令和３年度

愛媛県障害福祉サービス等情報の公表実施要綱

第１

目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（平成 17 年法律第 123
号。以下「障害者総合支援法」という。
）第 76 条の３及び児童福祉法（昭和 22 年法律
第 164 号。以下「児福法」という。
）第 33 条の 18 に基づく障害福祉サービス等情報の
公表について、必要な事項を定める。

第２

趣旨
障害者総合支援法第 76 条の３第１項及び児福法第 33 条の 18 第１項に規定する対象
事業者（以下「事業者」という。）から報告される障害福祉サービス等情報の受理、調
査、情報の公表等の事務を実施するに当たり、当該事務を効率的かつ円滑に行うため、
本要綱を策定する。

第３

情報の公表を行う指定障害福祉サービス等の種類
情報の公表を行う指定障害福祉サービス等の種類は、以下のとおりとする。
１ 指定障害福祉サービス（共生型障害福祉サービスを含む。）
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、
指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指
定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立
生活援助及び指定共同生活援助
２ 指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
３ 指定計画相談支援
４ 指定通所支援（共生型通所支援を含む。
）
指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援（指定発達支援医療機関が行うもの
を除く。）、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育
所等訪問支援
５ 指定障害児相談支援
６ 指定入所支援（指定発達支援医療機関が行うものを除く。）
指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設

第４ 障害福祉サービス等情報の具体的内容
障害者総合支援法第 76 条の３第１項及び児福法第 33 条の 18 第１項の規定に基づき、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成 18 年厚
生労働省令第 19 号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。
）の別表第１号及び別
表第２号並びに児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号。以下「児福則」と
いう。）の別表第２及び別表第３に掲げる項目に関する具体的内容は、それぞれ、別添
１基本情報及び別添２運営情報のとおりとする。
第５ 報告の対象となる事業者
障害者総合支援法第 76 条の３第１項及び児福法第 33 条の 18 第１項の規定により、
新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定障害
福祉サービス等の提供を開始しようとするときに報告の対象となる。
また、障害者総合支援法第 76 条の３第１項及び障害者総合支援法施行規則第 65 条
の９の６並びに児福法第 33 条の 18 第１項及び児福則第 36 条の 30 の２の規定により、
災害その他知事に対し情報公表対象サービス等の報告を行うことができないことにつ
き正当な理由がある事業者を除き、本要綱で定める基準日より前において指定障害福祉
サービス等を提供している事業者が報告の対象となる。
第６ 実施主体
情報公表制度の事務の実施主体は、事業者に対し、指定障害福祉サービス事業者等に

係る指定を行った知事とする。
ただし、市町長（中核市の長を除く。）から指定を受けた指定特定相談事業者が提供
する、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援に係る情報公表の事務の実施主体は、
当該市町を管轄する知事とする。
第７ 基準日
本要綱の基準日は、令和３年４月１日とする。
第８ 実施期間
本要綱の実施期間は、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までとする。
第９ 報告の方法
事業者は、原則、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公
表システム」
（以下「公表システム」という。
）を通じ、知事へ報告するものとする。
ただし、公表システムを通じて報告できないやむを得ない事情がある場合については、
文書等により、知事へ報告するものとする。
第 10

報告の開始
事業者が知事へ障害福祉サービス等情報を報告する開始日は、以下のとおりとする。
１ 基準日より前に指定障害福祉サービス等の提供をしている事業者
令和３年５月７日
２ 基準日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者
指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日

第 11 報告の期限
事業者が知事へ障害福祉サービス等情報を報告する期限は、以下のとおりとする。
１ 基準日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者
令和３年７月 30 日
２ 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者
指定障害福祉サービス等の指定を受けた日から１か月以内
第 12 公表の時期
公表の時期は、以下のとおりとする。
１ 基準日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者
報告後２か月以内
２ 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者
報告後１か月以内
第 13 障害福祉サービス等情報更新の取扱い
法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページ及びメール
アドレスについては、指定障害福祉サービス等事業所の情報として重要な事項であるた
め、事業者は、当該事項について修正又は変更のあったときに、知事に報告を行うこと
とする。
第 14 是正命令を受けた事業者に係る障害福祉サービス等情報の取扱い
事業者は、
知事から、
障害者総合支援法第 76 条の３第４項及び児福法第 33 条の 18 第
４項の規定に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を命じられた事業者に係る障害福
祉サービス等情報について、知事の指示により、調査又は公表を行うこと。
第 15 調査の実施等
１ 調査の目的
障害者総合支援法第 76 条の３第３項及び児福法第 33 条の 18 第３項の規定による

