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社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活
を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利
用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。
このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応につ
いては、主に、
・ 「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医
療機関、社会福祉施設等の対応について」
（令和２年２月 28 日付厚生労働省
医政局ほか事務連絡）等において、感染防止対策（咳エチケット、手洗い、
アルコール消毒等）等
・ 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和
２年３月６日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）において、感
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染が疑われる者が発生した場合における留意事項
をお示ししてきたところである。
本日、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策
特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣
言を行い、同日付で改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対
処方針」
（令和２年３月 28 日付新型コロナウイルス感染症対策本部決定）に
おいて、高齢者施設等における感染防止の徹底に関し周知徹底を行うことと
されていることも踏まえ、社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取
組について、感染者が発生した場合の留意事項も含め再度整理したので、別
紙のとおりお示しする。
なお、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応等について、
これまでお示しした事務連絡等を別添参考の通り整理したので、改めて参照
頂き、適切に対応して頂きたい。

2

別紙

社会福祉施設等（入所施設・居住系サービス）における
感染防止に向けた対応について
１．感染防止に向けた取組
感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向
けた取組を行うことが重要である。
（1）施設等における取組
（感染症対策の再徹底）
○

感染の疑いについてより早期に把握できるよう、日頃から利用者の健康の状
態や変化の有無等に留意すること。

○

介護保険施設においては、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会の開催等により、感染拡大防止に向けた取組方針の再
検討や各施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
に基づく取組の再徹底を行うこと。

○

感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職
員が連携し取組を進めること。

○

感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、
症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録（体温、症状等がわかるもの）、
直近 2 週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。

○

入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、す
みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、 発
熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示
を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。

（面会及び施設への立ち入り）
○

面会については 、感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を
除き、制限すること。テレビ電話等の活用を行うこと等の工夫をすることも検
討すること。面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合
には面会を断ること。

○

委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所
で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測して
もらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。

○

面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について
は、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録し
ておくこと。
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（2）職員の取組
（感染症対策の再徹底）
○

職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性
があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、ア
ルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、
「高齢者介護施設に
おける感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。

○

職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出
勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっ
ては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで
は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引
き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努めるこ

と。
ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提
供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員、調理員等、当該事業所のす
べての職員やボランティア等含むものとする。
○

発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、
「
「 新型コロナウ
イルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」
（令和
２年２月 17 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連
絡）を踏まえて適切に対応すること。

○

職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要
であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まること
を避ける等の対応を徹底すること。

○

職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接
する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をす
る場合、他の職員と一定の距離を保つこと。

（３）リハビリテーション等の実施の際の留意点
○

社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止や ADL 維持等の観点か
ら、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一
方、感染拡大防止の観点から、「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集
まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を避ける必要がある
ことから、リハビリテーション等共有スペースで実施する場合は、以下に留意
するものとする。
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・

リハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ

場所での実施人数を減らす。
・

定期的に換気を行う。

・

利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距

離を保つ。
・

声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケ

ットに準じてマスクを着用することを考慮する。
・

清掃を徹底し、共有物（手すり等）については必要に応じて消毒を行う。

・

職員、利用者ともに手指衛生の励行を徹底する。

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組
社会福祉施設等の利用者等（当該施設等の利用者及び職員等をいう。
）に新型コロ
ナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、保健所の指示に従うととも
に、協力医療機関にも相談し、以下の取組を徹底する
なお、特段の記載（
【

】の中で記載しているもの。）がない限り、新型コロナウ

イルス感染が疑われる者 が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記
※

載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み
替えるものとする。
※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」：
社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以
上（高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については２日程度）続い
ている者又は強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある者、医師が総
合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR 陽性等
診断が確定するまでの間の者。
（1）情報共有・報告等の実施
○

利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、速やかに

施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権
者（障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を
含む。以下同様。
）への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を
行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触
者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに施設長等への
報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を
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行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】
(2) 消毒・清掃等の実施
新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペー

○

スについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒
用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿
式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴
霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わ
ないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。
または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥さ
せる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。
(3) 積極的疫学調査への協力等
○

感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者

等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録や面会者の
情報の提供等を行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等に
おいて、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定するこ
と。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。
・

新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があっ

た者
・

適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、
看護若しくは介護していた者

・

新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄
物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者】

(4) 新型コロナウイルス感染症の感染者等への適切な対応の実施
○

感染者等については、以下の対応を行う。

①

職員の場合の対応
職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっ

ては自治体の判断に従うこととなること※。
【感染が疑われる職員については、
「帰国者・接触者相談センター」に電
話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われ
る場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。
】
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②

利用者の場合の対応
利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、高齢者や

基礎疾患を有する者等である場合には原則入院することとなるが、それ以
外の者については症状等によっては自治体の判断に従うこととなること※。
【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に
電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑わ
れる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
※ 「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象
並びに自治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日付け
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）において、地
域での感染拡大の状況によっては、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の
方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には自宅での安静・療養を原則
としつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等への家庭内感染のおそれがある場
合等には、入院措置を行うものとする旨が示されている。
(5) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への適切な対応の実施
○

濃厚接触者等については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。
なお、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察することとし

ており、以下の対応は感染者との最終接触から 14 日間行うことが基本となる
が、詳細な期間や対応については保健所の指示に従うこと。
①

職員の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保

健所の指示に従うこと。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等
も踏まえ、保健所の指示に従う。
【なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合
は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。また、発熱等の症状がない場
合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。】
②

利用者の場合の対応
保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行

う。
・

当該利用者については、原則として個室に移動する。

・ 有症状となった場合は、速やかに別室に移動する。
・

個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする。
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・

個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用を求めた上

で、
「ベッドの間隔を 2m 以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕
切る」等の対応を実施する。
・

濃厚接触者が部屋を出る場合はマスクを着用し、手洗い、アルコール

消毒による手指衛生を徹底する。
・

当該利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当

職員を分けて対応を行う。
・ 職員のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化す
るおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
・

当該利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を１、２時間ごとに５

～10 分間行うこととする。また、共有スペースや他の部屋についても窓
を開け、換気を実施する。
・

職員は使い捨て手袋とマスクを着用する。咳込みなどがあり、飛沫感

染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロ
ン、ガウン等を着用する。
・

体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする。その他の利用

者にも使用する場合は、消毒用エタノールで清拭を行う。
・

ケアの開始時と終了時に、（液体）石けんと流水による手洗いまたは消

毒用エタノール による手指消毒を実施する。手指消毒の前に顔（目・
鼻・口）を触らないように注意する。「１ケア１手洗い」、
「ケア前後の手
洗い」を基本とする。
・

濃厚接触者のうち有症状者については、リハビリテーション等は実施

しないこと。無症状者については、利用者は手洗い、アルコール消毒に
よる手指消毒を徹底し、職員は適切な感染防護を行った上で個室又はベ
ッドサイドにおいて、実施も可能であること。
＜個別のケア等の実施に当たっての留意点＞
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意す
る。
(ⅰ)食事の介助等
・

食事介助は、原則として個室で行うものとする。

・

食事前に利用者に対し、（液体）石けんと流水による手洗い等を実施す

る。
・

食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触者のものを分け

た上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用する。
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・

まな板、ふきんは、洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナ

トリウム液に浸漬後、洗浄する。
(ⅱ)排泄の介助等
・

使用するトイレの空間は分ける。

・

おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加

え、マスク、使い捨てエプロンを着用する。
・
※

おむつは感染性廃棄物として処理を行う。
ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。
（使用後ポー
タブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理を行う。
）

(ⅲ)清潔・入浴の介助等
・

介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタ

オル等は熱水洗濯機（80℃10 分間）で洗浄後、乾燥を行うか、または、
次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
・

個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよ

い。その際も、必要な清掃等を行う。
(ⅳ)リネン・衣類の洗濯等
・

当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分

ける必要はないが、熱水洗濯機（80℃10 分間）で処理し、洗浄後乾燥さ
せるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
・

当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミの処理は、ビニール袋に

入れて感染性廃棄物として処理を行う。
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社会福祉施設等（通所・短期入所等のサービス）における
感染防止に向けた対応について
１．感染防止に向けた取組
感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向
けた取組を行うことが重要である。
（1）施設等における取組
（感染症対策の再徹底）
○

社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大
防止に向けた取組の再徹底を行うこと。

○

感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職
員が連携し取組を進めること。

○

感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、
症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録（体温、症状等がわかるもの）、
直近 2 週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。

○

入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、す
みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発
熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示
を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。

（施設への立ち入り）
○

委託業者等については、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所
で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測して
もらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。

○

業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染
者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこ
と。

（2）職員の取組
（感染対策の再徹底）
○

職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性
があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、ア
ルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、
「高齢者介護施設に
おける感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。

○

職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出
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勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっ
ては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで
は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引
き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努める
こと。
ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提
供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職
員やボランティア等含むものとする。
○

発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、
「
「 新型コロナウ
イルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」
（令和
２年２月 17 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連
絡）を踏まえて適切に対応すること。

○

職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要
であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まること
を避けるようにすること。

○

職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接
する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をす
る場合、他の職員と一定の距離を保つこと。

（３）ケア等の実施に当たっての取組
（基本的な事項）
○

感染拡大防止の観点から、
「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集ま
る密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を避ける必要があるこ
と等から、以下に留意し実施すること。
・

可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。

・

定期的に換気を行う。

・

互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ等、利用者同士の距

離について配慮する。
・

声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケ

ットに準じてマスクを着用することを考慮する。
・

清掃を徹底し、共有物（手すり等）については必要に応じて消毒を行う。

・

職員、利用者ともに手洗い、アルコール消毒による手指消毒を徹底する。
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（送迎時等の対応等）
○

社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗る前に、本人・家族又は職
員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとす
る。

○

過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸
器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が
解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。

○

送迎時には、窓を開ける等換気に留意するとともに、送迎後に利用者の接触
頻度が高い場所（手すり等）の消毒を行う。

○

発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用者
を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等（以下「居宅介護支援事
業所等」という。
）に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要に応
じ、訪問介護等の提供を検討する。

○

市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保
健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援
の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられ
るように努めるものとする。

（リハビリテーション等の実施の際の留意点）
○

社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止や ADL 維持等の観点か
ら、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一
方、感染拡大防止の観点から、基本的事項における「３つの密」を避ける取組
を踏まえ実施すること。

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組
社会福祉施設等の利用者等（当該施設等の利用者及び職員等をいう。
）に新型コロ
ナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以
下の取組を徹底する。
なお、特段の記載（
【

】の中で記載しているもの。）がない限り、新型コロナウ

イルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記
載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み
替えるものとする。
※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」：
社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以
上（高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については２日程度）続い
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ている者又は強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある者、医師が総
合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR 陽性等
診断が確定するまでの間の者。
(1) 情報共有・報告等の実施
○

利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業

所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行
うとともに、指定権者（障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給
決定を行う市町村を含む。以下同様。）への報告を行うこと。また、当該利用
者の家族等に報告を行うこと。
○

