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糂韆┘着搨碕朔質質質

亰嗣糸師紫詞亰嗣糸師紫詞亰嗣糸師紫詞亰嗣糸師紫詞
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旄餮囮
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鴇テ脉籗囮

諭₂㎏輸

糂韆┘癮彦痮糂韆┘癮彦痮糂韆┘癮彦痮糂韆┘癮彦痮
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坿娵窬穖穪篊籞祲
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æブ’25膅4/11胥筕穧䈎�蹣鑢藾î籗坿娵’蟷

術通偖冢乖腱忻嚊

冢乖腱忻嚊冢乖腱忻嚊冢乖腱忻嚊冢乖腱忻嚊

販霤睢》販霤睢》販霤睢》販霤睢》
偖 濫 頤偖 濫 頤偖 濫 頤偖 濫 頤
＋龝爨》＋龝爨》＋龝爨》＋龝爨》

液荵偖濫頤＋液荵偖濫頤＋液荵偖濫頤＋液荵偖濫頤＋
℡℡℡℡½傳½傳½傳½傳兔兔兔兔硼甄悦硼甄悦硼甄悦硼甄悦兔兔兔兔
冢優冢優冢優冢優兔兔兔兔冢偃冢偃冢偃冢偃☎☎☎☎龝龝龝龝

ñ腦褌霤ñ腦褌霤ñ腦褌霤ñ腦褌霤┙┙┙┙疫＃¿疫＃¿疫＃¿疫＃¿
冢乖冢乖冢乖冢乖
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術通尋求龝術通尋求龝術通尋求龝術通尋求龝
滋茹滋茹滋茹滋茹

販 纎 霤
腱忻＝

憎盂ハ扈液荵〈甄睢偖濫頤＋龝
畊挿爨》願英兔
術通偖稱閻甄稱
梼皃蔗》治痙龝湮《…蔗冉

æブ’25膅4/11胥筕穧䈎�蹣鑢藾î籗坿娵’蟷

冢乖腱忻嚊冢乖腱忻嚊冢乖腱忻嚊冢乖腱忻嚊
侃貫扈
閻頤〈甄睢術通偖龝婦默茣遘爨》頤稱兔
閻頤〈甄睢偖濫頤淀寺龝湮》頤稱兔
宋甕遘粮譁芍爨冉

爨諞譁爨諞終顔龝兔至扈礪詑蔗》
媾術通偖忿英終顔㌧㌶ゖ堙𡨚霤
痲瘍粟茣諞稱諞跚扈碓楕茣…蔗冉
腰ハ頤終顔＝誌遘兔憎盂ハ霤婦默
茣睢爨〈甄霤兔遣孵＝默爨…茣｝甄㍇㍇
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糂韆┘蹣鑢藾î籗坿娵’蟷
膅4/11胥筕穧䈎䐢砅㌱ぁ脽脽

籗烋濟迯㽷瞢坿娵𤹪㍿⊕痮瘳畱矞糂韆┘癉譯糂癉𤺋瘥瘳痀瘛痠畱璒籗烋濟迯㽷瞢坿娵𤹪㍿⊕痮瘳畱矞糂韆┘癉譯糂癉𤺋瘥瘳痀瘛痠畱璒籗烋濟迯㽷瞢坿娵𤹪㍿⊕痮瘳畱矞糂韆┘癉譯糂癉𤺋瘥瘳痀瘛痠畱璒籗烋濟迯㽷瞢坿娵𤹪㍿⊕痮瘳畱矞糂韆┘癉譯糂癉𤺋瘥瘳痀瘛痠畱璒

璥4/11胥滲糂韆┘æブ湊塁ツ颱4/11胥滲糂韆┘æブ湊塁ツ颱4/11胥滲糂韆┘æブ湊塁ツ颱4/11胥滲糂韆┘æブ湊塁ツ颱 溫寤籗鏤寤溫寤籗鏤寤溫寤籗鏤寤溫寤籗鏤寤

4/11胥滲糂韆┘35淋筮寤种䅈穟筁4/11胥滲糂韆┘35淋筮寤种䅈穟筁4/11胥滲糂韆┘35淋筮寤种䅈穟筁4/11胥滲糂韆┘35淋筮寤种䅈穟筁 鶺基鶺基鶺基鶺基

璥林癒糂韆┘䇮籞箛篖禕箛䅈穪ɔ埴𤹪旃35痟㿉癮鏘赱筮寤評腆璥林癒糂韆┘䇮籞箛篖禕箛䅈穪ɔ埴𤹪旃35痟㿉癮鏘赱筮寤評腆璥林癒糂韆┘䇮籞箛篖禕箛䅈穪ɔ埴𤹪旃35痟㿉癮鏘赱筮寤評腆璥林癒糂韆┘䇮籞箛篖禕箛䅈穪ɔ埴𤹪旃35痟㿉癮鏘赱筮寤評腆

籗籗籗籗瓖糂韆┘㽷睘痮矟𤺋畱𦩘𦩘瓘瓖糂韆┘㽷睘痮矟𤺋畱𦩘𦩘瓘瓖糂韆┘㽷睘痮矟𤺋畱𦩘𦩘瓘瓖糂韆┘㽷睘痮矟𤺋畱𦩘𦩘瓘𤹪’2510/11砅=沈𤹪’2510/11砅=沈𤹪’2510/11砅=沈𤹪’2510/11砅=沈

璥託┬籗匚瑠籗58┥籗æ鋗𤺋癁癮┘w疰畒矞㿉疷皕糂韆┘砅]畽璒璥託┬籗匚瑠籗58┥籗æ鋗𤺋癁癮┘w疰畒矞㿉疷皕糂韆┘砅]畽璒璥託┬籗匚瑠籗58┥籗æ鋗𤺋癁癮┘w疰畒矞㿉疷皕糂韆┘砅]畽璒璥託┬籗匚瑠籗58┥籗æ鋗𤺋癁癮┘w疰畒矞㿉疷皕糂韆┘砅]畽璒

瓖4/11胥筕穧䈎籞蹣鑢藾î坿娵’蟷种䅈穟筁瓘瓖4/11胥筕穧䈎籞蹣鑢藾î坿娵’蟷种䅈穟筁瓘瓖4/11胥筕穧䈎籞蹣鑢藾î坿娵’蟷种䅈穟筁瓘瓖4/11胥筕穧䈎籞蹣鑢藾î坿娵’蟷种䅈穟筁瓘

糂韆┘籗慼嘆斃糂韆┘籗慼嘆斃糂韆┘籗慼嘆斃糂韆┘籗慼嘆斃 ]畱æブw靭’2510/11砅=瘥瘳痀瘛痠畱璒]畱æブw靭’2510/11砅=瘥瘳痀瘛痠畱璒]畱æブw靭’2510/11砅=瘥瘳痀瘛痠畱璒]畱æブw靭’2510/11砅=瘥瘳痀瘛痠畱璒

桌桌桌桌 糂韆┘芻疆鴇把澑疰痟’25痮瀧h癉糂韆┘芻疆鴇把澑疰痟’25痮瀧h癉糂韆┘芻疆鴇把澑疰痟’25痮瀧h癉糂韆┘芻疆鴇把澑疰痟’25痮瀧h癉

糂韆┘荐彳搨溺檮九砅鶺ヹ痮𥆩瘃璒糂韆┘荐彳搨溺檮九砅鶺ヹ痮𥆩瘃璒糂韆┘荐彳搨溺檮九砅鶺ヹ痮𥆩瘃璒糂韆┘荐彳搨溺檮九砅鶺ヹ痮𥆩瘃璒
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鴇把澑睼糂韆┘け儁莉棡佻疰
溂嘖け儁嘆𤹪瘃

跖こ砅母ぁ痮瘳畱矞跏璙癮把爲◇朿砅鏘椌沪癉㿉癁跖こ砅母ぁ痮瘳畱矞跏璙癮把爲◇朿砅鏘椌沪癉㿉癁跖こ砅母ぁ痮瘳畱矞跏璙癮把爲◇朿砅鏘椌沪癉㿉癁跖こ砅母ぁ痮瘳畱矞跏璙癮把爲◇朿砅鏘椌沪癉㿉癁
𥇍矞瘓𥇍癉𤩍烋濟迯㽷瞢癮着搨檮九癉本砅評矟瘳畱𥇍矞瘓𥇍癉𤩍烋濟迯㽷瞢癮着搨檮九癉本砅評矟瘳畱𥇍矞瘓𥇍癉𤩍烋濟迯㽷瞢癮着搨檮九癉本砅評矟瘳畱𥇍矞瘓𥇍癉𤩍烋濟迯㽷瞢癮着搨檮九癉本砅評矟瘳畱
𥆩瘃璒𥆩瘃璒𥆩瘃璒𥆩瘃璒
糂韆┘癮着搨九皕林跖こ癮ｸ峩睼評脉kっ癉瞟瞤糂韆┘癮着搨九皕林跖こ癮ｸ峩睼評脉kっ癉瞟瞤糂韆┘癮着搨九皕林跖こ癮ｸ峩睼評脉kっ癉瞟瞤糂韆┘癮着搨九皕林跖こ癮ｸ峩睼評脉kっ癉瞟瞤
痠𥆩痧𥆩𤹪瘃癮𤹪𤩍跖こ癮Y盍砅𥁊𥆩疌㾮癮跖こ癉痠𥆩痧𥆩𤹪瘃癮𤹪𤩍跖こ癮Y盍砅𥁊𥆩疌㾮癮跖こ癉痠𥆩痧𥆩𤹪瘃癮𤹪𤩍跖こ癮Y盍砅𥁊𥆩疌㾮癮跖こ癉痠𥆩痧𥆩𤹪瘃癮𤹪𤩍跖こ癮Y盍砅𥁊𥆩疌㾮癮跖こ癉
畒瘥瘓檮九砅瀧h癉i疌瘳畱疷瘓畱㿉磔瘥瘳畱𥆩瘃璒畒瘥瘓檮九砅瀧h癉i疌瘳畱疷瘓畱㿉磔瘥瘳畱𥆩瘃璒畒瘥瘓檮九砅瀧h癉i疌瘳畱疷瘓畱㿉磔瘥瘳畱𥆩瘃璒畒瘥瘓檮九砅瀧h癉i疌瘳畱疷瘓畱㿉磔瘥瘳畱𥆩瘃璒
け儁砅漾鑒痠矟矞跖こ皕𤩍林癒癮畒砉痮砉瘃痝睼㽷け儁砅漾鑒痠矟矞跖こ皕𤩍林癒癮畒砉痮砉瘃痝睼㽷け儁砅漾鑒痠矟矞跖こ皕𤩍林癒癮畒砉痮砉瘃痝睼㽷け儁砅漾鑒痠矟矞跖こ皕𤩍林癒癮畒砉痮砉瘃痝睼㽷
逃膅鴇把𥞴篖稛籞䐢盨痟’25痀瘛痠畱璒逃膅鴇把𥞴篖稛籞䐢盨痟’25痀瘛痠畱璒逃膅鴇把𥞴篖稛籞䐢盨痟’25痀瘛痠畱璒逃膅鴇把𥞴篖稛籞䐢盨痟’25痀瘛痠畱璒

