資料６


ᖹ ᡂ 㸰 㸷ᖺ 㸴 ᭶㸰 㸮᪥
Ỉ⟶⌮࣭ᅜᅵಖᒁἙᕝィ⏬ㄢ 


ࡳࡎࡰ࠺ࡉ࠸

ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ⥭ᛴ⾜ືィ⏬ࢆࡾࡲࡵࡲࡋࡓ
㹼ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ୰ᑠἙᕝࡶྵࡵࡓᅜࡢἙᕝ࡛ࡉࡽຍ㏿㹼㻌


 ᅜᅵ㏻┬࡛ࡣࠊ
ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅࠊ㛵ಀ⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚ᴫࡡ㸳ᖺ࡛⥭ᛴⓗᐇ
ࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚ࠊ㸱㸰㡯┠ࡽ࡞ࡿࠕ⥭ᛴ⾜ືィ⏬ࠖࢆ㸴᭶㸰㸮᪥ࡾࡲࡵࡲࡋࡓࠋ


㸺⥭ᛴ⾜ືィ⏬ࡣ㸼
ۑᅜᅵ㏻┬࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺࡢ㛵ᮾ࣭ᮾ㞵⅏ᐖࠊᖺ㸶᭶ࡢྎ㢼  ྕ➼ࡼࡿ㞵⅏ᐖࢆ
ཷࡅࠊࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖᵓ⠏ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ
ۑᮏᖺ㸯᭶ࡢࠊࠕ୰ᑠἙᕝ➼࠾ࡅࡿỈ㜵⅏ព㆑♫ࡢᵓ⠏ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࡢ⟅⏦ͤࢆཷࡅࠊᅜᅵ
㏻⮧ࡽࠊᥦゝࡉࢀࡓྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞⾜ືィ⏬ࢆ᪩ᛴࡾࡲࡵࡿࡼ࠺ᣦ♧
ۑᅜ࣭┴⟶⌮Ἑᕝ࠾࠸࡚ᴫࡡ㸳ᖺ࡛ᐇࡍࡿྛ✀ྲྀ⤌ࡢ᪉ྥᛶࠊ㐍ࡵ᪉ࡸᅜࡢᨭ➼ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ⥭ᛴ⾜ືィ⏬ࡋ࡚ࡾࡲࡵ


㸺⥭ᛴ⾜ືィ⏬࠾ࡅࡿ࡞ྲྀ⤌㸼
ձ Ỉ㜵ἲᇶ࡙ࡃ༠㆟ࡢタ⨨
  ࣭ᖹᡂ  ᖺฟỈᮇࡲ࡛Ỉ㜵ἲᇶ࡙ࡃ༠㆟ࢆタ⨨
  ࣭ᖹᡂ  ᖺฟỈᮇࡲ࡛ᴫࡡ㸳ᖺ㛫ࡢྲྀ⤌ෆᐜࢆࠕᆅᇦࡢ
ྲྀ⤌᪉㔪ࠖࡋ࡚ࡾࡲࡵ
ղ Ỉᐖᑐᛂࢱ࣒ࣛࣥࡢసᡂಁ㐍
༠㆟ࡢ≧ἣ
  ࣭ᅜ⟶⌮Ἑᕝࡣసᡂ┠ᶆࢆᖜ๓ಽࡋࠊᮏᖺ㸴᭶ୖ᪪ࡲ࡛సᡂࡀ
  ࣭㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝࡣ༠㆟ࢆά⏝ࡋࠊᑐ㇟ᕷ⏫ᮧ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛సᡂ
ճ せ㓄៖⪅⏝タ࠾ࡅࡿ㑊㞴యไᵓ⠏ࡢᨭ
  ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ୰㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᅜ㸱ᆅᇦ㸦ᒾᡭ┴ࠊᒸᒣ┴ࠊරᗜ┴㸧ࡢࣔࢹ
ࣝタ࡛㑊㞴☜ಖィ⏬ࢆ᳨ウ࣭సᡂࡋࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࠊ༠㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ඹ᭷
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ᑐ㇟ࡢせ㓄៖⪅⏝タ࡛㑊㞴☜ಖィ⏬ࡢసᡂ࣭㑊㞴カ⦎ࡢᐇ

ᚋࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊྛ✀ྲྀ⤌ࢆ⥭ᛴⓗࡘᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢ୍
้ࡶ᪩࠸ᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ



ͤ⟅⏦ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᅵ㏻┬㹆㹎ࢆཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
KWWSZZZPOLWJRMSULYHUVKLQQJLNDLBEORJVKDVHLVKLQNDVHQEXQNDNDLVKRXLLQNDLGDLNLERKDQUDQLQGH[KWPO







㸺ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸼
ᅜᅵ㏻┬Ỉ⟶⌮࣭ᅜᅵಖᒁἙᕝィ⏬ㄢἙᕝィ⏬ㄪᩚᐊ
ㄢ㛗⿵బ   ᮌᮧ 㸦ෆ⥺㸸㸧
⟇ホ౯ಀ㛗 Ᏻ㒊 㸦ෆ⥺㸸㸧
௦⾲㸸 ┤㏻㸸)$;㸸

－ 1 －

Ỉ Ἑ ィ ➨   ྕ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥


  ྛ㒔㐨ᗓ┴▱࣭ᨻ௧ᣦᐃᕷ㛗
ྛᆅ᪉ᩚഛᒁ㛗ࠊᾏ㐨㛤Ⓨᒁ㛗ࠊἈ⦖⥲ྜົᒁ㛗 Ẋ

ᅜᅵ㏻┬ Ỉ⟶⌮࣭ᅜᅵಖᒁ㛗


Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏ྥࡅࡓ⥭ᛴ⾜ືィ⏬ࡘ࠸࡚

 ᖹᡂ  ᖺ㛵ᮾ࣭ᮾ㞵⅏ᐖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜᅵ㏻┬࡛ࡣࠊタ࡛ࡣᏲࡾษࢀ࡞࠸ὥỈ
ࡣⓎ⏕ࡍࡿࡢ⪃࠼❧ࡕࠊ♫య࡛ὥỈഛ࠼ࡿࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏ࣅࢪࣙࣥࠖ
ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊῶ⅏ࡢࡓࡵࡢࣁ࣮ࢻ࣭ࢯࣇࢺᑐ⟇ࡀ୍య࡞ࡗࡓྛ✀ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰ࠊᖹᡂ  ᖺ㸶᭶௨㝆┦ḟ࠸࡛Ⓨ⏕ࡋࡓྎ㢼ࡼࡗ࡚ࠊ୰ᑠἙᕝࢆ୰ᚰ
⏒࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇࢆ㚷ࡳࠊỈᐖࡽࢆᏲࡿࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅ
ࡓྲྀ⤌ࢆࠊ࡚ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡉࡽຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࠊἙᕝ⟶⌮⪅ࠊỈ㜵⟶⌮⪅➼ࡢከᵝ
࡞㛵ಀ⪅ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿつᶍỏ℃ῶ⅏༠㆟ไᗘࡢタࢆࡣࡌࡵࡍࡿỈ㜵ἲ➼ࡢ
୍㒊ᨵṇࢆࡍࡿ➼ࡢྛ✀ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
⯡ࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌㛵ࡋࠊ⥭ᛴⓗᐇࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚ᐇຠᛶࢆࡶࡗ࡚╔ᐇ᥎
㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᴫࡡ㸳ᖺ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡁྛ✀ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ᪉ྥᛶࠊලయⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࡸᅜᅵ
㏻┬ࡢᨭ➼ࡘ࠸࡚ࠊᅜᅵ㏻┬ࡋ࡚ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ⥭ᛴ⾜ື
ィ⏬ࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡲࡋࡓࠋ
ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᐇ⌧ྥࡅࠊᅜ࣭㒔㐨ᗓ┴࣭ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢ⟶⌮Ἑ
ᕝ࠾࠸࡚ࠊᮏ⥭ᛴ⾜ືィ⏬ᇶ࡙ࡁࣁ࣮ࢻ࣭ࢯࣇࢺᑐ⟇ࢆ୍యⓗࠊ⥲ྜⓗࠊィ⏬ⓗ᥎
㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㒔㐨ᗓ┴▱࠾ࢀ࡚ࡣ㈗⟶ෆࡢ㛵ಀᕷ⏫ᮧ㸦ᣦᐃ㒔ᕷࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ཬࡧỈ㜵⟶⌮
ᅋయࡶࠊࡑࡢ᪨࿘▱᪉ྲྀࡾィࡽࢀࠊỈ㜵⾜ᨻࡢ㐠Ⴀࢆᮇࡏࡽࢀࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲ
ࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏ㏻▱ࡣᆅ᪉⮬ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ᮲ࡢ  ᇶ࡙ࡃᢏ⾡ⓗ࡞ຓ
ゝ࡛࠶ࡿࡇࢆ⏦ࡋῧ࠼ࡲࡍࠋ
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㻌


ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ⥭ᛴ⾜ືィ⏬
㹼ࠕ୰ᑠἙᕝ➼࠾ࡅࡿỈ㜵⅏ព㆑♫ࡢᵓ⠏ࡢ࠶ࡾ᪉㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧ࠖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⥭ᛴᑐ⟇㹼


ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᅜᅵ㏻┬


 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛵ᮾ࣭ᮾ㞵ࡼࡿ⏒࡞⿕ᐖࢆ㋃ࡲ࠼タ⨨ࡉࢀࡓࠕ♫
㈨ᮏᩚഛᑂ㆟Ἑᕝศ⛉つᶍỏ℃ᑐࡍࡿῶ⅏ࡢࡓࡵࡢỈᑐ⟇᳨ウᑠ
ጤဨࠖࡢ⟅⏦ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜᅵ㏻┬࡛ࡣࠕタ࡛ࡣ㜵ࡂࡁࢀ࡞࠸ὥỈࡣⓎ
⏕ࡍࡿࡶࡢࠖࡢ⪃࠼❧ࡕࠊ♫య࡛ࡇࢀഛ࠼ࡿࡓࡵࠊࣁ࣮ࢻ࣭ࢯࣇࢺ
୍య࡞ࡗࡓࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏ࣅࢪࣙࣥࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᅜ⟶⌮Ἑᕝࢆ୰
ᚰ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୰ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊྎ㢼  ྕ➼ࡢ୍㐃ࡢྎ㢼ࡼࡗ࡚ࠊ୰ᑠἙ
ᕝ࡛ỏ℃ࡀⓎ⏕ࡋࠊ㏨ࡆ㐜ࢀࡼࡿከᩘࡢṚ⪅ࡸ⏒࡞⤒῭⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ

 ࡇࡢ⅏ᐖࢆཷࡅࠊࡾࡲࡵࡽࢀࡓྠጤဨࡢ⟅⏦ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕỈ㜵⅏ព㆑
♫ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ୰ᑠἙᕝࡶྵࡵࡓᅜࡢἙᕝ࡛ࡉࡽຍ㏿ࡉࡏ
ࡿࡓࡵࠊࠕつᶍỏ℃ῶ⅏༠㆟ࠖไᗘࡢタࢆࡣࡌࡵࡍࡿỈ㜵ἲ➼ࡢ୍㒊
ᨵṇࢆ⾜࠺࡞ࡢྛ✀ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ⯡ࠊ୧⟅⏦࠾࠸࡚ᐇࡍࡁᑐ⟇ࡉࢀࡓ㡯ࡢ࠺ࡕࠊ⥭ᛴⓗᐇࡍ
ࡁ㡯ࡘ࠸࡚ᐇຠᛶࢆࡶࡗ࡚╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᅜᅵ㏻⮧ᣦ♧ᇶ
࡙ࡁࠊᴫࡡ  ᖺ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡁྛ✀ྲྀ⤌㛵ࡍࡿ᪉ྥᛶࠊල
యⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࡸᅜᅵ㏻┬ࡢᨭ➼ࡘ࠸࡚ࠊᅜᅵ㏻┬ࡋ࡚⥭ᛴ⾜ືィ⏬
ࢆࡾࡲࡵࡓࠋ
ᚋࠊᅜᅵ㏻┬ࡋ࡚ࡣࠊᮏィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㒔㐨ᗓ┴➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵⥭ᐦ
㐃ᦠࡋࠊྛ✀ྲྀ⤌ࢆ⥭ᛴⓗࡘᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊ
ࠕỈ㜵⅏ព㆑♫ࠖࡢ
୍้ࡶ᪩࠸ᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋ
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䞉ὥỈண ⢭ᗘ䛾ྥୖ䜔䚸㝆㞵䛛䜙ὶฟ䜎䛷䛾㛫䛜▷䛔୰ᑠἙᕝ䛻䛚䛡䜛Ỉண ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
䞉Ỉᐖ䝸䝇䜽䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䚸ὥỈỏ℃䛻䜘䜛⤒῭άື➼䜈䛾ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲

䠄2㡯┠䠅

䞉ሐ㜵➼Ἑᕝ⟶⌮タ䛾ᩚഛ䠖ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ32ᖺᗘ䜎䛷䛻ᑐ⟇ᘏ㛗⣙1,200km䛻䛚䛔䛶ᐇ
䞉䝎䝮⏕䛾᥎㐍䠖䛂䝎䝮⏕䝡䝆䝵䞁䛃䜢సᡂ䛧䚸䝎䝮⏕䛾ྲྀ⤌䜢䜘䜚୍ᒙ᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾᪉⟇䜢ᐇ ➼

䠄䠑䠅Ἑᕝ⟶⌮タ䛾ᩚഛ➼䛻㛵䛩䜛㡯

䞉ὶᮌ䛻䜘䜛ὶୗ㜼ᐖᑐ⟇䜔ᅵ◁ὶฟ䛻䜘䜛Ἑᗋኚື䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛾◊✲
䞉ᒁᡤⓗ䛺㞟୰㞵䛺䛹䚸㏆ᖺ䛾㝆㞵≧ἣ䛾ኚ䛺䛹䜢㐺ษ䛻ホ౯䛾䛖䛘Ỉィ⏬䛾ぢ┤䛧䛻㛵䛩䜛᳨ウ

