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料

1

「平成２８年熊本地震」から
の 主 な 復 旧・ 復 興 関 連 事 務
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2

「平成３１年度当初予算
（案）のポイント」
（抜粋）
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１ 「平成２８年熊本地震」からの主な復旧・復興関連事務
「平成２８年熊本地震」の発生により、各局において、通常業務のほか、様々な復旧・復興関連事務が生じており、そ
のうち主なものとして、下記の事務が実施されている又は実施予定である。
（下段表の【平成 30 年度分】
【平成 29 年度分】
【平成 28 年度分】において、追記・修正を行った事業については、事
業名の前に「※」を追加）
【2019 年度分】
担

当

局

政策局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

課

災害復興事業に係る企画及び総合調整

復興総室

被災者の生活再建支援に係る企画、総合調整及び実施

復興総室

被災者の生活再建に係る総合的相談

復興総室

仮設住宅等へ入居する被災者への相談・支援

復興総室

平成２８年熊本地震復興基金関連業務

復興総室

市民局

公立公民館・文化ホール災害復旧事業

生涯学習課

健康福祉局

墓地災害復旧事業

健康福祉政策課

災害援護資金貸付

健康福祉政策課

被災者見守り対策強化事業

健康福祉政策課

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

保育幼稚園課

障害者福祉センター（希望荘）復旧事業

障がい保健福祉課

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

障がい保健福祉課

共同墓地等復旧補助事業

生活衛生課

被災者支援にあたる関係機関職員対象の復興期のこころのケア等の研修会

こころの健康センター

被災者支援にあたる関係機関職員を対象の、精神科医による巡廻相談

こころの健康センター

被災者支援のための暮らしとこころの悩み相談会

こころの健康センター

被災者に係る熊本市保健衛生事務に関する手数料の免除

医療政策課

熊本地震特別融資利子補給金

商業金融課

セーフティネット保証 4 号認定業務

商業金融課

商店街にぎわい復興支援事業

商業金融課

熊本市被災小規模事業者支援事業

商業金融課・産業振興課

熊本城災害復旧業務

熊本城総合事務所

文化財等災害復旧業務

文化振興課

公設運動施設災害復旧業務

スポーツ振興課

経済観光局

「復興城主」募集関連業務

熊本城総合事務所

農水局

秋津地区農地の「創造的復興」事業

農地整備課

交通局

被災した軌道関連施設の復旧

運行管理課

資料
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【平成 30 年度分】
担

当

局

政策局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

課

災害復興事業に係る企画及び総合調整

復興総室

被災者の生活再建支援に係る企画、総合調整及び実施

復興総室

被災者の生活再建に係る総合的相談

復興総室

仮設住宅等へ入居する被災者への相談・支援

復興総室

平成 28 年熊本地震復興基金関連業務

復興総室

※区役所・出張所災害復旧事業

地域政策課

※地域コミュニティ施設等再建支援事業

地域活動推進課

※中央公民館災害復旧事業

生涯学習課

※公立公民館・文化ホール災害復旧事業

生涯学習課

※男女共同参画センター災害復旧事業

男女共同参画課

※ふれあい文化センター災害復旧事業

人権推進総室

墓地災害復旧事業

健康福祉政策課

災害援護資金貸付

健康福祉政策課

被災者見守り対策強化事業

健康福祉政策課

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

保育幼稚園課

障害者福祉センター（希望荘）復旧事業

障がい保健福祉課

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

障がい保健福祉課

障がい者の福祉用具の再給付

障がい保健福祉課

共同墓地等復旧補助事業

生活衛生課

幼児健康診査等における子どものこころのケア

子ども政策課

被災者支援にあたる関係機関職員対象の復興期のこころのケア等の研修会

こころの健康センター

被災者支援にあたる関係機関職員を対象の、精神科医による巡廻相談

こころの健康センター

被災者支援のための暮らしとこころの悩み相談会

こころの健康センター

被災者に係る熊本市保健衛生事務に関する手数料の免除

医療政策課

環境局

※被災合併処理浄化槽設置支援

浄化対策課

経済観光局

事業所向けり災証明発行業務（新規受付はＨ 29.3.31 で終了）

商業金融課

熊本地震特別融資利子補給金

商業金融課

セーフティネット保証 4 号認定業務

商業金融課

商店街にぎわい復興支援事業

商業金融課

熊本市被災小規模事業者持続化支援事業

商業金融課・産業振興課

熊本城災害復旧業務

熊本城総合事務所

文化財等災害復旧業務

文化振興課

公設運動施設災害復旧業務

スポーツ振興課

動植物園災害復旧業務

動植物園

市民局

健康福祉局

「復興城主」募集関連業務

熊本城総合事務所
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担

当

局

農水局

都市建設局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

課

秋津地区農地の「創造的復興」事業

農地整備課

震災に伴う干潟漁場等の復旧活動に対する支援

水産振興センター

広域カントリーエレベーター再編整備事業

農業支援課

被災宅地等復旧支援業務

震災宅地対策課・震災土木施設
対策課

町並み復旧保存支援事業

開発景観課

がけ地近接等危険住宅移転事業

建築指導課

被災住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修、建替え、耐震シェルター設置

建築政策課建築物安全推進室

被災住宅の応急修理

震災住宅支援課

市有建築物被害状況調査

営繕課・設備課

被災した市有建築物の復旧

営繕課・設備課

被災した市営住宅の復旧

住宅課

住宅に困窮している被災者への公営住宅の提供等

住宅課

災害公営住宅の整備

震災住宅支援課

災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供

震災住宅支援課

被災マンション建替え支援事業

震災住宅支援課

本市が管理する土木施設（道路・公園・河川等）の復旧

道路整備課・河川課・公園課・
震災土木施設対策課・各土木セ
ンター

交通局

上下水道局

私道復旧補助金交付

各土木センター・各地域整備室

被災した軌道関連施設の復旧

電車課

被災した交通局大江局舎の復旧

総務課

被災した上下水道施設（施設・管路）の応急復旧及び本復旧

水道整備課・管路維持課・水相
談課・水運用課・下水道整備課・
水再生課・計画調整課・経営企
画課

災害に伴う公共下水道施設（処理場・ポンプ場・管渠）の復旧計画の設計業務

下水道整備課

工業用水道施設の復旧事業

水運用課・水道整備課・経営企
画課・計画調整課

上水道施設の耐震化等事業

水道整備課・管路維持課・計画
調整課・経営企画課

下水道施設の耐震化等事業

計画調整課・管路維持課・経営
企画課

応急給水体制機能の強化

水道整備課・給排水設備課・総
務課・経営企画課

病院局

業務継続計画見直し業務

総務課

市民病院再建事業

新病院開設課

資料
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【平成 29 年度分】
担

当

局

政策局

市民局

健康福祉局

環境局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

災害復興事業に係る企画及び総合調整

復興総室

被災者の生活再建支援に係る企画、総合調整及び実施

復興総室

被災者の生活再建に係る総合的相談

復興総室

仮設住宅等へ入居する被災者への相談・支援

復興総室

区役所・出張所災害復旧事業

地域政策課

地域コミュニティセンター災害復旧事業

地域活動推進課

地域公民館災害復旧事業

地域活動推進課

地域公民館解体事業

地域活動推進課

地域コミュニティ施設再建等支援事業

地域活動推進課

中央公民館災害復旧事業

生涯学習課

公立公民館・文化ホール災害復旧事業

生涯学習課

男女共同参画センター災害復旧事業

男女共同参画課

ふれあい文化センター災害復旧事業

人権推進総室

墓地災害復旧事業

健康福祉政策課

災害援護資金貸付

健康福祉政策課

被災者見守り対策強化事業

健康福祉政策課

※社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

高齢介護福祉課

災害復旧費国庫補助関係業務

子ども支援課

保育所等施設における子どものこころのケア

保育幼稚園課

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

保育幼稚園課

障害者福祉センター（希望荘）復旧事業

障がい保健福祉課

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

障がい保健福祉課

障がい者の福祉用具の再給付

障がい保健福祉課

補装具・日常生活用具給付利用者負担の免除

障がい保健福祉課

障がい福祉関係サービスの利用者負担の免除

障がい保健福祉課

※被災者に係る熊本市保健衛生事務に関する手数料の免除

医療政策課

共同墓地等復旧補助事業

生活衛生課

幼児健康診査等における子どものこころのケア

健康づくり推進課

こどもセンター災害復旧事業

児童相談所

被災ペット所有者支援

動物愛護センター

※被災合併処理浄化槽設置支援

浄化対策課
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課

担

当

局

経済観光局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

都市建設局

担

当

事業所向けり災証明発行業務（新規受付はＨ 29.3.31 で終了）

商業金融課

熊本地震特別融資利子補給金

商業金融課

セーフティネット保証 4 号認定業務

商業金融課

熊本市商店街空き店舗対策事業「熊本地震被災事業者商店街出店事業」

商業金融課

熊本城災害復旧業務

熊本城総合事務所

文化財等災害復旧業務

文化振興課

公設運動施設災害復旧業務

スポーツ振興課

動植物園災害復旧業務

動植物園

「復興城主」募集関連業務

農水局

務

課

熊本城総合事務所

※商店街にぎわい復興支援事業

商業金融課

※熊本市被災小規模事業者持続化支援事業

商業金融課

平成 28 年熊本地震被害に対する金融支援（農政）

農業・ブランド戦略課

平成 28 年熊本地震被害に対する金融支援（漁業）

