１．輸送の安全に関する基本的な方針
弊社におきましては、「最も優先されるのはお客様の安全である」を決して忘れず
輸送の安全に関して以下の取組みを行っています。

西鉄グループ安全に関する基本方針
私たちは、西鉄グループ企業理念において「安全の確保」を第一の使命としています。
私たち一人ひとりが、自らの責任と役割を自覚し、お客様からの信頼に応え、社会的責務を
果たしてまいります。
（１）安全を何より最優先する組織･風土の構築
（２）安全マネジメント体制の確立と継続的改善
（３）安全を支える従業員の能力向上と健康の確保
（４）お客様の安全を第一に考えた商品･サービスの提供
（５）お客様との安全に関するコミュニケーションの推進
（６）基本方針に基づく施策の確実な実施と法令の遵守
以上の方針に基づき、「安全の確保」に向けた不断の努力を重ねてまいります。

２．2020年度 輸送の安全に関する目標および達成状況
2-1 輸送の安全に関する目標
2020年度の輸送の安全に関する目標は、バス事業における総合安全プラン2020に基づき、
下記のとおり定めております。
①有責事故
6件以下 （2019年度削減目標同様）
②有責死亡事故
ゼロ
③有責人身事故 2件以下（2017年度対比36.4％減）
④飲酒運転による運行
ゼロ
⑤重大有責事故 前年実績以下
⑥横断歩道上の歩行者との有責事故
ゼロ
⑦乗務中の携帯電話に関する不祥事 ゼロ
（①,⑤,⑥,⑦については西鉄バスグループ独自目標）

2-2 目標の達成状況
2020年度の輸送の安全に関する目標の達成状況は下記のとおりです。※西日本鉄道㈱管理受託路線含む
目標
達成状況
１．有責事故の削減 6件以下
5件 （前年度比 ▲1件 達成）
２．有責死亡事故 ゼロ
0件 （前年度比 ±0件 達成）
３．有責人身事故

0件 （前年度比 ▲1件 達成）

2件以下

４．飲酒運転 ゼロ
５．重大有責事故 前年実績以下
６．横断歩道上の歩行者との有責事故 ゼロ
７．乗務中の携帯電話に関する不祥事 ゼロ

0件
0件
0件
0件

（前年度比
（前年度比
（前年度比
（前年度比

±0件
±0件
±0件
±0件

達成）
達成）
達成）
達成）

３．2020年度 事故に関する統計
事故件数（2020年度）
事故種別

件数

車両人身事故

0件（前年度比 ±0件）

乗客負傷事故

0件（前年度比 ±0件）

合 計

0件（前年度比 ±0件）

※上記は自動車事故報告規則第２条に基づく重大事故件数です。（弊社に責任のない事故件数を含む）
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４．2020年度 輸送の安全のために講じた措置
4-1 輸送の安全に関する重点施策とその取組み状況（2020年度）
2020年度輸送の安全に関する重点施策を下記のとおりとし、取組みを行いました。
（１）安全体質の底上げ
①確実な確認 ⇒ 正しい判断 ⇒ 基本通りの操作の遵守
②遅延による先急ぎの心理を抑える、3秒ルール（高速道路は4秒）の徹底
③安全を最優先にする意識の植え付け
・3秒ルール（高速道路は4秒）の徹底（着席確認、後退時の安全確認、前車との車間距離確認）
・交差点右左折時は横断歩道手前で一旦停車、指差を用いての「探し出す」確認の実行
・経験の浅い乗務員を対象にした外部講師による研修への参加（テーマ「安全を最優先にする」）
（２）完全輸送運動の積極的展開
①事業所毎にテーマを設定した、グループ討議の実施
・外部講師による幹事（乗務員）研修への参加
・ドライブレコーダーを活用した事故討議
②ヒヤリハット・事故の芽情報の収集・共有化・活用
・路線図とヒヤリハット確認シートを組み合わせたヒヤリハットマップの作成
③改善提案の推進
④新型コロナ感染拡大防止のため、実感訓練に特化した屋外での常会の実施
（３）事業所の特性に基づいた管理者による継続的な指導･教育･改善確認
①事故分析結果を活かした指導･教育
・通信型ドライブレコーダーのリアルタイム映像を活用した指導・教育
・西鉄バスグループ内における事故映像等の迅速な情報共有
②個人特性に着目した指導･教育・点呼・コミュニケーションの促進
・事故惹起者等への再発防止個人面談・継続的指導･教育
・適性診断結果を活用した継続的な乗務員指導
③運行管理者の力量向上の推進
・運行管理者力量向上計画表の作成および計画の実施
・過去の重大有責事故現場を訪れ、次の世代への継承と、風化させないための指導・教育を実践
・事故事例等に関する情報提供（各会議体、通達・警報の活用）
（４）乗務員の健康に起因する事故の防止
①運行中に発症した際の安全確保についての指導・教育
・体調に異変を感じた時は、決して無理をせず安全な場合への停車を指導
②乗務前確認事項を活用した点呼時の健康確認および前日の睡眠状況の確認
③平時の疾病（リスク）の把握、管理
・2次検診者への早期受診の促進及び受診経過の確認
④58才に達した高速バス乗務員に頸部エコー検査を導入
⑤新型コロナの感染拡大防止の取組み
・出勤前に自宅での検温、点呼時の検温および結果確認、常時マスク着用の徹底
・運転席・管理室・食堂・休憩室等に仕切りカーテンやアクリル板を設置
・事業所内でのキープディスタンスの徹底

