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ユ賽 1 



¥    逗 
 

 

0ǖ 屠暑昬昨っX殺刮削輸際傘嫻鑚ɚ宙奡 ぇぇぇぇぇぇぇ  ǖ 

ǖ っX殺刮削逃傘嫻鑚X矗 

ǘ 輸逃サ暼昨卑晤 

ǚ っX殺刮燦⊕妻削疆冴榊崎昨ほ粤宙奡 

0ǘ 明昬迯戻里索帝昬蹙 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ  ǘ 

ǖ 明昬迯戻里索帝昬蹙 

ǘ 明昬迯戻里索帝昬蹙昨廸鍮 

0ǚ 莉暼っXk歳黻妙燦⊕妻癒娵 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ  ǚ 

0ǜ 莉暼っXk歳⊕妻黻妙昨38噬 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ  ǚ 

ǖ 屠暑昬昨宙黻昨曚跖削輸際傘黻妙 

ǘ 母ぁ昨さ療削輸際傘黻妙 

ǚ 母ぁ賽襯昨率溜削輸際傘黻妙 

ǜ 母ぁ透禍削輸際傘黻妙 

0Ą 屠暑昬昨76莵っX削輸際傘黻妙 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ  Ľ 

ǖ 跖こ鴇晤っX黻妙 

ǘ 鴇晤珵鶺黻妙 

ǚ 獵43Pｸ峩⇐ブっX黻妙 

ǜ 賠仟っX黻妙 

Ą 鶇駛っX黻妙 

Ľ ⎬蕭黻妙 

Ś 鴇晧す賠黻妙 

Ş 櫬œ寢っX黻妙 

Ť 罪昨直昨黻妙 

10 毒ろっ昨ホぁヅ芻 

11 76莵っXヴき昨転耨 

12 罪昨直î宙歳さ療裁冴¥ɚ弸砺ぁ使便昨っX 

0Ľ 屠暑昬昨っX殺刮削盻ギ作黻妙昨嫻╪ ぇぇぇぇぇぇぇ  Ş 

  ǖ 04れ典奉里索朝佻盆18っ 

  ǘ 曇朝筮寤鴇つ57妙 

  ǚ 筮寤昨苗明 

  ǜ 宙黻ヴき鎬っ昨転耨 

  Ą 宙黻寤櫓っ 

  Ľ 粽掀p屠暑嗹典誘た抵削輸際傘黻妙 

  Ś 屠暑昬昨母ぁツ豺削輸際傘黻妙 

  Ş 隣ー昬摩っ削輸際傘黻妙



Ť 宙黻は燈黻妙 

0Ś 罪昨直屠暑寢昨っX殺刮削盻ギ作黻妙昨嫻╪ ぇぇぇぇ ǖǹ 

  ǖ 苗∇鴈や昨こ18 

  ǘ ⎬⒠挍賽靱っ昨G湊ニ廝㎏昨こ18腰P仟ニ廝宙黻昨曚跖っ 

  ǚ 熏櫓宙黻昨曚跖 

  ǜ T颱 

  Ą 莉暼っX黻妙鑢戻昨縫削⊕妻黻妙 

  Ľ 莉暼鑢戻02嫡癆昨瑰61災黻妙 

  Ś 式旨屍昨便芻里索鴇絣匙昨盆評 

  Ş 罪昨直 

0Ş 示誌祉式執市 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ ǖǚ 

ǖ 示誌祉式執市昨跏堙 

ǘ 黻妙濁槞⊕迯昨幣X 

 

慕⎨  莉暼っXk歳黻妙燦⊕妻癒娵ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ ǖĄ 

慕ぇǖ 跖こっ昨76莵っX削輸際傘黻妙嫻╪← ぇぇぇぇぇぇ ǖĽ 

慕ぇǘ 曇朝筮寤流膾Yぇ宙奡 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ ǘǚ 

慕㊎ǖ 粽掀p屠暑嗹典誘た抵抵朋 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ ǘĄ 

慕㊎ǘ ¥ɚ碕磽駟燦C擦彩冴殺刮跏酖 ぇぇぇぇぇぇぇぇぇ ǘŚ 

慕㊎ǚ 粽掀p典テ跖こ誘抵サ㋼ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ ǘŤ 

 



 

1 

粽掀p屠暑昬昨莉暼っXk黻妙捗┦鎬 

 

鑚鎬朔腰坤粽掀p屠暑昬莉暼っXk夢邊ギ奡墾碕瀧典昨雑昨埼再三腰粽掀p屠暑昬θ通

託坤屠暑昬墾碕哉妻甑χ昨っX殺刮黻妙燦莉暼っXk歳⊕妻削疆冴三粽掀pθ通託坤p墾

碕哉妻甑χ歳莉暼っXk削ギー際傘っX殺刮昨黻妙不杞里索罪昨嫻╪っ燦1/5際雑昨埼再傘甑 

 

0ǖ 屠暑昬昨っX殺刮削輸際傘嫻鑚ɚ宙奡 

ǖ っX殺刮削逃傘嫻鑚X矗 

莉暼っXk奉燵朔腰莉暼っXk歳跖こ昨っX⑯沪碕ノ潰燦鐚裁腰跖こ昨っX燦鎚⊕際 

傘奉燵埼再傘甑祭昨冴薩腰莉暼っXk朔腰G晒昨ノ潰碕墓贖削皿榊崎腰跖こ昨鎮塡作っ

X燦:鴇裁肴肴腰撤褊支実似旨昨塁琢燦噪榊崎哉采盻ギ歳再傘歳腰Y削腰屠暑昬昨莉暼

っXk朔腰逗昨林奡¥削ほ粤裁崎っX殺刮燦曚跖裁作砕参柵作晒作哉甑 

擦冴腰p朔腰跖こ昨っXk碕裁崎腰盻ギ削睛載崎莉暼っXk削檮裁崎莉1/5っ燦⊕妻雑

昨碕際傘甑 

(1) 屠暑昬昨こ18¥ɚ削朋裁冴っX殺刮燦⊕妻祭碕甑 

(2) 苗昨跖こ埼再傘祭碕燦濟削矗尣削18哉崎腰母ぁk匙昨恠捗里索苗烋作支実似旨昨蛬

盗削昧薩腰Y暼昨嗹典っ削鐚母裏朔濁母削作傘殺刮燦裁作哉祭碕甑 

(3) 宙黻ヴき鎬っ削嫻咲済腰母ぁk歳瞰鎮削跖こ燦母ぁ埼済傘皿妻鎮塡作っX殺刮燦⊕

妻碕碕雑削腰亦òɚ栽肴亦霙ɚ作っX殺刮燦⊕哉腰鎮塡作率評昨:鴇碕10ホ昨た㏌削

昧薩傘祭碕甑 

(4) 屠暑昬歳鏘彳沪鐚亦㌱ぁ細参傘皿妻母ぁ透禍削昧薩傘碕碕雑削腰母ぁk昨粤コ燦っ

X殺刮削律輜細在腰母ぁk昨▕æ燵燦珽薩崎哉采祭碕甑 

(5) 母ぁk昨晧廟削盆綰裁腰宙譖搨溺削昧薩傘祭碕甑 

(6) p碕枌蘢削’蟷燦噪三作歳晒っX殺刮燦⊕妻碕碕雑削腰p昨跖九削檮裁G鼬ɚ削誘

本際傘皿妻昧薩傘祭碕甑 

 

ǘ 輸逃サ暼昨卑晤 

莉暼っXk朔腰屠暑昬昨っX殺刮燦⊕妻琢埼腰逗削蚣砦傘雑昨燦朔載薩腰輸逃際傘サ

91燦卑晤裁作砕参柵作晒作哉甑 

(1) 坿跏G汲堙θ轆藁22烝堙癈067陵χ 

(2) 粽掀p讙テ㎏輸昨こ18っ削輸際傘阯刀θ轆藁32烝粽掀p阯刀019陵χ 

(3) 粽掀p屠暑昬っX阯刀θ烋耨17烝粽掀p阯刀072陵甑通託坤っX阯刀墾碕哉妻甑χ 

(4) 粽掀p曇朝筮寤鴇つ阯刀θ烋耨13烝粽掀p阯刀041陵χ 

(5) 粽掀p筮寤苗明阯刀θ烋耨10烝粽掀p阯刀027陵χ 

(6) 粽掀p⊕譏腆62阯刀θ烋耨Ś烝粽掀p阯刀048陵χ 

 

ǚ っX殺刮燦⊕妻削疆冴榊崎昨ほ粤宙奡 

莉暼っXk朔腰っX殺刮燦⊕妻削疆冴三腰Y削逗昨珵削ほ粤裁作砕参柵作晒作哉甑 

(1) 宙譖昨着搨里索a磧迯昨檮睛 
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仔 莉暼っXk朔腰跖こ不埼昨宙譖昨着搨檮九鯖æブ迯昨檮幣腰渼朿っa磧迯昨母ぁ

k昨步飫腰カ棡腰晧廟:鴇腰盻ギ作〛寤っ削肴哉崎昨檮睛ヴきθ晧廟っX爾誌自仔

識っχ燦転耨裁腰宙譖昨鑷菇搨溺削拓廟燦鑢際碕碕雑削腰a磧宙絣昨æブ迯削朔ɚ

:削檮睛際傘祭碕甑 

使 屠暑昬昨母ぁkっ昨磧作┖跚腰砕歳っ削檮睛埼済傘皿妻腰0蠅昨諭₂㎏輸っ碕’

