ู⣬㸯

ィ⟬᭩㢮ᑐࡍࡿὀグ ἲேయ⏝
㸯㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪
 㸧᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
࣭‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆ➼̿ྲྀᚓ౯㢠㸦ࡓࡔࡋࠊྲྀᚓ౯㢠മᶒ㔠㢠ࡢᕪ㢠ࡢᛶ᱁ࡀ
㔠ࡢㄪᩚ࡛࠶ࡿሙྜࡣൾ༷ཎ౯ἲ㸦ᐃ㢠ἲ㸧㸧
࣭ୖグ௨እࡢ᭷౯ドๆ࡛౯ࡢ࠶ࡿࡶࡢ̿ᕷሙ౯᱁ᇶ࡙ࡃ౯ἲ
 㸧ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
ࠉࠉࠉࠉ࣭ᘓ≀୪ࡧჾලཬࡧഛရ̿ᐃ㢠ἲ
ࠉࠉࠉࠉ࣭↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧̿ᐃ㢠ἲ
  ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
ձ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
ࠉ୍⯡㈈ᅋἲே㜰ᕷ⚾❧ಖ⫱㐃┕ࡢ㏥⫋ไᗘຍධࡋ࡚࠸ࡿ⫋ဨಀࡿ㔠⣡㢠ࡢ࠺ࡕࠊ
ἲேࡢ㈇ᢸ㢠┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࡢ⣼ィ㢠ࢆィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
ࠉ⫋ဨᑐࡍࡿ㈹ᨭ⤥ぢ㎸㢠ࡢ࠺ࡕࠊᙜヱィᖺᗘࡢ㈇ᢸᒓࡍࡿ㢠ࢆィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬ἲே࡛᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ
ࠉ⫋ဨࡢ㏥⫋㔠ࡢᣐฟഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ⊂❧⾜ᨻἲே⚟♴་⒪ᶵᵓࡢᐇࡍࡿ㏥⫋ඹ῭ไᗘຍ
ධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୍⯡㈈ᅋἲே㜰ᕷ⚾❧ಖ⫱㐃┕ࡢ㏥⫋ไᗘࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬ἲேࡀసᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮ᣐⅬ༊ศࠊࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ
ᙜἲேࡢసᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ  ἲேయࡢィ⟬᭩㢮 ィᇶ‽┬௧➨୍ྕ➨୍ᵝᘧࠊ➨ྕ➨୍ᵝᘧࠊ➨୕ྕ➨୍ᵝᘧ
ࠉ  ᴗ༊ศูෆヂ⾲ ィᇶ‽┬௧➨୍ྕ➨ᵝᘧ➨ྕ➨ᵝᘧࠊ➨୕ྕ➨ᵝᘧ
ࠉ  ♫⚟♴ᴗ࠾ࡅࡿᣐⅬ༊ศูෆヂ⾲ ィᇶ‽┬௧➨୍ྕ➨୕ᵝᘧࠊ➨ྕ➨୕ᵝᘧࠊ
➨୕ྕ➨୕ᵝᘧ
ࠉ  ྛᣐⅬ༊ศ࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ༊ศࡢෆᐜ
ࠉᮏ㒊ᣐⅬ㸦♫⚟♴ᴗ㸧
ࠕᮏ㒊ࠖ
ࠉ⪷ࣇࣛࣥࢩࢫࢥᏊ౪ᑅᣐⅬ㸦♫⚟♴ᴗ㸧
ࠕ⪷ࣇࣛࣥࢩࢫࢥᏊ౪ᑅࠖ
࢘ࠉ⏕㔝ࣇࣛࣥࢩࢫࢥᏛᅬᣐⅬ㸦♫⚟♴ᴗ㸧
ࠕ⏕㔝ࣇࣛࣥࢩࢫࢥᏛᅬᣐⅬࠖ
࢘ࠉ⮬❧ᨭᴗᣐⅬ㸦බ┈ᴗ㸧
ࠕ⮬❧ᨭᴗᣐⅬࠖ