4-2 経営トップ・安全統括管理者によるコミュニケーション向上を目的とした職場巡回
毎月1日と17日を職場巡回の日と定め、職場の従業員と対話をすることでコミュニケーションの向上と
安全意識の浸透に努めています。

５．内部監査の結果ならびに講じた措置
2020年度においては、「安全の確保」を第一の使命とする基本方針に基づいて、安全管理体制が
効果的・適切に機能しているか等、安全監査実施規程に基づき実施しました。
尚、監査において指摘された不適合内容はありませんでした。
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６．2021年度 輸送の安全に関する目標および重点施策
6-1 輸送の安全に関する目標
2021年度の輸送の安全に関する目標は、バス事業における総合安全プラン2025に基づき、
下記項目を定める。
①有責事故 5件以下（2020年度削減目標より▲1件）
②有責死亡事故 ゼロ
③有責人身事故 1件以下（2020年度削減目標より▲1件）
④有責乗客負傷事故 1件以下 【特に貸切はゼロ】
⑤飲酒運転による運行 ゼロ
⑥重大有責事故 ゼロ
⑦横断歩道上の歩行者との有責事故 ゼロ
⑧乗務中の携帯電話に関する不祥事 ゼロ
（①、⑦、⑧については西鉄バスグループ独自目標）

6-2 2021年度 輸送の安全に関する重点施策
2021年度の輸送の安全に関する重点施策は下記のとおりです。
（１）安全体質の底上げ
①確実な確認 ⇒ 正しい判断 ⇒ 基本通りの操作の遵守
②遅延による先急ぎの心理を抑える、3秒ルール（高速道路は4秒）の徹底
③災害への平時の備えおよびルールに基づいた対応の遵守
（取組みの例示）
・常会等において各通達及び乗務の手引き、乗務員教則用ＤＶＤや災害発生時のドライブレコーダー映像を基に、
安全に対する指導・教育を積極的に継続して行うことで、安全体質の底上げを図る
・異常気象等による災害が予想される時は、事前に可能な限りの情報を積極的に収集し、最新の情報を
通信型ドライブレコーダー等で確認の上、的確な指示を行う

（２）完全輸送運動の積極的展開
①事業所毎にテーマを設定した、グループ討議の実施
②ヒヤリハット・事故の芽情報の収集・共有化・活用
③改善提案の推進
（取組みの例示）
・事業所毎に、常会年間スケジュールを立案し、自主的な運営内容を明確にすることで、完全輸送運動を
積極的に展開する

（３）事業所の特性に基づいた管理者による継続的な指導・教育・改善確認
①事故分析結果を活かした指導･教育
②個人特性に着目した指導･教育・点呼・コミュニケーションの促進
③運行管理者の力量向上の推進
（取組みの例示）
・個人別ドライブレコーダーチェックリスト、安全フォローアップ等を活用し、イエローストップおよび交差点右左折時
の一旦停車・3秒ルール（高速道路は4秒）の遵守状況を効率的に確認し、未実施者へ改善を指導

（４）乗務員の健康に起因する事故の防止
①運行中に発症した際の安全確保についての指導･教育
②乗務前確認事項を活用した点呼時の健康状態および前日の睡眠状況の確認
③平時の疾病（リスク）の把握、管理
④効果的な検査の積極導入（脳MRI・MRA・頸部エコ‐検査等）
⑤歩こう会等実施による健康促進に関する取組みの推進
（取組みの例示）
・健康管理台帳を基に乗務員の健康状態を毎月把握
・新型コロナ感染拡大防止の取組みの実施（乗務員の出勤前の検温、点呼時の検温および結果確認 等）
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また弊社では、事故防止の検討・情報の共有化施策として、下記のとおり各種会議体を開催し、
輸送の安全に関する情報伝達やコミュニケーションの確保を図ってまいります。
（１）年間スケジュール
西鉄グループ

