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相互扶助の精神に立って

ＰＴＡ活動が活発化すると共に、その内容も多様化し、ＰＴＡ活動中の事故による災害
も増えてきました。
ＰＴＡの地区バレーボール大会で、アキレス伳を切った。
ＰＴＡの作業中にけがをした。
ＰＴＡ活動に出席する途中事故にあった等々、子どもたちの幸せのための活動が、不慮
の災害によって会員が被害をこうむることは、本人の肉体的、精神的な苦痛はもとより同
じ会員同士としても、本当に心痛むことが多いものです。
「ＰＴＡ活動中の災害に対して、何か見舞金制度のようなものがあったら・・・」とい
う声が、あちらこちらから聞かれるようになり、これらの要望に応えるため、沖縄県ＰＴ
Ａ連合会が相互扶助の精神に立って平成3年6月に作ったのがこの安全会制度です。「一人
はみんなのために、みんなは一人のために」という視点に立って会員一人ひとりが年額
１５０円を出し合うことにより、災害による不安を解消し、より充実したＰＴＡ活動を展
開しようとするものです。
会員一人ひとりの皆さまが、安全会制度の趣旨をよくご理解の上、県下すべてのこども
園、幼小中学校ＰＴＡがもれなく加入していただきますよう、心からお願い申し上げます。
さらに、平成１３年度からＰＴＡ活動のボランティア（準会員）
、幼稚園ＰＴＡ、平成
３０年度からこども園等も対象とする活動の枠が広がりました。
平成２５年２月に沖縄県教育庁より、一般社団法人沖縄県ＰＴＡ連合会安全委員会とし
て、共済認可を受け現在に至っています。今後も皆さまのＰＴＡ活動を強力にサポートし
ていきます。
平成３０年度に平成２８年度版を改訂し、各単位ＰＴＡ幼・小・中学校、こども園に配
布いたしましたが、今回、規則の改正、様式の一部変更、元号の制定もあり、
令和元年度版の「しおり」を作成し、配布いたします。どうぞご活用ください。

令和元年６月吉日
一般社団法人

沖縄県ＰＴＡ連合会
安全委員会
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災害発生後の手続き
（災害報告書の提出）
（災害発生後、30日以内）
①

災害について、ただちに単P会長に報告して下さい。

②

様式−４〈災害報告書〉をコピーし、災害発生状況を具体的に記入して下さい。

③

災害報告書の記入が完了したら、会長が認めたPTA行事である証拠となる文書
（会長名がついた案内文、年間行事計画等）を添付して安全委員会にご送付下さい。
※

会長印は公印をお願いします。

※

事務担当者が報告書を作成した場合は､提出前に必ず会長の確認をお願いします。

※

安全委員会にて災害報告書を受理後公文（受理通知と請求手続き上の留意点）を送付します。

（共済金請求の手順）
治癒したとき、又は事故発生日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時。
（共済約款

第９条との関わり）

１．医療報告書の提出
①

医療報告書①様式−６（通院実日数6日以内）をコピーし、記入して下さい。

②

医療報告書②様式−７（通院実日数7日以上）をコピーし、記入して下さい。

※通院実日数が6日以内であっても骨折・手術及び固定具を使用した場合は、医療報告
書②と診断書を提出して下さい。但し、２ヶ所以上の通院の方は、医療報告書②に記
入して下さい。
※治療までの期間がこの用紙で不足の場合は、枚数を増やしてご使用下さい。
③

通院･入院日数の記入欄は、実際に通院された日に○印、入院された日に△印をつ
けて下さい。

２．診断書の提出
①

様式−８〈診断書〉をコピーして病院に提出し、お願いして下さい。

※病院の診断書料（文書料） 領収書の原本を添付して下さい。診断書料は１通のみお
支払い致します。
３．共済金支払い請求書の提出
①

様式−５〈共済金支払請求書〉をコピーし、記入して下さい。

②

PTA会長印は公印を押印して下さい。

③

記入が完了したら医療報告書、診断書等を添えて安全委員会に送付して下さい。
以上で共済金支払請求の手続きは完了です。

(共済金の送付について）
共済金は審査委員会での査定後、各単位PTAの口座に振り込みます。
※同時に共済金支払通知書を単位PTA会長宛に送付いたします。
なお、同封の受領書は署名押印（受給者本人において）のうえ、安全委員会宛早急に
ご返送ください。
宛先

〒９００−０００２
那覇市曙２−２６−２７
PTA会館内
一般社団法人沖縄県ＰＴＡ連合会
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安全委員会

災害発生から共済金給付まで
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給付の対象となる活動内容
活動区分

活

動

内

容

各単位PTAの会長が招集し、または委嘱した活動を言います。
⑴

総会･役員会･学級学年PTA・専門委員会等の諸会合、並びにそれ
らの運営に関する業務への参加。

１

単位PTA
主

⑵

催

PTAが企画し､会長の承認を得て実施した美化作業、キャンプ・
各種スポーツ大会など。

⑶

単位PTAを代表して参加する各種会合（他団体・機関主催の場合）
及び行事への参加

２

⑷

⑴〜⑶に参加するために要する正規の往復途上

⑴

学校行事のうち、子どもの健全育成のためPTAが積極的に参加す
ることを決めた授業参観・運動会･学芸会･体育祭･文化祭

学校行事

但し、学校行事での当事者である児童生徒は対象外

及び学校
支

援

（独立行政法人日本スポーツ振興センター）
⑵

PTAによる、学校内外における総合的学習等及び学校内での部活
動への支援活動

地区P連が招集、委嘱した活動をいいます。
３

地区P連
主

⑴

催

総会･役員会･理事会･専門委員会等の諸会合、並びにそれらの運
営に関する業務への参加

（市町村P連

⑵

各種研修会･スポーツ大会への参加

を含む）

⑶

地区P連を代表して参加する各種会合

⑷

⑴〜⑶に参加するために要する正規の往復途上

県P連の会則並びに事業計画に基づいて行う活動をいいます。
⑴
４

※

県P連関連

総会･役員会･理事会･専門委員会等の諸会合、並びにそれらの運
営に関する業務への参加

⑵

各種研修会等への参加（日P・九P等も含む）

⑶

県P連を代表して参加する各種会合（他団体･機関の主催）

⑷

⑴〜⑶に参加するために要する正規の往復途上

次のような場合は、給付が受けられません。
①

PTA関連行事とは認められない行事のもの

②

地震・風水害などの天災、人災

③

被災者の故意または重大な過失による事故（自殺行為・酔っ払い・けんか・薬物使
用などによる場合）

④

車両に搭乗している時の事故

⑤

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる事故
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対象者

対象となる事故

事

故

(1)

骨折

PTA管 理 下 で あ り、(2)

捻挫

例

給
(1)

本スポーツ振興セン (4)

生徒

ター対象外の事故。
（会場との正規の往復
途上を含む）

(5)

切傷・すり傷
打撲等

死亡の時
後遺障害が残った時
限度額 400万円

(3)

PTA管 理 下 の け

入院した時
5,000円×入院日数

がと直接因果関

（180日限度）

係 に な い 病 気・ (4)
熱中症・野球肩・

通院した時
3,000円×通院日数

共

スポーツひじ等
は対象外

額

400万円

かつ独立行政法人日 (3) アキレス伳切断 (2)
児童

付

（90日限度）
(5)

固定具を装着した時

済

①固定具を装着した日数
②1日500円又は1,000円とする

金

※入院＋通院＋固定具装備･･･
PTA
会員
準会員

PTA管理下での事故

実日数合計180日限度

（会場との正規の往復

※但し、固定具使用期間が入院・

途上を含む）

通院と重なる日数を除く
眼鏡の破損
バ レ ー ボ ー ル 大 会 (1)
で顔面にボールが
あたり眼鏡が破損

損害額５千円以下の場合は、

給付しない。
(2)

損害額５千円を超える場合

は、越える損害額の2分の1とす
る。ただし 、その限度額を2万
円とする。
PTA活動遂行中に伴 PTAの 美 化 作 業 中 ○対人賠償
賠償保険

う賠償保険

に駐車中の車のガ

※管理者として法律 ラ ス を 破 損 し て し

1名につき
1事故につき

5,000万円
２億円

上の損害賠償責任 まった。
を負うことによる

○対物賠償

損害に対して補償

1事故につき

します。
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500万円

一般社団法人 沖縄県ＰＴＡ連合会 安全委員会共済規程
共

済

約

款

（用語の定義）
第１条

この共済約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用

い

語

医学的他覚所見

定

義

理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認めら
れる異常所見をいいます。
以下の場合をいいます。
①

児童生徒等が法令の規定により学校が編成した教育課程に基
づく授業を受けている場合

②
か

学校の管理下

児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を
受けている場合

③

上記の他、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他
校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合

④

児童生徒等が通常の登下校の経路及び方法により通学する場
合

共済金
き

死亡共済金、後遺障害共済金、入院共済金又は通院共済金をいい
ます。

共済期間

共済証書記載の共済期間をいいます。

共済金額

共済証書記載の共済金額をいいます。
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体

こ

後遺障害

に至ったもの又は身体の一部の欠損をいいます。

し

車両

ち

治療

つ

に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害

通院

自動車、バス、鉄道、オートバイ及び自転車をいいます。
医師による治療をいいます。ただし、被共済者が医師である場合
は、被共済者以外の医師による治療をいいます。
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、又は、
往診により治療を受けることをいいます。

通院共済金日額 共済証書記載の通院共済金日額をいいます。
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院
に

入院

又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念するこ
とをいいます。

入院共済金日額 共済証書記載の入院共済金日額をいいます。
被共済者

共済証書記載の被共済者をいいます。
ＰＴＡが企画・立案し主催する又は共催する行事（主に沖縄県内

ひ

ＰＴＡ行事

で実施されるもの）でＰＴＡ総会、運営委員会などＰＴＡ会則（注）
に基づく手続を経て決定されたものをいいます。
（注）名称の如何を問いません。

ＰＴＡの管理下 ＰＴＡの指揮、監督及び指導下をいいます。
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（共済約款の適用）
第２条

この共済約款の規定は被共済者ごとに適用します。

（共済金額等）
第３条

共済掛金額は、共済事業を毎年４月１日から翌年３月末日までを１事業年度と
し、被共済者１世帯につき１事業年度金１４２円の支払いを受けるものとする。

２

賠償責任保険料(保険会社委託)は８円の支払を受けるものとする。

（共済金を支払う場合）
第４条

一般社団法人沖縄県ＰＴＡ連合会（以下「当会」という。
）は、被共済者が、
共済期間中にＰＴＡの管理下においてＰＴＡ行事に参加している間に被った傷害
について、この共済約款の規定に従い共済金を支払います。

２

前項のＰＴＡの管理下におけるＰＴＡ行事には、被共済者がＰＴＡ行事に参加
するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含む。

