道路法令

Ｑ＆Ａ

都市再生特別措置法の一部を改正する法律等に
よる食事施設等の占用の取扱いについて
国土交通省

道路局

路政課

路政課につとめる道介くん。今日は彼女の道子さんの両親との食事会があるため、道子さんと街中
のオープンカフェで作戦会議中です。

道子
道介さん、なんだか落ち着いていないわね。私の両親に会うだけなのに、そんなに緊張する？

道介
緊張するに決まってるじゃないか。君のお父さんはとても厳しい方だと聞いているし、突然怒鳴られて
しまったらと考えると・・・。

道子
そんなことないわよ。ただの食事会じゃない。早くコーヒー飲みましょ。

道介
そうだね、ありがとう。そういえば道子さん、今僕らが利用しているオープンカフェも、僕の仕事に関
わっているんだ。

道子
あら、道介さん、飲食業でも始めたの？

道介
ちがうよ道子さん。近年、まちづくりの取組において、まちのにぎわい創出等のために、オープンカフェ
やキオスクの施設を道路内に設置したいというニーズが強まっていたんだ。そこで昨年度、都市再生特別
措置法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 24 号）及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成 23 年政令第 321 号）により、都市再生特別措置
法（以下「都市再生法」という。）、都市再生特別措置法施行令（以下「都市再生法施行令」という。）、道
路法施行令等が改正され、都市再生法に基づく道路の占用の許可基準の特例（以下「占用特例」という。）
の創設や食事施設等の占用許可対象物件への追加が行われたんだ。
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道子
占用特例の創設と食事施設等の占用許可対象物件への追加？難しくてさっぱり分からないわ。

道介
まず、占用許可対象物件への追加について説明するね。先の改正に伴い、道路法施行令が改正されて、
今まで食事施設等が高速自動車国道又は自動車専用道路の連絡路附属地のみにしか設置できなかったの
が、これらの道路以外の道路への設置が認められることとなったんだ（道路法施行令第 7 条）。

道子
なるほどなるほど。

道介
次に、占用特例についてだけど、道路法においては、道路の占用の許可は道路外に余地がなくやむを得
ない場合（以下「無余地性の基準」という。）にのみ認められているんだ。でもそうすると、占用を認め
てほしいというニーズが強かったオープンカフェやキオスク等は、通常は民地に設けるものだから、道路
の敷地外に余地がないためやむを得ないとは言い難く、まちのにぎわいの創出に資するような占用を認め
るためには、この無余地性の基準の適用を除外する必要があったんだ。
新たに創設された占用特例では、都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、都市再生整備計画
の計画期間内に限り、同計画に記載された事項に係る施設等の占用について、
・道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等（当該指定に係る種類の
ものに限る。）のためのものであること。
・道路法第 33 条第 1 項の政令で定める基準に適合するものであること。
・その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであ
ること。
のいずれの要件にも該当するときは、無余地性の基準にかかわらず、その占用を許可することができるん
だ（都市再生法第 62 条第 1 項）。

道子
この占用特例の占用許可対象物件にはどのようなものがあるの？

道介
特例の対象については、道路法第 32 条第 1 項第 1 号又は第 4 号から第 7 号までに掲げる施設等のうち、
都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置
であって、施設等の設置に伴い道路交通環境の維持及び向上を図るための措置が併せて講じられるものが
対象だよ（都市再生法第 46 条第 10 項）。この政令で定めるものには、「広告塔又は看板で良好な景観の形
成又は風致の維持に寄与するもの」、「食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は
利用者の利便の増進に資するもの」
、及び「道路法施行令第十一条の九第一項に規定する自転車駐車器具
で自転車を賃貸する事業の用に供するもの」と規定されているね（都市再生法施行令第 15 条）。
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道子
占用許可対象物件に食事施設等が追加されるとともに、占用特例の制度が創設されて、一定の条件の下、
無余地性の基準に関わらず占用を許可できるようになったってことね。
あれ、でもちょっと待って、オープンカフェとして、道路上に食事施設を設置していた例は、改正以前
よりあると思うけど、それは違法だったってことなの？

