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シネシティ広場等利用基準 
理 事 会 決 定 

（目的） 
第１条 この基準は、歌舞伎町ルネッサンス事業の推進の一環として、シネシティ広場（以

下「広場」という。）、広場、バッファゾーン及び特別区道 21-350（以下、「特定区域」と
称す。）の利用について必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（方針） 
第２条 歌舞伎町再生に向けて、広場から新たな文化の創造と発信を行うため、以下の各

号に基づき広場及び特定区域を利用する。 
 （１）歌舞伎町ルネッサンスへの寄与 

     歌舞伎町ルネッサンスの趣旨である、映画・演劇・映像・演芸・音楽・ファッシ 
    ョン・アート・スポーツ・観光・多文化共生など大衆文化及び娯楽の企画・制作・ 

消費の拠点づくりに寄与するものであること。 
 （２）賑わいの場の創出及び安全安心空間の確保 
    賑わいや交流の場を創出し、また、広場の不法占拠防止等による安全安心な公共 

空間の確保を図るものであること。 
 （３）地域活動への寄与 
    歌舞伎町ルネッサンスや地域情報等の発信拠点とするため、広告及び販売促進の

ためのイベントへの参加料を徴収し、その収益を地域活動のために還元するものと

する。 
 （４）法令遵守 
    広場及び特定区域の利用は、本基準及び各種法令に従うものであること。 
（利用範囲） 
第３条 広場イベントスペースは、別紙１の①とする。なお、利用の詳細については一般

社団法人歌舞伎町タウン・マネージメント（以下、「歌舞伎町 TMO」と称す。）と協議す
ること。 

２ 特定区域の利用範囲は、別紙１の②と③合わせた範囲とする。なお、利用の詳細につ

いては歌舞伎町 TMOと協議すること。 
 
（利用条件） 
第４条 特定区域の利用は、広場の利用に加えて、東急歌舞伎町タワーの KABUKICHO 

TOWER STAGE及び KABUKICHO TOWER VISIONの両方またはいずれかを利用す
る場合にのみ利用することができる。なお、利用の詳細については歌舞伎町 TMOと協議
すること。 
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２ 広場及び特定区域の利用期間は、原則として、１４日以内とする。なお、必要に応じ

て歌舞伎町 TMOと協議の上、利用期間を延長することができる。 
３ 広場及び特定区域を利用できる時間は原則として、９時から２１時までとし、設営及

び撤去時間を含むものとする。なお、必要に応じて歌舞伎町 TMOと協議の上、利用時間
を延長することができる。 

４ 本基準に定める利用者とは、会社法等、法律に定められた法人、または歌舞伎町 TMO
が法人に準じる組織と認めた実行委員会等、最終的な責任所在を明示することが可 
能な団体に限る。 

５ イベント時に使用できる音響の大きさは、「東京都の都民の安全を確保する環境に関す

る条例」に基づき、８時から２０時までが最大６０デシベル、２０時から２１時までは

５５デシベルを最大音量とする。 
 
（広場及び特定区域の利用） 
第５条 広場及び特定区域の利用は、「シネシティ広場における道路占用等に関するガイド 

ライン」（平成２０年８月２９日付け、２０み土占第５４６号みどり土木部長決定） 
に適応し、第２条各号の規定に即したものとする。また、それ 
ぞれの内容については、次の各号に定めるものとする。 

（１）イベント 
  下記の項目のいずれかに該当するもの。 
  ア 大衆文化・娯楽の振興や文化創造産業の振興に向けて発信するために行うもの。 
  イ 区民や来街者など多くの人が楽しめる催事等であること。 
  ウ 区民や来街者などの安全・安心を確保・推進するために行うもの。 
  エ その他上記に類しかつ第５条各号に規定する以外のもので特に利用を認められ 

るもの。 
２ 物販については、下記の項目に該当するものに限り広場での実施を認める。 
 （１）地域振興、国際交流及びチャリティー等を目的とした販売であり、第６条各号 
    に規定する以外のもの。 
 
（利用制限） 
第６条 以下の各号に該当する場合は、広場及び特定区域の利用を禁止する。 
  （１）公の秩序又は善良なる風俗を害する恐れがあるもの。 
  （２）特定の政治団体及び宗教団体等の利益となるもの。 
  （３）集団的・常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になるもの。 
  （４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）

第二条に定める営業及びこれに類するもの。 
  （５）人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、障害など、自ら主体的に変更す
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ることが困難な事項について個人または集団を攻撃、脅迫及び侮辱する差別的

憎悪表現を用いた内容が含まれるもの。 
（６）公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等に関連するもの。ただし、広場 
   で実施され、且つイベントの内容が、健全な経済的風俗を害する恐れがなく、イ 

ベント性があるものを除く。 
（７）署名、勧誘、キャッチセールス等の行為があると認められるもの。 
（８）広場及び特定区域の管理運営上支障があると認められ 

るもの。 
（９）広場及び特定区域を損傷する恐れがあると認められる 
   もの。 

 （１０）大音響、悪臭等により公衆に不快の念を与えることが予測されるもの。 
（１１）過去３年以内に、第１３条に定める利用の取り消しを受けた利用者。 
（１２）過去３年以内に、第２１条に定める報告書を利用終了後、相当な期間未提 

出な利用者。 
（１３）事業者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はそ 

の構成等、反社会的勢力である場合。 
（１４）イベント実施までの間で関係機関等との調整に要する時間が明らかに不足して 

いると歌舞伎町 TMOが判断した場合。 
 

（仮予約期間及び仮申請について） 
第７条 広場または広場と特定区域を一体利用する場合、利用申請日から２週間は仮予約

期間とする。ただし、仮予約期間内に利用者より広場または広場と特定区域の一体利用

に関する利用の可否について確答があった場合は、その時点で仮予約期間を終了する。

なお、利用申請の起算日は、広場または広場と特定区域を一体利用する場合のいずれか

利用申請日の早いものとし、利用申請日の初日は参入する。 
２ 前項における仮予約期間中は、広場または広場と特定区域を一体利用する際に申請 
される第８条第１項の書面を仮申請とする。 

３ 利用者は、広場または広場と特定区域を一体利用するにあたり、本条第１項における 
仮予約期間内に歌舞伎町 TMOに対し、広場または広場と特定区域の一体利用について、 
利用する旨を確答しなければ、仮申請は本申請とならない。 

４ 利用者は、本条第１項に規定する仮予約期間が経過した後、広場または広場と特定区 
域の一体利用に関する利用の可否について歌舞伎町 TMOに対し、利用取下申請書（様式 
２）により確答しないとき、利用の意思が継続されているものとみなし、仮予約期間を 
終了し、仮申請を本申請とみなす。 

５ 甲は、同一利用者が同一イベントの利用申請と利用の取り下げを正当な理由なく繰り

返していると歌舞伎町 TMOが判断する場合に、正当な理由なく、その利用申請を断るこ
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とができる。 
 
 
（利用申請等） 
第８条 広場または広場と特定区域の一体利用を希望する者（以下「利用者」という）は、

あらかじめ歌舞伎町 TMOと次の各号の内容等について協議し、利用申請書（様式１）及
び以下各号を網羅した内容を記載した書面を提出しなければならない。 

（１） イベント名・イベントの趣旨・概要 
（２） 広場及び特定区域の利用形態 
（３） イベントの実施体制 
（４） スケジュール 
（５） 安全対策 
（６） その他歌舞伎町 TMOがイベントに際し必要と認められるもの 
２ 広場のみの利用申請は利用開始日に係る月の５箇月前の１日から受付ける。 
３ 広場の利用に加えて、東急歌舞伎町タワーの KABUKICHO TOWER STAGE及び

KABUKICHO TOWER VISIONの両方またはいずれかを利用する場合の広場または広
場と特定区域の一体利用に関する利用申請は、利用開始日に係る月の６箇月前の１日か

ら受付ける。 
４ 本条第２項及び第３項に際し、利用者は第１項に定める書面を提出しなければならな

い。 
 
（参加料金及び設備使用料） 
第９条 歌舞伎町 TMOは、第５条に規定するイベントを開催する利用者から、参加料を別
表一に定めるとおり、徴収する。ただし、歌舞伎町 TMOはイベントが社会的貢献を目的
として実施されると認める場合は、減額（半額）又は免除することができるものとする。 

２ 歌舞伎町 TMOは前項の利用者が電気及び水道等を利用するときは、参加料とは別に、
設備使用料として、別表二に定める料金を徴収する。 

３ 前二項の利用者は、参加料金及び設備使用料を協定書の締結日から３０日以内に支払

うものとする。ただし、歌舞伎町 TMOが利用者の参加料及び設備使用料の支払いにつき、
特段汲むべき事情があると判断する場合は、別途その期日を指定する。なお、協定書締

結日の初日は参入する。 
 
（審査） 
第１０条 歌舞伎町 TMOは、広場または広場と特定区域を一体利用する旨の利用申請 
を利用申請者から受け付けた場合、第２条から第６条の規定に基づき、申請内容につ 
いて審査し、その結果を利用申請者に対し、利用の承認または不承認を遅滞なく通知し 
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なければならない。 

 
（協定書） 
第１１条 前条により承認を受けた利用者は、広場及び特定区域の利用に関して、歌舞伎 
町 TMOと協定書を締結しなければならない。 

 
（内容の変更） 
第１２条 利用者は、利用内容の変更等を行う場合は、あらかじめ歌舞伎町 TMOと協議し、 
その承認を得るものとする。 
 

（利用の取消） 
第１３条 歌舞伎町 TMOは、次の各号のいずれかに該当した場合、広場及び特定区域の利
用の承認を取り消すことができる。 

（１）  広場または広場と特定区域の一体利用に関する利用申請書に虚偽の記載があった 
とき。 

（２） 利用内容等が各種法令又はこの基準に違反している、又はそのおそれがあり、歌 
舞伎町 TMOの改善の指示に従わなかったとき。 

（３） 利用内容により一般来街者に危険を生じさせている、又はそのおそれがあり、歌 
舞伎町 TMOの改善の指示に従わなかったとき。 

（４） 承認された場所以外での作業又は利用を行い、歌舞伎町 TMOの改善の指示に 
従わなかったとき。 

（５） 音響等により周辺からの苦情が出たとき又はそのおそれがあり、歌舞伎町 TMOの 
改善指示に従わなかったとき。 

（６） 災害その他不可抗力によって、広場及び特定区域の利用ができなくなったとき、 
又はそのおそれがあるとき。 

（７） 広場及び特定区域の管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき。 
（８） 理由を問わず、新宿区より道路占用許可が取り消されたとき。 
（９） 理由を問わず、新宿警察署より道路使用許可が取り消されたとき。 
（１０） 理由を問わず、新宿区より後援名義使用承認が取り消されたとき。 
２ 歌舞伎町 TMOは前項の規定により利用承認を取り消したときには、利用者に対し 
て広場及び特定区域の利用承認取消通知（様式３）により通知しなければならない。 

３ 歌舞伎町 TMOは、前項に定める書面による通知を行う暇がないと判断した場合、口頭
にて利用者にこれを伝達した場合、広場及び特定区域の利用承認取消通知を行ったとみ

なすことができる。 
４ 歌舞伎町 TMOは、あらかじめ指定した職員に、本条第１項から第３項までの権限を委
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任することができる。 
 