蟷裁腰a磧迯削朔ɚ:作檮睛燦⊕妻祭碕甑 

司 莉暼っXk朔腰昬不埼昨涖渼腰r15腰┏┖腰慼嘆斃っ昨搨溺削昧薩傘碕碕雑削腰 

 æブ迯削朔ɚ:削檮睛際傘祭碕甑 

嗣 渼朿作鷺削皿三腰p裏朔隰樅滲歳腰屠暑昬燦步飫脉腰熏娵搨渼茹珵っ碕裁崎砺ぁ

際傘盻ギ歳再傘碕ィ薩傘碕済朔腰罪昨莉1/5削癩妻祭碕甑冴坂裁腰彳サ⑪渼朿歳æブ

裁冴寢淋削採砕傘穂湊昨檮睛θ陋昬kっ昨晧廟:鴇腰步飫カ棡腰G端步飫k匙昨檮

睛っχ削肴哉崎朔腰p里索隰樅滲碕枌蘢削’蟷燦流三作歳晒腰淀朋碕裁崎腰莉暼っ

Xk歳G端ɚ削⊕妻祭碕甑 

士 彳サ⑪渼朿っ昨濁療舩本昨æブ削I̊嗽裁崎腰莉暼っXk削再晒栽載薩暼薩晒参冴

っX黻妙削逃傘10ホ通弸昨ヅ芻歳æブ裁冴寢淋腰莉暼っXk朔腰罪昨不杞里索91燵

昨ゆ出燦ぇÓ裁冴鎬傜燦雑榊崎p削寤櫓際傘祭碕甑 

 (2) っX殺刮サ91昨転耨 

莉暼っXk朔腰再晒栽載薩屠暑昬昨っX殺刮削盻ギ作サ91燦暼薩腰p削寤櫓際傘祭

碕甑 

(3) 澤ⓠ昨ぇ澤 

莉暼っXk朔腰屠暑昬昨っX殺刮削逃傘率評里索謚箆昨w靭削肴哉崎腰鎮勉削澤ⓠ

削ぇ澤際傘碕碕雑削腰疆ゅ率評里索謚箆削逃傘澤ⓠ里索そ茹鎬廋削肴哉崎朔腰逗烝燵

昨ǜ鏤ǖ蹙栽晒I̊二裁崎澤ⓠ削肴哉崎朔10烝戻腰そ茹鎬廋削肴哉崎朔Ą烝戻鴇斂際傘

祭碕甑 

擦冴腰祭参晒昨輸逃鎬廋削肴哉崎腰p歳養ヅ燦ー薩冴寢淋朔腰祭参削睛載傘祭碕甑 

(4) ｸ峩檮九 

h嗣資識子実削昧薩傘碕碕雑削腰牴鯔P昨æブ燦舅奉裁腰ｸ峩削盆綰裁冴っX燦⊕

妻祭碕甑 

(5) 刄諸檮九 

屠暑昬不朔腰淀朋碕裁崎7諸碕際傘祭碕甑刄諸寢脉燦こ18際傘寢淋朔腰榮弸削沪暼

際傘作鷺盆綰際傘祭碕甑 

 (6) 罪昨直 

仔 飼式仔児式実尤燦盪藜砕腰賠仟昨盆18鯖湊n昨こ暼腰蚣1/5っ削盆綰際傘祭碕甑 

使 莉暼っXk朔腰黻妙燦曚跖際傘冴薩削盻ギ作曉苗21昨筆さ腰さ療腰ィ暼っ燦溜 

   砕崎哉傘祭碕甑擦冴腰曇骨昨黻妙削肴哉崎冨憖う燦⊕妻寢淋削朔腰疆ゅ黻妙削肴 

   哉崎疆ゅ冨憖う菱歳腰罪参財参琢ぇ筆さ腰さ療腰ィ暼っ燦溜砕崎哉傘祭碕甑 

司 屠暑昬昨殺刮削癩宙際傘へ佻朔腰隣鑼燦flぁ際傘作鷺腰濟削母ぁk削跖こへ佻碕

便栽傘皿妻削際傘祭碕甑 

 

0ǘ 明昬迯戻里索帝昬蹙 
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ǖ 明昬迯戻里索帝昬蹙 

(1) 明昬迯戻 

  有縫Ť迯栽晒有癆Ť迯擦埼 

(2) 帝昬蹙 

   鏤鋺蹙θ鏤鋺蹙歳嚔褊昨3/11蹙削輸際傘堙癈θ轆藁23烝堙癈0 178陵χ0ǚ阯削サ暼

際傘帝蹙θ通託坤帝蹙墾碕哉妻甑χ削疆冴傘碕済朔腰疆ゅ帝蹙昨`癆昨帝蹙埼作哉蹙χ

碕際傘甑 

ǘ 明昬迯戻里索帝昬蹙昨廸鍮 

莉暼っXk朔腰Y削盻ギ歳再傘碕ィ薩傘碕済朔腰再晒栽載薩î宙昨臙ィ燦癧崎腰明昬

迯戻里索帝昬蹙燦廸鍮際傘祭碕歳埼済傘甑 

擦冴腰莉暼っXk朔腰Y削盻ギ歳再傘碕ィ薩傘碕済朔腰F迯削帝昬裁腰裏朔帝昬蹙削

屠暑昬燦母ぁ細在傘祭碕歳埼済傘甑 

 

0ǚ 莉暼っXk歳黻妙燦⊕妻癒娵 

慕⎨噪傜削採砕傘屠暑昬昨癒娵碕際傘甑 

 

0ǜ 莉暼っXk歳⊕妻黻妙昨38噬 

ǖ 屠暑昬昨黻妙昨曚跖削輸際傘黻妙 

(1) 旨治実肢⊕宙昨曚跖 

 仔 レ臘彳抵昨カO質明柏 

    ぐ旨治実肢コpけ昨嘆馭跖こ碕裁崎鏘彳沪鐚亦削㌱ぁ際傘冴薩腰罪昨サ⑪削コ淋妻

レ臘彳抵鯖ブ㉙旨治実肢質鴫屍式嗣実斯辞執彳抵腰屠暑輸逃彳サ⑪淋杣θ仔爾糸自

仔腰旄ブ腰姫ヘ質ブ癨χ昨カO質明柏作鷺 

使 林ⅺ旨治実肢讙曦昨曚跖 

  刀Ź嗣仔竺似紫屍腰裕U腰司四実姿執市嗣屍支支使枝っ 

(2) 旨治実肢削輸際傘筮寤昨率邊里索蛬盗 

  仔 筮寤鹿司執施思実試実燦母ぁ裁冴p褊匙昨筮寤蛬盗 

    屠暑輸逃邉アっ昨ī評腰p不敏腆っ昨レ臘14霙昨蚣1/5腰使執祉実資紫詞燦㌱ぁ裁

冴筮寤昨鶺基作鷺 

  使 林屠暑嗹典脉榧昨暑寢削輸際傘筮寤昨蛬盗 

(3) 典本昨鴇莵里索崢禍削輸際傘bド里索莉棡 

仔 詞鴫実誌執市識実痔腰磁視伺始識糸史紫屍曦昨殺刮 

  砺ぁk匙昨鎮勉作莉棡質妹ヮ腰林ⅺ寺竺市鹿痔昨曚跖腰）80抵昨曚跖作鷺 

使 典本視実祉昨率邊里索鴇斂 

(4) 跖こ昨蛬盗 

   林暑寢腰抵た曦昨ヘ沈 

 (5) 罪昨直 

   屠暑邊里儕æ宙黻腰烝嘆⊕宙腰倀棍烝燦檮ょ碕裁冴屠暑宂耨彳抵昨曚跖作鷺 
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ǘ 母ぁ昨さ療削輸際傘黻妙 