調査は、利用者保護等の観点から、知事が事業者から報告された障害福祉サービス
等情報の根拠となる事実を確認するために行うものである。
２ 調査の実施時期
事業者から報告された障害福祉サービス等情報の内容に係る調査については、知
事が公表を行うため必要と認める場合に実施する。調査を実施することが適当な場
合として、次の場合は必要に応じて調査を実施する。
・ 報告された内容に虚偽が疑われるとき
・ 公表内容について、利用者から苦情等があったとき
・ 指定障害福祉サービス等に係る実地指導を行うとき
・ その他（食中毒や感染症の発生、火災、虐待等の問題が生じたとき等）
３ 調査の実施方法
（１）基本的事項
ア 調査の実施体制
調査は、職員１名以上で行うものとする。
イ 調査の内容
調査は、基本情報及び運営情報について確認を行うものとする。
ウ 調査の方法
調査は、事業者を訪問し、当該調査に関して事業者を代表する者との面接調
査により行う。ただし、面接調査以外の方法により適正な調査が実施できる場
合については、その他の方法により行う。
（２）具体的事項
ア 面接調査の方法
（ア）調査の時点及び期間
調査の時点は、報告日現在とする。また、過去の実績等の調査対象期間は、
報告された情報の作成日の前１年間とする。
（イ）基本情報の調査方法に係る共通的事項
調査は、当該情報の内容が確認できる記録等の書類や事業所内外の目視
等により確認するものとする。
（ウ）運営情報の調査方法に係る共通的事項
ａ 調査は、運営情報において、実施していると報告のあった事項について、
その具体的な方法の確認を行うものとする。
ｂ 具体的な方法を確認するに当たっては、当該取組の実施の有無を確認
するものとし、取組の実施内容に関する良し悪しの評価、改善指導等を行
わないものとする。
ｃ 具体的な方法を確認するに当たり、利用者ごとの記録等の事実確認を
行う場合については、当該記録等の原本を１件確認することで足りるも
のとする。
ｄ 具体的な方法を確認するに当たっては、紙、電子媒体等の形式は問わ
ないものとする。
ｅ 研修会等の実施記録の確認に当たっては、少なくとも、当該研修会等
の題目、開催日、出席者及び実施内容の概要を確認するものとする。
ｆ 各種研修については、事業者が自ら実施するもの又は外部の研修へ参
加させるものの別を問わないものである。
イ 調査の終了
調査の終了時においては、調査結果について、事実誤認がないこと及び調査
結果がそのまま公表されるものであることについて事業者の同意を得るものと
する。当該同意をもって、調査が終了するものとする。
４ 調査事務に関する留意事項
本制度における調査は、事業者が自らの責任で報告する障害福祉サービス等情
報について、知事が必要と認める場合に当該情報の事実確認を行うための仕組みで
あり、当該調査による事実確認により、事業者が実施する取組の良し悪しや、事業
者自体を評価する仕組みではないこと。

第 16 情報の公表
１ 手続き
知事は、実施要綱に基づき、事業者が提供する指定障害福祉サービス等の種類・
事業所ごとの基本情報及び運営情報を公表する。また、調査を実施した場合には、
当該調査結果について公表する。
２ 公表の方法等
知事が行う情報の公表方法は、次によるものとする。
（１）インターネットによる公表
知事は、管轄の事業者の障害福祉サービス等情報を公平に公表するとともに、
極めて多くの事業者の情報の中から、利用者が必要な情報を抽出し、適切に比較
検討することを支援するため、インターネットによる公表を行うものとする。
また、知事は、インターネットによる公表情報が適切に障害福祉サービス等の
利用者等に伝わるよう、利用者の家族、市町、相談支援事業者等に対し、本制度
の活用について普及啓発に努めるものとする。
（２）その他の公表方法
知事は、利用者等からの要請に応じて、紙媒体による情報提供、閲覧等につい
ても行うものとする。
（３）事業者による公表
事業者は、公表する障害福祉サービス等情報について、障害福祉サービス事業
所等の見やすい場所に掲示するなど、利用者等への情報提供に努めるものとする。
また、利用者等が希望する場合は、事業者は、利用者等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に、公表する障害福祉サービス等情報を
添付することが望ましい。
第 17 苦情等の対応
１ 苦情等対応窓口
公表されている情報（以下「公表情報」という。
）に関する利用者等からの苦情等
の窓口は、次のとおりとする。ただし、第３の１～５のサービス等を提供する事業
所のうち、松山市が指定する事業所を除く。
機 関 名
愛媛県保健福祉部
生きがい推進局障がい福祉課

所 在 地
〒790-8570
松山市一番町四丁目４番地２

電

話

089-912-2424

２

苦情等に対する基本的な対応
公表情報に関する利用者等からの苦情等について知事は、事業者に対する照会等
を行い、適切な説明が得られた場合は、利用者等に対し説明を行う。また、この場
合、公表情報の訂正が必要な場合は、事業者から公表情報の訂正の報告を受けた後、
速やかに公表するものとする。
事業者から適切な説明が得られなかった場合、知事は、障害者総合支援法第 76 条
の３第４項及び児福法第 33 条の 18 第４項の規定に基づく報告内容の是正命令等
の対応について検討する。
３ 苦情等に関する対応経過の記録等
知事は、利用者等からの苦情等に関する対応の経過を記録するものとする。

附

則
この要綱は、令和３年４月 27 日から施行し、令和３年４月１日から適用する。
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♫⚟♴ኈཬ䜃ㆤ⚟♴ኈἲ➨㻠㻤᮲䠏䛻つᐃ䛩䜛Ⓩ㘓ၻ⑱྾ᘬ➼ᴗ⪅
䝃䞊䝡䝇ู䛾㡯┠䠄ู⣬ཧ↷䠅

㻝

㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ⾜つ๎㻛ඣ❺⚟♴ἲ⾜つ๎
୕䚷ᴗᡤ➼䛻䛚䛔䛶䝃䞊䝡䝇䛻ᚑ䛩䜛ᚑᴗ⪅䛻㛵䛩䜛㡯