また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う

こと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、
「帰国者・接触
者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への
報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を
行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
】
(2) 消毒・清掃等の実施
○

新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペー

スについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒
用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿
式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴
霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わ
ないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。
または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥さ
せる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。
(3) 積極的疫学調査への協力
○

感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者

等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を
行うこと。
【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等に
おいて、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定するこ
と。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。
・

新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があっ
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ͤڛΖ৮ҽͫ͜Ͳ͵͚ɼࣆແ৮ΏૻܶΝߨ͑৮ҽɼ֚ࣆॶۂͤ΄ͱ৮





ҽΏϚϧϱτΡΠͳͤΖɽ
˕ ೦Ώحٷݼয়ͶΓΕ״ઝ͗ٛΚΗΖ৮ҽͶͯ͏ͱͺɼ
ʰ
ʰ ܗαϫψΤ
ϩη ״ઝͶͯ͏ͱ૮ʀणਏ҈ʱΝಁΉ͓ͪଲԢͶͯ͏ͱʱ
ʤྫ
̐೧݆̐  ೖਫ਼࿓ಉࢢʹՊఋۃ૱ແ՟ঙࢢ૱ଲࡨ࣪Ά͖࿊໌ࣆແ࿊
ཙʥΝಁΉ͓ͱనͶଲԢͤΖ͞ͳɽ
˕ ৮ͺͳΓΕɼ৮Ͳ״ઝ֨Ν͛ͪΌखૌΝΌΖ͞ͳ͗॑གྷ
Ͳ͍Εɼ͗ـѳ͚ɼਕ͗ືͶॄΉͮͱգͤ͟Γ͑͵ؔۯͶॄͲॄΉΖ͞ͳ
Νඈ͜ΖଲԢΝబఊͤΖ͞ͳɽ
˕ ৮ҽ͗״ઝ͵ͳݱΖ͞ͳ͵͏Γ͑ɼয়͗͵͏Ͳ͍ͮͱཤ༽ंͳં
ͤΖࡏͶͺϜηέΝ༽ͤΖ͞ͳɽ

ʤ̑ʥίΠࣰࢬͶͪͮͱखૌ
ʤخຌద͵ࣆߴʥ
˕ γʖϑηΝͤڛΖࡏͺɼͨڛͶཱིͬɼཤ༽ंຌਕʀՊଔͺ৮ҽ͗
ຌਕରԻΝܯ͢ʤՆ͵ݸΕࣆͶܯΝғབͤΖ͞ͳ͗Ή͢͏ʥ
ɼ೦
͗ΌΔΗΖͶͺɼ
ʰ
ʰܗαϫψΤϩη״ઝͶͯ͏ͱ૮ʀणਏ
҈ʱΝಁΉ͓ͪଲԢͶͯ͏ͱʱ
ʤྫ̐೧݆̐  ೖਫ਼࿓ಉࢢʹՊఋۃ
૱ແ՟ঙࢢԿ૱ଲࡨ࣪Ά͖࿊໌ࣆແ࿊ཙ ʥΝಁΉ͓ͪన͵૮;ٶणਏΝ
ߨ͑Γ͑ଇͤͳͳͶɼγʖϑηڛͶͪͮͱͺҐԾ఼ͶཻқͤΖ͞ͳɽ
ʀ γʖϑηΝߨ͑ࣆंۂͺɼฯ݊ॶͳΓ͚૮ͪ͢Ͳɼڋղࢩޤԋࣆ
ॶۂͳ࿊͢ܠɼγʖϑηචགྷΝ࠸ౕݗ౾ɼ״ઝࢯࡨΝబఊͦ͠
ͱγʖϑηڛΝܩକͤΖ͞ͳɽ
ʀ γʖϑηΝͤڛΖं͑ͬɼ׳࣮ેخΝ༙ͤΖं;ٶೝͺɼ״ઝͪ͢
ࡏͶ॑ಠԿͤΖ͕ͨΗ͗߶͏ͪΌɼۊແഓྂΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ γʖϑηڛͶͪͮͱͺɼγʖϑηڛޛͶ͕͜Ζघજ͏ɼϜηέ
༽ɼΦϕϫϱ༽ɼචགྷ࣎घୀ༽ɼ֑ΦοίρφబఊΝߨ͑
ͳಋ࣎ͶɼࣆͲ಼ॶۂϜηέΝ༽ͤΖɼ״ઝؽճΝݰΔͤͪΌ
Νߨ͑͞ͳɽ
ʀ Ն͵ݸΕ୴৮ҽΝ͜ͱଲԢΏɼ࠹ޛͶͤΖଲԢΝߨ͑͞
ͳɽ

̐ɿܗαϫψΤϩη״ઝͶ״ઝͪ͢ं͗ਫ਼ͪ͢खૌ
ऀճෳࢳࢬઅཤ༽ंʤ֚ࢬઅཤ༽ं;ٶ৮ҽΝ͏͑ɽ
ʥͶܗαϫ
ψΤϩη״ઝͶ״ઝͪ͢ं͗ਫ਼ͪ͢Ͷͺɼ״ઝ֨ࢯ؏఼͖ΔɼҐԾ
खૌΝబఊͤΖɽ





͵͕ɼಝஊࡎىʤ
ʴ ʵͲ͏ͱ͢ࡎىΖɽʥ͗͵͏ݸΕɼܗαϫψΤ
ϩη״ઝ͗ٛΚΗΖंˠ͗ਫ਼ͪ͢ಋ༹खѽ͏ͳͤΖɽͨࡏɼҐԾࡎى
͑ͬʰંৰंʱͺʰ״ઝ͗ٛΚΗΖंͳંৰ͗ٛΚΗΖंʱͳಣΊ͓
ΖͳͤΖɽ
ˠʰܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖंʱʁ
ऀճෳࢳࢬઅཤ༽ंͲ͍ͮͱɼ෫इয়Ώ  ౕҐ೦͗̒ೖҐ
ʤ߶ྺंʀ͍͗׳࣮ેخΖंʀೝͲ͍Ζཤ༽ंͶͯ͏ͱͺ̐ೖఖౕʥକ͏ͱ
͏Ζंͺͫ͏کΖ͠ʤ᷼ଷ״ʥΏଋ͢͠ۦʤࠖٷݼೋʥ͍͗Ζंɼҫࢥ͗૱ద
Ͷஇͪ݃͢ՎɼܗαϫψΤϩη״ઝΝٛ͑ंͲ͍ͮͱɼ3&5 ཇਏஇ͗
֮ఈͤΖΉͲؔंɽ

  ๅ༙ڠʀๅࠄࣰࢬ
˕ ཤ༽ंͶ͕͏ͱɼܗαϫψΤϩη״ઝं͗ਫ਼ͪ͢ɼ֚ࣆۂ
ॶͺɼଐΏ͖Ͷ؇ཀྵंๅࠄΝߨ͏ɼ֚ࣆͲ಼ॶۂๅ༙ڠΝߨ
͑ͳͳͶɼࢨఈंݘʤ্֒ෳࢳγʖϑηͶ͍ͮͱͺɼ֚ཤ༽ंࢩڇ
݀ఈΝߨ͑ࢤௌଞΝɽҐԾಋ༹ɽ
ʥๅࠄΝߨ͑͞ͳɽΉͪɼ֚ཤ༽
ंՊଔͶๅࠄΝߨ͑͞ͳɽ
˕ Ήͪɼ֚ཤ༽ंक࣑ҫ୴;ٶڋղࢩޤԋࣆॶۂͶๅࠄΝߨ
͑ɽ
ʴܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖं͗ਫ਼ͪ͢ͺɼ
ʰंࠅؾʀંৰ
ं૮ιϱνʖʱͶు࿊ཙ͢ɼࢨࣖΝण͜Ζ͞ͳɽଐΏ͖Ͷ؇ཀྵं
ๅࠄΝߨ͏ɼ֚ࢬઅ಼Ͳๅ༙ڠΝߨ͑ͳͳͶɼࢨఈंݘๅࠄΝ
ߨ͑͞ͳɽΉͪɼ֚ཤ༽ंՊଔͶๅࠄΝߨ͑͞ͳɽʵ

  ۅదӺָࠬྙڢ
˕ ״ઝं͗ਫ਼ͪ͢ͺɼฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͏ɼંৰंͳ͵Ζཤ༽ं
ಝఈͶͤྙڢΖ͞ͳɽͨࡏɼՆ͵ݸΕཤ༽ंίΠىڛΝ
ߨ͑͞ͳɽ
  ʴܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖं͗ਫ਼ͪ͢ͺɼ֚ࢬઅͶ
͕͏ͱɼ״ઝ͗ٛΚΗΖंͳંৰ͗ٛΚΗΖ৮ҽΝಝఈͤΖ͞ͳɽ
ંৰ͗ٛΚΗΖ৮ҽͶͯ͏ͱͺɼҐԾΝࢂߡͶಝఈͤΖ͞ͳɽ
 ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖंͳಋ࣪Ήͪͺௗ࣎ؔંৰ͍͗ͮ
ͪं
ʀ న͵״ઝޤໃ͢ͶܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖंΝޤऑ
͚͢ͺղंͪ͏ͱ͢ޤ





ʀ ܗαϫψΤϩη״ઝ͗ٛΚΗΖंـಕൽӹऑ͚͢ͺରӹɼഋᔖ
Ԝઝ࣯ͶંৰΗͪՆ͗߶͏ंʵ

  ܗαϫψΤϩη״ઝ״ઝंన͵ଲԢࣰࢬ
˕ ״ઝंͶͯ͏ͱͺɼҐԾଲԢΝߨ͑
ᶅ ৮ҽଲԢ
৮ҽ״ઝ͗ͪ͢ɼݬଉӅͤΖ͞ͳͳ͵Ζ͗ɼয়ͶΓͮ
ͱͺ࣑ࣙରஇͶॊ͑͞ͳͳ͵Ζ͞ͳɽ
ʴ״ઝ͗ٛΚΗΖ৮ҽͶͯ͏ͱͺɼ
ʰंࠅؾʀંৰं૮ιϱνʖʱͶు
࿊ཙ͢ɼࢨࣖΝण͜Ζ͞ͳɽͪͫ͢ɼંৰंͲ͍ͮͱ״ઝ͗ٛΚΗ
ΖͺɼۅదӺָࠬΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζฯ݊ॶͶ૮ͤΖ͞ͳɽ
ʵ

ᶆ ཤ༽ंଲԢ
ཤ༽ंͶܗαϫψΤϩη״ઝ״ઝ͗ͪ͢ͺɼݬଉӅ
ͤΖ͞ͳͳ͵Ζ͞ͳɽ
ʴ״ઝ͗ٛΚΗΖཤ༽ंͶͯ͏ͱͺɼ
ʰंࠅؾʀંৰं૮ιϱνʖʱͶ
ు࿊ཙ͢ɼࢨࣖΝण͜Ζ͞ͳɽͪͫ͢ɼંৰंͲ͍ͮͱ״ઝ͗ٛΚ
ΗΖͺɼۅదӺָࠬΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζฯ݊ॶͶ૮ͤΖ͞ͳɽʵ

