秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱

１

目的
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第１項第９号の規定による福祉用具専

門相談員指定講習（以下「講習」という。）を行う事業者（以下「事業者」という。）の指定につ
いては、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）、「厚生労働大臣が定める講習会の
内容について」
（平成１８年厚生労働省告示第２６９号）及び「福祉用具専門相談員について」
（平
成１８年３月３１日老振発第０３３１０１１号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところ
による。

２

指定の要件
秋田県知事（以下「知事」という。）は、次の要件を満たすと認められる場合、事業者として３

年の期間を定めて指定することができるものとする。
（１）事業者に関する要件

法人（法人格を有しない団体であって、代表者又は管理人の定め等組織としての規約

ア

等を有するものを含む。）であること。
イ

次に掲げる業務を適正に履行できると認められること。

（ア）修了者名簿の作成及び知事への送付
（イ）申請事項に変更があったとき又は廃止、休止、再開の知事への届出
（ウ）知事が、講習事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の指示を行っ
た場合に、当該指示に従うこと。
ウ

事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な

財政基盤を有するものであること。
エ

講習事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収

支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
オ

事業運営上知り得た講習受講者に係る秘密の保持について十分な措置がなされている

こと。

（２）事業内容に関する要件
ア

講習が、別紙１に定める講習課程の内容に従って、秋田県内において年１回以上開催され
ること。

イ

修了評価については、別紙１に定める「到達目標」に沿って、各受講者の知識・技術等の
修得度を評価すること。
修了評価の方法については、筆記の方法により１時間程度実施するものとし、修了評価に
要する時間は講習課程の時間数には含めないものとする。また、
「到達目標」に示す知識・技
術等の修得が十分でない場合には、必要に応じて補講等を行い、到達目標に達するように努
めるものとする。

ウ

講師に関しては、次の条件をすべて満たしていること。

（ア）別紙２の要件を満たす適切な人材が確保されていること。
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（イ）一の講習について３名以上の講師で担当すること。
（ウ）演習を担当する講師については、講師１名につき受講者がおおむね５０名を超えない程
度の割合で担当すること。
（エ）病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、代替講師の確保や予備
日の設定等の準備ができること。
受講者に講習内容を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規程

エ

を定め、公開すること。
（ア）開講目的
（イ）講習の名称
（ウ）講習を行う教室（以下「事業所」という。）の所在地
（エ）講習期間
（オ）講習課程
（カ）講師氏名
（キ）修了評価の実施方法
（ク）講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い
（ケ）年間の開講時期
（コ）受講手続き
（サ）受講料（補講等を含む。）等受講に際し必要な費用の額

（３）募集に関する要件
ア

受講対象者の募集について、指定後、講習実施前に適切な期間をおいて公募により行

うものとし、一定の団体等に所属する者に限定して募集してはならない。
イ

講習を実施するに当たっては、次の事項について募集案内等に記載すること等により、

受講希望者に対して周知を行うものとする。
（ア）介護保険法施行令第４条第１項に定める一定の有資格者については、本講習を受講
しなくても福祉用具専門相談員として指定福祉用具貸与事業所、指定介護予防福祉用
具貸与事業所、指定特定福祉用具販売事業所及び指定特定介護予防福祉用具販売事業
所で勤務することが可能であること。
（イ）受講料等受講に際し必要な費用の額及び支払った後の返還の可否等金銭の収受に関
すること。
（ウ）その他、講習の内容に関する重要事項

（４）修了年限に関する要件
別紙１に定める講習課程については、概ね７日程度で修了することとする。なお、連続
した日程で講習を行うことができない等の実情により７日程度で実施できない場合は、２
か月の範囲内で修了することとする。
ただし、これによることが困難な特別の事情があり、一の講習の課程としての継続性が
維持できると認められるときはこの限りではない。

（５）受講料等の額
受講料等の額が、講師謝金、会場使用料等の実費を勘案した適切な額であること。
2

３

指定申請手続き等

（１）指定の申請
事業者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、初回の講習の募集を
開始する日の２か月前までに、次に掲げる事項について指定申請書（様式１）に関係書類
を付して知事に提出しなければならない。
ア

申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者名及び主たる事務所の所

在地）
イ

定款その他の基本約款

ウ

前年度の決算書

エ

収支予算及び向こう２年間の財政計画

オ

２（２）エに定める運営規程

カ

講習に関する以下の書類

（ア）講習ごとの時間割表
（イ）講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
（ウ）講師の承諾書（講師本人の署名捺印のあるもの）及び講師の資格証明書等の写し
（エ）事業所の平面図及び設置者の氏名（法人にあっては名称）及び利用計画並びに当該
事業所の設置者の承諾書
（オ）受講料等の設定方法及び改定方法

