株主各位

第 151 回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

業務の適正を確保するための体制および
当該体制の運用状況の概要
連結株主資本等変動計算書
連結注記表
株主資本等変動計算書
個別注記表

（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）

上記の事項につきましては、法令および当社定款第 19 条の規定に基づき、
インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nissanchem.co.jp/）に掲載
することにより、株主の皆様にご提供しております。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
当社が「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保
するための体制」として取締役会で決議した事項（「内部統制システム構築の基本方針」
）および当該体制の当期
の運用状況の概要は次のとおりです。

(1) 当社および当社の子会社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合
することを確保するための体制
・当社は、「取締役会規則」その他関連社規（会社の業務に関する規則）に基づき、経営意思決定の迅速化なら
びに経営責任および業務執行責任の明確化を図るとともに、独立性の高い社外役員を置く取締役会および監査
役会のもと、経営の監視機能、リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制および内部統制システムの強
化を推進する。
・当社は、
「CSR 基本方針」のもと、CSR 委員会、リスク・コンプライアンス委員会、環境安全・品質保証委員会
を設置、各委員会が連携し、企業の存続および健全な発展に必要な業務等の改善を図り、ステークホルダーか
らの信頼を最大限に確保する。
・当社および当社の子会社を対象とした「コンプライアンス規則」を策定し、役員・社員等が事業活動に関わる
あらゆる法令および社規を遵守すること、ならびに事業活動を行ううえで社会規範に従うことを徹底する。
・取締役会の指名を受けたチーフ・リスクマネジメント・オフィサー（CRO）が、当社および当社の子会社のコ
ンプライアンス全般を統括する。
・内部通報制度を設け、日常的に法令を遵守する。
・反社会的勢力とは一切関係をもたないこととし、不当な要求を受けた場合、外部専門機関と連携し、毅然とし
た態度で対応する。
・内部監査部は、「内部監査規則」に基づき、公正かつ独立の立場で、コンプライアンスを目的の一つとした内
部統制の整備状況および運用状況につき監査を行う。

（運用状況）
・CRO を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会は、当社の部門・箇所および子会社から年 2 回定期的に
報告される法令・規則等の遵守状況を確認し、当該確認結果を踏まえてリスク・コンプライアンス室および法
務室が各部門・箇所および子会社に対して必要な指導を行っている。
・下請法、独占禁止法、外国公務員贈賄防止その他の事業活動に関わる法令・規則の改定等に対する周知・教育
を当社および当社の子会社の役員および従業員に対して計画的に実施している。
・コンプライアンス遵守状況および次年度の施策等は、年 1 回以上、経営会議にて妥当性評価および見直しを受
けている。また、次年度の施策等は、経営会議の承認を経て取締役会に付議されている。
・内部通報制度（
「相談ほっとライン」
）は、リスク・コンプライアンス室、社外弁護士または社外監査役に顕名
あるいは匿名で通報できる体制とし、「内部通報規則」には、通報者に対し通報を理由に処遇上の不利益を与
えない旨を定めている。
・反社会的勢力との関係断絶については、リスク・コンプライアンス委員会が当社の部門・箇所および子会社の
遵守状況の確認およびヒアリングの実施の際にあわせて確認し、当該確認結果を踏まえてリスク・コンプライ
アンス室および法務室が各部門・箇所および子会社に対して必要な指導を行っている。また、各部門・箇所に
おいて法務室の指導のもとに反社会的勢力排除に関する覚書の締結に取り組んでいる。
・内部監査部は、「内部監査規則」に基づき年度監査計画を策定し、当該監査計画に従い当社の部門・箇所およ
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び国内外の子会社を対象に業務の適正確保の観点から内部監査を実施している。監査の結果、是正または改善
が必要と認められた事項については、当該部門等に対し是正または改善を求めるとともに、その状況を最高経
営責任者および内部監査部担当取締役等に報告している。また、監査役および会計監査人と定期的に情報交換
会を開催し、両者の連携を積極的に進めている。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、「情報管理規則」等社規に則り保存および管理
を行う。
・経営企画部担当役付役員を情報統括責任者（Chief Information Officer; CIO）とし、CIO は情報管理ならび
に個人情報および特定個人情報等の保護全般を統括する。

（運用状況）
・当社は、「取締役会規則」に則り、取締役会の議事内容を記載した議事録を作成し、適切に保存・管理してい
る。
・当社は、「情報管理規則」に、個人情報を含め当社が取り扱う情報の性質・内容に応じて情報の管理区分およ
び保存、利用・開示、処分の基準を定め、また関係法令の改正に従い適切に同規則を改定するとともに従業員
等に対し周知している。
・情報管理事務局を置き、当社の部門・箇所に対して抽出監査を実施し、遵守の徹底を図っている。子会社に対
しては、当社と同様の管理体制が採られるように適宜指導を行っている。

(3) 当社および当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社および当社の子会社を対象とした「リスクマネジメント規則」を策定し、事業目的の達成を阻害するリス
クの発現の抑止および発現の際の影響の極小化を図る。
・取締役会の指名を受けたチーフ・リスクマネジメント・オフィサー（CRO）が、当社および当社の子会社のリ
スクマネジメント全般を統括する。
・「日産化学グループ

危機・緊急事態対応指針」を定め、危機・緊急事態発生時には CRO 指揮のもと、被害・

影響の拡大防止および早期復旧・事業継続に努める。
・「事業継続計画（Business Continuity Plan; BCP）策定指針」に、BCP 策定の基本を定める。
・当社および当社の子会社を対象とした「レスポンシブル・ケア管理規則」を策定し、全ての事業活動にかかわ
る環境保全、保安防災、労働安全衛生、化学品・製品安全および物流安全の確保とその向上を図る。

（運用状況）
・CRO を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会が、当社および当社の子会社のリスクを包括的に管理す
るとともに、当社の部門・箇所および子会社の長がリスク・コンプライアンス責任者となり、当該部門・箇所
および子会社におけるリスクマネジメント活動の実施を推進し、監督している。
・リスクマネジメント活動は、年 1 回以上、経営会議にて妥当性評価および見直しを受け、取締役会に報告され
ている。年度の活動計画は、経営会議の承認を経て取締役会に付議されている。
・本社および工場につき災害発生時の BCP を策定し、その後順次見直しを実施している。
・レスポンシブル・ケア活動は、年 1 回以上、経営会議にて妥当性評価および見直しを受け、取締役会に報告さ
れている。年度の施策等は、経営会議の承認を経て取締役会に付議されている。
・内部監査部は、取締役のリスク認識を確認したうえで、中期、短期的な監査計画を策定し、リスクの視点から
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個別の監査を実施している。

(4) 当社および当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
・当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化
し、経営戦略の構築力・実現力の向上を図る。
・経営に関する重要事項は、
「取締役会規則」
、
「経営会議規則」等社規に則り取締役会、経営会議で決定する。
・取締役会および経営会議の決定に基づき、執行役員が業務を執行する。
・取締役会は、決定した重要事項の進捗状況等、取締役および執行役員の業務執行状況を監督する。社外取締役
の選任により、取締役会の監督機能を強化する。
・「関係会社管理規則」において、子会社に対する全般的な管理方針について定め、企業グループとして経営の
健全性を高める。

（運用状況）
・当社は、2014 年 4 月から執行役員制度を導入している。
・当社は、「取締役会規則」、「経営会議規則」等社規において業務執行に係る適切な権限移譲を促進し、経営判
断の迅速化を図っている。
・取締役会は、その役割・責務を果たしているかについて毎年分析・評価（いわゆる「取締役会実効性評価」）
を行い、取締役会としての実効性の確保に努めている。また、取締役会実効性評価の実施者の中立性、客観性
を確保するために、数年毎に、当社と利害関係のない外部機関による第三者評価を取り入れている。なお、2020
年度は、第三者評価を取り入れた方法で実施している。
・経営企画部長および担当部門長は、「関係会社管理規則」に基づきそれぞれが担当する子会社から経営計画、
予算、決算等経営上の重要事項について報告を受け、必要な助言、調整、指導を行っている。

(5) 当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「関係会社管理規則」等社規に則り、子会社は、業務の執行について当社に報告し、当社は、子会社の経営の
自主性を尊重しつつ、健全な業務の遂行に資する助言と指導を行う。
・当社の取締役または従業員が、子会社の取締役または監査役を兼務し、子会社を監督･監査する。
・当社は、子会社に対し当社の内部統制システムに準拠することを求めるとともに、内部監査部が監査を行う。

（運用状況）
・当社は、当社の国内外の子会社に対し、「関係会社管理規則」に従い、経営計画、予算および決算等について
必要な助言、指導および承認を行うとともに、定期的に経営状況の報告を受けている。また、「関係会社管理
規則」に基づき、当社の役員または従業員で子会社の役員を兼務する者は、当該子会社の取締役会に出席する
とともに、必要に応じ重要事項を審議する会議に出席している。
・内部監査部は、「内部監査規則」に基づき、当社の部門・箇所および国内外の子会社を対象に、業務の適正確
保の観点から計画的におよび必要に応じ臨時に内部監査を実施している。
・「関係会社管理規則」に基づき当社から推薦され選任された子会社の監査役は、内部監査部の協力を得て、業
務監査および会計監査を実施している。

(6) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に
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関する事項およびその従業員の取締役からの独立性に関する事項
・当社は、監査役の要請によりその職務を補助すべき従業員を置く。当該従業員が監査役の職務を補助する際は、
取締役および上位職位者の指示命令を受けないものとする。また取締役および上位職位者からの独立性を確保
するため、当該従業員の監査役補助者としての任命、異動の決定には、監査役会の事前の同意を得る。