➼

䠄3㡯┠䠅

䠄3㡯┠䠅

䞉ᾐỈ⿕ᐖ㍍ῶᆅ༊䛾ᣦᐃ䠖ᾐỈ⿕ᐖᐃᆅ༊䛾ᣦᐃ䛻䛒䛯䛳䛶䚸Ỉ㜵⟶⌮⪅䛾ཧ⪃䛸䛺䜛ỏ℃䡸䢌䡩䢖䡬䡸䡪䢙⤖ᯝ➼䜢ሗᥦ౪

䞉Ỉタ➼䛾㐠⏝ᨵၿ䠖ᖹᡂ32ᖺᗘ䜎䛷䛻ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛡䜛㛗ᮇ㛫䚸ᾐỈ䛜⥅⥆䛩䜛ᆅ༊➼䛻䛚䛔䛶Ỉィ⏬䜢సᡂ

䠄䠐䠅ỏ℃Ỉ䛾Ỉ䚸ᾐỈ⿕ᐖ㍍ῶ䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌

㡰ḟᐇ䛾䛖䛘䚸ᐇ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛿༠㆟䛷ඹ᭷

䞉ὥỈ䛾ᗇ⯋➼䛾ᶵ⬟☜ಖ䛾䛯䜑䛾ᑐ⟇䛾ᐇ䠖⪏Ỉ䚸㠀ᖖ⏝㟁※➼䛾ᚲせ䛺ᑐ⟇䛻䛴䛔䛶䛿ྛタ⟶⌮⪅䛻䛚䛔䛶

䞉ᕷ⏫ᮧᗇ⯋➼䛾タ㛵ಀ⪅䜈䛾ሗఏ㐩䠖ྛタ⟶⌮⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ὥỈ䛾ሗఏ㐩యไ䞉᪉ἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ

䐠ᕷ⏫ᮧᗇ⯋䜔⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛾⮬⾨Ỉ㜵䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛㡯

䞉Ỉ㜵䛻㛵䛩䜛ᗈሗ䛾ᐇ䠖Ỉ㜵άື䛻㛵䛩䜛ఫẸ➼䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛯䜑䛾ලయⓗ䛺ᗈሗ䜢᳨ウ䞉ᐇ ➼

䞉㔜せỈ㜵⟠ᡤ䛾ඹྠⅬ᳨䠖ẖᖺ䚸ฟỈᮇ๓䛻㔜せỈ㜵⟠ᡤ䜔Ỉ㜵㈨ᶵᮦ➼䛻䛴䛔䛶Ἑᕝ⟶⌮⪅䛸Ỉ㜵άື䛻㛵䜟䜛
㛵ಀ⪅䠄ᘓタᴗ⪅䜢ྵ䜐䠅䛜ඹྠ䛧䛶Ⅼ᳨

䐟Ỉ㜵యไ䛾ᙉ䛻㛵䛩䜛㡯

䠄䠏䠅ⓗ☜䛺Ỉ㜵άື䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌

䞉㒔㐨ᗓ┴㛫䛾⅏ᐖཬ䜃⅏ᐖᪧ䜈䛾ᨭ䠖ᖹᡂ30ᖺᗘ䜎䛷䛻⅏ᐖᑐᛂ䛾䢅䡯䢆䡯䜢ᢏ⾡⛣㌿䛩䜛ேᮦ⫱ᡂ䢈䢛䢗䡴䢚䢓䢍䜢సᡂ䛧◊ಟ䞉カ⦎➼䜢ᐇ ➼

䛭䛾䚸᳨ウ䛻୍ᐃ䛾㛫䜢せ䛩௨ୗ䛾ㄪᰝ◊✲➼䛾ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶䜒䚸╔ᐇ䛻᳨ウ䚹

䞉Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏䛻ಀ䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䜈䛾㈈ᨻⓗᨭ䠖㜵⅏䞉Ᏻ㔠䛻䜘䜛ᨭ

䠄䠒䠅ῶ⅏䞉㜵⅏䛻㛵䛩䜛ᅜ䛾ᨭ

䞉༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ䠖ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ29ᖺᗘ䜎䛷䛻༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ㓄⨨ィ⏬䜢సᡂ䛧䚸㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ
㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䛿䚸༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ㓄⨨ィ⏬䜢᳨ウ䞉ㄪᩚ䛧䚸
㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ
䞉༴ᶵ⟶⌮ᆺ䝝䞊䝗ᑐ⟇䠖ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ32ᖺᗘ䜎䛷䛻ᑐ⟇ᘏ㛗⣙1,800km䜢ᩚഛ
䠄1㡯┠䠅

䐡䛛䛴㎿㏿䛺㑊㞴䛻㈨䛩䜛タ➼䛾ᩚഛ䛻㛵䛩䜛㡯

䞉ᾐỈᐇ⦼➼䛾࿘▱䠖ᖹᡂ29ᖺᗘ୰䛻䚸༠㆟䛻䛚䛔䛶ྛᵓᡂဨ䛜᪤䛻ಖ᭷䛩䜛ᾐỈᐇ⦼➼䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ඹ᭷䛧䚸ᕷ⏫ᮧ
䛻䛚䛔䛶㏿䜔䛛䛻ఫẸ➼䛻࿘▱
䞉㜵⅏ᩍ⫱䛾ಁ㐍䠖ᖹᡂ29ᖺᗘ୰䛻䚸ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛾䛶䛾129༠㆟䛻䛚䛔䛶䚸㜵⅏ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᨭ䜢ᐇ䛩䜛Ꮫᰯ䜢
ᩍ⫱㛵ಀ⪅➼䛸㐃ᦠ䛧䛶Ỵᐃ䛧䚸ᣦᑟィ⏬䛾సᡂᨭ䛻╔ᡭ ➼
䠄2㡯┠䠅

䐠ᖹ䛛䜙䛾ఫẸ➼䜈䛾࿘▱䞉ᩍ⫱䞉カ⦎䛻㛵䛩䜛㡯

䞉Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛾సᡂಁ㐍䠖ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䛿䚸6᭶ୖ᪪䜎䛷䛻సᡂ䛜
㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᑐ㇟䛸䛺䜛ᕷ⏫ᮧ䜢᳨ウ䞉ㄪᩚ䛧䚸ᖹᡂ33ᖺᗘ䜎䛷䛻సᡂ
䞉せ㓄៖⪅⏝タ䛻䛚䛡䜛㑊㞴☜ಖ䠖ᖹᡂ33ᖺᗘ䜎䛷䛻ᑐ㇟䛸䛺䜛タ䛻䛚䛡䜛㑊㞴☜ಖィ⏬䛾సᡂ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸
䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟㑊㞴カ⦎䜢ᐇ ➼
䠄4㡯┠䠅

䐟ሗఏ㐩䚸㑊㞴ィ⏬➼䛻㛵䛩䜛㡯

䠄䠎䠅䛛䛴㎿㏿䛺㑊㞴䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌

䞉ᖹᡂ30ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸ᅜཬ䜃㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛾䛶䛾ᑐ㇟Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䚸Ỉ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜢タ⨨䛧䚸䛶䛾
༠㆟䛻䛚䛔䛶䚸ᴫ䛽䠑ᖺ㛫䛾ྲྀ⤌ෆᐜ䜢グ㍕䛧䛯䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䜢䛸䜚䜎䛸䜑

䠄䠍䠅Ỉ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䛾タ⨨

୧⟅⏦䛻䛚䛔䛶ᐇ䛩䜉䛝ᑐ⟇䛸䛥䜜䛯㡯䛾䛖䛱䚸⥭ᛴⓗ䛻ᐇ䛩䜉䛝㡯䛻䛴䛔䛶䚸ᐇຠᛶ䜢䜒䛳䛶╔ᐇ䛻᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᴫ䛽5ᖺ䠄ᖹᡂ33ᖺᗘ䠅䛷ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝
᪉ྥᛶ䚸ලయⓗ䛺㐍䜑᪉䜔ᅜᅵ㏻┬䛾ᨭ➼䛻䛴䛔䛶䚸ᅜᅵ㏻┬䛸䛧䛶32㡯┠䛾⥭ᛴ⾜ືィ⏬䜢䛸䜚䜎䛸䜑䛯䜒䛾䚹

䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛃䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯⥭ᛴ⾜ືィ⏬

䛂タ䛷䛿Ᏺ䜚ษ䜜䛺䛔ὥỈ䛿ᚲ䛪Ⓨ⏕䛩䜛䜒䛾䛃䜈ព㆑䜢ኚ㠉䛧䚸♫య䛷ὥỈ䛻ഛ䛘䜛䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛃䜢ᵓ⠏

䕿ᖹᡂ䠎䠓ᖺ䠕᭶㛵ᮾ䞉ᮾ㞵䛷䛿䚸㨣ᛣᕝ䛾ሐ㜵䛜Ỵቯ䛧䚸ỏ℃ὶ䛻䜘䜛ᐙᒇ䛾ಽቯ䞉ὶኻ䜔ᗈ⠊ᅖ䛛䛴㛗ᮇ㛫䛾ᾐỈ⿕ᐖ䚸ఫẸ䛾㑊㞴䛾㐜䜜䛻䜘䜛ከᩘ䛾Ꮩ❧⪅䛜
Ⓨ⏕䚹䠄♫㈨ᮏᩚഛᑂ㆟䛂つᶍỏ℃䛻ᑐ䛩䜛ῶ⅏䛾䛯䜑䛾Ỉᑐ⟇䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䡚♫ព㆑䛾ኚ㠉䛻䜘䜛䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛃䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶䡚䛃䠄⟅⏦䠅㻘㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻞᭶䠅
䕿ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠔᭶䚸┦ḟ䛔䛷Ⓨ⏕䛧䛯ྎ㢼䛻䜘䜛㞵䛻䜘䜚䚸ᾏ㐨䚸ᮾᆅ᪉䛷䛿୰ᑠἙᕝ䛷ỏ℃⿕ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䚸≉䛻ᒾᡭ┴䛜⟶⌮䛩䜛ᑠᮏᕝ䛷䛿せ㓄៖⪅⏝タ䛻
䛚䛔䛶ධᡤ⪅䛜㏨䛢㐜䜜䛶≛≅䛻䛺䜛䛺䛹䚸③䜎䛧䛔⿕ᐖ䛜Ⓨ⏕䚹 䠄♫㈨ᮏᩚഛᑂ㆟䛂୰ᑠἙᕝ➼䛻䛚䛡䜛Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛾ᵓ⠏䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃䠄⟅⏦䠅㻘㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝᭶䠅

⫼ᬒ

䡚䛂୰ᑠἙᕝ➼䛻䛚䛡䜛Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛾ᵓ⠏䛾䛒䜚᪉䠄ᖹᡂ29ᖺ1᭶䠅䛃➼䜢㋃䜎䛘䛯⥭ᛴᑐ⟇䡚

䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛃䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯⥭ᛴ⾜ືィ⏬

－ 5 －

ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻䚸ෆ㛶ᗓ䚸ᾘ㜵ᗇ䚸ཌ⏕ປാ┬䚸┴䚸ᕷ䚸タ⟶⌮
⪅➼䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸ᒾᡭ┴䚸ᒸᒣ┴䚸රᗜ┴䛾䝰䝕䝹タ䛻䛚䛔䛶㑊
㞴☜ಖィ⏬䜢᳨ウ䞉సᡂ䚹䛸䜚䜎䛸䜑䛯▱ぢ䛻䛴䛔䛶䛿༠㆟➼䛾
ሙ䛷ඹ᭷䚹

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䜎䛷䛻
䞉せ㓄៖⪅⏝タ⟶⌮⪅ྥ䛡ィ⏬సᡂᡭᘬ䛝
䛾ᐇ
䞉ᕷ⏫ᮧ➼ྥ䛡Ⅼ᳨⏝䝬䝙䝳䜰䝹సᡂ
䞉せ㓄៖⪅⏝タྥ䛡ㄝ᫂䛾㛤ദ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ

䞉ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸ᑐ㇟䛸䛺䜛タ䛻䛚䛡䜛㑊㞴☜ಖィ⏬䛾
సᡂ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟㑊㞴カ⦎䜢ᐇ
䞉㑊㞴☜ಖィ⏬䛾సᡂ≧ἣ䚸㑊㞴カ⦎䛾ᐇ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䚸
ẖᖺᕷ⏫ᮧ➼䜢㏻䛨䛶☜ㄆ䛧䚸༠㆟䛷㐍ᤖ≧ἣ䜢ඹ᭷

ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ

Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ
ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥

ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䜘䜚䚸㻞㻤
ᰯ䛻䛚䛔䛶ᣦᑟィ⏬
䛾సᡂᨭ䜢ඛ⾜䛧
䛶ᐇ

ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ

㻔ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥䛻ᨵゞ䛥䜜䛯᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾࿘▱䞉ᚭᗏ䞉⛣⾜ᮇ㛫㻕

䞉ᅜ䛾ᨭ䛻䜘䜚సᡂ䛥䜜䛯ᣦᑟィ⏬䜢㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ
䜢ྵ䜐༠㆟䛻㛵㐃䛩䜛ᕷ⏫ᮧ䛾䛶䛾Ꮫᰯ䛻ඹ᭷

䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻䚸ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛾䛶䛾㻝㻞㻥༠㆟䛻
䛚䛔䛶䚸㜵⅏ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᨭ䜢ᐇ䛩䜛Ꮫᰯ䜢ᩍ⫱
㛵ಀ⪅➼䛸㐃ᦠ䛧䛶Ỵᐃ䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘᮎ䜎䛷䛻䚸㜵⅏
ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᣦᑟィ⏬䜢సᡂ䛷䛝䜛䜘䛖ᨭ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ

㻔ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥䛻ᨵゞ䛥䜜䛯᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾㠃ᐇ㻕

ᘬ䛝⥆䛝䚸㜵⅏ᩍ⫱䛾ᐇ䜢ᨭ

ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ

䕿 ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䛻ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛾䛶䛾㻝㻞㻥༠㆟䛻䛚䛔䛶䚸㜵⅏ᩍ⫱䛻㛵
䛩䜛ᨭ䜢ᐇ䛩䜛Ꮫᰯ䜢ᩍ⫱㛵ಀ⪅➼䛸㐃ᦠ䛧䛶Ỵᐃ䛧䚸ᣦᑟィ⏬䛾
సᡂᨭ䛻╔ᡭ
䕿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘᮎ䜎䛷䛻䚸ᅜ䛾ᨭ䛻䜘䜚సᡂ䛧䛯ᣦᑟィ⏬䜢䚸㒔㐨ᗓ┴⟶
⌮Ἑᕝ䜢ྵ䜐༠㆟䛻㛵㐃䛩䜛ᕷ⏫ᮧ䛾䛶䛾Ꮫᰯ䛻ඹ᭷

