令和４年度

介護保険事業者サービス別研修会
【指定通所介護】

長野県健康福祉部介護支援課
長野市保健福祉部高齢者活躍支援課
松本市健康福祉部高齢福祉課

<

目

次

>

【指定通所介護】人員基準、運営基準の留意点について ··········· １
指定通所介護事業所で提供する宿泊サービス事業の運営等に関する指針 ···· 36
居宅サービスにおける出張所等の設置に係る取扱方針 ············ 44
居宅サービスにおける出張所等の設置に係る手続 ·············· 47
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて
（介護保険最新情報

Vol.678

平成 30 年９月 28 日） ··········· 48

科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順
及び様式例の提示について
（令和３年３月 16 日付老老発 0316 第４号厚生労働省老健局老人保健課長通知）
···································· 63
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱
いについて」等について ························· 78

指定通所介護に係る留意事項について
Ⅰ 指定基準
基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低基準を
定めたものであり、事業者は常に事業の運営向上に努めなければならない。

１ 人員配置について
（１）生活相談員
指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相
談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の
合計数を、当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以
上確保されるために必要と認められる数。
◆確保すべき生活相談員の勤務延時間数
提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数
※提供時間数とは、事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻までの時間
（サービスが提供されていない時間帯を除く。
）

◆生活相談員の資格要件
社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者

•社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士
上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者（平成26年３月５日付け25健長
介第639号通知）

•介護支援専門員（＊）、介護福祉士
＊ただし有効期間内の介護支援専門員証の交付を受けていること。

◎ 生活相談員の勤務延時間数には、下記の業務についても含めることができます。
・サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
・利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族を含めた相談・援
助のための時間
・地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担
ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間 など
※ただし、生活相談員は利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行
必要があり、これらに支障がない範囲で認められます。
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（２）看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。）
指定通所介護の単位ごとに、専ら指定通所介護の提供に当たる看護職員が１以上
確保されるために必要な数。
◆看護職員の配置について
利用定員（ 当日の利用者の数ではない。）が 11 人以上の事業所においては、
看護職員を配置する必要がある。例えば、利用定員 20 人で、当日の利用者が
10 名であったとしても、配置が必要となる。
【留意事項】
看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保することに加え、病院、
診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。
〇指定通所介護事業所の従業者により確保する場合
提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて、指定通所介護事業
所と密接かつ適切な連携(※)を図る。
〇病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合
看護職員が指定通所介護の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療
所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な
連携(※)を図る。
(※)「密接かつ適切な連携」…指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や
適切な指示ができる連絡体制などを確保すること。

（３）介護職員
通所介護の単位ごとに、平均提供時間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供
にあたる介護職員を、利用者の数（当日の利用者数）が１５人までの場合にあっては
１以上、１５人を超える場合にあっては、１５人を超える部分の利用者の数を５で
除して得た数に１を加えた数以上が確保されるために必要と認められる数を配置す
ること。
◆介護職員の配置について
通所介護の単位ごとに常時１名以上確保すること。なお、確保すべき介護職員の
勤務延時間数の計算式は以下のとおり。

利用者１５人まで

•単位ごとに確保すべき勤務延時間数
＝平均提供時間数（※）

利用者１６人以上

•単位ごとに確保すべき勤務延時間数
＝（（利用者－15）÷５＋１）×平均提供時間数（※）

※利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数
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【留意事項】
・計算式により算出した確保すべき勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提
供開始時刻から終了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時１名以上が
確保されるよう配置を行う必要がある。
・生活相談員、介護職員のうち１人以上は常勤でなければならない。
※同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合であっても、常勤の従業
者は事業所ごとに確保すれば足りる。

◆生活相談員、介護職員の具体的配置例
①利用者 20 人、サービス提供時間が各自８時間の場合
17:00

①単位

9:00

●生活相談員の確保すべき勤務延時間数
単位
１

利用者

提供時間

確保すべき勤務延時間数

20 人

8H

8H

●介護職員の確保すべき勤務延時間数
単位
１

利用者

提供時間

確保すべき勤務延時間数

20 人

8H

((20－15)÷5＋1)×8（※）＝16H

※平均提供時間数（例では、利用者全員が８Ｈなので平均提供時間数も８Ｈ）

介護職員を常に 1 名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が
可能となる。（16Ｈのうち８Ｈは常時介護職員が確保されるよう配置し、
残り８Ｈの柔軟配置が可能）
②サービス提供時間が午前・午後と離れて存在する場合
１単位目：利用者 20 人 サービス提供時間各自３Ｈ
２単位目：利用者 20 人 サービス提供時間各自４Ｈ
9:00

①単位

12:00

1３:00

②単位

●生活相談員の確保すべき勤務延時間数
単位

利用者

提供時間

確保すべき勤務延時間数

１

20 人

３H

７H（＝３H ＋４H）

２

20 人

４H

●介護職員の確保すべき勤務延時間数
単位

利用者

提供時間

確保すべき勤務延時間数

１

20 人

３Ｈ

((20-15)÷５+１)×３（※）＝６Ｈ

２

20 人

４Ｈ

((20-15)÷５+１)×４（※）＝８Ｈ
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17:00

（４）機能訓練指導員
１以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓
練を行う能力を有する者。「訓練を行う能力を有する者」は以下のとおり。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩
マッサージ指圧師の資格を有する者、６か月以上の実務経験を持つ鍼灸師
（はり師・きゅう師）。

【留意事項】
・加算算定の有無にかかわらず、有資格の機能訓練指導員を１以上配置する必要があ
る。
・機能訓練指導員は、当該通所介護事業所の他の職務に従事できる。
・はり師・きゅう師の実務経験については、機能訓練に従事した事業所の管理者が書
面で証していることを確認する。

（５）管理者
指定通所介護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ
ばならない。
通所介護事業所の管理上支障がない場合は、通所介護事業所の他の職務又は同一
敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
【留意事項】
・指定通所介護事業所の管理者は、従業者の管理、利用申込みの調整、業務の実施状
況の把握その他管理を一元的に行い、従業者に運営に関する基準を遵守させるよう必
要な指揮命令を行うこととされているため、過剰な兼務は避けること。
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２ 人員基準欠如減算について（介護報酬の基本部分から30％の減額）
適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を
図るよう努めるものとする。
下記に該当する場合、算定月を迎える前に体制届を提出すること。
【看護職員の場合】
看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間の職員の
平均は、当該月のサービス提供日（利用者のいない日は含まない。）に配置された
延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。
① 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合は、その翌月か
ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算される。
サービス提供日に配置された延べ人数
サービス提供日数
②

< 0.9

１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消され
るに至った月まで利用者全員について減算される。（ただし翌月の末日におい
て人員基準を満たすに至っている場合は除く。）

0.9≦

サービス提供日に配置された延べ人数
サービス提供日数

< 1.0

【介護職員の場合】
介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数を用いる。
この場合、１月間の勤務延時間数は、配置された職員の１月の勤務延時間数を、
当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。
①

人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合は、その翌月から
人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算される。
当該月に配置された職員の勤務延時間数
当該月に配置すべき職員の勤務延時間数

②

< 0.9

１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消され
るに至った月まで利用者全員について減算される。（ただし翌月の末日におい
て人員基準を満たすに至っている場合は除く。）
0.9≦

当該月に配置された職員の勤務延時間数
当該月に配置すべき職員の勤務延時間数
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< 1.0

３ 運営基準について
（１）設備基準
設備

要件

食堂及び機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は３平
方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする

相談室

遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮
されていること

静養室

（利用者が静養できるスペース）

事務室

（事務作業を行うためのスペース）

消火設備その他の非常災
害に際して必要な設備

消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置して
いること

※設備に係る共用
指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサ
ービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの（指定訪問
介護事業所の場合は事務室）は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓
練室等と、指定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は
介護医療院における指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用す
る場合にあっては、以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であって
も差し支えないものとする。
イ

当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテー
ション等を行うためのスペースが明確に区分されていること。

ロ

指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所
の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースと
して使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこ
と。
また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものに

ついても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。
なお、設備を共用する場合、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、
設備及び運営の基準に関する条例第94条第２項において、事業所において感染症が発生
し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならないと定めてい
るところであるが、衛生管理等に一層努めること。
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（２）通所介護計画
管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、
機能訓練の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した通
所介護計画を作成すること。作成した通所介護計画は、内容を説明し利用者の同
意を得て利用者に交付すること。

【留意事項】
計画の作成は管理者が行い、介護の提供に係る計画作成経験のある者や、介護の提
供について豊富な知識及び経験を有する者に計画のとりまとめを行わせるものであ
ること。（介護支援専門員資格を有する者がいる場合、その者に計画のとりまとめを
行わせることが望ましい。
）

（３）屋外で行う指定通所介護について
指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に
掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供すること
ができるものであること。
① あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。
② 効果的な機能訓練等のサービスを提供できること。
（４）利用料等の受領
通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必
要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認め
られるものにあっては、利用者から支払いを受けることが可能。
【留意事項】（「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成 12 年３月 30 日老企第 54 号)）
・保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費
用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利
用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにさ
れる必要があること。
・
「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲
内で行われるべきものであること。
・
「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最
低限必要と考えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）であ
って、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。したがって、こうした
物品を事業者又は施設がすべての利用者等に対して一律に提供し、すべての利用者等
からその費用を画一的に徴収することは認められないものである。
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（５）サービス提供の記録
提供日、内容、保険給付の額その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画
の書面又はサービス利用票等に記載しなければならない。
また、通所介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身
の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携
等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な
方法（利用者の用意する手帳等に記載する等）により、その情報を利用者に提
供しなければならない。
（６）勤務体制の確保
利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう事業所ごとに従業者の
勤務体制を定めておかなければならない。
従業者の資質向上のために研修の機会（認知症介護基礎研修を含む（※））
を確保すること。
※令和６年３月31日までは努力義務

【留意事項】
・原則として月ごとの勤務表を作成すること。
・日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び
機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。

※

勤務表作成上の注意点
・併設事業所又は併設施設との兼務がある者に対しては、非常勤専従とする。
・兼務する職種の配置基準を理解して兼務する。
（例 常勤専従の配置基準の職種と兼務することは基本的にできない。）

〇ハラスメント対策の強化
職場におけるハラスメントの防止のための措置を講じることを義務付ける。
イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容（特に留意すべき点）
a 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
b 相談（苦情含む）に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
→対応する担当者や窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
ロ 事業主が講じることが望ましい取組
a 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
b

被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者
に対して１人で対応させない等）
c 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等）
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（７）定員の遵守
利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。
但し、災害その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
【留意事項】
・定員超過による減算が適用されるのは、月平均の利用者が運営規程に定められてい
る利用定員を超える場合とされている。例えば、月の数日間だけ定員超過（月平均で
は超えていない）した場合、減算の対象とはならないとしても基準違反となり、指導
の対象となるので留意すること。

（８）業務継続計画の策定（令和６年３月31日までは努力義務）
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供
できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修や訓練の
実施及び必要に応じた計画の変更を義務づける。
① 計画の記載項目
イ

感染症に係る業務継続計画
a 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品
の確保等）

b 初動対応
c 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者と
の情報共有等）
ロ 災害に係る業務継続計画
a 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止
した場合の対策、必要品の備蓄等）
b 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
c 他施設及び地域との連携
② 研修の内容
感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとと
もに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うも
のとする。定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時に
は別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記
録すること。

【留意事項】
・感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの研修と一体的に実施しても差し支えない。
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③ 訓練の内容
感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計
画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実
践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。

【留意事項】
・感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの訓練と一体的に実施しても差し支えない。
・災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実
施することも差し支えない。

（９）非常災害対策
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連
絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、
救出その他必要な訓練を行わなければならない。
訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければ
ならない。
【留意事項】
・施設の立地条件に応じて災害の種類（火災、地震、風水害、土砂災害等）や時間帯
（昼間、夜間）等の様々な状況を想定して策定すること。
・日頃から消防団や地域住民との密接な連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協
力してもらえるような体制を整えるようにする。
・訓練は、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐ等実効性のあるものとする。
・非常口付近等には物を置かないこと。

（10）衛生管理等
感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、次の
取扱いとする（令和６年３月31日までは努力義務）。
イ

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ま
しい。おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、必要に応じ随
時開催する必要がある。

【留意事項】
・感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す
るものとしてよい。
（他のサービス事業者との連携等によるものでも可）
・感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
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ロ

感染症の予防・まん延の防止のための指針（「介護現場における感染症の手引き」参照）
平常時（事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手
洗い、標準的な予防策）等）及び発生時の対応（発生状況の把握、感染拡大

の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との
連携、行政等への報告等）の両方を規定する。また、発生時における事業所
内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備し、明記すること。
ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練（年１回以上）
研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発すると
ともに、事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励
行を行うものとする（「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等も活用）。
訓練の内容は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、指針及び研
修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をしたうえでのケ
アの演習などを実施するものとする。
（11）事故発生時の対応
① 利用者へのサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用
者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じなければならない。
②

事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならな
い。
③ 利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場
合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
※ 夜間及び深夜に通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合
は以上を踏まえた同様の対応を行う。
（12）虐待の防止（令和６年３月31日までは努力義務）
利用者への虐待の発生及び再発防止のため、以下を規定すること。
① 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加する。
② 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について従業者に周知徹底を図るため、以下の事項等を検討する。
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切
に行われるための方法に関すること。
へ

虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実
な防止策に関すること
ト への再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
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【留意事項】
・管理者を含む幅広い職種で構成し、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にする。
・虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運
営するものとしてよい。（他のサービス事業者との連携等によるものでも可）
・虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

③

虐待の防止のための指針を整備する。
イ
ロ
ハ
ニ

事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ホ
へ
ト
チ

虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

リ
④

その他虐待の防止の推進のために必要な事項
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する（年１回以上）。
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発し、事業所

における指針に基づくものとする。また、新規採用時には必ず虐待の防止の
ための研修を実施し、研修の実施内容についても記録すること。
⑤ 上記措置を適切に実施するための担当者の設置。
虐待防止検討委員会の責任者と同一であることが望ましい。
（13）記録の整備
次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（④、⑤に関する記録は
５年間）保存しなければならない。
①
②

通所介護計画
その提供した具体的なサービス内容等の記録

③
④
⑤

市町村への通知に係る記録
苦情の内容等の記録
事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録

２年間

５年間（県独自基準）

※「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施
設の入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービスが終了した日。
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Ⅱ 介護報酬
４ 介護報酬の算定について
（１）事業所規模区分について
事業所規模に応じた介護報酬が設定されているため、事業者は毎年３月に介護
報酬の算定区分を必ず確認する必要がある。
事業所規模に応じた区分変更の有無を、前年度（前の年の４月から翌年の２月
まで）の利用人員数の実績により確認し、区分が変更となる場合は、各年３月15
日までに「介護給付費算定に係る体制等届出書」の「施設等の区分」の届出を行
うこと。
（２）送迎時の居宅内介助について
送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締
り等）に要する時間について、以下の要件を満たす場合に１日 30 分以内を限度
としてサービス提供時間に含めることができる。ただし、個別に介助等の必要性
を判断し、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けた上で実施するこ
と。
【算定要件】
① 居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施すること。
②

送迎時に居宅内の介助を行う者が次のいずれかに該当すること。
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員１級課程修了者
・介護職員初任者研修修了者（訪問介護員２級課程修了者を含む）
・看護職員
・機能訓練指導員
・当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業
所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職
員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員

【留意事項】
・同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者であっても対
象となる。
・他の利用者を送迎時に車内に待たせて行うことは認められない。
・９時間の通所介護の前後に送迎を行い、居宅内介助を実施する場合、延長加算の
算定が可能。
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（３）時間延長サービス体制加算（延長時間に応じて50～250単位）
所要時間８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世
話を行った場合であって、当該通所介護の所要時間とその前後に行った日常生活
上の世話の所要時間を通算した時間が９時間以上となった場合に、５時間を限度
として算定可能。
【留意事項】
・当該事業所のサービス後、引き続き当該事業所の設備を利用して宿泊する場合や、
宿泊した翌日に当該事業所の通所介護の提供を受ける場合は算定できない。
・サービス提供時間が９時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時
間が 14 時間以上において行われる延長サービスについては、別途「延長サービス
利用料」として徴収可能。
（サービス提供時間が 14 時間未満において行われる延
長サービスについて、延長加算にかえて徴収することも可能。）

（４）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少への対応
※以下、①及び②のいずれにも該当する場合には、②の特例を適用する。
① ３％加算（通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ）
減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の１月当たりの平均利用延人
員数（算定基礎）から５％以上減少している場合、当該減少月の翌々月から３
月以内に限り、基本報酬の３％に相当する単位数を加算する。
【例】通所介護（通常規模型）/要介護２/７時間以上８時間未満 の場合
→基本報酬：773単位
３％加算：773×0.03 = 23単位
合計 796単位(＋23単位)
※加算算定終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して月の利用延人員数が
５％以上減少している場合には、更に３月間加算算定の延長可能。
★令和３年度中の利用延人員数の減少に基づき３％加算を算定した事業所にあっては、
令和４年度に令和３年度の１月当たりの平均利用延人員数から５％以上利用延人員
数が減少した月があった場合、再度３％加算の算定が可能（介護保険最新情報
vol.1035）
【前年度の１月当たりの平均利用延人員数・月ごとの利用延人員数の算定方法】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅
療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の
額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
（平成 12 年３月１
日老企第 36 号）第 2 の 7(4)及び(5)を準用する。なお、前年度の実績が６月に満た
ない事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む。
）の取扱いも上記通
知による。
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【算定基礎について】
・減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の１月当たりの平均利用延人員数から
100 分の５以上減少している場合に算定可能。
・３％加算の延長を申請する場合でも、算定基礎は加算算定の申請を行った際と同一の
ものとする。
【留意事項】
・加算算定又は加算延長の期間内に、月の利用延人数が算定基礎から５％以上減少して
いなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了とする。
→一度利用延人員数が回復し、算定を終了した場合、同一年度内に、再度同じ理由で
加算を算定することはできない。（別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度
算定することが可能である。）

②

規模区分の特例（大規型Ⅰ、大規模型Ⅱに限る）
減少月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員

数と同等になった場合には、当該減少月の翌々月から当該より小さい事業所規
模別の報酬区分を適用する。
【例】
〇通所介護（大規模型Ⅱ）
・減少月の利用延人員数が750人超900人以下となった場合
→通所介護（大規模型Ⅰ）を算定
・減少月の利用延人員数が750人以下となった場合
→通所介護（通常規模型）を算定
〇通所介護（大規模型Ⅰ）
・減少月の利用延人員数が750人以下となった場合
→通所介護（通常規模型）を算定

【留意事項】
・当該特例の適用期間内に、月の利用延人員数が、当該より小さい事業所規模別の報酬
区分の利用延人員数を超え、かつ、当該特例適用前の事業所規模別の報酬区分の利用
延人員数まで戻った場合は、当該月の翌月をもって当該特例の適用は終了となる。
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（５）入浴介助加算
①

入浴介助加算(Ⅰ) (40単位/日)※令和３年度より単位数に変更あり
入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定。この場合の「観察」と
は、自立生活支援のための見守り的援助であり、利用者の自立支援や日常生活
動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介
助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として
身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても加算の対象となる。

【留意事項】
・利用者の自立生活を支援する上で最適の入浴方法が、部分浴（シャワー浴含む）
である場合は、部分浴でも算定可能。

②

入浴介助加算(Ⅱ) (55単位/日)
入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加え、利用者が居宅において、自身で又は家族若
しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって
入浴ができるようになることを目的とし、以下のa～cを実施すること。
a 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者
の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえ、浴室における利用者の動作及び浴
室の環境を評価し、指定通所介護事業所に必要な情報を共有する。
b 機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の
下で、個別の入浴計画を作成する。
c bの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅に近い環境にて、入浴介
助を行う。