西鉄バス佐賀 本社

西鉄バス佐賀 鳥栖支社

バス専門部会

４月

事故防止・飲酒運転防止研修会
西鉄安全統括管理者による全事業所職場巡回

５月
６月

西鉄バスグループ完全輸送運動大会
西鉄バスグループ安全推進大会

７月

事故防止・飲酒運転防止研修会

８月

西鉄グループ飲酒運転撲滅大会

９月

事故防止・飲酒運転防止研修会
バス専門部会

１０月

１１月

ドライバーズコンテスト
西鉄安全統括管理者による全事業所職場巡回
西鉄グループ安全推進大会
事故防止・飲酒運転防止研修会
ドライバーズコンテスト
西鉄グループ安全推進大会
西鉄グループバスジャック対応訓練
西鉄安全統括管理者による全事業所職場巡回
事故防止・飲酒運転防止研修会

１２月

安全祈願・西鉄自動車事業本部全体役付会議
西鉄グループバスジャック対応訓練

１月

事故防止・飲酒運転防止研修会
安全祈願・西鉄自動車事業本部全体役付会議

２月
３月

事故防止・飲酒運転防止研修会

（２）恒常的な１ヵ月のスケジュール
西鉄グループ
上旬

西鉄バス佐賀 本社

西鉄バス佐賀 鳥栖支社

飲酒運転撲滅強調の日・完全輸送運動強調の日巡回（１日）
グループ６社 部長・支社長会議

中旬

安全の日巡回（１７日）
勤務担当者会議
グループ６社
事故防止飲酒運転防止対策研究会
安全管理委員会

下旬
幹部会

幹部会

幹事会

幹事会

常会

常会

※上記のほか、3が付く日は、「3S運動強調日」、4が付く日は、「携帯電話取扱い確認強調の日」に制定しております。

‐4‐

7．輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
7-1 西鉄バスグループにおける安全マネジメント体制
西鉄グループ

総合安全部会

鉄道専門部会

安全マネジメント委員会

運輸部会

バス専門部会

建物部会

タクシー専門部会

食品部会

貨物専門部会

西鉄バス佐賀

グループ６社
事故防止飲酒運転
防止対策研究会

グループ６社
部長・支社長会議

勤務担当者会議

幹部会

本
連社
絡・
会各
議支
社

幹事会

業務常会

西鉄グループ
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西鉄バス佐賀本社および支社

7-2 組織体制および指揮命令系統図
代表取締役社長

本社
取締役運行部長
(安全統括管理者)

（

鳥
栖
支
社

本
社
）

）

支
社
長

(

西 鉄
エム･テック

整
備
管
理
者

運
行
管
理
者

運
行
管
理
者

‐6‐

8．輸送の安全に関する教育および研修の実施状況
8-1 乗務員への教育･研修
①西鉄バス研修センターでの教育･研修
研修カリキュラムを策定し、計画的に下記の教育・研修を実施しています。
■乗務員教育の年間計画を作成し、新人運転士研修や高速・貸切バス運転士研修等を実施
しています。
■入社して6ヶ月、1～5年目の研修までは毎年、その後は3年に一度の適性診断及び運行前の
車両点検・車両特性・車内動揺体験を実施。また、車庫入れ・狭路・S字走行訓練等の基本操作・
基本走行の再徹底を行っています。
■事故惹起者については、惹起した事故の内容により、2日間事故惹起者研修、
もしくは7日間事故惹起者研修を実施しております。また再発防止に向けた取組みとして新たに
フォローアップ特別研修を設け、事故惹起者研修後に3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月とフォローアップ特別研修
を行い、事故惹起者の事故再発防止に取組んでいます。
■指導員のスキルアップのため、指導員同士での実感訓練ならびに指導要領の討議を行う勉強会を
毎月2回実施しております。
②事業所での指導･教育
■イエローストップ・交差点右左折時の一旦停車、3秒ルール（高速道路は4秒）を決められたとおり
に実施しているかをチェックするため、街頭での定点観測や管理者による添乗指導を行い、
指導の強化を図っています。また、ドライブレコーダー映像を活用した事故の討議や個人の
運転特性に適した指導を適宜実施しています。
また、毎月「飲酒運転撲滅運動・3S運動・携帯電話取り扱い確認」強調の日を制定し、
継続した指導の実践をしています。
■グループ常会において、運行中の事故や事件、災害等が発生した場合を想定した実感訓練を
実施し、緊急事態への初動対応についての知識と理解を深める取組みを行っています。