（共済金を支払わない場合）
第５条

当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金
を支払いません。
①

共済契約者（注１）又は被共済者の故意又は重大な過失

②

共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金

の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき
金額に限ります。
③

被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

④

車両に搭乗している時の事故

⑤

被共済者の妊娠、出産、早産又は流産

⑥

戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似

の事変又は暴動（注３）
⑦

地震もしくは噴火又はこれらによる津波

⑧

核燃料物質（注４）もしくは核燃料物質によって汚染された物（注５）の放射

性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑨

独立行政法人日本スポーツ振興センター対象の事故。

⑩

⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づ

いて生じた事故
⑪

⑧以外の放射線照射又は放射能汚染

（注１）共済契約者が法人である場合は、その理事又は法人の業務を執行するそ
の他の機関をいいます。
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（注２）群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において
著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
（注３）使用済燃料を含みます。
（注４）原子核分裂生成物を含みます。
２

当会は被共済者が頸部症候群（注）
、腰痛その他の症状を訴えている場合であっ
ても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状
の原因がいかなるときでも、共済金を払いません。

（注）いわゆる「むち打ち症」

をいいます。

（死亡共済金の支払）
第６条

当会は、被共済者が第４条（共済金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の
結果として、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合は、
以下のとおり共済金を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
①

ＰＴＡの管理下においてＰＴＡ行事に参加している間に被った傷害の場合共済

金額の全額（注）
（注）既に支払った後遺障害共済金がある場合は、共済金額から既に支払った金
額を控除した残額とします。
２

ＰＴＡの管理下においてＰＴＡ行事に参加している間に突然死した場合は、共
済金額の全額を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。

３

死亡共済金受取人となる、被共済者の法定相続人が２名以上であるときは、当
会は、法定相続分の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。

４

第26条（死亡共済金受取人の変更）第５項の死亡共済金受取人が２名以上である
場合は、当会は、均等の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。

（後遺障害共済金の支払）
第７条

当会は被共済者が第４条（共済金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結
果として、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害が生じた
場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害共済金として被共済者に支払い
ます。
①

ＰＴＡの管理下においてＰＴＡ行事に参加している間に被った傷害の場合
共済金額×別表１に掲げる割合＝後遺障害共済金の額

２

前項の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて
１８０日を越えてなお治療を要する状態にある場合は、当会は、事故の発生の日
からその日を含めて１８１日目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺
障害の程度を認定して、前項のとおり算出した額を後遺障害共済金として支払い
ます。
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３

別表１に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会は身体の障害
の程度に応じ、かつ、別表１に掲げる区分に準じ、後遺障害共済金の支払額を決
定します。ただし、別表１の１．（３）、
（４）、２．（３）、４．（４）及び５．
（２）
に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害共済金を支払いません。

４

同一事故により２種以上の後遺障害が生じた場合には、当会は、その各々に対
し、前３項の規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表１の７．か
ら９．までに掲げる上肢（注１）又は下肢（注２）の後遺障害に対しては、１肢
ごとの後遺障害共済金は共済金額の６０％をもって限度とします。
（注１）腕及び手をいいます。
（注２）脚及び足をいいます。

５

既に身体に障害のあった被共済者が第４条（共済金を支払う場合）の障害を被
り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表２のいずれ
かに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表１に掲げる
割合を適用して、後遺障害共済金を支払います。ただし、既存障害（注）がこの
共済契約に基づく後遺障害共済金の支払を受けたものである場合は、次の割合に
より後遺障害共済金を支払います。
加重された後の後遺障害の状態に対応する割合−既存障害（注）に対応する割合
＝適用する割合 （注）既にあった身体の障害をいいます。

６

前５項の規定に基づいて、当会が支払うべき後遺障害共済金の額は、一共済期
間に発生した事故について、共済金額をもって限度とします。

（入院共済金の支払）
第８条

当会は被共済者が第４条（共済金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結
果として、入院した場合は、その期間に対し、入院共済金を被

共済者に支払い

ます。
２

前項の入院共済金は、次の算式によって算出した額とします。
①

ＰＴＡの管理下においてＰＴＡ行事に参加している間に被った傷害の場合
入院共済金日額×入院した日数（注）＝入院共済金の額

(注) １８０日を限度とします
３

第１項の期間には、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第１０４号）第６
条（臓器の摘出）の規定によって、同条第４項で定める医師より「脳死した者の
身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置
が同法附則第１条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてさ
れたものと見なされる処置（注）であるときには、その処置日数を含みます。
（注）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、
医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。
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４

当会は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて１８０
日（注）を経過した後の期間に対しては、入院共済金を支払いません。
但し、骨折における抜釘手術については、固定手術後、平地においては１年以
内、離島・遠隔地においては1年６ケ月以内に抜釘手術を実施した場合は、それ
に伴う入院共済金を支払う。
（注）入院＋通院＋固定具装具で実日数合計１８０日限度とします

５

被共済者が入院共済金の支払を受けられる期間中にさらに入院共済金の支払を
受けられる傷害を被った場合においても、当会は、重複して入院共済金を支払い
ません。

（通院共済金の支払）
第９条

当会は被共済者が第４条（共済金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結
果として、通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院共済金として被
共済者に支払います。ただし、平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時
以降の通院に対しては、通院共済金を支払いません。
①

ＰＴＡの管理下においてＰＴＡ行事に参加している間に被った傷害の場合
通院共済金日額×通院した日数（注）＝通院共済金の額

（注）９０日を限度とします。
２

当会は、前項の規定にかかわらず、前条の入院共済金が支払われるべき期間中
の通院に対しては、通院共済金を支払いません。

３

当会はいかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて１８０日
を経過した後の通院に対しては、通院共済金を支払いません。
但し、骨折における抜釘手術については、固定手術後、平地においては１年以
内、離島・遠隔地においては1年６ケ月以内に抜釘手術を実施した場合は、それ
に伴う通院共済金を支払う。

４

被共済者が通院共済金の支払を受けられる期間中にさらに通院共済金の支払を
受けられる傷害を被った場合においても、当会は、重複しては通院共済金を支払
いません。

（死亡の推定）
第10条

被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合、又は遭難
した場合において、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日か
らその日を含めて３０日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その
航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第４条（共
済金を支払う場合）の傷害によって死亡したものと推定します。
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（他の身体の障害又は疾病の影響）
被共済者が第４条（共済金を支払う場合）の傷害を被った時既に存在していた

第11条

身体の障害もしくは疾病の影響により、又は、同条の傷害を被った後にその原因
となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重
大となった場合は、当会は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
２

正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと又は共済契約者もしくは共済金
を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第４条（共済金を支払う場
合）の傷害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。

（共済契約者の住所変更）
第12条

共済契約者が共済証書記載の住所又は通知先を変更した場合は、共済契約者
は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。

（共済契約の無効）
第13条

共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得
させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とします。

（共済契約の取消し）
第14条

共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者の詐欺又は強迫によって
当会が共契約を締結した場合には、当会は、共済契約者に対する書面による通知
をもって、この共済契約を取り消すことができます。

（共済契約者による共済契約の解除）
第15条

共済契約者は、当会に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除
することができます。

（重大事由による解除）
第16条

当会は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する
書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。

①

共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、当会にこの共済契約に

基づく共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、又は生じさせよう
としたこと
②

被共済者又は共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求

について、詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
③

①及び②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべ

き者が、①及び②の事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を
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損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
２

前項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第１８
条（共済契約解除の効力）の規定にかかわらず、前項①から③までの事由が生じ
た時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会は、共済金を支
払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当会は、そ
の返還を請求することができます。

（被共済者による共済契約の解除請求）
第17条

次のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの共
済契約（注）を解除することを求めることができます。

① この共済契約（注）の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
②

共済契約者又は共済金を受け取るべき者に、前条第１項①又は②に該当する行

為のいずれかがあった場合
③

②のほか、共済契約者又は共済金を受け取るべき者が、②の場合と同程度に被

共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約（注）の存続を困難と
する重大な事由を生じさせた場合
④

この共済契約（注）の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更

があった場合
（注）その被共済者に係る部分に限ります。
２

共済契約者は、前項①から④までの事由がある場合において、被共済者から前
項に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知をもって、この共済契
約（注）を解除しなければなりません。
（注）その被共済者に係る部分に限ります。

３

第１項①の事由がある場合は、その被共済者は、当会に対する通知をもって、
この共済契約（注）を解除することができます。ただし、被共済者であることを
証する書類の提出があった場合に限ります。
（注）その被共済者に係る部分に限ります。

４

前項の規定によりこの共済契約（注）が解除された場合は、当会は、遅滞なく、
共済契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
（注）その被共済者に係る部分に限ります。

（共済契約解除の効力）
第18条

共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

（共済掛金の返還―無効の場合）
第19条

共済契約が無効の場合には、当会は、共済掛金の全額を返還します。ただし、
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第１３条（共済契約の無効）の規定により共済契約が無効となる場合には、共済
掛金を返還しません。

（共済掛金の返還―取消しの場合）
第20条

第１４条（共済契約の取消し）の規定により、当会が共済契約を取り消した
場合には、当会は共済掛金を返還しません。

（共済掛金の返還―解除の場合）
第21条

第１６条（重大事由による解除）第１項の規定により、当会が共済契約を解
除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還
します。

２

第１５条（共済契約者による共済契約の解除）の規定により、共済契約者が共
済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済
掛金を返還します。

３

第１７条（被共済者による共済契約の解除請求）第２項の規定により、共済契
約者がこの共済契約（注）を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割を
もって計算した共済掛金を返還します。
（注）その被共済者に係る部分に限ります。

４

第１７条（被共済者による共済契約の解除請求）第３項の規定により、被共済
者がこの共済契約（注）を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもっ
て計算した共済掛金を返還します。
（注）その被共済者に係る部分に限ります。

（事故の通知）
第22条

被共済者が第４条（共済金を支払う場合）の傷害を被った場合は、共済契約者、
被共済者又は共済金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日から
その日を含めて３０日以内に事故発生の状況及び傷害の程度を当会に通知しなけ
ればなりません。この場合において、当会が書面による通知もしくは説明を求め
たとき又は被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに
応じなければなりません。

２

被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合又は遭難した
場合は、共済契約者又は共済金を受け取るべき者は、その航空機又は船舶が行方
不明となった日又は遭難した日からその日を含めて３０日以内に行方不明又は遭
難発生の状況を当会に書面により通知しなければなりません。

３

共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第１
項もしくは前項の規定に違反した場合、又はその通知もしくは説明について知っ
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ている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会
は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。

（共済金の請求）
第23条

当会に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使する
ことができるものとします。

①

PTAの管理下においてPTA行事に参加している間に被った傷害の場合又は

PTAの管理下において突然死した場合
イ

死亡共済金については、被共済者が死亡した場合

ロ

後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時又は事故の発生
の日からその日を含めて１８０日を経過した時のいずれか早い時

ハ

入院共済金については、平常の生活ができる程度になおった時、第８条（入
院共済金の支払）第１項に該当しない程度になおった時又は事故の発生の日か
らその日を含めて１８０日を経過した時のいずれか早い時

ニ

通院共済金については、平常の生活に支障がない程度になおった時、通院共
済金の支払われる日数が９０日に達した時又は事故の発生の日からその日を含
めて１８０日を経過した時のいずれか早い時

２

被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済
金請求権の発生した日から３０日以内に、別表３に掲げる書類のうち当会が求め
るものを提出しなければなりません。

３

被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受
けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情
を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、当会の承認を得たうえで、被共済
者の代理人として共済金を請求することができます。
①