（利用の取り下げ） 
第１４条 利用者は、自己の都合により広場及び特定区域の利用を取り下げることができ

る。 
２ 前項の規定により広場及び特定区域の利用を取り下げるときは、広場及び特定区域の

利用取下申請書（様式４）により歌舞伎町 TMOに申し出なければならない。 
４ 第９条３項に規定する期間内に、特段汲むべき事情もなく参加料及び設備使用料の納

付がなかった場合、歌舞伎町 TMOはその利用申請が取り下げられたとみなす。 
 
（参加料及び施設使用料の返還等） 
第１５条 歌舞伎町 TMOが第１３条の規定により広場及び特定区域の利用承認を取り消
した場合、あらかじめ納付された、参加料及び施設使用料は返還しない。 

２ 利用者が第１４条の規定により広場及び特定区域の利用を取り下げた場合、すでに受

け入れた参加料及び施設使用料等の返還については、別表三のとおりとする。 
 
３ 第７条１項に定める仮予約期間において、利用者より広場または広場と特定区域の一

体について、利用する旨の確答があった後、歌舞伎町 TMOが参加料及び設備使用料を利
用者に請求する前に、利用者が広場または広場と特定区域の一体利用の利用を撤回した

場合、歌舞伎町 TMOは、本来参加料及び設備使用料として利用者から支払われるべき料
金の内、別表三に定める期間において返還される料金を除いた金額をキャンセル料とし

て利用者に請求する。 
 
４ 第７条１項に定める仮予約期間において、利用者より広場または広場と特定区域の一

体利用について、利用する旨の確答があった後、歌舞伎町 TMOが参加料及び設備使用料
を利用者に請求した後、利用者がその料金を支払う前に、利用者より広場または広場と

特定区域の一体利用の利用を撤回した場合、歌舞伎町 TMOは、本来参加料及び設備使用
料として利用者から支払われるべき料金の内、別表三に定める期間において再度キャン

セル料を積算し、利用者に請求する。 
 
５ 第７条４項において、歌舞伎町 TMOが参加料及び設備使用料を請求する前または請求
した後、利用者がその料金を支払う前に、利用者より広場または広場と特定区域の一体

利用を取り下げる旨の確答があった場合、別表三に定める期間において返還される料金

を除いた金額をキャンセル料として利用者に請求する。 
 
６ 歌舞伎町 TMOは、広場または広場と特定区域を一体利用する利用日が、災害等、利用
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者の責めに帰さない、特段やむを得ない事情により利用を中止したと判断した場合、その

該当する日数分の参加料及び施設使用料を返還することができる。 
 
 
（資機材等の設置撤去及び原状回復） 
第１６条 イベントに関する資機材等の調達、設置及び撤去等に係る作業は利用者の責任

において実施するものとする。 
２ 利用者は前項の資機材等を撤去したときは、原状回復するとともに、清掃しゴミ等は

全て持ち帰らなければならない。 
 
（損害の補償） 
第１７条 利用者はイベントの実施によって、歌舞伎町 TMO、新宿区又は第三者に損害を
与えたときは、利用者の責任において補償等の適切な措置を講じなければならない。 

 
（利用による広場及び特定区域の毀損等への対応） 
第１８条 利用者は広場及び特定区域を毀損又は汚損したときは、速やかに復旧しなけれ

ばならない。 
２ 本条第１項に定める復旧にかかる経費はすべて利用者が負担する。 
３ 利用者は広場及び特定区域の毀損又は汚損等を発見したときは、速やかに歌舞伎町

TMOに報告しなければならない。 
 
（利用についての責任） 
第１９条 広場及び特定区域の利用にあたっては、利用者は歌舞伎町 TMO及び新宿区に対
して次の各号に定める内容を保障しなければならない。 

（１） イベント等に関する責任は、すべて利用者が負うものとし、歌舞伎町 TMO及び新 
宿区は一切の責任及び負担を負わないこと。 

（２） イベント等が第三者の権利を侵害するものではないこと及びイベント等に関する

財産権のすべてにつき権利処理が完了していること。 
（３） 歌舞伎町 TMO及び新宿区に対して第三者から広場及び特定区域の利用に関する損

害賠償請求がなされた場合は、利用者の責任及び負担において解決するものとし、

歌舞伎町 TMO及び新宿区は一切の責任及び負担を負わないこと。 
 
（連絡） 
第２０条 利用者は、第１７条から第１９条に該当する事態並びに事故及び怪我等これら

に類する事態が発生した場合、直ちに歌舞伎町 TMOへ連絡すること。 
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（報告） 
第２１条 利用者はイベント終了後、速やかに歌舞伎町 TMO定める事項を網羅したイベン
ト実施報告書及び事業終了報告書を歌舞伎町 TMOに提出しなければならない。 

 
２ 前項に掲げるイベント実施報告書及び事業終了報告書の提出がなされなかった組織等

については、以後その者からの広場及び特定区域の公共空間等の利用の申し込みを断る

ことができる。 

 
（その他） 
第２２条 利用者は新宿区が実施する、広場及び特定区域の利用に関するアンケート調査

等に協力しなければならない。 
２ この基準に定めるもののほか、広場及び特定区域の利用に関して必要な事項は歌舞伎

町 TMOが新宿区と協議して定める。 
 
附則 
この利用基準は、平成２６年４月１日より施行する。 
この利用基準は、平成２７年４月１日より施行する。 
この利用基準は、平成２８年４月１日より施行する。 
この利用基準は、平成２８年１０月１日より施行する。 
この利用基準は、平成２９年６月２６日より施行する。 
この利用基準は、令和２年 ４月 １日より施行する。 
この利用基準は、令和４年１０月１日より施行する。 
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第３条関係 
別紙１ 
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第９条１項関係 
別表一 
（１）シネシティ広場参加料（税込） 

イベント開催日数 平日料金（円/日） 土・日・祝日料金（円/日）      

１日～４日 

（基礎額） 
369,380円 443,300円 

５日～９日 344,300円 413,600円 

１０日～１４日 317,900円 381,700円 

※ただし、半面使用する場合は各料金の半額とする。 
 
（２）広場、広場東急側バッファゾーンと道路（一体利用）（税込） 

イベント開催日数 平日料金（円/日） 土・日・祝日料金(円/日） 

１日～４日 445,720円 519,640円 

５日～９日 420,640円 489,940円 

１０日～１４日 394,240円 458,040円 

 
第９条２項関係 
別表二 
（１）設備使用料 

設備名 
単価（税込） 

（1日目） 

単価（税込） 

（2日目以降） 

長机 880円/台 440円/台・日 

テント 3,300円/張 1,650円/張・日 
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電気及び水道 16,500円/日 16,500円/日 

コードリール 550円/巻 275円/巻・日 

発電機 11,000円/台 5,500円/台・日 

アルミベンチ 880円/台 440円/台・日 

イレクターフェンス 2,200円/枚 2,200円/枚・日 

テントウェイト 330円/個 165円/個・日 

アンカーボルト 110円/本 55円/本・日 

グレーチングフックセット 550円/セット 550円/セット 

 
第１５条２項、３項、４項、５項関係 
別表三 

取消・取下日 参加料 設備使用料 備考 

利用日 180日前から   

150日前まで 

9/10返還（1/10徴収） 

10% 
返還（1/10徴収） 

※広場単独利用の受付は

150日前から 

（初日参入） 

利用日 149日前から   

利用日 120日まで 

3/4返還（1/4徴収）  

25% 
3/4返還（1/4徴収）  

利用日 119日前から   

利用日 90日まで 

半額返還（半額徴収）  

50% 
半額返還（半額徴収）  

利用日 89日前から    

利用日 60日まで 

1/4返還（3/4徴収） 

75％ 
1/4返還（3/4徴収）  

利用日 59日前以降 返還しない（100％） 返還しない（100％）  

 
※施設利用日の起算は、設営またはイベント本番か、いずれか早く到来する日とする。  
※仮予約を受け付けるため、イベント申請日から 180日前から 90日前までに利用申請があ
った場合、利用申請日から 14日間については、キャンセル料は発生しない。（初日参入） 

※イベント利用申請日から 76日前には必ずキャンセル料が発生する。 
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 ‽⏝ᇶࢹᗈሙᗈ࿌࣓ࢸࢩࢿࢩ
 

 

 

 

 

 

 

௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ 

ḷ⯙ఄ⏫ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣭ࣥࢱ 
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㸦┠ⓗ㸧 
➨㸯᮲ ᮏᇶ‽ࡣḷ⯙ఄ⏫ࣝࢫࣥࢧࢿᴗࡢ᥎㐍ࠊ࡚ࡋ⎔୍ࡢḷ⯙ఄ⏫࣓ࢪ࣮ࢿ࣭ࣥࢱ 
 ᐇࢺ࡚ࣥᗈሙࢸࢩࢿࢩ࡚ࡋඹദࡣࡓࠊദࡀ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ⧊⤌ᙜࠕ㸦௨ୗࢺࣥ
 ࠋࡍⓗ┠ࡇᐃ㡯࡞ᚲせࡍ㛵⏝ࡢ≀ᒇእᗈ࿌ࡍᥖฟ㝿ࡍ

 

㸦ἲ௧ཬࡧ༠ᐃࡢ㑂Ᏺ㸧  

➨㸰᮲ ᮏᇶ‽ᇶ࡙ࡓ࠸ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟྛࠊࡣ࡚࠸࠾✀㛵ಀἲ௧つᐃࠊࡍㅖ㡯㑂 

Ᏺࠊࡇࡍ୪ࠊࡧබⓗᶵ㛵ࡅཷᣦᑟཬࡧᮏᇶ‽ࡅ࠾㡯㑂Ᏺࠋࡍࡢࡍ 

 

㸦⏝᮲௳㸧 

➨㸱᮲ ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟሙᡤูࠊࡣ࡚࠸ࡘ⾲㸯ᐃሙᡤࠋࡍ 
㸰 ᥖฟᮇ㛫ࢺࣥࡣᐇᮇ㛫ࠋࡍ 
㸱 ᮏつ‽ᐃᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟಀ⏝⪅㸦௨ୗࠕ⏝⪅ࠖ࠺࠸㸧ࠊࡣ♫ἲ➼ࠊ 
  ἲᚊᐃࡓἲேࡣࡓࠊᙜ⤌⧊ࡀἲே⧊⤌ࡌ‽ㄆࡓᐇ⾜ጤဨ➼ࠊᅋయ㝈