㸲㸬ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠
ࠉࠉᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦༢㸸㸧

ᇶᮏ㈈⏘ࡢ✀㢮

๓ᮇᮎṧ㧗

ᙜᮇᮎቑຍ㢠

ᙜᮇᮎῶᑡ㢠

ᙜᮇᮎṧ㧗

ᅵᆅ㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧









ᘓ≀㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧









ྜࠉࠉࠉィ









㸳㸬ᇶᮏ㔠ཪࡣᅛᐃ㈨⏘ࡢ༷ⱝࡋࡃࡣฎศಀࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡋ
ヱᙜ࡞ࡋ

㸴㸬ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘
ヱᙜ࡞ࡋ

㸵㸬ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗
ࠉࡋࡓࠕ⮬❧ᨭ✚❧㔠ࠖࡋ࡚✚ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ
ͤ㝖༷㈨⏘ࢆ㝖ࡃ
ᅛᐃ㈨⏘ࡢෆヂ

ྲྀᚓ౯㢠

㸦༢㸸㸧
ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠

ᙜᮇᮎṧ㧗

ᅵᆅ㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧







ᘓ≀㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧







ᘓ≀㸦ᅛᐃ㈨⏘㸧







ᵓ⠏≀







㌴㍗㐠ᦙල







ჾල࣭ഛရ







ࢯࣇࢺ࢙࢘













ྜィ

㸶㸬‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈
‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦༢㸸㸧

✀㢮ཬࡧ㖭

ᖒ⡙౯㢠

౯

ホ౯ᦆ┈

➨ᅇ୕⳻8)-㺪㺅㺐㺣㺻㺚㺊㺷㺖㺼㺷㺎
㺪㺽
ᮇ㝈๓ຎᚋච㝖≉⣙







ྜィ







㸷㸬㛵㐃ᙜ⪅ࡢྲྀᘬࡢෆᐜ
ࠉࠉヱᙜ࡞ࡋ

㸬㔜せ࡞അⓎമົ
ࠉࠉヱᙜ࡞ࡋ

㸬㔜せ࡞ᚋⓎ㇟
ヱᙜ࡞ࡋ

㸬ࡑࡢ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ
ࠉࠉ⣧㈨⏘ࡢ≧ែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯
ヱᙜ࡞ࡋ
ۑᮏ㒊ᣐⅬ࡛ࠊタഛ㈨㔠ධ㔠ࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠸ࡓධ㔠ࡘ࠸࡚ࠊධ㔠ࡢᑐ㇟ࢆ㚷ࡳࠊタ
ഛ㈨㔠ධ㔠ࡽ㛗ᮇ㐠Ⴀ㈨㔠ධ㔠ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢥࢫࢩࣥࣛࣇۑᏊ౪ᑅᣐⅬ࡛タᩚഛ➼✚❧㔠ࢆ✚ࡳ❧࡚ࡓ࠺࠼ࠊḟᮇ⧞㉺άືቑῶᕪ㢠ࡀ࣐
ࢼࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢ≧ἣࡣ⿵ຓ㔠ࢆά⏝ࡏࡎධ㔠⮬ᕫ㈨㔠࡛タᩚ
ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊῶ౯ൾ༷㈝ࢆ⦆ࡍࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡀ࡞࠸ࡇࡀཎᅉ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ࠊィୖࠊᙜᮇᮎᨭᡶ㈨㔠ṧ㧗ࢆࠊᥐ⨨㈝ࠊཬࡧ୍㒊⿵ຓ㔠ࢆຍ࠼ࡓ
㔠㢠ࡽ㸣௨ෆࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡇࠊཬࡧࠊᚋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢᨵಟࡸᑗ᮶࠾ࡅ
ࡿඣ❺㣴ㆤタᅬ⯋ࡢಟ⧋㈝⏝ࡀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᙜᮇᮎ⧞㉺άືቑῶᕪ㢠ࡀ
࣐ࢼࢫ࡛࠶ࡿ୰ࠊ✚❧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢥࢫࢩࣥࣛࣇۑᏊ౪ᑅᣐⅬ࠾࠸࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘ࡢ⪏⏝ᖺᩘኚ᭦ࢆ⾜࠸ࠊ௨ୗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢ⪏⏝ᖺᩘኚ᭦ࡼࡾࠊ௨ୗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠉࠉࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷㢠ࡢ㏣ຍ