水産振興センター

秋津地区農地の「創造的復興」事業

農地整備課

みかん園地石積み復旧・復興事業

農地整備課

広域カントリーエレベーター再編整備事業

農業支援課

県営漁場災害復旧事業負担金

水産振興センター

水産業共同利用施設の再建に対する支援

水産振興センター

震災に伴う干潟漁場等の復旧活動に対する支援

水産振興センター

被災宅地等復旧支援業務

開発景観課・震災宅地対策課・
震災土木施設対策課

がけ地近接等危険住宅移転事業

建築指導課

被災建築物応急危険度判定業務

建築指導課

被災住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修

建築政策課建築物安全推進室

被災住宅の応急修理

震災住宅支援課

市有建築物被害状況調査

営繕課・設備課

被災した市有建築物の復旧

営繕課・設備課

被災した市営住宅の復旧

住宅課

住宅に困窮している被災者への災害公営住宅の提供等

住宅課

災害救助法に基づく民間賃貸住宅（みなし仮設）の提供

震災住宅支援課

本市が管理する土木施設（道路・公園・河川等）の復旧

道路整備課・河川課・公園課・
震災土木施設対策課・各土木セ
ンター

※私道復旧補助金交付

各土木センター・各地域整備室

資料

― 431 ―

担

当

局

交通局

上下水道局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

課

被災した軌道施設等の復旧

電車課

※被災した交通局大江局舎の復旧（入札不調のためＨ 30 年度に事業繰越）

総務課

被災した上下水道施設（施設・管路）の応急復旧及び本復旧

水道整備課・管路維持課・水相
談課・水運用課・下水道整備課・
水再生課・計画調整課・経営企
画課

災害に伴う公共下水道施設（処理場・ポンプ場・管渠）の復旧計画の設計業務

下水道整備課

工業用水道施設の復旧事業

水運用課・水道整備課・経営企
画課・計画調整課

上水道施設の耐震化等事業

水道整備課・管路維持課・計画
調整課・経営企画課

下水道施設の耐震化等事業

計画調整課・管路維持課・経営
企画課

応急給水体制機能の強化

水道整備課・給排水設備課・総
務課・経営企画課

教育委員会

病院局

熊本市上下水道局災害対策マニュアル及び業務継続計画見直し業務

総務課

防災教育の推進（防災教育副読本の作成）

指導課

子どもたちの心のケア

総合支援課

被災した学校施設（給食施設を含む）の復旧

施設課・健康教育課

市立幼稚園の保育料の減免

学務課

児童育成クラブ利用料の減免

青少年教育課

※市民病院再建事業

新病院開設課

― 432 ―

【平成 28 年度分】
担

当

政策局

総務局

財政局

局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

課

※避難所運営に伴う校区防災連絡会等の設立推進事業

危機管理防災総室

※備蓄及び物資供給計画見直し事業

危機管理防災総室

※受援計画策定事業

危機管理防災総室

市政だより臨時版、被災者支援制度発行

広報課

臨時災害放送局運営

広報課

ホームページキャッシュサイト構築

広報課

災害対策本部会議関連事業

政策企画課

災害復興事業に係る企画及び総合調整

復興総務課

被災者の生活再建支援に係る企画、総合調整及び実施

生活再建支援課

被災者の生活再建に係る総合的相談

生活再建支援課

仮設住宅等に係る被災者の入居及び退去の管理

住宅再建支援課

仮設住宅等に入居する被災者からの相談

住宅再建支援課

仮設住宅の維持補修

住宅再建支援課

災害対策及び復興関連にかかる訪問団の受入及び職員派遣

国際課

在住外国人及び海外へ向けた情報発信

国際課

在住外国人及び国際交流関係団体からの問合せ対応

国際課

行財政改革推進

総務課

中長期応援職員受入業務

人事課

※災害対応力向上に関する全庁的な取組の進捗管理・支援等

人事課
人材育成センター

※統合型ＧＩＳにおける災害情報の整備

技術管理課

※住家被害認定調査

税制課・課税管理課・納税課・
中央税務課・東税務課・西税務課・
南税務課・北税務課

市民局

※区役所・出張所災害復旧事業

地域政策課

※地域コミュニティセンター災害復旧事業

地域活動推進課

※地域公民館災害復旧事業

地域活動推進課

※地域公民館解体事業

地域活動推進課

※地域コミュニティ施設再建等支援事業

地域活動推進課

※中央公民館災害復旧事業

生涯学習課

※公立公民館・文化ホール災害復旧事業

生涯学習課

※男女共同参画センター災害復旧事業

男女共同参画課

※ふれあい文化センター災害復旧事業

人権推進総室

※コールセンター（被災者支援情報ダイヤル）運営事業

広聴課

資料
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担

当

局

健康福祉局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

障害者福祉センター（希望荘）復旧事業

障がい保健福祉課

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助事業

障がい保健福祉課

課

高齢介護福祉課
保育幼稚園課
保健衛生施設等災害復旧費国庫補助事業

精神保健福祉室

避難所等における障がい者・高齢者支援ボランティア事業

障がい保健福祉課等

避難行動要支援者（障がい児・者）の安否確認

障がい保健福祉課

災害にあわれた要援護者に対する市営住宅等の提供

障がい保健福祉課

こどもセンター災害復旧事業

児童相談所

総合保健福祉センター災害復旧事業

医療政策課

※被災者に係る熊本市保健衛生事務に関する手数料の免除

医療政策課

被災ペット所有者支援

動物愛護センター

幼児健康診査等における子どものこころのケア

健康づくり推進課

避難者の入浴機会確保の支援

生活衛生課

避難所の居住衛生調査

生活衛生課

墓地災害復旧事業

健康福祉政策課

災害復旧費国庫補助関係業務

子ども支援課

福祉避難所（妊婦・乳児版）の運営

子ども支援課

住宅に困窮している被災要援護者への市営住宅等の提供

高齢介護福祉課
障がい保健福祉課
子ども支援課

保育所等施設における子どものこころのケア

保育幼稚園課

災害援護資金貸付

健康福祉政策課

福祉避難所の開設

健康福祉政策課
高齢介護福祉課
障がい保健福祉課
子ども支援課

環境局

生活必需品の支給

健康福祉政策課

アスベスト漏えい等調査業務

環境政策課

エネルギー自給が可能なスマートハウス等を普及する「COOL CHOICE CITY
くまもと」啓発推進事業

環境政策課温暖化対策室

※市民保有の飲用井戸の水質検査業務

環境総合センター

災害廃棄物収集運搬業務

廃棄物計画課

損壊家屋等の解体及び撤去に関する事業

震災廃棄物対策課

災害廃棄物の処理等に関する事業

震災廃棄物対策課

東部環境工場（プラント設備・建築物）の復旧

東部環境工場

三山荘、東部交流センター復旧の設計業務

東部環境工場

※避難所への仮設トイレ設置に関する業務

浄化対策課
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担

当

局

経済観光局

農水局

都市建設局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

課

事業所向けり災証明発行業務

商業金融課

熊本地震特別融資利子補給金

商業金融課

※セーフティネット保証 4 号認定業務

商業金融課

※熊本市商店街空き店舗対策事業「熊本地震被災事業者商店街出店事業」

商業金融課

商店街施設等災害復旧事業

商業金融課

※熊本城災害復旧業務

熊本城総合事務所

※文化財等災害復旧業務

文化振興課

※公設運動施設災害復旧業務

スポーツ振興課

※動植物園災害復旧業務

動植物園

※「復興城主」募集関連業務

熊本城総合事務所

※避難所物資拠点関連業務

観光政策課

平成 28 年熊本地震被害に対する金融支援（農政）

農業・ブランド戦略課

平成 28 年熊本地震被害に対する金融支援（漁業）

水産振興センター

熊本ノリ養殖経営再開準備緊急支援対策

水産振興センター

秋津地区農業の「創造的復興」事業

農地整備課

みかん園地石積み復旧・復興事業

農地整備課

被災農業者向け経営体育成支援事業

農業支援課

農業共同利用施設等の早期復旧や再編整備に対する支援

農業支援課

災害に強い産地体制構築のための農業共済加入に対する支援

農業支援課

被災宅地危険度判定業務

開発景観課

被災宅地等復旧支援業務

開発景観課

がけ地近接等危険住宅移転事業

建築指導課

被災建築物応急危険度判定業務

建築指導課

避難者等の輸送

交通政策総室

災害救助法に基づく民間賃貸住宅（みなし仮設）の提供

建築政策課

被災住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修

建築政策課建築物安全推進室

被災住宅の応急修理

営繕課・設備課

応急仮設住宅の建設

営繕課・設備課

市有建築物被害状況調査

営繕課・設備課

被災した市営住宅の復旧

住宅課

住宅に困窮している被災者への災害公営住宅の提供等

住宅課

本市が管理する土木施設（道路・公園・河川等）の復旧

道路整備課・河川課・公園課・
震災土木施設対策課・各土木セ
ンター

資料
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担

当

局

交通局

上下水道局

主 な 復 旧・復

興

関

連

事

務

担

当

課

被災した電車車両、軌道施設等の復旧

電車課

被災した交通局大江局舎の復旧

総務課

被災した上下水道施設（施設・管路）の応急復旧及び本復旧

水道整備課・管路維持課・水相
談課・水運用課・下水道整備課・
水再生課・計画調整課・経営企
画課

水道施設整備実施計画の見直し業務

計画調整課

熊本市下水道総合地震対策計画（変更）策定業務

計画調整課

熊本市下水道業務継続計画（BCP）見直し業務

管路維持課・計画調整課

災害に伴う公共下水道施設（処理場・ポンプ場・管渠）の復旧計画の設計業務

下水道整備課

工業用水道施設の復旧事業

計画調整課・水運用課・水道整
備課・経営企画課

水道施設の耐震化等事業

計画調整課・水道整備課・管路
維持課・経営企画課

下水道施設の耐震化等事業

計画調整課・管路維持課・経営
企画課

応急給水体制機能の強化

水道整備課・給排水設備課・総
務課・経営企画課

教育委員会

病院局

熊本市上下水道局災害対策マニュアル及び業務継続計画見直し事業

総務課

学校施設の被害状況調査

施設課

※被災した学校施設の復旧（給食施設を含む）の復旧

施設課・健康教育課

子どもたちの心のケア

総合支援課

※市立幼稚園の保育料の減免

学務課

※児童育成クラブ利用料の減免

青少年教育課

熊本市民病院再建基本計画策定業務

経営企画課

被災した市民病院の復旧

経営企画課
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２「平成３１年度当初予算（案）のポイント」（抜粋）
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ဇưƖǔ௩᠂ƳƖ૾ƕƠǍƢƍؾǛૢƑǇƢŵ

