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禽 藴朿k昨蹙濟ブ㌱里索1/6抵ブ㌱燦f淋ɚ削謚蝠際傘冴薩昨堙癈θ通託腰坤藴朿kf淋謚
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ǖ 莉棡 

θǖχ馮茹サ暼 藴朿kf淋謚蝠堙0 11 阯0ǘ奡 

        姫ヘ033/8堙0 57 阯昨 」 昨 」 0 「 奡里索0 」 奡 

 

θǘχ跏  酖 莉暼宙黻kっ削檮裁腰莉暼嫻╪θ朝佻腰こ賠っχ里索寤圍嫻╪っ削嫻咲 

    済腰Gコ謚蝠29沈檮ょ支実似旨っ昨流膾哉里索Gコ謚蝠29沈ホっ昨ネー

昨鎮塡尤燦噪傘祭碕燦¥ɚ削曚跖際傘甑 

 

θǚχ痂  絣 会 邊嗹莉棡θ鑚蹙曚跖裁崎採三擦際χ 

         質 ）80っ昨痂瑟埼搆烝曚跖際傘甑 

解 曚坿莉棡 

質 莉暼藴朿033/8支実似旨宙黻k腰莉暼bド謚蝠宙黻k里索莉暼藴朿姫

〛脉謚蝠宙黻k 

ぇ淀朋ǚ烝削ǖ嘖曚跖際傘甑 

質 評脉跖こθ莉暼藴朿k謚蝠跖こ里索莉暼藴朿姫評脉跖こχ 

ぇ淀朋ǘ烝削ǖ嘖曚跖際傘甑 

 

θǜχT颱匙昨廸鍮 

    曚坿莉棡嘆削通託削ゅ疆際傘w靭燦:ィ裁冴寢淋朔腰曚坿莉棡燦嘆溺裁腰`阪削

T颱燦⊕妻祭碕歳再傘甑 

   会  ン裁哉嫻╪涉律歳:ィ細参腰母ぁk里索評脉kっ昨ブ和裏朔̂典昨晧廟削擁朿

燦里拶際採罪参歳再傘碕墓贖裁冴寢淋 

   解  Gコ謚蝠29沈ホ削逃傘ホぁ昨ネー削ゲ三歳:ィ細参腰罪昨不杞歳ン裁采濁塡作

ネー碕ィ薩晒参傘寢淋 

 

ǘ T颱 

θǖχ馮茹サ暼 藴朿kf淋謚蝠堙0 48 阯0ǖ奡 

        姫ヘ033/8堙0 「1 阯昨 5 昨 「1 0 1 奡里索0 「4 阯昨 15 0 1 奡 

 

θǘχ跏  酖 Gコ謚蝠29沈檮ょ支実似旨っ昨不杞削肴哉崎腰娘櫓腰和痛里索莉暼流⒅

裁っ腰⊕譏琢昨乕18削ゅ疆際傘碕ィ薩晒参傘寢淋腰裏朔Gコ謚蝠29沈っ

昨ホぁ昨ネー削肴哉崎腰濁塡40裁采朔ン裁哉濁疆歳]撒参傘寢淋削採哉

崎腰宙曚輸逃燦ɚ:削臺蜉裁腰苗塡栽肴鎮勉作乕18燦蘋傘甑 

 

θǚχT颱檮ょ昨敏暼嫻╪ 

    託ぇ削1/5際筮寤っ燦C擦彩崎腰莉暼嫻╪阯刀っ昨涉律昨:ィ歳盻ギ碕ィ薩晒参傘

寢淋 

                  

会 41筮質bド質〛寤っ削嫻咲采筮寤 



解 莉暼瀧めbド謚蝠宙黻kっ匙杼在晒参傘41筮 

回 Gコ謚蝠29沈ホ昨ネー視実祉っ昨便霍栽晒Yぎ麦塁燦1/5際宙黻kっ 

 

θǜχ⊕譏琢昨乕18 

    莉暼嫻╪涉律っ歳ィ薩晒参冴寢淋削腰坤娘櫓腰和痛腰莉暼昨流⒅裁っ墾燦⊕妻甑 

会 娘櫓腰和痛θ藴朿kf淋謚蝠堙0 49阯腰姫ヘ033/8堙0 「1阯昨 5 昨 「「 里索0 「4 阯昨 16χ 

質 莉暼嫻╪涉律歳:ィ細参冴寢淋腰鑢沪燦暼薩崎娘櫓裁腰塡疆作Xょ歳作采娘櫓

削逃傘乕18燦碕晒作栽榊冴寢淋削鑢沪燦暼薩崎乕18燦和痛際傘甑 

 

解 莉暼流⒅裁っθ藴朿kf淋謚蝠堙0 50阯腰姫ヘ033/8堙0 「1阯昨 5 昨 「」 里索0 「4 阯昨 17χ 

質 鑢沪擦埼削和痛削癩撒作栽榊冴寢淋削莉暼燦流三⒅際甑 

 

