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事1¥、":1l'JI立法人|川被jlJ!l!F!::減機関総fi'W則的
)II! '11 J会 J!i 1路 上告 1J1

jjllな行政法人以級品 lò~gll役 lJ住総 iìW主的が11'う対 1 (JíJ1)) 1 I'、iIlEIYJ(i(I!iI，t¥iUIJ~i~'íl 
ωI )!: )jiJi I)!j品(，j"，i干について

総合。 II'Jrl(ì1，人以，~liMd'l;~~ポ泌総総 f干名剣持(Jユド rI剣lわという， )がわう対I(IIII)J，'j'， ，IIElJIlI判部iV.'J
11~匂の :101応的同符 lニ勺いて 1 ， 1: ， r虫Ii、';:1J' JJ立法人|災 1決 IHII~< 1>:f; 1ý~mi~，n{:;-機怖がii う刈 I(IÎ肋，1. itlEIYI飾
品品川内:カj;(j) ，)~胎i i>J~IH~怖に勺い匂r:J (、1(11比211 "ド日))2 IJi附議減策O日02070f)羽1¥，'r.行政法人

FI~ìJ;glll!111民総除以~，~，{r機WJJI I! '11 J会泌知1)Iこより iliめているところです。

ノ「般、 J投川|品、 ~~gIIHll 間総1J11 11{i. ill，Ii'liI/fjlli淡について、必1Mによるス}Ji!_¥を吋仰とするt!jc.1JをlJい

去した(り1)):品7) ρ:1:た、市析的 I;(:~h<機内:~:~::1'1斗)，1，1. Jリ1/1%i:~，iI， I)1皮肉山I~{IIこ il''. 1":，)j，(H~a~IJII)詰JÌiIIII
談及。i只1iw~~m臥if山県i! rf 1111 itkについて、対処紛1111 な jl!:kナるとともに、 i同封討議日日'11刊誌m，i~HI~のた
めの協側計 111刊における '1'\・ J\;の，)H~5I'í によるゴモf'ì ~C: rJ)イ~X5: 1:'U，出:1，えたi!k1t r ~1:' 'f iい;j;した(日1/1:品l
:l) りさらに、伊;時<1議'rl:yIJt~líj Jl)げ己 I j'q泌 '11:J(üIIYd般公!l!:)， 1\の ll~\'H)I: 合引I)IJIこ H(I!必ずるこどな 11 的どし

ぐ、泊i1~1こがわi:~1)'~~:'}匂 l足J，1i川 'Jllllj fi{JiMJ.fIlíMHli決(，:M，(~ L 'J，した(月1);，(.， I 5 '"" 2) " ))11 えて、 l'i'I.lI~
>i'lIjI，lfll似)III"~減|没船の/立総司，I)}庄内 I lI l Þlìに j'l\い、サi級品 11 0) (~M S >ltiiH'I， (;;' li{lii泌ナるための111，Ij~ 
として、 I'jlll~泊 I jI， I"I 1').'I 11 似 ~J:~機訪日 ílf仙i H! Mi ((~M SJC~ í'í"I' I ， MI目前記)な，í'JfH止し ()JI/I，五 2 5)、1;::1;別役
立:IIJII~èilìlilll 談、 1" 、僚機日14ヅ 1I ト汀ノレ判 1 j!J~及 (JI'li減約\~:ぷ川llijllll売の i十時!íf，品Ji ll Ii:li}:f::し注した(日1J1，詰
I :う)。

これに{料、、{制lli!/i.jJう品JIlli WJ i I'、;hEI!)]似品2-iUM1~[ ~'I~; (J)' )~)j民党!ili，l^守:ごついて卜 'l'í!Jのどおり 1 ，\:幻 l~~ 、

/乙し:1、したので、 J.'t'i'l:ド限HlAI~'への川知I)jょん L くれ!JJìJ'i ~ ¥ v、允 L，j;十時

{， l w;. 

1.刈1(lilYJ11 (jjJIな行政i1，人|対北1!11dll幻滅1議日i;総(';-ぬ|的i1，( 、 I(I)~ 1 "11，1:，iJ;i ItなIl¥)日りの以ド rli~ 
il'W、iという。)tf} 1 5 (f~ !:4) t Juil}行}j・1)0) ).II，iinこ，1:り、 竹北IHMl、loU説{役端、 i尚iりV引j上γ川}ソ:'1:，冷担似，Ji品抗佼:詰('仁れ品!-;'Iη、J小1小似'II;!1:れ:t烈札I，~札4仏引，\
占及A ひび:い似~(烈総ぬ\U i'仰i{刊刑11外仏υω)1治ú月験t南~:).(だ~)J~胸(i計i汁トド州11川IÎ j1.必1:'::，そ:(:(の/η)jl似d批v吠J(j討泌~， I中|ド!討紛j に必必、際 Fな~I!日 t災守I料:ヰ↓ド^'等、dふ?宇 (ωE以l ド 「ドJ災t必~~"いれ という。)

について、Ii接的がii'うlI'iI持及1M)1 i' (資料等 I~ IVIする，H'illliIJ:戸;;)')¥.)ないう。 J:;.、ド1"/じ。)に

IY.I十る:J~脳波~11，/ (レ;V::tラトリ…リイユンソ、1般的111iiJi (以卜.r J<日戦闘品川総jという。)た除



く。)
(1)対HIiJめ針。のうね、*J1I必然!tdl(隠滅川のみり以ド[111じり)1えぴ生11却 '~I!:(内製剤符のjfl験j'日記:~ (まrr

!災総 I~lt のうもDjH IJ，捻 itll'l'll山相談、 ~m:rL終，W， o)!)q)fIA'I!制i 十11 r，賞、和rl!~~JI'al(J) 1題化'指針 tHIHlî支持'1 '~I， 
相談、ツァ…γ 口ゲノミクス・パイ'~~.. ，，:-，…カ…{刊誌品、 f押収HIU ，日 ， 0)対UíiJVJr'Ì事後十11 能去、 fJfl~誌

iJiIl，H， 0) 111 nll 'll1;t'.ï1…州最/1\鍬自色付1M、 1~~)h!f，[I， GC P /G L P /G P S P十I1n1UえぴWH県itlll{許
'11'H~I:)，~JI11泌 fì-悦洲市消11討1'Ii: 1訟く。)に|県I.~. と) ~必 JtiJi型~~J'J (別総 1) 

( 2) 対的fi lVJ針のうち、うも側け総合計t似相談lé， 1刻する災占íUl持制(日11討~2)
(日)刈 f(Jj IVJ 討のうち、 fJr/渓級品の 1) ド nfj前!]lIi~;111訪れこ闘するソ~)Jjß~制(日l)í，需品)
(4 )対ImJ，vJ パのうわ、新日~8iI~1仙の{緩う'f市，;jlU.I， 11 n完投4'1'1'+111淡に限1する').k!i包1針 il(別総4)

( 5 )対HiiIVJ 伐のうお、ツァ…γ口ゲノミクス・パイオγ…ブJ …十11 淡に|則するすごl品ø~絢 01111，ぷ 5 ) 

(日)年JiflÎ JYJ 長?のう旬、後発 I~~弾~，'i/，O)~'/1 lt完に限1ナ23'必1ííU 1，疑似(自1) おß6) 
( 7) 対1m肋況のうち、 l :rL lh!f，'，/， II({，j吹災 91Xì\ l)f.llfH1'(11総判 11淡 lこ!刻する'必!rill 弘~!liJ (別総6…2)

(臼) ，年JlfiiJYJ絞めう%、 叶引111必然111'111L別路開始・1j 1 目指 llfHIIII;誌に I~Iナる~).k)1血盟主制(別総 7) 
(日)刈 ifIiJザJ況のう '1:，、ì1刈:Ií;:彼等!槻'\/，0)治験+11絞(.j1jソ1，隠滅~~;~械品の~~闘， 11 総合判1ìl1iH1fij~ 、 ;JI:

白1Jsil!{1出11m員、対i削lリ'JI努 iJq後相談及び{簡!拡wuω~!j~:長fi" IIJ;日 dl内相談合除く。)に|羽十るら~!Jíû強
制(丹'J添削

(1 ())対 1m似1)'['1ヲのうね、J1j ノ1'.1則前綿製品のがl)fj託行総相談に!刻する災級建~í同(別総り)

(1 1)対íJíiJYJ符のうち、新|必然川及ひ:flJ~'I?，隠滅綿製~，11， OXk-J'i llilVJ絞れ後+11淡に I~~十る災総理j劇
(月'JI，詰 1(J) 

( 1 2) 対llíì助役のうち、新泌総仙の1j 1fl市協子。ヂ…タ ;llil/Ui附:&+11 花~Iこ|刻寸る jl~)jÍ!l鴻総(日'lì.ぷ 1 1) 
( 1 a) 刈 lúí助言[のう Iら、 IQ~出I<j議官持及0:(1;タ1・官舎|りi)日|奴 J終仙の対 Wi日VJで ÎII!í悩I ì!l i淡に|県lする'J~1(1lî泌総

(伊li，詰 12) 

( 1 4)対l削助長守のう%、I1!H剣謀総lkぴ体外機jtjf川隙隠l官1のめi銚1'11総当事(隠滅{議機のう出問11J'総ft
fiil!{1州初日発、体外散問)lJ 1災 ll~ ， 'd，のう\;飢 1:1'総合計1111Hl1 1tJ1、阪隊機総GC I' /GLP/GPSP
判 In:j~及び阪僚機日詩的~~11 ，，:)，~ìl!1l溺 (t'I:1:制41相談合 IÞ~ くり) Iこ|射する~)}I!i艇縦O1IJ 前~ 1 3) 

(1 5)対if1i!VJ長干のうち、 GCP/GLP GP日P相談lこ|具l十る災総泌総(日'J総 I，，) 
(1 6) 対削lVJ前 Y) うち、総劾~;Iln先 lζ闘する ~JJ白!延納(別総 1 5) 

( 1 7) ，X;]iuilYJ討のうち、隠滅機総:I!:~! Jii 11I1引が1 !ìI忠誠絞j必 ~11絞lこ|却する災IJI!i ~!ff~'1 (YJIj添 15…2) 

(1 8)対illilYJI況のうち、|絞殺郊外仙の開発相談に|弘lする:~~版製綱(矧Jll訪日 4)
( 1 9)対fmlVJ伎のうち、内燃i在中和l相I!JIJ1:校総機:総例制jj;llr，lil(QMS)激fi"I'.1:1i飾品)Iこ|羽ナる').k

抗日JIlHjIlJ(5JIJI，結記日)

2，朝日後J総IHI¥1，支持母1m臨Ildl、一般JIJ1絞殺品、 p打1;1!'i1f，(符 IJ%\I， l，1.び I~;:í終t'fIl外仙の !II' IÌ Íl I(íil!7~ Iこ悶寸る

災)}I!l!辺倒(lJIJ泌1s) 

日，阪療機民u立び体外首長骨~lJTJ 1祭場~Ilul_1 (/)-1市対1111~~ Iζ|弘lする~~脇弘W~ (別総 17) 

4， 阪総1幾紛の1，司111/，ド日常羽1nî~ に IllJずる jlf， )l~現制(自U/，f.， .1日)

日， Wi拡(1幾ヰのツ寸日…アッソ~r(fj n!有 lこ限lη)滑る~~泌i泌総(日1Jí，品 1 !J) 

601従事1，燃のsil!fll1j'S:行う対i1iiJYJ針及ひtf凝ぬ対iliiJめれるとti，~ ，'，，'， F1 :fi:対象lこ、 jf¥!lrfl¥!l1日市H、?に添付する

-T~ :ili:ω資料ωGCP、。 LPへのj劇介ド1，得':1えびf'j: /I，竹Hhl今向性 1'11111，こ1l~)'，I'.:;， G CγP について、機

械が千fうJrli均投びi山況に|刻する災l崩泌総l
{行 ~ij'H'U!î司11~ r'Ì'，tll:，制 j記1'111淡 lこ日 l寸る災協議~制。~lJ ì，f:; 2 (l)

7， I後 i~~IWtの PY. !i時廿1. 1 ↑ 'ft消防に泌N"ずる資料のうわ、IJ!I]l-:終了 L1t1jl¥!)立i脱獄後|臨床試験、i')!)IJIi見w，ll
n周炎兄l式市]I'}長{リ~JlJ ljJ1:絞首話伐に彼iずる資料について、%目安試験・総'Jtf).k!JÍl!I乃|時0)(;p 日 P~JiÍli体
制等 1f:餓似し、機械が災鋭的以j自 MI:Iζ対Iずる民間流なれ1 ろ判 I I!i誌に I~I)ずるJ);H~II

i段級，1，'，PJ'iI¥l rti.J!Iliu'I'I:日IMnr.+11淡い関するih?iJ1OC税制(別総2(J…記)



持白紙1>>1M，'，出l州11.(.!(~件，nh 1:H L日条郊 l以前日 ljeヘ又 1<3:1μJì)、百~ I f5条 í~} I .1J(訂'~7 U'lJのW:，i!1こよ
る jli::却~lldl 、 i任決n日夕 'IHl 、イ[é:iJJ:品、↓;I~僚機関及ひ:l' f'l'.I民11，1;:手事~，\I ， 11)愉11¥;i，ElY)ω(i{llil，品，V時代合いれ

Jユ1'1<1)1二。)のIJ"11'1 i町、のl1'I&t::，1切ずる也!制
/r'\it~\ ・添付虫;冷ヤÓ，:ilIWI線路市J1tiIJ Ij刊't.'1'(1ヮル!日制(日1);，品目 1 ) 

円。 i自('ì'I'I"VIJ 内i~守中↓ 1~~'1;\;前ωf'担 J1) (1;.心収品 iタみ:I;j;~部J4平wm 1 d:!!~の日消 1 )1'(、1，il i，人約 2:3:1':11)2 
の7治 1.1 J'.t又1:1:1';1 il:?li 2 :， (，j'，I1) 2 7;ね1.I)'(UJ )J，\iÎ: tこより H，~怖がわう)創 fTflei!?ljillH1114tJr没ける
陥1ω ~~t判 f't~fill; :，;， 0) {叱)J J~i:\、う。J:，i I'ld) 1;" ) Iこ|弘)'1'ら'J1S似

，ìl~ti (';"1"1: li日JíttW*'lfl\~'l;' i\ 1ωIJ明j制 0)1114¥2 2 ) 

!日白 MllliJリ'Ji l'~ii; における 1~，IIILi ，~I\tlテレ Iffyj誌をスッムf;I)) 1J 'J.¥i4同(日'IMi2 :l) 

たね、コンビネ…シ jンIJl1，lu1llこ11史、"1'.J'ると J3えられぬ似31l:について、 1'1;:)~I! 川、|同日t級官片足 l:tl lf
11巾:術特製品のいずれlこ政吋十るか1.1、叶日布製仏の 1，1よる機fili、11i'1(J 合川本レピfh'，J))IJIこ 1ド111~ri:' ~l 
るむのどされているうにt ン 1'" ネ…シ;JンIjl~lllIlf ~乙 f，y，る対 IflìJVJ ，れこついて l九 :llk終的に波川ずる (II~品
|可分lこ応じ/之島)1，1，:な山本と寸るむのの、ロンピネ…シャ1~'J!l~MtlìÍ.ひ:命へ小.J'る iザ1) j i'のj!j'IfIこJ、っ
て[士、 j ，~I&ずる J版物、 WkjjJ\\~:~Jl.x. I:): }J 11 I:iillll/i!l悼の/.{分による対1M助パが}JIL8i必艇となるJM合があ

るとどにWl必ずるこど、
J: 1;:，、 i金総|うふ，~I! ，'， ld ， :1品，1"/' ィ()X.]lúíJVJí i' (1'(~~!，'u'， 11弔徽){!; ~hll'Jrl)fHí'{lnl，品相談削除く，)については、

可 1M 、本，;1.1] 1.110ゆ'IM~ (;の 2.及び 1.のお[，i，にかかわらす待日1)，;金，;Ilj):11ずる)//);Iとより、ぷlJ的lζ'，M

JA!i"J' <Jこどどナる
イバIli知lこねける体外的i切川li:，却IJIHパごl土、 伺1:19:)t)j合伐;総合合ねり



(別総 I) 

対Uí ì助役のうち、 'ri1l~H~~ ， \I，及ぴ '1"'均や的製剤符 tl のめ験村i総(1'Jilii之II需品のク品目↓日け総合
制1i1li相談、認11段級，W，()) !)qlIJÎI干似ìHI 談、新阪高，~，'，，'， ())i，Ili Y~後 rt主，"，'， 111 日来せH't相談、ツァ…0;'::1 
グノミクス・パイオγ…カー判は炎、議11仮調i 品())年JfiíiWJ従事後判IiW(、!?JiI援連~rrllllの III~古紙子

タ総 1I11権総相談、|援連~rI''''GC ド /GLP/GP 日I' HI淡及ぴ隊法~IHdか|同脱却司'1 ，;遺i
1i"I'I:il阿波jl陥先制l;nくの ) 1ζIM，J寸<s:JtJJÍIi'll! ff~J 

1.刈 WiJVJ鮮の Iメ:分/えて qJ~~;予
'{，':M);白l疑似の対露lど寸:{);:.)'iM JYrr守のじく分及ぴ|勾"?f~こゥいては、本i滋如!の íJIHJ~ 1のとおりで

すφ なお、初;火1ft験の:Jt);Il:が予知おれる1匁?総仙のIJll絡においては、可能な|絞り、たる1ft験lニ
I~りする P制球制験デザインの判|総合平1))1)十ること会制~dI) ;1，十。

2，対ffiiLVJ符0)11似11民J'官
;¥¥JWilVJ脊?の 1，1脱却制複合論決する場合lとI士、以下の FJI!I'lfごjii;ヮて立¥J'TiliJVJ絞111'1¥前純計氏側役:Ii:

fi11品し、ツアクシミリ、別j遺:>1.1対関了zメ…ノレにより、'合議tγ 、々ジメント有11議1!f.γ才、ジメントfil!l
あてに舵1，1¥してく主ささいり f，t;)';)、交付時1111外lこ安リヰミしたものは、!交付I的対象外とし;1，サ婦ので、
了iJkくださし、。
(1) *，i瓜生110)日IJffdiI1こ11'口j斗'11淡|渓分(授;iS511liraHFMllj炎、思議終，w，jil;火?台数開始時IHII淡、!災総811jM時

)!ltJ版流後!邸時総時金守ト削ドlIi中II1i6Uえ別委主総I'd，製Ji'iJ仮ゲd後陥L主義t綴物品事γ1¥')'抑制iなIi:i¥く。)の丸j
l自il山総会者it殺するJ組合1:1旬、災総fI会訪日終するため、 r MiliilVJ対日ijilW日割引氏側議'.1 (本j国知1
O)))IJ紙械式 1") Iこ必l!.足取Jル会館入してくだ容し、。ただし、 fllli"¥';;:ojf，削助事'1'，[，'， plにj総長され

た際議IHI(党側け!議;:lté'1拘ïl;:il日JI(!: の主')'~阪終，'，/， (以 Fr党隠れγ仮設目的IE絞殺Ir'!1Jという。)

'&ひt :frrP~Jj約1111絞殺品{ご，JI'l)t:された 1{，&~IWI~'tを，})o 以|、 rj題先対f(iiJYJパ，r，'， 11 .1というの)

のうち対iliiJ助言?の(鋭化的なJJj(以いな1行事支η]滑るものについては(2)のず'.JllrIに従りてくださ

り〕対i1I ìJ山一段 11 総絢!Ii~i氏刺.織の受付 1111初土、 l道機*…ムペ…ジlこJゆ!悲しますユ!以lllJとして、
4刊誌JUi:災h(1)十る月の 2ヵJJ1)11 の片山首'~ 1 1i初薄日のノl'JlIJ 1 () 1時均込tj!F'後411与としてい:J;す
が、:1:1111111、IIl1i棋11)(1ま倒的0)JY，~ 11の溺令lこは、状況に応じて付 11な災児しますので、

機榊ホームページ:Ii:肩車似してく fifdい。

tll)対削LVJ11¥' 11級制収{点申封殺事の「持ち点(八十日 IC) J 1闘1，:I;tr対削l均1'4'111"¥組制ti.火'1/11，'11'，11
v)狩九点，1，0)詩l'撃i方法;についてJ (本五日土刊の)JIj紙 1~~#2o )のあ~Jt '/!) ， 1試の首l'号事ブrìlHこ lì~づき務1
1I1した紛ら点な紛れなく飢入してくださいのいJ-"111こi複数の十日目先11

'
，1るみがめつた潟合符

には、総iE:した作品 11(1)Nþ'tうぶな委主将lこして n 初日I~日露な行いJ<.')'， 

(2 )絞殺1\I!j2f!紛mri品、 I~，薬品 N;火11，罰金開始IlfJ+1I1淡、 i授導~I弘拠)lrJ以ダI~{発臨床試険符計測羽Iff実及び
|約機品製織l以ゲ61:究臨床試験符品名γ11判。11 絞を:lrr燃する J~1i'、 \llWqこ{媛先対 i削l均的I' ，'，/，J 1のうち

MlliiJ狗f!1O)j資先的批l訟Jlkv 、 :Ii:箱、刻する j具合 lこは、iJ~純III ¥i:1II!刊誌十るため、 d!II;i:れi!立法人|奴
終，[/，)後球機器:~~告冷機術省l" Af.符激務関係議務;Jj む1::1禁日~Jldi自IIIWJ (3)1'11比16 "1'荊IIJII)持i'J妙。以下
f終務)JrJ).潟;災対話品III]lIJJという。 )O)j，f，;パ;負ii1日必l土負ll2Yd・0.)災足111111分合「対前iJVri:i・11税
制摘さ 1氏側 1~~J と惨，Eし、必!ll!1)下rl~ (術115j閣への品J[削lVl討論 1111年の飢約ぞとですむ匂) を飢入

してください。なお、 'r'iJrずる判Ii!売が|純然，¥，'， ，]'，統 jll絞|之官主将するかilfか不|別々，1翁合 I~I立、
あらかじめIJI:ilfJ泌総体により川市議レ亡くださいρ 交付 1II，tl主IEもの悦日体の休日会除く n111/1 
11からどI%I前I11としてし晴也，

(日)なお、 J:削(1 )に淡泊するもの&であっても、保協jllj'1:，の餓A):から1弘法 lこ対応寸る I~\望号が
めzる5j";綜綴与持Jイ合t~~絡F、I刻対:)'1削{自凶li則助'Ji絞努>:i:旨i滅総H 

l吋1立幻‘:5月別)1川IリHにζJ刈8i削自川iω則肋j校釘fω 日1紛i虫!自鮒目q絞誌t安皆f行jうこどがめり}米J，'サずjナ咽dの)で、 必現ttによぷじて1JI:，)1{f{1I絞絡により術
誌記してくどさいの

a. 州市1m際自民



( 1) ，1.:， I(ti 1こJ、あJUJ，i 
，l.:'lflilこ1:るJVJi iï士、 J'"nL~ 2 ，1.))対1(1¥1リ1)11の11 NillM'れにより刈 1(ti JVJ i j' 在'えけるこどが i}~ほし

た仏11のう九十11!i)~ '(1)'ω判iflの(仰がねられ7こJJb-(i-~二 11 いポヘ)鳴り，Iïlfli1こよるiめパ合前"11'l'ぉ
j持伐に1'.1:、刈IflilYJi 1'11 NW/J'I民f/dll，li&び 11í山制限付月~~iぺ泣けて 11JW\ずる Ili，，"\1!仏丸IIflil拘iÎ'
1)I)L:d:'J (捻115);以内:)~J)í~剤111刊の I述式消1. J}.I(I:I第21}" 1;J. 1、j，ilじ。 )ωvliJ別聞に、 -1q， IfII 
によるJVJi i 0: ;111'¥'1十<J¥ -)' {i: -Ill~人してくだおい。なれ、イ;I~I~，~，'~ょがあり!、したら、事 1)111(1\i淡
~\Ì;に J: り iぬ'(0;在似してください、

( ~ ) 山l ヲiii|世相行に係る HI!V~
以i"のWi，tJ:l¥(を防:)， ;(，1ニlーで、 十、+111淡な1)1L込んでく fとおいの
， 1111)民帆(l1I?tIこ係る判|五JU;I 、よりがJ中i'i~かつ女)J渋川Jt，w~初，\，'， 0)))11 鴻 jl\~11I討を~')l!ること1:' 11的
とし亡、偽情ど相 lli~:I~'がそ山lI，jJl}!\~でねられていィ61ìJt級J，~絞、利己ì'i(j(JJ ，U出 lムJ ，tiづ合、 F
;¥LI ，~れる 1111 '11:のあIi_~~合，I，LI Aj，ーした卜':('、、問主 I 'lH~仙の 1111 )自，11'1111¥0)全体{段、1)1，刊行九喰クパ
ッケ…ジ勺j;1ごつしγC、村井i的 r'ili'Jも附J:えつつぶ日IiJ{J;"f iうものです吟

・したがゥで、 )11[1支判Iiì)~以降にねられた iJ刈初JWiliべ i ，PIヴ'<1主幹)'0) 絡 IJQによる似jU;~伏見:の fJ:
、''1'1'1;の~!1: fl~'\;らにより、 {i則的(1)'1'11 11)['1); 7; t:(I;わるこどがあり~，，)'， 

・ ~;111 お)~ (i~・ 111 し込 ;IJ， Jjj什{士、対I(IIJリ'Ji ii 1 {'，¥制終IldJ1，11;の 1+11淡いJ'i干の{if1'IJiJ1聞に、 11111 
干合戦闘討の111終IV)りjど ìh~Jli~ してくださ v¥. .)，た、|民法lirlllJl刈I(IIIUJ，i' 1)1 込山に(:1、 1'1111淡
1)， :(~の [![1 1Ji J 1闘に 11I11将戦時の相IltIiあり J1:仙|主し、相談資料lご1.l:+!1談判引のJi'j11ご
とに1I1I将戦附lこ(1長<;，jll iI主であるこどなIV)ノj、してくださいの

11' l6 ~\;&()1絞殺がある JM(干の I!日 ~Vü : 
千 1() ()… 001 :l ~W IiI:r'I~1 1I 1バ絞が|対日一日一日新民主が mllエソL
j!1i、1.1iJII(iJ，人1:';;，:収仏)1;;;彼十車社日総iiJ剣持 '1Ih<仁γ ネジメントi'i)I:ft'ili.'、〆ネジメント11lI!

