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公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
（平成13年文部科学省告示第132号）の改正について
平 成 ２４ 年１ ２月
生 涯 学 習 政 策 局
社 会 教 育 課

○図書館法（昭和25年法律第118号）
第７条の２ 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上
望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

経緯・背景
平成１３年７月 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」を告示
○図書館法の改正（平成２０年）
○社会の変化や新たな課題への対応の必要性
・図書館に対するニーズや地域課題の複雑化・多様化
・指定管理者制度の導入等、図書館の運営環境の変化

等を受けて改正

平成２４年８月～９月にパブリックコメントを実施。１２月１９日に告示・施行。

主な改正内容
１．図書館法の改正を踏まえた規定の整備
・ 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」として、基準の対象に私立図書館を追加
・ 運営状況に関する評価の実施やその結果の住民への情報提供
・ 学習の成果を活用して行う多様なボランティア活動等の機会・場所の提供
２．図書館に対するニーズや地域課題の複雑化・多様化に対する規定の整備
・ 知識基盤社会において、図書館は地域の情報拠点等として重要な役割を担うことを明記
・ 図書館相互の連携のみならず、国立国会図書館、学校、民間団体等との連携・協力
・ レファレンスサービス等の情報サービス、地域の課題に対応したサービスの充実
・ 児童・青少年、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者、外国人等の利用者に対応した
サービスの充実、施設・設備の整備
３．図書館の運営環境の変化に対応するための規定の整備
・ 図書館の設置者は、設置目的を適切に達成するために必要な管理運営体制を構築
すべきことを規定
・ 管理を他者に行わせる場合、緊密な連携により事業の継続的・安定的な実施等を確保
・ 基本的運営方針、指標・目標、事業計画の策定・公表等
・ 館長には図書館の運営及び行政に必要な知識・経験と司書資格を有する者を置く
・ 司書等の確保、関係機関との人事交流、各種研修機会の拡充等
４．その他
・ 著作権等の権利の保護に関する規定を追加
・ 危機管理に関する規定を追加
・ 図書館資料に電磁的記録を含むこと、郷土資料等の電子化等に関する規定を追加
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準
（平成２４年１２月１９日文部科学省告示第１７２号）

図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）第七条の二の規定に基づき、公
立図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成十三年文部科学省告示第百
三十二号）の全部を次のように改正し、平成２４年１２月１９日から施行す
る。
平成２４年１２月１９日
文部科学大臣 田中眞紀子

目次
第一
一
二
三
四
五
六

総則
趣旨
設置の基本
運営の基本
連携・協力
著作権等の権利の保護
危機管理

第二 公立図書館
一 市町村立図書館
１ 管理運営
（一） 基本的運営方針及び事業計画
（二） 運営の状況に関する点検及び評価等
（三） 広報活動及び情報公開
（四） 開館日時等
（五） 図書館協議会
（六） 施設・設備
２ 図書館資料
（一） 図書館資料の収集等
（二） 図書館資料の組織化
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３ 図書館サービス
（一） 貸出サービス等
（二） 情報サービス
（三） 地域の課題に対応したサービス
（四） 利用者に対応したサービス
（五） 多様な学習機会の提供
（六） ボランティア活動等の促進
４ 職員
（一） 職員の配置等
（二） 職員の研修
二 都道府県立図書館
１ 域内の図書館への支援
２ 施設・設備
３ 調査研究
４ 図書館資料
５ 職員
６ 準用
第三 私立図書館
一 管理運営
１ 運営の状況に関する点検及び評価等
２ 広報活動及び情報公開
３ 開館日時
４ 施設・設備
二 図書館資料
三 図書館サービス
四 職員
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第一 総則
一 趣旨
① この基準は、図書館法（昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」と
いう。）第七条の二の規定に基づく図書館の設置及び運営上の望ましい
基準であり、図書館の健全な発展に資することを目的とする。
② 図書館は、この基準を踏まえ、法第三条に掲げる事項等の図書館サー
ビスの実施に努めなければならない。
二 設置の基本
① 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、住民に対して適切な図書館
サービスを行うことができるよう、住民の生活圏、図書館の利用圏等を
十分に考慮し、市町村立図書館及び分館等の設置に努めるとともに、必
要に応じ移動図書館の活用を行うものとする。併せて、市町村立図書館
と公民館図書室等との連携を推進することにより、当該市町村の全域サ
ービス網の整備に努めるものとする。
② 都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、住民に対して適切な図
書館サービスを行うとともに、図書館未設置の町村が多く存在すること
も踏まえ、当該都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点
に立って、市町村に対して市町村立図書館の設置及び運営に関する必要
な指導・助言等を行うものとする。
③ 公立図書館（法第二条第二項に規定する公立図書館をいう。以下同じ。）
の設置に当たっては、サービス対象地域の人口分布と人口構成、面積、
地形、交通網等を勘案して、適切な位置及び必要な図書館施設の床面積、
蔵書収蔵能力、職員数等を確保するよう努めるものとする。
三 運営の基本
① 図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、
司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ、必要
な管理運営体制の構築に努めるものとする。
② 市町村立図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏ま
え、資料（電磁的記録を含む。以下同じ。）や情報の提供等の利用者及
び住民に対する直接的なサービスの実施や、読書活動の振興を担う機関
として、また、地域の情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会の
要請に応え、地域の実情に即した運営に努めるものとする。
③ 都道府県立図書館は、前項に規定する事項に努めるほか、住民の需要
を広域的かつ総合的に把握して、資料及び情報を体系的に収集、整理、
保存及び提供すること等を通じて、市町村立図書館に対する円滑な図書
館運営の確保のための援助に努めるとともに、当該都道府県内の図書館
間の連絡調整等の推進に努めるものとする。
④ 私立図書館（法第二条第二項に規定する私立図書館をいう。以下同じ。）
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は、当該図書館を設置する法人の目的及び当該図書館の設置の目的に基
づき、広く公益に資するよう運営を行うことが望ましい。
⑤ 図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、
当該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持
及び向上、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られる
よう、当該管理者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が
確実に実施されるよう努めるものとする。
四 連携・協力
① 図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとと
もに、利用者及び住民の学習活動を支援する機能の充実を図るため、資
料や情報の相互利用などの他の施設・団体等との協力を積極的に推進す
るよう努めるものとする。
② 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみな
らず、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図
書館及び大学図書館等の図書施設、学校、博物館及び公民館等の社会教
育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究施設及び民間団体等との連
携にも努めるものとする。
五 著作権等の権利の保護
図書館は、その運営に当たって、職員や利用者が著作権法（昭和四十五
年法律第四十八号）その他の法令に規定する権利を侵害することのないよ
う努めるものとする。
六 危機管理
① 図書館は、事故、災害その他非常の事態による被害を防止するため、
当該図書館の特性を考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関す
る手引書の作成、関係機関と連携した危機管理に関する訓練の定期的な
実施その他の十分な措置を講じるものとする。
② 図書館は、利用者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必要な設備
を備えるものとする。
第二 公立図書館
一 市町村立図書館
１ 管理運営
（一）基本的運営方針及び事業計画
① 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域
の実情に応じ、当該図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の
方針（以下「基本的運営方針」という。）を策定し、公表するよう努
めるものとする。
② 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスそ
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(一)

の他図書館の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標
を設定するとともに、事業年度ごとに、当該事業年度の事業計画を
策定し、公表するよう努めるものとする。
③ 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び
事業計画の策定に当たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の
要請に十分留意するものとする。
（二）運営の状況に関する点検及び評価等
① 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされるこ
とを確保し、その事業の水準の向上を図るため、各年度の図書館サ
ービスその他図書館の運営の状況について、 の②の目標及び事業
計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなければ
ならない。
② 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運
営体制の整備の状況に応じ、図書館協議会（法第十四条第一項に規
定する図書館協議会をいう。以下同じ。
）の活用その他の方法により、
学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行
う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、
住民その他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとす
る。
③ 市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該
図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。
④ 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並び
に前項の措置の内容について、インターネットその他の高度情報通
信ネットワーク（以下「インターネット等」という。）をはじめとし
た多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努め
なければならない。
（三）広報活動及び情報公開
市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、
利用者の拡大を図るため、広報紙等の定期的な刊行やインターネット
等を活用した情報発信等、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開
に努めるものとする。
（四）開館日時等
市町村立図書館は、利用者及び住民の利用を促進するため、開館日
・開館時間の設定に当たっては、地域の実情や利用者及び住民の多様
な生活時間等に配慮するものとする。また、移動図書館を運行する場
合は、適切な周期による運行等に努めるものとする。
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（五）図書館協議会
① 市町村教育委員会は、図書館協議会を設置し、地域の実情を踏ま
え、利用者及び住民の要望を十分に反映した図書館の運営がなされ
るよう努めるものとする。
② 図書館協議会の委員には、法第十六条の規定により条例で定める
委員の任命の基準に従いつつ、地域の実情に応じ、多様な人材の参
画を得るよう努めるものとする。
（六）施設・設備
① 市町村立図書館は、この基準に示す図書館サービスの水準を達成
するため、図書館資料の開架・閲覧、保存、視聴覚資料の視聴、情
報の検索・レファレンスサービス、集会・展示、事務管理等に必要
な施設・設備を確保するよう努めるものとする。
② 市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外
国人その他特に配慮を必要とする者が図書館施設を円滑に利用でき
るよう、傾斜路や対面朗読室等の施設の整備、拡大読書器等資料の
利用に必要な機器の整備、点字及び外国語による表示の充実等に努
めるとともに、児童・青少年の利用を促進するため、専用スペース
の確保等に努めるものとする。
２ 図書館資料
（一）図書館資料の収集等
① 市町村立図書館は、利用者及び住民の要望、社会の要請並びに地
域の実情に十分留意しつつ、図書館資料の収集に関する方針を定め、
公表するよう努めるものとする。
② 市町村立図書館は、前項の方針を踏まえ、充実した図書館サービ
スを実施する上で必要となる十分な量の図書館資料を計画的に整備
するよう努めるものとする。その際、郷土資料及び地方行政資料、
新聞の全国紙及び主要な地方紙並びに視聴覚資料等多様な資料の整
備にも努めるものとする。また、郷土資料及び地方行政資料の電子
化に努めるものとする。
（二）図書館資料の組織化
市町村立図書館は、利用者の利便性の向上を図るため、図書館資料
の分類、配架、目録・索引の整備等による組織化に十分配慮するとと
もに、書誌データの整備に努めるものとする。
３ 図書館サービス
（一）貸出サービス等
市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図るとともに、予約制度
や複写サービス等の運用により利用者の多様な資料要求に的確に応え
るよう努めるものとする。

-8-

（二）情報サービス
① 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活
用にも留意しつつ、利用者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情
報の提示等を行うレファレンスサービスの充実・高度化に努めるも
のとする。
② 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資
料検索システムの供用等のサービスの充実に努めるものとする。
③ 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部
の情報にアクセスできる環境の提供、利用者の求めに応じ、求める
資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等を紹介するレフェラ
ルサービスの実施に努めるものとする。
（三）地域の課題に対応したサービス
市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕事に関する課題や地
域の課題の解決に向けた活動を支援するため、利用者及び住民の要望
並びに地域の実情を踏まえ、次に掲げる事項その他のサービスの実施
に努めるものとする。
ア 就職・転職、起業、職業能力開発、日常の仕事等に関する資料及
び情報の整備・提供
イ 子育て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福祉、法律・司法
手続等に関する資料及び情報の整備・提供
ウ 地方公共団体の政策決定、行政事務の執行・改善及びこれらに関
する理解に必要な資料及び情報の整備・提供
（四）利用者に対応したサービス
市町村立図書館は、多様な利用者及び住民の利用を促進するため、
関係機関・団体と連携を図りながら、次に掲げる事項その他のサービ
スの充実に努めるものとする。
ア （児童・青少年に対するサービス） 児童・青少年用図書の整備
・提供、児童・青少年の読書活動を促進するための読み聞かせ等の
実施、その保護者等を対象とした講座・展示会の実施、学校等の教
育施設等との連携
イ （高齢者に対するサービス） 大活字本、録音資料等の整備・提
供、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施
ウ （障害者に対するサービス） 点字資料、大活字本、録音資料、
手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコ
ミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の
代読サービスの実施
エ （乳幼児とその保護者に対するサービス） 乳幼児向けの図書及
び関連する資料・情報の整備・提供、読み聞かせの支援、講座・展
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示会の実施、託児サービスの実施
オ （外国人等に対するサービス） 外国語による利用案内の作成・
頒布、外国語資料や各国事情に関する資料の整備・提供
カ （図書館への来館が困難な者に対するサービス） 宅配サービス
の実施
（五）多様な学習機会の提供
① 市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動
を支援するため、講座、相談会、資料展示会等を主催し、又は関係
行政機関、学校、他の社会教育施設、民間の関係団体等と共催して
多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習活動のための施設・
設備の供用、資料の提供等を通じ、その活動環境の整備に努めるも
のとする。
② 市町村立図書館は、利用者及び住民の情報活用能力の向上を支援
するため、必要な学習機会の提供に努めるものとする。
（六）ボランティア活動等の促進
① 市町村立図書館は、図書館におけるボランティア活動が、住民等
が学習の成果を活用する場であるとともに、図書館サービスの充実
にも資するものであることにかんがみ、読み聞かせ、代読サービス
等の多様なボランティア活動等の機会や場所を提供するよう努める
ものとする。
② 市町村立図書館は、前項の活動への参加を希望する者に対し、当
該活動の機会や場所に関する情報の提供や当該活動を円滑に行うた
めの研修等を実施するよう努めるものとする。
４ 職員
（一）職員の配置等
① 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責に
かんがみ、図書館サービスその他の図書館の運営及び行政に必要な
知識・経験とともに、司書となる資格を有する者を任命することが
望ましい。
② 市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門的なサービスを実施
するために必要な数の司書及び司書補を確保するよう、その積極的
な採用及び処遇改善に努めるとともに、これら職員の職務の重要性
にかんがみ、その資質・能力の向上を図る観点から、第一の四の②
に規定する関係機関等との計画的な人事交流（複数の市町村又は都
道府県の機関等との広域的な人事交流を含む。）に努めるものとする。
③ 市町村立図書館には、前項の司書及び司書補のほか、必要な数の
職員を置くものとする。
④ 市町村立図書館は、専門的分野に係る図書館サービスの充実を図
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(六)

るため、必要に応じ、外部の専門的知識・技術を有する者の協力を
得るよう努めるものとする。
（二）職員の研修
① 市町村立図書館は、司書及び司書補その他の職員の資質・能力の
向上を図るため、情報化・国際化の進展等に留意しつつ、これらの
職員に対する継続的・計画的な研修の実施等に努めるものとする。
② 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長その他の職員の資質
・能力の向上を図るため、各種研修機会の拡充に努めるとともに、
文部科学大臣及び都道府県教育委員会等が主催する研修その他必要
な研修にこれら職員を参加させるよう努めるものとする。
二 都道府県立図書館
１ 域内の図書館への支援
① 都道府県立図書館は、次に掲げる事項について、当該都道府県内の
図書館の求めに応じて、それらの図書館への支援に努めるものとする。
ア 資料の紹介、提供に関すること
イ 情報サービスに関すること
ウ 図書館資料の保存に関すること
エ 郷土資料及び地方行政資料の電子化に関すること
オ 図書館の職員の研修に関すること
カ その他図書館運営に関すること
② 都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書館の状況に応じ、それ
らの図書館との間における情報通信技術を活用した情報の円滑な流通
や、それらの図書館への資料の貸出のための円滑な搬送の確保に努め
るものとする。
③ 都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書館の相互協力の促進等
に資するため、当該都道府県内の図書館で構成する団体等を活用して、
図書館間の連絡調整の推進に努めるものとする。
２ 施設・設備
都道府県立図書館は、第二の二の６により準用する第二の一の１の
に定める施設・設備のほか、次に掲げる機能に必要な施設・設備の確保
に努めるものとする。
ア 研修
イ 調査研究
ウ 市町村立図書館の求めに応じた資料保存等
３ 調査研究
都道府県立図書館は、図書館サービスを効果的・効率的に行うための
調査研究に努めるものとする。その際、特に、図書館に対する利用者及
び住民の要望、図書館運営にかかわる地域の諸条件、利用者及び住民の
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(一)

利用促進に向けた新たなサービス等に関する調査研究に努めるものとす
る。
４ 図書館資料
都道府県立図書館は、第二の二の６により準用する第二の一の２に定
める事項のほか、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
ア 市町村立図書館等の要求に十分に応えるための資料の整備
イ 高度化・多様化する図書館サービスへの要請に対応するための、郷
土資料その他の特定分野に関する資料の目録・索引等の整備及び配布
５ 職員
① 都道府県教育委員会は、都道府県立図書館において第二の二の６に
より準用する第二の一の４の に定める職員のほか、第二の二の１、
３及び４に掲げる機能を果たすために必要な職員を確保するよう努め
るものとする。
② 都道府県教育委員会は、当該都道府県内の図書館の職員の資質・能
力の向上を図るため、それらの職員を対象に、必要な研修を行うよう
努めるものとする。
６ 準用
第二の一に定める市町村立図書館に係る基準は、都道府県立図書館に
準用する。
第三 私立図書館
一 管理運営
１ 運営の状況に関する点検及び評価等
① 私立図書館は、その運営が適切に行われるよう、図書館サービスそ
の他図書館の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を
設定した上で、その目標の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行う
よう努めるものとする。
② 私立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制
の整備の状況に応じ、図書館の事業に関して学識経験のある者、当該
図書館の利用者その他の関係者・第三者による評価を行うことが望ま
しい。
③ 私立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館
の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
④ 私立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項
の措置の内容について、積極的に公表するよう努めるものとする。
２ 広報活動及び情報公開
私立図書館は、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開を行うこと
が望ましい。
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３

開館日時
私立図書館は、開館日・開館時間の設定に当たっては、多様な利用者
に配慮することが望ましい。
４ 施設・設備
私立図書館は、その設置の目的に基づく図書館サービスの水準を達成
するため、多様な利用者に配慮しつつ、必要な施設・設備を確保するこ
とが望ましい。
二 図書館資料
私立図書館は、当該図書館が対象とする専門分野に応じて、図書館資料
を計画的かつ継続的に収集・組織化・保存し、利用に供することが望まし
い。
三 図書館サービス
私立図書館は、当該図書館における資料及び情報の整備状況、多様な利
用者の要望等に配慮して、閲覧・貸出・レファレンスサービス等のサービ
スを適切に提供することが望ましい。
四 職員
① 私立図書館には、専門的なサービスを実施するために必要な数の司書
及び司書補その他職員を置くことが望ましい。
② 私立図書館は、その職員の資質・能力の向上を図るため、当該職員に
対する研修の機会を確保することが望ましい。
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成二十四年文部科学省告示第百七十二号）
改 正 後

改

図書館の設置及び運営上の望ましい基準

正 前

公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準

目次

目次

第一 総則

一

総則

一 趣旨

(一) 趣旨

二 設置の基本

(二) 設置

三 運営の基本
(三) 図書館サービスの計画的実施及び自己評価
等
(四) 資料及び情報の収集、提供等
四 連携・協力

(五) 他の図書館及びその他関係機関との連携・
協力
(六) 職員の資質・能力の向上等

五 著作権等の権利の保護
六 危機管理
第二 公立図書館
一 市町村立図書館

二

市町村立図書館

１ 管理運営
(一) 基本的運営方針及び事業計画

(一) 運営の基本

(二) 運営の状況に関する点検及び評価等
(二) 資料の収集、提供等
(三) レファレンス・サービス等
(四) 利用者に応じた図書館サービス
(五) 多様な学習機会の提供
(六) ボランティアの参加の促進
(三) 広報活動及び情報公開

(七) 広報及び情報公開
(八) 職員

(四) 開館日時等

(九) 開館日時等

(五) 図書館協議会

(十) 図書館協議会

(六) 施設・設備

(十一) 施設・設備

２ 図書館資料
(一) 図書館資料の収集等
(二) 図書館資料の組織化
３ 図書館サービス
(一) 貸出サービス等
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(二) 情報サービス
(三) 地域の課題に対応したサービス
(四) 利用者に対応したサービス
(五) 多様な学習機会の提供
(六) ボランティア活動等の促進
４ 職員
(一) 職員の配置等
(二) 職員の研修
二 都道府県立図書館

三

都道府県立図書館

(一) 運営の基本
１ 域内の図書館への支援

(二) 市町村立図書館への援助
(三) 都道府県立図書館と市町村立図書館とのネ

２ 施設・設備

ットワーク
(四) 図書館間の連絡調整等

３ 調査研究

(五) 調査・研究開発

４ 図書館資料

(六) 資料の収集、提供等

５ 職員

(七) 職員
(八) 施設・設備

６ 準用

(九) 準用

第三 私立図書館
一 管理運営
１ 運営の状況に関する点検及び評価等
２ 広報活動及び情報公開
３ 開館日時
４ 施設・設備
二 図書館資料
三 図書館サービス
四 職員

第一 総則

一

総則

一

趣旨

(一) 趣旨

①

この基準は、図書館法（昭和二十五年法律第

①

この基準は、図書館法（昭和二十五年法律第

百十八号。以下「法」という。）第七条の二の規

百十八号）第七条の二に基づく公立図書館の設

定に基づく図書館の設置及び運営上の望ましい

置及び運営上の望ましい基準であり、公立図書

基準であり、図書館の健全な発展に資すること

館の健全な発展に資することを目的とする。

を目的とする。
②

図書館は、この基準を踏まえ、法第三条に掲

②
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公立図書館の設置者は、この基準に基づき、

げる事項等の図書館サービスの実施に努めなけ

同法第三条に掲げる事項などの図書館サービス

ればならない。

の実施に努めなければならない。

二

設置の基本

(二) 設置

①

市（特別区を含む。以下同じ。
）町村は、住民

②

市町村は、住民に対して適切な図書館サービ

に対して適切な図書館サービスを行うことがで

スを行うことができるよう、公立図書館の設置

きるよう、住民の生活圏、図書館の利用圏等を

（適切な図書館サービスを確保できる場合には、

十分に考慮し、市町村立図書館及び分館等の設

地域の実情により、複数の市町村により共同で

置に努めるとともに、必要に応じ移動図書館の

設置することを含む。）に努めるとともに、住民

活用を行うものとする。併せて、市町村立図書

の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、

館と公民館図書室等との連携を推進することに

必要に応じ分館等の設置や移動図書館の活用に

より、当該市町村の全域サービス網の整備に努

より、当該市町村の全域サービス網の整備に努

めるものとする。

めるものとする。

②

都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、 ①

都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、

住民に対して適切な図書館サービスを行うとと

住民に対し適切な図書館サービスを行うととも

もに、図書館未設置の町村が多く存在すること

に、図書館未設置の町村が多く存在することも

も踏まえ、当該都道府県内の図書館サービスの

踏まえ、当該都道府県内の図書館サービスの全

全体的な進展を図る観点に立って、市町村に対

体的な進展を図る観点に立って、市（特別区を

して市町村立図書館の設置及び運営に関する必

含む。以下同じ。）町村立図書館の設置及び運営

要な指導・助言等を行うものとする。

に対する指導・助言等を計画的に行うものとす
る。

③

公立図書館（法第二条第二項に規定する公立

③

公立図書館の設置に当たっては、サービス対

図書館をいう。以下同じ。
）の設置に当たっては、

象地域の人口分布と人口構成、面積、地形、交

サービス対象地域の人口分布と人口構成、面積、

通網等を勘案して、適切な位置及び必要な図書

地形、交通網等を勘案して、適切な位置及び必

館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員数等を確

要な図書館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員

保するよう努めるものとする。

数等を確保するよう努めるものとする。
三

運営の基本

①

図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的

（新規）

を適切に達成するため、司書及び司書補の確保
並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ、必
要な管理運営体制の構築に努めるものとする。
二

市町村立図書館

(一) 運営の基本
②

市町村立図書館は、知識基盤社会における知

市町村立図書館は、住民のために資料や情報の

識・情報の重要性を踏まえ、資料（電磁的記録

提供等直接的な援助を行う機関として、住民の需

を含む。以下同じ。
）や情報の提供等の利用者及

要を把握するよう努めるとともに、それに応じ地

び住民に対する直接的なサービスの実施や、読

域の実情に即した運営に努めるものとする。
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書活動の振興を担う機関として、また、地域の
情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会
の要請に応え、地域の実情に即した運営に努め
るものとする。
三

都道府県立図書館

(一) 運営の基本
③

都道府県立図書館は、前項に規定する事項に

①

都道府県立図書館は、住民の需要を広域的か

努めるほか、住民の需要を広域的かつ総合的に

つ総合的に把握して資料及び情報を収集、整理、

把握して、資料及び情報を体系的に収集、整理、

保存及び提供する立場から、市町村立図書館に

保存及び提供すること等を通じて、市町村立図

対する援助に努めるとともに、都道府県内の図

書館に対する円滑な図書館運営の確保のための

書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。

援助に努めるとともに、当該都道府県内の図書
館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。

②

都道府県立図書館は、図書館を設置していな

い市町村の求めに応じて、図書館の設置に関し
必要な援助を行うよう努めるものとする。
③

都道府県立図書館は、住民の直接的利用に対

応する体制も整備するものとする。
④

私立図書館（法第二条第二項に規定する私立

（新規）

図書館をいう。以下同じ。
）は、当該図書館を設
置する法人の目的及び当該図書館の設置の目的
に基づき、広く公益に資するよう運営を行うこ
とが望ましい。
⑤

図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の

（新規）

者に行わせる場合には、当該図書館の事業の継
続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維
持及び向上、司書及び司書補の確保並びに資質
・能力の向上等が図られるよう、当該管理者と
の緊密な連携の下に、この基準に定められた事
項が確実に実施されるよう努めるものとする。
(三) 図書館サービスの計画的実施及び自己評価等
（第二の一の１の(一)の②に規定） ①

公立図書館は、そのサービスの水準の向上を

図り、当該図書館の目的及び社会的使命を達成
するため、そのサービスについて、各々適切な
「指標」を選定するとともに、これらに係る「数
値目標」を設定し、その達成に向けて計画的に
これを行うよう努めなければならない。
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（第二の一の１の(二)に規定） ②

公立図書館は、各年度の図書館サービスの状

況について、図書館協議会の協力を得つつ、前
項の「数値目標」の達成状況等に関し自ら点検
及び評価を行うとともに、その結果を住民に公
表するよう努めなければならない。
(四) 資料及び情報の収集、提供等
（第二の一の２の(一)の①に規定） ①

資料及び情報の収集に当たっては、住民の学

習活動等を適切に援助するため、住民の高度化
・多様化する要求に十分配慮するものとする。
（第二の一の３の(二)の②に規定） ②

資料及び情報の整理、保存及び提供に当たっ

ては、広く住民の利用に供するため、情報処理
機能の向上を図り、有効かつ迅速なサービスを
行うことができる体制を整えるよう努めるもの
とする。
（第二の一の３の(三)のウに規定） ③

地方公共団体の政策決定や行政事務に必要な

資料及び情報を積極的に収集し、的確に提供す
るよう努めるものとする。
（第一の四に規定） ④

都道府県立図書館と市町村立図書館は、それ

ぞれの図書館の役割や地域の特色を踏まえつつ
資料及び情報の収集、整理、保存及び提供につ
いて計画的に連携・協力を図るものとする。
四

連携・協力

(五)

他の図書館その他の関係機関との連携・協

力
①

図書館は、高度化・多様化する利用者及び住

公立図書館は、資料及び情報の充実に努めると

民の要望に対応するとともに、利用者及び住民

ともに、それぞれの状況に応じ、高度化・多様化

の学習活動を支援する機能の充実を図るため、

する住民の要求に対応するため、資料や情報の相

資料や情報の相互利用などの他の施設・団体等

互利用等の協力活動の積極的な実施に努めるもの

との協力を積極的に推進するよう努めるものと

とする。その際、公立図書館相互の連携（複数の

する。

市町村による共同事業を含む。
）のみならず、学校
図書館、大学図書館等の館種の異なる図書館や公

②

図書館は、前項の活動の実施に当たっては、

民館、博物館等の社会教育施設、官公署、民間の

図書館相互の連携のみならず、国立国会図書館、 調査研究施設等との連携にも努めるものとする。
地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図
書館及び大学図書館等の図書施設、学校、博物
館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関
並びに民間の調査研究施設及び民間団体等との
連携にも努めるものとする。
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(六) 職員の資質・能力の向上等
（第二の一の４の(二)の①に規定） ①

教育委員会及び公立図書館は、館長、専門的

職員、事務職員及び技術職員の資質・能力の向
上を図るため、情報化・国際化の進展等に配慮
しつつ、継続的・計画的な研修事業の実施、内
容の充実など職員の各種研修機会の拡充に努め
るものとする。
（第二の一の４の(二)の②及び二の５の②に規定） ②

都道府県教育委員会は、当該都道府県内の公

立図書館の職員の資質・能力の向上を図るため
に、必要な研修の機会を用意するものとし、市
町村教育委員会は、当該市町村の所管に属する
公立図書館の職員をその研修に参加させるよう
に努めるものとする。
（第二の一の４の(一)の②に規定）
③

教育委員会は、公立図書館における専門的職

員の配置の重要性に鑑み、その積極的な採用及
び処遇改善に努めるとともに、その資質・能力
の向上を図る観点から、計画的に他の公立図書
館及び学校、社会教育施設、教育委員会事務局
等との人事交流（複数の市町村及び都道府県の
機関等との人事交流を含む。）に努めるものとす
る。
五

著作権等の権利の保護

二(二) 資料の収集、提供等

図書館は、その運営に当たって、職員や利用者

⑤

資料の提供等に当たっては、複写機やコンピ

が著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）その

ュータ等の情報・通信機器等の利用の拡大に伴

他の法令に規定する権利を侵害することのないよ

い、職員や利用者による著作権等の侵害が発生

う努めるものとする。

しないよう、十分な注意を払うものとする。

六

危機管理

（新規）

①

図書館は、事故、災害その他非常の事態によ
る被害を防止するため、当該図書館の特性を考
慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関
する手引書の作成、関係機関と連携した危機管
理に関する訓練の定期的な実施その他の十分な
措置を講じるものとする。

②

図書館は、利用者の安全の確保のため、防災
上及び衛生上必要な設備を備えるものとする。
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第二 公立図書館
一

市町村立図書館

１

管理運営

二

(一) 基本的運営方針及び事業計画
①

市町村立図書館

(一) 運営の基本

市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、

市町村立図書館は、住民のために資料や情報の

社会の変化や地域の実情に応じ、当該図書館の

提供等直接的な援助を行う機関として、住民の需

事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以

要を把握するよう努めるとともに、それに応じ地

下「基本的運営方針」という。）を策定し、公表

域の実情に即した運営に努めるものとする。

するよう努めるものとする。
一(三) 図書館サービスの計画的実施及び自己評価
等
②

市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、 ①

公立図書館は、そのサービスの水準の向上を

図り、当該図書館の目的及び社会的使命を達成

切な指標を選定し、これらに係る目標を設定す

するため、そのサービスについて、各々適切な

るとともに、事業年度ごとに、当該事業年度の

「指標」を選定するとともに、これらに係る「数

事業計画を策定し、公表するよう努めるものと

値目標」を設定し、その達成に向けて計画的に

する。

これを行うよう努めなければならない。

③

図書館サービスその他図書館の運営に関する適

市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前

（新規）

項の指標、目標及び事業計画の策定に当たって
は、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に
十分留意するものとする。
(二) 資料の収集、提供等
（第二の一の２の(一)の②に規定）

①

住民の要求に応えるため、新刊図書及び雑誌

の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力
により図書館の機能を十分発揮できる種類及び
量の資料の整備に努めるものとする。また、地
域内の郷土資料及び行政資料、新聞の全国紙及
び主要な地方紙等多様な資料の整備に努めるも
のとする。
（第二の一の２の(一)の②に規定） ②

多様な種類・内容の視聴覚資料の収集に努め

るものとする。
（第二の一の２の(一)及び３の(二)の③に規定） ③
※「資料」に電磁的記録を含むことを明確化。

電子資料の作成、収集及び提供並びに外部情
報の入手に関するサービス等に努めるものとす

る。

（第二の一の３の(一)に規定） ④
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本館、分館、移動図書館等の資料の書誌デー

タの統一的な整備や、インターネット等を活用
した正確かつ迅速な検索システムの整備に努め
るものとする。また、貸出の充実を図り、予約
制度などにより住民の多様な資料要求に的確に
応じるよう努めるものとする。
（第一の五に規定）

⑤

資料の提供等に当たっては、複写機やコンピ

ュータ等の情報・通信機器等の利用の拡大に伴
い、職員や利用者による著作権等の侵害が発生
しないよう、十分な注意を払うものとする。
(二) 運営の状況に関する点検及び評価等

一(三)

図書館サービスの計画的実施及び自己評

価等
①

市町村立図書館は、基本的運営方針に基づい

②

公立図書館は、各年度の図書館サービスの状

た運営がなされることを確保し、その事業の水

況について、図書館協議会の協力を得つつ、前

準の向上を図るため、各年度の図書館サービス

項の「数値目標」の達成状況等に関し自ら点検

その他図書館の運営の状況について、（一）の②

及び評価を行うとともに、その結果を住民に公

の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点

表するよう努めなければならない。

検及び評価を行うよう努めなければならない。
②

市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほ

（新規）

か、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、
図書館協議会（法第十四条第一項に規定する図
書館協議会をいう。以下同じ。）の活用その他の
方法により、学校教育又は社会教育の関係者、
家庭教育の向上に資する活動を行う者、図書館
の事業に関して学識経験のある者、当該図書館
の利用者、住民その他の関係者・第三者による
評価を行うよう努めるものとする。
③

市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の

（新規）

結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図る
ため必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
④

市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検

（新規）

及び評価の結果並びに前項の措置の内容につい
て、インターネットその他の高度情報通信ネッ
トワーク（以下「インターネット等」という。
）
をはじめとした多様な媒体を活用すること等に
より、積極的に公表するよう努めなければなら
ない。
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（第二の一の３の(二)に規定） (三) レファレンス・サービス等
他の図書館等と連携しつつ、電子メール等の通
信手段の活用や外部情報の利用にも配慮しながら、
住民の求める事項について、資料及び情報の提供
又は紹介などを行うレファレンス・サービスの充
実・高度化に努めるとともに、地域の状況に応じ、
学習機会に関する情報その他の情報の提供を行う
レフェラル・サービスの充実にも努めるものとす
る。
(四) 利用者に応じた図書館サービス
（第二の一の３の(三)に規定） ①

成人に対するサービスの充実に資するため、

科学技術の進展や産業構造・労働市場の変化等
に的確に対応し、就職、転職、職業能力開発、
日常の仕事等のための資料及び情報の収集・提
供に努めるものとする。
（第二の一の３の(四)に規定） ②

児童・青少年に対するサービスの充実に資す

るため、必要なスペースを確保するとともに、
児童・青少年用図書の収集・提供、児童・青少
年の読書活動を推進するための読み聞かせ等の
実施、情報通信機器の整備等による新たな図書
館サービスの提供、学校等の教育施設との連携
の強化等に努めるものとする。
（第二の一の３の(四)に規定） ③

高齢者に対するサービスの充実に資するため、

高齢者に配慮した構造の施設の整備とともに、
大活字本、拡大読書器などの資料や機器・機材
の整備・充実に努めるものとする。また、関係
機関・団体と連携を図りながら、図書館利用の
際の介助、対面朗読、宅配サービス等きめ細か
な図書館サービスの提供に努めるものとする。
（第二の一の３の(四)に規定） ④

