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前 文 
 
○ 学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主的・自

発的に参加し、各部活動の責任者（以下「部活動顧問」という。）の指導の下、学

校教育の一環として行われ、教師の献身的な支えにより、我が国のスポーツ・文化

芸術振興を担ってきた。 
 
○ また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士

や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、

責任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様

な学びの場として、教育的意義を有してきた。 
 
○ しかし、少子化が進展する中、学校部活動を従前と同様の体制で運営することは

難しくなってきており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にある。また、専

門性や意思に関わらず教師が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、

学校の働き方改革が進む中、より一層厳しくなる。 
 
○  生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と地域との連携・
協働により、学校部活動の在り方に関し速やかに改革に取り組み、生徒や保護者の

負担に十分配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備する必要がある。 
 
〇 平成 30 年にスポーツ庁及び文化庁が部活動の在り方に関する総合的なガイドラ
インを策定して以降、平成 31年・令和元年に、中央教育審議会 1や国会 2から、学

校における働き方改革等の観点を含め、部活動を学校単位から地域単位の取組とす

るべきことが指摘された。令和２年に、スポーツ庁及び文化庁としても、令和５年

度以降、休日 3の部活動の段階的な地域移行を図ることとした 4。 
 
〇 令和４年６月及び８月には、これらの具体的な方策について、スポーツ庁及び文

化庁に設置した部活動の地域移行に関する検討会議から各提言が示されたことか

ら、これを踏まえた学校部活動の地域連携並びに地域の運営団体・実施主体による

地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動（以下「地域クラブ活動」という。）

 
1 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き
方改革に関する総合的な方策について」（中央教育審議会 平成 31年１月答申） 
2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対
する附帯決議（衆議院令和元年 11月、参議院同年 12月） 
3 地方公共団体の条例上「休日」と定められている日を指し、ほとんどの場合は土曜日、日曜日及
び国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日。 
4 「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」（令和２年９月 文部科学省） 
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への移行に取り組むべく、このたび平成 30年のスポーツ庁及び文化庁のガイドラ
インを統合し、全面的に改定するものである。なお、平成 25年に文部科学省が作
成した「運動部活動での指導のガイドライン」については、後記Ⅰ２（１）及びこ

れを準用するⅡ２（３）のとおり、引き続き運動部活動や地域スポーツクラブ活動

の適切な指導の実施のため参照するものとする。  
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本ガイドライン策定の趣旨等 
 
〇 本ガイドラインは、少子化の中でも将来にわたり、生徒がスポーツ・文化芸術活

動に継続して親しむことができる機会を確保することを目指し、学校部活動が生徒

にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう、適正な運営や効率的・効果

的な活動の在り方について示すとともに、新たな地域クラブ活動を整備するために

必要な対応について、国の考え方を示すものである。 
 
〇 学校部活動の地域移行は、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」と

いう意識の下で、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な

環境の一体的な整備により、地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を

図り、体験格差を解消することを目指すものである。 
その際、前述した学校部活動の教育的意義や役割については、地域クラブ活動に

おいても継承・発展させ、さらに、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交

流等を通じた学びなどの新しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等と必要な

連携を図りつつ、発達段階やニーズに応じた多様な活動ができる環境を整えること

が必要である。 
 
○ 本ガイドラインは、義務教育である中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学

校前期課程、特別支援学校中学部を含む。以下同じ。）の生徒の学校部活動及び地

域クラブ活動を主な対象とする。 
 
○ 本ガイドラインのうち「Ⅰ 学校部活動」については、高等学校（中等教育学校

後期課程及び特別支援学校高等部を含む。以下同じ。）段階の学校部活動について

も本ガイドラインを原則として適用する。その際、高等学校段階では、各学校にお

いて中学校教育の基礎の上に多様な教育が行われている点に留意する。     
 
○ 一方、「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」「Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活

動への移行に向けた環境整備」「Ⅳ 大会等の在り方の見直し」については、公立

の中学校の生徒の活動を主な対象とし、国立の中学校においても学校等の実情に応

じて積極的に取り組むことが望ましい 5。 
国公立の高等学校段階については、義務教育修了後に多様な教育活動が行われ

ている状況を踏まえつつ、生徒の心身の健全育成等の観点から、学校等の実情に応

じて学校部活動の改革に取り組むことが望ましい。 

 
5 公立大学及び公立高等学校附属中学校においては、その性質等に鑑み、国立の中学校と同様と
する。 
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私立学校については、国公立学校におけるこれらの取組も参考にしつつ、学校等

の実情に応じて適切な指導体制の構築に取り組むことが望ましい。 
 
○ スポーツ庁及び文化庁は、本ガイドラインに基づく全国の部活動改革の取組状況

について、定期的にフォローアップを行う。  
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Ⅰ 学校部活動 
 
学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われ

るものであるが、学校部活動を実施する場合には、その本来の目的を十分に果たし、

生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう、以下に示す内容を徹底す

る。 
 
 
１ 適切な運営のための体制整備 
 
（１）学校部活動に関する方針の策定等 

 
ア 都道府県は、本ガイドラインに則り、学校部活動の活動時間及び休養日の設

定その他適切な学校部活動の取組に関する「部活動の在り方に関する方針」を策

定する。 
 
イ 学校の設置者は、本ガイドラインに則り、都道府県の「部活動の在り方に関

する方針」を参考に、「設置する学校に係る部活動の方針」を策定する。 
 
ウ 校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る部活動の方針」に則り、毎年

度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。部活動顧問は、年間の活動計

画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実

績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日等）を作成し、校長に提出する。 
 
エ 校長は、前記ウの活動方針、活動計画及び活動実績を学校のホームページへ

の掲載等により公表する。 
 
オ 学校の設置者は、前記ウに関し、各学校において学校部活動の活動方針・計

画の策定等が効率的に行えるよう、簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。な

お、このことについて、都道府県は、必要に応じて学校の設置者の支援を行う。 
 
（２）指導・運営に係る体制の構築 

 
ア 校長は、教師だけでなく、部活動指導員 6や外部指導者など適切な指導者を

確保していくことを基本とし、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏ま

 
6 部活動指導員は、学校教育法施行規則第 78条の２に基づき、「中学校におけるスポーツ、文化、
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え、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から

円滑に学校部活動を実施できるよう、適正な数の学校部活動を設置する。 
 
イ 校長は、教師を部活動顧問に決定する際は、校務全体の効率的・効果的な実

施に鑑み、教師の他の校務分掌や本人の抱える事情、部活動指導員の配置状況等

を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全

体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制を構築する。 
 
ウ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、学校部活動の活動内

容を把握し、生徒が安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教師の負担が過度と

ならないよう持続可能な運営体制が整えられているか等について、適宜、指導・

是正を行う。 
 
エ 都道府県及び学校の設置者は、部活動顧問を対象とするスポーツ・文化芸術

活動の指導に係る知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を対象とする学

校部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図るための研修等の取組を行う。 
 
オ 学校の設置者及び校長は、教師の学校部活動への関与について、法令や「公

立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育

委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指

針 7」（令和２年文部科学省告示第１号）に基づき、業務改善及び勤務時間管理

等を行う。 
 
カ 学校の設置者は、各学校の生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況や校務

分担の実態等を踏まえ、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置する。また、

教師ではなく部活動指導員が顧問となり指導や大会等の引率を担うことのでき

る体制を構築する。部活動指導員が十分に確保できない場合には、校長は、外部

指導者を配置し、必ずしも教師が直接休日の指導や大会等の引率に従事しない

体制を構築する。 
 

 
科学等に関する教育活動（学校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従

事する」学校の職員（義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の

中学部及び高等部については当該規定を準用。平成 29 年４月１日施行）。学校の教育計画に基づ
き、校長の監督を受け、部活動の実技指導、大会・練習試合等の引率等を行う。校長は、部活動指

導員に部活動の顧問を命じることができる。 
7 「超勤４項目」以外の業務を行う時間も含め、教育職員が学校教育活動に関する業務を行ってい

る時間として外形的に把握することができる時間を「在校等時間」と定義し、時間外在校等時間

の上限を①１カ月 45時間以内、②１年間 360時間以内等としている。 
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キ 学校の設置者は、部活動指導員等の任用・配置に当たっては、学校教育につ

いて理解し、適切な指導を行うために、学校部活動の位置付け、教育的意義、生

徒の発達段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生時の対応を適切に

行うこと、体罰（暴力）やハラスメント（生徒の人格を傷つける言動）は、いか

なる場合も許されないこと、服務（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の

信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守すること等に関し、任用前及び任用後

の定期において研修 8を行う。 
 
ク 都道府県は、部活動指導員や外部指導者を確保しやすくするため、域内にお

けるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者の発掘・把握に努め、

市区町村等からの求めに応じて指導者を紹介する人材バンクを整備するなどの

支援を行う。また、スポーツ・文化芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えら

れる指導者の養成や資質向上の取組を進める。 
 
 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 
 
（１）適切な指導の実施 

 
ア 校長、部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、学校部活動の実施に当

たっては、生徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動中の

障害・外傷の予防、バランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止（活

動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・

ハラスメントを根絶する。 
特に運動部活動においては、文部科学省が平成 25年５月に作成した「運動部

活動での指導のガイドライン」に則った指導を行う。都道府県及び学校の設置者

は、学校におけるこれらの取組が徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、

適宜、支援及び指導・是正を行う。 
 
イ 運動部活動の部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、スポーツ医・科

学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養等を適切に取ることが必

要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずし

も体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解し、分野の特性等を

 
8 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（平成 29 年３月 14 日付け 28 ス
庁第 704号）」において、部活動指導員を制度化した概要、留意事項として部活動指導員の職務、
規則等の整備、任用、研修、生徒の事故への対応、適切な練習時間や休養日の設定、生徒、保護者

及び地域に対する理解の促進等について示されている。 
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踏まえた効率的・効果的なトレーニングの積極的な導入等により、休養等を適切

に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 
 
ウ 文化部活動の部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、生徒のバランス

のとれた健全な成長の確保の観点から休養等を適切に取ることが必要であるこ

と、また、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な活動

に参加する機会を奪うこと等を正しく理解し、分野の特性等を踏まえた効率的・

効果的な練習・活動の積極的な導入等により、休養等を適切に取りつつ、短時間

で効果が得られる指導を行う。 
 
エ 部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、生徒の運動・文化芸術等の能

力向上や、生涯を通じてスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培うとともに、

生徒がバーンアウトすることなく、技能の向上や大会等での好成績等それぞれ

の目標を達成できるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図った上で指導

を行う。その際、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・

協力し、発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい

知識を得た上で指導を行う。 
 
（２）部活動用指導手引の普及・活用 

 
ア 中央競技団体 9又は学校部活動に関わる各分野の関係団体等は、その分野の

普及や水準向上の役割に鑑み、学校部活動における合理的でかつ効率的・効果的

な活動のための指導手引（競技・習熟レベルに応じた１日２時間程度の練習メニ

ュー例と週間、月間、年間での活動スケジュールや、効果的な練習方法、指導上

の留意点、安全面の注意事項、暴力やハラスメントの根絶等から構成される、指

導者や生徒の活用の利便性に留意した分かりやすいもの）を作成し、指導実態や

状況の変化に応じた必要な見直しを行う。 
 
イ 中央競技団体又は学校部活動に関わる各分野の関係団体等は、前記アの指導

手引をホームページに掲載・公開するとともに、公益財団法人日本中学校体育連

盟（以下「日本中体連」という。）や都道府県等と連携して、全国の学校におけ

る普及・活用を図る。 
 
ウ 部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、前記アの指導手引を活用して、

２（１）に基づく指導を行う。 
 

 
9 スポーツ競技の国内統括団体 
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３ 適切な休養日等の設定 
 
ア 運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、

食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、スポーツ医・

科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究 10も踏まえ、

以下を基準とする。 
・ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜

日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。週

末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 
・ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分

な休養を取ることができるとともに、学校部活動以外にも多様な活動を行うこと

ができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 
・ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週

末を含む）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果

的な活動を行う。 
文化部活動における休養日及び活動時間についても、成長期にある生徒が、教育 

課程内の活動、学校部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活

時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう、同様とする 11。 
 

イ 都道府県は、１（１）に掲げる「部活動の在り方に関する方針」の策定に当たっ

ては、前記アの基準を踏まえて休養日及び活動時間等を設定し、明記する。 
 
ウ 学校の設置者は、１（１）に掲げる「設置する学校に係る部活動の方針」の策定

に当たっては、前記アの基準を踏まえるとともに、都道府県が策定した方針を参考

 
10 「スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」（平成 29年
12 月 18 日公益財団法人日本体育協会）において、研究等が競技レベルや活動場所を限定してい
るものではないことを踏まえた上で、「休養日を少なくとも１週間に１～２日設けること、さらに、

週当たりの活動時間における上限は、16 時間未満とすることが望ましい」ことが示されている。 
11 学校教育法施行規則に定められている中学校の各学年の年間標準授業時数を、学習指導要領に
示された年間 の授業週数に照らして１週間当たりに換算すると、１週間当たりの授業時数は 29 
単位時間（24 時間 10 分）である。一方、スポーツ庁「平成 29年度運動部活動等に関する実態
調査」によれば、中学校の文化部活動の１週間の活動時間が「14 時間を超える」と回答した生徒
の割合は全体の 42.0％、「21時間を超える」と回答した 生徒の割合は全体の 21.7%であり、学校
の教育活動の中心である教育課程内の活動と比して、部活動の時間がそれに匹敵する程度に長時

間になってしまうことは、生徒の負担等の観点から適切ではないと考えられる。こうしたことを

踏まえて、本ガイドラインでは、１週間当たり長くとも 11 時間程度となる文化部活動の活動時 
間の基準を定めた（平日は少なくとも１日、週末は少なくとも１日以上を休養日とし、１日の活

動時間は長くとも平日では２時間程度、休業日は３時間程度を基準とする。）。 
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に、休養日及び活動時間等を設定し、明記する。また、後記エに関し、適宜、支援及