ǚ 端作莉棡宙奡 

  会朝佻鯖こ賠っ腰謚蝠燦⊕妻冴薩昨典奉歳豺榊崎哉傘栽甑 

  解Gコ謚蝠29沈θ跳つ29沈ホっ昨寤圍鯖盆二χ昨ネー削輸際傘二暼跏堙朔鎮勉栽甑 

  回堙痛っ埼暼薩晒参冴榲箆θ廸鍮榲腰典奉榲χ朔鎮勉削⊕撒参崎哉傘栽甑 

塊母ぁ怎㋼迯削鎮塡作シ軛燦裁崎哉傘栽腰擦冴鎮塡作怎㋼燦裁崎哉傘栽甑 

壊母ぁk削ー薩傘祭碕歳埼済傘襯謙昨謚腴哉昨38噬朔鎮勉栽甑 

廻謚蝠削輸際傘ヴき腰謚蝠蛬盗削逃傘ぇ埴歳鎮勉削豺賠細参崎哉傘栽甑 

快母ぁk昨朝⑯襭つ腰㌁瘤搨溺昨琦腰盻ギ作ノ潰k鯖41筮ミゃ典奉歳豺賠細参腰癩黻

k削檮裁崎雑腰€毒燦曚跖際傘っ昨盻ギ作乕18燦）載崎哉傘栽甑 

  怪倻濟渼朿削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎哉傘栽甑怪倻濟渼朿削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎哉傘栽甑怪倻濟渼朿削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎哉傘栽甑怪倻濟渼朿削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎哉傘栽甑    

        質宙妙脉鯖転黻脉っ歳腰獵43嫻╪堙っ昨サ暼削涉律裁崎質宙妙脉鯖転黻脉っ歳腰獵43嫻╪堙っ昨サ暼削涉律裁崎質宙妙脉鯖転黻脉っ歳腰獵43嫻╪堙っ昨サ暼削涉律裁崎質宙妙脉鯖転黻脉っ歳腰獵43嫻╪堙っ昨サ暼削涉律裁崎哉作哉栽甑哉作哉栽甑哉作哉栽甑哉作哉栽甑    

質⒅搨堙っ削サ暼細参傘盻ギ作ヰこ賠質⒅搨堙っ削サ暼細参傘盻ギ作ヰこ賠質⒅搨堙っ削サ暼細参傘盻ギ作ヰこ賠質⒅搨堙っ削サ暼細参傘盻ギ作ヰこ賠θ旨寺式執屍鹿実っχθ旨寺式執屍鹿実っχθ旨寺式執屍鹿実っχθ旨寺式執屍鹿実っχ歳こ18細参崎哉傘栽甑歳こ18細参崎哉傘栽甑歳こ18細参崎哉傘栽甑歳こ18細参崎哉傘栽甑    

        質渼朿æブ迯昨檮睛ヴきθ搨渼ヴきχ燦九暼裁腰宙黻脉鯖跖こっ昨コ鯖際哉寢脉削蚣質渼朿æブ迯昨檮睛ヴきθ搨渼ヴきχ燦九暼裁腰宙黻脉鯖跖こっ昨コ鯖際哉寢脉削蚣質渼朿æブ迯昨檮睛ヴきθ搨渼ヴきχ燦九暼裁腰宙黻脉鯖跖こっ昨コ鯖際哉寢脉削蚣質渼朿æブ迯昨檮睛ヴきθ搨渼ヴきχ燦九暼裁腰宙黻脉鯖跖こっ昨コ鯖際哉寢脉削蚣

1/5裁崎哉傘栽甑1/5裁崎哉傘栽甑1/5裁崎哉傘栽甑1/5裁崎哉傘栽甑    

        質琢ぇヴき削嫻咲済腰倻濟渼朿迯昨輸逃㎏輸匙昨〛寤鯖’蟷典奉燦豺賠裁腰へ佻鯖母質琢ぇヴき削嫻咲済腰倻濟渼朿迯昨輸逃㎏輸匙昨〛寤鯖’蟷典奉燦豺賠裁腰へ佻鯖母質琢ぇヴき削嫻咲済腰倻濟渼朿迯昨輸逃㎏輸匙昨〛寤鯖’蟷典奉燦豺賠裁腰へ佻鯖母質琢ぇヴき削嫻咲済腰倻濟渼朿迯昨輸逃㎏輸匙昨〛寤鯖’蟷典奉燦豺賠裁腰へ佻鯖母

ぁk削〛î裁崎哉傘栽甑擦冴腰暼鑢ɚ削步飫あHっ燦曚跖裁崎哉傘栽甑ぁk削〛î裁崎哉傘栽甑擦冴腰暼鑢ɚ削步飫あHっ燦曚跖裁崎哉傘栽甑ぁk削〛î裁崎哉傘栽甑擦冴腰暼鑢ɚ削步飫あHっ燦曚跖裁崎哉傘栽甑ぁk削〛î裁崎哉傘栽甑擦冴腰暼鑢ɚ削步飫あHっ燦曚跖裁崎哉傘栽甑    