Ｑ

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入
浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」
とはどのような場所が想定されるのか（令和３年度介護報酬改定Q＆A vol.8）。

Ａ 利用者の自宅のほか、利用者の親族の自宅が想定されるが、自宅に浴室がない等、具
体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機
能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①～⑤をすべて満たすことによ
り、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として算定すること
としても差し支えない。
①

通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、
介護支援専門員等が利用者の動作を評価する。

②

通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入浴
に関する福祉用具等）を備える。

③

通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等と
の連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえ
た個別の入浴計画を作成する。 なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計
画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることがで
きるものとする。
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④
⑤

個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定
できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。

（６）中重度者ケア体制加算(45 単位/日)
中重度利用者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価するもの。
事業所を利用する利用者全員に算定できる。
【算定要件】
①

指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護
職員を常勤換算方法で２以上確保していること。

【留意事項】
・暦月ごと加配職員を２以上確保すること。
・延長加算に係る職員配置時間は含めない。

②

前年度（３月を除く）又は届出日が属する月の前３月間の利用者の総数の
うち、要介護３以上の利用者の占める割合が 30％以上となること。

【留意事項】
・要支援者は数に含めない。
・前３月の実績により届出を行った事業所については、届出月以降の直近３月間の
利用者割合についても 30％以上維持されていることが必要なため、
毎月毎に記録し、
割合を下回った場合は直ちに加算の取下げを行う。

③

サービス提供時間帯を通じて専従の看護職員を１名以上配置していること。

【留意事項】
・サービス提供時間を通じて配置する看護職員は、算定要件①の加配職員に含まない。
・定員 11 名以上の事業所では、基準上看護職員が必要となるが、当該看護職員が
サービス提供時間を通じて配置されていれば要件を満たす。
・営業日全てに看護職員の配置ができない場合であっても届出は可能であるが、配置
されていない日は加算の算定ができない。
・認知症加算の算定要件を満たせば、認知症加算も算定可能。

④

中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資する
ケアを計画的に実施するプログラム（※）を作成すること。

（※）今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の役割づ
くりのための支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援をすることな
どの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行う必要がある。
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（７）生活機能向上連携加算
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、事業所の職員と外部のリ
ハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価。
★個別機能訓練加算を算定している場合、以下の①は算定せず、②は 100 単位/
月で算定する。
① 生活機能向上連携加算(Ⅰ)（100 単位/月 ３月に１回を限度）
【算定要件】
イ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテー
ションを提供している医療提供施設（※）の理学療法士等の助言に基づき、
通所介護事業所の機能訓練相談員等がアセスメント、利用者の身体の状況
等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者の状況について、通所
介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ
電話を用いて把握した上で、当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員等
に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場
合においては、理学療法士等が ADL 及び IADL に関する利用者の状況につ
いて適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等
で事前に方法等を調整するものとする。
（※）診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所
又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院

【留意事項】
・病院の場合は、許可病床数 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロ
メートル以内に診療所が存在しないものに限る。
・連携を行う医療機関等とは、契約書、覚え書き（同一法人の他事業所の場合）等に
より連携を行うことが確認できるようにすること。

ロ

計画に基づき、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓

練を適切に提供していること。
ハ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについ
て、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等
から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向
を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の
見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個
別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用
者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗
状況等を説明していること。（利用者等に対する説明は、テレビ電話装置
等を活用して行うことができる。）
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【留意事項】

・個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り、算定さ
れる。なお、イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加
算を再度算定することは可能であるが、個別機能訓練計画に基づき個別機能
訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。（利用者
の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除く）

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ)（200 単位/月）※①との併算定不可
【算定要件】
イ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーシ
ョンを提供している医療提供施設（上記①イ※と同様）の理学療法士等が通
所介護事業所を訪問し、事業所の職員と共同で利用者に対するアセスメント
を行い、個別機能訓練計画を作成していること。

【留意事項】
・病院の場合は、許可病床数 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロ
メートル以内に診療所が存在しないものに限る。
・連携を行う医療機関等とは、契約書、覚え書き（同一法人の他事業所の場合）等に
より連携を行うことが確認できるようにすること。

ロ

機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、
利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必
要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の
上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓
練内容の変更など適切な対応を行うこと。

ハ

個別機能訓練計画の進捗状況等について、3 月ごとに 1 回以上、理学療法
士等が通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、
利用者やその家族に説明等を行い、記録するとともに、必要に応じて訓練内
容の見直し等を行うこと。
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Ｑ

指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリ
テーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約
を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことに
なると考えてよいか。

Ａ 貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する
必要がある。

（８）ＡＤＬ維持等加算
自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のう
ち、ＡＤＬ（日常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合
を評価する。
①
②

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）（30 単位/月）
ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）（60 単位/月）

【算定要件】以下のＡ～Ｃを全て満たすこと
A 評価対象利用期間のうち６月を超え利用した期間のある利用者（評価対象
者）の総数が 10 人以上であること。
B 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月と、当該月の翌月から
起算して６月目においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値を測定し、
測定した日が属する月ごとに、科学的介護情報システム（LIFE）を用いて
厚生労働省に当該測定を提出していること。
C 評価対象者の、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定
したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定した ADL 値を控除して得た
値を用いて一定の基準に基づき算出した値（ＡＤＬ利得）の平均値(※)が１
以上（加算（Ⅱ）では２以上）であること。
(※平均値の算出方法)
① 利用者を「評価対象利用開始月において、初回の要介護認定があった月
から起算して 12 月以内」とそれ以外に分ける。
②

それぞれの利用者の調整済み ADL 利得を算出する。
→評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定した ADL 値

から、評価対象利用開始月に測定した ADL 値を控除して得た値に、下記
の中欄の評価対象利用開始月に測定した ADL 値に応じてそれぞれ下記の
表の右欄に掲げる値（調整値）を加えた値を算出する。
③ 全員の調整済み ADL 利得順に並びかえ、上位 10%と下位 10%を除き、
調整済み ADL 利得の合計を利用者数で割ることにより平均値を算出する。
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下記以外

評価対象利用開始月
において、初回の要介
護認定があった月か
ら起算して 12 月以内

ADL 値が０以上 25 以下

1

ADL 値が 30 以上 50 以下

1

ADL 値が 55 以上 75 以下

2

ADL 値が 80 以上 100 以下

3

ADL 値が０以上 25 以下

0

ADL 値が 30 以上 50 以下

0

ADL 値が 55 以上 75 以下

1

ADL 値が 80 以上 100 以下

2

である者

③ ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）
（３単位/月 令和５年３月 31 日までの経過措置）
【算定要件】
Ａ 令和３年３月 31 日において、令和３年度介護報酬改定による改正前の
ＡＤＬ維持等加算に係る届け出を行っている事業所であること（令和４
年度分については、令和４年３月中に加算の算定の可否を通知済み）。
Ｂ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)及びＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)を算定していないこと。
（９）認知症加算(60 単位/日)
認知症高齢者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価するもの。
算定対象は、日常生活自立度Ⅲ以上の利用者（中重度者ケア体制加算と併算
定可能）。
※共生型通所介護費を算定している場合は算定できない。
【算定要件】（要件①、②に係る留意事項は中重度者ケア体制加算と同様）
① 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看
護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。
【留意事項】
・中重度者ケア体制加算も算定する場合、加配職員は４でなく２以上で足りる。

②

前年度（３月を除く）又は届出日が属する月の前３月間の利用者の総数の

うち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が 20％以
上となること。
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Ｑ

認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

Ａ １

認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医
意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。
なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。

２ 医師の判定が無い場合は、
「要介護認定等の実施について」
〈平成21年９月30日 老
発0930第５号〉に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２（４）認定調査員」
に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日
常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
３ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高
齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。

③

サービス提供時間帯を通じて、専従の研修修了者を１名以上配置している
こと。

【留意事項】
・研修については、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症
介護指導者養成研修、旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程が該当となる。
・上記のほか、長野県介護福祉士会や愛知県介護福祉士会、全国老人福祉施設協議会、
日本認知症グループホーム協会が実施した研修も限定的ではあるが同等とみなせ
る場合がある。
・研修修了者は、サービス提供時間を通じて配置できる職員であれば管理者や生活相
談員等でも可能であるほか、加配職員であっても可能。ただし、他の加算の要件の
職員として配置する場合は兼務不可。

④

認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラム
を作成すること。

（10）栄養アセスメント加算（50 単位/月）
事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の
対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の
算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤
の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は栄養ケア・ステーシ
ョン）との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。アセスメント
の結果を科学的介護情報システム(LIFE)を用いて厚生労働省へ提出すること。
（LIFE への提出情報、提出頻度については、
「科学的介護情報システム(LIFE)
関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」を参照すること。）
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【栄養アセスメントの手順（３月に１回以上行うこと。利用者の体重は１月毎に測定。
）
】
イ

利用者ごとの低栄養状態のリスクを利用開始時に把握する。

ロ

管理栄養士とその他の職種が共同し解決すべき管理栄養上の課題の把握を行う。

ハ

その結果を利用者又は家族に説明し、栄養食事相談や情報提供を行う。

ニ

低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専

門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討する
ように依頼すること。

【留意事項】
・原則として、当該利用者が栄養改善加算（以下(11)参照）の算定に係る栄養改善
サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄
養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメ
ントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合
は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できる。

（11）栄養改善加算（200 単位/回）※３月以内の期間に限り１月に２回を限度（例外あり）
事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の
対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の
算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤
の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は栄養ケア・ステーシ
ョン）との連携により管理栄養士を１名以上配置し、栄養改善サービスを提供
すること。
【算定できる利用者】
・以下のいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と
認められる者
イ
ロ

BMI が 18.5 未満である者
１～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者等

ハ 血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者
ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者
ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者
【栄養改善サービス提供の手順】
イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを利用開始時に把握
ロ
ハ

利用開始時に、管理栄養士が中心となり栄養ケア計画を作成
栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービス
を提供

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取っ
た結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家
族の同意を得て当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境
23

等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食
事相談等の栄養改善サービスを提供。
ホ 定期的に利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに体重を
測定する等栄養状態の評価を行い、その結果を利用者を担当する介護支
援専門員等に情報提供。
ヘ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が利用者の栄養状態を定
期的に記録する。この場合、この記録とは別に栄養改善加算のために利用
者の栄養状態を定期的に記録する必要はない。
（12）口腔・栄養スクリーニング加算 ※①及び②の併算定不可
① 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ(20 単位/回)
従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び
栄養状態について確認を行い、その情報を、利用者を担当する介護支援専門
員に提供していること。
【留意事項】※以下のいずれにも該当しない場合に算定可能。
・栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に
係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終
了した日の属する月であること
・当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けてい
る間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること

② 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ(５単位/回)
利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状
態と栄養状態のいずれかの確認を行い、その情報を、利用者を担当する介護支援専門
員に提供していること。
【留意事項】
・栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており、
加算Ⅰを算定できない場合にのみ算定可能。

（13）サービス提供体制強化加算
① サービス提供体制強化加算Ⅰ(22 単位/回)
事業所の介護職員（生活相談員は含まない）の総数のうち、介護福祉士の占
める割合が 100 分の 70 以上であること、又は、事業所の介護職員（生活相談
員は含まない）の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の占める割合
が 100 分の 25 以上であること。
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② サービス提供体制強化加算Ⅱ (18 単位/回)
事業所の介護職員（生活相談員は含まない）の総数のうち、介護福祉士の
占める割合が 100 分の 50 以上であること。
③ サービス提供体制強化加算Ⅲ (６単位/回)
事業所の介護職員（生活相談員は含まない）の総数のうち、介護福祉士の
占める割合が 100 分の 40 以上であること、又は、指定通所介護を利用者に
直接提供する職員(※)のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 100 分
の 30 以上であること。
(※)生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員
【留意事項】
・職員の割合については、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均
値を用いる。割合については、毎年度記録し、その平均値が所定の割合を下回った
場合は、翌年度当初から当該加算の算定は不可となるので、体制の届出を提出する
こと。
・前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業所開始し、又は再開した事業
所を含む）については、届出日の属する月の前３月の平均で算出する。
従って、新たに事業を開始し又は再開した事業所は、４月目以降届出が可能。
・届出日の属する月の前３月の平均で当該加算の届出を行った場合は、届出を行った
月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維
持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定
の割合を下回った場合については、直ちに体制の届出を提出すること。

Ｑ

「10年以上介護福祉士が25%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのよ
うに計算するのか。

Ａ ・サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要
件については、
－介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合
を要件としたものであり、
－介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこ
と。
・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
－同一法人等（※）における 異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、
職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数
－事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に
変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数
は通算することができる。
（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行
われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
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Ｑ

産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

Ａ 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含
めることができる。

（14）個別機能訓練加算
・利用者毎に心身の状態や居宅の環境を踏まえた個別機能訓練計画を作成し、
当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能（身体機
能を含む）の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自
立して暮らし続ことを目的に行われるべきもので、この趣旨を踏まえた計画の
実施・訓練が実施されなければならない。
① 個別機能訓練加算Ⅰイ(56 単位/日)
【人員配置】
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置。
（配置時間の定めなし）
② 個別機能訓練加算Ⅰロ(85 単位/日)
【人員配置】
Ⅰイの人員配置要件に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学
療法士等を、指定通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置。
【機能訓練の内容】
・個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し
た上で利用者の生活状況を確認した結果を踏まえて行う。①具体的で分かりやすい
目標（例：長期目標・短期目標などの段階的な目標）かつ、②日常生活における生
活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標（単に身体機能の向上を目指すだけ
では不可）とする。
・類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応含

む）に対して、機能訓練指導員が直接行い、必要に応じ事業所内外の設備等を用い
た実践的かつ反復的な訓練とする。
・概ね週１回以上の実施を目安とする。
【訓練実施後の対応】
・訓練実施後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間が適切であったか、訓練の効果（利
用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況など）が現れているか、などの評価を行う。
・３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の生活状況の確認を行い、利
用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や効果等について説明し、記録
する。
・３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や効果等について、当該利用者を担
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当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認の上、当該
利用者に対する個別機能訓練の効果等を踏まえた目標の見直しや、訓練項目の変更
などを行う。
【留意事項】
・個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者
の都合等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は算定することができ
ない。

②

個別機能訓練加算Ⅱ (20 単位/月)
個別機能訓練加算Ⅰの取組に加え、科学的介護情報システム(LIFE)を用い
て、厚生労働省へ情報を提出していること。
（LIFE への提出情報、提出頻度については、
「科学的介護情報システム(LIFE)
関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」を参照すること。）

Ｑ

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療
法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学
療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、個別
機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で２名以上の理学療法士等を配置し
ている時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することがで
きるのか。

Ａ

貴見のとおり。例えばサービス提供時間が９時から17時である通所介護等事業所におい
て、
－９時から12時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置
－９時から17時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置
した場合、９時から12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対
してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。（12時以降17時までに当該理
学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算
定することができる。

【留意事項】（上記 Q＆A も併せて参照）
個別機能訓練加算Ⅰイ及びロにおいては、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学
療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接機能訓練
の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となるが、この場合、加算を算定
できる人員体制を確保している曜日が予め定められ、利用者や居宅介護支援事業者
に周知されている必要がある。
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（15）口腔機能向上加算
① 口腔機能向上加算Ⅰ(150 単位/回)
【算定要件】
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、
看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者
ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成すること。
ハ

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士
又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口
腔機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価す
ること。

②

口腔機能向上加算Ⅱ(160 単位/回)
口腔機能向上加算Ⅰの算定要件に加え、科学的介護情報システム(LIFE)を用
いて、厚生労働省へ情報を提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、

当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること。
（LIFE への提出情報、提出頻度については、「科学的介護情報システム(LIFE)
関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
を参照すること。）

（16）科学的介護推進体制加算(40 単位/月)
・原則として、利用者全員を対象として利用者毎に下記要件を満たした場合
に、事業所の利用者全員に対して算定が可能。
【算定要件】
イ 利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用
者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ

必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たっ
て、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するため
に必要な情報を活用していること。

【留意事項】
・情報の提出は、科学的介護情報システム(LIFE)を用いて行う。（LIFE への提出情報、
提出頻度については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え
方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照すること。）
・事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、
実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(ＰＤＣＡサイクル)により、質の
高いサービスを実施する体制の構築及び更なる質の向上に努めるために次の取組が求
められる。
（情報を厚生労働省に提出するだけでは加算の算定対象とはならない。）
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イ

利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供す

るためのサービス計画を作成する。(Plan)
ロ

サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や

重度化防止に資する介護を実施する。(Do)
ハ

LIFE への提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事

業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う。(Check)
ニ

検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、

サービスの質の更なる向上に努める。(Action)

（17）同一建物減算(▲94 単位/日)
同一建物に居住する者または指定通所介護事業所と同一建物から当該指定
通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合に減算する。
「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な
建築物を指すものであり、当該建物の１階部分に指定通所介護事業所がある場
合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある
別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。

【留意事項】
・建築物の管理、運営法人が指定通所介護事業所と異なる場合でも該当する。
・傷病により、一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって建物
構造上自力で通所困難である者に対し、２人以上の従業者が、利用者の居住する場所
と指定通所介護事業所の間の往復の移動介助をした場合は減算対象外。
但し、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の
方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、そ
の内容及び結果について通所介護計画に記載する。また、移動介助者及び移動介助時
の利用者の様子等について記録しなければならない。
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（18）送迎減算(▲47単位/片道)
利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎
を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。
【留意事項】
・同一建物減算の対象となっている場合は、送迎減算は適用されない。
・利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、
事業所まで利用者を送った場合であっても減算となる。
・事業所職員が行う徒歩での送迎は、減算の対象にならない。
・指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサー
ビス(宿泊サービス)を利用する場合は、同一建物減算でなく送迎減算が適用される。

５ その他
（１）指定通所介護事業所の設備を利用した宿泊サービス（お泊りデイ）について
平成27年４月30日に発出された国のガイドラインを踏まえ、別添のとおり県
の指針が策定されている（P36）。宿泊サービスの実施・運営にあたり留意され
たい。
（２）共生型サービスについて（参考）
介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)及び児童福祉法（昭和 22 年
法律第 164 号）の改正により、平成 30 年度から共生型サービスが介護保険サー
ビス及び障害福祉サービスに位置付けられた。新たに共生型に係るサービス提
供を行う場合は、別途指定を受けることが必要となる。申請書類等は下記長野
県ホームページに掲載されている。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyos
ha/shinse.html
＜指定を受けられるサービス＞
介護保険サービス

障がい福祉サービス
生活介護（※１）

通所介護

自立訓練（機能訓練・生活訓練）
児童発達支援（※２）
放課後等デイサービス（※２）

※１ 主として重症心身障がい者を通わせる事業所を除く
※２ 主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く
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・生活介護の事業所が、共生型サービスの指定を受けようとする場合は県（事業
所所在地を所管する保健福祉事務所福祉課）が申請窓口になる。
・原則として、事業開始（指定）予定日の 1 か月前までに提出すること。
（３）介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱い
について（介護保険最新情報vol.678）(P48～)
・通所介護としてのサービスと保険外サービスの内容を区分することは基本的に
困難であるが、以下のように明確に区分できる場合は、一定の事項（保険外サー
ビスの事業の目的・利用料等を別に運営規程で定め、利用者の同意を得ること等）
を遵守した上で保険内と保険外を組み合わせて提供することが認められている。
① 事業所内において、理美容サービス又は健康診断、予防接種(※)若しくは採血（以下「巡
回健診等」という。
）を行うこと
② 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に
同行支援を行うこと
※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望によ
り、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援するものである。外
出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である。
③ 物販・移動販売やレンタルサービス
④ 買い物等代行サービス