'rttlilf; (1'イiルイン) O:;-:JGllEi…日 550
ツァクシミリ ()日刊九日 o日… D，1 .1 :1 
社t{"メ…ノレアドレヘ nhJIlynl(ll.ulα、I.Hllko@p附 In・go，jp 
1，1;心、 1日(.メールlζ1:る1)1込みは、セヘ::，1，T)…ノレなど川JlJくどさし、。

没(.)'1111'1111: )) 11iiI11かん制11'<111:)，で()"1 J.止の例11~li;ω{本 11 (i:除く。)の11:I)il () IIli':J 0分から
午後引|在、1，でですりただし、 I: ，i~:; ， (1)に従し、対l(lijl)}!l'11 NìU，!J'Ii~(I<似 lf ~i: 

JMII¥寸る場f干の!立:HIIII'IIIJIま午前 I01時から午後 :111.)";1:'("('''J'， 

:1 ，年'1iIiiII)J，i' 111'，¥のd品1'1時)jiJ，
( 1) hlt~ 2， ( 1)に1i(;い刈IIiiJI)}， i 11 利減絞{点山'1"iWが!JIHI1されたものは、イ心的)，110) ))11制¥01こ日め

る分野ごとに以ドの刊IIi'ilと11(;"')亡、みJilIiJVJ，í ゴ'~J，í[ 1111 !i' {i: ilIl，JlI花しぶすり
θの〉 丸対)1凶ωhωil肋l均1))， ¥'汁11刊!'引"問刊Il山ll!.湖品削l門?紋f民例4ベ1依1<、寸1中粁if.仏{
l削肋り山'Ji'1 ソ~)，包 111 1.] 令市M'I認し ;1，'j"， 

(;J) 1庁.'i'{111I!iJ 1憾に刈}域 δ~l/.こ 111I!iでUUlfで占なかったJ持iI(二It、)Jj(WIとして交(.)'11から

の首12、:1!/i)H'奇111'::'(ふ1，[;(こ.):り 11NiVIJ'侠(/d~i J)のl'lil後 1iJ))以内ぴ)}JIJの1111，'1'1こil立il:"J協
か+11，淡し:1:'J'， 

(日) I:，I~ 2 ， (日)に従いえ'，11(liJVJ， 111 1'，，;制')1宅{氏州， ll:~ 、似 111 さ~'したも山 11: 、 ( 1 )どlυjlJtこ、防
11午、 対IMIリ'JI 1 ブ'~)，Uj 1111主役1皆目iiL，)唱す。

日田島IIMIザ'J，i'o; 11 {'ハトO)JJ):l1t"tt 
(1)刈IMIリIJ，j'山11T日W!J!終結 !lli士、 '，:L~: 十) 11 か(~) JWt~'i して IJj(WI として日立命的 11I孔 1);1 こ i 対 IMJVJ ， ¥，，1ご

胞のご従1)')J 1こより、↓111淡 lí の;~j絡先あてにヅアクシミリ('，ìtUK!，'， し去すり
(日)，IWII 1 こ上る i山パを 1i う Ji!l~{i-~(~あっても、 'Irr'先制)IJ 1:、社1(lj1VJi i:U純 111:t， I; ， j~ A ，ω111'内刈

般により i丸山した刈 liIilVJi i':J~iJili 11どしポサコ

0，刈 IfIi)l)Ji i' r紋料の)1、協みど年，)lMIリ'J， 1 (!) 1) 1 ，iさみ



( 1) .1:討85， (1)の対iIIiJ山花ì'~~híliのご終1)1 な必似した 11 びJ 'î1! 11から刻銘して 15 MVJrガ11以内

lこ、校日1ずる中II~JiI迂分のうれ数料を;m 'i' á:J~n'符から採り込ん1:::.1:で、以級品:X.!H1iJ山手守111込?み
に必llJ!+IP]1 な削入し、 ~fttíみ ß7.'_受取殺I:~\l与の!とL し合添付。の 1:、Ni'議事XI土那i去により'tjITIマネジ

メント古111浴 ;rtf.γネジメント ft~\1こ悦 11\ してください。 Wllì主的場介 1::I;J:、上.Jtlliのま之lこ「先，)'l(IjJYJ
1"1111161持{E'['J1::.'1と1持きしてく/ごさし、。
なお、手数料'Iililぇ'，;</綬)1))'11，0)詳細については、それぞれ;義務})'111l障災繊細川/O))Jリ淡及

び r~!II ，'r.行政治人lR;然 IrIIIW~縦十務総総合機怖がわう !jili誌記キ?の T:数料についてJ (SILI!X:2 (j{1ミ
11112111撚険ヲ露首il121002砂事11"':行政法人|必然IHII'ii隊機総総合機構)11¥l/¥:Jえi前
知1) 会議会!日iしてください。

( 2) 1絞殺，¥1，M ilii J Y !~ì' 1/' 11:> 1持の桜1111 1.1'に、附 11 1 込誌干の rHI総 I)~~O)概時J j附の記入内燃の?首〉子l~;
{本(7' 守スト形式)でぴ')!)品川も j)I; ，\t'てお前~iいし，J，ずの 7，Cjコ、対談1)すねがA4J以後数枚にわ
たる場合l士、 )JIJ トこ八 4JVll1文 lこ!辺約(1演IJIぷ需を除〈均)合作)J~L j)HI.¥してください。

( il )以来~，[，'，:kJ' HíiJYJ 佼 111iみ併の備制聞には、 11!J，¥判事f.(/)frIH*i.i:、例えば rI1 :['>¥澗'lYio所li然、 'll'l!比。{I:O月(コ 11Lpllll (午後) ・00分!IIY.の対ifli助役;1411旬γ"jl!.Iのように飢入してください。

その際、 1~~IYfiによる lぬ係金行う助f?でも、 k記5， (2) 0)対 1m助役'勾』むこr~~ ド127 飢入し
てく/ごちし、

7， 対ffliJVJ待。')~託料
対 ílíiJYJ討の資料については、持議会父 I:J: !I1市]去により、満:資マ Iネジメントf出i~ JtI:~"'*ジメント淑

へj最11¥してく fささい。
(1)資料。J機1Lil'{11数

。)県~t_Hl::F，統机1絞.bHJll張緩，'u'，JI1:}; Irl~検 IJf/lifìlllJ相 11淡 1 0)'市

(お 7， ( 1 )ω以外の+Imi2 0)'部
(2) '6:i料の似1[¥11 

相談資料の機11¥111';1:対iflî lVJ 統:J4 JlíJJ じりと~!~IJ.~O_刈111勾欄 lこ記入して践すおし:]:寸(先略目け得世r
J!'i)jf際線MIの{題先対rfliJVJ討加持:くの)。州首長資料似11I1I1i'(こは、 j資料ol1'1!t子燃wでのjiJlILIも
併せてお即日し、V:Jミサ。

(1) 12H県!，w，J'続打i絞及川災被，'，/，J，l:火If1聞東IJト1M!時IJ111rt売でI:t、JJjUllIとして対fIIiJ山校胤r;Y''il!n 
の2-:3 ilJillllJ 11/1の1)11前nUF'後日時，):で)

(lll 1駁ilil1，y/， 手縦十11淡、 |袋詰~川， jl1;火 111m東 1111 /1(11)11中日制i 主主 (J' i'強化対 Wi助手司令以外の 'lÚ験 Hl淡マl立、
JJi(到1Iとして*'1ilii JV Ji守災胞子俗 I~I の 5ll週間以!の JJ 附日(午後 811ギボマ) 7)1 /1 't:となりま
寸台

@，'01!j世f)'!務次的削減却l{!U1の{露うも対fiJi飢餓でl士、 mUliIとして対陥i助隊Ilmn日終依縦装与のぬ
11¥ I1と1m11 (ノ1'1&3 11品主で)とたり，1，'J-。先羽目け'111'3努約J-I!l銭柴山11以外の後先先ImjJYrp1'で
l土、 iJljl剣↑l1j<・11'る11とします。

(日)資料の災前¥1:::1士、 20告11(1疑獄，¥I，:F'統相1絞jえV:[泌総lldl似大治験IJIJJ，1iIi11相1f淡にあっては 10 
lIll)それぞれに、 ifl駁wli:分注!妙、治験緩めl品分名、相談!辺介、対iiriJYri者5)l脇n(允問Kf')':f露
骨:的政阪総lr/-jの{媛先企;)lili ll)J況にあって I~I:泌総コド議)、対 1(!Ì 1Yri"í を焚ける併の氏名(ぎl1tJ:名)
に加えて、ぶ!:.{市ど背災市U:，湖Hこ受:{，)'/合均(例:1' 100) 、 ~i ド古111こ燃料のj的しfl';サ( 1椛:
から 20 除去マ(阪線，\1，'1'統HHl;え&Vt[銭高-~8~_1 占1);火治験IJf/1<111111 .jl] n売に;)1)'，'(1まIl'昨から 10
抗議で)) ~~イナしてください。

( ，j )滋i計iによる l山氏\i:行う皆目 l之、作品慌の十Iln制 1\ も1.1 符 J: 的判長~'IíJ'奴将 lニ絞料のj/&11¥ n ~i: .1ftめるこ

とについて噺ii1JI:::111談し、了解が紛られた場合にはこのI1:ti: よりも丸町lめることがあります。

(日)拠11¥おれた燃料l，tJJKltIJとして機榊lニ、ねいでJ)'gl!iし求すが、)/jU;IJ.l告す{の機総合資料俗JlIY)燃
lこfiV、11:サコ

(日)liA議11̂'1'1.l!1:火治験IJlJb(nlll相i淡なIゑiJiti，'>1， f~! Il初試験終了後相|絞又は l滋事~NII 巾 ItillllHII 露首と|刈 11年
に1J1L泌 tr場合であって、際線IH，賞îll 十111約百有終了後十111淡 )(1まWi.)J;l~， \I，IjIj!向1) 11相1i{売と?なく Irìl • 
の添付'資料(災級決みのめ験総約機11:(然、関係目前;文句;)については、|筏拠品川;火 li'l~免 1)1/b(l 
rilfHJ t9~への泌小J1;): :t'，'IiIi¥ "Jfi院とし求ず。なお、中し)6みえPWo'l:'[:;キトについては、それぞれの州

総でねうようお闘いし決ナ。



自白J(，II{liWJiìω ~';i料lこ lå品り j生 '})IIげ五
( 1 )資?刊に峨り i占.J'I'IJ，'(m、111it主'1r.1t.i1こより児な 1)，1， '，1' Z戸、例えばが11;ペ徳川&びノ1'':1却ρf!(j'0製剤

怖の f{r自主 ill"llhI1汁 I Ií淡町}~{:) J~，} (干に1'1:、 Jj， 1"の'h'i':'llが全体どし，({ii .Jzれていれ1，[イOIJどりえら

れJ，すり
(i)、日約j.iV，';1之島ド!と')f{ì~，ぷ !J ，

1;11官!].(;~~~があれば、効能. ~JJ ljl、111iJ、.IIJ I武、的IIJ1"の1h.G:"':干について、比較.，({1!: 1十 I，~し
ぐくださv、

(;!l 1県~，(n{ì似iJ‘ωIBJ~:alよど'({i !~:主':\~の F札l されるメリット
Jl'!:(r:ì(l味付');011 1\11，時点があ~I， I:J: ')'し、1{ì験生日にメ!)ットの "fjjlH' 1 がふれ (:~â見 1'11 してく 1，::

与し、“
ゆ欧米山i給付文 l:~lft. びその) l\íU~ 

E ¥J 1干IFl'('j，il'11).1リif(:上 φ カ1"1の久t文のふのマ i分です l

(1) IIIIJ~O)締約1'%1
製剤 IJII)詰、 .)1:臨床以険、 111i 'j 外の!~~ J判|試験、!Ii11 +Ilíì，~除、抗日l 判 l試験ψω うわ l ，~ I)J!伐

t;の4了、それ'f:4LIJIII'(1から終r;)， 'C吋1'，)之1f3J~1ζ より '~\í~ ltどしたものを付;1点してく/ざさ
し、ο

j，た、日1I司自治行.U) 台 ()Iぺ，'f~;IζJ; Q :;~tI ず'1(!);託児札'附:占、 IJII絞れが波lJiされたJ);lifl，tこjしが
j 川、る，1; う iこ iì，~，1悲してく j三さい。

(11) '/1:.余白li，¥H，J，ヅ人智クパッケ…ジ
ア共Li物!肋tiH試験、被ノJ'了。iiJtl段、節目判1111 Jil iWifiì，~!I"' 、:お 111判|比較的!!JV'!などの試験カデ ζf

リ…lこ、試験治U'&()~試験:括協JUIIIII (，11'1"'1的Jj，)if 1:νとωiねな小h1t2して、 III泌Ij'<11'11.:: IJ 1 
いる臨床ノ:、ソケ…ジをilt'，，1売しでください。

イ iil)タトデ…タのやJ)IJを1負託、Iし亡し、るJjij冷lこは、 1111人i、1'1外lこ分けて、それぞれを似絞す

るどどもに、ヅリッジング戦時による1I1I綿々，11サ11111しているJ話会{こ{士、ゾリッジンゲl¥ltVPl
Jえがヅリッジング刈怨試験がIVJらかど冷めようにしてくださいり

@!泣紛のiil町長 /\~IJ既型，f\，W
アりJI"li{lI!ii!!，liωx.J匁どなるIldlrlで、 rJ打'In:0) ;¥'Ji(lilリ1)j fのぬかに 1;1旬、，llql，~I~，試験1&lmこっ
いて、より，1下しいほ事|々 11'/1.比してく 1ごさいり

イノ1，物111~， I.li引 11 1 (lj..'jl jJジ|叫知 111:1~/Jì~ ， llr'l~i:~(!i ;tI'() ) !:jl去、円<，J'，:， ;\liW~& ，():iI史、'¥"J'るごとが凡込

UL る却は知，\((()qニ )~{ú~ HIl)1I!えJ支件!{i:I，G:JIJして .\Il~読みれる t早川却について{士、日曜Uメ早川1
'r~[について，J; り j下しい資料合作成してください。

(，1) '/1.'トロル'オ;li. t)¥l，品./)'川説明LlC，J干潟

ゆ l:i:lf;球的自負。佼}t

γ111ドせにおける臨床試験JkV:'IK泌1j 1 ，Ií'ilこ，f;IjJl J 寸ること dt 与えている 1M外における I~j{，)~i
中間企1tJi:むれとっし、でl上、l'î'Jrl~':'\~ ，'II" (/) tl'~m ，'/，1:)川t人の)1;;総'jIiÌ l'iIと 111 し )J~;M~IIIMJ内1.:，I/，~I、十)，

ベヴ資料の{十lル8Hl刊について:J (、1'1&1 :3 iJ'. G IJ日1111判例'11i織的自 DD ~}Jばノt']j'j'制作
似抜主的伴内1'i')')1消!J去i的1.11.， J)，ド f資料11:llx')j!!正心的)，11J とし、う。)j)11紙 50)}，5. 1 Iご沿
ってこれらなどり :1，どめ、 'ru之な11'llxしてく 153い。
なお、t'rl?1前川、 SJ~!仇 lこ{白川した製剤の似11:・ mllVゆが!ぬなら .!JJ{)-(こ1;):、そ仰門会制IJ!J 1こ

〆I、してく/ゴ与しら
イ A"j之についてl土、ぬj1I/1l)JII、可I'i'の{十殺のl'J 1¥'1化的ため、，W;';1…クna，uごして、 7レ斗

シヅノド〆ィスタ ".i};の{OK気州;休刊品IJlしてくださいη

(¥J) I!ß'I}I~itJt!!験， IJK!~N;. 
j況に :h iJ制されていら ílkl!I:;ìJtl~i先について、災料作成，}.tIj~jì.tJj l.1I))I¥紙4ω.1(2，:1，7.11と沿っ

てこれら合日りたどめ、 .lr1t J( ~!: 11・1&してくださし九

リゆ |ド1係iilIO立:
l 立 '1以d，oJO!;.>〆(~iÌ:ii ~ fVj. C"jJ ~" 

(j1J J~品)，の午JIfti)リJパ (汀減免 111 ，淡~Ìj ~'J)) I泊以(11者叶ずるJMuにliJlる。)

@) !llc.ïJfのりょ4・ ~~'I'bi:: JIJI 似 ~J;. (淡、'¥十おj持f?にIUlゐ。)



( !l) 1'1 らめ!級会~~iJí!i しょうど寸偏る:r，'に J: あ治験lこ係る相談においては、そのrr-が IJI j:l官官卜削令，{1;
1;:，)目{却していない場(tであっても、少なくどもが、ドのような1111JE漁村議i*'I'を川iましてくだ
さし、。

CD ?:~'í 減捗~~ì性 lこ対ずる 71'1械が;
新{以í~~がめれば、効餓・交))思、 JIWl • JIJ 殿、制~JIJ ， I:の ì1，，1す，:I，1frについて、比較1<1;: 11、 )I，~し

てください。

信号 l現:(1::約機訟の 111)阪jl，(とがTi紛淡のよr'~切されるメリット
lJ'fMfìI立法の 11111，測点があれば〆:J~ し、行11，徐被 lこメリットの IIJ@'I'I:がめhl;);h.比例してくだ

さい。

G1)欧米の r1J~付文滋lll..'()tその路市4
EU'I'十|支1'('11止 のJ4aIT(;)>，:)J 1'1:1ω;Q!E:立;のもので十分で十0

cj) 1訟紛のめl投獄側波滋
([])ヅ1]トロル:4足以び札i行JIJ統IlfJ文i均株ミ
@ I'hJ係愉;立;

!日艇なもののみでni，li械です。

日.対IWlりJ討の取下げ、 1;1111ll!: 9.! 
( 1 )刈iliiJYJパのIjI込み後(允附け"iI'isf.;JiiXirI必然，¥1，の儀先刈ifiiJYJ符にあっては刈，l(iiJ山内 11f1，¥例数

{氏側議事の ihHl\後)、その，~)ìll・ 11 :j:でに、 rjl込町。の者111守で、 l以下げ役十j'うJ}lfrIこl立、 1特務Jj'
iJ.，殺事災)i組制li!IJOJj;Ijl式首1a a IJの 「方，JiiiilVr&lrjll込空会JI'(Iマ蹴jJIこ初、'llPIP廷を泳!入L、守Jli;Ur.マネ
ジメントlill'iil'商lγ才、ジメント的Hこ似IJ\しでください。，~肌，íl) 徹夜J行政 12点滅~11111， (/)俊子白井J'lfiiJVJ
淡において、対 f(íiWJ後日以前刊誌{刈~H詳の lJilll 1í堂、Ij l )ふみのI1fl[こ以下1')'ることになゆた場合

l士、…!王、 Iド込みなねりてから、 l対fifilYJIYrll1込滋l以下組員j栓総/.1¥しでください。

，¥llUlilnWヨ史的7ど|反省11，¥"，の{闘うも対i削WJ段以外の対的iJVrl'¥'で1;1:、 はすWTJYJ誇i'lPi2;，滋JliCドlIilJ
と併せて、非とま落])'1)"，識す1~}íÚí KllIlIIj O)儀式筋 a4 砂のf'I~~議1 ，\/，母51jj予 r切符ずa数料:裁判・紛;){議1J Iこ
必ヲ~!I)f.Jtí犯人の 1:" jま11¥おれたJおイ干にlド也j久!
謀終;ふ刻州1 11'川品I日仙，'， ω1綴誕う仲先\l~島刈:.)ìl削IÎ則肋'Ji鈴奇守剣'1にこついて iは立、 3予脅数;立t料のi滋慰劉イ小付、Jれj