МဇƠǍƢƍᆸӝƮƘǓ

ࠊࢫો᪃ਖ਼ᡶኺᝲ

ᎰՃƷો᪃ॖᜤƷᣱǍಅѦјྙ҄ǛǓŴМဇƠ
ǍƢƍᆸӝƮƘǓƳƲࠊࢫો᪃Ǜƴਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ȢȐǤȫᇢǛဇƠƨ
ȚȸȑȸȬǹ˟ᜭ

䠲

Ҙό

ேᮦ⫱ᡂ䛸⫋ဨ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇
ᎰՃᄂ̲ኺᝲ

Ҙό

ᎰՃƷॖᜤӼɥǍഏˊǛਃƏᎰՃƷᏋƴӕኵǈŴࠊൟȋȸǺƴ
ࣖݣưƖǔᎰՃǛᏋƠǇƢŵ

ȡȳǿȫȘȫǹݣሊʙಅ

Ҙό

ᎰՃƷǹȈȬǹȁǧȃǯǍ࣎៲ƴ᧙ƢǔͤࡍႻᛩǛܱƠǇƢŵ
ᎰՃᄂ̲ưƷᅦᅍွ˩˳᬴

ᪧ䞉⯆䛾᥎㐍
ܹࣖݣƴˤƏ˂ᣃࠊƔǒƷ
ɶᧈᢔᎰՃƴ̞ǔኺᝲ Ҙό
˂ᣃࠊƴݣƠɶᧈƷᎰՃᢔᙲᛪǛᘍƍŴᡆᡮƔƭႎᄩƳ
ܹࣖݣǛǓǇƢŵ
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ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄㈈ᨻᒁ䠅

ᨂǒǕƨᝠเƱʴՃǛஊјƴဇƠŴјௐႎƔƭјྙႎƳᘍᢃփƷܱྵ
ƴѐǊǇƢŵ
ᣢ⥆ྍ⬟䛺㈈ᨻ㐠Ⴀ
π˟ᚘᝠѦᜂᘙ˺ኺᝲ

Ҙό

૾עπ˟ᚘᝠѦᜂᘙሁƷ˺ӏƼǷǹȆȠƷᆙѣዜਤኺᝲ

ƾǔƞƱࣖੲ݃᧽ਖ਼ᡶʙಅ

Ҙό

žƾǔƞƱࣖੲ݃᧽ſƷɟ˳ႎƳ24ӏƼ݃᧽ᎍƷМࣱ̝Ʒ
ӼɥƴӼƚƨኺᝲ

බ᭷㈈⏘䛾㐺ṇ䛺⟶⌮ཬ䜃බඹタ➼䛾᭱㐺
πσᚨȞȍǸȡȳȈਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

˰ൟӋьƷȯȸǯǷȧȃȗ͵ӏƼ༇ஜࠊȗȩȃȈȕǩȸȠ
Ʒᚨፗȷᢃփኺᝲሁ

බඹタ➼⥲ྜ⟶⌮ィ⏬ᇶᮏ᪉㔪

㐺ṇ䛛䛴බᖹ䛺ㄢ⛯䛸ᚩ䛾᥎㐍
ࠊᆋऴإǷǹȆȠો̲ኺᝲ

Ҙό

ࠊᆋƷǳȳȓȋኛ˄ƷਘΪӏƼǯȬǸȃȈǫȸȉƴǑǔࠊᆋӓ
ኛƷͳૢؾƴ̞ǔǷǹȆȠો̲ኺᝲሁ

ǳȳȓȋưƷࠊᆋӓኛʙѦᢃဇኺᝲ Ҙό
ࠊᆋƷǳȳȓȋӓኛƴ̞ǔኺᝲ

ᩓᛅƴǑǔࠊᆋኛ˄కϋኺᝲ

Ҙό

ࠊᆋƷИசኛᎍƴݣƢǔᩓᛅƴǑǔኛ˄కϋಅѦƷൟ᧓˖ಅ
ǁƷۀᚠኺᝲ

ࠊᆋဎԓƷᩓ҄܇ʙಅ

Ҙό

૾עᆋƷဎԓዓƖǛᩓ܇ႎƴᘍƏG.6#:Ʒݰλƴ̞ǔኺᝲ
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ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄ᕷẸᒁ䞉༊ᙺᡤ䠅
؏עɼ፯ƷྸࣞƷǋƱŴᐯɼᐯᇌƷǇƪƮƘǓƷਖ਼ᡶŴࠊൟဃƷܤμܤ
࣎Ʒਖ਼ᡶŴƔǕƨࠊᢃփƱᘍǵȸȓǹƷឋƷӼɥƳƲƴǑǓŴܤμư
࣎ᝅƔƴǒƤǔ؏עƮƘǓƷܱྵǛႸਦƠǇƢŵ
⮬⮬❧䛾䜎䛱䛵䛟䜚䛾᥎㐍
ŨӲғƷࣄᐻૅੲᐯਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

ܹπփ˰ܡλއᎍǁƷૅੲǍ؏עƷᘮᎍƷͤࡍȷ
܇ᏋƯƴ᧙ƢǔࣖݣŴ᧸؏עщƷࢍ҄ƴӕǓኵǈǇƢ

ŨᙱғܖఄᚨМဇኺᝲ

Ҙό

ރிȷᙱȷ҅ܖݱఄƷᚨǛો̲ƠŴൟ᧓ʙಅᎍƴ
ƠЈƢƜƱưМဇǛǓǇƢ

ӲғƷǇƪƮƘǓਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

ӲғƷǇƪƮƘǓȓǸȧȳƴؕƮƖŴ؏עƷཎࣱǛƔƠ
ƨʙಅǛܱƢǔƜƱưŴ؏עщƷዜਤȷӼɥǛႸਦƠǇƢ

ထϋᐯਰᐻƷᏋȷఄғᐯңᜭ˟Ʒૅੲ
Ҙό
ထϋᐯ˟ѣƷᢃփૅੲŴ᧸ཛ໊Ʒዜਤሥྸȷ᳆ᲿᲾ
ӕஆƑᝲဇƷɟᢿǛяƠǇƢ
ఄғᐯңᜭ˟ƷᢃփૅੲǛᘍƍǇƢ

ᕷẸ⏕ά䛾ᏳᏳᚰ䛾᥎㐍
ܲࡽƖᘍໝሁƷݣሊ

Ҙό

ܲࡽƖᘍໝሁƷᅠഥעғƴƓƍƯ߹ׅਦݰǛᘍƏƜƱƴǑǓŴ
ܲࡽƖᘍໝሁƷઞ๒ǛႸਦƠǇƢ

ෞᝲᎍǻȳǿȸƷᢃփ

Ҙό

ෞᝲဃƷܭܤӏƼӼɥǛǊƟƠŴՠԼȷǵȸȓǹሁƷȈȩ
Ȗȫƴ᧙ƢǔႻᛩӏƼբƍӳǘƤƴᢘЏƴࣖݣƠǇƢ

᧸ཛ˳ׇǁƷѣૅੲ

Ҙό

䜲䝯䞊䝆

ఄғ᧸ཛң˟ǍᜩݑፙҥˮƷעғ᧸ཛң˟ሁŴ؏עưѣ
Ƣǔ˳ׇǍŴƦƷ˂᧙ᡲ˳ׇƷ᧸ཛѣǛૅੲƠŴ؏עƷ
ܤμ࣎ܤǛਖ਼ᡶƠǇƢ
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⏨ዪඹྠཧ⏬䛚䜘䜃ேᶒᑛ㔜䛾♫䛵䛟䜚䛾᥎㐍
Ź᳆᳁ሁƷգႆ
Ҙό
᳆᳁ǛԃǉࣱႎȞǤȎȪȆǣƴݣƢǔࠀКǍ
͞ᙸŴྸᚐǛᚐෞƢǔƨǊƷգႆǛᘍƍǇƢ
ࣱڡƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ࣱڡƷਖ਼ᡶǍȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƷΪܱ
ǛգႆƢǔƨǊŴӲᆔǻȟȊȸǛ͵ƠǇƢ
.)$6ȕȬȳȉȪȸưƋǔƜƱǛᅆƢᖕƷȪȜȳ

⏕άಖㆤཷ⤥⪅ᑐࡋ࡚ࠊ㐺ษࡘᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࡸࠊ⏕άࡢᏳᐃཬࡧ⮬
❧ྥࡅࡓᑵປᨭᴗࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊࡁࡵ⣽࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾไᗘࡢ㐺ṇ
࡞㐠⏝ດࡵࡲࡍࠋ

ʴೌᏋȷգႆƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ࠊൟƷʴೌॖᜤǛ᭗ǊǔƨǊƷᏋǍգႆѣǛᘍƍŴ
ʴೌݭƷᅈ˟ƮƘǓƴѐǊǇƢ
༇ஜࠊʴೌգႆȞǹǳȃȈžȩȖȟȳſ
࠼ƛǑƏ ग़ᲢȩȖᲣǛǈǜƳƴ

㛤䛛䜜䛯ᕷᨻ㐠Ⴀ䛸⾜ᨻ䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾ྥୖ

ŨғࢫሁƷᆸӝો᪃Ʒਖ਼ᡶ

Ҙό

žМဇᎍƴǍƞƠƍғࢫƮƘǓſǛႸႎƱƠƯŴᆸӝ
కϋǷǹȆȠƷႆǍŴӖ˄ᆸӝƷȬǤǢǦȈ٭ǛƸ
ơǊŴࠊൟǵȸȓǹƷӼɥƴѐǊǇƢ

ɶځғғൟᛢᲴƖ૾కϋǳȸȊȸƷಮ܇

ғൟᛢᆸӝฆᩃƷݣሊ

Ҙό

ӲᆔဎᛪƷᚡ᠍ᙀяǛᘍƏžƖ૾ǬǤȉſƷᣐፗሁŴ
ғൟᛢƷᆸӝጛࣕƴƓƚǔஹ࠻ᎍࢳƪ᧓ƷჺǛǔ
ƨǊƷӕǓኵǈǛᘍƍǇƢ

ᅈ˟̬ᨦȷᆋဪӭСࡇƷਖ਼ᡶ

ȞǤȊȳȐȸǭȣȩǯǿȸ
žȞǤȊƪǌǜſ

Ҙό

ᅈ˟̬ᨦȷᆋဪӭᲢȞǤȊȳȐȸᲣСࡇƷේᡢŴ̾ʴဪӭ
ǫȸȉƷʩ˄ŴǳȳȓȋǨȳǹǹȈǢƴƓƚǔӲᆔᚰଢ
ƷႆᘍǛᘍƍǇƢ

資料
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ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄ᗣ⚟♴ᒁ䠅