8-2 管理者への教育
管理者の指導力、対応力の向上を図るため、西鉄バスグループ全体で開催される、会議および
研修会等に積極的に参加し、管理能力のレベルアップを図っています。

8-3 合同研修等への参加
運行管理者、乗務員が一体的に安全性向上に取組むため、西鉄バスグループで開催される
研修会等に参加しています。
①事故防止・飲酒運転防止研修会
②西鉄バスグループ安全推進大会
③西鉄バスグループ完全輸送運動推進大会
④西鉄バスグループバスジャック等緊急事態対応訓練
※2020年度 ②～④は新型コロナ感染拡大防止のため中止
その他、必要に応じ、適宜実施することで安全意識の向上を図ってまいります。

9．安全統括管理者
取締役 運行部長 中村 昭久

10．安全管理規程
別紙
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11.一般貸切旅客自動車運送事業の内容について

一般貸切旅客自動車運送事業に関する情報について
（2021年3月31日現在）
主たる事務所住所
事業所名
代表者氏名・役職

佐賀市駅前中央三丁目3番10号
西鉄バス佐賀株式会社
代表取締役社長 財部 幸司

〇保有車両に関する情報
年式（年）

車両数
（両）

最古

搭載車両導入台数
ドライブレ
コーダー

最新

主な運行の態様

デジタル式
運行記録計

ASV

大型

10

2004

2019

10

10

中型

0

0

0

0

0

0

小型

0

0

0

0

0

0

任意保険の等の加入状況
（補償額）

対人保険

無制限

正規雇用以外

合計

対物保険

無制限

労災保険

雇用保険

〇人員体制に関する情報
正規雇用
10

0

10

運転者
健康保険

社会保険等
加入者

厚生年金
10

運行管理者

12

整備管理者

4

10

10
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╙㧝┨ ✚ೣ
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㧔⋡⊛╬㧕
╙

᧦ ߎߩో▤ℂⷙ⒟㧔એਅⷙᧄޟ⒟ޕ߁ߣޠ㧕ߪޔ〝ㆇㅍᴺ㧔એਅޟᴺޕ߁ߣޠ㧕╙㧞㧞
᧦ߩ㧞╙㧞㗄ߩⷙቯߦၮߠ߈ޔャㅍߩోࠍ⏕ߔࠆߚߦㆩߔߴ߈ㆇ༡ߩᣇ㊎ޔᬺߩ
ታᣉ߮▤ℂߩޔᣇᴺࠍቯࠆߎߣߦࠃࠅޔో▤ℂࠍ⏕┙ߒޔャㅍߩోᕈߩะ
ࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ

  㧞 ャㅍߩోߩ⏕ߦߟߡߪᧄⷙ⒟ߩ߶߆ޔ㑐ଥᴺ߮㑐ㅪⷙቯߦቯࠆޕ

╙㧞┨ ャㅍߩ
ャㅍߩో⏕ߦ
ో⏕ߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛
ߔࠆၮᧄ⊛ߥ
ၮᧄ⊛ߥᣇ㊎╬
㧔ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛ߥᣇ㊎㧕
╙㧞᧦ ␠㐳߮⥄േゞᜂᒰᓎຬ㧔એਅ␠ޟ㐳╬ޕ߁ߣޠ㧕ߪޔャㅍߩోߩ⏕߇ᦨ߽㊀ⷐߢࠆ
ߎߣࠍᷓߊ⼂ߒޔᬺᵴേࠍⴕ߃ࠆߩᢛߦദࠆߣߣ߽ߦޔోߦ㑐ߔࠆၮᧄᣇ㊎
ࠍᰴߩߣ߅ࠅቯࠆޕ
ޟ㋕ࠣ࡞ࡊ ోߦ㑐ߔࠆၮᧄᣇ㊎ޠ
⑳ߚߜߪޔ㋕ࠣ࡞ࡊડᬺℂᔨߦ߅ߡޟోߩ⏕ߩ৻╙ࠍޠߣߒߡ߹ߔޕ
⑳ߚߜ৻ੱ߭ߣࠅ߇⽿ߩࠄ⥄ޔછߣᓎഀࠍ⥄ⷡߒ߅ޔቴ᭽߆ࠄߩା㗬ߦᔕ߃␠ޔળ⊛⽿છࠍ
ᨐߚߒߡ߹ࠅ߹ߔޕ
㧔㧝㧕ోࠍࠃࠅᦨఝవߔࠆ⚵❱㨯㘑ߩ᭴▽
㧔㧞㧕ోࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߩ⏕┙ߣ⛮⛯⊛ᡷༀ
㧔㧟㧕ోࠍᡰ߃ࠆᓥᬺຬߩ⢻ജะߣஜᐽߩ⏕
㧔㧠㧕߅ቴ᭽ߩోࠍ╙৻ߦ⠨߃ߚຠ㨯ࠨࡆࠬߩឭଏ
㧔㧡㧕߅ቴ᭽ߣߩోߦ㑐ߔࠆࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩផㅴ
㧔㧢㧕ၮᧄᣇ㊎ߦၮߠߊᣉ╷ߩ⏕ታߥታᣉߣᴺߩㆩ
એߩᣇ㊎ߦၮߠ߈ޟޔోߩ⏕ߦޠะߌߚਇᢿߩദജࠍ㊀ߨߡ߹ࠅ߹ߔޕ
㧞 ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆၮᧄᣇ㊎ߦၮߠ߈એਅߩฦภߩౝኈࠍ㊀ὐᣉ╷ࠍᚑߔࠆ߽ߩߣߒޔ
ᔅⷐߦᔕߓߡ⋥ߔ߽ߩߣߔࠆޕ
㧔㧝㧕ャㅍߩో⏕߇ᦨ߽㊀ⷐߢࠆߎߣࠍ⼂ߒޔ㑐ଥᴺޔฦ⒳ၮḰ߮ᧄⷙ⒟ߦቯ
ࠄࠇߚ㗄ࠍࠃߊℂ⸃ߔࠆߣߣ߽ߦߎࠇࠍㆩߔࠆޕ
㧔㧞㧕ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆ⾌↪ᡰ߮ᛩ⾗ࠍⓍᭂ⊛߆ߟല₸⊛ߦⴕ߁ޕ
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㧔㧟㧕ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆౝㇱ⋙ᩏࠍⴕޔᔅⷐߥᤚᱜភ⟎ߪ੍㒐ភ⟎ࠍ⻠ߓࠆޕ