(※)【注意

新型コロナウイルスワクチン接種の対応について】

【「介護保険最新情報vol.963参照」】
①

サービス提供中にワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合
事業所が保有する車両を利用して、事業所と接種会場間の送迎を行う場合、
保険外サービスとして取り扱う。この場合、保険外サービス通知に沿った対
応が必要だが、特例的に介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保

険外サービスに関する情報を記載することは不要。
② サービス提供前後の送迎中に、ワクチンの接種会場を経由して利用者の送
迎を行う場合
・利用者の居宅から接種会場を経由して、事業所への送迎を行う
・事業所から接種会場を経由して、利用者の居宅への送迎を行う
等の場合、介護保険内サービスとして取り扱う。（送迎減算は適用しない）
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（４）サテライト事業所について
・ 別添(P44～)のとおり、設置要件と設置に係る手続きが定められている。地域
の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点
から、本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所等で、一定の要件を
満たすものについては、本体の事業所に含めて指定することができる。
Ｑ

サテライト型事業所は本体事業所と同様の人員を配置する必要があるのか。

Ａ サテライト型事業所は、地域密着型介護老人福祉施設のサテライト型居住施設等の
ように人員基準が緩和されているわけでないが、現行の規定でも、本体事業所との密接
かつ適切な連携が図られるものであることを前提として、看護職員はサテライト型事業
所にも従事可能であり、利用者に対する処遇等が適切に行われることを要件として、管
理者、生活相談員、機能訓練指導員は本体事業所とサテライト型事業所における同職と
の兼務可能である。
なお、介護職員については、本体事業所とサテライト型事業所でそれぞれ配置する。
＜本体事業所（２０名）とサテライト型事業所（１０名）の人員配置例＞
人員
本体事業所
サテライト型事業所
管理者
１人
１人（本体との兼務可）
生活相談員
１人
１人（本体との兼務可）
介護職員
２人
１人
看護職員
１人
１人
（本体と密接かつ適切な連携が図られ
る場合、サテライト型にも従事可）
機能訓練指導員
１人
１人（本体との兼務可）
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６ Q＆A（各種加算部分で記載されているQ＆Aも確認してください）
（１）生活相談員及び介護職員の配置基準
Ｑ 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち１人
以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに
常勤職員を配置する必要があるのか。
Ａ 営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所として常勤の生活
相談員又は介護職員を１名以上確保していれば足りる。
（２）外泊時の居宅サービス利用
Ｑ 施設入所（入院）者が外泊した場合の居宅サービスの算定について
Ａ 介護保健施設及び医療機関の入所（入院）者が外泊時に利用した居宅サービスについ
ては､外泊時費用の算定の有無にかかわらず､介護保険において算定できない。
（３）従業者の勤務延時間数（勤務延時間数における休憩時間の取扱い）
Ｑ 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できな
いのか。休憩時間はどのように取扱うのか。
Ａ 労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間について
は、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居
宅基準第93条第3項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に
休憩を取ることがないようにすること。また、介護職員が常時１名しか配置されていな
い事業所については、当該職員が休憩を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して
直接ケアを行う職員（居宅基準第93条第1項第1号の生活相談員又は同項第2号の看護職
員）が配置されていれば、居宅基準第93条第3項の規定を満たすものとして取り扱って
差し支えない。
このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必
要な労働力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で
休憩を取得したとしても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通
所介護（療養通所介護は除く）に限って認められるものである。
なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時
間の取得等について労働関係法規を遵守すること。
（４）同一事業所で２単位以上提供する場合の計算
Ｑ 同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、
すべての単位を合算するのか。
Ａ 実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。
（５）平均利用延人員数の具体的な計算方法
Ｑ 事業所規模による区分について、前年度の１月あたりの平均利用延人員数により算定
すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。
Ａ 以下の手順・方法に従って算出すること。
① 各月（暦月）ごとに利用延人員数を算出する。
② 毎日事業を実施した月においては、当該月の利用延人員数にのみ7分の6を乗じる。
（小数点第３位を四捨五入）
③ ②で算出した各月（暦月）ごとの利用延人員数を合算する。
④ ③で合算した利用延人員数を、通所サービス費を算定している月数で割る。
※ ②を除き、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わないこと。
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（６）通所サービス利用時の理美容サービスの利用
Ｑ デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随し
て理美容サービスを提供することはできるか。
Ａ 理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセン
ター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受
けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所
サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービス
の提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。
（７）理美容サービスの提供の時間帯
Ｑ デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開
始前又は終了後に限られるか。
Ａ 通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応
じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確で
あれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所サービスとそれ
以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明
と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが
必要である。
（８）併設医療機関の受診
Ｑ 通所サービスと併設医療機関等の受診について
Ａ 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない
場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが､一
律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく､当日の利用者の心身
の状況､サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。
（９）サービス中途で医療機関を受診した場合
Ｑ 緊急やむを得ない場合における併設医療機関（他の医療機関を含む）の受診による通
所サービスの利用の中止について。
Ａ 併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時
間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
（10）サービス提供時間を短縮した場合の所要時間区分の考え方
Ｑ「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の
所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して
差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。
Ａ 通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位
置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。
こうした趣旨を踏まえ、例えば８時間以上９時間未満のサービスの通所介護計画を作
成していた場合において、当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを
得ず７時間30分でサービス提供を中止した場合に当初の通所介護計画による所定単位数
を算定してもよいとした。（ただし、利用者負担の軽減の観点から、通所介護計画を変
更した上で７時間以上８時間未満の所定単位数を算定してもよい。）
こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プ
ログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを
想定しており、限定的に適用されるものである。当初の通所介護計画に位置付けられた
時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきで
あり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
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（例）通所介護計画上７時間以上８時間未満の通所介護を行う予定であった利用者につい
て
①利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することによ
り６時間程度のサービスを行った場合には､利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サ
ービス計画を変更し､再作成されるべきであり､６時間程度の所要時間に応じた所定単位数
を算定する。
②利用者の当日の希望により３時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には､利用
者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成されるべきであり、３
時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
③当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず２時間程度でサービ
ス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、２時間
程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。（所要時間２時間以上３時間未満の区分
は、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難で
ある利用者に対して算定するものであるが、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所
サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合は、通所サー
ビス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支えない。
④当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず１時間程度でサー
ビス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定で
きない。
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長野県における指定通所介護事業所で提供する
宿泊サービス事業の運営等に関する指針
第１

総則

１ 定義
（１）この指針において「宿泊サービス」とは、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」
という。）第８条第７項に規定する通所介護の指定を受けた事業者（以下「指定通所介護事
業者」という。）が、当該指定を受けた事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）の
営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所の利用者に対して行われる、
必要な介護及び宿泊を伴うサービスをいう。
（２）この指針において「宿泊サービス事業者」とは、宿泊サービスを提供する者をいう。
（３）この指針において「宿泊サービス事業所」とは、宿泊サービスを提供する事業所をいう。
（４）この指針において「利用者」とは、指定通所介護事業所を利用している者であって、当
該指定通所介護事業所が提供する宿泊サービスを利用する者をいう。
２ 目的
長野県における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービス事業の運営等に関する指針
（以下「指針」という。）は、指定通所介護事業所において、宿泊サービスを提供する場合に
遵守すべき事項を示すことにより、当該宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全の
確保並びに宿泊サービスの健全な提供を図ることを目的とする。
３

基本方針

（１）宿泊サービス事業所において、宿泊サービスを提供する場合に満たすべき人員、設備及
び運営に関する取扱いについては、この基準で定めるところによる。
（２）宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を継続できるよう、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話に
係るサービス提供を行うこと。
（３）宿泊サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った
宿泊サービスの提供に努めること。
（４）宿泊サービス事業者は、利用者の状況や宿泊サービスの提供内容について、法第 46 条第
１項に規定する指定居宅介護支援事業者と必要な連携を行うこと。
なお、居宅サービス計画への宿泊サービスの位置付けは、指定居宅介護支援事業者の介
護支援専門員等により、あらかじめ利用者の心身の状況、家族の状況、他の介護保険サー
ビスの利用状況を勘案し適切なアセスメントを経たものでなければならず、安易に居宅サ
ービス計画に位置付けるものではないこと。
（５）宿泊サービス事業者は、宿泊サービスが位置付けられた居宅サービス計画に沿って、当
該サービスを提供すること。
（６）宿泊サービス事業者は、日中における指定通所介護の運営に支障がないよう宿泊サービ
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スを提供すること。
（７）宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業の実施及び運営に当たっては、消防法（昭和
23 年法律第 186 号）、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）その他の法令等を遵守するこ
と。
４

宿泊サービスの提供

（１）宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病、冠
婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図
るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、宿泊サービ
スを提供すること。
（２）宿泊サービス事業者は、
（１）の趣旨に鑑み、緊急時又は短期的な利用に限って、宿泊サ
ービスを提供すること。
（３）利用者のやむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅
介護支援事業者と密に連携を図った上で、次の日数の範囲で宿泊サービスを提供すること。
①

利用者に連続して宿泊サービスを提供する日数の上限は、原則 30 日とすること。
なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等のやむを得ない事情により連泊
日数が 30 日を超えることとなる場合、指定居宅介護支援事業者と密接に連携を図った上
で、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者の心身の状況や利用者の家族の事
情等に応じたサービス提供を検討すること。

②

利用者に宿泊サービスを提供する日数については、法第 19 条第１項に規定する介護認
定の有効期間の概ね半数を超えないようにすること。

第２
１

人員に関する指針
従業者の員数及び資格
宿泊サービス事業者が、宿泊サービス事業所ごとに置くべき従業者（以下「宿泊サービス
従業者」という。）の員数は次のとおりとする。
（１）宿泊サービス従業者は、宿泊サービスの提供内容に応じ必要数を確保することとし、
宿泊サービスの提供を行う時間帯（以下「提供時間帯」という。）を通じ、夜勤職員とし
て介護職員又は看護職員（看護師又は准看護師をいう。）を常時１人以上確保することと
する。
（２）食事の提供を行う場合は、食事の介助等に必要な員数を確保すること。
（３）緊急時に対応するための職員の配置又は提供時間帯を通じた連絡体制の整備を行うこ
と。

２

責任者
宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の中から責任者を定めること。

第３
１

設備に関する指針
設備及び備品等
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（１）必要な設備及び備品等
宿泊サービス事業所は、宿泊室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、宿泊
サービスを提供するにあたり適切な寝具等の必要な備品を備え、当該指定通所介護事業所の
運営に支障がないよう適切に管理すること。
（２）
（１）に掲げる宿泊室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の基準は、次の
とおりとする。
①宿泊室
ア

宿泊室の利用定員は、7.43 ㎡（4.5 畳間程度）は１人、9.93 ㎡（６畳間程度）から 13.24
㎡（８畳間程度）は２人、16.56 ㎡（10 畳間程度）は３人、19.87 ㎡以上（12 畳間程度以
上）は４人を上限の目安とする。

イ

１つの宿泊室を複数の利用者が同時に利用する場合、利用者同士のプライバシーを確保
するとともに、利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合を除き、男女が同室で
宿泊することのないようにすること。
なお、プライバシーが確保されたものとは、例えば、パーテーションや家具、カーテン
等により利用者同士の視線の遮断が確保されるものである必要があるが、壁やふすまのよ
うな建具まで要するものではない。
ただし、カーテンを用いる場合は防炎加工品のものとし、利用者の同意を得た上で使用
すること。

②消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
事業所所在地を管轄する消防機関の指示に従い、必要な設備を設置すること。
第４
１

運営に関する指針
内容及び手続きの説明及び同意
宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又は
その家族に対し、10 に定める運営規程の概要、責任者の氏名、当該サービス従業者の勤務体
制その他利用申込者の宿泊サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交
付して説明を行い、その内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得ること。

２

宿泊サービス提供の記録
宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサー
ビスの内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、利用者からの申
出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供
すること。

３

宿泊サービスの取扱方針

（１）宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供にあたり、懇切丁寧を旨とし、利用者又は
その家族に対し、当該サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこ
と。
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（２）宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者
等の生命又は身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利
用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。
（３）宿泊サービス事業者は、
（２）の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その
際の利用者の心身の状況並びに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。
（４）宿泊サービス事業者は、自らその提供する宿泊サービスの質の評価を行い、常にその改
善を図ること。
４

宿泊サービス計画の作成

（１）宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを概ね４日以上連続して利用することが予定され
ている利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏ま
えて、利用者が利用する指定通所介護事業所におけるサービスとの継続性に配慮して、当
該利用者の指定居宅介護支援事業者と連携を図った上、具体的なサービスの内容等を記載
した宿泊サービス計画を作成すること。
また、４日未満の利用であっても反復的、継続的に利用することが予定されている利用
者については、宿泊サービス計画を作成し、宿泊サービスを提供すること。
なお、宿泊サービス計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記
載をもって宿泊サービス計画の作成に代えることができるものとする。
（２）宿泊サービス事業者は、計画の作成に当たっては、居宅サービス計画に沿って作成し、
宿泊サービスの利用が長期間にならないよう、居宅介護支援事業者と密接に連携を図るこ
と。
（３）宿泊サービス事業者は、計画の作成に当たり、その内容について、利用者又はその家族
に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。
５

介護

（１）介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ
う、適切な技術をもって行うこと。
（２）宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立
について必要な援助を行うこと。
（３）宿泊サービス事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替え
ること。
（４）宿泊サービス事業者は、
（１）から（３）までに定めるほか、利用者に対し、離床、着替
え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うこと。
６

食事の提供

（１）宿泊サービス事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切
な時間に提供すること。
（２）宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援す
ること。
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７

健康への配慮
宿泊サービス事業者は、当該指定通所介護事業所において把握している利用者の健康に関
する情報に基づき、必要に応じて主治の医師や指定居宅介護支援事業者と連携し、常に利用
者の健康の状況に配慮して適切な宿泊サービスを提供すること。

８

相談及び援助
宿泊サービス事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握
に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他
の援助を行うこと。

９

緊急時等の対応
宿泊サービス事業者は、現に宿泊サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変
が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ協力医療機関を定め
ている場合は、当該協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。

10 運営規程
宿泊サービス事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定（以下「運
営規程」という。）を定めておくこと。
なお、宿泊サービス事業所の利用定員は、当該指定通所介護事業所の運営規程に定める利
用定員の２分の１以下かつ９人以下とすること。
①

事業の目的及び運営の方針

②

従業者の職種、員数及び職務の内容

③

サービス提供日及びサービス提供時間

④

利用定員

⑤

宿泊サービスの内容及び利用料その他の費用の額

⑥

宿泊サービス利用に当たっての留意事項

⑦

緊急時等における対応方法

⑧

非常災害対策

⑨

その他運営に関する重要事項

11 勤務体制の確保等
（１）宿泊サービス事業者は、利用者に対し適切な宿泊サービスを提供できるよう、宿泊サー
ビス従業者の勤務体制を定めておくこと。
（２）宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス従業者によって宿泊サービスを提供すること。
ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
（３）宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を
確保すること。
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12 定員の遵守
宿泊サービス事業者は、10 に定める運営規程における利用定員を超えて宿泊サービスの提
供を行ってはならない。
13 非常災害対策
宿泊サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への
通報及び地域住民等との連携体制を整備し、それらを定期的に宿泊サービス従業者に周知す
るとともに、定期的に夜間を想定した避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
14 衛生管理等
（１）宿泊サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水
について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じること。
（２）宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延
しないように必要な措置を講ずるよう努めること。
15 掲示
宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、責
任者の氏名、宿泊サービス従業者等の勤務体制、苦情処理の概要、緊急時の避難経路その他
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。
16 秘密保持等
（１）宿泊サービス従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘
密を洩らさないこと。
（２）宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者であった者が、正当な理由なく、その業務
上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。
（３）宿泊サービス事業者は、指定居宅介護支援事業者との連携において、宿泊サービス事業
所における利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を
用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくこと。
17 広告
宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所について広告を行う場合、その内容が虚偽又
は誇大なものとならないようにすること。
18 苦情処理
（１）宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に
迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置
を講じること。
（２）宿泊サービス事業者は、
（１）の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録す
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ること。
19 事故発生時の対応
（１）宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合
は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に連絡を行うとと
もに、必要な措置を講じること。
（２）宿泊サービス事業者は、
（１）の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録す
ること。
（３）宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により賠償すべき事故が発
生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
20 宿泊サービスを提供する場合の届出
（１）指定通所介護事業所が指定通所介護の提供以外の目的で、当該指定通所介護事業所の設
備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、当該サービスの提供開始前に、別紙様式
により届出を行うこと。
（２）指定通所介護事業所は、
（１）で届け出た内容に変更があった場合、別紙様式により、変
更の事由が生じてから 10 日以内に届出を行うこと。
（３）指定通所介護事業者は、当該宿泊サービスを休止又は廃止する場合、別紙様式により、
その休止または廃止の日の１月前までに届出を行うこと。
21 調査への協力等
宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥
当かつ適切な宿泊サービスが行われているかどうかを確認するために長野県が行う調査に協
力するとともに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うこと。
22 記録の整備
（１）宿泊サービス事業者は、従業者、設備、備品に関する諸記録を整備しておくこと。
（２）宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供に関する次に掲げる記録を
整備し、その完結の日から２年間保存すること。
①

２に定める具体的な宿泊サービス提供の内容等の記録

②

３（３）に定める身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由の記録

③

４に定める宿泊サービス計画

④

18（２）に定める苦情の内容等の記録

⑤

19（２）に定める事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

附 則
この指針は、平成 28 年２月 23 日から施行する。
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（別紙様式）
開始
変更

指定通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する
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～
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:

～

:

人

計
(

場

計

㎡)

(

㎡)

(

㎡)

(

㎡)

(

所

利用定員

（※４）

個室以外
(

）

床面積（※３）

室)
合

日

朝食

看護職員 ・ 介護福祉士 ・ 左記以外の介護職員 ・ その他有資格者（

宿
泊
室

※１
※２
※３
※４
※５

－

夕食

(

消
防
設
備

－
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間の休日

宿泊サービスの提
供時間帯を通じて
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個

火

円

配置する職員の
保有資格等

－

提供日
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月

人

提供時間

－
（緊急時）

）

利用定員

ビ
ス

人
員
関
係

フリガナ

宿泊サービスの開始･廃止･休止予定年月日
（既に開始している場合はその年月日）

宿
泊
サ

印

事業所
番号

名称
事
業
所
情
報

日

殿

室）

㎡)

(

㎡)

㎡)

(

㎡)

(

床面積

プライバシー確保の方法

（※３）

（※５）

(

)

(

人)

(

㎡)

(

)

(

人)

(

㎡)

(

)

(

人)

(

㎡)

(

)

(

人)

(

㎡)

(

)

(

人)

(

㎡)

消火器

有

・ 無

スプリンクラー設備

有

・ 無

自動火災報知
設備

有

・ 無

消防機関へ通報する火災
報知設備

有

・ 無

事業開始前に届け出ること。なお、変更の場合は変更箇所のみ記載すること。
時間帯での増員を行っていない場合は記載は不要。
小数点第二位まで（小数点第三位以下を切り捨て）記載すること。
指定通所介護事業所の設備としての用途を記載すること。（機能訓練室、静養室等）
プライバシーを確保する方法を記載すること。（衝立、家具、パーテーション等）
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㎡)

