学科直前ゼミ、設計製図本科

⇒ F A X ： 0 5 4 - 2 0 2 - 5 2 8 5 （企画部行き）

申込用

(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター

一級建築士講座申込書

窓口受付年月日

兼受書

１ 私は、私の受講する講座案内および当申込書に記載のある「申込規約」と「個人情報の
お取扱いについて」を承知の上、センターの講座を申込みます。
２ 下記の該当する項目にチェックの上、太枠内をご記入してください。

平成

年

年

月

月

日

日

署名

□今回のご受講が初めての方⇒TAC 会員番号以外全てにご記入ください。
□TAC をご受講されたことのある方⇒ご登録住所等に変更のない方は★欄のご記入は不要です。
□Ｗセミナー（司法試験/司法書士/公務員など）をご受講されたことのある方⇒TAC 会員番号以外全てにご記入ください。
ＴＡＣ会員番号

平成

↑ご署名がない場合はお申込みを受け付けること
ができません。必ずご記入ください。

受付記入欄

※ＴＡＣのご受講が初めての方はご記入不要

（新会員番号）

フリガナ
姓

名

1．男
2．女

氏 名

★
現住所又は
教材付先住所

〒□□□－□□□□

都 道
府 県

(

)

送信可能な FAX 番号

(

)

月

日

@

メールアドレス

通信講座をお申込みの方はご記入ください。※今回お申込み講座の受講期限までの送付先となります。

教材送付先

□上記現住所と同じ（送付先住所の記入は不要です） □別の住所へ希望（送付先住所を必ずご記入ください）

送付先住所

〒□□□－□□□□

※建物名・号棟・室番号
までご記入ください。

４

年

連絡可能な電話番号

※建物名・号棟・室番号
までご記入ください。

３

3．昭
4．平

生年月日

都 道
府 県

(

送付先電話番号

)

Web・音声 DL が含まれるコースをお申込みの方は、下記動作を確認の上、チェックしてください。
※チェックがない場合、動作環境が適合しない場合はサポート対象外となります。

□Web 通信・音声 DL 通信講座

動作環境確認

TAC WEB SCHOOL 無料体験にて、動作環境・視聴環境の確認、及び受講利用 PC での体験版講義の動作を確認しました。

５

パンフレット等をご覧の上ご希望のコースに○を付け、ご記入ください。
消費税込み(円)

コース No．
○

教室講座

○

161-001
161-040
162-101
162-122
162-100
162-121
161-073

６

コース名

WEB 通信講座

161-027
161-062
162-115
162-136
162-114
162-135
161-081

一級建築士
〃
〃
〃
〃
〃
〃

教室講座

総合学科本科生
学科本科生
設計製図本科生（学科本科生とのセット申込割引）
設計製図本科生 早期添削付（学科本科生とのセット申込割引）
設計製図本科生
設計製図本科生 早期添削付
学科直前ゼミ

WEB 通信講座

340,000
309,000
140,000
90,000
160,000
110,000
180,000
130,000
200,000
150,000
55,000

受講料①
割引額②

支払方法

銀行振込

受講料

（振込先）静岡銀行(0149) 県庁支店(128)
普通 0174240
（口座名）一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 理事長 青山 巖
(ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｼｽﾞｵｶｹﾝｹﾝﾁｸｼﾞｭｳﾀｸﾏﾁﾂﾞｸﾘｾﾝﾀｰ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｱｵﾔﾏｲﾜｵ)

入会金③

免除

合計金額（①+②+③）

※お申込み後、２週間以内にお振込を完了してください。それまでにお振込が確認できない場合はキャンセルとさせていただきます。
※振込手数料はお客様負担となります。
※お振込み名は、受講者名と同一としてください。（勤務先名等でのお振込みは不可）
※複数受講者分をまとめてのお振込みはお受けできません。
※領収証は、銀行の受領証をもって領収証に代えさせていただきます。
※お申込み後、他の割引制度の対象者である旨を申し出られましても差額の返金等に応じることはできません。

※お申込み後、上記「事務局受付記入欄」受付印等が押されたものをメ
ール又は FAX にて返送いたします。
申し込みの受書となりますので大事に保管してください。
（数日経過して
も送付されない場合は、上記企画管理部までお問い合わせください。
また、お申込み後入金が確認できるまでに定員に達した場合、お断り
する場合がございます。

TAC 講座事務局受付記入欄
下記受付日にて、講座申込を承りました。

受付日

※入金後教材の送付時期については、パンフレット等をご確認くだ
さい。

備考欄

(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター
〒422－8067 静岡市駿河区南町 14 番１号
TEL：054-202-5576
FAX：054-202-5285