障害者に対するサービスの充実に資するため、

障害のある利用者に配慮した構造の施設の整備
とともに、点字資料、録音資料、手話や字幕入
りの映像資料の整備・充実、資料利用を可能に
する機器・機材の整備・充実に努めるものとす
る。また、関係機関・団体と連携を図りながら
手話等による良好なコミュニケーションの確保
に努めたり、図書館利用の際の介助、対面朗読、
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宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提
供に努めるものとする。
（第二の一の３の(四)に規定） ⑤

地域に在留する外国人等に対するサービスの

充実に資するため、外国語資料の収集・提供、
利用案内やレファレンス・サービス等に努める
ものとする。
(五) 多様な学習機会の提供
（第二の一の３の(五)の①に規定） ①

住民の自主的・自発的な学習活動を援助する

ため、読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料
展示会等を主催し、又は他の社会教育施設、学
校、民間の関係団体等と共催するなど、多様な
学習機会の提供に努めるとともに、学習活動の
場の提供、設備や資料の提供などによりその奨
励に努めるものとする。
（第二の一の３の(五)の②に規定） ②

住民の情報活用能力の向上を支援するため、

講座等学習機会の提供に努めるものとする。
（第二の一の３の(六)に規定）

(六) ボランティアの参加の促進
国際化、情報化等社会の変化へ対応し、児童・
青少年、高齢者、障害者等多様な利用者に対する
新たな図書館サービスを展開していくため、必要
な知識・技能等を有する者のボランティアとして
の参加を一層促進するよう努めるものとする。そ
のため、希望者に活動の場等に関する情報の提供
やボランティアの養成のための研修の実施など諸
条件の整備に努めるものとする。なお、その活動
の内容については、ボランティアの自発性を尊重
しつつ、あらかじめ明確に定めておくことが望ま
しい。

(三) 広報活動及び情報公開

(七) 広報及び情報公開

市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の

住民の図書館に対する理解と関心を高め新たな

理解と関心を高め、利用者の拡大を図るため、広

利用者の拡大を図るため、広報紙等の定期的な刊

報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用

行やインターネット等を活用した情報発信など、

した情報発信等、積極的かつ計画的な広報活動及

積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開に努め

び情報公開に努めるものとする。

るものとする。
(八) 職員

（第二の一の４の(一)の①に規定） ①

- 24 -

館長は、図書館の管理運営に必要な知識・経

験を有し、図書館の役割及び任務を自覚して、
図書館機能を十分発揮させられるよう不断に努
めるものとする。
（第二の一の４の(一)の①に規定） ②

館長となる者は、司書となる資格を有する者

が望ましい。
（削除） ③

専門的職員は、資料の収集、整理、保存、提

供及び情報サービスその他の専門的業務に従事
し、図書館サービスの充実・向上を図るととも
に、資料等の提供及び紹介等の住民の高度で多
様な要求に適切に応えるよう努めるものとする。
（第二の一の４の(一)の②に規定） ④

図書館には、専門的なサービスを実施するに

足る必要な数の専門的職員を確保するものとす
る。
（第二の一の４の(一)の③に規定） ⑤

専門的職員のほか、必要な数の事務職員又は

技術職員を置くものとする。
（第二の一の４の(一)の④に規定） ⑥

専門的分野に係る図書館サービスの向上を図

るため、適宜、外部の専門的知識・技術を有す
る者の協力を得るよう努めるものとする。
(四) 開館日時等

(九) 開館日時等

市町村立図書館は、利用者及び住民の利用を促

住民の利用を促進するため、開館日・開館時間

進するため、開館日・開館時間の設定に当たって

の設定にあたっては、地域の状況や住民の多様な

は、地域の実情や利用者及び住民の多様な生活時

生活時間等に配慮するものとする。また、移動図

間等に配慮するものとする。また、移動図書館を

書館については、適切な周期による運行などに努

運行する場合は、適切な周期による運行等に努め

めるものとする。

るものとする。
(五) 図書館協議会
①

(十) 図書館協議会

市町村教育委員会は、図書館協議会を設置し、 ①

図書館協議会を設置し、地域の状況を踏まえ、

地域の実情を踏まえ、利用者及び住民の要望を

利用者の声を十分に反映した図書館の運営がな

十分に反映した図書館の運営がなされるよう努

されるよう努めるものとする。

めるものとする。
②

図書館協議会の委員には、法第十六条の規定

②

により条例で定める委員の任命の基準に従いつ
つ、地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得
るよう努めるものとする。
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図書館協議会の委員には、地域の実情に応じ、

多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。

(六) 施設・設備
①

(十一)

施設・設備

市町村立図書館は、この基準に示す図書館サ

本基準に示す図書館サービスの水準を達成する

ービスの水準を達成するため、図書館資料の開

ため、開架・閲覧、収蔵、レファレンス・サービ

架・閲覧、保存、視聴覚資料の視聴、情報の検

ス、集会・展示、情報機器・視聴覚機器、事務管

索・レファレンスサービス、集会・展示、事務

理などに必要な施設・設備を確保するよう努める

管理等に必要な施設・設備を確保するよう努め

とともに、利用者に応じて、児童・青少年、高齢

るものとする。

者及び障害者等に対するサービスに必要な施設・
設備を確保するよう努めるものとする。

②

市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児
とその保護者及び外国人その他特に配慮を必要
とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、
傾斜路や対面朗読室等の施設の整備、拡大読書
器等資料の利用に必要な機器の整備、点字及び
外国語による表示の充実等に努めるとともに、
児童・青少年の利用を促進するため、専用スペ
ースの確保等に努めるものとする。

２

図書館資料

(一) 図書館資料の収集等

一(四) 資料及び情報の収集、提供等

①

①

市町村立図書館は、利用者及び住民の要望、

資料及び情報の収集に当たっては、住民の学

社会の要請並びに地域の実情に十分留意しつつ、

習活動等を適切に援助するため、住民の高度化

図書館資料の収集に関する方針を定め、公表す

・多様化する要求に十分配慮するものとする。

るよう努めるものとする。
二(二) 資料の収集、提供等
②

市町村立図書館は、前項の方針を踏まえ、充

①

住民の要求に応えるため、新刊図書及び雑誌

実した図書館サービスを実施する上で必要とな

の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力

る十分な量の図書館資料を計画的に整備するよ

により図書館の機能を十分発揮できる種類及び

う努めるものとする。その際、郷土資料及び地

量の資料の整備に努めるものとする。また、地

方行政資料、新聞の全国紙及び主要な地方紙並

域内の郷土資料及び行政資料、新聞の全国紙及

びに視聴覚資料等多様な資料の整備にも努める

び主要な地方紙等多様な資料の整備に努めるも

ものとする。また、郷土資料及び地方行政資料

のとする。

の電子化に努めるものとする。
②

多様な種類・内容の視聴覚資料の収集に努め

るものとする。
③

電子資料の作成、収集及び提供並びに外部情

報の入手に関するサービス等に努めるものとす
る。
(二) 図書館資料の組織化
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市町村立図書館は、利用者の利便性の向上を図

（新規）

るため、図書館資料の分類、配架、目録・索引の
整備等による組織化に十分配慮するとともに、書
誌データの整備に努めるものとする。
３

図書館サービス

(一) 貸出サービス等

二(二) 資料の収集、提供等

市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図る

④

本館、分館、移動図書館等の資料の書誌デー

とともに、予約制度や複写サービス等の運用によ

タの統一的な整備や、インターネット等を活用

り利用者の多様な資料要求に的確に応えるよう努

した正確かつ迅速な検索システムの整備に努め

めるものとする。

るものとする。また、貸出の充実を図り、予約
制度などにより住民の多様な資料要求に的確に
応じるよう努めるものとする。

(二) 情報サービス
①

二(三) レファレンス・サービス等

市町村立図書館は、インターネット等や商用

他の図書館等と連携しつつ、電子メール等の通

データベース等の活用にも留意しつつ、利用者

信手段の活用や外部情報の利用にも配慮しながら、

の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提

住民の求める事項について、資料及び情報の提供

示等を行うレファレンスサービスの充実・高度

又は紹介などを行うレファレンス・サービスの充

化に努めるものとする。

実・高度化に努めるとともに、地域の状況に応じ、
学習機会に関する情報その他の情報の提供を行う
レフェラル・サービスの充実にも努めるものとす
る。
一(四) 資料及び情報の収集、提供等

②

市町村立図書館は、図書館の利用案内、テー

②

資料及び情報の整理、保存及び提供に当たっ

マ別の資料案内、資料検索システムの供用等の

ては、広く住民の利用に供するため、情報処理

サービスの充実に努めるものとする。

機能の向上を図り、有効かつ迅速なサービスを
行うことができる体制を整えるよう努めるもの
とする。
二(三) レファレンス・サービス等

③

市町村立図書館は、利用者がインターネット

他の図書館等と連携しつつ、電子メール等の通

等の利用により外部の情報にアクセスできる環

信手段の活用や外部情報の利用にも配慮しながら、

境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・

住民の求める事項について、資料及び情報の提供

情報にアクセスできる地域内外の機関等を紹介

又は紹介などを行うレファレンス・サービスの充

するレフェラルサービスの実施に努めるものと

実・高度化に努めるとともに、地域の状況に応じ、

する。

学習機会に関する情報その他の情報の提供を行う
レフェラル・サービスの充実にも努めるものとす
る。

(三) 地域の課題に対応したサービス

（新規）
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市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕
事に関する課題や地域の課題の解決に向けた活動
を支援するため、利用者及び住民の要望並びに地
域の実情を踏まえ、次に掲げる事項その他のサー
ビスの実施に努めるものとする。
二(四) 利用者に応じた図書館サービス
ア

就職・転職、起業、職業能力開発、日常の

①

仕事等に関する資料及び情報の整備・提供

成人に対するサービスの充実に資するため、
科学技術の進展や産業構造・労働市場の変化等
に的確に対応し、就職、転職、職業能力開発、
日常の仕事等のための資料及び情報の整備・提
供に努めるものとする。

イ

子育て、教育、若者の自立支援、健康・医

（新規）

療、福祉、法律・司法手続等に関する資料及
び情報の整備・提供
一(四) 資料及び情報の収集、提供等
ウ

地方公共団体の政策決定、行政事務の執行

③

地方公共団体の政策決定や行政事務に必要な

・改善及びこれらに関する理解に必要な資料

資料及び情報を積極的に収集し、的確に提供す

及び情報の整備・提供

るよう努めるものとする。

(四) 利用者に対応したサービス

二(四) 利用者に応じた図書館サービス

市町村立図書館は、多様な利用者及び住民の利
用を促進するため、関係機関・団体と連携を図り
ながら、次に掲げる事項その他の図書館サービス
の充実に努めるものとする。
ア

（児童・青少年に対するサービス）

児童

②

児童・青少年に対するサービスの充実に資す

・青少年用図書の整備・提供、児童・青少年

るため、必要なスペースを確保するとともに、

の読書活動を促進するための読み聞かせ等の

児童・青少年用図書の収集・提供、児童・青少

実施、その保護者等を対象とした講座・展示

年の読書活動を推進するための読み聞かせ等の

会の実施、学校等の教育施設等との連携

実施、情報通信機器の整備等による新たな図書
館サービスの提供、学校等の教育施設との連携
の強化等に努めるものとする。

イ

（高齢者に対するサービス）

大活字本、

③

高齢者に対するサービスの充実に資するため、

録音資料等の整備・提供、図書館利用の際の

高齢者に配慮した構造の施設の整備とともに、

介助、図書館資料等の代読サービスの実施

大活字本、拡大読書器などの資料や機器・機材
の整備・充実に努めるものとする。また、関係
機関・団体と連携を図りながら、図書館利用の
際の介助、対面朗読、宅配サービス等きめ細か
な図書館サービスの提供に努めるものとする。
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ウ

（障害者に対するサービス）

点字資料、

④

障害者に対するサービスの充実に資するため、

大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像

障害のある利用者に配慮した構造の施設の整備

資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコ

とともに、点字資料、録音資料、手話や字幕入

ミュニケーションの確保、図書館利用の際の

りの映像資料の整備・充実、資料利用を可能に

介助、図書館資料等の代読サービスの実施

する機器・機材の整備・充実に努めるものとす
る。また、関係機関・団体と連携を図りながら
手話等による良好なコミュニケーションの確保
に努めたり、図書館利用の際の介助、対面朗読、
宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提
供に努めるものとする。

エ

（乳幼児とその保護者に対するサービス）
乳幼児向けの図書及び関連する資料・情報
の整備・提供、読み聞かせの支援、講座・展
示会の実施、託児サービスの実施

オ

（外国人等に対するサービス）

外国語に

⑤

地域に在留する外国人等に対するサービスの

よる利用案内の作成・頒布、外国語資料や各

充実に資するため、外国語資料の収集・提供、

国事情に関する資料の整備・提供

利用案内やレファレンス・サービス等に努める
ものとする。

カ

（図書館への来館が困難な者に対するサー
ビス）

宅配サービスの実施

(五) 多様な学習機会の提供

二(五) 多様な学習機会の提供

①

①

市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的

住民の自主的・自発的な学習活動を援助する

・自発的な学習活動を支援するため、講座、相

ため、読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料

談会、資料展示会等を主催し、又は関係行政機

展示会等を主催し、又は他の社会教育施設、学

関、学校、他の社会教育施設、民間の関係団体

校、民間の関係団体等と共催するなど、多様な

等と共催して多様な学習機会の提供に努めると

学習機会の提供に努めるとともに、学習活動の

ともに、学習活動のための施設・設備の供用、

場の提供、設備や資料の提供などによりその奨

資料の提供等を通じ、その活動環境の整備に努

励に努めるものとする。

めるものとする。
②

市町村立図書館は、利用者及び住民の情報活

②

用能力の向上を支援するため、必要な学習機会

住民の情報活用能力の向上を支援するため、
講座等学習機会の提供に努めるものとする。

の提供に努めるものとする。
(六) ボランティア活動等の促進
①

二(六) ボランティアの参加の促進

市町村立図書館は、図書館におけるボランテ

国際化、情報化等社会の変化へ対応し、児童・

ィア活動が、住民等が学習の成果を活用する場

青少年、高齢者、障害者等多様な利用者に対する

であるとともに、図書館サービスの充実にも資

新たな図書館サービスを展開していくため、必要

するものであることにかんがみ、読み聞かせ、

な知識・技能等を有する者のボランティアとして

代読サービス等の多様なボランティア活動等の

の参加を一層促進するよう努めるものとする。そ
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機会や場所を提供するよう努めるものとする。

のため、希望者に活動の場等に関する情報の提供
やボランティアの養成のための研修の実施など諸

②

条件の整備に努めるものとする。なお、その活動

望する者に対し、当該活動の機会や場所に関す

の内容については、ボランティアの自発性を尊重

る情報の提供や当該活動を円滑に行うための研

しつつ、あらかじめ明確に定めておくことが望ま

修等を実施するよう努めるものとする。

しい。

４

市町村立図書館は、前項の活動への参加を希

職員

(一) 職員の配置等

二(八) 職員

①

①

市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長

館長は、図書館の管理運営に必要な知識・経

として、その職責にかんがみ、図書館サービス

験を有し、図書館の役割及び任務を自覚して、

その他の図書館の運営及び行政に必要な知識・

図書館機能を十分発揮させられるよう不断に努

経験とともに、司書となる資格を有する者を任

めるものとする。

命することが望ましい。

②

館長となる者は、司書となる資格を有する者

が望ましい。
二(八) 職員
②

市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門

④

図書館には、専門的なサービスを実施するに

的なサービスを実施するために必要な数の司書

足る必要な数の専門的職員を確保するものとす

及び司書補を確保するよう、その積極的な採用

る。

及び処遇改善に努めるとともに、これら職員の
職務の重要性にかんがみ、その資質・能力の向

一(六) 職員の資質・能力の向上等

上を図る観点から、第一の四の②に規定する関

③

教育委員会は、公立図書館における専門的職

係機関等との計画的な人事交流（複数の市町村

員の配置の重要性に鑑み、その積極的な採用及

又は都道府県の機関等との広域的な人事交流を

び処遇改善に努めるとともに、その資質・能力

含む。
）に努めるものとする。

の向上を図る観点から、計画的に他の公立図書
館及び学校、社会教育施設、教育委員会事務局
等との人事交流（複数の市町村及び都道府県の
機関等との人事交流を含む。）に努めるものとす
る。
二(八) 職員

③

市町村立図書館には、前項の司書及び司書補

⑤

のほか、必要な数の職員を置くものとする。

専門的職員のほか、必要な数の事務職員又は
技術職員を置くものとする。

二(八) 職員
④

市町村立図書館は、専門的分野に係る図書館

⑥

専門的分野に係る図書館サービスの向上を図

サービスの充実を図るため、必要に応じ、外部

るため、適宜、外部の専門的知識・技術を有す

の専門的知識・技術を有する者の協力を得るよ

る者の協力を得るよう努めるものとする。

う努めるものとする。
(二) 職員の研修

一(六) 職員の資質・能力の向上等
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①

市町村立図書館は、司書及び司書補その他の

①

教育委員会及び公立図書館は、館長、専門的

職員の資質・能力の向上を図るため、情報化・

職員、事務職員及び技術職員の資質・能力の向

国際化の進展等に留意しつつ、これらの職員に

上を図るため、情報化・国際化の進展等に配慮

対する継続的・計画的な研修の実施等に努める

しつつ、継続的・計画的な研修事業の実施、内

ものとする。

容の充実など職員の各種研修機会の拡充に努め
るものとする。

②

市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長

②

都道府県教育委員会は、当該都道府県内の公

その他の職員の資質・能力の向上を図るため、

立図書館の職員の資質・能力の向上を図るため

各種研修機会の拡充に努めるとともに、文部科

に、必要な研修の機会を用意するものとし、市

学大臣及び都道府県教育委員会等が主催する研

町村教育委員会は、当該市町村の所管に属する

修その他必要な研修にこれら職員を参加させる

公立図書館の職員をその研修に参加させるよう

よう努めるものとする。

に努めるものとする。

二

都道府県立図書館

三

都道府県立図書館

(一) 運営の基本
（第一の三の②に規定）

①

都道府県立図書館は、住民の需要を広域的か

つ総合的に把握して資料及び情報を収集、整理、
保存及び提供する立場から、市町村立図書館に
対 する援助に努めるとともに、都道府県内の図
書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。
（第一の二の②に規定）

②

都道府県立図書館は、図書館を設置していな

い市町村の求めに応じて、図書館の設置に関し
必要な援助を行うよう努めるものとする。
（第一の三の②に規定）

③

都道府県立図書館は、住民の直接的利用に対

応する体制も整備するものとする。
（第一の四に規定）

④

都道府県立図書館は、図書館以外の社会教育

施設や学校等とも連携しながら、広域的な観点
に立って住民の学習活動を支援する機能の充実
に努めるものとする。
１

域内の図書館への支援

(二) 市町村立図書館への援助

①

都道府県立図書館は、次に掲げる事項につい
て、当該都道府県内の図書館の求めに応じて、

市町村立図書館の求めに応じて、次の援助に努
めるものとする。

それらの図書館への支援に努めるものとする。
ア 資料の紹介、提供に関すること

ア 資料の紹介、提供を行うこと。

イ 情報サービスに関すること

イ 情報サービスに関する援助を行うこと。

ウ 図書館資料の保存に関すること

ウ 図書館の資料を保存すること。

エ

エ 図書館運営の相談に応じること。

郷土資料及び地方行政資料の電子化に関す

- 31 -

ること
オ 図書館の職員の研修に関すること

オ 図書館の職員の研修に関し援助を行うこと。

カ その他図書館運営に関すること

(三)

都道府県立図書館と市町村立図書館とのネ

ットワーク
②

都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書

都道府県立図書館は、都道府県内の図書館の状

館の状況に応じ、それらの図書館との間におけ

況に応じ、コンピュータ等の情報・通信機器や電

る情報通信技術を活用した情報の円滑な流通や、 子メディア等を利用して、市町村立図書館との間
それらの図書館への資料の貸出のための円滑な

に情報ネットワークを構築し、情報の円滑な流通

搬送の確保に努めるものとする。

に努めるとともに、資料の搬送の確保にも努める
ものとする。
(四) 図書館間の連絡調整等

③

都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書

①

都道府県内の図書館の相互協力の促進や振興

館の相互協力の促進等に資するため、当該都道

等に資するため、都道府県内の図書館で構成す

府県内の図書館で構成する団体等を活用して、

る団体等を活用して、図書館間の連絡調整の推

図書館間の連絡調整の推進に努めるものとする。

進に努めるものとする。

（第一の四に規定）

②

都道府県内の図書館サービスの充実のため、

学校図書館、大学図書館、専門図書館、他の都
道府県立図書館、国立国会図書館等との連携・
協力に努めるものとする。
２

施設・設備

三(八) 施設・設備

都道府県立図書館は、第二の二の６により準用

都道府県立図書館は、三の(九)により準用する

する第二の一の１の(六)に定める施設・設備のほ

二の(一)に定める施設・設備のほか、次に掲げる

か、次に掲げる機能に必要な施設・設備の確保に

機能に必要な施設・設備を備えるものとする。

努めるものとする。
ア 研修

ア 研修

イ 調査研究

イ 調査・研究開発

ウ 市町村立図書館の求めに応じた資料保存等

ウ 市町村立図書館の求めに応じた資料保存等

３

調査研究

(五) 調査・研究開発

都道府県立図書館は、図書館サービスを効果的

都道府県立図書館は、図書館サービスを効果的

・効率的に行うための調査研究に努めるものとす

・効率的に行うための調査・研究開発に努めるも

る。その際、特に、図書館に対する利用者及び住

のとする。特に、図書館に対する住民の需要や図

民の要望、図書館運営にかかわる地域の諸条件、

書館運営にかかわる地域の諸条件の調査・分析・

利用者及び住民の利用促進に向けた新たなサービ

把握、各種情報機器の導入を含めた検索機能の強

ス等に関する調査研究に努めるものとする。

化や効率的な資料の提供など住民の利用促進の方
法等の調査・研究開発に努めるものとする。
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４

図書館資料

(六) 資料の収集、提供等

都道府県立図書館は、第二の二の６により準用

都道府県立図書館は、三の(九)により準用する

する第二の一の２に定める事項のほか、次に掲げ

二の(二)に定める資料の収集、提供等のほか、次

る事項の実施に努めるものとする。

に掲げる事項の実施に努めるものとする。

ア

市町村立図書館等の要求に十分に応えるた

ア

めの資料の整備

市町村立図書館等の要求に十分応えられる

イ

資料の整備

高度化・多様化する図書館サービスへの要

イ

高度化・多様化する図書館サービスに資す

請に対応するための、郷土資料その他の特定

るための、郷土資料その他の特定分野に関す

分野に関する資料の目録・索引等の整備及び

る資料の目録、索引等の作成、編集及び配布

配布
５

職員

(七) 職員

①

都道府県教育委員会は、都道府県立図書館に

都道府県立図書館は、三の(九)により準用する

おいて第二の二の６により準用する第二の一の

二の(八)に定める職員のほか、三の(二)から(六)ま

４の(一)に定める職員のほか、第二の二の１、

でに掲げる機能に必要な職員を確保するよう努め

３及び４に掲げる機能を果たすために必要な職

るものとする。

員を確保するよう努めるものとする。
一(六) 職員の資質・能力の向上等
②

都道府県教育委員会は、当該都道府県内の図

②

都道府県教育委員会は、当該都道府県内の公

書館の職員の資質・能力の向上を図るため、そ

立図書館の職員の資質・能力の向上を図るため

れらの職員を対象に、必要な研修を行うよう努

に、必要な研修の機会を用意するものとし、市

めるものとする。

町村教育委員会は、当該市町村の所管に属する
公立図書館の職員をその研修に参加させるよう
に努めるものとする。
（第二の二の２に規定） (八) 施設・設備
都道府県立図書館は、三の(九)により準用する
二の(一)に定める施設・設備のほか、次に掲げる
機能に必要な施設・設備を備えるものとする。
ア 研修
イ 調査・研究開発
ウ 市町村立図書館の求めに応じた資料保存等

６

準用

(九) 準用

第二の一に定める市町村立図書館に係る基準は、
都道府県立図書館に準用する。

市町村立図書館に係る二の(二)から(十一)までの
基準は、都道府県立図書館に準用する。

第三 私立図書館
一

管理運営

（新規）

１

運営の状況に関する点検及び評価等

①

私立図書館は、その運営が適切に行われるよ
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う、図書館サービスその他図書館の運営に関す
る適切な指標を選定し、これらに係る目標を設
定した上で、その目標の達成状況等に関し自ら
点検及び評価を行うよう努めるものとする。
②

私立図書館は、前項の点検及び評価のほか、
当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図
書館の事業に関して学識経験のある者、当該図
書館の利用者その他の関係者・第三者による評
価を行うことが望ましい。

③

私立図書館は、前二項の点検及び評価の結果
に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

④

私立図書館は、第一項及び第二項の点検及び
評価の結果並びに前項の措置の内容について、
積極的に公表するよう努めるものとする。

２

広報活動及び情報公開
私立図書館は、積極的かつ計画的な広報活動及

び情報公開を行うことが望ましい。
３

開館日時
私立図書館は、開館日・開館時間の設定に当た

っては、多様な利用者に配慮することが望ましい。
４

施設・設備
私立図書館は、その設置の目的に基づく図書館

サービスの水準を達成するため、多様な利用者に
配慮しつつ、必要な施設・設備を確保することが
望ましい。
二

図書館資料

（新規）

私立図書館は、当該図書館が対象とする専門分
野に応じて、図書館資料を計画的かつ継続的に収
集・組織化・保存し、利用に供することが望まし
い。
三

図書館サービス

（新規）

私立図書館は、当該図書館における資料及び情
報の整備状況、多様な利用者の要望等に配慮して、
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閲覧・貸出・レファレンスサービス等のサービス
を適切に提供することが望ましい。
四

職員

（新規）

①

私立図書館には、専門的なサービスを実施す
るために必要な数の司書及び司書補その他職員
を置くことが望ましい。

②

私立図書館は、その職員の資質・能力の向上
を図るため、当該職員に対する研修の機会を確
保することが望ましい。
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２４ 文科 生第 ５７ ２ 号
平成２４年１２月１９日
各都道府県教育委員会教育長

殿

文部科学省生涯学習政策局長
合 田
隆 史
（印影印刷）

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の告示について（通知）

このたび、別添のとおり、平成２４年１２月１９日付けで、図書館法（昭和２５年法律
第１１８号）第７条の２に基づく「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（文部科学
省告示第１７２号）が告示され、同日から施行されました。
本告示は、①平成２０年の図書館法改正、②社会の変化や新たな課題への対応の必要性
などを受けて、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成１３年文部科学省告
示第１３２号）の全部を改正したものです。
改正条文の概要及び留意事項は下記のとおりですので、貴教育委員会におかれましては、
本基準を踏まえ、適切な取組を図るとともに、域内の市（特別区を含む。
）町村教育委員
会及び私立図書館に対し、本基準について周知を図るよう、お願いします。

記

Ⅰ

改正条文の概要

第１
１

総則
趣旨（第一の一関係）
本基準について、公立図書館に加え、私立図書館も新たに対象とすること。

２

設置の基本（第一の二関係）
① 市町村は、住民の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町村立図書館及
び分館等の設置に努めるとともに、必要に応じ移動図書館の活用を行うものとする
こと。併せて、市町村立図書館と公民館図書室等との連携を推進することにより、
当該市町村の全域サービス網の整備に努めるものとすること。
② 都道府県の役割について引き続き規定すること。
③ 公立図書館の設置に当たって必要な事項について引き続き規定すること。

３

運営の基本（第一の三関係）
① 図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、司書及び司
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書補の確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ、必要な管理運営体制の構築
に努めるものとすること。
② 市町村立図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料や
情報の提供等の利用者及び住民に対する直接的なサービスの実施や、読書活動の振
興を担う機関として、また、地域の情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会
の要請に応え、地域の実情に即した運営に努めるものとすること。また、図書館法
第３条第１号の規定を踏まえ、図書館が扱う資料に「電磁的記録」が含まれること
を明確化すること。
③ 都道府県立図書館の役割について引き続き規定すること。
④ 私立図書館は、当該図書館を設置する法人の目的及び当該図書館の設置の目的に
基づき、広く公益に資するよう運営を行うことが望ましいものとすること。
⑤ 図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図書館
の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、司書及び司
書補の確保並びに資質・能力の向上が図られるよう、管理者との緊密な連携の下に、
この基準に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとすること。
４

連携・協力（第一の四関係）
① 連携・協力の目的として、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応する
ことに加え、利用者及び住民の学習活動を支援する機能の充実を図ることを規定す
ること。
② 図書館は、図書館相互の連携のみならず、国立国会図書館、地方公共団体の議会
に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書施設、学校、博物館及び公
民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究施設及び民間団体等と
の連携にも努めるものとすること。

５

著作権等の権利の保護（第一の五関係）
図書館は、その運営に当たって、職員や利用者が著作権法その他の法令に規定する
権利を侵害することのないよう努めるものとすること。

６

危機管理（第一の六関係）
① 図書館は、事故、災害その他非常の事態による被害を防止するため、当該図書館
の特性を考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関する手引書の作成、関係
機関と連携した危機管理に関する訓練の定期的な実施その他の十分な措置を講じる
ものとすること。
② 図書館は、利用者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必要な設備を備えるも
のとすること。

第２ 市町村立図書館
１ 管理運営（第二の一の１関係）
（１）基本的運営方針及び事業計画
① 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、
当該図書館の事業の実施等に関する基本的運営方針を策定し、公表するよう努め
るものとすること。
② 基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関する適切な
指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該事
業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとすること。
③ 基本的運営方針並びに指標、目標及び事業計画の策定に当たっては、利用者及
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び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとすること。
（２）運営の状況に関する点検及び評価等
① 市町村立図書館は、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況につい
て、自ら点検及び評価を行うよう努めなければならないとすること。
② ①のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図書館協議会の活用そ
の他の方法により、
関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとすること。
③ ①・②の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ず
るよう努めなければならないとすること。
④ ①～③の内容について、インターネット等を活用すること等により、積極的に
公表するよう努めなければならないとすること。
（３）広報活動及び情報公開
積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開について引き続き規定すること。
（４）開館日時等
開館日時の設定に当たって配慮する事項及び移動図書館を運行する場合に必要な
事項について引き続き規定すること。
（５）図書館協議会
図書館法第１６条の規定により条例で定める委員の任命の基準について規定する
こと。
（６）施設・設備
市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に
配慮を必要とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読室等
の施設の整備、拡大読書器等資料の利用に必要な機器の整備、点字及び外国語によ
る表示の充実等に努めるとともに、児童・青少年の利用を促進するため、専用スペ
ースの確保等に努めるものとすること。
２ 図書館資料（第二の一の２関係）
（１）図書館資料の収集等
① 市町村立図書館は、利用者及び住民の要望、社会の要請並びに地域の実情に十
分留意しつつ、図書館資料の収集に関する方針を定め、公表するよう努めるもの
とすること。
② ①の方針を踏まえ、充実した図書館サービスを実施する上で必要となる十分な
量の図書館資料を計画的に整備するよう努めるものとすること。また、郷土資料
及び地方行政資料の電子化に努めるものとすること。
（２）図書館資料の組織化
市町村立図書館は、利用者の利便性の向上を図るため、図書館資料の分類、配架、
目録・索引の整備等による組織化に十分配慮するとともに、書誌データの整備に努
めるものとすること。
３ 図書館サービス（第二の一の３関係）
（１）貸出サービス等
市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図るとともに、予約制度や複写サービ
ス等の運用により利用者の多様な資料要求に的確に応えるよう努めるものとするこ
と。
（２）情報サービス
① 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意し
つつ、レファレンスサービスの充実・高度化に努めるものとすること。
② 図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用等のサービ
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スの充実に努めるものとすること。
③ 利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる環境の提
供、レフェラルサービスの実施に努めるものとすること。
（３）地域の課題に対応したサービス
市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕事に関する課題や地域の課題の解
決に向けた活動を支援するため、利用者及び住民の要望並びに地域の実情を踏まえ、
次に掲げる事項その他のサービスの実施に努めるものとすること。
ア 就職・転職、起業、職業能力開発、日常の仕事等に関する資料及び情報の整
備・提供
イ 子育て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福祉、法律・司法手続等に関
する資料及び情報の整備・提供
ウ 地方公共団体の政策決定、行政事務の執行・改善及びこれらに関する理解に
必要な資料及び情報の整備・提供
（４）利用者に対応したサービス
市町村立図書館は、多様な利用者及び住民の利用を促進するため、関係機関・団
体と連携を図りながら、次に掲げる事項その他のサービスの充実に努めるものとす
ること。
ア （児童・青少年に対するサービス） 児童・青少年用図書の整備・提供、児
童・青少年の読書活動を促進するための読み聞かせ等の実施、その保護者等を
対象とした講座・展示会の実施、学校等の教育施設等との連携
イ （高齢者に対するサービス） 大活字本、録音資料等の整備・提供、図書館
利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施
ウ （障害者に対するサービス） 点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕
入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確
保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施
エ （乳幼児とその保護者に対するサービス） 乳幼児向けの図書及び関連する
資料・情報の整備・提供、読み聞かせの支援、講座・展示会の実施、託児サー
ビスの実施
オ （外国人等に対するサービス） 外国語による利用案内の作成・頒布、外国
語資料や各国事情に関する資料の整備・提供
カ （図書館への来館が困難な者に対するサービス） 宅配サービスの実施
（５）多様な学習機会の提供
① 利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動を支援するための多様な学習機会
の提供及びその活動環境の整備について引き続き規定したこと。共催の相手方と
して、関係行政機関を加えること
② 利用者及び住民の情報活用能力の向上を支援するために必要な学習機会の提供
について引き続き規定すること。
（６）ボランティア活動等の促進
① 市町村立図書館は、図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果
を活用する場であるとともに、図書館サービスの充実にも資するものであること
にかんがみ、読み聞かせ、代読サービス等の多様なボランティア活動等の機会や
場所を提供するよう努めるものとすること。
② ①の活動の機会や場所に関する情報の提供、当該活動を円滑に行うための研修
等を実施するよう努めるものとすること。
４

職員（第二の一の４関係）
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（１）職員の配置等
① 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責にかんがみ、図
書館サービスその他の図書館の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書
となる資格を有する者を任命することが望ましいものとすること。
② 市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門的なサービスを実施するために必
要な数の司書及び司書補を確保するよう、その積極的な採用及び処遇改善に努め
るとともに、これら職員の職務の重要性にかんがみ、その資質・能力の向上を図
る観点から、第１の４の②に規定する関係機関等との計画的な人事交流（複数の
市町村又は都道府県の機関等との広域的な人事交流を含む。）に努めるものとす
ること。
③ 司書及び司書補のほか、必要な数の職員を置くことについて引き続き規定する
こと。
④ 外部の専門的知識・技術を有する者の協力を得ることについて引き続き規定す
ること。
（２）職員の研修
① 継続的・計画的な研修の実施等について引き続き規定すること。
② 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長その他の職員の資質・能力の向上
を図るため、各種研修機会の拡充に努めるとともに、文部科学大臣及び都道府県
教育委員会等が主催する研修その他必要な研修にこれら職員を参加させるよう努
めるものとすること。
第３
１