居宅サービスにおける出張所等の設置に係る取扱指針
平成 28 年１月

制定

令和３年４月

改定

長野県健康福祉部介護支援課
１

目的
この指針は、介護保険事業所における出張所等（以下、「サテライト事業所」という。）の指

定及び届出の受理に係る取扱い方針を定めるものとする。
２

対象事業所

この指針によるサテライト事業所設置の対象となる事業所の種類は、介護保険法で規定される
居宅サービス事業所及び介護予防サービス事業所（以下、
「居宅サービス等」という。）のうち以
下のとおりとする。
(1)

訪問介護

(2)

訪問看護（予防含む）

(3)

訪問リハビリテーション（予防含む）

(4)

通所介護

３

サテライト事業所を設置できる要件
介護保険法による事業所の指定は、原則としてサービス提供拠点ごと行うものであるが、地

域の実態等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事
業所とは別にサービス提供等を行う出張所等であって、
「長野県指定居宅サービス及び指定介護
予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する要綱（平成 25 年６月１日付け健
長介第 144 号）」に定める要件の他、次の要件を満たす事業所においては「主たる事業所」に含
めて設置を認めるものとする。
(1)

サテライト事業所の位置は、主たる事業所から自動車などによる移動に要する時間が概ね

30 分以内の範囲とする。ただし、サテライト事業所を設置しようとする場所が特別地域加算
対象地域及び中山間地域であり、この基準により難い場合は、個別に設置の可否について協
議することとする。
(2)

サテライト事業所の位置は長野県内とする。

(3)

管理者が定期的にサテライト事業所の状況を自ら確認でき、また従業者の指導等を行う体

制が整備されていること。
(4)

利用者との契約、居宅サービス等に係る計画、サービス提供記録等の書類をサテライト事

業所に保管する場合は、主たる事業所と同等の、施錠できる書庫等を備えること。
【参考】
「長野県指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営の
基準に関する要綱（平成 25 年６月１日健長介第 144 号）」に定める要件
第２章第３各号
(1)

利用見込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行

われること。
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(2)

職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理され、必要な場合に随時、主たる事業所や他

の出張所等との間で相互支援が行える体制にあること。この場合の「体制」とは、出張所等
の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に主たる事業所から急遽代替要員
を派遣できるような体制等をいう。
(3)

苦情処理や損害賠償に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

(4)

事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められ

ること。
(5)

人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理等が一体的に行われること。
なお、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所が訪問看護事業

所として指定を受けている場合であって、当該サテライト指定看護小規模多機能型居宅介護
事業所が指定訪問看護を行うものとして(1)～(5)を満たす場合には、本体事業所の指定訪問
看護事業所に含めて指定できるものであること。
４

サテライト事業所設置に係る手続

(1)

サテライト事業所の設置については事前協議制とし、特に主たる事業所の一体的な管理体

制及びその実行方法について十分に確認を行うものとする。
(2)

既存の事業所にサテライト事業所を追加設置する場合は設置希望日の１か月前、新規指定

申請時にサテライト事業所を併せて設置する場合は指定予定日（毎月１日、16 日）の２か月
前までに県介護支援課へ協議するものとし、事前協議終了後に変更届出書もしくは新規指定
申請書を主たる事業所を管轄する保健福祉事務所に正副２部提出すること。
５

指定申請若しくは変更届提出の際の添付書類
サテライト事業所を設置するための変更届出書もしくは新規指定申請書を提出する場合は、

介護保険法に規定する書類のほか、以下の書類を添付すること。
(1)

当該サービスに係る付表

(2)

サテライト事業所の位置を示した地図

(3)

サテライト事業所と主たる事業所の位置関係及び両者の距離等を示した地図

(4)

サテライト事業所に係る土地・建物登記、賃貸借契約書

(5)

サテライト事業所に係る平面図、配置図

(6)

サテライト事業所の住所が明示された運営規定

(7)

サテライト事業所の勤務を明示した勤務体制一覧表

(8)

主たる事業所とサテライト事業所との間の相互支援体制を示す書類

(9)

サテライト事業所の１か月の延利用者推計数

(10)

サテライト事業所に係る介護報酬算定のための届出書及び体制等一覧表

(11)

長野市又は松本市に設置を希望する場合は、サテライト設置場所を選んだ理由を記載した

書類
６

事前協議先
長野県

健康福祉部

TEL：026-235-7121

介護支援課

サービス係

FAX：026-235-7394
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７

その他
・平成 28 年１月 19 日現在サテライト事業所を有する事業所については、この指針に適合す
る届出があったとみなす。
・指定権者を超えるサテライト設置に関しては、両指定権者間で個別に設置の可否について
協議の上、指定するものとする。
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居宅サービスにおける出張所等の設置に係る手続

１

事前協議について

出張所等（以下、「サテライト事業所」という。）の設置については事前協議制とする。
既存の事業所にサテライト事業所を追加設置する場合、設置希望日の１か月前までに県介護支
援課へ協議するものとし、協議時に必要な書類は以下のとおりとする。
なお、新規指定時にサテライト事業所を併せて設置する場合は、指定予定日（毎月１日、16 日）
の２か月前までに協議するものとする。
(1)

当該サービスに係る付表

(2)

サテライト事業所の位置を示した地図

(3)

サテライト事業所と主たる事業所の位置関係及び両者の距離等を示した地図

(4)

サテライト事業所に係る土地・建物登記、賃貸借契約書

(5)

サテライト事業所に係る平面図、配置図

(6)

サテライト事業所の位置が明示された運営規程

(7)

サテライト事業所の勤務を明示した勤務体制一覧表（参考様式１）

(8)

主たる事業所とサテライト事業所との間の相互支援体制を示す書類

(9)

サテライト事業所の１か月の延利用者推計数

(10)

サテライト事業所に係る介護報酬算定のための届出書及び体制等一覧表（別紙１、別

紙１－２、別紙２）
(11)

長野市又は松本市内に設置を希望する場合はサテライト設置場所を選んだ理由を記載

した書類
事前協議先
〒380－8570
長野県

（住所記載不要）

健康福祉部

TEL：026-235-7121

２

介護支援課

サービス係

FAX：026-235-7394

協議後の手続について

協議の結果、サテライト事業所の設置について了承された場合、以下の書類を協議時の必要
書類(1)～(10)に加えて、主たる事業所を管轄する保健福祉事務所に正副２部提出すること。
(1)

既存の事業所に新たにサテライト事業所を追加設置する場合

・変更届出書（第３号様式）
※

既存の事業所を他の主たる事業所のサテライト事業所に移行して設置する場合は、廃
止・休止届出書（第４号様式）も提出

(2)

新規指定時にサテライト事業所を併せて設置する場合

・指定（許可）申請書（第１号様式）
※

主たる事業所の新規指定申請書類については、申請書類確認票参照
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ࡢྲྀᢅ࠸ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤゼၥㆤࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕㆤಖ㝤⤥ࡢᑐ㇟࡞ࡿᣦᐃゼၥㆤࡢࢧ࣮ࣅࢫ᫂☜༊ศࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅ
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ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡼࡾูࡢᩱ㔠タᐃࢆࡋ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋ
 ⏝⪅ࠊᙜヱᴗࡀᣦᐃゼၥㆤࡢᴗࡣูᴗ࡛࠶ࡾࠊᙜヱࢧ࣮ࣅࢫࡀ
ㆤಖ㝤⤥ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࡇࢆㄝ᫂ࡋࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡇࠋ

ࣟ ᙜヱᴗࡢ┠ⓗࠊ㐠Ⴀ᪉㔪ࠊ⏝ᩱ➼ࡀࠊᣦᐃゼၥㆤᴗᡤࡢ㐠Ⴀつ⛬ࡣ
ูᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋ
ࣁ ィࡀᣦᐃゼၥㆤࡢᴗࡢィ༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋࠖ

ᮏ㏻▱ࡣࠊᴗ⪅ࡀㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᰂ㌾⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡋ࡚ᐃࡉࢀࡿ
ࡈࠊୖグࡢᇶ‽ᇶ࡙ࡃලయⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

➨ ゼၥㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚
㸯㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀᢅ࠸
ゼၥㆤࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡢᇶ‽ゎ㔘㏻▱ຍ࠼ࠊ
ࠕᣦᐃゼၥㆤᴗᡤࡢᴗ
㐠Ⴀࡢྲྀᢅ➼ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⪁Ⓨ➨  ྕ㸧࠾࠸࡚ࠊ
ࠕಖ㝤
⤥ࡢ⠊ᅖእࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ᴗ⪅ࡢ㛫ࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡁࠊಖ㝤እࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࠊಖ㝤⤥ᑐ㇟ࢧ࣮ࣅࢫ᫂☜༊ศࡋࠊ⏝⪅ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸࡼࡗ
࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡣࠊᙜ↛ࠊྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ᪨♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬ゼၥㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢ
ゼၥㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡋ࡚ࡣࠊゼၥㆤࡢ
๓ᚋ㐃⥆ࡋ࡚ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊゼၥㆤࡢᥦ౪୰ࠊ୍᪦ࠊゼ
ၥㆤࡢᥦ౪ࢆ୰᩿ࡋࡓୖ࡛ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊࡑࡢᚋゼၥㆤࢆᥦ౪
ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ձ ゼၥㆤࡢᑐ㇟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝⪅ᮏேᥦ౪
࣭ ゼၥㆤࡢᥦ౪ࡢ๓ᚋࡸᥦ౪㛫ࡢྜ㛫ࠊⲡࡴࡋࡾࠊ࣌ࢵࢺࡢୡヰࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
࣭ ゼၥㆤࡋ࡚እฟᨭࢆࡋࡓᚋࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ⏝⪅ࡀ㊃ࡸፗᴦࡢࡓ
ࡵ❧ࡕᐤࡿሙᡤྠ⾜ࡍࡿࡇ
࣭ ゼၥㆤࡢ㏻㝔➼㝆ຓࡋ࡚ཷデ➼ࡢᡭ⥆ࢆᥦ౪ࡋࡓᚋࠊᘬࡁ⥆
ࡁࠊㆤሗ㓘ࡢ⟬ᐃᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸㝔ෆຓࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
ͤ ㆤሗ㓘ࡢ⟬ᐃᑐ㇟࡞ࡿࠊゼၥㆤ࠾ࡅࡿ㝔ෆຓࡢ⠊ᅖࡘ࠸
࡚ࡣࠊ
ࠕゼၥㆤ࠾ࡅࡿ㝔ෆຓࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ 
᪥ົ㐃⤡㸧ࢆཧ↷ࡍࡿࡇ
ղ ྠᒃᐙ᪘ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
࣭ ゼၥㆤࡢᥦ౪ࡢ๓ᚋࡸᥦ౪㛫ࡢྜ㛫ࠊྠᒃᐙ᪘ࡢ㒊ᒇࡢᤲ㝖ࠊྠ
ᒃᐙ᪘ࡢࡓࡵࡢ㈙࠸≀ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
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ͤ ⏝⪅ᮏேศࡢᩱ⌮ྠᒃᐙ᪘ศࡢᩱ⌮ࢆྠㄪ⌮ࡍࡿ࠸ࡗࡓࠊゼ
ၥㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆྠ୍యⓗᥦ౪ࡍࡿࡇࡣㄆࡵ࡞࠸ࠋ

㸱㸬ゼၥㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢྲྀᢅ࠸
ゼၥㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣࠊ㸯㸬࡛♧ࡋࡓ࠾
ࡾࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆゼၥㆤ᫂☜༊ศࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢලయⓗྲྀ
ᢅ࠸ࡋ࡚ࠊᴗ⪅ࡣ௨ୗࡢ㡯ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ
ձ ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᴗࡢ┠ⓗࠊ㐠Ⴀ᪉㔪ࠊ⏝ᩱ➼ࢆࠊᣦᐃゼၥㆤᴗᡤ
ࡢ㐠Ⴀつ⛬ࡣูᐃࡵࡿࡇ
ղ ዎ⣙ࡢ⥾⤖ᙜࡓࡾࠊ⏝⪅ᑐࡋࠊୖグձࡢᴫせࡑࡢࡢ⏝⪅ࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㑅ᢥ㈨ࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡿ㔜せ㡯ࢆグࡋࡓᩥ᭩ࢆࡶࡗ࡚ᑀㄝ᫂ࢆ
⾜࠸ࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜࠊᥦ౪㛫ࠊ⏝ᩱ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ࡢྠពࢆ
ᚓࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㛫ࡣࠊゼၥㆤࡢᥦ౪㛫ࡣྵࡵ
࡞࠸ࡇ
ճ ዎ⣙ࡢ⥾⤖๓ᚋࠊ⏝⪅ࡢᢸᙜࡢㆤᨭᑓ㛛ဨᑐࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜ
ࡸᥦ౪㛫➼ࢆሗ࿌ࡍࡿࡇࠋࡑࡢ㝿ࠊᙜヱㆤᨭᑓ㛛ဨࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚
ᴗ⪅ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜࡸᥦ౪㛫➼ࡢಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍ
ࡿሗࢆᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫィ⏬㸦㐌㛫ࢧ࣮ࣅࢫィ⏬⾲㸧グ㍕ࡍࡿࡇ
մ ⏝⪅ࡢㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼ࠊಖ㝤
እࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊ⏝⪅ࡢ≧ἣᛂࡌࠊูࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋ
ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࢆ⾜࠺ࡇࠋ࠼ࡤࠊゼၥㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆษࡾ
᭰࠼ࡿࢱ࣑ࣥࢢࢆᑀㄝ᫂ࡍࡿ➼ࠊ⏝⪅ࡀูࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ
㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ⾜࠺ࡇ
յ ゼၥㆤࡢ⏝ᩱࡣู㈝⏝ㄳồࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊゼၥㆤࡢᴗࡢィ
ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢィࢆ༊ศࡍࡿࡇ

ࡲࡓࠊ⏝⪅ಖㆤࡢほⅬࡽࠊᥦ౪ࡋࡓಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿ⏝⪅➼ࡽࡢ
ⱞᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊⱞࢆཷࡅࡅࡿ❆ཱྀࡢタ⨨➼ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇࠋ࡞
࠾ࠊᣦᐃゼၥㆤᴗ⪅ࡣࠊゼၥㆤࢆᥦ౪ࡍࡿᴗ⪅ࡢ㈐ົࡋ࡚ࠊゼၥㆤ
ಀࡿⱞᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆ᪤ㅮࡌ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᙜヱᥐ⨨ࢆಖ㝤እࢧ
࣮ࣅࢫά⏝ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊ
㸦ㆤண㜵㸧ゼၥධᾎㆤࠊ
㸦ㆤண㜵㸧ゼၥ┳ㆤࠊ
㸦ㆤண㜵㸧ゼၥࣜࣁ
ࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊᐃᮇᕠᅇ࣭㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤࠊኪ㛫ᑐᛂᆺゼၥㆤࢆ࣌ࢵ
ࢺࡢୡヰ࡞ࠊ㸰㸬ձղグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ
౪ࡍࡿሙྜࡶྠᵝࡢྲྀᢅ࠸࡛࠶ࡿࠋ
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㸲㸬ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㈐௵⪅ࡘ࠸࡚
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㈐௵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᴗࡢேဨࠊタഛཬࡧ㐠
Ⴀ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦ᖹᡂ  ᖺཌ⏕┬௧➨  ྕࠋ௨ୗࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ➼ᇶ‽ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧➨㸳᮲➨㸲㡯つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊᑓࡽᣦᐃゼၥㆤᚑࡍࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᴗົᨭ㞀ࡀ࡞࠸⠊ᅖ࡛ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡶᚑࡍࡿࡇ
ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

➨୕ ㏻ᡤㆤࢆᥦ౪୰ࡢ⏝⪅ᑐࡋࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚
㸯㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀᢅ࠸
㏻ᡤㆤࡘ࠸࡚ࡣࠊㆤಖ㝤ἲ㸦ᖹᡂ㸷ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨㸶᮲➨㸵㡯ཬࡧ
ㆤಖ㝤ἲ⾜つ๎㸦ᖹᡂ  ᖺཌ⏕┬௧➨  ྕ㸧➨  ᮲つᐃࡍࡿ࠾ࡾࠊධᾎࠊ
ࡏࡘࠊ㣗➼ࡢㆤࠊ⏕ά➼㛵ࡍࡿ┦ㄯཬࡧຓゝࠊᗣ≧ែࡢ☜ㄆࡑࡢࡢᒃ
Ꮿせㆤ⪅ᚲせ࡞᪥ᖖ⏕άୖࡢୡヰ୪ࡧᶵ⬟カ⦎ࢆ⾜࠺ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾࠊ
ᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ᥦ౪ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㏻ᡤㆤ
ᴗᡤෆ࠾࠸࡚⏝⪅ᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᡤㆤࡋ࡚
ࡢෆᐜಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࡢෆᐜࢆ༊ศࡍࡿࡇࡣࠊᇶᮏⓗࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ

ࡓࡔࡋࠊ⌮⨾ᐜࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᡤㆤ᫂☜༊ศྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ
ࠕ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢ⌮⨾ᐜࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥
ົ㐃⤡㸧࠾࠸࡚ࠊࢹࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮➼࠾࠸࡚ࠊ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࡣูࠊ
⏝⪅ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸࡼࡾ⌮⨾ᐜࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ᪨ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊేタ་⒪ᶵ㛵ࡢཷデࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕㆤሗ㓘ಀࡿ 4 $ 
ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ົ㐃⤡㸧࠾࠸࡚ࠊ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ
౪㛫ᖏ࠾ࡅࡿేタ་⒪ᶵ㛵ࡢཷデࡣ⥭ᛴࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜ㝈ࡾㄆࡵࡽࢀࡿ
ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㛫ࡣࠊ⌮⨾ᐜࢧ࣮ࣅࢫせࡋࡓ
㛫ࡸ⥭ᛴࡢేタ་⒪ᶵ㛵ࡢཷデせࡋࡓ㛫ࡣྵࡵ࡞࠸ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬㏻ᡤㆤ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
㸯㸬࡛♧ࡋࡓ࠾ࡾࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤෆ࠾࠸࡚⏝⪅ᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࢧ࣮
ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᡤㆤࡋ࡚ࡢෆᐜಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࡢෆᐜࢆ༊ศࡍ
ࡿࡇࡀᇶᮏⓗࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࡽࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚⏝⪅ࡽಖ㝤
⤥ࡣู㈝⏝ࢆᚩࡍࡿࡇࡣࠊᇶᮏⓗࡣ㐺ᙜ࡛࡞ࡃࠊ௬≉ู࡞ჾලࡸእ
㒊ᴗ⪅➼ࢆά⏝ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠶ࡃࡲ࡛㏻ᡤㆤࡋ࡚ᐇࡋࠊᚲせᛂ
ࡌ࡚ᐇ㈝➼ࢆ㏣ຍᚩࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ௨ୗࡢձ㹼մࡢಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᡤㆤ᫂☜༊ศࡍࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᴗ⪅ࡀ㸱㸬ࡢ㡯ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ㏻ᡤㆤࢆᥦ౪
୰ࡢ⏝⪅ᑐࡋࠊ㏻ᡤㆤࢆ୍᪦୰᩿ࡋࡓ࠺࠼࡛ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊࡑࡢ
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ᚋᘬࡁ⥆࠸࡚㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ձ ᴗᡤෆ࠾࠸࡚ࠊ⌮⨾ᐜࢧ࣮ࣅࢫཪࡣᗣデ᩿ࠊண㜵᥋✀ⱝࡋࡃࡣ᥇⾑
㸦௨ୗࠕᕠᅇデ➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⾜࠺ࡇ
ղ ⏝⪅ಶேࡢᕼᮃࡼࡾ㏻ᡤㆤᴗᡤࡽእฟࡍࡿ㝿ࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅ
ࢫࡋ࡚ಶูྠ⾜ᨭࢆ⾜࠺ࡇ
ͤ ᶵ⬟カ⦎ࡢ୍⎔ࡋ࡚㏻ᡤㆤィ⏬⨨࡙ࡅࡽࢀࡓእฟ௨እࠊ⏝
⪅ಶேࡢᕼᮃࡼࡾࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࠊಶู㏻ᡤㆤᴗᡤࡽ
ࡢእฟࢆᨭࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋእฟ୰ࡣࠊ⏝⪅ࡢᕼᮃᛂࡌࡓከᵝ࡞
ศ㔝ࡢάືཧຍࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ճ ≀㈍࣭⛣ື㈍ࡸࣞࣥࢱࣝࢧ࣮ࣅࢫ
մ ㈙࠸≀➼௦⾜ࢧ࣮ࣅࢫ