TAC 事務局

入力事項
処理日

／

企画部

営業時間：平日 9：00～17：00（土日・祝日除く）

□12 ライン、
／

□DM ストップ
担当

□２０６４１
KJM20160411
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ࡀุ᩿ࡋࡓሙྜࠊࢭࣥࢱ࣮ࡣఱࡽ㏻▱ദ࿌
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 ㅮᗙ⏦㎸᭩ᡤᐃࡢ㡯ࢆグධࡢୖࠊ
⏦㎸᭩ᡤᐃࡢ㡯ࢆグධࡢୖࠊ
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ࢭࣥࢱ࣮ཷ❆ཱྀࡈᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠋཷ᭩ࡢ☜ㄆᚋࠊ
ࡢ☜ㄆᚋࠊ
ࡍࡿࡇ࡞ࡋ࠾ᐈᵝࡢཷㅮዎ⣙ࢆ༶ゎ⣙ࡋࠊᚋ࠾ᐈᵝࡢ࠾ྲྀᘬ୍ษࢆ࠾᩿ࡾࡋࠊ
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ࡢ
㐌㛫௨ෆᣦᐃࡢ㔠⼥ᶵ㛵ཷㅮᩱࢆ࠾㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢᚋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡽ
㐌㛫௨ෆᣦᐃࡢ㔠⼥ᶵ㛵ཷㅮᩱࢆ࠾㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢᚋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡽဨドࢆ㏦࠸ࡓࡋ
ဨドࢆ㏦࠸ࡓࡋ
❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊゎ⣙క࠺㏉㔠㢠ࡣࠊ㸱 ࢘ࡢ⟬ᘧࢆ‽⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡢ⟬ᘧࢆ‽⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡍࠋ
㸴 ࠙ㅮᗙ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࠚ
 ͤ㎸ᡭᩘᩱࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢࡈ㈇ᢸ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ᆅ㟈࣭ⅆ⅏࣭㟁➼ࡢ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ㏻ᶵ㛵ࡀ㐠ఇ࣭㐜ᘏࡋࡓሙྜࠊㅮᖌࡀᛴࡢሙྜࠊ
㸰 ࠙࠾⏦㎸ࡳࡢ⥾ษࡘ࠸࡚ࠚ
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㎸ᡭᩘᩱࡣ࠾ᐈᵝ㈇ᢸࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ᖍࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺཷㅮ࡞ࢭࣥࢱ࣮ࡀᣦᐃࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟไᗘࢆࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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㺑  ධ㔠ࡣึᮇⓏ㘓ᡭᩘᩱ㸦ὀ㸰㸧ࡢࡓࡵࠊ㏉㔠ࡢᑐ㇟ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࢭࣥࢱ࣮ࡣ࠾ᐈᵝ⏕ࡌࡓᦆᐖࡘ࠸࡚㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡣ࠾ᐈᵝ⏕ࡌࡓᦆᐖࡘ࠸࡚㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㺒  ࠾ཷྲྀ࡞ࡗࡓᩍᮦ㢮ࡣࠊ㏉㔠ࡲ࡛࡚ࡈ㏉༷࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡑࡢ㝿ࡢ㏦ᩱࡣࠊ࠾ᐈᵝ㈇
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ࡀᥦ౪ࡍࡿྛ✀ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺཷㅮࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝ࡣࠊࣟࢢࣥ ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻࡀᚲせ
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࣮࣡ࢻࢆ➨୕⪅㛤♧ࡍࡿࡇࡼࡾࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺཷㅮࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝㈨᱁ࢆ㈚➼ࡍࡿࡇࡣ
ㅮᗙ㛤ጞ᪥௨ᚋࠊᗣୖࡢ⌮⏤ࠊ⤒῭ୖࡢ⌮⏤ࠊࡑࡢಶேⓗ࡞⌮⏤ࡼࡾࠊ⏦㎸⪅ࡀࠊ⥅⥆
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓᫎീཪࡣ㡢ኌࢹ࣮ࢱࢆ➨୕⪅⏝ࡉࡏࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓᫎീཪࡣ㡢ኌࢹ࣮ࢱࢆ➨୕⪅⏝ࡉࡏࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ⓗ࡞ཷㅮࢆᅔ㞴ࡲࡓࡣྍ⬟ุ᩿ࡋࡓሙྜࡣࠊ࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋᡤᐃࡢ᭩㢮ࢆᥦฟ࠸ࡓࡔ
ṇ⏝➼ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊど⫈Ṇࢆྵࡴཝṇ࡞ᥐ⨨ࢆࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
࠸ࡓⅬࢆࡶࡗ࡚ࠊ࠾⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡋࠊཷㅮᩱࡢ㡸ࡾ㔠ฎ⌮ࠊཷㅮࢥ