瀧h癉跖こ癮糂韆┘着搨檮九砅i疌𥆩痮瞚畽瀧h癉跖こ癮糂韆┘着搨檮九砅i疌𥆩痮瞚畽瀧h癉跖こ癮糂韆┘着搨檮九砅i疌𥆩痮瞚畽瀧h癉跖こ癮糂韆┘着搨檮九砅i疌𥆩痮瞚畽

4/11胥示視識削採砕傘糂韆┘け儁莉棡佻碕朔

嘯丈腰羡蒴焄憎盂荿皛硤遧術通偖葈畜悶覽拍賴冢乖滞葈尋求覽拍荢茁釞
劭况羽禔焄術通偖葈糯礰綠罇璟荢璟鎖梱滞皦﨤術通偖皺霞逗玄加[勳竈
擠¥益憎盂孀釞合括禔焄憎盂葈冽神釭羽譿荿憎盂荿皛硤遧術通偖‐覽遣
孵釞梼皃禔罇璟諟禛煜

o付юハ決q
楨 礰茁譿褪Ｉ憎盂-鋩髞揉憎盂-諠激揉憎盂孀釞皺霞禔焄術通偖葈偕
需終顔賴‐覽孵焄侃貫羡葈術通偖葈婦默濫必荢茁檀霜葈終顔静７-終顔
デ談釞默璟諟禛煜
﨔 憎盂葈零濫釞色席禔荢益﨤焄術通偖冢乖-尋求‐覽孵荿緖璟罇零願
荿耳福精遣孵釞ñ悋荿梼皃璟精禔諟禛煜
榘 術通偖釞倪畯偖濫葈＋益冢乖禔精謔荿猪術通偖卒蜘腱忻嚊獷羡礼顔
苑璟精絈砡礰羽羡焄侃貫羡葈術通偖葈婦默タ逸賴霜精荢術通偖葈婦默終
顔葈色席釞默璟焄尋求覽拍荿諶硤精遣孵釞梼皃禔頚憎禔罇璟睆諟禛煜諟
精術通偖尋求‐覽遣孵荿緖璟罇頴囲葈瑢釭禔釭禛礰賴皦Ｉ[Ｗせ鋿)鍗
.¥葈Ｗせ墾益勁ド削睛載擦際甑
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宙 妙 ’ 25 

烋耨」0烝8鏤「1蹙 

 

藴朿姫質k輸逃跖こ 跖こ摩 ┦ 

 

4/11胥滲鴇把033/8楡藴朿033/8使藴朿k謚蝠ゼ摩 

 

鋗 嘆 ┘ 宙 譖 昨 搨 溺 削 肴 哉 崎 

 

烋標朔鑚滲藴朿033/8跖九削斎Xミ腰斎誘本燦ァ三グ削再三歳碕妻斎菜哉擦際甑 

 超烝朔ぇ埴ɚ作ª醢歳62済腰超癆雑珽㏈歳62采禳参歳再三擦際甑 

藴朿姫質k瀧朝策碕三昨藴朿Y磽削ほ粤裁腰謦薩崎通託昨珵削肴哉崎腰鋗嘆┘宙譖搨溺

削拓廟昨檮九燦）載崎哉冴坂済擦際皿妻採庨哉哉冴裁擦際甑 

 

禽跚ょ煬歳æ←際傘筮寤鯖ｸ峩h鋗嘆┘着搨筮寤支使詞琢昨醢細莉豬っ昨筮寤削友便ほ粤

裁腰跚㏈質▔燵作鷺昨ｸ峩阯鍔削盆綰際傘祭碕甑罪昨薇腰㌱湊っ昨嘆溺鯖獪鑢腰コ`裁っ

韈µ削檮睛際傘祭碕甑 

禽㌱湊縫腰㌱湊嘆腰02嫡癆っ削祭擦薩削靱便鯖岑便燦ぃ29裁腰帝纈燦流傘碕碕雑削腰母ぁ

k匙昨把爲ヌ柆作鷺把爲っX燦盡熹際傘祭碕甑 

禽鋗嘆┘昨]哉昨再傘┘w歳コ晒参冴寢淋削朔腰蹣鑢削靱便質岑便ぃ29腰典㏈昨副様腰┖

㾱匙昨蟯=っ腰鎮勉作睛磧腆疆っ燦曚跖際傘祭碕甑 

禽鋗嘆┘宙譖朔腰榮不埼昨㌱湊嘆削採哉崎雑æブ裁崎採三腰罪参察鷺珽采作哉跚㏈θ「5が

」0ォχ埼雑▔燵っ罪昨直昨阯鍔削皿三æブ裁崎哉傘祭碕削ほ粤際傘祭碕甑 

 

懇理iユ賽昏 

禽翌ブ枕畑h鋗嘆┘着搨式実児鴫紫詞 

し下下た上://ててて.mしlて.ざo.すた/さじlご/04-Houこouしaたたとou-10901000-Kごnkoukとoku-

Soumuka/00001「4【40_1.たこさ 

禽ｸ峩h鋗嘆┘着搨筮寤支使詞 

し下下た://ててて.てbざ下.ごnv.ざo.すた/ 

θ揺宝裁崎母ぁ埼済傘邊里儕æユ賽昨直⅕鋗嘆┘檮九昨筮寤歳髭曚裁崎哉擦際甑χ 

禽坤鋗嘆┘ｸ峩鴇把爾誌自仔識「018墾θ烋耨」0烝ǚ鏤謦ワｸ峩hχ 

し下下た://ててて.てbざ下.ごnv.ざo.すた/しごa下じllnご上上_manual.たした 

 

 

4/11胥滲鴇把033/8楡藴朿033/8使藴朿k謚蝠ゼ 

鴈やŹ0】8-」「「-5「」0 
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θ理iχｸ峩h鋗嘆┘着搨筮寤支使詞坤醢細莉豬θWBGTχ碕朔ş墾栽晒艀そθhttp://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.phpχ 

 



痛藁ǘ烝ǚ鏤 

藴歳哉輸逃宙黻k林哲 

4/11胥滲ｸ峩楡 

 

坤策擦撒三率邊墾昨ギ鍔z藁削締妻斎誘本昨採庨哉 

 

烋標朔4/11胥滲昨ｸ峩⊕譏削斎Xミ質斎誘本哉冴坂済再三歳碕妻斎菜哉擦際甑 

4/11胥滲埼朔腰坿娵鯖̂0作朝腰デ踞っ削皿傘斎札箆裁昨誘本歳癧晒参剤腰屍式実執旨至実斯

辞執擦埼G晒斎札燦莵阪箆際祭碕歳噤飫作珽䕺k鯖藴歳哉kっ削檮裁崎腰斎札率邊削邸妻坤策

擦撒三率邊墾燦曚跖裁崎哉擦際甑 

痛藁ǘ烝燵皿三坤策擦撒三率邊墾昨ギ鍔燦託ぇ昨碕採三z藁裁擦際歳腰藴歳哉輸逃宙黻k昨

έ┦削採栽参擦裁崎朔腰藴歳哉kっ昨莵62療1作斎札箆裁謚蝠昨冴薩削腰坤G妹里索注妹質蒜妹

削皿傘坿娵質宙黻kっ埼昨妹砕淋哉昨嘆埼誘本質謚蝠燦溜砕傘祭碕墾燦嫻鑚碕際傘坤策擦撒三

率邊墾昨ǔ踪削斎Xミ哉冴坂采碕碕雑削腰母ぁ削再冴榊崎昨斎誘本燦採庨哉裁擦際甑 

藴歳哉昨再傘跏栽晒斎札箆裁謚蝠昨bド燦溜砕冴薇朔腰ǜ鏤疆穂次実痔時実施削崎蚣Ó着暼

昨坤策擦撒三率邊削輸際傘爾誌自仔識墾燦盻剤斎:ィ哉冴坂済腰あŮ札迯っ削斎㌱ぁ哉冴坂済

擦際皿妻採庨哉哉冴裁擦際甑 

 

ぇ 

 

ǖḿ藴歳哉k削採砕傘坤策擦撒三率邊墾昨ギ鍔z藁癆昨檮ょkギ鍔 

坿娵鯖̂0作朝質デ踞っ削皿傘斎札箆裁昨誘本鯖藴朿033/8支実似旨削皿傘謚蝠燦溜砕晒参

剤腰屍式実執旨至実斯辞執擦埼G晒斎札燦莵阪箆際祭碕歳噤飫作跏埼腰通託昨ギ鍔削ゅ疆際

傘跏歳檮ょ碕作三擦際甑 

禽藴朿昨再傘腰策碕三釵晒裁埼腰藴朿謚蝠癒便ǖ通琢昨跏 

   

ǘḿ斎誘本燦採庨哉際傘不杞 

  質母ぁ漾鑒k歳斎札箆裁噤飫埼再傘w靭昨:ィθあŮ迯χ質慕⎨爾誌自仔識不昨坤あŮ宙縫

:ィ鎬墾匙昨ぇ評里索ｸ峩楡宙黻脉匙昨=沈 

  質ｸ峩楡宙黻脉歳曚跖際傘母ぁ漾鑒k碕昨傜ド匙昨輪濂 

  質晧玲:ィ迯鯖摩鑢濁圻迯っ昨’25の旅碕裁崎昨’蟷 っ 

 

せ彬典ɚ削朔腰託ぇ URL坤策擦撒三率邊削輸際傘爾誌自仔識墾燦盻剤斎:ィ采坂細哉甑 

https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/kurashi/recycle/gomi/shisaku/arikata/jigyosha.html 

 

ǚḿほ粤宙奡 

  質祭昨燵昨ギ鍔z藁削締哉腰彌豬昨溜沈歳篶暼細参擦際甑擦冴腰率邊燦明慱際傘擦埼削腰

曇慕削Q圻昨斎札箆裁昨w靭鯖採撤擦哉昨w靭っ燦:ィ際傘冴薩腰傜ド燦細在崎哉冴坂

采盻ギ歳再三擦際甑傜ド昨曚跖鯖率邊明慱擦埼b疆鑢戻採蹙削阪燦夌采寢淋歳再三擦際

昨埼腰斎嫡臙采坂細哉甑 

 

 

 

 

 

禽瀧めɚ作儁哉淋撒在菱 

4/11胥滲f淋思実識止執祉実 鴈やŹ078-333-3330 

溜沈迯戻ŹŞ迯がǘǖ迯θ烝嘆緖帝χ 

禽芻疆Źｸ峩楡ｸ峩譏九ゼ 鰶敕腰拄ゅ 鴈やŹ078ｏ595-6076 
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％翁3裟5男 4/11胥滲ｸ峩楡

2琄腎ホ購菟グ!藻広謎耕肱!晃紘江広玞

分滾荳橲荳貢!衲琯蕁砭琹蕁合腔貢侮
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!行頓浩肱晃紘江広
【黙乞【盡斃G遍唆察作詐策座察
互互!!UFM189.444.4441!玼朮腎㏍遷!9蕁砭32蕁珏 梼!彈め╈ぇよ!┝ベ┈

琤琄ː巷杭秦P!腔溝玞

4琄⒧恒荒広構壕膏薙杭肱伍
!!!!!腎ホ貢W恒鵠2腔
!!!!!頓浩肱晃紘江広玞

琬琄魂鷺察策瑳塞察査崎策行!⒧恒荒広構壕膏
!!!!凅盻惚薙杭肱
互!頓浩肱晃紘江広玞

!廱56í£66íヅ┩ガ┞┇
!胚詑れ畏胚詑┎瑕
ﾍ鴆鴆′┻〈┞┇

!逗計瑕┏ﾎ♯ゴ┞ボ┳ﾏ



粧祥肖州迄馳臭"
"

" 棋棋" " " " " " " " " 棋棋" "
!!