䕿ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸ᑐ㇟䛸䛺䜛タ䛻䛚䛡䜛㑊㞴☜ಖィ⏬䛾సᡂ䜢㐍
䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟㑊㞴カ⦎䜢ᐇ
䕿ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻䚸䝰䝕䝹タ䛻䛚䛔䛶㑊㞴☜ಖィ⏬䜢సᡂ

ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸ᕷ⏫ᮧ䛾ᙺሙ➼䛾ᡤᅾᆅ䛻ಀ䜛Ἑᕝ䛾ෆ䚸⌧ᅾᮍᣦᐃ䛾⣙
㻝㻘㻜㻜㻜Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶⡆᫆䛺᪉ἲ䜒ά⏝䛧 䛶Ỉᐖ༴㝤ᛶ䜢࿘▱䠄᪤䛻Ỉ࿘▱Ἑᕝ➼
䛻ᣦᐃ䛥 䜜䛶䛔䜛⣙㻝㻘㻡㻜㻜Ἑᕝ䛸 䛒䜟䛫䚸⣙㻞㻘㻡㻜㻜Ἑᕝ䛷Ỉᐖ༴㝤ᛶ䜢࿘▱䠅

ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ

༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䚸ᚋ㻡ᖺ㛫䛷ᣦᐃண
ᐃ䛾ὥỈணሗἙᕝ䚸Ỉ࿘▱Ἑᕝ䛻䛴䛔䛶
᳨ウ䞉ㄪᩚ䜢ᐇ䚹ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻
䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䛻䛸䜚䜎䛸䜑

㜵⅏ᩍ⫱䛾ಁ㐍

ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ

せ㓄៖⪅⏝タ䛻䛚䛡䜛㑊㞴యไᵓ⠏䜈䛾ᨭ

༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䚸ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢సᡂ

ẖᖺ䛾ฟỈᮇ๓䛻䚸㛵ಀᶵ㛵䛸Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛾☜ㄆ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸
ὥỈᑐᛂカ⦎➼䛻䜒ά⏝䛧䚸ᚓ䜙䜜䛯ㄢ㢟䜢Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛻ᫎ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻ὥỈணሗἙᕝཬ䜃Ỉ࿘▱Ἑᕝ
䛾ἢᕝ➼䛷䚸ᑐ㇟䛸䛺䜛ᕷ⏫ᮧ䜢᳨ウ䞉ㄪᩚ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶ୖ᪪䜎䛷䛻ᅜ⟶⌮Ἑ
ᕝ䛾䛶䛾ἢᕝᕷ⏫ᮧ䛷㑊㞴່
࿌╔┠ᆺ䛾Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁
䜢సᡂ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ

䕿༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸ᚋ㻡ᖺ㛫䛷ᣦᐃணᐃ䛾
ὥỈணሗἙᕝ䚸Ỉ࿘▱Ἑᕝ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉ㄪᩚ䜢ᐇ䛧䛶䚸䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ
⤌᪉㔪䛃䛻䛸䜚䜎䛸䜑
䕿ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸ᕷ⏫ᮧ䛾ᙺሙ➼䛾ᡤᅾᆅ䛻ಀ䜛Ἑᕝ䛾ෆ䚸⌧ᅾᮍᣦ
ᐃ䛾⣙㻝㻘㻜㻜㻜Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶⡆᫆䛺᪉ἲ䜒ά⏝䛧䛶Ỉᐖ༴㝤ᛶ䜢࿘▱

䐟⌧≧䛾Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ䜔ྲྀ⤌≧ἣ䛾ඹ᭷
䐠Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛾సᡂ䞉ᨵၿ
䐡ఫẸ➼䛻ᑐ䛩䜛ὥỈணሗ䜔ᾐỈᐃ➼䛾ሗᥦ
౪䛾᪉ἲ䛾ᨵၿ
䐢㏆㞄ᕷ⏫ᮧ䜈䛾㑊㞴యไ䛾ᩚഛ
䐣Ỉ㜵ᅋ㛫䛾ᛂ䞉㐃⤡యไ䛾ᩚഛ
䐤ሐ㜵ୖ䛷Ỉ㜵άື䛾䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ➼䛩䜛䛯䜑䛾
ㄪᩚ ➼

ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻

䕿ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶ୖ᪪䜎䛷䛻䚸ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛶䛾ἢᕝᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶Ỉᐖᑐ
ᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛾సᡂ䛜䠄ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䜎䛷䛸䛧䛶䛔䛯⌧ᅾ䛾సᡂ┠ᶆ䜢ᖜ䛻๓ಽ䛧䠅
䕿ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝἢᕝ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶䚸
Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢సᡂ

༠㆟ࡢ㛤ദ≧ἣ

㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ

Ỉᐖ༴㝤ᛶ䛾࿘▱ಁ㐍

ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸᪤䛻タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛༠㆟
䜢䚸Ỉ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜈⛣⾜䚸ཪ䛿᪂䛯䛻タ⨨䛧䚸
ᚋ䛾ྲྀ⤌ෆᐜ䜢グ㍕䛧䛯䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䜢
䛸䜚䜎䛸䜑

ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ

ᅜ⟶⌮Ἑᕝ

䠘༠㆟䛷䛾ྲྀ⤌㡯䠚

ซ

Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛾సᡂಁ㐍

ᖹᡂ㻞㻥ᖺฟỈᮇ䜎䛷
䛻䚸䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫
ᵓ⠏䝡䝆䝵䞁䛃䛻ᇶ
䛵䛟༠㆟䜢タ⨨

ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ

䞉ẖᖺ䚸༠㆟䜢㏻䛨䛶ྲྀ⤌≧ἣ䜢䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌
᪉㔪䛃䛾ぢ┤䛧䜢ᐇ
䞉༠㆟䛾ྲྀ⤌ෆᐜ➼䛻䛴䛔䛶䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䛷බ⾲

ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ

ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸᪤䛻タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏䝡
䝆䝵䞁䛃䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜢䚸Ỉ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜈⛣⾜䛧䛯䛖䛘䛷䚸䛂ᆅᇦ
䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䜢☜ㄆ䛧䚸ῶ⅏ᑐ⟇䜢ᐇ

ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ

䕿ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸ᅜཬ䜃㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛾䛶䛾ᑐ㇟Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶䚸Ỉ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜢タ⨨
䛧䚸ᚋ䛾ྲྀ⤌ෆᐜ䜢グ㍕䛧䛯䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䜢䛸䜚䜎䛸䜑

Ỉ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䛾タ⨨

䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛃䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯⥭ᛴ⾜ືィ⏬䠄䛺ྲྀ⤌䠅
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䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻡᭶䜎䛷䛻䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏䝡䝆䝵
䚷䞁䛃䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜢㻝㻣㻡ᆅ༊䛷タ⨨䚹

ᚋ䛾㐍䜑᪉ཬ䜃ᩘ್┠ᶆ➼

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ẖᖺ䚸༠㆟䜢㛤ദ䛧䛶ྲྀ⤌≧ἣ䜢䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䛂ᆅᇦ
䚷䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䛾ぢ┤䛧䜢ᐇ䚹
䞉༠㆟䛾ྲྀ⤌ෆᐜ➼䛻䛴䛔䛶䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䛷බ⾲䚹

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌䛻䛴䛔䛶䛿䚸௨ୗ䛂༠㆟䛃䛸䛔䛖䚹

㻝㻛㻝㻜

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛷䛿㻝㻜㻥Ỉ⣔䛻ಀ䜛䛶䛾ᕷ⏫ᮧ䛷䝩䝑
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䚷䝖䝷䜲䞁ᵓ⠏䚹
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸ὥỈணሗἙᕝཬ䜃Ỉ
䞉ὥỈ䛻䛚䛡䜛Ἑ
䚷࿘▱Ἑᕝ䛾ἢᕝᕷ⏫ᮧ➼䛸Ἑᕝ⟶⌮⪅䛻䛚䛔䛶䚸䝩䝑䝖䝷䜲䞁䜢ᵓ⠏䚹
㻌㻌ᕝ⟶⌮⪅䛛䜙䛾
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
㻌㻌ሗᥦ౪➼䠄䝩䝑䝖
䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛷䛿䝩䝑䝖䝷䜲䞁䜢㻝㻞┴㻞㻠㻥ᕷ⏫
䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
㻌㻌䝷䜲䞁䛾ᵓ⠏䠅
䚷ᮧ䛷ᵓ⠏䚹
䞉ẖᖺ䚸ฟỈᮇ๓䛻༠㆟䛻䛚䛔䛶㐃⤡యไ䜢☜ㄆ䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻞᭶䛻㒔㐨ᗓ┴ྥ䛡䛻䛂୰ᑠἙᕝ䛻䛚䛡䜛
䚷䝩䝑䝖䝷䜲䞁ά⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁㻔䠅䛃䜢సᡂ䞉㏻▱䚹

䠄㻞䠅䛛䛴㎿㏿䛺㑊㞴䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌
䐟ሗఏ㐩䚸㑊㞴ィ⏬➼䛻㛵䛩䜛㡯

䞉つᶍỏ℃ῶ⅏༠
㻌㻌㆟䛾タ⨨

䛣䜜䜎䛷䛾ྲྀ⤌䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䜎䛷䠅

ͤ㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠄䠎䠎ᖺἲᚊ➨䠒䠓ྕ䠅
➨䠎䠐䠑᮲䛾䠐➨䠍㡯䛻ᇶ䛵䛟ᢏ⾡ⓗ䛺ຓゝ䛸䛩䜛䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸᪤䛻タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏䝡
䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䚷䝆䝵䞁䛃䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜢䚸ᨵṇỈ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂つᶍỏ℃ῶ⅏༠㆟䛃
䞉䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏䝡䝆䝵䞁䛃䛻ᇶ䛵䛝䚸Ἑᕝ⟶ 䚷䜈⛣⾜䚹Ỉ㜵ἲ䛾ᨵṇ䜢ཷ䛡䛶䚸䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䜢☜ㄆ䛧䚸ῶ⅏ᑐ
䚷⌮⪅䚸㒔㐨ᗓ┴䚸ᕷ⏫ᮧ➼䛛䜙䛺䜛༠㆟䜢タ⨨ 䚷⟇䜢ᐇ䚹
䚷䛧䚸䝝䞊䝗䞉䝋䝣䝖ᑐ⟇䜢୍యⓗ䞉ィ⏬ⓗ䛻᥎㐍䚹
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸᪤䛻タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏䝡
䞉ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䜎䛷䛻䛶䛾Ἑᕝ䜢ᑐ㇟䛻䛂Ỉ㜵⅏ព 䚷䝆䝵䞁䛃䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜢䚸ᨵṇỈ㜵ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂㒔㐨ᗓ┴つᶍỏ℃ῶ
䚷㆑♫ᵓ⠏䝡䝆䝵䞁䛃䛻ᇶ䛵䛟༠㆟䜢㻝㻞㻥ᆅ
䚷⅏༠㆟䛃䜈⛣⾜䚸ཪ䛿᪂䛯䛻䛂㒔㐨ᗓ┴つᶍỏ℃ῶ⅏༠㆟䛃䜢タ
䚷༊䛷タ⨨䛧䚸㻡ᖺ㛫䛾ྲྀ⤌ෆᐜ䜢䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉
䚷⨨䛧䚸ྛ༠㆟䛻䛚䛔䛶䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䜢䛸䜚䜎䛸䜑䚹
䚷㔪䛃䛸䛧䛶䛸䜚䜎䛸䜑䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䈜䛂つᶍỏ℃ῶ⅏༠㆟䛃ཬ䜃䛂㒔㐨ᗓ┴つᶍỏ℃ῶ⅏༠㆟䛃

䠄㻝䠅つᶍỏ℃ῶ⅏༠㆟䛾タ⨨

ᐇ䛩䜛⟇

䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛃䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯⥭ᛴ⾜ືィ⏬䚷ྲྀ⤌୍ぴ
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䛣䜜䜎䛷䛾ྲྀ⤌䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䜎䛷䠅

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ẖᖺ䚸ฟỈᮇ๓䛻༠㆟䛻䛚䛔䛶䚸ᕷ⏫ᮧ➼㛵ಀᶵ㛵䛸Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮
䚷䝷䜲䞁䜢☜ㄆ䚹
䞉Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢ά⏝䛧䛶䚸Ἑᕝ⟶⌮⪅䛿ὥỈᑐᛂカ⦎䜢ᐇ䛧䚸
䚷䜎䛯ᕷ⏫ᮧ䛿㛵ಀᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧䛶㑊㞴カ⦎➼䜢ᐇ䛧䛶䚸᫂䜙䛛䛻䛺䛳
䚷䛯ㄢ㢟➼䜢㋃䜎䛘䚸㑊㞴່࿌䛾Ⓨ௧ᇶ‽䜔Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁➼䜢
䚷ぢ┤䛧䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻䚸༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸ὥỈணሗἙᕝཬ䜃Ỉ࿘▱
䚷Ἑᕝ䛾ἢᕝ➼䛷ᑐ㇟䛸䛺䜛ᕷ⏫ᮧ䜢᳨ウ䞉ㄪᩚ䛧䚸ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻Ỉ
䚷ᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢సᡂ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䛻䚸ᅜ㻞㻜ᆅᇦ䛷䚸㎿㏿䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺㜵⅏⾜ື䛾ᐇ䜢┠
䚷ᣦ䛧䚸Ἑᕝ⟶⌮⪅䚸ᕷ⏫ᮧ䚸Ẽ㇟ྎ➼䛻ຍ䛘䚸ᵝ䚻䛺㛵ಀ⪅䠄䈜㻝䠅䛻䜘䜛
䠄䈜㻞䠅
䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛾ྲྀ⤌䜢ඛ⾜䛧
䚷ከᵝ䛺㜵⅏⾜ື
䚷䛶᳨ウ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸䛭䛾ྲྀ⤌䛾ᣑ䜢ᅗ䜛䚹