        質倻濟渼朿迯削腰⒅搨㎏輸匙昨）鯖栽作〛寤典奉燦へ佻削浪î盡熹裁崎哉傘栽甑質倻濟渼朿迯削腰⒅搨㎏輸匙昨）鯖栽作〛寤典奉燦へ佻削浪î盡熹裁崎哉傘栽甑質倻濟渼朿迯削腰⒅搨㎏輸匙昨）鯖栽作〛寤典奉燦へ佻削浪î盡熹裁崎哉傘栽甑質倻濟渼朿迯削腰⒅搨㎏輸匙昨）鯖栽作〛寤典奉燦へ佻削浪î盡熹裁崎哉傘栽甑    

擦冴腰⒅搨嗹鯖坿娵撤褊碕昨誘本典奉歳├43細参崎哉傘栽甑擦冴腰⒅搨嗹鯖坿娵撤褊碕昨誘本典奉歳├43細参崎哉傘栽甑擦冴腰⒅搨嗹鯖坿娵撤褊碕昨誘本典奉歳├43細参崎哉傘栽甑擦冴腰⒅搨嗹鯖坿娵撤褊碕昨誘本典奉歳├43細参崎哉傘栽甑    

        悔悔悔悔搨r檮九削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎搨r檮九削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎搨r檮九削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎搨r檮九削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎哉傘栽甑哉傘栽甑哉傘栽甑哉傘栽甑    

        質質質質蹙濟ɚ削腰搨r削逃傘晧廟:鴇昨典奉θへ佻戻昨蒜〛Xミ腰ノ潰k莉暼腰コ嘖三甓蹙濟ɚ削腰搨r削逃傘晧廟:鴇昨典奉θへ佻戻昨蒜〛Xミ腰ノ潰k莉暼腰コ嘖三甓蹙濟ɚ削腰搨r削逃傘晧廟:鴇昨典奉θへ佻戻昨蒜〛Xミ腰ノ潰k莉暼腰コ嘖三甓蹙濟ɚ削腰搨r削逃傘晧廟:鴇昨典奉θへ佻戻昨蒜〛Xミ腰ノ潰k莉暼腰コ嘖三甓

尤腰搨rあHっχ燦豺彩崎採采甑尤腰搨rあHっχ燦豺彩崎採采甑尤腰搨rあHっχ燦豺彩崎採采甑尤腰搨rあHっχ燦豺彩崎採采甑    

        質質質質坿娵鯖輸逃㎏輸碕昨’蟷θ’25菱鯖濁桎k筮寤蒜鐚χ坿娵鯖輸逃㎏輸碕昨’蟷θ’25菱鯖濁桎k筮寤蒜鐚χ坿娵鯖輸逃㎏輸碕昨’蟷θ’25菱鯖濁桎k筮寤蒜鐚χ坿娵鯖輸逃㎏輸碕昨’蟷θ’25菱鯖濁桎k筮寤蒜鐚χ    

        質質質質こ賠傜昨晧廟:鴇θす寤〉18腰搨rTズ斯旨至痔腰搨r始磁鹿っχこ賠傜昨晧廟:鴇θす寤〉18腰搨rTズ斯旨至痔腰搨r始磁鹿っχこ賠傜昨晧廟:鴇θす寤〉18腰搨rTズ斯旨至痔腰搨r始磁鹿っχこ賠傜昨晧廟:鴇θす寤〉18腰搨rTズ斯旨至痔腰搨r始磁鹿っχ    

        質a磧迯θ濁桎k筮寤燦癧冴寢淋χ削ɚ:作檮睛θ典奉豺賠腰’25質〛寤腰步飫カ棡χ質a磧迯θ濁桎k筮寤燦癧冴寢淋χ削ɚ:作檮睛θ典奉豺賠腰’25質〛寤腰步飫カ棡χ質a磧迯θ濁桎k筮寤燦癧冴寢淋χ削ɚ:作檮睛θ典奉豺賠腰’25質〛寤腰步飫カ棡χ質a磧迯θ濁桎k筮寤燦癧冴寢淋χ削ɚ:作檮睛θ典奉豺賠腰’25質〛寤腰步飫カ棡χ

