「遺伝子関連検査の質保証体制についての見解」
一般社団法人日本衛生検査所協会（以下、「日衛協」という） 遺伝子関連検査受託倫
理審査委員会では、日衛協加盟の各衛生検査所が提供する「遺伝子関連検査の質保証
に求められる要件」１（別表１．）を、1．施設認定・認証、2．検査の質保証、3．検査従事者
の水準・資格、4．職員に関する教育及び5．リスクマネジメントの観点から取りまとめ、「遺
伝子関連検査の質保証体制についての見解」１として、平成25年5月に公表した。本見解
の策定に際しては、それまで各社が独自に実施してきた検査の質保証に関する取り組み
を、日衛協遺伝子関連検査受託倫理審査委員会として取りまとめることにより、共通の必
要要件として共有化することを目的とした。
最近の動向としては、平成27年7月には「ゲノム医療実現推進協議会」による「中間取り
まとめ」2が公表され、その工程表に従ってゲノム医療の実装が進められようとしている。ま
た、次世代シークエンサー（ＮＧＳ）による遺伝子解析技術の革新もゲノム医療の進展を加
速させている。さらに、医療法３及び臨床検査技師等に関する法律（臨床検査技師法）４等
が改正され、改めて遺伝子関連検査の質保証体制の充実５が求められるようになった。
今回、これら現状を受けて「遺伝子関連検査の質保証に関する要件」を見直すとともに、
検体採取（Pre-analysis）から、解析（Analysis）、結果報告（Post‐analysis）までを対象範囲
としてとして「ＮＧＳを用いた遺伝子解析において求められる分析的妥当性に関して考慮
すべき事項」（別表2．）を取りまとめたので、合わせて公表することとした。
今後は、日衛協加盟の衛生検査所では、今回改定した本見解を受けて、自ら提供する
遺伝子関連検査の受託から報告までの一連の検査工程について、高い質保証体制を維
持・向上させながら、遺伝子関連検査を実施・提供する必要がある。
平成25年5月23日 策定
平成30年12月1日 改定
一般社団法人日本衛生検査所協会
遺伝子関連検査受託倫理審査委員会
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見解策定の背景と経緯
一般社団法人日本衛生検査所協会では、平成12年以降、遺伝子関連検査を取り巻く
様々な外部環境に対応するために、遺伝子関連検査及び染色体検査の受託実績等の
把握を目的としてアンケート調査を隔年ごとに実施し、継続して公表してきた６。また、「遺
伝子検査受託倫理審査委員会」を設置し、遺伝子検査を取り巻く社会動向の変化に注目
しつつ「ヒト遺伝子検査受託に関する倫理指針」を策定し、倫理指針の実務運用に関する
各種課題の抽出とその対応方針について検討を行っている。
近年の動向としては、平成21年には「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」７（平成21年
3月、11月改正、平成22年12月、その後、平成24年７月に再改正）が、平成22年には「ゲノ
ム薬理学を適用する臨床研究と検査に関するガイドライン」８（平成22年12月）が新たに策
定され公表されるとともに、平成23年2月には日本医学会より「医療における遺伝学的検
査・診断に関するガイドライン」９（平成23年2月：日本医学会）が公表された。このため、平
成23年には「ヒト遺伝子検査受託に関する倫理指針」の全面的な見直しを行い、指針の
名称を「遺伝学的検査受託に関する倫理指針」１０に変更するに至った。また、併せて委員
会の名称も「遺伝子関連検査受託倫理審査委員会」に変更した。
その後、次世代シークエンサー（ＮＧＳ）によるゲノム解析技術の格段の普及により、難
病の診断への応用やがんゲノム医療の実装が進められるようになった。このため、日本病
理学会から、平成28年3月に「ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程」１１が、平成29年9
月には「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」１２が公表された。さらに、平成29年10月
には日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会合同で「次世代シークエンサー等
を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイドライン」（第1.0版）１３が公表された。
続いて平成29年11月には日本臨床検査医学会から「ゲノム医療における検体検査の品
質確保に関する提言（がんゲノム医療推進を踏まえて）」１４、日本人類遺伝学会から「次世
代シークエンサーを用いた網羅的遺伝学的検査に関する提言」１５が公表された。さらに、
平成30年には、NGSを用いたゲノム解析の進展により、医療現場が直面すると予想される
二次的所見への対応を含めた、クリニカルシークエンスを実施する際の患者及び家族等
に対する説明事項や留意事項について、国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（AMED）「医療現場でのゲノム情報の適切な開示のための体制整備に関する研究」研究
班から「ゲノム医療における情報伝達プロセスに関する提言‐がん遺伝子パネル検査と生
殖細胞系列全ゲノム/全エクソーム解析について‐初版‐20180321」１６が公表された。
疾患分野別の動向として、希少疾患を含む難病関係の取り組みについては、平成27
年に「難病の患者に対する医療等に関する法律」（難病法）１７が施行されことを受けて、平
成28年10月には厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会から「難病の医療提供
体制の在り方について」（報告書）１８が公表された。
また、がんゲノム医療の分野では、「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」（平成
29年3月）が設置され、「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会 報告書～国民参加
型がんゲノム医療の構築に向けて～」（平成29年6月）１９が公表された。
一方、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会（JCCLS）からは、「遺伝子関連
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検査検体品質管理マニュアル」（承認文書）２０（平成23年12月）や「遺伝子関連検査 検
体品質管理マニュアル」（パート2）２１新規測定技術：解析試料の品質管理承認文書（平成
29年10月）、「遺伝子関連検査に関する日本版ベストプラクティス・ガイドライン」（平成23
年6月）２2、「遺伝子関連検査に関する日本版ベストプラクティス・ガイドライン解説版」（平
成28年3月）２３が公表されており、遺伝子関連検査に関わる質保証の要件が明確化され
てきた。
前記ゲノム医療の実用化に向けた取り組みの背景には、以下が挙げられる。まず、平
成26年に内閣総理大臣を本部長とする「健康・医療戦略推進本部」が設置され、「健康・
医療戦略」（平成26年７月）では、ゲノム医療の実現に向けた基盤の整備や取り組みの推
進が掲げられた。そして、その実現のために「ゲノム医療実現推進協議会」（平成27年2
月）が設置され、その後のゲノム医療の推進等の工程表となる「中間とりまとめ」（平成27年
7月）２が公表された。
さらに、「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」（平成27年11月）が設
置され、１．改正個人情報保護法におけるゲノム情報の取扱いについて、２．「ゲノム医
療」等の質の確保について、３．「ゲノム医療」等の実現・発展のための社会環境整備、の
三つの領域についての課題の抽出と今後の方針の検討を行い、「意見とりまとめ」（平成
28年10月）２４を公表した。本「意見とりまとめ」では、遺伝子関連検査の質保証に関しては、
日本臨床検査標準協議会（JCCLS）遺伝子関連検査標準化専門委員会が取りまとめた
「遺伝子関連検査に関する日本版ベストプラクティス･ガイドライン」２２．２３を基本とすることが
示された。その後、「社会保障審議会医療部会」 ２５（平成29年1月）において遺伝子関連
検査を含む臨床検査全体の質保証についての対応が提案され、医療法３および臨床検
査技師法４等の改正の要件と繋がった。なお、これら法律の改正に伴う検体検査の質保
証に関しては、「検体検査の精度管理等に関する検討会」（平成29年10月）が設置され、
遺伝子関連検査・染色体検査を含む「検体検査の精度管理等に関する検討会とりまと
め」（平成30年3月）２６が公表された。その後、厚生労働省からは医療法等の一部を改正
する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成30年7月、
8月）２７が公布され、12月1日から医療法等が施行されることとなっている。
このような状況の下、日衛協 遺伝子関連検査受託倫理審査委員会では、「遺伝子関
連検査の質保証体制に関する要件」（別表１．）の改正を行うとともに、「ＮＧＳを用いた遺
伝子解析において求められる分析的妥当性に関して考慮すべき事項」（別表2．）を新た
に取りまとめ、これらを合わせて「遺伝子関連検査の質保証体制についての見解」としてこ
のたび公表することとした。なお、本見解は、臨床検査振興協議会 医療政策委員会 ゲ
ノム検査に関する小委員会が取りまとめた「がん遺伝子パネル検査の品質・精度の確保
に関する基本的考え方」２８の解析部分を補完する資料でもある。また、本件の関連資料と
して示された各資料は、ゲノム医療を進める際には必須の資料であることを十分に理解し
たうえで活用すべきである。
以上
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関連資料
１．「遺伝子関連検査の質保証体制についての見解」（平成25年5月23日）
http://www.jrcla.or.jp/info/info/250726.pdf
２．「ゲノム医療実現推進協議会」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/kaisai.html
「中間とりまとめ」（平成27 年７月）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/pdf/h2707_torimatome.pdf
ゲノム医療実現推進協議会 平成２８年度報告 平成29年７月31日
内閣官房健康・医療戦略室
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/dai10/sankou2.pdf
ゲノム医療実現推進協議会 平成２９年度報告（案）平成30 年７月○日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/dai12/siryou4.pdf
３．「医療法等の一部を改正する法律」
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2017061600016/files/1.pdf
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2017061600016/files/2.pdf
４．「臨床検査技師等に関する法律」
http://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333A
C1000000076&openerCode=1
５．医療法通知等：平成30年度(2018年)
https://www.ichikawa568.com/medical-care-act-notice-fiscal-year30.html
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit
su_Shakaihoshoutantou/0000203219.pdf
６．第9回遺伝子・染色体検査アンケート調査報告書の公表について
http://www.jrcla.or.jp/info/info/info_124.html
７．「ファーマコゲノミクス検査の運用指針」日本臨床検査医学会 日本人類遺伝学会
日本臨床検査標準協議会（2009年3月24日 2009年11月2日改定 2010年12月1日改
定 2012年7月2日改定）
http://jshg.jp/wp-content/uploads/2017/08/120702PGx.pdf
｢ファーマコゲノミクス検査の運用指針｣（PGｘ検査運用指針）Q&A
https://www.jslm.org/others/news/genomics120705_2.pdf
８．「ゲノム薬理学を適用する臨床研究と検査に関するガイドライン」
日本人類遺伝学会日本臨床検査医学会 日本臨床薬理学会 日本TDM 学会
日本臨床検査標準協議会（平成22年12月）
http://jshg.jp/wp-content/uploads/2017/08/genomics21001203.pdf
９．医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」
日本医学会（平成23年2月）
http://jams.med.or.jp/guideline/genetics-diagnosis.pdf
「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」Q＆A
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http://jams.med.or.jp/guideline/genetics-diagnosis_qa.html
10．「遺伝学的検査受託に関する倫理指針」日本衛生検査所協会 遺伝子検査受託倫
理審査委員会（平成13年4月10日 策定 平成16年9月16日 改正 平成19年４月1日
改正 平成23年10月1日 改正 平成26年11月27日 改正）
http://www.jrcla.or.jp/info/info/dna.pdf
11．「ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程」（2016年3月）
http://pathology.or.jp/genome/
12．「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」日本病理学会（2017年9月）
http://pathology.or.jp/news/pdf/genome_kitei_170915.pdf
13．「次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイドライ
ン」（第1.0版）日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会合同（平成29年10月）
https://www.jca.gr.jp/researcher/topics/2017/171013.html
https://www.jca.gr.jp/researcher/topics/2017/files/20171013.pdf
14．「ゲノム医療における検体検査の品質確保に関する提言（がんゲノム医療推進を踏ま
えて）」日本臨床検査医学会（平成29年11月）
https://www.jslm.org/committees/gene/gene20171121.pdf
15．「次世代シークエンサーを用いた網羅的遺伝学的検査に関する提言」
日本人類遺伝学会（2017年11月18日）
http://jshg.jp/wp-content/uploads/2017/11/237481cfae4fcef8280c77d95b574a97.pdf
16．（AMED）「医療現場でのゲノム情報の適切な開示のための体制整備に関する研究」
（研究代表者：京都大学 小杉眞司）「ゲノム医療における情報伝達プロセスに関する
提言―がん遺伝子パネル検査と生殖細胞系列全ゲノム/全エクソーム解析について―
初版― 20180321」
https://www.amed.go.jp/content/000031253.pdf
17．「難病の患者に対する医療等に関する法律」（難病法）
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/dl/140
618-01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/
18．「難病の医療提供体制の在り方について」（報告書）
厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会（平成28年10月21日）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Ko
useikagakuka/0000140785.pdf
難病の医療提供体制の在り方について（参考）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Ko
useikagakuka/0000140786.pdf
19．「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会 報告書～国民参加型がんゲノム医療の
構築に向けて～」（平成29年6月）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/000016
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6310.pdf
20．「遺伝子関連検査 検体品質管理マニュアル」（承認文書）（平成23年12月）
＊日本臨床検査標準協議会（JCCLS）
http://www.jccls.org/active/MM5-A1.pdf
21．「遺伝子関連検査 検体品質管理マニュアル」（パート2）
新規測定技術･解析試料の品質管理（承認文書）（平成29年10月）
http://www.jccls.org/active/MM6-A1_agenda.pdf
22．「遺伝子関連検査に関する日本版ベストプラクティス・ガイドライン」
（平成23年6月）
http://www.jccls.org/techreport/bestpractice_guideline.pdf
23．「遺伝子関連検査に関する日本版ベストプラクティス・ガイドライン解説版」
（平成28年3月）
http://www.jccls.org/active/MM6-A1.pdf
24．「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」
「意見とりまとめ」（平成28年10月）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Ko
useikagakuka/0000140440.pdf
25．「社会保障審議会医療部会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html
第５９回社会保障審議会医療部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192022.html
資料２ 医療法及び医師法の改正法案について（検討中の内容）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit
su_Shakaihoshoutantou/04_2.pdf
第６１回社会保障審議会医療部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203208.html
資料３
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit
su_Shakaihoshoutantou/0000203215.pdf
参考資料１
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit
su_Shakaihoshoutantou/0000203219.pdf
参考資料３
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit
su_Shakaihoshoutantou/0000203221.pdf
第６２回社会保障審議会医療部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433.html
6