（運用状況）
・当社は、監査役を補助する使用人として、監査役付 1 名を置いている。
・監査役付が監査役の職務を補助する際は、取締役および上位職位者の指揮命令を受けないようにしている。ま
た監査役付の人事については、監査役会の事前の同意を得ている。

(7) 当社および当社の子会社の取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その
他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会、CSR 委員会、リスク・コンプライアンス委員会他重要な会議に出席することができる。
・当社および当社の子会社の取締役および従業員は、取締役会・経営会議等での決定に基づく業務執行の結果の
うち、重要なものについては、監査役に報告する。また、重大な法令に違反する事実、会社に著しい損害を与
えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに監査役に報告する。

（運用状況）
・監査役は、CSR 委員会、リスク・コンプライアンス委員会、環境安全・品質保証委員会に出席し、それぞれ報
告・説明を受けている。
・当社は、監査役に対し、リスク・コンプライアンス委員会等への出席や、必要に応じた個別説明等を通じて、
業務執行に係る重要事項や重大な法令違反に関する事項について、速やかに監査役に報告している。
・内部通報制度（
「相談ほっとライン」
）で通報を受けた場合には、リスク・コンプライアインス室長より、その
都度監査役に内容を報告している。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の監査が実効的に行われるため、監査役は、会計監査人、取締役、内部監査部および子会社の監査役等
と、定期的に意見交換を行う。
・監査役がその職務について必要な費用の前払または償還等、費用または債務の処理を求めた場合には当社はこ
れを負担する。