２
３

都道府県立図書館
域内の図書館への支援（第二の二の１関係）
① 都道府県立図書館が当該都道府県内の図書館の求めに応じて支援に努める事項と
して、「郷土資料及び地方行政資料の電子化に関すること」を加えること。
② 当該都道府県内の図書館の間における情報の円滑な流通や、資料の貸出のための
円滑な搬送の確保について引き続き規定すること。
③ 当該都道府県内の図書館で構成する団体等を活用した図書館間の連絡調整につい
て引き続き規定すること。
施設・設備（第二の二の２関係）
都道府県立図書館の施設・設備について引き続き規定すること。
調査研究（第二の二の３関係）
利用者及び住民の利用促進に向けた新たなサービス等に関する調査研究を加えるこ
と。

４

図書館資料（第二の二の４関係）
都道府県立図書館の図書館資料について引き続き規定すること。

５

職員（第二の二の５関係）
都道府県立図書館の職員について引き続き規定すること。

６

第４

準用（第二の二の６関係）
第２に規定する市町村立図書館に係る基準を都道府県立図書館に準用することにつ
いて引き続き規定すること。
私立図書館
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１ 管理運営（第三の一関係）
（１）運営の状況に関する点検及び評価等
① 私立図書館は、その運営が適切に行われるよう、図書館サービスその他図書館
の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定した上で、その目
標の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めるものとすること。
② ①のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、関係者・第三者による
評価を行うことが望ましいものとすること。
③ ①・②の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ず
るよう努めるものとすること。
④ ①～③の内容について、積極的に公表するよう努めるものとすること。
（２）広報活動及び情報公開
私立図書館は、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開を行うことが望ましい
ものとすること。
（３）開館日時
私立図書館は、開館日・開館時間の設定に当たっては、多様な利用者に配慮する
ことが望ましいものとすること。
（４）施設・設備
私立図書館は、その設置の目的に基づく図書館サービスの水準を達成するため、
多様な利用者に配慮しつつ、必要な施設・設備を確保することが望ましいものとす
ること。
図書館資料（第三の二関係）
私立図書館は、当該図書館が対象とする専門分野に応じて、図書館資料を計画的か
つ継続的に収集・組織化・保存し、利用に供することが望ましいものとすること。

３

図書館サービス（第三の三関係）
私立図書館は、当該図書館における資料及び情報の整備状況、多様な利用者の要望
等に配慮して、閲覧・貸出・レファレンスサービス等のサービスを適切に提供するこ
とが望ましいものとすること。

４

職員（第三の四関係）
① 私立図書館には、専門的なサービスを実施するために必要な数の司書及び司書補
その他職員を置くことが望ましいものとすること。
② これら職員の資質・能力の向上を図るため、当該職員に対する研修の機会を確保
することが望ましいものとすること。

Ⅱ

２

１

留意事項

２

基準の対象に私立図書館を含めることについて（第一、第三関係）
本基準は、平成２０年の図書館法改正において、本基準の対象に私立図書館を加える
こととされたことを踏まえ、私立図書館にも改善・充実が望まれる事項等について、望
ましい姿を定めるものであって、これをもって教育委員会が私立図書館の事業に干渉す
ることを求める趣旨ではないこと。
図書館の扱う資料に「電磁的記録」を含むことを明確化したことについて（第一の三
等関係）
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「電磁的記録」とは、具体的には、音楽、絵画、映像等をＣＤやＤＶＤ等の媒体で記
録した資料や、図書館が所蔵する市場動向や統計情報等のデータ等を想定していること。
したがって、インターネット等の利用により入手できる情報や、いわゆる商用データベ
ースなどの図書館外部の資料は含まれず、これらについては第二の一の３の(二)におい
て、別に定めていること。
３

運営の基本について（第一の三関係）
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により指定管理
者制度を導入するに当たっては、
「指定管理者制度の運用について」
（平成２２年１２月
２８日総行経第３８号）も参考にしつつ、経費削減効果のみに着目するのではなく、適
切な指定期間の設定等に留意し、図書館の設置の目的の適切な達成を図ること。

４

著作権等の権利の保護について（第一の五、第二の一の２の(一)等関係）
郷土資料及び地方行政資料の電子化に当たっても、著作権の保護が必要となる場合も
あることに留意すること。

５

基本的運営方針及び事業計画について（第二の一の１の(一)関係）
図書館が果たすべき役割を含め、図書館の事業に関する基本的な運営の方針を明らか
にするとともに、毎事業年度の事業計画を策定・公表することにより、事業の計画的な
遂行を図り、広く図書館への関心を高め、理解を得るよう努めること。

６

運営の状況に関する点検及び評価等について（第二の一の１の(二)関係）
平成２０年の図書館法改正において、図書館の運営状況に関する評価及び改善並びに
地域住民等に対する情報提供が努力義務化されたことを踏まえ、図書館における着実な
実施を図ること。目標の設定に当たっては、
「図書館の設置及び運営上の望ましい基準
について」（平成２４年８月 これからの図書館の在り方検討協力者会議）に掲載され
ている「目標基準例」（日本図書館協会作成）も参考にしつつ、数値で設定することの
できるものはできる限り数値目標とすること。

７

子どもの読書活動の推進について（第二の一の３の(四)関係）
本基準に加え、子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）
第９条に基づく子ども読書活動推進基本計画も踏まえ、図書館における子どもの読書活
動の推進を図ること。

【本件担当】
生涯学習政策局 社会教育課
文部科学省代表 03-5253-4111
法規係
（内線2973）
図書館振興係（内線2970）
e-mailアドレス：syakai@mext.go.jp
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【 参 考 】

図書館の設置及び運営上の望ましい基準の見直しについて「これからの図書館の
在り方検討協力者会議」報告書（平成 24 年 8 月）
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 㸯㸬ᅗ᭩㤋ἲᨵṇࢆ㋃ࡲ࠼࡚᪂ࡓ┒ࡾ㎸ࡴෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸳
 㸰㸬ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ീ㸦ሗ࿌㸧ࠖࡢᥦゝཬࡧࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕᅗ᭩㤋ࡢ
ᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖ➼࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚┒ࡾ㎸ࡴࡁෆᐜ࣭࣭࣭ 㸵
 㸱㸬ࡑࡢ␃ពࡍࡁ㡯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱

࠾ࢃࡾ 㹼ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡘ࠸࡚㹼 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳


ཧ⪃㈨ᩱ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㧣
┠ḟ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㧤
㸯㸬ᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㧥
㸰㸬┠ᶆᇶ‽࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧥
㸱㸬㛵ಀἲ௧࣭࿌♧➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㧟㧟
㸲㸬ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖタ⨨せ⥘ཬࡧጤဨྡ⡙࣭࣭㧣㧟











ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚
ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖሗ࿌᭩

ࡣࡌࡵ

ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖ
㸦௨ୗࠊ
ࠕ༠ຊ⪅㆟ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡣࠊᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸱᭶ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿሗᣐⅬࢆ┠ᣦࡋࡓࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ീࠖ
࠾࠸࡚ࠊྛᅗ᭩㤋ࡀ≉ྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊྲྀ⤌ࡢどⅬࡸලయⓗ࡞᪉
⟇ࢆࡾࡲࡵࠊᥦゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࠊࡇࡢᥦゝࢆཷࡅࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ㣴ᡂ࣭◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࢆࢸ᳨࣮࣐ウࢆ
㔜ࡡࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸴᭶ࠕᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ◊ಟࡢᐇ᪉⟇ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖࢆ
ࡾࡲࡵࡿࡶࠊྖ᭩㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵᏛ࠾࠸࡚ᒚಟࡍࡁᅗ᭩㤋㛵
ࡍࡿ⛉┠ࡘ࠸࡚ࠊྖ᭩ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢෆᐜࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࠕྖ
᭩㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵᏛ࠾࠸࡚ᒚಟࡍࡁᅗ᭩㤋㛵ࡍࡿ⛉┠ࡢᅾࡾ᪉ࡘ
࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖࢆࡾࡲࡵࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᮏ༠ຊ⪅㆟࡛ࡣࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸴᭶ᅗ᭩㤋ἲࡀᨵṇࡉࢀࠊ᪂ࡓᅗ᭩
㤋࠾ࡅࡿホ౯ࡢᐇࡑࢀᇶ࡙ࡃ㐠⏝ࡢᨵၿࡘ࠸࡚ࡢດຊ⩏ົつᐃ➼ࡀ
㏣ຍࡉࢀࡓࡇࡸࠊᖹᡂ㸯㸱ᖺ㸵᭶࿌♧ࡢ⌧⾜ࡢࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖ
ࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖࡢᑐ㇟⚾❧ᅗ᭩㤋ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇࡼࡾࠊᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽
ࡢᨵṇྥࡅࡓ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
 ᅇࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⌧⾜ᇶ‽࿌♧௨㝆ไᐃࡉࢀࡓࠕᏊࡶࡢㄞ᭩άື
ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸱ᖺ㸧ࠊࠕᩥᏐ࣭άᏐᩥ⯆ἲࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸧
ࡢไᐃࡸࠊࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ീࡢᥦゝ࡞ࡼࡾࠊࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᯝࡓࡍ
ࡁᙺࢆᅗ᭩㤋ࡢ⏝⪅ࡢ❧ሙࡽ⪃࠼㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ᅗ᭩㤋ࡣྛᆅ࠾ࡅࡿࠕᆅᇦࡢ▱ࡢᣐⅬࠖࡋ࡚ࠊᅜẸࡢ⏕ᾭࢃࡓࡿ⮬ⓗ
࡞Ꮫ⩦άືࢆᨭ࠼ࠊಁ㐍ࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽࡣࠊᅗ᭩㤋⏝⪅
ࡢከᵝࡍࡿࢽ࣮ࢬᛂ࠼࡚ࠊᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿᵝࠎ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢᨭࡸࠊᆅᇦࡢᐇ
ᛂࡌࡓሗᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ᖜᗈ࠸ほⅬࡽ♫㈉⊩ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠊᅗ᭩㤋ἲࡢ
ᨵṇక࠺㡯┠ࡢ㏣ຍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ീࡢᥦゝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㡯┠
ࡸࠊ⯡ࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕ༴ᶵ⟶⌮ࠖࡢ㡯┠ࢆ᪂タࡍࡿ࡞ࠊ᪂ࡋ࠸௦
ᑐᛂࡍࡿࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ồࡵࡽࢀࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡶ┒ࡾ㎸ࡴࡇࢆᥦゝࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
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㪈


Ϩ㸬ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

㸯㸬᳨ウࡢ⤒⦋
  ᅗ᭩㤋ἲ㸦㸰㸳ᖺἲᚊ➨㸯㸯㸶ྕ㸧ᐃࡵࡿࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠
Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰㸳ᖺࡢྠἲࡢᡂ❧௨᮶ࠊ㛗ᮇࢃࡓ
ࡾᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែࡀ⥆࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ㸯㸱ᖺ㸵᭶㸯㸶᪥ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ
タ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸱ᖺ࿌♧➨㸯㸱㸰ྕࠊ௨ୗࠕ⌧⾜ᇶ
‽ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀ࿌♧ࡉࢀࡓࠋ
 ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸴᭶ᅗ᭩㤋ἲࡀᨵṇࡉࢀࠊࠕタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖࡢ
ᑐ㇟ࢆ⚾❧ᅗ᭩㤋ᣑࡍࡿࡇࡸࠊᅗ᭩㤋ࡀࡑࡢ㐠Ⴀ≧ἣ㛵ࡍࡿホ౯ཬࡧ
ᨵၿ୪ࡧᆅᇦఫẸ➼ᑐࡍࡿሗᥦ౪ດࡵࡿࡇ➼ࡀ᪂ࡓ┒ࡾ㎸ࡲࢀ
ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ⌧⾜ᇶ‽ࡢ࿌♧ᚋࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠊୗグࡢࡼ࠺ࠊᅗ᭩㤋ἲ௨እࡶᅗ
᭩㤋㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿἲᚊࡀไᐃࡉࢀࡿࡶࠊࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉
᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖࡽࡢሗ࿌ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
  ࣭ࠕᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸱ᖺ㸧
  ࣭ࠕᩥᏐ࣭άᏐᩥ⯆ἲࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸧
  ࣭ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖࡽࡢሗ࿌
ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ീ㹼ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿሗᣐⅬࢆࡵࡊࡋ࡚㹼㸦ሗ࿌㸧ࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸧
ࠕᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ◊ಟࡢᐇ᪉⟇ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸧
    ࠕྖ᭩㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵᏛ࠾࠸࡚ᒚಟࡍࡁᅗ᭩㤋㛵ࡍࡿ⛉┠ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸧
ࡇࢀࡽࡼࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢᅾࡿࡁጼࡀ♧ࡉࢀࠊ㛵ಀไᗘࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡿ
ࡶࠊ♫ࡢኚక࠺᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ㏆ᖺࠊᑡᏊ㧗㱋ࠊ㧗ᗘሗࠊᅜ㝿࡞ࡀᛴ㏿㐍ࡴ୰࡛ࠊ♫ᵓ㐀ࡢ
ኚࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࡢቑຍࡸ」㞧➼ᑐᛂࡋࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢぢ┤ࡋࡀᛴົ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࡣྛᆅ࠾ࡅࡿࠕᆅᇦࡢ▱ࡢᣐⅬࠖࡋ࡚ࠊᅜẸࡢ⏕ᾭ
ࢃࡓࡿ⮬ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆᨭ࠼ࠊಁ㐍ࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ㏆ᖺࡣࠊேࠎࡢᨭ࠼ྜ࠸άẼࡢ࠶ࡿ♫࡙ࡃࡾྥࡅ୍࡚ேࡦࡾ
ࡀࠕ᪂ࡋ࠸බඹࠖࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿ୰࡛ࠊᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿᵝࠎ࡞
ㄢ㢟ゎỴࡢᨭࡸࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓሗᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ᖜᗈ࠸ほⅬࡽ
♫㈉⊩ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ༠ຊ⪅㆟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢࡇࢆ⫼ᬒࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ᒁ㛗ࡽ
ࡢጤკࢆཷࡅࠊᨵṇᅗ᭩㤋ἲᇶ࡙ࡃ᪂ࡓ࡞ࠕᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖᮃࡲࡋ
࠸ᇶ‽ࠖ㸦௨ୗࠊࠕ᪂ᇶ‽ࠖ࠸࠺ࠋ㸧┒ࡾ㎸ࡴࡁどⅬࡸࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜ
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㪉

ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ⪅ࡽࡢពぢࢆ⪺ࡁࡘࡘ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾሗ࿌ࢆࡾ
ࡲࡵࡓࠋ

㸰㸬ᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧
 ᅗ᭩㤋ᩘࡣࠊ୍㈏ࡋ࡚ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘ♫ᩍ⫱ㄪᰝ  ࠾࠸࡚ࡣ

ึࡵ࡚㸱㸪㸮㸮㸮タࢆ✺◚ࡋࡓ㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘㄪᰝࡽࠊ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ
ࡢ㤳㛗㒊ᒁᡤ⟶ࡢࠕᅗ᭩㤋ྠ✀タ  ࠖࢆྵࡴࠋ㸧ࠋࡲࡓࠊ㈚ฟᩘࡸࣞࣇ
ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ௳ᩘࡣቑຍഴྥ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏫ᮧ࡛ࡣබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨⋡ࡀపࡃࠊ㌟㏆࡛ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ᆅᇦࡀ౫↛ከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣࡀ⥆ࡃ୰ࠊ
ᑓ௵⫋ဨᩘࡣῶᑡഴྥ࠶ࡾࠊ㈨ᩱ㈝ண⟬㢠ࡶẖᖺῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
 㸦ᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣཧ⪃㈨ᩱࢆཧ↷㸧


㸱㸬ࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ồࡵࡽࢀࡿࠕタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖࡢどⅬ
㸦㸯㸧♫ࡢኚࡸ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᑐᛂ
  ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸱ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬࿌
♧➨㸯㸱㸰ྕ㸧⾜ᚋไᐃࡉࢀࡓἲ௧ࡸࠊ᪂タࡉࢀࡓไᗘࠊᥦゝ➼ಀࡿ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࡳࠊ♫ࡢኚࡸ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ᑐᛂࡍࡿࠋ
࣭ ⌧⾜ᇶ‽ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ീ㹼ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿሗᣐⅬࢆࡵࡊࡋ࡚㹼
㸦ሗ࿌㸧ࠖ㸦ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸱᭶ࠊࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟㸧
ࡢෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࡳࠊㄞ᭩ᨭࡸㄢ㢟ゎỴᨭࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᑐᛂ➼ࢆྵ
ࡴᙧ࡛ࡲࡵࡿࡇࠋ
࣭ ࠕᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊࠖ
㸦ᖹᡂ㸯㸱ᖺἲᚊ➨㸯㸳㸲ྕ㸧
ཬࡧࠊ
ࠕᩥᏐ࣭άᏐᩥ⯆ἲࠖ
㸦ᖹᡂ㸯㸵ᖺἲᚊ➨㸷㸯ྕ㸧➼ࡢ┠ⓗࡢ㐩
ᡂࡶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊ♫ࡢኚࡸ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ᑐᛂࡋࡓᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢᨵ
ၿࡸྥୖࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ࡇࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇࠋ
  
㸦㸰㸧ᅗ᭩㤋ἲࡢᨵṇࡢᑐᛂ
 ᖹᡂ㸰㸮ᖺࡢᅗ᭩㤋ἲᨵṇࡼࡾ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ௨ୗࡢෆᐜࢆᫎࡍࡿࠋ
ձ ࠕタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖࡢᑐ㇟ࡀ⚾❧ᅗ᭩㤋ᣑࡉࢀࡿࡇ
క࠸ࠊ⚾❧ᅗ᭩㤋㛵ࡍࡿつᐃࢆ᪂ࡓタࡅࡿࠋ
ᖹᡂ㸰㸮ᖺࡢᅗ᭩㤋ἲࡢᨵṇ࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓᅗ᭩㤋ἲ➨㸵᮲ࡢ㸱㸦㐠
Ⴀ≧ἣ㛵ࡍࡿホ౯➼㸧ࡢ㐠Ⴀࡢ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇཬࡧࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙
1
2

ฟ㸸♫ᩍ⫱ㄪᰝሗ࿌᭩㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
ᅗ᭩㤋ྠ✀タ㸸ᅗ᭩㤋ἲ➨㸰㸷᮲つᐃࡍࡿタࠋ
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㪊

࠸ࡓ㐠Ⴀࢆᨵၿࡍࡿࡇࡀつᐃࡉࢀࡓࠋᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࠾࠸࡚බ┈ᛶࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ⚾❧ᅗ᭩㤋ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ⚾❧ᅗ᭩㤋ࡢᇶ‽ࡢつᐃ
ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢⅬ␃ពࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
㸦␃ពࡍࡁⅬ㸧
࣭ ⚾❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿἲேࡢ┠ⓗᅗ᭩㤋タ⨨ࡢ┠
ⓗᇶ࡙ࡁࠊᚲせ࡞㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟➼ࢆ⾜࠸ࠊ୍⯡බ⾗ࡢ⏝
౪ࡋࠊࡑࡢᩍ㣴➼㈨ࡍࡿࡇࠋ
    ࣭ ᪂ᇶ‽ࡣࠊ⚾❧ᅗ᭩㤋ࡢタ❧ࡢ⌮ᛕࡸࡑࡢ᭷ࡍࡿᑓ㛛ᛶᇶ࡙࠸ࡓ
㐠Ⴀࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢᴫᣓⓗ࡞ᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽㸦┠ᶆࡍࡁࡶࡢ㸧࡛࠶ࡾࠊ
⮬ᚊⓗ࡞㐠Ⴀࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨㸰㸴᮲つᐃࡍࡿ
ࣀ࣮ࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣀ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢཎ๎ࢆኚ᭦ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸧
  ղ ᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ≧ἣ㛵ࡍࡿホ౯ཬࡧᨵၿ୪ࡧᆅᇦఫẸ➼ᑐࡍࡿ
ሗᥦ౪ດࡵࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせ࡞
つᐃࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࠋ
  ճ ♫ᩍ⫱ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊᑐࡍࡿ㝃ᖏỴ㆟ࡢ㊃᪨㸦ᣦᐃ⟶
⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡢၥ㢟Ⅼࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢཧຍಁ㐍ࠊ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయࡢ
㐃ᦠ࣭༠ຊࠊ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ࡞㸧ࢆᫎࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ሗࡢ㐍ᒎࡢᑐᛂ
  ձ ᅗ᭩㤋ࡢሗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㧗ᗘሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ♫ᙧᡂᇶᮏ
ἲࠖ
㸦ᖹᡂ㸯㸰ᖺἲᚊ➨㸯㸲㸲ྕ㸧ᇶ࡙ࡃࠕ᪂ࡓ࡞ሗ㏻ಙᢏ⾡ᡓ␎ࠖ
㸦ᖹ
ᡂ㸰㸰ᖺ㸳᭶㸧ࡸࠕࢹࢪࢱ࣭ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ♫࠾ࡅࡿฟ∧≀ࡢά⏝
ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ᠓ㄯሗ࿌ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸴᭶㸧࡞ࠊᅜࡢሗᨻ⟇
␃ពࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
ղ ▱㆑ᇶ┙♫  ࡢ㐍ᒎࡢ୰࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡣࠊᆅᇦࡢሗᣐⅬࡋ࡚ࠊ▱㆑
ࡸሗ㈨※ࢆ✚ࠊಖᏑࠊᥦ౪ࡍࡿࡶࠊఫẸࡢሗࣜࢸࣛࢩ࣮ 4 ࡢ
ྥୖ㈨ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
  ճ ሗࡢ㐍ᒎక࠸ࠊᅗ᭩㤋㈨ᩱࡣᚑ᮶ࡽࡢ༳ๅ፹యࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㟁
☢ⓗグ㘓ࡼࡿ㟁Ꮚ፹యࡶྵࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡼࡾ⠊ᅖࡀᗈࡀࡾࡘࡘ࠶
ࡿࠋࡉࡽࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢྛ✀࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࢿ
3

▱㆑ᇶ┙♫㸸ᖹᡂ㸯㸵ᖺ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟⟅⏦ࠕᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീ࡛ࠖ♧ࡉ
ࢀࡓゝⴥࠋ
4 ሗࣜࢸࣛࢩ࣮㸸୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟⟅⏦ࠕ᪂ࡋ࠸௦ࢆษࡾᣅࡃ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⯆᪉⟇
ࡘ࠸࡚㹼▱ࡢᚠ⎔ᆺ♫ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼ࠖ
㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸰᭶㸯㸷᪥㸧➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕ
ሗཬࡧሗఏ㐩ᡭẁࢆయⓗ㑅ᢥࡋࠊά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢಶேࡢᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࡸែᗘࠖ
ࡍࡿࠋ
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ࢵࢺ࣮࣡ࢡሗ㈨※ࡶࠊᅗ᭩㤋ࡢᴗົࡸࢧ࣮ࣅࢫࡗ࡚ࡼࡾ㔜せ࡞ࡶࡢ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧࡢᙺࡢ᫂☜
   㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢྛࠎࡢᙺࢆ௨ୗࡢ࠾ࡾ᫂☜ࡍࡿࠋ
   ࣭ 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊᇦෆࡢᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡸᅗ᭩㤋ᮍタ⨨ᕷ⏫ᮧ
ᑐࡍࡿᨭ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊఫẸ㸦ᅾ࣭ᅾᏛࡢ⪅ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌ㸧
ࡢ┤᥋⏝ᑐᛂࡍࡿయไࡶᩚഛࡍࡿࡇࠋ
࣭ ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࠊఫẸࡢࡓࡵ㈨ᩱࡸሗࡢᥦ
౪➼┤᥋ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦㸳㸧᪂ᇶ‽ࡢᵓᡂ
  ᪂ᇶ‽ࡢᵓᡂࡣࠊࠕ⥲๎ࠖࠊ
ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࠖ
ࠊࠕ⚾❧ᅗ᭩㤋ࠖࡍࡿࠋ
ࠕ⥲๎ࠖ
ࡣࠊබ❧ᅗ᭩㤋⚾❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨㐠Ⴀࡢᇶᮏࢆグࡋࠊࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࠖ
࠾࠸࡚ࡣࠊᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱
ጤဨ࠾ࡼࡧᅗ᭩㤋ࡀᐇࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚つᐃࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
ࠕ⚾❧ᅗ᭩㤋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋ἲࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊᅗ᭩㤋ࡢタ
⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖ୍⯡ⓗᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿཎ๎ࡘ࠸࡚ࡢࡳᐃࡵࠊ⮬ᚊⓗ
࡞㐠Ⴀࢆጉࡆ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ


ϩ㸬
ࠕタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜ

㸯㸬ᅗ᭩㤋ἲᨵṇࢆ㋃ࡲ࠼࡚᪂ࡓ┒ࡾ㎸ࡴෆᐜ
ձ ᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿホ౯ࡢᐇࡸࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡃ㐠Ⴀࡢᨵၿ㛵ࡍࡿໟᣓ
ⓗ࡞ດຊ⩏ົつᐃ㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨ 7 ᮲ࡢ㸱㛵ಀ㸧
 ࣭ ᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿⅬ᳨ཬࡧホ౯ࡢ᭦࡞ࡿᐇࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝᇶ࡙ࡃࠊ
㐠Ⴀᨵၿࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ୍ᒙಁࡍࡓࡵࠊྛᅗ᭩㤋ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ➼
ࡘ࠸࡚┠ᶆࢆタᐃࡋࠊᙜヱᴗᖺᗘࡢᴗィ⏬ࡢ⟇ᐃດࡵࡿࡇࠋ
 ࣭ ホ౯ࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊ⏝⪅࡛࠶ࡿᆅᇦఫẸࡢពྥࡀ㐺ษᫎࡉࢀࡿࡼ
࠺ࠊᅗ᭩㤋༠㆟ࢆ༑ศά⏝ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࠋᅗ᭩㤋༠㆟
ࡢጤဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࠊᏛᰯᩍ⫱ཬࡧ♫ᩍ⫱ࡢ㛵ಀ⪅ࠊ
ᐙᗞᩍ⫱ࡢྥୖ㈨ࡍࡿάືࢆ⾜࠺⪅୪ࡧᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢ୰ࡽ
ከᵝ࡞ேᮦࡢཧ⏬ࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࠋ
 ࣭ ⚾❧ᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ࡽⅬ᳨ཬࡧホ౯ࢆ⾜࠺ࡶࠊⅬ᳨ホ౯
ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶ
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ࡢࡍࡿࡇࠋ
ղ ᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ≧ἣ㛵ࡍࡿᆅᇦఫẸࡢሗᥦ౪㛵ࡍࡿດຊ⩏ົつᐃ
㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨ 7 ᮲㸲㛵ಀ㸧
࣭ ᆅᇦఫẸࡢㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡶࠊಶேࡢせᮃࡸ♫ࡢせㄳ㐺
ษᛂ࠼ࡿ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ≧ἣ㛵ࡍࡿఫẸࡢඹ㏻⌮ゎ
ࢆᅗࡾࠊᏛᰯࠊᐙᗞཬࡧᆅᇦఫẸ➼ࡢ┦ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆᅗࡿࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ⚾❧ᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ≧ἣ㛵ࡍࡿሗࢆ✚ᴟⓗබ⾲ࡍࡿࡼ࠺
ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࡇࠋ
ճ ᅗ᭩㤋㈨ᩱࠊ㟁☢ⓗグ㘓ࡶྵࡲࢀࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢつᐃ㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨㸱
᮲㛵ಀ㸧
 ࣭ ࠕ㟁☢ⓗグ㘓ࠖࡣࠊලయⓗࡣࠊ㡢ᴦࠊ⤮⏬ࠊᫎീ➼ࢆ㹁㹂ࡸ㹂㹔㹂
➼ࡢ፹య࡛グ㘓ࡋࡓ㈨ᩱࡸࠊᅗ᭩㤋࡛࠶ࢀࡤᕷሙືྥࡸ⤫ィሗ➼ࡢࢹ࣮
ࢱ➼ࡀᐃࡉࢀࡿࡇ㸦ࠕ♫ᩍ⫱ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ➼ࡢ⾜
ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸴᭶㸯㸯᪥㸰㸮ᩥ⛉⏕➨㸯㸴㸵ྕᩥ㒊⛉Ꮫົḟ
ᐁ㏻▱㸧㸧
ࠋ
 ࣭ ࡇࢀࡲ࡛ࡢᅗ᭩㤋ࡣࠊᅗ᭩ࠊグ㘓ࠊど⫈ぬ㈨ᩱ➼ࡢᥦ౪ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊሗᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࡼࡾࠊࢹࢪࢱࣝ┿࣭ᫎീࡸࠊࣁࣅࢪࣙࣥᫎീ➼
㈨ᩱࡢグ㘓፹యࡀከᵝࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᫎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࠋ
 ࣭ ࡲࡓࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕᅗ᭩㤋㈨ᩱࠖࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࡢ⏝ࡼࡾ
ධᡭ࡛ࡁࡿሗࡸࠊ࠸ࢃࡺࡿၟ⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞ࡢᅗ᭩㤋እ㒊ࡢሗࡣ
ྵࡲࢀ࡞࠸ࡀࠊ㏆ᖺࠊࡇࢀࡽࡢሗࢆ⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ
ࡸࠊࢡࢭࢫ⎔ቃࡢᥦ౪ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠋ
մ ᅗ᭩㤋ࡀᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺㝿ࠊᐙᗞᩍ⫱ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡇ࡞ࡿ
ࡼ࠺␃ពࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢດຊ⩏ົつᐃ㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨㸱᮲㛵ಀ㸧
 ࣭ Ꮚࡶࡢㄞ᭩άືࡣࠊࠕᏊࡶࡀࠊゝⴥࢆᏛࡧࠊឤᛶࢆ☻ࡁࠊ⾲⌧ຊࢆ
㧗ࡵࠊ㐀ຊࢆ㇏࡞ࡶࡢࡋࠊே⏕ࢆࡼࡾ῝ࡃ⏕ࡁࡿຊࢆ㌟ࡅ࡚࠸
ࡃୖ࡛Ḟࡃࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࠖ㸦ࠕᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲ
ᚊࠖ➨㸰᮲㸧࡛࠶ࡾࠊᐙᗞᩍ⫱࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ᥎㐍ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࠋ
յ ᅗ᭩㤋ࡀᐇࡍࡁ㡯ࡋ࡚ࠊᏛ⩦ᡂᯝࢆά⏝ࡋ࡚⾜࠺άືࡢᶵࢆᥦ
౪ࡍࡿᴗࡢᐇཬࡧࡑࡢዡບࡘ࠸࡚ࡢດຊ⩏ົつᐃ㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨㸱᮲➨
㸶ྕ㛵ಀ㸧
 ࣭ ♫ᩍ⫱ࡼࡿᏛ⩦ࡢᡂᯝࡀ♫࠾࠸࡚ᐇ㝿ά⏝ࡉࢀࠊேࠎࡀ♫
ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌࡓᏛ⩦ࡢព⩏ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ
ࠋ
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࣭ ᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆⓎࡍࡿάືࡋ࡚ࠊᏊࡶࡢㄞࡳ⪺
ࡏࡸࠊ᭩⡠ࡢಖㆤ࣭ಟ➼ࡢ࣎ࣛࣥࢸάື➼ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿᴗࡢ
ᐇཬࡧࡑࡢዡບࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࠋ
ն ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨࡀࠊྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ࡢ㈨㉁ྥୖࡢࡓ
ࡵࠊᚲせ࡞◊ಟࢆ⾜࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡢດຊつᐃ㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨ 7 ᮲㛵ಀ㸧
 ࣭ ㏆ᖺࠊᅗ᭩㤋ࡣࠊከᵝ࣭㧗ᗘࡍࡿேࠎࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡸᆅᇦ࠾ࡅ
ࡿㄢ㢟ᑐᛂࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᅗ᭩㤋ἲ⾜つ๎ࡢ୍
㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧➨㸰㸯ྕ㸧ࡼࡾࠊᏛ࠾
ࡅࡿྖ᭩㣴ᡂ⛉┠ࡢ༢ࡢቑຍ࡞ྖ᭩ࡢ㈨᱁ࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㈨᱁
ྲྀᚓᚋ࠾࠸࡚ࡶྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ㈨㉁ࡢྥ
ୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࠋ
շ ᅗ᭩㤋ἲᨵṇࡢᅜ࡛ࡢ㝃ᖏỴ㆟ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓつᐃ
࣭ ᅜẸࡢ⏕ᾭࢃࡓࡿᏛ⩦άືࢆᨭࡋࠊᏛ⩦㟂せࡢቑຍᛂ࠼࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࠊබ❧ᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿேᮦ☜ಖཬࡧࡑࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊࠕᣦᐃ⟶⌮⪅
ไᗘࡢᑟධࡢၥ㢟Ⅼࠖࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ㓄៖ࡋࠊ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ᆅᇦ࠾ࡅࡿᩍ⫱ຊࡢྥୖࡢࡓࡵࠊᏛᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦ➼ࡢ㛵ಀ⪅࣭㛵ಀ
ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋࠊྛタ㈨ᩱࡢ┦⏝ࡸேᮦࡢ┦ά⏝➼ࢆᅗࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡇࠋ


㸰㸬
ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ീ㸦ሗ࿌㸧ࠖࡢᥦゝཬࡧࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ
༠ຊ⪅㆟ࠖ➼࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚┒ࡾ㎸ࡴࡁෆᐜ㸦බ❧ᅗ᭩㤋㸧
㸦㸯㸧ࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫồࡵࡽࢀࡿ᪂ࡓ࡞どⅬ
ձ ᅗ᭩㤋άືࡢព⩏ࡢ⌮ゎಁ㐍㛵ࡍࡿࡇ
  ሗࡢ㐍ᒎࡢ୰ࠊᆅᇦ♫ࡢሗ᱁ᕪࢆᇙࡵࡿࡓࡵࡢᅗ᭩㤋ࡢᙺࡣ
ࡁ࠸ࠋ
  ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ᑐᛂࡋࡓ⟇⤖ࡧࡘࡅ࡚ᐇࡍࡿࡇ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚ࠊ⾜ᨻ࠾ࡅࡿྛ㒊ᒁࡢ⟇ࡢ㐃
ᦠࢆ᳨ウࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᩍ⫱⾜ᨻࡢ⊂⮬ᛶ࠸࠺ഃ㠃ࡶ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊᅗ᭩㤋
ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄢ㢟ゎỴࡸ
ㄪᰝ◊✲㝿ࡋ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢ⏝ࡼࡾࠊከ㠃ⓗほⅬࡽࡢሗࡢධᡭࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࡇࡀࠊᆅᇦࡢேࠎ⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ղ ࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿࡇ
  ࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ྍḞࡢࢧ࣮ࣅࢫ⨨࡙ࡅࠊᢸ
ᙜ⫋ဨࡢ☜ಖཬࡧ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࠊ⾜ᨻ
ᨭ࣭Ꮫᰯᩍ⫱ᨭ࣭ࣅࢪࢿࢫᨭ➼ࡢྛࢽ࣮ࢬⓗ☜ᑐᛂࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ
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ࢆᐇࡍࡿࡇ➼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  ࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࠊᅗ᭩㤋እࡢᗈሗࠊᅗ᭩㤋ෆ࡛
ࡢෆ࣭⾲♧㓄៖ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌࡓ⏝ෆࠊⶶ᭩᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒㸦㹍㹎㸿㹁 5 㸧ࡢ
ᥦ౪ࡢࠊᆅᇦㄢ㢟㛵ࡍࡿཧ⪃㈨ᩱࡸሗࡢᥦ౪➼ࠊ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ
ດࡵࡿࡇࠋၟᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡሗ㈨※ࡢ⏝ດࡵࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
  ⏝⪅ࡀ⮬ⓗᩥ⊩ࢆㄪࡓࡾㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࣃࢫࣇ
ࣥࢲ࣮ 6 ࡸࣜࣥࢡ㞟ࡢసᡂࠊㅮ⩦ࡢ㛤ദ࡞ࠊ᮲௳ᩚഛ➼ࡢᨭດࡵࡿ
ࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ճ ㄢ㢟ゎỴᨭᶵ⬟ࡢᐇ㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋ࡀᚑ᮶ᢸࡗ࡚ࡁࡓᙺࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊఫẸࡢ㌟㏆࠶ࡗ࡚ࠊᅗ᭩ࡸࡑ
ࡢࡢ㈨ᩱࢆ㞟ࠊᩚ⌮ࠊಖᏑࡋࠊࡑࡢᥦ౪ࢆ㏻ࡌ࡚ఫẸࡢಶேⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ
ᨭࡍࡿ࠸࠺ᙺຍ࠼ࠊ≉㏆ᖺࡣࠊᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿ
ࡓࡵࡢࠊᑵᴗࠊᏊ⫱࡚ࠊᩍ⫱ࠊᗣ࣭་⒪ࠊἲᚊࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢᨻ⟇Ỵᐃ
➼㛵ࡍࡿሗࡸᆅᇦ㈨ᩱ➼ࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓሗᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺
ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡇࡢࡓࡵࠊ㈚ฟࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࢧ࣮ࣅࢫࠊࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࡸࠊ
ᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
մ ⣬፹య㟁Ꮚ፹యࡢ⤌ྜࡏࡼࡿࣁࣈࣜࢵࢻᅗ᭩㤋