び指導・是正を行う。 
 
エ 校長は、１（１）に掲げる「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、

前記アの基準を踏まえるとともに、学校の設置者が策定した方針に則り、学校部活

動の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、各部の活動内容を把握し、

適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 
 
オ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫とし

て、定期試験前後の一定期間等、各部共通、学校全体、市区町村共通の学校部活動

の休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定め

ることも考えられる。 
 
 
４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 
 
ア 校長は、学校の指導体制等に応じて、性別や障害の有無を問わず、技能等の向上

や大会等で好成績を収めること以外にも、気軽に友達と楽しめる、適度な頻度で行

える等多様なニーズに応じた活動を行うことができる環境を整備する。 
具体的な例としては、運動部活動では、複数のスポーツや季節ごとに異なるスポ

ーツを行う活動、競技・大会志向でなくレクリエーション志向で行う活動、体力つ

くりを目的とした活動、生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機付けとな

る活動等が考えられる。また、文化部活動では、体験教室などの活動、レクリエー

ション的な活動、障害の有無や年齢等に関わらず一緒に活動することができるアー

ト活動、生涯を通じて文化芸術を愛好する環境を促進する活動等が考えられる。 
 
イ 都道府県及び市区町村は、少子化に伴い、単一の学校では特定の分野の学校部活

動を設けることができない場合や、部活動指導員や外部指導者が配置できず、指導

を望む教師もいない場合には、生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会が損なわれる

ことがないよう、当面、複数校の生徒が拠点校の学校部活動に参加する等、合同部

活動等の取組を推進する。 
 
ウ 校長は、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のある生徒が参

加しやすいよう、スポーツ・文化芸術等に親しむことを重視し、一人一人の違いに

応じた課題や挑戦を大切にすることや、過度な負担とならないよう活動時間を短く

するなどの工夫や配慮をする。 
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エ 学校の設置者及び校長は、学校部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行わ

れるものであることを踏まえ、生徒の意思に反して強制的に加入させることがない

ようにするとともに、その活動日数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、特定

の種目・部門だけでなく、スポーツ・文化芸術や科学分野の活動や地域での活動も

含めて、様々な活動を同時に経験できるよう配慮する。 
 
５ 学校部活動の地域連携 
 

ア 都道府県、学校の設置者及び校長は、学校や地域の実態に応じて、地域のスポー

ツ・文化芸術団体との連携や民間事業者の活用等により、保護者の理解と協力を得

て、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ・文化芸術の環境整

備を進める。その際、各地域において、行政、学校、スポーツ・文化芸術団体等の

関係者が現状や課題を共有し、今後のスポーツ・文化芸術環境の在り方等を協議す

る場を設けることも考えられる。 
   
イ 都道府県、学校の設置者及び校長は、地域の実情に応じ、学校種を越え、高等学

校、大学及び特別支援学校等との合同練習を実施するなどにより連携を深め、生徒

同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を設ける。 
 
ウ 公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」という。）、地域の体育・スポー
ツ協会、競技団体及びその他のスポーツ団体は、総合型地域スポーツクラブやスポ

ーツ少年団等の生徒が所属する地域のスポーツ団体に関する事業等について、都道

府県又は学校の設置者等と連携し、学校と地域が協働・融合した形での地域のスポ

ーツ環境の充実を図る。 
また、各分野の文化芸術団体等は、都道府県又は学校の設置者等と連携し、学校

と地域が協働・融合した形での文化芸術等の活動を推進する。 
さらに、学校の設置者等が実施する部活動指導員の任用・配置や、部活動顧問等

に対する研修等、スポーツ・文化芸術活動の指導者の質の向上に関する取組に協力

する。 
 
エ 学校の設置者及び校長は、地域で実施されている分野と同じ分野の学校部活動に

ついては、休日の練習を共同で実施するなど連携を深める。休日に限らず平日にお

いても、できるところから地域のスポーツ・文化芸術団体等と連携して活動する日

を増やす。 
 
オ 学校の設置者及び校長は、学校部活動だけでなく、地域で実施されているスポー

ツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じ

て自分にふさわしい活動を選べるようにする。  
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Ⅱ 新たな地域クラブ活動 
  
公立中学校において、学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・

協働により、生徒のスポーツ・文化芸術活動の場として、新たに地域クラブ活動を整

備する必要がある。 
地域クラブ活動は、学校の教育課程外の活動として、社会教育法上の「社会教育」

（主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエー

ションの活動を含む。））の一環として捉えることができ、また、スポーツ基本法や文

化芸術基本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位置付けられるものでもある。した

がって、地域クラブ活動は、学校と連携し、学校部活動の教育的意義を継承・発展し

つつ、スポーツ・文化芸術の振興の観点からも充実を図ることが重要である。 
これを踏まえ、学校部活動で担ってきた生徒のスポーツ・文化芸術の機会を地域ス

ポーツ・文化芸術から支えに行くという視点も有しつつ、新たな地域クラブ活動の在

り方や運営体制、活動内容等について示す。各都道府県及び市区町村等においては、

地域の実情に応じ、関係者の共通理解の下、できるところから取組を進めていくこと

が望ましい。 
 
 
１ 新たな地域クラブ活動の在り方 
 
ア 都道府県及び市区町村は、生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術に親しむ機

会を確保し、生徒の心身の健全育成等を図るためだけでなく、地域住民にとっても

より良い地域スポーツ・文化芸術環境となることを目指し、地域のスポーツ・文化

芸術団体、学校等の関係者の理解と協力の下、生徒の活動の場として、地域クラブ

活動を行う環境を速やかに整備する。 
 
イ 地域クラブ活動を行う環境の整備は、各地域クラブ活動を統括する運営団体や、

個別の地域クラブ活動を実際に行う実施主体が進めることが考えられる 12。このよ

うな運営団体・実施主体等の整備、生徒のニーズに応じた複数の運動種目・文化芸

術分野に取り組めるプログラムの提供、質の高い指導者の確保等に取り組み、生徒

のみならず地域住民を対象とした地域スポーツ・文化芸術活動全体を振興する契機

とする。 
 
ウ 新たな地域クラブ活動を整備するに当たり、例えば総合型地域スポーツクラブの

充実を図ることで、中学校の生徒だけではなく、他の世代にとっても、気軽にスポ

 
12 運営団体及び実施主体は、同一の団体となる場合も考えられる。 
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ーツ・文化芸術活動を行える環境となり、地域全体としてより幅広いニーズに応え

られるようになること、生涯を通じた運動習慣作りや文化芸術等の愛好が促進され

ること、行政やスポーツ・文化芸術団体、学校等との緊密な連携や、指導者等の活

用が充実することが期待できる。 
 
 
２ 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進 
 
（１）参加者 

 
 従来の学校部活動に所属していた生徒はもとより、学校部活動に所属してい

ない生徒、運動や歌、楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒、障害のある生徒

など、希望する全ての生徒を想定する。 
 

（２）運営団体・実施主体 

 
① 地域スポーツ・文化芸術団体等の整備充実 

 
【地域スポーツ団体等】 
ア 市区町村は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体の

整備充実を支援する。その際、運営団体・実施主体は、総合型地域スポーツク

ラブやスポーツ少年団 13、体育・スポーツ協会、競技団体、クラブチーム、プ

ロスポーツチーム、民間事業者、フィットネスジム、大学など多様なものを想

定する。また、地域学校協働本部や保護者会、同窓会、複数の学校の運動部が

統合して設立する団体など、学校と関係する組織・団体も想定する。なお、市

区町村が運営団体となることも想定される。 
 
イ 都道府県及び市区町村並びに JSPOをはじめとしたスポーツ団体等は、『ス
ポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞』を運営団体・実施主

体等に対して広く周知・徹底する。また、運営団体・実施主体は、『スポーツ団

体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞』に準拠した運営を行うことが

求められる。 
 

【地域文化芸術団体等】 
 市区町村は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体の

 
13 JSPO においては、令和４年４月から、総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度の運用を

47都道府県で開始している。また、総合型地域スポーツクラブとスポーツ少年団が融合した取組
を検討している。 
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整備充実を支援する。その際、運営団体・実施主体は、文化芸術団体等に加え、

地域学校協働本部や保護者会、同窓会、複数の学校の文化部が統合して設立す

る団体など、学校と関係する組織・団体も想定する。なお、市区町村が運営団

体となることも想定される。 
 

② 関係者間の連携体制の構築等 
 

ア 都道府県及び市区町村は、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・文化

振興担当部署や社会教育・生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う担

当部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者からなる協議

会などにおいて、定期的・恒常的な情報共有・連絡調整を行い、緊密に連携す

る体制を整備する。 
 
イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、例えば、年間の活動計画（活動日、

休養日及び参加予定大会の日程等）及び毎月の活動計画（活動日時・場所、休

養日及び大会参加日等）を策定し、公表する。その際、協議会等の場も活用し、

地域におけるスポーツ・文化芸術団体等での活動中の生徒同士のトラブルや事

故等の対応を含む管理責任の主体を明確にし、共通理解を図る。 
 

（３）指導者 
 

① 指導者の質の保障 
 

【地域スポーツクラブ活動】 
ア 都道府県及び市区町村は、生徒にとってふさわしい地域スポーツ環境を整

備するため、各地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。 
また、スポーツ団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や

資質向上の取組を進める。 
 
イ JSPOは、より多くの指導者が自ら公認スポーツ指導者資格取得を目指すよ
うな制度設計に取り組む。その際、指導技術の担保や生徒の安全・健康面の配

慮など、生徒への適切な指導力等の質のみならず、暴言・暴力、行き過ぎた指

導、ハラスメント等の行為も根絶する。 
 
ウ 公益財団法人日本パラスポーツ協会及び各競技団体は、障害者スポーツ指

導資格の取得を促進するとともに、研修機会を充実する。 
 
エ 指導者は、スポーツに精通したスポーツドクターや有資格のトレーナー等
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と緊密に連携するなど、生徒を安全・健康管理等の面で支える。 
 
オ スポーツ団体等は、指導者に暴力等の問題となる行動が見られた場合への

対応について、自ら設ける相談窓口のほか、JSPO等の統括団体が設ける相談
窓口を活用し、公平・公正に対処する。都道府県や市区町村などスポーツ団体

とは別の第三者が相談を受け付け、各競技団体等と連携しながら対応する仕組

みも必要に応じて検討する。 
 
【地域文化クラブ活動】 
ア 都道府県及び市区町村は、生徒にとってふさわしい文化芸術等に親しむ環

境を整備するため、各地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確

保する。また、文化芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の

養成や資質向上の取組を進める。 
 
イ 文化芸術団体等は、指導者の質を保障するための研修等実施の際、これま

での文化部活動の意義や役割について、地域単位の活動においても継承・発展

させ、新しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等と必要な連携をしつつ、

発達段階やニーズに応じた多様な活動ができるように留意する。特に、練習が

過度な負担とならないようにするとともに、生徒の安全の確保や暴言・暴力、

行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為も根絶する。また、指導者に当該行為

が見られた場合への公平・公正な対処について、自ら設ける相談窓口の設置及

びその周知や、都道府県や市区町村など文化芸術団体とは別の第三者が相談を

受け付け、各団体等と連携しながら対応する仕組みの検討等を進める。さらに

は、文化芸術活動で留意する必要がある著作権について研修等を行い、地域に

おける文化芸術活動の中で指導者の理解を深める。 
 

② 適切な指導の実施 
 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、Ⅰ２（１）に準じ、参加者の心身

の健康管理、事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。都道府県及

び市区町村は、適宜、指導助言を行う。 
 
イ 指導者は、Ⅰ２（１）に準じ、生徒との十分なコミュニケーションを図りつ

つ、適切な休養、過度の練習の防止や合理的かつ効率的・効果的な練習の積極

的な導入等を行う。 
また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等の協力を得て、

発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を

修得する。 
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ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、Ⅰ２（２）アの指導手引を活用し

て、指導を行う。 
 

③ 指導者の量の確保 
 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、スポーツ・文化芸術団体の指導者

のほか、部活動指導員となっている人材の活用、退職教師、教師等の兼職兼業、

企業関係者、公認スポーツ指導者、スポーツ推進委員、競技・活動経験のある

大学生・高校生や保護者、地域おこし協力隊など、様々な関係者から指導者を

確保する。 
 
イ 都道府県は、域内におけるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指

導者の発掘・把握に努め、求めに応じて指導者を紹介する人材バンクを整備す

るなど、地域クラブ活動の運営団体・実施主体による指導者の配置を支援する。

市区町村が人材バンクを整備する場合は、都道府県との連携にも留意する。 
 

ウ 都道府県、市区町村及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒が優

れた指導者から指導を受けられるよう、必要に応じ ICT を活用した遠隔指導

ができる体制を整える。 
 
エ JSPOをはじめとしたスポーツ団体、文化芸術団体等は、指導者資格の取得
や研修・講座の受講に際し、インターネットを通じて受講できるようにするな

ど、指導者の負担軽減に配慮した工夫を行う。また、JSPOは、自らが運営す
る公認スポーツ指導者マッチングサイトの活用促進に取り組む。 

 
④ 教師等の兼職兼業 

 
ア 教育委員会は、国が示す手引き等も参考としつつ、地域クラブ活動での指導

を希望する教師等が、円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、規程や運用の改

善を行う。 
 
イ 教育委員会等が兼職兼業の許可をする際には、教師等の本人の意思を尊重

し、指導を望んでいないにもかかわらず参加を強いられることがないよう十分

に確認するとともに、勤務校等における業務への影響の有無、教師等の健康へ

の配慮など、学校運営に支障がないことの校長の事前確認等も含め、検討して

許可する。 
 
ウ 地域のスポーツ・文化芸術団体等は、教師等を指導者として雇用等する際に
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は、居住地や、異動や退職等があっても当該教師等が当該団体等において指導

を継続する意向の有無等を踏まえて、継続的・安定的に指導者を確保できるよ

う留意する。その他、兼職兼業に係る労働時間等の確認等を行うに当たっては、

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も参照し、教師等の

服務監督を行う教育委員会等及び地域のスポーツ・文化芸術団体等は連携して、

それぞれにおいて勤務時間等の全体管理を行うなど、双方が雇用者等の適切な

労務管理に努める。 
 
（４）活動内容 

 
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技・大会志向で特定の種目や分野

に継続的に専念する活動だけではなく、休日や長期休暇中などに開催される体験

教室や体験型キャンプのような活動、レクリエーション的な活動、シーズン制の

ような複数の種目や分野を経験できる活動、障害の有無にかかわらず、誰もが一

緒に参加できる活動、アーバンスポーツや、メディア芸術、ユニバーサルスポー

ツやアート活動など、複数の活動を同時に体験することを含め、生徒の志向や体

力等の状況に適したスポーツ・文化芸術に親しむ機会を、指導体制に応じて段階

的に確保する。 
 
イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域の実情に応じ、生徒の自主的・

自発的な活動を尊重しつつ、総合型地域スポーツクラブなど他の世代向けに設置

されている活動に生徒が一緒に参画できるようにする。 
 
ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域で実施されているスポーツ・文

化芸術活動の内容等を生徒や保護者に対して周知する。 
 
（５）適切な休養日等の設定 

 
地域クラブ活動に取り組む時間については、競技・大会志向の強いものも含め、

生徒の志向や体力等の状況に応じて適切な活動時間とする必要がある。地域クラブ

活動の運営団体・実施主体は、生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を送れる

よう、「Ⅰ 学校部活動」に準じ、下記の活動時間を遵守し、休養日を設定する。 
その際、学校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活全

