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公益社団法人
〒113-0033

日本プロサッカーリーグ

東京都文京区本郷3-10-15
電話 03(5805)3300
F A X 03(3830)2007

JFAハウス9階

Ｊリーグ理念

１．日本サッカーの水準向上及び
サッカーの普及促進

１．豊かなスポーツ文化の振興及び
国民の心身の健全な発達への寄与

１．国際社会における交流及び
親善への貢献

Ｊリーグ活動方針
１. フェアで魅力的な試合を行うことで、地域の
人々に夢と楽しみを提供します。
２. 自治体・ファン・サポーターの理解・協力を仰
ぎながら、世界に誇れる、安全で快適なスタ
ジアム環境を確立していきます。
３. 地域の人々にＪクラブをより身近に感じてい
ただくため、クラブ施設を開放したり、選手
や指導者が地域の人々と交流を深める場や機
会をつくっていきます。
４. フットサルを、家族や地域で気軽に楽しめる
ようなシステムを構築しながら普及していき
ます。
５. サッカーだけでなく、他のスポーツにも気軽
に参加できるような機会も多くつくっていき
ます。
６. 障がいを持つ人も一緒に楽しめるスポーツの
システムをつくっていきます。

Ｊリーグ設立趣旨
１. 「スポーツ文化」としてのサッカーの振興
日本のサッカーをより広く愛されるスポーツ
として普及させることにより、国民の心身の
健全な 発達を図るとともに、豊かなスポー
ツ文化を醸成。わが国の国際社会における交
流・親善に寄与する。
２. 日本サッカーの強化と発展
日本のサッカーを活性化し、オリンピック、
ワールドカップに常時出場できるレベルにま
で実力を高め、日本におけるサッカーのステ
イタスを向上させる。
３. 選手・指導者の地位の向上
トップレベルの選手・指導者に、やり甲斐の
ある場を提供し、その社会的地位を高めてい
く。
４. 競技場をはじめとするホームタウン環境の整備
地域に深く根ざすホームタウン制を基本とし、
各地域において地元住民が心ゆくまでトップ
レベルのサッカーとふれあえるよう、スタジア
ム施設をはじめチーム周辺を整備する。
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Ｊ１会員
北海道コンサドーレ札幌
法人名

株式会社コンサドーレ
芳和
〒063-0052 北海道札幌市西区宮の沢 2 条 3 丁目 4-1
011（777）5310
011（777）5320

代表取締役（実行委員） 野々村
所在地
電 話
ＦＡＸ

ベガルタ仙台
法人名

株式会社ベガルタ仙台
善久
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3-6-16 漁信基ビル 4 階
022（216）1011
022（216）1013

代表取締役（実行委員） 西川
所在地
電 話
ＦＡＸ

鹿島アントラーズ
法人名

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー
滋
〒314-0021 茨城県鹿嶋市粟生東山 2887
0299（84）6806
0299（84）6825

代表取締役（実行委員） 井畑
所在地
電 話
ＦＡＸ

浦和レッズ
法人名

浦和レッドダイヤモンズ株式会社
敬三
〒336-8505 埼玉県さいたま市緑区中野田 500
048（812）1001
048（812）1212

代表取締役（実行委員） 淵田
所在地
電 話
ＦＡＸ

大宮アルディージャ
エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ株式会社
代表取締役（実行委員） 森 正志
〒331-8585 埼玉県さいたま市西区大字高木 849
所在地
048（621）0038
電 話
048（621）3055
ＦＡＸ
法人名

柏レイソル
法人名

株式会社日立柏レイソル
龍一郎
〒277-0083 千葉県柏市日立台 1-2-50
04（7162）2201
04（7167）6166

代表取締役（実行委員） 瀧川
所在地
電 話
ＦＡＸ

ＦＣ東京
法人名

東京フットボールクラブ株式会社
直樹
〒135-0003 東京都江東区猿江 2-15-10
03（3635）8985
03（3635）8974

代表取締役（実行委員） 大金
所在地
電 話
ＦＡＸ

川崎フロンターレ
法人名

株式会社川崎フロンターレ
義弘
〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長 4-8-52
044（813）8618
044（813）8619

代表取締役（実行委員） 藁科
所在地
電 話
ＦＡＸ

横浜Ｆ・マリノス
法人名

横浜マリノス株式会社
宏一郎
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-6-3 DSM 新横浜ビル 5F
045（285）0680
045（285）0688

代表取締役（実行委員） 古川
所在地
電 話
ＦＡＸ

ヴァンフォーレ甲府
株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ
代表取締役（実行委員） 輿水 順雄
〒400-8545 山梨県甲府市北口 2-6-10
所在地
055（254）6867
電 話
055（253）1695
ＦＡＸ
法人名

アルビレックス新潟
法人名

株式会社アルビレックス新潟
幸夫
〒950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町 2-1-10
025（282）0011
025（282）0013

代表取締役（実行委員） 中野
所在地
電 話
ＦＡＸ

清水エスパルス
法人名

株式会社エスパルス
繁雄
〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保 2695-1
054（336）6301
054（336）1141

代表取締役（実行委員） 左伴
所在地
電 話
ＦＡＸ

ジュビロ磐田
法人名

株式会社ジュビロ
稔
〒438-0025 静岡県磐田市新貝 2500 番地
0538（32）1148
0538（37）4464

代表取締役（実行委員） 木村
所在地
電 話
ＦＡＸ

ガンバ大阪
株式会社ガンバ大阪
代表取締役（実行委員） 山内 隆司
〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園 3-3
所在地
06（6875）8111
電 話
ＦＡＸ
06（6875）7778
法人名

セレッソ大阪
法人名

大阪サッカークラブ株式会社
稔
〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園 1-1（キンチョウスタジアム）
06（6609）3700
06（6606）3760

代表取締役（実行委員） 玉田
所在地
電 話
ＦＡＸ

ヴィッセル神戸
法人名

楽天フットボールクラブ株式会社
健一
〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町 1-2-1 御崎 U ビル 3 階
078（685）5510
078（685）5520

代表取締役（実行委員） 田中
所在地
電 話
ＦＡＸ

サンフレッチェ広島
法人名

株式会社サンフレッチェ広島
秀和
〒733-0036 広島県広島市西区観音新町 4-10-2
082（233）3233
082（233）3251

代表取締役（実行委員） 織田
所在地
電 話
ＦＡＸ

サガン鳥栖
法人名

株式会社サガン・ドリームス
稔
〒841-0034 佐賀県鳥栖市京町 812 ベストアメニティスタジアム内
0942（81）5290
0942（81）5291

代表取締役（実行委員） 竹原
所在地
電 話
ＦＡＸ

Ｊ２会員
モンテディオ山形
法人名

株式会社モンテディオ山形
俊雄
〒994-0000 山形県天童市山王 1-1
023（666）8882
023（655）9291

代表取締役（実行委員） 森谷
所在地
電 話
ＦＡＸ

水戸ホーリーホック
法人名

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
邦郎
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 136-1
029（212）7700
029（212）7705

代表取締役（実行委員） 沼田
所在地
電 話
ＦＡＸ

ザスパクサツ群馬
法人名

株式会社草津温泉フットボールクラブ
晃
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町 1-2-1 ヤマダグリーンドーム前橋内
027（225）2350
027（225）2355

代表取締役（実行委員） 都丸
所在地
電 話
ＦＡＸ

ジェフユナイテッド千葉
法人名

ジェフユナイテッド株式会社
英之
〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町 1-38
043（305）1500
043（305）1505

代表取締役（実行委員） 前田
所在地
電 話
ＦＡＸ

東京ヴェルディ
法人名

東京ヴェルディ 1969 フットボールクラブ株式会社
英之
〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-1
03（3512）1969
044（946）3040

代表取締役（実行委員） 羽生
所在地
電 話
ＦＡＸ

ＦＣ町田ゼルビア
法人名

株式会社ゼルビア
浩之
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 550
042（735）6050
042（735）6051

代表取締役（実行委員） 下川
所在地
電 話
ＦＡＸ

横浜ＦＣ
法人名

株式会社横浜フリエスポーツクラブ
浩史
〒240-0045 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町522-3 横浜FC・LEOC トレーニングセンター
045（372）5212
045（372）5211

代表取締役（実行委員） 北川
所在地
電 話
ＦＡＸ

湘南ベルマーレ
法人名

株式会社湘南ベルマーレ
尚人
〒254-0026 神奈川県平塚市中堂 18-12
0463（25）1211
0463（24）2514

代表取締役（実行委員） 水谷
所在地
電 話
ＦＡＸ

松本山雅ＦＣ
法人名

株式会社松本山雅
文之
〒390-0825 長野県松本市並柳 1-10-20
0263（88）5490
0263（88）5491

代表取締役（実行委員） 神田
所在地
電 話
ＦＡＸ

ツエーゲン金沢
法人名

株式会社石川ツエーゲン
圭史
〒920-0059 石川県金沢市示野町西 2 番地
076（254）5081
076（254）5082

代表取締役（実行委員） 西川
所在地
電 話
ＦＡＸ

名古屋グランパス
法人名

株式会社名古屋グランパスエイト
眞一
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 4 階
052（242）9180
052（242）9194

代表取締役（実行委員） 佐々木
所在地
電 話
ＦＡＸ

ＦＣ岐阜
法人名

株式会社岐阜フットボールクラブ
博之
〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光青襖2070-7 岐阜県長良川スポーツプラザ1 階
058（231）6811
058（295）7618

代表取締役（実行委員） 宮田
所在地
電 話
ＦＡＸ

京都サンガ F.C.
法人名

株式会社京都パープルサンガ
大輔
〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 87
ケイアイ興産京都ビル
0774（55）7602
0774（55）7640

代表取締役（実行委員） 山中
所在地
電 話
ＦＡＸ

ファジアーノ岡山
法人名

株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ
正明
〒704-8163 岡山県岡山市東区升田 614-11 政田サッカー場
086（948）5654
086（948）5657

代表取締役（実行委員） 木村
所在地
電 話
ＦＡＸ

レノファ山口ＦＣ
法人名

株式会社レノファ山口
孝
〒753-0067 山口県山口市赤妻町 3-5
083（941）6792
083（941）6794

代表取締役（実行委員） 河村
所在地
電 話
ＦＡＸ

カマタマーレ讃岐
法人名

株式会社カマタマーレ讃岐
幸男
〒761-8051 香川県高松市西春日町 1059-13
087（887）3280
087（887）3327

代表取締役（実行委員） 山下
所在地
電 話
ＦＡＸ

徳島ヴォルティス
法人名

徳島ヴォルティス株式会社
一宏
〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷 2-22
088（672）7339
088（672）7262

代表取締役（実行委員） 岸田
所在地
電 話
ＦＡＸ

愛媛ＦＣ
法人名

株式会社愛媛ＦＣ
吉博
〒790-0914 愛媛県松山市三町 3-12-14
089（970）0700
089（970）0701

代表取締役（実行委員） 豊島
所在地
電 話
ＦＡＸ

アビスパ福岡
法人名

アビスパ福岡株式会社
敬史
〒813-8585 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭 1-2-17
092（674）3020
092（674）3022

代表取締役（実行委員） 川森
所在地
電 話
ＦＡＸ

Ｖ・ファーレン長崎
法人名

株式会社Ｖ・ファーレン長崎
俊一
〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化谷 1808-1
0957（43）2095
0957（43）2096

代表取締役（実行委員） 池ノ上
所在地
電 話
ＦＡＸ

ロアッソ熊本
法人名

株式会社アスリートクラブ熊本
友良
〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水 2-10-10 片岡ビル
096（283）1200
096（283）1300

代表取締役（実行委員） 池谷
所在地
電 話
ＦＡＸ

大分トリニータ
法人名

株式会社大分フットボールクラブ
徹
〒870-0126 大分県大分市大字横尾 1629 番地
097（554）2250
097（554）2280

代表取締役（実行委員） 榎
所在地
電 話
ＦＡＸ

Ｊ３会員
グルージャ盛岡
法人名

株式会社いわてアスリートクラブ
賢
〒020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田 6-14-4 2F
019（613）6333
019（613）6334

代表取締役（実行委員） 菊池
所在地
電 話
ＦＡＸ

ブラウブリッツ秋田
法人名

株式会社ブラウブリッツ秋田

代表取締役（実行委員） 岩瀬 浩介
所在地
電 話
ＦＡＸ

〒010-0951 秋田県秋田市山王 3-1-7 東カンビル 1F
018（874）9777
018（874）9778

福島ユナイテッドＦＣ
法人名

株式会社ＡＣ福島ユナイテッド
勇人
〒960-0201 福島県福島市飯坂町字筑前 7-1
024（573）8203
024（573）8204

代表取締役（実行委員） 鈴木
所在地
電 話
ＦＡＸ

栃木ＳＣ
法人名

株式会社栃木サッカークラブ
大輔
〒320-0024 栃木県宇都宮市栄町 1-15 栃木県開発センター4F
028（600）5555
028（600）5559

代表取締役（実行委員） 橋本
所在地
電 話
ＦＡＸ

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜
法人名
理事長（実行委員）
所在地
電 話
ＦＡＸ

特定非営利活動法人 横浜スポーツ＆カルチャークラブ
吉野 次郎
〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧埠頭 3 USS インターナショナル内
045（621）8760
045（621）8761

ＳＣ相模原
法人名

株式会社スポーツクラブ相模原
重良
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原 5-1-19
042（810）7777
042（810）7788

代表取締役（実行委員） 望月
所在地
電 話
ＦＡＸ

ＡＣ長野パルセイロ
法人名

株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ
三定
〒381-0021 長野県長野市屋島 3300
026（244）7780
026（244）7780

代表取締役（実行委員） 堀江
所在地
電 話
ＦＡＸ

カターレ富山
法人名

株式会社カターレ富山
英治
〒939-8234 富山県富山市南中田 368 富山県総合運動公園陸上競技場内
076（461）5200
076（461）5201

代表取締役（実行委員） 酒井
所在地
電 話
ＦＡＸ

藤枝ＭＹＦＣ
法人名

株式会社藤枝ＭＹＦＣ
淳
〒426-0041 静岡県藤枝市高柳 3-26-33
054（639）6501
050（3383）4954

代表取締役（実行委員） 小山
所在地
電 話
ＦＡＸ

アスルクラロ沼津
法人名

アスルクラロスルガ株式会社
浩義
〒410-0051 静岡県沼津市西熊堂 711-1
055（929）8811
055（929）8811

代表取締役（実行委員） 山本
所在地
電 話
ＦＡＸ

ガイナーレ鳥取
法人名

株式会社ＳＣ鳥取
真樹
〒680-0903 鳥取県鳥取市南隈 418
0857（30）3033
0857（30）3034

代表取締役（実行委員） 塚野
所在地
電 話
ＦＡＸ

ギラヴァンツ北九州
法人名

株式会社ギラヴァンツ北九州
憲一
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIM ビル 2 階
093（863）6777
093（863）6666
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ＦＡＸ

鹿児島ユナイテッドＦＣ
法人名
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099（812）6370
099（812）6371
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電 話
ＦＡＸ

ＦＣ琉球
法人名

琉球フットボールクラブ株式会社
啓士郎
〒904-0004 沖縄県沖縄市中央 3-14-2 たじまやプラザビル 3F
098（923）0547
098（923）0548

代表取締役（実行委員） 倉林
所在地
電 話
ＦＡＸ
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第１条〔目 的〕 ························································
第２条〔構 成〕 ························································
第３条〔資格要件〕 ······················································
第４条〔任 期〕 ························································
第５条〔招 集〕 ························································
第６条〔招集権者および議長〕 ············································
第７条〔権 限〕 ························································
第８条〔定足数および決議要件〕 ··········································
第９条〔オブザーバー出席〕 ··············································
第10条〔関係者の出席〕 ··················································
第11条〔議事録〕 ························································
第12条〔事務の統括〕 ····················································
第13条〔改 正〕 ························································
第14条〔施 行〕 ························································

78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80

専門委員会規程
第１条〔趣 旨〕 ························································
第２条〔組織・運営〕 ····················································
第３条〔委員の登録〕 ····················································
第４条〔任 期〕 ························································
第５条〔各専門委員会の所管事項〕 ········································
第６条〔各専門委員会の職務〕 ············································
第７条〔議事録〕 ························································
第８条〔事務局〕 ························································
第９条〔細 則〕 ························································
第10条〔改 正〕 ························································
第11条〔施 行〕 ························································
別表１〔所管事項〕 ······················································

81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
83

裁定委員会規程
第１条〔趣 旨〕 ························································
第２条〔会議および議決〕 ················································
第３条〔審理の非公開〕 ··················································
第４条〔申立手続き〕 ····················································
第５条〔申立の受理および通知〕 ··········································
第６条〔答 弁〕 ························································
第７条〔提出書類の部数〕 ················································
第８条〔申立内容の変更〕 ················································
第９条〔訳文の添付〕 ····················································
第10条〔代理人〕 ························································
第11条〔審理または調査のための権限等〕 ··································
第12条〔費用の負担〕 ····················································

84
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85

第13条〔裁 定〕 ························································
第14条〔和 解〕 ························································
第15条〔裁定委員会の運営細則〕 ··········································
第16条〔施 行〕 ························································

85
86
86
86

リーグ戦安定開催融資規程
第１条〔目 的〕 ························································
第２条〔本融資制度の趣旨〕 ··············································
第３条〔本融資制度の原資〕 ··············································
第４条〔融資限度額〕 ····················································
第５条〔融資可能期間〕 ··················································
第６条〔融資の申請〕 ····················································
第７条〔担保の設定〕 ····················································
第８条〔融資の審査と決定〕 ··············································
第９条〔融資実行にともなう制裁〕 ········································
第10条〔融資事実の公表〕 ················································
第11条〔融資審査申請クラブの管理〕 ······································
第12条〔返済できなかった場合の措置〕 ····································
第13条〔改 正〕 ························································
第14条〔施 行〕 ························································

87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
88
88

大規模災害時補填規程
第１条〔目 的〕 ························································
第２条〔本補填制度の趣旨〕 ··············································
第３条〔補填の対象となる大規模災害〕 ····································
第４条〔本補填制度の原資〕 ··············································
第５条〔補填の申請〕 ····················································
第６条〔補填の決定〕 ····················································
第７条〔改 正〕 ························································
第８条〔施 行〕 ························································

90
90
90
90
90
90
90
91

Ｊリーグ百年構想クラブ規程
第１条〔趣 旨〕 ························································
第２条〔百年構想クラブの条件〕 ··········································
第３条〔百年構想クラブの権利〕 ··········································
第４条〔百年構想クラブの義務〕 ··········································
第５条〔百年構想クラブの申請〕 ··········································
第６条〔審査〕 ··························································
第７条〔資格の停止および失格〕 ··········································
第８条〔百年構想クラブからの脱退〕 ······································
第９条〔改 正〕 ························································
第10条〔施 行〕 ························································

92
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93
94
95
95
95
95
96
96

２０１７明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項
第１節 スタジアム
第１条〔スタジアムの確保と維持〕 ········································
第２条〔旗の掲揚〕 ······················································
第３条〔広告看板等の設置〕 ··············································
第４条〔スタジアムにおける告知等〕 ······································
第５条〔医事運営〕 ······················································
第２節 試
合
第６条〔試合の概要〕 ····················································
第７条〔大会方式〕 ······················································
第８条〔届出義務〕 ······················································
第９条〔出場資格〕 ······················································
第10条〔出場資格を得るための追加登録期限〕 ······························
第11条〔出場可能日〕 ····················································
第12条〔メディカルチェック〕 ············································
第13条〔試合エントリー選手の人数〕 ······································
第14条〔外国籍選手〕 ····················································
第15条〔ユニフォーム〕 ··················································
第16条〔フィールド内のチーム要員〕 ······································
第17条〔テクニカルエリアの使用〕 ········································
第18条〔試合の勝敗の決定〕 ··············································
第19条〔年間順位の決定〕 ················································
第20条〔審判員〕 ························································
第21条〔アクレディテーションカード（ＡＤ証）〕 ··························
第22条〔入場料〕 ························································
第23条〔試合球〕 ························································
第24条〔Ｊクラブの責任〕 ················································
第25条〔日 程〕 ························································
第３節 運
営
第26条〔試合の運営に関する事項〕 ········································
第27条〔運営責任〕 ······················································
第28条〔マッチコミッショナー〕 ··········································
第29条〔試合の中止および中断の決定〕 ····································
第30条〔スタジアムへの到着〕 ············································
第31条〔キックオフ時刻の厳守〕 ··········································
第32条〔メンバー提出〕 ··················································
第33条〔選手の交代〕 ····················································
第34条〔開催不能または中止となった試合の記録〕 ··························
第35条〔入場料金の払い戻し〕 ············································
第36条〔係 員〕 ························································
第37条〔中継映像制作〕 ··················································
第38条〔取材メディア対応〕 ··············································
第39条〔公式記録〕 ······················································
第40条〔試合運営報告〕 ··················································
第41条〔退場処分〕 ······················································
第42条〔警告・退場による出場停止処分の翌シーズンへの繰り越し〕 ··········
第４節 試合の収支
第43条〔試合の収支に関する事項〕 ········································
第44条〔公衆送信権〕 ····················································
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第45条〔収支報告〕 ······················································
第46条〔改 正〕 ························································

109
109

２０１７Ｊリーグ YBCルヴァンカップ試合実施要項
第１条〔趣 旨〕 ························································
第２条〔大会方式〕 ······················································
第３条〔試合の主催等〕 ··················································
第４条〔試合出場メンバー〕 ··············································
第５条〔出場資格を得るための追加登録期限〕 ······························
第６条〔試合の勝敗の決定〕 ··············································
第７条〔順位の決定および表彰〕 ··········································
第８条〔広告看板等の設置〕 ··············································
第９条〔手当等〕 ························································
第10条〔アクレディテーションカード（ＡＤ証）〕 ··························
第11条〔納付金〕 ························································
第12条〔遠征経費〕 ······················································
第13条〔改 正〕 ························································

110
110
110
111
111
111
111
112
112
113
113
113
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２０１７Ｊ１昇格プレーオフ試合実施要項
第１条〔趣 旨〕 ························································
第２条〔大会の目的〕 ····················································
第３条〔出場資格〕 ······················································
第４条〔大会方式〕 ······················································
第５条〔試合の主催等〕 ··················································
第６条〔出場資格を得るための登録期限と出場資格〕 ························
第７条〔試合の勝敗の決定〕 ··············································
第８条〔広告看板等の設置〕 ··············································
第９条〔手当等〕 ························································
第10条〔アクレディテーションカード（ＡＤ証）〕 ··························
第11条〔納付金〕 ························································
第12条〔遠征費用〕 ······················································
第13条〔改 正〕 ························································

114
114
114
114
115
115
115
115
116
116
116
116
116

Ｊリーグ表彰規程
第１条〔趣 旨〕 ························································
第２条〔年間表彰〕 ······················································
第３条〔フェアプレー賞（高円宮杯）〕 ····································
第４条〔個人表彰〕 ······················································
第５条〔リーグカップ表彰〕 ··············································
第６条〔功労者表彰〕 ····················································
第７条〔Ｊリーグベストピッチ賞〕 ········································
第８条〔最優秀育成クラブ賞〕 ············································

117
117
117
118
118
118
118
119

第９条〔Ｊリーグアウォーズ〕 ············································
第10条〔改 正〕 ························································
第11条〔施 行〕 ························································

119
119
119

旅費規程
第１条〔目 的〕 ························································
第２条〔公式試合の交通費・宿泊費〕 ······································
第３条〔審判員およびマッチコミッショナーの交通費・宿泊費〕 ··············
第４条〔監督・コーチ等の行事参加〕 ······································
第５条〔選手の行事参加〕 ················································
第６条〔協会の規程の準用〕 ··············································
第７条〔改 正〕 ························································
第８条〔施 行〕 ························································

120
120
120
121
122
122
122
122

ユニフォーム要項
第１条〔趣 旨〕 ························································
第２条〔ユニフォーム〕 ··················································
第３条〔ユニフォームの色彩〕 ············································
第４条〔ユニフォームの事前承認〕 ········································
第５条〔使用義務〕 ······················································
第６条〔選手番号・チーム名・チームエンブレム〕 ··························
第７条〔アームバンド〕 ··················································
第８条〔指定マーク等〕 ··················································
第９条〔メーカー名の表示〕 ··············································
第10条〔広告の表示〕 ····················································
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公益社団法人

日本プロサッカーリーグ

定
第１章
第１条〔名

款
総

則

称〕

この法人は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（略称Ｊリーグ）といい、英文では
Japan Professional Football League（略称 J.League）と表示する。
第２条〔事務所〕
(1) この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(2) この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。こ
れを変更または廃止する場合も同様とする。

第２章
第３条〔目

目的および事業

的〕

この法人は、公益財団法人日本サッカー協会の傘下団体として、プロサッカー（この法
人の正会員となった団体に所属するサッカーチームが業務として行うサッカーをいう。以
下同じ）を通じて日本のサッカーの水準の向上及びサッカーの普及を図ることにより、豊
かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会にお
ける交流及び親善に貢献することを目的とする。
第４条〔事

業〕

(1) この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① プロサッカーの試合の主催および公式記録の作成
② プロサッカーに関する諸規約の制定
③ プロサッカーの選手、監督および審判等の養成、資格認定および登録
④ プロサッカーの試合の施設の検定および用具の認定
⑤ 放送等を通じたプロサッカーの試合の広報普及
⑥ サッカーおよびサッカー技術に関する調査、研究および指導
⑦ プロサッカーの選手、監督および関係者の福利厚生事業の実施
⑧ サッカーに関する国際的な交流および事業の実施
⑨ サッカーをはじめとするスポーツの振興および援助
⑩ 機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及
⑪ サッカーをはじめとするスポーツの経営人材の養成および活用
⑫ その他目的を達成するために必要な事業

1

第３章

会

員

第５条〔法人の構成員〕
(1) この法人を構成する会員は、次のとおりとする。
① 正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人、または法人で下記にあたるもの

(a) Ｊ１リーグ会員（以下「Ｊ１会員」という）
Ｊ１リーグ（競争力等において最も優位にあるものと理事会が承認したチームから
構成されるプロサッカーリーグ）に属するチームを保有する法人
(b) Ｊ２リーグ会員（以下「Ｊ２会員」という）
Ｊ２リーグ（競争力等においてＪ１リーグに次いで優位にあるものと理事会が承認
したチームから構成されるプロサッカーリーグ）に属するチームを保有する法人
(c) Ｊ３リーグ会員（以下「Ｊ３会員」という）
Ｊ３リーグ（Ｊ１リーグおよびＪ２リーグのいずれにも属さず理事会が承認したチ
ームから構成されるプロサッカーリーグ）に属するチームを保有する法人であって、
Ｊ１会員およびＪ２会員でないもの
(d) 特別会員
第 22 条第２項の規定により理事長（チェアマン）に選定された者
② 賛助会員

この法人の事業を援助する個人または法人

③ 名誉会員

この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者

(2) 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一
般社団・財団法人法」という）上の社員とする。
第６条〔会員の資格の取得〕
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長（チェアマン）に提出し、理事会の承認
を受けなければならない。ただし、名誉会員は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をも
って会員となるものとする。
第７条〔入会金および会費〕
(1) 正会員または賛助会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しな
ければならない。
(2) 正会員または賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(3) 個人である正会員または名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
(4) 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
第８条〔任意退会〕
(1) 正会員は、その退会希望日の 12 か月前までに、理事会において別に定める退会届（以下「退
会届」という）を提出することにより、退会希望日をもって退会することができる。その他
の会員については、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(2) 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、正会員は、退会届を提出す
ることにより、いつでも退会することができる。
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第９条〔除

名〕

(1) 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総社員の半数以上であっ
て、総社員の議決権の４分の３以上の多数による議決を経て、理事長（チェアマン）が
除名することができる。
① この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき
② この法人の会員としての義務に違反したとき
③ 会費または臨時会費を６か月以上滞納したとき
(2) 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対して、当該総会の日か
ら１週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければな
らない。
(3) 理事長（チェアマン）は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知し
なければならない。
第 10 条〔会員資格の喪失〕
前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪
失する。
① 総社員が同意したとき
② 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または解散したとき
③ Ｊ１会員、Ｊ２会員およびＪ３会員については、Ｊ１リーグ、Ｊ２リーグおよびＪ３リ
ーグのいずれにも所属しなくなったとき
④ 特別会員については、理事長（チェアマン）を退任しまたは解職されたとき
第 11 条〔会費等の不返還〕
退会し、または除名され、あるいは資格を喪失した会員が既に納入した入会金、会費そ
の他の拠出金品は、いかなる事由があっても、これを返還しない。

第４章
第 12 条〔構

総

会

成〕

総会は、すべての正会員をもって構成する。総会をもって一般社団・財団法人法上の社
員総会とする。
第 13 条〔権

限〕

総会は、次の事項について決議する。
① 入会の基準ならびに入会金および会費の額
② 会員の除名
③ 名誉会員の選任
④ 理事および監事の選任または解任
⑤ 理事および監事の報酬等の額
⑥ 貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
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⑦ 事業計画および収支予算に関する事項の承認
⑧ 事業報告および収支決算に関する事項の承認
⑨ 定款の変更
⑩ Ｊリーグクラブライセンス交付規則制定および改廃
⑪ 解散および残余財産の処分
⑫ その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
第 14 条〔開

催〕

総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後３か月以内に１回開催するほか、必要が
ある場合に随時開催する。
第 15 条〔招

集〕

(1) 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長（チェアマ
ン）が招集する。
(2) 総社員の議決権の 10 分の１以上の議決権を有する正会員は、理事長（チェアマン）に対し、
総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第 16 条〔議

長〕

(1) 総会の議長は理事長（チェアマン）がこれに当たる。
(2) 理事長（チェアマン）が欠けたとき、または理事長（チェアマン）に事故があるときは、
理事長（チェアマン）が予め指名したものがこれに当たる。
第 17 条〔議決権〕
総会における議決権は、１社員につき１個とする。
第 18 条〔決

議〕

(1) 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議
決権の過半数をもって行う。
(2) 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
３分の２以上に当たる多数をもって行う。
① 会員の除名
② 監事の解任
③ 定款の変更
④ 解散
⑤ その他法令で定められた事項
(3) 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行
わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第 21 条第１項に定める定数
を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達
するまでの者を選任することとする。
(4) 社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長（チェアマン）に提出して、代
理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては第１項および第
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２項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(5) 理事会において総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定
めたときは、総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって議決権を行使すること
ができる。この場合においては、当該議決権の数を第 18 条第１項および第２項の出席し
た社員の議決権の数に算入する。
第 19 条〔決議の省略〕
理事または社員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき
社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決
する旨の総会決議があったものとみなす。
第 20 条〔議事録〕
(1) 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2) 議長および出席した正会員のうちから選出された議事録署名人２名以上が、前項の議事
録に記名押印する。

第５章

役員および特任理事

第 21 条〔役員の設置〕
(1) この法人に、次の役員を置く。
① 理事

15 名以上 20 名以内

② 監事

２名以内

(2) 理事のうち１名を理事長（チェアマン）、１名以内を副理事長、２名以内を専務理事、２
名以内を常務理事とする。
(3) 前項の理事長（チェアマン）をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事
長、専務理事および常務理事をもって同法第 91 条第１項第２号の業務執行理事とする。
第 21 条の 2〔特任理事〕
(1) この法人の運営を円滑に行うため、理事会の決議により、特任理事を５名以内で置くこ
とができる。
(2) 特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決
権は有しない。
(3) 常勤の特任理事を置く場合は、その任務については別途理事会で定めるものとする。
(4) 前項のほか、特任理事の任期等に関する事項は、理事会が制定する「特任理事規程」の
定めるところによる。
第 22 条〔役員の選任〕
(1) 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
(2) 理事長（チェアマン）、副理事長、専務理事および常務理事は理事会の決議によって理事
の中から選定する。
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(3) この法人の理事のうちには、理事のいずれか１名およびその親族その他特殊の関係がある
者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。
(4) この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）および
会員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）、ならびにこの法人の使用人が含まれて
はならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第 23 条〔理事の職務および権限〕
(1) 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(2) 理事長（チェアマン）は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表
し、その業務を執行し、副理事長、専務理事および常務理事は、理事会において別に定
めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(3) 理事長（チェアマン）、副理事長、専務理事および常務理事は、３か月に１回以上、自己
の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第 24 条〔監事の職務および権限〕
(1) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2) 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務およ
び財産の状況の調査をすることができる。
第 25 条〔役員の任期〕
(1) 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(2) 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(3) 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(4) 増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
(5) 理事または監事は、第 21 条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了また
は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事
としての権利義務を有する。
第 26 条〔役員の解任〕
理事および監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
第 27 条〔役員の報酬等〕
理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、総会に
おいて別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って
算定した額を報酬等として支給することができる。
第 28 条〔取引の制限〕
(1) 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、
理事会の承認を得なければならない。
① 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
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② 自己または第三者のためにするこの法人との取引
③ この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法
人とその理事との利益が相反する取引
(2) 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第 29 条〔責任の免除または限定〕
(1) この法人は、役員の一般社団・財団法人法第 111 条第１項の賠償責任について、法令に
定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める
最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2) この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件
に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結すること
ができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた
額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第６章
第 30 条〔構

理事会

成〕

(1) この法人に理事会を設置する。
(2) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 31 条〔権

限〕

理事会は、次の職務を行う。
① この法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 理事長（チェアマン）および業務執行理事の選定および解職
第 32 条〔招

集〕

(1) 理事会は、理事長（チェアマン）が招集する。
(2) 前項に定めるほか、理事会の招集に関する事項は、理事会の定める理事会規程の定める
ところによる。
第 33 条〔議

長〕

理事会の議長は、理事長（チェアマン）がこれに当たる。
第 34 条〔決

議〕

(1) 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
(2) 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事
会の決議があったものとみなす。
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第 35 条〔議事録〕
(1) 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2) 出席した理事長（チェアマン）および監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理
事長（チェアマン）の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

第７章

実行委員会

第 36 条〔実行委員会〕
(1)

この法人は、その事業遂行のため、理事会の議決に基づき実行委員会を置く。

(2)

実行委員会の組織、権限および運営に関する規定は、理事会が定める。

第８章

資産および会計

第 37 条〔基本財産〕
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産はこの法人の基本財産とする。
第 38 条〔事業年度〕
この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり 12 月 31 日に終わる。
第 39 条〔事業計画および収支予算〕
(1) この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類
については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長（チェアマン）が作成し、理事
会の決議を得て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様と
する。
(2) 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
第 40 条〔事業報告および決算〕
(1) この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長（チェアマン）が
次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書（正味財産増減計算書）
⑤ 貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
⑥ 財産目録
(2) 前項の承認を受けた書類のうち、第１号は定時社員総会で報告し、第３号、第４号およ
び第６号の書類については、定時社員総会で承認を受けなければならない。
(3) 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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① 監査報告
② 理事および監事の名簿
③ 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
④ 運営組織および事業活動の状況の概要、およびこれらに関する数値のうち重要なもの
を記載した書類
第 41 条〔公益目的取得財産残額の算定〕
理事長（チェアマン）は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規
則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残
額を算定し、前条第３項第４号の書類に記載するものとする。

第９章

定款の変更および解散

第 42 条〔定款の変更〕
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第 43 条〔解

散〕

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
第 44 条〔公益認定の取消し等に伴う贈与〕
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、または合併により法人が消滅する場
合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併
の日から１か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17
号に掲げる法人または国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 45 条〔残余財産の帰属〕
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人または国、もしく
は地方公共団体に贈与するものとする。
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第 10 章

公告の方法

第 46 条〔公告の方法〕
(1) この法人の公告は、電子公告により行う。
(2) 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官
報による。

第 11 章
第 47 条〔顧

顧

問

問〕

(1) この法人に、顧問を若干名置くことができる。
(2) 顧問は、この法人の理事であった者の中から総会の推薦により理事長（チェアマン）が
委嘱する。
(3) 顧問は、重要事項について理事長（チェアマン）または理事会の諮問に応じる。

第 12 章

法人の組織

第 48 条〔設置等〕
(1) この法人の業務を実行するため、必要な職員を置く。
(2) この法人の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

第 13 章
第 49 条〔委

補

則

任〕

この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を
経て、理事長（チェアマン）が定める。

附

則

(1) この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１
項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１項に定める特
例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 38 条の規定にか
かわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の
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開始日とする。
(3) この法人の最初の理事長（チェアマン）は大東 和美とする。
別表

〔改

基本財産（第 37 条関係）

財産種別

場所・物量等

定期預金

20,000,000 円（三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門支店）

正〕
平成 25 年１月 22 日
平成 26 年１月１日
平成 27 年１月１日
平成 28 年１月１日
平成 29 年１月１日
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Ｊリーグ規約
第１章

総

則

第１条〔Ｊリーグの目的〕
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下「Ｊリーグ」という）は、日本のサッカー
の水準の向上およびサッカーの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および
国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献す
ることを目的とする。
第２条〔本規約の目的〕
本規約は、「公益社団法人日本プロサッカーリーグ定款」（以下「定款」という）に基づ
き、Ｊリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Ｊリーグの安定的
発展を図ることを目的とする。
第３条〔遵守義務〕
(1) Ｊリーグの役職員、Ｊリーグの会員およびその役職員ならびにＪリーグに所属する選手、
監督、コーチ、審判その他の関係者（以下「Ｊリーグ関係者」という）は、Ｊリーグの
構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会（以下「協会」という）の
定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Ｊリーグ関係者は、第 1 条のＪリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する
行為を行ってはならない。
(3) Ｊリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者（以下「暴力団員等」
という）であってはならない。また、Ｊリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求
および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしま
たは交際してはならない。
(4) Ｊリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の
事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(5) Ｊリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中
立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的ま
たは人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(6) Ｊリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、ＪリーグまたはＪクラブの秘密
または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
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第２章
第１節

組
理

織
事

会

第４条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」に基づく。

第２節

チェアマン

第５条〔チェアマン〕
理事長（以下「チェアマン」という）は、Ｊリーグを代表するとともに、Ｊリーグの業
務を管理統括する。
第６条〔チェアマンの権限〕
チェアマンは、Ｊリーグの運営に関する次の権限を行使する。
① Ｊリーグ全体の利益を確保するためのＪリーグ所属の団体および個人に対する指導
② Ｊリーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ 実行委員会の招集および主宰
④ その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項

第３節
第７条〔構

実行委員会

成〕

(1) Ｊ１リーグ（以下「Ｊ１」という）、Ｊ２リーグ（以下「Ｊ２」という）、およびＪ３リ
ーグ（以下「Ｊ３」という）にそれぞれ実行委員会を設置する。
(2) Ｊ１に設置する実行委員会を「Ｊ１実行委員会」、Ｊ２に設置する実行委員会を「Ｊ２実
行委員会」、Ｊ３に設置する実行委員会を「Ｊ３実行委員会」といい、単に「実行委員会」
という場合は、Ｊ１、Ｊ２およびＪ３の実行委員会を総称する。
(3) 実行委員会の組織、権限および運営に関する事項は定款および理事会が別途定める「実
行委員会規程」によるものとする。
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第４節

その他の委員会

第８条〔専門委員会〕
(1)

チェアマンの下に次の専門委員会を置き、チェアマンがこれを直轄する。

① 規律委員会
② 法務委員会
③ マッチコミッショナー委員会
④ マーケティング委員会
⑤ その他、理事会で定める委員会
(2)

前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が制定する「専門
委員会規程」の定めるところによる。

第５節

法人組織

第９条〔法人組織の設置〕
Ｊリーグの総会、理事会および各委員会の事務を処理し、チェアマンの職務の執行を補
佐するとともに、Ｊリーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員に
より構成される法人組織を置く。
第 10 条〔法人組織の運営〕
(1)
(2)

法人組織の人事等に関する重要事項は、理事会の承認を得てチェアマンが定める。
法人組織の機能、職務等、運営に関する事項は、チェアマンが制定する「法人組織細則」
の定めるところによる。

第３章

Ｊクラブ

第 11 条〔Ｊリーグクラブライセンス制度〕
(1)

Ｊリーグは、ＡＦＣクラブライセンス交付規則第 3.2.1.1 項の定めに基づき、協会から
日本におけるクラブライセンス制度の制定および運用の委任を受けたことにより、日
本におけるクラブライセンス交付機関（ライセンサー）として、日本におけるＪ１クラ
ブライセンス・Ｊ２クラブライセンスに関するクラブライセンス制度の制定および運
用を行う。

(2)

Ｊリーグは、前項の定めに基づき、「Ｊリーグクラブライセンス交付規則」を定める。
なお、当該規則の目的、趣旨については、Ｊリーグクラブライセンス交付規則に定める
ものとする。

(3)
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Ｊリーグは、前２項に定めるほか、Ｊ３の参加資格であるＪ３クラブライセンス制度の

制定及び運用を行うものとし、Ｊ３クラブライセンスの要件、申請手続、審査手続等に
関する「Ｊ３クラブライセンス交付規則」を定める。なお、当該規則の目的、趣旨につ
いては、Ｊ３クラブライセンス交付規則に定めるものとする。
第 12 条〔Ｊ１クラブの資格要件〕
Ｊ１会員たるクラブ（以下「Ｊ１クラブ」という）は、以下の要件を具備するものでな
ければならない。なお、Ｊ１クラブの数は 18 以下とする。
(1) Ｊ１クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと
(2) 日本法に基づき設立された、総株主の議決権の過半数を日本国籍を有する者か内国法人
が保有する株式会社であることまたは社員たる地位の過半数を日本国籍を有する者か内
国法人が保有する公益社団法人であること
第 13 条〔Ｊ２クラブの資格要件〕
Ｊ２会員たるクラブ（以下「Ｊ２クラブ」という）は、以下の要件を具備するものでな
ければならない。なお、Ｊ２クラブの数は 22 以下とする。
(1) Ｊ１クラブライセンスまたはＪ２クラブライセンス（以下、両ライセンスを総称して「Ｊ
リーグクラブライセンス」という）の交付を受け、それが取り消されていないこと
(2) 日本法に基づき設立された、総株主の議決権の過半数を日本国籍を有する者か内国法人
が保有する株式会社であることまたは社員たる地位の過半数を日本国籍を有する者か内
国法人が保有する公益社団法人であること
第 14 条〔Ｊ３クラブの資格要件〕
Ｊ３会員たるクラブ（以下「Ｊ３クラブ」という）は、以下の要件を具備するものでな
ければならない。
(1) Ｊ１クラブライセンス、Ｊ２クラブライセンスまたはＪ３クラブライセンスの交付を受
け、それが取り消されていないこと
(2) 日本法に基づき設立された、総株主の議決権の過半数を日本国籍を有する者か内国法人
が保有する株式会社であることまたは社員たる地位の過半数を日本国籍を有する者か内
国法人が保有する公益社団法人もしくは特定非営利活動法人であること
第 15 条〔入

会〕

(1) Ｊリーグは、第 15 条の２にいう「Ｊリーグ百年構想クラブ」
（以下「百年構想クラブ」と
いう）のうち、日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）所属であり、９月 30 日までにＪリーグ
に対し所定の入会申込を行ったクラブを審査し、Ｊ３会員として入会させることができる。
(2) Ｊリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下の審査を受けなければならない。
① 理事会が別途定める「Ｊ３クラブライセンス交付規則」に基づく審査
② 前号の審査に合格することを前提として実施される以下の入会審査
イ. クラブ責任者および行政当局責任者からの聴聞
ロ. 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
ハ. クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Ｊリーグが必要と認める
事項に関する調査
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(3) Ｊリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下に掲げる要件をひとつでも充足し
ていない場合には、入会することができない。
① 前項の審査にすべて合格していること
② 百年構想クラブとしての相当期間におよぶ活動実績において、理事会からＪ３会員と
しての適性が認められたこと
③ 前項の審査を通じ、理事会が、Ｊ３リーグ戦を安定して運営できる財政基盤および経営
基盤を十分に具備していると評価したこと
④ 第 14 条各項の要件を具備していること
⑤ 入会直前年度までに、ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること
⑥ 入会直前年度のＪＦＬのリーグ戦における１試合平均入場者数が 2,000 人を超えてお
り、かつ、3,000 人に到達することを目指して努力していると認められること。なお、
入場者数の算定は「明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」第 39 条第
３項および第４項に基づいて行う
⑦ 入会直前年度における年間事業収入が 1.5 億円以上になると、合理的に見込まれるこ
と
⑧ 入会直前年度の期末決算において、債務超過ではないことが合理的に見込まれること
⑨ 入会の可否を決定する理事会開催日の属するＪＦＬシーズンにおける最終順位が４位
以内であり、かつ、当該ＪＦＬに属するＪリーグ百年構想クラブのうち、上位２クラブ
に入っていること
(4) 理事会は、第２項に定める審査および前項に定める要件に関する調査等の結果を踏まえ、
入会の可否を審議のうえ、その結果を原則として 11 月 30 日までに、当該クラブに書面
で通知する。
(5) 前項により、Ｊ３会員としての入会を承認されたクラブは、Ｊリーグに対し、承認日か
ら１か月以内に、所定の入会金を納入しなければならない。この場合におけるＪ３会員
としての資格は、所定の入会金の納入完了を条件として、承認日の属する年の翌年の１
月１日から認められるものとする。
第 15 条の 2〔Ｊリーグ百年構想クラブ〕
(1) Ｊリーグは、ＪＦＬ、９地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟す
るクラブのうち、理事会が定める「Ｊリーグ百年構想クラブ規程」の内容を満たすクラ
ブを百年構想クラブとして認定することができる。なお、2013 年 12 月 31 日までにＪリ
ーグ準加盟クラブとして認定されているクラブは、当然に百年構想クラブと呼称し、当
該クラブとして取り扱われるものとする。
(2) 第 15 条第２項に定める入会審査を受けるクラブは、同条第１項に定める入会申込の日
の前年の 11 月 30 日までに、Ｊリーグに百年構想クラブの認定を申請し、理事会の承認
を受けていなければならない。
第 16 条〔Ｊ１・Ｊ２クラブの入れ替え〕
(1) Ｊ１における年間順位の下位３クラブがＪ２に降格し、Ｊ２における以下の３クラブが
Ｊ１に昇格する。
① Ｊ２における年間順位の上位２クラブ
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② Ｊ１昇格プレーオフの優勝クラブ
(2) 前項の定めにかかわらず、Ｊ１クラブライセンスの交付判定を受けられなかったＪ２ク
ラブがあった場合は、次のとおりとする。
① 当該クラブが前項第１号に該当しても、Ｊ１に昇格できない
② 当該クラブは、Ｊ１昇格プレーオフに出場できない
③ 前項に該当する３クラブのうち、Ｊ１クラブライセンスの交付判定を受けたクラブが
２クラブの場合、当該２クラブがＪ１に昇格し、Ｊ１における年間順位の下位２クラブ
がＪ２に降格する
④ 前項に該当する３クラブのうち、Ｊ１クラブライセンスの交付判定を受けたクラブが
１クラブの場合、当該１クラブがＪ１に昇格し、Ｊ１における年間順位の下位１クラブ
がＪ２に降格する
⑤ 前項に該当する３クラブのうち、Ｊ１クラブライセンスの交付判定を受けたクラブが
ない場合は、Ｊ１・Ｊ２クラブの入れ替えは行わない
第 17 条〔Ｊ２・Ｊ３クラブの入れ替え〕
(1) Ｊ２における年間順位の下位２クラブがＪ３に降格し、Ｊ３における年間順位の上位２
クラブがＪ２に昇格する。
(2) 前項の定めにかかわらず、Ｊ３における年間順位の上位２クラブのうち以下に掲げる要
件のいずれかをひとつでも充足していないクラブがあった場合は、当該クラブはＪ２に
昇格できない。この場合において、Ｊ３における年間順位３位以下のクラブが昇格する
ことはない。
① Ｊ１クラブライセンスまたはＪ２クラブライセンスの交付判定を受けていること
② Ｊ２昇格の資格を有するか否かを決定する理事会の前日時点で、翌シーズンの広告料
収入確定額が１億円以上 (税抜)であること
③ Ｊ２昇格の資格を有するか否かを決定する理事会の前日時点で当該シーズンのＪ３リ
ーグ戦における１試合平均入場者数が 3,000 人以上であること。ただし入場者数の算
定は「明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」第 39 条第３項および第
４項に基づいて行う
(3) Ｊ３における年間順位の上位２クラブのうち１クラブのみが前項に該当した場合は、第
１項の定めにかかわらず、Ｊ２の最下位クラブのみがＪ３に降格する。
(4) Ｊ３における年間順位の上位２クラブのいずれもが第２項に該当した場合には、第１項
の定めにかかわらず、Ｊ２・Ｊ３間の入れ替えは行わない。
(5) Ｊ１およびＪ２クラブが編成するＵ－２３チームがＪ３リーグに参加している場合にお
ける本条の取り扱いについては、「Ｊ３リーグへ参加するＪ１およびＪ２クラブが編成
するＵ－２３チームに関する特則」の定めによる。
第 18 条〔Ｊリーグクラブライセンス不交付クラブ発生時の措置〕
ＪリーグクラブライセンスあるいはＪ３クラブライセンスの不交付または取消しが決定
したクラブが発生した場合、当該クラブに対する補欠等の処置については、理事会で審議
決定する。
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第 19 条〔入会金および会費〕
(1) Ｊ１クラブは、Ｊリーグに対し、次に定める入会金および会費（年会費：対象年の１月
１日〜12 月 31 日までの期間分）を納入しなければならない。
① 入会金

金 6,000 万円

② 会

金 4,000 万円

費

(2) Ｊ２クラブは、Ｊリーグに対し、次に定める入会金および会費（年会費：前項同様の期
間分）を納入しなければならない。
① 入会金

金 2,000 万円

② 会

金 2,000 万円

費

(3) Ｊ３クラブは、Ｊリーグに対し、次に定める入会金および会費（年会費：第１項同様の
期間分）を納入しなければならない。
① 入会金

金 500 万円

② 会

金 1,000 万円

費

(4) 以下に該当する場合は、第１項第１号、第２項第１号または第３項第１号に定める入会
金を承認日から１か月以内に納入しなければならない。
① Ｊ２クラブがはじめてＪ１クラブとなる場合
② Ｊ３クラブがはじめてＪ２クラブとなる場合
③ 百年構想クラブが入会してＪ３会員となる場合
(5) 以下の場合には入会金は発生しないものとする。
① Ｊ２またはＪ３に降格したクラブが、それぞれＪ１またはＪ２に再昇格する場合
② Ｊ１またはＪ２クラブが、降格によってそれぞれＪ２またはＪ３クラブとなる場合
(6) Ｊクラブは、第１項第２号、第２項第２号または第３項第２号に定める会費（年会費）
を、当年の４月末までに納入しなければならない。
第 20 条〔退

会〕

Ｊクラブが定款第 10 条第３号によらずに退会しようとする場合は、理事会の承認を得な
ければならない。ただしシーズン途中の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって
退会しようとする場合は、その前年のシーズンの９月 30 日までに申請しなければならない。
第 21 条〔Ｊクラブのホームタウン（本拠地）〕
(1) Ｊクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければなら
ない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村
または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
② 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
③ 活動拠点となる市町村を定めること
(2) Ｊクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り（社会貢献活動
を含む）を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければな
らない。
(3) Ｊクラブは活動区域内でホームゲームを開催するにあたり、活動区域内の協会加盟団体
等と他大会の日程およびキックオフ時刻等の調整を行い、多くのサッカーファンがホー
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ムゲームを観戦できる環境の整備に努めなければならない。
(4) Ｊクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
(5) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の
１年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければな
らない。ただし、第 54 条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められな
い。
第 22 条〔Ｊクラブの権益〕
(1) Ｊクラブは、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。
(2) Ｊクラブは、活動区域において主管した公式試合（第 40 条に定める意味を有する）に伴
う広告料および公衆送信権料等につき、理事会の定めるところにより分配を受けること
ができる。
(3) Ｊクラブは、活動区域におけるサッカースクール、講演その他サッカーに関する諸行事
の開催について、優先的にＪリーグの公認を受けることができる。
第 23 条〔Ｊクラブの健全経営〕
(1) Ｊクラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮
しなければならず、違反した場合、Ｊリーグクラブライセンス交付規則によって指導が
行われ、または制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、Ｊク
ラブはそれらに従わなければならない。
(2) ＪクラブはＪリーグに対し、Ｊリーグが指定した書類を定められた期限までに提出しな
ければならない。
(3) Ｊクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) Ｊリーグは、Ｊクラブの事前の同意がない限り、第２項の書類を第三者に開示しないも
のとする。ただし、ＪリーグおよびＪクラブの状況を社会に告知するために、実行委員
会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別の
Ｊクラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
第 24 条〔リーグ戦安定開催融資制度〕
(1) クラブの財政難等の事情により、公式試合の運営に支障を来たす事態の発生を未然に防
止するため、リーグ戦安定開催融資制度を設ける。
(2) リーグ戦安定開催融資制度の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「リーグ戦安
定開催融資規程」の定めるところによる。
第 24 条の２〔大規模災害時補填制度〕
(1) 大規模災害により、公式試合の運営に支障を来たす場合やクラブが使用するスタジアム
等の各種施設に損害が発生した場合に、大会を無事に終了させるためもしくはクラブの
活動を通常に戻すため、大規模災害時補填制度を設ける。
(2) 大規模災害時補填制度の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「大規模災害時補
填規程」の定めるところによる。
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第 25 条〔Ｊクラブの株主〕
(1) ＪクラブはＪリーグクラブライセンス交付規則の定めまたはＪリーグからの指示に基づ
き、Ｊリーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿（クラブが公益社団法人また
は特定非営利活動法人である場合には社員名簿）の写しを提出しなければならない。
(2) Ｊクラブは、その発行する株式の譲渡（合併等の組織再編に伴い株式が移転される場合
を含む。以下、本項及び次項において同じ。）を行い、または株式の新規発行を行う場合
には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前にＪリーグに書面にて届
け出を行わなければならない。本項において、株式とは、株式のほか、新株予約権、新
株予約権付社債その他の株式を取得できる権利を含むものとする。また、公益社団法人
または特定非営利活動法人であるＪクラブが、社員を変更し、または新たに社員を追加
する場合には、変更後の社員または新たな社員を決定する前にＪリーグに書面にて届け
出を行わなければならない。
(3) Ｊクラブは直近の理事会の承認を受けた発行済み株式総数または総株主の議決権の数お
よび株主構成を基準として、以下のような株式の譲渡または株式の新規発行を行う場合
には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なけ
ればならない。本項において、株式とは、別段の定めがない限り、株式のほか、新株予
約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利（なお、当該権利により将来発
行され得る株式を以下「潜在株式」という。）を含み、議決権とは、別段の定めがない限
り、潜在株式にかかる議決権を含むものとする。また、公益社団法人または特定非営利
活動法人であるＪクラブが、直近の理事会の承認を受けた社員構成を基準として、５％
以上の社員を変更し、または総議決権の５％以上の議決権を有するような社員を新たに
追加する場合には、変更する社員または新たな社員を決定する前に理事会の承認を得な
ければならない。
① 株式の引受人の数にかかわらず、株式の新規発行により
イ． 増加する株式の数が株式の新規発行後の発行済み株式（潜在株式を除く）総数の
５％を超える場合、または
ロ． 増加する議決権の数が株式の新規発行後の総株主の議決権（潜在株式にかかる
議決権を除く）の５％を超える場合
② 譲渡または譲受を行う株主の数にかかわらず、株式の譲渡により
イ． 譲渡される株式の数が 発行済み株式（潜在株式を除く）総数の５％を超える場
合、または
ロ． 譲渡される株式にかかる議決権の数が、総株主の議決権（潜在株式にかかる議決
権を除く）の５％を超える場合
③ 増加する株式または議決権の数にかかわらず、株式の新規発行により
イ． 株式の新規発行後の発行済み株式（潜在株式を除く）総数に対する持株比率が
５％を超える株主が新たに発生する場合、または
ロ． 株式の新規発行後の総株主の議決権（潜在株式にかかる議決権を除く）の５％を
超える議決権を有する株主が新たに発生する場合
④ 譲渡する株式または議決権の数にかかわらず、株式の譲渡により
イ． 発行済み株式（潜在株式を除く）総数に対する持株比率が５％を超える株主が新
たに発生する場合、または
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ロ． 総株主の議決権（潜在株式にかかる議決権を除く）の５％を超える議決権を有す
る株主が新たに発生する場合
⑤ 株式の新規発行または株式の譲渡により、すでに存在する株主の発行済株式（潜在株式
を除く）総数に占める持株比率または総株主の議決権（潜在株式にかかる議決権を除く）
に占める当該株主の議決権比率が５％を超えて増加する場合
(4) Ｊクラブは、他のＪクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては
社員たる地位 )を保有してはならない。なお、当該他のＪクラブの重大な影響下にある
と判断される法人の株式（公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる
地位）についても同様とする。
(5) Ｊクラブは、暴力団、暴力団員、暴力団員等が経営に実質的に関与している団体等に、
Ｊクラブの株式を保有させてはならない。なお、当該Ｊクラブの重大な影響下にあると
判断される法人の株式（公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地
位）についても同様とする。
第 26 条〔役職員等の禁止事項〕
(1) Ｊクラブの役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはな
らない。
① 他のＪクラブ、他のＪクラブの重大な影響下にあると判断される法人または他のＪク
ラブに重大な影響を与えうる法人の役員または職員を兼務すること
② 他のＪクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地
位 )を保有すること
③ 他のＪクラブまたは他のＪクラブの役職員との間で金銭貸借,債務保証またはこれらに
類する契約を締結すること
(2) Ｊクラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において、
協会（審判を含む）、Ｊリーグまたは自他のＪクラブを中傷または誹謗してはならない。
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第 27 条〔名称および活動区域等〕
(1) Ｊクラブの法人名、チーム名および呼称（以下総称して「名称」という。ただしチーム
名および呼称には地域名が含まれているものとする）ならびにホームタウンおよび活動
区域は次のとおりとする。
〔Ｊ１会員〕
法

人

名

㈱コンサドーレ
㈱ベガルタ仙台

チーム名

称

北海道コンサドー

レ札幌

レ札幌

ベガルタ仙台

ベガルタ仙台

㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー 鹿島アントラーズ
浦和レッドダイヤモンズ㈱

呼

北海道コンサドー

東京フットボールクラブ㈱ ＦＣ東京

札幌市を中心とする全道

北海道

仙台市

宮城県
茨城県

さいたま市

埼玉県

さいたま市

埼玉県

柏市

千葉県

ＦＣ東京

東京都

東京都
神奈川県

鹿島アントラーズ

浦和レッドダイヤモンズ 浦和レッズ

柏レイソル

活動区域

鹿嶋市、潮来市、神栖
市、行方市、鉾田市

エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ㈱ 大宮アルディージャ 大宮アルディージャ
㈱日立柏レイソル

ホームタウン

柏レイソル

㈱川崎フロンターレ

川崎フロンターレ

川崎フロンターレ

川崎市

横浜マリノス㈱

横浜Ｆ・マリノス

横浜Ｆ・マリノス

横浜市、横須賀市

神奈川県

㈱ヴァンフォーレ山梨
スポーツクラブ

ヴァンフォーレ甲府 ヴァンフォーレ甲府

甲府市、韮崎市を
中心とする全県

山梨県

㈱アルビレックス新潟

アルビレックス新潟 アルビレックス新潟

新潟市、聖籠町

新潟県

㈱エスパルス

清水エスパルス

清水エスパルス

静岡市

静岡県

㈱ジュビロ

ジュビロ磐田

ジュビロ磐田

磐田市

静岡県

㈱ガンバ大阪

ガンバ大阪

ガンバ大阪

吹田市、茨木市、高槻
市、豊中市、池田市、摂
津市、箕面市

大阪府

大阪サッカークラブ㈱

セレッソ大阪

セレッソ大阪

大阪市、堺市

大阪府

神戸市

兵庫県

楽天フットボールクラブ㈱ ヴィッセル神戸

ヴィッセル神戸

㈱サンフレッチェ広島

サンフレッチェ広島Ｆ.Ｃ サンフレッチェ広島

広島市

広島県

㈱サガン・ドリームス

サガン鳥栖

鳥栖市

佐賀県
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サガン鳥栖

〔Ｊ２会員〕
法

人

名

㈱モンテディオ山形

チーム名
モンテディオ山形

呼

称

ホームタウン

山形市、天童市、鶴岡市
モンテディオ山形
を中心とする全県

活動区域
山形県

水戸市

茨城県

ザスパクサツ群馬

草津町、前橋市を
中心とする全県

群馬県

ジェフユナイテッド千葉

市原市、千葉市

千葉県

東京ヴェルディ1969フットボールクラブ㈱ 東京ヴェルディ 1969 東京ヴェルディ

東京都

東京都

㈱ゼルビア

町田市

東京都

横浜市

神奈川県

厚木市、伊勢原市、小田原
市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚
市、藤沢市、大磯町、寒川
町、二宮町

神奈川県

㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック 水戸ホーリーホック 水戸ホーリーホック
㈱草津温泉フットボールクラブ ザスパクサツ群馬
ジェフユナイテッド㈱

ジェフユナイテッド市原・千
葉

ＦＣ町田ゼルビア

㈱横浜フリエスポーツクラブ 横浜ＦＣ
㈱湘南ベルマーレ

湘南ベルマーレ

ＦＣ町田ゼルビア
横浜ＦＣ
湘南ベルマーレ

松本市、塩尻市、山形村
安曇野市、大町市、
池田町
金沢市、白山市、野々市
市、かほく市、津幡町、内
㈱石川ツエーゲン
ツエーゲン金沢
ツエーゲン金沢
灘町を中心とする全県
名古屋市、豊田市、みよ
㈱名古屋グランパスエイト 名古屋グランパスエイト 名古屋グランパス
し市を中心とする全県
㈱松本山雅

松本山雅フットボールクラブ 松本山雅ＦＣ

京都サンガ F.C.

京都市、宇治市、城陽市、
向日市、長岡京市、京田辺
市、木津川市、亀岡市

京都府

ファジアーノ岡山ＦＣ ファジアーノ岡山

岡山市、倉敷市、津山市
を中心とする全県

岡山県

㈱京都パープルサンガ

京都サンガ F.C.

山口市、下関市、山陽小
野田市、宇部市、防府
レノファ山口ＦＣ
市、周南市を中心とする
全県
高松市、丸亀市を中心
カマタマーレ讃岐
とする全県
徳島市、鳴門市、美馬
市、板野町、松茂町、藍
徳島ヴォルティス
住町、北島町を中心とす
る全県

香川県

松山市を中心とする全県

愛媛県

福岡市

福岡県

長崎市、諫早市を
中心とする全県

長崎県

熊本市

熊本県

大分市､別府市､佐伯市を
中心とする全県

大分県

㈱レノファ山口

レノファ山口ＦＣ

㈱カマタマーレ讃岐

カマタマーレ讃岐

徳島ヴォルティス㈱

徳島ヴォルティス

㈱愛媛ＦＣ

愛媛ＦＣ

愛媛ＦＣ

アビスパ福岡㈱

アビスパ福岡

アビスパ福岡

Ｖ・ファーレン長

Ｖ・ファーレン長

崎

崎

ロアッソ熊本

ロアッソ熊本

㈱Ｖ・ファーレン長崎
㈱アスリートクラブ熊本

愛知県
岐阜県

ＦＣ岐阜

スポーツクラブ

石川県

岐阜市を中心とする全県

㈱岐阜フットボールクラブ ＦＣ岐阜

㈱ファジアーノ岡山

長野県

㈱大分フットボールクラブ 大分トリニータ

大分トリニータ

山口県

徳島県
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〔Ｊ３会員〕
法

人

名

チーム名

㈱いわてアスリートクラブ グルージャ盛岡

呼

称

ホームタウン

活動区域

盛岡市

岩手県

秋田市､由利本荘市､
にかほ市､男鹿市を
中心とする全県

秋田県

グルージャ盛岡

㈱ブラウブリッツ秋田

ブラウブリッツ秋田 ブラウブリッツ秋田

㈱ＡＣ福島ユナイテッド

福島ユナイテッドＦＣ 福島ユナイテッドＦＣ 福島市を中心とする全県

福島県

㈱栃木サッカークラブ

栃木サッカークラブ 栃木ＳＣ

宇都宮市

栃木県

(特非)横浜スポーツ＆

横浜スポーツ＆

横浜市

神奈川県

相模原市

神奈川県

カルチャークラブ
㈱スポーツクラブ相模原

カルチャークラブ
ＳＣ相模原

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜
ＳＣ相模原

長野市、須坂市、中野市、
飯山市、千曲市、坂城町、
小布施町、高山村、山ノ内
ＡＣ長野パルセイロ ＡＣ長野パルセイロ
町、木島平村、野沢温泉
村、信濃町、飯綱町、小川
村、栄村、佐久市

長野県

㈱カターレ富山

カターレ富山

カターレ富山

富山市を中心とする全県

富山県

㈱藤枝ＭＹＦＣ

藤枝ＭＹＦＣ

藤枝ＭＹＦＣ

藤枝市、島田市、焼津市、
牧之原市、吉田町、川根本
町

静岡県

アスルクラロスルガ㈱

アスルクラロ沼津

アスルクラロ沼津

沼津市

静岡県

ガイナーレ鳥取

鳥取市、米子市、倉吉
市、境港市を中心とする
全県

鳥取県

北九州市

福岡県

鹿児島市

鹿児島県

沖縄市を中心とする全県

沖縄県

㈱長野パルセイロ
・アスレチッククラブ

㈱ＳＣ鳥取

ガイナーレ鳥取

㈱ギラヴァンツ北九州

ギラヴァンツ北九州 ギラヴァンツ北九州

㈱鹿児島プロスポーツプロ 鹿児島ユナイテッ

鹿児島ユナイテッ

ジェクト

ドＦＣ

ドＦＣ

琉球フットボールクラブ㈱ ＦＣ琉球

ＦＣ琉球

(2) Ｊクラブは、ホームタウン内にＪリーグが別途定める要件を充足するスタジアム（以下
「ホームスタジアム」という）を確保しているものとする。
(3) Ｊクラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に理事会の承認を得る
ものとする。
(4) Ｊクラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場
合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
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第４章
第１節

競

技

スタジアム

第 28 条〔スタジアムの維持〕
Ｊクラブは、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、スタジアムを維持管理する
責任を負う。
第 29 条〔スタジアム〕
(1) 公式試合で使用するスタジアムは、サッカースタジアムであることが望ましい。
(2) スタジアムは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
① ピッチは天然芝、もしくはＪリーグが認めたハイブリッド芝であり、原則として縦長
105m 横幅 68m であること
② ピッチの外側周囲には、原則としてサッカースタジアムの場合は 5m 以上、陸上競技兼
用の場合は 1.5m 以上の芝生部分を確保すること（したがって、陸上競技兼用の場合は
縦長 108m 以上、横幅 71m 以上の芝生部分を確保すること）
③ ゴールのポストおよびバーは白色かつ丸型（直径 12cm）で、原則として埋め込み式で
あること。また鉄製その他ボールを反発するような補強材を使用しないこと
④ ゴールネットは原則として白色とする（Ｊリーグに申請し、承認を得た場合はこの限りでは
ない）。またゴールネットは、ゴールの後方にポールを立て、安全な方法で取り付けること
⑤ コーナーフラッグおよびコーナーフラッグポストは、Ｊリーグ指定のものであること
⑥ ラインは幅 12cm とし、明瞭に引くこと（原則としてペイント方式とする）
(3) フィールド（ピッチおよびその周辺部分）には、選手のプレーに影響を与え、または危
険を及ぼすおそれのある物は一切放置もしくは設置してはならない。
(4) スタジアムの観客席は、下記のとおりとする。ただし、芝生席は、観客席とはみなされない。
① Ｊ１クラブ主管公式試合：入場可能数 15,000 人以上。ただし、芝生席は、観客席とは
みなされない。
② Ｊ２クラブ主管公式試合：入場可能数 10,000 人以上。ただし、芝生席は、観客席とは
みなされない。
③ Ｊ３クラブ主管公式試合：原則として入場可能数 5,000 人以上。なお、芝生席は、安全
性等についてＪリーグが検査し、特段の支障がないと認められる場合には、観客席とみ
なすことができる。
④ すべての観客席は、屋根で覆われていることが望ましい。
(5) 前項におけるスタジアムの入場可能数は、ホームゲーム開催時に使用可能な座席の数を
指し、次の各号の合計数とする。
① 入場券が発券できる座席の数
イ. 見切り席、常設の記者席、実況放送室等の座席は含まない
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ロ. 常設の飛び降り防止エリアの席数は含まない。ただし当該エリアが調整可能な場合
は数に含む
ハ. ホームクラブとビジタークラブの観客間の緩衝地帯の座席数は含むが、常設の緩衝
地帯の場合は含まない
ニ. 立ち見エリアは、施設管理者と協議の上、入場可能な数とする
② 前号以外の座席の数
イ. 常設の VIP 席
ロ. 個室ラウンジ付きの観戦エリアは、テラスにある座席の数とする。個室ラウンジ内の
座席数は含まない
③ 車椅子席の数
イ. 車椅子観戦エリアは座席はないが、車椅子１台分につき１席と数える
ロ. 車椅子のヘルパー席は、常設の椅子が設置され、かつ実際に使用されている場合のみ
数に含める
(6) スタジアムの照明装置については、下記の通りとする。
① Ｊ３を除く公式試合を開催するスタジアムには、ピッチのいずれの箇所においても
1,500 ルクス以上の照度をもつ照明装置を設置し、明るさを均一にしなければならない。
② Ｊ３クラブが主管する公式試合を開催するスタジアムには、ピッチのいずれの箇所に
おいても 1,500 ルクス以上の照度をもつ照明装置を設置することが望ましい。
③ Ｊクラブは、スタジアムの照明装置の故障を未然に防止し、かつ、故障箇所をすみやか
に修理するための措置を講じるよう努めなければならない。
第 30 条〔スタジアム付帯設備〕
(1) Ｊ３を除く公式試合で使用するスタジアムは、次の各号の付帯設備を備えるものでなけ
ればならない。
① 運営本部室
② 更衣室（温水シャワーが使用でき、かつ、ホームチーム、ビジターチームおよび審判員
について各々別個に用意されていること）
③ 室内ウォームアップエリア（ホームチームおよびビジターチームについて各々別個に
用意されていること。また、審判員について配慮されていること）
④ マッチ・コーディネーション・ミーティング室
⑤ 記録室（ピッチ全体を見渡すことができ、原則として個室であること）
⑥ 医務室
⑦ ドーピングコントロール室
⑧ 警察・消防司令室兼控室
⑨ 記者会見室
⑩ 記者室
⑪ カメラマン（フォトグラファー、ＴＶクルー）室
⑫ 中継スタッフ控室
⑬ VIP 席、VIP 受付、VIP ラウンジ
⑭ マッチコミッショナー席
⑮ 記者席（メインスタンド中央部でスタジアム全体を見渡すことができ、屋根付きで、か
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つ、電源およびノートパソコン等が置ける机を備えていること）
⑯ 場内放送システムおよび場内放送室
⑰ テレビ中継およびラジオ中継用実況放送室（ピッチ全体を見渡せる場所にあり、音声機
材を設置するに十分な広さと、中継に必要かつ十分な電源を備えていること）
⑱ スコアボードおよび時計（原則として大型映像装置とし操作室も備えること）
⑲ メンバー掲示板（スコアボードでの兼用可）
⑳ リーグ旗およびクラブ旗の掲揚ポールまたはバトン
㉑ メディア受付、ミックスゾーンおよびフラッシュインタビューポジション
㉒ 入場券売場、入場ゲート（入場待機スペース）
㉓ 総合案内所
㉔ 救護室
㉕ 授乳室
㉖ 飲食売店およびグッズ売店
㉗ 駐車場、駐輪場、タクシー等乗降所
㉘ テレビ中継車両駐車スペース
㉙ テレビカメラ設置スペース（中継カメラ用およびニュース関連 ENG 用）
㉚ ケーブル敷設スペース（中継車とテレビカメラおよび実況放送室間）
㉛ 伝送用機材等設置スペース（アンテナ／アンテナ搭載車両／光ファイバー用端末）
㉜ 雷保護設備
(2) Ｊ３の公式試合で使用するスタジアムは、第１号から第 30 号までならびに第 32 号の付帯設備
を備えるものでなければならないとともに、第 31 号の設備を備えることが望ましい。ただし、
第 12 号から第 30 号までの設備については、スタジアムの諸室や座席、スタンド部分等の運用
を工夫することにより、当該設備として利用可能な状態とすることをもって足りるものとする。
① 更衣室（温水シャワーが使用でき、かつ、ホームチーム、ビジターチームおよび審判員
について各々別個に用意されていること）
② 記録員席（個室であることが望ましく、少なくとも、ピッチ全体を見渡すことができ、
雨に濡れない座席であること）
③ 医務室
④ 場内放送システム
⑤ スコアボードおよび時計（大型映像装置であることが望ましい）
⑥ メンバー掲示板（スコアボードでの兼用可）
⑦ リーグ旗およびクラブ旗の掲揚ポールまたはバトン
⑧ メディア受付、ミックスゾーンおよびフラッシュインタビューポジション
⑨ 入場券売場、入場ゲート（入場待機スペース）
⑩ 飲食売店およびグッズ売店
⑪ 駐車場、駐輪場、タクシー等乗降所
⑫ 運営本部室
⑬ マッチ・コーディネーション・ミーティング室
⑭ ドーピングコントロール室
⑮ 警察・消防司令室兼控室
⑯ 記者会見室
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⑰ 記者室
⑱ カメラマン（フォトグラファー、TV クルー）室
⑲ 中継スタッフ控室
⑳ VIP 席
㉑ マッチコミッショナー席
㉒ 記者席（メインスタンドでピッチ全体を見渡すことができ、雨に濡れない座席であるこ
と。電源およびノートパソコン等が置ける机を備えていることが望ましい）
㉓ テレビ中継およびラジオ中継用実況放送席（メインスタンドでピッチ全体を見渡すこ
とができ、雨に濡れない座席であること。音声機材を設置するに十分な広さと、中継に
必要かつ十分な電源を備えていることが望ましい）
㉔ 総合案内所
㉕ 救護室
㉖ 授乳室
㉗ テレビ中継車両駐車スペース
㉘ テレビカメラ設置スペース（中継カメラ用およびニュース関連 ENG 用）
㉙ ケーブル敷設スペース（中継車とテレビカメラおよび実況放送席間）
㉚ 伝送用機材等設置スペース（アンテナ／アンテナ搭載車両／光ファイバー用端末）
㉛ 室内ウォームアップエリア（ホームチームおよびビジターチームについて各々別個に
用意されていること。また、審判員について配慮されていること）
㉜ 雷保護設備
第 31 条〔衛生施設〕
スタンドには、どの席からもアクセスが容易な場所に男女別のトイレ設備を充分に備え、
かつ、車椅子席の近くには多目的トイレを備えなければならない。
第 32 条〔ベンチ〕
(1) チームベンチは、原則として次の要件を満たすものでなければならない。
① ピッチのタッチラインから 5m 以上離れ、かつ、その一端がハーフウェーラインから 10m
以内にかかる位置に設置すること
② 屋根を備えていること（ただし、観客等の視野を妨げるものであってはならない）
(2) チームベンチの前面（ピッチ側）には、テクニカルエリアを設置する。
(3) ホームチームのベンチは、原則としてメインスタンドからピッチに向かって左側に設置
するものとする。
(4) 第４の審判員ベンチを備えなければならない。
第 33 条〔医療施設〕
Ｊクラブは、公式試合開催時には原則として観客等のための医師および看護師を各１名
以上待機させなければならない。
第 34 条〔ビジタークラブのための観客席の確保〕
Ｊクラブは、対戦チームの所属するＪクラブ（以下「ビジタークラブ」という）を応援
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する観客のために、適正な数の席を確保しなければならない。
第 35 条〔広告看板等の設置〕
(1) スタジアムには、Ｊリーグが指定する位置に、ＪリーグおよびＪリーグオフィシャルパ
ートナーが所定のサイズおよび枚数の広告看板を掲出することができるスペースを確保
しなければならない。
(2) 前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前にＪリーグに届け出
て承認を得なければならない。
第 36 条〔スタジアムにおける告知等〕
(1) ホームゲームを実施するＪクラブ（以下「ホームクラブ」という）は、スタジアムにお
いて、次の各号の事項を告知しなければならない。ただし、第４号については得点直後
に、また、第７号については後半 30 分を目安に、それぞれ告知するものとする。
① 選手、審判員、審判アセッサーおよびマッチコミッショナー
② 試合方式
③ 選手および審判員の交代
④ 得点者および得点時間
⑤ アディショナルタイム
⑥ 他の試合の途中経過および結果
⑦ 入場者数（「明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」第 39 条第３項およ
び第４項に基づいて算定されたもの）
⑧ 前各号のほか、Ｊリーグの指定する事項
(2) ホームクラブは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を行うことができ
る。
① 次の試合の予定の告知
② クラブスポンサーの広告宣伝
③ 音楽放送
④ チームまたは選手に関する情報の告知
⑤ 前各号以外の告知事項
第 37 条〔スタジアムの検査〕
(1) Ｊリーグは、別途定める「スタジアム検査要項」により各スタジアム（付帯設備含む）
を検査し、理事会に報告する。
(2) 理事会は、前項に基づく報告内容を検討し、検査対象とした各スタジアムにおける公式
試合開催の可否を決定する。
第 38 条〔スタジアムの視察〕
(1) Ｊリーグは、試合開催の可否を確認するためスタジアムを視察することができ、その結
果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくチェアマンに報告しな
ければならない。
(2) チェアマンは、前項の報告を受けたときは、そのスタジアムでの試合の実施を中止する

29

決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の２か月前までにホームク
ラブに対して行わなければならない。
第 39 条〔悪天候の場合のピッチ整備の義務〕
ホームクラブは、降雪または降雨等、悪天候の場合であっても、可能な限りピッチを整
備し、そのスタジアムでの試合を実施することができるよう最善の努力をしなければなら
ない。
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第２節

公式試合

第 40 条〔公式試合〕
(1) Ｊリーグにおける公式試合（本規約において「公式試合」という）とは、次の試合をいう。
① Ｊ１リーグ戦（Ｊ１）
② Ｊ２リーグ戦（Ｊ２）
③ Ｊ３リーグ戦（Ｊ３）
④ リーグカップ戦
⑤ Ｊ１昇格プレーオフ
⑥ スーパーカップ
⑦ スペシャルマッチ
⑧ 前各号のほか、理事会が指定した試合
(2) Ｊクラブは、前項第１号、第２号または第３号のホームゲームの 80％以上をホームスタジア
ムで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 第１項第１号から第６号までの試合は、クラブにおける最高水準の競技力を保持するチ
ーム（以下「トップチーム」という）に限り参加できるものとする。
(4) 前項にいうトップチームは、以下の要件を満たすものとする。
① Ｊ１クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロ選手を 20 名以上保有し、うち 15
名以上はプロＡ契約選手であること
② Ｊ２クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロＡ契約選手を５名以上保有して
いること
③ Ｊ３クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロ選手を３名以上保有していること
第 41 条〔参加義務等〕
(1) Ｊクラブは、公式試合および協会が開催する天皇杯全日本サッカー選手権大会の本大会
または本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) Ｊクラブは、所属選手が、代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当
該選手をこれに参加させる義務を負う。
第 42 条〔最強のチームによる試合参加〕
Ｊクラブは、その時点における最強のチーム（ベストメンバー）をもって前条の試合に
臨まなければならない。なお、第 40 条第１項第１号から第４号に定める公式試合における
当該チームの詳細に関しては、「Ｊリーグ規約第 42 条の補足基準」に定めるものとする。
第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕
ＪクラブおよびＪクラブの役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方法・形式の
いかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすお
それのある不正行為に一切関与してはならない。
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第 44 条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびＪリーグが主催（自己の名義において試合を開催するこ
と。以下同じ）し、Ｊリーグが主管（自己の責任と費用負担において試合を実施・運営
すること。以下同じ）する。
(2) Ｊリーグは、公式試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の規定にかかわらず、Ｊリーグは、活動区域外のスタジアムで実施する公式試合を
自ら主管することができる。
(4) 活動区域外で開催される試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限りそ
の地方のメディアが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっ
ても、その都度申請し承認を得るものとする。
第 45 条〔主管権の譲渡〕
ＪクラブはＪリーグの事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を、協会
に所属する都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合におい
ても、当該Ｊクラブは、本規約上の義務を免れるものではない。
第 46 条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際サッカー連盟（FIFA）および協会の競技規則に従って実施される。
第 47 条〔届出義務〕
(1) Ｊクラブは、次の事項を所定の方法によりＪリーグに届け出なければならない。届出事
項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営担当および広報担当等
③ 監督、コーチ、ドクターおよびアスレティックトレーナー（原則として公益財団法人日
本体育協会公認）等（以下「チームスタッフ」という）
④ 入場料金の体系（年間指定席券その他すべての入場券を含む）
(2) 前項第４号の入場料金は、ビジタークラブの観客に対してもホームクラブの観客と平等
の条件で設定されなければならない。ただし、ホームクラブのファンクラブ会員または
年間指定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある場合にはこの限りではない。
第 48 条〔出場資格〕
(1) 協会の「選手登録に関する規定」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第 100 条に
定めるＪリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した選手証、協会の発行した電子選手証を印
刷したもの、または協会の発行した電子選手証を画面上に表示して確認することのでき
る電子機器を持参しなければならない。
第 49 条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、
「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければ
ならない。
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(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されて
いなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が制定する「ユニフォーム
要項」の定めるところによる。
第 50 条〔試合球〕
公式試合の試合球は、Ｊリーグが、協会検定球の中から認定する。
第 51 条〔Ｊクラブの責任〕
(1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員およ
び観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持す
るよう努める義務を負う。
(3) ホームクラブは、前２項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、ま
たは即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) ビジタークラブは、実行委員、運営担当（正）およびセキュリティ担当（運営担当（正）
とセキュリティ担当は兼務可）をアウェイゲームに帯同し、第２項に基づくホームクラ
ブの義務の履行に協力するとともに、ビジタークラブのサポーターが試合の前後および
試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを
得ない場合には実行委員についてはＪクラブがその責務にあたることができると判断し
た者、運営担当（正）については運営担当（副）を代理人として帯同することができる
が、同じ者が実行委員の代理人と運営担当（正）の代理人を兼ねることはできない。代
理人が帯同する場合は、本規約に定める実行委員又は運営担当（正）の義務は代理人が
履行するものとする。
(5) Ｊクラブは、試合が開催されるスタジアムに、暴力団員等を入場させないよう、努める
ものとする。
第 52 条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) Ｊクラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該Ｊクラブの責任に
おいて選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、協会の医学委員会が定める次のメディカ
ルチェック項目とする。
① 内科検査（心電図、心エコー検査含む）
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
⑥ 運動負荷検査
⑦ 体力検査
(3) Ｊクラブは、すべての試合に、ドクターを同行させ、原則としてベンチ入りさせなけれ
ばならない。
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第 53 条〔負傷した選手の活動再開の制限〕
(1) Ｊクラブは、選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特
に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該
選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(2) 前項の傷害が練習中に生じた場合においても同様とする。
(3) 脳振盪と診断あるいはその疑いのある選手の活動再開に関する前２項の医師の承認は、
協会の医学委員会が定める「サッカーにおける脳振盪の指針」に基づき判断されなけれ
ばならない。

第３節

試合の運営

第 54 条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年２月から 12 月までの間に実施する。
第 55 条〔リーグ戦の開催〕
(1) リーグ戦の試合日程は、次の事項を考慮した実行委員会の審議を経て、理事会が決定する。
① 前シーズンのＪ１の１位（年間優勝）チームに開幕戦をホームスタジアムで開催するか
否かの選択権が与えられること
② 試合開催が特定の地域に集中しないこと
③ 同一大会でアウェイゲームが３試合以上連続しないこと。ただし、Ｊ３に関してはこの
限りではない。
(2) リーグ戦は、原則として土曜日、日曜日、または水曜日に開催されるものとする。
第 56 条〔試合日程の遵守〕
Ｊクラブは、前条により定められた公式試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等
の試合日程を遵守しなければならない。
第 57 条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、キックオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームクラブがＪリーグに対し、変更しようとする開催日の 30 日前までに「試合開催
に関する変更申請書」により申請する
② チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の 20 日前までに、変更の可否
を、ホームクラブおよびビジタークラブの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、ビジタークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) 国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害等のやむを得ない特別の事情がある場
合において、チェアマンは、前２項の規定にかかわらず、開催の日時または場所を変更
することができる。
第 58 条〔特別の事情による変更〕
Ｊクラブは、協会またはＪリーグにおいて、国際大会、スタジアムの大規模改修、大規
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模災害等の特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第 59 条〔同日開催の制限〕
公式試合は、原則として、同一日に同一スタジアムで２試合以上行ってはならない。
第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、Ｊリーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの
試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。ただし、Ｊクラブが主催する
地域振興のための試合・イベント、選手育成のための試合等であって、荒天時には中止で
きるものに限り、実施することができる。また、日本女子サッカーリーグとの共催は別途
定める「Ｊリーグ公式戦におけるなでしこリーグ公式戦開催に関するガイドライン」に則
り開催することができる。
第 61 条〔マッチコミッショナー〕
(1) マッチコミッショナーは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、チェアマンが任
命し、公式試合に派遣される。
(2) マッチコミッショナーは、原則として協会が定める JFA マッチコミッショナーに登録し
なければならない。
(3) マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。
① キックオフ時刻の 150 分前までにスタジアムに到着すること
② 協会の発行した選手証、協会の発行した電子選手証を印刷したもの、または協会の発行
した電子選手証を画面上に表示して確認することのできる電子機器により選手の試合
における出場資格を確認し、「Ｊリーグメンバー提出用紙」の記載事項に不備があれば
そのチームに訂正させること
③ キックオフ時刻の 70 分前に双方のクラブの監督、実行委員および運営担当（正）、なら
びに審判員を集め、マッチ・コーディネーション・ミーティングを開催すること
④ リーグカップ戦の延長戦終了後に行う PK において、試合終了後、使用したゴールを決定
した理由を主審に確認すること
⑤ 試合終了後 24 時間以内にＪリーグに「Ｊリーグマッチコミッショナー報告書」を発信
すること
⑥ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合に、
所定の手続きにより「Ｊリーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェア
マンに提出すること
⑦ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告するこ
と
⑧ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと
第 62 条〔試合の中止の決定〕
試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタ
ークラブの実行委員（または J リーグ規約第 51 条第４項に基づくその代理人）の意見を参
考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する
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場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。
第 63 条〔不可抗力による開催不能または中止〕
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチー
ムの責にも帰すべからざる事由（以下「不可抗力」という）により開催不能または中止と
なった場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号からチェアマンが決定する。
① 90 分間の再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
第 64 条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合に
は、その帰責事由あるチームは、原則として０対３で敗戦したものとみなす。
第 65 条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営
報告書をＪリーグに提出しなければならない。
第 66 条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が制定する「試合実施要項」の定めるところによる。
第 67 条〔規律委員会による処分〕
次の各号のいずれかに該当する者に対する処分は、協会が定める「懲罰規程」に基づき
規律委員会において審議決定する。
① 退場を命じられた者
② 警告を受けた者
③ 前２号に相当する不正な行為を行った者

第４節

非公式試合

第 68 条〔有料試合の開催〕
(1) すべての有料試合は、事前にＪリーグに所定の申請書を提出し、Ｊリーグおよび協会の
承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第１項の開催申請書の提出期限は、試合開催日の２か月前の日の属する月の末日までと
する。
第 69 条〔外国チームとの試合等〕
Ｊクラブが外国のサッカーチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外
であるかにかかわらず、事前にＪリーグおよび協会の承認を得なければならない。また、
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必要に応じて協会を経由しＡＦＣに報告しなければならない。
第 70 条〔興行等への参加禁止〕
Ｊクラブ、選手、監督およびコーチは、事前にＪリーグの承認を得ない限り、Ｊリーグ
または協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合または興行等に参加
してはならない。
第 71 条〔救済試合〕
救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となった有望な選手を、
経済的窮状から救済することを目的として開催する。
第 72 条〔引退試合〕
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
第 73 条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
(1) 救済試合および引退試合は、当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが、事前に、
Ｊリーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会にて決議されなけれ
ば、開催することができない。
(2) 救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催クラブのホームタウン
とする。
(3) 救済試合および引退試合は、前２条に定める理由がある場合に、選手１名につき１回に
限り開催することができる。
第 74 条〔慈善試合〕
(1) Ｊクラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人
道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 前条第１項および第２項の規定は、前項の場合に準用する。

第５節

試合の収支

第 75 条〔公式試合の費用負担〕
ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費
用（以下総称して「必要経費」という）を負担する。
① 運営人件費
② スタジアム使用料（付帯設備使用料を含む）
③ スタジアム仮設設備設置費用（テント設営料等）
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブスポンサーの看板等の費用（スタジアムへの掲出料を含む）
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⑧ その他運営に係わる費用
第 76 条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、Ｊリーグと当該試合の開催Ｊクラブ
との協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として
対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、Ｊリーグと当該試合の開催クラブとの協議により決
定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的で
ある救済事業等のために使用されなければならない。
第 77 条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止と
なった場合には、ホームクラブにおいて発生した第 75 条第１号から第４号までの費用お
よび入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費（「旅費
規程」第２条の範囲に限る）はＪリーグが負担する。ただし、第 63 条第１項第３号の決定
により、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第 78 条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、
ホームクラブは、ビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) ビジタークラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場
合、ビジタークラブは、ホームクラブに発生した第 75 条第１号から第８号までの費用お
よび入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第 79 条〔協会納付金〕
ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の３％相当額をその試合の属する大
会が終了した後、別に定める方法にてＪリーグへ報告し、請求書発行日から 60 日以内に協
会に納付しなければならない。
第 80 条〔収支報告〕
Ｊクラブは、Ｊリーグから試合収支および／または大会収支にかかる決算書の提出を要
請されたときは、Ｊリーグが定めた期限までに提出しなければならない。
第 81 条〔遠征費用〕
(1) チームの遠征に要する交通費・宿泊費をＪリーグにおいて支出する場合には、理事会が
制定する「旅費規程」の定めるところによる。
(2) ホームクラブの都合によりホームタウン以外のスタジアムで試合を実施したことにより
発生したビジターチームの交通費・宿泊費の増額分はホームクラブが負担する。ただし、
当該負担額は、「旅費規程」第２条に基づいて算出する。
(3) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力など理事会が認める理由によりその日または翌
日の帰路に影響が出た場合には、双方のチームにおいて発生した宿泊費をＪリーグが負
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担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第２条に基づいて算出する。

第６節

表

彰

第 82 条〔リーグ表彰〕
Ｊリーグは、リーグ戦およびリーグカップ戦等に関し、チーム、選手、監督および審判
員等の表彰を行う。
第 83 条〔功労者表彰〕
(1) Ｊリーグは、Ｊリーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰するこ
とができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、チェアマンの推薦に基づき理事会が決定する。
第 84 条〔表彰規程〕
前２条に基づく表彰に関する事項は、理事会が制定する「Ｊリーグ表彰規程」の定める
ところによる。
第 85 条〔特別表彰〕
第 82 条および第 83 条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定め
るところによる。

第５章

選

手

第 86 条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに
Ｊクラブの諸規則を遵守し、Ｊクラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければな
らない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能
力の維持・向上に努めなければならない。
第 87 条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Ｊクラブの指定するすべての試合への出場
② Ｊクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Ｊクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Ｊクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Ｊクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
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⑥ Ｊクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および
試合への参加
⑧ 協会・Ｊリーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのＪクラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑩ 居住場所に関するＪクラブの事前同意の取得
⑪ 副業に関するＪクラブの事前同意の取得
⑫ その他Ｊクラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Ｊクラブの指定するすべての試合への出場
② Ｊクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Ｊクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Ｊクラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Ｊクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Ｊクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および
試合への参加
⑧ 協会、Ｊリーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑩ 就業に関する事前のクラブへの報告
⑪ その他Ｊクラブが必要と認めた事項
第 88 条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、協会の「アンチ・ドーピング規程」に則り、世界アンチ・ドーピング規程および日
本アンチ・ドーピング規程を遵守する。
(3) 選手は、ドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(4) 公式試合にて実施されるドーピング検査については協会のアンチ・ドーピング部会と日
本アンチ・ドーピング機構とで定める「Ｊリーグドーピング検査実施の検査手順」に則
り実施する。
第 89 条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Ｊクラブ、協会およびＪリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項（試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニング
の内容等）の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
④ Ｊクラブ、協会およびＪリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
⑤ Ｊクラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ Ｊクラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツ
の試合への参加
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⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ その他Ｊクラブ、協会およびＪリーグにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Ｊクラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項（試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニング
の内容等）の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に抵触する行為
④ サッカー活動の対価としての報酬（利益）等の受領
⑤ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑥ その他Ｊクラブ、協会およびＪリーグにとって不利益となる行為
第 90 条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手がＪクラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、Ｊクラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレー
ニングウェアは、Ｊクラブが支給したものを使用しなければならない。
第 91 条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにＪクラブに通知し、Ｊクラブの指示に従
わなければならない。
第 92 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) Ｊクラブと「日本サッカー協会選手契約書」を締結した選手の移籍に関する権利および
義務は、すべて当該Ｊクラブに帰属する。
(2) Ｊクラブは、選手と締結したすべての契約書の写しをＪリーグに提出しなければならな
い。
(3) Ｊクラブは、アマチュア選手が署名した誓約書（別紙１）および当該選手との間で諸手
当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写しすべてをＪリーグに提
出しなければならない。
(4) Ｊリーグは、特段の定めがある場合を除き、Ｊクラブの事前の同意がない限り、前２項
に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第 93 条〔選手の報酬等〕
(1) Ｊクラブは選手に対し、前条第２項に基づきＪリーグに提出した契約書に記載された報
酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) Ｊクラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得
るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
第 94 条〔支度金およびトレーニング費用〕
(1) Ｊクラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、理事会が定める「支度金支
給基準規程」の金額を上限として、支度金を支払うことができる。
(2) Ｊクラブは、選手の新規契約に際し、その選手を育成した法人、学校等に対し、協会が
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定める「トレーニング費用請求基準」の金額を上限として、トレーニング費用を支払う
ことができる。
(3) Ｊクラブは、選手の新規契約に際し、前２項以外の金銭を支払ってはならず、また、い
かなる物品・便益等も供与してはならない。
第 95 条〔選手契約における仲介人等〕
Ｊクラブおよび選手は、取引（選手契約または移籍合意）に仲介人が関与する場合、協
会が定める「仲介人に関する規則」を遵守しなければならない。
第 96 条〔未成年者〕
(1) 選手が契約締結時に未成年である場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得
なければならない。
(2) 選手が協会への選手登録時に未成年である場合には、ドーピング検査実施に関する親権
者の同意書を提出しなければならない。
第 97 条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、第 87 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等（以下「選手の肖像等」
という）が報道、公衆送信されることおよび当該報道、公衆送信に関する選手の肖像等
につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、ＪリーグおよびＪクラブから指名を受けた場合、Ｊクラブ、協会およびＪリー
グの広告宣伝・広報・プロモーション活動（以下「広告宣伝等」という）に原則として
無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前にＪクラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネットを通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、Ｊクラブと選手が協議して定める。
第 98 条〔契約に関する紛争の解決〕
Ｊクラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、Ｊクラブと選手との間に紛争が
生じたときは、Ｊクラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努
めなければならない。
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第６章

登録および移籍

第１節

登

録

第 99 条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
Ｊクラブは、協会が定める選手登録に関する規定を遵守し、同規定に従い協会への選手
登録を行わなければならない。
第 100 条〔選手等のＪリーグ登録〕
(1) Ｊリーグは、第 47 条第１項に基づき、Ｊクラブから届出された事項により、「Ｊリーグ
登録システム」にて、選手、監督、コーチおよびその他Ｊリーグが指定した者に関する
Ｊリーグ登録を行う。
(2) 「Ｊリーグ登録システム」に記載する事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属Ｊクラブの正式名称
④ 前各号のほか、Ｊリーグが定める事項
第 101 条〔審判員のＪリーグ登録〕
(1) Ｊリーグは、第 113 条第１項により協会が指名した者をＪリーグ担当審判員として登録
する。
(2) Ｊリーグ担当審判員に関する登録事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、Ｊリーグが定める事項
第 102 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) Ｊリーグは、Ｊクラブから「選手等のＪリーグ登録」の内容変更の届け出を受けた場合、
その届け出に従い「Ｊリーグ登録システム」にて、変更を行う。
(2) Ｊリーグは、協会から審判員のＪリーグ登録の変更の届け出を受けた場合、その届け出
に従い登録の変更を行う。
(3) Ｊリーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはＪリーグにとっ
て著しい不利益となる行為を行った者のＪリーグ登録を行わない。当該登録において虚
偽の記載がある場合も同様とする。
(4) Ｊリーグは、Ｊリーグ登録を行った選手、監督、コーチおよびその他Ｊリーグが指定し
た者ならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するＪリーグ
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登録を抹消する。
① 前項に該当するとき
② ＪクラブがＪリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
第 103 条〔未登録の選手〕
Ｊクラブは、前条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。

第２節

移

籍

第 104 条〔協会の移籍に関する規定の遵守〕
選手の移籍は、協会の基本規程および協会が定める「プロサッカー選手の契約、登録お
よび移籍に関する規則」に従って行わなければならない。
第 105 条〔移籍に伴う納付金〕
Ｊクラブは、日本国内で育成された日本国籍を有するプロ選手の日本国内の移籍に伴う
移籍補償金（期限付移籍補償金を含む）収入の４％相当額を、受領後 60 日以内にＪリーグ
に納付しなければならない。

第７章 監督、コーチおよびアカデミーダイレクター
第 106 条〔トップチームの監督およびコーチ〕
(1) Ｊクラブのトップチーム監督およびアシスタントコーチの資格要件は、Ｊリーグクラブ
ライセンス交付規則（Ｊ３クラブは理事会が別途定める「Ｊ３クラブライセンス交付規
則」）の定めによる。
(2) Ｊクラブは、トップチーム監督との契約を締結する前に、所定の手続きにより当該トッ
プチーム監督候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことをＪリーグを通じて協会
に確認しなければならない。
(3) Ｊクラブは、第１項の資格要件を満たすトップチーム監督およびトップチームのアシス
タントコーチ１名をシーズン中は常時登録しなければならない。
第 107 条〔トップチーム以外の監督、コーチおよびアカデミーダイレクター〕
(1) Ｊクラブのトップチーム以外のチームにおける監督およびコーチの資格要件は、Ｊリー
グクラブライセンス交付規則（Ｊ３クラブは理事会が別途定める「Ｊ３クラブライセン
ス交付規則」）の定めによる。
(2) Ｊクラブのアカデミーダイレクターの資格要件は、Ｊリーグクラブライセンス交付規則
（Ｊ３クラブは理事会が別途定める「Ｊ３クラブライセンス交付規則」）の定めによる。
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第 108 条〔研修への参加義務〕
すべての監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、協会またはＪリーグが指定す
る研修会に参加しなければならない。
第 109 条〔選手兼務の禁止〕
トップチームの監督およびコーチは、選手として登録することはできない。
第 110 条〔契約等〕
(1) Ｊクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをＪリー
グに提出しなければならない。
(2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。
(3) Ｊクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に
他クラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが
現在契約を締結しているクラブに書面で通知し、その承諾を得なければならない。
(4) 第 97 条〔選手の肖像等の使用〕第１項から第４項までの規定は、監督およびコーチにつ
いて、これを準用する。
第 111 条〔守秘義務〕
監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、第３条第６項に定める守秘義務を遵守
するものとする。

第８章

審

判

員

第 112 条〔資格要件〕
(1) 公式試合の主審、副審、追加副審および第４の審判員（以下総称して審判員という）は、
協会の認定する審判員の資格を有する者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認め
られる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員とな
り得る。
第 113 条〔指

名〕

(1) Ｊリーグは、協会の審判委員会に対し、Ｊ１、Ｊ２およびＪ３の主審および副審の指名
を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、１年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中の追加および変更を
妨げない。
第 114 条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、Ｊリーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
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第 115 条〔身分証〕
審判員は、協会が交付する審判員証を携帯するものとする。
第 116 条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費
規程」の定めるところによる。
第 117 条〔保

険〕

Ｊリーグは、審判員の、試合中および試合の前後（試合のための移動途中を含む）にお
ける事故に備えるため、Ｊリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。

第９章
第１節

付随事業
各種の事業

第 118 条〔付随事業〕
Ｊリーグは、サッカーの普及および振興を促進するため、サッカーの試合の開催に加え、
各種の付随的事業を行うものとし、Ｊクラブはこれに積極的に協力するものとする。
第 119 条〔公衆送信権〕
(1) 公式試合の公衆送信権（テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送
信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という）は、すべてＪリーグに帰属する。
(2) 前項の公衆送信権の取扱いについては、理事会において定める。
第 120 条〔その他の事業〕
Ｊリーグは、前２条に定める事業のほか、次の各号の事業を行うものとする。
① サッカー用具の認定および検定に関する事業
② 広報・出版に関する事業
③ 商品化に関する事業
④ その他理事会において定める事業
第 121 条〔Ｊリーグオフィシャルパートナー〕
公式試合のスポンサーシップ契約に関する事項については、理事会において定める。
第 122 条〔収入の配分〕
前４条の事業に基づく収入は、予め定められた比率により、Ｊクラブに配分する。
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第２節
第 123 条〔定

商品化に関する基本原則

義〕

本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
① マーク等

ＪリーグまたはＪクラブの名称、ロゴ、マーク、マスコット、エンブレム、
意匠、商標その他ＪリーグまたはＪクラブを表示するもの

② 商品化権

マーク等を使用して商品を製造・販売する権利

③ 「ケース・Ｊ」

Ｊリーグのみのマーク等を使用して商品を製造・販売
する場合

④ 「ケース・Ｊ＋全クラブ」

ＪリーグおよびすべてのＪクラブのマーク等を使用し
て商品を製造・販売する場合

⑤ 「ケース・Ｊ＋Ｊ１全クラブ」 ＪリーグおよびＪ１全クラブのマーク等を使用して商
品を製造・販売する場合
⑥ 「ケース・Ｊ＋Ｊ２全クラブ」 ＪリーグおよびＪ２全クラブのマーク等を使用して商
品を製造・販売する場合
⑦ 「ケース・Ｊ＋Ｊ１・Ｊ２全クラブ」 ＪリーグおよびＪ１・Ｊ２全クラブのマーク等
を使用して商品を製造・販売する場合
⑧ 「ケース・Ｊ＋Ｊ３全クラブ」 ＪリーグおよびＪ３全クラブのマーク等を使用して商
品を製造・販売する場合
⑨ 「ケース・Ｊ＋１クラブ」

Ｊリーグおよびある単一のＪクラブのマーク等を使用
して商品を製造・販売する場合

⑩ 「ケース・１クラブ」

ある単一のＪクラブのみのマーク等を使用して商品を
製造・販売する場合

第 124 条〔Ｊクラブのマーク等〕
(1) Ｊクラブは自己のマーク等を使用開始する前に、理事会の承認を得なければならない。
(2) Ｊクラブは自己のマーク等をＪリーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) Ｊクラブは自己のマーク等の変更を希望する場合、変更使用開始日の 13 か月前までに理
事会の承認を得なければならない。
(4) Ｊクラブは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、
事前に理事会の承認を得なければならない。
第 125 条〔商品化権の帰属〕
マーク等の商品化権の帰属は、原則として次のとおりとする。
① 第 123 条第１項第３号から第８号に該当する場合は、Ｊリーグに専属的に帰属する
② 第 123 条第１項第９号に該当する場合は、Ｊリーグおよび当該Ｊクラブに帰属する
③ 第 123 条第１項第 10 号に該当する場合は、当該Ｊクラブに帰属する
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第 126 条〔商品化権の実際上の運用基準〕
前条の規定にかかわらず、マーク等の商品化権の実際上の行使は次のとおりとする。
① 第 123 条第１項第３号から第９号に該当する場合は、Ｊリーグのみが行使する。マーク
等の商品化権の運用は、「商品化細則」に基づき行うものとする
② 第 123 条第１項第 10 号に該当する場合は、Ｊクラブのみが行使する
③ Ｊリーグは、前２号の商品化権を第三者に許諾することができるものとする。ただし、
この場合、当該第三者がＪクラブに対し商品を低廉な優遇価格で販売することを条件と
する
第 127 条〔事前の申請〕
Ｊクラブおよび前条第３号に基づき許諾を受けた第三者は、商品化に先立ち、商品ごと
にその素材、形状等をＪリーグに申請しなければならない。
第 128 条〔Ｊリーグによる承認〕
前条の申請についての承認の可否は、「商品化細則」に基づいてＪリーグが決定する。
第 129 条〔肖像等〕
(1) Ｊリーグは、Ｊクラブ所属の選手、監督、コーチ等（以下「選手等」という）の肖像、
氏名、略歴等（以下「肖像等」という）を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使
用することができるものとする。ただし、特定の選手等（選手の場合はプロ契約選手に
限る。）の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にＪクラブと協議し、その承
認を得るものとする。
(2) Ｊリーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第 130 条〔収入の配分〕
商品化権の行使によるＪリーグの収入は、予め定められた比率により、Ｊクラブに配分
する。

第 10 章
第１節
第 131 条〔設

紛争解決
裁定委員会

置〕

本規約に関連する紛争の解決および本規約に基づく制裁に関するチェアマンの諮問機関
として裁定委員会を設置する。
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第 132 条〔組織および委員〕
(1) 裁定委員会は、５名以内の委員をもって組織する。
(2) 委員は、サッカーに関する経験と知識を有し、または学識経験を有する者で、公正な判
断をすることができる者のうちから、理事会の同意を得てチェアマンが任命する。
(3) 委員は、Ｊリーグの理事もしくは法人組織の職員またはＪクラブの役員もしくは職員を
兼ねることができない。
(4) 委員は、非常勤とする。
第 133 条〔委員の任期〕
(1) 委員の任期は２年とし、再任されることができる。
(2) 委員に欠員が生じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間と
する。
第 134 条〔委員長〕
(1) 裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員が互選する。
(3) 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第 135 条〔裁定委員会事務局〕
裁定委員会の事務を処理させるため、裁定委員会に裁定委員会事務局を置く。
第 136 条〔裁定委員会規程〕
裁定委員会の運営に関する事項は、本規約に定める事項を除き、理事会が制定する「裁
定委員会規程」の定めるところによる。

第２節

チェアマンの決定

第 137 条〔チェアマンの決定を求める申立〕
(1) Ｊリーグに所属する団体および個人は、次の事項につき、チェアマンの決定を求めるこ
とができる。
① 選手の契約に関するＪクラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関するＪクラブ相互間またはＪクラブと選手との間の紛争
③ 前２号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりチェアマンの決定を求めようとする者は、
「裁定委員会規程」の定めるところ
により、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第 138 条〔裁定委員会の答申〕
前条第２項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審
理した上、チェアマンに対し、書面により裁定案を答申するものとする。
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第 139 条〔チェアマンの決定〕
チェアマンは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、Ｊリーグ全体の利益を考慮した上、
申立に対する決定を下すものとする。
第 140 条〔和

解〕

申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当
と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。

第 11 章
第１節

制
総

裁
則

第 141 条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、ＪクラブまたはＪクラブに所属する個人（選手、監督、コーチ、役員そ
の他の関係者を含む。以下同じ）が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反した
ときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専
門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったＪクラブまたはＪクラブに所属する個人は、当該調査に協力
しなければならない。
第 142 条〔制裁の種類〕
(1) Ｊクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責

始末書をとり、将来を戒める

② 制裁金

１件につき１億円以下の制裁金を科す

③ 中立地での試合の開催

試合を中立地で開催させる

④ 一部観客席の閉鎖

一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない

⑤ 無観客試合の開催

入場者のいない試合を開催させる

⑥ 試合の没収

得点を０対３の敗戦として、試合を没収する

⑦ 勝点減

リーグ戦の勝点を１件につき 15 点を限度として減ずる

⑧ 出場権剥奪

リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次
年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する

⑨ 下位リーグへの降格

所属するリーグより１つ以上下位のリーグに降格させる

⑩ 除名

Ｊリーグから除名する（ただし、総会において正会員現
在数の４分の３以上の多数による議決を要する）

(2) Ｊクラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科す
ることができる。

50

① けん責

始末書をとり、将来を戒める

② 制裁金

１件につき 5,000 万円以下の制裁金を科す

③ 出場の資格停止

無期限または違反行為１件につき１年以内の期限を付し
て、公式試合への出場権を剥奪する

④ 公式試合に関わる職務の停止 一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務
の全部または一部の停止
第 143 条〔裁定委員会への諮問〕
チェアマンは、前２条による制裁の種類および内容に関し裁定委員会に諮問し、その答
申に基づき制裁を決定する。
第 144 条〔制裁金の納付と配分〕
(1) 制裁金は、チェアマンによる制裁金の決定後 30 日以内に、Ｊリーグの指定する方法によ
り納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金は、理事会が決定する方法により、原則としてＪクラブに配分される。
第 145 条〔制裁金の合算〕
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金
の合算額をもって制裁金の金額とする。
第 146 条〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして、違反行為を行わせたＪクラブまたはＪクラブに所属する個人には、自ら
違反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
第 147 条〔両罰規定〕
Ｊクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほ
か、その個人が所属するＪクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Ｊク
ラブに過失がなかったときは、この限りではない。
第 148 条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額
の２倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第 149 条〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、
その制裁金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
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第２節

制

裁

金

第 150 条〔１億円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、１億円以下の制裁金を科す。
① 第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕に、Ｊクラブが違反した場合
② 第 51 条〔Ｊクラブの責任〕各項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運
営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第 151 条〔5,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第 41 条〔参加義務等〕第１項に違反した場合
② 第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合
③ 第 48 条〔出場資格〕第１項に違反した場合
④ 第 89 条〔禁止事項〕各号に違反した場合
⑤ 第 94 条〔支度金およびトレーニング費用〕第３項に違反した場合
⑥ 第 103 条〔未登録の選手〕に違反した場合
⑦ 第 104 条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合
第 152 条〔2,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第３条〔遵守義務〕第３項に違反した場合
② 第 23 条〔Ｊクラブの健全経営〕第１項に違反した場合
③ 第 25 条〔Ｊクラブの株主〕第２項から第５項までのいずれかに違反した場合
④ 第 26 条〔役職員等の禁止事項〕第２項に違反した場合
⑤ 第 28 条〔スタジアムの維持〕に違反した場合
⑥ 第 33 条〔医療施設〕に違反した場合
⑦ 第 35 条〔広告看板等の設置〕各項に違反した場合
⑧ 第 41 条〔参加義務等〕第２項に違反した場合
⑨ 第 42 条〔最強のチームによる試合参加〕に違反した場合
⑩ 第 51 条〔Ｊクラブの責任〕第１項、第２項、第３項、または第４項に違反した場合
⑪ 第 56 条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
⑫ 第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合
⑬ 第 68 条〔有料試合の開催〕各項に違反した場合
⑭ 第 69 条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
⑮ 第 70 条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
⑯ 第 92 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第２項に違反した場合
⑰ 第 95 条〔選手契約における仲介人等〕に違反した場合
⑱ 第 110 条〔契約等〕第２項に違反した場合
⑲ 第 141 条〔チェアマンによる制裁および調査〕第３項に違反した場合
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第 153 条〔1,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第３条〔遵守義務〕第４項、第５項または第６項に違反した場合
② 第 23 条〔Ｊクラブの健全経営〕第３項に違反した場合
③ 第 26 条〔役職員等の禁止事項〕第１項に違反した場合
④ 第 39 条〔悪天候の場合のピッチ整備の義務〕に違反した場合
⑤ 第 49 条〔ユニフォーム〕第１項、第２項または第３項に違反した場合
⑥ 第 110 条〔契約等〕第３項に違反した場合
⑦ 第 127 条〔事前の申請〕に違反した場合
第 154 条〔500 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、500 万円以下の制裁金を科す。
① 第 23 条〔Ｊクラブの健全経営〕第２項に違反した場合
② 第 48 条〔出場資格〕第２項に違反した場合
③ 第 110 条〔契約等〕第１項に違反した場合
第 155 条〔100 万円以下の制裁金〕
次の号に該当する場合は、100 万円以下の制裁金を科す。
① 第 25 条〔Ｊクラブの株主〕第１項に違反した場合
第 156 条〔第３条第２項違反の制裁金〕
第３条〔遵守義務〕第２項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は
次の各号のとおりとする。
① 生命・身体に対する行為

5,000 万円以下

② 公益に対する行為

3,000 万円以下

③ 名誉・財産に対する行為

2,000 万円以下

第３節

反

則

金

第 157 条〔アンフェアなプレーに対する反則金〕
(1) リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が、Ｊ１は 102 ポイント、Ｊ２は 126 ポイ
ント、Ｊ３は 96 ポイントを超えた場合、当該Ｊクラブに対し、以下のとおり反則金を科
すものとする。
① Ｊ１： 103 ポイント以上 112 ポイント以下

40 万円

113 ポイント以上 122 ポイント以下

60 万円

123 ポイント以上 132 ポイント以下

80 万円

133 ポイント以上 142 ポイント以下

100 万円

143 ポイント以上 152 ポイント以下

150 万円

153 ポイント以上 162 ポイント以下

200 万円

163 ポイント以上 172 ポイント以下

250 万円
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173 ポイント以上

300 万円

② Ｊ２： 127 ポイント以上 136 ポイント以下

40 万円

137 ポイント以上 146 ポイント以下

60 万円

147 ポイント以上 156 ポイント以下

80 万円

157 ポイント以上 166 ポイント以下

100 万円

167 ポイント以上

150 万円

③ Ｊ３：

97 ポイント以上 106 ポイント以下

40 万円

107 ポイント以上 116 ポイント以下

60 万円

117 ポイント以上

80 万円

(2) 前項に定める反則金は、シーズン毎に理事会が決定する方法によって配分される。
第 158 条〔反則ポイントの計算方法〕
(1) 前条の反則ポイントの計算は、退場１回につき３ポイント（同一試合における警告２回
による退場も同様とする）、警告１回につき１ポイント、出場停止試合１試合につき３ポ
イントとして加算し、警告および退場（退席を含む）がなかった試合１試合につき３ポ
イントを減ずる。
(2) 前項にかかわらず、異議または遅延行為による警告の場合には、前項に定めるポイント
のほか警告１回につき１ポイントを別途加算するものとし、同一試合における警告２回
による退場の場合であってもそれぞれ加算を行うものとする。
(3) 第１項にかかわらず、試合の前後半それぞれにおいて、その責めに帰すべき事由により
キックオフ指定時刻に遅れた場合には、第１項に定めるポイントのほかキックオフ遅れ
１分につき１ポイントを別途加算するものとする。
(4) キックオフ指定時刻に遅れた理由（両クラブまたはいずれのクラブに責があるか）およ
び遅れた分数については、マッチコミッショナー報告書に基づき算出することとする。
遅れた理由及び分数について疑義が生じた場合はチェアマンの決定を最終とする。
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第 12 章

最終的拘束力

第 159 条〔最終的拘束力〕
チェアマンの下す決定はＪリーグにおいて最終のものであり、当事者およびＪリーグに
所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、チェアマンの決定を不服として裁判
所その他の第三者に訴えることはできない。

第 13 章
第 160 条〔改

改

正

正〕

本規約の改正は、実行委員会および理事会の承認により、これを行う。

第 14 章
第 161 条〔施

附

則

行〕

本規約は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
平成 26 年１月 21 日
平成 27 年１月 20 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日
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J リーグ規約第 42 条の補足基準
第１条
Ｊ１リーグ戦およびリーグカップ戦における先発メンバー11 人は、プロＡ契約選手また
は外国籍選手を合計６名以上含まなければならない。ただし、アマチュア選手、プロＢ契
約選手およびプロＣ契約選手は、当該外国籍選手に含まない。
第２条
(1) Ｊ２およびＪ３リーグ戦における先発メンバーは、当該試合直前のリーグ戦５試合（以
下「直前５試合」という）の内、１試合以上先発メンバーとして出場した選手（以下「直
前５試合先発選手」という）を６名以上含まなければならない。
(2) 直前５試合のいずれかにおいて、次の各号のいずれかの事由によりＪ２およびＪ３リー
グ戦に出場できなかった選手については、その該当した試合数の分だけさかのぼって「直
前５試合」とする。
① ケガ、疾病または傷害等（医師の診断書を必要とする）
② 警告の累積、退場等による出場停止
③ 本条第５項にいう「代表チーム」メンバー選考のための合宿・遠征等
(3) Ｊ２およびＪ３リーグ戦の第１節から第５節までは、第１項を適用しない。
(4) ＡＦＣチャンピオンズリーグに出場しているクラブは、同大会の公式試合当日およびそ
の前後５日間に開催されるＪ２およびＪ３リーグ戦において、第１項の適用を受けない。
(5) Ｊ２およびＪ３リーグ戦と、次の各号の大会における「代表チーム」への招集期間が重
なり、かつその「代表チーム」に同時に３名以上の選手を輩出したクラブについては、
第１項に関わらず「直前５試合先発選手」は４名以上とする。
① 国際Ａマッチ
② オリンピック本大会またはその地域別予選
③ アジア競技大会
④ ＦＩＦＡ Ｕ-20 ワールドカップ本大会
(6) 次の各号のいずれかに該当する選手は試合出場実績にかかわらず「直前５試合先発選手」
とみなす。
① 前年または当年に「代表チーム」に選出された選手（候補は除く）
② アマチュアまたはプロＣ契約以外の外国籍選手
③ シーズン途中に同一リーグまたは上位リーグの他クラブから移籍してきた選手（ただし、
移籍直後に開催される３試合のみ対象）
第３条
Ｊクラブの役職員、チームスタッフ (Ｊリーグ規約第 47 条に定める意味を有する )お
よびその他のＪクラブ関係者は、公の場において、最強のチーム (ベストメンバー )をも
って試合に臨んでいることへの疑義を招く発言をしてはならず、発言した場合は、Ｊリー
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グ規約に基づく制裁の対象となり得る。
第４条
第１条または第２条の基準を満たさない場合は、当該試合後のリーグ戦５試合により評
価し、チェアマンが最終判断する。
第５条
ＪクラブがＪリーグ規約第 42 条または本基準に違反した場合の制裁は次のとおりとし、
これらの制裁を併科することができる。
① 制裁金

2,000 万円以下の制裁金を科す

② 勝点減

リーグ戦における違反行為に対する制裁として、リーグ戦の勝点を
１件につき３点を減ずる。

③ 出場権の剥奪

リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として、次年度のリ
ーグカップ戦への出場権を剥奪する。

第６条
本基準の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第７条
本基準は、平成 24 年４月１日より施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
平成 26 年１月 21 日
平成 27 年１月 20 日
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倫理規程
第１条〔組織の使命および社会的責任〕
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下「この法人」という。）の役職員は、この法
人が、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認
識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。
第２条〔社会的信用の維持〕
この法人の役職員は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持･向上に
努めなければならない。
第３条〔法令等の遵守〕
この法人の役職員は、Ｊリーグ理念を共有し、関連法令ならびにこの法人の定款、倫理
規程その他の規程・内規およびＪリーグ活動方針を厳格に遵守し、社会的規範にもとるこ
となく、適正に事業を運営しなければならない。
第４条〔私的利益の禁止〕
この法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を
私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
第５条〔利益相反の防止および開示〕
この法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性が
ある場合は、直ちにその事実の開示その他この法人が定める所定の手続に従わなければな
らない。
第６条〔反社会的勢力の排除〕
この法人の役職員は、暴力団・暴力団関係企業・総会屋等の反社会的勢力またはこれら
の関連会社と関係を持つことがあってはならない。
第７条〔機密保持および個人情報の保護〕
この法人の役職員は、業務上知り得た非公開の情報を厳に秘密として保持し、第三者に
漏洩してはならず、業務上取得した個人情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の
尊重にも十分配慮しなければならない。
第８条〔研

鑽〕

この法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければ
ならない。
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第９条〔規程遵守の確保〕
この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、本規程の遵守状
況を監督し、その実効性を確保する。
第 10 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 11 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
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理事会規程
第１条〔目

的〕

この規程は、Ｊリーグ規約第４条に基づき、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以
下「この法人」という）理事会の組織、権限および運営に関する事項について定める。
第２条〔開

催〕

(1) 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
(2) 通常理事会は、原則として毎月１回開催する。
(3) 臨時理事会は、随時、必要に応じて開催する。
(4) 理事会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することがで
きる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適
時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等
の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
第３条〔構

成〕

理事会は、すべての理事をもって構成する。
第４条〔役員の選任・任期等〕
(1) 理事および監事を役員といい、役員は総会において選任する。なお、役員候補者の選考
手続きは、理事会が別途定める「役員候補者選考委員会規程」に従うものとする。
(2) 理事会が理事の選任議案を総会に付議するにあたり、理事長（以下「チェアマン」とい
う。）の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。
(3) 役員は、就任する年の４月 1 日現在で、満 65 歳未満でなければならない。
(4) 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、その任期は原則として通算で８年を
超えることはできない。
(5) 前項にかかわらず、常勤の役員については、その任期を原則として通算で 10 年まで延長
することができる。
(6) 第 22 条の規定にかかわらず、前５項の変更は、理事会の決議のほか、総会の承認に基づ
きこれを行うものとする。
第５条〔招集権者〕
(1) 理事会はチェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたときまたはチェアマンに
事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理
事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、各理事が招集す
ることができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会
議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当
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該請求があった日から５日以内に、当該請求があった日から２週間以内の日を理事会の
日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招
集することができる。
(3) 前２項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集するこ
とができる。
(4) 監事は、必要があると認めるときは、第１項により現に招集権を持つ者に対して、理事
会の招集を請求することができる。当該請求があった日から５日以内に、当該請求があ
った日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、
当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第６条〔議

長〕

(1) 理事会の議長は、チェアマンがこれに当たる。ただし、チェアマンが欠けたときまたは
チェアマンに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、
さらに副理事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、出席
した理事の互選により議長を定める。
(2) 前項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の
互選により定める。
第７条〔権

限〕

(1) 理事会は、この法人の業務執行のために次の事項を決議する。
① 金 500 万円以上の財産の処分および譲り受け
② 金 500 万円以上の借財
③ 特任理事の選任および解任
④ 重要な使用人の選任および解任
⑤ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
⑥ 代表理事および業務執行理事の選定および解職
⑦ 実行委員の選任
⑧ 総会の招集
⑨ 事業報告および計算書類ならびにこれらの附属明細書、財産目録の承認
⑩ 理事の競業および利益相反取引の承認
⑪ 債権放棄
⑫ 重要な会計方針の変更
⑬ 重要な規程の制定および改廃
⑭ 訴訟の提起､その取下､和解､調停､請求の放棄・認諾､上訴､その取下その他訴訟に関する
事項
⑮ 正会員の入会、退会および昇降格に関する事項
⑯ リーグ運営の基本方針に関する事項
⑰ 試合実施に関する事項
⑱ スポンサー契約に関する事項
⑲ 公衆送信権に関する事項
⑳ 商品化権に関する事項
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㉑ 総会で理事会に決定を委任された事項
㉒ 上記の他定款に規定する事項、Ｊリーグ規約に特段の定めのある事項およびこの法人の
重要な業務執行に関する事項
(2) 次の事項は、総会による決定に先立ち、理事会の審議を経るものとする。
① 入会の基準ならびに入会金および会費の額
② 会員の除名
③ 名誉会員の選任
④ 理事および監事の選任または解任
⑤ 理事および監事の報酬等の額
⑥ 貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
⑦ 事業計画および収支予算に関する事項の承認
⑧ 事業報告および収支決算に関する事項の承認
⑨ 定款の変更
⑩ 解散および残余財産の処分
⑪ その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(3) 理事会は、理事の職務の執行を監督するとともにチェアマンおよび業務執行理事の選定
および解職を行う。
第８条〔招集通知〕
(1) 理事会を招集するときは、開催日の１週間前までに、会議の日時、場所、目的である事
項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
(2) チェアマンは、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方
法により通知することができる。
(3) 前２項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を
経ることなく理事会を開催することができる。
第９条〔定足数および決議要件〕
(1) 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
(2) 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過
半数をもって決する。
第 10 条〔決議の省略〕
(1) 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につい
て議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、
監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(2) 前項の電磁的記録とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 89
条に定めるものとする。
第 11 条〔報告の省略〕
(1) 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したと
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きは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(2) 前項の規定は、第 19 条第１項の規定による報告には適用しない。
第 12 条〔監事の出席〕
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第 13 条〔特任理事の出席〕
特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決
権は有しない。
第 14 条〔関係者の出席〕
チェアマンは、必要に応じて議案に関係ある者を理事会に出席させ、その意見または報
告を聴取することができる。
第 15 条〔議事録〕
法令で定めるところにより作成された理事会の議事録には、出席した代表理事および監
事が記名押印する。ただし、チェアマンの選定を行う理事会については、出席した他の理
事も記名押印する。
第 16 条〔議事録の配布〕
議長は、欠席した理事および監事に対し、遅滞なく、議事録の写しおよび資料を配布し
て、議事の経過およびその結果を報告するものとする。
第 17 条〔理事の取引の承認〕
(1) 理事が定款第 28 条に規定するいずれかの取引をしようとする場合は、当該理事は当該取
引につき次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
① 取引をする理由
② 取引の内容
③ 取引の相手方・金額・時期・場所
④ 取引がこの法人の利益を害するものではないことを示す参考資料
⑤ その他必要事項
(2) 当該理事は、前項に規定する事項について変更しようとする場合は、事前に理事会の承
認を得なければならない。
第 18 条〔責任の免除〕
(1) 理事会は、役員の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（平成 18 年６月２日
法律第 48 号。以下「法」という。）第 111 条第１項の責任について、法令に定める要件
に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して
得た額を限度として、免除することができる。
(2) 理事が前項の規定に基づき他の理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合に
は、監事全員の同意を得なければならない。
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(3) 理事会が第１項の規定に基づき同項の責任を免除する旨の決議を行ったときは、チェア
マンは、遅滞なく法第 113 条第２項各号に掲げる事項および責任を免除することに異議
がある場合には１か月以内に異議を述べるべき旨を会員に通知しなければならない。
(4) 総会員の議決権の 10 分の１以上の議決権を有する会員が１か月以内に異議を述べたと
きは、理事会は第１項の定めに基づく免除をすることができない。
(5) この法人は、理事会の決議によって、外部役員との間で、法令に定める要件に該当する
場合には第１項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基
づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額
とのいずれか高い額とする。
第 19 条〔報告事項〕
(1) チェアマンおよび業務執行理事は、３か月に１回以上、自己の職務の執行の状況を理事
会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、
または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めると
きは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が第 17 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会
に報告しなければならない。
第 20 条〔理事会に関する事務〕
理事会に関する事務は、この法人の経営管理本部長が統括する。
第 21 条〔法令等の読替え〕
本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された
場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して読み替えるものとする。
第 22 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 23 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
平成 26 年１月 21 日
平成 27 年１月 20 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日
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監事監査規程
第１章
第１条〔目

総

則

的〕

本規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下「この法人」という。）における
監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令および定款に
定めるもののほかは本規程による。
第２条〔基本理念〕
監事は、この法人の機関として、公正不偏の立場で監査を行うことにより、この法人の
健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。
第３条〔職

務〕

監事は、法令、定款および本規程に定めるところに従って、理事の職務執行を監査し、
また、監査報告を作成するものとする。
第４条〔業務・財産調査権〕
監事は、いつでも、理事および関係部門に対し事業の報告を求め、またはこの法人の業
務および財産の状況を調査することができる。
第５条〔理事等の協力〕
監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事または関係部署の責任者はこれに協力する
ものとする。

第２章

監査の実施

第６条〔監査事項〕
監事は、調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うものとする。
第７条〔会議への出席〕
(1) 監事は、理事会および総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べるものと
する。
(2) 監事は、前項の会議に出席できなかった場合には、その審議事項について報告を受け、
または議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
(3) 監事は、第１項の会議以外の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
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第３章

監事の意見陳述等

第８条〔理事会に対する報告・意見陳述等〕
(1) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、
または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めたとき
は、遅滞なく理事会に報告しければならない。
(2) 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、法令の定めるとこ
ろに従い、理事に対し理事会の招集を請求し、または自ら理事会を招集することができ
る。
(3) 監事は、業務の執行に当たりこの法人の業務の適正な運営・合理化等またはこの法人の
諸制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。
第９条〔差止請求〕
監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、
またはこれらの行為をするおそれがある場合において、これによりこの法人に著しい損害
を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為の差止めを請求することができ
る。
第 10 条〔理事の報告〕
監事は、理事がこの法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したことを知っ
たときは、当該理事に対し当該事実を直ちに報告するよう求めるものとする。
第 11 条〔会計方針等に関する意見〕
(1) 監事は、理事が会計方針および計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変更の
理由について報告するよう求めることができる。
(2) 監事は、会計方針および計算書類等の記載方法について疑義があるときは、意見を述べ
ることができる。
第 12 条〔総会への報告〕
監事は、総会に提出される議案および書類について調査し、法令もしくは定款に違反し、
または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告するものと
する。
第 13 条〔総会における説明義務〕
監事は、総会において社員が質問した事項については、議長の議事運営および法令に従
い説明する。
第 14 条〔監事の任免・報酬に関する総会における意見陳述〕
監事は、監事の選任、解任、辞任または報酬等について、総会において意見を述べるこ
とができる。

66

第 15 条〔監事の選任に関する監事の同意等〕
(1) 理事は、監事の選任に関する議案を総会に提出するときは、監事の過半数の同意を得な
ければならない。
(2) 監事は、理事に対し、監事の選任を総会の目的とすることまたは監事の選任に関する議
案を総会に提出することを請求することができる。

第４章

監査の報告

第 16 条〔計算書類等の監査〕
監事は、理事から事業報告およびその附属明細書、貸借対照表および損益計算書および
これらの附属明細書ならびに財産目録を受領し、これらの書類について監査を実施する。
第 17 条〔監査報告〕
(1) 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告を作成
する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。
(2) 前項の監査報告には、作成年月日を付し、署名押印をするものとする。
(3) 監事は前項の監査報告を、理事に提出する。

第５章

雑

則

第 18 条〔監査補助者〕
(1) 監事の職務執行の補助機関としては、総務部が当たる。
(2) 前項の補助機関に関する事項については、監事と理事との協議によって定める。
第 19 条〔改

正〕

本規程の改正は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
第 20 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
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役員の報酬並びに費用に関する規程
第１章
第１条〔目

総

則

的〕

この規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下「この法人」という。）定款第
27 条の規定に基づき、役員の報酬等ならびに費用に関し必要な事項を定めることを目的と
し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（平成 18 年６月２日法律第 48 号）な
らびに「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」（平成 18 年６月２日法律
第 49 号）の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
第２条〔定

義〕

(1) この規程において、役員とは理事および監事をいう。
(2) 常勤理事とは、理事のうちこの法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち常勤理事以外の者をいう。

第２章
第３条〔報

役員報酬

酬〕

この規程において報酬とは、次の各号に定めるところによる。
① 常勤理事に支給する月額報酬および退職慰労金
② 非常勤役員に対し、別に定める会議への出席の都度支給する日当
③ この法人から役員に対して出張を依頼する際、別に定める旅費規程に基づき支給する日
当
第４条〔費

用〕

役員の職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費含む。）および手数料
等の経費は、費用として報酬等と明確に区別しなければならない。
第５条〔報酬等の額の決定〕
この法人の常勤理事の月額報酬は、別表の役員報酬表に掲げるとおりとし、理事会の承
認を経て理事長（チェアマン）が決定する。
第６条〔月額報酬〕
月額報酬を毎月支給する。支給日、支給方法ならびに本給より控除する額等支給に関する実
務的な詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程（以下「給与規程」という。）に準ずる。
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第７条〔支給日等〕
(1) 月額報酬の支給日は、毎月 25 日とする。ただし、当該日が休日に当たるときは、その前
勤務日とする。
(2) 月の初日以外および月の末日以外の日において就任または退任した常勤理事の報酬は、
当該月における勤務を要する日に応じた日割計算によるものとする。
(3) 前項にかかわらず、月の末日以外の日に死亡した常勤理事に対する当該月分の月額報酬
は第６条の規定する額の全額を支給する。
第８条〔費用の支払い〕
(1) この法人は、役員がその職務の遂行にあたって負担する費用を支払うことができる。
(2) 通期手当については、この法人の職員の給与規程に準じて、支給要件に該当する常勤理
事に対し支給する。

第３章

役員退職慰労金

第９条〔退職慰労金〕
常勤理事が退職した場合に、この法人は退職慰労金を支払う。
第 10 条〔算出方法〕
(1) この法人の常勤理事に支給する退職慰労金の算出方法は次のとおりとする。
（第６条に定める月額報酬）×（第 11 条に定める役員在任年数） ×（第 12 条に定める
役位係数）＝退職慰労金
(2) 支給額に 10 万円未満の端数が生じた場合は、10 万円に切り上げるものとする。
第 11 条〔役員在任年数〕
(1) 役員在任年数は、１か年を単位として、端数は月割とする。ただし、１か月未満は１か
月に切り上げる。
(2) 役員が在任中に死亡し、またはやむを得ない事由により辞任したときは、残存期間を在
任年数に加算することができる。
(3) 役員の非常勤期間については、退職慰労金算定の際の役員在任年数から除く。ただし、
特段の事情がある場合は、総会が別途決めることができる。
第 12 条〔役位係数〕
役位係数は退任時の役職により次のとおりとする。
① 理事長 (チェアマン ) ・・1.5
② 副理事長

・・・・・・・1.4

③ 専務理事

・・・・・・・1.3

④ 常務理事

・・・・・・・1.2

⑤ 理事

・・・・・・・・・1.1

⑥ 監事

・・・・・・・・・1.1
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第 13 条〔功労加算金〕
この法人は、在任中に特に功労のあった者に対しては、第 10 条により算定した金額に、
その 30 パーセントを超えない範囲で加算することができる。
第 14 条〔特別減額〕
この法人は、在任中に特に重大な損害をこの法人に与えた者に対しては、第 10 条により
算定した金額を減額することができる。
第 15 条〔支給時期および方法〕
(1) 退職慰労金は、総会の決議後２ヶ月以内にその金額を支給する。
(2) 経済界の景況、この法人の業績などにより、当該役員と協議のうえ、支給時期、分割支
給回数、支給方法などについて別に定めることができる。
第 16 条〔使用人兼務役員の扱い〕
この規程により支給する退職慰労金は、使用人兼務役員に使用人として支給すべき退職
金を含まない。

第４章
第 17 条〔公

補

則

表〕

この法人は、この規程をもって、
「 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
第 20 条第１項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。
第 18 条〔改

廃〕

この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
第 19 条〔補

則〕

この規程の実施に関し必要な事項は、理事長（チェアマン）が理事会の承認を得て、別
に定めるものとする。
第 20 条〔施

行〕

この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 26 年１月 31 日
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別表：役員報酬表
号俸

（単位：円）

月額

号俸

月額

１

200,000

25

1,400,000

２

250,000

26

1,450,000

３

300,000

27

1,500,000

４

350,000

28

1,550,000

５

400,000

29

1,600,000

６

450,000

30

1,650,000

７

500,000

31

1,700,000

８

550,000

32

1,750,000

９

600,000

33

1,800,000

10

650,000

34

1,850,000

11

700,000

35

1,900,000

12

750,000

36

1,950,000

13

800,000

37

2,000,000

14

850,000

38

2,050,000

15

900,000

39

2,100,000

16

950,000

40

2,150,000

17

1,000,000

41

2,200,000

18

1,050,000

42

2,250,000

19

1,100,000

43

2,300,000

20

1,150,000

44

2,350,000

21

1,200,000

45

2,400,000

22

1,250,000

46

2,450,000

23

1,300,000

47

2,500,000

24

1,350,000
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特定費用準備資金等取扱規程
第１章
第１条〔目

総

則

的〕

本規程は、特定費用準備資金および特定の資産の取得または改良に充てるために保有す
る資金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第２条〔定

義〕

本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
① 特定費用準備資金
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」(以下「認定法施行
規則」という。）第 18 条第１項本文に定める将来の特定の活動の実施のために特別に支
出する費用（事業費または管理費として計上されることとなるものに限る。）に係る支
出に充てるための資金をいう。
② 特定資産取得･改良資金
認定法施行規則第 22 条第３項第３号に定める特定の財産の取得または改良に充てるた
めに保有する資金をいう。
③ 特定費用準備
資金等上記①および②を総称する。
第３条〔原

則〕

本規程による取扱いについては、認定法施行規則に則り行うものとする。

第２章

特定費用準備資金

第４条〔特定費用準備資金の保有〕
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下「この法人」という。）は、特定費用準備資
金を保有することができる。
第５条〔特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き〕
この法人が前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、理事長（以下「チェア
マン」という。）は、事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画
期間、活動の実施予定時期、積立額およびその算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次
の要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。
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① その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
② 積立限度額が合理的に算定されていること。
第６条〔特定費用準備資金の管理・取崩し等〕
(1) 前条の特定費用準備資金は、貸借対照表および財産目録上名称を付した特定資産として、
他の資金（他の特定費用準備資金を含む。）と明確に区分して管理する。
(2) 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことがで
きない。
(3) 前項にかかわらず目的外の取崩しを行う場合には、チェアマンは、取崩しが必要な理由
を付して理事会に付議し、その承認を得なければならない。積立計画の中止ならびに積
立限度額および積立期間の変更についても同様とする。

第３章

特定資産取得・改良資金

第７条〔特定資産取得･改良資金の保有〕
この法人は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。
第８条〔特定資産取得･改良資金の保有に係る理事会承認手続き〕
この法人が前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとするときは、チェアマンは、
資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取得また
は改良等（以下「資産取得等」という。）の予定時期、資産取得等に必要な最低額およびそ
の算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資産ごとに、
承認するものとする。
① その資金の目的である資産を取得し、または改良することが見込まれること。
② その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること。
第９条〔特定資産取得･改良資金の管理・取崩し等〕
(1) 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表および財産目録上名称を付した
特定資産として、他の資金（他の特定資産取得・改良資金を含む。）と明確に区分して管
理する。
(2) 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩す
ことができない。
(3) 前項にかかわらず目的外の取崩しを行う場合には、チェアマンは、取崩しが必要な理由
を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止ならびに資
産取得等に必要な最低額および積立期間の変更についても同様とする。
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第４章

公表および経理処理

第 10 条〔特定費用準備資金等の備置き・閲覧〕
この法人は、資金の取崩しに係る手続きとともに、特定費用準備資金については積立限
度額およびその算定根拠を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低
額およびその算定根拠を、定款第 40 条第３項に基づき事務所において書類を備え置き、か
つ一般の閲覧に供する。
第 11 条〔特定費用準備資金等の経理処理〕
(1) 特定費用準備資金については、認定法施行規則第 18 条第１項、第２項および第４項ない
し第６項に基づき、経理処理を行う。
(2) 特定資産取得・改良資金については、認定法施行規則第 22 条第４項の準用規定に基づ
き、経理処理を行う。

第５章

雑

則

第 12 条〔法令等の読替え〕
本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された
場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して読み替えるものとする。
第 13 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 14 条〔細

則〕

本規程の実施に必要な細則は、チェアマンが定めるものとする。
第 15 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
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寄附金等取扱規程
第１条〔目

的〕

この規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下「この法人」という）が受領
する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
第２条〔定義等〕
(1) この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 一般寄附金

広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金

② 特定寄附金

広く一般社会にこの法人が使途を特定して一定期間募金活動を行うこと
により受領する寄附金

③ 特別寄附金

前各号のほか、募金活動を行うことなく個人または団体から受領する寄
附金

(2) この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
第３条〔一般寄附金の募集〕
(1) この法人は、常時一般寄附金を募ることができる。
(2) 一般寄附金は、公益目的事業のほか、合理的な範囲内でそれ以外の事業（以下「収益事
業等」という。）および法人会計に使用することができる。ただし、収益事業等および法
人会計に使用するときは、それぞれ一般寄付金の５割以下を限度とする。
第４条〔特定寄附金の募集〕
(1) 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定
する資金使途その他必要な事項を説明した書面（以下「募金目論見書」という）を理事
会に提出し、承認を求めなければならない。
(2) 特定寄附金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第４条の公益目的事業の
全部または一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。ただし、募集
経費は、募集総額の 30％以下でなければならない。
第５条〔募金目論見書の交付等〕
(1) 特定寄附金を募集するときは、これに応募した者に対し、募金目論見書を事前に交付し
なければならない。
(2) 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開した場合には、これに賛
同して寄附した者に対し、募金目録見書を事後に交付することをもって足りる。
第６条〔受領書等の送付〕
(1) 一般寄附金または特定寄附金を受領したときは、寄附者に対し、遅滞なく受領書を送付
するものとする。
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(2) 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額およ
びその受領年月日を記載するものとする。
第７条〔募金に係る結果の報告〕
(1) この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに、寄附者に対し、受領した寄附金総
額、使途予定その他必要な事項を記載した報告書を交付するものとする。ただし、これ
らをホームページ上で公開することをもって代えることができる。
(2) この法人は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書およ
び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、上記
決算書および報告書をホームページ上で公開することをもって代えることができる。
第８条〔特別寄附金〕
(1) この法人は、個人または団体より特別寄附金を受領することができる。
(2) 前項の寄附金について寄附者から資金使途および寄附金の管理運用方法について条件が
付されているときまたは前項の寄附金を受領することによりこの法人が何らかの負担を
負うことになるときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
(3) 寄附金が下記各号に該当する場合またはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退
しなければならない。
① 国、地方公共団体、公益法人及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
律」第５条第 17 号に規定する者以外の個人または団体がその寄附により、特別の利益
を受ける場合
② 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
③ 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
④ 前３号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及び
この法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
第９条〔情報公開〕
この法人が受領する寄附金については、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律」施行規則第 22 条第５項各号に定める事項について、
（平成 18 年６月２日法律第 49
号）事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
第 10 条〔個人情報保護〕
寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注
意を払って情報管理に務めるものとする。
第 11 条〔法令等の読替え〕
本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された
場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して読み替えるものとする。
第 12 条〔改

正〕

この規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
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第 13 条〔施

行〕

この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
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実行委員会規程
第１条〔目

的〕

本規程は、Ｊリーグ規約第７条に基づき、実行委員会の組織、権限および運営に関する
事項について定める。
第２条〔構

成〕

(1) Ｊ１、Ｊ２およびＪ３にそれぞれ実行委員会を設置する。また、Ｊ１、Ｊ２およびＪ３、
ならびに、Ｊ１およびＪ２は、それぞれ合同で実行委員会を設置する。
(2) Ｊ１に設置する実行委員会を「Ｊ１実行委員会」、Ｊ２に設置する実行委員会を「Ｊ２実
行委員会」、Ｊ３に設置する実行委員会を「Ｊ３実行委員会」といい、Ｊ１、Ｊ２および
Ｊ３が合同で設置する実行委員会を「合同実行委員会」といい、Ｊ１およびＪ２が合同
で設置する実行委員会を「Ｊ１・Ｊ２合同実行委員会」といい、単に「実行委員会」と
いう場合は、個別にまたは総称してＪ１実行委員会、Ｊ２実行委員会、Ｊ３実行委員会、
合同実行委員会またはＪ１・Ｊ２合同実行委員会を意味する。
(3) 各委員会を構成する委員は次のとおりとする。
① Ｊ１実行委員会 チェアマン、常勤理事およびＪ１クラブから１名ずつ選任された代表
② Ｊ２実行委員会 チェアマン、常勤理事およびＪ２クラブから１名ずつ選任された代表
③ Ｊ３実行委員会 チェアマン、常勤理事およびＪ３クラブから 1 名ずつ選任された代表
④ 合同実行委員会 チェアマン、常勤理事およびＪ１クラブ、Ｊ２クラブおよびＪ３クラ
ブから 1 名ずつ選任された代表
⑤ Ｊ１・Ｊ２合同実行委員会 チェアマン、常勤理事およびＪ１クラブおよびＪ２クラブ
から１名ずつ選任された代表
第３条〔資格要件〕
Ｊクラブが選任する実行委員は、Ｊクラブの代表取締役または理事長（原則としていず
れも常勤）であることを要する。
第４条〔任

期〕

(1) 実行委員の任期は１年とする。ただし、増員または補欠のため選任された実行委員の任
期は、他の実行委員の任期が満了すべき時までとする。
(2) 実行委員は、再任されることができる。
(3) 実行委員は、原則として任期途中において変更することはできない。ただし、やむを得
ない事由があり、かつ理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
第５条〔招

集〕

(1) Ｊ１実行委員会、Ｊ２実行委員会は、原則として毎月 1 回招集し、その他必要があるご
とに随時招集するものとする。
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(2) Ｊ３実行委員会は、必要があるごとに随時招集するものとする。
(3) Ｊ１実行委員会、Ｊ２実行委員会およびＪ３実行委員会の各招集に代えて、合同実行委
員会またはＪ１・Ｊ２合同実行委員会を招集することができる。
(4) 実行委員会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催すること
ができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、
適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同
等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
第６条〔招集権者および議長〕
(1) 実行委員会は、チェアマンが招集し、その議長となる。ただし、チェアマンに事故ある
ときは、理事会が予め指定した理事がこれにあたる。
(2) 実行委員会の各委員会における委員総数の３分の２以上から会議の目的事項を示して請
求があったときは、チェアマンは、請求された委員会を招集しなければならない。
(3) 実行委員会の招集は、予め各委員会において定めた期日の場合を除き、各実行委員およ
び担当理事に対し、会日の７日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要
があるときは、この限りではない。
第７条〔権

限〕

(1) 実行委員会は、理事会から委嘱された事項を決定する。
(2) 次の事項は、理事会による決定に先立ち、関係する実行委員会の審議を経るものとする。
① リーグ運営の基本方針に関する事項
② 事業計画および事業報告に関する事項
③ 予算および決算に関する事項
④ 実行委員の選任
⑤ 試合実施に関する事項
⑥ スポンサー契約に関する事項
⑦ 公衆送信権に関する事項
⑧ 商品化権に関する事項
⑨ 公式試合に派遣されるマッチコミッショナーの推薦
第８条〔定足数および決議要件〕
実行委員会の決議は、各委員会における委員現在数の３分の２以上が出席し、その出席
委員の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第９条〔オブザーバー出席〕
予めチェアマンに届け出て承認を得た者は、オブザーバー（議決権はない）として実行
委員会に出席することができる。
第 10 条〔関係者の出席〕
(1) 協会の役付理事は、実行委員会に出席し、意見を述べることができる。
(2) 実行委員会は、必要に応じて議案に関係ある者を出席させ、その意見または報告を聴取
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することができる。
第 11 条〔議事録〕
実行委員会の議事経過の要領および結果は議事録に記載し、これをＪリーグに保存する。
第 12 条〔事務の統括〕
実行委員会に関する事務は、Ｊリーグの経営管理本部長が統括する。
第 13 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 14 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
平成 26 年１月 21 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日

80

専門委員会規程
第１条〔趣

旨〕

本規程は、Ｊリーグ規約第８条に基づき、各専門委員会の組織、権限および運営に関す
る事項について定める。
第２条〔組織・運営〕
(1) 各専門委員会は、それぞれ委員長および委員数名をもって、これを組織する。
(2) 各専門委員会の委員長および委員は、サッカーに関する知識を有し、または学識経験者
の中から、チェアマンが任命する。
(3) 各専門委員会は、委員長がこれを招集し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第３条〔委員の登録〕
(1) 各専門委員会の委員長および委員に関する次の事項は、Ｊリーグが管理する「専門委員
会名簿」に登録する。
① 氏名および住所（連絡先）
② 任

期

③ 職業および勤務先
④ その他の必要事項
(2) 各専門委員会の委員長および委員は、前項記載の事項に変更が生じた場合には、遅滞な
くＪリーグに届け出なければならない。
第４条〔任

期〕

(1) 各専門委員会の委員長および委員の任期は２年とする。ただし、補欠として任命された
委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 各専門委員会の委員長および委員は、再任されることができる。
第５条〔各専門委員会の所管事項〕
各専門委員会の所管事項は、別表１に記載するとおりとする。
第６条〔各専門委員会の職務〕
(1) 各専門委員会は、その所管事項に関し、次の事項を行う。
① 所管事項およびこれに付帯関連する事項に関する調査、研究
② その他チェアマンから特に指示された事項
(2) 複数の専門委員会の所管事項に関連する事項については、チェアマンがこれを調整する。
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第７条〔議事録〕
各専門委員会の議事経過の要領および結果は、議事録に記録しておかなければならない。
第８条〔事務局〕
各専門委員会は、その事務を処理させるため、事務局を置くことができる。
第９条〔細

則〕

各専門委員会は、その所管事項の処理に関し必要な細則を定めることができる。
第 10 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 11 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 25 年１月 22 日
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〔別表１〕所管事項
専門委員会の名称
１.規律委員会

所

管

事

項

① ピッチおよびその周辺部分ならびにスタジアムにおける
懲罰事由の調査および処分の決定
② 競技および競技会における、Ｊリーグに対する社会一般
の評価を悪化させるおそれのある事項の防止に関する検
討・立案
③ スポーツマンシップおよび秩序維持に関する事項の検
討・立案
④ その他規律および懲罰に関する事項の検討・立案

２.法務委員会

① 定款、Ｊリーグ規約、Ｊリーグクラブライセンス交付規
則および諸規程の制定・改廃に関する検討・立案ならび
に法的解釈・運用に関する事項
② 選手契約の法的解釈・運用に関する事項
③ リーグ戦安定開催融資規程の運用に関する事項
④ サッカーに関する外国の制度、規程等の調査・検討
⑤ その他法務関連事項に関する検討・立案

３ .マ ッ チ コ ミ ッ シ ョ ナ ー 委 員

① マッチコミッショナー業務内容の企画・立案

会

② マッチコミッショナー選考基準の企画・立案
③ マッチコミッショナー候補者の推薦・選考
④ マッチコミッショナー研修会の企画・立案
⑤ マッチコミッショナー報告書、緊急報告書の管理
⑥ マッチコミッショナーの割当て
⑦ 各種通達事項作成

４.マーケティング委員会

① リーグマーケティングに関する制度の検討・立案
② スポンサー契約に関する事項の検討・立案
③ テレビ・ラジオ等放送権に関する事項の検討・立案
④ 商品化事業に関する事項の検討・立案
⑤ その他権利ビジネスに関する事項の検討・立案
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裁定委員会規程
第１条〔趣

旨〕

本規程は、
「Ｊリーグ規約」第 136 条に基づき、裁定委員会の運営に関する事項について
定める。
第２条〔会議および議決〕
(1) 裁定委員会の会議は、委員長が招集する。
(2) 裁定委員会は、委員長および１名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、または議
決をすることができない。
(3) 裁定委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決
するところによる。
第３条〔審理の非公開〕
裁定委員会の審理は、非公開とする。ただし、裁定委員会は、審理の公正が害されるお
それがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
第４条〔申立手続き〕
(1) 裁定の申立を行う者（以下「申立人」という）は、裁定委員会に対し、次の書類を提出
しなければならない。
① 裁定申立書
② 申立人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し
③ 代理人により申立を行う場合は、委任状
(2) 前項第１号の裁定申立書には、次の事項を記載しなければならない。
① 当事者の氏名または名称（法人の場合は代表者も記載する）および住所
② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
③ 裁定の申立の趣旨
④ 裁定の申立の理由および立証方法
(3) 申立の手数料は１件につき金 10 万円とし、申立と同時に納付しなければならない。
第５条〔申立の受理および通知〕
(1) 裁定委員会は、前条の規定に適合する裁定の申立があったときは、これを受理するとと
もに、申立の相手方（以下「被申立人」という）に対し、その旨を通知する。
(2) 前項の通知には、裁定申立書１部を添付しなければならない。
第６条〔答

弁〕

(1) 被申立人は、前条の通知が到達した日から 30 日以内に、裁定委員会に対し、次の書類を
提出して答弁することができる。
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① 答弁書
② 答弁の理由を裏付ける書証がある場合は、その書証の原本または写し
③ 代理人により答弁を行う場合は、委任状
(2) 前項第１号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
① 当事者の氏名または名称（法人の場合は代表者も記載する）および住所
② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
③ 答弁の趣旨
④ 答弁の理由および立証方法
(3) 裁定委員会は、前２項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、
申立人に対し、その旨を通知する。
(4) 前項の通知には、答弁書１部を添付しなければならない。
(5) 裁定委員会は、第１項に定める期間内に被申立人から答弁書が提出されなかった場合に
は、申立人の主張を認める裁定を行うことができる。
第７条〔提出書類の部数〕
本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き３部（原本
を提出するときは、その写しを含めて３部）とする。ただし、当事者が３名以上のときは、
当事者１名につき１部増加する。
第８条〔申立内容の変更〕
申立人は、被申立人に対し裁定申立の通知が発信された後においては、裁定委員会の承
認を得なければ、申立の内容を変更することができない。
第９条〔訳文の添付〕
当事者が裁定委員会に対して提出する書面が外国語で記載されている場合には、日本語
の訳文を添付しなければならない。
第 10 条〔代理人〕
弁護士および裁定委員会が承認した者以外の者は、申立人または被申立人の代理人とな
ることができない。
第 11 条〔審理または調査のための権限等〕
裁定委員会は、申立の審理のために必要と認めたときは、第三者の証言もしくは鑑定人
の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。
第 12 条〔費用の負担〕
前条の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。
第 13 条〔裁

定〕

(1) 裁定委員会は、申立の内容につき調査・審理した上、次の事項を記載し、委員長および
審理に参加した委員が署名押印した裁定書を作成し、これをチェアマンに提出しなけれ
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ばならない。
① 当事者の氏名または名称（法人の場合は代表者も記載する）および住所
② 代理人があるときは、その氏名および住所
③ 主文（裁定委員会の判断の結論）
④ 判断の理由
⑤ 裁定書の作成年月日
(2) 前項の裁定書には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を
記載しなければならない。
第 14 条〔和

解〕

(1) 申立後当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたと
きは、その和解の内容を裁定書に記載する。
(2) 前条第１項第１号、第２号および第５号ならびに第２項の規定は、前項の場合に準用す
る。
第 15 条〔裁定委員会の運営細則〕
裁定委員会は、裁定委員会の会議その他運営に関する細則を定めることができる。
第 16 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
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リーグ戦安定開催融資規程
第１条〔目

的〕

本規程は、Ｊリーグ規約第 24 条に基づき、リーグ戦安定開催融資制度（以下「本融資制
度」という）の運営について定める。
第２条〔本融資制度の趣旨〕
本融資制度は、Ｊクラブの資金難によってＪリーグ規約第 40 条第１項に定める公式試合
の開催が危ぶまれる事態となった場合に、当該公式試合が属する大会の終了までの間、大
会を無事に終了させる目的で、ＪリーグがＪクラブに融資を行うものである。
第３条〔本融資制度の原資〕
Ｊリーグが本融資制度によってＪクラブに融資する原資は、原則として一般会計におけ
る繰越収支差額とする。
第４条〔融資限度額〕
本融資制度に基づきＪリーグが融資する金額は、原則として１クラブあたり３億円を上限とする。
第５条〔融資可能期間〕
(1) 本融資制度に基づきＪリーグが融資できる期間の開始日は、１月１日とする。
(2) 本融資制度における返済期日は、Ｊ１クラブの場合はＪ１リーグ戦の最終節の日、Ｊ２
クラブの場合はＪ１昇格プレーオフの最終日、Ｊ３クラブの場合はＪ３リーグ戦の最終
節の日とし、当該期日が金融機関の休業日である場合は、その翌営業日とする。
(3) 前項に定める返済期日から 12 月 31 日までの間は、本融資制度による融資（以下「制度
融資」という）は行わない。
第６条〔融資の申請〕
制度融資を希望するクラブは、以下の資料を提出のうえ、Ｊリーグに融資の審査を申し
込む。
① クラブが作成した「融資申込書」
② 制度融資を申請することおよび融資後の返済計画について審議・決議した取締役会の議事
録（出席取締役全員の押印があるもの。なお、クラブが公益社団法人または特定非営利活動
法人である場合は、取締役会を理事会と、取締役を理事と、それぞれ読み替えるものとす
る）
③ ホームタウンの首長名で作成された「クラブの融資申請にかかる同意書」（当該同意書
がホームタウンから提出されない場合は、Ｊリーグは「クラブに対する融資実行通知」
をホームタウンに送付することで代えることができる）
④ Ｊリーグが個別に指定する、融資申請クラブの財務状況を説明する資料
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第７条〔担保の設定〕
Ｊリーグは、制度融資を申請したクラブに対し、担保を差し出すことを融資の条件とす
ることができる。その場合において、Ｊリーグは、当該クラブが上記担保として適当な財
産か否か、その価額その他必要事項について調査することができる。
第８条〔融資の審査と決定〕
(1) 制度融資を申請したクラブへの融資実行の可否は、Ｊリーグの調査結果を踏まえて理事
会が審議のうえ、これを決定する。
(2) 前項に定める調査の過程において、Ｊリーグは、法務委員会に調査協力を依頼し、法務
委員会は必要な助言・指導を行うことができる。
第９条〔融資実行にともなう制裁〕
制度融資を受けるクラブに対する制裁として、融資の決定と同時に、原則として勝点を
10 点減ずる。
第 10 条〔融資事実の公表〕
Ｊリーグは、制度融資の決定と同時に、以下の内容を公表する。
① 融資を受けたクラブおよび当該クラブが融資を申請した理由
② 融資金額・返済期日・期日までに返済できなかった場合の措置
③ 当該クラブに対する制裁の内容
第 11 条〔融資審査申請クラブの管理〕
(1) Ｊリーグは、第６条に基づき融資の審査を申し込んだクラブを、当該申込日から「予算
管理団体」に指定し、返済期日までの間、当該クラブを一定の管理下に置く。
(2) 当該クラブに対する管理の内容は、Ｊリーグが別途決定する。
第 12 条〔返済できなかった場合の措置〕
(1) 制度融資を受けたクラブは、第５条および第８条に基づき決定された返済期日までに融
資を返済するものとする。返済期日は、天変地異、戦争、その他これに類するやむを得
ない事由がある場合のほか延長しないものとする。
(2) 制度融資を受けたクラブが第５条および第８条に基づき決定された返済期日までに融資
を返済できなかった場合、当該クラブに対しては、返済期日の属するシーズンの翌シー
ズンのＪリーグクラブライセンスまたはＪ３クラブライセンスを原則として交付しない、
または取消すものとする。
第 13 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 14 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
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〔改

正〕
平成 26 年１月 21 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日
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大規模災害時補填規程
第１条〔目

的〕

本規程は、Ｊリーグ規約第 24 条の２に基づき、大規模災害時補填制度（以下「本補填制
度」という）の運営について定める。
第２条〔本補填制度の趣旨〕
本補填制度は、大規模災害によってＪリーグ規約第 40 条第 1 項に定める公式試合につい
て予定日程どおりの開催が不可能な事態となった場合やクラブが使用するスタジアム等の
各種施設に損害が発生した場合に、代替地や代替日程によって大会を無事に終了させるこ
ともしくはクラブの活動を通常に戻すことを目的にＪリーグがＪクラブに資金補填を行う
ものである。
第３条〔補填の対象となる大規模災害〕
補填の対象となる大規模災害とは、激甚災害（「激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律」の適用による）に指定もしくは指定される見込みの災害、または、こ
れに準じる災害をいう。
第４条〔本補填制度の原資〕
Ｊリーグが本補填制度によってＪクラブに補填する資金の原資は、原則として一般会計
における繰越収支差額とする。
第５条〔補填の申請〕
本補填制度に基づく補填を希望するクラブは、以下の資料を提出の上、Ｊリーグに補填
の審査を申し込む。
① クラブが作成した「補填申込書」
② 本補填制度に基づく補填を申請することおよび補填後の収支計画について審議・決議し
た取締役会の議事録（出席取締役全員の押印があるもの。なお、クラブが公益社団法人
または特定非営利活動法人である場合は、取締役会を理事会と、取締役を理事と、それ
ぞれ読み替えるものとする。）
③ Ｊリーグが個別に指定する、補填申請クラブの財務状況を説明する資料
第６条〔補填の決定〕
本補填制度に基づく補填を申請したクラブへの補填実行の可否、補填金額等は、Ｊリー
グの調査結果を踏まえて理事会が審議のうえ、これを決定する。
第７条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
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第８条〔施

行〕

本規程は、平成 29 年 1 月 25 日から施行する。
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Ｊリーグ百年構想クラブ規程
第１条〔趣

旨〕

本規程は、｢Ｊリーグ規約｣第 15 条の２に基づき、Ｊリーグが、将来Ｊリーグへの入会を
目指すクラブを、Ｊリーグ百年構想クラブ（以下「百年構想クラブ」という）として認定
する際の事項について定める。
第２条〔百年構想クラブの条件〕
(1) 百年構想クラブへの認定を申請するクラブ（以下「申請クラブ」という）は、法人とし
て次の条件を満たしていなければならない。なお、第８号および第９号に関しては、申
請クラブの関連する法人にて条件を満たすことをもって足りるものとする。
① Ｊリーグ規約第１条〔Ｊリーグの目的〕に賛同していること
② 日本法に基づき設立された、総株主の議決権の過半数を日本国籍を有する者および内国
法人が保有する株式会社であることまたは社員たる地位の過半数を日本国籍を有する
者および内国法人が保有する公益社団法人もしくは特定非営利活動法人であり、１年以
上の運営実績があること
③ 将来のＪリーグ入会を目指し、Ｊリーグの指導を受けながら、Ｊリーグ入会に向けた取
り組みを進める意思を持っていること
④ Ｊリーグ入会後のホームタウンを予定または決定していること
⑤ サッカークラブ運営を主たる業務としていること
⑥ 現に日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）、９地域のサッカーリーグまたは都道府県サッ
カーリーグに加盟し、活動している実績があること
⑦ 天候、日時を問わず、トップチームが練習できる場所を確保できる状態であること（屋
内か屋外かを問わない）
⑧ 協会に対し２種または３種のいずれかで登録したチームがあり、１年以上活動した実績
があること。なお、これに当てはまらない場合は、第５条第１項に定める申請を行った
日の属するシーズンの翌シーズンの最終日までに当該チームを協会に登録し、活動を開
始することを申請クラブが文書にて確約することをもって足りる
⑨ 普及活動（サッカースクールまたはクリニック）を１年以上継続して実施していること
⑩ 適法かつ適正に決算が行われ、財務諸表および税務申告書類が作成されるとともに、短
期的に資金難に陥る可能性が極めて低いとＪリーグが評価できる状態であること
⑪ 定款が適法かつ適正に整備されていること
⑫ 取締役（理事）に、第４号にいうホームタウンに居住または勤務している者が１名以上
含まれていること
⑬ 常勤役員(常勤理事)が１名以上、その他常勤社員(常勤職員)が４名以上いること。なお、
常勤役員(常勤理事)は複数で、そのうち１名以上は代表取締役(代表理事)であることが
望ましい
⑭ 申請クラブの名称、ロゴ、エンブレムについて、Ｊリーグが指定する商標が取得済みで
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あるかまたは出願中であることあるいは商標登録出願のための準備が速やかに始めら
れる状態であること
(2) 申請クラブは、申請にあたり、以下に定める協力を得なければならない。
① 前項第３号にいう申請クラブの意思を、当該クラブの所属する都道府県サッカー協会が
承認、支援していることを、当該サッカー協会が文書で具体的に示していること
② 前項第４号において予定または決定したホームタウンが、当該クラブのＪリーグ入会を
応援するとともに、Ｊリーグ入会に向けた取り組みを支援する姿勢を、文書で具体的に
示していること
(3) 申請クラブは、Ｊリーグ規約第４章第１節に定めるスタジアム（ホームスタジアム）につい
て、以下の第１号ないし第３号のいずれかおよび第４号の条件を満たしていなければならない。
① ホームスタジアムを決定しており、当該スタジアムについて前項第１号にいうサッカー
協会および前項第２号にいうホームタウンがホームスタジアムであることを承認して
いること
② ホームスタジアムは、理事会が別途定めるＪ３クラブライセンス交付規則またはＪリー
グクラブライセンス交付規則に定める基準を満たすものであるか、または将来当該基準
に適合すべく改修可能であり、改修に向けた計画を策定していることをホームスタジア
ムの所有者が文書で示していること
③ 前項第１号にいうサッカー協会および前項第２号にいうホームタウンが、申請クラブが
Ｊリーグに入会するためには、理事会が別途定めるＪ３クラブライセンス交付規則また
はＪリーグクラブライセンス交付規則に定める基準を満たすホームスタジアムの整備
が必要であることを認識し、整備に向けて取り組む意向があることを文書で示している
こと
④ 加盟するリーグ戦のホーム試合を、第１項第４号にいうホームタウン内の特定スタジア
ムで相当数開催できること
第３条〔百年構想クラブの権利〕
百年構想クラブは、自己の名刺や印刷物へ｢Ｊリーグ百年構想クラブ｣と表記し、ＰＲす
ることができる。ただし、Ｊリーグのロゴ、マーク、マスコット、エンブレム等は使用で
きない。
第４条〔百年構想クラブの義務〕
(1) Ｊリーグは百年構想クラブをＪリーグ正会員に準じるものとして取り扱い、百年構想ク
ラブは、Ｊリーグ規約第３条に定める遵守義務の適用を受けるものとする。
(2) 百年構想クラブは、Ｊリーグからの活動全般に関する指導、助言を受け、また、Ｊリー
グが指定する会議、研修等への出席を通じてＪリーグ入会に向けた知識を深め、Ｊリー
グの指示に従いながら着実な準備を行わなければならない。
(3) 百年構想クラブは、一度予定または決定したホームタウンを、原則としてＪリーグ入会
までの間に変更することはできない。
(4) 百年構想クラブは、Ｊリーグが相当の期日を定めて財務諸表、活動報告等の書類の提出
を指示したときには、定められた期日までに提出しなければならない。
(5) 百年構想クラブは、Ｊリーグが当該クラブに対して調査が必要と認められる場合には、
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調査に協力しなければならない。ただしＪリーグは、当該クラブに対し、調査内容を事
前に明らかにするものとする。
(6) 百年構想クラブは、以下の通り会費を支払うものとする。なお、一度支払われた会費は、
理由の如何を問わず返還しない。
① 百年構想クラブは、会費（年会費：対象年の１月１日〜12 月 31 日までの期間分）とし
て、当年の４月末までに 120 万円を納入しなければならない
② 前号に関わらず、年の途中で百年構想クラブに認定された場合は、資格認定された日か
ら１か月以内に、認定日の属する月から 12 月 31 日までの残存月数に 10 万円を乗じた
金額を納入する
第５条〔百年構想クラブの申請〕
(1) 申請クラブは、Ｊリーグが別に指定する書類の提出をもって、随時申請を行うことができる。
(2) Ｊリーグ規約第 15 条第２項に定める入会審査を受けるクラブは、同条第１項に定める入
会申込の日の前年の 11 月 30 日までに、前項に定める申請を行い、理事会の承認を受け
ていなければならない。
第６条〔審査〕
(1) 前条第１項に基づく申請に際してクラブが提出した書類は、Ｊリーグが審査を行い、書
類を受理した場合には、Ｊリーグが次項の審査を行う。
(2) Ｊリーグは、申請クラブに対し、次の審査を行う。
① 申請クラブの責任者および第２条第１項第４号にいうホームタウンの行政当局責任者
からの聴聞
② 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
③ クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Ｊリーグが必要と認める事
項に関する調査
(3) 理事会は、前２項の審査の結果を踏まえ、百年構想クラブ認定の可否を審議し、その結
果を原則として申請日の 90 日後までに、申請クラブに書面で通知する。
第７条〔資格の停止および失格〕
(1) 百年構想クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、理事会は当該クラブに対し、
百年構想クラブとしての資格を最大１年間停止させ、または失格させることができる。
① Ｊリーグの名誉を傷つけ、またはＪリーグの目的に反する行為があったとき
② 第２条に定める条件を満たさなくなったとき
③ 第４条に定める義務に違反したとき
(2) 前項の規定により百年構想クラブの資格を停止させ、または失格させる場合は、Ｊリー
グはその事実と理由を公表する。
(3) 前項の規定により百年構想クラブとしての資格を停止させまたは失格させようとする場
合は、その議決を行う理事会以前に、当該クラブに弁明の機会を与えなければならない。
第８条〔百年構想クラブからの脱退〕
百年構想クラブは、チェアマンに書面で届け出ることにより、いつでも百年構想クラブ
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から脱退することができる。ただし、脱退する場合は、Ｊリーグはその事実を公表すると
ともに、当該クラブは脱退した日から最低２年間は百年構想クラブに申請することができ
ない。
第９条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 10 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 24 年９月１日
平成 26 年１月 21 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日
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試合実施時における
Ｊリーグ安全理念
Ｊクラブは、試合を通じ観客に本当の満足と快
適さを提供するために、以下の安全に関する理
念に基づき行動するものとする。
１. 観客の安全を何よりも優先する。
２. 選手およびチームスタッフは、かけがえの
ない財産であり、また審判は競技進行の要
であって、その安全性は確保されなくては
ならない。
３. マッチコミッショナーおよび競技スタッフ
は、試合運営に欠かせぬ存在であり、その
安全性は確保されなくてはならない。
４. 選手にフェアプレーを徹底し、観客にはフ
ェアプレー精神に則った応援・観戦を心か
ら願う。
５. スタジアムの安全性の充実を目指す。
スローガン
試合実施時におけるセキュリティは、究極の
観客サービスである。
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2017 明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項
本実施要項は、Ｊリーグ規約第 40 条第１項第１号および第２号に定める公式試合とし
て、2017 年の明治安田生命Ｊ１リーグ（以下「Ｊ１」という）、明治安田生命Ｊ２リーグ
（以下「Ｊ２」という）、明治安田生命Ｊ３リーグ（以下「Ｊ３」という）のリーグ戦実施
に関し定めるものであり、リーグ戦の試合（以下「試合」という）運営はすべてこの要項
に定めるところによる。

第１節

スタジアム

第１条〔スタジアムの確保と維持〕
(1) Ｊクラブは、Ｊリーグ規約第４章第１節に定められた内容に従い、当該定められた要件
を具備するスタジアムを確保し、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、これを
整備または維持管理する責任を負う。
(2) Ｊリーグ、理事会およびチェアマンは、Ｊリーグ規約第４章第１節に定められた内容に
従い、スタジアムを検査し、当該スタジアムでの試合開催の可否等について決定するこ
とができる。
第２条〔旗の掲揚〕
(1) ホームクラブは、リーグ旗、クラブ旗、およびフェアプレー旗を次の各号の通り掲揚し
なければならない。
① リーグ旗：中央
② ホームクラブ旗：ホームクラブベンチ側
③ ビジタークラブ旗：ビジタークラブベンチ側
④ フェアプレー旗：リーグ旗の下、もしくは横
(2) リーグ旗およびクラブ旗の大きさは天地 1,800 ㎜、左右 2,700 ㎜とする。また、フェア
プレー旗の大きさは天地 1,360 ㎜、左右 3,600 ㎜とする。
第３条〔広告看板等の設置〕
(1) スタジアムには、Ｊリーグが指定した位置にＪリーグ看板を掲出できるスペースを別表
１のとおり確保しなければならない。
サイズ： Ｊ１
Ｊ２・Ｊ３

900mm×6,000mm
900mm×15,000mm

枚数：１枚
(2) スタジアムには、Ｊリーグが指定した位置に下記記載のＪリーグオフィシャルパートナ
ーの広告看板等を掲出できるスペースを別表１のとおり確保しなければならない。
① 広告看板
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サイズ／枚：900mm×6,000mm
枚数：最大 24 枚
色：４色
② 広告ミニ看板
基本サイズ：300mm×2,000mm
枚数：最大 50 枚
色：４色
③ バナー広告
基本サイズ：1,200mm×7,500mm
色：４色
④ ハーフサイズバナー広告
基本サイズ：1,200mm×3,750mm
枚数：最大４枚
色：４色
⑤ 電光看板（Ｊ１リーグ戦のうち各節２試合）
基本サイズ：1,100mm×102,400mm
観客等の視野を妨げるものであってはならない
⑥ 90°システムシート
枚数：最大８枚
色：４色
⑦ コーナー看板
サイズ：1,500mm×1,500mm
枚数：最大２枚
色：４色
⑧ ゴール裏ミニ看板
サイズ：600mm×1,800mm
枚数：最大４枚
色：４色
(3) クラブスポンサーの広告看板または横断幕を掲出する場合は、以下の条件を満たさなけ
ればならない。
サイズ：900mm×4,500mm
色：４色
(4) クラブが回転式看板、電光看板およびその他Ｊリーグがその仕様につき未承認の看板を
掲出する場合は、原則として掲出を希望するシーズン開始前までに当該看板の仕様につ
いて所定の「広告掲出申請書」によりＪリーグに申請し、その承認を得なければならな
い。
(5) 第２項の広告看板等の設置位置は、原則として次の各号のとおりとする。ただし、観客
等の視野を妨げるものであってはならない。
① タッチライン側: タッチラインから５m 以上離れていること
② ゴールライン側: ゴールライン側：ゴールラインから５m 以上離れたカメラマン（フォ
トグラファー、TV クルー）用のラインに沿っていること
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(6) クラブが、あらゆる掲出物を出す場合は、
「広告掲出細則」に基づき、Ｊリーグに対し報
告またはＪリーグの承認を得なければならない。
第４条〔スタジアムにおける告知等〕
(1) ホームクラブは、スタジアムにおいて、次の各号の事項を告知しなければならない。た
だし、第４号については得点直後に、また、第７号については後半 30 分を目安に、それ
ぞれ告知するものとする。
① 選手、審判員、審判アセッサーおよびマッチコミッショナー
② 試合方式
③ 選手および審判員の交代
④ 得点者および得点時間
⑤ アディショナルタイム
⑥ 他の試合の途中経過および結果
⑦ 入場者数（「明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」第 39 条第３項およ
び第４項に基づいて算定されたもの）
⑧ 警告、退場者
⑨ 前各号のほか、Ｊリーグの指定する事項
(2) ホームクラブは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を行うことができ
る。
① 次の試合の予定の告知
② クラブスポンサーの広告宣伝
③ 音楽放送
④ チームまたは選手に関する情報の告知
⑤ 前各号以外の告知事項
第５条〔医事運営〕
(1) ホームクラブは、次の各号の医事運営を行わなければならない。
① 医務室には、協会の医学委員会が定めた救急用機器および医薬品を備えること
② 試合の開催時には、スタジアムの観客等の事故に対処する為、医師および看護師各１名
以上を開門時から閉門時まで待機させること
③ 試合の開催に先立ち、スタジアムで生じる重度の外傷および疾病に対処する為、あらか
じめ救急移送病院を確保しておくこと。なお、スタジアムには救急車が待機しているこ
とが望ましい
④ スタジアム内医事運営担当医師に、試合の開催時にスタジアムで生じた外傷および疾病
のすべてを記載した所定の「会場内医事報告書」を作成させ、その「正」をＪリーグへ
可及的すみやかに提出すること
⑤ 医務室と観客エリアに AED を各 1 台以上備えなければならない
⑥ すべての試合において第４の審判員ベンチに AED を備えなければならない
⑦ ピッチサイドに担架 2 台、頭部・頸部固定可能な担架を 1 台備えなければならない
(2) Ｊクラブは、試合終了後可及的すみやかに「Ｊリーグ傷害報告書」をＪリーグに提出し
なければならない。なお、選手が試合中に負傷した場合には、チームドクターの所見を
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得、チームドクターの署名あるものを提出するものとする。
(3) 前項第２号の医師および看護士の手当等は、以下の金額を標準とする。
手当て： 医師
看護師

30,000 円（日給）
10,000 円（日給）

交通費： Ｊリーグの「旅費規程」による

第２節

試

合

第６条〔試合の概要〕
試合の主催や出場等に関する事項は、Ｊリーグ規約第４章第２節に定める。
第７条〔大会方式〕
リーグ戦の大会方式は、ホーム＆アウェイ方式による２回戦総当たりとする。
第８条〔届出義務〕
(1) Ｊクラブは、Ｊリーグ規約第 47 条第１項に定めた事項につき、１月 31 日までに、所定
の方法によりＪリーグに届け出なければならない。
(2) 前項により届け出た事項に追加、抹消等の変更があった場合にも前項の方法によりすみ
やかに届け出なければならない。
(3) Ｊリーグは毎週金曜日（ただし、その日がＪリーグの営業日でないときは、その直前の
営業日）の 11:00 までに届出のあった追加、抹消などの変更に対して、同日中にその承
認の是非を決定する。
第９条〔出場資格〕
(1) 協会への選手登録を完了し、かつＪリーグ規約第 100 条に定めるＪリーグ登録を行った
選手のみが、試合における出場資格をもつ。
(2) Ｊクラブの２種チームに所属し、次の各号の条件を満たした選手には、所属クラブが参
加する試合への出場資格が与えられる。
① 当該２種チームが、協会にクラブ申請されていること
② Ｊリーグに「Ｊリーグメディカルチェック報告書」が提出されていること
③ 協会への選手登録時にドーピング検査実施に関する親権者の同意書が提出されている
こと
④ 「第２種トップ可」選手としてＪリーグ登録されていること
(3) 選手は、試合出場に際し、協会の発行した選手証（以下「選手証」という）、協会の発行
した電子選手証を印刷したもの、または協会の発行した電子選手証を画面上で表示して
確認することのできる電子機器を携帯しなければならない。
第 10 条〔出場資格を得るための追加登録期限〕
2017 年９月 15 日までに協会への選手登録およびＪリーグ登録を完了した選手のみが、
試合への出場資格を有する。
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第 11 条〔出場可能日〕
前２条により登録を完了した選手は、登録完了日の翌日から試合に出場することができる。
第 12 条〔メディカルチェック〕
(1) ＪクラブはＪリーグが別途定める日までに、選手に関する「Ｊリーグメディカルチェッ
ク報告書」をＪリーグに提出しなければならない。ただし、追加登録する選手について
は、登録の都度提出するものとする。
(2) 協会のスポーツ医学委員会は、
「Ｊリーグメディカルチェック報告書」において異常所見
を示した選手に対する医学的処置について勧告を行うことができる。
第 13 条〔試合エントリー選手の人数〕
各試合にエントリーできる選手の人数は、１チームあたり 18 名とする。
第 14 条〔外国籍選手〕
(1) 試合にエントリーすることができる外国籍選手は、１チーム３名以内とする。ただし、
アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）加盟国の国籍を有する選手については、１名に限り追加
でエントリーすることができる。
(2) 登録することができる外国籍選手は、１チーム５名以内とする。
(3) Ｊリーグが別途「Ｊリーグ提携国」として定める国の国籍を有する選手は、前２項との
関係においては、外国籍選手ではないものとみなす。
第 15 条〔ユニフォーム〕
リーグ戦において使用するユニフォームは別途定める「ユニフォーム要項」による。
第 16 条〔フィールド内のチーム要員〕
(1) フィールド上に用意されたベンチには、第８条第１項および第２項に定める届け出を行
ったチームスタッフのうち、
「Ｊリーグメンバー提出用紙」に記載された者７名および交
代選手７名の合計 14 名が着席できる。
(2) ベンチ内での喫煙は禁止する。
(3) 交代要員は、試合進行に影響をおよぼさないよう、シャツの上からフィールドプレーヤ
ーと異なる色のビブスを着用すること。
(4) ベンチ入りしたチームスタッフは、フィールドプレーヤーと異なる色のウェアを着用す
ること。
(5) Ｊクラブは、協会、Ｊリーグの決定により、ベンチ入りを停止された者、出場停止処分
を受けた者、または試合中に主審により退場もしくは退席を命じられた者をベンチ入り
させてはならない。
(6) 退席を命じられたチームスタッフは、フィールド内に留まってはならず、選手等への指
示を出してはならない。また協会、Ｊリーグの決定によりベンチ入りを停止されたチー
ムスタッフは、観客席以外に立ち入ってはならない。
(7) 主審が選手の負傷等により試合を中断し、チームスタッフの立ち入りを認める旨の合図
をした場合に、チームスタッフは２名に限り、ピッチ内に立ち入ることができる。ただ
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し、このスタッフは可及的すみやかに負傷の程度を判断したうえピッチ外に退去しなけ
ればならない。
(8) 前各項に違反する行為は、主審により排除されるものとし、試合終了後に主審から報告
を受けた協会、Ｊリーグにより処分を決定される。
第 17 条〔テクニカルエリアの使用〕
あらかじめ「Ｊリーグメンバー提出用紙」に記載されたチームスタッフのうち、ただ１
名のスタッフのみ、試合中テクニカルエリア内において、指示を出すことができる。
第 18 条〔試合の勝敗の決定〕
試合は、90 分間（前後半各 45 分）で勝敗が決しない場合、引き分けとする。
第 19 条〔年間順位の決定〕
(1) リーグ戦が終了した時点で、勝点（勝利３点、引き分け１点、敗戦０点）の合計が多い
チームを上位とし、年間順位を決定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順
序により決定する。
① リーグ戦全試合の得失点差
② リーグ戦全試合の総得点数
③ リーグ戦における当該チーム間の対戦成績（イ．勝点

ロ．得失点差

ハ．総得点数）

④ リーグ戦全試合の反則ポイント
⑤ 抽選
(2) 前項第５号の抽選は、昇降格チームの決定等理事会が必要と判断した場合にのみ実施さ
れる。
(3) 同一順位のチームが複数あった場合、該当賞金額を合算の上均等配分する。
(4) Ｊ１で複数チームが同順位となった場合、AFC チャンピオンズリーグ等への出場チーム
は、理事会で決定する。
第 20 条〔審判員〕
(1) 審判員については、Ｊリーグが協会の審判委員会に対し、協会登録の審判員で、かつＪ
リーグ規約第 101 条に定めるＪリーグ登録を行った者の派遣を依頼する。
(2) 審判員は、キックオフ時刻の 90 分前までにスタジアムに到着しなければならない。
(3) 主審、副審および追加副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場
合、第４の審判員が主審、副審または追加副審を務める。
(4) 審判員の手当て等は次のとおりとする。
手当て: （Ｊ１）主審

120,000 円

（Ｊ２）主審

60,000 円

副審 30,000 円

第４の審判員 10,000 円

（Ｊ３）主審

30,000 円

副審 10,000 円

第４の審判員

副審・追加副審 60,000 円

第４の審判員 20,000 円
8,000 円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
(5) 緊急事態により審判員が交代した場合、または試合が中止になった場合の手当て等の支
払いは、次のとおりとする。
① 試合開始前に疾病・負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかった場合、お
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よび試合が開始されなかった場合、手当ては支払わない
② 試合途中の負傷等により交代した場合、および試合が中止になった場合の手当ての支払
いは、次のとおりとする
イ. 試合途中から、より責任の軽い職務についた場合、職務が果たせなくなった場合、お
よび試合が中止された場合は、それまでの職務に対して次の手当てを支払う
手当て: （Ｊ１）主審 70,000 円

副審・追加副審 35,000 円 第４の審判員

10,000 円

（Ｊ２）主審 35,000 円

副審

20,000 円 第４の審判員

6,000 円

（Ｊ３）主審 18,000 円

副審

6,000 円 第４の審判員

5,000 円

ロ. 試合途中から、より責任の重い職務についた場合、新たな職務に対して、本条第４項
に定めた手当てを支払う
③ 前２号に関わる交通費、宿泊費は、実際に移動、宿泊を伴った場合に限り、Ｊリーグの
「旅費規程」に基づいて支払う
第 21 条〔アクレディテーションカード（ＡＤ証）〕
Ｊリーグは、次の各号のアクレディテーションカード（ＡＤ証）を発行し、ＡＤ証を所
有する者の通行可能エリアを指定する。
① OFFICIAL（紫）：オールエリア通行可
② OFFICIAL（青）：運営本部室、フィールド（ピッチを除く）、記者室、記者席、ＴＶクル
ー撮影エリア（スタンド）、観客ゾーン、その他運営ゾーン
③ TEAM（ピンク）：オールエリア通行可
ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効
④ TEAM（赤）
：運営本部室、フィールド（ピッチを除く）
、更衣室、練習場、その他運営ゾーン
ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効
⑤ SUPPLIER（水色）：運営本部室、その他運営ゾーン
⑥ PRESS（緑および黄緑）
：記者室、記者席、カメラマン（フォトグラファー、ＴＶクルー）
室、その他ホームクラブが許容するエリア
⑦ HB STAFF（オレンジ）・RH STAFF/TV STAFF（茶）・RADIO STAFF（黄）：フィールド（ピ
ッチを除く）、その他ホームクラブが許容するエリア
⑧ カメラマンビブス（オフィシャル・紫、PRESS・黄、ノンライツ〔NRH〕/TV-PRESS・赤、
ホストブロードキャスト〔HB〕
・黒、ライツホルダー〔RH〕/TV・グレー、スカウティン
グ〔㈱Ｊリーグメディアプロモーション〕･青、大型映像装置・ピンク、Ｊリーグオフ
ィシャルメディア・緑）：エリアについては 2017Ｊリーグメディアガイドに準ずる
第 22 条〔入場料〕
(1) 入場料金はホームクラブが設定し、料金の体系をＪリーグの指定日までに報告する。
(2) 大人の有料入場者が同伴する小学生未満の幼児の入場料金は、無料とする。ただし有料
入場者１名につき１名に限る。
(3) 入場券の販売は、売り切れにならない限りその試合の後半 15 分経過時まで行う。
第 23 条〔試合球〕
ホームクラブは、キックオフ時刻の 120 分前までにＪリーグの指定する試合球を７個用
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意し、試合をマルチボールシステムにて行う。
第 24 条〔Ｊクラブの責任〕
Ｊクラブは、Ｊリーグ規約第 51 条の定めに従い、選手、審判員、役員および観客等の安
全を確保する義務を負う。
第 25 条〔日

程〕

リーグ戦は、Ｊリーグにより決定された日程に従い開催される。

第３節

運

営

第 26 条〔試合の運営に関する事項〕
試合の開催や運営に関する事項は、Ｊリーグ規約第４章第３節に定める。
第 27 条〔運営責任〕
(1) 試合の運営にあたっては、ホームクラブの実行委員が一切の責任を負う。
(2) ホームクラブの実行委員は、キックオフ時刻の 120 分前までにスタジアムに到着しなけ
ればならない。
(3) あらかじめチェアマンに届け出て承認を得た者に、本実施要項に定める実行委員の職務
を代行させることができる。
第 28 条〔マッチコミッショナー〕
(1) マッチコミッショナーは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、チェアマンが任
命し、公式試合に派遣される。
(2) マッチコミッショナーは、原則として協会が定める JFA マッチコミッショナーに登録し
なければならない。
(3) マッチコミッショナーは、Ｊリーグ規約第 61 条第２項に定める事項を遵守しなければな
らない。
(4) ホームクラブは、フィールドおよび観客席の全体を見渡すことができる場所にマッチコ
ミッショナー席を設置しなければならない。
(5) マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。
手当て：30,000 円
交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
(6) 試合が中止された場合の手当て等は以下のとおりとする。
① マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合
手当て：なし
交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による（移動が伴った場合にのみ支払い）
② マッチコミッショナーが試合会場に到着した後、試合開始前に中止が決定した場合
手当て：20,000 円
交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
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③ 試合途中に中止が決定した場合
手当て：30,000 円
交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
第 29 条〔試合の中止および中断の決定〕
(1) 試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタ
ークラブの実行委員（または J リーグ規約第 51 条第４項に基づくその代理人）の意見を
参考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止
する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定す
る。
(2) 主審が試合の中断を決定した場合、マッチコミッショナー、ホームクラブおよびビジタ
ークラブの両実行委員は試合を再開することができるよう最善の努力をしなければなら
ない。
第 30 条〔スタジアムへの到着〕
原則として双方のチームはバスを使用し、キックオフ時刻の 70 分前までにスタジアムに
到着しなければならない。
第 31 条〔キックオフ時刻の厳守〕
(1) いずれのチームも、あらかじめ定められたキックオフ時刻を厳守しなければならない。
(2) 不可抗力またはテレビもしくはラジオの同時中継放送の都合によりキックオフ時刻を遅
らせる場合は、主審およびマッチコミッショナーの事前の承認を得なければならない。
ただし、テレビもしくはラジオの放送の都合による遅延は、５分以内に限る。
(3) いずれか一方のチームがキックオフ時刻にスタジアムに現れない場合、相手チームは 45
分間、待機する義務を負う。
(4) ハーフタイムは原則として 15 分間を確保するものとする。ただし、テレビ中継の関係等
で 15 分間を確保できない場合は、ホームクラブがＪリーグに事前に申請し、承認を得る
ものとする。
(5) 後半のキックオフ時刻は以下のとおりとする。
① ハーフタイム 15 分確保対象試合の場合
前半終了時刻の 15 分後を後半のキックオフ時刻とする（審判が指定しマッチコミッシ
ョナーが最終確認した時刻とする）
② ハーフタイム 15 分適用外試合の場合
前半のキックオフ指定時刻（主審とマッチコミッショナーにより最終確認された時刻を
いう）の 60 分後とする。ただし、アディショナルタイム等により、前半終了時刻がキ
ックオフ指定時刻から 50 分を超えた場合は、前半終了時刻の 10 分後を後半のキックオ
フ時刻とする
第 32 条〔メンバー提出〕
(1) 双方のチームは、キックオフ時刻の 150 分前までに「Ｊリーグメンバー提出用紙」に必
要事項を記入し、全選手の選手証、協会の発行した電子選手証を印刷したもの、または
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協会の発行した電子選手証を画面上で表示して確認することのできる電子機器とともに
ホームクラブの運営担当に提出し、試合エントリーを完了しなければならない。
(2) 試合エントリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は、練習中の負
傷または急病等やむを得ない事情があり、かつ、主審およびマッチコミッショナーの承
認を得た場合に限り認められる。なお、この条項によって認められる選手の変更は次の
各号のとおりとする。
① 先発選手の場合、控え選手を先発選手に変更し、新たな選手を控え選手として補充する
ことができる。当該先発予定選手を控え選手に変更することはできないが、ゴールキー
パーについては例外として認める
② 控え選手の場合、新たな選手を補充できる
(3) 試合エントリー完了後からキックオフ時刻までの間におけるエントリー済のチームスタ
ッフの変更は、やむを得ない事情があり、かつ、主審およびマッチコミッショナーの承
認を得た場合に限り認められる。マッチコミッショナーは承認後、相手チーム等へすみ
やかに連絡しなければならない。
第 33 条〔選手の交代〕
試合中の選手の交代は、次の各号のとおりとする。
① 選手の交代は、３名以内とする
② 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない
第 34 条〔開催不能または中止となった試合の記録〕
開催不能または中止となり、Ｊリーグ規約第 63 条に基づき当該試合の取り扱いが決定し
た場合、試合の出場および得点の取り扱いについては、次の各号に定める。
① 90 分間の再試合の場合は記録されない。ただし、警告・退場の処分については規律委員
会に委ねられるため、記録として残る場合がある
② 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承した上で再開試合を行
い、当該再開試合が終了し試合が成立した時点で記録される
③ 中止時点で試合が成立した場合は当該試合が記録される
第 35 条〔入場料金の払い戻し〕
入場料金の払い戻しは、原則として次の各号の場合に行う。
① 試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合
② 試合前に、いずれかのチームの責に帰すべき事由により試合が開催不能となった場合
第 36 条〔係

員〕

(1) ホームクラブは、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員をおき、必要な
業務を行わせる。
① 場内外の警備・案内要員
② 場内放送要員
③ ボールパーソン
④ 担架要員（８名、担架を２台用意しておくこと）
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⑤ 公式記録員（原則４名以上）
(2) ホームクラブは、マッチコミッショナーが円滑に業務を行うため、ホームクラブの運営
担当との交信が可能な通信機器を持ち合わせた補助係員をおかなければならない。
第 37 条〔中継映像制作〕
Ｊクラブは、Ｊリーグによる公式映像制作および公衆送信権を保有する事業者による中
継映像制作に関し、試合中および前後に制作事業者が円滑に業務を行うため、以下の各号
に定める事項について、別途定めるガイドラインに基づき、協力しなければならない。
① Ｊリーグ規約第 30 条〔スタジアム付帯設備〕第１項

第３号、９号、12 号、17 号、21

号、28 号、29 号、30 号、31 号に定める箇所を含むスタジアムへの撮影機材の搬入搬
出・設営撤去および撮影中における安全の確保
② 撮影上立入りが必要な競技関連エリア（ピッチ、チーム更衣室、室内ウォーミングアッ
プエリア等）への立入許可
③ 試合中および試合前後の選手・監督・チームスタッフ等の撮影、インタビューおよびこ
れらを行うための充分な撮影スペースの確保
④ 試合メンバー表、ハーフタイムコメント、公式記録等の配付など試合情報の速やかな伝
達
⑤ 荒天時等の試合開催可否判断に関する速やかな情報共有
第 38 条〔取材メディア対応〕
(1) 取材メディア関係者は、原則として試合開始 60 分前から試合終了時までは試合メンバー
表に記載された選手およびチームスタッフの取材（インタビュー含む）は行わないもの
とする。
(2) 試合におけるＪクラブの取材メディア対応は次のとおりとする。
① ホームクラブは、フォトグラファー、ＴＶクルーによる撮影およびペン記者の取材場所
を指定する
② ホームクラブは、記者室およびカメラマン（フォトグラファー、ＴＶクルー）室を設け
る
③ ホームクラブは、「試合メンバー表」をキックオフ時刻の 110 分前までに配付する
④ 両クラブは、ハーフタイム時に監督等のコメントを聴収し、ホームクラブはこれを所定
の書式にまとめ取材メディア関係者に配布する
⑤ 試合終了後、対戦した両クラブの監督はホームクラブが設けた場所で記者会見を行わな
ければならない
⑥ 試合終了後、対戦した両クラブの選手はホームクラブが設けた場所（ミックスゾーン）
で取材対応を行わなければならない
第 39 条〔公式記録〕
(1) 記録員は、所定の公式記録用紙により、試合記録を作成し、試合終了後、内容確認のた
めマッチコミッショナー、主審およびホームクラブの運営担当（正）の署名を受けたの
ち、すみやかに取材メディア関係者等に配布する。
(2) ホームクラブの運営担当（正）は、公式記録の原紙をすみやかにＪリーグ事務局に提出
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しなければならない。
(3) 入場者数とは、以下の各号に該当する者の合計をいう。
① 入場口から来場した観客で、以下に該当する者
イ. 入場券を保有している者
ロ. 入場券を保有していない未就学児童
② 入場口以外から来場した観客で、以下に該当する者
イ. 車いす観戦者およびその付添人
ロ. ＶＩＰ席の観客
なお、入場者数には選手、審判員、クラブ役職員、その他試合運営に関わる者、スタジア
ム管理者、売店関係者、取材メディア関係者、フォトグラファーは含めない。
(4) 入場者数は、原則として入場時にカウンター等を用いて算定するものとし、入場券の販
売枚数や半券の数によって算定してはならない。
第 40 条〔試合運営報告〕
ホームクラブの実行委員は、試合の実施または運営に関し問題が生じた場合、試合終了
後すみやかに「試合運営報告書」に必要事項を記載し、Ｊリーグに提出しなければならな
い。
第 41 条〔退場処分〕
退場処分を受けた選手は、規律委員会の決定があるまで出場を停止される。また、退席
処分を受けたチームスタッフについても同様とする。
第 42 条〔警告・退場による出場停止処分の翌シーズンへの繰り越し〕
(1) 累積された警告による出場停止処分は、規律委員会が定めるところによる。
(2) 退場による出場停止処分の未消化分が登録年度終了時に２試合以上に及ぶ場合には、次
の登録年度に持ち越すものとし、未消化分が１試合の場合には当該登録年度終了をもっ
て失効するものとする。

第４節

試合の収支

第 43 条〔試合の収支に関する事項〕
試合の収支に関する事項は、Ｊリーグ規約第４章第５節に定める。
第 44 条〔公衆送信権〕
(1) Ｊリーグ公式試合の公衆送信権（テレビ、ラジオ放送権、インターネット送信権その他
一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という）はすべてＪリーグに帰
属する。
(2) Ｊリーグ公式試合の公衆送信権料は、別途Ｊリーグが定めるところによる。
(3) 前項の公衆送信権料は、別途定める基準によりすべてのＪクラブにそれぞれ配分するも
のとする。

108

第 45 条〔収支報告〕
Ｊクラブは、Ｊリーグから試合収支および／または大会収支にかかる決算書の提出を要
請されたときは、Ｊリーグが定めた期限までに提出しなければならない。
第 46 条〔改

正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。
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2017Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ試合実施要項
第１条〔趣

旨〕

本実施要項は、J リーグ規約第 40 条第１項第４号に定める公式試合として、２０１７Ｊ
リーグ YBC ルヴァンカップ（以下「本大会」という）の試合（以下「試合」という）の実
施に関して定める。試合の実施に関して本要項に定めのない事項については「２０１７明
治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」を準用する。
第２条〔大会方式〕
(1) 本大会は、Ｊ１クラブが参加する。Ｊ１クラブを２つのグループに分け、グループ内で
１回戦総当たりのグループステージを行う。ただし、AFC チャンピオンズリーグ（以下
「ＡＣＬ」という）2017 グループステージに出場する３クラブはグループステージを免
除される。ＡＣＬプレーオフ出場クラブがＡＣＬプレーオフを勝ち抜き、ＡＣＬ2017 グ
ループステージに進んだ場合も同様とする。なお、ＡＣＬプレーオフ出場クラブが、Ａ
ＣＬプレーオフにて敗退した場合には、あらかじめ実行委員会にて行われる抽選結果に
従い、ＡグループまたはＢグループに参加することとする。
(2) ＡグループおよびＢグループのグループ分けは、前年度のＪ１・Ｊ２リーグの順位によ
って定めるものとする。
(3) グループステージに参加するチーム数が 14 チームの場合は、グループステージ各グルー
プ１位の２チームと、各グループ２位と３位で行うプレーオフステージの勝者２チーム、
およびＡＣＬ出場チーム（４チーム）を加えた計８チームがノックアウトステージに進
出するものとする。
また、グループステージに参加するチーム数が 15 チームの場合は、グループステージ各
グループ１位の２チームと、各グループ２位、３位、４位で行うプレーオフステージの
勝者３チーム、およびＡＣＬ出場チーム（３チーム）を加えた計８チームが、ノックア
ウトステージに進出するものとする。
(4) プレーオフステージは、グループステージに参加するチーム数が 14 チームの場合は、Ａ
グループ２位対Ｂグループ３位、Ｂグループ２位対Ａグループ３位の試合をホーム＆ア
ウェイ方式（計２試合）で行う。
また、グループステージに参加するチーム数が 15 チームの場合は、Ａグループ２位対Ｂ
グループ４位、Ａグループ３位対Ｂグループ３位、Ｂグループ２位対Ａグループ４位の
試合をホーム＆アウェイ方式（計２試合）で行う。
(5) ノックアウトステージは、準々決勝および準決勝をホーム＆アウェイ方式（計２試合）、
決勝を１試合で行う。
第３条〔試合の主催等〕
(1) 試合は、すべて協会およびＪリーグが主催し、Ｊリーグが主管する。
(2) Ｊリーグは、グループステージから準決勝までの試合の主管権をホームクラブに譲渡する。
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第４条〔試合出場メンバー〕
(1) 本大会の決勝戦を除くすべての試合において、当該シーズンの 12 月 31 日において満年
齢 21 歳以下の日本国籍選手（以下、本条において、
「対象選手」という。）を１名以上先
発出場させなければならない。
(2) ただし、次の場合は前項を適用しない。
① 第５条に基づき出場資格を有する対象選手１名以上が、試合日において日本代表試合ま
たは日本代表の合宿その他の活動（Ａ代表、Ｕ23、Ｕ20）に招集されている場合
② 先発選手として試合エントリーされた対象選手がその後の怪我等のやむを得ない理由
により出場ができなくなった場合
(3) 本条の違反があった場合は、理事会が当該違反をしたクラブに対する処分等を決定する。
第５条〔出場資格を得るための登録期限と出場資格〕
2017 年９月 29 日までに協会への選手登録およびＪリーグ登録を完了した選手のみが試
合への出場資格を有する。選手はグループステージ、プレーオフステージおよびノックア
ウトステージを通じ、２チーム以上のために試合に出場してはならない。
第６条〔試合の勝敗の決定〕
(1) グループステージの試合は、90 分間（前後半各 45 分）で勝敗が決定しなかった場合に
は、引き分けとする。
(2) グループステージが終了した時点で、勝点（勝利３点、引き分け１点、敗戦０点）の合
計が多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号
の順序により順位を決定する。
① 得失点差
② 総得点数
③ 当該チーム間の対戦成績
④ 反則ポイント
⑤ 抽選
(3) プレーオフは 90 分間（前後半各 45 分）の試合を行う。
(4) 第２戦が終了した時点で、勝利数が多いチームを勝者とする。
(5) 第２戦が終了した時点で、勝利数が同数の場合には、次の各号の順序により勝者を決定
する。
① ２試合における得失点差
② アウェイゴール数
③ 第２戦終了時に、30 分間（前後半各 15 分）の延長戦
④ PK 方式（各チーム５人ずつ、決着がつかない場合は６人目以降は１人ずつで、勝敗が決
定するまで）
(6) 前項第３号の延長戦に出場する者は、第２戦終了時にピッチ内でプレーしていた選手と
する。ただし、第２戦と合わせて最大３名までの交代を行うことができる。また、延長
戦に入る前の休憩時間にピッチ内に入ることができる者は、
「メンバー提出用紙」に記載
されたチームスタッフおよび選手とする。ただし、主審により退場または退席を命じら
れた者を除く。
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(7) 第５項第４号における PK 方式に参加できる者は、延長戦終了時にピッチ内でプレーし
ていた選手のみとする。ただし、ゴールキーパーについては、負傷によりプレー続行不
可能で、かつ延長戦終了までに選手交代が３名に達していない場合に限り、残りの交代
要員と交代することができる。
(8) 準々決勝および準決勝についても、プレーオフ同様に行い、決勝進出チームを決定する。
(9) 決勝の試合は、90 分間（前後半各 45 分）で勝敗が決定しなかった場合、次の各号の順序
により勝者を決定する。
①

30 分間（前後半各 15 分）の延長戦

②

PK 方式（各チーム５人ずつ、決着がつかない場合は６人目以降は１人ずつで勝敗が決
定するまで）

(10)前項第１号の延長戦に出場する者は、後半終了時にピッチ内でプレーしていた選手とす
る。ただし、その直前の 90 分間の交代人数と合わせて、最大３名までの選手交代を行う
ことができる。
(11)第９項第２号における PK 方式に参加できる者は、延長戦終了時にピッチ内でプレーし
ていた選手のみとする。ただし、ゴールキーパーについては、負傷によりプレー続行不
可能で、かつ延長戦終了までに選手交代が３名に達していない場合に限り、残りの交代
要員と交代することができる。
(12)第５項第４号および第９項第２号における PK 方式において使用するゴールは、主審に
よるコイントスにより決定する。ただし、主審は、グラウンド状態、安全等を考慮し、
コイントスを行わずに使用するゴールを決定することができる。PK 方式開始後は、安全
上の理由、又は、ゴール若しくはフィールドの表面が使用できなくなった場合に限り、
使用するゴールを変更することができる。
第７条〔順位の決定および表彰〕
決勝における勝者を優勝、敗者を２位、準決勝における敗者を３位として、別途定める
「表彰規程」により表彰する。
第８条〔広告看板等の設置〕
(1) ホームクラブは、スタジアムにおいて、Ｊリーグの指定した位置に大会タイトル看板を
掲出できるスペースを確保しなければならない。
サイズ：900mm×13,500mm
枚

数：１枚

(2) ホームクラブは、スタジアムにおいて、Ｊリーグの指定した位置に冠スポンサーおよび
サブスポンサーが、広告看板、またはバナー広告を掲出できるスペースを確保しなけれ
ばならない。
サイズ
イ. 冠スポンサー

900mm×6,000mm

ロ. サブスポンサー

900mm×6,000mm

枚

数：冠スポンサーおよびサブスポンサー合計最大 16 枚

(3) 決勝については、電光看板、90°システムシート等を使用する。
(4) 第２項その他の広告看板、電光看板および横断幕の設置位置は、原則として次の各号の
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とおりとする。ただし、観客等の視野を妨げるものであってはならない。
① タッチライン側：タッチラインから５m 以上離れていること
② ゴールライン側：ゴールラインから５m 以上離れたカメラマン（フォトグラファー、TV
クルー）用のラインに沿っていること
(5) クラブが、あらゆる掲出物を出す場合は、
「広告掲出細則」に基づき、Ｊリーグに対し報
告またはＪリーグの承認を得なければならない。
第９条〔手当等〕
(1) 審判員の手当て等は以下のとおりとする。
手当て：主審 120,000 円 副審 60,000 円 追加副審 60,000 円 第４の審判員 20,000 円
交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
(2) マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。
手当て：30,000 円
交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
第 10 条〔アクレディテーションカード（ＡＤ証）〕
(1) グループステージから準決勝までの試合については、
「 ２０１７明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・
Ｊ３リーグ戦試合実施要項」に定めるアクレディテーションカード（ＡＤ証）およびホ
ームクラブの発行するＡＤ証により、スタジアムにおける通行可能エリアを指定する。
(2) 決勝の試合については、Ｊリーグが別途発行するＡＤ証により、スタジアムにおける通
行可能エリアを指定する。
第 11 条〔納付金〕
(1) ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の３%相当額を本大会終了後、別に定
める方法にて J リーグへ報告し、請求書発行日から 60 日以内に協会に納付しなければな
らない。
(2) 準々決勝および準決勝のホームクラブは、それらの試合のうち主管した試合の入場料収
入のうちの 10% 相当額をＪリーグに納付しなければならない。ただし、当該ホームクラ
ブが販売したシーズンチケットに本大会へ入場する権利が含まれている場合は、当該ホ
ームクラブが収受したシーズンチケットの料金のうち、上記の主管した試合に相当する
分（当該シーズンチケットの対象試合数で按分して算出する）を加えて入場料収入を算
定するものとする。
第 12 条〔遠征経費〕
チームの遠征に要する交通費・宿泊費は以下のとおりとする。
① グループステージから準決勝までの試合については、出場クラブが負担する
② 決勝については「旅費規程」第２条に基づきＪリーグが負担する
第 13 条〔改

正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。
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２０１７Ｊ１昇格プレーオフ試合実施要項
第１条〔趣

旨〕

本実施要項は、Ｊリーグ規約第 40 条第１項第６号に定める公式試合として、２０１７明
治安田生命Ｊ１リーグ（以下「Ｊ１」という）のクラブとの入れ替えを行う２０１７明治
安田生命Ｊ２リーグ（以下「Ｊ２」という）のクラブを決定するための「２０１７Ｊ１昇
格プレーオフ」
（以下「本大会」という）の試合（以下「試合」という）の実施に関して定
める。試合の実施に関して本実施要項に定めのない事項については「２０１７明治安田生
命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」を準用する。
第２条〔大会の目的〕
(1) 本大会はＪ２リーグ年間順位３位から６位までの４クラブが参加して行う。
(2) 本大会に優勝したクラブがＪリーグ規約第 16 条第１項第２号により、Ｊ１に昇格するこ
とができる。
第３条〔出場資格〕
(1) 前条の定めにかかわらず、Ｊリーグ規約第 16 条第２項第２号および第３項の規定は、本
大会の出場資格として適用される。
(2) 前項により本大会の出場資格を満たさないクラブがあった場合でも、Ｊ２リーグ年間順
位７位以下のクラブが繰り上がって本大会に出場することはできない。
第４条〔大会方式〕
(1) 本大会をＪ２リーグ年間順位３位から６位までの４クラブで実施する場合
① 本大会は４クラブによるトーナメント方式で行い、準決勝、決勝をそれぞれ１試合で行
う
② 準決勝の組み合わせはＪ２リーグ年間順位３位クラブ対同６位クラブ、同４位クラブ対
同５位クラブとする
③ 試合は、準決勝をＪ２リーグ年間順位３位クラブおよび同４位クラブのホームゲームと
し、決勝をＪ２リーグ年間順位が上位のクラブのホームゲームとする
④ 決勝の勝者が本大会優勝クラブとなる
(2) Ｊ２リーグ年間順位３位から６位のうち、前条の出場資格を満たした３クラブで本大会
を実施する場合
① 本大会は３クラブによるトーナメント方式で行い、準決勝、決勝をそれぞれ１試合で行
う
② 準決勝の組み合わせは、前条の出場資格を満たした３クラブのうち、Ｊ２リーグ年間順
位の下位２クラブとする。残った１クラブは準決勝を行わず、決勝に出場する
③ 準決勝および決勝はＪ２リーグ年間順位が上位のクラブのホームゲームとする
④ 決勝の勝者が本大会優勝クラブとなる

114

(3) Ｊ２リーグ年間順位３位から６位のうち、前条の出場資格を満たした２クラブで本大会
を実施する場合
① 本大会は２クラブによる１試合の決勝戦を行う
② 決勝はＪ２リーグ年間順位が上位のクラブのホームゲームとする
③ 決勝の勝者が本大会の優勝クラブとなる
(4) Ｊ２リーグ年間順位３位から６位のうち、前条の出場資格を満たしたクラブが１つの場
合は、当該チームが自動的に本大会の優勝クラブとなる。
第５条〔試合の主催等〕
(1) 試合は、すべて協会およびＪリーグが主催し、Ｊリーグが主管する。
(2) Ｊリーグは、準決勝および決勝の試合の主管権をホームクラブに譲渡する。
第６条〔出場資格を得るための追加登録期限〕
2017 年９月 15 日までに協会への選手登録およびＪリーグ登録を完了した選手のみが試
合への出場資格を有する。
第７条〔試合の勝敗の決定〕
(1) 準決勝、決勝は 90 分間（前後半各 45 分）の試合を行う。
(2) 90 分間で勝敗が決定しなかった場合は、Ｊ２リーグ年間順位が上位のクラブを勝者とす
る。
第８条〔広告看板等の設置〕
(1) 準決勝および決勝のホームクラブは、スタジアムにおいて、Ｊリーグの指定した位置に
大会タイトル看板を掲出できるスペースを確保しなければならない。
サイズ／枚：900mm ×15,000mm
枚数：１枚
(2) 準決勝および決勝のホームクラブは、スタジアムにおいて、Ｊリーグが指定した位置に
冠スポンサー等が広告看板を掲出できるスペースを確保しなければならない。
サイズ／枚：900mm ×6,000mm
枚数：最大６枚
(3) クラブスポンサー等の広告看板、横断幕および電光看板の設置位置は、原則として次の
各号のとおりとする。ただし、観客等の視野を妨げるものであってはならない。
① タッチライン側：タッチラインから５m 以上離れていること
② ゴールライン側：ゴールラインから５m 以上離れたカメラマン（フォトグラファー、TV
クルー）用のラインに沿っていること）
(4) クラブが、あらゆる掲出物を出す場合は、
「広告掲出細則」に基づき、Ｊリーグに対し報
告またはＪリーグの承認を得なければならない。
(5) 決勝については、電光看板、90°システムシート等を使用する。電光看板を使用しない
場合は、準決勝の大会タイトル看板および冠スポンサー等の看板と同様の運用となる場
合がある。
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第９条〔手当等〕
(1) 審判員の手当て等は以下のとおりとする。
手当て：主審 60,000 円

副審 30,000 円

第４の審判員 10,000 円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
(2) マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。
手当て：30,000 円
交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による
第 10 条〔アクレディテーションカード（ＡＤ証）〕
準決勝および決勝については、
「２０１７明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実
施要項」に定めるアクレディテーションカード（ＡＤ証）およびホームクラブの発行する
ＡＤ証により、スタジアムにおける通行可能エリアを指定する。
第 11 条〔納付金〕
(1) 準決勝および決勝のホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の３%相当額を、
本大会の終了後別に定める方法にて J リーグへ報告し、請求書発行日から 60 日以内に、
協会に納付しなければならない。
(2) 準決勝および決勝のホームクラブは、主管した試合の入場料収入のうちの 10% 相当額を
Ｊリーグに納付しなければならない。ただし、当該ホームクラブが販売したシーズンチ
ケットに本大会へ入場する権利が含まれている場合は、当該ホームクラブが収受したシ
ーズンチケットの料金のうち、上記の主管した試合に相当する分（当該シーズンチケッ
トの対象試合数で按分して算出する）を加えて入場料収入を算定するものとする。
第 12 条〔遠征費用〕
準決勝および決勝のビジタークラブのチーム遠征に要する交通費・宿泊費は、
「 旅費規程」
第２条に基づきＪリーグが負担する。
第 13 条〔改

正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。
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Ｊリーグ表彰規程
第１条〔趣

旨〕

本規程は、「Ｊリーグ規約」第 84 条に基づき、Ｊリーグにおけるチーム、選手、監督、
コーチおよび審判員の表彰ならびにＪリーグの発展に功労のあった者等に対する表彰に関
し定める。
第２条〔年間表彰〕
(1) Ｊ１リーグ戦における年間順位より、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与する。
① 優勝：賞金 300,000,000 円、Ｊリーグ杯（優勝銀皿）、日本サッカー協会会長杯、
メダル、チャンピオンフラッグ
② ２位：賞金 120,000,000 円、Ｊリーグ杯（準優勝銀皿）
③ ３位：賞金

60,000,000 円

(2) Ｊ２リーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与する。
① 優勝：賞金

20,000,000 円、Ｊリーグ杯（優勝銀皿）

② ２位：賞金

10,000,000 円、Ｊリーグ杯（準優勝銀皿)

③ ３位：賞金

5,000,000 円

(3) Ｊ３リーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与する。
① 優勝：賞金

5,000,000 円、Ｊリーグ杯

② ２位：賞金

2,500,000 円

第３条〔フェアプレー賞（高円宮杯）〕
(1) Ｊ１リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が 34 ポイント以下の反則ポイント数
最少チームに対し、高円宮杯を授与する。
(2) Ｊ１リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が 34 ポイント以下のチームに対し、フ
ェアプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイントが少ない上位３チームに対しそれ
ぞれ金 5,000,000 円の賞金を授与する。
(3) Ｊ２リーグ戦における反則ポイントの年間合計数 42 ポイント以下のチームに対し、フェ
アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイント数最少チームに対し金 2,500,000 円
の賞金を授与する。
(4) Ｊ３リーグ戦における反則ポイントの年間合計数 32 ポイント以下のチームに対し、フェ
アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイント数最少チームに対し金 1,000,000 円
の賞金を授与する。
(5) 前４項にいう反則ポイントの計算は、Ｊリーグ規約第 158 条に定める計算方法に基づい
て行う。
(6) 第２項に定め る反則ポイン トが少ない上位３チームに該当するチームが４以上ある場
合、上位のチームから順に金 5,000,000 円ずつ配分するものとする。ただし、上位から
数えたチーム数の合計が４以上となる順位のチームについては、賞金額の残額を同順位
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のチームで均等配分する。
(7) 第３項および第４項に定める反則ポイント数最少チームが複数ある場合、該当賞金を均
等配分する。
第４条〔個人表彰〕
(1)

Ｊ１リーグ戦を通じて次の各賞を選考し、賞金または賞品を授与する。
① 最 優 秀 選 手 賞：賞金 2,000,000 円、記念品
② 優

秀

選

手

賞：メダル

③ ベ ス ト イ レ ブ ン：賞金 1,000,000 円、記念品
④ 得

点

王：賞金 1,000,000 円、記念品

⑤ 最 優 秀 ゴ ー ル 賞：賞金

500,000 円、記念品

⑥ ベストヤングプレーヤー賞：賞金

500,000 円、記念品

⑦ フェアプレー個人賞：賞金

500,000 円、記念品

⑧ 最 優 秀 監 督 賞：賞金 1,000,000 円、記念品
⑨ 最 優 秀 主 審 賞：記念品
⑩ 最 優 秀 副 審 賞：記念品
(2) Ｊ２リーグ戦における最多得点者に記念品等を授与する。
(3) Ｊ３リーグ戦における最多得点者に記念品等を授与する。
(4) 前３項の各賞の受賞者は、チェアマンが指名した者により構成される選考委員会が決定
する。
(5) 選手および審判員に対し、リーグ戦通算出場記録により、記念品および賞品を授与して
表彰を行うことができる。
第５条〔リーグカップ表彰〕
(1) リーグカップ戦終了後、チームの順位により次のとおり賞金および記念品を授与する。
① 優勝：賞金 150,000,000 円、Ｊリーグカップ、メダル
② ２位：賞金 50,000,000 円、楯、メダル
③ ３位：１チームにつき賞金 20,000,000 円、楯
(2) リーグカップ戦における最優秀選手を選考し、賞金または賞品を授与する。
第６条〔功労者表彰〕
(1) Ｊリーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰を行うことができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、クラブから推薦された者の中からチェアマンが推薦し、理事
会が決定する。
第７条〔Ｊリーグベストピッチ賞〕
(1) Ｊ１、Ｊ２およびＪ３リーグ戦におけるホームゲームの２分の１以上を開催したＪクラ
ブのホームスタジアムの内、ピッチが最も優秀と認められたスタジアムに対して、記念
品を授与する。
(2) 前項の受賞スタジアムはマッチコミッショナーの評価を基に、チェアマンが決定する。
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第８条〔最優秀育成クラブ賞〕
(1) Ｊクラブにおける選手育成の実績と、選手育成に携わる指導者の功績を讃え、記念品を
授与する。
(2) 前項の表彰を受けるものは、チェアマンが指名した者により構成される選考委員会が決
定する。
第９条〔Ｊリーグアウォーズ〕
(1) 個人表彰およびフェアプレー賞等を表彰するＪリーグアウォーズは、リーグ戦終了後に
行う。
(2) Ｊリーグアウォーズには、次の者が出席する。
① Ｊリーグ役員、実行委員等
② 受賞対象チームの役員および選手
③ 個人表彰の受賞者
④ その他の表彰対象者
(3) 前項の出席者の交通費・宿泊費は、Ｊリーグ「旅費規程」に基づきＪリーグが負担する。
ただし、受賞者が海外在住の場合は、出席者の交通費、宿泊費は以下のとおりＪリーグ
が負担する。
① 国外から国内および国内から国外への移動における、航空機ビジネスクラス往復利用相
当分
② 国内での移動にかかる交通費（Ｊリーグ旅費規程に基づく）
③ 国内での宿泊費（Ｊリーグ旅費規程に基づく）。ただし、３泊分を上限とする
(4) Ｊリーグアウォーズには、サッカー担当記者、マッチコミッショナー、審判関係者、オ
フィシャルパートナー関係者およびその他の関係者を招待する。
第 10 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 11 条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 26 年１月 21 日
平成 27 年１月 20 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日
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旅
第１条〔目

費

規

程

的〕

本規程は、Ｊリーグ規約第 81 条および第 116 条に基づき、選手、監督、コーチおよび審
判員等の交通費・宿泊費について定める。
第２条〔公式試合の交通費・宿泊費〕
(1) Ｊ３を除く公式試合におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により
算出する。
① 人員数は 27 名（役員およびチームスタッフ９名、選手 18 名）を上限とする
② 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする
ただし、
イ. 在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする
ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
③ 宿泊費は、試合前の１泊分として１名につき金 20,000 円以下とする
ただし、
イ. 本拠地から試合開催地までの距離が片道 100km 未満のときを除く
ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、試合後の１泊を認めることがある
(2) Ｊ３におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。
① 人員数は 26 名（役員およびチームスタッフ８名、選手 18 名）を上限とする
② 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする
ただし、
イ. 在来線による場合は普通車の特急または B 寝台とする
ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
③ 宿泊費は、試合前の１泊分として１名につき金 12,000 円とする
ただし、
イ. 本拠地から試合開催地までの距離が片道 100km 未満のときを除く
ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
(3) 前２項の交通費・宿泊費は、その全額を、遠征を行ったチームを保有するＪクラブが負担する。
(4) 前項の規定にかかわらず、第１項または第２項に基づき計算した各チームの交通費・宿
泊費の総額に著しい差異が生じた場合、Ｊリーグは実行委員会の定める方法により、そ
の差額の全部または一部を補填する。
第３条〔審判員およびマッチコミッショナーの交通費 ・宿泊費〕
(1) Ｊ３を除く公式試合の審判員の交通費・宿泊費は、次の基準によりＪリーグが支給する。
① 宿泊費は、１泊につき金 20,000 円以下とする
ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が 200km 以上のときは前泊を認め、
特別の事情があるときは後泊も認める
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② 交通費は、次の基準により支給する
イ. 往復 2,000 円を超えない場合、一律金 2,000 円とする
ロ. 往復 2,000 円を超える場合は、実費精算とする
ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする
片道 100km 未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道 100km 以上のとき
は、これに加え、在来線特急列車のグリーン車および寝台列車のグリーン寝台ならび
に新幹線の普通車指定席の利用を認める。ただし、主審については新幹線のグリーン
車の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不
可避の場合はこの限りではない
(2) Ｊ３の審判員の交通費・宿泊費は、次の基準によりＪリーグが支給する。
① 宿泊費は、１泊につき金 12,000 円とする
ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が 200km 以上のときは前泊を認め、
特別の事情があるときは後泊も認める
② 交通費は、次の基準により支給する
イ. 往復 2,000 円を超えない場合、一律金 2,000 円とする
ロ. 往復 2,000 円を超える場合は、実費精算とする
ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする
片道 100km 未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道 100km 以上のとき
は、これに加え、在来線特急列車の普通車および寝台列車の B 寝台ならびに新幹線の
普通車指定席の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められ
ないが、不可避の場合はこの限りではない
(3) Ｊリーグ規約第４章第４節における非公式有料試合の審判員の交通費・宿泊費は、前２
項に定める基準により、主管者が支給する。
(4) 公式試合のマッチコミッショナーの交通費・宿泊費は、次の基準によりＪリーグが支給
する。
① 宿泊費は、１泊につき金 20,000 円以下とする
ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が 200km 以上のときは前泊を認め、
特別の事情があるときは後泊も認める
② 交通費は、次の基準により支給する
イ. 往復 2,000 円を超えない場合、一律金 2,000 円とする
ロ. 往復 2,000 円を超える場合は、実費精算とする
ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする
片道 100km 未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道 100km 以上のとき
は、これに加え、在来線特急列車および寝台列車ならびに新幹線の普通車指定席の利
用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不可避の
場合はこの限りではない
第４条〔監督・コーチ等の行事参加〕
(1)

Ｊ１およびＪ２クラブの監督およびコーチ等が、Ｊリーグの指示に基づき行事に参加
する場合の交通費・宿泊費は、次の基準によりＪリーグが支給する。

①

交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする。ただし、在来線による場合は
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グリーン車の特急または寝台とする
②
(2)

宿泊費は、１泊につき金 20,000 円とする
Ｊ３クラブの監督およびコーチ等が、Ｊリーグの指示に基づき行事に参加する場合の
交通費・宿泊費は、次の基準により J リーグが支給する。

①

交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする。ただし、在来線による場合は普通
車の特急または寝台とする

②

宿泊費は、１泊につき金 12,000 円とする

第５条〔選手の行事参加〕
選手が、Ｊリーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費については、第
２条第１項または第２項に定める基準により、Ｊリーグが支給する。
第６条〔協会の規程の準用〕
本規程に定めのない事項については、協会の「旅費規程」を準用する。
第７条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第８条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 26 年１月 21 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日
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ユニフォーム要項
第１条〔趣

旨〕

本要項は、
「サッカー競技規則」および「Ｊリーグ規約」第 49 条第４項の規定に基づき、
公式試合におけるユニフォームに関する事項について定める。
第２条〔ユニフォーム〕
本要項においてユニフォームとは、シャツ、ショーツ、ソックス等、選手が身につける
ものをいう。
第３条〔ユニフォームの色彩〕
(1) フィールドプレーヤーのユニフォームの前面と背面の主たる色彩は同じであるものとする。
(2) シャツは以下の要件を満たすものでなければならない。
① 袖があること
② 審判員が常時着用するシャツの色と明確に判別し得る色彩であること
③ アンダーシャツを着用する場合は、袖の色がシャツの袖の主たる色と同じであること
(3) アンダーショーツまたはタイツを着用する場合は、その色はショーツの主たる色、また
はショーツの裾の部分と同じ色でなければならない。
(4) それぞれのゴールキーパーは、他の競技者、審判員と区別し得る服装を着用しなければ
ならない。
第４条〔ユニフォームの事前承認〕
Ｊクラブは、使用するユニフォームに関し、Ｊリーグの承認を得なければならない。
第５条〔使用義務〕
Ｊクラブは、試合において、その所属チームの選手に、
「ユニフォーム使用計画」に定め
るユニフォームを使用させなければならない。
第６条〔選手番号・チーム名・チームエンブレム〕
(1) 選手番号は事前にＪリーグに登録しなければならず、シーズン途中の変更は認めないも
のとする。ただし、２種トップ可、特別指定選手制度により出場が認められた場合、こ
の限りではない。
(2) ユニフォームには選手番号が以下のように表示されていなければならない。
① 選手番号は、服地と明確に判別することができる色のものとし、服地が縞柄等であって
明確な識別が困難なときには台地をつけるものとする
② 選手番号の表示場所およびサイズは、次のとおりとする
イ. シャツ（必須）
・場

所：前面１か所
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・サイズ：高さ 10～15cm の間
・場

所：背中１か所

・サイズ：高さ 25～35cm の間
ロ. ショーツ（任意）
・場

所：前面右下１か所

・サイズ：8～15cm の間
(3) 選手番号は、０は不可とし、１をゴールキーパー、２～11 をフィールドプレーヤーとす
る。12 以降はポジションと無関係とし、50 までは欠番を認める。ただし、51 からは連
番で番号をつけることとし、欠番は認めない。
(4) 選手番号には、チームエンブレムまたはチーム名を、各数字の１か所に入れることがで
きる。ただし、背番号の視認性を妨げるものであってはならない。
(5) シャツには、次のものを表示することができる。
① チーム名
・場

所：任意の場所に１か所

・サイズ：面積は 300cm2 以下
② チームエンブレム
・場

所：胸部分に１点

・サイズ：100cm 2 以下
(6) ショーツには、次のいずれかのものを１か所表示することができる。
① チーム名
・場

所：任意の場所に１か所

・サイズ：50cm 2 以下
② チームエンブレム
・場

所：任意の場所に１か所

・サイズ：50cm 2 以下
(7) ソックスには、次のいずれかのものを表示することができる。
① 選手番号
・場

所：任意の場所に左右各１か所

・サイズ：50cm 2 以下
② チーム名
・場

所：任意の場所に左右各１か所

・サイズ：50cm 2 以下
➂ チームエンブレム
・場

所：任意の場所に左右各２か所まで

・サイズ：片方につき合計で 50cm2 以下
第７条〔アームバンド〕
チームのキャプテンは、キャプテンであることを明確に表示するアームバンドを着用し
なければならない。
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第８条〔指定マーク等〕
(1) シャツの右袖上腕部には、Ｊリーグが大会に応じて指定するマークを１点つけなければ
ならない。
(2) Ｊ１リーグ年間優勝チームは、優勝の翌シーズンの間は、前項の指定するマークに代え
て、Ｊリーグ指定の「Ｊ１リーグチャンピオンマーク」をつけなければならない。
第９条〔メーカー名の表示〕
(1) ユニフォームのメーカー名またはメーカーマークの表示場所およびサイズは、それぞれ
以下のとおりとする。
① シャツ
・場

所：胸１か所

・サイズ：20cm 2 以下
② ショーツ
・場

所：任意の場所に１か所

・サイズ：20cm 2 以下
③ ソックス
・場

所：左右各２か所まで

・サイズ：各１か所ずつ表示する場合は、それぞれ 20cm 2 以下
各２か所ずつ表示する場合は、１点につき 10cm2 以下
(2) シャツ、ショーツおよびソックスには、Ｊリーグの事前の承認により、メーカー名また
はメーカーマークの入ったラインテープをつけることおよびメーカー名またはメーカー
マークの透かしを入れることができる。
① シャツ
・場

所：任意の場所

・サイズ：8cm 以下
② ショーツ
・場

所：任意の場所

・サイズ：8cm 以下
③ ソックス
・場

所：任意の場所

・サイズ：5cm 以下
第 10 条〔広告の表示〕
(1) ユニフォームに第三者のための広告を表示する場合には、スポンサーの名称および商品
名等を、事前に所定の「広告掲出申請書」によりＪリーグに届け出なければならない。
(2) 前項に基づく広告は、第４項に従い、シャツに４か所まで、ショーツに１か所のみ表示
することができる。ただし、１か所につき１社に限るものとし、原則としてシーズン途
中の変更は認めない。
(3) 以下の場合に限りステージおよび１st ユニフォームと２nd ユニフォームとで異なる広
告を表示することができる。
① 100%の資本（親子）関係がある２社の企業名
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② 同一企業の異なる２商品名
③ 企業名とその企業の商品名
(4) 前項の広告を表示する場所およびサイズは、次のとおりとする。
① シャツ前面
・場

所：選手番号上部または下部１か所

・サイズ：300cm 2 以下
② シャツ背中
・場

所：選手番号上部または下部１か所

・サイズ：200cm 2 以下
③ シャツ背中裾
・場

所：裾１か所

・サイズ：150cm 2 以下
④ シャツ左袖
・場

所：任意の場所に１か所

・サイズ：50cm 2 以下
⑤ ショーツ前面左
・場

所：任意の場所に１か所

・サイズ：80cm 2 以下
(5) ユニフォームに協会またはＪリーグが指定するキャンペーンマークその他の広告以外の
ものを表示する場合にも、原則として前項のサイズによるものとする。
第 11 条〔選手名の表示〕
(1) シャツおよびショーツには、選手名または通称を表示することができる。
(2) 前項の表示をする場所、サイズ等および文字の種類は、次のとおりとする。
① シャツ背中
・場

所：選手番号上部または下部

・サイズ：１文字の高さを 7.5cm 以下
② ショーツ前面右下
・場

所：選手番号上部または下部

・サイズ：50cm 2 以下
(3) 選手名の表示を選手名または通称以外にて行うことを希望する場合は、事前にＪリーグ
に申請し、承認を得なければならない。
第 12 条〔その他表示できるもの〕
(1) シャツには、以下のものを表示することができる。
① ホームタウン名または活動区域を表示することができる。ホームタウンもしくは活動
区域の自治体を主体とするスローガン・キャッチフレーズ、周年事業のイベント表記等、
Ｊリーグに事前申請、承認された場合のみ表示が可能となる。ただし、主たる目的に商
業的理由を持たないものに限る。表示する場合は「表示面積（50cm 2 以下）の１/３以下」
とし、ホームタウン・活動区域の表示サイズを超えてはならない。
場
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所：右袖１か所

サイズ：50cm 2 以下
② 右袖以外の部分１か所に、チームシンボルを表示することができる。ただし、大きさは
50cm2 以下とする
③ 優勝回数に相当する個数の星印を表示することができる
(2) ソックスには、次のいずれかのものを表示することができる。
① 選手番号。ただし、左右各１か所とし、大きさはそれぞれ 50cm 2 以下とする
② チーム名。ただし、左右各１か所とし、大きさはそれぞれ 50cm 2 以下とする
③ チームエンブレム。ただし左右各２か所までとし、大きさは片方につき合計で 50cm 2 以
下とする
(3) シャツには、以下の各号の試合関連情報を表示することができる。ただし、場所はシャ
ツ前面の胸の位置で、サイズは 50cm 2 以下とし、１文字の高さは 2cm を超えてはならな
い。
① 開催日
② 対戦カード
③ スタジアム名
④ 前各号のほか、Ｊリーグの承認を得た事項
第 13 条〔記念ユニフォーム等〕
Ｊクラブは、
「ユニフォーム使用計画」とは異なるユニフォームの着用申請」によりＪリ
ーグに申請し、その承認を得た場合、
「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームとは
異なる記念ユニフォーム等を使用することができる。ただし、当該記念ユニフォーム等は
本要項に従ったものに限る。
第 14 条〔大会別ユニフォームの着用〕
Ｊクラブは、
「ユニフォーム使用計画」とは異なるユニフォームの着用申請」によりＪリ
ーグに申請し、その承認を得た場合、
「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームとは
異なる大会別ユニフォームを使用することができる。当該大会別ユニフォームは各大会で
以下の掲出内容の変更を可能とするが、本要項に従ったものに限る。
① デザイン
② ユニフォームのメーカー
③ スポンサーの名称および商品名等
第 15 条〔改

正〕

本要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 16 条〔施

行〕

本要項は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 29 年１月 25 日
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☽

のであってはならない

☽

→背番号の視認性を妨げるも

れることができる

チーム名を各数字1か所に⼊

・チームエンブレム、または

★選⼿番号表⽰

ホームタウン
50㎠以下

シャツ

シャツ

背中

25㎝〜35㎝

10㎝〜15㎝

前⾯

チーム名
300㎠以下

エンブレム 100㎠以下

チームシンボル
50㎠以下
※右袖以外1か所可

8㎝〜15㎝

エンブレム

エンブレム

チーム名

エンブレム

エンブレム

チーム名

エンブレム
50㎠以下

チーム名
50㎠以下

チーム名 左右各50㎠以下
チームエンブレム 左右合計50㎠以下
選⼿番号 左右各50㎠以下

いずれかひとつ

いずれかひとつ

図１ 〈選⼿番号・チーム名・チームエンブレム・ホームタウン/チームシンボル（本要項 第６条および第12条）〉
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前⾯

シャツ

背中

③
150㎠以下

②
200㎠以下

シャツ

①
300㎠以下

④
50㎠以下

1/2

1/2

図２ 〈広告掲出エリア（本要項 第10条 第4項）〉

⑤
80㎠以下
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䝧䞁䝏䛾ᒇ᰿䛿㏱᫂䛷䛒䜛䛣䛸
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୍ಖ⟶⏝䠅䚸䜶䜰䝁䞁䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
㙾䛝Ὑ㠃ྎ䠖᳨ᰝᐊෆ䜎䛯䛿䝖䜲䝺ෆ

䕿

䜻䝱䝡䝛䝑䝖䛿㧗䛥䡉๓
ᚋ䚸❧䛳䛶ୖ䛷᭩㢮స
ᴗ➼䛜䛷䛝䜛䜒䛾䚹

䝖䜲䝺䠖㻞ྡ䛷ධ䛳䛶䜒༑ศ䛺ᗈ䛥䚷㻔䞉㞀䛜䛔⪅⏝䝖䜲䝺➼㻕
䝖䜲䝺䛾౽ჾᶓ䛻䛿䚸᳨య䛜⨨䛡䜛䜘䛖䛺ྎ䠄䝖䜲䝺䝑䝖䝨䞊䝟䞊䝩䝹䝎䞊䛾ୖ䛜ᖹᆠ䚸䜎䛯

&

䛿ᑠ䛥䛺ྎ䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸
Ὑ㠃ྎ䛻䛿䚸᳨య䛜⨨䛡䜛䜘䛖䛺ྎ䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸
Ỉ䝅䝱䝽䞊䛿ᚅྜᐊ䛛䜙┤᥋ฟධ䜚䛷䛝䜛⨨䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸

䠄㻝䠅㐠Ⴀᮏ㒊ᐊ
䚷䈜ὀ
䊢
䠊
ㅖ
ᐊ
䞉
䝇
䝨
呎
䝇

䠄㻞䠅グ㘓ᐊ
䚷䈜ὀ

㻝㻜㻜䟝⛬ᗘ

䖩䖩䖩

䝔䝺䝡䚸┘ど䜹䝯䝷䝰䝙䝍䞊䚸㧗㏿䝁䝢䞊ᶵ䚸㻲㻭㼄

䖩䖩䖩

䝏䞊䝮᭦⾰ᐊ䚸ᑂุ᭦⾰ᐊ䜈䛾㐃⤡⏝䝤䝄䞊䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

&

䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸

䕿

䝢䝑䝏య䛜ぢΏ䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸ཎ๎䚸ಶᐊ䛷䛒䜛䛣䛸

䕿

㻠ே䛜ཎ๎䚸ᶓ䛻୪䜣䛷ᗙ䜜䜛ᗈ䛥䛷䛒䜛䛣䛸

䕿

㻸㻭㻺ᅇ⥺䚸䝔䝺䝡䝰䝙䝍䞊䚸㘓⏬⏕⨨䚸

䕿

䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
䠄㻟䠅ሙෆᨺ㏦ᐊ
䚷䈜ὀ
㻞
㻚
㐠
Ⴀ
㛵 䠄㻠䠅ᆺᫎീ᧯సᐊ
ಀ 䚷䈜ὀ

䖩䖩䖩

㻟ே䛜ᶓ䛻୪䜣䛷ᗙ䜚䚸䝬䜲䜽䜔᭩㢮䜢⨨䛟ᮘ䛚䜘䜃ᶵᮦ䜢タ⨨䛷䛝䜛ᗈ䛥䛷䛒䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

ᆺᫎീ⨨䛸㐃ᦠ䛷䛝䜛䛣䛸

䕿

❆䛿㛤㛢䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝢䝑䝏䚸ほᐈᖍయ䛚䜘䜃ᆺᫎീ⨨䛜ぢ䛘䜛ሙᡤ䛻ಶᐊ䛷タ⨨䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

ሙෆᨺ㏦䝅䝇䝔䝮䛸㐃ᦠ䛷䛝䜛䛣䛸
❆䛿ᐦ㛢䛧䛶䛒䜛䛣䛸
ほᐈᖍయ䛜ぢΏ䛫䜛ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
㻡㻜䟝⛬ᗘ

䠄㻢䠅་ົᐊ
䚷䈜ὀ

䠄㻣䠅䛭䛾

㻟
㻚
㛵
㼂
㐃
㻵
㻼

䠄㻝䠅㼂㻵㻼ཷ
䠄㻞䠅㼂㻵㻼䝷䜴䞁䝆䚷䈜ὀ
䠄㻝䠅䝯䝕䜱䜰ཷ

㻠
㻚
䝯
䝕 䠄㻞䠅グ⪅ᐊ
叺 䚷䈜ὀ
䜰
㛵
㐃
䠄㻟䠅䜹䝯䝷䝬䞁䠄䝣䜷䝖䜾䝷
䝣䜯䞊䚸㼀㼂䜽䝹䞊䠅ᐊ䚷䈜ὀ

䕿

䝢䝑䝏䚸ほᐈᖍయ䛚䜘䜃ᆺᫎീ⨨䛜ぢ䛘䜛ሙᡤ䛻ಶᐊ䛷タ⨨䛩䜛䛣䛸

䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
䠄㻡䠅㆙ᐹ䞉ᾘ㜵ྖ௧ᐊව᥍ᐊ㻌䈜ὀ

&

ሙෆᨺ㏦ᐊ䚸ᆺᫎീ᧯సᐊ䚸グ㘓ᐊ䚸➨㻠䛾ᑂุဨ䝧䞁䝏䛸䛾᭷⥺䜲䞁䜹䝮䠄䝦䝑䝗䝉䝑䝖䠅䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿
䖩䖩䖩
䕿
䖩䖩䖩
䕿
䖩䖩䖩

䝧䝑䝗䚸㻭㻱㻰䚸

䕿

䜶䜰䝁䞁䚸෭ⶶᗜ䚸〇ịᶵ

䕿

Ὑ㠃ྎ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

⥭ᛴ㌴୧⏝㥔㌴ሙ䛻┤᥋䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝇䝍䝑䝣᥍ᐊ䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝇䝍䝑䝣᥍ᐊ䚸䝪䞊䝹䝟䞊䝋䞁᭦⾰ᐊ䚸䜶䝇䝁䞊䝖䜻䝑䝈᥍ᐊ䚸๓ᗙヨྜ⏝
䝏䞊䝮᭦⾰ᐊ䚸䝬䝇䝁䝑䝖䞉₇ฟ㛵ಀ᥍ᐊ䚸⌧㔠⟶⌮ᐊ➼

&

䛤䜏㞟✚ᡤ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

㼂㻵㻼⏝䛾ᒇ᰿䛝ᑓ⏝ධཱྀ䛸ཷ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
㼂㻵㻼⏝㥔㌴ሙ䛛䜙┤᥋䜰䜽䝉䝇䛷䛝䚸䝯䝕䜱䜰䛾䜰䜽䝉䝇䜢つไ䛷䛝䜛䛣䛸
㼂㻵㻼ᖍ䛛䜙┤᥋䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䛣䛸

䖩䖩䖩
&
䖩䖩䖩

㧗ᐦᗘ㼃㼕㻙㻲㼕䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝯䝕䜱䜰⏝䛾ᒇ᰿䛝ᑓ⏝ධཱྀ䛸ཷ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝯䝕䜱䜰⏝㥔㌴ሙ䛛䜙┤᥋䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䛣䛸
㻤㻜ே௨ୖᐜྍ⬟䛺㒊ᒇ
䝜䞊䝖䝟䝋䝁䞁䚸䝜䞊䝖䛜⨨䛡䜛༑ศ䛺ᗈ䛥䛾ᮘ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䝔䝺䝡䚸බᘧ᭩㢮⏝䝷䝑䜽䚸෭ⶶᗜ䚸䜶䜰䝁䞁䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
㘓⏬⏕⨨䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

&
䖩䖩䖩
䕿
䕿
䖩䖩䖩

㼃㼕㻙㻲㼕䛜㈨ᩱ䛷䛝䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

㻠㻜ே௨ୖᐜྍ⬟䚹䜹䝯䝷⏝䝻䝑䜹䞊䚸෭ⶶᗜ䚸䜶䜰䝁䞁䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝢䝑䝏䜈䛾ᐜ᫆䛺䜰䜽䝉䝇ື⥺䛜☜ಖ䛷䛝䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
㼃㼕㻙㻲㼕䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸

ヨྜ୰䛻ᩆᛴ㌴䛜ᚅᶵ
䛧䛶䛔䜛ሙྜ䚸㢌㒊䚸㢁
㒊ᅛᐃྍ⬟䛺ᢸᯫ䛿ᩆ
ᛴ㌴㌴㍕䛾䜒䛾䛷Ⰻ䛔

䕿
䕿
䖩䖩䖩
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䠄㻠䠅グ⪅ぢᐊ
㻠
䚷䈜ὀ
㻚
䝯
䝕
叺
䜰
㛵 䠄㻡䠅䝭䝑䜽䝇䝌䞊䞁
㐃

ෆᐜ

䖩䖩䖩

┘╩䞉㑅ᡭ⏝䛸䝯䝕䜱䜰⏝䛾ฟධཱྀ䜢ศ䛡䛶タ⨨䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

┘╩䞉㑅ᡭ⏝䝇䝔䞊䝆ྎ䠄๓㒊䠅䚸䝔䝺䝡䜹䝯䝷ྎ䠄ᚋ㒊䠅䜢ᑡ䛺䛟䛸䜒୍᪉タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

㡢㡪タഛ䚸䝬䜲䜽䠄ྖ⏝䚸┘╩䞉㑅ᡭ⏝䚸㏻ヂ⏝䚸㉁ᛂ⟅⏝䠅䚸䜶䜰䝁䞁䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

㼃㼕㻙㻲㼕䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸
䝏䞊䝮᭦⾰ᐊ䛸䝏䞊䝮⏝㥔㌴ሙ䛸䛾㛫䛷䚸グ⪅ᐊ䚸䜹䝯䝷䝬䞁ᐊ䚸グ⪅ぢᐊ䜘䜚䜰䜽䝉䝇䛧䜔䛩䛔ሙᡤ䛻タ⨨
䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩
䕿

䝞䝑䜽䝟䝛䝹䚸ᰙ䛜タ⨨䛷䛝䜛䛣䛸

䕿

㻔㻢㻕䝣䝷䝑䝅䝳䜲䞁䝍䝡䝳䞊䞉 䝢䝑䝏䛸䝏䞊䝮᭦⾰ᐊ䛸䛾㛫䛻䚸㻟㼙㼤㻟㼙䛾䝇䝨䞊䝇䜢タ䛡䜛䛣䛸
䝫䝆䝅䝵䞁
䝞䝑䜽䝟䝛䝹䛜タ⨨䛷䛝䜛䛣䛸

䕿

䠄㻝䠅ᐇἣᨺ㏦ᐊ
㻌㻌㻔䝔䝺䝡䚸䝷䝆䜸㻕
䚷䈜ὀ

䝢䝑䝏య䛜ぢΏ䛫䜛䛣䛸䚹䜎䛯䚸䝔䝺䝡䝰䝙䝍䞊䜔᭩㢮䜢⨨䛟ᮘ䛚䜘䜃ᶵᮦ䜢タ⨨䛷䛝䜛ᗈ䛥䛷䛒䜛䛣䛸䚹䝔䝺䝡
୰⥅䜢⾜䛖㒊ᒇ䛻䛴䛔䛶䛿ཎ๎䚸㻠ே䛜ᶓ䛻୪䜣䛷ᗙ䜜䜛䛣䛸
㻯ᆺ䝁䞁䝉䞁䝖䠄㻟㻜㻭䠅䜢㻞⣔⤫䛚䜘䜃➃Ꮚ┙䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
❆䛜䝣䝹䜸䞊䝥䞁䛻䛺䜛䛣䛸

䠄㻢䠅ගᅇ⥺䛾タ⨨
䠄㻣䠅䜿䞊䝤䝹ᩜタ
㻌㻌㻌䝇䝨䞊䝇

&

䝯䜲䞁䝇䝍䞁䝗୰ኸ㒊䛻㻠ྎศ䜢☜ಖ䛧䚸㼀㼂୰⥅䜹䝯䝷䜽䝹䞊䛜⏝䛩䜛䛻༑ศ䛺㟁※䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䚹䜹䝯䝷䝇
䝨䞊䝇䛿䚸㻝ྎ䛻䛴䛝㻠䟝䛾ᗈ䛥䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䝯䜲䞁䝇䝍䞁䝗୧እഃ䛾䝨䝘䝹䝔䜱䜶䝸䜰䛾䝷䜲䞁ᘏ㛗⥺䛻ྛ㻞ྎศ
䠄㻞ᒁ㽢㻝ྎ㽢୧䝃䜲䝗䠖 ィ㻠ྎ䠅 䜹䝯䝷䝇䝨䞊䝇䛿 㻝ྎ䛻䛴䛝㻠䟝䛾ᗈ䛥䛜ᮃ䜎䛧䛔
୧䝂䞊䝹୰ኸ㒊䛻ྛ㻞ྎศ
䠄㻞ᒁ㽢㻝ྎ㽢୧䝃䜲䝗䠖 ィ㻠ྎ䠅 䜹䝯䝷䝇䝨䞊䝇䛿 㻝ྎ䛻䛴䛝㻠䟝䛾ᗈ䛥䛜ᮃ䜎䛧䛔
䝞䝑䜽䝇䝍䞁䝗䝁䞊䝘䞊㏆䛾㻶䝸䞊䜾䛜ᣦᐃ䛩䜛⨨䛻୰⥅䜹䝯䝷タ⨨䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䠄㻞䠅㌴᳔Ꮚ⏝
䠄㻟䠅ᅋయ䝞䝇⏝
䠄㻠䠅䝏䞊䝮⏝
䠄㻡䠅⥭ᛴ㌴୧⏝
㻝
㻚 䠄㻢䠅㼂㻵㻼⏝
㥔
㌴ 䠄㻣䠅䝯䝕䜱䜰⏝
ሙ
䠄㻤䠅䝔䝺䝡୰⥅⏝

䠄㻝㻜䠅ᗑ⏝

䕿
䕿
䕿
䕿

䝯䜲䞁䝇䝍䞁䝗୰ኸ㒊䛻㻝㻜♫ศ䜢タ⨨䛧䚸㻱㻺㻳䜹䝯䝷䜽䝹䞊䛜⏝䛩䜛䛻༑ศ䛺㟁※䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䚹䜹䝯䝷䝇䝨䞊
䝇䛿䚸㻝ྎ䛻䛴䛝㻠䟝䛾ᗈ䛥䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

䕿

≉䛻๓ิ䛾ほᐈ䛻䜘䜚ど㔝䜢ጉ䛢䜙䜜䛺䛔䜘䛖䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

䝇䝍䝆䜰䝮䛛䜙䝔䝺䝡ᒁ䛚䜘䜃୰⥅ᇶᆅ䜈ヨྜ୰⥅ᫎീ䜢ఏ㏦䛩䜛䛯䜑䛾䜰䞁䝔䝘䜢タ⨨䛩䜛䝇䝨䞊䝇

䕿

⾨ᫍ䜈ఏ㏦䛩䜛䛯䜑䛾䜰䞁䝔䝘ᦚ㍕㌴୧タ⨨䝇䝨䞊䝇

䕿

୰⥅ᫎീ➼䜢ఏ㏦䛩䜛䛯䜑䛾ගᅇ⥺䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

୰⥅㌴䛸䝔䝺䝡䜹䝯䝷䛚䜘䜃ᐇἣᨺ㏦ᐊ㛫䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

ほᐈ䜔㌴୧䛻䜿䞊䝤䝹䛜㋃䜎䜜䛺䛔䛣䛸

䕿

➃Ꮚ┙䜢ഛ䛘䜛䛣䛸

&

┳ᯈタ⨨䛻䜘䜚䚸ほᐈᖍ䛾ど⏺䜢ጉ䛢䛺䛔䛣䛸

䕿
䕿

┳ᯈ䛾ᚋ᪉䛻䝪䞊䝹䝟䞊䝋䞁䜔䜹䝯䝷䝬䞁䛜⾜䛝᮶䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝢䝑䝏࿘㎶䛻┳ᯈ䜢䛫䛯ྎ㌴䛜㏻䜜䜛ື⥺䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩
䕿

㟁ග┳ᯈ⏝䛾ᑓ⏝㟁※䠄≉Ṧ䠅䛜䛒䜛䛣䛸

&

බඹ㏻ᶵ㛵䛜ᐇ䛧䛶䛔䛺䛔ሙᡤ䛷䛿䚸ධሙྍ⬟ᩘ䛻ぢྜ䛖ྎᩘ䛾㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

㌴᳔Ꮚ⏝䛾䝀䞊䝖䛻䜰䜽䝉䝇䛧䜔䛩䛔ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
㌴᳔Ꮚ⏝㥔㌴ሙ䛿䚸㌴᳔Ꮚᖍ䛸ྠᩘタ⨨䛩䜛䛣䛸
䝒䜰䞊䝞䝇䛜㥔㌴䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㻝䝏䞊䝮䛒䛯䜚䚸ᆺ䝞䝇㻝ྎ䚸䝽䝂䞁㌴㻞ྎศ䛾䝇䝨䞊䝇䜢䝏䞊䝮ධཱྀ㏆䛻☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㻔㻭㻯㻸䛿ᆺ䝞䝇㻝ྎ䚸㻠䡐䝖䝷䝑䜽㻝ྎ䚸⏝㌴㻝ྎ㻕

䕿
䖩䖩䖩
䕿
䕿

㆙ᐹ䚸ᾘ㜵䚸ᩆᛴ㌴➼䛾⥭ᛴ㌴୧⏝䛾㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

ᩆᛴ㌴䛜䝢䝑䝏ෆ䜎䛷ධ䜜䜛ື⥺䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

㼂㻵㻼ཷ䛻䜰䜽䝉䝇䛧䜔䛩䛔ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
㼂㻵㻼ᖍ䛾ᩘ䛻ぢྜ䛖㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿
䖩䖩䖩

ᙳᶵᮦ䛺䛹䛾Ⲵ≀䛜ከ䛔䝯䝕䜱䜰⏝䛾㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

௨ୗ䚸㻞ᒁศ䛾㌴䛜㥔㌴䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䠄୰⥅㌴䚸⾨ᫍ㌴䚸㟁※㌴䚸ᶵᮦ㌴䚸ᨭ㌴䠅䚹

䕿

ᨺ㏦䝤䞊䝇䛻㏆᥋䛧䚸䜿䞊䝤䝹䛾ᩜタ䛻ၥ㢟䛺䛔ሙᡤ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㟁※䚸➃Ꮚ┙䚸㤋ෆඹ⫈䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䠄㻥䠅ᆺ䝖䝷䝑䜽⏝

䕿

䕿

ᅇ㌿ᘧ䜒䛧䛟䛿㟁ග┳ᯈ᧯స䜢⾜䛖ሙᡤ䛸䛧䛶䚸㞵㢼䛜䛧䛾䛢䚸䝢䝑䝏䛜ぢΏ䛫䜛⨨䛻༑ศ䛺సᴗ䝇䝨䞊䝇
䠄⣙㻟䟝䠅䛸㟁※䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
䠄㻝䠅୍⯡⏝

䕿
䖩䖩䖩

≉䛻๓ิ䛾ほᐈ䛻䜘䜚ど㔝䜢ጉ䛢䜙䜜䛺䛔䜘䛖䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸

┳ᯈタ⨨㠃䛜ᖹᆠ䛷䛒䜚䚸┳ᯈ㢮䛜タ⨨䛷䛝䛺䛔䜋䛹ഴᩳ䜢ᛴ䛻䛧䛺䛔䛣䛸
㻢㻚┳ᯈ㛵㐃

&
䖩䖩䖩
䕿

䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸

䠄㻡䠅ఏ㏦⏝ᶵᮦ➼
㻌㻌㻌タ⨨䝇䝨䞊䝇

䕿

᪂タ䛾ሙྜ䛿䚸䝗䜰䛾ୗ䛻䜿䞊䝤䝹⏝䛾㏻⥺ཱྀ䛜䛒䜛䛣䛸䠄㤋ෆඹ⫈䛾ሙྜ䚸୰⥅➃Ꮚ┙䛜䛒䜛ሙྜ䛿せ䠅
୰⥅䜢⾜䛖䝇䝍䝑䝣䛾᥍ᐊ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

㻡
㻚
୰ 䠄㻟䠅䝔䝺䝡୰⥅䜹䝯䝷
⥅ 㻌タ⨨䝇䝨䞊䝇
㛵
㐃

䕿
䖩䖩䖩

䝅䝱䝑䝍䞊䜢ഛ䛘䜛䛣䛸

䠄㻞䠅୰⥅䝇䝍䝑䝣᥍ᐊ㻌䈜ὀ 」ᩘ⏝ព䛩䜛䛣䛸

䠄㻠䠅䝔䝺䝡䝙䝳䞊䝇㛵㐃
㻱㻺㻳䜹䝯䝷タ⨨䝇䝨䞊䝇

䊣
䠊
䜰
䜽
䝉
䝇
㛵
ಀ

䕿

䝞䝑䜽䝟䝛䝹䜢タ⨨䛷䛝䜛䛣䛸

㻡⟠ᡤタ⨨䛷䛝䜛䛣䛸

䊢
䠊
ㅖ
ᐊ
䞉
䝇
䝨
呎
䝇

᳨ᰝᇶ‽

㻞㻜㻜䟝⛬ᗘ

䕿
䖩䖩䖩

ᗈ࿌┳ᯈ䛺䛹䛾ᆺᦙධ≀䜢タႠ䞉᧔ཤ䛩䜛ᆺ䝖䝷䝑䜽⏝䛾㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

䝇䝍䝑䝣䛾䛯䜑䛻༑ศ䛺㥔㌴䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

ᗑ⏝䚸䜿䞊䝍䝸䞁䜾ᦙධ㌴୧䛿䚸䝇䝍䝆䜰䝮ෆ㒊䛾ᦙධཱྀ䛻㏆䛔ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

ኟᏘ䛿䚸㣧㣗≀⏝䛾ಖ෭㌴䛾㥔㌴ሙ䜒⪃៖䛩䜛䛣䛸
䠄㻝㻝䠅䝅䝱䝖䝹䝞䝇⏝

䝅䝱䝖䝹䝞䝇䜢㐠⾜䛩䜛ሙྜ䛿䚸䝅䝱䝖䝹䝞䝇䛾䝞䝇䝥䞊䝹䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䠄㻝㻞䠅䛭䛾㛵ಀ⪅⏝

䕿
䖩䖩䖩

䛭䛾㛵ಀ⪅䛻ᚲせ䛺㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

㻞㻚㥔㍯ሙ

ほᐈ䛾䛯䜑䛾㥔㍯ሙ䜢䚸䜰䜽䝉䝇⎔ቃ䛻㚷䜏䛶タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

㻟㻚䝅䝱䝖䝹䝞䝇㝆ᡤ

䝅䝱䝖䝹䝞䝇䜢㐠⾜䛩䜛ሙྜ䛿䚸䝞䝇䛾⾜ඛู䛻ᚅᶵิ䝇䝨䞊䝇䛜䛒䜛㝆ᡤ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䚽

㻠㻚䝍䜽䝅䞊㝆ᡤ

䝯䝕䜱䜰䚸㼂㻵㻼䚸㛵ಀ⪅䛜⏝䛷䛝䜛䝍䜽䝅䞊㝆ᡤ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿
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ᚲ㡲䛸䛥䜜䜛タഛ

ෆᐜ
ධሙ䝀䞊䝖㏆䛻」ᩘ䛾❆ཱྀ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

㻝㻚ධሙๆሙ
䚷䈜ὀ

&

ධሙๆ㉎ධ⪅䛾䛯䜑䛾ᗊ䠄䜂䛥䛧䠅䛜䛒䜚䚸㞵䛻䜜䛺䛔䛣䛸

䕿

䝩䞊䝮⏝䚸䝡䝆䝍䞊⏝䛻ศ䛡䛶ᚅᶵิ䛜タ䛡䜙䜜䜛༑ศ䛺ᗈ䛥䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
እ࿘య䛿ኪ㛫䛷䜒Ᏻ䛜☜ಖ䛷䛝䜛↷᫂䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
ᚅᶵิ䛜䚸㛵ಀ⪅ධཱྀ䚸ᦙධཱྀ䛸ᕪ䛧䛺䛔䛷タ䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸
ほᡓ䜶䝸䜰䛻ᛂ䛨䛯ධሙ䝀䞊䝖䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䠄䝡䝆䝍䞊䝃䝫䞊䝍䞊䛾ศ㞳㻕

㻟㻚ධሙ䝀䞊䝖

䕿
䖩䖩䖩
㻞㻜㻝㻣ᖺ㻢᭶ᮎ䜎䛷䛻ᚲ䛪ලഛ

䖩䖩䖩
䕿

ᒇ᰿䚸㟁※䚸↷᫂䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

ᡭⲴ≀᳨ᰝ䚸䝡䞁䚸⨁䜢⛣䛧᭰䛘䜛タഛ䛜䛒䜛䛣䛸

䕿

䝽䞁䝍䝑䝏䝟䝇䛜タ⨨䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䛜䛒䜛䛣䛸
㌴᳔Ꮚ⏝䛾ධሙ䝀䞊䝖䛜䛒䜚䚸䝇䝻䞊䝥➼䛷㌴᳔Ꮚᖍ䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䛣䛸
䝇䝍䝆䜰䝮ᇶᮏཎ๎䜢ᐃ䜑䚸䛭䜜䜙䜢ほᐈ䛜ㄞ䜑䜛䜘䛖䛻ᥖ♧䛩䜛䛣䛸䚹᭱ప䛷䜒௨ୗ䛾ሗ䜢ྵ䜎䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔
䐟ධሙ䛩䜛ᶒ䚸䐠ヨྜ䛾୰Ṇ䜎䛯䛿ᘏᮇ䚸䐡⚗Ṇ㡯䠄⮬⢔㡯䠅䚸䐢ᗙᖍ䛾䝹䞊䝹䚸
䐣䝇䝍䝆䜰䝮䛛䜙㏣ᨺ䛥䜜䜛⏤䚸䐤⥭ᛴ㑊㞴⤒㊰

䕿
䖩䖩䖩
䕿

㻠㻚⥲ྜෆᡤ
䚷䈜ὀ

ほᐈ⏝䝀䞊䝖䛺䛹䚸ศ䛛䜚䜔䛩䛔ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
㐠Ⴀᮏ㒊ᐊ䛸㐃ᦠ䛜ྲྀ䜜䚸㏞Ꮚ䚸ⴠ䛧≀ᑐᛂ䛜䛷䛝䜛䛣䛸

䕿

㻡㻚ᩆㆤᐊ䚷䈜ὀ

䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻」ᩘタ⨨䛧䠄௬タ䛷䜒ྍ䠅䚸ᛂᛴ䝉䝑䝖䜢ഛ䛘䜛䛣䛸

䕿

㻢㻚㻭㻱㻰

་ົᐊ䛻㻝ྎ䛚䜘䜃ᩆㆤᐊ䜒䛧䛟䛿ほᐈ䜶䝸䜰䛻㻞ྎ௨ୖഛ䛘䜛䛣䛸

䕿

㻣㻚ᤵஙᐊ䚷䈜ὀ

䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒ㄏᑟ䛷䛝䚸䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

䊤 㻤㻚ႚ↮䝇䝫䝑䝖
䠊
ほ
ᐈ
⏝
㻥
タ
㻚 䠄㻝䠅䝖䜲䝺
ഛ
䝖
䜲
䝺
䠄㻞䠅ከ┠ⓗ䝖䜲䝺
䠄㻟䠅ሙእ䛾䝖䜲䝺

㻝㻜㻚䝁䞁䝁䞊䝇

ほᐈື⥺䛛䜙㝸㞳䛷䛝䚸䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻タ⨨䠄ሙእ䛷ྍ䠅
ศ↮䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸↮タഛ䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛣䛸
䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
㻝㻜㻜㻜ே䛾ほᐈ䛻ᑐ䛧䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒ὒᘧ䝖䜲䝺㻡ྎ䚸⏨ᛶ䛾ほᐈ㻝㻜㻜㻜ே䛻ᑐ䛧䚸⏨ᛶ⏝ᑠ౽ჾ㻤ྎ䜢ഛ䛘䜛䛣䛸㻌㻌䈜

䕿

䕿
䖩䖩䖩
䕿
䖩䖩䖩

Ὑ㠃ྎ䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝝䞁䝗䝗䝷䜲䝲䞊䚸䛚䜐䛴䛘䝧䝑䝗䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

㌴᳔Ꮚᖍ䛛䜙䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻䚸ᖍᩘ䛻ᛂ䛨䛯ᩘ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

ഛ⪃

䕿

㘄䛷䛝䚸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸
㈍䛩䜛䝏䜿䝑䝖䛾ᖍ✀䚸ᩱ㔠䜢ᥖ♧䛷䛝䜛䛣䛸

㻞㻚ධሙᚅᶵ䝇䝨䞊䝇

᳨ᰝᇶ‽

䕿

㛤㛛๓䛻⏝䛷䛝䜛䝖䜲䝺䛜ほᐈ⏝䝀䞊䝖㏆䛻䛒䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

༑ศ䛺ᗈ䛥䛜䛒䜚䚸㐺ᗘ䛺᫂䜛䛥䛜ಖ䛯䜜䛶䛔䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

ᒇ᰿䛷そ䜟䜜䛶䛔䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

䝖䜲䝺䚸㣧㣗ᗑ䚸䜾䝑䝈ᗑ䚸ᩆㆤᐊ䚸ᤵஙᐊ䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸

䖩䖩䖩

⥭ᛴ㑊㞴⏝䛾ື⥺䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸

䕿

ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶බ⾗㟁ヰ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

&

ほᐈ䜶䝸䜰ෆ䛾䛩䜉䛶䛾୍⯡⏝㏻㊰䚸㝵ẁ䚸ᡬ䛚䜘䜃䝀䞊䝖䛿䚸᫂䜛䛔Ⰽ䛷ሬ䛩䜛䛣䛸䚹ほᐈᖍ䛛䜙䝣䜱䞊䝹䝗
䜈⛣ື䛩䜛䛯䜑䛾䝀䞊䝖䜒ྵ䜎䜜䜛

&

䝇䝍䝆䜰䝮ෆ䛾䛩䜉䛶䛾ฟཱྀ䚸䝀䞊䝖䛚䜘䜃ほᐈᖍ䛛䜙䝣䜱䞊䝹䝗䜈⛣ື䛩䜛䛯䜑䛾䝀䞊䝖䛿ほᐈᖍ䛛䜙䜏䛶እ
ഃ䛻㛤䛟䜘䛖タ⨨䛧䚸㘄⨨䛜ྲྀ䜚䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸

&

䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻ᒇ᰿䛝䛷㐺ṇ䛺ᩘ䛜タ⨨䛥䜜䜛䛣䛸

䕿

㻝㻝㻚㻌㏻㊰䚸㝵ẁ

㻝㻞㻚
㣧
㣗 㣧㣗ᗑ
タ
ഛ

㻝㻟㻚䜾䝑䝈ᗑ

䛛䛔㣧㣗≀䛜ᥦ౪䛷䛝䜛䛣䛸

䕿

ᗑእ䛻ᴗྡ䞉䝻䝂䚸䝯䝙䝳䞊䚸ᩱ㔠⾲♧䛷䛝䜛䛣䛸

䕿

㟁※䚸↷᫂䛜☜ಖ䛥䜜䜛䛣䛸㻌㻔䝇䝍䝆䜰䝮እ࿘䚸䝁䞁䝁䞊䝇䜢ྵ䜐㻕

䕿

ほᐈᖍ௨እ䛷䜒㣧㣗䛜ྍ⬟䛺䝔䞊䝤䝹䜔䜹䜴䞁䝍䞊䜢タ䛡䜛䛣䛸

䕿

ᚅᶵື⥺䛜䝖䜲䝺䛸㏆䛟䛺䜙䛺䛔䜘䛖タ⨨ሙᡤ䛻㓄៖䛩䜛䛣䛸

䕿

䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻ᒇ᰿䛝䛷㐺ṇ䛺ᩘ䛜タ⨨䛥䜜䜛䛣䛸

䕿

㟁※䚸↷᫂䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸

䕿

䈜ධሙྍ⬟ᩘ䚷䠖䚷䝩䞊䝮䝀䞊䝮㛤ദ䛻⏝ྍ⬟䛺ᩘ䜢ᣦ䛧䚸ୗグ䠄㻝䠅䚸䠄㻞䠅䚸䠄㻟䠅䛾ྜィᩘ䛸䛩䜛䚹
䠄䠅䚷ධሙๆ䛜Ⓨๆ䛷䛝䜛ᗙᖍ䛾ᩘ
䚷䚷䚷䜲䠊ぢษ䜚ᖍ䚸ᖖタ䛾グ⪅ᖍ䚸ᐇἣᨺ㏦ᐊ➼䛾ᗙᖍ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹
䚷䚷䚷䝻䠊ᖖタ䛾㣕䜃㝆䜚㜵Ṇ䜶䝸䜰䛾ᖍᩘ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹䛯䛰䛧ᙜヱ䜶䝸䜰䛜ㄪᩚྍ⬟䛺ሙྜ䛿ᩘ䛻ྵ䜐䚹
䚷䚷䚷䝝䠊䝩䞊䝮䜽䝷䝤䛸䝡䝆䝍䞊䜽䝷䝤䛾ほᐈ㛫䛾⦆⾪ᆅᖏ䛾ᗙᖍᩘ䛿ྵ䜐䛜䚸ᖖタ䛾⦆⾪ᆅᖏ䛾ሙྜ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹
䚷䚷䚷䝙䠊❧䛱ぢ䜶䝸䜰䛿タ⟶⌮⪅䛸༠㆟䛾ୖධሙྍ⬟䛺ᩘ䛸䛩䜛䛜䚸᪂タཬ䜃つᶍᨵಟ䜢⾜䛖䝇䝍䝆䜰䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸
䚷㻌䚷䚷䚷䚷ほᐈᖍᩘ䛾❧䛱ぢᖍ䛿㻝ẁᗋ䛒䛯䜚㻝ே䛸䛧䚸㻝ᖍ䛾ᖜ䛿㻠㻡㼏㼙௨ୖ䚸ẁᗋ䛾ዟ⾜䛿㻤㻜㼏㼙௨ୖ䛸䛩䜛䚹
䠄䠅䚷๓ྕ௨እ䛾ᗙᖍ䛾ᩘ
䚷䚷䚷䜲䠊ᖖタ䛾9,3ᖍ䚹
䚷䚷䚷䝻䠊ಶᐊ䝷䜴䞁䝆䛝䛾ほᡓ䜶䝸䜰䛿䚸䝔䝷䝇䛻䛒䜛ᗙᖍ䛾ᩘ䛸䛩䜛䚹ಶᐊ䝷䜴䞁䝆ෆ䛾ᗙᖍᩘ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹
䠄䠅䚷㌴᳔Ꮚᖍ䛾ᩘ
䚷䚷䚷䜲䠊㌴᳔Ꮚほᡓ䜶䝸䜰䛿ᗙᖍ䛜䛺䛔䛜䚸㌴᳔Ꮚྎศ䛻䛴䛝ᖍ䛸ᩘ䛘䜛䚹
䚷䚷䚷䝻䠊㌴᳔Ꮚ䛾䝦䝹䝟䞊ᖍ䛿䚸ᖖタ䛾᳔Ꮚ䛜タ⨨䛥䜜䚸䛛䛴ᐇ㝿䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛾䜏ᩘ䛻ྵ䜑䜛䚹
䈜ほᐈᖍ䚷䠖㻭㻯㻸䛿㻡㻜㻜㻜ᖍ௨ୖ䛾ಶᖍ䛷␒ྕ䛜䛡䜙䜜䚸ᗙ㠃䛛䜙㧗䛥㻟㻜䟛௨ୖ䛾⫼䜒䛯䜜䛜䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹
䈜䝝䜲䝤䝸䝑䝗Ⱚ䚷䠖䝢䝑䝏య䛜ኳ↛Ⱚ䛸㻡㻑௨ୗ䛾ேᕤⰪ䛸䜢⤌ྜ䜟䛫䛯䜒䛾
䈜ὀ䚷䠖䚷䛂ྛㅖᐊ䞉䝇䝨䞊䝇䛻䛚䛡䜛ඹ㏻㡯┠䛃㐺⏝⟠ᡤ
䈜䠄ཧ⪃䠅㻌䠖䚷㻞㻜㻝㻝ᖺ㻣᭶ᨵゞ䛾㻲㻵㻲㻭䝃䝑䜹䞊䝇䝍䝆䜰䝮ᢏ⾡ⓗ᥎ዡ䛚䜘䜃せ௳㻔➨㻡∧㻕㻌䛻䜘䜛䝖䜲䝺䛾ᇶ‽䛿ḟ䛾䛸䛚䜚
䚷䚷㻌㻌䚷㻌㻌⏨ᛶ䛾ほᐈ㻝㻜㻜㻜ே䛻ᑐ䛧䚸⏨ᛶ⏝ᑠ౽ჾ㻝㻡ྎ䚸ὒᘧ䝖䜲䝺㻟ྎ䚸Ὑ㠃ྎ㻢ྎ䚹ዪᛶ䛾ほᐈ㻝㻜㻜㻜ே䛻ᑐ䛧䚸ὒᘧ䝖䜲䝺㻞㻤ྎ䚸Ὑ㠃ྎ㻝㻠ྎ䚹
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䝜䞊䝖䝟䝋䝁䞁䚸䝜䞊䝖䛜⨨䛡䜛༑ศ䛺ᗈ䛥䛾ᮘ䛸㟁※䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
㼃㼕㻙㻲㼕䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸
䛷䛝䜛䛰䛡ከ䛟䛾ほᐈᖍ䜢そ䛖䛣䛸
ᒇ᰿䜎䛯䛿↷᫂䛻㞾ಖㆤタഛ䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛣䛸
䝢䝑䝏ෆ䛾䛔䛪䜜䛾ಶᡤ䛻䛚䛔䛶䜒↷ᗘ㻝㻘㻡㻜㻜䝹䜽䝇௨ୖ䛾᫂䜛䛥䜢ಖᣢ䛧䚸ᆒ୍䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䛺䛚䚸᳨ᰝᇶ‽䛻㛵䜟䜙䛪䚸䛷䛝䜛䛰䛡᪩ᛴ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸䛻ດ䜑䜛䛣䛸䚹
PîP
ᖹᆠ䛷䛒䜛䛣䛸
ᖖ⥳䛷䛒䜛䛣䛸
Ỉ䛿䛡䛜Ⰻ䛔䛣䛸
ⓑⰍᙧ䠄እᚄ䛾┤ᚄ䛜㻝㻞䟛䠅䛷䚸ᇙ䜑㎸䜏ᘧ
䝪䞊䝹䜢Ⓨ䛩䜛⿵ᙉᮦ䜢⏝䛧䛺䛔䛣䛸
ⓑⰍ௨እ䛿-䝸䞊䜾䛻⏦ㄳ䛩䜛䛣䛸
䝂䞊䝹䝛䝑䝖䛿䝂䞊䝹䛾ᚋ᪉䛻䝫䞊䝹䜢❧䛶Ᏻ䛺᪉ἲ䛷ྲྀ䜚䛡䜛䛣䛸
㻝㻟ྡ௨ୖ╔ᖍ䛷䛝䜛䛣䛸
ྡ௨ୖ╔ᖍ䛷䛝䜛䛣䛸
䝧䞁䝏䛾ᒇ᰿䛿ほᐈ䛾ど㔝䜢ጉ䛢䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔
䜽䞊䝸䞁䜾䝤䝺䜲䜽䚸䝧䞁䝏ෆ䛷䝇䝫䞊䝒䝗䝸䞁䜽䛾㣧Ỉ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸
ᮘ䛝䛷䚸ฟධ䜚䛜䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
ྡ䛜╔ᖍ䛷䛝䜛䛣䛸
䝧䞁䝏䛾ᒇ᰿䛿ほᐈ䛾ど㔝䜢ጉ䛢䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔
䜽䞊䝸䞁䜾䝤䝺䜲䜽䚸䝧䞁䝏ෆ䛷䝇䝫䞊䝒䝗䝸䞁䜽䛾㣧Ỉ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸
㻭㻱㻰䚸ᢸᯫ䠄㻞ྎ䠅䚸㢌㒊䛾㢕㒊ᅛᐃྍ⬟䛺ᢸᯫ䠄㻝ྎ䠅䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䛶䛾䜶䝸䜰 ほᐈᖍ䚸ㅖᐊ䚸䝁䞁䝁䞊䝇䚸䝢䝑䝏䝺䝧䝹 䛷᫂░䛻⪺䛣䛘䜛ሙෆᨺ㏦䝅䝇䝔䝮䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
䝏䞊䝮᭦⾰ᐊ䛺䛹䛻୍⯡⏝䛾ᨺ㏦䛜ධ䜙䛺䛔䜘䛖ษ䜚᭰䛘䛜䛷䛝䜛䛣䛸
ᚓⅬ䜢⾲♧ฟ᮶䜛䜒䛾䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䠄ᆺᫎീ⨨䛷䛒䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䠅
䡚ศ㛫⾲♧䛷䛝䜛⊂❧䛧䛯ィ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䠄䝇䝁䜰䝪䞊䝗䛷䛾ව⏝ྍ䠅
ฟሙ䝯䞁䝞䞊䜢⾲♧䛷䛝䜛䜒䛾䠄䝇䝁䜰䝪䞊䝗䛷䛾ව⏝ྍ䠅
ᮏ௨ୖタ⨨䛧䚸9,3ᖍ䛛䜙どㄆ䛷䛝䜛䛣䛸
㻞ᐊ䛾᭦⾰タഛ䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
Ỉ䝅䝱䝽䞊䚸ὒᘧ䝖䜲䝺䚸㙾Ὑ㠃ྎ䚸䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䚸䝬䝑䝃䞊䝆ྎ䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
㻠ே䛾᭦⾰タഛ䜢ഛ䛘䚸㻣ே௨ୖᐜྍ⬟䛺㒊ᒇ䚹㏣ຍᑂ䠄㻭㻭㻾䠅᥇⏝䛾ሙྜ䚸㻞ྡ㏣ຍᑐᛂ䛷䛝䜛䛣䛸䚹
Ỉ䝅䝱䝽䞊䚸ὒᘧ䝖䜲䝺䚸䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䚸෭ⶶᗜ䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
୧䝏䞊䝮䛜ྠ䛻䛛䛴ูಶ䛻⏝䛷䛝䜛䛣䛸
㻝㻟ே௨ୖᐜྍ⬟䛺㒊ᒇ䚹㏣ຍᑂ䠄㻭㻭㻾䠅᥇⏝䛾ሙྜ䚸㻞ྡ㏣ຍᑐᛂ䛷䛝䜛䛣䛸䚹
䝏䞊䝮᭦⾰ᐊ䚸ᑂุ᭦⾰ᐊ䛾㏆䛟䛻䛒䜛䛣䛸
䝔䝺䝡䚸㘓⏬⏕⨨䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
㑅ᡭ䛾䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛜Ᏺ䜙䜜䜛ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸䠄ほᐈ䚸䝯䝕䜱䜰䛜㏆䛵䛟䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛔ሙᡤ䠅
ཬ䜃ྍ⬟䛺㝈䜚䝢䝑䝏䛛䜙⛣ື䛧䜔䛩䛔ሙᡤ䛷䛒䜛䛣䛸
ᚅྜᐊ䚸᳨ᰝᐊ㻔㻝䡚㻞ᐊ䠅䚸䝖䜲䝺䠄㻞ྡධ䛳䛶䜒༑ศ䛺ᗈ䛥䠅䚸 Ỉ䝅䝱䝽䞊㻔㻝ᐊ㻕䛜タഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸
᳨ᰝᐊ䛿ᚅྜᐊ䛛䜙┤᥋ฟධ䜚䛷䛝䜛䛣䛸䚹᳨ᰝᡭ⥆䛝୰䚸䛾᳨ᰝᑐ㇟㑅ᡭ䛾┠䛻ゐ䜜䜛䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖䛺ᵓ㐀
䛷䛒䜛䛣䛸
䝖䜲䝺䛿᳨ᰝᐊ䛛䜙┤᥋ฟධ䜚䛷䛝䜛䚸䜒䛧䛟䛿䛾᳨ᰝᑐ㇟㑅ᡭ䛾┠䛻ゐ䜜䜛䛣䛸䛺䛟ฟධ䜚䛷䛝䜛䛣䛸
෭ⶶᗜ䚸䝔䝺䝡䚸㘓⏬⏕⨨䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
㐠Ⴀᮏ㒊䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛣䛸
㧗㏿䝁䝢䞊ᶵ䚸䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䚸㻲㻭㼄䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
䝢䝑䝏య䜢ぢΏ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䚸㞵䛻䜜䛺䛔ᗙᖍ䛷䛒䜛䛣䛸䠄ಶᐊ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䠅
㟁ヰᅇ⥺䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
㻸㻭㻺ᅇ⥺䚸䝔䝺䝡䚸㘓⏬⏕⨨䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䝢䝑䝏䚸ほᐈᖍయ䛚䜘䜃ᆺᫎീ⨨䛜ぢ䛘䜛ሙᡤ䛻ಶᐊ䛷タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
ほᐈᖍయ䛜ぢΏ䛫䜛ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
䝧䝑䝗䚸෭ⶶᗜ䚸ィ䚸㻭㻱㻰
Ὑ㠃ྎ䚸〇ịᶵ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸

ഛ⪃

౨௹ؕแ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᵡ
Ṻ
Ṻ
ᵡ
Ṻ
ᵡ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᵡ
ṾṾṾ
Ṻ
ᵐᵎᵐᵐ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ
ᵐᵎᵏᵕ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
Ṻ
䕿
ᵐᵎᵏᵕ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
Ṻ
ṾṾṾ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᵐᵎᵏᵕ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ
ᵐᵎᵏᵕ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
ṾṾṾ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
᪂䛯䛻タ⨨䞉ᨵಟ
䛩䜛㝿䛻䛿䚸タィ
䛻-$'$䜈┦
ㄯ䛩䜛䛣䛸䚹
ṾṾṾ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
Ṻ
ṾṾṾ
Ṻ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ
ᵐᵎᵏᵕ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ

Ṻ
ṾṾṾ
ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵔஉộỂỆ࣏ẵφͳ



タഛ

䊢
䠊
ㅖ
ᐊ
䞉
䝇
䝨
呎
䝇

䊣
䠊
䜰
䜽
䝉
䝇
㛵
ಀ

ෆᐜ
䝜䞊䝖䝟䝋䝁䞁䚸䝜䞊䝖䛜⨨䛡䜛༑ศ䛺ᗈ䛥䛾ᮘ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
බᘧ᭩㢮⏝䝷䝑䜽䚸෭ⶶᗜ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䠄㻝䠅グ⪅ᐊ
䝔䝺䝡䚸㘓⏬⏕⨨䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
㼃㼕㻙㻲㼕䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸
㻟
䝢䝑䝏䜈䛾ᐜ᫆䛺䜰䜽䝉䝇ື⥺䛜☜ಖ䛷䛝䜛䛣䛸䠄グ⪅ᐊ䛸䛾ව⏝ྍ䠅
㻚 䠄㻞䠅䜹䝯䝷䝬䞁䠄䝣䜷䝖䜾䝷
䜶䜰䝁䞁䜢ഛ䛘䜛䛣䛸
䝯 䝣䜯䞊䚸㼀㼂䜽䝹䞊䠅ᐊ
䝕
㼃㼕㻙㻲㼕䛜⏝䛷䛝䜛䛣䛸
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䠄㻢䠅ගᅇ⥺䛾タ⨨
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䠄㻣䠅䜿䞊䝤䝹ᩜタ
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㌴᳔Ꮚ⏝䛾䝀䞊䝖䛻䜰䜽䝉䝇䛧䜔䛩䛔ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
䠄㻟䠅ᅋయ䝞䝇⏝
䝒䜰䞊䝞䝇䛜㥔㌴䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
䠄㻠䠅䝏䞊䝮⏝
㻝䝏䞊䝮䛒䛯䜚䚸ᆺ䝞䝇㻝ྎ䚸䝽䝂䞁㌴㻞ྎศ䛾䝇䝨䞊䝇䜢䝏䞊䝮ධཱྀ㏆䛻☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㆙ᐹ䚸ᾘ㜵䚸ᩆᛴ㌴➼䛾⥭ᛴ㌴୧⏝䛾㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
䠄㻡䠅⥭ᛴ㌴୧⏝
㻝
ᩆᛴ㌴䛜䝢䝑䝏ෆ䜎䛷ධ䜜䜛ື⥺䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㻚 䠄㻢䠅㼂㻵㻼⏝
㼂㻵㻼ཷ䛻䜰䜽䝉䝇䛧䜔䛩䛔ሙᡤ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
㥔
ᙳᶵᮦ䛺䛹䛾Ⲵ≀䛜ከ䛔䝯䝕䜱䜰⏝䛾㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㌴ 䠄㻣䠅䝯䝕䜱䜰⏝
௨ୗ䛾㌴䛜㥔㌴䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䠄୰⥅㌴䚸⾨ᫍ㌴䚸㟁※㌴䚸ᶵᮦ㌴䚸ᨭ㌴䠅
ሙ 䠄㻤䠅䝔䝺䝡୰⥅⏝
ᨺ㏦䝤䞊䝇䛻㏆᥋䛧䚸䜿䞊䝤䝹䛾ᩜタ䛻ၥ㢟䛺䛔ሙᡤ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
䠄㻥䠅ᆺ䝖䝷䝑䜽⏝
ᗈ࿌┳ᯈ䛺䛹䛾ᆺᦙධ≀䜢タႠ䞉᧔ཤ䛩䜛ᆺ䝖䝷䝑䜽⏝䛾㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
䝇䝍䝑䝣䛾䛯䜑䛻༑ศ䛺㥔㌴䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㻔㻝㻜䠅ᗑ⏝
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䠄㻝㻝䠅䛭䛾㛵ಀ⪅⏝
䛭䛾㛵ಀ⪅䛻ᚲせ䛺㥔㌴ሙ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
㻞㻚㥔㍯ሙ
ほᐈ䛾䛯䜑䛾㥔㍯ሙ䜢䚸䜰䜽䝉䝇⎔ቃ䛻㚷䜏䛶タ⨨䛩䜛䛣䛸
㻟㻚䝅䝱䝖䝹䝞䝇㝆ᡤ
䝅䝱䝖䝹䝞䝇䜢㐠⾜䛩䜛ሙྜ䛿䚸䝞䝇䛾⾜ඛู䛻ᚅᶵิ䝇䝨䞊䝇䛜䛒䜛㝆ᡤ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
㻠㻚䝍䜽䝅䞊㝆ᡤ
䝯䝕䜱䜰䚸㼂㻵㻼䚸㛵ಀ⪅䛜⏝䛷䛝䜛䝍䜽䝅䞊㝆ᡤ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
ධሙ䝀䞊䝖㏆䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸
㻝㻚ධሙๆሙ
㈍䛩䜛䝏䜿䝑䝖䛾ᖍ✀䚸ᩱ㔠䜢ᥖ♧䛷䛝䜛䛣䛸
㻞㻚ධሙᚅᶵ䝇䝨䞊䝇
እ࿘య䛿ኪ㛫䛷䜒Ᏻ䛜☜ಖ䛷䛝䜛↷᫂䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䚷
㻟㻚ධሙ䝀䞊䝖
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㌴᳔Ꮚᖍ䛛䜙䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻䚸ᖍᩘ䛻ᛂ䛨䛯ᩘ䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸
⥭ᛴ㑊㞴⏝䛾ື⥺䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸
䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻ᒇ᰿䛝䛷㐺ṇ䛺ᩘ䛜タ⨨䛥䜜䜛䛣䛸
ᗑእ䛻ᴗྡ䞉䝻䝂䚸䝯䝙䝳䞊䚸ᩱ㔠⾲♧䛷䛝䜛䛣䛸
䛹䛾ᖍ䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛺ሙᡤ䛻ᒇ᰿䛝䛷㐺ṇ䛺ᩘ䛜タ⨨䛥䜜䜛䛣䛸

Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ
Ṻ

䚷
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䈜ධሙྍ⬟ᩘ䚷䠖䚷䝩䞊䝮䝀䞊䝮㛤ദ䛻⏝ྍ⬟䛺ᩘ䜢ᣦ䛧䚸ୗグ䠄㻝䠅䚸䠄㻞䠅䚸䠄㻟䠅䛾ྜィᩘ䛸䛩䜛䚹
䠄䠅䚷ධሙๆ䛜Ⓨๆ䛷䛝䜛ᗙᖍ䛾ᩘ
䚷䚷䚷䜲䠊ぢษ䜚ᖍ䚸ᖖタ䛾グ⪅ᖍ䚸ᐇἣᨺ㏦ᐊ➼䛾ᗙᖍ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹
䚷䚷䚷䝻䠊ᖖタ䛾㣕䜃㝆䜚㜵Ṇ䜶䝸䜰䛾ᖍᩘ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹䛯䛰䛧ᙜヱ䜶䝸䜰䛜ㄪᩚྍ⬟䛺ሙྜ䛿ᩘ䛻ྵ䜐䚹
䚷䚷䚷䝝䠊䝩䞊䝮䜽䝷䝤䛸䝡䝆䝍䞊䜽䝷䝤䛾ほᐈ㛫䛾⦆⾪ᆅᖏ䛾ᗙᖍᩘ䛿ྵ䜐䛜䚸ᖖタ䛾⦆⾪ᆅᖏ䛾ሙྜ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹
䚷䚷䚷䝙䠊❧䛱ぢ䜶䝸䜰䛿タ⟶⌮⪅䛸༠㆟䛾ୖධሙྍ⬟䛺ᩘ䛸䛩䜛䛜䚸᪂タཬ䜃つᶍᨵಟ䜢⾜䛖䝇䝍䝆䜰䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸
䚷㻌䚷䚷䚷䚷ほᐈᖍᩘ䛾❧䛱ぢᖍ䛿㻝ẁᗋ䛒䛯䜚㻝ே䛸䛧䚸㻝ᖍ䛾ᖜ䛿㻠㻡㼏㼙௨ୖ䚸ẁᗋ䛾ዟ⾜䛿㻤㻜㼏㼙௨ୖ䛸䛩䜛䚹
䠄䠅䚷๓ྕ௨እ䛾ᗙᖍ䛾ᩘ
䚷䚷䚷䜲䠊ᖖタ䛾9,3ᖍ䚹
䚷䚷䚷䝻䠊ಶᐊ䝷䜴䞁䝆䛝䛾ほᡓ䜶䝸䜰䛿䚸䝔䝷䝇䛻䛒䜛ᗙᖍ䛾ᩘ䛸䛩䜛䚹ಶᐊ䝷䜴䞁䝆ෆ䛾ᗙᖍᩘ䛿ྵ䜎䛺䛔䚹
䠄䠅䚷㌴᳔Ꮚᖍ䛾ᩘ
䚷䚷䚷䜲䠊㌴᳔Ꮚほᡓ䜶䝸䜰䛿ᗙᖍ䛜䛺䛔䛜䚸㌴᳔Ꮚྎศ䛻䛴䛝ᖍ䛸ᩘ䛘䜛䚹
䚷䚷䚷䝻䠊㌴᳔Ꮚ䛾䝦䝹䝟䞊ᖍ䛿䚸ᖖタ䛾᳔Ꮚ䛜タ⨨䛥䜜䚸䛛䛴ᐇ㝿䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛾䜏ᩘ䛻ྵ䜑䜛䚹
䈜ほᐈᖍ䚷䠖㻭㻯㻸䛿㻡㻜㻜㻜ᖍ௨ୖ䛾ಶᖍ䛷␒ྕ䛜䛡䜙䜜䚸ᗙ㠃䛛䜙㧗䛥㻟㻜䟛௨ୖ䛾⫼䜒䛯䜜䛜䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹
䈜䝝䜲䝤䝸䝑䝗Ⱚ䚷䠖䝢䝑䝏య䛜ኳ↛Ⱚ䛸㻡㻑௨ୗ䛾ேᕤⰪ䛸䜢⤌ྜ䜟䛫䛯䜒䛾
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主管権譲渡規程
第１条〔趣

旨〕

本規程は、「Ｊリーグ規約」第 45 条に基づき、ホームゲームの主管権の譲渡について定
める。
第２条〔主管権の譲渡〕
(1) Ｊクラブは、Ｊリーグの事前の承認を得て、ホームゲームの主管権を、協会に所属する
都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる。
(2) 主管権譲渡の対象となった試合（以下「譲渡試合」という）の運営に関する一切の費用
（協会納付金等を含む）は、主管権の譲渡を受けた都道府県サッカー協会が負担する。
(3) Ｊクラブは、主管権を譲渡した場合においても、
「Ｊリーグ規約」に定めるＪクラブの義
務を免れるものではない。
第３条〔後援・協力〕
主管権の譲渡を受ける都道府県サッカー協会は、Ｊリーグの事前の承認を得た場合にか
ぎり、譲渡試合に対する地方公共団体、新聞社または放送会社の後援または協力を得るこ
とができる。
第４条〔譲渡の手続き〕
主管権の譲渡は、次に定める手続きによるものとする。
① 主管権を譲渡しようとするＪクラブは、譲渡試合の属する大会の開幕日の３か月前まで
に、主管権を譲渡する都道府県サッカー協会との連名にて、Ｊリーグに対し所定の申請
書（様式１または様式２）により申請する
② Ｊリーグは、申請を受理した後 14 日以内に、承認の可否を、申請元のＪクラブに通知
する
第５条〔譲渡金および純益の配分〕
本規程に基づくＪ１、Ｊ２の主管権の譲渡の対価は、金 2,000 万円（消費税を含まない）
以上とし、Ｊ３の主管権の譲渡の対価は、金 500 万円（消費税を含まない）以上とする。
第６条〔公衆送信権〕
譲渡試合の公衆送信権（テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送
信を行う権利を含む、以下「公衆送信権」という）は、すべてＪリーグに帰属する。
第７条〔試合の運営〕
譲渡試合の運営については、
「Ｊリーグ規約」および「試合実施要項」の定めるところに
よる。
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第８条〔改

正〕

本規定の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第９条〔施

行〕

本規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
〔改

正〕
平成 26 年１月 21 日
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平成
公益社団法人
チェアマン

年

月

日

日本プロサッカーリーグ
村井 満
殿

（住所）
甲〔譲渡するＪクラブ〕 （名称）
（代表者）
(印)
（住所）
乙〔譲受ける都道府県 （名称）
サッカー協会〕 （代表者）
(印)

主管権譲渡承認申請書〔様式１〕
甲から乙に対し、下記の条件により公式試合の主管権を譲渡いたしたく、
「Ｊリーグ
規約」第 45 条および「主管権譲渡規程」第４条に基づき申請いたします。
記

１

譲渡試合

①日

時

②場

所

平成

年

月

日

午前・午後

時

分

③対戦相手
２

大会運営

Ｊリーグの試合実施要項に準拠する.

３

経

①必要経費

乙が、Ｊリーグ規約第75条の必要経費を負担する。

②遠征費用

乙は、「旅費規程」に定める基準に従い、出場チー
ム双方に対し試合当日までに支払う。

③その他

(1) マッチコミッショナーならびに主審および副
審２名の旅費等はＪリーグが負担する。
(2) 第４の審判員の旅費等は乙が負担する。
(3) 試合使用球７個は甲が準備する。

４

費

入 場 料 お よ ①入場料
び入場券等
②入場券
③招待券

入場料収入はすべて乙が管理する。
入場券は乙の費用負担により作成し、その発行枚数
は所定の用紙により甲からＪリーグに報告する。
乙は、Ｊリーグ所定の枚数の招待券を、無償にてＪ
リーグに提供する。
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④協会納付
乙は、協会納付金を、甲を経由して協会に納付する。
金
乙は、入場料の体系および入場券のデザインについ
て事前に甲を経由してＪリーグの承認を得る。

⑤事前承認
５

公衆送信権

公衆送信権はＪリーグに帰属する。

６

ポスター等

ポスターおよびプログラムは、乙の費用負担により作成する。

７

広告掲載等

乙は、スタジアムに提出する広告看板および入場券の裏面への広
告掲出等については、事前に甲を経由してＪリーグの承認を得る。

８

譲渡の対価

①金

９

後援または
協力
（団体名）

主管権譲渡の対価は金
（ただし、消費税を含まない）とする。

額

円

②支払時期

乙は、前項の対価を、譲渡試合の実施日の翌日から
起算して20日以内に、甲に対し支払う。

③支払方法

Ｊリーグの指定する方法による。

①後

援

②協

力

10 収支報告

乙は、譲渡試合の実施日の翌日から起算して20日以内に、甲を経由
してＪリーグに対し、所定の用紙により譲渡試合の収支報告を行う。

11 協

本申請書に定めのない事項については、協会の寄附行為、Ｊリー
グ規約およびこれらに付随する諸規程の定めるところに従い、甲、
乙およびＪリーグが誠意をもって協議の上決定する。

議

以上

〔注〕：本申請書は、甲乙捺印済みのもの３通を提出して下さい。

承

認

書

上記の申請書に基づく主管権の譲渡を承認します。
平成
年
月
日
公益社団法人
チェアマン

承認番号
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平成

年・第

日本プロサッカーリーグ
村井
満 （印）

号

支度金支給基準
（単位：万円）

支払対象
費

目
住

居

独身者

妻帯者
（配偶者のみ）

妻帯者
（同居扶養家族有）

１DK

２LDK

３LDK

80

100

150

0

0

50

費

子 供 用 品 等
家具等

電

品

100

その他の家具等

100

自

化

製

動

合

車
計

100
380

400

500

支度金支給基準
１.

支給時期

(1) 初めてプロ選手として「日本サッカー協会選手契約書」を締結するとき
(2) プロ選手として移籍するとき
ただし、支度金に該当する費用が伴う場合
２.

支払対象を次の通り区分する。

(1) 独身者
(2) 妻帯者（配偶者のみ）
(3) 妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合
３.

支度金該当費目

(1) 住居費
(2) 子供用品等
(3) 家具等
(4) 自動車
４.

その他
交通費、宿泊費および引越し費用は、実費を支給することができる。

５.

改正
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
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Ｊ３リーグへ参加するＪ１およびＪ２クラブが編成するＵ－２３チームに関する特則
第１条〔目

的〕

Ｊリーグは、日本サッカーの将来を担う若手選手により多くの実戦経験を積む機会を提
供し、もって若手選手の育成強化および日本サッカーの発展に資すること、ならびに、Ｊ
３リーグの競技力および価値を向上させ、もってＪ３リーグの発展に寄与することを目的
として、次条において定義する「Ｕ－２３チーム」のＪ３リーグへの参加に関する特例的
措置を講じることとし、本特則において、
「Ｕ－２３チーム」を編成しているＪ１またはＪ
２クラブ（以下「Ｕ－２３チーム編成クラブ」という）のＪリーグ規約および関連する諸
規定における権利義務等について定めることとする。
第２条〔定

義〕

Ｕ－２３チームとは、Ｊリーグ理事会によりＪ３リーグに参加を承認されたＪ１または
Ｊ２クラブがその登録する選手を用いて編成するトップチームとは別の２つ目のチームを
いう。
第３条〔Ｕ－２３チーム編成クラブの地位〕
Ｕ－２３チーム編成クラブは、Ｕ－２３チームに関して別途のＪリーグの会員たる資格
を有するものではない。
第４条〔諸規程との関係〕
本特則において定められた事項が、Ｊリーグ規約および関連する諸規程の内容に抵触す
る場合、本特則の内容が優先する。
第５条〔申

請〕

(1) Ｊ３リーグへＵ－２３チームの新規参加を希望するＪ１クラブまたはＪ２クラブは、Ｊ
リーグが指定する次の書類の提出をもって参加登録申請を行うことができる。
① Ｊ３リーグへのＵ－２３チーム参加登録申請書
② 宣言書
③ 強化・育成プラン
④ 組織運営体制
⑤ 収支予算書
⑥ スタジアム、トレーニング施設
⑦ 過去の育成実績
(2) 次シーズンへのＵ－２３チーム新規参加については、その前年のシーズンの６月 30 日ま
でに前項に定める申請を行わなければならない。
(3) 既にＪ３リーグに参加しているＵ－２３チーム編成クラブは、原則としてＪ３リーグに
継続参加するものとし、毎年６月 30 日までに、第１項第２号ないし第７号の書類を提出
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しなければならない。
第６条〔審

査〕

(1) Ｊリーグは、前条に基づき提出された書類および申請クラブからのヒアリングその他Ｊ
リーグが必要と認める方法により、次項の審査を行う。
(2) Ｊリーグは申請クラブに対し、次の審査を行う。
① 申請クラブの責任者からの聴取
② クラブの経営状態、人事体制、組織運営、法務等およびＵ－２３チームの戦力に関する
調査
③ Ｊ３リーグで使用するスタジアム基準審査
④ 次条に定める各条件の充足状況に関する審査
第７条〔Ｕ－２３チームの条件〕
Ｊ３リーグへＵ－２３チームを参加申請するクラブは、次の条件を満たしていなければ
ならない。
(1) ホームタウンまたは活動区域内のＪ３基準を満たすスタジアムで原則としてホームゲー
ムの 80%以上確保されていること。
(2) Ｕ－２３チームの運営にあたり、短期的に資金難に陥る可能性が極めて低いとＪリーグ
が評価できる状態であること。
(3) Ｕ－２３チームを運営できる人事、組織体制が整えられていること。
第８条〔決

定〕

理事会は第７条の審査結果を踏まえ、Ｕ－２３チームのＪ３リーグ参加の可否を決定し、
その結果を申請クラブに書面にて通知する。
第９条〔Ｕ－２３チームのチーム数およびＵ－２３チームの入れ替え〕
(1) Ｕ－２３チームのチーム数
Ｕ－２３チームのＪ３リーグにおけるチーム数は、Ｊ３クラブ総数の３分の１を上限の
目安とする。
(2) Ｕ－２３チームの入れ替え
２０１７シーズン以降についてのＵ－２３チームへの参入（継続参加を含む）希望クラ
ブ数が前項の上限の目安となるチーム数を上回る場合、Ｊ３リーグにおける成績下位の
Ｕ－２３チームとの入れ替えを実施する。入れ替えの方法については、別途理事会で定
める。
第 10 条〔処

分〕

(1) Ｕ－２３チーム編成クラブが、その編成するＵ－２３チームに関連して、次の各号いず
れかに該当するときは、理事会はＵ－２３チーム編成クラブに対し、当該Ｕ－２３チー
ムのＪ３リーグへの参加資格の停止処分その他必要と認める処分を行うことができる。
① Ｊリーグの名誉を傷つけ、またはＪリーグの目的に反する行為があったとき
② 第７条に定める条件を満たさなくなったとき

143

③ 第 14 条に定める義務に違反したとき
(2) 前項の規定に基づき処分をした場合は、Ｊリーグはその事実と理由を公表する。
(3) 第１項の規定によりＵ－２３チームのＪ３リーグへの参加資格の停止処分を行う場合
は、その決議を行う理事会以前に、Ｕ－２３チーム編成クラブに弁明の機会を与えなけ
ればならない。
第 11 条〔脱

退〕

(1) Ｕ－２３チーム編成クラブがその編成するＵ－２３チームをＪ３リーグから脱退させよ
うとする場合は理事会の承認を得なければならない。ただし、シーズン途中の脱退は認
められず、また次シーズン終了をもって脱退しようとする場合は、その前年の６月 30
日までに申請しなければならない。
(2) 脱退したＵ－２３チームは理事会の承認がないかぎり、Ｊ３リーグへの再参加は認めら
れない。
(3) 第１項にかかわらず、トップチームがＪ３リーグに降格することが決定した場合は、当
該トップチームを保有するＵ－２３チーム編成クラブは、翌シーズンからＪ３リーグを
自動的に脱退することとする。
第 12 条〔Ｕ－２３チームの名称〕
Ｕ－２３チームの名称は、トップチーム名に「Ｕ－２３」をつけることを原則とする。
また、チーム名称については商標登録済みであるかまたは商標出願してなければならない。
第 13 条〔Ｕ－２３チームのチームロゴ、エンブレム〕
Ｕ－２３チームのチームロゴおよびエンブレムは、原則としてトップチームのデザイン
と同じとする。ただし、理事会の承認を得て、トップチームのチームロゴ及びエンブレム
を踏襲しつつ、
「Ｕ－２３」表記を付加するなど、差別可能なデザインを使用することがで
きる。また、当該チームロゴおよびエンブレムについては商標登録済みであるかまたは商
標出願していなければならない。
第 14 条〔Ｕ－２３チーム編成クラブの義務〕
(1) Ｕ－２３チーム編成クラブにかかるＪリーグ関係者は、当該Ｕ－２３チームに関して、
Ｊリーグ規約第３条の適用を受ける。
(2) Ｕ－２３チーム編成クラブは、当該Ｕ－２３チームに関して、Ｊリーグ規約第 19 条に定
める入会金および会費の支払いを要しないが、Ｊ３リーグ戦への参加料（対象年の１月
１日～12 月 31 日）として、参加初年度は 1,500 万円(税抜)、２年目からは 1,000 万円(税
抜)を当年の４月末までに納入しなければならない。
(3) Ｕ－２３チーム編成クラブは、Ｕ－１８年代の大会とＵ－２３チームの試合日程が重複
した場合、各選手にとってより良い出場機会を創出しなければならない。
(4) Ｕ－２３チーム編成クラブは、ＡＣＬ出場やＪ２への降格（Ｊ１クラブの場合）があっ
た場合でも、継続的にＵ－２３チームを編成してＪ３リーグに参加しなければならない。
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第 15 条〔Ｕ－２３チーム編成クラブの責任〕
(1) Ｕ－２３チーム編成クラブは、Ｕ－２３チームに関してＪリーグ規約第 51 条〔Ｊクラブ
の責任〕に定める責任を負う。
(2) Ｕ－２３チーム編成クラブは、その編成するＵ－２３チームに関して、トップチームに
関するのと同等の責任を有する。
(3) Ｕ－２３チーム編成クラブは、Ｊ３リーグ参加により、その後万が一、Ｊリーグクラブ
ライセンスの各基準を満たさない状況となった場合、クラブライセンスが取り消される
かまたは制裁が科される可能性があることを理解しているものとする。
第 16 条〔実行委員〕
(1) Ｕ－２３チーム編成クラブは、Ｕ－２３チームの実行委員を選任しなければならない。
ただし、当該実行委員については、実行委員会規程第３条の規定は適用されない。また
当該クラブの実行委員と同じ者が兼ねることもできる。
(2) Ｕ－２３チームの実行委員は実行委員会規程第２条第２項のＪ３実行委員会に出席し、
実行委員会規程第８条の定足数に数えられ、議決権を保有する。ただし、実行委員会規
程第２条第２項の合同実行委員会には出席できない。但し、実行委員会規程第９条によ
るオブザーバー出席を妨げない。
(3) Ｕ－２３チームの実行委員は、当該Ｕ－２３チームに関し、規約その他の諸規程に定め
る実行委員の義務を負うものとする。
第 17 条〔Ｕ－２３チームに関するＪリーグ規約等の適用〕
(1) Ｕ－２３チーム編成クラブは、当該Ｕ－２３チームに関して、Ｊリーグ規約および「２
０１７明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」の各条項に定める遵守義
務の適用を受けるものとする。ただし、下記条項に関しては適用を受けないものとする。
Ｊリーグ規約
① 第３章

Ｊクラブ

② 第 41 条〔参加義務等〕第１項
③ 第 107 条〔トップチーム以外の監督、コーチおよびアカデミーダイレクター〕第２項
④ 第 122 条〔収入の配分〕但し、公衆送信権料についてはホームゲームにてローカル放
送局で放送されたホーム分のみ配分する
(2) Ｕ－２３チームの実行委員、運営担当、広報担当、セキュリティ担当、チームスタッフ
（Ｊリーグ規約第 47 条第１項第３号に定める意味を有する）その他のチーム関係者は、
Ｊクラブにおけるそれらと同等のものとして取り扱い、Ｊリーグ規約に定める遵守義務
（Ｊリーグ関係者の遵守義務について定める第３条を含む。）の適用を受けるものとする。
(3) Ｕ－２３チームのチームスタッフは、トップチームのチームスタッフとの兼務を認める。
(4) Ｕ－２３チームはＪリーグ規約第 42 条および第 42 条の補足基準第２条に則り、
「 最強の
チームによる試合参加」とする。ただし、Ｕ－２３チームで出場するオーバーエイジ枠
選手は試合出場実績に関わらず「直前５試合出場先発選手」とみなす。
第 18 条〔表彰の取り扱い〕
(1) Ｕ－２３チームが残した成績はＪリーグ規約第 82 条に定める表彰の対象となり、賞金も
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支払われる。
(2) Ｕ－２３チームで試合に出場した選手は、当該チームで残した成績がＪリーグ規約第 82
条に定める表彰の対象となり、選手への記念品も贈呈される。
第 19 条〔Ｊ２・Ｊ３クラブの入れ替えに関する取り扱い〕
Ｕ－２３チームがＪ３リーグ戦において２位以内となった場合、Ｊリーグ規約第 17 条に
定めるＪ２・Ｊ３クラブの入れ替えについては、以下の通り取り扱う。
(1) Ｊ２における年間順位の下位２クラブがＪ３に降格し、Ｊ３におけるすべてのＵ－２３
チームを除いた年間順位の上位２クラブがＪ２に昇格する。
(2) 前項について、当該クラブの昇格要件に関わる事項は、Ｊリーグ規約第 17 条第２項、第
３項および第４項に定める条項を適用する。
第 20 条〔登録等〕
(1) チーム登録
トップチームとＵ－２３チームは協会基本規程第３章第２節第 57 条に則り加盟登録さ
れた同一のチームとする。
(2) 選手登録
Ｕ－２３チームの選手登録は、Ｊリーグ規約第 100 条のＪリーグ登録に際して、当該シ
ーズンの 12 月 31 日において満年齢 23 歳以下の者に、その旨の付記登録をすることによ
り行う。外国籍選手も同様とする。
(3) 選手番号
オーバーエイジとして出場する選手を含め、Ｕ－２３チームにおける選手番号を、トッ
プチームにおける選手番号と異なった番号で登録することも可能とし、トップチームに
おける選手番号と異なる選手番号をＵ－２３チームにおいて登録する場合には、Ｊリー
グ規約第 100 条のＪリーグ登録において、Ｕ－２３チームにおける選手番号を付記登録
することにより行う。
(4) 試合エントリーメンバー
Ｕ－２３チームの試合エントリーメンバーは、本条第２項のＵ－２３チームの選手登録
がなされた選手によって構成されなければならない。ただし、試合エントリーメンバー
の内、３名は、Ｕ－２３チーム編成クラブに選手登録された選手のうち、Ｕ－２３チー
ム選手登録がなされていない選手（以下「オーバーエイジ」という。）の出場を認めるこ
ととする。また、ゴールキーパーに限り、追加で１名のオーバーエイジを認めることと
する。
(5) 追加登録期限
追加登録期限日は 2017 年９月 15 日とする。
(6) 監督の登録
① Ｕ－２３チームの監督はトップチームの監督と兼任できない。ただし、トップチーム、
アカデミーのコーチとの兼任はできる
② Ｕ－２３チームの監督の資格は協会の定める有効なＳ級指導者資格またはそれに相当
すると協会が認定した指導者としての実績のある者
(7) コーチ、チームスタッフ等の登録
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① コーチはトップチームとの兼任を認める
② チームスタッフ、運営担当、広報担当はトップチームとの兼任を認める
(8) ユニフォーム
Ｕ－２３チームのユニフォームはトップチームと別のデザインを認める。ただし、色使
い等においてトップチームのデザインを踏襲し、関連性を維持すること。また、ユニフ
ォーム要項に準ずること。
第 21 条〔出場時間の取り扱い〕
Ｕ－２３チームの選手としての対象試合の出場時間は、
「プロサッカー選手の契約、登録
および移籍に関する規則」の「1-3

プロＡ契約・プロＢ契約」に定める出場時間に算入さ

れる。
第 22 条〔同日での試合出場〕
トップチームまたはＵ－２３チームの公式試合にて試合エントリーのみで出場していな
い選手は、同日開催される別の試合（Ｊ１またはＪ２またはＪ３）に出場することができ
る。ただし、１分でも出場した場合は、同日の他の試合には出場することはできない。
第 23 条〔規律委員会による処分〕
各リーグは別大会として扱うため、警告累積、退場、出場停止は別のリーグには影響し
ない。
第 24 条〔改

正〕

本特則の改正は、Ｊリーグ理事会の承認により、これを行うものとする。
第 25 条〔施

行〕

本特則は、平成 28 年１月 19 日から施行する。
〔改

正〕
平成 29 年１月 25 日
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Ｊ３クラブライセンス交付規則
第１条〔趣

旨〕

本交付規則は、Ｊ３の参加資格であるＪ３クラブライセンス（以下「Ｊ３ライセンス」
という）の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。
第２条〔審査の基準〕
Ｊ３ライセンスの審査は、以下の５つの基準について行われる。
① 競技基準(第７条)
② 施設基準(第８条)
③ 人事体制・組織運営基準(第９条)
④ 法務基準(第 10 条)
⑤ 財務基準(第 11 条)
第３条〔申

請〕

(1) Ｊ３ライセンスの審査の申請日において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、
Ｊ３ライセンスの申請者（以下「Ｊ３ライセンス申請クラブ」という）となり得る。
① Ｊ１クラブ
② Ｊ２クラブ
③ Ｊ３クラブ
④ 日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）に所属するＪリーグ百年構想クラブ。ただし、Ｊ３
ライセンスの審査の申請日の前年の 11 月 30 日までに、
「 Ｊリーグ百年構想クラブ規程」
第５条第１項に定める申請を行っている百年構想クラブに限る。
(2) Ｊ３ライセンスの交付を受けようとするクラブは、所定の手続きにより、原則としてＪ
３ライセンスの対象となるシーズン(以下「対象シーズン」という)の前年６月 30 日まで
にＪ３ライセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。
(3) 前項の規定にかかわらず、Ｊリーグクラブライセンス交付規則に基づき、そのライセン
ス申請締切日までにＪ１またはＪ２のクラブライセンスの申請を行ったものの、いずれ
のクラブライセンスについてもＦＩＢ(クラブライセンス交付第一審機関)またはＡＢ
（クラブライセンス交付上訴機関）から交付決定を受けられなかったクラブは、対象シ
ーズンについて前項の申請を行っていたものとみなす。ただし、Ｊリーグクラブライセ
ンス事務局から、追加でＪ３ライセンスに関する申請書類の提出を求められる場合があ
る。
第４条〔審

査〕

(1) 前条第２項の規定に基づく申請がなされたときは、クラブライセンス事務局が審査を実
施し、必要に応じてＪ３ライセンス申請クラブに対して追加書類の提出を求め、また、
ヒアリングを実施するものとする。
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(2) クラブライセンス事務局は前項に基づく審査結果をまとめた書面を理事会に提出し、理
事会が次条に定める合否を審議し、決定するものとする。
(3) 前項の決定は、対象シーズンの前年の 11 月末までに行われるものとする。
第５条〔審査方法〕
(1) 審査は第７条から第 11 条までに定める各基準をすべて充足した場合に合格したものと
する。審査に合格したＪ３ライセンス申請クラブには、対象シーズンのＪ３ライセンス
が交付される。
(2) 前項の規定にかかわらず、理事会は、第７条から第 11 条までに定める基準のいずれかを
充足しない場合であっても、対象シーズンのＪ３リーグの安定開催に支障を及ぼさない
と認められる場合には、Ｊ３ライセンスを交付することができる。かかる場合、理事会
は、Ｊリーグ規約第 142 条第１項に定める制裁を合わせて審議決定するものとする。た
だし、基準 F.01 第３項に定める基準が未充足であったＪ３ライセンス申請クラブに対す
る制裁は、原則として、対象シーズンの勝点減（最大 10 点）とする。
(3) 審査の過程で、又は審査の結果を踏まえて、Ｊリーグは、第７条から第 11 条に定める基
準に関して、クラブに通知のうえ、改善に向けた指導を行うことができる。
第６条〔有効期間〕
Ｊ３ライセンスの有効期間は、対象シーズンの満了までとする。
第７条〔競技基準〕
競技基準を以下の各項目のとおり定める。
番号
S.01

項目およびその内容
アカデミーチーム
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊ３ライセンスの審査の申請日時点で、普及
活動（サッカースクールまたはクリニック）を定期的に実施している実績が
なければならない。
(2) Ｊ３ライセンス申請クラブは、下記のアカデミーチームのうちいずれか 1 つ
以上を保有しているか、Ｊ３ライセンス申請クラブと関連する法人内に置い
ていなければならない。ただし、第３号に定めるチームについては、当該年
齢におけるサッカースクールまたはクリニックで代替することができる。な
お、Ｊ３ライセンス申請クラブは、毎年度、当該アカデミーチームを技術的
および金銭的に支援しなければならない。
① U-18 チーム
② U-15 チーム
③ U-12 チーム
(3) 前項にいうアカデミーチームのうち、U-18 チーム、U-15 チームはＪＦＡにチ
ームおよび所属選手の登録を行わなければならず、U-12 チームについては、
ＪＦＡにチーム登録した場合には、ＪＦＡに当該チームの所属選手を登録し
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なければならない。
S.02

アカデミープログラム
Ｊ３ライセンス申請クラブは、下記項目を記載した「アカデミー申請書」（Ｊリ
ーグ指定書式）を提出しなければならない。
① 育成・普及の理念および方針
② Ｊ３ライセンス申請クラブのアカデミー組織図
③ アカデミーの指導者に関する情報(資格、指導歴等)
④ アカデミーのトレーニング施設に関する情報

S.03

選手の医療面でのケア(メディカルチェック)
Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊリーグ入会が認められて以降は、トップチー
ムでプレーするすべての選手に対して、Ｊリーグの定めるメディカルチェックを
年に１回受診させ、「Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」第 12 条の定めに
基づく「Ｊリーグメディカルチェック報告書」につき、対象選手全員分をＪリー
グに提出しなければならない。

S.04

教育プログラム
Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊリーグ入会が認められて以降は、ＪＦＡ審判
委員会が説明する、レフェリングおよびサッカー競技規則に関するルール講習会、
ならびにスポーツ・インテグリティ、ドーピング管理およびその他ＡＦＣが求め
るテーマに関するイベントやセッションに、選手、監督、コーチ、強化責任者を
出席させ、出席者の一覧をＪリーグが指定した期日までに提出しなければならな
い。

第８条〔施設基準〕
(1) 施設基準は、次の各号に定められた内容を充足していなければならない。
① Ｊリーグ規約第 29 条第２項、第３項、第４項第３号
② Ｊリーグ規約第 30 条第２項
③ Ｊリーグ規約第 31 条
④ Ｊリーグ規約第 32 条各項
⑤ Ｊリーグ規約第 35 条第１項
⑥ Ｊ３スタジアム検査要項
(2) 前項の定めのほか、施設基準を以下のように定める。
番号
I.01

項目およびその内容
公認スタジアム（ホームスタジアム）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊリーグ公式試合の試合開催に利用すること
のできる、以下のいずれかの条件を満たすスタジアムを、ホームスタジアム
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として確保しなければならない。
① Ｊ３ライセンス申請クラブがスタジアムを所有していること
② Ｊ３ライセンス申請クラブと使用するスタジアムの所有者(複数ある場合
はそれぞれのスタジアムの所有者)との間で、Ｊリーグ公式試合において
スタジアムを使用できることが、書面(Ｊリーグ指定書式)にて合意されて
いること。なお、Ｊリーグ公式試合におけるスタジアムの使用とは、ホー
ムゲーム数の 80％以上を原則として当該スタジアムで開催することを指
す。なお、公式試合で使用するスタジアムが複数ある場合は各会場で開催
される公式試合の合計数を対象とする。
(2) 前項のスタジアムは、第８条１項各号に定める要件を満たしていなければな
らない。
(3) ホームスタジアム確認書は、当該書類の提出日から２年以内に発行されたも
のでなければならない。
I.02

スタジアムの認可（安全性と警備計画）
(1) ホームスタジアムは、国内の法律や地域の条例による安全性と避難計画に関
する規定を満たし、認可を受けて建設されたものでなければならない。
(2) Ｊ３ライセンス申請クラブは、地元警察、消防等の公的機関と密接に協力し、
スタジアムの安全と治安の維持についての計画を網羅的に記載した警備計画
書を作成のうえ、Ｊリーグに提出しなければならない。ただし、新たにＪリ
ーグ入会を希望するクラブについては、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシー
ズンの開幕までに提出するものとする。
(3) 前項にいう計画には、チケット発行・販売の方法、観客の中から特定の個人
や集団を選別する方法やふるい分けの方法、隔離すべき事態が起こった場合
の計画、群衆を分散させるための計画、医療サービス、火事や停電等の緊急
事態が発生した場合の対策など、試合の運営について全般的に網羅するよう
に努めなければならない。

I.03

スタジアム：入場可能数
ホームスタジアムは、メインスタンドに椅子席があるものとし、その入場可能
数は 5,000 人以上でなければならない。なお、ベンチシートは１席あたり 45cm 以
上で計算を行うものとし、芝生席は、安全性等についてＪリーグが検査し、特段
の支障がないと認められる場合には、観客席とみなすことができる。

I.04

スタジアム：運営本部室および警察・消防司令室
Ｊ３ライセンス申請クラブは、ホームスタジアムの諸室やスペース等の利用を
工夫のうえ、運営本部室あるいは警察・消防司令室として利用可能な場所を確保
しなければならい。
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I.05

スタジアム：観客エリア
ホームスタジアムは、座席カテゴリー別に異なる入場口を確保するなど、観客
エリアを異なるセクターに分離することができるようにしなければならない。

I.06

スタジアム：医務室・救護室
スタジアムには、医療援助を必要とする観客、関係者等を手当てするため、医
務室および救護室が備えられなければならない。ただし、救護室については、Ｊ
３ライセンス申請クラブがホームスタジアムの諸室やスペース等の利用を工夫し
たうえで、仮設することができる。

I.07

スタジアム：安全性
(1) ホームスタジアムは国内法令に基づき、安全性が確保されたものでなければ
ならない。
(2) Ｊ３ライセンス申請クラブはホームスタジアム所有者と協力のうえ、スタジ
アムが次の各号の内容を満たすよう努めなければならない。
① ホームスタジアムには雷保護設備を設置すること
② クラブ、および警察・消防司令が、場内放送システム等を使用して、ホー
ムスタジアム内外にいる観客との連絡および指示に対応できること

I.08

スタジアム：避難計画の策定
Ｊ３ライセンス申請クラブは、緊急時にホームスタジアム内のすべての人が避
難できる内容であると地元の警察や消防に承認された避難計画を、基準 I.02 にい
う警備計画書に盛り込まなければならない。

I.09

トレーニング施設
Ｊ３ライセンス申請クラブは、ホームタウン等の協力のもと、年間を通じてト
ップチームが利用するための練習場が確保できるようにしなければならない。な
お、当該練習場はＪ３ライセンス申請クラブが専用で利用可能であることが望ま
しい。

I.10

アカデミーのトレーニング施設
Ｊ３ライセンス申請クラブは、ホームタウン等の協力のもと、年間を通じてア
カデミーが利用するための練習場が確保できるようにしなければならない。なお、
当該練習場はＪ３ライセンス申請クラブが専用で利用可能であることが望まし
い。

I.11
～
I.14
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（基準番号変更に伴い欠番）

I.15

身体障がいのある観客
Ｊ３ライセンス申請クラブは、ホームスタジアム所有者と協力のうえ、スタジ
アムが次の各号の内容を満たすよう努めなければならない。
① 観戦の際の安全が確保され、かつアクセスが容易な場所に車椅子の入場者
のための席（車椅子席）を設置すること
② 車椅子の入場者の付添人用の椅子を備えること

第９条〔人事体制・組織運営基準〕
人事体制・組織運営基準を以下のとおり定める。
番号
P.01

項目およびその内容
クラブ事務局
Ｊ３ライセンス申請クラブは、以下の各号の情報を所定の方法によりＪリーグ
に届け出なければならない。
① 事務所の所在地（複数ある場合はすべて記載する）
② 当該事務所の所有、賃貸の区分
③ 役員・社員・従業員の一覧
④ 事務所の問い合わせ先電話番号、FAX 番号、E メールアドレス

P.02

代表取締役または代表理事
Ｊ３ライセンス申請クラブには、適用法令に従って適切に選任された代表取締
役または代表理事がいなければならない。

P.03

財務担当（ファイナンスオフィサー）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、経理・財務を担当する取締役または理事を置
き、かつ、経理・財務分野に関する１年以上の実務経験を有する常勤の経理・
財務担当を１名以上置かなければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を
希望するクラブについては、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕
までに置くものとする。
(2) 前項にいう財務担当は、コンプライアンス・オフィサーと兼務することがで
きる。

P.04

運営担当（オペレーションオフィサー）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、試合運営に関する事項について責任を有する
常勤の運営担当(オペレーションオフィサー)を１名以上置かなければならな
い。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについては、Ｊリーグ入
会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。
(2) 前項にいう運営担当は、セキュリティ担当およびコンプライアンス・オフィ
サーと兼務することができる。
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P.05

セキュリティ担当（セキュリティオフィサー）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、安全および治安に関する事項について責任を
有する常勤のセキュリティ担当（セキュリティオフィサー）を１名以上置か
なければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについて
は、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。
(2) 前項にいうセキュリティ担当は、運営担当およびコンプライアンス・オフィ
サーと兼務することができる。

P.06

広報担当（メディアオフィサー）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、メディアに関する事項について責任を有する
常勤の広報担当（メディアオフィサー）を１名以上置かなければならない。
ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについては、Ｊリーグ入会後
に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。
(2) 前項にいう広報担当は、マーケティング担当およびコンプライアンス・オフ
ィサーと兼務することができる。

P.07

事業担当（マーケティングオフィサー）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、マーケティングに関する事項について責任を
有する常勤の事業担当（マーケティングオフィサー）を１名以上置かなけれ
ばならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについては、Ｊ
リーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。
(2) 前項にいう事業担当（マーケティングオフィサー）は、広報担当およびコン
プライアンス・オフィサーと兼務することができる。

P.08

コンプライアンス・オフィサー
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、コンプライアンスに関する事項について責任
を有するコンプライアンス・オフィサーを１名以上置かなければならない。
また、コンプライアンス・オフィサーは常勤の取締役または理事でなくては
ならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについては、Ｊリ
ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。
(2) 前項にいうコンプライアンス・オフィサーは、基準 P.02 から基準 P.07 の各
役職と兼務することができる。

P.09

医師（メディカルドクター）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、トップチームへの医療面でのサポートおよび
アドバイス、ならびにドーピング防止方針について責任を有する医師を１名
以上置かなければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブ
については、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くもの
とする。なお、Ｊリーグ規約第 52 条第３項の定めにより、すべての試合に医
師を同行させ、原則としてベンチ入りさせる必要がある。
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(2) 前項にいう医師は日本国医師免許を保有しているものとする。
P.10

メディカルスタッフ
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、医師をサポートし、トップチームのトレーニ
ング、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有するメディカル
スタッフを１名以上置かなければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を
希望するクラブについては、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕
までに置くものとする。
(2) 前項にいうメディカルスタッフは、以下のいずれかの国家資格等を保有して
いる者が望ましい。
① 理学療法士
② 柔道整復師
③ あん摩マッサージ指圧師
④ はり師
⑤ きゅう師
⑥ 公益財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー

P.11

トップチーム監督
Ｊ３ライセンス申請クラブは、ＪＦＡの定める有効な「Ｓ級」指導者資格また
はそれに相当するとＪＦＡが認定した指導者としての実績を有する者をトップチ
ームの監督に置かなければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するク
ラブについては、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くもの
とする。

P.12

トップチームのコーチ
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、トップチームのコーチを１名以上置かなけれ
ばならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについては、Ｊ
リーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。
(2) 前項にいうコーチは、ＪＦＡの定める有効な「Ｂ級」指導者資格またはそれ
に相当するとＪＦＡが認定した指導者としての実績を有する者であることが
望ましい。

P.13

アカデミーダイレクター
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、育成部門の責任者であるアカデミーダイレク
ターを１名以上置かなければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望
するクラブについては、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕まで
に置くものとする。
(2) 前項にいうダイレクターは他の役職と兼務することが可能で、育成部門での
指導経験があることおよびＪＦＡの定める有効な「Ｂ級」指導者資格または
それに相当するとＪＦＡが認定した指導者としての実績を有する者であるこ
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とが望ましい。
P.14

アカデミーチーム監督
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、アカデミーのチームそれぞれに、ＪＦＡの定
める有効な「Ｂ級」指導者資格またはそれに相当するとＪＦＡが認定した指
導者としての実績を有する者を、当該チームを担当する監督として置かなけ
ればならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについては、
Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものとする。
(2) 前項にいう監督は他の役職と兼務することが可能であるが、専任で置くこと
が望ましい。

P.15

アカデミーチームコーチ
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、アカデミーのチームそれぞれに、ＪＦＡの定
める有効な「Ｃ級」指導者資格またはそれに相当するとＪＦＡが認定した指
導者としての実績を有する者１名以上を、当該チームを担当するコーチとし
て置かなければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブに
ついては、Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くものと
する。
(2) 前項にいうコーチは他の役職と兼務することができる。

P.16

安全・警備組織：警備員
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、ホームゲームの運営に際する安全と治安を確
保するため、警備員を提供する外部の警備会社と書面による契約を締結しな
ければならない。ただし、新たにＪリーグ入会を希望するクラブについては、
Ｊリーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに契約を締結するものと
する。
(2) Ｊリーグ公式試合においては、ホームゲームの際、前項の警備会社から派遣
された警備員を、必要に応じて配置させなければならない。

P.17

権利と義務
人事体制・組織運営基準 P.02 から基準 P.16 までに記された人員の職務にあた
り、Ｊ３ライセンス申請クラブと当該人員が個別に契約を締結している場合には、
付帯する覚書等の書類と合わせ、当該契約に関する書式の写しをＪリーグに提出
しなければならない。

P.18

ライセンス申請書類提出後の変更通知義務
Ｊ３ライセンス申請書類をＪリーグに提出後、基準 P.01 から基準 P.16 に関し
て、すでに提出済みの情報に変更がある場合は、当該変更の発生日から 10 日以内
にその詳細を所定の方法にてＪリーグに通知しなければならない。
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P.19

ライセンス交付シーズンにおける後任の選任義務
(1) 人事体制・組織運営基準 P.02 から基準 P.15 に規定される人員について、シ
ーズン途中に、クラブの支配の及ばない事由（病気、事故等）に起因して欠
員が出た場合は、クラブは当該人員をただちに補充しなければならない。た
だし、補充された人員が、当該人員の属する職務に相当する基準を満たさな
い場合は、当該人員の任期はＪ３ライセンス交付シーズンの末日までとする。
(2)

前項に規定される人員について、クラブの決定（任期途中での解任、解雇等）
に起因して欠員を生じさせる場合には、クラブは、当該欠員の属する職務に
相当する基準を満たす人員をただちに補充しなければならない。

(3) クラブは、前２項に定める人員交代につき、交代を決定した日から７日以内
に、所定の方法にてＪリーグに通知しなければならない。

第 10 条〔法務基準〕
法務基準を以下のとおり定める。
番号
L.01

項目およびその内容
Ｊリーグ正会員としての宣言書
Ｊ３ライセンス申請クラブは、以下の内容を遵守する旨の宣言書（Ｊリーグ指
定書式）を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、Ｊリーグへの提出期
限前３か月以内に、クラブの代表者が社印を押印したものとする。
① ＦＩＦＡ、ＡＦＣおよび国内協会、ならびに国内リーグの、規約、規定、
規則および決定が法的拘束力のあるものであることを認めること
② 国際的な次元の紛争、とりわけＦＩＦＡまたはＡＦＣが関与している紛争
について、ＣＡＳ（スポーツ仲裁裁判所）の専属的管轄を認めること
③ ＦＩＦＡおよびＡＦＣ規約に基づく、普通裁判所への提訴の禁止を認める
こと
④ ＪＦＡに公認されている競技会で競技すること
⑤ 出場が認められた場合には、ＡＦＣに公認されている競技会に出場するこ
と（ただし、親善試合には関係しない）
⑥ Ｊリーグ規約および関連または付随する諸規程の条項および条件に従い、
かつ遵守することを約束すること
⑦ 「クラブライセンス申請システム」等により提出済みのすべての文書、資
料、および情報は完全かつ正確であること
⑧ ＪリーグおよびＪＦＡに対し、文書を検証し、かつ、情報を求め、また、
国内法令に従 って関連する公共機関または民間団体に情報を求める権限
を与えること
⑨ Ｊリーグに対し、事前の通知なくＪ３ライセンス申請クラブを調査する権
限があることを認めること
⑩ 定められた期限内に、ライセンス申請書類を提出した後に発生した、重大
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な変更、主要な経済的重要性のある事象または状況および事後的事象につ
いて、Ｊリーグに通知すること
L.02

クラブの登記情報
Ｊ３ライセンス申請クラブは以下の文書を提出しなければならない。
①

Ｊ３ライセンス申請クラブの定款原本の写し

②

Ｊ３ライセンス申請クラブの履歴事項全部証明書の写し
（Ｊリーグへの提出期限より３か月前以内に発行されたものであること）

③ Ｊ３ライセンス申請クラブの印鑑登録証明書の写し
（Ｊリーグへの提出期限より３か月前以内に発行されたものであること）
L.03

他クラブの経営等への関与の禁止
Ｊ３ライセンス申請クラブは、クラブの経営、管理運営および／または競技活
動に関わるいかなる自然人も法人も、直接と間接とを問わず、以下の各号のいず
れにも該当しないことを宣言する旨の文書（Ｊリーグ指定書式）を提出しなけれ
ばならない。ただし当該宣言書は、Ｊリーグへの提出期限前３か月以内に、クラ
ブの代表者が社印を押印したものとする。
① 同じ競技会に出場している他のクラブの証券または株式を、重大な影響を
与えうる割合で保有するかまたは取引すること
② 同じ競技会に 出場している他のクラブの株主の議決権の過半数を有する
こと
③ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、管理運営および監督機関の
構成員の過半数を任命するかまたは解任する権利を有していること
④ 同じ競技会に出場している他のクラブの株主であり、かつ、そのクラブの
その他の株主と締結した契約に従って、当該クラブの株主議決権の過半数
を単独で有していること
⑤ 同じ競技会に出場している他のクラブのメンバーであること
⑥ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動に
何らかの地位において関与していること
⑦ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動に
ついて何らかの権限を有していること

L.04

選手との書面による契約
Ｊ３ライセンス申請クラブは、すべてのプロ選手と書面による契約を締結しな
ければならない。登録選手との選手契約書および当該契約書に付帯する覚書すべ
ての写しを、登録選手全員分提出しなければならない。また、アマチュア選手に
ついては、アマチュア選手が署名した誓約書および当該選手との間で諸手当につ
いて確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写し全てを提出しなければ
ならない。
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L.05

就業に関する規則の整備
Ｊ３ライセンス申請クラブは、国内法令に適合した就業規則またはそれに類す
る文書を提出しなければならない。

第 11 条〔財務基準〕
財務基準を以下のとおり定める。
番号
F.01

項目およびその内容
年次財務諸表（監査済み）
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊ３ライセンス申請クラブの有する法人格に
対する国内法令に基づいた年次財務諸表一式を作成し、Ｊリーグに提出しな
ければならない。なお、当該年次財務諸表は、監査役または監事の監査を受
け、監査報告書が付されているものとする。
(2) Ｊ ３ ラ イ セ ン ス 申 請 ク ラ ブ が 何 ら か の 関 連 す る 会 社 等 を 有 し て い る 場 合 に
は、Ｊ３ライセンス申請クラブの個別財務諸表のほか、当該関連する会社の
個別財務諸表および作成を行っている場合には連結財務諸表をＪリーグに提
出しなければならない。また、Ｊ３ライセンス申請クラブの個別財務諸表の
みで判定を行うと著しく不公平になるとＪリーグが判断した場合には、当該
関連する会社等を含めて審査を行うものとする。
(3) Ｊ３ライセンス申請クラブが以下のいずれかの状況である場合は、基準 F.01
は満たさないものとする。
① ３期連続で当期純損失を計上した場合。
② ライセンスを申請した日の属する事業年度の前年度末日現在、純資産の金
額がマイナスである(債務超過である）場合。
③ Ｊリーグからの指摘に基づき、過年度の決算の修正が必要となった場合に
おいて、過年度の決算を修正した結果、前２号に示す事態となった場合。

F.02

（基準番号変更に伴い欠番）

F.03

選手移籍活動によって生じる他のサッカークラブに対する期限経過未払金の皆無
Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊ３ライセンスが対象シーズンの前年の６月 30
日の時点で、選手移籍活動によって生じる他のサッカークラブに対する期限経過
未払金がないことを証明する書式（Ｊリーグ指定書式）を提出しなければならな
い。ただし、対象シーズンの前年の８月 31 日までに完全に和解した場合、債権者
との相互合意により期限が延期された場合、あるいは管轄当局へ提出された「明
らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除く。

F.04

従業員や社会保険当局、税務当局に対する期限経過未払金の皆無
Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊ３ライセンスの対象となるシーズンの前年の
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６月 30 日の時点で、現在および過去の従業員（「選手の地位および移籍に関する
FIFA 規則」に従ったすべてのプロ選手、および人事体制・組織運営基準の P.02 か
ら基準 P.15 までに示す人員を含む）との間の、契約上の、および法律上の義務に
関して、従業員および社会保険当局および税務当局に対する期限経過未払金がな
いことを証明する書式（Ｊリーグ指定書式）を提出しなければならない。ただし、
Ｊ３ライセンスの対象となるシーズンの前年の８月 31 日までに完全に和解した場
合、債権者との相互合意により期限が延期された場合、または管轄当局へ提出さ
れた「明らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除く。
F.05

ライセンス交付の決定に先立つ表明書
(1) Ｊ３ライセンス交付の決定が下される期間（当該期間はＪリーグから通知を
する）の開始前７日以内に、Ｊ３ライセンス申請クラブはＪリーグに対し、
当該申請クラブがＪ３ライセンスの審査の申請日が属する事業年度の前年度
の末日以降、Ｊ３ライセンス申請クラブの財務状況に（好影響か悪影響かを
問わず）影響を及ぼし得るような経済的重要性のある事象または状況が生じ
たか否かを表明する書式(Ｊリーグ指定書式)を提出しなければならない。
(2) 前項に関わらず、Ｊ３ライセンス申請クラブの財務状況に（好影響か悪影響
かを問わず）影響を及ぼし得るような経済的重要性のある事象が発生した場
合には、Ｊ３ライセンス申請クラブは当該事象の詳細をＪリーグに説明しな
ければならない。

F.06

予算および予算実績、財務状況の見通し
(1) Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊ３ライセンスの審査の申請日が属するＪ３
ライセンス申請クラブの事業年度の年次の損益予算を、科目ごとの明細とと
もに、その前事業年度の末日までに提出しなければならない。ただし、提出
期日以降にＪリーグ百年構想クラブに認定されたクラブについては、当該資
料の提出期日をＪリーグが別途指定するものとする。なお、当該損益予算は、
取締役会または理事会（取締役会設置会社でない場合は株主総会）で承認さ
れたものとする。
(2) Ｊ３ライセンス申請クラブは、Ｊリーグが指定する期日までに、対象シーズ
ンを含む決算期におけるＪ３ライセンス申請クラブの財務状況の見通しを説
明する資料を提出しなければならない。なお、Ｊリーグはこの資料に基づき、
当該クラブの財務状況について詳細な調査を行うことがある。

F.07

ライセンス交付後の重要な後発事象の通知義務
Ｊ３ライセンスの交付を受けた後、対象シーズンにおいて、クラブの事業継続
に悪影響を及ぼし得る出来事が発生した場合、発生した日から 14 日以内に、Ｊ３
ライセンスの交付を受けたクラブはＪリーグに対し、その出来事の内容、および
当該クラブの事業に与える影響をＪリーグに説明しなければならない。
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F.08

財務状況の見通しの修正義務
Ｊ３ライセンス申請クラブが財務状況の見通しの説明に誤りがあり、修正すべ
きであると認められる場合には、当該クラブはＪリーグの指示に従い、財務状況
の見通しを修正のうえ、Ｊリーグに提出しなければならない。

第 12 条〔本交付規則に定めのない事項〕
本交付規則に規定されていない事項については、Ｊリーグ理事会がこれを決定する。
第 13 条〔改

正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
〔改

正〕
平成 27 年４月 28 日
平成 28 年１月 19 日
平成 29 年１月 25 日
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㸱 ࢡࣛࣈࡢᣦᐃࡍࡿ࣑࣮ࢸࣥࢢࠊヨྜࡢ‽ഛᚲせ࡞⾜ࡢཧຍ
㸲 ࢡࣛࣈࡼࡾᨭ⤥ࡉࢀࡓࣘࢽࣇ୍࢛࣮࣒ᘧ࠾ࡼࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࢙࢘ࡢ⏝
㸳 ࢡࣛࣈࡢᣦᐃࡍࡿ་Ꮫⓗ᳨デࠊὀᑕࠊண㜵ฎ⨨࠾ࡼࡧ⒪ฎ⨨ࡢཧຍ
㸴 ࢡࣛࣈࡢᣦᐃࡍࡿᗈሗάືࠊࣇࣥࢧ࣮ࣅࢫάື࠾ࡼࡧ♫㈉⊩άືࡢཧຍ
㸵 ༠ࡽྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭ㑅ฟࡉࢀࡓሙྜࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊྜᐟ
࠾ࡼࡧヨྜࡢཧຍ
㸶 ༠ࠊ- ࣮ࣜࢢ➼ࡢᣦᐃࡍࡿࢻ࣮ࣆࣥࢢࢸࢫࢺࡢཷ᳨
㸷 ྜᐟࠊ㐲ᚁ➼㝿ࡋ࡚ࡢࢡࣛࣈࡢᣦᐃࡍࡿ㏻ᶵ㛵ࠊᐟἩタࡢ⏝
 ᑵᴗ㛵ࡍࡿ๓ࡢࢡࣛࣈࡢሗ࿌
 ࡑࡢࢡࣛࣈࡀᚲせㄆࡵࡓ㡯

➨㸱᮲࠙⚗Ṇ㡯ࠚ
 ḟࡢྛ㡯ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡏࢇࠋ
㸯 ࢡࣛࣈࠊ༠࠾ࡼࡧ࣮ࣜࢢ➼ࡢෆ㒊ࡢ㒊እ⪅ࡢ㛤♧
㸰 ヨྜࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㛵ࡍࡿ㡯㸦ヨྜࡢᡓ␎࣭ᡓ⾡࣭㑅ᡭࡢ㉳⏝࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࡢෆᐜ➼㸧ࡢ㒊እ⪅ࡢ㛤♧
㸱 ༠ࡢࢻ࣮ࣆࣥࢢ㜵Ṇつ⛬ゐࡍࡿ⾜Ⅽ
㸲 ࢧࢵ࣮࢝άືࡢᑐ౯ࡋ࡚ࡢሗ㓘㸦┈㸧➼ࡢཷ⌮
㸳 ヨྜࡢ⤖ᯝᙳ㡪ࢆ࠼ࡿṇ⾜Ⅽࡢ㛵
㸴 ࢡࣛࣈࠊ༠ࠊ- ࣮ࣜࢢࡗ࡚┈࡞ࡿ⾜Ⅽ

➨㸲᮲࠙ᡭ ᙜࠚ
 ୗグࡢᡭᙜࡢෆࠊࢡࣛࣈࡽ࣐ࢳࣗ㑅ᡭᨭᡶࢃࢀࡿᡭᙜࢆཷྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸯 ㏻㈝㸦ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊヨྜࠊྜᐟࠊ◊ಟࠊ࣑࣮ࢸࣥࢢ➼㸧
 㸰 ᐟἩ㈝㸦ྜᐟࠊヨྜࠊ◊ಟ➼㸧
㸱 ഛရᡭᙜ
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 㸲 㣗ᡭᙜ
㸳 ಖ㝤ᩱ
 㸴 ࡑࡢࢡࣛࣈࡀᚲせㄆࡵࡓᡭᙜ

 ୖグྛᡭᙜࡢ㔠㢠ࡣᙜヱ⤒㈝ࡋ࡚㐺ṇࠊᖖ㆑ⓗ࡞Ỉ‽࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠊࡲࡓ
ྛᡭᙜࡣᡤᚓ⛯ࠊఫẸ⛯ࠊᾘ㈝⛯ࡑࡢ୍ษࡢ⛯㔠ࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࡇࢆᢎㅙࡋࡲ
ࡍࠋ

➨㸳᮲࠙⫝̸ീ➼ࡢ⏝ࠚ
 ḟࡢྛ㡯ࢆᢎㅙࡋࡲࡍࠋୗグ㸦㸯㸧ࡽ㸦㸱㸧ྕ㛵ࡋ࡚ࠊ⚾ࡣఱࡽࡢᑐ౯ࡶཷ㡿ࡍ
ࡿᶒࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡇࢆేࡏ࡚☜ㄆࡋࡲࡍࠋ
㸯 ᮏㄋ⣙᭩ࡢ⩏ົᒚ⾜㛵ࡍࡿ⚾ࡢ⫝̸ീࠊᫎീࠊẶྡ➼㸦௨ୗࠕ⫝̸ീ➼ࠖ࠸࠺㸧
  ࢆሗ㐨࣭ᨺ㏦࠾࠸࡚⏝ࡍࡿࡇ
㸰 ࢡࣛࣈࡽᣦྡࢆཷࡅࡓሙྜࠊࢡࣛࣈࠊ༠࠾ࡼࡧ - ࣮ࣜࢢ➼ࡢᗈ࿌ᐉఏ࣭
ᗈሗ࣭ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥάື㸦௨ୗࠕᗈ࿌ᐉఏ➼ࠖ࠸࠺㸧
༠ຊࡍࡿࡇ
㸱 ࢡࣛࣈࡀ⚾ࡢ⫝̸ീ➼ࢆໟᣓⓗ⏝ࡋ࡚࣐࣮ࢳࣕࣥࢲࢪࣥࢢ㸦ၟရ㸧ࢆ
⾜࠺ᶒࢆ᭷ࡋࠊࡲࡓ༠ࠊ- ࣮ࣜࢢ➼ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢᶒࢆチㅙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ
㸲 ḟࡢྛྕࡘ࠸࡚ࠊ๓ࢡࣛࣈࡢ᭩㠃ࡼࡿᢎㅙࢆᚓࡿࡇ
ձࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࢜␒⤌ࠊ࣋ࣥࢺࡢฟ₇
ղ⚾ࡢ⫝̸ീ➼ࡢ⏝࠾ࡼࡧࡑࡢチㅙ㸦ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆྵࡴ㸧
ճ᪂⪺࣭㞧ㄅྲྀᮦࡢᛂㅙ
մ➨୕⪅ࡢᗈ࿌ᐉఏ➼ࡢ㛵

➨㸴᮲࠙᭷ຠᮇ㝈ࠚ
㸯 ᮏㄋ⣙᭩ࡢ᭷ຠᮇ㝈ࡣࠊᖺ᭶᪥ࡽᖺ᭶᪥
ࡲ࡛ࡍࡿࠋ
௨ୖ

   ᖺ   ᭶   ᪥

ఫᡤ

Ặྡ


ͤ㑅ᡭࡀᮍᡂᖺ⪅ࡢሙྜࠊぶᶒ⪅ࡲࡓࡣᚋぢேࡢ⨫ྡ

   ᖺ   ᭶   ᪥

ఫᡤ

Ặྡ
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９０°システム

ゴール裏ミニ看板

広告ミニ看板

A型看板／LED看板

２０１７明治安田生命Ｊリーグ Ｊリーグオフィシャルパートナー広告看板設置型

[別表１]

◆Ａ点＝各競技場ロイヤルボックス席最前列中央。または、テレビ中継のセンターカメラ(２台ある場合は
ピッチ寄り)の何れかピッチに近い点。
◆ａ線＝Ａ点から見て、オフィシャルスポンサー看板とクラブスポンサー看板が重ならない点を結んだ線。
◆ｂ線＝タッチライン延長線。
◆ａ線及びｂ線によって指定されたバックスタンド寄りのエリア(
網掛け部分)。
※Ａ型看板掲出枚数は、Ｊリーグトップパートナー数により、上記と異なる場合がございます。

Ｊリーグオフィシャルパートナーエリア

ゴール裏ミニ看板

コーナー看板

 ᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠ ᇶᮏつ⛬>ᢤ⢋@ 

➨㸲❶ Ⓩ㘓 

➨㸶㸯᮲ࠝ㑅ᡭⓏ㘓➼ࠞ
㸯㸬ࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡢⓏ㘓ཬࡧ⛣⡠➼㛵ࡍࡿ㡯ࡣࠊู㏵ไᐃࡍࡿࠕࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡢ
Ⓩ㘓⛣⡠➼㛵ࡍࡿつ๎ࠖᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
㸰㸬ࣇࢵࢺࢧࣝ㑅ᡭࡢⓏ㘓ཬࡧ⛣⡠➼㛵ࡍࡿ㡯ࡣࠊู㏵ไᐃࡍࡿࠕࣇࢵࢺࢧࣝ㑅
ᡭࡢⓏ㘓⛣⡠➼㛵ࡍࡿつ๎ࠖᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

➨㸶㸰᮲ࡽ➨㸷㸴᮲ࡲ࡛๐㝖
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➨㸳❶ ⛣⡠

➨㸷㸵᮲ࡽ➨㸯㸯㸰᮲ࡲ࡛๐㝖
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➨㸯㸰❶ ᠬ⨩

➨㸰㸮㸯᮲ࠝつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࠞ
㸯㸬ᮏ༠ࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡣࠊຍ┕ᅋయࠊ㑅ᡭ➼ཬࡧ௰ேᑐࡋࠊᮏ
つ⛬ཬࡧᠬ⨩つ⛬ᚑ࠸ࠊᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬㐪⾜ⅭࡀⓎ⏕ࡋࡓⅬ࠾࠸࡚ᮏ༠ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿຍ┕ᅋయ୪ࡧⓏ㘓ࡋ࡚
࠸ࡿ㑅ᡭ➼ཬࡧ௰ேࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᚋᮏ༠ࢆ⬺㏥ࡋࠊཪࡣⓏ㘓ࢆᾘࡋࡓ
ሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊᮏ༠ࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡣᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸰㸮㸰᮲ࠝᠬ⨩ࡢ✀㢮ࠞ
㸯㸬๓᮲ࢃࡽࡎࠊᮏ༠ࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠
ࠊᆅᇦࢧࢵ࣮࢝༠ࠊྛ✀㐃┕ࠊ- ࣮ࣜࢢཬࡧබᘧ➇ᢏࡢࡑࢀࡒࢀࡢつᚊጤ
ဨཬࡧᐃጤဨ㸦ࡓࡔࡋࠊ- ࣮ࣜࢢࡢᐃጤဨࡣ㝖ࡃࠋ௨ୗࠊᮏ❶࠾࠸
࡚ࠕ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢᡤ⟶ࡍࡿຍ┕ᅋ
యཪࡣ㑅ᡭ➼㛵ࡍࡿᠬ⨩ၥ㢟ࢆᮏ༠ᠬ⨩つ⛬ࡋࡓࡀࡗ࡚ฎ⌮ࡋࠊᠬ⨩ࢆỴ
ᐃ࣭㐺⏝ࡍࡿᶒ㝈ࢆጤ௵ࡍࡿࠋ
㸰㸬㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࠊᆅᇦࢧࢵ࣮࢝༠ࠊྛ✀㐃┕ࠊ㹈࣮ࣜࢢཬࡧබᘧ➇ᢏ
࠾࠸࡚ࡣࠊ๓㡯ᚑࡗ࡚ᠬ⨩ၥ㢟ࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀつᚊጤဨཪࡣ
ᐃጤဨࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸱㸬㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨࡣࠊỴᐃࡋࡓ࡚ࡢᠬ⨩ࢆグ㘓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ
せㄳᛂࡌ࡚ࡇࢀࢆᮏ༠ࡢつᚊጤဨཪࡣᐃጤဨሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
㸲㸬➨㸯㡯ࢃࡽࡎࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿᠬ⨩ࢆ⛉ࡍሙྜࡣࠊ㒔㐨
ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡣỴᐃᶒࡣ࡞࠸ࡶࡢࡋࠊᠬ⨩ࢆᮏ༠㏻▱ࡋ
ᮏ༠ࡢつᚊጤဨཪࡣᐃጤဨࡀᠬ⨩ࢆỴᐃ࣭㐺⏝ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  㸴ࣨ᭶௨ୖࡢฟሙṆฎศࠊබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ཪࡣࢧࢵ࣮࢝㛵
㐃άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
  ⨩㔠
  ἐ
  ୗࢹࣅࢪࣙࣥࡢ㝆᱁
 ➇ᢏࡢཧຍ㈨᱁ࡢዣ
 ᪂ࡓ࡞㑅ᡭࡢⓏ㘓⚗Ṇ
  㝖ྡ
 ๓ྛྕᥖࡆࡿࡶࡢࡢࠊᠬ⨩ຠᯝ࠾࠸࡚ᐇ㉁ⓗ๓ྛྕࡢ࠸ࡎࢀ
ྠ➼ุ᩿ࡉࢀࡿฎศ

➨㸰㸮㸱᮲ࠝ᭹⏦❧ጤဨࠞ
㸯㸬ᮏ༠ࡢ᭹⏦❧ጤဨࡣࠊᮏ༠ࡢつᚊጤဨཪࡣᐃጤဨࠊⱝࡋࡃࡣࠊ๓
᮲ᚑ࠸ᮏ༠ࡢつᚊጤဨཪࡣᐃጤဨࡽᠬ⨩ᶒࢆጤ௵ࡉࢀࡓ㒔㐨ᗓ┴༠
➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡼࡾ⛉ࡉࢀࡓᠬ⨩ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱᠬ⨩ࢆ⛉ࡉࢀࡓᙜ⪅
ࡽࡢ⏦❧࡚ᇶ࡙ࡁࠊࡇࢀࢆᑂ㆟ࡋࠊ᪂ࡓỴᐃࢆୗࡍࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ
つ⛬➨㸰㸮㸯᮲➨㸰㡯ࡣࠊ᭹⏦❧ጤဨࡀ⛉ࡍᠬ⨩ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢ᭹⏦❧ጤဨࡼࡿ᭹⏦❧㛵ࡍࡿ㡯ࡣࠊᮏ༠ᠬ⨩つ⛬ࡢᐃࡵࡿ
ࡇࢁࡼࡿࠋ
㸱㸬๓㸰㡯ࡢつᐃࡼࡿ᭹⏦❧ጤဨࡢỴᐃࡣ᭱⤊ࡍࡿࠋ
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➨㸰㸮㸲᮲ࠝᠬ⨩ࡢ✀㢮ࠞ
㸯㸬㑅ᡭ➼ᑐࡍࡿᠬ⨩ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
  ㆙ ࿌ 
  ㏥ሙ࣭㏥ᖍ
 ᡄ ࿌
 ㆢ㈐
 ⨩㔠
  ♫ዊάື
  ἐ 
  ㈹ࡢ㏉㑏
 ୍ᐃᩘࠊ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බᘧヨྜࡢฟሙṆ
 බⓗ⫋ົࡢ୍ⓗࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞Ṇ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞ࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
 㝖ྡ

㸰㸬ຍ┕ᅋయᑐࡍࡿᠬ⨩ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
  ᡄ ࿌
  ㆢ ㈐
  ⨩ 㔠
  ἐ 
  ㈹ࡢ㏉㑏
 ヨྜ
  ヨྜ⤖ᯝࡢ↓ຠ㸦ࡼࡾᡓࢆࡎࡿ㸧
  ᚓⅬཪࡣࡕⅬࡢῶⅬཪࡣ↓ຠ
  ᚓⅬࢆ㸱ᑐ㸮ࡋ࡚ヨྜࢆἐ
  ほ⾗ࡢ࠸࡞࠸ヨྜࡢ㛤ദ
 ୰❧ᆅ࠾ࡅࡿヨྜࡢ㛤ദ
 ୍ᐃᩘࠊ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බᘧヨྜࡢฟሙṆ
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බⓗᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢṆ
 ୗࢹࣅࢪࣙࣥࡢ㝆᱁
 ➇ᢏࡢཧຍ㈨᱁ࡢዣ
 ᪂ࡓ࡞㑅ᡭࡢⓏ㘓⚗Ṇ
 㝖 ྡ

㸱㸬௰ேᑐࡍࡿᠬ⨩ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
  ᡄ ࿌
 ㆢ㈐
  ἐ 
  ㈹ࡢ㏉㑏
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බⓗᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢṆ
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞ࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
 㝖ྡ

➨㸰㸮㸳᮲ࡽ➨㸰㸱㸳᮲ࡲ࡛๐㝖
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ࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡢⓏ㘓⛣⡠➼㛵ࡍࡿつ๎


➨㸯❶ Ⓩ㘓


➨㸯⠇ ⥲ ๎

➨㸯᮲ࠝ┠ⓗࠞ
 ᮏつ๎ࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠㸦௨ୗࠕᮏ༠ࠖ࠸࠺㸧ࡢࢧࢵ࣮࢝ຍ
┕ࢳ࣮࣒ཬࡧࡑࡢ㑅ᡭࡢⓏ㘓⛣⡠➼㛵ࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ

➨㸰᮲ࠝ㑅ᡭⓏ㘓ࠞ
㸯㸬ຍ┕ࢳ࣮࣒ࡣࠊᮏつ๎➨㸯㸮᮲ࠝ㑅ᡭⓏ㘓ࡢ᪉ἲࠞࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊᮏ༠
ࡢ㑅ᡭⓏ㘓ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰㸬ᮏ༠Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㑅ᡭ㝈ࡾබᘧヨྜฟሙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᮍⓏ㘓ࡢ㑅
ᡭࢆබᘧヨྜฟሙࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱㸬ᮍⓏ㘓ࡢ㑅ᡭ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᙜヱ㑅ᡭࡀ᭱ᚋⓏ㘓ࡉࢀࡓࢳ࣮࣒ࡀᮏ༠ࡢຍ┕ࢳ
࣮࣒࡛࠶ࡿሙྜࠊᙜヱ㑅ᡭࡢ⡠ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶᙜヱ㑅ᡭࡢ᭱ᚋࡢබᘧヨྜ᪥ࡼࡾ
㸱㸮ࣨ᭶ࡢ㛫ࡣࠊᮏ༠ᒓࡋ⥆ࡅࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸱᮲ࠝ㔜」Ⓩ㘓ࡢ⚗Ṇࠞ
 㑅ᡭࡣࠊ㸰ࡘ௨ୖࡢຍ┕ࢳ࣮࣒ྠⓏ㘓ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࢧࢵ࢝
࣮ຍ┕ࢳ࣮࣒ࣇࢵࢺࢧࣝຍ┕ࢳ࣮࣒ྠⓏ㘓ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸲᮲ࠝⓏ㘓༊ศࠞ
㸯㸬ᮏ༠࠾ࡅࡿ㑅ᡭⓏ㘓༊ศࡣࠊḟࡢྛྕࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
 ࣐ࢳࣗ㑅ᡭ
 ࣉࣟ㑅ᡭ
㸰㸬㑅ᡭࡣࠊ๓㡯ᚑ࠸ࣉࣟ㑅ᡭཪࡣ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡢ࠸ࡎࢀࡋ࡚ᮏ༠Ⓩ㘓
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊⓏ㘓ࡋࡓ㑅ᡭࡣࠊᮏ༠ࠊ㹄㹇㹄㸿ࠊ㸿㹄㹁ཬࡧ㹃
㸿㹄㹄ࡢㅖつ๎ᚑ࠺ࠋ࡞࠾ࠊࣉࣟ㑅ᡭࡢዎ⣙ࠊⓏ㘓ཬࡧ⛣⡠➼㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕࣉ
ࣟࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡢዎ⣙ࠊⓏ㘓࠾ࡼࡧ⛣⡠㛵ࡍࡿつ๎ࠖᚑ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
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➨㸳᮲࣐ࠝࢳࣗ㑅ᡭࠞ
 ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡣࠊሗ㓘ཪࡣ┈ࢆ┠ⓗࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊࣉ࣮ࣞࡍࡿ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ

➨㸴᮲ࠝࣉࣟ㑅ᡭࠞ
 ࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊࡑࡢᡤᒓࢳ࣮࣒ࡢ᭩㠃ࡼࡿዎ⣙ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ㑅ᡭࡢࢧࢵ
࣮࢝άືࡢᑐ౯ࡋ࡚ᙜヱ㑅ᡭࡀ⿕ࡿ㈝⏝ࢆᐇ㉁ⓗୖᅇࡿᨭᡶ࠸ࢆཷࡅࡿ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ


➨㸵᮲ࠝࣉࣟ㑅ᡭዎ⣙ࡢཎ๎ࠞ
 ࣉࣟ㑅ᡭཬࡧᙜヱ㑅ᡭዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࢳ࣮࣒ࡣࠊ㑅ᡭዎ⣙㛵ࡋ࡚ࠊḟࡢྛྕࡢ
ཎ๎ࢆᏲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ዎ⣙ࡣᑛ㔜ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ዎ⣙ࡣṇᙜ⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ዎ⣙ࡣࢩ࣮ࢬࣥ୰࠾࠸୍࡚᪉ⓗゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
  ṇᙜ⏤ࡢ࡞࠸ዎ⣙ࡢゎ㝖ࡢሙྜࠊᦆᐖ㈺ൾࡀᨭᡶࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊ
ࡿᦆᐖ㈺ൾࡣᙜヱዎ⣙࠾࠸࡚ணࡵつᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ṇᙜ⏤ࡢ࡞࠸ዎ⣙ࡢゎ㝖ࡢሙྜࠊ㐪ᙜ⪅ᑐࡋ࡚ࠊᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸶᮲ࠝࣉࣟ㑅ᡭዎ⣙࠾ࡅࡿ≉ูつᐃࠞ
㸯㸬ዎ⣙ࡢ᭱㛗ᮇ㛫ࡣ㸳ᖺ㛫ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸯㸶ṓᮍ‶ࡢ㑅ᡭࡣ᭱㛗㸱ᖺ㛫ࡍࡿࠋ
㸰㸬ዎ⣙ࡢ᭱▷ᮇ㛫ࡣཎ๎ࡋ࡚ࠊᙜヱዎ⣙ࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡽࢩ࣮ࢬࣥ㸦➨㸯㸰᮲
ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸧⤊ࡲ࡛ࡍࡿࠋ
㸱㸬ዎ⣙ࡢຠຊࡣࠊ་Ꮫୖࡢ᳨ᰝࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇࠊཪࡣࠊᰝド➼㑅ᡭࡢᑵᴗ㛵ࡍ
ࡿ⾜ᨻࡼࡿㄆྍࡢྍྰࢆ᮲௳ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲㸬ࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊྠ୍ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡘ௨ୖࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸳㸬࠸࡞ࡿࢳ࣮࣒ࡶࠊࡑࡢዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ཪࡣ➨୕⪅ᑐࡋ࡚ࠊ㑅ᡭࡢᙺົᥦ౪ⱝࡋ
ࡃࡣ⛣⡠㛵㐃ࡍࡿ㡯ཪࡣࢳ࣮࣒ࡢ⊂❧ᛶࠊ᪉㔪ⱝࡋࡃࡣ㐠Ⴀ㛵㐃ࡍࡿ㡯
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍຊࢆࡍࡿ᮲㡯ࢆྵࡴዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨㸷᮲ࠝ௰ே➼ࠞ
 ௰ேࡢάືཬࡧࡑࡢᙺົࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊูᐃࡵࡿࠕ᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠ ௰
ே㛵ࡍࡿつ๎ࠖᚑ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ




172



➨㸰⠇ Ⓩ㘓ᡭ⥆ࡁ

➨㸯㸮᮲ࠝ㑅ᡭⓏ㘓ࡢ᪉ἲࠞ
㸯㸬ᮏ༠ࡢⓏ㘓ࡣࠊ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࠊࣉࣟ㑅ᡭࡢ࠸ࡎࢀࡶຍ┕ࢳ࣮࣒ࡀⓏ㘓⏦ㄳ
ࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
㸰㸬ࣉࣟ㑅ᡭࡢⓏ㘓ࡣࠊ๓㡯ࡢⓏ㘓⏦ㄳຍ┕ࢳ࣮࣒㑅ᡭ㛫ࡢዎ⣙᭩ࡢࡋཬࡧ
ࠕ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳ᭩ࠖ
ࠓ᭩ᘧ➨㸯ྕࠔࢆῧࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜヱዎ⣙
㛵ࡋ࡚ࠊᮏ༠ᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ู㏵ࡢዎ⣙㛵㐃᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣮தฎ⌮
㝿ࡋ࡚ᙜヱ᭩㢮ࢆ⪃៖ࡍࡿྰࡣࠊᮏ༠ࡑࡢ⣮தฎ⌮ᶵ㛵ࡢ⮬⏤㔞ࡍ
ࡿࠋ
㸱㸬ຍ┕ࢳ࣮࣒ࡣࠊࠕ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳ᭩ࠖࠓ᭩ᘧ➨㸯ྕࠔࡢࡋࢆᡤᅾᆅࡢ㒔㐨ᗓ┴
ࢧࢵ࣮࢝༠ཬࡧຍ┕࣮ࣜࢢ➼㏦ࡍࡿࠋ
㸲㸬➨㸰㡯ᇶ࡙ࡃⓏ㘓⏦ㄳᩱࡣࠊู⌮࠾࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ

➨㸯㸯᮲ࠝⓏ㘓᭷ຠᮇ㛫ࠞ
㸯㸬๓᮲ᇶ࡙ࡃⓏ㘓ࡢ᭷ຠᮇ㛫ࡣࠊẖᖺ㹈࣮ࣜࢢ࣭㹈㹄㹊ࡢ➨㸯✀ࢳ࣮࣒ཬࡧᡤᒓ
㑅ᡭࡣ㸰᭶㸯᪥ࡼࡾ⩣ᖺ㸯᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫ࠊࡑࢀ௨እࡢࢳ࣮࣒ཬࡧᡤᒓ㑅
ᡭࡣ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ⩣ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫㸦௨ୗࠕⓏ㘓ᖺᗘࠖ࠸࠺㸧ࡍ
ࡿࠋ
㸰㸬Ⓩ㘓ᖺᗘࡢ㏵୰࡛⾜ࡗࡓⓏ㘓㸦㏣ຍࠊኚ᭦➼୍ษࡢሙྜࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࡣᙜヱ
Ⓩ㘓ࢆ⾜ࡗࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿⓏ㘓ᖺᗘࡀ⤊ࡍࡿࡲ࡛᭷ຠࡍࡿࠋ
㸱㸬ዎ⣙ࡢ⤊ࡑࡢࡢ⏤ࡼࡾࠊⓏ㘓ࢆ⏦ㄳࡋࡓຍ┕ࢳ࣮࣒Ⓩ㘓㑅ᡭࡢ㛫ࡢ
ᡤᒓ㛵ಀࡀᾘ⁛ࡋࡓࡁࡣࠊ๓㸰㡯ࡼࡿⓏ㘓ࡢ᭷ຠᮇ㛫୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢⓏ
㘓ࡣኻຠࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸯㸰᮲ࠝࢩ࣮ࢬࣥࠞ
㸯㸬ࢩ࣮ࢬࣥࡣࠊྛࢳ࣮࣒ࡀᒓࡍࡿ࣮ࣜࢢࡢ᭱ึࡢබᘧヨྜࡢ᪥ࡽࠊ᭱⤊ࡢබᘧヨ
ྜࡢ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡍࡿࠋ
㸰㸬㑅ᡭࡣࠊ㸯ࡘࡢࢩ࣮ࢬࣥᮇ㛫୰ࡘࡁࠊ᭱㸱ࡘࡢࢳ࣮࣒Ⓩ㘓ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫୰ࠊ㑅ᡭࡣࠊ᭱㸰ࢳ࣮࣒ࡢࡓࡵබᘧヨྜฟሙࡍࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍ
ࡿࠋ
㸱㸬㑅ᡭࡣࠊྠᮇ㛫୰ྠࡌᅜෆ㑅ᡭᶒ㸦࣮ࣜࢢᡓࡣ㝖ࡃ㸧ཪࡣ࢝ࢵࣉᡓ࠾࠸࡚㸰
ࢳ࣮࣒௨ୖࡢࡓࡵබᘧヨྜฟሙࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊಶࠎࡢ➇ᢏつ๎ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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➨㸯㸱᮲ࠝⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࠞ
㸯㸬㑅ᡭࡣࠊᮏ༠ࡀᐃࡵࡓᖺ㸰ᅇࡢ⛣⡠ࢆㄆࡵࡿᮇ㛫㸦௨ୗࠕⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࠖ
࠸࠺㸧ࡢࡳⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࢃࡽࡎࠊⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡢ⤊๓ዎ⣙ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊ
ᙜヱⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮⤊ᚋ࠾࠸࡚ࡶⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱㸬ᖺ㸰ᅇࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾᐃࡵࡽࢀࠊ㹄㹇㹄㸿ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ึᅇࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡣࠊࢩ࣮ࢬࣥࡢ⤊ᚋጞࡲࡾ㸯㸰㐌㛫ࢆ㉸࠼࡞࠸ࠋ
  㸰ᅇ┠ࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡣࠊࢩ࣮ࢬࣥ୰タᐃࡉࢀࠊ㸲㐌㛫ࢆ㉸࠼࡞࠸ࠋ
㸲㸬㑅ᡭࡣࠊⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮୰ᙜヱࢳ࣮࣒ࡽᮏ༠ᑐࡋ᭷ຠⓏ㘓⏦ㄳࡀ࡞ࡉ
ࢀࡓሙྜ㝈ࡾⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳㸬ᮏ᮲ࡢつᐃࡣࠊ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࡋ࡚ཧຍࡍࡿࡇࢆពᅗࡋࡓࡣ㐺⏝
ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶୖࡢ⛛ᗎࢆ༑
ศ㓄៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊಶูⓏ㘓ࡉࢀࡿࡁᮇ㛫ࡀタᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸯㸲᮲ࠝⓏ㘓ሗࡢ⟶⌮㸦㑅ᡭࣃࢫ࣏࣮ࢺ㸧
ࠞ
 ᮏ༠ࡣࠊᮏ༠Ⓩ㘓ࡍࡿ㑅ᡭࡢ㐣ཤࡢⓏ㘓ሗ㸦ᙜヱ㑅ᡭࡀࠊ㐣ཤⓏ㘓ࡉࢀ
ࡓ࡚ࡢࢳ࣮࣒ྡࡑࡢᮇ㛫࡞ࡢሗ㸧ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢሗࡣࠕ㑅
ᡭࣃࢫ࣏࣮ࢺࠖࡋ࡚ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊᙜヱ㑅ᡭࡀⓏ㘓ࡉࢀࡿ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒㸦ᮏつ๎
➨㸯㸷᮲ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸧ᑐࡋⓎ⾜ࡉࢀࡿࠋ

➨㸯㸳᮲ࠝⓏ㘓༊ศኚ᭦ࠞ
 㑅ᡭⓏ㘓༊ศኚ᭦ࢆᕼᮃࡍࡿ㑅ᡭࡣࠊຍ┕ࢳ࣮࣒⤒⏤࡛ࠕ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳ᭩ࠖ
ࠓ᭩
ᘧ➨㸯ྕࠔࡼࡾᮏ༠⏦ㄳࡋࠊᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸯㸴᮲ࠝⓏ㘓༊ศኚ᭦ࡢㄆᐃࠞ
 㑅ᡭⓏ㘓༊ศኚ᭦ࡢㄆᐃࡣࠊᮏ༠࠾࠸࡚⾜࠺ࠋ

➨㸯㸵᮲ࠝእᅜ⡠ࡢ㑅ᡭࠞ
 እᅜ⡠ࡢ㑅ᡭ㸦᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡋ࡞࠸㑅ᡭ㸧ࡀࠊᮏ༠Ⓩ㘓ࡍࡿሙྜࠊᮏ༠ᇶᮏ
つ⛬ཬࡧᮏつ๎ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡋࠊࠕእᅜ⡠㑅ᡭⓏ㘓⏦ㄳ᭩ࠖࠓ᭩ᘧ➨㸵ྕࠔ
ᅾ␃࣮࢝ࢻ㸦ཪࡣ≉ูỌఫ⪅ド᫂᭩㸧ⱝࡋࡃࡣఫẸ⚊ࡢࡋࢆῧࡢ࠺࠼ᥦฟࡋࠊࡑ
ࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊእᅜࡢࢡࣛࣈ㸦ࢳ࣮࣒㸧㑅ᡭࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ㑅ᡭࡀࠊᮏ༠ຍ┕ࢳ࣮࣒⛣⡠ࠊⓏ㘓ࡍࡿሙྜࡣࠊᮏつ๎➨㸰㸵᮲ࠝᅜ㝿
⛣⡠ࠞࡼࡿࠋ
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➨㸰❶ ⛣ ⡠


➨㸯⠇ ⥲ ๎

➨㸯㸶᮲ࠝ┠ⓗࠞ
 ᮏ❶ࡢつᐃࡣࠊᮏ༠ࡢࠕຍ┕ࢳ࣮࣒ཬࡧⓏ㘓㑅ᡭࠖ
㸦㐣ཤⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢཬࡧ
⌧ᅾⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ୪ࡧᑗ᮶Ⓩ㘓ࢆᕼᮃࡍࡿࡶࡢࡢ࡚ࢆྵࡴࡶࡢࡋࠊ௨ୗ⥲
⛠ࡋ࡚ࠕຍ┕⪅ࠖ࠸࠺㸧┦㛫୪ࡧຍ┕⪅እᅜࡢࢡࣛࣈ㸦ࢳ࣮࣒㸧ࡢ㛫ࡢ㑅
ᡭ⛣⡠㛵ࡍࡿ⣮தࢆ㜵Ṇࡍࡿࡶࠊ⣮தࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡇࢀࢆゎỴࡍࡿࡇࢆ
┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊຍ┕⪅ࡢ࡚ࢆᣊ᮰ࡍࡿࠋ

➨㸯㸷᮲ࠝ⛣⡠ࡢᐃ⩏ࠞ
 ⛣⡠ࡣ㑅ᡭࡀ⌧ᅾᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࢳ࣮࣒㸦௨ୗࠕ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࠖ࠸࠺㸧ࢆ⬺㏥ࡋࠊ
ูࡢࢳ࣮࣒㸦௨ୗࠕ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒ࠖ࠸࠺㸧ᡤᒓኚ᭦ࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ

➨㸰㸮᮲ࠝ⛣⡠ࡢᡭ⥆ࡁࠞ
㸯㸬㑅ᡭࡀ⛣⡠ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࠊᙜヱ㑅ᡭࡣࠊ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࡽⓏ㘓ᾘࡉࢀࠊ⛣⡠
ඛࢳ࣮࣒ࡀⓏ㘓⏦ㄳࢆࡋࠊᮏ༠ࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰㸬ᮏつ๎ࡢᐃࡵࡼࡾ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࡀᾘ⏦ㄳࢆࡍࡿࡁࡶࢃࡽࡎࡇࢀࢆ⾜
ࢃ࡞࠸ࡁࡣࠊᮏ༠ࡣࠊ⛣⡠ࢆᕼᮃࡍࡿ㑅ᡭࡢ⏦ㄳᇶ࡙ࡁ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࡢᢎ
ㅙ௦ࢃࡿỴᐃࢆ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸰㸯᮲ࠝබᘧヨྜࡢฟሙ㈨᱁ࠞ
㸯㸬ᮏつ๎ᇶ࡙ࡁ⛣⡠ࡋࡓ㑅ᡭࡣࠊᮏ༠ࡀⓏ㘓ࢆᢎㄆࡋࡓ᪥ࡽබᘧヨྜฟሙ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊ㑅ᡭࡢබᘧヨྜࡢฟሙ㈨᱁ࢆ➇ᢏࡢせ㡯ࡼ
ࡾไ㝈࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸬ࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚ฟሙࡋࡓ᭱ᚋࡢබᘧヨྜࡽ㸱㸮᪥㛫ࡣࠊ࣐ࢳࣗ
㑅ᡭࡋ࡚Ⓩ㘓ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
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➨㸰⠇ ⛣⡠ࡢᡭ⥆ࡁ

➨㸰㸰᮲࣐ࠝࢳࣗ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࠞ
 ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࠊ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ඛࢳ࣮࣒⛣⡠ࡋࡓ࠸᪨ࢆ⏦ࡋฟࡓ
ሙྜࠊ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࡣࠊᙜヱ⛣⡠ࢆᢎㅙࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡘࠊྡ┠ࡢ࠸ࢇࢆၥ
ࢃࡎࠊᙜヱ⛣⡠㛵ࡋᑐ౯ࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

➨㸰㸱᮲ࠝࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࠞ
 ࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣࠊዴఱ࡞ࡿᑐ౯ࡶᨭᡶࢃࢀ࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࠋᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓᚋ㸱㸮ࣨ᭶௨ෆ
ࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᙜヱ㑅ᡭࡢ᪂ࡓ࡞ࢳ࣮࣒ࡣࠊᮏ༠ࡢつ๎
ᚑ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝➼ࢆᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸰㸲᮲࣐ࠝࢳࣗ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࠞ
 ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࠊࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ඛࢳ࣮࣒⛣⡠ࡋࡓ࠸᪨ࢆ⏦ࡋฟࡓሙྜࠊ
⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࡣࠊᙜヱ⛣⡠ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

➨㸰㸳᮲ࠝࣉࣟ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࠞ
㸯㸬ࣉࣟ㑅ᡭࡢ㛫࡛ࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚ࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡼ࠺ពᅗࡋ࡚࠸ࡿࢳ࣮࣒ࡣࠊ
ᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡢ΅ධࡿ๓᭩㠃ࡼࡾᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡢࡑࡢⅬ࡛ᅾ⡠ࡍࡿ
ࢳ࣮࣒㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡢࡑࡢⅬࡢ
ࢳ࣮࣒ࡢዎ⣙ࡀ‶ࡋࡓࠊཪࡣ‶๓㸴ࣨ᭶㛫㝈ࡾࠊࡢࢳ࣮࣒ዎ⣙ࢆ
⥾⤖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬ࣉࣟ㑅ᡭዎ⣙ࡢᮇ㛫‶๓࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࡀ⛣⡠
క࠺⿵ൾࡘࡁྜពࡋࠊࡘࠊᙜヱ㑅ᡭࡶ⛣⡠ࢆᢎㅙࡋࡓሙྜࡣࠊ⛣⡠ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸰㸴᮲ࠝࣉࣟ㑅ᡭࡢᮇ㝈⛣⡠ࠞ
㸯㸬ࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊ㑅ᡭ㛵㐃ࡍࡿࢳ࣮࣒ࡢ㛫ࡢ᭩㠃ࡼࡿྜពࡼࡾࡢࢳ࣮࣒
ᮇ㝈⛣⡠ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬ᮇ㝈⛣⡠ࡢ᭱▷ᮇ㛫ࡣࠊᮏつ๎ᐃࡵࡿ㸰ࡘࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮㛫ࡢᮇ㛫ࡍࡿࠋ
㸱㸬ᮇ㝈⛣⡠㝿ࡋ࡚ࠊ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ཬࡧ㑅ᡭ⮬㌟ࡢ᭩㠃ࡼࡿྠព࡞ࡋࠊ⛣⡠
ඛࢳ࣮࣒ࡣ㑅ᡭࢆ➨୕ࡢࢳ࣮࣒⛣⡠ࡉࡏࡿᶒࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ
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➨㸰㸵᮲ࠝᅜ㝿⛣⡠ࠞ 
㸯㸬㑅ᡭࡀእᅜࡢࢳ࣮࣒⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊᮏ༠ࡣᙜヱእᅜࢧࢵ࣮࢝༠ࡽࡢㄳồ
ᇶ࡙ࡁࠊᙜヱእᅜࢧࢵ࣮࢝༠ᑐࡋ࡚ࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࠖࢆⓎ⾜ࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸰㸬እᅜࡢࢡࣛࣈ㸦ࢳ࣮࣒㸧Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㑅ᡭࡀ᪂ࡓᮏ༠ຍ┕ࢳ࣮࣒⛣⡠
ࡍࡿሙྜࠊᮏ༠ࡣ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒ࡽࡢㄳồᇶ࡙ࡁࠊᙜヱእᅜࢧࢵ࣮࢝༠
ᑐࡋ࡚ࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࠖࡢⓎ⾜ࢆ౫㢗ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱㸬๓㸰㡯ᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ㹄㹇㹄㸿つ๎ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲㸬ᮏ᮲➨㸰㡯ᐃࡵࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊ㑅ᡭࢆ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒Ⓩ㘓ࡍࡿࡓࡵࡣࠊḟ
ࡢྛྕࡢ᮲௳ࢆලഛࡋࠊࡘࠊᮏ༠ࠕᅜ㝿⛣⡠㑅ᡭⓏ㘓⏦ㄳ᭩ࠖ
ࠓ᭩ᘧ➨㸴ྕࠔ
ࢆᥦฟࡋ࡚ࠊࡑࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ᮏேࡀ᪥ᮏᅜෆධᅜࡋᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࡇ
  ᮏ༠ࡢㄳồᇶ࡙ࡁࠊᙜヱᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠ࡽᙜヱ㑅ᡭࡢࠕᅜ㝿⛣⡠ド
᫂᭩ࠖࡀᮏ༠ᑐࡋ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
  ḟࡢྛ᭩㢮ࢆῧࡍࡿࡇ
ձ᪑ๆࡢࡋ
ղ ධᅜᰝドࡢࡋ㸦᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿ㑅ᡭࢆ㝖ࡃ㸧
ճᅾ␃࣮࢝ࢻ㸦ཪࡣ≉ูỌఫ⪅ド᫂᭩㸧ⱝࡋࡃࡣఫẸ⚊ࡢࡋ


➨㸱⠇ ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝

➨㸰㸶᮲ࠝ㐺⏝ࠞ
 ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࡢㄳồࡣࠊᮏ⠇
ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

➨㸰㸷᮲ࠝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࡢ㔠㢠ࠞ
㸯㸬
ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࡢୖ㝈ࡣࠊ㑅ᡭࡀᅾ⡠ࡋࡓࢳ࣮࣒࠾ࡅࡿ‶㸯㸳ṓࡢ㸱᭶㸱
㸯᪥⩣᪥ࡢ㸲᭶㸯᪥ࡽ‶㸰㸰ṓࡢ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢᅾ⡠ᮇ㛫㸯ᖺࡘࡁࠊḟ
ᐃࡵࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ
㸲ᖺࡲ࡛     㸳ᖺ௨㝆
  ┤๓ࡢᅾ⡠ᅋయ     㸱㸮     㸯㸳
  㸰ࡘ๓௨ୖࡢᅾ⡠ᅋయ    㸯㸳㸯㸳

㸰㸬ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࡢㄳồᶒࢆᣢࡘࢳ࣮࣒ࡣࠊႠἲேࠊ㈈ᅋἲேࠊ♫ᅋἲேࠊ㹌
㹎㹍ἲேཪࡣᏛᰯᩍ⫱ἲ➨㸯᮲ᐃࡵࡿᏛᰯ㸦ࡇࢀ‽ࡌࡿᅋయ࡛ᮏ༠ࡀㄆᐃ
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ࡋࡓࡶࡢࢆྵࡴ㸧㝈ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱㸬ᅾ⡠ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࠊ㉸࠼ࡓᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱᅾ⡠ᮇ㛫ࡣࠊᮏ
᮲ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊ㸯ᖺࡳ࡞ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿ㹿
㸲㸬ᅾ⡠ᮇ㛫ࡢྜィࡀ㸯ᖺᮍ‶ࡢࢳ࣮࣒ࡣࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࡢㄳồᶒࢆᣢࡓ࡞࠸㹿

➨㸱㸮᮲ࠝᨭᡶ᪉ἲࠞ
 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࡣࠊᮏ༠ࡀ⛣⡠ࢆᢎㄆࡋࡓ᪥ࡽ㸱㸮᪥௨ෆ⌧㔠ࢆࡶࡗ୍࡚
ᣓࡋ࡚ᨭᡶࢃࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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➨㸱❶ 㐪➼

➨㸱㸯᮲ࠝつ๎㐪ࠞ
 㑅ᡭཪࡣຍ┕ࢳ࣮࣒ࡀᮏつ๎㐪ࡋࡓሙྜࡢฎศࡣࠊᮏ༠ᇶᮏつ⛬➨㸯㸰❶ࠝᠬ
⨩ࠞᚑ࠺ࠋ

➨㸱㸰᮲ࠝ⛣⡠㛵ࡍࡿ␗㆟➼ࠞ
 㑅ᡭࡢ⛣⡠㛵ࡋ࡚␗㆟ཪࡣ⩏ࡢ࠶ࡿᙜ⪅ࡣࠊᮏ༠ࡢᐃጤဨゎ࠶ࡗ
ࡏࢇࡢ⏦❧ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸱㸱᮲ࠝᨵṇࠞ
 ᮏつ๎ࡢᨵᐃࡣࠊᮏ༠ࡢ⌮ࡢỴ㆟ᇶ࡙ࡁࡇࢀࢆ⾜࠺ࠋ

➨㸱㸲᮲ࠝ⾜ࠞ
 ᮏつ๎ࡣࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
ࠝᨵṇࠞ
㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸰᭶㸯㸵᪥
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ᠬ ⨩ つ ⛬



➨㸯⠇ ⥲ ๎

➨㸯᮲ࠝ┠ⓗࠞ
 ᮏつ⛬ࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠㸦௨ୗࠊࠕᮏ༠ࠖ࠸࠺㸧ࡢᇶᮏつ⛬
㸦௨ୗࠊࠕᇶᮏつ⛬ࠖ࠸࠺㸧➨㸰❶➨㸳⠇ࠝྖἲᶵ㛵ࠞཬࡧ➨㸯㸰❶ࠝᠬ⨩ࠞᇶ
࡙ࡁࠊ௨ୗࡢྛྕࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ
 ᮏ༠ࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨ୪ࡧᇶᮏつ⛬➨㸰㸮㸰᮲ᇶ࡙ࡁᮏ༠
ࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡽᠬ⨩ᶒࢆጤ௵ࡉࢀࡓ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࠊ
ᆅᇦࢧࢵ࣮࢝༠ࠊྛ✀㐃┕ࠊ- ࣮ࣜࢢཬࡧබᘧ➇ᢏࡢࡑࢀࡒࢀࡢつᚊጤဨ
ཬࡧᐃጤဨ㸦ࡓࡔࡋࠊ- ࣮ࣜࢢࡢᐃጤဨࢆ㝖ࡃࠋ௨ୗࠊࠕ㒔㐨ᗓ┴
༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾ࡅࡿᠬ⨩㛵ࡍࡿ㡯
 ᮏ༠ࡢ᭹⏦❧ጤဨ࠾ࡅࡿ᭹⏦❧㛵ࡍࡿ㡯

➨㸰᮲ࠝᑐ㇟⪅ࠞ
 ᮏつ⛬ᇶ࡙ࡁᠬ⨩ࡢᑐ㇟࡞ࡿ⪅ࡣࠊᇶᮏつ⛬➨㸰㸮㸯᮲ᐃࡵࡿຍ┕ᅋయࠊ㑅
ᡭ➼ཬࡧ௰ேࡍࡿࠋ

➨㸱᮲ࠝ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠➼࠾ࡅࡿᠬ⨩ࠞ
 ᇶᮏつ⛬➨㸰㸮㸰᮲ᇶ࡙ࡁࠊᮏ༠ࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴༠
➼ࡢつᚊጤဨ➼ࠊࡑࡢᡤ⟶ࡍࡿຍ┕ᅋయཪࡣ㑅ᡭ➼㛵ࡍࡿᠬ⨩ၥ㢟㸦௰ே
㛵ࡍࡿつ๎㛵㐃ࡍࡿ㐪⾜Ⅽᑐࡍࡿᠬ⨩ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆᮏ༠ᠬ⨩つ⛬ࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ฎ⌮ࡋࠊᠬ⨩ࢆỴᐃ࣭㐺⏝ࡍࡿᶒ㝈ࢆጤ௵ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀ
ヱᙜࡍࡿሙྜࠊ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡣỴᐃᶒࡣ࡞ࡃࠊᠬ⨩ࢆᮏ༠
㏻▱ࡋᮏ༠ࡢつᚊጤဨཪࡣᐃጤဨࡀᠬ⨩ࢆỴᐃ࣭㐺⏝ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  㸴ࣨ᭶௨ୖࡢฟሙṆฎศࠊබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ཪࡣࢧࢵ࣮࢝㛵㐃
άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
  ⨩㔠
  ἐ
  ୗࢹࣅࢪࣙࣥࡢ㝆᱁
  㝖ྡ
  ➇ᢏࡢཧຍ㈨᱁ࡢዣ
  ᪂ࡓ࡞㑅ᡭࡢⓏ㘓⚗Ṇ
  ๓ྛྕᥖࡆࡿࡶࡢࡢࠊᠬ⨩ຠᯝ࠾࠸࡚ᐇ㉁ⓗ๓ྛྕࡢ࠸ࡎࢀ
ྠ➼ཪࡣࡑࢀ௨ୖุ᩿ࡉࢀࡿฎศ
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➨㸲᮲ࠝᠬ⨩ࡢ✀㢮ࠞ
㸯㸬㑅ᡭ➼ᑐࡍࡿᠬ⨩ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
  ㆙ ࿌
ᑂࡀヨྜ୰➇ᢏ⪅ᑐࡋࠊ➇ᢏつ๎ᇶ࡙ࡁ࢚࣮࣮ࣟ࢝ࢻࢆ♧ࡍ
  ㏥ሙ࣭㏥ᖍ
ᑂࡀヨྜ୰➇ᢏ⪅㸦㏥ሙࡢሙྜ㸧ཪࡣ┘╩ࡑࡢࡢ㛵ಀ⪅㸦㏥ᖍࡢሙྜ㸧
ᑐࡋࠊヨྜ୰ࣇ࣮ࣝࢻཬࡧࡑࡢ࿘㎶ࡽ❧ࡕཤࡿࡼ࠺ࡌࡿ
 ᡄ ࿌
ཱྀ㢌ࢆࡶࡗ࡚ᡄࡵࡿ
 ㆢ㈐
ጞᮎ᭩ࢆࡾࠊᑗ᮶ࢆᡄࡵࡿ
 ⨩㔠
୍ᐃࡢ㔠㢠ࢆᮏ༠⣡ࡉࡏࡿ
  ♫ዊάື
  ἐ 
ྲྀᚓࡋࡓṇ࡞┈ࢆዣࡋࠊᮏ༠ᖐᒓࡉࡏࡿ
  ㈹ࡢ㏉㑏
㈹ࡋ࡚⋓ᚓࡋࡓ࡚ࡢ┈㸦㈹㔠ࠊグᛕရࠊࢺࣟࣇ࣮➼㸧ࢆ㏉㑏ࡉࡏࡿ
 ୍ᐃᩘࠊ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බᘧヨྜࡢฟሙṆ
୍ᐃᩘࠊ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗࠊබᘧヨྜࡘ࠸࡚ࠊࣇ࣮ࣝࢻࠊ
࣋ࣥࢳࠊࣟࢵ࣮࣮࣒࢝ࣝ➼ࡢ༊ᇦ❧ࡕධࡿࡇࢆ⚗Ṇࡍࡿ
 බⓗ⫋ົࡢ୍ⓗࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞Ṇ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵
ᮏ༠ཪࡣຍ┕ᅋయ࠾ࡅࡿ୍ษࡢබⓗ⫋ົࢆ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ
Ṇࡋࠊ⚗Ṇࡋࠊཪࡣゎ௵ࡍࡿ
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞ࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
ࢧࢵ࣮࢝㛵ࡍࡿ୍ษࡢάືࢆ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗṆࡋཪࡣ⚗
Ṇࡍࡿ
 㝖ྡ
ᮏ༠ࡢⓏ㘓ࢆᾘࡍࡿ
㸰㸬ຍ┕ᅋయᑐࡍࡿᠬ⨩ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
  ᡄ ࿌
  ㆢ ㈐
  ⨩ 㔠
  ἐ 
  ㈹ࡢ㏉㑏
  ヨྜ
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  ヨྜ⤖ᯝࡢ↓ຠ㸦ࡼࡾᡓࢆࡎࡿ㸧
  ᚓⅬཪࡣࡕⅬࡢῶⅬཪࡣ↓ຠ
  ᚓⅬࢆ㸱ᑐ㸮ࡋ࡚ヨྜࢆἐ㸦ࡓࡔࡋࠊࡍ࡛⋓ᚓࡉࢀࡓᚓኻⅬᕪࡢ᪉ࡀ
ࡁ࠸ሙྜࡣࠊࡁ࠸᪉ࢆ᭷ຠࡍࡿ㸧
  ほ⾗ࡢ࠸࡞࠸ヨྜࡢ㛤ദ
 ୰❧ᆅ࠾ࡅࡿヨྜࡢ㛤ദ
 ୍ᐃᩘࠊ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බᘧヨྜࡢฟሙṆ
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බⓗᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢṆ
 ୗࢹࣅࢪࣙࣥࡢ㝆᱁



 ➇ᢏࡢཧຍ㈨᱁ࡢዣ
 ᪂ࡓ࡞㑅ᡭࡢⓏ㘓⚗Ṇ
 㝖 ྡ
㸱㸬௰ேᑐࡍࡿᠬ⨩ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
  ᡄ ࿌
  ㆢ ㈐
  ⨩ 㔠
  ἐ 
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞බⓗᴗົࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢṆ
 ୍ᐃᮇ㛫ࠊ↓ᮇ㝈ཪࡣỌஂⓗ࡞ࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
  㝖 ྡ
㸲㸬๓㸱㡯ྛྕࡢᠬ⨩ࡣࠊే⛉ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸳᮲ࠝ↓ᮇ㝈ࡢᠬ⨩ࡢゎ㝖ࠞ
㸯㸬๓᮲➨㸯㡯➨㸶ྕࡽ➨㸯㸮ྕ୪ࡧ➨㸰㡯➨㸯㸯ྕཬࡧ➨㸯㸰ྕࡢᠬ⨩ࡢ࠺ࡕࠊ
㸱ᖺࢆ㉸࠼ࡿᠬ⨩ࠊཪࡣ↓ᮇ㝈ࡢᠬ⨩ࢆཷࡅࡓಶேཪࡣᅋయ㸦௨ୗಶேࠊᅋయ
ࡶࠕᙜ⪅ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊฎศ㛤ጞ᪥ࡽ㸱ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓᚋࠊ௨ୗࡢᡭ⥆
ࡼࡾゎ㝖ࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ᙜ⪅㸦ᅋయࡢሙྜࡣࡑࡢ௦⾲⪅㸧ࡣࠊゎ㝖ࡢჃ㢪᭩ࠊάື≧ἣሗ࿌᭩ཬࡧ
┬ᩥ㸦௨ୗࠕᙜ⪅⏦ㄳ᭩㢮ࠖ࠸࠺㸧ࢆḟࡢ࠸ࡎࢀࡢ⤌⧊ᥦฟࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᠬ⨩ࢆཷࡅࡓࡁᡤᒓࡋࡓ⤌⧊㸦」ᩘᒓࡍࡿሙྜࡣࡑࡢ࠸ࡎࢀ㸧
⏦ㄳࡍࡿࡇࢆཎ๎ࡍࡿࡀࠊࡀ୍ࡑࡢཎ๎ῧ࠼࡞࠸≉ẁࡢ⏤ࡀ࠶
ࡿሙྜࡣࡑࡢ᪨ࢆᙜ⪅⏦ㄳ᭩㢮᫂グࡍࡿࠋ
ձ 㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠
ղ ᆅᇦࢧࢵ࣮࢝༠
ճ ᇶᮏつ⛬➨㸵㸯᮲➨㸯㡯ྛྕิᣲࡍࡿྛ✀㐃┕
մ - ࣮ࣜࢢ
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  ๓ྕᇶ࡙ࡁ⏦ㄳࢆཷࡅࡓ⤌⧊ࡣࠊㄪᰝ࣭ᑂ㆟ࡢୖࠊゎ㝖ࡀ㐺ษ࣭ጇᙜุ᩿
ࡋࡓሙྜࠊᙜヱ⤌⧊ࡋ࡚ࡢჃ㢪᭩ࢆసᡂࡋࠊᙜ⪅⏦ㄳ᭩㢮ࢆῧࡋ࡚ᮏ
༠ົᒁ⏦ㄳࡍࡿࠋ
  ᮏ༠ົᒁࡣࠊᙜヱᠬ⨩ࢆỴᐃࡋࡓጤဨ㸦つᚊጤဨཪࡣᐃጤဨࡢ࠸
ࡎࢀࠋ௨ୗࠕᢸᙜጤဨࠖ࠸࠺㸧๓ྕࡢ᭩㢮୍ᘧࢆᅇࡍࡿࠋ
  ᢸᙜጤဨࡢጤဨ㛗ཪࡣጤဨ㛗ࡽጤკࢆཷࡅࡓ⪅ࡣࠊᙜ⪅ࡽࢆ⪺ࡁࠊ
ࡑࡢ⫈⪺⤖ᯝࢆᢸᙜጤဨࡣࡾࠊᢸᙜጤဨ࡚ゎ㝖ࡘ࠸࡚ᑂ㆟࣭Ỵ
ᐃࡍࡿࠋ
㸰㸬๓᮲ᚑ࠸ࠊゎ㝖ࡀㄆࡵࡽࢀࡓᙜ⪅ࡣࠊฎศゎ㝖᪥ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓ᪥ࡽ
ᶒࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᢸᙜጤဨ࠾࠸࡚ゎ㝖ࡀ␃ಖࡉࢀࡓሙྜࠊᙜ⪅ࡣ␃ಖࡉࢀࡓ
ཎᅉࡀᾘኻࡋࡓᚋࠊᗘゎ㝖ࡢ⏦ㄳࢆ⾜࡞࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸴᮲ࠝ㑅ᡭ➼ᑐࡍࡿ⨩㔠ࠞ
㸯㸬≉ẁࡢᐃࡵࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊ࣐ࢳࣗ㑅ᡭ➼ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⨩㔠ࢆ⛉ࡉ࡞࠸ࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
㸰㸬ࣉࣟ㑅ᡭ➼ᑐࡋ࡚⨩㔠ࢆ⛉ࡍሙྜࡣࠊḟࡢᇶ‽ࡼࡿࠋ
  㹈㸯࣮ࣜࢢࡢሙྜࠊฟሙṆฎศ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㔠㸯㸮௨ୗ
  ࡑࡢࡢሙྜࠊฟሙṆฎศ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㔠㸳௨ୗ

➨㸵᮲ࠝඹ≢➼ࠞ
 ࡢ⪅ࢆᩍ၀ⱝࡋࡃࡣᖝຓࡋࠊཪࡣࡢ⪅ඹㅛࡋ࡚ⱝࡋࡃࡣࡢ⪅ࢆ⏝ࡋ࡚㐪
⾜Ⅽࢆ⾜ࢃࡏࡓຍ┕ᅋయཪࡣ㑅ᡭ➼ࡣࠊ⮬ࡽ㐪⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜ‽ࡌ࡚ᠬ⨩
ࢆ⛉ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸶᮲ࠝᙺဨཬࡧ┘╩➼ࡢຍ㔜ࠞ
 ᙺဨࠊ┘╩ࡑࡢࡢ⟶⌮࣭┘╩㛵ಀ⪅ࡀ㐪⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊ≉ẁࡢᐃࡵࡀ
࡞࠸㝈ࡾࠊࡑࡢ㐪⾜Ⅽࡘ࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡓᠬ⨩ࡢ㸰ಸ௨ୗࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊᠬ⨩
ࢆຍ㔜ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸷᮲ࠝ୧⨩つᐃࠞ
 ຍ┕ᅋయᡤᒓࡍࡿಶேࡀ㐪⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢಶேᑐࡋ࡚ᠬ⨩ࢆ⛉
ࡍࡿࠊࡑࡢಶேࡀᡤᒓࡍࡿຍ┕ᅋయᑐࡋ࡚ࡶᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ࡑࡢຍ┕ᅋయ㐣ኻࡀ࡞ࡗࡓࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

➨㸯㸮᮲ࠝ⨩㔠ࡢྜ⟬ࠞ
 ྠ」ᩘࡢ㐪⾜Ⅽࡀ⨩㔠ࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊྛࠎࡘ࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡓ⨩
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㔠ࡢྜ⟬㢠ࢆࡶࡗ࡚ࠊ⨩㔠ࡢ㔠㢠ࡍࡿࠋ

➨㸯㸯᮲ࠝ㐪⾜Ⅽࡢ㔜」ࡼࡿຍ㔜ࠞ
 ྠ✀ࡢ㐪⾜Ⅽࢆ㔜ࡡ࡚⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ㐪⾜Ⅽࡘ࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡓᠬ⨩ࡢ
㸰ಸ௨ୗࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊᠬ⨩ࢆຍ㔜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸯㸰᮲ࠝ≧ࡼࡿ㍍ῶࠞ
㸯㸬㐪⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ≧࠾࠸࡚㓃㔞ࡍࡁࡀ࠶ࡿ
ࡁࡣࠊࡑࡢᠬ⨩ࢆ㍍ῶࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬๓᮲ࡼࡾᠬ⨩ࢆຍ㔜ࡍࡁሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊ࡞࠾๓㡯ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ


➨㸰⠇ つᚊጤဨཬࡧᐃጤဨ࠾ࡅࡿㄪᰝཬࡧᑂ㆟ࡢᡭ⥆

➨㸯㸱᮲ࠝㄪᰝཬࡧᑂ㆟ࡢᡭ⥆ࠞ
 ᮏ༠ࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨ୪ࡧ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼࠾ࡅࡿ
ᠬ⨩ࡢㄪᰝࠊᑂ㆟ཬࡧᠬ⨩ࡢỴᐃࡢᡭ⥆ࡣࠊᮏ⠇ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

➨㸯㸲᮲ࠝᡤ⟶㡯ࠞ
㸯㸬➇ᢏཬࡧ➇ᢏ㛵㐃ࡍࡿ㐪⾜Ⅽᑐࡍࡿᠬ⨩ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸱⠇ࡢᐃࡵࡿ
ࡇࢁࡼࡾᡤ⟶ࡢつᚊጤဨࡀㄪᰝࠊᑂ㆟ཬࡧᠬ⨩ࡢỴᐃࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸬௰ே㛵ࡍࡿつ๎㛵㐃ࡍࡿ㐪⾜Ⅽᑐࡍࡿᠬ⨩ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸲⠇ࡢᐃࡵ
ࡿࡇࢁࡼࡾᮏ༠ࡢつᚊጤဨࡀㄪᰝࠊᑂ㆟ཬࡧᠬ⨩ࡢỴᐃࢆ⾜࠺ࠋ
㸱㸬๓㸰㡯ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃ㐪⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡣ➨㸳⠇ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾᡤ⟶
ࡢᐃጤဨ㸦ࡓࡔࡋࠊᐃጤဨࢆ᭷ࡉ࡞࠸㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊつᚊ
ጤဨ㸧ࡀㄪᰝࠊᑂ㆟ཬࡧᠬ⨩ࡢỴᐃࢆ⾜࠺ࠋ

➨㸯㸳᮲ࠝつᚊጤဨࡢᡭ⥆ࡢ㛤ጞࠞ
 ᮏ༠ࡢつᚊጤဨࡣࠊ௨ୗࡢሙྜࠊㄪᰝࠊᑂ㆟ࢆ㛤ጞࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ➨㸱᮲ཬࡧ➨㸯㸲᮲➨㸯㡯ᚑ࠸㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡼࡾᠬ⨩
ࡢ㏻▱ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
 ᮏ༠ࡢつᚊጤဨࡢጤဨ㛗ࡀㄪᰝࠊᑂ㆟ࡀᚲせุ᩿ࡋࡓሙྜ
 ௰ே㛵ࡍࡿつ๎ᐃࡵࡿሙྜ
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➨㸯㸴᮲ࠝᐃጤဨࡢᡭ⥆ࡢ㛤ጞࠞ
 ᮏ༠ࡢᐃጤဨࡣࠊ௨ୗࡢሙྜࠊㄪᰝࠊᑂ㆟ࢆ㛤ጞࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ➨㸱᮲ཬࡧ➨㸯㸲᮲➨㸱㡯ᚑ࠸㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡼࡾᠬ⨩
ࡢ㏻▱ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
 ᮏ༠ࡢᐃጤဨࡢጤဨ㛗ࡀㄪᰝࠊᑂ㆟ࡀᚲせุ᩿ࡋࡓሙྜ

➨㸯㸵᮲ࠝゝㄒࠞ
㸯㸬つᚊጤဨࠊᐃጤဨཬࡧ᭹⏦❧ጤဨࡢᡭ⥆ཬࡧ᭩㠃࠾ࡅࡿゝㄒࡣ᪥ᮏ
ㄒࢆ⏝ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬ᙜ⪅ཪࡣ㛵ಀ⪅ࡀእᅜㄒࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊཱྀ㢌ࡢ㝞㏙ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒࡢ
㏻ヂࢆྠ⾜ࡋࠊᩥ᭩ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒࡢヂᩥࢆῧࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨㸯㸶᮲ࠝ௦⌮ேࠞ
 つᚊጤဨࠊᐃጤဨཬࡧ᭹⏦❧ጤဨ࠾ࡅࡿᡭ⥆㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ⪅ࢆ㝖
࠸࡚ࡣᙜ⪅ࡢ௦⌮ே࡞ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
  ᙜ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᅋయᒓࡍࡿ⪅ࡢ୰ࡽᙜ⪅ࡀᣦᐃࡋࡓ⪅
  ᘚㆤኈ
  ἲᐃ௦⌮ே㸦ᙜ⪅ࡀᮍᡂᖺࡢሙྜ㸧
  ࡑࡢつᚊጤဨࠊᐃጤဨཪࡣ᭹⏦❧ጤဨࡀᢎㄆࡋࡓ⪅

➨㸯㸷᮲ࠝᡭ⥆ࡢ㠀බ㛤ࠞ
 つᚊጤဨࠊᐃጤဨཬࡧ᭹⏦❧ጤဨ࠾ࡅࡿᠬ⨩ࡢᡭ⥆ཬࡧグ㘓ࡣ㠀බ㛤
ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊつᚊጤဨࠊᐃጤဨཪࡣ᭹⏦❧ጤဨࡣࠊᡭ⥆ࡢබṇࡀᐖࡉ
ࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞ࡃࠊࡘࠊ┦ᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡢഐ⫈ࢆチࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸰㸮᮲ࠝ⫈⪺ࠞ
 つᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ᙜ⪅ᑐࡋ⫈ྲྀࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢពぢ
ࢆ⪺ࡃࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜ⪅ࡢྠពࡀ࠶ࡿሙྜཪࡣᑐ㇟⪅ࡀ⫈ྲྀࢆᣄྰⱝ
ࡋࡃࡣ↓᩿Ḟᖍࡋࡓሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

➨㸰㸯᮲ࠝドᣐࡢホ౯ࠞ
㸯㸬ᠬ⨩ࡢᑂ㆟࠾࠸࡚ࡣࠊᑂ࣭ᑂ࣭➨㸲ࡢᑂุဨ࣭࣐ࢵࢳࢥ࣑ࢵࢩࣙࢼ࣮ཬࡧ
ᑂุࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢሗ࿌ࠊᙜ⪅ཬࡧ┠ᧁ⪅ࡢ౪㏙ཬࡧᩥ᭩ࠊ㡢ኌཪࡣ⏬ീ
ࡢグ㘓ࠊᑓ㛛ᐙࡢពぢࡑࡢ୍ษࡢドᣐࢆཧ↷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬ᑂุཬࡧ࣐ࢵࢳࢥ࣑ࢵࢩࣙࢼ࣮ࡢሗ࿌᭩ྵࡲࢀࡿᐇࡣࠊṇࡋ࠸ࡶࡢ᥎ᐃࡍ
ࡿࠋ
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➨㸰㸰᮲ࠝ㆟Ỵࠞ
 つᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡢ㆟ࡣࠊฟᖍ⪅ࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚Ỵࡍࡿࠋྍྰྠᩘࡢ
ࡁࡣࠊጤဨ㛗ࡢỴࡍࡿࡇࢁࡍࡿࠋ

➨㸰㸱᮲ࠝᠬ⨩ࡢ㏻▱ࠞ
㸯㸬つᚊጤဨཬࡧᐃጤဨࡣỴᐃࡋࡓᠬ⨩ࢆᙜ⪅᭩㠃࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
㸰㸬ᙜヱ㏻▱ࡣ௨ୗࡢ㡯┠ࢆྵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᙜ⪅ࡢẶྡ㸦ᅋయࡢሙྜࡣᅋయྡཬࡧ௦⾲⪅ྡ㸧୪ࡧఫᡤ
  ௦⌮ேࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊࡑࡢẶྡཬࡧఫᡤ
  ᩥ㸦ุ᩿ࡢ⤖ㄽࠋຠຊⓎ⏕᪥ࢆྵࡴ㸧
  ุ᩿ࡢ⌮⏤㸦ᚲࡎࠊ᰿ᣐ࡞ࡿ᮲ᩥࢆグ㍕ࡍࡿࡇ㸧
  సᡂᖺ᭶᪥
 ᭹⏦❧ᡭ⥆ࡢྍྰཬࡧࡑࡢᡭ⥆ࡁࡢᮇ㝈㸦➨㸱㸵᮲ཧ↷㸧


➨㸱⠇ ➇ᢏཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿ㐪⾜Ⅽ

➨㸰㸲᮲ࠝ➇ᢏཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿ㐪⾜Ⅽࠞ
 ຍ┕ᅋయཪࡣ㑅ᡭ➼ࡢ㐪⾜Ⅽࡢ࠺ࡕࠊᮏ༠ཪࡣ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡀദࡍࡿබᘧ
ヨྜཬࡧබᘧ➇ᢏ㛵ࡍࡿࡶࡢᑐࡋ࡚ࡣࠊᮏ⠇ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊᡤ⟶ࡢつ
ᚊጤဨࡢㄪᰝ࣭ᑂ㆟ࢆ⤒࡚ᠬ⨩ࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

➨㸰㸳᮲ࠝබᘧ➇ᢏ࠾ࡅࡿᠬ⨩ࠞ
 බᘧ➇ᢏ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀつᚊጤဨࢆタ⨨ࡋࠊᮏつ⛬ᚑ࠸ࠊࡑࡢ➇ᢏ
㛵ࡍࡿつᚊၥ㢟ࢆฎ⌮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜࠊ➨㸱᮲ࠝ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝
༠➼࠾ࡅࡿᠬ⨩ࠞࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ

➨㸰㸴᮲ࠝᑂࡢୗࡍᠬ⨩ࠞ
 ヨྜ୰ࡣᑂࡀᠬ⨩ࡢỴᐃࢆୗࡍࡶࡢࡋࠊࡑࡢỴᐃࡣ᭱⤊ⓗ࡞ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸰㸵᮲ࠝ㆙࿌ࠞ
 ᑂࡼࡿ㆙࿌ฎศࡢᑐ㇟࡞ࡿ㐪⾜Ⅽཬࡧࡇࢀᑐࡍࡿᠬ⨩ࡣࠊู⣬㸯ࠗ➇ᢏ
ཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿᠬ⨩ᇶ‽࠘➨㸯㡯ࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
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➨㸰㸶᮲ࠝ㏥ሙ࣭㏥ᖍࠞ
 ᑂࡼࡿ㏥ሙ࣭㏥ᖍฎศࡢᑐ㇟࡞ࡿ㐪⾜Ⅽཬࡧࡇࢀᑐࡍࡿᠬ⨩ࡣࠊู⣬㸯
ࠗ➇ᢏཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿᠬ⨩ᇶ‽࠘➨㸰㡯ࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

➨㸰㸷᮲ࠝࡑࡢࡢ㐪⾜Ⅽࠞ
 ➇ᢏཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿ㐪⾜Ⅽࡢ࠺ࡕ๓㸰᮲ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃ⾜Ⅽᑐࡍࡿᠬ
⨩ࡣࠊู⣬㸯ࠗ➇ᢏཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿᠬ⨩ᇶ‽࠘➨㸱㡯௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ

➨㸱㸮᮲ࠝฟሙṆฎศࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜࠞ
 ྠ୍➇ᢏ࠾࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋฟሙṆฎศ┦ᙜࡍࡿ㐪⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊฟሙ
Ṇฎศࡢཎᅉࡀྠ୍࡛࡞ࡃࡶࠊฎศࡢ௳ᩘᛂࡌ࡚ฟሙṆヨྜᩘࢆຍ⟬ࡋࠊ⨩
㔠ࢆ⛉ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸱㸯᮲ࠝᠬ⨩ᇶ‽ࡢ㐠⏝⣽๎ࠞ
 ᮏ༠ࡢつᚊጤဨࡣࠊ⌮ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ࠊᠬ⨩ᇶ‽ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿ⣽๎ࢆᐃࡵ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


➨㸲⠇ ௰ே㛵ࡍࡿつ๎㛵㐃ࡍࡿ㐪⾜Ⅽ

➨㸱㸰᮲ࠝ௰ே㛵ࡍࡿつ๎㛵㐃ࡍࡿ㐪⾜Ⅽࠞ
 ຍ┕ᅋయࠊ㑅ᡭ➼ཬࡧ௰ேࡢ㐪⾜Ⅽࡢ࠺ࡕࠊ௰ே㛵ࡍࡿつ๎㛵㐃ࡍࡿ㐪
⾜Ⅽᑐࡋ࡚ࡣࠊᙜヱつ๎ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊᮏ༠つᚊጤဨࡀㄪᰝࠊᑂ㆟
ࡋࠊᠬ⨩ࢆỴᐃࡍࡿࠋ



➨㸳⠇ ࡑࡢࡢ㐪⾜Ⅽ

➨㸱㸱᮲ࠝᐃጤဨࡢㄪᰝࠊᑂ㆟ࠞ
 ຍ┕ᅋయࠊ㑅ᡭ➼ཬࡧ௰ேࡢ㐪⾜Ⅽࡢ࠺ࡕࠊ๓⠇ᐃࡵࡿࡶࡢ㸦➇ᢏཬࡧ➇ᢏ
࠾ࡅࡿ㐪⾜Ⅽ୪ࡧ௰ே㛵ࡍࡿつ๎㛵㐃ࡍࡿ㐪⾜Ⅽ㸧ࢆ㝖ࡃࡶࡢᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊᮏ⠇ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊᮏ༠ࡢᐃጤဨཪࡣ➨㸱᮲ࠝ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ
࣮࢝༠➼࠾ࡅࡿᠬ⨩ࠞᡤᐃࡢ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡀࠊㄪᰝࠊᑂ㆟ࡋࠊ
ᠬ⨩ࢆỴᐃࡍࡿࠋ
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➨㸱㸲᮲ࠝ㐪⾜Ⅽࠞ
 ຍ┕ᅋయࠊ㑅ᡭ➼ཬࡧ௰ேࡀḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜ
ࡣࠊ➨㸲᮲㸦➨㸯㡯➨㸯ྕཬࡧ➨㸰ྕࢆ㝖ࡃ㸧ࡢᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࠋ
 ᇶᮏつ⛬ཪࡣࡇࢀ㝶ࡍࡿㅖつ⛬㐪ࡋࡓࡁ
 ᮏ༠ࡢᣦ♧௧ᚑࢃ࡞ࡗࡓࡁ
 ᮏ༠ࠊຍ┕ᅋయཪࡣ㑅ᡭ➼ࡢྡཪࡣಙ⏝ࢆẋᦆࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓࡁ
 ᮏ༠ཪࡣຍ┕ᅋయࡢ⛛ᗎ㢼⣖ࢆࡋࡓࡁ
 ฮ⨩ἲつゐࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓࡁ
  ຍ┕ᅋయཪࡣ㑅ᡭ➼ᑐࡋࠊࡑࡢ⫋ົ㛵ࡋ࡚ṇ࡞┈ࢆ౪ࡋࠊ⏦㎸ࡳࠊ
せồࡋཪࡣ⣙᮰ࡋࡓࡁ
  ຍ┕ᅋయཪࡣ㑅ᡭ➼ࡀࠊ᪉ἲࡢ࠸ࢇࢆၥࢃࡎࠊࡲࡓ┤᥋࣭㛫᥋ࢆၥࢃࡎヨ
ྜ⤖ᯝᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿṇ⾜Ⅽ㛵ࡋࡓሙྜ
  ⪅ࡀ๓㡯つᐃࡍࡿṇ⾜Ⅽ㛵ࡋࡓ࠸࠺ሗࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽࠊᮏ༠
ࡢ㏿ࡸ࡞ሗ࿌ࢆᛰࡗࡓሙྜ
  ຍ┕ᅋయཪࡣ㑅ᡭ➼ࡀࠊࡑࡢ⫋ົ㛵ࡋ࡚⬺⛯ࡑࡢṇ࡞⤒⌮ࢆ⾜ࡗࡓሙ
ྜ


➨㸴⠇ ᭹⏦❧

➨㸱㸳᮲ࠝ⥲๎ࠞ
 ᮏ༠ࡢつᚊጤဨⱝࡋࡃࡣᐃጤဨཪࡣ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼㸦௨ୗࠊ
ᮏ⠇࠾࠸࡚ࡣࠕ➨୍ᑂጤဨࠖࡍࡿ㸧ࡼࡗ࡚⛉ࡉࢀࡓᠬ⨩㸦௨ୗࠊࠕཎᠬ⨩ࠖ
࠸࠺㸧ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱᠬ⨩ࢆ⛉ࡉࢀࡓಶேཪࡣᅋయࡣࠊᮏ⠇ࡢᐃࡵᚑ࠸ࠊᮏ༠
ࡢ᭹⏦❧ጤဨᑐࡋ᭹⏦❧ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸱㸴᮲ࠝ᭹⏦❧ྍ⬟࡞ᠬ⨩ࠞ
㸯㸬᭹⏦❧ጤဨࡢ᭹⏦❧ࡣࠊཎᠬ⨩ࡀ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜ㝈ࡾ
ྍ⬟࡞ࡶࡢࡍࡿࠋ
  㸱ヨྜ௨ୖࡢฟሙṆฎศࠊබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ཪࡣࢧࢵ࣮࢝㛵㐃
άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
  㸰ࣨ᭶௨ୖࡢฟሙṆฎศࠊබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ཪࡣࢧࢵ࣮࢝㛵㐃
άືࡢṆ࣭⚗Ṇ
  㸯㸮㸮௨ୖࡢ⨩㔠
  ୗࢹࣅࢪࣙࣥࡢ㝆᱁
  㸰Ⅼ௨ୖࡢⅬࡢῶⅬ
  ἐ
  ㈹ࡢ㏉㑏
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  ほ⾗ࡢ࠸࡞࠸ヨྜࡢ㛤ദ
  ୰❧ᆅ࠾ࡅࡿヨྜࡢ㛤ദ
 ➇ᢏࡢཧຍ㈨᱁ࡢዣ
 ᪂ࡓ࡞㑅ᡭࡢⓏ㘓⚗Ṇ
 㝖ྡ
 ๓ྛྕᥖࡆࡿࡶࡢࡢࠊᠬ⨩ຠᯝ࠾࠸࡚ᐇ㉁ⓗ๓ྛྕࡢ࠸ࡎࢀ
ྠ➼ཪࡣࡑࢀ௨ୖุ᩿ࡉࢀࡿฎศ
㸰㸬ཎᠬ⨩ࡀ๓㡯ྛྕ‶ࡓ࡞࠸ሙྜࠊཎᠬ⨩ࡣ☜ᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸱㸵᮲ࠝ᭹⏦❧ࡿ㛫ⓗไ㝈ࠞ
㸯㸬᭹⏦❧ጤဨ᭹⏦❧ࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿಶேཪࡣᅋయ㸦௨ୗࠊ⏦❧ேࡍࡿ㸧
ࡣࠊཎᠬ⨩ࡢఏ㐩ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㸱᪥௨ෆ㸦㏻▱ࢆཷࡅࡓ᪥ࢆྵࡴ㸧ࠊ᭹⏦
❧ࢆ⾜࠺ពᛮࢆ᭩㠃㸦௨ୗࠊࠕ᭹⏦❧᭩ࠖ㸧ࡼࡾࠊᮏ༠᭹⏦❧ጤဨ
ົᒁࡲ࡛㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰㸬⏦❧ேࡣࠊཎᠬ⨩ࡢఏ㐩ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㸯㸮᪥௨ෆ㸦㏻▱ࢆཷࡅࡓ᪥ࢆྵࡴ㸧
᭹⏦❧ࡢ⌮⏤ࢆ᭩㠃㸦௨ୗࠊࠕ⌮⏤᭩ࠖࡍࡿ㸧ࡼࡾࠊᮏ༠ົᒁࡲ࡛㏻
▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱㸬๓㸰㡯ࡿ᭹⏦❧᭩ཬࡧ⌮⏤᭩ࡣࠊ㹄㸿㹖ཪࡣ㒑㏦࡚ᥦฟࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲㸬๓㸱㡯ᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ሙྜࠊᙜヱ⏦❧ࡣ↓ຠ࡞ࡾࠊཎᠬ⨩ࡀ☜
ᐃࡍࡿࠋ
㸳㸬᭹⏦❧ጤဨࡢጤဨ㛗ࡣࠊ⥭ᛴᛶࢆせࡍࡿሙྜࠊ➨㸯㡯ཬࡧ➨㸰㡯ᐃࡵࡿᮇ
㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿỴᐃࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸱㸶᮲ࠝ᭹⏦❧ࡢ⌮⏤ࠞ
㸯㸬⏦❧ேࡣࠊཎᠬ⨩ࡀᠬ⨩ࡢỴᐃᙳ㡪ࢆ࠼ᚓࡿ㔜࡞ᐇㄆᐃࡢㄗࡾᇶ࡙ࡃ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜཪࡣཎᠬ⨩ࡢỴᐃ࠾࠸࡚つ⛬ࡢ㐺⏝ㄗࡾࡀ࠶ࡿሙྜࠊ᭹⏦❧
ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬᭹⏦❧ጤဨࡢጤဨ㛗ࡣࠊ๓㡯ᐃࡵࡿ⌮⏤ࢆ࠸ࡎࢀࡶ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ
᫂ࡽ࡞᭹⏦❧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㆟ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ᭩㠃࡚Ỵᐃࢆࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ

➨㸱㸷᮲ࠝ⌮⏤᭩ࠞ
㸯㸬➨㸱㸵᮲㸰㡯ᐃࡵࡿ⌮⏤᭩ࡣࠊ᭩㠃ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬⌮⏤᭩ࡢෆᐜࡣࠊ᭹⏦❧ࡢពᛮࡑࡢ⌮⏤ࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ
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➨㸲㸮᮲ࠝ⫈ྲྀࠞ
 ᭹⏦❧ጤဨࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊ᭩㠃ࡢࡳࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࠊᙜ⪅➼ᑐ
ࡍࡿ⫈ྲྀࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௨ୗࡢྛྕヱᙜࡍࡿሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫈ྲྀࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ᭹⏦❧ጤဨࡢጤဨ㛗ࡀᚲせุ᩿ࡋࡓሙྜ
  ➨㸱᮲ࡢྛྕヱᙜࡍࡿሙྜ࡛ࠊᙜ⪅ࡀ⫈ྲྀࡢᐇࢆᕼᮃࡋࡓሙྜ

➨㸲㸯᮲ࠝᡭᩘᩱࠞ
㸯㸬⏦❧ேࡣࠊ᭹⏦❧ࡿᡭᩘᩱࡋ࡚ࠊ➨㸱㸵᮲㸰㡯ᐃࡵࡿᮇ᪥ෆ㸯
ࢆᮏ༠⣡ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰㸬᭹⏦❧ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ᭹⏦❧ጤဨࡀཎᠬ⨩ࢆ↓ຠࡍࡿཪࡣࡇࢀࢆῶࡌ
ࡿỴᐃࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊᙜヱᡭᩘᩱࡣ⏦❧ே㏉㑏ࡉࢀࠊᙜヱᡭᩘᩱࡣ➨୍ᑂጤ
ဨࡢᅋయ㸦ᮏ༠ཪࡣ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠➼㸧ࡼࡗ࡚㈇ᢸࡉࢀࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ

➨㸲㸰᮲ࠝ᭹⏦❧ጤဨࡢỴᐃࡢຠຊⓎ⏕᪥ࠞ
 ᭹⏦❧ጤဨࡢỴᐃࡢ㏻▱ࡣ᭩㠃࡚ࡇࢀࡀᙜ⪅฿㐩ࡋࡓࡁࡽ᭷ຠ࡞
ࡿࠋ

➨㸲㸱᮲ࠝฟሙṆฎศ➼࠾ࡅࡿ᭹⏦❧ࡢຠᯝࠞ
㸯㸬ཎᠬ⨩ࡀฟሙṆฎศ➼㸦➨㸱㸴᮲➨㸯㡯➨㸯ྕཬࡧ➨㸰ྕ㸧ࡢሙྜࠊ᭹⏦❧
ࡣᙜヱཎᠬ⨩ࡢ㐺⏝ࢆ୰᩿ࡍࡿຠᯝࢆᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢሙྜࠊ᭹⏦❧ጤဨࡀཎᠬ⨩ࢆ↓ຠࡍࡿཪࡣࡇࢀࢆῶࡌࡿỴᐃࢆࡋ
ࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᭹⏦❧ጤဨࡢᙜヱỴᐃࡣ๓᮲ᐃࡵࡿຠຊⓎ⏕᪥ࡽᑗ
᮶ࢃࡓࡗ࡚᭷ຠ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡲ࡛᪤㐺⏝ࡉࢀࡓཎᠬ
⨩ࡣᅇࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸲㸲᮲ࠝࡑࡢฎศ࠾ࡅࡿ᭹⏦❧ࡢຠᯝࠞ
㸯㸬ཎᠬ⨩ࡀ๓᮲㸯㡯ヱᙜࡍࡿࡶࡢ௨እࡢᠬ⨩ࡢሙྜࠊཎᠬ⨩ࡢ㐺⏝ࡣࠊ➨㸲㸰᮲
ᐃࡵࡿ᭹⏦❧ጤဨࡢỴᐃࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ୰᩿ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢつᐃࡶࢃࡽࡎࠊ๓㡯ヱᙜࡍࡿᠬ⨩ࡀ᭹⏦❧ጤဨࡢỴᐃඛ❧
ࡗ࡚㐺⏝ࡉࢀࡓሙྜࠊ᭹⏦❧ጤဨࡀཎᠬ⨩ࢆ↓ຠࡍࡿཪࡣࡇࢀࢆῶࡌ
ࡿỴᐃࢆࡋࡓሙྜࡣࠊ➨୍ᑂጤဨࡢᅋయ㸦ᮏ༠ཪࡣ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠➼㸧
ࡣࠊཎᠬ⨩ࡢ᪤㐺⏝ࡉࢀࡓ㒊ศࡘ࠸࡚ཎ≧ᅇ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
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➨㸲㸳᮲ࠝ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢ⩏ົࠞ
㸯㸬➨㸱㸵᮲㸯㡯ᇶ࡙ࡁࠊ᭹⏦❧᭩ࡀᙜ⪅ࡽᮏ༠ົᒁ㏻▱ࡉࢀࡓሙྜࠊ
ᮏ༠ࡣ㏿ࡸ➨୍ᑂጤဨࡇࢀࢆ㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢᮏ༠ࡽࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ➨୍ᑂጤဨࡣࠊ㏻▱ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㸵᪥௨ෆ
㸦㏻▱ࢆཷࡅࡓ᪥ࢆྵࡴ㸧ཎᠬ⨩ࡢỴᐃࡿ࡚ࡢ㈨ᩱࢆᮏ༠ົᒁᥦ
ฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱㸬๓㡯ᐃࡵࡿᮇ᪥ࢆ㐣ࡂ࡚㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡼࡾᥦฟࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣࠊ
ཎ๎ࡋ࡚᭹⏦❧ጤဨ࠾ࡅࡿᑂᰝ࠾࠸࡚⪃៖ࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸲㸴᮲ࠝ㏣ຍⓗㄪᰝࠞ
㸯㸬➨㸱㸵᮲ཬࡧ➨㸲㸳᮲ࢃࡽࡎࠊ᭹⏦❧ጤဨࡢጤဨ㛗ࡣࠊ⏦❧ேཪࡣ➨
୍ᑂጤဨⱝࡋࡃࡣࡑࡢ୧᪉ᑐࡋ࡚ࠊ㏣ຍࡢ㈨ᩱࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ᇶ࡙ࡁ㐺ἲᥦฟࡉࢀࡓ㈨ᩱ➼ࡣࠊ᭹⏦❧ጤဨ࠾ࡅࡿᑂᰝ࠾࠸࡚
⪃៖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸲㸵᮲ࠝドᣐࡢホ౯ࠞ
 ᭹⏦❧ጤဨࡣࠊᮏ⠇ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㐺ἲᥦฟࡉࢀࡓ࡚ࡢドᣐࢆ⪃៖ࡋࠊᠬ
⨩ࢆỴᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸲㸶᮲ࠝ㆟Ỵࠞ
㸯㸬᭹⏦❧ጤဨࡢ㆟ࡣฟᖍ⪅ࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚Ỵࡍࡿࠋྍྰྠᩘࡢࡁࡣࠊጤ
ဨ㛗ࡢỴࡍࡿࡇࢁࡍࡿࠋ
㸰㸬᭹⏦❧ጤဨࡢጤဨ㛗ࡣࠊཎᠬ⨩ࡀ௨ୗࡢྛྕヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊ༢⊂࡛ᠬ⨩
ࡢỴᐃࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊጤဨ㛗ࡀ㏻ᖖࡢጤဨࡢ㛤ദࢆᚲせุ᩿
ࡋࡓሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
  㸱ヨྜࡢฟሙṆฎศࠊබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ཪࡣࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άື
ࡢṆ࣭⚗Ṇ
  㸰ࣨ᭶ࡢฟሙṆฎศࠊබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ཪࡣࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άື
ࡢṆ࣭⚗Ṇ
㸱㸬ጤဨ㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊጤဨ㛗ࡀࡑࡢ⫋ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ
㸲㸬๓㡯ࡢሙྜ࡛ࠊጤဨ㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊጤဨࡢ࠺ࡕ࡛㑅ࡉࢀࡓ⪅ࡀࠊጤ
ဨ㛗ࡢ⫋ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ
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➨㸵⠇ 㝃๎


➨㸲㸷᮲ࠝᨵṇࠞ
 ᮏつ⛬ࡢᨵṇࡣࠊ⌮ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࠊࡇࢀࢆ⾜࠺ࠋ

➨㸳㸮᮲ࠝ⾜ࠞ
 ᮏつ⛬ࡣࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

ࠝᨵṇࠞ
㸰㸮㸯㸲ᖺ 㸷᭶㸯㸯᪥
㸰㸮㸯㸲ᖺ㸯㸰᭶㸯㸶᪥㸦㸰㸮㸯㸳ᖺ 㸯᭶ 㸯᪥⾜㸧
㸰㸮㸯㸳ᖺ 㸱᭶㸯㸰᪥㸦㸰㸮㸯㸳ᖺ 㸲᭶ 㸯᪥⾜㸧
㸰㸮㸯㸴ᖺ 㸱᭶㸯㸮᪥㸦㸰㸮㸯㸴ᖺ 㸲᭶ 㸯᪥⾜㸧
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ูࠝ⣬㸯ࠞ➇ᢏཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿᠬ⨩ᇶ‽

㸯㸬㆙࿌

㸯㸫㸯㸬௨ୗ  ࡽ  ྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊᑂࡣ㆙࿌ࢆࡌࠊࡘつ
ᚊጤဨࡣ௨ୗձࡽղྕࡢ࠾ࡾᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࠋ
 ๎⾜Ⅽ
 ༴㝤࡞⾜Ⅽ
 ᑂࠊᑂࡢุᐃᑐࡍࡿ㠀㞴ࠊᢠ㆟➼
 ᑂࠊᑂࠊࡢ➇ᢏ⪅ࠊࡑࡢ➇ᢏ❧ࡕࡗ࡚࠸ࡿேࠎᑐࡍࡿ㠀㞴
 ṇ࡞⾜Ⅽ
 ࢫ࣏࣮ࢶⓗ࡞⾜Ⅽ㸦ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆྵࡴ㸧
 ⟇␎ⓗ࡞⾜Ⅽ㸦㛫✌ࡂࠊ㟢㦵࡞ࣁࣥࢻ➼ࢆྵࡴ㸧
 ᑂ↓୍᩿࡛ⓗࣇ࣮ࣝࢻࢆ㞳ࢀࡿ⾜Ⅽ
 ࡑࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࡽࡋࡃ࡞࠸⾜Ⅽ㸦ほᐈࡢ↓♩࡞✀ࠊᕪูⓎゝࡑࡢࡢ
ᕪูⓗ⾜Ⅽ➼ࢆྵࡴ㸧

ձ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸦ྠ୍➇ᢏ࠾࠸࡚ࠊ๓ࡢヨྜ࡛᪤㆙࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ➇ᢏ⪅
ࡢ㆙࿌ࠋෆᐜࡣྠ୍࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸㸧ྠ୍➇ᢏ࠾࠸࡚᭱ప㸯ヨྜࡢฟሙṆࠋ
ղྠ୍➇ᢏ࠾࠸࡚ࠊୖグձࡢฎศヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࢆ㔜ࡡ࡚⾜ࡗࡓሙྜ㸸
ྠ୍➇ᢏ࠾࠸࡚᭱ప㸰ヨྜࡢฟሙṆࠋ

㸯㸫㸰㸬ྠ୍ヨྜ୰㸰ᗘ㆙࿌ࢆཷࡅࠊ㏥ሙࢆࡐࡽࢀࡓሙྜ㸦ෆᐜࡣྠ୍࡛࡞ࡃ࡚ࡶ
ࡼ࠸㸧ࡣࠊつᚊጤဨࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࠋ 
ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ 㸸᭱ప㸯ヨྜࡢฟሙṆࠋ
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸰ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠ࠋ

㸰㸬㏥ሙ

௨ୗࡢ㸰㸫㸯  ࡽ  ྕཪࡣ㸰㸫㸰ࡽ㸰㸫㸵ࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊ
ᑂࡣ㏥ሙࢆࡌࠊࡘつᚊጤဨࡣࠊྛ㡯ձྕ௨ୗࡢᐃࡵࡼࡾᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࠋ

㸰㸫㸯㸬௨ୗࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜ
 ⴭࡋ࠸๎⾜Ⅽ
 ࡁࢃࡵ࡚༴㝤࡞⾜Ⅽ
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 ᭀ࡞⾜Ⅽ
 ᑂࠊᑂࡢุᐃᑐࡍࡿᇳᣉ࡞ᢠ㆟
 ࡢ➇ᢏ⪅ࠊࡑࡢࡢ➇ᢏ❧ࡕࡗ࡚࠸ࡿேࠎᑐࡍࡿ㎯
 ㆙࿌ࢆ࠼ࡽࢀࡓᚋࠊࡉࡽṇ࡞⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
 ࡁࢃࡵ࡚ࢫ࣏࣮ࢶⓗ࡞⾜Ⅽ
 ⟇␎ⓗ࡞⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㸦㸯㸫㸯㸬  ྕཧ↷㸧
 ᑂ↓᩿࡛ᢠ㆟ࡢࡓࡵࣇ࣮ࣝࢻࢆ㞳ࢀࡿ⾜Ⅽ
 ࡑࡢࠊࡁࢃࡵ࡚ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࡽࡋࡃ࡞࠸⾜Ⅽ㸦㸯㸫㸯㸬  ྕཧ↷㸧

ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸯ヨྜࡢฟሙṆ
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸦ෆᐜࡣྠ୍࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸㸧㸸᭱ప㸰ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠

㸰㸫㸰㸬㑅ᡭ➼ᑐࡍࡿᭀ⾜࣭⬣㏕ཬࡧ୍⯡⾗ᑐࡍࡿᣮⓎ⾜Ⅽ
ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸰ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸲ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠

㸰㸫㸱㸬㑅ᡭ➼ᑐࡋ࡚ࡘࡤࢆྤࡁࡅࡿ⾜Ⅽ
ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸴ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸯㸰᭶ࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠

㸰㸫㸲㸬ᑂཬࡧᑂᑐࡍࡿ㎯ཪࡣබ↛ࡢྡẋᦆ⾜Ⅽ
ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸰ヨྜࡢฟሙṆ
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸲ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠

㸰㸫㸳㸬ᑂཬࡧᑂᑐࡍࡿയᐖࡢពᅗࡢ࡞࠸ᭀ࡞⾜Ⅽ
ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸲ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸶ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠

㸰㸫㸴㸬ᑂཬࡧᑂᑐࡍࡿᭀ⾜࣭⬣㏕
ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸴᭶ࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠ࠋ
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸯㸰᭶ࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠

㸰㸫㸵㸬ᑂཬࡧᑂᑐࡋ࡚ࡘࡤࢆྤࡁࡅࡿ⾜Ⅽ
ձ㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸯㸰᭶ࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠ࠋ
ղ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸↓ᮇ㝈ࡢฟሙṆ
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㸱㸬ࡑࡢࡢ㐪⾜Ⅽ

㸱㸫㸯㸫㸯㸬ヨྜᨺᲠ
ձ ࢳ࣮࣒ཪࡣ㑅ᡭ➼ࡀヨྜ⥅⥆ࢆᣄྰࡋࠊཪࡣヨྜࡢ㒊ⱝࡋࡃࡣ୍㒊ࢆᨺᲠࡋ
ࡓሙྜࠊᙜヱࢳ࣮࣒ᑐࡋ࡚ࠊᙜヱヨྜࡢἐฎศཬࡧ㸰ヨྜ௨ୖࡢฟሙṆ
ฎศࢆ⛉ࡍࠋࡓࡔࡋࠊ㹈࣮ࣜࢢࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹈࣮ࣜࢢࡢつ⣙ࡼࡿࠋ
ղ ᙜヱ㐪⾜Ⅽࡀ㔜࡞ሙྜࡣࠊ๓㡯ຍ࠼ࠊ㸱㸫㸴ᚑ࠸㏣ຍⓗ࡞ᠬ⨩ࢆ⛉ࡍ
ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸱㸫㸯㸫㸰㸬㑅ᡭ➼ࡼࡿ➇ᢏሙཪࡣࡑࡢ࿘㎶㛵㐃タ࠾ࡅࡿᨾពࡼࡿჾ≀◚ᦆ⾜Ⅽ
ձ 㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸯ヨྜࡢฟሙṆ
ղ ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸰ヨྜࡢฟሙṆཬࡧ⨩㔠

㸱㸫㸯㸫㸱㸬㜚ࠊ႖ვ
 㜚ཪࡣ႖ვ㛵ࡋࡓ⪅ᑐࡍࡿฎศࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㜚ཪࡣ
႖ვࢆ㜵ࡂࠊࡇࢀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡢ⪅ࢆ㝸࡚ཪࡣศ㞳ࡍࡿࡔࡅࡢࡇࢆࡋࡼ࠺
ࡋࡓ⪅ࡣᠬ⨩ࢆཷࡅ࡞࠸ࠋ
ձ 㸯ᅇ┠ࡢሙྜ㸸᭱ప㸴ヨྜࡢฟሙṆ
ղ ⧞ࡾ㏉ࡋࡓሙྜ㸸᭱ప㸯㸰᭶ࡢฟሙṆ

㸱㸫㸰㸫㸯㸬බᩥ᭩ࡢഇ㐀࣭ኚ㐀
ࢧࢵ࣮࢝㛵㐃ࡋ࡚ࠊබᩥ᭩㸦ఫẸ⚊ࠊࣃࢫ࣏࣮ࢺ࡞ࠋ㑅ᡭドࡣࡇࢀヱᙜࡋ
࡞࠸㸧ࢆഇ㐀࣭ኚ㐀ࡋࡓሙྜ

⨩ ๎㸸᭱ప㸯㸰ࣨ᭶ࡢࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άືࡢṆ

㸱㸫㸰㸫㸰㸬㑅ᡭド➼ࡢഇ㐀࣭ኚ㐀
㑅ᡭドࠊ࣓ࣥࣂ࣮⾲ࠊࡑࡢ㑅ᡭࡢฟሙ㈨᱁㛵ࡍࡿᩥ᭩ࢆഇ㐀ཪࡣኚ㐀ࡋࡓሙྜ

⨩ ๎㸸ฎศỴᐃ᪥ࡽ  ࣨ᭶ࡢฟሙṆ

㸱㸫㸱㸬ฟሙ㈨᱁ࡢ↓࠸㑅ᡭࡢබᘧヨྜࡢṇฟሙ㸦ᮍ㐙ࢆྵࡴ㸧
ฟሙࡉࡏࡓ⪅㸸ฎศỴᐃ᪥ࡽ  ࣨ᭶㛫ࡢฟሙṆ
ฟሙࡋࡓ㑅ᡭ㸦ᮏ༠ࡢⓏ㘓㑅ᡭࡢሙྜࡢࡳ㸧㸸ฎศỴᐃ᪥ࡽ  ࣨ᭶㛫ࡢฟሙṆ
ࢳ࣮࣒㸸ᚓⅬࢆ㸱ᑐ㸮ࡋ࡚㈇ࡅヨྜᢅ࠸ࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊࡍ࡛⋓ᚓࡉࢀࡓᚓኻ
Ⅼᕪࡢ᪉ࡀࡁ࠸ሙྜࡣࠊࡁ࠸᪉ࢆ᭷ຠࡍࡿ㸧ࠋ࡞࠾ࠊᚓⅬཪࡣ
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ࡕⅬࡢῶⅬཪࡣ↓ຠฎศࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘᙜึࡢ➇ᢏつ⛬ู࡛㏵ᐃࡵࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱㸫㸲㸬ࢳ࣮࣒ࡼࡿ㐪⾜Ⅽ
ձ㸯ヨྜ࠾࠸࡚ྠ୍ࢳ࣮࣒ࡢ㸳ྡ௨ୖࡢ㑅ᡭ➼ࡀࠊ㆙࿌ཪࡣ㏥ሙ㸦ཪࡣ㏥ᖍ㸧ฎ
ศ࡞ࡗࡓሙྜࠊᙜヱࢳ࣮࣒ᑐࡋ࡚⨩㔠ࡀ⛉ࡉࢀࡿࠋ
ղྠ୍ࢳ࣮࣒ࡢఱேࡢ㑅ᡭ➼ࡀᑂุ➼㞟ᅋ࡛ワࡵᐤࡗ࡚ࠊ⬣ࡋࢆࡅࡿࡼ࠺࡞
ゝⴥࡸែᗘࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊཪࡣࠊぢⱞࡋ࠸ᢠ㆟ࢆᇳᣉ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࡞ࡗࡓሙྜࠊ
ᙜヱࢳ࣮࣒ᑐࡋ࡚⨩㔠ࡀ⛉ࡉࢀࡿࠋ
ճ๓㸰㡯ࡘ࠸࡚ࡢ⨩㔠ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ
 㹈㸯ࡢሙྜ㸸㔠㸳㸮
 㹈㸰ཬࡧ㸱ࡢሙྜ㸸㔠㸰㸳

㸱㸫㸳㸬ᕪู
 ே✀ࠊ⫙ࡢⰍࠊᛶูࠊゝㄒࠊ᐀ᩍࠊཪࡣฟ⮬➼㛵ࡍࡿᕪูⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ㎯ⓗ࡞
Ⓨゝཪࡣ⾜Ⅽࡼࡾࠊಶே࠶ࡿ࠸ࡣᅋయࡢᑛཝࢆᐖࡋࡓሙྜࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾᠬ⨩ࢆ
⛉ࡍࡶࡢࡍࡿࠋణࡋࠊ㍍ᗘࡢ㐪ࡢሙྜࡣࠊㆢ㈐ⱝࡋࡃࡣᡄ࿌ࠊࡑࡢ㍍ᗘࡢᠬ
⨩␃ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㐪⪅ࡀ㑅ᡭ➼㸦࣐ࢳࣗ㑅ᡭࢆྵࡴ㸧ࡢሙྜࡣࠊ㐪ᙜ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ
ཎ๎ࡋ࡚᭱ప㸳ヨྜࡢฟሙṆฎศཬࡧ㸯㸮௨ୖࡢ⨩㔠ࢆ⛉ࡍࠋ
 ྠ୍ࡢࢳ࣮࣒ᡤᒓࡍࡿ」ᩘࡢಶேࡀྠᮏ᮲㐪ࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱࢳ
࣮࣒ⅬࡢῶⅬฎศ㸦ึᅇࡢ㐪ࡣ㸱Ⅼࠊᗘ┠ࡢ㐪ࡣ㸴Ⅼ㸧ࢆ⛉ࡍࠋ
ࡉࡽ࡞ࡿ㐪ࡢሙྜࡣࠊୗࢹࣅࢪࣙࣥࡢ㝆᱁ฎศࢆ⛉ࡍࠋ࡞࠾ࠊⅬ
ࡀకࢃ࡞࠸➇ᢏࡢሙྜࡣᙜヱࢳ࣮࣒ࡢ➇ᢏࡢཧຍ㈨᱁ࢆዣࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
 㐪⪅ࡀࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢሙྜࡣࠊࡑࡢ᭷㈐ᛶࢃࡽࡎࠊᙜヱࢳ࣮࣒ᑐࡋ
࡚㸲㸮௨ୖࡢ⨩㔠ࢆ⛉ࡍࠋ㔜࡞㐪ࡣࠊほᐈࡢ࠸࡞࠸ヨྜࡢ㛤ദࠊ
ヨྜࡢἐࠊⅬࡢῶⅬࠊཪࡣ➇ᢏࡢ㈨᱁ዣ࡞ࡢ㏣ຍⓗ࡞ᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࠋ
 㐪⪅ࡀほᐈ㸦ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢆྵࡴ㸧ࡢሙྜࡣࠊ᭱ప㸰ᖺ㛫ࠊࢫࢱࢪ࣒ࡢ
ධሙࢆ⚗Ṇࡉࢀࡿࠋ

㸱㸫㸴㸬ࢳ࣮࣒ཪࡣ㑅ᡭ➼ࡼࡿⴭࡋ࠸㐪⾜Ⅽ
 ᮏつ⛬ヱᙜ᮲ᩥࡀ࡞࠸ሙྜ࡛ࠊࢳ࣮࣒ཪࡣ㑅ᡭ➼ࡀᇶᮏつ⛬ཬࡧᮏつ⛬ࡢ㊃᪨
᫂ࡽࡍࡿุ᩿ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊᙜヱࢳ࣮࣒ཪࡣ㑅ᡭ➼ᑐࡋ࡚ࠊ
ᮏつ⛬➨㸲᮲ᐃࡵࡿྛᠬ⨩ࡢ࠺ࡕࡽ㐺ษุ᩿ࡉࢀࡿᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨࡀᮏつᐃࢆ㐺⏝ࡋ࡚ᠬ⨩ࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜࠊ
๓ᮏ༠つᚊጤဨࡢጤဨ㛗ࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
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㸲㸬⨩㔠

㸲㸫㸯㸬㑅ᡭ➼ᑐࡍࡿ⨩㔠
 ᮏつ⛬≉ẁࡢᐃࡵࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊ㑅ᡭ➼ᑐࡍࡿ⨩㔠ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
 㹈㸯ࡢሙྜ㸸ฟሙṆฎศ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㔠㸯㸮
 㹈㸰ࡢሙྜ㸸ฟሙṆฎศ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㔠㸳
 㹈㸱ཬࡧ㹈㹄㹊ࡢሙྜ㸸ฟሙṆฎศ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㔠㸳㸦ࡓࡔࡋࠊ࣐
ࢳࣗࡢ㑅ᡭ➼ࡣ㝖ࡃ㸧
 ᆅᇦ࣮ࣜࢢࡑࡢࡢሙྜ㸸ฟሙṆฎศ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㔠㸳㸦ࡓࡔࡋࠊ
࣐ࢳࣗࡢ㑅ᡭ➼ࡣ㝖ࡃ㸧

㸲㸫㸰㸬ຍ┕ࢳ࣮࣒ᑐࡍࡿ⨩㔠
ຍ┕ࢳ࣮࣒ࡣࠊᮏつ⛬ᚑ࠸ࠊ⨩㔠ࡀ⛉ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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ูࠝ⣬㸰ࠞᠬ⨩ᇶ‽ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿ⣽๎

➨㸯᮲ࠝ㸴ࣨ᭶௨ୖ➼ࡢᠬ⨩ࢆ⛉ࡍሙྜࡢ㐠⏝ࡘ࠸࡚ࠞ
㸯㸬㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࠊᆅᇦࢧࢵ࣮࢝༠ࠊྛ✀㐃┕ࠊ- ࣮ࣜࢢཬࡧබᘧ➇ᢏࡢ
ࡑࢀࡒࢀࡢつᚊጤဨཬࡧᐃጤဨ㸦ࡓࡔࡋࠊ- ࣮ࣜࢢࡢᐃጤဨࢆ㝖ࡃࠋ௨
ୗࠊࠕ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢつᚊጤဨࡣࠊᮏ༠ࡢᠬ
⨩ᇶ‽ᇶ࡙ࡁࠊᠬ⨩ࢆỴᐃࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢᐃࡵࢃࡽࡎࠊࠕ㸴ࣨ᭶௨ୖࡢฟሙṆฎศࠊබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭
ゎ௵ཪࡣබⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ࠖࠊࠕ⨩㔠ࠖࠊࠕἐࠖࠊࠕ㸴ࣨ᭶௨ୖࡢ
බⓗ⫋ົࡢṆ࣭⚗Ṇ࣭ゎ௵ࠖࠊࠕ㸴ࣨ᭶௨ୖࡢࢧࢵ࣮࢝㛵㐃άືࡢṆ㺃⚗Ṇࠖࠊ
ࠕୗࢹࣅࢪࣙࣥࡢ㝆᱁ࠖࠊࠕ㝖ྡࠖཪࡣࠕᠬ⨩ຠᯝ࠾࠸࡚ᐇ㉁ⓗࡇࢀ
ࡽࡢ࠸ࡎࢀྠ➼ุ᩿ࡉࢀࡿฎศࠖ㸦ᇶᮏつ⛬➨㸰㸮㸰᮲ཬࡧᮏつ⛬➨㸱᮲
ཧ↷㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴༠➼ࡢつᚊጤဨ➼ࡣỴᐃᶒࡣ࡞࠸ࡶࡢࡋࠊ
ᠬ⨩ࢆᮏ༠つᚊጤဨཪࡣᐃጤဨ㐃⤡ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ༠つᚊጤဨཪ
ࡣᐃጤဨࡀỴᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱㸬ᮇ㛫ࢆᐃࡵࡎࠊ≉ᐃࡢヨྜᩘࡢฟሙṆฎศࢆ⛉ࡍሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᮇ㛫ࡀ
㸴ࣨ᭶ࢆ㉸࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ๓㡯ྠᵝࡍࡿࠋ

➨㸰᮲ࠝ㆙࿌ࡢ⣼✚ࡼࡿฟሙṆヨྜᩘࠞ
㸯㸬㆙࿌ࡢ⣼✚ࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆヨྜᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊྠ୍
ヨྜ࡛㸰ᅇࡢ㆙࿌ࢆཷࡅ࡚㏥ሙฎศࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ㸰ᅇࡢ㆙࿌ࡣ⣼✚
ຍ⟬ࡋ࡞࠸ࠋ
 㸯ࢳ࣮࣒ࡢ᭱ヨྜᩘࡀ㸷ヨྜ௨ୗࡢ➇ᢏࡢሙྜ㸸
㆙࿌ࡢ⣼✚ࡀ㸰ᅇཬࢇࡔ㑅ᡭࡣࠊᙜヱ➇ᢏࡢḟࡢ㸯ヨྜࢆฟሙṆฎศ
ࡍࡿࠋ
 㸯ࢳ࣮࣒ࡢ᭱ヨྜᩘࡀ  ヨྜ௨ୖ  ヨྜ௨ୗࡢ➇ᢏࡢሙྜ㸸
㆙࿌ࡢ⣼✚ࡀ㸱ᅇཬࢇࡔ㑅ᡭࡣࠊᙜヱ➇ᢏࡢḟࡢ㸯ヨྜࢆฟሙṆฎศ
ࡍࡿࠋ
 㸯ࢳ࣮࣒ࡢ᭱ヨྜᩘࡀ  ヨྜ௨ୖࡢ➇ᢏࡢሙྜ㸸
㆙࿌ࡢ⣼✚ࡀ㸲ᅇཬࢇࡔ㑅ᡭࡣࠊᙜヱ➇ᢏࡢḟࡢ㸯ヨྜࢆฟሙṆฎศ
ࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ྛྕࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱ➇ᢏ࡛㆙࿌ࡢ⣼✚ࡼࡿฟሙṆࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓ
ሙྜࡣࠊ㸰ᅇ┠௨㝆ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰ヨྜࡢฟሙṆฎศࡍࡿࠋ
㸱㸬㆙࿌ࡢ⣼✚ࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศࡣࠊྠ୍➇ᢏ㸦つ⛬➼ࡼࡾྠ
୍➇ᢏࡳ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌ㸧ࡢࡳ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢࡋࠊ
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ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࠋ
࠙ࠚ  ࡢ➇ᢏ࡛ࡣࠊ㸰ᅇ┠࡛㸯ヨྜࠊ㸲ᅇ┠࡛㸰ヨྜࠊ㸴ᅇ┠࡛㸰ヨྜࡢ
ฟሙ㈨᱁Ṇ࡞ࡿࠋ

➨㸱᮲ࠝฟሙṆฎศࡢ㐺⏝⠊ᅖࠞ
㸯㸬㑅ᡭࠊ┘╩ࠊࢥ࣮ࢳࠊᙺဨࠊ⫋ဨࡑࡢࡢ㛵ಀ⪅㸦௨ୗࠊࠕ㑅ᡭ➼ࠖ࠸࠺㸧ࡀ
ฟሙṆฎศࢆཷࡅࡓሙྜࠊࣇ࣮ࣝࢻࡢࠊ࣋ࣥࢳࠊࣟࢵ࣮࣮࣒࢝ࣝ➼ࡢ༊
ᇦ㸦㸿㹂࣮࢝ࢻ➼ࡢධሙドࡀ⏝ࡉࢀࡿ➇ᢏࡢሙྜࠊࡑࡢ࣮࢝ࢻ➼ࡼࡗ࡚❧
ࡕධࡾࡀไ㝈ࡉࢀࡿ༊ᇦ㸧❧ࡕධࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬ฟሙṆฎศࢆཷࡅࡓ㑅ᡭ➼ࡣࠊほᐈᖍ࡛ヨྜࢆほᡓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᦠᖏ
㟁ヰ➼ࡢᶵჾࢆ⏝ࡍࡿ➼ࡢ୍ษࡢ᪉ἲࡼࡾࡢ㑅ᡭ➼ᣦ♧࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺
ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸲᮲ࠝ㏥ሙࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศࡢᾘᑐ㇟ヨྜࡘ࠸࡚ࠞ
 ㏥ሙࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศࡣࠊྠ୍➇ᢏ࠾ࡅࡿ┤㏆ࡢヨྜ㐺⏝ࡉࢀ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋฎศࡀ」ᩘヨྜࡢሙྜࡣࠊ㡰ḟࠊᙜヱྠ୍➇ᢏ࠾ࡅࡿࡑࡢḟࡢヨ
ྜ࠾࠸࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸳᮲ࠝ㆙࿌ࡢ⣼✚ࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศ㏥ሙࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศ
ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࠞ
 ㆙࿌ࡢ⣼✚ࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศ㏥ሙࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศࡣ
ే⛉ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ㏥ሙࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศࢆඛᾘࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸴᮲ࠝྠ୍➇ᢏ࡚ᾘࡋࡁࢀ࡞ࡗࡓฟሙṆฎศࡢᣢࡕ㉺ࡋࠞ
㸯㸬➨㸲᮲ࡼࡿฟሙṆฎศࡀࠊྠ୍➇ᢏ࠾࠸࡚ᾘࡋࡁࢀ࡞ࡗࡓሙྜࠊṧᏑ
ࡢฟሙṆฎศࡣࠊᙜヱฟሙṆฎศࢆཷࡅࡓࢳ࣮࣒ࡀฟሙࡍࡿ┤㏆ࡢබᘧヨྜ
࠾࠸࡚ࠊࡑࡢฎศࢆᾘࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ᚑ࠺ࠊṧᏑࡢฟሙṆฎศࡢᏑྰࡢሗࡘ࠸࡚ࡢ␗࡞ࡿ➇ᢏ㛫ࡢఏ㐩
㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜヱฎศࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ㑅ᡭ➼ཬࡧࡑࡢᡤᒓࡍࡿࢳ࣮࣒ࡀ㐃ᖏࡋ࡚㈐௵
ࢆ㈇࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱㸬➨㸯㡯㐪ࡋ࡚ヨྜฟሙࡋࡓሙྜࠊᙜヱ㑅ᡭ➼ཬࡧࡑࡢᡤᒓࢳ࣮࣒ᑐࡋᮏつ
⛬ᚑ࠸ᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸵᮲ࠝ㑅ᡭࡢ⛣⡠క࠺ฟሙṆࡢᾘࠞ
㸯㸬ฟሙṆฎศࡀᮍᾘࡢ≧ែ࡛ࡢࢳ࣮࣒⛣⡠ Ꮫᰯࡢࢳ࣮࣒ᡤᒓࡍࡿ㑅ᡭࡀࠊ
༞ᴗࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞ࢳ࣮࣒ᡤᒓኚ᭦ࡍࡿሙྜࢆྵࡴ ࡋࡓ㑅ᡭࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣⡠ඛ
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ࡢࢳ࣮࣒࡚ᮍᾘࡢฟሙṆฎศࢆᾘࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ᚑ࠺ࠊṧᏑࡢฟሙṆฎศࡢᏑྰࡢሗࡘ࠸࡚ࡢఏ㐩㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜヱ
ฎศࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ㑅ᡭ➼ࠊࡑࡢ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ཬࡧ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒ࡀ㐃ᖏࡋ࡚㈐௵ࢆ
㈇࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱㸬➨㸯㡯㐪ࡋ࡚ヨྜฟሙࡋࡓሙྜࠊᙜヱ㑅ᡭ➼ຍ࠼ࠊࡑࡢ⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ⱝ
ࡋࡃࡣ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒ࠊཪࡣࡑࡢ᪉ᑐࡋᮏつ⛬ᚑ࠸ᠬ⨩ࢆ⛉ࡍࡶࡢࡍࡿࠋ


➨㸶᮲ࠝฟሙṆฎศࡢᾘ㛵ࡍࡿ≉ูつᐃࠞ
 ➨㸲᮲ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊฟሙṆฎศࡢᾘ㛵ࡍࡿ㹈࣮ࣜࢢ࠾ࡅࡿྲྀᢅ࠸
ࡘ࠸࡚ࡣࠊู㏵ - ࣮ࣜࢢࡀᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

➨㸷᮲ࠝ」ᩘࡢࢳ࣮࣒࡛➇ᢏฟሙࡍࡿሙྜࡢ㏥ሙࡼࡿබᘧヨྜࡢฟሙṆฎศࡢᾘ
ࠞ
 㑅ᡭ➼ࡀࠊ」ᩘࡢࢳ࣮࣒㸦㑅ᢤࢳ࣮࣒ࡸᖺ㱋ไ㝈ࢳ࣮࣒➼㸧࡚➇ᢏฟሙࡍࡿሙ
ྜࡶ๓ྛ᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊฟሙṆฎศࡣྠ୍➇ᢏ࡚㡰ḟᾘࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢ
ሙྜࠊ୍᪉ࡢࢳ࣮࣒ࡢ㑅ᡭࡋ࡚ཷࡅࡓฟሙṆฎศࡣࠊᙜヱࢳ࣮࣒௨እࡢࢳ࣮࣒ࡢฟሙ
ࡣᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸯㸮᮲ࠝヨྜࡀ୰Ṇ➼࡞ࡗࡓሙྜࡢᠬ⨩ࡢᾘࠞ
㸯㸬ヨྜࡀ࠸ࡎࢀࡢࢳ࣮࣒ࡢ㈐ࡶᖐࡍࡽࡊࡿ⏤ࡼࡾ㛤ദ⬟ཪࡣ୰Ṇ࡞
ࡗࡓሙྜࡣࠊᙜヱヨྜ୰ฟࡉࢀࡓ㆙࿌࣭㏥ሙ࣭㏥ᖍࡢฎศࡣຠຊࢆኻࢃ࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰㸬ヨྜࡀ୍᪉ཪࡣ୧᪉ࡢࢳ࣮࣒ࡢ㈐ᖐࡍࡁ⏤ࡼࡾ㛤ദ⬟ࠊ୰Ṇࠊ↓ຠヨ
ྜཪࡣἐヨྜ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊᙜヱヨྜ୰ฟࡉࢀࡓ㆙࿌࣭㏥ሙ࣭㏥ᖍࡢฎ
ศࡢຠຊࡘ࠸࡚ࡣḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
 ヨྜࢆᐇࡍࡿሙྜࡣࠊ㏥ሙ࣭㏥ᖍࡢฎศࡣ᭷ຠࡋࠊ㆙࿌ࡢฎศࡣຠຊࢆ
ኻ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ヨྜࢆᐇࡋ࡞࠸ሙྜཬࡧἐヨྜࡢሙྜࡣࠊ㈐ᖐࡍࡁ⏤ࡢ࠶ࡿࢳ࣮
࣒ࡀཷࡅࡓฎศࡢࡳ᭷ຠࡋࠊ୧᪉ࡢࢳ࣮࣒㈐ᖐࡍࡁ⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ
୧ࢳ࣮࣒ࡢཷࡅࡓฎศࢆ᭷ຠࡍࡿࠋ
㸱㸬ฟሙṆฎศࡀヨྜᩘࢆࡶࡗ࡚⛉ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ㛤ദ⬟ࠊ୰Ṇࠊ↓ຠヨ
ྜཪࡣἐヨྜ࡞ࡗࡓヨྜࡘ࠸࡚ࡣࠊฟሙṆヨྜ⟬ධࡍࡿࠋణࡋࠊヨྜ
ࡀ㛤ദ⬟ࠊ୰Ṇࠊ↓ຠヨྜཪࡣἐヨྜ࡞ࡗࡓࡇࡘࡁ㈐ᖐࡍࡁࢳ࣮
࣒ཬࡧ㑅ᡭ➼ᑐࡋ࡚ࡣࠊฟሙṆヨྜ⟬ධࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
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➨㸯㸯᮲ࠝ➇ᢏつ๎ᠬ⨩ᇶ‽ࡢ㛵ಀࠞ
 ➇ᢏつ๎ཬࡧᠬ⨩ᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗ⾲ᚑ࠸ࠊㄞࡳ᭰࠼࡚㐠⏝ࡍࡿࠋ
➇ᢏつ๎ᠬ⨩ᇶ‽㸦㹈㹄㸿ᇶᮏつ⛬ูࠝ⣬㸯ࠞ➇ᢏཬࡧ➇ᢏ࠾ࡅࡿᠬ⨩ᇶ‽㸧ࡢᑐẚ
ࠝ㆙࿌ࠞ



 ゞṇ

 ➇ᢏつ๎

ᠬ⨩ᇶ‽

 ࢫ࣏࣮ࢶⓗ⾜Ⅽࢆ≢ࡍ

㸦㸧ṇ࡞⾜Ⅽ

  

㸦㸧ࢫ࣏࣮ࢶⓗ࡞⾜Ⅽ㸦ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆྵࡴ㸧

  

㸦㸧⟇␎ⓗ࡞⾜Ⅽ㸦㟢㦵࡞ࣁࣥࢻ➼㸧

  

㸦㸧ࡑࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࡽࡋࡃ࡞࠸⾜Ⅽ

  

 

㸦ほᐈࡢ↓♩࡞✀ࠊ
 ᕪูⓎゝࡑࡢࡢᕪูⓗ⾜Ⅽ➼ࢆྵࡴ㸧

 ゝⴥཪࡣ⾜ືࡼࡗ࡚␗㆟ࢆ♧ࡍ

㸦㸧ᑂࠊᑂࡢุᐃᑐࡍࡿ㠀㞴ࠊᢠ㆟➼

  

㸦㸧ᑂࠊᑂࠊࡢ➇ᢏ⪅ࠊࡑࡢ➇ᢏ❧ࡕࡗ࡚࠸ࡿ
ேࠎᑐࡍࡿ㠀㞴

 ⧞ࡾ㏉ࡋ➇ᢏつ๎㐪ࡍࡿ

㸦㸧๎⾜Ⅽ

 ࣉ࣮ࣞࡢ㛤ࢆ㐜ࡽࡏࡿ

㸦㸧⟇␎ⓗ࡞⾜Ⅽ㸦㛫✌ࡂ➼㸧

 ࢥ࣮ࢼ࣮࢟ࢵࢡࠊཪࡣࣇ࣮ࣜ࢟ࢵࢡ࡛ࣉ 㸦㸧⟇␎ⓗ࡞⾜Ⅽ㸦㛫✌ࡂ➼㸧
࣮ࣞࢆ㛤ࡍࡿࡁࠊつᐃࡢ㊥㞳ࢆᏲࡽ
࡞࠸
 ᑂࡢᢎㄆࢆᚓࡎពᅗⓗࣇ࣮ࣝ 㸦㸧ᑂ↓୍᩿࡛ⓗࣇ࣮ࣝࢻࢆ㞳ࢀࡿ⾜Ⅽ
ࢻධࡿࠊཪࡣᖐࡍࡿ
 ᑂࡢᢎㄆࢆᚓࡎពᅗⓗࣇ࣮ࣝ 㸦㸧ᑂ↓୍᩿࡛ⓗࣇ࣮ࣝࢻࢆ㞳ࢀࡿ⾜Ⅽ
ࢻࡽ㞳ࢀࡿ
ͤࣛࣇࣉ࣮ࣞ㸦ୖグ  㡯┠ຍ࠼ᑂุሗ࿌ 㸦㸧༴㝤࡞⾜Ⅽ
᭩ࡢ㆙࿌⌮⏤ຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧


>㏥ሙ@







  ➇ᢏつ๎

ᠬ⨩ᇶ‽

ᠬ⨩

 ⴭࡋࡃṇ࡞ࣉ࣮ࣞࢆ≢ࡍ

  ⴭࡋ࠸๎⾜Ⅽ

᭱ప㸯ヨྜ

 ᭀ࡞⾜Ⅽࢆ≢ࡍ

  ᭀ࡞⾜Ⅽ

᭱ప㸯ヨྜ

  



㑅ᡭ➼ᑐࡍࡿᭀ⾜࣭⬣㏕ཬࡧ୍⯡⾗ᑐ ᭱ప㸰ヨྜཬࡧ⨩㔠
ࡍࡿᣮⓎ⾜Ⅽ

  



ᑂཬࡧᑂᑐࡍࡿയᐖࡢពᅗࡢ࡞࠸

᭱ప㸲ヨྜཬࡧ⨩㔠

ᭀ࡞⾜Ⅽ
  



ᑂཬࡧᑂᑐࡍࡿᭀ⾜㺃⬣㏕

᭱ప㸴ࣨ᭶ཬࡧ⨩㔠
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 ┦ᡭ➇ᢏ⪅࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢࡢ 

㑅ᡭ➼ᑐࡋ࡚ࡘࡤࢆྤࡁࡅࡿ⾜Ⅽ



᭱ప㸴ヨྜཬࡧ⨩㔠

⪅ࡘࡤࢆྤࡁࡅࡿ
  



ᑂཬࡧᑂᑐࡋ࡚ࡘࡤࢆྤࡁࡅࡿ⾜Ⅽ᭱ప㸯㸰ࣨ᭶ཬࡧ⨩㔠

 ➇ᢏ⪅ࡀពᅗⓗᡭ࡛࣮࣎ࣝ   ⴭࡋ࠸๎⾜Ⅽ

᭱ప㸯ヨྜ

ࢆᢅࡗ࡚ࠊ┦ᡭࢳ࣮࣒ࡢᚓⅬࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣỴᐃⓗ࡞ᚓⅬࡢᶵ
ࢆ㜼Ṇࡍࡿ
 ࣇ࣮ࣜ࢟ࢵࢡ࠶ࡿ࠸ࡣ࣌ࢼࣝ   ⴭࡋ࠸๎⾜Ⅽ

᭱ప㸯ヨྜ

ࢸ࢟ࢵࢡ࡞ࡿ㐪࡛ࠊࢦ࣮
ࣝྥࡗ࡚࠸ࡿ┦ᡭ➇ᢏ⪅
ࡢỴᐃⓗ࡞ᚓⅬࡢᶵࢆ㜼Ṇ
ࡍࡿ
 ᨷᧁⓗ࡞ࠊ㎯ⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ   ࡢ➇ᢏ⪅ࠊࡑࡢࡢ➇ᢏ❧ࡕࡗ࡚࠸ࡿ ᭱ప㸯ヨྜ
ୗရ࡞Ⓨゝࡸ㌟ࡾࢆࡍࡿ
  

ேࠎᑐࡍࡿ㎯


ᑂཬࡧᑂᑐࡍࡿ㎯ཪࡣබ↛ࡢ

᭱ప  ヨྜ

ྡẋᦆ⾜Ⅽ
 ྠࡌヨྜࡢ୰࡛ࡘ┠ࡢ㆙࿌   ㆙࿌ࢆ࠼ࡽࢀࡓᚋࠊࡉࡽṇ࡞⾜Ⅽࢆ⧞ ᭱ప㸯ヨྜ
ࢆཷࡅࡿ
  

ࡾ㏉ࡍ
  ⟇␎ⓗ࡞⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
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᭱ప㸯ヨྜ





㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸧⫈ྲྀ࡛ࡢᚲせ࡞ሗ

㸯㸬ྡ➼
࣭㹖┴㑅ᡭᶒ㹎ᆅ༊ண㑅ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ➨㸱ᅇᡓ㸦ฟሙ㸯㸴ࢳ࣮࣒㸧ࠊ㹟ᑐ㹤
㸰㸬᪥ࠊሙᡤࠊࣆࢵࢳࢥࣥࢹࢩࣙࣥ➼ࡢ᮲௳
࣭ ᖺ㹋᭶㹂᪥ 㸯㸱㸸㸱㸳࢟ࢵࢡ࢜ࣇ ๓༙㸰㸳ศ㡭
࣭㹖┴⥲ྜ➇ᢏሙࠊⰪ⏕㸦୍㒊ࡣࡆ㸧ࠊ๓᪥ࡢ㞵ࡼࡾࡾࡸࡍࡗࡓ
㸱㸬௳㛵ࢃࡗࡓேࡢྡ๓ࠊᡤᒓ➼
࣭ᑂ㸹㹐㸦ࢳ࣮࣒㹰ࠊ㸱⣭㸧ࠊᑂ㸹㹑㸦ࢳ࣮࣒㹰ࠊ㸲⣭㸧ࠊ㹒㸦ࢳ࣮࣒㹰ࠊ㸱⣭㸧
࣭㸿㑅ᡭ㸦ࢳ࣮࣒㹟㸧ࠊ㹄㑅ᡭ㸦ࢳ࣮࣒㹤㸧
࣭ሙ㈐௵⪅㸦➼ࡢᐈほⓗ➨୕⪅㸧㸹㹋㸦㹖┴㹎ᆅ༊♫ே㐃┕ົᒁ㸧
㸲㸬ᑂุሗ࿌᭩ࠊᑂุሗ࿌᭩㸦㔜せ㡯㸧
࣭ᑂࡀグධࡋࠊ⨫ྡࡢ࠶ࡿࡶࡢ㸦㏥ሙࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊᑂุࡣᑂุሗ࿌᭩㸦㔜せ㡯㸧
ヲ⣽グධࡋ࡚ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧
㸳㸬௳ࡢᐈほⓗᐇࡑࢀࢆ☜ㄆࡋࡓே
࣭ヲ⣽ࡘᐈほⓗ࡞ᐇ㸦㑅ᡭᙺဨࡢࡗࡓ⾜ືࠊⓎゝࡋࡓෆᐜ➼ࢆࠊࡑࢀࡒࢀලయ
ⓗグ㍕ࡋࠊಶูㄡࡀ☜ㄆࡋࡓࡶ᫂グࡍࡿ㸧
࣭௳ࡢ⫼ᬒ㸦ᐇୖࡢỴᡓࠊ๓ᅇࡢᑐᡓ࡛ࡶᑠ➇ࡾྜ࠸ࡀ࠶ࡗࡓ㸧
࣭☜ㄆࡋࡓேࡣᐈほⓗᐇࢆぢࡿࡇࡢฟ᮶ࡓ➨୕⪅࡛࠶ࡿࡇࡀࡢࡒࡲࡋ࠸
㸴㸬⫈ྲྀࢆᐇࡋࡓ᪥➼
࣭⫈ྲྀᢸᙜ⪅㸹㹌㸦㹖┴つᚊጤဨ㛗㸧ࠊ㹍㸦ྠጤဨ㸧ࠊ㹎㸦ྠጤဨࠊ㹎ᆅ༊つᚊ
ጤဨ㛗㸧
㸵㸬⫈ྲྀࡢ⤖ᯝ
࣭ᐈほⓗ࡞ᐇ࡛࡞࠸ሙྜ㸦ᑂ㹐ࡣࡑ࠺⪺࠸ࡓࠊᑂ㹒ࡣࡑ࠺ぢ࠼ࡓ㸧ࡸࠊࡑࢀ
ࡒࢀ࡛ពぢࡀศࢀࡿሙྜ㸦ᑂ㹑ࡣࠕࢱࢵࢡࣝࡉࢀࡓࠖࡀ㑅ᡭ㹄ࡣࠕ㏆࡙ࡁࡍࡂ
࡚᥋ゐࡋࡓࠖ㸧ࡣࡑࡢⓎゝ⪅ྡࢆ᫂グࡋࠊಶูグ㍕ࡍࡿ
࣭ࠕぬ࠼࡚࠸࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ሙྜ࡛ࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆ᫂グࡍࡿ
࣭ሗ࿌᭩ࡀฟ᮶ࡓẁ㝵࡛ࠊពぢࡀグ㍕ࡢ㏻ࡾ࡛㛫㐪࠸ࡀ↓࠸ࢆᙜ⪅┤᥋☜ㄆࡍ
ࡿ
㸶㸬ฎศ
࣭㸴ࣨ᭶௨ୖࡢฎศࢆㄢࡍ᪉㔪࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊᮏጤဨ༶้ሗ࿌ࡋࠊᮏ༠ࡢ
つᚊጤဨཪࡣᐃጤဨࡀ᭱⤊Ỵᐃࢆ⾜࠺
࣭ࡑࡢ㝿ࠊ⿕ฎศ⪅ࡣ☜ㄆࡀ࡞ࡉࢀࡿࡲ࡛ᬻᐃⓗ࡞ฎศ࡛࠶ࡿࡇࢆ㏻▱ࡍࡿ
㸷㸬ࡑࡢࡢ≉グ㡯
࣭≧㓃㔞್ࡍࡿ㡯➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐈほⓗᐇࢆලయⓗグ㍕ࡍࡿ
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㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸧᭹⏦❧ᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿ᭩㢮ࡢ㏦ඛ
㸺ᮏつ⛬➨㸱㸵᮲ 㛵㐃㸼

࠙᭹⏦❧ࢆ⾜࠺ሙྜࡢ᭹⏦❧᭩ཬࡧ⌮⏤᭩ࡢ㏦ඛࠚ
ࠛ㸯㸯㸱㸫㸶㸱㸯㸯
ᮾி㒔ᩥி༊ᮏ㒓ࢧࢵ࣮࢝㏻ࡾ㸦㸱㸫㸯㸮㸫㸯㸳㸧 㹈㹄㸿ࣁ࢘ࢫ
බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏࢧࢵ࣮࢝༠ ᭹⏦❧ጤဨົᒁ
㹄㸿㹖㸸 㸮㸱㸫㸱㸶㸱㸮㸫㸰㸮㸮㸳
ͤ㒑㏦㸦ᚲ╔㸧ཪࡣ㹄㸿㹖࡚㏦ࡢࡇ

204



ࣉࣟࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡢዎ⣙ࠊⓏ㘓ཬࡧ⛣⡠㛵ࡍࡿつ๎


 ᮏつ๎ࡣࠊࣉࣟࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡢዎ⣙ࠊⓏ㘓ཬࡧ⛣⡠㛵ࡋ࡚ᐃࡵࡓつ๎࡛࠶ࡾࠊබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ
ࢧࢵ࣮࢝༠㸦௨ୗࠕᮏ༠ࠖ࠸࠺㸧ᇶᮏつ⛬ࡢࡇࢀࡽ㛵ࡍࡿ᮲㡯ࢆ⿵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ༠
ຍ┕ཪࡣⓏ㘓ࡍࡿࡍ࡚ࡢࢡࣛࣈཪࡣࢳ࣮࣒ཬࡧ㑅ᡭࡣࠊᮏつ๎ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


㸯㸬ࣉࣟዎ⣙ไᗘ

㸯㸫㸯ᑐ㇟
ᮏ༠Ⓩ㘓ࡍࡿࡍ࡚ࡢ㑅ᡭࢆᑐ㇟ࡍࡿࠋ

㸯㸫㸰ࣉࣟ㑅ᡭ
ձᮏつ๎࠾࠸࡚ࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊࡑࡢᡤᒓࢡࣛࣈࡢ᭩㠃ࡼࡿዎ⣙ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ㑅ᡭࡢ
ࢧࢵ࣮࢝άືࡢᑐ౯ࡋ࡚ᙜヱ㑅ᡭࡀ⿕ࡿ㈝⏝ࢆᐇ㉁ⓗୖᅇࡿᨭᡶ࠸ࢆཷࡅࡿ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
ղࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊḟࡢྛྕࡢ㡯ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ‶㸯㸴ṓ௨ୖ࡛ࠊࡘࠊᮏ༠ࡢຍ┕ࢳ࣮࣒ᡤᒓࡋࠊᮏ༠ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ
 ᮏ༠ཬࡧ㑅ᡭࡢᡤᒓࡍࡿࢡࣛࣈࡢຍ┕ࡍࡿ࣮ࣜࢢཪࡣ㐃┕➼ࡢ⤫ᣓ⤌⧊㸦௨ୗ⥲⛠ࡋ࡚
ࠕຍ┕࣮ࣜࢢ➼ࠖ࠸࠺㸧ࡀ⮬ࡽࡢࡓࡵᗈ࿌࣭ᐉఏάືࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚↓ൾ࡛
༠ຊࡍࡿࡇ
 ᅜෆ࣭ᅜእࢆၥࢃࡎࠊᮏ༠ദ௨እࡢヨྜฟሙࡍࡿሙྜࡣࠊ๓ᮏ༠ࡢᢎㄆࢆᚓࡿ
ࡇ
 ➇ᢏࡢሙ࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ༠ཪࡣࠕຍ┕࣮ࣜࢢ➼ࠖࡢᢎㄆ࡞ࡃࡋ࡚ࡣࠊ࠸࡞ࡿᗈ࿌࣭
ᐉఏάືࡶ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ
ճዎ⣙ࡢ᭱㛗ᮇ㛫ࡣ㸳ᖺ㛫ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸯㸶ṓᮍ‶ࡢ㑅ᡭࡣ᭱㛗㸱ᖺ㛫ࡍࡿࠋ
մዎ⣙ࡢ᭱▷ᮇ㛫ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊᙜヱዎ⣙ࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡽࢩ࣮ࢬࣥ⤊ࡲ࡛ࡍࡿࠋ
յዎ⣙ࡢຠຊࡣࠊ་Ꮫୖࡢ᳨ᰝࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇࠊཪࡣࠊᰝド➼㑅ᡭࡢᑵᴗ㛵ࡍࡿ⾜ᨻࡼࡿ
ㄆྍࡢྍྰࢆ᮲௳ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
նࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊྠ୍ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡘ௨ୖࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
շ࠸࡞ࡿࢡࣛࣈࡶࠊࡑࡢዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉ཪࡣ➨୕⪅㸦㑅ᡭࡢ⛣⡠ඖཬࡧ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࢆ㝖ࡃ࡚
ࡢ⪅ࠋ௨ୗࠊ༢ࠕ➨୕⪅ࠖ࠸࠺㸧ᑐࡋ࡚ࠊ㑅ᡭࡢᙺົᥦ౪ࡶࡋࡃࡣ⛣⡠㛵㐃ࡍࡿ㡯
ཪࡣࢡࣛࣈࡢ⊂❧ᛶࠊ᪉㔪ࡶࡋࡃࡣ㐠Ⴀ㛵㐃ࡍࡿ㡯ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍຊࢆࡍࡿ᮲㡯ࢆྵ
ࡴዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ո࠸࡞ࡿࢡࣛࣈཬࡧ㑅ᡭࡶࠊ㑅ᡭࡢᑗ᮶࠾ࡅࡿ⛣⡠㛵㐃ࡋ࡚ᨭᡶࢃࢀࡿ⛣⡠⿵ൾ㔠ࡢ㒊
ཪࡣ୍㒊㛵ࡍࡿ㈨᱁ࢆ➨୕⪅࠼ࡿዎ⣙ࠊཪࡣ㑅ᡭࡢᑗ᮶࠾ࡅࡿ⛣⡠ࡶࡋࡃࡣ⛣⡠⿵
ൾ㔠ࡘࡁఱࡽࡢᶒࢆ➨୕⪅ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
չࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓ㑅ᡭࡣཎ๎ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸯㸫㸱ࣉࣟ㸿ዎ⣙࣭ࣉࣟ㹀ዎ⣙ 㸦>ู⣬@⾲㸫㸯ཧ↷㸧
ձዎ⣙⥾⤖᮲௳
ḟࡢ࠸ࡎࢀࢆ‶ࡓࡍࡇࢆࣉࣟ㸿ዎ⣙ཬࡧࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡢ⥾⤖᮲௳ࡍࡿࠋ
 ヨྜฟሙ
  ی㹈㸯  㸸  㸲㸳㸮ศ
  ی㹈㸰  㸸  㸷㸮㸮ศ
ی㹈㸱࣭㹈㹄㹊㸸㸯㸪㸱㸳㸮ศ
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ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊヨྜฟሙ㛫ࡣබᘧグ㘓ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊฟሙ㛫ࡀ㸯ศᮍ
‶ࡢሙྜࡣࠊ㸯ศࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡍࡿࠋ㸦㹙ู⣬㹛⾲㸫㸰ཧ↷㸧
 ࣉࣟ㹁ዎ⣙㸱ᖺ⤒㐣
ղᑐ㇟࡞ࡿヨྜ
 ࣮ࣜࢢูᑐ㇟ヨྜ
  ی㹈㸯  㸸࣮ࣜࢢᡓࠊ࣮ࣜࢢ࢝ࢵࣉᡓࠊࢫ࣮ࣃ࣮࢝ࢵࣉࠊኳⓚᮼ
  ی㹈㸰  㸸࣮ࣜࢢᡓࠊ࣮ࣜࢢ࢝ࢵࣉᡓࠊࢫ࣮ࣃ࣮࢝ࢵࣉࠊኳⓚᮼ
ی㹈㸱࣭㹈㹄㹊㸸࣮ࣜࢢᡓࠊࢫ࣮ࣃ࣮࢝ࢵࣉࠊኳⓚᮼ
ͤ ኳⓚᮼࡢฟሙᐇ⦼ࡣࠊ㹈㸯ࠊ㹈㸰ཪࡣ㹈㸱࣭㹈㹄㹊ᡤᒓࡍࡿࢡࣛࣈࡢ➨㸯✀ࢳ࣮
࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚ฟሙࡋࡓሙྜ㝈ࡾࠊ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿࠋ
ͤ 㹈㹄㹊ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᏛࢳ࣮࣒ᡤᒓࡍࡿ㑅ᡭࡢฟሙᐇ⦼ࡣࠊୖグ࠸ࡎࢀࡢ
࠾࠸࡚ࡶ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡞࠸ࠋ
ͤ ≉ูᣦᐃ㑅ᡭࡀୖグࡢ࣮ࣜࢢูᑐ㇟ヨྜ㹈ࢡࣛࣈࡢ㑅ᡭࡋ࡚ฟሙࡋࡓሙྜࠊࣉ
ࣟ㸿ዎ⣙ཬࡧࣉࣟ㹀ዎ⣙⥾⤖᮲௳ࡢฟሙᐇ⦼ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡍࡿࠋ
 㹈㸯ࡢᑐ㇟ヨྜྠᵝ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿヨྜཬࡧ
ی᪥ᮏ௦⾲㸿࣐ࢵࢳ㸦㹄㹇㹄㸿ࡀㄆᐃࡍࡿ௦⾲ࢳ࣮࣒ྠኈࡢヨྜ㸧
➇࣮࢝ࢵࢧࢡࢵࣆࣥࣜ࢜یᢏཬࡧ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢧࢵ࣮࢝➇ᢏࢪᆅ༊㸰ḟண㑅㺂᭱⤊ண㑅
➇ࢪیᢏ
ی㹄㹇㹄㸿㹓㸫㸰㸮࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉᮏ
ی㸿㹄㹁ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢬ࣮ࣜࢢ
ୖیグ௨እ㹄㹇㹄㸿ཪࡣ㸿㹄㹁ࡀദࡍࡿࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢡࣛࣈࢆฟሙᑐ㇟ࡋࡓ
 ࡑࡢᮏ༠ࡀㄆࡵࡓヨྜ
 ᾏእࡢࣉ࣮ࣟࣜࢢ
ᾏእࡢࣉ࣮ࣟࣜࢢ࠾ࡅࡿᐇ⦼ホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊู㏵ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ 
ճヨྜฟሙ㛫⟬᪉ἲ
⛣⡠ཬࡧࢡࣛࣈࡢ᪼㝆᱁ࡼࡾ㑅ᡭࡢᡤᒓࡍࡿ࣮ࣜࢢࡀኚ᭦࡞ࡿሙྜࠊ᪤ฟሙࡋ࡚࠸ࡿ
㛫ࡣࠊḟࡢࡼ࠺⟬ࡍࡿࠋ
 㹈㸯ࡽ㹈㸰ኚ᭦ࡢሙྜ   㸸㹈㸯࡛ࡢฟሙ㛫ࢆ㸰㸮ಸ ⟬
 㹈㸯ࡽ㹈㸱࣭㹈㹄㹊ኚ᭦ࡢሙྜ㸸㹈㸯࡛ࡢฟሙ㛫ࢆ㸱㸮ಸ ⟬
 㹈㸰ࡽ㹈㸱࣭㹈㹄㹊ኚ᭦ࡢሙྜ㸸㹈㸰࡛ࡢฟሙ㛫ࢆ㸯㸳ಸ ⟬
 㹈㸰ࡽ㹈㸯ኚ᭦ࡢሙྜ   㸸㹈㸰࡛ࡢฟሙ㛫ࢆ㸯㸭㸰 ⟬
 㹈㸱࣭㹈㹄㹊ࡽ㹈㸯ኚ᭦ࡢሙྜ㸸㹈㹄㹊࡛ࡢฟሙ㛫ࢆ㸯㸭㸱 ⟬
 㹈㸱࣭㹈㹄㹊ࡽ㹈㸰ኚ᭦ࡢሙྜ㸸㹈㹄㹊࡛ࡢฟሙ㛫ࢆ㸰㸭㸱 ⟬
մࣉࣟ㸿ዎ⣙ࡢሗ㓘
 ࣉࣟ㸿ዎ⣙ࡢᇶᮏሗ㓘ࡣᖺ㢠㸲㸴㸮௨ୖࡍࡿࠋཎ๎ࡋ࡚ࡑࡢࡢไ㝈ࡣ࡞࠸ࡀࠊึ
ࡵ࡚ࣉࣟ㸿ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜ㝈ࡾࠊࡑࡢᇶᮏሗ㓘ࡣᖺ㢠㸴㸵㸮ࢆ㉸࠼࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊ
ኚືሗ㓘ࡣᮏไᗘࡢ᪨ࢆ㐓⬺ࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛タᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᖺᗘ㸦㸰㸫㸯յᐃ
ࡵࡿࡶࡢࠋ௨ୗࠕᖺᗘࠖ࠸࠺ ㏵୰࡛ࣉࣟ㸿ዎ⣙ኚ᭦ࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱᖺᗘࡢṧᏑᮇ
㛫࠾ࡅࡿዎ⣙ࡀᖺ㢠㸴㸵㸮ࡢไ㝈ᑐ㇟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ௨ୗᮏつ๎࠾ࡅࡿ㔠㢠ࡢ⾲♧
ࡘ࠸࡚ࡣࠊูẁࡢᐃࡵࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ࡚ᾘ㈝⛯ࢆ㝖ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࣉࣟ㹁ዎ⣙⥾⤖ࣉࣟ㸿ዎ⣙㸰ᖺ┠௨㝆ࡢሗ㓘ࡘ࠸࡚⣙᮰ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
յࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡢሗ㓘
 ࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡢᇶᮏሗ㓘ࡣᖺ㢠㸲㸴㸮ࢆ㉸࠼࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࣉࣟ㹀ዎ⣙࠾࠸࡚ࡣኚືሗ㓘ࡣ⮬⏤タᐃ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊฟሙࣉ࣑࣒ࣞࢆタᐃࡍࡿሙ
ྜࡣ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㸲㸵㸪㸴㸰㸮௨ୗࡍࡿࠋ
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㸯㸫㸲ࣉࣟ㹁ዎ⣙ 㸦>ู⣬@⾲㸫㸯ཬࡧᅗ㸫㸯ཧ↷㸧
ձࣉࣟ㹁ዎ⣙ࡢ⥾⤖
㸯㸫㸱ձࡢヨྜฟሙ㛫ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸࣐ࢳࣗ㑅ᡭཪࡣ♫ဨ㑅ᡭࡀࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍ
ࡿሙྜࠊᚲࡎࣉࣟ㹁ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ղዎ⣙ྍ⬟ᮇ㛫
 ࣉࣟ㹁ዎ⣙ࢆ⥾⤖࡛ࡁࡿᮇ㛫ࡣࠊ࣐ࢳࣗ㑅ᡭཪࡣ♫ဨ㑅ᡭࡀึࡵ࡚ࣉࣟ㹁ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ
࡚ࡽ㸱ᖺ㛫ࡍࡿࠋ㸱ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓᚋᘬࡁ⥆ࡁࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜࡣࠊࣉࣟ㸿ዎ⣙
ཪࡣࣉࣟ㹀ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࣉࣟ㹁㑅ᡭࡀዎ⣙㸱ᖺᮍ‶࡛ࡢࢡࣛࣈ⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࣉࣟ㹁ዎ⣙⤒㐣ᖺ᭶᪥
ࡣ⛣⡠ᚋࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճࣉࣟ㹁ዎ⣙ࡢሗ㓘
 ࣉࣟ㹁ዎ⣙ࡢᇶᮏሗ㓘ࡣᖺ㢠㸲㸴㸮ࢆ㉸࠼࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࣉࣟ㹁ዎ⣙࠾࠸࡚ࡣኚືሗ㓘ࡣฟሙࣉ࣑࣒ࣞཬࡧࣉ࣑࣒ࣞ㝈ࡾタᐃࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊฟሙࣉ࣑࣒ࣞࡣ㸯ヨྜ࠶ࡓࡾ㸲㸵㸪㸴㸰㸮௨ୗࡋࠊࣉ࣑ࣞ
࣒ࡣࢡࣛࣈ࠾ࡅࡿࣉࣟ㸿ዎ⣙ࡢࣉ࣑࣒ࣞࡢ᭱ప㔠㢠ࢆୖᅇࡗ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊᮏไᗘࡢ
᪨ࢆ㐓⬺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸯㸫㸳እᅜ⡠㑅ᡭ
ձⓏ㘓ᩘ
እᅜ⡠㑅ᡭࡢⓏ㘓ྍ⬟ேᩘ㛵ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾᐃࡵࡿࠋ
 㹈࣮ࣜࢢ௨እࡢࢳ࣮࣒
ࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓእᅜ⡠㑅ᡭࡢⓏ㘓ࡣ㸯ࢳ࣮࣒ࡘࡁ㸱ྡ௨ෆࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊୗグ
ཪࡣࣟヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ㸱ྡࢆ㉸࠼࡚Ⓩ㘓࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊእ
ᅜ⡠㑅ᡭࡢⓏ㘓ேᩘࡢ⥲ᩘࡣ㸳ྡࢆ㉸࠼࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸬࣐ࢳࣗ㑅ᡭ
ࣟ㸬ࣉࣟ㹁ዎ⣙࡛ࡘࠊᙜヱⓏ㘓ᖺᗘࡢ㸰᭶㸯᪥ࡢ๓᪥࠾ࡅࡿᖺ㱋ࡀ㸰㸮ṓᮍ‶ࡢ㑅ᡭ
 㹈࣮ࣜࢢࡢࢳ࣮࣒
ࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓእᅜ⡠㑅ᡭࡢⓏ㘓ࡣ㸯ࢳ࣮࣒ࡘࡁ㸳ྡ௨ෆࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ- ࣮ࣜࢢ
ࡀู㏵ᐃࡵࡿᅜࡢᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿ㑅ᡭࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ղⓏ㘓ᩘࡢእᥐ⨨
  ࣐ࢳࣗཪࡣࣉࣟ㹁ዎ⣙ࡢእᅜ⡠㑅ᡭࡀᖺᗘ㏵୰࡛ࣉࣟ㹁ዎ⣙௨እࡢዎ⣙⛣⾜ࡍࡿሙ
ྜࠊእᅜ⡠㑅ᡭࡢⓏ㘓ேᩘࡢ㛵ಀ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱ㑅ᡭࡣࠊࡑࡢᖺᗘ㝈ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁ࣐
ࢳࣗཪࡣࣉࣟ㹁ዎ⣙ࡢእᅜ⡠㑅ᡭࡳ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢሙྜࠊ
๓ᡤᒓࡍࡿ࣮ࣜࢢᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢࡍࡿ㸦ࠕእᅜ⡠㑅ᡭᯟᑐ㇟እㄆᐃ⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ
㹄㸧ࡼࡾ⏦ㄳ㸧ࠋ
  ࢣ࢞ࠊ➼ࡼࡾᖺᗘ୰ࡢᖐࡀ⬟ㄆࡵࡽࢀࡓ㑅ᡭࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᡤᒓࡍࡿࣜ
࣮ࢢࡢᢎㄆࢆᚓࡓሙྜ㸦ࠕእᅜ⡠㑅ᡭⓏ㘓ᾘ⏦ㄳ᭩ ዎ⣙ࢆಖᣢࡋࡓࡲࡲࡢᾘࡢሙྜ ࠖ
㸦᭩ᘧ㹈㸧ࡼࡾ⏦ㄳ㸧ࠊࡑࡢᖺᗘ㝈ࡾࠊࣉࣟዎ⣙ࢆಖᣢࡋࡓࡲࡲⓏ㘓ࢆᾘࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱ㑅ᡭࡣࡑࡢᖺᗘෆ࠾࠸࡚ࡧⓏ㘓ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ճዎ⣙᭩ᘧ
ࢡࣛࣈࡣࠊእᅜ⡠㑅ᡭࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜࠊ⤫୍ዎ⣙᭩ᘧཪࡣࡑࢀ‽ࡌࡿዎ⣙᭩ᘧ
ࡼࡾዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
մእᅜ⡠㑅ᡭࣉࣟ㹁ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ㝿ࡢὀព㡯
ᮏ᮲ձཬࡧղつᐃࡉࢀࡿࣉࣟ㹁㑅ᡭࡢⓏ㘓㛵ࡍࡿඃ㐝ᥐ⨨ࡣࠊᐇ⦼ࡢ࡞࠸ⱝᖺᒙ㑅ᡭዎ
⣙ࡍࡿࡇࢆᐜ᫆ࡍࡿࡓࡵእⓗྲྀᢅ࠸ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢዎ⣙ࡢ
ࡓࡵዎ⣙㔠࣭⛣⡠⿵ൾ㔠࣭ࡑࡢከ㢠ࡢ⤒㈝ࢆせࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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㸯㸫㸴㑅ᡭࡢⓏ㘓ᩘ 㸦>ู⣬@⾲㸫㸯ཧ↷㸧
ձࣉࣟ㸿㑅ᡭࡢⓏ㘓ᩘ
 㑅ᡭⓏ㘓࡛ࡁࡿࣉࣟ㸿㑅ᡭࡣࠊ➨㸰✀㸦࣮ࣘࢫ㸧Ⓩ㘓㑅ᡭࡶྵࡵࠊࢡࣛࣈయ࡛㸰㸳ྡ௨ෆ
㸦௨ୗࠕ㸰㸳ྡᯟࠖ࠸࠺㸧ࡍࡿࠋ
 እᅜ⡠㑅ᡭࡣࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊእᅜ⡠ࡢ࣐ࢳࣗ㑅ᡭཬࡧࣉࣟ㹁㑅ᡭ
ࡣ㝖ࡃࠋ
 㸿㹄㹁ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࢬ࣮ࣜࢢฟሙࡍࡿࢡࣛࣈࡣࠊᙜヱᖺᗘ㝈ࡾࠊࣉࣟ㸿ዎ⣙㑅ᡭࡢࠕ㸰
㸳ྡᯟࠖࢆࠕ㸰㸵ྡᯟࠖࡍࡿࠋ
ղࣉࣟ㸿㑅ᡭ௨እࡢⓏ㘓ᩘ
ࣉࣟ㹀㑅ᡭࠊࣉࣟ㹁㑅ᡭࠊ♫ဨ㑅ᡭཬࡧ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡢⓏ㘓ᩘࡣไ㝈ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
ճࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢእ
㸦ࠕࣉࣟ㸿ዎ⣙ྡᯟᑐ㇟እㄆᐃ⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ㹅㸧ࡼࡾᡤᒓ࣮ࣜࢢ⏦ㄳ㸧
 ᖺᗘ㏵୰ࡢࣉࣟ㸿ዎ⣙ࡢኚ᭦
࣐ࢳࣗཪࡣࣉࣟ㹁㑅ᡭࡀᖺᗘ㏵୰࡛ࣉࣟ㸿ዎ⣙⛣⾜ࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᖺᗘ㝈ࡾࠕ㸰
㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟እࡍࡿ㸦እᅜ⡠㑅ᡭࡶྠᵝ㸧
ࠋࣉࣟ㹀㑅ᡭࡀᖺᗘ㏵୰࡛ࣉࣟ㸿ዎ⣙⛣⾜ࡋ
ࡓሙྜࡣࠊࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟ࡍࡿࠋ
 ⮬ࢡࣛࣈࡢ⫱ᡂ⤌⧊ฟ㌟ཬࡧᅾ⡠㑅ᡭ
⮬ࢡࣛࣈࡢ➨㸱✀ཪࡣ➨㸰✀ࡢ⫱ᡂ⤌⧊ࡢࢳ࣮࣒㸱ᖺ௨ୖᅾ⡠ࡋࡓ㑅ᡭࡣࠊྠࢡࣛࣈࡢ
ࢳ࣮࣒ᅾ⡠ࡍࡿሙྜࠊ
ࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟እࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊእᅜ⡠㑅ᡭࡣࡇࢀྵࡲ࡞࠸ࠋ
ᅾ⡠ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࠊ㉸࠼ࡓᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱ㉸㐣ᮇ㛫ࡣࠊᮏ᮲ࡢ㛵ಀ
࡛ࡣࠊ㸯ᖺࡳ࡞ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿࠋ
 ࢣ࣭࢞➼
ࢣ࣭࢞➼ࡼࡾᖺᗘ୰ࡢᖐࡀ⬟ㄆࡵࡽࢀࡓ㑅ᡭࡣࠊࡑࡢᖺᗘࡣࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢ
ᑐ㇟እࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊ་ᖌࡢデ᩿᭩ࢆᚲせࡍࡿ㸧ࠋ
 ᾏእ◊ಟࡽࡢᖐᅜ
ᾏእ◊ಟࡋ࡚࠸ࡿ㑅ᡭࡀᡤᒓ࣮ࣜࢢ๓㏻▱ࡋ᪥ᮏࡢᖺᗘ㏵୰ᖐᅜࡋⓏ㘓ࡍࡿሙ
ྜࠊࡑࡢᖺᗘ㝈ࡾࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟እࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᖺᗘ᭱ึࡢබᘧヨྜ๓ᖐᅜࡋ
ࡓሙྜࡣࠊࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟ࡍࡿࠋ
 ᮇ㝈⛣⡠ࡢ㑅ᡭ
ᮇ㝈⛣⡠ࡢ㑅ᡭࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ࡛ࡣࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟ࡋࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ࡛ࡣᑐ㇟እ
ࡍࡿࠋ
 ࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟እ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣉࣟ㸿㑅ᡭࡀࡢࢡࣛࣈ⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ
࠾࠸࡚ࡣࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟࡞ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࡑࡢ
ୖグࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㹈࣮ࣜࢢ⌮࡛ࡑࡢᥐ⨨ࢆỴᐃࡍࡿ㸦㹈㹄㹊ࡶ
㛵ಀࡍࡿሙྜࡣࠊᮏ༠⌮࡛Ỵᐃࡍࡿ㸧ࠋ

㸯㸫㸵ࡢࢡࣛࣈࡢ⫱ᡂ⤌⧊ࡢ㑅ᡭࡢ᥋ゐ
ձ⫱ᡂ⤌⧊ࡢ㑅ᡭࡢ⫱ᡂཬࡧࣉࣟዎ⣙⥾⤖㛵ࡍࡿጉᐖࡢ⚗Ṇ
ࢡࣛࣈࡼࡿᙜヱࢡࣛࣈࡢ⫱ᡂ⤌⧊ࡢ㑅ᡭࡢ⫱ᡂཬࡧࣉࣟዎ⣙⥾⤖ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢࢡࣛࣈࡣ
ࡑࢀࢆጉࡆ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ղࢡࣛࣈࡢᢎㅙ
ࢡࣛࣈࡀࡢࢡࣛࣈࡢ⫱ᡂ⤌⧊ࡢ㑅ᡭࡢࢫ࢝࢘ࢺάືࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊάືࢆጞࡵࡿ๓ᚲࡎ
ᙜヱ㑅ᡭࡀᡤᒓࡍࡿࢡࣛࣈࡢᢎㅙࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸯㸫㸶ዎ⣙᭦᪂㸦>ู⣬@ᅗ㸫㸰ཬࡧᅗ㸫㸱ཧ↷㸧
ձࡢࢡࣛࣈࡢዎ⣙
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ࡢࢡࣛࣈᅾ⡠ࡍࡿࣉࣟ㑅ᡭࡢ㛫࡛ࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚ࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡼ࠺ពᅗࡋ࡚࠸ࡿ
ࢡࣛࣈࡣࠊᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡢ΅ධࡿ๓᭩㠃ࡼࡾᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡀࡑࡢⅬ࡛ᅾ⡠ࡍࡿࢡࣛ
ࣈ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ࠕࢡࣛࣈᅾ⡠ࣉࣟ㑅ᡭࡢዎ⣙΅㛤ጞ㛵ࡍࡿ㏻▱ࠖ
㸦᭩ᘧ ,㸧
ࡼࡾ㏻▱ࠋࡋࢆᡤᒓ࣮ࣜࢢᥦฟ㸧ࠋᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡢࡑࡢⅬࡢࢡࣛࣈ
ࡢዎ⣙ᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓࠊཪࡣᮇ㛫‶๓㸴ࣨ᭶㛫㝈ࡾࠊࡢࢡࣛࣈዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡿつᐃ㐪ࡋࡓࢡࣛࣈཪࡣ㑅ᡭᑐࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢᠬ⨩ࡀ⛉ࡉࢀࡿࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋ
  㐪ᙜ⪅ࡀࢡࣛࣈࡢሙྜ㸸᭱㸰ࡘࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞㑅ᡭࡢ㏣ຍ
Ⓩ㘓ࡢ⚗Ṇ
  㐪ᙜ⪅ࡀ㑅ᡭࡢሙྜ㸸᭱㸴ࣨ᭶ࡢฟሙṆฎศ
ղࢡࣛࣈࡽ㑅ᡭࡢዎ⣙᭦᪂㏻▱
ࢡࣛࣈࡣࠊࡑࡢᡤᒓ㑅ᡭᑐࡋࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿពᛮཬࡧࡑࡢዎ⣙᮲௳ࢆࠕዎ⣙᭦᪂
㛵ࡍࡿ㏻▱᭩ࠖ㸦᭩ᘧ㸿㸧ࡼࡾࠊ㐜ࡃࡶ௨ୗࡢᮇ᪥ࡲ࡛㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸯᭶㸯᪥ࡽ㸯᭶㸱㸯᪥ࡢ㛫ዎ⣙ᮇ㛫ࡀ‶ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸸࣮ࣜࢢᡓࡀ
⤊ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㸳᪥ᚋࡲ࡛
 㸦㸧௨እࡢ᪥ࢆᮇ㛫‶᪥ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸸ዎ⣙ᮇ㛫‶ࡢ㸰㐌㛫๓ࡲ࡛
ճࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢዎ⣙΅
ࢡࣛࣈࡣࠊୖグղࡢ㏻▱ᚋࡍࡳࡸ㑅ᡭࡢ΅ࡢሙࢆタᐃࡋࠊ௨ୗࡢᮇ᪥ࡲ࡛᪂ࡓ࡞ዎ
⣙ࡢ᮲௳ࡘ࠸࡚ࡢ΅ࢆ⤊࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙜヱᮇ᪥ࡲ࡛᭦᪂㏻▱ᑐࡍࡿ㑅ᡭࡽࡢ
ᅇ⟅ࡀ࡞ࡗࡓሙྜࠊ㑅ᡭࡣࠊዎ⣙᭦᪂ࢆᢎㅙࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ
  㸯᭶㸯᪥ࡽ㸯᭶㸱㸯᪥ࡢ㛫ዎ⣙ᮇ㛫ࡀ‶ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸸㸯㸰᭶㸱㸯
᪥ࡲ࡛
  㸦㸧௨እࡢ᪥ࢆዎ⣙ᮇ㛫‶᪥ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸸ዎ⣙ᮇ㛫‶᪥ࡲ࡛
մ㑅ᡭዎ⣙ࡢ⥾⤖
ࢡࣛࣈ㑅ᡭࡀ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࡢ᮲௳ࡘ࠸࡚ྜពࡋࡓሙྜࠊ୧ᙜ⪅ࡣࠊࡍࡳࡸᙜヱዎ⣙ࢆ
⥾⤖ࡋࠊࢡࣛࣈࡣࠊࡑࡢࡋࢆᡤᒓ࣮ࣜࢢᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
յ᭱⤊ᥦ♧㢠ド᫂᭩ࡢⓎ⾜
ࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢ΅ࡀỴࡋࠊዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡋ࡞࠸ࡇࡀ☜ᐃࡋࡓሙྜࠊࢡࣛࣈࡣࠊᙜヱ㑅ᡭ
ᑐࡋࠊ΅ࡢሙ࠾࠸࡚᭱⤊ⓗᥦ♧ࡋࡓሗ㓘㢠ࢆ᫂グࡋࡓࠕ᭱⤊ᥦ♧㢠ド᫂᭩ࠖ㸦᭩ᘧ㹁㸧
ࢆࡓࡔࡕⓎ⾜ࡋࠊྠ᭩㢮ࢆᡤᒓ࣮ࣜࢢᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ն⛣⡠ࣜࢫࢺࡢⓏ㘓
 ୖグճ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓᮇ᪥ࡲ࡛ࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢ΅ࡀỴࡋ࡚ዎ⣙᭦᪂ࡋ࡞࠸ࡇࡀ
☜ᐃࡋࡓሙྜࠊࢡࣛࣈࡣࠊࡓࡔࡕᙜヱ㑅ᡭࢆ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ୖグճ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓᮇ᪥ࡲ࡛ዎ⣙᭦᪂ࡢ᭱⤊ྜព⮳ࡽ࡞ࡗࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㑅ᡭ
ዎ⣙᭦᪂ࡢពᛮࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ㑅ᡭࢡࣛࣈࡢྜពࡀ࠶ࢀࡤࠊ⛣⡠ࣜࢫࢺࡢⓏ㘓ࢆᘏᮇࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⛣⡠ࣜࢫࢺࡢⓏ㘓⏦ㄳࡣࠕ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓⏦ㄳ᭩ࠖ
㸦᭩ᘧ➨ྕ㸧ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
 ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓ㑅ᡭࡣࠊୖグձྕᐃࡵࡿ㏻▱ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡋࠊ⮬⏤ࢡࣛࣈ
ዎ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓ㑅ᡭ㛵ࡋ࡚ࠊᙜヱ㑅ᡭࡀ࠸ࡎࢀࡢࢡࣛࣈዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓሙྜ
ࡶࡋࡃࡣᘬ㏥ࢆ⾲᫂ࡋࡓሙྜࠊཪࡣᙜヱ㑅ᡭࡀ⛣⡠ࣜࢫࢺࡽࡢᾘࢆᕼᮃࡋࡓሙྜࠊࢡࣛ
ࣈࡣᙜヱ㑅ᡭࢆ⛣⡠ࣜࢫࢺࡽᾘࡍࡿࡓࡵࡢ⏦ㄳࢆࠕ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨
ྕ㸧ࡼࡾ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
   ࢃࡽࡎࠊ㑅ᡭࡀ⛣⡠ࣜࢫࢺᥖ㍕ࡉࢀࡓ᪥ࡼࡾ㸶᭶ࡀ⤒㐣ࡋࡓሙྜࠊᙜヱ㑅ᡭ
ࡣ⛣⡠ࣜࢫࢺࡽ⮬ືⓗᾘࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
շࣉࣟ㸿ዎ⣙ࢆ᭦᪂ཪࡣ⥾⤖ࡍࡿሙྜࡢ≉グ㡯
ࢡࣛࣈࡢ΅ࡀỴࡋ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓࣉࣟ㸿㑅ᡭࡣࠊᙜヱࢡࣛࣈࡽ⏦ࡋධࢀࡀ࠶
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ࡗࡓሙྜ㝈ࡾࠊᙜヱࢡࣛࣈᗘ΅ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢሙྜࠊࢡࣛࣈࡣࠊᙜึᥦ♧ࡋࡓ
ሗ㓘㢠㸦᭱⤊ᥦ♧㢠㸧ࡼࡾࡶῶ㢠ࡋࡓ㢠ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ոࣉࣟ㹀ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿሙྜࡢ≉グ㡯
ࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡢ᭦᪂ࡢሙྜࠊࢡࣛࣈࡣࠊ㑅ᡭዎ⣙᮲௳ࡢ΅୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᙜヱ㑅ᡭࡀᕼᮃࡍ
ࢀࡤࠊࡓࡔࡕ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊࢡࣛࣈࡢᙜヱ㑅ᡭᑐࡍࡿዎ
⣙⥾⤖⩏ົࡣᾘ⁛ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱ㑅ᡭࡣࠊ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ᚋࡶࢡࣛࣈ΅ࢆ⥆ࡅࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡑࡢሙྜࠊࢡࣛࣈࡣࠊᙜึᥦ♧ࡋࡓሗ㓘㢠ࡼࡾࡶῶ㢠ࡋࡓ㢠ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
չࣉࣟ㹁ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿሙྜࡢ≉グ㡯
㸦㸧ࢡࣛࣈࡀࣉࣟ㹁ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ㑅ᡭᑐࡋ๓ᖺࢆୗᅇࡿዎ⣙᮲௳ࡢ᭦᪂㏻▱ࢆࡋࡓሙ
ྜࠊ᭦᪂ᡭ⥆ࡁࡣࠊࣉࣟ㹀ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿሙྜ㸦ୖグձࡽնࡲ࡛ཬࡧո㸧ྠᵝࡍࡿࠋ
㸦㸧ࣉࣟ㹁ዎ⣙㸱ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊྠዎ⣙ᮇ㛫ࡶ‶ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊḟࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ
㸬ࣉࣟ㸿ዎ⣙᭦᪂ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊࣉࣟ㸿ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿሙྜ㸦ୖグձࡽշࡲ࡛㸧
ྠᵝࡍࡿࠋ
ࣟ㸬ࣉࣟ㹀ዎ⣙᭦᪂ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊࣉࣟ㹀ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿሙྜ㸦ୖグձࡽնࡲ࡛
ཬࡧո㸧ྠᵝࡍࡿࠋ

㸯㸫㸷ዎ⣙᭦᪂ࡋ࡞࠸ሙྜࡢᡭ⥆ࡁ㸦>ู⣬@ᅗ㸫㸰ཬࡧᅗ㸫㸱ཧ↷㸧
ձࢡࣛࣈࡽ㑅ᡭࡢ㏻▱
ࢡࣛࣈࡣࠊዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㑅ᡭᑐࡋࠊ㸯㸫㸶ղᐃࡵࡿᮇ᪥ࡲ࡛ࡑࡢ᪨ࢆࠕዎ
⣙᭦᪂㛵ࡍࡿ㏻▱᭩ࠖ
㸦᭩ᘧ㸿㸧ࡼࡾ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ղ⛣⡠ࣜࢫࢺࡢⓏ㘓
ࢡࣛࣈࡣ㑅ᡭࡢ㏻▱ᚋࠊࡓࡔࡕࠊᙜヱ㑅ᡭࢆ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸯㸫㸯㸮ࣉࣟ㹁㑅ᡭࡢዎ⣙ኚ᭦
ࣉࣟ㹁㑅ᡭࡀዎ⣙ᮇ㛫‶๓ࣉࣟ㸿ዎ⣙⥾⤖᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡽࣉࣟ㸿ዎ⣙ࡢኚ᭦ࡣࠊࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢྜពࡀ࠶ࢀࡤ㝶⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸯㸫㸴ճ࠸࠺ࠕ㸰㸳ྡᯟࠖࡢእᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ሙྜࠊᙜヱ㑅ᡭࡣࠕ㸰
㸳ྡᯟࠖࡢᑐ㇟ࡍࡿࠋ
ձࢡࣛࣈࡽ㑅ᡭࡢዎ⣙ኚ᭦㏻▱
 ࣉࣟ㹁㑅ᡭࡀዎ⣙ᮇ㛫‶๓ࣉࣟ㸿ዎ⣙⥾⤖᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜࠊࢡࣛࣈࡣࠊ㑅ᡭᑐࡋࠊ
᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓヨྜ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㸱᪥௨ෆࠊࣉࣟ㸿ዎ⣙ཪࡣࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡢኚ᭦ཬࡧࡑࡢ
ዎ⣙᮲௳ࢆࠕዎ⣙ኚ᭦㛵ࡍࡿ㏻▱᭩ࠖ㸦᭩ᘧ㹃㸧ࡼࡾ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
   ࠸࠺ዎ⣙ࡢ᮲௳ࡣࠊࣉࣟ㹁ዎ⣙ࡢዎ⣙᮲௳ࢆୗᅇࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ղࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢዎ⣙΅
 ࣉࣟ㹁㑅ᡭࡀୖグձ࠸࠺ኚ᭦㏻▱ࢆཷࡅྲྀࡗࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚ཎ๎ࡋ࡚㸵᪥㛫
ࢆࢡࣛࣈᙜヱ㑅ᡭࡢ΅ᮇ㛫ࡍࡿࠋ
 ࣉࣟ㹁㑅ᡭཬࡧࢡࣛࣈࡣࠊዎ⣙ᙧែࢆࣉࣟ㹁ዎ⣙ࡽࣉࣟ㸿ዎ⣙ཪࡣࣉࣟ㹀ዎ⣙ษࡾ᭰࠼
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճዎ⣙᪥
ࢡࣛࣈࣉࣟ㹁㑅ᡭࡀ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ྜពࡋࡓሙྜࠊࡑࡢዎ⣙ࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡣࠊᙜヱ㑅ᡭࡀࣉࣟ
㸿ዎ⣙⥾⤖᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓヨྜ᪥ࡢ⩣᪥࡛࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸯㸫㸯㸯ዎ⣙ኚ᭦᭶ࡢሗ㓘ࡢィ⟬᪉ἲ㸦>ู⣬@ᅗ㸫㸲ཧ↷㸧
ձዎ⣙ኚ᭦᭶ࡢᇶᮏሗ㓘ࡢ⪃࠼᪉㸦ᅗ㸫㸲㸧
ዎ⣙ኚ᭦᭶ࡢᇶᮏሗ㓘ࡣࠊዎ⣙᪥ࢆ㉳Ⅼ᪂࣭ᪧࡢሗ㓘ࢆࡑࢀࡒࢀ᪥ࡾィ⟬ࡍࡿ㸦ᙜ᭶ᬺ᪥
ᩘࡼࡿ㸧ࠋ
ղ᪂࣭ᪧሗ㓘ࡢᕪ㢠ࡢᨭᡶ࠸
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ዎ⣙ࡢྜពࡀࠊᙜ᭶ࡢሗ㓘ࡢᨭᡶ࠸㛫ྜࢃ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ⩣᭶ࡑࡢᕪ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࠋ

㸯㸫㸯㸰ࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡽࣉࣟ㸿ዎ⣙ኚ᭦ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁ
ࣉࣟ㹀ዎ⣙ࡽࣉࣟ㸿ዎ⣙ኚ᭦ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊࣉࣟ㸿ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿሙྜ㸦㸯㸫㸶ձ
ࡽշࡲ࡛㸧ྠᵝࡍࡿࠋ

㸯㸫㸯㸱ࣉࣟ㸿ዎ⣙ࡽࣉࣟ㹀ዎ⣙ኚ᭦ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁ
ࣉࣟ㸿ዎ⣙ࡽࣉࣟ㹀ዎ⣙ኚ᭦ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊࣉࣟ㹀ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿሙྜ㸦㸯㸫㸶ձ
ࡽնࡲ࡛ཬࡧո㸧ྠᵝࡍࡿࠋ

㸰㸬Ⓩ㘓

㸰㸫㸯ᮏ༠ࡢⓏ㘓
ձⓏ㘓
ࢡࣛࣈࡣࠊᮏ༠ࠊᆅᇦࢧࢵ࣮࢝༠ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡀദࡍࡿヨྜ୪ࡧ㹈࣮ࣜ
ࢢࢆྵࡴᮏ༠ࡢୗ⨨ࢀࡿྛ✀㐃┕ࡀദࡍࡿヨྜཧຍࡍࡿࡓࡵࠊࢳ࣮࣒ཬࡧࡑࡢᡤᒓ
㑅ᡭࢆᮏ༠Ⓩ㘓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ղຍ┕ࢳ࣮࣒ࡢ✀ู
ᮏ༠ຍ┕Ⓩ㘓ࡍࡿࢳ࣮࣒ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ✀ูࡉࢀࡿࠋ
  ➨㸯✀㸸ᖺ㱋ࢆไ㝈ࡋ࡞࠸㑅ᡭࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࢳ࣮࣒
  ➨㸰✀㸸㸯㸶ṓᮍ‶ࡢ㑅ᡭࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࢳ࣮࣒ࠋࡓࡔࡋࠊ㧗➼ᏛᰯᅾᏛ୰ࡢ㑅ᡭ
ࡣࠊࡇࡢᖺ㱋ไ㝈ࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
  ➨㸱✀㸸㸯㸳ṓᮍ‶ࡢ㑅ᡭࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࢳ࣮࣒ࠋࡓࡔࡋࠊ୰ᏛᰯᅾᏛ୰ࡢ㑅ᡭࡣࠊ
ࡇࡢᖺ㱋ไ㝈ࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
  ➨㸲✀㸸㸯㸰ṓᮍ‶ࡢ㑅ᡭࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࢳ࣮࣒ࠋࡓࡔࡋࠊᑠᏛᰯᅾᏛ୰ࡢ㑅ᡭࡣࠊ
ࡇࡢᖺ㱋ไ㝈ࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
  ዪᏊ 㸸ዪᏊࡢ㑅ᡭࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࢳ࣮࣒ࠋࡓࡔࡋࠊ㸯㸰ᡯᮍ‶ࡢ㑅ᡭࡣࠊ➨㸲✀ࢳ
࣮࣒Ⓩ㘓ࡍࡿࡶࡢࡍࡿ
  ࢩࢽ㸸㸲㸮ṓ௨ୖࡢ㑅ᡭࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࢳ࣮࣒
ୖグᐃࡵࡿᖺ㱋ࡣࠊᙜヱᖺᗘ㛤ጞ᪥ࡢ๓᪥㸦㸱᭶㸱㸯᪥㸧⌧ᅾࡢᖺ㱋ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢩࢽ
ࡢ✀ูࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱⓏ㘓ᖺᗘ᭱⤊᪥㸦㸱᭶㸱㸯᪥㸧⌧ᅾࡢᖺ㱋ࡍࡿࠋ
ճ㑅ᡭࡢⓏ㘓༊ศ
 ᮏ༠Ⓩ㘓ࡍࡿ㑅ᡭࡣࠊ࣐ࢳࣗࣉࣟ༊ศࡉࢀࡿࠋ
 ᖺᗘࡢึࡵࣉࣟࡢ㑅ᡭࡋ࡚Ⓩ㘓ࡍࡿሙྜࠊḟࡢ᭩㢮ࢆᮏ༠ᥦฟࡋࠊ㸰㸫㸯մࡢ⏦ㄳ
ᩱࢆᨭᡶ࠺ࠋ
ࠕ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨㸯ྕ㸧
ࣟ㑅ᡭዎ⣙᭩ࡢࡋ㸦㹈ࢡࣛࣈࡣ㹈࣮ࣜࢢᥦฟࡍࡿࠋᮏ༠ࡣ㹈࣮ࣜࢢࡽࡇࢀࢆཷࡅྲྀ
ࡾࠊಖ⟶ࡍࡿࠋ㸧
 ᖺᗘࡢ㏵୰࣐ࢳࣗࡽࣉࣟኚ᭦ࡍࡿሙྜࠊḟࡢ᭩㢮ࢆᮏ༠ᥦฟࡋࠊ㸰㸫㸯մࡢ
⏦ㄳᩱࢆᨭᡶ࠺ࠋ
ࠕ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨㸯ྕ㸧
ࣟ㑅ᡭዎ⣙᭩ࡢࡋ㸦㹈ࢡࣛࣈࡣ㹈࣮ࣜࢢᥦฟࡍࡿࠋᮏ༠ࡣ㹈࣮ࣜࢢࡽࡇࢀࢆཷࡅྲྀ
ࡾࠊಖ⟶ࡍࡿࠋ㸧
 ࣉࣟࡽ࣐ࢳࣗኚ᭦ࡍࡿሙྜࠊ
ࠕ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳ᭩ࠖ
㸦᭩ᘧ➨㸯ྕ㸧ࢆᮏ༠ᥦฟ
㸰㸫㸯մࡢ⏦ㄳᩱࢆᨭᡶ࠺ࠋ
ࡋࠊ㸰
մ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳᩱ
㑅ᡭࡣࠊḟᐃࡵࡿ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳᩱࢆᮏ༠ᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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  ࣉࣟ㑅ᡭ㸸ྛᖺᗘ࠶ࡓࡾ㸯㸮㸪㸮㸮㸮
  ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡽࣉࣟ㑅ᡭࡢ༊ศኚ᭦㸸㸯ᅇ࠶ࡓࡾ㸯㸮㸪㸮㸮㸮
  ࣉࣟ㑅ᡭࡽ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡢ༊ศኚ᭦㸸㸯ᅇ࠶ࡓࡾ㸳㸪㸮㸮㸮
յⓏ㘓ᖺᗘ㸦Ⓩ㘓᭷ຠᮇ㛫㸧
 㹈࣮ࣜࢢཪࡣ㹈㹄㹊ࡢ➨㸯✀ࢳ࣮࣒ཬࡧᡤᒓ㑅ᡭ㸸㸰᭶㸯᪥ࡽ⩣ᖺ㸯᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢ㸯
ᖺ㛫
 ୖグ  ௨እࡢࢳ࣮࣒ཬࡧᡤᒓ㑅ᡭ㸸㸲᭶㸯᪥ࡽ⩣ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫
ն㹈࣮ࣜࢢཬࡧ㹈㹄㹊ࡢ➨㸯✀ࢳ࣮࣒ཬࡧ㑅ᡭࡢⓏ㘓ᡭ⥆ࡁ
 ࢡࣛࣈࡣࠊᮏ༠ࡀᣦᐃࡋࡓ⏦ㄳᮇ᪥ࡲ࡛ࠊࢳ࣮࣒ࡢࠕ⥅⥆Ⓩ㘓⏦ㄳࠖཬࡧࠕ㏣ຍⓏ㘓⏦
ㄳࠖࢆ⾜࠺ࠋ
 ࢡࣛࣈࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡀᐃࡵࡿⓏ㘓ᩱ㸦ศᢸ㔠㸧ࢆྠ༠ᨭᡶ࠺ࠋ
 㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡣࠊୖグ⏦ㄳഛࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊᢎㄆࡍࡿࠋ
 ࣉࣟ㑅ᡭࢆⓏ㘓ࡍࡿሙྜࡣࠊ㸰㸫㸯ճ  ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
շࡑࡢࡢࢳ࣮࣒ཬࡧ㑅ᡭࡢⓏ㘓ᡭ⥆ࡁ
 ࢡࣛࣈࡣࠊẖᖺᡤᒓ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡢᣦᐃࡍࡿᮇ᪥ࡲ࡛ࠊಖ᭷ࡍࡿࢳ࣮࣒ࡢࠕ⥅⥆
Ⓩ㘓⏦ㄳࠖࢆ⾜࠺ࠋ
 ࢡࣛࣈࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡀᐃࡵࡿⓏ㘓ᩱ㸦ศᢸ㔠㸧ࢆྠ༠ᨭᡶ࠺ࠋ
 㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡣࠊୖグ⏦ㄳഛࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊᢎㄆࡍࡿࠋ
 ࣉࣟ㑅ᡭࢆⓏ㘓ࡍࡿሙྜࡣࠊ㸰㸫㸯ճ  ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
 ᮏ༠ദࡢ➇ᢏཧຍࡍࡿࡓࡵࡣࠊୖグ  ࡽ  ࡲ࡛ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ➇ᢏࡀ
ᐃࡵࡿᮇ᪥ࡲ࡛Ⓩ㘓ᡭ⥆ࡁࢆࡋࠊᮏ༠ࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ոእᅜ⡠㑅ᡭࡢⓏ㘓
 እᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿእᅜ⡠㑅ᡭࢆⓏ㘓ࡍࡿሙྜࡣࠊ㸳㸫㸯ղᇶ࡙ࡁᡭ⥆ࡁ
ࢆ⾜࠺ࠋ
 እᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸࡞࠸እᅜ⡠㑅ᡭࢆ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚Ⓩ㘓ࡍࡿሙྜࠊࢡࣛࣈࡣḟ
ࡢ᭩㢮ࢆᮏ༠ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠕእᅜ⡠㑅ᡭⓏ㘓⏦ㄳ᭩㸦እᅜ࡛Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ㑅ᡭ㸧ࠖ㸦᭩ᘧ➨㸵ྕ㸧
ࣟᅾ␃࣮࢝ࢻ㸦ཪࡣ≉ูỌఫ⪅ド᫂᭩㸧ⱝࡋࡃࡣఫẸ⚊ࡢࡋ
չᮏ༠ᇶᮏつ⛬➨㸵㸴᮲ヱᙜࡍࡿ㑅ᡭࡢⓏ㘓
 ᪥ᮏ࡛⏕ࡲࢀࠊḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ㑅ᡭࡣࠊ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊእᅜ⡠㑅ᡭ
ࡣࡳ࡞ࡉ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ㸯ࢳ࣮࣒ࡘࡁ㸯ྡ㝈ࡿࠋ
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨㸯᮲ᐃࡵࡿᏛᰯ࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ᇶᮏἲ➨㸳᮲ᐃࡵࡿ⩏ົᩍ⫱୰ࡢ⪅ཪࡣ
⩏ົᩍ⫱ࢆ⤊ࡋࡓ⪅
ࣟᏛᰯᩍ⫱ἲ➨㸯᮲ᐃࡵࡿ㧗➼ᏛᰯཪࡣᏛࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅
 እᅜ⡠ᢅ࠸ࡋ࡞࠸㑅ᡭࢆⓏ㘓ࡍࡿሙྜࠊࢡࣛࣈࡣࠊḟࡢ᭩㢮ࢆᮏ༠ᥦฟࡋࠊ⌮ࡢᢎ
ㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠕእᅜ⡠㑅ᡭⓏ㘓⏦ㄳ᭩㸦➨᮲ヱᙜࡍࡿ㑅ᡭ㸧ࠖ㸦᭩ᘧ➨㸶ྕ㸧
ࣟᅾ␃࣮࢝ࢻ㸦ཪࡣ≉ูỌఫ⪅ド᫂᭩㸧ⱝࡋࡃࡣఫẸ⚊ࡢࡋ
պࢩ࣮ࢬࣥ
 ࢩ࣮ࢬࣥࡣࠊྛࢳ࣮࣒ࡀᒓࡍࡿ࣮ࣜࢢࡢ᭱ึࡢබᘧヨྜࡢ᪥ࡽ᭱⤊ࡢබᘧヨྜࡢ᪥ࡲ࡛ࡢ
ᮇ㛫ࡍࡿࠋ
 㹈࣮ࣜࢢཪࡣ㹈㹄㹊ࡢ➨㸯✀ࢳ࣮࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑅ᡭࡣࠊ㸯ࡘࡢࢩ࣮ࢬࣥ࠾࠸࡚᭱㸱ࡘ
ࡢࢳ࣮࣒Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᮇ㛫୰ࠊ㑅ᡭࡣࠊ᭱㸰ࢳ࣮࣒ࡢࡓࡵබᘧヨྜ
ฟሙࡍࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
 㑅ᡭࡣࠊྠᮇ㛫୰ྠࡌᅜෆ㑅ᡭᶒ㸦࣮ࣜࢢᡓࡣ㝖ࡃ㸧࠶ࡿ࠸ࡣ࢝ࢵࣉᡓ࠾࠸࡚㸰ࢳ࣮࣒
௨ୖࡢࡓࡵබᘧヨྜฟሙࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊಶࠎࡢ➇ᢏつ๎ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ջⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮
 㹈࣮ࣜࢢཪࡣ㹈㹄㹊ࡢ➨㸯✀ࢳ࣮࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑅ᡭࡣࠊᮏ༠ࡀᐃࡵࡓᖺ㸰ᅇࡢ⛣⡠ࢆㄆ
ࡵࡿᮇ㛫㸦௨ୗࠕⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࡢࡳⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᖺ㸰ᅇࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾᐃࡵࡽࢀࠊᮏ༠ࡀ㹄㹇㹄㸿ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ึᅇࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡣࠊࢩ࣮ࢬࣥࡢ⤊ᚋጞࡲࡾ㸯㸰㐌㛫ࢆ㉸࠼࡞࠸ࠋ
ࣟ㸰ᅇ┠ࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡣࠊࢩ࣮ࢬࣥ୰タᐃࡉࢀࠊ㸲㐌㛫ࢆ㉸࠼࡞࠸ࠋ
 ୖグ  㛵ࡋ࡚ࠊ㑅ᡭࡣࠊⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮୰ᙜヱࢳ࣮࣒ࡽᮏ༠ᑐࡋ᭷ຠⓏ㘓⏦
ㄳࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜ㝈ࡾࠊⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᮏ᮲ࡢつᐃࡣࠊ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࡋ࡚ཧຍࡍࡿࡇࢆពᅗࡋࡓࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ
ࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶୖࡢ⛛ᗎࢆ༑ศ㓄៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊಶ
ูⓏ㘓ࡉࢀࡿࡁᮇ㛫ࡀタᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ռⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡢእ
 ջࢃࡽࡎࠊⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡢ⤊๓ዎ⣙ࡀ⤊ࡋࡓࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊᙜヱⓏ㘓࢘ࣥࢻ
࣮⤊ᚋ࠾࠸࡚ࡶⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿ㸦ࠕⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡢ㐺⏝እ㛵
ࡍࡿ⏦ㄳ᭩ࠖ
㸦᭩ᘧ +㸧ࡼࡾᮏ༠⏦ㄳ㸧ࠋ
 ࢦ࣮࣮ࣝ࢟ࣃ࣮ࡢ㑅ᡭ࡛࠶ࡾࠊࡘࠊᙜヱ㏣ຍⓏ㘓ࢆᮃࡴࢳ࣮࣒᪤Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࢦ࣮࣮ࣝ࢟ࣃ࣮ࡢ㑅ᡭࡘ࠸࡚ࠊᡃ➼ࡼࡾヨྜฟሙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸≉ู࡞ࡀ
࠶ࡾࠊࡘࠊᡤᒓ࣮ࣜࢢࡀㄆࡵࡓሙྜࡣࠊջࢃࡽࡎࠊⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮እ࠾࠸࡚ࡶⓏ
㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿ㸦ࠕⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ࡢ㐺⏝እ㛵ࡍࡿ⏦ㄳ᭩ࠖ
㸦᭩ᘧ +㸧
ࡼࡾᡤᒓ࣮ࣜࢢ⏦ㄳ㸧ࠋ
 ௨ୗࡢࡽࣁᐃࡵࡿ࡚ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍᮇ㝈⛣⡠㸦ࠕ⫱ᡂᆺᮇ㝈⛣⡠ࠖ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ջࢃࡽࡎࠊⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮እ࠾࠸࡚ࡶⓏ㘓ࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿ㸦ࠕⓏ㘓
࢘ࣥࢻ࣮ࡢ㐺⏝እ㛵ࡍࡿ⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ +㸧ࡼࡾᡤᒓ࣮ࣜࢢ⏦ㄳ㸧ࠋ
㸬㸰㸱ṓ௨ୗࡢ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿ㑅ᡭࡢᮇ㝈⛣⡠࡛࠶ࡿࡇ㸦㑅ᡭࡢᖺ㱋ࡣࠊᙜヱࢩ࣮
ࢬࣥࡢ㸰᭶㸯᪥ࡢ๓᪥࠾ࡅࡿ‶ᖺ㱋ࡍࡿ㸧
ࣟ㸬ᙜヱᮇ㝈⛣⡠ዎ⣙ࡢ㏵୰ゎ⣙㛵ࡋ࡚⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࠊ⛣⡠ඛࢳ࣮࣒ཬࡧᙜヱ㑅ᡭࡢ୕
⪅ࡀணࡵྜពࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࣁ㸬⛣⡠ඖࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣜࢢࡼࡾୗࡢ࣮ࣜࢢࡢࢳ࣮࣒ࡢᮇ㝈⛣⡠࡛࠶ࡿࡇ
 ᮏ༠ࡢ㑅ᡭⓏ㘓ࢆకࢃ࡞࠸ᙧᘧࡼࡾᙜヱࢳ࣮࣒㸦㹈࣮ࣜࢢཪࡣ㹈㹄㹊ࡢ➨㸯✀ࢳ࣮࣒㸧
ࡢ㑅ᡭࡋ࡚ヨྜฟሙࡍࡿሙྜ㸦≉ูᣦᐃ㑅ᡭไᗘࡼࡿሙྜࠊ༠ཪࡣ࣮ࣜࢢࡢつ⛬
ࡼࡾᙜヱࢳ࣮࣒ࡢ⫱ᡂ⤌⧊ࡢࢳ࣮࣒Ⓩ㘓ࡋࡓࡲࡲᙜヱࢳ࣮࣒ࡢヨྜࡢฟሙࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿሙྜ➼㸧ࡣࠊջࡢ㐺⏝ᑐ㇟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰㸫㸰࣮ࣜࢢࡢᒆฟ
ࢳ࣮࣒ࡀᡤᒓࡍࡿ࣮ࣜࢢࡢ㑅ᡭࠊࢫࢱࢵࣇ➼ࡢᒆฟࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࣮ࣜࢢࡀᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁᚑ
ࡗ࡚⾜࠺ࠋ

㸱㸬ᅜෆ⛣⡠

㸱㸫㸯⛣⡠ࡢ✀㢮
ձ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜ
࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ඛࢡࣛࣈ⛣⡠ࡋࡓ࠸᪨ࢆ⏦ࡋฟࡓሙྜࠊ⛣⡠ඖ
ࢡࣛࣈࡣᙜヱ⛣⡠ࢆᢎㅙࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡘࠊྡ┠ࡢ࠸ࢇࢆၥࢃࡎࠊᙜヱ⛣⡠㛵ࡋᑐ౯
ࢆㄳồࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ղࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ
ࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ࠸࡞ࡿᑐ౯ࡶᨭᡶࢃࢀ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
ᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓᚋࣨ᭶௨ෆࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉ
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ࢀࡓሙྜࡣࠊᙜヱ㑅ᡭࡢ᪂ࡓ࡞ࢳ࣮࣒ࡣࠊᮏつ๎ᚑ࠸ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖཪࡣࠕࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜ
࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ඛࢡࣛࣈ⛣⡠ࡋࡓ࠸᪨ࢆ⏦ࡋฟࡓሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ
ࡣࠊᙜヱ⛣⡠ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠊᮏつ๎ᐃ
ࡵࡽࢀࡓࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
մࣉࣟ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜ
 ࣉࣟ㑅ᡭࡢ㛫࡛ࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚ࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡼ࠺ពᅗࡋ࡚࠸ࡿࢡࣛࣈࡣࠊᙜヱࣉࣟ㑅
ᡭࡢ΅ධࡿ๓᭩㠃ࡼࡾᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡀࡑࡢⅬ࡛ᅾ⡠ࡍࡿࢡࣛࣈ㏻▱ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ࠕࢡࣛࣈᅾ⡠ࣉࣟ㑅ᡭࡢዎ⣙΅㛤ጞ㛵ࡍࡿ㏻▱ࠖ㸦᭩ᘧ ,㸧ࡼࡾ㏻
▱ࠋࡋࢆᡤᒓ࣮ࣜࢢᥦฟ㸧ࠋᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡣࠊᙜヱࣉࣟ㑅ᡭࡢࡑࡢⅬࡢࢡࣛࣈࡢዎ
⣙ࡀᮇ㛫‶ࡋࡓࠊཪࡣᮇ㛫‶๓㸴ࣨ᭶㛫㝈ࡾࠊࡢࢡࣛࣈዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡿつᐃ㐪ࡋࡓࢡࣛࣈཪࡣ㑅ᡭᑐࡋ࡚ࡣࠊ㸯㸫㸶ձᚑ࠸ᠬ⨩
ࡀ⛉ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㸵㸦ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ㸧ࡢᐃࡵᚑ࠸ࠊ⛣⡠ඖࢡࣛ
ࣈࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈᑐࡋ࡚ࠊࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
 ዎ⣙ᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓ㑅ᡭཬࡧ⛣⡠ࣜࢫࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓ㑅ᡭࡢ⛣⡠㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㑅ᡭࢡࣛࣈ
ࡣࠊ๓㡯ᐃࡵࡿ㏻▱ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡋ⮬⏤΅ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࣉࣟ㑅ᡭዎ⣙ࡢᮇ㛫‶๓࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀ⛣⡠ࡶ࡞࠺⿵
ൾ㸦⛣⡠⿵ൾ㔠㸧ࡘࡁྜពࡋࠊࡘࠊᙜヱ㑅ᡭࡶ⛣⡠ࢆᢎㅙࡋࡓሙྜࡣࠊ⛣⡠ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱㸫㸰⛣⡠⿵ൾ㔠
ձࣉࣟ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚ዎ⣙ࡢᮇ㛫‶๓⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ
⛣⡠⿵ൾ㔠ࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ⛣⡠⿵ൾ㔠ࡢ㔠㢠ࡣࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡢྜពࡼࡗ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
ճୖグղࡢྜពࡀ࡞ࡃዎ⣙ࡢᮇ㛫‶๓⛣⡠ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࠊ㐪ᙜ⪅ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾᠬ⨩
ࡀ⛉ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
 㐪ᙜ⪅ࡀࢡࣛࣈࡢሙྜ㸸᭱㸰ࡘࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞㑅ᡭࡢ㏣ຍⓏ
㘓ࡢ⚗Ṇࠋ
 㐪ᙜ⪅ࡀ㑅ᡭࡢሙྜ᭱㸴᭶ࡢฟሙṆฎศ
մୖグղࡢྜពࡀ࡞ࡃᙜヱ⛣⡠ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࠊ㐪ᙜ⪅ࡣ㈺ൾ㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᙜヱ㈺ൾ㔠ࡢ㔠㢠ࡣᮏ༠ࡀᣦᐃࡍࡿࡋࡿࡁ⣮தฎ⌮ᶵ㛵ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

յูẁࡢᐃࡵࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ⛣⡠⿵ൾ㔠ཪࡣ㈺ൾ㔠ࡢ㔠㢠ࡣ୍ษࡢ⛯㔠ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
նዎ⣙ࡀ‶ࡋࡓᚋࡢ⛣⡠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣⡠⿵ൾ㔠ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ
շୖグմࡢᐃࡵࢃࡽࡎࠊ㈺ൾ㔠ࡢ㔠㢠ࡣࠊ㑅ᡭ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡢ㛫ࡢዎ⣙࠾࠸࡚ணࡵつ
ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱㸫㸱ᅜෆ⛣⡠ࡢᡭ⥆ࡁ
ձⓏ㘓ᾘ⏦ㄳ
 ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠕⓏ㘓ᾘ⏦ㄳࠖࢆ⾜࠺ࠋ
 㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡣࠊẖ㐌Ỉ᭙᪥ࡢ㸯㸰㸸㸮㸮ࡲ࡛ࢡࣛࣈࡽ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓⓏ㘓ᾘ
ᑐࡋ࡚ࠊഛࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊᢎㄆࡍࡿࠋ
 ᮏ༠ࡀ᭱⤊☜ㄆࡢୖࠊᢎㄆࡍࡿࠋ
ղ⛣⡠ࡢ⏦ㄳ࣭ᢎㄆ
 ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࠊࠕ㏣ຍⓏ㘓⏦ㄳࠖࢆ⾜࠺ࠋ
 ࢡࣛࣈࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡀᐃࡵࡿⓏ㘓ᩱ㸦ศᢸ㔠㸧ࢆྠ༠ᨭᡶ࠺ࠋ
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 ᖺᗘࡢึࡵࣉࣟ㑅ᡭࡀ⛣⡠ࡍࡿሙྜࡣࠊ㸰㸫㸯ճ  ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
 ᖺᗘ㏵୰ࣉࣟ㑅ᡭࡀ⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࠊ㑅ᡭዎ⣙᭩ࡢࡋࢆᮏ༠ᥦฟࡍ
ࡿ㸦㹈ࢡࣛࣈࡣ㹈࣮ࣜࢢᥦฟࡍࡿࠋᮏ༠ࡣ㹈࣮ࣜࢢࡼࡾࡇࢀࢆཷࡅྲྀࡾࠊಖ⟶ࡍࡿ㸧ࠋ
 ࣉࣟ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈཬࡧ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠊḟࡢ᭩㢮ࢆᮏ
༠ᥦฟࡍࡿࠋ
⛣⡠ඛࢡࣛࣈ
࣭ࠕ⛣⡠⿵ൾ㔠㏻▱᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨ྕ㸧 ͤᙜヱ⛣⡠ࡀཎዎ⣙ࡢᮇ㛫‶๓‶ᚋ
ࢃࡽࡎᚲࡎᥦฟ
࣭⛣⡠㛵ࡍࡿྜព᭩ࡢࡋ㸦⛣⡠⿵ൾ㔠ࡢ㔠㢠ࡀ᫂♧ࡉࢀࡓࡶࡢ㸧ͤᙜヱ⛣⡠ࡀཎዎ⣙ࡢ
‶๓ࡢሙྜᥦฟ
ࣟ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ
࣭ཎዎ⣙ࡢ୰㏵ゎ㝖㛵ࡍࡿྜព᭩➼ࡢࡋͤᙜヱ⛣⡠ࡀཎዎ⣙ࡢᮇ㛫‶๓ࡢሙྜᥦฟ
 ࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈཬࡧ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠊḟࡢ᭩
㢮ࢆᮏ༠ᥦฟࡍࡿࠋ
⛣⡠ඛࢡࣛࣈ
࣭ࠕ㑅ᡭⓏ㘓༊ศ⏦ㄳ᭩ࠖ
㸦᭩ᘧ➨㸯ྕ㸧 㸰㸫㸯մࡢ⏦ㄳᩱࢆᨭᡶ࠺ 
ࣟ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ
࣭ཎዎ⣙ࡢ୰㏵ゎ㝖㛵ࡍࡿྜព᭩➼ࡢࡋ ͤᙜヱ⛣⡠ࡀཎዎ⣙ࡢ‶๓ࡢሙྜࡣᥦฟ
 㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡣẖ㐌Ỉ᭙᪥ࡢ㸯㸰㸸㸮㸮ࡲ࡛ࢡࣛࣈࡽ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ⛣⡠ཬࡧ㏣
ຍⓏ㘓ᑐࡋ࡚ࠊഛࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊᢎㄆࡍࡿࠋᮏ༠ࡣࠊྠ㐌ࡢ㔠᭙᪥Ⓩ㘓ࢆᢎ
ㄆࡋࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈཬࡧᡤᒓ࣮ࣜࢢ㏻▱ࡍࡿࠋ

㸲㸬ᅜෆࡢᮇ㝈⛣⡠

㸲㸫㸯ᮇ㝈⛣⡠ࡢᡭ⥆ࡁ
ձᮇ㝈⛣⡠ዎ⣙᭩ࡢ⥾⤖
ᮇ㝈⛣⡠ࢆ⾜࠺ሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࠊ㑅ᡭࡢ୕⪅ࡣࠊᮏ༠ᡤᐃࡢࠕᮇ㝈
⛣⡠ዎ⣙᭩ࠖࡼࡗ࡚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ
ղ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢ㑅ᡭዎ⣙ࡢ⥾⤖
 ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭࡣࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ㑅ᡭࡀ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ㑅ᡭዎ⣙㸦௨ୗࠕཎዎ⣙ࠖ࠸
࠺㸧ࡢᮇ㛫ෆ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞㑅ᡭዎ⣙㸦௨ୗࠕ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࠖ࠸࠺㸧ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ
 ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࡢ✀㢮ࡣࠊཎዎ⣙ྠࡌ✀㢮ࡍࡿࠋ
 ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࡢᇶᮏሗ㓘ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ཎዎ⣙ྠ᮲௳ࡍࡿࠋ
 ᮇ㝈⛣⡠ࡢ᭱▷ᮇ㛫ࡣࠊᮏ༠ᇶᮏつ⛬ᐃࡵࡿ㸰ࡘࡢⓏ㘓࢘ࣥࢻ࣮㛫ࡢᮇ㛫ࡍࡿࠋ
ճ⛣⡠ᡭ⥆ࡁ
⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡢ⛣⡠ࡢᡭ⥆ࡁࡣࠊ㸱㸫㸱ྠᵝࡍࡿࡀࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡀࠕ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ
㑅ᡭዎ⣙ࠖࡢࡋࢆᮏ༠ᥦฟࡍࡿ㝿ࠊ
ࠕᮇ㝈⛣⡠ዎ⣙᭩ࠖࡢࡋࢆῧࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
մ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡢ⛣⡠
 ᖺᗘ⤊ᮇ㝈⛣⡠ࡢᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓሙྜࠊ㑅ᡭࡣ⮬ືⓗ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ⛣⡠ࡉࢀ
ࡿࠋ
 ᖺᗘ㏵୰ᮇ㝈⛣⡠ࡢᮇ㛫ࡀ‶ࡋࡓሙྜࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣⓏ㘓ᾘᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠸ࠊ⛣⡠
ඖࢡࣛࣈࡣ㏣ຍⓏ㘓ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿሙྜࡸ⛣⡠ኚ᭦ࡍࡿሙྜࡣࠊᮇ㛫‶๓⛣⡠ඖࢡࣛࣈࠊ⛣⡠ඛࢡࣛ
ࣈࠊ㑅ᡭࡢ୕⪅ࡀྜពࡋࠊ⨫ྡࠊᤫ༳ࡋࡓ᭩㠃࡚ᮏ༠ࡑࡢ᪨ࢆ㏻▱ࡍࡿࠋ
 ᾏእࡢᮇ㝈⛣⡠ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグ  ࡽ  ࡲ࡛ᐃࡵࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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յฟሙไ㝈㛵ࡍࡿྲྀࡾỴࡵࡢබ⾲⩏ົ
ᮇ㝈⛣⡠ࡢዎ⣙࠾࠸࡚ࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡢヨྜ࠾ࡅࡿ㑅ᡭࡢฟሙࡘ࠸࡚ఱࡽࡢไ
⣙᮲௳ࢆタࡅࡿሙྜࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࡑࡢ᮲௳ࢆබ⾲ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ

㸲㸫㸰ᮇ㝈⛣⡠㛵ࡍࡿ⿵ൾ㔠㸦ᮇ㝈⛣⡠⿵ൾ㔠㸧
ձᮇ㝈⛣⡠⿵ൾ㔠
㑅ᡭࡢᮇ㝈⛣⡠㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈᑐࡋ⿵ൾ㔠㸦௨ୗࠕᮇ㝈⛣
⡠⿵ൾ㔠ࠖ࠸࠺㸧ࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮇ㝈⛣⡠⿵ൾ㔠ࡢ㔠㢠ࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ⛣⡠
ඖࢡࣛࣈࡢྜពࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࠕᮇ㝈⛣⡠⿵ൾ㔠㏻▱᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨
ྕ㸧ࢆᮏ༠ᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղᮇ㝈⛣⡠ࡢᮇ㛫‶ᚋ࠾ࡅࡿ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡢ⛣⡠ࡢሙྜ
ᮇ㝈⛣⡠ᮇ㛫‶ᚋ࠾࠸࡚㑅ᡭࡀ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊᙜヱ⛣⡠ࡀ⛣⡠ඖ
ࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢ㛫ࡢዎ⣙ᮇ㛫‶๓࡛࠶ࢀࡤࠊ㸱㸫㸰ࡢᐃࡵᚑ࠸⛣⡠⿵ൾ㔠ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ⛣
⡠ඖࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢዎ⣙ᮇ㛫ࡀ‶ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⛣⡠⿵ൾ㔠ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ

㸲㸫㸱ཎዎ⣙ࡢ᭦᪂ᡭ⥆ࡁ
⛣⡠ᮇ㛫୰ཎዎ⣙ࡢ᭦᪂ᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ᮇࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀᚲせ࡞᭦᪂ᡭ⥆
ࡁࢆ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ㸲㸫㸰ղ࠸࠺⛣⡠ࡀ᪤ྜពࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡀ⾜࠺ࠋ

㸲㸫㸲ᮇ㝈⛣⡠୰ࡢዎ⣙ኚ᭦ᡭ⥆ࡁ
 ⛣⡠ᮇ㛫୰ࣉࣟ㹁㑅ᡭࡀࣉࣟ㸿ዎ⣙⥾⤖᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜࠊ㸯㸫㸯㸮ᇶ࡙ࡁࠊ⛣⡠ඖ
ࢡࣛࣈࡀࡑࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ࠋ
 ୖグ  ࡼࡾࠊཎዎ⣙ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓሙྜࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ࠾࠸࡚ࡶࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙
ࢆྠᵝኚ᭦ࡍࡿࠋ

㸳㸬ᅜ㝿⛣⡠

㸳㸫㸯ᾏእࡽࡢᅜ㝿⛣⡠ࡢᡭ⥆ࡁ
ձᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࡢⓎ⾜
 ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㸦ᅜෆ㸧ࡣࠊᙜヱᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠ࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࠖࢆⓎ⾜ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ
ᮏ༠ḟࡢ᭩㢮ࢆᥦฟࡋࠊ⏦ㄳᩱ㸦㸩ᾘ㈝⛯㸧ࢆᨭᡶ࠺ࠋ
ࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩Ⓨ⾜⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨㸷ྕ㸧
ࣟ㑅ᡭࡢ⤒Ṕ᭩
ࣁ㑅ᡭዎ⣙᭩ࡢࡋ
 ᮏ༠ࡣࠊᙜヱᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠ࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࠖⓎ⾜౫㢗ࢆᡴ㟁ࡍࡿࠋ
 ᙜヱᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠ࡣࠊᙜヱ⛣⡠ࡘ࠸࡚⛣⡠ඖࢡࣛࣈ㸦ᾏእ㸧☜ㄆᚋࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂
᭩ࠖࢆⓎ⾜ࡋᮏ༠㏦ࡍࡿࠋ
ղ⛣⡠ࡢ⏦ㄳ࣭ᢎㄆ
 ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࠊࠕ⥅⥆Ⓩ㘓⏦ㄳࠖཪࡣࠕ㏣ຍⓏ㘓⏦ㄳࠖࢆ⾜࠸ࠊḟࡢ᭩㢮ࢆ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ
࣮࢝༠ᥦฟࡍࡿࠋ
ࠕᅜ㝿⛣⡠㑅ᡭⓏ㘓⏦ㄳ᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨㸴ྕ㸧
ࣟࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࠖࡢࡋ
ࣁࣃࢫ࣏࣮ࢺࡢࡋ
ࢽᅾ␃࣮࢝ࢻ㸦ཪࡣ≉ูỌఫ⪅ド᫂᭩㸧ⱝࡋࡃࡣఫẸ⚊ࡢࡋ
࣍㸬ᅾ␃㈨᱁ࡀ㆑ู࡛ࡁࡿᰝドࡢࡋ㸦᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿ㑅ᡭࢆ㝖ࡃ㸧
 ࢡࣛࣈࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡀᐃࡵࡿⓏ㘓ᩱ㸦ศᢸ㔠㸧ࢆྠ༠ᨭᡶ࠺ࠋ
 㒔㐨ᗓ┴ࢧࢵ࣮࢝༠ࡣࠊୖグ  ࡢ᭩㢮ࢆཷࡅࡅࠊ⏦ㄳࢆᮏ༠㏦ࡍࡿࠋ
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 ᙜヱ㑅ᡭࡢⓏ㘓ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰㸫㸯ճࡼࡿࠋ
 ᮏ༠ࡣࠊᙜヱᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠ࡀⓎ⾜ࡋࡓࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࠖཬࡧࢡࣛࣈࡽࡢ᭩㢮ࡀ
࡚ᒆ࠸ࡓᚋࠊᢎㄆࢆ⾜࠺ࠋᮏ༠ࡢᢎㄆᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸱㸫㸱ղ㸦㸧ࡼࡿࠋ

㸳㸫㸰ᾏእࡢᅜ㝿⛣⡠ࡢᡭ⥆ࡁ
ձᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࡢⓎ⾜
 ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ㸦ᅜෆࢡࣛࣈ㸧ࡣࠊᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩Ⓨ⾜ࡢࡓࡵࠊࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩Ⓨ⾜⏦ㄳ
᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨㸷ྕ㸧ࢆᮏ༠ᥦฟࡍࡿࠋ
 ᮏ༠ࡣࠊᙜヱᅜࡢࢧࢵ࣮࢝༠ࡽࡢせㄳᇶ࡙࠸࡚ࠊࠕᅜ㝿⛣⡠ド᫂᭩ࠖࢆᙜヱᅜࡢࢧ
ࢵ࣮࢝༠Ⓨ⾜ࡍࡿࠋ
ղዎ⣙㏵୰࡛ᅜ㝿⛣⡠ࡍࡿሙྜࡢ⿵ൾ㔠ࡢ㏻▱
ዎ⣙㏵୰࡛ᅜ㝿⛣⡠ࡋࡓሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ㸦ᅜෆࢡࣛࣈ㸧ࡣࠊࠕዎ⣙㏵୰࡛ࡢᅜ㝿⛣⡠㛵
ࡍࡿ⿵ൾ㔠㏻▱᭩ࠖ㸦᭩ᘧ➨ྕ㸧ࢆᮏ༠ᥦฟࡍࡿࠋ

㸴㸬ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖ

㸴㸫㸯㐺⏝
࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࡢࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࡢㄳồࡣࠊ௨ୗᐃࡵࡿ
ࡇࢁࡼࡿࠋ

㸴㸫㸰ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖ
ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࡢୖ㝈ࡣࠊ㑅ᡭࡀᅾ⡠ࡋࡓࢳ࣮࣒࠾ࡅࡿ‶㸯㸳ṓࡢ㸱᭶㸱㸯᪥⩣᪥ࡢ㸲
᭶㸯᪥ࡽ‶㸰㸰ṓࡢ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢᅾ⡠ᮇ㛫㸯ᖺࡘࡁࠊḟᐃࡵࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ࠸ࡎ
ࢀࡢ㔠㢠ࡶᾘ㈝⛯ࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲ᖺࡲ࡛

㸳ᖺ௨㝆

┤๓ࡢᅾ⡠ᅋయ

㸱㸮

㸯㸳

㸰ࡘ๓௨๓ࡢᅾ⡠ᅋయ

㸯㸳

㸯㸳

 ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࡢㄳồᶒࢆᣢࡘࢳ࣮࣒ࡣࠊႠἲேࠊ㈈ᅋἲேࠊ♫ᅋἲேࠊ㹌㹎㹍ἲ
ேཪࡣᏛᰯᩍ⫱ἲ➨㸯᮲ᐃࡵࡿᏛᰯ㸦ࡇࢀ‽ࡌࡿᅋయ࡛ᮏ༠ࡀㄆᐃࡋࡓࡶࡢࢆྵࡴ㸧
㝈ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ᅾ⡠ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࠊ㉸࠼ࡓᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱ㉸㐣ᮇ㛫ࡣࠊᮏ᮲ࡢ㛵ಀ
࡛ࡣࠊ㸯ᖺࡳ࡞ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿ㹿
 ᅾ⡠ᮇ㛫ࡢྜィࡀ㸯ᖺᮍ‶ࡢࢳ࣮࣒ࡣࠊ
ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࡢㄳồࢆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㹿
 ࣉࣟዎ⣙⥾⤖๓ࡢᅾ⡠ᅋయࡣࠊୖグ㔠㢠ࡢㄳồᶒࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊࣉࣟዎ⣙⥾⤖ࡢᣄྰᶒࢆ᭷ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࣉࣟዎ⣙⥾⤖๓ࡢᅾ⡠ᅋయࡢ㐃⤡ࡣࠊࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࢡࣛࣈࡀ⾜࠺ࠋ

㸴㸫㸱ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࡢㄳồᡭ⥆ࡁ
ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝ࠖࡢㄳồᡭ⥆ࡁࡣࠊᮏ༠ࡀู㏵ᐃࡵࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈝⏝㛵ࡍࡿ㐠⏝ᇶ
‽ࠖࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸵ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ

㸵㸫㸯㐺⏝
㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚ᡤᒓࡋࡓࢡࣛࣈ࠾࠸࡚ࡉࢀࡓࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᑐࡋ࡚ᨭᡶࢃࢀࡿࡁ⿵
ൾ㔠㸦ᮏつ๎࠾࠸࡚ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ
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㸵㸫㸰ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫
ୗグᐃࡵࡿᮇ㛫ࢆ௨࡚ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀⓎ⏕ࡍࡿᮇ㛫㸦௨ୗࠕࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢᮇ㛫ࠖ࠸࠺㸧ࡍࡿࠋ
࣭ᙜヱ㑅ᡭࡢึࡵ࡚ࡢࣉࣟዎ⣙ࡢ᭷ຠᮇ㛫㛤ጞ᪥ࢆྵࡴᖺᗘࡢ㸰᭶㸯᪥ࡽᙜヱ㑅ᡭࡢ‶㸰㸯ṓ
ࡢ㸯᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫

㸵㸫㸱ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢㄳồᶒ
ୗグᐃࡵࡿᮇ᪥ࡲ࡛⛣⡠ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜ㝈ࡾࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈᑐࡋࠊ
ࠕࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᙜヱ㑅ᡭࡢ‶㸰㸱ṓࡢ㸯᭶㸱㸯᪥ࡢ┤๓ࡢ㸯᭶㸯᪥

㸵㸫㸲ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ㛵ࡍࡿ≉グ㡯
 ᮏ᮲ᐃࡵࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊࣉࣟ㑅ᡭࡀࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡋࡓ
ሙྜ┤๓ࡢࢡࣛࣈᑐࡋ࡚ࡢࡳᨭᡶࢃࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊ
ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣⓎ⏕ࡋ࡞
࠸ࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࣉࣟ㑅ᡭࡀ࣐ࢳࣗ㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡋࠊࡑࡢ⛣⡠ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᪥ࡽ
㸱㸮ࣧ᭶௨ෆࣉࣟዎ⣙ࢆࡋࡓሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࣉࣟዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࢡࣛࣈᑐࡋࠊࠕࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡢ➨㸱✀ࢳ࣮࣒ࠊ➨㸰✀ࢳ࣮࣒ཬࡧ➨㸯✀ࢳ࣮࣒㸦ࡑࡢࡢࢳ࣮࣒⛣⡠ࡍ
ࡿࡇ࡞ࡋ㸧㐃⥆ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ㑅ᡭ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜヱ➨㸱✀ࢳ࣮࣒ཬࡧ➨㸰✀ࢳ࣮࣒
࣐ࢳࣗࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᮇ㛫ࢆࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫ࠖຍ࠼࡚ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮
ࢩࣙࣥࠖࢆ⟬ฟࡋࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈᑐࡋ࡚ㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ≉ẁࡢྜពࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ⛣⡠⿵ൾ㔠ࡣࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣྵࡲࢀ࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ࣉࣟ㑅ᡭࡋ࡚ࡢᅾ⡠ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺࢆ㉸࠼ࠊ㉸࠼ࡓᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱ㉸㐣ᮇ
㛫ࡣࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㔠㢠ࡢィ⟬ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊ㸯ᖺࡳ࡞ࡋ࡚ィ⟬ࡍ
ࡿ㹿ࡓࡔࡋࠊᅾ⡠ᮇ㛫ࡢྜィࡀ㸯ᖺᮍ‶ࡢࢡࣛࣈࡢሙྜࡣࠊ
ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࡢ㢠ࡣࠊ᪥ࡾィ⟬ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
 ⟬ฟࡉࢀࡓࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㔠㢠༓ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡀ⏕ࡌࡓࡁࡣࠊ
༓ษࡾୖࡆࡿࠋ
 ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㔠㢠ࡣ୍ษࡢ⛯㔠ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
 ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢㄳồཬࡧᨭᡶ࠸㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁࡣࠊᮏ༠ࡀู㏵ᐃ
ࡵࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿ㐠⏝ᇶ‽ࠖࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸵㸫㸳ᮇ㝈⛣⡠ࡋࡓ㑅ᡭ㛵ࡍࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ
 㑅ᡭࡀᮇ㝈⛣⡠ࡉࢀࡿሙྜࠊᙜヱᮇ㝈⛣⡠㝿ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
 㑅ᡭࡀᮇ㝈⛣⡠ࡋࡓᮇ㛫ࡣࠊᮇ㝈⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡢࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫ࠖ⟬ධࡉࢀࡿࡶ
ࡢࡋࠊᮇ㝈⛣⡠ࡢ⤊ᚋ㑅ᡭࡀᮇ㝈⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡽࡢࢡࣛࣈ㸦ᮇ㝈⛣⡠ඛࢡࣛ
ࣈࢆྵࡴ㸧⛣⡠ࡍࡿ㝿ࠊᮇ㝈⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠊᮇ㝈⛣⡠ࡋࡓᮇ㛫ࢆྵࡵࡓࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢᮇ㛫ࠖᛂࡌࡓ㢠ࡢࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆᙜヱࡢࢡࣛࣈᑐࡋ࡚ㄳồࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮇ㝈⛣⡠ඖࢡࣛࣈᮇ㝈⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡢ㛫ูẁࡢྜពࡀ࠶
ࡿሙྜࡣࠊᮇ㝈⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࠊࠕᮇ㝈⛣⡠ࡋࡓᮇ㛫ࠖᛂࡌࡓ㢠ࡢࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥ
ࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆᮇ㝈⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡼࡾཷࡅྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸵㸫㸴ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㔠㢠 㸦>ู⣬@⾲㸫㸯ཧ↷㸧
⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀ⛣⡠ඛࢡࣛࣈㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ
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㔠㢠ࡣࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ࠾ࡅࡿዎ⣙ࡢ✀㢮ࠊཬࡧࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀዎ⣙᭦᪂ᙜヱ㑅ᡭᥦ♧
ࡋࡓ㔠㢠➼ࡼࡾࠊ௨ୗᚑ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
ձࣉࣟ㸿㑅ᡭࣉࣟ㹀㑅ᡭ
 ዎ⣙ᮇ㛫‶๓ࡢ⛣⡠ࡢሙྜ㸸 ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ⟬ฟᇶ‽㸦ୗグ㸵㸫
㸵ᐃࡵࡿࡶࡢ㸧ࡼࡿ
 ዎ⣙᭦᪂⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀࣉࣟ㸿ዎ⣙ࢆᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸸ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖ⟬ฟᇶ‽ࡼࡿࠋࡓࡔࡋࠊᥦ♧ࡋࡓḟᮇᇶᮏሗ㓘ࡀ⌧ᇶᮏሗ㓘ࡢ㸳㸮㸣ᮍ‶ࡢ㢠࡛࠶ࡿ
ሙྜࡣࠊ㸱㸮ᅾ⡠ᖺᩘࡍࡿࠋ
 ዎ⣙᭦᪂⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀࣉࣟ㹀ዎ⣙ࢆᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸸㸱㸮ᅾ⡠ᖺᩘ
 ዎ⣙᭦᪂ࢡࣛࣈࡀዎ⣙᭦᪂ࡢពᛮࡀ࡞࠸᪨ᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸸࡞ࡋ
ղࣉࣟ㹁㑅ᡭ
 ዎ⣙ᮇ㛫‶๓ࡢ⛣⡠ࡢሙྜ㸸ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ⟬ฟᇶ‽ࡼࡿ
 ዎ⣙᭦᪂⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀḟᮇᇶᮏሗ㓘ࡋ࡚ࠊ⌧ᇶᮏሗ㓘ࢆୗᅇࡽ࡞࠸᮲௳ࡢ㹁ዎ⣙ࢆ
ᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸸ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ⟬ฟᇶ‽ࡼࡿ
 ዎ⣙᭦᪂⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀḟᮇᇶᮏሗ㓘ࡋ࡚ࠊ⌧ᇶᮏሗ㓘ࢆୗᅇࡿ᮲௳ࡢ㹁ዎ⣙ࢆᥦ♧
ࡋࡓሙྜ㸸㸱㸮ᅾ⡠ᖺ
 ዎ⣙᭦᪂⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀࣉࣟ㸿ዎ⣙ࢆᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸸ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖ⟬ฟᇶ‽ࡼࡿ
 ዎ⣙᭦᪂⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀࣉࣟ㹀ዎ⣙ࢆᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸸㸱㸮ᅾ⡠ᖺᩘ
 ዎ⣙᭦᪂ࢡࣛࣈࡀዎ⣙᭦᪂ࡢពᛮࡀ࡞࠸᪨ᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸸࡞ࡋ
ճ♫ဨ㑅ᡭ㸦♫ဨ㑅ᡭ㸦ࣉࣟ༊ศ㸧ࡋ࡚ᮏ༠Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ㑅ᡭࢆ࠸࠺㸧
㸱㸮ᅾ⡠ᖺᩘ

㸵㸫㸵ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ⟬ฟᇶ‽
 ࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㔠㢠ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚௨ୗࡢ⾲♧ࡉࢀࡓ㔠㢠㸦༢ᖺ㸧
ᙜヱࢡࣛࣈ࠾ࡅࡿ㑅ᡭࡢᡤᒓᖺᩘࢆࡌࡓ㢠ࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢ㛵ಀ࡛ࠊ
ᆅᇦ࣮ࣜࢢཪࡣ㒔㐨ᗓ┴࣮ࣜࢢࡢࢡࣛࣈࡣࠊ⾲୰ࡢ㹈㹄㹊➼ࡋ࠸ᢅ࠸ࡍࡿࠋ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⛣⡠ඛ䜽䝷䝤㻌
⛣⡠ඖ䜽䝷䝤㻌

䠦䝸䞊䜾䞉䠦䠢䠨㻌

䠦䠍㻌

䠦䠎㻌

䠦䠏䞉䠦䠢䠨㻌

䠔䠌䠌㻌

䠐䠌䠌㻌

䠍䠌䠌㻌

 
 ➨㸱✀ࢳ࣮࣒㛵ࡍࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ
㸦‶㸯㸰ṓ㸱᭶㸱㸯᪥⩣᪥ࡢ㸲᭶
㸯᪥ࡽ‶㸯㸳ṓ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫㛵ࡍࡿࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥࠖ㸧ࡣࠊ
௨ୗࡢ㔠㢠ᙜヱࢳ࣮࣒࠾ࡅࡿᡤᒓᖺᩘࢆࡌࡓ㢠ࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢ㛵
ಀ࡛ࠊᆅᇦ࣮ࣜࢢཪࡣ㒔㐨ᗓ┴࣮ࣜࢢࡢࢡࣛࣈࡣࠊ⾲୰ࡢ㹈㹄㹊➼ࡋ࠸ᢅ࠸ࡍࡿࠋ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⛣⡠ඛ䜽䝷䝤㻌
⛣⡠ඖ䜽䝷䝤㻌

䠦䠍㻌

䠦䠎㻌

䠦䝸䞊䜾䞉䠦䠢䠨㻌

䠦䠏䞉䠦䠢䠨㻌

䠍䠌䠌㻌


㸶㸬ᨭᗘ㔠

㸶㸫㸯ᨭᗘ㔠
ࢡࣛࣈࡣࠊ᪂つ᥇⏝ࡋࡓ㑅ᡭཪࡣ⛣⡠ࡋࡓ㑅ᡭᑐࡋࠊ㹈࣮ࣜࢢ⌮ࡀไᐃࡍࡿࠕᨭᗘ㔠ᨭ⤥
ᇶ‽つ⛬ࠖࡢ㔠㢠ࢆୖ㝈ࡋ࡚ࠊᨭᗘ㔠ࢆᨭᡶ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ࠸ࡎࢀࡢ㔠㢠ࡶᾘ㈝⛯ࢆྵ
ࡴࡶࡢࡍࡿࠋ
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㸶㸫㸰ᨭᗘ㔠ᨭ⤥ᇶ‽つ⛬                       㸦༢㸸㸧

㈝┠䠸ᨭᡶᑐ㇟㻌

⊂㌟⪅㻌

ጔᖏ⪅䠄㓄അ⪅䛾䜏䠅㻌

ጔᖏ⪅䠄ྠᒃᢇ㣴ᐙ᪘᭷䠅㻌

ఫᒃ㈝㻌

䠔䠌䠄䠍䠠䠧䠅㻌

䠍䠌䠌䠄䠎䠠䠧䠅㻌

䠍䠑䠌䠄䠏䠨䠠䠧䠅㻌

Ꮚ౪⏝ရ➼㻌

䠌㻌

䠌㻌

䠑䠌㻌

ᐙල➼㻌

㟁〇ရ㻌

䠍䠌䠌㻌

䛭䛾䛾ᐙල➼㻌

䠍䠌䠌㻌
䠍䠌䠌㻌

⮬ື㌴㻌
ྜィ㻌

䠏䠔䠌㻌

䠐䠌䠌㻌

䠑䠌䠌㻌

ձᨭ⤥ᮇ
 ึࡵ࡚ࣉࣟዎ⣙㑅ᡭࡋ࡚ࠊ⤫୍ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡁࠋ
 ࣉࣟዎ⣙㑅ᡭࡋ࡚⛣⡠ࡍࡿࡁࠋࡓࡔࡋࠊᨭᗘ㔠ヱᙜࡍࡿ㈝⏝ࡀక࠺ሙྜࡢࡳࠋ
ղᨭᡶᑐ㇟༊ศ
 ⊂㌟⪅
 ጔᖏ⪅㸦㓄അ⪅ࡢࡳ㸧
 ጔᖏ⪅࡛ࡘྠᒃࡢᢇ㣴ᐙ᪘ࡀ࠸ࡿሙྜ
ճᨭᗘ㔠ヱᙜ㈝┠
 ఫᒃ㈝
 ᐙල➼
 Ꮚ౪⏝ရ➼
 ⮬ື㌴
մࡑࡢ
ࢡࣛࣈࡣࠊ㑅ᡭᑐࡋࠊᘬ㉺ࡋ㈝⏝ཬࡧᘬ㉺ࡋ㛵ࢃࡿ㏻㈝ࠊᐟἩ㈝ࡢᐇ㈝ࢆᨭ⤥ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸷㸬㐺⏝㝖እ

ᮏつ๎ࡢ࠺ࡕࠊ⤫୍ዎ⣙ไᗘ㸦ࣉࣟ $ ዎ⣙ࠊࣉࣟ % ዎ⣙ཬࡧࣉࣟ & ዎ⣙ᇶ࡙ࡃไᗘ㸧ࠊࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢ㈝⏝㸦➨㸴᮲㸧ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢥࣥ࣌ࣥࢭ࣮ࢩࣙࣥ㸦➨㸵᮲㸧ཬࡧᨭᗘ㔠㸦➨㸶᮲㸧㛵ࡍࡿ
つᐃࡣࠊዪᏊࡢ㑅ᡭࡘ࠸࡚ࡣ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ

㸯㸮㸬ᨵṇ

ᮏつ๎ࡢᨵṇࡣࠊᮏ༠ࡢ⌮ࡢỴ㆟ᇶ࡙ࡁࡇࢀࢆ⾜࠺ࠋ

㸯㸯㸬⾜

ᮏつ๎ࡣࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺ 㸰᭶㸯᪥ࡼࡾ⾜ࡍࡿࠋ
㸯㸰㸬ᨵṇ
㸰㸮㸯㸰ᖺ㸯㸯᭶㸰㸰᪥
㸰㸮㸯㸰ᖺ㸯㸰᭶㸰㸮᪥
㸰㸮㸯㸱ᖺ㸯㸰᭶㸯㸷᪥㸦㸰㸮㸯㸲ᖺ㸰᭶㸯᪥⾜㸧
㸰㸮㸯㸲ᖺ㸯㸰᭶㸯㸶᪥
㸰㸮㸯㸳ᖺ 㸱᭶㸯㸰᪥
㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸰᭶㸯㸵᪥㸦㸰㸮㸯㸴ᖺ㸰᭶㸯᪥⾜㸧
㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸰᭶ 㸶᪥㸦㸰㸮㸯㸵ᖺ㸰᭶㸯᪥⾜㸧
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>ู⣬@
⾲㸫㸯 㸺ዎ⣙ࡢ✀㢮ࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚㸼㸦ᮏつ๎㸫㸱ࠊ㸯̿㸲ࠊ㸯㸫㸴ཬࡧ㸵㸫㸴㛵㐃㸧
Ⓩ㘓㻌
༊ศ㻌

㑅ᡭ✀㢮㻌

㻌
㻌
䝥䝻䠝㑅ᡭ㻌
㻌
ዎ⣙᭩䛾Ⰽ㻌

䢊䢘䡮䢀㻌

㻌

⤫
୍
ዎ
⣙
㑅
ᡭ
㻌

㻌

㻌

ዎ⣙᭩䛾Ⰽ㻌

㻌

䢈䢚䢕䡬㻌

䝥䝻䠝ዎ⣙
⥾⤖᮲௳䜢
‶䛯䛧䛯䛜䚸
䝥䝻䠝ዎ⣙
䜢⥾⤖䛧䛺
䛔䝥䝻ዎ⣙
㑅ᡭ㻌

ሗ㓘㻌

䠎䠑ྡ㻌
௨ෆ㻌

つᐃヨྜ
ฟሙ㻌
ཪ䛿䝥䝻䠟
ዎ⣙䜢䠏ᖺ
⤒㐣㻌

ᇶᮏሗ㓘㻌
䠐䠒䠌㻛ᖺ௨ୖ㻌
䛯䛰䛧䚸䠝ዎ⣙ึ⥾⤖
䛿䠒䠓䠌㻛ᖺ௨ୗ䛸䛩
䜛㻌
ኚືሗ㓘㻌
ไ㝈䛺䛧䚹㻌
㻌

ྠୖ㻌

ᇶᮏሗ㓘㻌
䠐䠒䠌㻛ᖺ௨ୗ㻌
ኚືሗ㓘㻌
ไ㝈䛺䛧䚹䛯䛰䛧䚸ฟሙ䝥
䝺䝭䜰䝮䜢タᐃ䛩䜛ሙྜ
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ձ㻌 㑅ᡭ䛿䚸බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠䠄௨ୗ䛂༠䛃䛸䛔䛖䠅䛚䜘䜃䜽䝷䝤䛜ຍ┕䛩䜛䝸䞊䜾䚸㐃┕➼䠄௨ୗ䛂䝸䞊䜾➼䛃䛸䛔䛖䠅䛾ㅖつ⛬䜢㑂
Ᏺ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䜽䝷䝤䛾ㅖつ๎䜢㑂Ᏺ䛧䚸ᮏዎ⣙䜢ㄔᐇ䛻ᒚ⾜䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
ղ㻌 㑅ᡭ䛿䚸䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶⮬ᕫ䛾䛶䛾⬟ຊ䜢᭱㝈䛻䜽䝷䝤䛻ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䚸ᖖ䛻᭱ၿ䛾ᗣ≧ែ䛾ಖᣢ䛚䜘䜃㐠ື⬟ຊ䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ䛻
ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
ճ㻌 㑅ᡭ䛿䚸䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶බ⚾䛸䜒䛻᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊⏺䛾ᶍ⠊䛯䜛䜉䛝䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䚸᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊䛾ಙᮃ䜢ᦆ䛺䛖䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
➨㸰᮲ ࠝᒚ⾜⩏ົࠞ
㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛ㡯䜢ᒚ⾜䛩䜛⩏ົ䜢㈇䛖䚹㻌
㸯 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䛩䜉䛶䛾ヨྜ䜈䛾ฟሙ㻌
㸰 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䝖䝺䞊䝙䞁䜾䚸ྜᐟ䛚䜘䜃◊ಟ䜈䛾ཧຍ㻌
㸱 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䝭䞊䝔䜱䞁䜾䚸ヨྜ䛾‽ഛ䛻ᚲせ䛺⾜䜈䛾ཧຍ㻌
㸲 䜽䝷䝤䛻䜘䜚ᨭ⤥䛥䜜䛯䝴䝙䝣䜷䞊䝮୍ᘧ䛚䜘䜃䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜴䜵䜰䛾⏝㻌
㸳 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛་Ꮫⓗ᳨デ䚸ὀᑕ䚸ண㜵ฎ⨨䛚䜘䜃⒪ฎ⨨䜈䛾ཧຍ㻌
㸴 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛ᗈሗάື䚸䝣䜯䞁䝃䞊䝡䝇άື䛚䜘䜃♫㈉⊩άື䜈䛾ཧຍ㻌
㸵 ༠䛛䜙䚸ྛ䜹䝔䝂䝸䞊䛾᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭ䛻㑅ฟ䛥䜜䛯ሙྜ䛾䝖䝺䞊䝙䞁䜾䚸ྜᐟ䛚䜘䜃ヨྜ䜈䛾ཧຍ㻌
㸶 ༠䚸䝸䞊䜾➼䛾ᣦᐃ䛩䜛䝗䞊䝢䞁䜾䝔䝇䝖䛾ཷ᳨㻌
㸷 ྜᐟ䚸㐲ᚁ➼䛻㝿䛧䛶䛾䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛㏻ᶵ㛵䚸ᐟἩタ䛾⏝㻌
 ᒃఫሙᡤ䛻㛵䛩䜛๓䛾䜽䝷䝤䛾ྠព䛾ྲྀᚓ㻌
 ᴗ䛻㛵䛩䜛๓䛾䜽䝷䝤䛾ྠព䛾ྲྀᚓ㻌
 䛭䛾䜽䝷䝤䛜ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯㡯㻌
➨㸱᮲ ࠝ⚗Ṇ㡯ࠞ
㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛ㡯䜢⾜䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㸯 䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ෆ㒊䛾㒊እ⪅䜈䛾㛤♧㻌
㸰 ヨྜ䚸䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛻㛵䛩䜛㡯䠄ヨྜ䛾ᡓ␎䞉ᡓ⾡䞉㑅ᡭ䛾㉳⏝䞉䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛾ෆᐜ➼䠅䛾㒊እ⪅䜈䛾㛤♧㻌
㸱 ༠䛾䝗䞊䝢䞁䜾㜵Ṇつ⛬䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ㻌
㸲 䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ᢎㄆ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔ᗈ࿌ᐉఏ䞉ᗈሗάື䜈䛾ཧຍ䜎䛯䛿㛵㻌
㸳 ᮏዎ⣙ᒚ⾜䛾ጉ䛢䛸䛺䜛➨୕⪅䛸䛾ዎ⣙䛾⥾⤖㻌
㸴 䜽䝷䝤䛾๓䛾ྠព䜢ᚓ䛺䛔䚸➨୕⪅䛾ദ䛩䜛䝃䝑䜹䞊䜎䛯䛿䛭䛾䛾䝇䝫䞊䝒䛾ヨྜ➼䜈䛾ཧຍ㻌
㸵 ヨྜ䛾⤖ᯝ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛ṇ⾜Ⅽ䜈䛾㛵㻌
㸶 䛭䛾䜽䝷䝤䛻䛸䛳䛶┈䛸䛺䜛⾜Ⅽ㻌
➨㸲᮲ ࠝሗ㓘ࠞ

䜽䝷䝤䛿㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ḟ䛾ሗ㓘䜢ᨭᡶ䛖䚹䛯䛰䛧䚸ᙜヱሗ㓘䛻䛿ᾘ㈝⛯䜢㝖䛟䚸ᡤᚓ⛯䚸ఫẸ⛯䛭䛾୍ษ䛾⛯㔠䜢ྵ䜐䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
㸯 ᇶᮏሗ㓘㻌
 ࣭⥲㢠㻌 㻌 㔠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄㻌 㻌 㻌 䞄᭶ศ䠅㻌
䠄᭶㢠㻌 㻌 㔠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛯䛰䛧䚸㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䛿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅
㸰 ኚືሗ㓘䚸ࡑࡢࡢሗ㓘ࡘ࠸࡚ࡣࢡࣛࣈ㑅ᡭࡀู㏵ྜពࡋࡓᇶ‽ࡼࡿࠋ㻌
➨㸳᮲ ࠝ㈝⏝ࡢ㈇ᢸࠞ㻌
㑅ᡭ䛜䜽䝷䝤䛾䛯䜑䛻᪑⾜䛩䜛ᮇ㛫䛾㏻㈝䛚䜘䜃ᐟἩ㈝䛿䜽䝷䝤䛜㈇ᢸ䛩䜛䚹㻌
➨㸴᮲ ࠝఇᬤࠞ
㑅ᡭ䛿䚸➇ᢏ䝅䞊䝈䞁⤊ᚋ䛻㐃⥆䛧䛶㸰㐌㛫௨ୖ䛾ఇᬤ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛯䛰䛧䚸㑅ᡭ䛿䚸ఇᬤ䜢ఇ㣴䛾┠ⓗ䛻⏝䛧䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
➨㸵᮲ ࠝ࠾ࡼࡧയᐖࠞ
䐟㻌 㑅ᡭ䛿䜎䛯䛿യᐖ䛻㝿䛧䛶䛿㏿䜔䛛䛻䜽䝷䝤䛻㏻▱䛧䚸䜽䝷䝤䛾ᣦ♧䛻ᚑ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐠㻌 ᮏዎ⣙䛾ᒚ⾜䛻┤᥋㉳ᅉ䛩䜛㑅ᡭ䛾䜎䛯䛿യᐖ䛻䛴䛝䚸䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛་ᖌ䛜⒪䛺䛔䛧⒪㣴䜢ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯ሙྜ䚸䛭䛾⒪䛻せ
䛩䜛㈝⏝䛿䚸♫ಖ㝤䛾⮬ᕫ㈇ᢸศ䛻㝈䜚䜽䝷䝤䛜㈇ᢸ䛩䜛䚹㻌
䐡㻌 ๓㡯䛾䜎䛯䛿യᐖ䛻䜘䜚䚸㑅ᡭ䛜୍ⓗ䛻➇ᢏ⬟䛸䛺䛳䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸䛭䛾➇ᢏ⬟䛾ᮇ㛫୰䚸ᇶᮏሗ㓘䜢ᨭᡶ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙
䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸➇ᢏ⬟䛾ᮇ㛫୰䛻ᮏዎ⣙䛜ᮇ㛫‶䛭䛾䛾⌮⏤䛻䜘䜚⤊䛧䛯䛸䛝䛿䚸䛭䛾Ⅼ䛷䜽䝷䝤䛾ᨭᡶ⩏ົ䛿ᾘ⁛䛩䜛䚹㻌
➨㸶᮲ ࠝ㑅ᡭࡢ⫝̸ീ➼ࡢ⏝ࠞ
䐟㻌 䜽䝷䝤䛜ᮏዎ⣙䛾⩏ົᒚ⾜䛻㛵䛩䜛㑅ᡭ䛾⫝̸ീ䚸ᫎീ䚸Ặྡ➼䠄௨ୗ䛂㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䛃䛸䛔䛖䠅䜢ሗ㐨䞉ᨺ㏦䛻䛚䛔䛶⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸
㑅ᡭ䛿ఱ䜙ᶒ䜢᭷䛧䛺䛔䚹㻌
䐠㻌 㑅ᡭ䛿䚸䜽䝷䝤䛛䜙ᣦྡ䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ᗈ࿌ᐉఏ䞉ᗈሗ䞉䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁άື䠄௨ୗ䛂ᗈ࿌ᐉఏ➼䛃䛸䛔䛖䠅䛻ཎ
๎䛸䛧䛶↓ൾ䛷༠ຊ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐡㻌 䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䜢⏝䛧䛶䝬䞊䝏䝱䞁䝎䜲䝆䞁䜾䠄ၟရ䠅䜢⮬䜙⾜䛖ᶒ䜢᭷䛧䚸䜎䛯༠䚸䝸䞊䜾➼䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䛾ᶒ䜢チㅙ䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䐢㻌 㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛྕ䛻䛴䛔䛶๓䛻䜽䝷䝤䛾᭩㠃䛻䜘䜛ᢎㅙ䜢ᚓ䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㸯 䝔䝺䝡䞉䝷䝆䜸␒⤌䚸䜲䝧䞁䝖䜈䛾ฟ₇㻌
㸰 㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䛾⏝䛚䜘䜃䛭䛾チㅙ䠄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ྵ䜐䠅㻌
㸱 ᪂⪺䞉㞧ㄅྲྀᮦ䜈䛾ᛂㅙ㻌
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㸲 ➨୕⪅䛾ᗈ࿌ᐉఏ➼䜈䛾㛵㻌
䐣㻌 ➨㸱㡯䛻䛚䛔䛶䚸㑅ᡭಶே༢⊂䛾⫝̸ീ┿䜢⏝䛧䛯ၟရ䜢〇㐀䛧䚸᭷ൾ䛷㡺ᕸ䛩䜛ሙྜ䚸䜎䛯䛿๓㡯䛾ฟ₇䜒䛧䛟䛿㛵䛻㝿䛧䛶䛾ᑐ
౯䛾ศ㓄䛿䚸䜽䝷䝤䛸㑅ᡭ䛜ู㏵༠㆟䛧䛶ᐃ䜑䜛䚹㻌
➨㸷᮲ ࠝࢡࣛࣈࡼࡿዎ⣙ゎ㝖ࠞ
䐟㻌 ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜㑅ᡭ䛻䛚䛔䛶Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧᭩㠃䛷㏻▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䜢┤䛱䛻ゎ㝖
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ᮏዎ⣙䛾ᐃ䜑䛻㐪䛧䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸䜽䝷䝤䛜ᨵၿ䛾່࿌䜢䛧䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛣䜜䜢ᣄ⤯䜎䛯䛿↓ど䛧䛯䛸䛝㻌
㸰 䜎䛯䛿യᐖ䛻䜘䜚䝃䝑䜹䞊㑅ᡭ䛸䛧䛶䛾㐠ື⬟ຊ䜢Ọஂⓗ䛻႙ኻ䛧䛯䛸䛝㻌
㸱 ฮ⨩ἲつ䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯䛸䛝㻌
㸲 ⮬䜙䛾㈐䛻ᖐ䛩䜉䛝⏤䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䛾┠ⓗ䛻ᨭ㞀䜢䛝䛯䛩㸴䞄᭶௨ୖ䛾ヨྜฟሙṆฎศ䜢ཷ䛡䛯䛸䛝㻌
㸳 䜽䝷䝤䛾⛛ᗎ㢼⣖䜢ⴭ䛧䛟䛧䛯䛸䛝㻌
䐠㻌 ๓㡯䛻ᇶ䛵䛝ᮏዎ⣙䜢ゎ㝖䛧䛯䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ゎ㝖㏻▱䛾Ⓨಙ䛧䛯᪥䛾ᒓ䛩䜛᭶䜎䛷䛾ᇶᮏሗ㓘䜢ᨭᡶ䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ㑅ᡭࡼࡿዎ⣙ゎ㝖ࠞ
䐟㻌 ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜䜽䝷䝤䛻䛚䛔䛶Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸㑅ᡭ䛿䚸䜽䝷䝤䛻ᑐ䛧᭩㠃䛷㏻▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䜢┤䛱䛻ゎ
㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ᮏዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟ሗ㓘➼䛾ᨭᡶ䛔䜢⣙ᐃ᪥䛛䜙  ᪥䜢㉸䛘䛶ᒚ⾜䛧䛺䛔䛸䛝㻌
㸰 䝸䞊䜾➼䛜ฟሙ䜢⩏ົ䛵䛡䜛ヨྜ䛻ṇᙜ䛺⌮⏤䛺䛟㐃⥆䛧䛶㸱ヨྜ௨ୖฟሙ䛧䛺䛛䛳䛯䛸䛝㻌
㸱 䝸䞊䜾➼䛛䜙㝖ྡ䛥䜜䛯䛸䛝㻌
䐠㻌 ๓㡯䛻ᇶ䛵䛝ᮏዎ⣙䜢ゎ㝖䛧䛯㑅ᡭ䛿䚸ᮏዎ⣙䛾ṧᏑᮇ㛫ศ䛾ᇶᮏሗ㓘䜢ཷ䛡ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝไࠞ
㑅ᡭ䛻䛴䛝ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ᡄ࿌䜒䛧䛟䛿ไ㔠䜎䛯䛿䛣䜜䜙䛾᪉䜢ㄢ䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ฟሙ䛧䛯ヨྜ䛻䛚䛔䛶㆙࿌䚸㏥ሙ䜎䛯䛿ฟሙṆ䛾ฎศ䜢ཷ䛡䛯䛸䛝㻌
㸰 䜽䝷䝤䛾ᣦ♧௧䛻ᚑ䜟䛺䛛䛳䛯䛸䛝㻌
㸱 䜽䝷䝤䛾⛛ᗎ㢼⣖䜢䛧䛯䛸䛝㻌
㸲 ฮ⨩ἲつ䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯䛸䛝㻌
➨  ᮲ ࠝ᭷ຠᮇ㛫࠾ࡼࡧ᭦᪂ᡭ⥆ࡁࠞ
䐟㻌 ᮏዎ⣙䛾᭷ຠᮇ㛫䛿䚸㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䛛䜙㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䜎䛷䛸䛩䜛䚹㻌
䐠㻌 䜽䝷䝤䛿䚸༠䛾つ๎䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ᮇ㝈䜎䛷䛻䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧᭦᪂䛻㛵䛩䜛㏻▱䜢᭩㠃䛻䜘䜚⾜䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐡㻌 ๓㡯䛾㏻▱䜢ᛰ䛳䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛻䛿ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛ពᛮ䛜䛺䛔䜒䛾䛸䜏䛺䛧䚸㑅ᡭ䛿䜽䝷䝤䛻ᑐ䛧䚸⛣⡠䝸䝇䝖䜈䛾Ⓩ㘓䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝಟṇࠞ
ᮏዎ⣙䛿䚸䜽䝷䝤䛚䜘䜃㑅ᡭ䛾⨫ྡ䜎䛯䛿ᢲ༳䛒䜛ᩥ᭩䛻䜘䛳䛶䛾䜏ಟṇ䛥䜜ᚓ䜛䜒䛾䛸䛧䚸ཱྀ㢌䛻䜘䜛ಟṇ䛿ຠຊ䜢䜒䛯䛺䛔䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ‽ᣐἲࠞ
ᮏዎ⣙䛿䚸᪥ᮏἲ䛻䜘䛳䛶ゎ㔘䛥䜜䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ⣮தࡢゎỴࠞ
䐟㻌 ᮏዎ⣙䛾ゎ㔘䜎䛯䛿ᮏዎ⣙䛾ᒚ⾜䛻㛵䛧䛶䜽䝷䝤䛸㑅ᡭ䛸䛾㛫䛻⣮த䛜⏕䛨䛯䛸䛝䛿䚸䜽䝷䝤䛚䜘䜃㑅ᡭ䛜䚸䛭䛾㒔ᗘ䚸ㄔព䜢䜒䛳䛶༠㆟䛾
ୖゎỴ䛩䜛䚹㻌
䐠㻌 ๓㡯䛾༠㆟䜢⏦䛧ධ䜜䛯ᚋ  ᪥䜢⤒㐣䛧䛶䜒⣮த䛜ゎỴ䛧䛺䛔䛸䛝䛿䚸䜽䝷䝤䜎䛯䛿㑅ᡭ䛿䚸䝸䞊䜾➼䜎䛯䛿༠䛾つ⛬䛾ᐃ䜑䛻䜘䜚䚸䝸䞊
䜾➼䜎䛯䛿༠䛻⣮தゎỴ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝಖ⟶ࠞ
ᮏዎ⣙᭩䛿ྠ䛻ṇᮏ㸰㏻䜢సᡂ䛧䚸䜽䝷䝤䛾௦⾲⪅䛚䜘䜃㑅ᡭ䛜⨫ྡ䛧䚸䛭䜜䛮䜜㸯㏻䛪䛴䜢ಖ⟶䛩䜛䚹㻌
㻌
ዎ⣙⥾⤖᪥䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌
㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌

㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌

㻌

䠄䜽䝷䝤ྡ䠅㻌

㻌

䠄㑅ᡭ䠅㻌

䠄௦⾲⪅䠅㻌

㻌

㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄⏕ᖺ᭶᪥䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌

䈜㑅ᡭ䛜ᮍᡂᖺ⪅䛾ሙྜ䚸ἲᐃ௦⌮ே䠄ぶᶒ⪅䜎䛯䛿ᚋぢே䠅䛾⨫ྡ㻌
㻌
䈜௰ே䛜㛵䛩䜛ሙྜ䚸ྠே䛾⨫ྡ㻌
䜽䝷䝤ഃ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㑅ᡭഃ㻌
㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌
㻌 䠄Ặྡ䠅㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌
㻌

䠄Ặྡ䠅㻌

㻌
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᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠㑅ᡭዎ⣙᭩
䛊䝥䝻䠞ዎ⣙᭩䛋
㸦௨ୗ䡞䜽䝷䝤䡟䛸䛔䛖䠅䛸

䠄௨ୗ䛂㑅ᡭ䛃䛸䛔䛖䠅 䛸䛿䚸㑅ᡭ䛜

䜽䝷䝤䛾䛯䜑䛻䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶䝃䝑䜹䞊άື䜢⾜䛖䛣䛸䛻㛵䛧䚸ḟ䛾䛸䛚䜚ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䚹
➨㸯᮲ ࠝㄔᐇ⩏ົࠞ
ձ㻌 㑅ᡭ䛿䚸බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠䠄௨ୗ䛂༠䛃䛸䛔䛖䠅䛚䜘䜃䜽䝷䝤䛜ຍ┕䛩䜛䝸䞊䜾䚸㐃┕➼䠄௨ୗ䛂䝸䞊䜾➼䛃䛸䛔䛖䠅䛾ㅖつ⛬䜢㑂
Ᏺ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䜽䝷䝤䛾ㅖつ๎䜢㑂Ᏺ䛧䚸ᮏዎ⣙䜢ㄔᐇ䛻ᒚ⾜䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
ղ㻌 㑅ᡭ䛿䚸䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶⮬ᕫ䛾䛶䛾⬟ຊ䜢᭱㝈䛻䜽䝷䝤䛻ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䚸ᖖ䛻᭱ၿ䛾ᗣ≧ែ䛾ಖᣢ䛚䜘䜃㐠ື⬟ຊ䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ䛻
ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
ճ㻌 㑅ᡭ䛿䚸䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶බ⚾䛸䜒䛻᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊⏺䛾ᶍ⠊䛯䜛䜉䛝䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䚸᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊䛾ಙᮃ䜢ᦆ䛺䛖䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
➨㸰᮲ ࠝᒚ⾜⩏ົࠞ
㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛ㡯䜢ᒚ⾜䛩䜛⩏ົ䜢㈇䛖䚹㻌
㸯 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䛩䜉䛶䛾ヨྜ䜈䛾ฟሙ㻌
㸰 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䝖䝺䞊䝙䞁䜾䚸ྜᐟ䛚䜘䜃◊ಟ䜈䛾ཧຍ㻌
㸱 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䝭䞊䝔䜱䞁䜾䚸ヨྜ䛾‽ഛ䛻ᚲせ䛺⾜䜈䛾ཧຍ㻌
㸲 䜽䝷䝤䛻䜘䜚ᨭ⤥䛥䜜䛯䝴䝙䝣䜷䞊䝮୍ᘧ䛚䜘䜃䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜴䜵䜰䛾⏝㻌
㸳 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛་Ꮫⓗ᳨デ䚸ὀᑕ䚸ண㜵ฎ⨨䛚䜘䜃⒪ฎ⨨䜈䛾ཧຍ㻌
㸴 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛ᗈሗάື䚸䝣䜯䞁䝃䞊䝡䝇άື䛚䜘䜃♫㈉⊩άື䜈䛾ཧຍ㻌
㸵 ༠䛛䜙䚸ྛ䜹䝔䝂䝸䞊䛾᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭ䛻㑅ฟ䛥䜜䛯ሙྜ䛾䝖䝺䞊䝙䞁䜾䚸ྜᐟ䛚䜘䜃ヨྜ䜈䛾ཧຍ㻌
㸶 ༠䚸䝸䞊䜾➼䛾ᣦᐃ䛩䜛䝗䞊䝢䞁䜾䝔䝇䝖䛾ཷ᳨㻌
㸷 ྜᐟ䚸㐲ᚁ➼䛻㝿䛧䛶䛾䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛㏻ᶵ㛵䚸ᐟἩタ䛾⏝㻌
 ᒃఫሙᡤ䛻㛵䛩䜛๓䛾䜽䝷䝤䛾ྠព䛾ྲྀᚓ㻌
 ᴗ䛻㛵䛩䜛๓䛾䜽䝷䝤䛾ྠព䛾ྲྀᚓ㻌
 䛭䛾䜽䝷䝤䛜ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯㡯㻌
➨㸱᮲ ࠝ⚗Ṇ㡯ࠞ
㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛ㡯䜢⾜䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㸯 䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ෆ㒊䛾㒊እ⪅䜈䛾㛤♧㻌
㸰 ヨྜ䚸䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛻㛵䛩䜛㡯䠄ヨྜ䛾ᡓ␎䞉ᡓ⾡䞉㑅ᡭ䛾㉳⏝䞉䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛾ෆᐜ➼䠅䛾㒊እ⪅䜈䛾㛤♧㻌
㸱 ༠䛾䝗䞊䝢䞁䜾㜵Ṇつ⛬䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ㻌
㸲 䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ᢎㄆ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔ᗈ࿌ᐉఏ䞉ᗈሗάື䜈䛾ཧຍ䜎䛯䛿㛵㻌
㸳 ᮏዎ⣙ᒚ⾜䛾ጉ䛢䛸䛺䜛➨୕⪅䛸䛾ዎ⣙䛾⥾⤖㻌
㸴 䜽䝷䝤䛾๓䛾ྠព䜢ᚓ䛺䛔䚸➨୕⪅䛾ദ䛩䜛䝃䝑䜹䞊䜎䛯䛿䛭䛾䛾䝇䝫䞊䝒䛾ヨྜ➼䜈䛾ཧຍ㻌
㸵 ヨྜ䛾⤖ᯝ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛ṇ⾜Ⅽ䜈䛾㛵㻌
㸶 䛭䛾䜽䝷䝤䛻䛸䛳䛶┈䛸䛺䜛⾜Ⅽ㻌
➨㸲᮲ ࠝሗ㓘ࠞ

䜽䝷䝤䛿㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ḟ䛾ሗ㓘䜢ᨭᡶ䛖䚹䛯䛰䛧䚸ᙜヱሗ㓘䛻䛿ᾘ㈝⛯䜢㝖䛟䚸ᡤᚓ⛯䚸ఫẸ⛯䛭䛾୍ษ䛾⛯㔠䜢ྵ䜐䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
㸯 ᇶᮏሗ㓘㻌
 ࣭⥲㢠㻌 㻌 㔠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄㻌 㻌 㻌 䞄᭶ศ䠅㻌
䠄᭶㢠㻌 㻌 㔠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛯䛰䛧䚸㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䛿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅
㸰 ኚືሗ㓘䚸ࡑࡢࡢሗ㓘ࡘ࠸࡚ࡣࢡࣛࣈ㑅ᡭࡀู㏵ྜពࡋࡓᇶ‽ࡼࡿࠋ㻌
➨㸳᮲ ࠝ㈝⏝ࡢ㈇ᢸࠞ㻌
㑅ᡭ䛜䜽䝷䝤䛾䛯䜑䛻᪑⾜䛩䜛ᮇ㛫䛾㏻㈝䛚䜘䜃ᐟἩ㈝䛿䜽䝷䝤䛜㈇ᢸ䛩䜛䚹㻌
➨㸴᮲ ࠝఇᬤࠞ
㑅ᡭ䛿䚸➇ᢏ䝅䞊䝈䞁⤊ᚋ䛻㐃⥆䛧䛶㸰㐌㛫௨ୖ䛾ఇᬤ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛯䛰䛧䚸㑅ᡭ䛿䚸ఇᬤ䜢ఇ㣴䛾┠ⓗ䛻⏝䛧䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
➨㸵᮲ ࠝ࠾ࡼࡧയᐖࠞ
䐟㻌 㑅ᡭ䛿䜎䛯䛿യᐖ䛻㝿䛧䛶䛿㏿䜔䛛䛻䜽䝷䝤䛻㏻▱䛧䚸䜽䝷䝤䛾ᣦ♧䛻ᚑ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐠㻌 ᮏዎ⣙䛾ᒚ⾜䛻┤᥋㉳ᅉ䛩䜛㑅ᡭ䛾䜎䛯䛿യᐖ䛻䛴䛝䚸䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛་ᖌ䛜⒪䛺䛔䛧⒪㣴䜢ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯ሙྜ䚸䛭䛾⒪䛻せ
䛩䜛㈝⏝䛿䚸♫ಖ㝤䛾⮬ᕫ㈇ᢸศ䛻㝈䜚䜽䝷䝤䛜㈇ᢸ䛩䜛䚹㻌
䐡㻌 ๓㡯䛾䜎䛯䛿യᐖ䛻䜘䜚䚸㑅ᡭ䛜୍ⓗ䛻➇ᢏ⬟䛸䛺䛳䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸䛭䛾➇ᢏ⬟䛾ᮇ㛫୰䚸ᇶᮏሗ㓘䜢ᨭᡶ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙
䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸➇ᢏ⬟䛾ᮇ㛫୰䛻ᮏዎ⣙䛜ᮇ㛫‶䛭䛾䛾⌮⏤䛻䜘䜚⤊䛧䛯䛸䛝䛿䚸䛭䛾Ⅼ䛷䜽䝷䝤䛾ᨭᡶ⩏ົ䛿ᾘ⁛䛩䜛䚹㻌
➨㸶᮲ ࠝ㑅ᡭࡢ⫝̸ീ➼ࡢ⏝ࠞ
䐟㻌 䜽䝷䝤䛜ᮏዎ⣙䛾⩏ົᒚ⾜䛻㛵䛩䜛㑅ᡭ䛾⫝̸ീ䚸ᫎീ䚸Ặྡ➼䠄௨ୗ䛂㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䛃䛸䛔䛖䠅䜢ሗ㐨䞉ᨺ㏦䛻䛚䛔䛶⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸
㑅ᡭ䛿ఱ䜙ᶒ䜢᭷䛧䛺䛔䚹㻌
䐠㻌 㑅ᡭ䛿䚸䜽䝷䝤䛛䜙ᣦྡ䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ᗈ࿌ᐉఏ䞉ᗈሗ䞉䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁άື䠄௨ୗ䛂ᗈ࿌ᐉఏ➼䛃䛸䛔䛖䠅䛻ཎ
๎䛸䛧䛶↓ൾ䛷༠ຊ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐡㻌 䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䜢⏝䛧䛶䝬䞊䝏䝱䞁䝎䜲䝆䞁䜾䠄ၟရ䠅䜢⮬䜙⾜䛖ᶒ䜢᭷䛧䚸䜎䛯༠䚸䝸䞊䜾➼䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䛾ᶒ䜢チㅙ䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䐢㻌 㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛྕ䛻䛴䛔䛶๓䛻䜽䝷䝤䛾᭩㠃䛻䜘䜛ᢎㅙ䜢ᚓ䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㸯 䝔䝺䝡䞉䝷䝆䜸␒⤌䚸䜲䝧䞁䝖䜈䛾ฟ₇㻌
㸰 㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䛾⏝䛚䜘䜃䛭䛾チㅙ䠄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ྵ䜐䠅㻌
㸱 ᪂⪺䞉㞧ㄅྲྀᮦ䜈䛾ᛂㅙ㻌
㸲 ➨୕⪅䛾ᗈ࿌ᐉఏ➼䜈䛾㛵㻌
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䐣㻌 ➨㸱㡯䛻䛚䛔䛶䚸㑅ᡭಶே༢⊂䛾⫝̸ീ┿䜢⏝䛧䛯ၟရ䜢〇㐀䛧䚸᭷ൾ䛷㡺ᕸ䛩䜛ሙྜ䚸䜎䛯䛿๓㡯䛾ฟ₇䜒䛧䛟䛿㛵䛻㝿䛧䛶䛾ᑐ
౯䛾ศ㓄䛿䚸䜽䝷䝤䛸㑅ᡭ䛜ู㏵༠㆟䛧䛶ᐃ䜑䜛䚹㻌
➨㸷᮲ ࠝࢡࣛࣈࡼࡿዎ⣙ゎ㝖ࠞ
䐟㻌 ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜㑅ᡭ䛻䛚䛔䛶Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧᭩㠃䛷㏻▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䜢┤䛱䛻ゎ㝖
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ᮏዎ⣙䛾ᐃ䜑䛻㐪䛧䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸䜽䝷䝤䛜ᨵၿ䛾່࿌䜢䛧䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛣䜜䜢ᣄ⤯䜎䛯䛿↓ど䛧䛯䛸䛝㻌
㸰 䜎䛯䛿യᐖ䛻䜘䜚䝃䝑䜹䞊㑅ᡭ䛸䛧䛶䛾㐠ື⬟ຊ䜢Ọஂⓗ䛻႙ኻ䛧䛯䛸䛝㻌
㸱 ฮ⨩ἲつ䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯䛸䛝㻌
㸲 ⮬䜙䛾㈐䛻ᖐ䛩䜉䛝⏤䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䛾┠ⓗ䛻ᨭ㞀䜢䛝䛯䛩㸴䞄᭶௨ୖ䛾ヨྜฟሙṆฎศ䜢ཷ䛡䛯䛸䛝㻌
㸳 䜽䝷䝤䛾⛛ᗎ㢼⣖䜢ⴭ䛧䛟䛧䛯䛸䛝㻌
䐠㻌 ๓㡯䛻ᇶ䛵䛝ᮏዎ⣙䜢ゎ㝖䛧䛯䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ゎ㝖㏻▱䛾Ⓨಙ䛧䛯᪥䛾ᒓ䛩䜛᭶䜎䛷䛾ᇶᮏሗ㓘䜢ᨭᡶ䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ㑅ᡭࡼࡿዎ⣙ゎ㝖ࠞ
䐟㻌 ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜䜽䝷䝤䛻䛚䛔䛶Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸㑅ᡭ䛿䚸䜽䝷䝤䛻ᑐ䛧᭩㠃䛷㏻▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䜢┤䛱䛻ゎ
㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ᮏዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟ሗ㓘➼䛾ᨭᡶ䛔䜢⣙ᐃ᪥䛛䜙  ᪥䜢㉸䛘䛶ᒚ⾜䛧䛺䛔䛸䛝㻌
㸰 䝸䞊䜾➼䛜ฟሙ䜢⩏ົ䛵䛡䜛ヨྜ䛻ṇᙜ䛺⌮⏤䛺䛟㐃⥆䛧䛶㸱ヨྜ௨ୖฟሙ䛧䛺䛛䛳䛯䛸䛝㻌
㸱 䝸䞊䜾➼䛛䜙㝖ྡ䛥䜜䛯䛸䛝㻌
䐠㻌 ๓㡯䛻ᇶ䛵䛝ᮏዎ⣙䜢ゎ㝖䛧䛯㑅ᡭ䛿䚸ᮏዎ⣙䛾ṧᏑᮇ㛫ศ䛾ᇶᮏሗ㓘䜢ཷ䛡ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝไࠞ
㑅ᡭ䛻䛴䛝ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ᡄ࿌䜒䛧䛟䛿ไ㔠䜎䛯䛿䛣䜜䜙䛾᪉䜢ㄢ䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ฟሙ䛧䛯ヨྜ䛻䛚䛔䛶㆙࿌䚸㏥ሙ䜎䛯䛿ฟሙṆ䛾ฎศ䜢ཷ䛡䛯䛸䛝㻌
㸰 䜽䝷䝤䛾ᣦ♧௧䛻ᚑ䜟䛺䛛䛳䛯䛸䛝㻌
㸱 䜽䝷䝤䛾⛛ᗎ㢼⣖䜢䛧䛯䛸䛝㻌
㸲 ฮ⨩ἲつ䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯䛸䛝㻌
➨  ᮲ ࠝ᭷ຠᮇ㛫࠾ࡼࡧ᭦᪂ᡭ⥆ࡁࠞ

䐟㻌 ᮏዎ⣙䛾᭷ຠᮇ㛫䛿䚸㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䛛䜙㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䜎䛷䛸䛩䜛䚹㻌
䐠㻌 䜽䝷䝤䛿䚸༠䛾つ๎䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ᮇ㝈䜎䛷䛻䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧᭦᪂䛻㛵䛩䜛㏻▱䜢᭩㠃䛻䜘䜚⾜䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐡㻌 ๓㡯䛾㏻▱䜢ᛰ䛳䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛻䛿ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛ពᛮ䛜䛺䛔䜒䛾䛸䜏䛺䛧䚸㑅ᡭ䛿䜽䝷䝤䛻ᑐ䛧䚸⛣⡠䝸䝇䝖䜈䛾Ⓩ㘓䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝಟṇࠞ
ᮏዎ⣙䛿䚸䜽䝷䝤䛚䜘䜃㑅ᡭ䛾⨫ྡ䜎䛯䛿ᢲ༳䛒䜛ᩥ᭩䛻䜘䛳䛶䛾䜏ಟṇ䛥䜜ᚓ䜛䜒䛾䛸䛧䚸ཱྀ㢌䛻䜘䜛ಟṇ䛿ຠຊ䜢䜒䛯䛺䛔䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ‽ᣐἲࠞ
ᮏዎ⣙䛿䚸᪥ᮏἲ䛻䜘䛳䛶ゎ㔘䛥䜜䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ⣮தࡢゎỴࠞ
䐟㻌 ᮏዎ⣙䛾ゎ㔘䜎䛯䛿ᮏዎ⣙䛾ᒚ⾜䛻㛵䛧䛶䜽䝷䝤䛸㑅ᡭ䛸䛾㛫䛻⣮த䛜⏕䛨䛯䛸䛝䛿䚸䜽䝷䝤䛚䜘䜃㑅ᡭ䛜䚸䛭䛾㒔ᗘ䚸ㄔព䜢䜒䛳䛶༠㆟䛾
ୖゎỴ䛩䜛䚹㻌
䐠㻌 ๓㡯䛾༠㆟䜢⏦䛧ධ䜜䛯ᚋ  ᪥䜢⤒㐣䛧䛶䜒⣮த䛜ゎỴ䛧䛺䛔䛸䛝䛿䚸䜽䝷䝤䜎䛯䛿㑅ᡭ䛿䚸䝸䞊䜾➼䜎䛯䛿༠䛾つ⛬䛾ᐃ䜑䛻䜘䜚䚸䝸䞊
䜾➼䜎䛯䛿༠䛻⣮தゎỴ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝಖ⟶ࠞ
ᮏዎ⣙᭩䛿ྠ䛻ṇᮏ㸰㏻䜢సᡂ䛧䚸䜽䝷䝤䛾௦⾲⪅䛚䜘䜃㑅ᡭ䛜⨫ྡ䛧䚸䛭䜜䛮䜜㸯㏻䛪䛴䜢ಖ⟶䛩䜛䚹㻌
㻌
ዎ⣙⥾⤖᪥䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌
㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌

㻌

䠄䜽䝷䝤ྡ䠅㻌 㻌 㻌
䠄௦⾲⪅䠅㻌

㻌

㻌㻌

㻌
㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄㑅ᡭ䠅㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄⏕ᖺ᭶᪥䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌

䈜㑅ᡭ䛜ᮍᡂᖺ⪅䛾ሙྜ䚸ἲᐃ௦⌮ே䠄ぶᶒ⪅䜎䛯䛿ᚋぢே䠅䛾⨫ྡ㻌
㻌
䈜௰ே䛜㛵䛩䜛ሙྜ䚸ྠே䛾⨫ྡ㻌
䜽䝷䝤ഃ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㑅ᡭഃ㻌
㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌
㻌 䠄Ặྡ䠅㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌
㻌

䠄Ặྡ䠅㻌

㻌
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᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠㑅ᡭዎ⣙᭩
䛊䝥䝻䠟ዎ⣙᭩䛋
㸦௨ୗ䡞䜽䝷䝤䡟䛸䛔䛖䠅䛸

䠄௨ୗ䛂㑅ᡭ䛃䛸䛔䛖䠅 䛸䛿䚸㑅ᡭ䛜

䜽䝷䝤䛾䛯䜑䛻䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶䝃䝑䜹䞊άື䜢⾜䛖䛣䛸䛻㛵䛧䚸ḟ䛾䛸䛚䜚ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䚹
➨㸯᮲ ࠝㄔᐇ⩏ົࠞ
ձ㻌 㑅ᡭ䛿䚸බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠䠄௨ୗ䛂༠䛃䛸䛔䛖䠅䛚䜘䜃䜽䝷䝤䛜ຍ┕䛩䜛䝸䞊䜾䚸㐃┕➼䠄௨ୗ䛂䝸䞊䜾➼䛃䛸䛔䛖䠅䛾ㅖつ⛬䜢㑂
Ᏺ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䜽䝷䝤䛾ㅖつ๎䜢㑂Ᏺ䛧䚸ᮏዎ⣙䜢ㄔᐇ䛻ᒚ⾜䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
ղ㻌 㑅ᡭ䛿䚸䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶⮬ᕫ䛾䛶䛾⬟ຊ䜢᭱㝈䛻䜽䝷䝤䛻ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䚸ᖖ䛻᭱ၿ䛾ᗣ≧ែ䛾ಖᣢ䛚䜘䜃㐠ື⬟ຊ䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ䛻
ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
ճ㻌 㑅ᡭ䛿䚸䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶බ⚾䛸䜒䛻᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊⏺䛾ᶍ⠊䛯䜛䜉䛝䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䚸᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊䛾ಙᮃ䜢ᦆ䛺䛖䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
➨㸰᮲ ࠝᒚ⾜⩏ົࠞ
㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛ㡯䜢ᒚ⾜䛩䜛⩏ົ䜢㈇䛖䚹㻌
㸯 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䛩䜉䛶䛾ヨྜ䜈䛾ฟሙ㻌
㸰 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䝖䝺䞊䝙䞁䜾䚸ྜᐟ䛚䜘䜃◊ಟ䜈䛾ཧຍ㻌
㸱 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛䝭䞊䝔䜱䞁䜾䚸ヨྜ䛾‽ഛ䛻ᚲせ䛺⾜䜈䛾ཧຍ㻌
㸲 䜽䝷䝤䛻䜘䜚ᨭ⤥䛥䜜䛯䝴䝙䝣䜷䞊䝮୍ᘧ䛚䜘䜃䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜴䜵䜰䛾⏝㻌
㸳 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛་Ꮫⓗ᳨デ䚸ὀᑕ䚸ண㜵ฎ⨨䛚䜘䜃⒪ฎ⨨䜈䛾ཧຍ㻌
㸴 䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛ᗈሗάື䚸䝣䜯䞁䝃䞊䝡䝇άື䛚䜘䜃♫㈉⊩άື䜈䛾ཧຍ㻌
㸵 ༠䛛䜙䚸ྛ䜹䝔䝂䝸䞊䛾᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭ䛻㑅ฟ䛥䜜䛯ሙྜ䛾䝖䝺䞊䝙䞁䜾䚸ྜᐟ䛚䜘䜃ヨྜ䜈䛾ཧຍ㻌
㸶 ༠䚸䝸䞊䜾➼䛾ᣦᐃ䛩䜛䝗䞊䝢䞁䜾䝔䝇䝖䛾ཷ᳨㻌
㸷 ྜᐟ䚸㐲ᚁ➼䛻㝿䛧䛶䛾䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛㏻ᶵ㛵䚸ᐟἩタ䛾⏝㻌
 ᒃఫሙᡤ䛻㛵䛩䜛๓䛾䜽䝷䝤䛾ྠព䛾ྲྀᚓ㻌
 ᴗ䛻㛵䛩䜛๓䛾䜽䝷䝤䛾ྠព䛾ྲྀᚓ㻌
 䛭䛾䜽䝷䝤䛜ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯㡯㻌
➨㸱᮲ ࠝ⚗Ṇ㡯ࠞ
㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛ㡯䜢⾜䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㸯 䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ෆ㒊䛾㒊እ⪅䜈䛾㛤♧㻌
㸰 ヨྜ䚸䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛻㛵䛩䜛㡯䠄ヨྜ䛾ᡓ␎䞉ᡓ⾡䞉㑅ᡭ䛾㉳⏝䞉䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛾ෆᐜ➼䠅䛾㒊እ⪅䜈䛾㛤♧㻌
㸱 ༠䛾䝗䞊䝢䞁䜾㜵Ṇつ⛬䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ㻌
㸲 䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ᢎㄆ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔ᗈ࿌ᐉఏ䞉ᗈሗάື䜈䛾ཧຍ䜎䛯䛿㛵㻌
㸳 ᮏዎ⣙ᒚ⾜䛾ጉ䛢䛸䛺䜛➨୕⪅䛸䛾ዎ⣙䛾⥾⤖㻌
㸴 䜽䝷䝤䛾๓䛾ྠព䜢ᚓ䛺䛔䚸➨୕⪅䛾ദ䛩䜛䝃䝑䜹䞊䜎䛯䛿䛭䛾䛾䝇䝫䞊䝒䛾ヨྜ➼䜈䛾ཧຍ㻌
㸵 ヨྜ䛾⤖ᯝ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛ṇ⾜Ⅽ䜈䛾㛵㻌
㸶 䛭䛾䜽䝷䝤䛻䛸䛳䛶┈䛸䛺䜛⾜Ⅽ㻌
➨㸲᮲ ࠝሗ㓘ࠞ

䜽䝷䝤䛿㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ḟ䛾ሗ㓘䜢ᨭᡶ䛖䚹䛯䛰䛧䚸ᙜヱሗ㓘䛻䛿ᾘ㈝⛯䜢㝖䛟䚸ᡤᚓ⛯䚸ఫẸ⛯䛭䛾୍ษ䛾⛯㔠䜢ྵ䜐䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
㸯 ᇶᮏሗ㓘㻌
࣭⥲㢠㻌 㻌 㔠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄㻌 㻌 㻌 䞄᭶ศ䠅㻌
䠄᭶㢠㻌 㻌 㔠㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛯䛰䛧䚸㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䛿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅
㸰 ኚືሗ㓘䚸ࡑࡢࡢሗ㓘ࡘ࠸࡚ࡣࢡࣛࣈ㑅ᡭࡀู㏵ྜពࡋࡓᇶ‽ࡼࡿࠋ㻌
➨㸳᮲ ࠝ㈝⏝ࡢ㈇ᢸࠞ㻌
㑅ᡭ䛜䜽䝷䝤䛾䛯䜑䛻᪑⾜䛩䜛ᮇ㛫䛾㏻㈝䛚䜘䜃ᐟἩ㈝䛿䜽䝷䝤䛜㈇ᢸ䛩䜛䚹㻌
➨㸴᮲ ࠝఇᬤࠞ
㑅ᡭ䛿䚸➇ᢏ䝅䞊䝈䞁⤊ᚋ䛻㐃⥆䛧䛶㸰㐌㛫௨ୖ䛾ఇᬤ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛯䛰䛧䚸㑅ᡭ䛿䚸ఇᬤ䜢ఇ㣴䛾┠ⓗ䛻⏝䛧䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
➨㸵᮲ ࠝ࠾ࡼࡧയᐖࠞ
䐟㻌 㑅ᡭ䛿䜎䛯䛿യᐖ䛻㝿䛧䛶䛿㏿䜔䛛䛻䜽䝷䝤䛻㏻▱䛧䚸䜽䝷䝤䛾ᣦ♧䛻ᚑ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐠㻌 ᮏዎ⣙䛾ᒚ⾜䛻┤᥋㉳ᅉ䛩䜛㑅ᡭ䛾䜎䛯䛿യᐖ䛻䛴䛝䚸䜽䝷䝤䛾ᣦᐃ䛩䜛་ᖌ䛜⒪䛺䛔䛧⒪㣴䜢ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯ሙྜ䚸䛭䛾⒪䛻せ
䛩䜛㈝⏝䛿䚸♫ಖ㝤䛾⮬ᕫ㈇ᢸศ䛻㝈䜚䜽䝷䝤䛜㈇ᢸ䛩䜛䚹㻌
䐡㻌 ๓㡯䛾䜎䛯䛿യᐖ䛻䜘䜚䚸㑅ᡭ䛜୍ⓗ䛻➇ᢏ⬟䛸䛺䛳䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸䛭䛾➇ᢏ⬟䛾ᮇ㛫୰䚸ᇶᮏሗ㓘䜢ᨭᡶ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙
䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸➇ᢏ⬟䛾ᮇ㛫୰䛻ᮏዎ⣙䛜ᮇ㛫‶䛭䛾䛾⌮⏤䛻䜘䜚⤊䛧䛯䛸䛝䛿䚸䛭䛾Ⅼ䛷䜽䝷䝤䛾ᨭᡶ⩏ົ䛿ᾘ⁛䛩䜛䚹㻌
➨㸶᮲ ࠝ㑅ᡭࡢ⫝̸ീ➼ࡢ⏝ࠞ
䐟㻌 䜽䝷䝤䛜ᮏዎ⣙䛾⩏ົᒚ⾜䛻㛵䛩䜛㑅ᡭ䛾⫝̸ീ䚸ᫎീ䚸Ặྡ➼䠄௨ୗ䛂㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䛃䛸䛔䛖䠅䜢ሗ㐨䞉ᨺ㏦䛻䛚䛔䛶⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸
㑅ᡭ䛿ఱ䜙ᶒ䜢᭷䛧䛺䛔䚹㻌
䐠㻌 㑅ᡭ䛿䚸䜽䝷䝤䛛䜙ᣦྡ䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䚸༠䛚䜘䜃䝸䞊䜾➼䛾ᗈ࿌ᐉఏ䞉ᗈሗ䞉䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁άື䠄௨ୗ䛂ᗈ࿌ᐉఏ➼䛃䛸䛔䛖䠅䛻ཎ
๎䛸䛧䛶↓ൾ䛷༠ຊ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐡㻌 䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䜢⏝䛧䛶䝬䞊䝏䝱䞁䝎䜲䝆䞁䜾䠄ၟရ䠅䜢⮬䜙⾜䛖ᶒ䜢᭷䛧䚸䜎䛯༠䚸䝸䞊䜾➼䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䛾ᶒ䜢チㅙ䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䐢㻌 㑅ᡭ䛿䚸ḟ䛾ྛྕ䛻䛴䛔䛶๓䛻䜽䝷䝤䛾᭩㠃䛻䜘䜛ᢎㅙ䜢ᚓ䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㸯 䝔䝺䝡䞉䝷䝆䜸␒⤌䚸䜲䝧䞁䝖䜈䛾ฟ₇㻌
㸰 㑅ᡭ䛾⫝̸ീ➼䛾⏝䛚䜘䜃䛭䛾チㅙ䠄䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ྵ䜐䠅㻌
㸱 ᪂⪺䞉㞧ㄅྲྀᮦ䜈䛾ᛂㅙ㻌
㸲 ➨୕⪅䛾ᗈ࿌ᐉఏ➼䜈䛾㛵㻌
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䐣㻌 ➨㸱㡯䛻䛚䛔䛶䚸㑅ᡭಶே༢⊂䛾⫝̸ീ┿䜢⏝䛧䛯ၟရ䜢〇㐀䛧䚸᭷ൾ䛷㡺ᕸ䛩䜛ሙྜ䚸䜎䛯䛿๓㡯䛾ฟ₇䜒䛧䛟䛿㛵䛻㝿䛧䛶䛾ᑐ
౯䛾ศ㓄䛿䚸䜽䝷䝤䛸㑅ᡭ䛜ู㏵༠㆟䛧䛶ᐃ䜑䜛䚹㻌
➨㸷᮲ ࠝࢡࣛࣈࡼࡿዎ⣙ゎ㝖ࠞ
䐟㻌 ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜㑅ᡭ䛻䛚䛔䛶Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧᭩㠃䛷㏻▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䜢┤䛱䛻ゎ㝖
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ᮏዎ⣙䛾ᐃ䜑䛻㐪䛧䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸䜽䝷䝤䛜ᨵၿ䛾່࿌䜢䛧䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛣䜜䜢ᣄ⤯䜎䛯䛿↓ど䛧䛯䛸䛝㻌
㸰 䜎䛯䛿യᐖ䛻䜘䜚䝃䝑䜹䞊㑅ᡭ䛸䛧䛶䛾㐠ື⬟ຊ䜢Ọஂⓗ䛻႙ኻ䛧䛯䛸䛝㻌
㸱 ฮ⨩ἲつ䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯䛸䛝㻌
㸲 ⮬䜙䛾㈐䛻ᖐ䛩䜉䛝⏤䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䛾┠ⓗ䛻ᨭ㞀䜢䛝䛯䛩㸴䞄᭶௨ୖ䛾ヨྜฟሙṆฎศ䜢ཷ䛡䛯䛸䛝㻌
㸳 䜽䝷䝤䛾⛛ᗎ㢼⣖䜢ⴭ䛧䛟䛧䛯䛸䛝㻌
䐠㻌 ๓㡯䛻ᇶ䛵䛝ᮏዎ⣙䜢ゎ㝖䛧䛯䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ゎ㝖㏻▱䛾Ⓨಙ䛧䛯᪥䛾ᒓ䛩䜛᭶䜎䛷䛾ᇶᮏሗ㓘䜢ᨭᡶ䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ㑅ᡭࡼࡿዎ⣙ゎ㝖ࠞ
䐟㻌 ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜䜽䝷䝤䛻䛚䛔䛶Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸㑅ᡭ䛿䚸䜽䝷䝤䛻ᑐ䛧᭩㠃䛷㏻▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᮏዎ⣙䜢┤䛱䛻ゎ
㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ᮏዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟ሗ㓘➼䛾ᨭᡶ䛔䜢⣙ᐃ᪥䛛䜙  ᪥䜢㉸䛘䛶ᒚ⾜䛧䛺䛔䛸䛝㻌
㸰 䝸䞊䜾➼䛜ฟሙ䜢⩏ົ䛵䛡䜛ヨྜ䛻ṇᙜ䛺⌮⏤䛺䛟㐃⥆䛧䛶㸱ヨྜ௨ୖฟሙ䛧䛺䛛䛳䛯䛸䛝㻌
㸱 䝸䞊䜾➼䛛䜙㝖ྡ䛥䜜䛯䛸䛝㻌
䐠㻌 ๓㡯䛻ᇶ䛵䛝ᮏዎ⣙䜢ゎ㝖䛧䛯㑅ᡭ䛿䚸ᮏዎ⣙䛾ṧᏑᮇ㛫ศ䛾ᇶᮏሗ㓘䜢ཷ䛡ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝไࠞ
㑅ᡭ䛻䛴䛝ḟ䛾ྛྕ䛾䛔䛪䜜䛛䛻ヱᙜ䛩䜛⏤䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛿䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧䚸ᡄ࿌䜒䛧䛟䛿ไ㔠䜎䛯䛿䛣䜜䜙䛾᪉䜢ㄢ䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㸯 ฟሙ䛧䛯ヨྜ䛻䛚䛔䛶㆙࿌䚸㏥ሙ䜎䛯䛿ฟሙṆ䛾ฎศ䜢ཷ䛡䛯䛸䛝㻌
㸰 䜽䝷䝤䛾ᣦ♧௧䛻ᚑ䜟䛺䛛䛳䛯䛸䛝㻌
㸱 䜽䝷䝤䛾⛛ᗎ㢼⣖䜢䛧䛯䛸䛝㻌
㸲 ฮ⨩ἲつ䛻ゐ䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯䛸䛝㻌
➨  ᮲ ࠝ᭷ຠᮇ㛫࠾ࡼࡧ᭦᪂ᡭ⥆ࡁࠞ

䐟㻌 ᮏዎ⣙䛾᭷ຠᮇ㛫䛿䚸㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䛛䜙㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥䜎䛷䛸䛩䜛䚹㻌
䐠㻌 䜽䝷䝤䛿䚸༠䛾つ๎䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ᮇ㝈䜎䛷䛻䚸㑅ᡭ䛻ᑐ䛧᭦᪂䛻㛵䛩䜛㏻▱䜢᭩㠃䛻䜘䜚⾜䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䐡㻌 ๓㡯䛾㏻▱䜢ᛰ䛳䛯ሙྜ䚸䜽䝷䝤䛻䛿ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛ពᛮ䛜䛺䛔䜒䛾䛸䜏䛺䛧䚸㑅ᡭ䛿䜽䝷䝤䛻ᑐ䛧䚸⛣⡠䝸䝇䝖䜈䛾Ⓩ㘓䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹㻌
䐢䝥䝻䠟ዎ⣙䛾⥾⤖ᮇ㛫䛿㸱ᖺ䠄䜽䝷䝤䛸䛾䝥䝻䠟ዎ⣙ᐇ⦼䛜䛒䜛ሙྜ䛿䛭䜜䜢ྜ⟬䛩䜛䠅䜢᮲௳䛸䛧䚸ᙜヱᮇ㛫䜢㉸䛘䛶䝥䝻㑅ᡭ䛸䛧䛶ዎ⣙
䜢䛩䜛ሙྜ䚸䝥䝻䠝ዎ⣙䜎䛯䛿䝥䝻䠞ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䐣㑅ᡭ䛜䝥䝻䠝ዎ⣙⥾⤖᮲௳䜢‶䛯䛧䛯ሙྜ䚸㑅ᡭ䛸䜽䝷䝤䛿ᮏዎ⣙䠄䝥䝻䠟ዎ⣙䠅䜢◚Რ䛧䚸᪂䛯䛻䝥䝻䠝ዎ⣙䜎䛯䛿䝥䝻䠞ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䜒
䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝಟṇࠞ
ᮏዎ⣙䛿䚸䜽䝷䝤䛚䜘䜃㑅ᡭ䛾⨫ྡ䜎䛯䛿ᢲ༳䛒䜛ᩥ᭩䛻䜘䛳䛶䛾䜏ಟṇ䛥䜜ᚓ䜛䜒䛾䛸䛧䚸ཱྀ㢌䛻䜘䜛ಟṇ䛿ຠຊ䜢䜒䛯䛺䛔䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ‽ᣐἲࠞ
ᮏዎ⣙䛿䚸᪥ᮏἲ䛻䜘䛳䛶ゎ㔘䛥䜜䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝ⣮தࡢゎỴࠞ
䐟㻌 ᮏዎ⣙䛾ゎ㔘䜎䛯䛿ᮏዎ⣙䛾ᒚ⾜䛻㛵䛧䛶䜽䝷䝤䛸㑅ᡭ䛸䛾㛫䛻⣮த䛜⏕䛨䛯䛸䛝䛿䚸䜽䝷䝤䛚䜘䜃㑅ᡭ䛜䚸䛭䛾㒔ᗘ䚸ㄔព䜢䜒䛳䛶༠㆟䛾
ୖゎỴ䛩䜛䚹㻌
䐠㻌 ๓㡯䛾༠㆟䜢⏦䛧ධ䜜䛯ᚋ  ᪥䜢⤒㐣䛧䛶䜒⣮த䛜ゎỴ䛧䛺䛔䛸䛝䛿䚸䜽䝷䝤䜎䛯䛿㑅ᡭ䛿䚸䝸䞊䜾➼䜎䛯䛿༠䛾つ⛬䛾ᐃ䜑䛻䜘䜚䚸䝸䞊
䜾➼䜎䛯䛿༠䛻⣮தゎỴ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
➨  ᮲ ࠝಖ⟶ࠞ
ᮏዎ⣙᭩䛿ྠ䛻ṇᮏ㸰㏻䜢సᡂ䛧䚸䜽䝷䝤䛾௦⾲⪅䛚䜘䜃㑅ᡭ䛜⨫ྡ䛧䚸䛭䜜䛮䜜㸯㏻䛪䛴䜢ಖ⟶䛩䜛䚹㻌
ዎ⣙⥾⤖᪥䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌
㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌

㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌

㻌

䠄䜽䝷䝤ྡ䠅㻌 㻌

㻌

䠄㑅ᡭ䠅㻌

㻌

䠄௦⾲⪅䠅㻌

㻌

䠄⏕ᖺ᭶᪥䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌

㻌

䈜㑅ᡭ䛜ᮍᡂᖺ⪅䛾ሙྜ䚸ἲᐃ௦⌮ே䠄ぶᶒ⪅䜎䛯䛿ᚋぢே䠅䛾⨫ྡ㻌
㻌
䈜௰ே䛜㛵䛩䜛ሙྜ䚸ྠே䛾⨫ྡ㻌
䜽䝷䝤ഃ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㑅ᡭഃ㻌
㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌
䠄Ặྡ䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

䠄ఫᡤ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄Ặྡ䠅㻌
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ᮇ 㝈
  ⛣
 ⡠ ዎ
 ⣙ ᭩

䛊᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠ᣦᐃ᭩ᘧ䛋


             㸦௨ୗࠕ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࠖ࠸࠺㸧ࠊ              㸦௨
ୗࠕ㑅ᡭࠖ࠸࠺㸧              㸦௨ୗࠕ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊ㑅ᡭࡢ
ᮇ㝈⛣⡠㛵ࡋࠊḟࡢ࠾ࡾዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ
➨㸯᮲ࠝ⛣⡠ࠞ
⛣⡠ඖࢡࣛࣈ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࠊ㑅ᡭࡢྠពᇶ࡙ࡁࠊ      ᖺ   ᭶   ᪥ࡽ
      ᖺ   ᭶   ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ㑅ᡭࢆ⛣⡠ඛࢡࣛࣈᮇ㝈⛣⡠ࡉࡏࡿࠋ
➨㸰᮲ࠝ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࡢඃඛࠞ
㑅ᡭࡀ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ⛣⡠ࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫㸦௨ୗࠕ⛣⡠ᮇ㛫ࠖ࠸࠺㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ
㑅ᡭࡢ㛫⥾⤖ࡉࢀࡿዎ⣙㸦௨ୗࠕ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࠖ࠸࠺㸧ࡀࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢ㛫
⥾⤖ࡉࢀࡿዎ⣙㸦௨ୗࠕཎዎ⣙ࠖ࠸࠺㸧ඃඛࡋࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࡢࡳࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊཎዎ⣙ࡢ᭷ຠᮇ㛫ࡣࡇࢀࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
➨㸱᮲ࠝ⛣⡠ᮇ㛫୰ࡢሗ㓘➼ࠞ
ձ ⛣⡠ᮇ㛫୰ࡢሗ㓘➼ࡘ࠸࡚⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ
ղ ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ᐃࡵࡿᇶᮏሗ㓘㢠ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ཎዎ⣙ྠ᮲௳ࡍࡿࠋ
ճ 㑅ᡭࡣࠊ㏻㈝ࠊᐟἩ㈝࠾ࡼࡧᘬࡗ㉺ࡋ㈝⏝ࡢᐇ㈝ࢆࠊ⛣⡠ࡍࡿࡁࡣ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࠊ⛣
⡠ࡍࡿࡁࡣ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡑࢀࡒࢀㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨㸲᮲ࠝ⛣⡠⿵ൾ㔠ࠞ
⛣⡠ᮇ㛫‶ᚋࠊ㑅ᡭࡀ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ⛣⡠ࡍࡿሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀ⛣⡠ඛࢡࣛࣈㄳồ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⛣⡠⿵ൾ㔠ࡣࠊḟࡢྛྕࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
㻔㻝㻕㻌 ཎዎ⣙䛾ᮇ㛫‶๓䛻⛣⡠䛩䜛ሙྜ㻌

䠖㻌⛣⡠ඖ䜽䝷䝤䛸⛣⡠ඛ䜽䝷䝤䛸䛜ྜព䛧䛯㢠㻌

㻔㻞㻕㻌 ཎዎ⣙䛾ᮇ㛫‶ᚋ䛻⛣⡠䛩䜛ሙྜ㻌

䠖㻌⛣⡠⿵ൾ㔠䛿Ⓨ⏕䛧䛺䛔㻌

➨㸳᮲ࠝཎዎ⣙ࡢ᭦᪂ᡭ⥆ࡁࠞ
⛣⡠ᮇ㛫୰ཎዎ⣙ࡢ᭦᪂ᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ᮇࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀᚲせ࡞ㅖᡭ⥆ࡁࢆ⾜
࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ࠾ࡼࡧ㑅ᡭࡢ୕⪅࠾࠸࡚࡞ࡿ⛣⡠㛵ࡍࡿྜពࡀ᪤
Ⅽࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡀ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
➨㸴᮲ࠝ⛣⡠ᮇ㛫୰ࡢዎ⣙ኚ᭦ࠞ
⛣⡠ᮇ㛫୰ࣉࣟ㸿ዎ⣙⥾⤖᮲௳ࢆ‶ࡋ࡚࠸࡞࠸㑅ᡭࡀࠊᙜヱ⥾⤖᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜࠊ௨ୗࡢෆ
ᐜࡢዎ⣙ኚ᭦ࡍࡿࠋᑦࠊኚືሗ㓘ࡣ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ࠾ࡼࡧ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭࡢ㛫࠾࠸ู࡚㏵ᐃ
ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㻔㻝㻕㻌 ዎ⣙᭩ᘧ㻌

䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ዎ⣙᭩㻌

㻔㻞㻕㻌 ᇶᮏሗ㓘䠄ᖺ㢠䠅㻌䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
 ࡓࡔࡋࠊୖグሗ㓘ࡣᾘ㈝⛯ࢆ㝖ࡃࠊᡤᚓ⛯ࠊఫẸ⛯ࡑࡢ୍ษࡢ⛯㔠ࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸵᮲࣓ࠝࢹ࢝ࣝࢳ࢙ࢵࢡࠞ
ձ ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡣࠊ㑅ᡭࢆ⛣⡠ᮇ㛫㛤ጞ๓⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀྠពࡍࡿ་ᖌࡼࡿ࣓ࢹ࢝ࣝࢳ࢙
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ࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠊ㑅ᡭࡀ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ㑅ᡭዎ⣙ࡢ⩏ົࢆศᯝࡓࡏ࡞࠸ุ᩿ࡋࡓሙྜࡣࠊ
ᮏዎ⣙ࢆ༶้ゎ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣࠊ⛣⡠ᮇ㛫‶๓⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡀྠពࡍࡿ་ᖌࡼࡿ࣓ࢹ࢝ࣝࢳ࢙ࢵࢡࢆ
⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨㸶᮲ࠝ㑅ᡭࡢയᐖ࣭➼ࠞ
⛣⡠ᮇ㛫୰࠾ࡅࡿ㑅ᡭࡢᗣ⟶⌮ࠊയᐖ࣭ண㜵࠾ࡼࡧ⒪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡀࡑࡢ
㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ
➨㸷᮲ࠝ⛣⡠ࠞ
ձ ⛣⡠ᮇ㛫୰㑅ᡭࡀ⛣⡠ඛࢡࣛࣈ࠾࠸࡚ࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡋ࡚ࡢ㐠ື⬟ຊࢆⴭࡋࡃ႙ኻࡋࡓࡇ
ࡀ➨㸵᮲➨㸰㡯ࡢ࣓ࢹ࢝ࣝࢳ࢙ࢵࢡࡼࡾุ᫂ࡋࡓሙྜࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡢ㑅ᢥࡼࡾ㑅ᡭࢆ⛣
⡠ࡉࡏ࡞࠸ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀ๓㡯ࡢ㑅ᢥࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊཎዎ⣙ṧᏑᮇ㛫ࡢ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡢᇶᮏሗ㓘ᨭᡶ࠸⩏
ົࡣࠊ⛣⡠ඛࢡࣛࣈࡀ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ௦ࢃࡗ࡚ᒚ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡀᨭᡶ࠺ࡁᡂᯝ
ࣉ࣑࣒ࣞ➼ࡢሗ㓘ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
➨㸯㸮᮲ࠝ㑅ᡭ⫝̸ീࡢ⏝ࠞ
⛣⡠ᮇ㛫୰࠾࠸࡚ࡶ⛣⡠ඖࢡࣛࣈࡣ㑅ᡭࡢ⫝̸ീࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⛣⡠ඖࢡࣛࣈ
ࡢࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࢆ╔⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊࡲࡓࡣ⛣⡠๓ᙳࡋࡓᫎീࠊࢫࢳࣝ┿➼㝈ࡿࠋ

௨ୖࠊᮏዎ⣙⥾⤖ࡢドࡋ࡚ᮏ᭩㸱㏻ࢆసᡂࡋࠊྛᙜ⪅ࡀグྡᤫ༳ࡢ࠺࠼ྛ㸯㏻ࡎࡘࢆಖ᭷ࡍࡿࠋ


     ᖺ   ᭶   ᪥


⛣⡠ඖࢡࣛࣈ


                   ༳

⛣⡠ඛࢡࣛࣈ


                   ༳

㑅ᡭ


                   ༳




⛣⡠ඖࢡࣛࣈ௰ே㸦ᙜ⛣⡠㛵ࡋࡓሙྜ㸧


                   ༳


⛣⡠ඛࢡࣛࣈ௰ே㸦ᙜ⛣⡠㛵ࡋࡓሙྜ㸧


                   ༳
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༳
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㑅ᡭྡ
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⏕ᖺ᭶᪥

すᬺ

ᖺ

᭶

᪥

䠷

䠹ᡯ

Ⓩ㘓༊ศ䚷䠄䛔䛪䜜䛛䛻䕿䠅

䠍
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䠎

䞉

䠞

䞉

䠟
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䠝
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䠟
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䝥䝻㑅ᡭ䚷䋻䚷䜰䝬䝏䝳䜰㑅ᡭ䚷䜈䛾ኚ᭦

⏦ㄳᩱ

ῧ᭩㢮

䠆ᖺᗘ䛒䛯䜚
㻌㻝㻜㻘㻜㻜㻜

ዎ⣙᭩䛾䛧

䠆䠍ᅇ䛒䛯䜚
㻝㻜㻘㻜㻜㻜

ዎ⣙᭩䛾䛧

䠆䠍ᅇ䛒䛯䜚
㻡㻘㻜㻜㻜

㻙

䈜䠍䛾ሙྜ䚸ᖺᗘ㏵୰䛻⛣⡠䛩䜛㝿䛾ᥦฟ䛿ᚲせ䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䈜ᮇ㝈⛣⡠䛾ሙྜ䛿䚸䛂ᮇ㝈⛣⡠ዎ⣙᭩䛃䜒ే䛫䛶䛤ᥦฟ䛟䛰䛥䛔䚹
䈜ᚲ䛪㎸᫂⣽᭩䜢ῧ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

⏦ㄳ᪥䠖

ཷᩚ⌮␒ྕ
ᥦฟඛ䠅᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠䠄ణ䛧㻶䜽䝷䝤䛿ዎ⣙᭩䛾䛧䜢㻶䝸䞊䜾䜈ᥦฟ䠅

䛆᪥ᮏ䝃䝑䜹䞊༠グධḍ䛇

ฎ⌮᪥䠖

すᬺ

ᖺ
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᭶

᪥
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༳

㑅ᡭྡ
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ᖺ

᭶

᪥

䠷

䠹ᡯ
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䠉䚷グ䚷䠉
䠍䠊 ධ㔠㢠
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᪥
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èஜኡƴኁ˄ưƖƳƍئӳƸŴКኡƴƯช˄ƢǔƜƱŵ

௨ୖ
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䠷
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