被共済者と同居又は生計を共にする配偶者（注）

②

①に規定する者がいない場合、又は①に規定する者に共済金を請求できない事

情がある場合には、被共済者と同居又は生計を共にする三親等内の親族
③

①及び②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求で

きない事情がある場合には、①以外の配偶者（注）又は②以外の三親等内の親族
（注）法律上の配偶者に限ります。
４

前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当会が共済
金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当会は、共済金を
支払いません。

５

当会は、事故の内容又は傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済
金を受け取るべき者に対して、第２項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提
出又は当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会が
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求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
６

共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由なく前項の
規定に違反した場合又は第２項、第３項もしくは前項の書類に事実と異なる記載
をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会は、
それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。

（共済金の支払時期）
第24条

当会は、特別な事由がない限り審査終了の日（注）からその日を含めて３０
日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を
支払います。

①

共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故の

発生の状況、傷害発生の有無及び被共済者に該当する事実
②

共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払わ

れない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③

共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害と

の関係、治療の経過及び内容
④

共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定め

る解除、無効又は取消しの事由に該当する事実の有無
（注）被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第２項及び第３項の規定によ
る手続を完了した日をいいます。
２

前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、
前項の規定にかかわらず、当会は、審査終了日（注１）からその日を含めて次に
掲げる日数（注２）を経過する日までに、共済金を支払います。この場合におい
て、当会は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者又は共
済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。

①

第１項①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の

機関による捜査・調査結果の照会（注３） １４日
②

第１項①から④までの事項を確認するための医療機関、検査機関その他の専門

機関による診断、鑑定等の結果の照会
③

７日

第１項③の事項のうち、後遺障害の内容及びその程度を確認するための、医

療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
７日
④

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された災害の被災地域におけ

る第１項①から④までの事項の確認のための調査
⑤

７日

第１項①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段

がない場合の日本国外における調査
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７日

（注１） 被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第２項及び第３項の規定に
よる手続を完了した日をいいます。
（注２） 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（注３） 弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）に基づく照会その他法令に基づ
く照会を含みます。
３

前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者又は共済金を
受け取るべき者が、正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場
合（注）には、これにより確認が遅延した期間については、第１項又は第２項の
期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

４

第１項又は第２項の規定による共済金の支払は、共済契約者、被共済者又は共
済金を受け取るべき者と当会があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内に
おいて、日本国通貨をもって行うものとします。

（時効）
第25条

共済金請求権は、第２３条（共済金の請求）第１項に定める時の翌日から起
算して３年を経過した場合は、時効によって消滅します。

（死亡共済金受取人の変更）
第26条

共済契約締結の後、被共済者が死亡するまでは、共済契約者は、被共済者か
らの申出により死亡共済金受取人を変更することができます。

２

前項の規定による死亡共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、そ
の旨を当会に通知しなければなりません。

３

前項の規定による通知が当会に到着した場合には、死亡共済金受取人の変更
は、共済契約者がその通知を発したときにその効力を生じたものとします。ただ
し、その通知が当会に到着する前に当会が変更前の死亡共済金受取人に共済金を
支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、当会は共済金を支払いません。

４

第１項の規定により、死亡共済金受取人を被共済者の法定相続人以外の者に変
更する場合は、被共済者の同意がなければその効力は生じません。

５

死亡共済金受取人が被共済者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死
亡共済金受取人の死亡時の法定相続人（注）を死亡共済金受取人とします。
（注）法定相続受取人のうち死亡している者がある場合は、その者については、
順次の法定相続人とします。

６

共済契約者は、死亡共済金以外の共済金について、その受取人を被共済者以外
の者に定め、又は変更することはできません。
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（共済契約者の変更）
第27条

共済契約締結の後、共済契約者は、当会の承認を得て、この共済契約に適用
される共済約款に関する権利及び義務を第三者に移転させることができます。

２

前項の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当
会に申し出て、承認を請求しなければなりません。

（共済契約者又は死亡共済金受取人が複数の場合の取扱い）
第28条

この共済契約について、共済契約者又は死亡共済金受取人が２名以上である
場合は、当会は、代表者１名を定めることを求めることができます。この場合に
おいて、代表者は他の共済契約者又は死亡共済金受取人を代理するものとします。

２

前項の代表者が定まらない場合又はその所在が明らかでない場合には、共済契
約者又は死亡共済金受取人の中の１名に対して行う当会の行為は、他の共済契約
者又は死亡共済金受取人に対しても効力を有するものとします。

３

共済契約者が２名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約
に適用される共済約款に関する義務を負うものとします。

（訴訟の提起）
第29条

この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起する
ものとします。

（共済金の削減）
第30条

特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を支払うことが
できない場合には、社員総会の議決を経て共済金の削減を行うことがあります。

（準拠法）
第31条

この共済約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

（補則）
第32条

この約款に関しては必要なときは社員総会の決議を経て規則及び細則を定め
ることができる。

附則
１

この約款は平成25年２月１日県教育委員会に認可され施行する。

２

この約款は平成29年６月３日改正施行する。

３

この約款は令和元年６月１日改正施行する。
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別表１ 後遺障害共済金支払区分表
１．眼の障害
（１）両眼が失明した場合【１００％】
（２）１眼が失明した場合【６０％】
（３）１眼の矯正視力が０．６以下となった場合【５％】
（４）１眼が視野狭窄（さく）
（正常視野の角度の合計の６０％以下となった場合をいう）
となった場合【５％】
２．耳の障害
（１）両耳の聴力を全く失った場合【８０％】
（２）１耳の聴力を全く失った場合【３０％】
（３）１耳の聴力が５０㎝以上では通常の話声を解せない場合【５％】
３．鼻の障害
（１）鼻の機能に著しい障害を残す場合【２０％】
４．咀（そ）しゃく、言語の障害
（１）咀（そ）しゃく又は言語の機能を全く廃した場合【１００％】
（２）咀（そ）しゃく又は言語の機能に著しい障害を残す場合【３５％】
（３）咀（そ）しゃく又は言語の機能に障害を残す場合【１５％】
（４）歯に５本以上の欠損を生じた場合【５％】
５．外貌（ぼう）（顔面・頭部・頸（けい）部をいう）の醜状
（１）外貌（ぼう）に著しい醜状を残す場合【１５％】
（２）外貌（ぼう）に醜状（顔面においては直径２㎝の瘢痕（はんこん）
、長さ３㎝の線
状痕（こん）程度をいう）を残す場合【３％】
６．脊（せき）柱の障害
（１）脊（せき）柱に著しい変形又は著しい運動障害を残す場合【４０％】
（２）脊（せき）柱に運動障害を残す場合【３０％】
（３）脊（せき）柱に変形を残す場合【１５％】
７．腕（手関節以上をいう）、脚（足関節以上をいう）の障害
（１）１腕又は１脚を失った場合【６０％】
（２）１腕又は１脚の３大関節中の２関節又は３関節の機能を全く廃した場合【５０％】
（３）１腕又は１脚の３大関節中の１関節の機能を全く廃した場合【３５％】
（４）１腕又は１脚の機能に障害を残す場合【５％】
８．手指の障害
（１）１手の母指を指節間関節以上で失った場合【２０％】
（２）１手の母指の機能に著しい障害を残す場合【１５％】
（３）母指以外の１指を遠位指節間関節以上で失った場合【８％】
（４）母指以外の１指の機能に著しい障害を残す場合【５％】
９．足指の障害
（１）１足の第１の足指を指節間関節以上で失った場合【１０％】
（２）１足の第１の足指の機能に著しい障害を残す場合【８％】
（３）第１の足指以外の１足指を遠位指節間関節以上で失った場合【５％】
（４）第１の足指以外の１足指の機能に著しい障害を残す場合【３％】
10．その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合【１００％】
（注１）７．から９．までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
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別表２

第７条（後遺障害共済金の支払）第５項の後遺障害

１．両眼が失明した場合
２．両耳の聴力を全く失った場合
３．両腕（手関節以上をいう。）を失った場合又は両腕の３大関節中の２関節もしくは
３関節の機能を全く廃した場合
４．両脚（足関節以上をいう。）を失った場合又は両脚の３大関節中の２関節もしくは
３関節の機能を全く廃した場合
５. １腕を失ったか又は３大関節中の２関節もしくは３関節の機能を全く廃し、かつ、
１脚を失ったか又は３大関節中の２関節もしくは３関節の機能を全く廃した場合
（注１）３．及び４．の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。

別表３

共済金請求書類

（注）共済金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会が求めるものを提出しなけ
ればならない。
共済金種類
提出書類

死

亡

後

遺

障

害

入

院

通

１．共済金請求書

○

○

○

○

２．当会の定める傷害状況報告書

○

○

○

○

○

○

○

３．医師の診断書
４．死亡診断書又は死体検案書

○
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院

一般社団法人 沖縄県ＰＴＡ連合会 安全委員会共済規程
事業方法書
（共済事業を行う区域）
第１条

共済事業を行う区域は、主に沖縄県内とする。

（共済契約者の範囲及び共済金受取人）
第２条
２

共済契約者は、沖縄県内の単位ＰＴＡの会長とする。
共済金受取人は、次に掲げる者とする。

（１）被共済者が児童生徒等である場合は、当該被共済者の保護者（ＰＴＡ・青少年
教育団体共済法（平成２２年法律第４２号）第２条及びＰＴＡ・青少年教育団体
共済法施行規則（平成２２年文部科学省令第２４号）第１条に規定する保護者を
いう。以下同じ。）
（ただし、被共済者が２０歳以上である場合は、被共済者とする。）
（２）被共済者が、保護者、教職員、活動の指導者又は支援者である場合（（３）の場
合を除く。）は被共済者
（３）（２）のうち、受け取る共済金が死亡共済金の場合は、被共済者の相続人

（共済事業の種類及び被共済者の範囲）
第３条

一般社団法人沖縄県ＰＴＡ連合会（以下「当会」という。
）が行う共済事業は、
被共済者の死亡、後遺障害、入院及び通院に対して共済約款に従い補償するもの
で、共済金の区分、補償内容、被共済者の範囲、共済金額は以下のとおりとする。

共済金の区分
①死亡共済金

補

償

内

容

被共済者の範囲

ＰＴＡ主催又は共催に イ

単位ＰＴＡの会員である保 400万円

よる活動中の傷害（急

護者及び教職員（以下「ＰＴ

激かつ偶然な外来の事

Ａ会員」という。）並びに当

故により身体に被った

該単位ＰＴＡを組織する学校

傷害に限る。以下同じ。） （以下「学校」という。）に在
により、事故の発生の

籍する児童生徒等

日からその日を含めて
１８０日以内に死亡し ロ

児童生徒等の同居の親族

たとき
ハ

共済金額

ＰＴＡ行事への参加が事前
にＰＴＡより認められている
活動の指導者及び支援者

−20−

②死亡共済金

ＰＴＡ主催又は共催に ①に定める死亡共済金の場合と 400万円
よる活動中において突

同様

然死（上記が適用され
ない疾病による急死）
したとき
③後遺障害共済金 ＰＴＡ主催又は共催に 同

上

よる活動中の傷害に

限度額
400万円

よ り、 事 故 の 発 生 の
日からその日を含めて
１８０日以内に共済約
款に定める身体障害の
状態（後遺障害）となっ
たとき
④負傷共済金

ＰＴＡ主催又は共催に 同

上

１日につき

よる活動中における傷
害により、入院又は通

入院５千円

院したとき

通院３千円

（補償の対象となる活動）
第４条

補償の対象となる活動の範囲は次の各号に掲げるものをいう。

（１）単位ＰＴＡを組織する学校に在籍する児童生徒等の場合ＰＴＡ主催又は共済によ
る活動のうち、事前にＰＴＡが児童生徒等の参加を認めたもの
（２）ＰＴＡ会員若しくは（１）に規定する児童生徒等の同居の親族又はＰＴＡ行事へ
の参加が事前にＰＴＡより認められている活動の指導者若しくは支援者の場合Ｐ
ＴＡ主催又は共済による活動のうち、事前にＰＴＡがその参加を認めたもの