 ࠋ
 

㸦ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟ㸧 
➨㸲᮲ ᒇእᗈ࿌≀ಀࣥࢨࢹ୪ࡧᥖฟཬࡧ⏝ࠕࠊࡣᒇእᗈ࿌≀ά⏝ࢪࢿࣜࡓࡋ 
 ࠋࡍࡢᐃ㡯ྛྕྛࡢ௨ୗࠊࡋ๎ࠖ‽ᑂᰝᇶ⮬ࡍ㛵♧⾲ᗈ࿌ࢺ࣓ࣥ 
㸯 ࣥࢨࢹ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪ࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨ୗࠋ࠾ࡢྕྛࡢ 
㸦㸯㸧ࡢࡕᬒほཬࡧ㈰࠸㈨ࡍὙ⦎ࠊࡋࣥࢨࢹࡓࡉබඹࢫ࣮ࢫ┦ᛂࢨࢹ࠸ࡋ 
 ࠋࡍࣥ   
㸦㸰㸧᪂ᐟ༊ࡀᐃࠕḷ⯙ఄ⏫ࡢᬒほࡃ࡙ࡕィ⏬ࡢᬒほᙧᡂ᪉㔪ࠖཬࠕࡧᒇእᗈ࿌≀㛵 
 ά㒔ᕷᵓ㐀ࡢ⏫ఄ⯙ḷࡧ᥎㐍୪ࠖࣥࣛࢻᆅᇦูࡢࣥࣛࢻᬒほᙧᡂࡍ   
 ࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡋ   
㸰 ᗈ࿌≀ࡢෆᐜ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪ࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨ୗࠋ࠾ࡢྕྛࡢ 
㸦㸯㸧ᖺ㱋ࠊᛶูࠊே✀ࠊᅜ⡠ࠊ᐀ᩍ➼ၥཷࡎᐜࡉ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 
㸦㸰㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢಶᛶཬࡧ㨩ຊ㧗➼ࢺࢫ࠺ព㆑ࡓࡋ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 
㸱 ᗈ࿌≀ࡢ⥲㔞ࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨ୗࠋ࠾ࡢྕྛࡢ 
㸦㸯㸧➨㸱᮲➨㸯㡯ᐃู⾲㸯ࡢ⠊ᅖෆࠊ࡚㸱㸮㸮ᖹ᪉࣓࣮ୖࣝࢺ㝈࡚ࡋᥖฟࡇࡍ

 ࠋࡁ࡛ࡀ
㸦㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟሙᡤูࠊࡣ࡚࠸ࡘ㏵せ⥘࡚ᐃࠋ 

㸲 ࢸࢩࢿࢩᗈሙࡅ࠾ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨ୗࠋ࠾ࡢྕྛࡢ 

㸦㸯㸧ࢺࣥ㛤ദ୰ᙜヱࢺࣥ㛵㐃ࡢࡓࡋ㝈ᐃࠋࡍ 

㸦㸰㸧ࡢࢺࣥᐇࡀ୰Ṇࡓࡗ࡞㝿ࠊࡣᙜ↛༢⊂࡛ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡍ 
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㸦⏝ไ㝈㸧 
➨㸳᮲ ௨ୗྕྛࡢヱᙜࡍሙྜࠊࡣᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟㄆࠋ࠸࡞ 
㸦㸯㸧㈐௵ࡢᡤᅾࡀ☜ࠋࡢ࡞ 
㸦㸰㸧ෆᐜཬࡧ┠ⓗࡀ☜ࠋࡢ࡞ 
㸦㸱㸧㛵ಀἲ௧➼㐪ࡢࡑࡣࡓࠊࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸲㸧ഇཬࡧࡣࡓࠊṇ☜ࠊ⌧⾲࡞ᨾពㄗㄆ࠼ࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸳㸧⮬ᕫࡢඃᛶᙉㄪࠊࡓࡍᘬ࠸ྜࡁฟࡍᗈ࿌࡛㐺ᙜࠋࡢࡢ⌧⾲࡞ 
㸦㸴㸧ᖺ㱋ࠊᛶูࠊே✀ࠊẸ᪘ࠊ♫ⓗᆅࠊ㛛ᆅ➼࡚࠸ࡘᕪูࡢ࣮ࢩࣂࣛࠊࡢࡍ 
   ᐖࡢ➼ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࣝࣕࢩࢡࢭࠊேᶒᐖࠋࡢࡍ 
㸦㸵㸧⪅ྡࡢᲠᦆࡣ࠸࠶ࠊࡋㄦㅫ୰യࡢࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸶㸧ಙ⏝Რᦆཬࡧᴗົጉᐖ➼ࡢࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸷㸧㠀⛉Ꮫⓗࡣࡓ㏞ಙ㢮ࠊ࡛ࡢࡍ᮶⾤⪅ᝨࡓࡏᏳ࠼ࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸯㸮㸧⪅ྡࡢ⩏ཬࡧ┿୪ࡧㄯヰཬࡧ▱ⓗ㈈⏘ᶒ↓᩿࡛⏝ࠋࡢࡓࡋ 
㸦㸯㸯㸧ᢞᶵࠊᑕᖾᚰ➼ⴭ↽ࡃࡋࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸯㸰㸧ඣ❺ཬࡧ㟷ᑡᖺಖㆤࡢほⅬࠊᮍᡂᖺ㓄៖ࡋᭀຊ⾜Ⅽẅேࡢࡑ♫ⓗࡇ࡞ 
 ࠋࡢࡓࡋ⏝⌧⾲࡞⊣༝ࠊ㟢㦵࡚࠸ࡘᛶࡧෆᐜ୪⌧⾲ࡍᐜㄆࡀ    
㸦㸯㸱㸧ุ୰ཬࡧಀத୰ࡣࡓᑗ᮶ࠊಀத㛵ಀⓎᒎྍࡍ⬟ᛶࠊ࠶ࡀதⅬࡢࡢࡑ㛵㐃 
 ㄦࡢᡭ᪉┦ࠊ⌧⾲ࡢᐇ࡞ᐈほⓗࠊࡋࡔࡓࠋࡢࡍุ᩿ࡀ⧊⤌ᙜࡍ    
    ㅫ୰യࡣࡓࠊ㐣⃭⌧⾲࡞☜ᐇ࡞ᙇ࡛࠶ㄆࠊࡢ࠸࡞ᙜ⤌⧊࡚࠸࠾ 
    බඹᛶࡀᢸಖࡉㄆ㊊ࡢ㝈ᐇࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ 
㸦㸯㸲㸧ᙜ⤌⧊ࡢ♫ⓗホ౯ཬࡧᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢရపୗࡏࡉࠋࡢ࠶ࡀ 
㸦㸯㸳㸧ᐇࠊࡋᙜ⤌⧊ࡀ⏝⪅ཬࡧᗈ࿌ᨭᣢၟࡢࡑࡣࡓࠊရཬ➼ࢫࣅ࣮ࢧࡧ᥎ዡࠊ 
 ࠋࡇࡍ♧⾲ෆᐜࡧཬ⌧⾲࠺ࡋ࡚ࡏࡉㄗㄆ⪅⾤᮶ࡍಖドࡣ࠸࠶    
㸦㸯㸴㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡀᥖฟࠊࡇࡉᙜ⤌⧊ࡀ┈⿕ࠋࡢ࠶ࡀ 
㸦㸯㸵㸧බࡢ⛛ᗎཪࡣၿⰋ࡞㢼ᐖࡍࠋࡢ࠶ࡀ 
㸦㸯㸶㸧≉ᐃࡢᨻᅋయཬࡧ᐀ᩍᅋయ➼ࡢ┈ࠋࡢ࡞ 
㸦㸯㸷㸧㞟ᅋⓗ࣭ᖖ⩦ⓗᭀຊⓗἲ⾜Ⅽ࠺⾜ࡢ⧊⤌࠶ࡀ┈ࠋࡢ࡞ 
㸦㸰㸮㸧㢼Ⴀᴗ➼ࡢつไཬࡧᴗົࡢ㐺ṇ➼㛵ࡍἲᚊ㸦 23ᖺἲᚊ➨ 122ྕ㸧➨᮲ 
 ࠋࡢࡍ㢮ࡇࡧႠᴗཬᐃ    
㸦㸰㸯㸧ブḭⓗࠊࡢ࡞Ⰻၟἲ່ࠊྡ⨬ࠊㄏࡢ➼ࢫ࣮ࣝࢭࢳࣕࠊ⾜Ⅽ࠶ࡀㄆ 
 ࠋࡢ    
㸦㸰㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛಀ⟶⌮㐠Ⴀୖᨭ㞀࠶ࡀㄆࠋࡢ 
㸦㸰㸱㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛᦆയࡍ࠶ࡀㄆࠋࡢ 
㸦㸰㸲㸧ᒇእᗈ࿌≀タ⨨ࡍ㝿ࡋ␗ᖖ࡞㦁㡢ࠊ⮯Ẽࡢ࡞Ⓨ⏕ࡀண ࠋࡢࡉ 
㸦㸰㸳㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝ᶒࡢ㒊୍ࡣࡓ㒊⪅୕➨ㆡΏཬࡧ㌿㈚ࠋࡇࡍ 
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㸦㸰㸴㸧ࡢࡑࠊᙜ⤌⧊ࡀ⏝ไ㝈ࡀࡇࡍᚲせ࡛࠶ㄆࠋࡢ 
㸦⏝ࡢ⏦㎸➼㸧 
➨㸴᮲ ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟᕼᮃࠊࡌ࠶ࠊࡣࡢࡍᙜ⤌⧊ᒇእᗈ࿌≀⏝⏦㎸᭩㸦ᵝ 
 ᘧ㸯㸧ᥦฟྕྛࠊࡍᐃ௨ୗࡢෆᐜࡓࡋ⨶⥙᭩㠃ᥦฟ࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ 
 ࠋ࠸ 
 㸦㸯㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟෆᐜࡢ㊃᪨ཬࡧᴫせ 
 㸦㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢ⏝ᙧែ 
 㸦㸱㸧⏝ᮇ㛫 
 㸦㸲㸧ࣥࢨࢹࡣࡓࣥࢨࢹ 
 㸦㸳㸧ࣥࢨࢹసᡂ࡛ୖࡍᬒほ➼ࡢ㓄៖᪉ἲࠊ୪ࢺࢭࣥࢥࣥࢨࢹࡧ 
 㸦㸴㸧Ᏻᑐ⟇ 
 㸦㸵㸧ࡢࡑࠊᙜ⤌⧊ࡀᒇእᗈ࿌≀ࡢ⏦ㄳ➼㝿ࡋᚲせㄆࡢ 
㸰 ⏝⏦ࡋ㎸ࡋ⏦ࡢࢺࣥࡣ㎸ྠ㝶ཷࡅཷࠋࡅࡢ㝿ࠊ⏝⪅ࡣ➨㸯㡯

ᐃ᭩㠃ᥦฟࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ 
 
㸦ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᩱ㸧 
➨㸵᮲ ᙜ⤌⧊ࠊࡣḷᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛ⏝ࡍ⏝⪅ู⾲㸰ᐃ࠾ᒇእᗈ࿌ 
 ≀ᥖฟᩱᚩࠋࡍ 
㸰 ๓᮲ᐃෆᐜࡓࡋ⨶⥙᭩㠃ࡢᥦฟཬࢺࣥࠊࡧ㛤ദಀ⏬᭩ᇶ࡙ࡃ༠ᐃ᭩ࡢ

⥾⤖ᚋࠊᙜ⤌⧊ᒇእᗈ࿌ಀㄳồ᭩⏝⪅㏦ࠋࡍ 
㸱 ⏝⪅ࡢࡑࡣㄳồ᭩グ㍕ࡓࡉᩱ㔠ᣦᐃᮇ᪥࡛ᙜ⤌⧊ࡢᣦᐃࡍ㔠⼥ᶵ㛵㎸ 
 ࠋࡇ 
㸲 ⏝ྲྀୗࡆሙྜࠊࡣᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᩱู⾲㸱࠾ࡢ⏝⪅㏉ᡠࠋࡍ 
㸳 ゎ⣙ᡭᩘᩱࠊࡣ➨㸯㸲᮲ᐃ᪥㉳⟬᪥ࠋࡍ 
㸴 ᮏ᮲㸱㡯ཬࡧ㸲㡯ಀ㎸ᡭᩘᩱࡣ⏝⪅࡚㈇ᢸࠋࡍ 
㸵 ㄳồ㔠㢠ධ㔠࡚ࡗࡇࡍዎ⣙ࡀ᭷ຠᡂ❧ࠋࡍ 
 