  ܗαϫψΤϩη״ઝંৰंన͵ଲԢࣰࢬ
˕ ંৰंͶͯ͏ͱͺɼฯ݊ॶͳ૮ɼҐԾଲԢΝߨ͑ɽ
͵͕ɼંৰंͶͯ͏ͱͺ  ೖؔͶΚͪΕ݊߃য়ସΝ؏ࡱͤΖ͞ͳͳ͢
ͱ͕ΕɼҐԾଲԢͺ״ઝंͳ࠹शંৰ͖Δ  ೖؔߨ͑͞ͳ͗خຌͳ͵Ζ
͗ɼࡋ͵ؔغͶͯ͏ͱͺฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͑͞ͳɽ

ᶅ ৮ҽଲԢ
ฯ݊ॶͶΓΕંৰंͳ͠Ηͪ৮ҽͶͯ͏ͱͺɼࣙଶؽΝߨ͏ɼฯ
݊ॶࢨࣖͶॊ͑ɽ৮غ࣎ؾͶͯ͏ͱͺɼ೦য়༙ໃಁ
Ή͓ɼฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͑ɽ
ʴ״ઝ͗ٛΚΗΖंͳંৰ͗ٛΚΗΖ৮ҽ͑ͬ೦য়

͍͗ΖͺɼࣙଶؽΝߨ͏ɼฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͑ɽ೦য়͗
͵͏Ͳ͍ͮͱɼฯ݊ॶͳ૮ɼՆ͵ݸΕγʖϑηڛΝߨ
Κ͵͏͞ͳ͗Ή͢͏ɽ
ʵ

ᶆ ཤ༽ंଲԢ





ฯ݊ॶͶΓΕંৰंͳ͠Ηͪཤ༽ंͶͯ͏ͱͺɼڋղࢩޤԋࣆۂ
ॶ͗ɼฯ݊ॶͳ૮͢ɼਫ਼Ͷචགྷ͵γʖϑηΝ֮ฯͤΖɽͨࡏɼฯ
݊ॶͳΓ͚૮ͪ͢ͲɼղޤචགྷΝ࠸ౕݗ౾ͤΖ͞ͳɽ

ݗ౾݃Վɼචགྷ͗ΌΔΗɼγʖϑηΝͤڛΖ͞ͳͳ͵ΖͶ
ͺɼҐԾ఼ͶཻқͤΖ͞ͳɽ
ʀ γʖϑηΝͤڛΖं͑ͬɼ׳࣮ેخΝ༙ͤΖं;ٶೝͺɼ״
ઝͪ͢ࡏͶ॑ಠԿͤΖ͕ͨΗ͗߶͏ͪΌɼۊແഓྂΝߨ͑͞ͳɽ
ʀ γʖϑηڛͶͪͮͱͺɼ ஏҮฯ݊ॶͳΓ͚૮ͪ͢Ͳɼͨ
ࢩԋΝणͯͯ͜ɼ࣎ؔΝՆ͵ݸΕ͚ͤΖɼ״ઝࢯࡨΝబ
ఊͤΖ͞ͳɽ۫ରదͶͺɼ γʖϑηڛޛͶ͕͜Ζघજ͏ɼϜηέ
༽ɼΦϕϫϱ༽ɼචགྷ࣎घୀ༽ɼ֑ΦοίρφబఊΝߨ
͑ͳಋ࣎ͶɼࣆͲ಼ॶۂϜηέΝ༽ͤΖɼ״ઝؽճΝݰΔͤͪΌ
Νߨ͑͞ͳɽ

ʽγʖϑηڛͶ͍ͪͮͱཻқ఼ʾ
ʀ ࣙਐ݊߃؇ཀྵͶཻқ͢ɼड़ۊͶ֦ࣙͲରԻΝܯ͢ͱɼ೦Ώ
෫इয়͍͗Ζͺड़ͳ͞͏͵͢ۊɽ
ʀ ંৰंͳͨଠཤ༽ंղޤͶͪͮͱͺɼՆ͵ݸΕ୴
৮ҽΝ͜ͱଲԢΏɼ࠹ޛͶͤΖଲԢΝߨ͑ɽ
ʀ ࣎ؔΝՆ͵ݸΕ͚Ͳ͘ΖΓ͑Νߨ͑ɽΏΝಚͥௗ࣎
ؔݡगΕΝߨ͑ͺɼՆ͵ҕͲ֚ཤ༽ंͳړΝฯͯ
Γ͑ͶͤΖɽ
ʀ ࣎ͶͺɼـΝబఊͤΖɽ
ʀ ίΠͶͪͮͱͺɼ৮ҽͺ࢘͏ࣼͱघୀͳϜηέΝ༽ͤΖ͞ͳɽ
֑ࠒΊ͵ʹ͍͗Εɼඊວ״ઝϨηέ͗߶͏য়ͲڱͺɼචགྷͶԢͣͱ
βʖήϩɼ࢘͏ࣼͱΦϕϫϱɼΪΤϱΝ༽ͤΖɽ
ʀ ରԻܯ۫حͶͯ͏ͱͺɼভಡ༽ରԻܯ۫حͶͯ͏ͱͺɼভ
ಡ༽ΦνόʖϩͲੜ৩Νߨ͑ɽ
ʀ γʖϑηͳ࣎࢟ڛश྅࣎Ͷɼʤӹରʥ੶͜ΞͳླྀਭͶΓΖघજ͏
Ήͪͺভಡ༽ΦνόʖϩͶΓΖघࢨভಡΝࣰࢬͤΖɽघࢨͶΓΖघࢨ
ভಡΝࣰࢬͤΖɽघࢨভಡͶاʤʀඕʀʥΝৰΔ͵͏Γ͑Ͷ
қͤΖɽ
ʰ̏ίΠ̏घજ͏ʱ
ɼ
ʰίΠޛघજ͏ʱΝخຌͳͤΖɽ







ʽݺพίΠࣰࢬͶͪͮͱཻқ఼ʾ
ંৰंͶଲͤΖݺพίΠࣰࢬͶͪͮͱͺҐԾ఼Ͷཻқ
ͤΖ͞ͳɽ
ᾞ ৱࣆղঁ
ʀ ৱࣆͶཤ༽ंͶଲ͢ɼʤӹରʥ੶͜ΞͳླྀਭͶΓΖघજ͏Νࣰ
ࢬͤΖɽ
ʀ ৱࣆͺ࢘͏ࣼͱ༲حΝ࢘༽ͤΖ͖ɼࣙಊৱحજح࢘༽ɼΉͪ
ͺɼજࡐͲજΝߨ͑ɽ
ʀ ৱࣆ६ඍΝ࣎ؔͲࣰࢬͲ͘ΖΓ͑Νߨ͑ɽ
ᾟ  ഋᔖղঁ
ʀ ͕ͯިࡏͺɼഋᔖͶંৰΗ͵͏Ͳ͍ͮͱɼघୀ
ͶՅ͓ɼϜηέ࢘͏ࣼͱΦϕϫϱΝ༽ͤΖɽ
ᾠ  ੜ݁ʀཌྷղঁ
ʀ ղঁ͗චགྷ͵ंʤཌྷղޤΝཤ༽ͤΖंΝʥͶͯ͏ͱ
ͺɼݬଉੜ৩ͲଲԢͤΖɽੜ৩Ͳ࢘༽ͪ͢νΨϩͺɼघୀͳϜη
έΝ༽͢ɼҲൢద͵Պఋ༽જࡐͲજୗ͢ɼસͶף૫ͦ͠Ζɽ
ᾡ  ڧඍ
ʀ ෨ԲੜૡΝߨ͑ͺɼघୀΝ༽͢ɼভಡ༽ΦνόʖϩͲੜ
৩ͤΖɽΉͪͺɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹͲੜ৩ޛɼ࣬ࣞੜૡ͢ɼ
ף૫ͦ͠Ζɽ͵͕ɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹΝভಡ༂ໆͶ
ͯ͏ͱͺɼٷӀͤΖͳ༙֒Ͳ͍ΕɼްՎࣰ֮͗Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δߨ
Κ͵͏͞ͳɽφϪχΠόϔΏखघͺɼভಡ༽ΦνόʖϩͲੜ
৩͢ɼভಡΝߨ͑ɽΉͪͺɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹʤˍʥͲ

ੜ৩ޛɼਭ৩͘͢ɼף૫ͦ͠Ζɽฯ݊ॶࢨ͍ࣖ͗Ζͺɼͨ
ࢨࣖͶॊ͑͞ͳɽ



״ઝࢯͶ͜ɼ৮ҽؔͲๅ༙ڠΝືͶ͢ɼ״ઝࢯͶͪ͜खૌΝ৮ҽ͗࿊ͱ͢ܠਬ

ճͺɼٺەΏΝಚ͵͏Νঈ͘ɼͤݸΖ͞ͳɽτϪϑు༽Νߨ͑͞ͳΝͤΖ͞ͳݗ౾

ճंΏंۂࢬઅ಼Ͷड़Εͪ͢ंࢱ໌ʀཔೖ࣎ʀ࿊ཙͶͯ͏ͱɼۅదӺָࠬ͗ྙڢՆͳ͵ΖΓ͑ى

״ઝ͗ٛΚΗΖͺɼʰ ܗαϫψΤϩη ״ઝͶͯ͏ͱ૮ʀणਏ҈ʱΝಁΉ͓ͱనͶଲԢ

˕

$'/ң࣍؏఼͖ΔɼϨύϑϨτʖεϥϱࣰࢬͺ॑གྷͲ͍ΖҲ๏ɼ״ઝ֨ࢯ؏఼͖Δɼʰ̑ͯືʱʤʰ͗ـѳ͏

Νड़ͤؽճ࠹ঘԿɼΝड़ͤؽճ͗ଡ͏Ϝηέ༽ɼੜૡబఊɼ༙ڠভಡబఊɼघࢨӶਫ਼ྯߨబఊ

1

 ϨύϑϨτʖ
ືถؔۯʱɼʰଡ਼͗ॄΉΖືॄॶʱ;ٶʰؔۛͲճΏΝͤΖືંʱʥΝඈ͜Ζචགྷ
εϥϱࣰࢬ
˕ Ն͵ݸΕಋͣ࣎ؔଵʀಋͣॶͲࣰࢬਕ਼क़ঘɼఈغద͵ـɼ͏ޕͶघΝ৵ͻͪ͢Δघ͚͗ҕҐړ֮ฯɼ
ࡏཻқ఼

