➨㒊 ಶู࣐ࢽࣗࣝ

㸯 ಶู࣐ࢽࣗࣝࡘ࠸࡚࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱
㸰 Ꮫࡢ࡞⤌⧊ಶู࣐ࢽࣗࣝࡢ㛵ಀᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲
㸱 ಶู࣐ࢽࣗࣝ⟇ᐃࡢᑐ㇟࡞ࡿ㇟࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳
㸲 ㇟ูಶู࣐ࢽ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࣗࣝ㸯㸵
㸳 ㇟ูಶู࣐ࢽࣗࣝࡢᇶᮏసᡂせ㡿࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸱

㸺㛵㐃㈨ᩱ㸼
➨୍㒊
㸯㸬㇟ูึᮇᑐᛂ㒊⨫
㸰㸬༴ᶵ⟶⌮ᑐᛂᇶ‽
㸱㸬⥭ᛴࡢ㐃⤡⥙
㸲㸬⮬⾨ᾘ㜵㝲⤌⧊ᅗ
㸳㸬༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ᢸᙜᴗົ⾲
㸴㸬⥭ᛴࡢึᮇᑐᛂࡢᇶᮏࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ
㸵㸬እ㒊㛵ಀᶵ㛵㐃⤡ඛ୍ぴ
㸶㸬⅏ᐖ࣭ᨾ➼Ⓨ⏕≧ἣሗ࿌᭩
➨㒊
㸯㸬Ꮫ⏕ࡢᨾⓎ⏕ࡢᑐᛂࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ




















㻞

➨㒊 ಶู࣐ࢽࣗࣝ

㸯㸬ಶู࣐ࢽࣗࣝࡘ࠸࡚
Ꮫࡣᵝࠎ࡞ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡾࠊࣜࢫࢡูᑐᛂ᪉ἲࡶ␗࡞ࡿࠋࣜࢫࢡせᅉࡈᑐᛂ᪉ἲ
ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᇶᮏ࣐ࢽࣗࣝ➨୕❶ࠕࣜࢫࢡཬࡧ༴ᶵࡢ⠊ᅖࠖᐃࡵࡿ
༴ᶵ㇟ࡘ࠸࡚࣐ࢽࣗࣝࢆᅗࡿࠋ
㸦㸯㸧⟇ᐃ
ྛᢸᙜ㒊⨫ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ಶู࣐ࢽࣗࣝࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ
㸯㸧⟇ᐃᐇែࡢᢕᥱ
ಶู࣐ࢽࣗࣝࢆຠ⋡ࡼࡃᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊࡢ㒊⨫ཪࡣ㒊ᒁ➼࡛ࢇ࡞ಶู࣐ࢽࣗࣝ
ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆᢕᥱࡍࡿࠋ≉ࠊෆᐜࡢࡤࡽࡘࡁࡸ㔜」సᡂࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ
Ꮫࡢ⟇ᐃࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝἢࡗࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧⟇ᐃ᪉㔪ࡢỴᐃ
ಶู࣐ࢽࣗࣝࡢ⟇ᐃࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࠊ
ࠕࢇ࡞✀㢮ࡢ࣐ࢽࣗࣝࡀᚲせࡉࢀࡿ
ࠖࢆ᳨ウࡋࠊ⟇ᐃ᪉㔪ࢆỴᐃࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ၥ㢟Ⅼࡢᢕᥱㄢ㢟ࡢタᐃ
⌧≧ࣞ࣋ࣝࢆᢕᥱࡋ࡚༴ᶵᑐ⟇ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊၥ㢟ⅬࡢᢕᥱゎỴ⟇ࢆᚓࡿࡓࡵ
ࡢㄢ㢟ࡢタᐃࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᑐ⟇ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧࣐ࢽࣗࣝ⟇ᐃ
㸯㸧㛵ಀࡍࡿ㒊⨫༠㆟ࡍࡿࠋ
㸰㸧ࠕࣜࢫࢡ࣭༴ᶵ⟶⌮࣐ࢽࣗࣝࠖཬࡧࠕ㇟ูಶู࣐ࢽࣗࣝࠖࢆཧ⪃యᵓᡂࢆస
ࡿࠋ
㸦㸳㸧ぢ┤ࡋ
ྛᢸᙜ㒊⨫ࡣࠊᖖᏛࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ಶู࣐ࢽࣗࣝࡢぢ┤ࡋ
ࢆ⾜࠺ࠋಶูࡢ༴ᶵ㛵㐃ࡍࡿἲ௧➼ࡢᨵゞࠊ༴ᶵ᮰ࡢศᯒ࣭ホ౯࡛㊊࣭ഛࡀุ᫂
ࡋࡓሙྜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸴㸧᭷ᶵⓗ㐃ᦠ
ྛᢸᙜ㒊⨫ࡣࠊ᪂つ⟇ᐃཪࡣᨵゞࡋࡓಶู࣐ࢽࣗࣝࢆࢥࣥࣉࣛࣥࢫጤဨᥦฟࡍ
ࡿࠋ㸦ົᢸᙜ ⥲ົ⏬ㄢ㸧
ྛᢸᙜ㒊⨫ࡣࠊಶู࣐ࢽࣗࣝࢆᇶ⥭ᐦ㐃⤡ࢆྲྀࡾ༴ᶵᑐᛂࡍࡿࠋ






㻝㻟

㸰㸬Ꮫࡢ࡞⤌⧊ಶู࣐ࢽࣗࣝࡢ㛵ಀᅗ

㻌
Ꮫᰯἲேᮾ᪥ᮏᏛᅬ

㻌

ࢫࣥࣛࣉࣥࢥۑጤဨ

㻌

༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊

ۑಶேሗಖㆤጤဨ

㸦ࣜࢫࢡ࣭༴ᶵ⟶⌮࣐ࢽࣗࣝ㸧

ۑಖᏳ⟶⌮ጤဨ
ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ࣭ࢫࣃࣥࣕ࢟ۑ㜵Ṇᑐ
⟇ጤဨ
㸦ಶู࣐ࢽࣗࣝ㸧

ᾏ㐨་⒪Ꮫ
ۑ㜵⅏⟶⌮ጤဨ
ۑሗࢭ࢟ࣗࣜࢸጤဨ
ۑಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ
ۑᏛධᏛヨ㦂ጤဨ
㸦ಶู࣐ࢽࣗࣝ㸧㻌

㻌
㻌
ྛ㒊ᒁ㸦Ꮫ㒊࣭◊✲ᡤ࣭་⒪ᶵ㛵࣭◊✲タ࣭ᅗ᭩㤋࣭ᑓ㛛Ꮫᰯ࣭ົᒁ➼㸧
ۑᏛ㒊➼㸦ᩍົጤဨ࣭Ꮫ⏕ጤဨ➼ࠊᏛ⏕㒊㐃⤡㸧
࣭⛉✲◊ۑᏛ㒊࣭◊✲ᡤ㸦◊✲ಀࡿ⌮ጤဨ㸧
ۑ་⒪ᶵ㛵㸦་⒪ᨾ㜵Ṇ࣭ឤᰁᑐ⟇࣭㝔㜵⅏⟶⌮ጤဨ➼㸧
✲◊ۑタ㸦ࢯࢺ࣮ࣉ࣭⤌࠼㹂㹌㸿ᐇ㦂࣭ࣄࢺࢤࣀ࣒࣭ື≀ᐇ㦂➼ጤဨ㸧
ۑタ㸦ᅗ᭩㤋࣭ㅮ⩏Ჷ࣭タ⟶⌮㒊㛛㸧
ۑົᒁ
㸦ಶู࣐ࢽࣗࣝ㸧㻌














㻝㻠

㸱㸬ಶู࣐ࢽࣗࣝ⟇ᐃࡢᑐ㇟࡞ࡿ㇟
ࣜࢫࢡ⟶⌮ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ➼ࢆࡶࠊ௨ୗࡢ㡯ࢆඃඛࡋ࡚㡰ḟಶู࣐ࢽࣗࣝࢆసᡂ
ࡍࡿࡇࡍࡿࠋᮏಶู࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡣࠊୗグ㇟ࡢ࠺ࡕ㸴ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧㜵⅏➼
ᢸᙜ㒊⨫㸸⤒Ⴀ⏬㒊⟶㈈ㄢ㸦ಖᏳጤဨ࣭㜵⅏⟶⌮ጤဨ㸧
㸯 ⅆ⅏➼㸦ࢣ࣮ࢫ㸸Ꮫ㝔⏕ࡀᐇ㦂ࡋ࡚࠸ࡓ᭱୰⇿Ⓨᨾࡀ࠶ࡾࠊⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
㸧
㸰 ᑂ⪅ࡢධ㸦ࢣ࣮ࢫ㸸ᑂ⪅ࡀࢫࣉ࣮ࣞࢆᣢࡗ࡚ᤵᴗ୰ࡢᩍᐊධࡋࠊᄇᑕࡋࡓࠋ
㸧
㸦㸰㸧࢟ࣕࣥࣃࢫ࣭ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ᢸᙜ㒊⨫㸸⤒Ⴀ⏬㒊ேㄢࠊᏛົ㒊㸦࢟ࣕࣥࣃࢫ࣭ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇᑐ⟇ጤဨ㸧
㸯 ࢣ࣮ࢫ㸸ࢮ࣑ࡢᩍဨࡀᏛ㒊Ꮫ⏕ࢭࢡࣁࣛ⾜Ⅽ࡛ッ࠼ࡽࢀࡓࠋ
㸰 ࢣ࣮ࢫ㸸Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡀᏛእ࡛ࡢᐇ⩦୰ࢭࢡࣁࣛ⾜Ⅽࢆཷࡅࠊᐇ⩦ᢸᙜᩍဨ┦ㄯࡋࡓࠋ
㸦㸱㸧ឤᰁࡢⓎ⏕
ᢸᙜ㒊⨫㸸Ꮫົ㒊Ꮫ⏕ᨭㄢ㸦ಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㸧
ࢣ࣮ࢫ㸸᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ➼ࡀⓎ⏕ࡋࠊከᩘࡢᏛ⏕ࡀឤᰁࡋࡓࠋ
㸦㸲㸧㞟ᅋ㣗୰ẘࡢⓎ⏕
ᢸᙜ㒊⨫㸸⤒Ⴀ⏬㒊⥲ົ⏬ㄢࠊᏛົ㒊
ࢣ࣮ࢫ㸸2ࠊࣀࣟ࢘ࣝࢫࠊᏛ⚍㣗୰ẘࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
㸦㸳㸧ಶேሗࡢ₃ὤ
ᢸᙜ㒊⨫㸸⤒Ⴀ⏬㒊ࠊᏛົ㒊ࠊ་⒪⟶⌮㒊
ࢣ࣮ࢫ㸸Ꮫ⏕࣭⫋ဨ࣭ᝈ⪅➼ࡢሗࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘ࣝࢫࡸࣃࢯࢥࣥࡢ┐㞴ࠊṇࢡ
ࢭࢫ➼ࡼࡾ₃ὤࡋࡓࠋ
㸦㸴㸧Ꮫ⏕ࡢ௳࣭ᨾ
ᢸᙜ㒊⨫㸸Ꮫົ㒊Ꮫ⏕ᨭㄢ
ࢣ࣮ࢫ㸸௳㸦≢⨥㸧
࣭ᨾ
㸯㸧⸆≀⏝㸦㯞࣭༴㝤ࢻࣛࢵࢢ➼㸧
㸰㸧≢⨥⾜Ⅽ㸦ࢫࢺ࣮࣮࣭࢝┐➼㸧
㸱㸧㔜࡞㏻ᨾ㸦Ṛஸᨾ࣭㣧㓇㐠㌿➼㸧
㸲㸧⮬ẅ
㸳㸧ㄢእάືࡢᨾ㸦య⨩ᭀຊ⾜Ⅽ࣭Ṛஸᨾ➼㸧
㸴㸧ࣝࢥ࣮ࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸦Ṛஸ࣭㔜యᨾ㸧
㸵㸧ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᥖ♧ᯈࡢ୰യ
㸶㸧ᐇ㦂࣭ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࣭ᐇ⩦୰ࡢᨾ
㸷㸧⮫ᗋᐇ⩦ඛ࡛ࡢឤᰁࡢⓎ⏕
㸧┐㞴㸦ᩍ⫱ᶵჾ࣭ഛရࡢ⣮ኻྵࡴ㸧
㸦㸵㸧タ➼࠾ࡅࡿᏛෆ⪅࣭እ᮶⪅ࡢᨾ
ᢸᙜ㒊⨫㸸Ꮫົ㒊Ꮫ⾡ሗㄢࠊᗈሗ࣭ᩍ⫱ᴗ㒊ᩍ⫱◊✲᥎㐍ㄢࠊᏛົ㒊◊✲タᢸᙜ
ࢣ࣮ࢫ㸸
㸦ᅗ᭩㤋㸧⏝⪅ࡢᨾࠊ㸦⏕ᾭᏛ⩦㸧ཷㅮ⪅ࡢᨾࠊ
㸦⸆ⲡᅬ㸧᮶ᅬ⪅ࡢᨾ

㻝㻡

㸦㸶㸧◊✲タࡢᨾ
ᢸᙜ㒊⨫㸸Ꮫົ㒊◊✲タᢸᙜ
ࢣ࣮ࢫ㸸
㸦ື≀ᐇ㦂ࢭࣥࢱ࣮㸧ឤᰁࠊ㸦ࢯࢺ࣮ࣉ㸧ᨺᑕᛶྠඖ⣲➼ࡢ┐㞴࣭⣮ኻ
㸦㸷㸧㹇㹁㹒㛵㐃ࡢ௳࣭ᨾ
ᢸᙜ㒊⨫㸸Ꮫົ㒊ሗ᥎㐍ㄢ
ࢣ࣮ࢫ㸸㟁➼ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ࢲ࢘ࣥࠊ࢘ࣝࢫឤᰁ
㸦10㸧◊✲㈝➼ࡢṇ⏝
ᢸᙜ㒊⨫㸸⤒Ⴀ⏬㒊㈈ົㄢࠊᗈሗ࣭ᩍ⫱ᴗ㒊ᩍ⫱◊✲᥎㐍ㄢ
ࢣ࣮ࢫ㸸➇தⓗ㈨㔠ࡸᏛෆ◊✲㈝ࡢṇ⏝ࠊ◊✲ࢹ࣮ࢱࡢᤐ㐀➼
㸦11㸧ධヨᴗົࡢ࣑ࢫ
ᢸᙜ㒊⨫㸸ᗈሗ࣭ᩍ⫱ᴗ㒊ධヨᗈሗㄢ
ࢣ࣮ࢫ㸸ධヨฟ㢟࣑ࢫࠊྜྰุᐃ࣑ࢫ➼
㸦12㸧ᾏእ◊ಟ➼࠾ࡅࡿ௳࣭ᨾ
ᢸᙜ㒊⨫㸸⤒Ⴀ⏬㒊ேㄢࠊᏛົ㒊ࠊᗈሗ࣭ᩍ⫱ᴗ㒊ᩍ⫱◊✲᥎㐍ㄢ
ࢣ࣮ࢫ㸸ᾏእฟᙇ࣭ㄒᏛ◊ಟ୰ࡢᨾࡢⓎ⏕
㸦13㸧་⒪ᨾ
ᢸᙜ㒊⨫㸸་⒪⟶⌮㒊
ࢣ࣮ࢫ㸸་⒪ᨾࡢⓎ⏕ッゴ௳
㸦14㸧Ꮫࡢㄦㅫ୰യ
ᢸᙜ㒊⨫㸸⤒Ⴀ⏬㒊⥲ົ⏬ㄢ
ࢣ࣮ࢫ㸸ᑂ࡞㒑౽≀ࠊ⬣㏕㟁ヰࡢᑐᛂ



