ʐ࠷δƔǒ᭗ᱫᎍǇưŴࠊൟɟʴƻƱǓƕ˰ǈॹǕƨ؏עưŴဃ෨ƴǘƨ
Ǔ࣎ܤƠƯƍƖƍƖƱǒƠƯƍƘƜƱƕưƖǔǇƪƮƘǓǛႸਦƠǇƢŵ

⏕ᾭ䜢㏻䛨䛯ᗣ䛵䛟䜚䛾᥎㐍
ŨͤࡍȝǤȳȈʙಅ

Ҙό

ǹȞȸȈȕǩȳဇƷǢȗȪǛႆȷᢃဇƠŴࠊൟƕᐯɼႎƴ
ಏƠǈƳƕǒዒዓႎƴᘍƏͤࡍƮƘǓѣǛૅੲƠǇƢ

ƕǜ౨ᚮƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ૼƨƴബˌɥƷᐯࠁਃƷ૰҄ǍዒዓႎƳӖᚮѰڜሁƴӕǓኵǈŴ
ƕǜ౨ᚮƷӖᚮྙӼɥǛǓǇƢ

Ũഫᅹ̬ͤƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ࠊᇌܖݱఄŴ̬ᏋሁưƷȕȃ҄ཋඹӝǍᢃѣŴഫԗ၏౨ᚮƴ
ӕǓኵǈŴഫƱӝᏸƷͤࡍƮƘǓǛᡶǊǇƢ

Ᏻ䞉Ᏻᚰ䛾䛯䜑䛾ಖ⾨⏕䛾ྥୖ䛸་⒪యไ䛾ᐇ
И࣯Ҕၲ˳СƷૢͳ

Ҙό

˞ଐŴ᧓ٸӏƼ࠰࠰ڼ᧓ƴƓƚǔ࣯धᎍƷᚮၲ˳СǛ
ᄩ̬ƠǇƢ

ʖ᧸ᆔƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ݱδဇᏍ໒ྶᓏǍǤȳȕȫǨȳǶሁƷʖ᧸ᆔǛᘍƍǇƢ

ᩊ၏धᎍǁƷૅੲ

Ҙό

ҔၲᝲяǍႻᛩૅੲ˳СƷΪܱǛǓǇƢ

ѣཋग़ᜱƷਖ਼ᡶ

Ҙό

žൈϼЎǼȭſǛႸਦƠƨಮŷƳӕǓኵǈǛᘍƍǇƢ

䜲䝯䞊䝆

― 444 ―

㧗㱋⪅䚸㞀䛜䛔䛾䛒䜛ே䛺䛹䛜㇏䛛䛻ᬽ䜙䛫䜛⎔ቃ䛵䛟䜚
؏עѼਙǱǢǷǹȆȠƷข҄ȷਖ਼ᡶ

Ҙό

؏עѼਙૅੲǻȳǿȸƴǑǔӲᆔႻᛩࣖݣǛᘍƏƱƱǋƴŴ؏עƴƓƚǔ
ဃૅੲǵȸȓǹƷоЈሁǛǓǇƢ
ᐯᇌૅੲǱǢȞȍǸȡȳȈƷӕኵࢍ҄ƴӼƚŴǱǢȞȍǸȣȸǛғࢫ
ƴᣐፗƠǇƢ

᭗ᱫᎍǍᨦƕƍᎍƷᆆѣૅੲ

Ҙό

ƓưƔƚ+%ǫȸȉሁƷМဇƴǑǓ᭗ᱫᎍȷᨦƕƍᎍƷᆆѣǛૅੲƠǇƢ

Ũఄғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ǁƷૅੲ

ʼᜱʖ᧸ƷǷȳȜȫȞȸǯ

Ҙό

؏עσဃᅈ˟ƷܱྵƴӼƚƯŴఄғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ǁƷяǛᘍƍǇƢ

ŨႆᢋᨦƕƍᎍǁƷૅੲƷࢍ҄

Ҙό

ૼƨƴᣐፗƢǔႆᢋᨦܹᎍૅ؏עੲȞȍȸǸȣȸƕ˖ಅሁǛ߹ׅᚧբƠŴ
⏕άಖㆤཷ⤥⪅ᑐࡋ࡚ࠊ㐺ษࡘᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࡸࠊ⏕άࡢᏳᐃཬࡧ⮬
ᨦƕƍཎࣱƴࣖơƨૅੲ૾ඥƷяᚕሁǛᘍƏƜƱưŴ؏עƷૅੲ˳СǛ
❧ྥࡅࡓᑵປᨭᴗࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊࡁࡵ⣽࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾไᗘࡢ㐺ṇ
ࢍ҄ƠǇƢ
࡞㐠⏝ດࡵࡲࡍࠋ

ᨦƕƍᎍǵȝȸǿȸ
ǷȳȜȫȞȸǯ

Ҙό
ŨႆᢋᨦƕƍδǁƷૅੲƷࢍ҄
δᇜႆᢋૅੲǻȳǿȸǁೞᏡࢍ҄ՃǛᣐፗƠŴᨦܹδᡫʙಅǛ߹ׅ
ᚧբƠŴૅੲ૾ඥƷяᚕሁǛᘍƏƜƱưŴʙಅƷૅੲ˳СǛࢍ҄ƠǇƢ

♫ಖ㞀ไᗘ䛾㐺ṇ䛺㐠Ⴀ
Ũဃ̬ᜱӖዅᎍǁƷݼіૅੲሁƷܱ

Ҙό

ƦǕƧǕƷܱऴƴࣖơƨƖǊኬǍƔƳݼіૅੲǍ̬ᚰʴƕƍƳƍ
ƜƱư˰ܡ͈ڎኖƕưƖƳƍ૾ǁƷ˰އᄩ̬ૅੲǛᘍƍǇƢ

ဃᇀᎍǁƷႻᛩૅੲ˳СƷૢͳ

Ҙό

ဃᇀᎍƕᇀཞ७ƔǒଔƴᏮҲưƖǔǑƏŴᐯᇌݼіૅੲሁ
Ʒ˳СǛನሰƠŴ̾ŷƷཞ७ƴ݃ǓชƬƨŴૅੲǛᘍƍǇƢ

ൟͤࡍ̬ᨖ˟ᚘƷͤμ҄

Ҙό

Ҕၲᝲᢘദ҄ƴӼƚƨӕኵǍӓኛྙӼɥݣሊሁǛᘍƍŴҥ࠰ࡇӓૅƷרᘖƴѐǊǇƢ

Ᏻᚰ䛧䛶Ꮚ䛹䜒䜢⏘䜏⫱䛶䜙䜜䜛⎔ቃ䛵䛟䜚
Ũ࠷δᏋΝ҄ሁǁƷࣖݣ

Ҙό

உƔǒڼǇǔ࠷δᏋΝ҄ǁƷࣖݣǍ̬ᏋሁƷોሰŴ̬Ꮛٟ
ᄩ̬ሁƴӕኵǈǇƢ

Ũᅶᇌ࠷ᆐטሁཎКૅੲᏋя

Ҙό

࠷ᆐטሁƴݣƢǔཎКૅੲᏋƴ̞ǔᄂ̲ᝲǛяƠǇƢ

Ũ܇ƲǋƷܖ፼ૅੲȷئއƮƘǓ

Ҙό

ૼƨƴᆰƖܴሁǛဇƠƨܖ፼ૅੲƴӕǓኵǈǇƢ
܇ᏋƯૅੲѣƴьƑŴ܇ƲǋؘƷᇌƪɥƛሁǁؕǛဇƠƯяƠǇƢ

ཎۡکܭሁǁƷૅੲƷࢍ҄

Ҙό

۔کŴЈငƴƭƍƯपǉۡکሁƷƨǊƷႻᛩૅੲǛᘍƍǇƢ

ʐ࠷δͤࡍᚮ௹ƷਘΪ

Ҙό

ᙻᙾƷች݅౨௹ೞ֥ǛૼƨƴݰλƠŴ࠷δƷࢊᙻሁƷଔႆ
ᙸƴѐǊǔሁŴʐ࠷δͤࡍᚮ௹ƷΪܱǛǓǇƢ
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ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄⎔ቃᒁ䠅
ࠊൟƕݩஹƴǘƨƬƯᑣڤƳؾǛʭӖưƖǔǑƏŴעɦ൦ƳƲ᭽щƋǔ
ٶಮƳᐯؾƷ̬μǍŴϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷဇƴǑǓྶעؾբ᫆ǁ
ᆢಊႎƴࣖݣƠŴƞǒƴƸƝǈƷᢘദϼྸƳƲǛᡫơƯਤዓӧᏡƳเࣅ
ᅈ˟ƷನሰǛႸਦƠǇƢŵ
Ⰻዲ䛺ᆅ⌫⎔ቃ䜔⏕ά⎔ቃ䛾ಖ
ǨȍȫǮȸሊਖ਼ᡶኺᝲ Ҙό
ᩓщƷјྙႎဇƴӼƚƨ؏עǨȍȫǮȸ˟ᅈǁƷЈǍ
Ჿ᳐ȐǹƷݰλᲢ༇ஜ؉ԗᢂȐǹᲣƷǄƔŴٽᨗήႆᩓᚨͳŴ
ᩓൢᐯѣሁƷႾǨȍೞ֥ݰλƴݣƠᙀяǛʩ˄ƠǇƢ