 

鶴燥早膝楯揮鋤潤粧祥尽醜団槽伸痩粧祥尽
灼従省柔主輯叔竣彰揮晶潤庶揮淳庄晶周省殊需含
深拭数橡周収戎蹴殊岸"
¥抉Ё;6裟＃½┎樵旨┢ブヂ┏ 2-111óバ＃½┎抉蕚雨┏バ┎∫圜ﾎビ┩┋紐＋┋遣ブ┆!

鰒れバ＃½┎抉蕚鰺罪堵浴Κ齢紐鯲^!

 
 

" "情爵岨僧殊柔州修含硝那州寸頒醤繊灼従省柔主輯季寸頒主輯稀首寂綬殊"
" 竣彰揮晶潤庶揮淳庄晶周修含寸頒主輯手灼省珠蹴珠夙岸湘紹含粧訊尽季甜切嵩粧祥断週稀同灼従
省柔主輯季粧祥爪主輯稀修含脱州棲爽周状縦従狩粧祥肖蒋従州庁遷周杓遮樹電水周争唇手樹遮酒首
錫創辛爵謝戎蹴殊岸"
"
" "粧訊尽扶撰忍同州詔菖綬酬含粧訊尽灼従省柔主輯修含情綬修岨僧手蹴珠夙"
粧訊尽同爵撰忍需鐘朱槍聖周謝柔詔菖修含粧訊尽同州主輯季粧祥爪主輯稀需含撰忍綬州寸頒醤繊

灼従省柔主輯季寸頒主輯稀需叔銑裳手樹電水周争唇手樹遮酒首錫創辛爵謝戎蹴殊岸"
" ◉

◉

"
粧祥爪主輯季硝那停橡聖稀州"電水"収"争唇上拭"

!

季教稀仙遭情粧祥爪主輯征剰返"叔煽邪岸"
季橋稀裳全"殊柔岸季窓熱含辱蕩含凰沼季深熱稀稀"
季況稀Õ"騰窓祥肖周岨僧絶侏叔跡鍍"殊柔含"

劣修"
Ö"蒋従仙遭情州争唇鮮迅臭澄儒西輯"含争唇手樹錫首取遮岸"

"

 
" " "

jvvr<11yyy0ekv{0mqdg0ni0lr1dwukpguu1tgiwncvkqp1gpxktqpogpv1gpvgtrtkug1lki{qmgkiqoktwng0jvon"
"

"

嘯丈腰麓気狐～騰廡罪堵浴遣孵苳! ! ! ! !

豌睾鰡鰄鰤鰄鰔鰮鰆鰥鰥!

～騰廡パ┟蚊冢━┩ブ!

遣ブ┆

仙遭情" 粧祥爪主輯州省手上 " 精"閉"

RQKPV"

瞎茣粮鬮兔翔跚〉頤⒄ⅳ稱〉┇
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ǜǜǜǜ....ヴきbド謚蝠昨髭曚ヴきbド謚蝠昨髭曚ヴきbド謚蝠昨髭曚ヴきbド謚蝠昨髭曚 

4/11胥滲削採砕傘ヴきbド謚蝠昨髭曚燦¥ɚ削腰莉暼Y暼質莉暼藴朿姫bド謚蝠宙黻脉昨典奉甓尤

っ碕裁崎腰痛藁ǘ烝燵皿三妹耨宙黻燦赱こ際傘甑赱冴削bド謚蝠梵魔佻燦邊ぁ質盆18裁冴宙黻脉削

檮裁崎腰崢佻裁冴朝鍔ホ昨湧巸θ琢沪 200 拓付腰藴朿姫bド謚蝠宙黻脉昨寢淋腰琢沪 300 拓付χ燦

鏘摩ǘ烝戻妹耨際傘甑 

 

宙黻昨ゆ出鯖あネ腆62済昨ゆ出削肴哉崎朔腰痛藁ǘ烝燵ĄがĽ鏤夤削シ軛抵燦曚跖裁腰シ軛際傘甑

θシ軛抵昨蹙91っ朔謦薩崎採î晒在際傘χ莉暼Y暼質莉暼藴朿姫bド謚蝠宙黻脉腰擦冴腰祭参晒昨

宙黻脉昨コ阪琢砦燦鶺ヹ裁崎哉傘1/6抵033/8堙朝っ削採栽参崎朔腰鑚妹耨宙黻昨㌱ぁ燦鶺ヹ細参冴哉甑 

 

 

芻疆Ź藴朿k謚蝠ゼ 恃も質檢匹 

ǹŚŞḾǚǘǘḾĽǚǚǘ 

 

 

ĄĄĄĄ....    藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵    謚29褻桎颱嫻╪昨コ`裁削肴哉崎謚29褻桎颱嫻╪昨コ`裁削肴哉崎謚29褻桎颱嫻╪昨コ`裁削肴哉崎謚29褻桎颱嫻╪昨コ`裁削肴哉崎    

込楝晁跳つ質裴燵け儁跳つ昨謚29ゃ暼昨姉使詩鹿使執昨コ`裁燦痛藁ǘ烝ǜ鏤ǖ蹙θ着暼χ栽晒⊕

哉擦際甑齪ギ朔慕㊎ǖ燦斎:ィ采坂細哉甑 

 

ĽĽĽĽ....裴燵け儁跳つ昨杣祢母ぁ削肴哉崎裴燵け儁跳つ昨杣祢母ぁ削肴哉崎裴燵け儁跳つ昨杣祢母ぁ削肴哉崎裴燵け儁跳つ昨杣祢母ぁ削肴哉崎    

込裴燵け儁跳つ昨杣祢迯昨母ぁ削肴哉崎腰痛藁匹烝 11 鏤皿三慕⎨昨〛三流膾哉燦廸鍮裁崎採三擦

際甑齪ギ朔慕㊎ǘ燦斎:ィ采坂細哉甑 

 

ŚŚŚŚḿ靱搨堙質圓ÿ渼朿搨溺堙昨謦塡削肴哉崎ḿ靱搨堙質圓ÿ渼朿搨溺堙昨謦塡削肴哉崎ḿ靱搨堙質圓ÿ渼朿搨溺堙昨謦塡削肴哉崎ḿ靱搨堙質圓ÿ渼朿搨溺堙昨謦塡削肴哉崎    

込靱搨堙質圓ÿ渼朿搨溺堙昨謦塡θ烋耨29烝Ľ鏤19蹙謦塡χ削締哉⑽靱篶暼癒娵鯖圓ÿ渼朿す耻癒

娵不昨ギ盆綰k母ぁ跖こ昨っXkっ朔腰步飫:鴇ヴき昨転耨質步飫あH昨曚跖歳57妙碕作三擦裁冴甑 

超癆腰檮ょ宙黻脉削朔曇慕削斎騁不裁崎哉采着暼埼際甑慕㊎ǚ腰慕⎨５）Fユ賽燦斎:ィ采坂細哉甑 
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                                          慕㊎ǖ 

 

 

  

 

鰺1鯲

＞竈揉

┎濫必

┋┄ガ

┆┎囲

δ 

＞竈麓

気囲δ

┲霜盂 

囲δ ＞   竈   揉   ┎   濫   必 

鱠 ﾂ鰺液袴ﾎπ袴┈┢┋鯲＞竈揉ゼガ┊ガ 

 鰺諠激揉┎┟┎Ü恨┤ 1別 薄畜母┎ジ姚┈液袴孀┲堰┠鯲 

ﾂ＞竈揉ゼ＞竈Ｗ誡┎痙＞竈ﾎ┞〞┏痙礎昔┎瞼計┲唄デ┆ガ┫ 

ﾂ＞竈揉ゼ做纂┇＞竈ベ┫バ┈ゼΧ兆┊ガ 

ﾂ＞竈揉ゼ属áÖ瓦鰺腦 30 滞褌＃¿姑с鰺‐計┲堰┠鯲孀鯲 

ﾂ＞竈揉ゼ鰆＋┇菻祭諠激揉鰺礎昔囲δﾘ鰊ﾙ＃¿鯲┈姑契Й┎仝最ジ雨┏＞竈Ｗ誡┎痙

＞竈┎瞼計┲唄デ┆ガ┫鋩髞揉┲＞竈ブ┆ガ┫ 

鱧 ﾂπ袴┎＞竈揉ゼガ┫ 

ﾂ＞竈揉ゼ做纂┇＞竈ベ┫バ┈ゼ梱滞┏Χ兆┊ガ 

ﾂ＞竈揉ゼ属áÖ瓦鰺腦 10 滞褌＃¿姑с鰺‐計┲堰┠鯲孀鯲 

ﾂ＞竈揉ゼ鰆＋┇諠激揉鰺ジ鯲┈姑契Й┎仝最ジ雨┏＞竈Ｗ誡┎痙＞竈┎瞼計┲唄デ┆ガ

┫鋩髞揉┲＞竈ブ┆ガ┫ 

ﾂ╇ほろこせろてタ袴揉鰺ｏ＋衣∨┇袴桂＞竈┲σ豫ベ┫願英鰺淀¶鯲鯲 ※鰆 

鱶 ﾂAれB ┋睹司ブ┊ガ＞竈揉ゼガ┫ 

 

ﾂ ＞竈揉ゼ畊挿＋ガ┫願英┏ﾎ，┋＞竈┲申グ＞竈揉┎濫必┇ο遭ﾏ液垳祭┎願英┏ﾎÜ恨ダ∃

┇ο遭ﾏ 

ﾂ そふよぃ┺┹┤聘諞孀┎礎昔┏ﾎ亜締碌紬┎謔┋≒紹ビ┬┫ﾘ腦褌癸亶玻ﾙ┇礎忱萪┋碓楕ﾏ 

※鰆 ╇ほろこせろてタ袴揉┋┄ガ┆┎袴桂＞竈れ菻祭皺霞＞竈┏％翁 3 裟鰒男竹┲┢┃┆遣笘休

┈┊┫‐計ﾏ 

 

鰺鰈鯲

夷兒况

╈┹┲

〓ガ梱

滞＞竈

ゼ治痙

┊菻祭

諠激揉

┎淀π

陥包 

 夷兒况╈┹┲〓グ叛纜况裔滞褌┎＞竈鰺＞竈┎～純┋遣耳ベ┫〞┡┎瘁畦┪┲堰┠鯲┲治痙┈ベ┫

揉┎袴桂┋ジデ┫菻祭皺霞＞竈┋┄ガ┆┏ﾎ畷包礎忱萪┋ズズ┯┩ペﾎ肺┎淀π陥包┲舁豫ベ┫バ┈

ゼ┇ゾ┫ﾏ┊ジ淀π陥包┲糴ゴ┫礎忱萪┲寰計ブ┨グ┈ベ┫┈ゾ┏ﾎ諠激揉礎昔硴┋胃窕┎グゴﾎ贓

計棺献紬〒┎縮瘁┲擧ヂ┢┎┈ベ┫ﾏ 

 