道介
たしかに、改正前は食事施設等は占用許可対象物件として位置付けられてはいなかったんだ。ただ、路
上イベントや社会実験としてオープンカフェが設置された例はたくさんあるんだ。

道子
占用許可対象物件にあげられていないのに、占用許可を与えていたってこと？なんだかおかしい感じが
するけど。

道介
よく条文を見てみよう。例えば、路上イベントに伴い道路上に設置されることが比較的多い物件として、
露店、商品置場、看板、旗さお、幕、アーチなどがあると思うんだけど、これらは道路法第 32 条第 1 項
第 6 号と道路法施行令第 7 条第 1 号に規定されているね。それに加えて、たとえば、同法第 32 条第 6 号
には、「その他これらに類する物件」といった文言があるよね。この文言は、限定的に解釈すべきなんだ
けど、地域の活性化などの目的を達成するために必要な範囲で弾力的な判断が求められるところなんだ。
全国調査により把握された各地のイベントにおいて、道路法第 32 条第 1 号各号に掲げられている物件以
外にも、テント、パラソル、テーブルやイスなどが設置されている事例が多く見られているよ。

道子
なるほどね。でもちょっと待って、以前からオープンカフェの占用が認められていたということは、今
回わざわざ食事施設等を占用許可対象物件に追加する必要はなかったんじゃない？

道介
以前のオープンカフェは、テーブルやイス、パラソルといった個々の物件に許可をすることで、結果と
して「オープンカフェ」として機能していたにすぎないんだ。お客さんの数に応じてイスやテーブルの数
を変えようにも、許可変更が必要だったんだ。しかし、食事施設はそれらを一体とてとらえた物件だから、
許可された範囲内で柔軟に取扱うことが認められるんだ。

道子
なるほど。占用主体の自由度が増して、使いやすい制度になったってことね。

道介
その通り。
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道子
じゃあ私たちが今利用しているこのオープンカフェも、食事施設として占用許可をもらっているのかし
ら？

道介
実は現在（平成 24 年 9 月 15 日）、改正からまだ日も浅いということもあって、都市再生法の占用特例
等を利用している例はないんだ。導入を検討している自治体はいくつかあるんだけどね。

道子
なるほど。これからどんどん利用が広まっていく可能性が高いということね。ところで、路上イベント
や社会実験で行われたオープンカフェの設置によって、どのような効果があったの？

道介
まず、人が集まることによって街のにぎわいの創出に貢献したり、経済的な効果への寄与があったとい
う話を聞いたことがあるよ。そのほかにも、占用主体が警備活動を行う事による違法駐車や違法駐輪の解
消や、占用主体による道路清掃や緑化が考えられるね。

道子
たしかに、ここの周りはにぎわっているし、道路も綺麗に清掃されているわ。

道介
そうだね。道路法第 87 条には、道路管理者は道路占用を与えるに際して、道路の構造の保全、交通の
危険の防止、その他円滑な交通を確保するために、必要な条件を付すことができると規定されているよね。
路上イベントや社会実験では、占用許可条件として、通行者の安全及び通行の確保、不法駐車対策への対
処や道路清掃の実施等を課している例もあるんだ。また、今回の占用特例を適用する際の占用許可基準等
については、
「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う道路占用許可の取扱いについて（通
知）」
（平成 23 年 10 月 20 日国道利第 22 号国土交通省道路局路政課長通知。）において詳しく記載されていて、
食事施設等の占用は、道路の構造又は交通に支障を生ずることのないよう、占用物件の管理及び食事施設
等の設置により道路管理者による日常的な道路の点検、清掃等が行いにくくなる場合には、占用区域内に
おける点検、清掃等を的確に行う事ができる者に限り認めることとするとされているんだ。