( 2) rj巾|ド1)込ゐお符.の持部i介 vで('~火i主，$司1胤i地翻b抵iJJ の変T児1立1&仕タ千行jう1製匂;ず介1'1ωは1立.、 一I1札J主罷パ、 f立対j[(附削Ii!助均千筒請'1川iけ11J込込結滋幸'I¥¥(川|ド;'，前納f両IJイ合t什tぬ品似I削Iiし、
Pf.I史rjli2;，みな'(1'...，ていただき二J:すので、 f*，JlIiilYr1ゃいiゐ潟}臥ド1r，1iJ ~i:" 踏まk-γネジメント印
税法i.マネジメント総I之総111してください。うもIUlll)' 'iW翁:J民俗lPJj持品ω{額免対1m!助役以外の:t.)
WiJ9J討においては、iJj"U;1ご、 I' f:絞終 IIÚll~事f市;説得'1"‘数料i援付目指ユlと滋 J Iこf記、!疑事J資総入0)¥二、
ぬI.L¥されたJ，!ij千?には、1"数料の'1主総jiI:)刻、J'L;_k十。うも矧lIJ";針金f.;)丹波 I~Æ~総品の{話先対mîJi助長?
については、手数料の灘小)'f立行いま‘u・んので、ゴit，留:ください。

(日)械情側(f)'lfII ;'l'-(':~JìÚí I1の交9.!/，f; 11' う機命や、 ~J，必ド!の強~!:9!がやり合 llJ. ttいものと機摘が総
めた場合l士、 f対íífilVJ 削Jl L生議l説ド町民j 企:~結 /)1寸 Ç)!記、Ij)f1:):あり lnせん。

( 4) II川ごI:J'Q場合で;v，つでも、機j持がや:1)な4惑ないものとしてねめた場合l立、手数料，0)"Î':~似合
~刻、j します。

1 0司対Tlii助役の災)iIJi

( 1) ;t.H(JiJリIJ'f2i'j同胞ド|のlllJ日公，('Iζ、11¥)市;投人数、中|同j1すI'側将I"J欲又l立外線l人0，)Il¥)仰のめ側(湖
間W\}，'l~ (I)イj' jll~会合行。)、ヅレゼンテ…シ '1 ンの官官lζ使月Jずる機付について、機H持のJ札 l，~1
狩;にでitl!絡してくはさいの

なお、 lli)山人数lこっしγ亡l士、会滋iYdOl広さとω関係 iλ 1相談lこっき 15 4':1以内として

え1':!.f;;い也
(日)主\j' ìITiJYn弁当日は、 1幾』持l~イサで%l IMlめ討の予約がある絞殺{i;えていただき、その揮さ内 lこ1正つ

てく 1':!.f;; ，、。
(日)11民主~I日， "f'統制|淡&rJ< 1泌総 IHI拡火治験 1.1\1 ~1l)lIJH 1統合f除く治験相談においては、 1'11賞d!:I't'側から

ω+/1誌iリP，l'ill:>j{既日rrについての 2()分科成のブレゼンデ…シロン1l:;i3li1tiいし j，ず。その後判l
j淡な ~hi起し求十。なお、ブレゼンテ…シ u :，.}f)資料の ~/j し lこっさ，n してl久できれば L )民i
1II]IilHこ、 j!遅くとも出j々¥1，)，でに担l統制l~\'I行法でツァクシミリ符 lこよりぬ 1 1.\ してくださb、。



( :1 )似}~!S IIUII r'~，'II(:+!!淡において 1 J、1'11絞 ，'I'(WIからの十11，淡いtiの正見切れ:.1創的制I11からのJ行，¥pOえがlめd
{，:;あわ 11' て、 l~H、どして:l ()分以、I}'I(~ 11 ，ì金どして:J~II&i L :J，十。，)、たiJiU{lJどして、似11リJ}J.iおιω白.iL
lυはj上‘:It川i“心;J川紳仰1，'Lし， 1， .p:んり

(日)伊ぷ~lil\111 ヤ，);)、 ~{ì級1J11 /1(，l'iiJ Hlil%1にmγぐ 1 ，1:、制 IMU!仰lから d刈 11 ，淡いti 山，1I1，iY)，!;j;剣持JIiIJからのJlj
inJえてj(jI)Ji iィをあわ¥1:'(、全体どして日 o分以i人1{i: II.ì会どして:J~"却しJ:'j' 

1 1， MI(IIJVJ， i' 刈~，，'μ){ú ，ì会

対1M助 i -Î'が終 f した f誌に l土、持 lil~'fí'に I)~ねな!出似の 1:、彼Wiにおいて 'd'I~~('I~(i: f1i}北L、+1I lIji 
Ji lこいi会し:)、十少なお、|内，収品 Ni}l.llliijiiこわって1:1コJ{イント 4・iilii民l::Jj長川!したW.l¥9' t:.し:1，')'" 

1 "そのU!'，
( 1) Illíl1il人j'かに対する ~il別的のは1'1'(，イ';; l:lI fIi j 1)) ; i'ぴ)lilJ 1こ丈，1， :~'{~~M .lJ~ し去す二

1 )ノ1:，物ρi主的製剤、 i泣い i制[，J哉氏H<:Hi 'ii: j，G: j I J して拠泌される|同様品、 l'I;:~~li 1 1111 1 、!:)~ ~M1i~ #:{ ~n; U) 11111('[tl、
イiJ，JJ'I'J:)iI.ぴ'/1;公判:の{1(，'， f\\ ヤト lこ IVJ'I鳴る Wil\JA~1J 令(lIiHII:l (jイ|政 ~'ftH 1 I ~)')抗日 O(誌初日 J到i為
7 ~)'"，の):)l，iinこ)，1: づき}'，(!I ，'Ï)'l!!t人(:(O)Wi¥I!する!民約十トJ'I!メl:t，'，/，'vil'i'PI!IこIj¥lji~JI Jぴ吋1，ぷ{i:泌する

li:，，:九日， (人x仁川助物の制約イ1:Jff;jをす・ぁ.J:HI:j くì:I，，~;)IJ して相~~~される I/J，::\~品、特民生物 111 点制 1 1111 1)



(別総記)

年J'i(Ji(リJ双山う 't'，、yt陥4け総合誌'I!制1i111絞lこ|思lする災}iI!i燃綱

機併ではも 11乙l戊2(1 {Iミ日月 17 11 (ζl'戸 11'.労働行，1:. り公詰さされ1，，，:~ r ，~lrJ郎 1') パッウ…ジH境問Í'\ J 0) 

lnAI~~ Jifii縦である旬以~I，ll')，'/降、市J怖とiIi'I)(tJ において!~Ái，むれlt， Mdl (~ιド「ぬ側 I)"H予約:H'1'i主仏 11 J 
という。)について、 F)，ドlこより、光開tけ総合併1i1li相談合:長胤しています。なお、先JYli1)"併殺t
J作成金:!l;1)'1とr(1~M JI]1泌総仏均Fo)1削減に付nlliしてIWI予告される(1;11毛織1lJi'!IJ1鋭部;品特についてl士、
先鰍I)':H字詰目的7長身~:rtけることなく、うも問'i1'i障せ1:抗î 'iJi川， II(二 11 ' 1 じ、本相|淡の対象どし )1汁鳴り

1.河期〈け総合il'lt 1iIli HI絞 0)1式分lえて)(1)、~ ~i釘
本:)4).血液'紛のあI却ととする対iiiiJ均約の11(分"&tJ: I)'j ~!fについては、本泌知!の別紙記のどおりで

立。先駆け総合糾仙ijll淡T'数1ヰの払込みと先時1M総合il'l!和li判11淡のIjl込み

J'iJ l獄け総合i予知i制 1 能誌を l)fhÍ!i寸る I~!介 1:): 、 *J霧~Inl 川、先月1M総~fl予{，lIíHII淡ω似:分、総 11\ 'ó'~*;I'の
内約、 11&11¥仰を〈、総/11i'J'jjI311!i'Jり11;1卒について、あらかじめ機榊の?昨夜パ…トナ…lどがi'li}の，IT九
合わ廿(以ド r+l1:前打合せJ という。必接~(こ応;じてJIJ， "1削iもli1J)M") 1):奥行い、融制慢してくださ

い。その 1で、羽目支i}OgjHナ総合!I'y.伽j.j'um誌の 111:分的手数料 t凶 11"↑l {1U~fi6，~;から似りì2;み、 HI総|送分
どとlこうb即け総合抑制j'IHJl!lIJ1，み1¥+(納 st:千わì'喰rJI目政i攻文t総l長t人i奴F災ぬ;ぷt綴l終~，\山川川\，'川，'，川11 11:隊絞 t紋i立t
j務若初j方J I.依l点i 詩滋?ソ潟~)J峨制似品耐制制11問11日凶則|リ1 (οIドj成戊 1 tJ {年lドミ制釧11目I則lり(11リj許約i4りo 以下 「宮踏ま若j)'ij" llf:~ !Jiu制IllUJという。)の機内総
1ひの記、1.f}の品、1.~3 の斗、 l 抄の 5) に必IJ)! ~ut( Ii: 'nLl入し、以 )6{!}';~交Jlx滋符のぴし金総
十1・の上、防護主XI:t郷i去により得議2・マネジメントl'fll'jねなャネジメント日唱に機1I1してくださいQ 話1;
i去の場合1，:1士、トJ1'討のまとに川淵II)'*'~1t lî川i1Ijjll~jírjl L6 llj:{E " ， Jど公殺さしてく 1'::2sい。
なお、伐採(1説分の F数料をi日 11年にイ治してJ綬りì2;i/'j'場合 l士、 J綬 jゐ i込山'びしと、以iみイÌ): j偵の I)~

I沢を:i泌総したメよ1:を111F，足11
'
iみ織の災1::lI，'i付してください。 ただし、 l↓1)み潟:本体はじ五分ごとに総

1I1してください。
;): 1ょ、 f先月Ili十総合前市1I州総 (OMP/QMS/GCTI')J (こ;おいて海外 "~JIJljt(11総会行ったJj.h1t

に 1;):、け 1 )2;，みの際 Iこ仏i生み ~1;i'った'f'数料どは別 lこ、 110;外災JIIl舶;詰部品事了後、海外実J出納!lmJ.点終
合総*することとなり戒すので阿波してく t'!.さb、。

数料'í(iU立ぴ~fm)JI，ょの語学仰について 1:1:、それぞれ議総)JìJ:，滋災級品I lIltI l のゆJ~，主主主ぴ fð!Ii:，'r.tJ
i 士法人|絞殺，11"妓僚機線総合機怖がずi う ;1持活E寺告の予数中市についてJ ドII}l~ 2 01，ド llJJ2111被

機ヲ騒然 11210021H!I.i淑行政治入院f.l!;i!，¥/，j淡鋭機関総1}機織JlJl小，:j!受粉知1)会議室!日iしでくだ

さし九

IJI;\み \Iðbιぴ}~í絡がある場合の1!(1 ;i~)\j : 
守 lO()-OOl :l以来事 l ごr'i~111 以後が関 a a~2*lr綴が関ピノレ
制¥，，:1i'泌総人|袋線品隠滅機首位宇治fT機1'W:[持11ftγネジメントl'iI:待針γネジメント日!日

筋商ri(<<・イヤルイン) 0 a…日 50()-$)fl日目

ファクシミリ o :1 -a 5 0 fi -11 4 4日

~~付1111' 1 /lJ : )1 似 11 から(t~lIi目日 まで (1 引 I止の tJ~ 11 j平ω休 111:ぬく。)の午前日11，)' a 0分から

午後日IIli'，)，でです。1I1i'l1I]徽ヘ'J" t' ~'d紛いしま寸。

( Wli紋'IPl{)
・~Il IJíl J 総~<(Ì'jW側村l淡l立、<Î': I説分の':Á! Jj割合j以則とし占すが、データが絞わな:い場合や自問潔関
係について、機械がn!，l，める場合iJ:こω限りで1-1パhりlとせんο

. r十|メ:分のIj1 Jk:/)・1:): "Il，t'r，~くともし交えあり;ト\l・ /ν。

J '111'資パ…トナ…::IU計十るクG駅けill"In:，Jli'It，日1刊について、打fJヲ産省側と偽情1WIの紛リ誌を:t'lい、
ォー Hln~Hこ|県lする 11則的1IUIO)終 n を務める針。



「う民!日¥111{1){i-，I'I'lll1i 11 II，，~ 1 P)2:， ，11 Jの桜山内附lこ(J、1(1)111)ち円の 11m淡11']'11の倒的11閣のiiU人

11すねについて、?な子似体(ソaへ，ストmJu仕A川)，¥1:てjM111し℃く 1':'i:sいl

な，1'，;、、liiおII，nヤが八，1)lU惚1klkにわたるJJjii'IJ:， ))1/1.:，八，II¥U1 j交に世!j約(同点~)i; なもt く， ) 

{I; )，どめ、似11¥してく 1:':i:sい。

日 夕心 I\I{ け総九i'I'iIIlilll ， l売の :i~ 午、|
( 1 )資料υ)11~ 'fi JIt. (FIMlllljllt~ 

'm:III~'il及 (Yj!'Wlifliî止について、 '11111UTii，tt司にで(1(1日認するものω、1，1; /j， 11') 1;，:資料品切品に
ついて1，1:， ))11紙2…日必 '21;;;11日してくどさいの :1、た、 J品111 '，';i料?そでの 'íltn県体 {HJ，~III L 亡く

1~: tsし、ラ

(:2) 'tfゃいりjla11 ¥JUJliH 
(111)1) l' 1合¥1，'1こねい町Cik，)じされた 11 1I，'i' 1 こ、 J 与党ち)(， 1 ， 1: 郎，L!i!こより、 :rIVf!:~-< ネジメント rm'flr1r.

γ ネジメントj\!t~へ，)M11 1してください

なjヨ、 j)，WIò~11，と IY 午、IIJ: 、 }I;O\サどし，(' 11~li可においてげがなしどす jυ:110) 市守口こっし γ(1士、

~êt ~:'Hh\ 1 L¥ ")I~\に悌?似し去す二

.:1. jld~10Jffrè{hì川lIiH IIU~ (1) J¥kド1)'
~\;J日 ilJ 総 (hi'!i{illi+llii;(!u) 111 ，)2:，み f段、Ii長11'，1泊、らのI!(I~ 引im去十)'J: '('1ご、 111)主 Jí'のおI~ (t'('、i臨i、1)'

なHうJ坊(i!こl土、 >!I'U:先)jil、必'土)IlliKllIlIlJの似式首i:l :lけの!刈1MJY! Ii'lll)さ，1，11I~ドWliJ 1 こ，f(，、 I}~'J下脱
会記入し'市代γネジメントiHl'，If.'hγネジメント叫!Iと似11¥してく氏名い， 1)1 防て、 ;r~1;)1 )iU;'i!干潟
fJlrI細川の総，¥:1i:l4 Uωrl夕、lhHIHIヤド:Hfft~'ì; r数料i盟付総;'R'ìt:~_] ，ごめ必 '1μ t'~ ~:'íi'IJ 人ω i'.、 JMI!1 さ
れたj持(I'{:.I上、 fik料の'1へ街l令官打、)LK")'" 

日， ~\:;叫(i)~お()'，i 'I'IllIi判i淡u)'Jごjj(!i
')1:1)111 f介せにおいて、 +11;1完全体のスケジλ …ノL、j)，¥111資料のi前総合iJいとすB その{去、|剣持

へ資料が似111おれた 11から、 '111)11に+r"介;1)，せたスケジμ …ノレlこ従って十'11 絞殺，)~胤 L ，): '，1'が、
'e' U) i，leh 1こっしγ(1士、 IJOCtj:ソ、 1'0)とオJり℃いれ

先制1)総{i-;:flllliHI淡においてI.J:、 ポ1)111J(tせに亡、戸〈そ〈む0れぞれυの〉刈4村相i刊Ji淡i詰決1先t在合了|ド川iリl川討汁桝!↑れHにこ近泌sIめJわ)可る，1たとfめ1れ)川ぴの〉川t納Ji山il i 
l紛、臼守なJれ'1介1吠tがげ爪('必嬰どy以U以:十り)J長):ミど川"寸)
{ば，[ムr、{，I洲山W似11げ川f刊1'1いパ分Uω)GL 1ドJ)必，1占1むi;f叩|ド朴Ii恥iレd、ぴの〉九凶司f什T刊にIYJ十る引'jiで1，[、試験'だ)出品i紋〆、。)訓)l'i.の必11ftこ|弘]
し'C:l ぅ )Jml!芝山険制 )UII/IIが 'I~\I}J! ~~ ~5'えており去れ 1: !と、それぞれの，[:jI !i~~において、似 I l\'ti
料会分'，lillL'CHうこども "11mですので、 '11:l)iJ打u..tL"1，ごて、 h和総しでください。

( 1 )資料の!MIII
Ij 1 ì!ちみ役、判 líl先 'i~料 {diJl l .li してく/ごδいろ

(立)俄1/判、むの1!(1合併Ji'iOli:GH
機械から十11I淡什にI!(¥:''i'liJi({i: )'I;Hし，1，cJ二

(:3) 1"I!rl:o)!MII¥ 
11(1;;， 'Iilm之島十)'?"I"I科会似11¥し亡く/ゴ与し九
なお、先月ドーl十総介，1'l'{liliH1 絞め!阪会事 11'i 1"1~ 平 IJI;について l士、J1fJ 'm'U) 対 IM!VJ ， "1'ど 1"Jj;(iの11ぇ1&

いとし、!111 ~，\r '， H~ (j) {ìre~への t汗弘、，)i，\FJl I:上司;リ~!'C'，J"" :)，1::、枚数が少市:いj劫f?に1:1ゾアクシ 1
リでのjl~111 j， "1'簡でナが、'，'ltn，¥1; WiI)，lhU 1 1 イでお似し、 J叩る Jr~}{I'がめり J:')'" 

( ，1) lllili'iji(l"，l自立;iiFUJffliji
|ズ分ごとに、I!(I~，引材i対応ヤ~';7)':! 11 anから日ヶJJ 1/11 ( IIJソ1;， I~:， iぷ勺製品にあっ亡 l士、 1!(1;~ (1)1納

長)l，G;';;):，，) )リ1111)な与l依して (iぅJ1 {i: I1 'V: 1.ごした泌切々JVIIII))で対応"J'IJl2ど以j主主れたII-'{'，，~，( ，('、

Ij I，II'J "1と十るげの:'(みな 11:}i)(:し、判 i淡行(:~.{í ~j:a し:1:ηl二 Mωの I.{分 U)'tii守1JWIから1tげをの
lベ分のt!1ilN耐'1\紙文内のも~.i主主で1:):、ーlク))Nlfl:<i: 11 '!ぐといたし，1:寸。片付、;、 !lliiH鍬泌.'t/:'; 
の(乍}JX'lu.i主l土、IjI ，1M交となるとともあり主ずの



。')1111命日)
年U' ì{íiJVJf~ιのうわ、指I係議仙の，jIllírn'ド1Ílli +rlr0~Iニ|射するソ141iui製綱

1， JIQ)II í1 'I'似i相談の|え分及'(J'Ii~'?f
44'火hUi望日制の対露:どするIln)11糾仰i十11淡のIポ分及。|付?d:についてl立、 *J的知I(j) ~Jリ紙日のどお

りです。

日， yfll刊行制i相談災huJ依納得の!交付
llO)11抑制1i~'IIflえの jl~h1s 11: :lfi \'I!ずる場介I士、 Ijfilll判官IHII淡の災縦の詰 ~II援金行うため、作、;終，'，I， 'lnlll

1干iIIIi相談災hiuft<i!筑波 (.1，)副知10)))1)紙#llパ2剣)Iこ必綴!IP)'iti:初入し、附護主Jとは!郎i去により瀞燦
γネジメント印後夜、'ネジメント間↓Hこ似/1¥して <1ごさい。問i去の場イ!?にl士、対的]の，}t{こ「ヰnlll
n'\!fllii判H~i"おhi~f:氏側滋{J"I'J と公滋!きしてく/ごさい。
なお、 ijfl'ilIlW 1i出Hfll淡災J(1li依~ry'(iltの'受付JVHIII については、|幾{持ホームページへのJ自治絡により

引がjにお知lらせしますり

1 I1 i主党及び慢;úfí事，がある Jj~fi'のl照会先:

千J() ()… 0013 ~!五{占IIN~rll以降之が|期日一日… 2 *Jr機が限lピノレ
事I\J'r，1iì攻法人泌総，\j，f!'句療協和t総合機+111 瀞淑マネジメントl'fIl!mド111γ ネジメント~li!

