தධᮐ➼ࡢά

ົࡢᐁẸ➇

┈ἲே㛵㐃ᴗ

 ᨻᗓ⣔බ

㡯ྡ

㸬ࡑࡢ㸦㛵ಀᗓ┬㸧
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䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠕᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠒᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㻝㻜䛛᭶㛫
䚷ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠕᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻠ᖺ䠒᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㻝㻜䛛᭶㛫

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

㎰ᴗ≀౯⤫ィㄪ
ᰝ
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷㻌ㄪᰝဨ䛾☜ಖ䞉ᣦᑟ䚸ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㓄ᕸ䞉ᅇ䞉ཷ
䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸ಶ⚊ᑂᰝཬ䜃㞟ィ䛻ಀ䜛ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻝᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ䠑䛛᭶㛫

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻝᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ䠏䛛᭶㛫
ᮌᮦὶ㏻⤫ィㄪ
ᰝ䛾䛖䛱ᮌᮦ౯
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
᱁⤫ィㄪᰝ
䚷㻌ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㏦䞉ᅇ䞉ཷ䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸
ಶ⚊ᑂᰝ䚸㞟ィཬ䜃⤫ィ⾲䛾సᡂ䛻ಀ䜛ᴗົ

∵ஙங〇ရ⤫ィ
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
ㄪᰝ
䚷㻌ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㓄ᕸ䞉ᅇ䞉ཷ䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸
ಶ⚊ᑂᰝ䚸㞟ィཬ䜃⤫ィ⾲䛾సᡂ䛻ಀ䜛ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻝᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻠ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ䠏䛛᭶㛫

ᑵປ᮲௳⥲ྜㄪ
ᰝ
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷㻌ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㏦䞉ᅇ䞉ཷ䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸
ಶ⚊ᑂᰝ䚸䝕䞊䝍ධຊཬ䜃ᴗྡ⡙ಟṇ䛻ಀ䜛ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠕᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ䠓䛛᭶㛫

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
♫⚟♴タ➼ 䚷ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻟ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
ㄪᰝཬ䜃ㆤ
䝃䞊䝡䝇タ䞉 䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
ᴗᡤㄪᰝ
䚷㻌ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㏦䞉ᅇ䞉ཷ䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸
ಶ⚊ᑂᰝཬ䜃䝕䞊䝍ධຊ䛻ಀ䜛ᴗົ

Ẹ㛫⤥ᐇែ⤫
ィㄪᰝ
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷㻌ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㏦䞉ᅇ䞉ཷ䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸
ಶ⚊ᑂᰝཬ䜃䝕䞊䝍ධຊ䛻ಀ䜛ᴗົ

㡯ྡ

䠍䠊⤫ィㄪᰝ㛵㐃ᴗົ

㎰ᯘỈ⏘┬

㎰ᯘỈ⏘┬

㎰ᯘỈ⏘┬

ཌ⏕ປാ┬

ཌ⏕ປാ┬

㈈ົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

䕿䚷㻌ୗグ䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᇶᮏ᪉㔪➨䠎❶➨䠑⠇䠏䠊䐤䛻ᐃ䜑䜛᪂䝥䝻䝉䝇䜈⛣⾜䛾ୖ䚸Ẹ㛫➇தධᮐ䜢
㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᐇ䛩䜛䚹䛭䛾ෆᐜ䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶ୗグ䛾ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹

䠄ู⾲䠅᪂䝥䝻䝉䝇⛣⾜ᴗ୍ぴ

⤒῭⏘ᴗ┬ᴗ
άືᇶᮏㄪᰝ
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
㻌䚷ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㏦䞉ᅇ䞉ཷ䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸
ಶ⚊ᑂᰝཬ䜃㞟ィ䛻ಀ䜛ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䚷㻌ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻟ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

ෆỈ㠃⁺ᴗ⏕⏘
⤫ィㄪᰝ
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷㻌ㄪᰝဨ䛾☜ಖ䞉ᣦᑟ䚸ㄪᰝ㛵ಀ⏝ရ䛾༳ๅ䚸ㄪᰝ⚊䛾㏦䞉ᅇ䞉ཷ
䚸╩ಁ䚸↷ᑐᛂ䚸ಶ⚊ᑂᰝ䚸㞟ィཬ䜃⤫ィ⾲䛾సᡂ䛻ಀ䜛ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻝᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠔᭶䜎䛷䛾䠐ᖺ㻝㻜䛛᭶㛫

⤒῭⏘ᴗ┬

㎰ᯘỈ⏘┬
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䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
㻌㻌㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠍᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠐ᖺ䠍䛛᭶㛫
䚷㻌ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻝᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻡ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠐ᖺ䠏䛛᭶㛫

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌㒔ᕷබᅬἲ➨䠎᮲➨䠍㡯➨䠎ྕ䜲䛻つᐃ䛩䜛බᅬ䠄㻝㻞䛛ᡤ䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠍᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠐ᖺ䠍䛛᭶㛫

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
㻌㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻡ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠒ᖺ㛫

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㑣㡲ᖹᡂ䛾᳃ཬ䜃㑣㡲㧗ཎ䝡䝆䝍䞊䝉䞁䝍䞊䠄ᰣᮌ┴䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

ᨻᗓ⡿䛾㈍➼
ᴗົ
䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷ᨻᗓ⡿䛾㈍ཬ䜃㈍➼䛻ᚲせ䛺ಖ⟶䚸㐠㏦➼䛾୍㐃䛾ᴗົ䛾」ᩘ
ཷクᴗయ䜈䛾ໟᣓⓗ䛺ጤク

㑣㡲ᖹᡂ䛾᳃㐠
Ⴀ⟶⌮ᴗົ

ᅵተởᰁᑐ⟇ἲ 䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛻ᇶ䛵䛟ᢏ⾡⟶⌮ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
⪅ヨ㦂䛻ಀ䜛ヨ
㦂┘╩➼ᴗົ

㒔ᕷබᅬ䛾⥔ᣢ
⟶⌮ᴗົ

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌㒔ᕷබᅬἲ➨䠎᮲➨䠍㡯➨䠎ྕ䝻䛻つᐃ䛩䜛බᅬ䠄䠐䛛ᡤ䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠍᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠐ᖺ䠍䛛᭶㛫
㻌㻌㻌ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻝᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻡ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠐ᖺ䠏䛛᭶㛫

䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ 䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛾㐪ἲ䞉᭷ᐖሗ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
ᑐᛂ┦ㄯᴗົ➼ 䚷㻌ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻟ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
ㄳ㈇

㒔ᕷබᅬ䛾⥔ᣢ
⟶⌮ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌㒔ᕷබᅬἲ䠄㻟㻝ᖺἲᚊ➨㻣㻥ྕ䠅➨䠎᮲➨䠍㡯➨䠎ྕ䝻䛻つᐃ䛩䜛
බᅬ䠄ᅜႠἈ⦖グᛕබᅬ䠅

㡯ྡ

䠎䠊බ≀⟶⌮➼ᴗົ

㎰ᯘỈ⏘┬

⎔ቃ┬

⎔ቃ┬

ᅜᅵ㏻┬

⥲ົ┬

ෆ㛶ᗓ

ᢸᙜᗓ┬➼

ཌ⏕ປാ┬タ
䛾㐠Ⴀ➼ᴗົ

䛂ᮾிᅜ⛯ᒁ䛜⟶
⌮䛩䜛⟶ෆ䛾༢
⊂ᗇ⯋㻣㻞タཬ
䜃ྜྠᗇ⯋䠓
タ䛃䚸䛂ᅜ⛯ᗇ
ົ⟶⌮䝉䞁
䝍䞊䛃䚸䛂㚷ᐃᐁᐊ
㚷ᐃᣦᑟᐊ䛃䚸
䛂ග䛜ୣ㈨ᩱ䝉䞁
䝍䞊䛃➼䛾⟶⌮䞉
㐠Ⴀᴗົ

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠑ྕ㤋䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌ᮾிᅜ⛯ᒁ䛜⟶⌮䛩䜛⟶ෆ䠄༓ⴥ┴䚸ᮾி㒔䚸⚄ዉᕝ┴ཬ䜃ᒣ┴䠅
䛾༢⊂ᗇ⯋㻣㻞タཬ䜃ྜྠᗇ⯋䠓タ䚸ᅜ⛯ᗇົ⟶⌮䝉䞁䝍䞊䠄ᇸ⋢
┴䠅䚸㚷ᐃᐁᐊ㚷ᐃᣦᑟᐊ䠄ᮾி㒔䠅䚸ග䛜ୣ㈨ᩱ䝉䞁䝍䞊䠄ᮾி㒔䠅➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ㛫

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂⛯ົᏛᰯග 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ㛫
ᰯ⯋䛃䛾⟶⌮䞉㐠
Ⴀᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
㻌䚷䛂⛯ົᏛᰯගᰯ⯋䛃䠄ᇸ⋢┴䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂ἲົ┬ᾆᏳ⥲ྜ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻠ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ㛫
䝉䞁䝍䞊䛃䛾⟶⌮䞉
㐠Ⴀᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌䛂ἲົ┬ᾆᏳ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䛃䠄༓ⴥ┴䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
ᾘ㜵Ꮫᰯタ 䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ➼ᴗ
ົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂ᾘ㜵Ꮫᰯ䛃䠄ᮾி㒔䠅

ཌ⏕ປാ┬

㈈ົ┬

㈈ົ┬

ἲົ┬

⥲ົ┬

⥲ົ┬

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
⮬Ꮫᰯタ 䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ➼ᴗ
ົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂⮬Ꮫᰯ䛃䠄ᮾி㒔䠅

ᢸᙜᗓ┬➼

⥲ົ┬

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
ሗ㏻ಙᨻ⟇◊
䚷ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻟ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
✲ᡤ䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂ሗ㏻ಙᨻ⟇◊✲ᡤ䛃䠄ᮾி㒔䠅