㞀ᐖ⚟♴ㄢ㛗㏻▱
䠏䠊ᴗᡤ➼䛻䛚䛔䛶䝃䞊䝡䝇䛻ᚑ䛩䜛ᚑᴗ⪅䛻㛵䛩䜛㡯

䜲䚷⫋✀ู䛾ᚑᴗ⪅䛾ᩘ

⫋✀ู䛾ᚑ⪅䛾ᩘ䚸ົᙧែ䚸ປാ㛫䚸ᚑᴗ⪅䠍ேᙜ䛯䜚䛾⏝⪅ᩘ➼

䝻䚷ᚑᴗ⪅䛾ົᙧែ䚸ປാ㛫䚸ᚑ⪅୍ேᙜ䛯䜚䛾⏝⪅➼

䞉ᐇேᩘ
䞉⫋✀
䞉ᖖ⟬ேᩘ
䞉䠍㐌㛫䛾䛖䛱䚸ᖖ䛾ᚑ⪅䛜ົ䛩䜉䛝㛫ᩘ
䞉⚟♴䞉ㆤ⫋ဨ䛾ᖖ⟬ேᩘ
䞉⏝ᐇேဨ
䞉⚟♴䞉ㆤ⫋ဨ㻝ேᙜ䛯䜚䛾䠍䛛᭶䛾⏝ᐇேဨᩘ
䞉㈨᱁➼䜢᭷䛧䛶䛔䜛ᚑᴗ⪅䛾ᩘ
䞉⟶⌮⪅䛾䛾⫋ົ䛸䛾වົ䛾᭷↓

䝝䚷ᚑᴗ⪅䛾ᙜヱሗ࿌䛻ಀ䜛䝃䞊䝡䝇䛾ᴗົ䛻ᚑ䛧䛯⤒㦂ᖺᩘ➼

ᚑᴗ⪅䛾ᙜヱሗ࿌䛻ಀ䜛㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ᴗົ䛻ᚑ䛧䛯⤒㦂ᖺᩘ➼
䞉๓ᖺᗘ䛾᥇⏝⪅ᩘ
䞉๓ᖺᗘ䛾㏥⫋⪅ᩘ
䞉ᴗົ䛻ᚑ䛧䛯⤒㦂ᖺᩘู䛾ேᩘ

䝙䚷ᚑᴗ⪅䛾ᗣデ᩿䛾ᐇ≧ἣ

䚷 ᚑᴗ⪅䛾ᗣデ᩿䛾ᐇ≧ἣ

䝩䚷ᚑᴗ⪅䛾ᩍ⫱カ⦎䚸◊ಟ䛭䛾䛾ᚑᴗ⪅䛾㈨㉁ྥୖ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾ᐇ
≧ἣ

ᚑᴗ⪅䛾ᩍ⫱カ⦎䛾䛯䜑䛾ไᗘ䚸◊ಟ䛭䛾䛾ᚑ⪅䛾㈨㉁ྥୖ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾
ᐇ≧ἣ
䞉◊ಟᐇィ⏬䛾᭷↓
䞉ᴗᡤ➼䛷ᐇ䛧䛶䛔䜛ᚑ⪅䛾㈨㉁ྥୖ䛻ྥ䛡䛯◊ಟ➼䛾ᐇ≧ἣ
䞉ពᛮỴᐃᨭ䛻㛵䛩䜛◊ಟ䛾ᐇ≧ἣ
䞉ᚑᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᚅ㜵Ṇ◊ಟ䛾ᐇ≧ἣ
䞉ၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟ䛾ಟ⪅ᩘ
䞉ᙉᗘ⾜ື㞀ᐖᨭ⪅㣴ᡂ◊ಟ䛾ಟ⪅ᩘ
䞉⾜ືㆤᚑᴗ⪅㣴ᡂ◊ಟㄢ⛬䛾ಟ⪅ᩘ

䝦䚷䛭䛾䝃䞊䝡䝇䛾✀㢮䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺㡯
ᅄ䚷䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㡯

䝃䞊䝡䝇ู䛾㡯┠䠄ู⣬ཧ↷䠅
䠐䠊㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㡯

䜲䚷ᴗᡤ➼䛾㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛᪉㔪

ᴗᡤ➼䛾㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛᪉㔪

䝻䚷ᙜヱሗ࿌䛻ಀ䜛䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ➼

䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛᪥
䞉ᴗᡤ䛾Ⴀᴗ㛫
䞉⏝ྍ⬟䛺㛫ᖏ
䞉䝃䞊䝡䝇ᥦ౪ᡤせ㛫
ᴗᡤ➼䛜㏻ᖖ䛻㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䜢ᥦ౪䛩䜛ᆅᇦ
䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ➼
䞉䛯䜛ᑐ㇟䛸䛩䜛㞀ᐖ䛾✀㢮
䞉⏝⪅䛾㏦㏄䛾ᐇ
䞉༠ຊ་⒪ᶵ㛵
䞉⏝ᐃဨ
䞉䝃䞊䝡䝇➼ሗ㓘䛾ຍ⟬≧ἣ
䞉་⒪ⓗ䜿䜰䜢ᚲせ䛸䛩䜛⏝⪅䛾ཷධయไ
䞉㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾⏝⪅䜈䛾ᥦ౪ᐇ⦼
䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛ᴗᡤ䚸タഛ➼䛾≧ἣ
䞉ᘓ≀䛾ᵓ㐀
䞉㏦㏄㌴୧䛾᭷↓
䞉౽ᡤ䛾タ⨨ᩘ
䞉ᾎᐊ䛾タഛ䛾≧ἣ
䞉ᾘⅆタഛ➼䛾≧ἣ
䞉㜵≢䝅䝇䝔䝮䚸ᶵჾ䛾≧ἣ
䞉䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛾ᑐᛂ≧ἣ
䞉⚟♴⏝ල䛾タ⨨≧ἣ