ኴ㝧ගⓎ㟁䝅䝇䝔䝮

ᏳẼタഛ

ŨȆȭܹሁܤμݣሊࢍ҄ኺᝲ

Ҙό

ȆȭܹሁƷүೞʙకႆဃƴҾ׆ཋឋƷཎܭǛᘍƏᚾ
᬴౨௹ư̅ဇƢǔݦဇƷܤμൢᚨͳሁǛૢͳƠǇƢ

ᜨ䜎䜜䛯Ỉ㈨※䛾ಖ
䜜䛯Ỉ㈨※䛾ಖ
ŨிᢿؚᏄǻȳǿȸሥྸᢃփኺᝲ Ҙό
ᄏᣠࣱᆷእƴǑǔעɦ൦൲௨ǛોծƢǔƨǊƴŴႆဃเƷ
ƻƱƭưƋǔܼအƤƭཋƷᢘദϼྸӏƼؚᏄ҄ǛᘍƏƨǊ
ƷᚨǛᢃဇƠǇƢ

൦เƔǜૢͳኺᝲ

Ҙό

ٻЏƳעɦ൦ǛݩஹƴǘƨǓ̬μƢǔƨǊŴ൦เƔǜೞᏡ
Ǜ᭗ǊǔŴౡƳƲƷౕૢͳǛᘍƍǇƢ
ᮾ㒊ሁ⫧䝉䞁䝍䞊

ႉ߷ɶ්؏Ɣǜਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

עɦ൦ǛᏋǉᙲƳ؏עưƋǔႉ߷ɶ්؏ƴƓƍƯŴ
᠃˺ဋǛဇƠŴ൦ဋั൦ʙಅǛ୍ӏ̟ᡶƠǇƢ

㌿స⏣䛷䛾Ỉᙇ䜚

― 446 ―

⏕≀ከᵝᛶ䛾ಖ䛸ᣢ⥆ྍ⬟䛺⏝
μᣃࠊዯ҄ȕǧǢ͵ਖ਼ᡶኺᝲ Ҙό
μᣃࠊዯ҄ȕǧǢƷ͵ǛᙸੁƑŴʻࢸƷᣃࠊዯ҄ƷਦᤆƱƳǔዯƷؕஜᚘဒોܭŴ˟ئƱ
ƳǔᇌဋޛƷૢͳŴɟʴɟዯ҄ᢃѣǛᘍƍǇƢ

ᐯ̬ؾμኺᝲ

Ҙό

̬ؾᜱעғƷ̬μǍ൶ฯ؏עƷဃ७ኒ̬μሁƴѐǊǔƱƱǋƴŴᘮܹƷႆဃƕভࣞƞǕǔ
ǢȩǤǰȞƳƲƷٳஹဃཋݣሊǛᘍƍǇƢ

❧⏣ᒣ

Ỉ๓ᑎ䞉Ụὠ†

ᣢ⥆ྍ⬟䛺㈨※ᚠ⎔ᆺ♫䛾ᵓ⠏
เཋਤƪӊǓݣሊኺᝲ Ҙό
เཋƷਤƪӊǓᘍໝǛ᧸ഥƢǔƨǊŴኡӏƼเཋƷӓᨼ
ଐƴƓƍƯŴࠊϋɟόƷƝǈǹȆȸǷȧȳƷႳᙻȑȈȭȸȫ
ሁǛܱƠǇƢ

ᣢ䛱ཤ䜚㜵Ṇ┳ᯈ

ƝǈถȷȪǵǤǯȫգႆਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

ܼࡊƝǈȷเӓᨼǫȬȳȀȸƷ˺ǍƝǈЎКǢȗȪƷᢃဇ
ƳƲŴƝǈถȪǵǤǯȫƴ᧙ƢǔಮŷƳգႆǛܱƠǇƢ

เཋϐเ҄ਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

ᆰƖǍȚȃȈȜȈȫƳƲƷเཋሁǛӓᨼƠƯŴȪǵǤǯȫ
Ǜਖ਼ᡶƠǇƢ

Ⰻዲ䛺Ỉ⎔ቃ䛻ྥ䛡䛯ởỈฎ⌮タ䛾ᩚഛ
ݱӳ́ϼྸ҄ᚨፗᝲя

Ҙό

ӳ́ϼྸ҄ƷᚨፗᝲǍҥϼྸ҄ƷગӊᝲǛяƠǇƢ

ᘮӳ́ϼྸ҄ᚨፗૅੲኺᝲ

Ҙό

ӳ́ϼྸ҄ƷૼᚨȷӕஆǛᘍƏᘮᎍǛૅੲƠǇƢ
ίᵴ
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ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄⤒῭ほගᒁ䠅
ɭမƴӼƚƯૼƨƳ༇ஜƷ᭽щƱࣄᐻƷۋǛႆ̮ƠŴʩ්ʴӝƷفьǛǔ
ƱƱǋƴŴ؏עኺฎƷƳǔࣱ҄ƴӼƚƨӕኵǛბܱƴਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ
ほග㈨※䛾㨩ຊྥୖ䛸ཷධ⎔ቃ䛾ᩚഛ
Ũ༇ஜ؉ࣄӏƼཎКπƴӼƚƨӕኵƱऴإႆ̮ Ҙό
᧚ܣټƷࣄŴཎКᙸܖᡫែૢͳƳƲ༇ஜ؉ࣄӏƼ࠰உƔǒƷ
ཎКπƴӼƚƨӕኵǍȗȭȢȸǷȧȳѣǛᘍƍǇƢŵ

Ũѣౡཋטμ᩿ࣄטᐻᚡࣞʙಅ

Ҙό

༇ஜ؉Ʒࣄ᧚ܣټʙ

ᩗࣄࢸƷμ᩿טӏƼྵענᆆ᠃ԗ࠰ƴ᧙ƢǔᚡࣞʙಅǍȗȭȢȸ
ǷȧȳѣǛܱƠǇƢŵ

ŨٳʴᚇήܲƷӖλͳૢؾ

Ҙό

༇ஜ؉ƷཎКᙸܖᡫែ

ൟ᧓ᚨƕᘍƏٶᚕᛖࣖݣǍබࡸȈǤȬો̲ሁƷٳʴᚇήܲӖλͳૢؾƴ᧙ƢǔૅੲǛᘍƍǇƢŵ

ὶேཱྀቑຍ䛸䛻䛞䜟䛔䛾ฟ
ŨᨥǹȝȸȄ˟ٻƷ͵

Ҙό

܇ڡȏȳȉȜȸȫɭမᢠೌ˟ٻӏƼȩǰȓȸȯȸȫȉǫȃȗ
Ʒ͵ŴɳƼƴࠊൟࣖੲѣሁǛૅੲƠǇƢŵ

༇ஜ؉țȸȫƷಅ

Ҙό

༇ஜ؉țȸȫƷૢͳƱƱǋƴŴ༇ஜ؉țȸȫƷಅƴᨥƠƯಅᚡࣞ
ʙಅƷܱǍ/+%'ᛔᐲѣƴӕǓኵǈǇƢŵ

ȩǰȓȸȯȸȫȉǫȃȗ

ŨǤșȳȈ͵ƴǑǔƴƗǘƍƷоЈ Ҙό
࠰ƴ͵ƞǕǔӲᆔǤșȳȈǛܫൟɟ˳ƱƳƬƯޒƠŴ
ᨥǹȝȸȄ˟ٻǁƷೞᢃᣱƱƴƗǘƍƷႻʈјௐǛоЈƠǇƢŵ

༇ஜ؉țȸȫȡǤȳțȸȫ

⏘ᴗேᮦ䛾☜ಖ䛸⫱ᡂ
Ũᆆ˰̟ᡶƴǑǔᨽဇݣሊ

Ҙό

ʴɧឱᚐෞƴӼƚƯŴᆆ˰ȄǢȸݼᎰ᩿ᛩ˟Ʒ͵Ǎᆆ˰ᎍǁƷૅੲ
ƳƲŴிʮחሁƔǒƷʴ්ᢩǛ̟ᡶƞƤǔƨǊƷӕኵǛΪܱƞƤǇƢŵ
ݼᎰ᩿ᛩ˟

ငಅʴƷᄩ̬ȷᏋƴӼƚƨӕኵ

༇ஜࠊᎰಅጀǻȳǿȸưƷܱ፼

Ҙό

ʴƷᄩ̬ǍᏋƴ᧙ƢǔʙಅǛᘍƏ˳ׇሁǁƷяǛƸơǊŴʼᜱ
ᎰՃܱѦᎍᄂ̲ƷܱǍŴᎰಅጀӖᜒ૰ƷяƳƲŴʴᄩ̬ȷᏋ
ƴ᧙ƢǔӕኵǛૅੲƠǇƢŵ
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୰ᑠᴗ䜈䛾ᨭ
Ũоಅȷʙಅ১ዒǁƷૅੲ

Ҙό

оಅᎍƷኺփܭܤƴӼƚƨૅੲǍŴࢸዒᎍɧנሁƷᛢ᫆ǛƔƔƑǔɶݱ
˖ಅȷᙹݱ˖ಅƷʙಅ১ዒૅੲǛᘍƍǇƢŵ

Ũ6)%༇ஜ᧙ᡲኺᝲ

Ҙό

ȓǸȍǹȗȩȳǳȳȆǹȈ

ž6)%༇ஜſӏƼ᧙ᡲǤșȳȈǛ͵ƠǇƢŵ

ᧈငಅƷਰᐻǍ˖ئעಅǁƷૅੲ Ҙό
ǇƪƳƔǳȬǯǷȧȳ

ǯȪǨǤȆǣȖငಅሁƷᧈငಅǛਰᐻƢǔƱƱǋƴŴᝤែਘٻǍૼᙌԼႆ
ૅੲሁŴɶ˖ݱಅȷᙹݱ˖ಅƷᇤʗщࢍ҄ӏƼ˄ь̖͌ƷӼɥǛǓǇƢŵ

ŨኺփؕႴࢍ҄ǁӼƚƨӕኵ

Ҙό

༇ஜעᩗƴឪ׆ƠƨʚͺѦᚐෞƷƨǊƷૅੲǍȓǸȍǹૅੲǻȳǿȸƷೞᏡࢍ҄ǁӼƚƨӕኵሁǛ
ᘍƏƜƱƴǑǓŴ˖ئעಅƷኺփؕႴࢍ҄ǛǓŴਤዓႎƳ؏עኺฎƷႆޒƴƭƳƛǇƢŵ