㧔㧠㧕ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆᖱႎߩㅪ⛊ࠍ⏕┙ߒ␠ޔౝߦ߅ߡᔅⷐߥᖱႎࠍવ㆐ޔ
   ߔࠆޕ
㧔㧡㧕ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆᢎ⢒߮⎇ୃߦ㑐ߔࠆౕ⊛ߥ⸘↹ࠍ╷ቯߒߦ⏕⊛ࠍࠇߎޔታᣉ
   ߔࠆޕ
㧟 ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆ⸘↹ߩ╷ቯޔታⴕޔࠢ࠶ࠚ࠴ޔᡷༀࠍ⏕ታߦታᣉߒޔోኻ╷ࠍਇᢿߦ
⋥ߔߎߣߦࠃࠅోޔᓥᬺຬ߇৻ਣߣߥߞߡᬺോࠍㆀⴕߔࠆߎߣߦࠃࠅߕ߃⛘ޔャㅍߩో
ᕈߩะߦദࠆޔߚ߹ޕャㅍߩోߦ㑐ߔࠆᖱႎߦߟߡߪޔⓍᭂ⊛ߦߔࠆޕ
㧠 ▤ℂߩฃᆔ⸤ߦଥࠆャㅍߩోߦ㑐ߔࠆᣇ㊎ߦߟߡߪ╙㧝㗄ߦឝߍࠆᣇ㊎ߦၮߠߊߣߣ߽
ߦౕޔ⊛ᣇ㊎ࠍਅ⸥ߩߣ߅ࠅቯࠆޕ
㧔㧝㧕ㆇⴕ⁁ᴫ╬ߦߟߡㅪ⛊ࠍ✕ኒ߆ߟᱜ⏕ߦⴕ߁ߚߩㅪ⛊ࠍ⏕┙ߒޔฃ⸤ޔᆔ
   ⸤ߣ߽Ᏹߦ⁁ᴫᛠីߦദޔฃ⸤ߪᬺോࠍㆡಾߦㆀⴕߢ߈ࠆࠃ߁ദࠆޕ
㧔㧞㧕ᆔ⸤ߪャㅍߩోࠍ⏕ߔࠆߚޔฃ⸤ߩ␠ຬߦኻߒߡᔅⷐߥᢎ⢒ߪ⎇ୃࠍⴕ
   ߁ߎߣߣߔࠆޕ
㧔㧟㧕ฃ⸤ޔᆔ⸤ߣ߽ャㅍߩోࠍ⏕ߔࠆߚߩᬺോߩታᣉ߮▤ℂߩ⁁ᴫ߇ㆡಾ߆
   ߤ߁߆ࠍᏱߦ⏕ߒᔅⷐߥᡷༀࠍⴕ߁ޕ
㧔㧠㧕ฃ⸤ޔᆔ⸤ߣ߽ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆᖱႎߩㅪ⛊ࠍ⏕┙ߒޔᔅⷐߥᖱႎࠍવ㆐
   ߔࠆࠃ߁ദࠆޕ
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㧔␠㐳╬ߩ⽿ോ㧕
╙㧟᧦ ␠㐳ߪޔャㅍߩోߩ⏕ߦ㑐ߔࠆᦨ⚳⊛ߥ⽿છࠍߔࠆޕ
㧞 ␠㐳╬ߪޔャㅍߩోࠍ⏕ߔࠆߚߩ▤ℂߩࠍᢛߔࠆߣߣ߽ߦߩߘޔᣇᴺࠍቯࠆޕ
㧟 ␠㐳╬ߪޔᣏቴ⥄േゞㆇㅍᬺߩㆀⴕߦ㓙ߒޔో㊀ὐᣉ╷ߩ╷ቯࠍⴕ߁ߦߚࠅޔో⛔
▤ℂ⠪ޔㆇⴕ▤ℂ⠪ߘߩઁᔅⷐߥ▤ℂ⠪⽿છ⠪ߦኻߒޔో߇⏕ߢ߈ࠆ߆ޔታߢ߈
ࠆ߆ߩᬌ⸽ࠍⴕࠊߖࠆޕ
㧠 ␠㐳╬ߪޔャㅍߩోࠍ⏕ߔࠆߚߩᬺോߩታᣉ߮▤ℂߩ⁁ᴫࠍᛠីߔࠆߣߣ߽ߦޔᔅ
ⷐߥᡷༀࠍⴕ߁ޕ
㧡 ␠㐳ߪޔో⛔▤ℂ⠪ߩߘߩ⡯ോࠍⴕ߁߁߃ߢߩᗧࠍዅ㊀ߔࠆޕ
㧔⚵❱㧕