ࡢᩚഛ㛵ࡍࡿࡇ 
  ᅗ᭩㤋ࡣࠊሗ⎔ቃࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊ༳ๅ፹యࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࡼࡿ㟁
Ꮚ፹యࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
  ሗ⎔ቃࡢᩚഛࡘ࠸࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞ሗࢆ⮬Ꮿࡽධᡭྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᐇࡸࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࠊ
࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡸ 7ZLWWHU ➼ࡼࡿሗⓎಙࡶᐇࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
յ ከᵝ࡞㈨ᩱࡢᥦ౪
  ⏝⪅ཬࡧఫẸࡢせᮃࡸᆅᇦࡢᐇ␃ពࡋࡘࡘᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢ㞟㛵
5㹍㹎㸿㹁㸸⏝⪅ࡀᅗ᭩㤋ࡢᡤⶶ㈨ᩱࢆ᳨⣴ࡍࡿࡓࡵ⏝࠸ࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡉࢀࡓ┠

㘓ࠋ࢜ࣥࣛࣥ㜀ぴ┠㘓ࠋ⏝⪅ࡀ┤᥋➃ᮎᶵࡽ࡛࢜ࣥࣛࣥᅗ᭩㤋ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
᥋⥆ࡋࠊⶶ᭩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ᳨⣴࡛ࡁࡿࠋ
㸦Online Public Access Catalog ࡢ␎㸧

ࣃࢫࣇࣥࢲ࣮㸸ᩥ⊩᥈⣴࣭ㄪᰝෆࠋ⏝⪅ࡀᩥ⊩ࢆㄪࡓࡾㄪᰝࢆ㐍ࡵ
ࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᡭᘬࡁࠋ
6

7

ࣁࣈࣜࢵࢻᅗ᭩㤋㸸༳ๅ፹యࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࡼࡿ㟁Ꮚ፹యࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚
⏝࡛ࡁࡿᅗ᭩㤋ࠋ
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ࡍࡿ᪉㔪ࢆᐃࡵィ⏬ⓗᩚഛࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㝿ࡣ㒓ᅵ㈨ᩱࠊ 
ᆅ᪉⾜ᨻ㈨ᩱࠊ㞧ㄅグࠊ᪂⪺グཬࡧάᏐ㈨ᩱ௨እࡢᫎീ㈨ᩱࠊ㡢ኌ㈨ᩱ
➼ࡢከᵝ࡞㈨ᩱࢆᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࢆ㟁Ꮚࡋ
࡚ಖᏑࡋࠊᗈ⠊ᅖ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ሗⓎಙࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ն ඣ❺࣭㟷ᑡᖺࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㛵ࡍࡿࡇ
  Ꮚࡶࡢㄞ᭩㞳ࢀࢆ㜵ࡂࠊᏊࡶࡢㄞ᭩ࢆ┒ࢇࡍࡿࡓࡵࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊ
ᆅᇦࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ࡶࠊᐙᗞ࡛ࡢㄞ᭩ࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ಖㆤ⪅ᑐࡍࡿၨⓎά
ືࢆ⾜࠺࡞ࡢどⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  㟷ᑡᖺᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࣖࣥࢢࢲࣝࢺࢧ࣮ࣅࢫࡢᬑཬࡸࠊㄞ᭩ࡢ㛤ദࠊ
Ꮚࡶࡢㄞ᭩άືࢆ᥎㐍ࡍࡿᅋయ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡸ࣎ࣛࣥࢸࡢ㐃ᦠ➼ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
շ බ❧ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ࡍࡿࡇ
  㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢᶓ᳨᩿⣴ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࡸ㈨ᩱᦙ㏦ࢧ
࣮ࣅࢫࡢᐇࡼࡾࠊᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋➼ࡢᨭࡸᇦࢧ࣮ࣅࢫࢆᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ᩍ⫱ጤဨࠊᅗ᭩㤋ཬࡧ㛵ಀᶵ㛵ࡼࡿࠊᏛᅗ᭩㤋ࡸᑓ㛛ᅗ᭩㤋➼ࡢ
㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࡸࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒  ࡢタ⨨ࠊ༠ຊ༠
ᐃ࡞ࡢྲྀ⤌ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
  ከᵝ࡞ศ㔝ࡢ⾜ᨻ㒊ᒁ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ
ᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿࡶࠊᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡢ⾜ᨻ㒊ᒁ࠾
ࡅࡿ⌮ゎࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ո Ꮫᰯࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋ࡣࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡸᏛ⩦άືࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά
⏝ࡀ㐍ࡴࡼ࠺ࠊᅗ᭩ࡢ㛗ᮇⓗ㈚ฟࡋࡸࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ➼ࡼࡿ
Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᨭࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
չ ἲ௧ࡢ㑂Ᏺ㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ⏝⪅ࡢồࡵᛂࡌ࡚㎿㏿ࡘ㐺ษ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࡣࠊ⫋ဨࡸ⏝⪅ࡼࡿ⪅ࡢᶒᐖ
ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊⴭసᶒἲࢆጞࡵࡍࡿྛ✀ࡢἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡋࠊᶒ⪅༑
ศ㓄៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ᩍ⫱ጤဨཬࡧᅗ᭩㤋ࡣࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࡢⴭసᶒไᗘࢆጞࡵࡍࡿᵝࠎ࡞ไ

8

ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸸㈨※ࡢඹ᭷ࢆ┠ⓗࡍࡿ」ᩘࡢᅗ᭩㤋ࡽ࡞ࡿබⓗ࡞㐃ྜ⤌⧊ࠋຍ
┕㤋ࡢ㛫࡛༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊ┦⏝ࠊ┦㈚ࠊඹྠዎ⣙࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞┦༠ຊάືࢆ
⾜࠺ࠋ
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ᗘ➼㛵ࡍࡿ◊ಟᶵࡢ☜ಖཬࡧ⏝⪅ࡢⴭసᶒ➼ࡢᇶᮏⓗ▱㆑ࡢᬑཬ
ࢆᅗࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋⤒Ⴀᚲせ࡞どⅬ
ձ ᅗ᭩㤋ࡢᣢࡘ㈨※ࡢぢ┤ࡋ㓄ศ㛵ࡍࡿࡇ

  ࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࠊㄢ㢟ゎỴ࣭ㄪᰝ◊✲ࡢຓ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫᐇࡢࡓ
ࡵࠊᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࡸࠊ㈨※㓄ศࡢඃඛ㡰ẚ⋡ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ
  ሗࡢ㐍ᒎక࠸ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⎔ቃࡢᩚഛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࢆ༑ศ
ά⏝࡛ࡁࡿࡔࡅࡢேᮦࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅗ᭩㤋ࡢᙺࡸᆅᇦࡢ
≉Ⰽࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟ࠊᩚ⌮ࠊಖᏑཬࡧᥦ౪ࡘ࠸࡚ィ⏬
ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ղ ᅗ᭩㤋㛗ࡢᙺ㛵ࡍࡿࡇ

  ᚋᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢᨵၿཬࡧྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅗ᭩㤋㛗ࡢᙺࡢ㔜せᛶࡣ
ࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡿࠋ
  ᅗ᭩㤋㛗ࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ㤳㛗࣭⾜ᨻ㒊ᒁࡸ㆟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ാࡁ
ࡅࢆ⾜࠺ࡶࠊᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿ♫ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊᅗ᭩㤋
⫋ဨࡀ♫ࡢࢽ࣮ࢬࡸ⾜ᨻࡢ⟇ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
  ᩍ⫱ጤဨࡣࠊᅗ᭩㤋㛗ࡀࡑࡢᴗົࢆ㐙⾜࡛ࡁࡿົ᮲௳ᶒ㝈ࢆ☜ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ճ ⏝⪅ࡢどⅬ❧ࡗࡓ⤒Ⴀ᪉㔪ࡢ⟇ᐃ㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋ࡣࠊᆅᇦఫẸࢆࡣࡌࡵ♫࣭ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬᇶ࡙ࡁࠊ㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋
ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅗ᭩㤋ࡀࡵࡊࡍࡸ┠ⓗࢆᐃࡵࠊබ
⾲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ♫ࡸᆅᇦࡢᐇࠊ⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡢኚᛂ
ࡌࠊࡉࡽࠊ⏝⪅ࡢどⅬ❧ࡗࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࠊࢧ࣮ࣅࢫෆ
ᐜࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
  ᩍ⫱ጤဨࡣࠊᆅᇦఫẸࡀࠊ㌟㏆࡞ሙᡤ࡛ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊබẸ㤋ᅗ᭩ᐊࠊྛ✀ᅗ᭩ᐊ࡞ࡢά⏝ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άᅪẖᅗ᭩㤋ࢧ
࣮ࣅࢫࡢᣐⅬࢆᩚഛࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
մ ຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀ㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋ࡀࠊㄞ᭩ᨭࡸㄢ㢟ゎỴᨭࠊሗࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᨭ➼㔜せ
࡞ᙺࢆᢸ࠺ᙜࡓࡾࠊᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡛࠶ࡿྖ᭩ࡢ㓄⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  ༢࡞ࡿேὶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡶྵࡵࠊ୍ᐃᮇ㛫⮬యࢆ㉺࠼࡚┦
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⫋ဨࢆฟྥࡉࡏࡿ࡞ࡢᰂ㌾࡞ே㓄⨨ࡸࠊ」ᩘࡢ⮬యࡼࡿᗈᇦⓗ
࡞㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
  ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ㈨᱁࣭ົ⤒㦂➼ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ᴗົࡢ㓄⨨ࠊᶵᲔࠊ
ࡢᅗ᭩㤋ࠊ⾜ᨻ㒊ᒁࠊᏛᰯࠊྛ✀ᅋయ࣭⤌⧊➼ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ➼ࡼࡾࠊᴗ
ົࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
յ ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢホ౯㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋ࡣࠊ⏝⪅࡛࠶ࡿᆅᇦఫẸࡢពྥࡀ㐺ษᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ⤒Ⴀ࣭
ࢧ࣮ࣅࢫ┠ᶆࢆ᫂☜ࡍࡿࡶᩘ್ࡀྍ⬟࡞ᣦᶆࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡽ
ಀࡿᩘ್┠ᶆࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ㐩ᡂ≧ἣ➼㛵ࡋ⮬ࡽⅬ᳨ཬࡧホ౯ࢆ⾜࠸ࢧ
࣮ࣅࢫࡢᨵၿດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ♫ࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡶࠊ
࢘ࢺ࣒࢝ࢆ⾲ࡍホ౯ᣦᶆࡸࠊタ⨨⪅࣭ఫẸ࣭ᅗ᭩㤋㐃ᦠ༠ຊࡍࡿㅖᶵ㛵
ࡢ୕⪅ࡢどⅬࡽࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
  ᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊ➨୕⪅ホ౯ࠊ➨୕⪅ホ౯ཬࡧ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡢࡓࡵࡢ
ホ౯ᇶ‽ࡢ⟇ᐃࡢᚲせᛶࡶᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ն ⥅⥆ⓗ࡞ண⟬ࡢ⋓ᚓ㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ࠊ⥅⥆ⓗ㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ண⟬
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫱ጤဨࡣࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ
ᆅᇦఫẸࡢ⏕άࡢࡼ࠺࡞౽ᛶࡢྥୖࡀ⏕ࡌࡿࠊᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡀࡑࢀ
ࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠊࡑࡢࡇࡼࡗ࡚ࡢࡼ࠺♫ࡀࡼࡾⰋࡃኚ
ࡍࡿ➼ࡘ࠸࡚᫂☜♧ࡋࠊᆅᇦ♫ࡽホ౯ࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ⓗᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢᅗ᭩㈨ᩱࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵࠊᆅ᪉⛯ࡢᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠ᅗ᭩➼ࡢ㈨ᩱ㉎ධ㈝ࡀ✚⟬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ␃ពࡋࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓࢧ࣮ࣅࢫᚲせ࡞㈨ᩱ㞟ࡢࡓࡵ
ࡢண⟬ࡢ☜ಖດࡵࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
շ ᗈሗ㛵ࡍࡿࡇ
  ⌧≧࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢព⩏ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞♫ࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ࡚
࠾ࡽࡎࠊᗈሗάືࢆ㔜どࡋࠊఫẸ୪ࡧᆅᇦࡢ㛵ಀᅋయ➼ᑐࡋࠊᅗ᭩㤋ࡢ
ከᵝ࡞ᶵ⬟ࢆ⤂ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᗈሗᑐ㇟ࢆ⤠ࡿࡶࠊ
ྛᑐ㇟ᛂࡌ࡚ᡭἲࡸෆᐜࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ
  ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡿᗈሗࡸሗ㐨ᶵ㛵ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ാࡁࡅࡶດࡵ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ո ༴ᶵ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇ
  ᅗ᭩㤋ࡣㄡࡶࡀ⏝ࡍࡿタ࡛࠶ࡾࠊேⓗ⅏ᐖࡸ⮬↛⅏ᐖ➼ࡢ⅏ᐖᑐࡋࠊ
༴ᶵࢆᅇ㑊ࡋࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈ࡵࡿࡓࡵࡣࠊᚭᗏࡋࡓண㜵⟇ࢆㅮࡌࡿ
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ᚲせࡀ࠶ࡿࠋేࡏ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࠊ㤋ෆእ࡛Ⓨ⏕ࡀᐃࡉࢀࡿ࠶
ࡽࡺࡿែᑐࡍࡿ༴ᶵ⟶⌮࣐ࢽࣗࣝࢆసᡂࡋࠊ༴ᶵⓎ⏕ㄡࡀ࠺⾜
ືࡍࡿࢆ᫂☜ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
չ ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖᩍ⫱࣭◊ಟ㛵ࡍࡿࡇ
  ♫ࡢኚᑐᛂࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢᨵၿཬࡧྥୖࢆᅗࡾࠊᅗ᭩㤋ࡀᆅᇦ
ࡢሗᣐⅬࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊᅗ᭩㤋⫋ဨ⮬㌟ࡶࠊࡑࡢព㆑ࢆᣢࡕࠊ
⮬ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ◊ಟᶵࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿ
ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
  ᩍ⫱ጤဨࡣࠊᅗ᭩㤋㛗ࡸྖ᭩➼ᑐࡋࠊᅗ᭩㤋⤒Ⴀࡘ࠸࡚⥅⥆ⓗ◊
ಟࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
պ ᕷ⏫ᮧྜేࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᅗ᭩㤋⤒Ⴀ㛵ࡍࡿࡇ
  ᕷ⏫ᮧྜేࡼࡾࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟ᆅᇦࡀᣑࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊྠ୍
ᕷ⏫࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ᱁ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᩍ⫱ጤဨࡣࠊ⫋ဨ
ࡢ㓄⨨ࡸయไࢆ᳨ウࡋࠊᇦࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⌧ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ⓗྥୖࢆࡵࡊࡍ
ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ջ ⟶⌮㐠Ⴀᙧែࡢ⪃࠼᪉㛵ࡍࡿࡇ
  ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡸᴗົጤクࢆᑟධࡍࡿᅗ᭩㤋ࡣࠊẸ㛫ᴗ⪅ࢆྵࡵࡓἲே
ࡑࡢࡢᅋయࡀ᭷ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋࠊఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡃࡇࡼࡾࠊタࡢタ⨨ࡢ┠ⓗࡀຠᯝⓗ㐩ᡂࡉࢀࡿྰ␃ពࡋࠊ
ᑟධࡢྍྰࢆỴᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋࡓሙྜࠊጤク
ඛࡀᐃᮇⓗ௦ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᅗ᭩㤋ࡢቑຍక
࠸ࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆࡢࡼ࠺⥅⥆ⓗ✚ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀᙧែࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡣࠊᩍ⫱ጤဨࡣࠊලయⓗ࡞ホ౯ᇶ
‽ࢆసᡂࡋࠊᙜヱᆅᇦࡢᐇ↷ࡽࡋ࡚ࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࡢタ⨨┠ⓗࢆ᭱ࡶຠᯝ
ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ㐩ᡂࡍࡿࡣࡢࡼ࠺࡞⟶⌮㐠Ⴀᙧែࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࠊ
ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ☜ಖࡸ㣴ᡂ༑ศ␃ពࡋࡘࡘ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊุ᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ

㸦㸱㸧㒔㐨ᗓ┴ࡢᙺ
  㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢᅗ᭩㤋ᨻ⟇ࡢᣦ㔪ࢆタᐃࡍࡿࡶ
ࡑࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ඛᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡸࠊᅗ᭩㤋ࡢ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࠊ
ࡑࡢホ౯᪉ἲࡢㄪᰝ࣭◊✲ດࡵࡿࡇࠊᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢᨭࢆ⾜࠺
ࡶࠊᅗ᭩㤋ᮍタ⨨ࡢ⏫ᮧࡀከᩘᏑᅾࡍࡿࡇࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᙜヱ⏫ᮧᑐࡋࠊ
⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ᑐࡍࡿᨭࢆ⾜࠺ࡇ➼ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
   ࡲࡓࠊ┴ෆᅗ᭩㤋⫋ဨࢆᑐ㇟ࡍࡿ◊ಟࡢᐇཬࡧཧຍࡢಁ㐍ດࡵࡿࡶ
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ࡢࡍࡿࠋ

㸱㸬ࡑࡢ␃ពࡍࡁ㡯
㸦㸯㸧ᩘ್ᇶ‽
  ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࢆࡵࡊࡍࡓࡵࠊู⾲ࡢࠕ┠ᶆᇶ‽ࠖࢆཧ⪃ྛᆅ
᪉බඹᅋయ㸦ᩍ⫱ጤဨ㸧࡛ᩘ್┠ᶆࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ㐩ᡂດࡵࡿࡇࡀᮃ
ࡲࡋ࠸ࠋ
  㒔㐨ᗓ┴ࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᆅᇦ᱁ᕪࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵᇦෆࡢᅗ᭩㤋ඹ㏻ࡍࡿ
ᇶ‽ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡑࡢ㐩ᡂࢆᨭࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

㸦㸰㸧ᅜࡢᙺ
  ᅜࡣࠊ᪂ᇶ‽ᑐᛂࡋࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊඛ㐍ࡢ㞟࣭
ศᯒࢆࡶࠊሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᡂᯝࡢᬑཬࠊᅗ᭩㤋ࡢᅾ
ࡾ᪉ࡢᥦ♧➼ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ♫ࡢኚࡸᅗ᭩㤋ࢆࡵࡄࡿ⎔ቃࡢኚ➼ᑐᛂࡋࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆಁ
㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ᪂ᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡶᐃᮇⓗぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  㹎㹇㸿㸿㹁  ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒࢆࡶࠊᅜẸࡢࠕᡂேຊࠖㄞ᭩άືࡸᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛵㐃ࢆゎ᫂ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉ࡸ㛵㐃⟇➼ࡢ
ᥦ♧ࢆ⾜࠺ࡇࡶồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜࡣࠊᡃࡀᅜࡢᅗ᭩㤋ࡢỈ‽ࢆྥୖࡉࡏࡿ࠸࠺ほⅬࡽᅗ᭩㤋㛗
ࡸྖ᭩➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸦㸱㸧ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࡢᙺ
   ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅜෆࡢྛ✀ᅗ᭩㤋ࡼࡾ
ᐦ᥋࡞㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ㐍ࡵࡿࡇࢆྲྀ⤌ࡢ୍ࡘࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
   ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࠊ㈨ᩱࡢ㈚ฟࠊ」
ࠊࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊
ಟࡢᐇࠊ⥲ྜ┠㘓ࡢసᡂ࣭ᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
   ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࡢᑟࡼࡿᅜࡢ▱㆑ሗ㈨※ࡢࢹࢪࢱࣝᴗබ❧
ᅗ᭩㤋➼ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊᆅᇦሗࡢࢹࢪࢱࣝཬࡧࡑࡢᡂᯝᅜẸࡀࢡ
ࢭࢫ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛࡀ㐍ࡴࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㹎㹇㸿㸿㹁㸸ࠕᅜ㝿ᡂேຊㄪᰝࠖ㸦㹎㹇㸿㹁㹁㸻ࣆࢵࢡ㸧ࠋ㹍㹃㹁㹂ࡀᐇࡍࡿࠊྛ
ᅜࡢᡂேࡀ᪥ᖖ⏕άࡸ⫋ሙ࡛ᚲせࡉࢀࡿᢏ⬟ࢆ ᐃࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓୡ⏺ึࡢ
つᶍ࡞ᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝࠋ㸯㸴ṓࡽ㸴㸳ṓࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ
ࠕㄞゎຊࠖ
ࠊࠕᩘⓗᛮ⪃ຊࠖ
ࠊࠕ,7
ࢆά⏝ࡋࡓၥ㢟ゎỴ⬟ຊࠖཬࡧㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᏛṔࠊ⫋Ṕ࡞ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋᖹᡂ㸰
㸱ᖺᗘᅜෆㄪᰝࢆᐇࠋ
9
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㪈㪊

  ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࡢⶶ᭩ࡢࢹࢪࢱࣝᴗࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡼࡿ
᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࡸᏛᅗ᭩㤋➼㐃ᦠࡋ࡚ࡍ࡚ࡢᅜẸࡀࢡ
ࢭࢫ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

㸦㸲㸧ㄞ᭩
  ࠕᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ㸯㸲ᖺ㸶
᭶⟇ᐃࡉࢀࡓ➨୍ḟィ⏬௦ࢃࡿࠊ᪂ࡓ࡞ࠕᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵
ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࠖࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓ㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸱᭶㸧
ࠋ
  Ꮚࡶࡢㄞ᭩άື᥎㐍ࡢࡓࡵࠊᅗ᭩㤋ࡣࠊಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿᏊࡶྥ
ࡅᅗ᭩ࡢᒎ♧➼ࢆ㛤ദࡋࠊㄞࡳ⪺ࡏࡸᮏࡢ㑅ࡧ᪉࣭࠼᪉ࡢᣦᑟ➼ࢆ⾜
࠺࡞ࠊᐙᗞᩍ⫱ࡢྥୖ㈨ࡍࡿᏛ⩦ᶵࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ㸰㸮㸯㸮ᖺࢆࠕᅜẸㄞ᭩ᖺࠖࡍࡿࡇࡀᅜ࡛Ỵ㆟ࡉࢀࡓ㸦ࠕᅜ
Ẹㄞ᭩ᖺ㛵ࡍࡿỴ㆟ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸴᭶᥇ᢥ㸧㸧ࠋᮏỴ㆟࡛ࡣࠊㄞ᭩ࡢᅜ
Ẹࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᨻᐁẸࡀ༠ຊࡋࠊᅜࢆ࠶ࡆ࡚࠶ࡽࡺࡿດຊࢆ㔜ࡡࡿ
ࡇࡀᐉゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ㄞ᭩ࡣࠊ୍ே୍ேࡢே⏕ࢆᐇࡾ㇏࡞ࡶࡢࡍࡿୖ࡛ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡾࢃࡅᏊࡶࡓࡕࡗ࡚ࡣࠊゝⴥࢆᏛࡧࠊࡑࡢឤᛶࢆ☻ࡁࠊឤཷᛶࢆࡣ
ࡄࡃࡴࡶ㐀ຊࢆᇵ࠺ୖ࡛Ḟࡃࡇ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ᆅᇦ࠾ࡅࡿㄞ᭩άືࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ࠊᅗ᭩㤋ࡣ㔜せ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ㄞ᭩᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㪈㪋




࠾ࢃࡾ 㹼ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡘ࠸࡚㹼

ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸱᭶㸯㸯᪥Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡶ⏒࡞⿕ᐖࢆࡶ
ࡓࡽࡋࡓࠋ㸰㸮㸮ࢆ㉸࠼ࡿᅗ᭩㤋࡛ࠊタࡸタഛࠊᅗ᭩㤋㈨ᩱ࡞ࡀᦆയࢆཷࡅࠊ
୰ࡣὠἼࡢࡓࡵタࡀቯ࣭ὶฟࡋࡓࡾࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ⫋ဨࡀஸࡃ࡞ࡽࢀࡓᅗ
᭩㤋ࡶ࠶ࡗࡓࠋ㟈⅏ᚋࡣࠊᮾᆅ᪉ࡣࡶࡕࢁࢇ㤳㒔ᅪ࡛ࡶከᩘࡢᅗ᭩㤋ࡀఇ㤋
ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࠊ୍㒊ࡢᅗ᭩㤋ࡣ㑊㞴ᡤࡢᙺࡶᯝࡓࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᚎࠎᪧ࣭
㛤ࡢືࡁࡶぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡣᮍࡔ⯆ࡢ┠㏵ࡍࡽ❧ࡓ࡞࠸ᅗ᭩㤋ࡶ
࠶ࡿࠋ
᪉ࠊࡇ࠺ࡋࡓᅔ㞴࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊᅜࡼࡿྲྀ⤌௨እࡶࠊᅜྛᆅࡢᅗ᭩㤋
㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ᨭࡢືࡁࡀ┤ࡕᗈࡀࡾࠊࡇࢀࡽࡢ㛵ಀ⪅ࡼࡗ࡚ࠊ⿕⅏ࡋࡓᅗ
᭩㤋㈨ᩱࡢಟࠊ⿕⅏ࡋࡓᅗ᭩㤋௦ࢃࡗ࡚ࡢᅗ᭩ࡢ㈚ฟࡋ࡞ࡢ⊩㌟ⓗ࡞ྲྀ⤌
ࡀ࡞࠾⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ᭩㤋ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ㛵㐃ࡍࡿ㈗㔜࡞㈨ᩱࢆ᭷ࡍࡿࡶࠊ⏝⪅ࡢ
ồࡵࡿ㈨ᩱࡸሗࢆᥦ౪ࡍࡿሗᣐⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᅗ᭩㤋ࡢព⩏ࢇࡀࡳࠊ
㈗㔜࡞㈨ᩱࢆᚋୡఏ࠼࡚࠸ࡃࡶࠊఱࡼࡾ⏝⪅⫋ဨࡢ⏕ࢆᏲࡿほⅬ
ࡽࠊᅇࡢ㟈⅏ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⅏ᐖ➼ࡼࡿᅗ᭩㤋ࡢ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼
ࡿࡓࡵࡢࡉࡽ࡞ࡿྲྀ⤌ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᮏሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࡣࠊྛ✀ࡢ⅏ᐖഛ࠼ࡓᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇࠊ༴ᶵ⟶⌮࣐ࢽࣗ
ࣝࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡞ࢆᣦࡋࠊࠕᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖ༴ᶵ⟶⌮㛵ࡍࡿつ
ᐃࢆ᪂ࡓタࡅࡿࡇࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊ⿕⅏ࡋࡓ࡚ࡢᅗ᭩㤋ࡀ᪩ᮇ
⯆ࡍࡿࡇࢆᚰࡽ㢪࠺ࡶࠊᮏሗ࿌᭩ࢆཷࡅ࡚᪂ࡓ⟇ᐃࡉࢀࡿࠕᮃࡲࡋ
࠸ᇶ‽ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᅗ᭩㤋࠾࠸࡚⅏ᐖ➼ᑐࡍࡿഛ࠼ࡀ୍ᒙᙉࡉࢀࡿࡇ
ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
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㪈㪍

┠ḟ

㸯㸬ᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㧥
㸦㸯㸧ᅗ᭩㤋ᩘࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㧞㧝
㸦㸰㸧බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨⋡ࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㧞㧝
㸦㸱㸧⫋ဨᩘࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧞
㸦㸲㸧ⶶ᭩ᩘࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧟
㸦㸳㸧㈨ᩱ㈝ண⟬㢠ࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧠
㸦㸴㸧ᅗ᭩㤋㈝ࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧠
㸦㸵㸧ࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫᐇ≧ἣࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧡
㸦㸶㸧㈚ฟᩘࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧡
㸦㸷㸧ホ౯ࡢᐇ≧ἣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧢
㸦㸯㸮㸧ሗᥦ౪ࡢ᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧢
㸦㸯㸯㸧ሗᥦ౪ࡢෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧢
㸦㸯㸰㸧⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㸦ὴ㐵㸧≧ἣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧢
㸦㸯㸱㸧ඣ❺ྥࡅᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ≧ἣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧣
ձඣ❺ᐊࢆ⨨ࡃᅗ᭩㤋ᩘࡢ᥎⛣࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧣
ղⶶ᭩༨ࡵࡿඣ❺⏝ᅗ᭩ᩘࡢྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧣
ճᅗ᭩ࡢ㈚ฟᩘ༨ࡵࡿඣ❺⏝ᅗ᭩ࡢྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧣
㸦㸯㸲㸧ᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿᴗᐇ≧ἣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧣
㸦㸯㸳㸧ሗࡢ≧ἣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧤
ձࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᑟධ≧ἣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧤
ղ࢜ࣥࣛࣥࡢ≧ἣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧤
㸦㸯㸴㸧ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ㸧
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧤 


㸰㸬┠ᶆᇶ‽࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㧥


㸱㸬㛵ಀἲ௧࣭࿌♧➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㧟㧟
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㪉㪐

ᅗ᭩㤋ἲ

㸦༑ᖺᅄ᭶୕༑᪥ἲᚊ➨ⓒ༑ඵྕ㸧
᭱⤊᭦᪂㸸ᖹᡂ༑ᖺභ᭶༑୍᪥ἲᚊ➨༑ྕ

➨୍❶

⥲๎㸦➨୍᮲̿➨᮲㸧

➨❶

බ❧ᅗ᭩㤋㸦➨༑᮲̿➨༑୕᮲㸧

➨୕❶

⚾❧ᅗ᭩㤋㸦➨༑ᅄ᮲̿➨༑᮲㸧

㝃๎
➨୍❶

⥲๎

㸦ࡇࡢἲᚊࡢ┠ⓗ㸧
➨୍᮲

ࡇࡢἲᚊࡣࠊ♫ᩍ⫱ἲ㸦༑ᅄᖺἲᚊ➨ⓒྕ㸧ࡢ⢭⚄ᇶࡁࠊᅗ᭩㤋

ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵࠊࡑࡢ࡞Ⓨ㐩ࢆᅗࡾࠊࡶࡘ࡚ᅜẸࡢᩍ⫱
ᩥࡢⓎᒎᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸦ᐃ⩏㸧
➨᮲

ࡇࡢἲᚊ࠾࠸࡚ࠕᅗ᭩㤋ࠖࡣࠊᅗ᭩ࠊグ㘓ࡑࡢᚲせ࡞㈨ᩱࢆ㞟ࡋࠊᩚ⌮

ࡋࠊಖᏑࡋ࡚ࠊ୍⯡බ⾗ࡢ⏝౪ࡋࠊࡑࡢᩍ㣴ࠊㄪᰝ◊✲ࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ➼㈨
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿタ࡛ࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ᪥ᮏ㉥༑Ꮠ♫ཪࡣ୍⯡♫ᅋἲேⱝࡋࡃࡣ
୍⯡㈈ᅋἲேࡀタ⨨ࡍࡿࡶࡢ㸦Ꮫᰯ㝃ᒓࡍࡿᅗ᭩㤋ཪࡣᅗ᭩ᐊࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࢆ࠸࠺ࠋ
㸰

๓㡯ࡢᅗ᭩㤋ࡢ࠺ࡕࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢタ⨨ࡍࡿᅗ᭩㤋ࢆබ❧ᅗ᭩㤋࠸࠸ࠊ᪥ᮏ㉥༑
Ꮠ♫ཪࡣ୍⯡♫ᅋἲேⱝࡋࡃࡣ୍⯡㈈ᅋἲேࡢタ⨨ࡍࡿᅗ᭩㤋ࢆ⚾❧ᅗ᭩㤋࠸࠺ࠋ
㸦ᅗ᭩㤋ዊ㸧

➨୕᮲

ᅗ᭩㤋ࡣࠊᅗ᭩㤋ዊࡢࡓࡵࠊᅵᆅࡢཬࡧ୍⯡බ⾗ࡢᕼᮃἢ࠸ࠊ᭦Ꮫᰯ

ᩍ⫱ࢆຓࡋࠊཬࡧᐙᗞᩍ⫱ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡼ࠺␃ពࡋࠊ࠾࠾ࡴࡡḟᥖ
ࡆࡿ㡯ࡢᐇດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୍

㒓ᅵ㈨ᩱࠊᆅ᪉⾜ᨻ㈨ᩱࠊ⨾⾡ရࠊࣞࢥ࣮ࢻཬࡧࣇ࣒ࣝࡢ㞟ࡶ༑ศ␃ពࡋ࡚ࠊ
ᅗ᭩ࠊグ㘓ࠊど⫈ぬᩍ⫱ࡢ㈨ᩱࡑࡢᚲせ࡞㈨ᩱ㸦㟁☢ⓗグ㘓㸦㟁Ꮚⓗ᪉ᘧࠊ☢Ẽⓗ
᪉ᘧࡑࡢேࡢ▱ぬࡼࡘ࡚ࡣㄆ㆑ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸᪉ᘧ࡛సࡽࢀࡓグ㘓ࢆ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆྵࡴࠋ௨ୗࠕᅗ᭩㤋㈨ᩱࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㞟ࡋࠊ୍⯡බ⾗ࡢ⏝౪ࡍࡿࡇࠋ



ᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢศ㢮ิࢆ㐺ษࡋࠊཬࡧࡑࡢ┠㘓ࢆᩚഛࡍࡿࡇࠋ

୕

ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࡀᅗ᭩㤋㈨ᩱࡘ࠸࡚༑ศ࡞▱㆑ࢆᣢࡕࠊࡑࡢ⏝ࡢࡓࡵࡢ┦ㄯᛂ
ࡎࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋ

ᅄ

ࡢᅗ᭩㤋ࠊᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟㝃⨨ࡍࡿᅗ᭩ᐊཬࡧᏛᰯ㝃
ᒓࡍࡿᅗ᭩㤋ཪࡣᅗ᭩ᐊ⥭ᐦ㐃⤡ࡋࠊ༠ຊࡋࠊᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢ┦㈚ࢆ⾜࠺ࡇࠋ