ᚋ䛾㐍䜑᪉ཬ䜃ᩘ್┠ᶆ➼

㻞㻛㻝㻜

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶㻝㻡᪥䜎䛷䛻ᅜ⟶⌮Ἑᕝ㻢㻤Ỉ⣔㻠㻝㻞ᕷ⏫ 䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䜎䛷䛻㻝㻜㻥Ỉ⣔䛾ὥỈணሗᣦᐃἙᕝ䛷ὥỈሗ䛾䝥䝑䝅䝳
䚷ᮧ䛷ὥỈሗ䛾䝥䝑䝅䝳ᆺ㓄ಙ䜢㐠⏝㛤ጞ䚹
䚷ᆺ㓄ಙ䜢㐠⏝㛤ጞ䚹
䞉㻵㻯㼀䜢ά⏝䛧䛯ὥỈ
䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
㻌㻌ሗ䛾ᥦ౪
䞉ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻟᭶䛻䛂ᕝ䛾㜵⅏ሗ䛃䜢䝸䝙䝳䞊䜰䝹䛧䚸 䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䚷䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁∧䝃䜲䝖䜢ᥦ౪㛤ጞ䠄㻳㻼㻿䛻䜘䜛⌧ᅾ 䞉㒔㐨ᗓ┴䛜㻵㻯㼀䜢ά⏝䛧䛯ὥỈሗ➼䛾ఫẸ࿘▱䜢⾜䛖䛻㝿䛧䚸䛂ᕝ䛾㜵
䚷⨨⾲♧ᶵ⬟䛾㏣ຍ䚸Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷䛾䝷䜲䝤⏬ 䚷⅏ሗ䛃䜢䝥䝷䝑䝖䝩䞊䝮䛸䛧䛶ᥦ౪䛩䜛䛺䛹ᢏ⾡ⓗ䛺ᨭ䜢ᐇ䚹
䚷ീ䛾ᥦ౪㛤ጞ➼䠅䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸ᚋ㻡ᖺ㛫䛷ᣦᐃணᐃ
䚷䛾ὥỈணሗἙᕝ䚸Ỉ࿘▱Ἑᕝ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉ㄪᩚ䜢ᐇ䛧䛶䚸䛂ᆅᇦ
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䛻㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛧䛂Ỉ࿘▱Ἑᕝ➼䛾 䚷䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䛻䛸䜚䜎䛸䜑䚹
䞉Ỉᐖ༴㝤ᛶ䛾࿘▱
䞉ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜢┠㏵䛻䚸ᕷ⏫ᮧ䛾ᙺሙ➼䛻ಀ䜛Ἑᕝ䛾ෆ䚸⌧ᅾ䚸ᮍᣦᐃ䛾
䚷ᣦᐃಁ㐍䛻䛴䛔䛶䛃䜢㏻▱䚹
㻌㻌ಁ㐍
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䛻䛂ᆅᇦ䛾Ỉᐖ༴㝤ᛶ䛾࿘▱䛻㛵䛩䜛 䚷⣙㻝㻘㻜㻜㻜Ἑᕝ䛻䛚䛔䛶⡆᫆䛺᪉ἲ䜒ά⏝䛧䛶ᾐỈᐃཬ䜃ἙᕝỈ➼䛾
䚷ሗ䜢ᥦ౪䠄Ỉᐖ༴㝤ᛶ䛾࿘▱䠅䚹䠄᪤䛻Ỉ࿘▱Ἑᕝ➼䛻ᣦᐃ䛥䜜䛶䛔
䚷䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃බ⾲䛧䚸㒔㐨ᗓ┴䛻㏻▱䚹
䚷䜛⣙㻝㻘㻡㻜㻜Ἑᕝ䛸䛒䜟䛫⣙㻞㻘㻡㻜㻜Ἑᕝ䛷Ỉᐖ༴㝤ᛶ䜢࿘▱䚹䠅
䞉ẖᖺ䚸༠㆟䛻䛚䛔䛶䚸Ỉᐖ༴㝤ᛶ䛾࿘▱䛾ᐇ≧ἣ䜢☜ㄆ䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻠᭶䜎䛷䛻䚸㻝㻡ᗓ┴㻝㻝㻣ᕷ⏫ᮧ䛷Ỉᐖᑐᛂ
䚷䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢సᡂ䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻤᭶䛻㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛧䛶䛂䝍䜲䝮䝷䜲䞁䠄㜵
䚷⅏⾜ືィ⏬䠅సᡂ䞉ά⏝ᣦ㔪䠄ึ∧䠅䛃䜢㏻▱䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻠᭶䛻㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛧䛶䛂Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮
䚷䝷䜲䞁䛾సᡂ➼䛻䛴䛔䛶䛃䜢㏻▱䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䜎䛷䛻䚸㻣㻟㻜ᕷ⏫ᮧ䛷䚸Ἑᕝ⟶⌮⪅䚸
䚷ᕷ⏫ᮧ䚸Ẽ㇟ྎ➼䛜㐃ᦠ䛧䚸㑊㞴່࿌➼䛾Ⓨ௧䛻
䚷╔┠䛧䛯Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢సᡂ䚹
䞉ᅜ㻝㻡ᆅᇦ䛷䚸㎿㏿䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺㜵⅏⾜ື䛾ᐇ
䚷䜢┠ᣦ䛧䚸Ἑᕝ⟶⌮⪅䚸ᕷ⏫ᮧ䚸Ẽ㇟ྎ➼䛻ຍ䛘䚸
䚷ᵝ䚻䛺㛵ಀ⪅䠄䈜㻝䠅䛻䜘䜛ከᵝ䛺㜵⅏⾜ື䠄䈜㻞䠅䜢
䞉㑊㞴່࿌➼Ⓨ௧䛾 䚷ᑐ㇟䛸䛧䛯Ỉᐖᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢సᡂ䚹
㻌㻌ᑐ㇟༊ᇦ䚸ุ᩿ᇶ
䠄䈜㻝䠅ᕷ⏫ᮧ⚟♴㒊ᒁ䚸せ㓄៖⪅⏝タ⟶⌮⪅䚸䝷䜲䝣䝷䜲䞁ᴗ⪅➼
㻌㻌‽➼䛾☜ㄆ䠄Ỉᐖ
䠄䈜㻞䠅せ㓄៖⪅䛾㑊㞴䚸㕲㐨䞉㟁ຊ䞉䜺䝇➼䛾䝷䜲䝣䝷䜲䞁ᴗ⪅䛾ᑐᛂ
㻌㻌ᑐᛂ䝍䜲䝮䝷䜲䞁䠅
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䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᐃ᭱つᶍ䛾ὥ 䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻣᭶䛻ᐃ䛧ᚓ䜛᭱つᶍ䛾㝆㞵䛻ಀ䜛
㻌㻌Ỉ䛻ಀ䜛ᾐỈᐃ 䚷ᇶ‽䜢࿌♧䚹
㻌㻌༊ᇦᅗ➼䛾సᡂ䛸
㻌㻌࿘▱
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䜎䛷䛻㻝㻜㻥Ỉ⣔䛻䛚䛔䛶సᡂ䞉බ⾲䚹

䐠ᖹ䛛䜙䛾ఫẸ➼䜈䛾࿘▱䞉ᩍ⫱䞉カ⦎䛻㛵䛩䜛㡯

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉せ㓄៖⪅⏝タ䜈䛾ㄝ᫂䛾㛤ദ䚹
䚷䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䜎䛷䛻㻠㻣㒔㐨ᗓ┴䛷ᐇ῭䜏䠅
䞉せ㓄៖⪅⏝タ 䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䛻䛂せ㓄៖⪅⏝タ䛻ಀ䜛㑊㞴☜ಖ
㻌㻌䛻䛚䛡䜛㑊㞴ィ⏬ 䚷ィ⏬సᡂ䛾ᡭᘬ䛝䛃䜢ᨵゞ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛂Ỉᐖ䞉
㻌㻌䛾సᡂཬ䜃㑊㞴カ 㻌㻌ᅵ◁⅏ᐖ䛻ಀ䜛せ㓄៖⪅⏝タ䛻䛚䛡䜛㑊㞴
㻌㻌ィ⏬Ⅼ᳨䝬䝙䝳䜰䝹䛃䜢సᡂ䚹
㻌㻌⦎䛾ᐇ
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䛻䛂ᅵ◁⅏ᐖ㆙ᡄ㑊㞴䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䜢
䚷ᨵゞ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛂㑊㞴☜ಖィ⏬సᡂ䛾ᡭᘬ䛝䛃
䚷䠄ᅵ◁⅏ᐖ䠅䜢సᡂ䚹

㻟㻛㻝㻜

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺฟỈᮇ䜎䛷䛻䚸༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸ᚋ㻡ᖺ㛫䛷ᐇ䛩䜛
䚷ᐃ᭱つᶍ䛾㝆㞵䛻䜘䜛ᾐỈᐃ༊ᇦᅗ➼䛾సᡂ䞉බ⾲䛾ணᐃ䜢᳨
䚷ウ䛧䚸䛂ᆅᇦ䛾ྲྀ⤌᪉㔪䛃䛻䛸䜚䜎䛸䜑䚸㡰ḟసᡂ䞉බ⾲䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻䚸ෆ㛶ᗓ䚸ᾘ㜵ᗇ䚸ཌ⏕ປാ┬䚸┴䚸ᕷ䚸タ⟶⌮⪅➼䛸
䚷㐃ᦠ䛧䛶䚸රᗜ┴䚸ᒸᒣ┴䚸ᒾᡭ┴䛻䛚䛔䛶䝰䝕䝹タ䜢㑅ᐃ䛧䚸㑊㞴☜
䚷ಖィ⏬䜢సᡂ䚹䛸䜚䜎䛸䜑䛯▱ぢ䛻䛴䛔䛶䛿䚸༠㆟➼䛾ሙ䛻䛚䛔䛶ඹ
䚷᭷䚹
䞉ᖹᡂ㻟㻟ᖺᗘ䜎䛷䛻ᑐ㇟䛾せ㓄៖⪅⏝タ䠄ᾐỈ䠖㻟㻝㻘㻞㻜㻤タ䚸ᅵ◁⅏
䚷ᐖ䠖㻣㻘㻟㻞㻡タ䠄㔜」ྵ䜐䠅䈜䠅䛻䛚䛡䜛㑊㞴☜ಖィ⏬䛾సᡂ䞉㑊㞴カ⦎䜢
䚷ᐇ䜢┠ᣦ䛩䚹䚷䠄䈜ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻟᭶⌧ᅾ䛾タᩘ䠅
䞉㑊㞴☜ಖィ⏬䛾సᡂ≧ἣ䚸㑊㞴カ⦎䛾ᐇ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ẖᖺ䚸༠㆟
䚷➼䛾ሙ䛻䛚䛔䛶㐍ᤖ≧ἣ䜢☜ㄆ䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻣᭶䛻䛂ᅵ◁⅏ᐖ㜵Ṇᑐ⟇ᇶᮏᣦ㔪䛃䜢ᨵゞணᐃ䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛡䜛ඛ⾜䛾࿘▱䛺䛹ᢏ⾡ⓗ䛺ᨭ䜢ᐇ䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ྛᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶䚸Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ䜢㋃䜎䛘䛶㑊㞴ሙᡤཬ䜃㑊㞴⤒㊰䜢
䚷᳨ウ䛧䚸ᙜヱᕷ⏫ᮧෆ䛾㑊㞴ሙᡤ䛰䛡䛷㑊㞴⪅䜢ᐜ䛷䛝䛺䛔ሙྜ➼䛻
䚷䛚䛔䛶䛿䚸༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸㞄᥋ᕷ⏫ᮧ➼䛻䛚䛡䜛㑊㞴ሙᡤ䛾
䚷タᐃ䜔ὥỈ䛾㐃⤡యไ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉ㄪᩚ䜢ᐇ䚹
䞉㞄᥋ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛡 䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉䜎䛯䚸ᚲせ䛸䛺䜛㑊㞴ሙᡤ䚸㑊㞴㊰䛾ᩚഛ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸Ἑᕝᕤ➼䛾
㻌㻌䜛㑊㞴ሙᡤ䛾タᐃ 䞉ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻠᭶䛻䛂Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥సᡂ䛾ᡭᘬ䛝䛃
䚷Ⓨ⏕ᅵ◁䜢᭷ຠά⏝䛩䜛䛺䛹䚸㐃ᦠ䛻䜘䜛ຠ⋡ⓗ䛺ᩚഛ䜢ᐇ䚹
㻌㻌䠄ᗈᇦ㑊㞴యไ䛾 䚷䜢ᨵᐃ䛧䚸ᗈᇦ㑊㞴䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䜢グ
䚷㍕䚹
㻌㻌ᵓ⠏䠅➼
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䜎䛷䛻㞄᥋ᕷ⏫ᮧ➼䜈䛾ᗈᇦ㑊㞴యไ䜢ᵓ⠏䚹
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䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䛾సᡂ䚸࿘▱ཬ䜃カ⦎➼
䚷䜈䛾ά⏝䛻㛵䛩䜛ඃⰋ䜢㞟䛧䛶䚸㐺ᐅ䚸䛂Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥సᡂ
䚷䛾ᡭᘬ䛝䛃䜢ᐇ䛧䚸ᕷ⏫ᮧ䛻ᥦ౪䚹
䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻠᭶䛻䛂Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥సᡂ䛾ᡭᘬ䛝䛃 䞉ᐃ᭱つᶍ䛾ὥỈ䛻䜘䜛ᾐỈᐃ༊ᇦᅗ䛜సᡂ䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸ᕷ⏫
䚷ᮧ䛻䛚䛔䛶㏿䜔䛛䛻ᙜヱᾐỈᐃ䛻ᇶ䛵䛟Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䜢సᡂ䞉
䚷䜢ᨵᐃ䚹
䚷࿘▱䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䛻䛂䜎䜛䛤䛸䞉䜎䛱䛤䛸䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥
䞉Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䛾సᡂ䞉ᨵⰋᚋ䛿䚸ᅜ䛻䛚䛔䛶㏿䜔䛛䛻ᅜᅵ㏻┬
䚷ᐇ䛾ᡭᘬ䛝䛃䜢ᨵᐃ䚹
䚷䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䝫䞊䝍䝹䝃䜲䝖䜈Ⓩ㘓䛧䚸ఫẸ➼䜈ᗈ䛟࿘▱䚹
䞉ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶䚸Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䛾カ⦎➼䜈䛾ά⏝䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧
䚷䛯ୖ䛷ᐇ䚹