˕

˕ ৮Ͳ״ઝ֨Ν͛ͪΌखૌ͗॑གྷɽ͗ـѳ͚ɼਕ͗ືͶॄΉͮͱգͤ͟Γ͑͵ؔۯͶॄͲॄΉΖ͞ͳΝඈ͜Ζ
ଲԢΝబఊ

ड़ۊͶରԻΝܯ͢ɼ೦য়͗ΌΔΗΖͶͺड़ۊΝߨΚ͵͏͞ͳΝబఊ

˕

ʤ״ઝଲࡨ࠸బఊʥ
˕ ʰ߶ྺंղࢬޤઅͶ͕͜Ζ״ઝଲࡨϜωϣΠϩրఙ൝ʱΝࢂলɼϜηέ༽Ν֑ΦοίρφΏघજ͏ɼΠϩαʖϩভ
ಡΝబఊ

˕

˕ җंۂͶͯ͏ͱɼण͜ో͢ͺࢬʹ͵ؖݲઅݸΔΗͪॶͲߨ͑͞ͳ͗Ή͚͢ɼࢬઅ಼ͶཱིͬΖͶͯ͏ͱ
ͺɼରԻΝܯ͢ͱΔ͏ɼ೦͗ΌΔΗΖͶͺؙΝஇΖ

˕

 ࢬઅͶ͕͜Ζ
खૌ
ʤճࢬ;ٶઅཱིͬΕʥ

 ৮ҽखૌ

ॶࢬઅ

˕ ۅదӺָࠬԃ͗ྙڢ͵Նͳ͵ΖΓ͑ɼয়ड़ޛݳંৰंϨηφɼίΠىɼۊແනɼࢬઅ಼Ͷड़Εͪ͢ंى
Ν६ඍ

˕

ʤ״ઝଲࡨ࠸బఊʥ
˕ ״ઝٛ͏Ͷͯ͏ͱΓΕغͶѴͲ͘ΖΓ͑ɼೖࠔ͖Δཤ༽ं݊߃য়ସΏรԿ༙ໃͶཻқ

̏ɿ״ઝࢯͶͪ͜खૌ

ཤ༽ंয়ڱͶԢͣͪଲԢͶͯ͏ͱʤॶࢬઅʀܧेڋʥ

״ઝ͗ٛ
ΚΗΖं
ͳ
ંৰ͗ٛ
ΚΗΖं

ંৰ
ं

״ઝ͗ٛ
ΚΗΖं

״ઝं

 ๅ༙ڠ
ʀๅࠄ

ʷ

ʀࢨఈंݘɼՊଔͶ
ๅࠄ

ʀଐΏ͖ͶࢬઅௗͶ
ๅࠄ͢ɼࢬઅ಼Ͳ
ๅ༙ڠ

ʀཤ༽ंͶਫ਼ͪ͢
ɼʰ૮ιϱ
νʖʱʤंࠅؾʀં
ৰं૮ιϱνʖʥ
Ͷు࿊ཙ͢ɼࢨࣖ
Νण͜Ζ

ʀࢨఈंݘɼՊଔͶ
ๅࠄ

ʀཤ༽ंʤཤ༽ंʀ
৮ҽʥͶਫ਼ͪ͢
ɼଐΏ͖Ͷࢬઅௗ
Ͷๅࠄ͢ɼࢬઅ಼
Ͳๅ༙ڠ

ʀʰ״ઝ͗ٛΚΗΖ
ंʱͳಋ࣪ʀௗ࣎
ؔંৰ
ʀన͵ޤໃ͢Ͷ
ʰ״ઝ͗ٛΚΗΖ ʷ
ंʱΝਏࡱɼޤɼ
ղޤ
ʀʰ״ઝ͗ٛΚΗΖ
ंʱـಕൽӹ
Ͷંંৰ

ࢬઅ͗ಝఈ

ʀ״ઝंͳಋ࣪ʀௗ
࣎ؔંৰ
ʀన͵ޤໃ͢Ͷ
״ઝंΝਏࡱɼ
ޤɼղޤ
ʀ״ઝंـಕൽ
ӹͶંંৰ

ฯ݊ॶ͗ಝఈ

ʀ෫इয়Ώ
ౕҐ೦͗̐
ೖఖౕକ͏ͱ͏Ζ
ंͺͫ͏کΖ͠
Ώଋ͍͗͢͠ۦΖ
ंɼҫࢥ͗૱ద
Ͷஇͪ݃͢Վ״
ઝΝٛ͑ं
ˠ̧̩̚ཇਏஇ
֮͗ఈं

ࢬઅ͗இ

ʀ̧̩̚ཇं

ҫྏ͗ؖؽಝఈ

ఈٝ

 ۅదӺָ
ࠬྙڢ

 ״ઝंଲԢʙ  ંৰंଲԢ
৮ҽ
ཤ༽ं

ॶࢬઅ

ʷ

ʷ

ʀฯ݊ॶࢨ
͍ࣖ͗Ζ
ͺࢨࣖͶॊ͑

ʷ

ʷ

ʀݬଉͳ͢ͱ࣪ݺͶҢಊɽ͗࣪ݺଏΕ͵͏ͺɼয়
͵͏ંৰंΝಋ࣪Ͷɽ࣪ݺ؇ཀྵ͗Ͳ͘͵͏ɼ
Ϝηέ༽ɼϗρχֶؔΝPҐ͍͜ΖଲԢɽ෨
ԲΝड़ΖͺϜηέΝ༽͢ɼघࢨӶਫ਼Νబఊ

2

ʀରԻܯ۫حͺɼՆ͵ݸΕ༽Ͷ
ʀ೦য়͍͗Ζ
ʀίΠ࢟࣎ͳश྅࣎Ͷɼ੶͜ΞͳླྀਭͶΓΖघજ͏
ͺɼࣙଶؽΝ
ͶΓΖघࢨভಡΝࣰࢬɽघࢨভಡͶاΝৰΔ͵
ߨ͏ɼฯ݊ॶࢨࣖ
͏Γ͑Ͷқɽʰ̏ίΠ̏घજ͏ʱ͗خຌ
Ͷॊ͑ɽغ࣎ؾͶ
ͯ͏ͱͺཟͶಋͣ ʀ༙য়ंͶͯ͏ͱͺɼϨύϑϨτʖεϥϱͺࣰࢬ͢
͵͏ɽໃয়ंͶͯ͏ͱͺɼघࢨভಡΝబఊͪ͢Ͳɼ
ʀ೦য়͗͵͏ ৮ҽͺ࢘͏ࣼͱघୀͳϜηέΝ༽࣪͢ݺͶ͕͏ͱɼ
ͺɼฯ݊ॶͳ૮
ࣰࢬՆ
ɼٛΚΗΖ৮
ˠฯ݊ॶͳ૮ɼଲԢ
ҽ਼য়ڱಁΉ
ˠݺพίΠࣰࢬཻ࣎қ఼ͺพశͳ͕Ε
͓ଲԢ

ʀ৮غ࣎ؾͶͯ͏
ʀՆ͵ݸΕͨଠཤ༽ंͳ୴৮ҽΝ͜ͱଲԢ
ͱͺɼ೦য়
༙ໃಁΉ͓ɼ ʀίΠͶͪͮͱͺɼ෨ԲـΝॉͶࣰࢬ
ฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͑ ʀ৮ҽͺ࢘͏ࣼͱघୀͳϜηέΝ༽ɽඊວ״ઝϨη
έ͗߶͏য়ͲڱͺɼචགྷͶԢͣͱβʖήϩΝ༽

ʀࣙଶؽΝߨ͏ɼฯ
݊ॶࢨࣖͶॊ͑

અͶ͕͏ͱɼ״
ʀʰ૮ιϱνʖʱͶు࿊ཙ͢ɼࢨࣖΝण͜Ζ
ઝ͗ٛΚΗΖंͳ
ંৰ͗ٛΚ
ΗΖंΝಝఈ

ʀཤ༽ंͶਫ਼
ͪ͢ɼฯ݊ॶ
ࢨࣖͶॊ͏ɼ
ંৰंಝఈͶ ʀݬଉӅ
ʀݬଉӅɽ߶ྺंΏ׳࣮ેخΝ༙ͤΖंҐंͶ
ʤয়ͶΓͮͱͺࣙ
ʀ;ٶ࣪ڋཤ
ྙڢ
ͯ͏ͱͺয়ͶΓͮͱͺ࣑ࣙରஇ
࣑ରஇͶॊ͑ʥ
༽ͪ͢༽ڠη
ʀՆ͵ݸΕཤ༽
ϘʖηΝভ
ंίΠىΏ
ಡʀੜૡɽघ
ճंๅΝڛ
ୀΝ༽͢ɼ
ভಡ༽Φν
όʖϩΉͪͺ
࣏ѧԚોψ
φϨΤϞӹͲ ʀཤ༽ंͶਫ਼
ੜ৩
ͪ͢ɼ֚ࢬ

 ভಡ
ʀੜૡ

̐ɿܗαϫψΤϩη״ઝͶ״ઝͪ͢ं͗ਫ਼ͪ͢खૌ

ंۂࢬઅ಼Ͷड़Εͪ͢ंࢱ໌ʀཔೖ࣎ʀ࿊ཙͶͯ͏ͱɼۅదӺָࠬ͗ྙڢՆͳ͵ΖΓ͑ى

״ઝ͗ٛΚΗΖͺɼʰ ܗαϫψΤϩη ״ઝͶͯ͏ͱ૮ʀणਏ҈ʱΝಁΉ͓ͱనͶଲԢ

˕

೦ͶΓΕཤ༽Νஇͮͪཤ༽ंͶͯ͏ͱͺɼڋղࢩޤԋࣆॶۂͶๅڛɽಋࣆॶۂͺචགྷͶԢͣɼղޤڛΝݗ౾

3

ʤϨύϑϨτʖεϥϱࣰࢬࡏཻқ఼ʥ
˕ $'/ң࣍؏఼͖ΔɼϨύϑϨτʖεϥϱࣰࢬͺ॑གྷͲ͍ΖҲ๏ɼ״ઝ֨ࢯ؏఼͖Δɼʰ̑ͯືʱΝඈ͜Ζචགྷ

˕ ࢤۢௌଞΏऀճෳࢳࢬઅͶ͕͏ͱͺɼಕැݟΏӶਫ਼क؇෨ ۃɼஏҮฯ݊ॶͳॉͶ࿊ܠɼචགྷͳ͵Ζେγʖϑη֮
ฯʀɼཤ༽ंࢩԋ؏఼ͲڋղࢩޤԋࣆॶۂΏऀճෳࢳࢬઅͶ͕͏ͱචགྷ͵ଲԢ͗ͳΔΗΖΓ͑ͶΌΖ