資料４ 検体検査の精度管理等に関する検討会について（省令改正）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit
su_Shakaihoshoutantou/0000210421.pdf
参考資料１ 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に
関する省令案
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshit
su_Shakaihoshoutantou/0000210429.pdf
26．「検体検査の精度管理等に関する検討会」（平成29年10月）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_487624.html
検体検査の精度管理等に関する検討会 とりまとめ（平成30年3月30日）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200534
.pdf
27．医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に
関する省令（平成30年７月27日厚生労働省令第93号）
http://www.yamaringi.jp/data/documents/4Guan-Bao-.pdf
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関
する省令の施行について医政発0810第１号
https://www.ichikawa568.com/medical-care-act-notice-fiscal-300810-1.html
28．「がん遺伝子パネル検査の品質・精度の確保に関する基本的考え方」
（第1.0版作成日：2018年10月30日）
臨床検査振興協議会 医療施策委員会 ゲノム検査に関する小委員会
https://www.jslm.org/committees/gene/20181030panel.pdf
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䕿᪥ᮏ㐀⾑⣽⬊⛣᳜Ꮫ
䕿᪥ᮏங⒴Ꮫ
䕿᪥ᮏ⫵⒴Ꮫ
䕿᪥ᮏ⌮Ꮫ
䕿᪥ᮏ⮫ᗋ⾨⏕᳨ᰝᢏᖌ䠄◊ಟ䞉ㅮ⩦䠅
䕿᪥ᮏ⮫ᗋᏛ
㻠
䕿᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ
䕿᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ⮬ືᏛ䠄㑇ఏᏊ䞉䝥䝻䝔䜸䝭䜽䝇ᢏ⾡䝉䝭䝘䞊䠅
䕿᪥ᮏ⮫ᗋ⣽⬊Ꮫ
䕿᪥ᮏ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫ
䕿䛭䛾䞉㻭㻹㻱㻰䞉ᴗ䛜ᥦ౪䛩䜛䝉䝭䝘䞊䞉㼑㻙㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓➼
䐟䝞䜲䜸䝉䜲䝣䝔䜱䞊ᩍ⫱
䠎䠅♫ෆᩍ⫱ෆᐜ
᳨ᰝᴗົ䜢ᐇ䛩䜛㝿䛻ồ䜑䜙䜜䜛 䐠䜹䝹䝍䝦䝘ᩍ⫱
ྛ✀せ௳
䐡䝷䝆䜸䜰䜲䝋䝖䞊䝥ᩍ⫱
䐢ẘ≀㻛≀㻛᭷ᶵ⁐፹ᩍ⫱
䐣ᗫᲠ≀ྲྀ䜚ᢅ䛔ᩍ⫱
䐤ྛ✀⌮ᣦ㔪䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁⌮ゎ䛾䛯䜑䛾ᩍ⫱
䐥᳨ᰝ㡯┠ゎㄝ
䐦♫ෆ䝉䝭䝘䞊
䐧᭶➼ᐃ䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛷䛾㞟ྜᩍ⫱
䐨᪂ධ♫ဨ◊ಟ䠄ศᏊ⏕≀Ꮫ䛸ศᯒᢏ⾡䠅
䐩᪂つ㡯┠ᢸᙜ䛾ㅮ⩦䞉㻻㻶㼀
䐪᪂つ㡯┠ᢸᙜ䛾䝔䝇䝖᳨య䛻䜘䜛ᢏ⾡ぢᴟ䜑
䐫㢳ၥ䞉እ㒊ㅮᖌ䛻䜘䜛⮫ᗋ䞉ᇶ♏䛾ᩍ⫱
䠄䠎䠅ᩍ⫱䛾ィ⏬䛸グ㘓
䐟ᩍ⫱カ⦎ィ⏬᭩䠄ᖺᗘィ⏬䠅䛾సᡂ
䐠ᩍ⫱◊ಟグ㘓ྎᖒ䛾సᡂ
䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖 ᳨య䛾ཷ㡿䛛䜙⤖ᯝ䛾ሗ࿌䜎䛷䛾᳨ᰝᕤ⛬య䛻㛵䜟䜛䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜈䛾ᑐᛂ䛿䚸㻵㻿㻻㻝㻡㻝㻤㻥䜔㻯㻭㻼䛾せồ㡯䜢⪃៖䛧䛶䚸㻼㻰㻯㻭䝃䜲䜽䝹㻖䜢᭷ຠ䛻
✌ື䛥䛫䜛➼䛻䜘䜚䚸⤌⧊䛸䛧䛶䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖యไ䜢ᶵ⬟䛥䛫䜛䚹
㻡
䠆㻼㻰㻯㻭䝃䜲䜽䝹䠖㻼㼘㼍㼚䠄ィ⏬䠅䊻㻌㻰㼛䠄ᐇ⾜䠅䊻㻌㻯㼔㼑㼏㼗䠄ホ౯䠅䊻㻌㻭㼏㼠䠄ᨵၿ䠅
ὀ䠖ᮏ⾲䛻♧䛧䛯㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝ䛾㉁ಖド䛻㛵䛩䜛せ௳䛿䚸ᚋ䜒⥅⥆䛧䛶ぢ┤䛩ᚲせ䛜䛒䜛䚹䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠆ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻡᭶㻞㻟᪥⟇ᐃ䚷ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻞᭶㻝᪥ᨵᐃ

䚷ู⾲㻞䚷䠪䠣䠯䜢⏝䛔䛯㑇ఏᏊゎᯒ䛻䛚䛔䛶ồ䜑䜙䜜䜛ศᯒⓗጇᙜᛶ䛻㛵䛧䛶⪃៖䛩䜉䛝㡯䚷䚷䠄୍⯡♫ᅋἲே㻌᪥ᮏ⾨⏕᳨ᰝᡤ༠䚷㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝཷク⌮ᑂᰝጤဨ䠅

䚷᳨ᰝᕤ⛬

䚷సᴗෆᐜ

䚷☜ㄆ㡯

䚷⪃៖䛩䜉䛝㡯

䚷᳨య᥇ྲྀ

䚷⾑ᾮ䛾᥇ྲྀ

䚷᥇ྲྀ᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌ᢠจᅛ䠄㻱㻰㼀㻭䛺䛹䠅ධ䜚䛾┿✵᥇⾑⟶䜢⏝䛔䛯┿✵᥇⾑䜢ᐇ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌จᅛ䛾䝸䝇䜽䜢క䛖䜘䛖䛺᥇⾑᪉ἲ䠄䝅䝸䞁䝆᥇⾑ᚋ䛾┿✵᥇⾑⟶䜈䛾ὀධ䛺䛹䠅䛿ᴟຊᅇ㑊䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᳨ᰝ┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯᥇⾑㔞䜢タᐃ䛩䜛䠄㏻ᖖ㻞㻙㻣㼙㻸䚸᭱䛷㻞㻜㼙㻸⛬ᗘ䠅䚹
䚷䚷䞉㻌⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸Ⓨ➃⪅䛻ຍ䛘⾑⦕⪅䛛䜙䛾᥇⾑䜢せ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹䛣䛾ሙྜ䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶⾑⦕⪅䛾᥇⾑せྰ䛻䛴䛔䛶䜒☜ㄆ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌ᢠ䛜䜣ᢞ୰䛾➼䛷䛿ᢞ┤ᚋ䛾᥇⾑䛿㑊䛡䚸㻞㻠㛫௨ୖ䛾㛫㝸䜢✵䛡ḟᅇᢞ䛾๓䛻᥇⾑䜢ᐇ䛩䜛䚹

䚷᥇ྲྀᐜჾ

䚷䚷䞉㻌㑇ఏᏊ᳨ᰝ䛻㐺䛧䛯ᢠจᅛධ䜚䛾┿✵᥇⾑⟶䜢⏝䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᢠจᅛ䛸䛧䛶㻱㻰㼀㻭䜢⏝䛩䜛䚹㻼㻯㻾㜼ᐖ䝸䝇䜽䛾䛒䜛䝦䝟䝸䞁䛾⏝䛿ᅇ㑊䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᥇⾑⟶䛿䚸⣽⬊ಖㆤຠᯝ䛾䛒䜛⸆䛜ῧຍ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䜔᰾㓟Ᏻᐃ䛜ῧຍ䛥䜜䛯䜒䛾䛺䛹䚸┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯ᵝ䚻䛺✀㢮䛾᥇⾑⟶䛜ᕷ㈍䛥䜜䛶䛚䜚䚸
䚷䚷䚷㻌䛣䛖䛧䛯ᑓ⏝᥇⾑⟶䛾ྲྀᢅ䛔䠄᥇⾑ᚋ䛾᳨యಖᏑ䛺䛹䠅䛿ಶ䚻䛻␗䛺䜛䛯䜑䚸ᑓ⏝᥇⾑⟶䛾⏝䛾᭷↓➼䛻䛴䛔䛶䜒☜ㄆ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌㻾㻺㻭ゎᯒ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ሙྜ䛿䚸⣽⬊ಖㆤຠᯝ䛾䛒䜛⸆➼䛜ῧຍ䛥䜜䛯᥇⾑⟶䜔䚸䛭䛾ᚋ䛾㻾㻺㻭ᢳฟᕤ⛬䛻㐺䛧䛯ᑓ⏝᥇⾑⟶䛾⏝䛜᥎ዡ䛥䜜䜛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ሙྜ䛜䛒䜛

䚷᥇ྲྀᚋ䛾ᑐᛂ䠄ಖ⟶䠅

䚷䚷䞉㻌᥇ྲྀᚋ䛾෭ⶶ䠄㻞㻙㻤䉝䠅ಖ⟶䜢ᚭᗏ䛩䜛䠄᥇⾑ᚋ䚸㧗 ୗ䜔ᐊ 䛻䛥䜜䜛䝸䝇䜽䛾ᅇ㑊䠅䚹
䚷䚷䞉㻌㐺ษ䛺ᛶ≧䠄⾑ᾮจᅛ䜔⤖⼥ゎ䛺䛹䠅䛾᭷↓䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᳨ᰝ㛤ጞ๓䛾᥇⾑⟶㛤ᑒ䛿ཝ⚗䛸䛩䜛䠄䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁䝸䝇䜽䛾ᅇ㑊䠅䚹
䚷䚷䞉㻌㑇ఏᏊ᳨ᰝᑓ⏝᳨య䛸䛧䛶ಖ⟶䛩䜛䠄䛾⾑ᾮᏛⓗ᳨ᰝ㡯┠䛸䛾ඹ⏝䛻䜘䜛䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁䛾ᅇ㑊䠅䚹
䚷䚷䞉㻌㻾㻺㻭䜢⏝䛔䛶 ᐃ䛩䜛ሙྜ䛿䚸᳨య᥇ྲྀᚋྍཬⓗ㏿䜔䛛䛻ศ㞳⢭〇ฎ⌮䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷ὀព䛩䜛䚹䜎䛯䚸㻾㻺㻭ಖㆤ⏝䛾≉Ṧ䛺᥇⾑ᐜჾ䜢⏝䛔䜛ሙྜ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛜䛒䜛䠄ᮏ⾲䛂᳨య᥇ྲྀ㻙⾑ᾮ䛾᥇ྲྀ㻙᥇ྲྀᐜჾ䛃䛾㡯ཧ↷䠅䚹