䛣䜜䜎䛷䛾ྲྀ⤌䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䜎䛷䠅

䞉㜵⅏ᩍ⫱䛾ಁ㐍

㻠㻛㻝㻜

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䛻ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛾䛶䛾㻝㻞㻥༠㆟䛻䛚䛔䛶䚸㜵⅏ᩍ⫱䛻㛵
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䚷䛩䜛ᨭ䜢ᐇ䛩䜛Ꮫᰯ䜢ᩍ⫱㛵ಀ⪅➼䛸㐃ᦠ䛧䛶Ỵᐃ䛧䚸ᣦᑟィ⏬䛾
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻝᭶䛻䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛸㐃ᦠ䛧䚸䛂ᅜᅵ㏻
䚷సᡂᨭ䛻╔ᡭ䚹
䚷┬➼䛸㐃ᦠ䛧䛯㜵⅏ᩍ⫱䛾ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶䛃䚸䛂㜵⅏䞉
䚷Ἑᕝ⎔ቃᩍ⫱䛾ᐇ䛻ಀ䜛ྲྀ⤌䛾ᙉ䛻䛴䛔䛶䛃
䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䚷䜢సᡂ䚹
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘᮎ䜎䛷䛻䚸ᅜ䛾ᨭ䛻䜘䜚సᡂ䛧䛯ᣦᑟィ⏬䜢䚸༠㆟䛾㛵
䞉ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䜘䜚䚸ᩍ⫱㛵ಀ⪅➼䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸⥅⥆ⓗ
䚷㐃ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛡䜛䛶䛾Ꮫᰯ䛻ඹ᭷䚹
䚷䛻㜵⅏ᩍ⫱䜢ᐇ䛩䜛Ꮫᰯ䠄㻞㻤ᰯ䠅䜢Ỵᐃ䛧䚸ᣦᑟ
䚷䠄㜵⅏䛻㛵䛩䜛ෆᐜ䛜ᙉ䛥䜜䛯᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻ᇶ䛵䛟ᤵᴗ䛜㻴㻟㻞ᖺ
䚷ィ⏬䛾సᡂ➼䛾ᨭ䜢㛤ጞ䚹
䚷ᗘ䛛䜙㛤ጞ䛥䜜䜛䛣䛸䜒ᛕ㢌䛻ᐇ䠅

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䛻㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛧ᾐỈᐇ⦼➼䛾ᢕᥱ䞉
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻༠㆟䛾ሙ➼䛻䛚䛔䛶ྛᵓᡂဨ䛜᪤䛻ಖ᭷䛩䜛ᾐỈᐇ
䞉ᾐỈᐇ⦼➼䛾࿘▱
䚷࿘▱䛾᪉ἲ䚸␃ពⅬ➼䛻䛴䛔䛶䜎䛸䜑䛯ㄝ᫂㈨ᩱ
䚷⦼➼䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ඹ᭷䛧䚸ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶㏿䜔䛛䛻ఫẸ➼䛻࿘▱䚹
䚷䜢ᥦ౪䚹

䞉Ỉᐖ䝝䝄䞊䝗䝬䝑
㻌㻌䝥䛾ᨵⰋ䚸࿘▱䚸
㻌㻌ά⏝
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䞉Ỵቯ䜎䛷䛾㛫䜢
㻌㻌ᑡ䛧䛷䜒ᘬ䛝ᘏ䜀
㻌㻌䛩ሐ㜵ᵓ㐀䛾ᕤ
㻌㻌ኵ䠄༴ᶵ⟶⌮ᆺ䝝
㻌㻌䞊䝗ᑐ⟇䠅

䞉༴ᶵ⟶⌮ᆺỈ
㻌㻌ィ䚸Ἑᕝ┘ど⏝
㻌㻌䜹䝯䝷䛾ᩚഛ

䠘༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ䠚
䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᅜ䛻䛚䛔䛶ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻༴ᶵ⟶⌮ᆺỈほ つᐃ➼䜢సᡂ䚹
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ㓄⨨ィ⏬䜢බ⾲䚹
䞉༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ㓄⨨ィ⏬䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹༠㆟䛾ሙ
䚷➼䜢ά⏝䛧䛶䚸㓄⨨≧ἣ䜢☜ㄆ䚹
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ㓄⨨ィ⏬䜢᳨ウ䞉ㄪᩚ䛧䚸
䚷㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸㓄⨨≧ἣ䜢☜ㄆ䚹

ᚋ䛾㐍䜑᪉ཬ䜃ᩘ್┠ᶆ➼

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㛵ᮾ䞉ᮾ㞵䜢ཷ䛡䚸ỏ℃䝸䝇䜽䛜㧗䛔
䚷䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᙜ㠃䛾㛫䚸ୖୗὶ䝞䝷䞁䝇䛾ほⅬ
䚷䛛䜙䚸ሐ㜵ᩚഛ䛻⮳䜙䛺䛔༊㛫䛺䛹⣙㻝㻘㻤㻜㻜㼗㼙䛻䛴
䚷䛔䛶༴ᶵ⟶⌮ᆺ䝝䞊䝗ᑐ⟇䛻╔ᡭ䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䜎䛷䛻⣙㻡㻠㻝㼗㼙䛾ᑐ⟇䜢ᐇ䚹

㻡㻛㻝㻜

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᐇ⟠ᡤ䛾ඃඛ༊㛫䜢ᐃ䜑䛶䚸༠㆟䛷☜ㄆ䛧䚸㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᩚഛ⟠ᡤ䜔ᩚഛᡭ㡰䛻䛴䛔䛶䚸༠㆟䛷☜ㄆ䛧䚸ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䜎䛷䛻ᑐ⟇
䚷ᘏ㛗⣙㻝㻘㻤㻜㻜㼗㼙䜢ᩚഛ䚹

䠘Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷䠚
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㛵ᮾ䞉ᮾ㞵䜢ཷ䛡䛶䚸ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻 䠘Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷䠚
䚷䛚䛔䛶䚸Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷㓄⨨ィ⏬䜢ぢ┤䛧䚸ὥỈ 䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䚷䛻ᑐ䛧䛶䝸䝇䜽䛜㧗䛔䛶䛾༊㛫㻔䈜㻟㻕䛻タ⨨䚹 䞉ᅜ䛻䛚䛔䛶Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷⏬ീ䛾☜ᐇ䛺ᥦ౪యไ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸タ
䚷⨨┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷䛾㛤Ⓨ䛻╔ᡭ䚹
䠄䈜㻝䠅㻵㼀䚸⯟✵ 㔞ᢏ⾡➼䛾᭱᪂ᢏ⾡䜢䜸䞊䝥䞁䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᡭἲ䛻 䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䚷䚷䚷䚷䜘䜚䝇䝢䞊䝗ឤ䜢䜒䛳䛶Ἑᕝ⟶⌮䜈䛾ᐇ䜢ᅗ䜚䚸Ἑᕝ⟶⌮ཬ䜃⅏
䞉Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷䛾㓄⨨ィ⏬䜢ぢ┤䛧䠄タ⨨┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯ᛶ⬟᭱㐺䞉㞟
䚷䚷䚷䚷ᐖᑐᛂ䛾㧗ᗘ䜢ᅗ䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䠄䈜㻞䠅ప䝁䝇䝖䛷⮬య䛷䜒ᑟධ䛧䜔䛩䛔䜽䝷䜴䝗ᆺ䞉䝯䞁䝔䝘䞁䝇䝣䝸䞊Ỉ 䚷⣙➼䠅䚸㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹
䚷䚷䚷䚷ィ
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䠄䈜㻟䠅ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝᭶Ⅼ
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸Ἑᕝ┘ど⏝䜹䝯䝷㓄⨨ィ⏬䜢᳨ウ䞉ㄪᩚ䛧䚸㡰
䚷ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹

䠘༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ䠚
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻢᭶䚸㠉᪂ⓗἙᕝ⟶⌮䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄䈜㻝䠅䛷
䠄䈜㻞䠅
䛻䜘䜛ヨ㦂ィ
䚷㛤Ⓨ୰䛾༴ᶵ⟶⌮ᆺỈィ
䚷䜢㛤ጞ䚹

䐡䛛䛴㎿㏿䛺㑊㞴䛻㈨䛩䜛タ➼䛾ᩚഛ䛻㛵䛩䜛㡯

ᐇ䛩䜛⟇
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䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䜎䛷䛻Ἑᕝ㜵⅏䝇䝔䞊䝅䝵䞁䜢㻞㻣Ỉ⣔
䚷㻟㻤Ἑᕝ㻟㻥⟠ᡤᩚഛ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䜎䛷䛻Ἑᕝ㜵⅏䝇䝔䞊䝅䝵䞁䜢㻠㻤Ỉ⣔
䚷㻡㻟Ἑᕝ㻥㻠⟠ᡤᩚഛ䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸Ἑᕝ㜵⅏䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒
䚷䛻䚸㛵ಀᶵ㛵䛸ሗ䜢ඹ᭷䛧ᕷ⏫ᮧ➼䛾䛺Ỉ㜵άື➼䚸ά⏝᪉⟇
䚷䜢᳨ウ䞉ㄪᩚ䚹

ᚋ䛾㐍䜑᪉ཬ䜃ᩘ್┠ᶆ➼

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ẖᖺ䚸Ỉ㜵ᅋ➼䛾ᢏ⾡ຊྥୖ䛾䛯䜑䚸Ỉ㜵᭶㛫䛻
䚷Ỉ㜵カ⦎䜢ᐇ䚹

䠉

䞉Ỉ㜵カ⦎䛾ᐇ

䞉Ỉ㜵ᅋ㛫䛷䛾㐃
㻌㻌ᦠ䚸༠ຊ䛻㛵䛩䜛
㻌㻌᳨ウ

㻢㻛㻝㻜

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䚸つᶍ䛺ỏ℃䛻ᑐ䛧䛶䜘䜚ᗈᇦⓗ䚸ຠ⋡ⓗ䛺Ỉ
䚷㜵άື䛜ᐇ䛷䛝䜛䜘䛖㛵ಀ⪅䛾༠ຊෆᐜ➼䛻䛴䛔䛶᳨ウ䞉ㄪᩚ䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ከᵝ䛺㛵ಀᶵ㛵䚸ఫẸ➼䛾ཧຍ䛻䜘䜚䚸䜘䜚ᐇ㊶ⓗ䛺Ỉ㜵カ⦎䛸䛺䜛䜘
䚷䛖䚸カ⦎ෆᐜ䛾᳨ウ䚸ㄪᩚ䜢䛧䛶ᐇ䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉Ỉ㜵䛻㛵䛩䜛ᗈሗ 䞉ẖᖺ㻡᭶䠄ᾏ㐨䛿㻢᭶䠅䛻䚸Ỉ㜵άື䛻㛵䛩䜛ఫẸ 䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸Ỉ㜵ᅋဨ䛾ເ㞟䚸⮬㜵⅏⤌⧊䚸ᴗ➼䛾ཧ
㻌㻌䛾ᐇ䠄Ỉ㜵ᅋ☜ 䚷➼䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛯䜑䚸Ỉ㜵᭶㛫䜢ᐇ䚹
䞉ẖᖺ㻞᭶䚸Ỉ㜵ᅋဨ䛾ព㆑ၨⓎ䛾䛯䜑䚸Ỉ㜵ຌປ⪅ 䚷⏬䜢ಁ䛩䛯䜑䛾ලయⓗ䛺ᗈሗ䛾㐍䜑᪉䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛾ୖ䚸㡰ḟᐇ䚹
㻌㻌ಖ䛻ಀ䜛ྲྀ⤌䠅
䚷⾲ᙲ䜢ᐇ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉㔜せỈ㜵⟠ᡤ䛾ぢ 䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻜᭶䛻䚸ྛᆅ᪉ᩚഛᒁ䜈㔜せỈ㜵⟠ᡤ䛾
䞉ẖᖺ䚸ฟỈᮇ๓䛻㔜せỈ㜵⟠ᡤ䜔Ỉ㜵㈨ᶵᮦ➼䛻䛴䛔䛶Ἑᕝ⟶⌮⪅䛸
㻌㻌┤䛧ཬ䜃Ỉ㜵㈨ᶵ 䚷Ⅼ᳨䞉ぢ┤䛧䛺䛹䜢ྵ䜐䛂ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻥᭶㛵ᮾ䞉ᮾ
䚷Ỉ㜵άື䛻㛵䜟䜛㛵ಀ⪅䠄Ỉ㜵άື䛻ಀ䜛ᘓタᴗ⪅䜢ྵ䜐䠅䛜ඹྠ䛧䛶
䚷㞵䜢ཷ䛡䛯䛂㑊㞴䜢ಁ䛩⥭ᛴ⾜ື䛃䛾ᐇ䛻䛴䛔
㻌㻌ᮦ䛾☜ㄆ
䚷Ⅼ᳨䜢ᐇ䚹
䚷䛶䛃䜢㏻▱䚹