（運用状況）
・監査役は、会計監査人、取締役、内部監査部、リスク・コンプライアンス室および子会社の監査役等と定期的
に意見交換を行っているほか、社外取締役との間でも定期的な意見交換を行っている。
・当社は、監査役の職務に係る費用については、上記方針に沿って負担している。
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㢠ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡾࠊࡘయࡋ࡚ࡶ㔜せᛶࡀ࡞࠸ࡓࡵ㐃⤖ࡢ⠊ᅖࡽ㝖እࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸬ᣢศἲࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿ㡯
㛵㐃♫ࡢ࠺ࡕḟ♧ࡍ♫ᑐࡍࡿᢞ㈨ࡘ࠸࡚ᣢศἲࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࢧࣥࢢࣟओࠊࢡࣛࣜࣥࢺゐ፹ओ
ࠉ㛵㐃♫♫
࡞࠾ࠊᣢศἲࡢ㐺⏝⠊ᅖࡽ㝖እࡋࡓ㠀㐃⤖Ꮚ♫㸦1LVVDQ%KDUDW5DVD\DQ3ULYDWH/LPLWHGࠊ1&ࢢࣟภ㤋ओ㸧࠾ࡼࡧ
㛵㐃♫㸦᪥ᮏ⇥㓟ओ㸧ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᙜᮇ⣧ᦆ┈ࡢ࠺ࡕᣢศぢྜ࠺㢠࠾ࡼࡧ┈వ㔠ࡢ࠺ࡕᣢศぢྜ࠺㢠➼ࡀ
㐃⤖ィ⟬᭩㢮ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡾࠊࡘయࡋ࡚ࡶ㔜せᛶࡀ࡞࠸ࡓࡵᣢศἲ㐺⏝ࡢ⠊ᅖࡽ㝖እࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸬ィ᪉㔪㛵ࡍࡿ㡯
㸦㸧㔜せ࡞㈨⏘ࡢホ౯ᇶ‽࠾ࡼࡧホ౯᪉ἲ
ձ᭷౯ドๆ
ࠉࡑࡢ᭷౯ドๆ
౯ࡢ࠶ࡿ᭷౯ドๆࡘ࠸࡚ࡣࠊỴ⟬᪥ࡢᕷሙ౯᱁➼ᇶ࡙ࡃ౯ἲ㸦ホ౯ᕪ㢠ࡣ㒊⣧㈨⏘┤ධἲࡼࡾฎ⌮ࡋࠊ
༷ཎ౯ࡣ⛣ືᖹᆒἲࡼࡾ⟬ᐃ㸧
౯ࡢ࡞࠸᭷౯ドๆࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣ືᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲ
ղࢹࣜࣂࢸࣈ
ࠉ౯ἲ
ճࡓ࡞༺㈨⏘
ࠉࡋ࡚⥲ᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲ㸦┈ᛶࡢపୗࡼࡿ⡙౯ษୗࡆࡢ᪉ἲ㸧
㸦㸧㔜せ࡞ῶ౯ൾ༷㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
ձ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࡋ࡚ࠊᐃ⋡ἲࡼࡾൾ༷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᖺ᭶᪥௨㝆ྲྀᚓࡋࡓᘓ≀ ᘓ≀㝃ᒓタഛࢆ㝖ࡃࠋ㸧
࡞ࡽࡧࠊᖺ᭶᪥௨㝆ྲྀᚓࡋࡓᘓ≀㝃ᒓタഛ࠾ࡼࡧᵓ⠏≀ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊྲྀᚓ౯㢠ࡀ௨ୖᮍ‶ࡢ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㛫࡛ᆒ➼ൾ༷ࡍࡿ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ࡞⪏⏝ᖺᩘࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᘓ≀࠾ࡼࡧᵓ⠏≀bbbbbbbbbbbbbbbbbbb㹼ᖺ
ᶵᲔ⨨࠾ࡼࡧ㐠ᦙලbbbbbbbbbbbbbbb㹼ᖺ
ղ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࠉᐃ㢠ἲࡼࡾൾ༷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ࡞⪏⏝ᖺᩘࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࢯࣇࢺ࢚࢘ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢbbbbbbbbbࠉࠉbbb㹼ᖺ
ճ࣮ࣜࢫ㈨⏘
ࠉᡤ᭷ᶒ⛣㌿እࣇࢼࣥࢫ࣭࣮ࣜࢫྲྀᘬಀࡿ࣮ࣜࢫ㈨⏘
ࠉࠉ࣮ࣜࢫᮇ㛫ࢆ⪏⏝ᖺᩘࡋࠊṧᏑ౯㢠ࢆ㞽ࡍࡿᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧㔜せ࡞ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
ձ㈚ಽᘬᙜ㔠
ࠉ㔠㖹മᶒࡢ㈚ಽࢀࡼࡿᦆኻഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ୍⯡മᶒࡘ࠸࡚ࡣ㈚ಽᐇ⦼⋡ࡼࡾࠊ㈚ಽᠱᛕമᶒ➼≉ᐃࡢമᶒ
ࠉࡘ࠸࡚ࡣಶูᅇྍ⬟ᛶࢆ຺ࡋࠊᅇ⬟ぢ㎸㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ղ㈹ᘬᙜ㔠
ࠉᚑᴗဨ㈹ࡢᨭฟᙜࡍࡿࡓࡵࠊᨭ⤥ぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁᙜ㐃⤖ィᖺᗘぢྜ࠺㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ճᙺဨ㈹ᘬᙜ㔠
ࠉᙺဨ㈹ࡢᨭฟᙜࡍࡿࡓࡵࠊᨭ⤥ぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁᙜ㐃⤖ィᖺᗘぢྜ࠺㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
մᙺဨᰴᘧ⤥ᘬᙜ㔠
ࠉᙺဨᰴᘧつ⛬ᇶ࡙ࡃᙜ♫ࡢྲྀ⥾ᙺ➼ࡢᰴᘧࡢ⤥ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿᰴᘧ⤥മົࡢ
ࠉぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
յᴗᵓ㐀ᨵၿᘬᙜ㔠
ࠉᴗᵓ㐀ᨵၿక࠸Ⓨ⏕ࡍࡿ㈝⏝࠾ࡼࡧᦆኻഛ࠼ࡿࡓࡵࠊࡑࡢⓎ⏕ぢ㎸㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ն㛵ಀ♫ᴗᦆኻᘬᙜ㔠
ࠉ㛵ಀ♫ࡢᴗಀࡿᦆኻഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜヱ♫ࡢ㈈ᨻ≧ែࢆ຺ࡋࠊࡑࡢᦆኻ㈇ᢸぢ㎸㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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㸦㸧ࡑࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮సᡂࡢࡓࡵࡢᇶᮏ࡞ࡿ㔜せ࡞㡯
ձ㏥⫋⤥ಀࡿィฎ⌮ࡢ᪉ἲ
ࠉ࣭㏥⫋⤥ぢ㎸㢠ࡢᮇ㛫ᖐᒓ᪉ἲ
㏥⫋⤥മົࡢ⟬ᐃ࠶ࡓࡾࠊ㏥⫋⤥ぢ㎸㢠ࢆᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᖐᒓࡉࡏࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤥⟬ᐃ
ᘧᇶ‽ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ࣭ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢ㈝⏝ฎ⌮᪉ἲ
ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡣࠊྛᮇࡢⓎ⏕࠾ࡅࡿᚑᴗဨࡢᖹᆒṧᏑົᖺᩘ௨ෆࡢᖺࡢᐃ⋡ἲࡼࡾࠊⓎ⏕㐃⤖ィᖺ
ᗘࡽ㈝⏝ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࠉ࣭ᑠつᶍᴗ➼࠾ࡅࡿ⡆౽ἲࡢ᥇⏝
୍㒊ࡢ㐃⤖Ꮚ♫ࡣࠊ㏥⫋⤥ಀࡿ㈇മ࠾ࡼࡧ㏥⫋⤥㈝⏝ࡢィ⟬ࠊ㏥⫋⤥ಀࡿᮇᮎ⮬ᕫ㒔ྜせᨭ⤥㢠ࢆ㏥
⫋⤥മົࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓ⡆౽ἲࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ղ㔜せ࡞࣊ࢵࢪィࡢ᪉ἲ
⧞ᘏ࣊ࢵࢪฎ⌮ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ㔠ࢫ࣡ࢵࣉࡘ࠸࡚ࡣ≉ฎ⌮ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ≉ฎ⌮ࢆ᥇
⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ճᾘ㈝⛯➼ࡢィฎ⌮
ᾘ㈝⛯࠾ࡼࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢィฎ⌮ࡣ⛯ᢤ᪉ᘧࡼࡗ࡚࠾ࡾࠊ᥍㝖ᑐ㇟እᾘ㈝⛯࠾ࡼࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡣࠊᙜ㐃⤖ィᖺ
ᗘࡢ㈝⏝ࡋ࡚ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
մ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡢ㐺⏝
㐃⤖⣡⛯ไᗘࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
յ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࡢ㐺⏝
ᙜ♫࠾ࡼࡧ୍㒊ࡢᅜෆ㐃⤖Ꮚ♫ࡣࠊࠕᡤᚓ⛯ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖ ௧ᖺἲᚊ➨ྕ ࠾࠸࡚タࡉࢀࡓ
ࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜࠶ࢃࡏ࡚༢య⣡⛯ไᗘࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓ㡯┠ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࠕ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠖ㸦ᐇົᑐᛂሗ࿌➨
ྕᖺ᭶᪥㸧➨㡯ࡢྲྀᢅ࠸ࡼࡾࠊࠕ⛯ຠᯝィಀࡿィᇶ‽ࡢ㐺⏝ᣦ㔪ࠖ㸦ᴗィᇶ‽㐺⏝ᣦ㔪➨ྕ
ᖺ᭶᪥㸧➨㡯ࡢᐃࡵࢆ㐺⏝ࡏࡎࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ཬࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢ㢠ࡘ࠸࡚ࠊᨵṇ๓ࡢ⛯ἲࡢつᐃᇶ࡙
࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
նࡢࢀࢇࡢൾ༷᪉ἲ࠾ࡼࡧൾ༷ᮇ㛫
ࡢࢀࢇࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ௨ෆࡢࡑࡢຠᯝࡢ࠾ࡼࡪᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚ᐃ㢠ἲࡼࡾつ๎ⓗൾ༷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ
㔠㢠㔜せᛶࡀஈࡋ࠸ሙྜࡣࠊⓎ⏕ࡑࡢ㢠ࢆൾ༷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧⾲♧᪉ἲࡢኚ᭦
ࠕィୖࡢぢ✚ࡾࡢ㛤♧㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖࡢ㐺⏝
ࠕィୖࡢぢ✚ࡾࡢ㛤♧㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ྕᖺ᭶᪥㸧ࢆᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡽ㐺⏝ࡋࠊ
㐃⤖ὀグ⾲ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグࢆグ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグ
ձ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
 ᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
 ⓒ
㏥⫋⤥ಀࡿ㈨⏘
㏥⫋⤥ಀࡿ㈇മ
 ⓒ
 ࡑࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
࣭⟬ฟ᪉ἲ
ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊᑗ᮶ࡢ㏥⫋⤥ࡢᨭᡶ࠸ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ㏥⫋⤥മົཬࡧᖺ㔠㈨⏘ࡢぢ㎸
㢠ᇶ࡙ࡁࠊ㏥⫋⤥ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢィ⟬ࡣࡋ࡚ᩘ⌮ィ⟬ୖ࡛⟬ᐃࡉࢀࡿ๓ᥦ᮲௳ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ๓ᥦ᮲௳ࡣࠊᘬ⋡ࠊᑗ᮶ࡢ⤥Ỉ‽ࠊ㏥⫋⋡ࠊṚஸ⋡࡞ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᮲௳ࡣ⌧
Ⅼ࡛༑ศྜ⌮ⓗ⪃࠼ࡽࢀࡿ᪉ἲ࡛ィ⟬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ୍㒊ࡢ㐃⤖Ꮚ♫ࡣࠊ㏥⫋⤥ಀࡿ㈇മ࠾ࡼࡧ
㏥⫋⤥㈝⏝ࡢィ⟬ࠊ㏥⫋⤥ಀࡿᮇᮎ⮬ᕫ㒔ྜせᨭ⤥㢠ࢆ㏥⫋⤥മົࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓ⡆౽ἲࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
࣭せ࡞௬ᐃ
ᮇᚅ┈⋡ࢆࠊᘬ⋡ࢆᖺ௬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭⩣㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪
ᙜ♫ࡣࠊᐇ㝿ࡢ⤖ᯝࡀ๓ᥦ᮲௳␗࡞ࡿሙྜࠊཪࡣ๓ᥦ᮲௳ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᑗ᮶ᮇ㛫࠾࠸࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿ㈝⏝
ཬࡧമົᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⩣㐃⤖ィᖺᗘ௨㝆ࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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ղᴗ⤖ྜ
 ᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
࣭ࠕ࢟ࣀ࢟ࢩࣇ࢙ࣥࠖᴗ
✀㢮
㔠㢠
ൾ༷ᮇ㛫
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ 〇ရⓏ㘓ᶒ
ⓒ
ᖺ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ ➇ᴗ㑊Ṇዎ⣙
ⓒ
ᖺ
ࡢࢀࢇ
ⓒ
ᖺ
ィ
ⓒ
࣭ࠕ࣐ࣥࢮࣈࠖᴗ
ൾ༷ᮇ㛫
✀㢮
㔠㢠
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ ㈍ᶒ
ⓒ
ᖺ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ ၟᶆ
ⓒ
ᖺ
ࡢࢀࢇ
ⓒ
ᖺ
ィ
ⓒ
 ࡑࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
࣭⟬ฟ᪉ἲ
ᴗ⤖ྜࡣࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ࡛ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ࡛ࡣࠊྲྀᚓࡋࡓ࡚ࡢ㈨⏘ࢆࠊᨭ㓄⋓ᚓ᪥࠾ࡅࡿබṇ౯
್ᇶ࡙ࡁㄆ㆑ཬࡧ ᐃࡋࡲࡍࠋබṇ౯್ࡢỴᐃࡣࠊᑗ᮶࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࡢண ࠊᘬ⋡ཬࡧỌஂᡂ㛗⋡➼ࡢ㔜せ
࡞ぢ✚ࡾࢆక࠸ࡲࡍࠋ
࣭せ࡞௬ᐃ
බṇ౯್ࡢỴᐃࡢ᰿ᣐ࡞ࡿᘬᚋᑗ᮶࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࠊᘬ⋡ཬࡧỌஂᡂ㛗⋡➼ࡀせ࡞௬ᐃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࣭⩣㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪
ᴗ⤖ྜࡢฎ⌮࠾ࡅࡿබṇ౯್ࡢ⟬ᐃ⏝࠸ࡽࢀࡓぢ✚ࡾࡣྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊぢ✚ࡾࡢ᰿ᣐ࡞ࡿ๓
ᥦ᮲௳ࡢண ⬟࡞ኚక࠸බṇ౯್ࡀಟṇࡉࢀࠊྲྀᚓࡋࡓ㈨⏘ࡢᑗ᮶࠾ࡅࡿῶᦆᦆኻࡢィୖࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
ճᲴ༺㈨⏘ホ౯ᦆ
 ᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
Ჴ༺㈨⏘ホ౯ᦆ
 ⓒ
 ࡑࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
࣭⟬ฟ᪉ἲ
ᮇᮎ࠾ࡅࡿᲴ༺㈨⏘ࡢホ౯࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊṇ༷౯㢠ࡀᖒ⡙౯㢠ࡼࡾࡶୗⴠࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᖒ⡙౯㢠ࢆṇ
༷౯㢠ࡲ࡛ῶ㢠ࡋࠊᙜヱῶᑡ㢠ࢆᲴ༺㈨⏘ホ౯ᦆࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭せ࡞௬ᐃ
〇ရ࣭ၟရࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥲ୖ㧗ࡽୖ᥍㝖ࠊ㐠㏦㈝➼ࡢ㐣ཤᐇ⦼ࡽṇ༷౯㢠ࢆぢ✚ࡶࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋཎᮦᩱ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱⤊ධཎ౯ࡼࡾㄪ㐩౯㢠ࢆぢ✚ࡾࠊࡇࢀࢆṇ༷౯㢠ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭⩣㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪
ホ౯ᦆࡢぢ✚ࡾ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢ㉎㈙ᐇ⦼ࡸฟⲴᐇ⦼ࠊホ౯Ⅼ࡛ධᡭྍ⬟࡞ሗ➼ࢆᇶࠊྜ⌮ⓗ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ᵝࠎ࡞せᅉࢆ⪃៖ࡋࡓୖุ࡛᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᕷሙ⎔ቃࡀண ࡼࡾᝏࡋ࡚ṇ༷౯㢠ࡀୗⴠࡍࡿሙྜࡣࠊ㏣ຍ
ࡢホ౯ᦆィୖࡀᚲせ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㏣ຍሗ
ᰴᘧ⤥ಙク %%7
ᙜ♫ࡣࠊ๓㐃⤖ィᖺᗘࡼࡾࠊྲྀ⥾ᙺ ♫እྲྀ⥾ᙺࢆ㝖ࡃࠋ ࠊᇳ⾜ᙺဨ࠾ࡼࡧ⌮ ௨ୗࠕྲྀ⥾ᙺ➼ࠖ࠸࠺ࠋ ᑐࡍࡿᴗ⦼
㐃ືᆺᰴᘧሗ㓘ไᗘࠕᰴᘧ⤥ಙク %%7 ࠖ ௨ୗࠕᮏไᗘࠖ࠸࠺ࠋ ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏไᗘࡣࠊྲྀ⥾ᙺ➼ࡢሗ㓘ᙜ♫ࡢ
ᴗ⦼࠾ࡼࡧᰴᘧ౯್ࡢ㐃ືᛶࢆ᫂☜ࡋࠊྲྀ⥾ᙺ➼ࡀᰴ౯ୖ᪼ࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᰴ౯ୗⴠࣜࢫࢡࡲ࡛ࡶᰴࡢⓙ
ᵝඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ᴗ⦼ࡢྥୖᴗ౯್ࡢቑ㈉⊩ࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᙜヱಙクዎ⣙ಀࡿィฎ⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᚑᴗဨ➼ಙクࢆ㏻ࡌ࡚⮬♫ࡢᰴᘧࢆࡍࡿྲྀᘬ㛵ࡍࡿᐇົୖࡢྲྀᢅ࠸ࠖ
ᐇົᑐᛂሗ࿌➨ྕࠉᖹᡂᖺ᭶᪥ ‽ࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ྲྀᘬࡢᴫせ
ᮏไᗘࡣࠊᙜ♫ࡀᣐฟࡍࡿ㔠㖹ࢆཎ㈨ࡋ࡚ᙜ♫ᰴᘧࡀಙク ௨ୗࠊᮏไᗘᇶ࡙ࡁタᐃࡉࢀࡿಙクࢆࠕᮏಙクࠖ࠸࠺ࠋ
ࢆ㏻ࡌ࡚ྲྀᚓࡉࢀࠊྲྀ⥾ᙺ➼ᑐࡋ࡚ࠊᙜ♫ࡀᐃࡵࡿᙺဨᰴᘧ⤥つ๎ᚑࡗ࡚ࠊᙜ♫ᰴᘧ࠾ࡼࡧᙜ♫ᰴᘧࢆ౯࡛⟬ࡋࡓ
㔠㢠┦ᙜࡢ㔠㖹 ௨ୗࠕᙜ♫ᰴᘧ➼ࠖ࠸࠺ࠋ ࡀᮏಙクࢆ㏻ࡌ࡚⤥ࡉࢀࡿᴗ⦼㐃ືᆺᰴᘧሗ㓘ไᗘ࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊྲྀ⥾ᙺ➼ࡀ
ᙜ♫ᰴᘧ➼ࡢ⤥ࢆཷࡅࡿᮇࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ྲྀ⥾ᙺ➼ࡢ㏥௵࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ಙクṧᏑࡍࡿ⮬♫ࡢᰴᘧ
ಙクṧᏑࡍࡿ⮬♫ᰴᘧࢆࠊಙク࠾ࡅࡿᖒ⡙౯㢠 㝶㈝⏝ࡢ㔠㢠ࢆ㝖ࡃࠋ ࡼࡾ⣧㈨⏘ࡢ㒊⮬ᕫᰴᘧࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎࡢᙜヱ⮬ᕫᰴᘧࡢᖒ⡙౯㢠ࡣⓒࠊᰴᘧᩘࡣᰴ࡛ࡍࠋ
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㐃⤖㈚ᑐ↷⾲㛵ࡍࡿὀグ
㸬ᢸಖ㈨⏘
ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ᢞ㈨᭷౯ドๆ
ୖグᑐᛂࡍࡿമົ
㈙㔠