燦⊕妻甑燦⊕妻甑燦⊕妻甑燦⊕妻甑 

恢宙譖歳æブ裁冴寢淋腰p腰滲か腰母ぁk朸踞削’25燦⊕妻っ盻ギ作乕18燦）載冴琢腰

淀嗽燦ミ軛裁腰冨æ搨溺檮九燦）載崎哉傘栽甑 

  懐癩黻k昨⎬鍈昨鴇莵里索把爲w絣削肴哉崎盻ギ作っX燦⊕妻碕蒜削腰こ賠鯖賠仟っ

昨⇐ブɚ作っX削昧薩崎哉傘栽甑 

  戒評脉k娣三襯削肴哉崎腰託ぇ宙奡歳鎮勉削⊕撒参崎哉傘栽甑 

  質ノ潰k里索ぃ妹k歳敏暼細参腰揺服碕〛澤歳慕骨削鴇っ細参崎哉傘栽甑 

  質箆㊄宙妙削肴哉崎腰不使¥奉典奉歳├43細参崎哉傘栽甑 

  質母ぁk碕昨鴇っ淘嵃鎬θ怎㋼鎬χ曇朝慕箆㊄瞭澤っ盻ギ作鎬廋燦賠彩崎哉傘栽甑 

  拐幣擊謦冏盆二燦朔載薩碕際傘寤圍質盆二昨二暼っ削肴哉崎鎮勉削檮睛裁崎哉傘栽甑 



禽曚坿莉棡削採砕傘莉棡宙刀っ削肴哉崎θŕ」が6χ 

 莉棡奡¥ 莉 棡 不 杞 

ǖ 

殺刮サ91腰 

母ぁ怎㋼鎬腰 

裴ギ宙奡シ軛鎬 

質殺刮サ91鯖暼腿っ歳腰通縫昨堙癈隣昨擦擦削作榊崎哉傘師実旨歳再三擦

裁冴甑 

Q圻昨塡瑟隣朔腰坤藴朿k昨蹙濟ブ㌱里索1/6抵ブ㌱燦f淋ɚ削謚蝠際傘

冴薩昨堙癈θ藴朿kf淋謚蝠堙χ墾埼際昨埼腰輸逃サ91昨廸鍮燦採庨哉

裁擦際甑 

殺刮サ91昨廸鍮削肴哉崎朔榲砕箆崎託細哉甑 

質母ぁ怎㋼鎬昨怎㋼k朔腰宙黻k隣。堙朝鎚←k揺)燦軛ぇ裁崎託細哉甑 

宙黻脉隣鯖っXk隣削作榊崎哉傘雑昨歳再三擦際甑 

怎㋼鑢戻朔腰溜29kそ昨謚29ゃ暼鑢戻燦i綰裁崎託細哉甑 

怎㋼鑢戻昨慱鑢歳腰謚29ゃ暼蹙昨縫埼再傘師実旨歳再三擦際甑 

質裴ギ宙奡シ軛鎬削腰㌁瘤燦搨溺際傘冴薩昨宙奡里索ノ潰kへ螂隣昨ぇÓ

歳作哉雑昨歳再三擦裁冴甑 

擦冴腰シ軛k昨札昨ぇ評歳再三擦裁冴歳腰宙黻k隣。鎚←k揺)碕シ軛k

隣θ脉榧鯖へ隣腰艸揺χ燦軛ぇ際傘祭碕埼腰母ぁk削晧盪裁崎雑晒彩傘

碕磔哉擦際甑  

ǘ 曇慕謚蝠ヴき 

質支実似旨っXθ蛬盗χノ潰k朔腰曇慕謚蝠ヴき昨転耨削逃傘抵た燦明柏

裁腰ヴき淀騁昨不杞削肴哉崎腰芻疆kっ栽晒粤コ燦ー薩腰罪昨ぇ埴燦豺

賠裁崎託細哉甑 

質曇慕謚蝠ヴき削朔腰転耨k里索シ軛kθ蒜削支似っ昨χへ螂隣歳緖哉雑

昨腰母ぁk昨輪粤θ21隣鯖揺χ歳緖哉雑昨雑コ溜砕晒参擦裁冴甑 

支実似旨蛬盗明慱縫削輪粤燦癧崎託細哉甑 

作採腰彬典ɚ作支実似旨昨着暼脉ギ迯戻θ慼宙腰蕭瞩っχ昨ぇÓ歳再参

柵撒栽三鯖際哉碕磔哉擦際甑 

質支実似旨っXノ潰k朔腰曇慕謚蝠ヴき昨転耨癆腰示誌祉式執市作鷺削皿

三曇慕謚蝠ヴき昨曚跖w靭昨臺蜉燦⊕妻碕碕雑削腰棍作采碕雑6師鏤θ楷

枕82⊕謚蝠腰GコあH削採哉崎朔 」 師鏤χ削ǖ嘖通琢腰曇慕謚蝠ヴき昨

コ`裁燦⊕哉腰盻ギ削睛載崎疆ゅヴき昨廸鍮燦⊕榊崎託細哉甑 

ǚ 支実似旨蛬盗ぇ埴 

質支実似旨燦蛬盗裁冴碕済朔腰母ぁk昨盪̂昨w靭腰母ぁk匙昨莉棡腰妹

ヮ腰bド檮睛っ昨彬典ɚ作謚蝠不杞燦ぇ埴裁腰母ぁk昨:ィ雑癧崎託細