䠄㻟䠅ⓗ☜䛺Ỉ㜵άື䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌
䐟Ỉ㜵యไ䛾ᙉ䛻㛵䛩䜛㡯

䞉Ἑᕝ㜵⅏䝇䝔䞊
㻌㻌䝅䝵䞁䛾ᩚഛ
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䠉

䞉ᕷ⏫ᮧᗇ⯋䜔⅏ᐖ
㻌㻌ᣐⅬ㝔➼䛾ᶵ
㻌㻌⬟☜ಖ䛾䛯䜑䛾
㻌㻌ᑐ⟇䛾ᐇ䠄⪏
㻌㻌Ỉ䚸㠀ᖖ⏝Ⓨ
㻌㻌㟁➼䛾ᩚഛ䠅

䠉

䠉

䞉Ỉタ䚸Ỉ㈨ᶵ
㻌㻌ᮦ䛾㐠⏝᪉ἲ䛾ᨵၿ
㻌㻌ཬ䜃Ỉタ䛾ᩚഛ
㻌㻌➼

䞉ᾐỈ⿕ᐖ㍍ῶᆅ༊䛾
㻌㻌ᣦᐃ

䠄㻠䠅ỏ℃Ỉ䛾Ỉ䚸ᾐỈ⿕ᐖ㍍ῶ䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌

䠉

䞉ᕷ⏫ᮧᗇ⯋䜔⅏ᐖ
㻌㻌ᣐⅬ㝔➼䛾
㻌㻌タ㛵ಀ⪅䜈䛾
㻌㻌ሗఏ㐩䛾ᐇ

䐠ᕷ⏫ᮧᗇ⯋䜔⅏ᐖᣐⅬ㝔➼䛾⮬⾨Ỉ㜵䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛㡯

ᐇ䛩䜛⟇

㻣㻛㻝㻜

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉Ỉ㜵⟶⌮⪅䛜ᾐỈ⿕ᐖ㍍ῶᆅ༊䜢ᣦᐃ䛩䜛㝿䛾ཧ⪃䛸䛺䜛䜘䛖䚸ᾐỈ䜶
䚷䝸䜰䛾ᣑ䜢ᢚไ䛩䜛ຠ⏝䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛ᅵᆅ䛻ಀ䜛ሗ䠄ᆅᙧ
䚷䝕䞊䝍䜔ỏ℃䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁⤖ᯝ➼䠅ᥦ౪䜢ᐇ䚹
䞉」ᩘᕷ⏫ᮧ䛻ᙳ㡪䛜䛒䜛䛸ᐃ䛥䜜䜛ᾐỈ⿕ᐖ㍍ῶᆅ༊䛾ᣦᐃ䛻䛴䛔
䚷䛶䛿䚸༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶ᣦᐃ䛾ணᐃ䜔ᣦᐃ䛻䛒䛯䛳䛶䛾ㄢ㢟䜢
䚷Ỉ㜵⟶⌮⪅㛫➼䛷ඹ᭷䛧䚸㐃ᦠ䛧䛶ᣦᐃ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛻䛚䛡䜛ඛ⾜䛾࿘▱䛺䛹ᢏ⾡ⓗ䛺ᨭ䜢ᐇ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䜎䛷䛻䚸㛗ᮇ䛻䜟䛯䜚ᾐỈ䛜⥅⥆䛩䜛ᆅᇦ䛺䛹䛻䛚䛔䛶䚸
䚷Ỉィ⏬䜢సᡂ䚹
䞉ྛタ⟶⌮⪅䛻䛚䛔䛶タ䛾ቑᙉ䜔⪏Ỉ➼䛾ᑐ⟇䜢㡰ḟᐇ䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䜢ά⏝䛧䛶䚸Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ䜢ඹ᭷䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⌧ἣ䛾
㻌㻌タ䞉ᶵᮦ䛾ሗ䛻䛴䛔䛶ඹ᭷䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䛻䛚䛔䛶䚸ᾐỈᐃ༊ᇦෆ䛾ᕷ⏫ᮧᗇ⯋䜔⅏ᐖᣐⅬ㝔
䚷➼䛾ᶵ⬟☜ಖ䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ඹ᭷䛧䚸⪏Ỉ䚸㠀ᖖ⏝㟁※➼䛾ᚲせ䛺ᑐ
䚷⟇䛻䛴䛔䛶䛿ྛタ⟶⌮⪅䛻䛚䛔䛶㡰ḟᐇ䚹ᑐ⟇䛾ᐇ≧ἣ䛻䛴䛔
䚷䛶䛿༠㆟䛷ඹ᭷䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉༠㆟䛾ሙ➼䛻䛚䛔䛶䚸ᾐỈᐃ༊ᇦෆ䛾ᕷ⏫ᮧᗇ⯋䜔⅏ᐖᣐⅬ㝔
䚷➼䛻㛵䛩䜛ሗ䜢ඹ᭷䛧䚸ྛタ⟶⌮⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ὥỈ䛾ሗఏ㐩
䚷యไ䞉᪉ἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䚹

ᚋ䛾㐍䜑᪉ཬ䜃ᩘ್┠ᶆ➼
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䞉䝎䝮⏕䛾᥎㐍

䞉Ỵቯ䜎䛷䛾㛫䜢
㻌㻌ᑡ䛧䛷䜒ᘬ䛝ᘏ䜀䛩
㻌㻌ሐ㜵ᵓ㐀䛾ᕤኵ
㻌㻌䠄༴ᶵ⟶⌮ᆺ䝝䞊䝗
㻌㻌ᑐ⟇䠅

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉䛂䝎䝮⏕䝡䝆䝵䞁䛃䜢సᡂ䛧䚸䝎䝮⏕䛾ྲྀ⤌䜢䜘䜚୍ᒙ᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾
䚷᪉⟇䜢ᐇ䚹
䞉᪤タ䝎䝮䛾䛛䛥ୖ䛢䜔ᨺὶ⬟ຊ䛾ቑᙉ➼䜢タᨵⰋ䛻䜘䜛䝎䝮⏕䜢
䚷ᐇ䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᐇ⟠ᡤ䛾ඃඛ༊㛫䜢ᐃ䜑䛶䚸༠㆟䛷☜ㄆ䛧䚸㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᩚഛ⟠ᡤ䜔ᩚഛᡭ㡰䛻䛴䛔䛶䚸༠㆟䛷☜ㄆ䛧䚸ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䜎䛷䛻ᑐ⟇
䚷ᘏ㛗⣙㻝㻘㻤㻜㻜㼗㼙䜢ᩚഛ䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉Ἑᕝ䛾ᩚഛ≧ἣ䚸ᩚഛ᪉㔪➼䜢༠㆟䛷ඹ᭷䚸ඃඛ༊㛫䜢ᐃ䜑䛶㡰ḟᐇ
䚷䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻞ᖺᗘ䜎䛷䛻ᑐ⟇ᘏ㛗⣙㻝㻘㻞㻜㻜㼗㼙䜢ᩚഛ䚹

ᚋ䛾㐍䜑᪉ཬ䜃ᩘ್┠ᶆ➼

㻤㻛㻝㻜

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉䛂䝎䝮䛾ᰂ㌾䛺㐠⏝䛃䛻䛴䛔䛶䚸ᅜ䞉Ỉ㈨※ᶵᵓ⟶⌮䝎䝮䛻䛚䛔䛶䚸᧯స
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䚷つ๎➼䛾⥲Ⅼ᳨䜢ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻ᐇ䛧䚸⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛶㛵ಀᶵ㛵䛸ㄪ
䞉䛂䝎䝮䛾ᰂ㌾䛺㐠⏝䛃䛻䛴䛔䛶䚸ᅜ䞉Ỉ㈨※ᶵᵓ⟶⌮
䚷ᩚ䜢⾜䛔䚸㐠⏝䜢ぢ┤䛧䚹
䚷䛾㻝㻞㻟䝎䝮䛷᧯సつ๎➼䛾⥲Ⅼ᳨䜢㛤ጞ䚹
䞉Ỉ⣔䛤䛸䛾Ỉୖ䞉Ỉୖ䛾ㄢ㢟䛾᳨ウ䜔䚸䝎䝮䛾タᨵⰋ䛾ೃ⿵⟠ᡤ
䚷䛾ᅜⓗ䛺ㄪᰝ䚸ලయⓗ䛺⟠ᡤ䛷䛾䝎䝮タᨵⰋ䛾ᐇ䛻ྥ䛡䛯ㅖඖ
䚷➼䛾᳨ウ䜢⾜䛖䛺䛹䚸タᨵⰋ䛻䜘䜛䝎䝮⏕䜢᥎㐍䛩䜛ㄪᰝ䜢᥎㐍䚹
䞉䝎䝮䛾ὥỈㄪ⠇ᶵ⬟䜢༑ศ䛻Ⓨ䛥䛫䜛䛯䜑䚸ὶୗ⬟ຊ䛾㊊䛻䜘䜚䝎
䚷䝮䛛䜙䛾ᨺὶ䛾ไ⣙䛸䛺䛳䛶䛔䜛༊㛫䛾Ἑᕝᨵಟ䜢᥎㐍䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉᪤タ䝎䝮䛾䛛䛥ୖ䛢䜔ᨺὶ⬟ຊ䛾ቑᙉ➼䛾タᨵ
䚷Ⰻ䛻䜘䜛䝎䝮⏕䜢ᅜ㻞㻜䝎䝮䛷ᐇ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㛵ᮾ䞉ᮾ㞵䜢ཷ䛡䚸ỏ℃䝸䝇䜽䛜㧗䛔
䚷䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᙜ㠃䛾㛫䚸ୖୗὶ䝞䝷䞁䝇䛾ほⅬ
䚷䛛䜙䚸ሐ㜵ᩚഛ䛻⮳䜙䛺䛔༊㛫䛺䛹⣙㻝㻘㻤㻜㻜㼗㼙䛻䛴
䚷䛔䛶༴ᶵ⟶⌮ᆺ䝝䞊䝗ᑐ⟇䛻╔ᡭ䚹
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䜎䛷䛻⣙㻡㻠㻝㼗㼙䛾ᑐ⟇䜢ᐇ䚹

䞉ሐ㜵➼Ἑᕝ⟶⌮タ 䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
㻌㻌䛾ᩚഛ䠄ὥỈỏ℃䜢 䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㛵ᮾ䞉ᮾ㞵䜢ཷ䛡䚸ඃඛⓗ䛻ᩚഛ䛜
䚷ᚲせ䛺༊㛫⣙㻝㻘㻞㻜㻜㼗㼙䛾ෆ䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶ᮎⅬ
㻌㻌ᮍ↛䛻㜵䛠ᑐ⟇䠅
䚷䛷䚸㻝㻤㻠㼗㼙ᐇ䚹

䠄㻡䠅Ἑᕝ⟶⌮タ䛾ᩚഛ➼䛻㛵䛩䜛㡯
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䛆㒔㐨ᗓ┴Ἑᕝ䛇
䞉㛤Ⓨ䛧䛯䝗䝻䞊䞁䛻䛴䛔䛶ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘෆ䛻ᅜ䛛䜙㒔㐨ᗓ┴䜈ሗᥦ౪䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻䚸Ἑᕝሐ㜵䜔Ἑᗋ䛾ᙧ≧䜢㠃ⓗ䛻ィ 䛧Ἑᕝ⟶⌮䛾㧗
䚷ᗘ䜢ᅗ䜛㝣ୖ䞉Ỉ୰䝗䝻䞊䞁䛸䚸㝆㞵䞉ᙉ㢼䛷䜒㣕⾜䛧⅏ᐖⓎ⏕⌧ሙ
䚷➼䛾ᫎീ➼䜢㎿㏿䛻㞟䛩䜛ኳೃᆺ䝗䝻䞊䞁䜢㛤Ⓨ䛧䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䛛䜙
䚷㛤Ⓨ䛧䛯䝗䝻䞊䞁䜢㡰ḟ㓄ഛணᐃ䚹

䠘☜ᐇ䛺タ䛾㐠⏝యไ☜ಖ䠚
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᕷ⏫ᮧ௨እ䛷᧯సጤク䛜ྍ⬟䛺ᅋయ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢ᐇ䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘෆ䛻ὠἼᾐỈ䝸䝇䜽䛾㧗䛔ᆅᇦ➼䛻䛚䛔䛶䚸Ỉ㛛➼䛾⮬ື
䚷䞉㐲㝸᧯స䜢ඃඛⓗ䛻ᩚഛ䛩䜛ᑐ㇟タ䜢ᢳฟ䛧䚸㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᅜ䛸㒔㐨ᗓ┴䛜ཧຍ䛩䜛ᢏ⾡◊✲➼䛻䛚䛔䛶䚸ᅜ䛾↓ືຊ䛾ྲྀ⤌
䚷䛻䛴䛔䛶ሗᥦ౪䛧䚸㒔㐨ᗓ┴Ἑᕝ䛻䛚䛡䜛↓ືຊ䛾᥎㐍䛻㈨䛩䜛
䚷ᢏ⾡ⓗຓゝ䜢ᐇ䚹

䠘ᵽ㛛䜔Ỉ㛛➼䛾↓ືຊ䞉㐲㝸᧯స➼䛾᥎㐍䠚
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘෆ䛻䝣䝷䝑䝥➼䛾↓ືຊ䜢ඃඛⓗ䛻ᩚഛ䛩䜛ᑐ㇟タ䜢
䚷ᢳฟ䛧䚸㡰ḟᩚഛ䜢ᐇ䚹

ᚋ䛾㐍䜑᪉ཬ䜃ᩘ್┠ᶆ➼

㻥㻛㻝㻜

䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉Ỉ㜵⅏♫ᵓ⠏䛻 䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䜘䜚㜵⅏䞉Ᏻ㔠䛾ไᗘ䜢ᣑ䚹
䛆㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝ䛇
㻌㻌ಀ䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䜈 䚷䠄䝝䞊䝗ᑐ⟇䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛Ἑᕝ䛾ἢᕝ䛻䛚䛡䜛䝋
䞉㜵⅏䞉Ᏻ㔠䛻䜘䜚䚸Ỉ㜵⅏ព㆑♫ᵓ⠏䛾ྲྀ⤌䜢ᨭ䚹
㻌㻌䛾㈈ᨻⓗᨭ
䚷䝣䝖ᑐ⟇䛰䛡䛷䛺䛟䚸ὶᇦෆ䛷ᐇ䛩䜛䝋䝣䝖ᑐ⟇䛻
䚷䛴䛔䛶䜒᪂䛯䛻㜵⅏䞉Ᏻ㔠䛾ᑐ㇟䠅