浴日目(ゲイヤバン) 0 3…a 5 0 6 吻 H5 5 6 
ヴァクシミ 1) 0 3向日 5() 6…9 <1 <1 3 

戸:v.:小.)'11年1111: J 1 11漏れから金剛日立iで([Jll伐の机n符の休刊を除<0 )の午前日 111)1:30分から

午後 51lO1淑?で・ユ 1I!i'11II厳守でお腕1いし d:ナ。

(l到嵐広:rJP点)
・*自11す州IH:llil;iH;):~誌がHhHliか九日'I!仙i 判!íi，'潟:{1'I，)1;までのJVJl JI)Iこついて、 mUlリとし叶l見ね 120接}J
手品川(日ヶ JJ) 'ií:凡込んでおり ~J:寸ωで、 111 総i削nζ昨l! iIlli締約議事が lì(II)I，寸る Ih!t 1:1についての
111 )，1:，みがお!i，J: ~G ，J:寸。
.111込みにあたり、一郊の|述分(例えば;IIJ附14<0)11針張問分。)のみな111し込りこども河織で
すが、 1，1"111こっき十員数ω十:11絞l沃分の:'l斜面会命?戒する場合、胤¥1リとして資料ωliJHl.¥1I初切が
同時となるように詰IM~脅してください。

• ')1:011<<'1-制li州総(筋Tlj'ilf試験)仁王分とれIlll仕ド耐IiHI絞(t!iJJ相/筋lJTj:日試験)1式分を成後して
災)1m依JIi)1ずることはでき立、せんω

・1)1:l1lln川出制花!Il~í: 1~JJ崩η)鳴る，';\' 1 1] については、'Irn¥'lがめれば{許制十円出削減合'1'1，洲潔机|絞殺予1)
)IJしてGLP及びGCPへのi髄il"I'lilζ対サる約線&びl山絞殺受けることが句協ですり{許
申Ilmi)お1¥11)政M'li澗資相総仕:f;lJJ日することがイrJlIと'与えられる場合も23えられオミ十ので、
事白1!í{J i絞符マご1'i1 ru!~ ください。

a. リ1: 1) 11許制li判 111むの :1~脇絡のお1m ~) ，¥!: 
作品:~!，早川I， Wlllln'l市IHII淡災)íûJ ll， ua1織の IJíl/11 を f; てから、 ~;Jl:織についての繊L!誌を行うこととし、

')[}Au絡が似'ftJ!!し允場介、 :)11.~!'Iサザの)tl!絡先めて lこ立;議'iこ.J;りお匁l らせし l~ 十。

4， fj1冶IJH'I!IIII川11淡のIjl){:，みにあたって
本自IJfi'I!{llI iHli淡の~Ií祖母Fが l~n ~Î!した場命、十IlllØí0)巾).1:，みに.J}{:.Sr. '~;J、仰木1"C'fi'うれiìlHflîf淡(本i泊

先11の別総 1日数11日り)な111しjるんだ上、対露!，'，，'， 1.1、事1)11介内lIi+lIn売の|足分、 JI&II¥獄中|の内総、 j)i¥
1.1¥“J自民的lVI絡について、ぬ械の初対1¥'ど IMllJのj:J合¥1'0:11ってください。

5， !Jq'IIJfl'I!{IIIH'IIH抱一F数料の払込みと 1)刈Ilfl'I!{llIi，111 nliωIj 1)1:，み
( 1 ) 11q'111I1干仰iHII&!o)ljl)み.'/;.にあたって1;):、一i目当*r)1州市li相談のじぐぷケの T数料:fi:dTlI'銀行符均 hら

)!~り込んだJρ守、~!ll s'l nl!立法人限界~IHI以鋭機総総fr機械なおI rtr.~~;幾務 I~)係数務 1m，議事~脳細



HrJ ('1勺&1. () 1，ド釧JlI/tii，1仏、以卜‘ r1M;) Jj i}、，II:!~hilifilllJllJ 1 どいうり)の1'11.，i;河川りの 11'<
，Jì~ ，'，，'， )(，) 1 (Ii)り1)，Ilflt!> ，1.1'1 {;::必燃 !Jor~&'lj'l~人し、.JM]，6 :I i::~'ミ:JI~ /1'吋!のリJ.L ，;i: r，'誌{、j の 1 ・、 ./'.'i~;ユメiJ:

!~!LL:去により 'rl\i'Nγ ネジメシト rW'l1'P fjj~γ ネジメント，1'1\に IMII¥してく fごくさい;， Wln去のJj!('i' 1二1，1:、
/¥/仰のf<1ご 1k./illiJU) ， '1' If 1 ，ti> ，!J，'{E ，/， Jど米内、会してく/三おしら

i，(~ J'j、f¥1t~/'(5Ìの F 放中μé'I';)II ，'j I乙 Jtíして)，，1 り，lMJ')見 (rt士、以t~!LJ;のびしど、以i会合制
i!) I}> ，\日 <f:'， j.t~-!I世したメ舟{i:相 1 ，u1111jみれの災I~， J出イ、f してください。 1こ 1:こ、し、 111 )ち河本体1.1ι|え分
ごとにIMII¥してください冷
なお、 J'.1&iヰ紛及 CY)W;，.);i1、の j料相|について l士、ぞれぺt~l 混紡 );ìJ< ，1.¥，'，.白州制IJlI)山自1/，1UA

(): Ij!11 、k行政w人|タ，:ih~IHd対抗(/没総総('ì' j議 11'11 がれう'保内ヤトの fι~i干について J (、ド1&2 (j (ド

1. 11/ 2 I 11、州議うi:i1:liI I :2 1. 0 () 2 1)車liなU11'1: !Ji人|災1決品作;滅私翌日誌総(¥'機J市川ド/fJ去 ~Û~II)
合数1!(1してくださいα

( 2) I似桃川対liliIVJ，I'IlItU::Jの似1110)1燃には、 1，;/111，lさJ干の「判!iîJ~ 1)')'伐の{域防j倒的i礼!人11tJ'ぷ
について、協 H\~iド{テキス卜 II; ， U なあ ~)'\l"C .JI~/I\ し亡く 1ゴヴいり

なお、叶読者11，'rfが八 11¥)it\~数枚にわたる JJ} {'ì 1土、百111こ八 1 1i!{ I 枚 lご側約 (I:~I}<待合除く。)
な友どめ、JlW¥してく 7ごさい3

目。 '/\:llrl ，i'I'ÍllliHII~(0)肉料
ががlli'l'iilli111i淡の資料{こ叶し γてIJ、rl:l}jQMjC{i:'，己 fしたものな以|、のどおり、 ，jiiタえu回目

1去により、'tI'h'(γネジメントIiII'll!'ri.γネジメント淵!へ/lW¥してく 1，:さい。
( 1) 1'<1 i"I' 0)似11¥)'¥11'1主

， J 1，:;jJj資料、('1'1)モジコ…ノレ!、 2 2 () )'(11 
・行パ…卜 (('1'1)モジμ …ノ円、 4，5) 1 :¥11 
;主t::、))，W¥'i:i判。l'ててのnt)'矧付、なIMI1 ¥ してく fささし~

( 2 )資料朴仏l1 1 iJUIIIl* 
'11/)11 Iflii~1Iよねいてあらかじめ II~ り決めたJVI ドH):でにIMII¥しでください。

阪111 資料J'n~i:奴 lこ交ぽがめら J--1ij ftlよ、ポ lìl/IM淡のIWこ、 HW\刈I 'J~~ ~J:' {i ~ :UlしJ:すむ
点:才J，IMII¥された'mq，/士、 IJ; (j 111 とし什倒的においてげ色 -!1~ し J、十け以 1:11のめ吹について l士、

災朴IJåll\OJ 昨誌にl恥t~，し長十。

7 砂 f引/fl州11山Ii七“附川!j止討l'討、1判|
;泌i印干和仙似liOω)刈悲怨lど吋サ寸J'司るピ炎t川r判11にこついでlは土、 M，I!どどに木村Ii淡い先、'/:って11':1>れるが111Jlflii淡にて総

体しボずが、 'Iflìll ，ト l'illliHliìl1の|正分ごとに、紙~，1以トのどおり .11 11fll討し、た/ごくよう :11Wìiし、し点 η，)'(，

II~JJ 、 'ë.t(}) !¥'}j ~、 'If111lii'l'Illli H 1 a!i (，: ')~!J(tiずる Iこめにも J')， 1、 O)'i'.i卒中ぴ)~lùIWi::lコ即iíいし ιJ，すりヰトj廷の 'If
'IN':i};により似 111 で台市:い1Mイf~1; についてI':l、 ~j lJJ;ji 判官/lílÎ淡、C: +llitk Lでください。
( 1) JI，I.ilfl佼料

(J) IMII¥資料 μ 関;

IM/II資料 Jぬ:{dl'll~ し、 i!'~f ， 1 しとくださし、凸 :1， 1こ、 "Jllmであれ1 1: 'lfI1IJlfIi，t!ill.¥'1こHall¥佼料
際会もとに、，IJt/lIl'i判的i的ド)Eについてあらかじめ総似してく問。いり

(~) ('1'1)2，5及び1.5 r lulJlj( X I 上司自凡の :f~illlÆ '(Y iJ ll 鳴の出HI，IJ 及び「討L j'J 
11 "i1111与のぐ11)0)，泌総I}j'ri 1こ1111じ、 'Jnlir，I'I'II州十11iiJiJl年，':，¥'(' "Jfjll t，，~ IINり)J..体的lこ11i21ほしてく

どさいりぷ/ニ、ぬ);(土1紛糾11I淡がjft，，:われているJ持ii'1.1:その約五年時:Ille ，1&し、必切には:じて

~1 1i 11iìl，己主ùな泌十j してく/ごさ v'o
ω ノj‘移:の IJII)~ ，汁j!IIUÆi)iI P ，iJ'i :}，での11!H凶

'lfíì fJ ìW仙i~lll淡 11何人的 I'd ，'{，:r 、，)1 陥山、附l止における今後ωIJIJ ，ii ， l l'llllì OJU1 )"1'あるい1:):'Jごhiu
p俗的l出燃)及ひq'II，淡行が待止め 111'jll'J :l~ での糾!版j (111 ;11'1;長むにf.l'(i)とナベ会と待えている糾!

泌)な Í'/Í'jltil!こ 'ih~'1被してく 1ささし~
(Li 添付文内(持~)

'1川1)，1'1市Ji，111il~i IL'Jl ，':，( ，(: H 1 iJ:先行が 1ち止め!l11Ji・ J1I .1ft (治)や効的・効以 (~*n 怖が分かる 1:
う、そのII/l)，1，(で..fi出t，，:IINりH体的t，，:iぷ付文:il，t (拾のな{十l'止し、似111してく 1::さい。なれ、

吋目先立~ It~について Lt ゑ!S"~i*:1。として取り 1&い j汁 ο



(2 ) ヰ豹j'刈τ)白li的ilJ凶鈴州2仕訓!↑刊|

) (ωD C1γl'ηη2.3 !品l日仙1，奴lにこ|似私刻l付サ十緬る4捌概明既tωtね防J目;長炎主宰料料|ト， (詩糸然ミ2‘)1泌えυぴ:("引ヂ，'1'η.そ骨ジ:a…Jんレ円3，川'j'M奴従飢lにζ限閲lηす寸，)"喝之る3虫文;下t 0然終紛
(l官i?計I{溺縁:司湘1円り
-ソ411'，践の1腿iillJvI'I;t r'織としでliGll悲してく 1::おい。
. ~民社lリ{ほ J}t.'(} f1ô'iにな I/):;終十，t約機(;即時保有伺試験及び))11)忠義~U決) 1こ必燃えJ!パイ i:Jツトスケ…

ノL以上の.~':I'，旅役)又lりとしたロット lこ関十るデ… :/I ，t必~t{ どしてい求、せん。パイロットス

ウ…ノレJ，)J，、 1: の:;J~'1， illi 1，i:!i{ I!日としてい必いlヨットlこ|具lするデータ I;i護主将軍守中lとしてぬ111し

てください。
12，3，S，2，5:1' I:Jセス・パリヂ…シ日ン/プロセ;:t，fi干制iJ、 12，3，S，3，2不純物、納長造物関

i絞災j、 12.3，S，4.4日ツト分相I'J、 12 ， 3 ， 8 .4， 5!，1I， 1 存 J}t.ひifむ~II(/(j 111(0) l;{'担'i'l'Ju、 12.3.S，7:?t: 
iie'I'Ju、 12，3，I'，3，3.J，l明治I:f'，¥及びヅJCJ'1ヲス口ント γI …I~J 、 12，3，1'，3.4m燃:c似主主ぴm翌日
'1'1/111棋のf時')IIIJ、 12，3，1リι5ヅ口セス・パリデ…シ !Iンわl'rl'l;'丸御1111iJ、 12':¥，1'，5.4 ¥:1ツ
ト 3刊行、 12 ， 3 ，1'， 5 ， 5不純物の粉't'l:J、 12 .3，1'， 5 ， MJ!物及びUí~時金 );ìllの j没.亘''i'I'I :.I &ぴ 12，3，1'，8
:I/:.7，む'I'IU ~'1 については、相談|附のうす加相夕食古U~ì1!してく fとさい。

-料品l効州全糸I;iY'iむとして'flEf除してくださいψ

億)阪総，IU1，1!'w'!)自 l収先 íl~ll記 I J!約千野 (終)

引白1)<<'1'111日 1:11 絞|時点で判l淡;1，Í'1l~ 冷える日JIJ~~J! lij~ り具体的な i校総品目当ìi!!)似合目iM~， r Jl it市被
(認さ)な機ILiしてく 1認さL、。出I~~'j 、:!fI n義文淡については議会~母資料として取りJ泣いすミ十。

(:J) )J立液体主主総郎l簿究員総IJ!納潟:(綴)
マスク…ツァイノレ(以ムド 1Mドj という。)を似~JTIナる (1点川ず'fÎ_どなî?ì tfl o 以下Iほじ。)

場i'l'1;l:、 JJj(液体5景品W以紛液総rj1n寄金持(又1:1:その完結)念総/11してください。なお、 e!ii¥ii.:iC長撃
については司器禁棒援を*ヰとしてJt記りt&い戒すり
(間縁取J，1'j)

• MFX色i:l(l'(MF~~鈴子以内，，;(;:'fJi打。以下川じ。)にめらかじめ下jJえを仰でおいてくださ

い。 MI心役f;J\貯の協力が伶られない溺 f:~t立、卜分以訟附li を:f，1 えたいがJlJ~似がありますので、
MF務鰍行からの'líIrキI!.O)入手については、 MF~紛糾?とあらかじめ|づ〉に+11露首しておいて
ください。

事前日'I'illli判1絞災)1抵{六総滋:の官台湾{闘に、 MF主主O:I<併に係る紛?;!j:tî' ・泌総，~\l:/i:前JII告してく 1ご
さい。

MFr部分ωv従wヰについては、 MF~長除名より似 111 していただき決すが、資料収/1111主 JVIが十11
絞ま?とMド校長王将マj記念く県以らないよう、ヰギ1111の制'1誌なお前iいし議寸。

• JJí<液体務総怖く綴~H;~III 官官潟: (XI:kその討さ)及び2.3 ， 8のうちMF~f鰍:(1'が作成する 1m分に
ついては、 MF，~員長 '~;ìげから日IJìお 20 郎総111 してく'よささい。
資料ぬIJlllliJVJ絡のh謀総のためMド究員総;貯とがlllfrlíi市~Hj う場合があり ~l~ 十匂

• MF校総本J~ìについて 11日会事J}~がある機 frl土、 Mド'lH:i\行へí1'C，1議機怖から l閉会合fj'い点す0
， MFWII分の抑制i卒IH¥'lkHごついては、 Mド3員総討の知的jjf脱会合、かため、 )JIJl去作成の k、U江
川としてMF売をぬI行lこj器Nし，)，ナ。

(日)事illitl'l'制liHln史(91;臨床)
CTD2.4iJJ:liM沫に関する械的糾1111¥(終)、 2 ， (!~ll 附山{紙芝~ (lfr，l) 及びCTI】崎ジ品切ノk4i}l'臨

床能tl紋*11約滋:
(l刊縁取。ば)

-計)1'lil!、終JJIl、 í~~q却則IJII1Á 011，陥外nについてはmu1Uとしてボどめてj法/1¥してくだdい。そ

れぞれのパ…ト会分けてt駐日iずるJAi，frl士、(:'1'1)2.41こ)JII点、それぞれ日完封するパ…トの総

糾合総111してくどさい。

~総 '1，'、 ~J必γ>'Jtの試験について I立、 2 ，(>， 2ì.終)l1!1試験の{既製(終)、 2 ，6，]浅~国Il ltil:験州事2災
(後)、 2，6.4'.然物rrVJ般試験0)械製(撚)、 2，(>，5淡物rrVJ11員削験概'IJ!炎(然)、 2，(>，(l1I)1'1!1:約

機の槻111!(;粉、 2 ，(>， 7)揺性紋~jÍìÆ既 l.1lkt< (然)Iとその1司令7す凶おしてください。

し1)Jjf.lllJn判州引絞(li!!J，j1)
(，'I'D2 ， 5 見知山lこ|刻する Il~l~iRHllli (然)、 2，711，¥f，rI什!見渡(後)及びCTIlよ1.:ジ品…ル5臨床試

級キ11併殺(日奈川背11分のみ)



UY!ぷ')¥.1J'i) 
百jJ 川 'Iì)~n漁 1<分、 rfin 十日以i~ß! I~:分、 ::j') IJ 1'i1!治ur十IliM:!lliill<分のうん、必1)1、J1) 1とIIJ:Vi1ベ
分にíI主、i付与る試験にぶついてjJWI してくだ(，~ ~\ 

H，引liij，H!111州1it!UI) II~ 1")ヘ 11.1'，¥必リi
( 1 ) 判lJj，i'J!fllli1'lli淡山111;2>みi去、Hlけ泣からω1!(1ゴミ'11:)tiJ去十JJマl之、 111，1，弘行!/)1111u'C'、 l以|、げな1J 

うJM{'i~こ 11旬、 xi紡)/w;t，j:万拍j釧lliJの|諸点:ぉaaりもの I対IfliJりjパ111iUI'Jln'hi1iJ (こ必}製，)ト1ft
1; if己人L'lli:fi.γ*.ジメ〉卜l'm'市内γネジメントi似i出保1取1IにこL川J似l日j
}併l件:;~)~必~I縦Ij[1泊応il(秘H凶凶~{j'洲i訓釧1引判1111ドlドμjυ')1似1近<:1'ぷ，tぺ~に;立治'}:リ1，1 Jリj
{拠j品占ωω/1山11さ jれ\1たこυJぬJ斗l{介~~に之 l仁はι土t、 r il{1':I' 0)、l'詣'1~í: ，i没HL占η)~o 

(日)1[ 1 Aさli的自11介むIH'，¥o!;史世'1~';:f Jう。l持(j-I士、 ，11、 1';{，Ji fIi JVJ ， j'll1 ，，/; '，I}: J以 l 匂lf，~iJ {;:.JJ，l/11し、 11十
l史1[1;2>;ヤイ寸Jってい1とだき点すので、 「対I(ljJYJ，f 1[1込11¥')1)(ド防iJ{dl:Hγ ネジメントj'(Jr:rri
fi.γネジメント刊に似111L亡く/ゴ与い， jiHI，"亡、 11今~:;\lil!nl1 てji;:mi'j~~匂 f'数料 i故村総，)とみ J Iと

l目、製!JI:JXii¥'G人山 1'，、保111，'j;}L1ιJAijftに1'):、 n;x判的、|ぺ御1 企~ )~t十n戸し!汁泊。
(:， )総IIYiIJIIJO.l!111;}むIl Nω匂!立を jj う J詰úや、 IlmO)没:!1lがやわ、~L'1i))，:いものと1i'倒的与がiiSめた

jリ(r1土、 「刈11ii1VJ， ll[liMJJI"TI!j!(i! (I:)品 111する必 I~J!:f土あり 1，，¥1:ん。
し1) JI~ ド 1)' ら，1Jb í'ì'でめってれ、 1，則的がやり合引fよいものとして必めた例代1 ，):、 r絞*千ωうそ前1::'i: 

i側、iし点ずd

¥)， 'Jr Ilil ，1'1'.似判1íI}íの ')~Jií!1
|サ|絞資料 jJ~111 "J'Iillll!I'JU)u) 1ヶJJNI.(l;I'ifH之、1[1)2>li'と機併が 'JflllJlliiitliHIい、村11¥完全体のス

ケジ:J…ノレ、 jJW1:，'f1日1，!/)ji{I:似合jjい:)ドJ'，その1去、機的へ資料が仏¥1.1 1δJllと11から、')1'1)111こ
，)'j'ちかわせ/三ノ、ケジニム…ルに従..)，( ，H I~~~~:S: ')'~Mti しボナが、そのがけ\1こっし γIご 1:) 、1I)1:;I ， ll:1，ドぴ〉
どおりで十。

( 1 )資料的JM1 L¥ 

1[1;2>'!;'f去、判IilJi ~~t ~lド 1 {dJulll し亡く 1ご点い。
(日)ぬ術からのI!!I:;:~ ，)PJ'(のi去十l

相談資料Jj，¥JLIから '1() Ij功1011以内々 め!:'(ι、機怖から十11，決行に1!((.0卯.IUi:，¥2iHし去す。

(:3) l'oĴi干の1MIII
I!!iゴ1'jfriOZd、J/!、ら:l() I1出J先11J;J，I'j {~めどに、!日(.0 ')I.liiIこ;):，Jする1"lt宇品:lMIIIしてく/ごδし~

なお、 'jrníf ， l'I'制li111M~の J!(i))'J"r)(llllr干潟について1:1、hu'm't!)対1M!ザJI'T ど "iH;I~rI) J以似し、どし、
1"1 終必の僚への\\'{.ずl 、 J奈川J(，t不明でサコ去た、枚数が少ない場介に 1，)‘ソァクシミリでの，J)I~
/111， "fiillで十が、'必子lj，¥Uj，O)j品111{i:サJWJ'i，、ナるJJ，j介があり :j，')'， 

(，1) a'J!1II1i，:ill~'.í';守的イfiLB
11.II~t~~品 111 から:，日幼 1)5 11 Jリ、l'すそをめどに，lffl!li':'Ii 11i' 'I!J な{十成し、相113i 討にいiji し:たすり続安~

山 I":j)'について It ，i'J!1i的判!1IÎ"Ht~ :J: とめぐ{十I)~ずる J劫frがあり ;1，'J' 0 

( 1)) ，H1111i W~'(，I'iO)鰍 ji;:

lI'I'.iIIIi1'll ~Iハ与のいi長から 1 G I助的 11 以内在めどに必'MS' C;あ JI， IポMr: 11 乃トイ'i: n三い、 iW -f!l lj)'I~~IÎ' .;I:~ 
4州[íi:: しボサ1 その際、必測に}，t:~ ピて、、li li主 1 1111 ， 1'1 の 11 I 'ìWt ，::ltl)!J l，と1l 1~U(lI てす;[))J""un r!l jJI!M 0) (!/Ji 
ittJ{，; 11山oJ.ごしたI{ii ;¥% :tt; :n JJQ{し占"j'，

(1百X'i:'jt:.1ri)
w J[ ，III!;J)JI!川沿t自主1<分{i:I[JU主 ~:JWj介、 。ぅ}J {i; >1九百パーサーるケ…ノ、も与えられJること

(タイムラインω日ヶJJ I:tあく J，でお 11'1.と)か，:，、タイムラインについては'JrIl íl に判 li'~i し
てく t~: L~ い件



(jJIjì4~4 ) 

x，J'iMW)況のうわ、新版級品ぴ1j剣先号館~向rlUlFI 絞りH'.I，十n Ft誌に I!U寸る ~J([Ì媛綱

1 ，対 I flTJYJ 討の|式分>>.ぴ|付~fi.
ωl援策rWd，援 !J\r議選t ，\，'， 111淡 ~'i，tJI， +1111ti 

う\;目 H)':，Jp獄。J行総!li lJ l 支の;};.Ja!絞è， i，I~ ，'，7 ， (J;J.ド r!)e時!日1)"，作品miJ!1絞級品jとしづ。)及び命少
'JjilI'J) IJ 快g~t日r?!: 忠告く|張緩11むのう九!}l;11~q 1 ftifl'ifflこ綴うも'市i'llr.Ii: .1Ir ~I{寸MJiI絞殺 r\}r について、{嘉
先'n~ 慌のi産iJIJ 0) iiJ好会計'1Illil.半1111謀Fff作成するもの。

~) 1絞 ~~~11;11 綴;，\j llli 'ôU，，'， 11 日長ゾi怜+111淡(1必然，W，q 1 rrlil)f/ ~;I 隣あり)
うもんilHナ後世f. ;J行総 Ij広品目 rWr及 (Ji青少必J約)J] I民県!~Ml 品川0~ く脱線Mrのうち 71~総中総ill/{こ綴~'Gï持

伐なず)'~'fか~~ í.7;，紛 !?illS11ll について、|絞殺 r lNl r l 1 紛糾相談の.~lii[ 1:: ，)Ii，17して、{強ク'd'11V l!r.のi自)J]0) 

T'J所長J削'1Í1Iiし ~llWi 滋なイ'111，~するものη

2，相絞ql)ゐみにあ/乙って
後，¥';'おrti:，¥I，II! 多:!?!燃~rlru誌の ~:J6泌を諭奴する場合l北対日真相談の qlJ2::.みにfおなち、燃料で1i'う

lJf])ifl自itli(本泌知の)JIJi，品 1() ~会I!日。)な qlLì2::.み、十IIR炎 I'ilr 目、 qlしl!;i/:l'T，j主の中11fftil式分、阪11¥
資料0)1付手話、阪11¥1'1符について、機械の;J[I~'í:j守と事合的の，J'J 合性を:fJ'ってください9