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌ᝈ⪅ྡ䛒䜛䛔䛿༏ྡ㻵㻰䚸ᖺ㱋䚸ᛶู䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲ้ྀ䚸ಖ⟶ ᗘ䚸ಖ⟶≧ἣ䛺䛹䛻䛴䛔䛶グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌㏻ᖖ䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䜢⾜䛖㝿䛾ෆᐜ䛻‽䛪䜛ᙧᘧ䛷䜒Ⰻ䛔䚹
䚷䚷䞉㻌⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䛿䚸ୖグ䛻ຍ䛘⮫ᗋሗ䜔ᐙ⣔ሗ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒グ㘓䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹

䚷᥇ྲྀ᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌⌮デ᩿䛻ᨭ㞀䜢᮶䛥䛪䚸᰾㓟䞉䝍䞁䝟䜽㉁➼䛾ኚᛶ䛜ண 䛥䜜䜛ฟ⾑䞉ቯṚᕢ➼䜢ᅇ㑊䛧䚸㐺ษ䛺᥇ྲྀ㒊䜘䜚⤌⧊䜢᥇ྲྀ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸⤌⧊᳨య䜢ṇᖖᑐ↷䛸䛧䛶⏝䛔䜛㝿䛿⭘⒆㒊䛾ΰධ䜢ᴟຊᅇ㑊䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌య⣽⬊ኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸⒴⤌⧊䜢᥇ྲྀ䛩䜛㝿䛻䛿⭘⒆㒊䛸㠀⭘⒆㒊䛾᪉䛛䜙⤌⧊䜢᥇ྲྀ䛩䜛䠄᥎ዡ䠅䚹
䚷䚷䞉㻌ྍཬⓗ㏿䜔䛛䛻᥇ྲྀ䛩䜛䜒䛾䛸䛧䚸㏿䜔䛛䛻᥇ྲྀ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛿ᡭ⾡᳨య䜢෭ⶶ䠄㻞㻙㻤䉝䠅䛻䛶ಖ⟶䛧䚸㻟㛫௨ෆ䜢┠Ᏻ䛻⤌⧊᳨య䜢᥇ྲྀ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌༙ᑠᣦ㢌䠄㻝㻜㼤㻡㼤㻟㼙㼙⛬ᗘ䚸㻡㻜㻙㻝㻜㻜㼙㼓⛬ᗘ䠅䛾⤌⧊䜢᥇ྲྀ䛩䜛䛣䛸䛜㐺ษ䛷䛒䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌⌮デ᩿䛻≉ẁ䛾ᨭ㞀䛜䛺䛟㐺ษ䛺᥇ྲྀ㒊䛜☜ಖ䛷䛝䜛ሙྜ䛻䛚䛡䜛᥇ྲྀ㔞䛾┠Ᏻ䛷䛒䜛䚹

䚷᥇ྲྀᐜჾ

䚷䚷䞉㻌⁛⳦῭䝫䝸䝇䝢䝑䝒➼䜢⏝䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⪏ప ᛶ䛸䛔䛳䛯⤖ಖ⟶䛻㐺䛧䛯ᮦ㉁䠄䝫䝸䝥䝻䝢䝺䞁〇䠅䜔䛜⦆䜎䛺䛔䝇䜽䝸䝳䞊䜻䝱䝑䝥➼䜢⏝䛩䜛䚹

䚷᥇ྲྀᚋ䛾ᑐᛂ䠄ಖ⟶䠅

䚷䚷䞉㻌ฟ䞉᥇ྲྀᚋ㻟㻜ศ௨ୖᐊ 䛷ಖᣢ䛩䜛䛣䛸䛿ᴟຊᅇ㑊䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᥇ྲྀᚋ䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㻞㻙㻟㼙㼙ゅ⛬ᗘ䛾䛝䛥䛻⣽ษ䛧䚸᥇ྲྀᐜჾ䛻ධ䜜䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⤌⧊∦䛿㻝䝏䝳䞊䝤䛒䛯䜚㻝ಶಖ⟶䜢ཎ๎䛸䛧䚸ྍ⬟䛺ሙྜ䛿䝏䝳䞊䝤䛾ෆቨ䛻ಶ䚻䛻㞳䛧䛶㈞䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䝏䝳䞊䝤䛻ධ䜜䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸㐺ษ䛺᰾㓟ᗊㆤ䜢⏝䛔䛶⤌⧊∦䜢ᾐₕ䛧⤖ฎ⌮䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌ᡭ⾡ᮦᩱ䛾ሙྜ䚸ฟᚋ㻟㻜ศ௨ෆ䛻ᾮయ❅⣲䛻䜘䜛ᛴ㏿⤖䜢᥎ዡ䛧䚸ᐇᅔ㞴䛺ሙྜ䛿䝗䝷䜲䜰䜲䝇䜰䝉䝖䞁䜔㉸ప ᵴ䠄㻙㻣㻜䉝௨ୗ䠅➼䜢⏝䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ಖ⟶䛻㛵䛧䛶䛿䚸ྍ⬟䛺㝈䜚ᾮయ❅⣲ୗ䛷ಖᏑ䛧䚸ᅔ㞴䛺ሙྜ䛿㉸ప ᵴ䠄㻙㻣㻜䉝௨ୗ䠅䜢⏝䛔䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᡭ⾡䚸⏕᳨䛻䜘䜚᥇ྲྀ䛥䜜䛯⤌⧊䜢䝩䝹䝬䝸䞁ᅛᐃ䝟䝷䝣䜱䞁ໟᇙ䠄㻲㻲㻼㻱᳨య䛾స〇䠅䛩䜛ሙྜ䛿䚸⤌⧊䛾ษ㝖䞉᥇ྲྀᚋ䛿㏿䜔䛛䛻ᅛᐃᾮ䛻ᾐₕ䛧ᅛᐃ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䜢⾜䛖䚹ᡭ⾡ᮦᩱ䛷㏿䜔䛛䛻ᅛᐃ䛜⾜䛘䛺䛔ሙྜ䛿䚸ฟᚋ䛿෭ⶶᗜ䛺䛹㻠䉝ୗ䛷ಖ⟶䛧䚸㻝㛫௨ෆ䚸㐜䛟䛸䜒㻟㛫௨ෆ䛻ᅛᐃ䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌య⣽⬊ኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸≉䛻⏕᳨⤌⧊䛷䛿⤌⧊㔞䛜ᑡ䛺䛟䚸⭘⒆⣽⬊䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䝃䞁䝥䝹䛜᳨ᰝ䛻౪䛥䜜䛺䛔䜘䛖䚸⭘⒆⣽⬊䛾Ꮡᅾ䜢ண䜑
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᙧែᏛⓗ䛻☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌ᝈ⪅ྡ䛒䜛䛔䛿༏ྡ㻵㻰䚸ᖺ㱋䚸ᛶู䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲ้ྀ䚸ಖ⟶ ᗘ䚸ಖ⟶≧ἣ䛺䛹䛻䛴䛔䛶グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌㏻ᖖ䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䜢⾜䛖㝿䛾ෆᐜ䛻‽䛪䜛ᙧᘧ䛷䜒Ⰻ䛔䚹
䚷䚷䞉㻌ୖグ䛻ຍ䛘䚸ኚ䛾ሗ䚸⮫ᗋሗ䚸᥇ྲྀ⮚ჾ䜔᥇ྲྀ㒊䚸⫗║ⓗᡤぢ䚸⭘⒆㒊䞉㠀⭘⒆㒊䛾᭷↓䚸ಖ⟶䝏䝳䞊䝤ᩘ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒グ㘓䛩䜛䠄᥎ዡ䠅䚹

䚷䚷⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯
䚷䚷ゎᯒ䛾㝿䛾௦⾲ᮦᩱ䚹
䚷䚷య⣽⬊ኚ␗䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ゎᯒ䛾
䚷䚷㝿䛾ṇᖖᑐ↷䛸䛧䛶⏝䛔䜙䜜䜛
䚷䚷䛣䛸䜒䛒䜛䚹

䚷⤌⧊䛾᥇ྲྀ
䚷䚷䠄⏕᳨ᮦᩱ䞉ᡭ⾡ᮦᩱ䠅

䚷䚷య⣽⬊ኚ␗䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ゎᯒ䛾
䚷䚷㝿䛾௦⾲ᮦᩱ䚹
䚷䚷⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯
䚷䚷ゎᯒ䛾㝿䛾ᮦᩱ䛸䛧䛶⏝䛔䜙䜜
䚷䚷䜛䛣䛸䛿䜎䜜䛷䛒䜛䚹

䚷᥇ྲྀ᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌᥇ྲྀ㒊䛻ᛂ䛨㐺ษ䛺᪉ἲ䛻䛶᥇ྲྀ䛩䜛䚹

䚷᥇ྲྀᐜჾ

䚷䚷䞉㻌⁛⳦῭䝫䝸䝇䝢䝑䝒➼䜢⏝䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㦵㧊ᾮ䛾ሙྜ䛿ᢠจᅛ䠄㻱㻰㼀㻭䛺䛹䠅ධ䜚䛾ᐜჾ䜢⏝䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㼏㼑㼘㼘㻌㼒㼞㼑㼑㻌㻰㻺㻭䜢ゎᯒ䛩䜛ሙྜ䛿䚸㼏㼑㼘㼘㻌㼒㼞㼑㼑㻌㻰㻺㻭ᢳฟ⏝ᑓ⏝᥇⾑⟶䜢⏝䛩䜛䚹

䚷᥇ྲྀᚋ䛾ᑐᛂ䠄ಖ⟶䠅

䚷䚷䞉㻌యᾮ᳨య䛿䚸᥇ྲྀᚋ䛾෭ⶶ䠄㻞㻙㻤䉝䠅䛒䜛䛔䛿䚸㐲ᚰศ㞳ᚋ䛾⣽⬊䝨䝺䝑䝖䜢㉸ప 䠄㻙㻣㻜䉝௨ୗ䠅䛻䛶⤖ಖᏑ䛩䜛䚹ᒀ➼䛾ሙྜ䛿䚸⣽⬊䝨䝺䝑䝖䛾Ὑίᚋ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⤖䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䚷䚷䞉㻌㼏㼑㼘㼘㻌㼒㼞㼑㼑㻌㻰㻺㻭䜢ゎᯒ䛩䜛ሙྜ䛿䚸᥇ྲྀᚋ㐺ษ䛺᮲௳䛷⾑₢䜢ศ㞳䛧䚸⤖ಖᏑ䜢⾜䛖䚹ᑓ⏝᥇⾑⟶䜢⏝䛩䜛ሙྜ䛿ᵝ᭩䛻‽䛨䛶ಖ⟶䜢⾜䛖䚹

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌ᝈ⪅ྡ䛒䜛䛔䛿༏ྡ㻵㻰䚸ᖺ㱋䚸ᛶู䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲ้ྀ䚸ಖ⟶ ᗘ䚸ಖ⟶≧ἣ䛺䛹䛻䛴䛔䛶グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌㏻ᖖ䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䜢⾜䛖㝿䛾ෆᐜ䛻‽䛪䜛ᙧᘧ䛷䜒Ⰻ䛔䚹
䚷䚷䞉㻌⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䛿䚸ୖグ䛻ຍ䛘䚸⮫ᗋሗ䜔ᐙ⣔ሗ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒グ㘓䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹

䚷⤌⧊䛾䝩䝹䝬䝸䞁ᅛᐃ

䚷ᅛᐃᾮ

䚷䚷䞉㻌䝩䝹䝬䝸䞁ᅛᐃᾮ䛾⤌ᡂ䛿䚸㓟ᛶ䜔㠀⦆⾪䛷䛿䛺䛟䚸୰ᛶ⦆⾪䝩䝹䝬䝸䞁⁐ᾮ䜢⏝䛔䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䝩䝹䝬䝸䞁⃰ᗘ䛿㻝㻜㻑䠄㻟㻚㻣㻑䝩䝹䝮䜰䝹䝕䝠䝗䠅䜢⏝䛔䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᅛᐃᾮ䛾ᐜ㔞䛿䚸⤌⧊㔞䛻ᑐ䛧㻝㻜ಸ㔞䛾ᅛᐃᾮ䜢⏝䛔䜛䚹