（共済期間の制限）
第５条

共済期間は、４月１日より当該年度末までの一年とする。ただし、第１０条第１
項の規定に基づき、期間途中で加入した者については、加入日（共済掛金振込日）
の翌日より当該年度末までとする。

（共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等）
第６条
２

当会は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
前項の規定により当会が委託する業務は、以下のものとする。

（１）共済契約の締結の代理又は媒介及び解除
（２）共済掛金の収受又は返還
（３）共済掛金領収書の発行及び交付
（４）共済契約の締結に必要な事項の調査
（５）その他共済契約に関する業務
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３

当会が必要と認めるときは、前項第１号から第５号に掲げた権限に制限を加える
ことができる。

（共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項）
第７条

共済契約を締結しようとする単位ＰＴＡは、毎事業年度開始前に、所定の共済契
約申込書に所要事項を記入し、当会に申し込むものとする。また、当会は当該申
込書を審査の上、引受けの可否を決定する。

２

毎事業年度開始後、共済契約者は、加入者名簿を提出するとともに、各年度４月
１日より６月末日までの間に、共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込むも
のとする。なお、加入を希望する者は、所定の申込用紙に記名押印した上で共済
契約者に加入を申し込むものとする。
ただし、期限外に支払われた場合は、その年の支払日の翌日以降に発生した災害
が給付の対象となる。

３

当会は、共済契約者より共済掛金を受領したときは、これに対して、当会所定の
共済掛金受領書及び共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は
共済証書は交付しないことができるものとする。

４

減免対象については、理事会において改訂する。追加・削除は理事会判断による
ものとする。

（共済証書の記載事項）
第８条

共済証書には、次に掲げる事項を記載する。

（１）当会の名称
（２）共済契約者の名称及び代表者の氏名
（３）被共済者を特定するために必要な事項
（４）補償対象となる災害
（５）共済期間の始期及び終期
（６）共済金額に関する事項
（７）契約締結日
（８）共済証書作成日
２

前項の共済証書には、当会の代表者が署名し、又は記名押印する。

（共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類）
第９条

共済契約申込書には、次に掲げる事項を記載する。

（１）申込者の名称、代表者氏名、住所
（２）当会の名称
（３）加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
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（４）申込書の作成日
２

前項の共済契約申込書には、申込者の代表者が署名し、又は記名押印する。

３

第１項の共済契約申込書には、準会員名簿報告書次を添付するものとする。

（被共済者の異動）
第10条

第７条第２項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加を
するときは、追加加入者名簿と、年会費(150円)を添えて当会に提出するものと
する。
第７条第２項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の一部を脱

２

退させようとするときは、当会所定の脱退届に所要事項を記入し、当会に提出する。
３

共済契約締結後の共済契約の解除については、共済約款に規定する。

（共済契約者及び加入者名簿）
第11条

当会は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び加入者の氏名等を
記載した加入者名簿を備え付けるものとする。

（共済掛金の設定）
第12条

共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。

（共済金の支払）
第13条

共済金の支払いに関する事項については共済約款の規定による。

（共済掛金の返還）
第14条

共済掛金の返還については共済約款の規定による。

（再保険又は再共済）
第15条

当会は、引き受けた共済責任を再保険又は再共済できるものとする。

（共済金額及び共済期間の変更）
第16条

共済金額及び共済期間の変更は共済約款の規定による。

附則
１

この事業方法書は平成25年２月１日県教育委員会に認可され施行する。

２

この事業方法書は平成29年６月３日改正施行する。

３

この事業方法書は令和元年６月１日改正施行する。
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（一社）沖縄県 PTA 連合会共済事業安全委員会に関する規則
第１章
（趣

総

則

旨）

第１条

（一社）沖縄県PTA連合会が定款第４条第６号に規定する共済事業を行うため
に必要な手続、
方法、その他の事項について定め、
（一社）沖縄県ＰＴＡ連合会（以
下「県Ｐ連」という。）の共済事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

（被共済者）
第２条

被共済者は次に掲げる者とする。

（１）沖縄県内の公私立小・中学校等に在籍する児童生徒、保護者、教職員、児童生
徒の親族。
（２）沖縄県内のこども園・幼稚園等に在籍する園児、保護者、教職員、園児の親族。
ただし、園児は３歳以上の者とする。
（３）PTA活動の実施に必要な指導者及び支援者。
（委員会の設置）
第３条

共済事業の運営の円滑化のため、共済事業安全委員会（以下「安全委員会」とい
う。
）を設置し、安全委員会には共済事業運営委員会（以下、「運営委員会」とい
う）及び共済事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。

２

運営委員会・審査委員会の委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

３

安全委員会の委員長は、県P連会長を充てる。

（安全委員会の組織）
第４条

その事業を運営するために次の役職を置く。

（１）委 員 長

１名

（２）副委員長

１名

（３）事務局長

１名

（４）専

１名

務

（５）事務職員

若干名

（共済金の給付）
第５条

共済金給付は、災害報告書、医療報告書、診断書、戸籍謄本等を添付した共済金
支払請求書の提出を受け、審査委員会がこれを相当と認めた時、被共済者（請求
者）に対して、共済掛金の納入済みの確認後、届け出られた金融機関の口座に振
り込んで行なう。

２

１万円以下の共済金支払いについては、委員長決裁とする。

（共済掛金の払戻し）
第６条

被共済者が共済掛金の払戻しを求めた場合、安全委員会の決定に従い

これに

応ずるものとする。但し、払戻しに関する手数料は、請求者の負担とする。
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第２章

委員会

（運営委員会の任務）
第７条

運営委員会の任務は、次のとおりとする。

（１）事業計画案に関する事項
（２）共済金の給付に関する事項
（３）損害保険会社との契約締結に関する事項
（４）準備金積立に関する事項
（５）審査委員の承認、共済事業の運営に関する事項
（運営委員会の定数）
第８条

運営委員会に、次の委員をおく。

（１）委 員 長

１名（県P連会長をあてる。
）

（２）副委員長

１名（県P連副会長をあてる。）

（３）委

11名以内

員

（県P連副会長、県P連事務局長､専務及び地区PTA連合会会長）
（４）監

事

１名以上

（審査委員会の任務）
第９条

審査委員会の任務は、次のとおりとする。

（１）共済金請求書の審査
（２）共済金の給付額の査定
（３）賠償責任の有無
（４）その他、共済金審査に関すること
（審査委員会の定数）
第10条

審査委員会に、次の委員をおく。

（１）委 員 長

１名（県P連会長をあてる）

（２）副委員長

１名（県P連副会長をあてる）

（３）委

員

10名以内（県P連副会長、県P連事務局長、医師及び有識者）

（４）監

事

１名以上
（知識、経験、社会的信用を有する者の中から委員長が委嘱する）

第３章

再審査及び権利

（再審査の請求）
第11条

被共済者は、審査結果に関して不服のある場合は、安全委員会に対し再審査の
請求をすることができる。ただし、請求の時期は、審査結果通知後60日以内と
する。

２

審査委員会は、前項の再審査の請求があった場合は、90日以内に再審査を行わ
なければならない。
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（共済権利の消滅）
第12条

園児・児童生徒が沖縄県内のこども園・小・中学校に在籍しなくなった時、又
は県外へ転出したときは、その者の地位は消滅するものとする。

第４章

共済掛金・共済金の増減

（共済掛金の増額等）
第13条

県P連は、異常危機等の発生により共済金の支払いに支障をきたす恐れがあり、
かつ、安全委員会が特に必要であると認めたときは、県P連総会の承認を経て、
臨時に共済掛金の増額及び特別徴収を行うことができる。

（異常時の共済金一部減額）
第14条

県P連は、異常危機等の発生により共済金の支払額が当該共済掛金収入額の５割
以上を超えた場合であって、安全委員会が特に必要であると認めたときは、県P
連総会の承認を経て共済金の一部を減額することができる。

第５章

業務委託

（業務委託）
第15条

当会は、共済事業を円滑に行う為、各地区（国頭地区、中頭地区、那覇地区、
島尻地区、宮古地区、八重山地区）に次の業務を委託する。

（１）各市町村・各単位PTAへの加入促進及び必要書類等の提出請求業務
（２）
「安全制度の説明会」における会場の確保、動員業務等の周知
（規則の改廃）
第16条

附

本規則の改廃は、理事会の決議により実施する。

則
１

この規則は平成23年11月29日に作成し県教育委員会に提出する。

２

この規則は平成25年２月１日に県教育委員会に認可され施行する。

３

この規則は平成26年５月16日改正施行する。

４

この規則は平成27年12月18日改正施行する。

５

この規則は平成30年５月18日改正施行する。

６

この規則は平成30年６月２日改正施行する。
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䠎䠊ඹ῭㔠䛾ணᐃ㔠㢠䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄㻝㻡㻜㽢ୖグணᐃୡᖏ䠅

䈜 ඹ῭⣙Ḱ䜢ᢎㄆ䛧䚸ඹ῭ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䚹
䈜 䛂ඹ῭ዎ⣙⏦㎸᭩䛃䛿䚸㒑㏦䛷䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䚷䠄ᙜ᪥ᾘ༳᭷ຠ䠅
䈜䚷ඹ῭ド᭩䛿䛩䜉䛶䛾ᡭ⥆䛝䛜䛧䛯ᚋ䛻㏦⮴䛧䜎䛩䚹
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୍⯡♫ᅋἲேἈ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ䚷Ᏻጤဨ

☜ᐃୡᖏᩘ䚸☜ᐃᩍ⫋ဨᩘ䚸‽ဨᩘ䚸ඹ῭㔠⣡ධሗ࿌᭩
䛣䛹䜒ᅬ䞉ᗂ⛶ᅬ䠬䠰䠝
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䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᑠᏛᰯ䠬䠰䠝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷୰Ꮫᰯ㻼㼀㻭
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Ἀ⦖┴
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䚷䠒䠊䚷䚷㎸䚷䚷㢠

ᙺ⫋ྡ
䛊䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛋
䠄ᑠ୰Ꮫᰯෆヂ䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄ᗂ⛶ᅬෆヂ䠅
㻌㻌㻌㻌㻌㻼䚷㻌㻌䠄䚷䚷䚷䚷䠅
䚷䚷䚷㻼䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䠅
㻌㻌㻌㻌㼀䚷㻌䚷䠄䚷䚷䚷䚷䠅
䚷䚷䚷㼀䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䠅
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䚷䚷ሙྜ䛻ᑐᛂ䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹
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䖲䚷䠌䠕䠔䠉䠔䠒䠓䠉䠔䠒䠐䠑
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㻌㻌Ᏻጤဨ䚷ᚚ୰