鰺鰆鯲遣笘揉┎痙☆ 

菻祭諠激揉孀宛甚礎昔遣笘揉┎痙☆┋睹司ベ┫揉┇ﾎ肺┎鰆ﾎ鰈┎ガペ┬┋┢睹司ベ┫揉ﾎ雨┏鰒┋

睹司ベ┫揉ﾏ 

   鰆 ALSれ孑[]ぇみく┺ろ孀┎ダ繝偲諠激揉 

   鰈 袴桂┇＋拷応掩廓孀乖押┋劵棲褪┯┫夷兒廓ナ┲瓧匱ブﾎ掩晒孀ゼ治痙┊濫純┋ケ┫揉 

   鰒 鰆ﾎ鰈┋包ペ┫揉 

藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵藴朿kGコ謚蝠29沈奉燵    謚29褻桎颱嫻╪コ`裁謚29褻桎颱嫻╪コ`裁謚29褻桎颱嫻╪コ`裁謚29褻桎颱嫻╪コ`裁昨齪ギ昨齪ギ昨齪ギ昨齪ギ    
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ǚḿ殺ぁ明慱迯鑢 

％翁 2 裟鰊男 1 属鰺‐計鯲 

 

 

 

※鰆属ケ〞┪ 11 滞褌ズ┩ 20 滞褌┎屓褐ハ鰺垉ю＞竈堰┠鯲┈ブﾎ肺┎玻┎┈ジ┪礎昔┎治痙┋耳

プ┆鰒囲δ┋盂計ベ┫ﾏ 

 

袴桂┇┎菻祭皺霞＞竈┎礎忱萪 

鰺鰈鯲淀π陥包┎盂計像紐 

 瓦桂乖付ゼ嬰旡ズ円ズ┎ο遭鵜┓袴桂乖付┋褪ベ┫佚縮～躁┎縮瘁à┓┋ﾎ¿皙濫純べ┎ガペ┬┋   

睹司ベ┫┎ズﾎ，彦夷┎縮瘁蛋鰺縮瘁蛋嘘誌篩豫┏筑＋筮申鯲┎静Χ┲蕃┡┫ﾏ 

 

鰺3鯲

囲┋ジ

デ┫礎

忱秘計

┎こみ

〉]┎

詑啅粟 

 畷包礎忱萪┲陥包┈ブ┆ﾎ｠┬┲糴ゴ┫願英┏ﾎ諠激礎昔囲δ┎瘁劵ブ┤ﾎ＞竈Ｗ誡┲唄デ┆ガ┫

願英┏＞竈瞼計┎瘁劵ブ┲梼皃ベ┫┎ゼЙ静┇ケ┫ﾏ〞─ブｏﾑ┎～終┲尉δ┋亜締ブ〞グゴ┇ﾎ辜

～ﾎタ膚ﾎ匱暖ゴﾎ勢畢ﾎ傑～ﾎ嗾〒乖付¿┎嬢怦ゾ孀ﾎ属梱乖付┋ジガ┆詑┩ズ┋毋ブヂ礎諠┲ゾ

〞ブﾎ畷包礎忱萪┇┏Ö苻英ゼケ┫＃½┎願英┏ﾎ畷包礎忱萪┲糴ゴ┆ﾎ畷包礎忱萪┎ 1.プ ｐ┞┇

┏ﾎ礎忱秘計Χ兆┫バ┈┈ベ┫ﾏ 

┊ジ 1.プ ｐ┲糴ゴ┫礎忱萪┲寰計ブ┨グ┈ベ┫┈ゾ孀┏ﾎ贓計棺献紬〒┎縮瘁┲擧ヂ┢┎┈ベ┫ﾏ 

 

1. 吭况諠激鵜┓幟嘯諠激┇傑～┤嗾〒乖付┲默ググゴ┇ﾎк癰┤礎昔ゼ治痙┊願英 

2. 憎盂ズ┩┎肭冗ﾎ做訶孀夷兒濡褪ズ┩┎肭訶劵至┇ﾎñ滞况┋宮ヂ┎礎忱萪ゼ治痙┊願英 

3. 滞褌┲痙ベ┫╊つねゅ╈ろ‶はよ礎昔ゼ治痙┊願英鰺諠激礎昔囲δ┎瞼計碌紬躁劭┋ジガ┆ 

╊つねゅ╈ろ‶はよゼ＃½┎ﾎガペ┬ズ┋瞼計ビ┬┆ガ┫鯲 

ﾘ鰈.淀計┎揉┇ケ┬┐╊つねゅ╈ろ‶はよ┇ゾ┫ﾙ 

ﾘ3.〒睾＃休┎像紐┇╊つねゅ╈ろ‶はよ┇ゾ┫ﾙ 

ﾘ4.律枳┎像紐┇╊つねゅ╈ろ‶はよ┇ゾ┫ﾙﾘプ.╊つねゅ╈ろ‶はよ┇ゾ┊ガﾙ 

4. さほえろ┋瞼┡┩┬┆ガ┫夷兒况┊＞竈鰺〞┳┎掩晒孀鯲┤淀伐┎顕裘况┊茹諸┲┢┃┆默グ碌

齢ゼ治痙┊願英 

プ. ∃偏碌操┤∃∨脚隻孀┎〞┡ﾎ焚急恨＞竈ゼ治痙┊願英 

ヘ. ＞竈揉ゼ蔀┊～鼠┤偕做┋┨┫願英ﾎ┤┠┲誌ペ憎盂タ冗ゼ治痙┊願英ﾎ兒迺┎治痙偲ゼ鋩ガ願

英 

判. 1鹽ヘ ┋睹司ボペ囀噐～唖冗裔ゼ淀π┋治痙┈瞼┡┫願英 

癒ァ ァ 便ァ
跳つァ
ｸ峩ァ

謚29迯戻ァ
謚蝠癮盻ギ燵膅w絣八䐢ァ

膅鏤邑哲䐢ァ 膅蹙邑哲䐢ァ

磕ァ
ヂ𤩍ッァ シコケ 迯戻ァ コケ 迯戻 濟癉朝溷倭裂咏っ砅〉fl痮𤩍裂瑰疰濟迯盻ギ𤺋w絣𤹪畒

瞤𤩍瀧朝𤹪煮痟瘇矞迯戻疰臤迯戻鑷▕癮w絣璒ァツァ ザコジ 迯戻ァ ゲジ 迯戻 

磹ァ
ヂ𤩍ッァ サズシ 迯戻ァ ゲシ 迯戻 朝溷倭裂咏っ砅〉fl痮𤩍裂瑰疰ゲ蹙癮畽瘜豬嘖通琢盻ギ𤺋

w絣𤹪𤩍瀧朝𤹪煮痟瘇矞迯戻疰𦣪迯戻鑷▕癮w絣璒ァツァ サケゴ 迯戻ァ ゲゴ 迯戻 

磾ァ
ヂ𤩍ッァ ゴサゲ 迯戻ァ ゲゲ 迯戻 朝溷倭裂咏っ砅〉fl痮𤩍裂瑰睘盻ギ瘛疰ゲ蹙癮畽瘜豬嘖⊕

疌皡瞟畱w絣𤹪𤩍𦣪迯戻91燵皕瀧朝𤹪煮痟瘇矞w絣ァツァ コサス 迯戻ァ ス 迯戻 
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慕㊎ǘ 

 鴇 藴 謚 4 1 6 5 陵 

痛 藁 匹 烝 1 1 鏤 1 蹙 

林癒鴇把033/8使把爲033/8ゼ摩 ┦ 

姒⅘癒戻姒⅘謚脉鴇把033/8ゼ摩 ┦ 

戻4/11癒鴇把033/8ゼ摩 ┦ 

祭鷺雑朸爛止執祉実脉摩 ┦ 

㋐4/11鴇把033/8止執祉実脉摩 ┦ 

林癒藴朿k坿娵ブ㌱謚蝠止執祉実摩 ┦ 

鴇把033/8楡藴朿033/8使藴朿k謚蝠ゼ摩 

 

 

裴燵け儁跳つ昨裴燵け儁跳つ昨裴燵け儁跳つ昨裴燵け儁跳つ昨母ぁ削母ぁ削母ぁ削母ぁ削肴哉崎肴哉崎肴哉崎肴哉崎    

 

烋標朔腰藴朿033/8支実似旨奉燵昨付❽作曚跖削斎椽本ァ三腰再三歳碕妻斎菜哉擦際甑 

コ箆裁昨鍔削肴哉崎腰烋耨 25 烝 6鏤 12 蹙沈鴇藴謚0 1160 陵削崎裴燵け儁跳つ昨杣祢母ぁ削肴哉

崎昨殺ぁ嫻╪燦暼薩崎採三擦裁冴歳腰殺ぁ嫻╪燦謦薩擦裁冴昨埼腰超癆昨謚29ゃ暼昨薇削朔腰託ぇ

昨〛三流三膾哉哉冴坂済擦際皿妻採庨哉裁擦際甑 

 

ぇ 

 

ǖḿ裴燵け儁跳つ昨杣祢母ぁ削肴哉崎     

 託ぇ昨哉剤参昨阯鍔雑▕冴際雑昨削肴哉崎腰杣祢菱θ跖こ不χ埼昨裴燵け儁跳つ昨母ぁ雑療1碕際傘 

会 謚29ゃ暼迯戻昨38噬不 

解 1/6抵〛矗琢鎮疆埼再傘碕ィ薩晒参傘弸箆 

 

ǘḿ罪昨直 

 質杣祢菱θ跖こ不χ削採哉崎裴燵け儁跳つ燦二暼埼済傘迯戻朔慼宙跳妹鯖評⑻跳妹っ腰彬典ɚ作跳妹

昨æブ裁崎哉傘迯戻碕際傘 

 質弸箆迯削採砕傘82湊嘆昨跳つ削肴哉崎朔腰藴朿kっ削輪⊕裁崎⊕妻82湊昨蝠つ腰薺在肴里索慼宙っ

昨跳つ罪昨直昨藴朿kっ昨弸箆迯削盻ギ作蝠妹燦⊕妻雑昨碕際傘 

 質裴燵け儁跳つ通弸昨次実痔慈識寺支実似旨削肴哉崎朔腰癩縫〛三昨流三膾哉碕際傘 
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拍 粋 斉 消 狭 蕉 
仙 遭 情 

辛惰繁肖嵩娠鮮迅州尽腺肖癌怠唇肖州迄馳臭 
 

場適杉鬼楢沢蕃扇同周状殊柔峻縮書廠縮晶亀州盛剰周寿遮樹 
 

錘腎 しさ 消況蕉 2。 樵含場適杉季側凪増芯稀周十戎鬼楢沢蕃扇同周状殊柔峻縮書廠縮晶亀
季衰錠鬼峻縮書廠縮晶亀需遮遮蹴殊岸稀州硝嬢爵盛剰取汁酒惹需叔睡寂含情礁青爵象拍殊柔
楢沢昔据同州場千爵奏憧取汁蹴手酒岸 