㸱㸬㏻ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪୰ࡢ⏝⪅ᑐࡋࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢྲྀ
ᢅ࠸
㸦㸯㸧ඹ㏻㡯
ձ ㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ᫂☜༊ศࡍࡿ᪉ἲ
࣭ ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᴗࡢ┠ⓗࠊ㐠Ⴀ᪉㔪ࠊ⏝ᩱ➼ࢆࠊᣦᐃ㏻ᡤㆤᴗ
ᡤࡢ㐠Ⴀつ⛬ࡣูᐃࡵࡿࡇ
࣭ ⏝⪅ᑐࡋ࡚ୖグࡢᴫせࡑࡢࡢ⏝⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㑅ᢥ㈨ࡍࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡿ㔜せ㡯ࢆグࡋࡓᩥ᭩ࢆࡶࡗ࡚ᑀㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊಖ㝤እࢧ࣮
ࣅࢫࡢෆᐜࠊᥦ౪㛫ࠊ⏝ᩱ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ࡢྠពࢆᚓࡿࡇ
࣭ ዎ⣙ࡢ⥾⤖๓ᚋࠊ⏝⪅ࡢᢸᙜࡢㆤᨭᑓ㛛ဨᑐࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ෆᐜࡸᥦ౪㛫➼ࢆሗ࿌ࡍࡿࡇࠋࡑࡢ㝿ࠊᙜヱㆤᨭᑓ㛛ဨࡣࠊᚲせ
ᛂࡌ࡚ᴗ⪅ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜࡸᥦ౪㛫➼ࡢಖ㝤እࢧ࣮ࣅ
ࢫ㛵ࡍࡿሗࢆᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫィ⏬㸦㐌㛫ࢧ࣮ࣅࢫィ⏬⾲㸧グ㍕ࡍࡿࡇ

࣭ ㏻ᡤㆤࡢ⏝ᩱࡣู㈝⏝ㄳồࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ㏻ᡤㆤࡢᴗࡢ
ィಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢィࢆ༊ศࡍࡿࡇ
࣭ ㏻ᡤㆤࡢᥦ౪㛫ࡢ⟬ᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㏻ᡤㆤࡢᥦ౪㛫ࡣಖ㝤
እࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㛫ࢆྵࡵࡎࠊࡘࠊࡑࡢ๓ᚋᥦ౪ࡋࡓ㏻ᡤㆤࡢᥦ
౪㛫ࢆྜ⟬ࡋࠊ㸯ᅇࡢ㏻ᡤㆤࡢᥦ౪ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ
ղ ⏝⪅ಖㆤࡢほⅬࡽࡢ␃ព㡯
࣭ ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢ⫋ဨ௨እࡀಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣࠊ⏝
⪅ࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊᙜヱᥦ౪యࡢ㛫࡛ࠊᨾⓎ⏕࠾ࡅ
ࡿᑐᛂ᪉ἲࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ
࣭ ᥦ౪ࡋࡓಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿ⏝⪅➼ࡽࡢⱞᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ
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ⱞࢆཷࡅࡅࡿ❆ཱྀࡢタ⨨➼ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊᣦᐃ㏻ᡤ
ㆤᴗ⪅ࡣࠊ㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡍࡿᴗ⪅ࡢ㈐ົࡋ࡚ࠊ㏻ᡤㆤಀࡿ
ⱞᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆ᪤ㅮࡌ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᙜヱᥐ⨨ࢆಖ㝤እ
ࢧ࣮ࣅࢫά⏝ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ㏻ᡤㆤᴗ⪅ࡣࠊ⏝⪅ᑐࡋ࡚≉ᐃࡢᴗ⪅ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝
ࡉࡏࡿࡇࡢᑐൾࡋ࡚ࠊᙜヱᴗ⪅ࡽ㔠ရࡑࡢࡢ㈈⏘ୖࡢ┈ࢆ
ཷࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ

㸦㸰㸧ᴗᡤෆ࠾࠸࡚ࠊᕠᅇデ➼ࡢಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ሙྜ
་⒪ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➼ࡢ㛵ಀἲつࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤෆ࠾࠸࡚ᕠᅇデ➼ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠕ་⒪ᶵ㛵እࡢሙ
ᡤ࡛⾜࠺ᗣデ᩿ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥་ᨻⓎ  ➨ 
ྕ㸧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊ㙀⅍ࡸᰂ㐨ᩚ➼ࡢ⾡ࢆ⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁࡎࠊ↓㈨᱁⪅ࡼࡿ࣐ࢵ
ࢧ࣮ࢪࡢᥦ౪ࡣ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸱㸧⏝⪅ಶேࡢᕼᮃࡼࡾ㏻ᡤㆤᴗᡤࡽእฟࡍࡿ㝿ࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫ
ࡋ࡚ಶูྠ⾜ᨭࢆ⾜࠺ሙྜ
㏻ᡤㆤᴗᡤࡢ⫋ဨࡀྠ⾜ᨭ➼ࡢಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣࠊ
ᙜヱಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪せࡋࡓ㛫ࢆᙜヱ⫋ဨࡀ㏻ᡤㆤᚑࡍࡿ
㛫ࡣྵࡵ࡞࠸ࡇࡋࡓୖ࡛ࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢேဨ㓄⨨ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡇ
ࠋ
㐨㊰㐠㏦ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡸ་⒪ἲ➼ࡢ㛵ಀἲつࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇ
ࠋ࠼ࡤࠊ
࣭ ་⒪ᶵ㛵ࡢཷデྠ⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗣಖ㝤ἲ㸦ṇ  ᖺἲᚊ➨ 
ྕ㸧ཬࡧಖ㝤་⒪ᶵ㛵ཬࡧಖ㝤་⒪㣴ᢸᙜつ๎㸦  ᖺཌ⏕┬௧➨ 
ྕ㸧ࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⏝⪅ಶேࡢᕼᮃࡼࡾࠊಶู⾜
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⏝⪅ಶேࡢࢽ࣮ࢬࢃࡽࡎࠊ」ᩘࡢ⏝⪅ࢆ୍ᚊ
ࡲࡵ࡚ྠ⾜ᨭࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡣࠊ㐺ᙜ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ
࣭ ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢಖ᭷ࡍࡿ㌴୧ࢆ⏝ࡋ࡚⾜࠺㏦㏄ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᡤ
ㆤࡢ୍⎔ࡋ࡚⾜࠺ࠊᶵ⬟カ⦎➼ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⏝⪅ಶேࡢᕼᮃࡼࡾ᭷ൾ࡛ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ㝶ࡋ࡚㏦㏄ࢆ⾜࠺
ሙྜࡣࠊ㐨㊰㐠㏦ἲᇶ࡙ࡃチྍ࣭Ⓩ㘓ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸧≀㈍࣭⛣ື㈍ࡸࣞࣥࢱࣝࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ሙྜ
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⏝⪅ࡗ࡚せ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࢆ㜵ࡄほⅬࡽࠊ⏝⪅
ࡢ᪥ᖖ⏕άᚲせ࡞᪥⏝ရࡸ㣗ᩱရ࣭㣗ᮦ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠼ࡤ㧗㢠࡞ၟရࢆ㈍
ࡋࡼ࠺ࡍࡿሙྜࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵࡑࡢ᪨ࢆ⏝⪅ࡢᐙ᪘ࡸㆤᨭᑓ㛛
ဨᑐࡋ࡚㐃⤡ࡍࡿࡇࠋㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㧗㢠
࡞ၟရ➼ࡢ㈍ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࠋ

ࡲࡓࠊ㣗ရ⾨⏕ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➼ࡢ㛵ಀἲつࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊ㸰㸬ཬࡧ㸱㸬
㸦㸯㸧ࡽ㸦㸲㸧ࡲ࡛ࡢྲྀᢅ࠸ࡣ㸦ㆤண㜵㸧㏻ᡤࣜࣁࣅࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊᆅᇦᐦ╔ᆺ㏻ᡤㆤࠊ
㸦ㆤண㜵㸧ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤࡘ࠸࡚ࡶ
ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ

➨ᅄ ㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ఇ᪥ࡸኪ㛫➼ࠊᴗᡤࡢேဨࡸタഛࢆά⏝ࡋ࡚ࠊಖ
㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚
㸯㸬㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ఇ᪥ࡸኪ㛫➼ࠊᴗᡤࡢேဨࡸタഛࢆά⏝ࡋ࡚ࠊಖ
㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢྲྀᢅ࠸
ᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ➼ᇶ‽➨  ᮲➨㸱㡯࠾࠸࡚ࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢタഛࡣࠊᑓ
ࡽᙜヱᣦᐃ㏻ᡤㆤࡢᴗࡢ⏝౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⏝⪅ᑐ
ࡋᨭ㞀ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞
࠸ఇ᪥ࡸኪ㛫➼ࠊᴗᡤࡢேဨࡸタഛࢆά⏝ࡋ࡚ࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙ
ྜ࠾࠸࡚ࡶࠊ➨୕ࡢሙྜྠᵝࠊ㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ᫂☜༊ศࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊኪ㛫ཬࡧ῝ኪᐟἩࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏝⪅ಖㆤࡸࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࢆᢸಖࡍࡿほⅬࡽࠊ
ᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ➼ᇶ‽➨  ᮲➨㸲ྕཬࡧ
ࠕᣦ
ᐃ㏻ᡤㆤᴗᡤ➼ࡢタഛࢆ⏝ࡋኪ㛫ཬࡧ῝ኪᣦᐃ㏻ᡤㆤ➼௨እࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢᴗࡢேဨࠊタഛཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᣦ㔪ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ
㸲᭶  ᪥⪁Ⓨ  ➨㸯ྕ࣭⪁⪁Ⓨ  ➨㸯ྕ࣭⪁᥎Ⓨ  ➨㸯ྕ㸧࠾࠸
࡚ࠊࡑࡢᇶ‽ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ ୖグ࠾࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ㏻ᡤㆤᴗ⪅ࡣࠊᐟἩࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜࢆᙜヱᐟἩࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㛤ጞ
๓ᙜヱᣦᐃ㏻ᡤㆤᴗ⪅ಀࡿᣦᐃࢆ⾜ࡗࡓ㒔㐨ᗓ┴▱ࠊᣦᐃ㒔ᕷ
ཪࡣ୰᰾ᕷࡢᕷ㛗ᒆࡅฟࡿࡇ
࣭ ㏻ᡤㆤᴗ⪅ࡣᐟἩࢧ࣮ࣅࢫࡢᒆฟෆᐜಀࡿㆤࢧ࣮ࣅࢫሗࢆ㒔
㐨ᗓ┴ሗ࿌ࡋࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣㆤࢧ࣮ࣅࢫሗබ⾲ไᗘࢆά⏝ࡋᙜヱᐟἩ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜࢆබ⾲ࡍࡿࡇ
࣭ ᐟἩࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㛫ᖏࢆ㏻ࡌ࡚ࠊኪ⫋ဨࡋ࡚ㆤ⫋ဨཪࡣ┳ㆤ
⫋ဨࢆᖖ㸯ே௨ୖ☜ಖࡍࡿࡇ
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࣭ ᐟἩᐊࡢᗋ㠃✚ࡣࠊ㸯ᐊᙜࡓࡾ  ੍௨ୖࡍࡿࡇ
࣭ ᾘ㜵ἲࡑࡢࡢἲ௧➼つᐃࡉࢀࡓタഛࢆ☜ᐇタ⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡇ ➼

ୖグຍ࠼ࠊ㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ఇ᪥ࡸኪ㛫➼ࠊ㏻ᡤㆤ௨እࡢ┠ⓗ࡛
㏻ᡤㆤᴗᡤࡢேဨ࣭タഛࢆά⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊ㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ᫂☜
༊ศࡍࡿほⅬࡽࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿሗ㸦ᙜヱಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍ
ࡿᴗ⪅ྡࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㛫➼㸧ࢆグ㘓ࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢྲྀᢅ࠸ࡣ㸦ㆤண㜵㸧㏻ᡤࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊᆅᇦᐦ╔ᆺ㏻ᡤㆤࠊ
㸦ㆤண㜵㸧ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ఇ᪥ࡸኪ㛫➼ࠊᴗᡤࡢேဨࡸタഛࢆά⏝ࡋ࡚ࠊಖ
㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢ
㏻ᡤㆤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ఇ᪥ࡸኪ㛫➼ࠊᴗᡤࡢேဨࡸタഛࢆά⏝ࡋ࡚ࠊಖ
㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡋ࡚ࠊ࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ
ձ ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢタഛࢆࠊ㏻ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸㛫ᖏࠊᆅᇦ
ὶࡸఫẸྥࡅㄝ᫂➼ά⏝ࡍࡿࡇࠋ
ղ ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢேဨ࣭タഛࢆࠊ㏻ᡤㆤࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ኪ㛫ཬࡧ
῝ኪࠊᐟἩࢧ࣮ࣅࢫά⏝ࡍࡿࡇࠋ

➨ ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡢ᪉ᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍ
ࡿሙྜࡘ࠸࡚
㸯㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀᢅ࠸
ᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ➼ᇶ‽➨  ᮲➨㸱㡯࠾࠸࡚ࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢタഛࡣࠊᑓ
ࡽᙜヱᣦᐃ㏻ᡤㆤࡢᴗࡢ⏝౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⏝⪅ᑐ
ࡋᨭ㞀ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨୕ཬࡧ➨ᅄࡢሙྜྠ
ᵝࠊ㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ᫂☜༊ศࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㸬㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡢ᪉ᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
ሙྜࡢ
㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡢ᪉ᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍ
ࡿሙྜࡋ࡚ࠊ࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ձ ୧ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡀΰᅾࡍࡿሙྜ
㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚ࠊ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ࡑࢀ௨እࡢᆅᇦఫẸࡀΰᅾࡋ
࡚࠸ࡿ≧ἣୗ࡛ࠊయ᧯ᩍᐊ➼ࢆᐇࡍࡿࡇ
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ղ ㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡀΰᅾࡏࡎࠊ㏻ᡤㆤࡣูࡢ㛫ᖏࡸࠊ
ูࡢሙᡤ࣭ேဨࡼࡾࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜ
㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚ࠊ㏻ᡤㆤࡣูᐊ࡛ࠊ㏻ᡤㆤᚑࡍࡿ⫋ဨࡣ
ูࡢேဨࡀࠊᆅᇦఫẸྥࡅࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ

㸱㸬㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡢ᪉ᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
ሙྜࡢྲྀᢅ࠸
㸦㸯㸧ඹ㏻㡯
㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡢ᪉ᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪
ࡍࡿሙྜࡣࠊ㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ᫂☜༊ศࡍࡿࡓࡵࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫ
㛵ࡍࡿሗ㸦ᙜヱಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᴗ⪅ྡࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㛫➼㸧
ࢆグ㘓ࡍࡿࡇࠋ

㸦㸰㸧㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ᑐࡋ୍࡚యⓗࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ᥦ౪ࡍࡿሙྜ
㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚ࠊ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡀΰ
ᅾࡍࡿ≧ែ࡛㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᡤㆤ
ࡢ⏝⪅ᑐࡋᨭ㞀ࡀ࡞࠸ሙྜྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢁࠊලయⓗࡣࠊ㏻ᡤㆤᴗ
ᡤࡢேဨ࣭タഛࡢᇶ‽ࢆᢸಖࡍࡿほⅬࡽࠊ
ձ ྠ୍యⓗ⏝ࡍࡿ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡢྜ
ィᩘᑐࡋࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢேဨᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡼ࠺⫋ဨࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊࡘࠊ
ղ ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡢྜィᩘࡀࠊ㏻ᡤㆤᴗ
ᡤࡢ⏝ᐃဨࢆ㉸࠼࡞࠸
ሙྜࡣࠊ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡀΰᅾࡍࡿ≧ែ࡛㏻ᡤ
ㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㏻ᡤㆤᴗ⪅ࡣࠊᆅᇦఫẸࡀ㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ⾜
ཧຍࡍࡿ➼ࡢሙྜࠊձཬࡧղࡼࡽࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ᩘࢆᇶ
ࠊ㏻ᡤㆤᴗᡤࡢேဨᇶ‽ࡸᐃဨࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ

㸦㸱㸧㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡀΰᅾࡏࡎࠊ㏻ᡤㆤࡣูࡢ㛫ᖏ
ࡸࠊูࡢሙᡤ࣭ேဨࡼࡾࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜ
㏻ᡤㆤᴗᡤ࠾࠸࡚㏻ᡤㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡀΰᅾࡏࡎࠊ㏻
ᡤㆤࡣูࡢ㛫ᖏࡸࠊูࡢሙᡤ࣭ேဨࡼࡾಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ㏻ᡤㆤࡢ⏝⪅ᑐࡋᨭ㞀ࡀ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ
ࡽࠊ㸦㸰㸧ձཬࡧղᚑ࠺ᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
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࡞࠾ࠊ㸦㸯㸧ࡽ㸦㸱㸧ࡲ࡛ࡢྲྀᢅ࠸ࡣ㸦ㆤண㜵㸧㏻ᡤࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࠊᆅᇦᐦ╔ᆺ㏻ᡤㆤࠊ㸦ㆤண㜵㸧ㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ
࡛࠶ࡿࠋ

➨භ ༊ศᨭ⤥㝈ᗘ㢠ࢆ㉸㐣ࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅ᑐࡋࠊ㉸㐣ศࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜ
ࡘ࠸࡚
㸯㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀᢅ࠸
ᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ➼ᇶ‽➨  ᮲➨㸰㡯➼࠾࠸࡚ࠊἲᐃ௦⌮ཷ㡿ࢧ࣮ࣅࢫヱ
ᙜࡋ࡞࠸ᣦᐃࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࡓ㝿ࡑࡢ⏝⪅ࡽᨭᡶࢆཷࡅࡿ⏝ᩱࡢ㢠ࠊ
ᣦᐃࢧ࣮ࣅࢫಀࡿᒃᏯㆤࢧ࣮ࣅࢫ㈝⏝ᇶ‽㢠ࡢ㛫ࠊྜ⌮࡞ᕪ㢠ࡀ⏕ࡌ࡞
࠸ࡼ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋㆤಖ㝤ไᗘࡣࠊ㧗㱋⪅ࡀᑛཝࢆಖ
ᣢࡋࠊࡑࡢ᭷ࡍࡿ⬟ຊᛂࡌࡓ᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊㆤᨭᑓ㛛ဨࡣࠊ༊ศᨭ⤥㝈ᗘ㢠ࢆ㉸
㐣ࡍࡿᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫィ⏬ࢆసᡂࡋࡼ࠺ࡍࡿሙྜࡣࠊ⏝⪅ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸ⨨
ࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ➼ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ࠺ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺ➼ࢆ㏻ࡌ༑
ศ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰㸬༊ศᨭ⤥㝈ᗘ㢠ࢆ㉸㐣ࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅ᑐࡋࠊ㉸㐣ศࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜ
ࡢྲྀᢅ࠸
༊ศᨭ⤥㝈ᗘ㢠ࢆ㉸࠼࡚࡞࠾ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫྠ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙ
ྜࠊࡑࡢ౯᱁ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡀㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫྠ➼࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫ࠾࠸࡚ᴗ⪅ᨭᡶࢃࢀࡿ㈝⏝㢠ྠỈ‽ࡍࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⏝⪅➼ᑐࡋࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐪࠸
ࢆᩥ᭩ࡼࡗ࡚ᑀㄝ᫂ࡋࠊྠពࢆᚓࡿࡇࡼࡾࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫ࠾࠸࡚
ᴗ⪅ᨭᡶࢃࢀࡿ㈝⏝㢠ࡣูࡢ౯᱁タᐃࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

