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東京都福祉保健局

子供家庭

保育サービス

資格・試験・免許

施設案内

認証保育所について

認証保育所について

保育サービス

目的（ねらい）

認可保育所について

○現在の認可保育所だけでは応えきれていない大都市のニーズに対応
しようとする都独自の制度

認証保育所について
認可外保育施設 につい

○大都市の特性に着目した都独自の基準（認証基準）を設定

て

○企業の経営感覚の発揮により、多様化する保育ニーズに応えることの
認定こども園について

できる新しいスタイルの保育所を設ける
多様化する保育ニーズとは・・・

保育室について

●産休明けから預けたい

一時預かり事業・定期利

●退社の遅い人にも対応して欲しい

用保育事業について

●送り迎えが便利な場所で預かって欲しい

家庭的保育事業（保育マ

●行政の目が届く保育所に預けたい

マ制度）について

●安心できる料金で預かって欲しい
病院内保育所運営事業
について

⇒東京から新しい保育に変えていきます！

病児・病後児保育につい

認証保育所の特色

て

民間企業を含む多様な事業者がサービスを競います。

児童館・学童クラブ・児童
遊園について

●全施設で0歳児からお預かりします。
●全施設において13時間の開所を基本とします。
●都が設置を認証し、保育の実施主体である区市町村とともに指導し
ます。
●保育所についての重要事項を随時情報提供します。
●情報公開によりニーズにあった保育所が選べます。
●利用者と保育所が直接利用契約できます。
●料金は上限を決めます。
●都独自の基準を設定し、適切な保育水準を確保します。
認証保育所の料金及び契約について
東京都認証保育所事業実施要綱4に定めるところにより、原則として、
月220時間以下の利用をした場合の月額は、3歳未満児の場合80，000
円、3歳以上児77，000円を超えない料金設定とすることとしています。
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事業所内保育施設支援
事業について

なお、保育料の月額には、基本の保育料のほか、1食目の給食代及び
おやつ代、保育に直接必要な保育材料費、光熱水費、年会費（12分の1
の額）及びこれらにかかる消費税相当分が含まれます。
この条件を満たす範囲で、保育料は事業者による自由設定となります。
サービス内容に応じて、料金の仕組みも金額もさまざまですので、施設に
直接問い合わせてください。
施設の利用を決める際には、事前の施設見学などにより、施設の保育
方針や雰囲気などが自分に合っているかどうかを確認することも重要で
す。その上で、料金システムを始め、契約内容を書面でよく確認し、不明
な点は確認して十分納得した上で契約を取り交わしましょう。
認証保育所の概要
区分

Ａ型

Ｂ型

大都市の特性・独自の基準
目的

同左

設定・駅前保育所・保育を必
要とする人に

設置主体

民間事業者等

個人

対象児童

０～５歳

０～２歳

規模

２０～１２０名

６～２９名

認可保育所に準じた基準と

同左

施設基準

施設基準（面積０・１
歳児）

する。
３.３平米

２.５平米

（年度途中は２.５平米まで弾
力化）
特に規定せず

施設基準（屋外遊戯

設置

場）

（付近の代替場所でも可）

施設基準（調理室）

必置

必置

施設基準（便所）

必置

必置

防火区画・二方向避難確保

同左

施設基準（その他）

等
認可保育所と同様の配置基 同左

職員（保育従事職員）

準とする。
ただし、常勤職員（保育士
等）は６割以上とする。
保育士資格を有し、かつ児

職員（施設長）

同左

童福祉施設等の勤務経験を
有する者

開所時間
保育料

１３時間の開所を基本とする 同左
料金は自由設定（ただし上

同左

限あり）
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情報提供

指導（都）

指導（区市町村）

保育所についての認証内容 同左
などを掲示する。
運営指導マニュアル作成・

同左

報告徴収・情報公開
指導・都への報告・情報公

同左

開
運営に要する経費の一部を 同左

補助金（運営費）

補助する。
補助対象契約児童数×年
齢別補助単価

東京都認証保育所基礎調査
平成24年度認証保育所運営状況報告書
認証保育所
東京都認証保育所一覧（A型・B型）
認証保育所の詳細（実施要綱・申請様式等）
お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部保育支援課認定こども園係 で
す。
このページのトップに戻る
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
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東 京 都 認 証 保 育 所 事 業 実 施 要 綱

平成１３年 ５月 ７日 １２福子推第１１５７号
14福子推第 345号 平成14年11月14日 一部改正
15福子推第1091号 平成16年 1月30日 一部改正
16福保子支第 756号 平成17年 2月25日 一部改正
17福保子支第 803号 平成17年10月28日 一部改正
18福保子支第1239号 平成19年 2月28日 一部改正
21福保子保第 53号 平成21年 4月30日 一部改正
21福保子保第 954号 平成21年10月20日 一部改正
21福保子保第1909号 平成22年 4月30日 一部改正
22福保子保第2360号 平成23年 3月30日 一部改正
23福保子保第 716号 平成23年 7月22日 一部改正
23福保子保第2326号 平成24年 4月26日 一部改正
１

目的
この要綱は、東京都知事（以下「知事」という。）が認証する保育所の基準を定めるとともに、
東京都と特別区及び都内市町村（以下「区市町村」という。）とが連携して、認証を受けた保育所
におけるサービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

２

用語の意義

この要綱における用語の意義は次の各号に定めるところによる。
（１）東京都認証保育所
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項による認可を受けていない保育施設
のうち、区市町村の設置の計画に基づき区市町村の推薦を受け、東京都認証保育所事業実施要綱
（以下「要綱」という。）で定める要件を満たし、知事が認証した施設（以下「認証保育所」と
いう。）をいう。
（２）駅前
最寄りの改札口から徒歩で５分以内に通える場所にあることをいう。
（３）常勤職員
事業主と直接、期間の定めのない労働契約を結んでいる者（ただし、１年以上の期間の労働契
約を結んでいる者を含む。）で、当該認証保育所において１日６時間以上かつ月２０日以上、常
態的に継続勤務する者であり、原則として、社会保険の被保険者である職員をいう。
（４）定員
設置時に知事が認証した入所定員及び変更時に事前に届け出た入所定員をいう。
（５）短時間利用児
認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
成１８年法律第７７号）第３条第１項及び第３項による認定こども園をいう。）の認定を受ける
認証保育所を利用する３歳以上児のうち、１日の保育について幼児教育（学校教育法（昭和２２
年法律第２６号）第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう行う保育であって、１日の当該保
育の時間が４時間程度のものをいう。）のみを受ける子供をいう。
（６）年齢
入所した日の属する年度の初日の前日の年齢を当該年度中の年齢として取り扱う。
（７）保育士
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児童福祉法第１８条の６に定める保育士となる資格を有し、同法第１８条の１８による登録を
受けている者をいう。
３

事業内容

認証保育所にはＡ型とＢ型の２つの類型を設け、次に掲げる事業を実施するものとする。
（１）認証保育所Ａ型
ア

設置主体
民間事業者等

イ

補助対象児童
区市町村が必要と認める月１６０時間以上の利用が必要な０歳から小学校就学前までの都内
在住の児童とする。
定員

ウ

（ア）定員の原則
２０人から１２０人までとし、３歳未満児の定員を総定員の半数以上設定すること。
また、０歳児の定員を必ず設定すること。ただし、地方裁量型認定こども園（東京都認定
こども園の認定要件に関する条例（平成１８年東京都条例第１７４号。以下「認定こども園
条例」という。）第３条第４号に規定するものをいう。）の認定を受ける認証保育所におい
ては、以下のとおりとする。
ａ
ｂ

短時間利用児を除く児童の定員を２０人から１２０人までとすること。
３歳未満児については、総定員から短時間利用児の定員を除いた数の半数以上設定するこ

と。
ｃ ０歳児の定員を必ず設定すること。
（イ）定員の弾力的運用
（ア）に基づき設定する定員の範囲内で保育することを原則とするが、本要綱に定める設備、面
積及び職員配置等の基準を満たしている場合には、定員を超えて保育を行うことができる。
ただし、連続する過去の２年度間常に定員を超えており、かつ各年度の年間平均在所率（当
該年度内における各月の初日の在所人員の総和を各月の初日の認証上の定員の総和で除した
ものをいう。）が120パーセント以上の場合は、実態に合うように定員の見直しを行うことと
エ

する。
開所時間

オ

開所時間は１３時間以上とする。
契約
利用者と事業者の間で直接契約を行う。
なお、契約の内容は、東京都認証保育所の基準に定める開所時間及び開所日の利用が妨げら

れることのないものであること。
カ 運営委員会の設置
設置者は、利用者等の意見を聴取するなど、利用者の立場に立った良質な保育サービスを提
供するため、各施設に運営委員会を設置すること。
運営委員会には、社会福祉事業について知識経験を有する者、当該認証保育所の保育サービ
ス利用者（これに準ずる者を含む。）及び認証保育所設置主体の実務を担当する幹部職員を含
むこと。
（２）認証保育所Ｂ型
ア

設置主体
民間事業者等

イ

補助対象児童
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区市町村が必要と認める０歳から２歳までの都内在住の児童とする。
定員