࠸ࡓⅬࢆࡶࡗ࡚ࠊ࠾⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡋࠊཷㅮᩱࡢ㡸ࡾ㔠ฎ⌮ࠊཷㅮࢥ࣮ࢫ࣭ཷㅮ
࣮ࢫ࣭ཷㅮ
 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺཷㅮࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡉࢀࡿ㝿ࡣୗグࡢ࠸ࡎࢀࡢ⌮⏤ࡼࡾࢩࢫࢸ࣒Ṇࠊ୰᩿ࠊ
ᙧែ➼ࡢኚ᭦ࡲࡓࡣゎ⣙࣭㏉㔠ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㏉㔠ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㖟⾜㎸࡚
ไ㝈ࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࢭࣥࢱ࣮
ไ㝈ࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࢭࣥࢱ࣮ࡣ࠾ᐈᵝ⏕ࡌࡓᦆᐖࡘ࠸࡚㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࡢ
࠾ᐈᵝ⏕ࡌࡓᦆᐖࡘ࠸࡚㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࡢ
㏉㔠࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᙜヱ࠾⏦ࡋฟࡢᮇ㛫ࡣୗグ࢘ࡢཷㅮᮇ㛫ࡢ᭱⤊᪥ࡽ ᭶๓ࡲ࡛࠸ࡓ
࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡋࡲࡍࠋ
   タഛ➼ࡢಖᏲ
࢘  ୖグࡢ࠾⏦ࡋฟࡼࡾࠊゎ⣙࣭㏉㔠ࡍࡿሙྜࡢ㏉㔠㢠ࡣࠊཷ㡿῭ࡳཷㅮᩱཷㅮᮇ㛫㸦ὀ㸱㸧
   ᆅ㟈ࠊⅆ⅏ࠊ㟁ࠊᅇ⥺㞀ᐖ࣭᥋⥆㞀ᐖ➼
༨ࡵࡿᙜヱཷㅮᮇ㛫ࡽୗグᥖࡆࡿ⤒㐣᭶ᩘ㸦ὀ㸲㸧ࢆ᥍㝖ࡋࡓ᭶ᩘࡢྜࢆࡌ࡚ィ⟬ࡋ
 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺཷㅮࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡢ᥎ዡ⎔ቃࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡶࠊ࠾ᐈᵝಶࠎ
ࡓ㔠㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠㸦௨ୗࠊ
ࠕᮍཷㅮᩱ┦ᙜ㢠ࠖ࠸࠺㸧ࡽࠊゎ⣙ᡭᩘᩱࡋ࡚ࡢᮍཷㅮᩱ┦
ࡢືస⎔ቃࡼࡗ࡚ࡣࠊど⫈࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಶࠎࡢືస⎔ቃࡼࡿど⫈⬟
ᙜ㢠ࡢ
┦ᙜࡍࡿ㔠㢠㸦ୖ㝈㸳㸧ࢆ᥍㝖ࡋࡓṧ㢠
┦ᙜࡍࡿ㔠㢠㸦ୖ㝈㸳㸧ࢆ᥍㝖ࡋࡓṧ㢠㸦 ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡣษᤞ࡚㸧࠸ࡓࡋ
ࡘ࠸࡚ࢭࣥࢱ࣮
ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡇࢆ⌮⏤ࡍࡿ࠾⏦㎸ࡳࡢྲྀᾘࡣ࠾ཷࡅ࡛
ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡇࢆ⌮⏤ࡍࡿ࠾⏦㎸ࡳࡢྲྀᾘࡣ࠾ཷࡅ࡛
ࡲࡍࠋ
ࡁࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ๓ࡢど⫈☜ㄆࢆᚲࡎ⾜ࡗࡓୖ࡛࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
   ࠑ⟬ᘧࠒ
ࠑ⟬ᘧࠒ  ཷ㡿῭ࡳཷㅮᩱ㸦ཷㅮᮇ㛫㸫⤒㐣᭶ᩘ㸧㸭ཷㅮᮇ㛫㸻ᮍཷㅮᩱ┦ᙜ㢠
㸶 ࠙ᩍᮦⓎ㏦ࡘ࠸࡚ࠚ
ᮍཷㅮᩱ┦ᙜ㢠㸫ᮍཷㅮᩱ┦ᙜ㢠 㸣㸦ୖ㝈㸳㸧㸻㏉㔠㢠
㏻ಙㅮᗙ࠾ࡅࡿᩍᮦ➼ࡣࠊ
ಙㅮᗙ࠾ࡅࡿᩍᮦ➼ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀᐃࡵࡓⓎ㏦᪥⛬ᚑ࠸ࠊᣦᐃࡍࡿᏯ㓄ᴗ⪅ཪࡣ
ಙㅮᗙ࠾ࡅࡿᩍᮦ➼ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮
ࡀᐃࡵࡓⓎ㏦᪥⛬ᚑ࠸ࠊᣦᐃࡍࡿᏯ㓄ᴗ⪅ཪࡣ㒑౽ᴗ⪅
ࡀᐃࡵࡓⓎ㏦᪥⛬ᚑ࠸ࠊᣦᐃࡍࡿᏯ㓄ᴗ⪅ཪࡣ㒑౽ᴗ⪅
࢚  㺑 ᐃࡵࡿධ㔠ࡢ࠾ྲྀᢅ࠸ࡣࠊㅮᗙ㛤ጞ᪥௨ᚋࡢゎ⣙࣭㏉㔠ࡢሙྜࡘ࠸࡚ࡶ‽⏝࠸ࡓࡋࡲ
㸦௨ୗࠊࠕ㐠㏦ᴗ⪅➼ࠖ࠸࠺ࠋ
ࠕ㐠㏦ᴗ⪅➼ࠖ࠸࠺ 㸧ࡀ࠾ᐈᵝ࠾ᒆࡅ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᩍᮦ➼ࡣ࠾ᐈᵝࡈᣦᐃࡢⓎ㏦
ࡍࠋ
ඛࡈఫᡤ࠾ᐈᵝᮏேࡢ࠾ྡ๓ࢆ࠶࡚ඛࡋ࡚Ⓨ㏦࠸ࡓࡋࡲࡍࠋⓎ㏦➼ࡢ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣཷㅮᩱ௨እ
࢜  ୖグࡢ࠾⏦ࡋฟࡼࡾࠊ㡸ࡾ㔠ฎ⌮ࠊཷㅮࢥ࣮ࢫ࣭ཷㅮᙧែ➼ࡢኚ᭦ࢆࡍࡿሙྜࡢ࠾ྲྀᢅ
Ⓨ㏦ᩱࡸᡭᩘᩱࢆู㏵࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾⓎ㏦ࡉࢀࡓᩍᮦ➼
Ⓨ㏦ᩱࡸᡭᩘᩱࢆู㏵࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮
ࡼࡾⓎ㏦ࡉࢀࡓᩍᮦ➼
࠸ࡣࠊゎ⣙ᡭᩘᩱ㛵ࡍࡿ㒊ศࢆ㝖ࡁࠊୖグ࢘ࡢ⟬ᘧࢆ‽⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡼࡾཷㅮ
ࡣ㐠㏦ᴗ⪅➼ࡀᐃࡵࡓ㐠㏦⣙Ḱ➼ࡢつ⣙ᚑࡗ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡲࡍࠋ
ᩱ㊊㔠ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣᕪ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔ
ᩱ㊊㔠ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣᕪ㢠ࢆ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㡸ࡾ㔠ฎ⌮ࠊཷㅮࢥ࣮ࢫ࣭
ࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㡸ࡾ㔠ฎ⌮ࠊཷㅮࢥ࣮ࢫ࣭
㸷 ࠙
ဨドࡘ࠸࡚ࠚ
ཷㅮᙧែ➼ࡢኚ᭦ᚋࠊゎ⣙࣭㏉㔠ࡍࡿሙྜࡢ㏉㔠㢠ࡣࠊୖグ࢘ࡢ⟬ᘧᇶ࡙ࡁࠊゎ⣙ᡭᩘᩱࢆ
 
 ဨドࡣဨࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆ࠾ᐈᵝᮏேࡢࡳᖐᒓࡍࡿࡇࢆドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ဨドࡣဨࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆ࠾ᐈᵝᮏேࡢࡳᖐᒓࡍࡿࡇࢆドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊဨࡋ࡚ࡢ㈨
ဨࡋ࡚ࡢ
᥍㝖ࡋࡓṧ㢠㸦 ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡣษᤞ࡚㸧࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
᱁ࢆ➨୕⪅ㆡΏࠊ㈚ཪࡣᢸಖ౪ࡍࡿ➼ࡢ⾜Ⅽࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
᱁ࢆ➨୕⪅ㆡΏࠊ㈚ཪࡣᢸಖ౪ࡍࡿ➼ࡢ⾜Ⅽࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

 ㅮᗙ㝶ࡋࡓ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ
ㅮᗙ㝶ࡋࡓ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥཪࡣ≉➼ࡋ࡚↓ᩱ
≉➼ࡋ࡚↓ᩱ
≉➼ࡋ࡚↓ᩱⱝࡋࡃࡣ
ⱝࡋࡃࡣᘬ౯᱁࡚࠾⏦㎸ࡳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓㅮᗙ
ᘬ౯᱁࡚࠾⏦㎸ࡳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓㅮᗙ
 
 ဨドࢆ⣮ኻࡋࡓሙྜࡣࠊཷ❆ཱྀ࡚Ⓨ⾜࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊⓎ⾜ࡣࠊู㏵ᡭᩘᩱࡀ
㸦௨ୗࠊ
ࠕ↓ᩱ࣭ᘬㅮᗙࠖ࠸࠺
ࠕ↓ᩱ࣭ᘬㅮᗙࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡢ࠾ྲྀᢅ࠸
ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊⓎ⾜᪥௨๓ࡢㅮ⩏ࡣḞᖍศࢆྵࡵ࡚ࠊ᪥⛬⾲࠾ࡾฟᖍࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ᢅ
 ↓ᩱ࣭ᘬㅮᗙࢆࡈ⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊ ྠᵝ࠾ྲྀᢅ࠸ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢸ࢟ࢫࢺ➼ࡢᩍᮦࡶ࠾Ώࡋ῭ࡳࡋ࡚ฎ⌮࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ௨እࡢሙྜࡣࠊ↓ᩱ࣭ᘬㅮᗙศࡢཷㅮᩱࡘࡁࡲࡋ࡚ṇつཷㅮᩱ┦ᙜศࢆ⏦ࡋཷࡅࡲࡍࠋ
 