䚷ᅛᐃ㛫

䚷䚷䞉㻌⤌⧊䛾䝩䝹䝬䝸䞁ᅛᐃ䛿ᐊ 䛷⾜䛔䚸㻢㻙㻠㻤㛫⛬ᗘ䛾ᅛᐃ䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌ᅛᐃⰋ䠄ᅛᐃ㊊䞉㐣ᅛᐃ䠅䛻䜘䜛᰾㓟䛾ရ㉁ຎ䜢ᅇ㑊䛩䜛䚹

䚷䚷⌮᳨య䜢స〇䛩䜛㝿䛻ᚲせ䛺
䚷䚷᳨యㄪ〇䛾ᕤ⛬䚹

䚷ᅛᐃᚋ䛾ᑐᛂ

䚷䚷䞉㻌᥎ዡ㛫䛻䛶ᅛᐃ䛧䛯⤌⧊䛿䚸㏿䜔䛛䛻ษฟ䛧䞉䝟䝷䝣䜱䞁ໟᇙ䜢⾜䛖䚹

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌ᝈ⪅ྡ䛒䜛䛔䛿༏ྡ㻵㻰䚸ᖺ㱋䚸ᛶู䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲ้ྀ䛺䛹䛻ຍ䛘䚸⤌⧊䛾ᅛᐃ䛻⏝䛧䛯ᅛᐃᾮ䚸ᅛᐃ᪥䚸ᅛᐃ㛫䚸ಖ⟶
䚷䚷䚷㻌䜒グ㘓䛩䜛䚹

䚷⤌⧊䛾ษฟ䛧

䚷䚷䞉㻌⫗║ほᐹ䠄⭘⒆㒊䚸ᗈ䛜䜚䚸䛝䛥䚸ᙧ䜔Ⰽ䚸◳䛥䚸ᛶ≧䛺䛹䠅䜢⾜䛔䚸ྛ✀⒴ྲྀᢅ䛔つ⣙䛻‽䛨䛶ᅛᐃ⤌⧊䛾ษฟ䛧䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌⤌⧊୰䛻ྵ䜎䜜䜛㦵ᡂศ䜔䚸▼⅊䜢ᙧᡂ䛩䜛▼⅊ሷ䜢㝖ཤ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸㓟⬺⅊䜢㑊䛡䚸㻱㻰㼀㻭⬺⅊䜢⾜䛖䚹

䚷⤌⧊䛾䝥䝻䝉䝑䝅䞁䜾
䚷䝟䝷䝣䜱䞁ໟᇙ

䚷䚷䞉㻌⤌⧊䝥䝻䝉䝑䝃䞊䠄⮬ືᅛᐃໟᇙ⨨䠅䜢⏝䛧䛶䚸⌮Ꮫⓗ᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛㝿䛾᪉ἲ䛻‽䛨䛶ᐇ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌㎿㏿ᆺ䛾⤌⧊䝥䝻䝉䝑䝃䞊䜢⏝䛩䜛ሙྜ䛿䚸༑ศ䛻䝕䞊䝍᳨ド䜢⾜䛳䛯䛖䛘䛷⏝䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌⤌⧊䝥䝻䝉䝑䝃䞊䛻䛶⏝䛩䜛ヨ⸆䜔㢖ᗘ䚸䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁䛾ᙳ㡪➼䛻䛴䛔䛶䛿༑ศ䛺䝕䞊䝍䛿ᚓ䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹
䚷䚷䞉㻌䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸ໟᇙ䛻⏝䛩䜛䝢䞁䝉䝑䝖䜔ໟᇙ─䛾ྲྀᢅ䛔䜔సᴗẼ⏝䛻䛿༑ศὀព䛩䜛䚹

䚷䝤䝻䝑䜽స〇ᚋ䛾ᑐᛂ䠄ಖ⟶䠅

䚷䚷䞉㻌䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛾ಖ⟶䛿ᐊ 䛷䜘䛔䛜䚸ከ‵䜢㑊䛡෭ᬯᡤ䛻䛶ಖ⟶䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌㻺㻳㻿䜢⏝䛔䛯ゎᯒ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䜢స〇䛧䛯ሙྜ䛿䚸ᙜึ䛛䜙෭ⶶୗ䛷䛾ಖᏑ䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䚷䚷䞉㻌䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䜢ᐇ㝿䛾㻺㻳㻿ゎᯒ䛻⏝䛩䜛ሙྜ䛿䚸㻟ᖺ௨ෆ䛻స〇䛥䜜䛯䝤䝻䝑䜽䜢⏝䛩䜛䚹

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌ᝈ⪅ྡ䛒䜛䛔䛿༏ྡ㻵㻰䚸ᖺ㱋䚸ᛶู䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲ้ྀ䛺䛹䛻ຍ䛘䚸䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛾స〇᪥䚸䝤䝻䝑䜽䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛㻵㻰➼䛾ሗ䚸ಖ⟶
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌≧ἣ䛻䛴䛔䛶䜒グ㘓䛩䜛䚹

䚷䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛾㑅ᢥ

䚷䚷䞉㻌⌮デ᩿䛻స〇䛥䜜䛯㻴㻱ᰁⰍᶆᮏ䜔⌮デ᩿ሗ࿌᭩䛾グ㍕ෆᐜ➼䜢☜ㄆ䛧䚸㻺㻳㻿ゎᯒ䛻ᚲせ䛺⭘⒆㒊䜔⭘⒆⣽⬊ྜ䜢᭷䛩䜛䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䜢㑅ᢥ䛩䜛䠄ཎ๎䚸⌮་䛻䜘䜛䠅䚹
䚷䚷䞉㻌ฟ⾑䜔ቯṚ䚸⅖⣽⬊➼䛾㠀⭘⒆㒊䜢ከ䛟ྵ䜐䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛾⏝䛿ᴟຊᅇ㑊䛩䜛䚹

䚷ⷧษ

䚷䚷䞉㻌సᴗྎ䜢ྵ䜑㑇ఏᏊ᳨ᰝ⏝䛾ⷧษసᴗ䜢㛤ጞ䛩䜛㝿䛿䚸సᴗ⎔ቃ䛾ᾘẘ➼䜢ᐇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝭䜽䝻䝖䞊䝮䛾Ύᤲ䜢ᐇ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䝭䜽䝻䝖䞊䝮䛾ล䛿ẖ䛻ᮍ⏝䛾䜒䛾䛻䛩䜛䛺䛹䚸᳨య䛾䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁䛻༑ศὀព䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᡭ⿄➼䛾╔⏝䛻䜘䜚䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁ᑐ⟇䜢ᐇ䛧䚸ྍ⬟䛺㝈䜚ẖ䛻䛩䜛䛺䛹䚸᰾㓟ศゎ㜵Ṇ䛻ດ䜑䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ၚᾮ➼䛜㣕ᩓ䛧䛺䛔䜘䛖䚸ヰ䛿ᚲせ᭱ᑠ㝈䛸䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䝬䝇䜽䜢╔⏝䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㻺㻳㻿ゎᯒ䛻౪䛩䜛䝟䝷䝣䜱䞁ษ∦䛾ཌ䛥䞉ᯛᩘ䛾┠Ᏻ䛿㻡㻙㻝㻜䃛㼙ཌ䛷㻡㻙㻝㻜ᯛ⛬ᗘ䠄⤌⧊䛾䛝䛥➼䛻䜘䛳䛶䜒ኚ䜟䛳䛶䛟䜛䠅䚹

䚷䚷䝟䝷䝣䜱䞁䝥䝻䝑䜽䜘䜚㻲㻲㻼㻱᳨య
䚷䚷䠄ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䠅䜢స〇䛩䜛㝿䛻
䚷䚷ᚲせ䛺᳨యㄪ〇䛾ᕤ⛬䚹

䚷ᣠ䛔

䚷䚷䞉㻌ⷧษᕤ⛬䛻䛚䛡䜛䛂⪃៖䛩䜉䛝㡯䛃䛻‽䛪䜛ᙧ䛷సᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ⷧษษ∦䜢ᣠ䛖㝿䛻䛿䚸᳨య䛾䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁䛻༑ศὀព䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䝁䞁䝍䝭䝛䞊䝅䝵䞁㜵Ṇ䛾ほⅬ䛛䜙䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᣠ䛔䛻⏝䛩䜛Ỉ䛾䜾䝺䞊䝗䠄⁛⳦Ỉ䛺䛹䛾⏝䠅䜔ẖ䛾➼䜒⪃៖䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䝟䝷䝣䜱䞁ษ∦䜢ᾋ䛛䜉䜛Ỉᵴ䜔䝞䝑䝖➼䛾ྲྀᢅ䛔䛻䜒⣽ᚰ䛾ὀព䜢ᡶ䛖䚹

䚷䚷ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䛿య⣽⬊ኚ␗䜢ᑐ
䚷䚷㇟䛸䛧䛯ゎᯒ䛾㝿䛾௦⾲䛸䜒ゝ
䚷䚷䛖䜉䛝᳨యᛶ≧䛷䛒䜛䚹

䚷ఙᒎ䞉⇱

䚷䚷䞉㻌䝟䝷䝣䜱䞁ఙᒎ䛿⌮Ꮫⓗ᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛㝿䛾᪉ἲ䛻‽䛨䛶⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌⇱䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐊ 䛒䜛䛔䛿㻟㻣䉝䛷䛾⇱䛻䜘䜚Ỉศ䜢Ⓨ䛥䛫䚸ษ∦䛜䛜䜜䛻䛟䛔≧ែ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䝟䝷䝣䜱䞁⁐⼥ᶵ➼䜢⏝䛧䛶⇱䛩䜛ሙྜ䛿䚸㻝㻘㻞㛫⛬ᗘ䛷༑ศ䛷䛒䜚䚸㛗㛫㧗 ୗ䛷䛾⇱䞉䝟䝷䝣䜱䞁⁐⼥䛿ྍ⬟䛺㝈䜚㑊䛡䜛䚹

䚷స〇ᚋ䛾ᑐᛂ䠄ಖ⟶䠅

䚷䚷䞉㻌ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗స〇ᚋ䛿ᐊ 䛻䛶ྲྀ䜚ᢅ䛔䚸ษ䜚⨨䛝䜢㑊䛡䚸㏿䜔䛛䛻᰾㓟ᢳฟ䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䛾ᙧែ䛷ಖ⟶䜢⾜䛖ሙྜ䛿䚸ప ಖ⟶䜔䝟䝷䝣䜱䞁䝁䞊䝔䜱䞁䜾䛺䛹䛾᰾㓟ရ㉁ຎ䜢㜵Ṇ䛩䜛ᑐᛂ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛜䚸ཎ๎䚸ⷧษᚋ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㛫䛜⤒㐣䛧䛯ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䛾⏝䛿㑊䛡䚸ྍ⬟䛺㝈䜚䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛛䜙ⷧษ䜢䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌ᝈ⪅ྡ䛒䜛䛔䛿༏ྡ㻵㻰䚸ᖺ㱋䚸ᛶู䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲ้ྀ䛺䛹䛻ຍ䛘䚸ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䛾స〇᪥䚸ษ∦䛾ཌ䛥䚸䝤䝻䝑䜽䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛㻵㻰➼䛾ሗ䚸ಖ⟶
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 ᗘ䞉≧ἣ䛻䛴䛔䛶䜒グ㘓䛩䜛䚹

䚷ᦙ㏦ᡭẁ

䚷䚷䞉㻌᳨య᥇ྲྀ㻛ᥦฟඖ་⒪ᶵ㛵䛸᳨యฎ⌮䛚䜘䜃ゎᯒᶵ㛵䛜␗䛺䜛ሙྜ䛿䚸እ㒊ጤクඛ䛾㞟㓄䝅䝇䝔䝮䜔㐠㏦ᴗ⪅䛻᳨య䛾ᦙ㏦䜢ጤク䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌᳨య✀䛻䜘䜚䚸෭ⶶ䞉෭౽䜢⏝䛩䜛䚹

