【ジャックス使用欄】 0 5 2

1 1

7

３１ ３

ＲＰプラスＪ利用申込書

お客様がお申込みされる会社名

（6）私及び連帯保証人は、賃借物件の退去時にあたって、最終支払賃借料等の精算のため、当社が（1）③の 利用会社名 ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社
個人情報を申込書記載の管理会社に提供し利用することに同意します。
〒141-0031 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル TEL.03-6758-0738
第2条（個人情報の与信等の目的以外の利用）
（3）私及び連帯保証人は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社ビジュアルリサーチ（以
私及び連帯保証人は、当社が下記の目的のために第1条（1）の個人情報を利用したり、電子メール・ダイレ 下「加盟店」という。）が別表2の事業における本契約に関するお問合せに対しての連絡、通知、資料送付、
クトメール・ファクス・電話等により案内することに同意します。①当社のクレジット事業、金融事業、保険 その他情報提供、マーケティングデータとしての個人が特定できない形での利用のため、当社が第1条（1）
申込者及び連帯保証人予定者は、
「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意の上、 事業、不動産取引・賃貸管理事業、物品賃貸事業等における市場調査、商品開発、商品・サービス情報、関連 ①②の個人情報を保護措置を講じた上で提供し、当該加盟店が利用することに同意します。
利用申込みを行います。
（本書面については、利用申込みを行うための書面であり、審 するサービスのお知らせなどに利用するため。②当社の情報処理サービス事業（データ集計・統計サービ 加盟店名：株式会社ビジュアルリサーチ 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2 TEL． 03-6826-1120
ス、あて名印刷サービス、発送・発信サービス等。これらを当社が提携先企業等から受託する場合を含む。）（4）上記（1）
（2）記載の関連会社及び（3）記載の加盟店への個人情報の提供期間は、原則として契約期間
査承認後は別途当社との契約を締結致します。）
中及び本契約終了日から7年間とします。なお、上記（1）
（2）記載の関連会社及び（3）記載の加盟店におけ
下記賃貸物件の「入居申込書」に記載された個人情報が当社に提供されること、当該個 における市場調査・商品開発、商品・サービス情報の提供、宣伝物・印刷物の送付に利用するため。
る個人情報の利用期間については、各社へお問合わせください。
人情報が「個人情報の取扱いに関する同意条項」に基づき取り扱われることに同意します。 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ（URLは、http://www.jaccs.co.jp/）
をご覧ください。
第5条（個人情報の開示・訂正・削除）
【お申込者・連帯保証人予定者記入欄】
第3条（個人信用情報機関への登録・利用）
（1）私及び連帯保証人は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する当社の関
「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意の上、利用申込みを行います。
（1）私及び連帯保証人は、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集及び加 連会社及び加盟店に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報
盟会員に対する当該情報の提供を業とする者）及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私、 を開示するよう請求することができます。①当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口又は支店に
年
月
日
申込日
私の配偶者及び連帯保証人の個人情報（同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登 ご連絡ください。開示請求手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等）の詳細についてお答えしま
録を依頼された情報、官報情報、電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。）が登 す。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページ（URLは、http://www.jaccs.co.jp/） に
（自筆）
録されている場合には、
割賦販売法及び貸金業法等により、私の支払能力に関する調査（与信判断及び与 よってもお知らせしております。②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情
お申込者氏名
信後の管理のため。以下同じ。）の目的に限り、それを利用することに同意します。
報機関に連絡してください。③当社の関連会社及び加盟店に対して開示を求める場合には、第4条記載の
（2）私及び連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情 当社の関連会社及び加盟店に連絡してください。
報機関に別表1に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信 （2）万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じ
（自筆）
連帯保証人予定者氏名
用情報機関の加盟会員により、私及び連帯保証人の支払能力に関する調査のために利用されることに同意 るものとします。
します。
第6条（本規約に不同意の場合）
（3）当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期 当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な記載事項（契約書表面で私が記載すべき事項）の記載を希望
【管理会社記入欄】
間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るもの しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあり
とします。
ます。但し、本規約第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすること
（物件名）
（号室）
●株式会社シー・アイ・シー（割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関）
はありません。
賃借物件名・号室
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
第7条（利用・提供中止の申出）
フリーダイヤル：0120-810-414 URL （http://www.cic.co.jp/）
本規約第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームペ 中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
ージをご覧ください。
月額賃借料等合計額
第8条（個人情報の取扱いに関する問合わせ等の窓口）
円 ●株式会社日本信用情報機構（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
の申出等に関しましては、下記までお願いします。
ナビダイヤル：0570-055-955 URL （http://www.jicc.co.jp/）
個人情報の取扱いに関する同意条項
東京カスタマーセンター（お客様相談室） TEL.［着信先：神奈川県座間市］046-298-6000
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホー 〒243-0489 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー
第1条（個人情報の収集・保有・利用）
（1）申込者（契約者）
（以下「私」という。）並びに連帯保証人予定者（連帯保証人）
（以下「連帯保証人」という。） ムページをご覧ください。
大阪カスタマーセンター（お客様相談室） TEL.［着信先：大阪府豊中市］06-6872-6111
は、株式会社ジャックス（以下「当社」という。）が、立替払等委託契約（本申込みを含む。以下「本契約」とい （4）当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル
う。）の与信判断及び与信後の管理のため並びに今後の当社との取引に係る与信判断及び与信後の管理 ●全国銀行個人信用情報センター
第9条（本契約が不成立の場合）
のため以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という。）を、保護措置を講じた上で、当社が収集す 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL.03-3214-5020
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条（2）に基づき、当該契約の不成
ること並びに当社が定める期間は以下の各条項（以下「本規約」という。）に基づいて当社が保有・利用す URL（http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html）
立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込
ること及び当社が第三者等に提供することに同意します。①私及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年 ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホ 書の写し等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。
月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先（お勤め先内容）、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザ ームページをご覧ください。
第10条（本規約の変更）
ーID等、本人を特定するための情報（本契約締結後に当社が私及び連帯保証人から通知等を受け、又は当 （5）上記（3）に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、下記のとおりです。
本規約に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
社が適法かつ公正に収集したことにより知り得た変更情報を含む。以下同じ。）②本契約に関する申込日、 1）株式会社シー・アイ・シー
V.120508K
契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、振替口座③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するた 別
登録情報 ①本契約に係る申込 ②本契約に係る客観 ③本契約に係る債務の支
返済状況④本契約に関する私の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、 めの情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量/回数/期間、契約額又は極度額、貸付額、支払回数等契 表
１ 会 社 名
み を し た 事 実 的 な 取 引 事 実 払を延滞等した事実
私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するク 約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情
株 式 会 社 当社が個人信用情報 契約期間中及び契約 契約期間中及び契約終
レジット利用履歴及び過去の債務の返済状況⑤本契約に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律 報の全部又は一部となります。
登 シ ー・ア イ・シ ー 機関に照会した日か 終了後5年以内
了後5年間
に基づいて、又は当社が必要と認めた場合に、私及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明書の 2）株式会社日本信用情報機構
（ C I C ） ら6 ヶ月間
提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得 本人を特定するための情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 録 株 式 会 社 当社が個人信用情報 契約継続中及び契約 契約継続中及び契約終
た記載内容情報⑥法令等に基づき、私及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報⑦電話帳、 等の記号番号等）、契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品
日本信用情報機構 機関に照会した日か 終了後５年以内（但し、 了後５年以内
名及びその数量等、支払回数等）、返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、 期 （ J I C C ） ら6 ヶ月以内
住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
債権譲渡の事実に係
（2）私及び連帯保証人は、当社が本契約に関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務の一部又は全 完済日、延滞、延滞解消等）、及び取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申
る情報については当
部を、当社の提携先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、
（1）により収集し 立、債権譲渡等）の全部又は一部となります。
該事実の発生日から
間
第4条（個人情報の第三者への提供・利用）
た個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。
１年以内）
●当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託（債権譲渡 （1）私及び連帯保証人は、当社が下記の場合に第1条（1）①②の個人情報を保護措置を講じた上で提供し
別表2
当該提供先が利用することに同意します。
を含む。）をする場合。
●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の関連会社が、下記の目的により個人情報を利用す 事業内容 ①不動産関連ソフトウェアの販売／開発／サポート ②インターネット・ネ
債権回収の委託をする債権回収会社
ットワークを利用した不動産関連情報処理・取得・提供 ③インターネット・ネットワー
る場合。
ジャックス債権回収サービス株式会社 TEL.03-5791-3344
1）①保険代理店事業における宣伝物等、営業案内に利用するため。②各種商品小売事業における商品等 クを利用した不動産関連システム開発／運用の受託 ④不動産関連広告宣伝の代理 ⑤
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-2-33 白雉子ビル
不動産関連の金銭の貸付および金銭賃借媒介・保証並びにクレジットカード商品の取扱い
（3）私及び連帯保証人は、当社が当社の事務（コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事 に関する案内に利用するため。③電気通信事業における宣伝物等、営業案内に利用するため。
務等）を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、
（1）により収集した個 利用会社名 ジャックス・トータル・サービス株式会社 TEL.03-3493-9831
○お客様が申込みされ、又は契約された事実に関する情報は、与信判
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ビル E-mail info@jts-web.co.jp
人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
断・債権管理のため、ジャックスが加盟する個人信用情報機関へ登
（4）私及び連帯保証人は、当社が次の場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、
（1）により収集した個人 2）リース事業、オートオークション仲介事業における宣伝物等、営業案内に利用するため。
録され、当該機関の加盟与信業者及び当該機関と提携する他個人信
情報の一部又は全部を提供することに同意します。①法令（強制力を伴っている場合に限らず、当社が公 利用会社名 ジャックスリース株式会社 TEL.03-5759-1100
用情報機関の加盟与信業者により利用されます。
共の利益のために必要と判断した場合を含む。）に基づいて、公的機関等に対して（1）により収集した個人 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング
○
「個人情報の取扱いに関する同意条項」
第 2 条、第 4 条について同意
（2）私及び連帯保証人は、当社が下記の場合に第1条（1）①〜⑤の個人情報を保護措置を講じた上で提供
情報を提供する場合。
されない場合は、
同第
7
条に基づき対応させていただきますので、
（5）私及び連帯保証人は、本契約に基づく精算及び本契約に関する紛議の解決等のため、当社が（1）①② し当該提供先が利用することに同意します。
別途ジャックスまでお申出ください。
（当社が必要と判断した場合は（1）③を含む。）の個人情報を申込書記載の管理会社に提供することに同 ●当社と個人情報の提供に関する締結をした当社の関連会社が、後払い決済事業に係る会員の支払い能
力に関する調査のために個人情報を利用する場合。
20151210 J87156 -1
意します。
ＲＰプラスＪ （ｱｰﾙﾋﾟｰﾌﾟﾗｽｼﾞｪｲ) は、賃借料等を株式会社ジャックス（以下「当社」と
いう）がお客様より口座振替にて集金をし、賃貸人に支払うこと及びお客様が賃借料等
を遅滞された場合にも一定期間立替払いをする制度であり、お客様が入居申込すると
同時にお申込みして頂きます。
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ேሗࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡋࡲࡏࢇࠋ

౪ࡍࡿࡇࢆணࡵྠពࡋࡲࡍࠋ

ձἲ௧ᇶ࡙ࡃሙྜࠋ
մཎ๎ࡋ࡚⏦㎸⪅➼ᮏே㝈ࡾࠊຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿಶ
➨㸯᮲㸦ಖドጤク㸧
ղேࡢ⏕ࠊ㌟యࡲࡓࡣ㈈⏘ࡢಖㆤࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢ
ேሗಀࡿ㛤♧࣭ゞṇ➼࣭⏝Ṇ➼ࡢㄳồࢆຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡀᐃ
ࣞࢪࢹࣥࢩࣕࣝࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕᙜ♫ࠖࡋࡲࡍ㸧ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡀᮾᛴఫᏯࣜ
ྠពࢆᚓࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡁࠋ
ࡵࡿᡭ⥆ࡁཬࡧ᪉ἲࡼࡗ࡚⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ճබ⾗⾨⏕ୖࡢྥୖࡲࡓࡣඣ❺ࡢ࡞⫱ᡂࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ≉ᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ
➨㸷᮲㸦ಶேሗࡢ⏥ࡢᥦ౪㸧
࣮ࢫᰴᘧ♫㸦௨ୗࠕ⟶⌮♫ࠖࡋࡲࡍ㸧ࡢ⟶⌮≀௳ࡘࡁ㈤㈚ዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡍࡿ
࠶ࡓࡾࠊᐙ㈤മົಖドᴗົཬࡧᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࡢྲྀḟ❆ཱྀᴗົࢆᇳࡾ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࡚ࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆᚓࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡁࠋ
ձ⏦㎸⪅➼ࡣࠊ⏦㎸⪅ࠊ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅ࠊ㈤ேࠊ㐃ᖏಖドேࠊ㈤㈚ேࠊ⟶⌮♫ࠊ
ձ࠾ᐈᵝࡀࡈ⏝ࡉࢀࡿᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࡣࠊ⟶⌮♫ࡀᣦᐃࡍࡿᚋグࠕᐙ㈤മົ
մᅜࡢᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣᆅ᪉බඹᅋయࡲࡓࡣࡑࡢጤクࢆཷࡅࡓ⪅ࡀࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡿົࢆ㐙
௰♫ࡲࡓࡣ⥭ᛴ㐃⤡ඛཬࡧྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊ⏦㎸⪅➼ࡢಶேሗ
 ಖド௦⾜♫୍ぴ࡛ࠖᐃࡵࡿᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࡼࡾࠊᙜ♫ཬࡧᙜ♫ࡀᣦᐃࡋࡓ
⾜ࡍࡿࡇᑐࡋ࡚༠ຊࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡁࠋ
ࢆ➨㸳᮲グ㍕ࡢ⏝┠ⓗࡢࡓࡵᙜ♫ࡀ⏥ཬࡧ⟶⌮♫ᥦ౪ࡍࡿࡇࡘࡁணࡵྠ
♫㸦௨ୗࠕ⏥ࠖࡋࡲࡍࠋ㸧ࢆࡈ⏝ࡉࢀࡿࡇࡋࠊ࠾ᐈᵝࡀᣦᐃࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲ
㸰㸬⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡀ⏦㎸⪅➼ࡢಶேሗࢆḟࡢ➨୕⪅ᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆணࡵྠ
ពࡋࡲࡍࠋ
ࡏࢇࠋ
ពࡋࡲࡍࠋ
ղ⏦㎸ே➼ᮏேࡣࠊಶேሗࡢ㛤♧ࠊゞṇ➼ཬࡧ⏝Ṇ➼ࢆᕼᮃࡉࢀࡿሙྜࠊᙜヱ
ղᙜ♫ࡀ⏥ᑐࡍࡿಖドጤクࡢᘬཷ᩷᪕ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ
࠾ᐈᵝࡼࡾྲྀᚓࡋࡓಶேሗࢆ
ձ➨㸳᮲グ㍕ࡢ⏝┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࠊ➨㸯㸷᮲ᐃࡵࡿᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࠊ⏦㎸
♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷࠸ࡓࡔࡃࠊ➨  ᮲グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾ᐈᵝ❆ཱྀࡲ࡛ࡈ㐃
ᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ
⪅ࠊ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅ࠊ㈤ேࠊ㐃ᖏಖドேࠊ㈤㈚ேࠊ⟶⌮♫ࠊ௰♫ࠊ⥭ᛴ㐃
⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
➨㸰᮲㸦ಶேሗಖㆤ᪉㔪㸧
⤡ඛⱝࡋࡃࡣྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࠊࡲࡓࡣࡑࡢࡋࡿࡁ➨୕⪅ᥦ౪ࡍ
➨