㻝㻢

㸲㸬㇟ูಶู࣐ࢽࣗࣝ

㸦㸯㸧ᐇ⩦࣭ᐇ㦂୰ࡢᨾ
ࢣ࣮ࢫ㸸᭷ᶵᏛࡢᐇ㦂୰ࠊ⮯⣲ࡀධࡗࡓᐜჾࢆㄗࡗ࡚ᗋⴠࡋᙉ࠸⮯Ẽࡀᐇ㦂ᐊ‶ࡋࠊ
Ꮫ⏕ 10 ྡࡀ㍍യࢆ㈇ࡗࡓࠋ

㸯㸬㏻ᖖࡢᑐᛂ
࣭Ꮫ⏕ᐇ㦂ࡢᇶᮏ᧯సࡸჾලࡢṇࡋ࠸࠸᪉➼ࢆᣦᑟࡍࡿࡶࠊᏳᛶࢆ☜ࡵࡿࠋ
 ࣭ࡀ୍ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜഛ࠼ࠊ㎿㏿࡞ᑐᛂࡢ᪉ࠊ㐃⤡యไࠊᙺศᢸࢆᐃࡵࠊᢸᙜᩍ
ဨဨࡀ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃࡶࠊ☜ᐇᑐᛂ࡛ࡁࡿែໃࢆᩚ࠼ࡿࠋ
㸰㸬༴ᶵⓎ⏕ࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ึᮇᑐᛂ
㸯㸧≧ἣᢕᥱ
࣭ᢸᙜᩍဨࡣࠊᏛ⏕ࡢ㈇യࡢ᭷↓➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ㈇യࡋࡓᏛ⏕ࡀ࠸ࡓሙྜᛂᛴᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᢸᙜᩍဨࡣࠊ࿘ᅖ࠸ࡿ⪅㸦ᩍ⫋ဨ㸧Ꮫ⏕ᨭㄢࡢ㐃⤡ࠊࡢᩍ⫋ဨࡢᛂࢆ౫
㢗ࡍࡿࠋ
࣭㈇യ⪅ࡢ⛬ᗘࡼࡾᩆᛴ㌴ࢆ౫㢗ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ᢸᙜᩍဨࡣᩆᛴ㝲ဨᨾⓎ⏕ࡢ≧
ἣࡸᛂᛴᥐ⨨ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊᩆᛴ㌴ྠཪࡣู㏵ࠊᦙ㏦ඛࡢ㝔ྥ࠺ࠋ
࣭㈇യࡢ⛬ᗘࡼࡾಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࢆཷデࡋࠊᚋࡢᑐᛂࢆ┦ㄯࡍࡿࠋ
㸰㸧Ꮫ⏕ࡢᏳ☜ಖ
࣭ᢸᙜᩍဨࡣⅆ⅏➼ࡢḟⓎ⏕ࡢᜍࢀࡀ࡞࠸ࢆ☜ㄆࡋࠊⓎ⏕ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ⿕ᐖ
ࡢᣑࡢ㜵Ṇ⟇ࢆㅮࡌࡿࡶࠊᏛ⏕㑊㞴ࡢᣦ♧ࢆฟࡍࠋ
㸱㸧⿕ᐖ≧ἣࡢ☜ㄆ
࣭㐃⤡ࢆཷࡅࡓᏛ⏕ᨭㄢဨࡣࠊ⌧ሙᛴ⾜ࡋࠊ⿕ᐖ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᏛ⏕ᨭㄢ㛗
ᨾࡢⓎ⏕ࢆ㐃⤡ࡍࡿࠋ
࣭ᢸᙜᩍဨ➼ࡣࠊᦙධඛࡢ་ᖌᨾⓎ⏕ࡢ≧ἣࡸ⏝ࡋࡓ⸆ရ➼ࢆㄝ᫂ࡋࠊ㈇യࡢ≧
ἣࠊ⒪ෆᐜ➼ࢆ⪺࠸࡚ࠊ㒊ᒁ㛗㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㐃⤡యไ
 㸯㸧㐃⤡⣔⤫
࣭ᢸᙜᩍဨࡣࠊ࿘ᅖ࠸ࡿ⪅㸦⫋ဨ㸧౫㢗ࡋᨾࡢⓎ⏕ࢆᏛ⏕ᨭㄢ㐃⤡ࡍࡿࠋᏛ⏕
ᨭㄢဨࡣࠊᏛ⏕ᨭㄢ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࣭㐃⤡ࢆཷࡅࡓᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡣࠊᏛ㒊㛗ࠊᏛ⏕㒊㛗ࠊົᒁ㸦ົᒁ㛗ࠊᏛົ㒊㛗㸧ሗ
࿌ࢆࡍࡿࡶ㛵ಀ⪅ࢆᣍ㞟ࡋࠊ༴ᶵ⟶⌮ࣞ࣋ࣝࡢุᐃࢆ⾜࠸ࠊᚋࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋ
࣭Ꮫ㒊㛗ࡣࠊᏛ㛗┦㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊᙜヱᏛ㒊ࡢึᮇᑐᛂᙜࡓࡿࠋ
࣭㈇യ⪅ࡀฟ࡚࠸ࡿ࡞༴ᶵࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୖࡢሙྜࡣࠊᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡣ⥲ົ⏬ㄢࡶ㐃
⤡ࢆ⾜࠺ࠋ

㻝㻣

㸰㸧≧ἣࡢሗ࿌
   ࣭Ꮫ⏕ᨭㄢဨࡣࠊᢸᙜᩍဨ➼㐃ᦠࡋࠊᏛ⏕ࡢືᦂࢆ㙠ࡵ࡞ࡀࡽࢆ⫈ࡁࠊሗࢆ㞟
ࡵࡿඹࠊᨾࡢ⤒⦋ࢆṇ☜ᢕᥱࠊグ㘓ࡋࠊ㛵ಀ⪅ሗ࿌ࡍࡿࠋ
   ࣭ᐇ⩦ᐊࡸჾලࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
㸱㸧㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
   ࣭⥭ᛴᾘ㜵࣭㆙ᐹ➼㏻ሗࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊົᒁࡢᢎࢆせࡋ࡞࠸ࡇࡋࠊ
ᚋሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ
㸲㸧ಖㆤ⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㐃⤡
࣭Ꮫ⏕ᨭㄢ㛗ࡣࠊ㈇യࡋࡓᏛ⏕ࡢಖㆤ⪅㐃⤡ࡍࡿࠋᨾࡢᑐᛂࡢ⤒㐣ࡸᮏேࡢ≧ἣࠊ
ᦙ㏦ඛ࡞ᐇࡢࡳࢆఏ࠼ࡿࠋ
㸦㸱㸧༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊
㸯㸧ᵓᡂဨ࣭ᣦ௧⣔⤫
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᵓᡂဨཬࡧᣦ௧⣔⤫ࡘ࠸࡚ࡣࠊูᐃࡵࡿࠋ
㸰㸧⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱ
㈐௵⪅ࡣࠊ㛵ಀ㒊⨫㐃⤡ࢆࡾࠊ㈇യ⪅ࡢ᭷↓࣭⛬ᗘ࡞ࡢ⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊሗ㐨ᶵ㛵ࡢබ⾲࡞ࡢุ᩿ࢆ⾜࠺ࠋ
㸱㸧㒊ᒁ➼ࡢᑐᛂࡢᣦ♧
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊㸦Ꮫ㸧ࡣࠊ⿕ᐖ⪅ࡢᑐᛂࠊᚋࡢண㜵⟇ࡢ᳨ウ➼ࡘ࠸࡚ࠊ≉ᚲせ
ㄆࡵࡓሙྜࠊ㛵ಀ㒊ᒁ㐺ษ࡞ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸲㸧Ꮫእᑐᛂ
㸯㸧⿕ᐖ⪅➼ࡢᑐᛂ
Ꮫ⏕㈇യ⪅ࡀฟࡓሙྜࡣࠊᙜヱᏛ⏕ࢆぢ⯙࠸ࠊᏛ⏕ࡸࡑࡢᐙ᪘➼ࡢ㛵ಀ⪅ᐇࢆ
ሗ࿌ࡋࠊᏛഃ㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜࡣㄔពࢆᣢࡗ࡚ㅰ⨥ࡍࡿࠋぢ⯙࠸➼ࡢᑐᛂࡣࠊཎ๎
ࡋ࡚ᙜヱᏛ⏕ࡢᡤᒓࡍࡿᏛ㒊㛗ࡀ⾜࠸ࠊ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊ༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ㄪᩚࢆ⾜࠸ᑐᛂࡍ
ࡿࠋ
㸰㸧ሗ㐨ᶵ㛵➼ࡢᑐᛂ
ሗ㐨ᶵ㛵➼እ㒊ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡣ⥲ົ⏬ㄢ㛗ࡀࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࡣᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡀ
⾜࠺ࠋሗ㐨ᶵ㛵ࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ሙྜࡸከᩘࡢሗ㐨ᶵ㛵ࡽྲྀᮦせㄳࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᚲ
せᛂࡌ࡚グ⪅ぢࢆ⾜࠺ࠋ
㸱㸬༴ᶵ᮰ᚋࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ཎᅉࡢ✲᫂㸭Ⓨ㜵Ṇ
  ࣭Ꮫ⏕ᨭㄢࡣࠊᨾ㛵ࢃࡿሗࢆᩚ⌮ࠊグ㘓ࡍࡿࡶࠊᏛ㒊㛗ࡣᨾཎᅉࡸၥ㢟Ⅼ
ࢆㄪᰝࠊ◊✲ࡋࠊࡑࡢ┬ᨵၿⅬࡘ࠸࡚⫋ဨࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࠋ
࣭⫋ဨࡸᏛ⏕ᑐࡍࡿᨾ㜵Ṇ⟇ࡸᏳⅬ᳨➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᨾࡢⓎ㜵Ṇྲྀ⤌ࡴࠋ
㸦㸰㸧ᨭ࣭ຓ
   Ꮫ㒊㛗㛵ಀᩍဨࡣ㈇യࡋࡓᏛ⏕ࢆぢ⯙࠺ࡶࠊಖㆤ⪅ᨾࡢ⤒⦋ࢆㄝ᫂ࡋࠊ
ࠕᏛ⏕
ᩍ⫱◊✲⅏ᐖയᐖಖ㝤ࠖ
࣭
ࠕᑓಟᏛᰯᏛ⏕⏕ᚐ⅏ᐖയᐖಖ㝤㸦ṑ⛉⾨⏕ኈᑓ㛛Ꮫᰯ㸧ࠖࡢᡭ⥆ࡁࠊ
⒪㈝➼ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ

㻝㻤

㸦㸱㸧ᚰࡢࢣ
   ㈇യࡋࡓᏛ⏕ཬࡧ࿘ᅖࡢᏛ⏕ࡀࢩࣙࢵࢡࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮་ᖌࡸᏛ
⏕┦ㄯᐊࡢ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ➼ࡢᑓ㛛ᐙ౫㢗ࡍࡿ࡞ࠊ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᚰࡢࢣࢆ⾜࠺ࠋ
 




























㻝㻥

㸦㸰㸧ឤᰁ➼ࡢⓎ⏕
ࢣ࣮ࢫ㸸ឤᰁ㸦᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ࣭ࡣࡋ࣭㢼⑈➼㸧ࡀᏛෆ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
㸯㸬㏻ᖖࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ࡣࡋ࣭㢼⑈➼ࡢⓎ⏕ഛ࠼࡚
㸯㸧ᗣデ᩿⨯ᝈṔཬࡧ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀Ṕࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
㸰㸧⨯ᝈṔཬࡧ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀Ṕࡘ࠸࡚ࠊᮍ᥋✀࡛࠶ࡿሙྜࡸ 1 ᅇࡢࡳ᥋✀ࡋࡓᚋ 10 ᖺ௨ୖ
⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ་⒪ᶵ㛵࡛ᢠయ᳨ᰝࢆཷࡅࠊศ࡞ᢠయ౯ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ
࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࢆཷࡅࡿࠋ
㸦㸰㸧᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ➼ࡢ㸦⮴Ṛ⋡ཪࡣឤᰁຊࡀ㧗࠸㔜⠜࡞ឤᰁࡢⓎ⏕㸧
㸯㸧ሗࡢ㞟
ឤᰁཎᅉ࣭ឤᰁ⪅ᩘ࣭ឤᰁᆅᇦ➼ࡢሗ㞟ࠊ࿘▱యไࡢ☜❧ࢆࡍࡿࠋ
㸰㸧Ⓨ⏕ࡢண㜵
ண㜵᥋✀➼ࡢᐇཬࡧண㜵᪉ἲࠊឤᰁᆅᇦ➼ࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࠋ
㸰㸬ឤᰁࡀⓎࡋࡓሙྜ
㸦㸯㸧ᝈ⪅࡞ࡗࡓࡽ
࣭እ㒊ࡢ⪅ࡣ᥋ゐࡏࡎࠊ⮬Ꮿ⒪㣴ࡍࡿࠋ
࣭Ꮫ⏕ࡣᏛ⏕ᨭㄢࠊᩍ⫋ဨࡣேㄢ㐃⤡ࡍࡿࠋ
࣭Ꮫෆ㛵ಀ㒊⨫➼ࡢㄪᰝ༠ຊࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㒊ᒁ
࣭㐃⤡ࢆཷࡅࡓㄢဨࡣಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࣭ಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮༠ຊࡋ࡚ࠊᮏேࡽࡢ≧ἣㄪᰝࠊ⃰ཌ᥋ゐ⪅ࠊᏛෆࡢⓎ⏕≧ἣ➼ࢆㄪ
ᰝࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮
࣭ಖᡤ㸦ᙜู࢟ࣕࣥࣃࢫ㸸Ụูಖᡤࠊᮐᖠ࠶࠸ࡢ㔛࢟ࣕࣥࣃࢫ㸸ᮐᖠᕷಖࢭࣥࢱ࣮㸧
ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࣭㛵ಀ㒊ᒁ➼༠ຊࡋ࡚ࠊᮏேࡽࡢ≧ἣㄪᰝࠊ⃰ཌ᥋ゐ⪅ࠊᏛෆࡢⓎ⏕≧ἣ➼ࢆㄪᰝࡍࡿࠋ
࣭Ꮫ㛗ཬࡧ㛵ಀ㒊ᒁ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࣭ឤᰁᣑࡢ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ឤᰁᣑ㜵ṆࡢࡓࡵᏛෆࡢὀពႏ㉳ࢆࡍࡿࠋ
࣭࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࢆ່ዡࡍࡿࠋ
࣭༴ᶵ⟶⌮ᢸᙜ㒊⨫㸦⥲ົ⏬ㄢ㸧㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧⃰ཌ᥋ゐ⪅
࣭⃰ཌ᥋ゐ⪅ࡢ⠊ᅖࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ㸦ࢡࣛࢫࠊࢡࣛࣈࠊࣝࣂࢺ➼㸧
࣭ឤᰁண㜵ࡢࡓࡵࠊ་⒪ᶵ㛵࡛ࡢཷデࢆࡉࡏࡿࠋ
㸦㸳㸧༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨
࣭Ꮫ㛗ࡣᚲせᛂࡌ࡚༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨ཪࡣᏛ㒊㛗㆟ࢆᣍ㞟ࡋ࡚ࠊᚋࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍ

㻞㻜

ࡿࠋ
࣭Ꮫෆឤᰁࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿሙྜࠊ㒊ᒁูཪࡣᏛఇᰯᥐ⨨ࢆྲྀࡾࠊ⫋ဨཬࡧᏛ⏕࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭Ꮫෆ⾜➼ࡢᘏᮇཪࡣ୰Ṇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭ᑐ⟇㆟㸦ಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ㸧
ᚋࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿᙜࡓࡾࠊᚲせᛂࡌ࡚ᑐ⟇㆟㸦ಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ㸧
ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
㸦㸴㸧Ꮫእᑐᛂ
㸯㸧ሗ㐨ᶵ㛵➼ࡢᑐᛂ
ሗ㐨ᶵ㛵➼እ㒊ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡣ⥲ົ⏬ㄢ㛗ࡀࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࡣᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡀ
⾜࠺ࠋሗ㐨ᶵ㛵ࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ሙྜࡸከᩘࡢሗ㐨ᶵ㛵ࡽྲྀᮦせㄳࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᚲ
せᛂࡌ࡚グ⪅ぢࢆ⾜࠺ࠋ
㸱㸬⤊ᜥᚋࡢᑐᛂ
Ꮫ⏕ᨭㄢࡣࠊ⥭ᛴᑐᛂࢆ⣔ิグ㘓࣭ᩚ⌮ࡍࡿࡶࠊಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗ࡣឤᰁ
ᣑ㜵Ṇ⟇ࢆ᳨ドࡋࠊᏛ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋᏛ㛗ࡣࠊᑐᛂࡢグ㘓ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࠊ⌮㛗ཬࡧࢥࣥࣉ
ࣛࣥࢫጤဨ≧ἣㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ










㻞㻝

㸦㸱㸧ࢡࣛࣈάື୰ࡢᨾ
ࢣ࣮ࢫ㸸య⫱⣔ࢡࣛࣈࡢ㒊ဨࡣࠊᑐእヨྜࡢⅭ⮬ᐙ⏝㌴࡛ࡢ㒊ဨࡶ㏆㑹ࡢ㸿Ꮫ
ྥࡗࡓࠋ㏵୰࣮࢝ࣈ࡛᭤ࡀࡾࡁࢀࡎ㊰እᶓ㌿ࡍࡿ㏻ᨾࢆ㉳ࡇࡋࡓࠋ㌴ࡣ◚ࡋࠊ㸱ྡ
ࡢ㔜㍍യ⪅ࡀฟࡓ࠸࠺㐃⤡ࡀ㆙ᐹࡽධࡗࡓࠋ

㸯㸬㏻ᖖࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧୍ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜഛ࠼ࠊᏛ⏕ᨭㄢࡣ㐃⤡యไࠊᙺศᢸࢆᐃࡵ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀ☜
ᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ᨾ࣭ᡃࡘ࠸࡚ࠊᏛ࡛ὀពႏ㉳ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧ྛ㒊⊂⮬ࡢྛ✀ಖ㝤ࡢຍධ≧ἣ㐺⏝⠊ᅖࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧㒊࣭ࢧ࣮ࢡࣝ㢳ၥᏳᣦᑟࡘ࠸࡚ၨⓎάືࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸳㸧ㄢእάື୰ࡢᨾࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ᨭㄢࡣᏛࡢᏳ⟶⌮⩏ົ㈺ൾ㈐௵ಀࡿࢆ
㞟ࡋࠊᏳ⟶⌮ດࡵࡿࠋ
㸰㸬༴ᶵⓎ⏕ࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ึᮇᑐᛂ
  㸯㸧≧ἣᢕᥱ
㐃⤡ࢆཷࡅࡓᏛ⏕ᨭㄢဨࡣᏛ⏕ᨭㄢ㛗ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊᨾࡢ⤒㐣⿕ᐖ≧ἣࠊ㈇യ
⪅ࡢẶྡ࣭ᡤᒓ࣭ᦙ㏦ඛࡢ㝔࡞ྍ⬟࡞㝈ࡾࡢሗࢆ㞟ࡋᩚ⌮ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㐃⤡యไ
㸯㸧➨୍ሗࢆཷࡅࡓ⫋ဨࡣࠊ┤ࡕᏛ⏕ᨭㄢ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸰㸧Ꮫ⏕ᨭㄢ㛗ࡣ㏿ࡸࢡࣛࣈ㢳ၥᩍဨࠊヱᙜࡍࡿᏛ⏕ࡀᡤᒓࡍࡿᏛ㒊㛗ࠊᏛ⏕㒊㛗ࠊ
ົᒁ㸦ົᒁ㛗ࠊᏛົ㒊㛗➼㸧ሗ࿌ࢆࡍࡿࡶ㛵ಀ⪅ࢆᣍ㞟ࡋࠊᚋࡢᑐᛂࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ
㸱㸧ࢡࣛࣈ㢳ၥᩍဨཪࡣᏛ⏕㒊㛗ࡣࠊಖㆤ⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ᨾࡢ≧ἣࡸᮏேࡢ≧ែࠊᦙ㏦ඛ
ࡸᏛࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㐃⤡ࢆࡍࡿࠋࡲࡓಖㆤ⪅ࡀ⌧ᆅࡸ㝔⾜࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ
ࡣᚲせ࡞ሗ➼ࢆᥦ౪ࡋ㎿㏿࡞ᑐᛂࢆࡍࡿࠋ
㸲㸧㈇യ⪅ࡀฟ࡚࠸ࡿ࡞༴ᶵࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୖࡢሙྜࡣࠊᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡣ༴ᶵ⟶⌮ᢸᙜࡢ⥲
ົ⏬ㄢ㛗ࡶ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊
㸯㸧ᵓᡂဨ࣭ᣦ௧⣔⤫
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᵓᡂဨࡘ࠸࡚ࡣࠊูᐃࡵࡿࠋ
㸰㸧⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱ
㆙ᐹࠊᾘ㜵⨫➼ࡢ㐃⤡ࢆᐦࡋࠊ㈇യ⪅ࡢ᭷↓ࠊ⛬ᗘ➼⿕ᐖࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ᚲせ࡞ሙྜࡣᨾ⌧ሙࡸ㝔➼⫋ဨࢆὴ㐵ࡋᑐᛂᙜࡓࡽࡏࡿࠋ
㸱㸧㒊ᒁ➼ࡢᑐᛂࡢᣦ♧
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊㸦Ꮫ㸧ࡣࠊ⿕ᐖ⪅ࡸ⿕ᐖ⪅ࡢಖㆤ⪅➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ㒊ᒁ㐺
ษ࡞ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ

㻞㻞

㸦㸲㸧Ꮫእᑐᛂ
㸯㸧⿕ᐖ⪅➼ࡢᑐᛂ
㈇യࡋࡓᏛ⏕ཬࡧࡑࡢᐙ᪘➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢぢ⯙࠸➼ࡢᑐᛂࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ᙜヱᏛ⏕ࡢᡤ
ᒓࡍࡿᏛ㒊㛗ࠊ㒊ࡢ㢳ၥᩍဨࡀ⾜࠺ࠋ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊ༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ㄪᩚࢆ⾜࠸ᑐᛂࡍࡿࠋ
㸰㸧ሗ㐨ᶵ㛵➼ࡢᑐᛂ
ሗ㐨ᶵ㛵➼እ㒊ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡣ⥲ົ⏬ㄢ㛗ࡀࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࡣᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡀ
⾜࠺ࠋሗ㐨ᶵ㛵ࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ሙྜࡸከᩘࡢሗ㐨ᶵ㛵ࡽྲྀᮦせㄳࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᚲ
せᛂࡌ࡚グ⪅ぢࢆ⾜࠺ࠋ
㸱㸬༴ᶵ᮰ᚋࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ཎᅉࡢ✲᫂㸭Ⓨ㜵Ṇ
࣭Ꮫ⏕ᨭㄢࡣࠊᨾ㛵ࢃࡿሗࢆᩚ⌮࣭グ㘓ࡍࡿࠋ༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᨾཎᅉࡸၥ㢟Ⅼ
ࢆㄪᰝ࣭✲᫂ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ┬ᨵၿⅬࡘ࠸࡚ᩍ⫋ဨࡢඹ㏻⌮ゎࢆᚓࡿࠋ
࣭⛣ື⤒㊰ࠊ㏻ᶵ㛵➼ࡢⅬ᳨ࢆ⾜࠸ࠊ⥭ᛴ㐃⤡యไ࣭་⒪యไࡢⅬ᳨ࠊಖㆤ⪅ࡢ⌮ゎࡢᚭ
ᗏ➼ࠊ ࡢᨾⓎ⏕ഛ࠼ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᨭຓ㸭ᚰࡢࢣ
࣭ᨾ㌴ྠࡋ࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡣᚋ㑇ࡢᚰ㓄ࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊᚋࡢほᐹᣦᑟࢆ༑ศ⾜࠸
ᚲせᛂࡌ࡚㝔࡛デᐹࢆ࠺ࡅࡿࡼ࠺ຓゝࡍࡿࠋ
࣭㈇യࡋࡓᏛ⏕ࡸ࿘ᅖ࡛ࢩࣙࢵࢡࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀ࠸ࡓሙྜࠊಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮་ᖌࡸᏛ
⏕┦ㄯᐊࡢ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ➼ࡢᑓ㛛ᐙᑐᛂࢆ౫㢗ࡍࡿ➼ࠊ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᚰࡢࢣࢆ⾜
࠺ࠋࡲࡓࠊᚲせᛂࡌ┦ㄯ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖ⪅➼ࡢᑐᛂ࠶ࡓࡿࠋ
㸦㸱㸧ሗ࿌
࣭ᨾࡢ⤒㐣ࢆグࡋࡓᩥ᭩ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸᥖ♧➼࡛බ⾲ࡋࠊᏛෆ࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭ᚲせᛂࡌࠊሗ㐨ᶵ㛵➼እ㒊ࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋ















㻞㻟

㸦㸲㸧Ꮫ⏕ࡼࡿ≢⨥
ࢣ࣮ࢫ㸸⏨ᏊᏛ⏕ࡀࠊዪᏊᏛ⏕ᑐࡋࢫࢺ࣮࣮࢝⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ㆙ᐹࡢ㆙࿌ࢆ↓どࡋ࡚ࢫࢺ
࣮࣮࢝⾜Ⅽࢆ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡉࡏࠊዪᏊᏛ⏕ࢆᚅࡕఅࡏࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆ⌧⾜≢㐊ᤕࡉࢀࡓࠋ

㸯㸬㏻ᖖࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧୍௳ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜഛ࠼ࠊᏛ⏕ᨭㄢࡣ㐃⤡యไࠊᙺศᢸࢆᐃࡵ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀ☜
ᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧Ꮫ⏕ࡢ࢞ࢲࣥࢫ࠾࠸࡚ࠊၨⓎάືࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸬༴ᶵⓎ⏕ࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ึᮇᑐᛂ
㸯㸧≧ἣᢕᥱ㸭ሗࡢ㞟
㐃⤡ࢆཷࡅࡓᏛ⏕ᨭㄢဨࡣࠊຍᐖ⪅Ꮫ⏕ࡢẶྡ࣭ᡤᒓࠊ⿕ᐖ⪅ࡢẶྡ࡞௳ࡘ࠸
࡚ࡢሗࢆ㛵ಀᶵ㛵㸦㆙ᐹࠊᾘ㜵⨫ࠊ㝔➼㸧ࡽ㞟ࡋᩚ⌮ࢆࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㐃⤡యไ
㸯㸧➨୍ሗࢆཷࡅࡓ⫋ဨࡣࠊ┤ࡕᏛ⏕ᨭㄢ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸰㸧Ꮫ⏕ᨭㄢ㛗ࡣ㏿ࡸᙜヱᏛ㒊㛗࣭Ꮫ⏕㒊㛗࣭ࢡࣛࢫᢸ௵ࠊົᒁ㸦ົᒁ㛗ࠊᏛົ
㒊㛗➼㸧ሗ࿌ࡍࡿࡶ㛵ಀ⪅ࢆᣍ㞟ࡋࠊᚋࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸱㸧ᙜヱࢡࣛࢫᢸ௵ࡣࠊ௳ࢆ㉳ࡇࡋࡓᏛ⏕ࡢಖㆤ⪅≢⨥ࡢෆᐜࡸᮏேࡢ≧ἣࡘ࠸࡚㐃
⤡ࢆࡍࡿࠋ 
㸲㸧༴ᶵࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୖࡢሙྜࡣࠊᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡣ༴ᶵ⟶⌮ᢸᙜࡢ⥲ົ⏬ㄢ㛗ࡶ㐃⤡ࢆ
⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊
㸯㸧ᵓᡂဨ࣭ᣦ௧⣔⤫
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᵓᡂဨࡘ࠸࡚ࡣࠊูᐃࡵࡿࠋ
㸰㸧⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱ
㆙ᐹ➼ࡢ㐃⤡ࢆᐦࡋࠊ⿕ᐖ⪅ࡢ㈇യࡢ᭷↓➼⿕ᐖࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
㸱㸧㒊ᒁ➼ࡢᑐᛂࡢᣦ♧
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊㸦Ꮫ㸧ࡣࠊ⿕ᐖ⪅ࡸຍᐖ⪅Ꮫ⏕ࡢಖㆤ⪅➼ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ㒊ᒁ
㐺ษ࡞ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸲㸧Ꮫእᑐᛂ
㸯㸧⿕ᐖ⪅➼ࡢᑐᛂ
⿕ᐖ⪅ཬࡧࡑࡢᐙ᪘➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢぢ⯙࠸➼ࡢᑐᛂࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ᙜヱᏛ⏕ࡢᡤᒓࡍࡿ
Ꮫ㒊㛗ࠊᏛ⏕㒊㛗ࡀ⾜࠺ࠋ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊ༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ㄪᩚࢆ⾜࠸ᑐᛂࡍࡿࠋ
㸰㸧ሗ㐨ᶵ㛵➼ࡢᑐᛂ
ሗ㐨ᶵ㛵➼እ㒊ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡣ⥲ົ⏬ㄢ㛗ࡀࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࡣᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡀ
⾜࠺ࠋሗ㐨ᶵ㛵ࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ሙྜࡸከᩘࡢሗ㐨ᶵ㛵ࡽྲྀᮦせㄳࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᚲ
せᛂࡌ࡚グ⪅ぢࢆ⾜࠺ࠋ

㻞㻠

㸱㸬༴ᶵ᮰ᚋࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ᨭຓ㸭ᚰࡢࢣ
࣭࿘ᅖ࡛ࢩࣙࢵࢡࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀ࠸ࡓሙྜࠊಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮་ᖌࡸᏛ⏕┦ㄯᐊࡢ࢝࢘
ࣥࢭ࣮ࣛ➼ࡢᑓ㛛ᐙᑐᛂࢆ౫㢗ࡍࡿ➼ࠊ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᚰࡢࢣࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧ሗ࿌
࣭Ꮫ㛗ࡣ௳ࢆ㉳ࡇࡋࡓᙜヱᏛ⏕ᑐࡋࠊᏛ๎ᇶ࡙ࡃฎศࢆỴᐃࡍࡿࠋ
࣭ែࡢ⤊ᜥᚋࠊᏛࡋ࡚ࡢⓎ㜵Ṇ⟇ࢆⓎ⾲ࡋ♫࠾ࡅࡿಙ㢗ᅇࢆᅗࡿࠋ
࣭ᨾࡢ⤒㐣ࢆグࡋࡓᩥ᭩ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཪࡣᥖ♧➼࡛බ⾲ࢆ⾜࠸ࠊᏛෆ࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭⿕ᐖ⪅ᑐࡋࠊᏛࡢᑐᛂࢆᏛ㒊㛗ࡽሗ࿌ࡍࡿࠋ
࣭ᚲせᛂࡌࠊሗ㐨ᶵ㛵➼እ㒊ࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋ





















㻞㻡

㸦㸳㸧㣗୰ẘࡢⓎ⏕
ࢣ࣮ࢫ㸸༑⚍ࡢᮇ㛫୰ࠊ୍ேࡢᏛ⏕ࡀᖐᏯᚋࠊ༗ᚋ  ࡈࢁᛴ⃭࡞ୗ⑩ྤくࢃࢀ࡚
ᩆᛴ㌴࡛㝔ᦙ㏦ࡉࢀධ㝔ࡋࡓࠋ⩣᪥᪂ࡓ」ᩘࡢᏛ⏕ࡀྠᵝ࡞≧ࢆッ࠼࡚㝔ࡢデᐹࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡓࡇࡀᏛ⏕ࡢ㏻ሗ࡛ࢃࡾࠊ㣗୰ẘࡢ࠸ࡀࡶࡓࢀࡓࠋ

㸯㸬㏻ᖖࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧㣗୰ẘⓎ⏕≧ἣࡑࡢண㜵ἲࡘ࠸࡚ࠊᚲせ࡞▱㆑ࡢᣦᑟ⾨⏕⟶⌮ࡢᚭᗏࢆᅗࡿࠋ
㸰㸬༴ᶵⓎ⏕ࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ึᮇᑐᛂ
㸯㸧༑⚍ࡢᐇᮇ㛫୰ࠊ㏻ሗ➼ࡼࡾ㣗୰ẘⓎ⏕ࡢྍ⬟ᛶࡀᣦࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᏛ⏕
ᨭㄢ㛗ࡣࠊಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㐃⤡ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⚍ᐇ⾜ጤဨ⥭ᛴᑐ⟇㆟
ࢆᣍ㞟ࡋࠊ㣗ရࢆᢅ࠺ᶍᨃᗑࡢ㈍ࢆ࡚୰Ṇࡉࡏࡿ࡞ࠊែࡢᣑࢆ㜵ࡄࡓࡵᚲせ
࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋಖᡤ㣗୰ẘⓎ⏕ࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡇࢆ㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸰㸧⿕ᐖ≧ἣࡢ☜ㄆ
࣭⿕ᐖᏛ⏕ࡢẶྡ࣭ᡤᒓ࣭㐃⤡ඛࢆᢕᥱࡋࠊ㝔ࡢデ᩿⤖ᯝཬࡧ༑⚍࡛ࡢ㣗ෆᐜࢆ
☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭≧ࢆⓎࡋࡓᏛ⏕௨እࡶࠊྠᵝୗ⑩࣭ྤ➼ࡢ≧ࢆッ࠼ࡿ⪅ࡀ࠸࡞࠸ࡢ☜ㄆ
ࢆ᪩ᛴ⾜࠺ࠋ㍍࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡇࢀࡽࡢ≧ࢆッ࠼ࡿ⪅ࡀ࠸ࡓሙྜࡣࠊࡍࡄ㝔࡛
ཷデࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋ
࣭Ꮫእ⪅ࡶྠᵝࡢ≧ࢆッ࠼ࡿேࡀ࠸࡞࠸ࢆ㹆㹎➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࡧࡅࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ⿕
ᐖ≧ἣࡢ☜ㄆດࡵࡿࠋ
㸱㸧༴ᶵ⟶⌮ࣞ࣋ࣝࡢุᐃ
㐃⤡ࢆཷࡅࡓᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡣࠊ㏿ࡸᏛ㛗ሗ࿌ࡍࡿඹ㛵ಀ⪅ࢆᣍ㞟ࡋࠊ༴ᶵ⟶
⌮ࣞ࣋ࣝࡢุᐃࢆ⾜࠸ࠊᚋࡢᑐᛂ㸦༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊タ⨨➼㸧ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㐃⤡యไ
㸯㸧㐃⤡⣔⤫
➨୍ሗࢆཷࡅࡓᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡣࠊ㏿ࡸᏛ㛗ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋෆᐜࡀ༴ᶵࣞ࣋ࣝ 2
௨ୖุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⥲ົ⏬ㄢ㛗ࡶ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸧ಖᡤࠊ㆙ᐹࠊᾘ㜵⨫➼ࡢ㐃⤡
⥭ᛴಖᡤࠊ㆙ᐹࠊᾘ㜵⨫➼㏻ሗࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿሙྜࡣࠊົᒁࡢ๓ࡢᢎࢆ
せࡋ࡞࠸ࡇࡋࠊᚋሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ
㸱㸧ᙜヱ㒊ᒁ㛗ࡣࠊᏛ㛗┦㐃⤡ࢆࡾࠊᙜヱᏛ㒊࡛ࡢึᮇᑐᛂ࠶ࡓࡿࠋ
㸲㸧Ꮫ⚍ᐇ⾜ጤဨࡢ㐃⤡
Ꮫ⏕ᨭㄢ㛗ࡣࠊᏛ⚍ᐇ⾜ጤဨ㈐௵⪅ཬࡧྛᶍᨃᗑࡢ㈐௵⪅ᑐࡋࠊ㣗୰ẘⓎ⏕
ሗᶍᨃᗑࡢ୰Ṇࠊᚋࡢᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚ࡢ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࠋ
㸳㸧⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࡢ㐃⤡
Ꮫ⏕ᨭㄢ㛗ࡣ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࠊ㣗୰ẘࡢⓎ⏕ࢆ㏻▱ࡋࠊయㄪࡢ␗ኚ➼ࡀ⏕ࡌ࡚࠸