ウ

６人から２９人までとし、０歳児の定員を必ず設定すること。
なお、定員の弾力的運用を行う場合の取扱については認証保育所Ａ型に準じるものとする。
エ

開所時間
開所時間は１３時間以上とする。

オ

契約
利用者と事業者の間で直接契約を行う。
なお、契約の内容は、東京都認証保育所の基準に定める開所時間及び開所日の利用が妨げら
れることのないものであること。

カ
４

設置者は、利用者からの意見を聴取する場を設けること。

保育料
保育料は民間事業者等が自由に設定できることとする。ただし、３（１）イ及び（２）イに規定
する補助対象児童にあっては、月２２０時間以下の利用をした場合の月額は、３歳未満児の場合８
０，０００円、３歳以上児（認定こども園の認定を受ける認証保育所における短時間利用児を除
く）の場合７７，０００円を超えない料金設定とすること。
なお、保育料の月額には、基本の保育料のほか、給食代、おやつ代、保育に直接必要な保育材料
費、光熱水費、年会費（12分の１の額）及びこれらにかかる消費税相当分を含むものとする。ただ
し、長時間保育を行う際に提供する２食目以降の給食代及びおやつ代並びに入会金は含まないもの
とする。

５ 設置者の要件
（１）認証保育所を経営するために必要な、別に定める経済的基盤があること。
（２）本事業を継続的に健全かつ円滑に実行できること。
（３）本事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
者でないこと。
（４）財務内容が適正であること。
（５）認証保育所を新たに設置する場合は、別に定める欠格事由に該当しないこと。
６ 建物、設備の基準
認証保育所の構造及び設備は、建築基準法（昭和25年法律第201号）及び関係法令、「東京都福祉
のまちづくり条例」（平成7年東京都条例第33号）、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整
備に関する条例」（平成15年東京都条例第155号）及び関係規程（以下「建築基準法等」という。）
の定めるところに従うほか、「認証保育所における室内化学物質対策実施基準」（別紙１）に基づ
き室内化学物質対策を必ず実施し、採光、換気等入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払
い、下記の基準による設備を有し、適切に運営すること。
区

分

要

件

認 証 保 育 所 Ａ 型

認 証 保 育 所 Ｂ 型

乳児室又は

０歳児及び１歳児１人当たり3.3平方メ ０歳児及び１歳児１人当たり2.5平方メ

ほふく室

ートル（内法面積）以上。

保育室又は
遊戯室

ートル（内法面積）以上。

２歳以上児１人当たり1.98平方メートル (内法面積) 以上。
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医務室

静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可。
２歳以上児１人当たり3.3 平方メート

屋外遊戯場

ル (児童が実際に遊戯できる面積) 以
上。保育所付近にある屋外遊戯場に代
わるべき場所を含む。
乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることがないよう、保育室と区画されているこ

調理室

と。定員に見合う面積、設備を有すること。
便所には保育室用とは別に便所専用の手洗設備が設けられているとともに、保育

便所・その他

室及び調理室と区画されており、かつ児童が安全に使用できるものであること。
便所の数は幼児２０人につき１以上であること。

（２）基準面積の弾力的運用
（１）のとおり、類型に応じた各区分の基準面積等を有することを原則とするが、認証保育所
Ａ型において、定員の弾力的運用を行う場合であって、別に定める要件を満たす場合には、年度
の途中に限り、３（１）ウ（イ）の規定にかかわらず、「乳児室又はほふく室」の区分で定める
基準面積によらずに保育を行うことができる。
（３）用具等
保育室又は遊戯室には、保育に必要な遊具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品等を常
備すること。
（４）乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び医務室（以下「保育室等」という。）は、特別の理由
のない場合は、１階に設けることが望ましいこと。
（５）非常口は、火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に２か所２方向設置されていること。
保育室等を１階に設ける場合や屋上に屋外遊戯場を設ける場合においても、２方向の避難経路を
確保すること。
（６）保育室等を２階に設ける場合は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける場
合は、次のイからクまでの要件にそれぞれ該当するものであること。
なお、保育室等を２階以上の複数階にわたり設ける場合の基準については、その保育所の構造
設備の全てについて、設置する階のうち最も高い階の基準が適用されること。
ア 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建
築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。
保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、

イ

それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。
階

区分

２階 常

施

用 １
２

設

又

は

設

備

屋内階段
屋外階段

避難用 １

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項各号又は
同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２
３

待避上有効なバルコニー
建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに

４

準ずる設備
屋外階段
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３階 常

用 １
２

屋外階段

避難用 １

建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造
の屋内階段

２

建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる
設備

３

屋外階段

４階 常
以上

用 １
２

避難用
ウ

建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造
の屋内階段

建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造
の屋内階段
建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段
建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段

イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその

一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 認証保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。）以外の部分と認証
保育所の調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築
基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、
換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部
分に防火上有効にダンパーが設けられていること｡
（ア）スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
（イ）調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への
オ

延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
認証保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

カ

保育室等その他乳児若しくは幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳児若しくは幼児の転
落事故を防止する設備が設けられていること。

キ
ク

非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
認証保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

（７）その他
（６）アからクまでの要件については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童福祉施
設最低基準の一部改正について」（平成14年12月25日付雇児発第1225008号）第２の基準を満たし
ていること｡
（８）認証保育所を設置する場合にあっては、建築基準法に基づき建物を保育所の用途とすること。
ただし、既存建物を改修し、100平方メートル以下の認証保育所を設ける場合にあっては、一級建
築士による建築基準法等上の保育所の基準を満たしていることを証する文書を提出すること。
（９）設置者は、「認証保育所における室内化学物質対策実施基準」（別紙１）に基づき実施した測
定結果及び対策状況を知事に提出し、安全性が確認された後に開設すること。
７

職員
職員の配置基準等は、下記によること。

（１）保育従事職員配置基準
ア 保育従事職員は保育士資格を有する常勤職員を原則とする。ただし、次の全ての条件を満た
す場合はこの限りではない。
（ア）ウにより算出した保育従事職員数の６割以上を保育士資格を有する常勤職員とすること。
（イ）設置者は常勤職員以外の職員についても指揮命令権を有すること。
（ウ）ウにより算出した保育従事職員に常勤職員以外の職員を充てる場合、常勤職員以外の職員
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の総勤務時間数が、常勤職員を充てる場合の総勤務時間数を超えること。
必要な保育従事職員の員数は、次の数とする。

イ

０歳児３人につき１人以上、１歳児及び２歳児６人につき１人以上、３歳児２０人につき１
人以上、４歳以上児３０人につき１人以上とする。ただし、認定こども園の認定を受ける認証
保育所においては、短時間利用児３５人につき１人以上とする。
ウ 総所要保育従事職員の算定方法
児童の定員数及び在籍数のそれぞれについて、イに定める利用児童の年齢ごとに対応する保
育従事職員数で除して小数点１位（小数点２位以下切り捨て）まで求め、これらを合計して小
数点以下を四捨五入して得た数を比較し、いずれか多い方とする。
これを算定式で表すと次のとおりとなる。
（０歳児数×1/3）＋｛（１歳児数＋２歳児数）×1/6｝＋（３歳児数×1/20）＋（４歳以上
児数×1/30）
なお、イのただし書きに該当する場合はその定めるところによる。
開所時間中については、現に登園している児童数に対しアからウまでに規定する配置基準に

エ

より算出した数以上の保育従事職員を配置すること。ただし認定こども園の認定を受ける認証
保育所における認定こども園の条例第２条第５号に規定する共通利用時間中については、３歳
以上児について学級担任以外の職員の配置を要さない。
なお、開所時間中は保育士資格を有する常勤職員１人以上を含む２名以上の保育従事職員を
配置しなければならない。
オ 保健師、助産師及び看護師については、保育士に準じた専門性を有する者とみなす。
カ

定員９０人以下の施設にあってはウにより算出された人数に加え、１名以上の保育従事職員
を確保しなければならない。なお、当該保育従事職員に常勤職員以外の職員を充てる場合、常

勤職員以外の職員の総勤務時間数が、常勤職員を充てる場合の総勤務時間数を超えること。
（２）施設長
次の要件を全て満たす者又は知事が適当と認めた者であること。
ア 保育士であって、児童福祉施設、本要綱に基づく認証保育所又は保育室運営事業実施要綱
（平成２１年８月２５日付２１福保子保第６９７号 平成２３年４月１日廃止）等に基づき都
が補助対象として認定した施設において、１日６時間以上かつ月２０日以上、同一施設で継続
して１年以上保育士として勤務した経験があること。
イ 原則として、専任の常勤職員であること。ただし、次に定める場合については兼任を可とす
る。
（ア）実施事業が認証保育所１園の運営のみである場合、代表者との兼任を可とする。
（イ）実施事業が複数の場合であって以下の要件を満たしている場合、１園に限り代表者との兼
任を可とする。
ａ
ｂ

当該認証保育所の開設後であること。
当該認証保育所の管理運営に支障を来たすことのないようにすること。

ｃ 他の実施事業に支障を来たすことのないよう必要な体制が確保されていること。
（ウ）定員２０人未満の施設については、７（１）ウにより算出した保育従事職員との兼任を可
とする。
（３）調理員及び嘱託医を置くこと。調理員は、定員４０人以下の施設においては１人、定員４１人
以上の施設においては２人以上配置すること。ただし、「保育所における調理業務の委託につい
て」（平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知）に準じて給食業務を第三者に委託
し、施設内の調理室を利用して調理させる場合及び次項における特例による場合は、調理員を置
かないことができる。
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８ 食事の提供の特例
食事の提供については、当該認証保育所に調理員を置き、当該認証保育所内で調理することを原
則とする。ただし、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているほか、次の各号に掲げる
要件を満たす場合に限り、当該認証保育所の３歳以上児に対する食事の提供について、外部搬入方
式（当該認証保育所外で調理し搬入する方法をいう。）により行うことができる。
なお、この場合、外部搬入方式により食事の提供を受ける年齢区分の児童定員数を除いた定員数
を７（３）に規定する定員として調理員の配置を行うこととする。
ア 子供に対して食事を提供する責任を有する認証保育所の調理室の管理者が、衛生面、栄養面
等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保さ
れていること。
イ