ᘓ≀
ᵓ⠏≀




ࢥࢫࢩࣥࣛࣇۑᏊ౪ᑅᣐⅬ࠾࠸࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘ࡢൾ༷ィ⟬ࡢಟṇక࠸ࠊ௨ୗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ჾලഛရ

ࠉࠉࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢ㈨⏘ࡢ㏣ຍ
ჾලഛရ

ࠉࠉࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢᮇ㤳ṧ㧗ࡢㄪᩚ
ࢥࢫࢩࣥࣛࣇۑᏊ౪ᑅᣐⅬ࠾࠸࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘⛉┠ࡢ⛣ືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉࠉࠉࠉ࠙ᵓ⠏≀ࠚ⫋ဨᐟ⯋ࡼࡋࡎᲴࠉЍࠉ࠙ᘓ≀ ᒓタഛ ࠚ

⏕ۑ㔝ࣇࣛࣥࢩࢫࢥᏛᅬᣐⅬ࠾࠸࡚ࠊᮇ㤳࡛ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒୖࠊᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢ
ಟṇࢆࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊᮇ୰࡛ࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡢ୰࡛ィୖࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
❧⮬ۑᨭᴗᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚ࠊ㐠Ⴀࡢ㈈※ࡀᐤ㝃㔠㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊᑗ᮶ࡢ⏝⪅ࡢ
ࠉᨭࡢ㈈※ࡍࡿࡓࡵࠊᖺᗘࠊࠕ⮬❧ᨭ✚❧㔠ࠖࡋ࡚✚ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ

ู⣬

ィ⟬᭩㢮ᑐࡍࡿὀグ ᮏ㒊ᣐⅬ༊ศ⏝
㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪
 㸧᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
࣭‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆ➼̿ྲྀᚓ౯㢠㸦ࡓࡔࡋࠊྲྀᚓ౯㢠മᶒ㔠㢠ࡢᕪ㢠ࡢᛶ
᱁ࡀ㔠ࡢㄪᩚ࡛࠶ࡿሙྜࡣൾ༷ཎ౯ἲ㸦ᐃ㢠ἲ㸧㸧
࣭ୖグ௨እࡢ᭷౯ドๆ࡛౯ࡢ࠶ࡿࡶࡢ̿ᕷሙ౯᱁ᇶ࡙ࡃ౯ἲ
 㸧ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
࣭ᘓ≀୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸫ᐃ㢠ἲ
࣭↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧̿ᐃ㢠ἲ
  ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
ヱᙜ࡞ࡋ

㸰㸬᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ
ࠉ⫋ဨᑐࡍࡿ㈹ᨭ⤥ぢ㎸㢠ࡢ࠺ࡕࠊᙜヱィᖺᗘࡢ㈇ᢸᒓࡍࡿ㢠ࢆィୖࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ
ࠉࠉᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮➼ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ᮏ㒊ᣐⅬィ⟬᭩㢮 ィᇶ‽┬௧➨୍ྕ➨ᅄᵝᘧࠊ➨ྕ➨ᅄᵝᘧࠊ➨୕ྕ➨ᅄᵝᘧ
ࠉ  ᣐⅬ༊ศ㈨㔠ᨭ᫂⣽᭩ ู⣬㸱 պ ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ  ᣐⅬ༊ศᴗάື᫂⣽᭩ ู⣬㸱 ջ ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠
ヱᙜ࡞ࡋ