㻞㻢

ࡿሙྜࡣࠊ㏿ࡸ㝔➼ࢆཷデࡍࡿࡼ࠺່ࡵࡿࠋ
㸴㸧⿕ᐖ⪅➼㛵ಀ⪅ࡢ㐃⤡
⿕ᐖᏛ⏕ࡀᡤᒓࡍࡿᏛ㒊ࡢᏛ⏕㒊ᩍဨ࣭Ꮫົ㒊⫋ဨࡣࠊᏛ⏕ࡢᐙ᪘࣭㛵ಀ⪅㐃⤡ࢆ⾜
࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ⿕ᐖࡀᏛእ⪅ཬࢇ࡛࠸ࡿሙྜࡣࠊᏛ⏕ᨭㄢࡀ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊
㸯㸧ᵓᡂဨ࣭ᣦ௧⣔⤫
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᵓᡂဨཬࡧᣦ௧⣔⤫ࡘ࠸࡚ࡣࠊูᐃࡵࡿࠋ
㸰㸧⿕ᐖ≧ἣࡢᢕᥱ
࣭༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊࡛ࡣಖᡤࠊ㝔➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡽሗࢆ㞟ࡍࡿࡶࠊ≧ࢆⓎ
ࡋࡓᏛ⏕ࡢ࿘㎶ࡢ㛵ಀ⪅ࡽࢆ⪺ࡃࠋ
࣭㣗୰ẘࡢཎᅉணࡉࢀࡿᶍᨃᗑࢆ≉ᐃࡋࠊ㣗୰ẘࡀⓎ⏕ࡍࡿ⮳ࡗࡓ⤒⦋ࡸⓎ⏕ࡢ≧
ἣ࡞ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱᶍᨃᗑࡢ㛵ಀ⪅ࡽࢆ⫈ྲྀࡍࡿࠋ
࣭ㄪᰝࡢࡓࡵࠊಖᏑ㣗ࠊཎᮦᩱࡢ◚Რ⚗Ṇࠊྤ≀ࡀ࠶ࢀࡤࡑࡢྤ≀ࡢಖᏑᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ
㸱㸧㒊ᒁ➼ࡢᣦ♧
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊㸦Ꮫ㸧ࡣࠊྛ㒊ᒁࡢ㛵ಀ㒊⨫ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⏕ࠊᩍ⫋ဨࠊ༑⚍ཧຍ⪅
㣗୰ẘⓎ⏕ࡢ࿘▱ࢆ⾜࠸ࠊ㢮ఝ≧ࡢ࠶ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣ་⒪ᶵ㛵࡛ཷデࡍࡿࡼ࠺່ࡵࠊ⿕
ᐖࡢᣑࢆ㜵ࡄᣦ♧ሗࡢ㞟ࢆ⾜࠺ࠋ
㸲㸧ㄪᰝጤဨ
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᚲせᛂࡌㄪᰝጤဨࢆタ⨨ࡋࠊጤဨ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠺ࠋ
ㄪᰝጤဨ࡛ࡣࠊಖᡤࡸ㆙ᐹ࡞ࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡢ᳨ᰝࡸㄪᰝ༠ຊࡋࠊཎᅉࡢ≉ᐃດࡵ
ࡿࠋࡉࡽࠊᚓࡽࢀࡓሗᇶ࡙ࡁࠊᨾࡢၥ㢟Ⅼࢆ᳨ウࡋࠊ᳨ウࡢ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࠊグ㘓ࡋࠊ
ሗ࿌᭩ࡋ࡚ࡲࡵࡿࠋ
㸦㸲㸧Ꮫእᑐᛂ
㸯㸧⿕ᐖ⪅➼ࡢᑐᛂ
    ⿕ᐖᏛ⏕ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢぢ⯙࠸࣭ㅰ⨥ࡢᑐᛂ
࣭㣗୰ẘⓎ⏕ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓᶍᨃᗑࡀ≉ᐃࡉࢀࡓሙྜࠊࡑࡢᶍᨃᗑࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡓࢧ࣮ࢡ
ࣝ➼ࡢᣦᑟᩍဨࡀ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊཎᅉࡀ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡸᏛእ⪅⿕ᐖࡀฟ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡣࠊᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡀᑐᛂࡍࡿࠋࡲࡓࠊ≧ἣᛂࡌ࡚༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ㄪᩚࡋ࡚ᑐᛂࢆ
᳨ウࡍࡿࠋ
㸰㸧ሗ㐨ᶵ㛵➼ࡢᑐᛂ
ሗ㐨ᶵ㛵➼እ㒊ࡢ㐃⤡ㄪᩚࡣ⥲ົ⏬ㄢࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࡣᏛ⏕ᨭㄢ㛗ࡀ⾜࠺ࠋ
ሗ㐨ᶵ㛵➼ࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ሙྜࡸከᩘࡢሗ㐨ᶵ㛵➼ࡽྲྀᮦせㄳࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ༴ᶵ
ᑐ⟇ᮏ㒊༠㆟ࡢୖࠊᚲせᛂࡌ࡚グ⪅ぢࡍࡿࠋ
㸱㸧Ꮫእ⪅➼ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏ
Ꮫእ⪅⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ⿕ᐖ⪅ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ❆ཱྀࢆᏛ⏕ᨭㄢࡍࡿࠋ

㸱㸬༴ᶵ᮰ᚋࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ཎᅉࡢ✲᫂㸭Ⓨ㜵Ṇ

㻞㻣

࣭㣗୰ẘࡢⓎ⏕ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢཎᅉ✲᫂༠ຊࡋࠊ㣗୰ẘಀࡿሗࢆṇ☜☜ㄆ
ࡍࡿࡶࠊ㣗୰ẘࡢཎᅉࡸၥ㢟Ⅼࢆㄪᰝ✲᫂ࡍࡿࠋ
࣭ཎᅉ≉ᐃᚋࠊᏛ⚍ᐇ⾜ጤဨࡸᶍᨃᗑ㐠Ⴀࢧ࣮ࢡࣝࡢ௦⾲⪅ᑐࡋࠊ㣗୰ẘⓎ⏕ࡢ≧
ἣண㜵ἲࡢ▱㆑ࡢᣦᑟࠊᏛእࡢᙳ㡪➼ࡘ࠸࡚ㅮ⩦ࢆ⾜࠸ࠊⓎ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᣦ
ᑟ࿘▱ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧Ꮫࡢಙ㢗ᅇ
ែࡢ᮰ᚋࠊᏛ⏕ᨭㄢࡣ≧ἣሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࠊᏛົ㐃⤡༠㆟ᥦฟࡋࠊᏛࡋ
࡚ࡢⓎ㜵Ṇ⟇ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊᑐᛂ⟇ࢆⓎ⾲ࡋࠊ♫࠾ࡅࡿಙ㢗ᅇࢆᅗࡿࠋ

































㻞㻤

㸦㸴㸧බⓗ◊✲㈝ࡢṇ⏝
ࢣ࣮ࢫ㸸ᅜ⛯ᒁࡢ⛯ົㄪᰝࡢ㝿ࠊᮏᏛࡢྲྀᘬඛᴗ⪅  ♫」ᩘேࡢ㡸ࡾ㔠ᛮࢃࢀࡿ㔠㖹ฎ⌮
ࡀ࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀࡓࠋ

㸯㸬㏻ᖖࡢᑐᛂ
ṇࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸⤌⧊㢼ᅵࢆ㔊ᡂࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧㈐௵య⣔ࡢ᫂☜
࣭බⓗ◊✲㈝➼ࡢᏛࡢ⤌⧊య⣔ࡢᙺࡸ㈐௵ࡘ࠸࡚ࠊᏛෆእ࿘▱࣭බ⾲ࡋࠊ᭱㧗⟶⌮
㈐௵⪅㸦Ꮫ㛗㸧ࡣᐃᮇⓗ⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅㸦ົᒁ㛗㸧ཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅
㸦㒊ᒁ㛗➼㸧ࡽሗ࿌ࢆཷࡅࡿࠋ
࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࡣࠊ㒊ᒁෆࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡸࢥࣥࣉࣛࣥࢫᩍ⫱ࡢཷㅮ≧
ἣࢆ⟶⌮ࡋࠊᨵၿࡢᣦᑟయไࢆ☜❧ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࡢ⟶
⌮࣭ᇳ⾜ࡢሗࡀ╔ᐇఏ㐩ࡉࢀࡿయไࡍࡿࠋ
࣭
ࠕ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝ࢞ࢻࣛࣥ㸦ᐇᇶ‽㸧ࠖ
㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 2 ᭶ 18
᪥ᨵṇ㸧ࢆᏛෆࡢබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶⌮㈐௵⪅㓄ᕸࡋࠊ࿘▱ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㐺ṇ࡞㐠Ⴀ࣭⟶⌮
࣭◊✲⪅ဨᑐࡋࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫᩍ⫱ࡢཷㅮࡢ⩏ົㄋ⣙᭩ࡢᥦฟࢆᚭᗏࡍࡿࠋ
࣭◊✲ࡢࡘຠ⋡ⓗ࡞㐙⾜➼ࡢほⅬࡽࠊ◊✲⪅Ⓨὀࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᶒ㝈㈐
௵㸦Ⓨὀඛ㑅ᢥࡢබᖹᛶࠊⓎὀ㔠㢠ࡢ㐺ṇᛶࡢㄝ᫂㈐௵ࠊᘚൾ㈐௵➼ࡢィୖࡢ㈐௵ࡀᖐ
ᒓࡍࡿࡇ㸧ࢆ᫂☜ࡋࠊ◊✲⪅࠶ࡽࡌࡵ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᩍ⫱ࡣࠊṇ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ⌮ゎࡸព㆑ࢆ㧗ࡵࡿෆᐜࡋࠊ⾜ືつ⠊ࡸබ┈
㏻ሗ࣭┦ㄯ❆ཱྀࠊᏛࡢᙳ㡪ࠊ㐠⏝࣮࣭ࣝࣝᡭ⥆ࡁ➼ࡢ㑂Ᏺࡍࡁ㡯ࠊṇࡀⓎぬࡋ
ࡓሙྜࡢᠬᡄฎศࠊᘚൾ㈐௵ࠊ⏦ㄳ➼ࡢ㈨᱁ไ㝈ࠊ◊✲㈝ࡢ㏉㑏➼ࡢᥐ⨨ࠊṇᑐ⟇➼
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࣭ᴗ⪅ᑐࡋࠊ୍ᐃࡢྲྀᘬᐇ⦼㸦㔠㢠ࠊᅇᩘ➼㸧ࡸࣜࢫࢡせᅉ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓୖࠊㄋ⣙᭩ࡢᥦ
ฟࢆồࡵࡿࠋ
㸦㸱㸧ṇ㜵Ṇィ⏬ࡢぢ┤ࡋ
࣭◊✲⪅ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇࡸࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅➼ࡀᵓᡂဨ࡛࠶ࡿᏛ㒊㛗㆟࡛
ṇࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿせᅉࢆศᯒ࣭ᢕᥱࡋࠊṇ㜵Ṇィ⏬ᫎࡍࡿࠋ
࣭
ࠕබⓗ◊✲㈝➼ࡢṇ⏝➼㛵ࡍࡿ㜵Ṇィ⏬ࠖᇶ࡙ࡁ⟶⌮㐠Ⴀࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᖖⓗࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
࣭ࣜࢫࢡࣉ࣮ࣟࢳࡢෆ㒊┘ᰝࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࡘ࠸࡚ᩍᤵ࣭ホ㆟➼ࡢᏛෆ㆟࡛ㄝ᫂
ࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡍࡿࠋ
࣭࢞ࢻࣛࣥᇶ࡙ࡁᨵၿࡍࡁⅬࡸ⮬ᕫⅬ᳨ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋࠊ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡ
࡛ࣝṇ㜵Ṇάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㻞㻥

㸰㸬༴ᶵⓎ⏕ࡢᑐᛂ
㸦㸯㸧ึᮇᑐᛂ
㸯㸧≧ἣᢕᥱ
࣭┘ᰝᐊ㛗ࡣࠊ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫጤဨ㛗ᣦෆᐜࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
࣭㛵ಀ⪅ࢆᣍ㞟ࡋ࡚ࠊ༴ᶵࣞ࣋ࣝࢆุᐃࡋࠊᚋࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆỴᐃࡍࡿࠋ
࣭Ꮫ㛗ࡣࠊ㏿ࡸṇ⏝ࡢሗ☜ㄆࡢࡓࡵࠊணഛㄪᰝဨࢆᣦྡࡋணഛㄪᰝࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ணഛㄪᰝဨࡣࠊ㛵㐃᭩㢮ࡢ⢭ᰝࡸࠊබⓗ◊✲㈝ᨭ⡙ࡽྲྀᘬ௳ᩘ࣭ྲྀᘬ㔠㢠ࡸᴗ✀࡞
ࡽ㑅ᐃࡋࡓྲྀᘬᴗ⪅ࡢ᭩㠃ㄪᰝࡸࣄࣜࣥࢢ➼ሗศᯒࢆࡍࡿࠋᑐ㇟ࡣࠊཎ๎
ࡋ࡚᭩㢮ಖᏑᮇ㛫ࡢ㸳ᖺ㛫ࡍࡿࠋணഛㄪᰝࡣࠊṇ⏝ࡢྍ⬟ᛶࠊ㏻ሗ➼ࡢෆᐜࡢጇ
ᙜᛶࠊᮏㄪᰝࡢせྰ➼ࡘ࠸࡚ࠊணഛㄪᰝ㛤ጞ᪥ࡽཎ๎ࡋ࡚㸱㸮᪥௨ෆᏛ㛗ሗ
࿌ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧㐃⤡యไ
 㸯㸧㐃⤡⣔⤫
㏻ሗࢆཷࡅࡓ┘ᰝᐊ㛗ࡣࠊ᭱㧗⟶⌮㈐௵⪅ཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫጤဨ㛗ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸰㸧㛵ಀᶵ㛵
㓄ศᶵ㛵ࡢሗ࿌ࡸ༠㆟ࡢᮇ࣭ෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ㑇₃ࡢ࡞࠸యไࡍࡿࠋ
㸱㸧Ꮫෆ㐃⤡
㏻ሗࢆཷࡅࡓ┘ᰝᐊ㛗ࡣࠊᏛ㛗ࠊ⤫ᣓ⟶⌮㈐௵⪅ࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ᥎㐍㈐௵⪅ࠊ
ົᒁ㸦㛵㐃ㄢ㛗㸧ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊
⌮㛗Ꮫ㛗ࡣࠊ༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ㄪᰝጤဨࡢ㈐௵ᙺࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
㸯㸧ᵓᡂဨ
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫጤဨࡍࡿࠋ
࣭Ꮫ㛗ࡣࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫጤဨ㛗༠㆟ࡢୖᮏㄪᰝࡢᐇࢆỴᐃࡋࡓሙྜࠊ㏻ሗ⪅ཬࡧ
⿕㏻ሗ⪅㏻▱ࡋࠊㄪᰝጤဨࢆ⤌ᡂࡍࡿࠋ
㸦㏻▱ࡣබ┈㏻ሗࡀ࠶ࡗࡓሙྜᑐᛂࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
㸧
࣭ணഛㄪᰝ࡛ࡢᮏㄪᰝࡢせྰཬࡧㄪᰝࡢᐇ㝿ࡋࠊㄪᰝ᪉㔪ࠊㄪᰝᑐ㇟ཬࡧ᪉ἲ➼ࡘ
࠸࡚㓄ศᶵ㛵㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬➼㸧ሗ࿌ࠊ༠㆟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ᮏㄪᰝࡢᐇࢆࡋ࡞࠸ሙྜࠊ⌮⏤ࢆࡋ࡚㏻ሗ⪅ཬࡧ⿕㏻ሗ⪅㏻▱ࡍࡿࠋணഛㄪᰝࡢ
⤖ᯝࠊᙜヱ㏻ሗ➼ࡀᝏពᇶ࡙ࡃഇࡢ㏻ሗ➼࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢෆᐜࡘ
࠸࡚ᙜヱ㏻ሗ⪅ࡢࠊ㏻ሗ⪅ࡢ㒊ᒁ㛗㏻▱ࡍࡿඹࠊᙜヱ㏻ሗ⪅ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ
ㅮࡌࡿࠋᏛ㛗ࡣࠊ㏻▱ࢆཷࡅࡓ㏻ሗ⪅ࡽࠊㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚᭹ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡁࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ㄪᰝࢆᐇࡍࡿࠋ
㸰㸧ㄪᰝጤဨ
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（７）火災
事例：大学院生が実験している最中に爆発事故があり、引火して火災が発生した。大学院
生は火傷を負った。
冊子「安全ガイドブック 2013」に「１．安全の確保と災害防止」
「２．火災発生時の対
応について」が記載されているので、万一の事象に備える。
１．通常時の対応および
（１）実験中の事故に対する日常におけるリスク対応策
１）本学の教育・研究は実験が主体となされているので、実験および設備の取扱い上
の事故防止に最大限の注意を払わなければならない。危険物等の災害予防のため、
薬品類、石油類、劇・毒物類、高圧ガスボンベイ等を取扱う各分野に危険物取扱責
任者および研究室等の各室に火元・戸締責任者を配置している。日頃からの事故・
災害防止に万全を尽くすことが肝要である。
２）不測の事態への対応策
電気の安全使用の点検、終夜の機器の無人運転の安全使用の点検、石油類の取扱
い等日常の災害防止にあたる。また、実験中に起こりうる事故と災害等の可能性の
認識が必要である。
（２）火災に対する日常におけるリスク対応策
火災は日ごろから防災意識をしっかりと持っていれば未然に防ぐことが可能となる。
１）出火防止対策
・電気設備、ガス設備の安全管理、危険物の完全管理のため、点検を実施する。
・廊下、通路、防火扉前等に避難の妨げになるような物や火器の周囲に爆発物、可
燃物を置かない。
２）消火対策
・火災の早期発見に努める。
・機械装置の緊急停止を行う。
・消火設備の位置表示、消火設備の定期点検を実施する。
・一般火災の他に各種危険物からの出火が考えられるので、危険物と初期消火につ
いて正確に把握しておく。
（３）防火・防災訓練の参加
大規模火災を想定した防火訓練および大規模地震を想定した防災訓練を各々年１回
計２回実施しているので、積極的に参加し、避難経路や避難集合場所、消火器、消火
栓の位置と使用方法をその都度確認しておく。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
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・研究室教員は、周囲にいる職員に協力要請し、自衛消防隊統括管理者：代行者
（経営管理部長）（災害時緊急連絡先内線６番）へ連絡をする。連絡を受けた自
衛消防隊統括管理者：代行者（経営管理部長）は警備委託業者へ連絡をする。
・火災は初期消火が重要である。火の手が天井へ上がる前に消火できるかが重要
である。消せると思ったら、消火に努めると同時に大声で周囲へ知らせ、応援
を求める。しかし、危険と判断した場合は、速やかに避難および避難誘導に集
中する。
・各棟の自衛消防隊分隊担当班（以下、担当班という：別添自衛消防組織図参照）
は爆発の被害状況、火災の状況の確認を行う。
・担当班は、学生の負傷の有無を確認し、負傷した場合は安全な場所へ誘導し、
応急措置を行う。
・自衛消防隊本部（以下、本部という）は、負傷者の程度により救急車の依頼を
する。本部および担当班は救急隊員に事故発生時の状況、負傷者の状況、応急
処置の程度について説明し、場合によっては救急車に同乗し搬送先の病院へ向
かう。
２）学生の安全確保
・担当班は二次発生の恐れがないかを確認し、発生の恐れがある場合は、被害の
拡大の防止策を講じるとともに、学生に避難の指示を出す。
担当班は、館内放送で火災発生を知らせ、避難場所へ避難するよう指示する。
３）被害状況の確認
・連絡を受けた担当班は、現場に急行し、被害状況を確認し、本部へ連絡する。
・被害現場当事者等から爆発の被害状況、火災の状況について、話を聞く
・担当班は被害者の有無、火災の危機レベルの確認を行う。レベル２以上の場合
には、その他担当班へも連絡し、協力を求める。
・担当班は、搬入先の医師に事故発生時の状況等を説明する。その後負傷の状況、
治療内容等を聞いて、本部へ連絡する。
（２）連絡系統
１）連絡系統
・担当班は、予め決められた手順に則り、事故の発生を本部へ連絡する。
・連絡を受けた本部は火災の有無、被害状況、負傷者の有無等を確認のうえ、