（２）変更の届出
事業者は、前項に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から起算して１０
日以内に、変更届出書（様式２）に関係書類を付して知事に提出しなければならない。

（３）講習事業の休止及び再開
ア

事業者は、講習事業を休止するときは、休止の日の１か月前までに休止届出書（様式３）
を知事に提出しなければならない。

イ

事業者は、休止した講習事業を再開するときは、再開の日の１０日前までに、再開届出書
（様式４）を知事に提出しなければならない。なお、アの規定により届け出た休止期間の満
了により再開するときも同様とする。

（４）講習事業の廃止
事業者は、講習事業を廃止するときは、廃止の日の１か月前までに廃止届出書（様式５）
を知事に提出しなければならない。

（５）指定の更新
事業者は、指定期間満了後も継続して指定講習の指定を受けようとするときは、指定期間
が満了する２ヶ月前までに、指定更新申請書（様式６）に以下の関係書類を付して知事に提
出しなければならない。
ア

定款その他の基本約款

イ

２（２）エに定める運営規程

ウ

向こう２年間の財政計画
3

４

事業計画書及び事業報告書の提出

（１）事業計画書の提出
事業者は、年度ごとに、その年度の初回の講習の募集を開始する１か月前までに、次に掲
げる事項について事業計画書（様式７）に関係書類を付して知事に提出しなければならない。
ア

２（２）エに定める運営規程

イ

年間事業計画表及び講習ごとの時間割表

ウ

講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

エ

講師の承諾書（講師本人の署名捺印のあるもの）及び講師の資格証明書等の写し

オ

事業所の平面図及び設置者の氏名（法人にあっては名称）並びに利用計画及び当該事

業所の設置者の承諾書
カ

前年度の決算書

キ

当該年度の講習事業に係る収支予算書

（２）事業報告書の提出
事業者は、毎事業年度終了後２か月以内に、次に掲げる事項について事業報告書（様式８）
に関係書類を付して知事に提出しなければならない。

５

ア

開催日時及び場所

イ

受講者数及び修了者数

ウ

講習課程

エ

講習ごとの時間割表

オ

講師を行った講師の一覧

カ

当該年度の講習事業に係る収支決算書

キ

修了者名簿（様式９）

修了証書の交付等
事業者は、講習の全ての課程を修了し、別紙１に定める「到達目標」に示す知識・技術等

の修得が修了評価により十分であると認められる者に限り、様式１０に定める様式に準ずる
修了証書及び携帯修了証明書（以下「修了証書等」という。
）を交付するものとする。

６

関係帳票の保存

（１）事業者は、修了証書等を交付したものについて、様式９に準ずる修了者台帳を作成し、安
全かつ適正に管理し、滅失又はき損することなく長期にわたり保管するための措置を講じなけ
ればならない。

（２）事業者は、講習事業の収支決算に関する台帳を整備し、その内容を明らかにする資料とと
もに当該講習事業が終了した日から５年間保管しなければならない。

７

受講者の本人確認

（１）事業者は、受講者の氏名と、次の各号に掲げる公的機関が発行する書類の氏名とを照合し、

4

本人であることを確認するよう努めなければならない。
ア

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条に規定する戸籍謄本又は戸籍抄本

イ

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条に規定する住民票又は第３０条の４４
に規定する住民基本台帳カード

ウ

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）その他で規定する各健康保険被保険者証

エ

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条に規定する運転免許証

オ

国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）その他で規定する年金手帳

カ

旅券法（昭和２６年法律第２６７号）第５条に規定する旅券

キ

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の３に規定する在留カ
ード

ク

各種国家資格免許証若しくは登録証

（２）事業者は、前項の確認行為に対する受講者の言動が、配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第２項に規定する被害者である可能性
を有すると認めたときは、確認行為を中止することができる。

８

指定の取消し
事業者が次のいずれかに該当するときは、知事は指定を取り消すことができる。

（１）事業者が、講習について、２の指定要件を満たすことができなくなったとき。
（２）事業者が、不正の手段により２の指定を受けたとき。
（３）事業者が、知事に対し、故意に、虚偽の内容を提出したとき。
（４）事業者が、講習の全課程を修了していない者に対して修了証書等を交付したとき。

９

指定等の公表
この要綱に基づき、知事が講習の指定を行ったとき及び指定を取り消したときは、公表するも

のとする。

10

指示
知事は、講習の実施に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、その行う講習の内容の

変更その他必要な指示を行うことができる。

附

則
１ この要綱は平成２７年１月９日に施行し、平成２７年４月１日から適用する。
２

秋田県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 （平成１８年４月１日施行）は、
平成２７年３月３１日をもって廃止する。
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࣭⚟♴⏝ලࡢᐃ⩏ࠊ㧗