╙㧠᧦ ᰴߦឝߍࠆ⠪ࠍㆬછߒޔャㅍߩోߩ⏕ߦߟߡ⽿છࠆࠍ᭴▽ߒޔャㅍߩోࠍ⏕
ߔࠆߚߩડᬺ⛔ᴦࠍ⊛⏕ߦⴕ߁ޕ
㧔㧝㧕ో⛔▤ℂ⠪
㧔㧞㧕ㆇⴕ▤ℂ⠪
㧔㧟㧕ᢛ▤ℂ⠪
㧔㧠㧕ߘߩઁᔅⷐߥ⽿છ⠪
㩷
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㧞 ೨㗄ߩฦ▤ℂ⠪⽿છ⠪ߩㆬછ⸃છߦߟߡߪࠍࠇߎޔᓥᬺຬߦ⍮ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔャ
ㅍߩోߩ⏕ߦ㑐ߔࠆ⽿છࠍ⏕ߦߔࠆޕ
㧟 ฦ▤ℂ⠪㨯⽿છ⠪ߪㆇⴕ⁁ᴫ╬ߦߟߡޔᔅⷐߥㇱ⟑ߣߩㅪ⛊ࠍ✕ኒ߆ߟᱜ⏕ߦⴕޔᏱߦ⁁
ᴫᛠីߦദࠆߣߣ߽ߦޔᬺോࠍㆡಾߦㆀⴕߢ߈ࠆࠃ߁ദࠆޕ
㧠 ฦ▤ℂ⠪⽿છ⠪߇∛᳇╬ߦࠃࠅߘߩ⡯ോࠍㆀⴕߢ߈ߥ߆ޔߪਇߩ႐วߪޔᒰ
▤ℂ⠪ߩᓎ⡯ߩᰴᏨߦ⋧ᒰߔࠆ⠪߇⥃ᤨߦߘߩ⡯ോࠍઍⴕߔࠆޕ
㧔ో⛔▤ℂ⠪ߩㆬછ߮⸃છ㧕
╙㧡᧦ ో⛔▤ℂ⠪ߪޔᣏቴ⥄േゞㆇㅍᬺㆇャⷙೣ㧔એਅޟㆇャⷙೣޕ߁ߣޠ㧕╙㧠㧣᧦ߩ㧡
ߢቯࠆⷐઙࠍḩߚߔ⠪ߩ߁ߜޔోߦ㑐ߒߡචಽߥ⍮⼂߮⚻㛎ࠍߔࠆ⠪ߩਛ߆ࠄㆬછ
ߔࠆޕ
㧞 ో⛔▤ℂ⠪߇ᰴߩฦภߩߕࠇ߆ߦᒰߔࠆߎߣߣߥߞߚߣ߈ߪޔᒰ▤ℂ⠪ࠍ⸃છߔࠆޕ
㧔㧝㧕ੱ⇣േ╬ߦࠃࠅో⛔▤ℂ⠪ߩⷐઙࠍḩ⿷ߒߥߊߥߞߚߣ߈ޕ
㧔㧞㧕࿖ㅢᄢ⤿ߩ⸃છ߇ߐࠇߚߣ߈ޕ
㧔㧟㧕りߩ㓚ߘߩઁ߿ࠍᓧߥ↱ߦࠃࠅ⡯ോࠍᒁ߈⛯߈ⴕ߁ߎߣ߇࿎㔍ߦߥߞߚߣ
   ߈ޕ
㧔㧠㧕㑐ଥᴺ╬ߦ㆑ߔࠆ╬ߦࠃࠅޔో⛔▤ℂ⠪߇ߘߩ⡯ോࠍᒁ߈⛯߈ⴕ߁ߎߣ߇ャ
   ㅍߩోߩ⏕ߦᡰ㓚ࠍ߷ߔ߅ߘࠇ߇ࠆߣࠄࠇࠆߣ߈ޕ
㧔ో⛔▤ℂ⠪ߩ⽿ോ㧕
╙㧢᧦ ో⛔▤ℂ⠪ߪޔャㅍߩోߩ⏕ߦ㑐ߒޔᰴߦឝߍࠆ⽿ോࠍߔࠆޕ
㧔㧝㧕ᓥᬺຬߦኻߒޔ㑐ଥᴺ╬ߩㆩߣャㅍߩోߩ⏕߇ᦨ߽㊀ⷐߢࠆߎߣߩ⼂ࠍ
   ᔀᐩߔࠆޕ
㧔㧞㧕ታᣉ߮▤ℂߩࠍ⏕┙⛽ޔᜬߔࠆޕ
㧔㧟㧕ᣇ㊎ޔ㊀ὐᣉ╷⋡ޔᮡ߮⸘↹ࠍታᣉߔࠆޕ
㧔㧠㧕ႎ๔ࠍ᭴▽ߒޔᓥᬺຬߦኻߒ⍮ࠍ࿑ࠆޕ
㧔㧡㧕ャㅍߩోߩ⏕ߩ⁁ᴫߦߟߡޔቯᦼ⊛߆ߟᔅⷐߦᔕߓߡౝㇱ⋙ᩏࠍⴕ␠ޔ㐳ߦ
   ႎ๔ߔࠆޕ
㧔㧢㧕␠㐳ߦኻߒޔᔅⷐߥᡷༀߦ㑐ߔࠆᗧࠍㅀߴࠆ╬ᔅⷐߥᡷༀߩភ⟎ࠍ⻠ߓࠆޕ
㧔㧣㧕ㆇⴕ▤ℂ߇ㆡᱜߦⴕࠊࠇࠆࠃ߁ޔㆇⴕ▤ℂ⠪ࠍ⛔▤ℂߔࠆޕ
㧔㧤㧕ᢛ▤ℂ߇ㆡᱜߦⴕࠊࠇࠆࠃ߁ޔᢛ▤ℂ⠪ࠍ⛔▤ℂߔࠆޕ
㧔㧥㧕ᓥᬺຬߦኻߒᔅⷐߥᢎ⢒ߪ⎇ୃࠍⴕ߁ޕ
㧔