㸳㸬ᇶᮏ㔠ཪࡣᅛᐃ㈨⏘ࡢ༷ⱝࡋࡃࡣฎศಀࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂ
ヱᙜ࡞ࡋ

㸴㸬ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘
ヱᙜ࡞ࡋ

㸵㸬ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗
ヱᙜ࡞ࡋ

㸶㸬‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈
‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦༢㸸㸧

✀㢮ཬࡧ㖭

ᖒ⡙౯㢠

➨ᅇ୕⳻8)-㺪㺅㺐㺣㺻㺚㺊㺷㺖㺼㺷㺎㺪㺽
ᮇ㝈๓ຎᚋච㝖≉⣙







ྜィ







౯

ホ౯ᦆ┈

㸷㸬㔜せ࡞ᚋⓎ㇟
ヱᙜ࡞ࡋ

㸬ࡑࡢ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ
ࠉࠉ⣧㈨⏘ࡢ≧ែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯
ۑᮏ㒊ᣐⅬ࡛ࠊタഛ㈨㔠ධ㔠ࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠸ࡓධ㔠ࡘ࠸࡚ࠊධ㔠ࡢᑐ㇟ࢆ㚷
ࡳࠊタഛ㈨㔠ධ㔠ࡽ㛗ᮇ㐠Ⴀ㈨㔠ධ㔠ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ู⣬㸰

ィ⟬᭩㢮ᑐࡍࡿὀグ ⪷ࣇࣛࣥࢩࢫࢥᏊ౪ᑅᣐⅬ༊ศ⏝
㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪
ࠉ㸦㸧᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
ヱᙜ࡞ࡋ
ࠉ㸦㸧ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
࣭ᘓ≀୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸫ᐃ㢠ἲ
࣭↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧̿ᐃ㢠ἲ
ࠉ㸦㸧ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
ձ㈹ᘬᙜ㔠
ࠉ⫋ဨᑐࡍࡿ㈹ᨭ⤥ぢ㎸㢠ࡢ࠺ࡕࠊᙜヱィᖺᗘࡢ㈇ᢸᒓࡍࡿ㢠ࢆィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ
ࠉ⫋ဨᑐࡍࡿ㈹ᨭ⤥ぢ㎸㢠ࡢ࠺ࡕࠊᙜヱィᖺᗘࡢ㈇ᢸᒓࡍࡿ㢠ࢆィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ
ᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮➼ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ⪷ࣇࣛࣥࢩࢫࢥᏊ౪ᑅᣐⅬィ⟬᭩㢮 ィᇶ‽┬௧➨୍ྕ➨ᅄᵝᘧࠊ➨ྕ➨ᅄᵝᘧࠊ
ࠉࠉࠉ➨୕ྕ➨ᅄᵝᘧ
ࠉ  ᣐⅬ༊ศ㈨㔠ᨭ᫂⣽᭩ ู⣬㸱 պ ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ  ᣐⅬ༊ศᴗάື᫂⣽᭩ ู⣬㸱 ջ ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠
ࠉࠉᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦༢㸸㸧

ᇶᮏ㈈⏘ࡢ✀㢮

๓ᮇᮎṧ㧗

ᙜᮇᮎቑຍ㢠

ᙜᮇᮎῶᑡ㢠

ᙜᮇᮎṧ㧗

ᅵᆅ㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧









ᘓ≀㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧

















ྜࠉࠉࠉィ

㸳㸬ᇶᮏ㔠ཪࡣᅛᐃ㈨⏘ࡢ༷ⱝࡋࡃࡣฎศಀࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂ
ヱᙜ࡞ࡋ

㸴㸬ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘
ヱᙜ࡞ࡋ

㸵㸬ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗
ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦༢㸸㸧