哉甑超癆昨ヴき廸鍮鯖腰皿三フ哉支実似旨昨髭曚削痺コ崎傘皿妻採庨哉

裁擦際甑 

質支実似旨蛬盗ぇ埴削支実似旨不杞慕昨脉ギ迯戻燦ぇÓθけ儁㋷χ裁腰曇

慕謚蝠ヴき碕値頹際傘寢淋朔腰疆ゅヴき昨コ`裁燦鶺ヹ裁崎託細哉甑 

脉ギ迯戻朔腰く哉冴旨時実旨削豬數坂砕ぇ評埼雑フ哉碕磔哉擦際甑 

ǜ 倻濟渼朿檮九 

質篶暼細参傘倻濟渼朿歳æブ裁冴寢淋削採砕傘腰母ぁk昨晧廟:鴇昨冴薩

昨典奉腰步飫昨跏堙っ燦暼薩冴坤宙黻脉搨渼ヴき墾燦九暼裁腰步飫あH

っ燦曚跖裁崎託細哉甑 

搨渼ヴき朔腰「6 烝燵腰廟宙黻脉埼転耨裁崎夌済擦裁冴甑 

「8 烝燵削朔腰斎G便昨跖こ鯖宙黻脉削I̊祭傘療1磽歳珽哉瞭徉鯖徉靱

朿削檮睛埼済傘坤倻濟渼朿檮九ヴき墾昨蛬箆燦淘嵃裁崎採三擦際甑 

祭参削肴済擦裁崎朔腰鑷坂蛬箆細参崎哉作哉寢淋朔腰盻剤箆裁崎ヒ妻盻

ギ歳再傘昨埼腰`阪削蛬箆燦採庨哉裁擦際甑 



作採腰步飫あHっ雑腰暼鑢ɚθ鏘杼三昨⒅搨21削採哉崎嘖豬鯖跏堙っゆ

出燦:ィ昨祭碕χ削腰涖渼腰坿𪘚腰㎆窗腰徉靱朿っ燦篶暼裁崎曚跖燦採

庨哉裁擦際甑 

質倻濟渼朿歳æブ裁冴寢淋削腰癩黻k里索母ぁk歳腰疆傜昨步飫ブ㌱燦際

傘祭碕歳埼済傘皿妻腰盻ギ作慼㋭腰挍賽靱腰諭わ仟っ燦賠49裁崎託細哉甑 

質鏘0朔腰Y削パ彳作◇朿燦諾彩傘渼朿歳æブ裁崎哉傘昨埼腰跖こ鯖宙黻

脉昨曇慕昨w靭燦友便削服札腰拓瀧削賠彩崎託細哉甑 

 作採腰搨r典奉削肴哉崎雑腰友便作檮九燦鶺ヹ庨哉擦際甑 

Ą 搨r檮九 

質跖こっ削採砕傘搨r檮九珵鶺奡¥昨姉使詩鹿使執削餐榊冴檮九燦蹣磧削

⊕榊崎託細哉甑 

 轅烝鑽迯珵埼腰斎G便昨跖こっ歳鷺昨皿妻作w絣埼再傘昨栽珵鶺裁崎夌

哉冴糸史紫屍式旨詞削肴哉崎朔腰鑷坂蛬箆細参崎哉作哉宙黻脉歳再三擦

際甑祭参雑盻剤蛬箆裁崎雑晒妻盻ギ歳再傘昨埼腰`阪削蛬箆燦採庨哉裁

擦際甑 

質超癆朔腰 

蹙濟昨晧廟檮九θ晧廟:鴇昨典奉腰コ嘖三甓尤腰搨rあHっχ 

坿娵鯖輸逃㎏輸碕昨’蟷θ’25菱鯖濁桎k筮寤蒜鐚χ 

こ賠傜昨晧廟:鴇θす寤〉18腰搨rTズ斯旨至痔腰搨r始磁鹿っχ 

a磧迯削ɚ:作檮睛θ典奉豺賠腰’25質〛寤腰步飫カ棡χ燦⊕妻 

っ昨流三04札削肴哉崎妹ヮ鯖莉棡燦⊕妻着暼埼際甑 

轅烝陋腰廟嚔ɚ削擦冴̂0作粽掀削採哉崎雑┥擦裁哉宙鍔鯖渼朿歳再三

擦裁冴甑拓瀧昨寢淋燦濟削篶暼裁崎腰θ黻妙琢煮徙っ昨緖哉皿妻削χ癆

竕裁作哉拓廟昨檮九燦コ崎崎夌采皿妻採庨哉裁擦際甑 

Ľ ㌁瘤搨溺 

質㌁瘤燦搨溺際傘琦昨€毒歳曚跖細参崎哉作哉宙黻脉歳¥コ阪擦裁冴甑 

暼鑢ɚ削€毒燦曚跖裁冴妻彩腰罪昨ぇ埴燦豺賠裁崎託細哉甑 

作採腰€毒削理盆埼済作栽榊冴朝歳哉傘寢淋朔腰癆蹙腰罪昨不杞燦浪î

盡熹裁崎託細哉甑 

厩贖栽晒14霙ɚ削㌁瘤削作傘祭碕雑再三擦際昨埼腰蝙粤裁崎託細哉甑 

Ś 
怎㋼謚29褻昨寤櫓

っ 

質母ぁ怎㋼燦r14裁冴碕済朔腰怎㋼謚29褻腰罪昨直盻ギ作宙奡燦溜29kそ