㧕ߘߩઁ⛔▤ℂࠍⴕ߁ޕ

㩷
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╙㧠┨ ャㅍߩ
ャㅍߩో⏕ߦ
ో⏕ߦ㑐ߔࠆ▤ℂ
ߔࠆ▤ℂߩ
▤ℂߩᣇᴺ
㧔㊀ὐᣉ╷ߩታᣉ㧕
╙㧣᧦

ャㅍߩోߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛ߥᣇ㊎ߦၮߠ߈⋡ޔᮡࠍ㆐ᚑߔߴߊ⸘↹ߦᓥޔ㊀ὐᣉ╷ࠍ⏕ታ
ߦታᣉߔࠆޕ

㧔㒐ᱛኻ╷ߩᬌ⸛߮ᖱႎߩ㧕
╙㧤᧦ో⛔▤ℂ⠪ߪోᕈࠍ៊ߥ߁ࠃ߁ߥᘒࠍ⊒ߒߚ႐วߪ⋴ޔㆊߒߚࠅޔ㓝⭁ߒߚࠅߖߕޔ
⋥ߜߦ㑐ଥฦᚲߦㅪ⛊ߔࠆߣߣ߽ߦޔ㒐ᱛኻ╷ߩᬌ⸛ࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
㧞 ␠㐳╬ߣฦㇱ⟑ߣߩᣇะߩᗧᕁ⇹ㅢࠍචಽߦⴕ߁ߎߣߦࠃࠅޔャㅍߩోߦ㑐ߔࠆᖱႎ߇
ㆡᤨㆡಾߦવ㆐ߐࠇߦ߁ࠃࠆࠇߐޔദࠆޕฦㇱ㐷ߩᓥᬺຬߪޔャㅍߩో⏕ߦ㑐ߒޔ
⋧ߩᔅⷐߥᖱႎࠍવ㆐ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
㧔ޔἴኂ╬ߦ㑐ߔࠆႎ๔߮ኻᔕ㧕
╙㧥᧦ޔἴኂ╬߇⊒↢ߒߚ႐วߦ߅ߌࠆᒰޔἴኂ╬ߦ㑐ߔࠆႎ๔ㅪ⛊ࠍ⏕┙ߒޔႎ
๔㗄߇ో⛔▤ℂ⠪␠ޔ㐳ߪᔅⷐߥㇱ⟑ߦ⊛⏕߆ߟㅦ߿߆ߦવ㆐ߐࠇࠆࠃ߁ߦദࠆޕ
㧞 ᓥᬺຬߪޔ㨯ἴኂ╬ߦኻߔࠆ⽿છ⠪ޔኻᔕᣇᴺߘߩઁᔅⷐߥ㗄ࠍℂ⸃ߒޔἴኂ╬
߇⊒↢ߒߚ႐วߪޔᔅⷐߥኻᔕࠍߣࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
㧟 ో⛔▤ℂ⠪ߪޔႎ๔ㅪ⛊߇චಽߦᯏ⢻ߒޔἴኂ╬߇⊒↢ߒߚ႐วߩኻᔕ߇
Ṗߦㅴࠃ߁ᔅⷐߥᜰ␜╬ࠍⴕ߁ޕ
㧠 ⥄േゞႎ๔ⷙೣ㧔ᤘ㧞㧢ᐕㆇャ⋭╙㧝㧜㧠ภ㧕ߦቯࠄࠇߚἴኂ╬߇⊒↢ߒ
ߚ႐วߪޔႎ๔ⷙೣߦၮߠ߈࿖ㅢᄢ⤿߳ᔅⷐߥႎ๔ᦠߪዯࠍⴕ߁ޕ
㧔ᢎ⢒߮⎇ୃ㧕
╙㧝㧜᧦ ో⛔▤ℂ⠪ߪޔャㅍߩోߦ㑐ߔࠆ▤ℂߩ⛽ᜬ߮ᡷༀߦᔅⷐߥᢎ⢒ߦୃ⎇ޔ㑐
ߔࠆ⸘↹ࠍቯታᣉߔࠆޕ
㧔ౝㇱ⋙ᩏ㧕
╙㧝㧝᧦ ో⛔▤ℂ⠪ߪࠄ⥄ޔߪో⛔▤ℂ⠪߇ᜰฬߔࠆ⠪ࠍታᣉ⽿છ⠪ߣߒߡޔャㅍߩ
ోߦ㑐ߔࠆታᣉ⁁ᴫ╬ࠍὐᬌߔࠆߚޔౝㇱ⋙ᩏࠍታᣉߔࠆޔߚ߹ޕ㊀ᄢ߇⊒↢ߒߚ႐
วߥߤᔅⷐߣࠄࠇࠆᤨߪ✕ޔᕆߦౝㇱ⋙ᩏࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
㧞 ో⛔▤ℂ⠪ߪޔౝㇱ⋙ᩏ⚳ੌᓟ⚿ߩߘޔᨐ㧔ᡷༀߔߴ߈㗄߇ࠄࠇߚ႐วߪߘߩౝ
ኈ߽㧕ࠍㅦ߿߆ߦ␠㐳ߦႎ๔ߔࠆߣߣ߽ߦޔᔅⷐߦᔕߓోߩ⏕ߩߚߦޔᔅⷐߥᣇ╷ࠍ
ᬌ⸛ߒ✕ޔᕆߩᤚᱜភ⟎ߪ੍㒐ភ⟎ࠍ⻠ߓࠆޕ
㧔ᖱႎߩ㐿㧕
╙㧝㧞᧦ ోߩャㅍߦ㑐ߔࠆᣉ╷ޔ㨯ἴኂ╬ߦ㑐ߔࠆᖱႎޔ㊀ᄢᖱႎߘߩઁャㅍߩోߦ㑐
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