ᥦฟ᪥䚷䚷௧ 䚷䚷ᖺ 䚷䚷᭶䚷䚷᪥

⅏䚷䚷ᐖ䚷䚷ሗ䚷䚷࿌䚷䚷᭩
㻼㼀㻭ᑓ⏝
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Ꮫᰯ䖲䚷䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䠅
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䚷䠄䚷䚷䚷䚷䠅䞊䠄䚷䚷䚷䚷䠅
䝣䝸䜺䝘
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Ặ䚷ྡ
䚷㻿䞉㻴䞉㻾䚷䚷䚷䚷䚷ᖺ㻌䚷䚷᭶䚷䚷᪥㻌⏕
⏨䚷䚷䞉䚷䚷ዪ

ᙜ㻌㻌䛾㻌⾜㻌㻌ྡ㻌➼

യ㻌㻌ྡ
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⅏㻌ᐖ㻌Ⓨ㻌⏕
䛾㻌≧㻌ἣ

ึ䚷䚷デ

௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥

ᖺ䚷᭶䚷᪥

་䚷䚷⒪

䚷䚷䚷䚷ศ ᶵ㻌㛵㻌ྡ
ୖグ䛾䛣䛸䛿ᐇ䛸┦㐪䛺䛔䛣䛸䜢ド᫂䛧䜎䛩䚹
௧䚷䚷ᖺ䚷䚷᭶䚷䚷᪥
㻼㼀㻭ྡ
㛗ྡ

බ༳

䚷䈜 ᨾ䛾㏻▱䡡䡡䡡䡡ᨾⓎ⏕䛾᪥䛛䜙䛭䛾᪥䜢ྵ䜑䛶㻟㻜᪥௨ෆ䛻ᙜ䛻㏻▱䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
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䈜䚷ඹ῭㔠䜢ㄳồ䛧䛖䜛䠄⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠅䛛䜙䠏ᖺ௨ෆ䛻ㄳồ䛧䛺䛔䛸䛝䛿䚸ඹ῭㔠䛾ㄳồᶒ䜢ኻ
䚷䚷㻌䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹
䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾䛯
䚷䚷㻌䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ䛔⠊ᅖෆ䛷ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ㄳồ᭩䛜฿╔䛧䛯᪥
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᭩㢮䛜ᩚ䛳䛯᪥

ᨭᡶ᪥

ᵝᘧ䠉䠒
䠄ᮏே䛻䛚䛔䛶グධ䠅

་䚷䚷⒪䚷䚷ሗ䚷䚷࿌䚷䚷᭩䚷䚷䚷䐟
Ꮫᰯ㼀㻱㻸䚷䚷
䚷䚷
䠄䚷䚷䚷䚷䚷䠅䠉䠄䚷䚷䚷䚷䚷䠅䠉䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅

㻼㼀㻭䛾ྡ⛠

⏕㻌ᖺ
㈇യ⪅Ặྡ

᭶㻌᪥

䚷䞉䚷ᖹ䚷䞉䚷௧
䠄䚷䚷䚷䚷ᡯ䠅䚷

ᖺ䚷䚷᭶䚷䚷᪥䚷⏕
⏨䚷䞉䚷ዪ

യ䚷䚷ྡ

䚷㈇യ䛧䛯㌟య
䚷䛾㒊ศ䛸䜿䜺
䚷䛾䚷≧䚷ែ
䚷ึ㻌䚷デ㻌䚷᪥

௧䚷䚷䚷ᖺ㻌㻌䚷㻌᭶䚷䚷䚷᪥

㻌㻌㏻㝔⒪䚷䕿༳䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䚷㏻㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪥㛫
デ

᭶
䚷㏻㝔ᐇ᪥ᩘ䚷䚷䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅᪥

⒪

᭶
䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷᪥䚷䡚

ᮇ 䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷᪥䚷
ᅛᐃල䛾⏝ᮇ㛫ཬ䜃ྡ⛠

᭶

㛫 ᅛᐃල䠄╔⬺䠖䚷ྍ䚷䞉䚷ྍ䚷䠅
ྡ⛠
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷

᭶

௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷᪥
䚷䜖䚷䚷䚷䚷୰䚷Ṇ䚷䚷䚷䚷

་

ྡ䚷䚷⛠

⒪
ᶵ

ᡤ㻌ᅾ㻌ᆅ

㛵

ୖグᐇ䛻┦㐪䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䡠⏦࿌䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䛺䛚䚸ᮏ௳䛻䛴䛔䛶Ᏻ䛜ᚲせ䛸䛩䜛㡯䜢䚸㝔➼䜈ㄪᰝ↷䛩䜛䛣䛸䜢ᢎㅙ䛧䜎䛩䚹
ሗ࿌᪥

௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷᪥
㻼㻌㼀㻌㻭㻌ྡ
䠄㈇യ⪅ྡ䠅

॓

䈜䚷デ⒪ᐇ᪥ᩘ䛜䠒᪥௨ෆ䛿䚸䛣䛾ᵝᘧ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䚹
䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾
㻌㻌㻌㻌㻌䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ䛔䛾⠊ᅖෆ䛷ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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ᵝᘧ䞊䠓
䠄ᮏே䛻䛚䛔䛶グධ䠅

་䚷䚷⒪䚷䚷ሗ䚷䚷࿌䚷䚷᭩䚷䚷䚷䐠
Ꮫᰯ㼀㻱㻸䚷䚷
䚷䚷㻌 䠄䚷䚷䚷䚷䚷䠅䠉䠄䚷䚷䚷䚷䚷䠅䠉䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅
⏕㻌ᖺ 㻌㻌䚷䞉䚷ᖹ䚷䞉䚷௧㻌㻌
ᖺ䚷䚷᭶䚷䚷᪥䚷⏕

㻼㼀㻭䛾ྡ⛠
㈇യ⪅Ặྡ

᭶㻌᪥

䠄䚷䚷䚷䚷ᡯ䠅䚷

⏨䚷䞉䚷ዪ

യ䚷䚷ྡ
䚷㈇യ䛧䛯㌟య
䚷䛾㒊ศ䛸䜿䜺
䚷䛾䚷≧䚷ែ
䚷ึ㻌䚷デ㻌䚷᪥
デ
⒪
ᮇ
㛫

௧䚷䚷䚷ᖺ㻌㻌䚷㻌᭶䚷䚷䚷᪥

㻌㝔㻌ྡ

䚷㏻㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪥㛫

䛛ᡤ䛻㏻㝔䛧䛯᪉䛿ୗグ䛻グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㏻㝔⒪䚷䚽༳䚸ධ㝔䚷䕧༳䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䚷㏻㝔ᐇ᪥ᩘ䚷䚷䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅᪥

㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚

᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷
䚷ධ㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪥㛫

㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷

㻝 㻞

㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

ᅛᐃල䛾⏝ᮇ㛫ཬ䜃ྡ⛠
ᅛᐃල䠄╔⬺ྍ䠅䚷ྡ⛠
䚷䚷䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚

ᅛᐃල䠄╔⬺ྍ䠅ྡ⛠
䚷䚷䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚

䚷䚷䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥

䚷䚷䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥

䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷᪥

䚷䚷䚷䚷ᚋ㑇䛾᭷↓䚷䚷䚷䚷䚷᭷䚷䞉䚷↓

䚷䚷䚷䚷䜖䚷䞉䚷୰Ṇ䚷䞉䚷㌿་䚷䞉䚷⥅⥆

ୖグᐇ䛻┦㐪䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䡠⏦࿌䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䛺䛚䚸ᮏ௳䛻䛴䛔䛶Ᏻ䛜ᚲせ䛸䛩䜛㡯䜢䚸㝔➼䜈ㄪᰝ↷䛩䜛䛣䛸䜢ᢎㅙ䛧䜎䛩䚹
ሗ࿌᪥

௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷᪥
㻼㼀㻭ྡ
㻔㈇യ⪅ྡ䠅

॓

䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭⣙Ḱ䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩㻚ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾
㻌㻌㻌㻌㻌䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ䛔⠊ᅖෆ䛷ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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ᵝᘧ䞊䠔
䚷䚷䚷䠄་⒪ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶グධ䠅

デ䚷䚷䚷䚷䚷䚷᩿䚷䚷䚷䚷䚷䚷᭩
ఫ㻌㻌ᡤ

㻌㻌㈇㻌യ㻌⪅

Ặ㻌㻌ྡ
⏕ᖺ᭶᪥

㻌㻌㻌㻌㻌㻿䠊㻌㻌㻴㻚䚷㻾㻌䚷䚷䚷㻌ᖺ䚷䚷㻌䚷᭶䚷㻌䚷䚷᪥䚷⏕䚷㻌㻌䛊䚷䚷䚷䚷ᡯ䛋䚷㻌䚷⏨㻌㻌䡡㻌㻌ዪ

യ䚷䚷ྡ
䚷䚷ᡤぢ୪䜃䛻
䚷䚷⒪ෆᐜ
䚷ึ㻌䚷デ㻌䚷᪥
デ
⒪
ᮇ
㛫

௧䚷䚷䚷ᖺ㻌㻌䚷㻌᭶䚷䚷䚷᪥ 㻌㻌㏻㝔⒪䚷䕿༳䚸ධ㝔⒪䚷䕧༳䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䚷㏻㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪥㛫
䚷㏻㝔ᐇ᪥ᩘ䚷䚷䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅᪥
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷
䚷ධ㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪥㛫
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷
ᅛᐃල䛾⏝ᮇ㛫ཬ䜃ྡ⛠
ᅛᐃල䠄╔⬺ྍ䠅䚷ྡ⛠
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷
ᅛᐃල䠄╔⬺ྍ䠅ྡ⛠
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷
ᖹᡂ䚷䚷ᖺ㻌㻌㻌㻌㻌᭶䚷䚷䚷䚷᪥
䚷䚷䜖䚷䞉䚷୰Ṇ䚷䞉䚷㌿་䚷䞉䚷⥅⥆

㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞

㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞

㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞

㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞

㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞

㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

᭶ 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

㻌㻌ᚋ㑇㞀ᐖ䛾᭷䞉↓䚷䚷䠄㻌᭷㻌䛾ሙྜ䛭䛾ෆᐜ䜢ヲ⣽䛻᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅

ୖグ䛾㏻䜚デ᩿䛔䛯䛧䜎䛩䚹

㝔ྡ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅⛉

䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䚷

ᡤᅾᆅ
බ༳

་ᖌྡ
㟁ヰ␒ྕ

䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅

䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾䛯
㻌㻌㻌㻌㻌䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ䛔䛾⠊ᅖෆ䛷ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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ᵝᘧ䠉㻥
ྕ
௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷᪥
୍⯡♫ᅋἲே
Ἀ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ䚷Ᏻጤဨ䚷ᚚ୰