 ဨドࢆṇ⏝ࡉࡏ
ဨドࢆṇ⏝ࡉࡏࡓሙྜཪࡣ
ࡓሙྜཪࡣṇ⏝ࡋࡓሙྜࡣࠊ
ṇ⏝ࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱࢥ࣮ࢫṇつཷㅮᩱࡢ㸱ಸࡢᩱ㔠
࡞࠾ࠊ⟬ᐃ᪉ἲࡣ๓グ ࢘ࢆ‽⏝ࡋ࡚㏉㔠㢠ࡢィ⟬ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸦ࡓࡔࡋࠊゎ⣙ᡭᩘᩱ㛵ࡍࡿ
ࢆ⏦ࡋཷࡅࡲࡍࠋ
㒊ศࢆ㝖ࡁࡲࡍ㸧
ࠋ
 
 ဨド⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭷ຠᮇ㝈ࢆ㐣ࡂࡿㅮ⩏ࡢཷㅮࠊᩍᮦࡢཷྲྀࠊࣇ࢛࣮ࣟไᗘࡸ⮬⩦ᐊࡢ
  㸦ὀ㸯㸧ㅮᗙ㛤ጞ᪥
⏝ࡣ୍ษ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ࠕ㏻Ꮫ࣓ࢹࠖ
 ࠙ⴭసᶒࡘ࠸࡚ࠚ
      ᩍᐊㅮᗙࡢሙྜࡣⓏ㘓ࢡࣛࢫ㛤ㅮ᪥
 ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧ㹒㸿㹁ᰴᘧ♫ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓᩍᮦ㸦ࢸ࢟ࢫࢺࠊࣞࢪ࣓ࣗࠊ⟅⦎ࠊ
ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧ㹒㸿㹁ᰴᘧ♫ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓᩍᮦ㸦ࢸ࢟ࢫࢺࠊࣞࢪ࣓ࣗࠊ⟅⦎ࠊ
ࠊ࢝ࢭࢵ
ࠕ㏻ಙ࣓ࢹࠖ
ࢺࢸ࣮ࣉࠊㅮ⩏ࢆ㘓ࡋࡓᫎീࡲࡓࡣ㡢ኌࢹ࣮ࢱࠊࡑࡢ」〇≀ཬࡧࡑࡢ୍ษࡢⴭస≀ ௨ୗࠊࠕࢭ
ࢺࢸ࣮ࣉࠊㅮ⩏ࢆ㘓ࡋࡓᫎീࡲࡓࡣ㡢ኌࢹ࣮ࢱࠊࡑࡢ」〇≀ཬࡧࡑࡢ୍ษࡢⴭస≀
ࠕ
      ㏻ಙㅮᗙࡢሙྜࡣ
㏻ಙㅮᗙࡢሙྜࡣࢭࣥࢱ࣮
ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢึᅇⓎ㏦᪥
ࡽࡢึᅇⓎ㏦᪥
ࣥࢱ࣮ᩍᮦࠖ࠸࠺ࠋ
ࣥࢱ࣮ᩍᮦࠖ࠸࠺
㸧㛵ࡍࡿⴭసᶒࠊࡑࡢ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡣࢭࣥࢱ࣮ࠊ
㸧㛵ࡍࡿⴭసᶒࠊࡑࡢ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡣࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ཪࡣᶒ⪅ᖐᒓࡋ࡚
ᶒ⪅ᖐᒓࡋ࡚
  㸦ὀ㸰㸧ึᮇⓏ㘓ᡭᩘᩱ
࠾ࡾࡲࡍࠋ
    ဨドⓎ⾜ᩱ
ࠊဨⓏ㘓ᩱ
ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⥔ᣢᩱ