日。{遅タ¥';'1持ぜf，，¥I，11日点1月十'1，判ln売の F数料払込みもと中込み

t監タ己犠せr.，日， 11 ffJ，'~ 'I'I!十11淡のql;iみよ0・にあたっては、百点以1‘ずる付i総隊;分の手数料a'Tli'I'似u却下

から以り iさんだ J: で、~!I\，¥1.11' J!立法人以t附1>1袋 1;諸機泌総介機構得議ti予約湾関係数務ン iy.点 11卒、ぺ~抑
制111¥1)('1γj戊1(j 11ミ釧日IJi滋4J九以下 r'!R:i)5)J'i)"偽・')6抑制IliIJJという。)の総式首'1:! )8'の rr必然
品機先瀞税l日， llff者"'1'llJ!相談lドi2::.潟Jh'::l，目、燃が刷会飢入し、 J採Jb(ri;:t之j臥潟絡の"五し及び必J}J:(i;j~資
事;1イ't:r.品イー)，して、持議会，lU;1ぷI!i:!iIこより'併殺マネジメントJ'ill議j1r.γネジメント糾Hこj地11¥してくだ
さいe

I!f;!!，終品機，，¥1計¥I]jl.，¥，'， 11試案'M'J'J，jl1 119! (関員需品IJl官官llfl羽l絞めり)のql泌総:機iJlCり i燃に l立制II;~!闘に、
以終，¥I，IPff向rlfi!11 淡の ql 1l;手控鎚iJH支でめればl1l. l)íl\，\，'， I Jl n向。 11 1'11 白書の受;付常時。 (['lffVJ') 及VHl ltlí'~
)J[jT'iと11街、際線['l1tHI約的羽|絞め 1If'，lFJI，刊誌{代都i滋撚1.1.¥後であれば11{法制収依'II¥'(議似IU11在、 11
1世話M'I寝{点!j!刊誌還をf妨げ1¥していなくども1!!l:JJ需品IJI目指I)IJ相談合IJIしJ2::.tl'子肢があれば、 jiリえば 11災i)il¥
，1/， IJI紛糾十11談合。バに~l，t，f繊γ'~ 'A主j と飢餓しでください。

1): 1;之、 r 11l. 1総 IW，r 俊民;~持活~，[，'， 11絞っi'1'1: H tnl! IJ 1 )2::.脅さJ~}i\ /1111，¥' ，とでに阪総，1/，IJI n~lllíJ相談の災繊の F
~Ëがなくとも、|銭i総，\Id~盟;，\)'!ll' jjt ，\I， ¥1 nîと'0í'I'I: HI白書 O)n'I'制li 宇1I特主操作成時点主マl之、|渓;JiI~!rdr 11'1 H自前打|
淡の 1'1f'il納税jJ¥;!1n1滋がj!JlJlIされたj之、その後|絞殺，I，'， IJlfli内IliJ+lln売の111込燃が似IHされた場合lこ
1;);、 fl匁iJíI~ ，\)，f難先'11予 I釧， 1，1'1絞当初:~'11絞 (1妓!終 rHI qJfl青白首相11絞めり)Jの制|絞阪;分配i滋川すること
とし，)，すので、 r 7， )(，)'j(ITWrrなのl以ド1J'trJ; J の(記)な多!日iしてく伐さい。

首:1と、{関~1l'1I予 îii.iíl.， 11絞込¥'1判;相談IJI)L;織の部11)去の|燃は、 J主)1詩'j O) Jlt Iこ rl!!l:~需品機先 '1持品f.，'u'， 11 fl幸治
'IJI:~II淡 IJl1I;綴街中 J と然数きしてください。

IJI込先34ぴ総務がある j劫{~ωI!日会均:
千100，-0013 jねjf占IIH~I 日 以後が問，J3"3~2 lim緩が I~J にソレ
~!llùJj'Jl.lcìl，人 I~I~~~IWtI7<~;京総際総介機{待機資γネジメント1'\11:楽街マネジメント削
減行法 Wi'I'ルイン) (1日…:35 0 6… 9 6 5 (i 
ブアタシミリ o 3 3 5 0 G 944 3 

i受付11初11]: JJ IIWlIIから{tZlili!日，)，で (1刻J.¥':の4日11絡の材、11;f;;・「ふくり)(/) !F' 1)IJ 9 II/J':J ()分から
11'1全日1I¥'fl~上でですの H年 11り Jìll<'，'I' で~:J似し、 L11コl滑り

4， +IIitiHこ必場j11E21niと綴1¥;:1持llr.，¥，I，11目立"1'1'1，0)仕ドillliJIい1I1
r j創出f品;主交付;O)II~~設いについて J (ボl点2a 1ドf)J]111楽421IMrj自()9 () 1 筋 l 別府;I!~j仰l

f柱、 I妓i~~ttM，}IrJ瀞jibifT刈削u設ぽj1:J 1) に従い、阪城 1'，の千Jï lJ '~I，ìÌ:抑(%ir ~C} きるでÎ:~JJ (希少4主的外{議



';¥， '11¥， 1+1.，1/， 111こ伐吋ナるど判11)1したI'I!111，'りえぴぞれにIVI泌する試験料収)な州総資料，1;Lて2
() irI¥lJW ¥してく/ゴさし人
長制時においては、.[1，HI\ された ii:;れな)，Ii! C，、 ií々 は，~ ~1，i 11/，Jぴ')ìr(終 '1'\: ど|宍 ~I，( 1 岳山イ01 1-1 '1' くた jri守山~Iご川

和Iiして、{ゆク"官十1ft.のiElj)IJu)"J'Hイ(:，i'I'UlliL虫ずのマ、ぺ'i;'l/)il'l'{，1Iトjfイントlこっし γぐわかりベJ寸い資

料1/)(i'J，比~;: ~'JIJiili ，、 LJ ぺl'υ
~~:IJ 、総Illi~れた資料l .t、)IJ(1111どして1(1!備において!売中!し必ず。以J、11日)11\'慨について l士、 i~{

i"HM/I¥u)隙l乙伸、似しオ、十代

目。{常化'市内ぷ IIIi去、'i刊のil'l市liO!r州!
( 1 )1習うむ守げJ~IH111 への滅、'HI:のが{出lにあたゥて l:t 、 i飢t~~J~ 吋.J{;;: 1，I}:ltlj分!l'I'とする'，liI"H'L.\ω必 ~t~

を[，'1い、減、'HI'1/) (f :I!i( {¥;判1mL ，1、，)'"
む:オJ、似/11された資料については、必艇に応じて、相1，[;先行的}jlこ対するヒ γ リング&0:

!!((::'i 1，口、v会H')日 liがあり J口)'0

(日)，111級品11U)憾't'lih+仁川 11へのiI支叶刊 ωイi:'!KIこ1日Jナる品lil牲についてI:t、そのI'I!111 も{~?hiI'!¥{!l1i 
~ifl ~ 1;併合イ十!点し、 火対lこより )JsJ，IIL :1二十

(j， 1;'詰角，'，WN，'，，'， llil虫、'I'['I:0) ，1'1' U刑!なli立l''I'~' ゐ JU(j-"'，'I}; 
( I )倣う''':Itvi"r.，¥I，11の目立川1引についてあり!::，H'III甘された料乙終仏が、1[I ，lJ'jll、¥Iこ以 VU)'1，1[(0)いη)"41.

か{ごil去、'iするこど i;~J: った JJJj ti I士、彼クぶIlil'i.<Ji ，il品川IJ)Ilr~~ に I Y.，)η)ぬる，{fJよ合点どめるi をj;Vi'"(}、

十11 il')i 11，¥'，ぴ)11'¥' iIIIi {i: Jil'( 1" 1するこどがあり占サリ
(わ +11iti~後に羽11こに俳られたダ勘勾引出:どから、11 il主， 11 ， 11 が俊弘;'ìtf'~I~IHl 11の，Jl'ijt日1!i'1‘lζ談、円 L

たいと紛められるJMrt
(;() I11 iI主主主判lこWJし不11.:な行みがあることがわかりたj泊代
(ii) 相1I~U'í'lこ撚 '1 1'1':11¥10)鳴るI};'(~ ii，~ bi止はその郎分に減反するiJみがあったゆ介

( :2) 1ル:¥IJ，¥，'，{，毛足先'M白川 11絞叶'VHlli¥売を1[1し込J人、11il主f題化活r~r: 1\1111 J jì_;~ 勺刊行 ot史的 '，W，刷 11 の 1)11Iこ
。， (1) (設)XJ，t ¥iI) 1こ¥l!{~~íナることが IYI らかとたり lたり介l土、、山幸悩デ'u'il'i1，:，'，/， 11 i1主"H'[(十11
淡の1[1 iさみぺJ;'JJ'，ドけれどいただ台、1:ぺJ'"

7， 対I(，ill))i 1のl白1:1アヤト
( I )刈IflilVJiI'の1[1込み枚、1[1)さ1iのlil¥1j-でj伐ドt'Y1i: h~ う J持{ì-~，: !土、業務 }iÎ.ム!f)、~)jlli制liIlのHh\:

初日日 ~}v) r対 I IIi JVJ:川 1)長潟II~ ド!日(il 1こ必燃 'Jr似合 ill~人 I~ 、 llh'i.マネジメント i\I\'ilf:l'iγ ネ
ジメント伐に'IM/I¥してください。{)I忙で、決務);，w ，I，f :Jc~ )JÍ!i訓 1111 1 1の ~.;J<.'に節目 I f}O) I1民 !~liIH ，
^，Î~~ìl\; fi~i卒 r 数料方針，Iiì自己と必 J 1ごめ場~S j jl: J.l'il;"I~人の 1'，、 jJùll1 された潟 ([1ζ1:上、 川町1::ト(/).'1'前'1{i: 
mt付し，1，ナ。

( Z) 1伊タ封玖t掠l聡u，川川lV仙，'d特俄P緩4う先I~:瀞ri品市|お作V 1甘内4担t川 |川lil伐f支~'、叶l引i汁'l'lèJ判州{引1 ，淡詳淡tω ;w汗ド和仙仙liけ什川'H似|
t恨!然院依~I i l'州ザiUt将{詩持;5:がU似al山I¥iδ:<Aれれcl::丸こ 1"人伺パ、 {，合匂ぴの)1後走}伊阪切叫l.:\娘~lrulll巾!ドl\ìì 'llìfll川，~ljl)主 rt::が似//\されたJgii'lこIt、 f 判~JJI!S
1I1IId闘う¥，;'浴jti品1II1点、円'1'1:判1，決(件、抜1')111111紛Il!H11絞めり) 1 1ズ介。)←ド数料::J:)広iJlIL ;/，すので、
旬、 ;~li ，'，M，，~泊三 iri内，\1 ， /1 級品WHII;tJ1 (似烈1111'1f 1'1紛1)11+1附iあり) I[lj，l"ll'J どどもに、 r 1付;llj品

';ì};:(1)Î代 ~)Ì; T~数料灘小l'il市;，/t\'引にあ I?JJ IJnnィ'1:ìll~人の 1 :、 jM/1 ¥されたj持什lι11:戸数:1.十ll);I，'~初i ィi

i古川し;炉]二



())IJ7，品目)

対liii¥りJパωうち、ヴァ…マ =1ゲノミク。ス・パイオ γ…ブ'j-j:!IIWHニ関寸る災liIlil災制

1.ヴァ…マ口ゲノミタス・パイオマ…カ…判1it!~rJ) い;分及，):1人'J;{~

( 1 )ツ γ …γ口ゲノミク只・パイ :;1~""-i~ ... ーブJ…H1が(0創糾'l:fN'側)
伽1))11'¥/，11とは限係しない阪綴，¥I，&.ぴ|絞総本語日日開発におけるゲノム終日J!、パイオ叩w カ…

の~HJJIHこ|具lする一般的な布。え)i、パイオマ也噌カ…符lこ係 Qデ-.，， 110))剣l，'r'I'I:O)R干 1111iや解釈に

ついてHiiJ持及，JtJYJ浴tL・17うもぴ)0

(2) ヅア…γ::1 ゲノミゲス・パイオγ…カ…判同~í (官】t験首i'Jllljljl)ぷli事詩官、)
{品1))IJ，'，I， 11とは|県外告し必い際線l!n1，及びl泌総指悩Jにおけるゲノム後鴻!、パイオオ鵡マ…サカJ断 t句符1宇うの

干利lリl 川川JIにこ|閲刻す寸縄る諸泌皆J桃討九}燃誇刻斜|ドl刈哨哨4制仙似11眠1i~殴守恥料料|トe刊刊作1)成点のため lにこ:災必助脇;サナ~;，お3 訟討t隠験究訓 |削リ削Hの!刻!a挺iZfJ点.(1にこついて1陥防入将略月及4ひぴ奪j幼山
j符絞夜泌悶i?at合t.t'行Jうもぴιω.)

(μaυ) ツア…匂マ，悶ゲ/ミ夕 y丸、.パイオオ弓γ…カ…)Wl11州統()誌は品'1'lrnil'1illil
:ノアーγロゲノミクス・ノtイごi-γぃカ蜘相談()劇評判:iWflUil会:rJ'ったJ:'，'、 IdJじノくイオ

γ… ;JJ…勺かっ lill じJ[JiiîJでの j白川|ダ…タイbf合 'l'Jパイオγ…カ… ~'7;{と係どj::p_，.~)の減給'1'1:
のす附1iや解釈についてJ行線&.t):1功 ~n うものの

(1[ )ヅア…?ロゲノミク丸・パイオv…カーj自Jl11~'fげv先(誌 ~I設計fl!1Ì泌人民{的関)
ツアーγ口ゲノミクス・バイオγ…カ…相1i淡(約機首|司仰Pjl)点鰍総)~:(iった lゾ官、れ11ニ

パイオγ…ヅJ…マかつ附じJI]!漁でのi凶陥防御伽i資料、i1
'
n比のために災総十る紋験設1'lIl1jの!rJ!

A\~について、ヅアーγ訂ゲノミクス・パイオγーブ，)_. ~'il RJ1 (滅的利治IlIll1i)災脇r11Hこ.1行機&

ひ:JYJぶ?な17うもの。

2，ツアーγ 口グノミクス・パイオγ -:JJ…判1総の，")みみにあたって
ヅァ…マ口ゲノミクス・パイオマ…カ…相Ilsf:'i:;>f，. !i'jする場合、~~'i "支部|淡の lド j ちみ 1;:: 1iQJ'f.'~)、

劇的Win指(本，ii.ll知の別総 1(J誉会/[(1")を~1/ 1 し )Z，.Ï;戸、 fiffl制対象、機 11\資料。)1付潟、必 I I\ Tíljj~ 1I年JVJ 、
余儀111M得について、 t議機のねl:J!1求?とヰ1:1)1/の打合せを，fi"-;)でくだおい。

日。持|終手数料。).rL\ì込みと相 Iff~の 111)6み
( 1 )ツγ…%口ゲノミクス・パイオγ…カ…H行淡のIIl;i6jみにあたっては、)}iJn去十11淡の|或分。)手

数字1.安市中銀行停から採り込んだ上で、剖i虫干J'1I&ll，人際線IHjI7~燥機総総合険4持活rfr.惨殺務
関係数務)il1< 1努~)ft日産IIIHIJ (lドJiJ1:1 (J 11 '制11川賞14 妙。以下「淡務;1)'11< 1勢~~~繊細JilJ J という。)
の儀式貸出 1)去の!限緩IWl 品~ i(liJYri守1j1)2;綴'J Iこ i~'、総事械を:íiIJ入し、i.!~込 &1主l訟:議f絡の'げしな
I刻、jω|二、持参3とは運1)おこより (11手術マネジメン卜部:1特効iマネジメントflI1HこlJHL¥してくど浅
い。 i郎i去のお:~Hîr{こは、封筒の災l乙 rJ<;J'f1ii助役巾jみ潟::(1"ドJと決議:きしてください@

111込先及び脱線があるl劫frの!開会う¥l:
宇100…001日tlJ:淑自11千代IIII，{認誌が閲日一日一記料織が以lピ:"/レ
独犯行政法人腹立総 I日IjW~僚機#~~，~介機櫛綴7認可ネジメント官11'徹夜マネジメント矧l

千誌がi(ダイヤJレイン) 口3 :350(J…日 55(1
ツァクシミリ 03-3606-IH4:l 

52付1111'1111: )J 似 11 から{r~1I出 11 決で(問l 止の祝日符ωf*11を除くの)の午前日 Jl;JI日O分から

午後目的求でです)""IIIPIIIJsl1.匂で;追加闘いし，J，ずの

なお、手数料紛及び↓IiVみ)111:O'ffY'仰については、それぞれ議務方法議災)JUift，IIIJlIJ(1) ))IJ ~毛主主
ぴ!刻1，'r.1'I' J立法人|絞殺l払似僚機関i総合機機が行う'併合14字。〕手数料についてJ (平成 2(i &1'-

1 1川21 111I毛織滋賀i1J21002l}1Jリ!な行政法人停止場付，'，leiJ/，H幾昔日総合機械川市民j副
知)な議会/1¥1してくださL、。

( 2) fl袋~，\，'， Nlílî助言君 IP ìZ;，~;\'.1の倣 JJIの|燃に l土、|自JIj 1 )み畿の「似淡 1)~?if. O.)似|時J ~閣の記入内科
について、千Ii:子保体(テキストj伝説じなあわ性てH1:ILIしてください。

なお、 ~~l R点 1)す符泊1 i\ 4JU~拡~;Ii~ 枚にわたる駄{1'!'，J:、別に A41日目 1 Hclこ泌約(1刈炎符削除く。)



ri'l どめ、 j~WI してくだ:ちし、。

ぷ1，~ノ γ_.~;? 口ゲノミクス・バイオマーカー判 li~~ぴ)'m':I'

資料 lょっい ~(I':J 、 Jユドのどおり、，PJ\~'2'~ 又 I:J:!PI;;去に 1: 川、術1'1.γ ネジメントfrI;'ilÝ1' f.γ ネジメ〉

トWRへJM/I¥してください。

( 1 )資料のJM//\m;~x
日， (1) 1こl泌総する 1:クシリン l及。:立についてl土:2oJ'm、ピタシリン日~日 lこっし、

てI'J:2 1"出

( 2 )災Vlu)，/記/11Jリl開4
あらかじめ判)111 (l i 出誌においてl以り uとめ I~JUI ド:11 :1， '(:'1こJM/I¥Lてくどさい。

片付j、仏UI¥;r3t判i'mtklこ必，!)!があるJヰ(I'!'，t、判官fl(li，淡の阪に、，JhllI \l'm以 ':I~'lt~H1 し点す0) ':J~ 
fh、JMiI ¥ '1:1:1::J (/γm; Iヘ問、{やむの似111{i:OHLで;J';l!Ji'ijc、L:Jぃ)瑚f

点、 J3、{陪 11\ され1ζ 記1~':↓ 1): 、 JJ;( ltI J どしてIi品川において)爺 !1û処)11\ し 1: サ ω 以1:j1O)前慨につい

CI ，t ，資料 Jhl/I\u)際 I~，俄似し:)，す c

日，ツ γーγ;:J グノミクス・パ f オγ…力 u 相談の資料の榊}"止及び'，ì'd峨 J>J~:制 ';ì宇

，1'J!1ll1iX.JiiHこ|県lする判|お1'，ei ~::いこ〆〉し、て l士、 J，， ()Iリとして 1('11 101 ()ガイドライ :--1こ j出〆7 会{十)，~し
てくだ与し凡なお、ツァ…γ口ゲノミタス・バイオマ…力詮， ~'II絞りlお村山l:ìi'J!制 Ij) に IY，Jする判 I irji 
'11ii::1 のw!:c!:以 l士以 1:のどおりです。 f此的制 lìi持 jえ分ぞと戸iìtl'州統草作q の i1Y:k:制 lこっし、亡 1 1:、 +lliì~HこうU
\tr. リて m)*しみ 'JrIÌ Íf lililì~i:ζ~; し γ(!i在a泌ずるこ1::11' "[@'C'J二

(1) 'm千o)Wi}&
(りセクシ :1ン 1 (作 JI~J成ぴJ1J 政的十11)
(;D 'kクシリン記(~I)!:必)

@セクンリン:J (品 !!tlこ l 時jナ<~)立;必)
(i) '¥::クシロン，1(，)I'II向山市L駁Jif!1J;'''IJf)
(冷廿クシ jン日(日品川J試験H!1Ji'潟)

(日)行ゼクシ u ン lに11ける ii~il i\t J;i)Uえが添付資料

長Jf虫ど「るゲノム中j川!"j':jfill'iχ1:1:バイオγ… jJ …{こ|叫して、 Jヨドの l'すれそ宇 ~:"(I(めて 11:}1え
してく/ごさL、。):1.こ、 1):;j信機器11こi則する 'JPS1がめる.1)1合lごl士、その内'おを冷めてく/之さい0

(1) 'k)シ iン i
a)、11ib史ノくイオγーカーの 1I ， 1， J;J';'~，/) lWI司、月JIl)!こ:I'Jけるi磁l制'1:O)!i{lli獄中;抗日i};~会合 :/'J'1十 j的j成

での千J'J立状I此"
b) /MJi.lliIJ汁iJ，.]が I~;に ii'l' (rlli ':'11)1 i jJX 1;; i十)，止しているjお{1--(，こI土、そ:UJ，i'I'illli，m)'i'必の泌イ.L，

(~) '1.::クシ汀ン 2

a) バイオ γーかーの消防'~I 似総iこ|引する総，J ， fií!'l'illli
T R.K'， i 

丹、 !j..\&()VXI ，I:')~以 X~i午、バイオη…，J' ~Q，~ jJ…の〉仁淀&'():Y1iVI{ JVJからノJKitg1:見にわたる

l'んVl品父1:1:パイオテクノ L"1ジ…}，(，:J 1 J似;'Ji1i川IIIJ郊におけるパイオγ…カ….fIJ)IIOI)lil，1命
的以Jlu¥な説明してく 1三JEい。

なお、 JJW、における11¥111，1.>.'.¥1えりqll¥19Iにオぐる 1:での純純、|りi:lli ，'，，'，j 11J訟に &1;)"・ ，J~J;\~ti!4\
~ìi; も (1; めてぬIIJJ しでくだ;さいり

イノ〈イ:1マ…7J…o)JIIiJ，
( i) .般的な伐JIJ紅j)或(どωj、うかIJ，N'(':[:I)J11ずるの均、(fj'I)えば、 JP蹴!主的，1ft'I'I:、

1泊in、のイl効'1'1') ) 

( ii )バイオγ即力…O)J!.WI'Iりな)Il.i金(仰な 11(内どして相1)1I十るのか (j日jえ(工、 lJ.¥， 1\~' 

ì'Jiim 、比、:I;~'I!I: J"品川、 ) 11 IJ，・ JII段以)iJi!I，) ) 

( iii )パイオγ…:}J…ω)lJWIこ!日Jずら Ir(~)!な 'Jpf( (これらの PW合川いてa'!市1Iηj鳴る
JH'ii'tこJ;l;YI，，14¥ ~!:: I jえるl刈fどしてどのようなものがあるか(作lえ1:"、[，sir、人T，[i
j長、前 l'*tl~'ï::(I~泊料、ノ1:I，~'t:i'J~ 、fiI'(1 1i' };U，) ) 

ウ M1UT.ぴ<<.，'1)1¥U.l 11既製(総J円似Jかつ}究明!なグ…:;(j_) ii刊IlIi&U);iム、 iilHi'ljIXI:I:iil白IIIII')i 



の語tl持lにおける必jJllな付山11 1'内グー夕食ílj~'!) 