䚷యᾮ᳨య䛾᥇ྲྀ
䚷䚷䠄㼏㼑㼘㼘㻌㼒㼞㼑㼑㻌㻰㻺㻭䚸㦵㧊ᾮ䚸⬚Ỉ䚸
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻭㻸䚸⣽⬊デ᧿㐣≀䚸⭡Ỉ䚸
㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᒀ䚸ၻ⑱㻌䛺䛹䠅

䚷᳨యㄪ〇䠄㻲㻲㻼㻱᳨య䠅

䚷䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽స〇

䚷䚷䝩䝹䝬䝸䞁ᅛᐃ⤌⧊䜘䜚㻲㻲㻼㻱᳨
䚷䚷య䠄䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䠅䜢సᡂ䛩
䚷䚷䜛㝿䛻ᚲせ䛺᳨యㄪ〇䛾ᕤ⛬䚹

䚷ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗స〇

䚷᳨యᦙ㏦䞉⛣㏦䞉⛣㏦ᚋᑐᛂ

䚷ᦙ㏦䞉⛣㏦

䚷ᦙ㏦⎔ቃ䠄

ᗘ➼䠅

䚷䚷እ㒊ጤクඛ䜈䛾ᥦฟ➼䚸᳨య
䚷䚷䜢ᦙ㏦䛩䜛㝿䛾ᑐᛂ䚹

䚷᳨య䛾ཷ㡿

䚷ཷ㡿䞉ཷ

ᗘ䞉≧ἣ䛻䛴䛔䛶

ᗘ䞉

䚷䚷䞉㻌᳨య䛾ಖᏑ ᗘ䛻‽䛪䜛⎔ቃୗ䛾䜒䛸䚸㐺ษ䛻⛣㏦䜢⾜䛖䚹ྍ⬟䛷䛒䜜䜀䚸 ᗘ䛾䝻䜾䜢グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌䝩䝹䝬䝸䞁ᅛᐃ⤌⧊䚸㻲㻲㻼㻱᳨య䠄䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䚸ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䠅䚷䠖䚷ᐊ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷⾑ᾮ䚸㦵㧊ᾮ䚷䠖䚷෭ⶶ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛭䛾䛾ᮦᩱ䚷䠖䚷⤖䠄㻙㻞㻜䉝௨ୗ䛒䜛䛔䛿䝗䝷䜲䜰䜲䝇⏝䛾᭷↓䜢᫂グ䛩䜛䠅
䚷䚷䞉㻌ᦙ㏦䛻㝿䛧䛶䛿䚸ྛ✀᳨య䛾ಖᏑ ᗘ䛜⥔ᣢ䛷䛝䜛䜘䛖䛺㠀ᐦ㛢⛣㏦ᐜჾ➼䜢䠄⡆᫆ⓗ䛻䛿ⓎἻ䝇䝏䝻䞊䝹ᐜჾ䠅⏝䛩䜛䚹

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌ᦙ㏦䛩䜛㝿䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛᳨య䛻㛵䛩䜛ሗ䛻ຍ䛘䚸」ᩘ᳨య䜢⛣㏦䛩䜛ሙྜ䛿䚸᳨యᩘ䚸᳨య✀䚸ಖᏑ ᗘ➼䛻䛴䛔䛶䜒グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䚷㻌䜎䛯䚸సᴗᢸᙜ⪅䚸ጤクඛᢸᙜ⪅䚸ᦙ㏦᪥➼䚸᳨యᤵཷ䛻㛵䛧䛶䜒᳨యཷ㡿ᦙ㏦సᴗ᪥ㄅ䛸䛔䛳䛯ἲᐃᖒ⚊➼䜢⏝䛔䛶グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᳨య⛣㏦䛾ᡭ㡰䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྛタ䛻䛚䛡䜛ᶆ‽సᴗᡭ㡰᭩䠄㻿㻻㻼䠅➼䛻‽䛨䛶⾜䛖䚹

䚷ཷ㡿䛾᳨య䛾≧ែ

䚷䚷䞉㻌ྛ✀᳨య䠄⾑ᾮ䚸⤖⤌⧊䚸㻲㻲㻼㻱᳨య䚸యᾮ᳨య䛺䛹䠅䛾ಖᏑ ᗘ䛜㐺ṇ䛻⥔ᣢ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌౫㢗ሗ䛸᳨యሗ䛻䛴䛔䛶䚸ཷ䝅䝇䝔䝮➼䜢⏝䛔䛶↷ྜసᴗ䜢⾜䛔䚸䝖䝺䞊䝃䝡䝸䝔䜱䛜ᢸಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛䚹

䚷᳨య㔞

䚷䚷䞉㻌᳨యᩘ䜔᳨య㔞䛾㐣㊊➼䜢᭱ప㝈┠ど䝺䝧䝹䛻䛶☜ㄆ䛩䜛䚹

䚷⭘⒆⣽⬊㔞

䚷䚷䞉㻌᳨యཷ㡿䛻䜘䜛┠ど䝺䝧䝹䛷䛾☜ㄆ䛿ᅔ㞴䛺䛯䜑䚸౫㢗ሗ➼䛻䜘䜛☜ㄆ䜢⾜䛖䚹

䚷᳨య䛾㐺ṇ

䚷䚷䞉㻌౫㢗ෆᐜ䛻ᑐ䛧䚸ᣦᐃ䛥䜜䛯ᮦᩱ䛛ྰ䛛䚸ಖᏑ

䚷㞟䛩䜉䛝ሗ䚸グ㘓

䚷䚷䞉㻌タሗ䚸ᝈ⪅ྡ䛒䜛䛔䛿༏ྡ㻵㻰䚸ᖺ㱋䚸ᛶู䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲ้ྀ䚸ಖ⟶ ᗘ䚸ಖ⟶≧ἣ䛺䛹౫㢗ሗ䛻䛴䛔䛶グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌㏻ᖖ䛾⮫ᗋ᳨ᰝ䜢⾜䛖㝿䛾ෆᐜ䛻‽䛪䜛ᙧᘧ䛷䜒Ⰻ䛔䚹
䚷䚷䞉㻌ཷ㡿ᑐ㇟䛸䛺䜛᳨య䛻㛵䛩䜛ሗ䛻ຍ䛘䚸」ᩘ᳨య䜢ཷ㡿䛧䛯ሙྜ䛿䚸᳨యᩘ䚸᳨య✀䚸ಖᏑ ᗘ➼䛻䛴䛔䛶䜒グ㘓䛩䜛䚹䜎䛯䚸సᴗᢸᙜ⪅䚸ጤクඛᢸᙜ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⪅䚸ᦙ㏦᪥➼䚸᳨యᤵཷ䛻㛵䛧䛶䜒᳨యཷ㡿ᦙ㏦సᴗ᪥ㄅ䛸䛔䛳䛯ἲᐃᖒ⚊➼䜢⏝䛔䛶グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽➼䚸⏝ᚋ䛾ጤクඖ䜈䛾㏉༷せྰ➼䛻䛴䛔䛶䜒☜ㄆ䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨グ㘓䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᳨యཷ㡿䛾ᡭ㡰䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྛタ䛻䛚䛡䜛㻿㻻㻼➼䛻‽䛨䛶⾜䛖䚹

ᗘ䛾㐺ṇ䚸᳨య◚ᦆ䛾᭷↓➼䛻䛴䛔䛶☜ㄆ䜢⾜䛖䚹

䚷ู⾲㻞䚷䠪䠣䠯䜢⏝䛔䛯㑇ఏᏊゎᯒ䛻䛚䛔䛶ồ䜑䜙䜜䜛ศᯒⓗጇᙜᛶ䛻㛵䛧䛶⪃៖䛩䜉䛝㡯䚷䚷䠄୍⯡♫ᅋἲே㻌᪥ᮏ⾨⏕᳨ᰝᡤ༠䚷㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝཷク⌮ᑂᰝጤဨ䠅

䚷᳨ᰝᕤ⛬

䚷᳨య๓ฎ⌮

䚷సᴗෆᐜ

䚷☜ㄆ㡯

䚷⪃៖䛩䜉䛝㡯

䚷⾑ᾮ᳨య

䚷๓ฎ⌮᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌᰾㓟ᢳฟ䜎䛷䛻㛫䜢せ䛩䜛ሙྜ䛿䚸㐲ᚰ᧯స䛻䜘䜚䝞䝑䝣䜱䞊䝁䞊䝖䜢ศྲྀ䛧䚸㉸ప 䠄㻙㻣㻜䉝௨ୗ䠅䛻䛶⤖ಖᏑ䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⾑䜢⏝䛧䛶᰾㓟ᢳฟฎ⌮䜢⾜䛖㝿䛿䚸๓ฎ⌮䛿≉䛻せ䛾䛯䜑䚸䛭䛾䜎䜎᰾㓟ᢳฟ䜢ᐇ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㐀⾑ჾ⭘⒆䜔ᢠ⒴⒪➼䛻䜘䜚ⓑ⾑⌫ᩘ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛䜘䛖䛺ᝈ⪅⏤᮶䛾⾑ᾮ䛾ሙྜ䛿䚸ⓑ⾑⌫ᩘ䛾☜ㄆ䜢⾜䛔䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䝞䝑䝣䜱䞊䝁䞊䝖䜢ศྲྀ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛩䜛䛺䛹䛾๓ฎ⌮䜢ᐇ䛩䜛䠄ᮏ⾲䛂᳨య᥇ྲྀ㻙⾑ᾮ䛾᥇ྲྀ㻙᥇ྲྀ᪉ἲ䛃䛾㡯ཧ↷䠅䚹

䚷⤖⤌⧊

䚷๓ฎ⌮᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸᰾㓟ᢳฟ䛾㝿䛻సᴗ䛜䛧䜔䛩䛔䜘䛖䚸⤌⧊䜢㐺ษ䛺䛝䛥䛻⣽ษ䞉◚○䛩䜛䚹

䚷ᾮᛶ᳨య

䚷๓ฎ⌮᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌㼏㼑㼘㼘㻌㼒㼞㼑㼑㻌㻰㻺㻭ᢳฟ⏝ᑓ⏝᥇⾑⟶䛻䛶ᦙධ䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸ᵝ᭩䛻‽䛨䛶⾑₢䛾ศ㞳➼䜢⾜䛔᰾㓟ᢳฟ䜢⾜䛖䛛䚸᰾㓟ᢳฟ䜎䛷㛫䜢せ䛩䜛ሙྜ䛿⤖
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ಖ⟶䛩䜛䚹

䚷䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽

䚷๓ฎ⌮᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌ᮏ⾲䛂᳨యㄪ〇䠄㻲㻲㻼㻱᳨య䠅㻙ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗స〇䛃䛾㡯䛻‽䛨䛶䚸ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䜢స〇䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䜢స〇䛧䚸㻴㻱ᰁⰍᶆᮏ➼䛻䜘䜛⭘⒆㒊䛾☜ㄆ䜔䚸䝬䞊䜻䞁䜾䚸⭘⒆⣽⬊ྜ䛾ホ౯䜢⾜䛖䠄ཎ๎⌮་䛻䜘䜛䠅䚹
䚷䚷䞉㻌䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛜」ᩘಶᦙධ䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸䛂䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛾㑅ᢥ䛃䛾㡯䛻‽䛨䛶䝟䝷䝣䜱䞁䝤䝻䝑䜽䛾㑅ᢥ䜢⾜䛖䚹

䚷ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䠄䝟䝷䝣䜱䞁ษ∦䠅

䚷๓ฎ⌮᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌᰾㓟ᢳฟ䜢⾜䛖๓䛻䚸ᚲ䛪㻴㻱ᰁⰍᶆᮏ➼䛻䜘䜛⭘⒆㒊䛾☜ㄆ䜔䚸䝬䞊䜻䞁䜾䚸⭘⒆⣽⬊ྜ䛾ホ౯䜢⾜䛖䠄ཎ๎⌮་䛻䜘䜛䠅䚹
䚷䚷䞉㻌⭘⒆㒊䛾☜ㄆ➼䜢⾜䛳䛯ᚋ䚸᰾㓟ᢳฟᑐ㇟䛸䛺䜛㒊䜢䝯䝇䠄䜹䝭䝋䝸ล䠅䜢⏝䛔䛶๐䜚ྲྀ䜚䚸᰾㓟ᢳฟ⏝䛾䝏䝳䞊䝤䛻ᅇ䛩䜛䚹సᴗ䛿ᚲ䛪ᡭ⿄䜢╔⏝
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛧䚸ẖ䛻䝯䝇䠄䜹䝭䝋䝸ล䠅䜔ᡭ⿄䛿䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᰾㓟ᢳฟ⏝䛾䝏䝳䞊䝤ෆ䛻䛶䚸䝟䝷䝣䜱䞁ษ∦䛻ᑐ䛧⬺䝟䝷䝣䜱䞁䜢ᐇ䛩䜛䚹