般を見通し、２（２）②のとおり、運営団体・実施主体と学校を中心とした関係者

が連携し、調整を図ることが必要である。 
 
ア 学校の学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１

日、週末は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場
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合は、休養日を他の日に振り替える。） 
地域クラブ活動を休日のみ実施する場合は、原則として１日を休養日とし、休

日に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の休日に振り替える。 
 
イ 学校の長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒

が十分な休養を取ることができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）

を設ける。 
 
ウ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週

末を含む）は原則として３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効

率的・効果的な活動を行う。 
 
エ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫と

して、定期試験前後の一定期間等、各部共通、学校全体、市区町村共通の休養日

を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めること

も考えられる。 
 
（６）活動場所 

 
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、公共のスポーツ・文化施設や、社会

教育施設、地域団体・民間事業者等が有する施設だけではなく、地域の中学校を

はじめとして、小学校や高等学校、特別支援学校や、廃校施設も活用する。 
 
イ 都道府県及び市区町村は、学校施設の管理運営については、指定管理者制度や

業務委託等を取り入れ、地域クラブ活動を実施する団体等に委託するなど、当該

団体等の安定的・継続的な運営を促進する。 
 
ウ 営利を目的とした学校施設の利用を一律に認めない規則の制定や運用を行っ

ている都道府県及び市区町村においては、地域クラブ活動を行おうとする民間事

業者等が、学校施設の利用が可能となるよう改善を行う。 
 
エ 都道府県及び市区町村は、地域クラブ活動を行う団体等に対して学校施設、社

会教育施設や文化施設等について低廉な利用料を認めるなど、負担軽減や利用し

やすい環境づくりを行う。 
 
オ 都道府県、市区町村及び学校は、学校の負担なく学校施設の円滑な利用を進め

るため、 学校、行政、関係団体による前記２（２）②の協議会等を通じて、前記
イからエまでを踏まえた地域クラブ活動の際の利用ルール等を策定する。  
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カ 前記アからオまでについて、都道府県や市区町村の実務担当者向けの「学校体

育施設の有効活用に関する手引き」（令和２年３月スポーツ庁策定）や「地域での

文化活動を推進するための『学校施設開放の方針』について」（令和３年１月文化

庁策定）も参考に取り組む。  
  
 
（７）会費の適切な設定と保護者等の負担軽減 

 
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒や保護者、地域住民等の理解を

得つつ、活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定する。 
 
イ 都道府県及び市区町村は、地域クラブ活動に係る施設使用料を低廉な額とした

り、送迎面の配慮を行ったりするなどの支援を行うとともに、経済的に困窮する

家庭の生徒の地域クラブ活動への参加費用の支援等の取組を進める。 
 
ウ 都道府県及び市区町村は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、地元の企

業等の協力を得て、企業等が有する施設の利用や設備・用具・楽器の寄附等の支

援を受けられる体制の整備や、家庭の参加費用の負担軽減に資する取組等を推進

する。その際、企業からの寄附等を活用した基金の創設や、企業版ふるさと納税

の活用等も考えられる。 
 
エ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、「スポーツ団体ガバナンスコード＜

一般スポーツ団体向け＞」に準拠し、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営

に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適切に行う。 
 
（８）保険の加入 

 
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導者や参加する生徒等に対して、

自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入するよう促す。 
 
イ 各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等は、

分野・競技特性やこれまでの活動状況・怪我や事故の発生状況等を踏まえ適切な

補償内容・保険料である保険を選定し、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が

各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等に加

盟するに当たって、指導者や参加者等に対して指定する保険加入を義務付けるな

ど、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられるようにする。 
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３ 学校との連携等 
 
ア 地域クラブ活動は、青少年のスポーツ・文化芸術活動が有する教育的意義のみな

らず、集団の中で仲間と切磋琢磨することや、学校の授業とは違った場所で生徒が

活躍することなど、生徒の望ましい成長を保障していく観点から、教育的意義を持

ちうるものである。 
学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展させ、地域での多様な体験や様々な

世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新しい価値が創出されるよう、学校・家

庭・地域の相互の連携・協働の下、スポーツ・文化芸術活動による教育的機能を一

層高めていくことが大切である。 
 
イ 地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者が異なる

ため、２（２）②で述べた協議会等の場を活用し、地域クラブ活動と学校部活動と

の間で、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとともに、関係者

が日々の生徒の活動状況に関する情報共有等を綿密に行い、学校を含めた地域全体

で生徒の望ましい成長を保障する。その際、兼職兼業により指導に携わる教師の知

見も活用する。 
 
ウ 都道府県及び市区町村は、地域クラブ活動が前記２に示した内容に沿って適正に

行われるよう、地域クラブ活動の運営団体・実施主体の取組状況を適宜把握し、必

要な指導助言を行う。 
 
エ 学校の設置者及び校長は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容

等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動

を選べるようにする。 
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Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた

環境整備 
 
 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行といった新たなスポーツ・文化芸

術環境の整備を進めるに当たっては、多くの関係者が連携・協働して段階的・計画的

に取り組む必要があり、ここでは、地域の実情に応じた生徒のスポーツ・文化芸術活

動の最適化に資するよう、その進め方や検討体制、スケジュール等について示す。各

都道府県及び市区町村等においては、地域の実情に応じ、関係者の共通理解の下、で

きるところから取組を進めていくことが望ましい。 
 
 
１ 新たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法 
 
（１）休日の活動の在り方等の検討 

 
ア 地域における新たなスポーツ・文化芸術環境の整備について、まずは、休日に

おける地域の環境の整備を着実に進める。その際、休日と平日で指導者が異なる

場合には、あらかじめ指導者等の間で指導方針や生徒の活動状況に関する情報等

の共有を行うなど緊密な連携を図るとともに、生徒や保護者等へ説明を丁寧に行

う。 
 
イ 平日における環境整備については、できるところから取り組むことが考えられ、

地域の実情に応じた休日における取組の進捗状況等を検証し、更なる改革を推進

する。 
 
ウ 地域の実情等によっては、平日と休日を一体として取り組むことや、平日から

先に取り組むこともあり得るため、どのような進め方が当該地域の実情等に照ら

してふさわしいかについては、各地域における関係者間で丁寧に調整をした上で

方針を決定する。 
 
（２）検討体制の整備 

 
ア 都道府県及び市区町村は、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・文化振

興担当部署や社会教育・生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う担当部

署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者からなる協議会等を

設置し、アンケートなどを通じて生徒のニーズを適宜把握しつつ、新たなスポー
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ツ・文化芸術環境の整備方法等を検討し、実行する。また、協議会等における検

討状況等については、随時ホームページ等で公開する。 
 
イ 都道府県は、指導者の状況をはじめ当該都道府県内のスポーツ・文化芸術環境

に関する情報を集約し、域内の市区町村に対し提供するなど、広域的な調整や学

校の設置者に対する助言・支援を行う。 
 
ウ 都道府県及び市区町村は、今後は地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進め

る観点から、学校の設置・管理運営を担う担当部署との緊密な連携・協力に基づ

き、地域スポーツ・文化振興担当部署や生涯学習・社会教育担当部署が中心とな

って取り組むことが考えられる。その際、健康増進や社会福祉・医療、まちづく

りの担当部署等の他、地域スポーツ・文化コミッションや地域おこし協力隊等と

の連携も考えられる。また、スポーツ推進委員が都道府県及び市区町村と地域の

スポーツ団体等との連絡調整を担うことも期待される。 
 
エ 都道府県及び市区町村の体育・スポーツ協会や文化振興財団・文化協会などの

団体は、地域の各スポーツ・文化芸術団体等の取組の助言・支援を行う。 
 
オ 都道府県及び市区町村の競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる

各分野の関係団体等は、中央競技団体等の支援や助言を受けつつ、各競技種目の

指導者の養成・派遣や活動プログラムの提供などにより、地域スポーツ・文化芸

術環境の整備に参画する。 
 
カ 学校は、生徒の教育や健全育成に関する専門性と実績を生かし、地域スポーツ・

文化芸術環境の整備に関して、都道府県及び市区町村の関係部署や地域における

スポーツ・文化芸術団体等と協力・協働する。 
 
（３）段階的な体制の整備 

 
 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に当たって

は、地域の実情に応じたスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、生徒の体験格

差を解消する観点から、例えば、以下のような体制の整備を段階的に進めること

が考えられる。 
 
①  市区町村が運営団体となり、あるいは市区町村が中心となって社団法人や

NPO法人等の運営団体を設立して、スポーツ・文化芸術団体、大学、民間事業
者、地域学校協働本部等と連携して、学校施設を活用して行われる活動に、指

導者を派遣する体制。 
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②  総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、クラブチーム、プロチーム、
フィットネスジム、民間事業者、大学や、地域の体育・スポーツ協会、競技団

体、文化芸術団体など多様な運営団体・実施主体が、社会体育・教育施設や文

化施設、自らの保有する施設を活用して、多様な活動に親しむ機会を確保し、

中学校等の生徒が参加する体制。 
 

※ なお、直ちに前記①②のような体制を整備することが困難な場合には、当面、

学校部活動の地域連携として、必要に応じて拠点校方式による合同部活動も導

入しながら、学校設置者や学校が、学校運営協議会等の仕組みも活用しつつ地

域の協力を得て、部活動指導員や外部指導者を適切に配置し、生徒の活動環境

を確保することが考えられる。 
 

 
２ 休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の段階的推進 
 
ア 休日における学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行について、国とし

ては、令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間と位置付けて支援し

つつ、各都道府県及び市区町村においては、地域スポーツ・文化芸術環境整備のた

めの取組を重点的に行っていくため、後記３の推進計画の策定等により、休日の学

校部活動の段階的な地域連携・地域移行を進める。その際、例えば中山間地域や離

島をはじめ、市区町村等によっては合意形成や条件整備等のため時間を要する場合

も考えられることから、地域の実情等に応じて可能な限り早期の実現を目指すこと

とし、国及び都道府県は適切に指導助言を行う。 
 
イ 国、都道府県及び市区町村は、改革推進期間終了後において、学校部活動の地域

連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に係る進捗状況等を評価・分析し、

継続して地域のスポーツ・文化芸術環境の充実に取り組む。 
 
 
３ 地方公共団体における総合的・計画的な取組 
 
ア 都道府県及び市区町村は、前記２を踏まえ、例えば推進計画の策定等により、地

域のスポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者に対し、取組の背景や地域

におけるスポーツ・文化芸術環境の方針、具体的な取組の内容、生徒自身や地域社

会に対し見込まれる効果、スケジュール等について分かりやすく周知し、理解と協

力を得られるよう取り組む。 
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イ 各都道府県においてそうした方針等を示した場合は、域内の各市区町村において

も、それを参考として地域の実態に応じた方針等を示すことが考えられる。また、

都道府県においては、休日の部活動の段階的な地域移行等に関する実践・実証事業

等の成果の普及を図るとともに、市区町村における取組の進捗状況を把握し、市区

町村等に対して必要な指導助言、支援を行う。 
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Ⅳ 大会等の在り方の見直し 
 
 新たな地域クラブ活動を実施するに当たっては、活動の成果発表の場である大会や

コンクール等において、学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者の

ニーズ等に応じて、持続可能な運営がされることが必要である。ここでは、地域クラ

ブ活動の実施に伴いあるべき大会等の在り方について示す。 
 
 
１ 生徒の大会等の参加機会の確保 
 
ア 中学校等の生徒を対象とする大会等の主催者は、生徒の参加機会の確保の観点か

ら、大会参加資格を学校単位に限定することなく、地域の実情に応じ、地域クラブ

活動や複数校合同チームの会員等も参加できるよう、全国大会、都道府県大会、地

区大会及び市区町村大会において見直しを行う。 
例えば、既に日本中体連においては、令和５年度から地域のスポーツ団体等の活

動に参加する中学生の全国中学校体育大会への参加を承認することを決定している

ところ、その参加資格の拡大を着実に実施する。あわせて、都道府県中学校体育連

盟（以下「都道府県中体連」という。）及びその域内の中学校体育連盟（以下「域内

の中体連」という。）等が主催する大会においても同様の見直しが図られるよう、日

本中体連は都道府県中体連に対し、都道府県中体連は域内の中体連に対し、それぞ

れ必要な協力や支援を行う。 
 
イ 都道府県及び市区町村は、大会等に対する支援の在り方を見直し、地域クラブ活

動等も参加できる大会等に対して、補助金や後援名義、学校や公共の体育・スポー

ツ施設、文化施設の貸与等の支援を行う。 
 
ウ 大会等の主催者は、移行期において学校部活動と地域クラブ活動の両方が存在す

る状況において、公平・公正な大会参加機会を確保できるよう、複数校合同チーム

の取扱いも含め、参加登録の在り方を決定する。 
 
 
２ 大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備 
 
（１）大会等への参加の引率 

 
【学校部活動】 
ア 大会等の主催者は、学校部活動における大会等の引率は原則として部活動指導
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員が単独で担うことや、外部指導者や地域のボランティア等の協力を得るなどし

て、生徒の安全確保等に留意しつつ、できるだけ教師が引率しない体制を整える

旨を、大会等の規定として整備し、運用する。 
 
イ 日本中体連は、主催大会において、集団競技においても外部指導者による引率

を可能とし、また、個人競技においても、校長・教師・部活動指導員が引率でき

ない場合に限定するのではなく、適切な外部指導者がいる場合には校長が認めた

上で引率を可能とするよう、引率規定を見直す。 
 
ウ 都道府県及び市区町村において、部活動指導員や外部指導者による引率を認め

ていない場合は、適切な部活動指導員や外部指導者による引率が可能となるよう

見直す。 
 
【地域クラブ活動】 

   地域クラブ活動における大会等の引率は、実施主体の指導者等が行うこととし、

大会等の主催者はその旨を大会等の規定として整備し、運用する。 
 
（２）大会運営への従事 

 
ア 大会等の主催者は、自らの団体等に所属する職員に大会運営を担わせ、人員が

足りない場合は、大会主催者が大会開催に係る経費を用いてスポーツ・文化芸術

団体等に外部委託をするなど、適切な体制を整える。 
 
イ 大会等の主催者は、大会等に参加する学校や地域クラブ活動の実施主体等に対

して、審判員等として大会運営への参画を出場要件として求める場合は、参画す

ることに同意する部活動顧問や地域クラブ活動の指導者に対して、大会等の主催

者のスタッフとなることを委嘱し、主催者の一員として大会等に従事することを

明確にする。 
 
ウ 教育委員会や校長は、大会運営に従事する教師等の服務上の扱いの明確化や兼

職兼業の許可について、適切な服務監督を行う。地域クラブ活動の運営団体・実

施主体は、当該団体等の規定等に基づき、必要に応じて大会運営に従事する指導

者の兼職兼業等の適切な勤務管理を行う。 
 
エ 教育委員会や校長は、スポーツ・文化芸術団体の役員等として日頃から当該団

体等の活動に従事している教師等を含め、教師等が実費弁済の範囲を超えて報酬

を得て大会運営に従事することを希望する場合は、兼職兼業の許可を含めた適切

な勤務管理を行う。この際、学校における業務への影響の有無、教師等の健康へ
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の配慮から、学校での職務負担や大会運営に従事する日数等を確認した上で、兼