ศ㤋ࠊ㜀ぴᡤࠊ㓄ᮏᡤ➼ࢆタ⨨ࡋࠊཬࡧ⮬ື㌴ᩥᗜࠊ㈚ฟᩥᗜࡢᕠᅇࢆ⾜࠺ࡇࠋ

භ

ㄞ᭩ࠊ◊✲ࠊ㚷㈹ࠊᫎࠊ㈨ᩱᒎ♧➼ࢆദࡋࠊཬࡧࡇࢀࡽࡢ㛤ദࢆዡ

ບࡍࡿࡇࠋ
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㪊㪇



㛵ࡍࡿሗཬࡧཧ⪃㈨ᩱࢆ⤂ࡋࠊཬࡧᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ

ඵ

♫ᩍ⫱࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢᶵࢆ⏝ࡋ࡚⾜ࡘࡓᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆά⏝ࡋ࡚⾜࠺ᩍ⫱άື

ࡑࡢࡢάືࡢᶵࢆᥦ౪ࡋࠊཬࡧࡑࡢᥦ౪ࢆዡບࡍࡿࡇࠋ


Ꮫᰯࠊ༤≀㤋ࠊබẸ㤋ࠊ◊✲ᡤ➼⥭ᐦ㐃⤡ࡋࠊ༠ຊࡍࡿࡇࠋ

㸦ྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵㸧
➨ᅄ᮲

ᅗ᭩㤋⨨ࢀࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵⛠ࡍࡿࠋ

㸰

ྖ᭩ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ⓗົᚑࡍࡿࠋ

㸱

ྖ᭩⿵ࡣࠊྖ᭩ࡢ⫋ົࢆຓࡅࡿࠋ
㸦ྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ࡢ㈨᱁㸧

➨᮲
୍

ḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡣࠊྖ᭩࡞ࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
Ꮫࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅࡛Ꮫ࠾࠸࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧࡛ᐃࡵࡿᅗ᭩㤋㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆᒚಟ

ࡋࡓࡶࡢ


Ꮫཪࡣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅࡛ḟ᮲ࡢつᐃࡼࡿྖ᭩ࡢㅮ⩦ࢆಟࡋࡓࡶࡢ

୕ḟᥖࡆࡿ⫋࠶ࡘࡓᮇ㛫ࡀ㏻⟬ࡋ࡚୕ᖺ௨ୖ࡞ࡿ⪅࡛ḟ᮲ࡢつᐃࡼࡿྖ᭩ࡢㅮ
⩦ࢆಟࡋࡓࡶࡢ


ྖ᭩⿵ࡢ⫋

ࣟ

ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ཪࡣᏛⱝࡋࡃࡣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ㝃ᒓᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿ⫋࡛ྖ᭩⿵
ࡢ⫋┦ᙜࡍࡿࡶࡢ

ࣁ

ࣟᥖࡆࡿࡶࡢࡢࠊᐁබ⨫ࠊᏛᰯཪࡣ♫ᩍ⫱タ࠾ࡅࡿ⫋࡛♫ᩍ⫱
ࠊᏛⱁဨࡑࡢࡢྖ᭩⿵ࡢ⫋ྠ➼௨ୖࡢ⫋ࡋ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᣦᐃࡍࡿࡶࡢ

㸰

ḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡣࠊྖ᭩⿵࡞ࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
୍

ྖ᭩ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅



Ꮫᰯᩍ⫱ἲ㸦༑ᖺἲᚊ➨༑භྕ㸧➨༑᮲➨୍㡯ࡢつᐃࡼࡾᏛ
ධᏛࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ⪅࡛ḟ᮲ࡢつᐃࡼࡿྖ᭩⿵ࡢㅮ⩦ࢆಟࡋࡓࡶࡢ

㸦ྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ࡢㅮ⩦㸧
➨භ᮲
㸰

ྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ࡢㅮ⩦ࡣࠊᏛࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢጤკࢆཷࡅ࡚⾜࠺ࠋ

ྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ࡢㅮ⩦㛵ࡋࠊᒚಟࡍࡁ⛉┠ࠊ༢ࡑࡢᚲせ࡞㡯ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ
┬௧࡛ᐃࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢᒚಟࡍࡁ༢ᩘࡣࠊ༑༢ࢆୗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦ྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ࡢ◊ಟ㸧

➨᮲

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡣࠊྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵ᑐࡋࠊࡑࡢ㈨㉁ࡢ

ྥୖࡢࡓࡵᚲせ࡞◊ಟࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦タ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽㸧
➨᮲ࡢ

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢ࡞Ⓨ㐩ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ

ୖᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࢆᐃࡵࠊࡇࢀࢆබ⾲ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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㪊㪈

㸦㐠Ⴀࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿホ౯➼㸧
➨᮲ࡢ୕

ᅗ᭩㤋ࡣࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠺ࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝ

ᇶ࡙ࡁᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
㸦㐠Ⴀࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿሗࡢᥦ౪㸧
➨᮲ࡢᅄ

ᅗ᭩㤋ࡣࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ዊ㛵ࡍࡿᆅᇦఫẸࡑࡢࡢ㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎ

ࢆ῝ࡵࡿࡶࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢ㐃ᦠཬࡧ༠ຊࡢ᥎㐍㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࡢ㐠
Ⴀࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿሗࢆ✚ᴟⓗᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦༠ຊࡢ౫㢗㸧
➨ඵ᮲

㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡣࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ዊࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᕷ㸦≉

ู༊ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨᑐࡋࠊ⥲ྜ┠㘓ࡢస〇ࠊ㈚ฟᩥᗜࡢᕠᅇࠊ
ᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢ┦㈚➼㛵ࡋ࡚༠ຊࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦බࡢฟ∧≀ࡢ㞟㸧
➨᮲

ᨻᗓࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢタ⨨ࡍࡿᅗ᭩㤋ᑐࡋࠊᐁሗࡑࡢ୍⯡බ⾗ᑐࡍࡿᗈሗࡢ

⏝౪ࡏࡽࢀࡿ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧༳ๅᒁࡢห⾜≀ࢆ㒊ᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰

ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ࡣࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࡢồࡵᛂࡌࠊࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
Ⓨ⾜ࡍࡿห⾜≀ࡑࡢࡢ㈨ᩱࢆ↓ൾ࡛ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨❶

බ❧ᅗ᭩㤋

㸦タ⨨㸧
➨༑᮲

බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨㛵ࡍࡿ㡯ࡣࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయࡢ᮲࡛

ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨༑୍᮲

๐㝖

➨༑᮲

๐㝖

㸦⫋ဨ㸧
➨༑୕᮲

බ❧ᅗ᭩㤋㤋㛗୪ࡧᙜヱᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయࡢᩍ⫱ጤဨࡀᚲ

せㄆࡵࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨࠊົ⫋ဨཬࡧᢏ⾡⫋ဨࢆ⨨ࡃࠋ
㸰

㤋㛗ࡣࠊ㤋ົࢆᤸ⌮ࡋࠊᡤᒓ⫋ဨࢆ┘╩ࡋ࡚ࠊᅗ᭩㤋ዊࡢᶵ⬟ࡢ㐩ᡂດࡵ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ᅗ᭩㤋༠㆟㸧

➨༑ᅄ᮲

බ❧ᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋༠㆟ࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㪊㪉

㸰

ᅗ᭩㤋༠㆟ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ㤋㛗ࡢㅎၥᛂࡎࡿࡶࠊᅗ᭩㤋ࡢ⾜࠺ᅗ
᭩㤋ዊࡘࡁࠊ㤋㛗ᑐࡋ࡚ពぢࢆ㏙ࡿᶵ㛵ࡍࡿࠋ

➨༑᮲

ᅗ᭩㤋༠㆟ࡢጤဨࡣࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయࡢᩍ⫱ጤဨࡀ௵

ࡍࡿࠋ
➨༑භ᮲

ᅗ᭩㤋༠㆟ࡢタ⨨ࠊࡑࡢጤဨࡢ௵ࡢᇶ‽ࠊᐃᩘཬࡧ௵ᮇࡑࡢᅗ᭩㤋༠㆟

㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయࡢ᮲࡛ᐃࡵ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊጤဨࡢ௵ࡢᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧࡛ᐃࡵ
ࡿᇶ‽ࢆཧ㓃ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ධ㤋ᩱ➼㸧
➨༑᮲

බ❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊධ㤋ᩱࡑࡢᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢ⏝ᑐࡍࡿ࠸࡞ࡿᑐ౯ࢆࡶᚩ

ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨༑ඵ᮲

๐㝖

➨༑᮲

๐㝖

㸦ᅗ᭩㤋ࡢ⿵ຓ㸧
➨༑᮲

ᅜࡣࠊᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయᑐࡋࠊண⟬ࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊᅗ᭩㤋

ࡢタࠊタഛせࡍࡿ⤒㈝ࡑࡢᚲせ࡞⤒㈝ࡢ୍㒊ࢆ⿵ຓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰

๓㡯ࡢ⿵ຓ㔠ࡢ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࠋ

➨༑୍᮲

๐㝖

➨༑᮲

๐㝖

➨༑୕᮲

ᅜࡣࠊ➨༑᮲ࡢつᐃࡼࡿ⿵ຓ㔠ࡢࢆࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᕥࡢྛྕࡢ

୍ヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊᙜヱᖺᗘ࠾ࡅࡿࡑࡢᚋࡢ⿵ຓ㔠ࡢࢆࡸࡵࡿࡶࠊ᪤
ࡋࡓᙜヱᖺᗘࡢ⿵ຓ㔠ࢆ㏉㑏ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୍

ᅗ᭩㤋ࡀࡇࡢἲᚊࡢつᐃ㐪ࡋࡓࡁࠋ



ᆅ᪉බඹᅋయࡀ⿵ຓ㔠ࡢࡢ᮲௳㐪ࡋࡓࡁࠋ

୕

ᆅ᪉බඹᅋయࡀഇࡢ᪉ἲ࡛⿵ຓ㔠ࡢࢆཷࡅࡓࡁࠋ
➨୕❶

➨༑ᅄ᮲

⚾❧ᅗ᭩㤋
๐㝖
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㪊㪊

㸦㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡢ㛵ಀ㸧
➨༑᮲

㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡣࠊ⚾❧ᅗ᭩㤋ᑐࡋࠊᣦᑟ㈨ᩱࡢస〇ཬࡧㄪᰝ◊✲

ࡢࡓࡵᚲせ࡞ሗ࿌ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰

㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍ⫱ጤဨࡣࠊ⚾❧ᅗ᭩㤋ᑐࡋࠊࡑࡢồࡵᛂࡌ࡚ࠊ⚾❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨
ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ⓗࠊᢏ⾡ⓗࡢᣦᑟཪࡣຓゝࢆ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛵ಀ㸧

➨༑භ᮲

ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ⚾❧ᅗ᭩㤋ࡢᴗᖸ΅ࢆຍ࠼ࠊཪࡣᅗ᭩㤋ࢆタ⨨

ࡍࡿἲேᑐࡋࠊ⿵ຓ㔠ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨༑᮲

ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊ⚾❧ᅗ᭩㤋ᑐࡋࠊࡑࡢồࡵᛂࡌ࡚ࠊᚲせ࡞≀㈨

ࡢ☜ಖࡘࡁࠊຓࢆ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ධ㤋ᩱ➼㸧
➨༑ඵ᮲

⚾❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊධ㤋ᩱࡑࡢᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢ⏝ᑐࡍࡿᑐ౯ࢆᚩࡍࡿࡇ

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᅗ᭩㤋ྠ✀タ㸧
➨༑᮲
㸰

ᅗ᭩㤋ྠ✀ࡢタࡣࠊఱேࡶࡇࢀࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨༑᮲➨㡯ࡢつᐃࡣࠊ๓㡯ࡢタࡘ࠸࡚‽⏝ࡍࡿࠋ
㝃๎
㸦␎㸧
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㪊㪋

බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽
㸦ᖹᡂ༑୕ᖺ᭶༑ඵ᪥

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࿌♧➨ⓒ୕༑ྕ㸧

┠ḟ
㸯

⥲๎
(1)

㊃᪨

(2)

タ⨨

(3)

ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢィ⏬ⓗᐇཬࡧ⮬ᕫホ౯➼

(4)

㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

(5)

ࡢᅗ᭩㤋ཬࡧࡑࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ

(6)

⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖ➼

㸰

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋
(1)

㐠Ⴀࡢᇶᮏ

(2)

㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

(3)

ࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼

(4)

⏝⪅ᛂࡌࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ

(5)

ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪

(6)

࣎ࣛࣥࢸࡢཧຍࡢಁ㐍

(7)

ᗈሗཬࡧሗබ㛤

(8)

⫋ဨ

(9)

㛤㤋᪥➼

(10)

ᅗ᭩㤋༠㆟

(11)

タ࣭タഛ

㸱

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋
(1)

㐠Ⴀࡢᇶᮏ

(2)

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢຓ

(3)

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

(4)

ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼

(5)

ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ

(6)

㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

(7)

⫋ဨ

(8)

タ࣭タഛ

(9)

‽⏝

㸯

⥲๎

(1)

㊃᪨

ձ

ࡇࡢᇶ‽ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ἲ㸦 25 ᖺἲᚊ➨ 118 ྕ㸧➨㸵᮲ࡢ㸰ᇶ࡙ࡃබ❧ᅗ᭩㤋

ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽࡛࠶ࡾ㸪බ❧ᅗ᭩㤋ࡢ࡞Ⓨᒎ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠
ⓗࡍࡿࠋ
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㪊㪌

ղ

බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨⪅ࡣ㸪ࡇࡢᇶ‽ᇶ࡙ࡁ㸪ྠἲ➨㸱᮲ᥖࡆࡿ㡯࡞ࡢᅗ᭩㤋

ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
(2)

タ⨨

ձ

㒔㐨ᗓ┴ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡢᣑດࡵ㸪ఫẸᑐࡋ㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ

⾜࠺ࡶ㸪ᅗ᭩㤋ᮍタ⨨ࡢ⏫ᮧࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇࡶ㋃ࡲ࠼㸪ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢ
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢయⓗ࡞㐍ᒎࢆᅗࡿほⅬ❧ࡗ࡚㸪ᕷ㸦≉ู༊ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧
⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀᑐࡍࡿᣦᑟ࣭ຓゝ➼ࢆィ⏬ⓗ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

ᕷ⏫ᮧࡣ㸪ఫẸᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪බ❧ᅗ᭩

㤋ࡢタ⨨㸦㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿሙྜࡣ㸪ᆅᇦࡢᐇࡼࡾ㸪」ᩘࡢ
ᕷ⏫ᮧࡼࡾඹྠ࡛タ⨨ࡍࡿࡇࢆྵࡴ ࠋ㸧ດࡵࡿࡶ㸪ఫẸࡢ⏕άᅪ㸪ᅗ᭩
㤋ࡢ⏝ᅪ➼ࢆ༑ศ⪃៖ࡋ㸪ᚲせᛂࡌศ㤋➼ࡢタ⨨ࡸ⛣ືᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࡼࡾ㸪
ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᇦࢧ࣮ࣅࢫ⥙ࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ

බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ᆅᇦࡢேཱྀศᕸேཱྀᵓᡂ㸪㠃✚㸪

ᆅᙧ㸪㏻⥙➼ࢆ຺ࡋ࡚㸪㐺ษ࡞⨨ཬࡧᚲせ࡞ᅗ᭩㤋タࡢᗋ㠃✚㸪ⶶ᭩ⶶ⬟
ຊ㸪⫋ဨᩘ➼ࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(3)

ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢィ⏬ⓗᐇཬࡧ⮬ᕫホ౯➼

ձ

බ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽ࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪ᙜヱᅗ᭩㤋ࡢ┠ⓗཬࡧ♫ⓗ

ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚㸪ྛࠎ㐺ษ࡞ࠕᣦᶆࠖࢆ㑅ᐃࡍࡿࡶ㸪
ࡇࢀࡽಀࡿࠕᩘ್┠ᶆࠖࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ィ⏬ⓗࡇࢀࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ղ

බ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ྛᖺᗘࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ≧ἣࡘ࠸࡚㸪ᅗ᭩㤋༠㆟ࡢ༠ຊࢆᚓ

ࡘࡘ㸪๓㡯ࡢࠕᩘ್┠ᶆࠖࡢ㐩ᡂ≧ἣ➼㛵ࡋ⮬ࡽⅬ᳨ཬࡧホ౯ࢆ⾜࠺ࡶ㸪ࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆఫẸබ⾲ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
(4)

㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

ձ

㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ఫẸࡢᏛ⩦άື➼ࢆ㐺ษຓࡍࡿࡓࡵ㸪ఫẸ

ࡢ㧗ᗘ࣭ከᵝࡍࡿせồ༑ศ㓄៖ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

㈨ᩱཬࡧሗࡢᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᗈࡃఫẸࡢ⏝౪ࡍࡿࡓࡵ㸪

ሗฎ⌮ᶵ⬟ࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪᭷ຠࡘ㎿㏿࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼
ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ

ᆅ᪉බඹᅋయࡢᨻ⟇Ỵᐃࡸ⾜ᨻົᚲせ࡞㈨ᩱཬࡧሗࢆ✚ᴟⓗ㞟ࡋ㸪ⓗ☜

ᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
մ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅗ᭩㤋ࡢᙺࡸᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆ㋃

ࡲ࠼ࡘࡘ㸪㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪ࡘ࠸࡚ィ⏬ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ
ᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(5)

ࡢᅗ᭩㤋ཬࡧࡑࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ
බ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㈨ᩱཬࡧሗࡢᐇດࡵࡿࡶ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣᛂࡌ㸪㧗ᗘ
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㪊㪍

࣭ከᵝࡍࡿఫẸࡢせồᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪㈨ᩱࡸሗࡢ┦⏝➼ࡢ༠ຊάືࡢ✚
ᴟⓗ࡞ᐇດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪බ❧ᅗ᭩㤋┦ࡢ㐃ᦠ㸦」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡼ
ࡿඹྠᴗࢆྵࡴࠋ㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪Ꮫᅗ᭩㤋➼ࡢ㤋✀ࡢ␗࡞ࡿᅗ᭩㤋ࡸ
බẸ㤋㸪༤≀㤋➼ࡢ♫ᩍ⫱タ㸪ᐁබ⨫㸪Ẹ㛫ࡢㄪᰝ◊✲タ➼ࡢ㐃ᦠࡶດࡵ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(6)

⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖ➼

ձ

ᩍ⫱ጤဨཬࡧබ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㤋㛗㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ㸪ົ⫋ဨཬࡧᢏ⾡⫋ဨࡢ㈨㉁࣭

⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ሗ࣭ᅜ㝿ࡢ㐍ᒎ➼㓄៖ࡋࡘࡘ㸪⥅⥆ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞◊
ಟᴗࡢᐇ㸪ෆᐜࡢᐇ࡞⫋ဨࡢྛ✀◊ಟᶵࡢᣑດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖࢆ

ᅗࡿࡓࡵ㸪ᚲせ࡞◊ಟࡢᶵࢆ⏝ពࡍࡿࡶࡢࡋ㸪ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᙜヱᕷ⏫
ᮧࡢᡤ⟶ᒓࡍࡿබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࢆࡑࡢ◊ಟཧຍࡉࡏࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
ճ

ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪බ❧ᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㓄⨨ࡢ㔜せᛶ㚷ࡳ㸪ࡑࡢ✚ᴟⓗ

࡞᥇⏝ཬࡧฎ㐝ᨵၿດࡵࡿࡶ㸪ࡑࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽ㸪ィ⏬
ⓗࡢබ❧ᅗ᭩㤋ཬࡧᏛᰯ㸪♫ᩍ⫱タ㸪ᩍ⫱ጤဨົᒁ➼ࡢேὶ㸦」
ᩘࡢᕷ⏫ᮧཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ࡢᶵ㛵➼ࡢேὶࢆྵࡴࠋ㸧ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋

(1)

㐠Ⴀࡢᇶᮏ
ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢࡓࡵ㈨ᩱࡸሗࡢᥦ౪➼┤᥋ⓗ࡞ຓࢆ⾜࠺ᶵ㛵ࡋ࡚㸪

ఫẸࡢ㟂せࢆᢕᥱࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶ㸪ࡑࢀᛂࡌᆅᇦࡢᐇ༶ࡋࡓ㐠Ⴀດ
ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(2)

㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

ձ

ఫẸࡢせồᛂ࠼ࡿࡓࡵ㸪᪂หᅗ᭩ཬࡧ㞧ㄅࡢ㎿㏿࡞☜ಖ୪ࡧࡢᅗ᭩㤋ࡢ㐃

ᦠ࣭༠ຊࡼࡾᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࢆ༑ศⓎ࡛ࡁࡿ✀㢮ཬࡧ㔞ࡢ㈨ᩱࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅᇦෆࡢ㒓ᅵ㈨ᩱཬࡧ⾜ᨻ㈨ᩱ㸪᪂⪺ࡢᅜ⣬ཬࡧせ࡞ᆅ᪉⣬➼ከ
ᵝ࡞㈨ᩱࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

ከᵝ࡞✀㢮࣭ෆᐜࡢど⫈ぬ㈨ᩱࡢ㞟ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ճ

㟁Ꮚ㈨ᩱࡢసᡂ㸪㞟ཬࡧᥦ౪୪ࡧእ㒊ሗࡢධᡭ㛵ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ດࡵࡿ

ࡶࡢࡍࡿࠋ
մ

ᮏ㤋㸪ศ㤋㸪⛣ືᅗ᭩㤋➼ࡢ㈨ᩱࡢ᭩ㄅࢹ࣮ࢱࡢ⤫୍ⓗ࡞ᩚഛࡸ㸪ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

➼ࢆά⏝ࡋࡓṇ☜ࡘ㎿㏿࡞᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㈚ฟࡢ
ᐇࢆᅗࡾ㸪ண⣙ไᗘ࡞ࡼࡾఫẸࡢከᵝ࡞㈨ᩱせồⓗ☜ᛂࡌࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
յ

㈨ᩱࡢᥦ౪➼ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪」ᶵࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࡢሗ࣭㏻ಙᶵჾ➼ࡢ⏝ࡢ

ᣑక࠸㸪⫋ဨࡸ⏝⪅ࡼࡿⴭసᶒ➼ࡢᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡼ࠺㸪༑ศ࡞ὀពࢆᡶ
࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
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㪊㪎

(3)

ࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼
ࡢᅗ᭩㤋➼㐃ᦠࡋࡘࡘ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࡢ㏻ಙᡭẁࡢά⏝ࡸእ㒊ሗࡢ⏝ࡶ㓄

៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ఫẸࡢồࡵࡿ㡯ࡘ࠸࡚㸪㈨ᩱཬࡧሗࡢᥦ౪ཪࡣ⤂࡞ࢆ⾜࠺ࣞ
ࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ࣭㧗ᗘດࡵࡿࡶ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌ㸪Ꮫ⩦ᶵ
㛵ࡍࡿሗࡑࡢࡢሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࣞࣇ࢙࣭ࣛࣝࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࡶດࡵࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
(4)

⏝⪅ᛂࡌࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ

ձ

ᡂேᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࡸ⏘ᴗᵓ㐀࣭ປാᕷሙ

ࡢኚ➼ⓗ☜ᑐᛂࡋ㸪ᑵ⫋㸪㌿⫋㸪⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ㸪᪥ᖖࡢ➼ࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱཬ
ࡧሗࡢ㞟࣭ᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

ඣ❺࣭㟷ᑡᖺᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪ᚲせ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࢆ☜ಖࡍࡿ

ࡶ㸪ඣ❺࣭㟷ᑡᖺ⏝ᅗ᭩ࡢ㞟࣭ᥦ౪㸪ඣ❺࣭㟷ᑡᖺࡢㄞ᭩άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ
ࡢㄞࡳ⪺ࡏ➼ࡢᐇ㸪ሗ㏻ಙᶵჾࡢᩚഛ➼ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸪
Ꮫᰯ➼ࡢᩍ⫱タࡢ㐃ᦠࡢᙉ➼ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ

㧗㱋⪅ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪㧗㱋⪅㓄៖ࡋࡓᵓ㐀ࡢタࡢᩚഛ

ࡶ㸪άᏐᮏ㸪ᣑㄞ᭩ჾ࡞ࡢ㈨ᩱࡸᶵჾ࣭ᶵᮦࡢᩚഛ࣭ᐇດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᅗ᭩㤋⏝ࡢ㝿ࡢຓ㸪ᑐ㠃ᮁ
ㄞ㸪Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡁࡵ⣽࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
մ

㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏝⪅㓄៖ࡋࡓᵓ㐀ࡢ

タࡢᩚഛࡶ㸪ⅬᏐ㈨ᩱ㸪㘓㡢㈨ᩱ㸪ᡭヰࡸᏐᖥධࡾࡢᫎീ㈨ᩱࡢᩚഛ࣭ᐇ㸪
㈨ᩱ⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿᶵჾ࣭ᶵᮦࡢᩚഛ࣭ᐇດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㛵ಀᶵ㛵
࣭ᅋయ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᡭヰ➼ࡼࡿⰋዲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ☜ಖດࡵࡓ
ࡾ㸪ᅗ᭩㤋⏝ࡢ㝿ࡢຓ㸪ᑐ㠃ᮁㄞ㸪Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡁࡵ⣽࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
յ

ᆅᇦᅾ␃ࡍࡿእᅜே➼ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪እᅜㄒ㈨ᩱࡢ㞟

࣭ᥦ౪㸪⏝ෆࡸࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(5)

ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪

ձ

ఫẸࡢ⮬ⓗ࣭⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆຓࡍࡿࡓࡵ㸪ㄞ᭩㸪◊✲㸪㚷㈹㸪ᫎ

㸪㈨ᩱᒎ♧➼ࢆദࡋ㸪ཪࡣࡢ♫ᩍ⫱タ㸪Ꮫᰯ㸪Ẹ㛫ࡢ㛵ಀᅋయ➼ඹദ
ࡍࡿ࡞㸪ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶ㸪Ꮫ⩦άືࡢሙࡢᥦ౪㸪タഛࡸ㈨
ᩱࡢᥦ౪࡞ࡼࡾࡑࡢዡບດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

ఫẸࡢሗά⏝⬟ຊࡢྥୖࢆᨭࡍࡿࡓࡵ㸪ㅮᗙ➼Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢ

ࡍࡿࠋ
(6)

࣎ࣛࣥࢸࡢཧຍࡢಁ㐍
ᅜ㝿㸪ሗ➼♫ࡢኚᑐᛂࡋ㸪ඣ❺࣭㟷ᑡᖺ㸪㧗㱋⪅㸪㞀ᐖ⪅➼ከᵝ࡞⏝

⪅ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪ᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆ᭷ࡍࡿ
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㪊㪏

⪅ࡢ࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚ࡢཧຍࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᕼ
ᮃ⪅άືࡢሙ➼㛵ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࡸ࣎ࣛࣥࢸࡢ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢ◊ಟࡢᐇ࡞
ㅖ᮲௳ࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ࡑࡢάືࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ
ࡢ⮬Ⓨᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘ㸪࠶ࡽࡌࡵ᫂☜ᐃࡵ࡚࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
(7)

ᗈሗཬࡧሗබ㛤
ఫẸࡢᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿ⌮ゎ㛵ᚰࢆ㧗ࡵ᪂ࡓ࡞⏝⪅ࡢᣑࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᗈሗ⣬➼ࡢ

ᐃᮇⓗ࡞ห⾜ࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࢆά⏝ࡋࡓሗⓎಙ࡞㸪✚ᴟⓗࡘィ⏬ⓗ࡞ᗈሗ
άືཬࡧሗබ㛤ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(8)

⫋ဨ

ձ

㤋㛗ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀᚲせ࡞▱㆑࣭⤒㦂ࢆ᭷ࡋ㸪ᅗ᭩㤋ࡢᙺཬࡧ௵ົࢆ⮬

ぬࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋ᶵ⬟ࢆ༑ศⓎࡉࡏࡽࢀࡿࡼ࠺᩿ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

㤋㛗࡞ࡿ⪅ࡣ㸪ྖ᭩࡞ࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ճ

ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡣ㸪㈨ᩱࡢ㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑ㸪ᥦ౪ཬࡧሗࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡢᑓ㛛ⓗᴗ

ົᚑࡋ㸪ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ࣭ྥୖࢆᅗࡿࡶ㸪㈨ᩱ➼ࡢᥦ౪ཬࡧ⤂➼
ࡢఫẸࡢ㧗ᗘ࡛ከᵝ࡞せồ㐺ษᛂ࠼ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
մ

ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡍࡿ㊊ࡿᚲせ࡞ᩘࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆ☜ಖࡍࡿ

ࡶࡢࡍࡿࠋ
յ

ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㸪ᚲせ࡞ᩘࡢົ⫋ဨཪࡣᢏ⾡⫋ဨࢆ⨨ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ

ն

ᑓ㛛ⓗศ㔝ಀࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ㸪㐺ᐅ㸪እ㒊ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ

⾡ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(9)

㛤㤋᪥➼
ఫẸࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪㛤㤋᪥࣭㛤㤋㛫ࡢタᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣࡸఫ

Ẹࡢከᵝ࡞⏕ά㛫➼㓄៖ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪⛣ືᅗ᭩㤋ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐺ษ࡞
࿘ᮇࡼࡿ㐠⾜࡞ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(10)

ᅗ᭩㤋༠㆟

ձ

ᅗ᭩㤋༠㆟ࢆタ⨨ࡋ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪⏝⪅ࡢኌࢆ༑ศᫎࡋࡓᅗ᭩㤋

ࡢ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

ᅗ᭩㤋༠㆟ࡢጤဨࡣ㸪ᆅᇦࡢᐇᛂࡌ㸪ከᵝ࡞ேᮦࡢཧ⏬ࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿ

ࡶࡢࡍࡿࠋ
(11)

タ࣭タഛ
ᮏᇶ‽♧ࡍᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪㛤ᯫ࣭㜀ぴ㸪ⶶ㸪ࣞࣇࣞࣥ

ࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸪㞟࣭ᒎ♧㸪ሗᶵჾ࣭ど⫈ぬᶵჾ㸪ົ⟶⌮࡞ᚲせ࡞タ࣭タ
ഛࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶ㸪⏝⪅ᛂࡌ࡚㸪ඣ❺࣭㟷ᑡᖺ㸪㧗㱋⪅ཬࡧ㞀ᐖ
⪅➼ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫᚲせ࡞タ࣭タഛࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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㪊㪐

㸱

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋

(1)

㐠Ⴀࡢᇶᮏ

ձ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢ㟂せࢆᗈᇦⓗࡘ⥲ྜⓗᢕᥱࡋ࡚㈨ᩱཬࡧሗࢆ

㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪ࡍࡿ❧ሙࡽ㸪ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿຓດࡵࡿࡶ
㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼ࡢ᥎㐍ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧࡢồࡵᛂࡌ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࡢタ

⨨㛵ࡋᚲせ࡞ຓࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢ┤᥋ⓗ⏝ᑐᛂࡍࡿయไࡶᩚഛࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

մ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋௨እࡢ♫ᩍ⫱タࡸᏛᰯ➼ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᗈᇦ

ⓗ࡞ほⅬ❧ࡗ࡚ఫẸࡢᏛ⩦άືࢆᨭࡍࡿᶵ⬟ࡢᐇດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(2)

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢຓ
ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢồࡵᛂࡌ࡚㸪ḟࡢຓດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



㈨ᩱࡢ⤂㸪ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࠋ



ሗࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿຓࢆ⾜࠺ࡇࠋ

࢘

ᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࢆಖᏑࡍࡿࡇࠋ

࢚

ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ┦ㄯᛂࡌࡿࡇࠋ

࢜

ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࡢ◊ಟ㛵ࡋຓࢆ⾜࠺ࡇࠋ

(3)

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣᛂࡌ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࡢሗ࣭㏻

ಙᶵჾࡸ㟁Ꮚ࣓ࢹ➼ࢆ⏝ࡋ࡚㸪ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢ㛫ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ
⠏ࡋ㸪ሗࡢ࡞ὶ㏻ດࡵࡿࡶ㸪㈨ᩱࡢᦙ㏦ࡢ☜ಖࡶດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(4)

ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼

ձ

㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ┦༠ຊࡢಁ㐍ࡸ⯆➼㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋

࡛ᵓᡂࡍࡿᅋయ➼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡢ᥎㐍ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ

㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࡢࡓࡵ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪Ꮫᅗ᭩㤋㸪ᑓ㛛ᅗ᭩㤋㸪

ࡢ㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋㸪ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋➼ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(5)

ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ
㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡓࡵࡢㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ

ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ≉㸪ᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿఫẸࡢ㟂せࡸᅗ᭩㤋㐠Ⴀࢃࡿᆅᇦ
ࡢㅖ᮲௳ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ࣭ᢕᥱ㸪ྛ✀ሗᶵჾࡢᑟධࢆྵࡵࡓ᳨⣴ᶵ⬟ࡢᙉࡸຠ⋡ⓗ
࡞㈨ᩱࡢᥦ౪࡞ఫẸࡢ⏝ಁ㐍ࡢ᪉ἲ➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(6)

㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼
㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㸱ࡢ(9)ࡼࡾ‽⏝ࡍࡿ㸰ࡢ (2)ᐃࡵࡿ㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼ࡢ

㸪ḟᥖࡆࡿ㡯ࡢᐇດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋➼ࡢせồ༑ศᛂ࠼ࡽࢀࡿ㈨ᩱࡢᩚഛ
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㪋㪇



㧗ᗘ࣭ከᵝࡍࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ㈨ࡍࡿࡓࡵࡢ㸪㒓ᅵ㈨ᩱࡑࡢࡢ≉ᐃศ㔝

㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢ┠㘓㸪⣴ᘬ➼ࡢసᡂ㸪⦅㞟ཬࡧ㓄ᕸ
(7)

⫋ဨ
㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㸱ࡢ(9)ࡼࡾ‽⏝ࡍࡿ㸰ࡢ(8)ᐃࡵࡿ⫋ဨࡢ㸪㸱ࡢ(2)

ࡽ(6)ࡲ࡛ᥖࡆࡿᶵ⬟ᚲせ࡞⫋ဨࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(8)

タ࣭タഛ
㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㸱ࡢ(9)ࡼࡾ‽⏝ࡍࡿ㸰ࡢ(11)ᐃࡵࡿタ࣭タഛࡢ㸪ḟ

ᥖࡆࡿᶵ⬟ᚲせ࡞タ࣭タഛࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


◊ಟ



ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ

࢘

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢồࡵᛂࡌࡓ㈨ᩱಖᏑ➼

(9)

‽⏝
ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ಀࡿ㸰ࡢ(2)ࡽ(11)ࡲ࡛ࡢᇶ‽ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋‽⏝ࡍࡿࠋ
᪂ᪧᑐ↷⾲㸦⌧⾜ᇶ‽ཬࡧᖹᡂ㸲ᖺᇶ‽㸧

බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽
㸦ᖹᡂᖺ㸵᭶᪥ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࿌♧➨ྕ㸧
┠ḟ

බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᇶ‽
㸦ᖹᡂ㸲ᖺ㸳᭶᪥ሗ࿌㸧

㸯 ⥲๎
(1) ㊃᪨
(2) タ⨨
(3) ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢィ⏬ⓗᐇཬࡧ⮬ᕫホ౯➼
(4) ㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟㸪ᥦ౪➼
(5) ࡢᅗ᭩㤋ཬࡧࡑࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ
(6) ⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖ➼
㸰 ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋
(1) 㐠Ⴀࡢᇶᮏ
(2) ㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼
(3) ࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼
(4) ⏝⪅ᛂࡌࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
(5) ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪
(6) ࣎ࣛࣥࢸࡢཧຍࡢಁ㐍
(7) ᗈሗཬࡧሗබ㛤
(8) ⫋ဨ
(9) 㛤㤋᪥➼
(10) ᅗ᭩㤋༠㆟
(11) タ࣭タഛ
- 46 -