 㸦ᡭ⥆㸧 
➨㸶᮲ ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡢ⏝ࡢ⏦㎸ࡓࡗ࠶ࡀࠊᙜ⤌⧊ࡣ➨㸳᮲㸦⏝ไ㝈㸧ཬࡧ➨㸯㸶᮲

㸦♫ⓗໃຊࡢ㝖㸧ᇶ࡙ࠊࡁ⏦ㄳෆᐜ࡚࠸ࡘᑂᰝࡢࡑࠊࡋ⤖ᯝ㐜ࡃ࡞⏝⪅㏻▱

 ࠋࡍ
 
㸦ෆᐜࡢኚ᭦㸧 
➨㸷᮲ ⏝⪅ࠊࡣᥖฟࡍᒇእᗈ࿌≀ࡢෆᐜ➼ኚ᭦ࡍሙྜࠊࡣ๓ᙜ⤌⧊༠㆟ࡑࠊࡋ

 ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋᥦฟ᭩㠃ࡓࡉグ㍕ࡀ➼ෆᐜࡢኚ᭦ᚋ㏿ࠊᚋࡓᚓᢎㄆࡢ

㸰 ๓㡯ᐃኚ᭦㢪࠸ฟࡓᒇእᗈ࿌≀➼ࡌ࠶ࡣ⏦ㄳࡓࡉෆᐜࡢ༢୍ᛶࡀಖᣢࡉ 
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  ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞࠸࡚ 
 
㸦ዎ⣙ࡢゎ㝖ཬࡧ⏝ᢎㄆྲྀࡢᾘ㸧 
➨㸯㸮᮲ ᙜ⤌⧊ࠊࡣḟࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡓࡋሙྜࠊᒇእᗈ࿌≀ࡢ⏝ᢎㄆྲྀࡢᾘཬࡧዎ 
 ⣙ࡢゎ㝖ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ 
㸦㸯㸧ᣦᐃࡍᮇ᪥ࠊ࡛ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᩱࡢ⣡ࠋࡁ࠸࡞ࡀ 
㸦㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀⏝⏦㎸᭩ഇࡢグ㍕ࠋࡁࡓࡗ࠶ࡀ 
㸦㸱㸧⏝ෆᐜ➼ྛࡀ✀ἲ௧ཪࡣᮏᇶ‽㐪ࠊ࠸࡚ࡋཪࠊ࠶ࡀࡑ࠾ࡢࡑࡣᙜ⤌⧊ࡢᨵၿ 
 ࠋࡁ࠸࡞ᚑ♧ᣦࡢ   
㸦㸲㸧⏝ࡢෆᐜࡢ⯡୍㐨㊰⏝⪅༴㝤ࠊ࠸࡚ࡏࡉࡌ⏕ཪࠊ࠶ࡀࡑ࠾ࡢࡑࠊࡣ 
   ᙜ⤌⧊ࡢᨵၿࡢᣦ♧ᚑࠋࡁ࠸࡞ 
㸦㸳㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢෆᐜཬࡧᙧែࠊⰍᙬ➼࿘㎶ࡢⱞࡀⓎ⏕ࠊࡁࡓࡋཪࡑ࠾ࡢࡑࡣ 
 ࠋࡁ࠸࡞ᚑ♧ᣦࡢᨵၿࡢ⧊⤌ᙜࠊ࠶ࡀ   
㸦㸴㸧⅏ᐖࡢࡑྍᢠຊࠊᙜ⤌⧊ࡢ㈐ࠊࡃ࡞ࡀᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ 
 ࠋࡁ࠶ࡀࡑ࠾ࡢࡑࡣࡓࠊࡁࡓࡗ࡞   
㸦㸵㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛಀ⟶⌮ཬࡧ㐠Ⴀୖࠊᚓ࠸࡞⏤ࠋࡁࡓࡌ⏕ࡀ 
㸰 ᙜ⤌⧊ࡣ๓㡯ྛྕ⏝ᢎㄆྲྀᾘࠊࡣࡁࡓࡋᒇእᗈ࿌≀⏝ᢎㄆྲྀᾘ㏻▱᭩㸦ᵝ 
 ᘧ㸳㸧ዎ⣙ࡢゎ㝖⏝⪅㏻▱ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ 
㸱 ᮏ᮲➨㸯㡯ྛྕྲྀᾘཬࡧゎ㝖ࡓࡋሙྜ࡛ࡍࠊ⣡ධ࠸࡚ࡉᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᩱࡣ 
 ㏉㔠ࠋ࠸࡞ࡋ 
 
㸦⏝ྲྀࡢୗࡆ㸧 
➨㸯㸱᮲ ⏝⪅ࠊࡣ⮬ᕫࡢ㒔ྜᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝ྲྀୗࠋࡁ࡛ࡀࡇࡆ 
㸰 ๓㡯ࡢつᐃᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝ྲྀୗࠊࡣࡁࡆᒇእᗈ࿌≀⏝ྲྀୗ᭩㸦ᵝ 
 ᘧ㸱㸧ᙜ⤌⧊ࡋ⏦ฟࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ 
 
㸦⏝ྲྀࡢୗࡆ᪥㸧 
➨㸯㸲᮲ ๓᮲⏝⪅ྲྀୗࡆ᪥ࠊࡣᙜ⤌⧊๓᮲࡛ᐃ᭩㠃ࡀ฿㐩ࡓࡋ᪥ࠋࡍ 
 
㸦㈐௵ࡢᡤᅾཬࡧᦆᐖࡢ⿵ൾ㸧 

➨㸯㸳᮲ ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟࠊࡓ࠶⏝⪅ࡣᙜ⤌⧊ᑐ࡚ࡋḟྕྛࡢᐃෆᐜಖドࡋ 
  ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ 
㸦㸯㸧ᐇࡓࡉᒇእᗈ࿌ࠊ࡚ࡗᙜ⤌⧊ཬࡧ᪂ᐟ༊ཪ⪅୕➨ࡣᦆᐖࡓ࠼ሙྜࠊ⏝⪅ 
 ࡢ⪅⏝ࡣ⧊⤌ᙜࠊࡓࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ⨨ᥐ࡞㐺ษࡢ➼ൾ⿵ࠊ࡚࠸࠾௵㈐ࡢ   
   ᴗ୍࡚࠸ࡘ࡚ࡍษࡢ㈐௵㈇ࠋ࠸࡞Ẹୖࡢ㈐௵ၥࡓሙྜ࡛ࠊ⏝⪅ࡍࡀ 
   ࠋ࠸࡞ࡏࡉ㈇ᢸࡢษ୍⧊⤌ᙜࠊ࠸㈇ົ⩏ᨭᡶࡢ࡚   
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㸦㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢ⪅୕➨ࡀᶒᐖࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍཬࡧᒇእᗈ࿌≀㛵ࡍ㈈⏘ᶒࡢ 
   ࠋࡇ࠸࡚ࡋࡀ⌮ᶒฎࡁࡘ࡚ࡍ   
㸦㸱㸧ᙜ⤌⧊ᑐ࡚ࡋ⏝⪅ᒇእᗈ࿌≀㛵࡚ࡋ㈺ൾㄳồࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊ⏝⪅ࡢ㈐௵ཬࡧ 
   ㈇ᢸ࡚࠸ࡘゎỴࠊࡋࡢࡍᙜ⤌⧊ࡣ㈐௵ཬࡧ㈇ᢸ୍ษ㈇ࠋࡇ࠸࡞ 
 

㸦ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧᖏ≀➼ࡢᦆቯཪࡣ⣮ኻࡢᑐᛂ㸧  

➨㸯㸴᮲ ⏝⪅ࡣᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧᖏ≀➼ᦆቯࠊẋᦆࡣࡓởᦆ➼ࠊࡣࡁࡓࡋᙜ⤌ 
  ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋᪧࡇࠊࡍ⤡㐃㏿࡚ࡋᑐ⧊ 
㸰 ᙜ⤌⧊ࡣᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᚋࠊᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧᖏ≀➼ࡢᦆቯࠊẋᦆࡣࡓởᦆ➼୪ 
 ࡢ➼≀ᖏࡧᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࠊࡋ㏻ሗ⪅⏝㏿ࠊࡣሙྜࡓࡋⓎぢ➼⣮ኻࡧ 
 ᦆቯࠊẋᦆࡣࡓởᦆ➼୪ࡧ⣮ኻ➼ࡢཎ≧ᅇㄳồࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ  
㸱 ᮏ᮲ᐃᅇせࡍ⤒㈝㈇ᢸࠊࡣ௨ୗࠋࡍ࠾ࡢ  
㸦㸯㸧ᮏ᮲➨㸯㡯ཬࡧ㸰㡯㛵ࠊࡍ㈝⏝㈇ᢸࠊࡣ⏝⪅ࡇࡀ㢠㈇ᢸࠋࡍ 
㸦㸰㸧ᮏ᮲➨㸰㡯ᇶ࡙ࠊࡁཎ≧ᅇㄳồồࡓ㛵ࠊࡎ⏝⪅ࡀᅇᥐ⨨ㅮࠊࡎࡌ 
   ḟᅇࡢᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡢ࡛㛫ᅇࡍᬤ࠸࡞ࡀሙྜࠊᙜ⤌⧊ࡣᚲせᛂࠊ࡚ࡌ⮬ᕫࡢ 
    ࠊࡋࡔࡓࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍồൾࠊ࡚ࡋᑐ⪅⏝⏝㈝ࡢࡑࠊ࠸⾜⨨ᅇᥐ࡚⏝㈝   
 ࠋࡍࡢࡍㄳồࡋ⟭ຍ㝈ᖺୖࡢ㐜ᘏᦆᐖ㔠ἲᚊ࡛ᐃࠊࡣồൾ㢠ࡢࡑ   

 
㸦Ᏻ⟶⌮㸧 

➨㸯㸵᮲ ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡍሙྜࠊᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧ࿘㎶⎔ቃࡢᏳ⟶⌮ᢸಖࡍ 

 ಀ㜵Ṇࡢ➼ᨾࠊⅆ⅏ࠊ㞴┐ࠊ⌮㞧㋃ᩚࡧ㏻ㄏᑟཬࠊࡋ⨨㓄ࡢ㆙ഛဨࡢேᩘ࡞㐺ṇࠊࡓ 

 ࠋࡇ࠺⾜⨨ᥐ

㸰 ๓㡯ࡢ㆙ഛဨࡣබᏳጤဨࡀㄆᐃࡍ㆙ഛ♫ᡤᒓࡍ㆙ഛဨ㓄⨨ࠋࡇࡍ 

 