所

管する消防署へ通報する。
・連絡を受けた本部は、自衛消防隊長（学長）、統括管理者（大学事務局長）、代
行者（経営企画部長）へ連絡するとともに、本部付各担当班を招集し、危機管
理レベルの判定を行い、今後の対応を検討する。
・本部と各棟分隊長は相互連絡を取り、初期対応に当たる。
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２）状況の報告
・担当班は、各分隊と連携し、被害現場当事者から事情を聴き、被害状況、火災
状況、その他の情報を集めると共に、事故の経緯を正確に把握、記録し、本部
へ報告する。
３）関係機関との連携
・緊急に消防・警察等へ通報する必要がある場合は、本部の了承を要しないこと
とし、事後報告を行う。
４）保護者等の関係者への連絡
学生支援課は、負傷した学生がいた場合当該保護者に対して、事故発生の経緯
や被害状況、被害者本人の状態や搬送先について連絡する。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員及び指揮命令系統については、別に定める。
２）被害状況の把握
本部は、各分隊との密な連携を取り、負傷者の有無・程度、被害状況の把握、
２次災害の有無の把握を行い、可能な限り情報収集する。その上で、報道機関
への公表などの判断を行う。
３）部局等への対応の指示
本部は、被害者への対応、今後の予防策の検討等について、特に必要と認めた
場合、関係部局に適切な指示を行う。
４）事故調査委員会の設置
事故調査委員会を設置し、災害・火災発生の経緯、状況等を確認する。
（４）学外対応
１）被害者等への対応
学生に負傷者が出た場合には、当該学生を見舞い、学生やその家族等の関係者
へ事実報告し、大学側に過失がある場合には誠意を持って謝罪等対応を図る。見
舞い等の対応は、原則として当該学生の所属する学部長が行い、状況に応じて、
本部と調整を行い対応する。
２）大学利用者への対応
大学利用者に負傷者が出た場合における対応等は、原則的には総務企画課が対
応する。
３）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は関連課
長が行う。報道機関への説明が必要な場合や多数の報道機関から取材要請がある
場合には、必要に応じて記者会見を行う。
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３．危機収束後の対応
（１）危機対応の評価と再発防止
・大学は災害の再発を起こさないよう、事故調査委員会（以下、委員会）と連携を
図り緊急対応の記録を作成する。記録作成の後は全教職員に情報を提供し共有を
図る（委員会事務所管：管財課）
。
・委員会は、原因の分析と再発防止のための課題の抽出を行う。
・委員会は緊急対応時の対応を評価し、今後の再発防止を図る。併せて、教員や学
生に対する事故防止策や安全点検等の見直しを図り、再発防止に努める。
（２）支援・援助
学部長と関係教員は負傷した学生を見舞うとともに、保護者に事故の経緯を説明
し、
「学生教育研究災害傷害保険」の手続き、治療費等について説明を行う。
（３）心のケア
負傷した学生及び周囲の学生でショックを受けている場合は、保健管理センター
医師や学生相談室のカウンセラー等の専門家に依頼するなど、連携を図りながら心
のケアを行う。
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（８）不審者の侵入
ケース：授業中の中央講義棟講義室へ不審な男が乱入し、刃物を振り回し暴れだした。講
義室は騒然となり、担当教員は安全な場所に学生を誘導したが、学生にけが人が出た。
冊子「安全ガイドブック 2013」に「不審者侵入時の対応について」のマニュアルが記
載されているので、万一の事象に備える。
１．通常時の対応
１）不審者の侵入対策
・管財課は警備委託業者と連携し、定期及び適宜、校内の巡視を行い、見通しの悪い
場所や、たやすい侵入経路がないか調査・確認する。廊下や出入口、階段などには
避難の妨げになるようなものは置かないようにする。警備体制の確認と定期的に見
直しを計る。
・連絡体制の確認や防犯意識を高める。

・学内適所にフロアガイドマップを掲示し、施設内の案内や順路をわかりやすくし
ておく。さらに避難経路を明示しておく。
２）不審者かどうかの確認
・不審な来学者等へは「声かけ」をして、用件を尋ねる。
・不自然な場所への立ち入りをしていないか、不自然な行動をおこなっていないか、
凶器や不審なもの等を所持していないか、暴力的態度をしていないか等を確認する。
３）不審者対応
・他の教職員へ連絡し、応援を依頼する。
・言葉や相手の態度に注意しながら、丁寧に退去するよう説得する。
・不審者を別室（応接室、会議室等）へ隔離する。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・講義室に凶器を持った者が侵入するなど、危害を加える恐れがある場合には、直ち
に講義室内の学生を避難させ、周囲の学生・教職員に大声で危険を知らせる。
・担当教員は、周囲にいる者（教職員、学内業者等）へ、学生支援課への連絡、他の
教職員への応援を依頼する。教職員は、速やかに警察（110 番）へ通報して出動を依
頼する。
２）学生の安全確保
・担当教員は、学生の安全を第一に考え即座に避難をさせる。
・警察官が到着するまでは、自らも不審者へは近づかないようにする。やむを得ず対
応する場合は、身を守る身近な物で不審者の行動を抑止しながら複数で取り囲み、
警察官の到着を待つ。
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３）被害状況の確認
・連絡を受けた学生支援課（学生対応）・管財課および警備委託業者（不審者対応）
は、現場に急行し、被害状況を確認し、経営企画部長に連絡する。
・教職員は、負傷者が発生した場合には、負傷の部位・程度や周囲の状況等を把握
し、直ちに救急車（119 番）の出動を要請するとともに、負傷者に応急手当を行う。
負傷の程度により保健管理センターを受診し、今後の対応を相談する。
・管財課、学生支援課は、警察等の現場検証などに備え、現場を立ち入り禁止にす
るなど現場の保存を行う。
（２）連絡体制
１）連絡系統
・担当教員は、周囲にいる教職員に依頼し事故の発生を学生支援課へ連絡する。連
絡を受けた学生支援課員は、学生支援課長へ報告する。

・学生支援課長は連携する管財課（不審者対応）へ連絡し、管財課長は警備委託
業者へ連絡をする。
・連絡を受けた学生支援課長は、学部長、学生部長、事務局（事務局長、経営企画
部長、学務部長）へ報告をするとともに、関係者を招集し、危機管理レベルの判
定を行い、今後の対応を検討する。
・学部長は、学長と相互連絡を取り、当該学部の初期対応に当たる。
・負傷者が出ているなど危機レベル 2 以上に場合には、学生支援課長は総務企画課
へも連絡を行う。

２）状況の報告
・学生支援課員は、職員等と連携し、学生の動揺を鎮めながら事情を聴き、情報を
集めると共に、事故の経緯を正確に把握、記録し、関係者に報告する。

３）全学の教職員・学生への注意喚起
必要に応じ教職員・学生に対して緊急連絡を行い、事案発生の事実を伝え、現
場に近づかないように注意を促す。不審者の侵入を放送で知らせる。その際不審
者に気付かれないように、刺激しないように予め定めた緊急用コールサイン等の
工夫をする。
４）関係機関との連携
緊急に警察や消防署へ通報する必要がある場合、事務局の了承を要しないこと
とし、事後報告を行う。
５）保護者等の関係者への連絡
学生支援課長は、負傷した学生の保護者へ連絡する。事象発生の経緯や被害状況、

本人の状態や搬送先など事実のみ伝える。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
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危機対策本部の構成員および指揮命令系統については、別に定める。
２）被害状況の把握
学生支援課長は、警察や関連部署との密な連携を取り、負傷者の有無、・程度、被
害状況の把握を行い、可能な限り情報収集する。
３）部局等への対応の指示
危機対策本部は被害者への対応、今後の予防策の検討等について、特に必要と認
めた場合、関係部局に適切な指示を行う。
４）調査委員会の設置
事故調査委員会を設置し、不審者の侵入経路、動機、被害の状況等を確認する。
（４）学外対応
１）被害者等への対応
学生に負傷者が出た場合には、当該学生を見舞い、学生やその家族等の関係者に
事実を報告し、大学側に過失がある場合には誠意を持って謝罪する。見舞い等の対
応は、原則として当該学生の所属する学部長が行い、状況に応じて、危機対策本部
と調整を行い対応する。
２）大学利用者への対応
大学利用者に負傷者が出た場合における対応等は、原則的には総務企画課が対応
する。
３）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は学生支援
課長が行う。報道機関への説明が必要な場合や多数の報道機関から取材要請がある
場合には、必要に応じて記者会見を行う。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・事務局長は、事故に関わる情報を整理、記録するとともに、事故原因や問題点を調
査、研究し、その反省と改善点について全教職員の共通理解を図り、事故の再発防

止に取組む。
（２）支援・援助
学部長・学生部長は負傷した学生を見舞うとともに、保護者に事故の経緯について
説明を行う。
（３）心のケア
負傷した学生及び周囲の学生でショックを受けている場合は、保健管理センター医
師や学生相談室のカウンセラー等の専門家に依頼するなど、連携を図りながら心のケ
アを行う。
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（９）キャンパス・ハラスメント
ケース：ゼミの教員が学部学生にセクハラ行為で訴えられた。

１．通常時の対応
（１）学園にキャンパス・ハラスメント防止・対策に関する指針及び規程が定められてお
り、教職員はキャンパス・ハラスメントを起こさないこと、また、防止することに努
める責務を負っていることの共通認識を醸成する。
（２）研修を実施し、キャンパス・ハラスメント防止についての啓発活動と注意喚起を促
す。
（３）各学部等に配置している相談員は相談者の悩みを親身に聞いて、相談者が受けた行
為がキャンパス・ハラスメントにあたるかどうかを理解することを助け、今後取るべ
き方法について、相談者が意志決定するためのサポートを行う。
２．事案発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・学長が委嘱する 5 名以内の防止対策委員をもって調査小委員会を組成し、当事者
及び関係者から事情を聴取する。
２）申出人の保護
・調査が終了するまでの間、当該教員と学生を接触させないよう双方に指示する。
３）被害状況の確認
・調査小委員会は、調査の申出に応じて直ちに調査の日時及び場所を決め、申出人
及び相手方に通知する。当事者は、調査に際して付添人（学外者も可）を 1 名付
けることができる。
・キャンパス・ハラスメントの調査結果を 2 か月以内に防止対策委員会に報告する。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、相当期間延長することができる。
（２）連絡体制
１）状況の報告
・調査小委員会は、当事者及び関係者から事情を聴取し、原則として 2 か月以内に
経過と調査結果を防止対策委員会に報告する。
（３）調査終了後の対応
１）部局等への対応の指示
学長は、防止対策委員会の報告を受け、適切な措置を講ずる。また、部局長は環
境改善のための措置を講ずる。
２）教員への対応
キャンパス・ハラスメントの態様等によっては、懲戒事由行為等として、就業規
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則に則り、理事長が措置を決定する。
３）申請者への対応
当該教員への措置や処分が決定した場合、学長又は学長が指名した者は、速やか
に申請者に報告する。
４）学内対応
学長は、内容が重大であると判断した場合、関係者のプライバシーを尊重し、申
請者の同意を得た上で、事件の経過と結果について学内に公表する。
５）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は人事課長
が行う。また、報道機関への説明が必要な場合や多数の報道機関から取材要請があ
る場合には、必要に応じて記者会見を行う。
３．収束後の対応
１）原因の究明／再発防止
・ハラスメントに関わる情報を整理、記録するとともに、原因や問題点を調査、研
究し、その反省と改善点について全教員の共通理解を図る。
・教職員や学生に対するハラスメント等の防止対策の見直しを行い、ハラスメント
の再発防止に取組む。
２）支援・援助
学部長と関係教員はハラスメント被害を受けた学生に謝罪するとともに、保護者
にハラスメントの経緯を説明し、今後の対応、防止対策等について説明を行う。
３）心のケア
ハラスメント被害を受けた学生及び周囲の学生でショックを受けている場合は、
保健管理センター医師や学生相談室のカウンセラー等の専門家に依頼するなど、連
携を図りながら心のケアを行う。
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（１０）海外研修等における事件・事故
ケース：学生が海外研修中に大規模な事故に巻き込まれた旨、連絡があった。