㪋㪈

㸱 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋
(1) 㐠Ⴀࡢᇶᮏ
(2) ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢຓ
(3) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ
(4) ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼
(5) ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ
(6) ㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼
(7) ⫋ဨ
(8) タ࣭タഛ
(9) ‽⏝
㸯 ⥲๎

➨㸯❶ ⥲๎

(1) ㊃᪨

㸯 ㊃᪨

ձ ࡇࡢᇶ‽ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ἲ㸦 25 ᖺἲᚊ➨ 118 (1) ࡇࡢᇶ‽ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ἲ㸦 25 ᖺἲᚊ➨ 118
ྕ㸧➨㸵᮲ࡢ㸰ᇶ࡙ࡃබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ

ྕ㸧➨㸰᮲➨㸰㡯つᐃࡍࡿබ❧ᅗ᭩㤋㸦௨

㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽࡛࠶ࡾ㸪බ❧ᅗ᭩㤋ࡢ

ୗࠕᅗ᭩㤋ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃ

࡞Ⓨᒎ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ࡲࡋ࠸ᇶ‽ࢆᐃࡵ㸪ࡶࡗ࡚ᅗ᭩㤋ࡢ࡞Ⓨ

ղ බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨⪅ࡣ㸪ࡇࡢᇶ‽ᇶ࡙ࡁ㸪

ᒎ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ྠἲ➨㸱᮲ᥖࡆࡿ㡯࡞ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ (2) ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨⪅ࡣ㸪ࡇࡢᇶ‽ᚑ࠸㸪ྠἲ➨
ࡢᐇດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸱᮲つᐃࡍࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢ㸪
ྥୖࢆᅗࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࡞࠾㸪ಀᩘࡼࡾ♧ࡋࡓỈ‽ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
⌧ᅾ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ୰ࡣᩚഛ㏵ୖࡢ㤋ࡀᏑᅾࡍ
ࡿࡇ㓄៖ࡋᙜ㠃㐩ᡂࡍࡁỈ‽ࢆ♧ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ㐩ᡂࡋࡓሙྜ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪
᭦Ỉ‽ࡢྥୖࢆᅗࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

(2) タ⨨

㸰 タ⨨

ձ 㒔㐨ᗓ┴ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡢᣑດࡵ㸪 (1) 㒔㐨ᗓ┴ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡢᩚഛດࡵ㸪
ఫẸᑐࡋ㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡶ

ఫẸᑐࡋ㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺

㸪ᅗ᭩㤋ᮍタ⨨ࡢ⏫ᮧࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇࡶ

ࡶ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᕷ༊⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨

㋃ࡲ࠼㸪ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ

ཬࡧ㐠Ⴀᑐࡍࡿᨭࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

యⓗ࡞㐍ᒎࢆᅗࡿほⅬ❧ࡗ࡚㸪ᕷ㸦≉ู༊ࢆ (2) ᕷ༊⏫ᮧ㸦௨ୗࠕᕷ⏫ᮧࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣ㸪ఫẸ
ྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠

ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇࡀ

Ⴀᑐࡍࡿᣦᑟ࣭ຓゝ➼ࢆィ⏬ⓗ⾜࠺ࡶࡢ

࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ດࡵࡿࡶ㸪

ࡍࡿࠋ

ఫẸࡢ⏕άᅪ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ⏝ᅪ➼ࢆ༑ศ⪃

ղ ᕷ⏫ᮧࡣ㸪ఫẸᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨
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㪋㪉

៖ࡋ㸪ᚲせᛂࡌศ㤋ࡢタ⨨㸪⛣ືᅗ᭩㤋ࡢ
ᩚഛ➼ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿሙྜࡣ㸪
ᆅᇦࡢᐇࡼࡾ㸪」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡼࡾඹྠ࡛
タ⨨ࡍࡿࡇࢆྵࡴࠋ
㸧ດࡵࡿࡶ㸪ఫ
Ẹࡢ⏕άᅪ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ⏝ᅪ➼ࢆ༑ศ⪃៖ࡋ㸪
ᚲせᛂࡌศ㤋➼ࡢタ⨨ࡸ⛣ືᅗ᭩㤋ࡢά⏝
ࡼࡾ㸪ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᇦࢧ࣮ࣅࢫ⥙ࡢᩚഛດ
ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ බ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᑐ
㇟ᆅᇦࡢேཱྀศᕸேཱྀᵓᡂ㸪㠃✚㸪ᆅᙧ㸪
㏻⥙➼ࢆ຺ࡋ࡚㸪㐺ษ࡞⨨ཬࡧᚲせ࡞ᅗ᭩
㤋タࡢᗋ㠃✚㸪ⶶ᭩ⶶ⬟ຊ㸪⫋ဨᩘ➼ࢆ☜
ಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(3) ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢィ⏬ⓗᐇཬࡧ⮬ᕫホ౯➼
ձ බ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽ࡢྥୖࢆ
ᅗࡾ㸪ᙜヱᅗ᭩㤋ࡢ┠ⓗཬࡧ♫ⓗࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚㸪ྛࠎ㐺ษ࡞
ࠕᣦᶆࠖࢆ㑅ᐃࡍࡿࡶ㸪ࡇࢀࡽಀࡿࠕᩘ
್┠ᶆࠖࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ィ⏬ⓗ
ࡇࢀࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ղ බ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ྛᖺᗘࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ≧
ἣࡘ࠸࡚㸪ᅗ᭩㤋༠㆟ࡢ༠ຊࢆᚓࡘࡘ㸪๓
㡯ࡢࠕᩘ್┠ᶆࠖࡢ㐩ᡂ≧ἣ➼㛵ࡋ⮬ࡽⅬ᳨
ཬࡧホ౯ࢆ⾜࠺ࡶ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆఫẸබ
⾲ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
(4) ㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

㸱 ㈨ᩱ࣭ሗࡢ㞟࣭ᥦ౪➼

ձ ㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ఫẸࡢᏛ (1) ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㸦௨ୗࠕ㈨ᩱࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧሗ
⩦άື➼ࢆ㐺ษຓࡍࡿࡓࡵ㸪ఫẸࡢ㧗ᗘ

㸦➨㸰❶ࠕ㸱ሗࢧ࣮ࣅࢫࠖ࠸࠺ሗࢆ࠸

࣭ከᵝࡍࡿせồ༑ศ㓄៖ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢ㞟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ఫẸࡢ

ղ ㈨ᩱཬࡧሗࡢᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪ᙜࡓࡗ

Ꮫ⩦άື➼ࢆ㐺㸪㐺ษຓࡍࡿࡓࡵ㸪ఫ

࡚ࡣ㸪ᗈࡃఫẸࡢ⏝౪ࡍࡿࡓࡵ㸪ሗฎ⌮

Ẹࡢከᵝ࡞㟂せ༑ศ㓄៖ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᶵ⬟ࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪᭷ຠࡘ㎿㏿࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ (2) ㈨ᩱཬࡧሗࡢᩚ⌮㸪ಖᏑ࠾ࡼࡧᥦ౪ᙜࡓ
⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢ

ࡗ࡚ࡣ㸪ᗈࡃఫẸࡢ⏝౪ࡍࡿࡓࡵ㸪ሗ

ࡍࡿࠋ

ฎ⌮ᶵ⬟ࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪᭷ຠࡘ㎿㏿࡞ࢧ࣮

ճ ᆅ᪉බඹᅋయࡢᨻ⟇Ỵᐃࡸ⾜ᨻົᚲせ࡞

ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡿࡼ࠺ດ

㈨ᩱཬࡧሗࢆ✚ᴟⓗ㞟ࡋ㸪ⓗ☜ᥦ౪ࡍ
ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(3) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢ㛫

մ 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ࡑࢀ

࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅗ᭩㤋ࡢᙺࡸᆅᇦࡢ

ࡒࢀࡢᅗ᭩㤋ࡢᙺࡸᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ

≉Ⰽࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㸪ィ⏬ⓗ㈨ᩱཬࡧሗࡢ
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㪋㪊

ࡘ㸪㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪

㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪ࡘ࠸࡚㐃ᦠ༠ຊ

ࡘ࠸࡚ィ⏬ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆᅗࡿࡶࡢࡍ

ࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡿࠋ
(5) ࡢᅗ᭩㤋ཬࡧࡑࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ 㸲 ࡢᅗ᭩㤋ཬࡧࡑࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠
බ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㈨ᩱཬࡧሗࡢᐇດࡵࡿ

ຊ

ࡶ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣᛂࡌ㸪㧗ᗘ࣭ከᵝ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟㸪ᩚ

ࡍࡿఫẸࡢせồᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪㈨ᩱࡸሗ

⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪ࡢᐇດࡵࡿࡶ㸪

ࡢ┦⏝➼ࡢ༠ຊάືࡢ✚ᴟⓗ࡞ᐇດࡵ

ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌࡓ≉Ⰽ࠶ࡿᅗ᭩㤋㐠Ⴀࢆ᥎

ࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪බ❧ᅗ᭩㤋┦ࡢ㐃ᦠ

㐍ࡋࡘࡘ㸪ከᵝ㸪㧗ᗘࡍࡿᏛ⩦㟂せᑐ

㸦」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡼࡿඹྠᴗࢆྵࡴࠋ
㸧ࡢࡳ

ᛂࡍࡿࡓࡵ㸪ᅗ᭩㤋➼ࡢ㛫ࡢ㈨ᩱࡸሗࡢ

࡞ࡽࡎ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪Ꮫᅗ᭩㤋➼ࡢ㤋✀ࡢ␗

┦⏝➼ࡢ༠ຊάືࡢ✚ᴟⓗ࡞ᐇດࡵ

࡞ࡿᅗ᭩㤋ࡸබẸ㤋㸪༤≀㤋➼ࡢ♫ᩍ⫱タ㸪

ࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋

ᐁබ⨫㸪Ẹ㛫ࡢㄪᰝ◊✲タ➼ࡢ㐃ᦠࡶດ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆᇶᮏࡋ࡚㸪

ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋┦㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪Ꮫᅗ᭩
㤋➼ࡢ㤋✀ࡢ␗࡞ࡿᅗ᭩㤋㸪බẸ㤋㸪༤≀㤋
➼ࡢ♫ᩍ⫱タ㸪ᐁබ⨫㸪Ẹ㛫ࡢㄪᰝ◊✲
タ➼ࡢ㐃ᦠດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

(6) ⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖ➼

㸳 ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ➼

ձ ᩍ⫱ጤဨཬࡧබ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㤋㛗㸪ᑓ㛛ⓗ (1) ᩍ⫱ጤဨཬࡧᅗ᭩㤋ࡣ㸪ྖ᭩ཬࡧྖ᭩⿵㸦௨
⫋ဨ㸪ົ⫋ဨཬࡧᢏ⾡⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥ

ୗࠕᑓ㛛ⓗ⫋ဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧୪ࡧ୍⯡ົཬ

ୖࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ሗ࣭ᅜ㝿ࡢ㐍ᒎ➼㓄៖

ࡧᢏ⾡ᚑࡍࡿ⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖࢆ

ࡋࡘࡘ㸪⥅⥆ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞◊ಟᴗࡢᐇ㸪ෆ

ᅗࡿࡓࡵ㸪⥅⥆ⓗࡘィ⏬ⓗ࡞◊ಟᴗࡢᐇ

ᐜࡢᐇ࡞⫋ဨࡢྛ✀◊ಟᶵࡢᣑດࡵ

ཬࡧࡑࡢෆᐜࡢᐇດࡵࡿࡶ㸪⫋

ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ဨࡢྛ✀◊ಟᶵࡢᣑດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ 㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢබ (2) 㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ
❧ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ

᭩㤋ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨ➼ࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵ

㸪ᚲせ࡞◊ಟࡢᶵࢆ⏝ពࡍࡿࡶࡢࡋ㸪ᕷ

ᚲせ࡞◊ಟࡢᶵࢆ⏝ពࡍࡿࡶࡢࡋ㸪ᕷ

⏫ᮧᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᡤ⟶ᒓࡍࡿ

⏫ᮧᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᡤ⟶ᒓࡍ

බ❧ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࢆࡑࡢ◊ಟཧຍࡉࡏࡿࡼ࠺

ࡿᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨ➼ࢆࡑࡢ◊ಟཧຍࡉ

ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡏࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ճ ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪බ❧ᅗ᭩㤋࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ⫋ (3) ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ᥇⏝ཬࡧฎ㐝ᨵ
ဨࡢ㓄⨨ࡢ㔜せᛶ㚷ࡳ㸪ࡑࡢ✚ᴟⓗ࡞᥇⏝ཬ

ၿດࡵࡿࡶ㸪ࡑࡢᑓ㛛ᛶࡢά⏝ࡸ⏕

ࡧฎ㐝ᨵၿດࡵࡿࡶ㸪ࡑࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ

ᾭᏛ⩦ࢆຓࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᗈ࠸▱ぢࢆᚓ

ࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽ㸪ィ⏬ⓗࡢබ❧ᅗ᭩

ࡉࡏࡿ➼ࡢほⅬࡽ㸪ィ⏬ⓗࡢᅗ᭩㤋㸪

㤋ཬࡧᏛᰯ㸪♫ᩍ⫱タ㸪ᩍ⫱ጤဨົᒁ

Ꮫᰯ㸪♫ᩍ⫱タ㸪ᩍ⫱ጤဨົᒁ࡞

➼ࡢேὶ㸦」ᩘࡢᕷ⏫ᮧཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ࡢ

ࡢேὶດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᶵ㛵➼ࡢேὶࢆྵࡴࠋ
㸧ດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
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㸰 ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋

➨㸰❶ ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋

(1) 㐠Ⴀࡢᇶᮏ

㸯 㐠Ⴀࡢᇶᮏ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢࡓࡵ㈨ᩱࡸሗࡢ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢࡓࡵ㈨ᩱࡸሗ

ᥦ౪➼┤᥋ⓗ࡞ຓࢆ⾜࠺ᶵ㛵ࡋ࡚㸪ఫẸࡢ

ࡢᥦ౪➼┤᥋ⓗ࡞Ꮫ⩦ຓࢆ⾜࠺ᶵ㛵ࡋ࡚㸪

㟂せࢆᢕᥱࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶ㸪ࡑࢀᛂ

ᆅᇦࡢᐇ༶ࡋࡓ㐠Ⴀດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡌᆅᇦࡢᐇ༶ࡋࡓ㐠Ⴀດࡵࡿࡶࡢࡍ

≉㸪ඣ❺࣭㟷ᑡᖺᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡸᵝࠎ

ࡿࠋ

࡞ఫẸࡢ⏝౪ࡋ࠺ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇດ
ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

(2) ㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

㸰 ㈚ฟࡋ

ձ ఫẸࡢせồᛂ࠼ࡿࡓࡵ㸪᪂หᅗ᭩ཬࡧ㞧ㄅ (1) බ㛤᭩ᯫᐊࡢᩚഛ㸪ሗᶵჾࡢᑟධ➼ࡼࡿ
ࡢ㎿㏿࡞☜ಖ୪ࡧࡢᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ

㈚ฟࡋᡭ⥆ࡁࡢ⡆⣲㸪ண⣙ไᗘࡢ᥇⏝➼

ࡼࡾᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࢆ༑ศⓎ࡛ࡁࡿ✀㢮ཬࡧ

ࡼࡾ㸪ఫẸࡢ㈚ฟࡋࢆಁ㐍ࡍࡿయไࡢᩚഛ

㔞ࡢ㈨ᩱࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ

ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᇦෆࡢ㒓ᅵ㈨ᩱཬࡧ⾜ᨻ㈨ᩱ㸪᪂⪺ࡢᅜ⣬ཬ (2) ᖺ㛫㈚ฟᩘࡣ㸪ேཱྀ㸯ேᙜࡓࡾ㸲௨ୖ
ࡧせ࡞ᆅ᪉⣬➼ከᵝ࡞㈨ᩱࡢᩚഛດࡵࡿࡶ

࡞ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢࡍࡿࠋ
ղ ከᵝ࡞✀㢮࣭ෆᐜࡢど⫈ぬ㈨ᩱࡢ㞟ດࡵ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ 㟁Ꮚ㈨ᩱࡢసᡂ㸪㞟ཬࡧᥦ౪୪ࡧእ㒊
ሗࡢධᡭ㛵ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ດࡵࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
մ ᮏ㤋㸪ศ㤋㸪⛣ືᅗ᭩㤋➼ࡢ㈨ᩱࡢ᭩ㄅࢹ࣮
ࢱࡢ⤫୍ⓗ࡞ᩚഛࡸ㸪ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࢆά⏝
ࡋࡓṇ☜ࡘ㎿㏿࡞᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛດࡵ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㈚ฟࡢᐇࢆᅗࡾ㸪ண⣙
ไᗘ࡞ࡼࡾఫẸࡢከᵝ࡞㈨ᩱせồⓗ☜
ᛂࡌࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
յ ㈨ᩱࡢᥦ౪➼ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪」ᶵࡸࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ➼ࡢሗ࣭㏻ಙᶵჾ➼ࡢ⏝ࡢᣑక
࠸㸪⫋ဨࡸ⏝⪅ࡼࡿⴭసᶒ➼ࡢᐖࡀⓎ⏕
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺㸪༑ศ࡞ὀពࢆᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
(3) ࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼

㸱 ሗࢧ࣮ࣅࢫ

ࡢᅗ᭩㤋➼㐃ᦠࡋࡘࡘ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࡢ㏻

ࡢᅗ᭩㤋➼㐃ᦠࡋࡘࡘ㸪ఫẸࡢồࡵࡿ

ಙᡭẁࡢά⏝ࡸእ㒊ሗࡢ⏝ࡶ㓄៖ࡋ࡞ࡀ

㡯ࡘ࠸࡚㈨ᩱཬࡧሗࡢᥦ౪ཪࡣ⤂࡞

ࡽ㸪ఫẸࡢồࡵࡿ㡯ࡘ࠸࡚㸪㈨ᩱཬࡧሗ

ࢆ⾜࠺ࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸࣞࣇ࢙ࣛࣝ

ࡢᥦ౪ཪࡣ⤂࡞ࢆ⾜࠺ࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮

࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᐇ࣭㧗ᗘດࡵࡿࡶ

ࣅࢫࡢᐇ࣭㧗ᗘດࡵࡿࡶ㸪ᆅᇦࡢ

㸪ᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌ㸪⏕ᾭᏛ⩦ሗࡑࡢ
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㪋㪌

≧ἣᛂࡌ㸪Ꮫ⩦ᶵ㛵ࡍࡿሗࡑࡢࡢ

ࡢሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࣞࣇ࢙࣭ࣛࣝࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ
ࡶດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(4) ⏝⪅ᛂࡌࡓᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ

㸲 ඣ❺࣭㟷ᑡᖺ㸪㞀ᐖ⪅㸪㧗㱋⪅➼ࡢࢧ࣮ࣅ

ձ ᡂேᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪

ࢫ

⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࡸ⏘ᴗᵓ㐀࣭ປാᕷሙࡢኚ➼ (1) ඣ❺࣭㟷ᑡᖺࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪
ⓗ☜ᑐᛂࡋ㸪ᑵ⫋㸪㌿⫋㸪⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ㸪

ඣ❺ᐊ➼ᚲせ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡢ☜ಖ㸪ඣ❺࣭㟷ᑡ

᪥ᖖࡢ➼ࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱཬࡧሗࡢ㞟࣭ᥦ

ᖺ⏝ᅗ᭩ࡢ㞟㸪ඣ❺࣭㟷ᑡᖺࡢㄞ᭩ᣦᑟ㸪

౪ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

Ꮫᰯ➼ࡢᩍ⫱タࡢ㐃ᦠࡢᙉ➼ດࡵࡿ

ղ ඣ❺࣭㟷ᑡᖺᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍ

ࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡿࡓࡵ㸪ᚲせ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࢆ☜ಖࡍࡿࡶ㸪 (2) 㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪

ճ

ඣ❺࣭㟷ᑡᖺ⏝ᅗ᭩ࡢ㞟࣭ᥦ౪㸪ඣ❺࣭㟷ᑡ

㞀ᐖ⪅⏝ࢫ࣮ࣟࣉ㸪㌴᳔Ꮚ⏝ࢺࣞ࡞ࡢ

ᖺࡢㄞ᭩άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢㄞࡳ⪺ࡏ➼ࡢ

タࡢᩚഛ㸪ⅬᏐᅗ᭩ࡸ㘓㡢ᅗ᭩㸪άᏐᮏ㸪

ᐇ㸪ሗ㏻ಙᶵჾࡢᩚഛ➼ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᅗ᭩

ᣑㄞ᭩ᶵ➼ࡢ㈨ᩱࡸᶵჾࡢᩚഛ㸪ᑐ㠃ᮁㄞ㸪

㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸪Ꮫᰯ➼ࡢᩍ⫱タࡢ㐃ᦠ

ᡭヰࢧ࣮ࣅࢫ㸪ᅗ᭩ࡢ㒑㏦࡞ࡢᐇ➼ດ

ࡢᙉ➼ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㧗㱋⪅ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓ (3) ࡑࡢ㸪㧗㱋⪅➼ࡢከᵝ࡞⏝⪅㸪ᑵᴗ➼
ࡵ㸪㧗㱋⪅㓄៖ࡋࡓᵓ㐀ࡢタࡢᩚഛࡶ

ࡢ≧ἣ㸪ᅜ㝿࡞ᑐᛂࡋ࡚㸪㑅᭩ཬࡧࢧ

㸪άᏐᮏ㸪ᣑㄞ᭩ჾ࡞ࡢ㈨ᩱࡸᶵჾ࣭

࣮ࣅࢫୖࡢ㓄៖࡞ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᶵᮦࡢᩚഛ࣭ᐇດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪
㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᅗ᭩㤋
⏝ࡢ㝿ࡢຓ㸪ᑐ㠃ᮁㄞ㸪Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡁࡵ
⣽࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
մ

㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㈨ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏝⪅㓄៖ࡋࡓᵓ㐀ࡢタࡢ
ᩚഛࡶ㸪ⅬᏐ㈨ᩱ㸪㘓㡢㈨ᩱ㸪ᡭヰࡸᏐ
ᖥධࡾࡢᫎീ㈨ᩱࡢᩚഛ࣭ᐇ㸪㈨ᩱ⏝ࢆྍ
⬟ࡍࡿᶵჾ࣭ᶵᮦࡢᩚഛ࣭ᐇດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞
ࡀࡽᡭヰ➼ࡼࡿⰋዲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ
☜ಖດࡵࡓࡾ㸪ᅗ᭩㤋⏝ࡢ㝿ࡢຓ㸪ᑐ㠃
ᮁㄞ㸪Ꮿ㓄ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡁࡵ⣽࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

յ ᆅᇦᅾ␃ࡍࡿእᅜே➼ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ᐇ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪እᅜㄒ㈨ᩱࡢ㞟࣭ᥦ౪㸪
⏝ෆࡸࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼ດࡵࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
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(5) ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪

㸳 Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪

ձ ఫẸࡢ⮬ⓗ࣭⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆຓࡍࡿ (1) ఫẸࡢ⮬ⓗ㸪⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆຓࡍࡿ
ࡓࡵ㸪ㄞ᭩㸪◊✲㸪㚷㈹㸪ᫎ㸪㈨ᩱ

ࡓࡵ㸪ㄞ᭩㸪◊✲㸪㚷㈹㸪ᫎ㸪㈨

ᒎ♧➼ࢆദࡋ㸪ཪࡣࡢ♫ᩍ⫱タ㸪Ꮫ

ᩱᒎ♧➼ࢆദཪࡣࡢ♫ᩍ⫱タ㸪

ᰯ㸪Ẹ㛫ࡢ㛵ಀᅋయ➼ඹദࡍࡿ࡞㸪ከᵝ࡞

Ꮫ㸪Ẹ㛫ࡢ㛵ಀᅋయ➼ඹദࡍࡿ࡞ከᵝ࡞

Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶ㸪Ꮫ⩦άືࡢ

Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶ㸪Ꮫ⩦άື

ሙࡢᥦ౪㸪タഛࡸ㈨ᩱࡢᥦ౪࡞ࡼࡾࡑࡢዡ

ࡢሙࡢᥦ౪㸪タഛࡸ㈨ᩱࡢᥦ౪࡞ࡼࡾࡑ

ບດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢዡບດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ ఫẸࡢሗά⏝⬟ຊࡢྥୖࢆᨭࡍࡿࡓࡵ㸪
ㅮᗙ➼Ꮫ⩦ᶵࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(6) ࣎ࣛࣥࢸࡢཧຍࡢಁ㐍

(2) ᆅᇦࡢேࠎࡸྛ✀ࡢᑓ㛛㡿ᇦ㛵ࡋ▱㆑ࢆ᭷

ᅜ㝿㸪ሗ➼♫ࡢኚᑐᛂࡋ㸪ඣ❺࣭

ࡍࡿ⪅ࢆ࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡓࡵ㸪

㟷ᑡᖺ㸪㧗㱋⪅㸪㞀ᐖ⪅➼ከᵝ࡞⏝⪅ᑐࡍ

࣎ࣛࣥࢸᕼᮃ⪅ࡢᢕᥱ㸪㣴ᡂ◊ಟࡢᐇ㸪

ࡿ᪂ࡓ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪

άືࡍࡿሙࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦ౪࡞ࡢㅖ᮲௳ࡢᩚ

ᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ࣎ࣛࣥࢸ

ഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡋ࡚ࡢཧຍࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᕼᮃ⪅άືࡢሙ➼㛵ࡍࡿ
ሗࡢᥦ౪ࡸ࣎ࣛࣥࢸࡢ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢ◊ಟ
ࡢᐇ࡞ㅖ᮲௳ࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
࡞࠾㸪ࡑࡢάືࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ
ࡢ⮬Ⓨᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘ㸪࠶ࡽࡌࡵ᫂☜ᐃ
ࡵ࡚࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
(7) ᗈሗཬࡧሗබ㛤

㸴 ᗈሗ

ఫẸࡢᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿ⌮ゎ㛵ᚰࢆ㧗ࡵ᪂ࡓ࡞

ఫẸࡢᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿ⌮ゎ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡓ

⏝⪅ࡢᣑࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᗈሗ⣬➼ࡢᐃᮇⓗ࡞

ࡵ㸪ᗈሗ⣬➼ࢆᐃᮇⓗห⾜ࡍࡿ࡞㸪✚ᴟ

ห⾜ࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࢆά⏝ࡋࡓሗⓎಙ࡞

ⓗࡘィ⏬ⓗ࡞ᗈሗάືດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸪✚ᴟⓗࡘィ⏬ⓗ࡞ᗈሗάືཬࡧሗබ㛤
ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(8) ⫋ဨ

㸵 ⫋ဨ

ձ 㤋㛗ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀᚲせ࡞▱㆑࣭⤒ (1) 㤋㛗ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ⟶⌮㐠Ⴀᚲせ࡞▱㆑࣭⤒
㦂ࢆ᭷ࡋ㸪ᅗ᭩㤋ࡢᙺཬࡧ௵ົࢆ⮬ぬࡋ࡚㸪

㦂ࢆ᭷ࡋ㸪ᅗ᭩㤋ࡢᙺཬࡧ௵ົࢆ⮬ぬࡋ࡚㸪

ᅗ᭩㤋ᶵ⬟ࢆ༑ศⓎࡉࡏࡽࢀࡿࡼ࠺᩿ດ

᩿ᅗ᭩㤋ᶵ⬟ࢆ༑ศⓎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵ

ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ 㤋㛗࡞ࡿ⪅ࡣ㸪ྖ᭩࡞ࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

㤋㛗࡞ࡿ⪅ࡣ㸪ྖ᭩࡞ࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ
⪅ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ճ ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡣ㸪㈨ᩱࡢ㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑ㸪ᥦ (2) ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋㸦ศ㤋ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢧ
౪ཬࡧሗࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡢᑓ㛛ⓗᴗົᚑ
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࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟࡞ࡿᆅᇦෆࡢேཱྀᛂࡌ࡚㸪

ࡋ㸪ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ࣭ྥୖࢆᅗࡿࡶ

ᑡ࡞ࡃࡶᅗ᭩㤋ἲ➨ 19 ᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡃ

㸪㈨ᩱ➼ࡢᥦ౪ཬࡧ⤂➼ࡢఫẸࡢ㧗ᗘ࡛ከ

ᅗ᭩㤋ἲ⾜つ๎ᐃࡵࡿேᩘ௨ୖࡢᑓ㛛ⓗ

ᵝ࡞せồ㐺ษᛂ࠼ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍ

⫋ဨࢆ☜ಖࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡿࠋ

(3) ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡣ㸪㈨ᩱࡢ㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧ

մ ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡍࡿ

ᥦ౪㸪ሗࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡢᑓ㛛ⓗᴗົᚑ

㊊ࡿᚲせ࡞ᩘࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆ☜ಖࡍࡿࡶࡢࡍ

ࡋ㸪ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ࣭ྥୖດࡵࡿ

ࡿࠋ

ࡶࡢࡍࡿࠋ

յ ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㸪ᚲせ࡞ᩘࡢົ⫋ဨཪࡣ (4) ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㸪ᚲせ࡞ᩘࡢ୍⯡ົཪࡣ
ᢏ⾡⫋ဨࢆ⨨ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ

ᢏ⾡ᚑࡍࡿ⫋ဨࢆ⨨ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ

ն ᑓ㛛ⓗศ㔝ಀࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࢆᅗ (5) ᑓ㛛ⓗศ㔝ಀࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࢆᅗ
ࡿࡓࡵ㸪㐺ᐅ㸪እ㒊ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍ

ࡿࡓࡵ㸪㐺ᐅእ㒊ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍ

ࡿ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡿ⪅ࡢά⏝ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

(9) 㛤㤋᪥➼

㸶 㛤㤋᪥➼

ఫẸࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪㛤㤋᪥࣭㛤㤋㛫

ఫẸࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣࡸఫ

ࡢタᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣࡸఫẸࡢከᵝ

Ẹࡢ⏕ά㛫➼⪃៖ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࡢ㛤㤋᪥

࡞⏕ά㛫➼㓄៖ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓ㸪⛣

࣭㛤㤋㛫ࡢᙎຊ㸪㐺ษ࡞࿘ᮇࡼࡿ⛣ື

ືᅗ᭩㤋ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐺ษ࡞࿘ᮇࡼࡿ㐠⾜࡞

ᅗ᭩㤋ࡢ㐠⾜㸪⏝ࡋ᫆࠸ሙᡤࡢࣈࢵࢡ࣏

ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࢫࢺࡢ㓄⨨࡞ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

(10) ᅗ᭩㤋༠㆟

㸷 ᅗ᭩㤋༠㆟

ձ ᅗ᭩㤋༠㆟ࢆタ⨨ࡋ㸪ᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪

ᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪⏝⪅ࡢኌࢆ༑ศᫎ

⏝⪅ࡢኌࢆ༑ศᫎࡋࡓᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡀ࡞

ࡋࡓᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᅗ᭩㤋༠㆟

ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢタ⨨ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ ᅗ᭩㤋༠㆟ࡢጤဨࡣ㸪ᆅᇦࡢᐇᛂࡌ㸪
ከᵝ࡞ேᮦࡢཧ⏬ࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
(11) タ࣭タഛ

10 タ࣭タഛࡢつᶍ㸪ෆᐜ

ᮏᇶ‽♧ࡍᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽ࢆ㐩ᡂࡍࡿ (1) ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢᮏ㤋ཬࡧศ㤋ࡢタࡢつᶍ
ࡓࡵ㸪㛤ᯫ࣭㜀ぴ㸪ⶶ㸪ࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮

ࡣ㸪ᙜヱᕷ⏫ᮧෆࡢேཱྀศᕸࡸᆅ⌮ⓗ࡞᮲௳

ࣅࢫ㸪㞟࣭ᒎ♧㸪ሗᶵჾ࣭ど⫈ぬᶵჾ㸪

➼ࢆ຺ࡋ࡚Ỵࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ົ⟶⌮࡞ᚲせ࡞タ࣭タഛࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ (2) ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ḟᥖࡆࡿᶵ⬟ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
ດࡵࡿࡶ㸪⏝⪅ᛂࡌ࡚㸪ඣ❺࣭㟷ᑡ

ᚲせ࡞タཬࡧタഛࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᖺ㸪㧗㱋⪅ཬࡧ㞀ᐖ⪅➼ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫᚲ

ձ ㈨ᩱࡢ㜀ぴ㸦ど⫈ぬ㈨ᩱࡢ⏝ࢆྵࡴࠋ
㸧

せ࡞タ࣭タഛࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍ

ཬࡧ㈚ฟ

ࡿࠋ

ղ ㈨ᩱཬࡧሗࡢᥦ౪ཪࡣ⤂ࡘ࠸࡚ࡢ
┦ㄯ
ճ ㈨ᩱࡢಖᏑ
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մ ㈨ᩱࡢᩚ⌮㸪సᡂཬࡧ」
յ ሗࡢ㞟㸪ฎ⌮㸪✚ཬࡧᥦ౪
ն 㞟㸪ᒎ♧ࡑࡢࡢᏛ⩦ᶵࡢᥦ౪
շ ⏝⪅ࡢఇ᠁࣭Ᏻ
ո ඣ❺࣭㟷ᑡᖺࡢ⏝
չ 㞀ᐖ⪅ࡢ⏝
պ ᅗ᭩㤋ࡢ⏝ࢆᐜ᫆ࡍࡿෆ
ջ ⛣ືᅗ᭩㤋➼ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ռ ⟶⌮ົ
(3) ㈨ᩱࡸሗࡢ㔞ࡢቑࢆ⪃៖ࡋ㸪ಖᏑࢫ࣮࣌
ࢫࡢ☜ಖດࡵࡿࡶ㸪㟁Ꮚⓗ࡞✚᪉
ἲࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡶດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(4) ᅗ᭩㤋ࡢᘓタཬࡧᨵ⠏㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ྛ✀ࡢど
⫈ぬᶵჾ࣭ሗฎ⌮࣭㏻ಙᶵჾ➼ࡢᑐᛂࡸ㸪
ⴠࡕ╔࠸ࡓ㞺ᅖẼࡢ୰࡛⏝ࡋࡸࡍࡃᛌ㐺࡛
࠶ࡿࡼ࠺࡞タෆእࡢ⎔ቃࡢᩚഛ㸪⏕ᾭᏛ⩦
ࡢᣐⅬࡋ࡚᭷ᶵⓗά⏝ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
タィୖࡢᕤኵ࡞ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
11 ㈨ᩱ➼
(1) ఫẸࡢせᮃᛂ࠼ࡿࡓࡵ㸪ᅗ᭩ࡢⓎ⾜≧ἣ➼
ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡢᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡶ⪃៖
ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟ࡀ༑ศⓎ࡛ࡁࡿ✀㢮ཬ
ࡧ㔞ࡢᅗ᭩ࡢᩚഛດࡵࡿࡶ㸪ᆅᇦෆ
ࡢ㒓ᅵ㈨ᩱཬࡧ⾜ᨻ㈨ᩱ㸪᪂⪺ࡢᅜ⣬ཬࡧ
せ࡞ᆅ᪉⣬➼ከᵝ࡞㈨ᩱࡢᩚഛດࡵࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
(2) 㡢ኌ࣭ᫎീ࡞ࡢከᵝ࡞✀㢮࣭ෆᐜࡢど⫈ぬ
㈨ᩱࡢ㞟ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(3) ᮏ㤋㸪ศ㤋㸪⛣ືᅗ᭩㤋➼ࡢ㈨ᩱཬࡧሗࢆ
ṇ☜ࡘ㎿㏿᳨⣴࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚ
ഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(4) ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢ㛤ᯫᩘࡢ⥲ᩘࡣ㸪ᕷ⏫ᮧ
ࡢேཱྀᛂࡌ࡚ḟᥖࡆࡿᩘ௨ୖࡍࡿࡼ
࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ேཱྀ㸯ேᮍ‶ࡢሙྜ