㸦♫ⓗໃຊࡢ㝖㸧 

➨㸯㸶᮲ ᙜ⤌⧊ࠊࡣ⏝⪅ࡀ௨ୗྕྛࡢヱᙜࡍ⪅㸦௨ୗࠕ♫ⓗໃຊࠖ࠶࡛(ࠋ࠺࠸ 

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍゎ㝖ዎ⣙ࠊࡎࡏせദ࿌ࡢఱࠊࡣሙྜࡓࡋุࡀࡇ 

㸦㸯㸧ᭀຊᅋ 

㸦㸰㸧ᭀຊᅋဨ 

㸦㸱㸧ᭀຊᅋဨ࡛ࡓࡗ࡞ࡃ࡞㸳ᖺ⤒㐣࠸࡞ࡋ⪅ 

㸦㸲㸧ᭀຊᅋ‽ᵓᡂဨ 

㸦㸳㸧ᭀຊᅋ㛵ಀᴗ 

㸦㸴㸧⥲ᒇ➼ 

㸦㸵㸧♫㐠ື➼ᶆࣟࢦ࠺ 

㸦㸶㸧≉Ṧ▱⬟ᭀຊ㞟ᅋ 

㸦㸷㸧ࡢࡑ๓ྛྕࡎ‽⪅ 

㸰 ᙜ⤌⧊ࠊࡣ⏝⪅ࡀ♫ⓗໃຊ௨ୗ୍࡛ࡢྕྛࡢヱᙜࡍ㛵ಀ᭷ุࡀࡇࡍ
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 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍゎ㝖ዎ⣙ࡎࡏせദ࿌ࡢఱࠊࡣሙྜࡓࡋ

㸦㸯㸧♫ⓗໃຊࡀ⤒Ⴀᨭ㓄࠸࡚ࡋㄆࡁ 

㸦㸰㸧♫ⓗໃຊࡀ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵࠸࡚ࡋㄆࡁ 

㸦㸱㸧⮬ᕫࠊ⮬♫ⱝࡢ⪅୕➨ࡣࡃࡋṇࡢ┈ᅗࠊཪ⪅୕➨ࡣᦆᐖຍࠊ࡞࠼♫ 

 ⓗໃຊ⏝࠸࡚ࡋㄆࡁ 

  ♫ⓗໃຊᑐ࡚ࡋ㈨㔠➼ᥦ౪ࠊࡋཪࡣ౽ᐅ౪ࡢ࡞ࡍ㛵࠸࡚ࡋㄆ  

 ࡁ  

㸦㸲㸧ࡢࡑᙺဨ➼ཪࡣ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵ࠊࡀ⪅࠸࡚ࡋ♫ⓗໃຊ♫ⓗ㠀㞴ࡉ 

 ࡁ࠸࡚ࡋ᭷㛵ಀࡁ   

㸱 ᙜ⤌⧊ࠊࡣ⏝⪅⮬ࡀཪ⪅୕➨ࡣ⏝࡚ࡋ௨ୗ୍࡛ࡢヱᙜࡍ⾜Ⅽࡓࡋሙྜࠊࡣ 

 ఱࡢദ࿌せࡎࡏዎ⣙ゎ㝖ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ 

㸦㸯㸧ᭀຊⓗ࡞せồ⾜Ⅽ 

㸦㸰㸧ἲⓗ࡞㈐௵㉸ࡓ࠼ᙜ࡞せồ⾜Ⅽ 

㸦㸱㸧ྲྀᘬ㛵ࠊ࡚ࡋ⬣㏕ⓗ࡞ゝືࠊࡋཪࡣᭀຊ࠸⏝⾜Ⅽ 

㸦㸲㸧㢼ㄝὶᕸࠊࡋഇィཪࡣጾຊ࡚࠸⏝ᙜ⤌⧊ࡢಙ⏝Რᦆࠊࡋཪࡣᙜ⤌⧊ࡢᴗົጉᐖࡍ 

 Ⅽ⾜   

㸦㸳㸧ࡢࡑ๓ྛྕࡎ‽⾜Ⅽ 

㸲 

㸦㸯㸧⏝⪅ࠊࡣ⏝⪅ཪࡣ⏝⪅ࡢୗㄳཪࡣጤクඛᴗ⪅㸦ୗㄳཪࡣጤクዎ⣙ᩘࡀḟࡓ 

➨ࡀ(ࠋࡌ௨ୗྠࠋྵ࡚ࡢࡑࠊࡣࡁ    1㡯ヱᙜࡇ࠸࡞ࡋ☜⣙ࠊࡋᑗ᮶ྠ 

   㡯ⱝࡣࡃࡋ➨㸰㡯ྛྕヱᙜࡇ࠸࡞ࡋ☜⣙ࠋࡍ 

㸦㸰㸧⏝⪅ࡢࡑࠊࡣୗㄳཪࡣጤクඛᴗ⪅ࡀ๓ྕヱᙜࡀࡇࡍዎ⣙⥾⤖ᚋࡓࡋุሙྜ 

 ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞᥇⨨ᥐࡢࡓࡢዎ⣙ゎ㝖ࡣཪࠊࡋゎ⣙ዎ⣙ࡕ┤ࠊࡣ   

㸦㸱㸧⏝⪅ࠊࡀ๓ྛྕࡢつᐃࡓࡋሙྜࡣ⏥ࠊࡣᮏዎ⣙ゎ㝖ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ 

㸳   

㸦㸯㸧⏝⪅ࠊࡣ⏝⪅ཪࡣ⏝⪅ࡢୗㄳⱝࡣࡃࡋጤクඛᴗ⪅ࠊࡀ♫ⓗໃຊᙜせồ 

   ཪࡣᴗົጉᐖ➼ࡢᙜධࡓࡅཷሙྜࡇࠊࡣᣄྰࠊࡋཪࡣୗㄳࡅⱝࡣࡃࡋጤクඛ 

   ᴗ⪅ࡇᣄྰࠊࡏࡉᙜධࡓࡗ࠶ࡀⅬ࡛㏿ࠊᙜධࡢᐇ   

 ࡢ࠺⾜༠ຊ࡞ᚲせሗ࿌ࡢ⧊⤌ᙜࡧ㏻ሗཬࡢᤚᰝᶵ㛵ࡢ⧊⤌ᙜࠊࡋሗ࿌⧊⤌ᙜ   

 ࠋࡍ   

㸦㸰㸧⏝⪅ࡀ๓ྕࡢつᐃ㐪ࡓࡋሙྜࠊᙜ⤌⧊ࡣఱദ࿌せࠊࡎࡉዎ⣙ゎ㝖ࡇࡍ 

 ࠋࡁ࡛ࡀ   

㸴 ᙜ⤌⧊ࡀᮏ᮲ྛ㡯ࡢつᐃዎ⣙ゎ㝖ࡓࡋሙྜࠊࡣ⏝⪅ᦆᐖ࡚ࡌ⏕ࡀᙜ⤌⧊ࡣ

ఱ㈺ൾࡋ࠸࡞⿵ൾࡣࡇࡍせࠊࡓࠊࡎࡏゎ㝖ᦆᐖࠊࡣࡁࡓࡌ⏕ࡀ⏝⪅

 ࠋࡍࡢࡍ㈺ൾᦆᐖࡣ
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㸦ᐇᶒ㸧 

➨㸯㸷᮲ ᒇእᗈ࿌ࡢᥖฟྍྰ᭱ࡢ⤊Ỵᐃᶒࠊࡣ࡚࠸ࡘᙜ⤌⧊ࡀಖ᭷ࠊࡋᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊᒇእᗈ 

 ࿌ࡢᥖฟ᩿ሙྜົ⩏ࡍ♧⏤⌮㈇ࠋ࠸࡞ 

㸰 ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡍሙྜࠊᙜ⤌⧊ෆタ⨨ࡓࡉබඹ✵㛫➼ά⏝ᑂᰝࠊᒇእᗈ࿌

≀⮬ᇶ‽ࡓࡉุ᩿࠸࡞ࡋ⮴ྜሙྜࠊ⏝⪅ࡢࡑࡣෆᐜ➼ࡢㄪᩚࠋࡇ࠺⾜ 

 

㸦ኚ᭦ࡢゎ㸧 

➨㸰㸮᮲ ᮏᇶ‽ࠊࡣἲ௧ࡢ᪂タࠊᨵᗫࡢࡑࠊࡢࡢኚ⏝⪅ࡢᢎᚓ࡞ࡇ 

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍኚ᭦ࡃ࡞ண࿌ࠊࡃ 

㸰 ๓㡯ࡢኚ᭦ࠊ࡚࠸ࡘ⏝⪅ࡇࡣゎࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ 

 

㸦ᨵṇ㸧 

➨㸰㸯᮲ ࡢࡇᇶ‽ࡢᨵṇࠊࡣබඹ✵㛫➼ά⏝ᑂᰝࡢ㆟Ỵࠋࡍࡢ࠺⾜࡚⤒ 

 

㸦ጤ௵㸧 

➨㸰㸰᮲ ࡢࡇᇶ‽ᐃࡢࡇࠊࡢࡢᇶ‽ࡢᐇ࡚࠸ࡘᚲせ࡞㡯ࠊࡣ௦⾲ࡀ 

 ᐃࠋ 

 

㝃 ๎ 

 ࠋࡍ⾜௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࠊࡣ‽ᇶࡢࡇ 
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ู⾲㸯 ᥖฟྍ⬟⠊ᅖ 

ู⾲㸰 ᩱ㔠 

ู⾲㸱 ᥖฟྲྀୗࡆࡢ㏉ᡠ㔠 

 



1 
 

 ࠖ‽ᑂᰝᇶ⮬ࡍ㛵♧⾲ᗈ࿌ࢺ࣓ࣥࢪࢿࣜࡓࡋ⏝ά≀ᒇእᗈ࿌ࠕ
 

ᖹᡂ㸰㸲ᖺ 㸲᭶㸰㸳᪥ 
ᨵᐃ ᖹᡂ㸰㸵ᖺ 㸳᭶㸰㸰᪥ 

ḷ⯙ఄ⏫ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣭ࣥࢱ 
 
 
ḷ⯙ఄ⏫ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣭ࣥࢱ㸦௨ୗࠕࠊTMOࠖࠋ࠺࠸㸧ࡀ⟶㎄ࣜࡍෆ࡛ࠊᆅඖ

ၟᗑ⾤ࡀ࡞ᆅᇦࡅ࠾༠㆟⤒࡚ᐇࡍබ┈ⓗᴗ㈝⤒ࡢ࡚ࠊࡓᒇእᗈ࿌

ᗈ࿌ࡓᚓゎ⌮ࡢ࡞㏻⾜ே⪅⾤᮶ࠊࡍ㈨ほྥୖ⨾ࡢ㒔ᕷࠊ࡚ࡋ⏝ά≀

ࣥࢨࢹࠕࠊ࠺࡞♧⾲ ෆᐜࡢ≀ᗈ࿌ࠕࠖࠊ ᐃ‽ᇶ࡞ᶆ‽ⓗࡍ㛵タ⨨᪉ἲࠖࠕࠖࠊ

 ࠋ
 

⮬ᑂᰝᇶ‽ࡢᛶ᱁ 
TMOࠊ࠶㐺ษ࡛ࡀタ⨨᪉ἲࡧෆᐜཬࡢ≀ᗈ࿌ࠊࣥࢨࢹࠊࡣ‽ᇶࡢࡇ ෆタ⨨

 ࠋࡍ‽ᇶࡢሙྜ࠺⾜ᥖฟᗈ࿌≀⮬ᑂᰝ࡛ᑂᰝ࠸࡚ࡉ
 
 ᇶᮏ᪉㔪ࡍ㛵ࣥࢨࢹ
㸦㸯㸧ࡢࡕ㈰࠸㈨ࡍὙ⦎ࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡉ 
㸦㸰㸧බඹࢫ࣮ࢫ┦ᛂࠋࡍࣥࢨࢹ࠸ࡋ 
㸦㸱㸧ࡢࡕᬒほ㓄៖ࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡋ 
㸦㸲㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ㒔ᕷᵓ㐀άࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡋ 
㸦㸳㸧᪂ᐟ༊ࡀᐃḷ⯙ఄ⏫ࡢᬒほࡃ࡙ࡕィ⏬ࡢᬒほᙧᡂ᪉㔪ࠊᒇእᗈ࿌≀㛵ࡍ