㡯ྡ

䠏䠊タ⟶⌮䞉㐠Ⴀᴗົཬ䜃◊ಟ㛵㐃ᴗົ
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䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
㻌䚷䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠏ྕ㤋䛃䠄ᮾி㒔䠅ཬ䜃䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠎ྕ㤋䛾ᅜ
ᅵ㏻┬䛜ᡤ⟶䛩䜛タഛ䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌䛂≉チᗇᗇ⯋䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂ᆅᅗ䛸 㔞䛾⛉ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ㛫
Ꮫ㤋䛃䛾⟶⌮㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
㻌䚷䛂ᅜᅵᆅ⌮㝔䛃䠄Ⲉᇛ┴䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䛂ᅜᅵᆅ⌮㝔䛃䛾
㻌㻌㻌ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻟ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
タ䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
㻌䚷䛂ᅜᅵᆅ⌮㝔䛃䠄Ⲉᇛ┴䠅

ᅜᅵ㏻┬タ
䛾㐠Ⴀ➼ᴗົ

䛂≉チᗇᗇ⯋䛃䛾
⟶⌮䞉㐠Ⴀᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ㻟᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

䛂⤒῭⏘ᴗ◊ಟ
ᡤ䛃䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂⤒῭⏘ᴗ◊ಟᡤ䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂㎰ᯘỈ⏘◊ಟ 䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
ᡤ䛃䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂㎰ᯘỈ⏘◊ಟᡤ䛃䠄ᮾி㒔䠅

ᅜᅵ㏻┬

ᅜᅵ㏻┬

ᅜᅵ㏻┬

⤒῭⏘ᴗ┬

⤒῭⏘ᴗ┬

㎰ᯘỈ⏘┬
ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠔᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ䠑䛛᭶㛫

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

እົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

㔠⼥ᗇ
㈈ົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

⤒῭⏘ᴗ┬

⥲ົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

䠄ὀ䠅ୖグ䛾ᴗ䛾䛖䛱䚸㛶㆟Ỵᐃ᪥௨㝆䛾┘⌮ጤဨ䛻䛚䛔䛶䚸ᕷሙ䝔䝇䝖⤊䝥䝻䝉䝇䜈䛾⛣⾜䛜ᢎ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛥䜜䛯ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᮏ⾲䛛䜙๐㝖䛥䜜䚸ᕷሙ䝔䝇䝖⤊ᴗ୍ぴ䠄ཧ⪃㈨ᩱ䠅䛻ᫎ䛥䜜䛯䜒䛾䛸
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䜏䛺䛩䚹

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䠄⊂䠅ᅜ㝿ὶᇶ
㻌䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠍ᖺ㛫
㔠䛾䛂᪥ᮏㄒᅜ㝿
䝉䞁䝍䞊䛃タ⟶
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
⌮䞉㐠Ⴀᴗົ
䚷䠄⊂䠅ᅜ㝿ὶᇶ㔠䛾䛂᪥ᮏㄒᅜ㝿䝉䞁䝍䞊䛃䠄ᇸ⋢┴䠅

㡯ྡ

䠒䠊⊂❧⾜ᨻἲே䛾ᴗົ

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌㛵ᮾ㈈ົᒁ

䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ➼䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
බㄆィኈヨ㦂 䚷㻌㈈ົᒁ䛾ᐇ䛩䜛ཷ㦂㢪᭩䛾☜ㄆ䚸ヨ㦂ሙ䛾☜ಖ䚸ヨ㦂䛾❧➼
ᴗ
䛾ヨ㦂ᐇᴗົ

㡯ྡ

䠑䠊ᆅ᪉ฟඛᶵ㛵㛵㐃ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䠄⊂䠅᪥ᮏ㈠᫆ 䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ㛫
⯆ᶵᵓ䝁䞁䝢䝳䞊
䝍䝅䝇䝔䝮㐠⏝⟶ 䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓᮾிᮏ㒊䛃䠄ᮾி㒔䠅䚸䛂䜰䝆䜰⤒῭◊✲ᡤ䛃䠄༓ⴥ
⌮ᴗົ
┴䠅䚸䛂᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ㜰ᮏ㒊䛃䠄㜰ᗓ䠅

㒔ᗓ䠅ཬ䜃䛂ᮍ᮶䠥䠟䠰◊✲ᡤ䛃䠄රᗜ┴䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠎᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ䠎䛛᭶㛫
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲ
䚷㻌ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ㛫
ேሗ㏻ಙ◊✲
ᶵᵓ䛾ሗ䝅䝇 䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䝔䝮㐠⏝ᴗົ
䚷㻌䛂ᑠ㔠ᮏ㒊䛃䠄ᮾி㒔䠅䚸䛂䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁◊✲ᡤ䛃䠄ி

㡯ྡ

䠐䠊⾜ᨻሗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮㛵㐃ᴗົ