 ⓒ
 ⓒ

 ⓒ
㸬᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠
࡞࠾ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ࡣῶᦆᦆኻ⣼ィ㢠ࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸬ಖドമົ
㐃⤖♫௨እࡢ♫➼ࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࡽࡢධᑐࡋࠊമົಖドࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᐩᒣඹྠ⮬ᐙⓎ㟁ᰴᘧ♫
 ⓒ
᪥⏘Ꮫᮦᩱ⛉ᢏ ⸽ᕞ ᭷㝈බྖ
 ⓒ
3KLODJUR)UDQFH6$6
 ⓒ
 ⓒ
ྎ‴᪥⏘Ꮫ⫤௷᭷㝈බྖ
ィ
 ⓒ
㐃⤖ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩㛵ࡍࡿὀグ
㸬Ⓨ⾜῭ᰴᘧࡢ✀㢮࠾ࡼࡧ⥲ᩘ࡞ࡽࡧ⮬ᕫᰴᘧࡢ✀㢮࠾ࡼࡧᰴᘧᩘ㛵ࡍࡿ㡯
ᰴᘧࡢ✀㢮
Ⓨ⾜῭ᰴᘧ
ᬑ㏻ᰴᘧ
⮬ᕫᰴᘧ
ᬑ㏻ᰴᘧ
ኚື⏤ࡢᴫせ
㸦㸧Ⓨ⾜῭ᰴᘧ
ῶᑡ
㸦㸧⮬ᕫᰴᘧ
ቑຍ

ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮇ㤳
ቑຍ
 



ῶᑡ

ῶᑡ



㸦༢㸸ᰴ㸧
ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ



ᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺỴ㆟ᇶ࡙ࡃ⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺỴ㆟ࠊ࠾ࡼࡧᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺỴ㆟ࠊ
ᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࡚Ỵ㆟ࡉࢀࡓࠕᰴᘧ⤥ಙク %%7 ࠖࡢಙクዎ⣙ᇶ࡙ࡃ
⮬ᕫᰴᘧࡢྲྀᚓ࠾ࡼࡧᮇ୰ࡢ༢ඖᮍ‶ᰴᘧࡢ㈙ྲྀࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺỴ㆟ᇶ࡙ࡃ⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷ࠊ࠾ࡼࡧᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾
ᙺ࡚Ỵ㆟ࡉࢀࡓࠕᰴᘧ⤥ಙク %%7 ࠖࡢ⤥つ๎ᇶ࡙ࡃᰴᘧ⤥ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸬వ㔠ࡢ㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯
㸦㸧㓄ᙜ㔠ᨭᡶ㢠➼
Ỵ㆟

ᰴᘧࡢ✀㢮

㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠
㸦ⓒ㸧

ᰴᙜࡓࡾ
㓄ᙜ㢠
㸦㸧

ᇶ‽᪥

ຠຊⓎ⏕᪥

ᖺ᭶᪥
ᬑ㏻ᰴᘧ


ᖺ᭶᪥
ᖺ᭶᪥
ᐃᰴ⥲
ᖺ᭶᪥
ᬑ㏻ᰴᘧ


ᖺ᭶᪥
ᖺ᭶᪥
ྲྀ⥾ᙺỴ㆟
㸦㸧ᇶ‽᪥ࡀᙜ㐃⤖ィᖺᗘᒓࡍࡿ㓄ᙜࡢ࠺ࡕࠊ㓄ᙜࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡀ⩣㐃⤖ィᖺᗘ࡞ࡿࡶࡢ
ᖺ᭶᪥㛤ദࡢᐃᰴ⥲ࡢ㆟ࡋ࡚ࠊᬑ㏻ᰴᘧࡢ㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯ࢆḟࡢ࠾ࡾᥦࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ⓒ
ձ㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠
ղ㓄ᙜࡢཎ㈨
┈వ㔠
ճᰴᙜࡓࡾ㓄ᙜ㢠
 
ᖺ᭶᪥
մᇶ‽᪥
ᖺ᭶᪥
յຠຊⓎ⏕᪥
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㔠⼥ၟရ㛵ࡍࡿὀグ
㸬㔠⼥ၟရࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿ㡯
ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㈨㔠㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣ▷ᮇⓗ࡞㡸㔠➼㝈ᐃࡋࠊ㖟⾜➼㔠⼥ᶵ㛵ࡽࡢධࡼࡾ㈨㔠ࢆㄪ㐩ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ
ཷྲྀᡭᙧ࠾ࡼࡧ㔠࡞ࡽࡧཎᩱධ௦⾜క࠺ᮍධ㔠ಀࡿ㢳ᐈࡢಙ⏝ࣜࢫࢡࡣࠊಙ⟶⌮つᐃ➼ࡼࡾࣜࢫࢡ
పῶࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᢞ㈨᭷౯ドๆࡣࡋ࡚ᰴᘧ࡛࠶ࡾࠊୖሙᰴᘧࡘ࠸࡚ࡣᐃᮇⓗᢕᥱࡉࢀࡓ౯ࡀྲྀ
⥾ᙺሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ධ㔠ࡣ㐠㌿㈨㔠㸦ࡋ࡚▷ᮇ㸧࠾ࡼࡧタഛᢞ㈨㈨㔠㸦㛗ᮇ㸧ࢆ㏵ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࡢᇳ
⾜࣭⟶⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊྲྀᘬᶒ㝈ࢆᐃࡵࡓ♫ෆつᐃᚑ࠸ࠊᐇ㟂ࡢ⠊ᅖ࡛⾜࠺ࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸬㔠⼥ၟရࡢ౯➼㛵ࡍࡿ㡯
ᖺ᭶᪥㸦ᙜᮇࡢ㐃⤖Ỵ⟬᪥㸧࠾ࡅࡿ㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࠊ౯࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࡢᕪ㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦༢㸸ⓒ㸧
㐃⤖㈚ᑐ↷⾲
ィୖ㢠

㸦㸧⌧㔠࠾ࡼࡧ㡸㔠

㸦㸧ཷྲྀᡭᙧ࠾ࡼࡧ㔠

㸦㸧ᮍධ㔠

㸦㸧▷ᮇ㈚㔠
㸦㸧ᢞ㈨᭷౯ドๆ

ࠉࠉࠉࡑࡢ᭷౯ドๆ

㸦㸧ᨭᡶᡭᙧ࠾ࡼࡧ㈙㔠

㸦㸧▷ᮇධ㔠

㸦㸧㛗ᮇධ㔠
㸫
㸦㸧ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬ
㈇മィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸦ࠉ㸧࡛♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