 ࠋࡍࣥࢨࢹࡍ᥎㐍ࣥࣛࢻᆅᇦูࡢࣥࣛࢻᬒほᙧᡂ
 
ᗈ࿌≀ࡢෆᐜ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪 
㸦㸯㸧Ꮚேࠊ࡛ᛶู࣭ே✀࣭ᅜ⡠࣭᐀ᩍၥࡎẼᣢࡅཷࡃࡕධ

⾲♧ෆᐜࡍ 
㸦㸰㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ࡚ࡋ⏬᪉㔪ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 
㸦㸱㸧♫ⓗࡢ࡞࣮ࢸ࡞⏬ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 

 
タ⨨᪉ἲ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪 
㸦㸯㸧ᏳᏳᚰ㓄៖ࡣࡓ♧⾲ࡓࡋタ⨨ࠋࡍ 
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㸯㸬ࣥࢨࢹ㛵ࡍᇶ‽ 
㸦㸯㸧ᇶᮏ㡯 
  ձබᗎⰋࡇ࠸࡞ࡋ 
  ղබ⾗ᑐ࡚ࡋᛌࡢᛕࡇ࠸࡞࠼ 
  ճ⨾ほ㢼⮴ᐖࡇ࠸࡞ࡋ 
   ࣭⺯ගⰍ㑊ࡅ 
   ࣭㐣ᗘࡢὴᡭࡉᴟࣥࢨࢹࡓ㑊ࡅ 
   ࣭㐣ᗘࡢὴᡭ࡞Ⰽᙬ㑊ࡅ 
  մ㏻Ᏻୖ࣮ࣂࣛࢻⴭࡃࡋッồࡇ࠸࡞ࡋ 
  յᭀຊ⨥≢ຓ㛗ࡇ࠸࡞ࡋ 
  նⴭࡃࡋᛶព㆑ࡇ࠸࡞ࡏࡉ 
㸦㸰㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ㒔ᕷᵓ㐀άࡓࡋᗈ࿌ 

ձࢸࢩࢿࢩᗈሙ୍ࡢయ✵㛫άࡓࡋᗈ࿌ 
ղࢻ࣮ࣟࣛࢪࢦ㸦ࢻ࣮ࣟࣝࣛࢺࣥࢭ㸧ࡢ㍈⥺άࡓࡋᗈ࿌ 
ճḷ⯙ఄ⏫ෆࢺࢫࡢάࡓࡋᗈ࿌ 

㸦㸱㸧㒔ᕷࡢ⨾ほྥୖࡢほⅬࡢ✚ᴟⓗ㓄៖㡯࣭⤮┿⏝࡞ࡍ㒔ᕷᬒほ

 ࠋࡍࣥࢨࢹᗈ࿌ࡓࡋㄪ
 
㸰㸬ᗈ࿌≀ࡢෆᐜ㛵ࡍᇶ‽ 
㸦㸯㸧ᇶᮏ㡯 

ձᇶᮏⓗேᶒᦆࠋࡇ࠸࡞࡞ 
ղᾘ㈝⪅ಖㆤࡢほⅬ㐺ษࠋࡇ࡞ 
ճඣ❺ཬࡧ㟷ᑡᖺಖㆤࡢほⅬ㐺ษࡇ࡞ 
մබᗎⰋࡇ࠸࡞ࡋ 

㸦㸰㸧ᥖฟ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᗈ࿌ 
  ձ㢼Ⴀᴗཬࡧᛶ㢼≉ṦႠᴗࡢᗈ࿌ 
  ղᾘ㈝⪅㔠⼥ࡢᗈ࿌ 
  ճࣛࡢࣝࢸᗈ࿌ 
  մᨻඪཬࡧᨻᅋయࡢᗈ࿌ 
  յ᐀ᩍཬࡧ᐀ᩍᅋయࡢᗈ࿌࣭ᕸᩍάືࡢࡉุ᩿ 
  ն㟷ᑡᖺᑐ࡚ࡋᝏᙳ㡪ཬࡍ࠶ࡢᗈ࿌ 
  շಶேᗈ࿌ࠋពぢᗈ࿌ 

ո♫ⓗᢈุࡅཷᴗ✀࣭ၟရ㛵ࡍᗈ࿌ཪࡣ♫ⓗၥ㢟࠸࡚ࡉே

 ᗈ࿌ࡓࡋ⏝≀
  չࡢࡑ⮬ᑂᰝ࡛㐺ษࡉุ᩿ᗈ࿌ 
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㸦㸱㸧⚗Ṇࡍᗈ࿌ 
  ձഇཪࡣ⌧⾲࡞ㄗㄆཪࡣᮇᚅࡢࡏࡉ 
  ղ᰿ᣐ᭱࠸࡞ࡢ㧗࣭᭱➼᩿ࡢᐃⓗ⾲⌧ 
  ճ᰿ᣐ࠸࡞ࡢຠ⬟ຠᯝࡢ⾲♧ 
  մ᰿ᣐ࠸࡞ࡢẚ㍑ᗈ࿌ 

 
㸱㸬タ⨨᪉ἲ㛵ࡍᇶ‽ 

㸦㸯㸧ᏳᏳᚰࡢほⅬ⚗Ṇࡍᗈ࿌  
  ձಙྕᶵཪࡣ㐨㊰ᶆ㆑➼ࡢຠ⏝ጉࡆࡢ࠶ࡢ 
  ղேၟရ➼ࡀ㌴㐨㣕ࡧฟ࠺࠸࡚ࡋ࠺ࡑぢࡢ࠼ 
  ճ࿘ᅖࡢ㐠㌿⪅ཬࡧṌ⾜⪅ࡢ㊥㞳ឤᖹ⾮ឤぬᝨࡍࡢ࠶ࡢ 
  մ㏻Ᏻୖࡢ࣮ࣂࣛࢻὀពຊᩓₔࡏࡉ࠶ࡢᗈ࿌≀ 

յⴠୗṌ⾜⪅༴ᐖཬࡍ࠶ࡢᗈ࿌≀ 
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㸺ࣥࢨࢹ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪㸼 
㸦㸯㸧ࡢࡕ㈰࠸㈨ࡍὙ⦎ࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡉ 

 
࣭࿘㎶ᬒほ࠼ᩚὙ⦎ࣥࢨࢹࡓࡉ ࣭Ύ₩ឤ࠶ࡢὙ⦎ࣥࢨࢹࡓࡉ 

  
ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀ ࢫࣥࣛࣇ㸦ࣜࣃ㸧 ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀ ࣓ࣜ 

  㸦ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ㸧 

 
 
 
࣭⾤୪ࢺࣥࢭࢡ࠼⫹ࡃࡍ࣭ ࣥࢨࢹ࡞ᴦࣥࢨࢹ࡞ࡆࡋ 

  
ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀ 㖟ᗙ ෆࣥࢧ ࡢෆ 
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㸦㸰㸧බඹࢫ࣮ࢫ┦ᛂࠋࡍࣥࢨࢹ࠸ࡋ 
 
࣭ᩥᏐ㇟ᚩⓗࡍࡓ࠸⏝ࢦࣟ࡞

 ࣥࢨࢹ࡞ࣝࣥࢩ࠸
࣭እᅜேほගᐈྥࡅ᪥ᮏᩥࡢⓎಙࡍ

 ࣥࢨࢹ

  
ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀  

ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 

ၟᗑ⾤ⅉࢢࣛࣇ ᪂ᐟ୕┠ 

ฟ㸸බ┈♫ᅋἲேᮾிᒇእᗈ࿌༠ 
 ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥ㸷ᅇᮾிᒇእᗈ࿌➨ࠕ

 
 
 

 
ࡉㄪᩚ࠸࠾࠼⪄ᗎ⛛ࡢබඹ✵㛫࣭ ࣥࢨࢹࡍ₇ฟ㏻࡞ࡋ࠾࣭

 ࣥࢨࢹࡓ

  
✺ฟࡋ┳ᯈ ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ࣭࣓ࣜ 

 

⮬❧ᘧࡢᗈ࿌ᯈ ᮾி㥐 
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㸦㸱㸧ࡢࡕᬒほ㓄៖ࣥࢨࢹࡓࡋ 
 
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࡢほග࡞ࢺࢫ㇟ᚩⓗ࡞

 ࣥࢨࢹ
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࡢಶᛶⓎಙࣥࢨࢹࡍ 

  

ᒇୖࡢᗈ࿌ᦚ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

ฟ㸸බ┈♫ᅋἲேᮾிᒇእᗈ࿌༠ 
 ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥ㸷ᅇᮾிᒇእᗈ࿌➨ࠕ

 
 
 
࣭㏻ࡢ㞺ᅖẼ㔊ࡋฟࣥࢨࢹࡍ ࣭㥐⯋୍య࡞ᗈ࿌ࣥࢨࢹࡢ 

  
 ࣓ࣜ ࣥࢧࣥࢿ

㸦ࢬ࣮ࣥࣜࣗࢽ㸧 

㥐⯋ቨ㠃࣭ᒇୖ⏝ࡢᗈ࿌≀ ㇂ 
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㸦㸲㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ㒔ᕷᵓ㐀άࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡋ 
 
㍈ࡢ㸧ࢻ࣮ࣟࣝࣛࢺࣥࢭ㸦ࢻ࣮ࣟࣛࢪࢦ࣭

ࢹࡓ࠸⏝ᇶㄪⰍࡢ୍ྠࡓࡍά⥺

 ࣥࢨ

࣭࿘㎶ࡢᗈ࿌≀ㄪ୍ࠊࡏࡉయⓗ࡞✵㛫

 ࣥࢨࢹࡍ₇ฟ

  

ၟᗑ⾤ⅉࢢࣛࣇ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 

ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀⩌ ࣓ࣜ 

㸦ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ㸧 

 
 
 
⏝ຠᯝⓗ≀ᘓ࡞ࢺࢫ࣭

 ࣥࢨࢹࡓࡋ
࣭࿘㎶ࡢᗈ࿌≀㐃ືࢡࢼࢲࠊࡋ

✵㛫₇ฟࣥࢨࢹࡍ 

  
ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ࣓ࣜ 

㸦ࣟࢫࣝࢮࣥࢧ㸧 

 ࣓ࣜ ࢪ࣮ࢿࢧࣝࢱࢪࢹ

㸦ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ㸧 
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㸦㸳㸧᪂ᐟ༊ࡀᐃḷ⯙ఄ⏫ࡢᬒほࡃ࡙ࡕィ⏬ࡢᬒほᙧᡂ᪉㔪ࠊᒇእᗈ

࿌≀㛵ࡍᬒほᙧᡂࡢࣥࣛࢻᆅᇦูࣥࣛࢻ᥎㐍ࡍ

 ࠋࡍࣥࢨࢹ
 
࣭ୡ⏺௦⾲ࡍ㒔ᕷᬒほฟࢨࢹࡍ

 ࣥ
࣭ᆅᇦࡢᬒほ㇟ᚩࣥࢨࢹࡍ 

  
ᘓ≀ቨ㠃⏝ࣥࣙࢪࣅࡢᗈ࿌ ࢫࣜࢠ 

㸦ࣟࣥࣥࢻ㸧 

 ┠ḷ⯙ఄ୍ ࢳ࣮

 
 