職兼業等の許可の判断を行う。 
 
オ 大会等の主催者は、必要に応じ、JSPO、公益財団法人笹川スポーツ財団及び
特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワークなど、スポーツ・文

化ボランティア活動の推進に関する取組等との連携を図る。 
 
 
３ 生徒の安全確保 

 
ア 大会等の主催者は、参加する生徒の健康と安全を守るため、大会等の開催時期に

ついて、夏季であれば空調設備の整った施設を会場として確保し、そのような環境

を確保できない場合には夏の時期を避ける。 
 
イ 大会等の主催者は、夏季以外の季節であっても気温や湿度の高い日が少なくない

ことから、各種目・部門の特性等を踏まえ、中学校等の生徒向けの大会等の開催が

可能な環境基準として、例えば、気温や湿度、暑さ指数（WBGT） 等の客観的な数
値を示す。 

 
ウ 大会等の主催者は、天候不順等により大会日程が過密になった場合は、大会等を

最後まで実施することのみを重視することなく、試合数の調整や、途中で大会等を

打ち切るなど、生徒の体調管理を最優先に対応する。 
 
 
４ 全国大会をはじめとする大会等の在り方 
 
ア 大会等の主催者は、発育・発達期にある生徒にとっての全国大会の意義を、本ガ

イドラインの趣旨を踏まえて改めて検討し、意義が認められる場合にはそれを踏ま

えて、生徒にとってふさわしい全国大会の在り方や、適切な大会等の運営体制等に

見直す。 
 
イ 大会等の主催者は、全国大会の開催回数について、生徒や保護者等の心身の負担

が過重にならないようにするとともに、学校生活との適切な両立を前提として、種

目・部門・分野ごとに適正な回数に精選する。 
 
ウ 都道府県中体連及び域内の中体連並びに学校の設置者は、前記Ⅱ２（２）②の協

議会等の場を活用し、中学校の生徒が参加する大会等の全体像を把握し、週末等に

開催される様々な大会等に参加することが、生徒や指導者の過度な負担とならない
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よう、大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、中学校の生徒が参加する大

会数の上限の目安等を定める。 
 
エ 校長や地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、都道府県中体連及びその域内の

中体連並びに学校の設置者が定める前記の目安等を踏まえ、生徒の教育上の意義や、

生徒や指導者の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する。 
 
オ 大会等の主催者は、スポーツ・文化芸術に親しむことや生徒間の交流を主目的と

した大会や、高い水準の技能や記録に挑む生徒が競い合うことを主目的とした大会

などの多様な大会を開催する。その際、誰もが参加機会を得られるよう、リーグ戦

の導入や、能力別にリーグを分けるなどの工夫をする。 
 
カ JSPOやスポーツ団体、文化芸術団体は、例えば、大会等の開催と併せて生徒等
向けの体験会を実施するなど、自分なりのペースでスポーツ・文化芸術に親しみた

い生徒や、複数の運動種目等を経験したい生徒等のニーズに対応した機会を設ける。 
 
キ 特別支援学校等の大会等については、特別支援学校等に在籍する生徒のスポー

ツ・文化芸術への参画を促進する観点から、関係者が連携して、本ガイドラインの

趣旨を踏まえ、大会等の整備を進める。その際、学校における働き方改革の動向に

十分留意する。  
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終わりに 
 
○ 学校部活動は、長年にわたり多くの生徒や保護者、教育関係者が深く関わってき

たものであり、その在り方は国民的な関心事項となっている。 
 
○ 学校部活動を巡ってはこれまでも様々な課題が指摘されてきた中、現在、多くの

地域において、少子化の進行により持続可能ではないという危機感が共有されつつ

ある。 
 
○ スポーツ庁及び文化庁としては、このたび、将来にわたり子供たちにスポーツ・

文化芸術活動に親しむことができる一層豊かな機会を確保していく強い覚悟を持

って、子供の視点に立ち、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の方向

性と対応策を示したところである。 
 
〇 人の生涯の中でも中学生や高校生の年代は、心身を磨き伸ばす意義の大きい大切

な時期であり、スポーツ活動と文化芸術活動は、これらに対し共に貢献できるもの

であることから、本ガイドラインでは両者を分け隔てることなく一体として取り扱

ったところである。 
 
○ 本ガイドラインは、現時点で考えられる方向性の大枠を示したものであり、様々

な事情を抱える学校現場や地域において、部活動改革を進めるための「選択肢」を

示し、複雑に絡み合う諸課題を解決していくために「複数の道筋」や「多様な方法」

があることを前提としたものである。 
 
○ したがって、各都道府県や市区町村、学校、スポーツ・文化芸術団体等において

は、本ガイドラインを踏まえつつ、地域の実情に合わせて様々な手法の中から選択

したり、複数の手法を組み合わせるなどの創意工夫を凝らしたりして、生徒や保護

者等の理解を得つつ、段階的な取組を進めることが望まれる。 
 
○ スポーツ庁及び文化庁においては、本ガイドラインについて、改革推進期間にお

ける取組の進捗状況等を勘案し、適宜必要な見直しを行うこととする。 
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Β͑ ʞ11



̏̏ɿຌΪχϧϱटࢭͶͯ͏ͱ
˕ ӣಊ෨ಊͺɼָگߏүҲͳ͢ͱɼηϛʖςͶັڷͳؖৼΝͯಋਫ਼ై
ࣙकదɼࣙద͵ՅͶΓΕɼޒگҽΝͺͣΌͳͪؖ͢ंܐखૌΏࢨԾͶ
ӣಊΏηϛʖςΝ͑ߨͲ͍Εɼָ֦ߏͲଡ༹͵ಊ͗ߨΚΗͱ͏Ήͤɽ

˕ ຌΪχϧϱͶىफ़ͤΖ಼༲ͺɼ͞ΗΉͲͶช෨Ռָ͗ࡠͪ͢ࣁྋʤh ΊΞ
͵Ͳ͚ͯΖӣಊ෨ಊʱฑ��೧�݆ʥͲ͝ܟͱ͏Ζɼஏ๏ޮڠରɼָߏɼ
ߏɼ߶ָߏָ֦ޛࠕͶखΕૌΞͲ͍ͪ͘ΕΉͤ͗ɼعंͶΓͮͱͺࢨ
ʤگүָߏΝɽҐԾಋͣɽʥͲӣಊ෨ಊͲࢨͶ͕͏ͱචགྷͲ͍Ζ
ͺ͗ྂߡΉΗΖخຌద͵ߴࣆɼཻқΝ͍ΔͪΌͱཀྵ͢ɼࣖͪ͢Ͳͤɽ

˕ ຌΪχϧϱΝಁΉ͓ͱɼ֦ஏ๏ޮڠରɼָߏɼࢨंʤޒگҽ;ٶ෨
Ε๏ɼ಼༲Ώ๏๑ࡑࢨ͵ಊͲ۫ରదंΝ͏͑ɽҐԾಋͣɽʥ͗ɼӣಊ෨ࢨ
Ͷͯ͏ͱචགྷ͵ݗ౾ɼݡ͢ɼқɼրવɼڂݜΝΌɼͨΗͩΗಝ৯Νਫ਼͖
ͪ͢నͲްՎద͵ࢨΝ͑͞ߨͳͶΓΕɼӣಊ෨ಊ͗Ҳैࣰ͢ͱ͏͚͞ͳΝغ
ଶ͢Ήͤɽ

̐ɿਫ਼ైͶͳͮͱηϛʖςқٝ
˕ ηϛʖςͺɼηϛʖςخຌ๑Ͷ͝ܟΔΗͱ͏Ζͳ͕Εɼֆڠ௪ਕྪชԿͲ͍
Εɼਕʓ͗ਫ਼֖ͶΚͪΕৼਐͳͶ݊߃ͲชԿద͵ਫ਼ΝӨ͓͑ͲՆܿ͵ͳ
͵ͮͱ͏ΉͤɽಝͶɼৼਐௗգఖͶ͍Ζָߏɼ߶ָߏਫ਼ైͶͳͮͱɼର
ྙΝͦ͠ΖͳͳͶɼଠंΝଜ॑͢ଠंͳڢಋͤΖਈɼޮਜ਼͠ͳཱوΝଜସ
ౕΏހࠂৼΝക͏ɼࣰભద͵ྙߡࢧΏஇྙΝү͵ʹɼਕ֪ܙͶ͘͵ӪڻΝ
ͳેخͲ͍Εɼਫ਼֖ͶΚͪΖ݊સ͵ৼͳਐରΝക͏ɼ͖͵ਕؔΝүͤ·ٶ
͵ΖͲͤɽ
ӣಊ෨ಊͶ͕͏ͱਫ਼ై͗ηϛʖςͶ͢͞ͳͺɼָߏͲदۂͲखૌɼஏҮ

ΏՊఋͲखૌͳ͍͏Ήͮͱɼηϛʖςخຌ๑خຌཀྵ೨ΝࣰͤݳΖͳ͵ΕΉͤɽ

̑ɿӣಊ෨ಊָگߏүͶ͕͜ΖҒ͜ɼқٝɼༀׄͶͯ͏ͱ
ᶅ ӣಊ෨ಊͺָگߏүҲͳ͢ͱߨΚΗΖͲͤ
ۑ ᙺ⩏ពࡍࡓ୰࡛ᯝࡢ⫱Ꮫᰯᩍࠊ࡚࠸ࡘ㒊άືࠊࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡢ⾜⌧

㋃ࠕࠊ࠼Ꮫᰯᩍ⫱ࠊ࡚ࡋ⎔୍ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㛵㐃ࡀᅗ࠺␃ពࡇࠖࡍ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ♧☜࡚࠸ࡘ

ලయⓗࠊࡣ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠊࡣ➨㸯❶⥲๎࡛㒊άືࠊ࡚࠸ࡘ➨㸰❶➨

㸵⠇ಖయ⫱࡛㐠ື㒊άືࠊ࡚࠸ࡘ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠊࡣ➨㸯❶⥲๎࡛㒊

άືࠊ࡚࠸ࡘ➨㸰❶➨㸴⠇ಖయ⫱࡛㐠ື㒊άືࠊ࡚࠸ࡘୗグ࠾ࡢつᐃࡋ

ࠋࡍ࠸࡚

Ⓨ⮬ࠊⓗ⮬ࡢᚐ⏕ࠊ࡚ࡗࡇࡓࡉつᐃ࠺ࡢࡇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠊ࠾࡞

ⓗ࡞ཧຍࡢ⾜㒊άືࡢᛶ᱁➼ࡀኚࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡢ
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ᶆᶆ ӣಊ෨ಊͺɼηϛʖςٗΊ͵Δͥɼਫ਼ైਫ਼͘Ζྙ
үɼ͖͵ָߏਫ਼ࣰݳͶқٝΝ༙ͤΖͳ͵Ζ͞ͳ͗ΉΗ
Ήͤ
˕ ͳؖৼΝͯಋັڷಊͺɼηϛʖςͶΚΗΖӣಊ෨ߨүҲͳ͢ͱگߏָ
ਫ਼ై͗ɼΓΕ߶͏ਭ६ٗΏىͶேકͤΖͲɼਫ਼ైͶԾىΓ͑͵༹ʓ͵
қٝΏްՎΝͪΔͤͳ͓ߡΔΗΉͤɽ
ʀ ηϛʖςֺ͢͠Ώج;ΝັΚ͏ɼਫ਼֖ͶΚͪͮͱ͖͵ηϛʖςϧϓΝܩ
କͤΖ࣯ࣁΏྙΝүͱΖɽ

ʀ ରྙΏ݊߃ଁͶͯ͵͗Ζɽ
ʀ ฯ݊ରүՌگү՟ఖ಼ࢨͲਐͶͪ͜Νఴɼैࣰͦͪ͠Εɼ
༽ͦͪ͠ΕͤΖͳͳͶɼӣಊ෨ಊՎΝָߏگүಊસରͲਫ਼͖ͤؽճ
ͳ͵Ζɽ

ʀ ࣙकɼڢɼ״ɼ࿊ଵ״͵ʹΝүͤΖɽ
ʀ ΝͪΔͤɽ״ɼैࣰ״ྙ֮ɼྙͶΓΖୣހࣙ
ʀ Ώָ೧ΝΗڅΖͲ༓ΝΌΖͳͳͶɼָͤྙڢɼྯΉ͢ɼ͏ڟͶ͏ޕ
ͱؔΏࢨंͳືંͶৰΗ͑͞ͳͶΓΕ಼ָڅͳͺҡ͵ΖਕؔؖܐܙͶ
ͯ͵͗Ζɽ

˕ ͞Γ͑Ͷɼӣಊ෨ಊͺɼָ֦ߏگү՟ఖͲखૌͳ͍͏Ήͮͱɼָگߏү
͗ͤࢨਫ਼͘Ζྙүɼ͖͵ָߏਫ਼Νࣰͦ͠ݳΖༀׄΝՎͪ͢ͱ͏Ζͳ͓ߡ
ΔΗΉͤɽ

˕ ͶىҐٗਭ६Ώࠕͳɼͤ͞ࢨͲɼঋཤΝ͑ߨକదͶηϛʖςΝܩ
ேકͤΖ͞ͳͺࣙષ͵͞ͳͲ͍ΕɼͨΗΝָࢩ͗ߏԋͤΖ͞ͳࣙର͗ୌͳ͠ΗΖ
Ͳͺ͍ΕΉͦΞ͗ɼճͲঋͯ͞ͳΊΝ॑͢ࢻգ॑͵࿇सΝ͏کΖ͞ͳ͵
ʹ͗͵͏Γ͑ͶͤΖ͞ͳɼ݊સ͵ৼͳਐରΝക͏ɼ͖͵ਕؔΝүͪΌώϧ
ϱηͳΗͪӣӨͳࢨ͗ٽΌΔΗΉͤɽ