˕

 ίΠࣰࢬ࣎
खૌ
˕ ૻܶ࣎Ͷͺɼ૯Ν͜ΖـͶཻқɽૻܶޛͶཤ༽ंંৰළౕ͗߶͏ॶʤघͤΕʥΝভಡ

ʤૻܶ࣎ଲԢʥ
˕ ૻܶऄͶΖͶɼຌਕʀՊଔͺ৮ҽ͗ຌਕରԻΝܯ͢ɼ೦͗ΌΔΗΖͶͺɼཤ༽ΝஇΖ

ʤخຌద͵ࣆߴʥ
˕ ״ઝ֨ࢯ؏఼͖Δɼʰ̑ͯືʱʤʰ͗ـѳ͏ືถؔۯʱɼʰଡ਼͗ॄΉΖືॄॶʱ;ٶʰؔۛͲճΏΝͤΖື
ંʱʥΝඈ͜Ζචགྷ͍͗ΕɼՆ͵ݸΕಋͣ࣎ؔଵʀಋͣॶͲࣰࢬਕ਼क़ঘɼఈغద͵ـɼ͏ޕͶघΝ৵ͻͪ͢Δघ͗
͚ҕҐړ֮ฯཤ༽ंಋ࢞ړഓྂɼΝड़ͤؽճ࠹ঘԿɼΝड़ͤؽճ͗ଡ͏Ϝηέ༽ɼੜૡబఊɼ
༙ڠভಡబఊɼघࢨӶਫ਼ྯߨబఊ

˕ ৮Ͳ״ઝ֨Ν͛ͪΌखૌ͗॑གྷɽ͗ـѳ͚ɼਕ͗ືͶॄΉͮͱգͤ͟Γ͑͵ؔۯͶॄͲॄΉΖ͞ͳΝඈ͜Ζ
ଲԢΝబఊ

ड़ۊͶରԻΝܯ͢ɼ೦য়͗ΌΔΗΖͶͺड़ۊΝߨΚ͵͏͞ͳΝబఊ

˕

ʤ״ઝଲࡨ࠸బఊʥ
˕ ʰ߶ྺंղࢬޤઅͶ͕͜Ζ״ઝଲࡨϜωϣΠϩրఙ൝ʱΝࢂলɼϜηέ༽Ν֑ΦοίρφΏघજ͏ɼΠϩαʖϩভ
ಡΝబఊ

˕

˕ җंۂͶΓΖण͜ో͢ͺࢬʹ͵ؖݲઅݸΔΗͪॶͲߨ͑͞ͳ͗Ή͚͢ɼࢬઅ಼ͶཱིͬΖͶͯ͏ͱͺɼର
ԻΝܯ͢ͱΔ͏ɼ೦͗ΌΔΗΖͶͺؙΝஇΖ

 ࢬઅͶ͕͜Ζ
खૌ
ʤࢬઅཱིͬΕʥ

 ৮ҽखૌ

௪ॶܧ

˕ ۅదӺָࠬԃ͗ྙڢ͵Նͳ͵ΖΓ͑ɼয়ड़ޛݳંৰंϨηφɼίΠىɼۊແනɼࢬઅ಼Ͷड़Εͪ͢ंى
Ν६ඍ

ʤ״ઝଲࡨ࠸బఊʥ
˕ ״ઝࢯͶ͜ɼ৮ҽؔͲๅ༙ڠΝືͶ͢ɼ״ઝࢯͶͪ͜खૌΝ৮ҽ͗࿊ͱ͢ܠਬ

̏ɿ״ઝࢯͶͪ͜खૌ

ཤ༽ंয়ڱͶԢͣͪଲԢͶͯ͏ͱʤ௪ॶܧʀغॶʥ

ʀཤ༽ंͶਫ਼ͪ͢
ɼଐΏ͖Ͷ؇ཀྵ
ंͶๅࠄ͢ɼࢬઅ
಼Ͳๅ༙ڠ

 ๅ༙ڠ
ʀๅࠄ

 ভಡ
ʀੜૡ
 ۅదӺָ
ࠬྙڢ

 ״ઝंଲԢʙ  ંৰंଲԢ
৮ҽ
ཤ༽ं

௪ॶܧ

״ઝ͗ٛ
ΚΗΖं
ͳ
ંৰ͗ٛ
ΚΗΖं

ંৰ
ं

ʀʰ״ઝ͗ٛΚΗΖ
ंʱͳಋ࣪ʀௗ࣎
ؔંৰ
ʀʰ״ઝ͗ٛΚΗΖ
ंʱـಕൽӹ
Ͷંંৰ

ࢬઅ͗ಝఈ

ʀ״ઝंͳಋ࣪ʀௗ
࣎ؔંৰ
ʀ״ઝंـಕൽ
ӹͶંંৰ

ฯ݊ॶ͗ಝఈ

ʷ

ʷ

ʷ

ʷ

ʷ

ʷ

ʀ೦য়͗͵͏
ͺɼฯ݊ॶͳ૮
ɼٛΚΗΖ৮ҽ਼
য়ڱಁΉ͓ଲԢ

4

ʀ৮غ࣎ؾͶͯ͏ͱ
ͺɼ೦য়༙
ໃಁΉ͓ɼฯ݊ॶ
ʀࣙଶؽΝߨ͏ɼฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͑ɽڋղޤ
ࢨࣖͶॊ͑
ࢩԋࣆॶۂͺɼฯ݊ॶͳ૮͢ɼਫ਼Ͷචགྷ͵γʖ
ʀ೦য়͍͗Ζ
ϑηΝ֮ฯ
ͺɼࣙଶؽΝߨ͏ɼ
ฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͑ɽ ʀغॶͶ͕͏ͱͺɼචགྷͶԢͣɼॶࢬઅʀڋ
ेܧγʖϑηͳಋ༹ଲԢ
غ࣎ؾͶͯ͏ͱͺ
ཟͶಋͣ

ʀࣙଶؽΝߨ͏ɼฯ݊
ॶࢨࣖͶॊ͑

ʀཤ༽ंͶਫ਼
ͪ͢ɼฯ݊ॶ
ࢨࣖͶॊ͏ɼ
ંৰंಝఈͶ ʀݬଉӅ
ҫྏ͗ؖؽಝఈ
ʀݬଉӅɽ߶ྺंΏ׳࣮ેخΝ༙ͤΖंҐ
ʤয়ͶΓͮͱͺ࣑ࣙ
״ઝं
ྙڢ
ʀ;ٶ࣪ڋཤ
ʀࢨఈंݘɼՊଔͶ
ंͶͯ͏ͱͺয়ͶΓͮͱͺ࣑ࣙରஇ
ʀ̧̩̚ཇं
ରஇͶॊ͑ʥ
༽ͪ͢༽ڠη
ๅࠄ
ʀՆ͵ݸΕཤ༽
ϘʖηΝভ
ंίΠىΏ
ʀक࣑ҫڋ;ٶղޤ
ಡʀੜૡɽघ
ճंๅΝڛ
ࢩԋࣆॶۂͶๅࠄ
ୀΝ༽͢ɼ
ভಡ༽Φν
ʀཤ༽ंͶਫ਼ͪ͢
όʖϩΉͪͺ
ɼʰ૮ιϱ
ࢬઅ͗இ
ʀཤ༽ंͶਫ਼
νʖʱͶు࿊ཙ͢ɼ ࣏ѧԚોψ
ͪ͢ɼ֚ࢬ
ʀ෫इয়Ώ
φϨΤϞӹͲ
ࢨࣖΝण͜Ζ
ౕҐ೦͗̐
અͶ͕͏ͱɼ״
ੜ৩
ೖఖౕକ͏ͱ͏Ζ ʀଐΏ͖Ͷ؇ཀྵंͶ
ઝ͗ٛΚΗΖंͳ
״ઝ͗ٛ ंͺͫ͏کΖ͠
ʀฯ݊ॶࢨ
ๅࠄ͢ɼࢬઅ಼Ͳ
ંৰ͗ٛΚ ʀʰ૮ιϱνʖʱͶు࿊ཙ͢ɼࢨࣖΝण͜Ζ
͍ࣖ͗Ζ
ΚΗΖं Ώଋ͍͗͢͠ۦΖ
ๅ༙ڠ
ΗΖंΝಝఈ
ंɼҫࢥ͗૱ద
ͺࢨࣖͶॊ͑
Ͷஇͪ݃͢Վ ״ʀࢨఈंݘɼՊଔͶ
ʀಝఈͪ͢ཤ༽ं
ઝΝٛ͑ं
ๅࠄ
Ͷͯ͏ͱڋղޤ
ˠ̧̩̚ཇਏஇ
ࢩԋࣆॶۂͶๅࠄ
֮͗ఈं
ʀक࣑ҫڋ;ٶղޤ
ࢩԋࣆॶۂͶๅࠄ

ఈٝ

̐ɿܗαϫψΤϩη״ઝͶ״ઝͪ͢ं͗ਫ਼ͪ͢खૌ

 ίΠࣰࢬ࣎
खૌ

 ৮ҽखૌ

ۅదӺָࠬԃ͗ྙڢ͵Նͳ͵ΖΓ͑ɼίΠىɼۊແනىΝ६ඍ

ܧ

״ઝ͗ٛΚΗΖͺɼʰ ܗαϫψΤϩη ״ઝͶͯ͏ͱ૮ʀणਏ҈ʱΝಁΉ͓ͱనͶଲԢ

˕

ʀ

ʀ

ʀ

Ն͵ݸΕ୴৮ҽΝ͜ͱଲԢΏɼ࠹ޛͶͤΖଲԢ

5

γʖϑηڛͶͪͮͱͺɼγʖϑηڛޛͶ͕͜Ζघજ͏ɼϜηέ༽ɼΦϕϫϱ༽ɼචགྷ࣎घୀ༽ɼ֑Φ
οίρφΝబఊɽࣆͲ಼ॶۂϜηέΝ༽ͤΖɼ״ઝؽճΝݰΔͤͪΌ

׳࣮ેخΝ༙ͤΖं;ٶೝͺɼ״ઝͪ͢ࡏͶ॑ಠԿͤΖ͕ͨΗ͗߶͏ͪΌɼۊແഓྂΝߨ͑

ʤخຌద͵ࣆߴʥ
˕ γʖϑηڛͶཱིͬɼຌਕରԻΝܯ͢ɼ೦͗ΌΔΗΖͶͺɼʰʰܗαϫψΤϩη״ઝͶͯ͏ͱ૮ʀणਏ
҈ʱΝಁΉ͓ͪଲԢͶͯ͏ͱʱΝಁΉ͓ͪన͵૮;ٶणਏΝߨ͑Γ͑ଇͤͳͳͶɼγʖϑη࣎ڛͺҐԾ఼Ͷཻқ
ʀ ฯ݊ॶͳΓ͚૮ͪ͢Ͳɼڋղࢩޤԋࣆॶۂͳ࿊͢ܠɼγʖϑηචགྷΝ࠸ౕݗ౾ɼ״ઝࢯࡨΝబఊͦ͠ͱγʖ
ϑηڛΝܩକ