 ᩍᮦࡣࠊ࠾ᐈᵝࡈ⮬㌟ࡀᏛ⩦ࡍࡿ┠ⓗ௨እ⏝࠾ࡼࡧ」〇ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
  㸦ὀ㸱㸧ཷㅮᮇ㛫
 ࢭࣥࢱ࣮ᩍᮦࡢ」〇≀ࢆ➨୕⪅㈍㸦࣮࢜ࢡࢩࣙࣥࡢฟရࢆྵࡴ㸧
ࢭࣥࢱ࣮ᩍᮦࡢ」〇≀ࢆ➨୕⪅㈍㸦࣮࢜ࢡࢩࣙࣥࡢฟရࢆྵࡴ㸧ࠊ㉗࠾ࡼࡧ㈚㸦᭷ൾ࣭
ࠕ㏻Ꮫ࣓ࢹ
ࠕ㏻Ꮫ࣓ࢹࠖ
↓ൾࢆၥࢃ࡞࠸㸧ࡍࡿࡇࡣࠊ᪉ἲ࣭⌮⏤ࡢዴఱࢆၥࢃࡎ୍ษ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ձ ᩍᐊㅮᗙࡣࠊⓏ㘓ࢡࣛࢫࡢ➨㸯ᅇㅮ⩏᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡽࠊ᭱⤊ㅮ⩏᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡲ࡛ࡢ
 ᩍᐊෆ࠾࠸࡚ㅮ⩏ෆᐜ➼ࢆ㘓㸦㘓⏬࣭㘓㡢➼㸧ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᮇ㛫㸦᭶ᩘ㸧࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ୖグ㐪ࡋࡓሙྜࡣࠊ┤ࡕᕪࡋṆࡵࢆồࡵࠊฮ࿌ッ➼ࡢἲⓗᥐ⨨ࢆࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ࠕ㏻ಙ࣓ࢹࠖ
ࡲࡓࠊ」〇ࡋࡓࢭࣥࢱ࣮ᩍᮦࢆ⏝ࡍࡿㅮᗙ㸦ࢥ࣮ࢫ㸧ṇつཷㅮᩱࡢ㸱ಸࡢᩱ㔠ࠊ⏝⪅ᩘ㸦
ࡲࡓࠊ」〇ࡋࡓࢭࣥࢱ࣮
ᩍᮦࢆ⏝ࡍࡿㅮᗙ㸦ࢥ࣮ࢫ㸧ṇつཷㅮᩱࡢ㸱ಸࡢᩱ㔠ࠊ⏝⪅ᩘ㸦ཪࡣ
ᩍᮦࢆ⏝ࡍࡿㅮᗙ㸦ࢥ࣮ࢫ㸧ṇつཷㅮᩱࡢ㸱ಸࡢᩱ㔠ࠊ⏝⪅ᩘ㸦ཪࡣ
ղ ㏻ಙㅮᗙࡣࠊⓎ㏦ணᐃ⾲➨㸯ᅇⓎ㏦᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡽࠊ᭱⤊Ⓨ㏦᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡲ࡛ࡢᮇ
」〇ࡋࡓᩘ㔞㸧ࢆࡌࡓ㔠㢠ࢆᦆᐖ㈺ൾ㔠ࡋ࡚⏦ࡋཷࡅࡲࡍࠋ
㛫㸦᭶ᩘ㸧࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࠙ᮏヨ㦂⏦㎸ࡳࡘ࠸࡚ࠚ
࠙ᮏヨ㦂⏦㎸ࡳࡘ࠸࡚ࠚ
ࠕ㏻Ꮫ࣭㏻ಙ࣓ࢹඹ㏻ࠖ
 
 ㅮᗙࡢ࠾⏦㎸ࡳࡣูᮏヨ㦂⏦㎸ࡳࡀᚲせ࡛ࡍࠋヨ㦂⏦㎸ࡳᮇ㛫➼ࡣᖺᗘࡼࡗ࡚␗࡞ࡿሙྜࡀ
ճ ࡓࡔࡋࠊ≉ㅮᗙ࡛ᮇ㛫ࢆᐃࡵࡿ㸦ྛ✀ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ู࡛ᮇ㛫ࢆᐃࡵࡿ㸧ሙྜࡣࠊ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
࠶ࡾࡲࡍࠋࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࡢ࡛ࠊᚲࡎࡈ⮬㌟࡛ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡛ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࡢ࡛ࠊᚲࡎࡈ⮬㌟࡛ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࢀ‽ࡌࡲࡍࠋ
 
 ᮏヨ㦂➼ࡢ㢪᭩⏦㎸ẁ㝵࠾ࡅࡿཷ㦂㈨᱁ࡢ᭷↓ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࢭࣥࢱ࣮
ᮏヨ㦂➼ࡢ㢪᭩⏦㎸ẁ㝵࠾ࡅࡿཷ㦂㈨᱁ࡢ᭷↓ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲ
࡛ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲ
մ ୖグձࠊղ
ୖグձࠊղཪࡣ
ཪࡣճᐃࡵࡿᮇ㛫ࡣࠊ㏵୰ධᏛࡢሙྜࡶྠᵝ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᐃࡵࡿᮇ㛫ࡣࠊ㏵୰ධᏛࡢሙྜࡶྠᵝ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡍࡢ࡛ࠊᚲࡎࡈ⮬㌟࡛ࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  㸦ὀ㸲㸧⤒㐣᭶ᩘ
 ࠙ච㈐ࠚ
ࠕ㏻Ꮫ࣓ࢹࠖ
 