ఫ䚷䚷䚷ᡤ
㻼㼀㻭䛾ྡ⛠
බ༳

㛗Ặྡ

Ṛ㻌ஸ㻌ᘫ㻌៘㻌㔠㻌ᨭ㻌ᡶ㻌ㄳ㻌ồ㻌᭩

䛾⅏ᐖ䛻䛴䛔䛶䚸ู⣬
䠄䚷㻼㼀㻭䛾ྡ⛠䚷䠅䚷㻌㻌㻌㻌䚷䠄䚷Ặ䚷䚷䚷ྡ䚷䠅

ሗ࿌᭩䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸ᨭᡶ䛔䜢ㄳồ䛧䜎䛩䚹

䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䡠ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹
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ᵝᘧ䞊䠍

ඹ㻌῭㻌ዎ㻌⣙㻌⏦㻌㎸㻌᭩
⏦㎸᪥
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
௧㻌ඖ㻌㻌䚷ᖺ䚷䠏㻌᭶㻌䠎䠏᪥

୍⯡♫ᅋἲே䚷Ἀ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ䚷Ᏻጤဨ䚷䚷ᚚ୰

㑣ぞᕷ❧䚷ኳድ䛣䛹䜒ᅬ

㻼㼀㻭

බ༳

㛗ྡ䚷䚷䚷䚷䚷㑣䚷ぞ䚷䚷Ꮚ

Ꮫᰯఫᡤ

㑣ぞᕷஂ⡿㻝┠㻝␒㻝ྕ

䠰䠡䠨

䠌䠕䠔䠉䠍䠎䠏䠉䠐䠑䠒䠓

䠢䠝䠴

䠌䠕䠔䠉䠍䠎䠏䠉䠕䠔䠓䠒
䚷ᙺ⫋ྡ

ົᢸᙜ⪅ྡ

ᾆ䚷ῧ䚷ⰼ䚷Ꮚ

䠄ᅬ㛗䠅

䠍䠊⿕ඹ῭⪅䛾ຍධணᐃୡᖏᩘ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠎䠑䠌䚷䚷ୡᖏ
ᖺᗘศ䜢グධ
䠎䠊ඹ῭㔠䛾ணᐃ㔠㢠䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠏䠓䠈䠑䠌䠌䚷䚷䠄㻝㻡㻜㽢ୖグணᐃୡᖏ䠅

䈜 ඹ῭⣙Ḱ䜢ᢎㄆ䛧䚸ඹ῭ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䚹
䈜 䛂ඹ῭ዎ⣙⏦㎸᭩䛃䛿䚸㒑㏦䛷䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䚷䠄ᙜ᪥ᾘ༳᭷ຠ䠅
䈜䚷ඹ῭ド᭩䛿䛩䜉䛶䛾ᡭ⥆䛝䛜䛧䛯ᚋ䛻㏦⮴䛧䜎䛩䚹
䈜䚷ᖺᗘ㻟᭶ᮎ᪥䜎䛷䛻ḟᖺᗘ䛾ዎ⣙⏦㎸䛜䛺䛡䜜䜀㻠᭶㻝᪥䛛䜙䛾㐺⏝䛿䛥䜜䜎䛫䜣䚹
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ཷ␒ྕ䈜

グ䚷䚷ධ䚷䚷

ᵝᘧ䞊䠎
୍⯡♫ᅋἲே
Ἀ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ䚷Ᏻጤဨ䚷ᚚ୰
䚷䚷䚷ᥦฟ᪥ 䚷䚷௧ඖᖺ䚷䠒䚷᭶䚷䠑䚷䚷᪥

୍⯡♫ᅋἲேἈ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ䚷Ᏻጤဨ

䚷☜ᐃୡᖏᩘ䚸☜ᐃᩍ⫋ဨᩘ䚸‽ဨᩘ䚸ඹ῭㔠⣡ධሗ࿌᭩
䛣䛹䜒ᅬ䞉ᗂ⛶ᅬ䠬䠰䠝

Ἀ䚷䚷⦖

䚷䠍䠊༢䠬䠰䠝ྡ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᑠᏛᰯ䠬䠰䠝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷୰Ꮫᰯ㻼㼀㻭

䚷䠎䠊Ꮫᰯᡤᅾᆅ

䛈䚷䚷䠕䠌䠌䠉䠌䠌䠌䠎
Ἀ⦖┴
㑣ぞᕷ᭖䠎䠉䠎䠒䠉䠎䠓

ᑓ⏝
Ꮫᰯ

䚷䠏䠊䠬䠰䠝㛗ྡ

Ἀ䚷⦖䚷䚷㑻

䚷䠐䠊ົᢸᙜ⪅ྡ

᭖䚷䚷Ꮚ

䚷䠑䠊ୡ䚷䚷ᖏ䚷䚷ᩘ

䚷䠒䠊䚷䚷㎸䚷䚷㢠

ᙺ⫋ྡ
䛊䚷㻼㼀㻭ົ䚷䛋

䠄ᑠ୰Ꮫᰯෆヂ䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄ᗂ⛶ᅬෆヂ䠅
㻌㻌㻌㻌㻌㻼䚷㻌㻌䠄䚷
䚷䠅
䚷䚷䚷㻼䚷䠄䚷㻣㻜䚷䚷䠅
㻌㻌㻌㻌㼀䚷㻌䚷䠄䚷䠎䠍䚷䚷䠅
䚷䚷䚷㼀䚷䠄䚷 䚷䚷䠅
‽ဨ㻌㻌䠄䚷䠍䠑䚷䚷䠅
‽ဨ㻌䠄䚷㻌㻤䚷䚷䠅

䚷ྜィ䚷䠄䚷㻠㻢㻤䚷䚷ୡᖏ䠅

䚷ඹ῭㔠䚷㻝㻡㻜䚷䚷㽢䚷䠄䚷䚷㻠㻢㻤䚷䚷䚷䠅ୡᖏ
㎸㢠㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌



䚷䠓䠊䚷䚷㎸䚷䚷᪥

௧ඖᖺ䚷䚷 䚷䚷᭶䚷䚷㻡䚷䚷᪥

䚷䠔䠊䚷䚷㎸䚷䚷ඛ

㖟⾜㎸

㒑౽㎸

㎰༠㎸

䠄䛔䛪䜜䛛䛻䕿༳䜢グධ䠅

䚷ഛ䚷䚷䚷䚷䚷⪃
䕿䚷ẖᖺᗘᥦฟ䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䕿䚷ᑠ䞉୰䞉ᗂ⛶ᅬ䛾ᅬඣ䞉ඣ❺䞉⏕ᚐ䚸ᩍ⫋ဨ䛾ྡ⡙䛸‽ဨ䛾ྡ⡙䛾ᥦฟ䛜ᚲせ䛷䛩䚹
䚷䚷㻌‽ဨ䛿ᵝᘧ䠉䠏䜢䛔䜎䛩䚹㻔㻼㼀㻭㛗䛾බ༳䛜ᚲせ䛷䛩䠅
䈜䚷ᅬඣ䚸ඣ❺䚸⏕ᚐ䚸ᩍ⫋ဨྡ⡙䛾ᵝᘧ䛿≉䛻䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷䚷㻌Ꮫᖺ䞉䜽䝷䝇䞉ྡ๓䛜䛒䜜䜀Ⰻ䛔䛷䛩䚹
䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸Ᏻ௨እ䛻䛿⏝䛔䛯䛧䜎䛫䜣䚹
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グ䚷䚷䚷䚷ධ䚷䚷䚷
ᵝᘧ䠉䠏
୍⯡♫ᅋἲே䚷Ἀ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ᏻጤဨ䚷ጤဨ㛗䚷Ẋ
ᥦฟ᪥ ௧ඖᖺ䚷䚷᭶䚷㻌䚷᪥

䚷䚷Ἀ䚷⦖
㛗

Ꮫᰯ䠬䠰䠝
ᗂ⛶ᅬ䞉䛣䛹䜒ᅬ
䚷Ἀ䚷⦖䚷䚷㑻

‽䚷䚷ဨ䚷ྡ䚷⡙
Ặ䚷䚷䚷䚷䚷ྡ

ᡤᒓ㒊䞉ᣦᑟෆᐜ➼

Ἀ⦖୍㑻

䝟䝖䝻䞊䝹

Ἀ⦖ⰼᏊ

ㄞ䜏⪺䛛䛫䝪䝷䞁䝔䜱䜰

㑣ぞబṊ㑻

㻼㼀㻭⾜༠ຊဨ

Ặ䚷䚷䚷䚷䚷ྡ

ᡤᒓ㒊䞉ᣦᑟෆᐜ➼

䈜䚷ேᩘ䛜ከ䛔ሙྜ䛿⏝⣬䜢䝁䝢䞊䛧䛶䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝⮴䛧䜎䛩䚹⏝┠ⓗ䛾
㐩ᡂ䛻ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷䚸ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ➼䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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グ䚷䚷䚷䚷ධ䚷䚷䚷
ᵝᘧ䠉䠏䠉䐟
୍⯡♫ᅋἲே䚷Ἀ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ
䚷㻌Ᏻጤဨጤဨ㛗䚷Ẋ
ᥦฟ᪥ 䚷䚷௧䚷䚷ᖺ䚷䚷᭶䚷䚷᪥