昨宙黻kぇ評屢削ぇÓ裁腰罪昨腐裁燦鴇っ裁崎託細哉甑 

怎㋼蹙埼朔作采腰謚29ゃ暼鑢戻燦ぇ評裁崎哉傘宙刀歳コ溜砕晒参擦裁冴

昨埼蝙粤裁崎託細哉甑 

怎㋼燦G湊鍮赱裁崎哉傘寢淋朔腰鏘02ɚ作怎㋼02嫡蹙燦ぇ評際傘昨埼├

哉擦在珊甑θ作採腰滲か削皿三流三膾哉歳ぎ作傘寢淋歳再三擦際昨埼腰

ゆ出朔滲か削:ィ裁崎采坂細哉χ 

質溜29kそ昨宙黻kぇ評屢削ぇÓ裁冴不杞朔腰滲か削檮裁脉暼昨┦瑟削皿

三揭ⅻ作采寤櫓裁崎託細哉甑 

Ş 
跳つ29沈ホっ昨巸

削逃傘〛î 

質堙暼鎚X溜媧削皿三滲か栽晒跳つ29沈ホっ昨謚29燦溜砕冴寢淋腰母ぁk

削檮裁鎬傜削皿三罪昨巸燦〛î裁崎託細哉甑 

Ť ⇐ブっXっ 

質ℓ傜脉腰詞使鴫昨蒜ぁ祉士識朔腰⇐ブっX琢鎮疆埼朔作哉昨埼腰褊履昨

妻彩脉ギ昨乕18θ時実歯実祉士識っχ燦）載崎託細哉甑 

質擦冴腰嚠痂ú砕珊雑腰⇐ブっX琢鎮疆埼朔作哉昨埼腰褊履裁腰脉ギ昨乕

18θ㉚典在榊砕珊っχ燦）載崎託細哉甑 

10 裴ギ宙奡昨蚣1/5 質宙黻脉昨コ鯖際哉寢脉削腰殺刮サ91昨齪ギ腰癩黻k昨鵡妙典奉罪昨直昨



母ぁあŮk昨支実似旨昨敏艙削ユ際傘碕ィ薩晒参傘裴ギ宙奡燦蚣1/5裁

崎託細哉甑 

旨時実旨歳緖哉寢淋っ朔腰夫敕痂瑟削裁崎夌哉崎├哉擦在珊甑 

11 61枌鴇莵 

質癩黻k栽晒腰黻妙琢î三癧冴61枌昨鴇莵削輸際傘エ㋼鎬っ昨盍流燦⊕妻

っ盻ギ作乕18燦）載崎託細哉甑 

θ-へ癆雑61枌燦㍻晒細作哉踪昨ぇÓ雑盻ギχ 

質直昨宙黻kっ削檮裁崎腰母ぁk裏朔朸踞昨筮寤燦蛬盗際傘薇朔腰再晒栽

載薩疆ゅ母ぁk里索朸踞鎚←kっ栽晒雑輪粤鎬燦盍流裁崎託細哉甑 

作採腰鑢戻昨暼薩燦裁崎哉傘寢淋朔腰ゲ三昨緖哉皿妻庨哉擦際甑 

質母ぁk昨螂隣燦ホ←㊎削ぇÓ裁冴児仕使識燦腰0濯k栽晒コ彩傘w絣埼

鴇っ裁崎哉傘寢淋朔腰曇朝筮寤鴇つ昨冴薩檮九燦）載崎託細哉θ濁℃ズ

昨竺紫始実鯖始実至執母ぁっχ 

1「 宙譖æブ迯昨檮睛 

質母ぁk削檮際傘支実似旨蛬盗削皿三宙譖歳æブ裁冴寢淋腰鑚朝削檮際傘

）鯖栽作譽つ乕18燦採庨哉裁擦際甑 

罪昨癆腰p滲か里索疆ゅ母ぁk昨朸踞っ削檮裁崎’25燦採庨哉裁擦際甑 

p削檮裁崎朔脉暼昨┦瑟削皿三宙譖寤櫓裁崎夌済擦際歳腰宙譖昨齪ギ腰

鑚朝腰朸踞昨w靭っ削肴哉崎腰ɚ:削ぇ評裁崎託細哉甑 

宙譖昨淀嗽燦友便削便霍裁腰超癆昨宙譖搨溺檮九削痺コ崎崎夌采皿妻採

庨哉裁擦際甑 

評脉㋷宙黻脉埼朔腰ゲわ歳彌哉昨歳跚削作三擦際甑 

Y削腰塁㋐4/11わっ朔和削逃撒傘寢淋歳再傘昨埼ギ蝙粤埼際甑 

1」 溷モ昨謚腴っ 

質溷モサ91燦豺賠裁腰ブペ㌱湊削逃傘宙黻昨率評栽晒θブペ㌱湊削逃傘宙

黻削盻ギ作χ10ホ燦蘰瞩裁冴巸削b疆際傘襯巸燦溷モ碕裁崎謚腴榊崎託

細哉甑鑚烝 4 鏤昨嫻╪謦塡削皿三腰Y削ź夂宙黻脉削肴哉崎朔腰祭参燦

轗塡際傘冴薩昨10刮謦冏ヴき鎬っ燦蛬箆θ6 鏤鑽χ腰裏Ęŕ埼昨苗←歳盻