䠄㻢䠅ῶ⅏䞉㜵⅏䛻㛵䛩䜛ᅜ䛾ᨭ

䠄䈜㻝䠅㻵㼀䚸⯟✵ 㔞ᢏ⾡➼䛾᭱᪂ᢏ⾡䜢䜸䞊䝥䞁䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᡭἲ䛻
䚷䚷䚷䚷䜘䜚䝇䝢䞊䝗ឤ䜢䜒䛳䛶Ἑᕝ⟶⌮䜈䛾ᐇ䜢ᅗ䜚䚸Ἑᕝ⟶⌮ཬ䜃⅏
䚷䚷䚷䚷ᐖᑐᛂ䛾㧗ᗘ䜢ᅗ䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䠄䈜㻞䠅㝣ୖ䞉Ỉ୰䜢ୖ✵䛛䜙䝺䞊䝄䞊䛷 㔞䛩䜛䝗䝻䞊䞁
䠄䈜㻟䠅㝆㞵䞉ᙉ㢼䛷䜒㣕⾜䛧䚸ሗ䜢㞟䛩䜛䝗䝻䞊䞁

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻠᭶䚸Ἑᕝ⟶⌮ཬ䜃⅏ᐖᑐᛂ䛾㧗ᗘ䛻
䚷ྥ䛡䛯㠉᪂ⓗἙᕝ⟶⌮䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄䈜㻝䠅䛷㛤Ⓨ୰
䠄䈜㻞䠅
䛚䜘䜃ኳೃᆺ䝗䝻䞊
䚷䛾㝣ୖ䞉Ỉ୰䝗䝻䞊䞁
䞉Ἑᕝ⟶⌮䛾㧗ᗘ䛾
䠄䈜㻟䠅
䛻䜘䜛ヨ㦂㣕⾜䞉ヨ㦂ィ 䜢㛤ጞ䚹
㻌㻌䞁
㻌㻌᳨ウ

䠘᧯స䛜⏝䛺ᵽ㛛➼䛾ᑟධ䠚
䞉ᵽ㛛䞉ᵽ⟶➼䛾タ
䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
㻌㻌䛾☜ᐇ䛺㐠⏝యไ䛾
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶䛻䛂ᵽ㛛䞉ᵽ⟶䝀䞊䝖ᙧᘧ᳨ウ䛾ᡭᘬ
㻌㻌☜ಖ
䚷䛝䛃䠄䠅䜢సᡂ䚹
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䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻䚸㻰㼕㻹㻭㻼㻿䛾⏝ಁ㐍䛻ྥ䛡䚸㒔㐨ᗓ┴䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂
䚷䜢ᐇ䛧䚸㒔㐨ᗓ┴䛸⅏ᐖሗඹ᭷䜢ᙉ䚹

䞉⅏ᐖሗ䛾ᆅ᪉බඹ 䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
㻌㻌ᅋయ䛸䛾ඹ᭷యไᙉ 䞉ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻥᭶䛛䜙䚸㻰㼕㻹㻭㻼㻿䠄⤫ྜ⅏ᐖሗ䝅䝇䝔
㻌㻌
䚷䝮䠅䛾㐠⏝䜢㛤ጞ䚹

㻝㻜㻛㻝㻜

䛭䛾䚸䛄つᶍỏ℃䛻ᑐ䛩䜛ῶ⅏䛾䛯䜑䛾Ỉᑐ⟇䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䡚♫ព㆑䛾ኚ㠉䛻䜘䜛䛂Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛃䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶䡚䛅䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻝㻞᭶䚸♫㈨ᮏᩚഛᑂ㆟⟅
⏦䠅ཬ䜃䛄୰ᑠἙᕝ➼䛻䛚䛡䜛Ỉ㜵⅏ព㆑♫䛾ᵓ⠏䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛅䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝᭶䚸♫㈨ᮏᩚഛᑂ㆟⟅⏦䠅䜢ཷ䛡䚸㐍䜑䛶䛔䜛ㄪᰝ◊✲➼䛾ྲྀ⤌䠄䛂ሐ㜵䛾㐃⥆ⓗ䛺㧗
䛥䛻䛴䛔䛶䛾ㄪᰝ䛾ᐇ䛃䚸䛂Ỉ㜵άື䛾ຠ⋡ᛶ䛾ྥୖ䛃䚸䛂䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛷ᾐỈ༊ᇦ䜢ᢕᥱ䛩䜛ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃䚸䛂୰ᑠἙᕝ䛻䛚䛡䜛ὥỈண ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛃䚸䛂䝎䝮䜈䛾ὶධ㔞䛾ண
⢭ᗘ䛾ྥୖ䛃䚸䛂Ỉᐖ䝸䝇䜽䛾ᢕᥱ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䛃䚸䛂ὶᮌ䜔ᅵ◁䛾ᙳ㡪䜈䛾ᑐ⟇䛃䚸ཬ䜃䛂㏆ᖺ䛾㝆㞵≧ἣ䛾ィ⏬䜈䛾㐺ษ䛺ᫎ䛃䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸㛗ᮇⓗ䛺どⅬ䜔᭱᪂䛾▱ぢ➼
䜢㋃䜎䛘䚸⥅⥆ⓗ䛻㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䜎䛷䛻⅏ᐖᑐᛂ䛾䝜䜴䝝䜴䜢ᢏ⾡⛣㌿䛩䜛䛯䜑䚸ึືᑐᛂ䛛
䚷䜙ᪧ䛻⮳䜛䜎䛷⥲ྜⓗ䛻䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛷䛝䜛ேᮦ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䜢సᡂ
䚷䛧䚸䛣䜜䛻ᇶ䛵䛝◊ಟ䞉カ⦎➼䜢ᆅ᪉ᩚഛᒁ➼䛷ᐇ䚹
䞉ᅜ䛻䜘䜛ᆅ᪉බඹᅋయ➼䜈䛾ᨭᐇ䛻ຍ䛘䚸ᆅ᪉බඹᅋయ㛫䛾┦
䚷ᨭ䜢ಁ䛧䚸⅏ᐖᑐᛂຊ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸⅏ᐖⓎ⏕䛻ྛᆅ᪉ᩚഛᒁ
䚷➼䛛䜙⿕⅏≧ἣ䜔㼀㻱㻯㻙㻲㻻㻾㻯㻱䛻䜘䜛ᨭάື䜢⿕⅏ᆅ௨እ䛾ᆅ᪉බ
䚷ඹᅋయ䛻䜒ሗᥦ౪䜢ᐇ䚹

䛆ᅜ⟶⌮Ἑᕝ䛇
䞉❧ᆅ㐺ṇィ⏬䛾సᡂ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛ᕷ⏫ᮧ䛾䜎
䚷䛱䛵䛟䜚㒊ᒁ䛻ᑐ䛧䚸┤᥋Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ䜢ㄝ᫂䚹
䞉ື⏘㛵㐃ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ➼䛻
䚷ಀ䜛⟇䛾᭱᪂ሗ䜢ㄝ᫂䚹

䛆ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴⟶⌮Ἑᕝඹ㏻䛇
䞉ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䛻ᾐỈᐃ༊ᇦෆ䛾䛶䛾ᕷ⏫ᮧ䛾䜎䛱䛵䛟䜚ᢸᙜ㒊ᒁ
㻌㻌➼䛻ᑐ䛧䚸Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ䜢ᥦ౪䚹
䞉ᅜ䛻䛚䛔䛶䚸⅏ᐖ༴㝤༊ᇦ䜢㐺ษ䛻ᣦᐃಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸㛵ಀ㒊ᒁ䛸㐃ᦠ
䚷䛧䛶ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ୰䜢┠㏵䛻⅏ᐖ༴㝤༊ᇦᣦᐃ䛻ಀ䜛㞟䜢సᡂ䛧ᆅ
䚷᪉බඹᅋయ䜈࿘▱䚹
䞉ື⏘㛵㐃ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸◊ಟ➼䛷Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ➼
䚷䛻ಀ䜛⟇䛾᭱᪂ሗ䜢ㄝ᫂䚹
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国 水 政 第 1 3 号
国 水 河 計 第 1 3 号
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国 水 治 第 2 6 号
国 水 防 第 5 2 号
平成29年６月19日
各都道府県水防担当部長
各指定都市水防担当部長
各地方整備局河川部長
北海道開発局建設部長
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国土交通省 水管理・国土保全局
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水防法第15条の９及び第15条の10に基づく
「大規模氾濫減災協議会」の運用について
平成29年６月19日に施行された水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号。
以下「改正法」という。）においては、今後、中小河川も含めた全国の河川で「水防災
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意識社会」再構築の取組をさらに推進し、水害による「逃げ遅れゼロ」、
「社会経済被害
の最小化」を実現するため、多様な主体が連携して洪水氾濫による被害を軽減するため
のハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進するため、大規模氾濫減災協議会制度
を創設したところである。
大規模氾濫減災協議会制度に関する解釈及び運用については、「水防法等の一部を改
正する法律の施行について」（平成29年６月19日国水政第12号）をもって水管理・国土
保全局長から通知されたところであるが、大規模氾濫減災協議会の組織、運営等につい
てはさらに下記の事項に十分留意して適切な運用に努められるとともに、各都道府県水
防担当部長におかれては速やかに関係事項を貴管内関係市町村（指定都市を除く。）及
び水防管理団体に周知方取り計らわれ、水防行政の運営に万全を期されるようお願いす
る。
なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項に規定する
技術的助言とする。
記
１．大規模氾濫減災協議会の趣旨
改正法により創設する大規模氾濫減災協議会及び都道府県大規模氾濫減災協議会
（以下「協議会」と総称する。）は、水害に対する意識を「施設整備により洪水の発
生を防止するもの」から「施設では防ぎきれない大洪水は発生するもの」へと根本的
に転換し、社会全体でこれに備える「水防災意識社会」再構築の取組をさらに加速す
るため、多様な関係者が連携して洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフ
ト対策を総合的かつ一体的に推進するためのものである。
このため、協議会においては、現況施設能力を上回る（氾濫が発生する）あらゆる
規模の洪水の被害を軽減するためのハード・ソフト一体となった対策について、協議
会の構成員である関係機関の取組を共有し、これを横断的・総合的に検討の上、密接
な連携体制を構築するための協議等を行うこととする。
２．協議会の設置
大規模氾濫減災協議会については、国土交通大臣が指定した洪水予報河川又は水位
周知河川ごとに、都道府県大規模氾濫減災協議会については、都道府県知事が指定し
た洪水予報河川又は水位周知河川ごとに組織するものとされている。ただし、協議会
の設置にあたっては、構成員となる地方公共団体等の負担を軽減するため、複数の協
議会を組織すべきところを圏域や行政界などを考慮して一つの協議会として組織する
ことや、国と都道府県で協議会を合同で開催することも可能である。また、既に設置
されている他の協議会等の枠組みを活用することなども検討のうえ、地域の実情に応
じて適切に設置されたい。
なお、都道府県大規模氾濫減災協議会については、対象河川数が多いこと等から、
各都道府県における体制等の地域の実情等も踏まえて各都道府県知事の判断により組
織するものとされているが、全ての対象河川において組織すべく努めるようお願いす
る。
また、同様に、協議会の対象河川以外の河川についても、多様な関係者が連携して
-2－ 18 －

洪水被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することは
有効であることから、協議会の取組の対象に含めることが望ましい。
協議会の設置にあたっては、水防法に基づき組織された協議会であることを明確に
するため、規約にその旨を明記する他、協議会が対象とする河川、協議会の構成員等
を記載するものとする。協議会規約の記載例については別紙-１を参考とされたい。
３．「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく既存の協議会の改組
「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組として既に組織されている減災対
策協議会等の協議会は、原則として、今後速やかに水防法に基づく協議会に改組する
こととする。
４．協議会の名称
協議会の名称については、設置主体の裁量に委ねられることとなる。改組前の既存
の協議会の名称を用いるなど、「大規模氾濫減災協議会」以外の名称を付すことも可
能であり、協議会の趣旨を踏まえ、地域の実情等に鑑みて決定されたい。
５．協議会の構成員
協議会の構成員は以下のとおりとする。なお、これらの者から委任を受けた者を構
成員とすることができる。委任にあたっては、発災時の対応において実務上責任を有
する者などの協議会の趣旨を達成できる者を対象とされたい。
（１）大規模氾濫減災協議会の構成員
ア 国土交通大臣
水防行政を担う大規模氾濫減災協議会の設置主体。
イ 当該河川の存する都道府県の知事
当該対象河川の存する地域の防災事務を担う立場で参画。
ウ 当該河川の存する市町村の長
当該対象河川の沿川住民等の避難等、地域の防災事務を担う立場で参画。
エ 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
当該対象河川に係る水防事務を担う立場で参画。
オ 当該河川の河川管理者
当該対象河川の管理を担う立場で参画。
カ 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する気象台長
当該対象河川の存する地域の気象予報等を担う立場で参画。
キ 当該河川の存する市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必
要と認める者
その他の国土交通大臣が必要と認める者については、協議会毎に実施すべき
取組内容等を踏まえ、地域の実情等に鑑みて決定することとなるが、例えば、
以下の者が想定される。
・浸水が想定される近隣市町村
・広域避難の受け入れ先として想定される近隣市町村
・避難誘導、救助等の災害現場における活動を担う警察・消防機関・自衛隊
・協議会における取組の前提となる地形情報を有する国土地理院
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・洪水時の運行調整等が必要となる公共交通事業者