(1) 母ぁ昨さ療 

逗←削蚣砦傘跖こっ燦母ぁ際傘寢淋朔腰莉暼っXk昨さ療歳盻ギ碕作傘甑祭昨冴薩腰

莉暼っXk朔腰さ療燦盻ギ碕際傘跖こっ里索さ療昨腆62削肴哉崎腰再晒栽載薩暼薩傘

祭碕甑θっX阯刀0Ş阯χ 

跖 こ 端暑寢腰韈暑寢腰亡暑寢腰房暑寢腰抵た曦腰詞鴫実誌執市跖こ 

罪昨直 莉暼っXk歳暼薩傘榻榧こ賠里索賠仟 

(2) 跖こっ昨母ぁ昨奉沪削輸際傘宙奡 

仔 屠暑昬燦母ぁ際傘k朔腰っX阯刀0Ľ阯0ǖ奡林陵削蚣砦傘⊕琦燦裁崎朔作晒作

哉甑冴坂裁腰跖こ昨母ぁさ療燦溜砕冴母ぁk昨疆ゅさ療削逃傘⊕琦削肴哉崎朔鎮ぁ

裁作哉甑 

使 っX阯刀0Ś阯林陵昨哉剤参栽削ゅ疆際傘碕ィ薩傘碕済腰裏朔っX殺刮琢鯖殺燦

癧作哉Xょ歳再傘碕済朔腰莉暼っXk朔腰屠暑昬匙昨評昬燦7載腰罪昨母ぁ燦奉沪

裁腰裏朔-昬燦和載傘祭碕歳埼済傘甑 

司 莉暼っXk朔腰母ぁ昨奉沪削輸際傘嫻╪燦再晒栽載薩暼薩傘祭碕甑擦冴腰奉沪削

疆冴榊崎朔腰莉暼っXk朔濁疆作流膾哉燦裁崎朔作晒作哉甑 

(3) 跖こっ昨母ぁ昨さ療昨奉沪削輸際傘宙奡 

仔 莉暼っXk朔腰っX殺刮琢裏朔苗D琢盻ギ歳再傘碕ィ薩傘碕済朔腰母ぁ昨さ療削

阯鍔燦沈際傘祭碕歳埼済傘甑θっX阯刀0Ş阯0ǘ奡χ 

使 っX阯刀0Ť阯林陵昨哉剤参栽削ゅ疆際傘碕ィ薩傘碕済腰裏朔っX殺刮琢鯖殺燦

癧作哉Xょ歳再傘碕済朔腰莉暼っXk朔母ぁ昨さ療燦裁作哉雑昨碕際傘甑 

司 っX阯刀010阯林陵昨哉剤参栽削ゅ疆際傘碕ィ薩傘碕済腰裏朔っX殺刮琢鯖殺燦

癧作哉Xょ歳再傘碕済朔腰莉暼っXk朔母ぁ昨さ療燦流三⒅裁腰裏朔母ぁ燦奉沪裁腰

40裁采朔膿溺際傘祭碕歳埼済傘甑 

嗣 莉暼っXk朔腰母ぁ昨さ療昨奉沪削輸際傘嫻╪燦腰再晒栽載薩暼薩傘祭碕甑擦冴腰

さ療昨奉沪削疆冴榊崎朔腰莉暼っXk朔濁疆作流膾哉燦裁崎朔作晒作哉甑 

 (4) ⊕譏腆62阯刀昨鎮ぁ 

   莉暼っXk歳屠暑昬昨母ぁk削檮裁崎⊕妻さ療っ昨幣便削朔腰粽掀p⊕譏腆62阯刀

歳鎮ぁ細参傘甑 

 (5) 母ぁ賽襯昨こ暼 

  仔 莉暼っXk朔腰琢ぇ(1)昨←削蚣砦傘跖こ昨母ぁ削肴哉崎朔っX阯刀埼暼薩傘巸

θ⒅ホ94里索坿跏⒅ホ94b疆巸燦零殺甑χ昨38噬不埼腰罪昨直莉暼っXk歳暼薩傘

榻榧こ賠里索賠仟昨母ぁ削肴哉崎朔曚ホ燦脈騁裁崎腰再晒栽載薩î宙昨臙ィ燦癧崎腰

母ぁ賽襯燦こ暼際傘祭碕甑θっX阯刀012阯0ǖ奡里索0ǘ奡χ 

 作採腰莉暼っXk歳母ぁ賽襯燦こ暼際傘削疆冴榊崎朔腰跖こっ昨鐚亦㌱ぁ昨ヌ珵

里索率謚w靭っ燦C擦彩腰鎮勉作雑昨碕際傘祭碕甑 

 擦冴腰母ぁ賽襯削肴哉崎腰î宙昨臙ィ燦溜砕冴碕済朔腰）鯖栽削苗←際傘碕碕雑

削腰廸鍮際傘寢淋朔腰跖こ昨槻着㋼燦裁腰裏朔母ぁさ療燦裁冴母ぁk削檮裁崎昨シ

軛鯖腰赱賽襯昨跖⊕削疆冴榊崎瀧暼昨浪î鑢戻燦こ砕傘作鷺鎮勉作檮睛燦⊕妻祭碕甑 

  使 莉暼っXk朔腰っX阯刀013阯削嫻咲済腰母ぁ賽襯燦㏌筆裁皿妻碕際傘寢淋朔腰

㏌筆昨嫻╪鯖腆62削肴哉崎腰再晒栽載薩暼薩傘祭碕甑㏌筆削疆冴榊崎朔腰莉暼っX
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k朔濁疆作流膾哉燦裁崎朔作晒作哉甑 

司 Q圻昨碕祭山腰っX阯刀013阯0ǖ陵削採砕傘坤p裏朔莉暼っXk歳屠暑昬昨¥

ɚ燦署耨際傘冴薩削母ぁ際傘碕済墾碕裁崎朔腰p端柏昨旨治実肢宙黻腰p歳蒜柏燦

ィ薩冴旨治実肢⊕宙里索莉暼っXk歳黻妙碕裁崎⊕妻旨治実肢宙黻燦腰輪阯0ǘ陵

昨坤î宙歳Y削盻ギ歳再傘碕ィ薩崎莉1/5際傘碕済墾碕裁崎朔腰坤滋鹿執至伺仔㌱湊

燦透禍際傘冴薩昨讙テ憖佻抵脉っ昨讙テ㎏輸昨砺ぁ賽っ㏌筆サ朋墾θ烋耨15烝粽掀

p讙テ憖佻抵サ朋0Ť陵χ削嫻咲采㏌筆燦着暼裁崎哉傘甑作採腰輪阯0ǚ陵昨坤莉

暼っXk歳屠暑昬昨跖こっ燦母ぁ際傘k昨戻昨堊⇌燦徙裁作哉38噬不削採哉崎鎮

疆碕ィ薩傘碕済墾昨彬典ɚ不杞削肴哉崎朔腰p碕莉暼っXk歳誘た昨琢腰辿k埼r

14際傘誘暼鎬削暼薩傘甑 

 

ǚ 母ぁ賽襯昨率溜削輸際傘黻妙 

 (1) 母ぁ賽襯昨率溜 

仔 莉暼っXk朔腰屠暑昬昨母ぁ削逃傘母ぁ賽襯燦G滕昨率評碕裁崎率溜際傘甑擦冴腰

母ぁ賽襯朔腰縫㊄燦淀朋碕際傘歳腰莉暼っXk歳盻ギ碕ィ薩傘碕済朔腰癆㊄細在腰

裏朔便㊄細在傘祭碕歳埼済傘甑作採腰母ぁ賽襯昨率溜跏堙っ削肴哉崎腰莉暼っXk

朔腰再晒栽載薩暼薩傘祭碕甑θっX阯刀011阯χ 

使 率溜裁冴母ぁ賽襯朔祐沈裁作哉雑昨碕際傘歳腰っX阯刀014阯林陵昨哉剤参栽削

ゅ疆際傘碕済朔祐沈際傘甑莉暼っXk朔腰祐沈際傘寢淋昨嫻╪燦再晒栽載薩暼薩傘

祭碕甑擦冴腰祐沈削疆冴榊崎朔腰莉暼っXk朔濁疆作流膾哉燦裁崎朔作晒作哉甑 

 (2) 母ぁ昨溜沈腰さ療 

仔 跖こっ昨母ぁ昨あŮ溜沈朔淀朋碕裁崎菱fl奭碕裁腰母ぁ昨さ療削疆冴榊崎朔腰苗

烋作母ぁ燦:鴇際傘祭碕甑 

使 母ぁ昨あネ鎬っ昨鎬廋歳盻ギ作寢淋朔腰莉暼っXk削採哉崎転耨際傘祭碕甑 

司 使持執詞昨曚跖昨冴薩昨跖こ昨母ぁ昨さ療削疆冴榊崎朔腰母ぁ¥ɚっ母ぁ琢儁巠

歳作哉祭碕燦:ィ裁冴琢埼さ療際傘祭碕甑 

嗣 使持執詞昨╪賠腰褊履昨転黻迯狸索削明柏迯昨堠壚腰滎堠っ埼浪O̊撤褊匙笨痣壚

燦里拶細作哉皿妻莉棡際傘祭碕甑 

 (3) 母ぁ昨騁不 

仔 莉暼っXk朔腰昬不削採哉崎母ぁk歳付❽削母ぁ歳埼済傘皿妻母ぁ騁不削盆綰際

傘祭碕甑 

使 鴈や埼昨儁淋在鯖跖こコ旄っ削肴哉崎朔腰鎮勉作檮睛燦⊕妻祭碕甑 

司 跖こっ昨母ぁっ削肴哉崎腰母ぁk腰撤褊っ栽晒41筮歳再榊冴寢淋朔腰鎮勉作檮睛

燦際傘祭碕甑擦冴腰罪昨不杞燦p匙寤櫓際傘祭碕甑 

 (4) 跖こっ昨母ぁ跏堙碕蝙粤宙奡昨シ軛 

跖こ腰榻榧こ賠腰賠仟っ燦母ぁk歳晧廟栽肴付❽削母ぁ埼済傘皿妻腰母ぁ跏堙里索 

蝙粤宙奡削肴哉崎髭便作莉棡腰シ軛腰妹ヮ燦⊕妻祭碕甑 

 