㻞

㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ⾜つ๎㻛ඣ❺⚟♴ἲ⾜つ๎

㞀ᐖ⚟♴ㄢ㛗㏻▱

䝝䚷ᙜヱሗ࿌䛻ಀ䜛䝃䞊䝡䝇䛾⏝⪅➼䜈䛾ᥦ౪ᐇ⦼

㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾⏝⪅䜈䛾ᥦ౪ᐇ⦼
䞉⏝⪅䛾ேᩘ䠄༊ศู䠅

䝙䚷⏝⪅➼䛛䜙䛾ⱞ䛻ᑐᛂ䛩䜛❆ཱྀ➼䛾≧ἣ

⏝⪅➼䛛䜙䛾ⱞ䛻ᑐ䛩䜛❆ཱྀ➼䛾≧ἣ
䞉❆ཱྀ䛾ྡ⛠
䞉㟁ヰ␒ྕ
䞉ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛㛫
䞉ⱞฎ⌮⤖ᯝ䛾㛤♧≧ἣ

䝩䚷ᙜヱሗ࿌䛻ಀ䜛䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛻䜘䜚㈺ൾ䛩䜉䛝ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛝䛾ᑐ
ᛂ䛻㛵䛩䜛㡯

㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ᥦ౪䛻䜘䜚㈺ൾ䛩䜉䛝ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛝䛾ᑐᛂ䛾⤌䜏

䝦䚷ᴗᡤ➼䛾䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪ෆᐜ䛻㛵䛩䜛≉Ⰽ➼

㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ᥦ౪ෆᐜ䛻㛵䛩䜛≉Ⰽ➼

䝖䚷⏝⪅➼䛾ពぢ䜢ᢕᥱ䛩䜛యไ䚸➨୕⪅䛻䜘䜛ホ౯䛾ᐇ≧ἣ➼

⏝⪅➼䛾ពぢ䜢ᢕᥱ䛩䜛యไ䚸➨୕⪅䛻䜘䜛ホ౯䛾ᐇ≧ἣ➼

䞉ᦆᐖ㈺ൾಖ㝤䛾ຍධ≧ἣ

䞉䛭䛾ෆᐜ

䞉⏝⪅䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䚸ពぢ⟽➼⏝⪅䛾ពぢ➼䜢ᢕᥱ䛩䜛ྲྀ⤌䛾≧ἣ
䞉➨୕⪅䛻䜘䜛ホ౯䛾ᐇ㻔ཷᑂ䠅≧ἣ
䝏䚷䛭䛾䝃䞊䝡䝇䛾✀㢮䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺㡯䚷
䚷ᙜヱሗ࿌䛻ಀ䜛䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾⏝ᩱ➼䛻㛵䛩䜛㡯

䝃䞊䝡䝇ู䛾㡯┠䚷䠄ู⣬ཧ↷䠅
䠑䠊㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䜢⏝䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾⏝ᩱ➼䛻㛵䛩䜛㡯
㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼⤥௨እ䛾䝃䞊䝡䝇䛻せ䛩䜛㈝⏝
䞉⏝⪅䛾㑅ᐃ䛻䜘䜚䚸㏻ᖖ䛾ᴗ䛾ᐇᆅᇦ௨እ䛾ᆅᇦ䛾⏝⪅䛻ᑐ䛧䛶
䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛻せ䛧䛯㏻㈝䛾ᚩ≧ἣ
䞉⏝⪅䛾㑅ᐃ䛻䜘䜚䚸㏦㏄䜢ᴗᡤ➼䛜ᥦ౪䛩䜛ሙྜ䛻ಀ䜛㈝⏝䛾ᚩ≧ἣ
䞉㣗䛾ᥦ౪䛻䜘䜚せ䛩䜛㈝⏝䛾ᚩ≧ἣ
䞉సⓗάື䛻ಀ䜛ᮦᩱ㈝䛾ᚩ≧ἣ
䞉ᐙ㈤䛾ᚩ≧ἣ
䞉ග⇕Ỉ㈝䛾ᚩ≧ἣ
䞉᪥⏝ရ㈝䛾ᚩ≧ἣ
䞉ᙜヱ䝃䞊䝡䝇䛻䛚䛔䛶ᥦ౪䛥䜜䜛౽ᐅ䛾䛖䛱䚸᪥ᖖ⏕ά䛻䛚䛔䛶䜒㏻ᖖᚲせ䛸䛺
䜛䜒䛾䛻ಀ䜛㈝⏝䠄᪥ᖖ⏕ά㈝䠅䛾ᚩ≧ἣ
䞉ᙜヱ䝃䞊䝡䝇䛻䛚䛔䛶ᥦ౪䛥䜜䜛౽ᐅ䛾䛖䛱䚸䛭䛾䛾᪥ᖖ⏕ά㈝䛸䛿༊ศ䛥
䜜䜛䜉䛝㈝⏝㻔䠖㡸䜚㔠䛾ฟ⣡⟶⌮➼䠅䛾ᚩ≧ἣ