等

（２）都道府県大規模氾濫減災協議会の構成員
ア 当該都道府県知事
当該都道府県の水防行政及び当該対象河川の存する地域の防災事務を担う
都道府県大規模氾濫減災協議会の設置主体。
イ 当該河川の存する市町村の長
当該対象河川の沿川住民等の避難等、地域の防災事務を担う立場で参画。
ウ 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
当該対象河川に係る水防事務を担う立場で参画。
エ 当該河川の河川管理者
当該対象河川の管理を担う立場で参画。
オ 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する気象台長
当該対象河川の存する地域の気象予報等を担う立場で参画。
カ 当該河川の存する市町村に隣接する市町村の長その他の都道府県知事が必
要と認める者
その他の都道府県知事が必要と認める者については、協議会毎に実施すべき
取組内容等を踏まえ、地域の実情等に鑑みて決定することとなるが、例えば、
以下の者が想定される。
・浸水が想定される近隣市町村
・広域避難の受け入れ先として想定される近隣市町村
・避難誘導、救助等の災害現場における活動を担う警察・消防機関・自衛隊
・協議会における取組の前提となる地形情報を有する国土地理院
・洪水時の運行調整等が必要となる公共交通事業者 等
また、都道府県大規模氾濫減災協議会には、大規模氾濫減災協議会の取組状
況に関する情報提供等の技術的な助言や、災害時の広域的な協力等を求めるた
め、都道府県知事は地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長に参
画を求めることが望ましい。この場合、地方整備局長、北海道開発局長又は沖
縄総合事務局長は河川事務所長等を参画させるものとする。
６．協議会の取組が対象とする外力
協議会の取組において対象とする外力が「想定最大規模降雨により当該河川が氾濫
した場合」とされているのは、降雨規模（外力）の最大値を示しているものである。
このため、想定最大規模降雨に満たない降雨規模であっても、現況施設能力を上回る
（氾濫が発生する）規模の洪水が発生することが想定される場合には、当該洪水によ
る被害を軽減するための対策が協議会の取組に含まれることとなる。
具体的にどのような外力を対象として各種の取組を進めるかは、当該河川の整備状
況や地形特性なども踏まえ、協議会において決定するものとする。
７．協議会の取組内容
協議会においては、当該地域の水害リスク情報や、各構成員がそれぞれ又は連携し
て実施している減災対策の取組状況、減災対策を進めるうえで前提となる河川整備等
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の実施状況等を十分に共有したうえで、以下の取組事項を参考に地域の実情等に応じ
て必要な取組について協議等を行うものとする。
なお、既に設置されている他の協議会等の取組と重複する項目がある場合について
は、会議の合同開催や、協議会間で効率的に協議等を進めるなど、適切に運用された
い。
（１）協議会での取組事項
① 円滑かつ迅速な避難のための取組
①－１ 情報伝達、避難計画等に関する事項
ア 洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミングの確認
・洪水時の市町村長による避難勧告等発令の判断を支援するため、洪水時
に河川管理者から市町村に提供する河川状況等の情報の内容及び提供す
るタイミングを確認する。あわせて、直接市町村長等に河川の情報を伝
達するホットラインの構築状況を確認する。
イ 避難勧告等の発令対象区域、発令判断基準等の確認
・
「避難勧告等に関するガイドライン」
（平成29年１月、内閣府（防災担当））
を参考に、市町村が定めた洪水時における避難勧告等の発令対象区域、
発令判断基準等の確認を行う。
・市町村が定めた避難勧告発令等の発令判断基準等を踏まえて、防災行動
と河川管理者及び市町村等その実施主体を時系列で整理する「水害対応
タイムライン」を作成するとともに、その運用状況を確認する。
ウ 水害危険性（浸水想定及び河川水位等の情報）の周知
・水位周知河川等の指定を行う河川について検討・調整するとともに、そ
の進捗状況について確認する。
・「地域の水害危険性の周知に関するガイドライン」（平成29年３月、国土
交通省水管理・国土保全局河川環境課）を参考に、簡易な方法による水
害危険性の周知を行う河川及び当該河川における情報提供の方法につい
て検討・調整するとともに、その進捗状況について確認する。
エ ＩＣＴ等を活用した住民等へ適切かつ確実に情報伝達する体制や方法の
改善・充実
・｢川の防災情報（国土交通省提供サイト）｣等、国や都道府県が有してい
る河川水位やＣＣＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等への周知方
法について検討・調整する。
・緊急速報メールの活用等、住民等に対する洪水情報や避難情報等の適切
かつ確実な伝達体制・方法について、検討・調整する。
オ 隣接市町村等への広域避難体制の構築
・各市町村において洪水浸水想定区域図等の水害リスク情報を踏まえて避
難場所及び避難経路を検討し、当該市町村内の避難場所だけで避難者を
収容できない場合等は、隣接市町村等における避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検討・調整する。
カ 要配慮者利用施設等における避難計画等の作成・訓練に対する支援
・洪水浸水想定区域内における要配慮者利用施設及び地下街等の立地状況
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を確認するとともに、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施
設の避難確保計画及び地下街等の避難確保・浸水防止計画の作成状況、
訓練の実施状況を確認する。
・避難確保計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を
促すための支援策について検討・調整する。また、施設職員だけで対応
するのが難しい場合の地域の支援体制について検討・調整する。
①－２ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
ア 想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図等の共有
・国又は都道府県による想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図等の
作成・公表の予定を共有する。また、洪水浸水想定区域図が作成された
場合は当該洪水浸水想定区域図を共有する（なお、共有された洪水浸水
想定区域図については、土地利用や都市計画の検討等においても広く活
用されるよう各構成員において確認する。）。
イ 洪水ハザードマップの作成・改良と周知
・想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図を踏まえた洪水ハザードマ
ップの作成・公表の予定を共有する。また、洪水ハザードマップが作成
された場合は、当該洪水ハザードマップを共有する。
・「水害ハザードマップ作成の手引き」
（平成28年４月、国土交通省水管理
・国土保全局河川環境課水防企画室）等を参考に、洪水ハザードマップ
の住民への効果的な周知方法や、先進事例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良について検討・調整する。
ウ まるごとまちごとハザードマップの促進
・各構成員による「まるごとまちごとハザードマップ」（生活空間におけ
る想定浸水深や避難場所等に係る看板等の掲示）の取組状況を共有する
とともに、「まるごと・まちごとハザードマップ実施の手引き」（平成29
年６月、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室）等を参
考に、取組の推進について検討・調整する。
エ 住民、関係機関が連携した避難訓練等の充実
・各市町村等による避難訓練の実施状況や実施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関が連携した避難訓練を検討・調整する。
オ 防災教育の促進
・防災教育に関する指導計画作成への支援など、小学校等の先生による防
災教育の実施を拡大する方策等に関する取組について検討・調整する。
①－３ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項
ア 危機管理型水位計、河川監視用カメラの整備
・危機管理型水位計（※）の配置計画を検討・調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省のプロジェクトにおいて開発を進めている、低
コストで導入が容易なクラウド型・メンテナンスフリー水位計。

・河川監視用カメラの配置計画（設置目的に応じた性能最適化・集約化等
を含む）を検討・調整する。
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イ

危機管理型ハード対策の実施
・危機管理型ハード対策（※）の概ね５年間の整備箇所について共有し、
各構成員による減災対策が一体的な取組となるように検討・調整する。
※危機管理型ハード対策：現況の施設能力を上回る越水等が発生した場合でも、決壊ま
での時間を少しでも引き延ばすよう堤防天端の保護、裏法尻
の補強により堤防構造を工夫する対策

ウ

河川防災ステーション等の整備
・河川防災ステーション等の整備に係る情報を共有し、河川管理者が実施
する災害復旧だけでなく市町村等も水防活動を円滑に行える施設となる
よう、設置位置及び規模等について検討・調整する。
エ 避難場所、避難経路の整備
・避難場所、避難経路の整備に係る情報を共有するとともに、避難場所、
避難経路の整備にあたっては、河川工事等の発生土砂を有効活用するな
ど、事業連携による効率的な整備となるよう検討・調整する。
②

的確な水防活動のための取組
②－１ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項
ア 重要水防箇所の確認
・河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前に重要水防箇所の確認を行う
とともに、現地にて関係者による共同点検等の実施について検討・調
整する。
イ 水防資機材の整備等
・各構成員が保有する水防資機材の配置について共有するとともに、水防
資機材の整備や洪水時の相互応援について検討・調整する。
・河川防災ステーション等の情報を共有し、これを活用した円滑な水防活
動について検討・調整する。
ウ 水防訓練の充実
・多様な関係機関、住民等の参加等による実践的な水防訓練について検討
・調整する。
エ 水防に関する広報の充実
・各構成員の水防に関する広報の取組状況や取組予定等を共有し、先進事
例を踏まえた広報の充実について検討・調整する。
オ 水防団間での連携、協力に関する検討
・各水防団の分団等の配置、管轄区域等を共有し、洪水時の水防団間の連
携・協力について検討・調整する。
②－２ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項
ア 災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実
・洪水浸水想定区域内における災害拠点病院等の立地状況を確認し、施設
管理者等に対する洪水時の確実な情報伝達の方法について検討・調整す
る。
イ 洪水時の市町村庁舎等の機能確保のための対策の充実
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ウ

・市町村庁舎等における洪水時に想定される浸水被害を確認し、適切に機
能を確保するために必要な対策（耐水化、非常用電源等の整備等）につ
いて検討・調整する。
大規模工場等の自衛水防に係る取組の促進
・洪水浸水想定区域内における大規模工場等の立地状況を確認するととも
に、市町村地域防災計画に定められた大規模工場等の浸水防止計画の作
成状況、訓練の実施状況を確認する。
・浸水防止計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を
促すための支援策について検討・調整する。

③

氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組
ア 排水施設、排水資機材の運用方法の改善及び排水施設の整備等
・洪水浸水想定区域内における排水施設、排水資機材の配置、運用方法等
に係る情報を共有し、洪水時の排水施設等の管理者間の連絡体制を構築
するとともに、洪水時に円滑かつ迅速な排水を行うための排水施設等の
運用方法について検討・調整する。
イ 浸水被害軽減地区の指定
・複数市町村に影響があると想定される浸水被害軽減地区の指定にあた
り、地区指定の予定や指定に係る課題等を共有し、連携して課題への対
応を検討・調整する。

④

その他
ア 災害時及び災害復旧に対する支援強化
・国が実施する研修、訓練への地方公共団体等の参画など、災害対応にあ
たる人材を育成するための方策や、地方公共団体間の相互支援体制の強
化を図るための方策について検討・調整する。
イ 災害情報の共有体制の強化
・各構成員における災害情報の共有体制を強化するため、共有すべき災害
情報や当該情報の共有方策等について検討・調整する。

（２） 分科会や幹事会等の設置
協議会の取組事項は多岐にわたることから、協議会の下に分科会や幹事会等を設
置して、個別事項に関する検討や地区毎の検討を実施することも、協議会を円滑に
運営するうえで有効である。
（３） 「地域の取組方針」の作成
協議会において検討・調整された取組や、確認・共有された取組については、協
議会として取りまとめておくことが有効であるため、協議会の構成員がそれぞれ又
は連携して実施する取組内容のうち、概ね５年以内で実施する取組内容等を「地域
の取組方針」として取りまとめ、共有する。なお、「地域の取組方針」の名称及び
形態等については、協議会の裁量において決定するものとする。
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（４） 協議事項の尊重義務
協議会で協議が調った事項については、構成員は協議結果を尊重する義務を負う
こととされていることから、「地域の取組方針」として取りまとめられた内容につ
いては各構成機関の計画等へ反映するなどして、取組を推進するものとする。
（５） 取組内容の公表
協議会の取組内容等については、減災に関して広く住民等へ周知を図るため、各
構成機関のホームページ等を通じて公表・周知を行い、防災・減災の啓発活動に努
める。
８．取組内容のフォローアップ
毎年、協議会を開催するなどして、「地域の取組方針」に基づく取組の実施状況等
を確認・共有し、必要に応じて取組内容を見直すなど、協議会として取組内容の点検
・改善を行い、防災・減災の取組を継続的に推進するものとする。
９．当面のスケジュール
協議会において、平成30年出水期までを目途に「地域の取組方針」を取りまとめる
ことを目標に取組を進める。
10．都道府県管理河川の取組に関する相談窓口
各地方整備局等においては、都道府県管理河川の取組を支援するための相談窓口を
地域河川課等に設置する。また、都道府県においては、協議会の取組について不明な
点等がある場合は相談窓口に問い合わせされたい。
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別紙－１
○○川圏域

大規模氾濫減災協議会

規約

（注）当該記載例は「都道府県大規模氾濫減災協議会」を想定したものである。また、あくまで記
載例のため、適宜内容を追加するなどの対応を図られたい。

（設置）
第○条 水防法（昭和24年法律第193号）第15条の10に基づく都道府県大規模氾濫減災
協議会として、「○○川圏域 大規模氾濫減災協議会」（以下「協議会」という。）を
設置する。
（注）協議会の名称については、その趣旨及び地域の実情等に鑑み、設置主体の裁量により決定さ
れたい。なお、上記の通り、規約中に水防法に基づく協議会であることを明記することにより、
「大規模氾濫減災協議会」以外の名称を付した場合でも法定協議会として扱うことが可能である。

（目的）
第○条 協議会は、
「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するもの」へと意識を変革し、
社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築するため、多様な関係者が
連携して、○○川圏域における洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト
対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
（注）協議会は、「想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資
する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会」であることを踏
まえ、決定されたい。

（協議会の対象河川）
第○条 協議会は、△△川、□□川、‥その他○○川圏域における指定区間内の一級河
川及び二級河川を対象とする。
（注）協議会の検討対象となる洪水予報河川及び水位周知河川については、具体河川名をもって協
議会の検討対象であることを明記する。なお、対象河川数が多い場合は別紙にて整理することも
有効である。洪水予報河川又は水位周知河川以外の河川についても協議会の検討対象とする場合
には、「その他○○川圏域における指定区間内の一級河川及び二級河川を対象とする」等として
その旨を明らかにする。

（協議会の構成）
第○条 協議会は、別表○の職にある者をもって構成する。
（注）法定協議会の構成員には水防法第15条の10第２項第１号から第５号までに基づく必須構成員
が含まれる必要があることに注意されたい。また、協議会の取組を実効性あるものにするために
も、必要に応じて分科会や幹事会等についても位置づけられたい。

（協議会の実施事項）
第○条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。
一 洪水浸水想定区域等の現状の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそ
れぞれ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。
二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動、氾濫水の排水等による浸水被害軽減を実
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現するために、
各構成員がそれぞれ又は連携して実施する取組事項について協議し、
共有する。
三 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な取組事項を実施する。
（注）上記はあくまで事例であり、協議会の趣旨及び地域の実情等に応じた必要な取組について、
協議会の裁量により決定されたい。

（協議会資料等の公表）
第○条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、
個人情報等で公開することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表
しないものとする。
２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得
た後、公表するものとする。
（注）協議会の資料、議事、取組状況等については、減災に関して広く住民等へ周知を図る視点か
ら各関係機関のホームページ等を通じて公表・周知を行い、防災・減災の啓発活動に努められた
い。

（雑則）
第○条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な
事項については、協議会で定めるものとする。
（附則）
第○条 本規約は、平成

年

月 日から施行する。
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