᮲㸦ಶேሗࡢṇ☜ᛶ㸧
ᙜ♫ࡣࠊᘓ≀➼㈤㈚ዎ⣙క࠺ಖドᴗົࢆ㏻ࡌ࡚࠾ᐈᵝࡽࡈᥦ౪㡬ࡁࡲࡋࡓಶேሗ
ࡿࡇࠋ
ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊ⏝┠ⓗ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖ࠾࠸࡚ࠊಶேሗࢆṇ☜ࡘ᭱᪂ࡢෆᐜಖ
ࢆ㐺ษྲྀࡾᢅ࠺ࡇࡣ♫ⓗ㈐௵࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡢࡶࠊࡼࡾⰋ࠸ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ
౪ດࡵࡿࡓࡵᚋグ᮲㡯ᚑ࠸ᐇ⾜ࡋࡘ⥔ᣢࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⏥ࡶᚋグ᮲㡯ᚑ࠸ࠊ࠾ ղࡑࡢ⏦㎸⪅➼ࡀ➨୕⪅┈ࢆཬࡰࡍᙜ♫ཪࡣ⏥ࡀุ᩿ࡋࡓሙྜᙜヱ➨୕ ࡘࡼ࠺ດࡵࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡲࡓࡣᥦ౪ࡈᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓಶே
⪅ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
ሗࡀṇ☜ࡘ᭱᪂࡛࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦㎸⪅➼ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ᐈᵝࡢಶேሗࢆ㐺ษྲྀᢅ࠸ࡲࡍࠋ
➨㸵᮲㸦➨୕⪅ࡢ⠊ᅖ㸧
➨  ᮲㸦ᚲせሗࡢᥦฟ㸧
➨㸱᮲㸦ಶேሗ㸧
ḟࡢሙྜࠊಶேሗࢆཷࡅࡿ⪅ࡣ๓᮲➨㸯㡯ࡢ➨୕⪅ヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
⏦㎸⪅➼ࡣࠊಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࠊ⥾⤖ࡲࡓࡣᒚ⾜ᚲせ࡞ሗ㸦㐠㌿චチドࠊࣃࢫ࣏࣮
ಶேሗࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿಶே㛵ࡍࡿሗࢆ࠸࠸ࠊᙜヱሗྵࡲࢀࡿẶྡࠊ⏕
ձᙜ♫ࡲࡓࡣ⏥ࡀಖドጤクዎ⣙ࡢᘬཷ࠶ࡓࡾ➨㸳᮲࡛ᐃࡵࡿ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ
ࢺ➼ࡢ᭩㢮グ㍕ࡉࢀࡓᮏ⡠ᆅࠊᅜ⡠➼ࡢሗࢆྵࡴ㸧ࢆᥦฟࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋࡲ
ᖺ᭶᪥ࡑࡢࡢグ㏙➼ࡼࡾ≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ู࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢሗࡢ
ࡳ࡛ࡣ≉ᐃಶேࢆ㆑ู࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡶࠊࡢሗᐜ᫆↷ྜࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀ
࡞⠊ᅖ࠾࠸࡚ಶேሗࡢྲྀᢅࡢ୍㒊ࡲࡓࡣ㒊ࢆጤクࡍࡿሙྜࠋ
ࡓࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻಖ᭷ሗࡸ⮬ᕫ◚⏘➼ሗࡘ࠸࡚ࡶഇ࡞ࡃ⏦࿌ࡍࡿࡶࡢࡋࡲ
࡞࠾ࠊጤクඛ࠾ࡅࡿಶேሗࡢྲྀᢅࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクࡋࡓ♫ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ
ࡍࠋ
ࡼࡾ≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ู࡛ࡁࡿࡶࡢࡶಶேሗྵࡲࢀࡲࡍࠋ
ࡋࡲࡍࠋ
 ᮲㸦ಶேሗᥦ౪ࡢ௵ពᛶ㸧
ձẶྡࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࠊᅜ⡠ࠊ⫋ᴗࠊົඛྡ⛠ࠊົඛఫᡤࠊ ղᙜ♫ࡲࡓࡣ⏥ࡘ࠸࡚ྜేࡑࡢࡢ⏤ࡼࡿᴗࡢᢎ⥅కࡗ࡚ಶேሗࡀᥦ౪ ➨ᙜ♫ཪࡣ⏥ࡣࠊ⏦㎸⪅➼ࡀಖドጤクዎ⣙ᚲせ࡞ಶேሗࢆᥦ౪ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊಖドጤ
ົඛ㟁ヰ␒ྕཬࡧ᭶➼ࡢᒓᛶሗ㸦ಖドጤクዎ⣙⥾⤖ᚋᙜ♫ࡀ㏻▱ࢆཷࡅࡿ➼ࡋ
ࡉࢀࡿሙྜࠋ
クዎ⣙ࡢ⥾⤖ࢆ࠾᩿ࡾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࡚▱ࡾ࠼ࡓኚ᭦ᚋࡢሗࢆྵࡴ㸧
ղಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙㛵ࡍࡿ㈤㈚≀௳ࡢྡ⛠ࠊ
➨㸶᮲㸦ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᮇ㛫ࡢⓏ㘓࣭⏝➼㸧
➨  ᮲㸦ᑂᰝ⤖ᯝ㸧
ᡤᅾᆅཬࡧ㈤ᩱ➼ࡢዎ⣙
ձ⏦㎸⪅➼ࡣࠊಖドዎ⣙⥾⤖ྍྰุ᩿࠾ࡼࡧಖドጤクዎ⣙ࡢᒚ⾜ࠊồൾᶒࡢ⾜ࡢࡓࡵ
⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ཪࡣ⏥ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢෆᐜࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚࡞࠸ࡇணࡵྠពࡋ
ሗࠋ
⊂⮬ຍ┕ࡍࡿᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵㸦௨ୗࠕຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࠖ
ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣᑂᰝ⤖ᯝ㛵ࡍࡿุᐃ⌮⏤ࡣ㛤♧ࡋࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊᙜ♫ཬࡧ⏥
ճಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙㛵ࡍࡿ㈤ᩱᨭᡶ≧ἣ➼ࡢྲྀᘬሗࠋ
ࡋࡲࡍ㸧↷ࡋࠊⓏ㘓ሗࢆ⏝ࡍࡿࡇࢆணࡵྠពࡋࡲࡍࠋ
ࡣἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓゞṇࠊ⏝Ṇ➼ࡢሙྜࢆ㝖ࡁࠊᥦ౪ࡉࢀࡓಶேሗཬࡧಶேሗࢆ
մ㐠㌿චチドࠊࣃࢫ࣏࣮ࢺཬࡧእᅜேⓏ㘓ド᫂᭩➼グ㍕ࡉࢀࡓᮏே☜ㄆࡢࡓࡵࡢ
ղຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡢሗࡢⓏ㘓ཬࡧ⤂⏝ࡣࠊྠᶵ㛵⊂⮬ຍ┕
ྵࡴ᭩㠃ࡘ࠸࡚ࡣ࠸࡞ࡿሙྜࡶ㏉༷ཬࡧ๐㝖ࡋࡲࡏࢇࠋ
ሗࠋ
յಶேࡢ⫝̸ീࠊ
ࡋࡓ♫㝈ࡾྲྀࡾᢅࢃࢀࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ⟶⌮㸧
㡢ኌ➼ࢆ☢ẼⓗࡲࡓࡣගᏛⓗグ㘓፹య➼࡚グ㘓ࡉࢀࡓᫎീࡲࡓࡣ㡢ኌ
ձᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊྛࠎࡑࡢ⟶⌮࠶ࡿಶேሗࡢ⣮ኻࠊㄗ⏝ཬࡧᨵኚࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ
࠙ຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࠚ
ሗࠋ
ࠊ㐺ษ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᐇດࡵࡲࡍࠋ
➨㸲᮲㸦㛵㐃ࡍࡿಶேሗ㸧
ྡ  ⛠㸸୍⯡♫ᅋἲே ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠㸦␎⛠㹊㹇㹁㹁㸧
ղᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊྛࠎಖ᭷ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ᶒ㝈ࢆᣢࡘ⏝⪅ࡢࡳࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁ
ఫ  ᡤ㸸ࠛ ᮾி㒔 ༊᪂ᶫ㸯┠㸵␒ᆅ㸯㸮 ộ␃ࢫ࣌ࣅࣝ㸲㝵
ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡀྲྀᚓࡍࡿಶேሗࡣࠊಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸⪅ࠊ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅ࢆྵࡴࠊ
㟁ヰ␒ྕ㸸
⥭ᛴ㐃⤡ඛཬࡧྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅㛵ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ࡶᮏ᮲㡯‽ࡌ
࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࡲࡍࠋ㸦௨ୖࠊ㈤ேཬࡧ㐃ᖏಖドேࢆྵࡵ࡚௨ୗࠕ⏦㎸⪅➼ࠖࡋࡲࡍ㸧➨ ղ⏦㎸⪅➼ࡣࠊḟࡢ⾲ᐃࡵࡿಶேሗࡀຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵୍ᐃᮇ㛫Ⓩ ➨ ࡿᏳ࡞⎔ቃୗಖ⟶ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡲࡍࠋ
᮲㸦ಶேሗྲྀᢅᴗົࡢእ㒊ጤク㸧
ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊྛࠎࡢุ᩿ࡼࡾಶேሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ᴗົࡢ୍㒊ࡲࡓࡣ㒊ࢆእ㒊ጤクࡍ
㘓ࡉࢀࠊຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡢဨ⏦㎸⪅➼ࡢಖドጤクዎ⣙ࡢ⥾⤖ྍ
㸳᮲㸦ಶேሗࡢ⏝㸧
ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ྰࡢุ᩿ཬࡧಖドጤクዎ⣙ࡢᒚ⾜࣭ồൾᶒࡢ⾜ࡢࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿࡇࠊணࡵྠ
ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡀྲྀࡾᢅ࠺ಶேሗࡢ⏝┠ⓗࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࡋࠊ⏝┠ⓗࢆ㉸࠼࡚ಶே
➨  ᮲㸦⤫ィࢹ࣮ࢱࡢ⏝㸧
ពࡋࡲࡍࠋ
ሗࢆ⏝ࡋࡲࡏࢇࠋ
ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேሗࢆࡶࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᙧᘧຍᕤࡋࡓ⤫ィ
ձᙜ♫ࡼࡾ⏥ᑐࡍࡿಖドጤクዎ⣙ࡢ᩷᪕ࡢࡓࡵࠋ

Ⓩ㘓ሗ
Ⓩ㘓ᮇ㛫
ࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊᙜヱࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ఱࡽไ㝈࡞ࡃ⏝
ղಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ࡢࡓࡵࠋ
Ặྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ➼ࡢᮏேࢆ
࡛ࡁࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ

ճಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙⥾⤖ཬࡧᒚ⾜ࡢࡓࡵࠋ
≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሗ
ୗグࡢ  ࡲࡓࡣ  ࡢ࠸ࡎࢀࡢሗࡀ
➨  ᮲㸦ᮏ᮲㡯ࡢᨵᐃ㸧
մಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ᇶ࡙ࡃồൾᶒࡢ⾜ࡢࡓࡵࠋ
ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊἲ௧➼ࡢᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁࡼࡾࠊᚲせ࡞⠊ᅖෆ࡛ᮏ᮲㡯ࢆኚ᭦࡛ࡁࡿࡶࡢ
㈤㈚≀௳ࡢྡ⛠ࠊᡤᅾᆅ➼㈤㈚≀௳ࢆ≉ᐃࡍ Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮇ㛫
յᐙ㈤മົಖドᴗ࠾ࡅࡿၟရࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤂ཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁ྥୖࡢࡓࡵࠋ
ࡋࡲࡍࠋ
նᙜ♫ࡀࠊࡑࡢぶ♫ࠊᏊ♫ࠊࢢ࣮ࣝࣉ♫ཬࡧᥦᦠඛ♫ࡽጤクࢆཷࡅ࡚ᙜヱ  ࡿࡓࡵࡢሗ
➨  ᮲㸦ಶேሗ⟶⌮㈐௵⪅㸧
♫ᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫෆࡢ㏦ࡍࡿࡓࡵࠋ
ຍ┕ࡍࡿヱᙜ♫ࡀຍ┕ᐙ㈤മົಖ
ᙜ♫ཬࡧࡀᐃࡵࡿಶேሗ⟶⌮㈐௵⪅ࡣࠊᚋグࠕᐙ㈤മົಖド௦⾜♫୍ぴࠖグ㍕ࡢ㏻ࡾ
 ಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡋࡓᐇ
ドሗྲྀᢅᶵ㛵⤂ࡋࡓ᪥ࡽ㸴
շ࠾ᐈᵝࡽࡢࡈពぢࠊࡈせᮃࡲࡓࡣࡈ┦ㄯࡘ࠸࡚☜ㄆࠊᅇ⟅ࡲࡓࡣࡑࡢࡢᑐᛂࢆ
ࡋࡲࡍ㸦ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ♫ᐄ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸㸧
ࠋ
⾜࠺ࡓࡵࠋ
ࣨ᭶㛫
➨  ᮲㸦ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡢ♫ሗ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧
ಖドጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓຍ┕♫ࡢ㈤㈚ே
ᙜ♫ࡀྲྀḟ❆ཱྀᴗົཬࡧಖドጤクዎ⣙ࡢ᩷᪕ࢆ⾜࠺ᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࡣᚋグࠕᐙ㈤മ
ո㈤㈚ேཬࡧ⟶⌮♫ࡽࡢጤクᇶ࡙ࡃཱྀᗙ᭰ᴗົ➼ࠊ⣡௦⾜ົࢆ⾜࠺ࡓࡵࠋ
ಖドጤクዎ⣙ᮇ㛫୰ཬࡧಖドጤクዎ
չ㈤㈚ዎ⣙ࡢᒚ⾜ཬࡧ⟶⌮୪ࡧዎ⣙⤊ᚋࡢമᶒമົࡢΎ⟬༠ຊࡍࡿࡓࡵࠋ
 ᑐࡍࡿᨭᡶ≧ἣࠊồൾ㔠ᨭᡶㄳồッゴཬࡧ
ົಖド௦⾜♫୍ぴࠖグ㍕ࡢ㏻ࡾࡋࡲࡍࠋಶேሗ㛵ࡍࡿሗ࣭⏝┠ⓗࡢ㏻▱ࠊ㛤
⣙⤊ᚋࠊമົࡀᾘ⁛ࡋ࡚ࡽ㸳ᖺ㛫
պୖグձࡽչࡢ⏝┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࡢಶேሗࡢ➨୕⪅ࡢᥦ
ᘓ≀᫂Ώッゴ㛵ࡍࡿሗ
♧ࠊゞṇ➼ࠊ⏝Ṇ➼ࡲࡓࡣࡑࡢࡈ㉁ၥࠊࡈ┦ㄯ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗ
౪ࠋ
➨㸴᮲㸦ಶேሗࡢ➨୕⪅ࡢᥦ౪㸧

ࡢྛ♫ࡢၥྜࡏ❆ཱྀࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ㏻ヰෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ♫ࡢุ᩿ࡼࡾ
ճ⏦㎸⪅➼ࡣࠊ㈤㈚ேࡀ⏦㎸⪅➼ᑐࡋ࡚ᘓ≀᫂Ώㄳồッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓሙྜࠊࡇࢀಀ
㟁ヰᑐᛂࡢရ㉁ྥୖཬࡧ☜ㄆࡢࡓࡵ㘓㡢ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡇࢆணࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᙜ♫ཬࡧ⏥ࡣࠊḟヱᙜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠊ࠶ࡽࡌࡵ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆᚓࡎಶ
ࡿሗࢆᙜ♫ཪࡣ⏥ࡀຍ┕ࡍࡿຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵Ⓩ㘓ࡍࡿ┠ⓗ࡛ᥦ

ಖドጤクዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿࡈㄝ᫂ࠚ ྲྀᢅື⏘♫ࡽ๓ㄝ᫂ࡢ࠶ࡗࡓዎ⣙ෆᐜࡘ࠸࡚ࠊᗘࡈ☜ㄆ㢪࠸ࡲࡍࠋ
ࡈዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡢษ࡞㒊ศ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ ୗグࡢෆᐜࢆࡈᢎࡢ࠺࠼ ࠾⏦㎸ࡳࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸯㸬ࡈ⏝ಖド♫
ࡲࡓࠊಖド⠊ᅖࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࡼࡾ␗࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊྛ♫ࡀᐃࡵࡿዎ
࠾ᐈᵝࡀಖドጤクዎ⣙ࡢࡈ⏝ࡉࢀࡿ♫ࡣࠊᚋグࠕᐙ㈤മົಖド௦⾜♫୍ぴࠖグ㍕ࡢᐙ㈤മົಖ

⣙ෆᐜࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ド௦⾜♫ࡢ࠺ࡕࠊಖド⏦㎸ࡳᑐࡋ࡚ᘬཷࡢពᛮ⾲♧ࢆࡋࡓ㸯♫࡞ࡾࡲࡍࠋ࠾ᐈᵝࡀಖド♫ࢆ
㸰㸧ಖドጤクዎ⣙࡛ᐃࡵࡿಖド⠊ᅖࠊෆᐜࡢࠊ࠾ᐈᵝ㈚ࡢ㛫ࡢ㈤㈚ዎ⣙᭩ᇶ࡙ࡃമົࡑ
࠾㑅ࡧࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡢᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࡶ࠾ཷࡅࡍࡿࡇ

ࡢ࠾ᐈᵝࡀ㈇ᢸࡍࡁ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࠊࡀ୍࠾ᐈᵝࡀ࠾ᨭᡶ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㈚ᐙ㈤മ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ົಖド௦⾜♫ࡢ༠㆟ࡼࡾࠊཎ๎ࡋ࡚࠾ᐈᵝࡢྠពࡢ࠺࠼ࠊᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ࡀ࠾ᐈ
㸰㸬ಖドጤクዎ⣙㛤ጞ᪥⤊

ᵝ❧᭰࠼࡚㈤㈚ே࠾ᨭᡶࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡇࢆணࡵࡈᢎㅙࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸯 ಖドጤクཬࡧ❧᭰ᡶ࠸ጤクዎ⣙࠾ࡅࡿᨭᡶᮇ㛫ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚㈤㈚ዎ⣙㛤ጞ᪥ࡼࡾ㛤ጞࡋ
࡞࠾ࠊᡓதࠊᆅ㟈ࠊኳኚᆅኚ➼ྍᢠຊࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖࠊኻⅆࠊ࢞ࢫ⇿Ⓨࠊ⮬ẅ➼ᨾព㐣ኻ
 ࡲࡍࠋヲࡋࡃࡣࠊྛಖドጤクዎ⣙ෆᐜࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖࡣಖドࡉࢀࡲࡏࢇࠋ
㸰 ࠾ᐈᵝ࠾࠸࡚ᐙ㈤➼ࡢ᭶㢠ㄳồ㔠㢠ᑐࡍࡿ⣡ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊᐙ㈤മົಖド௦⾜
㸲㸬ồൾᶒࡢ⾜ࡘ࠸࡚
 ♫ࡣࠊಖドጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡁಖドᒚ⾜ࡋࡲࡍ
࠾ᐈᵝࡀ㈤ᩱ➼ࡢᮍ⣡࡞ࡼࡾࠊಖド♫ࡀ࠾ᐈᵝࡢ㔠㖹ᨭᡶമົࢆಖド࣭ᨭᡶࡋࡓሙྜࡣಖド
ᐙ㈤➼ࡢ᭶㢠ㄳồ㔠㢠ࡢ୍㒊ࡲࡓࡣ㒊ࡢ⣡ࢆ⏕ࡌࠊ㈚ࡢ㛫
㸱 ࠾ᐈᵝࡀ㈚ᑐࡋ࡚ᗘࠎࠊ
Ⓨ⏕ᚋࠊ㈚௦ࢃࡾಖド♫ࡀ࠾ᐈᵝ࠾ᨭᡶࡢࡈㄳồࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ㸦ࡇࢀࢆồൾᶒࡢ
࡛ಙ㢗㛵ಀࡢ⥅⥆ࡀᅔ㞴ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᘓ≀㈤㈚ዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࠊᘓ≀➼㈤≀௳

⾜࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸧ࡲࡓࠋồൾᶒࡢ⾜ࢆࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊッゴࡑࡢἲⓗ࡞ᡭ⥆ࡁࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡶ࠾
ᐈᵝࡈㄳồࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ࠾ᨭᡶࡘ࠸࡚ྛಖド♫ࡢᐃࡵࡓᮇ㛫࠾ᨭᡶ࠸ࡓࡔࡅ
࡞࠸ሙྜࠊ㐜ᘏᦆᐖ㔠ࡋ࡚ᖺ 㸣ࡢ㔠㢠ࢆຍ⟬ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡃࢀࡄ
ࢀࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ࢆ᫂ࡅΏࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸱㸬ಖドࡢ⠊ᅖཬࡧෆᐜࡘ࠸࡚
㸯㸧ྛ♫ಖド⠊ᅖཬࡧෆᐜ

ಖド⠊ᅖཬࡧಖドෆᐜࡣᚋグࠕᐙ㈤മົಖド௦⾜♫୍ぴࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ᮏ᭩ࡢ⛠