ၟᗑ⾤䛾䛻䛞䜟䛔ฟ䛸ᾘ㈝ႏ㉳
ՠࡃᘑƷƴƗǘƍоЈƱࣱ҄

Ҙό

ՠࡃᘑƷǤȳȐǦȳȉݣሊǁƷૅੲǛƸơǊŴՠࡃᘑƷƴƗǘƍ
ƷоЈǍࣱ҄ǁƷӕኵǛૅੲƠǇƢŵ

Ũ؏עƷෞᝲնឪǁƷӕኵ

Ҙό

ෞᝲᆋفᆋƷࢨ᪪ǛዼԧƢǔƨǊŴȗȬȟǢȠ˄ՠԼУƷႆᘍǍ
ǭȣȃǷȥȬǹ҄Ǜਖ਼ᡶƠŴ؏עƴƓƚǔෞᝲնឪǁƭƳƛǇƢŵ
ɶ࣎ࠊᘑעՠࡃᘑ

䝇䝫䞊䝒䛾⯆䛸ά⏝
ǹȝȸȄᚨƷૢͳȷೞᏡΪܱ

Ҙό

ܤμưࣛᢘƴМဇưƖǔǹȝȸȄѣƷਗໜᚨƱƠƯŴٶಮ҄Ƣǔ
ࠊൟȋȸǺǁƷࣖݣǍМࣱ̝ƷӼɥǛǓǇƢŵ

ǹȝȸȄǳȳșȳǷȧȳʙಅ

Ҙό

ȉǤȄ൦පȊǷȧȊȫȁȸȠƷӳܿሁƴǑǔࠊൟǹȝȸȄƷਖ਼ᡶƱʩ්
Ʒ̟ᡶȷƴƗǘƍƷоЈƴӕǓኵǈǇƢŵ
༇ஜȴǩȫǿȸǺƷțȸȠǲȸȠ

ࠊൟǹȝȸȄƷਰᐻƱೞ˟ƷΪܱ

Ҙό

༇ஜȴǩȫǿȸǺǍȭǢȃǽ༇ஜƱƷᡲઃǍŴǹȝȸȄǤșȳȈሁƷ
ܱƴǑǓŴࠊൟǹȝȸȄƷਰᐻǛǓǇƢŵ

ᩥ䛾⯆䛸ᩥ㈈䛾㐺ṇ䛺ಖᏑ䞉ᩚഛ䞉ά⏝
૨҄ᝠሁܹࣄኺᝲ

Ҙό

ᘮƠƨࠊϋਦܭȷႇ૨҄ᝠሁƷࣄƴӕǓኵǈǇƢŵ

૨҄เƷ᭽щӼɥ

Ҙό

ࠊൟƕٶಮƳ૨҄ƴᚃƠǊǔǑƏ૨҄ѣǛૅੲƢǔƱƱǋƴŴ ٰႸჽϋ״ʟއ
ପဒᅛƷ͵Ǎ༇ஜᢡငƷ᭽щႆ̮ƳƲƴӕǓኵǈǇƢŵ
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ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄㎰Ỉᒁ䠅
ஜࠊƷᝅƔƳᐯؾǍᠾ൦ငಅƷ᭗ƍȝȆȳǷȣȫǛƍƔƠƯᇤʗщƕ᭗Ƙਤዓӧ
ᏡƳኺփؕႴǛᄩᇌƢǔƱƱǋƴŴᠾ൦ငཋƷԼឋӼɥƱȖȩȳȉ҄ǛᡶǊŴϋٳǁૼ
ƨƳᝤែǛᆢಊႎƴਏƠƭƭŴኺփƷ҄ܭܤƴӼƚƨૅੲƴӕǓኵǈǇƢŵ

➇தຊ䛾㧗䛔㎰Ỉ⏘ᴗ䛾⯆
טᑸᠾಅƳƲƷ؏עƷཎࣱǛƍƔƠƨᠾಅƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ஜࠊᠾ൦ငಅƷȝȆȳǷȣȫǛ᭗ǊŴᠾငཋƷဃငਘٻŴܭܤƠƨᠾಅဃငȷᨼЈᒵ˳СƷ
ನሰǛǔƱƱǋƴŴؾƴᣐॾƠƨᠾಅƱܤμȷ࣎ܤƳᠾငཋƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ᆙƛǔအငȷ൦ငಅƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ӓႩࣱƕ᭗ƍအငಅӏƼјྙႎƳ഻ಅȷเሥྸǛਖ਼ᡶƠŴᇤʗщƷࢍ҄ǛႸਦƠǇƢŵ

ᣢ⥆ྍ⬟䛺㎰Ỉ⏘ᴗ䛾䛯䜑䛾⤒Ⴀᇶ┙䛾☜❧
ኺփ˳Ʒࢍ҄

Ҙό

ਃƍǛᏋȷᄩ̬ƢǔƱƱǋƴŴᠾעƷᨼᆢሁƴǑǔኺփƷ҄ܭܤǛᡫơƯਤዓӧᏡƳ
ᠾಅƷܱྵǛႸਦƠǇƢŵ

ဃငؕႴƷૢͳȷ̬μ

Ҙό

ᠾעȷעםોᑣ᧙ᡲᚨӏƼئȷลᚨƷૢͳȷ̬μǛਖ਼ᡶƠŴਤዓӧᏡƳᠾ൦ငಅ
ƷƨǊƷኺփؕႴƷᄩᇌǛǓǇƢŵ

㎰䛸㣗䛾㨩ຊ㐀
ဃငᎍƱෞᝲᎍƷʩ්Ʒਘٻ

Ҙό

ᠾ൦ငಅǍǛȆȸȞƴƠƨऴإႆ̮Ǎʩ්̟ᡶƴǑǓŴϋٳƴૼƨƳᝤែǛᆢಊႎƴ
ਏƠŴעΨᠾငཋƷ؏עϋ්ᡫȷෞᝲਘٻƴǑǓŴᠾƱƷ᭽щоᡯǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

Ჰഏငಅ҄ȷᠾՠᡲઃƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ഏငಅ҄ȷᠾՠᡲઃƷӕኵƴǑǓŴעΨᠾ൦ငཋƷМဇƱƱǋƴעΨᠾ൦ငཋƴ
ƭƍƯϋٳƴૼƨƳᝤែǛਏƠǇƢŵ

⅏ᐖ䛛䜙䛾ᪧ
ᠾಅ᧙ᡲᚨƷଔࣄƱ᧸ȷถݣሊ

Ҙό

༇ஜעᩗƴǑǓᘮƠƨᠾಅƷ᧙ᡲᚨǍᠾעƷଔࣄƴӕǓኵǉƱƱǋƴŴ
ᠾಅဇᚨƷ᧸ȷถƴ̞ǔૅੲǛᘍƍǇƢŵ

᪂䛯䛺᳃䛵䛟䜚䛾᥎㐍
ŨౕؾᜯɨᆋᲢˎᆅᲣƷݰλƴӼƚƨౕƮƘǓƷ˳СૢͳƱӕኵ
Ҙό
࠰ࡇƴݰλƞǕǔౕؾᜯɨᆋᲢˎᆅᲣǛဇƠŴౕƮƘǓƷ૾ӼࣱǛܭǊǔ
ƱƱǋƴŴଏ܍ಅѦƷᨼኖ҄ǍܼᧉݦƷᨽဇሁƴǑǓјྙႎƳਖ਼ᡶ˳СǛૢͳƠƨɥưŴ
ૼƨƳౕƮƘǓǛਖ਼ᡶƠŴౕƷٶ᩿ႎೞᏡǛႆੱƞƤǇƢŵ

― 450 ―

ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄㒔ᕷᘓタᒁ䠅
༇ஜעᩗƔǒƷɟଐǋଔƍࣄȷࣄᐻƴӼƚŴဃϐǍܹƴࢍƍᣃࠊ
ؕႴƮƘǓƴஇΟέưӕǓኵǈǇƢŵƋǘƤƯŴʴӝถݲŴ܇ݲȷ᭗ᱫ҄Ǜ
ᙸੁƑƨٶఋᡲઃᣃࠊƷܱྵǍŴកǘƍƷƋǔǇƪƮƘǓƴӼƚƨßഩƍƯ
ಏƠǊǔàɶ࣎ࠊᘑעƷоᡯŴƞǒƴƸŴᆰܼሁݣሊƳƲƷܤμưᑣڤƳއ
˰ؾƷ࢟ƴѐǊǇƢŵ
⇃ᮏᆅ㟈䛛䜙䛾ᪧ䞉⯆䛾᥎㐍
⿕⅏⪅ࡀ୍᪥ࡶ᪩ࡃᏳᚰ࡛⮬❧ⓗ࡞⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⏕άᘓࡸ⅏ᐖᙉ࠸㒔
ᕷᇶ┙࡙ࡃࡾ᭱ඃඛ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊᇛୗ⏫ࡢ⏫୪ࡳ⏕ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