米手錫修含渉爵拙腎手酒摂据初廠淳叔主幼錫首取遮岸 
層鮮迅周杓灼汁蹴手樹修含曹夫抄升承点秀楢沢昔据同周操朱酒電潜収鞘操爵需汁柔十邪含

樵冖灼従州疹凄叔杓販遮遮酒手蹴殊岸 
 

教玩峻縮書廠縮晶盛剰州勿辛 
季教稀曹夫抄升承州賊障 
休凪燥丈周杓寂柔楢沢州順縮奨晶舜叔裳灼戎醜殊錫手含撰浄同州蒋象城収楢沢正蒼叔制対

殊柔酒酋含“需柔舟酌章森”需“腫州章森叔漠殊昔据”州鞘操叔埴薦尻殊柔酬州需手樹含 
常酒周狭凋鉄州鬼曹夫抄升承亀叔賊障殊柔 

癌曹夫抄升承教 啓凪燥臭州斥汰勺叔鉦酋柔 
癌曹夫抄升承橋 啓楢沢周掃勺含蒋従州楢沢章森叔薦析殊柔 
癌曹夫抄升承況 啓鉦寧肖同含楢沢周丈冗叔辛殊柔焦需腫州制対肖修楢沢叔織詮殊柔 

妓楢沢昔据宜鬼楢沢祖掃癌鉦寧肖同楢沢織詮亀周鞘操 
癌曹夫抄升承狂 啓寝殖楢沢殊柔 

妓楢沢昔据宜鬼楢沢蕃扇亀鬼楢沢征折季奈藻稀亀周鞘操 
癌曹夫抄升承狭 啓歎叔兆柔酒酋州紳碇州章森叔需柔 
 
季橋稀鬼凪燥象醤昔据亀州常迅 
休楢沢叔漠殊昔据周崇勺樹含凪燥爵蝕声周象醤手酒惹需叔注勺柔酒酋含 

鬼曹夫抄升承狭既凪燥象醤昔据亀叔常迅殊柔 
 
橋玩飾丞州楢沢昔据同州象逗上拭需楢沢州順縮奨晶舜 

仙遭情綬修含楢沢昔据同州象拍丈周含曹夫抄升承需楢沢昔据癌凪燥象醤昔据叔菖縦珠樹
昔据象逗殊柔成剰綬殊岸 

 
 
 
 
紹湘早膝鮮迅同綬修含蒋譲楢沢爵判沢収上酬棲錫嵩娠取汁樹杓戎含楢沢周丈冗叔辛殊柔

妓象逗箪宜鬼曹夫抄升承況季楢沢祖掃癌鉦寧肖同楢沢織詮稀亀 
鬼曹夫抄升承狂季楢沢蕃扇稀亀 鬼曹夫抄升承狂季楢沢征折季奈藻稀稀亀 
鬼曹夫抄升承狭季凪燥象醤昔据稀亀 

慕㊎ǚ 
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惹需灼従含鬼曹夫抄升承況季楢沢祖掃癌鉦寧肖同楢沢織詮稀亀爵象拍取汁酒従畜醜灼周楢沢
章森叔織詮手樹錫首取遮岸 

占柘同周杓遮樹修含庶抄鋤醜哨揮妾召揮準同綬昔据叔岨僧手収爵従含陀酋州鞘操叔杓販
遮手蹴殊岸 

 
況玩楢沢薦伸性糎州拙腎癌据扇 

釣鮮迅修含仙遭情鍾但側凪性糎周杓遮樹鬼郎髄探剰銑但蹴酒修促負凪燥曹夫銑但場周謝
戎含腫州嵩娠肖州亢髄丈同州畳附灼寿亞畜収楢沢州薦伸叔長柔創辛爵謝柔需析酋従汁柔辛
惰繁肖嵩娠鮮迅亀周征剰取汁樹遮蹴殊季征剰爵成剰取汁樹遮柔詔菖酬断輯蹴殊稀岸 

症籍周征剰取汁酒鮮迅州尽腺肖劣修怠唇肖修含髄側拭点秀促負凪燥側疏拭周逝授酌含鬼楢
沢薦伸性糎亀州拙腎需情礁青称臭州据扇爵遜訊授寂従汁樹遮蹴殊岸 

 
季教稀報周鬼楢沢薦伸性糎亀叔拙腎是輯州鮮迅周寿遮樹 

惹州酒秀州峻縮書廠縮晶州盛剰周範遮含狭凋鉄州鬼曹夫抄升承亀州賊障醜側凪昔据州常
迅季鬼凪燥象醤昔据亀稀爵収取汁樹遮蹴殊岸 

報周拙腎取汁樹遮柔鬼楢沢薦伸性糎亀州照周楢沢昔据癌側凪昔据周状殊柔籍斑爵謝柔詔
菖修含峻縮書廠縮晶盛剰周十柔淡衷叔薦析州邪勺含創辛周操朱樹船瀬同州憧常叔章呪樹遮
酒首酌蹴殊十邪杓販遮手蹴殊岸 

収杓含飾条州憧常周寿遮樹含仙遭情臭州鬼性糎奏憧据扇染亀州接省修深辛綬殊岸 
 
季橋稀塘首鬼楢沢薦伸性糎亀叔拙腎手樹遮収遮鮮迅周寿遮樹 

畜醜灼周拙腎州邪勺含腫州脈叔仙遭情臭据扇季接省稀手樹錫首取遮岸 
収杓含楢沢薦伸性糎拙腎州訟炊酌醜洲収弾収囚周寿遮樹修含仙遭情哨揮妾召揮準綬主薦

析錫首取遮岸 
季Yaれ【【!蹴酒修 G【【る」e 州楯縮署綬含鬼仙遭情 楢沢薦伸性糎亀綬精閉手樹錫首取遮稀 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﾜﾜﾜﾜPRPRPRPRﾝﾝﾝﾝKOBE SONAE to ・KOBE SONAE to ・KOBE SONAE to ・KOBE SONAE to ・    ┹こへ┹こへ┹こへ┹こへ 

輾頒激滞┎艀讒終顔れ覽迷終顔┤ 

販笘穹顔鰺求讓れ瀕頒鯲れ粥呵迷激穹菖終顔┊┉┲

]ちろぇく╀よ┎こ｠‶ね腋吭┇ジ吭┩ボブ┞ベﾏ 

 

鱇冩蜴┏ﾎ½皙 QR ╊ろぉズ┩鱆 

ﾜﾜﾜﾜPRPRPRPRﾝﾝﾝﾝ┒┧グパ覽迷っ｠ぇ┒┧グパ覽迷っ｠ぇ┒┧グパ覽迷っ｠ぇ┒┧グパ覽迷っ｠ぇ    

輾頒激滞┎艀讒終顔れ覽迷終顔┤ 

販笘穹顔鰺求讓れ瀕頒鯲れ粥呵迷激穹菖終顔┊

┉┲豌訓とろほ┇ジ吭┩ボブ┞ベﾏ 

 

鱇冩蜴┏ﾎ½皙 ・RL ズ┩鱆 

http://bosai.net/kobe/http://bosai.net/kobe/http://bosai.net/kobe/http://bosai.net/kobe/    

妓杓塵菖珠整宜 
季惹州醒場船州損膳周状殊柔惹需稀 

仙遭情伸蝶早膝蔵鶴燥肖制対琢 
清随 挟胸脅技況橋橋技狭橋況挟 

季楢沢薦伸性糎州接省周状殊柔惹需稀 
仙遭情窒申怠唇寵 
清随 挟胸脅技況橋橋技矯狂狭矯 

粁僅循揮書 
季iOS稀      季Andr【id稀 



⑽靱篶暼癒娵

、彧

蔀び草侃

鹽痙茹諸揉σ豫憎盂┋ジデ┫バ萌ズ┄聆脾┊艀讒┎〞┡┋鹽

!!粥呵迷激覽拍紐┎柏鯖疫坿┏ﾘ粥呵迷激穹菖囲貫孀┋ジデ┫粥呵迷激覽拍遣孵┎正腴┋褪ベ┫紐脂ﾙ┇ベﾏ

ﾘ頒覽紐孀┎ñ苳┲蘇柏ベ┫紐脂鰺鎖紹3:裟紐脂嬖42泳鯲ﾙ┎憎默┋
┨┪ﾎ痙茹諸揉σ豫憎盂┎艀讒∃ψ┎賛粟┲轄┫〞┡ﾚ頒覽紐ﾛ鵜┓
ﾚ粥呵迷激覽拍紐ﾛゼ鎖紹3:裟7男2:属┋蘇柏ビ┬┞ブ〞ﾏ

痙茹諸揉σ豫憎盂┎冗談揉れ尠齢揉┎冽ビ┞┘

┼。金嬶櫓再羣糎害袈，「－ô金嬶櫓
再〆坡呟‥〕畦幹』ôヱ鋒惷＋呟癌
′〕－菁ヴ』確再〆呟‘☆仝）★〆
＾☆「綽￥＠★☆害袈》＾§ô袍蝪
醜夲嫺ろ〆堕査‥′’ü

「－ⅦⅦⅦ

峭ム嶐崗亭糒ô今婆ô崖圄亭糒
）＋ッ＋ば「‥《逞櫓す＋裼蹟
□篆’☆釣é〆於咒’☆亭糒》
’ü

牌 蟒鉉尨Ё粤咬＋Ε繕

Ö 蟒鉉尨Ё粤咬〆詐箇食＾☆＄＋「’☆〕￥』－ô先搭衡嗽操芳Ь
験Длυ蒼輩紛Щ椙添＿〕［―～「〆覿篆》’ü

Ö Ε繕‥〕蟒鉉尨Ё粤咬－ô橄畿＋♂々ô於咒槓£‖塞定＋釣é＄
挺關＊§尨綽’☆～「〆》〇☆＊ヾô）＋琵篆『」□参唔暗井８暗Ь
紗全熔ШЧЩ紗粋‥《仝―～「＄動箇》’ü