ඣ❺䚸⏕ᚐ䚸ᩍ⫋ဨ䚷㌿ධ䡡㌿ฟ䚸᪂つຍධ䚷ሗ࿌᭩
䠄ᵝᘧ䠉䠎䜢ᥦฟᚋ䛾ᅬඣ䞉ඣ❺䞉⏕ᚐ䞉ᩍ⫋ဨ䛾㌿ฟධ䜢㝶ሗ࿌䛩䜛䠅
Ἀ䚷䚷⦖䚷䚷ᑠ

Ꮫᰯ䠬䠰䠝
ᗂ⛶ᅬ䠬䠰䠝

㛗ྡ
ඣ❺⏕ᚐ䚷㌿ධ
Ặ䚷䚷䚷䚷䚷ྡ

Ꮫᖺ䚷䞉䚷䜽䝷䝇

๓Ꮫᰯྡ

㻟ᖺ㻞⤌

ୡ⏣㇂༊❧ୡ⏣㇂ᑠᏛᰯ

బ㻌ᕝ㻌㻌Ꮚ

㻡ᖺ㻝⤌

ྡㆤᕷ❧ྡㆤᑠᏛᰯ

䝎䞁䞉ᐑᮏ

㻢ᖺ㻟⤌

䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰ᕞ❧䡡䡡

Ꮫᖺ䚷䞉䚷䜽䝷䝇

㌿ฟᰯྡ

䚷䚷᭖䚷䚷ኴ㑻

ඣ❺⏕ᚐ䚷㌿ฟ
Ặ䚷䚷䚷䚷䚷ྡ
ᕝୖ䛒䜔䛾

㻠ᖺ㻝⤌

ᯇᓥኴ㑻

㻞ᖺ㻠⤌

ᾆῧᕷ❧∾

ᩍ⫋ဨ䚷㌿ฟ
Ặ䚷䚷䚷䚷䚷ྡ
ྂᓥ㑈Ꮚ

᪂つ䛾ሙྜ䠄䕿༳グධ䠅
䕿 㻔䚷┴እ䚷䚷㻕

䕿 䠄ᾏእ䚷䠅

ഛ䚷䚷䚷䚷䚷⪃
ᑠ

㜰ᕷ❧㜰ᑠᏛᰯ

ᩍ⫋ဨ䚷㌿ධཪ䛿᪂䛯䛻㉱௵䛥䜜䛯ሙྜ
Ặ䚷䚷䚷䚷䚷ྡ
ᢸ䚷ᙜ䚷⫋
Ἀ⦖䝃䜸䝸

㑣䚷ぞ䚷ဏ䚷Ꮚ

๓Ꮫᰯྡ

㻟ᖺ㻢⤌ᢸ௵

᪂つ䛾ሙྜ䠄䕿༳グධ䠅
䕿

ᢸ䚷ᙜ䚷⫋

㌿ฟᰯྡ

㻟ᖺ㻢⤌ᢸ௵

ഛ䚷䚷䚷䚷䚷⪃
㏥⫋

㻝䚷┴ෆ䛷䛾㌿ධ䡡㌿ฟ䛿᪂䛯䛻ඹ῭㔠䛾⣡ධ䛿ᚲせ䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䠎䚷┴እ䛛䜙䛾㌿ධ䞉᪂䛯䛻㉱௵䛥䜜䛯ᩍ⫋ဨ䛾᪉䛿䚸᪂つຍධ䛸䛺䜚ඹ῭㔠䛾⣡ධ䛜
䚷㻌㻌ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䈜䚷䛣䛾ሗ࿌䛿ᚲ䛪⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹Ꮫᰯ䛻ᅾ⡠䛾ᐇ䛜䛺䛔䛸䚸䛜୍ᨾ䛜䛒䛳䛯
䚷䚷ሙྜ䛻ᑐᛂ䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹
䈜䚷䠢䠝䠴䛻䛶ᑐᛂ⮴䛧䜎䛩䚹䚷䚷㻲㻭㼄䚷䠌䠕䠔䠉䠔䠒䠓䠉䠌䠏䠌䠕䚷䠄㛗බ༳䛿ᚲせ䛒䜚䜎䛫䜣䠅
䈜䚷ඹ῭㔠䛾㏣ຍ䛾ᨭᡶ䛔᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䚸ົᒁ䜈䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛟䛰䛥䛔䚹
䖲䚷䠌䠕䠔䠉䠔䠒䠓䠉䠔䠒䠐䠑
䈜䚷ேᩘ䛜ከ䛔ሙྜ䛿⏝⣬䜢䝁䝢䞊䛧䛶䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝⮴䛧䜎䛩䚹⏝┠ⓗ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㐩ᡂ䛻ᚲせ䛺⠊ᅖෆ䛷䚸ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ➼䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚
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䚷グ䚷䚷ධ䚷䚷

ᵝᘧ䞊䠐

୍⯡♫ᅋἲே䚷Ἀ⦖┴㻼㼀㻭㐃ྜ
㻌㻌Ᏻጤဨ䚷ᚚ୰
ᥦฟ᪥䚷䚷௧ ඖ㻌ᖺ䠓᭶䚷䕿䚷᪥
䈜⅏ᐖ䛜㉳䛣䛳䛯
䜙㻝䡵᭶௨ෆ䛻䛣䛾
ᵝᘧ䛷ሗ࿌䛧䜘䛖

ᢸᙜ⪅ྡ
㻼㻌㼀㻌㻭
䛾ྡ⛠

⅏䚷䚷ᐖ䚷䚷ሗ䚷䚷࿌䚷䚷᭩
㻼㼀㻭ᑓ⏝
㼀㻱㻸䠄㻜㻥㻤䠅䠉䠄㻤㻤㻤䠅䠉䠄㻝㻞㻟㻠䠅

䚷᭖䚷䚷Ꮚ
䚷䚷Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭

Ꮫᰯ䖲䚷䚷䚷䠄䠌䠕䠔䠅
䚷䠄䠔䠔䠔䠅䠉䠄䠑䠒䠓䠔䠅

㛗ྡ

ཷ 䈜
␒ྕ

Ἀ⦖ኴ㑻

䝣䝸䜺䝘䚷䚷䚷䡱䚷䡳䚷䚷䚷䢁䚷䢘䚷䚷䢆䚷䢁䚷䚷䚷䚷䡶

༊ศ
ಖㆤ⪅䞉㻌ᗂ㻌䞉㻌ᑠ㻌䞉㻌୰㻌䞉‽ဨ
㈇
Ặ䚷ྡ
䚷䚷Ἀ䚷䚷⦖䚷䚷ⰼ䚷䚷Ꮚ
യ
䚷㻿䚷㻚䚷㻴䚷䞉䚷㻾䚷䠎䚷ᖺ䚷䠑䚷᭶䚷䠑䚷᪥㻌⏕
⪅
ᙜ㻌㻌䛾㻌⾜㻌㻌ྡ㻌➼ 䚷ᰯෆぶ╬䡻䢈䢀䢆䢚䢖䡬䢊䢚䡬䢕
⏨䚷䚷䞉䚷䚷ዪ
䚷
യ㻌㻌ྡ 䚷䚷ᕥ㊊䛾㦵ᢡ
䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷㻣䚷᭶䚷䕿䚷᪥䚷ᅵ䚷᭙
๓
༗ 䚷䚷䚷䚷䠏䚷䚷䚷䚷䠍䠑䚷䚷ศ
䛾䚷᪥䚷
ᚋ
⅏ᐖⓎ⏕

⅏ᐖⓎ⏕䛾ሙᡤ

䚷䚷ᮏᰯయ⫱㤋ෆ

䞉䚷㻼㼀㻭ദ䛾ᰯෆぶ╬䝋䝣䝖䝞䝺䞊䝪䞊䝹䛷䝆䝱䞁䝥ᚋ䛾╔ᆅ䛾㝿㞄䛾ே䛾
䚷㊊䛾ୖ䛻㝆䜚䛶䛧䜎䛔䚸ᕥ㊊㤳䜢䜛䚹䛧䜀䜙䛟䝥䝺䞊䜢䛧䛯䛜③䜏䛜䜂䛹䛟䛺䜚
⅏㻌ᐖ㻌Ⓨ㻌⏕
䚷❧䛴䛣䛸䜒䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯䚹
䛾㻌≧㻌ἣ

䚷⤊ᚋ㝔⾜䛝䚸ᕥ㊊䛾㦵ᢡ䛸デ᩿䛥䜜䛯䚹
䞉䚷⩣᪥䚸ᮏே䛛䜙㻼㼀㻭ົ䛻㐃⤡䛜䛒䜚Ᏻ䛻⅏ᐖሗ࿌᭩䜢ᥦฟ䛧䛯䚹

ึ䚷䚷デ

௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠓䚷᭶䚷䕿䚷᪥

་䚷䚷⒪

Ἀ⦖┴❧㑣ぞ㝔
ᖺ䚷᭶䚷᪥

㻝㻣 䚷䠌䠌䚷ศ ᶵ㻌㛵㻌ྡ
ୖグ䛾䛣䛸䛿ᐇ䛸┦㐪䛺䛔䛣䛸䜢ド᫂䛧䜎䛩䚹
௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠓䚷᭶䚷䕿䚷᪥
㻼㼀㻭ྡ

㑣ぞᕷ❧䚷Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭

㛗ྡ

䚷䚷Ἀ䚷⦖䚷ኴ䚷㑻

බ༳

䚷䈜 ᨾ䛾㏻▱䡡䡡䡡䡡ᨾⓎ⏕䛾᪥䛛䜙䛭䛾᪥䜢ྵ䜑䛶㻟㻜᪥௨ෆ䛻ᙜ䛻㏻▱䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䈜 䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾䛯
䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ⠊ᅖෆ䛷䚸ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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ᵝᘧ䞊䠐䠉䐟

୍⯡♫ᅋἲே䚷Ἀ⦖┴㻼㼀㻭㐃ྜ
㻌㻌Ᏻጤဨ䚷ᚚ୰
ᥦฟ᪥䚷䚷௧ ඖᖺ䚷㻤᭶䚷䠕᪥

⅏䚷䚷ᐖ䚷䚷ሗ䚷䚷࿌䚷䚷᭩㻌䠄㻌≀㻌ᦆ㻌䠅

ᢸᙜ⪅ྡ
㻼㻌㼀㻌㻭
䛾ྡ⛠

䚷᭖䚷䚷Ꮚ
䚷䚷Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭

㻼㼀㻭ᑓ⏝
ཷ 䈜
㼀㻱㻸䠄㻜㻥㻤䠅䠉䠄㻤㻤㻤䠅䠉䠄㻝㻞㻟㻠䠅 ␒ྕ
Ꮫᰯ䖲䚷䚷䚷䠄䠌䠕䠔䠅
㛗ྡ
Ἀ⦖ኴ㑻
䚷䠄䠔䠔䠔䠅䠉䠄䠑䠒䠓䠔䠅

䝣䝸䜺䝘


Ặ䚷ྡ
䚷䚷Ἀ䚷䚷⦖䚷䚷ኴ䚷㑻
ᨾ
䚷㻿䚷㻚䚷㻴䚷䞉䚷㻾䚷䠐䠓ᖺ䚷䠍᭶䚷䠍᪥㻌⏕
⪅
⏨䚷䚷䞉䚷䚷ዪ
≀㻌ᦆ㻌ྡ

༊ศ

ಖㆤ⪅䞉㻌ᗂ㻌䞉㻌ᑠ㻌䞉㻌୰㻌䞉‽ဨ

ᙜ㻌㻌䛾㻌⾜㻌㻌ྡ㻌➼

㻼㼀㻭㻌సᴗ

⅏ᐖⓎ⏕䛾ሙᡤ

㥔㌴ሙ࿘㎶

䝣䝻䞁䝖䜺䝷䝇◚ᦆ

䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠔䚷᭶䚷㻢䚷᪥䚷ᅵ㻌᭙
๓
༗ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠐䚷䚷䚷䚷䠏䠌䚷䚷ศ
䛾䚷᪥䚷
ᚋ
⅏ᐖⓎ⏕

⅏㻌ᐖ㻌Ⓨ㻌⏕

䚷ⲡส䜚ᶵ䛷㞧ⲡ䜢ส䛳䛶䛔䜛䚸ᑠ▼䜢㊴䛽ୖ䛢䚸㥔㌴୰䛾⫋ဨ䛾㌴

䚷䛾䝣䝻䞁䝖䜺䝷䝇䜢䛳䛯䚹

䛾㻌≧㻌ἣ

ୖグ䛾䛣䛸䛿ᐇ䛸┦㐪䛺䛔䛣䛸䜢ド᫂䛧䜎䛩䚹
௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠔䚷᭶䚷䠔䚷᪥
㻼㼀㻭ྡ

㑣ぞᕷ❧䚷Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭

㛗ྡ

䚷䚷Ἀ䚷⦖䚷ኴ䚷㑻

බ༳

䚷䈜 ᨾ䛾㏻▱䡡䡡䡡䡡ᨾⓎ⏕䛾᪥䛛䜙䛭䛾᪥䜢ྵ䜑䛶㻟㻜᪥௨ෆ䛻ᙜ䛻㏻▱䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䈜 䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾䛯
䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ⠊ᅖෆ䛷䚸ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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ྕ
ᥦฟ᪥䚷䚷䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠒䚷᭶䚷㻝㻥᪥
㻌㻌୍⯡♫ᅋἲே䚷䚷Ἀ⦖┴䠬䠰䠝㐃ྜ
䚷䚷䚷䚷㻌㻌Ᏻጤဨ䚷ጤဨ㛗䚷䚷Ẋ