˕ ৮Ͳ״ઝ֨Ν͛ͪΌखૌ͗॑གྷɽ͗ـѳ͚ɼਕ͗ືͶॄΉͮͱգͤ͟Γ͑͵ؔۯͶॄͲॄΉΖ͞ͳΝඈ͜Ζ
ଲԢΝబఊ

ड़ۊͶରԻΝܯ͢ɼ೦য়͗ΌΔΗΖͶͺड़ۊΝߨΚ͵͏͞ͳΝబఊ

˕

ʤ״ઝଲࡨ࠸బఊʥ
˕ ʰ߶ྺंղࢬޤઅͶ͕͜Ζ״ઝଲࡨϜωϣΠϩրఙ൝ʱΝࢂলɼϜηέ༽Ν֑ΦοίρφΏघજ͏ɼΠϩαʖϩভ
ಡΝబఊ

˕

 ࢬઅͶ͕͜Ζ ˕ ״ઝࢯͶ͜ɼ৮ҽؔͲๅ༙ڠΝືͶ͢ɼ״ઝࢯͶͪ͜खૌΝ৮ҽ͗࿊ͱ͢ܠਬ
खૌ

ʤ״ઝଲࡨ࠸బఊʥ

̏ɿ״ઝࢯͶͪ͜खૌ

ཤ༽ंয়ڱͶԢͣͪଲԢͶͯ͏ͱʤܧʥ

״ઝ͗ٛ
ΚΗΖं
ͳ
ંৰ͗ٛ
ΚΗΖं

ંৰ
ं

״ઝ͗ٛ
ΚΗΖं

״ઝं

ʀన͵ޤໃ͢Ͷ
ʰ״ઝ͗ٛΚΗΖ
ंʱΝޤɼղޤ
ʀʰ״ઝ͗ٛΚΗΖ
ंʱـಕൽӹ
Ͷંંৰ

ࢬઅ͗ಝఈ

ʀన͵ޤໃ͢Ͷ
״ઝंΝޤɼղ
ޤ
ʀ״ઝंـಕൽ
ӹͶંંৰ

ฯ݊ॶ͗ಝఈ

ʀ෫इয়Ώ
ౕҐ೦͗̐
ೖఖౕକ͏ͱ͏Ζ
ंͺͫ͏کΖ͠
Ώଋ͍͗͢͠ۦΖ
ंɼҫࢥ͗૱ద
Ͷஇͪ݃͢Վ״
ઝΝٛ͑ं
ˠ̧̩̚ཇਏஇ
֮͗ఈं

ࢬઅ͗இ

ʀ̧̩̚ཇं

ҫྏ͗ؖؽಝఈ

ఈٝ

ʷ

ʷ

ʀक࣑ҫڋ;ٶղޤ
ࢩԋࣆॶۂͶๅࠄ

ʀࢨఈंݘɼՊଔͶ
ๅࠄ

ʀଐΏ͖Ͷ؇ཀྵंͶ
ๅࠄ͢ɼࢬઅ಼Ͳ
ๅ༙ڠ

ʷ

ʷ

ʀཤ༽ंͶਫ਼ͪ͢
ɼʰ૮ιϱ
ʷ
νʖʱͶు࿊ཙ͢ɼ
ࢨࣖΝण͜Ζ

ʀक࣑ҫڋ;ٶղޤ
ࢩԋࣆॶۂͶๅࠄ

ʀࢨఈंݘɼՊଔͶ
ๅࠄ

ʀཤ༽ंͶਫ਼ͪ͢
ɼଐΏ͖Ͷ؇ཀྵ
ंͶๅࠄ͢ɼࢬઅ
಼Ͳๅ༙ڠ

 ๅ༙ڠ
ʀๅࠄ

 ভಡ
ʀੜૡ

 ״ઝंଲԢʙ  ંৰंଲԢ
৮ҽ
ཤ༽ं

ܧ

ʷ

ʷ

ʀڋղࢩޤԋࣆॶۂ͗ɼฯ݊ॶͳ૮͢ɼਫ਼
Ͷචགྷ͵γʖϑηΝ֮ฯɽͨࡏɼฯ݊ॶͳΓ͚૮
ͪ͢ͲɼղޤචགྷΝ࠸ౕݗ౾

Øγʖϑη࣎ڛͺɼ ฯ݊ॶͳΓ͚૮ͪ͢Ͳɼ
ͨࢩԋΝणͯͯ͜ɼ࣎ؔΝՆ͵ݸΕ͚
ͤΖɼ״ઝࢯࡨΝబఊɽγʖϑηڛޛͶ
͕͜Ζघજ͏ɼϜηέ༽ɼΦϕϫϱ༽ɼ
චགྷ࣎घୀ༽ɼ֑ΦοίρφబఊΝߨ͑
ͳಋ࣎ͶɼࣆͲ಼ॶۂϜηέΝ༽ͤΖɼ״
ઝؽճΝݰΔͤͪΌ
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ʀ೦য়͗͵͏
Ͳ͍ͮͱɼฯ݊ॶ
ͳ૮ɼՆ͵ݸ
ΕγʖϑηڛΝߨΚ ˠγʖϑηݺ;ٶ࣎ڛพίΠࣰࢬཻ࣎қ఼ͺ
͵͏͞ͳ͗Ή͢͏
พశͳ͕Ε

ʀ೦য়͍͗Ζ
ͺɼࣙଶؽΝߨ͏ɼ
ฯ݊ॶࢨࣖͶॊ͑

ʀ৮غ࣎ؾͶͯ͏ͱ ʀݗ౾݃Վɼචགྷ͗ΌΔΗɼγʖϑηΝڛ
ͺɼ೦য়༙
ͤΖ͞ͳͳ͵ΖͶͺɼҐԾ఼Ͷཻқ
ໃಁΉ͓ɼฯ݊ॶ
Ø׳࣮ેخΝ༙ͤΖं;ٶೝͺɼ״ઝͪ͢ࡏͶ
ࢨࣖͶॊ͑
॑ಠԿͤΖ͕ͨΗ͗߶͏ͪΌɼۊແഓྂ

ʀࣙଶؽΝߨ͏ɼฯ݊
ॶࢨࣖͶॊ͑

ʀཤ༽ंͶਫ਼
ͪ͢ɼ֚ࢬ
અͶ͕͏ͱɼ״
ʀʰ૮ιϱνʖʱͶు࿊ཙ͢ɼࢨࣖΝण͜Ζ
ઝ͗ٛΚΗΖंͳ
ંৰ͗ٛΚ
ΗΖ৮ҽΝಝఈ

ʀཤ༽ंͶਫ਼
ͪ͢ɼฯ݊ॶ
ࢨࣖͶॊ͏ɼ
ંৰंಝఈͶ ʀݬଉӅ
ʀݬଉӅɽ߶ྺंΏ׳࣮ેخΝ༙ͤΖंҐ
ʤয়ͶΓͮͱͺ࣑ࣙ
ྙڢ
ंͶͯ͏ͱͺয়ͶΓͮͱͺ࣑ࣙରஇ
ରஇͶॊ͑ʥ
ʀՆ͵ݸΕཤ༽
ंίΠىΝ
ڛ

 ۅదӺָ
ࠬྙڢ

̐ɿܗαϫψΤϩη״ઝͶ״ઝͪ͢ं͗ਫ਼ͪ͢खૌ

ഋᔖղঁ
࢘༽ͤΖφϪؔۯͺ͜Ζ
͕ͯިࡏͺɼഋᔖͶંৰΗ͵͏Ͳ͍ͮͱɼघୀͶՅ͓ɼϜηέɼ࢘͏ࣼͱΦϕϫϱΝ༽
͕ͯͺ״ઝഉؼͳ͢ͱॴཀྵ
ϛʖνϔϩφϪΝཤ༽ͤΖղঁಋ༹ͳͤΖɽʤ࢘༽ޛϛʖνϔϩφϪͺજ͢ɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹͲॴཀྵʥ

ᾟ
ʀ
ʀ
ʀ
ˠ
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ᾡ Ϩϋϱʀҧྪજୗ
ʀ ֚ཤ༽ंϨϋϱΏҧྪͶͯ͏ͱͺɼͨଠཤ༽ंͳචͥ͢͜Ζචགྷͺ͵͏͗ɼ೦ਭજୗؽʤˈؔʥͲॴཀྵ͢ɼજףޛ
૫ͦ͠Ζ͖ɼΉͪͺɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹਃ௰ޛɼજୗɼף૫
ʀ ֚ཤ༽ं͗ඕΝ͖ΞͫτΡρεϣβϝॴཀྵͺɼϑωʖϩୀͶΗͱ״ઝഉؼͳ͢ͱॴཀྵ

ᾠ ੜ݁ʀཌྷղঁ
ʀ ղঁ͗චགྷ͵ͺɼݬଉͳ͢ͱੜ৩ͲଲԢͤΖɽੜ৩Ͳ࢘༽ͪ͢νΨϩͺ೦ਭજୗؽʤˈؔʥͲજޛɼף૫Νߨ͖͑ɼΉͪ
ͺɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹਃ௰ޛɼજୗɼף૫
ʀ ݺਕ༽ཌྷ࣪Ͳղঁ͵͚ཌྷ͗Ͳ͘ΖͺɼཌྷΝߨͮͱΓ͏ɽͨࡏɼචགྷ͵ੜૡΝࣰࢬ

ৱࣆղঁ
ৱࣆղঁͺɼݬଉͳ͢ͱ͑ߨͲ࣪ݺ
ৱࣆͶཤ༽ंͶଲ͢ɼʤӹରʥ੶͜ΞͳླྀਭͶΓΖघજ͏Νࣰࢬ
ৱحͺ࢘͏ࣼͱ༲حΝ࢘༽ͤΖ͖ɼΉͪͺɼંৰंΝͪ͜Ͳɼ೦ਭજ͗Ն͵ࣙಊৱحજؽΝ࢘༽
Ή͵൚ɼ͘ΞͺɼજࡐͲॉજ͏ɼ೦ਭভಡͤΖ͖ɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹͶਃ௰ޛɼજ

ᾞ
ʀ
ʀ
ʀ
ʀ

ʽݺพίΠࣰࢬͶͪͮͱཻқ఼ʾ
ંৰंͶଲͤΖݺพίΠࣰࢬͶͪͮͱͺҐԾ఼ͶཻқͤΖɽ

ʴॶࢬઅʀܧेڋʵ

พశ
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ᾡ ڧඍ
ʀ ෨ԲੜૡΝߨ͑ͺɼघୀΝ༽͢ɼভಡ༽ΦνόʖϩͲੜ৩ɽΉͪͺɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹͲੜ৩ޛɼ࣬ࣞੜૡ͢ɼף૫ɽ͵
͕ɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹΝভಡ༂ໆͶͯ͏ͱͺɼٷӀͤΖͳ༙֒Ͳ͍ΕɼްՎࣰ֮͗Ͳ͍Ζ͞ͳ͖ΔߨΚ͵͏͞ͳɽφϪ
χΠόϔΏखघͺɼভಡ༽ΦνόʖϩͲੜ৩ɼΉͪͺɼ࣏ѧԚોψφϨΤϞӹʤˍʥͲੜ৩ޛɼਭ৩͘͢ɼף૫

ᾠ ੜ݁ʀཌྷղঁ
ʀ ղঁ͗චགྷ͵ंʤཌྷղޤΝཤ༽ͤΖंΝʥͶͯ͏ͱͺɼݬଉੜ৩ͲଲԢͤΖɽੜ৩Ͳ࢘༽ͪ͢νΨϩͺɼघୀͳϜηέΝ
༽͢ɼҲൢఈ͵Պఋ༽જࡐͲજୗ͢ɼસͶף૫ͦ͠Ζ