䚷⭘⒆㒊䛾☜ㄆ

䚷㻴㻱ᰁⰍ

䚷䚷䞉㻌㻺㻳㻿ゎᯒ⏝䛻స〇䛧䛯ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䛾୍㒊䜢⏝䛔䛶㻴㻱ᰁⰍᶆᮏ䜢స〇䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌⌮デ᩿䛻స〇䛥䜜䛯㻴㻱ᰁⰍᶆᮏ䜢⏝䛩䜛ሙྜ䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗స〇䛻ⷧษ㠃䛜ኚ䜟䛳䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䜢⪃៖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹

䚷⭘⒆⣽⬊ྜ䛾ホ౯

䚷䚷䞉㻌㻴㻱ᰁⰍᶆᮏ䜢䜒䛸䛻䚸ཎ๎⌮་䛻䜘䜛⭘⒆㒊䛾☜ㄆ䜔䝬䞊䜻䞁䜾䚸⭘⒆⣽⬊ྜ䛾ホ౯䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌⭘⒆㒊䛾䝬䞊䜻䞁䜾䛿㻴㻱ᰁⰍᶆᮏ䚸ᮍᰁ䝇䝷䜲䝗䛸䜒䛻ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䚷䚷䞉㻌య⣽⬊ኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸⭘⒆⣽⬊ྜ䛾┠Ᏻ䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䊻䚷㻿㻺㼂䠄㼟㼕㼚㼓㼘㼑㻌㼚㼡㼏㼘㼑㼛㼠㼕㼐㼑㻌㼢㼍㼞㼕㼍㼚㼠䠅䜔㻵㼚㼐㼑㼘䠄㼟㼙㼍㼘㼘㻌㼕㼚㼟㼑㼞㼠㼕㼛㼚㻌㼍㼚㼐㻌㼐㼑㼘㼑㼠㼕㼛㼚䠅䛺䛹䛾ኚ␗᳨ฟ䚷䠖䚷㻟㻜㻑௨ୖ䛾⭘⒆⣽⬊䜢ྵ䜐
䚷䚷䚷䚷䊻䚷㻯㻺㻭䠄㼏㼛㼜㼥㻌㼚㼡㼙㼎㼑㼞㻌㼍㼘㼠㼑㼞㼍㼠㼕㼛㼚䠅᳨ฟ䜢ྵ䜐ሙྜ䚷䠖䚷㻡㻜㻑௨ୖ䛾⭘⒆⣽⬊䜢ྵ䜐
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䚷䚷䞉㻌㻼㻯㻾䜰䞁䝥䝸䝁䞁䛻ᑐ䛩䜛ရ㉁䝏䜵䝑䜽䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝷䜲䝤䝷䝸䞊䛾ရ㉁䝏䜵䝑䜽䛸ే䛫䛶⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚┬␎䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᐇ䛩䜛ሙྜ䛿䚸䝬䜲䜽䝻䝏䝑䝥ᆺ䜻䝱䝢䝷䝸䞊㟁ẼὋື䜔䝸䜰䝹䝍䜲䝮㻼㻯㻾ἲ䚸⺯ගἲ䜢⏝䛔䛯⃰ᗘ ᐃ➼䛻䜘䜚䚸ရ㉁☜ㄆ䜢⾜䛖䚹

䚷ရ㉁ᣦᶆ

㻌㻌䚷䞉㻌䝷䜲䝤䝷䝸䛾ရ㉁ᇶ‽䛾ᣦᶆ䛸䛧䛶㻰㻺㻭⃰ᗘ䚸䝣䝷䜾䝯䞁䝖䝃䜲䝈䜢⏝䛔䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㻼㻯㻾䜰䞁䝥䝸䝁䞁⃰ᗘ䜔㟁ẼὋື䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛻䛚䛡䜛䝃䞁䝥䝹䝢䞊䜽➼䜢☜ㄆ䛩䜛䚹

䚷䜰䞁䝥䝸䝁䞁ἲ䛻䜘䜛䝷䜲䝤䝷䝸䞊
䚷ㄪ〇

䚷ရ㉁䝏䜵䝑䜽䠄䝷䜲䝤䝷䝸䞊䠅

䚷ရ㉁☜ㄆ᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌䝬䜲䜽䝻䝏䝑䝥ᆺ䜻䝱䝢䝷䝸䞊㟁ẼὋື䜔䝸䜰䝹䝍䜲䝮㻼㻯㻾ἲ䚸⺯ගἲ䜢⏝䛔䛯⃰ᗘ ᐃ➼䛻䜘䜚䚸ရ㉁☜ㄆ䜢⾜䛖䚹

䚷ရ㉁ᣦᶆ

䚷䚷䞉㻌䝷䜲䝤䝷䝸䞊⃰ᗘ䚸䝷䜲䝤䝷䝸䞊䝃䜲䝈䚸㟁ẼὋື䝠䝇䝖䜾䝷䝮䛻䛚䛡䜛䝃䞁䝥䝹䝢䞊䜽䛾ᙧ≧䚸䝢䞊䜽䝖䝑䝥㻛䝢䞊䜽䝔䜲䝹䛾䝃䜲䝈䜢☜ㄆ䛧䚸䝷䜲䝤䝷䝸䞊ㄪ〇
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛾ᡂྰ䜢ุᐃ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䜰䞁䝥䝸䝁䞁ἲ䛻䜘䜚䝷䜲䝤䝷䝸䞊ㄪ〇䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛿䚸」ᩘ䛾䝢䞊䜽䛜᳨ฟ䛥䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌᭱㐺䛺䝢䞊䜽ᙧ≧䜔᩿∦㛗䛿㻺㻳㻿ゎᯒ᪉ἲ䜔ヨ⸆䚸㻺㻳㻿䛾ᶵ✀➼䛻䜘䜚␗䛺䜛䛯䜑䚸ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䝷䜲䝤䝷䝸䞊⃰ᗘ䛾ᐃ㔞䛿⺯ගἲ䛻䜘䜛 ᐃ䛷䜒ྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮㻼㻯㻾䛻䜘䜛 ᐃ䛜᥎ዡ䛥䜜䜛䚹

䚷䜶䝬䝹䝆䝵䞁㻼㻯㻾

䚷䝷䜲䝤䝷䝸䞊䛾䝰䝜䜽䝻䞊䝘䝹ቑᖜ

䚷 ᐃᡭ㡰
䚷⏝ヨ⸆
䚷⏝ᶵჾ

䚷䚷䞉㻌༙ᑟయ䝏䝑䝥䜢⏝䛔䛯䝥䝻䝖䞁 ᐃἲ䛻䜘䜚㻺㻳㻿ゎᯒ䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ䛿䚸䜶䝬䝹䝆䝵䞁㻼㻯㻾ἲ䛻䜘䜚䝷䜲䝤䝷䝸䞊୰䛾䝅䞁䜾䝹䝁䝢䞊㻰㻺㻭䜢㗪ᆺ䛸䛩䜛䝰䝜
䚷䚷䚷㻌䜽䝻䞊䝘䝹ቑᖜ䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌⏝䛩䜛㻺㻳㻿ゎᯒἲ䛻䜘䜚 ᐃᡭ㡰䜔⏝䛩䜛 ᐃヨ⸆䚸 ᐃᶵჾ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯䜒䛾䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌సᴗᕤ⛬䛜↹㞧䛷䛒䜛䛯䜑䚸䝔䞁䝥䝺䞊䝖ㄪ〇䜔༙ᑟయ䝏䝑䝥䜈䛾䝃䞁䝥䝹䛾䝻䞊䝕䜱䞁䜾䛿䛺䜛䜉䛟⮬ືᶵჾ➼䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䚷䝤䝸䝑䝆㻼㻯㻾

䚷䜽䝷䝇䝍䞊ᙧᡂ

䚷 ᐃᡭ㡰
䚷⏝ヨ⸆
䚷⏝ᶵჾ

䚷䚷䞉㻌㏲ḟྜᡂ䝅䞊䜽䜶䞁䝇ἲ䠄㻿㻮㻿ἲ䠅䛻䜘䜚㻺㻳㻿ゎᯒ䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ䛿䚸䝤䝸䝑䝆㻼㻯㻾ἲ䛻䜘䜚䝷䜲䝤䝷䝸䞊ቑᖜ䠄䜽䝷䝇䝍䞊ᙧᡂ䠅䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌⏝䛩䜛㻺㻳㻿ゎᯒἲ䛻䜘䜚 ᐃᡭ㡰䜔⏝䛩䜛 ᐃヨ⸆䚸 ᐃᶵჾ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯䜒䛾䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌సᴗᕤ⛬䛜↹㞧䛷䛒䜛䛯䜑䚸䝔䞁䝥䝺䞊䝖ㄪ〇䜔䝃䞁䝥䝹䛾䝻䞊䝕䜱䞁䜾䛿䛺䜛䜉䛟⮬ືᶵჾ➼䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䚷䝅䞊䜽䜶䞁䝅䞁䜾

䚷㻺㻳㻿䛻䜘䜛䝅䞊䜽䜶䞁䝅䞁䜾

䚷
䚷

䚷䚷䞉㻌⏝䛩䜛㻺㻳㻿ゎᯒἲ䠄༙ᑟయ䝏䝑䝥䜢⏝䛔䛯䝥䝻䝖䞁 ᐃἲ䜔㻿㻮㻿ἲ䛺䛹䠅䛻䜘䜚 ᐃᡭ㡰䜔 ᐃᶵჾ䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯䜒䛾䜢㑅ᢥ䛧䚸ᶵჾ䛾᧯స
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䝬䝙䝳䜰䝹➼䛻‽䛨䛶䝅䞊䜽䜶䞁䝅䞁䜾䜢ᐇ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⸆ᢎㄆ䛥䜜䛯㑇ఏᏊኚ␗ゎᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䠄་⒪ᶵჾ䠅䜢⏝䛩䜛ሙྜ䛿䚸ῧᩥ᭩䛻ᚑ䛔ᐇ䛩䜛䚹

䚷

ᐃ⤖ᯝ䛾ྲྀᚓ䛸䝕䞊䝍ゎᯒ

䚷

ᐃ⤖ᯝ䛾ྲྀᚓ

䚷䝕䞊䝍ゎᯒ

ᐃᡭ㡰
ᐃᶵჾ

䚷䝅䞊䜽䜶䞁䝇ㄞྲྀ᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌䝅䞊䜽䜶䞁䝇ㄞྲྀ᪉ἲ䛻䛿䝅䞁䜾䝹䜶䞁䝗ἲ䜔䝨䜰䜶䞁䝗ἲ䚸䝯䜲䝖䝨䜰ἲ䛺䛹䛜䛒䜛䛜䚸┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯䜒䛾䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹

䚷

䚷䚷䞉㻌ゎᯒ┠ⓗ䜔ᑐ㇟㡿ᇦ䚸䝃䞁䝥䝹ᩘ䛺䛹䛻䜘䜚 ᐃ᮲௳䛜ኚ䜟䛳䛶䛟䜛䛯䜑䚸┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯 ᐃ᮲௳䜢タᐃ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᐇ᳨య䜢 ᐃ䛩䜛ሙྜ䛿䚸 ᐃ᮲௳䛻䛴䛔䛶䜒๓䛻 ᐃ⤖ᯝ䛾ṇ☜ᛶ䛸⌧ᛶ䜢ᢸಖ䛷䛝䜛䜘䛖ண䜑ရ㉁ᣦᶆ䜔ᇶ‽䜢タᐃ䛧䚸䛭䛾ጇᙜᛶ☜ㄆ䜢ᐇ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌ጇᙜᛶ䛾ရ㉁ᣦᶆ䛸䛧䛶䛿䚸ᶆⓗ㡿ᇦ䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚῝ᗘ䜔ᆒ୍ᛶ䞉⥙⨶ᛶ䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺ุ᩿ᇶ‽䛻䛴䛔䛶䛿䛂䛜䜣㑇ఏᏊ䝟䝛䝹᳨ᰝ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛾ရ㉁䞉⢭ᗘ䛾☜ಖ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉䠄➨㻝㻚㻜∧䠅䛃䠄⮫ᗋ᳨ᰝ⯆༠㆟䠅䛾䛆ရ㉁ᇶ‽䛸ရ㉁ಖド䛾ලయ䛇㻌㻟䠊᳨ᰝ䝥䝻䝉䝇䠄䝷䜲䝤䝷䝸ㄪ〇䛛
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜙䝅䞊䜽䜶䞁䝅䞁䜾䜎䛷䠗㼣㼑㼠㻙㼘㼍㼎㻌㼜㼞㼛㼏㼑㼟㼟䠅䛻♧䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷ཧ↷䛥䜜䛯䛔䚹