道子
なるほど。新しい制度が上手く利用されて、良い街がたくさんできるといいわね。

道介
おっと、話し込んでいるうちに、もうこんな時間だ。道子さんのご両親との食事会に遅刻しちゃうね・・・。
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参照条文
○道路法施行令（昭和 27 年政令第 479 号）
（道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等）
第七条

法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。

一〜五 （略）
六

高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第一号に規定する高速自動
車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地（以下「特定連結路附属地」という。）に設ける食事施設、
購買施設その他これらに類する施設（第十一号に掲げる施設を除く。
）でこれらの道路の通行者又は
利用者の利便の増進に資するもの

七〜十一 （略）
（食事施設等の占用の場所に関する基準）
第十一条の七

法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる施設（以下この

条及び第十二条において「食事施設等」という。）に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、
食事施設等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一

食事施設等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。

二

自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又
は交通に著しい支障のない場合を除き、当該食事施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行する
ことができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十
号）第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町
村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員である
こと。

2

第十条第一号（ロ及びハに係る部分に限る。
）及び第二号から第五号までの規定は、食事施設等につ
いて準用する。

○都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）
（都市再生整備計画）
第四十六条
1 〜 9 （略）
10

第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第
三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件（以下「施設等」とい
う。）のうち、都市の再生に貢献し、道路（同法による道路に限る。第六十二条において同じ。）の通行
者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置（道路交通環境の維持及び向上
を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるも
のに限る。）であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載するこ
とができる。

11 〜 16 （略）
第六十二条

都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわ
道路行政セミナー

2012. 9

5

らず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十項に規定
する事項に係る施設等のための道路の占用（同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、
同法第三十三条第二項に規定するものを除く。）で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、
同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一

道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等（当該指定に係る種類
のものに限る。）のためのものであること。

二

道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三

その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するもので
あること。

2 〜 5 （略）

○都市再生特別措置法施行令（平成 14 年政令第 190 号）
（都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等）
第十五条

法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

一

広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

二

食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するも
の

三

道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第十一条の九第一項に規定する自転車駐車器具
で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
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䞉ᗈ䛟୍⯡䛻ᑐ䛧䛶≀ရ䛾㈍ཪ䛿䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䜢⾜䛖䜒䛾䛷䛒䛳䛶䚸≉ᐃ䛾⪅䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛿
㻌 䛺䛔䛣䛸䚹