ǜ 母ぁ透禍削輸際傘黻妙 

莉暼っXk朔腰屠暑昬昨亦ぁ燦鏘彳沪æ蜥際傘冴薩腰母ぁ透禍削昧薩傘祭碕碕裁腰逗

昨宙奡燦曚跖際傘祭碕甑 
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 (1) 屠暑昬昨黻妙昨曚跖 

莉暼っXk朔腰屠暑昬昨黻妙燦曚跖際傘祭碕削皿三腰屠暑昬昨母ぁ透禍燦噪傘祭碕甑 
(2) 昿提熏寤 

莉暼っXk朔腰屠暑昬里索屠暑昬埼曚跖細参傘使持執詞昨ŕĺ昨冴薩削腰通託昨刀

燦理i削腰盻ギ作捍典昨転耨腰盆漱っ燦⊕妻祭碕甑 
θ刀χ 

仔 屠暑昬次実痔時実施昨転耨質鍮赱 

使 跖こ騁不歯執児鴫紫詞昨転耨質盆漱 

司 使持執詞筮寤アっ昨転耨質盆漱 

嗣 寤暑㎏輸っ匙昨筮寤蛬盗 

士 屠暑昬昨宙黻寤櫓腰宙黻齪ギ腰跖こ昨黻妙っ燦問跳際傘ユ賽昨転耨質盆漱裏朔次

実痔時実施埼昨苗明 

 (3) カO㌱湊 

   莉暼っXk朔腰旄餮腰吊黻腰輸’嗹典っ匙昨カO㌱湊昨曚跖作鷺屠暑昬昨母ぁ透禍

燦噪傘祭碕甑 

 

0Ą 屠暑昬昨76莵っX削輸際傘黻妙 

莉暼っXk朔腰屠暑昬昨跖こっ昨㎏1碕ｸ峩燦フ悸削76莵裁腰支実似旨蛬盗歳濟削付❽

削⊕撒参傘皿妻削腰跖こっ昨蹙濟珵鶺腰鴇晤里索堙暼昨ｸ峩印暼っ昨鴇晤っX黻妙燦⊕妻

祭碕甑作採腰黻妙昨ゆ出朔腰慕ぇǖ削暼薩傘碕採三碕際傘甑 
 

ǖ 跖こ鴇晤っX黻妙 

莉暼っXk朔腰屠暑昬燦鎮勉削殺刮際傘冴薩削腰蹙濟ɚ削跖こ昨珵鶺燦⊕哉腰捗琢砦

闍昨⑸済腰策索某参腰朔歳参作鷺歳æブ裁作哉w絣燦76莵裁腰栽肴40ヌ燦76莵際傘祭碕甑

Y削腰獵43嫻╪堙θ轆藁25烝堙癈0201陵χ012阯0ǘ奡昨サ暼削嫻咲采獵43P昨貉坿

里索├〝削輸際傘珵鶺削肴哉崎朔ǚ烝通不斎碕削腰ǖ㊏獵43廂っ削⊕撒在傘祭碕甑 

擦冴腰莉暼っXk朔腰跖こ燦晧廟栽肴晧盪裁崎母ぁ埼済傘皿妻跖こ昨鴇廟削昧薩傘碕

碕雑削腰獵43Pっ昨濁彬淋燦æコ裁冴薇削朔腰）鯖栽削罪昨謦冏歳噪晒参傘皿妻鎮勉削

檮幣際傘祭碕甑 

 

ǘ 鴇晤珵鶺黻妙 

 莉暼っXk朔腰榻榧こ賠っ昨晧廟昨:鴇里索鎮勉作っX殺刮昨冴薩削腰逗削蚣砦傘 

鴇晤珵鶺っ昨盻ギ作幣18燦）載傘祭碕甑 

(1) 榻榧こ賠昨堙暼珵鶺昨察栽腰穂鑢磽1里索㎏1昨鴇莵昨冴薩昨弸ヌ珵鶺腰㎏1珵鶺腰

㎏咏湊転Y磽ぼ滽腰豺賠黻妙っ燦⊕妻祭碕甑Y削腰獵43嫻╪堙012阯0ǜ奡昨サ暼削

嫻咲采獵43P昨獵43こ賠里索搨涖こ賠削輸際傘珵鶺削肴哉崎朔ǖ烝θ搨涖こ賠削肴哉

崎朔烋耨31烝Ľ鏤ǖ蹙通渗ǖ烝χ通不斎碕削腰ǖ㊏獵43廂っ削⊕撒在傘祭碕甑 

 (2) 譖藴っ歳æブ裁冴寢淋鯖ô鑢戻昨妻阪削譖藴歳æブ際傘碕コŮ擦参傘寢淋朔腰）鯖

栽削罪昨謦冏歳噪晒参傘皿妻鎮勉削檮幣際傘祭碕甑 
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ǚ 獵43Pｸ峩⇐ブっX黻妙 

 (1) 莉暼っXk朔腰獵43P削採砕傘⇐ブɚｸ峩昨:鴇削輸際傘堙癈θ轆藁45烝堙癈020

陵χ削嫻咲済腰く跚ｸ峩鯖靱ョっ削輸際傘鶺颱印暼燦⊕哉腰罪昨14霙燦p削寤櫓際傘

祭碕甑 
(2) 鶺颱印暼14霙歳腰獵43P削採砕傘⇐ブɚｸ峩昨:鴇削輸際傘堙癈跖⊕痛θ轆藁 45

烝譏痛0 304陵χ削暼薩傘獵43Pｸ峩⇐ブっX嫻╪燦▕冴細作哉寢淋朔腰莉暼っXk

朔腰p碕誘た裁腰罪昨謦冏削昧薩傘祭碕甑 

 

 

ǜ 賠仟っX黻妙 

 (1) 莉暼っXk朔腰p歳脉鐚際傘賠仟削肴哉崎腰粽掀p抵ヴサ朋θ轆藁45烝粽掀pサ朋

018陵χ里索輸逃刀サ削嫻咲済鎮勉削っX際傘祭碕甑 

 (2) 莉暼っXk朔腰p歳脉鐚際傘賠仟削肴哉崎腰母ぁ削謚藴燦陋細作哉皿妻っX燦⊕妻

碕碕雑削腰濁彬淋歳ブ載冴寢淋朔腰）鯖栽削罪昨謦冏歳噪晒参傘皿妻鎮勉削檮幣際傘

祭碕甑 

 (3) 莉暼っXk歳莉暼鑢戻嘆削ī評裁冴賠仟θ粽掀p抵ヴサ朋0166阯削サ暼際傘賠仟埼

再榊崎腰莉暼っXk昨譖粤質煮徙っ削皿三Ō蝓っ裁冴p脉鐚昨賠仟燦珀碑際傘冴薩削

莉暼っXk歳ī評裁冴賠仟燦瞩采甑通託輪載甑χ昨脉鐚⑯朔腰莉暼っXk歳鐚際傘雑

昨碕際傘歳腰宙縫削p碕莉暼っXk歳誘た昨琢腰陸跏歳淋粤裁冴雑昨削肴哉崎朔腰莉

暼っXk歳ī評裁冴賠仟燦p昨脉鐚碕裁腰莉暼っXk歳っX際傘寢淋歳再傘祭碕甑 

 (4) 莉暼っXk朔腰賠仟っXⓠ燦賠彩腰赱冴削賠仟燦流癧裁冴寢淋削朔腰p削寤櫓際傘

祭碕甑 

 

Ą 鶇駛っX黻妙 

 莉暼っXk朔腰屠暑昬昨鶇駛Ⅷ鑵里索■ブっ昨76莵っX削疆冴榊崎朔腰40ヌ裏朔⇐ブ

燦フ悸作w絣削鴇肴冴薩腰跖ケ鯖わ傍豌漱腰瞩h腰栽珊靱腰娩Ů札腰在珊暼作鷺昨盻ギ

作幣18燦）載傘祭碕甑 

 

Ľ ⎬蕭黻妙 

 莉暼っXk朔腰屠暑昬昨跖こっ削肴哉崎腰フ悸作⇐ブｸ峩腰40ヌ昨76莵削盪藜砕腰苗

蒜跖こ碕裁崎瞰鎮作く戻燦鴇肴冴薩削盻ギ作⎬蕭黻妙燦曚跖際傘祭碕甑 

 

Ś 鴇晧す賠黻妙 

 莉暼っXk朔腰屠暑昬昨搨r腰搨涖里索搨渼削拓廟燦鑢裁腰母ぁk歳晧盪裁崎母ぁ埼

済傘ｸ峩燦:鴇裁冴鴇晧す賠黻妙燦曚跖際傘碕碕雑削腰搨涖っXk燦盆18際傘祭碕甑 

 

Ş 櫬œ寢っX黻妙 

 (1) 莉暼っXk朔腰貉坿不削再傘櫬œ寢昨œ辿昨Tズ燦⊕妻碕碕雑削腰盻ギ削睛載崎œ

辿昨カ棡燦鎮勉削⊕妻祭碕甑擦冴腰ほ睫鑢削朔腰苗蒜凋〛㎏輸昨母ぁ昨倭索藜砕里索

隰樅嘆徑苗囮っXk碕’蟷燦噪傘作鷺昨檮九燦）載傘祭碕甑 

 (2) 母ぁk昨卑晤宙奡鯖っX典奉作鷺櫬œ寢っX削盻ギ作宙奡燦暼薩冴サ91燦暼薩傘祭
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碕甑 

 

Ť 罪昨直昨黻妙 

 莉暼っXk朔腰跖こ昨76莵っX黻妙昨曚跖w靭燦ぇ埴裁冴黻妙蹙ア燦転耨際傘碕碕雑

削腰瀧暼鑢戻鴇っ裁腰p昨ー薩歳再榊冴迯削朔腰養ヅ削盗際傘祭碕甑擦冴腰⎨沈ユ賽昨

ぐ跖こっ齪ギけ昨跖こ齪ギǜ罪昨直昨姜こP昨っX燦⊕妻祭碕甑 

 