⚟♴⏝ල

㸯 ⚟♴⏝ල⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨࡢᙺ

⛉┠

⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨᣦᐃㅮ⩦࠾ࡅࡿ┠ⓗࠊ฿㐩┠ᶆཬࡧෆᐜࡢᣦ㔪

ู⣬㸯

ࡿᙜࡓࡗ࡚ᇶᮏ࡞

ࡿどⅬࢆ㌟ࡅࡿࠋ

ࣅࢫ࠾

ࡅࡿどⅬ

ィ⏬➼ࡢ㛵ಀᛶࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᅜ㝿⏕άᶵ⬟ศ㢮㸦,&)㸧ࡢ⪃࠼

⨨ࡅࡸከ⫋✀㐃ᦠࡢ

㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

᪥ᖖ⏕άୖࡢ␃ពⅬ

ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

ࡇࡇࢁࡢ

⌮ゎ

ࣥ

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ

⪃࠼᪉ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

ࢸ࣮ࢩࣙ

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡅࡿ⚟♴

ᐜࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ⪃࠼᪉ෆ

᪉ࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ

ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㛵ࢃࡾ

㧗㱋⪅ࡢ㛵ࢃࡾ᪉

ࣜࣁࣅࣜ

࣭ㄆ▱ࡢ≧ᚰ⌮࣭⾜ືࡢ≉ᚩ

ิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭㧗㱋⪅ከ࠸ࡢ✀㢮≧ࢆ

ࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ຍ㱋క࠺ᚰ㌟ᶵ⬟ࡢኚࡢ≉ᚩ

࡞▱㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊㄆ▱

㸴㛫  ࣭ㄆ▱㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ

࣭㧗㱋⪅➼ࡢᚰ㌟ࡢ≉ᚩ

ࡽࡔ

㸱 㧗㱋⪅ㆤ࣭་⒪㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑

᪉ࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡭ㡰㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊࢣࣉࣛࣥసᡂࠊࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟ࠊ

࣭ᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫィ⏬⚟♴⏝ල㈚

ලಀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࢃࡿᑓ㛛⫋ࡢᙺ

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ⪃࠼᪉ෆᐜ

ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜۑᇶ♏▱㆑

࣭ㄆ▱㧗㱋⪅ࡢᚰ⌮࣭⾜ືࡢ≉ᚩᑐᛂ

࣭ㄆ▱ࡢ≧

ۑㄆ▱ࡢ⌮ゎᑐᛂ

࣭ᚰ⌮ᶵ⬟ࡢኚࡢ≉ᚩ㸦႙ኻయ㦂ࠊ⎔ቃࡢ㐺ᛂ➼㸧

ኚࠊ㜵⾨ᛂࡢపୗࠊᗫ⏝ೃ⩌➼㸧

࣭㌟యᶵ⬟ࡢኚࡢ≉ᚩ㸦➽࣭㦵࣭㛵⠇ࡢኚࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡢኚࠊయ ⥔ᣢᶵ⬟ࡢ

ۑຍ㱋క࠺ᚰ㌟ᶵ⬟ࡢኚࡢ≉ᚩ

⪅㆟➼࡛ࡢ㐃ᦠࡢලయ㸧

࣭ከ⫋✀㐃ᦠࡢ┠ⓗ᪉ἲ㸦ㆤ㛵ࢃࡿᑓ㛛⫋ࡢ✀㢮ᑓ㛛ᛶཬࡧࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ

࣭ᅜ㝿⏕άᶵ⬟ศ㢮㸦,&)㸧ࡢ⪃࠼᪉

࣭ㆤண㜵ࡢ┠ⓗどⅬ

࣭ᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫィ⏬⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢ㛵ಀᛶ

ㄝ᫂ྠពཬࡧࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸧

࣭ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢព⩏࣭┠ⓗ㸦ே㛫ࡢᑛཝࠊ⮬❧ᨭཬࡧ⮬ᕫỴᐃ࣭⮬ᕫᐇ⌧㸧


࠼⪃ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢣۑ᪉

࣓ࣥࢺࠊࢡ࢜ࣜࢸ࢜ࣈࣛࣇ㸦42/㸧

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࠊ㌟యᣊ᮰⚗Ṇࠊᚅ㜵Ṇࠊࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥࠊ࢚ࣥࣃ࣡