භ䚷䛭䛾㒔㐨ᗓ┴▱䛜ᚲせ䛸ㄆ䜑䜛㡯

㻟

ูῧ䠎
㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ⾜つ๎㻛ඣ❺⚟♴ἲ⾜つ๎

㞀ᐖ⚟♴ㄢ㛗㏻▱

ู⾲➨

㐠⏝ሗ

➨୍䚷䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㡯

䠒䠊ᴗᡤ➼㐠Ⴀ䛾≧ἣ

୍䚷䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪㛤ጞ䛻䛚䛡䜛⏝⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂ཬ䜃ዎ⣙➼䛻ᙜ䛯䜚䚸
⏝⪅➼䛾ᶒ᧦ㆤ➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

㻔㻝㻕㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㡯
㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ᥦ౪㛤ጞ䛻䛚䛡䜛⏝⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂ཬ䜃ዎ⣙➼
䛻ᙜ䛯䜚䚸⏝⪅➼䛾ᶒ᧦ㆤ➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

䜲䚷⏝⪅➼䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛯ᙜヱ䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛ィ⏬䛾సᡂཬ䜃⏝⪅➼䛾ྠ
ព䛾ྲྀᚓ䛾≧ἣ

䞉⏝⪅➼䛾≧ែ䛻ᛂ䛨䛯ᙜヱ䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛ィ⏬䛾సᡂཬ䜃⏝⪅➼䛾ྠ
ព䛾ྲྀᚓ䛾≧ἣ

䝻䚷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㛤ጞ䛻䛚䛡䜛⏝⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂ཬ䜃⏝⪅➼䛾ྠព䛾
ྲྀᚓ䛾≧ἣ

䞉䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㛤ጞ䛻䛚䛡䜛⏝⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂ཬ䜃⏝⪅➼䛾ྠព䛾
ྲྀᚓ䛾≧ἣ

䝝䚷⏝⪅➼䛻ᑐ䛩䜛⏝⪅➼䛜㈇ᢸ䛩䜛⏝ᩱ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉⏝⪅➼䛻ᑐ䛩䜛⏝⪅➼䛜㈇ᢸ䛩䜛⏝ᩱ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䛾ᐇ䛾≧ἣ

䝙䚷⏝⪅➼䛻㛵䛩䜛ሗ䛾ᢕᥱཬ䜃ㄢ㢟䛾ศᯒ䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉⏝⪅➼䛻㛵䛩䜛ሗ䛾ᢕᥱཬ䜃ㄢ㢟䛾ศᯒ䛾ᐇ䛾≧ἣ

䚷⏝⪅ᮏ䛾䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

⏝⪅ᮏ䛾㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾㉁䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

䜲䚷㔜ᗘ䛾⫥య⮬⏤➼䛾ᖖㆤ䜢せ䛩䜛⏝⪅䛻ᑐ䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾☜
ಖ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉㔜ᗘ䛾⫥య⮬⏤➼䛾ᖖㆤ䜢せ䛩䜛⏝⪅䛻ᑐ䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾☜
ಖ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䝻䚷⏝⪅➼䛾䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛾ಖㆤ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉⏝⪅➼䛾䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛾ಖㆤ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

୕䚷┦ㄯ䚸ⱞ➼䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

┦ㄯ䚸ⱞ➼䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

┦ㄯ䚸ⱞ➼䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉┦ㄯ䚸ⱞ➼䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

ᅄ䚷䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ䛾ホ౯䚸ᨵၿ➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ෆᐜ䛾ホ౯䚸ᨵၿ➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

䜲䚷䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪≧ἣ䛾ᢕᥱ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪≧ἣ䛾ᢕᥱ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䝻䚷䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛ィ⏬➼䛾ぢ┤䛧䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉䝃䞊䝡䝇䛻ಀ䜛ィ⏬➼䛾ぢ┤䛧䛾ᐇ䛾≧ἣ

䚷䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾☜ಖ䚸㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ➼䛾䛯䜑䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛እ㒊䛾⪅➼䛸䛾
㐃ᦠ

㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾㉁䛾☜ಖ䚸㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ➼䛾䛯䜑䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛እ㒊
䛾⪅➼䛸䛾㐃ᦠ

䜲䚷┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ➼䛸䛾㐃ᦠ䛾≧ἣ

䞉┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ➼䛸䛾㐃ᦠ䛾≧ἣ

䝻䚷䛾་ᖌ➼䛸䛾㐃ᦠ䛾≧ἣ

䞉䛾་ᖌ➼䛸䛾㐃ᦠ䛾≧ἣ
㻔㻞㻕㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䜢ᥦ౪䛩䜛ᴗᡤ➼䛾㐠Ⴀ≧ἣ䛻㛵䛩䜛㡯

➨䚷䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛ᴗᡤ➼䛾㐠Ⴀ≧ἣ䛻㛵䛩䜛㡯
୍䚷㐺ษ䛺ᴗ㐠Ⴀ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

㐺ษ䛺ᴗ㐠Ⴀ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

䜲䚷ᚑᴗ⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ᚑᴗ⪅➼䛜Ᏺ䜛䜉䛝⌮䚸ἲ௧➼䛾࿘▱➼䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉ᚑᴗ⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ᚑᴗ⪅➼䛜Ᏺ䜛䜉䛝⌮䚸ἲ௧➼䛾࿘▱➼䛾ᐇ䛾≧ἣ

䝻䚷ィ⏬ⓗ䛺ᴗ㐠Ⴀ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉ィ⏬ⓗ䛺ᴗ㐠Ⴀ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䝝䚷ᴗ㐠Ⴀ䛾㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉ᴗ㐠Ⴀ䛾㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䝙䚷䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛻ᙜ䛯䛳䛶ᨵၿ䛩䜉䛝ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛻ᙜ䛯䛳䛶ᨵၿ䛩䜉䛝ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䚷ᴗ㐠Ⴀ䜢⾜䛖ᴗᡤ䛾㐠Ⴀ⟶⌮䚸ᴗົศᢸ䚸ሗ䛾ඹ᭷➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶
䛔䜛ᥐ⨨