ᾟ ഋᔖղঁ
ʀ ͕ͯިࡏͺɼഋᔖͶંৰΗ͵͏Ͳ͍ͮͱɼघୀͶՅ͓ɼϜηέ࢘͏ࣼͱΦϕϫϱΝ༽

ʽݺพίΠࣰࢬͶͪͮͱཻқ఼ʾ
ંৰंͶଲͤΖݺพίΠࣰࢬͶͪͮͱͺҐԾ఼ͶཻқͤΖ͞ͳɽ
ᾞ ৱࣆղঁ
ʀ ৱࣆͶཤ༽ंͶଲ͢ɼʤӹରʥ੶͜ΞͳླྀਭͶΓΖघજ͏Νࣰࢬ
ʀ ৱࣆͺ࢘͏ࣼͱ༲حΝ࢘༽ͤΖ͖ɼࣙಊৱحજح࢘༽ɼΉͪͺɼજࡐͲજΝࣰࢬ
ʀ ৱࣆ६ඍΝ࣎ؔͲࣰࢬͲ͘ΖΓ͑

ʽγʖϑηڛͶ͍ͪͮͱཻқ఼ʾ
ʀ ࣙਐ݊߃؇ཀྵͶཻқ͢ɼड़ۊͶ֦ࣙͲରԻΝܯ͢ͱɼ೦Ώ෫इয়͍͗Ζͺड़͏͵͢ۊ
ʀ ંৰंͳͨଠཤ༽ंղޤͶͪͮͱͺɼՆ͵ݸΕ୴৮ҽΝ͜ͱଲԢΏɼ࠹ޛͶͤΖଲԢ
ʀ ࣎ؔΝՆ͵ݸΕ͚Ͳ͘ΖΓ͑ɽΏΝಚͥௗ࣎ؔݡगΕΝߨ͑ͺɼՆ͵ҕͲ֚ཤ༽ंͳړΝฯͯΓ͑Ͷ

ʀ ࣎ͶͺɼـΝబఊ
ʀ ίΠͶͪͮͱͺɼ৮ҽͺ࢘͏ࣼͱघୀͳϜηέΝ༽ɽ֑ࠒΊ͵ʹ͍͗Εɼඊວ״ઝϨηέ͗߶͏য়ͲڱͺɼචགྷͶԢͣͱβʖήϩɼ
࢘͏ࣼͱΦϕϫϱɼΪΤϱΝ༽
ʀ ରԻܯ۫حͶͯ͏ͱͺɼভಡ༽ରԻܯ۫حͶͯ͏ͱͺɼভಡ༽ΦνόʖϩͲੜ৩
ʀ γʖϑηͳ࣎࢟ڛश྅࣎Ͷɼʤӹରʥ੶͜ΞͳླྀਭͶΓΖघજ͏Ήͪͺভಡ༽ΦνόʖϩͶΓΖघࢨভಡΝࣰࢬɽघࢨͶΓΖघࢨভ
ಡΝࣰࢬɽघࢨভಡͶاʤʀඕʀʥΝৰΔ͵͏Γ͑Ͷқɽʰ̏ίΠ̏घજ͏ʱɼʰίΠޛघજ͏ʱΝخຌͳͤΖ

ʴܧʵ
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㸦ཧ⪃㸧


♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂಀࡿົ㐃⤡➼

♫⚟♴タ➼ࡀᥦ౪ࡍࡿྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ⏝⪅ࡢ᪉ࠎࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢ⏕άࢆ⥅⥆ࡍ
ࡿୖ࡛Ḟࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༑ศ࡞ឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ⏝⪅ᑐࡋ࡚ᚲせ
࡞ྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡀ⥅⥆ⓗᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏝⪅ࡢྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ
౪ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊḟࡢ㸦㸯㸧ࡽ㸦㸷㸧ࡲ࡛ࡢ㡯ࡘ࠸࡚༑ศ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ㐺ษ
ᑐᛂ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞㡯
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇㸦တ࢚ࢳࢣࢵࢺࠊᡭὙ࠸ࠊࣝࢥ࣮
ࣝᾘẘ➼㸧
ࠊὶ⾜ᆅᇦࡽࡢᖐᅜ⪅➼ࡢྲྀᢅ࠸ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡀⓎ
⏕ࡋࡓሙྜࡢᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢົ㐃⤡ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ
࣭ ♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦ࡑࡢ㸰㸧
㸦௧
㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁ⥲ົㄢᑡᏊ⥲ྜᑐ⟇ᐊ㐃ྡ
ົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸯㸫㸯ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼ࡢ⏝⪅➼᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ➼ࡢ
ᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢ㐃ྡ
ົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸯㸫㸰ࠚ
 ࣭ ࠕ♫⚟♴タ➼ࡢ⏝⪅➼᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ➼
ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ົ㐃⤡㸧
ࠖ㛵ࡍࡿ㹏㸤㸿ࡘ࠸࡚㸦௧
㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸯㸫
㸱ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂࡢᚭᗏࡘ࠸࡚㸦௧
㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁᐙᗞ⚟♴ㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸯
㸫㸲ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱
᭶  ᪥⌧ᅾ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁᐙᗞ⚟♴ㄢ
ົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸯㸫㸳ࠚ
࣭ ࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ㍍ᗘ⪅➼ಀࡿᐟἩ⒪㣴ཬࡧ⮬Ꮿ⒪㣴ࡢᑐ㇟
୪ࡧ⮬య࠾ࡅࡿᑐᛂྥࡅࡓ‽ഛࡘ࠸࡚ࠖ➼ࡢ࿘▱ࡘ࠸࡚㸦௧㸰
ᖺ㸲᭶㸱᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸯㸫㸴ࠚ

㸦㸰㸧ឤᰁᣑ㜵Ṇ㛵ࡍࡿ㡯
⫋ဨࡸ⏝⪅ࡢయ

ィ ཬࡧⓎ⇕➼ࡢ≧ࡀ࠶ࡿሙྜࡢᑐᛂࠊ㠃ไ㝈ࡸጤク

ᴗ⪅➼ࡢᑐᛂ➼ࠊឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢົ㐃⤡➼ࢆཧ
↷ࡍࡿࡇࠋ
࣭ ♫⚟♴タ➼㸦ධᡤタ࣭ᒃఫ⣔ࢧ࣮ࣅࢫ㝈ࡿࠋ
㸧࠾ࡅࡿឤᰁᣑ㜵Ṇ
ࡢࡓࡵࡢ␃ពⅬࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢ
㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫㸯ࠚ

࣭ ♫⚟♴タ➼㸦ධᡤタ࣭ᒃఫ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㝖ࡃࠋ
㸧࠾ࡅࡿឤᰁᣑ㜵Ṇ
ࡢࡓࡵࡢ␃ពⅬࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢ
㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫㸰ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿ་⒪ⓗࢣࢆᚲせࡍࡿඣ❺ࡢᑐᛂࡘ
࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢ
ົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸰㸫㸱ࠚ
࣭ ㄆ▱ᑐᛂᆺඹྠ⏕άㆤᴗᡤ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁ
ᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢ
ㄆ▱⟇᥎㐍ᐊົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫㸲ࠚ
࣭ ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍➼࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵ
ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ㧗㱋⪅ᨭㄢࠊᅜᅵ
㏻┬ఫᏯᒁᏳᚰᒃఫ᥎㐍ㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸰㸫㸳ࠚ
࣭ ඹྠ⏕άຓᴗᡤ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓ
ࡵࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴
㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢᆅᇦ⏕άᨭ᥎㐍ᐊົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫㸴ࠚ
࣭ ⚟♴ᆺ㞀ᐖඣධᡤタ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ
ࡓࡵࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟
♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢ㞀ᐖඣ࣭Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅ᨭᐊົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫㸵ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐࡍࡿឤᰁ⟶⌮㸦 ᖺ㸰᭶  ᪥ᅜ❧ឤᰁ
◊✲ᡤࠊᅜ❧ᅜ㝿་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᅜ㝿ឤᰁࢭࣥࢱ࣮㸧࠙ཧ⪃㸰㸫㸶ࠚ
࣭ ㆤண㜵࣭᪥ᖖ⏕άᨭ⥲ྜᴗ➼࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂ
ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸱᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱⟇᥎㐍ᐊົ
㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸰㸫㸷ࠚ
࣭ ᕷ⏫ᮧࡀᥐ⨨ࢆ⾜࠺ሙྜ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓ
ࡵࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱⟇᥎㐍
ᐊົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸰㸫ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ␃ពⅬࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱
᭶㸴᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫ࠚ
࣭ ࠕ♫⚟♴タ➼㸦ධᡤタ࣭ᒃఫ⣔ࢧ࣮ࣅࢫ㝈ࡿࠋ
㸧࠾ࡅࡿឤᰁᣑ㜵
Ṇࡢࡓࡵࡢ␃ពⅬࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ົ㐃⤡㸧ࠖ㛵ࡍࡿ㹏㸤㸿
ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ
⪃㸰㸫ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼⫋ဨᑐࡍࡿࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢ㞟ᅋឤᰁࢆ㜵ࡄࡓࡵࠖ
ࡢ࿘▱ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸷᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁ⥲ົㄢᑡᏊ⥲ྜ
ᑐ⟇ᐊົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫ࠚ
࣭ ࠕ♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ␃ពⅬࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ
㸱᭶㸴᪥ົ㐃⤡㸧ࠖ㛵ࡍࡿ㹏㸤㸿ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ
┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡢᚭᗏࡘ࠸࡚㸦௧㸰
ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸰㸫ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼⫋ဨᑐࡍࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ㞟ᅋⓎ⏕㜵Ṇಀࡿὀពႏ
㉳ࡢ࿘▱ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁ⥲ົㄢᑡᏊ

⥲ྜᑐ⟇ᐊົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫ࠚ
࣭ ♫⚟♴タ➼ᑐࡍࡿࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫᑐ⟇㌟ࡢࡲࢃࡾࢆΎ₩ࡋࡲ
ࡋࡻ࠺ࠋࠖࡢ࿘▱ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁ⥲ົㄢ
ᑡᏊ⥲ྜᑐ⟇ᐊົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸰㸫ࠚ

㸦㸱㸧⫋ဨࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ㡯
⫋ဨࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢົ㐃⤡ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ
࣭ ♫⚟♴タ➼࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢ☜ಖࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬
Ꮚࡶᐙᗞᒁ⥲ົㄢᑡᏊ⥲ྜᑐ⟇ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸱ࠚ

㸦㸲㸧⾨⏕⏝ရࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ㡯
࣐ࢫࢡࠊࣝࢥ࣮ࣝᾘẘ➼ࡢ⾨⏕⏝ရࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢົ㐃⤡ࢆཧ↷ࡍࡿࡇ
ࠋ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ㛵㐃ࡋࡓឤᰁࡢⓎ⏕క࠺࣐ࢫࢡ࣭ᾘẘ⏝ࣝࢥ࣮
ࣝ➼ࡢ㧗㱋⪅タ➼ࡢ౪⤥ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ
⤒῭ㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸲㸫㸯ࠚ
࣭ 㧗㱋⪅タ➼࠾ࡅࡿ࣐ࢫࢡ࣭ᾘẘ⏝ࣝࢥ࣮ࣝ➼ಀࡿ㊊≧ἣࡢᢕᥱ
ࡘ࠸࡚㸦౫㢗㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸲᪥ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ⤒῭ㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫㸰ࠚ
࣭ ྛ㒔㐨ᗓ┴➼࠾ࡅࡿ࣐ࢫࢡ࣭ᾘẘ⏝ࣝࢥ࣮ࣝ➼ࡢഛ≧ἣཬࡧ㧗㱋⪅
タ➼ᑐࡍࡿᑐᛂ≧ἣࡢᢕᥱࡘ࠸࡚㸦౫㢗㸧㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸲᪥ཌ⏕ປാ┬
་ᨻᒁ⤒῭ㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫㸱ࠚ
࣭ 㒔㐨ᗓ┴➼࠾ࡅࡿ࣐ࢫࢡ㺃ᾘẘ⏝ࣝࢥ࣮ࣝ➼ࡢഛࡢ✚ᴟⓗᨺฟࡘ࠸
࡚㸦౫㢗㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱⟇᥎㐍ᐊ
㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸲㸫㸲ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ㛵㐃ࡋࡓឤᰁࡢⓎ⏕క࠺ᡭᣦᾘẘ⏝࢚ࢱࣀ࣮ࣝ
ࡢඃඛ౪⤥ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ⤒῭ㄢ㐃ྡ
ົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫㸳ࠚ
࣭ 㒔㐨ᗓ┴➼࠾ࡅࡿ࣐ࢫࢡ㺃ᾘẘ⏝ࣝࢥ࣮ࣝ➼ࡢഛࡢ✚ᴟⓗᨺฟࡘ࠸
࡚㸦౫㢗㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁ⥲ົㄢᑡᏊ⥲ྜᑐ⟇
ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫㸴ࠚ
࣭ ㆤタ➼ᑐࡍࡿᕸ〇࣐ࢫࢡࡢ㓄ᕸࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ
┬་ᨻᒁ⤒῭ㄢ㸦࣐ࢫࢡ➼≀㈨ᑐ⟇⌜㸧㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫㸵ࠚ
࣭ 㧗㱋⪅タ࣭ᴗᡤ➼ᑐࡍࡿᕸ〇࣐ࢫࢡࡢලయⓗ࡞㓄ᕸ᪉ἲࡘ࠸࡚㸦௧
㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ⤒῭ㄢ㸦࣐ࢫࢡ➼≀㈨ᑐ⟇⌜㸧㐃ྡ
ົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫㸶ࠚ
࣭ ࠕᕸ〇࣐ࢫࢡࡢ㓄ᕸ㛵ࡍࡿ㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀࠖࡢタ⨨➼ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱
᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ⤒῭ㄢ㸦࣐ࢫࢡ➼≀㈨ᑐ⟇⌜㸧㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫㸷ࠚ
࣭ ་⒪ᶵ㛵➼࠾ࡅࡿᡭᣦᾘẘ⏝࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡢ௦᭰ရࡋ࡚ࡢ≉ᐃࣝࢥ࣮ࣝ
㸦㧗⃰ᗘ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ㸧ࡢᕼᮃㄪᰝࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬་
ᨻᒁ⤒῭ㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫ࠚ

࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛵㐃ࡋࡓឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ⾨⏕࣭㜵ㆤ⏝
ရࡢഛ♫⚟♴タ➼ᑐࡍࡿ౪⤥ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸲᭶㸵᪥ཌ⏕ປാ
┬་ᨻᒁ⤒῭ㄢ㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸲㸫ࠚ

㸦㸳㸧せㆤㄆᐃ㛵ࡍࡿ㡯
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿせㆤㄆᐃࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ
ࡢົ㐃⤡ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿせㆤㄆᐃࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦௧
㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸳㸫㸯ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿせㆤㄆᐃࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦ࡑ
ࡢ㸰㸧
㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸳㸫㸰ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿせㆤㄆᐃࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦ࡑ
ࡢ㸱㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸳㸫㸱ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿせㆤㄆᐃࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦ࡑ
ࡢ㸲㸧
㸦௧㸰ᖺ㸲᭶㸵᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸳㸫㸲ࠚ

㸦㸴㸧ㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢேဨࠊタ࣭タഛཬࡧ㐠Ⴀᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸
㛵ࡍࡿ㡯
ㆤሗ㓘ࠊேဨࠊタ࣭タഛཬࡧ㐠Ⴀᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ
ࡢົ㐃⤡ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ
࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱⟇᥎㐍
ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸴㸫㸯ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ
࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦➨㸰ሗ㸧㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱
⟇᥎㐍ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸴㸫㸰ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ
࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦➨㸱ሗ㸧㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱
⟇᥎㐍ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸴㸫㸱ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ
࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦➨㸲ሗ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱
⟇᥎㐍ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸴㸫㸲ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ
࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦➨㸳ሗ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱
⟇᥎㐍ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸴㸫㸳ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ
࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦➨㸴ሗ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸲᭶㸵᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱
⟇᥎㐍ᐊ㐃ྡົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸴㸫㸴ࠚ


㸦㸵㸧㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢேဨࠊタ࣭タഛཬࡧ㐠Ⴀᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ
࠸㛵ࡍࡿ㡯

㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➼ሗ㓘ࠊேဨࠊタ࣭タഛཬࡧ㐠Ⴀᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸
ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢົ㐃⤡ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂక࠺ᑵປ⥅⥆ᨭᴗࡢྲྀᢅ࠸➼ࡘ࠸࡚
㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃
⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫㸯ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➼ᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ
⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦➨㸰ሗ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤ
ᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫㸰ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵Ṇಀࡿ㞀ᐖ⪅㸦ඣ㸧ࡢ┦ㄯᨭ
ࡢᐇ➼ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊
㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫㸱ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭
ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫㸲ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦ࡑࡢ㸰㸧
㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປ
ാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫㸳ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦ࡑࡢ㸱㸧㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປ
ാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸵㸫㸴ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵Ṇಀࡿ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ➼◊ಟࡢ⮫
ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟
♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫㸵ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂక࠺ᑵປ⥅⥆ᨭᴗࡢྲྀᢅ࠸➼ࡘ࠸࡚
㸦➨㸰ሗ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟
♴ㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸵㸫㸶ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᑠᏛᰯ➼ࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋࡓᨺㄢ
ᚋ➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫಀࡿ㹏㸤㸿ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸱᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭
ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸵㸫㸷ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿ㞀ᐖᨭ༊ศࡢㄆᐃ➼ࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸
ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸳᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢ
㐃ྡົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦ࡑࡢ㸲㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ⏕ປാ
┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢ㈈ᨻᨭไᗘࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ⏕ປ
ാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢ㔜ᚰ
㌟㞀ᐖඣࡸ་⒪ⓗࢣඣ➼ࡢཷࡅධࢀࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ⏕ປാ┬
♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐᛂక࠺ᑵປ⥅⥆ᨭᴗࡢྲྀᢅ࠸➼ࡘ࠸࡚

㸦➨㸱ሗ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸷᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴
ㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➼ᴗᡤࡢேဨᇶ‽➼ࡢ
⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦➨㸱ሗ㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤ
ᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦ࡑࡢ㸳㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປ
ാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦ࡑࡢ㸴㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປ
ാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ゼၥ⣔ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧
㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᑠᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋࡓᨺㄢᚋ
➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫಀࡿ㹏㸤㸿ࡘ࠸࡚㸦㸱᭶  ᪥∧㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕
ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ 㞀ᐖ⪅ᨭタ࠾ࡅࡿឤᰁᣑ㜵ṆⓎ⏕ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱
᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵
㸫ࠚ
࣭ Ꮫᰯࡢᩍ⫱άື㛤㛵㐃ࡋ࡚ࡢᨺㄢᚋ➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤ➼ࡢᑐᛂࡘ
࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢ
ົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢඣ❺㏻
ᡤᨭᴗᡤࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸲᭶㸰᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖ
ಖ⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿ་⒪ⓗࢣࢆᚲせࡍࡿඣ❺ࡢᑐᛂࡘ
࠸࡚㸦ࡑࡢ㸰㸧
㸦௧㸰ᖺ㸲᭶㸱᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁ㞀ᐖಖ⚟♴㒊㞀ᐖ
⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸵㸫ࠚ

 㸦㸶㸧ඣ❺⚟♴タ➼ࡢேဨ㓄⨨ᇶ‽➼ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢົ㐃⤡ࢆཧ↷ࡍ

ࡿࡇࠋ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿඣ❺ධᡤタ➼ࡢேဨᇶ‽➼ࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀ
ᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁᐙᗞ⚟♴ㄢົ㐃
⤡㸧
࠙ཧ⪃㸶㸫㸯ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿඣ❺⮬❧ᨭタ㏻ᡤཬࡧඣ❺ᚰ⌮⒪
タ㏻ᡤ㒊ࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙ
ᗞᒁᐙᗞ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸶㸫㸰ࠚ
࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋ࡚ࡢඣ❺㣴
ㆤタ➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁᐙᗞ⚟
♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸶㸫㸱ࠚ
࣭♫ⓗ㣴ㆤฎ㐝ᨵၿຍ⟬ࡢ◊ಟཷㅮせ௳ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶ 

᪥ཌ⏕ປാ┬Ꮚࡶᐙᗞᒁᐙᗞ⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃㸶㸫㸲ࠚ

 㸦㸷㸧ࡑࡢࡢ㡯
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   ࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂಀࡿㆤሗ㓘➼ࡢㄳồ㸦㸱᭶ᥦฟศཬࡧ㸲᭶ᥦ
ฟศ㸧ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦౫㢗㸧
㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸳᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱
⟇᥎㐍ᐊົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸷㸫㸯ࠚ
   ࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᏛᰯࡢ⮫ఇᴗక࠺⥭ᛴ୍ⓗ࡞㞀
ᐖඣࡢཷධࢀࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤᒁಖ⚟♴㒊㞀ᐖ
⚟♴ㄢົ㐃⤡㸧࠙ཧ⪃㸷㸫㸰ࠚ
   ࣭ ㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤఇᴗࢆせㄳࡍࡿ㝿ࡢ␃ពⅬࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸴᪥ཌ

࠙ཧ⪃㸷㸫㸱ࠚ
⏕ປാ┬ᗣᒁ⤖᰾ឤᰁㄢົ㐃⤡㸧
   ࣭ ࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛵ࡍࡿ⥭ᛴᑐᛂ⟇㸫➨㸰ᙎ㸫ࠖࡢ࿘▱ࡘ࠸࡚㸦௧
㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⥲ົㄢㄆ▱⟇᥎㐍ᐊົ㐃⤡㸧
࠙ཧ⪃

㸷㸫㸲ࠚ
   ࣭ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᑠᏛᰯ➼ࡢ⮫ఇᴗ㛵㐃ࡋࡓㆤ
タ࣭ᴗᡤෆಖ⫱タࡢά⏝ࡘ࠸࡚㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬♫࣭ㆤ
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