➨ ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚
ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࠶ࡓࡾྲྀᚓࡋࡓಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேሗࡢ
ಖㆤ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ཬࡧࠕ་⒪࣭ㆤ㛵ಀᴗ⪅࠾ࡅࡿಶ
ேሗࡢ㐺ษ࡞ྲྀᢅ࠸ࡢࡓࡵࡢ࢞ࢲࣥࢫࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ಶ➨  ྕ࣭་
ᨻⓎ  ➨  ྕ࣭⸆⏕Ⓨ  ➨  ྕ࣭⪁Ⓨ  ➨  ྕಶேሗಖㆤጤဨົᒁ
㛗ࠊཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ㛗ࠊ་⸆࣭⏕ά⾨⏕ᒁ㛗ཬࡧ⪁ᒁ㛗㐃ྡ㏻▱ู⣬ࠋ௨ୗࠕ࢞
ࢲࣥࢫࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࠶ࡓࡾ⏝⪅ࡽྲྀᚓࡋࡓಶேሗࢆࠊಖ㝤እࢧ
࣮ࣅࢫࡢᥦ౪⏝ࡍࡿࡣࠊྲྀᚓ㝿ࡋ࠶ࡽࡌࡵࠊࡑࡢ⏝┠ⓗࢆබ⾲ࡍࡿ➼ࡢ
ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ␃ពࡉࢀࡓ࠸ࠋ
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ู࠙ῧࠚ



ົ

㐃

⤡

ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸷᭶㸰㸶᪥

ྛᆅ᪉㐠㍺ᒁ⮬ື㌴㏻㒊㛗
Ἀ⦖⥲ྜົᒁ㐠㍺㒊㛗

Ẋ

⮬ື㌴ᒁ᪑ᐈㄢ㛗

㏻ᡤㆤ➼ಀࡿ㏦㏄㛵ࡍࡿ㐨㊰㐠㏦ἲୖࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚
つไᨵ㠉ᐇィ⏬㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࠾࠸࡚ࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫಖ
㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᰂ㌾࡞⤌ྜࡏࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊࠕ㏻ᡤㆤ࠾ࡅ
ࡿࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᰂ㌾࡞⤌ྜࡏಀࡿ࣮ࣝࣝࡢᩚഛࠖ➼
ࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉⮬యࡸㆤᴗ⪅ࡗ࡚ศࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺ࠊཌ⏕ປാ┬࠾
࠸࡚ࠊ୍ぴᛶࡸ᫂☜ᛶࢆᣢࡓࡏࡓ㏻▱ࢆⓎฟࡋࠊ࿘▱ࢆᅗࡿࡇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓࠊᅜᅵ㏻┬࠾࠸࡚ࠊࠕᴗᡤࡢ㏦㏄ࡢ๓ᚋཪࡣ㏦㏄୍యⓗ࡞ಖ㝤እࢧ࣮
ࣅࢫࡢᥦ౪ಀࡿ㛵ಀἲ௧ࡢゎ㔘ࡢ᫂☜ࠖࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ⤖ㄽࢆᚓࡿࡉࢀࡓ
ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊඛ⯡㏻▱ࡋࡓࠕ㐨㊰㐠㏦ἲࡢチྍཪࡣⓏ㘓ࢆせࡋ࡞࠸㐠㏦ࡢែᵝࡘ
࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸱᭶㸱㸮᪥ࡅᅜ⮬᪑➨㸱㸱㸶ྕ㸧㸯㸬㸦㸲㸧࠙ලయղࠚࡘ
࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾྲྀᢅ࠸ࢆ᫂☜ࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ᪨▱ࡍࡿࡶࠊ⮬యཬ
ࡧ㏻ᡤㆤᴗᡤ➼ࡽࡢ┦ㄯ➼ᑐࡋ㐺ษᑐᛂࡉࢀࡓ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊཌ⏕ປാ┬⪁ᒁࡼࡾࠕㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ
࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸷᭶㸰㸶᪥ࡅࠊ⪁᥎Ⓨ➨㸯
ྕࠊ⪁㧗Ⓨ➨㸯ྕࠊ⪁Ⓨ➨㸯ྕࠊ⪁⪁Ⓨ➨㸯ྕ㸧㸦ูῧ㸧ࡀⓎฟࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊేࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
グ
㸯㸬㏻ᡤㆤᴗ⪅➼ࡀࠊ㏻ᡤㆤ➼ࡢ⏝ࢆ┠ⓗࡍࡿ㏦㏄ేࡏ࡚ࠊ⏝⪅
ࡽࡢ౫㢗ᛂࡌ࡚ࢫ࣮ࣃ࣮ࡸ㝔࠾ࡅࡿᨭ㸦௨ୗࠕ㈙≀➼ᨭࠖ࠸࠺ࠋ㸧
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ࢆಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚⾜࠺ሙྜࡣࠊ௨ୗձཬࡧղヱᙜࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㈙≀
➼ᨭࡢ⏝⪅㈇ᢸ㐠㏦ࡢᑐ౯ࡀྵࡲࢀ࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ㐨
㊰㐠㏦ἲࡢチྍཪࡣⓏ㘓ࢆせࡋ࡞࠸ࠋ
ձ㏦㏄ࡢ㏵୰࡛ࠊ㏦㏄ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊၟᗑ➼❧ࡕᐤࡿሙྜ࡛࠶ࡿࡇ㸦ၟᗑ➼
❧ࡕᐤࡽ࡞࠸㏦㏄ࡢሙྜ㏻ᖖ㑅ᢥࡉࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ୍⯡ⓗ࡞⤒㊰ࢆ㐓⬺
ࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ㸧
ղ௨ୗࡢࡍ࡚ヱᙜࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㈙≀➼ᨭࡀ㏦㏄ࡣ⊂❧ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ
࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ
࣭㈙≀➼ᨭ࠾ࡅࡿ⏝⪅㈇ᢸࡣࠊᙜヱᨭࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡢࡳⓎ⏕ࡍࡿ
ࡇ
࣭㈙≀➼ᨭࢆ⏝ࡍࡿྰࡣࠊ⏝⪅ࡀ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࣭㈙≀➼ᨭࡢ⏝⪅㈇ᢸࡘ࠸࡚ࠊ⛣ືࡍࡿ㊥㞳ࡸ㛫➼࡛ᕪࢆタࡅ࡚࠸࡞
࠸ࡇ
㸰㸬ୖグࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡈᩚ⌮ࡍࡿࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧㏦㏄ࡢ㏵୰࡛㈙≀➼ᨭࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜ㸦௨ୗࠕ㏻ᖖࡢ㏦㏄ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ձㆤሗ㓘ࡣู㏦㏄ࡢᑐ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿሙྜ
࣭㏦㏄ࡀ⊂❧ࡋࡓ㸯ࡘࡢᴗࡳ࡞ࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ղㆤሗ㓘ࡣู㏦㏄ࡢᑐ౯ࢆᚓ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸦㏦㏄ࡢᑐ౯ࡀㆤሗ㓘ໟ
ᣓࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸧
࣭㏦㏄ࡣ⮬ᕫࡢ⏕ᴗᐦ᥋ྍศ࡞㍺㏦ゎࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࢆせࡋ࡞࠸ࠋ
㸦㸰㸧㏦㏄ࡢ㏵୰࡛㈙≀➼ᨭࢆ⾜࠺ሙྜ
ձ㏻ᖖࡢ㏦㏄ࡢሙྜ㏻ᖖ㑅ᢥࡉࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ୍⯡ⓗ࡞⤒㊰ࢆ㐓⬺ࡋ࡞࠸
ሙྜ


㈙≀➼ᨭࢆ↓ൾ࡛⾜࠺㸦ᑐ౯ࢆᚓ࡚࠸࡞࠸㸧ሙྜ
࣭㏦㏄ࡣ⮬ᕫࡢ⏕ᴗᐦ᥋ྍศ࡞㍺㏦ゎࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࢆせࡋ
࡞࠸ࠋ



㈙≀➼ᨭࡢᑐ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿሙྜ
D

㈙≀➼ᨭࡀ㏦㏄ࡣ⊂❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏦㏄ࡢᑐ౯ࢆᚓ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸦ୖ
グ㸯㸬ղヱᙜࡍࡿሙྜ㸧
࣭㏦㏄ࡣ⮬ᕫࡢ⏕ᴗᐦ᥋ྍศ࡞㍺㏦ゎࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࢆせࡋ
࡞࠸ࠋ

E

㈙≀➼ᨭࡀ㏦㏄ࡣ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ሙྜ㸦ୖグ㸯㸬ղ
ヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜ㸧
࣭ㆤሗ㓘ࡣู㏦㏄ࡢᑐ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡳ࡞ࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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ղ㏻ᖖࡢ㏦㏄ࡢሙྜ㏻ᖖ㑅ᢥࡉࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ୍⯡ⓗ࡞⤒㊰ࢆ㐓⬺ࡍࡿሙ
ྜ
࣭㏦㏄ࡀ⊂❧ࡋࡓ㸯ࡘࡢᴗࡳ࡞ࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧㏻ᡤㆤ➼ࢆᥦ౪୰ࡢ⏝⪅ᑐࡋࠊእฟᨭࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜ
ձᶵ⬟カ⦎ࡢ୍⎔ࡋ࡚㏻ᡤㆤィ⏬⨨࡙ࡅࡽࢀࡓእฟᨭࡢሙྜ
࣭⮬ᕫࡢ⏕ᴗᐦ᥋ྍศ࡞㍺㏦ゎࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࢆせࡋ࡞࠸ࠋ
ղ⏝⪅ಶேࡢᕼᮃࡼࡾࠊಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࠊಶู㏻ᡤㆤᴗᡤ
ࡽࡢእฟࢆᨭࡍࡿሙྜ


ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࢆ↓ൾ࡛⾜࠺ሙྜ
࣭㏦㏄ࡣ↓ൾࡼࡿ㐠㏦ゎࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࢆせࡋ࡞࠸ࠋ



ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿሙྜ
࣭㏦㏄ࡀ⊂❧ࡋࡓ㸯ࡘࡢᴗࡳ࡞ࡉࢀࠊチྍཪࡣⓏ㘓ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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⪁⪁Ⓨ  ➨㸲ྕ
௧㸱ᖺ㸱᭶  ᪥

ྛ㒔㐨ᗓ┴ㆤಖ㝤⟶㒊㸦ᒁ㸧㛗 Ẋ

ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢ㛗
㸦

බ

༳

┬

␎

㸧



⛉Ꮫⓗㆤሗࢩࢫࢸ࣒㸦㹊㹇㹄㹃㸧㛵㐃ຍ⟬㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉୪ࡧ
ົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸࡚


⛉Ꮫⓗㆤሗࢩࢫࢸ࣒㛵㐃ࡍࡿྛຍ⟬ࡢ⟬ᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮
ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦ゼၥ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࠊᒃᏯ⒪㣴⟶⌮ᣦ
ᑟཬࡧ⚟♴⏝ල㈚ಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃᒃᏯㆤᨭせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬
ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶㸯᪥
⪁➨  ྕࠋ௨ୗࠕゼၥ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫ㏻▱ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࠊ
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫせ
ࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦▷ᮇධᡤࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ≉ᐃタධᒃ⪅⏕ά
ㆤಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃタࢧ࣮ࣅࢫ➼せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ
‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶㸶᪥⪁➨  ྕ㸧ࠊ
ࠕᣦᐃㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇ
ୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥⪁ィⓎ➨  ྕࠊ⪁Ⓨ➨
 ྕࠊ⪁⪁Ⓨ➨  ྕ㸧ࠊ
ࠕᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠
ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ཬࡧᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ
⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ 
᪥⪁ィⓎ➨  ྕࠊ⪁Ⓨ➨  ྕࠊ⪁⪁Ⓨ➨  ྕ㸧ཬࡧࠕ≉ู
デ⒪㈝ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿ␃ព㡯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥⪁⪁Ⓨ  ➨
㸰ྕ㸧࠾࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ⯡ࠊᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉୪ࡧົฎ
⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࢆୗグࡢ࠾ࡾ࠾♧ࡋࡍࡿࡢ࡛ࠊᚚ▱ࡢୖࠊྛ㒔㐨ᗓ┴࠾
ࢀ࡚ࡣࠊ⟶ෆᕷ⏫ᮧࠊ㛵ಀᅋయࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ࡑࡢ࿘▱ᚭᗏࢆᅗࡿࡶࠊ
ࡑࡢྲྀᢅ࠸ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㑇₃࡞ࡁࡼ࠺ᮇࡉࢀࡓ࠸ࠋ

グ

➨㸯 ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉
1
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㸯 ⛉Ꮫⓗㆤሗࢩࢫࢸ࣒㸦㹊㹇㹄㹃㸧ࡘ࠸࡚
ཌ⏕ປാ┬࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㏻ᡤ࣭ゼၥࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱ
㞟ࢩࢫࢸ࣒㸦௨ୗࠕ㹔㹇㹑㹇㹒ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㐠⏝ࡋࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ
࣐ࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ά⏝ࡉࢀࡿࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥィ⏬᭩➼ࡢሗࢆ㞟ࡍ
ࡿࡶࠊ௧㸰ᖺ㸳᭶ࡽ㧗㱋⪅ࡢ≧ែࡸࢣࡢෆᐜ➼ࢹ࣮ࢱ㞟ࢩ
ࢫࢸ࣒㸦௨ୗࠕ㹁㹆㸿㹑㹃ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㐠⏝ࡋࠊ⏝⪅ཪࡣධᡤ⪅㸦௨ୗ
ࠕ⏝⪅➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸᥦ౪ࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼㛵ࡍࡿሗ
ࢆ㞟ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
௧㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾࠊ㹔㹇㹑㹇㹒ཬࡧ㹁㹆㸿㹑㹃ࡢ୍యⓗ࡞㐠⏝ࢆ㛤
ጞࡍࡿࡶࠊ⛉Ꮫⓗㆤࡢ⌮ゎᾐ㏱ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊྡ⛠ࢆࠕ⛉Ꮫⓗ
ㆤሗࢩࢫࢸ࣒㸦/RQJWHUPFDUH,QIRUPDWLRQV\VWHP)RU(YLGHQFH㸧ࠖ
㸦௨ୗࠕ㹊㹇㹄㹃ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ㹊㹇㹄㹃ࡢ⏝⏦
ㄳᡭ⥆➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ
ࠕ⛉Ꮫⓗㆤሗࢩࢫࢸ࣒㸦㹊㹇㹄㹃㸧ࠖࡢά⏝➼
ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦௧㸱ᖺ㸰᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬⪁ᒁ⪁ேಖㄢົ㐃⤡㸧ࢆཧ↷
ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
㹓㹐㹊㸸KWWSVZZZPKOZJRMSVWIVKLQJLBKWPO