┼ 棯蚊ヅ／＋咋聚「『☆＋－ô～★＠篆裼蹟槓於咒亭糒＋ヾ］ô尺咥酉句袈逞櫓粤咬』
）＋換幺且＝鼠九句〆査￥＠★〕亭糒》’ü

面剖澄査害袈£金嬶櫓再羣糎害袈右＋篆裼蹟槓於咒亭糒┼＋

憙辧槓惷－ô璃慢鈷亢若券＋Ε繕ｅ璃慢悉墻＋詐亭〆才刳「
『§′‥〕ü

：金嬶櫓再羣糎害袈＋堕査；

篆裼蹟槓於咒亭糒

゛崖圄亭糒゜
ｅ噐遘
ｅ糴圄鼠
ｅ果呱鼠 惷

┼。眠剖面剖澄査害袈，「－ô妹蕊〆帽瑠‥〕畦幹』面剖
〆澄査｜★☆害袈》＾§ô妹蕊惷憙辧槓》＾☆錦′〕－
袍蝪醜夲〆堕査‥′’ü

：面剖澄査害袈＋堕査；

┼ 尺咥酉句袈逞櫓粤咬』）＋換幺且＝鼠九句〆査￥＠★〕亭糒〆咋聚》’ü

篆裼蹟槓於咒亭糒

唹門囂操嗔唔先搭

゛峭ム嶐崗亭糒゜
ｅ槐サ嶐崗亭糒
ｅ動漬槐サＣｆＨ
ｅ綽嫺營咋場屈槐サ淫憾呟鵡嘆果ろ被＋咒』
ζ’☆亭糒

ｅ菁ヴ酣再槓峭ム滑寡徴嘆亭糒
ｅ酣再槓徴嘆亭糒
ｅ句袈鵡迦徴嘆∇ａ≫ｆ
ｅ嶐崗ＣｆＨ
ｅ酣再嶐崗∀ｆ４⌒ろ被＋咒』ζ’☆亭糒
ｅЁ翅亭糒

ｅ壱恟嶐崗亭糒
ｅ酣再壱蛯鼠徴嘆ろ被＋咒』ζ’☆亭糒
ｅ壱恟洌恠呟鵡嘆果ろ被＋咒』ζ’☆亭糒
ｅ眺縣称壱恟ь印櫑繕ろ被＋咒』ζ’☆亭糒
ｅ穀櫑《嬋銅徴嘆ろ被＋咒』ζ’☆亭糒
ｅこ転阮々§ろ被＋咒』ζ’☆亭糒
ｅ壱恟壽縢鼠
ｅ朋穀ｅ俘穀嶐崗亭糒
ｅ朋穀ь汁悔揃徴嘆∇ａ≫ｆ 惷

゛今婆゜
ｅ繍廝菌 ｅ棯蚊鳥櫑今婆 ｅ偕鴛徴嘆今婆
ｅ刷今婆 ｅ驀惷今婆 ｅ驀惷朔軾今婆
ｅな今婆 ｅな惷鳥櫑今婆 ｅ朔Л今婆ﾛ驀惷縣廁□梺―＄＋ﾜ 惷

Φ
ゞ
±

!叶粥｝腋勞頒尠齢れ叶粥Ｗダ狐┎せろてすろ[┋
ﾘ艀讒啅Ｗ癸亶┎≒紹┎嬢晒ゾﾙ┲精缺ブ┆ガ┞
ベ┎┇ﾎ癸亶≒紹┎羽揆┈ブ┆ヂ─ビガﾏ

Ö 。蟒鉉尨Ё粤咬，「－ô剖再£金嬶櫓再〆坡呟’☆仝）★〆＾☆
畦幹』仝／☆嗔唔操Ь矩倖τТ低悩Ш璃慢Ь鈷亢я定ш〕￥』上篆『
塀＋ろ闡□査￥〕粤咬》’ü
行 逞櫓ヴ奥 行 蟒鉉綯冊 行 亭糒＋陳穐 行 逞櫓鳥櫑且＝粳暝＋詐亭
行 洌秕剖逞擣杤＋被蚊ﾛ┼剖逞抹』啓〉〇洌秕剖逞擣杤□梺―畦幹ﾜ
行 ）＋♂々於咒槓＋宇頼々〈藹蜈『蟒鉉＋尨Ё□勤☆〕￥』上篆『濁梺 』轂’☆ろ闡



Ö 蟒鉉尨Ё粤咬□Ε繕ｅ原蕩‥〕「〇－ô蝟酪『―ô）＋粤咬□窃漂
波錨ё侈嘱’☆上篆〆＾§′’ü

這 尺咥酉軫≧＋渓還

秤 蟒鉉粳暝＋詐亭

Ö 蟒鉉尨Ё粤咬』啓〉＿《蟒鉉粳暝□詐亭‥′’ü橄畿＋♂々ô寒歙
『憫僅》於咒槓＋釣é』＄蛎夏‥《＄＠ヾ『」ô破ψЬ儘５υ璃慢悉
墻Щ西系’☆～「》ôхч僧嘗店υ嬢лч′’ü

Ö ０∃ｆ♭Ｆ∵８□鵡咒’☆『」‥《ô剖再£金嬶櫓再』咋‥《艮印
『畦鼠≧蜈£々』蟒鉉’☆『」ô椎抵灘楓飼渠с穂辛図絃弱肩飼渠Ш
ЧЬ匪渠Ь図絃咽暗飴Ь僧凋Щ桑ЖН璃慢悉墻я僧先’☆～「〆覿篆
》’ü

蟒鉉ヴ奥＋尨綽

蟒鉉粳暝＋詐亭

橄畿£於咒槓≧＋今楾ム

蟒鉉ヴ奥＋＊§こ仔＋升械＋〕￥』ô轂ρ槓〆蜑鍛‥《株§擣℃～「〆覿篆》’ﾔ

蟒鉉尨Ё粤咬＋Ε繕

ﾔ

wfs5/3鰺 I3:/7/2: 鯲

行 蟒鉉尨Ё粤咬□Ε繕‥『＿篆裼蹟槓於咒亭糒＋憙辧槓惷』咋‥《ô尺咥酉軫〆上篆『堕峽□’
☆畦幹〆＾§′’ü
行 編小『辧咐〆『―ô堕峽』紹◎『＿「〇－ô尺咥酉軫〆）＋汀□姻稍’☆畦幹〆＾§′’ü

憎盂┎冗瓦ベ┫腰亳衷┘ジ霞ガ英┯ボヂ─ビガﾏ

尺咥酉句袈逞櫓粤咬ﾛ蟒鉉畦鼠ｅ蟒鉉擲苺『」ﾜｅ０∃ｆ♭Ｆ∵８』轂’☆～「

瀕頒譜頒十計囲貫┋┄ガ┆┏｠┎稗劫┲尠齢ベ┫稗劫～唖冗┘ﾎ粥呵迷激穹菖
囲貫孀┋┄ガ┆┏苻膺砕勵┘ジ霞ガ英┯ボヂ─ビガﾏ

面剖澄査害袈ｅ金嬶櫓再羣糎害袈惷＋堕査』轂’☆～「

掬＿幹◎”井

抹牒編』轂’☆～「

金嬶櫓再逞篇抹轂ρ

剖逞抹轂ρ 叶粥｝腋勞頒尠齢れ叶粥Ｗダ狐稗劫麓気硴頒覽◇亶迎

叶粥｝腋勞頒尠齢れ叶粥Ｗダ狐呵覽苳呵覽癸亶硴

UFM鰡14.6364.9222鰺£玻鯲 VSM鰡iuuq;00xxx/nmju/hp/kq0nj{vlplvep0joefy/iunm



 

19 
 

宙 妙 ’ 25ァ

痛藁 コ烝 ゴ鏤 コシ 蹙ァ

藴朿k輸逃跖こっ 跖こ摩 ┦ 

         っXk ┦ 

 

4/11胥滲鴇把033/8楡藴朿033/8使 

藴 朿 k 謚 蝠 ゼ 摩  

    

    

 煮ゲあコ迯昨⎨沈鎬廋削肴哉崎昨斎騁不 

 

 

烋標皿三腰4/11胥滲昨藴朿033/8削斎誘本哉冴坂済再三歳碕妻斎菜哉擦際甑 

④ぇ昨鍔削肴済擦裁崎腰宙黻k削採砕傘ヅ芻Ë㏌昨冴薩腰煮ゲあコ迯削盻ギ作⎨

沈鎬廋削肴哉崎腰痛藁 2 烝 4 鏤 1 蹙皿三託ぇ昨〛三廸鍮哉冴裁擦際昨埼腰斎:ィ昨

琢腰あコ哉冴坂済擦際皿妻採庨哉哉冴裁擦際甑冴坂裁腰藴朿姫〛脉謚蝠質藴朿姫評

脉謚蝠削輸裁崎朔腰H30 烝 4 鏤通縫昨煮ゲあコ削肴哉崎朔腰癩陋〛三昨⎨沈鎬廋歳

盻ギ削作三擦際甑 

 

ぇ 

煮ゲあコ盻ギ鎬廋 

廸鍮縫  廸鍮癆 

煮ゲあコ鎬  煮ゲあコ鎬 

θゲχ軛出鎬  θゲχ軛出鎬 

θ塡χ軛出鎬   

曚ふぇ埴10/11   

母ぁkヅ芻琢沪っX14霙10/11   
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4/11胥滲藴朿k謚蝠ゼ莉暼莉棡逃栽晒昨採î晒在 

 

ǖḿ痛藁ǘ烝ǜ鏤ǖ蹙皿三使21隣っ歳廸鍮削作三擦際ǖḿ痛藁ǘ烝ǜ鏤ǖ蹙皿三使21隣っ歳廸鍮削作三擦際ǖḿ痛藁ǘ烝ǜ鏤ǖ蹙皿三使21隣っ歳廸鍮削作三擦際ǖḿ痛藁ǘ烝ǜ鏤ǖ蹙皿三使21隣っ歳廸鍮削作三擦際    

禽Q圻昨跳つ莉棡ゼ腰藴朿033/8使T颱莉棡ゼ腰藴朿k謚蝠ゼ莉暼莉棡逃歳坤033/8楡T颱莉棡使墾碕作

三擦際甑寢脉朔Q圻碕輪載ǖ陵昬 「0 艹埼際甑芻疆鹿使執削皿榊崎腰鴈やん陵歳廸撒傘療1磽歳再

三擦際歳腰Q圻砺ぁ裁崎哉傘鴈やん陵朔際冊崎T颱莉棡使匙肴作歳三擦際甑 

    

ǘḿ幣擊謦冏盆二質Y暼幣擊謦冏盆二削逃傘榲箆っǘḿ幣擊謦冏盆二質Y暼幣擊謦冏盆二削逃傘榲箆っǘḿ幣擊謦冏盆二質Y暼幣擊謦冏盆二削逃傘榲箆っǘḿ幣擊謦冏盆二質Y暼幣擊謦冏盆二削逃傘榲箆っ    

禽縫烝碕輪載ギ鍔昨癒便埼瑰済62済二暼際傘寢淋朔腰幣擊謦冏ヴき鎬っ昨蛬箆歳盻ギ埼際甑痛藁 「烝

4 鏤 15 蹙。靱) θ盻flχ歳柔=r薩勉三碕作三擦際昨埼腰揭参作哉皿妻削=沈采坂細哉。柔=溜沈

昨札質莵Ů濁療)甑柔=菱朔腰超嘖栽晒坤4/11胥滲⊕譏宙妙止執祉実墾碕作榊崎哉擦際甑 

禽赱サ裏朔癒便廸鍮昨薇朔腰柔=菱朔腰瑰済62済坤藴朿k謚蝠ゼ莉暼莉棡逃墾埼際甑┦瑟0Ą陵29沈

ホ二暼削逃傘典奉っ削輸際傘榲箆朔腰幣擊謦冏盆二質Y暼幣擊謦冏盆二奡¥削沪三痛藁 「 烝 4 鏤

15 蹙。靱)θ盻flχ削作三擦際甑せ直昨盆二奡¥朔淀朋縫鏤 15 蹙盻fl埼際甑 

禽二暼ギ鍔削友便削ほ粤裁崎采坂細哉θ託ぇ朔瀧刀埼際χ甑 

質モ襯謦冏削ギ際傘巸歳幣擊謦冏盆二っ削皿傘率評燦琢嘖傘祭碕 

質林二暼癒便削睛載冴姿而式仔歯旨ギ鍔削鎮淋裁崎哉傘祭碕 

質Y暼幣擊謦冏盆二削採哉崎腰10滽質臘1昨再傘藴朿033/8朝闍通弸匙昨盆便燦⊕妻寢淋朔腰坤「Ź1Ź

0.5墾昨盆便某淋燦▕冴際祭碕甑 

禽4/11胥滲 H５ 栽晒私司執竺実詩埼済傘ヴき┦瑟朔腰濁賠歳再傘寢淋削嗣鹿実歳箆傘皿妻糸史紫屍㎏1

歳沈哉崎採三擦際甑ギ鍔燦斎:ィ哉冴坂采琢埼雑彳廸謄母埼際昨埼腰轗倻斎母ぁ采坂細哉甑 

θ し下下た上://ててて.cじ下と.ずobご.lg.すた/a95「95/bつ上じnご上上/annaじ下上つcしじ/上しogaじさつずつ上しじ/上しじn上ご/上しogつずa