ᐃ᮲௳䠄㻾㼡㼚᮲௳䠅

䚷ྲྀᚓሗ

䚷䚷䞉㻌㑇ఏᏊ㓄ิሗ䜢ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯䝅䞊䜽䜶䞁䝇䝕䞊䝍䜢䛿䛨䜑䚸ゎᯒ䜢ᐇ䛧䛯㝿䛾㻾㼡㼚᮲௳䚸ᶆⓗ㡿ᇦ䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚῝ᗘ䜔ᆒ୍ᛶ䞉⥙⨶ᛶ䚸䝧䞊䝇䝁䞊䝹ရ㉁
䚷䚷䚷㻌䝇䝁䜰䛸䛔䛳䛯䚸 ᐃ䝃䞁䝥䝹䛻䛚䛡䜛ရ㉁ᣦᶆ䛻㛵㐃䛩䜛ሗ䜢₃䜜䛺䛟ྲྀᚓ䛩䜛䚹

䚷䝕䞊䝍ᙧᘧ

䚷䚷䞉㻌㻲㻭㻿㼀㻽䝣䜯䜲䝹䠄ሷᇶ㓄ิሗ䠅䚸㻮㻭㻹䝣䜯䜲䝹䠄䝸䝣䜯䝺䞁䝇㓄ิ䛻䝬䝑䝢䞁䜾䛧䛯䜰䝷䜲䝯䞁䝖ሗ䠅䚸㼂㻯㻲䝣䜯䜲䝹䠄ኚ␗ሗ䠅➼䜢ྲྀᚓ䛩䜛䚹

䚷䚷䞉㻌䝕䞊䝍ゎᯒ䛻㛵䛧䛶䛿䚸䝅䞊䜽䜶䞁䝇䝸䞊䝗䜢䝠䝖䝀䝜䝮䝸䝣䜯䝺䞁䝇㓄ิ䛻䝬䝑䝢䞁䜾䛧䚸䝞䝸䜰䞁䝖䝁䞊䝹䚸䜰䝜䝔䞊䝅䝵䞁䛾㡰䛻 ᐃ⤖ᯝ䜢ゎᯒ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㻺㻳㻿 ᐃᶵჾᒓ䛾ゎᯒ䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜔䝃䞊䝗䝟䞊䝔䜱䞊䛾ᕷ㈍䝋䝣䝖䜴䜵䜰䚸䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇➼䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛷ゎᯒ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⸆ᢎㄆ䛥䜜䛯㑇ఏᏊኚ␗ゎᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䠄་⒪ᶵჾ䠅௨እ䛾ゎᯒ䝟䜲䝥䝷䜲䞁䛻䛴䛔䛶䛿䚸ゎᯒ䛻ᚲ㡲䛸䛺䜛ရ㉁ᣦᶆ䜔ᇶ‽䜢๓䛻タᐃ䛧䚸䛭䛾ጇ
䚷ゎᯒ䝟䜲䝥䝷䜲䞁䠄䝋䝣䝖㻛䜶䞁䝆䞁䠅 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᙜᛶ☜ㄆ䜢ᐇ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌ጇᙜᛶ䛾ရ㉁ᣦᶆ䛸䛧䛶䛿䚸ᶆⓗ㡿ᇦ䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚῝ᗘ䜔ᆒ୍ᛶ䞉⥙⨶ᛶ䚸䝧䞊䝇䝁䞊䝹ရ㉁䝇䝁䜰䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺ุ᩿ᇶ‽䛻䛴䛔䛶
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛿䛂䛜䜣㑇ఏᏊ䝟䝛䝹᳨ᰝ䛾ရ㉁䞉⢭ᗘ䛾☜ಖ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉䠄➨㻝㻚㻜∧䠅䛃䠄⮫ᗋ᳨ᰝ⯆༠㆟䠅䛾䛆ရ㉁ᇶ‽䛸ရ㉁ಖド䛾ලయ䛇㻌㻠䠊᳨
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᰝᚋ䝥䝻䝉䝇䠄䝞䜲䜸䜲䞁䝣䜷䝬䝔䜱䜽䝇䛸⤖ᯝሗ࿌䠗㼐㼞㼥㻙㼘㼍㼎㻌㼜㼞㼛㼏㼑㼟㼟䠅䛻♧䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷ཧ↷䛥䜜䛯䛔䚹

䚷ゎᯒෆᐜ

䚷䚷䞉㻌ゎᯒ┠ⓗ䛻䜘䜚ෆᐜ䜒ᵝ䚻䛷䛒䜛䛜䚸௦⾲ⓗ䛺䜒䛾䛸䛧䛶䛿୍ሷᇶ⨨䠄㻿㻺㼂䠅䚸ᤄධḞኻ䠄㻵㼚㼐㼑㼘䠅䚸䝁䝢䞊ᩘከᆺ䠄㻯㻺㼂䠅䚸䝁䝢䞊ᩘኚ␗䠄㻯㻺㻭䠅䚸⼥ྜ㑇ఏᏊ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠄㻲㼡㼟㼕㼛㼚䠅䚸䝬䜲䜽䝻䝃䝔䝷䜲䝖Ᏻᐃᛶ䠄㻹㻿㻵䠅䚸⭘⒆㑇ఏᏊኚ␗㔞䠄㼀㻹㻮䠅䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ୖグ௨እ䛻䚸ண䜑タᐃ䛧䛯ศᯒᛶ⬟䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾ရ㉁ᣦᶆ䜔ᇶ‽䛻ᑐ䛩䜛䝃䞁䝥䝹ẖ䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶䜒ゎᯒ䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌䝃䞁䝥䝹ẖ䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂 ᐃ䠄ゎᯒ䠅⤖ᯝ䛾ရ㉁䝏䜵䝑䜽䛃䛾㡯䜢ཧ↷䛥䜜䛯䛔䚹

䚷䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾䜰䝑䝥䝕䞊䝖䛸
䚷ྲྀᢅ䛔

䚷䚷䞉㻌ゎᯒ䛻ཧ↷䛩䜛䝠䝖䝀䝜䝮䝸䝣䜯䝺䞁䝇㓄ิ䛺䛹䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜔ゎᯒ䝟䜲䝥䝷䜲䞁䛿䚸㝶䜰䝑䝥䝕䞊䝖䛥䜜䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸⏝䛧䛯䝞䞊䝆䝵䞁➼䛾ሗ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛜ศ䛛䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛚䛟䚹
䚷䚷䞉㻌ཧ↷䛩䜛䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜔ゎᯒ䝟䜲䝥䝷䜲䞁䛾䝞䞊䝆䝵䞁➼䛻ኚ᭦䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛿䚸ᗘ䚸ኚ᭦ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛯ጇᙜᛶ☜ㄆ䜢ᐇ䛩䜛䚹

䚷ู⾲㻞䚷䠪䠣䠯䜢⏝䛔䛯㑇ఏᏊゎᯒ䛻䛚䛔䛶ồ䜑䜙䜜䜛ศᯒⓗጇᙜᛶ䛻㛵䛧䛶⪃៖䛩䜉䛝㡯䚷䚷䠄୍⯡♫ᅋἲே㻌᪥ᮏ⾨⏕᳨ᰝᡤ༠䚷㑇ఏᏊ㛵㐃᳨ᰝཷク⌮ᑂᰝጤဨ䠅

䚷᳨ᰝᕤ⛬

䚷సᴗෆᐜ

䚷
䚷 ᐃ䠄ゎᯒ䠅⤖ᯝ䛾ရ㉁䝏䜵䝑䜽

䚷
䚷ရ㉁䝏䜵䝑䜽

䚷ሗ࿌᭩䠄᳨ᰝሗ࿌᭩䠅సᡂ

䚷ሗ࿌᭩䛾సᡂ

䚷☜ㄆ㡯

䚷⪃៖䛩䜉䛝㡯

䚷ရ㉁ᣦᶆ

䚷䚷䞉㻌ရ㉁ᣦᶆ䛸䛧䛶䛿䚸ᶆⓗ㡿ᇦ䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚῝ᗘ䜔ᆒ୍ᛶ䞉⥙⨶ᛶ䚸䝧䞊䝇䝁䞊䝹ရ㉁䝇䝁䜰䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䚸ண䜑タᐃ䛧䛯ᣦᶆ䜔ᇶ‽䛻ᑐ䛧䛶䝃䞁䝥䝹ẖ䛻
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᇶ‽䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛䛛䚸ၥ㢟䛺䛔䛛➼䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌䛸䛧䛶䚸䛂䜹䝞䝺䝑䝆䛃䛻㛵䛧䛶䛾ရ㉁䝏䜵䝑䜽䛷䛒䜜䜀䚸䛂タᐃ䛧䛯䜹䝞䝺䝑䝆௨ୖ䛷䛒䜛䛃䛛䛹䛖䛛䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌䜘䜚ヲ⣽䛺ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂䛜䜣㑇ఏᏊ䝟䝛䝹᳨ᰝ䛾ရ㉁䞉⢭ᗘ䛾☜ಖ䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉䠄➨㻝㻚㻜∧䠅䛃䠄⮫ᗋ᳨ᰝ⯆༠㆟䠅䛾䛆ရ㉁ᇶ‽䛸
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ရ㉁ಖド䛾ලయ䛇㻌㻠䠊᳨ᰝᚋ䝥䝻䝉䝇䠄䝞䜲䜸䜲䞁䝣䜷䝬䝔䜱䜽䝇䛸⤖ᯝሗ࿌䠗㼐㼞㼥㻙㼘㼍㼎㻌㼜㼞㼛㼏㼑㼟㼟䠅䛻♧䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷ཧ↷䛥䜜䛯䛔䚹
䚷䚷䞉㻌ゎᯒᶵ㛵䛻䛚䛔䛶䚸㑇ఏᏊኚ␗䛾ヲ⣽ሗ䠄ᝈ䛸䛾㛵㐃䜔⸆ឤཷᛶ䛺䛹䠅䜔⤖ᯝ䛾ゎ㔘䚸ᝈ䝸䝇䜽䚸⮫ᗋⓗព⩏䠄ⓗኚ␗䜔㼂㼁㻿䠅➼䛻䛴䛔䛶䝕䞊
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䝍ゎᯒ䜢⾜䛖ሙྜ䛿䚸ᑓ㛛ᐙ➼䛻┦ㄯ䛩䜛䛺䛹䚸ゎᯒ⤖ᯝ䛾ጇᙜᛶ䜢ᢸಖ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌య⣽⬊ኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸⏕Ṫ⣽⬊⣔ิ㑇ఏᏊኚ␗䜢䛖ᡤぢ䠄ḟⓗᡤぢ䠅䛜᳨ฟ䛥䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ሙྜ䛿䚸ṇᖖ⾑ᾮ䝃䞁䝥䝹䜢
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⏝䛔䛯☜ㄆ䜔䚸䛾ᡭἲ䜢⏝䛔䛯᳨ᰝ䜢⾜䛖䛺䛹䚸ៅ㔜䛺ุ᩿䛸ᑐᛂ䜢せ䛩䜛䚹