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢㅮᗙ➼ࢆࡈ⏝࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚࠾ᐈᵝࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࡢྥୖࠊᑵ⫋࣭㌿⫋➼ࡢ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢㅮᗙ➼ࢆࡈ⏝࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚࠾ᐈᵝࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࡢྥୖࠊᑵ⫋࣭㌿⫋➼ࡢ
ձ ᩍᐊㅮᗙࡣࠊⓏ㘓ࢡࣛࢫࡢ➨㸯ᅇㅮ⩏᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡽゎ⣙ࡢ⏦❧᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡲ࡛ࡢ
┠ⓗࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࢭࣥࢱ࣮
┠ⓗࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࢭࣥࢱ࣮ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࠋ
ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࠋ
᭶ᩘ
 
 ࠾ᐈᵝࡼࡿㅮᗙ⏦㎸᭩ࡢグ㍕ෆᐜࡢഛ࣭ㄗグࠊഇࠊグ㍕㡯ኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᮍᒆࠊㅮ
ࠕ㏻ಙ࣓ࢹࠖ
ᗙ⏦㎸᭩ࡲࡓࡣᙜつ⣙ࡘ࠸࡚ࡢ▱࣭ㄗゎ㔘ࡼࡿ┈ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡ
ᗙ⏦㎸᭩ࡲࡓࡣᙜつ⣙ࡘ࠸࡚ࡢ▱࣭ㄗゎ㔘ࡼࡿ┈ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮
ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡡ
ղ ㏻ಙㅮᗙࡣࠊⓎ㏦ணᐃ⾲➨㸯ᅇⓎ㏦᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡽゎ⣙ࡢ⏦❧᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡲ࡛ࡢ᭶
ࡲࡍࠋ
ᩘ
 ࠙‽ᣐἲ࠾ࡼࡧྜព⟶㎄ࠚ
ࠕ㏻Ꮫ࣭㏻ಙ࣓ࢹඹ㏻ࠖ
 ᙜつ⣙㛵ࡍࡿ‽ᣐἲࡣࠊࡍ࡚᪥ᮏᅜࡢἲ௧ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
ճ ୖグձࡲࡓࡣղ
ୖグձࡲࡓࡣղᐃࡵࡿ᭶ᩘࡣࠊ㏵୰ධᏛࡢሙྜࡶྠᵝ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᐃࡵࡿ᭶ᩘࡣࠊ㏵୰ධᏛࡢሙྜࡶྠᵝ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࠾ᐈᵝࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛫࠾ࡅࡿ୍ษࡢッゴࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛫࠾ࡅࡿ୍ษࡢッゴࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸᆅ᪉ุᡤࢆࡶࡗ࡚➨୍ᑂࡢᑓᒓⓗ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛫࠾ࡅࡿ୍ษࡢッゴࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸᆅ᪉ุᡤࢆࡶࡗ࡚➨୍ᑂࡢᑓᒓⓗ
  㸦ὀ㸳㸧㔠㢠ࡣ࡚ᾘ㈝⛯㎸ࡳࡢ㔠㢠࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ྜព⟶㎄ุᡤࡋࡲࡍࠋ
㸲 ࠙㛢ㅮ࣭ࢡࣛࢫ㛢㙐ࡘ࠸࡚ࠚ
 ࠙つ⣙ࡢኚ᭦ࠚ
࠾⏦㎸ࡳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓㅮᗙࠊࢥ࣮ࢫࠊࢡࣛࢫࡀ㛤ㅮ᪥ࡲ࡛㛤ㅮᚲせ࡞ᐃဨ㐩ࡋ࡞ࡗࡓሙྜࠊ
 ᙜつ⣙ࡣண࿌࡞ࡃኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡸࡴࢆᚓࡎ㛢ㅮࡲࡓࡣࢡࣛࢫࡢ㛢㙐ࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊཷㅮ᪉ἲࡸࠊࢡࣛࢫࡢኚ᭦ࡢ
 ᙉ⾜ἲつࡢᨵṇ➼ࡼࡾࠊᙜつ⣙ࡢ୍㒊ࡀྠἲつゐࡍࡿሙྜࡣࠊᙜヱ㒊ศࢆྠἲつࡢᐃࡵ
┦ㄯࢆ࠾ཷࡅ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋኚ᭦ࡼࡾཷㅮࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔ࠸ࡓධ㔠ࠊཷㅮᩱࡢ
ᚑ࠸ኚ᭦ࡋࡓࡶࡢ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㢠ࢆ࠾㏉ࡋ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ๓ࢡࣛࢫࡢྜὶ➼ࢆ࿌▱ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠶ࡾࡲ
 ࠙⾜᪥ࠚ
ࡏࢇࠋࡲࡓࠊཷㅮᩱࡢ࠾ᨭᡶ࠸ᚲせ࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡀࡈ㈇ᢸ࡞ࡗࡓᡭᩘᩱ➼㸦㎸ᡭᩘᩱ㸧ࡣ㏉㔠ࡢ
  ᖹᡂ
ᖺ
᭶㸯᪥⾜
ᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊ㛢ㅮࡲࡓࡣࢡࣛࢫࡢ㛢㙐ࡼࡾ⏕ࡌࡓ┈ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊ㛢ㅮࡲࡓࡣࢡࣛࢫࡢ㛢㙐ࡼࡾ⏕ࡌࡓ┈ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮
ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㈐௵
୍⯡㈈ᅋἲே㟼ᒸ┴ᘓ⠏ఫᏯࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
ࢆ㈇࠸ࡡࡲࡍࠋ