ᶇ ਫ਼ైࣙकదɼࣙద͵ಊैࣰͶ͜ͱɼӣಊ෨ಊɼ૱
ஏҮηϛʖςέϧϔ͗ஏҮಝ৯Νਫ਼͖͢ͱखΕૌ͞ͳɼΉͪɼܗ
චགྷͶԢͣͱ࿊ͤܠΖ͞ͳ͗ΉΗΉͤ

˕ ਫ਼ై͗खΕૌΊͪ͏ηϛʖςझɼਐͶͪ͜͏ٗΏىఖౕͺ༹
ʓͲͤɽΓΕ߶͏ਭ६ٗΏىͶே͞ͳΝ॑ͤࢻΖਫ਼ైɼࣙ͵ΕϘʖη
ͲηϛʖςͶ͢Ίͪ͏ਫ਼ైɼҲͯझΓΕ༹ʓ͵झͶேકͪ͢͏ਫ਼ై͗
͏Ήͤɽ
֦ஏ๏ޮڠରɼָߏͲͺɼਫ਼ైଡ༹͵ωʖθΝѴͤΖͳͳͶɼͨΗΔͶ

Ԣ͓ɼӣಊ෨ಊՅްՎΝҲ߶ΌΖͪΌͶɼಊ಼༲Ώࣰܙࢬସɼ
εʖθϱͶΓΖ਼झࣰࢬɼ਼ߏͶΓΖಋࣰࢬ༹ʓ͵खૌ͗ΉΗ
Ήͤɽ͠ΔͶָߏखૌͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ૱ܗஏҮηϛʖςέϧϔͳ࿊ܠΏஏ
Үηϛʖςࢨंɼࢬઅ༽͵ʹɼஏҮऀճસର͗࿊ܠɼڢಉͪ͢खૌΉ
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ΗΉͤɽͨࡏͶͺɼָߏɼஏҮؖ͗ंܐ૮ޕͶๅ͢ڛɼཀྵմͯͯ͢ɼखΕૌ
͞ͳ͗ΉΗΉͤɽ

̒̒ɿӣಊ෨ಊͲࢨैࣰͪΌͶචགྷͳ͓ߡΔΗΖͯ̕ߴࣆ

ӣಊ෨ಊͲްՎదɼܯժద͵ࢨͶ͜ͱ

ᶅ ૌ৭સରͲӣߏΝͦΖͲͺ͵͚ɼָࢨҽͫ͜ͶӣӨɼگޒ
ಊ෨ಊඬɼࢨࡑΕ๏Ν͓ߡΉ͢Β͑
ʬָߏૌ৭સରͲӣӨΏࢨඬɼ๏ਓࡠͳ༙ڠʭ
˕ ӣಊ෨ಊͺɼޒگҽۅద͵खૌͶ͓ࢩΔΗΖͳ͞Θ͗͘͏ͳ͓ߡΔ
ΗΉͤ͗ɼָگߏүҲͳ͢ͱͨ؇ཀྵԾͶߨΚΗΖͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼ֦
ҽͶͦ͘Εͳ͵Δ͵͏Γ͑ͶͤΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽگޒ͗ࢨಊӣӨɼ
ૌ৭ߏ؏Ͷഓྂͯͯ͢ɼָݰҽෝ୴ܲگௗϨʖξʖερϕͳɼߏ

સରͲӣಊ෨ಊӣӨΏࢨඬɼ๏ਓΝݗ౾ɼࡠͤΖͳͳͶɼೖӣ
ӨɼࢨͶ͕͏ͱɼචགྷ͵Ͷͺߏௗ͗న͵ࣖࢨΝͪ͢Εɼޒگҽؔ
Ͳқިݡɼࢨ಼༲Ώ๏๑ڂݜɼๅ༙ڠΝਦΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ͞खૌ
Ͳɼର͗͠ڒΗ͵͏͞ͳқࣟబఊΝਦΖ͞ͳචགྷͲͤɽ

˕ ඬɼ๏ਓࡠٶ;ೖࢨͶ͕͏ͱਫ਼ై݊߃؇ཀྵɼ҈સ֮ฯɼӭ؇
ཀྵͶखΕૌͶͺɼ಼ָߏฯ݊ରүՌ୴گ།ɼگޤ།ɼӭگ།
దஎݡΝ༙ͤΖؖंܐྙڢΝಚΖ͞ͳްՎదͲ͍Ζͳ͓ߡΔΗΉͤɽ

˕ ਫ਼ైͶଲ͢ͱɼ֦෨಼Ί͵Δ಼ָͥߏ֦෨ΫϡϕτϱΏϨʖξʖద͵ਫ਼
ై͗ԥஇదͶಊࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱқݡΏๅΝިͤΖ͞ͳΝଇͤ͞ͳΉ
ΗΉͤɽ

ʬฯंޤඬɼܯժઈͳཀྵմʭ
˕ ฯंޤͶଲ͢ͱɼָߏસରඬΏ๏ਓɼ֦෨ಊඬΏ๏ਓɼܯժͶ
ͯ͏ͱۅదͶઈ͢ɼཀྵմΝಚΖ͞ͳ͗ΉΗΉͤɽ

婸 ରΝ͓Ή͢Β͑ࢨ͵ಊ͟ͳͶనɼӣಊ෨ߏָ֦
ʬ෨ࢨं֮ྙڢฯɼ࿊ܠʭ
˕ ࢨ͵Ώਫ਼ైωʖθͶΓͮͱͺɼ֚ηϛʖςझٗढ़దڱҽয়گޒ
ͺɼஏҮ͵ʹͲ༑ΗͪࢨྙΝ༙ͤΖ෨ࢨं͗ৼͳ͵ͮͱ͑͞ߨͳ͗ް
ՎదͲ͍Ζ͓ߡΔΗΉͤɽ
Ήͪɼࢨɼ݊߃؇ཀྵͶ͕͏ͱɼஏҮηϛʖςχένʖɼφϪʖψʖڢ

ྙΝಚΖ͞ͳ༙қٝͲ͍Ζͳ͓ߡΔΗΉͤɽ
͞ΗΔ෨ࢨंྙڢΝಚΖͶͺɼָ ରɼڠͶɼஏ๏ޮखૌҐߏ

Δɼ͗͵͢ɼๅިܠͳ࿊ंܐஏҮηϛʖςέϧϔɼҫྏؖܗ૱ରɼܐؖ
ंๅΝѴ͢ͱ͏͚͞ͳ͗॑གྷͲͤɽࢨ෨ΝಚΔΗΖྙڢ

3



ʬʬ෨ࢨंྙڢΝಚΖ಼ߏରඍʭ
˕ ӣಊ෨ಊͺָگߏүҲͳ͢ͱɼָߏɼޒگҽͶΓΕΌΔΗΖگү
ಊͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼ෨ࢨंྙڢΝಚΖͶͺɼָߏસରඬΏ๏ਓɼ
֦෨ಊඬΏ๏ਓɼܯժɼ۫ରద͵ࢨ಼༲Ώ๏๑ɼਫ਼ైয়ڱɼ͗ބࣆ
ਫ਼ͪ͢ଲԢͶͯ͏ͱɼָߏɼޒگҽͳ෨ࢨंͳؔͲॉ͵
Ν͏ߨɼ෨ࢨंཀྵմΝಚΖͳͳͶɼ૮ޕͶๅΝ༙ͤڠΖ͞ͳ͗ච
གྷͲͤɽٗढ़ద͵ࢨͶ͕͏ͱɼචགྷ͵ͳ͘Ͷͺޒگҽͺ෨ࢨंͶన
ंͶͦ͘Εͳ͵Δ͵͏Γ͑ͶͤΖ͞ͳࢨ෨Νࢨͳͳ͢ͱɼ͑͞ߨΝࣖࢨ͵
͗චགྷͲͤɽ

˕ खૌͶଲͤΖཀྵմΝΌɼͨඬΏ๏ਓΝಁΉ͓ͪనߏंͺָࢨ෨
͵ࢨΏखૌΝ͑͞ߨͳ͗ٽΌΔΗΉͤɽ

ᶇ ఈ͢Ή͢Β͑ࡨժΝܯඬΏ಼༲Ν֮Ͷͪ͢ࢨಊͶ͕͜Ζ
ʬਫ਼ైωʖθΏқݡѴͳͨΗΔΝൕӫͦͪ͠ඬઅఈɼܯժࡠʭ
˕ ӣಊ෨ಊͺɼָگߏүҲͳ͢ͱߨΚΗΖͲͤ͗ɼਫ਼ైࣙकదɼࣙ
ద͵ՅͶΓΖͲͤɽਫ਼ైؔͶͺɼ͘͵ηϛʖςٗΝ߶Όͪ͏ɼى
Ν৵ͻͪ͢͏ɼҲఈϘʖηͲηϛʖςͶ͢Ίͪ͏ɼ๎՟ޛΝ༙қٝͶգͪ͟͢
͏ɼ৶བͲ͘Ζ༓ୣΝݡͪ͜͏͵ʹɼӣಊ෨ಊΝ͑ߨͶ͢ࡏͱ༹ʓ͵దɼ
ඬ͍͗ΕΉͤɽ
֦ӣಊ෨ಊޒگҽͺɼӣӨʀࢨंͳ͢ͱҲ๏ద͵๏ਓͶΓΕಊͤ

ΖͲͺ͵͚ɼਫ਼ైͳқިݡΝ௪ͣͱਫ਼ైଡ༹͵ӣಊ෨ಊωʖθΏ
қݡΝѴ͢ɼਫ਼ైकରΝଜ॑ͯͯ͢ɼ֦ಊඬɼࢨ๏ਓΝݗ౾ɼઅ
ఈͤΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
͞ɼঋͯ͞ͳΊΝͤ͞ࢨͳ͵͏Γ͑ɼਫ਼ై͗ਫ਼֖ͶΚͪͮͱηϛʖ

ςͶ͢ેخΝү͞ͳɼୣஊͶԢͣͪৼਐௗΝଇͤ͞ͳͶॉཻқ
ͪ͢ඬΏࢨ๏ਓઅఈ͗චགྷͲͤɽ

˕ ͠ΔͶɼ͞ඬୣͶ͜ͱɼௗغద͵ؔغΏָ֦೧Ͳࢨʤಊʥ಼
༲ͳͨΔ͏ɼࢨʤ࿇सʥ๏๑ɼಊؔغΏؔΝ֮Ͷͪ͢ܯժΝࡠ
͢ͱɼ෨ࡏΏฯंޤճ͵ʹͲਫ਼ైΏฯंޤͶઈ͢ɼཀྵմΝಚΖ͞ͳ͗॑གྷ
Ͳͤɽ

˕ ඬઅఈɼܯժࡠͶ͢ࡏͱͺɼӣಊ෨ಊ͗ɼگү՟ఖͶ͕͏ͱָस͢
ͪ͞ͳ͵ʹಁΉ͓ɼࣙΔనΏັڷɼؖৼΝΓΕ͚௧͢ٽͱ͏͚ؽճͲ͍
Ζ͞ͳ͖Δɼ֦گՌඬٶ;಼༲ͳؖܐͶഓྂͯͯ͢ɼਫ਼ైࣙਐ͗گү՟
ఖͶ͕͏ͱָसͤΖ಼༲Ͷͯ͏ͱրΌͱͨ͠ΝࣟͤΖΓ͑ଇͤ͵ʹͶΓ
Εɼָ֦ߏگү՟ఖͳؖ࿊ͦ͠͵͗Δָگߏүસରͳ͢ͱਫ਼ైʰਫ਼͘Ζྙʱ
үΝਦΖ͞ͳཻқ͗ΉΗΉͤɽ
ΉͪɼಊΝͳ͕͢ͱਫ਼ైқݡΝѴͤΖͲɼనٕɼඬɼܯժΝݡ

͢ͱ͏͚͞ͳ͗ΉΗΉͤɽ
ʬ೧ؔΝ௪ͪ͢ώϧϱηͳΗͪಊഓྂʭ
˕ ਫ਼ై͗ɼӣಊ෨ಊͶͶखΕૌҲ๏Ͳɼଡ༹͵ͶΝ͜ͱώϧϱη
ͳΗͪৼਐௗɼָߏਫ਼ΝૻΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳɼਫ਼֖ͶΚͪͮ
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ͱηϛʖςͶ͢خ൭Ν͚ͯΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳɼӣಊ෨ಊखૌ
ͲൾΗͱदۂͶॄͲ͘͵͚͵Ζ͞ͳ͗͵͏Γ͑ͶͤΖ͞ͳ͗॑གྷͲͤɽ
ೖ͵͚࿇सͪ͢Εɼ͏ͪͥΔͶௗؔ࿇सͤΖ͞ͳͳͺҡٵ࿇सͳͺɼ͏͢ݭ

͵ΖͲͤɽ೧ؔΝ௪͢ͱɼҲ೧ؔΝغࢾɼैࣰغɼٵଋغͶ͜ͱϕϫήϧ
ϞΝܯժదͶཱིͱΖ͞ͳɼՅͤΖճΏ࿇सࢾΝમͤΖ͞ͳɼΓΕްིదɼ
ްՎద͵࿇स๏๑Νݗ౾ɼͤΖ͞ͳɼҲुؔͶన͵ֶؔͶΓΕಊΝ
ΕͤΖೖΝઅ͜Ζ͞ͳɼҲೖ࿇सؔΝన͓ͪߡಊΝ৾ΕศͮͪΕɼೖΏٵ
ͶઅఈͤΖ͞ͳΝͯͯྂ͢ߡɼܯժΝࡠ͢ɼࢨΝͮߨͱ͏͚͞ͳ͗චགྷͲ
ͤɽ
͞ΗΔͺɼௗغͶ͍Ζਫ਼ైηϛʖς্֒ΏބࣆΝ͛ͪΌͶɼΉͪɼৼཀྵ

Ͳൾ࿓յͪΌͶ॑གྷͲͤɽ
ʬʬ೧ؔಊ৾ΕศΕͳ೧ౕൕӫʭ
˕ ૌ৭ద͵گүಊͳ͢ͱɼඬΝਫ਼ైͶࣖ͢ͱڠ௪ཀྵմΝਦΕ͵͗Δɼ۫ରద͵
ಊ͗ΉΗΉͤɽͱ͏̧̛͚̘̚γέϩͶΓΖ͢ৄݗɼՎΝ͏ߨಊΝ

ͱ͜Ͷࢨ͵ಊͲްՎదࡏࣰ

ᶈ న͵ࢨ๏๑ɼαϝϣωίʖεϥϱैࣰͶΓΕɼਫ਼ైқཋΏ
ࣙकదɼࣙద͵ಊΝଇ͢Ή͢Β͑

ʬՌָదཬ͜ٶ;ਫ਼ైઈͳཀྵմͶخͰ͚ࢨࣰࢬʭ
˕ ӣಊ෨ಊͲࢨ಼༲Ώ๏๑ͺɼਫ਼ైώϧϱηͳΗͪৼਐௗͶر༫
ͤΖΓ͑ɼՌָద͵͍ࠞ͗ڎΖͺऀճదͶஎ͠Ηͱ͏ΖͲ͍Ζ͞ͳ͗චགྷ
Ͳ͍ΖͳͳͶɼӣಊ෨ಊͺਫ਼ైࣙकదɼࣙద͵ՅͶΓΖͲ͍Ζ͞ͳ
ΝಁΉ͓ͱɼਫ਼ైͶଲͤΖઈٶ;ਫ਼ైཀྵմͶΓΕߨΚΗΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
ͪ͞Όɼࢨंͺɼಊඬɼࢨ๏ਓɼܯժɼࢨ಼༲Ώ๏๑Νਫ਼ై͗