ᴗ㐠Ⴀ䜢⾜䛖ᴗᡤ➼䛾㐠Ⴀ⟶⌮䚸ᴗົศᢸ䚸ሗ䛾ඹ᭷➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶
䛔䜛ᥐ⨨

䜲䚷ᴗᡤ➼䛻䛚䛡䜛ᙺศᢸ➼䛾᫂☜䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉ᴗᡤ➼䛻䛚䛡䜛ᙺศᢸ➼䛾᫂☜䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䝻䚷䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ሗ䛻䛴䛔䛶ᚑᴗ⪅㛫䛷ඹ᭷䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ
⤌䛾≧ἣ

䞉䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ሗ䛻䛴䛔䛶ᚑᴗ⪅㛫䛷ඹ᭷䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ
⤌䛾≧ἣ

䝝䚷ᚑᴗ⪅䛛䜙䛾┦ㄯ䛻ᑐ䛩䜛ᑐᛂཬ䜃ᚑᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᣦᑟ䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉ᚑᴗ⪅䛛䜙䛾┦ㄯ䛻ᑐ䛩䜛ᑐᛂཬ䜃ᚑᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᣦᑟ䛾ᐇ䛾≧ἣ

୕䚷Ᏻ⟶⌮ཬ䜃⾨⏕⟶⌮䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

Ᏻ⟶⌮ཬ䜃⾨⏕⟶⌮䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

Ᏻ⟶⌮ཬ䜃⾨⏕⟶⌮䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉Ᏻ⟶⌮ཬ䜃⾨⏕⟶⌮䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

ᅄ䚷ሗ䛾⟶⌮䚸ಶேሗಖㆤ➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

ሗ䛾⟶⌮䚸ಶேሗಖㆤ➼䛾䛯䜑䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

䜲䚷ಶேሗ䛾ಖㆤ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䞉ಶேሗ䛾ಖㆤ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌䛾≧ἣ

䝻䚷䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪グ㘓䛾㛤♧䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪グ㘓䛾㛤♧䛾ᐇ䛾≧ἣ
㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾㉁䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻⥲ྜⓗ䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨

䚷䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛻⥲ྜⓗ䛻ㅮ䛨䛶䛔䜛ᥐ⨨
䜲䚷ᚑᴗ⪅➼䛾ィ⏬ⓗ䛺ᩍ⫱䚸◊ಟ➼䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉ᚑᴗ⪅➼䛾ィ⏬ⓗ䛺ᩍ⫱䚸◊ಟ➼䛾ᐇ䛾≧ἣ

䝻䚷⏝⪅➼䛾ពྥ➼䜒㋃䜎䛘䛯䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪ෆᐜ䛾ᨵၿ䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉⏝⪅➼䛾ពྥ➼䜒㋃䜎䛘䛯䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪ෆᐜ䛾ᨵၿ䛾ᐇ䛾≧ἣ

䝝䚷䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛾䛯䜑䛾䝬䝙䝳䜰䝹➼䛾ά⏝ཬ䜃ぢ┤䛧䛾ᐇ䛾≧ἣ

䞉䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛾䛯䜑䛾䝬䝙䝳䜰䝹➼䛾ά⏝ཬ䜃ぢ┤䛧䛾ᐇ䛾≧ἣ

➨୕䚷㒔㐨ᗓ┴▱䛜ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯㡯

㻠

ู⣬

㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ⾜つ๎㻛ඣ❺⚟♴ἲ⾜つ๎
ู⾲➨୍

㞀ᐖ⚟♴ㄢ㛗㏻▱
ᇶᮏሗ

䚷ᙜヱሗ࿌䛻ಀ䜛䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䚸ཪ䛿ᥦ౪䛧䜘䛖䛸䛩䜛ᴗᡤ➼䛻㛵䛩䜛㡯 䠎䠊㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䜢ᥦ౪䛧䚸ཪ䛿ᥦ౪䛧䜘䛖䛸䛩䜛ᴗᡤ➼䛻㛵䛩䜛㡯
䝖䚷䛭䛾䝃䞊䝡䝇䛾✀㢮䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺㡯

䝃䞊䝡䝇ู䛾㡯┠
䛆ᒃᏯㆤ䚸㔜ᗘ㞀ᐖ⪅➼ໟᣓᨭ䛇
䚷ᐇ䝃䞊䝡䝇
䛆ᒃᏯㆤ䚸㔜ᗘゼၥㆤ䚸ྠ⾜ㆤ䚸⾜ືㆤ䛇
䚷ྠ୍ᴗᡤ➼䛻䛚䛔䛶ᥦ౪䛩䜛䛾ゼၥ⣔䝃䞊䝡䝇
䛆ᒃᏯㆤ䚸㔜ᗘゼၥㆤ䚸⏕άㆤ䚸▷ᮇධᡤ䚸ඹྠ⏕άຓ䚸⮬❧カ⦎䠄ᶵ⬟䞉⏕ά
カ⦎䚸ᐟἩᆺ䠅䚸ᑵປ⛣⾜ᨭ䚸ᑵປ⥅⥆ᨭ䠝䞉䠞ᆺ䚸ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸་⒪ᆺඣ❺Ⓨ㐩
ᨭ䚸ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇䚸ᒃᏯゼၥᆺඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸ಖ⫱ᡤ➼ゼၥᨭ䚸⚟♴ᆺ䞉
་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ䛇
䚷㐠Ⴀᙧែ
䛆⏕άㆤ䛇
䚷㐠Ⴀつ⛬ୖ䛾㛤ᡤ᪥ᩘ䠄ᖺ㛫䠅
䛆▷ᮇධᡤ䛇
䚷ሗ㓘༊ศ
䛆▷ᮇධᡤ䚸ඹྠ⏕άຓ䚸ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸་⒪ᆺඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡
䝇䚸⚟♴ᆺ䞉་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ䛇
䚷ᴗᡤ➼㢮ᆺ
䛆ඹྠ⏕άຓ䛇
䚷ᙜヱᴗᡤ➼䛻䛚䛡䜛ඹྠ⏕άఫᒃ䛾ྡ⛠䚸㛤タᖺ᭶᪥ཬ䜃ᡤᅾᆅ
ඹྠ⏕άఫᒃᩘ
ඹྠ⏕άఫᒃ䛾ᐃဨᩘ䠄ྜィ䠅
ྛඹྠ⏕άఫᒃ䛾ྡ⛠䚸㛤タᖺ᭶᪥䚸ᡤᅾᆅཬ䜃ᐃဨᩘ
䛆⮬❧カ⦎䠄ᶵ⬟カ⦎䞉⏕άカ⦎䠅䛇
䚷ゼၥ䛻䜘䜛カ⦎䛾ᐇ䛾᭷↓
䛆ᑵປ⥅⥆ᨭ䠝䞉䠞ᆺ䛇
䚷ᴗᡤ➼䛾㈈ົ≧ἣ䠄㈈ົㅖ⾲➼䛻䜘䜛┤㏆ᖺᗘ䛾Ỵ⟬㈨ᩱ䠅
ᑵປᨭᴗᴗάືィ⟬᭩
ᑵປᨭᴗูᴗάື᫂⣽᭩
䛆⚟♴ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ䛇
䚷䜏䛺䛧つᐃ䛾㐺⏝䛾᭷↓

୕䚷ᴗᡤ➼䛻䛚䛔䛶䝃䞊䝡䝇䛻ᚑ䛩䜛ᚑᴗ⪅䛻㛵䛩䜛㡯
䝦䚷䛭䛾䝃䞊䝡䝇䛾✀㢮䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺㡯

䠏䠊ᴗᡤ➼䛻䛚䛔䛶䝃䞊䝡䝇䛻ᚑ䛩䜛ᚑᴗ⪅䛻㛵䛩䜛㡯
䝃䞊䝡䝇ู䛾㡯┠䚷
䛆ᒃᏯㆤ䚸㔜ᗘゼၥㆤ䚸ྠ⾜ㆤ䚸㔜ᗘ㞀ᐖ⪅➼ໟᣓᨭ䛇
䚷ኪ㛫䞉῝ኪ䞉᪩ᮅᑐᛂ䛾᭷↓
䛆㔜ᗘゼၥㆤ䚸㔜ᗘ㞀ᐖ⪅➼ໟᣓᨭ䛇
䚷ᅵ᪥䚸⚃᪥䚸䛚┅䚸ᖺᮎᖺጞ䜢ྵ䜑䛯ᖺ㛫䜢㏻䛧䛶㛫ᖏ䜢ၥ䜟䛺䛔ᑐᛂ䛾᭷↓
䛆▷ᮇධᡤ䚸タධᡤᨭ䚸ඹྠ⏕άຓ䚸ᐟἩᆺ⮬❧カ⦎䚸⚟♴ᆺ䞉་⒪ᆺ㞀ᐖඣධ
ᡤタ䛇
䚷ኪ㛫䛾ົయไ
タྡ䠄ඹྠ⏕άຓ䛾䜏䠅
ኪ䛾⫋ဨᩘ
ᐟ┤䛾⫋ဨᩘ

㻡

㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ⾜つ๎㻛ඣ❺⚟♴ἲ⾜つ๎
ᅄ䚷䝃䞊䝡䝇䛾ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㡯
䝏䚷䛭䛾䝃䞊䝡䝇䛾✀㢮䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺㡯䚷