ᙜ♫

ᐙ㈤മົಖド௦⾜♫ྡ

ࣞࢪࢹࣥࢩࣕࣝࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬᰴᘧ♫

⏥
࢚ࣝࢬࢧ࣏࣮ࢺᰴᘧ♫

ᡤᅾᆅ

ࠛ ᪂ᐟ༊す᪂ᐟ  ᪂ᐟࣔࣀࣜࢫ

ࠛ ᪂ᐟ༊㤿ሙୗ⏫ ᪩✄⏣㹑㹇㸿ࣅࣝ

ࠛ

ಶேሗ⟶⌮㈐௵⪅࣭㐃⤡ඛ

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 

⤒Ⴀ⏬ᐊᐊ㛗 

ϸಖド㝈ᗘ㢠

᭶㢠㈤ᩱ㸦⟶⌮㈝࣭ࡑࡢ㈝⏝ࢆྵࡴ㸧 ࣨ᭶

࠙ᒃఫ⏝ࠚ᭶㢠㈤ᩱ㸦⟶⌮㈝࣭ࡑࡢ㈝⏝ࢆྵࡴ㸧 ࣨ᭶
࠙ᴗ⏝ࠚ᭶㢠㈤ᩱ㸦⟶⌮㈝࣭ࡑࡢ㈝⏝ࢆྵࡴ㸧 ࣨ᭶

Ϲ㈤ᩱ➼

ಖドጤクዎ⣙᭩グ㍕ࡉࢀࡓᐙ㈤࣭ඹ┈㈝࣭㥔㌴ᩱ㔠➼ࡢ᭶㢠ㄳồ㢠ࡢ⣡ศ

ᰴᘧ♫࢜ࣜࢥࣇ࢛ࣞࣥࢺࣥࢩࣗ
༊Ⱚᾆ  Ⱚᾆࢫࢡ࢚ࣅࣝ

࠙ಖド⠊ᅖཬࡧෆᐜࠚ

Ϻ᭦᪂ᩱ࣭ዎ⣙ᩱ

ۑ㸦ಖドࡋࡲࡍ࣭≉⣙᭷㸧

࠙ᒃఫ⏝ࠚۑ㸦ୖ㝈࠶ࡾ㸧࠙ᴗ⏝ࠚ㸦ᑐ㇟እ㸧

ϻṧ⨨≀ฎศ㈝⏝

ۑ㸦ಖドࡋࡲࡍ㸧

࠙ᒃఫ⏝ࠚۑ㸦ಖドࡋࡲࡍ㸧࠙ᴗ⏝ࠚ㸦ᑐ㇟እ㸧

ϼཎ≧ᅇ㈝⏝
Ͻ⏝ᦆᐖ㔠

ۑ

࠙ᒃఫ⏝ࠚۑ㸦ୖ㝈࠶ࡾ㸧࠙ᴗ⏝ࠚ㸦ᑐ㇟እ㸧

ۑ㸦ಖドࡋࡲࡍ㸧

࠙ᒃఫ⏝ࠚۑ㸦ୖ㝈࠶ࡾ㸧࠙ᴗ⏝ࠚ㸦ᑐ㇟እ㸧

ྑグཧ↷

⏝ᦆᐖ㔠ࡣ㈤㈚ዎ⣙ゎ㝖ࡼࡿᘓ≀᫂Ώࡲ࡛ࡢ㈤ᩱ㸯ࣨ᭶┦ᙜ㢠ࡢ⏝ᩱ

Ͼᘓ≀᫂Ώッゴ㈝⏝

ۑ㸦ಖドࡋࡲࡍ㸧 ッゴᡭ⥆ࡁ㈝⏝ཬࡧᘚㆤኈ㈝⏝ࡶྵࡲࢀࡲࡍ

Ͽ㐪⣙㔠➼

ۑ㸦ୖ㝈࠶ࡾ࣭≉⣙᭷㸧

♫㐠ື➼ᶆࡰ࠺ࢦࣟཪࡣ≉Ṧ▱⬟ᭀຊ㞟ᅋ➼ࡑࡢࡇࢀࡽ‽ࡎࡿ⪅㸦௨ୗࡇࢀࡽࢆࠕᭀຊᅋဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ヱᙜࡋ࡞࠸ࡇཬࡧḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࡇࢆ⾲᫂ࡋࠊಖドࡋࡲࡍࠋ荛ᭀຊ

ᅋဨ➼ࡀ⤒Ⴀࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ ղᭀຊᅋဨ➼ࡀ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵ࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ 荝⮬ᕫⱝࡋࡃࡣ➨୕⪅ࡢṇࡢ┈ࢆᅗࡿ┠ⓗཪࡣ➨୕⪅ࡢṇ
ࡢ┈ࢆᅗࡿ┠ⓗཪࡣ➨୕⪅ᦆᐖࢆຍ࠼ࡿ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ࡍࡿ࡞ࠊᙜᭀຊᅋဨ➼ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ
荞ᭀຊᅋဨ➼ᑐࡋ࡚㈨㔠➼ࢆᥦ౪ࡋࠊཪࡣ౽ᐅࢆ౪ࡍࡿ࡞ࡢ㛵

ࢆࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ 荟ᙺဨཪࡣ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀᭀຊᅋဨ➼♫ⓗ㠀㞴ࡉࢀࡿࡁ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ

࠙ᒃఫ⏝ࠚۑ㸦ୖ㝈࠶ࡾ㸧࠙ᴗ⏝ࠚ㸦ᑐ㇟እ㸧

ͤ≉⣙࣭ୖ㝈㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᐙ㈤മົಖド♫ࡢዎ⣙᭩ࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ಖドᮇ㛫࣭ಖドᩱ➼࣭ຍ┕ᅋయࠚ
ϸಖドᮇ㛫



㈤㈚ዎ⣙ࡢ㛤ጞ᪥ࡼࡾ㸯ᖺ㛫㸦௨㝆㸯ᖺẖࡢ⥅⥆ಖド㸧

Ϲ❧᭰ᡶ࠸ᮇ㛫

ᐙ㈤➼⣡ࡢ࠶ࡿሙྜࡣࠊಖド㝈ᗘ㢠௨ෆ࡛ᘓ≀➼ࡢ᫂Ώࡋ῭ࡳ⮳ࡿࡲ࡛❧᭰ᨭᡶ࠸ࡲࡍ

Ϻಖドᩱ㸦ึᅇ㸧

ಖドጤクዎ⣙⥾⤖᭶㢠ㄳồ㢠ྜィࡢ 㸣
㸦᭱పಖドᩱ㸰㸧

࠙ᒃఫ⏝ࠚಖドጤクዎ⣙⥾⤖᭶㢠ㄳồ㢠ྜィࡢ 㸣
㸦᭱పಖドᩱ㸰㸧
࠙ᴗ⏝ࠚಖドጤクዎ⣙⥾⤖᭶㢠ㄳồ㢠ྜィࡢ 㸣
㸦᭱పಖドᩱ㸲㸧

ϻ⥅⥆ಖドᩱ

 ௳࣭ᖺ

࠙ᒃఫ⏝ࠚ ௳࣭ᖺ
࠙ᴗ⏝ࠚ᭶㢠ㄳồ㢠ྜィࡢ 㸣௳࣭ᖺ

ϼຍ┕ᑂᰝሗྲྀᢅᶵ㛵

࡞ࡋ

ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠


ڦಖドጤクཬࡧ❧᭰ᡶጤクዎ⣙ಀࡿ㡯ࡢㄝ᫂
ࡈዎ⣙ෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢෆᐜࡣ㔜せ࡛ࡍࡽࠊᚲࡎࡈ୍ㄞ㡬ࡁࠊࡈ⌮ゎࢆ㡬࠸ࡓ࠺࠼࡛ࠊ࠾⏦㎸ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ಖド♫ࡘ࠸࡚
ձ
ճ
ಖドጤクᩱࡘ࠸࡚
ಖドጤクᩱࡋ࡚ࠊḟࡢ㔠㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ᐙ㈤മົಖドࢆ⾜࠺ಖド♫ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋಖド♫ࡣ㈤㈚ዎ⣙㛵ࡍࡿ㐃ᖏಖドே࡞ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊ㈤ேᵝࡀ࠾ᨭᡶ࠸ࢆ㐜ᘏࡋࡓሙྜࠊ㈤ேᵝ௦ࢃࡗ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋಖド♫
ึᅇಖドጤクᩱ㸸ಖドጤクዎ⣙⥾⤖⏦㎸᭩グ㍕ࡢ᭶㢠ㄳồ㢠ྜィࡢ 㸣
ࡀ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓࡁࡣࠊᚋ᪥㈤ேᵝᑐࡋ࡚ࡈㄳồࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ
         㸦᭱పಖドጤクᩱࡣ  㸧


⥅⥆ಖドጤクᩱ㸸 㸦 ᖺࡈ㸧

ಖド♫㸸ᰴᘧ♫࢜ࣜࢥࣇ࢛ࣞࣥࢺࣥࢩࣗ
ఫᡤ㸸ᮾி㒔 ༊Ⱚᾆ㸲㸫㸷㸫㸰㸳
ಖドጤクᩱࡣࠊࡑࡢᨭᡶ࠸ᚋࠊ୰㏵࠾࠸࡚ゎ⣙࡞ࡗࡓሙྜࡶ㏉㔠ࡣ⾜࠸ࡲࡏࢇࠋ

ၥྜࡏඛ㸸㸮㸳㸵㸮㸮㸱㸮㸯㸰㸱

ಖドᮇ㛫ࡘ࠸࡚
մ
 ಖドࡢ⠊ᅖ࠾ࡼࡧෆᐜࡘ࠸࡚
ಖドᮇ㛫ࡣࠊಖドጤクዎ⣙⥾⤖᪥ࡽ㈤㈚≀௳ࡢ᫂Ώࡋࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
ղ