౯

ᕪ㢠





㸫
㸫
㸫
㸫





㸫

㸫
㸫
㸫

㸫

㸦ὀ㸧㔠⼥ၟရࡢ౯ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ࡞ࡽࡧ᭷౯ドๆ࠾ࡼࡧࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬ㛵ࡍࡿ㡯
㸦㸧⌧㔠࠾ࡼࡧ㡸㔠ࠊ㸦㸧ཷྲྀᡭᙧ࠾ࡼࡧ㔠ࠊ㸦㸧ᮍධ㔠ࠊ࡞ࡽࡧ㸦㸧▷ᮇ㈚㔠
ࡇࢀࡽࡣ▷ᮇ㛫࡛Ỵ῭ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ౯ࡣᖒ⡙౯㢠ࡰ➼ࡋ࠸ࡇࡽࠊᙜヱᖒ⡙౯㢠ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ᢞ㈨᭷౯ドๆ
ࡇࢀࡽࡢ౯ࡘ࠸࡚ࠊᰴᘧࡣྲྀᘬᡤࡢ౯᱁ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ᨭᡶᡭᙧ࠾ࡼࡧ㈙㔠ࠊ㸦㸧▷ᮇධ㔠
ࡇࢀࡽࡣ▷ᮇ㛫࡛Ỵ῭ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ౯ࡣᖒ⡙౯㢠ࡰ➼ࡋ࠸ࡇࡽࠊᙜヱᖒ⡙౯㢠ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧㛗ᮇධ㔠
㛗ᮇධ㔠ࡢ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊඖ㔠ࡢྜィ㢠ࢆྠᵝࡢ᪂つධࢆ⾜ࡗࡓሙྜᐃࡉࢀࡿ⋡࡛ࡾᘬ࠸࡚⟬ᐃࡍࡿ
᪉ἲࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋኚື㔠ࡼࡿ㛗ᮇධ㔠ࡢሙྜࡣࠊ㔠ࢫ࣡ࢵࣉࡢ≉ฎ⌮ࡢᑐ㇟ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ୗグ㸦㸧
ཧ↷㸧ࠊᙜヱ㔠ࢫ࣡ࢵࣉ୍యࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀࡓඖ㔠ࡢྜィ㢠ࢆࠊྠᵝࡢධࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㐺⏝ࡉࢀࡿྜ⌮ⓗ
ぢ✚ࡶࡽࢀࡿ⋡࡛ࡾᘬ࠸࡚⟬ᐃࡍࡿ᪉ἲࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬ
㔠ࢫ࣡ࢵࣉࡢ≉ฎ⌮ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ࣊ࢵࢪᑐ㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛗ᮇධ㔠୍యࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ࡑࡢ౯ࡣࠊᙜヱ㛗ᮇධ㔠ࡢ౯ྵࡵ࡚グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧㠀ୖሙᰴᘧ➼㸦㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ⓒ㸧ࡣࠊᕷሙ౯᱁ࡀ࡞ࡃࠊࡘᑗ᮶࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇ࣮ࣟࢆぢ✚ࡶ
ࠉࡿࡇ࡞ࡀ࡛ࡁࡎࠊ౯ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊࠕ㸦㸧ᢞ㈨᭷౯ドๆࠉࡑࡢ᭷౯ドๆࠖ
ࠉࡣྵࡵ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

ᰴᙜࡓࡾሗ㛵ࡍࡿὀグ
ᰴᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠
ᰴᙜࡓࡾᙜᮇ⣧┈

 
 

 㖹
 㖹
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ᴗ⤖ྜ㛵ࡍࡿὀグ
ྲྀᚓࡼࡿᴗ⤖ྜ
ᙜ♫ࡣᖺ᭶᪥࡛ࢥࣝࢸࣂࢢࣜࢧ࢚ࣥࢫ♫ࡢẅ⳦ࠕ࣐ࣥࢮࣈࠖᴗࡢㆡཷ㛵ࡍࡿᴗㆡΏዎ⣙ࢆ
⥾⤖ࡋࠊྠ᪥࡛ᴗࢆㆡࡾཷࡅࡲࡋࡓࠋ
ᴗ⤖ྜࡢᴫせ
㸦㸧┦ᡭᴗࡢྡ⛠ཬࡧྲྀᚓࡋࡓᴗࡢෆᐜ
ࠉࠉ┦ᡭᴗࡢྡ⛠ࠉࠉࠉࢥࣝࢸࣂࢢࣜࢧ࢚ࣥࢫ♫
ࠉࠉᴗࡢෆᐜࠉࠉࠉࠉࠉẅ⳦ࠕ࣐ࣥࢮࣈࠖᴗ
㸦㸧ᴗ⤖ྜࢆ⾜ࡗࡓ࡞⌮⏤
ࠉࠉ⸆ຍ࠼ࠊ㈙࣭ᑟධࡼࡾẅ⳦࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᣑࡋࠊ㎰ᴗᏛရᴗࢆ᭦Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ
㸦㸧ᴗ⤖ྜ᪥
ࠉࠉᖺ᭶᪥
㸦㸧ᴗ⤖ྜࡢἲⓗᙧᘧ
ࠉࠉ⌧㔠ࢆᑐ౯ࡍࡿᴗㆡཷ
㸦㸧ᴗ⤖ྜᚋࡢྡ⛠
ࠉࠉኚ᭦ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦㸧ྲྀᚓᴗࢆỴᐃࡍࡿ⮳ࡗࡓ࡞᰿ᣐ
ࠉࠉᙜ♫ࡀ⌧㔠ࢆᑐ౯ࡋ࡚ᴗࢆㆡࡾཷࡅࡓࡇࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
㐃⤖ィ⟬᭩㢮ྵࡲࢀࡿྲྀᚓࡋࡓᴗࡢᴗ⦼ࡢᮇ㛫
ᖺ᭶᪥ࡽᖺ᭶᪥ࡲ࡛
ྲྀᚓࡋࡓᴗࡢྲྀᚓཎ౯ཬࡧᑐ౯ࡢ✀㢮ࡈࡢෆヂ
ྲྀᚓࡢᑐ౯ࠉࠉࠉ⌧㔠ࠉࠉࠉⓒ
ྲྀᚓཎ౯ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉⓒ
せ࡞ྲྀᚓ㛵㐃㈝⏝ࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠
ࢻࣂࢨ࣮ࣜᑐࡍࡿሗ㓘࣭ᡭᩘᩱ➼ࠉࠉⓒ
Ⓨ⏕ࡋࡓࡢࢀࢇࡢ㔠㢠ࠊⓎ⏕ཎᅉࠊൾ༷᪉ἲཬࡧൾ༷ᮇ㛫
㸦㸧Ⓨ⏕ࡋࡓࡢࢀࢇࡢ㔠㢠
ࠉࠉⓒ
㸦㸧Ⓨ⏕ཎᅉ
ࠉࠉᚋࡢᴗᒎ㛤ࡼࡗ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿᑗ᮶ࡢ㉸㐣┈ຊࡽⓎ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ൾ༷᪉ἲཬࡧൾ༷ᮇ㛫
ࠉࠉᖺ㛫ࢃࡓࡿᆒ➼ൾ༷
ᴗ⤖ྜ᪥ཷࡅධࢀࡓ㈨⏘ཬࡧᘬࡁཷࡅࡓ㈇മࡢ㢠୪ࡧࡑࡢ࡞ෆヂ
ᅛᐃ㈨⏘ࠉࠉࠉⓒ
㈨⏘ྜィࠉࠉࠉⓒ
ࡢࢀࢇ௨እࡢ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㓄ศࡉࢀࡓ㔠㢠ཬࡧࡑࡢせ࡞✀㢮ูࡢෆヂ࡞ࡽࡧせ࡞✀㢮ูࡢຍ㔜ᖹᆒൾ༷ᮇ㛫
✀㢮
㔠㢠
ຍ㔜ᖹᆒൾ༷ᮇ㛫
㈍ᶒ
ⓒ
ᖺ
ၟᶆ
ⓒ
ᖺ
ྜィ
ⓒ
ᖺ
ᴗ⤖ྜࡀ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㛤ጞࡢ᪥ࡋࡓ௬ᐃࡋࡓሙྜࡢᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩ཬࡰࡍᙳ㡪㢠
ࠉࡢᴫ⟬㢠ཬࡧࡑࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
ࠉᙜヱᙳ㡪㢠ࡢ㔜せᛶࡀஈࡋ࠸ࡓࡵࠊグ㍕ࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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㔜せ࡞ᚋⓎ㇟㛵ࡍࡿὀグ
㸬ᙜ♫ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࠾࠸࡚ࠊ♫ἲ➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ⮬ᕫᰴᘧࢆᾘ༷ࡍࡿࡇࢆỴ㆟ࡋࠊ
⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷ࢆᐇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦㸧ᾘ༷ࡍࡿᰴᘧࡢ✀㢮ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᙜ♫ᬑ㏻ᰴᘧ
㸦㸧ᾘ༷ࡍࡿᰴᘧࡢᩘࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᰴ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦ᾘ༷๓Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘᑐࡍࡿྜ㸧
㸦㸧ᾘ༷᪥ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺ᭶᪥
㸦ࡈཧ⪃㸧
ᾘ༷ᚋࡢⓎ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘࠉࠉᰴ㸦⮬ᕫᰴᘧࢆྵࡴ㸧
㸬ᙜ♫ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࠾࠸࡚ࠊ♫ἲ➨᮲➨㡯ࡢつᐃࡼࡾㄞࡳ᭰࠼࡚㐺⏝ࡉࢀࡿྠἲ➨᮲
ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ⮬ᕫᰴᘧࢆ㈙࠸ཷࡅࡿࡇࢆỴ㆟࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦㸧⮬ᕫᰴᘧࡢྲྀᚓࢆ⾜࠺⌮⏤
ࠉࠉࠉ⤒Ⴀ⎔ቃࡢኚᑐᛂࡋࡓᶵືⓗ㈨ᮏᨻ⟇ࡢ㐙⾜ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵ
㸦㸧ྲྀᚓಀࡿ㡯ࡢෆᐜ
ࠉࠉࠉձྲྀᚓᑐ㇟ᰴᘧࡢ✀㢮ࠉࠉࠉࠉࠉᙜ♫ᬑ㏻ᰴᘧ
ࠉࠉࠉղྲྀᚓࡋᚓࡿᰴᘧࡢ⥲ᩘࠉࠉࠉࠉᰴ㸦ୖ㝈ࡍࡿ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘ㸦⮬ᕫᰴᘧࢆ㝖ࡃ㸧ᑐࡍࡿྜ㸧
㸦㸧ᰴᘧࡢྲྀᚓ౯㢠ࡢ⥲㢠ࠉࠉࠉࠉ㸦ୖ㝈ࡍࡿ㸧
㸦㸧ᰴᘧࡢྲྀᚓᮇ㛫ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺ᭶᪥ࡽᖺ᭶᪥ࡲ࡛
㸦ࡈཧ⪃㸧ᖺ᭶᪥Ⅼࡢ⮬ᕫᰴᘧࡢಖ᭷≧ἣ
Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘ㸦⮬ᕫᰴᘧࢆ㝖ࡃ㸧ࠉᰴ
⮬ᕫᰴᘧᩘࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᰴ
ͤୖグ⮬ᕫᰴᘧᩘࡣࠊᰴᘧ⤥ಙク %%7 ࡀಖ᭷ࡍࡿᙜ♫ᰴᘧ ᰴ ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
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ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩

㸦ᖺ᭶᪥ࡽᖺ᭶᪥ࡲ࡛㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧

ᰴ㈨ᮏ
㈨ᮏవ㔠
㈨ᮏ㔠

ᙜᮇ㤳ṧ㧗

㈨ᮏ
వ㔠
ྜィ

㈨ᮏ
‽ഛ㔠







ᙜᮇኚື㢠
ࠉవ㔠ࡢ㓄ᙜ
ࠉᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰✚❧㔠ࡢྲྀᔂ
ࠉᙜᮇ⣧┈
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢྲྀᚓ
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢฎศ
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷
ࠉᰴ㈨ᮏ௨እࡢ㡯┠ࡢᴗᖺᗘ୰ࡢኚື㢠㸦⣧㢠㸧
ᙜᮇኚື㢠ྜィ
ᙜᮇᮎṧ㧗










┈
‽ഛ㔠
ᙜᮇ㤳ṧ㧗


ᰴ㈨ᮏ
┈వ㔠
ࡑࡢ┈వ㔠
ᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰
ู㏵
✚❧㔠
✚❧㔠

㓄ᙜᘬᙜ
✚❧㔠











┈
వ㔠
ྜィ

⧞㉺┈
వ㔠




ᙜᮇኚື㢠
ࠉవ㔠ࡢ㓄ᙜ

ڹ

ࠉᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰✚❧㔠ࡢྲྀᔂ

ڹ



ࠉᙜᮇ⣧┈

ڹ






ڹ

ڹ

ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢྲྀᚓ
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢฎศ
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷
ࠉᰴ㈨ᮏ௨እࡢ㡯┠ࡢᴗᖺᗘ୰ࡢኚື㢠㸦⣧㢠㸧
ᙜᮇኚື㢠ྜィ
ᙜᮇᮎṧ㧗







ᰴ㈨ᮏ

ᙜᮇ㤳ṧ㧗

ڹ













ホ౯࣭⟬ᕪ㢠➼
ᰴ
㈨ᮏ
ྜィ

⮬ᕫᰴᘧ

 ڹ



ࡑࡢ
᭷౯ドๆ
ホ౯ᕪ㢠㔠





ホ౯࣭⟬
ᕪ㢠➼ྜィ


⣧㈨⏘
ྜィ


ᙜᮇኚື㢠
ࠉవ㔠ࡢ㓄ᙜ

ڹ

ࠉᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰✚❧㔠ࡢྲྀᔂ
ࠉᙜᮇ⣧┈
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢྲྀᚓ
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢฎศ
ࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷

ڹ









ڹ

ڹ

ڹ







 