㸰 㹊㹇㹄㹃ࢆ⏝࠸ࡓ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࡢ᥎㐍ཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࡘ
࠸࡚
௧㸱ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃ࠾࠸࡚ࠊ⛉Ꮫⓗຠᯝࡀࡅࡽࢀࡓ⮬❧ᨭ
࣭㔜ᗘ㜵Ṇ㈨ࡍࡿ㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗࡋࠊ㹊㹇㹄㹃
ࢆ⏝࠸ࡓ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࡢ᥎㐍ཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿྲྀ⤌ࢆ᥎
㐍ࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋ
㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࡣࠊ⏝⪅➼ࡢ≧ែᛂࡌࡓࢣィ⏬➼ࡢసᡂ
㸦3ODQ㸧ࠊᙜヱィ⏬➼ᇶ࡙ࡃࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸦'R㸧ࠊᙜヱᥦ౪ෆᐜࡢホ౯
㸦&KHFN㸧
ࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᙜヱィ⏬➼ࡢぢ┤ࡋ࣭ᨵၿ㸦$FWLRQ㸧ࡢ
୍㐃ࡢࢧࢡࣝࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࡢᵓ⠏ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࡘ࡞ࡆࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝἢࡗࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛సᡂࡉࢀࡓࠊࢣィ⏬➼ࡢ
ሗࢆ㹊㹇㹄㹃ᥦฟࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏝⪅➼༢ཪࡣᴗᡤ࣭タ༢࡛ゎ
ᯒࡉࢀࡓ⤖ᯝࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵ
ࢡሗࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏝⪅➼ࡢ≧ែࡸࢣࡢᐇ⦼ࡢኚ➼ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓࢣィ⏬➼ࡢぢ┤ࡋ࣭ᨵၿࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢ୍ᒙ
ࡢྥୖࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢほⅬࡽࠊ➨㸰つᐃࡍࡿྛຍ⟬ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦ
2
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ฟཬࡧࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡሗࢆά⏝ࡋࡓ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࡢ᥎㐍ཬࡧࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆồࡵࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➨㸰 㹊㹇㹄㹃㛵㐃ࡍࡿຍ⟬
㸯 ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬
օ ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࠊᒃఫࢧ࣮ࣅࢫཬࡧከᶵ⬟ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗㆤ
᥎㐍యไຍ⟬
 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
⏝⪅ࡈࠊ
㸦㸧ࡽ㸦࢚㸧ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦ
ฟࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊሗࢆᥦฟࡍࡁ᭶ࡘ࠸࡚ሗࡢᥦฟࢆ⾜࠼࡞࠸
ᐇࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊ┤ࡕゼၥ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫ㏻▱➨㸯ࡢ㸳ࡢᒆฟࢆᥦ
ฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᐇࡀ⏕ࡌࡓ᭶ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศࡽሗࡢᥦ
ฟࡀ⾜ࢃࢀࡓ᭶ࡢ๓᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ဨࡘ࠸࡚ᮏຍ⟬
ࢆ⟬ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ㸦࠼ࡤࠊ㸲᭶ࡢሗࢆ㸳᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࢆ⾜
࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊ┤ࡕᒆฟࡢᥦฟࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㸲᭶ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศ
ࡽ⟬ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ
㸧ࠋ
㸦㸧 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ⏝⪅㸦௨ୗࠕ᪤⏝⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ
⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶
㸦㸧 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶ࡢ⩣᭶௨㝆ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓ⏝⪅㸦௨ୗࠕ᪂つ⏝⪅ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᙜヱࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
㸦࢘㸧 㸦㸧ཪࡣ㸦㸧ࡢ᭶ࡢࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸴᭶ࡈ
㸦࢚㸧 ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆ⤊ࡍࡿ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
ᴗᡤࡢ࡚ࡢ⏝⪅ࡘ࠸࡚ࠊู⣬ᵝᘧ㸯㸦⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍㛵ࡍ
ࡿホ౯㸦㏻ᡤ࣭ᒃఫࢧ࣮ࣅࢫ㸧㸧࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖ
ࠊ
ࠕ๓ᅇホ౯᪥ࠖࠊ
ࠕ㞀
ᐖ㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘཬࡧㄆ▱㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘࠖࠊࠕ⥲
ㄽ㸦㸿㹂㹊ཬࡧᅾᏯᖐࡢ᭷↓➼㝈ࡿࠋ㸧ࠖࠊ
ࠕཱྀ⭍࣭ᰤ㣴ࠖཬࡧࠕㄆ▱
㸦ᚲ㡲㡯┠㝈ࡿࠋ
㸧ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖
ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ
ࠕ⥲ㄽ㸦᪤ Ṕࠊ᭹⸆ሗཬࡧྠᒃᐙ
᪘➼㝈ࡿࠋ㸧
ࠖཬࡧࠕㄆ▱㸦௵ព㡯┠㝈ࡿࠋ
㸧
ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇࠋ࡞࠾ࠊࣇ࣮
ࢻࣂࢵࢡࡘ࠸࡚ࡣᚲ㡲ሗ௨እࡶྵࡵᥦฟࡉࢀࡓሗᇶ࡙ࡁᐇ
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊᥦฟሗࡣࠊ⏝⪅ࡈࠊ௨ୗࡢⅬ࠾ࡅࡿሗࡍࡿࡇ
3
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ࠋ
࣭ 㸦㸧ಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱ⟬ᐃ㛤ጞ࠾ࡅࡿሗ
࣭ 㸦㸧ಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㛤ጞ࠾ࡅࡿ
ሗ
࣭ 㸦࢘㸧ಀࡿᥦฟሗࡣࠊ๓ᅇᥦฟ௨㝆ࡢሗ
࣭ 㸦࢚㸧ಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⤊࠾ࡅࡿ
ሗ
ֆ ᆅᇦᐦ╔ᆺㆤ⪁ே⚟♴タධᡤ⪅⏕άㆤཬࡧㆤ⪁ே⚟♴タ
࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ Ϩ ཬࡧ ϩ 
 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࠊᒃఫࢧ࣮ࣅࢫཬࡧከᶵ⬟ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗ
ㆤ᥎㐍యไຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊօࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ Ϩ ࡘ࠸࡚ࡣࠊタ࠾ࡅࡿධᡤ⪅ဨ
ࡘ࠸࡚ࠊู⣬ᵝᘧ㸰㸦⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍㛵ࡍࡿホ౯㸦タࢧ࣮ࣅࢫ㸧
㸧
࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖ
ࠊ
ࠕ๓ᅇホ౯᪥ࠖࠊ
ࠕ㞀ᐖ㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘཪࡣㄆ
▱㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘࠖ
ࠊ
ࠕ⥲ㄽ㸦㸿㹂㹊ཬࡧᅾᏯᖐࡢ᭷↓➼
㝈ࡿࠋ
㸧ࠖ
ࠊ
ࠕཱྀ⭍࣭ᰤ㣴ࠖཬࡧࠕㄆ▱㸦ᚲ㡲㡯┠㝈ࡿࠋ㸧
ࠖࡢྛ㡯┠
ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ
ࠕ⥲
ㄽ㸦᪤ Ṕࠊ᭹⸆ሗཬࡧྠᒃᐙ᪘➼㝈ࡿ㸧ࠖཬࡧࠕㄆ▱㸦௵ព㡯
┠㝈ࡿࠋ㸧
ࠖಀࡿሗࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࡀᮃࡲ
ࡋ࠸ࡇࠋ
⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ ϩ ࡘ࠸࡚ࡣࠊタ࠾ࡅࡿධᡤ⪅ဨ
ࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ Ϩ ࡛ᚲ㡲ࡉࢀࡿሗຍ࠼ࠊ
ࠕ⥲ㄽ㸦᪤ Ṕཬࡧྠᒃᐙ᪘➼㝈ࡿࠋ
㸧ࠖಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸
ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊࠕ⥲ㄽ㸦᭹⸆ሗ㝈ࡿࠋ㸧ࠖ
ཬࡧࠕㄆ▱㸦௵ព㡯┠㝈ࡿࠋ
㸧
ࠖಀࡿሗࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲせᛂࡌ
࡚ᥦฟࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇࠋ
࡞࠾ࠊࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡘ࠸࡚ࡣᚲ㡲ሗ௨እࡶྵࡵᥦฟࡉࢀࡓ
ሗᇶ࡙ࡁᐇࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
ࡲࡓࠊᥦฟሗࡢⅬࡣࠊ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࠊᒃఫࢧ࣮ࣅࢫཬࡧከᶵ⬟ࢧ
࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊօᚋẁ
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
և ㆤ⪁ேಖタཬࡧㆤ་⒪㝔࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬
Ϩ ཬࡧ ϩ 
 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
4
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㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࠊᒃఫࢧ࣮ࣅࢫཬࡧከᶵ⬟ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗ
ㆤ᥎㐍యไຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊօࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ Ϩ ࡘ࠸࡚ࡣࠊタ࠾ࡅࡿධᡤ⪅ဨ
ࡘ࠸࡚ࠊู⣬ᵝᘧ㸰㸦⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍㛵ࡍࡿホ౯㸦タࢧ࣮ࣅࢫ㸧
㸧
࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖ
ࠊ
ࠕ๓ᅇホ౯᪥ࠖࠊ
ࠕ㞀ᐖ㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘཪࡣㄆ
▱㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘࠖ
ࠊ
ࠕ⥲ㄽ㸦㸿㹂㹊ཬࡧᅾᏯᖐࡢ᭷↓➼
㝈ࡿࠋ
㸧ࠖ
ࠊ
ࠕཱྀ⭍࣭ᰤ㣴ࠖཬࡧࠕㄆ▱㸦ᚲ㡲㡯┠㝈ࡿࠋ㸧
ࠖࡢྛ㡯┠
ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ
ࠕ⥲
ㄽ㸦᪤ Ṕࠊ᭹⸆ሗཬࡧྠᒃᐙ᪘➼㝈ࡿࠋ
㸧ࠖཬࡧࠕㄆ▱㸦௵ព㡯
┠㝈ࡿࠋ㸧
ࠖಀࡿሗࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࡀᮃࡲ
ࡋ࠸ࡇࠋ
⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ ϩ ࡘ࠸࡚ࡣࠊタ࠾ࡅࡿධᡤ⪅ဨ
ࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ Ϩ ࡛ᚲ㡲ࡉࢀࡿሗຍ࠼ࠊ
ࠕ⥲ㄽ㸦᪤ Ṕࠊ᭹⸆ሗཬࡧྠᒃᐙ᪘➼㝈ࡿࠋ
㸧
ࠖಀࡿሗࢆࠊࡸ
ࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ
ࠕㄆ▱㸦௵ព㡯
┠㝈ࡿࠋ㸧
ࠖಀࡿሗࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࡀᮃࡲ
ࡋ࠸ࡇࠋ
࡞࠾ࠊᥦฟሗࡢⅬࡣࠊ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫࠊᒃఫࢧ࣮ࣅࢫཬࡧከᶵ⬟ࢧ
࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗㆤ᥎㐍యไຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊօᚋẁ
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ֈ ⊰ணᮇ㛫ࡢタᐃࡘ࠸࡚
௧㸱ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊ㹊㹇㹄㹃ᑐᛂࡋࡓㆤグ㘓ࢩࢫࢸ࣒➼ࢆᑟ
ධࡍࡿࡓࡵ㛫ࢆせࡍࡿ➼ࡢࡢ࠶ࡿᴗᡤ࣭タࡘ࠸࡚ࡣࠊօࠊ
ֆཬࡧևࡢつᐃࢃࡽࡎࠊ୍ᐃࡢ⤒㐣ᥐ⨨ࢆタࡅࡿࡇࡍࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ
࣭ ௧㸱ᖺ㸲᭶ࡽྠᖺ㸷᭶ᮎ᪥ࡲ࡛ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡍࡿሙྜ
ࡣࠊ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶ࡢ㸳᭶ᚋࡢ᭶
ཪࡣࠊ
࣭ ௧㸱ᖺ  ᭶ࡽ௧㸲ᖺ㸰᭶ᮎ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞ
ࡍࡿሙྜࡣࠊ௧㸲ᖺ㸱᭶
ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿ⊰ணᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇࡋࠊ
ᙜヱ⊰ணࡢ㐺⏝ࢆᚲせࡍࡿ⌮⏤ཬࡧᥦฟணᐃᮇ➼ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔィ⏬
ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ⊰ணᥐ⨨ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ࡛ࡁࡿࡶࡢ
ࡍࡿ㸦ᮏィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣦᐃᶒ⪅ࡢᒆฟࡲ࡛ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ồࡵࡽࢀࡓሙྜࡣ㏿ࡸᥦฟࡍࡿࡇ㸧ࠋ࡞࠾ࠊ⊰ணᮇ㛫⤊ᚋࠊ
5
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ሗᥦฟࢆ⾜࠺ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊօࠊֆཬࡧևつᐃࡍࡿⅬ࠾ࡅࡿ
ሗࡢᥦฟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠋࡲࡓࠊ⊰ணᮇ㛫ࡢ⤊ᮇࢆᚅࡓࡎࠊྍ⬟
࡞㝈ࡾ᪩ᮇօࠊֆཬࡧևࡢつᐃᚑ࠸ᥦฟࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸
ࡇࠋ
࡞࠾ࠊᥦฟࡍࡁሗࢆ⊰ணᮇ㛫⤊᪥ࡲ࡛ᥦฟࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊ
⟬ᐃࡋࡓᙜヱຍ⟬ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐳ࡾ㐣ㄗㄳồࢆ⾜࠺ࡇࠋ

㸰 ಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ 
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
⏝⪅ࡈࠊࡽ࢘ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇ
ࠋ
 ᪂つಶูᶵ⬟カ⦎ィ⏬ࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
 ಶูᶵ⬟カ⦎ィ⏬ࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
࢘ ཪࡣࡢࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸱᭶㸯ᅇ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥಶูᶵ⬟カ⦎ࠊᰤ㣴⟶⌮ཬࡧཱྀ⭍⟶⌮ࡢᐇ
㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉୪ࡧົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸
࡚ࠖ
㸦௧㸱ᖺ㸱᭶  ᪥⪁Ⓨ  ➨㸱ྕࠊ⪁⪁Ⓨ  ➨㸰ྕ㸧ู
⣬ᵝᘧ㸱㸫㸱㸦ಶูᶵ⬟カ⦎ィ⏬᭩㸧࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖ
ࠊ
ࠕ⫋✀ࠖ
ࠊ
ࠕ㸿㹂
㹊ࠖ
ࠊ
ࠕ㹇㸿㹂㹊ࠖཬࡧࠕ㉳ᒃືసࠖ୪ࡧู⣬ᵝᘧ㸱࠶ࡿࠕసᡂ᪥ࠖ
ࠊ
ࠕ๓ᅇసᡂ᪥ࠖ
ࠊ
ࠕึᅇసᡂ᪥ࠖ
ࠊ
ࠕ㞀ᐖ㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘཪࡣㄆ▱
㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘࠖ
ࠊ
ࠕᗣ≧ែ࣭⤒㐣㸦ྡཬࡧྜేᝈ࣭ࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝ≧ែ㝈ࡿࠋ
㸧ࠖ
ࠊ
ࠕಶูᶵ⬟カ⦎ࡢ┠ᶆࠖཬࡧࠕಶูᶵ⬟カ⦎
㡯┠㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࠊ␃ពⅬࠊ㢖ᗘཬࡧ㛫㝈ࡿࠋ㸧
ࠖࡢྛ㡯┠ಀ
ࡿሗࢆࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ᥦฟሗࡣࠊ௨ୗࡢⅬ࠾ࡅࡿሗࡍࡿࡇࠋ
࣭ օཬࡧಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱሗࡢసᡂཪࡣኚ᭦࠾ࡅࡿ
ሗ
࣭ օ࢘ಀࡿᥦฟሗࡣࠊ๓ᅇᥦฟ௨㝆ࡢሗ

㸱 㸿㹂㹊⥔ᣢ➼ຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
⏝⪅➼ࡈࠊホ౯ᑐ㇟⏝㛤ጞ᭶ཬࡧホ౯ᑐ㇟⏝㛤ጞ᭶ࡢ⩣᭶
ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸴᭶┠ࡢ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
࡞࠾ࠊሗࢆᥦฟࡍࡁ᭶࠾࠸࡚ࡢሗࡢᥦฟࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ᐇ
ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ┤ࡕゼၥ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫ㏻▱➨㸯ࡢ㸳ࡢᒆฟࢆᥦฟࡋ
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࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
ᴗᡤ࣭タ࠾ࡅࡿ⏝⪅➼ဨࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅➼ࡢ㸿㹂㹊್㸦ཌ
⏕ປാ⮧ࡀᐃࡵࡿᇶ‽㸦ᖹᡂ  ᖺཌ⏕ປാ┬࿌♧➨  ྕ㸧➨  ྕࡢ
㸰ֆࡢ㸿㹂㹊್ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ࡓࡔࡋࠊホ౯ᑐ㇟⏝㛤ጞ᭶ࡢ⩣᭶ࡽ㉳⟬ࡋ࡚㸴᭶┠ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
⏝ࡀ࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࡀ࠶ࡗࡓ᭱⤊ࡢ᭶ࡢ
ሗࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ

㸲 ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ 㸿 ࣟཬࡧ 㹀 ࣟ
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰օࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥಶูᶵ⬟カ⦎ࠊᰤ㣴⟶⌮ཬࡧཱྀ⭍⟶⌮ࡢᐇ
㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉୪ࡧົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸
ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸰㸫㸰㸫㸯ཬࡧ㸰㸫㸰㸫㸰㸦ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥィ⏬᭩㸧
࠶ࡿࠕィ⏬సᡂ᪥ࠖࠊ
ࠕᢸᙜ⫋✀ࠖࠊ
ࠕᗣ≧ែࠊ⤒㐣㸦ཎᅉཬࡧྜ
ేᝈ࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ≧ែ㝈ࡿࠋ
㸧ࠖࠊ
ࠕ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘཪࡣㄆ▱㧗㱋
⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘุᐃᇶ‽ࠖ
ࠊ
ࠕᚰ㌟ᶵ⬟࣭ᵓ㐀ࠖࠊ
ࠕάື㸦ᇶᮏືసࠊ
άື⠊ᅖ࡞㸧ࠖࠊࠕάື㸦㸿㹂㹊㸧ࠖࠊࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ▷ᮇ┠ᶆ
㸦ᚋ㸱ࣨ᭶㸧
ࠖࠊ
ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ㛗ᮇ┠ᶆࠖࠊ
ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢ⤊┠Ᏻࠖࠊ
ࠕ♫ཧຍࡢ≧ἣࠖࠊ
ࠕάື㸦㹇㸿㹂㹊㸧ࠖཬࡧࠕࣜࣁ
ࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢧ࣮ࣅࢫ㸦┠ᶆࠊᢸᙜ⫋✀ࠊලయⓗᨭෆᐜࠊ㢖ᗘཬࡧ
㛫㝈ࡿࠋ㸧
ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰ֆ
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

㸳 ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺィ⏬᭩ሗຍ⟬୪ࡧ⌮Ꮫ⒪ἲࠊసᴗ
⒪ἲཬࡧゝㄒ⫈ぬ⒪ἲಀࡿຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰օࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥಶูᶵ⬟カ⦎ࠊᰤ㣴⟶⌮ཬࡧཱྀ⭍⟶⌮ࡢᐇ
㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉୪ࡧົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸
ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸰㸫㸰㸫㸯ཬࡧ㸰㸫㸰㸫㸰㸦ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥィ⏬᭩㸧
࠶ࡿࠕィ⏬సᡂ᪥ࠖ
ࠊ
ࠕᢸᙜ⫋✀ࠖࠊ
ࠕᗣ≧ែࠊ⤒㐣㸦ཎᅉཬࡧྜ
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ేᝈ࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ≧ែ㝈ࡿࠋ㸧ࠖ
ࠊ
ࠕ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘཪࡣㄆ▱㧗㱋
⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᗘุᐃᇶ‽ࠖ
ࠊ
ࠕᚰ㌟ᶵ⬟࣭ᵓ㐀ࠖࠊ
ࠕάື㸦ᇶᮏືసࠊ
άື⠊ᅖ࡞㸧ࠖࠊࠕάື㸦㸿㹂㹊㸧ࠖࠊࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ▷ᮇ┠ᶆ
㸦ᚋ㸱ࣨ᭶㸧
ࠖࠊ
ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ㛗ᮇ┠ᶆࠖࠊ
ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢ⤊┠Ᏻࠖ
ࠊ
ࠕ♫ཧຍࡢ≧ἣࠖࠊཬࡧࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢧ࣮
ࣅࢫ㸦┠ᶆࠊᢸᙜ⫋✀ࠊලయⓗᨭෆᐜࠊ㢖ᗘཬࡧ㛫㝈ࡿࠋ
㸧ࠖࡢྛ
㡯┠ಀࡿሗࢆࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰ֆ
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

㸴 〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
⏝⪅➼ࡈࠊࡽ࢘ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿ
ࡇࠋ࡞࠾ࠊሗࢆᥦฟࡍࡁ᭶ࡘ࠸࡚ሗࡢᥦฟࢆ⾜࠼࡞࠸ᐇࡀ⏕
ࡌࡓሙྜࠊ┤ࡕゼၥ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫ㏻▱➨㸯ࡢ㸳ࡢᒆฟࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽࡎࠊᐇࡀ⏕ࡌࡓ᭶ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศࡽሗࡢᥦฟࡀ⾜ࢃࢀࡓ
᭶ࡢ๓᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ဨࡘ࠸࡚ᮏຍ⟬ࢆ⟬ᐃ࡛ࡁ࡞࠸
ࡇ㸦࠼ࡤࠊ㸲᭶ࡢሗࢆ㸳᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࢆ⾜࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊ┤
ࡕᒆฟࡢᥦฟࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㸲᭶ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศࡽ⟬ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ࡇ࡞ࡿࠋ㸧
ࠋ
 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
⏝⪅➼㸦௨ୗࠕ᪤⏝⪅➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⟬ᐃࢆ㛤ጞ
ࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶
 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶ࡢ⩣᭶௨㝆ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆ
㛤ጞࡋࡓ⏝⪅➼㸦௨ୗࠕ᪂つ⏝⪅➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
࢘ 〟⒔ࡢⓎ⏕㛵ಀࡢ࠶ࡿࣜࢫࢡಀࡿホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
㸦ホ౯ࡣᑡ࡞ࡃࡶ㸱᭶㸯ᅇ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸧
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 ᴗᡤ࣭タ࠾ࡅࡿ⏝⪅➼ဨࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ
せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦▷ᮇධᡤࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ≉ᐃタ
ධᒃ⪅⏕άㆤಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃタࢧ࣮ࣅࢫ➼せࡍࡿ㈝⏝ࡢ
㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬
ᵝᘧ㸳ཪࡣࠕᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍ
ࡿᇶ‽ཬࡧᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ
㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸳㸦〟
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⒔ᑐ⟇㛵ࡍࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࣭ࢣィ⏬᭩㸧࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖࠊ
ࠕィ⏬
సᡂ᪥ࠖࠊ
ࠕ〟⒔ࡢ᭷↓ࠖཬࡧࠕ༴㝤ᅉᏊࡢホ౯ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࠊ
ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 〟⒔ࡀ࠶ࡿ⏝⪅➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᵝᘧ࠶ࡿࠕ〟⒔ࡢ≧ែࡢホ౯ࠖ
ಀࡿሗࡶᥦฟࡍࡿࡇࠋ
࢘ ᥦฟሗࡣࠊ⏝⪅➼ࡈࠊ௨ୗࡢⅬ࠾ࡅࡿሗࡍࡿࡇࠋ
࣭ օಀࡿᥦฟሗࡣࠊㆤグ㘓➼ᇶ࡙ࡁࠊ᪤⏝⪅➼ࡈࡢ
⏝㛤ጞཪࡣタධᡤ࠾ࡅࡿホ౯ࡢሗཬࡧᙜヱ⟬ᐃ㛤ጞ
࠾ࡅࡿሗ
࣭ օಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㛤ጞ࠾ࡅࡿሗ
࣭ օ࢘ಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱホ౯࠾ࡅࡿሗ
և ⊰ணᮇ㛫ࡢタᐃࡘ࠸࡚
௧㸱ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊ㹊㹇㹄㹃ᑐᛂࡋࡓㆤグ㘓ࢩࢫࢸ࣒➼ࢆᑟධ
ࡍࡿࡓࡵ㛫ࢆせࡍࡿ➼ࡢࡢ࠶ࡿᴗᡤ࣭タࡘ࠸࡚ࡣࠊօࡢつ
ᐃࢃࡽࡎࠊ୍ᐃࡢ⤒㐣ᥐ⨨ᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ
௧㸲ᖺ㸲᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿ⊰ணᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇ
ࡋࠊᙜヱ⊰ணᮇ㛫ࡢ㐺⏝ࢆᚲせࡍࡿ⌮⏤ཬࡧᥦฟணᐃᮇ➼ࢆ┒
ࡾ㎸ࢇࡔィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ⊰ணᥐ⨨ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࠊᮏຍ⟬ࢆ⟬ᐃ࡛
ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ⊰ணᮇ㛫⤊ᚋࠊሗᥦฟࢆ⾜࠺ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ
օつᐃࡍࡿⅬ࠾ࡅࡿሗࡢᥦฟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࠋࡲࡓࠊ⊰ணᮇ㛫
ࡢ⤊ᮇࢆᚅࡓࡎࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇօࡢつᐃᚑ࠸ᥦฟࡍࡿࡇࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࡇࠋ
࡞࠾ࠊᥦฟࡍࡁሗࢆ⊰ணᮇ㛫⤊᪥ࡲ࡛ᥦฟࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊ
⟬ᐃࡋࡓᙜヱຍ⟬ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐳ࡾ㐣ㄗㄳồࢆ⾜࠺ࡇࠋ