ཀྵմͲ͘ΖΓ͑ͶనͶఽ͓Ζ͞ͳ͗॑གྷͲͤɽΉͪɼೖࢨͲɼࢨंͳ
ਫ਼ైؔαϝϣωίʖεϥϱैࣰͶΓΕɼ࿇सͶ͕͏ͱɼ୯͗ɼՁΝɼ͏ͯɼ
ʹ͞Ͳɼ͵ͧʤʹΓ͑͵దͲʥɼʹΓ͑Ͷ͓ߨͻΓ͏͖Νཀྵմͦ͠ͱ͏
͚͞ͳ͗॑གྷͲͤɽ

ʬਫ਼ై͗कରదͶཱིࣙ͢ͱखΕૌྙүʭ
˕ ಊ಼ͲࣙͶؖͤΖࣙඬΏ՟ୌɼӣಊ෨ىʓਫ਼ై͗ɼٗΏݺ
ༀׄΏؔͳؖܐͰ͚ΕͶͯ͏ͱࣙΔઅఈɼཀྵմ͢ͱɼͨୣɼմ݀Ͷ
͜ͱචགྷ͵಼༲Ώ๏๑Ν͓ͪߡΕɼ΄ͪΕ͢ͱɼࣰભͶͯ͵͝ΖɼΉͪɼਫ਼ైಋ
Ͳɼ෨ಊ๏Ώ֦ࣙखૌࢡɼࢾͲࡠકΏ࿇सͶ͖͖ΖࣆณͶͯ
͏ͱɼ۔ಕཱིͱͱ͑͢ಊ͵ʹͶΓΕඬୣΏ՟ୌմ݀Ͷ͜ͱචགྷ͵खૌ
Ν͓ߡɼࣰભͶͯ͵͝Ζͳ͏͑Γ͑͵ਫ਼ై͗कରదͶཱིࣙ͢ͱखΕૌྙΝɼࢨ
ंͺɼࢨΝ௪͢ͱୣஊͶԢͣͱүͤΖ͞ͳ͗॑གྷͲͤɽ
ಊޢݶүͳͨͪΌྙݳʀஇྙʀනྙߡࢧՌͲگү՟ఖ֦گ

खૌͳΚͦͱɼӣಊ෨ಊͲਫ਼ై͗कରదͶཱིࣙ͢ͱखΕૌྙүͪ
ΌޢݶಊͶखΕૌ͞ͳ͓͗ߡΔΗΉͤɽ
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ʬʬਫ਼ైৼཀྵΝߢͪྂ͢ߡఈద͵ࢨʭ
˕ Ͱ͚ΕΏৼཀྵـͳ͵ΖΓ͑ɼฉҕࢡंͺɼਫ਼ైࣙΔ͗қཋΝͮͱखΕૌࢨ
Ͳࢨ͗ΉΗΉͤɽਫ਼ైΓ͏ͳ͞ΘΝݡ͜ͱ৵ͻ͢ͱ͏͚ߢఈద͵
״ंࢨͱ͏͚͞ͳ͗ΉΗΉͤɽͮߨɼࣦΖ͞ͳΝͶԢͣͱనͶࢨ
ͶΓΕࢨ಼༲Ώ๏๑͗ࠪӊ͠Η͵͏Γ͑Ͷқ͗චགྷͲͤɽ
ΉͪɼͨΗͩΗඬͶ͜ͱ༹ʓ͵ྙΝͮߨͱ͏Ζਫ਼ైͶଲ͢ͱɼՃΏྯ

Ή͢؏͖ΔۅదͶΝֽ͜ͱ͏͚͞ͳ͗ΉΗΉͤɽ
ʬਫ਼ైয়ڱ͏͖ࡋѴɼన͵ϓΧϫʖΝՅ͓ͪࢨʭ
˕ ಊඬͶΓͮͱͺ͘͵ରద͵ෝ՛Ν՟ͪ͢Εɼਈదෝ՛Ν༫͓ͪড়݇
ԾͲ࿇सఈ͠ΗΉͤ͗ɼࢨंͺɼݺʓਫ਼ై݊߃ɼରྙয়ڱΝࣆ
ͶѴͤΖͳͳͶɼ࿇सͶΝֽ͜ͱਫ਼ైൕԢΝͪݡΕɼൾ࿓য়ڱΏਈ
য়ڱΝѴ͢͵͗ΔࢨͤΖ͞ͳ͗ͲͤɽΉͪɼΫϡϕτϱਫ਼ైͺৼਐྈ
Ͳଠਫ਼ైΓΕෝ୴͖͖͗Ζ͍ΖͪΌɼన͵ঁͨݶଠࢩԋͶཻқͤ
Ζ͞ͳ͗Ͳͤɽ

˕ ཁΏ಼༲Νਫ਼ైͶͤΖ͞ͳ͍ݶ͏͢ݭΏ࿇सͶܻྯͳ͢ͱࢾं͗ࢨ
ΕಚΉͤ͗ɼٗڟɼ࿇सܩକқཋΝࣨΚͦΖΓ͑͵ͺనɼనͲͤɽ
ਫ਼ైৼཀྵͶͯ͏ͱՌָద͵எݡɼݶཁްՎͳӪڻΝॉͶཀྵմ͢ɼ͏͢ݭ

Ͷͺਫ਼ైϓΧϫʖΠρϕͶͯ͏ͱཻқͤΖ͞ͳ͗ΉΗΉޛཁΝͪ͢ݶ
ͤɽ

ʬࢨंͳਫ਼ై৶བؖܐͰ͚Εʭ
˕ ӣಊ෨ಊͺࣙकదɼࣙద͵ಊͲ͍ΖͪΌɼࢨं͗ਫ਼ైͶଲ͢ͱɼࢨ
దɼٗΏਫ਼ైৼਐௗͪΌͶన͵ࢨ಼༲Ώ๏๑Ͳ͍Ζ͞
ͳΝ֮Ͷఽ͓ɼཀྵմͦͪ͠ͲखΕૌΉͦΖ͵ʹɼྈं৶བؖܐͰ͚Ε͗
ಊͳ͵ΕΉͤɽͪͫ͢ɼ৶བ͍ؖ͗ܐΗͻࢨͶͪͮͱରΝͮߨͱ
ΗΉͦΞɽ͠ڒΕͲ͍Εɼ݀͢ͱޣΗΖͺͥͳࣟͺ͠ڒ

ʬڅਫ਼ͳԾڅਫ਼ɼਫ਼ైؔਕؔؖܙܐɼϨʖξʖүॄͰ͚Εʭ
˕ ӣಊ෨ಊͺɼ਼ָ೧ਫ਼ై͗ՅͤΖ͞ͳɼಋҲָ೧Ͳҡ͵Ζָڅਫ਼
ՅͤΖదΏ༹ٗ͗ʓͲ͍Ζ͞ͳಝ৯ΝͬɼՅͤΖ͞ͳɼਫ਼ై͗ై
ΌΔΗΉͤɽٽ͗ࢨӨͳͺҡ͵Ζܨڅ୴ͳ͢ͱָڅָ
ᔽ״ɼڢྙүͳͳͶɼ࣯ࣁ͵ंͺɼਫ਼ైϨʖξʖదࢨ



Ή͢͏ਕؔؖܐΏਕְ״ݘүɼਫ਼ైഓΕͶΓΕɼڅਫ਼ͶΓΖ
ྙߨҟΏ͏ͣΌਫ਼ࢯΝΌͪన͵ॄͰ͚ΕͶཻқͤΖ͞ͳ͗චགྷ
Ͳͤɽ

ʬބࣆࢯɼ҈સ֮ฯͶқͪ͢ࢨʭ

˕ ۛ೧ӣಊ෨ಊͲਫ਼ైಧષࢰɼಆᰏ෨ބࣆɼ೦͗ਫ਼͢ͱ͕Εɼ͜
͗ΏބࣆΝາષͶ͢ࢯɼ҈સ͵ಊΝࣰͤݳΖͪΌָߏસରͳ͢ͱຬસର
Ͱ͚Ε͗චགྷͲͤɽ
Ͷͯ͏ͱॉ͵எࣟΏٗΝڻֆɼৼਐӪݸंͺɼਫ਼ైͺΉͫࣙࢨ
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ͮͱ͏͵͏͞ͳΝͳ͢ͱɼܯժద͵ಊͶΓΕɼ֦ ਫ਼ైୣஊɼରྙɼ
सಚয়ڱΝѴ͢ɼໃཀྵ͵͏࿇सͳ͵ΖΓཻ͑қͤΖͳͳͶɼਫ਼ైର
֮ɼؖܐࢬઅɼઅඍɼ༽۫ఈغద͵҈સ֮ɼًͪͮ͗͞ބࣆଲ
ॴ๏֮ɼҫྏؖंܐ࿊ཙରඍͶཻқͤΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
Ήͪɼਫ਼ైࣙਐ͗ɼ҈સͶؖͤΖஎࣟΏٗͶͯ͏ͱɼฯ݊ରүदۂͲसಚ

಼ͪ͢༲Ν༽ɼఴͦͪ͠ΕɼͪͶਐͶ͜ɼۅదͶࣙΏଠਕ҈સΝ֮
ฯͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳ͗Ͳͤɽ

˕ ӣಊ෨ಊɼޒگҽͺਫ਼ైಊͶཱིͬճ͏ɼંࢨͤΖ͞ͳ͗ݬଉͲ
ͤ͗ɼΏΝಚͥં࿇सͶཱིͬճ͓͵͏Ͷͺɼଠޒگҽͳ࿊ܠɼྙڢ
ͪ͢Εɼ͍Δ͖ͣΌޒگҽͳਫ਼ైͳؔͲ༁͠Ηͪ҈સͶॉͶཻқͪ͢
಼༲Ώ๏๑ͲಊͤΖ͞ͳɼ෨ಊೖࢿͶΓΕಊ಼༲ΝѴͤΖ͞ͳ͗චགྷ
Ͳͤɽͪ͞ΌͶɼೖ͖ࠔΔਫ਼ై͗࿇स಼༲Ώ๏๑ɼ҈સ֮ฯͪΌखૌΝߡ
͓ͪΕɼཀྵմ͢ͱ͕͚͞ͳ͗ΉΗΉͤɽ

ᶉᶉ ରదɼਈద͵ෝ՛Ώࢨ͏͢ݭͳର͠ڒΗ͵͏ࢨͳΝ͢
͖ͮΕۢพ͢Ή͢Β͑
˕ ӣಊ෨ಊͲࢨͲͺɼָߏɼࢨंɼਫ਼ైɼฯंޤؔͲॉ͵ઈͳ૮
ಊΝɼٗसज़ౕɼڱয়ସɼৼਐୣয়߃ཀྵմԾͲɼਫ਼ై೧ྺɼ݊ޕ
ཀྵదՌָదɼ͓ͪߡదͶ૱Νڱেয়ـɼ҈સ֮ฯɼڧॶదɼؔద͑ߨ
͵಼༲ɼ๏๑ͶΓΕߨΚΗΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ

˕ ͳস͢ͱԧΖʀिΖ͞ͳࢨಊͲͺɼΚΗΖӣಊ෨ߨүҲͳ͢ͱگߏָ
ͺͬΘΞɼெվͳ͢ͱର͗͠ࢯےΗͱ͏Ζ͞ͳͺષͲͤɽΉͪɼࢨͶͪ
ͮͱͺɼਫ਼ైਕؔΏਕ֪ଜݭΝଝͪΕ൳ఈͤΖΓ͑͵ݶΏߨҟͺ͠ڒΗ
ΉͦΞɽରͺɼંणͪ͜ਫ਼ైΊ͵ΔͥɼͨͶڋΚͦͱܺͪ͢ਫ਼ై
ޛʓਕਫ਼ΉͲɼରదɼਈదͶѳ͏ӪڻΝٶ·ͤ͞ͳͶ͵ΕΉͤɽ
ࢨ͏͢ݭͲରΝࢨಊͲͺɼӣಊ෨ंܐؖߏंͨଠָࢨௗɼߏ

ͳ͢ͱਜ਼ԿͤΖ͞ͳͺޣΕͲ͍Ε݀͢ͱ͠ڒΗ͵͏Ͳ͍ΖͳࣟΝͬɼ
ͨΗΔΝߨΚ͵͏Γ͑ͶͤΖͪΌखૌΝ͑͞ߨͳ͗චགྷͲͤɽ
Ώߏಋ༹ࣟΝͯ͞ͳ͗॑གྷͲ͍ΕɼָंޤΊ͵Δͥɼฯंܐؖߏָ

దͶઈ͢ɼཀྵմΝਦΖ͞ͳ͗ΉΗΉͤɽۅҽ͖Δگޒ

ೖຌָߏରү࿊ɼસࠅ߶ָߏରү࿊ͺɼฑ��೧�݆��ೖͶʰରࠞઊઑݶʱ
Νන͢ͱ͏Ήͤɽ
ೖຌରүڢճɼೖຌΨϨϱϒρέҗҽճɼೖຌ্֒ंηϛʖςڢճɼೖຌָߏରү࿊

ɼસࠅ߶ָߏରү࿊ͺɼฑ��೧�݆��ೖͶʰηϛʖςֆͶ͕͜Ζྙߨҟࠞઊઑ
͢ͱ͏ΉͤɽࡀʱΝݶ
ྈઑݶͺ֦ରϙʖϞϘʖζͶ͠ࡎܟΗͱ͏Ήͤɽ

˕ ͖͑ʹҟ͗ରͶͪΖ͖ߨெվͪͮߨҽ͗ਫ਼ైͶଲ͢ͱگүͶ͕͏ͱگߏָ
ͺɼh ֚ಒਫ਼ై೧ྺɼ݊߃য়ସɼৼਐୣয়ڱɼ֚ߨҟ͗ߨΚΗͪॶ
దٶ;ؔదڧɼெվସ༹༹ʓ͵ড়݇Ν૱దͶ͓ߡɼݺʓࣆҌ͟ͳͶ
இͤΖචགྷ͍͗Ζɽ͞ࡏɼୱͶɼெվߨҟΝͪ͢گҽΏɼெվߨҟΝणͪ͜
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ྂ͢ߡదͶ؏ٮक؏ΊͶΓΕஇͤΖͲͺ͵͚ɼঀড়݇Νंޤಒਫ਼ైɼฯ
ͱஇͤ΄͘Ͳ͍Ζɽ͞ ΗͶΓΕɼͨ ெվ಼༲͗ਐରద࣯ɼͤ ͵Κͬɼ
ਐରͶଲͤΖ৷֒Ν಼༲ͳͤΖʤԧΖɼिΖʥɼಒਫ਼ైͶରదۦ௩Ν༫
͓ΖΓ͑͵ʤਜ਼࠴ʀཱིಝఈࢡΝௗؔͶΚͪͮͱฯͦ͠ΖʥͶ
ͪΖͳஇ͠ΗͪͺɼରͶ֚ͤΖɽɦ ͳ͠Ηͱ͏Ήͤɽʤh ରٶࢯے;
�బఊͶͯ͏ͱʤ௪எʥɦʤฑ��೧ࢨͰ͚خಒਫ਼ైཀྵմͶ �݆�ೖ͜ช෨Ռָ
ॵگүۃௗɼηϛʖςʀ੪ঙ೧ۃௗ௪எʥʥ