10 毒ろっ昨ホぁヅ芻 

 跖こっ昨鑚陋昨亦ぁ莵62烝豬燦76莵際傘冴薩削盻ギ作沪燵昨毒ろ削ギ際傘ホぁ朔腰淀

朋碕裁崎莉暼っXk歳ヅ芻際傘祭碕碕裁腰罪参通弸昨毒ろ削ギ際傘ホぁ朔p碕莉暼っX

k歳誘た昨琢腰ヅ芻癒便燦暼薩傘雑昨碕際傘甑 

 

11 76莵っXヴき昨転耨 

 莉暼っXk朔腰烝燵疆穂削跖こ76莵っXヴきθ珵鶺豺賠腰堙痛削嫻咲采印暼質鶺颱腰 

ツ颱っχ燦転耨裁腰p削蛬箆際傘祭碕甑 

作採腰ヴき削癩榊崎曚跖裁冴珵鶺質は燈14霙腰豺賠w靭腰毒ろっ削肴哉崎朔ぇ埴燦⊕

哉腰跖こ76莵っXヴき削律輜細在傘祭碕甑 

 

12 罪昨直î宙歳さ療裁冴¥ɚ弸砺ぁ使便昨っX 

î宙朔腰跖こ昨瀧使削肴哉崎莉暼っXk通弸昨k削檮裁崎¥ɚ弸砺ぁさ療燦際 

傘祭碕歳再傘昨埼腰罪昨¥ɚ弸砺ぁ使便削肴哉崎雑鎮塡作っX燦⊕妻祭碕甑 

 

0Ľ 屠暑昬昨っX殺刮削盻ギ作黻妙昨嫻╪ 

ǖ 04れ典奉里索朝佻盆18っ 

(1) っX殺刮黻妙燦曚跖際傘冴薩削盻ギ作黻妙嫩⊕典奉燦:鴇際傘碕碕雑削腰枕畑嫻╪

堙θ轆藁22烝堙癈049陵χっ輸逃堙痛燦卑晤裁腰っX殺刮燦亦òɚ削⊕妻冴薩昨黻妙

痂絣削淋榊冴鎮塡作朝豬昨へ佻燦盆18際傘祭碕甑 

(2) 梵潰昨f茯ノ潰k燦ǖ隣盆18際傘祭碕甑 

(3) 罪昨直屠暑昬昨っX殺刮削盻ギ作îゖ里索臘1燦鐚際傘k燦b疆豬:鴇際傘祭碕甑 

(4) へ佻昨鵡妙典奉朔腰跖こ昨っX殺刮削謚藴歳作哉皿妻削盆綰際傘碕碕雑削腰母ぁk

昨ギ鑒削睛彩晒参傘雑昨削際傘祭碕甑 

(5) へ佻昨ユョ昨塁琢燦噪傘冴薩腰€毒燦曚跖際傘碕碕雑削腰跖こ昨っX殺刮削盻   

ギ作îゖ碕臘△昨80癧削昧薩傘祭碕甑 

 

ǘ 曇朝筮寤鴇つ57妙 

  莉暼っXk削朔腰屠暑昬昨っX殺刮燦⊕妻削疆冴三腰粽掀p曇朝筮寤鴇つ阯刀016阯

0ǜ奡埼╪ぁ際傘輪阯0ǘ奡里索0ǚ奡昨サ暼削皿三腰曇朝筮寤昨鎮塡作流膾哉削肴哉

崎昨57妙歳ゼ在晒参傘甑 

  作採腰曇朝筮寤昨流膾哉昨彬典ɚ作不杞削肴哉崎朔腰慕ぇǘ坤曇朝筮寤流膾Yぇ宙奡墾

昨碕採三着暼裁崎採三腰p碕莉暼っXk歳r14際傘誘暼埼暼薩傘甑 
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  擦冴腰輪阯刀削涉律裁冴寢淋削朔腰輪阯刀054阯裏朔055阯昨サ暼削皿三幣19細参傘

寢淋歳再傘甑 

 

ǚ 筮寤昨苗明 

  莉暼っXk削朔腰粽掀p筮寤苗明阯刀036阯0ǖ奡昨サ暼削皿三腰莉暼っXk歳鴇鐚

際傘屠暑昬昨っX削輸際傘筮寤昨苗明削肴哉崎盻ギ作乕18燦）剤傘皿妻腰昧本57妙歳ゼ

在晒参傘甑 

ǜ 宙黻ヴき鎬っ昨転耨 

(1) 宙黻ヴき鎬 

  莉暼っXk朔腰搆烝燵腰p歳莉暼際傘鑢蹙擦埼削θ莉暼っX鑢戻昨穂烝燵削再榊崎

朔腰嫻鑚誘暼鎬昨r14癆）鯖栽削χ腰77烝燵昨っX殺刮削輸際傘宙黻ヴき鎬燦転耨裁腰

p匙蛬箆際傘祭碕甑作採腰転耨削疆冴榊崎朔腰p碕ツ豺昨琢腰莉暼っXk歳¥莉際冊

済10刮¥④削肴哉崎豬弐¥④燦暼薩傘祭碕削皿三軛:削際傘祭碕甑 

(2) 着二ユ賽 

  莉暼っXk朔腰p歳屠暑昬昨っX殺刮削逃傘着二燦乕18際傘冴薩削盻ギ碕際傘ユ賽

燦転耨際傘祭碕甑作採腰彬典ɚ作ユ賽昨不杞腰蛬箆迯鑢θ刀烝10鏤夤χ削肴哉崎朔腰

慕〒莉1/5際傘甑 

 

Ą 宙黻寤櫓っ 

 (1) 烝逗寤櫓 

 莉暼っXk朔腰搆烝燵02嫡癆30蹙通不削腰宙黻寤櫓鎬燦p削蛬箆際傘祭碕甑 

宙黻寤櫓鎬昨端作不杞朔腰逗昨碕採三埼再傘甑ゆ出削肴哉崎朔腰p碕莉暼っXk歳r

14際傘誘暼埼暼薩傘甑 

仔 屠暑昬昨っX昨黻妙昨曚跖w靭里索母ぁw靭 

04れ典奉腰母ぁò腰跖こっ母ぁw靭里索母ぁk豬腰宙黻曚跖w靭里索理盆k豬腰 

母ぁk▕æ燵腰跖こっ76莵っXw靭腰ゼ巠便霍碕G滕は燈 

使 母ぁ賽襯っ昨率評昨曚ふ 

司 屠暑昬昨っX削逃傘10ホ昨率謚w靭 

嗣 宙黻ヴき鎬削ぇ裁冴10刮¥④昨署耨w靭 

 (2) 鏤逗寤櫓 

莉暼っXk朔搆鏤鏤逗寤櫓鎬燦転耨裁腰77鏤10蹙擦埼削p削蛬箆際傘祭碕甑鏤逗寤

櫓鎬昨端作不杞朔腰逗昨碕採三埼再傘甑ゆ出削肴哉崎朔腰p碕莉暼っXk歳r14際傘

誘暼埼暼薩傘甑 

  仔 母ぁò腰跖こっ母ぁw靭里索母ぁk豬 

使 宙黻曚跖w靭里索理盆k豬 

司 母ぁ賽襯昨率評w靭 

嗣 母ぁkっ栽晒昨41筮碕罪昨檮睛w靭 

士 罪昨直盻ギ宙奡 

 (3) 楊迯寤櫓 

   っX殺刮黻妙燦曚跖際傘削再冴三腰朝̂宙譖っ裴彳作宙譖っ歳æブ裁冴寢淋朔腰楊

迯寤櫓際傘祭碕甑 
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Ľ 粽掀p屠暑嗹典誘た抵削輸際傘黻妙 

  屠暑昬燦㌱ぁ裁崎腰鑚p削採砕傘屠暑昨邊里質蔆き里索倀棍烝昨把廟テ耨削流三04札腰 

達な削ヾ参傘屠暑昬咲采三燦蘿禍際傘祭碕燦¥ɚ碕裁崎腰粽掀p屠暑嗹典誘た抵歳慕㊎ 

ǖ坤抵朋墾昨碕採三こ18細参崎採三腰輪誘た抵削輸際傘宙妙燦θ苗テχ粽掀p旨治実肢

蔆き宙黻嗹栽晒瑰済61哉埼⊕妻祭碕甑 

 

Ś 屠暑昬昨母ぁツ豺削輸際傘黻妙 

  屠暑昬昨母ぁ削肴哉崎朔腰慕㊎ǘ坤¥ɚ碕磽駟燦C擦彩冴殺刮跏酖墾削嫻咲済腰Q⊕ 

奉燵削皿三再晒栽載薩ツ豺際傘祭碕甑 

  質屠暑嗹典誘た抵昨明柏 

  質母ぁツ豺抵たθ屠暑輸逃腰屠暑輸逃通弸χ昨明柏 

 

Ş 隣ー昬摩っ削輸際傘黻妙 

p埼朔腰鑚p削採砕傘屠暑昨蔆き腰屠暑昬昨殺刮削輸際傘莉棡妹ヮ鯖宙黻匙昨誘本燦

哉冴坂采冴薩腰屠暑昬削隣ー昬摩里索弝儁燦18采甑莉暼っXk朔腰隣ー昬摩里索弝儁匙

昨跟ホ質〕襯昨曚ホ珀碑っ昨宙妙燦p昨莉1/5削癩哉⊕妻祭碕甑作採腰隣ー昬摩昨痺某朔腰

慕㊎ǘ坤¥ɚ碕磽駟燦C擦彩冴殺刮跏酖墾ǜ昨碕採三腰弝儁昨痺某朔腰輪Ą昨碕採三埼

再傘甑 

 