じどごn下oずつ下ごじ.し下mlχ 

禽幣擊謦冏盆二昨盆二ワ採皿索ヰ朔瀧暼昨10煮乕18鑢戻θ鑷暼χ昨癆腰牴溺細参傘祭碕碕作榊崎哉

傘冴薩腰疆ゅ盆二燦二暼裁崎哉傘宙黻脉朔腰盆二レがヮ昨流癧削昧薩崎采坂細哉甑 

 

ǚḿ莉暼鍮赱質廸鍮榲昨=沈菱削肴哉崎ǚḿ莉暼鍮赱質廸鍮榲昨=沈菱削肴哉崎ǚḿ莉暼鍮赱質廸鍮榲昨=沈菱削肴哉崎ǚḿ莉暼鍮赱質廸鍮榲昨=沈菱削肴哉崎    

 莉暼鍮赱質廸鍮榲昨=沈菱歳痛藁ǘ烝ǜ鏤皿三廸鍮碕作三擦際。坿娵ブ㌱謚蝠宙黻零殺)甑斎蝙粤

采坂細哉甑 

ą=沈菱Ź柔=溜沈昨札甑莵Ů濁療ś 

 昆650-00」「 

4/11胥滲嘆徑癒停ホか 111 4/11胥僭溷嘆襯似識 4艹 

4/11胥滲⊕譏宙妙止執祉実 跳つ質藴朿支実似旨逃 

ǜḿ盆二奡¥昨癒便廸鍮昨鎮ぁ蹙昨流三膾哉削肴哉崎ǜḿ盆二奡¥昨癒便廸鍮昨鎮ぁ蹙昨流三膾哉削肴哉崎ǜḿ盆二奡¥昨癒便廸鍮昨鎮ぁ蹙昨流三膾哉削肴哉崎ǜḿ盆二奡¥昨癒便廸鍮昨鎮ぁ蹙昨流三膾哉削肴哉崎        

ǖḿθ┦瑟0 5陵χ29沈ホ二暼削逃傘典奉っ削輸際傘榲箆鎬θ通託坤盆二榲墾碕哉妻甑χ昨榲箆削肴哉崎

朔腰通託昨碕採三盆二昨二暼燦明慱際傘雑昨碕裁崎哉擦際甑 

会 搆鏤 15蹙通縫削榲箆歳作細参冴寢淋θ15蹙盻flχ 77鏤栽晒 

解 搆鏤 16蹙通渗削榲箆歳作細参冴寢淋 77骨鏤栽晒 

ǘḿ際埼削榲箆燦裁崎哉傘盆二奡¥昨癒便燦廸鍮際傘寢淋鯖腰二暼細参作采作榊冴寢淋雑腰罪昨踪昨盆

二榲昨蛬箆歳盻ギ埼際甑刀彩柵腰坤姫ヘ莉棡佻っ盆盆盆二墾昨盆二癒便昨廸鍮削肴哉崎腰通託哉剤参
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昨寢淋雑輪┦碕裁崎哉擦際甑 

会 際埼削坤罪昨直癩黻k墾埼榲箆裁崎哉傘宙黻脉歳腰癩黻k昨ユ駟流癧っ削皿三坤姫ヘ莉棡佻っ墾

削癒便燦廸鍮際傘寢淋 

解 際埼削坤X旄₂堙廂っ墾埼榲箆裁崎哉傘宙黻脉歳腰癩黻k昨帝へ作鷺削皿三坤姫ヘ莉棡佻っ墾

削癒便燦廸鍮際傘寢淋 

ǚḿ罪昨冴薩腰盆二奡¥昨癒便燦廸鍮際傘寢淋削肴哉崎雑腰琢ぇ流膾哉θǖχ昨碕採三碕作傘珵削斎ほ

粤采坂細哉甑 

 

Ąḿ支実似旨っXノ潰k昨€毒毒嫡そ削肴哉崎Ąḿ支実似旨っXノ潰k昨€毒毒嫡そ削肴哉崎Ąḿ支実似旨っXノ潰k昨€毒毒嫡そ削肴哉崎Ąḿ支実似旨っXノ潰k昨€毒毒嫡そ削肴哉崎    

痛藁匹烝燵θ烋耨ǚǖ烝燵χ栽晒腰嫻3/10€毒毒嫡癆削曚妙燦10滽θŢŃčχ裁冴癆腰曚6€毒燦

毒嫡裁冴k歳支実似旨っXノ潰k碕裁崎盆18埼済傘祭碕碕細参崎哉擦際甑 

支実似旨っXノ潰k碕裁崎赱冴削盆18細参傘薇朔腰廸鍮榲θ┦瑟0 「陵χ削ギ鍔:ィ鎬廋碕裁崎

際冊崎昨€毒毒嫡そ昨⎨沈歳盻ギ碕作三擦際歳腰10煮乕18削皿三腰曚6€毒鑷溜）埼支実似旨っX

ノ潰k碕裁崎蹈削盆18細参崎哉傘跏削肴哉崎朔腰超癆溜）際傘曚6€毒毒嫡そ昨腐裁朔腰宙黻脉っ

埼迯㋷補削癩哉鴇っ裁崎採哉崎采坂細哉甑 

冴坂裁腰烋耨ǚǹ烝燵通縫昨10煮乕18っ削皿三腰€毒溜）エ㋼鎬θ理i┦瑟ǜχ燦蛬箆裁崎哉傘

跏削肴哉崎朔腰€毒02嫡癆）鯖栽削€毒溜）寤櫓鎬θ理i┦瑟ǜ昨罪昨ǘχ削€毒毒嫡そ燦⎨沈裁

崎蛬箆裁崎采坂細哉甑 

 

Ľḿ藴朿033/8支実似旨っ昨筮寤苗←削逃傘寤櫓削肴哉崎Ľḿ藴朿033/8支実似旨っ昨筮寤苗←削逃傘寤櫓削肴哉崎Ľḿ藴朿033/8支実似旨っ昨筮寤苗←削逃傘寤櫓削肴哉崎Ľḿ藴朿033/8支実似旨っ昨筮寤苗←削逃傘寤櫓削肴哉崎    

筮寤苗←奉燵朔腰母ぁk歳藴朿033/8支実似旨っ鯖宙黻脉質跖こ燦柺Ï質鶺ヹ裁崎鎮勉削敏鮭冴薩

昨筮寤燦腰嚔歳瀧匹っX際傘斯旨至痔削皿三使執祉実資紫詞琢埼苗←細参傘雑昨埼際甑檮ょ碕作傘

藴朿033/8支実似旨っ宙黻脉朔腰烝瀧嘖腰`0昨支実似旨っ筮寤昨寤櫓歳57妙沈砕晒参崎哉擦際甑痛

藁匹烝燵昨寤櫓歳鑷嫡昨宙黻脉θ檮ょ宙黻脉削朔〛î︸χ朔腰痛藁ǘ烝 」鏤鑽擦埼削盻剤使執祉実

資紫詞琢昨坤藴朿033/8支実似旨っ筮寤苗←斯旨至痔墾栽晒寤櫓裁崎采坂細哉甑    

痛藁 「 烝燵昨寤櫓朔腰滲栽晒檮ょ宙黻脉削騁不燦=沈裁擦際昨埼腰寤櫓燦裁崎采坂細哉θ痛藁 「

烝 9鏤æ=着暼χ甑 

 

Śḿ黻妙っX典奉昨榲箆昨:ィŚḿ黻妙っX典奉昨榲箆昨:ィŚḿ黻妙っX典奉昨榲箆昨:ィŚḿ黻妙っX典奉昨榲箆昨:ィ    

禽4/11胥滲削榲箆57妙昨再傘鑷榲箆宙黻k朔腰N磧榲砕箆崎采坂細哉甑 

禽榲箆朔宙黻脉搆埼朔作采腰堙朝搆堙朝搆堙朝搆堙朝搆碕作榊崎哉擦際昨埼腰癒便削睛載崎榲砕箆崎采坂細哉甑  

癒便 榲箆菱 

宙黻脉っ歳 「通琢昨楯暑燔p削脉圻際傘宙黻k 翌ブ枕畑鑚h

藴朿鴇把033/8

使T颱莉棡曦 

宙黻脉っ昨際冊崎歳4/11胥滲不削脉圻際傘宙黻k宙黻脉っ昨際冊崎歳4/11胥滲不削脉圻際傘宙黻k宙黻脉っ昨際冊崎歳4/11胥滲不削脉圻際傘宙黻k宙黻脉っ昨際冊崎歳4/11胥滲不削脉圻際傘宙黻k    4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲    

琢ぇ通弸昨宙黻k 楯暑燔p 
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適正な事業運営及び実地指導における指摘事例等について 

 

神戸市保健福祉局障害福祉部 

障害者支援課指定指導係 

FAX：078-322-6045 

 

１ 実地指導における指摘事項の事例について 

（1）人権擁護・虐待防止 

・事業所従業者による利用者への虐待が疑われる事案が発生した場合は、すぐに神戸市保

健福祉局障害者支援課指定指導係へ連絡すること。 

・１年に１回以上、全ての従業者を対象として、人権擁護・虐待の防止に係る研修を実施

すること。なお、当該研修実施時の出席者名、使用した資料等については、当該研修を

実施したことを証明するものとして記録・保存が必要。 

 

（2）定員の遵守 

利用定員を超えた利用者の受入は、適正なサービスの提供が確保されること(※)を前

提とし、災害、虐待その他のやむを得ない事情が存在する場合に限り可能とされている

ため、この場合事業所は要件に該当するか否か慎重に判断し、サービス提供の記録にそ

の内容・判断理由等が明確にわかるよう記載・保管しておくこと。 

【注意事項】(適正なサービスの提供が確保されること(※)) 

（例：児童発達支援・放課後等デイサービスの場合） 

・定員 10名を超えて 11～15 名の利用者を受け入れた場合は人員基準上 3名の配置が必

要となる。この 3名の勤務時間は児童指導員等加配加算の要件としての常勤換算には

加えられない。 

・人員基準を満たさない又は加算の要件を満たさない場合は、児童指導員等加配加算の

算定は出来ない 

・加算の算定が出来なくなった場合、その日以降再度の児童指導員等加配加算を算定す

るためには、算定開始月の前月 15日まで（必着）に改めて届出が必要。 

 