１．通常時の対応
海外における様々な危機及び危機的状況の増加傾向にあり、海外への派遣や渡航につ
いては、学生・職員の明確な危機管理意識が不可欠である。自然災害、国際テロ、感染
症、犯罪、異文化適応をはじめとするあらゆる不測の事態に備えるリスク管理体制を整
備し、学生・職員の海外での安全確保において最大限の努力をしなければならない。本
学が許可又は承認する語学研修、派遣留学、海外研修等に参加する学生・職員の安全確
保を最優先する。
（１）事件・事故の危険回避や事故防止のため、渡航先、滞在先の治安状況や犯罪の傾向・
手口、法律や習慣について、十分な情報収集と予備知識を得ておき、実際の危険回避
に活かす。このため、本学では学生・職員用に「海外での安全ハンドブック」を作成
し、オリエンテーションで注意喚起するなど安全管理対策を実施する。
（２）学生・職員が行うべき危機管理対応
１）渡航前に行う準備
・海外安全情報を収集し、緊急連絡先等を把握する。
海外渡航時の安全確認：外務省の海外安全ホームページ等
疾病情報：感染症情報センター等
・健康診断や予防接種等を行う。
・海外旅行傷害保険等渡航先に応じ必要十分な保険等に加入する。
・大学への渡航情報を提出する。
２）渡航中に行うこと
・滞在地情報の継続的収集を行う。
在外公館のホームページなどで、定期的に危険情報について把握する。
留学・研修先等での危機管理体制の情報収集を行う。
・定期的報告を行う。
緊急時の本学への緊急連絡体制を確認・準備する。
・在外公館への在留届提出
３カ月以上の滞在の場合は義務付けられている。また、治安情勢が不安定な国や
地域への渡航の場合は、滞在期間が 3 カ月未満でも届け出るようにする。
・健康管理に留意する。
３）事故に遭った場合の心得
・事故に遭った場合は、落ち着いて被害を最小限にとどめること。
・事故に遭った場合は、緊急時の連絡救助体制に従って連絡・救助を求める。
・事故に遭った場合は、引率教員、現地の受入れ機関や受入れ責任者、日本にいる
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指導教員に至急連絡を行う。
・在外公館の連絡・指示に従って行動する。
・家族へ連絡する。
・保険会社に連絡する。
４）帰国後に行うこと
・健康診断（職員は、労働安全衛生法に基づき 6 カ月以上の滞在の場合は、義務付
けられている。
）を受診する。
・帰国後の健康状況には十分に気を付ける。病気によっては、帰国後 1 カ月を過ぎ
て発病するもの（A 型肝炎、マラリアなど）があるので、自覚症状が続く場合には、
速やかに医療機関を受診すること。
・帰国時に発熱や下痢のある場合には、空港の検疫所で申請すること。特に感染症
が発生した国・地域等から帰国した場合には、注意すること。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
同行の学生・職員または外務省、現地大学等から本学に重大事故の発生について
本学関係事務所管に連絡があった場合
・連絡をうけた事務所管課員は、通報者からできる限り詳細な情報を聞き取り、必
要に応じ同行の学生・職員に指示を出す。
危機内容、発生日時、場所、負傷者等の氏名、負傷等の程度、留学先等への連絡
の有無、搬送先の病院など可能な限りの情報を収集し整理する。
（２）連絡体制
１）連絡系統
・第一報を受けた職員は、直ちに事務所管課長に報告する。
・連絡を受けた事務所管課長は、速やかに学長、学生が所属する学部長、学生部長、
事務局（事務局長、学務部長等）に報告をするとともに関係者を招集する。
２）危機管理レベルの判定
学長は、危機管理レベルの判定を行い、今後の対応を検討する。リスク評価を行
い、必要に応じて危機対策本部を設置する。
負傷者が出ているなど危機レベル 2 以上の場合には、事務所管課長は危機管理担
当の総務企画課長にも連絡を行う。
・必要書類の準備
研修参加申込書・出張申請書（日程・計画等）・現地事情（地図等）
・任意保険の加入状況
（３）危機対策本部
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対策実施班を組織するとともに、当該事態における必要な措置、対応、対策等の全
般について決定し、必要な指示を行う。
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員については、別に定める。
危機対策本部のもとに、対策実施班「現地情報収集班」、「学生・職員・家族対応
班」
、
「広報メディア班」
、
「総務・財務班」「対策本部班」を編成する。各班の役割は
以下のとおりとする。
・
「現地情報収集班」
現地情報収集、海外との連絡・渉外業務（現地での各当事者、受入先機関関係者、
在外公館などからの情報収集及び現地関係機関、関係者との連絡・折衝等）
、本学
職員の派遣・帰国に係る渡航手続き支援等、及び記録の作成
・
「学生・職員・家族対応班」
学生・職員情報収集、保護者・家族等への連絡・対応、及び記録の作成
・
「広報メディア班」
学内外への広報業務（広報窓口）及び記録の作成
・
「総務・財務班」
保険関連業務、関係諸機関（文部科学省、外務省等）への報告・連絡、支援経費
等の検討、補償等の検討、及び記録の作成
・
「対策本部班」
対策本部の指示事項伝達、対策業務の状況確認、情報の収集・整理等、及び記録
の作成
２）被害状況の把握
・様々な情報を「情報源」を明らかにしながら整理する。
・事故の内容・規模・状況・死傷者・収容先等
・緊急連絡先への連絡
研修大学、在外公館等緊急連絡先へ連絡し、指示に従う。
・保険会社へ連絡し対応を要請
・家族等への連絡
連絡は、電話・メール・インターネット等常に複数の手段で行うこと。
（４）学外対応
１）保護者・家族等の関係者への対応
事故に遭遇した職員の家族へ連絡する。事故への対応の経過や本人の状況など事
実のみを伝える。
２）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は事務所管
課長が行う。また、報道機関への説明が必要な場合や多数の報道機関から取材要請
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がある場合には、必要に応じて記者会見を行う。
３）関係諸機関への対応
文部科学省、外務省等への報告・連絡をする。
（５）危機対策本部を設置しない場合の対応
災害、事件、事故の発生により、本学学生・職員が負傷するが、比較的軽症であっ
た場合の対応
１）事務所管課長は、関連部署の協力を得て、危機の発生状況など当該学生・職員等
に関する情報収集を引き続き行う。
２）事務局長は、危機に遭遇した当該学生・職員の所属長等と協議を行い、必要に応
じ現地での事後処理等の対応のため、職員派遣の必要性及び派遣者を検討し、所属
長は学長と協議し派遣の有無および派遣者を決定する。
３）事務所管課長は、関連部署の協力を得て、派遣者のパスポート・航空券・ホテル・
国際携帯電話の手配などを行う。また、当該学生・職員の家族が現地へ同行する際
についても同様とする。
４）現地対応のため派遣された職員は、現地大学の担当者、病院、在外公館、同行し
た当該学生の家族などと連絡・相談の上、その後の対応方法を検討し、適宜、本学
へ連絡の上調整する。
５）当該事務所管は、関連部署の協力を得て、関係保険会社に連絡する。
６）当該学生・職員の家族との対応は、関連部署の協力を得て行う。
７）マスコミ対応が必要な場合は、総務企画課が担当する。
８）上記の対応実施については、当該事務所管が記録をとる。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・事故発生時の状況からその対応状況等の情報を整理、記録するとともに、事故原
因や問題点を調査、研究し、その反省と改善点について検討する。
・学生、職員に対する事故防止策等の見直しを行い、事故の再発防止に取組む。
（２）支援・援助／心のケア
所属長と関係職員は事故に遭遇した学生、職員を見舞うとともに、家族に事故の
経緯を行う。
事故に遭遇した学生、職員及び周囲でショックを受けている者がいる場合は、保
健管理センター医師等の専門家に依頼するなど、連携を図りながら心のケアを行う。
３）報告
・学長は、事故の経過を記した文書をホームページや掲示等で公表を行い、学内に
報告する。
・必要に応じ、報道機関等外部への対応を行う。
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（１１－１）図書館利用者の事故
ケース：図書館内の階段で利用者が転落し、後頭部を強打した。
１．通常時の対応
（１）館内に事故が発生しやすい環境がないか確認する。
（２）万が一事故が発生した場合に備え、迅速な対応の仕方、連絡体制、役割分担を定め、
学術情報課員全員が理解しておくとともに、確実に対応できる体制を整える。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・学術情報課員は、利用者の負傷の状況を確認し、保健管理センターに連絡する。
・周囲にいる者（教職員）に他の学術情報課員の応援を依頼する。
・負傷者が学生の場合は学生支援課、教職員の場合は人事課に連絡する。
・負傷者の程度により救急車を依頼する。その際、救急隊員に事故発生時の状況等
について説明する。
（２）連絡体制
１）連絡系統
・学術情報課員は、直ちに学術情報課長に報告し、関係部署に連絡する。
①学生の場合 学生支援課
②教職員の場合 人事課
③学外者の場合 自宅または勤務先等
２）状況の報告
・利用者の動揺を鎮めながら事情を聴き、情報を収集すると共に、事故の経緯を正
確に把握、記録し、関係者に報告する。
・設備の被害状況を把握する。
３）家族等の関係者への連絡
・負傷者が学生の場合は学生支援課、教職員の場合は人事課に関係者への連絡を依
頼し、学外者の場合は学術情報課長が負傷者の自宅または勤務先等に連絡する。
事故への対応の経過や本人の状況、搬送先など事実のみを伝える。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員及び指揮命令系統については、別に定める。
２）被害状況の把握
責任者は、関係部署と連絡をとり、負傷者の有無・程度等の被害状況の把握を
行う。
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３）部局等への対応の指示
危機対策本部（全学）は、被害者への対応、今後の予防策の検討等について、特
に必要と認めた場合、関係部局に適切な指示を行う。
（４）学外対応
１）被害者等への対応
負傷者やその家族等の関係者への見舞い等は、危機対策本部と調整を行い対応す
る。
２）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は学術情報
課長が行う。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・学術情報課は、事故に関わる情報を整理、記録するとともに、事故原因や問題点を
調査、研究し、その反省と改善点について課員全員の共通理解を図る。
・設備に問題がある場合は、管財課が原因を究明し、事故の再発防止に取り組む。
・事故防止策や安全点検等の見直しを行い、事故の再発防止に取り組む。
（２）支援援助／心のケア
周囲でショックを受けている利用者がいた場合、関係部署に連絡して対応を依頼す
る。
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（１１－２）図書館：急病者の発生
ケース：図書館内の閲覧席で利用者が嘔吐した。
１．通常時の対応
（１）万が一急病者が発生した場合に備え、迅速な対応の仕方、連絡体制、役割分担を定
め、学術情報課員全員が理解しておくとともに、確実に対応できる体制を整える。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・学術情報課員は、急病者の状況を確認し、保健管理センターに連絡する。
・周囲にいる者（教職員）に他の学術情報課員の応援を依頼する。
・急病者が学生の場合は学生支援課、教職員の場合は人事課に連絡する。学外者の
場合、軽症であっても感染症に罹患している恐れがあるため、すぐに病院を受診
するよう勧める。
・急病者の程度により救急車を依頼する。その際、救急隊員に事故発生時の状況等
について説明する。
２）感染防止
・急病者が感染症を罹患している場合、二次感染の恐れがあるため、現場付近に利
用者が近づかないよう周知を行う。
（２）連絡体制
１）連絡系統
・学術情報課員は、直ちに学術情報課長に報告し、保健管理センター及び関係部署
に連絡する。
①学生の場合 学生支援課
②教職員の場合 人事課
③学外者の場合 自宅または勤務先等
２）状況の報告
・利用者の動揺を鎮めながら事情を聴き、情報を収集、記録し、関係者に報告する。
・設備の被害状況を把握する。
３）家族等の関係者への連絡
・急病者が学生の場合は学生支援課、教職員の場合は人事課に関係者への連絡を依
頼し、学外者の場合は学術情報課長が急病者の自宅または勤務先等に連絡する。
本人の状況、搬送先など事実のみを伝える。
４）感染症有無の確認
・学術情報課長は学生及び教職員の場合は関係部署、学外者の場合は本人に感染症
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罹患の有無を確認する。感染症であった場合は、二次感染防止のため、関係部署
と連携を図りながら対策を検討する。
（３）危機対策本部の設置
１）必要に応じて危機対策本部を設置し、今後の対策を検討する。
（４）学外対応
１）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は学術情報
課長が行う。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・学術情報課は、急病者に関わる情報を整理、記録するとともに、問題点を調査、研
究し、その反省と改善点について課員全員の共通理解を図る。
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（１１－３）図書館：利用者の不審行為
ケース：図書館内で利用者が凶器を持っていた。
１．通常時の対応
（１）万が一事件が発生した場合に備え、迅速な対応の仕方、連絡体制、役割分担を定め、
学術情報課員全員が理解しておくとともに、確実に対応できる体制を整える。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・学術情報課員は、利用者の不審な行為を確認し、程度により複数の課員で対応す
る。
・当該者が学生の場合は学生支援課、学外者の場合は管財課に連絡する。
（２）連絡体制
１）連絡系統
学術情報課員は、直ちに学術情報課長に報告し、関係部署に連絡する。
①学生の場合 学生支援課
②学外者の場合 管財課
２）状況の報告
利用者の動揺を鎮めながら事情を聴き、情報を収集、記録し、関係者に報告する。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員及び指揮命令系統については、別に定める。
２）被害状況の把握
責任者は、関係部署と連絡をとり、被害者の有無・程度等の被害状況の把握を行
う。
３）部局等への対応の指示
危機対策本部（全学）は、被害者や加害者の関係者等への対応について、関係部
局に適切な指示を行う。
（４）学外対応
１）被害者等への対応
被害者が発生した場合、本人やその家族等の関係者への見舞い等は、危機対策本
部と調整を行い対応する。
２）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は学術情報
課長が行う。
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３．危機収束後の対応
（１）再発防止
・学術情報課は、不審行為をする利用者に関わる情報を整理、記録するとともに、関
係部署と連携を図りながら、当該者の図書館利用資格を制限する等、再発防止に取
り組む。
（２）支援援助／心のケア
・周囲でショックを受けている利用者がいた場合、関係部署に連絡して対応を依頼する。

（１２）薬用植物園来園者の事故
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・来園者（一般、学生）がスズメバチに刺されたり、ヘビに噛まれた。
・来園者（子供等）が有毒植物を誤飲した。
１．通常時の対応
（１）ハチ、ヘビに対する注意看板を設置し、来園者に注意喚起する。
（２）薬用植物園内の点検を行い、安全性を確かめる。
（３）有毒植物に対する注意看板を設置する。
（４）来園者の自己責任に関する看板を設置する。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・担当職員は、来園者の負傷の有無等を確認し、負傷した来園者の応急処置を行う。
・担当職員は、周囲にいる者（教職員）に教務企画課への連絡、ほかの教職員への
応援を依頼する。
・負傷者の程度により、救急車を依頼する。その際に担当職員は救急隊員に事故発
生時の状況や応急措置について説明し、救急車に同乗又は別途、搬送先の病院へ
向かう。
・負傷の程度により保健管理センターを受診し、今後の対応を相談する。
２）安全確保
・スズメバチやヘビによる被害の場合、担当職員は別な個体の襲来等による二次被
害の恐れがないかを確認し、被害の恐れがある場合は、被害の拡大の防止策を講
じる。
３）被害状況の確認
・連絡を受けた教務企画課研究施設担当は、現場に急行し、被害状況を確認した上
で、教務企画課長へ事故の発生を連絡する。
・担当職員等は、搬入先の医師に事故発生時の状況を説明し、負傷の状況、治療内
容等を聞いて、学務部長へ連絡する。
（２）連絡体制
１）連絡系統
・担当職員は、周囲に居る者（教職員）に依頼し事故の発生を教務企画課に連絡す
る。教務企画課研究施設担当は、教務企画課長へ報告する。
・連絡を受けた教務企画課長は、薬用植物園長、学務部長、事務局（事務局長、部
長）に報告をするとともに関係者を招集し、危機管理レベルの判定を行い、今後
の対応を検討する。
・薬用植物園長は、学長と相互連絡を取り、当該学部の初期対応に当たる。
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・負傷者が出ているなど危機レベル 2 以上に相当する場合には、事務局の了承を要
しないこととし、事後報告を行う。
２）状況の報告
・教務企画課員は、担当職員等と連携し、来園者に事情を聴き、情報を集めると共
に、事故の経緯を正確に把握、記録し、関係者に報告する。
３）関係機関との連携
・緊急に消防・警察等へ通報する必要がある場合は、事務局の了承を要しないこと
とし、事後報告を行う。
４）負傷者の家族等の関係者への連絡
・負傷した来園者の家族へ連絡する。事故への対応の経過や本人の状況、搬送先な
ど事実のみを伝える。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
・危機対策本部の構成員及び指揮命令系統については、別に定める。
２）被害状況の把握
・責任者は、関係部署と連絡を取り、負傷者の有無・程度などの被害状況の把握を
行う。その上で、報道機関への公表などの判断を行う。
３）部局等への対応の指示
・危機対策本部（全学）は、被害者への対応、今後の予防策の検討等について、特
に必要と認めた場合、関係部局に適切な指示を行う。
（４）学外対応
１）被害者等への対応
・大学側に過失がある場合には、来園者やその家族等の関係者に誠意を持って謝罪
する。見舞い等の対応は、状況に応じて、危機対策本部と調整を行い対応する。
２）報道機関等への対応
・報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は学務部長
が行う。また、報道機関への説明が必要な場合や多数の報道機関から取材要請が
ある場合には、必要に応じて記者会見を行う。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明及び再発防止
・薬用植物園長は、事故に関わる情報を整理、記録するとともに、事故原因や問題点
を調査、研究し、その反省と改善について全教職員の共通理解を図る。
・教職員や来園者に対する事故防止策や安全点検等の見直しを行い、事故の再発防止
に取り組む。
（１３）放射性同位元素等の盗難・紛失
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ケース：放射性同位元素が盗難または紛失した。
１．通常時の対応
（１）貯蔵室・貯蔵庫等には施錠する。
（２）管理室が鍵を管理する。
（３）鍵の持出しを記録する。
（４）放射線同位元素の出し入れは、可能な限り複数人で行う。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・担当職員は、記録のチェックを行う。
・所在不明となった RI の核種、数量、密封・非密封の別、形状などを確認する。
・担当職員は、放射線取扱主任者、安全管理責任者、施設管理責任者、業務従事責
任者、教務企画課長へ報告を行う。
（２）連絡体制
１）連絡系統
・連絡を受けた教務企画課長は、アイソトープ研究センター長、放射線同位元素管
理委員会委員長、事務局（事務局長、学務部長、総務企画課長等）に報告を行う。
２）関係機関との連携
・教務企画課長は警察署に通報するとともに、原子力規制委員会へ電話及び FAX ま
たはメールで第一報の報告を行う。また、原子力規制委員会に対しては、１０日
以内にその状況およびそれに対する処置について、報告を行う。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
・危機対策本部の構成員及び指揮命令系統については、別に定める。
２）状況把握
・危機対策本部は、関係部署と連絡を取り、使用記録に基づいて関係者に事情聴取
を行うなど、紛失物の探査を行う。また、紛失物に関する環境への影響評価を行
い、その上で、報道機関への公表などの判断を行う。
３）部局等への対応の指示
・危機対策本部は、学内への注意喚起、近隣住人への周知等、今後の対応等につい
て、関係部局に適切な指示を行う。
（４）学外対応
１）近隣住民への対応
・近隣住民・町内会等への周知を目的として、文書による告知文等を配布する。
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２）報道機関等への対応
・報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は学務部長
が行う。また、報道機関への説明が必要な場合や多数の報道機関から取材要請が
ある場合には、必要に応じて記者会見を行う。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明及び再発防止
・教務企画課は、事故に関わる情報を整理、記録するとともに、原因や問題点を調査、
研究し、その反省と改善について全教職員の共通理解を図る。
・RI に関する学内教育を再徹底したうえで、再発防止措置を行う。
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（１４－１）情報推進課：停電等によるシステムダウン
ケース：学内システムの一部にアクセスできなくなった。
１．通常時の対応
（１）通常時のリスク対応策
１）無停電電源装置(UPS)による電源保護を実施する。
２）監視システムによる UPS ステータス監視を実施し、バッテリ劣化や UPS 異常が発
生した場合には、然るべき対応をとり、UPS が正常に稼働する状態を維持する。
３）サーバ室の使用電力を定期的に測定し、許容電流を超過しないようにサーバ稼働
を管理する。
４）監視システムによるサーバ、ネットワーク機器、ソフトウェアのステータス監視
を実施し、異常を検出した場合には、然るべき対応をとり正常な状態に復旧させ
る。
５）長期停電を想定し、システムを安全に停止する運用手順を確立する。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・ダウンした対象のシステムを特定する。
・障害の起因となるコンポーネント（機器、ソフトウェア）を特定する。
・障害による影響範囲を確認する。（サブシステムや連携システムへの影響の有無）
・障害の一時切り分けを行う。（およそ５分未満で判断できる場合のみ）
（２）連絡体制
１）情報推進課職員は、直ちに障害状況を情報推進課長に報告する。
２）情報推進課職員は、一時切り分けの結果、即時復旧可能であると確認できた場合、
その内容を情報推進課長に報告する。
３）情報推進課長は、報告内容をもとに初期対応を判断する。
４）即時復旧が不可能である（障害が深刻である）場合、情報推進課長は速やかに、
情報センター長、情報センター運用主任、事務局（事務局長、学務部長等）に報
告をするとともに関係者を招集し今後の対応を検討する。
５）情報センター障害連絡サイトおよび alluser メーリングリストにより、学内への
障害状況を周知する。場合によりデジタルサイネージを利用する。（学生支援課
へ協力要請をする）
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員については、別に定める。
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２）障害状況の把握
情報推進課職員が、学内ネットワーク保守作業員、システムベンダ、電力会社等
と連携をとり、障害に関する情報収集を実施し、適宜機器対策本部へ報告する。
３）復旧目処の把握
危機対策本部は、前項２）の内容に基づき、障害復旧目処を把握し、必要に応じ
て、情報センター障害連絡サイトおよび alluser メーリングリストを使用して、
学内への周知を実施する。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明／分析
・情報推進課職員は障害の原因を分析し、システムの設計上に問題があると認められ
た場合は、システム設計の見なおしを検討する。また、システムの運用面で問題が
あった場合は、運用の見なおしを検討する。
（２）再発防止の取り組み
前項（１）の検討結果に基づき、具体的な再発防止策についての取り組みを進める。
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（１４－２）情報推進課：マルウェア(ウイルス)感染
ケース：監視システムでマルウェア(ウイルス)の感染を同時に多数検出した。
１．通常時の対応
（１）通常時のリスク対応策
１）学内ネットワークへ接続する機器（パソコン、スマートフォン等）へのセキュリ
ティ対策ソフトのインストールを徹底させる。（学内周知・教育）
２）利用者の情報セキュリティリテラシを向上させるための教育や啓蒙活動を定期的
に実施する。
３）学内利用者に対して、マルウェア感染時の対応手順を周知する。
４）セキュリティ監視システム(NGFW)を強化することにより、マルウェア感染状況を
常に把握する。
５）セキュアな学内ネットワークを構築する。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・感染機器を特定する。
・影響範囲を特定する。
（２）連絡体制
１）情報推進課職員は、直ちに状況を情報推進課長に報告する。
２）情報推進課長は、速やかに、情報センター長、情報センター運用主任、事務局（事
務局長、学務部長等）に報告をするとともに関係者を招集し、今後の対応を検討
する。
３）学内放送にて、学内ネットワークから機器を切断（もしくはコンピュータのシャ
ットダウン）するよう周知する。
同時にデジタルサイネージにも掲示する。
（学生支援課へ協力要請をする）
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員については、別に定める。
２）感染状況の把握
情報推進課職員が、学内ネットワーク保守作業員と連携をとり、感染状況を調査
し、適宜機器対策本部へ報告する。
３）感染機器の回収
危機対策本部は、前項２）の内容に基づき、感染対象機器の利用者に対し、感染
機器を機器管理本部へ提出するように要請する。物理的な理由で提出が困難な場
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合は、情報推進課職員が回収作業を実施する。
３．危機収束後の対応
（１）学内周知
・学内放送にて、学内ネットワークへの機器接続を許可する案内を周知する。
・同時にデジタルサイネージにも掲示する。
（学生支援課へ協力要請をする）また、利
用者にセキュリティ対策ソフトの確認（インストールおよびスキャン）を促す。
（２）感染機器の処理
・感染機器については、情報推進課職員で感染状況を確認し、可能な場合はマルウェ
ア除去作業を実施する。
・危険度の高いマルウェア感染については、利用者の同意を得て、機器の初期化処理
を実施する。
（３）再発防止の取り組み
・発生したインシデントを事例として、利用者の情報セキュリティリテラシ向上の教
育を実施する。
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（１５）学外実習中の学生へのハラスメント