認定を受けようとする施設、又は保育所、保健所、区市町村等の栄養士から、献立等につい
て、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等の栄養士による必要な配慮が行われるこ

と。
ウ 調理業務を受託する者については、認証保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、
栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
エ 子供の年齢、発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー等への配慮、必要
な栄養素摂取量の確保等子供の食事の内容、回数及び時期について、適切に応じることができ
ること。
オ

食を通じた子供の健全育成を図る観点から、子供の発育及び発達の過程に応じて、食に関し
配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

９

別園

認証保育所には、下記の基準を満たす場合に別園を設置することができる。
（１）設置条件
認証保育所Ａ型で、地方裁量型認定こども園の認定を受けるもの。
（２）設置主体
本体となる保育所（以下「本園」という。）と同一の設置主体とする。
（３）管理・運営
別園の管理・運営は、本園の施設長のもとに本園と一体的に行われるものとし、本園と別園と
の距離は、以下の要件を満たすものとする。
ア 子供が徒歩で移動する場合
（ア）直線距離で概ね３００メートル以内かつ移動時間が概ね１０分以内であること。
（イ）交通量が多い道路を横断することがない安全なルートであること。
イ 子供が認定こども園専用の車で移動する場合
（ア）移動時間が概ね１０分以内であること。
（イ）安全な乗降場所が確保されていること。
（４）建物・設備
本園と別園のいずれもが６に規定する認証保育所に必要な基準を満たすこと。
なお、別園において給食調理を行わない場合でも、加熱・保存等の調理機能を有する設備を備
えなければならない。
別園に医務室を設けない場合は、別園に医薬品を備えること。
（５）職員
本園と別園のいずれもが、７に規定する認証保育所に必要な基準（別園については施設長を除
く）を満たすこと。ただし、別園に調理員及び嘱託医を置かないことができる。
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10 秘密保持等
（１）認証保育所の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして
はならない。
（２）認証保育所は、職員であった者が秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな
らない。
11

契約書等の交付及び情報の開示
設置者においては、利用者等に対して契約時に、契約書及び別に定める重要事項説明書を交付し、
説明しなければならない。なお、契約書は２通作成し、双方で保管するものとする。
運営方針、施設概要、保育内容、保育料、職員配置基準等の情報は、別の定めにより開示しなけ
ればならない。

12

施設に備える書類
認証保育所には別紙２に定める書類を整備し、備え付けておかなければならない。

13

認証の手続き

知事は、以下の申請があった時は、審査の上認証又は認証の取消を行う。
（１）設置申請
認証を受けようとする設置者は、「東京都認証保育所設置申請書」（第１号様式）を知事に提
出すること。
なお、Ｂ型の認証保育所の新規の認証は、保育室運営事業実施要綱（平成２１年８月２５日付
２１福保子保第６９７号 平成２３年４月１日廃止）に定められた保育室設置基準に基づき、平
成２３年３月３１日現在区市町村が保育室利用契約を締結していた施設からの移行であって、平
成２５年２月１日までに申請を行ったもののみを対象とする。
（２）重要事項の変更
重要な認証事項を変更しようとする設置者は、別に定める内容変更届を知事に提出すること。
（３）廃止・休止申請
認証保育所を廃止又は休止しようとする設置者は、「東京都認証保育所廃止 (休止)申請書」
(第２号様式) を知事に提出すること。
14

意見の聴取
知事は、事業の実施に当たって必要があると認めた場合は、当該区市町村長に対し意見を聴取す
る。

15

認証書の交付
知事は、１３により認証した場合は、「東京都認証保育所認証書」（第３号様式）を交付する。
設置者は、交付された「東京都認証保育所認証書」を見やすい場所に掲示すること。

16

指導監督
設置者は、児童福祉法等に基づく、東京都及び区市町村の指導監督に応じなければならない。指

導監督は、原則として別に定める基準により行う。
（１）報告徴収
ア

知事は、設置者に対して、施設の運営状況等必要な事項について、年１回以上、文書により、
回答期限を付して報告を求める。

イ

設置者は、次の事項が生じた場合、速やかに知事及び当該認証保育所が所在する区市町村長
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に報告を行うこと。
（ア）当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じ
た場合
（イ）当該施設に、２４時間かつ週のうちおおむね５日程度以上入所している児童がいる場合、
当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等
上記ア及びイに規定する場合のほか、知事及び当該認証保育所が所在する区市町村長は、児

ウ

童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合は、必要に応じて随時に報告を求め
ることができる。
（２）立入調査
ア 知事は、原則として毎年度１回以上、別に定める計画に基づき、その職員をして定期に認証
保育所及びその事務所に立ち入り、その設備若しくは運営について、設置者に対して必要な調
査を行わせる。また、必要に応じて、保育従事者、その他の職員及び利用児童の保護者等から
事情を聴取する。
イ 上記アに規定する場合のほか、知事は、必要があると認めるときは、その職員をして、随時
事前通告を行わずに認証保育所及びその事務所に対する特別立入調査を行わせることができる。
ウ 立入調査の指導監督班は、認証保育所指導監督所管部又は認証保育所事業所管部の職員２名
以上で編成し、その他必要に応じて、保育士、児童福祉司、児童心理司、児童指導員、保健師、
看護師及び医師等の専門的知識を有する者を加える。
エ

アからウまでの規定により、立入調査を行う職員は、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生
省令第１１号）第１４号様式による身分を明らかにする証票を携帯しなければならない。

オ

立入調査に際しては、区市町村の立ち会いを求めるとともに、必要に応じて関係機関の立ち
会いを求める。

カ
キ

立入調査時においては、必要と認められる助言及び指導等を口頭により行う。
立入調査の結果は、別に定める基準に基づき、評価を行う。
なお、別に定める評価基準が口頭の事項であっても、前回の立入調査において口頭指摘をさ
れているにもかかわらず改善されていない場合等、積極的な改善が見られないと判断されるも
のについては文書指摘とする。

17 改善指導及び改善勧告
（１）改善指導
知事は、立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認
証保育所の設置者に対しては、概ね１か月以内の報告期限を付した文書による改善指導を行い、
当該設置者から改善の状況及び計画の提出を求める。
（２）改善勧告
ア

知事は、（１）の改善指導を行っても改善されない場合又は改善の見通しがない場合は、設
置者に対し、改善を勧告することができる。

イ

知事は、アにかかわらず、児童の福祉を確保するため緊急の必要がある次の場合は、設置者
に対し、（１）の改善指導を行うことなく改善を勧告することができる。
①
②

著しく不適正な保育内容や保育環境である場合
著しく利用児童の安全性に問題がある場合

③
ウ

その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
ア及びイの規定による改善勧告は、文書により通知するものとし、概ね２週間から１か月以

内の回答期限を付して、当該認証保育所の設置者から文書で報告を求める。
ウの規定により、勧告を受けた設置者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、そ

エ

の改善状況を確認するため、特別立入調査を行う。また、回答期限が経過しても報告がない場
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合についても、特別立入調査を行う。
オ 知事は、アの勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表す
ることができる。
18

東京都及び区市町村の調査等
設置者は、１６で定める指導監督のほか、要綱、細目及び区市町村で定める認証保育所運営費等
補助金交付要綱など、東京都及び区市町村が定める認証保育所事業に関する各種規程における基準
等の内容を設置者に遵守若しくは維持・継続させるために、東京都及び区市町村が、設置者に対し
て必要な報告を求める場合及び調査（立入調査を含む）を行う場合には、これに応じなければなら
ない。

19

認証の取消

知事は、次のいずれかの場合、認証の取消をすることができる。
（１）保育内容や設備等に重大な過失があったとき。
（２）偽りその他不正の手段により、認証を受けた事実が判明したとき。
（３）17による改善勧告にかかわらず、改善が図られないときもしくは改善勧告に従わないとき。
（４）その他、取り消すことが適当であると認められたとき。
20

区市町村への通知
知事は、１７による改善指導又は１９による認証の取消をした場合は、その旨を当該施設の所在
地の区市町村長に通知する。

21

費用の補助
この要綱に基づく事業につき、実施主体である区市町村が要した以下の費用について、東京都は

別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
（１）運営費
（２）認証保育所Ａ型を駅前等に開設するために必要な改修経費等
22

この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

附則
１

この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。

附則
１ この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。
附則
１

この要綱は、平成１６年２月１日から施行する。ただし、６の（５）及び（６）の規定は、平成
１５年４月１日から適用する。

１

児童福祉法附則第４条に規定する者であって、同法第１８条の１８第１項の規定による登録を受
けていないもの（同法第１８条の５各号のいずれかに該当する者を除く。）については、平成１８
年１１月２８日までの間は、要綱の２の（５）、要綱の７の（１）のウ及び要綱の７の（２）のイ
の資格を有する者とみなす。
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附則
１

この要綱は、平成１７年３月１日から施行する。ただし、６の規定中「高齢者、身体障害者等が
利用しやすい建築物の整備に関する条例」については、平成１６年７月１日から適用する。

附則
１

この要綱は、平成１７年１１月１日から施行する。

附則
１ この要綱は、平成１９年２月２８日から施行する。ただし、認定こども園に関する条項について
は、平成１８年１２月２２日から施行する。
附則
１ この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。
附則
１

この要綱は、平成２１年１０月１日から適用する。

附則
１ この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。
附則
（施行期日）
１ この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。
（経過措置）
１ 施行日前の連続する過去２年度間において各年度の年間平均在所率（当該年度内における各月の
初日の在所人員の総和を各月の初日の認証上の定員の総和で除したものをいう。）が120パーセント
以上の場合は、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則
（施行期日）
１ この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。
附則
（施行期日）
１ この要綱は、平成２４年５月１日から施行する。
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ᮾ ி 㒔 ㄆ ド ಖ ⫱ ᡤ  ᴗ ᐇ  ⣽ ┠