（3）重要事項説明書 

・利用申込者が支払うべき費用の内容 

「サービスの提供に当たって利用申込者が支払うべき費用の内容（当該費用の算出

根拠及び支払方法を含む。）」の記載が必要。 

（例）事業所が算定する給付費・加算等の種別・単位数、単価、支払期日、支払先

口座情報等 

・従業者の職種・員数・サービス提供時間 

従業者の職種・員数やサービス提供時間を運営規程や実態と齟齬のないよう記載す

ること。 
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（4）利用契約書の作成及び締結 

   以下のようなことがないよう、十分に留意すること。    

× 利用契約書を作成、締結していない事例 

× 就労継続支援Ａ型事業において雇用契約書しか作成・締結しておらず、利用契約書

を作成していない事例 

 

（5）個別支援計画に沿った障害福祉サービスの提供 

   以下のようなことがないよう、十分に留意すること。    

× 個別支援計画が作成されていない事例 

× アセスメントやモニタリングが行われていない事例 

× 個別支援計画の原案に係る検討会議が行われていない事例 

× 利用者・家族等への説明と文書による同意及び計画書が交付されていない事例 

× 個別支援計画やモニタリング記録等に作成日、同意日や交付日等が記載されておら

ず、実施日や交付日等が不明な事例 

× 定められた期間内に個別支援計画を見直すか否かの検討を行っていない事例 

× 個別支援計画をサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者以外の職員が作成

している事例 

【注意事項】 

・個別支援計画自体は存在していても、基準省令に定める個別支援計画の作成に係る一連

の手続きが適切に行われていない場合は、指導の対象となります。 

 

（6）サービス提供の記録の適正な作成 

各種の記録は報酬の対象となる適正なサービスを提供したことを挙証する書類。 

記録に何らかの記載漏れ等の不備があり、適正なサービス提供を行なったことが確認

できない場合、全額又は減算による報酬返還の対象となるほか、不正な事案と認められ

る場合には、指定取消し等行政処分の対象となる場合がある。 

＜不備の例＞ 

× サービス提供実績記録票に支給決定障害者等の押印が無い事例 

× 支援日報が毎日作成されていない事例 

× 作業日報は作成されているが支援日報が作成されていない事例（就労系事業所） 

× 利用者が記載した記録を支援日報として扱っている事例 

× 事業所が支給決定障害者等の印鑑を預かり、サービス提供実績記録票にまとめて押

印している事例 

【注意事項】 

サービス提供記録は、事業所として任意に定める様式で作成するが、適正なサービス

を提供したことが確認できるよう次のような事項を記載すること。 

・利用者名 

・サービスの提供日 
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・サービス提供実績時間数（利用者の出退時間も記録すること） 

・支援を行った従業者名 

・提供したサービスの具体的内容 

・利用者の心身の状況 

・報酬及び加算の算定要件で定められている事項 

・送迎の実施時刻及び運転手名、送迎先及び運行ルート 

・その他利用者へ伝達すべき必要事項 

 

（7）従業者の配置 

   以下のようなことがないよう、十分に留意すること。    

× 事業所の指定或いは加算の算定を受けるため本市に提出した従業者及び勤務形態と、

実態とが異なる場合 

× サービス管理責任者が１名しか配置されていないにもかかわらず、当該サービス管

理責任者が常勤職員として勤務していない事例 

× 障害児の直接支援業務をボランティアに委ねていた事例 

× 指定基準上、生活支援員等１名以上は常勤であることが要件であるにもかかわらず、

常勤職員が１名も配置されていない事例 

× 従業者の雇用契約、タイムカードや出勤簿等帳票類、給与明細書等が整備されてお

らず、勤務実績が確認できない事例 

【注意事項】 

・労働関係法令の改正により、事業者は従業員の勤務時間を把握する義務がありますの

で、タイムカード等により勤務時間の確認できる帳票類を整備すること。 

・役員や管理者が生活支援員や職業指導員等を兼務する場合も同様である。 

 

（8）事故報告書の提出 

サービスの提供による利用者のケガ（医療機関を受診する必要が生じたもの）や死亡

事故等が発生した場合には、事故報告書を神戸市保健福祉局障害者支援課指定指導係に

提出すること。なお、死亡や重症等の重大な事案の場合は、速やかにまずは第一報とし

て電話や FAX 等で報告を行ってください。 

※「速やかに」の期限については、最大限の努力をして可能な範囲とする。 

例えば、午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、深夜になった場合に

は、翌日早朝に報告を行ったり、金曜日夕刻に事故が発生した場合には、土日の間

にＦＡＸを入れておき、月曜日早朝に電話確認を行うなど、社会通念に照らして最

大限の努力をすることが必要。 

また、以下に記載の神戸市 HP「７．事故報告について」に掲載している「障害福祉サ

ービス事業者等及び市町等における事故等発生時の報告取扱要領（標準例）」をご確認く

ださい。 

・事故報告書掲載 神戸市ＨＰ 
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ホーム > ビジネス > 事業者への各種案内・通知 > 障害福祉事業 > 申請・手続き > 

厚生労働省からの通知・各種様式等（事業者向け） 

（アドレス） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shins

e/kunituchi-yoshiki/index.html 

 

 

（9）サービス等利用計画作成に係るモニタリング・アセスメントについて（計画相談支援・

障害児相談支援） 

  ・モニタリングやアセスメントは、モニタリング期間ごとに、利用者の居宅等で面接を

行いその結果を記録すること。 

  ・サービス等利用計画作成に係るサービス担当者会議を実施した場合はその記録を作成

するとともに、サービス等利用計画案の内容を説明すること。 

 

（10）加算算定要件について 

①  欠席時対応加算（各サービス共通） 

利用者が欠席した場合における当該利用者に対する相談援助及びその記録を評価し

算定される加算。そのため以下の場合は欠席時対応加算の算定要件を満たさない。 

＜算定要件を満たさない例＞ 

× 単に欠席する旨の電話連絡を受けただけで欠席した利用者に対する相談援助を実

施していない場合 

× 相談援助を実施したことを証する記録がない場合 

× 「○月○日、欠席する旨の電話連絡あり。」というような単なる事実の記載しか記

録がない場合 

②  医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱ（放課後等デイサービス・就労継続支援Ａ・Ｂ型等） 

     対象となる看護とは医療機関の医師からの指示を踏まえた利用に必要な看護であ

るため、算定にあたっては、利用者ごとに利用者・保護者の希望や主治医等の所見・

指示書等を踏まえて看護の必要性を検討していくこととなる。要件を満たさない場

合、返還の対象となる場合がある。 

※医療連携体制加算の詳しい取り扱いについては、近日中に通知を発出予定ですの

で、通知内容をご確認下さい。 

③ 施設外就労加算（就労継続支援Ａ・Ｂ型） 

加算算定には一定の要件が定められているが、その中でも特に、事前に施設外就労

を行うことについての個別支援計画への位置付けが必要であること、月の利用日数の

うち最低２日は、訓練目標に対する達成度の評価及び当該評価に基づく個別支援計画

の見直しを行う必要がある。 

④ 帰宅時支援加算（自立訓練（生活訓練）・共同生活援助） 

事前に個別支援計画への位置付けが必要。また、帰省時における利用者の居宅等で

の生活状況等を十分把握し、その内容について記録するとともに、必要に応じて個別
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支援計画の見直しを行う必要がある。 

⑤ 算定にあたり、実際の支援内容の記録の他に、事前に個別支援計画への位置付けが

必要な加算。 

（例）【障害児通所支援事業】事業所内相談支援加算、家庭連携加算 

【共同生活援助】夜間支援等体制加算のⅠ型 

【共同生活援助、自立訓練（生活訓練）】帰宅時支援加算など 

  ⑥ 延長支援加算（児童発達支援・放課後等デイサービス、生活介護） 

     相談支援事業所が作成するサービス利用計画書（又はセルフプラン）に延長支援

が必要な理由が記載されていることを確認した上で個別支援計画にも位置付けが必

要。 

  ⑦ 短期入所サービス費（短期入所） 

     福祉型短期入所サービス費（Ｉ）又は（Ⅲ）に該当するかどうかは当該短期入所

における昼食の提供をもって判断する。短期入所として昼食の提供を行わない場合

には、日中において短期入所サービスを提供してないと整理して、福祉型短期入所

サービス費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定すること。 

  ⑧ 入院・外泊時加算（施設入所支援） 

     入院・外泊時加算について、入院又は外泊の期間初日及び最終日は含まないこと。 

     9 日を超える入院にあって、入院・外泊時加算（Ⅱ）を算定する場合は、当該施

設の従業者が、特段の事情のない限り、原則として 1週間に 1回以上、病院又は診

療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の

支援を行うこと。入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手段の確

保等を行った場合に算定すること。 

     入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。 

      

２ 定員変更手続きについて 

生活介護、就労継続支援Ａ型、同Ｂ型、児童発達支援及び放課後等デイサービスにお

いて、利用定員を増加させる場合、指定変更手続きが必要です。事業所の指定申請時同

様に人員、設備等の確認を行います。提出書類や手続き等についても指定申請時と同様

です。詳しくは神戸市 HP を確認ください。 

※児童発達支援・放課後等デイサービスあわせて 10 名の定員から規模別各 10 名に変

更の場合も含む 

 

３ 自己評価結果等公表の義務付けについて【児童発達支援・放課後等デイサービス】 

 自己評価結果及び改善の内容（以下「自己評価結果等」という。）をおおむね 1年に 1

回以上公表すること。自己評価結果等の公表がない場合、平成 31 年 4 月 1日以降「未公

表月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算適用（所

定単位数の 15％）」して請求すること。 
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４ 工賃実績の算出方法【就労継続支援 B型】 

   工賃は生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額

に相当する金額を支払うこと。事業の収入が少ないために給付費等から工賃を補填した

場合は、その額を工賃実績及び基本報酬の平均工賃月額区分の算定に含めないこと。 

 

５ 施設外就労・施設外支援の要件の遵守【就労移行支援、就労継続支援 A・B型】 

   施設外就労・施設外支援を行う要件について国の通知文「就労移行支援事業、就労継

続支援（A型、B型）における留意事項について」（平成 19 年 4月 2日。但し平成 30 年

4 月 10 日障障発 0410 第 1 号改正後）を確認すること。施設外就労・施設外支援の対象

となるサービスは就労移行支援、就労継続支援 A・B型のみである。 

 

６ 就労支援の事業の会計処理の基準の遵守【就労移行支援、就労継続支援 A・B型】 

   社会福祉法人以外の法人が行う就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ

型の事業の具体的な会計処理に関する取扱いについては、「就労支援の事業の会計処理の

基準」（平成 25年 1 月 15 日社援発 0115 第 1 号別紙）の定めるところにより処理するこ

と。 

 

７ 送迎時の交通マナーについて 

   通所事業所等において、利用者の送迎時の交通マナーに関して、近隣住民等から苦情

が寄せられております。送迎時には関連法令を遵守するとともに、騒音や通行の妨げに

ならないよう、近隣の方への配慮をお願いします。 

 