༨⏝䛾ሙᡤ
䕿➨䠎䠎ྕ㏻▱㛵ಀ
㻌 㻌 ༨⏝チྍ䜢ཷ䛡䛶タ⨨䛥䜜䜛ୖ✵㏻㊰䚸ᆅୗ㏻㊰➼䛿䚸ከᩘே䛾㑊㞴ཪ䛿㐨㊰䛾㏻䛾⦆➼䛾┦ᙜ
䛾බඹⓗ౽䛻ᐤ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸䛣䜜䜙䛾㏻㊰➼䛻㣗タ➼䜢タ⨨䛩䜛᪨䛾㒔ᕷ⏕ᩚഛィ⏬
䛜⟇ᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䜒䛒䜚ᚓ䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹䛣䛾ሙྜ䛻䛿䚸䛣䜜䜙䛾㏻㊰➼䛾タ⨨┠ⓗ䜢ᐖ䛥䛺䛔⟠ᡤ䛷䚸䛛
䛴䚸ᙜヱ㏻㊰➼䛾༨⏝⪅䛜ᵓ㐀ୖᏳ䛸ㄆ䜑䛯⟠ᡤ䛷䛒䜜䜀䚸༨⏝チྍ䜢⾜䛳䛶ᕪ䛧ᨭ䛘䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸ᘓ
タᇶ‽ἲ䚸ᾘ㜵ἲ➼䛾つไ䛻ゐ䛧䛺䛔䛣䛸䜢ᙜヱ㏻㊰➼䛾༨⏝⪅䛻᫂䛥䛫䜛䛣䛸䚹䛺䛚䚸㣗タ➼䜢
㏻㊰➼䛾ෆ㒊䛻༨⏝䛥䛫䜛䛣䛸䜢ᐃ䛧䛶㏻⾜䛾⏝䛻౪䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺つᶍ௨ୖ䛾㏻㊰➼䜢༨⏝䛩䜛䛣
䛸䜎䛷ㄆ䜑䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹
䕿➨䠎䠌ྕ㏻▱㛵ಀ
䞉ᆅ㠃䛻᥋䛩䜛㒊ศ䛜㌴㐨௨እ䛾㐨㊰䛾㒊ศ䛻䛒䜛䛣䛸䚹
䞉Ṍ⾜⪅➼䛜㏻⾜䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛Ṍ㐨➼䛾ᖜဨ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹
䞉㐨㊰䛾ୖ✵䛻タ䛡䜙䜜䜛㒊ศ䛾᭱ୗ㒊䛸㊰㠃䛸䛾㊥㞳䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹
䞉ཎ๎䛸䛧䛶ᕪⅬ➼䛾ᆅୖ䛻タ䛡䛺䛔䛣䛸䚹
䞉㏆ഐ䛻どぬ㞀ᐖ⪅ㄏᑟ䝤䝻䝑䜽䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᙜヱ䝤䝻䝑䜽䛸䛾㛫䛻༑ศ䛺㞳㝸䜢☜ಖ䛩䜛䛣
㻌 䛸䚹
༨⏝య
䕿➨䠎䠎ྕ㏻▱㛵ಀ
㻌 㻌 㣗タ➼䛾༨⏝䛿䚸㐨㊰䛾ᵓ㐀ཪ䛿㏻䛻ᨭ㞀䜢⏕䛪䜛䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖䚸༨⏝≀௳䛾⟶⌮ཬ䜃㣗
タ➼䛾タ⨨䛻䜘䜚㐨㊰⟶⌮⪅䛻䜘䜛᪥ᖖⓗ䛺㐨㊰䛾Ⅼ᳨䚸Ύᤲ➼䛜⾜䛔䛻䛟䛟䛺䜛ሙྜ䛻䛿䚸༨⏝༊ᇦෆ
䛻䛚䛡䜛Ⅼ᳨䚸Ύᤲ➼䜢ⓗ☜䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛⪅䛻㝈䜚ㄆ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹䜎䛯䚸ᭀຊᅋཪ䛿䛭䛾ᵓᡂဨ
䛾⤫ไୗ䛻䛒䜛ἲே➼ཬ䜃ᭀຊᅋဨ䛭䛾䛾♫ⓗໃຊ䛻ᒓ䛩䜛⪅䛿༨⏝య䛸䛺䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
䜒䛾䛸䛩䜛䚹
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㒔ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ䛾༨⏝≉䛾㐠⏝ᡭ⥆䛻䛴䛔䛶
䠄䠍䠅㒔ᕷ⏕ᩚഛィ⏬䛾グ㍕䛻ಀ䜛༠㆟
䠄㒔ᕷ⏕≉ᥐἲ➨䠐䠒᮲➨䠍䠌㡯ཬ䜃➨䠍䠍㡯䠅
㻌 ᕷ⏫ᮧ䛿䚸㒔ᕷ䛾⏕䛻㈉⊩䛧䚸㐨㊰䛾㏻⾜⪅ཪ䛿⏝⪅䛾౽䛾ቑ㐍䛻㈨䛩䜛䜒
䛾䜢༨⏝チྍ䜢ᚓ䛶㐨㊰༊ᇦෆ䛻タ⨨䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶㒔ᕷ⏕ᩚഛィ⏬䛻グ㍕䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹䠄㒔ᕷ⏕≉ᥐἲ➨䠐䠒᮲➨䠍䠌㡯䠅
㻌 ᕷ⏫ᮧ䛜ᙜヱグ㍕䜢䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛸䛝䛿䚸䛒䜙䛛䛨䜑༨⏝チྍᶒ㝈䜢᭷䛩䜛㐨㊰⟶⌮
⪅ཬ䜃㒔㐨ᗓ┴බᏳጤဨ䛻༠㆟䛧䛶ྠព䜢ᚓ䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸㐨㊰⟶⌮
⪅䛿ᕷ⏫ᮧ䛛䜙䛾༠㆟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹䠄㒔ᕷ⏕≉ᥐἲ➨䠐䠒᮲➨䠍䠍㡯䠅