ಖドࡢ⠊ᅖࡣࠊ㈤㈚ዎ⣙ಀࡿ㈤ᩱ➼ࠊኚື㈝ࠊ᭦᪂ᩱࠊཎ≧ᅇ㈝⏝ࠊ㐪⣙㔠ͤࠊゎ㝖ᚋࡽ
᫂Ώࡋࡲ࡛ࡢ㛫ࡢ㈤ᩱ➼┦ᙜᦆᐖ㔠࠾ࡼࡧッゴࡑࡢἲⓗᡭ⥆ࡁಀࡿ㈝⏝࡞ࡾࡲࡍࠋಖドୖ㝈
յ
ồൾᶒ࠾ࡼࡧồൾࡍࡿ㔠㢠ࡘ࠸࡚
 ಖド♫ࡀ㈤ேᵝ௦ࢃࡗ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓሙྜࠊಖド♫ࡽ㈤ேᵝᑐࡋ࡚ồൾᶒࡀⓎ⏕ࡋ
 ࣨ᭶ศ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㢠ࡣ᭶㢠㈤ᩱ㸦ඹ┈㈝ࠊ⟶⌮㈝➼ࡣྵࡲ࡞࠸㸧ࡢ
ͤ ಶேዎ⣙ࡢࡳࠋ㈤ᩱࡢ㸯ࣨ᭶ศࢆୖ㝈࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡍࠋࡇࡢồൾᶒᇶ࡙࠸࡚ࠊಖド♫ࡀ㈤ேᵝᑐࡋ࡚ࡈㄳồࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ㈤ேᵝᑐࡋ࡚ࡈ

ㄳồࡍࡿ㔠㢠ࡣࠊୖグղࡢ⠊ᅖ࡛ಖド♫ࡀ࠾ᨭᡶ࠸ࡋࡓ㢠࠾ࡼࡧ㐜ᘏᦆᐖ㔠㸦ᖺ 㸣㸧࡞ࡾ

ࡲࡍࠋ


➨  ᮲㸦ၥྜࡏ❆ཱྀ㸧
 ەຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵
ಖドጤクዎ⣙ಀࡿಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯
ಶேሗ㛵ࡍࡿⱞࠊ⏝┠ⓗࡢ㏻▱ࠊ㛤♧ࠊゞṇ➼ࠊ⏝Ṇ➼ཪࡣࡑࡢࡢࡈ㉁ၥࠊ
  ྡ  ⛠㸸୍⯡♫ᅋἲேᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠㸦␎⛠ /,&&㸧
ࡈ┦ㄯⱝࡋࡃࡣ࠾ၥྜࡏࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢၥྜࡏ❆ཱྀࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ఫ  ᡤ㸸ࠛᮾி㒔 ༊᪂ᶫ  ┠  ␒  ྕộ␃ࢫ࣌ࣜࣅࣝ  㝵
ಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸⪅ࠊ
㐃ᖏಖドேணᐃ⪅୪ࡧዎ⣙ᙜ⪅㸦㈤ேཬࡧ㐃ᖏಖドே㸧
㸦௨

ᰴᘧ♫࢜ࣜࢥࣇ࢛ࣞࣥࢺࣥࢩࣗ࠾ᐈᵝ┦ㄯ❆ཱྀ
㟁ヰ␒ྕ㸸
ୗࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࢆࠕ⏦㎸⪅➼ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊᰴᘧ♫࢜ࣜࢥࣇ࢛ࣞࣥࢺࣥࢩࣗ㸦௨ୗ
 㟁ヰ␒ྕ㸸
⏦㎸⪅➼ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ᐃࡵࡿಶேሗࡀຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵௨ୗࡢ⾲
ࠕᙜ♫ࠖ࠸࠺㸧ࡀࠊḟࡢ᮲㡯㸦௨ୗࠕᮏ᮲㡯ࠖ࠸࠺㸧ᚑ࠸ࠊಶேሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇ

 ཷ㛫㸸᭶᭙᪥㹼㔠᭙᪥㸦⚃᪥㝖ࡃ㸧㸸㹼㸸
ᐃࡵࡿᮇ㛫Ⓩ㘓ࡉࢀࠊຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡢဨࡼࡾ⏦㎸⪅➼ࡢಖドጤ
ྠពࡋࡲࡍࠋ
ͤ㏻ヰෆᐜࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㟁ヰᛂᑐࡢရ㉁ྥୖཬࡧ㏻ヰෆᐜࡢ☜ㄆࡢࡓࡵ㘓㡢ࡉࡏ࡚
クዎ⣙ࡢ⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ཬࡧಖドጤクዎ⣙ࡢᒚ⾜࣭ồൾᶒࡢ⾜ࡢࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿࡇ

࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ྠពࡋࡲࡍࠋ

➨㸯᮲㸦ಖドጤク㸧

ಶேሗࡣࠊ௨ୗࡢಶே㛵ࡍࡿሗࢆ࠸࠸ࠊᙜヱሗྵࡲࢀࡿẶྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࡑࡢ

Ⓩ㘓ሗ
Ⓩ㘓ᮇ㛫

ࡢグ㏙➼ࡼࡾ≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢሗࡢ
Ặྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ➼ࡢᮏேࢆ


ࡳ࡛ࡣ㆑ู࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊࡢሗᐜ᫆↷ྜࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡼࡾ≉ᐃࡢ
❧᭰ᡶጤクዎ⣙ಀࡿಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯
≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሗ
ୗグࡢ  ࡲࡓࡣ  ࡢ࠸ࡎࢀࡢሗ
ಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡶಶேሗྵࡲࢀࡲࡍࠋ

㈤㈚≀௳ࡢྡ⛠ࠊᡤᅾᆅ➼㈤㈚≀௳ࢆ≉ᐃ ࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮇ㛫
ձẶྡࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࠊᅜ⡠ࠊ⫋ᴗࠊົඛྡ⛠ࠊົඛఫᡤࠊ

❧᭰ᡶጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸⪅ࠊ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅୪ࡧዎ⣙ᙜ⪅㸦㈤ேཬࡧ㐃ᖏಖドே㸧
ࡍࡿࡓࡵࡢሗ
ົඛ㟁ヰ␒ྕཬࡧ᭶➼ࡢᒓᛶሗ㸦ኚ᭦ᚋࡢሗࢆྵࡴ㸧
ࠋ
㸦௨ୗࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࢆࠕ⏦㎸⪅➼ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊᰴᘧ♫࢜ࣜࢥࣇ࢛ࣞࣥࢺࣥࢩࣗ㸦௨
ᙜ♫ࡀຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ
ᡤᅾᆅཬࡧ㈤ᩱ➼ࡢ୪ࡧ
ୗࠕᙜ♫ࠖ࠸࠺㸧ࡀࠊḟࡢ᮲㡯㸦௨ୗࠕᮏ᮲㡯ࠖ࠸࠺㸧ᚑ࠸ࠊಶேሗࢆྲྀࡾᢅ࠺
ղಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙㛵ࡍࡿ㈤㈚≀௳ࡢྡ⛠ࠊ
 ಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡋࡓᐇ
㛵↷ࡋࡓ᪥ࡽ  ࣨ᭶㛫
ཱྀᗙሗ➼ࡢዎ⣙ሗࠋ
ࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
ᙜ♫ࡢ㈤㈚ேᑐࡍࡿᨭᡶ࠸≧ἣࠊồൾ㔠

ಖドጤクዎ⣙ᮇ㛫୰ཬࡧಖドጤクዎ
ճಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙㛵ࡍࡿ㈤ᩱᨭᡶ≧ἣ➼ࡢྲྀᘬሗࠋ
մ㐠㌿චチドࠊࣃࢫ࣏࣮ࢺཬࡧእᅜேⓏ㘓ド᫂᭩➼グ㍕ࡉࢀࡓᮏே☜ㄆࡢࡓࡵࡢ
 ᨭᡶㄳồッゴཬࡧᘓ≀᫂Ώㄳồッゴ㛵ࡍ
➨  ᮲㸦ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢⓏ㘓࣭⏝㸧
⣙⤊ᚋമົࡀᾘ⁛ࡋ࡚ࡽ  ᖺ㛫
ሗࠋ
ࡿሗ
⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡀຍ┕ࡍࡿಶேಙ⏝ሗᶵ㛵㸦ಶேࡢᨭᡶ⬟ຊ࣭㏉῭⬟ຊ㛵ࡍࡿ
յಶேࡢ⫝̸ീཪࡣ㡢ኌࢆ☢ẼⓗཪࡣගᏛⓗグ㘓፹య➼࡚グ㘓ࡉࢀࡓᫎീཪࡣ㡢ኌ
ሗࡢ㞟ཬࡧຍ┕ဨᑐࡍࡿᙜヱሗࡢᥦ౪ࢆᴗࡍࡿ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧
㸦ᙜ♫
⏦㎸⪅➼ࡣࠊ㈤㈚ேࡀ⏦㎸⪅➼ᑐࡋ࡚ᘓ≀᫂Ώㄳồッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓሙྜࠊࡇࢀಀ
ሗࠋ
ࡀຍ┕ࡍࡿಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࢆࠊ௨ୗࠕຍ┕ಙ⏝ሗᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧຍ┕ಙ⏝
ࡿሗࢆࠊ㈤㈚ேࡀᙜ♫ᑐࡋࠊᙜ♫ࡀຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵Ⓩ㘓ࡍࡿ┠ⓗ
նุᡤ➼බඹᶵ㛵ࠊᐁሗࠊ࣐ࢫ࣓ࢹࠊ㟁ヰᖒཪࡣఫᏯᆅᅗ➼࠾࠸࡚බ㛤ࡉࢀ࡚
ሗᶵ㛵ᥦᦠࡍࡿಶேಙ⏝ሗᶵ㛵㸦௨ୗࠕᥦᦠಙ⏝ሗᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ᙜ♫ࡀ↷
࡛ᥦ౪ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
 ࠸ࡿሗࠋ
ࡋࠊ⏦㎸⪅➼ࡢಶேሗࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⏦㎸⪅➼ࡢᨭᡶ⬟ຊ࣭㏉῭⬟ຊ
ཎ๎ࡋ࡚⏦㎸⪅➼ᮏே㝈ࡾࠊຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿಶே
➨  ᮲㸦㛵㐃ࡍࡿಶேሗ㸧
㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ┠ⓗ㝈ࡾࠊᙜ♫ࡀࡑࢀࢆ⏝ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
ᙜ♫ࡣࠊ
 ⥭ᛴ㐃⤡ඛཬࡧྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅㛵ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ࡶᮏ᮲㡯 ሗಀࡿ㛤♧࣭ゞṇ➼࣭⏝Ṇ➼ࡢㄳồࢆࠊຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡀᐃࡵ
⏦㎸⪅➼ࡣࠊ⏦㎸⪅➼ಀࡿ❧᭰ᡶጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃಶேሗࠊᐈほⓗ࡞ྲྀᘬᐇࡀࠊ
ࡿᡭ⥆ࡁཬࡧ᪉ἲࡼࡗ࡚⾜࡞࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ᚑࡗ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࡲࡍࠋ
ຍ┕ಙ⏝ሗᶵ㛵ୗ⾲ᐃࡵࡿᮇ㛫Ⓩ㘓ࡉࢀࠊຍ┕ಙ⏝ሗᶵ㛵ཬࡧᥦᦠಙ⏝ሗᶵ
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢᙜ♫ࡢᥦ౪㸧
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ⏝┠ⓗ㸧
㛵ࡢຍ┕ဨࡼࡾࠊ⏦㎸⪅➼ࡢᨭᡶ⬟ຊ࣭㏉῭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝࡢࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿ
⏦㎸⪅➼ࡣࠊ⏦㎸⪅ࠊ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅ࠊ㈤ேࠊ㐃ᖏಖドேࠊ㈤㈚ேࠊ⟶⌮♫ࠊ௰