ᖹᡂ㸯㸴ᖺ㸯᭶㸰㸰᪥ 㸯㸳⚟Ꮚ᥎➨㸯㸮㸱㸰ྕ
⚟ಖᏊᨭ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊᨭ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊᨭ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊಖ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊಖ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊಖ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊಖ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊಖ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ
⚟ಖᏊಖ➨ྕᖹᡂᖺ᭶᪥ ୍㒊ᨵṇ

㸯 ┠ⓗ
ᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤᴗᐇせ⥘㸦ᖹᡂ㸯㸱ᖺ㸳᭶㸵᪥㸯㸰⚟Ꮚ᥎➨㸯㸯㸳㸵ྕࠋ௨ୗࠕせ⥘ࠖ࠸
࠺ࠋ㸧ᇶ࡙ࡁᐇࡍࡿᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤ㸦௨ୗࠕㄆドಖ⫱ᡤࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢㄆドࡢᡭ⥆ࡁࠊಖ⫱ࡢෆ
ᐜ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ⣽┠ࡢᐃࡵࡼࡿࠋ

㸰 ⏝ㄒࡢព⩏
ࡇࡢ⣽┠࡛⏝ࡍࡿ⏝ㄒࡣࠊせ⥘࡛⏝ࡍࡿ⏝ㄒࡢࡼࡿࠋ

㸱 㐠Ⴀጤဨ
せ⥘㸱㸦㸯㸧࢝࠾࠸࡚ࠕ♫⚟♴ᴗࡘ࠸࡚▱㆑⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠖࡣࠊ♫⚟♴㛵ࡍࡿᩍ⫱
ࡸ◊✲ࢆ⾜࠺⪅ࠊ♫⚟♴ᴗཪࡣ♫⚟♴㛵ಀࡢ⾜ᨻᚑࡋࡓ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ཬࡧㄆドಖ⫱ᡤᴗ
ࡢ⤒Ⴀࢆ⾜࠺ୖ࡛ᚲせࡘ᭷┈࡞ᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ࠼ࡤࠊㄆྍಖ⫱ᡤࡢᖿ㒊⫋ဨࡸබㄆ
ィኈࠊ⛯⌮ኈࠊᘚㆤኈ࡞ࡣࠊࡇࢀヱᙜࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㐠Ⴀጤဨࡣᐃᮇⓗ㛤ദࡋࠊ㐠Ⴀጤဨࢆ㛤ദࡋࡓሙྜࡣࠊ㆟㘓ࢆసᡂࡍࡿࡇࠋ

㸲 タ⨨⪅ࡢせ௳
㸦㸯㸧せ⥘㸳㸦㸯㸧࠾࠸࡚ࠕᚲせ࡞⤒῭ⓗᇶ┙ࡀ࠶ࡿࠖࡣࠊ㸿ᆺࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢཬࡧࡢせ௳ࢆ
࠸ࡎࢀࡶ‶ࡓࡍࡶࡢࠊ㹀ᆺࡘ࠸࡚ࡣࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࢆ࠸࠺ࡇࠋ
ಖ⫱ᡤࡢ⤒Ⴀࢆ⾜࠺ࡓࡵ┤᥋ᚲせ࡞࡚ࡢ≀௳ࡘ࠸࡚ᡤ᭷ᶒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊḟ
ࡢ࠸ࡎࢀࡶ‶ࡓࡍሙྜࡣࠊື⏘ࡢ㈚ࢆཷࡅ࡚タ⨨ࡍࡿሙྜࢆᡤ᭷ᶒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿぢ࡞ࡋ࡚
ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋ
㸦㸧㈤ᩱࡢ㈈※ࡘ࠸࡚ࠊ᪤Ꮡᴗࡽࡢ⥅⥆ⓗ㈈※☜ಖ➼ࠊᏳᐃⓗ㈤ᩱࢆᨭᡶ࠸࠺ࡿ㈈※
ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸦㸧㸦㸧ࡢ㈈※ࡣู㏵ࠊᙜ㠃ࡢᨭᡶ࡚ࡿࡓࡵࡢ㸯ᖺ㛫ࡢ㈤ᩱ㸦ูᅬࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࡣࠊ
ᮏᅬูᅬࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㈤ᩱࢆྜ⟬ࡋࡓࡶࡢ㸧┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆᏳᛶࡀ࠶ࡾࡘ㔠ᛶࡢ㧗࠸㡸
㈓㔠➼㸦ᬑ㏻㡸㔠ࠊᐃᮇ㡸㔠ࠊᅜമ➼㸧ࡼࡾಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
 ㄆドಖ⫱ᡤࡢᖺ㛫ᴗ㈝ࡢ㸯㸰ศࡢ㸯௨ୖ┦ᙜࡍࡿ㈨㔠ࢆࠊᬑ㏻㡸㔠ࠊᙜᗙ㡸㔠➼ࡼࡾ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࡇࠋ
㸦㸰㸧せ⥘㸳㸦㸱㸧࠾࠸࡚ࠕᮏᴗ㛵ࡋṇཪࡣㄔᐇ࡞⾜Ⅽࢆࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿ㊊ࡾࡿ
┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ⪅ࠖࡣࠊタ⨨⪅ࡢ㈨㉁ཬࡧ♫ⓗಙ⏝ࡢ㠃ࡽ㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
ࡀᙜึࡽ᫂ࡽ࡞⪅ࢆ࠸࠸ࠊ࠼ࡤࠊඣ❺⚟♴ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕࠋ௨ୗࠕἲࠖ࠸
࠺ࠋ㸧➨㸳㸷᮲➨㸱㡯ⱝࡋࡃࡣせ⥘㸯㸵ᇶ࡙ࡃᨵၿ່࿌ࢆࡌࡽࢀࡓࡇࡀ࠶ࡿ⪅㸦ࡓࡔࡋࠊᨵၿ
່࿌ࢆཷࡅᨵၿࢆሗ࿌ࡋࠊࡑࡢᚋࡢㄪᰝ➼ࡼࡾࠊᨵၿࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ⪅ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ཪࡣἲ➨㸳㸷᮲➨
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㸯㡯ᇶ࡙ࡃሗ࿌ᚩⱝࡋࡃࡣせ⥘㸯㸴ᐃࡵࡿᣦᑟ┘╩ᑐࡋ࡚ഇࡢሗ࿌➼ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿ
⪅࡞ࡣࠊࡇࢀヱᙜࡍࡿࡇࠋ
㸦㸱㸧せ⥘㸳㸦㸲㸧࠾࠸࡚ࠕ㈈ົෆᐜࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡇࠖ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊㄆドಖ⫱ᡤࢆ⤒Ⴀࡍࡿ
ᴗ௨እࡢᴗࢆྵࡴᙜヱタ⨨యࡢయࡢ㈈ົෆᐜࡘ࠸࡚ࠊḟࡢཪࡣࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙ
ྜࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶࠕ㈈ົෆᐜࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࠖࡣᙜࡓࡽ࡞࠸ࡇࠋ
 ┤㏆㸱ᖺ㛫ࡢィᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ㸱ᖺ㛫㐃⥆ࡋ࡚ᦆኻࢆィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ┤㏆㸰ᖺ㛫ࡢィᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡢᖺᗘࡀമົ㉸㐣࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧せ⥘㸳㸦㸳㸧࠾࠸࡚ࠕㄆドಖ⫱ᡤࢆ᪂ࡓタ⨨ࡍࡿሙྜࡢḞ᱁⏤ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊタ⨨⪅
㸦タ⨨⪅ࡀἲேࡢሙྜࡣࠊࡑࡢᙺဨ➼㸦ྲྀ⥾ᙺࠊᇳ⾜ᙺཪࡣࡇࢀࡽ‽ࡎࡿ⪅ࢆ࠸࠸ࠊ┦ㄯᙺࠊ㢳ၥ
ࡑࡢ࠸࡞ࡿྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࢆၥࢃࡎࠊྲྀ⥾ᙺࠊᇳ⾜ᙺཪࡣࡇࢀࡽ‽ࡎࡿ⪅ྠ➼௨ୖ
ࡢᨭ㓄ຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆྵࡴࠋ㸧ࡀḟࡢཪࡣࡢ࠸ࡎࢀᥖࡆࡿ⪅
㸦ࡑࡢ⪅ࡀἲே࡛࠶ࡿሙྜࡣཪࡣᥖࡆࡿ⏤ヱᙜࡋࡓᙜࡢᙜヱἲேࡢ௦⾲⪅ࢆྵࡴࠋ㸧࡛
࠶ࡿሙྜࢆ࠸࠺ࠋ
 せ⥘㸯㸷ࡼࡾㄆドࢆྲྀࡾᾘࡉࢀࡓ⪅࡛࠶ࡿࡁࠋ
 ࡇࡢせ⥘ཪࡣ༊ᕷ⏫ᮧ࡛ᐃࡵࡿ⿵ຓ㔠せ⥘➼つᐃࡍࡿෆᐜ࠾࠸࡚ࠊせ⥘㸯㸵࡛つᐃࡍࡿ
ᨵၿ່࿌ࢆཷࡅࡓ⪅ⱝࡋࡃࡣഇࡢ⏦ㄳࡸ᭩㢮ࡢᥦฟ➼ࢆ⾜࠸ࠊ༊ᕷ⏫ᮧࡽ⿵ຓ㔠㏉㑏➼ࢆཷࡅ
ࡓࡇࡀ࠶ࡿ⪅࡛ࠊࡑࡢฎศ➼ࡢ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ୍࡚ᐃࡢᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅࡛࠶ࡿࡁࠋ