でEITtl娩1i:i闘しての;1}11土 (GCP、GLP滋ぐ)¥:Ik汎fat今;めた試験グザイン、 iJIIIZi!)J
11，、制'相f')Jì)1 0)机筒、 i見伐の機司11的な jJtll どの ltll皮)又 IJ:品!f.~~の概IllH'i: liJ官位以純聞で

i刻災]限必1'::'(，1経治し、パイオγ…カ…のJJJi.去に|思l十る知1凡ω勾弱気及。:解釈合?をめ、

1主体のあ'1瓜1，::1刻する前I!I!t:J~皆川1Ii~:紙約してく/ざさい。パイオマ…カ…の滅的'JlI:H(ll総
のためのIII側、試験糾ii↓Hこ|もj十Q'ii' 1Tl1' I ， lえぴ限界街lrêl~ した上、パイオ叱…:JJ 郵 0)
川tJ，のベネフィットのうHJi'JII，ぴ考絞殺~{í'い、糾険料f!l~がし、かにそのパイオマープJ …
0) JTJ tl， t~ 1，寝付けるかについて紙IYIしてくださいの

出産計約
( i )試験紛燃に)14づいた、パイオγ…カ…の平11mにより JVI仰されるペネブイツト

lこ関寸る削!fllli
( ii )パイオγーカ…のぬ1例1，似Îvgのための試験合jMhむした|滋の JIIIJIfJ及びi~li V!: lll
(iii)米解決のIlfJhl自の物応、 パイオオ吻γ…カ…dの)J片川|日Jì.以総lよ;争のM滅認~1削十十刊什'1十1

日閥封泊がt ド隙準り燃書と lωj主合市欣1 ら〈伐:いと…与々‘え/たζ与場b f:介~Iにこ lは土奇吃そi士a の)111現li州b 、 XI:tl¥車l践と冷えた場合lこは
その[IIJj，lrlWW~のための今後0) 首 l'附i

11) デ…タ ω械販(側々の試験の'%)~とめを合i/:.l') 

分析(P!去の1m司自)XI;J:f臼Jらかの付加が'J7:1:分析、Jド闘派XI:l:1制球料自主(必艇に応じて)
についてが')~Iこね]Jした終約的~I~ (パイオマ…ブJ…のi劇作r判:機itBのための約!換に!羽ずる

総，J)f;t内市1分割f、側々 のi削除のまとめを戸，<1:.1')な合め、有J自白な総{別で隊|逆奇形式も}/Jいて余
試験~測した斜i然のll~jJl!について首位 IUJ してください。
パイオ叩…プJーのj剣例川和協のためのmu¥総和|が、対に公詰A陥1文句1:Iこぶづくもので

ある場命、公;(1.;論文;待qこ)，Iiづく明J約、 .tW!r，，:炎1r:記載してください(その際、.¥::クシn

~/4&V~5'こ72‘ :J，れるキlì，仏UÞ.ぴ/又 I';k.主滋における件以燃のf市械奇襲約してくだ点
い)。

(司)セクシロン日
n) 平IjJlJ川憾な場介、パイオ・7…カ… 0))劇協'~I，尚![泌のための試験でJIJ い{jfu験iJ;¥fO)桃i銭、
l!i!I)告;JJW、811餓料1'1:[こついてすdI!出してください。

cj)・kクシひン 4及ぴ日

a) 紋i紋~Nl 'riÎ'滋;
ずじII~ し/と約燃料!í悩葬会給付してください(必1}j! 1ζ応じて、民tヅヱ…タのmii<~~1とめる

ことがあり京寸)。セクシ幻ン 51こは際線M_j(/)臨床誌Ui員。f)~:A~~i抵に 1貯V' る jお fl!l (GCP)へ
のj湖 ft'l'l:状況も古川悲しでください。また、議t~先制lI'f'l駐を作成十るにあたり、!日、艇には;じ
て問i!l!十るICIIガイドライン(例えば、日3、引5、M411、M4S)な雲寺I!日し、許試験制約
織におけるデ…引の泌総{誠氏l士、パイオ~":;;;J' …ブ'J ~"O)IWj"I'I: (例えば、ゲノムバイ寸%ーカ

ーに|射しではSNl's及ぴ/XIよCNV/J:I::')及び討111)1::)jl.占(例えば、ゲノムパイオペ相 7J
… lこ|息i しでは叩イク lコアレイ及び/，)/， 1立ボリメラ…ゼ波町uえI，~~ (I'C'R) ) Iζ)，1;づいて協

同JIこ'Ifl!絞しでくださいむ
1ヲ)パイオマ…プJ…のij積約悦線総lこUJIJなその他のタ;滋

公災立;紙、経y:手~~lÌ;での検討、j状似、仙のJJ!11i1J、''1 M) 又 l 土機l~1 との湖公の十 nn需品li烈停につ
いて、 ~1'I1，~川えの的~IHこ限i してはセクむひン 41こ、|臨床のれ~WIこ限!して I~:セクシ訂ン 5
lこ添付してくださいβ ，1、た必泌lこ応じ~}'I目安コ:C ilr干の '111織をセクシ :1 ~'21こI記映してくだ
おい。

日。ブア _.γ ロゲノミクス・パイ汁γーカ…中11剤i の JI~ I、11、11.f'，¥変}).!

( 1 )対!(!iJ約千売の1]'iゐみ{語、機械からのIIn;f;;I作成;i;Sj.J決マlム IJl lゐ併の部介で、 l説ド I j'~n う場
合lζ1;1:、き医務)J!lけ!Fソミhui崩IIlJ1l(/) ~)J飢え筋日日ひの rMìííìJめです巾込殺事lIk ドW(jJ 1こ必基~\Jl:，例会総
入し、徹氏γ ネジメント)\部rm:~;f.'，'ネジメント淑lこ拠 11\しでください匂併せて、多義務 ))'11，潟
2見方郎副11!l1j (/)j長;内総司 4号の rI銭終lflit字社予尚君事手数料j縫{、1・1者ユlと潟J1こ必lll!'Jl:Jri総入の.1:、ぬ
/1\された1お f?には、手数料の *~1試i をf灘小j し ;~"J'.，

(2)1.]1込争(.o)HI¥(Ctで 111'i\の P~!J!なれう場合I';J: 、 イ!、 「対削jめぷ1'1¥1;2;礼子JJi(ドJilIIJHJlII¥し、 i.lj:



j史ql.¥，さみ'.~i:イ rっていただ占;)，ナωで、 l品/iMJVJii'l jl':6 ， 1::JI~ I:WììJ 合宿所γ ネジメ:〆ト l'm'11!~
'j1t:.，_"ネジメント泌 lご j!t日 II し ν亡く i~~ (~い， fJI'.l)，' ，亡、 11対必 !~'I!l-;ji;'ìl~ 合、呼 n;x朴燦HMIボ， lïJ 1ご
必1);$'JI:.Lfl;iG人のトペ .11，¥111~~A したJM{I' i;: /'人 l'数料の、l'似合.il;ti、lし]、す。

( a ) 1制的制UJU)Klhi‘'(，lln!.の?史l礼会fJうJ斗什ベヘ 11:['，\UJ'弘、 '.J!が，\吋 p令官}沿いもの .I~ 11対的がl;品めた
月(!~ (~{士、 IXJ1(1j!ぜJ)i ¥'1jl .ì品川 II~ 卜制 1 {dJC/l¥ナる必ザjjはあり主¥l'んョ

(d) Il~I'げるゆ íiで ;V) コでも、終的がやり7，1:ねないれのどして紛めたJ'!J-if川、 Fll('.H0)令官:J'j札'

日iti.jしj;.)'， 

r(， <1'y …";;!汀グノミケユペ・バイオマ…む…判!伐のゾl~ iJf!ì

I1 !日については、あらかじめtJ:われる tJ'l)illMIl!iにおいて似伐ごとに引先)j!し:1、すが、相l伐のfj(e

ALIこっしγ(1士、側A.U:;'ドぴ〉ど才jりです二

(1) 'm':jυJ.J)W¥ 
ql込みから目別IIIJ以内ィをめどに、判1J:!i 'i:i判なJJa/1¥し℃くだ怠い。

(日)般的からωm11"11!(!::"itJr.1ri山政付

1111111資料似/1¥から〆1)1品IIIJJ辻Iljなめどに、ぬ1持泊、ら十11淡1111こI!{!::"itJP!i{i:;¥去Hしj，'~'. 
(日) 1"1 '11:の.J)~/\\

I!(\会事J!'OXi.j から日)I，~II\J以内なめどに、 j閉会事Jj'l(こ対する Illl)r~: ~~. .IMll ¥しCく/ど在い。

( ..1 )機材jからのm日l"I!!(¥::"i'jIJ(jO) lliH 
( :l )の1"1科;似11¥から日制IIIJ以|人!なめどに、ぬ怖から相談打lこ!日，i~;~引 Jj'{台数十J' LJ‘寸。

(行)l"l'f'f，l)羽It/I¥
!日¥::"i'JIJj'illiHから 2則IIIJ以内なめどに、I!({::"i'jPJ~1ζX.j ずら1"I'rH:JlEillしてく/:::~いυ

((i)j:ぷぴ)1111似
節目|什11I(1::"i'1IJri 1こ刈寸る1111:;制1a/11から日測111)をめ1二dlζfhi誌なIJII日'r{しH，)コ

( 7 )日L¥似の{午!北

jEi誌のIJIHl'ri治、ら日 i切1111なめどに刊ithes守合作成し J川二



)
 

nu 
u誌も

札l
 

j
 
j
 

(
 

主:l' ìliiWJ絞ω うわ、後5首|必然llillω制 I~~Iこ|射する0)~j，品製制

1，先Jifrif.りj伎のは分及'()，ドすね
(1)後発作之総jll'1111t物常的1ftJ (;i)H'1l初級

1長路 I~"ì総 IINl t) のうち似物件ÿ!(I~JJli目指IJ~i~~; 貯金書Rくもの句、かっu止が0)/1，物小山~ITIJ等性iTt験ガ

イドラインのi政i川となるもの設立jt~~ に、R'I'側方針のお明Í'l'1:~1)iIこ|件lし災料の十分制:ギトについ
てJ行線JJt.r)tJ助手'1':ti:Hうもの。

(日)後捻|潟県~lrllll~ll惨W It淡
後発 1;&~~IJdl 1)のうわ生物小111{)般剤符2)を除くものな対象lこ、'/;17Jr'I'I:lì)~験停の仙波lこ係わ

堅守中1の十分刊i絡についてJlti符及びiリJパ!，j:t;j'うもの。

i主:

01泌総m阪1Ji!1，[/，のうお、 「隠滅，¥I，O)jf，紙、111ffi'jについてJ(平成2o 1ド11 n 2 1 IJíA~1延滞 1
1 2 1 約 2 ひl製品1労働符|袋線食品川必j助勾1) の矧J~ミ 2 …(1 )の(自の 2)列UJ路地)JIIに係る|袋

~IHl (円滑潔jりIIIIJ'1'でないもの).lとは(l()ω3)その仰の|袈議，[，'， (TiVHre1'tr.JVHII) '1'でないもの)
lこ阪、討するもの。

日)生物学的製剤、淡{:ii;Y'削燃え技術なょが)IJして!照的むれるl絞殺，[1，、 IQ1級品、|銭療機部}符ω品:ij(、
(，)'\'1))'1'1:1え rß:，必ずÈ'~li の市ì(n係争ぷ lこ闘する rl:;体)地HJ 11' (11日午113自主l'政令斉i1 1 1)')節目。条約2)足首b
7けへのIJ!JJ!Iこみl;づき，i'li 11::1;)'側J火w:o)什1)とする燃波紋:Jm >I.I'J: ，¥1，革連符即日こiJi';別のtl!.'訟を草野ずる
際級品(人)l. 1:I: UVJ'1郊の制11脳会j討議詰寸る政術 I;i:凡，~)りして III!I泌される líI泌 11111、特依然物 I↓l 見~j!1!I品)，

2. :l'~ì(IiJ州統 0) 111"¥W日数
刈iCiiJVJ論‘の 111':¥紛刊誌な論奴ずるJ劫{rfこは、本j瓜011の別紙儀式日 lζイパサ:Ji[iiJYJi"i'111'，¥訪問1115{立

総議事(後発i疑終，'1:'，) IこI，C6!，羽市吋~~i:r犯人し、 NI議室、ツァクシミリ XI土!IT11)2'i 1こより!日予選 fマネジメ
〉トitll機資γ ネジメント器具に似11¥してく 1ささい。 1[11)ちの号Hrlこl立、あl悩iiO)退去に f先JffiiJVJ後n
紛糾鍛ft，州議(後手語版終，1M1'E '1'.1と栄縫合してください。
なお、対iWLYJfヲn+)， 1制終It，WIH詳の'交付加問符 lニeついては、機械ホ…ムベ…ジ九のぬ;i~絡によ
り)]IJ)金泌総ずることとし決ず。

(籾滋'JrJ丘)
相談IHl 日数lこっし、で l土、 1 仰 n~あたり 1 :':1，11とし，):'~'，ただし、|行l ・ .1fま)}品分でかつい~ . frU 

Jf'5ωp;飲i強いのものl立1，，::，， 11として11)(りJ泣い:1汁二

a. ~'II淡のj附お
( 1 )滋rmによるlVIパ

滋Wiに，1:るiリIJ101' !'J:、1:.itLl2 ，のおJ泊iJ山狩の II{M訓，JI縫いより対iuiJYJ統合52けるこどが決俗し

た，'，'1，1'1のうわ相 l主主将;'vJ*n [f OJ 'j'仰がfゆられた場介lごみuい ;1~ サコ lwmilこよるlめげ令命燃する
場合lこは、対 ìili 1VJI守 rl l'，HI}，'J~詰依料潟lJI. υ:I1 Tl:l nl，~終結決df受:りて拠/1 1十る ~lll:¥'r. tï'í対1~人以礼i
Ildl総鋭機総総合機{持'Hlillr.今義務|事l係数務)j総滋ソミ1JIs訓1111リ(平1，)と 1fi 1ド剤IIHリ負í~ 4.段。以下「淡
1努力白抜 1!:f~hí[制II ll1J J どいう" )の様バfお，1 ひ(以ド rIQ[I~~ ，\，'，対 1iii JVJfiji 11 )2; llf (後発 I~~~~~ 仏) J 
という。 )ωi出11 )5'11需に、千!~ìlíiによる JVJrlな命燃する↑司会削人レ亡くどさい。市i~~d、不明J tJ~ 
JJAがめり;)，したら、 !JI:ninm絞絡によりi議fj'i河謀総してください。



ql)人 ~'，;lえぴ切泌がある J見「干のJ!110tA， : 

ヤ1() 0…00 I.:l 'I!J;(K!I f' i~ 1I 1 い if紡q昨!日一:J…日別ii崎がIY.-I 1:'ノレ
引1，、'，:i !'JFk法人 I;ühli品 i叫減j露出J総介1創出'出・紅、，*ジメントi'rIl'ii~ f，: ';. :(.ジメント制l

'fI1，I，f; W 1'¥'ルイン) 0:.1....:3500 吋 o{) 5 (j 
Yγ クシミ IJ 0 :l…:1日o(I九.i) ，1 ，1日

'':J:HIL¥IIII: JIIIMれからイ立11/，1111，，(' (II.IJ止の机11';');0)1本11な1¥11くり)ぴ)/1: 1)11 D 11"1':3 0分から

午後日 11，¥'J， でですの 11 ，\'1111厳守マ~，収lいし主ぺJ' ，

:1 ， 付i対日1))i i' O))~Uli~'ì;O)ιJ]~II'ら li:

( 1 )刈 Ildll))， i 0) 11 f'，\，淵 )U~O)<<:llr ~~IJ: 、 I対111I助i，¥" J~hí!iのど然 1"1J {i::'府内γネジメントi'iIl'ilr1'1γネ

ジメント似J、り、 +11il}i "11)' (j)抜高fr先あてにソアクシミ 1)で泌総し)、ずれ

( 2) ;1~:I{li Iこkるl山， iな:fiうj持イ?であっても、 'JH芳1¥Jl川|号、)(，JIM肋lγ)l総1111:111'>¥，削燃によりがと

うどした ~hliíJI}) i i"k hi~ 11とし点、γ，

J1.刈IMJザ1)I rぴ)qりさみにあfこサ亡

必岐に品、じて燃料で行う判1111liilUiOJllil品10 ~;:I!tl) な 1 ]1し jさりこどがで合 j汁\

(i白 品.JiIiiJl}Ji I r・1衣料の11、iさみとx.JII!IJI)j i iぴ)111 Jるみ
( 1) L:記.1，の品lllii!ザ)i i")~);ítiのご縫いl イ'i: ~~1; 11 ¥'した 11の}N!llから必涼して!日制務11以内に、以

、'1すら 111淡1><:分，;)r紋午、|ぜな !]jll' 剥~1' )\;'1);から J民川 ibん1ご 1: で、|%と申~， \I ， Mlldlリ'J iIi Illi> ，If (f支給

|記級品)に d~\!W 引 J)'jiiむ似人し、 IW6<J主党取得悼の"fL {i: t:品村の 1・、防護i':X 1 l: !~IIi~ 1こより 'il¥:
仇:γ ネジメン|、 )'m: IIl~'11r.~，!ネジメン卜 ìl'~1こ 1M11 \してくどさいο 内 i去のj斗 1}1と L上、 N~誌の点 lご
rj;，]ildJUJi'fl]l，¥6，'I'(I:'I' (f走路似，終111:1)Jど治山きしてく 1::おいり
以，1;、 P}/，W，午紘iJえV:Ii，u!::)jiJ，の，¥怜1111こっし、亡1.1:、 ぞれニぞれ11務)ji};，lrk)J担割1I11IJ0) ))I].}.之及

び「羽1\ 弘行政V~人似終，'n'， I;.;jj，(j殺 lJlJ総{f-H:則的が1iう :clì1 fセヤ?の下数料についてJ (午J&2 (j {ド
1 1. IJ 2 1 11必w告Js首il.121.00日iJ'刻1¥'(.1rJを iJ， 人|必 ~~IS 1 1111 1 似僚機日:H;~{~H~ ，I持 JIIl'lU会泌
知1) ィ'.i:d;j似してく 1:'c~ い、

(日) 1同却~Irlll会ilMJV! i i'lJi 16 ，'1のmillの昨日lこ、 1，1JI]I込jlJlllの 1111ilj~ 1); 'if的制史的j側内iiU人1);'i~ 0 ) 'IIJ: 
H思{ド(テキストJf;f~) ・むの 'JM111もりHtて;1，;if，'liいし :1け九

f，dè;、、日変lノrffが八，11以m1;'，伐にわたる Hb"~オ士、日 IJ抱t どし (fl iJ&し、 IMII¥してく 1::.tiい。

( :1 )ドベ烈，'，/，;<:]iilil討1)j'''c巾jされの制II.I)'.I附にi士、 11f'，IWM'1誌の品1I-"I!合、 lilJX.lel: 111 {'.\品川I!~O，崎r'f，~七千 J ，jと。11・oJJ U 11/1'1111 (11マ免)のk，jIld JJ}J ， i'つりiti'('itJのように泌人してく/ごさい。その|獄、 J十
1111:とよるJVJパィいjY4jlJjTでも、 1'"IGd， (:2)の対Ild!りJ，1 ソ~)jÚj' {'Jl: 1I を\ìL~人してください。

7. 対IIdWJ，¥のtW:;
刈lililY!i í の資料については、以下ω とおり、，j!i:祭\1， 1 :1令部Ilt泣いより、ジコ:ネリヅク!~~~~J 111111 ~li; ~H子

l'tnll〆、総111してくは与い。資料{í~j!j殺する IjJ介、 f対11!i1リ1)j' 1"khitil}Jどljミド、I11こ制収3れている

1創的の，Jl l 、刊行列1/ζ'Jrllilf~: 泌総してくどさい。

( 1 )資料ωザW¥部数

25部

( 2 )資料(1)似11JJVJlI以
持J，淡資料ωIJ&/IIIII土刈 111IIリJI î' :J~ hí!~ のご後|人!の仰j 引開Iiこ lll! 人し(j!U絡し 1，十。 )1;(lllJどレム

刈lidIYJil1'，)1:11の日 jlMlI¥jilljωJJ11M 11'1'，1先日1I!i'J， '('が 11'tとど !.J~ り J: サユ
tJ::I'J、資料J'm数の必リiが必目!なJ劫合1.1:、刈 IIIIJVJ，\")!織のご従 1)'1 により、相 1 ，詰~， fí の jrJl品!í 1i，;

あてにツァクシミリにでIJ&/I¥ iiII数合jlJj絡し J，す¥主/之、 iit:けlシ…"、て1:1、T自HJ，¥Iやむの似

11\{i:~) Iií'(i し、ずるこどが点〉り去す二

保II\ô れた資料11 、 ));Ollj としてj諮問に ~';l(. ， ，( 11ft 呼t~l': J'1!し必ずが、以):11 ぽ〆';'{r/)鰍似合肉料
J必11¥0)隙lこ'1)'います。

8， I11 総資料(::!Ir~r.り jさむ l'ずみ



十日総資料lこ織り)2:，'1 J 1)'1 ~(f 1立、十I打Wikll:J1Hこ，);って駄なり求すが、以1"のがけ'f1が常体として合オi
tし℃ーぃhl:J:千rJlJどι時えられ;J，')'0 

の)IllVj(\i. I~): ~ß JiLの級制iJえぴIJIJ殺の級車部
(~)先発|防総品 lζ限付刷る 'tílJ 判! (JU;i?'M'，、イ}切IJJ点分!(，&'():その分紙、 filJ)1ラ、効的.'<.1;):効!品、川

総決びJIJ然、 Prf障すîJ明 1111 、特許'I'H~*I!キト)
(資)外|主|における後~官隊~~~I'NIO)使)IJ状例法びその/民総的側(イ1'.4却ザ:(10Ií ìJ~)予約U<.I;):，II ，iば(/)n'I'側i

}jiJ，1，1ト)

ω|刻f革論文:(獄事足なもののみで結構です。)
ゆ i的);;0)九Jf(II JVJ jrn<.1 j、簡劫判 111!~ 0)泌総 (n変 ~Jj十 <:1JJhit 1こIIHる。)

fl，対i計11均約ωIlk1、'Ij'、日総選~:I)! 
( 1 )対泌l的経?の111)21み後、その潟』白日}たでに、 111iZI;，針。の初frで、Jlk'HJ'HY'う場合lこl士、す員総

;J)' Ilぷ滋ゴ~J;Ui ff.llIllIJ 0) ~;)l公約 ~3 a絞め「対|附IYJ従111)主綴II~ 1 、 Jfi~jJ 1ζ必)/.¥!れj司会館入し、'南米γ
ネジメント ml'í作:m:マネジメ〉ト似lこt自!/JI レ亡く伐さい。 01;'止で、君臨務]j'!}"詳f~繊細IJIUの段
式首~.a 4 Hω 「総省~ltdJ交n;瀞:rtr.絡手数料 i刻、j 約ボ議'J Iこ必J/.\!ヰP:l~総入O)J:、機111 された場合
にl士、手数料の平総合務付しますユ