䠄䠎䠅≉㐨㊰༨⏝༊ᇦ䛾ᣦᐃ䠄㒔ᕷ⏕≉ᥐἲ➨䠒䠎᮲➨䠍㡯䛛䜙➨䠏㡯䠅
㻌 ᕷ⏫ᮧ䛜㐨㊰༨⏝䛻ಀ䜛グ㍕䜢ྵ䜐㒔ᕷ⏕ᩚഛィ⏬䜢⟇ᐃ䛧䛯ሙྜ䚸㐨㊰⟶⌮⪅
䛿ᙜヱ㒔ᕷ⏕ᩚഛィ⏬䛻グ㍕䛥䜜䛯タ➼䛾✀㢮䛤䛸䛻≉㐨㊰༨⏝༊ᇦ䜢ᣦᐃ
䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹≉㐨㊰༨⏝༊ᇦ䛾ᣦᐃ䛻㝿䛧䚸㐨㊰⟶⌮⪅䛿䚸䛒䜙䛛䛨䜑ᕷ⏫ᮧ䛾
ពぢ䜢⫈䛟䛸䛸䜒䛻䚸ᣦᐃ䛧䜘䛖䛸䛩䜛༊ᇦ䜢⟶㎄䛩䜛㆙ᐹ⨫㛗䛻༠㆟䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛔䚹䜎䛯䚸㐨㊰⟶⌮⪅䛿䚸≉㐨㊰༨⏝༊ᇦ䜢ᣦᐃ䛩䜛䛸䛝䛿䚸䛭䛾᪨୪䜃䛻ᣦᐃ䛾༊
ᇦཬ䜃タ➼䛾✀㢮䜢බ♧䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹

䠄䠏䠅㑅ᐃጤဨ䛾タ⨨ཬ䜃ᥦເ㞟せ㡿䛾⟇ᐃ
㻌 ≉㐨㊰༨⏝༊ᇦ䜢ᣦᐃ䛧䛯ሙྜ䚸㐨㊰⟶⌮⪅䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶≉㐨㊰༨⏝༊ᇦ䛻
ಀ䜛༨⏝య䛾㑅ᐃ䛾䛯䜑䛾ጤဨ䠄௨ୗ䛂㑅ᐃጤဨ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䜢タ⨨䛧䚸≉㐨㊰
༨⏝༊ᇦ䛻タ䛡䜛タ➼䛻ಀ䜛ᥦ䛾ເ㞟せ㡿䛾⟇ᐃ䜢⾜䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹

䠄䠐䠅ᥦ䛾ເ㞟ཬ䜃㑅ᐃጤဨ䛻䜘䜛㑅ᐃ
㻌 ୖグ䠄䠏䠅䛻䜘䜚ᥦເ㞟䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛧䛯ሙྜ䚸㐨㊰⟶⌮⪅䛿ᥦເ㞟せ㡿䜢㋃䜎䛘䛶
ເ㞟䜢⾜䛔䚸㑅ᐃጤဨ䛻䛚䛔䛶༨⏝య䛸䛺䜛䜉䛝⪅䛾㑅ᐃ䜢ཷ䛡䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹

䠄䠑䠅㐨㊰༨⏝チྍᡭ⥆䠄㐨㊰ἲ➨䠏䠎᮲䠅
㻌 㑅ᐃጤဨ䛻䜘䜛㑅ᐃ䜢⤒䛯ሙྜ䚸㐨㊰⟶⌮⪅䛿ᙜヱ㑅ᐃ⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛶༨⏝チྍ
䜢⾜䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹
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♫ᐇ㦂䛻䛚䛡䜛㐨㊰༨⏝䛾
䕿᪂ᐟ༊䛻䛚䛡䜛♫ᐇ㦂
䠘ᐇᮇ㛫䠚ᖹᡂ䠍䠓ᖺᗘ௨㝆ẖᖺᗘ
䠘ෆᐜ䠚
㐨㊰ୖ䛻䜸䞊䝥䞁䜹䝣䜵䛸ᗈ࿌∧䜢タ⨨
䠘ຠᯝ䠚
䞉䛻䛞䜟䛔䛾ฟ
䞉㐪ἲ㥔㌴䜔㐪ἲ㥔㍯䛾ゎᾘ
䞉㐨㊰Ύᤲ䜔⥳➼䛾㐨㊰⎔ቃᨵၿ䛻ᐤ

䕿᪥ᮏ㏻䜚䜸䞊䝥䞁䜹䝣䜵䠄ᶓᕷ䠅
䠘ᐇᮇ㛫䠚ᖹᡂ䠍䠓ᖺ௨㝆ẖᖺᗘ
䠘ෆᐜ䠚
㐨㊰ୖ䛻䜸䞊䝥䞁䜹䝣䜵䜢タ⨨
䠘ຠᯝ䠚
䞉ᨺ⨨⮬㌿㌴䛾ῶᑡ
䞉࿘㎶ᆅᇦ䛸䛾ᅇ㐟ಁ㐍䛻ᐤ
䞉䜎䛱䛾㈰䜟䛔䜔㏆㞄ᗑ⯒䛾ୖ䛢䛜ྥୖ

㊰ୖ䜲䝧䞁䝖䛻䛚䛡䜛㐨㊰༨⏝䛾
䕿Ᏹ㒔ᐑ㣯Ꮚ⚍䜚䠎䠌䠌䠎䠄Ᏹ㒔ᐑᕷ䠅
䠘ᐇᮇ㛫䠚ᖹᡂ䠍䠐ᖺ䠍䠍᭶䠎᪥䛛䜙ྠᖺ䠍䠍᭶
䠏᪥䜎䛷䠄䠎᪥㛫䠅
䠘ෆᐜ䠚
ෆ┳ᯈ䚸㏻つไᯈ䚸䝇䝔䞊䝆䚸䝔䞁䝖䚸ᶓ᩿ᖥ
䠘ຠᯝ䠚
䞉䠎᪥㛫䛷䠒ே䛾᮶ሙ⪅䛜䛒䜚䚸䛝䛺⤒῭ຠᯝ
䛸୰ᚰᕷ⾤ᆅ䜈䛾ᐤ
䞉ᆅᇦ䛾㣯Ꮚ䜢ᅜ䜈䠬䠮䛷䛝䜛䜘䛔ᶵ䛻䛺䛳䛯

䕿䜸䞊䝥䞁䜹䝣䜵䠄㜰ᗓሜᕷ䠅
䠘ᐇᮇ㛫䠚ᖹᡂ䠍䠐ᖺ䠔᭶䠎᪥䛛䜙ྠᖺ䠔᭶䠍䠍
᪥䜎䛷䠄䠍䠌᪥㛫䠅
䠘ෆᐜ䠚
䝔䞊䝤䝹䚸䜲䝇䚸䝟䝷䝋䝹䚸᱁Ꮚ≧䝟䝛䝹
䠘ຠᯝ䠚
䞉୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛾䜲䝯䞊䝆䜰䝑䝥
䞉୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛾ၟᴗάᛶ
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