15,000 

ேཱྀ㸯ே௨ୖ㸱ேᮍ‶ࡢሙྜ
15,000 㸯ேࢆ㉺࠼ࡿேཱྀ㸯ேࡘ
ࡁ 1.5 ࡢྜ࡛⣼ຍࡋࡓᩘ
ேཱྀ㸱ே௨ୖ 10 ேᮍ‶ࡢሙྜ
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45,000 㸱ேࢆ㉺࠼ࡿேཱྀ㸯ேࡘ
ࡁ 1.0 ࡢྜ࡛⣼ຍࡋࡓᩘ
ேཱྀ 10 ே௨ୖ 60 ேᮍ‶ࡢሙྜ
115,000  10 ேࢆ㉺࠼ࡿேཱྀ㸯ே
ࡘࡁ 0.7 ࡢྜ࡛⣼ຍࡋࡓᩘ
ேཱྀ 60 ே௨ୖࡢሙྜ
465,000  60 ேࢆ㉺࠼ࡿேཱྀ㸯ே
ࡘࡁ 0.5 ࡢྜ࡛⣼ຍࡋࡓᩘ
(5) ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ẖᖺ㸪㛤ᯫᩘࡢ㸳ศࡢ
㸯௨ୖࡢᩘࢆ㞟ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
㸱 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋

➨㸱❶ 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋

(1) 㐠Ⴀࡢᇶᮏ

㸯 㐠Ⴀࡢᇶᮏ

ձ 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢ㟂せࢆᗈᇦⓗ (1) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᏛ⩦㟂せ
ࡘ⥲ྜⓗᢕᥱࡋ࡚㈨ᩱཬࡧሗࢆ㞟㸪ᩚ⌮㸪

ࢆᗈᇦⓗࡘ⥲ྜⓗᢕᥱࡋ࡚㈨ᩱཬࡧሗ

ಖᏑཬࡧᥦ౪ࡍࡿ❧ሙࡽ㸪ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋

ࢆ㞟㸪ᩚ⌮㸪ಖᏑཬࡧᥦ౪ࡍࡿ❧ሙࡽ㸪

ᑐࡍࡿຓດࡵࡿࡶ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿຓດࡵࡿࡶ

᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼ࡢ᥎㐍ດࡵࡿࡶࡢࡍ

㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼ࡢ᥎

ࡿࠋ

㐍ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞ (2) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢ┤᥋ⓗ⏝ᑐ
࠸ᕷ⏫ᮧࡢồࡵᛂࡌ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨㛵ࡋ

ᛂࡍࡿయไࡶᩚഛࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᚲせ࡞ຓࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ఫẸࡢ┤᥋ⓗ⏝ᑐ
ᛂࡍࡿయไࡶᩚഛࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
մ 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋௨እࡢ♫ᩍ⫱
タࡸᏛᰯ➼ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᗈᇦⓗ࡞ほⅬ
❧ࡗ࡚ఫẸࡢᏛ⩦άືࢆᨭࡍࡿᶵ⬟ࡢᐇ
ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(2) ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢຓ

㸰 ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢຓ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢồࡵᛂࡌ࡚㸪ḟࡢຓດ

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢồࡵᛂࡌ࡚㸪ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ

ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

᭩㤋ᑐࡋḟࡢຓດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

 ㈨ᩱࡢ⤂㸪ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࠋ

୍ ㈨ᩱࡢ⤂㸪ᥦ౪ཪࡣ᩷᪕ࢆ⾜࠺ࡇࠋ

 ሗࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿຓࢆ⾜࠺ࡇࠋ

 ሗࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡋຓࡍࡿࡇࠋ

࢘ ᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࢆಖᏑࡍࡿࡇࠋ

୕ ᙜヱᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࢆಖᏑࡍࡿࡇࠋ

࢚ ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ┦ㄯᛂࡌࡿࡇࠋ

ᅄ ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢ┦ㄯᛂࡌࡿࡇࠋ

࢜ ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࡢ◊ಟ㛵ࡋຓࢆ⾜࠺ࡇࠋ

 ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨࡢ◊ಟ㛵ࡋຓ
ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
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(3) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵࢺ 㸱 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵ
࣮࣡ࢡ

ࢺ࣮࣡ࢡ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ≧

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ

ἣᛂࡌ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࡢሗ࣭㏻ಙᶵჾࡸ

≧ἣᛂࡌ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࡢሗ࣭㏻ಙᶵ

㟁Ꮚ࣓ࢹ➼ࢆ⏝ࡋ࡚㸪ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋

ჾࡸ㟁Ꮚ࣓ࢹ➼ࢆ⏝ࡋ࡚㸪ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ

ࡢ㛫ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ㸪ሗࡢ

᭩㤋ࡢ㛫ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ㸪ᙜ

࡞ὶ㏻ດࡵࡿࡶ㸪㈨ᩱࡢᦙ㏦ࡢ☜ಖ

ヱࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝ࡋࡓሗཬࡧ㈨ᩱࡢ

ࡶດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡞ὶ㏻ࡢ☜ಖດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

(4) ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼

㸲 ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ

ձ 㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ┦༠ຊࡢಁ㐍ࡸ⯆ (1) 㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ┦༠ຊࡸ⯆➼㈨
➼㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋࡛ᵓᡂࡍ

ࡍࡿࡓࡵ㸪㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋࡛ᵓᡂࡍࡿ༠

ࡿᅋయ➼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡢ᥎

➼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚດࡵ

㐍ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ 㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࡢࡓࡵ㸪 (2) 㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࡢࡓࡵ㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪Ꮫᅗ᭩㤋㸪ᑓ㛛ᅗ᭩㤋㸪ࡢ㒔

Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪Ꮫᅗ᭩㤋㸪ᑓ㛛ᅗ᭩㤋㸪ࡢ

㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋㸪ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋➼ࡢ㐃ᦠ࣭

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋㸪ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋➼ࡢ㐃

༠ຊດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᦠ༠ຊດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

(5) ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ

㸳 ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆຠᯝⓗ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆຠᯝ

࣭ຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡓࡵࡢㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨດࡵࡿ

ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡓࡵ㸪ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨດ

ࡶࡢࡍࡿࠋ≉㸪ᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿఫẸࡢ㟂せ

ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ≉㸪ᅗ᭩㤋ᑐࡍࡿᆅᇦ

ࡸᅗ᭩㤋㐠Ⴀࢃࡿᆅᇦࡢㅖ᮲௳ࡢㄪᰝ࣭

ఫẸࡢせᮃࡸᅗ᭩㤋㐠Ⴀࢃࡿᆅᇦࡢㅖ

ศᯒ࣭ᢕᥱ㸪ྛ✀ሗᶵჾࡢᑟධࢆྵࡵࡓ᳨⣴

᮲௳ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ࣭ᢕᥱ㸪ྛ✀ሗᶵჾࡢᑟ

ᶵ⬟ࡢᙉࡸຠ⋡ⓗ࡞㈨ᩱࡢᥦ౪࡞ఫẸࡢ

ධࢆྵࡵࡓ᳨⣴ᶵ⬟ࡢᙉࡸຠ⋡ⓗ࡞㈨ᩱࡢ

⏝ಁ㐍ࡢ᪉ἲ➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨດࡵࡿࡶࡢ

ᥦ౪࡞ఫẸࡢ⏝ಁ㐍ࡢ᪉ἲ➼ࡢㄪᰝ࣭◊

ࡍࡿࠋ

✲㛤Ⓨດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

(6) ㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼

㸵 ㈨ᩱ➼

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㸱ࡢ(9)ࡼࡾ‽⏝ࡍࡿ㸰 (1) ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿฟ∧≀ࢆࡣࡌࡵ㸪ḟᥖࡆࡿ
ࡢ(2)ᐃࡵࡿ㈨ᩱࡢ㞟㸪ᥦ౪➼ࡢ㸪ḟ

ࡼ࠺࡞㈨ᩱࡢ㞟ດࡵ㸪ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋➼

ᥖࡆࡿ㡯ࡢᐇດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ཬࡧఫẸࡢせᮃ༑ศᛂ࠼ࡽࢀࡿ㈨ᩱࡢᩚഛ

 ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋➼ࡢせồ༑ศᛂ࠼ࡽࢀࡿ㈨
ᩱࡢᩚഛ

ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ձ ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ࡢⓎ⾜ࡍࡿห

 㧗ᗘ࣭ከᵝࡍࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ㈨ࡍࡿ

⾜≀

ࡓࡵࡢ㸪㒓ᅵ㈨ᩱࡑࡢࡢ≉ᐃศ㔝㛵ࡍࡿ㈨

ղ ⛉Ꮫᢏ⾡㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢ㈨ᩱ

ᩱࡢ┠㘓㸪⣴ᘬ➼ࡢసᡂ㸪⦅㞟ཬࡧ㓄ᕸ

ճ 㞀ᐖ⪅ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ
մ ᅜ㝿ᑐᛂࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ
յ ᆅㄅࡑࡢᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢᆅᇦ㛵㐃
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ࡢ῝࠸㈨ᩱ
ն ᑓ㛛㞧ㄅཬࡧእᅜ㞧ㄅ
շ ᪂⪺ࡢᅜ⣬ཬࡧᆅ᪉⣬
ո ከᵝ࡞ど⫈ぬ㈨ᩱ
(2) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ከᵝ࣭㧗ᗘࡍࡿᅗ
᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪㒓ᅵ㈨ᩱࡑࡢ
ࡢ≉ᐃศ㔝㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢ┠㘓㸪⣴ᘬ➼ࡢస
ᡂ㸪⦅㞟ཬࡧ㓄ᕸດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(7) ⫋ဨ
㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㸱ࡢ(9)ࡼࡾ‽⏝ࡍࡿ㸰
ࡢ(8)ᐃࡵࡿ⫋ဨࡢ㸪㸱ࡢ(2)ࡽ(6)ࡲ࡛
ᥖࡆࡿᶵ⬟ᚲせ࡞⫋ဨࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ດࡵ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(8) タ࣭タഛ

㸴 タ࣭タഛ

㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪㸱ࡢ(9)ࡼࡾ‽⏝ࡍࡿ㸰

➨㸰❶ 10 ᐃࡵࡓタ࣭タഛࡢ㸪㒔㐨ᗓ

ࡢ(11)ᐃࡵࡿタ࣭タഛࡢ㸪ḟᥖࡆࡿ

┴❧ᅗ᭩㤋ࡣḟᥖࡆࡿᶵ⬟ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ

ᶵ⬟ᚲせ࡞タ࣭タഛࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡵᚲせ࡞タ࣭タഛࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

 ◊ಟ

(1) ◊ಟࡢᶵ⬟

 ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ

(2) ㄪᰝ◊✲ࡢᶵ⬟

࢘ ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢồࡵᛂࡌࡓ㈨ᩱಖᏑ➼

(3) ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢồࡵᛂࡌࡓ㈨ᩱಖᏑ➼ࡢ
ࡓࡵࡢಖᏑࢭࣥࢱ࣮ⓗᶵ⬟
㸶 ᅗ᭩㤋ᮍタ⨨ᕷ⏫ᮧࡢᨭ
(1) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞
࠸ᕷ⏫ᮧᑐࡋ㸪ᅗ᭩㤋ࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ
㛫㸪ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢせᮃࡸྲྀ⤌ࡳດຊᑐᛂࡋ㸪
⛣ືᅗ᭩㤋ཪࡣ㈚ฟᩥᗜࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫ㸪බ
Ẹ㤋ᅗ᭩ᐊࡢ㈨ᩱࡢ୍ᣓ㈚ฟ㸪㒔㐨ᗓ┴❧
ᅗ᭩㤋බẸ㤋ᅗ᭩ᐊࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ➼ດ
ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
(2) 㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞
࠸ᕷ⏫ᮧࡢồࡵᛂࡌ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨㛵
ࡋຓゝࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

(9) ‽⏝

㸷 ‽⏝

ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ಀࡿ㸰ࡢ(2)ࡽ(11)ࡲ࡛ࡢᇶ

➨㸰❶㸰(1)㸪㸱㸪㸲㸪㸳㸪㸴㸪㸵㸪㸶㸪㸷㸪10(3)

‽ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋‽⏝ࡍࡿࠋ

ཬࡧ(4)ࡢつᐃࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴❧ᅗ᭩㤋‽⏝ࡍ
ࡿࠋ
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ⴭసᶒἲ㸦ᢒ㸧 㸦ᅄ༑ᖺ᭶භ᪥ἲᚊ➨ᅄ༑ඵྕ㸧
᭱⤊ᨵṇ㸸ᖹᡂᅄᖺභ᭶᪥ἲᚊ➨ᅄ୕ྕ

➨❶

ⴭస⪅ࡢᶒ

➨୕⠇
➨୕Ḱ

ᶒࡢෆᐜ
ⴭసᶒྵࡲࢀࡿᶒࡢ✀㢮

㸦」〇ᶒ㸧
➨༑୍᮲

ⴭస⪅ࡣࠊࡑࡢⴭస≀ࢆ」〇ࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ

㸦ୖ₇ᶒཬࡧ₇ዌᶒ㸧
➨༑᮲

ⴭస⪅ࡣࠊࡑࡢⴭస≀ࢆࠊබ⾗┤᥋ぢࡏཪࡣ⪺ࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚

㸦௨ୗࠕබࠖ࠸࠺ࠋ㸧ୖ₇ࡋࠊཪࡣ₇ዌࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ
㸦ୖᫎᶒ㸧
➨༑᮲ࡢ

ⴭస⪅ࡣࠊࡑࡢⴭస≀ࢆබୖᫎࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ

㸦ཱྀ㏙ᶒ㸧
➨༑ᅄ᮲

ⴭస⪅ࡣࠊࡑࡢゝㄒࡢⴭస≀ࢆබཱྀ㏙ࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ

㸦㡺ᕸᶒ㸧
➨༑භ᮲
㸰

ⴭస⪅ࡣࠊࡑࡢᫎ⏬ࡢⴭస≀ࢆࡑࡢ」〇≀ࡼࡾ㡺ᕸࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ

ⴭస⪅ࡣࠊᫎ⏬ࡢⴭస≀࠾࠸࡚」〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑࡢⴭస≀ࢆᙜヱᫎ⏬ࡢⴭస≀ࡢ」
〇≀ࡼࡾ㡺ᕸࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ

㸦ㆡΏᶒ㸧
➨༑භ᮲ࡢ

ⴭస⪅ࡣࠊࡑࡢⴭస≀㸦ᫎ⏬ࡢⴭస≀ࢆ㝖ࡃࠋ௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ྠ

ࡌࠋ㸧ࢆࡑࡢཎసရཪࡣ」〇≀㸦ᫎ⏬ࡢⴭస≀࠾࠸࡚」〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿⴭస≀࠶ࡘ࡚
ࡣࠊᙜヱᫎ⏬ࡢⴭస≀ࡢ」〇≀ࢆ㝖ࡃࠋ௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ྠࡌ ࠋ
㸧ࡢㆡΏࡼࡾබ⾗
ᥦ౪ࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ
㸰

๓㡯ࡢつᐃࡣࠊⴭస≀ࡢཎసရཪࡣ」〇≀࡛ḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡶࡢࡢㆡ
Ώࡼࡿሙྜࡣࠊ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
୍

๓㡯つᐃࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ཪࡣࡑࡢチㅙࢆᚓࡓ⪅ࡼࡾබ⾗ㆡΏࡉࢀࡓ
ⴭస≀ࡢཎసရཪࡣ」〇≀



➨භ༑᮲➨୍㡯ⱝࡋࡃࡣ➨භ༑᮲ࡢつᐃࡼࡿᐃཪࡣᅜⴭసᶒ᮲⣙ࡢ
ᐇక࠺ⴭసᶒἲࡢ≉㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦୕༑୍ᖺἲᚊ➨ඵ༑භྕ㸧➨᮲
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➨୍㡯 ࡢつᐃࡼࡿチྍࢆཷࡅ࡚බ⾗ㆡΏࡉࢀࡓⴭస≀ࡢ」〇≀
୕

➨භ༑᮲ࡢ➨୍㡯ࡢつᐃࡢ㐺⏝ࢆཷࡅ࡚බ⾗ㆡΏࡉࢀࡓⴭస≀ࡢ」〇≀

ᅄ

๓㡯つᐃࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ཪࡣࡑࡢᢎㅙࢆᚓࡓ⪅ࡼࡾ≉ᐃࡘᑡᩘࡢ⪅
ㆡΏࡉࢀࡓⴭస≀ࡢཎసရཪࡣ」〇≀



ᅜእ࠾࠸࡚ࠊ๓㡯つᐃࡍࡿᶒ┦ᙜࡍࡿᶒࢆᐖࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊཪࡣྠ㡯
つᐃࡍࡿᶒ┦ᙜࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ⱝࡋࡃࡣࡑࡢᢎㅙࢆᚓࡓ⪅ࡼࡾㆡΏࡉ
ࢀࡓⴭస≀ࡢཎసရཪࡣ」〇≀

㸦㈚ᶒ㸧
➨༑භ᮲ࡢ୕

ⴭస⪅ࡣࠊࡑࡢⴭస≀㸦ᫎ⏬ࡢⴭస≀ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆࡑࡢ」〇≀㸦ᫎ⏬ࡢ

ⴭస≀࠾࠸࡚」〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿⴭస≀࠶ࡘ࡚ࡣࠊᙜヱᫎ⏬ࡢⴭస≀ࡢ」〇≀ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ࡢ㈚ࡼࡾබ⾗ᥦ౪ࡍࡿᶒࢆᑓ᭷ࡍࡿࠋ

➨Ḱ

ⴭసᶒࡢไ㝈

㸦ᅗ᭩㤋➼࠾ࡅࡿ」〇➼㸧
➨୕༑୍᮲

ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ཬࡧᅗ᭩ࠊグ㘓ࡑࡢࡢ㈨ᩱࢆබ⾗ࡢ⏝౪ࡍࡿࡇࢆ

┠ⓗࡍࡿᅗ᭩㤋ࡑࡢࡢタ࡛ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࡶࡢ㸦௨ୗࡇࡢ㡯ཬࡧ➨୕㡯࠾࠸࡚
ࠕᅗ
᭩㤋➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊḟᥖࡆࡿሙྜࡣࠊࡑࡢႠࢆ┠ⓗࡋ࡞࠸ᴗ
ࡋ࡚ࠊᅗ᭩㤋➼ࡢᅗ᭩ࠊグ㘓ࡑࡢࡢ㈨ᩱ㸦௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ࠕᅗ᭩㤋㈨ᩱࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆ⏝࠸࡚ⴭస≀ࢆ」〇ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍

ᅗ᭩㤋➼ࡢ⏝⪅ࡢồࡵᛂࡌࠊࡑࡢㄪᰝ◊✲ࡢ⏝౪ࡍࡿࡓࡵࠊබ⾲ࡉࢀࡓ
ⴭస≀ࡢ୍㒊ศ㸦Ⓨ⾜ᚋ┦ᙜᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡋࡓᐃᮇห⾜≀ᥖ㍕ࡉࢀࡓಶࠎࡢⴭస≀
࠶ࡘ࡚ࡣࠊࡑࡢ㒊ࠋ➨୕㡯࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࡢ」〇≀ࢆ୍ேࡘࡁ୍㒊ᥦ౪ࡍࡿ
ሙྜ



ᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢಖᏑࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ

୕

ࡢᅗ᭩㤋➼ࡢồࡵᛂࡌࠊ⤯∧ࡑࡢࡇࢀ‽ࡎࡿ⌮⏤ࡼࡾ୍⯡ධᡭࡍࡿ
ࡇࡀᅔ㞴࡞ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㸦௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ࠕ⤯∧➼㈨ᩱࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ」〇≀ࢆ
ᥦ౪ࡍࡿሙྜ

㸰

๓㡯ྛྕᥖࡆࡿሙྜࡢࠊᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢཎᮏࢆබ⾗
ࡢ⏝౪ࡍࡿࡇࡼࡿࡑࡢ⁛ኻࠊᦆയⱝࡋࡃࡣởᦆࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵᙜヱཎᮏ௦࠼
࡚බ⾗ࡢ⏝౪ࡍࡿࡓࡵࠊཪࡣ⤯∧➼㈨ᩱಀࡿⴭస≀ࢆḟ㡯ࡢつᐃࡼࡾ⮬ືබ⾗
㏦ಙ㸦㏦ಙྍ⬟ࢆྵࡴࠋྠ㡯࠾࠸࡚ྠࡌ ࠋ㸧⏝࠸ࡿࡓࡵࠊ㟁☢ⓗグ㘓㸦㟁Ꮚⓗ᪉
ᘧࠊ☢Ẽⓗ᪉ᘧࡑࡢேࡢ▱ぬࡼࡘ࡚ࡣㄆ㆑ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸᪉ᘧ࡛సࡽࢀࡿグ㘓
࡛࠶ࡘ࡚ࠊ㟁Ꮚィ⟬ᶵࡼࡿሗฎ⌮ࡢ⏝౪ࡉࢀࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ➨୕༑୕᮲ࡢ➨ᅄ
㡯࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࢆసᡂࡍࡿሙྜࡣࠊᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㝈ᗘ࠾࠸࡚ࠊᙜヱᅗ᭩㤋
㈨ᩱಀࡿⴭస≀ࢆグ㘓፹యグ㘓ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱

ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࡣࠊ⤯∧➼㈨ᩱಀࡿⴭస≀ࡘ࠸࡚ࠊᅗ᭩㤋➼࠾࠸࡚බ⾗ᥦ♧
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿሙྜࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾグ㘓፹యグ㘓ࡉࢀࡓᙜヱⴭస≀ࡢ
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」〇≀ࢆ⏝࠸࡚⮬ືබ⾗㏦ಙࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱᅗ᭩㤋➼
࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢႠࢆ┠ⓗࡋ࡞࠸ᴗࡋ࡚ࠊᙜヱᅗ᭩㤋➼ࡢ⏝⪅ࡢồࡵᛂࡌࠊ
ࡑࡢㄪᰝ◊✲ࡢ⏝౪ࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ືබ⾗㏦ಙࡉࢀࡿᙜヱⴭస≀ࡢ୍㒊ศࡢ」〇≀ࢆ
సᡂࡋࠊᙜヱ」〇≀ࢆ୍ேࡘࡁ୍㒊ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦どぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵࡢ」〇➼㸧
➨୕༑᮲
㸰

බ⾲ࡉࢀࡓⴭస≀ࡣࠊⅬᏐࡼࡾ」〇ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

බ⾲ࡉࢀࡓⴭస≀ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁Ꮚィ⟬ᶵࢆ⏝࠸࡚ⅬᏐࢆฎ⌮ࡍࡿ᪉ᘧࡼࡾࠊグ㘓
፹యグ㘓ࡋࠊཪࡣබ⾗㏦ಙ㸦ᨺ㏦ཪࡣ᭷⥺ᨺ㏦ࢆ㝖ࡁࠊ⮬ືබ⾗㏦ಙࡢሙྜ࠶ࡘ࡚
ࡣ㏦ಙྍ⬟ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱

どぬ㞀ᐖ⪅ࡑࡢどぬࡼࡿ⾲⌧ࡢㄆ㆑㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅㸦௨ୗࡇࡢ㡯ཬࡧ➨ⓒ᮲➨
ᅄ㡯࠾࠸࡚ࠕどぬ㞀ᐖ⪅➼ࠖ࠸࠺ ࠋ㸧ࡢ⚟♴㛵ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺⪅࡛ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ
ࡶࡢࡣࠊබ⾲ࡉࢀࡓⴭస≀࡛࠶ࡘ࡚ࠊどぬࡼࡾࡑࡢ⾲⌧ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿ᪉ᘧ㸦どぬཬࡧ
ࡢ▱ぬࡼࡾㄆ㆑ࡉࢀࡿ᪉ᘧࢆྵࡴ ࠋ㸧ࡼࡾබ⾗ᥦ౪ࡉࢀࠊཪࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ㸦ᙜヱⴭస≀௨እࡢⴭస≀࡛ࠊᙜヱⴭస≀࠾࠸࡚」〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡑࡢᙜヱ
ⴭస≀୍యࡋ࡚බ⾗ᥦ౪ࡉࢀࠊཪࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ௨ୗࡇࡢ㡯ཬࡧ
ྠ᮲➨ᅄ㡯࠾࠸࡚ࠕどぬⴭస≀ࠖ࠸࠺ ࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᑓࡽどぬ㞀ᐖ⪅➼࡛ᙜヱ᪉ᘧ
ࡼࡘ࡚ࡣᙜヱどぬⴭస≀ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞⪅ࡢ⏝౪ࡍࡿࡓࡵᚲせㄆࡵࡽ
ࢀࡿ㝈ᗘ࠾࠸࡚ࠊᙜヱどぬⴭస≀ಀࡿᩥᏐࢆ㡢ኌࡍࡿࡇࡑࡢᙜヱどぬ㞀ᐖ⪅
➼ࡀ⏝ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞᪉ᘧࡼࡾࠊ」〇ࡋࠊཪࡣ⮬ືබ⾗㏦ಙ㸦㏦ಙྍ⬟ࢆྵࡴࠋ㸧
ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱどぬⴭస≀ࡘ࠸࡚ࠊⴭసᶒ⪅ཪࡣࡑࡢチㅙࢆᚓࡓ
⪅ⱝࡋࡃࡣ➨༑᮲ࡢฟ∧ᶒࡢタᐃࢆཷࡅࡓ⪅ࡼࡾࠊᙜヱ᪉ᘧࡼࡿබ⾗ࡢᥦ౪
ཪࡣᥦ♧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ

㸦Ⴀࢆ┠ⓗࡋ࡞࠸ୖ₇➼㸧
➨୕༑ඵ᮲

බ⾲ࡉࢀࡓⴭస≀ࡣࠊႠࢆ┠ⓗࡏࡎࠊࡘࠊ⫈⾗ཪࡣほ⾗ࡽᩱ㔠㸦࠸

ࡎࢀࡢྡ⩏ࢆࡶࡘ࡚ࡍࡿࢆၥࢃࡎࠊⴭస≀ࡢᥦ౪ཪࡣᥦ♧ࡘࡁཷࡅࡿᑐ౯ࢆ࠸࠺ࠋ
௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࢆཷࡅ࡞࠸ሙྜࡣࠊබୖ₇ࡋࠊ₇ዌࡋࠊୖᫎࡋࠊཪࡣ
ཱྀ㏙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱୖ₇ࠊ₇ዌࠊୖᫎཪࡣཱྀ㏙ࡘ࠸࡚ᐇ₇ᐙཪࡣཱྀ
㏙ࢆ⾜࠺⪅ᑐࡋሗ㓘ࡀᨭᡶࢃࢀࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
㸲

බ⾲ࡉࢀࡓⴭస≀㸦ᫎ⏬ࡢⴭస≀ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡣࠊႠࢆ┠ⓗࡏࡎࠊࡘࠊࡑࡢ」〇
≀ࡢ㈚ࢆཷࡅࡿ⪅ࡽᩱ㔠ࢆཷࡅ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ」〇≀㸦ᫎ⏬ࡢⴭస≀࠾࠸࡚
」〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿⴭస≀࠶ࡘ࡚ࡣࠊᙜヱᫎ⏬ࡢⴭస≀ࡢ」〇≀ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢ㈚ࡼࡾ
බ⾗ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸳

ᫎ⏬ࣇ࣒ࣝࡑࡢࡢど⫈ぬ㈨ᩱࢆබ⾗ࡢ⏝౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿど⫈ぬᩍ⫱
タࡑࡢࡢタ㸦Ⴀࢆ┠ⓗࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃ ࠋ
㸧࡛ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࡶ
ࡢཬࡧ⫈ぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢ⚟♴㛵ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺⪅࡛๓᮲ࡢᨻ௧࡛ᐃࡵࡿࡶࡢ㸦ྠ᮲➨
ྕಀࡿࡶࡢ㝈ࡾࠊႠࢆ┠ⓗࡋ࡚ᙜヱᴗࢆ⾜࠺ࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡣࠊබ⾲ࡉࢀࡓ
ᫎ⏬ࡢⴭస≀ࢆࠊࡑࡢ」〇≀ࡢ㈚ࢆཷࡅࡿ⪅ࡽᩱ㔠ࢆཷࡅ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ」〇
≀ࡢ㈚ࡼࡾ㡺ᕸࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱ㡺ᕸࢆ⾜࠺⪅ࡣࠊᙜヱ
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ᫎ⏬ࡢⴭస≀ཪࡣᙜヱᫎ⏬ࡢⴭస≀࠾࠸࡚」〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿⴭస≀ࡘࡁ➨༑භ᮲
つᐃࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅㸦➨༑ඵ᮲ࡢつᐃࡼࡾ➨༑භ᮲つᐃࡍࡿᶒྠ୍ࡢ
ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆྵࡴࠋ㸧┦ᙜ࡞㢠ࡢ⿵ൾ㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ⴭసᶒἲ⾜௧㸦ᢒ㸧 㸦ᅄ༑ᖺ༑᭶༑᪥ᨻ௧➨୕ⓒ୕༑ྕ㸧
᭱⤊ᨵṇ㸸ᖹᡂᅄᖺ᭶୕᪥ᨻ௧➨භྕ

➨୍❶ࡢ

ⴭస≀➼ࡢ」〇➼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿタ➼

㸦ᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢ」〇ࡀㄆࡵࡽࢀࡿᅗ᭩㤋➼㸧
➨୍᮲ࡢ୕

ἲ➨୕༑୍᮲➨୍㡯 㸦ἲ➨ඵ༑භ᮲➨୍㡯 ཬࡧ➨ⓒ᮲➨୍㡯 ࠾࠸࡚

‽⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ࡢᨻ௧࡛ᐃࡵࡿᅗ᭩㤋ࡑࡢࡢタࡣࠊḟᥖࡆࡿタ࡛ᅗ᭩
㤋ἲ 㸦༑ᖺἲᚊ➨ⓒ༑ඵྕ㸧➨ᅄ᮲➨୍㡯 ࡢྖ᭩ཪࡣࡇࢀ┦ᙜࡍࡿ⫋ဨ
ࡋ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧࡛ᐃࡵࡿ⫋ဨ㸦௨ୗࠕྖ᭩➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
୍

ᅗ᭩㤋ἲ➨᮲➨୍㡯ࡢᅗ᭩㤋



Ꮫᰯᩍ⫱ἲ 㸦༑ᖺἲᚊ➨༑භྕ㸧➨୍᮲ ࡢᏛཪࡣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦௨
ୗࠕᏛ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧タ⨨ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋ཬࡧࡇࢀ㢮ࡍࡿタ

୕

Ꮫ➼࠾ࡅࡿᩍ⫱㢮ࡍࡿᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ᙜヱᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡘࡁᏛᰯᩍ
⫱ἲ ௨እࡢἲᚊ≉ูࡢつᐃࡀ࠶ࡿࡶࡢタ⨨ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋

ᅄ

ᅗ᭩ࠊグ㘓ࡑࡢⴭస≀ࡢཎసရཪࡣ」〇≀ࢆ㞟ࡋࠊᩚ⌮ࡋࠊಖᏑࡋ୍࡚⯡බ
⾗ࡢ⏝౪ࡍࡿᴗົࢆࡋ࡚⾜࠺タ࡛ἲ௧ࡢつᐃࡼࡘ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ



Ꮫ⾡ࡢ◊✲ࢆ┠ⓗࡍࡿ◊✲ᡤࠊヨ㦂ᡤࡑࡢࡢタ࡛ἲ௧ࡢつᐃࡼࡘ࡚タ⨨
ࡉࢀࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊࡑࡢಖᏑࡍࡿᅗ᭩ࠊグ㘓ࡑࡢࡢ㈨ᩱࢆ୍⯡බ⾗ࡢ⏝౪ࡍ
ࡿᴗົࢆ⾜࠺ࡶࡢ

භ

๓ྛྕᥖࡆࡿࡶࡢࡢࠊᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయཪࡣ୍⯡♫ᅋἲேⱝࡋࡃࡣ୍⯡㈈
ᅋἲேࡑࡢࡢႠࢆ┠ⓗࡋ࡞࠸ἲே㸦ḟ᮲ࡽ➨୕᮲ࡲ࡛࠾࠸࡚ࠕ୍⯡♫ᅋ
ἲே➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀタ⨨ࡍࡿタ࡛๓ྕᥖࡆࡿタྠ✀ࡢࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊᩥ
ᗇ㛗ᐁࡀᣦᐃࡍࡿࡶࡢ

㸰

ᩥᗇ㛗ᐁࡣࠊ๓㡯➨භྕࡢᣦᐃࢆࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆᐁሗ࡛࿌♧ࡍࡿࠋ

㸦どぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵࡢ」〇➼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⪅㸧
➨᮲

ἲ➨୕༑᮲➨୕㡯 㸦ἲ➨ඵ༑භ᮲➨୍㡯 ཬࡧ➨ⓒ᮲➨୍㡯 ࠾࠸࡚‽⏝

ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ࡢᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ⪅ࡣࠊḟᥖࡆࡿ⪅ࡍࡿࠋ
ḟᥖࡆࡿタࢆタ⨨ࡋ࡚どぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵሗࢆᥦ౪ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺⪅
㸦 ࠊ

୍

ࢽཪࡣࢳᥖࡆࡿタࢆタ⨨ࡍࡿ⪅࠶ࡘ࡚ࡣᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయཪࡣ୍⯡♫ᅋἲே➼ࠊ
࣍ᥖࡆࡿタࢆタ⨨ࡍࡿ⪅࠶ࡘ࡚ࡣᆅ᪉බඹᅋయࠊබ┈♫ᅋἲேཪࡣබ┈㈈ᅋἲ
ே㝈ࡿࠋ㸧


ඣ❺⚟♴ἲ 㸦༑ᖺἲᚊ➨ⓒභ༑ᅄྕ㸧➨᮲➨୍㡯 ࡢ㞀ᐖඣධᡤタ
ཬࡧඣ❺Ⓨ㐩ᨭࢭࣥࢱ࣮

ࣟ

Ꮫ➼ࡢᅗ᭩㤋ཬࡧࡇࢀ㢮ࡍࡿタ

ࣁ

ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋
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㪌㪎

ࢽ

㌟య㞀ᐖ⪅⚟♴ἲ 㸦༑ᅄᖺἲᚊ➨ⓒඵ༑୕ྕ㸧➨᮲➨୍㡯 ࡢど⫈ぬ
㞀ᐖ⪅ሗᥦ౪タ

࣍

ᅗ᭩㤋ἲ➨᮲➨୍㡯 ࡢᅗ᭩㤋㸦ྖ᭩➼ࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧

࣊

Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ 㸦༑ඵᖺἲᚊ➨ⓒඵ༑ྕ㸧➨᮲ ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋

ࢺ

⪁ே⚟♴ἲ 㸦୕༑ඵᖺἲᚊ➨ⓒ୕༑୕ྕ㸧➨᮲ࡢ୕ ࡢ㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ཬ
ࡧ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍

ࢳ

㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭἲ㸦ᖹᡂ༑ᖺἲᚊ➨ⓒ༑୕ྕ㸧➨᮲➨༑㡯 つᐃࡍࡿ

㞀ᐖ⪅ᨭタཬࡧྠ᮲➨୍㡯 つᐃࡍࡿ㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᴗ㸦ྠ᮲➨㡯 
つᐃࡍࡿ⏕άㆤࠊྠ᮲➨༑୕㡯 つᐃࡍࡿ⮬❧カ⦎ࠊྠ᮲➨༑ᅄ㡯 つᐃࡍࡿ
ᑵປ⛣⾜ᨭཪࡣྠ᮲➨༑㡯 つᐃࡍࡿᑵປ⥅⥆ᨭࢆ⾜࠺ᴗ㝈ࡿࠋ㸧ࢆ⾜
࠺タ


๓ྕᥖࡆࡿ⪅ࡢࠊどぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵሗࢆᥦ౪ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺ἲே㸦ἲ

➨᮲➨භ㡯 つᐃࡍࡿἲேࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢ࠺ࡕࠊどぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵࡢ」
〇ཪࡣ⮬ືබ⾗㏦ಙ㸦㏦ಙྍ⬟ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆⓗ☜ࡘ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᢏ⾡
ⓗ⬟ຊࠊ⤒⌮ⓗᇶ♏ࡑࡢࡢయไࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ᩥᗇ㛗ᐁࡀᣦᐃࡍࡿࡶࡢ
㸰

ᩥᗇ㛗ᐁࡣࠊ๓㡯➨ྕࡢᣦᐃࢆࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆᐁሗ࡛࿌♧ࡍࡿࠋ

㸦⫈ぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵࡢ」〇➼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⪅㸧
➨᮲ࡢ

ἲ➨୕༑᮲ࡢ 㸦ἲ➨ඵ༑භ᮲➨୍㡯 ཬࡧ➨ⓒ᮲➨୍㡯 ࠾࠸࡚‽

⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ࡢᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ⪅ࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⏝ࡢ༊ศᛂࡌ࡚ᙜヱ
ྛྕᐃࡵࡿ⪅ࡍࡿࠋ
ἲ➨୕༑᮲ࡢ➨୍ྕ 㸦ἲ➨ඵ༑භ᮲➨୍㡯 ࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧

୍

ᥖࡆࡿ⏝


ḟᥖࡆࡿ⪅

㌟య㞀ᐖ⪅⚟♴ἲ➨᮲➨୍㡯 ࡢど⫈ぬ㞀ᐖ⪅ሗᥦ౪タࢆタ⨨ࡋ࡚⫈ぬ㞀

ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵሗࢆᥦ౪ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺⪅㸦ᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయཪࡣ୍⯡♫ᅋἲே
➼㝈ࡿࠋ㸧
ࣟ

ᥖࡆࡿ⪅ࡢࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵሗࢆᥦ౪ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺ἲேࡢ࠺
ࡕࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵࡢ」〇ཪࡣ⮬ືබ⾗㏦ಙ㸦㏦ಙྍ⬟ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆⓗ☜
ࡘ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᢏ⾡ⓗ⬟ຊࠊ⤒⌮ⓗᇶ♏ࡑࡢࡢయไࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡋ
࡚ᩥᗇ㛗ᐁࡀᣦᐃࡍࡿࡶࡢ



ἲ➨୕༑᮲ࡢ➨ྕ 㸦ἲ➨ඵ༑භ᮲➨୍㡯 ཬࡧ➨ⓒ᮲➨୍㡯 ࠾࠸࡚‽

⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ᥖࡆࡿ⏝

ḟᥖࡆࡿ⪅㸦ྠྕ ࡢつᐃࡢ㐺⏝ࢆཷࡅ࡚సᡂ

ࡉࢀࡓ」〇≀ࡢ㈚ฟࡋࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧࡛ᐃࡵࡿᇶ‽ᚑࡘ࡚⾜࠺⪅㝈ࡿࠋ㸧


ḟᥖࡆࡿタࢆタ⨨ࡋ࡚⫈ぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵሗࢆᥦ౪ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺⪅

㸦㸦㸰㸧ᥖࡆࡿタࢆタ⨨ࡍࡿ⪅࠶ࡘ࡚ࡣᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయཪࡣ୍⯡♫ᅋἲே
➼ࠊ㸦㸱㸧ᥖࡆࡿタࢆタ⨨ࡍࡿ⪅࠶ࡘ࡚ࡣᆅ᪉බඹᅋయࠊබ┈♫ᅋἲேཪࡣ
බ┈㈈ᅋἲே㝈ࡿࠋ㸧
㸦㸯㸧

Ꮫ➼ࡢᅗ᭩㤋ཬࡧࡇࢀ㢮ࡍࡿタ

㸦㸰㸧

㌟య㞀ᐖ⪅⚟♴ἲ➨᮲➨୍㡯 ࡢど⫈ぬ㞀ᐖ⪅ሗᥦ౪タ

㸦㸱㸧

ᅗ᭩㤋ἲ➨᮲➨୍㡯 ࡢᅗ᭩㤋㸦ྖ᭩➼ࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧
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㪌㪏

㸦㸲㸧
ࣟ

Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ➨᮲ ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋

ᥖࡆࡿ⪅ࡢࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵሗࢆᥦ౪ࡍࡿᴗࢆ⾜࠺ἲேࡢ࠺
ࡕࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅➼ࡢࡓࡵࡢ」〇ࢆⓗ☜ࡘ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᢏ⾡ⓗ⬟ຊࠊ⤒
⌮ⓗᇶ♏ࡑࡢࡢయไࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ᩥᗇ㛗ᐁࡀᣦᐃࡍࡿࡶࡢ

㸰

ᩥᗇ㛗ᐁࡣࠊ๓㡯➨୍ྕࣟཪࡣ➨ྕࣟࡢᣦᐃࢆࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆᐁሗ࡛࿌♧
ࡍࡿࠋ

㸦ᫎ⏬ࡢⴭస≀ࡢ」〇≀ࡢ㈚ࡀㄆࡵࡽࢀࡿタ㸧
➨᮲ࡢ୕

ἲ➨୕༑ඵ᮲➨㡯 ࡢᨻ௧࡛ᐃࡵࡿタࡣࠊḟᥖࡆࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

୍

ᅜཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡀタ⨨ࡍࡿど⫈ぬᩍ⫱タ



ᅗ᭩㤋ἲ➨᮲➨୍㡯 ࡢᅗ᭩㤋

୕

๓ྕᥖࡆࡿࡶࡢࡢࠊᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయཪࡣ୍⯡♫ᅋἲே➼ࡀタ⨨ࡍࡿタ

࡛ࠊᫎ⏬ࣇ࣒ࣝࡑࡢࡢど⫈ぬ㈨ᩱࢆ㞟ࡋࠊᩚ⌮ࡋࠊಖᏑࡋ࡚බ⾗ࡢ⏝౪ࡍ
ࡿᴗົࢆ⾜࠺ࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊᩥᗇ㛗ᐁࡀᣦᐃࡍࡿࡶࡢ
㸰

ᩥᗇ㛗ᐁࡣࠊ๓㡯➨୕ྕࡢᣦᐃࢆࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆᐁሗ࡛࿌♧ࡍࡿࠋ
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㪌㪐

Ꮚࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ
㸦ᖹᡂ༑୕ᖺ༑᭶༑᪥ἲᚊ➨ⓒ༑ᅄྕ㸧

㸦┠ⓗ㸧
➨୍᮲

ࡇࡢἲᚊࡣࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡋࠊᇶᮏ⌮ᛕࢆᐃࡵࠊ୪ࡧᅜཬࡧᆅ

᪉බඹᅋయࡢ㈐ົ➼ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡶࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᚲせ࡞
㡯ࢆᐃࡵࡿࡇࡼࡾࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࢆ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ
᥎㐍ࡋࠊࡶࡗ࡚Ꮚࡶࡢࡸ࡞ᡂ㛗㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸦ᇶᮏ⌮ᛕ㸧
➨᮲

Ꮚࡶ㸦࠾࠾ࡴࡡ༑ඵṓ௨ୗࡢ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧ࡢㄞ᭩άືࡣࠊᏊࡶࡀࠊ

ゝⴥࢆᏛࡧࠊឤᛶࢆ☻ࡁࠊ⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵࠊ㐀ຊࢆ㇏࡞ࡶࡢࡋࠊே⏕ࢆࡼࡾ῝ࡃ⏕
ࡁࡿຊࢆ㌟ࡅ࡚࠸ࡃୖ࡛Ḟࡃࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢇࡀࡳࠊࡍ࡚ࡢ
Ꮚࡶࡀ࠶ࡽࡺࡿᶵ࠶ࡽࡺࡿሙᡤ࠾࠸࡚⮬ⓗㄞ᭩άືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊ✚ᴟⓗࡑࡢࡓࡵࡢ⎔ቃࡢᩚഛࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ᅜࡢ㈐ົ㸧
➨୕᮲

ᅜࡣࠊ๓᮲ࡢᇶᮏ⌮ᛕ㸦௨ୗࠕᇶᮏ⌮ᛕࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢࡗࡾࠊᏊࡶࡢㄞ᭩

άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࢆ⥲ྜⓗ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸦ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈐ົ㸧
➨ᅄ᮲

ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᇶᮏ⌮ᛕࡢࡗࡾࠊᅜࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊࡑࡢᆅᇦࡢᐇ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸦ᴗ⪅ࡢດຊ㸧
➨᮲

ᴗ⪅ࡣࠊࡑࡢᴗάືࢆ⾜࠺ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᇶᮏ⌮ᛕࡢࡗࡾࠊᏊࡶࡢㄞ

᭩άືࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᏊࡶࡢࡸ࡞ᡂ㛗㈨ࡍࡿ᭩⡠➼ࡢᥦ౪ດࡵࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸦ಖㆤ⪅ࡢᙺ㸧
➨භ᮲

∗ẕࡑࡢࡢಖㆤ⪅ࡣࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢᶵࡢᐇཬࡧㄞ᭩άືࡢ⩦័

✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠᙉ㸧
➨᮲

ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࡀᐇࡉࢀ

ࡿࡼ࠺ࠊᏛᰯࠊᅗ᭩㤋ࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ཬࡧẸ㛫ᅋయࡢ㐃ᦠࡢᙉࡑࡢᚲせ࡞యไ
ࡢᩚഛດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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㪍㪇

㸦Ꮚࡶㄞ᭩άື᥎㐍ᇶᮏィ⏬㸧
➨ඵ᮲

ᨻᗓࡣࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࡢ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿ

ࡓࡵࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ィ⏬㸦௨ୗࠕᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ᇶᮏ
ィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⟇ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰

ᨻᗓࡣࠊᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࡁࡣࠊ㐜࡞ࡃࠊࡇࢀࢆᅜሗ
࿌ࡍࡿࡶࠊබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸱

๓㡯ࡢつᐃࡣࠊᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚‽⏝ࡍࡿࠋ
㸦㒔㐨ᗓ┴Ꮚࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬➼㸧

➨᮲

㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࢆᇶᮏࡍࡿࡶࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴

࠾ࡅࡿᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍ࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙜヱ㒔㐨ᗓ┴࠾ࡅࡿᏊࡶࡢㄞ
᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࡘ࠸࡚ࡢィ⏬㸦௨ୗࠕ㒔㐨ᗓ┴Ꮚࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰

ᕷ⏫ᮧࡣࠊᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ᇶᮏィ⏬㸦㒔㐨ᗓ┴Ꮚࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡁࡣࠊᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ᇶᮏィ⏬ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴Ꮚࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬㸧
ࢆᇶᮏࡍࡿࡶࠊᙜヱᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍ࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᙜヱᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࡘ࠸࡚ࡢィ⏬㸦௨ୗࠕᕷ⏫
ᮧᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸱

㒔㐨ᗓ┴ཪࡣᕷ⏫ᮧࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴Ꮚࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ཪࡣᕷ⏫ᮧᏊࡶㄞ᭩άື
᥎㐍ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࡁࡣࠊࡇࢀࢆබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸲

๓㡯ࡢつᐃࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴Ꮚࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ཪࡣᕷ⏫ᮧᏊࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬
ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚‽⏝ࡍࡿࠋ
㸦Ꮚࡶㄞ᭩ࡢ᪥㸧

➨༑᮲

ᅜẸࡢ㛫ᗈࡃᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡘ࠸࡚ࡢ㛵ᚰ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶࠊᏊ

ࡶࡀ✚ᴟⓗㄞ᭩άືࢆ⾜࠺ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᏊࡶㄞ᭩ࡢ᪥ࢆタࡅࡿࠋ
㸰Ꮚࡶㄞ᭩ࡢ᪥ࡣࠊᅄ᭶༑୕᪥ࡍࡿࠋ
㸱ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᏊࡶㄞ᭩ࡢ᪥ࡢ㊃᪨ࡩࡉࢃࡋ࠸ᴗࢆᐇࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㈈ᨻୖࡢᥐ⨨➼㸧
➨༑୍᮲

ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᏊࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ⟇ࢆᐇࡍࡿࡓࡵ

ᚲせ࡞㈈ᨻୖࡢᥐ⨨ࡑࡢࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㝃๎
ࡇࡢἲᚊࡣࠊබᕸࡢ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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㪍㪈

ᩥᏐ࣭άᏐᩥ⯆ἲ 㸦ᖹᡂ༑ᖺ᭶༑᪥ἲᚊ➨༑୍ྕ㸧

㸦┠ⓗ㸧
➨୍᮲ ࡇࡢἲᚊࡣࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡀࠊே㢮ࡀ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛✚ࡋ࡚ࡁࡓ▱㆑ཬࡧ▱ᜨࡢ
 ࢇ

⥅ᢎཬࡧྥୖࠊ㇏࡞ே㛫ᛶࡢᾰ㣴୪ࡧ࡞Ẹ⩏ࡢⓎ㐩Ḟࡃࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡇࢇࡀࡳࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿᇶᮏ⌮ᛕࢆᐃࡵࠊ୪ࡧᅜཬࡧᆅ᪉
බඹᅋయࡢ㈐ົࢆ᫂ࡽࡍࡿࡶࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵ
ࡿࡇࡼࡾࠊᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿ⟇ࡢ⥲ྜⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡾࠊ
ࡶࡗ࡚▱ⓗ࡛ᚰ㇏࡞ᅜẸ⏕άཬࡧάຊ࠶ࡿ♫ࡢᐇ⌧ᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ
㸦ᐃ⩏㸧
➨᮲ ࡇࡢἲᚊ࠾࠸࡚ࠕᩥᏐ࣭άᏐᩥࠖࡣࠊάᏐࡑࡢࡢᩥᏐࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ㸦௨ୗࡇࡢ᮲࠾࠸࡚ࠕᩥ❶ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆㄞࡳࠊཬࡧ᭩ࡃࡇࢆ୰ᚰࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ⢭
⚄ⓗ࡞άືࠊฟ∧άືࡑࡢࡢᩥ❶ࢆேᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢάື୪ࡧฟ∧≀ࡑࡢࡢࡇࢀࡽ
ࡢάືࡢᩥⓗᡤ⏘ࢆ࠸࠺ࠋ
㸦ᇶᮏ⌮ᛕ㸧
➨୕᮲ ᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍ࡣࠊࡍ࡚ࡢᅜẸࡀࠊࡑࡢ⮬ᛶࢆᑛ㔜ࡉ
ࢀࡘࡘࠊ⏕ᾭࢃࡓࡾࠊᆅᇦࠊᏛᰯࠊᐙᗞࡑࡢࡢᵝࠎ࡞ሙ࠾࠸࡚ࠊᒃఫࡍࡿᆅᇦࠊ㌟య
ⓗ࡞᮲௳ࡑࡢࡢせᅉࢃࡽࡎࠊ➼ࡋࡃ㇏࡞ᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢᜨἑࢆாཷ࡛ࡁࡿ⎔ቃ
ࢆᩚഛࡍࡿࡇࢆ᪨ࡋ࡚ࠊ⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜㄒࡀ᪥ᮏᩥࡢᇶ┙࡛࠶ࡿࡇ༑ศ㓄៖ࡉࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 Ꮫᰯᩍ⫱࠾࠸࡚ࡣࠊࡍ࡚ࡢᅜẸࡀᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢᜨἑࢆாཷࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢᩍ⫱ࡢㄢ⛬ࡢయࢆ㏻ࡌ࡚ࠊㄞࡴຊཬࡧ᭩ࡃຊ୪ࡧࡇࢀࡽࡢຊࢆᇶ♏
 ࢇ

ࡍࡿゝㄒ㛵ࡍࡿ⬟ຊ㸦௨ୗࠕゝㄒຊࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᾰ㣴༑ศ㓄៖ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ᅜࡢ㈐ົ㸧
➨ᅄ᮲ ᅜࡣࠊ๓᮲ࡢᇶᮏ⌮ᛕ㸦ḟ᮲࠾࠸࡚ࠕᇶᮏ⌮ᛕࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢࡗࡾࠊᩥᏐ࣭ά
Ꮠᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿ⟇ࢆ⥲ྜⓗ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸦ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈐ົ㸧
➨᮲ ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᇶᮏ⌮ᛕࡢࡗࡾࠊᅜࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊࡑࡢᆅᇦࡢᐇࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿ⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸦㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠᙉ㸧
➨භ᮲ ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿ⟇ࡀᐇࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ
ᅗ᭩㤋ࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ཬࡧẸ㛫ᅋయࡢ㐃ᦠࡢᙉࡑࡢᚲせ࡞యไࡢᩚഛ
ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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㪍㪉

㸦ᆅᇦ࠾ࡅࡿᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㸧
➨᮲ ᕷ⏫ᮧࡣࠊᅗ᭩㤋ዊᑐࡍࡿఫẸࡢ㟂せ㐺ษᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊᚲせ
࡞ᩘࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡋࠊཬࡧ㐺ษ㓄⨨ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࡀఫẸᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ᅗ᭩㤋ዊࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊྖ᭩ࡢᐇ➼ࡢேⓗయไࡢᩚഛࠊᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢᐇࠊሗࡢ᥎㐍➼ࡢ≀ⓗ᮲௳
ࡢᩚഛࡑࡢࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢᨵၿཬࡧྥୖࡢࡓࡵᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᏛࡑࡢࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ⾜࠺ᅗ᭩㤋ࡢ୍⯡බ⾗ࡢ㛤ᨺࠊᩥᏐ࣭
άᏐᩥಀࡿබ㛤ㅮᗙࡢ㛤タࡑࡢࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㈉⊩ࡍࡿάື
ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ๓୕㡯ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㈨ࡍࡿάືࢆ⾜࠺Ẹ㛫ᅋయࡢᨭࡑࡢࡢᚲせ࡞⟇
ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࢇ

㸦Ꮫᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿゝㄒຊࡢᾰ㣴㸧

 ࢇ

➨ඵ᮲ ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࠾࠸࡚ゝㄒຊࡢᾰ㣴ࡀ༑ศᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊຠᯝ
ⓗ࡞ᡭἲࡢᬑཬࡑࡢࡢᩍ⫱᪉ἲࡢᨵၿࡢࡓࡵᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡶࠊᩍ⫱⫋ဨࡢ
㣴ᡂཬࡧ◊ಟࡢෆᐜࡢᐇࡑࡢࡢࡑࡢ㈨㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ

 ࢇ

㸰 ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿゝㄒຊࡢᾰ㣴㈨ࡍࡿ⎔ቃࡢᩚഛᐇࢆᅗࡿࡓ
ࡵࠊྖ᭩ᩍㅍཬࡧᏛᰯᅗ᭩㤋㛵ࡍࡿᴗົࢆᢸᙜࡍࡿࡑࡢࡢ⫋ဨࡢᐇ➼ࡢேⓗయไࡢᩚ
ഛࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋㈨ᩱࡢᐇཬࡧሗࡢ᥎㐍➼ࡢ≀ⓗ᮲௳ࡢᩚഛ➼㛵ࡋᚲせ࡞
⟇ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢᅜ㝿ὶ㸧
➨᮲ ᅜࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾከᵝ࡞ᅜࡢᩥᏐ࣭άᏐᩥࡀᅜẸᥦ౪ࡉࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶ
ᡃࡀᅜࡢᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢᾏእࡢⓎಙࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡑࡢᩥࡀᗈࡃ▱
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸እᅜࡢฟ∧≀ࡢ᪥ᮏㄒࡢ⩻ヂࡢᨭࠊ᪥ᮏㄒࡢฟ∧≀ࡢእᅜㄒࡢ⩻ヂࡢᨭ
ࡑࡢࡢᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢᅜ㝿ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦Ꮫ⾡ⓗฟ∧≀ࡢᬑཬ㸧
➨༑᮲ ᅜࡣࠊᏛ⾡ⓗฟ∧≀ࡢᬑཬࡀ୍⯡ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࢇࡀࡳࠊᏛ⾡◊✲ࡢᡂᯝࡘ
࠸࡚ࡢฟ∧ࡢᨭࡑࡢࡢᚲせ࡞⟇ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ᪥㸧
➨༑୍᮲ ᅜẸࡢ㛫ᗈࡃᩥᏐ࣭άᏐᩥࡘ࠸࡚ࡢ㛵ᚰ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊᩥ
Ꮠ࣭άᏐᩥࡢ᪥ࢆタࡅࡿࠋ
㸰 ᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ᪥ࡣࠊ༑᭶༑᪥ࡍࡿࠋ
㸱 ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ᪥ࡣࠊࡑࡢ㊃᪨ࡩࡉࢃࡋ࠸⾜ࡀᐇࡉࢀ
ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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㪍㪊

㸦㈈ᨻୖࡢᥐ⨨➼㸧
➨༑᮲ ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᩥᏐ࣭άᏐᩥࡢ⯆㛵ࡍࡿ⟇ࢆᐇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞
㈈ᨻୖࡢᥐ⨨ࡑࡢࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢἲᚊࡣࠊබᕸࡢ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
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㪍㪋

♫ᩍ⫱ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊᑐࡍࡿᖏỴ㆟

㸦㸯㸧♫ᩍ⫱ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊᑐࡍࡿ㝃ᖏỴ㆟
㸦ᖹᡂ༑ᖺ᭶༑୕᪥
୍

⾗㆟㝔ᩥ㒊⛉Ꮫጤဨ㸧

ᅜẸࡢ⏕ᾭࢃࡓࡿᏛ⩦άືࢆᨭࡋࠊᏛ⩦㟂せࡢቑຍᛂ࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࠊබẸ㤋ࠊ
ᅗ᭩㤋ཬࡧ༤≀㤋➼ࡢ♫ᩍ⫱タ࠾ࡅࡿேᮦ☜ಖཬࡧࡑࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᣦᐃ⟶
⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡼࡿᘢᐖࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ㓄៖ࡋࠊ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢ㝿ࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࡛ࡢྲྀ⤌࠾ࡅࡿᆅᇦ㛫᱁ᕪࢆゎᾘࡋࠊ࡞㐠Ⴀࢆ
⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᵝࠎ࡞ᨭດࡵࡿࡇࠋ



⏕ᾭᏛ⩦࣭♫ᩍ⫱ಀࡿಶேࡢᏛ⩦ᡂᯝࡀࠊᏛᰯࠊ♫ᩍ⫱タࡑࡢᆅᇦ࠾࠸
࡚⾜࠺ᩍ⫱άືࡋ࡚⏕ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊྛಶேࡢᏛ⩦άືᆅᇦ♫ࡢᩍ⫱άືࡢᚠ
⎔ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᨭດࡵࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢ㝿ࠊ⮬Ⓨⓗពᛮ࡛⾜ࢃࢀࡿᏛ⩦ᑐࡋ࡚⾜ᨻࡢධ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍ
ࡿࡇࠋ

୕

බẸ㤋ࠊᅗ᭩㤋ཬࡧ༤≀㤋ࡀ⮬ࡽࡢ㐠Ⴀ≧ἣᑐࡍࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙࠸
࡚㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶࠊᐈほᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊྍ⬟࡞
㝈ࡾእ㒊ࡢどⅬࢆධࢀࡓホ౯࡞ࡿࡼ࠺ࠊᅜࡀ࢞ࢻࣛࣥࢆ♧ࡍ➼ࠊ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮ
ࡌࡿࡶࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚බ⾲ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࠋ

ᅄ

⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⯆ࠊ♫ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ಀࡿ
ሗ㞟ཬࡧࡑࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡶࠊᵝࠎ࡞⏕ᾭᏛ⩦࣭♫ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᶵࡢᩚഛ
ᐇࡸࡇࢀࡽࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᨵၿ➼ࢆᅗࡿࡇࠋ



ᆅᇦ࠾ࡅࡿᩍ⫱ຊࡢྥୖࡢࡓࡵࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦ➼ࡢ㛵ಀ⪅࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ
᥎㐍ࡋࠊྛタ㈨ᩱࡢ┦⏝ࡸேᮦࡢ┦ά⏝࡞ࢆᅗࡿࡶࠊከᵝ࡞ᆅᇦࡢㄢ
㢟➼ᛂࡌࡓᶵ⬟ࢆᣢࡘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊࡑࡢ㝿ࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍ㹎㹒㸿
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢάືࡸ㐠Ⴀ࡞ࡢᐇែᢕᥱດࡵ ࠊࠕᏛᰯᨭᆅᇦᮏ㒊ᴗࠖ࠾ࡅࡿ㐃
ᦠࡀ㐍ࡴࡼ࠺༑ศ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ

භ

♫ᩍ⫱ࠊྖ᭩ཬࡧᏛⱁဨࡘ࠸࡚ࡣࠊከᵝࠊ㧗ᗘࡍࡿᅜẸࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ➼
༑ศᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚋࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ⬟ຊ࣭▱㆑➼ࡢ⩦ᚓ
ࡘ࠸࡚༑ศ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊྛ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ࡢ⬟ຊࡀ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫ᩍ⫱ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ᭱㝈᭷ຠά⏝
ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢ㞠⏝☜ಖ࡞ࠊ᭷㈨᱁
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㪍㪌

⪅ࡢά⏝᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࡇࠋ


♫ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡢไᗘ➼ࢆ✚ᴟⓗά⏝࣭άᛶࡍࡿ
ࡶࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡀࡑࡢ㔜せ࡞⫋㈐ᙺࢆ༑ศㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᩚഛࢆᅗࡿ
ࡇࠋ

㸦㸰㸧♫ᩍ⫱ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊᑐࡍࡿ㝃ᖏỴ㆟
㸦ᖹᡂ༑ᖺභ᭶୕᪥
୍

ཧ㆟㝔ᩥᩍ⛉Ꮫጤဨ㸧

⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⯆ࠊ♫ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜẸࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓᏛ⩦ᶵࡢᥦ
౪Ꮫ⩦άືࡢᨭດࡵࡿࡶࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᢕᥱࠊከ
ᵝ࡞ྲྀ⤌ಀࡿሗࡢ㞟ᥦ౪࡞ࠊᅜẸࡢ⮬Ⓨⓗࠊయⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀᢸಖࡉࢀࡿࡼ࠺
㓄ពࡍࡿࡇࠋ



ᅜẸࡢ⏕ᾭࢃࡓࡿᏛ⩦άືࢆᨭࡋࠊᏛ⩦㟂せࡢቑຍᛂ࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࠊබẸ㤋ࠊ
ᅗ᭩㤋ཬࡧ༤≀㤋➼ࡢ♫ᩍ⫱タ࠾ࡅࡿேᮦ☜ಖཬࡧࡑࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ
ࡶࠊ♫ᩍ⫱タࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡼࡿᘢᐖ
ࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ㓄៖ࡋ࡚ࠊ㐺ษ࡞⟶⌮㐠Ⴀయไࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࡇࠋ
ࡲࡓࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࡛ࡢྲྀ⤌࠾ࡅࡿᆅᇦ㛫᱁ᕪࢆゎᾘࡋࠊ࡞㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ᵝࠎ࡞ᨭດࡵࡿࡇࠋ

୕

⏕ᾭᏛ⩦࣭♫ᩍ⫱ಀࡿಶேࡢᏛ⩦ᡂᯝࡀࠊᏛᰯࠊ♫ᩍ⫱タࡑࡢᆅᇦ࠾࠸
࡚⾜࠺ᩍ⫱άືࡋ࡚⏕ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊྛಶேࡢᏛ⩦άືᆅᇦ♫ࡢᩍ⫱άືࡢᚠ
⎔ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ᨭດࡵࡿࡇࠋ

ᅄ

බẸ㤋ࠊᅗ᭩㤋ཬࡧ༤≀㤋ࡀ⮬ࡽࡢ㐠Ⴀ≧ἣᑐࡍࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙࠸
࡚㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶࠊᐈほᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊྍ⬟࡞
㝈ࡾእ㒊ࡢどⅬࢆධࢀࡓホ౯࡞ࡿࡼ࠺ࠊᅜࡀ㛵ಀᅋయࡼࡿホ౯ᣦᶆసᡂ➼ᑐࡋ࡚
ᨭࡍࡿ➼ࠊ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡶࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚බ⾲ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿ
ࡇࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊබẸ㤋㐠Ⴀᑂ㆟ࠊᅗ᭩㤋༠㆟ཬࡧ༤≀㤋༠㆟➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦఫẸ➼ࡢ
ពぢࡀᫎࡉࢀࡿࡼ࠺༑ศ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ



༤≀㤋ࡘ࠸࡚ࡣࠊከᵝ࡞༤≀㤋ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ≉ⰍࢆⓎࡋࡘࡘࠊ⏝⪅ࡢどⅬ❧
ࡗࡓࡼࡾ୍ᒙࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽⓏ㘓ไ
ᗘࡢぢ┤ࡋྥࡅࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᗈᇦࡘከᒱࢃࡓࡿ㐃ᦠ༠ຊࢆᅗࡾࠊᅜ
㝿ⓗ㐯Ⰽࡢ࡞࠸༤≀㤋άືࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ㔊ᡂດࡵࡿࡇࠋ
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㪍㪍

භ

ᆅᇦ࠾ࡅࡿᩍ⫱ຊࡢྥୖࡢࡓࡵࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦ➼ࡢ㛵ಀ⪅࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ
᥎㐍ࡋࠊྛタ㈨ᩱࡢ┦⏝ࡸேᮦࡢ┦ά⏝࡞ࢆᅗࡿࡶࠊከᵝ࡞ᆅᇦࡢㄢ
㢟➼ᛂࡌࡓᶵ⬟ࢆᣢࡘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍ㹎㹒㸿ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢάືࡸ㐠Ⴀ࡞ࡢᐇែᢕᥱດࡵ ࠊࠕᏛᰯᨭᆅᇦᮏ㒊ᴗࠖ࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡀ
㐍ࡴࡼ࠺༑ศ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ



♫ᩍ⫱ࠊྖ᭩ཬࡧᏛⱁဨࡘ࠸࡚ࡣࠊከᵝࠊ㧗ᗘࡍࡿᅜẸࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ➼
༑ศᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚋࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ⬟ຊ࣭▱㆑➼ࡢ⩦ᚓ
ࡘ࠸࡚༑ศ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊྛ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ࡢ⬟ຊࡀ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫ᩍ⫱ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ᭱㝈᭷ຠά⏝ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺ࠊ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢ㞠⏝☜ಖࠊປാ⎔ቃࡢᩚ
ഛࠊ◊ಟᶵࡢᥦ౪࡞ࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢά⏝᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࡇࠋ

ඵ

♫ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡢไᗘ➼ࢆ✚ᴟⓗά⏝࣭άᛶࡍࡿ
ࡶࠊ♫ᩍ⫱ጤဨࡀࡑࡢ㔜せ࡞⫋㈐ᙺࢆ༑ศㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᩚഛࢆᅗࡿ
ࡇࠋ
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㪍㪎

㸲㸬ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖタ⨨せ⥘ཬࡧጤဨྡ⡙ 
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㪍㪏

ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖタ⨨せ⥘

ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸴᭶㸰㸳᪥
⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ᒁ㛗Ỵᐃ

㸯

㊃᪨
ᅗ᭩㤋ࡣ㸪ேࠎࡢ⏕ᾭᏛ⩦ࡢሙࡋ࡚㸪Ꮫ⩦άືࡢ⯆ᩥࡢⓎᒎࡢࡓࡵᖜᗈ࠸
άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪♫ࡢⓎᒎࡁࡃᐤࡋ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋேࠎࡢᏛ⩦┠ⓗࡸᏛ⩦
せồࡀࡲࡍࡲࡍከᵝ࣭㧗ᗘࡋ࡚࠸ࡿࡇ㸪ཬࡧ௦ࡢ㐍ᒎ࣭ኚక࠺᪂ࡓ࡞♫
ࡢせㄳᑐᛂࡋ࡚㸪ᚋࡼࡾ୍ᒙ✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵ㸪᪥ࡢᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟ࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪⏕ᾭᏛ⩦♫࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋
ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ㄪᰝ᳨࣭ウࢆ⾜࠺ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖࢆタ
ࡅࡿࠋ

㸰

ㄪᰝ◊✲㡯

㸦㸯㸧ᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧ㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚
㸦㸰㸧ࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ồࡵࡽࢀࡿᶵ⬟ࡘ࠸࡚
㸧㧗ᗘ࣭ከᵝࡍࡿᆅᇦఫẸࡢせồࡢᑐᛂ
㸧♫ࡢኚక࠺᪂ࡓ࡞せㄳࡢᑐᛂ
࢘㸧♫ᩍ⫱タࡋ࡚ഛ࠼ࡿࡁᶵ⬟
㸦㸱㸧♫ࡢኚᑐᛂࡋࡓᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
㸦㸲㸧ᅗ᭩㤋ᚲせࡉࢀࡿྖ᭩ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
㸦㸳㸧ࡑࡢ
㸱

ᐇ᪉ἲ
ู⣬ࡢ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪ୖグ㸰ᥖࡆࡿ㡯ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
࡞࠾㸪ᚲせᛂࡌ㸪ᮏ༠ຊ⪅㆟௨እࡢ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸲

ᐇᮇ㛫
ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸴᭶㸰㸳᪥ࡽᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡍࡿࠋ

㸳

ࡑࡢ
ࡇࡢ༠ຊ⪅㆟ࡢᗢົࡣ㸪⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ᒁ♫ᩍ⫱ㄢ࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋ
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ࠕࡇࢀࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉᳨ウ༠ຊ⪅㆟ࠖጤဨ

㉥

ᇼ



ྖ

ⓑ㬑Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ

⣒

㈡

㞞

ඣ

᠕⩏ሿᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ



ୖ

⋹

Ꮚ

ඖᡃᏞᏊᕷᩍ⫱ጤဨ⏕ᾭᏛ⩦㒊ḟ㛗වᅗ᭩㤋㛗



㇂

ᗣ

ᬕ

᪥ᮏዪᏊᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ

Ⲷ

ཎ

ᖾ

Ꮚ

ᑓಟᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ

ᑠ

す



ኵ

ඖ㜰ᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋㤋㛗

ົ

᱈ᒣᏛ㝔Ꮫྡᩍᤵ

㞝

ඖ⚄ዉᕝ┴❧ᅗ᭩㤋ㄪᰝ㒊㛗වど⫈ぬ㒊㛗

Ⰻ

ඖ♫ᅋἲே᪥ᮏᅗ᭩㤋༠ົᒁḟ㛗

ᚿ ಖ ⏣
㕥

ᮌ

Ⰻ

ᖖ ୡ ⏣
ᖹ

㔝

ⱥ

ಇ

᪥ᮏᏛᩥ⌮Ꮫ㒊ᩍᤵ

⸆

⿄

⚽

ᶞ

⟃ἼᏛᅗ᭩㤋ሗ࣓ࢹ⣔ᩍᤵ
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