㻼㼀㻭䛾

䠕䠌䠎䠉䠌䠌䠌䠍
䛈
ఫ䚷䚷ᡤ Ἀ⦖ᕷἈ⦖䠍䠉䠎䠉䠏
ྡ䚷䚷⛠ Ἀ⦖ᕷᑠᏛᰯ㻼㼀㻭
㻜㻥㻤䠉䠍䠎䠏䠉䠐䠑䠒䠓

⬌䚷ᕪ䚷୍䚷㑻

㛗Ặྡ䚷䚷

බ༳

ඹ䚷῭䚷㔠䚷ᨭ䚷ᡶ䚷ㄳ䚷ồ䚷᭩

Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭
䠄㻼㼀㻭䛾ྡ⛠䠅

Ἀ䚷⦖䚷ⰼ䚷Ꮚ

䛾⅏ᐖ䛻䛴䛔䛶䚸ู⣬

䠄⿕⅏⪅Ặྡ䠅

་⒪ሗ࿌᭩䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜚䜎䛩䛾䛷ᨭᡶ䜢ㄳồ䛧䜎䛩䚹
䚷䚷䚷䈜䚷㻼㼀㻭䛾ཱྀᗙ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹


Ἀ䚷⌰

㎸

䚷㎰䚷䚷༠

ඛ

䚷㒑䚷౽䚷ᒁ

㡸

㖟䚷䚷⾜

䚷

Ἀ䚷⦖

㎸ඛᗑ⯒ྡ
ྡ

㔠

䚷ᬑ䚷䚷㏻

✀

䚷ᙜ䚷䚷ᗙ ཱྀᗙ

┠

␒ྕ

⩏

ᨭᗑ
ᗑ⯒䝁䞊䝗

䝣䝸䜺䝘 䜸䜻䝘䝽䝅䝵䜴䜺䝑䝁䜴䝢䞊䝔䜱䞊䜶䞊䜹䜲䝏䝵䜴䚷䝁䝄䚷䜲䝏䝻䜴

Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭㛗䚷⬌䚷ᕪ䚷୍䚷㑻

䈜䚷㏻ᖒ䜢☜ㄆ䛾ୖ䚸ṇ☜䛻䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
䈜䚷ඹ῭㔠䜢ㄳồ䛧䛖䜛䠄⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠅䛛䜙䠏ᖺ௨ෆ䛻ㄳồ䛧䛺䛔䛸䛝䛿䚸ඹ῭㔠䛾ㄳồᶒ䜢ኻ
䚷䚷㻌䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹
䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾䛯
䚷䚷㻌䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ䛔⠊ᅖෆ䛷ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ㄳồ᭩䛜฿╔䛧䛯᪥
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᭩㢮䛜ᩚ䛳䛯᪥

ᨭᡶ᪥

ᵝᘧ䠉䠒

グ䚷ධ䚷

䠄ᮏே䛻䛚䛔䛶グධ䠅

་䚷䚷⒪䚷䚷ሗ䚷䚷࿌䚷䚷᭩䚷䚷䚷䐟
㻼㼀㻭䛾ྡ⛠
㈇യ⪅Ặྡ

Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭
Ἀ䚷⦖䚷ⰼ䚷Ꮚ

Ꮫᰯ㼀㻱㻸䚷䚷
䚷䚷
䠄䚷 䚷䚷䠅䠉䠄䚷䠔䠒䠓䚷䠅䠉䠄䚷䠔䠒䠐䠑䚷䚷䠅
⏕㻌ᖺ
᭶㻌᪥

䚷䞉䚷ᖹ䚷䞉䚷௧
䠄䚷

㻟㻣䚷ᖺ䚷 ᭶䚷㻝᪥⏕

ᡯ䚷䠅

⏨䚷䞉䚷ዪ



യ䚷䚷ྡ

䚷㈇യ䛧䛯㌟య

ྑ㊊㤳䛾䛷ᨭ䛘䛜䛺䛔䛸Ṍ⾜䛜䛷䛝䛺䛔

䚷䛾㒊ศ䛸䜿䜺
䚷䛾䚷≧䚷ែ
䚷ึ㻌䚷デ㻌䚷᪥

௧䚷ඖᖺ㻌㻌䠒㻌᭶䚷䠎᪥

䚷㏻㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷

㻤䚷᪥㛫

䚷㏻㝔ᐇ᪥ᩘ䚷䚷

䠄䚷䠐䚷䠅᪥

デ

㻌㻌㏻㝔⒪䚷䕿༳䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
᭶

⒪

᭶

䚷䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠒䚷᭶䚷䠎䚷᪥䚷䡚
ᮇ 䚷䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠒䚷᭶䚷䠕䚷᪥
ᅛᐃල䛾⏝ᮇ㛫ཬ䜃ྡ⛠
㛫 ᅛᐃල䠄╔⬺䠖䚷ྍ䚷䞉䚷ྍ䚷䠅
ྡ⛠䚷䝅䞊䝛
䚷䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠒䚷᭶䚷䠎䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠒䚷᭶䚷䠓䚷᪥
௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䚷䠒䚷᭶䚷䚷䠕䚷᪥
䚷䜖䚷䚷䚷䚷୰䚷Ṇ䚷䚷䚷䚷

᭶
᭶
་

ྡ䚷䚷⛠

⒪
ᶵ

ᡤ㻌ᅾ㻌ᆅ

㛵

Ἀ⦖┴❧㑣ぞ㝔
㑣ぞᕷ䛒䛡䜌䛾⏫䠎䠉䠏䠉䠐

䠌䠕䠔䠉䠔䠔䠔䠉䠍䠎䠏䠐

ୖグᐇ䛻┦㐪䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䡠⏦࿌䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䛺䛚䚸ᮏ௳䛻䛴䛔䛶Ᏻ䛜ᚲせ䛸䛩䜛㡯䜢䚸㝔➼䜈ㄪᰝ↷䛩䜛䛣䛸䜢ᢎㅙ䛧䜎䛩䚹
ሗ࿌᪥

௧䚷䚷ඖ䚷ᖺ䚷䚷䠒䚷᭶䚷䚷䠍䠓䚷᪥
㻼㻌㼀㻌㻭㻌ྡ

Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭

䠄㈇യ⪅ྡ䠅

Ἀ䚷⦖䚷ⰼ䚷Ꮚ

॓

䈜䚷デ⒪ᐇ᪥ᩘ䛜䠒᪥௨ෆ䛿䚸䛣䛾ᵝᘧ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䚹
䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭ዎ⣙䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾
㻌㻌㻌㻌䛯㻌䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ䛔䛾⠊ᅖෆ䛷ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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ᵝᘧ䞊䠓

グ䚷ධ䚷

䠄ᮏே䛻䛚䛔䛶グධ䠅

་䚷䚷⒪䚷䚷ሗ䚷䚷࿌䚷䚷᭩䚷䚷䚷䐠

⏕㻌ᖺ 㻌㻌䚷䞉䚷ᖹ䚷䞉䚷௧㻌㻌 㻠㻠 ᖺ䚷䠍᭶䚷䠍᪥䚷⏕

Ἀ䚷⦖䚷ⰼ䚷Ꮚ

㈇യ⪅Ặྡ
യ䚷䚷ྡ

Ꮫᰯ㼀㻱㻸䚷䚷
䚷䚷㻌
䠄䚷䠌䠕䠔䚷䠅䠉䠄䚷䠔䠔䠔䚷䠅䠉䠄䚷䠍䠎䠏䠐䚷䚷䚷䠅

Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭

㻼㼀㻭䛾ྡ⛠

᭶㻌᪥

䠄䚷 㻡㻜 ᡯ䚷䠅

⏨䚷䞉䚷ዪ

ྑ㊊㛵⠇እᯝ㦵ᢡ

䚷䚷

䚷㈇യ䛧䛯㌟య
䚷䛾㒊ศ䛸䜿䜺

ྑ㊊㊊㤳䛻⃭③䛜䛒䜚䚸Ṍ⾜䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹

䚷䛾䚷≧䚷ែ
䚷ึ㻌䚷デ㻌䚷᪥
デ
⒪
ᮇ
㛫

㻌௧䚷ඖ䚷ᖺ㻌㻌䠒㻌᭶䚷䠎᪥

㻌㝔㻌ྡ

䚷㏻㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠏䠎䚷᪥㛫
䚷㏻㝔ᐇ᪥ᩘ䚷䚷䚷䚷䠄
㻝㻜 䠅᪥
㻢
䚷䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠒䚷᭶䚷䠎䚷᪥䚷䡚
᭶
䚷䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠓䚷᭶䚷䠏䚷᪥
㻣
᭶
䚷ධ㝔ᮇ㛫䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪥㛫
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷௧䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷
᭶
ᅛᐃල䛾⏝ᮇ㛫ཬ䜃ྡ⛠
ᅛᐃල䠄╔⬺ྍ䠅䚷ྡ⛠
䚷䚷䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥䚷䡚
䚷䚷䚷䚷௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥
䚷௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䚷䠓䚷᭶䚷䚷䠏䚷᪥
䚷䚷䚷䚷䜖䚷䞉䚷୰Ṇ䚷䞉䚷㌿་䚷䞉䚷⥅⥆

㑣䚷ぞ䚷་䚷㝔

䛛ᡤ䛻㏻㝔䛧䛯᪉䛿ୗグ䛻グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㏻㝔⒪䚷䚽༳䚸ධ㝔䚷䕧༳䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝
䜼䝥䝇
ᅛᐃල䠄╔⬺ྍ䠅ྡ⛠
䚷䚷 ௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠒䚷᭶䚷㻠䚷᪥䚷䡚
䚷䚷 䚷䚷㻌௧䚷ඖ䚷ᖺ䚷䠓䚷᭶䚷䠏䚷᪥
䚷䚷䚷䚷ᚋ㑇䛾᭷↓䚷䚷䚷䚷䚷᭷䚷䞉䚷↓

ୖグᐇ䛻┦㐪䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䡠⏦࿌䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䛺䛚䚸ᮏ௳䛻䛴䛔䛶Ᏻ䛜ᚲせ䛸䛩䜛㡯䜢䚸㝔➼䜈ㄪᰝ↷䛩䜛䛣䛸䜢ᢎㅙ䛧䜎䛩䚹
ሗ࿌᪥

௧䚷䚷ඖ䚷ᖺ䚷䚷㻣䚷᭶䚷䚷䠍䠑䚷᪥
㻼㼀㻭ྡ
㻔㈇യ⪅ྡ䠅

Ἀ⦖ᑠᏛᰯ㻼㼀㻭
Ἀ䚷⦖䚷ⰼ䚷Ꮚ ॓

䈜䚷䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛿䚸ඹ῭⣙Ḱ䛾⟶⌮ཬ䜃ᒚ⾜䛾䛯䜑䛻⏝䛔䛯䛧䜎䛩㻚ඹ῭ዎ⣙ᒚ⾜䛾
㻌㻌㻌㻌䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᨭᡶ䛔⠊ᅖෆ䛷ඹ῭㔠䛾ㄳồ䜔ᑂᰝ➼㛵ಀඛ䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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