˕ ӣಊ෨ಊͲࢨͶ͕͜ΖݺพࣆҌ͗௪ࢨ͖ɼର͠ڒΗ͵͏ࢨ
Ͷ֚ͤΖ͖ΝஇͤΖͶͪͮͱͺɼىΓ͑Ͷɼ༹ʓ͵ড়݇Ν૱దͶ
͓ߡཀྵ͗ىͳ͢ͱԾߡҌ͟ͳͶஇͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤ͗ɼࣆʓݺɼ͓ߡ
ΔΗΉͤɽ
֦ஏ๏ޮڠରɼָߏɼࢨंͺɼ͞Γ͑͵ཀྵخͳ͵Ζ͓ߡ๏ΝߡͶɼ

ηϛʖςࢨͲڠ௪దٶ;֦ηϛʖςझಝͶԢͣͪࢨ಼༲Ώ๏๑Ν
ɼࣰભ͢ͱ͏͚͞ͳ͗චགྷͲ༙͢ڠɼཀྵ͓͑ɼҲఈࣟΝ౾ݗɼͯͯྂ͢ߡ
ͤɽ

௪௪ηϛʖςࢨͶΓΖରదɼਈదෝ՛ͳ͢ͱ͓ߡΔΗΖྭ

ߡժͶͮͳΕɼਫ਼ైઈ͢ɼཀྵմͦͪ͠Ͳɼਫ਼ైٗΏରྙఖౕΝܯ
ྂͪ͢Ռָదɼཀྵద͵಼༲ɼ๏๑ͶΓΕɼԾىΓ͑͵ରదɼਈదෝ՛Ν͑
ΔΗΉͤɽ͓ߡͶ͕͏ͱఈ͠ΗΖͳࢨಊͲͳͺӣಊ෨͑͞ߨΝࢨ
ʤਫ਼ై݊߃؇ཀྵɼ҈સ֮ฯͶཻқ͢ɼྭ͓ͻɼਫ਼ై͗ൾ࿓͢ͱ͏Ζয়ڱͲ࿇सΝܩ
କͪ͢Εɼ६ඍ͗Ͳ͘ͱ͏͵͏য়ڱͲބқͶϚʖϩΝͯͪ͜ΕͤΖΓ͑͵͞ͳɼର
ؖܐ෨ҒΝ௩Όͱ͏ΖͶໃཀྵͶߨΚͦΖ͞ͳͺષඈ͜Ζ΄͘Ͳͤɽʥ
ʤྭʥ
ʀ ώϪʖϚʖϩͲɼϪεʖϔٗҲ๏๑Ͳ͍Ζ͞ͳΝཀྵմͦͪ͠Ͳɼ༹
ʓ͵ֱౕ͖Δൕ͢ͱϚʖϩΝ౦͝ͱϪεʖϔΝͦ͠Ζɽ

ʀ ौಕͲɼ҈સण͜ਐΝͳΗΖ͞ͳ͗චਤͲ͍Ζ͞ͳΝཀྵմͦ͠ɼॵৼंਫ਼ై
Ͷଲ͢ͱɼຘೖɼٗͶଲԢͲ͘ΖΓ͑͵༹ʓ͵ण͜ਐΝൕ͢ͱߨΚͦΖɽ

ʀ ࿇सͶஙΗͱՅͪ͢ਫ਼ైͶɼଠਫ਼ైͳͺพͶण͜ਐ࿇सΝॉͶͦ͠ͱ͖
ΔٗݻܦͶՅͦ͠Ζɽ

ʀ ځࢾͲ݀ఈద͵ͲηέθΝࣨഌͪ͢͞ͳͶΓΕಚ͗Δ͵͖ͮͪ
ͪΌɼ̏॑གྷΝཀྵմͦ͠ΖͪΌɼཎೖɼηέθ࿇सΝৼͶߨΚͦΖɽ

ʀ ɼϝʖτΡϱήͲਫ਼ޛࢾ࿇सրવͶਫ਼͖ͤͪΌɼޛࠕͲෝͪ͜͞ͳΝࢾ
ైͶ࿇सͶखΕૌࢡΏ࿇स๏๑Ν͓ͦ͠ߡɼޛࠕखૌ಼༲Νࣙͪ
ͬͲ͘ड़ͦ͠Ζɽ
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ᏛᏛᰯᩍ⫱࠶࡛⎔୍ࡢ㐠ື㒊άື࡛ᩍ⫱ୖᚲせ࠶ࡀㄆ⾜ࡁ

ࡢࡢ࠼⪄

ӣಊ෨ಊͲཱوңΏಊΝԃͶͮߨͱ͏͚ͪΌචགྷɼຌਕگүɼ
ͳͺӣಊ෨͑͞ߨΓ͑͵ྭΝىཀྵద͵ҕ಼ͲԾචགྷ͖Δɼචགྷ͖ͯࢨ
ΔΗΉͤɽ͓ߡͶ͕͏ͱఈ͠ΗΖͳࢨಊͲ
ʤྭʥ
ʀ Ζͳͳָͦ͠ݡͲୂͦ͠ͱࢾΕศͤਫ਼ైΝ܃ҟΝߨൕଉ͵ݧثͶࢾ
ͶɼޛࢾͶࢾճͶ͢ͻΔཻ͚ͦ͠ͱɼൕଉߨҟݧثΝઈ།ͤΖɽ

ʀ ࿇सͲɼಝͶཀྵ༟͵͚ஙࠃΝ܃Εศ͢ɼΉͪɼܯժͶخͰ͚࿇स಼༲ΝߨΚ͵͏
ਫ਼ైͶଲ͢ɼࢾͶड़ͥ͠ͶଠમघࢾͶྡࢡΏखૌΝָͦ͠ݡɼೖࠔ
࿇सସౕɼοʖϞϕϪʖ॑གྷΝ͓ͦ͠ߡɼޛࠕखૌࢡրવΝଇͤɽ

᭷ᙧຊࡢ⾜࡛ࡀ࠶ṇᙜ࡞⾜Ⅽ㸦㏻ᖖࠊṇᙜ㜵⾨ࠊṇᙜ⾜Ⅽ࠼⪄ࡉุ᩿

ࡢࡢ࠼⪄࡚ࡋⅭ㸧⾜

ىʰର;ٶࢯےಒਫ਼ైཀྵմͶخͰ͚ࢨబఊͶͯ͏ͱʤ௪எʥɦ Ͳͺɼ
ʰಒਫ਼ై͖ΔگҽͶଲͤΖྙߨҟͶଲ͢ͱɼگҽ͗ӶͪΌͶΏΝಚͥ
ΚΗͪͲͺߨҟͳ͢ͱߨүીͲ͍ΖெվگͺɼͳΓΕߨྙܙ༙ͪ͢
͵͚ɼ͞ΗͶΓΕਐର৷֒ͺରదۦ௩Ν༫͓ͪͺରͶͺ֚͢͵͏ɽ
Ήͪɼଠಒਫ਼ైͶඅ֒Νٶ·ͤΓ͑͵ྙߨҟͶଲ͢ͱɼ͞ΗΝͪ͢ࢯΕɼ
ݧثΝյඈͪ͢ΕͤΖͪΌͶΏΝಚ༙ͥͪ͢ྙܙߨͶͯ͏ͱɼಋ༹Ͷର
ͶͪΔ͵͏ɽ͞ΗΔߨҟͶͯ͏ͱͺɼਜ਼Ӷͺਜ਼ߨҟͳ͢ͱࣆܒ
ͺࣆΌΝ໖Η͑Ζɽɦ ͳ͠Ηͱ͏ΉͤɽԾىΓ͑͵ྭΝ͑͞ߨͳͺӣಊ෨
ΔΗΉͤɽ͓ߡͶ͕͏ͱఈ͠ΗΖͳࢨಊͲ
˕ ਫ਼ై͖ΔޒگҽͶଲͤΖྙߨҟͶଲ͢ɼگҽ͗ӶͪΌͶΏΝಚ
ߨྙܙ༙ͪͮߨͥ
ʤྭʥ
ʀ ਫ਼ై͗ޒگҽࢨͶൕ͢߇ͱگҽଏΝिͮͪͪΌɼਫ਼ైഐޛͶյΕɼ
ରΝ͚ͯ͘ԣ͓͠Ζɽ

˕ ଠਫ਼ైͶඅ֒Νٶ·ͤΓ͑͵ྙߨҟͶଲ͢ɼ͞ΗΝͪ͢ࢯΕɼݧث
ΝյඈͤΖͪΌͶΏΝಚͥྙܙ༙ͪͮߨߨ
ʤྭʥ
ʀ ࿇सͶɼߨ͵ݧثҟΝ͏ߨɼ֚ਫ਼ైͺؖܐਫ਼ైͶٶ͗֒ثՆ͗
͍Ζ͞ͳ͖ΔɼพॶͲࢨͤΖͪΌɼพॶͶҢΖΓ͑Ͷࢨͪ͗͢ॊΚ
͵͏ͪΌɼਫ਼ైΝӀͮͮͱҢಊͦ͠Ζɽ

ʀࢾͶ૮घοʖϞમघͳφϧϔϩͳ͵ΕɼԧΕ͖͖Θ͑ͳͤΖਫ਼ైΝԣ͓͠
͜ͱͦ͠ࢯΖɽ
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ରର͠ڒΗ͵͏ࢨͳ͓ߡΔΗΖྭ

ӣಊ෨ಊͲࢨͶ͕͏ͱɼָگߏү๑ɼӣಊ෨ಊΝ॰Ζྭɼऀճ௪೨͖
ΔɼࢨंͶΓΖԾىᶅ͖ΔᶊΓ͑͵ݶΏߨҟͺରͳ͢ͱ͠ڒΗ͵͏
ͳ͓ߡΔΗΉͤɽ
Ήͪɼ͞ΗΔݶΏߨҟͶͯ͏ͱɼࢨंͳਫ਼ైͳؔͲ৶བ͍ؖ͗ܐΗͻڒ

͠ΗΖͳࣟͺޣΕͲͤɽ
௪ࣟΝͯ͞ͳ͗චགྷͲڠҟͶͯ͏ͱߨΏݶΗ͵͏͠ڒ͵ंͺɼ۫ରదࢨ

ͤɽ
ᶅ ԧΖɼिΖɽ
ᶆ ऀճ௪೨ɼҫʀՌָͶخͰ͏ͪ݊߃؇ཀྵɼ҈સ֮ฯ͖ΔΌೋ͏ͺౕݸΝ
͓ͪΓ͑͵ରదɼਈదෝ՛Ν՟ͤɽ
ʤྭʥ
ʀௗؔͶΚͪͮͱໃқັ͵ਜ਼࠴ʀཱིಝఈࢡฯΏൕߨҟΝͦ͠
Ζɽ

ʀ೦͗༩͠ݡΗಚΖয়ڱԾͲਭΝӁΉͦͥͶௗؔϧϱωϱήΝͦ͠
Ζɽ

ʀ૮घਫ਼ై͗ण͜ਐΝͲ͘͵͏Γ͑Ͷ౦ͪ͝ΕɼΉ͏ͮͪͳқࢧනࣖ͢ͱ͏ΖͶ
ؖΚΔͥܺߊΝକ͜Ζɽ

ʀ۫ͲगΔΗͱ͏͵͏ਐରಝఈ෨ҒΝಧͤΖ͞ͳΝ܃Εศͤɽ
ᶇ Ϗϭʖύϧηϟϱφͳஇ͠ΗΖݶཁΏସౕͶΓΖ͢ڶɼҘѻʀҘ֥దݶΏߨ
ҟɼ͗ݑΔͦΝ͑ߨɽ

ᶈ ιέεϡϩύϧηϟϱφͳஇ͠ΗΖݶΏߨҟΝ͑ߨɽ
ᶉ ਐରΏ༲ࢡͶܐΖ͞ͳɼਕ֪൳ఈదʤਕ֪Ν৳ͪ͢Ε൳ఈͪ͢ΕͤΖΓ͑͵ʥ
͵ݶΝ͑ߨɽ

ᶊ ಝఈਫ਼ైͶଲ͢ͱಢવదͶࣧ።͖ͯգౕͶରదɼਈదෝ՛Ν༫͓Ζɽ
Γ͑

ىͶͺ֚͢͵͚ͳɼऀճ௪೨͖ΔɼࢨͶͪͮͱਐରંৰΝ͑ߨɼ
චགྷɼన͠ͶཻқͤΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
͵͕ɼӣಊ෨ಊ಼ഒɼޛഒਫ਼ైؔͲಋ༹ߨҟ͗ߨΚΗ͵͏Γ͑Ͷ

қΝ͑͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
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ͱ͜Ͷྙࢨࢨ

ᶊ దͶखΕۅ಼༲ɼ๏๑Νࢨ͵ՎΝಁΉ͓ͪՌָదڂݜ࠹
ΗΉ͢Β͑

ʬՌָద͵ࢨ಼༲ɼ๏๑ۅద͵खΕΗʭ
˕ ͶͪΓΖͫݩܨͱɼࣙࣙਐ͞ΗΉͲࣰભɼ͜Ͷࢨ͵ंͺɼްՎదࢨ
͜Ͳ͵͚ɼࢨ಼༲Ώ๏๑Ͷؖ͢ͱɼָΏؖؽڂݜͲՌָద͵ڂݜͶΓΕ
ཀྵ͜ΔΗͪɼڂݜ݃ՎΏ਼ͲՌָదࠞ͗ڎಚΔΗͪɼͪͶ
͠Ηͪ͵ʹɼηϛʖςҫʀՌָڂݜՎΝۅదͶसಚ͢ɼࢨͶ͕͏
ͱ༽ͤΖ͞ͳ͗॑གྷͲͤɽ
Ͷࠇɼග͵ʹࠌɼඞɼݠͥͦྂߡɼ҈સ֮ฯɼਫ਼ైୣஊΝࢯބࣆ