㞀ᐖ⚟♴ㄢ㛗㏻▱
䠐䠊㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼䛾ෆᐜ䛻㛵䛩䜛㡯
䝃䞊䝡䝇ู䛾㡯┠䚷
䛆タධᡤᨭ䛇
䚷䝴䝙䝑䝖䜿䜰䛾᭷↓
䛆⏕άㆤ䚸▷ᮇධᡤ䚸タධᡤᨭ䛇
䚷ධᾎᨭ䛾᭷↓
䛆⏕άㆤ䛇
సάື䛾ᐇ≧ἣ䛾᭷↓
⏕⏘άື䛾ᐇ≧ἣ䛾᭷↓
ᖹᆒᕤ㈤䠄᭶㢠䠅
䛆▷ᮇධᡤ䛇
䚷㛗ᮇ⏝⪅ᩘ
䛆ඹྠ⏕άຓ䛇
᪂つධᒃ⪅ᩘ
㏥ᒃ⪅ᩘ
䛖䛱୍ேᬽ䜙䛧䜈䛾⛣⾜⪅ᩘ
ධᒃ⪅䛾䛺᪥୰άື䛾ሙ
ධᒃ⪅䛾ᖹᆒᖺ㱋
᭱㧗㱋⪅䛾ᖺ㱋
᭱ᖺᑡ⪅䛾ᖺ㱋
ಶே༢ᒃᏯㆤ⏝⪅䛾ᩘ
䛆⮬❧⏕άຓ䚸⮬❧カ⦎䠄ᶵ⬟䞉⏕άカ⦎䚸ᐟἩᆺ䠅䛇
䚷ᶆ‽⏝ᮇ㛫䜢㉸䛘䜛⏝⪅䛾ᩘ
䛆⮬❧カ⦎䠄ᶵ⬟䞉⏕άカ⦎䠅䛇
䚷ᴗᡤ䛻䛚䛡䜛䛺カ⦎ෆᐜ
䛆⮬❧⏕άຓ䛇
䚷䠄๓ᖺᗘ䠍ᖺ㛫䛾⏝⪅䛾䛖䛱䠅ධᡤタ䞉䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䞉㝔䛛䜙䛾⛣⾜⪅䛾ᩘ
䛆ᐟἩᆺ⮬❧カ⦎䛇
䚷⏝⪅䛾䛺᪥୰άື䛾ሙ
䛆ᑵປ⛣⾜ᨭ䚸ᑵປ⥅⥆ᨭ䠝䞉䠞ᆺ䛇
୍⯡ᑵປ䜈䛾⛣⾜⪅ᩘ䠄⛣⾜⋡䠅
୍⯡ᑵປඛ䛷䛾ᐃ╔⪅ᩘ䠄ᐃ╔⋡䠅
䛆ᑵປ⛣⾜ᨭ䛇
୍⯡ᑵປ䜎䛷䛾ᖹᆒ⏝ᮇ㛫
カ⦎୰䛾ᡃ➼䛻ᑐ䛩䜛ಖ㝤䛾᭷↓
୍⯡ᑵປ䜈䛾⛣⾜ᚋ䛾ᐃᮇⓗ䛺ᨭ䛾᭷↓
䛆ᑵປ⥅⥆ᨭ䠝ᆺ䛇
䛺⏕⏘άື䛾ෆᐜ
⏝⪅ᩘ
ᖹᆒ㈤㔠
♫ಖ㝤䛾ຍධ䛾᭷↓
᪼⤥䛾᭷↓
㈹䛾᭷↓
㏥⫋ᡭᙜ䛾᭷↓
⏕⏘άືධ䠄ᖺ㛫ୖ㧗䠅
⏕⏘άື⤒㈝
㈤㔠ᨭᡶ⥲㢠
ᖹᆒປാ㛫
㞳⫋⪅ᩘ
䛆ᑵປ⥅⥆ᨭ䠞ᆺ䛇
䛺⏕⏘άື䛾ෆᐜ
ᖹᆒᕤ㈤
⏕⏘άືධ䠄ᖺ㛫ୖ㧗䠅
⏕⏘άື⤒㈝
ᕤ㈤ᨭᡶ⥲㢠
㏥ᡤ⪅ᩘ
カ⦎୰䛾ᡃ➼䛻ᑐ䛩䜛ಖ㝤䛾᭷↓

㻢

㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ⾜つ๎㻛ඣ❺⚟♴ἲ⾜つ๎

㞀ᐖ⚟♴ㄢ㛗㏻▱
䛆ᑵປᐃ╔ᨭ䛇
䚷㐣ཤ䠏ᖺ䛾⫋ሙᐃ╔⋡䚷䠄ᨭ㛤ጞᚋ䠅
䛆ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸་⒪ᆺඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䚸ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇䚸ᒃᏯゼၥᆺඣ❺Ⓨ㐩ᨭ
䚸ಖ⫱ᡤ➼ゼၥᨭ䚸⚟♴ᆺ䞉་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ䛇
䚷ಖㆤ⪅ᨭ䛾ᐇ䛾᭷↓
䛆ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䛇
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻䛚䛡䜛⮬ᕫホ౯䛾බ⾲䛾᭷↓
ಖ⫱ᡤ䜔ᗂ⛶ᅬ➼䛸ే⾜㏻ᅬ䛧䛶䛔䜛⏝⪅䛾ேᩘ
ే⾜㏻ᅬඛ䛸䛾㐃ᦠ䛾᭷↓
䛆ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇䛇
ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻䛚䛡䜛⮬ᕫホ౯䛾බ⾲
Ꮫᰯ䛸䛾㐃ᦠ䛾᭷↓
䛆⚟♴ᆺ䞉་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ䛇
䚷ᑠつᶍ䜾䝹䞊䝥䜿䜰䛾ᐇ䛾᭷↓
䛆ᆅᇦ┦ㄯᨭ䠄ᆅᇦ⛣⾜ᨭ䠅䛇
⏝ᮇ㛫䛜䠒䛛᭶䜢㉸䛘䜛⏝⪅䛾ᩘ
ᆅᇦ⏕ά䜈䛾⛣⾜⪅ᩘ
ᐟἩᨭ䛾タഛ䛾᭷↓
䛆ᆅᇦ┦ㄯᨭ䠄ᆅᇦᐃ╔ᨭ䠅䛇
⏝ᮇ㛫䛜䠍ᖺ䜢㉸䛘䜛⏝⪅䛾ᩘ
୍ⓗ䛺ᅾ䛻䜘䜛ᨭ䜢⾜䛖ሙᡤ䛾᭷↓
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