(2) !lI)d併の相){j-で災脇11の交!l.!t.i: ~í う場 frl士、 ""11 、 r ;X.1' mi IYrF~' 111 ìZI議~Jlk 1ど両国Jt.i:機1111..-、
阿波 l ド)2:，:1;んな~1:í~っていただき戒すので、 「刈 îiílJ均約I'III~る:滋'llk 下町'liJ t.i::併設f.γネジメント制11
'縦約1γネジメント糾11こ1!JHlIレ亡ください"{JH1:て、 「依，!liIl川1士事翁~:dt. ~1宇 :j'.数料:佼イサ紛)Jと幾j
lこ必'2l!ヰド J1'i記入0)1二、世iH L\ ð れ/と，IÆ~命に 1;): 、手数料の-*~縦iな灘小J' し:)，・~~[l 

( 3)機構仰IJ(/J:KII frで災総刊の絞りidkfTう場合や、3Ji!!JI!i11のさ芝況がやかな微ないものと機械が総
めたJ結合l士、 r*:Ji在iJリJ浴中込潟l以下院QJな1!iHI.¥寸Q必i!l!1;):ありlI!せん。

(4 )取下げる場合であっても、 J幾十時がやむな仰ないものとして絡めた場合l士、手数料の公認1を
j議付し:);ナ。

J ()，対iuilVJ符の;，uIJIif.
( 1 )対IMJリJ官l::UJJI[11のi'JIJ11 ポでに、日 IJM将人然、相談符~IIIWI"J議ClI. lま外|社人の 1 U!1i'!の釘燃(J瓜

品JWI川;ωイ:f1Il~ :â:合 '1:1" )、ヅレ 'lt ンテ…シ ~I ンの際lこ{むJIJする機材について、機械ω 1'11 1淡
持J)同行までi!I!絡してください。

~II 前知的 11自について、 f走路桜之総，11，'.1:.物学がJlílj!ì);刊i相談においては臼 O 分科}史、後発阪lJ:iS， \I ，
1\"1佼tlln~においては 4 0分1'，¥1.交とL-;l，す。なお、 11¥1/1;人数については、余儀後のはさとの
関係上、 i中11ft売につき 16ず1以内としてください。

(日)品11出品}J 約 l!'1 111士、 4議機小j で刈 i自iJ山尚駐日〉予約がある?習を{t~えていただき、その終l付 lこ従つ
でください。

(日)判Iffii狩仰lからの十IlrJiサr，I)'jの概怖について、 10 分íS\l史ぴ〕ブレゼン"p_.シ '1 ンをお闘いし TJ~
すのその後、 111ft売を災地し:J:十。なお、ヅレぜンテ…シ引ン川区守料の~!].しにつきまして 1;1:、
できれば Lì!/!l ll l] llíHと、 i!話くとも白11 々 11 までにj行総Hl羽お・)~でツァクシミリ号事 lこより機/11 し
てください。

11.対rmJめ符削除のイ片務
刈JfiiWJ 針が終了した{去に、 Hlr~íX'に l人j若手会 1;1111織の 1:、機備においてポイントを簡潔に終似し

た首d自治会?イドJ&し、 行11淡一昨 I;::{よ，~.tiJ1し潔 η]九

1 2，その{山
jTI 1i~1付 ~f:~tこ刈iナる偽情の凡併な品li1iiJ，リJ翁の均111こ虫:Ilf 'C' Jjfr ij<します。



())Im~ n…2) 

対1(，iJV;i ì'u) うわ、|う，:!J!~IHl約i的変'12:)， 1\ ')1: l\íJl出品tMllrJ~1 こJv.Jずるソミ腕製j例

1，料iJ1t:皇、'IU，I¥'JI:I)I(帥品品川淡について
徴的でl士、 1.l1~，il'j )jì}、匂的安 1)1 におけら，)慌似合ミザ~)"lI l\ t)l:mへの自主、'H'I'i .:WJ')喝ィ，;， 1m 147.1: 1Iげ千

lこ刈 Jlt.~ ・ J' ぁ nîi!Hllì淡，". 1.');別に、経 i;~~ ~j:t リ!I，llI l\ 'JI:;刈への1去、'i'!'!:に)¥!.Jして、 'JfIlíjのデ…タれ'1，l1i l)~
必なU:.~，: る 'Jr裕に対する判 I ，t)とどして、，)弔微習をリ~}，J l ')I'lllj州!ltB相談合災自信しにi汁¥

( 1) 111，淡対立!
、'lIuiυ')11111.1:、 Jユドωrべでiこ談、'1ずるもの命的i::tJi:!12:)，Il IJI:l'lIlIi主総担i淡のX)ゑどし ):ナヮ

!'!~:佼川|民共tf111111 (ノ l 物常的製品1)ヤト，)な除く )ω限法l以 U~j}x;泌')1'1).(1こ矧Jすら，!tリとの|人)'(1
が、 rW:: ，~Y:，\，'， O)Jlxitg 1)1約についてJ(杓&2(j-1ド 11JJ2111!IY:f<tJill12 l;;ji2i} 
)1/ノI，:'JJ'側1(1'1'I'J;O'AY: ，rt ，'，，'， J，，) J~ ，ìul ~II) の矧)，1< 2…(  1 )の(1 0ω:l)そω11110)I)~抗 1111 1 (IIJ: 
'i)YliJVJlIIJ ，)，でないもの) 1 こ j去、 'í すとはî}{(であって、 l災遺 ~lltlld民，1.1.)没 ~iW;)Jui 1 i' JJl.lliJ ui ，1 
?;誌にて料品\~{な交は{山中i'iI llIとされているも山

.史!立するU'V位以必ノf(，泌併の)¥)((11が、成分及び分f訟XI:tVI<t側、Jlj'必hiJ、&ぴイi1d;
lりJIIIH閥、J.J!1お及。:試験)ji};j附(日IJ紙J.IHi¥(:げj')1こ日主主'iするもの(これら};:Jj'(11の復員i
I~ lili!fJリJ し (1.11:1)む )j ì}礼闘が匂ぼされる J持作もで~ü，)

・ 品liJ(、イi::¥i!')'i'>>'ぴ'1/:I¥:'['):に|県lη}勾ゐ1Mtl!4! i/~ *~ 1)投でめることXLI伐いこと<，:，ili，IYJ"ríj~IJ: 
J，!がIMII¥ '(':!るもの

2 ，州 iìJ~1) 1 ，¥主みにあたって

れ11\~<:4: U!)III 'Ir，)fJfl抗日討対11淡の'Mhíl~ 11: :fij l'{{する J詰介 1:1旬、制淡1) 1;6みにクI~ ，1，: 九、 ')flllll iJì IU~ (ノド~n
知の))IJi!，i 1 (iゑI!官。灼J¥J無料.， ) 1:て、 111il1~ ポ;1'(、 IJu/U資料の内科、 IlliI'k'Jfh加r'iiJUl)りl、53
'j:q.搬入子成時i問、I) I ，i6 ，IHI~/I\ hι/1匂，について、機怖の，II.[刈 Ij'と'JI:nIJO)，jJ 合投合必山)'Iflって

くだ在い。 )1'1級事1IIIIIIi淡終 1'1史、機{昨>>.ひ:相談I'n:，:I'Jいて州:ねされた判liUfM);[!1f'jι11¥ JVJiご'つ
いて、 r 1民，~!UII11腕 ÎI~(没:リ'Dl I\ ')I:lllfji(lt泌十11I淡11.['，¥鰍泌，!fJ (以ド IIIN，似品Hl引という。);;;:潜
行し J: 十。 11 判的下紛れ I'J サiii主的伐の'l'，ì61 1 ，'付こ I~'、 ij'{どなりボずので、紛火し;'，:v、でください0

1日ね、:3.の F統合をl'1 ¥1';にjf!iめるため、相談資料保/.1¥"IIJ~II!nVJの i 泊、)J1'，\)な 1111:J: でにすriiij 
IIIÍ絞を ')~)jÍ!l レ亡く 1::: :きいの

:J， '11\'i ílt(匂 I)Dill')qìíl附i総11 打~~の1" 1.染料 IL，~み，~ I) I~み
( 1 )約i 主交，!J!川引 l洲市lUMII Ì'l~山 lll ，ì生みにあたリては、、J，Î I1支制lil売の成分的手放本|な，1j IJ I到Hi'符か

ら I~Æ り込んだ 1" で、~!Ii、~:t i'~文 ì1、人 iゐ :;~~~fH!I:(泌総 ~:f総合I~I持活F4Frぺ卒業的!日iも拡散l'J5 )j iJ‘込!万』邸
前11JlIJ (平成 1G oドlilllHlJ首'j，1 I}.， ):J，卜「業務 1m;)Yi)~b(Ji W， l lI ll I) J どいう。 )ω1:I， A::Nî ，1 IJI!) 2 
の 1，)限微怨リ'D，'¥')1:111/総泌Ii líì!~l) lìZ，必 1 1心jt.、世!i卯J~ (l~'削入~iJ~ <~)とどもに、 '11:IlIlI(liiii¥II!i'(こ孫1i
された 11f'，¥ li京似必のリj し及びJ以 iみ\Î):没 JI~ ， 1れト O)'lj しな総付して ~~iJl ゑ X， I士約)設により'1作 'I1J:
γ*ジメントJ'm市内γネジメント飢lこ打al¥¥しでください。部i去のぬ介(こ1:1:、.I，Jj首lのJ:{:Iこ1")1¥¥

i紋交リ~I， ll 事Il IH仰向l利 a:~qlj主，11'11'IJ' Jど丹、似合してください防ただし、 111)主将引泌総lこ1;仰j
泊¥;tí) る .~!b{1'ヤ}; ~こ~'.; ，、て1:1:之の l iJ l りで 1:1::ù，り '1: せんの~0、 トづれこゴ1I'(1\M~o) 上、 j'.)I)I)6.7iく
レ i 、
白 v、心

中Ml放す~JI.!)，I¥ '11: liIl{市i託1I11:1完1)1，iZ"q:的己主H 11 1I，'i/:t、機II~*…ムw く…ジ I:j\!，依しポナり 11;':( (11 と
v亡、1>;;)J?:(i:J)切の火時I11の/1'1)111 011.'，:から II'，{免 .111年占してい ;.J; 'tが、 II:II.~(J)悦 11 の lJJ{干
に 1:1 、状Ht~1とは;じて受付!1 (i;'1長似しポ十山で11長特1，)ミ…ムベ静‘シ命線iit憎しぐくださいυ

なお、問中)rJi及ひqと)6J j/)， 0) il'Ml1Iについて11入それぞれ;'iU1!Ji iMi'川~!íIIlllリ川，jIJJUk
rY Ij!ll 、I/:~ j'校総人 I:'，;:，:~H仏|川刺殺日:~1'，t~{i' ~g対的が11 う'出Hlf.^，ì干のー下~'l:nlごついて J C'Jf.)，Ji; 2 (i "1' 
1 1 )J ~ 1 II'h~l幾~位協 1 1日 I0021J自|い1/:1I' j攻法人i絞殺iil市、11.1:11.長郎総{)'liliIIY/J'1!引j去)III
幻1) な:タI!(jしてくださし九

(日)れ微交リIDII¥事IIIfii(r¥総111，淡1jI iみれのlJW\の悩誌には、 1';]1 11 込 ';M:の rlllit}~I!r(fの IJ~IIIi'rJ 1綿のWt:人
|句作について、 'ntI. I，限付、(テキスト!IØ点)ィ~':あわ\)'て lJíW\ しでください勺 f!?ね、叶以内科



が八斗Jt反級品対立にわたる ;Ii~i守 1';): 、 ~JIHこ八斗似 i 枚 lニ 1M!約(開設とえiHí:-1治くの)会 ~J，どめ、総
/11 してくださv'，

(約獄事J)'D

十nl~jí ， \I，日数については、JJí(H1J 1判l絞めたり l品目、 1変!J!と l，)，寸。ただし、 ))10終及。:
総j)llfilJ(γスタ…ツァイノレなi:Ii<I:J> )に L~1わる 32況において、その)Jml~や添加斉1)を似J川す
る (!l~r計lマ IHJ ーの災測 ií白やペリヂ…シr:!ン隊中!な似ぬとで詰る場合や、'f1ì険協い及ぴね
れ n Jtliい Ij~剤において、問ーの!必lJ!'C" 1刈山叫〉ノリデ…シ訂ン災1ひ1，なj1lぬとできるJ，j，fでT
1:1: 1m絞としてl政円以いボ十。

11 1 ，み )l~及び総務がある JJ，!介の 11司会う IÙ : 

守10 0 ~ 0 () 1 :.J JIOl¥mIT1U[1以後が問日… :1…2191僚が|刻ピノレ
j!1¥，'[:(J"ij立法人際終r

'
I'i'll雪之1/，(jj長官日総合機{的機嫌マネジメントifll'l持jlf..マネジメント総

均百件 wイ¥'ルイン) {):l …呂町 [)(;~()556

ブ 7'クシミ!) 0 日… :1506~()4 ，J 日

交付1時間:)J IIlilllから会11社!日立iで(l;[tlJ止の例日号事の{本11会|徐く。)の午前日 H告白()分から
午後日 11.\司、でで十。ただし、 I ，.lr~ 3. Iこ従い約微変児仰がlill踊'11総+11絞Ij1 ;2:，お安j駐
日l十<:，JJH干の交付H洲町1;):11'前1() 11年泊、ら午後41時期でで寸。

4.腕微変則前駒内1m似:'g初日iの資料
資料については、tJ:内 QA/QC~i:'先 r したものな以ドのどおり、持参又lよ邸i去により、彼
針。γよれジメントIfII'!会復マネジメント総へ')!il11 1してくどおい。

( 1 )資料の陥111 Ifll数
目白11

( 2)燃料ωt笹川JIJII以
HI絞殺中I，o)，j!削1111:l:IJi(JjlJとして、Ijli以降燃111110)2湖|削1誌の午後!l1l!J':J，でが 11't:とt，}:

り~~ナ。
なお、{品目i隊料。J'fll紋lcf史lJ!がある場合 l立、 J)H)I( HIÎII売の|燃に、 ~líH L\lI¥1数也市H金しゴi寸。オi

1之、殺料については、 f闘い子似体でのj}古川も併せてお闘し、し決十。

j!I!/JI守れた災料l士、 IJIUlI)として機械において燃泌処測し議すり il退去110)命奴については、
資料俗111の|織に{料品し戒す。

5， jTI淡路料tL.~点り jム>1:1'内科
(l)(!¥V官l仮尚治誌記事以腕微潔リ1!}，11議会自(終)、 糾111対11(1炎
( :2)後lJ!1こ闘する資料liI.()ql現微後Ji!MIの総|政!と与えるJ1f!lli・jJHJ処lこ関寸Q資料

j例記事)j~…簡潔VYJl:総1j 1tl市 1"1' 0)添付従事|。と附当事。)撃者*if のf刷、J'1(;お似し、し1):十0

(J， 腕1位変立[)ì[\llqlIJfl~日誌記相l絞めl白ードげ、 11 f't\i喜~!l!
( 1) 111\\ 1Jj'Cll;lJ! HllIJf~lJ{ì~1総中1I1淡の川 1 iさみ1索、 J剣持からの1111妥当l)l:瓜i去十1・:J，でに、 111J2¥貯のHllfrで、

取下げ会nう場合lこ 1:上、業務庁ìl'l\r~}J血雨IIll1J o)様式首}:3 :3 '~3'O) r刈1M助符1111弘被l以…ド即日j
lこ&::'、'll!f¥i:脱会1m入し'fIIJ!r.町*ジメント納得淑γ ネジメント日!↓れこ阪111してください。併せ
て、多義務ブ'Ji)，潟災前H制IIJ1i)の総式首i:1 " I去の!日:H終IIl14fJdi包装i当事事数料i段付総ボ襟J1こl目、強fJjr
l周目d入の J:、機1I1された.1)，)frにI:t、f必文字I'Y)!I'.総会議付します‘。

( 2) 1ドi占有の作11i"r -r: Jl i'，!の法見合:ll'う場合I;t、一11目、 I対liliJ.山討中込潟11文FjjiiiJ:Ii:悦/11し、 jlJ
j史1j1J2¥:I.:li:rfっていただき求寸ので、 r.kHriiIYrff1'1い込説会l札ド昨日Ju:機資マネジメントItll'Uii
資マネジメント鰍にぬ11¥してくだ与い。j)卜Uて、 r 1災 íJi!úll，ヤ~;~ítftf.~~;…1・~"炊事1，)謎 Hlil自ユ|と滋'J 1こ
必泌サ¥:JWfd入の J.'、総1I1された場合lζ1，[、手数料少の‘|先制1.1:;段付します。

(日)機構官U)OJ怖イ??で日似の必万I!Hf'う場合や、 11TS!OJ:Il:'l!がや灯台ねないものと機例が誌住めた
J必ずr1;):、 「対iJii!YJ仰い込滋JI~ ド断J を !rJILIナる必'll!はあり ~J~ 甘ん。

( ，，) J以れずるJ具合であq でも、機械がやかな{リないものとして絡めたj持i"rl立、手数料の'I':l<<iな



i出HL:I，十。

7. '11~í紋必IJ!:!， 11 'Jrlilr倣似 111 品目の 'J~M!j
相談~'i!H.仏\11 ¥" fiili II.'JJUJの iゥIJ{'，!i定i'Jirlζ、1Jll!;，.ijと機怖が'JfiirJI(lfi0i1i:1iし¥相談寸，Ij，r!)ス

ウジュ…ノレ、 .JM/II'，'.i:刊の前[I{i泌なuいj汁二その後、 WWiへ資料治刊誌11¥された /1から、 'Ji'iliJ 1こ
.JJI'，(ì-わせたスケジρ …ノレlこ従叶て HIi淡令ソ~Mtil 占へ)，が、その凶れについて 1:1 、 IIHl~，卜'の
どおり "e十〈

( 1) ~ヲ料rJ)jJå// ¥ 
IJl.l品みi去、 2 JlNll¥JJ;J，II，:ご相談資料な.JJ，¥/¥¥して<1:ごrちい作

( 2) 1制的から0))日i:，Y'Jr.J:白0))泣小J
相]，詰i'lH:HJW¥から日().~ ，1 () "的紛 1101 'すなめどに、れ倒的沖、ら判 líì~ 市 lこI!(( ~ 'Jr.rl'i Ii: .iX+J L 
Jパ二

(日) l"It¥:，!刈W)¥
I!日会事'fi汲千j均hら1fi効1)511以i人lをめどに、 11日会'Jr.raにX.J寸る1"¥符をJJclUしてく伐さい"

i:d.i 、 1陥没!全日XMi作品 11綿花世相 ]Miωl似合 JJI:JalltJ~1;~-:fJ_I:についぐは、 i瓜'，'，I;U) k.JlllirVJ I iと1(1)1:去のJ[)(
l泣いとし、 1IIItt)J，rの lifh:への 1r:'~'1 、 .1 i.\I'1Iは不必ーむず。 .J:1之、 J主主文が少ないJ_l}(j'にはツ γクシ

ミリマωj)a/I¥h "Jlillですが、治 n~~llwYl)占 IMi: お制作、する JJ，} f がめり}唱す1
( .1) 11 IlljU~~，J\の 1パi会

1111:(~~J似 1\から 20--- 月日効務 11 灯、|付与どめどにおIilJ~ ItL~~[北小 11'1<止し、相 11先行 lこむらま;し.):ナ。
(G) lllil:Ji記長止ぴ)似ilf

111 淡-，112~l'/~ωÚ~)会から 1 5幼務 11以l人jをめどに1目、リ!?でバけt.{:1:{1J;1I:"'，-'};1i:1J い、州 i淡記長J~ ~r: 制'n
L仁\，.)γれその郎、，町、艇に J，(，~ じて、叶絞Ildr 1-1 のqqj内lこI{'J1)'1::刈!lW悼の)I，:.llli的 JII!仰のIUI¥it草食
11 (1むとし/.-，lfIi校iI:.)~ )Jilj L )，寸u

H.その(JIi.