ᙜ♫ࡀྲྀࡾᢅ࠺ಶேሗࡢ⏝┠ⓗࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ⏝┠ⓗࢆ㉸࠼࡚ಶேሗࢆ
ࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
♫ཪࡣ⥭ᛴ㐃⤡ඛཬࡧྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊ⏦㎸⪅➼ࡢಶேሗࢆࠊ➨  ᮲
⏝ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
グ㍕ࡢ⏝┠ⓗࡢࡓࡵᙜ♫ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
♫ྡ
ձಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ࡢࡓࡵࠋ
ᰴᘧ♫ࢩ࣮࣭࣭ࢩ࣮
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ㛤♧ࠊゞṇ➼ཬࡧ⏝Ṇ➼㸧
㡯 ┠
ղಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⥾⤖ཬࡧᒚ⾜ࡢࡓࡵࠋ
ᙜ♫ࡣࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡽࠊᙜヱ⏦㎸⪅➼㛵ࡍࡿಶேሗࡢ㛤♧ࠊゞṇ➼ཬࡧ⏝
ᙜ♫ࡀຍ┕ಙ⏝ሗᶵ㛵↷ࡋࡓ᪥
ճಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ᇶ࡙ࡃồൾᶒࡢ⾜ࡢࡓࡵࠋ
ձ❧᭰ᡶጤクዎ⣙ಀࡿ⏦㎸ࢆࡋࡓᐇ
մࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤂ࡢࡓࡵࠋ
Ṇ➼ࡢㄳồࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊᙜヱ⏦㎸⪅➼㛵ࡍࡿಶே
ࡽ  ᭶㛫
ሗࡢ㛤♧ࠊゞṇ➼ཬࡧ⏝Ṇ➼ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ղ❧᭰ᡶጤクዎ⣙ಀࡿᐈほⓗ࡞ྲྀᘬᐇ ዎ⣙ᮇ㛫୰ཬࡧዎ⣙⤊ᚋ  ᖺ௨ෆ
㛤♧ࠊゞṇ➼ཬࡧ⏝Ṇ➼ࢆࡈᕼᮃࡢ᪉ࡣᙜ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷࠸ࡓࡔࡃࠊ➨㸯
յࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁ྥୖࡢࡓࡵࠋ
նࡈពぢࠊࡈせᮃཪࡣࡈ┦ㄯࡘ࠸࡚ࠊ☜ㄆࠊᅇ⟅ཪࡣࡑࡢࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࡓࡵࠋ
ճമົࡢᨭᡶࢆᘏࡋࡓᐇ
ዎ⣙ᮇ㛫୰ཬࡧዎ⣙⤊ᚋ  ᖺ㛫
㸶᮲グ㍕ࡢ࠾ၥྜࡏ❆ཱྀࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
շ㈤㈚ேཬࡧ⟶⌮♫ࡽࡢጤクᇶ࡙ࡃ⣡௦⾜ົࢆ⾜࠺ࡓࡵࠋ