ΓΖηϛʖς্֒Ν͛͞ͳͪΌͶΉΗΉͤɽ
ʬ಼ָߏͲࢨྙͪΌݜरɼڂݜʭ

˕ ͶΓΖंܐରɼҫָؖܐɼؖंڂݜରɼָڠɼஏ๏ޮࠅंͺɼࢨ
Ζ͞ͳ͗Ήͤ༼దͶۅՎޮනΝڂݜɼݡसΏՌָద͵எߪरɼݜ
ΗΉͤɽ
ஏ๏ޮڠରɼָߏͺɼࢨं͞ΗΔݜरՅͶ͢ࡏͱචགྷ͵ഓྂ

Ώࢩԋ͗ΉΗΉͤɽ

˕ ಼༲Ώ๏ࢨͲࢨՌΏਫ਼ైگү՟ఖͲ୴گߏҽͺɼָگޒ
๑ڂݜͳಋ༹Ͷɼӣಊ෨ಊͲࢨ๏๑Ͷͯ͏ͱۅద͵ࣰભ͗ڂݜΉ
ΗΉͤɽ
ՎڂݜΕɼͪ͢ڂݜಋ͢ͱڠҽಋͲگޒճ͵ʹͲɼڂݜΏஏҮ಼ߏָ

Νๅ༙͢ڠͱ͏͚͞ͳΉΗΉͤɽ

շ ከᵝ࡞㠃࡛ᣦᑟຊⓎ࡛ࠊ࠺ࡁ⥅⥆ⓗ㈨㉁⬟ຊୖྥࡢᅗ

࠺ࡋ

ʬߏௗ؇ཀྵ৮ཀྵմʭ
˕ ӣಊ෨ಊͺָگߏүҲͲ͍Ζ͞ͳΝಁΉ͓ɼߏௗ؇ཀྵ৮ͺɼָߏૌ৭
સରͲखૌΝΌΖͪΌͶɼӣಊ෨ಊқٝɼӣӨΏࢨࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱཀྵ
մΝΌΖ͞ͳ͗॑གྷͲͤɽ

ʬӣಊ෨ಊϜϋζϟϱφྙͨଠଡ༹͵ࢨྙसಚʭ

˕ ͳ͵ΖΓ͑ɼ֚ηϛʖςझܙద͵ਕؔ૱ಊ͗ंͺɼӣಊ෨ࢨ
ٗढ़ద͵ࢨɼϩʖϩɼ৻ͶܐΖ಼༲ͳͳͶɼਫ਼ైୣஊΏௗͶΓΖ
รԿɼৼཀྵɼਫ਼ཀྵɼӭɼٵɼ෨ϜϋζϟϱφɼαϝϣωίʖεϥϱͶؖͤ
Ζ͏߁எࣟΏٗΝܩକదͶसಚ͢ɼଡ༹͵ͲࢨྙΝਐͶ͜ͱ͏͚ͳͳ
ͶɼͨΗΔΝͦ͠Ζ͞ͳ͗ΉΗΉͤɽ
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ʽ  ߡ ʾ

˕ ָָߏसࢨགྷ ฑ̗̐೧݆̑ʤൊਰʥ
̏হ ૱ ଉ
̓ ߴࣆӣӨཻқߏָ
̏ ܠಊͳ࿊ү՟ఖگՃɾߏү՟ఖրવͳָگ
Τ ү՟ఖؖ࿊͗ਦΔΗΖΓ͑ͶཻқͤΖͳگಊͳүگߏָү՟ఖگ
ͤΖɽಝͶɾਫ਼ైࣙकదɾࣙద͵ՅͶΓΕߨΚΗΖ෨ಊͶͯ͏ͱͺɾη
ϛʖςΏชԿɾՌָͶ͢ΉͦɾָसқཋΏ״ɾ࿊ଵ״ᔽɾ

͖Ξ

ΖͲ͍ΕɾָͤࣁʀྙүͶ࣯ࣁͤࢨү͗گߏָ үҲͳ͢ͱɾگߏ
ΏஏҮࣰସͶԢߏɾָࡏү՟ఖͳؖ࿊͗ਦΔΗΖΓཻ͑қͤΖ͞ͳɽͨگ
ͣɾஏҮਕʓྙڢɾऀճگүࢬઅΏऀճگүؖܐର֦झରͳ࿊ܠ
͵ʹӣӨΝ͏ߨɾକՆ͵ӣӨର͓͗ΔΗΖΓ͑ͶͤΖͳ
ͤΖɽ

̐ʤྲྀʥ

˕ ָָߏसࢨགྷմઈ ฯ݊ରүฦ ฑ̗̐೧݆̕ʤൊਰʥ

̑হ ͳ಼༲खѽ͏ࡠժܯࢨ
̑ ෨ಊқٝͳཻқ

෨ಊࢨٶ;ӣӨͶͪͮͱͺɾ̏হ૱ଉ̓̏ΤͶࣖ͠Ηͪ෨ಊ
қٝͳཻқΝಁΉ͓ͱ͑͞ߨͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ
ָਫ਼غͺɾਫ਼ైࣙਐັڷʀؖৼͶԢͣͱɾگү՟ఖָگߏүಊΏ

ஏҮگүಊ͵ʹɾਫ਼ైͶΓΖࣙकదʀࣙద͵ಊ͗ଡ༹Կ͢ͱ͏͚ஊͶ͍
ΖɽঙࢢԿΏ֫ՊଔԿ͗Ͷ͍ͮͱɾָਫ਼ָ͗ߏ༹ʓ͵ಊͶՅͤΖ
͞ͳͺɾͳͤΗͻָߏਫ਼ͶͳʹΉΕ͗ͬ͵ਫ਼ైਫ਼ΝஏҮऀճͶ͝߁ɾ
ࢻ͏߁ͶཱིͮͱࣙΔΫϡϨΠܙΝ͓ߡΖؽճͳ͵Ζ͞ͳغଶ͠ΗΖɽ͞
Γ͑͵گү՟ఖ༹ʓ͵گүಊΝگү՟ఖͳؖ࿊͜Ζ͞ͳͺɾਫ਼ై͗ଡ༹
͵ָ;ΏݩܨΝͤΖΏࣙΔັڷʀؖৼΝ͚௧ͤڂΖؽճ͵ʹैࣰͶͯ͵͗
Ζɽ
ಝͶɾָگߏүҲͳ͢ͱߨΚΗΖ෨ಊͺɾҡ೧ྺͳިླྀͲɾਫ਼ైಋ

Ώگҽͳਫ਼ైਕؔؖܐߑΝਦͮͪΕɾਫ਼ైࣙਐ͗ಊΝ௪͢ͱࣙߢހఈ
ఢ͠Ηͱ͏Ζɽࢨүదқٝ͗߶͏͞ͳگΝ߶ΌͪΕͤΖ͵ʹɾͨ״
ಊैࣰΊͲਦΔΗΖͲͺ͵͚ɾྭ͓ͻɾӣүదқٝ͗෨گͪ͑ͨ͢

ಊ෨ಊͶ͕͏ͱฯ݊ରүՌࢨͳؖ࿊ΝਦΕɾٗڟΝʰͤΖ͞ͳʱΊ͵
Δͥɾh ΊΖɾ͓ࢩΖɾஎΖʱͳ͏͖ͮͪࢻΔηϛʖςͶؖͤΖՌָదஎݡΏη
ϛʖςͳଡ༹͵ؖΚΕ๏ٶ;ηϛʖς༹͗ͯʓ͵ྒྷ͠Νࣰ͢״͵͗Δɾࣙހ
నͶԢͣͱɾਫ਼֖ͶΚͪΖηϛʖςͳ͖͵ؖΚΕ๏Νָ͵ʹɾگү՟ఖ
ضүްՎ͗گಊͳؖ࿊ΝਦΖͲɾͨү՟ఖ಼گಊͳΚΗΖ෨ߨͲ
͠ΗΖ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζɽ
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ͪ͞ΌɾຌߴͲͺਫ਼ైࣙकదɾࣙ ద͵ՅͶΓΕߨΚΗΖ෨ಊͶͯ͏ͱɾ
ᶅ ηϛʖςΏชԿٶ;ՌָͶ͢Ήͦɾָ सқཋΏ״ɾ࿊ଵ״ᔽ

͖Ξ

ɾ͏ޕͶͮ͢ྙڢͱ༓ΝΌΖͳ͏ͮͪΉ͢͏ਕؔؖܐܙͶࣁ
ͤΖͲ͍Ζͳқ͍ٝ͗Ζ͞ͳɾ

ᶆ ෨ಊͺɾگү՟ఖͶ͕͏ͱָसͪ͢͞ͳ͵ʹಁΉ͓ɾࣙΔనΏັڷ
ʀؖৼΝΓΕ͚௧͢ٽͱ͏͚ؽճͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɾ̐হҐԾͶ֦ࣖͤگ
Ռඬٶ;಼༲ͳؖܐͶഓྂͯͯ͢ɾਫ਼ైࣙਐ͗گү՟ఖͶ͕͏ͱָ
सͤΖ಼༲Ͷͯ͏ͱրΌͱͨ͠ΝࣟͤΖΓ͑ଇͤ͵ʹɾָگߏүҲ
ͳ͢ͱɾگү՟ఖͳؖ࿊͗ਦΔΗΖΓཻ͑қͤΖ͞ͳɾ

ᶇ ҲఈوໝஏҮୱҒͲӣӨΝ͓ࢩΖରΝߑ͢ͱ͏͚͞ͳ͗ௗغదͶͺ
ՆܿͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɾઅंͳ࿊͢ܠ͵͗ΔɾָߏΏஏҮࣰସͶԢͣɾگ
ҽۊແෝ୴ܲݰ؏ͯͯྂ͢ߡɾ෨ಊࢨҽηϛʖςΏชԿٶ;
ՌָͶΚͪΖࢨंΏஏҮਕʓྙڢɾରүؙΏޮؙ͵ʹऀճگүࢬ
અΏஏҮηϛʖςέϧϔͳ͏ͮͪऀճگүؖܐର֦झରͳ࿊ܠ͵
ʹӣӨΝ͑͞ߨͳɾ

ΝͨΗͩΗوఈ͢ͱ͏Ζɽ
Յ͢Ώͤ͏ΓΝಁΉ͓ɾਫ਼ై͗ߴΖͶͪͮͱͺɾຌͤࢬಊΝࣰ෨͗ߏָ֦

͑Ͷࣰܙࢬସ͵ʹΝͤΖͳͳͶɾਫ਼ైਫ਼સରΝ͢ోݡͱٵೖΏಊ
ؔΝనͶઅఈͤΖ͵ʹਫ਼ైώϧϱηͳΗͪਫ਼ΏௗͶഓྂͤΖ͞ͳ͗චགྷ
Ͳ͍Ζɽʤྲྀޛʥ

˕ ҈સ֮ฯͪΌखૌͶؖͤΖࣁߡྋࡎܟΤΥϔγφ

ʤช෨Ռָʥ
 ॽʥࠄͶͯ͏ͱʤๅࢯބࣆಊͶ͕͜Ζରүߏָ ฑ��೧�݆
KWWS���ZZZ�PH[W�JR�MS�DBPHQX�VSRUWV�M\XMLWVX���������KWP

ʤಢཱིߨ๑ਕೖຌηϛʖς৾ڷιϱνʖʥ
 ๅܯ౹Ώྭࣆބࣆ؇ཀྵԾͶ͕͜Ζߏָ
ʀָߏ؇ཀྵԾࢰʀ্֒ྭࣆͳބࣆࢯཻқ
ʀָߏ؇ཀྵԾ֒ࡄʗخຌ౹ܯʗ
KWWS���MSQVSRUW�JR�MS�DQ]HQ�KRPH�WDELG�����'HIDXOW�DVS[

 ܠ༩චࢰͶ͕͜Ζಧષߏָ
KWWS���MSQVSRUW�JR�MS�DQ]HQ�DQ]HQBVFKRRO�DQ]HQMRXKRX�WDLVDNX�VXGGHQ�WDELG�����'HIDXOW�DVS[

 ೦Ν༩͢Γ͑ ʷஎͮͱ͑͟೦ʷ
KWWS���MSQVSRUW�JR�MS�DQ]HQ�DQ]HQBVFKRRO�DQ]HQMRXKRX�WDLVDNX�QHWW\XXV\R��WDELG�����'HIDXOW�DVS[
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˕ ෨ಊࢨҽͶଲͤΖݜर಼༲ʤྭʥ
र಼༲ͶͯݜҽΝଲেͳͪ͢ࢨಊΖ෨ͤࢬͶ͕͏ͱࣰߏָ;ٶઅंߏָ
͏ͱɼͨΗͩΗҐԾͶྭΝࣖͤɽ

ʴָߏઅंͶ͕͏ͱࣰͤࢬΖݜरʵ
 ෨ಊࢨҽౕ֕གྷʤਐɼ৮ແɼۊແܙସɼๅृʀඇ༽อঊɼึ֒ࡄঊʥ
 གྷࢨसָ;ٶүگߏָ
 ෨ಊқٝٶ;Ғ͜
 ෲແʤߏௗಞΝण͜Ζ͞ͳɼਫ਼ైਕ֪Νউͯ͜ΖݶಊΏର͗͠ࢯےΗͱ
͏Ζ͞ͳɼฯंޤ৶བΝଝ͵͑Γ͑͵ߨҟࢯےʥ

 ਫ਼ైୣஊͶԢͣͪՌָద͵ࢨ
 ༙ڠ།ͳๅگಊΝ୴ͤΖΏ෨ޒ
 ҈સʀ্֒༩ͶؖͤΖஎࣟʀٗࢨ
 ʥӀིࢾಊʤճʀ࿇सͲߏָ
 ਫ਼ైࢨͶܐΖଲԢ
 ଲԢݳਫ਼ͪ͗͢ބࣆ
 ঃࢢਫ਼ైΏ্͍֒Ζਫ਼ై͵ʹഓྂ
 ฯंޤଲԢ
 ෨ಊ؇ཀྵӣӨʤճܯ؇ཀྵʥ

ʴָߏͶ͕͏ͱࣰͤࢬΖݜरʵ
 ʥೖబఊٵಊඬΏ๏ਓʤ֦෨࿇सؔΏɼ֦෨ߏָ
 ɼ֦෨͗์͓Ζ՟ୌߏָ
 ʀ؇ཀྵݗઅࢬɼ֦෨Ͷ͕͜Ζ༽۫ʀߏָ
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