ۑேᶒᑛཝࡢಖᣢ

࣭་⒪࣭ㆤ㛵ࢃࡿྛᑓ㛛⫋ࡢᙺ

࣭ᆅᇦࢣ㆟ࡢᙺ࣭ᶵ⬟

ඹຓ࣭බຓ㸧

⫋✀㐃ᦠࡢ┠ⓗࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸㆤண㜵ࠊከ

ࡿࠋ

ࢃࡾࢆ⾜࠺㝿ࡢ␃ពⅬࢆิᣲ࡛ࡁ

࣭⏝⪅ࡢேᶒᑛཝࢆಖᣢࡋࡓ㛵

࣭㈐ົࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᆅᇦໟᣓࢣࢆᢸ࠺ྛᑓ㛛⫋ࡢᙺ

࡛ࡁࡿࠋ

࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⚟♴⏝

㸰㛫  ࣭ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⪃

࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍ

ㆤࢧ࣮

ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ

ᑓ㛛⫋ࡢᙺ࣭㈐ົ

࣭ᆅᇦໟᣓࢣࢆᢸ࠺ྛ

ࡿࠋ

࣭⮬Ꮿࡸᆅᇦ࡛ࡢ᪥ᖖ⏕άࢆ㏻ࡌࡓ

⪃࠼᪉ࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ㏻

㸰㛫 

ࡿࠋ

ࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

ఫᏯᨵಟࡢ┠ⓗࡸ⤌

࣭ㆤಖ㝤ไᗘ࠾ࡅࡿ

┠ⓗࡸ⤌ࡳࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ㆤಖ㝤ไᗘ࠾ࡅࡿఫᏯᨵಟࡢ

ࡁࡿࠋ

ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ ࣭ఫ⎔ቃࡢᩚഛࡢ࣏ࣥࢺࢆิᣲ࡛

ࡿㄢ㢟ࡸఫ⎔ቃࡢᩚഛ

ఫᏯᨵಟ

࣭㧗㱋⪅ࡢఫࡲ࠸ࡢㄢ㢟ࢆิᣲ࡛ࡁ

ࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

⌮ゎࡍࡿࠋ

࣭㧗㱋⪅ࡢఫࡲ࠸࠾ࡅ

ࢺࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ⚟♴⏝ලࡢᙺ

ࡁືసࡢ࣏ࣥࢺࢆ

ఫ⎔ቃ

࣭ྛㆤሙ㠃࠾ࡅࡿືసࡢ࣏ࣥ

ࡁࡿࠋ

࠼ࠊ⚟♴⏝ලࡢ㑅ᐃ࣭

㐺ྜᙜࡓࡗ࡚╔┠ࡍ

ㆤࡢពᡭ㡰ࡘ࠸࡚ิᣲ࡛

ㆤࡢពᡭ㡰ࢆ㋃ࡲ

㸲㛫 

࣭᪥ᖖ⏕άືస㸦$'/㸧㛵㐃ࡍࡿ

ㆤᢏ⾡ ࣭᪥ᖖ⏕άືసࡈࡢ

⌮ゎࡍࡿࠋ

ㆤண㜵ࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

㸦,$'/㸧ࡢ✀㢮ࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

ᖖ⏕άືస㸦,$'/㸧ࡢ

ࡌࡓㆤண㜵ࡢどⅬࢆ

㸦$'/㸧
࣭ᡭẁⓗ᪥ᖖ⏕άືస

࣭ᇶᮏⓗືసࡸ᪥ᖖ⏕άືస

➼ࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

ࣇࢫࢱࣝࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦࡢᙺ

⌮ゎࡋࠊ⏕άࣜࢬ࣒ࠊ⏕άṔࠊࣛ

ືస㸦$'/㸧
࣭ᡭẁⓗ᪥

࣭ᇶᮏⓗືసࡸ᪥ᖖ⏕ά

ࡿどⅬࢆ㌟ࡅࡿࠋ

࡞ࠊ⏕ά⯡ࢆᤊ࠼

ࡢ⌮ゎ

㸰㛫 

ಶูᛶࡸᐙ᪘ࡢ㛵ಀ

᪥ᖖ⏕ά

࣭᪥ᖖ⏕άࡣಶูᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ

࣭ఫᏯᨵಟࡢ┠ⓗࠊ⠊ᅖࠊᡭ⥆ࡁࡢᡭ㡰➼

ۑㆤಖ㝤ไᗘ࠾ࡅࡿఫᏯᨵಟ

ᡭࡍࡾࡢྲྀࡅ➼㸧

࣭ᇶᮏⓗ࡞ᩚഛࡢ࣏ࣥࢺ㸦ࢺࣞࠊᾎᐊࠊ⋞㛵ࠊᒃᐊ➼ࡢẁᕪゎᾘࠊᗋᮦ㑅ᢥࠊ

࣭ఫ⎔ቃᩚഛࡢ⪃࠼᪉

ۑఫ⎔ቃࡢᩚഛ

࣭ఫᏯᵓ㐀࣭㛫ྲྀࡾ࣭タഛࡢ✀㢮➼ࡢ㧗㱋⪅ࡢఫࡲ࠸࠾ࡅࡿㄢ㢟

ۑ㧗㱋⪅ࡢఫࡲ࠸

ͤ㣗ࠊἥࠊ᭦⾰ࠊᩚᐜࠊධᾎࠊ⛣ື࣭⛣ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞

࣭᪥ᖖ⏕άືస㛵㐃ࡍࡿㆤࡢពᡭ㡰ࠊࡑࡢ㝿⏝࠸ࡿ⚟♴⏝ල

࣭ㆤࢆせࡍࡿ⏝⪅ࡢ≧ែീ

ۑ᪥ᖖ⏕άືస㸦$'/㸧㸦ͤ㸧࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞ㆤᢏ⾡

࣭⮬Ꮿࡸᆅᇦ࡛ࡢ᪥ᖖ⏕άࢆ㏻ࡌࡓㆤண㜵

࣭᪥ᖖ⏕άືస㸦$'/㸧ࠊᡭẁⓗ᪥ᖖ⏕άືస㸦,$'/㸧ࡢ✀㢮ෆᐜ

Ṍ⾜ࠊẁᕪ㉺࠼ࠊ㝵ẁ᪼㝆➼㸧

࣭ᇶᮏⓗືసࡢ✀㢮ෆᐜ㸦ᐷ㏉ࡾࠊ㉳ࡁୖࡀࡾࠊᗙࠊ❧ࡕୖࡀࡾࠊ❧ࠊ╔ᗙࠊ

ۑᇶᮏⓗືసࡸ᪥ᖖ⏕άືస㸦$'/㸧ࡢ⪃࠼᪉

࣭⏕άࣜࢬ࣒ࠊ⏕άṔࠊࣛࣇࢫࢱࣝࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦࡢᙺ➼

ۑ᪥ᖖ⏕άࡘ࠸࡚

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᑓ㛛⫋ࡢ㐃ᦠ

ࡅࡿ࣏ࣥࢺࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭㧗㱋⪅➼ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ

࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ⏝࠸ࡽࢀࡿ⚟♴⏝ලࡢ✀㢮ෆᐜ

ࣙࣥ㛵ࢃࡿᑓ㛛⫋ࡢ㐃ᦠ࠾

ᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

⏝♴⚟ࡿࡅ࠾ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜۑලࡢᙺ

⏝ලࡢ㛵ಀᛶࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ

࠾ࡅࡿ⚟♴⏝ලࡢ㛵ಀ

㧗㱋⪅ࡢ

㸰㛫 

ࡢ⏝᪉ἲࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭㧗㱋⪅ࡢ≧ែീᛂࡌࡓ⚟♴⏝ල

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ྛ⚟♴⏝ලࡢ㑅ᐃ࣭㐺ྜࢆ⾜࠺ࡇ

ࡸᩚഛ᪉ἲࢆ⌮ゎࡍ

ࡿࠋ

ࡢ౪⤥ࡢ

⤌ࡳ

ᡭ㡰⚟♴⏝ල㈚ィ

⏬➼ࡢ⨨ࡅࢆ⌮ゎ

ࡍࡿࠋ

㈚ィ⏬

➼ࡢព⩏

ά⏝

࣭⏝⪅ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸ⏕ά࠾ࡅ

ࡿᕼᮃࠊ⏕ά⎔ቃ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ

⏕ά࠾ࡅࡿᕼᮃࠊ⏕

ࣥࢺࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢά⏝ࡢ࣏

ෆᐜࢆᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢ㡯┠ࡢព

࡚ᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢ⨨ࡅࡘ࠸

࣭⚟♴⏝ලࡼࡿᨭࡢᡭ㡰⚟♴

ࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⚟♴⏝ලࡢᩚഛࡢព⩏࣏ࣥࢺ

ෆᐜࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⚟♴⏝ලࡢ౪⤥ࡢὶࢀྛẁ㝵ࡢ

࣭⏝⪅ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸ

ࡍࡿࠋ

సᡂά⏝᪉ἲࢆ⌮ゎ

㸳㛫  ࣭⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢ

࣭⚟♴⏝ලࡼࡿᨭࡢ

⚟♴⏝ල

㸰㛫 

࣭⚟♴⏝ලࡢ౪⤥ࡢὶࢀ

⚟♴⏝ල

㸳 ⚟♴⏝ලಀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤌ࡳ⏝ࡢᨭ㛵ࡍࡿ▱㆑

ࢆಟᚓࡍࡿࠋ

ࡓ⚟♴⏝ලࡢ⏝᪉ἲ

࣭㧗㱋⪅ࡢ≧ែീᛂࡌ

ࡿࠋ

ᐃ࣭㐺ྜᢏ⾡ࢆಟᚓࡍ

ࡢά⏝

㸶㛫 

࣭⚟♴⏝ලࡢᇶᮏⓗ࡞㑅

ࡢ≉ᚩࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

ලࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

⚟♴⏝ල

ࡌࡓ⚟♴⏝ලࡢ㛵ࢃࡾࡸ⚟♴⏝ල

άሙ㠃ᛂࡌࡓ⚟♴⏝

ᴫㄝ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⚟♴⏝ලࡢ✀㢮ࠊᶵ⬟ཬࡧᵓ㐀ࢆ

࣭ᇶᮏⓗືస᪥ᖖࡢ⏕άሙ㠃ᛂ

ཬࡧᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

࣭⚟♴⏝ලࡢ✀㢮ࠊᶵ⬟

㸶㛫  ࣭ᇶᮏⓗືసࡸ᪥ᖖࡢ⏕

ࡢ≉ᚩ

⚟♴⏝ල

㸲 ಶูࡢ⚟♴⏝ල㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡

ࢪ࣓ࣥࢺ㸧

࣭グ㘓ࡢព⩏࣭┠ⓗ㸦ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡢ᫂☜ࠊሗඹ᭷ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿ

⏝♴⚟ۑල㈚ィ⏬➼ࡢព⩏┠ⓗ

ࡋࡢ㢖ᗘࠊ་⒪࣭ㆤ࣭ᆅᇦ㈨※ࡢ㐃ᦠ᪉ἲ➼㸧

࣭≧ែീᛂࡌࡓ⚟♴⏝ලࡢ⏝㸦⚟♴⏝ලࡢ⤌ྜࡏࡸ⏝ୖࡢ␃ពⅬࠊぢ┤

᪉ἲࡢㄝ᫂ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼

࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊ⏝┠ᶆࡢタᐃࠊ㑅ᐃࠊ⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢసᡂࠊ㐺ྜ࣭⏝

࣭ᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫィ⏬⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢ㛵ಀᛶ