ͤ㝖༷㈨⏘ࢆ㝖ࡃ

ᅛᐃ㈨⏘ࡢෆヂ

ྲྀᚓ౯㢠

ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠

ᙜᮇᮎṧ㧗

ᅵᆅ㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧



ᘓ≀㸦ᇶᮏ㈈⏘㸧







ᘓ≀㸦ᅛᐃ㈨⏘㸧







ᵓ⠏≀







㌴㍗㐠ᦙල







ჾල࣭ഛရ







ࢯࣇࢺ࢙࢘











ྜィ



㸶㸬‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈
ヱᙜ࡞ࡋ

㸷㸬㔜せ࡞ᚋⓎ㇟
ヱᙜ࡞ࡋ

㸬ࡑࡢ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ
ࠉࠉ⣧㈨⏘ࡢ≧ែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯
ۑタᩚഛ➼✚❧㔠ࢆ✚ࡳ❧࡚ࡓ࠺࠼ࠊḟᮇ⧞㉺άືቑῶᕪ㢠ࡀ࣐ࢼࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡘ
࠸࡚ࠊࡇࡢ≧ἣࡣ⿵ຓ㔠ࢆά⏝ࡏࡎධ㔠⮬ᕫ㈨㔠࡛タᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊῶ౯ൾ༷
㈝ࢆ⦆ࡍࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂࡀ࡞࠸ࡇࡀཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ࠊィ
ୖࠊᙜᮇᮎᨭᡶ㈨㔠ṧ㧗ࢆࠊᥐ⨨㈝ࠊཬࡧ୍㒊⿵ຓ㔠ࢆຍ࠼ࡓ㔠㢠ࡽ㸣௨ෆࡋ࡞࠸࠸ࡅ
࡞࠸ࡇࠊཬࡧࠊᚋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢᨵಟࡸᑗ᮶࠾ࡅࡿඣ❺㣴ㆤタᅬ⯋ࡢಟ⧋㈝⏝ࡀ
ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᙜᮇᮎ⧞㉺άືቑῶᕪ㢠ࡀ࣐ࢼࢫ࡛࠶ࡿ୰ࠊ✚❧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ࢥࢫࢩࣥࣛࣇۑᏊ౪ᑅᣐⅬ࠾࠸࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘ࡢ⪏⏝ᖺᩘኚ᭦ࢆ⾜࠸ࠊ௨ୗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢ⪏⏝ᖺᩘኚ᭦ࡼࡾࠊ௨ୗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᘓ≀

ᵓ⠏≀

ࢥࢫࢩࣥࣛࣇۑᏊ౪ᑅᣐⅬ࠾࠸࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘ࡢൾ༷ィ⟬ࡢಟṇక࠸ࠊ௨ୗࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ჾලഛရ

ࠉࠉࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢ㈨⏘ࡢ㏣ຍ
ჾලഛရ

ࠉࠉࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢᮇ㤳ṧ㧗ࡢㄪᩚ
ࠉࠉࠉᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷㢠ࡢ㏣ຍ

ࢥࢫࢩࣥࣛࣇۑᏊ౪ᑅᣐⅬ࠾࠸࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘⛉┠ࡢ⛣ືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉࠉࠉࠉ࠙ᵓ⠏≀ࠚ⫋ဨᐟ⯋ࡼࡋࡎᲴࠉЍࠉ࠙ᘓ≀ ᒓタഛ ࠚ

ู⣬㸰

ィ⟬᭩㢮ᑐࡍࡿὀグ ⮬❧ᨭᴗᣐⅬ༊ศ⏝
㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪
 㸧᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
࣭‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆ➼̿ྲྀᚓ౯㢠㸦ࡓࡔࡋࠊྲྀᚓ౯㢠മᶒ㔠㢠ࡢᕪ㢠ࡢᛶ᱁ࡀ㔠ࡢ
ㄪᩚ࡛࠶ࡿሙྜࡣൾ༷ཎ౯ἲ㸦ᐃ㢠ἲ㸧㸧
࣭ୖグ௨እࡢ᭷౯ドๆ࡛౯ࡢ࠶ࡿࡶࡢ̿ᕷሙ౯᱁ᇶ࡙ࡃ౯ἲ