㸵 〟⒔ᑐ⟇ᣦᑟ⟶⌮ ϩ 
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
〟⒔ᑐ⟇ᣦᑟ⟶⌮ Ϩ ࢆ⟬ᐃࡍࡿධᡤ⪅ࡈࠊࡽ࢘ࡲ࡛ᐃࡵ
ࡿ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ධᡤ⪅㸦௨ୗࠕ᪤ධᡤ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ
࠺ࡍࡿ᭶
 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶ࡢ⩣᭶௨㝆ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࢆ
㛤ጞࡋࡓධᡤ⪅㸦௨ୗࠕ᪂つධᡤ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱࢧ࣮
ࣅࢫࡢ⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
࢘ 〟⒔ࡢⓎ⏕㛵ಀࡢ࠶ࡿࣜࢫࢡಀࡿホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
9
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㸦ホ౯ࡣᑡ࡞ࡃࡶ㸱᭶㸯ᅇ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸧
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 ࠕ≉ูデ⒪㈝ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖῧᵝᘧ㸱㸦〟⒔ᑐ
⟇㛵ࡍࡿデ⒪ィ⏬᭩㸧࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖࠊ
ࠕィ⏬సᡂ᪥ࠖࠊ
ࠕ〟⒔ࡢ᭷↓ࠖ
ཬࡧࠕ༴㝤ᅉᏊࡢホ౯ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖
ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ࡲࡓࠊ〟⒔ࡀ࠶ࡿධᡤ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᵝᘧ࠶ࡿࠕ〟⒔ࡢ≧ែࡢホ
౯ࠖಀࡿሗࡶᥦฟࡍࡿࡇࠋ
࢘ ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊ〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㸴ֆ࢘
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

㸶 ࡏࡘᨭຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㸴օࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 ᴗᡤ࣭タ࠾ࡅࡿ⏝⪅➼ဨࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ
せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦▷ᮇධᡤࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ≉ᐃタ
ධᒃ⪅⏕άㆤಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃタࢧ࣮ࣅࢫ➼せࡍࡿ㈝⏝ࡢ
㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬
ᵝᘧ㸴ཪࡣࠕᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍ
ࡿᇶ‽ཬࡧᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ
㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸴㸦
ࡏࡘࡢ≧ែ㛵ࡍࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࣭ᨭィ⏬᭩㸧࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖࠊ
ࠕィ⏬సᡂ᪥ࠖ
ࠊ
ࠕࡏࡘࡢ≧ែཬࡧᚋࡢぢ㎸ࡳࠖࠊ
ࠕࡏࡘࡢ≧ែ㛵
ࡍࡿᨭࡢᚲせᛶࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊ
ࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊ〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㸴ֆ࢘
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
և ௧㸱ᖺᗘ࠾ࡅࡿྲྀᢅ࠸ࡣ〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
㸴ևࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

㸷 ⮬❧ᨭಁ㐍ຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㸴օࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 タ࠾ࡅࡿධᡤ⪅ဨࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝
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ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦▷ᮇධᡤࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ≉ᐃタධᒃ⪅⏕ά
ㆤಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃタࢧ࣮ࣅࢫ➼せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ
㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸵ཪࡣ
ࠕᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ཬࡧ
ᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ
‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸵㸦⮬❧ᨭಁ㐍
㛵ࡍࡿホ౯࣭ᨭィ⏬᭩㸧࠶ࡿࠕホ౯᪥ࠖࠊ
ࠕィ⏬సᡂ᪥ࠖࠊ
ࠕ⌧≧ࡢ
ホ౯ᨭィ⏬ᐇࡼࡿᨵၿࡢྍ⬟ᛶࠖཬࡧࠕᨭᐇ⦼ࠖࡢྛ㡯┠
ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊ〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㸴ֆ࢘
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

 ࡾࡘࡅ་㐃ᦠ⸆ㄪᩚຍ⟬ ϩ 
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ධᡤ⪅ࡈࠊࡽ࢚ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇ
ࠋ
 タධᡤࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
 ฎ᪉ෆᐜኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
࢘ ཪࡣࡢ᭶ࡢࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸱᭶㸯ᅇ
࢚ タࢆ㏥ᡤࡍࡿ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
ධᡤᮇ㛫ࡀ㸱᭶௨ୖ࡛࠶ࡿぢ㎸ࡲࢀࡿධᡤ⪅ࡘ࠸࡚ࠊօࠊ࢘ཬࡧ
࢚ࡢ᭶࠾࠸࡚ࡣࠕയྡࠖཬࡧࠕฎ᪉⸆ྡࠖࡢሗࢆ࠸ࡎࢀࡶࠊօ
ࡢ᭶࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡽࡢሗຍ࠼ࠊ
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ
㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦▷ᮇධᡤࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤ
ಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃタࢧ࣮ࣅࢫ➼せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
ᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸷㸦⸆ኚ᭦➼
ಀࡿሗᥦ౪᭩㸧࠶ࡿࠕኚ᭦࣭ῶ⸆࣭ῶ㔞ࡢูࠖཬࡧࠕኚ᭦࣭ῶ⸆࣭ῶ
㔞⌮⏤ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ᥦฟሗࡣࠊ௨ୗࡢⅬ࠾ࡅࡿሗࡍࡿࡇࠋ
࣭ օಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱධᡤ࠾ࡅࡿሗ
࣭ օಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱኚ᭦࠾ࡅࡿሗ
࣭ օ࢘ಀࡿᥦฟሗࡣࠊ๓ᅇᥦฟ௨㝆࠾ࡅࡿሗ
࣭ օ࢚ಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱ㏥ᡤ࠾ࡅࡿሗ
և ௧㸱ᖺ㸱᭶  ᪥௨๓ධᡤࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⪅ಀࡿタධ
ᡤࡢࠕയྡࠖཬࡧࠕฎ᪉⸆ྡࠖࡢሗཬࡧタධᡤ᪥௨㝆௧㸱ᖺ
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㸱᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ฎ᪉ෆᐜࡢኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠕയྡࠖཬࡧࠕฎ
᪉⸆ྡࠖ୪ࡧࠕኚ᭦࣭ῶ⸆࣭ῶ㔞ࡢูࠖཬࡧࠕኚ᭦࣭ῶ⸆࣭ῶ㔞⌮⏤ࠖ
ࡢሗࢆࠊ௧㸱ᖺ㸳᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇࠋ

 ⸆⟶⌮ᣦᑟࡢὀ㸰ࡢຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ධᡤ⪅ࡈࠊࡽ࢚ࡲ࡛ᐃࡵࡿ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇ
ࠋ
 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶࠾࠸࡚タධᡤࡋ࡚࠸ࡿධ
ᡤ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶
 ᮏຍ⟬ࡢ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶ࡢ⩣᭶௨㝆タධᡤࡋࡓධ
ᡤ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱタධᡤࡋࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
࢘ ฎ᪉ෆᐜኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
࢚ ࠊཪࡣ࢘ࡢ᭶ࡢࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸱᭶㸯ᅇ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
օࠊཬࡧ࢚ࡢ᭶࠾࠸࡚ࡣࠕയྡࠖཬࡧࠕฎ᪉⸆ྡࠖࡢሗࢆ
࠸ࡎࢀࡶࠊօ࢘ࡢ᭶࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡽࡢሗຍ࠼ࠊ
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫ
せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦▷ᮇධᡤࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ≉ᐃタ
ධᒃ⪅⏕άㆤಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃタࢧ࣮ࣅࢫ➼せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠
ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ
㸷㸦⸆ኚ᭦➼ಀࡿሗᥦ౪᭩㸧࠶ࡿࠕኚ᭦࣭ῶ⸆࣭ῶ㔞ࡢูࠖཬࡧ
ࠕኚ᭦࣭ῶ⸆࣭ῶ㔞⌮⏤ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ᥦฟሗࡣࠊ௨ୗࡢⅬ࠾ࡅࡿሗࡍࡿࡇࠋ
࣭ օಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱ⟬ᐃࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺ࡍࡿ᭶Ⅼ࠾ࡅࡿ
ሗཬࡧᙜヱ⪅ࡢタධᡤ࠾ࡅࡿሗ
࣭ օಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱධᡤ࠾ࡅࡿሗ
࣭ օ࢘ಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱኚ᭦࠾ࡅࡿሗ
࣭ օ࢚ಀࡿᥦฟሗࡣࠊ๓ᅇᥦฟ௨㝆࠾ࡅࡿሗ

 ᰤ㣴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᙉຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰օࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ
ሗࢆᥦฟࡍࡁ᭶ࡘ࠸࡚ሗࡢᥦฟࢆ⾜࠼࡞࠸ᐇࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊ
┤ࡕゼၥ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫ㏻▱➨㸯ࡢ㸳ࡢᒆฟࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ
ᐇࡀ⏕ࡌࡓ᭶ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศࡽሗࡢᥦฟࡀ⾜ࢃࢀࡓ᭶ࡢ๓᭶ࡲ
࡛ࡢ㛫ࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ဨࡘ࠸࡚ᮏຍ⟬ࢆ⟬ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ㸦࠼ࡤࠊ
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㸲᭶ࡢሗࢆ㸳᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࢆ⾜࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊ┤ࡕᒆฟࡢᥦฟ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㸲᭶ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศࡽ⟬ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ㸧ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
 タ࠾ࡅࡿධᡤ⪅ဨࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥಶูᶵ⬟
カ⦎ࠊᰤ㣴⟶⌮ཬࡧཱྀ⭍⟶⌮ࡢᐇ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉୪ࡧ
ົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸲㸫㸯㸦ᰤ㣴࣭ᦤ㣗ᄟ
ୗࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࣭ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸦タ㸧
㸦ᵝᘧ㸧㸧
࠶ࡿࠕᐇ᪥ࠖࠊࠕపᰤ㣴≧ែࡢࣜࢫࢡࣞ࣋ࣝࠖࠊࠕపᰤ㣴≧ែࡢࣜࢫࢡ
㸦≧ἣ㸧ࠖ
ࠊ
ࠕ㣗⏕ά≧ἣ➼ࠖࠊ
ࠕከ⫋✀ࡼࡿᰤ㣴ࢣࡢㄢ㢟㸦పᰤ㣴㛵
㐃ၥ㢟㸧
ࠖ
ࠊ
ࠕ⥲ྜホ౯ࠖཬࡧࠕィ⏬ኚ᭦ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴ
ࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
 ⤒ཱྀ⥔ᣢຍ⟬ Ϩ ཪࡣ ϩ ࢆ⟬ᐃࡋ࡚࠸ࡿධᡤ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢ
ሗຍ࠼ࠊྠᵝᘧ࠶ࡿࠕᦤ㣗࣭ᄟୗࡢㄢ㢟ࠖࠊ
ࠕ㣗ࡢほᐹࠖཬࡧࠕከ
⫋✀㆟ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࡶᥦฟࡍࡿࡇࠋ
࢘ ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰ֆ
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
և ௧㸱ᖺᗘ࠾ࡅࡿྲྀᢅ࠸ࡣ〟⒔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ྠᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
㸴ևࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

 ᰤ㣴ࢭࢫ࣓ࣥࢺຍ⟬
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ධᡤ⪅ࡈࠊཬࡧᐃࡵࡿ᭶ࡢ⩣᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࡍࡿࡇࠋ

 ᰤ㣴ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓ᪥ࡢᒓࡍࡿ᭶
 ࡢ᭶ࡢࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸱᭶㸯ᅇ
࡞࠾ࠊሗࢆᥦฟࡍࡁ᭶ࡘ࠸࡚ሗࡢᥦฟࢆ⾜࠼࡞࠸ᐇࡀ⏕ࡌ
ࡓሙྜࠊ┤ࡕゼၥ㏻ᡤࢧ࣮ࣅࢫ㏻▱➨㸯ࡢ㸳ࡢᒆฟࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽࡎࠊᐇࡀ⏕ࡌࡓ᭶ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศࡽሗࡢᥦฟࡀ⾜ࢃࢀࡓ᭶
ࡢ๓᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ဨࡘ࠸࡚ᮏຍ⟬ࢆ⟬ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
㸦࠼ࡤࠊ㸲᭶ࡢሗࢆ㸳᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࢆ⾜࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊ┤ࡕ
ᒆฟࡢᥦฟࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㸲᭶ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ศࡽ⟬ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
࡞ࡿࠋ㸧
ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
⏝⪅ဨࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥಶูᶵ⬟カ⦎ࠊᰤ㣴⟶⌮
ཬࡧཱྀ⭍⟶⌮ࡢᐇ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉୪ࡧົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝ
ᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸳㸫㸯㸦ᰤ㣴ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࣭ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺ࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸦㏻ᡤ࣭ᒃᏯ㸧
㸦ᵝᘧ㸧㸧࠶ࡿࠕᐇ᪥ࠖ
ࠕపᰤ㣴≧
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ែࡢࣜࢫࢡࣞ࣋ࣝࠖ
ࠕపᰤ㣴≧ែࡢࣜࢫࢡ㸦≧ἣ㸧ࠖ
ࠕ㣗⏕ά≧ἣ➼ࠖ
ࠕከ⫋
✀ࡼࡿᰤ㣴ࢣࡢㄢ㢟㸦పᰤ㣴㛵㐃ၥ㢟㸧ࠖཬࡧࠕ⥲ྜホ౯ࠖࡢྛ㡯┠
ಀࡿሗࢆࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊ
㣗ࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡞ࠊ
ࠕ㣗⏕άࡢ≧ἣ➼ࠖཬࡧࠕከ⫋✀
ࡼࡿᰤ㣴ࢣࡢㄢ㢟㸦పᰤ㣴㛵㐃ၥ㢟㸧ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࡢ࠺ࡕࠊ
ᴗᡤ࡛ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡲ࡛ᥦฟࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠋ
ᥦฟሗࡣࠊ⏝⪅ࡈࠊ௨ୗࡢⅬ࠾ࡅࡿሗࡍࡿࡇࠋ
࣭ օಀࡿᥦฟሗࡣࠊᙜヱࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᐇⅬ࠾ࡅࡿሗ
࣭ օ࠾ࡅࡿᥦฟሗࡣࠊ๓ᅇᥦฟ௨㝆࠾ࡅࡿሗ

 ཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮ຍ⟬ ϩ 
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰օࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
ࠕᣦᐃᒃᏯࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦▷ᮇධᡤ
ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ≉ᐃタධᒃ⪅⏕άㆤಀࡿ㒊ศ㸧ཬࡧᣦᐃタࢧ࣮ࣅ
ࢫ➼せࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព
㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ᵝᘧ㸱ཪࡣࠕᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝ࡢ㢠
ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ཬࡧᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺㆤண㜵ࢧ࣮ࣅࢫせࡍࡿ㈝⏝
ࡢ㢠ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿᇶ‽ࡢไᐃక࠺ᐇୖࡢ␃ព㡯ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬
ᵝᘧ㸯㸦ཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮ຍ⟬ ᵝᘧ㸦ᐇィ⏬㸧㸧࠶ࡿࠕせㆤᗘ࣭ྡ
➼ࠖࠊ
ࠕࡾࡘࡅṑ⛉་ࠖࠊ
ࠕධࢀṑࡢ⏝ࠖࠊ
ࠕ㣗ᙧែࠖ
ࠊ
ࠕㄗᄟᛶ⫵⅖ࡢⓎ
࣭⨯ᝈࠖࠊ
ࠕཱྀ⭍㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼ㸦ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸧ࠖࠊ
ࠕཱྀ⭍⾨⏕ࡢ⟶⌮
ෆᐜ㸦ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸧
㸦ᐇ┠ᶆࠊᐇෆᐜཬࡧᐇ㢖ᗘ㝈ࡿࠋ㸧ࠖཬࡧ
ࠕṑ⛉⾨⏕ኈࡀᐇࡋࡓཱྀ⭍⾨⏕➼ࡢ⟶⌮ཬࡧㆤ⫋ဨࡢᢏ⾡ⓗຓゝ
➼ࡢෆᐜࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰ֆࢆ
ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

 ཱྀ⭍ᶵ⬟ྥୖຍ⟬ ϩ 
օ 㹊㹇㹄㹃ࡢሗᥦฟ㢖ᗘࡘ࠸࡚
ಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰օࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ֆ 㹊㹇㹄㹃ࡢᥦฟሗࡘ࠸࡚
ࠕࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥಶูᶵ⬟カ⦎ࠊᰤ㣴⟶⌮ཬࡧཱྀ⭍⟶⌮ࡢᐇ
㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉୪ࡧົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸࡚ࠖ
ู⣬ᵝᘧ㸶㸦ཱྀ⭍ᶵ⬟ྥୖࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿィ⏬᭩㸦ᵝᘧ㸧㸧࠶ࡿࠕ
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ࡾࡘࡅṑ⛉་ࠖࠊ
ࠕධࢀṑࡢ⏝ࠖࠊ
ࠕ㣗ᙧែ➼ࠖࠊ
ࠕㄗᄟᛶ⫵⅖ࡢⓎ࣭⨯
ᝈࠖࠊ
ࠕࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖ
ࠊ
ࠕཱྀ⭍ᶵ⬟ᨵၿ⟶
⌮ィ⏬ࠖཬࡧࠕᐇグ㘓ࠖࡢྛ㡯┠ಀࡿሗࢆࡍ࡚ᥦฟࡍࡿࡇࠋ
ᥦฟሗࡢⅬࡣࠊಶูᶵ⬟カ⦎ຍ⟬ ϩ ྠᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㸰ֆࢆ
ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
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〇上記掲載先URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html#0200
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〇上記掲載先URL
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090
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