ࠉᰴ㈨ᮏ௨እࡢ㡯┠ࡢᴗᖺᗘ୰ࡢኚື㢠㸦⣧㢠㸧








ᙜᮇኚື㢠ྜィ

ڹ









ᙜᮇᮎṧ㧗

ڹ
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ಶูὀグ⾲
㔜せ࡞ィ᪉㔪ಀࡿ㡯㛵ࡍࡿὀグ
㸬᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽࠾ࡼࡧホ౯᪉ἲ
㸦㸧Ꮚ♫ᰴᘧ࠾ࡼࡧ㛵㐃♫ᰴᘧ͐͐⛣ືᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲ
㸦㸧ࡑࡢ᭷౯ドๆ͐͐౯ࡢ࠶ࡿ᭷౯ドๆࡘ࠸࡚ࡣࠊỴ⟬᪥ࡢᕷሙ౯᱁➼ᇶ࡙ࡃ౯ἲ㸦ホ౯ᕪ㢠ࡣ㒊⣧㈨⏘
┤ධἲࡼࡾฎ⌮ࡋࠊ༷ཎ౯ࡣ⛣ືᖹᆒἲࡼࡾ⟬ᐃ㸧
౯ࡢ࡞࠸᭷౯ドๆࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣ືᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲ
㸬ࢹࣜࣂࢸࣈࡢホ౯ᇶ‽࠾ࡼࡧホ౯᪉ἲ
౯ἲ
㸬ࡓ࡞༺㈨⏘ࡢホ౯ᇶ‽࠾ࡼࡧホ౯᪉ἲ
㸦㸧〇ရ࠾ࡼࡧཎᮦᩱ
⥲ᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲ㸦┈ᛶࡢపୗࡼࡿ⡙౯ษୗࡆࡢ᪉ἲ㸧
㸦㸧㈓ⶶရ
⛣ືᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲ
㸬ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
㸦㸧᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘
ࡋ࡚ࠊᐃ⋡ἲࡼࡾൾ༷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᖺ᭶᪥௨㝆ྲྀᚓࡋࡓᘓ≀ ᘓ≀㝃ᒓタഛࢆ㝖ࡃࠋ㸧
࡞ࡽࡧࠊᖺ᭶᪥௨㝆ྲྀᚓࡋࡓᘓ≀㝃ᒓタഛ࠾ࡼࡧᵓ⠏≀ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊྲྀᚓ౯㢠ࡀ௨ୖᮍ‶ࡢ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㛫࡛ᆒ➼ൾ༷ࡍࡿ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ࡞⪏⏝ᖺᩘࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᘓ≀࠾ࡼࡧᵓ⠏≀bbbbbbbbbbbbbbbbbbb㹼ᖺ
ᶵᲔ⨨࠾ࡼࡧ㐠ᦙලbbbbbbbbbbbbbbb㹼ᖺ
㸦㸧↓ᙧᅛᐃ㈨⏘
ᐃ㢠ἲࡼࡾൾ༷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ࡞⪏⏝ᖺᩘࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࢯࣇࢺ࢚࢘ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢbbbbbbbbbࠉࠉbbb㹼ᖺ
㸬ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
㸦㸧㈚ಽᘬᙜ㔠
㔠㖹മᶒࡢ㈚ಽࢀࡼࡿᦆኻഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ୍⯡മᶒࡘ࠸࡚ࡣ㈚ಽᐇ⦼⋡ࡼࡾࠊ㈚ಽᠱᛕമᶒ➼≉ᐃࡢമ
ᶒࡘ࠸࡚ࡣಶูᅇྍ⬟ᛶࢆ຺ࡋࠊᅇ⬟ぢ㎸㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧㈹ᘬᙜ㔠
ᚑᴗဨ㈹ࡢᨭฟᙜࡍࡿࡓࡵࠊᨭ⤥ぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁᙜᴗᖺᗘぢྜ࠺㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
ᚑᴗဨࡢ㏥⫋⤥ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜᴗᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ㏥⫋⤥മົ࠾ࡼࡧᖺ㔠㈨⏘ࡢぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁィୖࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ձ㏥⫋⤥ぢ㎸㢠ࡢᮇ㛫ᖐᒓ᪉ἲ
㏥⫋⤥മົࡢ⟬ᐃ࠶ࡓࡾࠊ㏥⫋⤥ぢ㎸㢠ࢆᙜᴗᖺᗘࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᖐᒓࡉࡏࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤥⟬ᐃᘧᇶ‽
ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ղᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢ㈝⏝ฎ⌮᪉ἲ
ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡣࠊྛᮇࡢⓎ⏕࠾ࡅࡿᚑᴗဨࡢᖹᆒṧᏑົᖺᩘ௨ෆࡢᖺࡢᐃ⋡ἲࡼࡾࠊⓎ⏕ᴗᖺᗘࡽ
ࠉ㈝⏝ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᖺ㔠㈨⏘ࡢ㢠ࡀ㏥⫋⤥മົࡽᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗➼ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㢠ࢆ㉸㐣ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ
๓ᡶᖺ㔠㈝⏝ࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ᙺဨᰴᘧ⤥ᘬᙜ㔠
ᙺဨᰴᘧつ๎ᇶ࡙ࡃᙜ♫ࡢྲྀ⥾ᙺ➼ࡢᰴᘧࡢ⤥ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜᴗᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿᰴᘧ⤥മົࡢぢ㎸㢠ᇶ
࡙ࡁィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ᴗᵓ㐀ᨵၿᘬᙜ㔠
ᴗᵓ㐀ᨵၿక࠸Ⓨ⏕ࡍࡿ㈝⏝࠾ࡼࡧᦆኻഛ࠼ࡿࡓࡵࠊࡑࡢⓎ⏕ぢ㎸㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧㛵ಀ♫ᴗᦆኻᘬᙜ㔠
㛵ಀ♫ࡢᴗಀࡿᦆኻഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜヱ♫ࡢ㈈ᨻ≧ែࢆ຺ࡋࠊࡑࡢᦆኻ㈇ᢸぢ㎸㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸬ࡑࡢィ⟬᭩㢮సᡂࡢࡓࡵࡢᇶᮏ࡞ࡿ㔜せ࡞㡯
㸦㸧㏥⫋⤥ಀࡿィฎ⌮
㏥⫋⤥ಀࡿᮍㄆ㆑ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢィฎ⌮ࡢ᪉ἲࡣࠊ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠾ࡅࡿィฎ⌮ࡢ᪉ἲ␗࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧࣊ࢵࢪィࡢ᪉ἲ
⧞ᘏ࣊ࢵࢪฎ⌮ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ㔠ࢫ࣡ࢵࣉࡘ࠸࡚ࡣ≉ฎ⌮ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ≉ฎ⌮
ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ᾘ㈝⛯➼ࡢィฎ⌮
ᾘ㈝⛯࠾ࡼࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢィฎ⌮ࡣ⛯ᢤ᪉ᘧࡼࡗ࡚࠾ࡾࠊ
᥍㝖ᑐ㇟እᾘ㈝⛯࠾ࡼࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡣࠊᙜᴗᖺᗘࡢ㈝⏝ࡋ࡚ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧㐃⤖⣡⛯ไᗘࡢ㐺⏝
㐃⤖⣡⛯ไᗘࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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㸦㸧㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࡢ㐺⏝
ᙜ♫࠾ࡼࡧ୍㒊ࡢᅜෆ㐃⤖Ꮚ♫ࡣࠊࠕᡤᚓ⛯ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖ ௧ᖺἲᚊ➨ྕ ࠾࠸࡚タࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝ
ࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜࠶ࢃࡏ࡚༢య⣡⛯ไᗘࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㐃⤖
⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠖ㸦ᐇົᑐᛂሗ࿌➨ྕᖺ᭶᪥㸧
➨㡯ࡢྲྀᢅ࠸ࡼࡾࠊࠕ⛯ຠᯝィಀࡿィᇶ‽ࡢ㐺⏝ᣦ㔪ࠖ㸦ᴗィᇶ‽㐺⏝ᣦ㔪➨ྕᖺ᭶᪥㸧➨㡯ࡢ
ᐃࡵࢆ㐺⏝ࡏࡎࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ཬࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢ㢠ࡘ࠸࡚ࠊᨵṇ๓ࡢ⛯ἲࡢつᐃᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧⾲♧᪉ἲࡢኚ᭦
ࠕィୖࡢぢ✚ࡾࡢ㛤♧㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖࡢ㐺⏝
ࠕィୖࡢぢ✚ࡾࡢ㛤♧㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ྕᖺ᭶᪥㸧ࢆᙜᴗᖺᗘࡽ㐺⏝ࡋࠊಶูὀグ⾲
ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグࢆグ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸧ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグ
ձ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
 ᙜᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
 ⓒ
๓ᡶᖺ㔠㈝⏝
 ࡑࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
࣭⟬ฟ᪉ἲ
ᙜ♫ࡣࠊᑗ᮶ࡢ㏥⫋⤥ࡢᨭᡶ࠸ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜᴗᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ㏥⫋⤥മົཬࡧᖺ㔠㈨⏘ࡢぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁࠊ
㏥⫋⤥ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢィ⟬ࡣࡋ࡚ᩘ⌮ィ⟬ୖ࡛⟬ᐃࡉࢀࡿ๓ᥦ᮲௳ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢ๓ᥦ᮲௳ࡣࠊᘬ⋡ࠊᑗ᮶ࡢ⤥Ỉ‽ࠊ㏥⫋⋡ࠊṚஸ⋡࡞ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᮲௳ࡣ⌧Ⅼ࡛༑ศ
ྜ⌮ⓗ⪃࠼ࡽࢀࡿ᪉ἲ࡛ィ⟬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭せ࡞௬ᐃ
ᮇᚅ┈⋡ࢆࠊᘬ⋡ࢆᖺ௬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭⩣ᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪
ᙜ♫ࡣࠊᐇ㝿ࡢ⤖ᯝࡀ๓ᥦ᮲௳␗࡞ࡿሙྜࠊཪࡣ๓ᥦ᮲௳ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᑗ᮶ᮇ㛫࠾࠸࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿ㈝⏝
ཬࡧമົᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⩣ᴗᖺᗘ௨㝆ࡢィ⟬᭩㢮㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
ղᴗ⤖ྜ
 ᙜᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
࣭ࠕ࢟ࣀ࢟ࢩࣇ࢙ࣥࠖᴗ
✀㢮
㔠㢠
ൾ༷ᮇ㛫
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ 〇ရⓏ㘓ᶒ
ⓒ
ᖺ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ ➇ᴗ㑊Ṇዎ⣙
ⓒ
ᖺ
ࡢࢀࢇ
ⓒ
ᖺ
ィ
ⓒ
࣭ࠕ࣐ࣥࢮࣈࠖᴗ
✀㢮
㔠㢠
ൾ༷ᮇ㛫
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ ㈍ᶒ
ⓒ
ᖺ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡑࡢ ၟᶆ
ⓒ
ᖺ
ࡢࢀࢇ
ⓒ
ᖺ
ィ
ⓒ
 ࡑࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
࣭⟬ฟ᪉ἲ
ᴗ⤖ྜࡣࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ࡛ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ࡛ࡣࠊྲྀᚓࡋࡓ࡚ࡢ㈨⏘ࢆࠊᨭ㓄⋓ᚓ᪥࠾ࡅࡿබṇ౯
್ᇶ࡙ࡁㄆ㆑ཬࡧ ᐃࡋࡲࡍࠋබṇ౯್ࡢỴᐃࡣࠊᑗ᮶࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࡢண ࠊᘬ⋡ཬࡧỌஂᡂ㛗⋡➼ࡢ㔜せ
࡞ぢ✚ࡾࢆక࠸ࡲࡍࠋ
࣭せ࡞௬ᐃ
බṇ౯್ࡢỴᐃࡢ᰿ᣐ࡞ࡿᘬᚋᑗ᮶࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࠊᘬ⋡ཬࡧỌஂᡂ㛗⋡➼ࡀせ࡞௬ᐃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࣭⩣ᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪
ᴗ⤖ྜࡢฎ⌮࠾ࡅࡿබṇ౯್ࡢ⟬ᐃ⏝࠸ࡽࢀࡓぢ✚ࡾࡣྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊぢ✚ࡾࡢ᰿ᣐ࡞ࡿ๓
ᥦ᮲௳ࡢண ⬟࡞ኚక࠸බṇ౯್ࡀಟṇࡉࢀࠊྲྀᚓࡋࡓ㈨⏘ࡢᑗ᮶࠾ࡅࡿῶᦆᦆኻࡢィୖࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
ճᲴ༺㈨⏘ホ౯ᦆ
 ᙜᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
Ჴ༺㈨⏘ホ౯ᦆ
 ⓒ
 ࡑࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
࣭⟬ฟ᪉ἲ
ᮇᮎ࠾ࡅࡿᲴ༺㈨⏘ࡢホ౯࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊṇ༷౯㢠ࡀᖒ⡙౯㢠ࡼࡾࡶୗⴠࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᖒ⡙౯㢠ࢆṇ
༷౯㢠ࡲ࡛ῶ㢠ࡋࠊᙜヱῶᑡ㢠ࢆᲴ༺㈨⏘ホ౯ᦆࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭せ࡞௬ᐃ
〇ရ࣭ၟရࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥲ୖ㧗ࡽୖ᥍㝖ࠊ㐠㏦㈝➼ࡢ㐣ཤᐇ⦼ࡽṇ༷౯㢠ࢆぢ✚ࡶࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋཎᮦᩱ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱⤊ධཎ౯ࡼࡾㄪ㐩౯㢠ࢆぢ✚ࡾࠊࡇࢀࢆṇ༷౯㢠ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭⩣ᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪
ホ౯ᦆࡢぢ✚ࡾ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢ㉎㈙ᐇ⦼ࡸฟⲴᐇ⦼ࠊホ౯Ⅼ࡛ධᡭྍ⬟࡞ሗ➼ࢆᇶࠊྜ⌮ⓗ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ᵝࠎ࡞せᅉࢆ⪃៖ࡋࡓୖุ࡛᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᕷሙ⎔ቃࡀண ࡼࡾᝏࡋ࡚ṇ༷౯㢠ࡀୗⴠࡍࡿሙྜࡣࠊ㏣ຍ
ࡢホ౯ᦆィୖࡀᚲせ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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㏣ຍሗ
ᰴᘧ⤥ಙク %%7
㐃⤖ὀグ⾲ࡢ㏣ຍሗグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊὀグࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㈚ᑐ↷⾲㛵ࡍࡿὀグ
 ⓒ
㸬᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠
࡞࠾ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ࡣῶᦆᦆኻ⣼ィ㢠ࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸬ಖドമົ
ୗグࡢ♫ࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࡽࡢධ㔠ᑐࡋ࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾമົಖドࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᐩᒣඹྠ⮬ᐙⓎ㟁ᰴᘧ♫
 ⓒ
᪥⏘Ꮫᮦᩱ⛉ᢏ ⸽ᕞ ᭷㝈බྖ
 ⓒ
3KLODJUR)UDQFH6$6
 ⓒ
ྎ‴᪥⏘Ꮫ⫤௷᭷㝈බྖ
 ⓒ
1LVVDQ&KHPLFDO$PHULFD&RUSRUDWLRQ
 ⓒ
ィ
 ⓒ
㸬㛵ಀ♫ᑐࡍࡿ㔠㖹മᶒ࠾ࡼࡧ㔠㖹മົ
▷ᮇ㔠㖹മᶒ
▷ᮇ㔠㖹മົ
ᦆ┈ィ⟬᭩㛵ࡍࡿὀグ
ࠉࠉ㛵ಀ♫ࡢྲྀᘬ㧗
Ⴀᴗྲྀᘬࡼࡿྲྀᘬ㧗
ୖ㧗
ධ㧗
Ⴀᴗྲྀᘬ௨እࡢྲྀᘬࡼࡿྲྀᘬ㧗