ケース：学外実習中の学生から引率教員に実習先で学外者からハラスメントを受けたと
相談があった。
１．通常時の対応
（１）通常時のリスク対応策
１）大学内のキャンパス・ハラスメント以外に実習施設や就職活動先でのハラスメン
トについても大学で対応することを学生に説明する。
２）実習先で引率教員が行うべき学生に対するサポート・対応策を事前に策定する。
３）大学・学部等への連絡先を事前に策定する。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）引率教員から実習施設の学生の状況について、学生支援課に連絡が入った。
課員はハラスメント被害を受けた学生の学部・氏名や被害の状況等の事情を聴取
し、学生支援課長へ報告する。
２）学生支援課長は、当該学部長・学生部長へ連絡する。
３）当該学生部長は、被害を受けた学生と面談し、心情やプライバシーに配慮しつつ、
時系列で訴えの内容を聴取し、被害についてどうしたいのか確認する。被った不
利益の内容（いつ、どこで、誰から、どうされたのか、言われた言葉、行為の内
容など）、加害者に対してどうしたいのか等（公式な注意を希望、調停、訴えな
ど）を確認する。
（２）連絡体制
１）学内連絡
・学生支援課長は、当該学部長・学生部長、事務局長へ連絡する。
・当該学部長は学長へ報告する。
・必要に応じ、キャンパス・ハラスメント防止対策委員長に連絡し、調整する。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員については、別に定める。
２）被害状況の把握
ハラスメント被害を受けた学生との面談結果や被害について情報収集を記録整理
する。
３）調査委員会
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調査・解決を望む場合、先方の担当者へ連絡、事実を告げて調査及び解決策案の
回答を依頼する。その解決案について、本学の被害者と先方加害者との間の解決
を支援する。
（４）学外対応
１）被害を受けた学生への対応
ハラスメント被害を受けた学生に対しては、プライバシーに最大限に配慮し、保
健管理センター医師や学生相談室のカウンセラーと連携し、就学ケアを実施する。
学長は、内容が重大であると判断した場合、プライバシーを尊重し、学生の同意
を得た上で、事件の経過と結果について学内に公表する。
２）報道機関等への対応
報道機関等外部への連絡調整は総務企画課長が、問い合わせへの対応は学生支援
課長が行う。
３．収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・ハラスメントに関わる情報を整理、記録するとともに、原因や問題点を調査、研
究し、その反省と改善点について全教員の共通理解を図る。
・学生に対するハラスメント等の防止対策の見直しを行い、ハラスメントの再発防
止に取り組む。
・学部長・学生部長は、ハラスメント被害を受けた学生に謝罪するとともに、保護
者にハラスメントの経緯を説明し、今後の対応、防止対策等について説明を行う。
・当該施設等との今後の関係について、大学としての対応を検討する。
（２）心のケア
ハラスメント被害を受けた学生及び周囲の学生でショックを受けている場合は、
保健管理センター医師や学生相談室のカウンセラー等の専門家に依頼するなど、
連携を図りながら心のケアを行う。
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（１６）個人情報の漏洩

ケース：個人情報データを記録したパソコンが駐車中の車から盗難にあった。
１．通常時の対応
（１）通常時のリスク対応策
１）本学の「個人情報の保護に関する規程」「個人情報保護委員会内規」および「個
人情報の適正管理に関する細則」を遵守する。
２）個人情報は、原則として学外に持ち出してはならない。個人的理由で個人情報に
係るデータを学外に持ち出した場合、紛失や漏洩時の損害補償や社会的影響が生じ
ることを自覚する。
３）授業運営にかかわる資料で正当な教育活動の遂行に必要な場合に学外に持ち出し
たときは、当該情報に係る個人情報保護管理者とみなし、その責務を負うものとす
る。（規程第 11 条）
４）ハードウェア暗号化機能搭載ＵＳＢメモリー等の使用を推進する。
５）車上荒らしの被害を防ぐため、パソコン等を車内の外から見える場所に放置しな
い。また、少しの間でも車を離れる場合は必ず施錠する。
６）大学で加入している個人情報保険の補償内容や範囲を把握する。
７）個人情報はサーバー攻撃、ウイルス感染等色々な原因により流出する場合がある
ので、これらの事例と共に全学での啓発活動を行う。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）状況把握
・関係部局において当該教職員から盗難時の状況と漏洩が危惧される内容（情報の
範囲、媒体の種類、推察される漏洩の経路等）について情報収集する。漏洩の範
囲や影響について、総務企画課長は関係部局と相談し、確認する。
・パソコンの売却やデータ漏洩の有無について可能な限り情報を収集する。
（２）連絡体制
１）当該教職員から所属長に盗難の事実と保持していた情報の内容を報告する。
２）当該課長は部局長及び事務局長に報告し、初期対応を判断する。
３）事務局長は学長、関係者へ連絡する。
４）警察にパソコンの盗難届を提出する。
５）保険会社に連絡する。
６）顧問弁護士に連絡する。
７）事態が深刻であると判断した場合、総務企画課長は速やかに関係者に報告し、危
機対策本部の設置を含め、今後の対応を検討する。
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（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員については、別に定める。（レベル２以上）
２）状況の把握
・当該教職員と面談をして事情を聴取し、盗難の経緯及び漏洩が危惧される情報の
内容を確認する。
・顧問弁護士に相談し、意見を聴取する。
・保険会社の意見を聴取する。
・所轄警察署に状況を確認する。
（４）個人情報の漏えいが危惧される当事者への対応
・情報が漏洩した場合や漏洩が疑われる場合は、当事者に対し電話連絡をする。
・所属長は謝罪文を作成し、送付または必要に応じて訪問して経緯等を説明する。
（５）報道機関等への対応
・報道機関等外部への連絡調整は、その必要性に応じて総務企画課長が行う。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・事件に関わる情報を整理・記録するとともに、生じた事案の原因や問題点を調査・
究明し、それらの反省と改善点について全教職員が共通認識を持つよう努める。
・個人情報保護委員会の検討結果に基づき、具体的な再発防止策についての取り組み
を進める。
（２）報告
・事実の経過を記した文書を学内周知し、必要に応じて当該発生事例に関する内容、
経過及び結果の報告をホームページ等で公表する。
・必要に応じて、報道機関等外部への対応を行う。
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（１７）入学試験問題の出題ミス
ケース：試験実施後に入学試験問題の出題ミスの指摘が外部機関からあった。

１．通常時の対応
（１）通常時のリスク対応策
１）出題委員は、入学試験問題作成チェックリストに基づき複数人により実施し、ミ
スのないよう細心の注意を払う。
２）校正ミスや学習指導要領に基づいた教科ごとの出題範囲を再チェックし、確認す
る。
２．危機発生時の対応
（１）初期対応
１）外部機関から入学試験問題出題ミスの指摘が入試広報課長へ連絡があった。
２）広報・教育事業部長は、指摘内容の妥当性について出題採点委員長および担当科
目の出題採点委員へ連絡し、確認する。
（２）連絡体制
１）学内連絡
広報・教育事業部長は、学長・事務局長へ連絡する。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
危機対策本部の構成員については、別に定める。
２）状況の把握
・答案用紙や採点集計データの再見直しを行い、追加合格者の有無を確認する。
・新たに合格が発生する場合には、大学入学試験委員会および教授会を開催し合格
者を決定する。
（４）学外対応
１）追加合格者への対応
・追加合格対象者へ連絡し、状況を報告のうえ謝罪する。合わせて合格通知等の手
続き関係書類を送付し入学の意思確認を行う。経済的弁済料および謝罪料等を検
討する。
・追加合格者が発生した場合には、学務部で学籍及び授業（補講等）について当該
学部長と協議し、対象者に不利益が生じないよう配慮する。
２）文部科学省への対応
・速やかに文部科学省へ連絡し、「入試問題ミスに係る報告書」を提出する。
３）報道機関等への対応
記者会見の有無等、報道機関対応を検討する。
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３．収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・情報を整理、記録するとともに、原因や問題点を調査、研究し、その反省と改善
点について出題採点委員の共通理解を図る。
・再発防止策の見直しを行い、再発防止に取組む。
（２）報告

・公表文を確認し、ホームページで公表を行う。
・必要に応じ、報道機関等外部への対応を行う。
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（１８）大学への誹謗中傷

ケース：危険物（刃物や粉末等）が封入された配達物や誹謗中傷の手紙が届いた。
１．通常時の対応
・日常における配達物の開封や仕分けに際し、細心の注意を払う。
・不審な配達物とは、以下のような特徴を有する。
・差出人の住所や氏名等の記載がない
・必要以上に切手が貼られている
・退職して相当の期間が経過している人物に宛てたものである
・宛先の綴りに著しい誤りがある
・消印の住所と差出人の住所が一致しない
・重量に違和感がある
・テープなどで過度に梱包されている
等

２．危機発生時の対応
（１）初期対応
・危険物等の不審を感じた場合、触らないで保管する。特に、爆発等の疑いがある
場合は手を触れず、移動させず、衝撃を与えないようにする。
・開封した際に粉末等が入っていた場合には、直ちに封筒等をビニール袋等で覆い、
内容物の拡散を防ぐ。
・被害の拡散を防ぐため、必要があれば周囲の立ち入り規制等を行う。
・危険物等で負傷した教職員がいる場合は、保健管理センターへ連絡して応急処置
を依頼し、必要に応じて救急車の手配を行う。
（２）連絡体制
・大学への誹謗中傷に係る封書については、総務企画課長に連絡する。
・総務企画課員は不審な配達物と判断した場合は開封せず、総務企画課長に報告す
るとともに、宛先に指定された関係部署に連絡する。
・総務企画課長は所属長に報告し、初期対応を判断する。
・事態が深刻であると判断した場合、総務企画課長は速やかに関係者に報告し、危
機対策本部の設置を含め、今後の対応を検討する。
（３）危機対策本部
１）構成員・指揮命令系統
・危機対策本部の構成員については、別に定める。（レベル２以上）
２）状況の把握
・対象教職員がいる場合、面談をして事情を聴取する。

66

・必要に応じて、差出人の特定に努める。
・大学への脅迫や嫌がらせの手紙等については、文面からその目的や対象を調査、
分析する。
・手紙等の調査、分析により、必要に応じて、業務妨害罪として警察へ通報する。
（４）学外対応
１）報道機関等への対応
・報道機関等外部への連絡調整は、その必要性に応じて総務企画課長が行う。
３．危機収束後の対応
（１）原因の究明／再発防止
・事件に関わる情報を整理・記録するとともに、生じた事案の取り扱いや対応に問題
があった場合は、それらの反省と改善点について全教職員が共通認識を持つよう努
める。
・検討結果に基づき、具体的な再発防止策についての取り組みを進める。
（２）報告
・軽微な場合を除き、事実の経過を記した文書を学内周知し、必要に応じて発生事
案に関する内容、経過及び結果の報告をホームページ等で公表する。
・必要に応じて、報道機関等外部への対応を行う。
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㑊㞴ㄏᑟ⌜
⌜㛗䠖㣗ᇽㄪ⌮㛗
⌜ဨ䠖㣗ᇽ⫋ဨ
䚷䚷䚷䚷ᗑ⫋ဨ

ᩆฟ䞉ᩆㆤ⌜
⌜㛗䠖㣗ᇽㄪ⌮㛗
⌜ဨ䠖㣗ᇽ⫋ဨ
䚷䚷䚷䚷ᗑ⫋ဨ

㑊㞴ㄏᑟ⌜
⌜㛗䠖㣗ᇽㄪ⌮㛗
⌜ဨ䠖㣗ᇽ⫋ဨ
㻞㻜࿘ᖺグᛕ㤋ᗑ䚷
⫋ဨ

ᩆฟ䞉ᩆㆤ⌜
⌜㛗䠖㣗ᇽㄪ⌮㛗
⌜ဨ䠖㣗ᇽ⫋ဨ
㻞㻜࿘ᖺグᛕ㤋ᗑ
⫋ဨ

䚷

㻟㻥
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༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ᢸᙜᴗົ⾲

㸦㸯㸧 ࡽ㸴ࡲ࡛ࡢ⌜ࡣࠊ㜵⅏⟶⌮⤌⧊ࡢᮏ㒊㝲ࡢ⌜⦅ᡂ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧ࢣ࣮ࢫࡼࡗ࡚㸦 㸧ࡢ⌜ࢆ㏣ຍࡋ࡚⦅ᡂࡍࡿࠋ
1.㏻ሗ㐃⤡⌜
㸦⥲ົ⌜㸧

⥲ົ⏬ㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣ⥲ົ⏬ㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)ົᒁ㛗ࡣ⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᴗົయࢆᢕᥱࡋࠊ⥲ᣓࡍࡿࠋ
(2)せဨࡢ☜ಖດࡵࡿࠋ
࣭㒊ᒁ➼ࡽᩍ⫋ဨࡢὴ㐵せㄳࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊὴ㐵࡛ࡁࡿࡼ࠺Ꮫⓗ࡞ㄪᩚࢆ
⾜࠺ࠋ
࣭㏻ᶵ㛵ࡀ㏻ࡢሙྜࡣࠊࣂࢫࢆࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡍࡿ➼ࡢᑐ⟇ࢆᅗࡿࠋ
(3)⿕ᐖ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊሗ㞟ࡍࡿࠋ
࣭ྛ⌜ཬࡧศ㝲ࡽሗࢆᚓ࡚ࠊᏛෆࡢ≧ἣࢆ㎿㏿ࡘṇ☜ᢕᥱࡍࡿࠋ
(4)ᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ㏻ሗཬࡧ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾᚲせ࡞ሗࢆᏛෆ࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭ᾘ㜵ᶵ㛵Ꮫෆ≧ἣࡘ࠸࡚㏻ሗࡍࡿࠋ
࣭ᚓࡽࢀࡓሗ࡛᭷⏝࡞ࡶࡢࡣࠊ㎿㏿ྛศ㝲ཬࡧᏛෆఏ㐩ࡍࡿࠋ
(5)⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡶᐃᮇⓗ⿕ᐖ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᚲせᛂࡌ࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭ྛ⌜ࠊศ㝲ሗࢆඹ᭷ࡋࠊᏛෆࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ

㸦ᗈሗ㐃⤡⌜㸧

⤒Ⴀ⏬㒊㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣධヨᗈሗㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)ሗ㞟ດࡵࡿࠋ
࣭ྛ⌜ࡽሗࢆᚓ࡚ࠊᏛෆࡢ≧ἣࢆ㎿㏿ࡘṇ☜ᢕᥱࡍࡿࠋ
࣭㟁ヰࠊFAXࠊࣛࢪ࢜ࠊࢸࣞࣅࠊ᪂⪺➼࠶ࡽࡺࡿሗᡭẁࢆ⏝࠸࡚᪩ࡃṇ☜࡞
ሗ㞟ດࡵࡿࠋ
࣭ᚓࡽࢀࡓሗ࡛᭷⏝࡞ࡶࡢࡣࠊྛ⌜ཬࡧᏛෆఏ㐩ࡍࡿࠋ
࣭ᚓࡽࢀࡓሗࢆ⣔ิ࡛ࠊグ㘓㺃ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
(2)ሗ㐨ᶵ㛵ཬࡧゼၥ⪅ࡢᑐᛂ
࣭Ꮫෆࡢ≧ἣ➼ࡢሗࢆሗ㐨ᶵ㛵ᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭Ꮫእࡢㅖᶵ㛵ࠊಶேࡢゼၥᑐᛂࡍࡿࠋ
(3)㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊᮐᖠᕷࠊᙜู⏫➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵㐃⤡ࢆᐦࡋࠊ⅏ᐖᑐ⟇ࡘ࠸࡚
㐃⤡ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ

2.ึᮇᾘⅆ⌜

Ꮫ⏕ᨭㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣᏛ⏕ᨭㄢဨཬࡧሗ᥎㐍ㄢ
ဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)ึᮇᾘⅆάືࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ேᩆຓࢆඃඛⓗ⾜࠸ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾึᮇᾘⅆດࡵࡿࠋ
࣭ྛタࡢぢᅇࡾࢆ⾜࠸ࠊⅆ⅏Ⓨ⏕ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

3.㑊㞴ㄏᑟ⌜

ᩍົㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣᩍົㄢဨཬࡧࢡࣜࢽࢵࢡㄢဨࡀᢸ
ᙜࡍࡿࠋ
(1)ᣦᐃ㑊㞴ሙᡤࡢㄏᑟࢆ㏿ࡸ⾜࠺ࠋ
࣭㑊㞴≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶṧ␃⪅ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭ྛศ㝲ࡢ㑊㞴≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

㸦⫋ဨᏳྰ☜ㄆ⌜㸧

ேㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣேㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)ᩍ⫋ဨࡢᏳྰࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊᩍ⫋ဨࠊࡑࡢᐙ᪘ཬࡧᐙᒇ➼ࡢ⿕⅏≧ἣࢆ
ㄪᰝࡍࡿࠋ
࣭ྛ㒊ᒁࡽࡢሗ࿌ࠊ㐃⤡ࢆཷ⌮ࡋࠊᩚ⌮ࡍࡿࠋ
࣭ㄪᰝࠊ☜ㄆ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㟁ヰ㺃FAX㺃㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼࠶ࡽࡺࡿᡭẁࢆά⏝ࡍࡿࡇ
ࠋ