ギ埼際甑 

質作採腰溷モサ91燦転耨裁崎哉作哉宙刀歳札晒参擦裁冴昨埼腰転耨裁崎夌

采皿妻採庨哉裁擦際甑 

14 跖こ弸楷枕質謚蝠 

質楷枕ギ鍔燦:ィ裁崎采坂細哉甑某碕出栽哉昨埼友便蝙粤歳盻ギ埼際甑 

θゆ出朔雌執詩字紫屍っ:ィχ 

θ跖こ弸楷枕χ 

 楷枕菱吊黻碕鎮塡作怎㋼r14 

楷枕蛬盗削肴哉崎殺刮サ91削軛ぇ 

曇慕謚蝠ヴき削軛ぇ里索溷モ塁琢鯖瀧め楷枕82⊕削ユ際傘祭碕歳盻ギ 

f豬朔暼佻昨 7 某通託 

鏤 「嘖宙黻脉不埼あH¥④昨署耨燵は燈 

 跖こ弸θへ佻輪⊕χ里索鑚典母ぁk搆昨朝佻盆18昨髭æ 

θ跖こ弸謚蝠χ 

楷枕蛬盗削肴哉崎殺刮サ91削軛ぇ 

曇慕謚蝠ヴき削軛ぇ腰溫 1埼ヴきコ`裁里索溷モ塁琢鯖瀧め楷枕82⊕削

ユ際傘祭碕歳盻ギ 

 母ぁk裏朔謚蝠宙黻脉栽晒w靭燦し済流三蹙寤転耨 

 烝戻 180 蹙歳沪燵 

 鑚典跖こ母ぁk昨崢佻朔濁療 

 a磧迯昨檮睛歳埼済傘祭碕 



15 
靭濂迯檮睛盆二θ鏤

4 嘖沪燵χ 

質磧┖っ削皿三母ぁ燦嘆溺裁冴蹙昨縫骨蹙腰縫蹙裏朔疆蹙削嘆溺昨’25歳

再榊冴寢淋腰母ぁk昨w靭燦:ィ裁腰瑰済62済母ぁ燦透際作鷺昨bド蝠

妹燦⊕妻碕蒜削腰罪昨不杞燦ぇ埴際傘祭碕腰歳ギ鍔碕作榊崎哉擦際甑 

bド蝠妹燦曚跖裁冴ぇ埴歳作哉寢淋腰二暼埼済作哉昨埼斎蝙粤託細哉甑 

作採腰盆二削肴哉崎朔腰ⅺ廋雑彌采腰戻涉哉鯖脈涉哉裁軫哉雑昨埼際歳腰

宙黻脉碕裁崎盆二燦流傘通琢腰戻涉彩崎3祐っ緖済皿妻拓廟昨:ィ典奉

歳盻ギ埼際甑 

16 廸鍮榲 

質宙黻脉昨隣79腰脉圻坿腰殺刮サ91里索跳つ29沈ホっ昨ネー削輸際傘宙奡

罪昨直翌ブ枕畑h痛埼暼薩傘宙奡削廸鍮歳再榊冴寢淋削朔腰10 蹙通不削

脉暼昨┦瑟θ┦瑟 11 陵χ削皿三廸鍮不杞燦榲砕箆崎託細哉 

作採腰ゅ疆再傘寢淋腰┦瑟 18 陵θ宙黻明慱榲昨廸鍮榲χ雑盻ギ埼際甑 

調晒撒裁哉埼際歳斎蝙粤託細哉甑 
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（自己点検表抜
粋）居宅介護

(P11,12)
主　眼　事　項 着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 条例・規則 根拠法 関係書類

法第43条

（１）指定居宅介護事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の
保護者の立場に立った指定居宅介護の提供に努めているか。

適・否
条例第4条第2項 平18厚令171第3条第2

項
（２）指定居宅介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を
行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