 ⓒ
 ⓒ

 ⓒ
 ⓒ
 ⓒ

ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩㛵ࡍࡿὀグ
ࠉࠉ⮬ᕫᰴᘧࡢ✀㢮࠾ࡼࡧᰴᘧᩘ
㸦༢㸸ᰴ㸧
ᰴᘧࡢ✀㢮
ᙜᴗᖺᗘᮇ㤳
ቑຍ
ῶᑡ
ᙜᴗᖺᗘᮎ
⮬ᕫᰴᘧ
ᬑ㏻ᰴᘧ




ኚື⏤ࡢᴫせ
ቑຍ
ᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺỴ㆟ࠊ࠾ࡼࡧᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺỴ㆟ࠊ
ᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࡚Ỵ㆟ࡉࢀࡓࠕᰴᘧ⤥ಙク %%7 ࠖࡢಙクዎ⣙ᇶ࡙ࡃ
⮬ᕫᰴᘧࡢྲྀᚓ࠾ࡼࡧᮇ୰ࡢ༢ඖᮍ‶ᰴᘧࡢ㈙ྲྀࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ῶᑡ
ᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺỴ㆟ᇶ࡙ࡃ⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷ࠊ࠾ࡼࡧᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࡚
Ỵ㆟ࡉࢀࡓࠕᰴᘧ⤥ಙク %%7 ࠖࡢ⤥つ๎ᇶ࡙ࡃᰴᘧ⤥ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
⛯ຠᯝィ㛵ࡍࡿὀグ
ࠉࠉ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘࠾ࡼࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢⓎ⏕ࡢ࡞ཎᅉูࡢෆヂ
⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘
㈓ⶶရᅾᗜ
ῶ౯ൾ༷㉸㐣㢠
㈹ᘬᙜ㔠
๓ᡶጤクヨ㦂㈝
ᮍᡶᴗ⛯
ࡑࡢ
⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ྜィ
⧞ᘏ⛯㔠㈇മ
ࡑࡢ᭷౯ドๆホ౯ᕪ㢠㔠
๓ᡶᖺ㔠㈝⏝
ᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰✚❧㔠
⧞ᘏ⛯㔠㈇മྜィ
⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘㸦㈇മ㸧ࡢ⣧㢠

-17-









ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ

ڹ
ڹ
ڹ
ڹ
ڹ

ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ

㛵㐃ᙜ⪅ࡢྲྀᘬ㛵ࡍࡿὀグ
Ꮚ♫࠾ࡼࡧ㛵㐃♫
㸦༢㸸ⓒ㸧
ᒓᛶ

Ꮚ♫

♫➼ࡢྡ⛠

᪥ᫍ⏘ᴗᰴᘧ♫

㆟Ỵᶒ➼ࡢᡤ᭷
㸦⿕ᡤ᭷㸧ྜ

㛵㐃ᙜ⪅ࡢ㛵ಀ

┤᥋㸣

ᙜ♫〇ရࡢ㈍ࠊධ
ཎᮦᩱࡢ㉎ධ
ᙺဨࡢව௵

ྲྀᘬࡢෆᐜ

ྲྀᘬ㔠㢠

⛉┠

ᮇᮎṧ㧗

〇ရࡢ㈍㸦ὀ㸧



㔠



〇ရࡢධ㸦ὀ㸧



㈙㔠



ྲྀᘬ᮲௳࠾ࡼࡧྲྀᘬ᮲௳ࡢỴᐃ᪉㔪
㸦ὀ㸧〇ရࡢ㈍ࠊධࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷሙ౯᱁࠾ࡼࡧཎ౯ࢆ຺ࡋࡓ౯᱁΅ࡢୖࠊỴᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧グ㍕㔠㢠ࡢ࠺ࡕࠊྲྀᘬ㔠㢠ࡣᾘ㈝⛯➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᮇᮎṧ㧗ࡣᾘ㈝⛯➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᰴᙜࡓࡾሗ㛵ࡍࡿὀグ
ᰴᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠
ᰴᙜࡓࡾᙜᮇ⣧┈
㸦ὀ㸧

 
 

 㖹
 㖹

㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ࠊ㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩ࠊ㐃⤖ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩ࠊ㐃⤖ὀグ⾲ࠊ㈚ᑐ↷⾲ࠊᦆ┈ィ⟬᭩ࠊ
ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩࠾ࡼࡧಶูὀグ⾲グ㍕ࡢ㔠㢠ࡣ⾲♧༢ᮍ‶ࡢ➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡓࡔࡋࠊᰴᙜࡓࡾሗグ㍕ࡢ㔠㢠ࡣ⾲♧༢ᮍ‶ࡢ➃ᩘࢆᅄᤞධࡋ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᴗ⤖ྜ㛵ࡍࡿὀグ
㐃⤖ὀグ⾲ࡢࠕᴗ⤖ྜ㛵ࡍࡿὀグࠖグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊὀグࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㔜せ࡞ᚋⓎ㇟㛵ࡍࡿὀグ
㸬ᙜ♫ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࠾࠸࡚ࠊ♫ἲ➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ⮬ᕫᰴᘧࢆᾘ༷ࡍࡿࡇࢆỴ㆟ࡋࠊ
⮬ᕫᰴᘧࡢᾘ༷ࢆᐇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦㸧ᾘ༷ࡍࡿᰴᘧࡢ✀㢮ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᙜ♫ᬑ㏻ᰴᘧ
㸦㸧ᾘ༷ࡍࡿᰴᘧࡢᩘࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᰴ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦ᾘ༷๓Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘᑐࡍࡿྜ㸧
㸦㸧ᾘ༷᪥ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺ᭶᪥
㸦ࡈཧ⪃㸧
ᾘ༷ᚋࡢⓎ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘࠉࠉᰴ㸦⮬ᕫᰴᘧࢆྵࡴ㸧
㸬ᙜ♫ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࠾࠸࡚ࠊ♫ἲ➨᮲➨㡯ࡢつᐃࡼࡾㄞࡳ᭰࠼࡚㐺⏝ࡉࢀࡿྠἲ➨᮲
ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ⮬ᕫᰴᘧࢆ㈙࠸ཷࡅࡿࡇࢆỴ㆟࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦㸧⮬ᕫᰴᘧࡢྲྀᚓࢆ⾜࠺⌮⏤
ࠉࠉࠉ⤒Ⴀ⎔ቃࡢኚᑐᛂࡋࡓᶵືⓗ㈨ᮏᨻ⟇ࡢ㐙⾜ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵ
㸦㸧ྲྀᚓಀࡿ㡯ࡢෆᐜ
ࠉࠉࠉձྲྀᚓᑐ㇟ᰴᘧࡢ✀㢮ࠉࠉࠉࠉࠉᙜ♫ᬑ㏻ᰴᘧ
ࠉࠉࠉղྲྀᚓࡋᚓࡿᰴᘧࡢ⥲ᩘࠉࠉࠉࠉᰴ㸦ୖ㝈ࡍࡿ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘ㸦⮬ᕫᰴᘧࢆ㝖ࡃ㸧ᑐࡍࡿྜ㸧
㸦㸧ᰴᘧࡢྲྀᚓ౯㢠ࡢ⥲㢠ࠉࠉࠉࠉ㸦ୖ㝈ࡍࡿ㸧
㸦㸧ᰴᘧࡢྲྀᚓᮇ㛫ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺ᭶᪥ࡽᖺ᭶᪥ࡲ࡛
㸦ࡈཧ⪃㸧ᖺ᭶᪥Ⅼࡢ⮬ᕫᰴᘧࡢಖ᭷≧ἣ
Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘ㸦⮬ᕫᰴᘧࢆ㝖ࡃ㸧ࠉᰴ
⮬ᕫᰴᘧᩘࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᰴ
ͤୖグ⮬ᕫᰴᘧᩘࡣࠊᰴᘧ⤥ಙク %%7 ࡀಖ᭷ࡍࡿᙜ♫ᰴᘧ ᰴ ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
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