➨  ᮲㸦ಶேሗࡢṇ☜ᛶ㸧
ո㈤㈚ዎ⣙ࡢᒚ⾜ཬࡧ⟶⌮୪ࡧዎ⣙⤊ᚋࡢമᶒമົࡢ⢭⟬༠ຊࡍࡿࡓࡵࠋ
ຍ┕ಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢྡ⛠ࠊᡤᅾᆅࠊၥྜࢃࡏ㟁ヰ␒ྕࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ❧᭰ᡶ
ᙜ♫ࡣࠊ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊಶேሗࢆṇ☜ࡘ᭱᪂ࡢෆᐜಖࡘ
չୖグձࡽոࡢ⏝┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࡢಶேሗࡢ➨୕⪅ࡢᥦ
ጤクዎ⣙ᮇ㛫୰᪂ࡓಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ຍ┕ࡋࠊⓏ㘓࣭⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊู㏵ࠊ᭩
ࡼ࠺ດࡵࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ཪࡣ⥾⤖࠾࠸࡚ࡈᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓಶே
㠃ࡼࡾ㏻▱ࡋࠊྠពࢆᚓࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ሗࡀṇ☜ࡘ᭱᪂࡛࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦㎸⪅➼ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
౪ࠋ
➨
 ᮲㸦ಶேሗࡢ➨୕⪅ࡢᥦ౪㸧
ەᰴᘧ♫ࢩ࣮࣭࣭ࢩ࣮
➨  ᮲㸦ᚲせሗࡢᥦฟ㸧
ᙜ♫ࡣࠊ௨ୗヱᙜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠊ࠶ࡽࡌࡵ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆᚓࡎಶே
 ̺ࠛᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ ᪂ᐟࣇ࣮ࢫࢺ࢚࢘ࢫࢺ  㝵
⏦㎸⪅➼ࡣࠊಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࠊ⥾⤖ཪࡣᒚ⾜ᚲせ࡞ሗ㸦㐠㌿චチドࠊࣃࢫ࣏࣮ࢺ
ሗࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ձἲ௧ᇶ࡙ࡃሙྜࠋ
 ࠾ၥྜࡏඛ㸸
➼ࡢ᭩㢮グ㍕ࡉࢀࡓᮏ⡠ᆅࠊᅜ⡠➼ࡢሗࢆྵࡴ㸧ࢆᥦฟࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢻࣞࢫ㸸KWWSZZZFLFFRMS
ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻಖ᭷ሗࡸ⮬ᕫ◚⏘➼ࡢሗࡘ࠸࡚ࡶഇ࡞ࡃ⏦࿌ࡍࡿࡶࡢࡋࡲ
ղேࡢ⏕ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢಖㆤࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢ
ͤᰴᘧ♫ࢩ࣮࣭࣭ࢩ࣮ࡢຍ┕㈨᱁ࠊຍ┕ᴗྡ➼ࡢヲ⣽ࡣࠊୖグࡢྠ♫ࡢ࣮࣒࣍
ࡍࠋ
 ྠពࢆᚓࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡁࠋ
࣮࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗᥦ౪ࡢ௵ពᛶ㸧
ճබ⾗⾨⏕ࡢྥୖཪࡣඣ❺ࡢ࡞⫱ᡂࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ≉ᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ᥦᦠಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢྡ⛠ࠊᡤᅾᆅࠊၥྜࢃࡏ㟁ヰ␒ྕࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ᙜ♫ࡣࠊ⏦㎸⪅➼ࡀಖドጤクዎ⣙ᚲせ࡞ಶேሗࢆᥦ౪ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊಖドጤクዎ⣙
 ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆᚓࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡁࠋ
ەᅜ㖟⾜ಶேಙ⏝ሗࢭࣥࢱ࣮
ࡢ⥾⤖ࢆ࠾᩿ࡾࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
մᅜࡢᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣᆅ᪉බඹᅋయཪࡣࡑࡢጤクࢆཷࡅࡓ⪅ࡀἲ௧ࡢᐃࡵࡿົࢆ㐙⾜
ࠛᮾி㒔༓௦⏣༊ࡢෆ 
➨  ᮲㸦ᑂᰝ⤖ᯝ㸧
⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆᚓࡿࡇ
࠾ၥྜࡏඛ㸸
⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢෆᐜࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚࡞࠸ࡇྠពࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ
 ࡍࡿࡇᑐࡋ࡚༠ຊࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡼࡾᙜヱົࡢ㐙⾜ᨭ㞀ࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡁࠋ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢻࣞࢫ㸸KWWSZZZ]HQJLQN\RRUMSSFLF
ᙜ♫ࡣࠊᑂᰝ⤖ᯝ㛵ࡍࡿุᐃ⌮⏤ࡣ㛤♧ࡋࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊᙜ♫ࡣࠊἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓゞ
⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡀ⏦㎸⪅➼ࡢಶேሗࢆ௨ୗࡢ➨୕⪅ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿࡇྠពࡋࡲ
ەᰴᘧ♫᪥ᮏಙ⏝ሗᶵᵓ
ṇ➼࣭⏝Ṇ➼ࡢሙྜࢆ㝖ࡁࠊᥦ౪ࡉࢀࡓಶேሗཬࡧಶேሗࢆྵࡴ᭩㠃ࡘ࠸࡚ࡣ
ࡍࠋ
ࠛᮾி㒔༓௦⏣༊⚄⏣ᮾᯇୗ⏫ 
࠸࡞ࡿሙྜࡶ㏉༷ཬࡧ๐㝖࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ
ձ➨  ᮲グ㍕ࡢ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵࠊ⏦㎸⪅ࠊ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅ࠊ㈤ேࠊ㐃ᖏಖ
࠾ၥྜࡏඛ㸸
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ⟶⌮㸧
 ドேࠊ㈤㈚ேࠊ⟶⌮♫ࠊ௰♫ࠊ⥭ᛴ㐃⤡ඛⱝࡋࡃࡣྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢻࣞࢫ㸸KWWSZZZMLFFFRMS
ᙜ♫ࡣࠊࡑࡢ⟶⌮ୗ࠶ࡿಶேሗࡢ⣮ኻࠊㄗ⏝ཬࡧᨵኚࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞ࢭ
⪅ࠊཪࡣࡑࡢࡋࡿࡁ➨୕⪅ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
ͤᰴᘧ♫᪥ᮏಙ⏝ሗᶵᵓࡢຍ┕㈨᱁ࠊຍ┕ᴗྡ➼ࡢヲ⣽ࡣࠊୖグࡢྠ♫ࡢ࣮࣒࣍
࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᐇດࡵࡲࡍࠋ
ճࡑࡢ⏦㎸⪅➼ࡀ➨୕⪅┈ࢆཬࡰࡍᙜ♫ࡀุ᩿ࡋࡓሙྜᙜヱ➨୕⪅ᑐ
࣮࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᙜ♫ࡣࠊಖ᭷ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ᶒ㝈ࢆᣢࡘ⏝⪅ࡢࡳࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᏳ࡞⎔ቃ
 ࡋᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
ᙜ♫ࡀຍ┕ಙ⏝ሗᶵ㛵Ⓩ㘓ࡍࡿሗࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ୗಖ⟶ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦➨୕⪅ࡢ⠊ᅖ㸧
ەᰴᘧ♫ࢩ࣮࣭࣭ࢩ࣮
➨  ᮲㸦ಶேሗྲྀࡾᢅ࠸ᴗົࡢእ㒊ጤク㸧
௨ୗࡢሙྜࠊಶேሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿ⪅ࡣࠊ➨୕⪅ヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ձᙜ♫ࡀ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢ୍㒊ཪࡣ㒊 ᙜ♫ࡣࠊಶேሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ᴗົࡢ୍㒊ཪࡣ㒊ࢆእ㒊ጤクࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ặྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࠊົඛࠊົඛ㟁ヰ␒ྕཬࡧ㐠㌿චチド➼ࡢグྕ␒
ྕ➼ᮏேࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሗ➼ࠊዎ⣙ࡢ✀㢮ࠊዎ⣙᪥ࠊዎ⣙㢠ࠊၟရྡཬࡧᨭᡶᅇᩘ
➨  ᮲㸦⤫ィࢹ࣮ࢱࡢ⏝㸧
ࢆጤクࡍࡿሙྜ㸦࡞࠾ࠊጤクඛ࠾ࡅࡿಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣᙜ♫ࡀ㈐௵ࢆ
➼ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿሗ➼୪ࡧ⏝ṧ㧗ࠊᨭᡶ᪥ࠊᘏࠊᨭᡶṆࡢ⏦ฟᐇ➼ᨭᡶ
ᙜ♫ࡣࠊᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேሗࢆࡶࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᙧᘧຍᕤࡋࡓ⤫ィࢹ࣮ࢱ
 ㈇࠸ࡲࡍ㸧ࠋ
≧ἣ㛵ࡍࡿሗ➼ࠋ
ࢆసᡂࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ♫ࡣࠊᙜヱࢹ࣮ࢱࡘࡁఱࡽࡢไ㝈࡞ࡃ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛
ղྜేࡑࡢࡢ⏤ࡼࡿᴗࡢᢎ⥅కࡗ࡚ಶேሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿሙྜࠋ
➨  ᮲㸦ಖドጤクዎ⣙ಀࡿಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯ࡢつᐃࡢ‽⏝㸧
ࡁࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
➨
 ᮲㸦ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡢⓏ㘓㺃⏝➼㸧
ձಖドጤクዎ⣙ಀࡿಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯ࡢつᐃࡣࠊᮏ᮲㡯ࡘ࠸࡚‽⏝ࡍ
➨  ᮲㸦ᮏ᮲㡯ࡢᨵᐃ㸧
⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡀ⏦㎸⪅➼ࡢಖドጤクዎ⣙⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ཬࡧಖドጤクዎ⣙ࡢᒚ
ࡿࠋ
ᙜ♫ࡣࠊἲ௧➼ࡢᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁࡼࡾࠊᚲせ࡞⠊ᅖෆ࡛ᮏ᮲㡯ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶ
ղ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ➨  ᮲ղճࠊ➨  ᮲ձղճࠊ➨  ᮲ձղ୪ࡧ➨  ᮲ࡽ➨ 
ࡢࡋࡲࡍࠋ
⾜࣭ồൾᶒࡢ⾜ࡢࡓࡵࠊᙜ♫ࡢຍ┕ࡍࡿᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵㸦௨ୗࠕຍ┕ᐙ
㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࠖ࠸࠺㸧↷ࡋࠊ⏦㎸⪅➼㛵ࡍࡿಶேሗࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚
᮲ࡲ࡛୰ࠕಖドጤクዎ⣙ࠖ࠶ࡿࡢࡣࠕ❧᭰ᡶጤクዎ⣙ࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗ⟶⌮㈐௵⪅㸧
࠸ࡿሙྜࡣࠊᙜ♫ࡀᙜヱሗࢆ⏝ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ

ᰴᘧ♫࢜ࣜࢥࣇ࢛ࣞࣥࢺࣥࢩࣗ ⤒Ⴀ⏬ᐊᐊ㛗
♫ڦⓗໃຊヱᙜࡋ࡞࠸᪨ࡢ⾲࣭᫂ಖド᮲㡯
3L%
 ⚾㸦⏦㎸⪅㸧ࡣ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫࠊ⮬ᕫࡢᙺဨࠊ㐃ᖏಖドேཬࡧࡑࡢධᒃணᐃ⪅ࡀࠊᭀຊᅋࠊᭀຊᅋဨ࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡁࡽ  ᖺࢆ⤒㐣ࡋ࡞࠸⪅ࠊᭀຊᅋ‽ᵓᡂဨࠊᭀຊᅋ㛵ಀᴗࠊ⥲ᒇ➼ࠊ

ྑグཧ↷
ᑦࠊྛಶேሗᶵ㛵ࡢಶேሗࡢ
Ⓩ㘓࣭⏝➼ࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࠋ



⚾ࡣࠊู⣬ࠕධᒃ⏦㎸᭩වಖドጤクཬࡧ❧᭰ᡶጤクዎ⣙⏦㎸᭩ࠖグ㍕ෆᐜ┦㐪࡞ࡃࠊಖドጤクཬࡧ❧᭰ᡶጤクዎ⣙ෆᐜࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
ࢆཷࡅࠊู⣬グ㍕ࡢዎ⣙᮲ᩥࢆ⌮ゎࡋࠊᢎㄆࡋࡲࡋࡓࠋୖグࠕಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯ࠖྠពࡢ࠺࠼⏦㎸ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
㸦࡞࠾ࠊ
ಖドෆᐜࡘ࠸࡚ࡢಶูࡢྲྀࡾỴࡵࢆ⾜࠺ሙྜࠊࡑࡢㄝ᫂ࢆཷࡅᢎㅙ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ

ධᒃணᐃ≀௳ྡ
䛤グධ᪥䠄すᬺ䠅㻌

䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྕᐊ䠅
䠎䠌㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌 ⏦㎸⪅⨫ྡḍ㻌
䠄䛤ᮏே┤➹䛷⨫ྡ䛟䛰䛥䛔䠅㻌

ἲே⏦㎸䛾ሙྜ䛿䚸㒊⨫ྡ䞉♫䛸䛾㛵ಀ䜒䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹






㸟 ྲྀᢅ♫ᵝ㸸ᮏ᭩㠃ࡣ࠾⏦㎸⪅ᵝࡈㄝ᫂ࡢ࠺࠼ࠊࡈ⨫ྡࢆ࠸ࡓࡔࡁࢥࣆ࣮ࢆ࠾Ώࡋࡃࡔࡉ࠸ࠋཎᮏࡘ࠸࡚ࡣ࢜ࣜࢥࣇ࢛ࣞࣥࢺࣥࢩࣗࡈᥦฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ

