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ƳƲƷᜂƕҩǊƯƍǇƢŵ
ᅗ⾲ , ᅜ⡠ูእᅜேேཱྀ㸦ᐇᩘࠊྜ㸧





䜰䝯䝸䜹
ϭ͕ϬϴϬ
Ϯ͘ϲй




䝣䜱䝸䝢䞁
ϳϵϬ
ϭ͘ϵй

䝣䝷䞁䝇
ϳϴϵ
ϭ͘ϵй

䝍䜲
ϲϵϲ
ϭ͘ϳй

૱਼
ਕ
䛭䛾
ϰ͕Ϯϲϳ
ϭϬ͘ϭй

୰ᅜ
ϭϯ͕ϱϯϮ
ϯϮ͘ϭй

ྎ‴
ϭ͕ϴϵϭ
ϰ͘ϱй




䝭䝱䞁䝬䞊
Ϯ͕ϭϭϬ
ϱ͘Ϭй




䝧䝖䝘䝮
ϯ͕ϯϰϰ
ϳ͘ϵй




㡑ᅜ
ϭϬ͕Ϯϭϳ
Ϯϰ͘Ϯй

䝛䝟䞊䝹
ϯ͕ϰϰϭ
ϴ͘Ϯй




දᲣನൔƷᚘƴƭƍƯƸŴݱૠໜᇹʚˮưׄਾʞλǛƠƯƍǔƨǊ ƴƳǒƳƍئӳƕƋǓǇƢŵ

ЈχᲴૼܿғƷወᚘᲢ  ࠰  உ  ଐྵנᲣ




Ჭ  ᲭғЎКʴӝƷਖ਼ᆆƱᙸᡫƠ
ˋԧΨ࠰Ɣǒˋԧ  ࠰ǇưƷʴӝਖ਼ᚘ͌ǛǈǔƱŴዮʴӝƸࣇͼفӼƴƋǓŴ࠰ݲᲢ᳸
 ബᲣʴӝƕኖᲫлŴဃင࠰ᱫᲢ᳸ ബᲣʴӝƕኖᲱлŴ᭗ᱫᎍᲢ ബˌɥᲣʴӝƕ
ኖᲬлưਖ਼ᆆƢǔᙸᡂǈưƢŵ
ᅗ⾲ , ᖺ㱋  ༊ศูࡢேཱྀࡢ᥎⛣


䠄ே䠅
ϰϬϬ͕ϬϬϬ

ᐇ⦼್

 ϯϱϬ͕ϬϬϬ
 ϯϬϬ͕ϬϬϬ

᥎ィ್
ϲϳ͕ϱϰϰ

ϲϴ͕Ϭϲϭ

Ϯϰϱ͕Ϭϭϴ

ϮϱϬ͕ϰϭϬ

ϯϬ͕ϯϬϱ

ϯϰ͕ϳϲϮ

 ϮϱϬ͕ϬϬϬ
 ϮϬϬ͕ϬϬϬ






ϭϱϬ͕ϬϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ
Ϭ
ᖹᡂϮϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ

Ϭ䡚ϭϰṓ

௧Ϯ

ϯ

ϭϱ䡚ϲϰṓ

ϰ

ϲϱṓ௨ୖ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

䠄ᖺ䠅

ЈχᲴƂܱጚ͌ƃ˰ൟؕஜӨࠚᲢӲ࠰  உ  ଐᲣŴƂਖ਼ᚘ͌ƃૼܿғ૰
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Ხ  ЈဃૠƷਖ਼ᆆ
ଯԧ  ࠰ƴ  ʴƩƬƨғƷЈဃૠƸƦƷࢸถݲƕዓƖŴ  ࠰ƴƸ  ʴǛ
лǓŴ  ࠰ƴƸஇݱƷ  ʴƱƳǓǇƠƨŵƦƷࢸƸࣇفถǛጮǓᡉƠŴ  ࠰
ƴƸ  ʴǛឬƑŴ  ࠰ƴƸ  ʴƱƳǓǇƠƨŵ

ᅗ⾲ , ฟ⏕ᩘࡢ᥎⛣
ʤਕʥ
ϳ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϲϭϳ

ϲ͕ϬϬϬ
ϰ͕ϳϵϮ
ϱ͕ϬϬϬ
ϯ͕ϱϬϮ

ϰ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϲϭϲ

ϯ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϴϱϮ ϭ͕ϲϯϴ

ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ

দ
ϰϰ ϱϬ

ϱϲ

ϲϮ

ฑ
ϯ
ϴ

ϭ͕ϳϯϱ

ϭ͕ϲϰϲ

ϵ

ϭ͕ϴϮϱ

ϭ͕ϳϰϯ

ϭ͕ϲϳϰ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϰ

ϭ͕ϵϲϯ

ϭ͕ϴϵϬ

ϭ͕ϳϲϰ

ϭϯ

ϭ͕ϴϳϯ

ϭ͕ϳϴϴ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

Ϯ͕ϮϯϮ

ϭ͕ϵϴϵ

ϭϴ

ϭ͕ϵϵϳ

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯ͕ϳϵϬ

Ϯ͕ϱϭϱ

Ϯ͕ϯϮϰ

Ϯ͕ϭϵϮ

Ϯϱ

Ϯ͕ϳϴϴ

Ϯ͕ϲϭϮ

Ϯ͕ϰϲϵ

Ϯ͕ϭϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯ͕ϲϳϵ

Ϯϵ

ϯϬʤ೧ʥ


ЈχᲴžૼܿғƷಒඞſ



Ჯ  ӳᚘཎഷЈဃྙƷਖ਼ᆆ
ғƷӳᚘཎഷЈဃྙᲢɟʴƷࣱڡƕɟဃƴဃǉ܇ƲǋƷרૠᲣƸŴμƷᣃᢊࡅჄƷɶ
ưஇǋ˯ƍிʮᣃƷɶưǋŴ˯ƍ͌ưਖ਼ᆆƠƯƍǇƢŵ  ࠰ˌᨀƸɥଞͼӼƴƋǓŴ
  ࠰ƴƸ  ƱƳƬƯƍǇƢŵ

ᅗ⾲ , ྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࡢ᥎⛣

ϭ͘ϲ
ϭ͘ϯϴ
ϭ͘ϰ
ϭ͘Ϯ

ϭ͘ϯϰ

ϭ͘ϯϲ

ϭ͘ϯϯ

ϭ͘ϯϮ

ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϭϳ
ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϮ

ϭ͘Ϯϵ

ϭ͘Ϯϵ

ϭ͘Ϯϲ

ϭ͘ϯϮ

ϭ͘ϯϰ

ϭ͘ϯϳ

ϭ͘ϯϳ

ϭ͘ϯϵ

ϭ͘ϯϵ

ϭ͘ϰϭ

ϭ͘ϰϯ

ϭ͘ϰϮ

ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϭϱ
ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϭϵ
ϭ͘Ϭϱ
ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϮ

ϭ͘ϰϱ

Ϭ͘ϴ

Ϭ͘ϴϲ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϴϲ
Ϭ͘ϴϰ Ϭ͘ϴϱ
Ϭ͘ϴϬ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϴϮ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϴϯ

Ϭ͘ϵϯ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘ϴϵ

ϭ͘ϰϯ

ϭ͘Ϯϰ ϭ͘Ϯϰ ϭ͘Ϯϭ

ϭ
Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϳ

ϭ͘ϰϰ

ϭ͘ϬϮ

ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϭϴ

Ϭ͘ϲ
ฑ ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ
ᅜ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ
ᮾி㒔

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

᪂ᐟ༊

Ϯϵ ʤ೧ʥ



ЈχᲴிʮᣃŴૼܿғƷӳᚘཎഷЈဃྙᲴிʮᣃᅦᅍ̬ͤޅžʴӝѣ७ወᚘſ
μƷӳᚘཎഷЈဃྙᲴҽဃіႾžʴӝѣ७ወᚘ ࠰إſ
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Ჰ  ɭ࠘ૠƷਖ਼ᆆ
  ࠰  உ  ଐྵנƷɭ࠘ૠƸŴ ɭ࠘ưƢŵ  ࠰ˌᨀŴƓƓǉƶف
ьͼӼƴƋǓŴ  ࠰Ɣǒ  ࠰ǇưƷ᧓ƴኖ  ɭ࠘ƷفƱƳƬƯƍǇƢŵ
ɟ૾Ŵɭ࠘࢘ƨǓƷʴՃૠƸถݲƕዓƍƯƓǓŴ  ࠰Ʒ  ʴƔǒ  ࠰ƴ
Ƹ  ʴƱƳƬƯƍǇƢŵ
ܼଈКɭ࠘ૠƷਖ਼ᆆǛǈǔƱŴғưƸҥɭ࠘ƷлӳƕٻƖƘ˦ƼƯƍǇƢŵƻƱǓ
ᚃɭ࠘ƴƭƍƯƸлӳƕถݲƠƯƍǇƢƕŴܱૠƸǄǅ್ƹƍƱƳƬƯƍǇƢŵ

ᅗ⾲ , ୡᖏᩘཬࡧୡᖏᙜࡓࡾୡᖏேဨᩘࡢ᥎⛣




ʤଵʥ
ϮϱϬ͕ϬϬϬ

ϮϮϬ͕Ϭϲϯ
Ϯϭϭ͕ϭϱϱ Ϯϭϰ͕ϱϱϵ Ϯϭϳ͕ϬϬϲ
ϭϵϴ͕ϱϱϱ ϭϵϵ͕ϳϲϴ ϭϵϵ͕ϲϳϴ ϭϵϴ͕ϯϬϮ ϮϬϭ͕ϳϴϳ ϮϬϱ͕ϲϱϮ

 ϮϬϬ͕ϬϬϬ







ϯ͘ϱϬ
ϯ͘ϬϬ
Ϯ͘ϱϬ

ϭϱϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬ

 ϭϬϬ͕ϬϬϬ


ʤਕʥ
ϰ͘ϬϬ

ϭ͘ϱϬ
ϭ͘ϲϬ

ϭ͘ϲϬ

ϭ͘ϲϮ

ϭ͘ϲϬ

ϭ͘ϲϭ

ϭ͘ϲϬ

ϭ͘ϱϵ

ϭ͘ϱϴ

ϭ͘ϱϴ

ϭ͘ϱϳ

ϱϬ͕ϬϬϬ

ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϱϬ

Ϭ
ฑ ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

ଵ਼



Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

Ϭ͘ϬϬ
ϯϭ ʤ೧ʥ

ଵͪΕਕҽ਼

ЈχᲴ˰ൟؕஜӨࠚᲢٳʴ˰ൟǛԃǉᲣӲ࠰  உ  ଐ


ᅗ⾲ , ᐙ᪘㢮ᆺูୡᖏᩘࡢ᥎⛣





Ҳൢଵ
ʤଵʥ

ϮϱϬ͕ϬϬϬ



ϮϬϬ͕ϬϬϬ



ϭϱϬ͕ϬϬϬ








ϲ͘ϱй

ϭϱϯ͕ϰϳϯ

ϭϳϬ͕ϵϱϳ

ϲ͘Ϯй

ϲ͘ϭй

ϭϵϰ͕ϱϱϱ
ϱ͘ϰй

ϰ

ϭϮϭ͕ϴϲϭ




ϭϯϲ͕ϲϰϳ

ϮϬϰ͕ϱϰϳ
ϱ͘ϰй
ϭϵϴ
ϭϯϮ͕ϲϰϰ

ϵϴ͕ϵϮϯ

ϲ͘Ϭй
ϱ͘Ϭй
ϰ͘Ϭй

ϴϱ͕ϳϳϬ
ϲϵ͕ϵϳϰ

ϯ͘Ϭй

ϭϬϬ͕ϬϬϬ
ϵ͕Ϯϭϯ

ϴ͕ϵϭϲ

ϵ͕ϵϭϭ

ϭϬ͕ϵϰϵ

ϳ͕ϮϮϭ

ϴ͕ϵϬϯ

ϵ͕ϱϴϴ

ϭϬ͕ϰϮϮ

ϭϬ͕ϱϲϰ

ϭϬ͕ϵϯϲ

Ϯϵ͕ϭϰϵ

Ϯϳ͕ϲϵϱ

Ϯϳ͕ϬϮϲ

Ϯϳ͕ϬϯϮ

Ϯϳ͕ϵϳϵ

ϭ͘Ϭй

ϭϵ͕ϰϬϴ

Ϯϭ͕ϱϬϰ

Ϯϰ͕ϲϳϱ

Ϯϰ͕ϭϰϱ

Ϯϱ͕ϱϲϵ

Ϭ͘Ϭй

ϭϮ

ϭϳ

ϮϮ

ϱϬ͕ϬϬϬ
Ϭ

ϳ͘Ϭй

ฑ

ϳ
Ίଵ

ͳࢢʹଵ

ͽͳΕͳࢢʹଵ

ͨଠଵ

ୱಢଵ

Պଔྪܗʰʱ

Ϯ͘Ϭй

Ϯϳ ʤ೧ʥ

ͽͳΕͳࢢʹଵʤׄʥ

ЈχᲴዮѦႾžѬᛦ௹ſ
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Ჱ  σƖɭ࠘Ʒлӳ
  ࠰Ŵ ࠰Ŵ ࠰Ʒᛦ௹ኽௐǛൔ᠋ƢǔƱŴ ബசƷ܇ƲǋƕƍǔۡپƷɭ
࠘ƴҩǊǔžۡپƱǋݼಅſƷɭ࠘ƷлӳƸ࠰ŷفьƠƯƍǇƢŵཎƴŴᲰബசƷܖݼЭ
δᇜƷ̬ᜱᎍƴƭƍƯƸŴ  ࠰Ʒ Ɣǒ  ࠰Ʒ ƱٻƖƘفьƠƯ
ƍǇƢŵ

ᅗ⾲ , ᮎᏊࡢᖺ㱋ูࠊᏊࡶࡀ࠸ࡿኵ፬ࡢୡᖏ༨ࡵࡿ
ࠕኵ፬ࡶᑵᴗࠖࡢୡᖏࡢྜ㸦᪂ᐟ༊㸧

;йͿ
ϴϬ͘Ϭ
ϲϮ͘ϱ
ϲϬ͘Ϭ

ϱϰ͘ϭ

ϱϴ͘ϲ

ϲϬ͘ϰ

ϲϰ͘ϰ

ϲϬ͘ϰ

ϲϭ͘ϭ

ϲϲ͘ϯ

ϱϮ͘Ϯ

ϱϭ͘Ϯ

ϰϰ͘ϳ
ϰϬ͘Ϭ

ϯϱ͘ϳ

ϮϬ͘Ϭ

Ϭ͘Ϭ
ϲࡂາຮ

ϲʛϭϰࡂ
ฑϭϳ೧

ฑϮϮ೧

ϭϱʛϭϳࡂ

ϭϴʛϭϵࡂ

ʤࢢ೧ྺʥ

ฑϮϳ೧


ЈχᲴѬᛦ௹ ݼಅཞ७ሁؕஜᨼᚘኽௐ
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 ᚘဒሊܭƷƨǊƷᛦ௹Ʒܱ
 žૼܿғഏɭˊᏋૅੲƴ᧙Ƣǔᛦ௹ſᲢˌɦžғƷᛦ௹ſƱƍƏŵᲣƸŴғൟƷ܇ᏋƯૅ
ੲǵȸȓǹƷМဇཞඞǍ܇ƲǋƱ܇ᏋƯܼࡊሁƷॖᜤŴᏋȷ̬ᏋӏƼ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯ
ૅੲʙಅƷƷᙸᡂǈǛ৭੮ƢǔƨǊŴ  ࠰  உ  ଐƔǒ  ଐƷ᧓ƴܱƠǇ
Ơƨŵ
 ɦᘙƷ  ӏƼ  ƸŴᏋȷ̬ᏋӏƼ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷƷᙸᡂǈǛਖ਼ᚘƢǔ
ƨǊŴ Ɣǒ  ǇưƸŴ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷМဇཞඞǍ܇ƲǋƱ܇ᏋƯܼࡊሁƷॖᜤǛ৭
੮ƢǔƨǊܱƠǇƠƨŵƞǒƴŴʻׅƷᛦ௹ƔǒƸŴ܇ƲǋƷଐࠝႎƳǒƠƷཞඞǍ܇
Ʋǋᐯ៲ƷॖᜤǛǑǓᛇኬƴ৭੮ƢǔƨǊŴ ӏƼ  ǛૼƨƴьƑƯƍǇƢŵ
 ᛦ௹ኽௐƸŴᇹ  ᇘƷɶưሊƴžྵཞƱᛢ᫆ſƷɶưࡽဇƠƯƍǔǄƔŴᇹ  ᇘƷʙ
ಅƷᙸᡂǈƷؕᄽૠ͌ƱƠƯ̅ဇƠƯƍǇƢŵ
 ƳƓŴᛦ௹ݣᝋȷׅӓྙሁƸŴˌɦƷƱƓǓưƢŵǇƨŴᛦ௹ኽௐƸғπࡸțȸȠȚȸǸǍ
ȷཎКЈࢌƳƲư᧠ᚁƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ



ݣᝋᎍ

ݣᝋᎍૠ

ஊјׅӓૠ

ᲢʴᲣ

ᲢᅚᲣ

ஊјׅӓྙ

 ܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍ







 ܖݱဃ̬ᜱᎍ







 ܖݱఄᲯȷᲰ࠰ဃ







 ܖݱఄᲯȷᲰ࠰ဃ̬ᜱᎍ







 ɶܖဃ







 ɶܖဃ̬ᜱᎍ







 ᩷࠰ݲᲢ ബ᳸ ബᲣ







 ᒉᎍᲢ ബ᳸ ബᲣ















ӳ ᚘ

Ფᛦ௹ᅚƷႆᡛȷׅӓƱǋƴᣁᡛᲢׅሉƸᚡӸᲣƱƠŴݣᝋƸ˰ൟؕஜӨࠚƴؕƮƘ࠰ᱫКƷ˺ໝ
ਁЈƱƠǇƠƨŵ
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 ᚘဒሊ˳ܭСƱໜ౨ȷᚸ̖ሁ
  ᚘဒሊ˳ܭС
ஜᚘဒƸ࠻ϋ౨᚛ኵጢưƋǔžૼܿғഏɭˊᏋૅੲਖ਼ᡶஜᢿſŴғൟȷܖᜤኺ᬴ᎍȷ؏ע
ѣ˳ׇȷʙಅᎍሁƔǒƳǔžૼܿғഏɭˊᏋңᜭ˟ſӏƼžૼܿғഏɭˊᏋңᜭ˟ᢿ
˟ſƴƓƍƯŴྵᚘဒƷᡶཞඞƷ৭੮ȷ౨ᚰǛᘍƍƭƭŴᚘဒకǛ౨᚛ȷңᜭƢǔƱƱǋ
ƴŴғൟȷܖᜤኺ᬴ᎍȷ˳ׇ؏עȷ܇Ʋǋ܇ᏋƯ᧙ᡲʙಅᎍƔǒƳǔžૼܿғ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯ
˟ᜭſƷॖᙸǛ˨ƍƳƕǒŴሊܭǛᡶǊƯƖǇƠƨŵ



ғకƷ੩ᅆ



ȷഏɭˊᏋңᜭ˟





ನᲴғᧈŴܖᜤኺ᬴ᎍŴπѪғൟŴ

ഏɭˊᏋૅੲਖ਼ᡶஜᢿ

؏עѣ˳ׇሁ  Ӹ

ನғᧈŴиғᧈŴᏋᧈŴ᧙̞ᢿᧈ



ȷഏɭˊᏋңᜭ˟ᢿ˟
ॖᙸȷ੩క



ᚘဒ క Ʒ౨᚛ȷᛦૢ



ನᲴܖᜤኺ᬴ᎍ  ӸŴπѪғൟ  ӸŴ
؏עѣ˳ׇሁ  ӸŴᚘ  Ӹ


ȷ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯ˟ᜭ




ȷʙѦ܇ ޅƲǋܼࡊᢿ 



ȷ᧙̞Ӳᢿ

ನ ܖᜤኺ᬴ᎍ  ӸŴπѪғൟ  ӸŴ
܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲƴ᧙Ƣǔᎍሁ  Ӹ 
ᚘ  Ӹ 




  ؏עᛟଢ˟Ʒܱ
ׅ

͵ଐ

୴ଐ

˟ئ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ



ᓳӳᇹɟ؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

ଐ

ৎ؏עشǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

உ

ཅᡂሦᇶ؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

້

ׄ؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

உ

ங؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

൦

ᚌሀ؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

ங

ٻʁ̬؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ



ᓳӳᇹʚ؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

ם

ᒉထ؏עǻȳǿȸ

ˋԧΨ࠰  உ  ଐ

້

ಔထ؏עǻȳǿȸ

ᇹ  ׅ

 Ɣ ӳᚘ
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  ȑȖȪȃǯȷǳȡȳȈƷܱ
ܱ᧓
ˋԧΨ࠰  உ  ଐᲢᲣƔǒ
ˋԧΨ࠰  உ  ଐᲢஉᲣǇư


  ໜ౨ȷᚸ̖
Ӳ࠰ࡇƴƓƍƯŴ2&%# ǵǤǯȫƴؕƮƖŴᘍᚸ̖СࡇሁƴǑǓӲႸƷɼƳʙಅƴƭ
ƍƯƷᚸ̖ǛᘍƍŴᚘဒƷᡶཞඞƷ৭੮ȷ౨ᚰǛᘍƏƱƱǋƴŴᛢ᫆ǛႎᄩƴਵƑŴᚘဒ
ƷᙸႺƠǛǓǇƢŵ
 ǇƨŴžᏋȷ̬ᏋƷƷᙸᡂǈſǍž܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷƷᙸᡂǈſሁƴƭ
ƍƯƸŴӲ࠰ࡇƷ˰ൟؕஜӨࠚʴӝǛؕƴŴૼܿᐯоᡯᄂᆮƕᚾምƠƨʴӝਖ਼ᚘǛ̅ဇ
ƠŴ࣏ᙲƴࣖơƯᙸႺƠǇƢŵ
 ƞǒƴŴሊǛǑǓјௐႎƴਖ਼ᡶƢǔƨǊŴૼܿғഏɭˊᏋૅੲਖ਼ᡶஜᢿŴૼܿғഏɭ
ˊᏋңᜭ˟ӏƼૼܿғ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯ˟ᜭƴƓƍƯŴᚘဒƷᡶᘍሥྸǛᘍƍǇƢŵ
 ƳƓŴӲ˟ᜭƷ૰ǍᜭʙƸғπࡸțȸȠȚȸǸƴਫ਼᠍ƠƯƍǇƢŵ
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 ᚘဒμ˳Ʒನ
 ૼܿғƸŴ᭗ޖȓȫᘑǍᙹٻጛᓙᘑŴ᧑᩺Ƴ˰ܡᘑŴഭӪǍˡወƕᑥຜƘസǔᘑɳǈŴ
ئעငಅƷᨼᆢƢǔ؏עŴܖဃᘑŴᨥႎƳᘑƳƲࢢٶƳ᫊ǛਤƪŴ˰ǈŴƖŴܖƼŴಏƠ
ǈŴকƍŴᨼƏƜƱƷưƖǔŴᣃࠊೞᏡƕȐȩȳǹǑƘᨼᆢƠƨ᭽щƴƋƾǕƨǇƪưƢŵ
 ૼܿƷǇƪưဃƠѣƢǔٶಮƳʴŷƕŴᐯЎƷ܇ᏋƯኺ᬴ǛƔƠƳƕǒ˂ʴƷ܇Ꮛ
ƯǛࣖੲƢǔɶưŴž܇ᏋƯſǛƖƬƔƚƴЈ˟ƍƱʩ්ƕဃǇǕŴǳȟȥȋȆǣƕᏋƬƯ
ƍƖǇƢŵǇƨŴᐯЎƴӳƬƨ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹǛᝅ݈ƳȡȋȥȸƷɶƔǒᢠ৸ưƖǔƱ
ƱǋƴŴȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƕɟޖਖ਼ᡶƞǕǔƜƱưŴᛡǋƕ܇ᏋƯǛಏƠǈƳƕǒ
ဃƖဃƖƱǒƢƜƱƕưƖǇƢŵƜƏƠƨǇƪƷۋǁƷ࣬ƍǛŴž܇ᏋƯǳȟȥȋȆǣǿ
ǦȳૼܿſƴᡂǊǇƠƨŵ
 ƜƷž܇ᏋƯǳȟȥȋȆǣǿǦȳૼܿſǛਖ਼ᡶƠƯƍƘƨǊŴஜᚘဒưƸž܇ᏋƯƠǍƢ
ƍǇƪƷܱྵſǛؕஜႸƱƠƯਫ਼ƛǔƱƱǋƴŴ ƭƷሊႸǛܭǊŴ܇ƲǋƱ܇ᏋƯ
ૅੲሊƴƔƔǔӕኵǈƷ૾ӼƱφ˳ႎƳʙಅǛ˳ኒ҄ƠǇƠƨŵ

थ॥গॽॸॕॱक़থৗ




⥲
ྜ
ࣅ
ࢪ
勒
ࣥ


थखृघःऽठभৰਠ




ᇶ
ᮏ
┠
ᶆ



ᚘဒሊܭƴ࢘ƨƬƯƷ  ƭƷᙻໜ
Ĭ ܇ƲǋƷೌМǛٻЏƴƠŴ܇Ʋǋ
Ʒ࠳ƤǛᇹɟƴᎋƑǔᙻໜ
ĭ ܇ᏋƯܼࡊƷٶಮƳƋǓ૾Ǜݭ
Ƣǔᙻໜ
Į ܇ᏋƯǛᅈ˟μ˳ưૅੲƢǔᙻໜ
į ǵȸȓǹƷឋƷӼɥƱŴјௐႎƳ
੩̓ǛႸਦƢᙻໜ









⟇
┠
ᶆ



 ڭਟ॑૿अनुञठभেऌॊৡध௹ऊऩੱ॑थऽघ
 ڮृऊऩथ॑ૢରखऽघ



 گऌीऒऽऊऩ१شঅ५द৸थभथੇ൦॑१এॺشखऽघ
 ڰੱदऌॊथ୭॑णऎॉऽघ
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Ძ  ዮӳȓǸȧȳ
 ૼܿғƸŴ᭗ޖȓȫᘑǍᙹٻጛᓙᘑŴ᧑᩺Ƴ˰ܡᘑŴഭӪǍˡወƕᑥຜƘസǔᘑɳǈŴ
ئעငಅƷᨼᆢƢǔ؏עŴܖဃᘑŴᨥႎƳᘑƳƲࢢٶƳ᫊ǛਤƬƯƍǇƢŵƜƏƠƨૼܿ
ƷٶಮࣱǛഏɭˊƷᏋƴƔƢƨǊƴƸŴ؏עƷಮŷƳȍȃȈȯȸǯư܇ᏋƯǛૅƑǔƱ
ƍƏᙻໜƕഎƔƤǇƤǜŵ
ஜᚘဒưƸž܇ᏋƯǳȟȥȋȆǣǿǦȳૼܿſǛݩஹƱƠƯŴഏƷᲮƭƷφ˳ႎƳžǇ
ƪſƷۋưᘙƠŴƜƷܱྵǛႸਦƠǇƢŵ




 

थ॥গॽॸॕॱक़থৗ







⋇थ॑ૢରघॊযध१شঅ५ऋ௹୕ऩऽठ
⋈੍इँःभथऊैৗखःলভःध਼৻॑
தइञઐऋেऽोॊऽठ
⋉भྟৡऋथपણऌथःॊऽठ
⋊ডشॡ؞ছॖই؞ংছথ५भधोञथ୭
॑ৰਠघॊऽठ
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Წ  ؕஜႸ



ž܇ᏋƯǳȟȥȋȆǣǿǦȳૼܿſǛႸਦƠŴஜᚘဒƷؕஜႸӏƼૠ͌ႸǛഏƷƱƓ

ǓƱƠǇƢŵ


żؕஜႸŽ

 

थखृघःऽठभৰਠ




żૠ͌ႸŽ
 ž܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪƷܱྵſƷƨǊŴž܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪƩƱ࣬ƏʴſƷлӳǛفǍƢ
ƜƱǛૠ͌ႸƱƠƯܭǊǇƢŵ

ྵཞ

Ⴘ

Ტ  ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐᲣ

Ტˋԧ  ࠰ࡇᲣ

ܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍ





ܖݱဃ̬ᜱᎍ





ғЎ




Šૠ͌ႸᚨܭƷᎋƑ૾
ȷ  ࠰ࡇƷғƷᛦ௹ưƸŴૼܿғƕž܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪƩƱ࣬ƏſʴƷлӳƕŴݼ
ܖЭδᇜ̬ᜱᎍư Ŵܖݱဃ̬ᜱᎍư ưƠƨŵƜƷлӳƴƭƍƯŴᇹɤᚘ
ဒƷႸ͌Ʊൔ᠋ƢǔƱŴܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍƷႸ͌Ƹ ưႸǛᢋƠǇƠƨŵƠƔ
ƠƳƕǒŴܖݱဃ̬ᜱᎍƷႸ͌Ƹ ưசᢋᲢᢋྙ ᲟᲣưƠƨŵ
ȷஜᚘဒưƸŴ  ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐƱ  ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐƱƷ˦ƼྙƷҞЎǛ
  ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐƴьƑŴݱૠໜˌɦǛЏǓਾƯƨૠ͌ǛႸƱƠǇƠƨŵ
 
 ܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍ



   ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐ Ყ   ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐ h Ğ
ܖݱဃ̬ᜱᎍ



   ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐ Ყ   ࠰ࡇғƷᛦ௹ኽௐ h Ğ


ƆӋᎋƇܱጚ͌Ʒൔ᠋ᲢӲ࠰ࡇƷғƷᛦ௹ኽௐᲣ
ғЎ



  ࠰ࡇ

  ࠰ࡇ

  ࠰ࡇ

  ࠰ࡇ

ܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍ









ܖݱဃ̬ᜱᎍ
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Ჭ  ሊႸ


ᚘဒሊܭƴ࢘ƨƬƯƷ  ƭƷᙻໜ



Ĭ ܇ƲǋƷೌМǛٻЏƴƠŴ܇ƲǋƷ࠳ƤǛᇹɟƴᎋƑǔᙻໜ
ĭ ܇ᏋƯܼࡊƷٶಮƳƋǓ૾ǛݭƢǔᙻໜ
Į ܇ᏋƯǛᅈ˟μ˳ưૅੲƢǔᙻໜ
į ǵȸȓǹƷឋƷӼɥƱŴјௐႎƳ੩̓ǛႸਦƢᙻໜ







  ڭਟ॑૿अनुञठभেऌॊৡध௹ऊऩੱ॑थऽघ



܇ƲǋˊƸŴʴƱƠƯᧈƠƯƍƘםӨƕሰƔǕǔƔƚƕƑƷƳƍưƢŵഏɭˊƷ
ᚃƱƳǓசஹƷਃƍƱƳǔ܇ƲǋƨƪƷೌМǛݭƠŴᐯᇌƠƯဃƖƯƍƘƨǊƴ࣏ᙲƳ
ᝅƔƳჷࣱȷज़ࣱȷᎋƑǔщȷ˳щǍဃщƕᏋƭǑƏŴᏋؾǍᏋؾƷΪܱǛƬ
ƯƍƖǇƢŵǇƨŴ܇Ʋǋƕᅈ˟ႎƴᐯᇌƠƨᒉᎍƱƠƯᧈƠƯƍƚǔǑƏŴЏǕႸƷƳ
ƍૅੲǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ



ڮ
 ृऊऩथ॑ૢରखऽघ

ͤǍƔƴ܇ƲǋǛဃǈᏋƯǒǕǔǑƏŴ۔کȷЈငȷ܇ᏋƯƴƓƚǔᚃƱܼࡊǛૅੲƢ
ǔǵȸȓǹǛΪܱƞƤǇƢŵǇƨŴʐ࠷δȷܖᇜȷ࣬ବǛᡫơŴ܇ƲǋƷᧈƴӳǘ
ƤƯŴ࣎៲ƱǋƴͤǍƔƳᧈǛ̟ƢƨǊƷૅੲǛΪܱƞƤƯƍƖǇƢŵ



  گऌीऒऽऊऩ१شঅ५द৸थभथੇ൦॑१এॺشखऽघ

܇ᏋƯƠǍƢƍᅈ˟ƷܱྵƴӼƚƯŴȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹǛਖ਼ᡶƠǇƢŵǇƨŴμ
ƯƷ܇ᏋƯܼࡊƕ࣎ƴǏƱǓǛਤƬƯ܇ᏋƯưƖǔǑƏŴٶಮƳ܇ᏋƯȋȸǺƴࣖݣưƖǔ
ǵȸȓǹƷΪܱǛǔƱƱǋƴŴ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹǛ࣏ᙲƱƠƯƍǔʴƕŴൢ᠉ƴМဇư
ƖǔؾƮƘǓǛᡶǊƯƍƖǇƢŵƞǒƴŴ̬ᏋטƷࢳೞδᇜᚐෞݣሊǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴ
ܖᇜǯȩȖƷΪܱǛǓǇƢŵ



  ڰੱदऌॊथ୭॑णऎॉऽघ

܇ƲǋƷᧈƱ܇ᏋƯܼࡊǛૅੲƢǔ؏עƷщǛᏋǈŴܼࡊȷ؏עȷܖఄƕǛઃƑƯ܇
ƲǋǛᏋƯǔӕኵǈǍٶɭˊƴǑǔʩ්ѣƳƲǛΪܱƞƤŴ܇ᏋƯǛᅈ˟μ˳ưૅƑǔ
ؾƮƘǓǛᡶǊƯƍƖǇƢŵǇƨŴ᧙̞ೞ᧙ƕᡲઃƠŴ܇ƲǋƨƪǛཛፕǍʙƔǒܣǔ
ѣǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴؾբ᫆ǁƷӕኵǈǍ˰އؾƷૢͳƳƲƴǑǓŴ܇ᏋƯƠǍƢƍ
ǇƪƷܱྵǛႸਦƠǇƢŵ
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 ሊƱɼƳʙಅ
Ძ  ሊƷ˳ኒ

 ႸᲫ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƷဃƖǔщƱᝅƔƳ࣎ǛᏋƯǇƢ

Ძ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƕٻЏƴƞǕǔᅈ˟ƴӼƚƯ
Ĭ μƯƷ܇ƲǋƕᐯЎǒƠƘᏋƪᅈ˟ƴӋьƢǔೌМ
ĭ ᖋࢳƔǒ܇ƲǋǛܣǔƨǊƷӕኵǈ
Į ܇ƲǋƷƍơǊ᧸ഥǍɧႇఄݣሊሁƷӕኵǈ
Წ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƷဃƖǔщǛᏋƯǔƨǊƴ
Ĭ ឋƷ᭗ƍܖఄᏋƷਖ਼ᡶ
ĭ ɟʴƻƱǓƷཎࣱƴࣖơƨႆᢋƱᐯᇌǁƷૅੲ
Ჭ சஹǛਃƏ܇Ʋǋƨƪƕ࣎៲ƱǋƴᝅƔƴᏋƭƨǊƴ
Ĭ ࣎ƱƔǒƩƷእ žᢂƼſ
ĭ ࣎ƱƔǒƩƷእ ž૨҄ȷᑸᘐſ
Į ࣎ƱƔǒƩƷእ žſ
Ხ ܇ƲǋƔǒᒉᎍǇưƷЏǕႸƷƳƍૅੲƴӼƚƯ
Ჯ சஹǛਃƏ܇Ʋǋƨƪƕᨥᅈ˟ưƢǔƨǊƴ


 ႸᲬ ͤǍƔƳ܇ᏋƯǛࣖੲƠǇƢ

Ძ ۔کȷЈငƔǒƸơǇǔ܇ᏋƯૅੲƷӕኵǈ
Წ ܇ƲǋƷͤǍƔƳᧈƷƨǊƴ
Ĭ ʐ࠷δƷͤǍƔƳႆᢋૅੲ
ĭ ܖᇜƔǒ࣬ବǇưƷͤࡍƮƘǓ


 ႸᲭ ƖǊƜǇƔƳǵȸȓǹưμƯƷ܇ᏋƯܼࡊǛǵȝȸȈƠǇƢ

Ძ ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷዮӳႎƳޒ
Ĭ ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷΪܱ
ĭ ኺฎႎƳૅੲ
Į ܇ƲǋƷᝢբ᫆ƴӼƚƨӕኵǈ
Წ ܖݼЭƷᏋȷ̬ᏋؾƷΪܱ
Ĭ ̬ᏋࢳೞδᇜƷᚐෞ
ĭ ̬ᏋǵȸȓǹƷΪܱƱឋƷᄩ̬
Į ࠷δᏋؾƷΪܱ
Ჭ ્ᛢࢸƷ܇ƲǋƷئއƷΪܱ
Ĭ ܖᇜǯȩȖƷΪܱƱឋƷᄩ̬
ĭ ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹሁƷΪܱ
Ხ ཎƴᣐॾƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋƱܼࡊƷƨǊƴ
Ჯ ƻƱǓᚃܼࡊǁƷૅੲ
Ჰ ܇ᏋƯƷƨǊƷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƷਖ਼ᡶ
Ჱ ٳƴƭƳƕǓƷƋǔܼࡊŴ܇ƲǋƷƨǊƴ


 Ⴘ  ࣎ܤưƖǔ܇ᏋƯؾǛƭƘǓǇƢ

Ძ
Წ
Ჭ
Ხ



ǈǜƳư܇ƲǋƷᏋƪȷ܇ᏋƯǛૅƑƋƑǔؾƮƘǓ
܇ƲǋƷᇰ᫊ƕƋƾǕǔǇƪƮƘǓ
ǋƬƱܤμư࣎ܤƳǇƪƮƘǓ
சஹƷ܇ƲǋƨƪǁƷؾƮƘǓ





➨㸯❶ ィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

Წ  ȩǤȕǹȆȸǸƴࣖơƨЏǕႸƷƳƍ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲ



ዷፎᮇ



ஙඣᮇ
䠌䡚䠎ṓ

ᗂඣᮇ
䠏䡚䠑ṓ

䞉Ꮚ䛹䜒䛾⟇䜈䛾ཧ⏬ಁ㐍



ĭᖋࢳƔǒ܇ƲǋǛܣǔƨǊƷӕኵǈ



䞉⫱ඣᨭᐙᗞゼၥᴗ䠄㣴⫱ᨭ䠅



䞉せᨭᐙᗞ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯Ꮚ䛹䜒䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲



䞉Ꮚ䛹䜒ᐙᗞ䞉ⱝ⪅䝃䝫䞊䝖䝛䝑䝖䝽䞊䜽



䞉せಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ༠㆟






















┠
ᶆ
䠍
䚷
ᮍ
᮶
䜢
ᢸ
䛖
Ꮚ
䛹
䜒
䛯
䛱
䛾
⏕
䛝
䜛
ຊ
䛸
㇏
䛛
䛺
ᚰ
䜢
⫱
䛶
䜎
䛩

䞉ඣ❺┦ㄯᡤ䛾ᩚഛ
Į܇ƲǋƷƍơǊ᧸ഥǍɧႇఄݣሊሁƷӕኵǈ
䞉᪂ᐟᏊ䛹䜒䜋䛳䛸䝷䜲䞁
䞉ሗ䝰䝷䝹ᩍ⫱䛾᥎㐍
䞉Ꮫᰯၥ㢟ᨭᐊ䛾㐠Ⴀ
䞉Ꮫᰯၥ㢟➼ㄪᰝጤဨ䛾㐠Ⴀ
䞉ඣ❺䞉⏕ᚐ䛾Ⓩᰯᑐ⟇
சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƷဃƖǔщǛᏋƯǔƨǊƴ
ĬឋƷ᭗ƍܖఄᏋƷਖ਼ᡶ
䞉Ꮫᰯ䝃䝫䞊䝖యไ䛾ᐇ
䞉Ꮫᰯホ౯䛾ᐇ
䞉㻵㻯㼀䜢ά⏝䛧䛯ᩍ⫱䛾ᐇ
䞉ពᕤኵ䛒䜛ᩍ⫱άື䛾᥎㐍
䞉ᆅᇦ༠ാᏛᰯ䠄䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞉䝇䜽䞊䝹䠅䛾ᐇ
䞉Ꮫᰯ䛾ἲᚊ┦ㄯయไ䛾ᩚഛ
ĭɟʴƻƱǓƷཎࣱƴࣖơƨႆᢋƱᐯᇌǁƷૅੲ
䞉Ⓨ㐩┦ㄯ
䞉ඣ❺⚟♴ἲ䛻ᇶ䛵䛟ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ
䞉㞀ᐖඣ➼ᕠᅇಖ⫱┦ㄯ

䞉≉ูᨭᩍ⫱䛾᥎㐍

䞉Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᕠᅇᣦᑟ䞉┦ㄯయไ䛾ᐇ
䞉䜎䛺䜃䛾ᩍᐊ䠄≉ูᨭᩍᐊ䠅
䞉㞀ᐖ⪅⌮ゎᩍ⫱䛾᥎㐍
சஹǛਃƏ܇Ʋǋƨƪƕ࣎៲ƱǋƴᝅƔƴᏋƭƨǊƴ
Ĭ࣎ƱƔǒƩƷእžᢂƼſ
䞉ඣ❺㤋䞉ᨺㄢᚋᏊ䛹䜒䜂䜝䜀䛷䛾㐟䜃䛾ᨭ
䞉ᮍ᮶䜢ᢸ䛖䝆䝳䝙䜰䝸䞊䝎䞊䛾⫱ᡂ



䞉䝥䝺䜲䝟䞊䜽άື䛾᥎㐍



䞉䜏䜣䛺䛷⪃䛘䜛㌟㏆䛺බᅬ䛾ᩚഛ



䞉᪂ᐟ୰ኸබᅬ䛾㨩ຊྥୖ




ĭ࣎ƱƔǒƩƷእž૨҄ȷᑸᘐſ
䞉ᩥయ㦂䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᒎ㛤
䞉Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ఏ⤫ᩥ⌮ゎᩍ⫱䛾᥎㐍




㟷ᑡᖺ
㻌㻝㻡䡚㻝㻣ṓ

䞉ேᶒᩍ⫱䛾᥎㐍





୰Ꮫ⏕

சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƕٻЏƴƞǕǔᅈ˟ƴӼƚƯ
ĬμƯƷ܇ƲǋƕᐯЎǒƠƘᏋƪᅈ˟ƴӋьƢǔೌМ





ᑠᏛ⏕

䞉Ꮚ䛹䜒ㄞ᭩άື䛾᥎㐍
䞉⤮ᮏ䛷䜅䜜䛒䛖Ꮚ⫱䛶ᨭ

䞉Ꮫᰯᅗ᭩㤋䛾ᐇ



ⱝ⪅
㻝㻤䡚㻟㻥ṓ

➨㸯❶ ィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉



















ஙඣᮇ
䠌䡚䠎ṓ

ዷፎᮇ

ᗂඣᮇ
䠏䡚䠑ṓ

ᑠᏛ⏕

┠
ᶆ
䠍
䚷
ᮍ
᮶
㇏
䜢
䛛
ᢸ
䛺
䛖
ᚰ
Ꮚ
䜢
䛹
⫱
䜒
䛶
䛯
䜎
䛱
䛩
䛾
⏕
䛝
䜛
ຊ
䛸

䞉䠍ṓඣ㣗ㅮ⩦
䞉㞳ங㣗ㅮ⩦
䞉ᰤ㣴┦ㄯ

䞉䝯䝙䝳䞊䝁䞁䜽䞊䝹
䞉ಖ⫱ᅬ䞉Ꮚ䛹䜒ᅬ䛷䛾㣗⫱䛾᥎㐍䞉ඣ❺㤋➼䛾⫋ဨ䜈䛾㣗⫱◊ಟ
䞉㣗⫱ㅮ₇
䞉Ꮫᰯ䠄ᅬ䠅䛻䛚䛡䜛㣗⫱䛾᥎㐍
䞉㣗⫱ㅮᗙ

܇ƲǋƔǒᒉᎍǇưƷЏǕႸƷƳƍૅੲƴӼƚƯ
䞉ⱝ⪅䛾䛴䛹䛔
䞉ⱝ⪅ᑐ㇟ㅮᗙ
䞉䛰䜜䜒䛜ᆅᇦ䛷䛔䛝䛔䛝䛸ᬽ䜙䛫䜛䛯䜑䛾ᑵປᨭ䛾᥎㐍
䞉Ꮚ䛹䜒䞉ⱝ⪅⥲ྜ┦ㄯ
䞉⮬ẅ⥲ྜᑐ⟇
சஹǛਃƏ܇Ʋǋƨƪƕᨥᅈ˟ưƢǔƨǊƴ
䞉ᅜ㝿⌮ゎ䛻䛴䛺䛜䜛ሗⓎಙ
䞉ⱥㄒ䜻䝱䞁䝥䛾ᐇ
䞉ពᕤኵ䛻䜘䜛䜸䝸䞁䝢䝑䜽䞉䝟䝷䝸䞁䝢䝑䜽ᩍ⫱䛾᥎㐍




䞉ẕぶ䞉୧ぶᏛ⣭➼䛾㛤ദ
䞉ዷ፬ᗣデᰝ









ⱝ⪅
㻝㻤䡚㻟㻥ṓ

䞉䜒䛠䜒䛠䛤䛳䛟䜣ᨭᴗ

۔کȷЈငƔǒƸơǇǔ܇ᏋƯૅੲƷӕኵǈ



㟷ᑡᖺ
㻌㻝㻡䡚㻝㻣ṓ

Į࣎ƱƔǒƩƷእžſ





୰Ꮫ⏕

┠
ᶆ
䠎
䚷

䜔
䛛
䛺
Ꮚ
⫱
䛶
䜢
ᛂ

䛧
䜎
䛩

䞉ዷ፬ṑ⛉ᗣデᰝ
䞉ฟ⏘䞉Ꮚ⫱䛶ᛂᴗ䠄䜖䜚䛛䛤䞉䛧䜣䛨䜕䛟䠅
䞉䛿䛨䜑䜎䛧䛶㉥䛱䜓䜣ᛂᴗ
܇ƲǋƷͤǍƔƳᧈƷƨǊƴ
Ĭʐ࠷δƷͤǍƔƳႆᢋૅੲ
䞉ぶ䛸Ꮚ䛾┦ㄯᐊ
䞉䛿䛨䜑䜎䛧䛶㉥䛱䜓䜣ᛂᴗ
䞉䜸䝸䞊䝤䛾䠄䠩䠟䠣䠅
䞉䛩䛟䛩䛟㉥䛱䜓䜣ゼၥ

䞉ஙᗂඣᗣデᰝ
䞉᪂⏕ඣ⫈ぬ᳨ᰝ
䞉ஙᗂඣ䛛䜙ጞ䜑䜛ṑ䛸ཱྀ䛾ᗣ䛵䛟䜚
䞉⫱ඣ┦ㄯ䞉⫱ඣ䜾䝹䞊䝥䞉⫱ඣㅮ₇
䞉䛩䛣䜔䛛Ꮚ䛹䜒Ⓨ㐩┦ㄯ
䞉ᐙᗞ䛻䛚䛡䜛ஙᗂඣᨾ㜵Ṇᑐ⟇
䞉Ꮚ䛹䜒䛻㛵䛩䜛་⒪ሗ䛾ᥦ౪
䞉ᑠඣᖹ᪥䞉ᅵ᭙᪥ኪ㛫デ⒪
䞉ఇ᪥デ⒪
ĭܖᇜƔǒ࣬ବǇưƷͤࡍƮƘǓ
䞉ฟᙇᗣᩍ⫱
䞉㻝㻜௦䛾䛣䛣䜝䛾ᗣ䛻㛵䛩䜛ᬑཬၨⓎᴗ
䞉ዪᛶ䛾ᗣ┦ㄯ
䞉䝇䝫䞊䝒䜈䛾㛵ᚰ䛸యຊ䛾ྥୖ
䞉䝉䞊䝣䝔䜱ᩍᐊ䜔⸆≀⏝㜵Ṇᩍᐊ䛾ᐇ
䞉ᑠඣ⏕ά⩦័ண㜵デ



➨㸯❶ ィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉



ஙඣᮇ
䠌䡚䠎ṓ

ዷፎᮇ



ᗂඣᮇ
䠏䡚䠑ṓ

䞉䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖ᴗ



䞉Ꮚ䛹䜒䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲



䞉Ꮚ䛹䜒⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䛾㐠Ⴀ



䞉Ꮚ䛹䜒ᐙᗞᨭ䝉䞁䝍䞊䛾㐠Ⴀ



䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖యไ䛾ᐇ





ⱝ⪅
㻝㻤䡚㻟㻥ṓ

䞉䜂䜝䜀ᆺ୍ಖ⫱䛾ᐇ





㟷ᑡᖺ
㻌㻝㻡䡚㻝㻣ṓ

䞉୍ಖ⫱䛾ᐇ





୰Ꮫ⏕

܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷዮӳႎƳޒ
Ĭ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷΪܱ





ᑠᏛ⏕

䞉ᆅᇦᏊ⫱䛶ᨭᣐⅬᴗ

┠
ᶆ
䠏
䚷
䛝
䜑
䛣
䜎
䛛
䛺
䝃
呎
䝡
䝇
䛷

䛶
䛾
Ꮚ
⫱
䛶
ᐙ
ᗞ
䜢
䝃
䝫
呎
䝖
䛧
䜎
䛩

䞉⏝⪅ᨭᴗ
䞉ᗂ⛶ᅬᏊ⫱䛶ᨭᴗ䛾ᐇ
䞉䜻䝑䝈䝨䞊䝆䛾㐠Ⴀ
䞉Ꮚ⫱䛶ᨭሗ䛾㓄ಙ
ĭኺฎႎƳૅੲ
䞉ඣ❺ᡭᙜ㻔㻝㻡ṓ䛻㐩䛧䛯᪥௨㝆䛾᭱ึ䛾㻟᭶㻟㻝᪥䜎䛷㻕



䞉ඣ❺⫱ᡂᡭᙜ㻔⫱ᡂᡭᙜ㻝㻤ṓ䛻㐩䛧䛯᪥௨㝆䛾᭱ึ䛾㻟᭶㻟㻝᪥䜎䛷䞉㞀ᐖᡭᙜ㻞㻜ṓᮍ‶䠅
䞉ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ㻔㻝㻤ṓ䛻㐩䛧䛯᪥௨㝆䛾᭱ึ䛾㻟᭶㻟㻝᪥䜎䛷㻕
䞉≉ูඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ㻔㻞㻜ṓᮍ‶㻕
䞉Ꮚ䛹䜒་⒪㈝ຓᡂ㻔㻝㻡ṓ䛻㐩䛧䛯᪥௨㝆䛾᭱ึ䛾㻟᭶㻟㻝᪥䜎䛷䠅
䞉䜂䛸䜚ぶᐙᗞ་⒪㈝ຓᡂ㻔㻝㻤ṓ䛻㐩䛧䛯᪥௨㝆䛾᭱ึ䛾㻟᭶㻟㻝᪥䜎䛷㻕
䞉ಖ⫱ᅬ䞉Ꮚ䛹䜒ᅬ➼䛾ಖㆤ⪅䛾㈇ᢸ㍍ῶ
䞉ಖ⫱ᅬ䞉Ꮚ䛹䜒ᅬ➼䛾ಖㆤ⪅䛾ከᏊୡᖏ㈇ᢸ㍍ῶ
䞉༊❧ᗂ⛶ᅬಖㆤ⪅䛾㈇ᢸ㍍ῶ
䞉⚾❧ᗂ⛶ᅬಖㆤ⪅䛾㈇ᢸ㍍ῶ 䞉ẕᏊ⏕άᨭタ䛻䛚䛡䜛Ꮫ⩦ᨭ
Į܇ƲǋƷᝢբ᫆ƴӼƚƨӕኵǈ
䞉⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᑠᏛ⏕➼䜈䛾ᆅᇦ⏕ά⮬❧ᨭ
䞉⏕άಖㆤཷ⤥ୡᖏ䛾ᑠ୰Ꮫ⏕䜈䛾Ꮫ⩦⎔ቃᩚഛᨭ
䞉⏕άᅔ❓ୡᖏ䛾୰Ꮫ⏕➼䜈䛾Ꮫ⩦ᨭ
䞉ᑵᏛຓ
䞉ᨭ⟇䜺䜲䝗䛾సᡂ䞉㓄
ܖݼЭƷᏋȷ̬ᏋؾƷΪܱ
Ĭ̬ᏋࢳೞδᇜƷᚐෞ
䞉ㄆྍಖ⫱ᡤ➼䛾ᩚഛ
䞉ㄆドಖ⫱ᡤ䜈䛾ㄆྍ⛣⾜ᨭ
䞉ᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ➼
ĭ̬ᏋǵȸȓǹƷΪܱƱឋƷᄩ̬
䞉≉ูಖ⫱䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ䛆ᘏ㛗䚸ᖺᮎ䚸ఇ᪥䚸ඣ䞉ᚋඣ➼䛇
䞉ᐃᮇ⏝ಖ⫱䛾ᐇ
䞉ྛ✀◊ಟ䛾ᐇ
䞉ᣦᑟ᳨ᰝ
Į࠷δᏋؾƷΪܱ
䞉ᑵᏛ๓ᩍ⫱ྜྠ◊ಟ➼䛾ᐇ
䞉⚾❧ᗂ⛶ᅬ䛻䛚䛡䜛㡸䛛䜚ಖ⫱䛾ᐇ
䞉Ꮚ䛹䜒ᅬ䛻䛚䛡䜛㡸䛛䜚ಖ⫱䛾ᐇ
䞉༊❧ᗂ⛶ᅬ䛻䛚䛡䜛䠏ṓඣಖ⫱䛾ᐇ
䞉༊❧ᗂ⛶ᅬ䛻䛚䛡䜛㡸䛛䜚ಖ⫱䛾ᐇ
䞉⚾❧ᗂ⛶ᅬ䛻ᑐ䛩䜛⿵ຓ㔠䛾



➨㸯❶ ィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉



ዷፎᮇ



ஙඣᮇ
䠌䡚䠎ṓ

ᗂඣᮇ
䠏䡚䠑ṓ

ᑠᏛ⏕

䞉Ꮫ❺䜽䝷䝤䛾ᐇ



䞉ྛ✀◊ಟ䛾ᐇ



ĭ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹሁƷΪܱ












ⱝ⪅
㻝㻤䡚㻟㻥ṓ

્ᛢࢸƷ܇ƲǋƷئއƷΪܱ
ĬܖᇜǯȩȖƷΪܱƱឋƷᄩ̬





㟷ᑡᖺ
㻌㻝㻡䡚㻝㻣ṓ

୰Ꮫ⏕

䞉ᨺㄢᚋᏊ䛹䜒䜂䜝䜀➼䛾ᐇ

┠
ᶆ
䠏
䚷
䛝
䜑
䛣
䜎
䛛
䛺
䝃
呎
䝡
䝇
䛷

䛶
䛾
Ꮚ
⫱
䛶
ᐙ
ᗞ
䜢
䝃
䝫
呎
䝖
䛧
䜎
䛩

䞉Ꮫ❺䜽䝷䝤䛸ᨺㄢᚋᏊ䛹䜒䜂䜝䜀䛾୍యⓗ㐠Ⴀ
䞉ඣ❺⚟♴ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᨺㄢᚋ➼䝕䜲䝃䞊䝡䝇
䞉㞀ᐖඣ➼䝍䜲䝮䜿䜰ᴗ
ཎƴᣐॾƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋƱܼଈƷƨǊƴ
䞉ಖ⫱ᅬ➼䛻䛚䛡䜛㞀ᐖඣಖ⫱

䞉Ꮫ❺䜽䝷䝤䛻䛚䛡䜛㞀ᐖඣಖ⫱

䞉ᗂ⛶ᅬ䛻䛚䛡䜛≉ูᨭᩍ⫱
䞉ಖ⫱ᡤ➼ゼၥᨭᴗ
䞉䝨䜰䝺䞁䝖䝯䞁䝍䞊䛾ά⏝䞉㣴ᡂ
䞉⿵ල㈝䛾ᨭ⤥
䞉᪥ᖖ⏕ά⏝ල䛾ᨭ⤥
䞉ఫᏯタഛᨵၿ
䞉୰➼ᗘ㞴⫈ඣⓎ㐩ᨭᴗ

䞉㞀ᐖඣ⪅䛾䛯䜑䛾ᒃᏯㆤ㻔䝩䞊䝮䝦䝹䝥䝃䞊䝡䝇䠅
䞉㞀ᐖඣ⪅䛾䛯䜑䛾▷ᮇධᡤ㻔䝅䝵䞊䝖䝇䝔䜲䠅
䞉㔜ᚰ㌟㞀ᐖඣ➼ᅾᏯ䝺䝇䝟䜲䝖䝃䞊䝡䝇
ƻƱǓᚃܼࡊǁƷૅੲ
䞉⏕άྥୖᨭᴗ㻔䜂䛸䜚ぶᐙᗞ⚟♴䠅㻔㻞㻜ṓᮍ‶㻕
䞉ẕᏊᐙᗞ➼⮬❧ᨭ⤥㔠➼ᴗ
䞉䜂䛸䜚ぶᐙᗞᐙຓ⪅㞠⏝㈝ຓᡂᴗ
܇ᏋƯƷƨǊƷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƷਖ਼ᡶ
䞉䝽䞊䜽䞉䝷䜲䝣䞉䝞䝷䞁䝇
䛻䛴䛔䛶䛾ព㆑ၨⓎ
䞉⫱ඣ䝬䝬䛾ᑵ⫋‽ഛㅮᗙ
䞉⏨ᛶ䛾⫱ඣ䞉ㆤ䝃䝫䞊䝖
ᴗᛂᴗ
䞉∗ぶ䛾⫱ඣཧຍ䛾ಁ㐍
䞉䝽䞊䜽䞉䝷䜲䝣䞉䝞䝷䞁䝇
᥎㐍ᴗㄆᐃไᗘ
ٳƴƭƳƕǓƷƋǔܼࡊŴ܇ƲǋƷƨǊƴ
䞉᪥ᮏㄒᏛ⩦䜈䛾ᨭ
䞉እᅜㄒ∧⏕άሗㄅ䛾Ⓨ⾜
䞉ಖ⫱ᅬඣ➼䜈䛾䝃䝫䞊䝖
䞉᪥ᮏㄒ䝃䝫䞊䝖ᣦᑟ
䞉᪥ᮏㄒᏛ⣭䛾㐠Ⴀ
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ዷፎᮇ



ஙඣᮇ
䠌䡚䠎ṓ

ᗂඣᮇ
䠏䡚䠑ṓ

䞉ᐙᗞ䞉ᆅᇦ䛾ᩍ⫱ຊ䛸䛾㐃ᦠ䠄Ꮚ⫱䛶䝯䝑䝉䠅



䞉ᒣఅᏊ⫱䛶ᨭ༠ാᴗ䠄䜖䛳䛯䜚䞊䛾䠅
















┠
ᶆ
䠐
䚷
Ᏻ
ᚰ
䛷
䛝
䜛
Ꮚ
⫱
䛶
⎔
ቃ
䜢
䛴
䛟
䜚
䜎
䛩

䞉㟷ᑡᖺάື᥎㐍ጤဨ䛾άື
䞉᪂ᐟ༊Ꮚ䛹䜒ᮍ᮶ᇶ㔠䜢ά⏝䛧䛯ຓᡂᴗ
䞉ⴠྜ୕ୡ௦ὶᴗ
䞉ඣ❺䛸㧗㱋⪅䛾ὶ
܇ƲǋƷᇰ᫊ƕƋƾǕǔǇƪƮƘǓ
䞉Ꮚ⫱䛶ᛂ䝅䝵䝑䝥䛾Ⓩ㘓ಁ㐍
䞉㏻䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛾ᩚഛಁ㐍
䞉䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䜎䛱䛵䛟䜚䛾᥎㐍
䞉Ύ₩䛷䛝䜜䛔䛺䝖䜲䝺䛵䛟䜚
ǋƬƱܤμư࣎ܤƳǇƪƮƘǓ
䞉䜏䜣䛺䛷㐍䜑䜛㏻Ᏻ
䞉Ᏻᩍ⫱䛾᥎㐍
䞉⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ䛂䝢䞊䝫䠍䠍䠌䜀䜣䛾䛔䛘䛃
䞉Ᏻ䛷Ᏻᚰ䛧䛶ᬽ䜙䛫䜛䜎䛱䛵䛟䜚䛾᥎㐍
சஹƷ܇ƲǋƨƪǁƷؾƮƘǓ
䞉⎔ቃᏛ⩦ሗ䝉䞁䝍䞊䛾㐠Ⴀ
䞉ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇䛾᥎㐍



䞉⎔ቃᏛ⩦䞉⎔ቃᩍ⫱䛾᥎㐍



䞉䜰䝴䛜႐䜆ᕝ䛵䛟䜚䠄⚄⏣ᕝἙᕝබᅬ䛾ᩚഛ䠅



୰Ꮫ⏕

ǈǜƳư܇ƲǋƷᏋƪȷ܇ᏋƯǛૅƑƋƑǔؾƮƘǓ




ᑠᏛ⏕

䞉ከୡ௦䞉ḟୡ௦⫱ᡂᒃఫᨭ





















㟷ᑡᖺ
㻌㻝㻡䡚㻝㻣ṓ

ⱝ⪅
㻝㻤䡚㻟㻥ṓ
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第２章 目標別の取組みの方向

➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ

ᇹᲬᇘƷᙸ૾
ƜƷᇘƸŴഏƷǑƏƴನƠƯƍǇƢŵ


ႸᲫ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƷဃƖǔщƱᝅƔƳ࣎ǛᏋƯǇƢ

Ძ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƕٻЏƴƞǕǔᅈ˟ƴӼƚƯ

ĬμƯƷ܇ƲǋƕᐯЎǒƠƘᏋƪᅈ˟ƴӋьƢǔೌМ


࢘ᛆሊƷᏑŴሁƷѣӼŴғƷᛦ

௹ኽௐሁƴƭƍƯᚡ᠍ƠƯƍǇƢŵ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  சஹǛਃƏ܇ƲǋƕٻЏƴƞǕǔƱƍƏƜƱ



ႸƷܱྵƴӼƚƯŴғƕӕǓኵǉ

ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άʴ
ʴೌᏋƷਖ਼ᡶƱգႆʙಅƷΪܱ

ሊƷ૾ӼࣱƴƭƍƯᚡ᠍ƠƯƍǇƢŵ




ƂɼƳʙಅƃ

ӕኵǈƷ૾Ӽƴ᧙Ƣǔφ˳ႎƳʙಅƴ
ƭƍƯᚡ᠍ƠƯƍǇƢŵ


ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫ ŨŨŨŨŨ

ྵඞ

Ⴘ

















èᲫ žྵඞſƸᘙᅆƕƳƍᨂǓ  ࠰ࡇƷܱጚưƢŵ
èᲬ žႸſƸŴʙಅǛӕǓࠇƘཞඞ҄٭ǁƷࣖݣǍໜ౨ȷᚸ̖ƴǑǓŴ࣏ᙲ
ƴࣖơƯᙸႺƠǇƢŵ
èᲭ ᘙɶƷዡੑƚƸŴࠊထ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƴᛆ࢘ƢǔʙಅưƢŵ

èᲮ ƜƷᚘဒƴ᧙ǘǔμƯƷʙಅƴƭƍƯƸŴࠇƷӋᎋ૰ƴਫ਼᠍ƠƯƍǇ
Ƣŵ
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ႸᲫ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƷဃƖǔщƱᝅƔƳ࣎ǛᏋƯǇƢ

Ძ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƕٻЏƴƞǕǔᅈ˟ƴӼƚƯ
ĬμƯƷ܇ƲǋƕᐯЎǒƠƘᏋƪᅈ˟ƴӋьƢǔೌМ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  சஹǛਃƏ܇ƲǋƕٻЏƴƞǕǔƱƍƏƜƱ
܇ƲǋƷʴೌƷݭȷ̬ᜱƷ̟ᡶǛᨥႎƴႸਦƠƨž܇ƲǋƷೌМவኖſƴƭƍƯŴଐ
ஜƸŴ  ࠰Ტ ࠰ᲣƴϱƠǇƠƨŵƜƷவኖưƸŴٻƖƘǘƚƯഏƷ  ƭƷ܇Ʋ
ǋƷೌМǛܣǔƜƱǛܭǊƯƍǇƢŵ

ȷဃƖǔೌМää᧸ƛǔ၏ൢƳƲưԡǛڞǘǕƳƍƜƱŵ၏ൢǍƚƕǛƠƨǒၲǛ
ӖƚǒǕǔƜƱƳƲŵ
ȷᏋƭೌМäääᏋǛӖƚŴ˞ǜƩǓᢂǜƩǓưƖǔƜƱŵᎋƑǍ̮ơǔƜƱƷᐯ
ဌƕܣǒǕŴᐯЎǒƠƘᏋƭƜƱƕưƖǔƜƱƳƲŵ
ȷܣǒǕǔೌМäƋǒǏǔᆔƷᖋࢳǍӕƳƲƔǒܣǒǕǔƜƱŵᨦܹƷƋǔ܇Ʋ
ǋǍݲૠൟଈƷ܇ƲǋƳƲƸཎКƴܣǒǕǔƜƱƳƲŵ
ȷӋьƢǔೌМäᐯဌƴॖᙸǛᘙƠƨǓŴᨼǇƬƯǰȫȸȗǛ˺ƬƨǓŴᐯဌƳѣ
ǛᘍƬƨǓưƖǔƜƱƳƲŵ
ЈχᲴ
ž܇ƲǋƷೌМவኖſଐஜȦȋǻȕң˟৫ᚪ


ž܇ƲǋƷೌМவኖſƸŴٻʴƱӷಮƴƻƱǓƷʴ᧓ƱƠƯǋƬƯƍǔೌМǛᛐǊƯƍǇ
ƢŵƞǒƴŴࢊƍᇌئƴƋǔ܇ƲǋƨƪƴƸŴ̬ᜱǍᣐॾƷೌМǋ̬ᨦƠƯƍǇƢŵ
ஜᚘဒưƸŴƜƏƠƨ܇ƲǋƷؕஜႎƳೌМǛٻЏƴਵƑŴ܇ƲǋƷႸዴƔǒ܇ƲǋƷ࠳
ƤǛᎋƑŴசஹǛਃƏ܇Ʋǋƕ࠳ƤƴဃƖǔƜƱƷưƖǔᅈ˟ƷܱྵǛႸਦƠƯƍǇƢŵ


  ܇ƲǋƷೌМǍᐯࠁൿܭƴ᧙Ƣǔॖᜤ
 ૼܿғᐯؕஜவ̊ᇹ  வưƸŴ
ž܇ƲǋƸŴᅈ˟ƷɟՃƱƠƯᐯǒƷॖᙸǛᘙଢƢǔೌ
МǛஊƢǔƱƱǋƴŴͤǍƔƴᏋƭؾǛ̬ᨦƞǕǔŵ
ſƱܭǊƯƍǇƢŵ
 ғƷᛦ௹ưǋŴܖݱఄᲯȷᲰ࠰ဃӏƼɶܖဃƴžɟደƴ˰ǜưƍǔٻʴƴƠƯǄƠƍᲢƠ
ƯǄƠƘƳƍᲣƱ࣬ƏƜƱſǛݮƶƨƱƜǖŴžٻʴƷᎋƑǛƠ˄ƚƳƍưǄƠƍſžƠƭ
ƜƘƍǖƍǖᎥƍƯƜƳƍưǄƠƍſžᐯЎƕᐯဌƴ̅Ƒǔ᧓ǛƾǍƠƯǄƠƍſžᐯЎƷ
ƜƱƸᐯЎưൿǊƞƤƯǄƠƍſƱƍƏׅሉƕɥˮƱƳǓǇƠƨŵ
܇ƲǋƨƪƕʴೌݭƷॖ፯ǍϋܾǛദƠƘྸᚐƠŴᐯЎƷٻЏƞƱƱǋƴ˂ƷʴƷٻЏ
ƞǛᛐǊǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳǓŴƦǕƕಮŷƳئ᩿Ǎཞඞɦưφ˳ႎƳ७ࡇǍᘍѣƴྵ
ǕǔƱƱǋƴŴʴೌƕݭƞǕǔᅈ˟ƮƘǓƴӼƚƨᘍѣƴƭƳƕǔǑƏƴƢǔƜƱƕᙲ
ưƢŵ
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ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άʴ
ʴೌᏋƷਖ਼ᡶƱգႆʙಅƷΪܱ
ȷܖఄȷ̬Ꮛטȷ܇Ʋǋטȷ࠷ᆐטȷδᇜȷ̬ͤǻȳǿȸƳƲŴᏋȷᅦᅍȷ̬ͤƷӲЎ
ƴƓƍƯŴ܇Ʋǋᐯ៲Ʊ̬ᜱᎍƕʴೌƴƭƍƯƷྸᚐǛขǊǔƜƱƴǑǓŴ܇ƲǋƕᐯЎ
ǛٻЏƴƠŴٻЏƴƞǕǔॖᜤǍŴ˂ᎍǁƷྸᚐŴ࣬ƍǍǓƷ࣎ƕఌ˄ƘǑƏŴࡽƖዓƖ
ӕኵǈǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ȷ܇ƲǋƷᖋࢳǍ܇ƲǋƷࣱƷՠԼ҄ŴࣱཛፕሁƷఌዌƷƨǊƴƸŴᅈ˟μ˳ƷʴೌॖᜤƷ
ӼɥƕɧӧഎưƢŵƜƷƨǊŴʴೌգႆʙಅƴƓƍƯž܇ƲǋƷೌМƷᙻໜſǛᙻƠƯ
ӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ


ὲ܇
܇Ʋǋᐯ៲ƕӕǓኵǊǔ៲ᡈƳᛢ᫆Ǎ؏עƔǒƷӋဒ̟ᡶ
ȷ܇Ʋǋᐯ៲ӏƼ̬ᜱᎍƕ܇ƲǋƷೌМǍʴೌƴƭƍƯƷྸᚐǛขǊӕኵǈǛᡶǊǔƱƱǋ
ƴŴ܇ƲǋᐯǒƕॖᙸǛᘙଢƢǔೞ˟ǛਤƪŴғǁƷӋьॖഒǛ᭗ǊǔӕኵǈǛᘍƬƯ
ƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άʴೌᏋƷਖ਼ᡶ
ʴೌݭᏋਖ਼ᡶఄǛਦܭƠŴܖఄư

ྵඞ

Ⴘ

ȷʴೌݭᏋਖ਼ᡶۀՃ˟Ǜ࠰

ȷʴೌݭᏋਖ਼ᡶۀ

 ܱׅ

Ճ˟Ǜ࠰  ܱׅ

ʴೌᏋǛјௐႎƴޒƢǔƨǊƷӕኵ

ȷʴೌᏋƷྸᚐȷգႆǛǔ

ȷૼܿғʴೌݭᏋ

ǈƴƭƍƯᄂᆮƠŴᄂᆮႆᘙሁǛᡫƠƯ

ƨǊƷʴೌݭᏋਖ਼ᡶۀ

ਖ਼ᡶఄƱƠƯŴݱȷɶ

ௐǛӲఄưσஊƠǇƢŵǇƨŴʴೌ

Ճ˟ƩǑǓᲢȪȸȕȬȃȈᲣ

ܖఄǛਦܭƠŴܱោ

Ꮛƴ᧙ƢǔΟǕƨܱោǛ࠰ȪȸȕȬȃ

Ʒ˺ȷᣐ˄

ႎƳᄂᆮௐǛσஊ

ȈƴǇƱǊƯғϋƷμᎰՃǁᣐ˄ƠŴ
ܱោƷ୍ӏȷգႆǛǓǇƢŵ

ȷ  ࠰ࡇμɶܖఄʴೌ

ȷʴೌᏋƷྸᚐգႆ

˺૨ǳȳȆǹȈிʮᣃ˟ٻ

ǛǔƨǊƷȪȸȕ

ᲢɶܖఄᲳఄ  ӸӋ

ȬȃȈǛ˺ƠŴ

ьᲣǁƷӋьǍʴೌȡȃǻȸ

ᎰՃӼƚƴᣐ˄

ǸႆᘙఄᲢܖݱఄᲫఄᲣ
Ŵʴೌ

ȷᏋሥྸᎰƷʴೌ

ƷᑶᢃѣǛܖݱఄᲭఄưܱ

Ꮛᄂ̲Ӌьྙ





ȷʴೌݭᏋਖ਼ᡶఄǛਦܭ
ƠŴ  ࠰ࡇƴƭƍƯƸ
ʴೌᛢ᫆ž.)$6ſǛȆȸȞ
ƴŴ࠷ᆐטȷܖݱఄȷɶܖఄ
ưܱោǛᘍƍŴӕኵǈƷௐ
ƴƭƍƯȪȸȕȬȃȈǛᡫ
ƠƯσஊ

ὲ܇ƲǋƷሊǁƷӋဒ̟ᡶ

ȷݱȷɶܖဃȕǩȸȩȠ

܇ƲǋƕғƴӋьư

=ܖݱဃȷɶܖဃȕǩȸȩȠƷܱ?Ჴச

 ܖݱఄ  ఄ࠰

Ɩǔೞ˟ǛࡽƖዓƖᄩ

ஹǛਃƏݱȷɶܖဃƕŴғǍ៲ƷׅǓ

 ɶܖఄ  ఄ࠰

̬ƠƯƍƖǇƢŵ

ƷƜƱƳƲᐯဌƳȆȸȞưᛦǂƨǓᎋƑ
ƨǓƠƨƜƱǛႆᘙƠŴғᧈƱॖᙸʩ੭
ǛᘍƏ˳᬴ǛᡫƠƯғƴݣƢǔӋဒॖ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ഒǛ᭗ǊƯƍƖǇƢŵ
 =ሊǁƷӋဒ?ᲴδᇜሁƴƓƚǔ܇Ʋ
ǋ˟ᜭǁƷӋьȷπטƷો̲ᚘဒǁƷӋ
ьሁƴƓƍƯŴ܇ƲǋƷӋဒǛ̟ƠƯƍ
ƖǇƢŵ








Ⴘ
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ĭᖋࢳƔǒ܇ƲǋǛܣǔƨǊƷӕኵǈ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ƲǋƷʴೌǛܣǔƨǊƷ᧙̞ೞ᧙Ʒᡲઃ
ᖋࢳǍƍơǊŴ܇ƲǋƷࣱƷՠԼ҄ƳƲƴǑǓ܇ƲǋƷʴೌƕ̛ܹƞǕǔʙ̊ƸࢸǛዌƪ
ǇƤǜŵ
  ࠰ࡇƴμƷδᇜႻᛩưࣖݣƠƨᖋࢳࣖݣˑૠƸ  ɢˑǛឬƑƯƓǓŴ
ᖋࢳƴǑǔ܇ƲǋƷबृƳʙˑƕႻഏƍưإᢊƞǕƯƍǔཞඞǋƋǓǇƢŵғưǋᖋࢳႻᛩ
ƷӖ˄ˑૠƕ࠰ŷفьƠƯƓǓŴ  ࠰ࡇƸ࠰᧓  ˑࢊƱ  ࠰ࡇƴൔǂƯኖ
 ̿ƷૼᙹႻᛩǛӖྸƠƯƍǇƢŵ
ᖋࢳሁǁƷʼλǍૅੲƕ࣏ᙲƳʙ̊ƴᡆᡮƔƭᢘЏƴࣖݣƢǔƨǊŴɶఋƱƠƯƷࢫлǛ
ਃƏ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸƱ  ƔƷ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸƕŴƖǊኬƔƳႻᛩȷૅੲ˳С
ǛನሰƠƯƍǇƢŵǇƨŴ
žૼܿғ܇ƲǋܼࡊȷᒉᎍǵȝȸȈȍȃȈȯȸǯſƷǋƱưŴܱᨥ
ƴǱȸǹࣖݣƷ౨᚛ǛᘍƏǵȝȸȈȁȸȠ˟ᜭưƸŴᙲ̬ᜱδᇜŴᏋૅੲƕཎƴ࣏ᙲưƋ
ǔδᇜǍƦƷ̬ᜱᎍӏƼۡکǁƷᢘЏƳࣖݣǛǔƨǊƴŴ᧙̞ೞ᧙ƕ࣏ᙲƳऴإƷʩ੭Ǜ
ᘍƏƱƱǋƴૅੲƷϋܾǛңᜭƠŴ࣏ᙲƳǵȸȓǹƷᛦૢŴᙸܣǓሁǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ƞǒƴŴʐ࠷δͤࡍᚮ௹ƷசӖᚮᎍǍܖݼʖܭƷܖఄƴɟࡇǋႇఄƠƯƍƳƍሁŴܱ˰އ
७ƕᄩᛐưƖƣᖋࢳƕွǘǕǔ܇ƲǋƴƭƍƯƸŴӲሥƴǑǔᚧբሁƷᛦ௹ǛኺƯ܇Ʋǋ
ዮӳǻȳǿȸƴऴإǛᨼኖƠŴδᇜႻᛩǍᜩݑƱǋᡲઃƠƳƕǒܤԁᄩᛐǛƠƯƖǇƠƨŵ

ǇƨŴμ࠻ႎƳ౨᚛˟ᜭƴƓƍƯܭႎƴއɧଢδᇜƷࣖݣȞȋȥǢȫƷໜ౨ǛᘍƍŴ
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸǛɶ࣎ƴŴ᧙̞ᢿፙƕᡲઃƠƯܱ˰އ७Ʒ৭੮ƴѐǊƯƍǇƢŵ
ʻࢸǋᖋࢳሁƷʴೌ̛ܹƔǒ܇ƲǋǛܣǔƨǊŴ܇Ʋǋƴ᧙ƢǔಮŷƳႻᛩƴዮӳႎƴݣ
ࣖƠŴɟᝦƠƨૅੲƕό๖ƴᘍƑǔǑƏŴ᧙̞ೞ᧙ƕᡲઃƠƯࣖݣƢǔӕኵǈƕ࣏ᙲưƢŵ
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  ᖋࢳႆဃʖ᧸Ʒӕኵǈ
܇ƲǋƷᖋࢳǛ᧸ƍưƍƘƴƸŴଔႆᙸȷଔࣖݣƩƚưƳƘŴբ᫆ƕဃơǔЭƔǒŴ
ᏋδɧܤǍᏋδᩊज़Ǜ᠉ถƠŴ̬ᜱᎍƕܭܤƠƨ࣎ư܇ᏋƯƴᐮǊǔǑƏƳૅੲƕᙲư
Ƣŵ
 ғưƸ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸǛ܇Ʋǋܼࡊዮӳૅੲਗໜƴˮፗ˄ƚŴ ƔƷ܇Ʋǋܼࡊૅ
ੲǻȳǿȸƱσƴ̬ᜱᎍᐯ៲ƔǒƷႻᛩƴࣖݣƢǔƜƱƸǋƪǖǜŴ᧙̞ೞ᧙ƕ৭੮Ơƨ࣎
 


 ૼܿғ܇ƲǋܼࡊȷᒉᎍǵȝȸȈȍȃȈȯȸǯȷȷȷૼܿғϋƷᅦᅍŴ̬ͤŴҔၲŴᏋŴݼіƦƷ˂Ŵ܇Ʋ
ǋŴ܇ᏋƯܼࡊӏƼᒉᎍƴݣƢǔૅੲƴ᧙ᡲƢǔೞ᧙Ŵ˳ׇŴӏƼδᇜȷᒉᎍƷᅦᅍƴ᧙ᡲƢǔᎰѦƴࢼʙƢǔ
ᎍƦƷ˂Ʒ᧙̞ᎍƴǑǓನƞǕƯƍǇƢŵ



➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

ᣐƳܼࡊƴݣƠƯŴ᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠƳƕǒŴܼࡊᚧբƳƲƴǑǓૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵ
 ᖋࢳƷȪǹǯƕƋǔئӳƴƸŴᏋૅੲȘȫȑȸƷᢔǍᙲૅੲܼࡊǛݣᝋƱƠƨ܇Ʋǋ
ǷȧȸȈǹȆǤሁŴǱȸǹƝƱƴ࣏ᙲƳૅੲƷМဇƴጟƛǔƜƱưŴᏋؾƷોծǛǓŴ
ᖋࢳƷႆဃǛʖ᧸ƠƯƍǇƢŵ
 ǇƨŴငЭငࢸƷᏋδɧܤƷᚐෞǍܼʙਃƷ᠉ถƷƨǊƷȘȫȑȸƷᢔŴλᨈȷʼᜱȷ
Ꮛδ၅ǕሁƷྸဌưɟႎƴᏋưƖƳƘƳƬƨƱƖƷž܇ƲǋǷȧȸȈǹȆǤſ
ŴྸဌǛբ
ǘƣ܇ƲǋǛჺ᧓᪳Ɣǔžƻǖƹɟ̬ᏋſŴᚃૅੲƷǰȫȸȗȯȸǯưƋǔžȚǢȬ
ȳȈȈȬȸȋȳǰſǍžȎȸȐȇǣȸǺȑȸȕǧǯȈſ
žșȓȸȗȭǰȩȠſሁŴࠢ࠼ƍʙ
ಅǛޒƠŴᏋδɧܤǍᏋδᩊज़Ǜ᠉ถƢǔƜƱƴǑǓŴᖋࢳƷႆဃǛʖ᧸ƠƯƍǇƢŵ
 ʻࢸǋࡽƖዓƖŴٶಮƳᏋδૅੲȷᏋૅੲʙಅǛ੩̓ƢǔƱƱǋƴŴႻᛩՃƕӲǱȸǹ
ƴႻࣖƠƍૅੲǛǳȸȇǣȍȸȈƠƯƍƘƜƱưŴᖋࢳƷʖ᧸ƴӕǓኵǜưƍƘƜƱƕ࣏ᙲ
ưƢŵ


  δᇜႻᛩƷૢͳ
܇ƲǋǍ܇ᏋƯܼࡊǛӕǓࠇƘؾƷ҄٭ƴˤƍŴ܇ƲǋƱܼࡊƴ᧙ƢǔႻᛩƕفьƠƯ
ƍǔɶŴ܇ƲǋǁƷᖋࢳሁƕขЦƳᅈ˟բ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵ
 ғƸƜǕǇưŴᣃƷδᇜႻᛩǍᜩݑŴ၏ᨈሁƷ᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠŴႻᛩǍᖋࢳᡫԓǛӖ
ƚƨᨥƴƸŴᡆᡮƴࣖݣƠƯƖǇƠƨŵǇƨŴǍᐯ˳ưƸŴᖋࢳ᧸ഥƴӼƚƨಮŷƳӕ
ኵǈƕᘍǘǕƯƍǇƢŵƠƔƠŴᖋࢳƸƋƱǛዌƨƣŴƦƷɶƴƸരʧƴᐱǔሶƳʙ̊ǋ
ƋǓǇƢŵ
   ࠰ƷδᇜᅦᅍඥƷોദƴǑǓŴˋưܭǊǔཎКғǋδᇜႻᛩƷᚨፗƕӧᏡƱ
ƳǓǇƠƨŵғƕδᇜႻᛩǛᚨፗƢǔƜƱưŴ̬ᜱǍਜ਼ፗሁƷඥႎʼλƴǑǔ܇ƲǋƷܤ
μᄩ̬Ǎ̬ᜱᎍǁƷਦݰƱŴƦƷࢸƷ؏עƷ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷဇƴǑǓŴғƴǑǔک
۔ƔǒδᇜƷᐯᇌǇưɟᝦƠƨૅੲƕƜǕǇưˌɥƴࢳưƖǔƱᎋƑƯƍǇƢŵ
 ʻࢸŴδᇜႻᛩǛᚨፗƢǔƴ࢘ƨǓŴࣱᧉݦƷƋǔᎰՃƷᄩ̬ȷᏋǍᅈ˟ႎᜱƴƓ
ƚǔᚃСࡇƷ୍ӏգႆƕᛢ᫆ưƢŵǇƨŴδᇜႻᛩƷᢃဇƴ࣏ᙲƳɟ̬ᜱƴƭƍƯŴ
܇ƲǋƷܤμᄩ̬ǛᇹɟƴᎋƑŴ܇ƲǋƷʴೌƴǋᣐॾƠƳƕǒᢃփƕưƖǔᚨƱƢǔ࣏
ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άႻ
ႻᛩƱȍȃȈȯȸǯƷΪܱ
ȷᖋࢳሁƷ܇ƲǋƷೌМƷ̛ܹƴݣƠƯŴ܇Ʋǋᐯ៲Ǎ̬ᜱᎍƕൢ᠉ƴႻᛩưƖǔˁኵǈƷ
ࢍ҄ǛǔƱƱǋƴŴ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸǛɶ࣎ƱƠƯ̬ͤǻȳǿȸǍᏋۀՃ˟ƷǄƔŴ
δᇜႻᛩŴҔၲೞ᧙ŴᜩݑƳƲƷ᧙̞ೞ᧙ƕјௐႎƔƭஊೞႎƴᡲઃƠƯŴբ᫆Ʒᚐൿ
ǛǔƨǊƷӕኵǈǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ
ȷ  ࠰ࡇƔǒƸૼƨƴᣐͪᎍ୧щႻᛩૅੲǻȳǿȸƱǋᡲઃƠƯƓǓŴʻࢸǋȍȃȈ
 


 ȚǢȬȳȈȈȬȸȋȳǰȷȷȷᚃƕ܇ƲǋƷᘍѣǛૢྸƠŴјௐႎƳࣖݣƕưƖǔǑƏƴƢǔƜƱƴǑƬƯŴ
ǑǓᑣƍᚃ̞᧙܇ǛሰƘƨǊƷᛐჷᘍѣၲඥưƢŵ

 ȎȸȐȇǣȸǺȑȸȕǧǯȈȷȷȷӷ࠰ˊƷ܇ƲǋǛਤƭᚃƕŴ܇ᏋƯƷपǈǍ᧙࣎ʙǛЈƠӳƍŴᛅƠӳƍ
ƳƕǒᐯЎƴӳƬƨ܇ᏋƯ૾ඥǛܖƿŴǫȊȀဃǇǕƷᚃૅੲȗȭǰȩȠưƢŵ



➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

ȯȸǯƷΪܱƴѐǊƯƍƖǇƢŵ


ὲᏋ
ᏋδƷਃज़Ǎᩊज़Ǜ᠉ถ
ȷᏋδƷɧܤǍᖋࢳƷȪǹǯƷƋǔܼࡊƴݣƠƯŴಮŷƳᏋδૅੲȷᏋૅੲʙಅǛ੩̓Ƣ
ǔƜƱưŴᏋδƷਃज़Ǎᩊज़Ǜ᠉ถƠŴᖋࢳƷႆဃǛʖ᧸ƠǇƢŵ


έδ
δᇜႻᛩƷᚨแͳ
ȷࣱᧉݦƷƋǔᎰՃǛᏋƢǔƨǊŴᣃǍᡈᨩჄȷࠊƷδᇜႻᛩǁᎰՃƷᢔᄂ̲Ǜܱ
ƢǔƱƱǋƴŴᄂ̲˟Ǎᜒ˟ƳƲǛᡫƠƯŴʴƷᏋȷᄩ̬ƴƭƳƛƯƍƖǇƢŵ
ȷ܇ƲǋƷܤμǛᄩ̬ƠŴʴೌƴǋᣐॾƠƳƕǒɟʴƻƱǓƷ܇ƲǋƷཞඞƴࣖơƨᢘЏƳ
ੲяƕưƖǔǑƏŴɟ̬ᜱƷᎰՃ˳СǛ౨᚛ƢǔƱƱǋƴŴᣃǍᡈᨩჄȷࠊƷɟ̬
ᜱǁᎰՃƷᢔᄂ̲ǛܱƠŴʴƷᏋƴӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ
ȷᅈ˟ႎᜱƴƓƚǔᚃƷ୍ӏƴӼƚƨգႆѣᲢ࠼إኡưƷዒዓႎƳԗჷŴ࠼إཋƷᣐ
ࠋŴСࡇƷᛟଢ˟ȷႻᛩ˟ӏƼЈЭᜒࡈƷ͵ƳƲᲣƴӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

άᲧ Ძ ܇Ʋ ǋܼ ࡊȷ ᒉ ᎍǵ ȝȸ Ȉ ȷˊᘙᎍ˟ᜭ  ׅ
ȷᖋࢳ᧸ഥሁᢿ˟
ȍȃȈȯȸǯ
ᏋŴᅦᅍŴ̬ͤŴݼіૅੲሁƷ܇Ʋ

Ⴘ
ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

 ᢿ˟  ׅᄂ̲˟  ׅ

ǋƱܼࡊȷᒉᎍૅੲ᧙̞ኵጢƷǑǓјௐ

ȷ܇ƲǋܖఄǵȝȸȈᢿ˟

ႎƳᡲઃǛǔƨǊŴžૼܿғ܇Ʋǋܼ

 ᢿ˟  ׅᄂ̲˟  ׅ

ࡊȷᒉᎍǵȝȸȈȍȃȈȯȸǯſǛᚨፗŴ ȷႆᢋૅੲᢿ˟
ᢃփƠǇƢŵ
δᇜᖋࢳƷଔႆᙸȷଔࣖݣӏƼᢘ

 ᢿ˟  ׅᄂ̲˟  ׅ
ȷᒉᎍᐯᇌૅੲᢿ˟

ЏƳᡲઃǛႸႎƱƠƯŴδᇜƴ᧙ǘǔ᧙

 ᢿ˟  ׅᄂ̲˟  ׅ

̞ೞ᧙ƴӼƚƨᖋࢳ᧸ഥȍȃȈȯȸǯȞ

ȷʙ̊౨᚛ᢿ˟ ᢿ˟  ׅ

ȋȥǢȫǛᣐ˄ƠƯƍǇƢŵ

ȷǵȝȸȈȁȸȠ˟ᜭ
 Ტ ᢿ˟ӳᚘᲣ   ׅ

άᲧᲬᙲ̬ᜱδᇜݣሊ؏עңᜭ˟

ȷǵȝȸȈȁȸȠ˟ᜭᲢᖋࢳ᧸

̬ᜱǍૅੲƕཎƴ࣏ᙲƳδᇜǍƦƷ̬
ᜱᎍӏƼۡکƴᢘЏƳૅੲǛƢǔƨǊƴ
᧙̞ೞ᧙ƕ࣏ᙲƳऴإƷʩ੭ǛᘍƏƱƱ

᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠƳ

ഥሁᢿ˟ƴᨂǔᲣ

ƕǒŴᙲ̬ᜱδᇜǍƦ

 ͵ׅ

Ʒ̬ᜱᎍӏƼۡکƷᢘ
ЏƳૅੲƴѐǊƯƍƖ



ǋƴૅੲƷϋܾǛңᜭƠǇƢŵғưƸŴ

ǇƢŵ

žૼܿғ܇ƲǋܼࡊȷᒉᎍǵȝȸȈȍȃ
ȈȯȸǯſǛᙲ̬ᜱδᇜݣሊ؏עңᜭ˟
ƴˮፗ˄ƚƯƍǇƢŵ

ὲᲧᲫᏋδૅੲܼࡊᚧբʙಅᲢᏋ ȷ࠰᧓ࡨǂМဇˑૠ  ˑ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ૅੲᲣ
ǇƢŵ
ཎƴᏋƴૅᨦƕƋǔƱғƕᛐǊƨܼ
ࡊǍཎۡکܭƴݣƠŴᧉݦႎƳૅੲՃǛ
ᢔƢǔƜƱƴǑǓŴᏋؾƷોծǍ
ᏋщƷӼɥƴǑǔδᇜƷͤμƳᧈ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

ƱŴᖋࢳ᧸ഥǛǓǇƢŵ

ὲᲧᲬᙲૅੲܼࡊǛݣᝋƱƠƨ܇Ʋ ȷ࠰᧓ࡨǂМဇʴૠ  ʴ
ǋǷȧȸȈǹȆǤ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

̬ᜱᎍƷࢍƍᏋδ၅ǕǍᏋδɧܤŴɧ
ᢘЏƳᏋཞ७ƴǑǓŴᖋࢳƷƓƦǕŴ
ȪǹǯሁƕᙸǒǕǔܼࡊƴƓƍƯᏋƕ
ɟႎƴᩊƴƳƬƨئӳŴᚨƴƓƍ
ƯδᇜƷᏋǛᘍƍŴᏋཞඞƷોծǛ
ႸਦƠƨ̬ᜱᎍǁƷૅੲǛᘍƍǇƢŵ

έδᇜႻᛩƷૢͳ

ȷδᇜႻᛩǁƷᎰՃƷᢔᄂ
̲Ʒܱ ᚘ  ʴ

δᇜᅦᅍƷᧉݦೞ᧙ƱƠƯŴμƯƷ܇
Ʋǋƕ࣎៲ƱǋƴͤǍƔƴᏋƪŴƦƷਤ

ȷδᇜႻᛩƷᚨፗƴӼƚƨᛢ

ƯǔщǛஇٻᨂƴႆੱưƖǔǑƏŴ܇Ʋ

᫆ǛᚐൿƢǔƨǊŴஊᜤᎍሁ

ǋƱܼࡊǛੲяƢǔƜƱư܇ƲǋƷᅦᅍ

ǛਔƍƨॖᙸᎮӕƷܱ

ƷӼɥǛǔƱƱǋƴŴƦƷೌМǛઢᜱ

ᚘ  ׅ

ƢǔƨǊŴδᇜႻᛩǛૢͳƠǇƢŵ

ȷᚃƷ୍ӏƴӼƚƨգႆѣ
Ტ܇ƲǋǷȧȸȈǹȆǤң

ǇƨŴᖋࢳሁƔǒ܇ƲǋǛܣǔ࣏ᙲƕ
ƋǔئӳሁƴŴɟႎƴ܇ƲǋǛ̬ᜱƢ

щܼࡊǁƷգႆᜒࡈ  ׅ

ǔᚨǛૢͳƠǇƢŵǇƨŴᖋࢳሁƔǒ

ӏƼᄂ̲  ׅᲣ

܇ƲǋǛܣǔ࣏ᙲƕƋǔئӳሁƴŴɟ



ႎƴ܇ƲǋǛ̬ᜱƢǔᚨǛૢͳƠǇ
Ƣŵ







δᇜႻᛩƷૢͳ

➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

Į܇ƲǋƷƍơǊ᧸ഥǍɧႇఄݣሊሁƷӕኵǈ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ƲǋƷƍơǊ᧸ഥǍɧႇఄݣሊሁƷӕኵǈ
žƍơǊ᧸ഥݣሊਖ਼ᡶඥſƴƸŴŴ૾עπσ˳ׇŴᏋۀՃ˟ŴܖఄƴƓƚǔƍơǊƷଔ
ႆᙸŴଔࣖݣሁƴƭƍƯƷᝧ˓ƱࢫлƕᅆƞǕƯƍǇƢŵƜǕƴǑǓŴᏋۀՃ˟Ǎܖ
ఄƴƸŴƍơǊ᧸ഥሁƷƨǊƷʴೌᏋǍऴإȢȩȫᏋሁƴǑǔச᧸ഥŴଔႆᙸሁƷ
ӕኵǈǛǑǓɟޖਖ਼ᡶƢǔƜƱƕ൭ǊǒǕǇƢŵ
 ૨ᢿᅹܖႾƕ࠰ܱƠƯƍǔžδᇜဃࢻƷբ᫆ᘍѣȷɧႇఄሁဃࢻਦݰɥƷᜂᛢ᫆ƴ᧙
Ƣǔᛦ௹ſƷኽௐưŴƍơǊƷᛐჷˑૠƕفьͼӼƴƋǓǇƢŵƜƷƜƱƸŴӲఄưƍơǊ
Ʒᛐჷƴ᧙ƢǔᎋƑ૾ǛᙸႺƠŴଐ᪭ƔǒŴƍơǊǛᆢಊႎƴᛐჷƢǔƜƱƴǑƬƯŴଔ
ႆᙸƱଔࣖݣǛƬƨƜƱưŴ᠉ࣇƳƍơǊǋᙸᡜƞƳƍࣖݣǛᘍƬƨኽௐƱƍƑǇƢŵ
ࡽƖዓƖƍơǊ᧸ഥƴӼƚƨӕኵǈƷΪܱƕ൭ǊǒǕǇƢŵ
ǇƨŴɧႇఄδᇜȷဃࢻƴƭƍƯƸŴ  ࠰ࡇƔǒɧႇఄЈྵྙƕفьͼӼƴƋǓŴ
  ࠰ࡇƷɧႇఄЈྵྙƸŴܖݱఄƸ ŴɶܖఄưƸ ưƋǓŴɧႇఄݣሊ
ƷΪܱƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ
ƜƏƠƨྵཞǛ៊ǇƑŴ  ࠰ᲭஉƴોᚖƠƨžૼܿғƍơǊ᧸ഥሁƷƨǊƷؕஜ૾
ᤆſӏƼžૼܿғƴƓƚǔɧႇఄݣሊƷؕஜ૾ᤆſƴؕƮƖŴӲఄƷƍơǊŴɧႇఄŴƦƷ˂
բ᫆ᘍѣሁƷᜂᛢ᫆ƴ᧙Ƣǔச᧸ഥŴଔႆᙸŴଔࣖݣƷƨǊƷӕኵǈǛΪܱƞƤǔƱ
ƱǋƴŴܼࡊŴ᧙̞ೞ᧙Ŵ؏עƕዬ݅ƴᡲઃǛǓŴᚐൿƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άƍ
ƍơǊ᧸ഥǍɧႇఄݣሊሁƷӕኵǈƷΪܱ
ȷ
žૼܿғƴƓƚǔɧႇఄݣሊƷؕஜ૾ᤆſƴؕƮƖŴɧႇఄச᧸ഥƷӕኵǈǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ǇƨŴɧႇఄਃ࢘ᎍᡲዂ˟ƷܱŴɧႇఄȞȋȥǢȫƷဇŴܼᧉݦƴǑǔᄂ̲˟Ʒܱ
ሁƴǑǓŴᎰՃƷྸᚐգႆǛǓǇƢŵƞǒƴŴǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸǍܼࡊƱ
̓܇ƷૅੲՃǛဇƠŴɧႇఄƷச᧸ഥǍܖఄࣄ࠙ƷƨǊƷܼࡊǁƷૅੲǛΪܱƞƤƯ
ƍƖǇƢŵᏋۀՃ˟ƱܖఄŴ᧙̞ೞ᧙ሁƱƷᡲઃǛǔƜƱƴǑǓŴɧႇఄδᇜဃࢻƷ
ٶಮƳཞඞƴࣖơƨૅੲǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ
ȷƍơǊǍɧႇఄƴ᧙ǘǔӲఄǍᏋǻȳǿȸƴƓƚǔӕኵǈǛǑǓɟޖΪܱƞƤǇƢŵ
ᏋǻȳǿȸƷᏋႻᛩǛဇƢǔƳƲŴᏋႻᛩܴǍƭƘƠܴƱܖఄƷᡲઃǛƞǒƴਖ਼
ᡶƠǇƢŵᄂ̲ሁƴǑǓᎰՃƷࣖݣщǛ᭗ǊǔǄƔŴܼࡊƴᛢ᫆ƕƋǔئӳƴƭƍƯƸŴ
؏עƷ᧙̞ೞ᧙ǍൟဃۀՃŴδᇜۀՃሁƱƷȍȃȈȯȸǯǛဇƠŴܼࡊƴ݃ǓชƬƨӕ
ኵǈǛΪܱƞƤƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫૼܿ܇ƲǋǄƬƱȩǤȳ
ƍơǊႻᛩݦဇᩓᛅžૼܿ܇ƲǋǄƬ

ྵඞ

Ⴘ

ȷႻᛩˑૠ  ˑ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ



ǇƢŵ

 


 ǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸȷȷȷӲܖఄƷܭႎƳᚧբƴǑǔࣖݣႻᛩǍɧႇఄƷࣖݣႻᛩŴǵȝȸȈȁȸ
Ƞ˟ᜭሁưƷ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢƳƲǛᘍƍǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

ȷऴإȢȩȫಅૅੲƷܱ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ƱȩǤȳſƴƯŴᧉݦƷǫǦȳǻȩȸƕŴ
δᇜȷဃࢻǍ̬ᜱᎍƔǒƷႻᛩƴࣖݣƠ
ǇƢŵ

άᲧᲬऴإȢȩȫᏋƷਖ਼ᡶ
ܖఄऴإȍȃȈȯȸǯǛδᇜȷဃࢻƕ

ᲢμݱȷɶܖఄᲣ

ᐯဌƴဇƢǔɶưŴऴ҄إᅈ˟ƷМໜ

ȷٰܓᨼɶᄂ̲ƴƓƚǔՃӼ

ǍදॖƢǂƖໜǛ˳᬴ႎƴܖ፼ưƖǔ

ƚऴإȢȩȫᏋᄂ̲Ʒܱ

ؾƕૢͳƞǕƯƍǇƢŵδᇜȷဃࢻƕऴ



҄إƷਤƭƞǇƟǇƳ᩿ͨǛƠƬƔǓƱ

ȷ
žδᇜȷဃࢻӼƚऴإȢȩȫਦ

ྸᚐưƖǔǑƏƴƠŴऴإೞ֥ǛᢘЏƴ

ݰ૰ſƷᣐࠋᲢݱȷɶȷཎ

МဇƢǔᏡщƷᏋǛɟޖǓǇƢŵ

КૅੲܖఄᲣ

ǇƨŴ̬ᜱᎍƴჷƬƯǄƠƍઃ࠘ᩓᛅȷ

ȷऴإȢȩȫգႆ૰Ʒᣐࠋ

ǹȞȸȈȕǩȳƴǑǔǤȳǿȸȍȃȈМ

ȷݱȷɶܖဃƷઃ࠘ᩓᛅȷǹȞȸ

ဇƷදॖໜǛǇƱǊƨȪȸȕȬȃȈǛ˺

ȈȕǩȳМဇƴ᧙ƢǔǢȳ

ȷᣐࠋƢǔƳƲŴܼࡊǁƷƖƔƚƷ

ǱȸȈƷܱȷ౨ᚰ

ǇƢŵ

᩿ͨƔǒǋऴإȢȩȫᏋƷྸᚐ̟ᡶǛ
ǓǇƢŵ

άᲧᲭܖఄբ᫆ૅੲܴƷᢃփ
ƍơǊǍɧႇఄŴƦƷ˂բ᫆ᘍѣሁƴ
ݣƢǔܖఄƷࣖݣǛዮӳႎƴૅੲƢǔƨ
ǊŴǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸǍܖఄ
բ᫆ǵȝȸȈᧉݦՃሁưನƞǕǔᧉݦ
ܼȁȸȠžܖఄբ᫆ૅੲܴſƴǑǓŴܖ
ఄǁƷዒዓႎƳяᚕǍ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂ
ᛦૢŴ̾КƷʙకǁƷȕǩȭȸǢȃȗሁ

ȷǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸ
ƷᢔᲢܖఄᚧբ࠰ᲭׅᲣ 

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

Ჭʴ
ȷܖఄբ᫆ǵȝȸȈᧉݦՃƷᣐ
ፗ Ძʴ
ȷ
žᧈഎδᇜȷဃࢻᛦ௹ſƷܱ
உ 
ȷƾǕƋƍஉ᧓ ŴŴ உ

ǛᘍƍǇƢŵ

ƷӕኵǈƷԗჷӏƼཞඞ৭



੮ƷƨǊƷᛦ௹Ʒܱ
ȷǑǓᑣƍܖఄဃƱӐᢋƮƘ
ǓƷƨǊƷǢȳǱȸȈ
ᲢJ[RGTᲣƷܱ ࠰Წׅ

άᲧᲮܖఄբ᫆ሁᛦ௹ۀՃ˟Ʒᢃփ

ȷ˟̊ܭǛ࠰  ͵ׅ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ƍơǊƴǑǔٻʙ७ƕႆဃƠƨᨥ
ƴŴᇹɤᎍƷ ܼᧉݦඥࢷȷҔၲȷܖᜤኺ
᬴ ưನƢǔžܖఄբ᫆ሁᛦ௹ۀՃ˟ſ
ƕʙܱ᧙̞Ʒᛦ௹ሁǛᘍƍǇƢŵࠝ
ƴƸ˟̊ܭƷɶưŴғƴƓƚǔƍơǊƷ
ྵཞǍᛢ᫆ƴƭƍƯऴإσஊǛᘍƍŴ
ٻʙ७ႆဃƴᡆᡮƔƭᢘЏƴᛦ௹ưƖ
ǔ˳СǛ˺ǓǇƢŵ

άᲧᲯδᇜȷဃࢻƷɧႇఄݣሊ

ȷɧႇఄݣሊۀՃ˟ӏƼɧႇఄ

ȷɧႇఄЈྵྙ

ɧႇఄݣሊۀՃ˟ưሊܭƠƨžɧႇఄ

ਃ࢘ᎍᡲዂ˟Ʒܱ ࠰  ׅ

ܖݱఄ 

ƔǒƷܖఄࣄ࠙ƱɧႇఄƷச᧸ഥƴ᧙

ȷɧႇఄݣሊȞȋȥǢȫƷ

ɶܖఄ 

Ƣǔ૾ᤆſƴؕƮƖŴɧႇఄਃ࢘ᎍᡲዂ
˟ưਃ࢘ՃƕܖఄưƷɧႇఄச᧸ഥ

ဇŴྸᚐգႆ૰Ʒ˺ᣐࠋ ȷܖఄࣄ࠙ྙ
ȷǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸ



ܖݱఄ 
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ӏƼܖఄࣄ࠙ƴӼƚƨӕኵǈǛңᜭƠܱ

ƴǑǔܖఄᚧբ ࠰Ჭ ׅ

ោƠƯƍƖǇƢŵ

Ჭʴ

ǇƨŴɧႇఄݣሊȞȋȥǢȫƷဇŴ
ྸᚐգႆ૰ሁƷ˺ᣐࠋŴܖᜤኺ᬴ᎍ
ሁƷܼᧉݦƴǑǔᄂ̲˟ƷܱƴǑǓŴ
ᎰՃǁƷྸᚐգႆǛƬƯƍƖǇƢŵ
ƞǒƴŴǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸ

ȷܼࡊƱ̓܇ƷૅੲՃƷᢔᲯ
ఄᲢܖݱఄᲬఄŴɶܖఄᲭఄᲣ

ȷɧႇఄݣሊȢȇȫఄਦܭᲬఄ
ᲢݱȷɶܖఄӲᲫఄᲣ
ȷɧႇఄЈྵྙᲢ  ࠰ࡇᲣ


ǍžܼࡊƱ̓܇ƷૅੲՃſǛᢔƠŴܖ

 ܖݱఄ  

ఄࣄ࠙ǁƷӕኵǈǍச᧸ഥƷƨǊƷܼ

  ɶܖఄ  

ࡊǁƷૅੲǛǑǓɟޖΪܱƞƤƯƍƖǇ
Ƣŵ
ɧႇఄδᇜȷဃࢻƴƭƍƯƸŴƭƘƠ
ܴƷဇǛᡶǊǔƱƱǋƴŴȕȪȸǹ
ǯȸȫƱƷᡲઃƴƭƍƯ౨᚛ƠƯƍƖǇ
Ƣŵ









Ⴘ
ɶܖఄ 
ˋԧᲬ࠰ࡇ 
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Წ சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƷဃƖǔщǛᏋƯǔƨǊƴ
ĬឋƷ᭗ƍܖఄᏋƷਖ਼ᡶ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ƲǋƨƪƷɼ˳ႎƳܖƼǛᏋǉឋƷ᭗ƍܖఄᏋƷਖ਼ᡶ
ऴ҄إǍǰȭȸȐȫ҄ƷƞǒƳǔᡶޒŴʴჷᏡƷႎƳᡶഩሁŴᅈ˟ƷನᡯႎƳ҄٭
ƕʻࢸǋᙸᡂǇǕǔɶƴƋƬƯŴ܇ƲǋƨƪƸᅈ˟ǍɭမƱƷ᧙ǘǓƷɶưˊƷ҄٭Ǜᙸ
ƖǘǊŴဃ෨ǛЏǓਏƍƯƍƘщǛ៲ƴ˄ƚǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵƦƷƨǊƴƸŴ࠷δƔǒ
፯ѦᏋƷ᧓ƴŴ܇ƲǋɟʴƻƱǓƷࣱ̾ǍӧᏡࣱǛ˦ƹƠŴ
žဃƖǔщſǛƠƬƔǓƱᏋ
ƠƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵ
ғưƸŴૼܿғܖщܭბࡇᛦ௹ƷኽௐƔǒŴ̾ŷƷܖщƷཞඞǛኺ࠰ư৭੮ȷЎௌƠŴܖ
щӼɥƴӼƚƨφ˳ሊǛӲܖఄƕ˺ȷܱោƢǔƳƲŴ̾ƴࣖơƨਦݰǛΪܱƞƤǔƜƱư
ɟʴƻƱǓƷܖщƷӼɥƴƭƳƛƯƍǇƢŵғᇌݱȷɶܖఄμ˳ƷཞඞƴႸǛӼƚǔƱŴؕ
ᄽႎȷؕஜႎƳჷᜤȷ২ᏡƸಒƶ៲ƴ˄ƍƯƍǔǋƷƷŴܖǜƩƜƱǛƔƠƯᐯǒᎋƑŴ
ˡƑƯƍƘƜƱሁŴჷᜤǛဇƢǔщƴᛢ᫆ƕᙸǒǕǇƢŵǇƨŴܖщƷЎ҄Ǎʚಊ҄Ʒ
ͼӼƕᙸǒǕǔƜƱƔǒŴؕᄽܖщƷᄩܱƳܭბǛƬƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ʻࢸƸŴƜƏƠƨᛦ௹ƷኽௐሁǛӋᎋƴŴ܇ƲǋƷܖщƷཞඞǛႎᄩƴ৭੮ƠŴؕᄽܖщ
ƕҗЎƴ៲ƴ˄ƍƯƍƳƍ܇ƲǋƴݣƠƯ፼༌ƷᆉࡇƴࣖơƨƖǊኬƔƳܖ፼ૅੲǛᘍƬƯ
ƍƘƜƱǍŴႆޒႎƳܖ፼ǛૅੲƠŴɟʴƻƱǓƷ܇ƲǋƷܖщǛƞǒƴ᭗ǊƯƍƘƜƱƕ
࣏ᙲưƢŵǇƨŴƜǕƔǒƷˊƴ൭ǊǒǕƯƍǔឋȷᏡщǛᏋǉឋƷ᭗ƍܖƼƷܱྵƷ
ƨǊƴŴᏋྵئư +%6 ƷஊјƳဇǛᡶǊǔƜƱǋᙲưƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άᄩ
ᄩƔƳܖщǛᏋǉܖఄᏋƷΪܱ
ȷǍᣃƷᛦ௹ƴьƑŴܖݱఄ  ࠰ဃƔǒɶܖఄ  ࠰ဃǇưǛݣᝋƱƠƨғᐯƷܖщᛦ௹
Ტૼܿғܖщܭბࡇᛦ௹ᲣǛܱƠǇƢŵᅹƷƶǒƍǍܖ፼ϋܾƷܭბཞඞǛኺ࠰ư৭
੮ȷЎௌƠŴਦݰƷોծƴࢫᇌƯǔƜƱƴǑǓŴδᇜȷဃࢻɟʴƻƱǓƷܖщƷӼɥǛ
ǓǇƢŵ
ȷܖఄૅੲǢȉȐǤǶȸǛӲఄƴᢔƠŴܖఄϋƷ 1,6 Ʊ᧙ᡲǛƬƨᛢ᫆ᚐൿƷᄂ̲
ሁǛᡫƠƯŴᒉǍȟȉȫȪȸȀȸޖƷՃƷਦݰщƷӼɥǛǓǇƢŵ


ὲ܇
܇ƲǋƷᝅƔƳʴ᧓ࣱƱᅈ˟ࣱǛᏋǉᏋƷΪܱ
ȷᝅƔƳʴ᧓ࣱǍᅈ˟ࣱǛᏋǈŴ܇ƲǋɟʴƻƱǓƕŴƔƚƕƑƷƳƍᐯࠁǛᏉܭႎƴਵƑ
ǔƱƱǋƴŴԡƷٻЏƞǛྸᚐƠŴ˂ᎍƴݣƢǔ࣬ƍǍǓǍज़ᜓƷൢਤƪǛᚕᓶƴƠƯእ
ႺƴˡƑǑƏƱƢǔ࣎ǛƍǇƢŵ
ȷ˳᬴ႎƳѣǍܖఄƷᏋѣμ˳ǛᡫƠƨǭȣȪǢᏋƷΪܱǛǓŴ܇Ʋǋƨƪƕᅈ
˟ƴƓƚǔᐯࠁƷࢫлƴƭƍƯᎋƑŴᅈ˟ƷɟՃưƋǔƜƱƷᛐᜤǛขǊǇƢŵǇƨŴΟ
 


 ܖఄૅੲǢȉȐǤǶȸȷȷȷӲܖఄǁᢔƠŴಅᚇݑǍ̾КਦݰǛᡫƠƯᒉՃƷਦݰȷᏋǛǔƱƱ
ǋƴŴሥྸᎰǍɼ࠴ሁƷȟȉȫȪȸȀȸǁƷяᚕǛᘍƍǇƢŵ
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ǕƨˡወƱ૨҄ǛྸᚐƠዒ১ƢǔƱƱǋƴŴᣂܿૼםƴग़ბǛਤƪŴ؏עƷႆޒƴ݃ɨƠ
ƨƍƱ࣬ƏൢਤƪǛᏋƠǇƢŵ


έע
؏עƱƷᡲઃȷңƴǑǔᏋƷਖ਼ᡶ
ȷӲఄƷ؏עңܖఄᢃփңᜭ˟ƷӕኵǈǛૅੲƠŴѣϋܾƷƞǒƳǔΪܱǛǓǇƢŵ
ǇƨŴݱȷɶܖఄ᧓ǍᡈᨩƷܖఄ᧓ƷᡲઃǛޒƢǔƜƱưŴ؏עƕɟ˳ƱƳƬƯ܇Ʋǋ
ƨƪƷᧈǛૅੲƢǔӕኵǈǛɟޖਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵƞǒƴŴ؏עƱƷᡲዂ˟ǛܱƠŴ
؏עңܖఄƷӕኵǈǛᆢಊႎƴԗჷƠƯ؏עƷྸᚐǛ̟ᡶƢǔƱƱǋƴŴʴƷᄩ̬ሁ
Ʒᛢ᫆ƷᚐൿƴӼƚƯ؏עƱƱǋƴ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ
ȷ؏עƷᏋщǛܖఄƴƭƳƗŴᏋѣƷΪܱǛǔǹǯȸȫȷǳȸȇǣȍȸǿȸƱŴܖ
ఄᢃփƴ˰؏עൟǍ̬ᜱᎍƕӋဒƠŴܖఄƱ؏עƕɟ˳ƱƳƬƯ܇ƲǋƨƪƷᧈǛૅੲ
Ƣǔ؏עңܖఄᢃփңᜭ˟ƱƷᡲઃƴǑǓŴ؏עƷᏋщƷɟޖƷဇǛǓǇƢŵ
ȷૼܿƷǇƪƷཎࣱǛƔƠƨᏋѣǛᡶǊǔƨǊŴ؏עңܖఄƷӕኵǈሁǛဇƠƨ
ǭȣȪǢᏋǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴғൟŴ˳ׇ؏עŴ˖ಅǍܖٻሁƱƷᡲઃȷңƴǑǓŴ
؏עƷ૨҄ǍഭӪŴᑸᘐሁƷเǛܖ፼ƱƠƯᆢಊႎƴဇƠǇƢŵ


ὴՃƷѮѦؾƷોծȷƖ૾ો᪃Ʒਖ਼ᡶ
ȷ܇ƲǋƨƪƷᝅƔƳܖƼȷᏋƪƷƨǊƴƸŴՃƕ࣎៲ƱǋƴͤࡍưǍǓƕƍǛǋƪŴ
ಅƮƘǓǍ܇ƲǋƨƪƷਦݰƴࣞݦưƖǔؾǛૢƑǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
 ՃƕͤࡍưǍǓƕƍǛǋƪƳƕǒ܇ƲǋƨƪƱӼƖӳƍŴឋƷ᭗ƍᏋѣǛዒዓưƖ
ǔǑƏŴܖఄྵئƷܱऴƴࣖơƨφ˳ႎƳӕኵǈǛܱƠŴܖఄƴƓƚǔƖ૾ો᪃Ǜਖ਼
ᡶƠƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫܖఄǵȝȸȈ˳СƷΪܱ
ܖఄᢃփƷಮŷƳᛢ᫆ǁƷࣖݣǛૅੲ


ƢǔƨǊŴܖ፼ਦૅݰੲՃ ǛᣐፗƢǔƜ
ƱƴǑǓŴӲܖఄƷܱऴƴࣖơƨƖǊኬ
ƔƳਦݰƷΪܱǛǓǇƢŵ
ǇƨŴܖఄૅੲǢȉȐǤǶȸǛᢔƠŴ
ᒉՃǁƷؕஜႎƳਦݰŴሥྸᎰǍȟ
ȉȫȪȸȀȸǁƷܖఄᢃփሁƷφ˳ႎƳ
яᚕǛᘍƍŴܖఄƷᏋщƷӼɥǛǓ
ǇƢŵ
ƞǒƴŴғƷᏋᛢᆉǛ៊ǇƑƨᄂᆮ

ྵඞ

Ⴘ

ȷܖ፼ਦૅݰੲՃƷᣐፗ  ʴ ȷδᇜȷဃࢻȷ̬ᜱᎍǢ
ȷܖఄૅੲǢȉȐǤǶȸƷᢔ
Ჱʴ
ȷᏋᛢ᫆ᄂᆮఄ
ႆᘙ˟Ჴ  ࠰  உ

ȳǱȸȈƴ᧙Ƣǔܖ
ఄƴƓƚǔಅƷ
ឱࡇ Ჟ
ˋԧᲬ࠰ࡇ 

 ଐ
 ӋьᎍૠᲴғϋμݱȷɶܖఄ
Ճ  Ӹ
 ȆȸȞᲴܖఄƷऴ҄إᲢׄ
ܖݱఄȷᓳӳᇹׄܖݱఄȷཅ
ᡂᇹɟɶܖఄᲣ

ఄǛਦܭƠŴƦƷௐǛғᇌܖఄưσஊ
ƢǔƱƱǋƴŴΟǕƨᏋܱោǍᄂᆮ
ѣǛᘍƬƨܖఄǛᘙࢧƢǔСࡇǛ˺ǓŴ

 


 ܖ፼ਦૅݰੲՃȷȷȷܖఄᢃփƷಮŷƳᛢ᫆ǁƷࣖݣǛૅੲƢǔƨǊŴݲʴૠਦݰŴȆǣȸȠȆǣȸȁȳǰƷ
ܱǍᡲઃᏋƷਖ਼ᡶƳƲŴӲఄƷܱऴƴࣖơƨਦݰǛᘍƍǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

ȷኵጢȞȍǸȡȳȈƷᎋƑ૾Ǜ

ȷᇹɤᎍᚸ̖Ʒఄᧈ

ૼƨƳˁኵǈƱƠƯӕǓλ

ǢȳǱȸȈưܖఄᢃ

̖Ŵĭ̬ᜱᎍȷ˰؏עൟሁƴǑǔܖఄ᧙

Ǖƨܖఄᚸ̖Ʒܱแͳ

փƷોծƴƭƳƕƬ

̞ᎍᚸ̖ŴĮܖᜤኺ᬴ᎍሁƴǑǔᇹɤᎍ

ȷᇹɤᎍᚸ̖Ǜ  ఄưܱ

ƨ Ʊ  ׅሉ Ơ ƨ л ӳ

ᚸ̖Ტ ࠰ƴ  ࡇܱᲣƴǑǓܖఄᚸ̖

ȷᇹɤᎍᚸ̖ۀՃƴǑǔܖఄ᧙

Ჟ

ՃƷɟޖƷॖഒƷӼɥǛǓǇƢŵ

άᲧᲬܖఄᚸ̖ƷΪܱ
ғᇌܖఄưƸŴĬᎰՃƴǑǔϋᢿᚸ

ǛܱƠŴƦƷኽௐǛƾǇƑܖఄᢃփƷ
ોծƴƭƳƛƯƍǇƢŵ
ǇƨŴᇹɤᎍᚸ̖ǛܱƠƨ፻࠰ࡇƴ
ᏋۀՃ˟ƴǑǔܖఄᚧբǛܱƠŴЭ
࠰ࡇƴਦઇƞǕƨᛢ᫆ሁƴƭƍƯŴܖఄ
ƷӕኵǈƕોծƴኽƼ˄ƍƯƍǔƔǛᄩ
ᛐƠŴਦݰȷяᚕǛᘍƍǇƢŵ
ƞǒƴŴ  ࠰ࡇƔǒݱɶᡲઃ

̞ᎍȒǢȪȳǰƷܱ

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ȷܖఄᚸ̖إԓǛμఄư˺
ƠŴᏋۀՃ˟ǁإԓ
ȷܖఄᚸ̖Ʒᐯࠁᚸ̖Ŵܖఄ᧙
̞ᎍᚸ̖Ʒμఄܱ
ȷᇹɤᎍᚸ̖ƷఄᧈǢȳǱȸ
ȈưܖఄᢃփƷોծƴƭƳ
ƕƬƨƱׅሉƠƨлӳ Ჟ

؏עңܖఄƕȢȇȫܱᲢ עғᲣƞ
ǕƨƜƱƴˤƍŴ᧙̞ƢǔݱȷɶܖఄƷ
ܖఄᚸ̖ ƷנǓ૾ƴƭƍƯǋ౨᚛Ơ

ƯƍǇƢŵ
άᲧᲭ +%6 ǛဇƠƨᏋƷΪܱ
܇ƲǋƨƪƕݩஹƷᅈ˟ưဃƖƯƍƘ
ƨǊƴ࣏ᙲƳឋȷᏡщǛᏋǉƨǊƴŴ

ȷ+%6 ǛဇƠƨಅǛᘍƬƯ

ȷȗȭǰȩȟȳǰᏋ

ƍǔՃƷлӳᲢ ଐ  ˌׅ

ӏƼȇǸǿȫǛ

ɥᲣ

ဇƠƨᏋѣƷ

  ࠰ࡇƴݰλƠƨǿȖȬȃȈȑǽ

 ܖݱఄ 

ܱ

ǳȳǍᩓ܇᱅ெೞᏡ˄ƖȗȭǸǧǯǿӏ

 ɶܖఄ 

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ƼஇૼƷܱཋ৲ࢨೞሁŴᏋѣƴƓƚ

ȷғᇌݱȷɶȷཎКૅੲܖఄ 

ǔ +%6 ƷјௐႎƳဇǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋ

ఄƷܴƴૢͳƠƯƍǔཎ

ƴŴӲఄƷƷσஊƷ̟ᡶŴૼܖ፼ਦ

КܴȷݲʴૠܴሁƷ +%6

ݰᙲ᪸ƴࣖݣƠƨȇǸǿȫǍȗȭǰ

ೞ֥ᲢȗȭǸǧǯǿȷܱཋ৲

ȩȟȳǰᏋሁƷᄂᆮǛᘍƍǇƢŵ

ࢨೞሁᲣǛૼᲢ ӨᲣ

ὲоॖپƋǔᏋѣƷਖ਼ᡶ 

ȷžоॖپƋǔᏋѣਖ਼ᡶ

ȷܖఄ᧙̞ᎍᚸ̖Ʒžо

ӲܖఄᲢטᲣƕɶȷᧈႎƳᙻໜƴᇌ

ʙಅᚘဒɟᚁſǍӲఄƷ

ॖپƋǔᏋſƴ

ƪŴӲఄƝƱƷཎᧈǛਵƑŴоॖپƋ

ᏋႸƴඝƬƨŴᚘဒႎƳܖ

ݣƢǔᚸ̖Ʒлӳ

፼ѣƷܱ

Ჟ

ǔᏋѣǛφ˳ႎƴޒƢǔƨǊŴ
žо
ॖپƋǔܖఄƮƘǓᏋѣਖ਼ᡶᚘ

 ܖݱఄᲢ ఄᲣ

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ဒſǍӲܖఄᲢטᲣƷᏋႸƴඝƬƯŴ  ɶܖఄᲢ ఄᲣ
ᚘဒႎƳܖ፼ѣǛܱƠǇƢŵ

 ཎКૅੲܖఄᲢ ఄᲣ



 ࠷ᆐטᲢ טᲣ 
ȷܖఄ᧙̞ᎍᚸ̖ƷƏƪžоॖ
پƋǔᏋſƴݣƢǔᚸ̖
ƴݣƢǔᚸ̖Ტஇ᭗ᚸ̖Უ
Ʒлӳ Ჟ

έ؏עңܖఄᲢǳȟȥȋȆǣȷǹ ȷܖఄ᧙̞ᎍᚸ̖إԓƷƏƪ ȷܖఄ᧙̞ᎍᚸ̖Ʒžע
ǯȸȫᲣƷΪܱ
ž؏עᡲઃſƴݣƢǔᚸ̖ƴ
؏ᡲઃſƴݣƢǔ
μƯƷғᇌݱȷɶܖఄƕ؏עңܖఄ
ƱƳǓŴܖఄƱ؏עƕᡲઃȷңƠƯ܇

ݣƢǔᚸ̖Ტஇ᭗ᚸ̖ᲣƷ
лӳ Ჟ



ᚸ̖Ʒлӳ Ჟ
ȷݱɶᡲઃ؏עң

➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ƲǋƨƪƷᧈƴ᧙ǘǓŴƔǕƨܖఄ

ȷݱɶᡲઃ؏עңܖఄƷȢ

ƮƘǓǛƞǒƴਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ

ȇȫܱ  עғ

Ⴘ
ܖఄƷஜܱ
 עғ
ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ǇƨŴݱɶᡲઃ؏עңܖఄǛܱ
ƢǔƜƱưŴ؏עƙǔǈư܇ƲǋƷɟᝦ
ƠƨᧈǛૅƑŴʝƍƷ᫊ƕᙸƑǔ᧙̞
ƕࢍ҄ƞǕǔƜƱƱƳǓŴʻࢸƷ؏עᅈ
˟ǛਃƏʴƷᏋǁƱƭƳƛǇƢŵ

ὴܖఄƷඥࢷႻᛩ˳СƷૢͳ

ȷܖఄƷඥࢷႻᛩ˳СǛૢͳ

ȷӲܖఄƴƓƍƯŴݦ

 ܖఄǛӕǓࠇƘᛢ᫆ƕᙐᩃ҄ȷᩊ҄

ƠŴ  ࠰  உƔǒᢃဇ

ᧉႎƳᙸעƔǒƷя

ƢǔɶưŴࡰᜱٟƷࣱᧉݦǛဇƢǔƜ

Ǜڼ

ᚕƴǑǔᢘЏƳࣖݣ

ƱƴǑǓŴዬ࣯үೞʙకǍܖఄƴݣƢǔ
ɧ࢘Ƴᙲ൭ǁƷࣖݣሁŴܖఄƕඥƴؕƮ

   ࠰ࡇႻᛩˑૠ
 ˑ

ƘяᚕǛ࣏ᙲƱƢǔբ᫆ƴƭƍƯᡆᡮƔ
ƭᢘЏƴࣖݣưƖǔؾǛૢͳƠǇƢŵ
ǇƨŴƜǕƴǑǓŴᎰՃƕδᇜȷဃࢻ
ሁǁƷਦݰƴࣞݦưƖǔǑƏૅੲƠǇ
Ƣŵ







ǛᘍƍǇƢŵ
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ĭɟʴƻƱǓƷཎࣱƴࣖơƨႆᢋƱᐯᇌǁƷૅੲ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
܇ƲǋƷႆᢋƸŴᡲዓႎưƸƋǓǇƢƕƳǊǒƔƴᡶᘍƢǔǋƷưƸƋǓǇƤǜŵӷơཞ
७ƕዓƍƯͣ๛ƠƯƍǔǑƏƴᙸƑƨǓŴƋǔƱƖƴƸႎƴᡶǜƩǓƢǔƜƱƕᙸǒǕ
ǇƢŵǇƨŴ܇ƲǋƷႆᢋƸŴ̾ʴࠀǋٻƖƘ܇ƲǋɟʴƻƱǓƷ࣎៲ƷᧈƸಮŷưƢƕŴ
ႆᢋƴ᧙ƢǔႻᛩƸᡦЏǕǔƜƱƸƳƘŴʐ࠷δƴ᧙ƠƯƸŴ̬ͤǻȳǿȸǍ܇Ʋǋዮӳǻ
ȳǿȸႆᢋૅੲǳȸȊȸžƋƍƋƍſưࣖݣƠƯƍǇƢŵ
ႆᢋᨦܹǍႆᢋƷǕŴ͞ǓƷƋǔ܇ƲǋƴƭƍƯƸŴଔƴȪǹǯƴൢƮƖŴཎஊƷžᛐ
ჷƷǹǿǤȫſƴӳǘƤƨᏋȷ̬ᏋǛᘍƏƜƱưŴஜʴƷᐯ̮Ǎᐯݭज़ऴǛᏋǈŴဃƖƯ
ƍƘɥưƷؕᄽщǛᏋƯǔƜƱƕٻЏưƢŵ
ଔƍƔǒԗƷྸᚐƕࢽǒǕŴ̾ƴӳǘƤƨૅੲǍؾƷᛦૢƕᘍǘǕǔƜƱƕٻЏư
Ƣŵ

  ଔƍെ᨞ƔǒƷႆᢋૅੲ
ғưƸŴᏋȷᅦᅍȷ̬ͤƷӲЎƕᡲઃƠƳƕǒŴႆᢋƴ࣎ᣐƷƋǔ܇ƲǋǛਤƭܼࡊ
ǁƷૅੲǛଔƍെ᨞ƔǒᘍƬƯƍǇƢŵ
၌၏Ʒʖ᧸ǍᨦܹሁƷଔႆᙸŴଔૅੲƷƨǊŴ̬ͤǻȳǿȸƷʐ࠷δͤࡍᚮ௹ƷǄƔŴ
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸႆᢋૅੲǻȳǿȸžƋƍƋƍſưƸŴ࣎៲ƷႆᢋǍᧈƴǕƷƋǔ܇
ƲǋƕܼࡊǍ؏עưͤǍƔƴᏋƭǑƏŴ܇ƲǋƷႆᢋƴ᧙ƢǔዮӳႎƳૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵ

ǇƨŴႆᢋƴ࣎ᣐƷƋǔ܇ƲǋƨƪƷ̾ŷƷᧈŴႆᢋǛ̟ƢƨǊƴƸŴ࣏ᙲƳૅੲǛᢘ
ЏƳƴᘍƏƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
܇ƲǋӷٟƕᏋƪӳƑǔؾǛૢƑŴ̾ŷƷۋƴࣖơƨʐ࠷δƷႆᢋૅੲǛᘍƏƨǊŴ
ႆᢋ࣎ྸٟሁƷܼᧉݦƴǑǔž߹̬ׅᏋႻᛩſǛܱƠƯƍǇƢŵ
࠷ᆐטƴƓƍƯǋŴܼᧉݦȁȸȠƴǑǔ߹ׅႻᛩሁǛܱƢǔƱƱǋƴŴཎКƳᣐॾǛᙲ
Ƣǔ܇ƲǋƴƸŴ࣏ᙲƴࣖơƯʼᜱՃǛᣐፗƠŴܤμƷᄩ̬ƱᏋႎјௐƷӼɥǛƬƯƍ
ǇƢŵ
ʻࢸǋƦǕƧǕƷ܇ƲǋƷͤǍƔƳᏋƪƷƨǊƴŴɟʴƻƱǓƷᧈǍܼࡊؾƴࣖơƨŴ
ଔƍƔǒƷᢘЏƳࣖݣƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ


  ཎКૅੲᏋǛǊƙǔཞඞƷ҄٭
ғᇌƷܖݼЭᚨӏƼғᇌݱȷɶȷཎКૅੲܖఄƴנቔƢǔŴཎКƳૅੲǛᙲƢǔ࠷δȷ
δᇜȷဃࢻƕܖƿƜƱƷॖ፯Ǜܱज़ưƖǔǑƏŴᝅƔƴܖƿƜƱƕưƖǔؾǛૢƑŴɟʴ
ƻƱǓƷឋȷᏡщǛ˦ƹƤǔǑƏƴƠƯƍƘƜƱƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵǇƨŴƦƷૅੲƕ
ȩǤȕǹȆȸǸƷራႸƝƱƴᡦЏǕǔƷưƸƳƘŴᏋŴᅦᅍŴ̬ͤŴҔၲೞ᧙ሁƕᡲઃƠŴ
ᧈႎᙻໜƴᇌƪɟᝦࣱƷƋǔૅੲǛᘍƏƜƱƕᙲưƢŵ
μƯƷ܇Ʋǋƕ̾ŷƷឋȷᏡщǛ˦ƹƠŴᅈ˟ƷɶưưƖǔǑƏƴƢǔƨǊƴƸŴ
܇ƲǋɟʴƻƱǓƷᛢ᫆ƴɠݗƴࣖݣƢǔƱƱǋƴŴᧈǍࢍǈǛƔƢƜƱƷưƖǔܖƼ
ƷؾǛૢƑǔƜƱƕٻЏưƢŵ
 


 ߹̬ׅᏋႻᛩȷȷȷᧉݦᎰᲢ࣎ྸᎰሁᲣƕ̬ᏋྵئƴឨƖŴ܇ƲǋƷಮ܇ǛܱᨥƴᙸƨɥưŴᧉݦႎƳჷᙸǛ
੩̓ƠƭƭŴ̬ᏋᎍƱƱǋƴᨦܹδǍᣐॾδƷ̬ᏋƴƭƍƯᎋƑǔႻᛩѣưƢŵ
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┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

ǇƨŴૼܖ፼ਦݰᙲ᪸ƴƓƍƯƸŴᨦܹᎍྸᚐȷ࣎ƷȐȪǢȕȪȸƷƨǊƷʩ්Ʒᙲࣱ
ሁŴ܇ƲǋƨƪƷᝅƔƳʴ᧓ࣱȷᅈ˟ࣱǛᏋǉƨǊƷᏋƷΪܱƴƭƍƯᅆƞǕǇƠƨŵٶ
ಮࣱƴ݈ǜƩᅈ˟ƴƋƬƯŴ܇Ʋǋƨƪƕ˂ᎍƱƷႻᢌሁǋࣱ̾ƱƠƯݭƢǔ७ࡇǛᏋǉ
ᏋǛܱྵƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά܇
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸǛఋƱƢǔᨦܹδሁૅੲ˳СƷΪܱ
ȷၲᏋᚨƱƠƯŴ̬ᜱᎍƱƷҗЎƳᛅƠӳƍƴǑǓᄩƔƳૅੲᚘဒǛሊܭƠŴǑǓឋƷ᭗
ƍૅੲǛܱƢǔƱƱǋƴŴૅ؏עੲƷਗໜƱƠƯᅈ˟เƷဇሁǛԃǊƨૅੲ˳СƷ
ΪܱǛƬƯƍƖǇƢŵ


ὲ܇
܇ƲǋƷᧈȷႆᢋƴࣖơƨႻᛩሁƷΪܱ
ȷʐ࠷δͤࡍᚮ௹Ǎ̬ᏋטሁưƷ߹ׅႻᛩƴǑǓբ᫆ƷଔႆᙸȷࣖݣǛᘍƍŴ̾ŷƴࣖơ
ƨƖǊኬƔƳǵȸȓǹǛ੩̓ƠƯƍƖǇƢŵ


έཎ
ཎКૅੲᏋƷਖ਼ᡶ
ȷᨦܹƷƋǔδᇜȷဃࢻƷفьƴˤƍŴ
žɟʴƻƱǓƷཞඞƴࣖơƨᢘЏƳਦݰſǛƞǒƴਖ਼
ᡶƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ܇ƲǋƷݩஹǛᙸੁƑဃƖǔщǛᏋǉƨǊƴŴܖఄƕ̬ᜱᎍ
ƱᆢಊႎƴऴإǛσஊƢǔೞ˟ǛਤƪŴ˂ೞ᧙ƱƷᡲઃǛǓƳƕǒŴ܇ƲǋƷᏡщǛஇ
ǋ˦ƹƢૅੲǍਦݰǛᘍƏƱƱǋƴŴɟʴƻƱǓƷᄩƔƳܖƼǛ̬ᨦƢǔ˳СǛૢͳƠƯ
ƍƖǇƢŵ


ὴᨦ
ᨦܹᎍྸᚐᏋƷਖ਼ᡶ
ȷிʮ  ǪȪȳȔȃǯȷȑȩȪȳȔȃǯǛڎೞƱƠŴδᇜȷဃࢻƕŴȑȩȪȳȔȃǯᇤ
২ǛᡫƠƯᨦܹǁƷྸᚐǍᨦܹᎍƱƷσဃƴƭƍƯܖƿೞ˟ƱƢǔƨǊŴμғᇌܖఄưᨦ
ܹᎍǹȝȸȄᢠƱƷʩ්ǛʩƑƳƕǒᨦܹᎍǹȝȸȄǛ˳᬴ƢǔƳƲŴᨦܹᎍྸᚐᏋ
Ǜਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ȷǇƨŴ˟ٻኳʕࢸƴƓƍƯǋŴᨦܹǁƷྸᚐǛขǊǔᏋǛܱƢǔƨǊƴŴ࠰ܖǛឭƑ
ƯဇưƖǔǛဇƍŴዒዓႎƴδᇜȷဃࢻƷ࣎ƷᧈǛ̟ƠǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫႆᢋႻᛩ

ྵඞ

Ⴘ

ȷႻᛩˑૠ  ˑ

ࡽƖዓƖŴᨦܹδǍႆ

܇ƲǋƷႆᢋŴᏋδŴᨦܹሁƷႻᛩǛ

ᢋƴ࣎ᣐƷƋǔδᇜƷ

ӖƚŴႆᢋ౨௹Ŵ૾ࣖݣඥሁƷǢȉȐǤ

̬ᜱᎍƷൢਤƪƴ݃Ǔ

ǹŴऴإ੩̓ሁǛᘍƍǇƢŵ࣏ᙲƴࣖơ

ชƬƨૅੲǛᘍƬƯƍ

Ư᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠŴ܇ƲǋǍܼࡊƷཞ

ƖǇƢŵ

ඞƴӳƬƨǵȸȓǹƴƭƳƛƯƍƖǇ



Ƣŵ

άᲧ δᇜᅦᅍඥƴؕƮƘδᇜႆᢋ ғϋưƸˋԧΨ࠰  உໜư ȷМဇᎍ  ʴஉ
ૅੲ
 ƔᲢૼܿғᇌ܇Ʋǋዮӳǻ ȷМဇଐૠ  ଐஉ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ႆᢋƷ࣎ᣐǍ࣎៲ƷᨦܹƕƋǔŴɼƴ

ȳǿȸŴ6''05 ૼܿŴཎܭ᩼

ܖݼЭƷ܇ƲǋƴŴଐࠝဃƴƓƚǔؕ

փМѣඥʴ #&&5ŴșǢȸǺ

ஜႎƳѣ˺ƷਦݰŴᨼׇဃǁƷᢘࣖ

ǭȃǺŴȗȬȟǢȷǱǢȷǸȥ

ጀƳƲǛᘍƍǇƢŵ

ȋǢׄȄࡃŴδᇜႆᢋૅੲȷ

Ⴘ
ˋԧᲬ࠰ࡇ 

્ᛢࢸሁȇǤǵȸȓǹ 5OKNG
5GGFŴǳȚȫȗȩǹᒉඕဋŴ
ȎȸǵǤȉૼܿᲺ.GCH ᪦ಏၲ
ඥǻȳǿȸᲣưܱƠƯƍǇ
Ƣŵ
ȷМဇᎍ  ʴஉ
ȷМဇଐૠ  ଐஉ

ὲᨦܹδሁ߹̬ׅᏋႻᛩᲶ̬Ꮛטȷ ȷ࠰Წ᳸ᲭܱׅᲢݣᝋᲴғᇌŴ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ
ᅶᇌ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטሁᲣ
܇ƲǋטሁᲸ
ᇹ  ׅᲢ உ᳸ உᲣ

࠰ ᳸ ׅǛؕஜƱƠ

 ܱׅƠŴᨦܹδ̬ᏋƷᢘЏƳᢃփǛ

 Ɣ

࣏ᙲƳཞඞƴࣖݣưƖ

ǓǇƢŵᨦܹሁƷᆔŴᆉࡇሁƴӳǘ

ᇹ  ׅᲢ உ᳸ உᲣ

ǔ˳СǛૢƑƯƍƖǇ

Ƥƨ̬ᏋǍࣖݣǁƷჷᜤǛขǊǔƜƱǛ

 Ɣ

Ƣŵ

ႸႎƱƠƯŴႆᢋ࣎ྸٟሁƷܼᧉݦƕ̬

ᇹ  ׅᲢ உ᳸ உᲣ

ᏋƷǢȉȐǤǹǛƢǔƨǊŴ̬Ꮛטȷ܇

 Ɣ

ᨦܹδӏƼ̾КᣐॾδǛݣᝋƴ࠰ ᳸

ƲǋטሁǛ߹ׅƠǇƢŵ

έᲧ ཎКૅੲᏋƷਖ਼ᡶ
ႆᢋᨦܹሁƷƋǔδᇜȷဃࢻǁƷᢘЏ
ƳᏋႎૅੲǛࢍ҄ƢǔƨǊƴŴཎКૅ

ȷཎКૅੲᏋਖ਼ᡶՃƷᢔ  ȷཎКૅੲᏋਖ਼ᡶՃ
 ʴ
ȷૅܖݼੲǷȸȈƷဇ



Ʒᢔ
ܖݱఄ  ʴ
ɶܖఄ    ʴ

ੲᏋਖ਼ᡶՃ ǛفՃƠŴܖኢϋਦ˳ݰС

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ǛΪܱƠǇƢŵ
ƋǘƤƯŴȪȸȕȬȃȈƷ˺Ǎᛟଢ
˟Ʒ͵ሁƴǑǓŴ̬ᜱᎍŴғൟሁƷཎ
КૅੲᏋƴ᧙ƢǔྸᚐգႆƴѐǊǇ
ƢŵǇƨŴɟʴƻƱǓƷȋȸǺƴࣖơƨ
ɟᝦƠƨᏋႎૅੲǛᘍƏƨǊŴܖݼЭ
ᚨǍܼࡊưƷಮ܇ǛܖݱఄƴࡽƖዒƙ
ƨǊƷžૅܖݼੲǷȸȈſǍŴ̬ͤȷҔ
ၲŴᅦᅍሁƴ̞ǔ᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠŴʐ
࠷δƔǒܖఄҡಅǇưɟᝦࣱƷƋǔૅ
ੲǛᘍƏƨǊƷž̾КƷᏋૅੲᚘဒſ
Ŵ
ɟʴƻƱǓƷᏋႎȋȸǺƴࣖơƨᏋ
ϋܾǍ૾ඥǛႮǓᡂǜƩž̾Кਦݰᚘဒſ
ƷဇǛਖ਼ᡶƠŴЏǕႸƷƳƍૅੲǛᘍ
ƍǇƢŵ

έᲧ ܖఄƴƓƚǔ߹ׅਦݰȷႻᛩ ȷμݱȷɶܖఄƴƓƚǔ ܼᧉݦዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
˳СƷΪܱ
Ტܖٻȷ࣎ྸٟᲣƴǑǔ ǇƢŵ
 


 ཎКૅੲᏋਖ਼ᡶՃȷȷȷݱȷɶܖఄƴנቔƢǔႆᢋᨦܹƷƋǔδᇜȷဃࢻǛݣᝋƴՃƷਦݰƷᙀяǍƦƷ
˂Ʒ࣏ᙲƳૅੲǛᘍƍǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
ܖᜤኺ᬴ᎍǍ࣎ྸᎰሁƷܼᧉݦƕӲܖ

ྵඞ
߹ׅႻᛩƷܱ

ఄǛ߹ׅƠŴႆᢋᨦܹሁƕƋǔƱ࣬ǘǕ

ȷғᇌ࠷ᆐטƴƓƚǔཎКૅੲ

ǔδᇜȷဃࢻሁǁƷᢘЏƳਦ૾ݰඥǍܖ

ᏋႻᛩՃƴǑǔ߹ׅႻᛩ

ఄϋૅੲ˳СሁƴƭƍƯਦݰȷяᚕƢǔ
ǄƔŴཎКૅੲᏋႻᛩՃƕŴܖఄƷ̔
᫂ƴࣖơƯᢘܯਦݰȷяᚕƠǇƢŵ

Ⴘ

Ʒܱ
ȷܼᧉݦᲢܖᜤኺ᬴ᎍᲣƴǑǔ
ཎКૅੲܴਗໜఄǁƷਦ
ݰ

έᲧ ǇƳƼƷܴᲢཎКૅੲܴᲣ ȷǇƳƼƷܴƷᚨፗ

ƦǕƧǕƷᨦܹཎࣱƴ

ᡫࠝƷܖኢưƷܖ፼ƴƓƓǉƶӋьư

ܖݱఄ  ఄ

ӳǘƤƨਦݰƷƞǒƳ

ƖǔƕŴႆᢋᨦܹሁƷƨǊཎКƳਦݰǛ

ɶܖఄ  ఄ

ǔΪܱǛǓǇƢŵ

࣏ᙲƱƢǔδᇜȷဃࢻƷƨǊƷܴưƢŵ
  ࠰ࡇǑǓμғᇌܖݱఄƴŴˋԧ
Ψ࠰ࡇǑǓμғᇌɶܖఄƴᚨፗƠƯƍǇ
ƢŵМဇƢǔδᇜȷဃࢻƸŴ୍െƸࠗנ
ܖኢᲢᡫࠝƷܖኢᲣưܖ፼ƠŴδᇜȷဃ
ࢻƷཞ७ƴࣖơƯŴܖఄϋƴƋǔǇƳƼ
ƷܴưਦݰǛӖƚǇƢŵᅈ˟ࣱǛ៲ƴ
˄ƚŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщǛ᭗ǊƯ
ᝅƔƳʴ᧓᧙̞ǛᏋƯǔƨǊƷਦݰሁ
ǛŴ̾КǍݱᨼׇưᘍƬƯƍǇƢŵ

ὴᨦܹᎍྸᚐᏋƷਖ਼ᡶ

ȷᨦܹᎍǹȝȸȄ˳᬴ʙಅƷܱ

 ிʮ  ǪȪȳȔȃǯȷȑȩȪȳ

Ტғᇌܖఄμ  ఄᲣ

ȈưŴᨦܹᎍྸᚐƕ

ȔȃǯǛڎೞƱƠŴδᇜȷဃࢻƕŴȑȩ

ȷᨦܹᎍྸᚐᏋਖ਼ᡶƷ˺

ขǇƬƨƱׅሉƠƨ

ȪȳȔȃǯᇤ২ǛᡫƠƯᨦܹǁƷྸᚐǍ



лӳ Ჟ

ᨦܹᎍƱƷσဃƴƭƍƯܖƿೞ˟ƱƢǔ

ȷδᇜȷဃࢻƷǢȳǱȸȈưŴ

ƨǊŴӲܖఄưᨦܹᎍǹȝȸȄᢠƱƷ

ᨦܹᎍྸᚐƕขǇƬƨƱׅ

ʩ්ǛʩƑƳƕǒᨦܹᎍǹȝȸȄǛ˳᬴

ሉƠƨлӳ Ჟ

ƢǔƳƲŴᨦܹᎍྸᚐᏋǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
 ǇƨŴ˟ٻኳʕࢸƴƓƍƯǋŴᨦܹǁ
ƷྸᚐǛขǊǔᏋǛܱƢǔƨǊƴŴ
࠰ܖǛឭƑƯဇưƖǔǛဇƍŴዒ
ዓႎƴδᇜȷဃࢻƷ࣎ƷᧈǛ̟ƠǇƢŵ



ȷδᇜȷဃࢻƷǢȳǱȸ
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Ჭ சஹǛਃƏ܇Ʋǋƨƪƕ࣎៲ƱǋƴᝅƔƴᏋƭƨǊƴ
Ĭ࣎ƱƔǒƩƷእžᢂƼſ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
܇ƲǋƴƱƬƯžᢂƼſƸŴဃƖǔщƷؕᄽǛሰƘɥưഎƔƤƳƍǋƷưƢŵ
 žᢂƼſƴƸŴ
ž᧓ſ
žᆰ᧓ſ
žː᧓ſƷ  ƭƷž᧓ſƕ࣏ᙲƩƱᚕǘǕƯƍǇƢŵƠƔƠŴ
ྵˊƷᣃࠊဃƴƓƍƯŴᢂǂǔ᧓ǍǹȚȸǹŴƱǋƴᢂƿː᧓ƮƘǓƳƲŴ܇Ʋǋƨƪ
ƕᐯႆႎƴŴƷƼƷƼƱᢂǂǔؾǛᄩ̬ƢǔƜƱƴŴಮŷƳСኖǛˤƏྵཞƕƋǓǇƢŵ
 சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƕͤǍƔƴᧈƠƯƍƘƨǊƴŴ
žᢂƼſƷॖ፯Ǜ៊ǇƑŴπטǍᢂ
ƼئሁƷͳૢؾƱᢂƼƷೞ˟ǛΪܱƞƤǔƨǊƷӕኵǈƕᙲưƢŵ


  žᢂƼſƷΪܱƴӼƚƨӕኵǈ
ғƴƸŴʐ࠷δƔǒɶ᭗ဃǇưМဇưƖǔδᇜᲢ ƔᲣƱŴδᇜೞᏡǛ́Ƥਤƭ܇
ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸᲢ ƔᲣƱŴ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸƕƋǓǇƢŵ
 ǇƨŴཎКૅੲܖఄǛԃǊμғᇌܖݱఄưŴ܇ƲǋƨƪƕᐯဌƴᨼƍŴᢂƼŴܖƼŴʩ්ư
ƖǔئƱƠƯƷž્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹſǛܱƠƯƍǇƢŵ
 ؏עѣƴƓƍƯƸŴ܇ƲǋƨƪƷȪȸȀȸƱƳǔžǸȥȋǢȪȸȀȸſƷႆƱᏋƷ
ƨǊŴ
žǸȥȋǢȪȸȀȸᏋᜒࡈſǛᘍƬƯƍǇƢŵƞǒƴŴғϋƷ  ƔƷπטሁƴƓƍ
ƯŴȗȬǤȑȸǯѣƱƦƷ୍ӏǛᡶǊǔ˳ׇ؏עǛૅੲƠŴ
žᐯЎƷᝧ˓ưᐯဌƴᢂƿſƜ
ƱǛٻЏƴŴƦǕƧǕƷ؏עཎࣱǛဃƔƠƨ܇ƲǋƨƪƷᢂƼƕጮǓ࠼ƛǒǕƯƍǇƢŵǳȸ
ȇǣȍȸȈࢫưƋǔžȗȬǤȪȸȀȸſƷȎǦȏǦƷᔛᆢǍŴȗȬǤȑȸǯư܇ƲǋǛᢂƹ
ƤƯƍƨ̬ᜱᎍƨƪƕŴ܇ƲǋƷᧈƴƓƚǔžᢂƼſƷᙲࣱǛܱज़ƠŴᢃփǹǿȃȕƱ
ƠƯѣǛዒዓƠƯƍǔƜƱǋӕኵǈƷௐưƢŵ 
܇ƲǋƨƪƷᐯɼႎƳžᢂƼſǛႆƴƠŴࠢ࠼ƍ࠰ᱫƷ܇Ʋǋƨƪƕʝƍƴࢨ᪪Ơӳƍ
ƳƕǒŴᝅƔƴᏋƪӳƏƜƱƕưƖǔ؏עƮƘǓƴƭƳƕǔǑƏŴ܇ƲǋƷžᢂƼſƷΪܱ
ƴӼƚƨӲᆔƷӕኵǈǍئއǛԃǊƨؾǛૢƑƯƍƘƜƱƕٻЏưƢŵ


  ٳދƷᝮƳᢂƼئƱƠƯƷπט
ғᇌᢂƼئǛԃǉғϋƷπטƸŴ  ࠰  உ  ଐྵנư  ƔƋǓŴғƷዮ᩿
ᆢƷ ᲟŴᲫʴ࢘ƨǓƷπט᩿ᆢƸ  ɜưƢŵൟπטưƋǔૼܿࣂᑽǍŴᣃᇌৎޛ
πטŴғᇌૼܿɶځπטƳƲᙹٻπטǋƋǓǇƢƕŴғᇌπטƷኖ  ЎƷ  Ƹ᩿ᆢ 
ɜசƷൔ᠋ႎᙹݱƳπטưƢŵ
ғưƸŴғᇌπטƷૼᚨȷો̲ƴ࢘ƨƬƯŴȯȸǯǷȧȃȗƳƲŴғൟሁ᧙̞ᎍƱƱǋƴ
˺ǓɥƛǔඥǛƱǓƳƕǒŴМဇȋȸǺǛӒପƠƨ᭽щƋǔπטƮƘǓǛႸਦƠƯƍǇƢŵ

ǇƨŴπטǵȝȸǿȸŴȗȬǤȑȸǯѣƳƲŴғൟƴǑǔπטǛܣǔѣǍ܇ƲǋƷᏋ
 


 ȗȬǤȪȸȀȸȷȷȷȗȬǤȑȸǯưƷᐯɼႎƳᢂƼǛᙸܣǔƱӷƴŴᢂƼ૾ǛࡽƖЈƢƳƲŴ܇Ʋǋƨƪ
ƕဃƖဃƖƱᢂǂǔؾǛૢƑǔנ܍ưƢŵ

 ғᇌᢂƼئȷȷȷிʮᣃሁƷஊƢǔဇעưŴ࢘ᛆဇעƕஜஹƷဇᡦƱƠƯМဇƞǕǔǇưƷ᧓Ŵɟ
્עƱƠƯƷ̅ဇᚩӧǛࢽƯŴπטƴแƣǔᆰ᧓ƱƠƯМဇƴ̓ƠƯƍǔעםưƢŵ

 πטǵȝȸǿȸȷȷȷπטƷฌੈŴᨊᒬŴౡఎƷλǕŴδᇜ̬ᜱᚨሁƷሥྸƷȜȩȳȆǣǢѣƴࢼʙ
ƠǇƢŵ
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ǛႸਦƢѣǋޒƞǕǔƳƲŴ܇ƲǋƷᝮƳᢂƼئƱƠƯƷπטƷࣱ҄ƕᡶǜưƍ
ǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άž
žᢂƼſǁƷૅੲƱசஹƷਃƍƷᏋ
ȷ܇ƲǋƨƪƕŴғϋƷٶಮƳǹȚȸǹǍೞ˟ǛဇƠƳƕǒŴƍƖƍƖƱᢂƼŴᧈưƖ
ǔǑƏŴࡽƖዓƖŴᢂƼƷΪܱƴӼƚƨӕኵǈǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ
ȷӲʙಅƴƓƚǔʴᏋƩƚưƳƘŴசஹƷ؏עѣƷਃƍǛᏋƢǔӕኵǈǋᡶǊƯ
ƍƖǇƢŵ


ὲ᭽
᭽щƋǔπטƷૢͳ
ȷ
žૼܿғǈƲǓƷؕஜᚘဒſᲢ  ࠰  உોܭᲣƴƓƍƯᅆƠƨπטƷૢͳǍሥྸƷ૾
ᤆƴؕƮƖŴπטƷᢘעƕƋǕƹဇעᄩ̬Ǜ౨᚛ƢǔƱƱǋƴŴπטƝƱƴਃƏೞᏡǍࢫ
лǛଢᄩƴƠƨƏƑưғൟሁ᧙̞ᎍƷॖᙸǛᎥƖƳƕǒπטƷૢͳǛᘍƍŴ᭽щƋǔπט
ƮƘǓǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫδᇜȷ્ᛢࢸ܇Ʋǋƻǖƹ ȷδᇜӏƼδᇜೞᏡǛਤƭ ӲᚨŴܖఄƴƓƍƯŴ
ưƷᢂƼƷૅੲ
܇Ʋǋܼࡊૅੲǻȳǿȸሁ ᢂƼǛɶ࣎ƱƠƨδᇜ
܇ƲǋƨƪǁƷͤμƳᢂƼئƷ੩̓Ǎ
ʐ࠷δᚃ܇ƷئއƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇ
Ƣŵ

ᚨૠ  
ȷ્ᛢࢸ܇Ʋǋƻǖƹܱܖݱ

ƷͤμᏋǛዒዓƠƯ
ᘍƬƯƍƖǇƢŵ

ఄૠ  ఄ

άᲧᲬசஹǛਃƏǸȥȋǢȪȸȀȸ ȷᄂ̲Ӌьᎍ  Ӹ
ӖᚠʙಅᎍƱңщƠŴ
ᐯ˳᬴ᲢǭȣȳȗᲣ  Ӹ ܇ƲǋƨƪƷᘍѣॖᜤ
ƷᏋ
؏עѣƴƓƍƯ܇ƲǋƨƪƷɶ࣎Ʊ

ᘙྵѣᲢᑈӨႆᘙᲣ  Ӹ ƷӼɥǛǓƳƕǒʙ

ƳƬƯƢǔȪȸȀȸƷႆƱᏋǛ

ȷ؏עȜȩȳȆǣǢӋьᎍ

ᘍƍǇƢŵ

    ׅӸ

άᲧᲭȗȬǤȑȸǯѣƷਖ਼ᡶ

ȷȗȬǤȑȸǯѣૅੲ

܇Ʋǋƕٳދư࣎ܤƠ

    ˳ׇƔ

ƯᢂǂǔؾǛᄩ̬Ƣ

˓ॖ˳ׇǁƷૅੲƴǑǓŴ܇Ʋǋƕ࣎ܤ

ȷգႆѣૅੲ 

ǔƨǊŴȗȬǤȑȸǯ

ƠƯᢂǂǔؾƮƘǓǛ̟ᡶƠǇƢŵǇ

   ˳ׇƔ

ѣǛᘍƏ˳ׇƱᡲઃ

ғϋƷπטưȗȬǤȑȸǯѣǛᘍƏ

ಅǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ

ƨŴ࠼إሁƴǑǔԗჷѣƷૅੲǛᘍƍ

ƠŴȗȬǤȑȸǯѣ

ǇƢŵ

ǛૅੲƠƯƍƖǇƢŵ

ὲᲧᲫǈǜƳưᎋƑǔ៲ᡈƳπטƷ ȷૢͳฎπט  ט
ૢͳ

ȷૢͳπט  טᲢᚘ 
טᲣ ˋԧᲬ࠰ࡇ 

؏עƷπטƷૢͳƴ࢘ƨƬƯŴπטԗ
ᡀƷ˰ൟƱңƠƯૢͳᚘဒకǛ˺Ƣ
ǔƳƲŴ˰ൟӋьƴǑǔπטƷૢͳǛᘍ
ƍǇƢŵ

ὲᲧᲬૼܿɶځπטƷ᭽щӼɥ
ૼܿɶځπטƷ᭽щǛǑǓ᭗ǊŴᛡǋ
ƕឱǛᢃƼƨƘƳǔπטƴƢǔƨǊŴ
žૼ

ȷؕஜᚘဒ
҅ǨȪǢȷᙱǨȪǢ
ȷᚨᚘ



ȷૢͳʙ
ஓƷǋǓ
ૼܿႉነƷ๚
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ܿɶځπט᭽щӼɥਖ਼ᡶȗȩȳſƴؕƮ

 ȝǱȃȈȑȸǯ

ƖŴૼܿɶځπטƷཎᑥǍ᭽щǛƞǒƴ

 ᑮဃ࠼ئ

ƔƠƨπטƮƘǓǛᡶǊǇƢŵ

ȷൟ᧓щǛဇƠƨʩ්ਗໜ
ᚨƷʙಅᎍᢠܭሁ
ȷπטᚨƴƓƚǔȍȸȟȳǰ
ȩǤȄƷݰλ







Ⴘ
ȷൟ᧓щǛဇƠƨ
ʩ්ਗໜᚨƷಅ
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ĭ࣎ƱƔǒƩƷእž૨҄ȷᑸᘐſ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ƲǋƷ૨҄ᑸᘐѣƷਖ਼ᡶ
ғƸŴૼܿғ૨҄ᑸᘐਰᐻؕஜவ̊ƷЭ૨ƴƓƍƯŴ
ž૨҄ᑸᘐоᡯƷǇƪૼܿſƷܱྵǛ
ܭǊƯƍǇƢŵǇƨӷவ̊Ʒᇹ  வưƸŴ
ž܇ƲǋƷ૨҄ᑸᘐѣǁƷӋьሁƷೞ˟Ʒᄩ̬ſ
ǛᙹܭƠƯƍǇƢŵ
૨҄ᑸᘐƱƷƾǕƋƍƸŴ܇ƲǋƷоᡯࣱǍज़Ӗࣱȷσज़ƢǔщǛᏋǉɥưŴƱƯǋᙲ
ưƢŵғưƸŴʐ࠷δ૨҄˳᬴ʙಅǍ૨҄˳᬴ȗȭǰȩȠƷܱǛƸơǊƱƠƯŴ̬ᏋטŴ
܇ƲǋטŴ࠷ᆐטŴܖఄŴδᇜŴሁưŴಮŷƳ૨҄ᑸᘐƷᦷចǍ˳᬴Ʒೞ˟Ǜ੩̓Ơ
ƯӋǓǇƠƨŵƜƷǄƔŴπႩᝠׇඥʴૼܿசஹоᡯᝠׇƕಮŷƳ૨҄ᑸᘐƴƾǕǒǕǔȗ
ȭǰȩȠǛޒƢǔǄƔŴᑸᏡᑶˡᑀưǋŴžૼܿғƴƓƚǔ૨҄ᑸᘐਰᐻƴ᧙Ƣǔңܭſ
ƴؕƮƖŴࢢٶƳ૨҄˳᬴ǤșȳȈሁǛܱƠƯƍǇƢŵƞǒƴŴൟ᧓Ʒ፦ᘐǍҦཋŴ
021 ˳ׇሁưǋŴٶಮƳ૨҄ᑸᘐƴƾǕǔƜƱƕưƖǔӕኵǈƕႮǜƴᘍǘǕƯƍǇƢŵ
ƜǕƔǒǋ૨҄ᑸᘐǛᡫƠƯŴ܇ƲǋƷဃƖǔщƱᝅƔƳ࣎ǛᏋǈŴசஹǛਃƏ܇Ʋǋƨ
ƪƷᝅƔƳʴ᧓ࣱǛᏋǉƨǊŴΟǕƨ૨҄ᑸᘐƴƾǕŴ૨҄ᑸᘐѣƴӋьƢǔೞ˟Ǜƞǒ
ƴ੩̓ƠƯӋǓǇƢŵƦƠƯƜǕǒƷ˳᬴ǛƖƬƔƚƴƠƯŴ܇Ʋǋƨƪƕᐯɼႎȷਤዓႎ
ƴ૨҄ᑸᘐѣǛᘍƑǔǑƏŴӕኵǈǛᡶǊƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ


  ܇ƲǋƷᛠѣƷਖ਼ᡶ
܇ƲǋƷᛠѣƸŴ܇ƲǋƕᚕᓶǛܖƼŴज़ࣱǛᄶƖŴᘙྵщǛ᭗Ǌǔɥư٭ٻᙲƳ
ǋƷưƋǓŴ܇ƲǋƷᛠؾǛᚘဒႎƴૢͳƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ғƸŴ
ž܇ƲǋƷᛠѣƷਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔඥࢷſƴؕƮƖŴ܇ƲǋƨƪƕƋǒǏǔೞ˟Ʊئ
ưᐯɼႎƴᛠǛಏƠǉƜƱƕưƖǔǑƏŴžᇹׄഏૼܿғ܇Ʋǋᛠѣਖ਼ᡶᚘဒſ 
  ࠰ࡇ᳸ˋԧΨ࠰ࡇ ƴƓƍƯŴʐ࠷δƔǒஜǁƷ᧙࣎Ǜ᭗ǊǔʙಅŴғᇌƷׇ
˳ЈǛဇƠ܇ƲǋƨƪƷ៲ᡈƳƱƜǖưᛠƴᚃƠǊǔؾƮƘǓŴғᇌܖఄƴƓƚǔ
ஔᛠƷܭბǍܖఄƷᔺƳƲƷΪܱŴƱƍƬƨӕኵǈǛਖ਼ᡶƠƯƖǇƠƨŵ
ƦƷኽௐŴˌɦƷᛢ᫆ƕᙸǒǕǇƠƨŵ
  ܇ƲǋƷᛠ፼ॹǛᏋǉƨǊƷܼࡊǍ៲ᡈƳᛠؾƷૢͳ 
  ܇ƲǋƷႆᢋെ᨞ሁƴࣖơƨૅੲƷΪܱ
  ܇Ʋǋᛠѣਖ਼ᡶƷؕႴƷૢͳ
 ƜƏƠƨᛢ᫆Ǜ៊ǇƑƯሊܭƠƨžᇹʞഏૼܿғ܇Ʋǋᛠѣਖ਼ᡶᚘဒſ
ᲢˋԧᲬ࠰ࡇ᳸
ˋԧᲯ࠰ࡇᲣƴǑǓŴࡽƖዓƖ܇ƲǋƷᛠѣƷਖ਼ᡶƴӕǓኵǜưƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά૨
૨҄ᑸᘐਰᐻؕஜவ̊ƴؕƮƘӕኵǈƷਖ਼ᡶ
ȷ૨҄ᑸᘐਰᐻؕஜவ̊ƴؕƮƖŴ
ž܇ƲǋƷဃƖǔщƱᝅƔƳ࣎ǛᏋǉſƜƱǛŴ૨҄ᑸᘐ
ਰᐻƷӕኵǈƷ૾ӼࣱƷ௵ƷᲫƭƴƓƍƯŴಮŷƳ૨҄ᑸᘐǛ˳᬴ưƖǔؾƷɦưŴ܇
 


 ᑸᏡᑶˡᑀȷȷȷғƱᑸׇңᲢπႩᅈׇඥʴଐஜᑸᏡܱܼ˳ׇңᜭ˟ᲣƸŴғƷǇƪƮƘǓƱ૨҄ᑸᘐਰ
ᐻǛႸႎƱƠƯŴžૼܿғƴƓƚǔ૨҄ᑸᘐਰᐻƴ᧙ƢǔңܭſǛኽƼŴૼܿғᇌ෭ᇹɤܖݱఄǛᑸׇңƕ
ો̲ƠƯŴ  ࠰  உƴᑸׇңƷᑸᏡ૨҄ਗໜžᑸᏡᑶˡᑀſǛǪȸȗȳƠǇƠƨŵ
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ƲǋƕᧈưƖǔǑƏŴӕኵǈǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ


ὲૼ
ૼܿғ܇Ʋǋᛠѣਖ਼ᡶᚘဒƷბܱƳਖ਼ᡶ 
ȷғᇌƱܖఄǍ࠷ᆐטŴ܇ƲǋטŴ̬ᏋטŴ܇ᏋƯ᧙̞ᚨሁƱƷᡲઃǛǓƳƕǒŴ
ᇹʞഏૼܿғ܇Ʋǋᛠѣਖ਼ᡶᚘဒ
Ტˋԧ  ࠰ࡇ᳸ ࠰ࡇᲣǛბܱƴਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ
ȷɦᓳӳƷᚨᲢ  ࠰  உᲣӏƼӲƷᛠǈᎥƔƤǍᛦǂܖ፼ૅੲሁƷӕኵǈ
ƴǑǓŴғᇌƷ܇ƲǋƷМဇૠǍЈώૠƸࠢٻƴفьƠƯƍǇƢŵʻࢸƸŴႆᢋ
െ᨞ሁƴࣖơƨᛠૅੲƴӕǓኵǈŴܼࡊᛠƷਖ਼ᡶǍɶȷ᭗ఄဃǁƷᛠૅੲƷΪܱǛ
ǓǇƢŵ
ȷƜǕǇưМဇƷƳƔƬƨᚨሁǁƷ˳ׇЈǛਘΪƠŴܖఄǍ࠷ᆐטŴ܇ƲǋטŴ̬ᏋטŴ
܇ᏋƯ᧙̞ᚨሁƱƷᡲઃǛਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ
ȷғᇌܖఄưƸŴࡽƖዓƖŴஔᛠƷܭბǍܖఄƷᔺƷΪܱǛǓŴܖఄƷ
્ᛢࢸሁ્ƷӕኵǈǛਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫ૨҄˳᬴ȗȭǰȩȠƷޒ
ൢ᠉ƴஜႎƳ૨҄ᑸᘐ˳᬴ƕưƖǔ

ྵඞ

Ⴘ

ȷࢢٶƳȗȭǰȩȠƷ੩̓

ȗȭǰȩȠӋьᎍƷ

  ᆔ

ឱࡇӲ ˌɥ

ೞ˟Ǜ੩̓ƢǔƜƱƴǑǓŴғൟƷ૨҄

ȷȗȭǰȩȠӋьᎍƷឱࡇӋ

ᑸᘐѣǁƷӋьƷƖƬƔƚƮƘǓǛᘍ

ьᎍǢȳǱȸȈƴǑǓžƱƯ

ƍǇƢŵܱƴᨥƠƯƸŴࣱᧉݦƷ᭗ƍ

ǋಏƠƔƬƨſžǇƋǇƋಏ

૨҄ᑸᘐѣ˳ׇሁƷᡲઃǛǓŴƦƷ

ƠƔƬƨſƱሉƑƨʴƷлӳ

ȍȃȈȯȸǯŴȎǦȏǦሁǛҗЎƴဇ



ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ƠŴ᭽щƋǔȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠƯƍƖ
ǇƢŵ

άᲧᲬܖఄƴƓƚǔˡወ૨҄ྸᚐ ȷˡወ૨҄˳᬴ܴƷܱᲢ ݱȷ ʙ ಅ ኳ ʕ ࢸ Ʒ Ǣ ȳ
ܖఄ  ఄᲣ
ǱȸȈƴƓƍƯଐஜ
ᏋƷਖ਼ᡶ
ܖఄƴƓƚǔˡወ૨҄ྸᚐᏋǛΪܱ

 ଐஜᑈ៉ȷᓳᛖȷԧڸȷᏡ

Ʒˡወ૨҄Ʒእǒ

ƞƤǔƱƱǋƴŴδᇜȷဃࢻƕᣂםưƋ

ಏᲢཡᚕᲣƔǒ  ƭǛܱ

ƠƞǛܱज़ƠƨƱׅ

ǔғƴग़ბǛਤƪŴˡወ૨҄Ʒዒ১Ǎע

ȷૼܿǋƷƮƘǓȞǤǹǿȸ˳

؏Ʒႆޒƴ݃ɨƠƨƍƱ࣬ƏൢਤƪǛᏋ

᬴ᜒࡈƷܱ
Ტɶܖఄ  ఄᲣ


ǉƨǊŴܖݱఄưƸᜒࠖǛਔƖŴଐஜƷ

ȷԧಏ֥˳᬴ᲢሙȷɤԛዴሁᲣ

ˡወ૨҄Ʒ˳᬴ܴሁǛܱƠǇƢŵ

ሉƠƨлӳ

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ƷܱᲢɶܖఄ  ఄ Უ

 ǇƨŴɶܖఄƴƓƍƯƸŴғƴˡǘǔ

ȷδᇜȷဃࢻƷǢȳǱȸȈưŴ

ˡወǍ૨҄ǛܖƿƖƬƔƚƱƢǔƨǊŴ

ଐஜƷˡወ૨҄ƷእǒƠ

ૼܿǋƷƮƘǓȞǤǹǿȸ˳᬴ᜒࡈǛܱ

ƞǛܱज़ƠƨƱׅሉƠƨл

ƢǔƱƱǋƴŴଐஜƷˡወ૨҄ƴᚑǕ

ӳ Ჟ

ǔೞ˟ƱƠƯŴԧಏ֥˳ڌ᬴ǛܱƠ
ǇƢŵ


 


 ԧڸᲢǘƮǇᲣȷȷȷଐஜƴӞƘƔǒɼƴӝˡưӖƚዒƕǕƯƖƨˡወႎƳڈᘐưƢŵڸᲢƯƮǇᲣŴԼྚ
ᲢƠƳƩǇᲣƱԠƹǕǔƜƱǋƋǓŴԧኡǛҳǍƻǑƜƴ҄٭ƞƤƨǓŴرǓƷᆰረƔǒኗႉƷࠋǍՓͲǛЈ
ƠƨǓƱŴಮŷƳႸƕƋǓǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ὲᲧᲫܖఄƷΪܱ

Ⴘ

ȷܖఄૅੲՃƷμఄᣐፗ ȷܖఄƷဇࡇ

܇ƲǋƷᛠѣǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋ

แૠ ˌɥᲣ

ƴŴᛦǂܖ፼ƳƲܖఄǛᏋѣ
ƴɟޖဇƢǔƨǊŴӮሁǛμఄƴᣐ

ȷܖఄ્ᛢࢸሁ્Ტݱ

ፗƠŴܖఄƷᚘဒႎƳទλŴδᇜȷ

ܖఄ  ఄᲣ
źˋԧΨ࠰ࡇྵ



נŻ

ဃࢻǁƷᛠకϋǍȬȕǡȬȳǹ Ŵғ
ᇌƱƷᡲઃሁǛᘍƍŴܖఄ

Ჟ

ȷܖఄƷᚘဒႎƳૼᲢݣ

ȷܖఄሁưᕟǊ
ǒǕƨƷᛠྙ
Ჟ
ȷܖఄ્ᛢࢸሁ
્Ტܖݱఄμ 



ఄᲣ

ƷΪܱǛǓǇƢŵ


ǇƨŴ્ᛢࢸሁƴᐯܖᐯ፼Ǎᛦǂܖ፼

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ƕӧᏡƱƳǔؾǛΪܱƞƤǔƨǊŴˋ
ԧΨ࠰ࡇƔǒܖఄƷ્ᛢࢸሁ્
Ǜܖݱఄμ  ఄưܱƠƯƍǇƢŵ

ὲᲧᲬ܇ƲǋᛠѣƷਖ਼ᡶ
܇ƲǋƕŴᐯɼႎƴᛠѣƕưƖǔ

ȷ܇Ʋǋᛠѣƴ᧙Ƣǔ୍ӏ
գႆ

ǑƏŴƋǒǏǔೞ˟ǛਵƑŴܼࡊȷ؏ע

ȷܖఄƱƷᡲઃࢍ҄

ƙǔǈƷᛠؾȷᛠѣƷૅੲȷգ

ȷ˳ׇЈƷΪܱ

ႆǛᘍƏƜƱưŴ܇ƲǋƷᛠѣǛਖ਼

ȷғᇌƴƓƚǔ܇ƲǋƷ

ᡶƠǇƢŵ

ȷғᇌƴƓƚǔ
܇ƲǋǁƷ࠰᧓Ј
ώૠ  ώ


࠰᧓Јώૠ  ώ

ὲᲧᲭዋஜưƾǕƋƏ܇ᏋƯૅੲ
ʐ࠷δƷ࣎ͤǍƔƳᧈǛ̟ƢƨǊŴ

ȷ ബδͤᚮưƷᛠǈᎥƔƤƱ

ȷ ബδͤᚮƷᛠǈ

ዋஜ  ώƷᣐ˄

ᚃ܇ƕƾǕƋƍಏƠƘᏋδƕưƖǔǑ

ȷ ബδͤᚮưƷᛠǈᎥƔƤ

ƏŴ̬ͤǻȳǿȸưܱƠƯƍǔʐ࠷δ

ƱŴưƷዋஜ  ώƷᣐ

ͤᚮᲢ ബδͤᚮƱ  ബδͤᚮᲣƷᨥƴŴ

˄

ᎥƔƤӋьᎍƷлӳ
Ჟ
ȷᲭബδͤᚮƷᛠǈ
ᎥƔƤӋьᎍƷлӳ
Ჟ

ᚃᲢ̬ᜱᎍᲣƱ܇ƴݣƠƯᛠǈᎥƔƤƱ


ዋஜƷᣐ˄Ტ ബδǁƸưᣐ˄Უ
ǛᘍƍŴ܇ƲǋƕᛠƴᚃƠǊǔؾƮ
ƘǓǛૅੲƠǇƢŵ






ˋԧᲬ࠰ࡇ 



 


 ȬȕǡȬȳǹȷȷȷ࣏ᙲƳ૰ǍऴإǛ࣏ᙲƳʴƴႎᄩƴకϋƢǔǵȸȓǹưƢŵ
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Į࣎ƱƔǒƩƷእžſ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ͤǍƔƳ፼ॹƷᄩᇌ
ʐ࠷δƴಏƠƘʙǛƢǔኺ᬴ǛƶǔƜƱƸŴݩஹႎƴǂǔಏƠǈȷॖഒŴƦƠƯ
ဃƖǔщǛᏋǉƜƱƴႆޒƠƯƍƘƱᎋƑǒǕƯƍǇƢŵƠƔƠᡈ࠰Ŵఋܼଈ҄ǍᚃƷȩǤ
ȕǹǿǤȫƷٶಮ҄ƳƲƴǑǓŴ܇ƲǋƷƴݣƠƯƷ᧓ႎȷችᅕႎƳ˷ᘽǍȐȩȳ
ǹƳƲƴᐯ̮ƕƳƍƱƍƏ̬ᜱᎍƕفьƠƯƍǔྵཞƕƋǓǇƢŵ
  ࠰ࡇƷžʐ࠷δͤࡍᚮ௹ƷǢȳǱȸȈᛦ௹ſưƸŴ܇ƲǋƷʙưൢƴƳǔƜ
ƱᲢڤƖۯƍŴݱሁᲣƕƋǔ̬ᜱᎍƷлӳƸŴ лˌɥƴƷǅǔƜƱƕЎƔǓǇƠƨŵ
ʐ࠷δɟʴƻƱǓƷႆᏋȷႆᢋཞඞŴഫƷஜૠǍ֣ǉщƷཞඞŴ̬ᜱᎍƷȩǤȕǹǿǤȫ
ƴࣖơŴӲᆔܼᧉݦƕᢘЏƳૅੲǛᘍƏƜƱƴǑǓŴ̬ᜱᎍƷǏƱǓǍᐯ̮ǛဃǈЈƢƜƱ
ƕ࣏ᙲưƢŵ
ǇƨŴᡈ࠰ŴᩉʐǛ˺ǔƜƱǛਃƴज़ơƯƍƨǓŴɺƷǈǛ࣎ᣐƠƨǓሁŴᩉʐƴ
ƭƍƯ˴ǒƔƷǓƝƱǛৼƑƯƍǔ̬ᜱᎍƕفƑƯƍǇƢŵ܇ƲǋƷʙƴ᧙ƢǔႻᛩƷ
ٶƘƕᩉʐڼƷǋƷưƋǔƨǊŴᩉʐڼƷૅੲǛǑǓΪܱƞƤƯƍƘ࣏ᙲ
ƕƋǓǇƢŵ


  ǛٻЏƴƢǔ࣎ȷᝅƔƳ࣎ǛႸਦƢ
žſƸ࣎៲ƱǋƴᝅƔƳဃǛᡛǔɥưᙲưƢŵƠƔƠŴɭ࠘ನǍဃཞඞŴᅈ˟
ؾƷ҄٭ƴǑǓŴǛӕǓࠇƘؾǋ҄٭ƠƯƓǓŴͤμƳဃǛܱោƢǔƜƱƕᩊƠ
ƍʴǋفƑƯƍǇƢŵ
 ž  ࠰ૼܿғᇌܖఄƴƓƚǔᏋǢȳǱȸȈſưǋŴ
žଐஔǛǂǔ܇ƲǋƷл
ӳſ
Ƹ ᲟŴ
žǂǔǍǂཋƷኵǈӳǘƤƴƭƍƯǑƘᎋƑǔ܇ƲǋƷлӳſ
Ƹ Ჟ
ƱƳƬƯƓǓŴଐஔǛǂǔ܇ƲǋƷлӳƸ˯ɦͼӼƴƋǓǇƢŵ
 ƦƷƨǊŴஓǇƠƍʙƷϋܾǍƳƲŴƴ᧙ƢǔദƠƍჷᜤǛ៲ƴ˄ƚŴ̾ʴƷဃ
ཞඞƴࣖơƯᢘЏƳƷᢠ৸ƕưƖǔǑƏૅੲƠǇƢŵ
 ᏋƴƭƍƯƸŴ  ࠰ࡇƴғᇌܖఄӏƼ࠷ᆐטƴƓƚǔܖఄᏋᚘဒǛሊܭƠŴӲ
ఄȷטƴᣐፗƠƨᏋਖ਼ᡶȪȸȀȸǛɶ࣎ƱƠƯŴƴ᧙ƢǔਦݰƷ  ƭƷϋܾưƋǔž
ʙƷᙲࣱſ
ž࣎៲Ʒͤࡍſ
žԼǛᢠ৸ƢǔᏡщſ
žज़ᜓƷ࣎ſ
žᅈ˟ࣱſ
ž૨҄ſƴؕƮƘ
ܱោǛᡶǊƯƖǇƠƨŵʻࢸƸŴӲఄȷטưƷܱោǛ࠼ǊǔƜƱưŴӕኵǈƷΪܱǛǔ࣏
ᙲƕƋǓǇƢŵ
 ǇƨŴ܇ƲǋƨƪƕŴܼࡊŴ̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטŴܖఄŴ؏עƳƲƴƓƍƯŴᛦྸ˳
᬴ǍᓔƷఎؔŴ૨҄ƴᚑǕǔ˳᬴ƳƲǛᡫƠƯŴ૨҄ǍƷȞȊȸƴƭƍƯྸᚐƠŴ
ज़ᜓƷ࣎ǛਤƯǔǑƏƳӕኵǈǋ࣏ᙲưƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά࣎
࣎ƱƔǒƩǛƭƘǔဃƷǹǿȸȈૅੲ
ȷဃࢸᲯ᳸ᲰƔஉδƷ̬ᜱᎍǛݣᝋƱƠƨᩉʐᜒ፼˟ƴƓƍƯŴƸơǊƯʙǛڼƢǔ
᪭ᲢᲯ᳸ᲰƔஉ᪭ᲣƷϋܾǛΪܱƞƤŴᩉʐƷǹǿȸȈƷɧܤǛ᠉ถƞƤǇƢŵ
ǇƨŴǋƙǋƙƝƬƘǜૅੲʙಅŴ ബδʙᜒ፼˟ƳƲƴǑǓŴ܇ƲǋƷႆᢋƴࣖơƨ
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ᢘЏƳૅੲǛᘍƍǇƢŵ


ὲ
ᏋƷਖ਼ᡶ
ȷɼƴݱȷɶܖဃǛݣᝋƱƠƨȡȋȥȸǳȳǯȸȫƴƓƍƯŴࣖѪȆȸȞƴ᧙ᡲƞƤƯŴஓ
ǇƠƍʙƷϋܾǍƳƲŴƴ᧙ƢǔദƠƍჷᜤƷ୍ӏƴѐǊǔƱƱǋƴǁƷ᧙࣎Ǎ
ྸᚐǛǓǇƢŵǇƨŴᏋᜒ˟ƳƲǛ͵ƢǔƜƱư̬ᜱᎍƴӼƚƨჷᜤƷ୍ӏǋƬ
ƯƍƖǇƢŵ
ȷଐŷ܇ƲǋƱƢǔδᇜǍܖᇜǯȩȖሁƷᎰՃǛݣᝋƴŴᏋʙಅƷΪܱǛǕǔǑƏŴ
܇ƲǋǁƷᢘЏƳǢȉȐǤǹ૾ඥǍȷᏋƴ᧙Ƣǔᄂ̲ǛᘍƍǇƢŵ
ȷᏋȜȩȳȆǣǢǍ˳ׇ؏עሁƱƷңƴǑǓŴσƴᛦྸŴ˟Ƣǔೞ˟ƱƳǔǑƏƳ
ᏋѣǛΪܱƞƤƯƍƖǇƢŵ
ȷғϋƷ࠷ᆐטȷ܇ƲǋטŴݱȷཎКૅੲܖఄƴᡫƏ܇ƲǋƨƪƷᏋƷႸǛႆᢋെ᨞ƴ
ࣖơƯᅆƠƨžܖఄᏋᚘဒſƴؕƮƖŴӲܖఄȷטưžᏋμ˳ᚘဒſǛ˺ƠŴᏋǛ
ਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ȷܖఄƴƓƚǔƷᏋǛΪܱƞƤǔƨǊŴՃȷᎰՃƷɶƴᏋਖ਼ᡶȪȸȀȸǛᏋ
ƠŴᏋਖ਼ᡶƷƨǊƷఄϋਦ˳ݰСǛૢͳƠǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫǋƙǋƙƝƬƘǜૅੲʙಅ

ྵඞ

Ⴘ

ȷᜒ፼˟

ዒዓƠƯܱƠŴʐ࠷

  ׅᲢࡨǂ  ʴᲣ

δƷͤμƳӝᏸೞᏡƷ

ƴݣƠŴᢘЏƳяᚕǛᘍƏƜƱƴǑǓᏋ

ȷ̾КႻᛩ

ᏋǛǓǇƢŵ

δɧܤǛӕǓᨊƘƱƱǋƴŴͤμƳ܇

  ׅᲢࡨǂ  ʴᲣ

ӝᏸೞᏡƴɧܤƷƋǔʐ࠷δƷ̬ᜱᎍ

᧙̞Ʊʐ࠷δƷͤǍƔƳႆᢋǛ̟Ƣƨ
ǊŴӲ̬ͤǻȳǿȸƴƓƍƯŴᜒ፼˟Ʊ
̾КႻᛩǛᘍƬƯƍǇƢŵ

άᲧᲬ  ബδʙᜒ፼˟

ȷ ܱׅ

 ബδƷ̬ᜱᎍǛݣᝋƴŴӝᏸೞᏡƷ
ႆᢋǛ៊ǇƑŴᩉʐܦʕƔǒ࠷δǁƷ

Ӌьᎍૠ  ʴ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ



ᆆᘍƷʙƴƭƍƯƷᜒᛅƱᚾǛᘍ
ƍǇƢŵ

άᲧᲭᩉʐᜒ፼˟
᳸ ƔஉδƷ̬ᜱᎍǛݣᝋƴŴᩉʐ

ȷ ܱׅ

ƸơǊƯʙǛڼƢ

 Ӌьᎍૠ  ʴ

ǔ᪭Ტ᳸ Ɣஉ᪭ᲣƷ

ƷᡶǊ૾ƷᛅƱᛦྸܱȷᚾǛᘍƍŴ

ϋܾǛǑǓΪܱƞƤŴ

̬ᜱᎍƷƴݣƢǔॖᜤƷӼɥƱʐδ

ᩉʐƷǹǿȸȈ

ƔǒƷͤμƳဃƷૅੲǛᘍƍǇƢŵ

ƷɧܤǛ᠉ถƞƤǇ
Ƣŵ

άᲧᲮႻᛩ
ɟʴƻƱǓƷͤࡍཞ७ŴႆᏋȷႆᢋཞ

ȷکငۡႻᛩˑૠ

ዒዓƠƯܱƠŴکင

  ˑ

ۡǍʐ࠷δƷ̬ᜱᎍƷ

ඞŴഫƷஜૠǍ֣ǉщƱ፼ॹƴࣖơƯŴ ȷʐ࠷δႻᛩˑૠ

ƴ᧙ƢǔपǈǛ᠉ถ

ᢘЏƳႻᛩǛᘍƬƯƍǇƢŵ

ƞƤŴʐ࠷δƷ࣎Ʊ˳

  ˑ

ƷͤࡍŴᏋؾƷӼ
ɥǛǓǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
ὲᲧ ȡȋȥȸǳȳǯȸȫ
ܖݱဃˌɦƷ܇ƲǋƱƦƷܼଈǍɶܖ

ྵඞ

Ⴘ

ȷ ࣖ ܱׅѪૠ  ˺

ǁƷ᧙࣎ǍྸᚐǛข

Լ

ǊǒǕǔǑƏŴዒዓƠ

ဃǛݣᝋƴŴǪȪǸȊȫȡȋȥȸǛπѪ

ƯܱƠǇƢŵ

ƠŴΟᅵ˺ԼǛᘙࢧƠǇƢŵ

ȷ࠰  ܱׅ

ὲᲧ Ꮛᜒ˟

ȷ  ܱׅӋьᎍ  ʴ

ͤμƳဃƕܱោưƖǔǑƏŴǇƨŴ

ዒዓƠƯܱƠŴƴ
᧙ƢǔദƠƍჷᜤƷ୍

ƴ᧙ƢǔѣƴࢫᇌƯƯǋǒƏƜƱǛ

ӏǛǓǇƢŵ

ႸႎƱƠƯᜒ˟ǛᘍƍǇƢŵ

ȷ࠰  ܱׅ



ὲᲧ δᇜሁƷᎰՃǁƷᏋᄂ̲

ȷ  ܱׅӋьᎍૠ  ʴ δᇜሁưƷᏋƷӕ

ଐŷ܇ƲǋƱƠƯƍǔδᇜਦݰՃǛ

ኵǈƕΪܱưƖǔǑ

ݣᝋƴŴᏋʙಅƷΪܱǛǕǔǑƏŴ

ƏŴዒዓƠƯܱƠƯ

܇ƲǋǁƷᢘЏƳǢȉȐǤǹ૾ඥǍ

ƍƖǇƢŵ

ȷᏋƴ᧙Ƣǔᄂ̲ǛᘍƍǇƢŵ

ὲᲧ Ꮛᜒࡈ

ȷ  ܱׅӋьᎍૠ 

δᇜሁƔǒƷᙲஓƴࣖơƯŴᚃ܇

ʴ

ƴᚑǕƨǓŴᛦྸ
˳᬴ƕưƖǔئƷਘٻ

ǯȃǭȳǰǍᩉʐȷ࠷δᜒࡈƳƲǛ

ǛǔƨǊŴዒዓƠƯ

ᘍƍǇƢŵ

ܱƠƯƍƖǇƢŵ

ὲᲧ ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטưƷᏋƷ ғᇌ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטƷ  ܇ טƲǋƨƪƷᧈƴӳ
ਖ਼ᡶ
Ʒ࠷δǛݣᝋƴŴ˺ǓƷᏋ ǘƤŴǂཋƴݣƢǔ
܇ƲǋƨƪƴȐȩȳǹǍʙƷȞ

Ǜ̅ဇƠŴӲ࠰ᱫƴࣖơƨ

ᐻԛǍ᧙࣎ǛᏋƯǒǕ

ȊȸŴᛦྸ֥φƳƲ  ƷȆȸȞǛဇॖ

ƓᛅǍǯǤǺŴᛦྸܱሁǘƔ

ǔǑƏŴǍϋܾǛ

ƠŴӲטƷǪȸȀȸưٟƕ̬ᏋٟŴ

ǓǍƢƘŴಏƠƘᏋਦݰǛܱ

ΪܱƞƤƯƍƖǇƢŵ

ჃᜱࠖŴᛦྸՃƱƱǋƴܱƠǇƢŵ

ŵǇƨŴƦƷϋܾǛ̬ᜱᎍƴ
Ɠ̝ǓሁưԗჷƠܼࡊưƷ˟
ᛅǛ̟Ơ᧙࣎ǛขǊƯƍǔŵ
܇ƲǋטưƸŴ̬ᜱᎍǍᡈᨩ˰
ൟǛݣᝋƴᩉʐǍ࠷δƷ
ᜒ፼˟Ǜܱ

ὲᲧ ܖఄᲢטᲣƴƓƚǔᏋƷਖ਼ᡶ ȷᏋਖ਼ᡶȪȸȀȸᡲዂ˟
ӲܖఄᲢטᲣưƸŴ
žૼܿғᇌܖఄȷט

࠰  ͵ׅ

ƴƓƚǔܖఄᏋᚘဒſǛؕƴžᏋμ

ȷ
žܖఄᏋᚘဒſǛᙸႺƢƱƱ

˳ᚘဒſǛ˺ƠŴ࠷δȷδᇜȷဃࢻƷ

ǋƴŴžܖఄᏋᚘဒܱោʙ

ႆᢋƴࣖơƨኒወࣱƷƋǔᏋǛਖ਼ᡶƢ

̊ᨼǛ˺ȷᣐࠋ

ǔƱƱǋƴŴܖఄƴƓƚǔƷᏋǛΪ
ܱƞƤǔƨǊŴՃȷᎰՃƷɶƴ
Ꮛਖ਼ᡶȪȸȀȸǛᏋƠŴᏋਖ਼ᡶƷƨ
ǊƷఄϋਦ˳ݰСǛૢͳƠǇƢŵ







ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ
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Ხ ܇ƲǋƔǒᒉᎍǇưƷЏǕႸƷƳƍૅੲƴӼƚƯ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ᒉᎍƱ؏עǛƭƳƛǔƨǊƷૅੲ
ғƸŴዮɭ࠘ૠƴҩǊǔҥ៲ɭ࠘ƷлӳƕŴ  ࠰ư Ʊμ רᲟƷኖ
 ̿ưŴ ғưƸ  ဪ᭗ƘƳƬƯƍǇƢŵǇƨŴҥ៲ɭ࠘Ʒ࠰ᱫКƷлӳƸŴဏࣱƕ 
ˊࢸҞᲢᲟᲣ
Ŵࣱڡƕ  ˊЭҞᲢᲟᲣưஇǋ᭗ƘƳƬƯƍǇƢŵ
ҥ៲ᎍƸŴɟʴưƷဃǍӐƩƪƱƷƭƳƕǓƴឱƠƯƍǔɟ૾ưŴӷއᎍƕƍǔئӳ
ƴൔǂƯŴႻᛩưƖǔႻǍ؏עƱƷƭƳƕǓƕᕓƍͼӼƕƋǓǇƢŵƜƏƠƨƜƱƔǒŴ
ᒉᎍƕ؏עƔǒܔᇌƠƳƍǑƏŴᘍǍ؏עƱƷ᧙ǘǓǛਤƭೞ˟ǛفǍƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋ
ǓǇƢŵ
 ƦƜưғƸŴᅈ˟ဃǛό๖ƴփǉɥưᩊǛஊƢǔ܇ƲǋȷᒉᎍƴݣƢǔૅੲƱƠƯŴ
ž܇ƲǋȷᒉᎍዮӳႻᛩſᆸӝǛᚨƚƯƍǇƢŵƜǕƸŴƦǕǇưғϋƷଏ܍Ʒኵጢưܱ
ƠƯƍƨႻᛩʙಅǛž܇ƲǋȷᒉᎍዮӳႻᛩſƱƠƯૢͳƠƨǋƷưŴ᧙̞ᆸӝƕᡲઃƢǔ
ƜƱƴǑǓŴዮӳႎƳႻᛩƴࣖơǒǕǔˁኵǈǛ˺ǔƱƱǋƴŴ܇ƲǋȷᒉᎍƕႻᛩƠǍƢ
ƍ˳СǛૢͳƠǇƠƨŵ
ƠƔƠƳƕǒŴ᧙̞ᆸӝƷᡲઃƩƚưƸૅੲƴᨂမƕƋǔƷǋʙܱưƋǓŴཎƴᒉᎍƴݣ
ƢǔૅੲưƸŴ᧙̞ೞ᧙ƷኰʼǍƦƷ˂Ʒ࣏ᙲƳऴإƷ੩̓ӏƼяᚕǛᘍƏƨǊƴƸŴʻǇ
ưˌɥƷǑǓ݅Ƴᡲઃƕ࣏ᙲưƢŵ


  ᒉᎍƷᐯᇌૅੲŴݼіૅੲƷܱ
ғƸŴ  ࠰  உŴπႩᝠׇඥʴૼܿғѮіᎍȷˁʙૅੲǻȳǿȸϋƴᒉ࠰ᎍݼі
ૅੲܴžƋǜƩǜƯſǛᚨፗƠǇƠƨŵƘƜƱǍᐯᇌƴɧܤǍपǈǛৼƑƨᒉᎍƕŴᅈ˟
ƴЈƯƘƜƱƕưƖǔǑƏૅੲƴӕǓኵǜưƍǇƢŵ
ƠƔƠŴƷᛦ௹ƴǑǔƻƖƜǋǓƷਖ਼͌ܭǛѥకƢǔƱŴ
žƋǜƩǜƯſƴႻᛩƴᚧǕǔ
ᒉᎍƷૠƸჇƴૅੲǛ࣏ᙲƱƠƯƍǔʴƷɟᢿƴᢅƗƣŴݼіሁƷᐯᇌƴƸᐱǒƳƍᒉᎍǋ
ٶƘנ܍ƢǔƱᎋƑǒǕǇƢŵƜƷǑƏƳᅈ˟ƱƷƭƳƕǓƴᩊǛৼƑǔᒉᎍƴݣƢǔԗ
ჷƕᛢ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵƞǒƴݼіሁƷᐯᇌƴƭƳƍưƍƘૅੲȡȋȥȸǛΪܱƞƤƯƍ
ƘƜƱƕŴʻࢸƸ࣏ᙲưƢŵ
ǇƨŴғƸ܇ƲǋȷᒉᎍᏋૅੲਖ਼ᡶඥƷᘍǛӖƚŴᅈ˟ဃǛό๖ƴփǉɥưᩊǛ
ஊƢǔᒉᎍǛૅੲƢǔƨǊƴŴ  ࠰  உǑǓžૼܿғ܇ƲǋܼࡊǵȝȸȈȍȃȈȯȸ
ǯſƴžᒉᎍᐯᇌૅੲᢿ˟ſǛᚨፗƠŴ
žૼܿғ܇ƲǋܼࡊȷᒉᎍǵȝȸȈȍȃȈȯȸǯſƱ
ƠƯႆޒોኵƠǇƠƨŵ
žᒉᎍᐯᇌૅੲᢿ˟ſưƸŴ᧙̞ೞ᧙ƷᡲઃƷƋǓ૾Ǎʙ̊ƴƭƍƯ
Ʒॖᙸʩ੭ǛᘍƍŴᒉᎍƷᐯᇌૅੲƴ᧙ƢǔѠࢍ˟Ǜ͵ƢǔƳƲŴᒉᎍૅੲƴӕǓኵǜư
ƍǇƢŵᒉᎍƕৼƑǔᛢ᫆ƸŴܼࡊؾŴܖఄဃŴᎰئƷȈȩȖȫŴʴ᧓᧙̞ሁŴಮŷƳᙲ
׆ƕᙐᩃƴዂǜưƍǔƱƱǋƴŴ࠷ݲƔǒƷᧈႎƳᛢ᫆ǛৼƑƨǇǇٻʴƴƳǔǱȸǹ
 


 πႩᝠׇඥʴૼܿғѮіᎍȷˁʙૅੲǻȳǿȸȷȷȷžƖƨƍſžᅈ˟ƴᝡྂƠƨƍſƱƍƏ࣬ƍǛƔƳ
ƑŴžƖዓƚǔſƜƱǛࣖੲƢǔƨǊŴᨦܹᎍŴ᭗ᱫᎍŴᒉ࠰ᎍሁǁƷዮӳႎƳݼіૅੲǛܱƠƯƍǇƢŵ

 ƋǜƩǜƯȷȷȷπႩᝠׇඥʴૼܿғѮіᎍȷˁʙૅੲǻȳǿȸƕᚨፗƢǔᒉ࠰ᎍݼіૅੲܴŵƘƜƱǍ
ᐯᇌƴɧܤǍपǈǛज़ơƯƍǔŴғ˰נƷᒉᎍƱƦƷܼଈǛૅੲƠŴݼіǛႸਦƢƜƱǛႸႎƱƠƯƍǇƢŵ



➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

ƕٶƍƷƕྵཞưƢŵٻʴƴƳǓݼіƱƍƏᛢ᫆ƴႺ᩿ƠƨƱƖƴŴЭᡓƷǑƏƳᙐᩃƳᛢ
᫆ƕᚐൿƞǕƳƍǇǇưƸŴƢƙƴݼіƴኽƼƭƚǔƜƱƸᩊƠƘƳƬƯƍǇƢŵᩊǛஊ
ƢǔᒉᎍƷفьǛ᧸ƙƱƍƏᙻໜƔǒŴ࠷ݲƔǒƷɟᝦƠƨૅੲƷܱƕ࣏ᙲưƋǓŴ܇
ƲǋƔǒᒉᎍǁƷЏǕႸƷƳƍૅੲǛᘍƏƨǊƷ࠻ϋ˳СƷನሰǍᒉᎍૅੲƴƓƚǔ᧙̞ೞ
᧙ƷᡲઃƴƭƍƯƷ˳СƮƘǓƕᙲưƢŵ


  ᒉᎍƷᐯൈݣሊ
μƷᐯൈᎍૠƸŴᡈ࠰ถͼݲӼƴƋǓǇƢƕŴ̔ƱƠƯ࠰᧓  ɢʴǛឬƑƯƓǓŴƍ
ǇƩขЦƳཞඞưƢŵཎƴŴᒉ࠰ޖƷᐯൈƴƭƍƯƸŴ ബƔǒ  ബǇưƷര׆ˮƷ 
ˮƕžᐯൈſƱƳƬƯƍǇƢŵ
 ғưƸŴ ᲢᲣ࠰᳸ᲢᲣ࠰ƷᐯൈᎍૠᲢ ʴᲣƷƏƪŴ ബˊ
ƕ  ʴƱஇǋٶƘŴ ബˌɦƕμ˳Ʒኖ  лǛҩǊƯƍǇƢŵ࠰ᱫ᨞ኢКನлӳưǋŴ
ဏࣱȷࣱڡƱǋƴ  ബˌɦƕኖ  лǛҩǊŴμŴிʮᣃƱൔ᠋ƠƯ᭗ƍͼӼƴƋǓǇƢŵ
ࡽƖዓƖŴᒉᎍƕ˴ƴपǈᐯൈǁƱᡙƍᡂǇǕǔƷƔŴᐯൈǛ᧸ƙƨǊƴƲƷǑƏƳऴإ
Ǎૅੲƕ࣏ᙲƳƷƔǛ౨᚛ƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άᒉ
ᒉᎍƕᅈ˟ƷɶưᐯЎǒƠƘဃƖǔƨǊƷૅੲ
ȷᒉᎍƕᅈ˟ƷɶưܔᇌƢǔƜƱƳƘŴᐯЎǒƠƘဃƖǒǕǔǑƏƴŴǤșȳȈǍᜒࡈƷܱ
ǛᡫƠƯૅੲƠƯƍƖǇƢŵ


ὲᒉ
ᒉᎍƷᐯᇌƴӼƚƨѼਙႎƳૅੲ˳СƷನሰ
ȷғƸŴѮіᎍȷˁʙૅੲǻȳǿȸƴݣƠƯŴᅈ˟ƱƷƭƳƕǓƴᩊǛৼƑǔᒉᎍƴӼƚ
ƨૅੲǛǑǓݼіǍᡶܖሁƴኽƼƭƚƯƍƘૅੲȡȋȥȸƷޒǛƖƔƚƯƍƖǇƢŵ
ǇƨŴࡽƖዓƖᒉᎍƷᐯᇌૅੲƴӕǓኵǉ᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠƳƕǒŴМဇᎍɟʴƻƱǓƷ
ཞ७ƴӳǘƤƨƖǊኬƔƳૅੲǛޒƠŴૅੲǛ࣏ᙲƱƢǔᒉᎍǁƷʙಅԗჷƴѐǊƯƍ
ƖǇƢŵ
ȷᒉᎍᐯᇌૅੲ˳СƴƭƍƯƸŴྵܱנƠƯƍǔᏋŴᅦᅍŴ̬ͤŴᨽဇƳƲ᧙̞ೞ᧙ƴǑ
ǔᡲઃƩƚưƸҗЎƴࣖݣƢǔƜƱƸᩊƠƘŴғƱƠƯŴғൟƴƱƬƯǘƔǓǍƢƘМဇ
ƠǍƢƍᆸӝǍᒉᎍૅੲ˳СƷƋǓ૾ƴƭƍƯŴϐನሰǛԃǊʻࢸ౨᚛ƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋ
ǓǇƢŵ


έᒉ
ᒉᎍƷᐯൈݣሊƷਖ਼ᡶ
ȷ  ࠰  உƴሊܭƠƨૼܿғᐯൈݣሊᚘဒᲢ  ࠰ࡇ᳸ˋԧ  ࠰ࡇᲣƴƓƍƯŴ
ໜሊƷƻƱƭƴᒉ࠰ޖǁƷૅੲƷࢍ҄Ǜਫ਼ƛŴˋԧΨ࠰ࡇǑǓૼƨƴžႻᛩᆸӝᐯѣ
కϋƱȏǤȪǹǯᎍǁƷǤȳǿȸȍȃȈǲȸȈǭȸȑȸʙಅſӏƼžᒉᎍᐯ៲ƕ៲ᡈƳ
ႻᛩᎍƴƳǔƀȦȸǹǲȸȈǭȸȑȸƁƷᏋʙಅſƷ  ʙಅǛڼƠǇƠƨŵ

 


 ǲȸȈǭȸȑȸȷȷȷ٣ǛƔƚŴᛅǛᎥƍƯŴ࣏ᙲƳૅੲƴƭƳƛŴᙸܣǔʴƷƜƱưƢŵ



➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫᒉᎍƷƭƲƍ

ྵඞ
ȷ࢘ଐӋьᎍ  Ӹ

 ˊƔǒ  ˊǇưƷᒉᎍǛɶ࣎ƴŴ

Ⴘ
ዒዓƠƯ͵ƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ᒉᎍӷٟƷЈ˟ƍȷʩ්ӏƼ؏עȷᘍ
ƱƷƭƳƕǓǛȆȸȞƴǤșȳȈǛ͵
ƠŴᒉƍʴƨƪƷΨൢƱщǛႆ̮Ƣǔ
ƱƱǋƴŴғƷሊǍʙಅǁƷ᧙࣎Ʊྸ
ᚐǛขǊƯƍƖǇƢŵ

άᲧᲬᒉᎍݣᝋᜒࡈ

ȷᒉᎍݣᝋᜒࡈ  ׅ

ȷᜒࡈƷྸᚐࡇ 

ȷᜒࡈƷྸᚐࡇ 

ȷܭՃΪឱྙ 

ƼǨȳȑȯȸȡȳȈƷƨǊƷᜒࡈǛ͵

ȷܭՃΪឱྙ 



ƠǇƢŵ



ᒉᎍǛݣᝋƴƠƨဏڡσӷӋဒգႆӏ

ὲᲧᲫƩǕǋƕ؏עưƍƖƍƖƱ ȷݼᎰᎍૠ  ʴ
ǒƤǔƨǊƷݼіૅੲƷਖ਼ᡶ

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ȷݼᎰᎍૠ  ʴ


ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ૼܿғѮіᎍȷˁʙૅੲǻȳǿȸưƸŴ
ᨦܹƷஊǍ࠰ᱫࣱКǛբǘƣƖƨƍ
ƷƴƖƴƘƍμƯƷʴƴݣƠƯዮӳႎ
ƳݼіૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵ

ὲᲧ ܇ƲǋȷᒉᎍዮӳႻᛩ

܇ƲǋȷᒉᎍƷૅੲƴ᧙ǘǔғ

܇Ʋǋȷᒉᎍƴ᧙Ƣǔ

܇Ʋǋȷᒉᎍƴ᧙ǘǔଏ܍ƷӲᆔႻᛩ

ϋ  ƔƷᆸӝƕŴƦǕƧǕ

ಮŷƳႻᛩƴƭƍƯŴ

ᆸӝǛဇƠƯŴ܇ƲǋȷᒉᎍᏋૅੲ

ƷࣱᧉݦǛƔƠƯႻᛩƴݣ

ࣱᧉݦƷ᭗ƍƦǕƧǕ

ƴ᧙ƢǔႻᛩƴࣖơŴ᧙̞ೞ᧙ƷኰʼƦ

ࣖƢǔƱƱǋƴ࣏ᙲƴࣖơƯ

Ʒ˂Ʒ࣏ᙲƳऴإƷ੩̓ӏƼяᚕǛᘍƍ

ᢘЏƳᆸӝǛకϋ

ǇƢŵ

ǋƴ࣏ᙲƴࣖơƯᢘЏ
ƳᆸӝƴƭƳƛƯƍƖ
ǇƢŵ

έᐯൈዮӳݣሊ

  ࠰᳸ ࠰Ʒᐯൈᎍૠ

ૼܿғᐯൈݣሊᚘဒư

Ტ ʴᲣƷƏƪ  ബˊƕ

ਫ਼ƛƯƍǔ  ࠰

ݣሊᚘဒᲢ  ࠰ࡇ᳸ˋԧ  ࠰ࡇᲣ ɟဪٶƘᲢ ʴᲣŴ ബˌɦ

Ʒ࠰᧓Ʒᐯൈരʧྙ

  ࠰  உƴሊܭƠƨૼܿғᐯൈ
ƷໜሊưƋǔžᒉ࠰ޖǁƷૅੲƷࢍ

ƕμ˳Ʒኖ  лǛҩǊŴғƸŴ ǛŴˋԧ  ࠰Ǉ

҄ſƷૼᙹʙಅሁƷܱǍŴǲȸȈǭȸ

ဏࣱȷࣱڡƱǋƴμŴிʮᣃ

ưƴƓƓǉƶ Ჟˌ

ȑȸᜒࡈŴ
žǓƝƱȷपǈʙႻᛩᆸ

ƱൔǂٶƘƳƬƯƍǇƢŵ

ɥถݲƞƤǔƜƱǛႸ
ਦƠƯƍƖǇƢŵ

ӝɟᚁſƳƲƷώ܇ǍžƜƜǖƷपǈႻ
ᛩſգႆဇȝǱȃȈȆȃǣǷȥƷᣐࠋƳ
ƲǛᡫơƨ୍ӏգႆƴӕǓኵǜưƍǇ
Ƣŵ



ƷᆸӝưࣖݣƢǔƱƱ





➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

Ჯ சஹǛਃƏ܇Ʋǋƨƪƕᨥᅈ˟ưƢǔƨǊƴ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ᨥ҄ᅈ˟ưဃƖǔഏɭˊƷᏋ
ғƷٳʴʴӝƸŴ  ࠰  உ  ଐྵ  נʴưŴғμ˳ƷʴӝƷኖ Ჟư
ƋǓŴ ғưஇǋٶƘƳƬƯƍǇƢŵǇƨŴ ബƔǒ  ബǇưƷܖᱫƷ܇ƲǋƷʴӝ
Ƹ  ʴưŴƦƷƏƪٳቔƷ܇ƲǋƸ  ʴŴኖ ᲟƱŴғƷʴӝƴҩǊǔٳ
ʴ˰ൟƷлӳƱǄǅӷಮưƢŵ
ᇹɟૼܿғٶ૨҄σဃǇƪƮƘǓ˟ᜭᲢ  ࠰  உƔǒ  ࠰  உǇưᲣƷሉ
ဎưƸŴٳƴȫȸȄǛਤƭ܇ƲǋᲢɲᚃŴƋǔƍƸɲᚃƷƲƪǒƔƕٳቔƷ܇ƲǋᲣƸŴ
ǰȭȸȐȫƴưƖǔӧᏡࣱǛᅼǊŴݩஹŴғƷᙲƳਃƍƱƳǔƜƱƔǒŴƜƏƠƨ
܇ƲǋƨƪƷᏋؾƷӼɥƱƱǋƴŴ܇ƲǋƷᛖǍ૨҄ƷݭƷ࣏ᙲࣱƴƭƍƯǋਦ
ઇƞǕǇƠƨŵ
ٶಮƳቔƷʴŷƕσƴǒƢؾƸŴ܇ƲǋƨƪƴƱƬƯŴಮŷƳ૨҄Ǎ፼ॹŴ̖͌ᚇ
Ǜኺ᬴ưƖǔᝅƔƳؾưƢŵᨥ҄ƕᡶǉɶưƸŴቔƴ᧙ǘǒƣŴʝƍƷᢌƍǛᛐǊӳ
ƍŴီƳǔ૨҄ǛƋƨƨƔƘӖƚλǕŴᐯǒƷ૨҄Ǜႆ̮ƢǔщǛǋƬƨഏɭˊƷᏋƕஓ
ǇǕǇƢŵ
ǇƨŴƜǕƔǒƷܖఄᏋưƸŴᨥႎᙻǛਤƪŴᡶǜưᨥӐڤᚃծƴᝡྂưƖǔδ
ᇜȷဃࢻƷᏋƴѐǊǔƜƱƕᙲưƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά
ᨥ҄ᅈ˟ưဃƖǔщǛᏋǉ
ȷ
žٶ૨҄σဃƷǇƪૼܿſƷཎࣱǛƔƠŴᨥྸᚐƷ̟ᡶƱଐஜƱٳǛኽƿƚƱƳ
ǔʴǛᏋƠƯƍƖǇƢŵ
ȷிʮ  ǪȪȳȔȃǯȑȩȪȳȔȃǯ͵ࢸƷȬǬǷȸǛƔƠƯŴᨥႎƳᙻǛ
ਤƭഏɭˊƷᏋƴѐǊƯƍƖǇƢŵ
ȷଐஜƱᜂٳƷˡወȷ૨҄ƷྸᚐǛขǊŴᨥңщƷנǓ૾ǛܖƿƜƱƕưƖǔǑƏŴٳ
ʴሁƱƷʩ්Ʒೞ˟ǛᚨܭƠŴᨥྸᚐᏋƷਖ਼ᡶǛƬƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫᨥྸᚐƴƭƳƕǔऴإႆ̮

ȷƠǜơǎƘٶ૨҄σဃȗȩǶ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ƠǜơǎƘٶ૨҄σဃȗȩǶǛɶ࣎
ƴŴٳʴƱଐஜʴƷႻʝྸᚐƴƭƳƕ
ǔऴإႆ̮ǛᘍƍǇƢŵ

άᲧᲬᒍᛖǭȣȳȗƷܱ

Ʒᚨፗ

ǇƢŵ

ȷٶ૨҄σဃᅈ˟ƷਃƍǛᏋ
ǉऴإႆ̮
ȷӋьʴૠ 

ȷᒍᛖǛဇƍƨǳȟȥ

ᒍᛖƩƚƷؾƴ៲ǛፗƘ  ජ  ଐ

ܖݱဃƷᢿᲴ ӸᲢ உᲣ


ȋǱȸǷȧȳƷಏƠ

ƷᒍᛖǭȣȳȗǛܱƠŴᒍᛖǛဇƍƨ

 ɶܖဃƷᢿᲴ ӸᲢ  உᲣ

ƞǛܱज़ƠƨƱׅሉ

ቇҥƳǲȸȠǍǯǤǺǛᡫƠƯŴಏƠǈ

ȷܖݱဃƷᢿŴɶܖဃƷᢿƱǋ

Ơƨлӳ

ƳƕǒŴᒍᛖƴǑǔǳȟȥȋǱȸǷȧȳ

žᒍᛖǭȣȳȗſƷܱƴƱ

ᏡщƷؕᄽǛƍǇƢŵȗȭǰȩȠƴૼ

ƲǇǒƣŴʙࢸǻȟȊȸǛᡫ




ˋԧᲬ࠰ࡇ 
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┠ᶆ㸯 ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊ㇏࡞ᚰࢆ⫱࡚ࡲࡍ

ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ܿƷǇƪƷኰʼǍٳʴᚇήܲƴݣƢǔ

ơƯŴૼܿࣂᑽԗᡀƷٳʴ

ᢊకϋƷˁ૾ሁǛႮǓᡂǜƩǓŴǭȣȳ

ᚇήܲሁƴૼܿƷǇƪƷኰ

ȗኳʕࢸƴȜȩȳȆǣǢ˳᬴ሁƷೞ˟Ǜ

ʼǍకϋ˳᬴ǛᘍƏƱƱǋ

੩̓ƢǔƜƱưŴிʮ  ǪȪȳȔȃ

ƴŴɶܖဃƴƸૼܿǷȆǣ

ǯȷȑȩȪȳȔȃǯƴӼƚƨൢᢃᣱǛ

ȏȸȕȞȩǽȳ˟ٻƷᢃփ

ǔƱƱǋƴŴᛖܖ፼ࢽƴݣƢǔॖഒǛ

ȜȩȳȆǣǢƷ˳᬴ೞ˟Ǜ

᭗ǊǇƢŵ

੩̓ƠǇƠƨŵ

Ⴘ

ȷ˳᬴Ӌьʴૠ 
ܖݱဃƷᢿᲴ Ӹ
 ɶܖဃƷᢿᲴ Ӹ

άᲧ Ჭо ॖ  پƴǑ ǔ ǪȪ ȳȔ ȃ ȷμғᇌܖఄȷ࠷ᆐטƴƓƍƯ
ǯȷȑȩȪȳȔȃǯᏋƷਖ਼ᡶ
ǪȪȳȔȃǯȷȑȩȪȳȔȃ 
ǪȪȳȔǢȳȷȑȩȪȳȔǢȳƳƲƷ

ǯᏋǛਖ਼ᡶ

Ü

èிʮᣃʙಅưƋǓŴ

ǢǹȪȸȈǛਔǁƍƠƯŴδᇜȷဃࢻƕŴ

ிʮ  ǪȪȳ

ǪȪȳȔȃǯȷȑȩȪȳȔȃǯƷഭӪǍ

ȔȃǯȷȑȩȪȳ

ॖ፯ሁǛྸᚐƢǔƱƱǋƴǹȝȸȄǛᡫ

ȔȃǯࢸƷܱƸச

ƠƯŴ࣎៲ƷᛦԧႎႆᢋǛƛǒǕǔǑ

ܭƷƨǊ

ƏƴƠǇƢŵ





➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸰 ࡸ࡞Ꮚ⫱࡚ࢆᛂࡋࡲࡍ

ႸᲬ ͤǍƔƳ܇ᏋƯǛࣖੲƠǇƢ

Ძ ۔کȷЈငƔǒƸơǇǔ܇ᏋƯૅੲƷӕኵǈ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ۔کƔǒƷૅੲƷٻЏƞ
҄܇ݲŴఋܼଈ҄ƷᡶᘍƴǑǓŴۡکǍʐ࠷δƴᚑǕӳƏೞ˟ƕݲƳƍǇǇŴᚃȷ༵ᚃ
ƴƳǔʴƕفƑƯƍǇƢŵǇƨŴƖƳƕǒ۔کǛᢅƝƠŴЈငࢸǋᏋδƱˁʙǛɲᇌƢ
ǔࣱڡƸݲƳƘƋǓǇƤǜŵʖƤƵ۔کưŴᅈ˟ႎƴܔᇌƠƨǇǇ۔کǛᢅƝƠƨǓŴ
ஓǇǕƨ۔کưƋƬƯǋŴಮŷƳྸဌƴǑƬƯɧܤǛৼƑƯƍǔʴƕᙸӖƚǒǕǇƢŵ
۔کƸŴᏒδƷᧈƱƱǋƴۡکƷμ៲ཞ७ǛٻƖƘ҄٭ƞƤŴ࣎៲ƴٻƖƳਃƕƔ
ƔƬƨཞ७ƱƳǓǇƢŵͤǍƔƳហƪǌǜƷᛓဃƱŴƦƷࢸƷ܇ᏋƯƴƓƚǔᏋδɧܤȷ
ᩊज़ƴˤƏȈȩȖȫሁƴݣϼƠƯƍƘƨǊƴƸŴЈငǍᏋδƴ᧙ƢǔჷᜤƷ੩̓ƩƚƴƱƲ
ǇǒƣŴᚃƴƳǔ࢘ʙᎍӷٟƕʩ්ƠŴ᫊ᙸჷǓƴƳƬƨǓऴإʩ੭ǛƠƨǓƢǔƜƱƕٻ
ЏưƢŵ
̬ͤǻȳǿȸưƸŴܤμƳЈငƱᏋδɧܤƷᚐෞǛႸਦƠŴݣۡکᝋƷᚃܖኢᲢଐӏ
ƼƘۡکƴᣐॾƠƨ୴םଐ͵ᲣŴپǍȑȸȈȊȸƱӋьưƖǔɲᚃܖኢŴۡکƕʐδƴƾ
ǕƳƕǒ܇ᏋƯɶƷᚃƱऴإʩ੭ưƖǔǰȫȸȗѣƳƲǛ͵ƠƯƍǇƢŵ
ᏋδƴƓƍƯƸŴپǍȑȸȈȊȸƷࢫлǋƞǒƴᙲƴƳƬƯƍǇƢŵپǍȑȸȈȊȸƕ
ۡکƷ࣎៲ƷཞඞǛྸᚐƠŴ܇ƲǋƕဃǇǕǔЭƔǒ༵ᚃƱƍƏૼƠƍࢫлƷแͳǛƠƯƍ
ƘƜƱƕŴۡکƴžپǍȑȸȈȊȸƔǒૅƑǒǕƯƍǔſƱƍƏ࣎ܤज़ǛǋƨǒƢƜƱƴƭ
ƳƕǓǇƢŵ
ɟ૾Ŵ ˊƷ۔کǍ᭗ᱫЈငŴފ۔کƕ  ᡵˌᨀƱƍئӳƳƲƸŴܤμƳЈငǛᡇ
ƑǔɥưȪǹǯƕ᭗ƍͼӼƕƋǓǇƢŵǇƨŴٳʴƷکငۡǍ܇ᏋƯܼࡊưƸŴᚕᛖǍ૨
҄Ŵ̬ͤȷҔၲǷǹȆȠƷᢌƍƴǑǓ࣏ᙲƳऴإƕࢽǒǕƴƘƍŴπႎǵȸȓǹǛМဇƠƳ
ƍȷƠƴƘƍሁƷᛢ᫆ƕƋǓǇƢŵ
ܤμƳЈငǍͤǍƔƳᏋδƕᘍƑǔǑƏŴƦƷ૾ƷཞඞƴࣖơƨૅੲǛᘍƍŴ۔کƔǒ
ƷૅੲǛǑǓɟޖΪܱƞƤǔƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άܤ
࣎ܤƠƯЈငǛᡇƑǔૅੲƷΪܱ
ȷᚃܖኢȷɲᚃܖኢሁưŴ܇ᏋƯܼࡊƕܔᇌƠƳƍǑƏƴŴ؏עưƷː᧓ƮƘǓǍŴ༵ᚃƕ
ᏋδƴӋьȷңщƢǔƜƱƷᙲࣱǛˡƑƯƍƖǇƢŵ
ȷƘۡکƷ૾ǁӋьƠǍƢƍܖኢǛ͵ƠǇƢŵ
ȷƬƨƱƖƴŴ៲ᡈƴႻᛩưƖǔૅੲೞ᧙ƷԗჷƴѐǊǇƢŵ


ὲک
۔کƔǒ܇ᏋƯƴǘƨǔЏǕႸƷƳƍૅੲƷΪܱ
ȷ۔کȷЈငȷ܇ᏋƯƷ᧓ǛᡫơŴکငۡǍ܇ᏋƯܼࡊƷٶಮƳȋȸǺǍɧܤŴǓƝƱሁ
Ǜଔƴ৭੮ƠŴʖ᧸ႎƳ᧙ǘǓǋԃǊƯଔƴࣖݣƢǔƨǊƴǋŴЏǕႸƷƳƍૅੲƷ


➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸰 ࡸ࡞Ꮚ⫱࡚ࢆᛂࡋࡲࡍ

ˁኵǈǛૢƑƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫᚃȷɲᚃܖኢሁƷ͵

ྵඞ
ȷᚃܖኢᲢ ଐСᲣ

ᚃȷ༵ᚃƴƳǔʴǛݣᝋƴŴ࣎ܤƠ
ƯЈငȷ܇ᏋƯƴᐮǊǔǑƏŴ۔کŴЈ

ࡨǂ  ʴ
ȷᚃܖኢᲢ ଐСᲣ

ငŴ܇ᏋƯƴƭƍƯƷྸᚐǍჷᜤƷ፼ࢽ
Ʊː᧓ƮƘǓǛႸႎƱƠƯܱƠƯƍǇ

Ⴘ
ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ


ࡨǂ  ʴ
ȷɲᚃܖኢ

Ƣŵ

 ʴ
ȷȞǿȋȆǣǻȟȊȸ
 ʴ

άᲧᲬࡍͤۡکᚮ௹
ۀᚠҔၲೞ᧙ƴƓƍƯŴ۔کɶƷͤࡍ
ᚮ௹ǛᘍƏƜƱưŴکငۡӏƼʐδƷര

ȷӖᚮࡨǂʴૠ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

  ʴ

ǇƢŵ



ʧྙ˯ɦŴ්ငӏƼଔငƷ᧸ഥɳƼƴ܇
ܷϋᏒδႆᏋࡨሁƷʖ᧸ǛǓǇƢŵ

άᲧᲭۡکഫᅹͤࡍᚮ௹
۔کƴഫᅹͤࡍᚮ௹ǛܱƠŴǉƠ

ȷͤᚮӖᚮᎍૠ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

  ʴ

ǇƢŵ

ഫǍഫԗ၏ሁƷଔႆᙸӏƼʖ᧸ǛᘍƏ
ƜƱưŴငࢸǍƦƷ܇ƲǋǛԃǊƨӝᏸ
ƷͤࡍዜਤȷفᡶǛǓǇƢŵ

ὲᲧᲫЈငȷ܇ᏋƯࣖੲʙಅᲢǏǓƔ ȷۡکƱƷ᩿ྙ
ƝȷƠǜơǎƘᲣ
Ჟ
μƯƷۡکƕ۔کƔǒ̬ͤࠖሁƷݦ

ۡکƱƷ᩿ྙ




ᧉᎰƴႻᛩưƖǔೞ˟ǛᚨƚŴ۔کȷЈ
ငȷ܇ᏋƯƴ᧙ƢǔɧܤǍȪǹǯǛଔ
ƴ৭੮ƠŴငࢸƏƭʖ᧸Ǎᖋࢳʖ᧸Ǜ
ǔƱƱǋƴŴૅੲƕ࣏ᙲƳۡکƸዒዓႎ
ƴૅੲƠƯƍƖǇƢŵ

ὲᲧᲬƸơǊǇƠƯហƪǌǜࣖੲʙ ȷࡨ ۡکǂ  ʴ
ಅ
ȷငۡ ࡨǂ  ʴ
ۡکƱƓƓǉƶ ᳸ ƔஉδǇưƷ܇

ǇƢŵ


ǛਤƭᚃǛݣᝋƴŴᚃӷٟƷʩ්Ʊ
яငࠖሁƴǑǔᏋδႻᛩŴ̬ͤऴإƷ੩
̓ǛᘍƍǇƢŵ



ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ





➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸰 ࡸ࡞Ꮚ⫱࡚ࢆᛂࡋࡲࡍ

Წ ܇ƲǋƷͤǍƔƳᧈƷƨǊƴ
Ĭʐ࠷δƷͤǍƔƳႆᢋૅੲ 
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ငࢸƷᚃƷƜƜǖƷͤࡍ
ငࢸƸțȫȢȳȐȩȳǹƷ҄٭ƳƲƔǒŴȞǿȋȆǣȸȖȫȸǺǍငࢸƏƭ၏ǛႆၐƢ
ǔƜƱǋƋǓŴ࣎Ʒͤࡍૅੲƕɟ࣏ޖᙲƴƳǔưƢŵǇƨŴƜǕǒƸᏋδɧܤǍᖋࢳƴ
ƭƳƕǔƜƱǋƋǓŴ܇ƲǋƷͤǍƔƳᧈǛڳƛǔҾ׆ƴǋƳǓǇƢŵ
᳸ ƔஉδͤᚮƴܱƠƯƍǔžငࢸƏƭƷͼӼſǛЙܭƢǔឋբኡᲢ'2&5ᲣƷኽ
ௐŴஹƢǔᚃƷኖ  лƴžငࢸƏƭͼӼſƕᛐǊǒǕǇƢŵ۔کƴࡽƖዓƖŴЈငࢸ
ଔƍƔǒᏋδؾǛૢƑŴᚃƕችᅕႎƴܭܤƠƨཞ७ưᏋδƴӕǓኵǊǔǑƏƳૅੲ
ƕ࣏ᙲưƢŵ

ẕぶࡢࡇࡇࢁࡢᗣᨭ
᳸ ƔஉδͤᚮŴ ബ  ƔஉδഫᅹͤᚮƴŴᚃǛݣᝋƴžငࢸƏƭƷͼӼſǛЙܭ
ƢǔឋբኡᲢ'2&5ᲣǛဇƍƯŴǹǯȪȸȋȳǰǛܱƠƯƍǇƢŵ
žငࢸƏƭͼӼſƕᙸǒ
ǕǔᚃƴƸ̬ͤࠖƕ̾КႻᛩǛᘍƍǇƢŵ᳸ ƔஉδͤᚮƴஹƢǔᚃƷኖ  лƴžင
ࢸƏƭͼӼſƕᛐǊǒǕǇƢŵ
ᅗ⾲ ϩ 㹼 ᭶ඣデࡢཷデ⪅ᩘཬࡧಶู┦ㄯᩘ





ʤਕʥ
ϯ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ



ϱϬϬ



Ϭ



Ϯ͕ϱϬϴ

Ϯ͕ϲϬϴ

ϭϴϰ

Ϯϱϲ

ϮϮϬ

Ϯϭϭ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ
ʤ೧ʥ

Ϯ͕Ϭϳϴ

Ϯ͕Ϭϱϱ

Ϯ͕Ϭϵϲ

Ϯ͕ϭϲϴ

Ϯ͕Ϯϴϯ

Ϯ͕ϯϰϬ

Ϯ͕ϰϭϴ

ϭϳϱ

ϭϳϲ

ϭϵϱ

ϭϵϰ

Ϯϭϵ

Ϯϭϵ

ฑϮϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

णਏं਼

ݺพ૮਼

Ϯ͕ϯϲϬ


ᅗ⾲ ϩ  ṓ  ᭶ඣデࡢཷデ⪅ᩘཬࡧಶู┦ㄯᩘ


ʤਕʥ
Ϯ͕ϱϬϬ



Ϯ͕ϬϬϬ



ϭ͕ϱϬϬ



ϭ͕ϬϬϬ



ϱϬϬ



Ϭ



ϭ͕ϱϵϲ

ϭ͕ϲϰϰ

ϭ͕ϳϲϰ

Ϯ͕ϬϬϭ

ϭ͕ϱϬϳ

ϭ͕ϴϬϴ

ϭ͕ϵϱϮ

ϭ͕ϱϴϱ

ϭ͕ϴϭϱ

ϭ͕ϱϯϰ

ϴϴ

ϴϵ
ϮϮ

ϵϲ
Ϯϯ

ϭϯϮ

ϭϮϰ

ϭϭϰ

ϭϯϲ

ϭϲϯ

ϭϳϮ

ϭϰϴ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ
ʤ೧ʥ

ฑϮϭ

णਏं਼

ݺพ૮਼

දᲣӖᚮᎍૠƸŴӲͤᚮӖᚮᎍƷᚃƷʴૠưƢŵ       ЈχᲴૼܿғƷ̬ͤᘓဃ Ӳ࠰

 

 ȞǿȋȆǣȸȖȫȸǺȷȷȷЎۖࢸ ᾄ ଐ᪭ƴႆၐƠŴɟᢅࣱưჺ᧓ƴોծƢǔൢЎƷ˯ɦŴɧܤŴ
ǋǖƞŴɧŴऴደӏƼᛐჷƷᨦܹƷƜƱưƢŵɟᑍႎƴžȞǿȋȆǣȖȫȸſƱǋƍƍǇƢŵ

 '2&5ȷȷȷദࡸӸƸžǨǸȳȐȩငࢸƏƭ၏ᐯࠁᚸ̖ᅚᲢ'FKPDWTIJ2QUVPCVCN&GRTGUUKQP5ECNGᲣ
ſ
ưŴ ࠰ƴᒍưႆƞǕŴᨥႎƴ࠼Ƙ୍ӏȷܭბƠƯƍǔǹǯȪȸȋȳǰȷȆǹȈǛᅆƠǇƢŵ
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  ܇ƲǋƷᧈȷႆᢋƴࣖơƨͤᚮȷႻᛩሁƷΪܱ
܇ƲǋƷᧈƴࣖơƯᘍƬƯƍǔʐ࠷δͤᚮƸŴͤǍƔƳᧈȷႆᢋǛᄩᛐƢǔƱƱǋƴŴ
܇ƲǋƷ၌၏ǍᨦܹƷଔႆᙸȷଔၲƴƭƳƕǓǇƢŵǇƨŴ̬ᜱᎍƕৼƑǔᏋδɧܤ
ƷᚐෞƱƍƬƨ܇ᏋƯૅੲƷئưǋƋǓǇƢŵ
ᧈȷႆᢋƴࣖơƨऴإ੩̓ǍŴᏋδɧܤǛ᠉ถƢǔƨǊƷᏋδႻᛩሁƷܱƴǑǓŴμ
ƯƷ܇ᏋƯܼࡊƕ࣎ܤƠƯ܇ᏋƯưƖǔǑƏƴࡽƖዓƖૅੲƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ


  ၏ൢǍʙ᧸ഥӏƼҔၲƴ᧙Ƣǔऴإ੩̓Ʊ˳СƷΪܱ
ʐ࠷δƸŴ࣯Ƴႆ༏Ǎज़௨ၐƳƲƴƔƔǔ᫁ࡇƕ᭗ƘŴͤǍƔƳᧈႆᢋƴƸŴƜƷ
ƷᢘЏƳͤࡍሥྸǍͤࡍ፼ॹƷྒࢽƕɧӧഎưƢŵǇƨŴμႎƴǈƨ࠷δƷരʧƷɼƳ
Ҿ׆ƸžɧॾƷʙരſƱƳƬƯƓǓŴɧॾƷʙǛ᧸ഥƢǔƨǊƷӕኵǈǋᙲưƢŵ
ʐ࠷δƴƔƔǓǍƢƍ၌၏ǍʙƱƦƷʖ᧸Ǎݣϼ૾ඥŴ̬ᜱᎍƕ࣏ᙲƱƠƯƍǔҔၲ
ೞ᧙ऴإŴᢘЏƳݱδҔၲೞ᧙ƷМဇƷˁ૾ƳƲƴƭƍƯŴऴإǍჷᜤǛ୍ӏƢǔƜƱƕ࣏
ᙲưƢŵ
ǇƨŴଐ᧓ٸǍ˞ଐƸᚮၲƠƯƍƳƍᚮၲƕٶƍƜƱƔǒŴ࣯၏ᨈǁƷ᠉ၐधᎍƷ
ӖᚮƕᨼɶƢǔƜƱưŴஜஹƷ࣯၏ᨈƷೞᏡƕڳƛǒǕƳƍǑƏŴଐଷ᧓Ʊӷಮƴ࣯
၏ᨈˌٳƷݱδᅹǛӖᚮưƖǔˁኵǈƕ࣏ᙲưƢŵ


Ꮚࡶࡢᖺ㱋ูṚஸཎᅉูṚஸᩘ㸦ᅜ㸧
μƷ܇ƲǋƷരʧҾ׆Ǜ࠰ᱫ᨞ኢКƴǈǔƱŴᲪബŴᲫ᳸ᲮബưƸžέ࢟ڈټሁſƕஇ
ǋٶƘƳƬƯƍǇƢŵǇƨŴƍƣǕƷ࠰ᱫưǋžɧॾƷʙſƕɥˮᲭˮˌϋƴλƬƯƍǔ
ǄƔŴžफࣱૼဃཋſƕ࠰ᱫƕ᭗ƘƳǔƴƭǕŴɥˮƱƳƬƯƍǇƢŵ

ᅗ⾲ ϩ Ꮚࡶࡢᖺ㱋ูṚஸཎᅉูṚஸᩘ㸦ᅜ㸧
䠍㻌
ᖺ㱋㻌

Ṛஸཎᅉ㻌

䠌ṓ㻌

ඛኳወᙧ➼㻌

䠍䡚䠐ṓ㻌

ඛኳወᙧ➼㻌

䠑䡚䠕ṓ㻌

ᝏᛶ᪂⏕≀㻌

㻝㻜䡚㻝㻠 ṓ㻌

ᝏᛶ᪂⏕≀㻌

䠎㻌
Ṛஸᩘ㻌
䠄ྜ䠅㻌
㻌 㻌 㻢㻝㻣 ே㻌
䠄㻢㻣㻚㻞㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻝㻡㻝 ே㻌
䠄㻟㻚㻥㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻤㻝 ே㻌
䠄㻝㻚㻢㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻝㻝㻠 ே㻌
䠄㻞㻚㻝㻑䠅㻌

Ṛஸཎᅉ㻌

྾㞀ᐖ➼㻌

៖䛾ᨾ㻌

៖䛾ᨾ㻌

⮬㻌 㻌 㻌 ẅ㻌

䠏㻌
Ṛஸᩘ㻌

Ṛஸཎᅉ㻌

䠄ྜ䠅㻌
㻌 㻌 㻞㻢㻟 ே㻌
䠄㻞㻤㻚㻢㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻤㻝 ே㻌
䠄㻞㻚㻝㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻣㻡 ே㻌
䠄㻝㻚㻡㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻥㻥 ே㻌
䠄㻝㻚㻥㻑䠅㻌

៖䛾ᨾ㻌

ᝏᛶ᪂⏕≀㻌

ඛኳወᙧ➼㻌

៖䛾ᨾ㻌

Ṛஸᩘ㻌
䠄ྜ䠅㻌
㻌 㻌 㻢㻡 ே㻌
䠄㻣㻚㻝㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻣㻟 ே㻌
䠄㻝㻚㻥㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻟㻤 ே㻌
䠄㻜㻚㻣㻑䠅㻌
㻌 㻌 㻢㻠 ே㻌
䠄㻝㻚㻞㻑䠅㻌

ЈχᲴ  ࠰ʴӝѣ७ᛦ௹
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ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά
ᚃƷƜƜǖƷͤࡍૅੲ
ȷ۔کƴࡽƖዓƖŴЈငࢸଔƔǒૅੲƕ࣏ᙲƳᚃƴݣƠƯŴᢘЏƳǵȸȓǹǛ੩̓Ơ
ƯƍƖǇƢŵ


ὲ܇
܇ƲǋƷᧈȷႆᢋƴࣖơƨͤᚮȷႻᛩሁƷΪܱ
ȷʐ࠷δͤࡍᚮ௹Ǎ̬ᜱᎍǁƷႻᛩʙಅǛܱƠŴ၌၏ǍᨦܹǛଔႆᙸƢǔƱƱǋƴŴ̾ŷ
ƴࣖơƨƖǊኬƔƳǵȸȓǹǛ੩̓ƠƯƍƖǇƢŵ


έ၏
၏ൢǍʙ᧸ഥӏƼҔၲƴ᧙Ƣǔऴإ੩̓ƷΪܱ
ȷ܇ƲǋƷ၏ൢǍឪƜǓǍƢƍʙƷ᧸ഥӏƼ܇ƲǋƷҔၲƴ᧙ƢǔऴإƴƭƍƯŴᜒ˟
Ʒ͵ƳƲƴǑǓŴऴإ੩̓ƷΪܱǛǓǇƢŵ


ὴ˞
˞ଐǍ᧓ٸƴƓƚǔ܇ƲǋƷ࣯धᚮၲ
ȷٶƘƷᚮၲƕᚮၲƠƯƍƳƍଐ᧓ٸǍ˞ଐƴ܇Ʋǋƕ࣯၏ƴƳƬƨئӳưǋŴଐଷ
᧓ƱӷಮƴݱδᅹǛӖᚮưƖǔǑƏŴࡽƖዓƖŴ
žݱδଐȷ୴םଐ᧓ٸᚮၲſƳƲИ
࣯Ҕၲ˳СǛᄩ̬ƠǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫᚃƱ܇ƷႻᛩܴ
᳸ Ɣஉδͤᚮȷ ബ  Ɣஉδഫᅹ

ྵඞ

Ⴘ

ȷ͵ׅૠ  ׅ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ȷႻᛩʴૠ ࡨǂ  ʴ

ǇƢŵ

ͤᚮƴܱƠƯƍǔᚃݣᝋƷ࣎ƷǢ
ȳǱȸȈǍႻᛩƴƓƍƯŴᏋδɧܤǍƏ
ƭͼӼƕࢍƍ૾ሁǛݣᝋƴŴᏋδɧܤƷ
ᚐෞӏƼᖋࢳƷச᧸ഥȷଔႆᙸǛ
ǔƨǊŴችᅕᅹᧉݦҔǍǫǦȳǻȩȸƴ
ǑǔႻᛩǛᘍƍǇƢŵ

άᲧᲬƸơǊǇƠƯហƪǌǜࣖੲʙ ȷࡨ ۡکǂ  ʴ
ಅᲢ܇ᏋƯɭˊƷǹȈȬǹȞȍǸȡ ȷငۡ ࡨǂ  ʴ

ȳȈƷᜒᛅᲣ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

܇ᏋƯƷɧܤȷǹȈȬǹƳƲƱɥƴ
˄ƖӳƑǔǑƏŴƸơǊǇƠƯហƪǌǜ
ࣖੲʙಅᲢۡکƱƓƓǉƶ  ƔஉδǇư
ƷʐδǛਤƭᚃǛݣᝋƱƠƨʙಅᲣƴ
ƓƍƯŴǹȈȬǹݣϼඥƴƭƍƯȟȋᜒ
ᛅǛᘍƍŴӷϋܾƷȪȸȕȬȃȈǛᣐࠋ
ƠǇƢŵ

άᲧᲭǪȪȸȖƷ˟Ტ/%)Უ/%)Ჴ ȷ͵ׅૠ  ׅ
ȷႻᛩʴૠ ࡨǂ  ʴ
/QVJGT CPF %JKNF )TQWR
ᏋδɧܤǍᖋࢳբ᫆ǛৼƑǔᚃƷǱ



ǢǛƢǔǰȫȸȗŵᧉݦႻᛩՃǍ̬ͤࠖ
ƴǑǔǰȫȸȗႻᛩǛᡫƠƯŴपǈǍբ



ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

᫆Ʒ᠉ถǛǓǇƢŵ

ὲᲧᲫƢƘƢƘហƪǌǜᚧբ
 Ɣஉ᳸ဃࢸ  ƔஉǇưƷʐδƕƍǔ

ȷܼࡊᚧբˑૠ

μƯƷܼࡊƴᚧբưƖ

 ˑ

ǔǑƏŴዒዓƠƯܱ

μƯƷܼࡊƴяငࠖŴ̬ͤࠖŴჃᜱࠖƕ

ƠƯƍƖǇƢŵ

ᚧբƠƯŴʐδƷႆᏋȷȷဃؾȷ
၌၏ʖ᧸ሁᏋδƴ࣏ᙲƳʙƴƭƍƯਦ
ݰƠǇƢŵ
 ǇƨŴငۡƷ˳ᛦሥྸǍ܇ᏋƯƴ᧙Ƣ
ǔऴإ੩̓ӏƼႻᛩǛᘍƍŴᏋδɧܤƷ
ᚐෞǍ࣏ᙲƴࣖơƯᢘЏƳǵȸȓǹƴƭ
ƳƛǇƢŵ

ὲᲧᲬʐ࠷δͤࡍᚮ௹ 
ʐ࠷δƷͤǍƔƳᧈႆᢋǛ̟ƠŴբ
᫆ƷଔႆᙸȷࣖݣǛᘍƏƨǊŴʐ࠷δ
ͤࡍᚮ௹Ტ᳸ ƔஉδŴ Ɣஉδȷ Ɣ
உδȷ ബ  Ɣஉδȷ ബδᲣ
Ŵʐ࠷δ
ഫᅹͤࡍᚮ௹ŴႻᛩŴ࣎ྸႻᛩƳƲ
Ʒ̬ͤ܇ǵȸȓǹǛዒዓႎƴᘍƍǇ
Ƣŵ

Ӗᚮྙ

ӖᚮྙƷዜਤǛǓǇ

ȷ᳸ Ɣஉδͤᚮ

Ƣŵ

 
ȷ Ɣஉδͤᚮ
 
ȷ Ɣஉδͤᚮ
 
ȷ ബ  ƔஉδͤᚮᲢϋᅹᲣ
 
ȷ ബδͤᚮ
 

ὲᲧᲭૼဃδᎮᙾ౨௹

  ࠰  உʙಅڼ

ᎮᙾᨦܹƷଔႆᙸȷଔၲᏋƷƨǊŴ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ЈငࢸଔƴૼဃδᎮᙾ౨௹ǛܱƠǇ
ƢŵǇƨӖᚮཞඞǛ৭੮ƠŴૅੲƕ࣏ᙲ
ƳδƱ̬ᜱᎍǛŴዒዓႎƴૅੲƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ὲᲧᲮʐ࠷δƔǒڼǊǔഫƱӝƷͤ ȷഫƱӝƷͤࡍȁǧȃǯƱȕȃ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
҄ཋ   ࠋرʴ
ǇƢŵ
ࡍƮƘǓ
̬ᏋטሁưƷЈࢌഫᅹͤࡍᏋŴȇȳ

ȷȇȳǿȫǵȝȸǿȸᄂ̲˟

ǿȫǵȝȸǿȸưƋǔƔƔǓƭƚഫᅹҔ

    ׅӸ

ƴǑǔႻᛩǍȕȃ҄ཋƷࠋرƳƲŴʐ࠷

ȷ̬ᏋטሁưƷഫᅹͤࡍᏋ

δƔǒ܇ƲǋƷഫᅹ̬ͤǛૅƑǔƨǊ

Ტטδȷ̬ᜱᎍᲣ ׅ

ƷͳૢؾǛǔƱƱǋƴŴ؏עŴƔƔ
ǓƭƚഫᅹҔŴ܇ᏋƯᧉݦᎰሁƷᡲઃǛ
ࢍ҄ƢǔƜƱƴǑǓŴʐ࠷δƔǒƷഫƱ
ӝƷͤࡍƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ὲᲧᲯᏋδႻᛩȷᏋδǰȫȸȗȷᏋδ ȷᏋδႻᛩ
ᜒ˟
 ׅᲢࡨǂ  ʴᲣ
ʐ࠷δƷ࣎Ǎ៲˳ƷͤࡍŴႆᏋŴᏋδŴ ᲢƏƪٳႻᛩ   ׅ
ŴഫᅹƷƜƱƴƭƍƯ̾КႻᛩǛܱ
ƠǇƢŵ
 ǇƨŴӑ܇Ǜਤƭ̬ᜱᎍƷᨼƍǍ̬ᜱ

ʴᲣ
ȷᏋδǰȫȸȗ
 ׅᲢࡨǂ  ʴᲣ



ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
ᎍӷٟƷʩ්ӏƼऴإʩ੭ƷئƱƠƯܱ
ƠǇƢŵƞǒƴŴ܇ᏋƯƴ᧙Ƣǔჷᜤ

ྵඞ

Ⴘ

ȷᏋδᜒ˟
 ׅᲢࡨǂ  ʴᲣ

Ʒ୍ӏգႆƷƨǊᜒ˟Ǜ͵ƠǇƢŵ

ὲᲧᲰƢƜǍƔ܇ƲǋႆᢋႻᛩ

ȷ ࡨ ׅǂ  ʴ

ٶѣǍᐯͼӼƳƲႆᢋɥƷ࣎ᣐƕƋ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ǔʐ࠷δƴݣƠƯŴᧉݦҔƴǑǔͤࡍႻ
ᛩǛܱƠŴ၏ൢƷଔႆᙸǍၲᏋƷႻ
ᛩǛᘍƍǇƢŵ

έᲧᲫܼࡊƴƓƚǔʐ࠷δʙ᧸ഥ ȷʐ࠷δʙ᧸ഥᜒ˟
ݣሊ
  ͵ׅᲢࡨǂ  ʴᲣ
ʐ࠷δƷɧॾƷʙǛ᧸ƙƨǊŴʙ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ȷᩉʐᜒ፼գႆ

᧸ഥƴ᧙Ƣǔᜒ˟Ʒ͵ӏƼ̬ͤ܇

 ͵ׅᲢࡨǂ  ʴᲣ


ʙಅܱƴʙ᧸ഥƷ୍ӏգႆǛᘍƍ

ȷʙʖ᧸ƷȪȸȕȬȃȈᣐࠋ

ǇƢŵ

 ࡨǂ  ʴ

έᲧᲬ܇Ʋǋƴ᧙ƢǔҔၲऴإƷ੩ ȷ܇ƲǋƷҔၲऴإȏȳȉȖȃ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
̓
ǯƷ˺Ŵᣐࠋ  ʴ ǇƢŵ
ܼࡊƴƓƍƯ࣎ܤƠƯ܇ƲǋƷͤࡍǛ
ܣǕǔǑƏŴ܇ƲǋƴǑƘƋǔၐཞǍ၏
ൢƷݣϼ૾ඥǍҔၲೞ᧙ऴإƳƲƴƭƍ
Ưऴإ੩̓ǛƢǔƱƱǋƴŴܖ፼Ʒೞ˟
ǛᚨƚǇƢŵ

ὴᲧᲫݱδଐȷ୴םଐ᧓ٸᚮၲ

ܱئᲴ
žƠǜơǎƘଐȷם

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ଐȷ୴םଐƷ᧓ٸƴ࣯၏ƴƳƬƨ܇

୴ଐ᧓ٸƜƲǋᚮၲܴſᲢᇌ

ǇƢŵ

ƲǋƴݣƠƯŴݱδᅹƷ࣯धᚮၲǛܱ

ᨥҔၲᄂᆮǻȳǿȸ၏ᨈϋ

ƠǇƢŵ

Ტৎ ޛᲣᲣ
ܱ᧓Ჴஉ᳸୴ଐ 
᳸
୴םଐ ᳸
ᚮၲᅹᲴݱδᅹ
  ࠰ࡇܱጚᲴ ʴ

ὴᲧᲬ˞ଐᚮၲ

ܱئᲴૼܿғҔࠖ˟ғൟͤ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ଐ୴ȷᅔଐȷ࠰࠰ڼƴ࣯၏ƴƳƬƨ

ࡍǻȳǿȸᲢૼܿ Უ

ǇƢŵ

܇ƲǋƴݣƠƯŴݱδᅹƷ࣯धᚮၲǛܱ

ܱ᧓Ჴଐ୴ȷᅔଐȷ࠰࠰

ƠǇƢŵ

 ڼ᳸
ᚮၲᅹᲴݱδᅹ
  ࠰ࡇܱጚᲴ ʴ
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ĭ ܖᇜƔǒ࣬ବǇưƷͤࡍƮƘǓ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ƜƜǖƷͤࡍ
ܖᇜƸǋƪǖǜƷƜƱŴཎƴ࣬ବᲢಒƶɶܖဃ᳸ ബǇưƷᲣƸŴ៲˳ƷᓸƠƍ
ႆᢋƴൔǂŴችᅕႎȷᅈ˟ႎƴச༌ưƋǓŴಮŷƳƜƜǖƷբ᫆ƕဃơǍƢƍƱƍƑǇ
Ƣŵ៲˳ƱӷಮƴŴܖᇜǍ࣬ବƷƜƜǖƷͤࡍƕŴஜʴᐯ៲Ʒբ᫆ƴƱƲǇǒƣŴݩஹŴ
ഏɭˊǛဃǈᏋƯǔᚃƴƳƬƨƷ܇ᏋƯᚇƴǋࢨ᪪ǛӏǅƢƱƍǘǕƯƍǇƢŵ
ǇƨŴ̔ƱƠƯ࣎៲ၐǍɧႇఄŴƻƖƜǋǓǛƸơǊƱƠƨƜƜǖƷբ᫆ƕขЦƱƳƬ
ƯƍǇƢŵ
ғƷᛦ௹ƴǑǔƱŴ
žपǜƩǓƬƨǓƠƨƱƖƴᛡᲢƲƜᲣƔƴႻᛩƢǔƔſƸŴɶܖဃ
ưƸᚃǍέဃŴ
ӐƩƪƳƲƕ ᲟŴ
᩷࠰ݲưƸᚃǍέဃŴӷ·ǍɥӮŴӐƩƪƳƲƕ Ჟ
ưŴƍƣǕǋ៲ᡈƳʴǍܼଈưƋǔƜƱƕǘƔǓǇƠƨŵ
ƜƷƜƱƔǒŴ܇Ʋǋᐯ៲ƸǋƪǖǜŴܼଈǍԗƕƜƜǖǍ˳ƴឪƜǔ࣯ນƳ҄٭Ǜҗ
ЎྸᚐƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ܇ƲǋƕႆƢǔ 515 ƷǵǤȳƴଔƍെ᨞ưൢƮƖݣϼưƖǔ
ǑƏŴദƠƍჷᜤŴᢘЏƳࣖݣǍႻᛩέƴƭƍƯƷ୍ӏգႆǛ࠼ƘᘍƏƱƱǋƴŴႻᛩࣖݣ
ǍૅੲƢǔӕኵǈƕᙲưƢŵ


  ͤǍƔƳ˳ƮƘǓƷਖ਼ᡶ
࠷ݲƔǒƷͤǍƔƳ˳ƮƘǓƸŴဃ෨ǛᡫơƨͤࡍƴƭƳƕǔǋƷưƋǔƜƱƔǒŴؕ
ᄽ˳щǍᢃѣᏡщǛܖఄᏋư៲ƴ˄ƚǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵƠƔƠƳƕǒŴଐࠝဃǍᢂƼ
Ʒɶư˳ǛѣƔƢೞ˟ƕถݲƠƯƍǔƜƱሁƕŴ܇ƲǋƨƪƷ˳щƷ˯ɦǛਔƍƯƍǔƱᎋ
ƑǒǕƯƍǇƢŵƞǒƴŴᢃѣɧឱǍဃƷʏǕሁƴǑǓŴଐஜƷ܇ƲǋƷ  ʴƴ  ʴƸ
ဃ፼ॹ၏ʖͳưƋǔƱƷਦઇǋƋǔƜƱƔǒŴ܇ƲǋƨƪƷ࣎៲ƷȐȩȳǹƷǑƍႆᢋ
ƷƨǊŴܼࡊƱᡲઃƠŴஓǇƠƍဃǍͤࡍႎƳဃ፼ॹǛգႆƢǔƜƱǋᙲưƢŵƜ
ƷƨǊŴဃ፼ॹ၏ƷʖͳӏƼ፝धᎍǛଔƴႆᙸƠŴʖ᧸ӏƼၲƴӕǓኵǉ࣏ᙲƕƋ
ǓǇƢŵ  ࠰ࡇƴிʮᣃƕܱƠƨ˳щᛦ௹ưƸŴғƷܖݱᲯ࠰ဃဏ܇Ƹμ  ᆔႸƷ
ƏƪŴ᳧ǷȣȈȫȩȳˌٳƸμרǛɥׅǓŴ˳щƷɥଞƕᙸǒǕǇƢŵɟ૾ŴɶܖᲬ
࠰ဃƸŴဏڡƱǋƴǄƱǜƲƷᆔႸưμרǛɦׅǔƳƲŴ̔ƱƠƯ˳щƴᛢ᫆ƕᙸǒ
ǕǇƢŵ˳щӼɥਖ਼ᡶۀՃ˟ǛኵጢƠŴܖݼЭƔǒɶܖఄǇưŴኒወᇌƯƨ˳щӼɥǷǹȆ
ȠǛನሰƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ǇƨŴᡈ࠰ưƸǹȞȸȈȕǩȳሁƷ୍ӏƴˤƍƦƷ̅ဇ᫁ࡇƕ᭗ǇǓŴδᇜȷဃࢻƷᙻщ
˯ɦǍۋѬƷफ҄ǋভࣞƞǕƯƍǔƜƱƔǒŴƜƏƠƨྵˊႎƳᛢ᫆ƴƭƍƯǋδᇜȷဃࢻ
ƴգႆƠƯƍƘƜƱƕᙲưƢŵ
ƕƷരʧҾ׆ƸŴര׆ƷɥˮǛƕǜŴ࣎၌धŴᏯᘉሥ၌धƕٶƘǛҩǊƯƓǓŴƜǕ
ǒƸŴƍƣǕǋʙŴᢃѣŴ˞ŴտǍᣒƳƲƷဃ፼ॹƱขƍ᧙ǘǓƕƋǔƱᚕǘǕ
ƯƍǇƢŵ
ဃ෨ƴǘƨƬƯͤࡍƴဃƠƯƍƘƨǊƴƸŴδᇜȷဃࢻƕဃ፼ॹǛૢƑǔƩƚưƳƘŴ
տǍᣒŴᕤཋƷүᨖࣱǛദƠƘྸᚐƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ƞǒƴŴ၌၏ƸƦǕǒƷᙲ׆ƴݣƢǔᢘЏƳݣሊŴ̊Ƒƹज़௨ၐǁƷݣሊǛᘍƏƜƱưʖ
᧸ưƖǔƜƱƳƲǛྸᚐƢǔƜƱƕᙲưƢŵ
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ʻࢸǋŴܼࡊȷ؏עȷܖఄƕᡲઃƠŴؕᄽ˳щƷӼɥŴဃ፼ॹોծǍ࣎Ʒͤࡍ̬ਤƷӕኵ
ǈǛΪܱƞƤŴ܇ƲǋƷ࣎Ʊ˳ƷͤǍƔƳᧈǛǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άƜ
ƜƜǖƷͤࡍૅੲ
ȷܖᇜȷ࣬ବǛݣᝋƴŴƜƜǖƱ˳ƴឪƜǔ࣯ນƳ҄٭ǍŴƦǕƴˤƏɧܤǍपǈǁƷ
ݣϼ૾ඥƴƭƍƯŴऴإ੩̓ƢǔƱƱǋƴႻᛩƴࣖơƯƍƖǇƢŵ


ὲ˳
˳щƮƘǓƱဃ፼ॹ၏ʖ᧸ਖ਼ᡶ
ȷδᇜȷဃࢻƕᢃѣƷಏƠƞƴᚑǕŴᐯǒᢃѣƴᚃƠǉƜƱƕưƖǔǑƏŴࡽƖዓƖŴᚡӼ
ɥሁƴਪƢǔƜƱưŴδᇜȷဃࢻƷǹȝȸȄǁƷ᧙࣎Ʊ˳щƷӼɥǛǓǇƢᲢɶܖఄ
ưƸಅǍƦƷӳ᧓ƴܱưƖǔȀȖȫȀȃȁǛɶܖఄ༿žǹȝȸȄǮȍǹૼܿſƴˮ
ፗ˄ƚƯƍǇƢᲣŵ
ȷǇƨŴܖݼЭƔǒɶܖఄǇưƷ܇ƲǋƷ˳щƷྵཞǛ৭੮ȷЎௌƠŴǑǓɟޖјௐႎƳ˳
щƮƘǓǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴƱிʮᣃƕܱƠƯƍǔμݱȷɶܖఄǛݣᝋƱƠƨ˳щȆǹ
ȈƴьƑŴғᐯƴܖݼЭƷ࠷δǛݣᝋƱƢǔ˳щȆǹȈǛܱƠǇƢŵ
ȷͤࡍᏋƷΪܱǛǓŴܖݱఄưƸ˳ᏋᅹƷ̬ͤƷಅŴɶܖఄưƸ̬ͤ˳ᏋᅹƷಅǛ
ɶ࣎ƱƠƯŴδᇜȷဃࢻƷႆᢋെ᨞ƴࣖơƯտȷᣒȷᕤཋʏဇǍज़௨ၐƱŴͤࡍƱƷ᧙
ᡲƴƭƍƯφ˳ႎƴਦݰƠŴᐯǒƷͤࡍǛᢘЏƴሥྸƠŴોծƠƯƍƘ࣬ᎋщȷЙૺщƳ
ƲƷឋǍᏡщǛᏋƠƯƍƖǇƢŵ
ȷݱδƔǒڼǇƬƯƍǔƱƞǕǔဃ፼ॹ၏ƷଔႆᙸȷଔၲƱͤࡍႎƳဃ፼ॹǛ
៲ƴ˄ƚǔƨǊƷڎೞƱƢǔƜƱǛႸႎƴŴғᇌܖݱఄƸᲮ࠰ဃˌɥŴғᇌɶܖఄƸμဃ
ࢻǛݣᝋƴŴࠎஓƢǔδᇜȷဃࢻƴݣƠݱδဃ፼ॹ၏ʖ᧸ͤᚮǛܱƠǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫЈࢌͤࡍᏋ
ܖఄǍᚨƔǒƷᙲஓƴࣖơŴ̬ͤ

ྵඞ

Ⴘ

ȷܖݱఄӏƼɶܖఄƴݣƢǔЈ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ࢌͤࡍᏋƷܱᲢܖݱဃᲴ ǇƢŵ

Ǎ̬ͤǻȳǿȸƷᧉݦᎰƕŴƨƹƜȷᕤ

ԡƷٻЏƞŴɶ࠰  ܖဃᲴࣱ

ཋȷǢȫǳȸȫբ᫆ȷࣱज़௨ၐʖ᧸ȷԡ

ज़௨ၐʖ᧸ ሁᲣ

ƷٻЏƞƳƲŴܖᱫȷ࣬ବƷ̬ͤऴ
إƷ੩̓ǍЈࢌͤࡍᏋǛܱƠǇƢŵ

άᲧᲬ  ˊƷƜƜǖƷͤࡍƴ᧙Ƣ ȷ ˊӼƚ୍ӏգႆȑȳȕ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǔ୍ӏգႆʙಅ
ȬȃȈžൢƮƍƯᲛƜƜǖƷ ǇƢŵ
࣬ବƴ࣎ƷɧᛦƕᧈࡽƘƱŴɧႇఄ
ǍƻƖƜǋǓŴ࣎Ʒ၏ൢƴƭƳƕǔƜƱ
ƕƋǓǇƢŵԗƕଔƍെ᨞ưൢƮƖᢘ
ЏƳૅੲƴƭƳƙƨǊƴŴǇƨŴपǜư
ƍǔஜʴƕԗƴ 515 ǛႆƢǔƜƱƕ

515ſƷᣐࠋ
  ᢿ
ȷ̬ᜱᎍӼƚȪȸȕȬȃȈƷᣐ
ࠋ  ᢿ

 


 ǹȝȸȄǮȍǹૼܿȷȷȷಮŷƳᢃѣƷኺ᬴ƱᚡӼɥǁƷਪǛᡫƠƯŴᢃѣƷಏƠƞǛԛƍŴᢃѣƷଐ
ࠝ҄Ʊ˳щƷӼɥǛǔƨǊƷӕኵǈưƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ưƖǔǑƏŴ୍ӏգႆƷࢍ҄ǛƬƯƍ

ȷᎰՃӼƚȪȸȕȬȃȈƷᣐ

ǇƢŵ

άᲧᲭࣱڡƷͤࡍႻᛩ

Ⴘ

ࠋ  ᢿ
ȷᩓᛅ  ˑŴ᩿  ˑ

ࣱڡƷͤࡍૅੲǻȳǿȸᲢ̬ׄͤǻ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ȳǿȸϋᲣưŴ࣬ବƔǒƷࣱڡƷƜƜ
ǖƱ˳Ʒͤࡍƴ᧙ƠƯᩓᛅŴ᩿ưႻᛩ
ǛӖƚƯƍǇƢŵ

ὲᲧᲫǹȝȸȄǁƷ᧙࣎Ʊ˳щƷӼ ȷμݱȷɶܖఄƴƓƍƯžǹȝȸ ȷμ˳щȷᢃѣᏡщŴ
ᢃѣ፼ॹሁᛦ௹ưŴ
ȄǮȍǹૼܿſǛܱŵ
ɥ
δᇜȷဃࢻƕᢃѣƷಏƠƞƴᚑǕŴᐯ

ሉƠƨлӳ

ȷμ࠷ᆐטƴƓƍƯғᐯƷ˳
щȆǹȈǛܱŵ

ȍǹૼܿſǛܱƠǇƢᲢɶܖఄưƸ
ಅǍƦƷӳ᧓ƴܱưƖǔȀȖȫȀȃȁ

ȷμ˳щȷᢃѣᏡщŴᢃѣ፼

Ǜɶܖఄ༿žǹȝȸȄǮȍǹૼܿſƴˮ

ॹሁᛦ௹ưŴɶܖఄҡಅࢸŴ

ፗ˄ƚƯƍǇƢᲣŵ

ᐯɼႎƴᢃѣƠƨƍƱׅሉ

 ᚡӼɥሁƴਪƢǔƜƱưŴδᇜȷ

Ơƨлӳ Ჟ

ဃࢻƷǹȝȸȄǁƷ᧙࣎Ʊ˳щƷӼɥǛ

ႎƴᢃѣƠƨƍƱׅ

ǹȈǛܱŵ
Ტμ࠰ܖᲣ

ǒᢃѣƴᚃƠǉƜƱƕưƖǔǑƏŴࡽƖ
ዓƖŴܖݱఄӏƼɶܖఄưžǹȝȸȄǮ

ɶܖఄҡಅࢸŴᐯɼ

ȷμݱȷɶܖఄƴƓƍƯ˳щȆ

 Ჟ


ˋԧᲬ࠰ࡇ 



ǓǇƢŵ
 ǇƨŴܖݼЭƔǒɶܖఄǇưƷ܇Ʋǋ
Ʒ˳щƷྵཞǛ৭੮ȷЎௌƠŴǑǓɟޖ
јௐႎƳ˳щƮƘǓǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴ
ƱிʮᣃƕܱƠƯƍǔμݱȷɶܖఄǛ
ݣᝋƱƠƨ˳щȆǹȈƴьƑŴғᐯƴ
ܖݼЭƷ࠷δǛݣᝋƱƢǔ˳щȆǹȈǛ
ܱƠǇƢŵ

ὲᲧᲬǻȸȕȆǣܴǍᕤཋʏဇ᧸ ȷᜩݑǍᕤдࠖሁƷܼᧉݦǛ ٳዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ഥܴƷܱ
ᢿᜒࠖƱƠƨǻȸȕȆǣ ǇƢŵ
ᜩݑǍᕤдࠖƳƲƷܼᧉݦǛٳᢿᜒࠖ
ƱƠƨǻȸȕȆǣܴǍᕤཋʏဇ᧸ഥ

ܴǍᕤཋʏဇ᧸ഥܴƷܱ



ᲢμݱɶܖఄᲣ

ܴǛܱƠǇƢŵ

ὲᲧᲭݱδဃ፼ॹ၏ʖ᧸ͤᚮ
ဃ፼ॹ၏ƷଔႆᙸȷଔၲƱͤ
ࡍႎƳဃ፼ॹǛ៲ƴ˄ƚǔƨǊƷڎೞ

Ӗᚮᎍૠ 

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

 ܖݱ᳸ ࠰ဃ  ʴ

ǇƢŵ

ɶ ܖ᳸ ࠰ဃ  ʴ

ƱƢǔƜƱǛႸႎƴʖ᧸ͤᚮǛܱƠŴ
ᧉݦҔၲೞ᧙ưƷၲǍ̬ͤǻȳǿȸư
ƷͤࡍȷႻᛩƷМဇሁǛѰڜƠǇƢŵ
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ႸᲭ ƖǊƜǇƔƳǵȸȓǹưμƯƷ܇ᏋƯܼࡊǛǵȝȸȈƠǇƢ

Ძ ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷዮӳႎƳޒ
Ĭ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹƷΪܱ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ٶಮƳȋȸǺǁƷࣖݣ
܇ᏋƯǛᅈ˟μ˳ưૅੲƠƯƍƘᙻໜƔǒŴɼƴܡנư܇ᏋƯǛƠƯƍǔܼࡊǛݣᝋƴƠ
ƨʙಅƱƠƯʐ࠷δᚃ܇ƷئއƮƘǓᲢ܇؏עᏋƯૅੲਗໜʙಅᲣǍ܇ᏋƯႻᛩŴɟ̬
ᏋƷǄƔŴٶಮƳȋȸǺƴࣖݣƠŴ܇ƲǋǷȧȸȈǹȆǤŴȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅŴᏋδ
ૅੲܼࡊᚧբʙಅᲢငЭငࢸૅੲᲣƳƲƷሊǛΪܱƠƯƖǇƠƨŵ
 ǇƨŴૅੲƕ࣏ᙲƳܼࡊǄƲऴإǍǵȸȓǹǁƷǢǯǻǹƕҗЎưƳƘŴૅੲƴኽƼ˄ƍ
ƯƍƳƍƱƍƏྵཞǛ៊ǇƑŴǹȞȸȈȕǩȳݦဇǢȗȪžƠǜơǎƘ܇ᏋƯࣖੲȊȓſư
܇ᏋƯƴࢫᇌƭऴإǛႆ̮ƢǔǄƔŴ܇ᏋƯᚧբႻᛩǍƢƘƢƘហƪǌǜᚧբŴțȸȠǹǿȸ
ȈƳƲǢǦȈȪȸȁᲢᚧբႻᛩᲣƷǵȸȓǹǋܱƠƯƍǇƢŵ
 ƠƔƠŴғƷᛦ௹ưŴ
ž܇ᏋƯƕƭǒƍƱ࣬ƏƜƱƕƋǔƔſƷᚨբƴݣƠŴኖ ᲟƷʴƕ
žƍƭǋ࣬ƏſƱׅሉƠƯƍǔཞඞƷɶưŴׅሉᎍƷҞૠˌɥƕŴ
ž܇ƲǋƷᢂƹƤ૾ǍƠƭ
ƚƴƭƍƯपǜưƍǔſžˁʙǍᐯЎƷƜƱƕΪЎƴưƖƳƍſž܇ᏋƯƕችᅕႎਃƴƳƬ
ƯƍǔſƱׅሉƠƯƓǓŴ܇ᏋƯƷܔᇌ҄Ǜ᧸ƙӕኵǈƷ࣋ࡁƕࡽƖዓƖ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ

Ũ̬ᏋǵȸȓǹƷΪܱ
ž܇ƲǋǛᏋƯǍƢƍᅈ˟ƴ࣏ᙲƩƱᎋƑǒǕǔƜƱſƷᚨբƴݣƠŴƷʴƕž̬
ᏋǵȸȓǹƷΪܱᲢࢳೞδᇜᚐෞŴɟ̬ᏋŴࡨᧈ̬ᏋŴ၏δȷ၏ࢸδ̬ᏋƳƲᲣ
ſǛਫƛƯ
ƍǇƢŵƜƏƠƨғൟƷྵཞǍᙲஓǛ៊ǇƑŴ̬ᏋǵȸȓǹƷΪܱǛǔƜƱưŴƞǒƴٶ
ಮƳ܇ᏋƯܼࡊƷȋȸǺƴࣖƑƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ŨٶಮƳȋȸǺƴࣖơƨȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅƷΪܱ
 ఋܼଈ҄ƷᡶᘍǍŴݼіܼࡊƕفьƠѮѦ࢟७ǋٶಮ҄ƢǔɶưŴ̬ᏋȋȸǺǋٶಮ҄Ơ
ƯƍǇƢŵ؏עƴƓƚǔႻʝੲяѣƱƠƯŴМဇᎍƷᙲஓƴӳǘƤƯǳȸȇǣȍȸȈƕư
ƖǔŴȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅƷᙲࣱƸƞǒƴ᭗ƘƳƬƯƍǇƢŵ  ࠰ࡇƴƸŴ
੩̓˟Ճ  ʴŴМဇ˟Ճ  ʴŴɲ૾˟Ճ  ʴƱƳǓŴ˟ՃዮૠƸفьƠƯƍǇƢŵ
 ǇƨŴȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅƷ၏δȷ၏ࢸδ᪳ƔǓƴƓƍƯǋŴ࠰ŷ˟ՃૠƕفƑƯƖ
ƯƍǇƢŵ
 ʻࢸǋ੩̓˟ՃǁƷȕǩȭȸǢȃȗǍŴȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅƷᆢಊႎƳԗჷƳƲƴǑ
Ǔ੩̓˟ՃƷਘٻǛǓŴǑǓܤμȷ࣎ܤưМဇƠǍƢƍʙಅᢃփǛᘍƬƯƍƘƜƱƕᛢ᫆
ưƢŵ
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Ũ܇ƲǋǷȧȸȈǹȆǤ
 ܇ƲǋǷȧȸȈǹȆǤƸŴ̬ᜱᎍƷ၏ൢǍЈငȷʼᜱȷϛ۟ᔀᅛȷЈࢌŴᏋδ၅ǕƳƲư࣏
ᙲƳƱƖƴŴғϋƷʐδᨈǍңщܼࡊưܿජǛˤƍɟႎƴ᪳ƔǔʙಅưƢŵˁʙሁư᧓ٸ
ƷᏋƕ࣏ᙲƳƱƖƴŴңщܼࡊư᪳ƔǔȈȯǤȩǤȈǹȆǤǋܱƠƯƍǇƢŵ
Ꮛδ၅ǕưƷМဇƕفƑƯƓǓŴ܇ᏋƯɧܤǍᏋᩊǱȸǹǋԃǊƨٶಮƳȋȸǺƴݣ
ࣖưƖǔǑƏŴңщܼࡊƷƞǒƳǔǹǭȫǢȃȗǛǔƜƱƕᛢ᫆ưƢŵ

Ũ܇؏עᏋƯૅੲਗໜʙಅ
܇؏עᏋƯૅੲਗໜʙಅƸŴ؏עƷ៲ᡈƳئưŴ܇ᏋƯɶƷᚃ܇Ʒʩ්Ǎː᧓ƮƘǓŴ
ᏋδႻᛩሁǛܱƠƯƍǇƢŵ܇ᏋƯƷܔᇌ҄Ǜ᧸ƗŴ܇ᏋƯƷपǈሁǛᚐෞƢǔƨǊƴŴ
ൢ᠉ƴឱǛᢃǜưƍƨƩƘƜƱǍႻᛩưƖǔئƱƠƯᛐᜤƠƯǋǒƏƜƱƕᛢ᫆ưƢŵ


  ႻᛩƠǍƢƍؾሁƷΪܱ
܇ᏋƯƴ᧙ƢǔႻᛩƴƭƍƯƸŴ܇Ʋǋዮӳǻȳǿȸȷ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸǛƸơǊŴ
܇؏עᏋƯૅੲǻȳǿȸᲢʚᓶȷҾထǈǏƖᲣŴǏƬƨǓȸƷŴ̬ͤǻȳǿȸŴδᇜŴ̬Ꮛ
טŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטŴܖఄŴᏋǻȳǿȸሁŴಮŷƳᆸӝƕƋǓǇƢŵғൟƴƱƬƯႻᛩƷ
ȏȸȉȫǛ˯ƘƢǔƨǊƴŴ៲ᡈƳႻᛩᆸӝƕƋǓൢ᠉ƴႻᛩưƖǔǑƏؾǛૢƑƯƖǇ
Ơƨŵ
 ғưƸŴ܇ᏋƯƴ᧙ƢǔႻᛩƷɶ࣎ႎƳࢫлǛௐƨƠƯƍǔ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸᲢ ƔᲣ
ȷ
܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸᲢ ƔᲣǛŴғϋƴȐȩȳǹǑƘᣐፗƠŴ܇ƲǋƱܼࡊƷዮӳႻ
ᛩǛܱƢǔƱƱǋƴŴ؏עƴƓƍƯᚃӷٟƕŴƦǕƧǕƷ܇ᏋƯƷኺ᬴ǛƔƠƯൢ᠉ƴ
ႻᛩƠӳƑǔؾǛૢƑŴ܇ᏋƯૅੲƴ᧙Ƣǔǵȸȓǹȡȋȥȸǋ࠰ŷΪܱƠƯƖǇƠƨŵ
ƜǕǒƷȡȋȥȸƴƭƍƯƸŴғπࡸțȸȠǃȸǸǍ܇ᏋƯऴإᛏƳƲƴǑǓஇૼƷऴإǛ
ႆ̮ƠƯƍǇƢƕŴٶಮƳǵȸȓǹƷɶƔǒŴᐯǒƷщưஇᢘƳǵȸȓǹǛᢠ৸ƢǔƜƱƕ
ᩊƠƍཞඞǋᙸǒǕǇƢŵ 
ƦƷƨǊŴ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸƱ  ƔƷ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸŴ܇؏עᏋƯૅੲǻȳ
ǿȸʚᓶŴǏƬƨǓȸƷưƸŴ܇ᏋƯܼࡊƕ࣏ᙲƳǵȸȓǹǛό๖ƴМဇưƖǔǑƏǳȸȇǣ
ȍȸȈƢǔМဇᎍૅੲʙಅǛܱƠƯƍǇƢŵ
ƦǕƧǕƷႻᛩئƴƓƍƯƸŴٶಮ҄Ƣǔ܇ᏋƯܼࡊƷ̾КƷཞඞǛ៊ǇƑƯႻᛩƴࣖ
ơǔƱƱǋƴŴǑǓᧉݦႎƳႻᛩƴƭƍƯǋࣖݣưƖǔǑƏŴᎰՃƷǳȸȇǣȍȸȈᏡщǍ
ࣱᧉݦƷӼɥǛǔƜƱƕᛢ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵ


  ܇ᏋƯૅੲऴإǛǑǓᄩܱƴǘƔǓǍƢƘ
ғƷᛦ௹ƴǑǔܖݼЭ̬ᜱᎍƷž܇ᏋƯƷपǈſƷϋᚪƸŴ
ž܇ƲǋƷᢂƹƤ૾ǍŴƠƭƚ
ƴƭƍƯſƕ Ŵ
žˁʙǍᐯЎƷƜƱƕҗЎƴưƖƳƍƜƱſƕ Ŵ
žዬ࣯ƴ܇
ƲǋǛᙸƯƘǕǔʴƕƍƳƍƜƱſƕ Ŵž܇ƲǋƱƷ᧓ƕҗЎƴƱǕƳƍƜƱſƕ
ƳƲưƠƨŵ
 ғưƸŴᏋδႻᛩǍɟ̬ᏋǛƸơǊƱƠƨಮŷƳ܇ᏋƯૅੲǵȸȓǹǛᘍƬƯƍǇƢƕŴ
܇ᏋƯƷਃज़Ǎܔᇌज़Ǜ᠉ถƠŴ܇ᏋƯǛಏƠƍƱज़ơƯǋǒƏƨǊƴƸŴಮŷƳ܇ᏋƯ
ƷपǈƴᢘЏƴࣖݣƢǔऴإƕ܇ᏋƯܼࡊƴᄩܱƴފƘˁኵǈƕᙲưƢŵ
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 ғƸŴ܇ᏋƯƴ᧙ƢǔऴإǛғƷ࠼إኡǍғπࡸțȸȠȚȸǸŴ؏עȝȸǿȫǵǤȈሁư
੩̓ƠƯƍǔǄƔŴ۔کƔǒܖᱫǇưƷ܇ᏋƯऴإǛžૼܿƸƬƽȸ܇ᏋƯǬǤȉſƱ
ƍƏώ܇ƴǇƱǊŴࡍͤ܇ࠚʩ˄Ǎ᧙ᡲᚨƷᆸӝưᣐࠋƠƯƍǇƢŵǇƨŴʐ࠷δ
ǛᡲǕƯƷٳЈƴ̝МƳž܇ᏋƯࣖੲǷȧȃȗᲠȞȃȗſƱŴʖ᧸ᆔǍͤࡍᚮૺƳƲƷ
ȗȃǷȥᡫჷǛ  ƭƷǢȗȪƴǇƱǊƨžƠǜơǎƘ܇ᏋƯࣖੲȊȓſǋ੩̓ƠƯƍǇƢŵ

 ғƷᛦ௹ưŴž܇ᏋƯƴ᧙ƢǔऴإưࢫᇌƬƨऴإƷЈſƴƭƍƯݮƶƨƱƜǖŴžӷ࠰
ˊƷ܇ƲǋǛਤƭ܇ᏋƯː᧓ſƕ Ŵ
žᚃǍ܇ᏋƯኺ᬴ƷƋǔʴſƕ ƴݣƠƯŴ
࠼إƠǜơǎƘǍғπࡸțȸȠȚȸǸƸ ЭࢸŴ܇ᏋƯǬǤȉƸ ưƠƨŵ
 ̬ᜱᎍƴƱƬƯŴǹȞȸȈȕǩȳƳƲƷऴإᡫ̮ೞ֥ƸŴऴإǵǤȈƷ᧠ᚁƩƚưƳƘ̬
ᜱᎍӷٟƷऴإʩ੭ǍႻᛩƷȄȸȫƱƠƯǋ٭ٻஊјƳെƱƳƬƯƍǇƢŵ
 ƜƏƠƨཞඞǛ៊ǇƑŴʻࢸŴǑǓɟޖŴғƷ܇ᏋƯૅੲऴإǛᆢಊႎƴႆ̮ƠƯƍƘƱ
ƱǋƴŴಮŷƳȄȸȫǛဇƠƯ܇ᏋƯܼࡊƷ̾КƷȋȸǺƴǋႎᄩƴࣖݣƢǔऴإ੩̓Ʒ
پǋ࣏ᙲưƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άɟ
ɟ̬ᏋȷȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅሁƷਘΪ
ȷɟ̬ᏋሁƷʙಅƸŴܡנư܇ᏋƯǛƢǔ̬ᜱᎍƷᏋδɧܤǍਃǛ᠉ถƢǔƨǊƷʙಅ
ƱƠƯŴࡽƖዓƖŴ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטưƷʙಅƷਘΪǛ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ
ȷȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅƸŴ܇ƲǋƷˌܖݼᨀƴƓƍƯǋМဇưƖŴᚨ̬ᏋǛᙀܦƢ
ǔࢫлǋਃƏႻʝੲяѣưƢŵ੩̓˟Ճᄩ̬ƷƨǊƷʙಅԗჷƱ੩̓˟ՃӼƚƷᄂ̲Ǜ
ܱƠŴǑǓܤμȷ࣎ܤưМဇƠǍƢƍʙಅᢃփǛƠƯƍƖǇƢŵ
ȷ܇ƲǋǷȧȸȈǹȆǤʙಅƸŴ࣏ᙲƳƴМဇưƖǔǑƏңщܼࡊƷਘٻǛᡶǊǔƱƱǋ
ƴŴ܇ᏋƯɧܤǍᏋᩊǱȸǹǋԃǊƨٶಮƳȋȸǺƴࣖݣưƖǔǑƏŴңщܼࡊƷǹ
ǭȫǢȃȗǛǔӕǓኵǈǛᘍƏƜƱưŴͳૢؾǛǓǇƢŵ
ȷ܇؏עᏋƯૅੲਗໜʙಅƸŴ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸŴδᇜŴ؏ע
܇ᏋƯૅੲǻȳǿȸ ʚᓶȷҾထǈǏƖ ŴǏƬƨǓȸƷŴғᇌ̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטƳ
ƲŴ؏עƷ៲ᡈƳئưŴ܇ᏋƯɶƷᚃ܇Ʒʩ්Ǎː᧓ƮƘǓŴᏋδႻᛩሁǛܱƠŴ܇
ᏋƯƷܔᇌ҄Ǜ᧸ƗŴ܇ᏋƯƷपǈሁƷ᠉ถǛǓǇƢŵ


ὲႻ
ႻᛩƠǍƢƍؾƷૢͳƱႻᛩʙಅƷࣱᧉݦƷӼɥ
ȷٶಮ҄Ŵᙐᩃ҄Ƣǔ܇ᏋƯܼࡊƷႻᛩƴࣖݣưƖǔǑƏŴᎰՃƷࣱᧉݦǛӼɥƞƤǔƨǊŴ
ǇƨŴଏ܍Ʒᅈ˟เǍૼƨƳǵȸȓǹሁǛǳȸȇǣȍȸȈƠŴᢘЏƳૅੲƴጟƛǒǕǔ
ʴǛᏋƢǔƨǊŴᎰՃᄂ̲ƷΪܱǛǓǇƢŵ


έ܇
܇ƲǋƴǋǘƔǓǍƢƍțȸȠȚȸǸƮƘǓ
ȷ܇ᏋƯƴ᧙ƢǔऴإǛಮŷƳȄȸȫƴǑǓႆ̮ƠƯƍƘƱƱǋƴŴғƴ᧙ƢǔऴإǛ܇Ʋ
ǋƴǋǘƔǓǍƢƘ੩̓ƠŴғǁƷ᧙࣎ƱӋဒॖᜤǛᏋƯƯƍƖǇƢŵ


ὴ܇
܇ᏋƯૅੲऴإǛᛡƴǋቇҥƴǘƔǓǍƢƘ੩̓ƢǔˁኵǈƮƘǓ
ȷᛡưǋቇҥƴғƷ܇ᏋƯૅੲऴإǛλưƖǔǑƏŴғπࡸțȸȠȚȸǸǍ܇ᏋƯऴإǬ
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ǤȉžƸƬƽȸ܇ᏋƯǬǤȉſ
ŴǹȞȸȈȕǩȳǢȗȪžƠǜơǎƘ܇ᏋƯࣖੲȊȓſƳƲ
ǛဇƠŴ̾ʴƷȋȸǺƴඝƬƯŴǑǓɟ࣏ޖᙲƳऴإƕᄩܱƴΨƴފƘˁኵǈƮƘǓ
ǛᡶǊǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫɟ̬ᏋƷΪܱ
ዬ࣯ƷʙऴᲢЈငȷ၏ൢȷᘶЙՃƱƠ

ྵඞ

Ⴘ

ȷ࠰᧓ࡨǂМဇʴૠ

̬Ꮛטȷ܇ƲǋטƷ

  ʴ

ᚨƷᨥŴݦဇܴƷૢ

ƯࢼʙሁᲣǍᏋδ၅ǕƷᚐෞȷ˟ӳЈࠗ

ͳƕӧᏡƳئӳƸŴע

ሁƷྸဌưŴɟႎƴ܇ƲǋƷ̬Ꮛƕ࣏

؏ƷȐȩȳǹǛᎋॾ

ᙲƴƳƬƨƱƖƴŴ̬Ꮛᚨȷ܇Ʋǋט

ƠŴݦဇܴɟ̬Ꮛ

ưƸဃࢸ  ƔஉƔǒܖݼЭƷ܇ƲǋǛݣ

ǛΪܱƞƤƯƍƖǇ

ᝋƴɟ̬ᏋǛܱƠŴܡנư܇ᏋƯƠ

Ƣŵ

ƯƍǔܼଈǛૅੲƠǇƢŵ



 ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטƷᚨƷᨥŴݦဇܴ
ƷૢͳƕӧᏡƳئӳƸݦဇܴɟ̬Ꮛ
ǛΪܱƞƤƯƍƖǇƢŵ

άᲧᲬƻǖƹɟ̬ᏋƷΪܱ
៲ᡈƳƱƜǖưŴჺ᧓Ŵʐ࠷δǛ᪳

ȷ࠰᧓ࡨǂМဇʴૠ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

  ʴ

ǇƢŵ

ዮ˟Ճૠ  ʴ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ƔǔƜƱƴǑǓŴܡנư܇ᏋƯƠƯƍǔ
ܼࡊǛૅੲƠƯƍƖǇƢŵ

άᲧᲭȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅ

܇ᏋƯƷੲяǛᘍƍƨƍʴᲢ੩̓˟ՃᲣ ȷМဇ˟Ճ  ʴ
ƱੲяǛӖƚƨƍʴᲢМဇ˟ՃᲣǛ˟Ճ

ȷ੩̓˟Ճ  ʴ

ƱƢǔŴғൟƷႻʝੲяѣǛǵȝȸȈ

ȷɲ૾˟Ճ  ʴ

ǇƢŵ

ƢǔʙಅưŴૼܿғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ƴۀ
ᚠƠƯᢃփƠƯƍǇƢŵ

άᲧᲮ܇ƲǋǷȧȸȈǹȆǤ
၏ൢŴЈငŴჃᜱŴϛ۟ᔀᅛŴЈࢌŴ

ȷ܇ᏋƯჺૅੲʙಅᲢǷȧȸ
ȈǹȆǤᲣ

Ꮛδ၅ǕƳƲư̬ᜱᎍƕ᧓ٸǋသܣƴƳ

࠰᧓ࡨǂМဇʴૠ  ʴ

ǔƳƲŴɟႎƴ܇ƲǋƷ̬ᏋƕưƖƳ

ȷ܇ᏋƯჺૅੲʙಅᲢȈȯǤ

ƍƱƖƴŴғϋƷʐδᨈǍңщܼࡊư܇

ȩǤȈǹȆǤᲣ

ƲǋǛ᪳ƔǓǇƢᲢМဇݣᝋƸ  ബƔǒ

࠰᧓ࡨǂМဇʴૠ  ʴ

МဇƠǍƢƍͳૢؾ
ǛǓǇƢŵ

ܖݱဃǇưƷ܇ƲǋᲣŵ

ὲᲧᲫ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸƷᢃփ
ғƷዮӳႎƳ܇ᏋƯૅੲᚨƱƠƯŴ
܇ᏋƯƴ᧙ƢǔƋǒǏǔႻᛩƴࣖݣƢǔ

܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸŴܖᇜ

ǯȩȖŴ܇ƲǋႆᢋǳȸȊȸŴ ᚨƱƠƯƷᢃփǛዒዓ
ᨦܹδǿǤȠǱǢŴ્؏ע

ƱƱǋƴŴӲᆔƷǵȸȓǹǛ੩̓ƠǇƢŵ ᚨǛஊƢǔŴዮӳႎƳ܇ᏋƯૅ


ዮӳႎƳ܇ᏋƯૅੲ
ƠƯƍƖǇƢŵ


ੲᚨƱƠƯᢃփƠƯƍǇƢŵ

ὲᲧᲬ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸƷᢃփ ȷ܇Ʋǋዮӳǻȳǿȸ
܇ᏋƯƷपǈǍɧܤǛႻᛩưƖǔ˳С

ȷ܇Ʋǋዮӳǻȳǿȸ

  Ɣ

ǛૢͳƠŴᖋࢳ᧸ഥƷӕኵǈǛԃǊƨᙲ

ȷ܇Ʋǋૅੲǻȳǿȸ

̬ᜱδᇜૅੲƷˁኵǈǛΪܱƞƤƯƍƖ

  Ɣ

ǇƢŵ

 Ɣ
ȷ܇Ʋǋૅੲǻȳǿȸ
 Ɣ




➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸱 ࡁࡵࡇࡲ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࡚ࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡲࡍ

ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

ὲᲧᲭ܇ᏋƯૅੲǳȸȇǣȍȸȈ˳ ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ܇Ʋǋܼ ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ
ࡊૅੲǻȳǿȸᎰՃƷᄂ̲ǁ  ܇Ʋ ǋ ܼ ࡊ ૅ ੲ ǻ ȳ
СƷΪܱ
МဇᎍૅੲʙಅӏƼ܇ƲǋƱܼࡊƷዮ
ӳႻᛩƴࢼʙƢǔғᎰՃƷǳȸȇǣȍȸ
ȈᏡщǍࣱᧉݦǛӼɥƞƤǔᄂ̲ሁǛᡫ
ơƯŴ܇ᏋƯૅੲǳȸȇǣȍȸȈ˳СƷ
ΪܱǛǓǇƢŵ

ὲᲧᲮ܇؏עᏋƯૅੲਗໜʙಅ
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ܇Ʋǋܼࡊૅੲ

ƷӋь  Ӹ

ǿȸᎰՃƷᄂ̲ǁƷӋ

ȷМဇᎍૅੲʙಅƴ᧙Ƣǔᄂ̲ ьǛዒዓƠƯܱƠƯ
 Ӹ

ƍƖǇƢŵ

ȷ܇ƲǋƱܼࡊƷዮӳႻᛩƴ᧙
Ƣǔᄂ̲  Ӹ
ȷ܇Ʋǋܼࡊૅੲᛢ  
࠰  உ  ଐྵ   נ

ǻȳǿȸŴδᇜŴ܇؏עᏋƯૅੲǻȳ

ȷғᇌ̬Ꮛ  Ɣ

ǿȸŴǏƬƨǓȸƷŴғᇌ̬ᏋטŴ܇Ʋ

ȷ܇Ʋǋ  טƔ

܇Ʋǋ  טƔ
ƦƷ˂ᚨƸŴዒዓƠ
ƯܱƠƯƍƖǇƢŵ

ǋטƳƲŴ؏עƷ៲ᡈƳئưŴ܇ᏋƯ
ɶƷᚃ܇Ʒʩ්Ǎː᧓ƮƘǓŴᏋδႻᛩ
ሁǛܱƠƯƍǇƢŵ

ὲᲧᲯМဇᎍૅੲʙಅ
܇Ʋǋዮӳǻȳǿȸȷ܇Ʋǋܼࡊૅੲ

ȷ̾ૠ  Ɣ   ࠰ 

ȷ̾ૠ  Ɣ

உ  ଐྵ נ

ǻȳǿȸȷ܇؏עᏋƯૅੲǻȳǿȸʚᓶȷ
ǏƬƨǓȸƷƴƓƍƯŴ܇ƲǋǍ̬ᜱᎍ
ƕŴ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטŴ࠷ᆐטưƷ
Ꮛȷ̬ᏋǍɟ᪳ƔǓŴܖᇜǯȩȖሁ
Ʒ܇؏עᏋƯૅੲʙಅሁƷɶƔǒᢘЏƳ
ǋƷǛᢠ৸ƠŴό๖ƴМဇưƖǔǑƏŴ
៲ᡈƳئưऴإ੩̓ŴႻᛩŴяᚕሁǛ
ᘍƏƱƱǋƴ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢሁǛ
ᘍƍǇƢŵ

ὲᲧᲰ࠷ᆐ܇טᏋƯૅੲʙಅƷܱ

ȷᙱৎ࠷ޛᆐטưžƭƲƍƷǁ

ғᇌ࠷ᆐטưƸŴசטݼδǛݣᝋƴᙱ

ǍſǛᡵ  ׅᚨƠŴ܇ᏋƯ

ৎ࠷ޛᆐטưƭƲƍƷǁǍʙಅᲢ܇؏ע

ૅੲʙಅǛܱ

ᏋƯૅੲਗໜʙಅᲣǛܱƠƯƍǔǄƔŴ

Мဇႇᎍૠ  ʴ

μטư܇ᏋƯႻᛩŴ્ࡊטሁǛܱƠ

ࡨǂМဇᎍૠ  ʴ

ƯƍǇƢŵǇƨŴғϋƷᅶᇌ࠷ᆐטưǋ

ȷ̬ᜱᎍƷМဇឱࡇ 

ٶƘƷטư܇ᏋƯႻᛩǍ્ࡊטሁƷ܇

ȷӲғᇌ࠷ᆐטưŴᏋȷᏋδ

ᏋƯૅੲʙಅǛܱƠƯƍǇƢŵ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

ႻᛩǛஉ  ˌׅɥŴᜒࡈȷᜒ
፼Ǜ࠰  ˌׅɥŴᚨ્Ǜ
உ  ˌׅɥŴƦǕƧǕܱ
ȷᅶᇌ࠷ᆐ˟ᧈטטሁƷೞ˟Ǜ
ᡫơƨӲטưܱƠƯƍǔ
܇ᏋƯૅੲʙಅƷ৭੮

έǭȃǺȚȸǸƷᢃփ
ғπࡸțȸȠȚȸǸϋƴƓƍƯŴǭȃ

ȷǭȃǺȚȸǸƷ࠰᧓Ǣǯǻǹ
ૠ  ˑ

ࡽƖዓƖŴ܇Ʋǋƴǋ
ǘƔǓǍƢƘғƴ᧙Ƣ

ǺȚȸǸǛᢃփƠǇƢŵ

ǔऴإǛ੩̓ƠƯƍƖ

 ܇ƲǋƴǋǘƔǓǍƢƘғƴ᧙Ƣǔऴ

ǇƢŵ

إǛ੩̓ƠŴғӋဒॖᜤǛᏋƯƯƍƖ
ǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
ὴ܇ᏋƯૅੲऴإƷᣐ̮

ྵඞ

ȷ࠰᧓ǢȗȪȀǦȳȭȸȉૠ ȷᡫჷሁ᧠ᚁˑૠ

ǹȞȸȈȕǩȳǢȗȪžƠǜơǎƘ܇

 ˑ

ᏋƯࣖੲȊȓſƴǑǓŴ۔کƔǒசݼ

ȷᡫჷሁ᧠ᚁˑૠ

ܖδǛݣᝋƴŴ܇ƲǋƷ࠰ᱫǍƓ˰Ǉƍ

  ˑ

Ʒ؏עƳƲŴӲܼࡊƷཞඞƴӳǘƤƨ܇
ᏋƯૅੲऴإᲢͤࡍᚮૺŴʖ᧸ᆔŴӲ
ᆔǤșȳȈሁᲣǛᣐ̮ƠǇƢŵǇƨŴʐ
࠷δǛᡲǕƯƷٳЈƴ̝МƳࡃᑄǍ
ᚨǛኰʼƢǔž܇ᏋƯࣖੲǷȧȃȗᲠ
ȞȃȗſೞᏡǋŴǢȗȪƔǒМဇƢǔƜ
ƱƕưƖǇƢŵ



Ⴘ





  ˑ

➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
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ĭኺฎႎƳૅੲ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ኺฎႎਃज़ƷዼԧǁƷӕኵǈ
ғƷᛦ௹ưŴ
ž܇ƲǋǛᏋƯǍƢƍᅈ˟ƴ࣏ᙲƳƜƱſƴƭƍƯݮƶƨƱƜǖŴܖݼЭδᇜȷ
ܖݱဃȷɶܖဃƷ̬ᜱᎍŴ ബƔǒ  ബƷғൟƍƣǕǋŴžδᇜ࢘ǍᆋȷᏋᝲƷ᠉
ถƳƲኺฎႎੲяſƕᇹ  ˮƱƳƬƯƍǇƢŵƜƷͼӼƸŴ  ࠰ࡇƷғƷᛦ௹ưǋӷ
ಮƷཞඞưƢŵ
ǇƨŴ܇ᏋƯɭˊƷኺฎႎਃज़ƷዼԧƴƭƍƯƸŴƴƓƍƯǋƦƷᙲࣱƕᛐᜤƞǕŴ
ச۟Ʒδᇜৣ࢘ӖዅᎍƴݣƢǔᐮȷཎКዅ˄Ŵ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄ŴܖݼੲяŴ
ܖڜƷΪܱƳƲƕǒǕƯƍǇƢŵ
 ғưǋŴƦǕǒǛ៊ǇƑƯ܇ٶɭ࠘Ǎ˯ࢽɭ࠘ƳƲƷ̬Ꮛ૰Ʒਃ᠉ถƳƲǛܱƠƯ
ƖǇƠƨŵ
ɟ૾ưŴᝠเƕᨂǒǕǔɶưಮŷƳ܇ᏋƯૅੲሊǛბܱƴܱᘍƠƯƍƘƨǊƴƸŴሊ
ƷΟέࡇǍዬࣱ࣯ƴႸᣐǓƠƳƕǒŴႎᄩƴᝠเᣐЎǛᡶǊƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά܇
܇ᏋƯƴݣƢǔኺฎႎਃ᠉ถƷƨǊƷሊ 
ȷኺฎႎਃज़Ʒᚐෞƴ࣏ᙲƳሊƴƭƍƯƸŴǍிʮᣃƱƷࢫлЎਃŴ܇ᏋƯૅੲƴ᧙
ƢǔؕႴૢͳƱƷȐȩȳǹሁǛᎋॾƠƭƭŴᝠเƷᄩ̬ƴѐǊƳƕǒŴኺฎႎૅੲሊƷ
ᄩܱƳਖ਼ᡶǛƬƯƍƖǇƢŵǇƨŴǍிʮᣃưܱƢǔǂƖƱᎋƑǔǋƷƴƭƍƯƸŴ
ƦǕƧǕƴᙲஓƠŴཎƴƴƸŴ૾עƷᝠเਃƕဃơǔƜƱƷƳƍǑƏᙲஓƠƯƍƖǇ
Ƣŵ
ȷƷ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄Ʒ૾ᤆǛӖƚƯŴ࠷ᆐטǍ̬ᏋטሁƷ܇ٶɭ࠘ƴݣƠƯŴ
  ࠰ࡇƔǒݣᝋǛਘٻƠŴᇹʚ܇Ʒ̬Ꮛ૰ǛҞ᫇Ŵᇹɤ܇ƔǒƸ૰ƱƠǇƠƨŵƞ
ǒƴŴ  ࠰ࡇƴƸŴƸ࠰ᱫСᨂǛᚨƚƣƴƖǐƏƩƍƷૠǛૠƑǔݣᝋǛ࠰ӓኖ
 ɢόசƷɭ࠘ƱƠǇƠƨƕŴғƸ࠰ӓኖ  ɢόˌɦƷɭ࠘ǇưਘٻƠŴ܇ٶɭ
࠘Ʒਃ᠉ถǛܱƠƯƖǇƠƨŵˋԧΨ࠰ࡇƴƸிʮᣃƷᙀяǛဇƠŴɭ࠘Ʒࢽƴ
᧙ǘǒƣŴƖǐƏƩƍƷૠǛૠƑƯƍǇƢŵ
ȷǇƨŴ࠷ᆐטǍ̬ᏋטሁƷؕஜ̬Ꮛ૰ƷΝ҄ƴ́ƤŴˋԧΨ࠰ࡇƔǒƸᛐӧ̬ٳᏋᚨ
ሁƷМဇ૰ƴƭƍƯǋŴɥᨂ᫇ƷርϋưΝ҄ƠƯƍǇƢŵ
ȷ̬ᏋטሁƴᡫƬƯƍǔ  ബδǯȩǹƔǒ  ബδǯȩǹƷ܇ƲǋƷиᝲƴƭƍƯƸ̬Ꮛ૰
ƴԃǇǕƯƍƨƱƜǖưƢƕŴˋԧΨ࠰ࡇƷ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄ƴƓƍƯŴиᝲƸ
ݣᝋٳƱƞǕǇƠƨŵƠƔƠғưƸŴƕਃƠƳƍ࠰ӓ  ɢόˌɥƷɭ࠘ƴƭƍƯ
ǋŴғҥưਃƢǔƜƱƴǑǓŴ̬ᜱᎍƷኺฎႎਃǛ᠉ถƠƯƍǇƢŵ
ȷ  ࠰ࡇǑǓŴ̬ᏋטሁƴᡫƬƯƍǔ܇Ʋǋƕ  ʴˌɥƍǔܼࡊƴݣƠŴ̬Ꮛ૰Ʒ
ਃ᠉ถƱƠƯƦƷɶưɟဪ᭗ƍ̬ᏋטǛ૰ƴƠƯƍǇƢŵʻࢸǋࡽƖዓƖŴ̬Ꮛ૰Ʒ
ਃ᠉ถǛƬƯƍƖǇƢŵǇƨŴ࠷ᆐטǍ܇ƲǋטưƸŴƷ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄Ʒ
૾ᤆǛӖƚƯŴғƸ  ࠰ࡇƔǒݣᝋǛਘٻƠƯᇹʚ܇Ʒ̬Ꮛ૰ǛҞ᫇ƱƠŴᇹɤ܇
ƔǒƸ૰҄ǛڼƠƯƍǇƢŵ
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ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫδᇜ࢘

ྵඞ
ȷӖዅᎍૠ  ʴ

ഏˊƷᅈ˟ǛਃƏ܇ƲǋɟʴƻƱǓƷ

Ⴘ
Ü



ᏋƪǛᅈ˟μ˳ưࣖੲƢǔᚇໜƔǒŴ
ബПᢋࢸஇИƷ  உ  ଐǇưƷ܇Ʋǋ
Ǜݣᝋƴ࢘ǛૅዅƠǇƢŵ

άᲧᲬδᇜᏋ࢘ᲢᏋ࢘ȷᨦܹ ȷӖዅᎍૠ
 Ꮛ࢘  ʴ
࢘Უ
=Ꮛ࢘?Ჴ
ž ബƴᢋƢǔଐˌࢸƷஇ

 ᨦܹ࢘  ʴ
Ტ  ࠰  உ  ଐྵנᲣ


ИƷ  உ  ଐǇưƷ᧓ƴƋǔδᇜưŴ
༵ƕᩉ۟Ŵ༵ӍƸƕരʧŴ༵ӍƸ

Ü



ƕᨦܹƷཞ७ƳƲƷཞඞƴƋǔδᇜſǛ
ᏋƠƯƍǔʴƴૅዅƠǇƢŵ
=ᨦܹ࢘?Ჴ
ž ബசưग़Ʒࠚ ᳸
 ࡇᆉࡇŴ៲˳ᨦܹᎍࠚ ȷ ኢᆉࡇŴ
ᏯࣱၡӍƸᡶᘍࣱሂᓨၐƷƍƣǕƔ
Ʒ࣎៲ᨦܹǛஊƢǔδᇜſǛᏋƠƯƍ
ǔʴƴૅዅƠǇƢŵ

άᲧᲭδᇜৣ࢘

ȷӖዅᎍૠ  ʴ

ž ബƴᢋƢǔଐˌࢸƷஇИƷ  உ



 ଐǇưƷ᧓ƴƋǔδᇜᲢɟܭƷᨦܹ



ƷƋǔئӳƸŴ ബசᲣưŴ༵ƕᩉ



Ü

۟Ŵ༵ӍƸƕരʧŴ༵ӍƸƕᨦܹƷ
ཞ७ƳƲƷཞඞƴƋǔδᇜſǛᏋƠƯ
ƍǔʴᲢ  ࠰  உƔǒ༵ࡊܼ܇Ʒ
༵ǋݣᝋᲣƴૅዅƠǇƢŵ

άᲧᲮཎКδᇜৣ࢘

ȷӖዅᎍૠ  ʴ

ž ബசưŴग़Ʒࠚ ᳸ ࡇᆉ



ࡇŴ៲˳ᨦܹᎍࠚ ᳸ ኢȷ ኢᲢɟ



ᢿᲣᆉࡇŴଐࠝဃƴᓸƠƘСᨂǛӖƚ



Ü

ǔ၌၏ሁǛஊƢǔδᇜſǛᏋƠƯƍǔ
ʴƴૅዅƠǇƢŵ

άᲧᲯ܇ƲǋҔၲᝲя

ȷӖዅᎍૠ  ʴ

Ü

ȷӖዅᎍૠ  ʴ

Ü

 ബƴᢋƢǔଐˌࢸƷஇИƷ  உ
 ଐǇưƷ܇ƲǋƷ̬ᨖᢘဇҔၲᝲƷ
ᐯࠁਃЎӏƼλᨈƷʙၲᝲǛя
ƠǇƢŵ

άᲧᲰƻƱǓᚃܼࡊҔၲᝲя
 ബƴᢋƢǔଐˌࢸƷஇИƷ  உ



 ଐǇưƷ᧓ƴƋǔδᇜᲢɟܭƷᨦܹ



ƷƋǔئӳƸ  ബசᲣǛᏋƠƯƍ



ǔƻƱǓᚃܼࡊƷᚃƱ܇ƴݣƠŴ̬ᨖᢘ
ဇҔၲᝲƷᐯࠁਃЎƷƏƪŴɟᢿਃ
ሁႻ࢘᫇ǛᨊƘҔၲᝲǛяƠǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲱ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטሁƷ̬ᜱᎍ ݣᝋᎍૠᙸᡂǈᲢˋԧ  ࠰ࡇࡨ ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ
҄ƷឯଓƴؕƮƖŴᢘ
ǂʴૠᲣ
Ʒਃ᠉ถ
ȷ̬Ꮛטȷ܇Ʋǋטሁ

ദƴܱƠƯƍƖǇ

ബƔǒ  ബǇưƷμƯƷ܇ƲǋƱŴ ബ

  ʴ

Ƣŵ

Ɣǒ  ബǇưƷ᩼ᛢᆋɭ࠘Ʒ܇Ʋǋƴ̞

ȷᛐᚰ̬Ꮛሁ

ǔ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטሁƷ̬Ꮛ૰ǛΝ҄

  ʴ

ƠǇƢŵǇƨŴᛐᚰ̬ᏋሁƷМဇ૰ƴ



܇ᏋƯɭ࠘Ʒਃ᠉ถƷᚇໜƔǒŴ

ƭƍƯǋŴɥᚡƷ܇ƲǋƷƏƪŴ̬ᏋƷ
࣏ᙲࣱƷᛐܭǛӖƚƨ܇ƲǋǛݣᝋƴɥ
ᨂ᫇ƷርϋưΝ҄ƠǇƢŵ

άᲧᲲ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטሁƷ̬ᜱᎍ ݣᝋᎍૠᙸᡂǈᲢˋԧ  ࠰ࡇࡨ ԗჷǛ࣋ࡁƠŴݣᝋδ
ǂʴૠᲣ
ᇜƴƭƍƯᢘദƴܱ
Ʒ܇ٶɭ࠘ਃ᠉ถ
܇ٶɭ࠘ƷਃǛ᠉ถƢǔƨǊŴ̬Ꮛ

ȷ̬Ꮛטȷ܇Ʋǋטሁ

טȷ܇ƲǋטሁƷ̬Ꮛ૰ƴƭƍƯŴɟܭ

  ʴ

ƷᙲˑƷǋƱưŴᇹ  ܇Ҟ᫇Ŵᇹ  ˌ܇

ȷᛐᚰ̬Ꮛሁ

ᨀΝƱƠǇƢŵǇƨŴᛐᚰ̬Ꮛƴƭ

  ʴ

ƍƯƸŴᇹ  ˌ܇ᨀƷǄƔŴᇹ  ܇ƴƭ



ƠƯƍƖǇƢŵ

ƍƯǋ܇ٶɭ࠘ƴ̞ǔяǛܱƠǇ
Ƣŵ

άᲧᲳғᇌ࠷ᆐ̬טᜱᎍƷਃ᠉ถ
ࢽƷݒٶƴ᧙ǘǒƣŴғᇌ࠷ᆐטƷ
λט૰Ʊ̬Ꮛ૰Ǜ૰ƱƠŴ̬ᜱᎍƷ
ਃ᠉ถǛǓǇƢŵ

ȷλט૰ӏƼ̬Ꮛ૰βᨊᎍૠ
 ʴ
Ტ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄ЭƷ
ܱጚૠᲣ

҄ƷឯଓƴؕƮƖŴᢘ
ദƴܱƠƯƍƖǇ
Ƣŵ

άᲧ ᅶᇌ࠷ᆐ̬טᜱᎍƷਃ᠉ ȷӖዅᎍૠ  ʴ
ถ
Ტ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄ЭƷ
࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄Ʒឯଓƴ
ᙀяСࡇƷܱጚૠᲣ
ؕƮƖŴᅶᇌ࠷ᆐ̬טᜱᎍƷਃ᠉ 
ถǛǓǇƢŵ

࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ

άᲧ ܇ဃૅੲᚨƴƓƚǔ ȷஉ୴ଐ  ׅ
ܖ፼ૅੲ
ȷ൦୴ଐ  ׅ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

λއɶӏƼᡚࢸƷݱɶ᭗ဃŴƦƷ˂

ȷ୴םଐ  ׅ

؏עƴ˰ǜưƍǔƻƱǓᚃܼࡊƷɶ᭗ဃ

ȷٰᜒ፼  ׅ

ǛݣᝋƴŴܖ፼ૅੲǛܱƠǇƢŵ




࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ





҄ƷឯଓƴؕƮƖŴᢘ
ദƴܱƠƯƍƖǇ
Ƣŵ

ǇƢŵ
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Į܇ƲǋƷᝢբ᫆ƴӼƚƨӕኵǈ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  Ʒཞඞ
ƕ  ࠰ƴɟࡇܱƠƯƍǔžൟဃؕᄽᛦ௹Ტ  ࠰ᲣƴǑǔƱŴרႎƳࢽ
ƷҞЎǛɦׅǔɭ࠘ưǒƢ  ബசƷ܇ƲǋƸ ᲟƱƳǓŴЭׅᛦ௹Ʒ ᲟƔǒ
ોծƠǇƠƨƕŴ܇ƲǋƷ  ʴƴ  ʴƕᝢƷཞ७ƴƋǓǇƢŵᝢɭ࠘Ʒ܇ƲǋƸҗЎƳ
ᏋǛӖƚǔೞ˟ǛڂƏƜƱƕٶƘŴᡶܖǍݼᎰƕɧМƴƳǓƕƪưŴƜƏƠƨɭˊ᧓Ʒᡲ
ᦋǛᚐෞƞƤǔƜƱƕտዬƷᛢ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵ
   ࠰  உŴ܇ƲǋƷݩஹƕƦƷဃǇǕᏋƬƨؾƴǑƬƯӫƞǕǔƜƱƕƳƍǑ
ƏŴǇƨŴμƯƷ܇ƲǋƨƪƕٹƱࠎஓǛǋƬƯᧈƠƯƍƚǔᅈ˟ƷܱྵǛႸႎƱƠƯž܇
ƲǋƷᝢݣሊƷਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔඥࢷſƕᘍƞǕŴ உƴƸž̓܇Ʒᝢݣሊƴ᧙Ƣǔٻዠ
ſƕ᧚ᜭൿܭƞǕǇƠƨŵ
ٻዠƴƸ᩿࢘ƷໜሊƱƠƯŴܖ፼ૅੲǍᏋᝲਃ᠉ถǛϋܾƱƢǔᏋƷૅੲŴ̬
ᜱᎍƱ܇ƲǋƷƦǕƧǕƴݣƢǔဃƷૅੲŴ̬ᜱᎍƴݣƢǔݼіƷૅੲŴδᇜ࢘Ǎ˄
ƷਘΪሁƷኺฎႎૅੲŴ܇ƲǋƷᝢƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮሁƕਫ਼ƛǒǕƯƍǇƢŵ
ǇƨŴˋԧΨ࠰  உŴݣሊƷɟޖƷਖ਼ᡶǛǔƨǊŴ
ž܇ƲǋƷᝢݣሊƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔඥ
ࢷſƕોദƞǕŴႸႎǍؕஜྸࣞƷΪܱŴٻዠƷᚡ᠍ʙƷਘΪŴ૾עπσ˳ׇƴǑǔӕኵ
ƷΪܱሁƴƭƍƯଢᚡƞǕǇƠƨŵƞǒƴŴඥોദǛ៊ǇƑૼƨƴሊܭƞǕǔž̓܇Ʒᝢ
ݣሊƴ᧙ƢǔٻዠſƴؕƮƖŴǑǓΪܱƔƭܱјႎƳ܇ƲǋƷᝢݣሊǛዮӳႎƴਖ਼ᡶƠƯ
ƍƘƜƱƱƠƯƍǇƢŵ

ᲤஜᚘဒưƸŴؕஜႎƴž܇ƲǋſƱᘙᚡƠƯƍǇƢƕŴ
ž̓܇Ʒᝢݣሊƴ᧙Ƣǔٻዠſƴ᧙ᡲƢǔ
ᚡ᠍ƴƭƍƯƸŴҾ૨ƴඝƬƯž̓܇ſƱᘙᚡƠƯƍǇƢŵ



















̓܇Ʒᝢݣሊƴ᧙ƢǔٻዠƴƭƍƯ   ࠰  உ  ଐ᧚ᜭൿ ܭ


ƂႸႎȷྸࣞƃ
Ź̓܇ƷݩஹƕƦƷဃǇǕᏋƬƨؾƴǑƬƯӫƞǕǔƜƱƷƳƍǑƏŴǇƨŴᝢƕ
ɭˊǛឬƑƯᡲᦋƢǔƜƱƷƳƍǑƏŴ࣏ᙲƳͳૢؾƱᏋƷೞ˟רሁǛǔŵ
ŹμƯƷ̓܇ƨƪƕžٹƱࠎஓǛਤƬƯᧈƠƯƍƚǔᅈ˟ƷܱྵǛႸਦƠŴ̓܇Ʒᝢ
ݣሊǛዮӳႎƴਖ਼ᡶƢǔŵ






ؕஜႎƳ૾ᤆ


̓܇Ʒᝢƴ᧙Ƣǔਦ





ŹᝢƷɭˊ᧓ᡲᦋƷᚐෞ
ƱᆢಊႎƳʴᏋǛႸ
ਦƢŵ
Źᇹɟƴ̓܇ƴᙻໜǛፗƍ
ƯŴЏǕႸƷƳƍሊƷܱ
ሁƴᣐॾƢǔŵ
Ź̓܇ƷᝢƷܱ७Ǜ៊Ǉ
ƑƯݣሊǛਖ਼ᡶƢǔŵ
ƳƲŴ ƷؕஜႎƳ૾ᤆ

Źဃ̬ᜱɭ࠘ƴޓƢǔ
̓܇Ʒ᭗ሁܖఄᡶྙܖ
ŹǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸ
ǫȸƷᣐፗʴૠ
ŹƻƱǓᚃܼࡊƷᚃƷ
ݼಅྙ
Ź̓܇Ʒᝢྙ
ƳƲŴ Ʒਦ

ŹᏋƷૅੲ
ŹဃƷૅੲ
Źኺฎႎૅੲ
Ź̬ᜱᎍƴݣƢǔݼіƷ
 ૅੲ





ໜሊ

Ź̓܇Ʒᝢƴ᧙Ƣǔ
ᛦ௹ᄂᆮሁ
ŹሊƷਖ਼ᡶ˳Сሁ
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  ғƷཞඞ
ž܇ƲǋƷᝢݣሊƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔඥࢷſ
ž̓܇Ʒᝢݣሊƴ᧙ƢǔٻዠſǛ៊ǇƑŴғƸŴ
܇ƲǋƷᝢƴ᧙ƢǔሊƷܱᨥƷਃƍƱƠƯŴ؏עƷܱऴƴƋƬƨሊƷਖ਼ᡶ˳СǛ౨
᚛ƢǔƜƱƕᛢ᫆ƱƳǓǇƠƨŵ
ғƸƜǕǇưŴૅੲǛ࣏ᙲƱƢǔܼࡊƴݣƠƯŴӲᆔ࢘Ǎܖ፼ૅੲŴဃૅੲŴݼіૅ
ੲሁǛਃ࢘ƢǔƦǕƧǕƷᢿޅƕŴ̾КƴܼࡊƱƷႻᛩǛᡫơƯƦǕƧǕƕૅੲǛᘍƬƯƖ
ǇƠƨŵɟ૾ŴܼࡊƷཞඞǍғƷሊȡȋȥȸƕٶಮ҄ƢǔɶŴғƸŴૅੲǛ࣏ᙲƱƠƯƍ
ǔܼࡊƷ̾ŷƷཞඞƴࣖơƨŴƖǊኬƔƳૅੲǛǳȸȇǣȍȸȈƢǔƜƱƕ൭ǊǒǕƯƍǇ
Ƣŵ
சஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƕŴࠎஓǛਤƬƯᧈƢǔƨǊƴƸŴμƯƷ܇ƲǋƕᏋŴʙŴ
˳᬴ሁƷೞ˟ǛҗЎƴਤƪŴ࣎ܤưƖǔؾǛૢƑǔƜƱƕᙲưƢŵ
ƦƷƨǊŴғŴ᧙̞ೞ᧙ŴғൟǍ˳ׇ؏עሁƕᡲઃƠƯૅੲ˳СǛನሰƠŴዮӳႎƳૅੲ
ǛᘍƏƜƱƴǑǓŴᝢƕɭˊǛឬƑƯᡲᦋƢǔƜƱǁƷ᧸ഥǛƠƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άμ
μ࠻ưƷዮӳႎƳӕኵǈᲢ܇ƲǋƷᝢݣሊ౨᚛ᡲዂ˟ᜭƷᢃփᲣ
ғƷ᧙̞ᢿޅƕ܇ƲǋƷᝢݣሊƴᡲઃƠƯӕǓኵǈŴૅੲǛ࣏ᙲƱƠƯƍǔܼࡊƴŴƖ
ǊኬƔƳૅੲǛዮӳႎƴᘍƏƨǊƷਖ਼ᡶ˳СƱƠƯŴ  ࠰  உƴž܇ƲǋƷᝢݣ
ሊ౨᚛ᡲዂ˟ᜭſǛᚨፗƠǇƠƨŵ
܇ƲǋƷᝢݣሊ౨᚛ᡲዂ˟ᜭƸŴ܇ƲǋܼࡊᢿŴዮӳሊᢿŴ؏עਰᐻᢿŴᅦᅍᢿŴͤࡍ
ᢿŴᏋۀՃ˟ሁ᧙̞ᢿޅƕᡲઃƠƯŴ܇ƲǋƷᝢݣሊƴ᧙Ƣǔᛢ᫆ƷૢྸŴܱ७Ʒ৭੮Ŵ
ऴإƷσஊŴਦƷᄩᛐǍʙಅƷᡶሥྸሁǛᘍƬƯƍǇƢŵ


ὲ܇
܇ƲǋƷᝢݣሊƴƢǔʙಅƷਖ਼ᡶ
ૅੲǛ࣏ᙲƱƢǔܼࡊƴዮӳႎƳૅੲǛᘍƏƨǊƴŴғưƸƜǕǇưᘍƬƯƖƨૅੲǛž܇
ƲǋƷᝢݣሊƴƢǔſƱƍƏᙻໜưૢྸƠŴƷٻዠƷ௵ưƋǔžᏋƷૅੲſ
žဃƷ
ૅੲſž̬ᜱᎍƴݣƢǔݼіƷૅੲſžኺฎႎૅੲſሁƴЎƠᡶሥྸǛƠƯƍǇƢŵ
ࡽƖዓƖŴ܇ƲǋƷᝢݣሊƴƢǔʙಅǛμ࠻ưޒƠਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴƜƷɟᚁǛ
ܖఄŴ26#Ŵ؏עư܇ƲǋƱ܇ᏋƯܼࡊǛૅੲƢǔғൟǍ˳ׇሁƱσஊƠŴૅੲǛ࣏ᙲƱƠ
Ưƍǔܼࡊƕ࣏ᙲƳʙಅǛό๖ƴМဇưƖǔǑƏƴѐǊǇƢŵ


έǘ
ǘƔǓǍƢƍऴإƷႆ̮ƱԗჷƷΪܱᲢ܇ᏋƯૅੲሊǬǤȉሁƷႆᘍᲣ
܇ᏋƯૅੲƴ᧙ƢǔऴإǛ࠼إǍțȸȠȚȸǸሁư੩̓ƢǔǄƔŴɼƴʐ࠷δƷ܇Ʋǋ
ƷƍǔܼࡊƴžૼܿƸƬƽȸ܇ᏋƯǬǤȉſǛ˺Ŵᣐ˄ƠŴऴإǛႆ̮ƠƯƍǇƢŵ
ǇƨŴܖᱫˌᨀƷƓ܇ƞǜƷƍǔܼࡊǛݣᝋƱƠƯŴ  ࠰ࡇǑǓૼƨƴŴ
ž܇ᏋƯ
ૅੲሊǬǤȉſǛ˺ƠŴғᇌݱȷɶܖఄǛᡫơƯᣐ˄ƠƯƍǇƢŵ
ž܇ᏋƯૅੲሊǬǤȉſƸŴғƷɼƳʙಅƱႻᛩᆸӝǛɟᚁƴƠƨǋƷưŴૅੲǛ࣏ᙲ
ƱƠƯƍǔܼࡊƕŴܖ፼ૅੲǍኺฎႎૅੲƳƲғƷሊƷऴإǛᡆᡮƔƭᄩܱƴࢽǒǕǔƜ
ƱǛႸႎƱƠƯ࠰˺ƠǇƢŵ
ʻࢸǋಮŷƳඥƴǑǓ܇ᏋƯૅੲƴ᧙ƢǔऴإǛႆ̮ƠŴғƷႻᛩᆸӝǍሊƷԗჷƴ
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ѐǊǇƢŵ


ὴ܇
܇ƲǋƱ܇ᏋƯܼࡊǛ؏עưૅƑǔǇƪƮƘǓ
؏עư࣎ܤƠƯ܇ƲǋǛငǈᏋƯŴ܇ƲǋƕͤǍƔƴᧈƢǔƨǊƴƸŴ܇ƲǋǍ܇ᏋƯ
ܼࡊƕ؏עƷʴŷƱƭƳƕǓǛਤƪŴ܇ƲǋƷᧈǛ؏עưࣖੲƠૅƑǔƜƱƕᙲưƢŵ
ғƸŴܖఄǍ 26#ŴൟဃۀՃȷδᇜۀՃǍעғ᩷࠰ݲᏋۀՃ˟ሁ؏עư܇ƲǋƷᏋƪǛૅ
ੲƢǔғൟǍ˳ׇሁƱᡲઃƠŴૅੲǛ࣏ᙲƱƠƯƍǔ܇ƲǋǍ܇ᏋƯܼࡊǛ؏עưૅƑǔǇ
ƪƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ


ήਦ
ਦƷᚨܭƱܱཞඞሁƷᄩᛐ
ғƸŴ܇ƲǋƷᝢݣሊƷ᧙̞ሊƷܱཞඞǍݣሊƷјௐǛ౨ᚰȷᚸ̖ƢǔƨǊŴ
žૼܿ
ғƴƓƚǔ܇ƲǋƷᝢƷᡲᦋƷ᧸ഥƴ᧙ƢǔਦᲤſǛᚨܭƠǇƠƨŵƕٻዠƴƓƍƯܭ
ǊƨਦƷƏƪғƷཞඞƱൔ᠋ưƖǔ  ႸƴŴғƕᐯƴᚨܭƠƨ  ႸǛьƑƨᚘ 
ႸǛғƷਦƱƠƯƍǇƢŵ
 ࠰ŴƜǕƴؕƮƍƯሊƷܱཞඞǍјௐሁƷ৭੮ȷ౨ᚰǛᘍƍŴ࣏ᙲƴࣖơƯᙸႺƠ
ǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ

ᲤਦƸž̓܇Ʒᝢƴ᧙ƢǔٻዠſƷᙸႺƠሁƴࣖݣƠŴʻࢸᡙьȷ̲ദƢǔӧᏡࣱƕƋǓǇƢŵ




ૼܿғƴƓƚǔ܇ƲǋƷᝢƷᡲᦋƷ᧸ഥƴ᧙ƢǔਦᲢ ႸᲣ


ƂƷཞඞƱғƷཞඞǛൔ᠋ưƖǔ  Ⴘƃ

  ȷဃ̬ᜱɭ࠘ƴޓƢǔ܇Ʋǋ
  Ĭ᭗ሁܖఄሁᡶྙܖ

ȷĶɶܖఄҡಅࢸݼᎰྙ
ȷܖఄưܖݼੲяСࡇƷǛᣐ˄ƠƯƍǔлӳ

  ĭ᭗ሁܖఄሁɶᡚྙ

 ķ࠰ࡇƷᡶኢ

ƂɼƳʙಅƃ
 Įܖٻᡶྙܖ

 ĸλܖ




 įݼᎰྙᲢɶܖఄҡಅࢸᲣ

ȷĹƢƘƢƘហƪǌǜᚧբܱྙ

 İݼᎰྙᲢ᭗ሁܖఄሁҡಅࢸᲣ

ȷഫᅹ౨ᚮ

ȷıǹǯȸȫǽȸǷȣȫȯȸǫȸƷᣐፗʴૠ

 ĺǉƠഫƋǓƷЙܭǛӖƚƨ܇ƲǋƷлӳᲢܖݱ

ȷǹǯȸȫǫǦȳǻȩȸƷᣐፗлӳ



ဃᲣ

ĲܖݱఄƷлӳ

 ĻசϼፗƷǉƠഫƕƋǔ܇ƲǋƷлӳᲢܖݱဃᲣ


 ĳɶܖఄƷлӳ



ȷμܖщᛦ௹Ʒॖᜤᛦ௹Ტᐯݭज़ऴƴ᧙ƢǔႸ
ƀᐯЎƴƸŴǑƍƱƜǖƕƋǔƱ࣬ƏƔƁᲣ



 ĴܖݱဃƷлӳ
ĵɶܖဃƷлӳ
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ƂғƕᚨܭƠƨ  Ⴘƃ
Ĭܖݼੲяྙ

 ĭЈငȷ܇ᏋƯࣖੲʙಅᲢǏǓƔƝȷƠǜơǎƘᲣƴƓƚǔჃᜱᎰƴǑǔۡکƱƷ᩿ྙ
Į܇ƲǋƷஔƝƸǜઅӕྙᲢ࠰  ܖݱဃᲣ

 į܇ƲǋƷஔƝƸǜઅӕྙᲢɶ࠰  ܖဃᲣ
İᖋࢳǛɼᚫƴғƕૅੲƠƯƍǔ܇ƲǋƷᖋࢳƷોծྙ

 ıƻƱǓᚃܼࡊᐯᇌૅੲ̟ᡶʙಅƴƓƚǔૅܖݼੲƴǑǓŴݼі࢟७ƕദᅈՃǇƨƸࠝѮƱƳƬƨᎍƷлӳ
ĲғϋưѣƠƯƍǔ܇ƲǋؘሁƷૠᲢȁȩǷᣐ˄ሁғƕ˴ሁƔƷૅੲǛᘍƬƯƍǔѣᲣ

 ĳ܇ƲǋசஹؕǛဇƠƨяѣૠ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ὲᲧ ဃ̬ᜱӖዅɭ࠘Ʒܖݱဃሁ ȷӲᆔܴሁܱׅૠ
Ʒ؏עဃᐯᇌૅੲ
  ׅ
ဃ̬ᜱӖዅɭ࠘ƷݱɶܖဃƱƦƷ̬

ȷӋьʴૠᲴࡨǂ  ʴᲢܱ

ᜱᎍǛݣᝋƴဃ፼ॹƷᄩᇌǍܖ፼ॖഒ
Ʒ࢟ƷƨǊƷૅੲǛ 021 ሁƷಅѦۀ

ૅੲᎍૠ  ʴᲩ࠰Უ

Ⴘ
ݱȷɶܖဃƱƦƷ̬ᜱ
ᎍǛݣᝋƱƠƨૅੲᎍ
ૠ  ʴ࠰
ˋԧᲬ࠰ࡇ 



ᚠƴǑǓܱƠǇƢŵ

ὲᲧ ဃ̬ᜱӖዅɭ࠘Ʒݱɶܖဃ ȷܖ፼ૅͳૢؾੲᝲૅዅܱጚ
ᐯᇌƷॖԛǛ࠼Ƙਵ
ӏƼ᭗ఄဃǁƷܖ፼ૅͳૢؾੲ
 ᭗ఄဃ  ʴ
ƑŴ̾ŷƷဃ̬ᜱӖ
ဃ̬ᜱӖዅɭ࠘ƷݱɶܖဃӏƼ᭗ఄ

ɶܖဃ  ʴ

ዅᎍƷཞඞ৭੮ǛᢘЏ

ဃǛݣᝋƴؕᄽܖщӼɥሁǛႸႎƱƠ

 ܖݱဃ  ʴ

ƴᘍƍŴƦƷʴƴƱƬ

ƯŴܖ፼ؽሁǁƷᡫᝲؽဇǛૅዅƠǇƢŵ

Ư࣏ᙲƳૅੲǛ࣏ᙲƳ
ƱƖƴܱƢǔƜƱƕ
ưƖǔǑƏŴ᧙̞ೞ᧙
ሁƱᡲઃƠƳƕǒૅੲ
ƠƯƍƖǇƢŵ

ᐯᇌƷॖԛǛ࠼Ƙਵ
ὲᲧ ဃᇀɭ࠘ƷɶܖဃሁǁƷ ȷɶܖဃܖ፼ૅੲᎍૠ  ʴ
ȷ᭗ఄဃܭბૅੲᎍૠ  ʴ
ƑŴ̾ŷƷဃᇀɭ
ܖ፼ૅੲ
࠘Ʒཞඞ৭੮ǛᢘЏƴ

ဃᇀɭ࠘Ტဃ̬ᜱӖዅɭ࠘ԃǉᲣ
ƷɶܖဃǛݣᝋƴ᭗ఄᡶܖǛႸႎƱƠƨ

ᘍƍŴƦƷʴƴƱƬƯ

ܖ፼ૅੲǛܱƠǇƢŵ

࣏ᙲƳૅੲǛ࣏ᙲƳƱ

 ƞǒƴŴƜƷʙಅƷૅੲǛӖƚƯ᭗ఄ

ƖƴܱƢǔƜƱƕư

ƴᡶܖƠƨᎍƴݣƠŴ᭗ఄƴᡶܖƠƨ࠰

ƖǔǑƏŴ᧙̞ೞ᧙ሁ

Ʒ  உ  ଐǇư᭗ఄဃƷܭბૅੲǛ

ƱᡲઃƠƳƕǒૅੲƠ

ᘍƍǇƢŵ

ƯƍƖǇƢŵ

ὲᲧ ܖݼੲя
ኺฎႎƳྸဌƴǑƬƯܖݼƕᩊƳδ

ܖݼੲяƷܱ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

 ᛐܭᎍૠ  ʴ

ǇƢŵ

ᇜȷဃࢻƷ̬ᜱᎍƴŴܖဇԼᝲሁǛੲя

 =ϋᚪ?

ƢǔƜƱƴǑǓŴ܇ƲǋƨƪƕܼࡊƷኺ

 ܖݱఄ  ʴᲢᙲ̬ᜱ

ฎཞඞƴ᧙ǘǒƣܖఄဃǛᡛǓŴᄩƔ
ƳܖщǍᅈ˟ࣱǛ៲ƴ˄ƚǔƜƱƕưƖ
ǔǑƏૅੲƠǇƢŵ

 ʴŴแᙲ̬ᜱ  ʴᲣ

 ɶܖఄ  ʴᲢᙲ̬ᜱ 
ʴŴแᙲ̬ᜱ  ʴᲣ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
έૅੲሊǬǤȉƷ˺ȷᣐ˄
ૅੲǛ࣏ᙲƱƢǔܼࡊƕŴܖ፼ૅੲǍ
ኺฎႎૅੲƳƲғƷሊƷऴإǛᄩܱƴ

ྵඞ

Ⴘ

ғᇌݱȷɶܖဃμɭ࠘ሁǁӼƚ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ƨ܇ᏋƯૅੲሊǬǤȉƷ˺

ǇƢŵ

ᣐ˄

ࢽǒǕǔǑƏŴԗჷƷΪܱǛǓǇƢŵ
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Წ ܖݼЭƷᏋȷ̬ᏋؾƷΪܱ
Ĭ̬ᏋࢳೞδᇜƷᚐෞ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܖݼЭδᇜƷᏋȷ̬ᏋؾƷΪܱ
܇ƲǋǛӕǓࠇƘᅈ˟ؾƸǊǇƙǔƠƘ҄٭ƠƯƓǓŴٻʴƨƪƕǛઃƑŴ܇Ʋǋƕ
ᐯǒᏋƭщǛஇٻᨂƴƔƠŴ܇ƲǋƷᧈǛᙸܣǔƱƱǋƴŴဃƖǔщǛᏋƯǔؾǛૢ
ͳƠƯƍƘƜƱƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵƱǓǘƚŴʐ࠷δƸဃ෨ƴǘƨǔʴ᧓࢟Ʒؕᄽƕ
ؔǘǕǔᙲƳưƋǓŴ܇ƲǋƷဃƖǔщƷؕᄽǛᏋǉƨǊƴŴܖݼЭƷᏋȷ̬Ꮛ
ؾǛΪܱƢǔƜƱƸᙲƳᛢ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵ
 ғưƸƜǕǇưǋٶಮƳȋȸǺƴࣖݣƢǔƨǊŴ̬ᏋᚨǍᛐܭƜƲǋטƷૢͳŴ࠷ᆐט
ưᘍƏ࠷δᏋƷΪܱŴܼࡊư܇ᏋƯǛᘍƏ̬ᜱᎍƴݣƢǔ܇ᏋƯૅੲʙಅƷΪܱƴӕǓኵ
ǜưƖǇƠƨŵ
 ƦƷኽௐŴғƷᛦ௹ưƸŴ
žʻࢸǋૼܿғư܇ᏋƯǛƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƏƔſƷᚨբƴݣƠŴ
ܖݼЭδᇜƷ̬ᜱᎍƷኖ ƕžƣƬƱſӍƸž࢘ЎƷ᧓Ƹૼܿғư܇ᏋƯǛƠƯƍƖƨƍſ
ƱׅሉƠƯƓǓŴૼܿғƕž܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪſƱƠƯᛐᜤƞǕƯƍǔƱᎋƑǒǕǇƢŵ
 ʻࢸƸŴƜƷኽௐǛ៊ǇƑƨஜᚘဒƴؕƮƍƯŴܖݼЭδᇜƷᏋȷ̬ᏋؾǍ܇ᏋƯૅ
ੲʙಅƷૢͳȷΪܱǛǔƱƱǋƴŴឋƷ᭗ƍᏋȷ̬ᏋϋܾƷ੩̓ƴӼƚƨʴᏋǍൟ
᧓ʙಅᎍƷૅੲƴǋᆢಊႎƴӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ


  ࢳೞδᇜᚐෞƷბܱƳਖ਼ᡶ
ғưƸŴƜǕǇưࢳೞδᇜƷᚐෞǛႸਦƠ̬ᏋᚨƷૢͳƴᆢಊႎƴӕኵǈŴʙಅᚘဒƷ
ᇹɟᲢ  ࠰ࡇ᳸  ࠰ࡇᲣƷ᧓ƴӖλǛ  ʴˌɥفьƞƤǇƠƨŵƦƷ
ኽௐŴܖݼЭδᇜૠƴݣƢǔ̬ᏋᚨƷܭՃƷлӳƸ  ࠰  உ  ଐྵנưኖ Ʊ
ƳƬƯƓǓŴʙಅᚘဒƷᇹɟƷ  ࠰᧓ƴኖ ᲟɥଞƠƯƍǇƢŵ
ɟ૾ŴࢳೞδᇜૠƸ  ࠰  உ  ଐໜƷ  ӸǛȔȸǯƴŴ࠰ŷถݲƠŴ 
࠰  உ  ଐໜưƸ  ӸƱƳǓǇƠƨŵᆢಊႎƳ̬ᏋᚨƷૢͳƴǑǓŴࢳೞδᇜૠƸბ
ܱƴถݲƠƯƍǔǋƷƷŴᙹٻƳႆƴǑǔʴӝ්λǍݼࣱڡಅྙƷɥଞሁƷᅈ˟ऴѬƷ
҄٭Ŵ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄ƴǑǓŴʻࢸǋ̬ᏋᩔᙲƷفьƕेܭƞǕǇƢŵཎƴᏋδ˞
ಅଢƚƷ  ബЭࢸƷӖλƷਘٻƕŴࡽƖዓƖᛢ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵ
ǇƨŴൟ᧓Ʒᢃփɼ˳ƷщǛဇƠƨೞѣႎƳૢͳሁŴٶಮƳඥƴǑǔ̬ᏋᚨƷૢͳ
ǛᡶǊŴࢳೞδᇜƷᚐෞǛႸਦƢƱƱǋƴŴƖƳƕǒ࣎ܤƠƯ܇ᏋƯưƖǔؾƮƘǓǛ
ႸਦƠƯƍƖǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άʙ
ʙಅᚘဒƴؕƮƍƨ̬ᏋሁƷૢͳ
ȷஜᚘဒƴؕƮƖŴٶಮƳඥƴǑǓŴ؏עƷܱऴƴұƠƨ̬ᏋᚨǛૢͳƠŴӖƚλǕ
ƷਘٻǛǔƜƱưŴࢳೞδᇜᚐෞǛႸਦƠǇƢŵ
ȷᙹٻƳႆƴˤƍŴ̬ᏋᩔᙲƷفьƕᙸᡂǇǕǔئӳƴƸŴ࢘ᛆעϋƴ̬ᏋᚨǛᚨ
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ፗƢǔǑƏᙲᛪӏƼңᜭƢǔƜƱƴǑǓŴ̬ᏋᚨƷૢͳǛ̟ᡶƠƯƍƖǇƢŵ
ȷᛐᚰ̬ᏋƔǒᛐӧ̬ᏋǁƷᆆᘍǛࠎஓƢǔᚨƴݣƠƯƸŴ؏עƷ̬ᏋᩔᙲǍ̬ᏋƷ
ឋǛਃ̬ƢǔᚨƷཞඞǛᦷǈƯŴᛐӧ̬ᏋǁƷᆆᘍƕ࢘ڲưƋǔƱЙૺƞǕǔئӳƸ
ૅੲƠƯƍƖǇƢŵƨƩƠŴᛐᚰ̬ᏋƸಮŷƳݼі࢟७ǍȩǤȕǹǿǤȫƴӳƬƨ̬Ꮛ
ᩔᙲƴࣖƑǔƜƱƕӧᏡƳᚨ࢟७ưƢŵƜƏƠƨƜƱǋ៊ǇƑƳƕǒŴʻࢸǋૅੲǛᘍƬ
ƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫᛐӧ̬ᏋሁƷૢͳ

ྵඞ
  ࠰  உ  ଐྵܭנՃ

܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƴؕƮƖŴ ȷᛐӧ̬Ꮛ  ʴ
ᛐӧ̬ᏋǛɶ࣎ƱƠƨ̬ᏋᚨƷૢͳ

ȷᛐܭƜƲǋ  טʴ

Ⴘ
ȷᛐӧ̬Ꮛ
  ʴ
ȷᛐܭƜƲǋ ט

ǛბܱƴᡶǊǔƜƱƴǑǓŴӖλƷਘ

 ʴ

ٻǛǓŴ؏עƷ̬ᏋᩔᙲƴࣖƑƯƍƖ
ǇƢŵ

άᲧᲬᛐᚰ̬ᏋǁƷᛐӧ҄ᆆᘍૅ   ࠰  உ  ଐྵנƷܱ ȷૼƨƴᛐӧ̬Ꮛǁ
ੲ
ጚ
ᆆᘍ  ט
ᛐᚰ̬ᏋƸಮŷƳݼі࢟७ǍȩǤȕ

ȷᛐӧ̬ᏋǁƷᆆᘍ  ט

ǹǿǤȫƴӳƬƨ̬ᏋᩔᙲƴࣖƑǔƜƱ

  ࠰  உ  ଐྵנƷܭ

ƕӧᏡƳᚨ࢟७ưƋǓŴƜƏƠƨƜƱ

Ճ

ǋ៊ǇƑƳƕǒŴཞඞƴࣖơƯŴᛐӧ̬

ȷᛐᚰ̬Ꮛ  Ӹ



ᏋǁƷᆆᘍǛૅੲƠƯƍƖǇƢŵ

άᲧᲭ̬؏עᏋʙಅሁ

  ࠰  உ  ଐྵܭנՃ

ܼࡊႎᩎൢư̬ᏋǛᘍƏܼࡊႎ̬Ꮛ
ʙಅŴܖఄᚨሁǛဇƠƨ̬ᏋȫȸȠŴ

ȷཎ̬؏עܭᏋʙಅሁ
 ʴ

˟ᅈሁƷʙಅɼƕᚨፗƢǔʙಅϋ̬Ꮛ
Ŵܡއư̬ᏋǛᘍƏܡއᚧբ̬Ꮛʙ
ಅư̬ᏋȋȸǺƷ᭗ƍ  ബƔǒ  ബδ
ƷӖλǛᄩ̬ƠƯƍǇƢŵᛐӧ̬Ꮛ
ሁƱᡲઃƠŴឋƷӼɥƴѐǊƯƍƖǇƢŵ







ȷཎ̬؏עܭᏋʙಅ
ሁ  ʴ
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ĭ̬ᏋǵȸȓǹƷΪܱƱឋƷᄩ̬
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ƲǋƕဃǇǕƯǋ࣎ܤƠƯƚǔؾƮƘǓƱٶಮ҄Ƣǔ̬ᏋȋȸǺ
ғƷᛦ௹ưƸŴ
ݼіཞඞƴ᧙ƢǔᚨբƴƓƍƯŴ
žݼіƠƯƍǔſ
ƱׅሉƠƨᚃƸኖ ᲟŴ
༵ᚃƸኖ ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵ ࠰ЭƷᛦ௹Ʊൔ᠋ƢǔƱŴžݼіƠƯƍǔſƱׅሉƠƨ༵
ᚃƷлӳƸǄǅ٭ǘǒƳƍཞඞưƢƕŴᚃƴƭƍƯƸŴ  ࠰ࡇǍ  ࠰ࡇƷᛦ௹ƴ
ƓƍƯŴ
žݼіƠƯƍǔſƱׅሉƠƨлӳƸኖ Ჟư҄٭ƕƳƔƬƨƷƴݣƠŴ  ࠰
ࡇƷᛦ௹ƸЭׅƔǒኖ  ȝǤȳȈ˦ƼƯƍǇƢŵᚃƷݼіཞඞƸŴᡈ࠰ٻƖƘ҄٭ƠƯ
ƍǔཞඞưƢŵ
ƜƷƨǊŴ܇ƲǋƕဃǇǕƯǋ࣎ܤƠƯƚǔؾƮƘǓƱŴឋƷ᭗ƍǵȸȓǹƷ੩̓ƕ
ƞǒƴ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ
ғưƸŴٶಮƳȋȸǺƴࣖƑǔƨǊŴࡨᧈ̬ᏋǍᨦܹδ̬ᏋŴင˞ଢƚ̬ᏋŴ̬᧓ٸᏋŴ˞
ଐ̬ᏋŴ၏δȷ၏ࢸδ̬ᏋŴܭМဇ̬ᏋƳƲƷ̬ᏋǵȸȓǹǛܱƠƯƍǇƢƕŴࡽƖዓ
ƖŴٶಮƴ҄٭Ƣǔ̬ᏋȋȸǺƴࣖݣƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ǇƨŴ̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטሁƷٶಮƳᚨƴƓƍƯƸŴᢘദƳטᢃփŴܭܤƠƨ
Ꮛȷ̬ᏋؾӏƼ̬ᏋƷឋƷӼɥƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵࡽƖዓƖŴᏋȷ̬ᏋƴઃǘǔᎰՃ
ƴݣƢǔӲᆔᄂ̲ƷܱŴғƴǑǔਦݰȷ౨௹ȷ߹ׅႻᛩƳƲƷܱŴғϋƷ̬ᏋᚨǛݣ
ᝋƱƠƨМဇᎍᚸ̖ȷʙಅᎍᚸ̖ȷᇹɤᎍᚸ̖ƳƲǛܱƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
 ƞǒƴŴᏋȷ̬ᏋƷឋƷᄩ̬ȷΪܱǛǔƨǊƴƸŴ̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטሁƷӳӷ
ᄂ̲Ǎπ̬ᏋƳƲƴǑǓŴᏋȷ̬ᏋƴઃǘǔᎰՃƷσᡫྸᚐǛขǊƯƍƘǄƔŴܖݱఄ
Ǜɶ࣎ƱƠƨ̬ȷ࠷ȷ܇ȷݱӳӷ˟ᜭƷܱŴǫȪǭȥȩȠǍਦ૾ݰඥƷોծǍᅶᇌƷᢃփ
ʙಅᎍƱƷႻʝƷᡲઃǛᡶǊƯƍƘሁŴᏋȷ̬ᏋƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔ˳СǛᄩ̬Ƣǔ࣏ᙲƕƋ
ǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άٶ
ٶಮƳ̬ᏋǵȸȓǹሁƷΪܱ
ȷ̬ᜱᎍƷٶಮƳ̬ᏋȋȸǺƴࣖݣưƖǔǑƏŴࡽƖዓƖŴࡨᧈ̬ᏋǍ˞ଐ̬ᏋሁƷΪܱǛ
ǓǇƢŵ
ȷܭМဇ̬ᏋƴƭƍƯƸŴܭՃƴƨƳƍטƷᆰƖ̬ᏋܴǛဇƠƨᆰƖ̬ᏋܴܭМ
ဇ̬ᏋǛܱƠŴӖλǛਘٻƠǇƠƨŵǇƨŴᛐӧ̬ᏋᚨƴŴܭМဇ̬ᏋǍɟ
̬ᏋǛᘍƏݦဇܴƷᚨፗǛ౨᚛ƠƯƍƘƜƱሁƴǑǓŴɟޖƷΪܱǛƬƯƍƖǇƢŵ
ȷғϋ  ƔưܱƢǔ၏δȷ၏ࢸδ̬ᏋƱ  ƔưܱƢǔ၏ࢸδ̬ᏋƴƭƍƯƸŴМဇ
ܱጚǍᩔᙲǛ៊ǇƑƳƕǒŴࡽƖዓƖܱƠƯƍƖǇƢŵ
ȷȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅƴƓƍƯƸŴ̬ᏋᚨƷڼЭȷኳʕࢸƷ᪳ƔǓŴ̬ᏋᚨǁƷ
ᡛᡇŴ၏ൢӍƸ၏ൢࣄׅƷ᪳ƔǓሁǛܱƠŴ̬ᜱᎍƷݼіǛૅੲƠƯƍƖǇƢŵ 


ὲ̬
̬ᏋƷឋƷӼɥ
ȷ̬ᏋᚨƷሥྸᢃփŴ̬ᏋϋܾሁƴƭƍƯਦݰ౨௹ǛܱƠŴોծਦݰǍяᚕǛᡫơƯŴ
ᢘദƳᢃփƱ̬ᏋƷឋƷӼɥǛǓǇƢŵǇƨŴൟ᧓ʙಅᎍƷщǛဇƠƯૼƠƘᚨƠ
ƨ̬ᏋᚨሁƴƓƍƯƸŴғƷႻᛩŴяᚕሁƷǄƔƴŴᛢ᫆ƴࣖơƨᄂ̲ᜒࠖǛᢔƢǔ
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ሁŴʙಅƕό๖ƴܱƞǕǔǑƏૅੲƠƯƍƖǇƢŵ
ȷ̬ᏋƷឋƷӼɥǛǔƨǊŴ̬ᏋྵئƷᛢ᫆ƴࣖơŴྸᛯǍܱ২ሁƷᄂ̲Ǜᚘဒႎƴܱ
ƠƯƍƖǇƢŵ
ȷ̬ᏋʴƷܭܤႎƳᄩ̬ƴӼƚƯಮŷƳૅੲǛƠƯƍƖǇƢŵ
ȷʙಅᚸ̖Ǎᇹɤᎍᚸ̖ሁǛࡽƖዓƖܱƠŴ̬ᏋƷឋƷӼɥǛƬƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫཎК̬ᏋǵȸȓǹƷΪܱƂࡨ ȷࡨᧈ̬Ꮛʙಅ
ȷࡨᧈ̬Ꮛʙಅ
ᧈŴ࠰Ŵ˞ଐŴ၏δȷ၏ࢸδሁƃ
ᛐӧ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטŴ
 ʴ
̬ᜱᎍƷȋȸǺǍ؏עȐȩȳǹǛᎋॾ
ƠƯŴࡨᧈ̬ᏋŴ˞ଐ̬ᏋŴ၏δȷ၏ࢸ
δ̬ᏋƷΪܱǛǓŴٶಮƳ̬ᏋؾƷ
ૢͳǛႸਦƠǇƢŵ

̬ᏋȫȸȠሁưܱ
ᛐӧ̬Ꮛ ЎטǛᨊƘૠ 
   ᧓ࡨᧈ  ט
 ᧓ࡨᧈ  ט
 ᧓ࡨᧈ  ט

ȷ၏δ̬Ꮛʙಅ
࠰ ᧓ ࡨ ǂ М ဇ ʴ ૠ
 ʴ
ᲢèȕǡȟȪȸǵȝȸ
ȈʙಅԃǉᲣ

ᛐܭƜƲǋ טЎטǛᨊƘૠ 
 ᧓ࡨᧈ  ט
 ᧓ࡨᧈ  ט
ʙಅϋ̬Ꮛ
 ᧓ࡨᧈ  ט
 ᧓ࡨᧈ  ט
̬ᏋȫȸȠ  
 ᧓ࡨᧈ  ט
è࣯ƳസಅƴࣖݣƢǔዬ࣯
ǹȝȃȈࡨᧈஊ
ȷ࠰̬Ꮛʙಅ
   טʴ
ȷ˞ଐ̬Ꮛʙಅ
 ט
ܭՃ  ʴᲩଐ
࠰᧓ࡨǂМဇʴૠ
 ʴ
ȷ၏δȷ၏ࢸδ̬Ꮛʙಅ
    ט
ܭՃ  ʴᲩଐ
࠰᧓ࡨǂМဇʴૠ
 ʴ

άᲧᲬܭМဇ̬ᏋƷܱ

ᆰƖ̬ᏋܴᲢ  ࠰ࡇ᳸

̬Ꮛטȷ܇ƲǋטƷ

ܱᲣ

ᚨƷᨥŴݦဇܴƷૢͳ

᧓ˌɥᲣ ݼіǛࠝ७ƱƠƯƍǔ૾Ʒͤ

  ܭ טՃ  ʴ

ƕӧᏡƳئӳƸŴ؏ע

ࡍưᨼׇ̬ᏋƕӧᏡƳ܇ƲǋǛᙐૠஉዒ

Ტ ബδǯȩǹ᳸Უ

ȐȩȳǹǛᎋॾƠŴݦ

ȑȸȈǿǤȠѮѦሁƷჺ᧓Ტஉ 

ዓƠƯ̬ᏋƠǇƢŵǇƨŴ ଐˌɥМဇ

ݦဇܴ

ဇܴƴǑǔܭМဇ̬

Ʒ୴ଐܭưŴ̬Ꮛ૰ƸࣖᏡਃƱƠ

   ܭ טՃ  ʴ

ᏋǛΪܱƞƤƯƍƖǇ

ƯƍǇƢŵ

 Ტဃࢸ  Ɣஉ᳸Უ

Ƣŵ
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┠ᶆ㸱 ࡁࡵࡇࡲ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࡚ࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡲࡍ

ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
ὲᲧᲫӲᆔᄂ̲ƷΪܱ

ྵඞ

Ⴘ

ȷᎰޖᄂ̲ Ხׅ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ȷૼ˓̬Ꮛٟᄂ̲  ׅ

ǇƢŵ

ᆔƴࣖơƨჷᜤǍ২ᘐƷ፼ࢽŴዜਤȷӼ

ȷИኢ̬Ꮛٟܿජᄂ̲  ׅ



ɥǛႸႎƱƠƨᄂ̲ǛܱƠŴ̬Ꮛٟሁ

ȷࡨᧈ᩼ࠝѮ̬Ꮛٟᄂ̲   ׅ

ƷࣱᧉݦǛ᭗ǊŴ̬ᏋƷឋƷӼɥǛǓ

ȷᨦܹδሁ̬ᏋƷᄂ̲  ׅ

ǇƢŵ

ȷ̬Ꮛྸᛯᄂ̲  ׅ



ȷᅶᇌ̬ᏋטሁƷ̬ᏋٟሁᏋ

̬ᏋƴઃǘǔᎰՃƴݣƠŴȆȸȞǍᎰ

ૅੲ  ׅ

ὲᲧᲬਦݰ౨௹

ȷ࠰  ܱׅ
ᛐᚰ̬Ꮛ  Ɣ

ьƑƯŴᛐӧ̬ٳᏋ

ᄩ̬ɳƼƴМဇᎍૅੲƷӼɥǛႸႎƱ

ʙಅϋ̬Ꮛ  Ɣ

ᚨƴݣƠƯŴ̬Ꮛϋܾ

ƠŴ౨௹ǛܱƠǇƢŵᚨͳӏƼᢃփƴ

ғᇌ̬ᏋȫȸȠ  Ɣ

ǍᢃփཞඞƷᄩᛐƱя

᧙ƢǔؕแሁƷᢘӳཞඞƴƭƍƯ౨௹

ܼࡊႎ̬ᏋʙಅᲢܼࡊႎ̬Ꮛ

ᚕƕưƖǔ˳СƷನሰ

ƠŴ࣏ᙲƳяᚕӏƼദƴӼƚƨਦݰǛ

ᎍᲣ  Ɣ

ƴӼƚƯ౨᚛ƠƯƍƖ

̬ᏋᚨƷᢘദƳᢃփӏƼ̬ᏋƷឋƷ

ȷ࠰Ძܱׅ

ᘍƍǇƢŵ

ғᇌ̬Ꮛטȷ܇Ʋǋ ט



Ɣ
 ᅶᇌ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטᲢԃǉ
ۀᚠȷਦܭሥྸᲣ  Ɣ







ྵཞǛዜਤƢǔƜƱƴ





ǇƢŵ
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Į࠷δᏋؾƷΪܱ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ᅈ˟ؾƷ҄٭ƴࣖơƨ࠷δᏋؾƮƘǓ
ʐ࠷δƸŴ࣎ऴǍॖഒȷ७ࡇŴؕஜႎƳဃ፼ॹƳƲŴဃ෨ƴǘƨǔʴ᧓࢟Ʒؕᄽƕ
ؔǘǕǔᙲƳưƋǓŴཎƴʐ࠷δƴƓƚǔܖݼЭᏋƸŴ܇ƲǋƷƦƷࢸƷᧈǍ
ܖƼƴٻƖƘࢨ᪪ǛɨƑǇƢŵ
 ɟ૾Ŵ҄܇ݲǍఋܼଈ҄ƷᡶᘍሁƷᅈ˟ऴѬƷ҄٭ƸŴғൟȋȸǺǛٶಮ҄ȷᙐᩃ҄ƞƤŴ
ܖݼЭƷ܇ƲǋǛӕǓࠇƘؾƴǋٻƖƘࢨ᪪ǛɨƑƯƍǇƢŵ
  ࠰ƴž࠷ᆐטᏋᙲ᪸ſӏƼž̬Ꮛ̬ᏋਦᤆſŴ
ž܇ƲǋטᏋᙲ᪸ſƕોᚖƞ
ǕǇƠƨŵ
 ғᇌ࠷ᆐטƴƓƍƯƸŴଯԧ  ࠰ࡇƷטૠ  טŴטנδૠ  ʴǛȔȸǯƴƦǕˌ
ᨀƸถݲƷɟᡦǛƨƲǓŴ  ࠰ࡇƴƸ  טŴ ʴƴǇưถݲƠǇƠƨŵטδૠƷ
ถݲƴǑǓܖኢዻСƕưƖƣƴ˞ܖኢǍ˞טƱƳǔטƕЈƯƖƨɟ૾ŴӷơܖݼЭƷ܇Ʋǋ
ǛݣᝋƱƢǔ̬ᏋᚨƴƓƍƯƸŴ̬ᏋᩔᙲƷفьƴǑǓŴࡽƖዓƖࢳೞδᇜƕႆဃƠƯƍ
ǔཞඞưƢŵᆢಊႎƳ̬ᏋᚨƷૢͳƴǑǓŴࢳೞδᇜૠƸბܱƴถݲƠƯƍǇƢƕŴʻࢸ
ǋ̬ᏋᩔᙲƷཞඞǛҗЎදᙻƠŴӖλǛᄩ̬ƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
   ࠰ࡇƴžғᇌ࠷ᆐטƷƋǓ૾ƷᙸႺƠ૾ᤆſǛሊܭƠŴƜƷ૾ᤆƴؕƮƖ 
࠰ࡇƔǒμƯƷғᇌ࠷ᆐטư  ബδ̬ᏋǛܱƢǔƱƱǋƴŴ טư᪳ƔǓ̬ᏋǛܱƢǔ
ƳƲŴғᇌ࠷ᆐטƴƓƚǔᏋؾŴ܇ᏋƯૅੲೞᏡƷΪܱǛǓǇƠƨŵƜǕƴǑǓŴғ
ᇌ࠷ᆐטƴݣƢǔᩔᙲǋ᭗ǇǓŴ  ࠰ࡇƴƸטנδ  ӸǇưࣄׅƠƯƍǇƢŵǇ
ƨŴᅶᇌ࠷ᆐטנטδƴƭƍƯƸŴғϋٳӳǘƤƯƜƜૠ࠰  ʴӨưܭܤƠƯਖ਼ᆆƠƯ
ƍǇƢŵ
 ᏑƱƠƯƸŴ࠷ᆐטƕܖఄᏋᚨƱƠƯܖݱఄܖݼƴӼƚƯƷᙲƳࢫлǛਃƬƯƍ
ǔƱϐᛐᜤƞǕƨƜƱǍŴࣱڡƷᅈ˟ᡶЈƕɟᑍႎƴƳǓŴ࠷ᆐטሁƴ᪳ƚƳƕǒȑȸȈሁ
ƷݼіǛࠎஓƢǔ̬ᜱᎍƕٶƘƳƬƨƨǊŴ࠷δᏋƱ܇ᏋƯૅੲǛɲᇌƞƤǔᚨƱƠƯ
Ʒ࠷ᆐטƷࢫлƕ൭ǊǒǕƯƍǔƜƱƳƲƕᎋƑǒǕǇƢŵ
   ࠰ࡇƷ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇƷڼǍˋԧΨ࠰ࡇƷ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄
ƳƲŴ࠷ᆐטǛӕǓࠇƘؾƸŴƜƜૠ࠰ưٻƖƘ҄٭ƠƯƍǇƢŵƜƏƠƨཞඞǛ៊ǇƑŴ
ғưƸࡽƖዓƖғൟȋȸǺǛႎᄩƴਵƑŴᅶᇌ࠷ᆐטƱƷᡲઃǋǓƳƕǒŴ࠷δᏋؾ
ƷΪܱƴӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άݼ
ܖݼЭᏋӳӷᄂ̲ሁƷΪܱ
ȷғᇌӏƼᅶᇌƷ࠷ᆐטȷ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטሁƷᎰՃӷٟƕӳӷᄂ̲Ǎʩ්̬ᏋǛᡫơƯܱ
ោႎƳʙ̊ǍऴإƷσஊ҄ǛǔƜƱƴǑǓŴႻʝྸᚐǛขǊŴॖᜤǛ᭗ǊǔƜƱưŴƦ
ǕƧǕƷטƕǑǓᑣƍܖݼЭᏋƷئƱƳǔǑƏƴŴӕኵǈǛΪܱƠǇƢŵ


ὲғ
ғൟȋȸǺƴࣖݣƠƨ࠷δᏋؾƷΪܱ
ȷ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄ƴˤƍŴπᅶᇌƷ࠷ᆐטȷ̬Ꮛטȷ܇ƲǋטሁƔǒŴ̬ᜱᎍƕ̾ŷ
ƷȋȸǺƴࣖơƯᢠ৸ưƖǔࠢƕƞǒƴ࠼ƕƬƨƜƱƔǒŴȋȸǺƷѣӼǛ៊ǇƑŴ࣏ᙲ
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ƴࣖơƯ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƷᙸႺƠǛᘍƍƳƕǒŴ࠷δᏋؾƷΪܱǛǓ
ǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άܖݼЭᏋӳӷᄂ̲ሁƷΪܱ
ȷ࠷ᆐטȷ̬Ꮛטȷ܇Ʋ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ғᇌӏƼᅶᇌƷ࠷ᆐטȷ̬Ꮛטȷ܇Ʋǋ
ǋ  טƷ  ܖ ݼЭ ӳ ӷ ᄂ ǇƢŵ
טƷᎰՃӷٟƕӳӷᄂ̲Ǎπ̬ᏋǛᡫ
̲˟Ǜμ  ܱׅƠŴ
ơƯܱោႎƳʙ̊ǍऴإƷσஊ҄Ǜǔ
π̬ᏋǍྸᛯᄂ̲
ƜƱƴǑǓŴႻʝྸᚐǛขǊŴॖᜤǛ᭗Ǌ
Ǜ͵
ǔƜƱưŴƦǕƧǕƷטƕǑǓᑣƍܖݼЭ
ᏋƷئƱƳǔǑƏƴŴӕኵǈǛΪܱƠǇ
Ƣŵ
ὲᲧᲫᅶᇌ࠷ᆐטƴƓƚǔ᪳ƔǓ̬ᏋƷ ȷɟ᪳ƔǓʙಅ
ȷ ࠰ ᧓ ࡨ ǂ М ဇ ʴ ૠ
ܱ
࠰ ᧓ ࡨ ǂ М ဇ ʴ ૠ
 ʴ
ᅶᇌ࠷ᆐטưܱƠƯƍǔ᪳ƔǓ̬Ꮛʙಅ
 ʴ
 ᅶᇌ࠷ᆐטңᜭ˟
ƴяƠŴཎᑥƷƋǔᏋȷ̬ᏋǛޒƢǔƜ 
ƱңᜭƠŴᄩ̬૾
ƱƴǑǓŴ܇ᏋƯૅੲʙಅƷΪܱǛǓǇƢŵ 
ሊƴƭƍƯ౨᚛Ơ
ƯƍƖǇƢŵ
ὲᲧᲬ܇ƲǋטƴƓƚǔ᪳ƔǓ̬ᏋƷΪ ܇Ʋǋט  טưܱ
ܱ
ȷғᇌ   ט
܇ƲǋטƴƓƍƯŴᏋᛢᆉƴ̞ǔᏋ᧓
ࢸƴŴࠎஓƢǔטδǛݣᝋƱƠƯ᪳ƔǓ̬ᏋǛ

ࡨǂ  ʴ
ȷᅶᇌ   ט

ܱƠǇƢŵ

ࡨǂ  ʴ

᩼ݼܭіƳƲŴ̬ᜱ
ᎍƷȩǤȕǹǿǤȫƷ
ٶಮ҄ƴࣖݣƠŴ̬ᜱ
ᎍƷᢠ৸ưƖǔ̬Ꮛ
ǵȸȓǹƷΪܱǛǔ
ƨǊŴ܇Ʋǋטμטư
ܱƠǇƢŵ

ὲᲧᲭғᇌ࠷ᆐטƴƓƚǔᲭബδ̬ᏋƷ ғᇌ࠷ᆐ  טബδܭՃ  ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ܱ
   טӸ
ǇƢŵ
ғᇌ࠷ᆐטμטᲢ˞טɶ  טǛᨊƘᲣư  ബ
δ̬ᏋǛܱƠŴ࠷δᏋƱ̬ᏋؾƷΪܱǛ
ǓǇƢŵ

ὲᲧᲮғᇌ࠷ᆐטƴƓƚǔ᪳ƔǓ̬ᏋƷ ғ ᇌ ࠷ ᆐ  טƷ ᪳ Ɣ Ǔ ̬  ˋԧᲬ࠰ࡇ 
ܱ
ᏋМဇᎍǁƷǢȳǱȸ
Ꮛ᧓ࢸƴŴࠎஓƢǔטδǛݣᝋƴᘍƏ

ȈưឱưƋǔƱׅሉ

ᏋѣǛғᇌ࠷ᆐט  טᲢࠊȷᰋࠇȷᑶטȷ Ơƨлӳ Ჟ
ᙱৎޛᲣưܱƠǇƢŵ

ὲᲧᲯᅶᇌ࠷ᆐטƴݣƢǔᙀяƷʩ˄



ૼܿғϋᅶᇌ࠷ᆐטӏ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ᄂ̲Ŵ᪳ƔǓ̬ᏋŴטδƷͤࡍሥྸӏƼܤμ

Ƽૼܿғᅶᇌ࠷ᆐט

ǇƢŵ

࣎ܤሁƷʙಅƴݣƠƯᙀяǛʩ˄ƠŴᅶᇌ࠷

Ꮛᄂ̲˟ǁᙀяǛʩ

ᆐטƴƓƚǔ࠷δᏋƷΪܱǛǓǇƢŵ

˄
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Ჭ ્ᛢࢸƷ܇ƲǋƷئއƷΪܱ
ĬܖᇜǯȩȖƷΪܱƱឋƷᄩ̬
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܖᇜǯȩȖƷྵཞƱʻࢸƷƋǓ૾
ŨܖᇜǯȩȖƷྵཞ
ғϋƴƸŴғᇌܖᇜǯȩȖƱғƕᢃփяǛƠƯƍǔൟ᧓ܖᇜǯȩȖƕƋǓǇƢŵ
ғᇌܖᇜǯȩȖƸŴδᇜȷ܇Ʋǋܼࡊૅੲǻȳǿȸሁƴ́ᚨǇƨƸғᇌܖݱఄϋƴᚨ
ƠƯƍǇƢŵδᇜሁưƸᚨƷМဇδᇜƱŴܖݱఄϋưƸ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹМဇδᇜƱ
Ʒʩ්ƕưƖŴǇƨƦǕƧǕƷᘍʙƴǋӋьưƖǔƳƲŴМဇδᇜ᧓Ʒࠢ࠼ƍʩ්Ʊѣƕ
ưƖǔؾƱƳƬƯƍǇƢŵ
Мဇ᧓ƴƭƍƯƸŴ̬ᜱᎍƔǒƷМဇ᧓ࡨᧈƷࠎஓƷفьƴࣖݣƠŴಅѦۀᚠ҄Ʒ
ඥƴǑǓŴғᇌμܖᇜǯȩȖư્ᛢࢸƔǒҜࢸ  ǇưМဇưƖǇƢŵ
ǇƨŴൟ᧓ܖᇜǯȩȖƸŴᐯƷᢃփƷپǍᧈ᧓Ʒ᪳ƔǓŴ̬ᏋטƱƷʩ්ƳƲӲŷ
ƷཎࣉǛဃƔƠƨᢃփǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ܖᇜǯȩȖƸŴ̬ᏋטМဇδૠƷٻفƕᅆƢǑƏƴŴσƖǍƻƱǓᚃܼࡊƷفьƱƱǋ
ƴМဇδᇜૠƸفьͼӼƴƋǓŴ  ࠰  உƴƸŴғᇌܖᇜǯȩȖμ˳ƷዮܭՃ 
ʴƴݣƠ  ʴƷႇƕƋǓǇƠƨŵǇƨŴғưƸ࠰  ܖݱဃˌɦƷδᇜӏƼᣐॾǛᙲ
Ƣǔ  ࠰ဃǇưƷδᇜǛӖƚλǕƯƍǔƨǊܭՃǛឬƑǔܖᇜǯȩȖƕٶƘƋǓǇƢŵ

ŨܖᇜǯȩȖƷʻࢸƷƋǓ૾
ʻࢸƸ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇǛ៊ǇƑƨᏋؾƷૢͳǍŴ̬ᜱᎍƷݼі࢟७ǍӲܼ
ࡊƷȋȸǺƴӳƬƨʙಅƷޒƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ
ғƷᛦ௹ưǋŴܖݱဃ˯࠰ܖƷƱƖƷ્ᛢࢸƷᢅƝƠ૾ƴƓƍƯŴƔǒ ǁ
ƱȋȸǺƸٻفƠƯƓǓŴૼƨƳૢͳǋᙻƴλǕƭƭŴʻࢸǋᩔᙲƴࣖơƯਘٻƠƯƍƖ
ǇƢŵ
ǇƨŴ܇ƲǋƷᐯᇌࡇǍܼࡊƷཞඞƴǑǓŴܖఄ˞ಅɶƩƚМဇƠƨƍƱƍƏȋȸǺƴݣ
ࣖƠŴᧈ˞ಅ᧓ƷǈܖᇜǯȩȖǛМဇưƖǔˁኵǈǋܱƠƯƍǇƢŵ
ғᇌܖᇜǯȩȖưᩔᙲǛǫȐȸưƖƳƍעғǍ᧓ٸƷܖᇜ̬ᏋᩔᙲƴࣖݣƠƯƍǔൟ᧓ܖ
ᇜǯȩȖƱǋᡲઃƠƳƕǒŴМဇƢǔμƯƷδᇜƕ࣎៲ƱǋƴͤǍƔƴᧈưƖǔئƱƳǔ
ǑƏӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άܖ
ܖᇜǯȩȖƷʙಅƷឋƷӼɥ
ȷ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯ˟ᜭưƷƝॖᙸǍМဇᎍǢȳǱȸȈǛܱƠŴǑǓᑣƍئއƱƳǔǑƏ
ͳૢؾǍȗȭǰȩȠƷ੩̓ƴѐǊǇƢŵ
ȷܖᇜǯȩȖਃ࢘ᎍƴǑǔ˟ᜭሁǛᡫơƨᛢ᫆౨᚛ǍऴإσஊǛᘍƍŴʙಅƷឋƷዜਤŴӼ
ɥƴӼƚƨӕኵǈǛ̟ƠǇƢŵ
ȷғƸ߹ׅሁƴǑǓᢃփཞඞǛዒዓႎƴᄩᛐƢǔƱƱǋƴŴ࣏ᙲƴࣖơʙಅᎍƴяᚕǍᄂ̲
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ӋьƷѰڜǛᘍƍǇƢŵ


ὲʙ
ʙಅǹȚȸǹƷਘΪ
ȷδᇜϋƴƋǔܖᇜǯȩȖƷئӳŴݦဇǹȚȸǹƷਘٻᲢܖᇜМဇƕȔȸǯƷ᧓࠘ƴΟ
έႎƴМဇưƖǔᲣǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ
ȷࢳೞδᇜƕƍǔܖᇜǯȩȖƷᡈᨩܖݱఄưžƻǖƹȗȩǹſƷܱǛ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ
ȷܖݱఄƷܴƸŴδᇜૠƷفьƴˤƍŴܖᇜǯȩȖƱƠƯƷဇƸᩊƳཞඞƕʖेƞǕ
ǇƢƕŴܖఄᚨƷМဇƴƭƍƯŴࡽƖዓƖᏋۀՃ˟ƱᛦૢǛᘍƍǇƢŵ
ȷൟ᧓ܖᇜǯȩȖƷᛔᐲǍғᚨဇƷɶư౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫܖᇜǯȩȖƷΪܱ

  ࠰  உ  ଐྵܭנՃ ȷܖᇜǯȩȖܭՃ

ȷδᇜƴƓƚǔǹȚȸǹƷஊјဇǛ

ȷܖᇜǯȩȖܭՃ  ʴ

 ʴ

౨᚛ƠǇƢŵ

άᲧᲬӲᆔᄂ̲ƷΪܱ

ȷδᇜܱѦȷܱ২ᄂ̲   ׅዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ଐࠝѣƷǹǭȫǢȃȗƴƭƳƕǔᄂ
̲Ტδᇜܱ২ᄂ̲ᲣŴᣐॾƕ࣏ᙲƳδᇜ
ǁƷࣖݣᲢᨦܹδᄂ̲ᲣŴ̬ᜱᎍࣖݣƷᄂ

ȷǽȸǷȣȫȯȸǯᄂ̲   ׅǇƢŵ
ȷδᇜ˳᬴ᄂ̲Ტ࠷δǵȸǯ
ȫŴܖᇜǯȩȖᢃփᲣ  ׅ

̲ሁǛܱƠǇƢŵ
ƦƷ˂Ŵ˂ƷܖᇜǯȩȖƷᢃփǛ˳
᬴ƢǔᲢ˳᬴ᄂ̲ᲣǋᘍƍǇƢŵ
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ĭ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹሁƷΪܱ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹሁƷΪܱ
  ࠰ࡇƔǒғᇌܖݱఄμఄưž્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹſʙಅǛޒƠŴ࠰ŷМဇδᇜ
ǋفƑƯƍǇƢŵғƷᛦ௹ƴƓƍƯǋŴ
žМဇƠǍƢƍܖݱဃƷ્ᛢࢸƷئއſƷᚨբưƸŴ
ᡫܖƠƯƍǔܖݱఄϋƷׅሉƕஇǋٶƘŴȋȸǺƴǋӳᐲƠƯƍǇƢŵܖఄϋư્ᛢࢸǋᢅ
ƝƤǔƜƱƷܤμࣱƱМࣱ̝ƔǒŴМဇƕᡶǜưƖƨǋƷƱᎋƑǒǕǇƢŵʻࢸǋئއƱ
ƠƯƷΪܱǛǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


  ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƱܖᇜǯȩȖƷᡲઃ
્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƸŴܖఄᚨǛဇƠƯ܇ƲǋܼࡊᢿƱᏋۀՃ˟ƕᡲઃŴңщƠƳ
ƕǒᘍƬƯƍǔʙಅưƢŵܖݱဃƕᐯဌƴᨼƍŴᐯɼႎƴѣƢǔŴᐯဌƳᢂƼئƱ˳᬴ȗ
ȭǰȩȠƷ੩̓ƷئƱƠƯŴ  ࠰ࡇƔǒૢͳǛڼǊŴ  ࠰ࡇƴƸμ  ƔƷ
ғᇌܖݱఄưܱƠƯƍǇƢŵǇƨŴ  ࠰ࡇƔǒƸŴૼܿᜱܖఄưǋڼƠǇƠƨŵ
ܖఄϋƴܖᇜǯȩȖƕƋǔܖݱఄưƸŴɲʙಅǛӷɟƷʙಅᎍƴۀᚠƠŴ્ᛢࢸ܇Ʋǋƻ
ǖƹӋьδᇜƱܖᇜǯȩȖδᇜƕɟደƴӋьưƖǔȗȭǰȩȠǛᘍƬƯƍǇƢŵܖఄϋƴᚨ
ፗƞǕƯƍƳƍܖᇜǯȩȖưǋŴᡈᨩƷܖݱఄƷ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƴӋьƢǔƜƱưŴʩ
්ưƖǔೞ˟ǛਤƬƯƍǇƢŵ
ǑǓᑣƍئއƱƠƯƍƘƨǊƴŴ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƷǹǿȃȕƕŴܖᇜǯȩȖƷᎰՃ
ƱƱǋƴδᇜͤμᏋƴ᧙ƢǔჷᜤƱኺ᬴Ǜ᭗ǊƯƍƘƜƱƕᛢ᫆ưƢŵ
ǇƨŴ્ᛢࢸƷئއƱƠƯŴ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹǛМဇƠƯƍǔδᇜƴƸŴ̬ᜱᎍƷݼ
іሁƴǑǓዒዓႎƴᢘЏƳ̬ᜱƕӖƚǒǕƳƍδᇜǋૠٶƘƍǇƢŵܖᇜǯȩȖᩔᙲƷ᭗Ǉ
ǓǁƷࣖݣǛԃǊŴٶಮƳȋȸǺǛӖƚഥǊǒǕǔئƱƠƯŴ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƷೞᏡǛ
ਘΪƠƯƍƘƜƱƕᛢ᫆ưƢŵ


  ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷ્ᛢࢸૅੲƷΪܱ
ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷ્ᛢࢸѣƷૅੲƱƠƯƸŴ
ž્ᛢࢸሁȇǤǵȸȓǹʙಅſƱžᨦܹδ
ሁǿǤȠǱǢʙಅſƷ  ƭƷʙಅƕƋǓǇƢŵ
ž્ᛢࢸሁȇǤǵȸȓǹʙಅſƸŴˋԧΨ࠰  உໜưƸŴғϋ  ʙಅư્ᛢࢸǍܖ
ఄƷᧈ˞ಅɶƷܖᱫƷ܇ƲǋǛӖƚλǕŴဃᏡщƷӼɥǍʩ්Ʒೞ˟Ǜ੩̓ƠƯƍǇ
Ƣŵ
žᨦܹδሁǿǤȠǱǢʙಅſƸ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸƷ  ᨞ƴžǇƍǃȸƢſǛᚨƠŴ
Ꮓ˳ɧᐯဌδ  ӸǛԃǊŴ ଐ  ʴǛӖƚλǕƯƍǇƢŵ
ʻࢸǋŴܖݼƠƯƍǔᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƕŴ࣎ܤƠƯᢅƝƤǔ્ᛢࢸሁƷئއǛΪܱƞ
ƤƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά્
્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹሁƷΪܱ
ȷδᇜǍܖᇜǯȩȖƱƷᡲઃƴǑǔϋܾƷΪܱǛǓǇƢŵɟʴƻƱǓƷδᇜƴӳƬƨއ
 


 ǇƍǃȸƢȷȷȷᅈ˟ᅦᅍඥʴૼܿƋƠƨ˟ƕᨦܹδሁǿǤȠǱǢʙಅǛܱƢǔʙಅƷӸᆅưƢŵ
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ئǛ੩̓ƢǔƨǊŴМဇᎍǢȳǱȸȈሁƷॖᙸǛӋᎋƴŴǑǓᑣƍʙಅƴƳǔǑƏѐǊ
ƯƍƖǇƢŵ
ȷૼ્ᛢࢸ܇ƲǋዮӳȗȩȳƴؕƮƖŴܖݱఄϋܖᇜǯȩȖМဇδᇜƩƚưƳƘŴδᇜϋ
ܖᇜǯȩȖМဇδᇜǋŴ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƴǑǓɟޖӋьƠǍƢƘƳǔǑƏŴᡲઃǛข
ǊƯƍƖǇƢŵ
ȷܖᇜǯȩȖƱ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹǛӧᏡƳᨂǓɟ˳ႎƴܱƢǔƜƱưŴμƯƷδᇜƕ્
ᛢࢸǛܤμƴᢅƝƠŴٶಮƳ˳᬴ȷѣǛᘍƏƜƱƕưƖǔǑƏƴƠǇƢŵ


ὲᨦ
ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷ્ᛢࢸૅੲƷΪܱ
ȷܖݼƠƯƍǔᨦܹƷƋǔ܇ƲǋǛݣᝋƴŴ࣎ܤƠƯᢅƝƤǔئǛΪܱƞƤƯƍƖǇƢŵ
ȷ̬ᜱᎍƷȬǹȑǤȈǍݼіǁƷૅੲƷǈƳǒƣŴᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷᅈ˟ࣱƷ፼ࢽǍӐ
ʴ᧙̞ƷನሰǛૅੲƠƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƷਘΪ
ȷғᇌμܖݱఄӏƼૼܿ ؏עȋȸǺƴӳƬƨʙ
ܖఄᚨǛဇƠƯŴ્ᛢࢸƴܖݱဃƕᐯ
ᜱܖఄưܱ
ಅƷਘΪǛǓǇƢŵ
ဌƴᨼƍŴᐯɼႎƴѣƢǔŴᐯဌƳᢂƼ
ئƱ˳᬴ȗȭǰȩȠƷ੩̓ƷئƱƠƯŴ
ž્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹſǛܖݱఄưܱƠ
ƯƍǇƢŵ
άᲧᲬܖᇜǯȩȖƱ્ᛢࢸ܇Ʋǋƻǖƹ ȷғϋ  ܖݱఄưɟ˳ ғϋ  ఄưɟ˳ᢃփ
Ʒɟ˳ႎᢃփ
ႎᢃփǛܱ
ǛܱƢǔǄƔŴ ఄ
ૼȷ્ᛢࢸ܇ƲǋዮӳȗȩȳƴؕƮƖɲʙಅ

ưʙಅᡲઃǛǓǇ

Ʒɟ˳ႎƳᢃփǇƨƸᡲઃƴǑǔʙಅܱǛ

Ƣŵ

ᘍƍǇƢŵ

ὲᲧᲫδᇜᅦᅍඥƴؕƮƘ્ᛢࢸሁȇǤ ȷМဇᎍ  ʴᲩஉ
ǵȸȓǹ
ȷМဇଐૠ  ଐᲩஉ
࣎៲ƴᨦܹƷƋǔŴܖݼƠƯƍǔ܇ƲǋƴŴ 

ȷМဇᎍ  ʴᲩஉ
ȷМဇଐૠ  ଐᲩஉ
ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ಅƷኳʕࢸӍƸ˞ಅଐƴဃᏡщƷӼɥƷ
ƨǊƴ࣏ᙲƳጀǍᅈ˟ƱƷʩ්ǛᡶǊǔૅ
ੲǛዒዓႎƴᘍƍǇƢŵғϋưƸ  Ɣưܱ
ƠƯƍǇƢŵ

ὲᲧᲬᨦܹδሁǿǤȠǱǢʙಅ

ȷࡨǂМဇᎍ

ܖݱఄȷɶܖఄȷ᭗ఄဃƷᨦܹδƴƭƍƯŴ
્ᛢࢸȷ୴םଐӏƼٰ˞ǈሁƷܖఄᧈ˞ಅɶ

 ʴᲩ࠰
ȷМဇଐૠ

ƷئއǛ੩̓ƠǇƢŵ

 ଐᲩ࠰

ȷࡨǂМဇᎍ
 ʴᲩ࠰
ȷࡨǂМဇଐૠ
  ଐᲩ࠰
ˋԧᲬ࠰ࡇ 
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Ხ ཎƴᣐॾƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋƱܼࡊƷƨǊƴ
̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטሁƴנቔƠƯƍǔδᇜƷɶƴǋŴၲᏋǛԃǊ̾ŷƴұƠƨૅੲ
Ǜ࣏ᙲƱƢǔδᇜƕנቔƠƯƍǇƢŵᨦܹƷஊƴ᧙ǘǒƣŴμƯƷ܇Ʋǋƕ؏עưƱǋƴ
ᧈƢǔƜƱƕưƖǔǑƏƴૅੲƢǔƱƱǋƴŴ܇ƲǋƷཎࣱƴӳƬƨૅੲǛ੩̓ưƖǔ
ؾƷૢͳƕٻЏưƢŵ
̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטሁƷܖݼЭᚨǍŴܖᇜǯȩȖǍ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹሁưƸŴ
ᨦܹδሁƷͤǍƔƳᧈƱܤμƳؾǛ̬ᨦƢǔƨǊŴʴႎᣐፗǍᚨૢͳƴᣐॾǛƠƯƍ
ǇƢŵ
 ʐ࠷δƔǒܖᱫŴ᭗ఄҡಅǇưƷዒዓƠƨЏǕႸƷƳƍႻᛩǍૅੲ˳СƷૢͳǛᡶǊ
ǔƱƱǋƴŴႻᛩˑૠƷفьǍٶಮ҄ƠƯƍǔȋȸǺƴᢘЏƴࣖݣƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ǇƨŴႆᢋᨦܹǍႆᢋƷǕŴ͞ǓƳƲƷཎࣱƷƋǔ܇ƲǋƷ̬ᜱᎍƸŴॹǕƳƍ܇ᏋƯƴ
ৎषƍƳƕǒǋŴ̬ᜱᎍǍܼଈƩƚưपǈǛৼƑᡂǜưƠǇƏئӳƕݲƳƘƳƘŴ̬ᜱᎍƷ
ൢਤƪƴ݃ǓชƬƨૅੲǛᘍƬƯƍƘ࣏ᙲǋƋǓǇƢŵ


ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ཎƴᣐॾƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋǁƷᏋȷ̬Ꮛ
ଯԧ  ࠰ࡇƴڼƠƨᨦܹδ̬ᏋƸŴ  ࠰ࡇƴƸғᇌ̬ᏋטμטưܱƠŴ
 ࠰ࡇƴƸŴμƯƷ̬ᏋᚨưᨦܹδǛӖƚλǕǔ˳СǛૢƑǇƠƨŵཎƴᣐॾƕ࣏ᙲƳ܇
ƲǋƷͤμƳᧈŴႆᢋƴƸŴ̾ŷƷȋȸǺƴࣖơƨૅੲǛᘍƏƜƱƕ࣏ᙲưƢŵʻࢸǋ܇
ƲǋƨƪƕᏋƪӳƑǔؾǛૢƑŴᏋȷ̬ᏋƷឋƷӼɥƴѐǊƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


  ܖᇜǯȩȖƴƓƚǔཎƴᣐॾǛᙲƢǔ܇ƲǋǁƷૅੲ
ܖᇜǯȩȖưƸŴᲱ࠰ࡇƴžૼܿғܖᇜǯȩȖᨦܹδሁМဇᙲዠſǛૢͳƠŴᨦܹδ
ሁƷӖƚλǕǛᘍƏƱƱǋƴŴ  ࠰ࡇƔǒŴᨦܹδǍႆᢋཞඞƔǒᙸƯཎКƳᣐॾǛ
ᙲƢǔ܇ƲǋƕנቔƠƯƍǔܖᇜǯȩȖǛݣᝋƴ߹ׅਦݰǛܱƠƯƍǇƢŵᨦܹδሁƴ᧙
ƢǔᧉݦႎƳჷᜤȷኺ᬴ǛஊƢǔᎍƔǒƷਦݰƴǑǓŴਃ࢘ᎰՃƕᢘЏƳૅੲǛᘍƑǔǑƏ
ǹǭȫǢȃȗǛǓŴܖᇜǯȩȖƴƓƚǔᨦܹδሁƷͤμᏋƴѐǊƯƍǇƢŵƜǕǒƷӕ
ኵǈƸࡽƖዓƖܱƠƯƍƖǇƢŵ
ܖᇜǯȩȖƸŴᨦܹδሁƷࢸܖݼƷ્ᛢࢸૅੲƷئƱƠƯŴʻࢸǋٻЏƳࢫлǛਃƬƯƍ
ƖǇƢŵ


  ૼܿғᨦܹδᅦᅍᚘဒƷሊܭƱૼܿғᨦܹᎍᚘဒȷᨦܹᅦᅍᚘဒƱƷᡲઃ
  ࠰ᲯஉƴᨦܹᎍዮӳૅੲඥӏƼδᇜᅦᅍඥƷɟᢿǛોദƢǔඥࢷƕᇌƠǇƠƨŵ

  ࠰ᲮஉƴᘍƠƨӷોദඥưƸŴᨦܹδૅੲȋȸǺƷٶಮ҄ǁƷƖǊኬƔƳࣖݣ
ǛǔƱƠƯŴ
žܡއᚧբδᇜႆᢋૅੲſƷૼᚨǍž̬ᏋሁᚧբૅੲſƷૅੲݣᝋƷਘٻ
ƕᘍǘǕǔƱƱǋƴŴᨦܹδƷǵȸȓǹ੩̓˳СƷᚘဒႎƳನሰǛǔƨǊŴғࠊထƴƓ
ƍƯǋžᨦܹδᅦᅍᚘဒſǛሊܭƢǔƜƱƕ፯ѦƮƚǒǕǇƠƨŵƜǕǛӖƚғƸŴᨦܹδ
ᡫૅੲƳƲŴᨦܹδƷǵȸȓǹƴ̞ǔ੩̓˳СƷᚘဒႎƳನሰǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴ 
࠰ࡇƔǒˋԧᲬ࠰ࡇǇưǛᚘဒ᧓ƱƢǔᇹᲫૼܿғᨦܹδᅦᅍᚘဒǛሊܭƠǇƠƨŵᇹ


➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸱 ࡁࡵࡇࡲ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࡚ࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡲࡍ

ᲫᨦܹδᅦᅍᚘဒƴƓƍƯƸŴᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƴݣƢǔૅੲǛૼܿғᨦܹᎍᚘဒӏƼᇹ
 ૼܿғᨦܹᅦᅍᚘဒƱᡲઃƠŴᨦܹᅦᅍǵȸȓǹŴ؏עဃૅੲʙಅӏƼᨦܹδᡫૅ
ੲʙಅƴƭƍƯŴǵȸȓǹ࣏ᙲᙸᡂƳƲφ˳ႎƳૠ͌ႸǛܭǊƯƍǇƢŵ
ᨦܹᎍǍᨦܹδƕᐯЎǒƠƘ؏עဃǛփǉƜƱƕưƖǔǑƏŴᨦܹᎍዮӳૅੲඥӏƼδ
ᇜᅦᅍඥƴؕƮƘᅦᅍǵȸȓǹƷǄƔŴ࣏ᙲƱƳǔሊƷΪܱǍؾƷૢͳǛǓƳƕǒŴ
ȩǤȕǹȆȸǸƴࣖơƨЏǕႸƷƳƍૅੲǛΪܱƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ŨᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƱܼଈƷƨǊƷǵȸȓǹ
 ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƴݣƢǔᨦܹᎍᅦᅍƷСࡇƴƸŴᙀᘺφŴଐࠝဃဇφŴ˰ܡો̲ሁƷ
ȏȸȉ᩿Ʒዅ˄ƱŴȘȫȑȸǍᡫၲᏋሁƷǽȕȈ᩿ƷᅦᅍǵȸȓǹƕƋǓǇƢŵɟʴƻƱ
ǓƷᨦܹǍဃƷཞඞƴӳǘƤŴ܇ƲǋƷႆᢋǛૅੲƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋǛᏋƯƯƍǔܼଈƷ࣯၏Ǎ˞ƴࣖݣưƖǔǑƏƴŴғᇌᨦܹᎍᚨ
ሁưžჺλſǍžଐɶɟૅੲʙಅ ଐɶǷȧȸȈ ſǛܱƠƯƍǇƢŵܡއƴƓƍƯλ
ෘǍƤƭƷʼяǛᘍƏžܡއʼᜱſǍŴٳЈƷૅੲưƋǔžᆆѣૅੲſ
Ŵႆᢋെ᨞ƴࣖơ
ƨၲᏋȗȭǰȩȠǛஊƢǔžδᇜႆᢋૅੲſǍž્ᛢࢸሁȇǤǵȸȓǹſǛ੩̓Ƣǔʙಅ
ǋғϋƴƋǓǇƢŵƜǕǒƷǵȸȓǹǛᚘဒႎƴМဇƢǔƴƸŴ
žǵȸȓǹሁМဇᚘဒſǍžᨦ
ܹδૅੲМဇᚘဒſǛ˺ƢǔƔŴܼଈᐯ៲ƕžǻȫȕȗȩȳſǛ˺Ƣǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ŨᚕᛖƷྒࢽƱǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщƷӼɥ
 ܇ƲǋƸᧈെ᨞ƴƓƍƯŴ᪦٣ऴإǛӕࢽƢǔƜƱư᪦٣ᚕᛖǛྒࢽƠŴǇƨ˂ᎍƱƷ
ǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛܖ፼ƠƯƍǇƢŵᩊᎮƷ܇Ʋǋƕ᪦٣ᚕᛖǛӕࢽƠŴǳȟȥȋǱȸǷȧ
ȳᏡщǛӼɥƞƤǔƨǊƴƸŴᢘЏƳƴᢘЏƳૅੲǛӖƚǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ŨҔၲ̔ࡇ܍Ʒ᭗ƍ܇ƲǋǁƷૅੲ
 Ҕၲ̔ࡇ܍Ʒ᭗ƍၐ࣎៲ᨦܹδǍᩊ၏δƴƱƬƯŴᚧբᚮၲǍᚧբჃᜱŴܡנၲೞ֥
ƷᣐሁŴܡנƴƓƚǔૅੲ˳СƕૢƏƜƱƴǑǓŴƸơǊƯ܇ƲǋǍƦƷ̬ᜱᎍܼଈǋܤ
࣎ƠƯܡנဃǛᡛǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳǓǇƢŵ
 ܇ƲǋƷཞඞƴࣖơƨᧉݦႎǱǢǍٶಮƳȋȸǺƴࣖݣƢǔƨǊŴҔၲŴ̬ͤŴᏋȷ̬
ᏋŴၲᏋŴᅦᅍሁƷٶ᪸؏ƴǇƨƕǔૅੲƷˁኵǈǛ౨᚛Ƣǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ŨᨦܹƷƋǔ̬ᜱᎍǁƷᏋδૅੲ
 ᨦܹᎍƕᏋδǛᘍƏئӳƴŴᨦܹƷཎࣱǍᆉࡇƴǑƬƯƸŴ̬ᏋטሁǁƷᡛᡇǍᡲዂࠚƷ
ᚡλŴ܇ƲǋƷʙƷɭᛅሁƴƭƍƯŴૅੲǛӖƚƳƕǒᘍƏ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

Ũ૨҄ȷǹȝȸȄሁǁƷӋьƷ̟ᡶ
 ிʮ  ǪȪȳȔȃǯȷȑȩȪȳȔȃǯƷ͵ǛڤೞƱਵƑŴᨦܹδƕƦǕƧǕƷᨦܹ
ᆔŴᆉࡇǍॖӼƴӳǘƤŴ៲ᡈƳ؏עưǹȝȸȄƕಏƠǊǔƜƱƕưƖǔǑƏŴғưƸŴ
πႩᝠׇඥʴૼܿசஹоᡯᝠׇሁǛᡫơƯŴဃ෨ܖ፼ȷǹȝȸȄሁƷ᧙̞˳ׇǍᨦܹᎍ˳ׇ
ሁƱᡲઃȷңщሁǛɟࢍޖǊŴ૨҄ȷǹȝȸȄѣƷೞ˟Ǜ੩̓ƠǇƢŵǇƨŴӲᆔᜒࡈǍǹ
ȝȸȄܴŴᜒ˟ሁƷԗჷƴǑǓᨦܹᎍǹȝȸȄਰᐻǛǓǇƢŵ
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ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άཎ
ཎƴᣐॾƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋǁƷᏋȷ̬ᏋᲢܖݼЭƷᏋȷ̬ᏋᚨᲣ
ȷܖݼЭƷᏋȷ̬ᏋᚨưƸŴ߹ׅႻᛩǍᨦܹƴ᧙Ƣǔᄂ̲ƳƲƴǑǓŴᏋȷ̬Ꮛƴઃǘ
ǔᎰՃƷឋǛ᭗ǊŴ܇ƲǋƷᏋƪǛ࣎៲ɲ᩿ƔǒૅƑǔƖǊኬƔƍᏋȷ̬ᏋǛᘍƬƯ
ƍƖǇƢŵ


ὲཎ
ཎƴᣐॾƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋǁƷᏋȷ̬ᏋᲢܖᇜǯȩȖᲣ
ȷܖᇜǯȩȖƴƓƍƯǋŴࡽƖዓƖ߹ׅਦݰǍᄂ̲ሁƴǑǓŴܖᇜǯȩȖᎰՃƷǹǭȫǢȃ
ȗǛǓŴᨦܹδሁƷͤμᏋƴѐǊƯƍƖǇƢŵ
 

έᨦ
ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋǁƷૅੲ
ȷᙀᘺφሁƷᅦᅍဇφƷዅ˄ǛӖƚŴ˰ܡᚨͳǛોծƢǔƜƱƴǑǓŴଐࠝဃǛܾତƴƠŴ
Мࣱ̝ǛӼɥƢǔƜƱƕưƖǇƢŵᙀᘺφŴଐࠝဃဇφŴ˰ܡᚨͳોծƸŴᨦܹǍဃ
ƷཞඞƴࣖơƯᢘЏƳዅ˄ƕӖƚǒǕǔǑƏƴғƕႻᛩǛӖƚŴૅዅൿܭǛᘍƍǇƢŵ
ȷᚕᛖƷ፼ࢽǍဃᏡщŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщሁƷӼɥǛ̟ᡶƢǔƨǊŴᨦܹᎍᅦᅍƷ
СࡇƷݣᝋٳƱƳǔɶሁࡇƷᩊᎮƷ܇ƲǋƴݣƠƯǋᙀᎮ֥ƷទλᝲဇƷɟᢿǛяƠǇ
Ƣŵ
ȷၐ࣎៲ᨦܹδƴƭƍƯƸŴ࠰ᱫᲢஉᱫᲣƕ˯ƍƨǊƴᨦܹᎍࠚƷᚮૺǛӖƚǒǕƳƍ
܇ƲǋƴݣƠƯǋŴҔࠖॖᙸሁư܇ƲǋƷ࣎៲Ʒཞ७ǛᄩᛐƠŴଐࠝဃဇφᲢܡנҔ
ၲೞ֥ᲣƷዅ˄ƷൿܭǍᅦᅍǵȸȓǹƷૅዅൿܭǛᘍƍǇƢŵ


ὴᨦ
ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷǵȸȓǹМဇƷૅੲ
ȷᨦܹƷƋǔ܇ƱƦƷܼଈƕ࣏ᙲƳǵȸȓǹǛɥƴኵǈӳǘƤƯŴᚘဒႎƴМဇƢǔƜƱ
ƕưƖǔǑƏŴ
žǵȸȓǹሁМဇᚘဒſǍžᨦܹδૅੲМဇᚘဒſǛ˺ƠǇƢŵ
žᨦܹδૅ
ੲМဇᚘဒſƷ˺Ƹ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴؕ࠴ႻᛩૅੲǻȳǿȸᲢᨦܹᎍᅦᅍᛢᲣƷғ
ႺփᚨᲢ ƔᲣŴൟ᧓ʙಅᲢ ƔᲣƷႻᛩૅੲʙಅưࣖݣƠǇƢŵ


ήᨦ
ᨦܹƷƋǔ̬ᜱᎍǁƷᏋδૅੲ
ȷᨦܹᎍƕᏋδǛᘍƏᨥƴૅੲǛ࣏ᙲƱƢǔئӳƸŴܡއʼᜱǍࡇᚧբʼᜱƱƍƬƨᨦܹ
ᅦᅍǵȸȓǹƷૅዅൿܭǛӖƚŴțȸȠȘȫȑȸƴ܇ƲǋƷ̬ᏋטሁǁƷᡛᡇǍᡲዂࠚƷ
ᚡλŴ܇ƲǋƷʙƷɭᛅሁƷᏋδૅੲǛᘍƍǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άᲧᲫ̬ᏋטሁƴƓƚǔᨦܹδ̬Ꮛ

ྵඞ

ȷғᇌŴᅶᇌ̬Ꮛטȷ܇Ʋǋ טዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

̬ᏋטǍ܇Ʋǋטưᨼׇ̬ᏋƕӧᏡƳ

 Ɣ

ᨦܹδǛ̬ᏋƠǇƢŵǇƨŴᨦܹδǛਤ

 Мဇᎍ  ʴ

ƭ̬ᜱᎍƴݣƢǔૅੲǛᡶǊǇƢŵ



άᲧᲬ࠷ᆐטƴƓƚǔཎКૅੲᏋ

ȷғᇌ࠷ᆐט  טɶ  טƴ

࠷ᆐטưᨼׇ̬ᏋƕӧᏡƳཎКƳᣐॾ

Ⴘ

ʼᜱՃǛᣐፗ



ǇƢŵ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ǜ࣏ᙲƱƢǔ࠷δǛ̬ᏋƠǇƢŵܤμᄩ

 Мဇᎍ  ʴ

̬ƷƨǊŴ࣏ᙲƴࣖơƯʼᜱՃǛᣐፗƠ

 ʼᜱՃ  ʴ

ǇƢŵ

߹ׅႻᛩä ׅ

ƞǒƴཎКૅੲᏋƷឋƷӼɥǛǔ

Ⴘ

̬ᜱᎍ᩿ᛩä Ӹ

ƨǊŴܼᧉݦƴǑǔ߹ׅႻᛩǍᐮ࣎ྸ
ٟƴǑǔ̬ᜱᎍƱƷႻᛩǋᘍƍǇƢŵ

άᲧᲭ̬Ꮛሁᚧբૅੲʙಅ

ᚧբˑૠ  ˑ

ᚧբˑૠᲴ ˑ

̬Ꮛטሁƴ࣎ྸਦݰՃሁƕᚧբƠŴМ

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ဇƠƯƍǔᨦܹδሁƕᨼׇဃƴᢘࣖư
ƖǔǑƏૅੲǛᘍƍǇƢŵ

ὲܖᇜǯȩȖƴƓƚǔᨦܹδ̬Ꮛ
ܖᇜǯȩȖưᨼׇဃƕӧᏡƳᨦܹδ
ሁƷМဇǛӖƚλǕŴᢘЏƳਦݰǍ࣏ᙲ

ȷᨦܹδ  ݣ  ࣖݣӍƸ 
  ݣƷьᣐᎰՃƷᣐፗ
ȷᨦܹδᄂ̲  ׅ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ


ƳૅੲǛᘍƍǇƢŵ

έᲧᲫᙀᘺφᝲƷૅዅ
ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƷ̬ᜱᎍƴݣƠŴᙀ

ȷᙀᘺφƷទλᲢ ബசᲣ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
  ˑᲩ࠰

ᘺφƷទλȷ̲ྸᝲဇǛૅዅƠǇƢŵ

έᲧᲬଐࠝဃဇφƷૅዅ

ǇƢŵ


ȷᨦܹδᎍӳǘƤƯ

ʼᜱጀŴᐯᇌဃŴܡנၲŴऴإȷ   ʴᲩ࠰

ᨦܹδᎍӳǘƤƯ
 ˑᲩ࠰

ॖ࣬ျᡫŴඟሥྸƱƍƏ  ᆔƕƋǓŴ

ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ܡנƷᨦܹδᎍƴዅ˄ƠǇƢŵ

έᲧᲭ˰ܡᚨͳોծ
ܡנƷࡇƷᨦܹδᎍƷ˰ܡᚨͳǛʙ

ȷᨦܹδᎍӳǘƤƯ

ᨦܹδᎍӳǘƤƯ

  ˑᲩ࠰

 ˑᲩ࠰

ЭƷဎᛪƴǑǓોծƠǇƢŵ

έᲧᲮɶሁࡇᩊᎮδႆᢋૅੲʙಅ
ᨦܹᎍᅦᅍСࡇݣᝋٳƷɶሁࡇᩊᎮδ

ˋԧᲬ࠰ࡇ 
 ʴ  ӨᲢ༾  ʴȷɲ 

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ʴᲣ

ǇƢŵ

ƴݣƠŴᚕᛖƷ፼ࢽǛ̟ᡶƢǔƨǊŴᙀ
Ꭾ֥ƷទλᝲဇƷɟᢿǛяƠǇƢŵ 

ὴᲧ Ძᨦ ܹ δᎍ Ʒƨ Ǌ Ʒܡ އʼ ᜱ ᨦܹδᎍӳǘƤƯ
ȷМဇᎍ  ʴᲩஉ
ᲢțȸȠȘȫȗǵȸȓǹᲣ
ᨦܹƷƋǔ܇ƲǋƴݣƠƯŴᐯܡưƷ

ᨦܹδᎍӳǘƤƯ
ȷМဇᎍ  ʴᲩஉ

ȷМဇ᧓  ᧓Ჩஉ ȷМဇ᧓

λෘǍඟŴʙሁƷʼяŴᛦྸǍੈᨊ

  ᧓Ჩஉ

ሁƷܼʙੲяŴᡫᨈሁʼяǛᘍƍǇƢŵ



ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ᨦܹƷƋǔ̬ᜱᎍƕŴᏋδƴૅੲǛ࣏ᙲ
ƱƢǔئӳŴૅੲƷݣᝋƴƳǔƜƱƕƋ
ǓǇƢŵ


ὴᲧ ȚǢȬȳȈȡȳǿȸƷဇȷ ࡨǂМဇˑૠ  ˑ


ƬƯƍǔ̬ᜱᎍƕൢ
᠉ƴႻᛩưƖǔئƱƳ

ᨦܹδƷ܇ᏋƯኺ᬴ƷƋǔ̬ᜱᎍƕŴ

ǔǑƏŴʙಅƷԗჷǛ

ƦƷኺ᬴ǛƔƠŴႆᢋƴǕǍ͞ǓƷ

ᡶǊǔƱƱǋƴŴМဇ

ƋǔδᇜǛᏋƯपǜưƍǔ̬ᜱᎍƴݣƠ

ƠǍƢƘƳǔپǛƠ

ƯႻᛩǍяᚕǛᘍƍǇƢŵ

ƯƍƖǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ήᲧ Ძᨦ ܹ δᎍ Ʒƨ Ǌ Ʒჺ λ  ᨦܹδᎍӳǘƤƯ
ȷМဇᎍ  ʴᲩஉ
ᲢǷȧȸȈǹȆǤᲣ
ܼଈƕ၏ൢƳƲƷئӳƴŴჺ᧓Ŵٸ

ȷМဇଐૠ  ଐᲩஉ

Ⴘ
ᨦܹδᎍӳǘƤƯ
ȷМဇᎍ  ʴᲩஉ
ȷМဇଐૠ  ଐᲩஉ
ˋԧᲬ࠰ࡇ 

᧓ǋԃǊᚨưŴλෘŴඟŴʙƷʼ
ᜱሁǛᘍƍǇƢŵܖݱဃˌɥƷ܇ƲǋƸ
ૼܿဃܱ፼ŴɶܖဃˌɥƸƋǏǈƷ
ܼưӖƚλǕǇƢŵၐ࣎៲ᨦܹδᎍƸ
ғٳƷҔၲೞ᧙́ᚨƷᧉݦᚨưࣖݣƠ
ǇƢŵ

ήᲧᲬၐ࣎៲ᨦܹδሁܡנȬǹȑ ᨦܹδᎍӳǘƤƯ
ȷМဇႇᎍ  ʴ
ǤȈǵȸȓǹ
ܡנဃǛᡛƬƯƍǔҔၲႎǱǢƷ࣏

ȷМဇׅૠ  ׅᲩ࠰

ᙲƳၐ࣎៲ᨦܹδᎍƴݣƠŴᚧբჃᜱ 
ࠖƕᐯܡƴЈӼƖŴɟ᧓ܭŴܼଈƷˊ
ǘǓƴᙸܣǓǛᘍƏƜƱưŴܼଈƷɟ
˞ऒᲢȬǹȑǤȈᲣǍȪȕȬȃǷȥǛƬ
ƯƍƖǇƢŵ








ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ
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Ჯ ƻƱǓᚃܼࡊǁƷૅੲ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ƻƱǓᚃܼࡊૅੲሊƷྵཞ
  ࠰ࡇμƻƱǓᚃɭ࠘ሁᛦ௹ƷኽௐƴƓƍƯŴ܇ɭ࠘ƷݼಅྙƸ ᲟŴ༵܇
ɭ࠘ƷݼಅྙƸ ᲟƱ᭗ƍ൦แƴƋǓǇƢƕŴཎƴࡊܼ܇ƴƭƍƯƸŴોծƸᙸǒǕǔ
ǋƷƷݼಅᎍƷƏƪ  лƸȑȸȈŴǢȫȐǤȈሁƷɧܭܤƳݼі࢟७ƴƋǓŴ᧓࠰רӓλ
Ƹ  ɢόŴƻƱǓᚃܼࡊƷ܇ƲǋƷᝢྙƸ ᲟᲢ  ࠰ൟဃؕᄽᛦ௹ᲣƱ
̔ƱƠƯӈƠƍཞ७ƴƋǓǇƢŵ
ƻƱǓᚃܼࡊǁƷኺฎႎૅੲሊƴˮፗ˄ƚǒǕƯƍǔδᇜৣ࢘ƴƭƍƯŴƸŴ
 ࠰δᇜৣ࢘ඥƷોദƴǑǓᇹ  ܇Ŵᇹ  ˌ܇ᨀьም᫇Ǜஇٻư̿فƱƠŴ 
࠰ોദưƸŴࢽСᨂ᫇ƷࡽƖɥƛƴьƑŴƻƱǓᚃܼࡊƷܼᚘሥྸƷૅੲǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴ
ˋԧΨ࠰  உƔǒŴૅׅૠǛ࠰  ׅƔǒ  ׅƴᙸႺƢƳƲŴሊƷਘΪǛƬƯƖǇƠ
ƨŵ
ƻƱǓᚃܼࡊƕኺฎႎƴӈƠƍཞඞƴƓƔǕƯƍǔƜƱǛ៊ǇƑŴኺฎႎྸဌƴǑǓᡶܖ
ǛƋƖǒǊǔƜƱƕƳƍǑƏŴ܇ӏƼ༵܇ᅦᅍ˄ƴƭƍƯǋŴ˄ɥᨂ᫇ƷࡽƖɥ
ƛǍŴૅዅݣᝋʙဌƴܖٻᨈƷᡶܖǛᡙьƢǔƳƲƷોദǛƠƯƖǇƠƨŵ
ኺฎႎƳૅੲƩƚưƳƘŴ܇ȷ༵܇ᐯᇌૅੲՃŴܼࡊႻᛩՃሁƴǑǔႻᛩૅੲŴ܇
ဃૅੲᚨƷೞᏡਘΪŴșȓȸǷȃǿȸǍțȸȠȘȫȑȸƷᨽဇƴݣƢǔᝲဇяŴဃ
ӼɥႻᛩՃƴǑǔݼಅૅੲǍӕࢽૅੲŴƻƱǓᚃܼࡊƷ˞ƱȬǯȪǨȸǷȧȳǁƷૅ
ੲƳƲŴٶᚌႎƴƻƱǓᚃܼࡊሁƴݣƢǔሊǛޒƠƯƍǇƢŵ


  ƻƱǓᚃܼࡊƴ᧙ƢǔႻᛩƳƲƷૅੲ
ғưƸŴ܇ȷ༵܇ᐯᇌૅੲՃŴܼࡊႻᛩՃǛᣐፗƠŴƻƱǓᚃܼࡊǁƷዮӳႎƳႻᛩᆸ
ӝǛᚨƚƯƍǇƢŵ
 ƻƱǓᚃܼࡊƷৼƑǔᛢ᫆ƸŴဃᝲǍ܇ƲǋƷᝲܖŴᏋᝲሁƷኺฎႎƳբ᫆Ŵ܇ᏋƯ
ƷपǈǍ˰ǇƍƷᄩ̬ሁŴޟٶƴǘƨƬƯƍǇƢŵႻᛩᆸӝưƸŴ܇ƲǋƷᝢݣሊǛਖ਼ᡶ
ƢǔᚇໜƔǒǋݼಅƴǑǔᐯᇌƴӼƚƨૅੲǛؕஜƱƠƭƭŴ܇ᏋƯȷဃૅੲŴܖ፼ૅੲ
ƳƲŴӲܼࡊƷဃܱ७ǍૅੲȋȸǺǛ៊ǇƑƯዮӳႎƴࣖݣƠƯƍǇƢŵ
  ࠰ƔǒƸžƻƱǓᚃܼࡊǁƷဃӼɥૅੲſƷӕኵǈƱƠƯŴƻƱǓᚃܼࡊǍʻ
ࢸƻƱǓᚃܼࡊƴƳǔғൟǛݣᝋƴŴƻƱǓᚃૅੲሊǍࢫᇌƭჷᜤŴႻᛩᆸӝሁƴƭƍƯ
ऴإ੩̓ǛᘍƏƨǊžૼܿғƻƱǓᚃܼࡊǵȝȸȈǬǤȉſǛ˺ƠŴݣᝋᎍǍ᧙̞ೞ᧙ƴ
ᣐࠋƠƯƍǇƢŵǇƨŴܼᚘሥྸǍဃૅੲƴƭƍƯᜒ፼˟ǛܱƢǔƳƲŴƻƱǓᚃܼࡊ
ǁƷኬǍƔƳૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ƻƱǓᚃƕˁʙƱ܇ᏋƯǛɲᇌƠƳƕǒኺฎႎƴᐯᇌƢǔƱƱǋƴŴƻƱǓᚃܼࡊƷ܇Ʋ
ǋƕ࣎៲ƱǋƴͤǍƔƴᧈưƖǔǑƏŴ܇ȷ༵܇ᐯᇌૅੲՃŴဃ̬ᜱƷǱȸǹȯȸǫȸŴ
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ̬ͤǻȳǿȸŴ܇ဃૅੲᚨŴȏȭȸȯȸǯŴൟဃȷδᇜۀՃŴ
Ꮛೞ᧙Ŵ̬ᏋטƳƲƻƱǓᚃܼࡊƴ᧙ǘǔಮŷƳ᧙̞ೞ᧙ƱƷңщǍᡲઃǛƞǒƴขǊŴƻ
 


 ܇ȷ༵܇ᐯᇌૅੲՃȷȷȷƻƱǓᚃܼࡊƷႻᛩƴࣖơŴᐯᇌƴ࣏ᙲƳऴإ੩̓ǛᘍƍǇƢŵ
 ܼࡊႻᛩՃȷȷȷܼࡊဃƷʴ᧓᧙̞μᑍƴ᧙ƢǔႻᛩǛᘍƍǇƢŵ
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ƱǓᚃܼࡊƴ᧙ƢǔႻᛩŴૅੲ˳СǛࢍ҄ƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άᐯ
ᐯᇌƴӼƚƨૅੲ˳СƷࢍ҄
ȷˁʙƱᏋδƷɲᇌƴǑǔܭܤƠƨဃؕႴǛሰƘƨǊŴܼʙȷᏋδƳƲƷဃૅੲǛᘍƍ
ƭƭŴǑǓᑣƍݼіƴӼƚƨӕࢽሁƷૅੲǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ
ȷኺฎႎᐯᇌƷƨǊŴݼіૅੲƴщǛλǕǔƱƱǋƴŴݼіࢸǋ̾КƷʙऴƴࣖơƯႻᛩǍ
ऴإ੩̓ǛᘍƏƳƲŴݼіዒዓƷƨǊƷӕǓኵǈǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ


ὲƻ
ƻƱǓᚃܼࡊǁƷૅੲሊƷዒዓ
ȷƻƱǓᚃܼࡊσᡫƷᛢ᫆ưƋǔဃؕႴƷܭܤƷƨǊŴƜǕǇưƱӷಮƷૅੲǛዒዓƠŴ
ᐯᇌƴӼƚƨӕኵǈǛᡶǊƯƍƘƱƱǋƴŴ࣏ᙲƳऴإǛ੩̓ƠƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

ዒዓƠƯૅੲƠƯƍƖ
άဃӼɥૅੲʙಅᲢƻƱǓᚃܼࡊ ȷႻᛩᎍૠ  ʴ
ȷᐯᇌૅੲȗȭǰȩȠሊܭᎍૠ ǇƢŵ
ᅦᅍᲣ
ƻƱǓᚃܼࡊƴݣƠƯŴƖǊኬƔƳႻ

 ʴ



ᛩӏƼݼіૅੲǛޒƢǔƨǊŴƻƱǓ

ȷႻᛩࡨǂˑૠ



ᚃᐯᇌႻᛩՃǛᣐፗƠŴ̾ŷƷཞඞƴࣖ

  ˑ



ơƨᐯᇌǍݼіǛૅੲƠǇƢŵ

ȷૅੲኽௐᲴݼі  ʴ



 Ꮀಅጀܖఄλఄ  ʴ



ǇƨŴƻƱǓᚃܼࡊƷ̾ŷƷɭ࠘ཞඞ
ƴࣖơƨŴƖǊኬƔƳૅੲǛዮӳႎƴਖ਼
ᡶƠŴƻƱǓᚃܼࡊƷȋȸǺǍᛢ᫆ƴݣ
ࣖƠƨૅੲƷΪܱǛǓǇƢŵ

 ဃ̬ᜱᎍሁݼіૅੲʙಅ
Мဇ  ʴ
ȷžૼܿғƻƱǓᚃܼࡊǵȝȸ
ȈǬǤȉſƷႆᘍ
ȷƻƱǓᚃܼࡊӼƚᜒ˟Ʒܱ

ȷδᇜৣ࢘ྵඞފᲢ உᲣ
Ʒଐ୴࠻ƴӳǘƤƨႻᛩ
ᆸӝƷᚨ

ὲᲧᲫࡊܼ܇ሁᐯᇌૅੲዅ˄ሁ ȷᏋጀዅ˄ૅዅˑૠ
ʙಅ
  ˑ
ƻƱǓᚃܼࡊƷᚃƷݼіǛ̟ᡶƢǔƨ
ǊƴਦܭጀᜒࡈƷӖᜒ̲ʕࢸƴӖᜒ૰

ȷ᭗ሁᎰಅጀ̟ᡶዅ˄ሁʙ
ಅ  ʴ

ȷᏋጀዅ˄ૅዅ
ˑૠ  ˑ
ȷ᭗ሁᎰಅጀ̟ᡶዅ
˄ሁʙಅ  ʴ

ƷɟᢿǛૅዅƠǇƢŵǇƨݼᎰƴஊМƳ
ǛӕࢽƢǔƨǊƴೞ᧙ƴƓƍƯ
ݼಅƠƯƍǔʴƴጀ̟ᡶᝲǛૅዅƠǇ
Ƣŵ

ὲᲧᲬƻƱǓᚃܼࡊܼʙੲяᎍᨽဇ ȷяɭ࠘ૠ 
 ɭ࠘
ᝲяʙಅ
፯ѦᏋ̲ʕЭᲢ܇ƕɶܖဃƷǈƷئ
ӳƸƻƱǓᚃƴƳƬƯ  ƔஉˌϋƷܼ

ȷяɭ࠘ૠ
  ɭ࠘

ȷяࡨǂଐૠ

ȷяࡨǂଐૠ

  ଐ

  ଐ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ࡊᲣƷδᇜǛৣƠƯƍǔƻƱǓᚃܼࡊ
ƷᚃƕŴസಅǍ˞ଐЈѮƳƲưᏋδȷܼ
ʙƷˡƍƕ࣏ᙲƳƱƖሁƴŴܼʙੲя
ᎍǛᨽƏᝲဇǛяƠǇƢŵ







Ⴘ
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Ჰ ܇ᏋƯƷƨǊƷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƷਖ਼ᡶ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ᏋƯƱˁʙƷᛦԧǛ̬ƭƨǊƷॖᜤƷᣱ
σƖɭ࠘Ƹ࠰ŷفьͼӼƴƋǓŴ  ࠰ƴƸμư  ɢɭ࠘ƱσƖɭ࠘Ƹ
ƦƏưƳƍɭ࠘Ʒኖ  ̿ƱƳƬƯƍǇƢŵƠƔƠŴ܇ᏋƯƴƋǔဏࣱƷᏋδ᧓ƸŴ
  ࠰ࡇƷᛦ௹ưƸ  ଐ࢘ƨǓרư  ᧓ƱŴࣱڡƷ᧓  רǛࠢٻƴɦ
ׅƬƯƍǇƢŵဏࣱƷƞǒƳǔᏋδӋьǍࣱڡƕƖƳƕǒ࣎ܤƠƯ܇ᏋƯưƖǔؾǛૢ
ͳƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ʙಅᎍƴƱƬƯǋŴᢅࡇƳᧈ᧓іƷોծǍ௩᠂ưٶಮƳƖ૾Ǜਖ਼ᡶƢǔƜƱƸŴΟ
ᅵƳʴƷᄩ̬ǍဃငࣱƷӼɥƳƲŴ˖ಅƷਤዓႎႆޒƷƨǊƴ࣏ᙲƳƜƱưƢŵ
ƜǕǒǛ៊ǇƑŴғưƸŴ܇ᏋƯǛƸơǊƱƠƨဃƱˁʙƷɲᇌૅੲǍƖǍƢƍᎰئ
ƮƘǓƳƲƴᆢಊႎƴӕǓኵǜưƍǔʙಅᎍǛžȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶ˖ಅſƱƠ
ƯŴǇƨŴƜǕƔǒӕǓኵǈƨƍƱᎋƑƯƍǔ˖ಅǛžȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶܳᚕ˖
ಅſƱƠƯᛐܭƠŴਖ਼ᡶǛბܱƳǋƷƴƠƯƍƚǔǑƏƴಮŷƳૅੲǛƠƯƍǇƢŵ 
࠰ࡇƷʙಅڼƔǒ  ࠰  உư  ᅈဎᛪƕƋǓŴƦƷƏƪ  ᅈǛžȯȸǯȷ
ȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶ˖ಅſƱƠƯᛐܭƠǇƠƨŵʻࢸǋŴʙಅᎍƴƓƚǔȯȸǯȷȩǤȕȷ
Ȑȩȳǹਖ਼ᡶƷӕኵǈƕ࠼ƕǔǑƏƴŴգႆǍऴإ੩̓ǛᡶǊƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ǇƨŴ܇ᏋƯɶƷࣱڡƷϐݼᎰǍឪಅሁƷૅੲŴܼࡊǍᎰئሁƴƓƍƯŴဏڡƕሁƠƘӋ
ဒưƖǔǑƏܭႎƳࣱКࢫлЎਃॖᜤƷᚐෞƷƨǊƷૅੲǍॖᜤգႆƕ࣏ᙲưƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά܇
܇ᏋƯƠǍƢƍؾƮƘǓƴӼƚƨॖᜤգႆƱૅੲ
ȷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƷਖ਼ᡶƴӼƚƯŴғϋʙಅᎍሁǛݣᝋƱƠƨǻȟȊȸǍѠࢍ˟
ǛܱƠǇƢŵ
ȷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶ˖ಅƷӕኵǈʙ̊ƳƲǛኰʼƠŴǑǓܱោႎƳȯȸǯȷȩǤ
ȕȷȐȩȳǹƷਖ਼ᡶǛǓǇƢŵ
ȷ܇ᏋƯɶƷࣱڡƳƲƷϐݼᎰሁǛૅੲƢǔƨǊŴᜒࡈǛ͵ƠǇƢŵ


ὲဏ
ဏࣱƷᏋδӋьǁƷƖƬƔƚƮƘǓ
ȷғϋƷɶ˖ݱಅưŴဏࣱƕᏋδȷʼᜱ˞ಅǛӕࢽƠǍƢƍᎰئƮƘǓǛᘍƬƯƓǓŴᙲˑ
ǛƨƠƨئӳƸڜѕǛૅዅƠǇƢŵ
ȷဏڡσӷӋဒƷᙻໜƔǒŴܼࡊƴƓƚǔဏڡƷॖᜤƮƘǓǍ༵ᚃƷᏋδӋьሁƴƭƍƯŴ
ᜒࡈǍ࠼إȷऴإᛏǛᡫơƯ̟ᡶƠǇƢŵ


έ܇
܇ᏋƯƠǍƢƞƷӼɥƴӕǓኵǉ˖ಅǁƷૅੲ
ȷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶ˖ಅƷᛐܭሁǛᡫơƯŴˁʙƱ܇ᏋƯƱƷɲᇌૅੲǍŴƖ
ǍƢƍᎰئƮƘǓƳƲƴᆢಊႎƴӕǓኵǜưƍǔ˖ಅǛૅੲƠƯƍƖǇƢŵࠎஓƢǔ˖ಅ
ƴƸǳȳǵȫǿȳȈǛᢔƠŴȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶƴӼƚƨφ˳ႎƳӕኵǈǛ
ǵȝȸȈƠǇƢŵ
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ȷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹǛᆢಊႎƴਖ਼ᡶƠƯƍƘƨǊŴڤʙ̊Ʒऴإႆ̮Ǎ˂ƷርƱ
Ƴǔ˖ಅǛᘙࢧƢǔƳƲŴ˖ಅƷਖ਼ᡶॖഒǛ᭗ǊǔƨǊƷ౨᚛ǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƴƭ ȷဏڡσӷӋဒऴإᛏǦǣǺૼ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ƍƯƷॖᜤգႆ
ܿ ࠰  ׅႆᘍ
ǇƢŵ
ဏڡσӷӋဒऴإᛏǍғπࡸțȸȠ

 ᢿg  ׅ

ȚȸǸሁǛᡫơƯŴȯȸǯȷȩǤȕȷȐ

ȷဏڡσӷӋဒȕǩȸȩȠưƷ

ȩȳǹƴƭƍƯƷॖᜤգႆǛᘍƍǇƢŵ

ȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼
ᡶΟᑣ˖ಅᘙࢧ  ᅈ

άᲧᲬᏋδȞȞƷϐݼᎰแͳᜒࡈ
܇ᏋƯɶƷࣱڡƳƲƷϐݼᎰሁǛૅੲ

ȷᏋδȞȞƷϐݼᎰแͳᜒࡈ ȷᜒࡈྸᚐࡇ Ჟ
Ჭܱׅ

ȷܭՃΪឱྙ Ჟ

ƢǔƨǊŴᜒࡈǛ͵ƠǇƢŵ

ὲᲧᲫဏࣱƷᏋδȷʼᜱǵȝȸȈ˖ ڜѕૅዅ  ˑ
ಅࣖੲʙಅ

ဏࣱƷƖ૾ǛᙸႺƢ
ƨǊŴࡽƖዓƖŴᏋδȷ

ғϋƷɶ˖ݱಅưŴဏࣱƕᏋδȷʼᜱ

ʼᜱ˞ಅǛӕࢽƠǍƢ

˞ಅǛӕࢽƠǍƢƍᎰئƮƘǓǛᘍƬƯ

ƍᎰئؾƮƘǓǛૅ

ƓǓŴᙲˑǛƨƠƨئӳƸڜѕǛૅ

ੲƢǔʙಅǛਖ਼ᡶƠƯ

ዅƠǇƢŵ

ƍƖǇƢŵ

ὲᲧᲬ༵ᚃƷᏋδӋьƷ̟ᡶ
ဏڡσӷӋဒƷᙻໜƔǒŴܼࡊƴƓƚ
ǔဏڡƷॖᜤƮƘǓǍ༵ᚃƷᏋδӋьሁ
ƴƭƍƯŴᜒࡈǍ࠼إȷऴإᛏǛᡫơƯ

ȷဏڡσӷӋဒऴإᛏǦǣǺૼ
ܿ ࠰  ׅႆᘍ
 ᢿg  ׅ

ዒዓƠƯ༵ᚃƷᏋδӋ
ьǛ̟ᡶƠƯƍƖǇ
Ƣŵ

ȷဏࣱݣᝋᜒࡈ  ׅ

̟ᡶƠǇƢŵ

έȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶ˖ಅ ȷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ ȷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩ
ᡶᛐ˖ܭಅ  ᅈ
ȳ ǹ ਖ਼ ᡶ ᛐ  ˖ ܭಅ
ᛐܭСࡇ
Ӳ࠰ࡇ   ᅈ

ɶ˖ݱಅǛɶ࣎ƱƠƨғϋ˖ಅƷƏ


ƪŴᏋδ˞ಅСࡇƕΪܱƠƯƍǔƳƲŴ
܇ᏋƯૅੲƴᆢಊႎƳ˖ಅǛŴ
žȯȸǯȷ
ȩǤȕȷȐȩȳǹਖ਼ᡶ˖ಅſƱƠƯᛐܭ
ƠπᘙƠǇƢŵǇƨŴᛐܭဎᛪǛƠƨɶ
˖ݱಅƸȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹ˖ಅ
ࣖੲƷဎƠᡂǈƕưƖǇƢŵ









ˋԧᲬ࠰ࡇ 

➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸱 ࡁࡵࡇࡲ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࡚ࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡲࡍ

Ჱ ٳƴƭƳƕǓƷƋǔܼࡊŴ܇ƲǋƷƨǊƴ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ٳƴƭƳƕǓƕƋǔܼࡊƱ܇Ʋǋƨƪ
ғϋƷ  ബƔǒ  ബƷܖᱫƷ܇ƲǋƷʴӝƸŴ  ࠰  உ  ଐྵ  נʴ
ưŴƦƷƏƪٳቔƷʴӝƸ  ʴŴኖ ᲟưƋǓŴғƷʴӝƴҩǊǔٳʴ˰ൟƷл
ӳƱǄǅӷơƱƳƬƯƍǇƢŵ
ɟ૾ŴғᇌƷݱɶܖఄƴנቔƢǔδᇜဃࢻƸ  ʴưŴƦƷƏƪٳቔδᇜȷဃࢻƸ
 ʴŴኖ ƱƳƬƯƍǇƢᲢˋԧΨ࠰  உ  ଐƷܖఄؕஜᛦ௹ƔǒᲣŵ
ғƕ  ࠰ࡇƴᘍƬƨžٳƴȫȸȄǛਤƭ܇ƲǋƷܱ७ᛦ௹ſưƸŴ
žᅹܖ፼Ʒࢍ
҄ƷᚇໜƔǒŴӲܖఄƷܱ७ƴࣖơƨଐஜᛖਦ˳ݰСſ
žଐஜᛖǛ፼ࢽƠƯƍƳƍ̬ᜱᎍǁƷ
җЎƳǱǢſžȈȸǿȫƳဃૅੲƷɟƱƠƯŴ˰Ǉƍƴ᧙Ƣǔऴإ੩̓ſž̬ᜱᎍӼƚƷ
ሊǍӕኵǈƴݣƢǔᛐჷࡇƷӼɥſ
žɧܖݼδᇜƷᡫૅܖੲƴӼƚƨࣖݣſƕᛢ᫆ƱƠƯਫ
ƛǒǕǇƠƨŵ
ƞǒƴ ᇹɟૼܿғٶ૨҄σဃǇƪƮƘǓ˟ᜭᲢ  ࠰  உƔǒ  ࠰  உᲣ
ưƸŴଐஜᛖਦݰƷΪܱŴٳʴƷ̬ᜱᎍƕ܇ᏋƯǍ؏עưܔᇌƠƳƍƨǊƷܼࡊǁƷǵȝȸ
ȈŴ؏עưƷᡲઃࢍ҄ƱƱǋƴŴ܇ƲǋƕᏋǛӖƚǔೞ˟ǛƠƳƍƨǊƷӕኵǈƷ࣏ᙲ
ࣱƕਦઇƞǕƯƍǇƢŵ


  ٳቔሁƷ܇ƲǋǍ̬ᜱᎍǁƷૅੲ
ٳʴʴӝƷفьŴЈ៲Ʒٶಮ҄ŴٳƴȫȸȄǛਤƭଐஜʴƷفьሁƷཞඞǛӖƚŴ
δᇜȷဃࢻƷٶቔ҄ȷٶᚕᛖ҄ƕɟޖᡶޒƠƯƍƘƜƱƕʖยƞǕǇƢŵ
ܖఄǍᏋǻȳǿȸưƸŴٳሁƔǒዻλܖƠƯƖƨ࠷δȷδᇜȷဃࢻƷଐஜᛖਦݰǍᢘ
ࣖਦݰƱƠƯŴଐஜᛖǵȝȸȈਦݰǍଐஜᛖܖ፼ૅੲǛܱƢǔƱƱǋƴŴ  ࠰ࡇƔ
ǒƸŴଐஜᛖਦݰƕ࣏ᙲƳɶܖᲭ࠰ဃǛݣᝋƱƠƨᡶૅܖੲǛᘍƬƯƖǇƠƨŵ
ྵנŴғᇌܖఄƴנቔƢǔٳʴƷδᇜȷဃࢻૠƸ  ࠰ЭƱൔǂƯኖ  ̿ƴفьƠƯ
ƍǇƢŵǇƨŴ  ࠰ࡇƴଐஜᛖǵȝȸȈਦݰǛӖƚƨ࠷δȷδᇜȷဃࢻૠƸ  ӸưŴ
࠰ࡇƴǑǓᢌƍƸƋǓǇƢƕŴƜƪǒǋفьͼӼƴƋǓǇƢŵ
ٳʴδᇜȷဃࢻǁƷૅੲƴƭƍƯƸŴଐஜƷܖఄဃǁƷᢘࣖૅੲƱଐஜᛖƷИਦݰ
ƴьƑŴᅹܖ፼ƴ࣏ᙲƳщǛԃǊƨዮӳႎȷٶ᩿ႎƳૅੲƷΪܱƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ
ǇƨŴٳʴ࠷δȷδᇜȷဃࢻƷܖఄဃƴ᧙Ƣǔ̬ᜱᎍǁƷૅੲƱƠƯŴғƷܖఄưƷ
ܖ፼ǍဃƴƭƍƯᚐᛟƠƨžૼܿғƷܖఄဃſǛᲰƔᛖưᣐࠋƢǔƱƱǋƴŴ̾ʴ᩿
ᛩሁƴƓƚǔᡫᚪƷᢔǍܖఄƩǑǓሁƷᎇᚪǛᘍƬƯƓǓŴʻࢸǋƜƏƠƨӕኵǈǛΪܱ
ƞƤƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άٳ
ٳƴƭƳƕǓƷƋǔܼࡊƱ܇ƲǋƨƪǁƷǵȝȸȈ 
ȷٳʴƕ؏עưƷဃƴɧᐯဌǛज़ơƳƍǑƏƴŴٶᚕᛖưƷဃऴإƷ੩̓ǍଐஜᛖƷ
፼ࢽƴƭƳƕǔૅੲǛዓƚƯƍƖǇƢŵ
ȷٳʴƷ̬ᜱᎍǁƷգႆǍႻᛩ˳СƷΪܱƴǑǓŴ܇ƲǋƷᏋƴݣƢǔॖᜤǛ᭗ǊŴ܇
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ƲǋƨƪƷܖƿೌМǛ̬ᨦƠƯƍƖǇƢŵ


ὲଐ
ଐஜᛖƷǵȝȸȈƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋƱܼࡊǁƷૅੲƷΪܱ
ȷଐஜᛖƕǘƔǒƳƍཞ७ưዻλȷ᠃λƠƯƘǔ࠷δȷδᇜȷဃࢻƕŴଐஜƷܖఄƴॹǕŴό
๖ƴဃƢǔƜƱƕưƖǔǑƏŴଐஜᛖƷИਦݰǛᘍƏƱƱǋƴŴ࣏ᙲƳᅹܖ፼Ʒૅ
ੲǛᘍƍǇƢŵ
ȷ̬ᜱᎍǁƷૅੲǍܖఄᏋƴƓƚǔžዮӳႎƳܖ፼Ʒ᧓ſǁƷಅңщǛƢǔඥ
ʴƱƷᡲઃƴǑǓŴٳƔǒዻλȷ᠃λƠƯƖƨ܇ƲǋƨƪƕܖఄဃƴॹǕǔƨǊƷૅ
ੲƱƠƯŴғᇌܖఄӏƼ࠷ᆐטưƷܖ፼ǍဃƴƭƍƯᚐᛟƠƨžૼܿғƷܖఄဃſǛ
ٶᚕᛖư˺ƠŴဇƠǇƢŵ
ȷٳቔƷδᇜሁƕٶƍғƷཎࣉǛƔƠƯŴܖఄဃƷɶưʝƍƷ૨҄Ǎ፼ƴᐯƴᚑ
ǕӳƏƜƱƸǋƱǑǓŴቔƷٶಮࣱǛƖƬƔƚƱƠƯϋٳƷƜƱǛјௐႎƴܖƿƜƱ
ƷưƖǔಅǛᘍƏƳƲŴႻʝƷܖƼǛ̟ƠƯƍƖǇƢŵ
ȷ̬ᏋᚨƴƓƍƯƸŴᚕᓶǍဃ፼ॹƷᢌƍƔǒဃơǔᛢ᫆ǛᚐൿƠŴ܇ƲǋƕǑǓᑣƍ
טဃǛᡛǕǔǑƏᛖƴǑǔǵȝȸȈǍଐஜᛖྸᚐƴӼƚƨૅੲǛᘍƍǇƢŵǇƨŴ
᩿ᛩǍ̬ᜱᎍ˟ƷᨥƴᡫᚪǛᢔƠŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳƷό๖҄ǛǓǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
ὲᲧᲫଐஜᛖܖ፼ǁƷૅੲ
ғưဃƠƯƍǔٳʴƕŴଐஜᛖǛ
ဇƍƯǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛƱǓƳƕǒ
؏עưܭܤႎƳဃǛᡛǕǔǑƏŴଐஜ
ᛖܖ፼Ʒೞ˟ƷΪܱǛǓǇƢŵ

ྵඞ

Ⴘ

ȷଐஜᛖܖ፼ǳȸȊȸȷૼܿଐ

ٳʴƷ܇ƲǋǍᚃ܇

ஜᛖȍȃȈȯȸǯƷᢃփ

ƴݣƠƯዒዓႎƳૅੲ

ȷଐஜᛖܴƷᢃփᲢ ƔŴ ǛƬƯƍƖǇƢŵ
 ܴᲣ
ȷ܇ƲǋଐஜᛖܴƷᢃփᲢᲫ
ƔŴᲬܴᲣ

ὲᲧᲬٳᛖ༿ဃऴإᛏƷႆᘍ

ȷ Ɣᛖ  ᢿ

ٳʴӼƚ  ᆔƷႸႎКƷဃǬǤ

ዒዓƠƯŴٳʴғൟ
ƴ࣏ᙲƳऴإǛች௹
ƠŴ੩̓ƠƯƍƖǇƢŵ


ȉǛ˺ᣐࠋƠŴ࠰ਫ਼᠍ऴإƷૼǛ
ᘍƍǇƢŵ

ὲᲧᲭ̬ᏋטδሁǁƷǵȝȸȈ
ଐஜᛖƴǑǔǳȟȥȋǱȸǷȧȳƕ
ᩊƳδᇜǛݣᝋƱƠƯŴᛖưƷǵ
ȝȸȈǛᘍƍƳƕǒŴଐஜᛖƷྸᚐǛ̟

ȷטδǁƷǵȝȸȈ
 Ɣ  ʴ
ȷ̬ᜱᎍǁƷᡫᚪǵȝȸȈ

Мဇטδૠሁƴࣖơ
ƯŴዒዓƠƯܱƠƯ
ƍƖǇƢŵ

 Ɣ  ʴ

ƠǇƢŵ̬ᜱᎍƴݣƠƯƸŴ̬ᜱᎍ˟ሁ
ƴᡫᚪᎍǛᢔƠǇƢŵ

ὲᲧᲮଐஜᛖǵȝȸȈਦݰ
 ғᇌܖఄƴዻλƠƨٳቔሁƷδᇜȷ

ȷᛖƴǑǔଐஜᛖਦݰᲢИ
ਦݰᲣƷܱᲢ ʴᲣ

ȷᡶૅܖੲʙಅǛӖᜒ
ƠƨɶܖᲭ࠰ဃƕࠎ
ஓƷ᭗ఄƴᡶܖưƖ

ဃࢻሁƕଐஜᛖƷಅǛྸᚐưƖǔǑƏ

 ଐஜᛖᏡщƴ̞ǔݣᛅǢ

ƴŴଐஜᛖǵȝȸȈਦݰǛᘍƍǇƢŵ

ǻǹȡȳȈᲢ&.# ƷžᛅƢſ
ȷ

ᏋǻȳǿȸǇƨƸЎܴưƷᡫƴǑǔᨼ

žᎮƘſƷȆǹȈƴƓƍƯŴ ȷଐஜᛖᏡщƴ̞ǔᚸ

ɶਦݰǛᘍƏƱƱǋƴŴ࣏ᙲƴࣖơƯܖ

ǹȆȸǸ ᲢૅੲǛࢽƯŴଐ

̖ƴƓƍƯؕᄽႎƳ

ఄǁଐஜᛖǵȝȸȈਦݰՃǛᢔƠƯŴ

ࠝႎƳȈȔȃǯƴƭƍƯྸ

ᏡщƕƋǔƱᛐǊǒ

̾КਦݰǛᘍƍǇƢŵ

ᚐƠŴܖኢѣƴǋᢿЎႎƴ

ǕƨδᇜȷဃࢻƷл



ƨлӳ Ჟ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

 ଐஜᛖǵȝȸȈਦݰኳʕࢸŴࠎஓᎍƴ

ƋǔᆉࡇӋьưƖǔᲣƷᚸ̖

ݣƠƯ્ᛢࢸƴଐஜᛖƴǑǔᅹƷܖ፼

ǛӖƚƨδᇜȷဃࢻƷлӳ

ਦݰǛܱƠǇƢŵ

 Ჟ

 ǇƨŴ᭗ఄӖ᬴ǛࠎஓƠƯƍǔɶ ܖ

ȷଐஜᛖƴǑǔᅹਦݰᲢ̾К

࠰ဃƷƏƪŴܖ፼ᚕᛖƷɧឱƴǑǓܖ፼

ਦݰᲣƷܱᲢ ʴᲣ

ѣƴૅᨦƕဃơƯƍǔٳቔሁƷဃࢻ

ȷɶ࠰  ܖဃǁƷଐஜᛖǵȝȸ

ӳ Ჟ
ˋԧᲬ࠰ࡇ 

ȈਦݰᲢᡶܖሁૅੲᲣƷܱ

ǛݣᝋƴŴӖ᬴ƴ࣏ᙲƳܖ፼ਦݰǛᘍƍŴ
ᡶܖǛૅੲƠǇƢŵ

Ⴘ

 Ӗᜒဃ ࢻƷᡶ  ྙ ܖᲟ
Ტ ʴ ʴɶᲣ



ȷ̬ᜱᎍӼƚƓჷǒƤ૨ሁƷ
ᎇᚪʙ̊Ʒπ
 ࠷ᆐטဇžλטƷƠƓǓſ
 ܖݱఄဇžғᇌܖݱఄƷᛟ
ଢſ

ὲᲧᲯଐஜᛖܖኢƷᢃփ
ଐஜᛖƷ፼ࢽƕҗЎưƳƍٳቔሁƷ
܇ƲǋƴݣƢǔܖ፼ᚕᛖƱƠƯƷଐஜᛖ

ȷܖݱఄ  ఄ  ܖኢ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ȷɶܖఄ  ఄ  ܖኢ

ǇƢŵ



ਦݰǛႸႎƱƠƯŴٻʁ̬ܖݱఄƱૼܿ
ɶܖఄƴଐஜᛖܖኢǛᚨፗƠᢃփƠƯƍ
ǇƢŵɶܖఄଐஜᛖܖኢƴƸžǻȳǿȸ
ႎೞᏡſǛˮፗ˄ƚŴਦ૾ݰඥǍᡶែሁ
ƴ᧙Ƣǔऴإ੩̓ƳƲƴǑǓғϋƷ˂Ʒ
ܖఄƷӕኵǈǛૅੲƠƯƍǇƢŵ
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Ⴘ  ࣎ܤưƖǔ܇ᏋƯؾǛƭƘǓǇƢ

  ǈǜƳư܇ƲǋƷᏋƪȷ܇ᏋƯǛૅƑƋƑǔؾƮƘǓ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ᏋƯૅੲѣƷǛƞǒƴ࠼ƛǔؾƮƘǓ
ғϋƴƸٶƘƷ܇ᏋƯૅੲ᧙ᡲ˳ׇƕѣǛƠƯƓǓŴഏᇹƴƦƷѣƕΪܱƠŴ˳ׇӷ
ٟƷǋ࠼ƕƬƯஹƯƍǇƢŵ
ғưƸŴғϋư܇ᏋƯƴ᧙ƢǔѣǛᘍƬƯƍǔ˳ׇ؏עሁƷӕኵǈႆᘙǍʩ්Ŵऴإʩ
੭ƷئƱƠƯžૼܿ܇ᏋƯȡȃǻܱᘍۀՃ˟ſǛᚨፗƠƯƍǇƢŵૼܿ܇ᏋƯȡȃǻܱᘍۀ
Ճ˟ƸŴˊƴӳǘƤƨ܇ᏋƯૅੲǛኧ൭ƠƭƭŴଐࠝƷѣƷௐǛޒᅆŴႆᘙƠŴ
Ӳ˳ׇƷཎᑥǛƔƠƨžૼܿ܇ᏋƯȡȃǻſǛ࠰ܱƠƯƍǇƢŵ
ǇƨŴ˰؏עൟƕɼ˳ƱƳǔ 021 ඥʴƕᢃփƢǔžǏƬƨǓȸƷſƸŴ؏עƷ܇ᏋƯɶƷ
ᚃ܇ƕМဇƠǍƢƍئƱƳǔǑƏŴಮŷƳ˖ဒǍМဇƷƠƘǈǛဃǈЈƠŴǑǓ؏עƴఌࠀ
Ơƨנ܍ƱƠƯѣǛዓƚƯƍǇƢŵƞǒƴŴۀ֚ۀՃưƋǔૼܿғ᩷࠰ݲѣਖ਼ᡶۀՃƷ
ѣǁƷૅੲǍŴ؏עƷ᩷࠰ݲᏋѣǁƷᙀяŴʙಅۀᚠƳƲಮŷƳ࢟७ưƷૅੲǛᘍƬ
ƯƍǇƢŵ
ƋǘƤƯŴғưƸ  ࠰  உƴžૼܿғ܇ƲǋசஹؕſǛᚨፗƠŴғൟǍ˳ׇሁƔ
ǒ݃ƤǒǕƨ݃᧽ǛᆢǈᇌƯŴ܇ƲǋƷᏋƪǛૅੲƢǔғൟሁƷᐯɼႎƳѣǁƷяǛ
ᘍƬƯƍǇƢŵ
ʻࢸƱǋŴѣॖӼƷƋǔʴƨƪƕൢ᠉ƴ܇ᏋƯૅੲѣƴӋьưƖǔೞ˟Ǜᄩ̬ƢǔƜ
ƱǍŴٶಮƳ࢟७ƴǑǔѣޒǁƷૅੲƴǑǓŴ܇ᏋƯૅੲѣƕዒዓႎƴܱƞǕǔƜ
Ʊƕ൭ǊǒǕǇƢŵ


  ɭˊǛឬƑƯʩ්ưƖǔؾƮƘǓƷਖ਼ᡶ
ғƷɭ࠘ƷཞඞǛܼଈКƴǈǔƱŴҥɭ࠘Ʒлӳƕ᭗ƘŴ  ࠰ƷѬᛦ௹ư
ƸŴғƷɟᑍɭ࠘Ʒኖ Ჟƕҥɭ࠘ƱƳƬƯƍǇƢŵǇƨŴఋܼଈɭ࠘Ƹኖ ᲟǛ
ҩǊǔƷƴݣƠŴɤɭˊܼଈƸኖ ᲟƴƱƲǇƬƯƍǇƢŵ
܇ƲǋƷᧈᢅᆉƴƓƍƯŴᚃɭˊƩƚưƳƘŴࠢ࠼ƍ࠰ᱫƷٻʴƱƷʩ්ƸŴٶಮƳ̖
͌ᚇƴƾǕŴ࠼ƍᙻǍᝅƔƳ࣎ǛᏋǉɥưٻЏưƢŵǇƨŴᚃɭˊǍᅑ༵ɭˊƴƱƬƯ
ǋŴٶɭˊ᧓Ʒʩ්ƸŴʝƍƷᏡщǍኺ᬴ǛƔƠƯૅƑӳƏٻЏƳೞ˟ƱƳǓǇƢŵƠƔ
ƠŴྵˊƷɭ࠘࢟७ǛᎋƑǔƱŴܼࡊϋưƷɭˊ᧓ʩ්ƕӕǓƮǒƘƳƬƯƍǇƢŵ
ғưƸŴ
žᓳӳɤɭˊʩ්ǵȭȳſǛᚨƠŴࠢ࠼ƍ࠰ˊƷғൟƕɼ˳ႎƴӋьƠŴɭˊǛ
ឬƑƨٶಮƳʴ᧓᧙̞ƷɶưŴƦǕƧǕƷࢫлǛਃƍƋƍŴᨼƍŴʩ්ưƖǔئǛ੩̓ƠƯ
ƍǇƢŵғൟưನƢǔžᓳӳɤɭˊʩ්ǛᏋƯǔ˟ſƴʙಅᢃփǛۀᚠƠŴ؏עƷܱऴȷᙲ
ஓƴࣖơƨȗȭǸǧǯȈǍǤșȳȈሁǛܱƠŴ؏עǳȟȥȋȆǣƷਗໜƱƳƬƯƍǇƢŵ
ǇƨŴғϋδᇜƷƏƪ  ƔưƸŴδᇜƱ؏עʩ්ሁƷᙐӳᚨƱƳƬƯƓǓŴ
ٶɭˊʩ්ƷᘍʙሁǛᡫơƯᚑǕӳƏೞ˟ǛᚨƚƯƍǇƢŵʻࢸǋࠢ࠼ƍɭˊƕЈ˟ƍŴʩ
්ƠŴૅƑƋƑǔǑƏƳئƱೞ˟Ǜᄩ̬ƠƯƍƘӕኵǈƕ࣏ᙲưƢŵ
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ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά܇
܇ᏋƯǛૅੲƢǔ˳ׇȷʴƱƷЈ˟ƍƱѣǁƷૅੲ
ȷ
žૼܿ܇ᏋƯȡȃǻܱᘍۀՃ˟ſǛᡫơƯŴ܇ᏋƯ˳ׇǍғϋƷᅈ˟ᝡྂѣ˳ׇƷȍȃȈ
ȯȸǯƮƘǓŴѣॖӼƕƋǔʴǍ˳ׇƕЈ˟Əೞ˟Ǜᄩ̬ƠŴʩ්ӏƼऴإʩ੭ƕưƖ
ǔǑƏૅੲƠƯƍƖǇƢŵ


ὲૼ
ૼܿғ܇ƲǋசஹؕǛဇƠƨѣǁƷૅੲ
ȷૼܿғ܇ƲǋசஹؕǛဇƠŴƜǕǇưŴ܇ƲǋؘŴܖ፼ૅੲŴ܇ᏋƯƻǖƹŴ᩷࠰ݲ
ƷͤμᏋሁƷѣƴяǛᘍƬƯƖǇƠƨƕŴʻࢸǋŴٶಮƳѣƕ࠼ƕǓዒዓƞǕƯ
ƍƘƨǊƷૅੲǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ


έɭˊ᧓ʩ්Ʒೞ˟ƷਘΪ
ȷ
žᓳӳɤɭˊʩ්ǵȭȳſǍŴᙐӳƷδᇜȷ؏עʩ්ሁƴƓƍƯŴɭˊ᧓ʩ්ƕǕ
ǔʙಅǛޒƢǔƜƱưŴӋьᎍƕٶಮƳ̖͌ᚇƴᚑǕŴʝƍƷኺ᬴ǛƔƠƯૅƑƋƑ
ǔೞ˟Ǜᄩ̬ƠƯƍƖǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫܼࡊȷ؏עƷᏋщƱƷᡲઃ ȷᇹ  ܇ܿૼׅᏋƯȡȃǻƷ ˳ׇӷٟƷȍȃȈȯȸ
͵
ǯƮƘǓǍŴʴǍ˳ׇ
Ტ܇ᏋƯȡȃǻᲣ
 Ј˳ׇޒૠ  ˳ׇ

ƕЈ˟Əೞ˟ǛفǍ

ƠƯŴଐࠝƷѣƷௐǛޒᅆȷႆᘙƢ

 ኖ  ʴஹئ

ƠŴଏ܍ƷѣƱ́Ƥ

ǔƜƱƴǑǓŴ܇ᏋƯૅੲƴ݃ɨƢǔئ

 Ტ૿ᲴૼܿǳǺȟȃǯǻȳ

ƯŴૼƨƳѣƷޒ

ƱƠƯžૼܿ܇ᏋƯȡȃǻſǛ͵ƠǇ

ǿȸ˳ٻᏋܴŴٶႸႎܴᲣ

ǛૅੲƠƯƍƖǇƢŵ

Ƣŵ

ܱᘍۀՃ˟  ׅ

ૼܿ܇ᏋƯȡȃǻܱᘍۀՃƕғൟƴݣ

ܼࡊƱ؏עƷᏋщӼɥƷƨǊŴӲע
؏˳ׇǍܼࡊƱƷᡲઃƴǑǓ܇ᏋƯǛૅ
ƑƋƑǔؾƮƘǓǛႸਦƠǇƢŵ

άᲧ Წ҅  ܇˜ ޛᏋƯ ૅ ੲң ʙ ಅ ȷМဇᎍૠ  ʴ
ᲢǏƬƨǓȸƷᲣ
ȷႻᛩˑૠ  ˑ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ǇƢŵ

˰؏עൟƕɼ˳ƱƳǔ 021 ඥʴƕŴ
МဇᎍƱǢǤȇǢǛЈƠӳƍŴᐯɼႎƳ
܇ᏋƯૅੲʙಅǛܱƠǇƢŵ

άᲧ ᩷࠰ݲѣਖ਼ᡶۀՃƷѣ
ഏˊǛਃƏᐯᇌƠƨ᩷࠰ݲƷᏋǛႸ
ႎƱƠƯŴ᩷࠰ݲƷ˳᬴ѣƷΪܱǍŴ
᩷࠰ݲƷဃƷɶ࣎ưƋǔܼࡊƷᏋ

ȷᠾಅ˳᬴  ׅ

ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ

ȷ܇Ʋǋᐯ˳᬴ǭȣȳȗᲢ

ǇƢŵ

ජ  ଐᲣ



ȷᚃ܇ᐯ˳᬴Ტଐ࠙ǓᲣ

ؾƷӼɥǛǔƨǊƴѣƠƯƍǇƢŵ ȷऴإᛏžƋƦǇƳſ࠰  ׅႆ


ᘍ

ὲૼܿғ܇ƲǋசஹؕǛဇƠƨ ȷ ѣǁя
яʙಅ
 яዮ᫇  ό
܇ᏋƯܼࡊƷᅦᅍƷӼɥǛǓŴ܇Ʋ
ǋƨƪƷဃƖǔщǛᏋǉƜƱǛႸႎƱƠ

சஹǛਃƏ܇ƲǋǁƷ
ૅੲƷƕ࠼ƕǔǑ

  ܇Ʋǋ  ؘѣ

ƏŴዒዓƠƯܱƠƯ

  ܇ᏋƯƻǖƹ  ѣ

ƍƖǇƢŵ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

ƯŴғൟሁƕᘍƏѣƴݣƠŴƷɟ

  ܖ፼ૅੲ  ѣ

ᢿǛяƠƯƍǇƢŵ

  ᩷࠰ݲƷͤμᏋ  ѣ

έᲧᲫᓳӳɤɭˊʩ්ʙಅ

ȷᓳӳɤɭˊʩ්ǵȭȳМဇᎍ

ᙱᓳӳδᇜϋƴŴғൟƱƷңƴǑ

ዮૠ  ʴ

Ⴘ

ࠢ࠼ƍɭˊƕӋьƢǔ
ʙಅǛޒƠŴʩ්Ʒ

ǓŴࠢ࠼ƍ࠰ˊƷғൟƕଐࠝႎƴᨼƍŴ

 ᲢȗȭǸǧǯȈМဇᎍԃǉᲣ ࣱ҄ǛƬƯƍƖǇ

ʩ්ƢǔئƱƠƯžᓳӳɤɭˊʩ්ǵȭ

ȷ ȗ ȭ Ǹ ǧ ǯ Ȉ М ဇ ᎍ ዮ ૠ Ƣŵ

ȳſǛᚨƠƯƍǇƢŵʙಅᢃփƸғൟ

 ʴ

ஊ࣓ƔǒƳǔžᓳӳɤɭˊʩ්ǛᏋƯǔ
˟ſƴۀᚠƠƯƍǇƢŵ

έᲧᲬδᇜƱ᭗ᱫᎍƷʩ්
δᇜƱ؏עʩ්ሁ᭗ᱫᎍƷМဇ

ᙐӳᚨ  ƴƓƍƯʩ්

ዒዓƠƯʩ්Ƣǔೞ˟

ʙಅǛܱ

ǛᚨƚƯƍƖǇƢŵ

ᚨƷӳሰᚨƴƓƍƯŴᘍʙሁǛڎೞƴ
ʩ්Ƣǔೞ˟ǛᚨƚǇƢŵ
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Წ ܇ƲǋƷᇰ᫊ƕƋƾǕǔǇƪƮƘǓ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܇ƲǋƱɟደƷٳЈƕƞǒƴಏƠƘƳǔǇƪƮƘǓ
ᢊែȷᬜƳƲƷʩᡫ᧙ᡲᚨǍཋƴƓƚǔെࠀƷᚐෞŴǨȬșȸǿȸƷᚨፗƳƲŴǇƪ
ƷȐȪǢȕȪȸƸბܱƴᡶޒƠƯƍǇƢŵ
ƠƔƠŴ܇ƲǋǛᡲǕƯƓЈƔƚƢǔᨥƴƸŴʐǍƓǉƭஆƑǹȚȸǹሁƷᄩ̬Ŵࡃᑄ
ƳƲƷӖλ˳СŴƓᝰƍཋƷஇɶƴ܇Ʋǋƕ࣎ܤƠƯއǒǕǔǹȚȸǹƕƋǔƔƳƲŴɧܤ
Ǜज़ơǔئӳǋƋǓǇƢŵ
ƦǕƴݣϼƢǔƨǊŴ܇ƲǋƱɟደƷƓЈƔƚǛૅੲƢǔᚨǍࡃᑄƴƭƍƯƷऴإǛŴ
ᢘЏƔƭ᠉ƴλưƖŴဇưƖǔǑƏƳؾǛૢƑǔƜƱǋ࣏ᙲưƢŵ
ʻࢸǋŴ
ž܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪſƷܱྵƴӼƚƯŴȏȸȉȷǽȕȈɲ᩿ưŴ܇ƲǋƱɟደƷ
ƓЈƔƚƕƞǒƴಏƠƘƳǔǑƏƳӕኵǈǛᡶǊƯᘍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά܇
܇ƲǋƱٳЈƠǍƢƍǇƪƷਖ਼ᡶ
ȷ܇ƲǋǛᡲǕƯٳЈƢǔᨥƷМࣱ̝Ǜ᭗ǊǔऴإǛǢȗȪǍǦǧȖư੩̓ƢǔƱƱǋƴŴ
ǹȞȸȈȕǩȳŴǿȖȬȃȈᇢŴᐯܡƷȑǽǳȳƳƲƔǒŴƍƭưǋƲƜưǋऴإǛ
ƴλǕǔƜƱƕưƖǔؾǛૢͳƠŴٳЈƠǍƢƘ܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪǛႸਦƠǇƢŵ
ȷ܇ƲǋƱɟደƷٳЈƴ̝МƳᚨͳŴǵȸȓǹƷƋǔൟ᧓ƷࡃᑄȷᚨǛႇƠŴ܇ᏋƯ
ǛࣖੲƢǔᚨưƋǔƜƱǛଢᅆƢǔǹȆȃǫȸǛᝳƬƯǋǒƏƜƱưŴǇƪμ˳ư܇Ʋ
ǋǛᡲǕƨƓЈƔƚǛടᡇƠŴ܇ƲǋǛٻЏƴƢǔםǛᣱƠƯƍƖǇƢŵ


ὲᛡ
ᛡǋƕᆆѣƠǍƢƘŴМဇƠǍƢƘŴǘƔǓǍƢƍǇƪƴ
ȷ
žȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳǇƪƮƘǓǬǤȉȩǤȳſǛဇƠƯŴƭƔƍƯŴƭƘǓƯŴᘍ
ሁƕƦǕƧǕƷᇌئưǇƪƮƘǓƷࢫлǛਃƍŴɟʴƻƱǓƷپƱңƷӕኵǈǛᡶǊ
ǔƜƱƴǑǓŴಮŷƳʴŷƷᅈ˟ӋьǍᐯဌƳᣃࠊѣǛ̟ᡶƠŴᛡǋƕᆆѣƠǍƢƘŴ
МဇƠǍƢƘŴǘƔǓǍƢƍૼܿƷǇƪǛܱྵƠƯƍƖǇƢŵ
ȷғൟƷ៲ᡈƳȆȸȞǛӕǓɥƛŴ࢘ʙᎍӋьȯȸǯǷȧȃȗǛဇƠŴМဇᎍŴဃᎍ
ƷᙻໜƔǒŴȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳƴƭƍƯྸᚐǛขǊǇƢŵǇƨŴƦƷኽௐǛǬǤȉ
ȖȃǯƴǇƱǊŴ᧙̞ᎍƴᣐࠋƢǔƳƲƞǒƳǔȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳƷ୍ӏգႆǛǓ
ǇƢŵ



 


 ȯȸǯǷȧȃȗȷȷȷܭƷᛢ᫆ƴƭƍƯƷʙЭᄂᆮƷኽௐǛਤƪ݃ǓŴ᚛ᜭǛƶǔ࢟Ʒᄂ̲˟ǛਦƠǇ
Ƣŵ

 ȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳȷȷȷ࠰ᱫǍᨦܹƷஊƴ᧙ǘǒƣŴμƯƷʴƕ̅ƍǍƢƍǑƏƴپƞǕƨဇφȷ
ሰཋƳƲƷȇǶǤȳƷƜƱǛਦƠǇƢŵ



➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸲 Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᏊ⫱࡚⎔ቃࢆࡘࡃࡾࡲࡍ

ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άᲧᲫ܇ᏋƯࣖੲǷȧȃȗƷႇ̟ ȷ܇ᏋƯࣖੲǷȧȃȗካᆢႇ ȷ܇ᏋƯࣖੲǷȧȃȗ
ˑૠ
ካᆢႇˑૠ
ᡶ
܇ƲǋǛᡲǕƨʴǁᣐॾƢǔӕኵǈǛ
ᘍƏғϋƷՠࡃŴࡃƳƲǛž܇ᏋƯ

  ࡃ

  ࡃ

ᲢྵנƷႇˑૠ  ࡃᲢǄ
Ɣƴՠࡃᘑ  ˑᲣᲣ

ࣖੲǷȧȃȗſƱƠƯႇƠŴǹȆȃǫȸ
Ʒʩ˄ǍțȸȠȚȸǸưƷࡃᑄሁƷ 24
ǛᘍƍǇƢŵ
ǇƨŴғஊᚨƴƓƚǔʐӧᏡƳǹ
ȚȸǹሁƷऴإƱƱǋƴŴțȸȠȚȸǸ
ǍǹȞȸȈȕǩȳǢȗȪư౨ኧưƖǔǑ
ƏƴƠǇƢŵ
ᚃ܇ưٳЈƠǍƢƍǇƪƮƘǓǛᡫơ
ƯŴ؏עμ˳ư܇ᏋƯǛࣖੲƢǔൢᢃǛ
ᣱƠǇƢŵ

άᲧᲬʩᡫȐȪǢȕȪȸƷૢͳ̟ᡶ

ȷᆆѣሁό๖̟҄ᡶ૾ᤆƷሊܭ

ȷˋԧᲭ࠰ࡇŴᆆѣሁό

ȐȪǢȕȪȸඥƴؕƮƖŴғϋμ؏Ǜ

ƷƨǊƷӕኵǈǛᘍƬƯƍ

๖̟҄ᡶ૾ᤆƷሊܭ

ǇƢŵ

ʖܭ

ݣᝋƱƠƨᆆѣሁό๖̟҄ᡶ૾ᤆƷሊܭ
ǛᘍƍǇƢŵǇƨŴțȸȠȉǢᚨፗᙀя

ȷғϋᤧᢊᬜ  ᬜɶ  ᬜƴ

ȷғϋᤧᢊᬜ  ᬜɶ

ሁƴǑǓŴᤧᢊᬜƷȐȪǢȕȪȸ҄Ǜਖ਼

țȸȠȉǢᚨፗᲢ țȸ

 ᬜƴțȸȠȉǢ

ᡶƠƯƍƖǇƢŵ

Ƞɶ  țȸȠƴțȸȠȉǢ

ᚨፗᲢ țȸȠɶ

ᚨፗᲣ

 țȸȠƴțȸȠ

ȷғϋᤧᢊᬜ  ᬜɶ  ᬜƴ
ǨȬșȸǿȸᚨፗ

ȉǢᚨፗᲣ
ȷғϋμᤧᢊᬜƴǨȬ
șȸǿȸǛᚨፗ

ὲᲧᲫȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳǇƪƮ ȷਖ਼ᡶ˟ᜭƷ͵  ׅ
ƘǓƷਖ਼ᡶ
ȷ୍ӏգႆ
ȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳǇƪƮƘǓǬǤ

ȷᲢˎᆅᲣૼܿғȦȋ
ȐȸǵȫȇǶǤȳǇ

ȯȸǯǷȧȃȗƷ͵

ƪƮƘǓவ̊ƴؕƮ

ȉȩǤȳƴؕƮƖŴƭƔƍƯŴƭƘǓƯŴ

 ȆȸȞŴᚘ  ׅ

ƘʙЭңᜭСࡇƴǑ

ᘍƷӕኵǈƴǑǓŴƩǕǋƕᆆѣƠǍ

ǬǤȉȖȃǯƷ˺  ώ

ǓŴȦȋȐȸǵȫȇ

ƢƘŴМဇƠǍƢƘŴǘƔǓǍƢƍૼܿ



ǶǤȳǇƪƮƘǓƷ

ƷǇƪǛܱྵƠƯƍƖǇƢŵ

ᙻໜǛ៊ǇƑƨཋ
ƷૢͳǛბܱƴᡶǊ
ƯƍƖǇƢŵ
ȷ୍ӏգႆ
 ȯȸǯǷȧȃȗሁǛ
ዒዓƠƯܱ

ὲᲧᲬฌưƖǕƍƳȈǤȬƮƘǓ
πטȈǤȬƱπᘌȈǤȬǛŴฌưȐ
ȪǢȕȪȸƴᣐॾƠƨᛡǋƕМဇƠǍƢ
ƍȈǤȬƴૢͳƠǇƢŵ

ȷȐȪǢȕȪȸࣖݣሖૠ 
ᚘ  Ɣ
ȷබࡸȈǤȬ҄ࣖݣሖૠ 
ᚘ  Ɣ

ȷȐȪǢȕȪȸࣖݣሖ
ૠ ᚘ  Ɣ
ȷබࡸȈǤȬ҄ࣖݣሖ
ૠ ᚘ  Ɣ
ˋԧᲬ࠰ࡇ 
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Ჭ ǋƬƱܤμư࣎ܤƳǇƪƮƘǓ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  ܤμư࣎ܤƠƯǒƤǔǇƪƮƘǓƷਖ਼ᡶ
  ࠰ᜩݑႉƴǑǔƱŴ ബசƷ܇ƲǋƕᘮܹᎍƱƳƬƨДඥཛƷᛐჷˑૠƸŴ
 ˑᲢ  ࠰ᲣưЭ࠰ǑǓ  ˑᲢᲣƷถݲƱƳǓŴ  ࠰ˌᨀถ
ͼݲӼƴƋǓǇƢŵƠƔƠŴဦӕᛔƸᢅӊᲫᲪ࠰᧓್ƹƍưਖ਼ᆆƠŴ  ࠰ɶƸ 
Ტဦӕᛔᛐჷˑૠ  ˑƷƏƪŴ܇ƲǋƷᘮܹƕ  ˑᲣƱƳƬƯƓǓŴӷ࠰  உƴƸ
ҘᓶჄƴƓƍƯ܇ƲǋƕဦӕᛔƞǕൈܹƞǕǔƱƍƏЅफʙˑƕႆဃƠƯƍǇƢŵ
ƜƷǑƏƳʙˑƷǄƔŴ  ࠰ƴƸμႎƴʩᡫʙǛԃǉɧॾƷʙȷʙˑƴ܇Ʋ
ǋƕࠇƖᡂǇǕƯƍǔƜƱƔǒŴᅈ˟μ˳ƴƓƍƯ܇ƲǋƷܤμƴݣƢǔ᧙࣎ƕ᭗ǇƬƯƍ
ǇƢŵ
ƦƜưŴғưƸžૼܿғൟƷܤμȷ࣎ܤƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔவ̊ſƴؕƮƖŴ؏עƴƓƚǔφ˳
ႎƔƭዒዓƠƨ᧸ཛѣǛਖ਼ᡶƠƯƍƘƜƱǛЭ੩ƱƠƨໜעғǛғϋμ؏ƴ࠼ǊŴᜩݑ
ሁƱᡲઃǛǓƳƕǒŴƞǒƳǔғൟƷѣǛૅੲƠƯƍǇƢŵ


  ؏עƷܤμƳᬝƚᡂǈئȷȔȸȝ  ƹǜƷƍƑ
ғưƸŴғϋƷᜩݑፙƱ˳ׇ؏עƷңщƷǋƱŴ؏עƷɶƴ܇ƲǋƷዬ࣯ᢤᩊئǛᄩ̬
ƢǔӕኵǈƱƠƯžȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſƷᚨፗǛਖ਼ᡶƠƯƍǇƢŵӲ؏עǛሥƢǔᜩ
ݑፙƴǑǔྵעᄩᛐǛኺƯႇƠƨܼࡊǍࡃᑄŴʙಅƴƸŴ܇ƲǋƴᙸƑǍƢƍئƴ
žȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſƷǹȆȃǫȸǛਫ਼ᅆƠƯƍǇƢŵ
 ˳ׇ؏עƕɶ࣎ƱƳƬƯŴ܇ƲǋƱɟደƴžȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſƷئǛᄩᛐƠƳƕ
ǒܤ؏עμȞȃȗǛ˺ƢǔƳƲŴӲ؏עưƷܤμӼɥƴဇƢǔӕኵǈǋ࠼ƕƬƯƍǇƢŵ
ǇƨŴӲ؏עư˺ƠƨȞȃȗƕஊјƴೞᏡƢǔǑƏŴǇƪƷཞඞǛഩƍƯϐᄩᛐƠƳƕǒŴ
ܤμȷ࣎ܤऴإƷദᄩࣱǛ̬ƭӕኵǈǋᘍǘǕƯƍǇƢŵƜǕǒƷѣǛᡫơƯžȔȸȝ 
ƹǜƷƍƑſƴƭƍƯƷ؏עƷྸᚐƕขǇǓŴૼƨƳႇࠎஓƕ̟ᡶƞǕǔƳƲƷјௐƕဃ
ǇǕƯƍǇƢŵ
ʻࢸǋŴ
žȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſƕ܇ƲǋƷዬ࣯ᢤᩊئƱƠƯஊјೞᏡƢǔǑƏŴᜩ
ݑǍ؏עƱᡲઃƠŴ܇ƲǋǍ̬ᜱᎍǁƷԗჷŴ؏עǍʙಅᎍǁƷ୍ӏգႆƴѐǊƯƍƘƜƱ
ƕ࣏ᙲưƢŵ
ǇƨŴዬ࣯Ʒ૾ࣖݣඥǛǇƱǊƨž̬ᜱȞȋȥ
ǢȫſǛŴႇƠƨܼࡊǍࡃᑄŴʙಅƴܭႎƴ
ᡛ˄ƠŴႇᎍƕǹȆȃǫȸƷᝳ˄ཞඞǛᄩᛐƠƨǓŴ
ܼଈǍࢼಅՃǋԃǊƯ૾ࣖݣඥǛσஊƢǔƜƱƴǑǓŴ
܇ƲǋƷᢤᩊƴᢘЏƳࣖݣƕưƖǔ˳СǛૢƑƯ
Ȕȸȝ  ƹǜƷƍƑǹȆȃǫȸ

ƍƘƜƱƕᙲưƢŵ


  ઃ࠘ᩓᛅǍǤȳǿȸȍȃȈƱ܇Ʋǋƨƪ
ǹȞȸȈȕǩȳǍǿȖȬȃȈƷ୍ӏƴǑǓŴƍƭưǋȷƲƜưǋǤȳǿȸȍȃȈǍ 505 Ʒ
МဇƴǑǓऴإƷӕࢽȷ੩̓ƕ̝МƴƳǔɟ૾ŴƦǕƴˤƏүᨖࣱǍࡴܹƴǋҗЎᣐॾƢǔ
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࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ғƷᛦ௹ưƸŴܖݱఄ ȷ ࠰ဃƴžઃ࠘ᩓᛅȷǹȞȸȈȕǩȳƷ̬ஊཞඞſǛݮƶƨƱ
ƜǖŴᐯЎݦဇǛਤƬƯƍǔƱׅሉƠƨлӳƸŴưƠƨŵǇƨŴ
žઃ࠘ᩓᛅŴǹȞȸȈ
ȕǩȳŴȑǽǳȳŴǲȸȠೞ֥ሁǛ̅ƬƯƍƯኺ᬴ƠƨƜƱſưƸŴ
žѣဒǍǲȸȠŴ505 Ƴ
ƲǛٸƘǇưǍƬƯƍƯŴஔឪƖǔƷƕƭǒƘƳƬƨſƕ ưஇǋٶƘž505 ƳƲ
ưŴफӝǛᚕǘǕƨǓː᧓ٳǕƴƞǕƨſƕ ƱዓƖŴ˴ǒƔƷȈȩȖȫƳƲǛኺ᬴Ơ
ƨлӳƸኖ ƴƳǔƜƱƕЎƔǓǇƠƨŵ
 ғưƸŴݱȷɶܖఄưƷऴإȢȩȫᏋƷܱǍŴՃݣᝋƷऴإȢȩȫᄂ̲ƷӕኵǈǛ
ᘍƬƯƍǇƢƕŴʻࢸǋಮŷƳೞ᧙ƕᡲઃƠƯŴȕǣȫǿȪȳǰƷ୍ӏǛǔƱƱǋƴŴǹ
ȞȸȈȕǩȳሁǍǤȳǿȸȍȃȈƷМဇƴ᧙ƢǔܼࡊưƷȫȸȫ˺ǓƷਖ਼ᡶƳƲŴ܇ƲǋǍ
̬ᜱᎍƴݣƢǔգႆѣǛਖ਼ᡶƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ


  ܤμȷ࣎ܤऴإƷႆ̮
ғƷᛦ௹ưƸŴ
ž࣎ܤƠƯ܇ᏋƯǛƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳ؏עưƷӕኵǈſǛݮƶƨƱƜǖŴ
žᘍ
Ǎ̬ᜱᎍŴ؏עƷʴƨƪƕңщƠŴ܇ƲǋƷܤμǛܣǔƨǊƷѣǛƢǔſƱƷׅሉƕٶ
Ƙ݃ƤǒǕǇƠƨᲢܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍ Ŵܖݱဃ̬ᜱᎍưƸ Უŵ܇ƲǋǛӕǓࠇ
ƘؾƸŴᅈ˟ऴѬƱƱǋƴٻƖƘ҄٭ƠƯƓǓŴ܇ƲǋƕཛፕǍʙሁƴࠇƖᡂǇǕǔʙ
̊ǋٶƘŴ܇ƲǋǛܣǔݣሊƷ࣏ᙲࣱƕǇƢǇƢ᭗ǇƬƯƍǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
άע
؏עƱƷңƴǑǔᙸܣǓ
ȷထ˟Ŵᐯ˟ŴՠࡃᘑŴעғңᜭ˟Ŵ᩷࠰ݲᏋۀՃ˟ŴൟဃۀՃȷδᇜۀՃŴ26# ሁƴ
ǑǔŴ܇ƲǋᙸܣǓѣŴ٣ƔƚȷƋƍƞƭᢃѣŴ᧸ཛȑȈȭȸȫŴʩᡫܤμѣƳƲŴע
؏ƷʴǍƋǒǏǔเǛဇƠƨᙸܣǓƷǛ࠼ƛǔѣǛࡽƖዓƖૅੲƠƯƍƖǇƢŵ



ὲܤ
ܤμᏋӏƼܖఄƷܤμݣሊƷਖ਼ᡶ
ȷಮŷƳʙˑȷʙǍᐯܹሁƷүᨖࣱŴܤμȷ࣎ܤƳᅈ˟ƮƘǓƷॖ፯ǛྸᚐƠŴᐯǒƷ
ဃԡǛܣǔƨǊƴ࣏ᙲƳჷᜤǍ২ᏡǛ៲ƴ˄ƚƞƤǔƱƱǋƴŴܤμư࣎ܤƳᅈ˟ƮƘǓ
ƴᝡྂƠǑƏƱƢǔ७ࡇƷᏋǛǓǇƢŵǇƨŴȡȇǣǢሁƔǒƷಮŷƳஊܹऴإǍŴ
ǤȳǿȸȍȃȈȷ505 ሁƷМဇƴǉүᨖǛྸᚐƠŴδᇜȷဃࢻƷऴإȢȩȫǛᏋƢǔ
ƨǊŴܖఄŴܼࡊŴ˖ಅሁƱᡲઃƠƨऴإȢȩȫᏋǛܱƠǇƢŵ
ȷܖఄܤμᚘဒӏƼܖఄүೞሥྸȞȋȥǢȫǛ࣏ᙲƴࣖơƯ౨ᚰȷોծƢǔƱƱǋƴŴܖఄ
ᚨǍᡫܖែƷܤμࣱǛᄩ̬ƢǔƨǊŴܖఄעϋӏƼܖݱఄƷᡫܖែƴᚨፗƠƨ᧸ཛǫ
ȡȩƷᢃဇǍŴʩᡫܤμƱ᧸ཛƷᚇໜƴǑǔᡫܖែܤμዮໜ౨ƷܱሁƷӕኵǈǛࡽƖዓ
Ɩਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ


 


 ȕǣȫǿȪȳǰȷȷȷǤȳǿȸȍȃȈƷȚȸǸǛŴɟܭƷؕแƴǑǓžᘙᅆƠƯᑣƍǋƷᲢ܇ƲǋӼƚƷͤ
μƳǵǤȈƳƲᲣſƱŴžᘙᅆᅠഥƷǋƷᲢЈ˟ƍኒǵǤȈǍǢȀȫȈǵǤȈƳƲᲣſƴǘƚŴ܇ƲǋƷ࠰ᱫǍܼ
ࡊƷɼ፯ƴӳǘƤƯŴ܇ƲǋƴᙸƤƨƘƳƍȚȸǸƴǢǯǻǹưƖƳƍǑƏƴƢǔೞᏡưƢŵ



➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸲 Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᏊ⫱࡚⎔ቃࢆࡘࡃࡾࡲࡍ

έȔ
Ȕȸȝ  ƹǜƷƍƑƷ୍ӏ
ȷ
žȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſƕ܇ƲǋƷዬ࣯ᢤᩊئƱƠƯஊјƴೞᏡƢǔǑƏŴ܇ƲǋǍ
̬ᜱᎍŴ؏עǍʙಅᎍǁƷԗჷƴѐǊǇƢŵ
ȷ؏עưžȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſǛഩƍƯᄩᛐƠƨǓŴܤμȷ࣎ܤȞȃȗǛ˺ȷዻᨼƢ
ǔᨥƴᡲઃǛǓǇƢŵ
ȷ
žȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſႇᎍƴŴዬ࣯Ʒ૾ࣖݣඥǛᚡ᠍Ơƨž̬ᜱȞȋȥǢȫſሁ
Ǜܭႎƴᡛ˄ƢǔƜƱƴǑǓŴǹȆȃǫȸƷਫ਼ᅆཞඞƷᄩᛐŴܼଈǍࢼಅՃǋԃǊƨݣ
ࣖ૾ඥƷσஊƴƭƍƯƖƔƚǛᘍƍŴ܇ƲǋƷᢤᩊƴᢘЏƳࣖݣƕưƖǔ˳СǛૢƑ
ƯƍƖǇƢŵ


ὴ܇
܇ƲǋƷܤμǛܣǔƨǊƷऴإ੩̓
ȷʻࢸǋŴཛፕȷʙȷɧݙᎍƴ᧙ƢǔऴإǛғൟƷ૾ƴᡆᡮƔƭႎᄩƴˡᢋƠŴ܇ƲǋƷܤ
μǛǇƪμ˳ưᙸܣǔƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

άǈǜƳưᡶǊǔʩᡫܤμ

ȷ܇Ʋǋʩᡫܤμᐯ᠃ܴ

=ʩᡫܤμܴ?Ჴ࠷δƔǒƷʩᡫܤμ

 ܖݱఄư  ܱׅ

ܴǛዒዓƠƯܱ

ᏋƕᙲưƋǓŴ̬ᏋטŴ࠷ᆐטӏƼ

ȷǹǿȳȈȞȳƴǑǔʙሁǛ

ƠǇƢŵ

ܖݱఄưŴᜩݑƷਦݰƴǑǔʩᡫܤμ

ϐྵƠƨʩᡫܤμܴƷܱ

ȷʩᡫܤμዮໜ౨

ܴǛܱƠǇƢŵǇƨŴܖݱဃӼƚƴദ

Ტɶܖఄ  ఄưܱᲩ ࠰

 ࠰ ᳸ ఄƷᡫܖ

Ơƍᐯ᠃ƷʈǓ૾Ǎໜ౨Ʒˁ૾ƴƭƍ

᧓ưμఄܱᲣ

ែƷʩᡫܤμዮໜ౨

ƯਦݰǛᘍƏᐯ᠃ܴǋܱƠǇƢŵ

ȷʩᡫܤμዮໜ౨

ǛᚘဒႎƴܱƠƯ

ƞǒƴŴ  ࠰ࡇƔǒƸŴɶܖဃӼ

 ࠰ ᳸ ఄƷᡫܖែƷʩᡫ

ƍƖǇƢŵ

ƚƴǹǿȳȈȞȳƴǑǔʙሁǛϐྵƠ

ܤμዮໜ౨Ǜᚘဒႎƴܱ

ƨʩᡫܤμܴǛܱƠƯƍǇƢŵ

ưǋܱ

ᏋǛܱƠǇƢŵ
ܖݱఄưƸܤ؏עμȞȃȗƷ˺Ǜ

Ʒ  Ɣ࠰ưғᇌμݱ
ܖఄܱᲣ

ȷܖఄܤμᚘဒƷሊܭᲢμݱȷ ዒዓƠƯܱƠƯƍƖ
ɶܖఄᲣ

ǇƢŵ

ȷǻȸȕȆǣܴƷܱᲢμݱȷ 
ɶܖఄᲣ

ǑƘܖ፼ưƖǔǑƏŴӲғᇌܖఄưܖఄ
ܤμᚘဒƴǑǓॖႎȷᚘဒႎƳܤμ

ᲢˋԧΨ࠰ࡇ᳸ ࠰ࡇ

࠰ưғᇌμܖݱఄܱᲣ

ܤμᏋƷ  ƭƷ᪸؏ưƋǔžဃܤ
μſžʩᡫܤμſžܹܤμſǛȐȩȳǹ

μఄƴܱƠǇƢŵ

ᲢˋԧΨ࠰ࡇ᳸ ࠰ࡇƷ  Ɣ

ƍƖǇƢŵ

ὲܤμᏋƷਖ਼ᡶ

 ᛦ௹ƸŴғᇌܖݱఄ

 ƦǕˌٳƴࠎஓƢǔܖݱఄ

=ʩᡫܤμዮໜ౨?Ჴ࠰ ᳸ ఄƷᡫܖ
ែƷʩᡫܤμዮໜ౨ǛᚘဒႎƴܱƠƯ

ȷʩᡫܤμܴǍᐯ᠃

ȷܤ؏עμȞȃȗƷ˺Ტμݱ
ܖఄᲣ
ȷ܇Ʋǋʩᡫܤμᐯ᠃ܴ
 ܖݱఄư  ܱׅ

Ꮛᛢᆉƴˮፗ˄ƚŴμఄưܱƠǇƢŵ

 Ƃϐਫ਼ƃ

ƞǒƴŴ᧙̞ᢿፙƱᡲઃƠŴݱȷɶܖఄ

ȷǹǿȳȈȞȳƴǑǔʙሁǛ

ƴƓƍƯᐯ᠃ܴǍʩᡫܤμܴǛ

ϐྵƠƨʩᡫܤμܴƷܱ

͵ƠǇƢŵ

Ტɶܖఄ  ఄưܱᲩ ࠰
᧓ưμఄܱᲣ
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ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ

Ⴘ

žȔȸȝ  ƹǜƷ
έዬ࣯ᢤᩊئžȔȸȝ  ƹǜƷ ȷႇᎍૠ  ˑ
ғϋ  ᜩݑȷүೞሥྸਃ࢘ ƍƑſƕ܇ƲǋƷዬ࣯
ƍƑſ
܇Ʋǋƨƪƕ៲ƷүᨖǛज़ơƨƱƖƴ

ᢿŴ؏עਰᐻᢿŴᏋۀՃ˟

ᢤᩊئƱƠƯஊјƴ

ᢤᩊưƖǔžȔȸȝ  ƹǜƷƍƑſ

ʙѦޅƱƷᡲዂ˟ᜭƷ͵ ೞᏡƢǔǑƏŴዒዓƠ

Ʒ୍ӏŴգႆሁƴƭƍƯŴᜩݑǍ؏עƱ

 ׅᲩ࠰

ƯӕኵǈǛਖ਼ᡶƠǇ

ңщƠƯਖ਼ᡶƠǇƢŵ

Ƣŵ

ὴܤμư࣎ܤƠƯǒƤǔǇƪƮƘ ȷᣐ̮ˑૠ  ˑ
ǓƷਖ਼ᡶ

ᡆᡮưႎᄩƳऴإ੩̓
ƴѐǊǇƢŵ


܇ƲǋƷܤμǛܣǔƨǊŴ
žƠǜơǎƘ
ܤμȷ࣎ܤऴإȍȃȈſƴǑǓŴ؏עǍ
ᘍೞ᧙ሁƔǒ݃ƤǒǕƨཛፕȷʙȷ
ɧݙᎍƴ᧙ƢǔऴإǛғൟƷ૾ƴ੩̓Ơ
ƯƍƖǇƢŵ
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Ხ சஹƷ܇ƲǋƨƪǁƷؾƮƘǓ
ƂྵཞƱᛢ᫆ƃ
  சஹƷ܇ƲǋƨƪǁƷؾƮƘǓ
ૼܿғؕஜನेưƸŴǇƪƮƘǓƷؕஜႸƷɟƭƱƠƯŴྶעؾƴᒵƷݲƳƍŴഏ
ƷɭˊƴǋࡽƖዒƍưƍƚǔŴݩஹƴǘƨƬƯžਤዓӧᏡƳᣃࠊƱؾǛоᡯƢǔǇƪſǛ
ਫ਼ƛƯƍǇƢŵ
 ғưƸŴƜƷႸƷܱྵƴӼƚƯŴؾǛٻЏƴƢǔžؾѣſƷਖ਼ᡶƴӕǓኵǜưƍ
ǇƢŵ
 žؾѣſǛਖ਼ᡶƢǔƨǊƴƸŴɟʴƻƱǓƕଐࠝဃƷɶưؾƴൢǛᢔƏƜƱŴ࣎
ƕƚǔƜƱŴൢ˄ƘƜƱƕٻЏưƢŵ
 ǇƨŴசஹǛਃƏ܇ƲǋƨƪƴžؾѣſǛ࠼ƛǔƨǊƴƸŴܖఄưƷܖ፼ƴьƑŴғƷ
ؾѣƷਗໜưƋǔܖؾ፼ऴإǻȳǿȸƱᡲઃƠƨŴܖؾ፼Ǜਖ਼ᡶƠƯƍƘƜƱƕ
ᙲưƢŵ
 ܖؾ፼ऴإǻȳǿȸưƸŴܖؾ፼ǛᡫơƯ܇Ʋǋƨƪƕ̬ؾμƷɼʴπƴƳǓŴჷ
ᜤǛǘǔƩƚưƸƳƘŴᐯЎƨƪᐯ៲ưӕǓኵǉƱƍƏƜƱǛ˳᬴ƠŴᢋज़ǛࢽǒǕǔ
ǑƏƳᜒࡈሁǛܱƠƯƍǇƢŵ
 ʻࢸǋŴܖఄǍܼࡊȷ؏עưŴ܇ƲǋƨƪƕܱោᘍѣƴኽƼƭƚǒǕǔǑƏƴؾᏋǛ
ਖ਼ᡶƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ


  ܇ƲǋǛ࣎ܤƠƯငǈᏋƯǒǕǔ˰އؾƷૢͳ
ғƷᛦ௹ưŴžૼܿғưƷ܇ᏋƯƷዒዓॖӼſǛݮƶƨƱƜǖŴžƣƬƱૼܿғư܇ᏋƯǛ
ƠƯƍƖƨƍſƱƍƏׅሉƸŴܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍư Ŵܖݱဃ̬ᜱᎍư Ŵɶܖ
ဃ̬ᜱᎍư ưƠƨŵ
 ӷơឋբưŴ
ž࢘ЎƷ᧓Ƹૼܿғư܇ᏋƯǛƠƯƍƖƨƍſƱሉƑƨʴƴྸဌǛݮƶƨƱƜ
ǖŴ
ž܇ᏋƯƷМࣱ̝Ƹ᭗ƍƕܼǍ̖עƕ᭗ƘŴ࠼ƍ˰އƸஓǊƳƍƷưŴ܇ƲǋƕٻƖƘ
ƳƬƨǒ᠃ЈƠƨƍſƱƍƏׅሉƕŴܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍư Ŵܖݱဃ̬ᜱᎍư Ŵ
ɶܖဃ̬ᜱᎍư ưƠƨŵ
 ǇƨŴžૼܿғƕ܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪƩƱ࣬ƏྸဌſƴƭƍƯݮƶƨƱƜǖŴžʩᡫೞ᧙ƕ
̝Мſž˰ؾƕᑣƍſ
žᎰئƱ˰އƕᡈƍſƳƲƷׅሉƕɥˮƱƳǓǇƠƨŵ
 ƜǕǒƷƜƱƔǒŴૼܿғƸʩᡫೞ᧙ǍᎰ˰ᡈƷМࣱ̝ƕٻƖƍӒ᩿Ŵܼƕ᭗ƍŴ˰
ܡƕƍƳƲ˰އؾƷᛢ᫆ƕƋǓŴ܇ᏋƯܼࡊǋԃǊƨғൟƷٶƘƕŴМࣱ̝Ʊ˰ܡƷᙹ
Ǎܼ൦แŴ˰އؾƳƲƷȐȩȳǹǛᎋॾƠƳƕǒŴૼܿғƴ˰ǈዓƚǔƔƲƏƔƷᢠ
৸ǛƠƯƍǔƜƱƕǘƔǓǇƢŵ


ƂӕኵǈƷ૾Ӽƃ
ά
ܖؾ፼ऴإǻȳǿȸƷೞᏡƷΪܱ
ȷ܇ƲǋƨƪƕŴဃཋƴݣƢǔ᧙࣎ǍཋƴݣƢǔ᧙࣎ƳƲǛᐯƴ៲ƴ˄ƚŴ࢘ƨǓЭƴ
ؾǁᣐॾưƖǔᘍѣǛܱោưƖŴؾᘍѣƷൢƮƖƴЈ˟ƑǔئƱƠƯŴܖؾ፼ऴإ
ǻȳǿȸƕఋƱƳǓŴܖఄƱᡲઃƠƳƕǒܖؾ፼Ǜਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ
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ȷܖؾ፼ऴإǻȳǿȸƕǳȸȇǣȍȸȈƠƯŴғൟȷ˖ಅȷ021ȷܖఄƱƷᡲઃƱңǛ
ᡶǊŴࣖؾੲׇƱƠƯЈЭಅǛܱƢǔƳƲŴܖؾ፼Ʒ୍ӏǛᡶǊǇƢŵ
ȷ
žٰ˞ǈƜƲǋǨǳᜒࡈſưƸŴಮŷƳܖఄƷ܇ƲǋƨƪƕɟደƴƳƬƯ៲ᡈƳᐯ˳᬴ܖ
፼ƴӕǓኵǉƜƱưŴܖఄˌٳưƷܖؾ፼ǁƷॖഒǛ᭗ǊŴؾǁƷ᧙࣎ǛᏋǜưƍƖ
ǇƢŵ
ȷ܇Ʋǋƨƪᐯ៲ƕŴؾƴƭƍƯܼࡊǍܖఄưᎋƑŴൢ˄ƖŴӕǓኵǜƩƜƱǛᐯЎƷᚕ
ᓶưƘžૼܿғǈƲǓƷݱᢊؾଐᚡſǍŴዋưᘙྵƢǔžؾዋဒſƴӕǓኵǉƜƱ
ưŴؾǁƷ࣬ƍƕǘǕƯƍƘƜƱǛႸਦƠǇƢŵ


ὲܖ
ܖఄሁưƷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
ȷ៲ᡈƳᐯƷɶưƷ˳᬴ѣǍܖఄᚨǛဇƠƨܖؾ፼ƳƲǛᡫƠƯŴ܇Ʋǋɟʴƻ
ƱǓƷؾƴᣐॾƠƨܱោႎƳ७ࡇǛᏋƯǔƱƱǋƴŴؾƴᣐॾưƖǔᏡщƷӼɥǛႸ
ਦƠǇƢŵǇƨŴܖؾ፼ႆᘙ˟ǛܱƠŴܖఄưƷܖؾ፼ƷΟǕƨӕኵǈǛ࠼Ƙႆ̮
Ƣǔೞ˟ƱƠǇƢŵ


έ܇
܇ᏋƯɭ࠘ƴݣƢǔ˰އዒዓƷૅੲ
ȷٶɭˊƷᡈއȷӷއƷ̟ᡶǛǔƱƱǋƴŴ܇ᏋƯȕǡȟȪȸɭ࠘ƕ˰ǈஆƑǔᨥƴƔƔ
ǔᝲဇƷяƴǑǓŴȩǤȕǹǿǤȫȷȩǤȕǹȆȸǸƴࣖơƨ˰ǈஆƑǛૅੲƠŴ˰
ؾƷોծǛǓǇƢŵ


ƂɼƳʙಅƃ
ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ
άܖؾ፼ऴإǻȳǿȸƷᢃփ
̬ؾμॖᜤƷ୍ӏȷգႆŴؾऴإ
Ʒႆ̮ǛᘍƍŴؾѣƷʩ්ƷਗໜƱ
ƳǔᚨǛႸਦƠǇƢŵǇƨŴғൟŴׇ
˳ǍʙಅᎍƱƷңưŴ؏עƱƷƭƳƕ
ǓǛᙻƠƨʙಅǛޒƠǇƢŵ

ὲᲧᲫྶעภଡ଼҄ݣሊƷਖ਼ᡶ
ғൟɟʴƻƱǓƷႾǨȍȫǮȸƴݣƢ

ྵඞ

Ⴘ

ȷஹᎍૠ  ʴᲢᡫምஹ

Ӳ࠰ࡇƷஹᎍૠǛЭ

ᎍૠ  ʴᲣ
ȷғൟǮȣȩȪȸႇ ˳ׇ
˳ׇ

࠰ࡇƷஹᎍૠǑǓف
ьƞƤǔƜƱǛႸਦƠ
ǇƢŵ

ȷܖؾ፼ऴإǻȳǿȸႇׇ
˳  ˳ׇ
ȷૼܿǨǳᨛႇᎍૠ

ȷૼܿǨǳᨛႇᎍૠ

  ʴ

 ʴ

ǔॖᜤӼɥǛǓŴ៲ᡈƳႾǨȍᘍѣǛ

ȷғൟƴǑǔǈƲǓƷǫȸȆȳ

ȷғൟƴǑǔǈƲǓƷ

ڼǊǔƖƬƔƚƱƳǔǑƏŴૼܿǨǳᨛ

ૼᙹᚨፗૠ  Ჩ࠰᧓

ǫȸȆȳૼᙹᚨፗ

ƷႇᎍૠǛفǍƠŴǈƲǓƷǫȸȆȳ

ȷૼܿƪ൦˺ٻ  ˑ

Ʒ୍ӏŴૼܿƪ൦˺ٻƳƲƷʙಅǛ

ᲢӋьʴૠኖ  ʴᲣ

ܱƠǇƢŵ

ὲᲧᲬܖؾ፼ȷؾᏋƷਖ਼ᡶ
žؾᏋǬǤȉſƷဇሁƴǑǓŴ
ܖఄᏋŴဃ෨ܖ፼ƳƲƷಮŷƳئƴƓ
ƚǔܖؾ፼ȷؾᏋǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ૠ  ˑ࠰
ˋԧᲬ࠰ࡇ 


ȷؾዋဒޒȷؾଐᚡޒƷ ȷؾዋဒޒȷؾଐᚡ
ࣖѪᎍૠ  ʴᲩ࠰
ȷٰ˞ǈƜƲǋǨǳᜒࡈžǨǳ
ƴȈȩǤſ  ʴ
ȷЈЭᜒࡈ  ׅ
Ტࡨǂ  ʴᲣ
ȷܖؾ፼ႆᘙ˟ƷӋьᎍૠ



 ޒƷ ࣖ Ѫ ᎍ ૠ
 ʴᲩ࠰
ȷܖؾ፼ႆᘙ˟ƴƓ
ƚǔؾբ᫆Ǎؾ
ᏋƷྸᚐȷ᧙࣎ࡇ
Ჟ

➨㸰❶ ┠ᶆูࡢྲྀ⤌ࡳࡢ᪉ྥ
┠ᶆ㸲 Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᏊ⫱࡚⎔ቃࢆࡘࡃࡾࡲࡍ

ʙಅӸȷʙಅƷಒᙲ

ྵඞ
 ʴ
ȷܖؾ፼ႆᘙ˟ƴƓƚǔؾ

Ⴘ


ˋԧᲬ࠰ࡇ 



բ᫆ǍؾᏋƷྸᚐȷ᧙࣎
ࡇ Ჟ

ὲᲧᲭǢȦƕշƿ߷ƮƘǓᲢᅕဋ߷ ȷᅕဋ߷ƾǕƋƍǳȸȊȸᚃ൦ ȷᅕဋ߷ƾǕƋƍǳȸ
ඕ߷πטƷૢͳᲣ
ȆȩǹƷᢃփŴȆȩǹ્
Ȋȸᚃ൦ȆȩǹƷᢃ
ǢȦሁƷ൦ဃဃཋƕဃऒưƖǔ൦ᡀᆰ
᧓ƷоЈǛǓǇƢŵ

ᲢٰܓᲣŴ܇ƲǋӼƚᜒࡈƷ
͵



փዒዓ
ȷᅕဋ߷ȕǡȳǯȩȖ
Ʒᢃփዒዓ

ȷᅕဋ߷ȕǡȳǯȩȖƷᢃփŴ
ғϋܖݱ˰נဃƴǑǔǯȩ



ȖѣƷܱ

έٶɭˊȷഏɭˊᏋૅ˰އੲ

ٶɭˊᡈއӷއяᲴ ˑ

ٶɭˊᡈއӷއяᲴ

Ƃٶɭˊᡈއӷއяƃ

ഏɭˊᏋ᠃އяᲴ ˑ

 ˑ
ഏɭˊᏋ᠃އяᲴ

ғϋưૼƨƴᡈއӍƸӷއǛڼƢǔ

 ˑ

܇ɭ࠘ӏƼƦƷᚃɭ࠘ǛݣᝋƴŴᡈއȷ

ˋԧ  ࠰ࡇ 

ӷއƴ̞ǔИᝲဇƷɟᢿǛяƠǇ
Ƣŵ
ƂഏɭˊᏋ᠃އяƃ
 ғϋƴ˰އƢǔ፯ѦᏋ̲ʕЭƷ܇Ʋ
ǋǛৣƢǔ܇ᏋƯȕǡȟȪȸɭ࠘ƕŴ
܇ƷЈဃǍᧈƴˤƍғϋƷ˂Ʒൟ᧓
˰ܡƴ˰ǈஆƑǔئӳƴŴࡽƬឭƠƴ
̞ǔᝲဇƱ᠃އЭࢸƷܼƷࠀ᫇Ǜ  ࠰
᧓яƠǇƢŵ
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┠ᶆ㸲 Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᏊ⫱࡚⎔ቃࢆࡘࡃࡾࡲࡍ









第３章 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の
量の見込み及び確保方策
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 ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇƷಒᙲ
Ძ  ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇƷಒᙲ
  ࠰  உƴŴឋƷ᭗ƍ࠷δƷܖఄᏋȷ̬ᏋƷዮӳႎƳ੩̓Ŵ̬ᏋƷႎਘٻӏ
Ƽᄩ̬ɳƼƴ؏עƴƓƚǔ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲƷΪܱሁǛǔƨǊŴ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲƴ
᧙ᡲƢǔᲭƭƷඥࢷƕСܭƞǕŴ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇƕоᚨƞǕǇƠƨŵ
܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇƸžſƱžឋſƷɲ᩿Ɣǒ܇ᏋƯǛᅈ˟μ˳ưૅƑǔˁኵǈư
Ƣŵ


Წ  ஜᚘဒƱᇹᲭᇘƷ᧙̞
܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲඥƴƓƍƯƸŴƕŴᏋȷ̬ᏋӏƼ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷ੩
̓˳СǛૢͳƠŴ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲዅ˄ɳƼƴ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷό๖Ƴܱ
Ʒᄩ̬ŴƦƷ˂܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲƷƨǊƷሊǛዮӳႎƴਖ਼ᡶƢǔƨǊƷؕஜႎƳਦᤆǛ
ܭǊǔǋƷƱƞǕƯƍǇƢŵƜƷؕஜਦᤆƴұƠƯŴғࠊထưƸŴ ࠰Ǜ  ƱƢǔž܇
Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒſǛܭǊƯƍǇƢŵ
ஜᚘဒưሊܭƢǔϋܾƸŴɦᘙƴƋǔƱƓǓŴ࣏᪰ᚡ᠍ʙƱ˓ॖᚡ᠍ʙƕƋǓǇƢŵ

Ƃ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒᚡ᠍ʙƃ
࣏᪰ᚡ᠍ʙ

˓ॖᚡ᠍ʙ

ࠊထ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƷྸࣞሁ
ငࢸƷ˞ಅӏƼᏋδ˞ಅࢸƴƓƚǔཎܭᏋȷ̬Ꮛ
ᚨሁƷό๖ƳМဇƷᄩ̬ƴ᧙Ƣǔʙ
܇Ʋǋƴ᧙ƢǔᧉݦႎƳჷᜤӏƼ২ᘐǛᙲƢǔૅੲ
ƴ᧙ƢǔᣃᢊࡅჄƕᘍƏሊƱƷᡲઃƴ᧙Ƣǔʙ
іᎍƷᎰಅဃƱܼࡊဃƱƷɲᇌƕǒǕǔǑ
ƏƴƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳᨽဇؾƷૢͳƴ᧙Ƣǔሊ
ƱƷᡲઃƴ᧙Ƣǔʙ
ࠊထ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƷ˺Ʒ
ࠊထ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƷ᧓
ࠊထ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƷᢋཞඞǛໜ
౨ӏƼᚸ̖Ƣǔ૾ඥ
ЈχᲴᏋȷ̬ᏋӏƼ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷ੩̓˳СƷૢͳɳƼƴ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲዅ˄
ӏƼ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷό๖ƳܱǛᄩ̬ƢǔƨǊƷؕஜႎƳਦᤆᲢϋ᧚ࡅᲣ
Ꮛȷ̬ᏋƷ੩̓ғ؏Ʒᚨܭ
Ӳ࠰ࡇƴƓƚǔᏋȷ̬ᏋƷƷᙸᡂǈ
ɳƼƴܱƠǑƏƱƢǔᏋȷ̬ᏋƷ੩
̓˳СƷᄩ̬ƷϋܾӏƼƦƷܱ
Ӳ࠰ࡇƴƓƚǔ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲ
ʙಅƷƷᙸᡂǈɳƼƴܱƠǑƏƱ
Ƣǔ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷ੩̓
˳СƷᄩ̬ƷϋܾӏƼƦƷܱ
܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲዅ˄ƴ̞ǔᏋȷ̬
ᏋƷɟ˳ႎ੩̓ӏƼ࢘ᛆᏋȷ̬ᏋƷਖ਼
ᡶƴ᧙Ƣǔ˳СƷᄩ̬Ʒϋܾ









 ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲƴ᧙ᡲƢǔᲭƭƷඥࢷȷȷȷĬ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲඥŴĭܖݼЭƷ܇Ʋǋƴ᧙ƢǔᏋŴ
̬ᏋሁƷዮӳႎƳ੩̓Ʒਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔඥࢷƷɟᢿǛોദƢǔඥࢷŴĮ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲඥӏƼܖݼЭƷ܇Ʋǋ
ƴ᧙ƢǔᏋŴ̬ᏋሁƷዮӳႎƳ੩̓Ʒਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔඥࢷƷɟᢿǛોദƢǔඥࢷƷᘍƴˤƏ᧙̞ඥࢷƷૢͳሁ
ƴ᧙ƢǔඥࢷǛਦƠƯƍǇƢŵ
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Ჭ  ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲዅ˄
܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇƷɦŴɟʴƻƱǓƷ܇ƲǋƕͤǍƔƴᧈƢǔƜƱƕưƖǔᅈ
˟Ʒܱྵƴ݃ɨƢǔƜƱǛႸႎƱƠƯŴ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲዅ˄ƕᘍǘǕƯƍǇƢŵ
ዅ˄ƷᆔƴƸŴδᇜ࢘ƴ̞ǔž܇ƲǋƷƨǊƷྵዅ˄ſŴ̬ᏋטǍ࠷ᆐטሁƴ̞ǔ
ᚨዅ˄ᝲƱᙹݱ̬Ꮛሁƴ̞ǔ̬؏עᏋዅ˄ᝲሁƷž܇ƲǋƷƨǊƷᏋȷ̬Ꮛዅ˄ſŴ
᪳ƔǓ̬ᏋሁƷМဇƴ̞ǔž܇ᏋƯƷƨǊƷᚨሁМဇዅ˄ſƕƋǓǇƢŵƜƷƏƪŴž܇Ꮛ
ƯƷƨǊƷᚨሁМဇዅ˄ſƸŴ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲඥƷોദƴǑǓŴˋԧΨ࠰  உƔǒ
ܱƞǕƨ࠷δᏋȷ̬ᏋƷΝ҄ƴˤƍŴૼƨƴᚨƚǒǕƨǋƷưƢŵ

܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲዅ˄




܇ƲǋƷƨǊƷྵዅ˄  δᇜ࢘





܇ƲǋƷƨǊƷᏋȷ̬Ꮛዅ˄





ᚨዅ˄ᝲ

̬؏עᏋዅ˄ᝲ



ᛐӧ̬ᏋᲩᛐܭƜƲǋטᲩ࠷ᆐט

ᙹݱ̬ᏋᲩܼࡊႎ̬ᏋᲩʙಅϋ



̬ᏋᲩܡއᚧբ̬Ꮛ




܇ᏋƯƷƨǊƷᚨሁМဇዅ˄





ᚨሁМဇᝲ



܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇசᆆᘍƷ࠷ᆐטᲩ᪳ƔǓ̬ᏋʙಅᲩᛐӧ̬ٳᏋ



ᚨᲩɟ᪳ƔǓʙಅᲩ၏δ̬ᏋʙಅᲩ܇ᏋƯੲяѣૅੲʙಅሁ





Ხ  Ꮛȷ̬ᏋᚨƱ̬؏עᏋʙಅ
܇ƲǋƷƨǊƷᏋȷ̬Ꮛዅ˄ƴ̞ǔᚨƸŴᏋȷ̬ᏋᚨƱ̬؏עᏋʙಅƴЎƞ
ǕǇƢŵ̬؏עᏋʙಅƸŴ̬ᏋטǍ࠷ᆐטƕᛆ࢘ƢǔᏋȷ̬ᏋᚨƱൔǂƯŴᙹݱư
ƋǔƱƱǋƴŴ ബசƷ܇ƲǋǛݣᝋƱƠƯ̬ᏋǛᘍƏʙಅƷƜƱǛਦƠƯƍǇƢŵ

Ꮛȷ̬Ꮛᚨ


ᛐӧ̬Ꮛ

ᛐܭƜƲǋט
Ტ࠷ᆐטೞᏡᲣ

ϋܾ

ிʮᣃƷᛐӧǛ
ӖƚŴ̬ᜱᎍƷݼі
ሁƴǑǓ̬ᏋǛ࣏
ᙲƱƢǔ܇ƲǋǛ
᪳ƔǓŴᜱƱᏋ
Ǜɟ˳ႎƴᘍƏ
ᚨưƢŵ

ிʮᣃƷᛐӧȷᛐܭǛӖƚŴ ബƔǒ
࠷δᏋǛᘍƏ
ܖݱఄܖݼЭǇưƷ܇ƲǋƷᧈƱႆᢋ ᚨưƢŵғᇌ࠷ᆐ
ǛᙸੁƑƨɟᝦƠƨᏋȷ̬ᏋǛᘍƏƱ טŴᅶᇌ࠷ᆐטƕƋ
ƱǋƴŴ؏עƷμƯƷ܇ᏋƯܼࡊǛૅੲ ǓǇƢŵ
ƢǔᚨưƢŵғᇌᛐܭƜƲǋטƸғŴ
ᅶᇌᛐܭƜƲǋטƸᅈ˟ᅦᅍඥʴƕᢃփ
ƠƯƍǇƢŵ


ᛐܭƜƲǋט
Ტ̬ᏋטೞᏡᲣ

࠷ᆐט
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ғᇌᛐӧ̬ᏋŴ
ᅶᇌᛐӧ̬ᏋŴπ
ᚨൟփᛐӧ̬Ꮛ
ƕƋǓǇƢŵ

 ᛐӧ̬ᏋƱӷಮƴ̬ᏋƷ࣏ᙲࣱƴࣖ
ơƨМဇƱƢǔž̬ᏋטೞᏡſƱŴ̬Ꮛ
Ʒ࣏ᙲࣱƴ᧙ǘǒƳƍ࠷ᆐטƱӷಮƷМ
ဇƱƢǔž࠷ᆐטೞᏡſƕƋǓǇƢŵ

̬؏עᏋʙಅ
ܼࡊႎ̬Ꮛ
Ტ̬ᏋȞȞᲣ



ϋܾ  ғƷᛐӧǛӖƚŴ
̬ᏋƳƲǛஊ
Ơƨܼࡊႎ̬Ꮛᎍ
ƕŴ̬ᏋǛ࣏ᙲƱƢ
ǔͤࡍƳ܇ƲǋǛŴ
ܼࡊႎ̬ᏋᎍƷᐯ
ܡư᪳Ɣǔʙಅư
Ƣŵ

ᙹݱ̬Ꮛ
Ტ̬ᏋȫȸȠᲣ

ʙಅϋ̬Ꮛ

ܡއᚧբ̬Ꮛ

 ғƷᛐӧǛӖƚŴ
 ബசƷ܇Ʋǋ
᳸ ʴǛܭՃ
ƱƠƯŴܼࡊႎƳᩎ
ൢƷǋƱŴƖǊኬ
ƔƳ̬ᏋǛᘍƏʙ
ಅưƢŵܖݱఄᑀǍ
࠷ᆐטᑀƷɟᢿŴൟ
᧓ཋˑǛဇ
ƠŴғƷۀᚠƴǑ
ǓŴൟ᧓ʙಅᎍƕᢃ
փƠƯƍǇƢŵ

ғƷᛐӧǛӖƚŴ
˟ᅈሁƷʙಅƴ
ᚨፗƠƨ̬Ꮛᚨ
ưŴࢼಅՃƷ܇Ʋǋ
ƷǄƔŴ؏עƷ܇Ʋ
ǋƴݣƠ̬ᏋǛᘍ
ƏʙಅưƢŵ

 ɼƱƠƯŴᨦܹȷ
၌धƳƲƴǑǓŴᨼ
ׇ̬ᏋƕᓸƠƘ
ᩊưƋǔƨǊƴŴ̬
ᏋᚨƴƓƍƯ̬
ᏋǛӖƚǔƜƱƕ
ưƖƳƍ܇ƲǋǛ
ݣᝋƱƠƨᨦܹδ
ࣖݣƱŴᛐӧ̬Ꮛ
ǍᛐܭƜƲǋט
ሁƴλƢǔƜƱ
ƕưƖƳƔƬƨʐ
δǛݣᝋƱƠƨࢳ
ೞδᇜƕƋǓŴ܇
ƲǋƷᐯܡư  ݣ
 Ʒ̬ᏋǛᘍƏʙ
ಅưƢŵ



Ჯ  ᛐܭ
ᛐܭƷᆔƴƸŴ̬ᏋטǍ࠷ᆐטŴ̬ᏋȫȸȠƳƲƷМဇǛࠎஓƢǔ̬ᜱᎍƴ̞ǔžᏋȷ
̬Ꮛዅ˄ᛐܭſƱŴ᪳ƔǓ̬ᏋʙಅሁƷМဇ૰ǛΝ҄ƢǔƨǊƷžᚨሁМဇዅ˄ᛐܭſ
ƕƋǓǇƢŵ
ᛐܭƸŴ܇ƲǋƷ࠰ᱫǍ̬ᏋƷ࣏ᙲࣱƴࣖơƯғЎƞǕŴƦǕƧǕƴМဇưƖǔᚨሁƕ
ီƳǓǇƢŵ

Ꮛȷ̬Ꮛዅ˄ᛐܭ
ᛐܭғЎ
 ӭᛐܭ

ݣᝋ
 ബˌɥƷ܇

МဇƢǔᏋȷ̬Ꮛᚨሁ

࠷ᆐטሁư ƷᏋ ࠷ᆐטŴ܇ƲǋטᲢ࠷ᆐטೞᏡᲣ
ǛࠎஓƢǔ૾

 ӭᛐܭ

 ബˌɥƷ܇

ݼіƳƲ̬ ᏋƷ࣏ ̬ᏋטŴ܇ƲǋטᲢ̬ᏋטೞᏡᲣ

 ӭᛐܭ

 ബசƷ܇

ᙲƳʙဌƴᛆ࢘ƠŴ ̬ᏋטŴ܇ƲǋטᲢ̬Ꮛטೞ
̬ᏋטሁưƷᏋȷ ᏡᲣ
Ŵ̬ᏋȫȸȠŴ̬ᏋȞȞŴʙ
̬ᏋǛࠎஓƢǔ૾





ಅϋ̬ᏋƳƲ

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇


ᚨሁМဇዅ˄ᛐܭ
ᛐܭғЎ
Ძӭᛐܭ

МဇƢǔ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲ

ݣᝋ
ᲭബˌɥƷ܇

ᚨሁ

࠷ᆐטሁư ƷᏋ சᆆᘍƷ࠷ᆐט
ǛࠎஓƢǔ૾

 ӭᛐܭ

  ബƴᢋƢǔଐˌ ݼіƳƲ̬ ᏋƷ࣏ ᪳ƔǓ̬ᏋʙಅŴᛐӧ̬ٳᏋ
ࢸƷஇИƷ  உ  ᙲƳʙဌƴ ᛆ࢘Ƣ ᚨŴɟ᪳ƔǓʙಅŴ၏δ̬Ꮛ
ଐǛኺᢅƠƨ܇

 ӭᛐܭ

ʙಅŴ܇ᏋƯੲяѣૅੲʙಅ

ǔ૾

ƳƲ

  ബƴᢋƢǔଐˌ
ࢸƷஇИƷ  உ 
ଐǇưƷ᧓ƴƋǔ܇




Ჰ  ᛐӧƱᄩᛐ
̬ᏋטሁƷᚨƷᢃփӍƸ̬؏עᏋʙಅǛᘍƏئӳƴƸŴžᛐӧſǛӖƚǔ࣏ᙲƕƋǓ
ǇƢŵ̬ᏋטǍ࠷ᆐטŴ܇ƲǋטƋǔƍƸ̬؏עᏋʙಅƴƭƍƯǋŴᣃƱғƕƦǕƧǕƷ
ࢫлЎਃƴǑƬƯᛐӧǛƠƯƍǇƢŵ
̬؏עᏋʙಅƷᛐӧƴᨥƠƯƸŴδᇜᅦᅍඥƴܭǊǔؕแƷǄƔŴғƕவ̊ưܭǊǔؕ
แƴؕƮƍƯŴƦƷӧԁǛЙૺƠǇƢŵ
̬ᏋƷឋǛᄩ̬ƢǔƨǊŴғƕவ̊ưܭǊǔؕแưƸŴ̬ᏋƴࢼʙƢǔᎰՃƷᙲˑǍ
ᣐፗлӳŴᚨͳᙲˑƳƲǛŴƷؕแƴɥʈƤǛƠƯƍǇƢŵ
ഏƴŴᚨዅ˄ᝲƷૅዅŴ̬؏עᏋዅ˄ᝲƷૅዅŴᚨሁМဇᝲƷૅዅƴ̞ǔᚨǍ
ʙಅƸŴဎᛪƴǑǓғƔǒžᄩᛐſǛӖƚǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵᄩᛐǛӖƚƨᚨȷʙಅᎍƸŴ
ƦƷᢃփƴᨥƠƯǋŴғƕவ̊ưܭǊǔؕแӏƼƕܭǊǔؕแƴࢼƬƯŴᏋȷ̬ᏋӍ
Ƹ̬؏עᏋǍ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲǛ੩̓ƠƳƚǕƹƳǓǇƤǜŵ



Ჱ  ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅ
܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƸŴ̬ᏋǛ࣏ᙲƱƢǔ܇ƲǋǍƦƷܼଈƩƚưƳƘŴμƯƷ
܇ᏋƯܼࡊǛૅੲƢǔƜƱǛႸႎƱƠƨʙಅưƢŵ Ʒʙಅƕˮፗ˄ƚǒǕƯƓǓŴ؏עƷ
ܱऴƴࣖơƯŴғƕܱƠƯƍƖǇƢŵ






 ғƕவ̊ưܭǊǔؕแȷȷȷžૼܿғܼࡊႎ̬ᏋʙಅሁƷᚨͳӏƼᢃփƴ᧙ƢǔؕแǛܭǊǔவ̊ſƴؕแǛ
ܭǊƯƍǇƢŵ


 ғƕவ̊ưܭǊǔؕแȷȷȷžૼܿғཎܭᏋȷ̬ᏋᚨӏƼཎ̬؏עܭᏋʙಅƷᢃփƴ᧙ƢǔؕแǛܭ
Ǌǔவ̊ſƴؕแǛܭǊƯƍǇƢŵ



 ƕܭǊǔؕแȷȷȷžཎܭᏋȷ̬ᏋᚨӏƼཎ̬؏עܭᏋʙಅɳƼƴཎ܇ܭƲǋȷ܇ᏋƯૅੲᚨሁ
Ʒᢃփƴ᧙ƢǔؕแſƴؕแǛܭǊƯƍǇƢŵ
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ʙಅӸ
ࡨᧈ̬Ꮛʙಅ

ϋܾ
̬ᏋᛐܭǛӖƚƨ܇ƲǋƴƭƍƯŴᡫࠝƷМဇଐӏƼМဇ᧓ˌٳƷ
ଐӏƼ᧓ƴƓƍƯŴ̬ᏋטŴᛐܭƜƲǋטሁƴƓƍƯ̬ᏋǛܱƢ
ǔʙಅ

્ᛢࢸδᇜͤμᏋ ̬ᜱᎍƕݼіሁƴǑǓଷ᧓ܼࡊƴƍƳƍܖݱఄƴܖݼƠƯƍǔδᇜ
ʙಅᲢܖᇜǯȩ ƴݣƠŴಅƷኳʕࢸƴܖݱఄƷ˷ᘽܴŴδᇜሁǛМဇƠƯᢘЏ
ȖᲣ

ƳᢂƼӏƼဃƷئǛɨƑƯŴƦƷͤμƳᏋǛǔʙಅ

 ܇Ꮛ Ư ჺૅ ੲ ʙ ̬ᜱᎍƷ၌၏ሁƷྸဌƴǑǓܼࡊƴƓƍƯᏋǛӖƚǔƜƱƕɟႎ
ಅ Ტ Ƿ ȧȸȈ ǹ Ȇ ƴᩊƱƳƬƨδᇜƴƭƍƯŴδᇜᜱᚨሁƴƓƍƯ࢘ᛆδᇜǛɟ
ǤȷȈȯǤȩǤȈǹ ႎƴᏋƢǔʙಅ
ȆǤᲣ
܇؏עᏋƯૅੲਗ ʐ࠷δӏƼƦƷ̬ᜱᎍƕႻʝƷʩ්ǛᘍƏئǛᚨƠŴ܇ᏋƯƴƭ
ໜʙಅ

ƍƯƷႻᛩŴऴإƷ੩̓ŴяᚕƦƷ˂ƷੲяǛᘍƏʙಅ

ɟ᪳ƔǓʙಅ

ܼࡊƴƓƍƯ̬ᏋǛӖƚǔƜƱƕɟႎƴᩊƱƳƬƨʐ࠷δƴƭƍ
ƯŴɼƱƠƯଷ᧓ƴƓƍƯŴ̬ᏋטŴᛐܭƜƲǋטŴ࠷ᆐטŴ܇؏ע
ᏋƯૅੲਗໜƦƷ˂Ʒئưɟႎƴ᪳ƔǓŴ࣏ᙲƳ̬ᜱǛᘍƏʙಅ

၏δ̬Ꮛʙಅ

၏δƴƭƍƯŴ၏ᨈȷ̬Ꮛטሁƴ˄ᚨƞǕƨݦဇǹȚȸǹሁƴƓƍƯŴ
Ⴣᜱࠖሁƕɟႎƴ̬ᏋܱሁƢǔʙಅ

ȕǡȟȪȸǵȝȸ ʐ࠷δǍܖݱဃሁƷδᇜǛஊƢǔ܇ᏋƯɶƷ̬ᜱᎍǛ˟ՃƱƠƯŴδ
ȈʙಅᲢ܇ᏋƯੲя ᇜƷ᪳ƔǓሁƷੲяǛӖƚǔƜƱǛࠎஓƢǔᎍƱŴ࢘ᛆੲяǛᘍƏƜ
ѣૅੲʙಅᲣ

ƱǛࠎஓƢǔᎍƱƷŴႻʝੲяѣƴ᧙ƢǔᡲዂŴᛦૢǛᘍƏʙಅ

Ꮛૅੲᚧբʙಅ

Ꮛૅੲƕཎƴ࣏ᙲƳܼࡊƴݣƠƯŴƦƷܡއǛᚧբƠŴᏋƴ᧙Ƣ
ǔਦݰȷяᚕሁǛᘍƏƜƱƴǑǓŴ࢘ᛆܼࡊƷᢘЏƳᏋƷܱǛᄩ
̬Ƣǔʙಅ

Мဇᎍૅੲʙಅ

܇ƲǋӍƸƦƷ̬ᜱᎍƷ៲ᡈƳئưŴᏋȷ̬ᏋᚨǍ؏עƷ܇Ꮛ
ƯૅੲʙಅሁƷऴإ੩̓ӏƼ࣏ᙲƴࣖơႻᛩȷяᚕሁǛᘍƏƱƱǋ
ƴŴ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢሁǛܱƢǔʙಅ
̬ͤ܇ƸŴμƯƷۡکƴݣƠ̬ͤࠖሁƷᧉݦᎰƕ᩿ǛᘍƍŴک
۔ȷЈငȷ܇ᏋƯƴ᧙ƢǔɧܤǍȪǹǯǛଔƴ৭੮ƢǔƱƱǋƴŴ
᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠŴዒዓႎƳૅੲǛᘍƏʙಅ

ࡍͤۡکᚮ௹

ۡکƷͤࡍƷ̬ਤӏƼفᡶǛǔƨǊŴۡکƴݣƢǔͤࡍᚮ௹ƱƠ
ƯŴĬͤࡍཞ७Ʒ৭੮Ŵĭ౨௹ᚘยŴĮ̬ͤਦݰǛܱƢǔƱƱǋƴŴ
۔ک᧓ɶƷᢘƴ࣏ᙲƴࣖơƨҔܖႎ౨௹ǛܱƢǔʙಅ

ʐδܼࡊμৎᚧբ ဃࢸᲮƔஉǇưƷʐδƷƍǔμƯƷܼࡊǛᚧբƠŴ܇ᏋƯૅੲƴ᧙Ƣ
ʙಅ

ǔऴإ੩̓ǍᏋؾሁƷ৭੮ǛᘍƏʙಅ

ٶಮƳɼ˳ ƕஜС ཎܭᏋȷ̬ᏋᚨሁǁƷൟ᧓ʙಅᎍƷӋλƷ̟ᡶƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮ
ࡇƴӋλƢ ǔƜƱ ƦƷ˂ٶಮƳʙಅᎍƷᏡщǛဇƠƨཎܭᏋȷ̬ᏋᚨሁƷᚨፗӍ
Ǜ̟ᡶƢǔ ƨǊƷ ƸᢃփǛ̟ᡶƢǔƨǊƷʙಅ
ʙಅ
ܱᝲࣉӓƴ̞ǔᙀ ̬ᜱᎍƷɭ࠘ࢽƷཞඞሁǛѥకƠƯŴཎܭᏋȷ̬ᏋᚨሁƴݣƠƯ
ឱዅ˄ǛᘍƏʙಅ

̬ᜱᎍƕૅƏǂƖଐဇԼŴ૨φƦƷ˂ƷᏋȷ̬Ꮛƴ࣏ᙲƳཋԼƷ
ទλƴᙲƢǔᝲဇӍƸᘍʙǁƷӋьƴᙲƢǔᝲဇሁǛяƢǔʙಅ


➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Წ ܇ƲǋƷʴӝӏƼܖݼЭδᇜƷᏋȷ̬ᏋӏƼܖᇜǯȩȖƷཞඞ
Ძ  ܇ƲǋƷʴӝƱЈဃૠƷਖ਼ᆆ
   ࠰Ɣǒ  ࠰ǇưƷ ᳸ ബƷ܇ƲǋƷʴӝǛǈǔƱŴɟᝦƠƯفьƠƯƓǓŴ
  ࠰  உ  ଐྵנư  ʴƱƳƬƯƍǇƢŵЈဃૠƴƭƍƯƸŴفьͼӼƕᙸ
ǒǕŴ  ࠰Ƹ  ʴư  ࠰Ʒኖ  ̿ƴفьƠƯƍǇƢŵ
ᅗ⾲ Ϫ ᑵᏛ๓ேཱྀฟ⏕ᩘࡢ᥎⛣


ʤਕʥ



ϭϲ͕ϬϬϬ



ϭϰ͕ϬϬϬ



ϭϮ͕ϬϬϬ




ϭϯ͕Ϯϳϲ

ϭϯ͕ϲϰϲ

ϭϰ͕ϭϭϴ

ϭϮ͕ϴϵϵ

ϭϭ͕Ϯϭϲ

ϭϭ͕ϲϳϲ

ϭϭ͕ϵϰϭ

ϭϮ͕Ϯϰϯ

ϭϮ͕ϱϴϵ

Ϯ͕ϭϵϮ

Ϯ͕ϭϯϱ

Ϯ͕ϯϮϰ

Ϯ͕ϰϲϵ

Ϯ͕ϱϭϱ

Ϯ͕ϲϭϮ

Ϯ͕ϳϵϬ

Ϯ͕ϳϴϴ

Ϯ͕ϲϳϵ

ฑϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϭϰ͕ϭϱϱ

ϭϬ͕ϬϬϬ
ϴ͕ϬϬϬ
ϲ͕ϬϬϬ



ϰ͕ϬϬϬ



Ϯ͕ϬϬϬ



Ϭ



ϯϭ
ʤ೧ʥ

मָࣉಒਕ



ड़ਫ਼਼

ЈχᲴƂܖݼЭδᇜʴӝƃ˰ൟؕஜӨࠚᲢӲ࠰  உ  ଐྵנᲣ
ƂЈဃૠƃžૼܿғƷಒඞſ

Წ  ܇ƲǋƷݩஹʴӝਖ਼ᆆ
   ࠰Ɣǒ  ࠰ǇưƷ ᳸ ബƷ܇ƲǋƷʴӝܱጚ͌ǛǈǔƱŴᲪ᳸ᲬബƸಒƶ
ɟᝦƠƯفьƠŴ  ࠰Ƹ  ʴƱƳƬƯƍǇƢŵᲭ᳸ᲯബƸɟᝦƠƯفьƠŴ
 ࠰Ƹ  ʴƴفьƠƯƍǇƢŵᲰ᳸ ബƸࣇفถǛጮǓᡉƠŴ  ࠰Ƹ 
ʴư  ࠰Ʒኖ  ̿ƱƳƬƯƍǇƢŵਖ਼ᚘ͌ưƸŴʻࢸǋᲪ᳸ᲯബƸ್ƹƍͼӼưƢ
ƕŴᲰ᳸ ബƸفьƢǔᙸᡂǈưƢŵ
ᅗ⾲ Ϫ Ꮚࡶࡢᖺ㱋  ༊ศูேཱྀࡢ᥎⛣
㻌

ʤਕʥ







ࣰ

ϯϬ͕ϬϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ



ϭϬ͕ϬϬϬ



ϱ͕ϬϬϬ



Ϭ

ϭϬ͕ϭϵϵ ϭϬ͕ϭϲϵ ϭϬ͕ϬϭϬ

ϭϬ͕ϰϴϴ
ϭϬ͕ϬϯϮ ϭϬ͕Ϭϰϱ ϭϬ͕ϮϬϯ

ϭϬ͕ϴϰϴ ϭϭ͕ϭϳϰ ϭϭ͕ϱϰϯ

ϭϭ͕ϵϰϰ ϭϮ͕Ϯϴϳ ϭϮ͕ϲϱϭ ϭϯ͕Ϭϲϱ ϭϯ͕ϯϵϴ

ϲ͕ϱϴϯ ϲ͕ϳϮϵ ϲ͕ϵϵϱ ϳ͕ϭϮϭ ϳ͕ϭϭϭ ϳ͕Ϭϱϱ ϳ͕Ϭϰϭ
ϱ͕ϴϴϯ ϱ͕ϵϳϬ ϲ͕Ϭϳϱ ϲ͕ϯϬϯ
ϱ͕ϮϮϵ ϱ͕ϯϴϮ ϱ͕ϱϳϮ ϱ͕ϲϴϯ
ϱ͕ϵϴϳ ϲ͕Ϯϵϰ ϲ͕ϯϲϵ ϲ͕ϱϲϬ ϲ͕ϳϬϲ ϲ͕ϵϮϵ ϳ͕ϮϬϭ ϳ͕ϯϰϯ ϳ͕ϱϯϱ ϳ͕ϰϮϲ ϳ͕ϰϲϴ ϳ͕ϰϰϵ ϳ͕ϰϱϬ ϳ͕ϰϮϰ ϳ͕ϯϵϳ




ਬܯ

ʤ೧ʥ
ϬʛϮࡂ

ϯʛϱࡂ

ϲʛϭϭࡂ

ЈχᲴƂܱጚ͌ƃ˰ൟؕஜӨࠚᲢӲ࠰  உ  ଐᲣŴƂਖ਼ᚘ͌ƃૼܿғ૰



➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Ჭ  ̬ᏋᚨƷܭՃ
 ғưƸ̬ᏋᚨܭՃƷਘٻƴᆢಊႎƴӕǓኵǈŴ  ࠰Ʒ  ʴƔǒ  ࠰
Ʒ  ʴƱ  ʴˌɥƷ̬ᏋܭՃǛفьƠǇƠƨŵ

ᅗ⾲ Ϫ ಖ⫱タᐃဨࡢ᥎⛣
 ʤਕʥ
 ϵ͕ϬϬϬ
 ϴ͕ϬϬϬ
ϲ͕ϱϯϯ

 ϳ͕ϬϬϬ
ϲ͕ϬϬϬ



ϱ͕ϬϬϬ

 ϰ͕ϬϬϬ
 ϯ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϮϳϮ

ϰ͕ϱϵϬ

ϰ͕ϴϮϭ

ϰ͕ϵϳϴ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

ϱ͕ϱϬϲ

ϳ͕ϲϬϵ

ϳ͕Ϭϱϲ

ϳ͕ϵϲϮ

ϱ͕ϴϭϭ

 Ϯ͕ϬϬϬ
 ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ



ฑϮϮ



Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ
ʤ೧ʥ


ЈχᲴૼܿғ૰ᲢӲ࠰  உ  ଐྵנᲣ

Ხ  ࢳೞδᇜƷཞඞ
 ᡈ࠰ƷЈဃૠǍܖݼЭδᇜʴӝƷفьŴσƖܼࡊƷفьǛӖƚƯŴᛐӧ̬ᏋሁƷဎᡂ
ᎍૠƸ  ࠰ࡇƷ  ʴƔǒ  ࠰ࡇƷ  ʴƱኖ  ̿ƴفьƠƯƍǇ
ƢŵƜǕǛӖƚŴ  ࠰ƴƸ  ʴưƋƬƨࢳೞδᇜૠƕŴ  ࠰ࡇƔǒ 
࠰ࡇƴƔƚƯ  ʴǛឬƑǇƠƨŵ̬ᏋᚨƷࠢٻƳૢͳƴǑǓŴ  ࠰ࡇˌᨀŴࢳೞ
δᇜૠƸถݲƠŴ  ࠰ࡇƴƸᲬʴƱƳƬƯƍǇƢŵ

ᅗ⾲ Ϫ ㄆྍಖ⫱ᡤ➼ࡢ⏦㎸⪅ᩘᚅᶵඣ❺ᩘ


ʤਕʥ

 Ϯ͕ϱϬϬ

ϭϳϲ




ϭϱϮ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϲϳϴ

ϭ͕ϵϯϲ

ϭϱϬ

ϭ͕ϯϭϲ

ϭ͕Ϯϵϯ

ϭ͕ϭϬϭ




ϭ͕ϴϯϬ

Ϯ͕Ϯϰϭ

ϭ͕ϬϬϬ
ϴϯ

ϭϬϬ
ϵϮ

ϵϴ

ϱϬϬ



ϱϬ

ϱϴ




Ϯ͕Ϭϲϱ

ϭ͕ϱϭϮ

 ϭ͕ϱϬϬ


ϭϲϴ

ʤਕʥ
ϮϬϬ
Ϯ͕ϭϬϬ

Ϭ
ฑϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϳ

Ϯϱ

Ϯϵ

ϯϬ

Ϯ
Ϭ
ϯϭ
ʤ೧ʥ

ਅࠒं਼



ଶࣉؽಒ਼

ЈχᲴૼܿғ૰ƂဎᡂᎍૠƃӲ࠰  உλטЎŴƂࢳೞδᇜૠƃӲ࠰  உ  ଐྵנ






➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Ჯ  ̬ᏋᚨƷМဇཞඞ
 ᡈ࠰Ʒ̬ᏋȋȸǺƷفьǛӖƚŴ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטᲢ̬ᏋטೞᏡᲣሁƷ̬ᏋǛМဇ
Ƣǔ܇ƲǋƸŴμ˳ƱƠƯ࠰ŷفьƠƯƍǇƢŵ

ᅗ⾲ Ϫ ྛ✀ಖ⫱タࡢ⏝≧ἣ
䠄༢䠖ே䠅㻌
   ࢬઅ
೧ౕ


Ն
Ն
ఈ
ఈ
Պఋద
ฯүॶ ฯүॶ ͞ʹԄ ͞ʹԄ
ฯү
ʤཱིۢʥ ʤࢴཱིʥ ʤཱིۢʥ ʤࢴཱིʥ

ฯү ࣆ ಼ॶۂৄ
ϩʖϞ ฯүࣆ ۂฯүॶ

ܯ

ฑ 





 



 











 



 











 



 

















 

















 

















 





















































































ЈχᲴૼܿғ૰ᲢӲ࠰  உ  ଐྵנᲣ



Ჰ  ࠷ᆐטƷМဇཞඞ
࠷ᆐטМဇᎍૠƸ  ࠰ࡇˌᨀ  ʴӨư್ƹƍƱƳƬƯƓǓŴˋԧΨ࠰ࡇƸ
 ʴƱƳƬƯƍǇƢŵ࠰ᱫКƷϋᚪǛǈǔƱŴˋԧΨ࠰ࡇƷ  ബδƸ  ʴŴ ബδ
Ƹ  ʴŴ ബδƸ  ʴưŴӲ࠰ᱫưǄǅӷơлӳƱƳƬƯƍǇƢŵ

ᅗ⾲ Ϫ ᗂ⛶ᅬࡢ⏝≧ἣ





ʤਕʥ
ϯ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ

Ϯ͕ϯϱϰ

Ϯ͕ϯϰϲ

Ϯ͕ϯϳϳ

Ϯ͕ϯϱϲ

Ϯ͕ϯϯϰ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϴϰϮ

ϴϬϬ

ϳϳϵ

ϳϵϵ

ϳϵϴ

ϳϵϲ

ϳϳϮ

ϴϬϵ

ϴϬϵ

ϳϴϲ

ϳϭϲ

ϳϳϰ

ϳϴϵ

ϳϰϴ

ϳϱϬ

ฑϮϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ྫݫ




ϭ͕ϱϬϬ



ϭ͕ϬϬϬ



ϱϬϬ






Ϭ

ϯࡂࣉ

ϰࡂࣉ

ϱࡂࣉ

ʤ೧ౕʥ

ЈχᲴૼܿғ૰ᲢӲ࠰ࡇ  உ  ଐྵנᲣ



➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Ჱ  ܖᇜǯȩȖƷႇཞඞ
 ܖᇜǯȩȖƷܭՃૠƸ  ࠰ࡇˌᨀ࠰ŷفьƠŴ  ࠰ࡇƴƸ  ʴƱƳƬ
ƯƍǇƢŵܖᇜǯȩȖƷႇʴૠǋŴ  ࠰ࡇˌᨀفьƠƯƍǇƢŵƜǕƸŴܖݱఄδ
ᇜૠƷفьƴьƑŴ  ࠰ࡇƔǒƸܖᇜǯȩȖݣᝋδᇜƕܖݱఄ  ࠰ဃǇưƴਘٻƞǕ
ƨƜƱƕŴྸဌƱƠƯᎋƑǒǕǇƢŵ

ᅗ⾲ Ϫ Ꮫ❺ࢡࣛࣈࡢᐃဨཬࡧⓏ㘓ேᩘࡢ᥎⛣


ʤਕʥ



Ϯ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϴϲϴ


ϭ͕ϴϬϬ

ϭ͕ϳϵϲ




ϭ͕ϲϬϬ

ϭ͕ϲϭϬ

ϭ͕ϲϳϭ

ϭ͕ϱϭϮ


ϭ͕ϯϯϵ

ϭ͕ϰϬϬ
ϭ͕ϮϬϬ

ϭ͕ϭϳϳ
ϭ͕Ϯϵϳ

ϭ͕ϮϮϱ

ϭ͕ϮϮϳ

ϭ͕Ϯϱϰ

ϭ͕ϯϬϲ

ϭ͕ϯϭϮ

ϭ͕ϯϱϮ




ϭ͕ϬϬϬ
ฑϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ



ϭ͕ϯϱϲ

Ϯϱ
ఈҽ਼ʤਕʥ



Ϯϲ




ϭ͕ϰϲϱ

ϭ͕ϰϲϱ

ϭ͕ϰϴϱ

ϭ͕ϰϴϱ

ϭ͕ϲϭϬ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ
ʤ೧ౕʥ

ౌਕ਼ʤਕʥ

ЈχᲴૼܿғ૰







➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Ჭ ૼܿғƷ܇ᏋƯૅੲᚨሁ
Ძ  ܖݼЭδᇜƷᏋȷ̬Ꮛᚨሁ



è


















è ῁ᲢˎᆅᲣƴơƍǖ̬ᏋׄטȄƸˋԧᲬ࠰ᲰஉᚨʖܭưƢŵ


➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇












➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Წ  ܖݱఄŴܖᇜǯȩȖŴ܇ᏋƯૅੲᚨሁ



























➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇














➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Ხ Ꮛȷ̬Ꮛ੩̓ғ؏Ʒᚨܭ
Ძ  ̬Ꮛ੩̓ғ؏Ʒᚨܭ

ĬிҤ؏עȷȷȷׄŴሦᇶထŴಔထŴᚌሀཎКЈࢌሥϋ
ĭɶ؏עځȷȷȷᒉထŴٻʁ̬ŴஙཎКЈࢌሥϋ
Įᙱ҅؏עȷȷȷৎشŴᓳӳᇹɟŴᓳӳᇹʚཎКЈࢌሥϋ















Ƃғ؏КƷཞඞᲢ  ࠰  உ  ଐྵנᲣ
ƃ
ிҤ؏ע

ɶ؏עځ

ᙱ҅؏ע

ᲢׄŴሦᇶထŴಔထŴ

ᲢᒉထŴٻʁ̬Ŵ

ᲢৎشŴᓳӳᇹɟŴ

ᚌሀཎКЈࢌሥϋᲣ

ஙཎКЈࢌሥϋᲣ

ᓳӳᇹʚཎКЈࢌሥϋᲣ

᳸ ബδʴӝ  ʴ

᳸ ബδʴӝ  ʴ

᳸ ബδʴӝ  ʴ

ᚨӸ

ᚨӸ

ᛐӧ̬Ꮛ

ሖૠ


ܭՃૠ

 ᛐӧ̬Ꮛ

ᛐܭƜƲǋ

 ᛐӧ̬Ꮛ





טᲢ̬ᏋᲣ




 ᛐᚰ̬Ꮛ

ƦƷ˂Ʒ


̬Ꮛᚨ



 ᚘ























̬Ꮛᚨ


 ᚘ

δᇜૠƴҩ

δᇜૠƴҩ

δᇜૠƴҩ

ǊǔܭՃƷ

Ჟ Ǌ ǔ  ܭՃ Ʒ

 Ǌ ǔ  ܭՃ Ʒ

лӳ

ܭՃૠ

ƦƷ˂Ʒ


̬Ꮛᚨ



ሖૠ

טᲢ̬ᏋᲣ

 ᛐᚰ̬Ꮛ

ƦƷ˂Ʒ

ᚨӸ

ᛐܭƜƲǋ



טᲢ̬ᏋᲣ

ᚘ



ܭՃૠ

ᛐܭƜƲǋ


ᛐᚰ̬Ꮛ

ሖૠ

лӳ

лӳ







➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Წ  ̬Ꮛ੩̓ғ؏ƷᎋƑ૾
ᇹɟᚘဒƴƓƍƯŴྸעႎவˑǍʩᡫʙऴሁǛ៊ǇƑƨ̬ᏋᚨƷМဇཞඞǍ̬Ꮛᚨ
ƷૢͳཞඞሁǛѥకƠŴᨩƢǔ ᳸ ƷཎКЈࢌሥϋǛɟƭƷғ؏ƱƠƯ  ғ؏Ǜᚨܭ
ƠǇƠƨŵ
ƜǕǇưƷᚘဒႎƳ̬ᏋᚨƷૢͳƴǑǓŴ ғ؏ƴƓƚǔδᇜૠƴҩǊǔ̬ᏋܭՃƷл
ӳƸŴஇǋ᭗ƍ؏עư ᲟŴஇǋ˯ƍ؏עư ᲟƱࠀƸ  ȝǤȳȈᆉࡇƱƳƬƯ
ƓǓŴӲғ؏Ʊǋӷơ൦แưૢͳƕᡶǜưƍǇƢŵ
̬Ꮛ੩̓ғ؏ƸŴᚘဒ᧓ɶƷᏋȷ̬ᏋᚨƷૢͳƷᎋƑ૾ƷؕஜƱƢǔǋƷưƢƕŴ
ʻࢸƷᅈ˟ཞඞǍ؏עƷཞඞƴࣖơƯ࣏ᙲƕဃơƨئӳƴƸŴᢘദƳᙸႺƠǛᘍƬƯƍƖǇ
Ƣŵ

ிҤ؏ע
ƜƷ؏עƸŴ܇ᏋƯɭ࠘ƷλއƕेܭƞǕǔȞȳǷȧȳƷᚨƕᡶǜƩǄƔŴ  ࠰
ࡇƴᙱૼܿʞɠႸưᙹٻƳϐႆʙಅƕܦʕƢǔƳƲŴ؏עƷཞඞƕٻƖƘ҄٭ƠƭƭƋ
ǓǇƢŵ
ƦƏƠƨཞඞƴƓƍƯிҤ؏עưƸŴʙಅᚘဒƷᇹɟƷ  ࠰᧓ưᆢಊႎƳ̬Ꮛૢͳƴ
ӕǓኵǜưƖǇƠƨŵ  ࠰  உ  ଐˌᨀŴᛐӧ̬Ꮛ  ƔŴᛐܭƜƲǋ  טƔ
Ŵ̬؏עᏋʙಅ  ƔƕᚨƠƨǄƔŴЎטƷૢͳǍଏט܍ƷܭՃਘٻሁƴǑǓŴܭՃ
Ʒᄩ̬ǛƬƯƖǇƠƨŵƦƷኽௐŴܖݼЭδᇜૠƴݣƢǔ̬ᏋܭՃƷлӳƸŴ  ࠰
ࡇƷ ᲟƔǒŴ  ࠰ࡇƸ ᲟǇưɥଞƠǇƠƨŵ
ƠƔƠʻࢸŴׄǨȪǢư  ƔŴᙱૼܿǨȪǢư  ƔƷᙹٻƳϐႆʙಅƕʖܭƞ
ǕƯƓǓŴٶƍǋƷưƸኖ  ৎƷ˰ৎƷૢͳƕᚘဒƞǕƯƍǇƢŵžᙹٻƳϐႆʙಅ
ሁƴǑǔ܇ᏋƯɭ࠘ƷفࠢٻƕᙸᡂǇǕǔ؏עſƱƠƯŴ੩̓˳СƱʴӝفǛԃǊƨ؏עƷ
̬ᏋᩔᙲǛᎋॾƠŴ࣏ᙲƱЙૺƞǕǔئӳƴƸŴႆʙಅሁƱɟ˳ႎƴ̬ᏋᚨƷૢͳǛᡶ
ǊƯƍƖǇƢŵ

ɶ؏עځ
ƜƷ؏עƸŴƔƭƯٶƘƷ܇ᏋƯɭ࠘ƕ˰އƠƯƍƨৎޛȏǤȄԗᡀǛƸơǊŴଏƴܭՃ
ᙹƷٻƖƍᛐӧ̬ᏋǍᛐܭƜƲǋטƕٶƘƋǓǇƢŵܖݼЭδᇜૠƴݣƢǔ̬ᏋܭՃƷ
лӳƸŴ  ࠰ࡇໜư ᲟƱƳƬƯƓǓŴᆢಊႎƳᚨૢͳǛᘍƬƯƖƨ˂ƷᲬ
؏עƷྵཞƱӷ൦แƷ੩̓˳СƕŴଏƴᄩ̬ƞǕƯƍǇƠƨŵ
ʙಅᚘဒƷᇹɟƷሊܭƴƓƍƯƸŴ
ž؏עϋƷǈƳǒƣŴᡈᨩ؏עƷ̬ᏋȋȸǺƴǋݣ
ࣖưƖǔ؏עſƱƠƯŴɟܭᆉࡇƷᡈᨩ؏עƷᩔᙲǛӖƚλǕƯƖǇƠƨŵƦƷƨǊƜƷ 
࠰᧓ưƸעޅႎƳ؏עƷᩔᙲƴࣖơƯŴǨȪǢǛᨂܭƠƨᚨૢͳǛᘍƍǇƠƨŵ 
࠰  உ  ଐˌᨀŴᛐӧ̬Ꮛ  ƔŴᛐܭƜƲǋ  טƔƕᚨƠƯƍǇƢŵ
ƠƔƠŴƜƷ᧓ƴƓƍƯǋŴƜƷ؏עƴƓƚǔܖݼЭδᇜૠƸفьƠŴ̬ᏋᩔᙲƸ࠰ŷ᭗
ǇƬƯƖǇƠƨŵܖݼЭδᇜૠƴݣƢǔ̬ᏋܭՃƷлӳƸ˂ƷᲬ؏עƱӷ൦แƱƳƬƯƓǓŴ
ᡈᨩ؏עƷ̬ᏋȋȸǺƴࣖݣƢǔͼӼƸᕓǇƬƯƍǇƢŵƦƷƨǊʻࢸƸŴ؏עϋƷ̬Ꮛȋȸ
ǺƴࣖݣưƖƳƘƳǔƜƱƕଢǒƔƳئӳƴᨂǓŴǨȪǢǛᨂܭƠƨᚨૢͳǛᘍƍǇƢŵ
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ᙱ҅؏ע
ƜƷ؏עƸŴ˰ݦއဇ؏עƕٶƘŴ̬ᏋሁƷဇעǍཋƷᄩ̬ƕᩊƠƍཞඞƕƋƬƨƜ
ƱƔǒŴ̬Ꮛᚨƕൔ᠋ႎݲƳƍ؏עưƠƨŵƠƔƠʙಅᚘဒƷᇹɟƷ  ࠰᧓ưŴ 
࠰ࡇໜƷܖݼЭδᇜૠƴݣƢǔ̬ᏋܭՃൔƕғϋưஇǋ˯ƔƬƨᓳӳᇹɟЈࢌሥϋǛɶ
࣎ƴŴᆢಊႎƳ̬ᏋૢͳƴӕǓኵǜưƖǇƠƨŵ  ࠰  உ  ଐˌᨀŴᛐӧ̬Ꮛ 
ƔŴ̬؏עᏋʙಅ  ƔƕᚨƠƨኽௐŴᙱ҅؏עƷܖݼЭδᇜૠƴݣƢǔ̬ᏋܭՃƷ
лӳƸŴ  ࠰ࡇƷ ᲟƔǒ  ࠰ࡇƸ ᲟǇưɥଞƠǇƠƨŵ
 ʻࢸŴғμ˳ưƸŴˋԧ  ࠰ࡇƕܖݼЭδᇜૠƷȔȸǯƱƠƯਖ਼ᚘƞǕƯƍǇƢƕŴᙱ҅
؏עƴᨂƬƯƸŴዒዓƠƯܖݼЭδᇜૠƷفьƕᙸᡂǇǕƯƓǓŴفƑዓƚǔ̬ᏋȋȸǺƴ
ࣖݣƢǔƨǊƴƸŴʻࢸǋƞǒƳǔᚨૢͳƕ࣏ᙲưƋǔƱᙸᡂǇǕǇƢŵ


Ჭ  ᏋŴ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷ੩̓ғ؏Ʒᚨܭ
 ࠷δᏋᚨǍ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƴƭƍƯƸŴྵཞƴƓƍƯǋ࠼؏Мဇƕᘍǘ
ǕŴғ؏ᚨܭƷᎋƑ૾ƴƳơǇƳƍƨǊŴғϋμ؏ǛɟƭƷғ؏ƱƠƯᚨܭƠǇƢŵ
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Ჯ Ӳ࠰ࡇƴƓƚǔᏋȷ̬ᏋƷƷᙸᡂǈ
Ꮛȷ̬Ꮛ੩̓ғ؏ƝƱƴŴྵנƷМဇཞඞӏƼМဇࠎஓƔǒਖ਼ᚘƠƨžƷᙸᡂǈſƴ
ࣖݣƢǔžᄩ̬ƷϋܾӏƼܱᲢᄩ̬૾ሊᲣ
ſǛŴʙಅᚘဒƱƠƯܭǊǇƢŵᚘဒ᧓ɶ
Ტˋԧ  ࠰ࡇ᳸ˋԧ  ࠰ࡇᲣƸŴஜᚘဒƴؕƮƖŴឋƷ᭗ƍᏋȷ̬ᏋǛᚘဒႎƴܱƠƯ
ƍƖǇƢŵ
ǇƨஜᚘဒƸŴδᇜʴӝƷਖ਼ᆆǍᏋȷ̬ᏋƷᩔᙲƷ҄٭ሁǛᎋॾƠŴእకƷ˺Ɣǒᄩ
ܭ༿ƷሊܭƷ᧓ƴƓƚǔႺᡈƷʴӝਖ਼ᚘǍᄩ̬ૠƷཞඞǛӒପƠƯŴૠ͌ƴƭƍƯɟܭƷᙸ
ႺƠǛᘍƏʖܭưƢŵ

ƷᙸᡂǈƷምЈ૾ඥ
Ꮛȷ̬ᏋᚨŴ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷƷᙸᡂǈƸŴғƷᛦ௹Ტ ȚȸǸᲣǛǋ
ƱƴŴˌɦƷưਖ਼ᚘƠƯƍǇƢŵ̬ᜱᎍƷݼіཞඞƔǒŴ ƭƷܼࡊƷЎǛᘍƍŴ
ྵנƷᏋȷ̬ᏋᚨŴ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅሁƷМဇཞඞǍʻࢸƷМဇࠎஓǛǋƱ
ƴŴƷᙸᡂǈǛምЈƠƯƍǇƢŵ
Мဇࠎஓ৭੮ᛦ௹Ʒܱ
ғƷᛦ௹

ӋᎋᲴܼࡊƷᲲЎ

ȷܖݼЭδᇜ̬ᜱᎍݣᝋƷᛦ௹
ȷܖݱဃδᇜ̬ᜱᎍݣᝋƷᛦ௹

ܼࡊƷЎ
ഏƷĬĭƦǕƧǕƷܼࡊǛЎ
Ƣǔŵ
ĬྵנŴᏋȷ̬ᏋᚨǍ܇ᏋƯૅ
ੲʙಅǛМဇƠƯƍǔ૾
ĭʻࢸƷݼіࠎஓǍМဇࠎஓƔ
ǒŴנႎƳМဇॖӼƕƋǔ૾

МဇॖӼƷምЈ
žĬྵנМဇƠƯƍǔ૾ſ
žĭʻࢸ
ƷМဇॖӼƕƋǔ૾ſƷܼࡊ
КƷМဇॖӼǛምЈƢǔŵ



ЈχᲴࠊထ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅᚘဒƴƓƚǔžƷᙸᡂǈſምЈሁƷƨǊƷࡽƖ

ƷᙸᡂǈƷምЈ
ʴӝਖ਼ᚘᲢˋԧ  ࠰ࡇƔǒ  ࠰ࡇᲣƱМဇॖӼྙƔǒƷᙸᡂǈǛምЈ

Ꮛȷ̬ᏋƷƷᙸᡂǈ     ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷƷᙸᡂǈƷምЈ
ȷ ӭᛐܭᲢ࠷ᆐטሁ ᳸ ബᲣ   ࡨᧈ̬Ꮛʙಅ

 ၏δ̬Ꮛʙಅ
ȷ ӭᛐܭᲢ̬Ꮛሁ ᳸ ബᲣ   ્ᛢࢸδᇜͤμᏋʙಅᲢܖᇜǯȩȖᲣ  ȕ ǡ ȟ Ȫ Ü ǵ ȝ ȸ Ȉ ʙ ಅ
ᲢࢸܖݼᲣ
ȷ ӭᛐܭᲢ̬Ꮛሁ ᳸ ബᲣ   ܇ᏋƯჺૅੲʙಅᲢǷȧȸȈǹȆǤŴ
 Ꮛૅੲᚧբʙಅ

ȈȯǤȩǤȈǹȆǤᲣ
 Мဇᎍૅੲʙಅ
 ܇؏עᏋƯૅੲਗໜʙಅ

 ࡍͤۡکᚮ௹
 ɟ᪳ƔǓʙಅ

 ʐδܼࡊμৎᚧբʙಅ
 Ĭ࠷ᆐטƴƓƚǔטנδǛݣᝋƱƠƨ


ɟ᪳ƔǓʙಅ
 ĭĬˌٳƷɟ᪳ƔǓʙಅ

ᄩ̬૾ሊƷ౨᚛       ᄩ̬૾ሊƷ౨᚛ 
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Ꮛȷ̬ᏋƷᄩ̬૾ሊ
 ȚȸǸưምܭƠƨƷᙸᡂǈƴࣖݣƢǔƨǊƷᄩ̬૾ሊƱƠƯŴғƸᛐӧ̬ᏋሁǛ
ૢͳƠƯƍƖǇƢŵஜᚘဒưૢͳƠƯƍƘᚨŴʙಅƷϋܾӏƼဇᛖƷܭ፯ƸŴˌɦƷƱƓ
ǓưƢŵ

ƂஜᚘဒưૢͳƢǔᚨȷʙಅƃ
ŦཎܭᏋȷ̬Ꮛᚨ
ᛐӧ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטŴ࠷ᆐט
ŦᄩᛐǛӖƚƳƍ࠷ᆐ ט
܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲૼСࡇƷዅ˄ƷݣᝋƱƳǔᚨƱƠƯŴᄩᛐǛӖƚƳƍ࠷ᆐט
èᅶᇌ࠷ᆐטƕŴྵཞƷᅶܖяƷˁኵǈưᢃփǛዓƚǔƔŴૼСࡇƷዅ˄ƷݣᝋƱƳ
ǔƔƲƏƔƸŴטƷॖӼƴǑǓǇƢŵ
Ŧཎ̬؏עܭᏋʙಅ 
ᙹݱ̬ᏋʙಅŴܼࡊႎ̬ᏋʙಅŴʙಅϋ̬ᏋŴܡއᚧբ̬Ꮛʙಅ
Ŧᛐӧ̬ٳᏋᚨሁ
ᛐᚰ̬ᏋሁŴᐯ˳ƕؕแƴؕƮƖᢃփᝲૅੲሁǛᘍƬƯƍǔ̬Ꮛᚨሁ
ஜᚘဒƴƓƚǔဇᛖƷϋܾ
ŦƷᙸᡂǈ
Ꮛȷ̬ᏋӏƼ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƴ̞ǔྵנƷМဇཞඞӏƼנႎƳМဇࠎ
ஓǛԃǊƨȋȸǺ
Ŧᄩ̬૾ሊ
  ƷᙸᡂǈƴࣖݣƢǔғƷ੩̓˳СƷᄩ̬Ʒϋܾ


Ძ  ̬ᏋሁƷƷᙸᡂǈƱᄩ̬ૠᲢܭՃૠᲣ
ᄩ̬૾ሊƷᎋƑ૾
̬ᏋሁƴƭƍƯƸŴ̬Ꮛ੩̓ғ؏Ტ ˌ ؏עɦŴƦǕƧǕžிҤ؏עŴɶ؏עځŴᙱ҅
؏עſƱƍƏᲣƝƱƴƷᙸᡂǈǛምЈƠŴƜǕǛዒዓႎƴƨƤǔǑƏŴᚘဒႎƴ̬Ꮛ
ᚨǛૢͳƠƯƍƖǇƢŵ
ʻࢸƷૢͳƴƭƍƯƸŴᛐӧ̬ᏋƷૼᙹᚨƴǑǓ̬ᏋܭՃǛᄩ̬ƠǇƢŵ
̬Ꮛ੩̓ғ؏ƝƱƷƷᙸᡂǈŴᄩ̬ૠᲢܭՃૠᲣƸഏƷƱƓǓưƢŵ
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ᮾ༡ᆅᇦ
䠄༢䠖ே䠅㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

௧䠎ᖺᗘ㻌

௧䠏ᖺᗘ㻌

௧䠐ᖺᗘ㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺᗘ䞉ㄆᐃ༊ศ㻌

㻟 ྕ㻌

㻞 ྕ㻌

㻟 ྕ㻌

㻞 ྕ㻌

㻟 ྕ㻌

㻞 ྕ㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉ᑐ㇟ᖺ㱋➼㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

㻌
㻌
㻌 ⏝䛩䜛ᩍ⫱䞉ಖ⫱㻌
㻠 ᭶ 㻝 ᪥ 㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻜㻌

㻝䞉㻞㻌

㻟䡚㻡㻌

㻜㻌

㻝䞉㻞㻌

㻟䡚㻡㻌

㻜㻌

㻝䞉㻞㻌

㻟䡚㻡㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

㻟㻝㻥㻌

㻝㻘㻜㻟㻢㻌

㻝㻘㻢㻤㻟㻌

㻟㻝㻥㻌

㻝㻘㻜㻤㻤㻌

㻝㻘㻣㻠㻤㻌

㻟㻝㻥㻌

㻝㻘㻜㻤㻤㻌

㻝㻘㻣㻠㻤㻌

⌧ᅾ䛾㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

☜ಖᩘ㻌 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻠㻜㻌

㻝㻤㻡㻌

㻣㻟㻌

㻠㻜㻌

㻞㻜㻟㻌

㻣㻟㻌

㻠㻜㻌

㻝㻥㻝㻌

㻣㻟㻌

㻟㻤㻝㻌

㻝㻘㻟㻝㻠㻌

㻝㻘㻣㻡㻢㻌

㻟㻤㻝㻌

㻝㻘㻟㻤㻠㻌

㻝㻘㻤㻞㻝㻌

㻟㻤㻝㻌

㻝㻘㻟㻣㻞㻌

㻝㻘㻤㻞㻝㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻟㻝㻥㻌

㻝㻘㻜㻡㻢㻌

㻝㻘㻢㻥㻟㻌

㻟㻝㻥㻌

㻝㻘㻜㻤㻤㻌

㻝㻘㻣㻠㻤㻌

㻟㻝㻥㻌

㻝㻘㻜㻤㻤㻌

㻝㻘㻣㻠㻤㻌

㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻠㻜㻌

㻝㻥㻝㻌

㻣㻟㻌

㻠㻜㻌

㻞㻜㻟㻌

㻣㻟㻌

㻠㻜㻌

㻝㻥㻝㻌

㻣㻟㻌

㻟㻤㻝㻌

㻝㻘㻟㻠㻜㻌

㻝㻘㻣㻢㻢㻌

㻟㻤㻝㻌

㻝㻘㻟㻤㻠㻌

㻝㻘㻤㻞㻝㻌

㻟㻤㻝㻌

㻝㻘㻟㻣㻞㻌

㻝㻘㻤㻞㻝㻌

㻌 㔞䛾ぢ㎸䜏㻌

㻟㻞㻢㻌

㻝㻘㻟㻞㻡㻌

㻝㻘㻢㻜㻝㻌

㻟㻞㻟㻌

㻝㻘㻟㻟㻢㻌

㻝㻘㻢㻡㻞㻌

㻟㻞㻜㻌

㻝㻘㻟㻟㻞㻌

㻝㻘㻢㻡㻡㻌

㻌 ᕪᘬᩘ㻌

㻡㻡㻌

㻝㻡㻌

㻝㻢㻡㻌

㻡㻤㻌

㻠㻤㻌

㻝㻢㻥㻌

㻢㻝㻌

㻠㻜㻌

㻝㻢㻢㻌

䠄ᐃဨᩘ䠅㻌 㻌 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌
ᖺᗘᮎ䛾
☜ಖᩘ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌

㻌 ᖺᗘᮎ䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌


㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

௧䠑ᖺᗘ㻌

௧䠒ᖺᗘ㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺᗘ䞉ㄆᐃ༊ศ㻌

㻟 ྕ㻌

㻞 ྕ㻌

㻟 ྕ㻌

㻞 ྕ㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䞉ᑐ㇟ᖺ㱋➼㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

ㄆᐃ㻌

㻌
㻌
㻌 ⏝䛩䜛ᩍ⫱䞉ಖ⫱㻌
㻠 ᭶ 㻝 ᪥ 㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻜㻌

㻝䞉㻞㻌

㻟䡚㻡㻌

㻜㻌

㻝䞉㻞㻌

㻟䡚㻡㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

ṓඣ㻌

㻟㻞㻡㻌

㻝㻘㻝㻟㻜㻌

㻝㻘㻤㻝㻣㻌

㻟㻟㻝㻌

㻝㻘㻝㻡㻜㻌

㻝㻘㻤㻠㻣㻌

⌧ᅾ䛾㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

㻞㻞㻌

㻥㻟㻌

㻙㻌

☜ಖᩘ 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻠㻜㻌

㻝㻥㻣㻌

㻣㻟㻌

㻠㻜㻌

㻝㻥㻝㻌

㻣㻟㻌

㻟㻤㻣㻌

㻝㻘㻠㻞㻜㻌

㻝㻘㻤㻥㻜㻌

㻟㻥㻟㻌

㻝㻘㻠㻟㻠㻌

㻝㻘㻥㻞㻜㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻟㻟㻝㻌
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㻝㻘㻟㻟㻥㻌

㻞㻜㻥㻌

㻤㻝㻡㻌

㻝㻘㻟㻟㻥㻌

㻢㻌

㻠㻤㻌

㻙㻌

㻢㻌

㻠㻤㻌

㻙㻌

㻟㻟㻌

㻝㻜㻤㻌

㻢㻝㻌

㻟㻟㻌

㻝㻜㻞㻌

㻢㻝㻌

㻞㻠㻤㻌

㻥㻣㻝㻌

㻝㻘㻠㻜㻜㻌

㻞㻠㻤㻌

㻥㻢㻡㻌

㻝㻘㻠㻜㻜㻌

㻌 㔞䛾ぢ㎸䜏㻌

㻞㻟㻠㻌

㻥㻠㻥㻌

㻝㻘㻝㻢㻠㻌

㻞㻟㻡㻌

㻥㻡㻠㻌

㻝㻘㻝㻣㻞㻌

㻌 ᕪᘬᩘ㻌

㻝㻠㻌

㻞㻞㻌

㻞㻟㻢㻌

㻝㻟㻌

㻝㻝㻌

㻞㻞㻤㻌

⌧ᅾ䛾㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
☜ಖᩘ 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌 㻌 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
ᖺᗘᮎ䛾

㻜㻌

㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌

☜ಖᩘ
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌

㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌
㻌 ᖺᗘᮎ䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌
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ˋԧᲬ࠰ࡇ

䠄༢䠖ே䠅㻌

㻌㻌

㻟 ṓඣ㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥⌧ᅾ ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
䛾☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌

㻡 ṓඣ㻌

ィ㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

㻢㻠㻤㻌

㻣㻟㻤㻌

㻣㻣㻥㻌

㻞㻘㻝㻢㻡㻌

㻞 ྕㄆᐃ䛾䛖䛱䚸ᗂ⛶ᅬ䛾⏝䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅㻌

㻝㻟㻡㻌

㻞㻜㻤㻌

㻞㻟㻣㻌

㻡㻤㻜㻌

㔞䛾ぢ㎸䜏㻌 ィ㻌

㻣㻤㻟㻌

㻥㻠㻢㻌

㻝㻘㻜㻝㻢㻌

㻞㻘㻣㻠㻡㻌

ᕪᘬᩘ㻌

㻡㻝㻌

㻝㻠㻡㻌

㻝㻜㻝㻌

㻞㻥㻣㻌

ィ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ィ㻌
㔞䛾㻌
ぢ㎸䜏㻌

㻠 ṓඣ㻌



ˋԧ  ࠰ࡇ

䠄༢䠖ே䠅㻌

㻌㻌

㻟 ṓඣ㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥⌧ᅾ ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
䛾☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌

㻡 ṓඣ㻌

ィ㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

㻢㻟㻟㻌

㻣㻢㻠㻌

㻤㻝㻠㻌

㻞㻘㻞㻝㻝㻌

㻞 ྕㄆᐃ䛾䛖䛱䚸ᗂ⛶ᅬ䛾⏝䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅㻌

㻝㻟㻞㻌

㻞㻜㻠㻌

㻞㻟㻞㻌

㻡㻢㻤㻌

㔞䛾ぢ㎸䜏㻌 ィ㻌

㻣㻢㻡㻌

㻥㻢㻤㻌

㻝㻘㻜㻠㻢㻌

㻞㻘㻣㻣㻥㻌

ᕪᘬᩘ㻌

㻢㻥㻌

㻝㻞㻟㻌

㻣㻝㻌

㻞㻢㻟㻌

ィ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ィ㻌
㔞䛾㻌
ぢ㎸䜏㻌

㻠 ṓඣ㻌



ˋԧᲮ࠰ࡇ

䠄༢䠖ே䠅㻌

㻌㻌

㻟 ṓඣ㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥⌧ᅾ ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
䛾☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌

㻡 ṓඣ㻌

ィ㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

㻢㻞㻠㻌

㻣㻠㻣㻌

㻤㻠㻞㻌

㻞㻘㻞㻝㻟㻌

㻞 ྕㄆᐃ䛾䛖䛱䚸ᗂ⛶ᅬ䛾⏝䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅㻌

㻝㻟㻜㻌

㻞㻜㻜㻌

㻞㻞㻥㻌

㻡㻡㻥㻌

㔞䛾ぢ㎸䜏㻌 ィ㻌

㻣㻡㻠㻌

㻥㻠㻣㻌

㻝㻘㻜㻣㻝㻌

㻞㻘㻣㻣㻞㻌

ᕪᘬᩘ㻌

㻤㻜㻌

㻝㻠㻠㻌

㻠㻢㻌

㻞㻣㻜㻌

ィ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ィ㻌
㔞䛾㻌
ぢ㎸䜏㻌

㻠 ṓඣ㻌
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ˋԧᲯ࠰ࡇ

䠄༢䠖ே䠅㻌

㻌㻌

㻟 ṓඣ㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥⌧ᅾ ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
䛾☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌

㻡 ṓඣ㻌

ィ㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

㻢㻟㻝㻌

㻣㻟㻢㻌

㻤㻞㻠㻌

㻞㻘㻝㻥㻝㻌

㻞 ྕㄆᐃ䛾䛖䛱䚸ᗂ⛶ᅬ䛾⏝䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅㻌

㻝㻟㻞㻌

㻞㻜㻟㻌

㻞㻟㻝㻌

㻡㻢㻢㻌

㔞䛾ぢ㎸䜏㻌 ィ㻌

㻣㻢㻟㻌

㻥㻟㻥㻌

㻝㻘㻜㻡㻡㻌

㻞㻘㻣㻡㻣㻌

ᕪᘬᩘ㻌

㻣㻝㻌

㻝㻡㻞㻌

㻢㻞㻌

㻞㻤㻡㻌

ィ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ィ㻌
㔞䛾㻌
ぢ㎸䜏㻌

㻠 ṓඣ㻌



ˋԧᲰ࠰ࡇ

䠄༢䠖ே䠅㻌

㻌㻌

㻟 ṓඣ㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥⌧ᅾ ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
䛾☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌

ィ㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻟㻤㻥㻌

㻢㻞㻞㻌

㻢㻞㻤㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠㻠㻡㻌

㻠㻢㻥㻌

㻠㻤㻥㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻤㻟㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻝㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

㻢㻞㻥㻌

㻣㻠㻡㻌

㻤㻝㻞㻌

㻞㻘㻝㻤㻢㻌

㻞 ྕㄆᐃ䛾䛖䛱䚸ᗂ⛶ᅬ䛾⏝䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅㻌

㻝㻟㻝㻌

㻞㻜㻞㻌

㻞㻟㻝㻌

㻡㻢㻠㻌

㔞䛾ぢ㎸䜏㻌 ィ㻌

㻣㻢㻜㻌

㻥㻠㻣㻌

㻝㻘㻜㻠㻟㻌

㻞㻘㻣㻡㻜㻌

ᕪᘬᩘ㻌

㻣㻠㻌

㻝㻠㻠㻌

㻣㻠㻌

㻞㻥㻞㻌

ᖺᗘᮎ䛾㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌
☜ಖᩘ㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ィ㻌




㻡 ṓඣ㻌

㻟㻤㻥㻌

ィ㻌

㔞䛾㻌
ぢ㎸䜏㻌

㻠 ṓඣ㻌
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ˋԧᲬ࠰ࡇ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄆᐃ༊ศ䞉ᑐ㇟ᖺ㱋➼㻌
㻌
㻌 ⏝䛩䜛ᩍ⫱䞉ಖ⫱㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

䠄༢䠖ே䠅㻌
㻟 ྕㄆᐃ㻌
㻜 ṓ㻌

㻞 ྕㄆᐃ㻌

㻝䞉㻞 ṓ㻌

㻟 ṓ௨ୖ㻌

ಖ⫱㻌
㻣㻥㻢㻌

㻞㻘㻡㻤㻜㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

ᩍ⫱㻌
㻠㻘㻝㻥㻥㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥㻌 㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
⌧ᅾ䛾㻌
㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
☜ಖᩘ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻝㻜㻠㻌

㻠㻟㻢㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻌 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌

㻥㻞㻤㻌

㻟㻘㻝㻤㻝㻌

㻠㻘㻟㻡㻜㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻣㻥㻢㻌

㻞㻘㻢㻜㻜㻌

㻠㻘㻞㻜㻥㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌
☜ಖᩘ㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌
㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌
㻌 ᖺᗘᮎ䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌
㻌 㔞䛾ぢ㎸䜏㻌

㻌㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌
㻌

㻌㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻌

㻝㻜㻠㻌

㻠㻠㻞㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻥㻞㻤㻌

㻟㻘㻞㻜㻣㻌

㻠㻘㻟㻢㻜㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻣㻥㻤㻌

㻟㻘㻝㻢㻟㻌

㻟㻘㻤㻡㻠㻌

㻡㻤㻜㻌

㻞㻘㻝㻢㻡㻌

㻣㻘㻤㻝㻡㻌

㻞㻘㻣㻠㻡㻌



ˋԧᲭ࠰ࡇ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄆᐃ༊ศ䞉ᑐ㇟ᖺ㱋➼㻌
㻌
㻌 ⏝䛩䜛ᩍ⫱䞉ಖ⫱㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

䠄༢䠖ே䠅㻌
㻟 ྕㄆᐃ㻌
㻜 ṓ㻌

㻞 ྕㄆᐃ㻌

㻝䞉㻞 ṓ㻌

㻟 ṓ௨ୖ㻌

ಖ⫱㻌
㻤㻜㻞㻌

㻞㻘㻣㻡㻞㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

ᩍ⫱㻌
㻠㻘㻠㻢㻜㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥㻌 㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
⌧ᅾ䛾㻌
㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
☜ಖᩘ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻥㻤㻌

㻠㻟㻟㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻌 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌

㻥㻞㻤㻌

㻟㻘㻟㻡㻜㻌

㻠㻘㻢㻝㻝㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻤㻜㻞㻌

㻞㻘㻣㻡㻞㻌

㻠㻘㻠㻢㻜㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌
☜ಖᩘ㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌
㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌
㻌 ᖺᗘᮎ䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌
㻌 㔞䛾ぢ㎸䜏㻌

㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌
㻌

㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻌

㻥㻤㻌

㻠㻟㻟㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻥㻞㻤㻌

㻟㻘㻟㻡㻜㻌

㻠㻘㻢㻝㻝㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻣㻥㻠㻌

㻟㻘㻞㻢㻠㻌

㻠㻘㻜㻠㻤㻌
㻤㻘㻝㻜㻢㻌

㻌





㻡㻢㻤㻌

㻞㻘㻞㻝㻝㻌
㻞㻘㻣㻣㻥㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



ˋԧᲮ࠰ࡇ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄆᐃ༊ศ䞉ᑐ㇟ᖺ㱋➼㻌
㻌
㻌 ⏝䛩䜛ᩍ⫱䞉ಖ⫱㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

䠄༢䠖ே䠅㻌
㻟 ྕㄆᐃ㻌
㻜 ṓ㻌

㻞 ྕㄆᐃ㻌

㻝䞉㻞 ṓ㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

㻟 ṓ௨ୖ㻌

ಖ⫱㻌
㻤㻜㻞㻌

㻞㻘㻣㻣㻢㻌

ᩍ⫱㻌
㻠㻘㻠㻥㻢㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥㻌 㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
⌧ᅾ䛾㻌
㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
☜ಖᩘ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻥㻤㻌

㻠㻞㻝㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌

㻥㻞㻤㻌

㻟㻘㻟㻢㻞㻌

㻠㻘㻢㻠㻣㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻤㻜㻞㻌

㻞㻘㻣㻣㻢㻌

㻠㻘㻠㻥㻢㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻌

㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌
☜ಖᩘ㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌
㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌
㻌 ᖺᗘᮎ䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌
㻌 㔞䛾ぢ㎸䜏㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌
㻌
㻌

㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻌

㻥㻤㻌

㻠㻞㻝㻌

㻝㻡㻝㻌

㻥㻞㻤㻌

㻟㻘㻟㻢㻞㻌

㻠㻘㻢㻠㻣㻌

㻣㻥㻜㻌

㻟㻘㻞㻣㻟㻌

㻠㻘㻜㻟㻤㻌

㻌
㻟㻘㻜㻠㻞㻌
㻡㻡㻥㻌

㻞㻘㻞㻝㻟㻌

㻤㻘㻝㻜㻝㻌

㻞㻘㻣㻣㻞㻌



ˋԧᲯ࠰ࡇ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄆᐃ༊ศ䞉ᑐ㇟ᖺ㱋➼㻌
㻌
㻌 ⏝䛩䜛ᩍ⫱䞉ಖ⫱㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

䠄༢䠖ே䠅㻌
㻟 ྕㄆᐃ㻌
㻜 ṓ㻌

㻞 ྕㄆᐃ㻌

㻝䞉㻞 ṓ㻌

㻟 ṓ௨ୖ㻌

ಖ⫱㻌
㻤㻜㻤㻌

㻞㻘㻤㻝㻤㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

ᩍ⫱㻌
㻠㻘㻡㻢㻡㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥㻌 㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
⌧ᅾ䛾㻌
㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
☜ಖᩘ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻥㻤㻌

㻠㻜㻥㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻌 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌

㻥㻟㻠㻌

㻟㻘㻟㻥㻞㻌

㻠㻘㻣㻝㻢㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻤㻝㻠㻌

㻞㻘㻤㻟㻤㻌

㻠㻘㻡㻥㻡㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌
☜ಖᩘ㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌
㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌
㻌 ᖺᗘᮎ䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌
㻌 㔞䛾ぢ㎸䜏㻌

㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻌

㻥㻤㻌

㻠㻝㻡㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻥㻠㻜㻌

㻟㻘㻠㻝㻤㻌

㻠㻘㻣㻠㻢㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻣㻤㻥㻌

㻟㻘㻞㻢㻜㻌

㻠㻘㻜㻜㻤㻌
㻤㻘㻜㻡㻣㻌







㻡㻢㻢㻌

㻞㻘㻝㻥㻝㻌
㻞㻘㻣㻡㻣㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇




ˋԧᲰ࠰ࡇ

䠄༢䠖ே䠅㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄆᐃ༊ศ䞉ᑐ㇟ᖺ㱋➼㻌

㻟 ྕㄆᐃ㻌
㻜 ṓ㻌

㻌
㻌 ⏝䛩䜛ᩍ⫱䞉ಖ⫱㻌

㻝䞉㻞 ṓ㻌

㻤㻝㻠㻌

㻞㻘㻤㻟㻤㻌

㻝 ྕㄆᐃ㻌

㻟 ṓ௨ୖ㻌

ಖ⫱㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

ᩍ⫱㻌
㻠㻘㻡㻥㻡㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻠 ᭶ 㻝 ᪥㻌 㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
⌧ᅾ䛾㻌
㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
☜ಖᩘ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌 㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻥㻤㻌

㻟㻣㻥㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻌 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌

㻥㻠㻜㻌

㻟㻘㻟㻤㻞㻌

㻠㻘㻣㻠㻢㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻌 ≉ᐃᩍ⫱䞉ಖ⫱タ㻌

㻤㻝㻠㻌

㻞㻘㻤㻟㻤㻌

㻠㻘㻡㻥㻡㻌

㻝㻘㻢㻟㻥㻌

㻌 ☜ㄆ䜢ཷ䛡䛺䛔ᗂ⛶ᅬ㻌
ᖺᗘᮎ䛾㻌
☜ಖᩘ㻌 㻌 ≉ᐃᆅᇦᆺಖ⫱ᴗ㻌
䠄ᐃဨᩘ䠅㻌
㻌 ㄆྍእಖ⫱タ➼㻌
㻌 ᖺᗘᮎ䛾☜ಖᩘ㻌 ィ㻌
㻌 㔞䛾ぢ㎸䜏㻌

㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌
㻌

㻌

㻝㻘㻠㻜㻟㻌

㻞㻤㻌

㻝㻢㻡㻌

㻥㻤㻌

㻟㻣㻥㻌

㻝㻡㻝㻌

㻌

㻥㻠㻜㻌

㻟㻘㻟㻤㻞㻌

㻠㻘㻣㻠㻢㻌

㻟㻘㻜㻠㻞㻌

㻣㻤㻡㻌

㻟㻘㻞㻠㻤㻌

㻠㻘㻜㻜㻝㻌

㻌

㻤㻘㻜㻟㻠㻌

㻌













㻞 ྕㄆᐃ㻌





㻡㻢㻠㻌

㻞㻘㻝㻤㻢㻌
㻞㻘㻣㻡㻜㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Ჰ ܇؏עƲǋȷ܇ᏋƯૅੲʙಅƷƷᙸᡂǈƱᄩ̬૾ሊ
Ძ  ࡨᧈ̬Ꮛʙಅ

ᴗᴫせ



 ᛐӧ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטሁƴƓƍƯŴݼіǍܖݼƳƲƷྸဌưƓᡇƑƕؕஜ᧓Ǜ
ឬƑƯƠǇƏئӳƴ̬ᏋǛᘍƏʙಅưƢŵ


ᐇሙᡤ



ᛐӧ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטŴ̬ᏋȫȸȠŴܼࡊႎ̬ᏋʙಅŴʙಅϋ̬Ꮛʙಅ



㻌㻌

㔞ࡢぢ㎸ࡳ

⏝ᕼᮃேᩘ䠄ே䠅㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻞㻠㻞㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻞㻡㻤㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻞㻡㻣㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻞㻠㻠㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻞㻟㻤㻌



☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉



ྵנǋŴғᇌȷᅶᇌƷᛐӧ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטŴ̬ᏋȫȸȠŴܼࡊႎ̬ᏋʙಅŴʙಅϋ
̬Ꮛʙಅưࡨᧈ̬ᏋǛܱƠƯƍǇƢŵʻࢸǋྵᘍƷ˳СǛዒዓƠƯƍƖǇƢŵ



㻌㻌

☜ಖ᪉⟇

☜ಖᩘ䠄ᐃဨ䞉ே䠅㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻟㻘㻢㻥㻤㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻟㻘㻣㻤㻡㻌















㻠 ᖺᗘ㻌
㻟㻘㻣㻤㻡㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻟㻘㻥㻡㻤㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻟㻘㻥㻡㻤㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Წ  ્ᛢࢸδᇜͤμᏋʙಅᲢܖᇜǯȩȖᲣ

ᴗᴫせ



̬ᜱᎍƷݼіǍ၌၏ƷƨǊƴܼࡊưዒዓႎƴᢘЏƳ̬ᜱƕӖƚǒǕƳƍܖݱဃǛݣᝋƱƠ
ƯŴᢂƼƱဃƷئǛ੩̓ƠŴͤμᏋǛǔʙಅưƢŵ


ᐇሙᡤ

ܖᇜǯȩȖŴܖᇜǯȩȖೞᏡ˄Ɩ્ᛢࢸ܇Ʋǋƻǖƹžƻǖƹȗȩǹſ



㻌㻌

⏝ᐇ⦼

ᐃဨᩘ䠄ே䠅㻌
⏝ேᩘ䠄ே䠅㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
㻝㻘㻟㻡㻢㻌
㻝㻘㻠㻡㻢㻌
㻝㻘㻟㻟㻥㻌
㻝㻘㻡㻝㻞㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌
㻝㻘㻠㻢㻡㻌
㻝㻘㻢㻝㻜㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻝㻘㻠㻤㻡㻌
㻝㻘㻢㻣㻝㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻝㻘㻠㻤㻡㻌
㻝㻘㻣㻥㻢㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻤㻠㻤㻌
㻣㻠㻥㻌
㻡㻤㻞㻌
㻟㻜㻌
㻝㻥㻌
㻝㻡㻌
㻞㻘㻞㻠㻟㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻤㻥㻜㻌
㻣㻤㻢㻌
㻢㻝㻝㻌
㻟㻝㻌
㻝㻥㻌
㻝㻡㻌
㻞㻘㻟㻡㻞㻌

èܭՃૠŴМဇʴૠƸ  உ  ଐྵ͌נưƢŵ
èܖᇜǯȩȖೞᏡ˄Ɩ્ᛢࢸ܇ƲǋƻǖƹƷܱጚƸԃǇǕƯƍǇƤǜŵ




㔞ࡢぢ㎸ࡳ


㻌㻌

㻝 ᖺ⏕䠄ே䠅㻌
㻞 ᖺ⏕䠄ே䠅㻌
㻟 ᖺ⏕䠄ே䠅㻌
㻠 ᖺ⏕䠄ே䠅㻌
㻡 ᖺ⏕䠄ே䠅㻌
㻢 ᖺ⏕䠄ே䠅㻌
ィ䠄ே䠅㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻣㻟㻠㻌
㻢㻠㻤㻌
㻡㻜㻠㻌
㻞㻣㻌
㻝㻥㻌
㻝㻡㻌
㻝㻘㻥㻠㻣㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻣㻣㻜㻌
㻢㻤㻜㻌
㻡㻞㻥㻌
㻞㻤㻌
㻝㻥㻌
㻝㻡㻌
㻞㻘㻜㻠㻝㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻤㻜㻤㻌
㻣㻝㻠㻌
㻡㻡㻡㻌
㻞㻥㻌
㻝㻥㻌
㻝㻡㻌
㻞㻘㻝㻠㻜㻌





☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉
ܖᇜǯȩȖƷܭՃᄩ̬ƴƭƍƯƸŴδᇜϋƴݦဇǹȚȸǹǛᄩ̬ƢǔǄƔŴܖݱఄᚨ

ƷМဇƴƭƍƯᏋۀՃ˟ƱᛦૢǛᘍƍǇƢŵǇƨŴࢳೞδᇜƕƍǔܖᇜǯȩȖƷᡈᨩܖݱ
ఄưžƻǖƹȗȩǹſƷܱǛ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ
 ƞǒƴŴൟ᧓ܖᇜǯȩȖƷᛔᐲǍғƷᚨဇƴƭƍƯǋ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ
㻌㻌
௧ 㻞 ᖺᗘ㻌 㻟 ᖺᗘ㻌
㻠 ᖺᗘ㻌
㻡 ᖺᗘ㻌
㻢 ᖺᗘ㻌
ᨺㄢᚋᏊ䛹䜒䜂䜝䜀㻌
㻟㻞㻣㻘㻡㻟㻜㻌
㻟㻡㻟㻘㻣㻟㻞㻌
㻟㻤㻞㻘㻜㻟㻜㻌
㻠㻝㻞㻘㻡㻥㻞㻌
㻠㻠㻡㻘㻡㻥㻥㻌
䠄ᖺ㛫ᘏ䜉⏝⪅ᩘ䠅㻌
Ꮫ❺䜽䝷䝤ᶵ⬟䛝ᨺㄢᚋᏊ䛹䜒㻌
䜂䜝䜀䠄㻠 ᭶ 㻝 ᪥⌧ᅾⓏ㘓ணᐃ⪅ᩘ䠅㻌

㻤㻤㻜㻌

㻥㻡㻜㻌

㻝㻘㻜㻞㻢㻌

㻝㻘㻝㻜㻤㻌

㻝㻘㻝㻥㻢㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻌 㻝㻘㻥㻣㻤㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻜㻣㻢㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻌 㻞㻘㻝㻣㻠㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻌 㻞㻘㻞㻣㻞㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻌 㻞㻘㻟㻣㻜㻌





☜ಖ᪉⟇
㻌
☜ಖᩘ䠄ᐃဨ䞉ே䠅㻌



➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Ჭ  ܇ᏋƯჺૅੲʙಅᲢǷȧȸȈǹȆǤȷȈȯǤȩǤȈǹȆǤᲣ


ᴗᴫせ



၏ൢȷЈငȷჃᜱȷϛ۟ᔀᅛȷЈࢌƳƲưŴ̬ᜱᎍƕ᧓ٸǋသܣƴƳǔǄƔŴᏋδ၅ǕƳ
ƲŴɟႎƴ܇ƲǋƷ̬ᏋƕưƖƳƍƱƖƴŴғϋƷʐδᨈǍғƕۀᚠƠƨңщܼࡊư܇Ʋ
ǋǛ᪳ƔǔʙಅưƢŵ




ᐇሙᡤ

ʚᓶʐδᨈŴǷȧȸȈǹȆǤңщܼࡊŴȈȯǤȩǤȈǹȆǤңщܼࡊ




⏝ᐇ⦼
㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝㻔ே᪥㻕㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
㻢㻞㻠㻌
㻡㻜㻢㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌
㻢㻠㻝㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻢㻞㻟㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻣㻤㻡㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻢㻣㻥㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻣㻜㻥㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻣㻜㻝㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻣㻜㻝㻌





㔞ࡢぢ㎸ࡳ
㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝ᕼᮃ㻔ே᪥㻕㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻣㻜㻡㻌





☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉
ңщܼࡊСࡇƷԗჷǛᡶǊŴМဇƠǍƢƍͳૢؾǛƬƯƍƖǇƢŵ




☜ಖ᪉⟇


㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
☜ಖᩘ䠄ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䞉ே᪥䠅㻌
㻝㻠㻘㻥㻢㻡㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻝㻡㻘㻢㻥㻡㻌










㻠 ᖺᗘ㻌
㻝㻢㻘㻠㻞㻡㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻝㻣㻘㻝㻡㻡㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻝㻣㻘㻤㻤㻡㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Ხ  ܇؏עᏋƯૅੲਗໜʙಅ

ᴗᴫせ



؏עƷ៲ᡈƳئưŴ܇ᏋƯɶƷᚃ܇Ʒʩ්Ǎː᧓ƮƘǓŴᏋδႻᛩሁǛᘍƏʙಅưƢŵ



ᐇሙᡤ



Ĭ܇Ʋǋዮӳǻȳǿȸ ĭ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸᲢɶᓳӳŴಔထŴ̮ຜထŴ҅ૼܿᲣ
Įδᇜ į܇؏עᏋƯૅੲǻȳǿȸᲢʚᓶŴҾထǈǏƖᲣ İǏƬƨǓȸƷ
ı࠷ᆐטᲢசטݼδƷ˟ȷசטݼδᚨ્ʙಅᲣ Ĳ܇ƲǋטᲢசטݼδᚃ܇Ʒʩ්ʙಅᲣ
ĳᛐӧ̬ᏋᲢ્؏עʙಅᲣ



⏝ᐇ⦼


ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌

Ꮚ䛹䜒⥲ྜ䝉䞁䝍䞊㻌

㻝㻥㻘㻢㻞㻜㻌

㻝㻣㻘㻥㻠㻢㻌

㻝㻤㻘㻞㻣㻜㻌

㻝㻤㻘㻢㻡㻡㻌

㻞㻜㻘㻞㻡㻣㻌

Ꮚ䛹䜒ᐙᗞᨭ䝉䞁䝍䞊㻌

㻣㻠㻘㻡㻥㻣㻌

㻣㻥㻘㻜㻠㻡㻌

㻤㻝㻘㻤㻠㻜㻌

㻣㻤㻘㻠㻣㻟㻌

㻣㻢㻘㻟㻟㻥㻌

㻝㻡㻞㻘㻝㻜㻞㻌

㻝㻡㻣㻘㻤㻞㻝㻌

㻝㻢㻣㻘㻠㻣㻞㻌

㻝㻟㻤㻘㻣㻝㻢㻌

㻝㻠㻞㻘㻝㻜㻟㻌

㻝㻟㻘㻡㻢㻣㻌

㻝㻞㻘㻞㻟㻟㻌

㻝㻟㻘㻞㻜㻤㻌

㻝㻟㻘㻣㻟㻟㻌

㻝㻟㻘㻟㻣㻡㻌

ཎ⏫䜏䜖䛝䜂䜝䜀㻌

㻢㻘㻝㻢㻥㻌

㻤㻘㻝㻞㻟㻌

㻢㻘㻢㻣㻜㻌

㻠㻘㻣㻜㻢㻌

㻟㻘㻣㻟㻡㻌

䜖䛳䛯䜚䞊䛾䛂䜖䛖䜖䛖䜂䜝䜀䛃㻌

㻥㻘㻞㻡㻡㻌

㻝㻜㻘㻟㻡㻟㻌

㻝㻜㻘㻟㻡㻞㻌

㻝㻞㻘㻠㻜㻜㻌

㻝㻝㻘㻠㻡㻡㻌

すᡞᒣᗂ⛶ᅬ䛴䛹䛔䛾䜈䜔㻌
ᅄ㇂Ꮚ䛹䜒ᅬ㻌
ᮍᑵᅬඣぶᏊὶᴗ㻌
ィ㻌

㻝㻘㻝㻠㻣㻌

㻝㻘㻞㻣㻡㻌

㻝㻘㻠㻥㻡㻌

㻝㻘㻞㻤㻟㻌

㻥㻢㻡㻌

㻣㻘㻠㻢㻜㻌

㻢㻘㻞㻜㻟㻌

㻠㻘㻥㻠㻞㻌

㻠㻘㻝㻣㻢㻌

㻟㻘㻣㻡㻝㻌

㻞㻤㻟㻘㻥㻝㻣㻌

㻞㻥㻞㻘㻥㻥㻥㻌

㻟㻜㻠㻘㻞㻠㻥㻌

㻞㻣㻞㻘㻝㻠㻞㻌

㻞㻣㻝㻘㻥㻤㻜㻌

㻌㻌
௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝ᕼᮃ䠄ே᪥䠅㻌
㻝㻟㻟㻘㻡㻥㻝㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻝㻟㻟㻘㻞㻡㻝㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻝㻟㻟㻘㻞㻢㻥㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻝㻟㻞㻘㻤㻜㻠㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻝㻟㻞㻘㻟㻞㻝㻌

ඣ❺㤋㻌
䜅䛯䜀䜂䜝䜀㻌




㔞ࡢぢ㎸ࡳ






☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉



 ʐ࠷δ̬ᜱᎍƴƱƬƯ៲ᡈƳ܇ᏋƯૅੲᚨưʙಅǛܱƠƯƍǇƢŵʻࢸǋྵᘍƷ˳С
ǛዜਤƠŴʐ࠷δᚃ܇ƕᨼƑǔئŴ܇ᏋƯƴƭƍƯႻᛩưƖǔئǛ੩̓ƠƯƍƖǇƢŵ
 


☜ಖ᪉⟇


㻌㻌

☜ಖᩘ䠄⟠ᡤᩘ䞉䛛ᡤ䠅㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻢㻡㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻢㻡㻌

èᄩ̬૾ሊƸሖૠưᚡ᠍ƠǇƢŵ

㻠 ᖺᗘ㻌
㻢㻡㻌




㻡 ᖺᗘ㻌
㻢㻡㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻢㻡㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Ჯ  ɟ᪳ƔǓʙಅ 
Ĭ࠷ᆐטƴƓƚǔטנδǛݣᝋƱƠƨɟ᪳ƔǓʙಅ

ᴗᴫせ



࠷ᆐטư܇ᏋƯૅੲƷɟƱƠƯŴᏋ᧓ኳʕࢸƴ܇ƲǋǛ᪳ƔǔʙಅưƢŵ


ᐇሙᡤ



࠷ᆐט



⏝ᐇ⦼


㻌㻌

ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
㻠㻜㻘㻣㻤㻥㻌
㻡㻢㻘㻠㻢㻜㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌
㻡㻟㻘㻢㻢㻝㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻡㻤㻘㻟㻞㻤㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻢㻝㻘㻜㻥㻢㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻞㻢㻘㻜㻢㻢㻌
㻡㻠㻘㻢㻜㻥㻌
㻤㻜㻘㻢㻣㻡㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻞㻡㻘㻤㻢㻝㻌
㻡㻠㻘㻝㻣㻥㻌
㻤㻜㻘㻜㻠㻜㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻞㻡㻘㻤㻝㻜㻌
㻡㻠㻘㻜㻣㻞㻌
㻣㻥㻘㻤㻤㻞㻌




㔞ࡢぢ㎸ࡳ


ᖺ㛫ᘏ䜉⏝ᕼᮃ䠄ே᪥䠅㻌 ௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻝 ྕ䛻䜘䜛⏝㻌
㻞㻡㻘㻢㻠㻝㻌
㻞 ྕ䛻䜘䜛⏝㻌
㻡㻟㻘㻣㻝㻥㻌
ィ㻌
㻣㻥㻘㻟㻢㻜㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻞㻢㻘㻝㻜㻟㻌
㻡㻠㻘㻢㻤㻢㻌
㻤㻜㻘㻣㻤㻥㻌




☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉



ʻࢸŴᅶᇌ࠷ᆐטƱңᜭƢǔƱƱǋƴŴᄩ̬૾ሊƴƭƍƯ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ



☜ಖ᪉⟇



㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
☜ಖᩘ㻔ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䞉ே᪥㻕㻌
㻤㻡㻘㻜㻜㻜㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻤㻡㻘㻜㻜㻜㻌









㻠 ᖺᗘ㻌
㻤㻡㻘㻜㻜㻜㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻤㻡㻘㻜㻜㻜㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻤㻡㻘㻜㻜㻜㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



ĭĬˌٳƷɟ᪳ƔǓʙಅ



ᴗᴫせ
ɟႎƴ܇ƲǋƷ̬Ꮛƕ࣏ᙲƳƱƖƴ᪳ƔǔʙಅưƢŵ




ᐇሙᡤ

Ĭᛐӧ̬Ꮛȷ܇ƲǋטƷɟ̬Ꮛ
ǯȩǹܭՃƴᆰƖƕƋǔئӳƴМဇưƖǔžᆰƖМဇſƱŴݦဇܴư܇ƲǋǛ᪳Ɣǔžݦ
ဇܴſƕƋǓǇƢŵ
ĭƻǖƹɟ̬Ꮛ
ଐࠝႎƴ̬ᜱᎍƱʐ࠷δƕᨼƏئưŴܖݼЭƷ܇ƲǋǛ᪳ƔǔʙಅưƢŵ
ĮȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅ
܇ᏋƯƷੲяǛᘍƍƨƍʴᲢ੩̓˟ՃᲣƱӖƚƨƍʴᲢМဇ˟ՃᲣǛ˟ՃƱƢǔŴғൟƷႻ
ʝੲяѣǛǵȝȸȈƢǔʙಅưƢŵૼܿғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ƴۀᚠƠƯܱƠƯƍǇƢŵ
įᨦܹ࠷δɟ̬Ꮛ
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸႆᢋૅੲǳȸȊȸưŴ࣎៲Ʒႆᢋƴ࣎ᣐƷƋǔ܇ƲǋᲢᲭബ᳸ܖݼЭᲣ
Ǜ᪳ƔǔʙಅưƢŵ



⏝ᐇ⦼
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌
ㄆྍಖ⫱ᡤ䚸㻌
Ꮚ䛹䜒ᅬ䛾୍ಖ⫱㻌
䜂䜝䜀ᆺ୍ಖ⫱㻌
䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖ᴗ㻌
㞀ᐖᗂඣ୍ಖ⫱㻌
ィ㻌








ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌

㻝㻡㻘㻝㻞㻣㻌

㻝㻢㻘㻟㻣㻥㻌

㻝㻤㻘㻜㻥㻜㻌

㻝㻥㻘㻞㻜㻠㻌

㻝㻤㻘㻥㻤㻠㻌

㻡㻘㻜㻣㻝㻌
㻝㻡㻘㻤㻞㻤㻌
㻞㻠㻡㻌
㻟㻢㻘㻞㻣㻝㻌

㻡㻘㻠㻡㻡㻌
㻝㻣㻘㻟㻞㻣㻌
㻞㻤㻞㻌
㻟㻥㻘㻠㻠㻟㻌

㻡㻘㻜㻜㻠㻌
㻝㻢㻘㻟㻝㻢㻌
㻟㻞㻠㻌
㻟㻥㻘㻣㻟㻠㻌

㻡㻘㻠㻡㻡㻌
㻝㻢㻘㻤㻢㻣㻌
㻟㻡㻥㻌
㻠㻝㻘㻤㻤㻡㻌

㻡㻘㻝㻢㻟㻌
㻝㻡㻘㻣㻠㻡㻌
㻟㻣㻥㻌
㻠㻜㻘㻞㻣㻝㻌

㻌㻌
௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝ᕼᮃ䠄ே᪥䠅㻌
㻠㻢㻘㻤㻞㻜㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻠㻣㻘㻟㻝㻝㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻠㻣㻘㻞㻢㻥㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻠㻢㻘㻤㻥㻠㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻠㻢㻘㻣㻜㻢㻌

㔞ࡢぢ㎸ࡳ

☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉
ʻࢸǋྵᘍƷ˳СǛዒዓƠŴǑǓМဇƠǍƢƍʙಅƱƠƯƍƖǇƢŵǇƨŴᛐӧ̬Ꮛሁ

ǛૢͳƢǔƱƖƴƸŴ؏עȐȩȳǹǛᎋॾƠƳƕǒŴᚨƷཞඞƴࣖơƯŴݦဇܴɟ̬
ᏋܴǛᚨƚƯƍƖǇƢŵȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅƴƭƍƯƸŴ˟ՃૠƸ࠰ŷفьƠƯƍǇƢ
ƕŴ˟ՃƷᙲஓƴƋǘƤƨǳȸȇǣȍȸȈǛǑǓܭܤႎƴᘍƬƯƍƘƨǊƴƸŴ੩̓˟ՃƷ
ƞǒƳǔᄩ̬ƕ࣏ᙲưƢŵႇᜒ፼˟ሁƷԗჷϋܾǛΪܱƞƤŴʻࢸǋ੩̓˟ՃǛفǍƠƯ
ƍƖǇƢŵ



☜ಖ᪉⟇
㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
☜ಖᩘ䠄ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䞉ே᪥䠅㻌
㻢㻣㻘㻜㻠㻥㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻢㻣㻘㻞㻢㻢㻌


㻠 ᖺᗘ㻌
㻢㻣㻘㻠㻣㻥㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻢㻣㻘㻢㻥㻢㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻢㻣㻘㻥㻜㻣㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Ჰ  ၏δ̬Ꮛʙಅ

ᴗᴫせ



܇Ʋǋƕ၏ൢƷƱƖŴӍƸ၏ൢƷࣄׅƴƋǓŴ̬Ꮛᚨሁƴ᪳ƚǔƜƱƕưƖƳƍƱƖ
ƴŴᨼׇ̬ᏋƕᩊƳ᧓Ŵɟႎƴ̬ᏋƢǔʙಅưƢŵ



ᐇሙᡤ



Ĭ၏δȷ၏ࢸδ̬ᏋܴᲢǘǒǂƏƨׄ၏δܴŴƠǜơǎƘƍǔǇƜƲǋטᲣ
ĭ၏ࢸδ̬ᏋܴᲢҾထǈǏƖ̬ᏋטŴǪȫȈ̬ᏋטŴૼܿƜƩǇ̬ᏋטᲣŴ˳ᛦɧᑣδࣖݣ
ᲢҾထǈǏƖ̬ᏋטŴǪȫȈ̬ᏋטŴૼܿƜƩǇ̬ᏋטŴƱƪǐƏ̬ᏋטᲣ
ĮȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅ



⏝ᐇ⦼


㻌㻌

㻌㻌

ඣ䞉ᚋඣಖ⫱ᐊ㻌
ᚋඣಖ⫱ᐊ㻌
యㄪⰋඣᑐᛂᆺ㻌

⟠ᡤᩘ䠄䛛ᡤ䠅㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌
⟠ᡤᩘ䠄䛛ᡤ䠅㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌
⟠ᡤᩘ䠄䛛ᡤ䠅㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌

ᖹᡂ㻌
㻞㻣 ᖺᗘ㻌 㻞㻤 ᖺᗘ㻌 㻞㻥 ᖺᗘ㻌 㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻞㻢 ᖺᗘ㻌
㻞㻌
㻞㻌
㻞㻌
㻞㻌
㻞㻌
㻝㻘㻝㻢㻢㻌
㻝㻘㻞㻜㻝㻌
㻝㻘㻜㻝㻠㻌
㻝㻘㻝㻤㻜㻌
㻝㻘㻝㻥㻟㻌
㻟㻌
㻟㻌
㻟㻌
㻟㻌
㻟㻌
㻞㻡㻥㻌
㻞㻜㻜㻌
㻞㻟㻢㻌
㻟㻜㻞㻌
㻟㻥㻜㻌
㻟㻌
㻟㻌
㻠㻌
㻠㻌
㻠㻌
㻟㻝㻣㻌
㻟㻝㻠㻌
㻟㻝㻠㻌
㻡㻤㻣㻌
㻠㻠㻥㻌

䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌
ᴗ㻌
ィ䠄ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠅㻌

㻝㻠㻌

㻞㻟㻌

㻟㻡㻌

㻟㻜㻌

㻟㻣㻌

㻝㻘㻣㻡㻢㻌

㻝㻘㻣㻟㻤㻌

㻝㻘㻡㻥㻥㻌

㻞㻘㻜㻥㻥㻌

㻞㻘㻜㻢㻥㻌




㔞ࡢぢ㎸ࡳ



㻌㻌
௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝ᕼᮃ䠄ே᪥䠅㻌
㻣㻘㻟㻣㻠㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻠㻞㻤㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻠㻞㻠㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻟㻤㻞㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻟㻢㻞㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻠㻥㻞㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻡㻠㻥㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻢㻜㻢㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻣㻘㻢㻢㻠㻌




☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉



ʻࢸǋྵᘍƷ˳СǛዒዓƠƯƍƖǇƢŵ



☜ಖ᪉⟇


㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
☜ಖᩘ㻔ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䞉ே᪥㻕㻌
㻣㻘㻠㻟㻡㻌







➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Ჱ  ȕǡȟȪȸǵȝȸȈʙಅᲢࢸܖݼᲣ


ᴗᴫせ



܇ᏋƯƷੲяǛᘍƍƨƍʴᲢ੩̓˟ՃᲣƱӖƚƨƍʴᲢМဇ˟ՃᲣǛ˟ՃƱƢǔŴғൟƷႻ
ʝੲяѣǛǵȝȸȈƢǔʙಅưƢŵૼܿғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ƴۀᚠƠƯܱƠƯƍǇƢŵ



ᐇሙᡤ



 ૼܿғȕǡȟȪȸȷǵȝȸȈȷǻȳǿȸ



⏝ᐇ⦼


㻌㻌

ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே᪥䠅㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
㻠㻘㻤㻢㻞㻌
㻠㻘㻥㻡㻡㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌
㻡㻘㻟㻜㻠㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻡㻘㻠㻝㻟㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻡㻘㻠㻡㻠㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻡㻘㻤㻠㻞㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻢㻘㻜㻟㻟㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻢㻘㻝㻤㻣㻌

èМဇܱጚƸŴࢸܖݼδᇜૠ




㔞ࡢぢ㎸ࡳ



㻌㻌
௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
ᖺ㛫ᘏ䜉⏝ᕼᮃ䠄ே᪥䠅㻌
㻡㻘㻡㻝㻡㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻡㻘㻢㻣㻟㻌




☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉



˟ՃૠƸ࠰ŷفьƠƯƍǇƢƕŴ˟ՃƷᙲஓƴƋǘƤƨǳȸȇǣȍȸȈǛǑǓܭܤႎƴ
ᘍƬƯƍƘƨǊƴƸŴ੩̓˟ՃƷƞǒƳǔᄩ̬ƕ࣏ᙲưƢŵႇᜒ፼˟ሁƷԗჷϋܾǛΪܱ
ƞƤŴʻࢸǋ੩̓˟ՃǛفǍƠƯƍƖǇƢŵ



☜ಖ᪉⟇


㻌㻌
௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
☜ಖᩘ㻔ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䞉ே᪥㻕㻌
㻡㻘㻤㻝㻢㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻡㻘㻤㻤㻣㻌









㻠 ᖺᗘ㻌
㻡㻘㻥㻡㻤㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻢㻘㻜㻞㻥㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻢㻘㻝㻜㻜㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

Ჲ  Ꮛૅੲᚧբʙಅ

ᴗᴫせ



Ꮛૅੲƕཎƴ࣏ᙲƱᛐǊƨܼࡊƴᧉݦႎƳȘȫȑȸǛᢔƠŴ̬ᜱᎍƷᏋδȷܼʙሁƷ
ᏋᏡщǛӼɥƢǔƨǊƷૅੲǛᘍƏʙಅưƢŵ



ᐇሙᡤ



 ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ܇Ʋǋܼࡊૅੲǻȳǿȸ



⏝ᐇ⦼


㻌㻌

ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄௳䠅㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
㻝㻘㻟㻠㻞㻌
㻝㻘㻡㻞㻣㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌
㻣㻜㻟㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻟㻠㻢㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻠㻜㻝㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻠㻤㻟㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻠㻤㻟㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻠㻤㻟㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻠㻤㻟㻌




㔞ࡢぢ㎸ࡳ


㻌㻌

ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄௳䠅㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻠㻤㻟㻌





☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉

ƂМဇƷ්Ǖƃ
Ĭ᧙̞ೞ᧙ƕᏋૅੲƷ࣏ᙲࣱǛᛐǊƨئӳŴ܇Ʋǋዮӳǻȳǿȸȷ܇Ʋǋܼࡊૅੲǻȳǿȸ
ƴႻᛩƠǇƢŵ
ĭǢǻǹȡȳȈ˟ᜭƴǑǓŴݰλƷӧԁǍ᧓ŴׅૠƳƲǛൿܭƠǇƢŵ
ĮᏋƴૅᨦƕƋǔܼࡊƷૅੲǍᖋࢳ᧸ഥƴྸᚐƱ༏ॖǛਤƬƯƍǔᧉݦႎƳȘȫȑȸƕŴ
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸǍ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸƱᡲዂǛӕǓӳƍƳƕǒૅੲǛᘍƍǇƢŵ
įݰλࢸǋŴܭႎƳǢǻǹȡȳȈ˟ᜭƴǑǓŴૅੲƷјௐǍૅੲϋܾƷᄩᛐȷኳኽƷ
ƷңᜭሁǛᘍƍǇƢŵ




☜ಖ᪉⟇
ғƴᢔӧᏡƳȘȫȑȸƱƠƯ  ӸᲢ  ࠰  உ  ଐྵנᲣƕʙಅᎍƴႇƞǕ

ƯƍǇƢŵ







➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Ჳ  Мဇᎍૅੲʙಅ



ᴗᴫせ
܇ƲǋǍ̬ᜱᎍƕŴ̬ᏋŴᛐܭƜƲǋטŴ࠷ᆐטưƷᏋȷ̬ᏋǍɟ᪳ƔǓŴܖᇜǯȩ

ȖሁƷ܇؏עᏋƯૅੲʙಅሁƷɶƔǒᢘЏƳǋƷǛᢠ৸ƠŴό๖ƴМဇưƖǔǑƏŴ៲ᡈƳ
ئưऴإ੩̓ŴႻᛩŴяᚕሁǛᘍƏƱƱǋƴŴ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢሁǛᘍƏʙಅưƢŵ
 ǇƨŴ  ࠰ࡇǑǓŴ̬ͤ܇ƴ᧙ƢǔႻᛩƴǋࣖݣƢǔƨǊŴž̬ͤ܇ſǛૼ
ᚨƠŴғưƸ۔کƔǒ܇ᏋƯǇư࣎ܤƠƯᢅƝƢƜƱƕưƖǔǑƏžЈငȷ܇ᏋƯࣖੲ
ʙಅᲢǏǓƔƝȷƠǜơǎƘᲣſǛڼƠǇƠƨŵ̬ͤǻȳǿȸŴͤࡍƮƘǓᛢƷ̬ͤࠖƳƲ
ƷᧉݦᎰƕۡکƷ૾μՃƱ᩿ƠŴࣖੲȗȩȳǛ˺ƢǔƱƱǋƴŴዒዓƠƯૅੲƕ࣏ᙲƳ
૾ƴݣƠƯƸŴ᧙̞ೞ᧙ƱᡲઃƠƳƕǒૅੲǛᘍƏʙಅưƢŵ


ᐇሙᡤ

Ƃؕஜƃ
܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸᲢ̮ຜထŴಔထŴɶᓳӳŴ҅ૼܿᲣŴ܇؏עᏋ
ƯૅੲǻȳǿȸʚᓶŴǏƬƨǓȸƷ
Ƃ̬ͤ܇ƃ
̬ͤǻȳǿȸᲢཅᡂŴׄŴிૼܿŴᓳӳᲣŴͤࡍƮƘǓᛢ


ᐇ⟠ᡤᩘ

㻌
ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
㻞㻤 ᖺᗘ㻌
⟠ᡤᩘ䠄䛛ᡤ䠅㻌
㻣㻌
㻝㻞㻌
㻝㻞㻌


㔞ࡢぢ㎸ࡳ

㻌
௧ 㻞 ᖺᗘ㻌 㻟 ᖺᗘ㻌
㻠 ᖺᗘ㻌
⟠ᡤᩘ䠄䛛ᡤ䠅㻌
㻝㻞㻌
㻝㻞㻌
㻝㻞㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

èƷᙸᡂǈƸሖૠưᚡ᠍ƠǇƢŵғᇌƷǻȳǿȸᲢ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸᲣ
ƸŴƓƓǉƶ  ཎКЈࢌƴ  ƔᆉࡇᚨፗƠƯƍǇƢŵ





☜ಖ᪉⟇ࡢ⪃࠼᪉
̬ᜱᎍƴƱƬƯ៲ᡈƳئưŴऴإ੩̓ŴႻᛩŴяᚕŴ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲዂᛦૢሁǛᘍƏƜ

ƱƔǒŴ܇ƲǋዮӳǻȳǿȸŴ܇ƲǋܼࡊૅੲǻȳǿȸŴ̬ͤǻȳǿȸŴͤࡍƮƘǓᛢǛɶ
࣎ƴʙಅǛܱƠǇƢŵ


☜ಖ᪉⟇

㻌
⟠ᡤᩘ䠄䛛ᡤ䠅㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

èᄩ̬૾ሊƸŴሖૠưᚡ᠍ƠǇƢŵ

㻠 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌




㻡 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻝㻞㻌

➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

ᲫᲪ  ࡍͤۡکᚮ௹

ᴗᴫせ



˳ǍᏒδƷͤࡍǛܣǔƨǊƴ࣏ᙲƳࡍͤۡکᚮ௹ǛҔၲೞ᧙ƴۀᚠƠƯܱƠǇƢŵ
ƦƷƏƪŴࡍͤۡکᚮ௹Ŵឬ᪦ඬ౨௹Ŵܷ܇ᫀƕǜ౨௹ƷᝲဇƷɟᢿƳƲǛяƠǇƢŵ



ᐇሙᡤ



ғϋ  ƔƷҔၲೞ᧙
ғࡍͤۡکٳᚮ௹ܱҔၲೞ᧙




⏝ᐇ⦼

㻌㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
ཷデேᩘ䠄ே䠅㻌
㻞㻘㻥㻥㻞㻌
㻟㻘㻜㻟㻡㻌
ཷデᘏ䜉ேᩘ䠄ே䠅㻌
㻟㻜㻘㻜㻟㻥㻌
㻟㻜㻘㻢㻢㻤㻌
୍ேᙜ䛯䜚䛾デᅇᩘ㻔ᅇ㻕㻌
㻥㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻝㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌
㻟㻘㻝㻝㻡㻌
㻟㻝㻘㻠㻞㻣㻌
㻝㻜㻚㻝㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻥㻞㻤㻌
㻟㻝㻘㻝㻣㻣㻌
㻝㻜㻚㻣㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻥㻥㻝㻌
㻟㻜㻘㻡㻣㻥㻌
㻝㻜㻚㻞㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻤㻞㻟㻌
㻟㻜㻘㻞㻜㻢㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻤㻝㻜㻌
㻟㻜㻘㻜㻢㻣㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻣㻥㻡㻌
㻞㻥㻘㻥㻜㻣㻌

㻡 ᖺᗘ㻌

㻢 ᖺᗘ㻌




㔞ࡢぢ㎸ࡳ


㻌㻌

ཷデேᩘ䠄ே䠅㻌
ཷデᘏ䜉ᅇᩘ䠄ᅇ䠅㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻤㻠㻢㻌
㻟㻜㻘㻠㻡㻞㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻤㻟㻞㻌
㻟㻜㻘㻟㻜㻞㻌

èӖᚮࡨǂׅૠƸŴӖᚮᎍgɟʴ࢘ƨǓƷͤᚮׅૠƱƠƯƍǇƢŵ





☜ಖ᪉⟇
㻌 ௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
ᐇሙᡤ㻌
ᐇయไ㻌

᳨ᰝ㡯┠㻌

ᐇᮇ㻌

㻟 ᖺᗘ㻌

༊ෆ 㻞㻡 䛛ᡤ䛾་⒪ᶵ㛵㻌
༊እዷ፬ᗣデᰝᐇ་⒪ᶵ㛵㻌

ᐇ་⒪ᶵ㛵䛾యไ䛻䜘䜛㻌
䐟㻌 㻝 ᅇ┠㻌
ၥデ䚸య㔜 ᐃ䚸⾑ᅽ ᐃ䚸ᒀ᳨ᰝ䠄⢾䚸⺮ⓑᐃᛶ䠅䚸⾑ᾮ᳨ᰝ䚸
⾑ᾮᆺ㻔㻭㻮㻻 ᆺ䚸㻾㼔㻔㻰㻕ᆺ㻕䚸㈋⾑䚸⾑⢾䚸つ๎ᢠయ䚸㻴㻵㼂 ᢠయ䚸
ᱵẘ䠄ᱵẘ⾑Ύᛂ᳨ᰝ䠅䚸㻮 ᆺ⫢⅖䠄㻴㻮䡏ᢠཎ᳨ᰝ䠅䞉㻯 ᆺ⫢⅖䚸
㢼⑈䠄㢼⑈ᢠయ౯᳨ᰝ䠅㻌
䐠㻞 ᅇ┠䡚㻝㻠 ᅇ┠㻌
䛆ẖᅇ䛇㻌
ၥデ䚸య㔜 ᐃ䚸⾑ᅽ ᐃ䚸ᒀ᳨ᰝ䚸ಖᣦᑟ㻌
䛆㐌ᩘ➼䛻ᛂ䛨䚸ྛ 㻝 㡯┠䛇㻌
䜽䝷䝭䝆䜰ᢠཎ䚸⤒⭐㉸㡢Ἴ䚸㻴㼀㻸㼂㻙㻝 ᢠయ䚸㈋⾑䚸⾑⢾䚸㻮 ⩌⁐
㐃⳦䚸㻺㻿㼀䠄䝜䞁䞉䝇䝖䝺䝇䞉䝔䝇䝖䠅㻌
㏻ᖺ㻌




㻠 ᖺᗘ㻌





➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



ᲫᲫ  ʐδܼࡊμৎᚧբʙಅ

ᴗᴫせ



ဃࢸ  ƔஉˌϋƷហƪǌǜƷƍǔܼࡊǛᚧբਦݰՃᲢяငࠖȷ̬ͤࠖሁᲣƕᚧբƢǔʙಅ
ưƢŵ܇ƲǋƷႆᏋŴͤࡍཞ७ሁƷᄩᛐǛƠƳƕǒŴᚃƷͤࡍǍ܇ᏋƯƷႻᛩǛӖƚǇƢŵ


ᐇᶵ㛵



̬ͤǻȳǿȸŴͤࡍƮƘǓᛢ



⏝ᐇ⦼


㻌㻌

ᖺ㛫ᘏ䜉⏝䠄ே䠅㻌

ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ㻌 㻞㻣 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻞㻤㻤㻌
㻞㻘㻟㻢㻜㻌

㻞㻤 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻠㻟㻠㻌

㻞㻥 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻡㻟㻣㻌

㻟㻜 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻟㻥㻡㻌

௧ 㻞 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻡㻟㻜㻌

㻠 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻡㻜㻢㻌

㻡 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻠㻥㻤㻌

㻢 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻠㻤㻣㻌




㔞ࡢぢ㎸ࡳ


㻌㻌

㻜 ṓඣேཱྀ᥎ィ䠄ே䠅㻌

㻟 ᖺᗘ㻌
㻞㻘㻡㻝㻥㻌

è ബδʴӝਖ਼ᚘǛƷᙸᡂǈƱƠƯƍǇƢŵ




☜ಖ᪉⟇


㻌㻌

ᐇయไ㻌



௧ 㻞 ᖺᗘ㻌 㻟 ᖺᗘ㻌
㻠 ᖺᗘ㻌
㻡 ᖺᗘ㻌
㻢 ᖺᗘ㻌
䠍㻌 ゼၥேဨ㻌
㻡㻜 ே⛬ᗘ㻔ຓ⏘ᖌ䚸ಖᖌ➼㻕㻌
䠎㻌 ᐇᶵ㛵㻌
䐟∵㎸ಖ䝉䞁䝍䞊㻌
䐠ᅄ㇂ಖ䝉䞁䝍䞊㻌
䐡ᮾ᪂ᐟಖ䝉䞁䝍䞊㻌
䐢ⴠྜಖ䝉䞁䝍䞊㻌
䐣ᗣ䛵䛟䜚ㄢ㻌
䠏㻌 ゼၥᴗ௨እ䛾䝣䜷䝻䞊యไ㻌
䐟䛿䛨䜑䜎䛧䛶㉥䛱䜓䜣ᛂᴗ䠄ዷ፬䛸 㻟䡚㻠 䛛᭶䛟䜙䛔䜎䛷䛾
Ꮚ䜢ᣢ䛴ẕぶ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䚸ಶู┦ㄯ㻕㻌
䐠⏘፬ᗣ┦ㄯ㻌




➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇

ᲫᲬ  ٶಮƳɼ˳ƕஜСࡇƴӋλƢǔƜƱǛ̟ᡶƢǔƨǊƷʙಅ

ᴗᴫせ



ཎܭᏋȷ̬ᏋᚨሁǁƷൟ᧓ʙಅᎍƷӋλƷ̟ᡶƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮƦƷ˂ŴٶಮƳʙಅ
ᎍƷᏡщǛဇƠƨཎܭᏋȷ̬ᏋᚨሁƷᚨፗӍƸᢃփǛ̟ᡶƢǔƨǊƷʙಅưƢŵ


ᐇᶵ㛵



̬Ꮛਦݰᛢ



ᐇࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉



ൟ᧓ʙಅᎍǁƷૅੲȁȸȠǛᚨƚŴૼᙹᚨሁƴݣƢǔܱૅעੲŴႻᛩȷяᚕŴཎКƳૅ
ੲƕ࣏ᙲƳ܇ƲǋǛӖƚλǕǔئӳƷૅੲŴᚨࢸƷૅੲᲢ߹ૅׅੲԃǉᲣሁǛᘍƍǇƢŵ



ᲫᲭ  ܱᝲࣉӓƴ̞ǔᙀឱዅ˄ǛᘍƏʙಅ


ᴗᴫせ



̬ᜱᎍƷɭ࠘ࢽƷཞඞሁǛѥకƠƯŴཎܭᏋȷ̬ᏋᚨሁƴݣƠƯ̬ᜱᎍƕૅƏǂ
ƖଐဇԼŴ૨φƦƷ˂ƷᏋȷ̬Ꮛƴ࣏ᙲƳཋԼƷទλƴᙲƢǔᝲဇӍƸᘍʙǁƷӋьƴ
ᙲƢǔᝲဇሁǛяƢǔʙಅưƢŵ




ᐇࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉
ʻࢸƷཞඞǛ៊ǇƑŴܱƷӧԁǋԃǊƯ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ








➨㸱❶ ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࠊᆅᇦᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭᴗࡢ㔞ࡢぢ㎸ࡳཬࡧ☜ಖ᪉⟇



Ჱ ܇Ʋǋȷ܇ᏋƯૅੲዅ˄ƴ̞ǔᏋȷ̬ᏋƷɟ˳ႎ੩̓ӏƼ࢘ᛆ
Ꮛȷ̬ᏋƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔ˳СƷᄩ̬
Ძ  ᛐܭƜƲǋטƷ୍ӏ
ғưƸŴ  ࠰  உƴғᇌ࠷ᆐטƱ̬ᏋטƷӳӷ̬ᏋǛࢸڼŴ  ࠰  உƴƸ
ிʮᣃᛐܭƜƲǋטᇹᲫӭƱƳǔ࠷̬ᡲઃƷׄ܇ƲǋטǛᚨƠŴᏋƱ̬ᏋƷɟ˳ႎ
੩̓ƷΪܱƴѐǊƯƖǇƠƨŵ
ᇹɟᚘဒ᧓ɶƴƓƍƯŴૼᙹᚨǍଏ܍ᚨƷ܇Ʋǋ҄טƴǑǓᚨૠǛفǍƠƯƖ
ƨኽௐŴྵנƸŴғᇌƷ࠷̬ᡲઃט  Ŵ̬Ꮛט  ŴᅶᇌƷ̬Ꮛט  ƷᛐܭƜƲǋ
טƕƋǓǇƢŵ
ᛐܭƜƲǋטƸŴ ബƔǒܖݱఄܖݼЭǇưƷ܇ƲǋƕӷơؾƷɦư̬ᏋƱ࠷δᏋƕ
ӖƚǒǕǔᚨưƋǓŴ̬ᜱᎍƷݼіƷ҄٭ƴǑǒƣ܇ƲǋǛӖƚλǕǔᚨưƋǔƱƱǋ
ƴŴ܇ᏋƯૅੲƷਗໜưƋǔƜƱƔǒŴ܇ƲǋטưƸžܖݼЭƷ܇ƲǋƷᧈƱႆᢋെ᨞ƴ
ࣖơƨᏋȷ̬ᏋǛɟ˳ႎƴᘍƍŴဃ෨ƴǘƨǔʴ᧓࢟ƷؕᄽǛؔƏſž܇ƲǋǛჇǜɶ
ƴ̬ᜱᎍƱ؏עƷʴŷƱ̬ᏋᎍƕǛઃƑŴ܇ƲǋƷ࠳ƤǛܱྵƢǔſž܇ᏋƯƷٻЏƞǛ
ǈǜƳưᛐǊӳƍŴ܇ƲǋƱ܇ᏋƯܼࡊǛૅੲƢǔ؏עǛႸਦƢſƱƍƬƨྸࣞǛ௵ƱƢǔ
žૼܿғ܇ƲǋטƷྸࣞſƴؕƮƍƯŴᏋȷ̬ᏋǛܱƠƯƍǇƢŵ
ʻࢸǋཞඞƴࣖơƯŴૢͳǍ܇Ʋǋ҄טƴƭƍƯ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ


Წ  ܖݼЭδᇜƷᏋȷ̬ᏋƷឋƷᄩ̬ƱӼɥ
ғƷܖݼЭδᇜǛݣᝋƱƠƨᏋȷ̬ᏋᚨƱƠƯŴ̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטሁƕƋǓ
ǇƢŵғŴᏋۀՃ˟ƸŴž࠷ᆐטᏋᙲ᪸ſž̬Ꮛ̬ᏋਦᤆſžૼܿғᏋȓǸȧȳſӏ
Ƽžૼܿғ܇Ʋǋ̬טᏋȷᏋਦᤆſƳƲǛ៊ǇƑŴӲᚨƷᏋȷ̬ᏋϋܾƷؕஜႎƳᚘဒ
ƱƳǔμ˳ႎƳᚘဒǛ˺ƠƯƍǇƢŵǇƨŴᎰՃƕʩ්ƠŴƦǕƧǕƕؔƬƯƖƨᏋȷ
̬ᏋϋܾǛσஊƢǔƜƱƴǑǓŴᚨƷᆔКǛբǘƣŴᏋȷ̬ᏋƷឋƷᄩ̬ƱӼɥǛƬ
ƯƍƖǇƢŵ
̬ᏋטŴ܇ƲǋטŴ࠷ᆐטሁƷӳӷᄂ̲Ǎʩ්̬ᏋŴπ̬ᏋƳƲǛܱƠŴᏋȷ̬Ꮛƴ
ઃǘǔᎰՃƷσᡫྸᚐǛขǊƯƍǔǄƔŴܖݱఄǛɶ࣎ƱƠƨ̬ȷ࠷ȷ܇ȷݱӳӷ˟ᜭƷܱ
ŴǫȪǭȥȩȠǍਦ૾ݰඥƷોծǍᅶᇌƷᢃփʙಅᎍƱƷႻʝƷᡲઃƳƲǛᡫơŴᏋȷ
̬ᏋƷឋƷᄩ̬ƱӼɥǛਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ

̬ᏋٟሁƱ࠷ᆐטƷӳӷᄂ̲ƴݣƢǔૅੲ
ŨᏋȷ̬ᏋƴઃǘǔᎰՃǛݣᝋƱƠƨܱ২ȷ̬ᏋྸᛯሁƷᄂ̲ܱ
ŨӲטưܱƢǔᄂ̲ኺᝲƷᙀя
ʩ්ȷᡲઃ
Ũ̬ȷ࠷ȷ܇ȷݱӳӷ˟ᜭƷܱ
ŨǫȪǭȥȩȠǍਦ૾ݰඥƷોծŴᄂᆮ
Ũʩ්̬ᏋŴπ̬ᏋƷܱ



参考資料

参考資料

平成30年度の事業一覧です。そのため、第三期計画の目標名
及び構成になっています。
目標１ 子どもの生きる力と豊かな心を育てます
１－１ すべての子どもが大切にされる社会のために
１－１－① すべての子どもが自分らしく育ち社会に参加する権利
１－１－② すべての子どもが人として尊ばれ守られる権利
番号

事業名

主な事業内容

担当課

1

子どもの人権又はこれに関わる環境整備について協議す
「子どものための人権擁護委員の活 るとともに、必要に応じて調査・勧告・意見発表等、必
総務課
要な措置を行います。また、小・中学校に人権相談カー
動」
ドを配付し、相談事業を実施します。

2

小・中学生フォーラムや公園づくりワークショップの開
子ども家庭課
「子どもの権利に関する啓発事業」 催等により、子どもの社会参画の推進を図りつつ、子ど
みどり公園課
もの権利についての理解を促進します。

「人権教育の推進」

人権尊重教育推進委員会において取り組むべき課題や指
導のあり方を協議するとともに、区教育委員会が指定す
教育指導課
る人権教育推進校において研究を進め、その成果を各学
校に普及していきます。

4

「子どもの施策への参画促進」

[小学生・中学生フォーラムの実施]：次代を担う小・中
学生が、日頃の生活の中で感じていることを、区長等と
意見交換することにより、区政に対する関心や意識を高
子ども家庭課
めていきます。
みどり公園課
[施策への参画]：子どもが参画可能な施策(児童館・児童
コーナー、中高生スペースの設置・公園の改修計画への
参加等)において子どもの参画を促していきます。

5

地域活動において、子どもたちのリーダーとして活躍す
るジュニアリーダーの発掘と育成を図ります。また、
子ども家庭支
「未来を担うジュニアリーダーの育
ジュニアリーダーを育成する過程で、子どもの主体性、
援課
成」
自主性、協調性を育み、「生きる力」の充実を図りま
す。

6

教育、福祉、保健、就労支援等の子どもと家庭・若者支
援関係組織のより効果的な連携を図るため、「新宿区子
「子ども家庭・若者サポートネット ども家庭・若者サポートネットワーク」を設置、運営し 子ども家庭支
ワーク」
ます。児童虐待の早期発見・早期対応及び適切な連携を 援課
目的として、児童に関わる関係機関に向けた虐待防止
ネットワークマニュアルを配付しています。

7

「子ども・若者総合相談窓口」

8

子ども総合センター及び子ども家庭支援センター４か所
「子どもと家庭の総合相談（虐待の が、区の虐待通告の窓口として、子どもと家庭に関わる 子ども家庭支
相談に総合的に対応しています。児童相談所や関係機関 援課
通報窓口）」
との密接な連携のもと、迅速な対応を行っています。

3

子ども・若者に関わる既存の各種相談窓口を活用して、
子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の 子ども家庭課
紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行います。

157

参考資料

番号

9

事業名

主な事業内容

担当課

保護や支援が特に必要な児童やその保護者及び妊婦に適
切な支援をするために関係機関が必要な情報の交換を行
「要保護児童対策地域協議会＜子ど
子ども家庭支
うとともに支援の内容を協議します。区では、「新宿区
も総合センター＞」
援課
子ども家庭・若者サポートネットワーク」が組織されて
います。
特に養育に支障があると区が認めた家庭や特定妊婦に対
し、専門的な支援員を派遣することにより、養育環境の 子ども家庭支
改善や養育力の向上による児童の健全な成長と、虐待防 援課
止を図ります。

10

「育児支援家庭訪問事業（養育支
援）＜子ども総合センター＞」

11

子ども総合センター・子ども家庭支援センターでのケー
ス対応の中で、養育環境が整わないために学習の習慣が
子ども家庭支
小学校低学年のための学習支援教室 つかず、学習が遅れてしまう児童に対し、小学校低学年
援課
から学習支援を行うことにより、児童の自己肯定感を高
めることを目指します。

12

「女性及び母子緊急一時保護」

13

「新宿子どもほっとライン＜教育セ いじめ相談専用電話により、専門相談員が、児童・生徒
教育支援課
ンター＞」
や保護者からの相談を行います。

14

インターネット（ＳＮＳ等）によるいじめ防止のため、
情報モラル教育を教育課程に位置付け、児童・生徒がイ
ンターネットの特性を理解するとともに、他者の人権を 教育支援課
尊重して活用する態度を身に付けるなどの授業を、民間
技術者を活用して展開できるよう支援していきます。

「情報モラル教育の推進」

緊急の保護を必要とする女性及び母子を一時的に指定宿
泊所に保護することにより身体の安全を確保するととも 生活福祉課
に自立を援助します。

「学校問題支援室の運営」

いじめや不登校、その他問題行動に対する学校の対応を
総合的に支援するため、スクールソーシャルワーカーや
学校問題サポート専門員等で構成される専門家チーム
教育指導課
「学校問題支援室」により、学校への継続的な助言や関
係機関との連絡調整、個別の事案へのフォローアップ等
を行います。

「学校問題等調査委員会の運営」

専門家（法律・医療・学識経験）と教育委員会事務局職
員で構成する「学校問題等調査委員会」により、いじめ
による重大事態が発生した際の事実関係の調査や、児
教育調整課
童・生徒への対応を適切かつ迅速に実施するため、新宿
区のいじめの状況の情報共有や事例の分析等を行いま
す。

17

「児童・生徒の不登校対策」

不登校対策委員会で策定した不登校からの学校復帰と不
登校の未然防止に関する方針に基づき、不登校担当者連
絡会で担当教員が学校での不登校防止の取組みを協議し
実践していきます。また、不登校対策マニュアルの活
用、理解啓発資料等の作成配付、学識経験者等の専門家 教育指導課
による研修会の実施により、教職員への理解啓発を図っ
ていきます。さらに、スクールソーシャルワーカーや家
庭と子どもの支援員を派遣し、学校復帰や未然防止のた
めの家庭への支援をより充実させていきます。

18

いじめや不登校、その他問題行動を防止するため、区立
学校の小学校4年生から中学校3年生までの全児童・生
「いじめ不登校の予防やよりよい学
徒を対象に、「よりよい学校生活と友達づくりのための
級集団づくりのためのアンケートの
教育指導課
アンケート」を実施します。学校満足度尺度、学校生活
実施」
意欲尺度、ソーシャルスキル尺度を診断し、個々の状況
に応じた支援を行います。

15

16
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19

小学校におけるカウンセリング等の充実を図り、不登
「小学校へのスクールカウンセラー 校、いじめ、問題行動等の解決のため、区立教育セン
教育支援課
の派遣＜教育センター＞」
ターのスクールカウンセラーを区立小学校に週1～2 回
派遣します。

20

中学校におけるカウンセリング等の充実を図り、不登
「中学校へのスクールカウンセラー 校、いじめ、問題行動等の解決のため、区立教育セン
教育支援課
ターのスクールカウンセラーを区立中学校に週１～2回
の派遣＜教育センター＞」
派遣します。

21

区内在住の幼児から高校生まで及びその保護者を対象
「教育センターの教育相談＜教育セ
に、不登校、いじめ、就学・進路、問題行動などの相談 教育支援課
ンター＞」
を、面接及び電話で行います。

22

区立小・中学校に在籍している児童・生徒で、様々な理
由から学校へ行けない子どもに対し、学校へ行けるよう
教育支援課
に相談・学習・スポーツ活動などを通して指導・援助を
行います。

「つくし教室＜教育センター＞」

１－２ 子どもの生きる力を育てるために
１－２－① 質の高い学校教育の推進

23

24

25

「学校支援体制の充実」

学校運営の様々な課題への対応を支援するため、学習指
導支援員を配置することにより、各学校の実情に応じた
きめ細かな指導の充実を図ります。また、学校支援アド
バイザーを派遣し、若手教員への基本的な指導や、管理
職やミドルリーダーへの学校運営等の具体的な助言を行
教育指導課
い、学校の教育力の向上を図ります。さらに、区の教育
課題を踏まえた研究校を指定し、その成果を区立学校で
共有するとともに、優れた教育実践や研究活動を行った
学校を表彰する制度を作り、教員の一層の意欲の向上を
図ります。

「学校評価の充実」

区立学校において、①教職員による自己評価、②保護
者・地域住民等による学校関係者評価、③学識経験者等
による第三者評価（2年に1度実施）により学校評価を
実施し、その評価結果を学校運営の改善に活用していき
ます。
教育指導課
また、第三者評価を実施した翌年度に教育委員会による
学校訪問を実施し、前年度に指摘された課題等につい
て、学校の取組みが改善に結び付いているかを確認し、
指導・助言を行います。

「創意工夫ある教育活動の推進」

各学校（園）の中・長期的な視点に立ち、各学校ごとの
特長を捉え、創意工夫ある教育活動を具体的に展開する
ため、「創意工夫ある学校づくり教育活動推進計画」や 教育支援課
各学校（園）の教育目標に沿って、計画的な学習活動を
実施します。
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26

すべての区立小・中学校が地域協働学校となったことを
ふまえ、学校と地域とが連携・協働して子どもたちの豊
かな学びの環境をつくるとともに、チームとして子ども
たちの成長にかかわり、開かれた学校づくりをさらに推
進していきます。
また、これまで学校運営協議会に参加する機会のなかっ
た地域団体やNPO、地域の企業、大学等への呼び掛け
「地域協働学校（コミュニティ・ス
て学校運営協議会と地域との連絡会を開催し、人材確保 教育支援課
クール）の充実」
や周知活動等に取り組むことで、地域と学校の連携をさ
らに推進し、地域が一体となって子どもたちを育む環境
づくりを推進していきます。
さらに、小中連携型地域協働学校を実施することで、地
域ぐるみで子どもの一貫した成長を支え、互いの顔が見
える関係が強化されることとなり、今後の地域社会を担
う人材の育成へとつなげます。

27

「スクールスタッフの活用」

学校が相互に活用できる地域人材を、授業や部活動等に
教育支援課
活かします。

28

「キャリア教育の推進」

一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基礎と
なる能力や態度を育てることを通して、社会の一員であ
教育支援課
ることを認識し、自己の個性を理解し、発達段階に即し
たキャリア教育を行います。

29

すべての区立小・中学校が地域協働学校となったことを
ふまえ、学校と地域とが連携・協働して子どもたちの豊
かな学びの環境をつくるとともに、チームとして子ども
たちの成長にかかわり、開かれた学校づくりをさらに推
進していきます。
また、これまで学校運営協議会に参加する機会のなかっ
た地域団体やNPO、地域の企業、大学等への呼び掛け
「スクール・コーディネーターの活
て学校運営協議会と地域との連絡会を開催し、人材確保 教育支援課
動」
や周知活動等に取り組むことで、地域と学校の連携をさ
らに推進し、地域が一体となって子どもたちを育む環境
づくりを推進していきます。
さらに、小中連携型地域協働学校を実施することで、地
域ぐるみで子どもの一貫した成長を支え、互いの顔が見
える関係が強化されることとなり、今後の地域社会を担
う人材の育成へとつなげます。

30

「放課後等学習支援」

授業だけでは学習内容の習得が十分でない児童・生徒や
学習意欲・学習習慣に課題のある児童・生徒などに対
し、放課後等の時間を活用し、一人ひとりの学習到達状 教育支援課
況に応じたきめ細かな指導を実施するため複数の学習支
援員を配置します。

31

「外国人英語教育指導員の配置」

小学校における英語教育では、低学年から英語を身近な
言語に感じ、また英語を活用し積極的にコミュニケー
ションを図ることができる能力を高めることが重要で
す。
このことから、全学年に対し外国人英語教育指導員によ
る質の高い授業を実施することで、英語教育の充実を図 教育支援課
るとともに、外国の文化や生活に触れる機会とし、国際
理解を深めていくことにつなげます。
中学校においても、英語の授業や英語の部活動等に外国
人英語教育指導員を指導助手として配置し、生徒が英語
に触れる機会の充実を図ります。

32

理科教育の充実を図るため、小学校に理科の専門性の高
「サイエンス・プログラムの推進＜ い講師を派遣し、教員への実験指導等を行います。ま
教育支援課
た、中学校では、大学との連携により最先端技術を活用
教育センター＞」
した授業を提供します。
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区立小・中・特別支援学校の教育用ネットワーク及び教
室用ICT機器（プロジェクタ・実物投影機・ノートパソ
コン）について、授業の質的向上を図り、児童・生徒の
学習意欲をより一層引き出すため、より使いやすく、よ
り教育効果の高い最新のICT機器に更新します（特別教 教育支援課
室・少人数教室）。
また、新学習指導要領に対応するため、最新のICT機器
を活用し、新学習指導要領に対応したデジタル教材やプ
ログラミング教育等の研究を行います。

33

「ＩＣＴを活用した教育の充実」

34

余丁町小学校に特別支援学級（病弱）として設置し、東
「院内学級の運営（特別支援学級の
京女子医科大学病院内にて実施している院内学級におい 教育支援課
運営）」
て、病弱児童への教育を行います。

35

「ＩＣＴを活用した英語教育の推
進」

学習指導指導要領の改訂に伴い、小学校３・４年生で外
国語活動が導入されるとともに、小学校５・６年生で英
語が教科化されることをふまえ、英語の習得と国際感覚
教育支援課
の醸成のため、全小学校にデジタル教材を導入し、英語
に対する関心・意欲を高めるとともに、効果的・効率的
な学習に結び付くように活用します。

「英検チャレンジ」

生徒が自らの英語力を確認し、目標を持って学習に取り
組むことができるようにするために、実用英語技能検定
（英検）受験を希望する原則中学２年生を対象として、
英語受験にかかる費用について補助します。
教育支援課
合格に向け、英語の４つの技能（聞く、読む、話す、書
く）による能力を重視した指導を行い、生徒の英語力の
向上につなげます。

36

１－２－② 一人ひとりの特性に応じた発達と自立への支援

「障害者理解教育の推進」

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とし、
児童・生徒が、パラリンピック競技を通して障害への理
解や障害者との共生について学ぶ機会とするため、各学
校で障害者スポーツ選手との交流を交えながら障害者ス
教育指導課
ポーツを体験するなど、障害者理解教育を推進します。
また、大会終了後においても、障害への理解を深める教
育を実施するために、学年を超えて活用できる教材を用
い、継続的に児童・生徒の心の成長を促します。

38

「発達相談」

子どもの発達、育児、障害等の相談を受け、発達検査、
対応方法等のアドバイス、情報提供等を行います。必要 子ども家庭支
に応じて関係機関と連携し、子どもや家庭の状況に合っ 援課
たサービスにつなげていきます。

39

就学前及び小学1、2年生の心身に障害のある児童及び
「発達支援、児童発達支援・放課後 心身の発達に遅れのある児童の自立、社会参加を支援す
子ども家庭支
等デイサービス ＜子ども総合セン るために、通所によるグループ活動や個別活動を通し
援課
ター＞」
て、言語・理解の促進や運動機能及び日常生活動作の発
達を支援します。

40

「在宅児等訪問支援」

0歳～就学前の心身に障害のある児童及び心身の発達に
遅れのある児童が、子どもの状況や家庭の事情等で通所 子ども家庭支
できない場合、家庭や入院中の病院等へ訪問し、発達の 援課
支援や情報提供等を行います。

41

新宿養護学校に在学する児童・生徒の健康の維持増進、
「在籍児童・生徒に対する機能訓練
運動機能の向上を図るため、理学療法士、作業療法士、 教育支援課
の充実＜新宿養護学校＞」
言語聴覚士による指導を行います。

37
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発達の心配や心身の障害がある、主に就学前の子ども
に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活へ 障害者福祉課
の適応訓練などを行います。

42

「児童福祉法に基づく児童発達支
援」

43

障害児及び特別な配慮を要する児童を対象に年2～3回
実施し、障害児保育の適切な運営を図ります。保育上の
「巡回相談（障害児）＜保育園・子 不安解消と障害の種類、程度、対応についての知識を深
保育指導課
めさせます。関係機関との調整及び保育相談を行うこと
ども園等＞」
を目的として、障害児保育の専門家が保育のアドバイス
をするため保育園・子ども園を巡回します。

44

「巡回指導・相談体制の充実」

45

聴覚及び言語に障害のある児童・生徒が、障害の状態の
「ことばの教室＜教育センター＞」 改善・克服に必要な技術を身につけることを目的に聴
教育支援課
覚・言語指導の専門家による指導を行います。

46

[補装具等の支給]：障害の状況に応じて適切な補装具、
日常生活用具等を支給します。
「心身障害者への助成・在宅重度心
[障害者歯科診療]：一般歯科診療機関では治療が困難な
身障害者への助成（紙おむつ等支
障害者福祉課
重度の障害者に対し、専門の医療機関で歯科診療を行い
給、巡回入浴サービス等）」
ます。
[その他]：紙おむつ支給、福祉タクシー等

47

「在宅重症心身障害児訪問事業」

療養上の看護や、家族への看護技術指導や相談、助言を
保健センター
行います。

48

「特別支援教育の推進」

特別支援教育推進員を学校に派遣し､発達障害等のある
児童･生徒への適切な教育的支援を行うなど､学校内指導
体制の充実を図ります。
教育支援課
また、全小学校にまなびの教室を設置し、拠点校に配置
した教員が発達障害等ある児童の在籍校を巡回し、児童
へ適切な指導を行います。

49

発達障害等のある生徒が、それぞれの障害の特性の応じ
た指導を在籍校で受けられるよう、平成30年度は中学
「中学校への特別支援教室の開設」 校３校に特別支援教室を設置するとともに、全校実施に 教育支援課
向けた施設整備を行い、発達障害等のある生徒への指導
の一層の充実を図ります。

学識経験者や心理職などの専門家が各学校・幼稚園を巡
回し､発達障害等のある児童･生徒などに対する適切な指 教育支援課
導や必要な支援について指導･助言します。

１－３ 子どもが心身ともに豊かに育つために
１－３－① 心とからだの栄養素 「遊び」
50

「プレイパーク活動の推進」

区内の公園でプレイパーク活動を行う任意団体・NPO
子ども家庭支
法人への支援により、子どもが安心して遊べる環境づく
援課
りを促進します。

51

「プレイリーダーの養成」

地域の遊びの活性化のため、プレイリーダーを養成しま 子ども家庭支
す。また広報等の支援を行います。
援課

52

「みんなで考える身近な公園の整
備」

地域の公園の整備にあたって、公園周辺の住民と協働し
て整備計画案を作成するなど、住民参加による公園の整 みどり公園課
備を行います。

「新宿中央公園の魅力向上」

新宿中央公園の魅力をより高め、誰もが足を運びたくな
る公園にするため「新宿中央公園魅力向上推進プラン」
みどり公園課
に基づき、新宿中央公園の特色や魅力をさらに活かした
公園づくりを進めます。

53
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番号

54

事業名

「スポーツコミュニティの推進」

主な事業内容

担当課

スポーツの普及啓発（子ども・成人向けスポーツ体験） 生涯学習ス
等を実施します。
ポーツ課

１－３－② 心とからだの栄養素「文化・芸術」

55

「文化体験プログラムの展開」

気軽に本格的な文化芸術体験ができる機会を提供するこ
とにより、区民の文化芸術活動への参加のきっかけづく
りを行います。実施に際しては、専門性の高い文化芸術
文化観光課
活動団体等と連携を図り、そのネットワーク、ノウハウ
等を十分に活用し、魅力あるプログラムを提供していき
ます。

56

「乳幼児文化体験事業」

地域団体等と連携して、乳幼児の親子等を対象に、わら
文化観光課
べうたあそび等の地域に根差した文化体験事業を実施
し、子どもの生きる力と豊かな心を育みます。

「伝統文化理解教育の推進」

学校における伝統文化教育を 充実させるともに、児
童・生徒が郷土である新宿に愛着をもち、伝統文化の継
承や地域の発展に寄与したいと思う気持ちを育むため、 教育支援課
伝統文化体験教室や新宿ものづくりマイスター体験講
座、和楽器演奏体験を実施します。

「学校図書館の充実」

子どもの読書活動を推進するとともに、調べ学習など学
校図書館を教育活動に一層活用するため、学校図書館に
司書等を全校に配置し、学校図書の計画的な購入、児童
生徒への読書案内やレファレンス、区立図書館との連携
教育支援課
等を行い、学校図書館の充実を図ります。
また、平成29年度から実施している学校図書館の放課
後等開放のモデル実施をふまえ、平成31年度の全小学
校での実施に向け環境を整備します。

「子ども読書活動の推進」

新宿区子ども読書活動推進計画に基づき、子どもが、自
主的に読書活動を行うことができるように、読書に関す
る本と絵本の講座、子ども読書リーダー講座、区立図書 中央図書館
館利用案内等説明会及び読み聞かせ講習会等を開催し、
読書環境を整備します。

60

「絵本でふれあう子育て支援」

保健センターで実施している３～４か月健診時に絵本を
配付し１カ月後の育児相談及び３歳児健診の際、ボラン
中央図書館
ティアによる読み聞かせを実施します。また、３歳児へ
の絵本の配付を図書館で行います。

61

「図書館サポーター制度」

図書館サポーター希望者を登録し、ボランティア活動と
して読み聞かせや家庭配本、資料整理、対面朗読等を行 中央図書館
います。

62

「新こども図書館の検討」

新中央図書館等の建設に併せて、新こども図書館の整備
中央図書館
について検討します。

63

「病院サービスの充実」

区内４病院に長期入院している子どもたちが図書館サー
ビスを受けられるよう、病院への配本サービスを実施し 中央図書館
ます。

57

58

59

１－３－③ 心とからだの栄養素「食」

64

「もぐもぐごっくん支援事業」

乳幼児の保護者からの口腔機能全般に関する相談に応じ
ることで不安を取り除くとともに、適切な指導により健
全な母子関係と乳幼児の健やかな発達を促すため、各保 保健センター
健センターにおいて、「お口の機能（飲み込み・噛み方
等）」講習会の開催や、個別相談を実施します。
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番号

事業名

主な事業内容

担当課

65

「幼児食教室」

1歳児の保護者を対象に、離乳完了から幼児食への移行
保健センター
期の食事についての講話を行います。

66

「離乳食講習会」

５～６か月児の保護者を対象に、離乳食の進め方の話と
調理実演・試食を行い、保護者の食に対する意識の向上 保健センター
と乳児期からの健全な食生活の支援を行います。

67

「栄養相談」

一人ひとりの健康状態、発育・発達状況、歯の本数や噛
保健センター
む力と食習慣に応じて、適切な栄養相談を行っていま
す。

68

「保育園・子ども園での食育の推
進」

食事のマナーを身につけたり、簡単な調理や野菜の栽培
など食の体験を通して、子どもの食生活への関心を高
保育課
め、「食を営む力」の基礎を培います。

69

各学校（園）では、「新宿区立学校・園における学校食
育計画」をもとに「食育全体計画」を作成し、幼児・児
童・生徒の発達に応じた系統性のある食育を推進すると
「学校（園）における食育の推進」
教育指導課
ともに、学校における食の教育を充実させるため、教
員・栄養職員の中に食育推進リーダーを育成し、食育推
進のための校内指導体制を整備します。

70

「児童館等の職員への食育研修」

日々子どもと接している児童指導員を対象に、食育に関
する研修を行い、各館での食育事業の充実や、子どもへ 健康づくり課
の適切なアドバイスができるようにします。

71

「食育講座」

地域グループや児童館等で食育に関する講習を開催し、
食に関する基本的な知識や、料理づくり・会食などの体
健康づくり課
験を通して食育ボランティア等と食育の普及啓発を行い
ます。

72

「メニューコンクール」

区民を対象としたメニューコンクールを実施し、公募の
健康づくり課
メニューから優秀作品を選出し表彰します。

73

区内の食に関わる個人・団体・企業・飲食店などにネッ
トワークに参加してもらい、幅広く、そして身近なとこ
「「食」を通じた健康づくりネット
ろで「食」について学ぶ機会を提供し、食についての正 健康づくり課
ワーク」
しい知識を身につけ実践につなげていけるよう食育の推
進を図ります。

１－４ 国際化社会で生きる力を育む
74

「国際理解につながる情報発信」

しんじゅく多文化共生プラザを中心に、外国人と日本人 多文化共生推
の相互理解につながる情報発信を行います。
進課

75

「友好都市との交流事業
(1)人的交流事業」

友好都市のドイツ・ベルリン市ミッテ区と青少年の派遣 多文化共生推
と受入れとを交互に実施し交流を続けます。
進課

76

「友好都市との交流事業
(2)作品交流事業」

毎年、友好都市（中国・北京市東城区、ギリシャ・レフ
カダ市）と新宿区の児童生徒の絵画・書道作品を集め、 多文化共生推
展示会を開催するとともに、海外の友好都市（中国・ギ 進課
リシャ）へ作品を贈ります。

77

オリンピアンなどのアスリートを招へいして、児童・生
「創意工夫によるオリンピック・パ 徒が、オリンピック・パラリンピックの歴史や意義等を
教育指導課
ラリンピック教育の推進」
理解するとともにスポーツを通して、心身の調和的発達
を遂げられるようにします。
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番号

78

事業名

「英語キャンプの実施」

主な事業内容

担当課

児童・生徒が英語でのコミュニケーションの楽しさを体
教育支援課
験できるように、希望者を対象とした２泊３日の英語
キャンプを実施します。

目標２ 健やかな子育てを応援します
２－１ 妊娠・出産からはじまる子育て支援
母親・父親になる人に、安心して出産・子育てに臨める
よう、妊娠、出産、子育てについての理解や知識の習得 保健センター
と仲間づくりを目的として実施しています。

79

「母親・両親学級等の開催」

80

妊婦とおおむね3～4か月児までの子を持つ母親を対象
「はじめまして赤ちゃん応援事業」 に、心理職等による講話、助産師・保健師による相談、 保健センター
グループで情報交換等を行います。

81

「出産・子育て応援事業
（ゆりかご・しんじゅく）」

妊婦、乳幼児とその保護者の心身の健康の保持増進、産
後うつ予防、虐待予防を図るために、すべての妊婦が、
妊娠期から保健師等の看護職に相談できる機会を設ける
ことにより、妊娠・出産・子育てに関する不安やリスク 健康づくり課
を早期に把握します。支援が必要な妊婦には支援プラン 保健センター
を作成するとともに、母子保健サービス等を実施する関
係機関と連携した継続的な支援を行い、妊娠期から子育
て期にわたって、切れ目なく支援していきます。

82

「妊産婦乳幼児保健指導」

生活保護世帯・区民税非課税世帯に属する妊産婦及び乳
幼児に対して、委託医療機関において、必要な保健指導 保健センター
が無料で受けられるよう、保健指導票を交付します。

83

「妊婦健康診査」

妊産婦及び乳児の死亡率低下、流産及び早産の防止並び
に子宮内胎児発育遅延等の予防のため、委託医療機関に 健康づくり課
おいて、妊娠中の健康診断を行います。

84

「妊婦歯科健康診査」

妊娠期に歯科健康診査を実施し、歯科疾患の早期発見・
早期治療及び予防を行うことで、産後やその子どもを含 健康づくり課
めた口腔の健康維持・増進を図ります。

85

「妊娠高血圧症候群等医療費助成」

妊娠高血圧症候群等により、入院加療を必要とする妊産
健康づくり課
婦に対して、公費による医療の給付を行います。

86

「助産施設への入所」

保健上必要であるにも関わらず、経済的理由により病院
等での出産が困難な妊産婦に対して、出産費を公費で負 子ども家庭課
担します。

２－２ 子どもの健やかな成長のために
２－２－① 乳幼児の健やかな発達支援
3～4か月児健診・1歳6か月児歯科健診時に実施してい
る母親対象の心のアンケートや相談において、育児不安
東新宿保健セ
やうつ傾向が強い方等を対象に、育児不安の解消及び乳
ンター
幼児虐待の未然防止・早期発見を図るため、精神科専門
医やカウンセラーによる相談を行います。

87

「親と子の相談室」

88

子育ての不安・ストレスなどと上手に付き合えるよう、
はじめまして赤ちゃん応援事業（妊婦とおおむね４か月
「子育て世代のストレスマネジメン
児までの乳児を持つ母親を対象とした事業）において、 保健センター
ト講習会」
ストレス対処法について心理職によるミニ講座を行い、
同内容のリーフレットを配布します。
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番号

事業名

主な事業内容

担当課

育児不安や虐待問題を抱える母親のケアをするグループ
東新宿保健セ
です。専門相談員や保健師によるグループ相談を通し
ンター
て、悩みや問題の軽減を図ります。

89

「オリーブの会（MCG）MCG：
Mother and Child Group」

90

子どもの歯と口の健康を維持するため、保育園等での出
張歯科健康教育、デンタルサポーターであるかかりつけ
歯科医による相談やフッ化物の塗布など、乳幼児期から
「乳幼児から始める歯と口の健康づ
子どもの歯科保健を支えるための環境整備を図るととも 健康づくり課
くり」
に、地域、かかりつけ歯科医、子育て専門職、養護教諭
等の連携を強化することにより、乳幼児からの歯と口の
健康づくりを推進します。

91

「歯科衛生相談」

歯科医師及び歯科衛生士によるむし歯・歯周病予防及び
口腔機能に関する相談や歯みがき指導を、「はじめて歯
保健センター
科相談（1 歳児）」「にこにこ歯科相談（2 歳児）」等
の相談日を設け実施しています。

「乳幼児健康診査」

乳幼児の健やかな成長発達を促し、問題の早期発見・対
応を行うため、乳幼児健康診査（3～4か月児・6か月
児・9か月児・1歳6か月児・3歳児）、乳幼児歯科健康 保健センター
診査、栄養相談、心理相談などの母子保健サービスを継
続的に行います。

「産婦健康相談」

産後の健康や授乳相談及び育児不安の解消のため、3～
4 か月児健診時に併せて、助産師による健康相談や保健
保健センター
師、栄養士による保健・栄養相談、歯科衛生士による歯
科相談を行っています。

94

「すくすく赤ちゃん訪問」

0か月～生後4か月までの乳児を対象に助産師､保健師､
看護師が訪問して、乳児の発育・栄養・生活環境・疾病
健康づくり課
予防等育児に必要な事項について指導します。また、産
保健センター
婦の体調管理や子育てに関する情報提供及び相談を行
い、育児不安の解消や必要に応じて適切なサービスにつ
なげます。

95

未熟児訪問指導、乳幼児経過観察健診、育児相談等母子
「未熟児、発育・発達の支援を要す 保健サービスを継続的に行うことで、育児不安の軽減や
保健センター
る子への対応」
発達・発育の支援を要する子の早期対応を行い、養育及
び子育ての支援を充実していきます。

96

「すこやか子ども発達相談」

多動や自閉傾向など発達上の心配がある乳幼児に対し
牛込保健セン
て、専門医による健康相談を実施し、病気の早期発見や
ター
療育の相談を行います。

97

「育児相談・育児グループ ・育児
講演会」

乳幼児の心や身体の健康、発育、育児、栄養、歯科のこ
とについて個別相談を実施します。また、双子を持つ保
護者の集いや保護者同士の交流及び情報交換の場として 保健センター
実施します。さらに、子育てに関する知識の普及啓発の
ため講演会を開催します。

98

「家庭における乳幼児事故防止対
策」

乳幼児の不慮の事故を防ぐため、事故防止に関する講演
会の開催及び母子保健事業実施時に事故防止の普及啓発 保健センター
を行います。

99

家庭において安心して子どもの健康を守れるよう、子ど
もによくある症状や病気の対処方法や医療機関情報など
保健センター
「子どもに関する医療情報の提供」
について情報提供をするとともに、学習の機会を設けま
す。

92

93

100 「ぜん息予防アレルギー相談」

15歳未満の子どもを対象に、ぜん息やアトピー症状等
について、小児科医師が診察・相談に応じるほか、栄養
健康政策課
相談、住環境相談等を行い、疾病の予防と健康の回復・
増進を図ります。
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番号

事業名

101 「予防接種」

主な事業内容

担当課

伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するた
保健予防課
め、予防接種を実施します。

２－２－② 学童期から思春期までの健康づくり
102

「小・中学生への喫煙防止に関する 小・中学生に対する講演会の開催などを通じ、喫煙の害
健康づくり課
普及啓発事業」
についての普及啓発を図ります。

103 「思春期保健出張健康教育」

学校や施設からの要望に応じ、保健所や保健センターの
専門職が、たばこ・薬物・アルコール問題・性感染症予 保健予防課
防・命の大切さなど、学齢期・思春期の保健情報の提供 保健センター
や出張健康教育を実施します。

思春期に心の不調が長引くと、不登校やひきこもり、心
の病気につながることがあります。周囲が早い段階で気
「10代のこころの健康に関する普
保健予防課
104
づき適切な支援につなぐために、また、悩んでいる本人
及啓発事業」
保健センター
が周囲にSOSを発することができるよう、普及啓発の強
化を図っています。

105

「学校での基礎体力向上への取組
み」

106 「小児生活習慣病予防健診」

107

区立学校における体育の授業や部活動の指導を強化でき
るよう、学生ボランティア、スクールスタッフ、区内体
育協会の指導者等の人材バンク登録者を活用します。ま
教育指導課
た、区立学校では、「スポーツギネス新宿」を実施する
とともに、体力テストを区立学校・幼稚園で行うなど、
子どもの基礎体力向上に取り組みます。
子どもたちに適切な食生活や運動の習慣を身につけさせ
るため、区立学校において予防健診を実施し、小児生活
学校運営課
習慣病を早期に発見し、栄養指導・運動指導等の対策を
講じます。

「セーフティ教室や薬物乱用防止教 警察や薬剤師などの専門家を外部講師としたセーフティ
教育指導課
室の実施」
教室や薬物乱用防止教室を実施します。

目標３ きめこまやかなサービスですべての子育て家庭をサポートします
３－１ 子育て支援サービスの総合的な展開
３－１－① 子育て支援サービスの充実

108 「一時保育の充実」

緊急の事情（出産・病気等）や育児疲れの解消等の理由
で、一時的に子どもの保育が必要になったときに、保育
施設・子ども園では生後6か月から就学前の子どもを対
象に一時保育を実施し、在宅で子育てしている家族を支 保育課
援します。保育園・子ども園の開設や改修の際、専用室
の整備が可能な場合は専用室型一時保育を充実させてい
きます。

保護者の就労等により保育を必要とする子どもを預かる
保育園と、保育園と幼稚園の機能を持つ子ども園では、
「区立認可保育園・こども園の管理 就学前の子どもの成長と発達を見据えた一貫した教育・
109
保育課
運営」
保育を行うとともに、延長保育や障害児保育、利用者支
援事業などにより、地域すべての子育て家庭を支援し、
家庭と地域の子育て力の向上を図ります。
保護者の就労や疾病により家庭で保育を受けることが困
「保育所への保育委託（私立認可保 難であると区から認定を受けた子どものうち、私立認可
110
保育指導課
育園）」
保育園に入所している就学前の子どもの費用を支弁しま
す。
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参考資料

番号

事業名

主な事業内容

担当課

「認定こども園等への施設型給付等 教育と保育を一体的に行う認定こども園や会社等が設置
（私立認定こども園・地域型保育事 する事業所内保育所など、教育・保育施設及び地域型保
111
保育指導課
業）」
育事業を利用する就学前の子どもに対し、その費用を施
設型給付費等により施設を通じて給付します。

112 「ファミリーサポート事業」

113

子育ての援助を行いたい人（提供会員）と援助を受けた
い人（利用会員）を会員とする、区民の相互援助活動を
子ども家庭支
サポートする事業で、新宿区社会福祉協議会に委託して
援課
運営しています。病児・病後児の預り事業も行っていま
す。

「母子生活支援施設におけるサービ 利用者評価、事業者評価、第三者評価の実施により、
ス評価の実施」
サービスの質の向上を図ります。

子ども家庭課

114 「ひろば型一時保育の充実」

身近なところで、短時間、乳幼児を預かることにより、
在宅で子育てしている家庭を支援していきます。対象は 子ども家庭支
生後6か月から小学校就学前まで、一回の利用は4時間 援課
以内とします。

115 「子どもショートステイ」

病気、出産、看護、冠婚葬祭、出張、育児疲れなどで保
護者が夜間も留守になるなど、一時的に子どもの保育が
できないときに、区内の乳児院や協力家庭で子どもを預
かります。（利用対象は0 歳～小学生までの子ども）
子ども家庭支
従来の子どもショートステイ事業に加え、保護者の強い
援課
育児疲れ等が見られる要支援家庭を対象としたショート
ステイ事業を実施し、児童の生活指導や発達・行動の観
察を行うとともに、児童の養育環境が適切に整備される
よう、保護者への助言等を行います。

116 「トワイライトステイ事業」

夜間に仕事等で保護者が不在になる等、養育環境が整わ
子ども家庭支
ない生後6か月～小学生までの児童を、協力家庭で預か
援課
り、夕食の提供も含めた支援を行います。

117 「障害幼児一時保育」

一時的に保育が必要なとき、心身の障害や発達に心配の
子ども家庭支
ある子どもを預かります（平日及び土曜、月3回ま
で）。3歳児以上就学前の子どもが対象で、事前に登録 援課
が必要です。

118 「子ども総合センターの運営」

区の総合的な子育て支援施設として、子育てに関するあ
子ども家庭支
らゆる相談に対応するとともに、各種のサービスを提供
援課
します。
子育ての悩みや不安を相談できる体制を整備し、虐待防

119 「子ども家庭支援センターの運営」 止の取組みを含めた要保護児童支援の仕組みを充実させ

ていきます。
120

児童福祉・ソーシャルワーク・子育て支援・地域福祉等
「子育て支援コーディネート体制の
子ども家庭支
に関する講座の受講や自主研究を通じて、区職員のコー
充実」
援課
ディネート能力の向上を図ります。

121 「子育て訪問相談事業」

122

子ども家庭支
援課

「育児支援家庭訪問事業（産後支
援）」

豊富な経験に基づく保育実務経験者による訪問相談を行 子ども家庭支
います。
援課
家庭訪問・育児援助・家事援助等を組み合わせ、産後支 子ども家庭支
援を行います。
援課
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参考資料

番号

事業名

主な事業内容

担当課

未就学児(６歳以下)がいる家庭に、一定の研修を受けた
ホームビジター(ボランティア)が、週１回２時間程度、
４～６回無償で訪問します。訪問先では「傾聴」(話を
子ども家庭支
「家庭訪問型子育てボランティア推
123
聞き)・「協働」(一緒に何かをする)等の活動を行うこと
援課
進事業」
により、訪問した家庭(親)が心の安定を取り戻し、地域
へと踏み出して他の支援や人々と繋がるきっかけづくり
を応援します。

124

「子どもと家庭に対する身近な相
談」

保育指導課
区の各関係機関が身近な相談窓口として子育て等に関す 子ども総合セ
る相談に対応します。相談内容によって適切な相談機関 ンター
保健センター
につなげていきます。
教育支援課

125 「乳幼児親子の居場所づくり」

子ども総合センター、子ども家庭支援センター、地域子
育て支援センター二葉、地域子育て支援センター原町み
子ども家庭支
ゆき、NPO法人ゆったりーの、区立保育園、子ども
援課
園、児童館では、乳幼児親子が優先して集えるスペース
保育指導課
を確保し、「居場所づくり」「仲間づくり」を支援する
ほか、親子で参加できる行事等を行っています。

126 「地域子育て支援事業」

子ども総合センター・子ども家庭支援センター・地域子
育て支援センターにおいて、相談事業、専門機関や民間
子ども家庭支
活動グループ等との連携、相談機関相互の連絡調整、乳
援課
幼児の居場所づくり等、子どもと家庭への総合的な支援
を実施します。

127 「幼稚園子育て支援事業の実施」

区立幼稚園では、子ども家庭支援センターや児童館、子
ども総合センター等多くの施設と連携し、地域の子育て
支援のニーズを踏まえながら、未就園児の親子への遊び
学校運営課
場開放や子育て相談など、子育て支援事業を実施してい
きます。西戸山幼稚園では「つどいのへや」を開設し、
週4日間、子育て支援事業を行います。

128 「キッズページの運営」

区公式ホームページ内において、キッズページを運営し
ます。子どもにもわかりやすく区に関する情報を提供
し、区政参画意識を育てていきます。また、子どもが
区政情報課
困ったことなどを相談できる窓口等の情報を掲載してい
ます。

「まちの子育てバリアフリーの推
129
進」

子どもを連れた人へ配慮した取組みを行う区内の商店、
飲食店などを子育て応援ショップとして登録し、ステッ
子ども家庭課
カーの交付や店舗等のＰＲを通じ、親子での外出や、子
育てしやすいまちづくりを促進します。

130 「子育て支援情報の配信」

区が提供するスマートフォンアプリで、登録した子ども
の月齢や地域に合わせた子育て情報（健診、予防接種、 子ども家庭課
各種イベント等）を配信します。

131 「子育て情報ガイドの発行」

子育て支援に関する情報をまとめた冊子を作成し、関係
機関窓口で配付するとともに、母子健康手帳交付時に、 子ども家庭課
対象家庭に配付します。

132

「小・中学校のホームページの充
実」

学校ごとに開設した特色あるホームページを充実させ、
学校の情報を地域に提供するほか、他校との交流を深
教育支援課
め、情報教育を推進します。
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番号

事業名

133 「こどもホームページの充実」

主な事業内容

担当課

新宿区立図書館ホームページの「こどもページ」で本の
紹介や行事のお知らせ、おすすめの本の紹介をしていま
中央図書館
す。これからも内容の見直しや工夫をして、「こども
ページ」の充実を図ります。

３－１－② 経済的な支援

134 「支援施策ガイドの作成・配付」

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右され
ることや、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐた
め、支援を必要とする家庭が、学習支援や経済的支援な
子ども家庭課
ど区の施策の情報を確実に得られるよう、区立小・中学
生全世帯に支援施策ガイドを配付し、周知の充実を図り
ます。

135 「児童手当」

次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で
応援する観点から、15歳到達後最初の3月31日までの 子ども家庭課
子どもを対象に手当を支給します。

[育成手当]：「18歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にある児童で、父母が離婚、父又は母が死亡、
父又は母が障害の状態などの状況にある児童」を養育し
「児童育成手当（育成手当・障害手 ている人に支給します。
136
子ども家庭課
当）」
[障害手当]：「20歳未満で愛の手帳1～3度程度、身体
障害者手帳1・2級程度、脳性麻痺又は進行性筋萎縮症
のいずれかの心身障害を有する児童」を養育している人
に支給します。

137 「児童扶養手当」

「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあ
る児童（一定の障害のある場合は、20歳未満）で、父
母が離婚、父又は母が死亡、父又は母が障害の状態など 子ども家庭課
の状況にある児童」を養育している人（平成22年8月か
ら父子家庭の父も対象となった）に支給します。

138 「特別児童扶養手当」

「20歳未満で、愛の手帳1～3度程度、身体障害者手帳
1～3級・4級（一部）程度、日常生活に著しい制限を受
子ども家庭課
ける疾病等を有する児童」を養育している人に支給しま
す。

139 「子ども医療費助成」

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの
保険適用医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を 子ども家庭課
助成します。

140 「誕生祝い品の支給」

新たな子どもの誕生を祝い、出産された方と家族に祝意
を表するために、誕生祝品（木工製品、絵本ガイドブッ 子ども家庭課
ク）を支給します。

141 「母子及び父子福祉資金」

20歳未満の子どもを育てている母子家庭等が、事業開
始、住宅改修、修学、就職などで資金が必要となった場 子ども家庭課
合に貸付けを行います。

142 「ひとり親家庭医療費助成」

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
児童（一定の障害のある場合は20歳未満）を養育して
いるひとり親家庭の親と子に対し、保険適用医療費の自 子ども家庭課
己負担分のうち、一部負担金等相当額を除く医療費を助
成します。
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番号

事業名

主な事業内容

担当課

所得の多寡に関わらず、保育園等に在籍する未就学児の
兄姉がいる場合、第2子の保育料を半額、第3子以降を
全額公費負担とします。
「保育園・子ども園（保育園機
約年収600万円以下の世帯については、生計を一にする
143 能）・地域型保育施設保護者の保育
保育課
兄姉がいる場合、第2子の保育料を半額、第3子以降を
料負担軽減」
全額公費負担とします。また、ひとり親等の世帯につい
ては、第1子の保育料を半額、第2子以降を全額公費負
担とします。
所得の多寡に関わらず、小学校3年生以下の兄姉がいる
場合、第2子の保育料等を減額、第3子以降を全額公費
負担とします。
「子ども園（幼稚園機能）保護者の 年収約600万円以下の世帯については、生計を一にす兄
144
保育課
保育料負担軽減」
姉がいる場合、第2子の保育料を減額、第3子以降を全
額公費負担とします。また、ひとり親等の世帯について
は、第1子の保育料等を減額、第2子以降を全額公費負
担とします。
145 「区立幼稚園保護者の負担軽減」

一定所得以下の保護者について入園料・保育料を無料と
するとともに、多子世帯及びひとり親世帯等の経済的負 学校運営課
担を軽減します。

146 「私立幼稚園保護者の負担軽減」

私立幼稚園に在籍する園児の保護者に対して、所得の多
寡にかかわらず入園料補助金を交付します。また、所得
学校運営課
額や多子、ひとり親等世帯の状況に応じて就園奨励費と
保育料補助金を交付し、経済的負担を軽減します。

147 「奨学資金の貸付」

高等学校等に在学し、又は入学する者のうち、成績優秀
であり、かつ経済的理由により修学困難な生徒に対し
教育調整課
て、修学に必要な資金の一部の貸付を行います。

148 「就学援助」

経済的理由により就学困難な小・中学生の保護者に対
し、学用品費、学校給食費等を援助します。
新入学学用品費の入学前支給を実施しています。

149

学校運営課

「外国人学校児童・生徒保護者補助 経済的理由により就学困難な外国人学校の児童・生徒の 多文化共生推
金」
保護者に補助金を支給します。（所得制限あり）
進課

150 「島田育英基金」

基金の運用益金を、学業優秀な区内在住中学生が高等学
総務課
校等へ進学する際、育英基金として支給します。

151 「学童クラブの利用料の減免」

生活保護受給世帯や当該年度住民税非課税等の世帯の学
子ども家庭支
童クラブの利用料を免除するとともに、一定の要件のあ
援課
る世帯の学童クラブの利用料を減額する制度です。

152 「心身障害者医療費助成」

重度心身障害者及び重度心身障害児（子ども医療費助成
対象終了後）が、健康保険を使って診療を受けたときの
自己負担分（全額又は一部）を助成します。（事業経費
障害者福祉課
は全額東京都が負担し、特別区における東京都の事務処
理の特例に関する条例に基づき特別区が一部の事務を実
施）

153 「心身障害者福祉手当」

児童育成手当（障害手当）に該当しない障害児・障害者
障害者福祉課
に支給します。（一定の要件有）

154 「重度心身障害者手当」

常時特別な介護を必要とする障害児・障害者に支給しま
障害者福祉課
す。（一定の要件有）

155 「障害児福祉手当」

20歳未満で身体又は精神に重度の障害があるため、日
常生活に常時介護が必要な人に支給します。（一定の要 障害者福祉課
件有）
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番号

事業名

主な事業内容

担当課

156

入居中及び退所後の小中高生、その他地域に住んでいる
「母子生活支援施設における学習支
ひとり親家庭の中高生を対象に、学習支援を実施しま
子ども家庭課
援」
す。

157

生活保護受給世帯の小中学生とその保護者を対象に生活
「生活保護受給世帯の小学生等への
生活福祉課
習慣の確立や学習意欲の形成のための支援をＮＰＯ等へ
地域生活自立支援」
保護担当課
の業務委託により実施します。

158

生活保護受給世帯の小中学生及び高校生を対象に基礎学
「生活保護受給世帯の小中学生及び
生活福祉課
力向上等を目的として、学習塾等への通塾費用を支給し
高校生への学習環境整備支援」
保護担当課
ます。

生活困窮世帯（生活保護受給世帯含む）の中学生を対象
に高校進学を目的とした学習支援を実施します。さら
生活福祉課
「生活困窮世帯の中学生等への学習
159
に、この事業の支援を受けて高校へ進学した生徒に対
保護担当課
支援」
し、高校に進学した年の8月31日まで高校生活の学習定
着支援を行います。
160

大学等への進学を目指す生活保護受給世帯の高校生を対
「生活保護受給世帯の大学等進学支
生活福祉課
象に、大学等受験料を支給します。
援費」
保護担当課
※平成29年度から支給開始

161 「養育医療の助成」

未熟児が満１歳までに入院養育を必要とする場合、医療
費のうち健康保険が適用された後の自己負担分を助成し 健康づくり課
ます。

162 「育成医療の助成」

18歳未満の身体に障害のある児童が生活能力を得るた
めに必要な医療に対して、健康保険が適用された後の自 健康づくり課
己負担分を助成します。

163 「大気汚染医療費の助成」

大気汚染による気管支ぜん息等４疾病の医療を受けた場
合に、健康保険が適用された後の自己負担分を助成しま
す。４疾病：気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気 健康政策課
管支炎、肺きしゅ（一定の要件有）
※新規認定は18歳未満の子どもが対象

164 「小児慢性特定疾病医療費助成」

18歳未満の児童で対象慢性疾患の治療にかかる医療費
保健予防課
のうち、健康保険が適用された後の自己負担分を助成し
保健センター
ます。（所得により自己負担有）

165 「難病医療費等助成」

国・都が指定する難病の治療にかかる医療費のうち、健
保健予防課
康保険が適用された後の自己負担分を助成します。（所
保健センター
得により自己負担有）

区民が認証保育所を利用した場合に、認証保育所に対し
運営費等を補助します。また、認証保育所を利用する児
「認証保育所利用への支援及び利用 童の保護者の経済的負担を軽減するため、要件を満たす
166
保育指導課
者への助成」
場合には、保育料の①一部助成(一律4万円）②第3子以
降全額助成③ひとり親世帯等第2子以降全額助成を行っ
ています。
希望する認可保育園等への入園を待機する間、認可外保
育施設（認証保育所を除く。）を利用する保護者の経済
「認可外保育施設利用者負担軽減事
167
的負担を軽減するため、要件を満たす場合には、保育料 保育指導課
業」
の一部を助成します(事業実施期間：平成２９年度から
平成３１年度まで）。

３－２ 就学前の教育・保育環境の充実
３－２－① 保育所待機児童の解消
168 「私立認可保育所の整備」

子ども・子育て支援事業計画に基づき、認可保育所を中
心とした保育施設の整備を着実に進めることにより、保
保育課
育受入れ枠の拡大を図り、地域の保育需要に応えていき
ます。
172

参考資料

番号

事業名

主な事業内容

担当課

認可保育所への移行を希望する区内認証保育所に対し、
169 「認証保育所への認可化移行支援」 移行にあたっての課題の抽出とその解決のための助言、 保育課

認可に向けた具体的手続等を支援します。

170 「地域型保育事業等」

家庭的雰囲気で保育を行う家庭的保育事業、学校施設や
民間賃貸物件を活用した保育ルーム等、子ども・子育て
支援新制度に対応した地域型保育事業等の充実を図り、 保育課
特に保育ニーズの高い0歳から2歳児の保育受入れ枠を
拡大し、多様な保育ニーズに対応していきます。

３－２－② 保育サービスの充実と質の確保
「特別保育サービスの充実 【延
171 長、年末、休日、病児・病後児
等】」

就労機会の増大、価値観やライフスタイルの変化に合わ
せて、保護者のニーズに機動的に応え、地域バランスも
保育課
考慮して、多様で多角的な保育環境を整備します。延長
保育指導課
保育、休日保育、病児・病後児保育の充実を図っていき
ます。

172 「定期利用保育の実施」

パートタイム勤務などの短時間就労等で、複数月継続し
て保育を必要とする方のお子さんをお預かりします。
「専用室型定期利用保育」では生後6か月から、4歳
児・5歳児の定員・保育室に余裕がある保育園で実施す
保育課
る「空き保育室型定期利用保育」では満1歳以降（離乳
食完了児）のお子さんが対象となります。なお、専用室
型定期利用保育については、一時保育と併せて実施しま
す。

173 「保育士等育成支援事業」

集合研修として、経験年数に応じた研修や、障害児保
育・相談業務等のテーマ別の理論・実技研修を開催し、
専門性の向上を図ります。
保育指導課
また、各施設の人材育成ニーズにきめ細かに対応した研
修を、その施設において実施するほか、心理指導員によ
る保育士のメンタルケアを行います。

174 「保育士確保の支援」

私立認可保育所等や認証保育所の保育士確保を支援する
ため、ハローワーク新宿と連携し、就職相談・面接会を
実施します。
また、区内の私立認可保育所等や認証保育所に勤務する 保育指導課
保育従事職員等について、事業者が宿舎借り上げを行う
経費の一部や、保育士資格を取得するための経費の一部
を補助します。

175 「指導検査」

認可保育所や認証保育所など保育施設の適正な運営及び
サービスの質の確保並びに利用者支援の向上を目的に、
福祉諸法をはじめ労働基準法、消防法などの法令に照ら
し、設備及び運営に関する基準等の適合状況について検 保育指導課
査し、必要な助言及び指導又は是正の措置を講じます。
また、専門性の高い会計検査の強化充実を図るため、会
計経理指導員を配置します。

173

参考資料

番号

176

事業名

主な事業内容

「保育園・子ども園におけるサービ 利用者評価、事業者評価、第三者評価の実施により、
ス評価の実施」
サービスの質の向上を図ります。

担当課

保育指導課

３－２－③ 幼児教育環境の充実

177 「就学前教育合同研修等の充実」

区と教育委員会が研修の内容について協議、協力しなが
ら、年度内に6回実施します。区内の公私立保育園・子
保育指導課
ども園の保育士・教諭及び区立幼稚園の教諭等を対象に
教育指導課
専門分野の外部講師を招へいし、情報交換等の交流をし
ながら保育の質の向上に向けた研修を行います。
私立幼稚園で実施している預かり保育事業に助成し、預

178 「私立幼稚園預かり保育推進事業」 かり保育時間の延長、休業期の実施など子育て支援事業 学校運営課

の充実を図ります。
179

「子ども園における預かり保育の充 教育課程に係る教育時間後に、希望する園児を対象に行 保育課
実」
う教育活動を、子ども園で実施します。
保育指導課

平成28年度より、3歳児クラスの1学級定員を17人か
ら20人へ拡大します。また、3年保育を実施していな
「区立幼稚園における3年保育の充
180
かった区立幼稚園（津久戸、早稲田、余丁町）に3歳児 学校運営課
実」
学級を新設し、３歳児の幼稚園ニーズに適切に対応して
いきます。
181

平成28年度より、区立幼稚園4園（市谷、西戸山、鶴
「区立幼稚園における預かり保育の
巻、花園）にて預かり保育を実施し、幼稚園の預かり保 学校運営課
実施」
育ニーズに適切に対応していきます。

「私立幼稚園に対する補助金の交
182
付」

公私立幼稚園が連携して質の高い幼児教育を提供するた
め、区内私立幼稚園に対し、研修事業助成、健康管理助
学校運営課
成、安全安心助成の項目について充実を図っていきま
す。

３－３ 放課後の子どもの居場所の充実
３－３－① 学童クラブの充実と質の確保
183 「学童クラブの充実」

通常時の平日午後6時以降や小学校の長期休業中の午前
子ども家庭支
9時以前の保育需要に応えるため、区立学童クラブ全所
援課
で児童指導業務委託を導入し、延長利用を実施します。

184 「各種研修の充実」

日常活動のスキルアップにつながる研修（児童館実技研
修）、配慮が必要な児童への対応（障害児研修）、保護 子ども家庭支
者対応の研修等を実施します。その他、他の学童クラブ 援課
の運営を体験する体験研修も行います。

185

「巡回指導（障害児）」
＜学童クラブ＞

年間2回以上、専門家よりアドバイスをもらう巡回指導 子ども家庭支
を行い、日常活動に活かします。
援課

３－３－② 児童館・放課後子どもひろば等の充実
児童館に併設されていることぶき館の機能転換の機会や
「児童館における指定管理者制度の 地域バランスを考慮の上、児童館への指定管理者制度導 子ども家庭支
186
活用」
入をしています。なお、児童館３館と子ども家庭支援セ 援課
ンターは区の直営とします。
187

「中高生にとっての魅力ある居場所 児童館等での中高生タイムの実施や、子ども家庭支援セ 子ども家庭支
づくり」
ンターを有効活用し、中高生の居場所を拡充します。
援課

174

参考資料

番号

事業名

188 「放課後子どもひろばの拡充」

主な事業内容

担当課

余裕教室等学校施設を活用して、放課後に子どもたちが
自由に集い、遊び、考え、子ども同士が交流できる遊び
と学びの場として、「放課後子どもひろば」を小学校で
子ども家庭支
実施しています。
援課
子どもの成長段階や家庭状況に応じたそれぞれのニーズ
に合った小学生の放課後の居場所を選択できるように、
必要な地域で機能の拡充を図ります。

189

「学童クラブと、放課後子どもひろ 放課後子ども総合プランに基づき両事業の一体的な運営 子ども家庭支
ばの一体的運営」
または連携による事業実施を行います。
援課

190

「放課後子どもひろば事業の実施＜ 平成26年度より新宿養護学校で放課後子どもひろば事
新宿養護学校＞」
業を実施しています。

191

心身に障害のある、就学している子どもに、授業の終了
「児童福祉法に基づく放課後等デイ
後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練や社 障害者福祉課
サービス」
会との交流を進める支援を継続的に行います。

192 「障害児等タイムケア事業」

子ども家庭支
援課

小学校・中学校・高校生の障害児について、放課後・土
曜日及び夏休み等の学校長期休業中の居場所を提供しま 障害者福祉課
す。

３－４ 特に配慮が必要な子どもと家族のために
193 「保育園等における障害児保育」

保育園や子ども園で中軽度で集団保育が可能な障害児童
を保育します。また、障害児を持つ保護者に対する支援 保育指導課
を進めます。

194 「幼稚園における特別支援教育」

幼稚園で集団保育が可能な支援を要する幼児を保育しま
す。公立幼稚園では安全面での配慮や教育的効果の向上
を図るため、必要に応じて支援員を配置します。また、 学校運営課
心理士が公私立幼稚園の巡回保育相談を中心に保護者の
相談にも応じます。

195 「学童クラブにおける障害児保育」

学童クラブで集団生活が可能な障害児等の利用を受け入 子ども家庭支
れ、適切な指導や必要な支援を行います。
援課

196 「保育所等訪問支援事業」

集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする障害
子ども家庭支
児等に対して、保育所等を訪問し、心理相談員等が支援
援課
を行います。

197

「ペアレントメンターの活用・養
成」

ペアレントメンター（発達障害児等の子育て経験のある
保護者）が、自らの経験を活かし、発達障害の診断を受
子ども家庭支
けて間もない保護者等の気持ちに寄り添って話を傾聴
援課
し、必要に応じて適切な機関につなげます。また、ペア
レントメンター養成のために研修を実施します。

198 「補装具費の支給」

障害のある子どもの保護者に対し、補装具の購入・修理
障害者福祉課
費用について支給します。

199 「日常生活用具の給付」

介護訓練、自立生活、在宅療養、情報・意思疎通、排泄
管理という5種類があり、在宅の障害児者に給付しま
障害者福祉課
す。

200 「住宅設備改善」

在宅の重度の障害児者の住宅設備を事前の申請により改
障害者福祉課
善します。

201 「中等度難聴児発達支援事業」

障害者福祉制度対象外の中等度難聴児に対し、言語の習
得を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成しま 障害者福祉課
す。

175

参考資料

番号

事業名

主な事業内容

担当課

障害のある子どもに対して、自宅での入浴や排泄、食事
「障害児者のための居宅介護（ホー 等の介助、調理や掃除等の家事援助、通院等介助を行い
202
障害者福祉課
ます。障害のある保護者が、育児に支援を必要とする場
ムヘルプサービス）」
合、支援の対象になることがあります。

203

「障害児者のための短期入所
（ショートステイ）」

家族が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、
入浴、排泄、食事の介護等を行います。小学生以上の子
どもは新宿生活実習所、中学生以上はあゆみの家で受け 障害者福祉課
入れます。重症心身障害児者は区外の医療機関併設の専
門施設で対応します。

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害
児及び重症心身障害者に対し、訪問看護師が自宅に出向
「重症心身障害児等在宅レスパイト
204
き、一定時間、家族の代わりに見守りを行うことで、家 障害者福祉課
サービス」
族の一時休息（レスパイト）やリフレッシュを図りま
す。
205 「在宅医療相談窓口」

区民又は、医療機関から医療を中心とした相談を受け、
在宅療養に必要な医療・看護などの支援や調整を行いま 健康づくり課
す。

３－５ ひとり親家庭への支援
206

ひとり親家庭に対して、きめ細かな就労支援を展開する
「自立支援促進事業（ひとり親家庭
ため、自立支援プログラム策定員を配置し、個々の状況 子ども家庭課
福祉）」
に応じて自立支援計画を策定し、就労を支援します。

207 「母子・父子自立支援員の活動」

ひとり親家庭を対象に生活相談に応じ、自立に必要な情
子ども家庭課
報提供・助言を行います。

208 「母子生活支援施設への入所」

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭が、生活上
のいろいろな問題を抱えている場合、母子を保護し、自 子ども家庭課
立に向けて支援します。

就職に有利となり生活の安定に資する国家資格等の取得
「母子家庭等高等職業訓練促進給付 に係る養成訓練校（１年以上）において、受講期間のう
209
子ども家庭課
金等事業」
ち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給しま
す。
210

「母子家庭等自立支援教育訓練給付 就労を促進するため、指定訓練講座の受講を修了したと
子ども家庭課
事業」
きに、受講料の60％相当額を支給します。

義務教育修了前（中学生の場合はひとり親になって6 か
「ひとり親家庭家事援助者雇用費助 月以内の家庭）の児童を扶養しているひとり親家庭の親
211
子ども家庭課
成事業」
又は子どもが一時的な疾病などにより日常生活に支障を
きたしたとき、家事援助者を雇う費用を助成します。

212 「ひとり親家庭休養ホーム」

213

「生活向上支援事業（ひとり親家
庭）」

20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭のレクリ
エーションと休養のため、区で指定した施設を無料又は 子ども家庭課
低額な料金で利用できる制度です。
個々の世帯状況に応じた、きめ細かな支援を総合的に推
進し、ひとり親家庭のニーズや課題に対応した支援の充
実を図ります。（ひとり親家庭を対象とした相談会・講 子ども家庭課
演会の実施、「ひとり親家庭サポートガイド」の作成、
「ゆりかご・しんじゅく」事業（健康部）との連携等）

176

参考資料

番号

214

事業名

「寡婦（寡夫）控除等のみなし適
用」

主な事業内容

担当課

婚姻歴のないひとり親家庭に対し、保育園、子ども園、 保育課
幼稚園の保育料、学童クラブの利用料等について、寡婦 子ども家庭支
（寡夫）控除等をみなし適用し、負担軽減を図ります。 援課

３－６ 外国につながりのある家庭、子どものために
215 「日本語学習への支援」

外国にルーツを持つ子どもは日本語が十分でないため教
科学習が遅れがちな場合があります。夏休み・春休みの 多文化共生推
日本語教室、親と子の日本語教室、夜の子ども日本語教 進課
室等の学習支援を実施します。

216 「外国語版生活情報紙の発行」

外国人向けに８種類の目的別の生活ガイドを作成、配布 多文化共生推
し、毎年掲載情報の更新を行います。
進課

来日間もない外国人に対し､日本の基本的な生活ルール､
生活習慣を中心に紹介するとともに､区役所での手続き 多文化共生推
217 「新宿生活スタートブックの発行」
などの案内を掲載した冊子を作成し､住民登録事務手続 進課
きの際などに配布します。
218

「外国語版生活情報ホームページの
外国人向けの生活情報ホームページを作成します。
作成」

219 「外国語版SNSの運営」

多文化共生推
進課

区内で生活する外国人に対し、行政情報、生活情報、災 多文化共生推
害時の情報をSNSを通じて発信します。
進課

外国人や日本人の地域住民・ボランティア・活動団体等
によるネットワークを構築する「新宿区多文化共生連絡
多文化共生推
220 「多文化共生のまちづくりの推進」 会」の運営、外国人と日本人が共に区政に参画する「新
進課
宿区多文化共生まちづくり会議」の運営を通じ、多文化
共生のまちづくりを推進します。
221

「外国語版「子育てサービスガイ
ド」の発行」

子育て情報誌の外国語版を作成し配布します。

子ども家庭課

外国等から転入した入所児童で、日本語のサポートが必
要な4、5歳児を対象に日本語指導を行います。また、
222 「保育園児等への日本語サポート」
保育指導課
日本語によるコミュニケーションが困難な保護者との面
談や保護者会に通訳者を派遣します。

223 「日本語サポート指導」

区立学校に編入した外国籍等の児童・生徒等が日本語の
授業を理解できるように、日本語サポート指導員による
指導を行います。教育センターまたは分室での通所によ
る集中指導を行うとともに、必要に応じて学校へ日本語
サポート指導員を派遣して、個別指導を行います。
また、日常会話はできても、学年相当の学習言語が不足
教育支援課
し、学習活動の参加に支障が生じている中学校3年生を
対象に、「話す・聞く・書く・読む」に特化した日本語
サポート指導を行い、進学等を支援します。
さらに、日本語サポート指導終了後、希望者に対して放
課後に日本語学習支援員を派遣し、日本語や教科の学習
を支援します。

224 「日本語学級の運営」

日本語の習得が十分でない外国籍等の子どもに対する学
習言語としての日本語指導を目的として、大久保小学校
と新宿中学校に日本語学級を設置し運営しています。中 教育支援課
学校日本語学級には「センター的機能」を位置付け、指
導方法や進路等に関する情報提供などにより区内の他の
学校の取組みを支援しています。
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参考資料

番号

事業名

主な事業内容

担当課

区内居住の外国籍の子どものうち、翌年度小学校へ就学
する年齢の子どもの保護者及び中学校へ就学する年齢で
区内小学校に在籍する子どもの保護者に対し、多言語の
就学に対する案内書を、8月中旬（新小1）・9月中旬
「多言語による就学案内と進路予定
225
（新中1）に郵送等で周知します。同様に進路予定に関 学校運営課
アンケートの実施」
するアンケートも行い、小学校へ就学する年齢の子ども
の保護者へは8月中旬、中学校へ就学する年齢で区内小
学校に在籍しない子どもの保護者へは９月中旬に郵送し
ます。

目標４ 安心できる子育て環境をつくります
４－１ みんなで子どもの育ち・子育てを支えあえる環境づくり
226 「スポーツ推進委員の活動」

区民へのスポーツ実技指導・スポーツ活動に関する組織
生涯学習ス
の育成・学校や行政機関の実施するスポーツ事業への協
ポーツ課
力等を行います。

227 「「四谷ひろば」の維持管理」

地域住民主体の運営協議会が管理運営する「四谷ひろ
ば」を施設の維持管理面で支援します。

四谷特別出張
所

区内で子育てに関する活動を行う地域団体の取組み、発
表や交流、情報交換の場として「新宿子育てメッセ」を
「家庭・地域の教育力との連携（子
子ども家庭支
228
開催します。家庭と地域の教育力向上のため、各地域団
育てメッセ）」
援課
体や家庭との連携により子育てを支えあえる環境づくり
を目指します。

229 「思春期の子育て支援事業」

思春期の子育てを支えることを目的に、思春期の子ども
を持つ保護者、これから思春期を迎える子どもを持つ保 子ども家庭支
護者を主な対象として連続講座やシンポジウムを開催し 援課
ます。

230 「青少年活動推進委員の活動」

次代の社会を担う自立した青少年の育成を目的として委
嘱した、青少年活動推進委員により、様々な体験活動を
子ども家庭支
実施しています。青少年の主体性を養い、家庭や地域の
援課
大人たちの教育力向上支援や、青少年を取り巻く環境づ
くりを行います。

区民の自主的な活動として、地区青少年育成委員会が行
う、青少年の健全育成を図ることを目的とした様々な事
「地区青少年育成委員会活動への支
子ども家庭課
231
業に対する支援等を行っています。地区青少年育成委員
援」
特別出張所
会は特別出張所を単位として作られ、地域の実情に即し
た活動を展開しています。

232 「社会を明るくする運動」

青少年の非行防止と、非行に陥った人たちの更生・援助
のための地域活動について広く理解を得るため、法務省
子ども家庭課
の主唱で全国的に実施しており、区では７月～8月を強
調期間として、各団体が運動を展開しています。

233 「子育て仲間づくり事業」

子育て仲間づくりを支援するサポーターを育成し、地域 子ども家庭支
の子育て力の向上を図ります。
援課

234

「北山伏子育て支援協働事業（ゆっ 区の空き施設を利用したNPO等区民グループの自主的
たりーの）」
な子育て支援事業を実施します。

子ども家庭支
援課

在宅で子育てをしている保護者が在園児や保護者とふれ
あう場を提供します。また、ベビーマッサージや食育講
235 「保育園・子ども園地域交流事業」
保育指導課
座など、子育ての不安感を解消するための講座も開催し
ています。
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参考資料

番号

事業名

主な事業内容

「子育て支援員」として、子育て支援に関するスキルを
236 「地域の子育て支援力の向上支援」 習得するとともに、自主的に子育て支援を行う人材を育

成する講座を実施します。
237

「児童館自主事業運営委員会の活
動」

238 「落合三世代交流事業」

担当課

子ども家庭支
援課

児童館において区民による自主事業を行い、子ども同士 子ども家庭支
や高齢者等の交流を図ります。
援課
西落合児童館内に、区民との協働により、幅広い年代の
区民が日常的に集い、交流する場として「落合三世代交 子ども家庭支
流サロン」を開設しています。事業運営は区民有志から 援課
なる「落合三世代交流を育てる会」に委託しています。

市街地再開発事業等においては、地域特性等や、プロ
「市街地再開発事業等における子育 ジェクトの特性に配慮した上で、保育所等の子育て支援 防災都市づく
239
て支援施設の誘導」
関連施設の設置を誘導し、安全で快適に住み続けられる り課
まちづくりを実現します。

240 「家庭の教育力向上支援」

時代の変化を捉えた家庭の教育力の向上を図るため、多
様な形態による支援を実施します。ＰＴＡとの連携によ
り多様なテーマで「家庭教育講座」を開催する他に、休
日等保護者の参加しやすい日程や形態で「家庭教育支援
セミナー」を実施します。講座等に参加できない保護者
には家庭教育について考える機会となるよう「家庭教育
教育支援課
ワークシート」等を作成して配布します。
また、「入学前プログラム」では、入学前等に保護者が
集まる保護者会の機会を活用して、入学を機に保護者と
しての意識を再認識し、保護者同士の仲間づくりにつな
げてもらうためのワークショップや、子どもの仲間づく
りのためのプログラムを、学校の実情に適した形態で実
施します。
目白大学心理カウンセリング学科の学生及び大学院生の

241 「メンタルサポートボランティア」 ボランティアを小・中学校に配置し、児童生徒の相談相 教育支援課

手や学習補助等を行い教育活動の補助をします。

４－２ 子どもの笑顔があふれるまちづくり
区有施設における授乳可能なスペース等の情報を区公式
「区有施設における子育てバリアフ ホームページ等で公開するとともに、施設の新築や大規
242
子ども家庭課
リーの推進」
模改修等の際に、乳幼児親子が利用しやすい環境整備を
促進します。

243 「交通バリアフリーの整備促進」

交通バリアフリー基本構想に基づき、重点整備地区（高
田馬場駅周辺地区・新宿駅周辺地区）の整備促進を図る
とともに、重点整備地区以外の鉄道駅についても、エレ 都市計画課
ベーター設置補助等によりバリアフリー化を推進してい
きます。

ユニバーサルデザインまちづくりガイドライン及びユニ
「ユニバーサルデザインまちづくり バーサルデザインガイドブックを活用してユニバーサル
244
都市計画課
の推進」
デザインの普及・啓発を図り、ユニバーサルデザインの
視点に立ったまちづくりを進めていきます。
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参考資料

番号

事業名

245 「清潔できれいなトイレづくり」

主な事業内容

担当課

公園トイレと公衆トイレを、清潔でバリアフリーに配慮
した誰もが使いやすいトイレに整備します。
みどり公園課
整備にあたっては、建物の新設、建替えに加えて、既存
トイレの洋式トイレ化も進めていきます。

４－３ もっと安全で安心なまちづくり

246 「みんなで進める交通安全」

[交通安全教室]：小学校、保育園、幼稚園において、警
察の指導による交通安全教室を実施します。また、小学
生向けに、正しい自転車の乗り方や点検の仕方について
指導を行う自転車教室を実施します。さらに、平成23
交通対策課
年度からは中学生向けにスタントマンを活用した自転車
交通安全教室を実施しています。
[交通安全総点検] ：毎年５～６校の通学路の交通安全総
点検を計画的に実施していきます。
子どもたちが身の危険を感じたときに避難できる「ピー
ポ110ばんのいえ」の普及・啓発について、設置主体の 子ども家庭課
警察と協力して推進します。

247

「緊急避難場所「ピーポ110ばん
のいえ」」

248

平成19年11月から、しんじゅく安全・安心情報ネット
「安全で安心して暮らせるまちづく
により不審者・事件の各情報についてのメール配信を
危機管理課
りの推進」
行っています。

249 「安全教育の充実」

小・中学校でのセーフティ教室に加え、小学校では地域
安全マップづくり、中学校では普通救命講習等を実施す 関係各課
るとともに、防犯啓発冊子「こんなときあなたはどうし 教育調整課
ますか？」や「大地震に備えて」の作成・配付を行いま 教育指導課
す。
区立小学校1年生を対象に、交通安全意識啓発用とし
て、ランドセルカバー、黄色い帽子を配付します。

250

「新入学児童に対する交通安全対
策」

251

子どもの安全確保のために、子どもの安全を見守るボラ
「子ども安全ボランティア活動の推
ンティア活動の推進を図り、防犯用品の配付等を行いま 教育支援課
進」
す。

252

「小・中学生への防犯ブザーの配
付」

学校運営課

区立小・中学生に防犯ブザーを配付し安全教育に努めま
学校運営課
す。私立等の小・中学生には希望者に貸与します。

４－４ 未来の子どもたちへの環境づくり
「通学路における防犯カメラの運
用」

区立小学校の通学路に設置した防犯カメラの運用によ
り、犯罪に対する抑止効果を高め、児童のより一層の安 教育調整課
全確保を図ります。

254 「環境学習情報センターの運営」

環境保全意識の普及・啓発、環境情報の発信を行い、環
境活動の交流の拠点となる施設です。また、区民、団体
環境対策課
や事業者との協働で、地域とのつながりを重視した事業
を展開します。

255 「地球温暖化対策の推進」

区民一人ひとりの省エネルギーに対する意識向上を図
り、身近な省エネ行動を始めるきっかけとなるよう、新
環境対策課
宿エコ隊の登録数を増やし、みどりのカーテンの普及、
新宿打ち水大作戦などの事業を実施します。

256 「環境学習・環境教育の推進」

環境対策課
「環境教育ガイド」の活用等により、学校教育、生涯学
（環境学習発
習などの様々な場における環境学習・環境教育を推進し
表会は教育支
ます。
援課）

253
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参考資料

番号

257

事業名

主な事業内容

担当課

「アユが喜ぶ川づくり（神田川河川 アユ等の水生生物が生息できる水辺空間の創出を図りま
みどり公園課
公園の整備）」
す。

ごみ減量及びリサイクル活動を推進し、資源循環型社会
の形成に資する総合活動拠点として運営を行います。環
ごみ減量リサ
「リサイクル活動センターの管理運
258
境学習や施設見学のプログラムを通じ、次代を担う子ど
イクル課
営」
もたちに対して、環境・リサイクル意識の醸成と啓発を
図ります。
区民住宅：義務教育修了前の子を扶養する世帯で、所得
が一定基準の区民に対し住宅を提供します。
259 「区民住宅・特定住宅の管理運営」
住宅課
特定住宅：２０歳未満の子を扶養する世帯で、所得が一
定基準の国内在住者に対し住宅を提供します。

260 「区営住宅の管理運営」

住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な使用料で区
営住宅を提供します。区営住宅の種類には、一般向け・
住宅課
高齢者向け・障害者向け・ひとり親世帯向けなどがあり
ます。

高齢者、障害者及びひとり親世帯で、民間賃貸住宅の賃
貸借契約の際に保証会社を利用する世帯に、保証会社を
「高齢者や障害者等の住まいの安定
261
あっ旋し、初回保証料を助成します。また、あっ旋を受 住宅課
確保」
けずに保証会社と契約した場合で、一定の条件に該当し
た世帯にも初回保証料を助成します。

262 「住み替え居住継続支援」

居住する区内の民間賃貸住宅の取り壊し等により立ち退
きを求められている高齢者、障害者及びひとり親世帯の
住宅課
円滑な区内転居を支援するため、転居に係る費用の一部
を一時金として助成します。

[転入助成]：義務教育修了前の子どもを扶養する世帯
が、区外から区内の民間住宅に住み替える場合に、引越
しにかかる費用と賃貸借契約に係る費用を助成します。
263 「子育てファミリー世帯居住支援」 [転居助成]：区内に居住する義務教育修了前の子どもを 住宅課
扶養する世帯が、子の出生や成長に伴い区内の他の民間
賃貸住宅に住み替える場合に、引越しに係る費用と転居
前後の家賃の差額を2年間助成します。
「民間賃貸住宅家賃助成（子育て
ファミリー世帯向）」

区内の民間賃貸住宅に居住する義務教育修了前の児童を
扶養している世帯に対し、家賃の一部を5年間助成しま 住宅課
す。

「ワンルームマンション条例の運
265
用」

一定規模以上のワンルームマンションに家族向け住戸の
設置を義務づけることなどを内容とする「新宿区ワン
住宅課
ルームマンション等の建築及び管理に関する条例」につ
いて、同条例に基づく申請・届出の審査を行います。

264

目標５

社会の一員として自分らしく生きられる環境づくりを推進します

５－１ ワーク・ライフ・バランスが実現できる取組みの推進
266

男女共同参画情報誌や区公式ホームページ等を通じて、
「ワーク・ライフ・バランスについ
男女共同参画
ワーク・ライフ・バランスについての意識啓発を行いま
ての意識啓発」
課
す。
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参考資料

番号

事業名

主な事業内容

担当課

中小企業を中心とした区内企業のうち、育児休業制度が
充実しているなど、子育て支援に積極的な企業を、
男女共同参画
「ワーク・ライフ・バランス推進企
267
「ワーク・ライフ・バランス推進企業」として認定し公
課
業認定制度」
表します。また、認定申請をした中小企業はワーク・ラ
イフ・バランス企業応援資金の申し込みができます。
ワーク・ライフ・バランスを推進する中小企業向けの低
「ワーク・ライフ・バランス企業応 利の融資を行います。（対象企業は次世代育成支援対策
268
産業振興課
援資金」
推進法に基づく一般事業主行動計画届出企業及び区が推
進企業認定制度の申請書を受理した中小企業者）

269 「育児ママの再就職準備講座」

出産を理由に退職し、乳幼児の育児をしている女性を対
男女共同参画
象に、再就職のための準備について考える講座を実施し
課
ます。

５－２ 男女がともに自分らしく生きるために
270 「配偶者等からの暴力の防止」

配偶者等からの暴力に関する正しい知識や理解を促進す
男女共同参画
るための講座を開催し、広くＤＶ防止の意識啓発を行っ
課
ていきます。

271 「男女共同参画啓発講座」

誰もがいきいきと自分らしく生きるため、男女共同参画
啓発講座を通じて自分らしく生きるための意識向上を図 男女共同参画
るとともにリーダーとして活躍できる人材を育成しま
課
す。また、若者の生き方も支援します。

男性が育児・介護休業を取得しやすい職場環境づくりに
「男性の育児・介護サポート企業応 向けた取組みを行っている企業をサポート企業として認 男女共同参画
272
援事業」
定登録し、対象要件を満たした場合、奨励金を支給しま 課
す。

273 「父親の育児参加の促進」

男女共同参画の視点から、家庭における男女の意識づく
男女共同参画
りや父親の育児参加等について、講座や広報・情報誌を
課
通じて促進します。
小学校5年生を対象に、男女共同参画啓発誌を配付し、

274 「小学校高学年向け啓発誌の配付」 子育てを含めた男女共同参画社会を考える学習教材とし

て活用します。

275

男女共同参画
課

配偶者暴力等（ＤＶ）防止のために、関係する相談機関
「女性問題に関する相談機関連携会
男女共同参画
との連携を強化するとともに、事例研究を通して相談員
議」
課
相互の資質の向上と情報の共有化を図ります。

276 「悩みごと相談室」

ライフスタイルの変化や核家族化により多様化する悩み
男女共同参画
に対して、気軽に相談できるよう専門の職員が面接や電
課
話で受け、問題の解決に向けて助言を行います。
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参考資料

番号

事業名

277 「女性の健康支援」

主な事業内容

女性が生涯を通じて健康で充実した日々を自立して過ご
せるよう、思春期から老年期までの女性を対象に、健康
づくりに関する講座の開催や女性の産婦人科医師による
専門相談を実施します。また、乳がんのしこり触知体験
や健康測定機器による健康チェック、雑誌や図書による
情報収集などができる体験・測定・情報コーナーの運営
等を行い、区民の女性の心と体の正しい知識の習得と健
康づくりに対する支援をします。

担当課

女性の健康支
援センター
（四谷保健セ
ンター内）

５－３ 若者支援の総合的な推進
278 「若者のつどい」

20代から30代の若者を中心に、若者同士の出会い・交
流及び地域・行政とのつながりをテーマにイベントを開 男女共同参画
催し、若い人たちの元気と活力を発信するとともに、区 課
の施策や事業への関心と理解を深めていきます。

279 「若者応援講座」

若者を対象にした男女共同参画啓発及びエンパワーメン 男女共同参画
トのための講座を開催します。
課

新宿区勤労者・仕事支援センターにおいて、働く意欲は
あるものの一般就労に結びつきにくい障害者、高齢者、
「だれもが地域でいきいきと暮らせ 若年非就業者等に対して、就労機会の提供を行うことに 消費生活就労
280
るための就労支援の推進」
より、就労支援を実施しています。若年非就業者に対し 支援課
ては、新たに「若者ここ・からステップアップ事業」を
開始し、支援の拡充を行います。
281 「消費者教育の推進」

282

「Ｕ２９中小企業de働く魅力発見
事業」

283 「自殺総合対策」

「消費者市民社会」を実現するための知識と情報を取り
消費生活就労
まとめた中学生用消費者教育副読本を作成し、区立中学
支援課
校の授業で消費者教育の推進を図ります。
若者が区内中小企業に関心を持ち就職意欲が高まるよ
う、若者のしごと支援サイトによる情報発信や合同企業
説明会、企業見学会等の開催により、若者と中小企業の
消費生活就労
接点をつくることでマッチングを強化します。また、若
支援課
者が中小企業を就職先の選択肢としてもらえるよう、大
学低学年層に向けた中小企業の魅力をＰＲするイベント
を開催します。
①ゲートキーパー養成講座の開催②自殺総合対策会議等
を通じた地域における連携支援体制の強化③若者支援対
策専門部会等を通じた若者支援の充実④「困りごと・悩
みごと相談窓口一覧」や「こころの悩み相談」啓発用ポ
健康政策課
ケットティッシュの配布などを通じた普及啓発に取り組
んでいます。また、2018（平成30）年度に（仮称）
新宿区自殺対策計画を策定し、さらに、自殺予防に関す
る取り組みを推進します。
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