⏝♴⚟ۑලࡼࡿᨭࡢᡭ㡰ࡢ⪃࠼᪉

࣭ᾘẘࠊಖᏲⅬ᳨➼

⏝♴⚟ۑලࡢᩚഛ᪉ἲ

࣭ㆤಖ㝤ἲ࠾ࡅࡿ⚟♴⏝ල㈚ᴗࡢෆᐜ

࣭⚟♴⏝ලࡢ〇㐀ࠊ㍺ධࠊ㈍ཬࡧ㈚ࡢὶࢀ

⏝♴⚟ۑලࡢ౪⤥ࡢὶࢀ

ۑ㧗㱋⪅ࡢ≧ែീᛂࡌࡓ⚟♴⏝ලࡢ⏝᪉ἲ

♧ࢆྵࡴ㸧

࣭⚟♴⏝ලࡢ⤌ࡳ❧࡚࣭⏝᪉ἲ⏝ୖࡢ␃ពⅬ㸦ㄗࡗࡓ⏝᪉ἲࡸ㔜ᨾࡢ

࣭⚟♴⏝ලࡢ㑅ᐃ࣭㐺ྜࡢどⅬᐇ᪉ἲ

⏝♴⚟ྛۑලࡢ㑅ᐃ࣭㐺ྜᢏ⾡

ۑᇶᮏⓗືస᪥ᖖࡢ⏕άሙ㠃ᛂࡌࡓ⚟♴⏝ලࡢ≉ᚩ

♫ཧຍ㛵㐃⏝ලཬࡧࡑࡢࡢ⚟♴⏝ල

ͤ㉳ᒃࠊ⛣ࠊ⛣ືࠊᗋࡎࢀࠊἥࠊධᾎࠊ㣗࣭᭦⾰࣭ᩚᐜࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ

⏝♴⚟ۑලࡢ✀㢮ࠊᶵ⬟ཬࡧᵓ㐀

࡛ࡁࡿࠋ

ලయⓗ࣓࣮ࢪࢆᚓࡿ

ࡶࠊ⚟♴⏝ල㈚

ィ⏬➼ࡢᇶᮏⓗ࡞స

ᡂ࣭ά⏝ᢏ⾡ࢆಟᚓࡍ

ࡿࠋ

ࡢᡭ㡰

⚟♴⏝

ල㈚ィ

⏬➼ࡢస

ᡂ



ලࡼࡿᨭࡢᡭ㡰ࡢ

ࡼࡿᨭ

㸳㛫 

࣭ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⚟♴⏝

⚟♴⏝ල

ࡿせ࡞࣏ࣥࢺࢆิᣲ࡛ࡁࡿࠋ

࣭⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢసᡂ࠾ࡅ

ࡿࠋ

࠾ࡅࡿ୍㐃ࡢᡭ㡰ࢆิᣲ࡛ࡁ

࣭⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢసᡂ࣭ά⏝

㸴 ⚟♴⏝ලࡢ⏝ࡢᨭ㛵ࡍࡿ⥲ྜ₇⩦

᪉ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢព⩏ࡸ

࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢព⩏ࡸ᪉ἲࢆᴫㄝ

ㄝ࡛ࡁࡿࠋ

⏝┠ᶆࡢタᐃࡸ㑅ᐃࡢ

㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

⏝┠ᶆࡢタᐃࡸ㑅ᐃࡢ㔜せᛶࢆᴫ

ά⎔ቃ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ

ࡲࡿࡶࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ᆅᇦໟᣓࢣ࠾ࡅࡿ⚟♴⏝ල㈚➼ࡢᙺࡸከ⫋✀ࡢ㐃ᦠᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ῝

ͤࡣࠊ⬻༞୰ࡼࡿᚋ㑇ࠊᗫ⏝ೃ⩌ࠊㄆ▱࡞ࡢ㧗㱋⪅ከ࠸≧ែീࡋࠊ

ࣜࣥࢢ㛵ࡍࡿ࣮ࣟࣝࣉࣞࣥࢢ

࣭⏝⪅࣭ᐙ᪘ࡸࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟➼࡛ࡢ⚟♴⏝ල㈚ィ⏬➼ࡢㄝ᫂ཬࡧࣔࢽࢱ

ィ⏬➼ࡢసᡂࡢ₇⩦

࣭ᇶ࡙ࡃࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊ⏝┠ᶆࡢタᐃࠊ⚟♴⏝ලࡢ㑅ᐃཬࡧ⚟♴⏝ල㈚

ۑ₇⩦

࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ┠ᶆ㐩ᡂᗘࡢホ౯࣭ィ⏬ኚ᭦

࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢព⩏࣭┠ⓗ