Ť 宙黻は燈黻妙 

莉暼っXk朔腰母ぁk仔執師実詞っ削皿三止識児示誌祉式執市燦⊕哉腰母ぁkっ昨粤

コ鯖ギ鑒燦臺蜉際傘碕碕雑削腰⊕譏㎏輸鯖輸逃嗹典腰旄ゖ10滽kっ燦憖佻碕際傘殺刮憖

佻抵燦こ18裁崎腰殺刮っ削輸際傘粤コ燦盍裁腰っX殺刮削律輜細在傘皿妻昧薩傘祭碕甑 

作採腰跖こ昨っX殺刮削輸裁崎G滕は燈燦⊕哉腰罪昨14霙燦縫ぇ昨宙黻寤櫓鎬削擦碕

薩p削蛬箆際傘祭碕甑Y削腰10刮¥④昨署耨w靭削肴哉崎朔腰p褊匙昨シ軛ノ潰昨ヌ珵

栽晒腰ǜ(1)昨宙黻ヴき鎬削採哉崎暼薩冴豬弐¥④昨署耨燵淋哉燦豬弐削皿三1/5際祭碕甑 

 

0Ś 罪昨直屠暑昬昨っX殺刮削盻ギ作黻妙昨嫻╪ 

ǖ 苗∇鴈や昨こ18 

  莉暼っXk朔腰屠暑昬不削苗∇鴈や燦ǖ瞭通琢こ18際傘祭碕甑こ18削逃傘ホぁ朔莉暼

っXk歳ヅ芻際傘雑昨碕裁腰母ぁ率評朔莉暼っXk昨雑昨碕際傘甑 

 

ǘ ⎬⒠挍賽靱っ昨G湊ニ廝㎏昨こ18腰P仟ニ廝宙黻昨曚跖っ 

  莉暼っXk朔腰莉暼っXk黻妙通弸削腰î宙栽晒⊕譏テペ昨¥ɚ弸砺ぁさ療燦溜砕崎腰

屠暑昬昨っX削謚藴歳作哉寢脉削採哉崎⎬⒠挍賽靱っ昨G湊ニ廝㎏燦こ18際傘祭碕歳

埼済腰擦冴腰母ぁk削P仟昨ニ廝θ廝燒黻妙χ燦際傘祭碕歳埼済傘甑 

  作採腰逗昨珵削蝙粤歳盻ギ埼再傘甑 

(1) 莉暼っXk歳P仟ニ廝宙黻っ燦⊕妻寢淋朔腰蛬盗質ニ廝際傘P仟っ昨不杞腰跏堙里 

 索賽襯っ昨こ暼朔腰莉暼っXk歳⊕妻碕碕雑削腰宙黻削ギ際傘10ホ朔腰廟崎莉暼っX
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k歳ヅ芻際傘祭碕甑 

 (2) P仟ニ廝宙黻っ燦明慱際傘寢淋朔腰明慱縫削罪昨不杞燦p削〛î際傘祭碕甑 

 (3) 不〉溷宙燦⊕榊冴寢淋朔腰莉暼っX鑢戻02嫡迯削腰淀朋碕裁崎Qw削皖際傘祭碕甑 

 

  罪昨直昨宙黻昨曚跖削肴哉崎朔腰p碕慕〒誘た際傘雑昨碕際傘甑 

 

ǚ 熏櫓宙黻昨曚跖 

  莉暼っXk朔腰屠暑昬不削採哉崎腰î宙昨さ療燦溜砕崎腰熏櫓P昨←1/540裁采朔盆漱

裏朔熏櫓P燦蚣箆際傘P鍔昨こ18燦⊕妻祭碕歳埼済傘甑祭昨寢淋削採哉崎腰屠暑昬昨黻

妙腰評昬k昨母ぁ里索邉ヌ削謚藴昨作哉38噬不埼腰宙黻燦⊕妻寢脉燦敏暼際傘雑昨碕際

傘甑 

  作採腰熏櫓宙黻燦⊕妻寢淋削朔腰逗昨珵削蝙粤歳盻ギ埼再傘甑 

 (1) 屠暑昬昨瀧典ɚ栽肴亦òɚ作っX殺刮昨冴薩腰屠暑昬不昨熏櫓宙黻朔腰莉暼っXk

坂砕削さ療際傘着暼埼再傘祭碕栽晒腰莉暼っXk朔腰熏櫓宙黻削皿榊崎母D燦癧冴寢

淋削朔腰屠暑昬昨鎮塡作っX殺刮昨冴薩削髭疆際傘祭碕甑 

 (2) 熏櫓端昨夢邊腰敏暼腰阯鍔里索賽襯こ暼っ朔腰莉暼っXk歳⊕妻祭碕甑 

 (3) こ18溷宙燦⊕榊冴寢淋朔腰莉暼っX02嫡迯削腰淀朋碕裁崎Qw削皖際傘祭碕甑 

 (4) 熏櫓宙黻削輸際傘10ホ朔腰廟崎莉暼っXk歳ヅ芻際傘祭碕甑 

 

ǜ T颱 

  粽掀pT颱憖佻っ歳p昨宙妙燦T颱際傘削疆冴三腰盻ギ削睛載莉暼っXk削檮裁腰曚

坿削ツ颱裁腰裏朔盻ギ作ぇ埴昨蛬箆燦ー薩傘寢淋歳再傘甑 
 

Ą 莉暼っX黻妙鑢戻昨縫削⊕妻黻妙 

 (1) 誘暼奡¥削肴哉崎昨p碕昨誘た 

 (2) 母ぁ賽襯っ昨こ暼 

 (3) 盆18際傘へ佻っ昨:鴇腰へ佻€毒 

 (4) 黻妙っ削輸際傘林ⅺサ91昨転耨腰誘た 

 (5) Q⊕昨莉暼っXk栽晒昨黻妙瑰61災 

 

Ľ 莉暼鑢戻02嫡癆昨瑰61災黻妙 

(1) 莉暼っXk朔腰莉暼鑢戻歳▕嫡裁冴碕済腰裏朔莉暼鑢戻▕嫡縫削莉暼昨流⒅裁歳⊕

撒参冴碕済朔腰逗鑢莉暼っXk歳付❽栽肴謚藴作采屠暑昬昨黻妙燦響⊕埼済傘皿妻腰

瑰61災燦⊕妻祭碕甑 

(2) 瑰61災削疆冴榊崎朔腰瑰61災歳濁友便埼再傘祭碕燦淀嗽碕裁冴宙譖っ燦搨溺際傘冴

薩腰擁絣蝙粤一脉っ削肴哉崎友便削:ィ燦⊕妻碕碕雑削腰跖こ昨母ぁ着㋼昨w靭腰母

ぁ賽襯昨盍率昨鐚緖っ腰跖こ昨っX殺刮削盻ギ作筮寤燦揭ⅻ作采迯鑢莉暼っXk匙蛬

盗際傘作鷺腰瑰61災削併㍻昨作哉皿妻友便ほ粤際傘祭碕甑 

(3) 莉暼っXk歳廸鍮碕作傘寢淋昨母ぁ賽襯率評昨流膾哉削肴哉崎朔腰逗昨碕採三碕際

傘甑 

仔 逗鑢莉暼っXk昨莉暼鑢戻嘆削逃傘跖こ母ぁ燦Q莉暼っXk歳さ療裁冴寢淋昨 
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母ぁ賽襯 

㊄沈昨迯鑢削皿榊崎㊄沈菱歳廸撒傘祭碕栽晒腰跖こ母ぁk歳㊬馳裁作哉皿妻腰盻

ギ作檮睛燦際傘祭碕甑 

(仔)Q莉暼っXk昨莉暼鑢戻嘆削㊄沈細参傘寢淋 

逗鑢莉暼っXk削澣榧際傘雑昨碕裁腰㊄沈燦溜砕冴Q莉暼っXk歳娣栽三襯

碕裁崎鴇っ昨琢腰逗鑢莉暼っXk昨っX歳明慱細参冴迯珵埼併㍻昨作哉皿妻瑰

済61犀甑 

(使)逗鑢莉暼っXk昨莉暼鑢戻嘆削㊄沈細参傘寢淋 

逗鑢莉暼っXk削澣榧際傘雑昨碕裁腰母ぁk朔逗鑢莉暼っXk削㊄沈際傘雑

昨碕際傘甑 

使 Q莉暼っXk昨莉暼鑢戻嘆昨跖こ母ぁ削逃傘母ぁ賽襯歳Q莉暼っXk昨莉暼鑢戻

嘆削㊄沈細参作栽榊冴θ鑷率襯歳再傘χ寢淋昨母ぁ賽襯 

Q莉暼っXk昨鑷率襯埼再三腰Q莉暼っXk削澣榧際傘雑昨埼再傘祭碕栽晒腰母

ぁk朔Q莉暼っXk削㊄沈際傘雑昨碕際傘甑 

 