עܡ᎑ᩗ҄Ʒਖ਼ᡶ

Ҙό

Ꮿᆅ䛾᧦ቨᪧᕤᚋ

עܡƷઢُࣄʙǍ෩ཞ҄᧸ഥݣሊʙǛᘍƍǇƢ

ᘮעܡƷࣄя

Ҙό

ઢُƷࣄǍעܡϋƷᨋඐሁƷעႴࣄሁƴݣƠƯя
ǛᘍƍǇƢ

ܹπփ˰ܡƷ੩̓

Ҙό

ᘮᎍƷ૾ƴ੩̓Ƣǔܹπփ˰ܡƷૢͳǛᘍƍǇƢ

ᘮȞȳǷȧȳƷஆƑૅੲ

Ҙό

ᘮƠƨȞȳǷȧȳƷஆƑƴݣƠяǛᘍƍǇƢ

⅏ᐖබႠఫᏯ䜲䝯䞊䝆

ከ᰾㐃ᦠ㒔ᕷ䛾ᐇ⌧
ከ᰾㐃ᦠ㒔ᕷࡢᐇ⌧ྥࡅࠊᕷẸࡢᬽࡽࡋࡸࡍࡉࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ㒔ᕷᶵ⬟ཬࡧேཱྀᐦᗘࢆ
⥔ᣢ࣭☜ಖࡍࡿࡶࠊศࡾࡸࡍࡃ౽ᛶࡢ㧗࠸㏻య⣔ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊබඹ㏻
⮬ື㌴㏻ࡢ࣋ࢫࢺ࣑ࢵࢡࢫࢆᵓ⠏ࡋࡲࡍࠋ

Ũᇌעᢘദ҄ᚘဒƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ᇌעᢘദ҄ᚘဒƴƓƚǔφ˳ႎƳሊƷ౨᚛ǛᘍƍǇƢ

ŨπσʩᡫǰȩȳȉȇǶǤȳƷો ܭҘό
πσʩᡫƷݩஹǛᅆƢǰȩȳȉȇǶǤȳǛોܭƠǇƢ

ŨȐǹʙಅᎍƷᢃᘍјྙ҄ૅੲ

Ҙό

ȐǹʙಅᎍƷᢃᘍјྙ҄ƴ̞ǔؕᄽᛦ௹ǁƷૅੲǛᘍƍǇƢ

ࠊᩓែዴƷࡨ˦ᛦ௹ᚨᚘ
⇃ᮏす⎔≧㐨㊰䠄ụୖᕤ༊䠅䜲䝯䞊䝆ᅗ

èؓᘍϵኽɶ
Ҙό

ࠊᩓែዴࡨ˦ƴˤƏᛦ௹ᚨᚘǛᘍƍǇƢ

༇ஜᙱཞᢊែƷૢͳ

Ҙό

ჄᢊჿҾׄ૾݃ዴӏƼ൷ɥǤȳǿȸዴƷૢͳǛᘍƍǇƢ

ႺᠤᢊែƷૢͳਖ਼ᡶ

Ҙό

ᢊӭౡஙȐǤȑǹȷ༇ஜ҅ȐǤȑǹƷૢͳǍᢊ
ӭሁƷʩᡫܤμᚨૢͳƷᝲဇǛਃƠŴฑ๛ƷዼԧǍ
ʩᡫܤμƷӼɥǛᘍƍǇƢ
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䛂Ṍ䛔䛶ᴦ䛧䜑䜛䛃୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛾㐀
⇃ᮏす⎔≧⥺ ୗ◵ᕝ㧗ᯫᶫ
ᕞ୰ኸࡢὶᣐⅬ㒔ᕷࡋ࡚ࠊ㐣ᗘ࡞⮬ື㌴౫ᏑࡽࠊᚐṌ࣭බඹ㏻➼ࡢ㌿ࢆಁࡋࠊ
Ṍ࠸࡚ᬽࡽࡏࡿ㈰ࢃ࠸ࡢ࠶ࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ͆Ṍ࠸࡚ᴦࡋࡵࡿ͇୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ
㐀ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ

ŨᣃࠊȇǶǤȳƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ᬟئƷᢘദᣐፗŴᑣڤƳᚇ࢟ሁƷɶ࣎ࠊᘑעƷоᡯ
ƴӼƚƨᛦ௹ǛᘍƍǇƢ

ఞထŴᑶလԗᡀעғƷૢͳ

䝅䞁䝪䝹䝥䝻䝮䝘䞊䝗䜲䝯䞊䝆ᅗ

Ҙό

ఞထעғƷϐႆƷૅੲŴǷȳȜȫȗȭȠȊȸȉƷૢͳሁ
ǛᘍƍǇƢ

༇ஜᬜЭ࠼ئƷૢͳ

Ҙό

⇃ᮏ㥐๓ᗈሙ䜲䝯䞊䝆ᅗ

༇ஜᬜႉ߷ӝƷᬜЭ࠼ͳૢئƴӼƚŴဇעӕࢽǍᬜЭ࠼ئ
ɥދƷᚨፗʙሁǛᘍƍǇƢ

ഭӪǇƪƮƘǓƷਖ਼ᡶ

Ҙό

ૼထȷӞထעғƷᢊែᆰ᧓ƷૢͳƴӼƚƨᛦ௹ᚨᚘሁǛ
ᘍƍǇƢ

Ᏻ䛷Ⰻዲ䛺ᒃఫ⎔ቃ䛾ᙧᡂ
Ᏻ࡛Ⰻዲ࡞ᒃఫ⎔ቃࡢᙧᡂࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㜵⅏࣭㜵≢࣭⾨⏕࣭ᬒほ➼ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ✵ᐙ➼
ࡢᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡶࠊ㜵⅏࣭ῶ⅏ࠊᅜᅵᙉ㠌ྥࡅࡓ㔜せࣥࣇࣛ➼ࡢᶵ⬟⥔ᣢࠊᏳ
࡛ᛌ㐺࡞㐨㊰ࢧ࣮ࣅࢫࡸᕷẸࡢ᠁࠸ࡢሙ࡞ࡿබᅬ࣭⥳ᆅࡢᥦ౪ດࡵࡲࡍࠋ

ᆰܼሁǁƷݣሊ

Ҙό

үᨖܼދƷᨊҲᝲяǍᆰܼƷஊᎍƷᛦ௹ሁǛᘍƍǇƢ

ŨȖȭȃǯتሁƷܤμݣሊ

Ҙό

ᢊែǍπטሁƴ᩿ƢǔൟஊȖȭȃǯتሁƷગӊᝲƴݣƠƯ
яǛᘍƍǇƢ

ŨȞȳǷȧȳƷᢘദሥྸƷૅੲ
⪁ᮙ༴㝤ᐙᒇ

Ũዬ࣯ᡛᢊែƷؾોծ

Ҙό

ЎᜯȞȳǷȧȳƷᢘദሥྸƴӼƚŴሥྸᙹኖૢͳǍ᎑ᩗ҄
ƴᙲƢǔᝲဇƴݣƠƯяǛᘍƍǇƢ

Ҙό

ዬ࣯ᡛᢊែƷؾӼɥƴӼƚƨૢͳǛᘍƍǇƢ

Ũᨥ˟ٻƴӼƚƨᢊែؾƷӼɥ

Ҙό

ƓǋƯƳƠƷӼɥǛႸႎƱƠƨౡ࠘ƷોᑣǍᢊែƷᙀ̲ሁ
ǛᘍƍǇƢ

μᣃࠊዯ҄ȕǧǢƷ͵แͳ

Ҙό

μᣃࠊዯ҄ƘǇǋƱȕǧǢƷ͵ƴӼƚƨแͳǛᘍƍǇƢ

ࠊփ˰ܡƷዜਤሥྸȷ̲ጣ

᳜ᶞᖏ ᨵⰋᚋ

ᅜ㒔ᕷ
⥳䝣䜵䜰

Ҙό

ܤμưࣛᢘƳ˰އؾǛዜਤƢǔƨǊŴُٳો̲ሁƷ̲ጣ
ǛᘍƍǇƢ
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䡚 㻞 㻜㻞㻝
㻞㻝
㻝 ᖺ ᗘ㛤ദ䜢
ദ䜢
䜢 ┠ ᣦ䛧䛶
䛶䡚

ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄ᾘ㜵ᒁ䠅

עᩗŴӨሁƷᐯܹƴݣƢǔͳƑǍŴ້ʖ᧸ݣሊŴෞ᧸˳СƷΪܱǛ
ǔƨǊŴ້ʖ᧸ݣሊƷਖ਼ᡶǍ࣯я˳СƷࢍ҄ŴɳƼƴෞ᧸ׇƷᘺͳΪ
ܱǍࠊൟƷᜱᏡщƷӼɥǛǓŴ᧸؏עщࢍ҄ƷሊǛޒƠǇƢŵ

ᕷẸ䜈䛾ᗈሗ䞉ၨⓎ
Ũૼ˳᬴᧸ܖ፼Ʒਖ਼ᡶ
Ҙό
༇ஜעᩗǛ҄ƞƤƳƍƨǊŴ᳐ೞሁǛဇƍƨૼƨ
Ƴ˳ኒƷ᧸ܖ፼ǛᘍƍŴ༇ஜࠊൟƷ᧸щӼɥǛႸਦ
ƠǇƢŵ

84ೞǛ˳᬴Ƣǔಮ܇

ᾘ㜵ᶵ⬟䛾ᐇ
ෞ᧸ஜᢿᚨೞᏡƷࢍ҄
Ҙό
ෞ᧸࠻ޅᑀǛفሰƠŴෞ᧸ਦˋሥСǷǹȆȠƷૼ
ӏƼෞ᧸ஜᢿᚨೞᏡƷࢍ҄ǛǓǇƢŵ
ᙹٻܹƷܹݣሊஜᢿᲢࠊࢫஜ࠻ᑀᲣˊஆ
ᚨƱƠƯဇưƖǔٶႸႎǹȚȸǹǛᄩ̬ƠǇƢŵ