 㸧ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
࣭ᘓ≀୪ࡧჾලཬࡧഛရ㸫ᐃ㢠ἲ
࣭↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧̿ᐃ㢠ἲ

  ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
ヱᙜ࡞ࡋ

㸰㸬᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥ไᗘ
ヱᙜ࡞ࡋ

㸱㸬ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ
ࠉࠉࠉᙜᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚సᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮➼ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ⮬❧ᨭᴗᣐⅬィ⟬᭩㢮 ィᇶ‽┬௧➨୍ྕ➨ᅄᵝᘧࠊ➨ྕ➨ᅄᵝᘧࠊ
ࠉ➨୕ྕ➨ᅄᵝᘧ
ࠉ  ᣐⅬ༊ศ㈨㔠ᨭ᫂⣽᭩ ู⣬㸱 պ ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ  ᣐⅬ༊ศᴗάື᫂⣽᭩ ู⣬㸱 ջ ࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠
ヱᙜ࡞ࡋ

㸳㸬ᇶᮏ㔠ཪࡣᅛᐃ㈨⏘ࡢ༷ⱝࡋࡃࡣฎศಀࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ࡢྲྀᔂ
ヱᙜ࡞ࡋ

㸴㸬ᢸಖ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘
ヱᙜ࡞ࡋ

㸵㸬ᅛᐃ㈨⏘ࡢྲྀᚓ౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗
ヱᙜ࡞ࡋ

㸶㸬‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈
‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦༢㸸㸧

✀㢮ཬࡧ㖭

ᖒ⡙౯㢠

౯

ホ౯ᦆ┈

➨ᅇ୕⳻8)-㺪㺅㺐㺣㺻㺚㺊㺷㺖㺼㺷㺎㺪㺽
ᮇ㝈๓ຎᚋච㝖≉⣙







ྜィ







㸷㸬㔜せ࡞ᚋⓎ㇟
ヱᙜ࡞ࡋ

㸬ࡑࡢ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ
ࠉࠉ⣧㈨⏘ࡢ≧ែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㡯
ヱᙜ࡞ࡋ
❧⮬ۑᨭᴗᣐⅬ༊ศ࠾࠸࡚ࠊ㐠Ⴀࡢ㈈※ࡀᐤ㝃㔠㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊᑗ᮶ࡢ⏝⪅ࡢᨭࢆ┠ⓗ
ࠉࡋࡓࠕ⮬❧ᨭ✚❧㔠ࠖࡋ࡚✚ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ

別紙２

計算書類に対する注記（生野フランシスコ学園拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金
－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上して
いる。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において
発生していると認められる額を計上している。
・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合に
より、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
当法人は、平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日雇児発0727第１号、
社援発0727第１号、老発0727第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）
による社会福祉法人会計基準によって処理している。

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
一般社団法人大阪市私立保育園連盟の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生野フランシスコ学園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
ア 生野フランシスコ学園
(3)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
0
312,115,979
312,115,979

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
0
0

（単位：円）
当期末残高
0
312,115,979
312,115,979

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウェア

合計

取得価額
312,115,979
23,511,929
472,500
15,505,145
1,000,000
0
0
352,605,553

（単位：円）
当期末残高
177,887,793
9,319,006
1
5,142,578
950,000
0
0
193,299,378

減価償却累計額
134,228,186
14,192,923
472,499
10,362,567
50,000
0
0
159,306,175

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
立替金
合計

32,125
2,536,930
0
2,569,055

徴収不能引当金の当期末残高

0
0
0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
32,125
2,536,930
0
2,569,055

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