Ś 式旨屍昨便芻里索鴇絣匙昨盆評 

 屠暑昬昨っX殺刮削輸際傘嫻鑚ɚ作式旨屍昨便芻削檮際傘i彩跏朔腰逗昨碕採三碕裁腰

莉暼っXk朔腰祭参晒削嫻咲采G晒昨式旨屍削檮裁崎腰鎮勉作38噬埼鴇絣っ削盆評際傘

祭碕甑 

作採腰涖渼鴇絣削肴哉崎朔腰p歳盆評際傘甑 

奡 ¥ 不   杞 
ヅ芻k 

p 莉暼っXk 

P燈っ昨廸湊 

朝鍔ホ腰P仟ホ腰肘鋗靱暑ホっ昨廸

湊削締妻10ホ昨崢盆 

 
禽 

濁療舩本θG菇渼朿っ燦哉妻甑通託

輪載甑χ削皿傘10ホ昨崢盆 
誘た宙奡 

麥ギ昨廸湊 母ぁk昨㏌棍腰率評㏌  禽 

ユ襯ツ署っ 殺刮琢盻ギ作穂鑢舐ユ腰ユ襯昨:鴇  禽 

殺刮昨式旨屍 

濁療舩本削皿傘F迯帝昬っ 誘た宙奡 

跖こっ昨っX琢昨¨┈削逃傘F迯帝

昬っ 

 
禽 

謦毒腰毒ろ腰鴇晤珵鶺っ削皿傘跖こ

っ昨瀧使昨母ぁ膿溺 

 
禽 

跖こっ昨蝓漠 
濁療舩本削皿傘雑昨 誘た宙奡 

跖こっ昨っX琢昨¨┈削逃傘雑昨  禽 

母ぁkっ匙昨蝓

朿ェ碑 

託ぇ通弸昨雑昨 誘た宙奡 

跖こっ昨っX琢昨¨┈削逃傘雑昨  禽 

  せ 誘た宙奡削肴哉崎朔腰宙騁斎碕昨淀嗽削皿三墓贖際傘歳腰0瀧逗ノ潰朔莉暼っX

k歳鐚際傘雑昨碕際傘甑 

せ  莉暼っXk削腰莉暼鑢戻嘆腰式旨屍便芻削蚣砦傘莉暼っXk歳ヅ芻際傘式

旨屍里索黻妙不杞削檮裁崎腰鎮勉作38噬里索阯鍔燦▕冴際鴇絣削盆評際傘祭
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碕燦ー薩傘雑昨碕際傘甑 

作採腰祭昨寢淋昨鴇絣賽朔腰莉暼っXk削ヅ芻燦ー薩傘雑昨碕際傘甑 

 

Ş 罪昨直 

 (1) 鴈本麥29怎㋼ 

   Q圻腰屠暑昬昨鴈本麥29削肴哉崎朔腰託ぇ昨碕採三じ豬烝怎㋼燦r14裁崎哉傘甑莉

暼っXk朔腰Q圻昨怎㋼燦6162際傘祭碕燦淀朋碕裁腰怎㋼鑢戻〒嘆削採哉崎廸鍮質ミ

㋼際傘寢淋朔腰莉暼っXk昨ヅ芻碕ノ潰削採哉崎⊕妻雑昨碕際傘甑 

癒 便 不    杞 怎㋼鑢戻 

鴈本麥29怎㋼ 
怎㋼鴈本褻 800ヾぅ H28.3.16 

がH31.3.31 怎㋼ⅺ慕 黻妙ぁ鴈本 

 

 (2) 式実旨怎㋼ 

   źĹĂ昨式実旨怎㋼削肴哉崎朔腰Q圻腰θ苗テχ粽掀p旨治実肢蔆き宙黻嗹削採哉

崎腰託ぇ昨碕採三じ豬烝怎㋼燦r14裁崎哉傘祭碕栽晒腰莉暼っXk朔腰Q圻昨怎㋼燦

瑰済61哉埼6162際傘祭碕燦淀朋碕裁腰怎㋼鑢戻〒嘆削採哉崎ミ㋼裁腰裏朔廸鍮際傘寢

淋朔腰莉暼っXk昨ヅ芻碕ノ潰削採哉崎⊕妻雑昨碕際傘甑 

癒 便 不    杞 怎㋼鑢戻 

źĹĂ式実旨

怎㋼ 

źĹĂθG湊典弸瑟

瞩出湊咏χ 

ǘ止紫詞 

θǖ止紫詞削肴済烝巸

63,504付χ 

 

H30.4.1 

がH35.3.31 

 

 (3) 粽掀p典テ跖こ誘抵削輸際傘黻妙 

   粽掀p不削採砕傘典テ跖こ昨豺賠髭曚碕鎮塡作殺刮削肴哉崎€お誘た裁腰典テ昨蔆

き削杼諾際傘祭碕燦¥ɚ碕裁崎腰粽掀p典テ跖こ誘抵歳慕㊎ǚ坤サ㋼墾昨碕採三こ18

細参崎採三腰輪誘抵削輸際傘宙妙燦Q莉暼っXk埼再傘θ苗テχ粽掀p旨治実肢蔆き

宙黻嗹歳⊕榊崎哉傘祭碕栽晒腰輪嗹典栽晒瑰済61哉埼⊕妻祭碕甑 

 

0Ş 示誌祉式執市 

p朔腰跖こ昨っX殺刮黻妙削輸際傘示誌祉式執市燦逗昨碕採三曚跖際傘甑作採腰ゆ出削

肴哉崎朔腰p碕莉暼っXk埼r14際傘誘暼埼暼薩傘甑 

 

ǖ 示誌祉式執市昨跏堙 

 (1) 暼鑢示誌祉式執市 

p朔腰莉暼っXk栽晒蛬箆細参冴鏤逗寤櫓鎬腰烝逗寤櫓鎬罪昨直寤櫓っ削皿三腰莉

暼っXk昨黻妙昨曚跖w靭歳腰p昨ギー嫻╪燦▕冴裁腰鎮塡栽肴:曚作支実似旨歳蛬

盗細参崎哉傘栽削肴哉崎腰搆烝示誌祉式執市燦曚跖際傘甑 
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 (2) Q坿:ィ 

   p朔腰盻ギ削睛載崎腰跖こ昨76莵っX鯖10Xw靭っ削輸裁腰莉暼っXk削寤櫓燦ー

薩傘察栽腰烝ǖ嘖通琢腰Q坿削採哉崎跖こ昨っX殺刮w靭燦:ィ際傘雑昨碕際傘甑 

(3) 示誌祉式執市14霙昨苗← 

p朔腰搆烝燵02嫡癆腰莉暼っXk栽晒昨烝逗寤櫓鎬っ燦C擦彩腰母ぁk豬鯖母ぁ賽

襯率評昨曚ふっ削肴哉崎腰罪昨:ィ14霙燦p次実痔時実施埼苗←際傘甑 

 

ǘ 黻妙濁槞⊕迯昨幣X 

(1) 謦冏昨莉1/5 

  っX殺刮黻妙歳黻妙ギー嫻╪燦▕冴裁崎哉作哉寢淋腰裏朔母ぁk歳跖こ燦母ぁ際傘

琢埼軛晒栽削母謄磽燦靭采寢淋腰p朔腰莉暼っXk削檮裁崎謦冏昨莉1/5燦⊕妻祭碕歳

埼済傘甑 

(2) 黻妙昨膿溺 

  p朔腰莉暼っXk歳莉1/5削癩撒作哉碕済朔罪昨莉暼燦流三⒅裁腰裏朔鑢戻燦暼薩崎

っX昨黻妙昨膿溺燦和剤傘祭碕歳埼済傘甑 
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別記２ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 指定管理者は、個人情報保護の重要性を認識し、その業務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければなら

ない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 指定管理者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはなら

ない。指定管理者としての指定期間が終了し、又は指定が解除された後においても、同

様とする。 

２ 指定管理者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰

される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。 

 

（収集の制限） 

第３ 指定管理者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務

を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（適正管理） 

第４ 指定管理者は、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止

その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 （利用及び提供の制限） 

第５ 指定管理者は、愛媛県の指示又は承認があるときを除き、その業務に関して知り得

た個人情報を業務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第６ 指定管理者は、その業務を処理するために愛媛県から提供された個人情報が記録さ

れた資料等を、愛媛県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

 （再委託の禁止等） 

第７ 指定管理者は、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、

あらかじめ愛媛県の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。 

２ 指定管理者は、愛媛県の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場

合には、愛媛県が指定管理者に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を

当該第三者に求めなければならない。 

３ 指定管理者が愛媛県の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したとき

は、委託業務に係る当該第三者の行為は、指定管理者の行為とみなす。 
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 （資料等の返還等） 

第８ 指定管理者は、その業務を処理するため愛媛県から提供を受けた個人情報が記録さ

れた資料等は、業務完了後直ちに愛媛県に返還するものとする。ただし、愛媛県が別に

指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 指定管理者は、その業務を処理するため指定管理者自らが収集し、又は作成した個人

情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄又は消去するもの

とする。ただし、愛媛県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

 （個人情報の運搬） 

第９ 指定管理者は、その業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録

された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、

指定管理者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

 

（実地調査） 

第10 愛媛県は、指定管理者がその業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、

随時実地に調査することができる。 

 

（指示及び報告等） 

第11 愛媛県は、指定管理者がその業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保す

るため、指定管理者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の

提出を求めることができる。 

 

 （事故報告） 

第12 指定管理者は、ここに定める特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれが

あることを知ったときは、速やかに愛媛県に報告し、愛媛県の指示に従うものとする。 

 

（損害賠償） 

第13 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、その業務の処理に関し、個人情報

の取扱いにより愛媛県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければな

らない。再委託先の責めに帰する事由により愛媛県又は第三者に損害を与えたときも同

様とする。 

 