㸳 ᇶ‽㠃✚ࡢᙎຊⓗ㐠⏝
せ⥘㸴㸦㸰㸧ᐃࡵࡿᇶ‽㠃✚ࡢᙎຊⓗ㐠⏝ࢆ⾜࠺ሙྜࡢせ௳ࡣࠊᖺᗘࡢ㏵୰࡛࠶ࡗ࡚㸮࣭㸯ṓඣ༊
ศࡢྜィᐃဨࢆ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡋࠊࡇࡢሙྜࡢ㸮ṓඣཬࡧ㸯ṓඣ㸯ேᙜࡓࡾࡢᇶ‽㠃✚ࡣ㸰㸬㸳ᖹ
᪉࣓࣮ࢺࣝࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸰ṓ௨ୖඣ༊ศࡢྜィᐃဨࢆ㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸࡞ࠊಖ⫱㠃✚యࡋ࡚ࡣ
せ⥘㸴㸦㸯㸧ᐃࡵࡿᇶ‽㠃✚ࢆ㊊ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㸮ṓඣཬࡧ㸯ṓඣ㸯ேᙜࡓࡾࡢ
ᇶ‽㠃✚ࡢᙎຊⓗ㐠⏝ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᐇែぢྜ࠺ࡼ࠺ࠊ⏝༊ศࠊᐃဨཪࡣᖺ㱋༊ศࡢኚ᭦㸦㸯㸱ࡢ
㸦㸯㸧ࠊ㸦㸰㸧ᐃࡵࡿෆᐜኚ᭦㸧ࢆ⾜࠺࡞ࠊᇶ‽㠃✚ࡢᙎຊⓗ㐠⏝ࡢゎᾘດࡵࡿࡇࠋ

㸴 ಖ⫱ෆᐜ➼
ಖ⫱ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊඣ❺ࡢᗣཬࡧᏳࡢ☜ಖࢆᇶᮏࡋࠊಖ⫱ෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࡣḟᐃࡵࡿ
ࡶࡢࡢࠊಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺཌ⏕ປാ┬࿌♧➨㸯㸲㸯ྕ㸧‽ࡌ࡚⾜࠺ࡇࠋ
㸦㸯㸧ಖ⫱ෆᐜ
ಖ⫱ࡢෆᐜࡣࠊᗣ≧ែࡢほᐹࠊಶ᳨ูᰝࠊ⮬⏤㐟ࡧཬࡧ༗╧ࢆྵࡴࡇࠋ
ᗣ≧ែࡢほᐹࡣࠊ㢦ࡰ࠺ࠊయ ࠊ⓶ࡢ␗≧ࡢ᭷↓➼ࡘ࠸࡚ẖ᪥Ⓩ㏥ᡤ⾜࠺ࡇࠋ
࢘ ಶ᳨ูᰝࡣࠊΎ₩ࠊእയ➼ࡢ␗≧ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ẖ᪥㏥ᡤ⾜࠺ࡇࠋ
࢚ ಖㆤ⪅ᐦ᥋࡞㐃⤡ࢆࡾࠊಖ⫱᪉㔪➼ࡘࡁಖㆤ⪅ࡢ⌮ゎ༠ຊࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࠋ
㸦㸰㸧⤥㣗
 ⤥㣗㸦㣗ࠊ㣗ཬࡧ㛫㣗㸧ࢆẖ᪥㐺ษᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
 ⤥㣗ࡣㄆドಖ⫱ᡤ࡛ㄪ⌮ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾኚᐩࡳࠊධᡤඣ❺ࡢ࡞Ⓨ⫱ᚲせ࡞
ᰤ㣴㔞ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࢘㣗ရࡢ✀㢮ཬࡧㄪ⌮᪉ἲࡣࠊᰤ㣴୪ࡧධᡤඣ❺ࡢ㌟యⓗ≧ἣཬࡧႴዲࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ࠋ
࢚ㄪ⌮ࡣࠊㄆドಖ⫱ᡤཪࡣタ⨨⪅ࡀ࠶ࡽࡌࡵసᡂࡋࡓ⊩❧ᚑ࠺ࡇࢆཎ๎ࡋࠊ⊩❧ෆᐜኚ
᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢෆᐜࢆグ㘓ࡍࡿࡇࠋ
㸦㸱㸧ධᡤඣ❺ཬࡧ⫋ဨࡢᗣデ᩿
ධᡤඣ❺ᑐࡋࠊධᡤࡢᗣデ᩿ࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸯ᖺ㸰ᅇࡢᐃᮇᗣデ᩿ཬࡧ⮫ࡢᗣデ᩿
ࢆࠊᏛᰯಖᏳἲ㸦㸱㸱ᖺἲᚊ➨㸳㸴ྕ㸧つᐃࡍࡿᗣデ᩿‽ࡌ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
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⫋ဨᑐࡋࠊ᥇⏝ཬࡧ㸯ᖺ㸯ᅇᐃᮇᗣデ᩿ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸲㸧⾨⏕⟶⌮➼
 ඣ❺ࡢ⏝ࡍࡿタഛཪࡣ㐟ල➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏳࡘ⾨⏕ⓗ࡞⟶⌮ດࡵࡿࡇࠋ
ᚲせ࡞་⸆ရࠊࡑࡢࡢ་⒪ရࢆഛ࠼ࡿࡇࠋ
࢘ ධᡤࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡢ㣗ࢆㄪ⌮ࡍࡿ⪅ཬࡧㄪஙࢆ⾜࠺⪅ࡘ࠸࡚ࡣẖ᭶᳨౽ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ
ㄪ⌮ཬࡧㄪஙࡢ㝿ࡣࠊୗ⑩ࠊྤࠊⓎ⇕࡞ࡢ≧ࠊᡭᣦ➼⮋ࡀ࡞࠸➼ࡢⅬ᳨ࢆ⾜࠺➼ࠊ
⥥ᐦ࡞ὀពࢆᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࢚ ㄪ⌮ᐊࡢタࠊタഛࠊჾලࠊᐜჾࠊཎᮦᩱࡢྲྀᢅ࠸➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾨⏕ⓗ࡞⟶⌮ࢆᚭᗏࡍࡿࡓࡵ
ࠊ⮬Ⅼ᳨ࢆẖ᪥ᐇࡍࡿࡇࠋ
㸦㸳㸧㛢ᡤ᪥
ㄆドಖ⫱ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥᭙᪥ࠊᅜẸࡢ⚃᪥ཬࡧᖺᮎᖺጞ㸦᭶᪥ࡽ᭶᪥ࡲ࡛㸧ࢆ㛢ᡤ᪥
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸵ᇶᮏⓗ㡯ࡢᥖ♧
タ⨨⪅ࡣࠊḟᥖࡆࡿ㡯ࢆࠊㄆドಖ⫱ᡤෆࡢぢࡸࡍ࠸ሙᡤᥖ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸯㸧タ⨨⪅ࡢẶྡཪࡣྡ⛠ཬࡧタ㛗ࡢẶྡ
㸦㸰㸧ㄆドಖ⫱ᡤࡢྡ⛠ཬࡧᡤᅾᆅ
㸦㸱㸧ᘓ≀ࡑࡢࡢタഛࡢつᶍཬࡧᵓ㐀
㸦㸲㸧ㄆドಖ⫱ᡤࡢ㛤タᖺ᭶᪥
㸦㸳㸧㛤ᡤ㛫
㸦㸴㸧ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜཬࡧಖ⫱ᩱ➼
㸦㸵㸧ᖺ㱋ูࡢᐃဨ
㸦㸶㸧ಖ⫱ኈࡑࡢࡢ⫋ဨࡢ㓄⨨ᩘ

㸶ሗࡢබ㛤
タ⨨⪅ࡣḟࡢሗࢆ᫂♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸯㸧㐠Ⴀ᪉㔪
㸦㸰㸧タᴫせ
㸦㸱㸧ಖ⫱ෆᐜ
㸦㸲㸧ಖ⫱ᩱ
㸦㸳㸧ᖺ㱋ูࡢᐃဨࠊ㛤ᡤ㛫ࠊ㸯᪥ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊಖ⫱┠ᶆ➼
㸦㸴㸧ẖ᪥ࡢ⤥㣗ࢆᒎ♧ࡍࡿࡶࠊ㸰㐌㛫௨ୖࡢ⊩❧⾲ࢆసᡂࡋࠊ⊩❧⾲⤥ᰤ㣴㔞ࠊ⣲ᮦ➼ࢆグ
ධࡍࡿࠋ
㸦㸵㸧ᦆ┈ィ⟬᭩ࡸ㈚ᑐ↷⾲࡞㈈ົㅖ⾲