࠻ޅᑀفሰࢸƷܦǤȡȸǸ

ෞ᧸ɲƷૢͳ
Ҙό
я˺ŴȝȳȗŴ࣯ƳƲᲳӨƷෞ᧸ɲ
ǛૼƠŴෞ᧸щǛࢍ҄ƠǇƢŵ
ɲǤȡȸǸ

ᘮƠƨෞ᧸ᚨሁƷࣄ
Ҙό
༇ஜעᩗƴƓƍƯᘮƠƨෞ᧸ᚨሁƷଔࣄǛႸਦƠǇƢŵ

᧸ෞ᧸ȘȪǳȗǿȸƴǑǔૅੲ
Ҙό
༇ஜჄஊƷ᧸ෞ᧸ȘȪǳȗǿȸƷೞѣщǛƔƠŴஜࠊƷ
ෞ᧸щƷӼɥǛႸਦƠǇƢŵ

᧸ෞ᧸ȘȪǳȗǿȸžƻƹǓſ
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ᩆᛴᩆຓయไ䛾ᐇ
ŨȆȭܹሁƴݣƢǔ˳Сࢍ҄
Ҙό
ᨥ˟ٻሁƷܤ࣎ܤμƳᢃփƷƨǊŴȆȭܹሁƴݣƢǔ
ෞ᧸ᜩͳ˳СǛࢍ҄ƠǇƢŵ

ѣǤȡȸǸ

ᎰՃƷӲᆔᄂ̲
Ҙό
࣯ԡٟƷӕࢽǛƸơǊŴෞ᧸ȷ࣯ѣƴ࣏ᙲƳ
βᚩȷሁǛӕࢽƠǇƢŵ
яጀƷಮ܇

ᾘ㜵ᅋ䛾యไᙉ
Ũෞ᧸ׇƷೞᏡࢍ҄
Ҙό
ܹሁƴෞ᧸ׇƕ̅ဇƢǔೞǛૢͳƠŴ
ෞ᧸ׇƷೞᏡࢍ҄ǛǓǇƢŵ

ෞ᧸ׇƷό๖ƳᢃփƱೞᏡКׇՃСࡇƷΪܱࢍ҄
Ҙό
؏עƴ݅ბƠƨෞ᧸ׇƷό๖ƳᢃփǍŴᙹٻܹƴ
ࠊൟƷᢤᩊǛૅੲƢǔܖٻဃሁưನƞǕƨೞᏡКׇՃ
СࡇƷΪܱࢍ҄ǛǓǇƢŵ

༇ஜעᩗƷᨥૅੲཋƷˁЎƚǛᘍƏೞᏡКෞ᧸ׇՃ

᧸؏עѣਗໜᚨƷΪܱࢍ҄
Ҙό
᧸ೞƷͳᔛئǍעΨෞ᧸ׇƷѣਗໜưƋ
ǔෞ᧸ׇೞ̽ࡉƷૢͳǛᘍƍǇƢŵ

ܹࣖݣщƷΪܱࢍ҄
Ҙό
ෞ᧸ׇƷɲǍೞሁǛŴஊʙƷᨥஊјƴೞᏡƞ
ƤǔƨǊŴᚘဒႎƴૢͳǛᘍƍǇƢŵ
ෞ᧸ׇƷ
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ᙜึண⟬䛾䝫䜲䞁䝖䠄ᩍ⫱ጤဨົᒁ䠅
ʴೌݭƷྸࣞƷǋƱŴܖఄȷܼࡊȷ؏עᅈ˟ƴƓƚǔಮŷƳᏋѣǛ
ᡫƠƯŴᅈ˟μ˳ư܇ƲǋƨƪƷžᅈ˟ǛဃƖ৷ƘщſǛᏋƢǔƱƱǋƴŴ
ٶಮƳᏋೞᏡƷૢͳȷΪܱǛǓǇƢŵ
㇏䛛䛺ᚰ䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾᥎㐍
ᢊࣈᏋዮӳૅੲʙಅ

Ҙό

܇ƲǋƨƪƷᝅƔƳ࣎ǛᏋǉƨǊŴᢊࣈᏋƷΪܱǛǓǇƢ

൦̯ƴܖƿᏄࢸƬ܇ܴኺᝲ

Ҙό

ܖݱఄᲯ࠰ဃǛݣᝋƱƠƯŴ൦̯ࠊưܖؾ፼ǛܱƠǇƢ

☜䛛䛺Ꮫຊ䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾᥎㐍
ᏋƷऴ҄إਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

ǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰƷܱྵǍȗȭǰȩȟȳǰᏋƷݰλሁƴ
ӼƚŴݱɶܖఄƷ᳃ᲽؾǛૢͳƠǇƢ

ٳᛖᏋਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

ૼܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒμ᩿ܱƴӼƚŴٳᛖਦݰяᲢ᳆Უ
ƷᨽဇሁǛਘΪƢǔƱƱǋƴŴᒍ౨᳃ƷӖ౨ǛૅੲƠǇƢ

Ũ᭗ఄો᪃᧙ᡲኺᝲ

Ҙό

ࠊᇌ᭗ఄӏƼዮӳȓǸȍǹܖᧉݦఄƴƓƍƯŴᏋؾƷΪܱǛ
ǓǇƢ

䜔䛛䛺య䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾᥎㐍
ŨƍƷƪǛܣǔᏋਖ਼ᡶኺᝲ

Ҙό

ɶܖఄȷ᭗ఄưԡƷݭƞǛܖƿᏋǛᘍƍǇƢ

Ũዅܴሁ༏ɶၐݣሊኺᝲ

Ҙό

ዅܴǍσӷᛦྸئƴƓƚǔᛦྸՃƷ༏ɶၐݣሊǛਖ਼ᡶƠǇƢ

ŨᨥǹȝȸȄܖ˟ٻఄࣖੲሁኺᝲ

Ҙό

܇ڡȏȳȉȜȸȫɭမᢠೌ˟ٻƷჄϋ͵ƴˤƍŴܖఄ
ࣖੲǍӋьƴƭƍƯƷܖ፼ሁǛᘍƍǇƢ

ᩍဨ䛜Ꮚ䛹䜒䛸ྥ䛝ྜ䛖㛫䛾ᣑ
ŨᢿѣਦݰՃᣐፗኺᝲ

Ҙό

ᧉݦႎƳჷᜤȷ২ᏡǛஊƢǔ؏עʴǛŴᢿѣਦݰՃƱƠƯܖఄƴ
ᣐፗƠǇƢ

ዅᝲπ˟ᚘ҄ሁ᧙ᡲኺᝲ

Ҙό

ዅᝲƷπ˟ᚘ҄ӏƼܖఄࣉӓƴ̞ǔǷǹȆȠನሰሁኺᝲǛᚘɥƠŴ
̬ᜱᎍƷМࣱ̝ӼɥӏƼʙѦƷјྙ҄ȷᢘദ҄ǛǓǇƢ
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ᩍ⫱┦ㄯయไ䛾ᐇ
ƍơǊȷɧႇఄݣሊኺᝲ

Ҙό

ǛဇƠƨपǈႻᛩሁʙಅǛᘍƏƱƱǋƴŴ࣎ƷǵȝȸȈႻᛩ
ՃǛᣐፗƢǔƳƲŴƍơǊǍɧႇఄݣሊƴӕǓኵǈǇƢ

ǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸᣐፗʙಅ

Ҙό

ǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸǛᨽဇƠŴδᇜဃࢻƴ᧙ǘǔᛢ᫆Ǎܼࡊ
ؾሁƷોծǛǓǇƢ

ǹǯȸȫǫǦȳǻȩȸᣐፗʙಅ

Ҙό

ǹǯȸȫǫǦȳǻȩȸǛᨽဇƠŴᩗƴˤƏδᇜဃࢻƷ࣎ƷǱǢሁŴ
ᧉݦႎƳǫǦȳǻȪȳǰǛᘍƍǇƢ

≉ูᨭᩍ⫱䛾᥎㐍
ཎКૅੲܖఄᚨʙಅᲢݱȷɶܖᢿᲣ

Ҙό

ƋƓƹૅੲܖఄƷఄᑀᚨሁƴӕǓኵǈǇƢ

ૼᚨఄ᧙ᡲኺᝲᲢཎКૅੲܖఄЎᲣ

Ҙό

ƋƓƹૅੲܖఄƷఄƴӼƚŴƷૢͳሁǛᘍƍǇƢ

ཎКૅੲܖኢܴો̲ኺᝲ

Ҙό

ཎКૅੲܖኢƷᚨፗƴƋƨǓŴܴƷો̲ǛᘍƍǇƢ

᭱㐺䛺Ꮫ⩦⎔ቃ䛾ᩚഛ
ܖఄᚨሁܹࣄኺᝲ

Ҙό

ᘮƠƨܖݱఄŴɶܖఄӏƼ᭗ሁܖఄƷఄᑀŴ˳ᏋሁƷ
ࣄƴӕǓኵǈǇƢ

ŨүᨖஙݣሊኺᝲᲢఄͳૢעኺᝲᲣ

Ҙό

ܖఄעϋƴƓƚǔஙƷໜ౨ŴүᨖஙƷ˝ሁƴӕǓኵǈǇƢ

ᆰᛦᚨͳૢͳኺᝲ

Ҙό

ɶܖఄƷཎКܴሁƴƓƚǔᆰᛦᚨͳƷૢͳƴ̞ǔኺᝲ

ᅗ᭩㤋䞉༤≀㤋䛾ᶵ⬟ᐇ
ǵȸȓǹӼɥኺᝲ

Ҙό

ǵȸȓǹƷӼɥǛǓŴᛠƠǍƢƍؾƷૢͳǛᡶǊǇƢ

ཎКޒሁ͵ኺᝲ

Ҙό

ȪȋȥȸǢȫǪȸȗȳƠƨ༇ஜҦཋưŴཎКޒሁǛ͵ƠǇƢ

㟷ᑡᖺ䛾⫱ᡂ
δᇜᏋǯȩȖሥྸᢃփኺᝲ
δᇜᏋǯȩȖᚨૢͳኺᝲ

Ҙό
Ҙό

δᇜƕ્ᛢࢸሁǛܤμ࣎ܤƴᢅƝƤǔǑƏŴδᇜᏋǯȩȖƷᢃփǍЎᩉفᚨŴൟ᧓δᇜᏋ
ǯȩȖǁƷᙀяǛᘍƍǇƢ
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