（指定の取消し等） 

第14 愛媛県は、指定管理者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、

指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ず

ることができる。 
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別紙１ 

 

愛媛県武道団体協議会会則    
 

 （名称）   

第１条 本会は、愛媛県武道団体協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 （目的）  

第２条 協議会は、愛媛県武道館（以下「武道館」という。）を活用して、本県にお

ける武道の普及・振興並びに青少年の健全育成に取り組み、世界に誇れる武道館づくりを

推進する。 

 （協議・実施事項）  

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項について

協議し、実施する。 

 (1) 武道館の規模及び機能性を活かせる大会等の誘致・実施に関す  

ること  

 (2) 青少年の健全育成に関すること 

(3) 武道館の利用計画の調整に関すること  

(4) 協議会参加団体の連携、協力に関すること  

(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事項 

 （構成）  

第４条 協議会は、一般財団法人愛媛県柔道協会、愛媛県剣道連盟、愛媛

県弓道連盟、愛媛県相撲連盟、愛媛県空手道連盟、愛媛県合気道連盟、

愛媛県少林寺拳法連盟、愛媛県なぎなた連盟、愛媛県銃剣道連盟、愛媛

県武道館で構成する。  

（幹事団体） 

第５条 協議会に幹事団体及び副幹事団体（各１団体）を置く。  

 ２  幹事団体及び副幹事団体は、協議会において選任する。   

 ３  幹事団体は協議会を代表して、会務を総理し、副幹事団体は幹事団

体を補佐する。 

 ４  幹事団体の任期は２年とし、副幹事団体の任期は１年とする。  

 （会議）  

第６条 協議会は、必要に応じて幹事団体が招集する。 

 （事務）  

第７条 協議会の事務は公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団で行う。  

 （補則）  

第８条 この会則の変更は、原則として全ての構成団体の同意を得るもの

とする。  

  附  則  

 この会則は、平成 16 年３月３日から施行する。  

 この会則は、平成 25 年４月１日から施行する。  

 この会則は、平成 26 年４月１日から施行する。  

 この会則は、平成 27 年４月１日から施行する。  

幹事団体  

16.3.3 選任  財団法人愛媛県柔道協会、愛媛県剣道連盟 
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18.3.29 再任  

20.4.23 再任  

22.4.22 再任  

24.4.18 再任  

26.4.16 再任  

27.4.1 再任  一般財団法人愛媛県柔道協会  

29.4.1 選任  愛媛県剣道連盟  
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別紙２ 

 

目的と性格を踏まえた運営方針 

 

〔愛媛県、各武道団体、名誉館長 

平成15年12月協議・了解〕 

 

１ 主道場について 

（１）利用計画が重複した場合の優先順位 

①武道大会及び武道関係大規模合宿等（アマチュア、学生、児童・生徒） 

・武道館の設置目的、基本性格に合致した大会等を優先 

・国際大会、全国大会、中四国大会、四国大会、県大会、市大会等の順による。 

②県民参加の生涯スポーツ、レクリエーションなどの催し 

・県民ニーズによる利用 

③室内競技の大会等（アマチュア、社会人リーグなど） 

・主道場の規模と機能を利用する大会 

④主道場の規模を活用したイベント、コンサート、プロスポーツ、スポーツ以外の大

会等 

・一般県民の利用を増加させ、ひいては武道やスポーツに対する興味や関心、理

解を持つよう啓発する機会とする。 

（２）イベント、コンサート、プロスポーツなどは、武道館経営上の観点から誘致を図る

必要がある。 

ただし、開催まで１年程度の準備期間を要する場合もあり、早期の申込みが予想さ

れる。 

（３）このため、次により調整するものとする。 

県内武道団体及び武道館側による「協議会」を設置し、随時開催し調整する。 

・各武道団体の年間計画等の把握、利用日程調整 

・イベント等早期に申込みがあった場合の各団体への連絡、調整 

・武道館利用促進の協議 

（４）大会等のない日は、一般県民を対象として、室内競技（バドミントン、卓球等）に

開放する。 

 

２ 柔道場、剣道場、副道場について 

（１）利用の考え方 

①いずれの道場も、武道団体の日常練習場所として利用する。但し、主道場を使用し

ない武道大会、室内競技大会及び合宿（アマチュア、学生、児童・生徒）の利用又

は生涯スポーツやレクリエーションによる利用がある場合は、これを優先する方向

で協議会において調整する。 

②日常の練習場所としての利用については、「協議会」において時間等の割り振りを調

整する。 
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３ 武道の振興・普及について 

（１）各武道団体及び武道館は、協力して次のような事業を行う。（「協議会」において協

議し、実施） 

①武道館の規模及び機能を活かせる大会等の誘致（世界、全国に向けて発信） 

②幼稚園児・小・中・高校生の武道に対する興味や理解を深めるための武道入門教室

や練習見学会などの事業（青少年の健全育成） 

（２）主として武道館は次のような事業を行う。 

①県下の武道館（武道場）との連携強化による、情報交換、相互協力に関すること。 

②一般県民に対する武道館設置目的の普及・啓発及び武道館利用促進 

③旅館・ホテル組合などの協力による、大会や合宿の際の受け入れ態勢の整備 

（３）主として武道団体は次のような事業を行う。 

①傘下道場等による合同練習、合宿等を通じての選手強化（世界レベルの選手を愛媛

県武道館で育成することを目標） 

②鏡開き式等の機会を捉えて、演武などの一般公開による、武道の普及・啓発 

 

４ 名誉館長の役割 

（１）様々な場所・機会での愛媛県武道館の広報及び各種武道大会開催への支援・協力 

（２）武道館運営、事業実施に対する指導・助言 

①来館時及び必要の都度、事務局から電話、ファックス、メール等により伺う。 

（３）武道館で実施する事業への参加 

①幼稚園児・小・中・高校生を対象とする武道教室等各種事業への講師としての参加

（競技人口の拡大、青少年の健全育成） 

②実技指導（愛媛県選手の強化） 

③一般県民、ＰＴＡなどを対象とした講演、懇談会（直接対話ができる会合）等への

参加 

 

５ 顧問の役割 

（１）様々な場所・機会での本県における武道の振興に関する支援・協力 

（２）武道館で実施する事業への参加 

幼稚園児・小・中・高校生、一般県民、ＰＴＡなどを対象とした講演、懇談会等への参加

（競技人口の拡大、青少年の健全育成等） 
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別紙３ 

愛媛県体育施設協会規約 

 

   第１章 総則 

第１条 この会は、愛媛県体育施設協会（以下「協会」という。）という。 

第２条 協会の事務所は、松山市市坪西町５５１番地 （公財）愛媛県スポーツ振興

事業団、愛媛県武道館事業課内に置く。 

 

   第２章 目的及び事業 

第３条 協会は、愛媛県内における体育施設の整備充実と適正な運営について研究協

議し、体育の振興に寄与することを目的とする。 

第４条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 各種体育団体、体育施設の管理者と体育施設の適正な運営について、調査研究す

ること。 

２ 体育施設の運営について、関係機関の諮問に応じて意見を具申すること。 

３ 県内外の体育施設管理者と連絡協議すること。 

４ 体育施設の利用整備などに関する研究会、講習会を開催し、又は参加すること。 

５ その他、協会の目的を達成するために必要な事業。 

 

   第３章 会員 

第４条 協会の会員は、次のとおりとする。 

１ 県市町体育施設管理者で協会の目的に賛同し、会費一施設につき年額１，５００

円を納める者。 

２ 協会の目的事業を賛助又は後援する者、又は団体。 

３ 協会に対し特に功労のあった者のうちから総会の決をもって推薦する者。 

 

   第４章 役員及び役員の選出 

第６条 協会に次の役員をおく。 

  会長１名、副会長１名、監事１名 

２ 会長には、（公財）愛媛県スポーツ振興事業団の参事を充てる。 

３ 副会長及び監事は、会長が任命する。 

 

   第５章 役員の職務 

第７条 会長は協会を代表し、会務を統轄する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、また会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

３ 監事は、協会の業務及び会計を監査する。 

 

   第６章 役員の任期 

第８条 役員の任期は、２年とする。但し再任を妨げない。 

２ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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３ 役員は、その期間が満了しても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 

 

   第７章 総会 

第９条 協会に総会を置く。 

２ 総会は、会員及び役員で構成する。 

３ 総会は、会長が招集する。 

第10条 議決等については、構成員の２分の１以上の者が出席しなければ会議を開き

議決することができない。 

２ 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

３ 総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもっ

て表決し、又は他の構成員に表決することを委任することができる。この場合にお

いて、書面表決者又は表決委任者は前１項の適用については、総会に出席したもの

とみなす。 

４ やむを得ない理由で総会を開催できない場合は、会長はその議決すべき事項を持

ち回りで処理することができる。 

    

第８章 会計 

第11条 協会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

   会費 事業収入 寄附金 その他の収入 

第12条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

第13条 会長は、毎年事業年度の決算を、翌事業年度の５月31日までに完了しなけれ

ばならない。 

２ 決算は、監事の意見を付して、総会の承認を経なければならない。 

 

   第９章 事務局 

第14条 協会に事務局をおき、事務職員をおくことができる。 

２ 事務職員は、会長が任命し、命を受けて事務を処理する。 

 

  第10章 施行細目 

第15条 この規約の施行について、必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

この規約は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規約は、平成27年７月１日から施行する。 
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