㸷㔜せ㡯ㄝ᫂᭩ࡢ
⏝⪅タ⨨⪅ࡀ┤᥋ዎ⣙ࢆࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊḟࡢ㡯ࢆグ㍕ࡋࡓ㔜せ㡯ㄝ᫂᭩ࢆసᡂࡋࠊ⏝⪅
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸯㸧ㄆドಖ⫱ᡤࡢྡ⛠ཬࡧᡤᅾᆅ
㸦㸰㸧タ⨨⪅ࡢẶྡཬࡧఫᡤཪࡣྡ⛠ཬࡧᡤᅾᆅࠊタཬࡧタഛࡢᴫせ
㸦㸱㸧タ㛗ࡢẶྡ
㸦㸲㸧⤥㣗ࠊデ࡞ࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ
㸦㸳㸧タࡢ㐠Ⴀ᪉㔪ࠊ⫋ဨయไ
㸦㸴㸧ಖ⫱ᩱ㸦せ⥘ᐃࡵࡿಖ⫱ᩱࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂グࡍࡿࡇࠋ㸧ࠊ⮬ᴗ⏝ᩱࠊ㠀ᖖ⅏
ᐖࡢᑐ⟇
㸦㸵㸧⏝ඣ❺㛵ࡋ࡚ዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿಖ㝤ࡢ✀㢮ࠊಖ㝤ᨾཬࡧಖ㝤㔠㢠
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㸦㸶㸧კク་ࡢẶྡࠊఫᡤࠊጤクෆᐜ
㸦㸷㸧⏝⪅ࡽࡢⱞࢆཷࡅࡅࡿᢸᙜ⫋ဨࡢẶྡཬࡧ㐃⤡ඛ

ᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤ㐺ྜドࡢ
せ⥘㸯㸱ࡼࡾㄆドࢆཷࡅࡓㄆドಖ⫱ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊタ⨨⪅ࡣูᐃࡵࡿᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤ㐺ྜド
㸦௨ୗࠕ㐺ྜドࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᥖ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊ㐺
ྜドࢆ㏉㑏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸯㸧ᗫṆ࣭ఇṆࡢࡁ
㸦㸰㸧ㄆドࢆྲྀࡾᾘࡉࢀࡓࡁ

ㄆドࡢᡭ⥆ࡁ
㸦㸯㸧༊ᕷ⏫ᮧࡢᡭ⥆ࡁ
༊ᕷ⏫ᮧࡣࠊබເ➼ࡼࡾࠊㄆドಖ⫱ᡤࢆタ⨨ࡋࡼ࠺ࡍࡿタ⨨⪅ࡽㄆドಖ⫱ᡤࡢ᪂つタ⨨ࡢ
ᴗᥦࡸ⏦ฟ➼ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡛ࠊᙜヱ༊ᕷ⏫ᮧࡢタ⨨ࡢィ⏬➼ᇶ࡙ࡁࠊ᥎⸀ࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿࡁࡣࠊ
ูᐃࡵࡿ㏻▱ᇶ࡙ࡁࠊᮾி㒔๓༠㆟ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦㸰㸧タ⨨⪅ࡢᡭ⥆ࡁ
ㄆドࢆཷࡅࡼ࠺ࡍࡿタ⨨⪅ࡣࠊูᐃࡵࡿ㏻▱ᇶ࡙ࡃ༊ᕷ⏫ᮧ㛗ࡽࡢ᥎⸀᭩ࡼࡿ᥎⸀ࢆཷ
ࡅࡓᚋࠊᮾி㒔ཬࡧ༊ᕷ⏫ᮧࡼࡿ⌧ᆅ☜ㄆࢆཷࡅࠊせ⥘㸯㸱㸦㸯㸧つᐃࡍࡿࠕᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤ
タ⨨⏦ㄳ᭩ࠖ せ⥘➨㸯ྕᵝᘧ ḟᥖࡆࡿ᭩㢮ࢆῧࡋࠊูᐃࡵࡿ㏻▱ࡢᥦฟᮇ㝈ࡲ࡛▱ཬ
ࡧ᥎⸀ࢆࡋࡓ༊ᕷ⏫ᮧ㛗ᥦฟࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊࠕࡋࠖつᐃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁᥦฟࡍࡿ᭩㢮ࡣ
࡚ཎᮏ࡛࠶ࡿࡇࠋ
 ㄪᰝ᭩㸦➨㸯ྕᵝᘧ㸧
 ⫋ဨ㛵ಀ
㸦㸧⫋ဨࡢᵓᡂ ➨㸰ྕᵝᘧ 
㸦㸧せ⥘㸵つᐃࡍࡿ⫋ဨ㸦௨ୗࠕᇶ‽⫋ဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᒚṔ᭩ࡢࡋ㸦ᮏேࡢ㢦┿ࡀ㈞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋࡓࡔࡋࠊკク་ཬࡧせ⥘㸵㸦㸱㸧ࡼࡾㄪ⌮ᴗົࢆ➨୕⪅ጤクࡋࠊཪࡣせ⥘㸶
ࡼࡾእ㒊ᦙධ᪉ᘧࡼࡿ㣗ࡢᥦ౪ࢆࡍࡿሙྜࡢㄪ⌮ဨࡘ࠸࡚ࡣせ㸧
㸦࢘㸧ಖ⫱ኈ࠶ࡗ࡚ࡣಖ⫱ኈⓏ㘓ドࡢࡋ
㸦࢚㸧კク་࠶ࡗ࡚ࡣ་ᖌචチドࡢࡋ
㸦࢜㸧ಖ⫱ኈ௦࠼࡚ಖᖌࠊຓ⏘ᖌཪࡣ┳ㆤᖌࢆ㓄⨨ࡍࡿሙྜࡣᙜヱචチドࡢࡋ
㸦࢝㸧ᡤᐃປാ㛫➼ࡢ᫂グࡉࢀࡓ㞠⏝ዎ⣙᭩➼ࡢࡋ㸦ᙜヱ⫋ဨࡢ㞠⏝㛵ಀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊປാᇶ
‽ἲ⾜つ๎㸦㸰㸰ᖺ㸶᭶㸱㸮᪥ཌ⏕┬௧➨㸰㸱ྕ㸧➨㸳᮲つᐃࡍࡿປാ᮲௳ࢆ᫂♧ࡋࡓ
ࡶࡢ㸦ᇶ‽⫋ဨศࠋࡓࡔࡋࠊკク་ࢆ㝖ࡃ㸧㸧
㸦࢟㸧ㄪ⌮ᴗົࢆ➨୕⪅ጤクࡋ࡚⤥㣗ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣㄪ⌮ᴗົጤクዎ⣙᭩ࡢࡋࠊእ㒊ᦙධ᪉ᘧ
ࡼࡾ㣗ࡢᥦ౪ࢆࡍࡿሙྜࡣእ㒊ᦙධᴗົጤクዎ⣙᭩ࡢࡋ
㸦ࢡ㸧せ⥘㸵㸦㸰㸧つᐃࡍࡿタ㛗せ௳ࢆ‶ࡓࡍࡇࢆドࡍࡿ᭩㠃 ົド᫂ࡢࡋ 
㸦ࢣ㸧ᇶ‽⫋ဨὴ㐵⫋ဨࢆ㓄⨨ࡍࡿሙྜࡣḟࡢ㹟ࡽ㹣ࡢෆᐜࡀ᫂グࡉࢀࡓὴ㐵ዎ⣙᭩ࡢࡋ
㹟 ὴ㐵ປാ⪅ࡀᚑࡍࡿᴗົࡢෆᐜࡀಖ⫱ᴗົ࡛࠶ࡿࡇ
㹠 ὴ㐵ປാ⪅ࡢᑵᴗࡢሙᡤࡀᙜヱㄆドಖ⫱ᡤ࡛࠶ࡿࡇ
㹡 ᑵᴗ୰ࡢὴ㐵ປാ⪅ࢆ┤᥋ᣦ௧ࡍࡿ⪅㛵ࡍࡿ㡯㸦┤᥋㞠⏝ࢆࡉࢀࡓᙜヱタࡢ⫋ဨ
ྠᵝࡢᣦ௧⣔⤫ࡢୗ࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇࠋ㸧
㹢 ປാ⪅ὴ㐵ࡢᮇ㛫ཬࡧὴ㐵ᑵᴗࢆࡍࡿ᪥
㹣 ὴ㐵ᑵᴗࡢ㛤ጞཬࡧ⤊ࡢ้୪ࡧఇ᠁㛫
࢘ᘓ≀ࠊࡑࡢࡢタഛ㛵ಀ
㸦㸧ᘓ≀࣭ᅵᆅࡢ≧ἣ ➨㸱ྕᵝᘧ 
㸦㸧ᘓ≀ࡢෆᅗࠊ㓄⨨ᅗࠊᖹ㠃ᅗཬࡧ ⮬ᕫᡤ᭷ࡢሙྜࡣ ᅵᆅࡢᐇ ᅗ
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㸦࢘㸧ಖ⫱ᡤෆࡢྛᐊࡽබ㐨ࡲ࡛ࡢ㑊㞴⤒㊰ࢆグ㍕ࡋࡓᖹ㠃ᅗ
㸦࢚㸧ᘓ≀ࡢᘓ⠏ࡢᘓ⠏☜ㄆ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ῭ドࡢࡋ
㸦࢜㸧⏝㏵ኚ᭦ಀࡿᘓ⠏☜ㄆ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ῭ドࡢࡋ
㸦࢝㸧᳨ᰝ῭ドࡢࡋ㸦᳨ᰝ῭ドࢆ⣮ኻࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣྎᖒグ㍕㡯ド᫂᭩㸧
㸦࢟㸧ᘓ≀ཬࡧᅵᆅࡢⓏグ㡯ド᫂᭩㸦⮬ᕫᡤ᭷≀௳࡛࡞࠸ሙྜࡣ⏝ࡢᶒࢆドࡍࡿ᭩㢮 ㈤㈚
ዎ⣙᭩➼ ࡢࡋ㸧
㸦ࢡ㸧ⅆ⅏ண㜵᮲➨༑භ᮲ࡢᇶ࡙ࡃᒆฟࡼࡾᾘ㜵⨫ࡽ㏻▱ࡉࢀࡿࠕ᳨ᰝ⤖ᯝ㏻▱᭩ࠖࡢ
ࡋ
࢚ㄆドಖ⫱ᡤࡢ㐠Ⴀ᪉㔪➼
㸦㸧ಖ⫱ᡤつ๎ࠊ⏝ዎ⣙᭩ࠊ㔜せ㡯ㄝ᫂᭩
㸦㸧ᑵᴗつ๎ ⤥つ⛬➼ࢆྵࡴࠋᡤ㎄ࡢປാᇶ‽┘╩⨫㛗ᒆࡅฟࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊཷ⌮
༳ࡢ༳ᙳࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡋࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ 
㸦࢘㸧ᴗィ⏬᭩
㸦࢚㸧㐠Ⴀጤဨྡ⡙㸦㸿ᆺࡢࡳ㸧
㸦࢜㸧ಖ㝤ዎ⣙᭩ࡢࡋ
࢜ タ⨨⪅㛵ಀ
㸦㸧㈨㔠ィ⏬᭩
㸦㸧ᚋ㸳ᖺ㛫ࡢᨭィ⏬᭩
㸦࢘㸧┤㏆㸱ᖺ㛫ࡢỴ⟬ሗ࿌᭩㸦┘ᰝド᫂ཪࡣᙜヱỴ⟬ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࡓබㄆィኈࠊ⛯⌮ኈ➼ࡼ
ࡾ㐺ṇ࡞ィᇶ‽๎ࡗ࡚ฎ⌮ࡉࢀࡓࡇࢆドࡍࡿ᭩㢮ࢆࡋࡓࡶࡢ㸧
㸦࢚㸧☜ᐃ⏦࿌᭩ࡢ᥍࠼㸦⛯ົ⨫ࡢཷ⌮༳ࡢ༳ᙳࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢ㸧ࡢࡋཬࡧ⏦࿌᭩ῧࡍࡿ᭩
㢮୍ᘧࡢࡋ㸦タ⨨⪅ࡀಶேࡢሙྜཪࡣ᪤Ꮡἲேࡀㄆドಖ⫱ᡤᴗ᪂つཧධࡍࡿሙྜ㸧
㸦࢜㸧♫㛤タࡢ㛤ጞ㈚ᑐ↷⾲ཬࡧ௬Ỵ⟬᭩㸦タ⨨⪅ࡀ᪂つタ❧ἲேࡢሙྜ㸧
㸦࢝㸧ṧ㧗ド᫂᭩㸦ูᐃࡵࡿタ⨨⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢ㸯᭶๓௨㝆ࡢⅬࡢࡶࡢ㸧
㸦࢟㸧⣡⛯ド᫂᭩㸦ูᐃࡵࡿෆᐜࡢࡶࡢ㸧
㸦ࢡ㸧タ⨨⪅ཪࡣἲே࠶ࡗ࡚ࡣ௦⾲⪅ࡢᒚṔ᭩㸦ᮏேࡢ㢦┿ࡀ㈞ࡉࢀࡓࡶࡢ㸧
㸦ࢣ㸧Ⓩグ㡯ド᫂᭩ཪࡣⓏグ⡙グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࡢᴫせࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㠃 ἲேࡢሙྜ 
㸦ࢥ㸧ᐃḰཪࡣᐤ⾜Ⅽࡢࡋ ἲேࡢሙྜ 
࢝ ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮

ูᅬࡢタ⨨
ูᅬࢆタ⨨ࡋࡼ࠺ࡍࡿタ⨨⪅ࡣࠊ๓㸦ᇶᮏィ⏬ࡢẁ㝵➼㸧ᮾி㒔ཬࡧ༊ᕷ⏫ᮧ༠㆟ࡋࠊᮾி
㒔༊ᕷ⏫ᮧࡼࡿ⌧ᆅ☜ㄆࢆཷࡅࠊᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤูᅬタ⨨ᒆ㸦➨㸳ྕᵝᘧࡢ㸯㸧ḟᥖࡆࡿ᭩
㢮ࢆῧࡋࠊࡢ㸦㸰㸧ᐃࡵࡿㄆドࡢᡭ⥆ࡁྠᵝࠊูᐃࡵࡿ㏻▱ࡢᥦฟᮇ㝈ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊูᅬࡢタ⨨క࠸ࠊᮏᅬಀࡿᥖࡆࡿෆᐜኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊࡢつᐃᇶ࡙ࡁฎ⌮ࡍ
ࡿࡇࠋ
㸦㸯㸧ูᅬタ⨨ᴫせ㸦➨㸳ྕᵝᘧࡢ㸰㸧
㸦㸰㸧༊ᕷ⏫ᮧࡢពぢ᭩
㸦㸱㸧⫋ဨࡢᵓᡂ ➨㸰ྕᵝᘧ 㸦ᮏᅬศཬࡧูᅬศࢆࡑࢀࡒࢀᥦฟࡍࡿࡇࠋ㸧
㸦㸲㸧ᘓ≀ࡢෆᅗ㸦ูᅬᮏᅬࡀグ㍕ࡉࢀࡓᆅᅗ㸧ࠊ㓄⨨ᅗࠊᖹ㠃ᅗཬࡧ ⮬ᕫᡤ᭷ࡢሙྜࡣ ᅵᆅࡢᐇ
ᅗ
㸦㸳㸧ᘓ≀ࡢᘓ⠏ࡢᘓ⠏☜ㄆ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ῭ドࡢࡋ
㸦㸴㸧⏝㏵ኚ᭦ಀࡿᘓ⠏☜ㄆ⏦ㄳ᭩ཬࡧ☜ㄆ῭ドࡢࡋ
㸦㸵㸧᳨ᰝ῭ドࡢࡋ
㸦㸶㸧ᘓ≀ཬࡧᅵᆅࡢⓏグ㡯ド᫂᭩ཪࡣ⏝ࡢᶒࢆドࡍࡿ᭩㢮 ㈤㈚ዎ⣙᭩➼ ࡢࡋ
㸦㸷㸧ṧ㧗ド᫂᭩ ูᅬࢆタ⨨ࡋࡼ࠺ࡍࡿ᪥ࡢ㸱᭶๓௨㝆Ⓨ⾜ࡋࡓཎᮏ 
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㸦㸧ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮

ෆᐜኚ᭦㸦ᒆ㸧ࡢᡭ⥆                 
ㄆドಖ⫱ᡤࡢᘓ≀ࡑࡢタഛࡢつᶍᵓ㐀ࠊ⏝༊ศ㺂ᒇእ㐟ᡙሙࠊᐃဨ➼ࡢ㐠Ⴀ᪉ἲཪࡣ௦⾲⪅ⱝࡋ
ࡃࡣタ㛗ࢆኚ᭦ࡋࡼ࠺ࡍࡿタ⨨⪅ࡣࠊᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤෆᐜኚ᭦ᒆ ➨㸲ྕᵝᘧ㸧ḟᥖࡆࡿ᭩
㢮ࢆῧࡋࠊཎ๎ࡋ࡚ኚ᭦ࡋࡼ࠺ࡍࡿ᪥ࡢ᪥๓㸦ࡼࡾูᅬࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࡣูᐃࡵࡿ㏻▱
ࡢᥦฟᮇ㝈㸧ࡲ࡛▱ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
㸦㸯㸧ᘓ≀ࡢつᶍᵓ㐀ࠊ⏝༊ศ㸦ಖ⫱ᐊࠊ㐟ᡙᐊࠊஙඣᐊࠊࡩࡃᐊ➼ࡢタ⨨⨨➼㸧ཬࡧᒇእ㐟ᡙሙ
ࡢኚ᭦
 ㄪᰝ᭩ ➨㸯ྕᵝᘧ 
༊ᕷ⏫ᮧࡢពぢ᭩
࢘ᘓ≀࣭ᅵᆅࡢ≧ἣ㸦➨㸱ྕᵝᘧ㸧
࢚ᘓ≀ࡢኚ᭦๓ᚋࡢෆᅗࠊ㓄⨨ᅗཬࡧᖹ㠃ᅗ㸦ᚲせᛂࡌᥦฟࡢࡇࠋ㸧
࢜ᅵᆅࡢᐇ ᅗ㸦ኚ᭦ࡀ࠶ࡿሙྜࡢࡳ㸧
࢝ ᘓ≀࣭ᅵᆅࡢⓏグ㡯ド᫂᭩ཪࡣ㈤㈚ዎ⣙᭩➼ ኚ᭦ࡀ࠶ࡿሙྜࡢࡳ㸧
࢟ ูᅬタ⨨ᴫせ㸦➨㸳ྕᵝᘧࡢ㸰㸧㸦ᆅ᪉㔞ᆺㄆᐃࡇࡶᅬࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿㄆドಖ⫱ᡤู࡛ᅬࢆ
タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧
ࢡ ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮
㸦㸰㸧ᐃဨཪࡣᖺ㱋༊ศࡢኚ᭦
ㄆᐃࡇࡶᅬࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿㄆドಖ⫱ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊ▷㛫⏝ඣࡢேᩘࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜࡶ▱
ᒆࡅฟࡿࡇࠋ
 ㄪᰝ᭩ ➨㸯ྕᵝᘧ 
༊ᕷ⏫ᮧࡢពぢ᭩
࢘ ⫋ဨࡢᵓᡂ ➨㸰ྕᵝᘧ 
࢚ ูᅬタ⨨ᴫせ㸦➨㸳ྕᵝᘧࡢ㸰㸧㸦ᆅ᪉㔞ᆺㄆᐃࡇࡶᅬࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿㄆドಖ⫱ᡤู࡛ᅬࢆ
タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸧
࢜ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮
㸦㸱㸧௦⾲⪅ࡢኚ᭦
ἲேࡢ௦⾲⪅ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ༊ᕷ⏫ᮧኚ᭦ෆᐜࢆ㏻▱ࡋࠊⓏグᚋ㏿ࡸ▱ᒆ
ࡅฟࡿࡇࠋ
 ㄪᰝ᭩ ➨㸯ྕᵝᘧ 
௦⾲⪅ࡢᒚṔ᭩㸦ᮏேࡢ㢦┿ࡀ㈞ࡉࢀࡓࡶࡢ㸧
࢘ Ⓩグ㡯ド᫂᭩ཪࡣⓏグ⡙グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࡢᴫせࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㠃
࢚ せ⥘㸵㸦㸰㸧㸦㸧㹟ࡽ㹡ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࡢㄋ⣙᭩㸦せ⥘㸵㸦㸰㸧㸦㸧ᇶ࡙
ࡃタ㛗ࡢව௵ࢆ⾜࠺ሙྜࡢࡳ㸧
࢜ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮
㸦㸲㸧タ㛗ࡢኚ᭦
 ㄪᰝ᭩ ➨㸯ྕᵝᘧ 
༊ᕷ⏫ᮧࡢពぢ᭩
࢘タ㛗ࡢᒚṔ᭩㸦ᮏேࡢ㢦┿ࡀ㈞ࡉࢀࡓࡶࡢ㸧
࢚タ㛗ࡢಖ⫱ኈⓏ㘓ドࡢࡋ
࢜ せ⥘㸵  つᐃࡍࡿタ㛗せ௳ࢆ‶ࡓࡍࡇࢆドࡍࡿ᭩㠃 ົド᫂➼ 
࢝ せ⥘㸵㸦㸰㸧㸦㸧㹟ࡽ㹡ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࡢㄋ⣙᭩㸦せ⥘㸵㸦㸰㸧㸦㸧ᇶ࡙
ࡃタ⨨⪅ࡢව௵ࢆ⾜࠺ሙྜࡢࡳ㸧
࢟ ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮
㸦㸳㸧ಖ⫱ᩱ
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 ༊ᕷ⏫ᮧࡢពぢ᭩
 ᨵᐃ๓ᚋࡢಖ⫱ᩱ㔠⾲
࢘ ಖㆤ⪅ࡢ㏻▱ᩥ᭩➼ࡢࡋ
࢚ ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮
㸦㸴㸧ㄪ⌮ᴗົࡢጤクཪࡣእ㒊ᦙධጤク
 ㄪᰝ᭩ ➨㸯ྕᵝᘧ 
༊ᕷ⏫ᮧࡢពぢ᭩
࢘ ㄪ⌮ᴗົጤクዎ⣙᭩ཪࡣእ㒊ᦙධᴗົጤクዎ⣙᭩ࡢࡋ
࢚ࡑࡢ▱ࡀᚲせᛂࡌ࡚ồࡵࡿ᭩㢮
㸦㸵㸧ୖグ㸦㸯㸧ࡽ㸦㸴㸧ᥖࡆࡿࡶࡢ௨እ࡛㐠Ⴀୖࡢ㔜せ㡯ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ࡛ࠊኚ᭦ࡋࡓ᪥௨๓
ᒆࡅฟࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡶࡢࡣࠊᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤෆᐜኚ᭦ᒆ ➨㸲ྕᵝᘧ 㛵ಀ᭩㢮ࢆῧ
ࡢୖࠊኚ᭦ᚋ㸯᭶௨ෆ▱ᥦฟࡍࡿࡇࠋ