ࡢࢢࣥࣜࢱࢽࣔۑព⩏᪉ἲ

࣭⏝⪅࣭ᐙ᪘ࡸከ⫋✀ࡢሗඹ᭷ࢳ࣮࣒ࣉ࣮ࣟࢳ

⏝♴⚟ۑල㈚ィ⏬➼ࡢά⏝᪉ἲ

⏝ලࡢᶵ✀ᙜヱ⏝ලࢆ㑅ᐃࡋࡓ⌮⏤ࡑࡢ㛵ಀ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡍࡁሗ

࣭⏝⪅ࡢᇶᮏሗࠊ⚟♴⏝ලࡀᚲせ࡞⌮⏤ࠊ⚟♴⏝ලࡢ⏝┠ᶆࠊලయⓗ࡞⚟♴

⏝♴⚟ۑල㈚ィ⏬➼ࡢグ㍕ෆᐜ

ู⣬㸰

ㅮ ᖌ せ ௳ ⾲





ㅮᖌࡢせ௳

⛉   ┠



୍ ⚟♴⏝ල⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨࡢᙺ



օ ⚟♴⏝ලࡢᙺ

ֆ ⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯ
ဨࡢᙺ⫋ᴗ⌮



ձಖᖌ ղ┳ㆤᖌ ճ⌮Ꮫ⒪ἲኈ մసᴗ⒪ἲኈ յ⚟
♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨ նබ┈㈈ᅋἲேࢸࢡࣀ࢚ࢻ༠➼ࡀ
ᐇࡍࡿ⚟♴⏝ලࣉࣛࣥࢼ࣮◊ಟಟ⪅㸦௨ୗࠕ⚟♴⏝ලࣉ
ࣛࣥࢼ࣮◊ಟಟ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧 շᏛ㝔ࠊᏛࠊ▷ᮇ
Ꮫࠊㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯࠊ⚟♴⣔㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ᙜヱ⛉┠
ཪࡣࡑࢀ㢮ఝࡍࡿ⛉┠ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨ㸦㠀ᖖࢆྵࡴࠋ௨
ୗࠕᏛ㝔➼ᩍဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧 ո๓グ௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼
ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠ࡢᢸᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉
ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅





 ㆤಖ㝤ไᗘ➼㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑
օ ㆤಖ㝤ไᗘ➼ࡢ
⪃࠼᪉⤌ࡳ



ֆ ㆤࢧ࣮ࣅࢫ࠾
ࡅࡿどⅬ



ձ㧗㱋⪅ಖ⚟♴ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ⾜ᨻ⫋ဨ ղಖᖌ ճ
┳ㆤᖌ մ⌮Ꮫ⒪ἲኈ յసᴗ⒪ἲኈ ն♫⚟♴ኈ շ
ㆤ⚟♴ኈ ոㆤᨭᑓ㛛ဨ չᏛ㝔➼ᩍဨ պ๓グ
௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠ࡢᢸ
ᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅





୕ 㧗㱋⪅ㆤ࣭་⒪㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑

օ ࡽࡔࡇࡇࢁࡢ
⌮ゎ



ձ་ᖌ ղಖᖌ ճ┳ㆤᖌ մ⌮Ꮫ⒪ἲኈ յసᴗ⒪ἲ
ኈ ն⢭⚄ಖ⚟♴ኈ շᏛ㝔➼ᩍဨ ո๓グ௨እࡢ⪅
࡛ࡑࡢᴗ⦼ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠ࡢᢸᙜ㐺௵
࡛࠶ࡿ≉ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅



ֆ ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥ



ձ་ᖌ ղ⌮Ꮫ⒪ἲኈ ճసᴗ⒪ἲኈ մᏛ㝔➼ᩍဨ
յ๓グ௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉
┠ࡢᢸᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅



և 㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά
ࡢ⌮ゎ





ֈ ㆤᢏ⾡

ձಖᖌ ղ┳ㆤᖌ ճ⌮Ꮫ⒪ἲኈ մసᴗ⒪ἲኈ յ
ㆤ⚟♴ኈ նㆤᐇ⩦࣭ᬑཬࢭࣥࢱ࣮㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿㆤ
ᶵჾ┦ㄯᣦᑟဨ㸦௨ୗࠕㆤᶵჾ┦ㄯᣦᑟဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧 շ
Ꮫ㝔➼ᩍဨ ո๓グ௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼ࢆᑂᰝࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠ࡢᢸᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅





։ ఫ⎔ቃఫᏯᨵಟ

ձ⌮Ꮫ⒪ἲኈ ղసᴗ⒪ἲኈ ճ⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨ մ
⚟♴ఫ⎔ቃࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸯⣭࣭㸰⣭ヨ㦂ྜ᱁⪅յ⚟♴
⏝ලࣉࣛࣥࢼ࣮◊ಟಟ⪅ ն㸯⣭࣭㸰⣭ᘓ⠏ኈ շᏛ㝔
➼ᩍဨ ո๓グ௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ
࡚ᙜヱ⛉┠ࡢᢸᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅





ᅄ ಶูࡢ⚟♴⏝ල㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡



օ ⚟♴⏝ලࡢ≉ᚩ



ֆ ⚟♴⏝ලࡢά⏝

ձಖᖌ ղ┳ㆤᖌ ճ⌮Ꮫ⒪ἲኈ մసᴗ⒪ἲኈ յ
ㆤ⚟♴ኈ ն⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨ շ⚟♴⏝ලࣉࣛࣥࢼ࣮
◊ಟಟ⪅ ոㆤᶵჾ┦ㄯᣦᑟဨ չᏛ㝔➼ᩍဨ պ
๓グ௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠
ࡢᢸᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅





 ⚟♴⏝ලಀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤌ࡳ⏝ࡢᨭ㛵ࡍࡿ▱㆑
օ ⚟♴⏝ලࡢ౪⤥ࡢ
⤌ࡳ



ֆ ⚟♴⏝ල㈚ィ⏬
➼ࡢព⩏ά⏝



ձಖᖌ ղ┳ㆤᖌ ճ⌮Ꮫ⒪ἲኈ մసᴗ⒪ἲኈ յ
ㆤ⚟♴ኈ ն⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨ շ⚟♴⏝ලࣉࣛࣥࢼ࣮
◊ಟಟ⪅ ոᏛ㝔➼ᩍဨ չ๓グ௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼
ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠ࡢᢸᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉
ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅





භ ⚟♴⏝ලࡢ⏝ࡢᨭ㛵ࡍࡿ⥲ྜ₇⩦

⚟♴⏝ලࡼࡿᨭ
ࡢᡭ㡰⚟♴⏝ල㈚
ィ⏬➼ࡢసᡂ



ձಖᖌ ղ┳ㆤᖌ ճ⌮Ꮫ⒪ἲኈ մసᴗ⒪ἲኈ յ
ㆤ⚟♴ኈ ն⚟♴⏝ලᑓ㛛┦ㄯဨ շ⚟♴⏝ලࣉࣛࣥࢼ࣮
◊ಟಟ⪅ ոᏛ㝔➼ᩍဨ չ๓グ௨እࡢ⪅࡛ࡑࡢᴗ⦼
ࢆᑂᰝࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠ࡢᢸᙜ㐺௵࡛࠶ࡿ≉
ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅



ͤ ㅮᖌ㸦་ᖌࢆ㝖ࡃ㸧ࡣࠊୖグࡢせ௳ຍ࠼࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᐇົ⤒㦂࣭ᩍဨṔ➼ࢆᴫ
ࡡ㸳ᖺ௨ୖ᭷ࡍࡿࡇࠋ