 

࣭ᘓ≀ቨ㠃ᗈ࿌≀୍ࡀయࢨࢹࡓࡗ࡞

ࣥ 
࣭ほග㈨※ࡅཷ࡚ࡋධᆅᇦᛶ

 ࣥࢨࢹࡓࡋ⌧⾲

  

ᘓ≀ቨ㠃⏝ࡢᗈ࿌≀ ୰ᅜ㸦ி㸧 ᘓ≀ቨ㠃⏝ࡢᗈ࿌≀ 㐨㡻ᇼ 
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㸺ᗈ࿌≀ࡢෆᐜ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪㸼 
㸦㸯㸧Ꮚேࠊ࡛ᛶู࣭ே✀࣭ᅜ⡠࣭᐀ᩍၥࡎẼᣢࡅཷࡃࡕ

ධ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 
 
ࡓࡋ⏝ከࢢࣥࣆࣥࣙࢩࢡࢪ࣭ࣟ

ゝㄒ⾲♧ 
࣭ᅗグྕࡓ࠸⏝⾲♧㸦ࣘࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂࢽ

 㸧ࣥ

  
㸦ቨ㠃ᢞᙳᗈࢢࣥࣆࣥࣙࢩࢡࢪࣟ

࿌㸧 ࢫࣥࣛࣇ㸦ࣜࣃ㸧 

⮬❧ᘧࡢᗈ࿌ᯈ ᡞᒣ 

 
 
 

⾲࡛┿࠸ࡋ⨾࡚࠸ࡘ࡞ቃ⎔↛⮬࣭

⌧ 

 

ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢ┿ ⾲ཧ㐨 
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㸦㸰㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ࡚ࡋ⏬᪉㔪ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 

 
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࣝ࡞ࢫࣥࢧࢿᆅᇦྲྀࡢ⤌

 ෆᐜ♧⾲ࡓࡋ㹎㹐
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࡢṔྐᩥࠊࠊὶ⾜➼㛵

ෆᐜࡓ࠸⏝ᗈ࿌≀ 

  
ᗈ࿌ᖥ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ ኚᅽჾ⏝ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 
 
 

 ⏬ࡢࡅ㣭ࡢࣥࢬ࣮ࢩࢫࢫࣜࢡ࣭

 

ᘓ≀ቨ㠃⏝ࡢ㣭ࡅ 㖟ᗙ 
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㸦㸱㸧♫ⓗࡢ࡞࣮ࢸ࡞⏬ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 

 
࣭බඹⓗ࡞㡯ၨⓎࡍ⾲♧ෆᐜ ࣭ᅜẸⓗࡆୖ┒ࢺࣥࢶ࣮ࢫ⾲

♧ෆᐜ 

  
ᘓ≀ᰕ⏝ࢪ࣮ࢿࢧࣝࢱࢪࢹࡢ 

᪂ᐟ୕┠ 

ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ᩥி༊ᮏ㒓 

ฟ㸸බ┈♫ᅋἲேᮾிᒇእᗈ࿌༠ 
 ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥ㸷ᅇᮾிᒇእᗈ࿌➨ࠕ

 
 
 

♧⾲ࡓࡋ࣮ࢸࣥࢨࢹቃ⎔ࠊࢺ࣮࣭

ෆᐜ 

 

㥔㌴ሙ㐠Ⴀ♫ࢺࢫࢸ࣮ࡀᥦ౪ࡋ
࣮ࣗࢽ㸦࣓ࣜ㸦ᗈ࿌ᯈ㸧ࢻ࣮ࣝࣅࡓ
 㸧ࢡ࣮ࣚ
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㸺タ⨨᪉ἲ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪㸼 
㸦㸯㸧ᏳᏳᚰ㓄៖ࡣࡓ♧⾲ࡓࡋタ⨨ࠋࡍ 

 
࣭⏬ീࡢ᪩࠸ษ᭰㐣ᗘ࡞Ⅼ⁛ࡣ㑊ࠋࡅ ࣭⾲♧࣭タ⨨⨨ࡢ≉ᛶᛂ♧⾲ࡓࡌ⾜

 㸧㈞ࢺ࣮ࢩࡓࡏྜពࡢ≀㸦ᘓ⠏࠺

  
ᘓ≀ᰕ⏝ࢪ࣮ࢿࢧࣝࢱࢪࢹࡢ  

᪂ᐟ୕┠ 

ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 
 



     令和  年  月  日 

 

シネシティ広場・特定区域利用申請書 
 

一般社団法人  

歌舞伎町タウン・マネージメント 

理事長 杉 山 元 茂 様 

〒              

住所             

会社名          ㊞ 

担当者           

電話番号          

※記名の場合は押印をお願いいたします。署名の場合は押印不要です。 

シネシティ広場・特定区域の利用を別添のとおり資料添えて申請します。 

１ イベント名  

２ 主 催 者     

３ 申 請 者   

４ 設営期間 令和  年   月   日～令和   年   月   日 

５ イベント期間 令和  年   月   日～令和   年   月   日 

６ 撤去期間 令和  年   月   日～令和   年   月   日 

７ 利用場所 シネシティ広場（半面・全面） ・   特定区域 

※利用場所に〇をつけてください。特定区域のみの利用はできません。 

８ イベント趣旨・ 

概要 

 

 

９ 歌舞伎町ルネッサ

ンスへ寄与する事項 

 

※内容が分かる企画書、図面などを添付してください。 

様式１（第８条関係） 



 
௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 
 ஂಖබᅬ⏝⏦ㄳྲྀୗ⏦ㄳ᭩ࡧᗈሙཬࢸࢩࢿࢩ

 
ḷ⯙ఄ⏫ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣭ࣥࢱ 
௦⾲ ᮡ ᒣ ඖ ⱱ ᵝ 

ࠛ              
ఫᡤ             
Ặྡ             
ᢸᙜ⪅          
㹒㹃㹊          

 
௧  ᖺ  ᭶  ᪥࡛ᢎㄆࢸࢩࢿࢩࡓࡉᗈሙ࣭ஂಖබᅬࡢ⏝

⏦ㄳ࡚࠸ࡘୗグྲྀ࠾ࡢୗࠋࡍࡋࡆ 
 
グ 

 
㸯 ྡࢺࣥ 
 
㸰 ⏝ணᐃᮇ㛫 
 
㸱 ྲྀୗ⌮⏤ 
 
 

 
 

 
 

ᵝᘧ㸱㸦➨㸯㸰᮲㛵ಀ㸧 



᭩ᘧタᐃࡢࣝࢺࢱࢧࢱࢫ

⏬᭩ࣝࢺࢱ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃグධࡈྡࢺࣥͤ

ദ⪅㸸

ͤㄝᩥཬࡧせ࡞ศ㸦⅊Ⰽࡢ㒊ศ㸧ࡣ࡚࠸ࡘ๐㝖࠾࠺ࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ㢪ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸



1.֕གྷ
ϗϱφ໌ʁ

क࠷ʁ

ʁ࠷ڠ

ʁڢ

ࢬड़Νࣰܟࠄ߁Բ;ٶڛͶΓΖۂةڢͤ
ͤΖͺశ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽۢͳߴࣆ٠ڢͶ͵ΕΉͤ
ͲɼυδϱรߍΝ͕ͤ͏بΖ͍͗ΕΉͤɽ

ԋʁޛ

࠷ೖʀؔ࠷ʁͤؔࣆ࠷Ν͟ى͚ͫ͠͏

અӨೖʁ

భڊೖʁ

ॶʁεϋετΡ߁

ϗϱφ಼༲ʁ

Յඇʤྋʥʁ

ⓗ㸸┠ࢺࣥ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃグධࡈ➼ⓗ┠ࡣࡓࢺࢭࣥࢥࡢࢺࣥͤ

ḷ⯙ఄ⏫ࣝࢫࣥࢧࢿᐤࡍ㡯㸸

ͤᮏࡢࢫ࣮ࢫࢺࣥ⏝㝿ࠕࠊࡣ࡚ࡋḷ⯙ఄ⏫ࣝࢧࢿ

ࠋࡍ࡞௳᮲ࡀࡇࡍᐤࠖࢫࣥ

ࡇࡢෆᐜࡢୗグࠊࡣᐤࠖࢫࣥࢧࢿࣝ⏫ఄ⯙ḷࠕ

グධࡈ࡚࠸ࡘࢺࣥࡓࡉ⏬ࠊࡋ⪄ཧୗグࠋࡍ࡛

ୗࠋ࠸ࡉ

༃⾗ᩥ࣭ፗᴦࡢ⏬࣭ไస࣭ᾘ㈝ࡢᣐⅬ࡙ࡃᐤࡍ
ࠋ

༄㈰ࡢ࠸ሙࡢฟᏳ࣭Ᏻᚰ✵㛫ࡢ☜ಖࠋࡣ



༲ʀघॳʀνϞηίζϣʖϩ಼ࢬࣰ.2

༲಼ࢬࣰ

ͤԽݱ༽༙ໃɼ۫ରద͵͢࠷಼༲

ʤex.ֺح༽ɼϏϓΧʖϜϱη಼༲ɼࣖܟɼഓාʥ

༩ఈਕ਼ʁٮॄ

ʤ਼ೖͶΉͪ͗Ζͺೖ͟ͳͲ͟ى͚ͫ͠͏ʥ

ӣӨ๏ਓʁ

ͤϗϱφͶ͕͜Ζ҈સ؇ཀྵ๏๑Ν͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ͤβϝॴཀྵ๏๑Ν͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ͤԽΝड़ͤ͢࠷ΝͤΖͺɼԽྖ؇ཀྵ๏๑Ν͟ى͚ͫ͠
͏ɽ
ͤӁৱڛΝࣰͤࢬΖͺɼϔʖη಼ഓਦɼϔʖη͟ͳ
ϟωϣʖҲལනɼϔʖηਦͶ൬ߺΝΕవ໌ͳҲͦͪ͠ਦɼ
ฯ݊ॶड़ڒ;ٶՆॽࣺ͢Ν͟ड़͚ͫ͠͏ɽ
ՆڒɼठྪജठྪΝജͤΖ༼ౖ͕;ٶ༼Εؾͬͤ
໖ڒॶɼ͖ͯɼॶं͗ߨঐͲ͍Εɼ੭ແॼड़͗චགྷͲ
ͤͲɼ͟қ͚ͫ͠͏ɽ

࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࢱ

ͤタႠ࣭ࢺࣥᮇ㛫࣭᧔ཤࡈ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢ࡚ࡍグධࡔࡃ

ࠋ࠸ࡉ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ 㞟ྜࣇࢱࢫ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ ᶵᮦ➼タႠ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ 㡢ฟࡋ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ ฟ₇⪅㞟ྜ
㸦ྠࣇࢱࢫࣇࢱࢫࡤ࡞㞟ྜ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸㸧

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ ࣝࢧ࣮ࣁࣜ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ 㛤ጞࢺࣥ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ ദࡋ≀ෆᐜ
㸦ex.ࡢ➼ࢫ࣮ࣥࣇࣃ㛤ጞࠊ⤊㛫ฟ₇⪅ࡈࡈグධࡃ

㸧࠸ࡉࡔ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ ⤊ࢺࣥ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ ᧔ཤ

ӑӑ㸸ӑӑ㹼ӑӑ㸸ӑӑ ᧔

ࠋ࠸ࡉࡔࡃព⏝ࡈࡢ࡞㏵ヲ⣽ูࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࢪ࣮ࢸࢫͤ

ͤ㡢ࡢฟ࡞࠺ദࡋணᐃ࠸࡚ࡉሙྜࠊࡣ๓TMOົᒁࡈ࡛┦ㄯࠋ࠸ࡉࡔࡃ



චགྷͺ͍ΕΉͦΞʥࡎىɼʤड़ԍं͗͏͵͏ࡋɼड़ԍंͶͯ͏ͱ͢࠷.3

͚ͫ͠͏ɽىਇʥΝࣺ͟;ٶಊࣰ͖ΖϕϫϓΡʖϩʤࡋηίζϣʖϩɼड़ԍं͢࠷ɼߑ;ٶ಼༲͢࠷



ηνρϓഓਦ;ٶࡒؽ.4
ᶅτϱφʀԽࡒؽڻɼϗϱφͶઅͤΖࡒؽʀηνρϓഓΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶆઅࡒؽͶͯ͏ͱͺɼޛफ़ઐ༽݇Ҳལන൬ߺͳΚͦΖචགྷ͍͗ΕΉͤͲɼઅ݇Ͷͺ൬ߺΝ৾ͮͱ͚ͫ͠͏ɽ
ᶇηνρϓഓͶͯ͏ͱͺɼܱඍճऀܱඍͳӣӨηνρϓΝ͜ͱ͢ࡎىͱ͚ͫ͠͏ɽ
ᶈϗϱφճՅंʤཔंʥୂΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶉՅं͗ଡ਼ͶోΖͺɼʹΓ͑ͶཀྵΝ͢ͱʹ͞ͶΝͮࡠͱดͻͦΖ͖͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶊుـɼΪηɼਭಕΝ͟ཤ༽๏ͺɼพɼుීـઅਦɼLPGٶ;ভՒحઅॶ͖͗ΖਦɼڇഋਭਦΝࡠ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ͺ͟ԗ͚ྂͫ͠͏ɽࣆـત/100Vʀ50A/αϱιϱφ͍Εʥͤుʤୱ૮ـਭઘ2ॶʤ13ᶳʥɼుͤ
ᶋుٶؽ;ుऄΝ༽ͤΖͺɼঙྖݧثͶ͍ͪΖՆ͍͗ΕΉͤͲɼഋـଲࡨΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ͍Κͦͱుؽ༹ॽ
శ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ᶌుٶؽ;ుऄɼΪηΝ༽ͤΖͺड़͗චགྷͶ͵Ζ͍͗ΕΉͤɽҲౕɼॕভॼٳฯड़ॶՒ҈સ༩ܐ͟૮͚ͫ͠
͏ɽ



ઐ༽ཱི݇ਦࡒؽ.4

ᶅ͘͵τϱφɼφϧηɼητʖζɼηέϨʖϱΝઅͤΖͺɼཱིਦͳฑਦΝ͟͏͚ͫ͠ࡎىɽ
ͤ๑ͺචͥ͢ࡎىͱ͚ͫ͠͏ɽ

ᶆφϧηʀϱφϪ͖͗Ε͵ΝૌͺɼฑਦʀཱིਦͶՅ͓ͱଈਦݗ;ٶఈ֪ॽ͗චགྷͶ͵Ζ͍͗ΕΉͤɽΉͥ
ͺҲౕɼ͟૮͚ͫ͠͏ɽ

ᶇ4mҐઅɼΉͪͺɼݒɼߑଆࡠ;ٶͶ͍ͪΖΝઅͤΖͺɼݒͶܐΖڒՆΝखͮͱ͏͚ͪͫචགྷ͗͟͡͏Ή
ͤͲɼॕۢݒࢨ՟༹Ҳౕ͟૮͚ͫ͠͏ɽ͵͕ɼݒɼߑଆɼࡠͶ͍ͪΔ͵͏ͳۢΓΕஇ͠Ηͪͺɼͨࢭͳɼ
ۢ୴ं໌ࢱΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ



5.൘ʀ൘ड़ٶ;અӨʀభڊఖන
ᶅ൘ऄٶ;൘ड़ऄͶͯ͏ͱ͟ى͚ͫ͠͏ɽͤʕͅऄ͗ʕࠔʕୈ൘ٶ;൘ड़ͤΖͳ͏͑͞ͳ͖͗ΖΓ͑Ͷ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶆઅӨٶ;భڊͶͯ͏ͱͺɼՁೖՁࠔͶՁۂࡠΝͤΖ͖͖ΖΓ͑Ͷ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶇݳंٶ໌ࢱ;ు൬ߺΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ





6.અӨ๏๑
ᶅઅӨͶܐΖऄٶ;ୂΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶆܱඍҽٶ;ηνρϓഓΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ͟ىࡏͶͺɼܱඍճऀܱඍҽͳηνρϓͳۢพ͚͗ͯΓ͑Ͷ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶇʹΓ͑ͶऄΝ༢ͤΖ͖͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶈφϧη͘͵ઐ༽ΝઅͤΖͺɼ҈સ؇ཀྵ๏๑͟ى͚ͫ͠͏ɽ

҈સ؇ཀྵ๏๑ʁ



҈સ؇ཀྵ๏๑ʁ

7.భڊ๏๑
ᶅభڊͶܐΖऄٶ;ୂΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶆܱඍҽٶ;ηνρϓഓΝ͟ى͚ͫ͠͏ɽ͟ىࡏͶͺɼܱඍճऀܱඍҽͳηνρϓͳۢพ͚͗ͯΓ͑Ͷ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶇʹΓ͑ͶऄΝ༢ͤΖ͖͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ᶈభڊ҈સ؇ཀྵ๏๑͟ى͚ͫ͠͏ɽ



8.ܱඍؖܐ ܱͤඍճऀܱඍఈৄɼܱඍܯժॽʤܱඍճऀࡠʥɼܱඍҽഓਦΝశ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ܱͤඍͶͯ͘Ή͢ͱͺ൘ʀ൘ड़અӨభؔغڊͺ2ߺʤ༢ʥܱඍɼϗϱφؔغͺ2ߺʤಁʥܱඍɼϗϱ
φश྅͖ΔཎϗϱφΉͲ̏ߺʤฯ҈ʥܱඍΝғབ͢ͱ͏ͪͫ͘ΉͤΓ͕͑ͪ͢͏͏بΉͤɽ

ͤϗϱφ࠷ͺචܱͥಁඍݗఈฯंΝഓ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ



9.ηνρϓର

ηνρϓਕ਼ʁ

ༀׄʁ

֦ͤʓༀׄେනंٶ;ਕ਼Ν͟ى͚ͫ͠͏ʥ

୴ं໌ͳ͍Κ;ٶ࿊ཙༀׄ໌ٺە;ٶफ़ૌ৭ਦޛͤ
ͦͱ͚ͫ͠͏ɽ

ͤηνρϓহɼTεϡςΝ༽ͤΖͺͨহɼT
εϡς

ʤ๑ΕʥժΝశ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ

ⱞ➼ࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘ㸸

ㄡ࠺ࡢࠊࡀᑐᛂ㸦ࡇ㐃⤡ࡢ➼ࡢࡍὶ㸧ࡍ

ࡢ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃグධࡈ

యㄪⰋ⪅ࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘ㸸

ㄡ࠺ࡢࠊࡀᑐᛂࡈࡢࡍグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ

୰Ṇุ᩿࡚࠸ࡘ㸸

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグ㍕ࡢࡍุ᩿ࡀࡔࠊࠐࡢ᪥ࠐͤ

ͤ㞵ኳཬࡧⲨኳࠊΰ㞧ࢺࣥ୰Ṇࡍሙྜࠊ

ㄡࡀ㐃

▱࿘୰Ṇ࠺ࡢࠊ࡚ࡋࡔ♧ᣦ࠺ࡢࠊࡅཷ⤡

ࡢࡍ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃグධࡈ



10.ૌ৭ਦʀٺە࿊ཙ

ྭ

୯֦͗ؖܐॶͶ࿊ཙͤΖ͖Ν͢ىͱ͚ͫ͠͏ɽ

ྭ͓ͻɼܱඍճऀͶ࿊ཙͤΖ͗ɼक࠷͵Δक࠷ͳܱඍΝࣰતͶɽ

ܱඍ୴͗࿊ཙΝͤΖͺɼܱඍ୴ͳܱඍճऀΝࣰતͲɼ݃ɽ

कं࠷
େනं໌ࢱʁ
୴໌ࢱʁ
ుʁ൬ߺ

࠷ಋकڠ
ՐتௌνΤϱʀϜϋʖζϟϱφ

୴ʁ
ు൬ߺʁ������������

˕˕୴
ʁ໌ࢱ

ు൬ߺʁ

˕˕୴
ʁ໌ࢱ

ు൬ߺʁ

ܱඍճऀ
ऀ໌ʁ

୴໌ࢱʁ
ు൬ߺʁ

˕˕୴
ʁ໌ࢱ

ు൬ߺʁ

ॕܱॼ
������������

ॕভॼ
������������

ʁྙڢ
୴ʁ

ు൬ߺʁ

ԋʁޛ
୴ʁ

ు൬ߺʁ

ʁ࠷ڠ
୴ʁ
ు൬ߺʁ

ʁڢ
୴ʁ
ు൬ߺʁ



11.ઐ༽݇Ҳལ
ͤϗϱφͲ༽ͤΖࡒؽ༹ʀ਼ྖΝͤ΄ͱ͟ى͚ͫ͠͏ɽ
ͤઐ༽݇Ҳལ൬ߺͶͯ͏ͱͺɼफ़5.ഓਦͶͪ͢ࡎى൬ߺͳ͍ΚͦͪܙͲࡎىΝ͕͢͏بΉͤɽ

ྭ



実施報告書 

 

１．イベント名 

  
２．実施日時  

 
３．イベント内容 

概要 

 

 

 

詳細 

 

 

 

 

参加団体数・来場者数   参加団体               来場者数           人 

 

４．事故の有無 

    

５．警察対応 

    

６．消防対応 

    

７．区役所対応 

    

８．近隣騒音問題 

    

９．良かった点 

 

 

１０．反省点 

 

 

団体名  

所在地  

代表者                 ○印  



歌舞伎町タウン・マネージメント

代表　杉山　元茂　様

事業名

開催日時

会　場　(所在地)

実施内容･結果

来場者数

費　用

計

設置作業費（給排水・電

気・会場設営費等）

音響照明費

演出関係費

（会場掲示物含）

企画制作費

出演者費

準備制作費

(仕入代金含む）

車輛関係費

会場利用費

広告宣伝費

雑費

ゴミ処理費

清掃費

運営人件費

（警備費含）

保険料

交通費

計

収　入

支　出

残　高

差引

支出の部

内訳）

【収支決算報告欄】

収入の部

内訳）

　　　　　　　　　　円　　(下記収支決算報告書または別紙決算書を添付のこと)

　　　　　　　　　　　　　　人

団体名

住所

代表氏名

㊞

下記事業について、以下のとおり報告します。

事業終了報告書 令和 年 月