ᗫṆ࣭ఇṆࡢᡭ⥆
ㄆドಖ⫱ᡤࡢᗫṆ࣭ఇṆࡘ࠸࡚ࡣࠊ༊ᕷ⏫ᮧࡢಖ⫱ᴗཬࡧධᡤඣ❺ࡢฎ㐝ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ࡓࡵࠊタ⨨⪅ࡣࠊᗫṆཪࡣఇṆࢆࡋࡼ࠺ࡍࡿ᪥௨๓ࠊ┦ᙜᮇ㛫ࡢవ⿱ࢆࡶࡗ࡚ࠊᙜヱ༊ᕷ⏫ᮧཬࡧᮾ
ி㒔༠㆟ࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊఇṆࡣཎ๎ࡋ࡚㸯ᖺࢆ㉸࠼࡞࠸ᮇ㛫Ṇࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㛤タ‽ഛ⤒㈝ࡢ⿵ຓࡀ࡞ࡉࢀࡓಖ⫱ᡤࢆᗫṆࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵᩥ᭩ࢆࡶࡗ࡚▱
ᐄ࡚༠㆟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ㄆドಖ⫱ᡤࢆᗫṆཪࡣఇṆࡋࡼ࠺ࡍࡿタ⨨⪅ࡣࠊせ⥘㸯㸱㸦㸱㸧つᐃࡍࡿࠕᮾி㒔ㄆドಖ⫱ᡤᗫ
Ṇ ఇṆ ⏦ㄳ᭩ࠖ㸦せ⥘➨㸰ྕᵝᘧ㸧ᗫṆཪࡣఇṆࡢ⌮⏤ࢆලయⓗࡘヲ⣽グධࡢୖࠊḟᥖࡆࡿ
᭩㢮ࢆῧࡋࠊ▱ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
㸦㸯㸧༊ᕷ⏫ᮧࡢពぢ᭩
㸦㸰㸧ᗫṆཪࡣఇṆࢆỴᐃࡋࡓ㆟㘓➼ࡢࡋ
㸦㸱㸧㈈⏘ฎศࡢලయⓗ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿ᭩㠃
㸦㸲㸧ධᡤࡉࡏ࡚࠸ࡿ⪅ࡢฎ⨨᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿ᭩㠃 

ពぢࡢ⫈ྲྀ
▱ࡣࠊタ⨨⪅ࡽࠊࠊཬࡧᥖࡆࡿ᭩㢮ࡢᥦฟࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ᙜヱ༊
ᕷ⏫ᮧ㛗ࡢពぢࢆ⪺ࡃࡓࡵࠊูᐃࡵࡿ㏻▱ᇶ࡙ࡃㄪ᭩ࡢᥦฟࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

⟶እཷጤク
タࡢᡤᅾᆅ௨እࡢ㒔ෆᒃఫࡍࡿඣ❺ࡢಖㆤ⪅ࡽ⏝ࡢ⏦㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊඣ❺ࡀᒃఫࡍࡿ
༊ᕷ⏫ᮧ༠㆟ࡋࡓୖ࡛ධᡤዎ⣙ࢆ⤖ࡪࡇࠋࡓࡔࡋࠊㄆドಖ⫱ᡤ㸿ᆺࡘ࠸࡚ࡣ᭶㸯㸴㸮㛫௨ୖࡢ
⏝㝈ࡿࠋ

ࡑࡢ
㸦㸯㸧ಖ⫱ᐊ㐠Ⴀᴗᐇせ⥘㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸶᭶㸰㸳᪥㸰㸯⚟ಖᏊಖ➨㸴㸷㸵ྕ ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥
ᗫṆ㸧ᐃࡵࡽࢀࡓಖ⫱ᐊタ⨨ᇶ‽ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥⌧ᅾ༊ᕷ⏫ᮧࡀಖ⫱ᐊ⏝ዎ⣙
ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡓタࡽㄆドಖ⫱ᡤ㹀ᆺ⛣⾜ࡍࡿⅬ࡛ࠊせ⥘㸴ࡢ㸦㸯㸧ࡢ㹀ᆺࡢᇶ‽㠃✚ࢆ‶ࡓ
ࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸タࡘ࠸࡚ࠊḟࡢせ௳ࡢ࠸ࡎࢀࢆ‶ࡓࡍලయⓗ࡞ィ⏬ࢆࠊ༊ᕷ⏫ᮧ㛗ࡀ▱
ᥦฟࡋࡓሙྜࡣࠊ⛣⾜ᖺᗘࢆྵࡴ㸱ᖺᗘ௨ෆ㸦௨ୗࠕ⤒㐣ᥐ⨨ᮇ㛫ࠖ࠸࠺ࠋ㸧㝈ࡾࠊㄆドಖ⫱ᡤ
ࡢ㹀ᆺタࡋ࡚ㄆドࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⤒㐣ᥐ⨨ᮇ㛫୰ᇶ‽㠃✚ࢆ‶ࡓࡍࡼ࠺ࠊ㠃✚ࢆᣑࡋࠊཪࡣ⏝༊ศࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
 ⤒㐣ᥐ⨨ᮇ㛫୰ᇶ‽㠃✚ࢆ‶ࡓࡍࡼ࠺ᐃဨࢆኚ᭦ࡋࠊࡑࡢᐃဨῶぢྜ࠺ࡑࢀ௨ୖࡢᐃဨ
ቑࢆㄆྍಖ⫱ᡤ➼࡛ᅗࡿࡇࠋ
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㸦㸰㸧⏦ㄳཬࡧᒆฟᙜࡓࡗ࡚ࠊᮾி㒔ࡀཷ⌮ࡋࡓ᭩㢮ࡣ㏉༷ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ



㝃๎
㸯 ⣽┠㸷ࡢ㸦㸰㸧ࡢ࢘ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸯㸯᭶㸰㸶᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊಖ⫱ኈ࡞ࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ
ࢆドࡍࡿ᭩㢮㸦㈨᱁ド᫂᭩ࠊ༞ᴗぢ㎸ド᫂᭩➼㸧௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸯㸯᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸰᭶㸰㸱᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊㄆᐃࡇࡶᅬ㛵ࡍࡿ᮲㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰㸰᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯㸮᭶㸯᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸶᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

㝃๎
㸯 ࡇࡢ⣽┠ࡣࠊᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸳᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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