適・否
条例第4条第3項 平18厚令171第3条第3

項
（３）指定居宅介護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該
利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃
除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとなって
いるか。

適・否

条例第5条第1項 平18厚令171第4条第1
項

第２　人員に関する基準 法第43条第1項

１　従業者の員数 　指定居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。
適・否

条例第6条第1項 平18厚令171第5条第1
項

２　サービス提供責任者 　指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応
じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。
  ただし、当該者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる（詳細は解釈通知によ
る）。

適・否

条例第6条第2項 平18厚令171第5条第2
項

３　管理者 　指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
（ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同
一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。）

適・否

条例第7条 平18厚令171第6条

第３　設備に関する基準 法第43条第2項

設備及び備品等 　事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか 指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等
が備えられているか。 適・否

条例第9条第1項 平18厚令171第8条第1
項

第４　運営に関する基準 法第43条第2項

（１）指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に
係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他
の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介
護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

適・否

条例第10条第1項 平18厚令171第9条第1
項

（２）指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応
じた適切な配慮をしているか。 適・否

条例第10条第2項 平18厚令171第9条第2
項

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、契約支給量、その他の必
要な事項（受給者証記載事項）を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 適・否

条例第11条第1項 平18厚令171第10条第
1項

（２）契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。
適・否

条例第11条第2項 平18厚令171第10条第
2項

（３）指定居宅介護事業者は指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を
市町村に対し遅滞なく報告しているか。 適・否

条例第11条第3項 平18厚令171第10条第
3項

（４）指定居宅介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、（１）から（３）に準じて取り扱っている
か。 適・否

条例第11条第4項 平18厚令171第10条第
4項

３　提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく指定居宅介護の提供を拒んでいないか。
適・否

条例第12条 平18厚令171第11条

４　連絡調整に対する協
力

　指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる
限り協力しているか。 適・否

条例第13条 平18厚令171第12条

５　サービス提供困難時
の対応

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介
護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速や
かに講じているか。

適・否

条例第14条 平18厚令171第13条
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第１　基本方針

１　内容及び手続きの説
明及び同意

２　契約支給量の報告等



主　眼　事　項 着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 条例・規則 根拠法 関係書類

６　受給資格の確認 　指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定
の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 適・否

条例第15条 平18厚令171第14条

（１）指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者
の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 適・否

条例第16条第1項 平18厚令171第15条第
1項

（２）指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間
の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

適・否
条例第16条第2項 平18厚令171第15条第

2項

８　心身の状況等の把握 　指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保
健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 適・否

条例第17条 平18厚令171第16条

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を
行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密
接な連携に努めているか。

適・否

条例第18条第1項 平18厚令171第17条第
1項

（２）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行
うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 適・否

条例第18条第2項 平18厚令171第17条第
2項

10　身分を証する書類の
携行

　指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められ
たときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 適・否

条例第19条 平18厚令171第18条

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項
を、指定居宅介護の提供の都度記録しているか。 適・否

条例第20条第1項 平18厚令171第19条第
1項

（２）指定居宅介護事業者は、（１）の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定居宅介護を提供したこ
とについて確認を受けているか。 適・否

条例第20条第2項 平18厚令171第19条第
2項

（１）指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるの
は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適
当であるものに限られているか。

適・否

条例第21条第1項 平18厚令171第20条第
1項

（２）（１）の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を
求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ている
か。
 （ただし、13の（１）から（３）までに掲げる支払については、この限りではない。）

適・否

条例第21条第2項 平18厚令171第20条第
2項

13　利用者負担額等の受
領

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者
負担額の支払を受けているか。 適・否

条例第22条第1項 平18厚令171第21条第
1項

（２）指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指
定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 適・否

条例第22条第2項 平18厚令171第21条第
2項

（３）指定居宅介護事業者は、（１）及び（２)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業
の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに
要した交通費の額の支払いを受けているか。

適・否
条例第22条第3項
規則第3条

平18厚令171第21条第
3項

（４）指定居宅介護事業者は、（１）から（３）までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収
証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 適・否

条例第22条第4項 平18厚令171第21条第
4項

（５）指定居宅介護事業者は、（３）の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に
対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 適・否

条例第22条第5項 平18厚令171第21条第
5項

14　利用者負担額に係る
管理

　指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護
事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障
害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等
につき法第29条第3項（法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算定された介護給付
費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（利用者負担額合計額）を算定しているか。
　この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定
障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

適・否

条例第23条 平18厚令171第22条

15　介護給付費の額に係
る通知等

（１）指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合
は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。 適・否

条例第24条第1項 平18厚令171第23条第
1項

12　指定居宅介護事業者
が支給決定障害者に求め
ることのできる金銭の支
払の範囲等

７　介護給付費の支給の
申請に係る援助

11　サービスの提供の記
録

９　指定障害福祉サービ
ス事業者等との連携等
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