࠙ಶேሗಖㆤ⟶⌮㈐௵⪅ࠚ୍⯡㈈ᅋἲே㟼ᒸ┴ᘓ⠏ఫᏯࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
࠙ಶேሗಖㆤ⟶⌮㈐௵⪅ࠚ୍⯡㈈ᅋἲே㟼ᒸ┴ᘓ⠏ఫᏯࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮  ୰㒊ົᡤ
୰㒊ົᡤ ᡤ㛗
㸯 ࠾㡸ࡾࡋࡓಶேሗࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ ࡀᥦ౪ࡍࡿཷㅮࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᡂ⦼⟶⌮ࠊᡂ⦼Ⓨ⾲ࠊဨ⟶⌮➼㸧
  㛵ࡋ࡚⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸰 ྲྀᚓࡋࡓಶேሗࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡓࡔࡋࠊ௨ୗࡢሙྜࡣ㝖ࡁࡲࡍࠋ
 ࣭ἲ௧ࡢつᐃࡼࡿሙྜ
 ࣭ᮏேࡲࡓࡣ➨୕⪅ࡢ⏕ࠊ㌟యࠊ㈈⏘ࡑࡢࡢᶒ┈ࢆᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿሙྜ
 ࣭≉ᐃࡋࡓ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊಶேሗࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆጤクࡍࡿሙྜ
㸱 ྲྀᚓࡋࡓಶேሗࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆጤクࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢሙྜࡣࠊಶேሗࡢ⟶⌮Ỉ‽ࡀࠊ
  ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡀタᐃࡍࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᴗ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡀタᐃࡍࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᴗࢆ㑅ᐃࡋࠊ㐺ษ࡞⟶⌮ࠊ┘╩ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࢆ㑅ᐃࡋࠊ㐺ษ࡞⟶⌮ࠊ┘╩ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
㸲 ᮏேࡽࡢồࡵࡼࡾࠊ࠾㡸ࡾࡋ࡚࠸ࡿಶேሗ㛵ࡋ࡚ࠊ㛤♧࣭ゞṇ࣭㏣ຍ࣭๐㝖࣭⏝Ṇ࣭ᾘ
  ཤ࣭➨୕⪅ᥦ౪Ṇ࣭ⱞ࣭┦ㄯ㸦௨ୗࠊ
ࠕ㛤♧➼ࠖゝ࠸ࡲࡍࠋ
㸧ྜ⌮ⓗ࡞ᮇ㛫ෆ࡛ᛂࡌࡲࡍࠋ㛤♧
  ➼ࡢ❆ཱྀࡣಶேሗ㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃࡏ❆ཱྀࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓࡑ
ࡢ㝿ࠊࡈᮏே࡛࠶ࡿࡢ☜ㄆࡶ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈᢎ▱࠾ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠙ၥ࠸ྜࢃࡏඛࠚ
 ୍⯡㈈ᅋἲே 㟼ᒸ┴ᘓ⠏ఫᏯࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮
㟼ᒸ┴ᘓ⠏ఫᏯࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ ⥲ົㄢ
  ࠛ
 㟼ᒸᕷ㥴Ἑ༊༡⏫
␒ ྕ Ỉࡢ᳃ࣅࣝ
 
㸸
㸦 㸸 ࠥ 㸸 㸭 㸸 ࠥ 㸸 㸸ᖹ᪥㸧
 
㸸
㸦 㛫ཷ㸧
㸳 ࡈᮏேࡀಶேሗࢆ࠼ࡿࡇࡢ௵ពᛶ࠾ࡼࡧᙜヱሗࢆ࠼࡞ࡗࡓሙྜᮏே⏕ࡌࡿ⤖ᯝࡘ
  ࡁࡲࡋ࡚ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢಶேሗࡢᥦ౪ࡣ௵ព࡛ࡍࡀࠊᥦ౪ࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ࠾⏦㎸ࡳࡀ࡛ࡁࡲ
  ࡏࢇࡢ࡛ࡈᢎୗࡉ࠸ࠋ
㸴
ᰴᘧ♫ࡢᴗົᥦᦠ㸦ဨドⓎ⾜ࠊᩍᮦྲྀᚓ㸧ࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢಶேሗࢆ
ཬࡧ
㛵㐃
Ꮚ♫ᥦ౪࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
♫ᥦ౪࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࣭Ặྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤཪࡣᩍᮦ㏦ඛఫᡤࠊ
ࠊ⏦㎸ㅮᗙྡࠊ
ဨ␒ྕࠊཷ᪥