㸦Ꮫ⏕Ᏻྰ☜ㄆ⌜㸧

Ꮫົ㒊㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣᏛ⏕ᨭㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)Ꮫ⏕ࡢᏳྰࢆ☜ㄆࡍࡿࡶᐙᒇ➼ࡢ⿕⅏≧ἣࢆㄪᰝࡍࡿࠋ
࣭ྛᏛ㒊ࡽࡢሗ࿌ࠊ㐃⤡ࢆཷ⌮ࡋࠊᩚ⌮ࡍࡿࠋ
࣭ㄪᰝᙜࡗ࡚ࡣࠊྛᏛ㒊㐃⤡ࢆᐦࡋࠊᏛࡢ≧ἣࢆṇ☜ᢕᥱࡍࡿࡼ࠺
ດࡵࡿࠋ

75
㻠㻜

(2)Ꮫ⏕ࡢㄢእάືࡢ≧ἣࡢᢕᥱດࡵࠊᚲせ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ
(3)Ꮫ⏕ࡢᏛෆእ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸάືࡢ≧ἣࡢᢕᥱດࡵࠊᚲせ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ
(4)Ꮫ㤋ཬࡧㄢእάືタࡢᘓ≀➼ࡢᏳ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊ⿕⅏≧ἣࢆㄪᰝࡍࡿࠋ
(5)⅏ᐖⓎ⏕ᮇࡼࡗ࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡢྛ✀⣡㔠㸦ᤵᴗᩱ➼㸧ࡢ⣡᪉ἲ➼ࡘ࠸
࡚㛵ಀ㒊ㄢ㐃⤡㺃ㄪᩚࢆᅗࡿࠋ
4.ᩆฟ㺃ᩆㆤ⌜

㸦་⒪ᩆㆤ⌜㸧

5.タഛ┘ど㺃Ᏻ㜵
ㆤ⌜

㸦≀ရ⿕ᐖ㺃
◊✲⿕ᐖᑐ⟇⌜㸧

㸦ሗࣥࣇࣛᑐ
⟇⌜㸧

ேㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣேㄢဨཬࡧᩍົㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)ᩆฟཬࡧ㈇യ⪅ࡢᩆㆤࠊ㝔ࡢᦙ㏦ࠊᛂᛴᡭᙜ࡚➼ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ṑ⛉ࢡࣜࢽࢵࢡࠊಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠊデ⒪ࡀྍ⬟࡞་⒪ᶵ㛵ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭ㄡࡀࡇᦙ㏦ࡉࢀࡓ࠸࠺ሗࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊእ㒊ࡢᑐᛂ❆ཱྀ࡞ࡿ
⥲ົ⌜ሗඹ᭷ࡍࡿࠋ
(2)⿕⅏ሙᡤࡢᩆㆤ
࣭Ꮫෆ࠾ࡅࡿᩆㆤࠊᩆࡢせㄳࢆཷࡅࡓࡣ㏿ࡸᑐฎࡍࡿࠋ
ಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
(1)㈇യࡋࡓ⫋ဨ㺃Ꮫ⏕➼ࡢᛂᛴᡭᙜ࡚ࢆ⾜࠺ࠋ
(2)ᩆฟ㺃ᩆㆤ⌜㐃ᦠࡋࠊཷデࡢᣦ♧ࡸ㝔ᦙ㏦ࡢᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
⟶㈈ㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣ⟶㈈ㄢဨཬࡧ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮せဨࡀ
ᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)⥲ྜ㜵⅏┙ཬࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮タഛ➼ࡢ┘どࢆࡍࡿࠋ
࣭⥲ྜ㜵⅏┙࡛Ꮫෆ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮タࡢ≧ἣ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆᅗࡿࠋ
࣭㟁ẼࠊỈ㐨ࠊ࢞ࢫࠊ㟁ヰ➼ࡢࣛࣇࣛࣥࡢ᪩ᮇᪧດࡵࡿࠋ
(2)㜵ⅆᡞࠊ㜵ⅆࢲࣥࣃ࣮ཬࡧ࢚࣮ࣞ࣋ࢱṆࠊࢫࣉࣜࣥࢡ࣮ࣛタഛࡢ᧯సࢆ⾜࠺ࠋ
࣭Ꮫෆࡢタࡢ≧ἣ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊ㎿㏿࡞ᥐ⨨ࢆᅗࡿࠋ
(3)༴㝤≀ࠊ࢞ࢫࠊⅆẼ⏝タഛ➼ᑐࡍࡿᛂᛴ㜵ㆤᥐ⨨ཬࡧάືୖᨭ㞀࡞ࡿ≀
௳ࡢ㝖ཤ࠶ࡓࡿࠋ
࣭ྛศ㝲ࡽࡢሗ࿌㸦グ㘓ࠊ┿➼㸧ࢆཷࡅࠊᏛෆࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
࣭ḟ⅏ᐖࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿタ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤ࡕ❧ࡕධࡾ⚗Ṇ➼ࡢᥐ⨨ࢆࡾࠊ
ᛂᛴᥐ⨨ࢆࡍࠋ
࣭㑊㞴ࡸᩆㆤάືࡢ㝿ᨭ㞀࡞ࡿ≀௳ࢆ㝖ཤࡍࡿࠋ
⟶㈈ㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣ⟶㈈ㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)≀ရࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
࣭ྛ㒊ᒁ➼㐃⤡ࢆᐦࡋࠊ◊✲⏝ᶵჾ➼≀ရࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆ᪩ᛴ㐍ࡵࠊྲྀࡾࡲ
ࡵࢆ⾜࠺ࠋ
(2)◊✲ୖࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
࣭ྛ㒊ᒁ➼㐃⤡ࢆᐦࡋࠊ◊✲ୖࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆㄪᰝ㺃ྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠺ࠋ
ሗ᥎㐍ㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣሗ᥎㐍ဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)Ꮫෆࡢሗࣥࣇࣛࡢ≧ἣࢆ㎿㏿ࡘṇ☜ᢕᥱࡍࡿࠋ

6.㔜せ≀ᦙฟ⌜

㈈ົㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺
⌜ဨࡣ㈈ົㄢဨཬࡧேㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)㔜せ᭩㢮ཬࡧ≀௳ࢆᦙฟࡋࠊᦙฟᚋࡢ㆙ഛ࠶ࡓࡿࠋ

7.≀㈨ᑐ⟇⌜

⟶㈈ㄢ㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣ⟶㈈ㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)ᩆ≀㈨➼ࡢᦙධࠊಖ⟶➼ࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᩘ㔞➼ࢆ⟶⌮ࡍࡿࠋ

8.㸦ᩍົ⌜㸧

Ꮫົ㒊㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣᩍົㄢဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
(1)ᤵᴗᑐ⟇
࣭ᤵᴗࡢ㛤ࠊᏛᴗᡂ⦼ࡢㄆᐃ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࠊᏛෆ࠾ࡅࡿ㐃⤡㺃ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᤵᴗ㛤ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼ࡘ࠸࡚ࠊᩍဨࠊᏛ⏕ᑐࡋࠊ㏿ࡸ₃ࢀ࡞ࡃఏ
㐩ࡍࡿࠋ

㻠㻝
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9.㸦ධヨ⌜㸧

ᗈሗ࣭ᩍ⫱ᴗ㒊㛗ࢆ⌜㛗ࡋ࡚ࠊḟࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ⌜ဨࡣධヨᗈሗㄢဨࡀᢸᙜ
ࡍࡿࠋ
(1)ཷ㦂⏕ᑐ⟇
࣭⅏ᐖⓎ⏕ᮇࡼࡗ࡚ࡣࠊධᏛヨ㦂ሙࠊᐇ᪥➼ࡘ࠸࡚ࠊᏛෆࡢ㐃⤡㺃
ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ධᏛヨ㦂ሙࡢኚ᭦➼ࡘ࠸࡚ࠊ㏿ࡸཷ㦂⏕ᑐࡋఏ㐩ࡍࡿࠋ
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⥭ᛴࡢึືᑐᛂࡢᇶᮏࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ



⥭ᛴ㐃⤡㺃ሗ㞟ఏ㐩


➨ڧ㸯Ⓨぢ⪅ࡣ㒊ᒁ㛗ሗ࿌ࡋࡓ
ڧ㸯㸯㸮␒ࠊ㸯㸯㸷␒㏻ሗࢆࡋࡓ   
ڧᢸᙜㄢ㸦ᐊ㸧㐃⤡ࢆࡋࡓ
  ҅ᢸᙜㄢ㸦ᐊ㸧ࡀ᫂࡞ሙྜ ົ⥲ڧ⏬ㄢ㐃⤡ࢆࡋࡓ
ڧᏛෆ㛵ಀ㒊⨫㐃⤡ࢆࡋࡓ
ڧእ㒊㛵ಀᶵ㛵㐃⤡ࡋࡓࠋ
㸦ᚲせ࡞ሙྜ㸧
ڧែࡢᢕᥱ㺃ᚲせ࡞ሗ㞟ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
  ڧఱࡀ
  ࡓࡗ࠶࡛ࡇࠊࡘ࠸ڧ
  ڧㄡࡽࡢሗ
  ≧࡞࠺ࡼࡢڧἣ㸦⿕ᐖࡢ⌧≧ࠊ⿕ᐖࡢᣑࡢྍ⬟ᛶ㸧
  ࡞࠺ࡼࡢڧᑐฎࢆ⾜ࡗࡓ
➨ڧ㸰ሗ௨㝆ࡢ㐃⤡యไࡣࡗࡓ
ڧ㏻ಙᡭẁࡣ☜ಖࡋࡓ
ڧ༴ᶵᑐᛂࡢ㛵ಀ㒊⨫ࡢሗࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ


ᛂᛴᑐᛂᥐ⨨


⿕ڧᐖ⪅ᑐᛂ
  ⿕ڧᐖ⪅ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ
  ڧᛂᛴᩆㆤࢆ⾜ࡗࡓ 
  ڧᩆຓάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
⥭ڧᛴࡢ㑊㞴ㄏᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
  ڧ㑊㞴ሙᡤࡢ☜ಖ
  ڧᏳ࡞㑊㞴࣮ࣝࢺࡢ☜ಖ
⿕ڧᐖᣑࢆᢚไࡍࡿᥐ⨨ࢆ⾜ࡗࡓ
ڧ㛵ಀᶵ㛵ᛂせㄳࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡕ❧ڧධࡾ⚗Ṇ༊ᇦࡢタᐃ࡞ࡢᥐ⨨ࢆࡗࡓ


ᛂᛴᑐᛂ⤌⧊


ڧ༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿ
ڧ㛵ಀ⫋ဨࡢືဨࡣᚲせ
ڧᙜヱ༴ᶵ㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙࡣᚲせ


༴ᶵᗈሗ


ົ⥲ڧ⏬ㄢ㸦ᗈሗᢸᙜ㸧㐃⤡ࢆࡋࡓ
࣑ࢥࢫ࣐ڧᑐᛂ❆ཱྀࢆᐃࡵࡓ
ࡢ࣑ࢥࢫ࣐ڧሗᥦ౪ෆᐜࢆ☜ᐃࡋࡓ
⥭ڧᛴグ⪅ぢࡣᚲせ
ڧእ㒊ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ࡛ࡁࡓ
ڧ㛵ಀ⪅ࡢሗⓎಙࡣ࠺ࡍࡿ





㻠㻟
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እ㒊㛵ಀᶵ㛵㐃⤡ඛ୍ぴ
㛵ಀ㡯
ྛ✀ၥ㢟࣭┦ㄯ

ᶵ㛵ྡ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ᢸᙜ㒊⨫
㧗 ➼ ᩍ ⫱ᒁ ⚾ Ꮫ㒊 ⚾

㐃⤡ඛ
௦⾲ 

Ꮫ⾜ᨻㄢ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠

⤒ᖖ㈝⿵ຓ㔠

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

⚾❧Ꮫᰯ⯆࣭ඹ῭ᴗ

◊ ✲ ⯆ᒁᏛ ⾡◊ ✲ຓ

௦⾲ 

ᡂㄢ

,3 

⿵ຓ㔠ㄢ⿵ຓ㔠➨  ಀ

௦⾲ 





ᅋ
௳࣭ᨾ

ᮐᖠ᪉㠃㆙ᐹ⨫
ᮐᖠ㆙ᐹ⨫ᙜู␒

ⅆ⅏࣭⅏ᐖ

ᮐᖠᾘ㜵⨫






ᙜูᾘ㜵⨫
㣗୰ẘ

Ụูಖᡤ






ᮐᖠᕷಖࢭࣥࢱ࣮



ᡃ

Ụูᕷ❧㝔





㟁Ẽ

ᾏ㐨㟁ຊ㸦ᰴ㸧

ᮐᖠᨭᗑ



ປാᇶ‽┘╩⨫

ᮐᖠᮾປാᇶ‽┘╩⨫





ᮐ ᖠ୰ኸ ປാ ᇶ‽┘╩



⨫
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㹌 㹭    
ሗ࿌᪥㸸ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥  ศ⌧ᅾ


⅏ᐖ࣭ᨾ➼Ⓨ⏕≧ἣሗ࿌᭩

⤫ᣓ⟶⌮⪅㸦ົᒁ㛗㸧 Ẋ

ሗ࿌⪅ 

ᡤ



㐃⤡ඛ

ᒓ



㟁ヰ␒ྕ





⮬↛⅏ᐖ
㸯 ⅏ᐖ➼ࡢ✀㢮 ⅆ  ⅏
㔜ᨾ࣭௳➼

ᆅ㟈࣭ྎ㢼࣭ᭀ㢼࣭㞵࣭㞷࣭ⴠ㞾࣭ὥỈ࣭ᄇⅆ࣭ࡑࡢ
ேⅭⓗὀព࣭༴㝤≀➼ጞᮎ࣭ᶵᲔჾලㄗసື࣭ࡑࡢ
≢⨥⾜Ⅽ࣭ࢸࣟ⾜Ⅽ࣭㔜⠜࡞ឤᰁⓎ࣭సᴗ୰ࡢᨾࠊࡑࡢ

㸰  ⅏ᐖ➼Ⓨ⏕᪥  ᖹ ᡂ    ᖺ    ᭶    ᪥        ศ 㡭 㸦ͤ㛫ࡣ  㛫⾲♧㸧 

㸱  ⅏ᐖ➼Ⓨ⏕ሙᡤ 

ᙜู࢟ࣕࣥࣃࢫ



࠶࠸ࡢ㔛࢟ࣕࣥࣃࢫ



ࢧࢸࣛࢺ࢟ࣕࣥࣃࢫ



ࡑࡢ



㸲  ேⓗ⿕ᐖࡢ᭷↓ 

Ꮫ ⏕

᭷

ྡ ᡤᒓ

↓

☜ㄆ୰

ᩍ⫋ဨ

᭷

ྡ ᡤᒓ

↓

☜ㄆ୰

᭷

ྡ ᡤᒓ

↓

☜ㄆ୰

ࡑࡢ


᭷

㸳  ≀ⓗ⿕ᐖࡢ᭷↓ 

ഛ ⪃

↓





㸴 ⅏ᐖ➼ࡢᴫᐜ


㸵 ᛂᛴᑐᛂ≧ἣ

㸶 ࡑࡢ



ͤ グධḍࡀ㊊ࡾ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⏝⣬」ࡢ
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☜ㄆ୰

Ꮫ⏕ࡢᨾⓎ⏕ࡢᑐᛂࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ
  
ᨾⓎ⏕

ᢸᙜㄢ➨୍ሗࡀධࡿ

ᢸ௵࣭ࢡࣛࣈ㢳ၥ➼ࡢᩍဨ㐃⤡

Ꮫ⏕ᨭㄢ㛗ሗ࿌
⿕ᐖ⪅ࡢᡤᒓࡍࡿᏛ⏕㒊㛗㐃⤡
        
                                     
ᙜヱᏛ㒊㛗㐃⤡
  
ṇ☜࡞ሗࡢ㞟࣭⟶⌮
       ᨾࡢሗࡢヲ⣽
                  ࣭ᙜヱᏛ㒊࠾ࡅࡿึᮇᑐᛂ
㸦㈇യࡢ⛬ᗘࠊ⌧ሙࡢ≧ἣ㸧
                        ሗࡢ୍ඖ

㐃⤡ㄪᩚ

                        ☜ㄆ࣭ᮍ☜ㄆࡢሗࡢᩚ⌮
                        グ㘓
        Ꮫ㛗ሗ࿌
          
                   
                         
࣭㛵ಀ㒊⨫㐃⤡
࣭㛵ಀ⪅ࢆᣍ㞟
ุ࣭ࣞ࣋ࣝᐃ
ࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୖࡢሙྜ
༴ᶵᑐ⟇ᮏ㒊タ⨨

ᑐᛂ᪉㔪ࢆỴᐃ
࣭య≧ἣࡢุ᩿
࣭⿕ᐖࡢ᭷↓⛬ᗘࡢ☜ㄆ
࣭ሗ㐨ᶵ㛵ࡢබ⾲ࡢุ᩿ࠊྛ㒊ᒁ㟁ヰࡸྲྀᮦࡢᑐᛂࢆᣦ♧


࣭┦ㄯ❆ཱྀタ⨨ࡢ᭷↓



ሗ㐨ᶵ㛵ࡢබ⾲ࢆࡍࡿሙྜ

࣭⥭ᛴグ⪅Ⓨ⾲ࡢ᪥ࠊሙᡤࠊⓎ⾲⪅ࡢỴᐃ

㈇യ⪅➼ࡢᑐᛂ
࣭ᚰࡢࢣ㸦ಖ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࣭Ꮫ⏕

࣭Ⓨ⾲⏝ཎ✏ࠊᐃၥ⟅㞟ࡢసᡂ

┦ㄯᐊ㸧࣭ᐙ᪘ࠊ㛵ಀ⪅ࡢㄝ᫂

࣭グ⪅ࢡࣛࣈࡢ㐃⤡
࣭ሗ㐨ᶵ㛵ᑐᛂ❆ཱྀࡢ୍ᮏ
࣭Ꮫෆᑐᛂࡢ⤫୍



ᚲせᛂࡌ┦ㄯ❆ཱྀࡢ㛤タ


ែ᮰ᚋࠊฟ᮶ࡿ㝈ࡾࡢᑐᛂࢆࡋࡓࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᚲせࡀ࠶

ࢀࡤ᳨ド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚௨ᚋࡢᑐᛂᫎࡉࡏࡿࠋ

ࣞ࣋ࣝ㸱ࡢሙྜࡣࠊᏛ࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ
㻠㻢
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