䚷ኚ␗䜰䝺䝹㢖ᗘ䠄㼂㻭㻲䠅
䚷⭘⒆⣽⬊ྜ

䚷䚷䞉㻌య⣽⬊ኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸ゎᯒ⤖ᯝ䜘䜚᥎ᐃ䛥䜜䜛ኚ␗䜰䝺䝹㢖ᗘ䠄㼂㻭㻲䠅䛾ጇᙜᛶ䜢䚸ゎᯒ๓䛻ホ౯䛧䛯⌮Ꮫⓗ䛺⭘⒆⣽⬊ྜ䛸ẚ㍑䛩䜛䛣䛸
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹㼂㻭㻲䛸⭘⒆⣽⬊ྜ䛻ᖜ䛺㞳䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛺ሙྜ䛿䚸⒴⤌⧊䛾ᆒ୍ᛶ䠄㼔㼑㼠㼑㼞㼛㼓㼑㼚㼑㼕㼠㼥䠅䜔䝦䝔䝻᥋ྜᛶ႙ኻ䠄㻸㻻㻴䠅䛺䛹䛜䜟䜜
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䜛䛯䜑䚸⤌⧊ീ䛾ぢ┤䛧䜔ᙧែᏛⓗᡭἲ䠄ච⤌⧊ᏛᰁⰍ䛺䛹䠅䛻䜘䜛ᩚྜᛶ䛾ᚓ䜙䜜䜛ᡤぢ䛾᭷↓䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸㼂㻭㻲䛜㻡㻜㻑䛸䛝䛟㞳䛩䜛ሙྜ䛿䚸䝰䝄䜲䜽䛜䜟䜜䜛䚹

䚷䜰䞊䝏䝣䜯䜽䝖䛾ุู

䚷䚷䞉㻌㻲㻲㻼㻱᳨య䜢⏝䛔䛶㻺㻳㻿ゎᯒ䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ䛿䚸᳨యရ㉁Ⰻ䛻䜘䜛䜰䞊䝏䝣䜯䜽䝖䠄䝞䝸䜰䞁䝖䝁䞊䝹䛾ရ㉁Ⰻ䛺䛹䠅䛻ὀព䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䚸䜰䞊䝏䝣䜯䜽䝖䛾ྍ⬟ᛶ䜢㝖እ䛩䜛䛯䜑䚸ሗ࿌๓䛻䝃䞁䜺䞊ἲ䛻䜘䜛䝅䞊䜽䜶䞁䝇☜ㄆ䛜᥎ዡ䛥䜜䜛䚹

䚷ሗ࿌᭩䛾ᵝ

䚷䚷䞉㻌⣬፹య䛾ሗ࿌᭩䠄ู⣬ሗ࿌᭩䠅䜢సᡂ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸⏕䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶㟁Ꮚ፹య➼䜢ῧ䛩䜛䚹

䚷ሗ࿌ෆᐜ

䚷䚷䞉㻌䛺ሗ࿌ෆᐜ䛸䛧䛶䛿䚸ᝈ⪅ሗ䚸౫㢗ඖሗ䠄౫㢗་ᖌྡ䚸タ䠅䚸᳨య✀䚸᳨య᥇ྲྀ᪥䚸᥇ྲྀ㒊䚸䛸䛔䛳䛯ᇶᮏሗ䛚䜘䜃䛂ኚ␗ෆᐜ䛃䠄㑇ఏᏊኚ␗
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛾ሗ䜔ḟⓗᡤぢ䛾᭷↓䛺䛹䠅䛻㛵䛩䜛ሗ䛷䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㻺㻳㻿ゎᯒ⤖ᯝ䛾ሗ࿌䛾ሙྜ䚸ୖグ䛻ຍ䛘䚸䝃䞁䝥䝹㻽㻯䛾ሗ䠄ရ㉁䝇䝁䜰䞉ᖹᆒ䝸䞊䝗ᩘ䞉⭘⒆⣽⬊ྜ䚸ኚ␗䜰䝺䝹㢖ᗘ䛺䛹䠅䜔᳨ᰝ᪉ἲ䚸ゎᯒ䛻⏝
䚷䚷䚷㻌䛧䛯䝸䝣䜯䝺䞁䝇㓄ิ䚸ゎᯒ䝟䜲䝥䝷䜲䞁䛾✀㢮䛸䛭䛾䝞䞊䝆䝵䞁䚸䛸䛔䛳䛯ሗ䛻䛴䛔䛶䜒᳨ᰝ⤖ᯝ䛸䛸䜒䛻ሗ࿌᭩䜈グ㍕䛩䜛ᚲせᛶ䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㻺㻳㻿ゎᯒ⤖ᯝ䛿䚸᭱⤊ⓗ䛻䛿་⒪ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛䜶䜻䝇䝟䞊䝖䝟䝛䝹➼䛷ᝈ⪅䜈䛾ሗ࿌ෆᐜ䜢Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛜ᐃ䛥䜜䜛䛜䚸ゎᯒᶵ㛵䛻䛚䛔䛶䜒㑇ఏᏊኚ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌␗䛾ヲ⣽ሗ䠄ᝈ䛸䛾㛵㐃䜔⸆ឤཷᛶ䛺䛹䠅䜔⤖ᯝ䛾ゎ㔘䚸ᝈ䝸䝇䜽䚸⮫ᗋⓗព⩏䠄ⓗኚ␗䜔㼂㼁㻿䠅➼䛾ሗ䜢ຍ䛧䛶ሗ࿌䛩䜛ሙྜ䜒䛒䜛䚹
䚷䚷䞉㻌㻺㻳㻿ゎᯒ⤖ᯝ䛾ሗ࿌ෆᐜ䛻㛵䛧䛶䛿᫂☜䛺ᇶ‽䛜䛺䛔䛾䛜⌧≧䛷䛒䜛䚹

䚷ሗ࿌᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䛿䚸ᚲ䛪ぶᒎᢅ䛔䛸䛧䛶㒑㏦䛒䜛䛔䛿ᡭΏ䛧䛷䛾ሗ࿌䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌య⣽⬊ኚ␗䜢ゎᯒᑐ㇟䛸䛩䜛ሙྜ䛿䛣䛾㝈䜚䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᮏ᮶┠ⓗ䛸䛧䛺䛔ḟⓗᡤぢ䠄䛻⏕Ṫ⣽⬊⣔ิኚ␗䠅➼䛾ྍ⬟ᛶ䜢⪃៖䛾䛖䛘䚸ྠᵝ䛾ᥐ⨨
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䜢ㅮ䛪䜛䛣䛸䜒ど㔝䛻ධ䜜䜛䚹

䚷ಖ⟶᪉ἲ
䚷ಖ⟶ᮇ㛫

䚷䚷䞉㻌⣬፹య䛾䜒䛾䛿䝣䜯䜲䝸䞁䜾ಖ⟶䜢⾜䛔䚸㟁Ꮚ䝕䞊䝍䛿㻴㻰㻰䜔㻺㻭㻿䚸ᑓ⏝䝃䞊䝞䛻䛶ཝ㔜䛻ಖ⟶䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌≉䛻つᐃ䛜䛺䛔ሙྜ䛿䚸ྛタ䛾ᇶ‽䛻‽䛨䛶୍ᐃᮇ㛫ಖ⟶䛩䜛䚹

䚷ಖ⟶᪉ἲ
䚷ಖ⟶ᮇ㛫

䚷䚷䞉㻌 ᐃ⏕䝕䞊䝍䛿ከᩘᏑᅾ䛩䜛䛜䚸䛶䛒䜛䛔䛿タ䛾ᇶ‽䛻‽䛨䛶㐺ᐅ䝕䞊䝍䜢ಖ⟶䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䈜㻌⏕䝕䞊䝍䛻㛵䛧䛶䛿䚸᭱ప㝈㻲㻭㻿㼀㻽䚸㻮㻭㻹䚸㼂㻯㻲䝣䜯䜲䝹䛻䛴䛔䛶䛿ಖᏑ䛜᥎ዡ䛥䜜䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ሗ࿌᭩ྠᵝ䚸⣬፹య䛾䜒䛾䛿䝣䜯䜲䝸䞁䜾ಖ⟶䜢⾜䛔䚸㟁Ꮚ䝕䞊䝍䛿㻴㻰㻰䜔㻺㻭㻿䚸ᑓ⏝䝃䞊䝞䛻䛶ཝ㔜䛻ಖ⟶䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌≉䛻つᐃ䛜䛺䛔ሙྜ䛿䚸ྛタ䛾ᇶ‽䛻‽䛨䛶୍ᐃᮇ㛫ಖ⟶䛩䜛䚹

䚷ಖ⟶᪉ἲ
䚷ಖ⟶ᮇ㛫
䚷ᗫᲠ᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌᳨ᰝ῭᳨య䛸䛧䛶䛿䚸ඖ᳨య䠄⾑ᾮ䚸⤌⧊䚸యᾮ䛺䛹་⒪ᶵ㛵䛛䜙ᥦฟ䛥䜜䛯୍ḟ䝃䞁䝥䝹䠅䚸୰㛫⏕ᡂ≀䠄᰾㓟䚸㻼㻯㻾⏘≀䚸䝷䜲䝤䝷䝸䞊䛺䛹䠅䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹
䚷䚷䞉㻌ရ㉁⟶⌮ୖၥ㢟䛺䛟 ᐃ⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜᳨ᰝ䛾ᚲせ䛜䛺䛔䛸ุ᩿䛥䜜䜛䜎䛷䛿䚸᳨ᰝ➼䜢⪃៖䛧䚸ඖ᳨య䚸୰㛫⏕ᡂ≀䛸䜒䛻ಖ⟶ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌䛔䛪䜜䛾ᙧ≧䛻䛚䛔䛶䜒㏉༷せᮃ䛜䛒䜛ሙྜ䛿㏿䜔䛛䛻᳨య㏉༷䜢ᐇ䛩䜛䚹
䚷䚷䞉㻌≉䛻つᐃ䛜䛺䛔ሙྜ䛿タ䛾ᇶ‽䛻‽䛨䛶୍ᐃᮇ㛫ಖ⟶䛾ᚋ䚸ឤᰁᛶᗫᲠ≀䛸䛧䛶ᗫᲠฎ⌮䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䞉㻌ಖ⟶䞉ᗫᲠ䛻㛵䛩䜛≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛾グ㘓䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾ド㊧䜢ಖ⟶䛩䜛䚹

䚷䚷ሗ࿌᭩䛿ጤクඖ䛾་⒪ᶵ㛵䛻
䚷䚷㏉༷䛩䜛䛣䛸䜢๓ᥦ䛻సᡂ䛩䜛䚹

䚷⤖ᯝሗ࿌ᚋ䛾ྛ✀ྲྀᢅ䛔

䚷ሗ࿌᭩䛾ྲྀᢅ䛔

䚷ྛ✀䝕䞊䝍䛾ಖ⟶䛸ྲྀᢅ䛔
䚷
䚷᳨ᰝ῭᳨యྲྀᢅ䛔

䚷ᕤ⛬⯡䛻㛵䜟䜛㡯

䚷ᶆ‽≀㉁䠄⢭ᗘ⟶⌮ヨᩱ䠅

䚷⢭ᗘ⟶⌮

䚷సᴗ⎔ቃ

䚷⢭ᗘ⟶⌮ヨᩱ䛾⏝

䚷䚷䞉㻌⢭ᗘ⟶⌮ヨᩱ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᐇ᳨య䛾

䚷⢭ᗘ⟶⌮ヨᩱ䛾✀㢮

䚷䚷䞉㻌⤖ᯝ᪤▱䛾ኚ␗䜢ᑟධ䛧䛶ேᕤⓗ䛻స〇䛧䛯㻰㻺㻭➼䛾ᕷ㈍䛾⢭ᗘ⟶⌮ヨᩱ䜔ᖖே䝁䞁䝖䝻䞊䝹ヨᩱ➼䜢⏝䛩䜛䚹

ᐃ⤖ᯝ䛾ရ㉁䜢ᢸಖ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹

䚷⏝᪉ἲ

䚷䚷䞉㻌䜰䝑䝉䜲ẖ䛺䛹ᐃᮇⓗ䛻ᚲ䛪ᐇ䛧䚸

䚷᪥ᖖ䛾⢭ᗘ⟶⌮

䚷䚷䞉㻌䝔䝇䝖䝣䝷䜾䝯䞁䝖䜔䝁䞁䝖䝻䞊䝹䝃䞁䝥䝹䜢⏝䛔䛶䚸䜰䝑䝉䜲ẖ䛻⢭ᗘ⟶⌮䜢ᐇ䛩䜛䚹

ᐃ⤖ᯝ䛻ၥ㢟䛜䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛䚹

䚷ෆ㒊⢭ᗘ⟶⌮

䚷䚷䞉㻌⢭ᗘ⟶⌮ヨᩱ䜢⏝䛔䛶䜰䝑䝉䜲ẖ➼䚸ᐃᮇⓗ䛻
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