11， : 

れi蚊1Eリ'!!，Il'1¥:lllr侃it官、判Ii~i (7) R.N .~~、 中似R微f湾怨4変~!兇1足!!，川111トにtこ: ，)よ、どるヲ))九対午J)，比応Lむ;が "吋lザfi俄j必臼 とお与;~れ1/たζ乃均，}(什7υ仙， a製，~)巡i技ωj)似り似」 J
s市i打Fμj川!'i市料手も微噴5交必ど芝沼1兇主111，川11川|片L'汎1:'.)似肢//¥仰iド11、4与以fl引号1¥(にζ、、lill支，j;11i'f)iWl2志士山Iriif.JをおIii'liv、し:)汁二

1) '1毒物''jf:(I(J製剤、 ;l)lK(制U~えJ主f.l:i (;: r，，~; 1) J して 1，li~)fl さ j しる 1":，押~，H，、 jえひ(r I/J~ :~~lldl 、 i引~(I場Wi

咋のllll問、 u効'I'UえてJ、勺1"・1':'1恨の{，'Mj!t¥ !̂ギlこ1¥日十るWil';hi，ifJ令J (lIiHII日(jイI'，I!立行可i1 1 IJ-) 
焔付 o ~tH 2 )，l' i~f} 7 !Jへの J;I~í山ι幻lにご)，出!qi づさ)'附I半i/J伎i'.う刀ツ:ïJ'倒働Jυj大、|日川;江{ωJ灼1行|日?甘応:炉サす，)，司とる〉 q似i世v治;設5仇f符'ì;J洲')明Ilχ〉父くlけみ1士1:，仙1
小引特，1):い川tけ~JIJ ぴω)1ηt，ぷi臼3 な令"製lA却t(ηす寸)，祖イる:， 1似う民;:~撚q照$11111 1 (人 X It!fV)'1却の ~1111似合 J庁長十可J ，lJd似合比;川し (I，II!!泌されら|弘、議

lilt 、特広ノ1"1却 11 1)1， I.ll~ ，'，，'，)り



(矧J I!，~ 7) 

対ilillVJ1íiω うわ、一般JlJ 級車~，'，，'， Ijll11! IIIJTlI・111fflll抑制11売に関す;r;， 'i)，f }j包事~綱

1. 対í (íj JYJ滋の長五分及 VI)~'{)!
*，)~峨ìJ!J綱の k，J~! ど十る対1m.山針。11渓分1ft. '()<件;J:i予についてl士、本i的知0)別総4ぴ〉どおりで

2， H1詰誌の'i)，fli包11
，!i s!iH1淡の災地111士、胤WJどして以ドのどおりであり、その日が祝日にあたる場合l士、{本み

とし、 JIIVjiilll:1オTいません。
なお、河絞HII淡ω'，J~}ìúj 11 0)1史l1! XI土休 11;0) ，場合 lこ l士、 IJj:J) lfIζjl\針 ~/.71ミームページでお知!らせし

iJ:す。

スイッチO'1'C'宅iミF;l分11 fflJ前十日記長 11!，)JlXi 4 火!11i!l1J31h抵4f;後11え2fF1時n~か\'1111ら41?4I(M4F1F121tで) (14い)

111替え災総計附13M千I弘11丹fザA14音{波附詩!!十ntt実 俗)J 首'，~ 2火111/111以後21ゆから午後alIiJ' ，)， '(' (.1仲)

新時自立JlJI~読書~"N， IIIHììZZ. t~ ，t'I，H1 ffi1 111，刀IXi1放ぴ節目火附11(2枠/日)
午後 211年から午後21昨日 o分まで
午後日H与45分から午後日Ut)11 5 分:~

日， ~仰11悩樹絞10の') 1'1 干粉日の V~~悠主jかi川、u訟
虫知燃i詰t半料料'1中|トιで行う i収iド4刈附白が前{有111削11川1I品淡有 (オ本~l泊的土知1甘10ぴのJ別f総ぷ 1 臼季参主l以lI(i限i，) Iこで、 JJ(111IO)n'I~ {tわせな;fJ ゆた 1.:で、 ~rtl 

，\I{.行政法人|炎ílì\í M，阪!ÎJI;機総総合機十倍'!I'"均等終務 IJ~J係数務)Jl1'1県災liili 前 11 1l1J (平成1.(l {I'制11UJlX!
Jり。以ド fg義務)/法議事'i)，fiJlJi剤1111リJ1':;いう。)の級公節目ゅの炎J1I1ml分のうち、 「対的1助隊111
iぶ!干|合「対ifiiJぬ王寺Fll'，¥洲終i削減弘子J1:: 1l~~ .J換え、 t~，、"ll! '11 脱会記入し、持.~察、ツアクシミリ X
1;(江市i装1こより議ユrtr.γネジメントt市議官tγネジメント納¥1こ総111してくださb、。郎i器ぴ')，1具合lこ1:(、
会I簡の災lこf対WIlVJ紋日収1l1ll11制点制御( .般j 日 lí\í~l!，1M {E '1' J ど>1<議事合してください。 ~IH!有災
hili 1111年、駄所得がJiul:Q::した1設に、 '11i"rtf.マネジメント削より f対ilii!YJ滋'i)，f臓のご撚I人IJにより、
相談お・のi.!Jj絡先あてにツァクシミリでi自給し決十。

斗，仰がiωj限f/J1
11f陥iによるiめでi
議?泊 l による Jy]~nj: 、 ):.百'cl :l .O) 判I~先の 11 ~可iのりと対!:!J i}; 1こより:x.lïlffJザIJ，守合受けることが決均し

た品11のう l汁n統計的J:)¥:Ili)o，'了解が得られた場合lこfJいilミサユ潟'11削によるl山長?な希奴'J'る場合

lこは、対IMJめは日私UV，~II自依収機'&び 11 Æわi澗絞 !I ，!í井1;(;:受けて{佐川町~.る滋務 7J' 11<I葬災)ìÎß出1I 111Jの儀式
節目匂l'1("， lIiI! ，'i，'， ;):.1' ifii JY]~r 111込得(一般川隠滅111t開発IJIIM1'1j1lh怜IrHHf1uJの側均I1捕に、:鮒IlIに
よる iリl)f51役者f奴する統合記入しでくださいり t，~お、司;IYJなl¥¥がありましたら、サ下両l1iriil!売却')¥1こよ
り )JÎli 1'J:舶l~起してくださいわ

目。対 IIiiJYr~l 手数料の払込みとNí削lぬパ0)1 ド ;ìLもみ

(l)¥'iff者対I(ijJVJ討の|汚
i

分。)手数字'1，合rlir['似千予からlifiりiもん1c:J:で、 3義務JJih対災h相生111日IJのjil<
災対~5 日， 1'1疑獄I'u'，対削JVrfi'll!;Iみ滋( 白史)IJ 1;;"，月~， 11d川裕 1.I1 Jþ{1・iI 'llllillHII 隙) J Iこ必II1PI t:.q，!~・

総入し、 J民jみ{J'?，~受:JI弘義平等 0)'1]. しぐ世論{‘}'tJ)J士、ド;'J1議会，1( I刈出i去により'11予ゴ11:'マネジメント背I~(1存資
マネジメン卜nquこ.j}Ell¥レてください。lJ¥lii設のJjHtlこI，t、ふ|係jの淡lこ「刈'fITii幼子すilllみ綴{E'Iリ
と!A{被きしてください。

t.J: ;J昔、手数字11制&'(}I!~J.l:.ん'訟の Rr削!については、それぞれ，~務;JJi1，滋潟ぬi釧Jll) o刈l}fJ淡及

び r~!II l'r. fj'J!立法人 1~li~聡品|佼I!í~j謀総総合機怖が行う irpÔt怖の手数料。について.1 ('r!，I，J<: 2 (j W 
11)12111 待機締約 112J002J)幼虫行政法人際線品I銭鋭機総総合機構時I!i)j:J毛羽
生日)な議会!日iしてください。ボ1之、立¥HMIリJ然災泊Jのご後l'すの!交的後、目立1'j.n;，j:[lrt完|ま分の手
放料会Iljll'銀行怖から1Mり;I2;，んでく 1'e'.t;い。



(日)Ij!LJ，みω交付l土、スイッチoγじうi;ql 泌がJHlit~及。~Uì験実腕試 1"1刈 11; 明，fょH{Hitg l! liCだについ C

1:1:、)I;OIIJ，~レぐ判|がどだ脳 JI <7)i'liiJl <7)'11 "'):1;)1211山1I"Iiil1 () 11，'1'から 11'/1場 1.:1j，、公サュれr'1:1¥占
JIJ l'川~，'，，'d Il Jl詰淀川H't判] '1mについては、 IJ;(JIIJ どして~llllk i告別 110).1)~IIIIJ!'lílの JJ 11/11 11 11'1)lf 1 () 
11与治、ら 11グ|斗ごjiv、1:、すり uUの|リL1i'(::('.'1:'交付し 1，，¥1:ん、

(け:汀l) 11以9炎;シれ以刈1，¥却〆i県照1早収li111111 j，'.ωIlil肋りめ1)i i'行川，什!け11)込6，1¥:) 0の>1雌h陪H川11の官防際i2削~~!にこ{ω;l主i上9入、， 1，，1引刊jい川1川巾|ドli込6¥1れ!作::tlω) 1川印{十'))，淡i淡史灼1内/什4灼守符1μυ山jぺ湖お制微!見t闘附附i持削十幻)I欄闘の1l'L: 人|ド内人句、f伐

についぐ、'<'IJ:(.qJMド(テキスト形式) {i:あわ日刊ClIuIIlしてください。

化~"3、叶 ii支卜人'J'íiが八ぺ!以 i担紋枚にわたる JjJ (ì I ， t 、 ))IJI二八 ， 1 fUi 1 t{(1 こ I~U約 (1:4I./ðí 合的:くれ)

た去とめ、 JMIIIしてく 1ゴ主い今

日ι 品JIIliiVJ， ¥'，})資料

刈Illil9)， iの'i:frl"については、 U、ド引とおり、 j!i'~~ ¥( 1 J:!1il:J去に，1:り、 件~~iM{~;幸市内:古1\八似 111 し
てく 153いり

( 1) ~~H:I 山似 11\ l'íII !i~ 

(りスイッチ()T C ';i)i q 1，111011111絞 I5 m~ 
(~~) Uì~J角 :WAti ， Hllllj 冷リU!: ，I.JJ， 1((!l1 t~，州統 I G '1m 
(ゆりr"11党}IJ1 ，，$，1)ん弘|川均没、'H'Hllltl~ 1 0 i'rl: 

(日)資料のI!JlII¥J出限
{わスイ、ソチOTC'，1ト!jt ¥1M jjiI相談刈 IIIIJり)i i'~)~純子 íÎi 11のIJjtl11Jとして日協IIIJiilfの午後日 11年主

~e 

(~) rf~!Jí.;{ ')~)/l!t i11' 11
'
11 iM: I~S l，( ii'ini'te相談{，JIlliJりJi 'r:J~ hiti Y' iii 11のlJj(¥111とレC5 )lbJlIlJilIfOl午松 :311与ポ

で
e骨折 'WJ:川|対，~U ，'，，'d Il J 玲泌、'H't 111 iUi対1M!ザJ，I")4hui )"i1: 11的記測IflJil与の11'1&:lll!i去で

~I:お、阪/1\資料rm絞 l こ'，，1; I_立があるj場合1;1、対IIII川'Ji 1")ゼ泊。)ご守'-~I人Hご J: り、 +11 ilJi t守的泌総

タI~あてにソァクシミリ lこで j)，\111i'r1: i;~を泌総 L 主十。 :1， /こ、 lia11 ¥資料の悦nJ，¥休むのJ)，lJ11を
:j'JIJIJjしγrるこどがあり，J，'j'" 

出:約、 1Jall¥された日中H，(、 IJ;O¥IJとして機WIにおいてIjd厳し上，1'")L~l;/I(/) Iì/ï~については、
資料IMII\ωI~~!こ州:似し.)，ナω

7， HI，I定資料1;:1，ぷり )bilj'II>'il
川淡ゼ1*:1"1ご 1，日り，èM:J'I}、o):{il: l: 、+1 1淡いuによって yl~ t，'J~ ~) J、寸が、少なくともJ;川、ω'11'，'1<11、資料

品:1/1ぶしてく 1ささいJ

ア i スイッチ()T C '，i);1/1討nifilll日書JO)Jj，j(? 
111 il{l :ì L:~~.詰{、j''i1中|槻}駐日こ111、'iする資料

1~(，'、r 朴!;"llìíl っている必 J}jjI立必勺)沼しれあり :1、叫んが、次ω'It'i，:，せ1:1品目り込んでくださいo

1M外ぴ7状ih~ (ノJx\tt!. I)'J:作、叫~ 'Í~'I' i') 1こ|叶「る'ir'1':'11
1汎 'iliの状ih~lt11'日η)勾る:('1*:1

イ r riì~~ ソ，~J;í~al ド flÎ ìJfl!~l，(Mj!\ti話相談 j 山JMtr
Mî'Jrυ)j{ì自主猿引先 '~ill jヰ
tU>>;'9! ~híliill ド I)Î 'jl\~持; (倒的マ，，1)

ウ ri育的}1I 11'(:終仙|川崎1号、'WI!I11 ii指Io;Jl，}か
'jl~;'1ド1，)概附 ({J'!JJ成分、分 I ，t、引I){:批・幼及、!II法リ 1I IrU 1ご!則十<，"h'l N!. 
イl匂'JJ品分に関するド〈城川での JJl\ lt'~1人I'NIこ限1')' る '11'" ':'11 
般}IJでの'111，)，1;(/)状 ~~I~1こ限J寸る↑11j'十11

:r!1l:品川111ゅのj持介はその側協 C，Ii:'IJI:ぅ九唱クがあれ1:1:それも (;;;}'l')(こ!日Jする'11'1:廿
そのit弘1II 1D~ 1人pれに|日I~H'I'ど)…グ匂

時ι土、hiJIJI)Ji¥"のl以|、1)'、11{'，¥:変')1
( 1 )刈IIIiJV)ii'(/)IPlさみ{去、そのソU，IliII:I，でに、 IP)6，liの1I11('rで、 JI~ ド 1 )'又11:ソ!iJis11山公リI!{i:{j 

う.IJ;}{T に1;1 、1稔位t務諸 j々JパI法1よHJ内!昨干ν'~必4抄』脳[包d以i前制釧1引澗刈11川1)川[1川|リj ぴ的jべ仁係J( ，\ピt

なω人し、 i!'h'i.';'ネジメント l~'!)'ljji 内γ ドジメント刊に 1iJl/1¥ Lてくどさい"iJI性て、法務)j

i1i ，11:A JJlu:{(llIl¥IJ (/)総点初日。1J)ιのr1民，~~t: IHI うi:~tW-l1 f. ~i宇 F数料i則、l' ün:J<: /::J Iど必阪'1':'11'1以人の 1:、



ぬ/11 された場合には、手数料の、1'0古íl'j :fr:灘小J し:~ずの

(2) 1/ 1 込手?の有111守で 11 仰の>i~ ，91 {i: fI'う1，1#1''''1;);、ベ 11.、 r~，J'í fíiJY)鈴 IP)6治l白下前1J~刊誌 /1\ し、fI!
l弘:1/1)みの.な:11'っていただ合求ナので、 「対I係助隊1/1泌弘，¥:.1政ト附iJ ~i:~市資γネジメント 1市'叡
1tf.~マネジメント梨1\1こ総iLl してください。 {J卜肢で、 「阪訪日 Irlll~1;~f仔d王寺F手数料:機{、j・2市~}~，'HtJ (こ
必;，ltlf!J}lJi Ii:叶日人の.1:、，JJlk/11された場合には、手数料!の小紋i1i:~断、J' し j，ナ。

(日H話機1J1iJのお111:rで災総11の込jpltbfrぅ，¥iHトヤ、リミ紛れのさ芝J)!がやり{i:ねないもωと機械が総
めたJIlftl士、 f品対')1削{白削iiJ川肋り山1)該針戸釘1れ川!巾|ド1)，込品;詩滋潟!詩詳rJ取血仇“1干下|卜ド、，.県胤(iJ :{iな!:~担)，白ωi引/1\寸ナ桐る(必目

(しζ4υ)JC取i訟弘|卜ド、ご'iリlけげyる』ωb}{介干勺あつあて亡も、機併がや:I，:.r'it初出:いもωとして総めた場合l立、，p獄中|の:[t:創設戸
i刻、jし?にす。

(J， X-!iilI JV)伐のすミ総
(1)対I(ijJ均約'1M胤11の11IJ/1 ，J，でに、 /11)市街人数、~:rl統計仰jl，1;(j "J 詩01.以外務l人のIWMのイ'1'111v (;IU! 

誌!/Ii仰のtI1出{i:i"i ~j'" )について、機械の判1fij~灼均十i吠でご泌絡ください。
r.r.お、 /1¥)市人数について1;)、会議針。I}，よさとの関係上、 1~'II I\売につき 1 0ず1以内とじて

く/とさし、。

(日)対 IlfiJ.V)統~''i 111士、機械没イサで対iIljlリJト?の'y.，!，'，)がめる院をイぷえていた/さき、その然内t:t，品っ
でく fごおい。

( a) スイッチOTC符1/1J11~ J'J 11~;1I淡において lム ~;11 n売符 11時からの~;n淡1Jl羽の州問?について 20 分
初球IJ);1'レゼンテーシ口ン仕上1韓日いし:たす。その後抗 111先安~絡します。な~守、ブレザンテ
…シ υ ン)fJ資料ω ~fl しにつき戒しでは、できれば lì期間j的 lこ、緩くとも 1'1 1) 1， n tl: でに~'IIi淡
iU ~Ií /'i'IUでツァクシミリ絡により総/11してく fささい。

1 ()，刈IMJYr;'，i'印紙の似i金
対ìmlリ1;1ぎが終了した1去には、山総折々に内 ~i手配鍬総の\:、機怖においてポイントな簡潔iこ終JIJ!

した'll! 1ヲを {1，)i~ t 、 +II~主計lこイιi議しオi 寸。

1 1，判In必の巾iみに闘するIIIJÚ" IJ: 、 ))6総がある ;IÆをかのIIHι~先について
11(1 ii1 ')e 1;1: lj(のと:I'Jり?れ

11 1 込先目立び対絡がある JUÚ'ω!日i三~~\l : 
T 1 0 0 ~ () 0 1 :l J!uit.J111 T'l~ 11118:僚が11IJa…日… 2:1m認が限.JI::'ノレ
~!l\ \1.干j' 1!Ï(i，b人以終 IIÙ1ll気球険協総合機榊犠飛tマネジメント1'í11'1I'~1什マネジメント糾!

千自首;11(ゲイヤIfイン) 0 3 … :350 ('j，"~055 日
ツγJ;jンミリ 03… 3 5 0 (j…f) 4 4 3 

交付118'IIIJ: )J 111111:1から金附11まで(間伐の机11燃の休日 会問iく。 )ω'1'lllJ !J 1時日 0分から午後
5 11，1' ，):でです。 IIS'111JI~~ψでお師匠iいし~~十。



OJIJM主H)

対I(tl)ザi)d'のうち、 11):'1'似彼等1，ltV，/，o)ì(l!)，lllllll~ (IIFI， 1民総労;烈仙の先制lナ総i"i，H!itlli判jj{)i、
'jl:nlnH市lilll，l先、品J1告iJめI(引:i~:H lil!i& tY1， i前WI')，cij'l)m(S 'I'I' ， i品川村!総令|治く。)に 1県J'J' る')~
J血1!J5制

1， ;¥;Ji(riJI)jii'U)!'，(分岐び|人rri
，I<WJ師時仲111)刈!-i!';ιドィ;:ì 刈 IflíJVJiÎ'O)1ぇ分及び1)すねについては、~，J副知的目IJ 可J( 日のどねりゼ

ナ，tJ: :1' ， 、引ょん 1'11紛の ')~hl~がÍ';切される 11) ノ j ， 17;;似てiÌ;烈仙の I lI jj~におい'(IJ 、 IIJtおの:Iil~ り、 U:
.:()治験 lこ限lナる陥山中~Il!;tザヂザイン山村 l 総攻:，f.ljJ 1 Iずることな納め。11'，1二

~刈 I ÌlÍ J ザ1) '1 j'の11，f''\.iII.J'Ii'~ 

XJI(liJリIJ，'i'o) 1'1 ，f 'å ，Ul~終決ず~.l~iJ{十る IM(Ì'!こ l士、 J:J，卜の Nlnlこ lil;って点、JI(li)VJ ，111 A'，li削，1'1何N，H1i!.l'な
円。J点;し、ツァク宇ミ')、 lPli));思又 1 ，):'，枝子メーノレ lこより、 7かítl~"~'* ジメント rnnw'l己ソネジメント，i'j!
あてに'IMIIIし℃く jふ3いυtd'，l、受付1I，'jJlll外lこj'lj，i''fしたものは、 'c:!:HU)品.J!i!外とし，):.)， 11) '(了、
)' II~ く 1ふ~v\

( 1 )本j凶知的~jlJ紙日 lこ '1七十，I'II ，J~I/<分( P)ソ1'1'<減 ~l~i~t~IIu' 1 r*;lClllj淡、 PJ'I ，似1/，(;~:ii; _1Jl~MI J!);，'-.:ifi験IlIjb{i 
，)(付IllUi、P1ソ1，I)~ ~/，( ~ll; Ijl~ ，'，/， IJI~ )j'l W<ツ引を|術床試切れ字詰↑11111判1ilJi & rj( Ilj/l'， 1'l.:JMW: Ijl~ ，'，，'，判的JI日必伶陥

山試験W;終 (11.')'+11統合%に。)のMIfIi)VJ， I' (".品!勾!ずるJM(rl:l:、:.klltl(11合品目燃するため、 )!II
)1，:1 lJI立 i1、人 l対，:\li ，'， ld民保~í，長，~:H恭介{幾Wi'IJ'df.そ'~;\~lwlY..H五'\~f';5 );iよ，JfJ.ご』担~'l lIl(I j (、I'.I;~ 1 (lイ|訓IIHU
百i'1 lj・"以|、 1~~f~ );1);得ゾ!:h郎副IIWJJというο) のぬ式立}(-j ~J(/)}<版J J'm分会「午iI(11 !VJ ， j' 11 
nt制収依府't¥WJと的 11:し、必')J!'JOJ'j (自iJ.!5'1捌への対1(，iJYJ ， 1ィffi"，!{ 1111与の乱!統合~，IJ，. ) 会記

入してくどさし九

;k，Jr(ljJVJ， I' 11抑制'11灯火山fiil，fU)<';;:H1111，)'11:、 H則的*…ムベ…ジ{こ.JI)，I史し.)，すれ b剖;(はl日lド川|リlとして、
{州11，必淡をな:')i火ih脇i白l勺寸!捨るj川J(のYη):記3力j刈J1前}狗U似ぴ的)J汁l山i約iおi1 !，効i幼均t均.~) !υ!ぴω)')'， 1白的ii潟II1 0 11附!昨午からノ刊|ド:1後企，111年としてい長)，.すJ
沖がi、 I:IIM日、 11 1I!'tI 11又1;1:1が1I止の例11V)場合lこは、状HUこ応じて交付 11会怨リiし定十ので、

機11¥)';];~-.ムページ合服似してくださいω1と/ごし、 )Il~悶4け 1作 "JG1I'i'，inlilj I誌の品~ M!l I f'I'，ドベ ~J:(~ì内1

j1d， (以ド「う"III，()':併必lI'I íl'IIJソi二 1?~'II，(~1;n~!(\ω という; )のうわ対 1(II)YJ ， 1'U){闘う\:;1'1りな JI~似い
企庁i'11するものについては(2 )のf.jl~i:こ従ってく/乙3 い。

(2) Jl f/I'I?~減 ~l;';[l~lrllll T紛れl談、 IIf'i，I';掛けト1，1%'，I"jl)、入、治験IJflTMllj，llli淡、 11)ソト.料水;1;!lí!l，Hdt!! Y(lJII{:/j~ 

{を陥川;試験停，1トIllti，J.lIilii& V: 11 ):/1'， I'I~ J/，I;/:，);ljl\! ，'，/， 1)間足'lj似 1j\!.1金 j~MM~iirt!SO!f;i争終(川市1iVi在庁j引するめ

()'.)ie (ぴ)qにご夕角1;減協駅iIけn功1¥:，引1伐主打灼'(i従む|川l月jノ似1'，1似う只;折依e均;~終i終場払引，\仙l
lにこ lは土、:J~!Jíllll (i: i納税するため、 治的);iJ;'， 1)'ゴ~1JÍ!i釧 ))IJO)係ム\~ï () I}UJ点的!fr日分(i:r，X，、11(li)リ1)iI' 
111'.!.iU/，j')i'{:依頼UVJ I~ I点，1'l、必リl!'JfJj'( (側j 与|鮒への刈 lúí)VJ パイi明 11 1I，'j'のば小|主な (~<LJ'0 ) ~);' 
i犯人してくださし、。なお、["，ii.J'<:， ，111 淡泊，~11 J ノJ:.Iii減ψ製品 F統制絞lこ絞叶するかr~かイ :I~J 
なJ~h"t~こ 1';) 、あらかじめ 'jl:I'IIII (IÌ 1淡等により峨似して〈ださいο 交付 111;):1 正II~O) 似 11 悼の休
11な除く IJ11M 11からイI);II(JIIIとしてい主サユ

( :.1) ~d'; 、 blrJ (1 ) 1こ絞 \11' ，J~ あれωでありでも、 j~\~n柑VJ:.の MI，以から;HJ:J.l 1こ対応する必艇が

める Jjij介旬、刈 1 (Ij矧')， 1 を .ÌJ1illl ，'J:泌';JJIζ 1ìう必燃があると II~I，Y/ 7J I '1'1JIl!1した財介lこ1:1、 ( 1 )ど

1:1:))111こ対1(11助i1の111日制似合iiうことがあり t十)'0)'('、 {~\I怨 lご応じ'( 'JríifIíflÍ ll)~~ji により陥

似してくださいり

日。，111ilji i}， m iln 
( 1 )内I(IIIこ.1:るi的Ij' 

，Ifliti Iこ1:るl山ij'(J、 J:iir22，の長Jlili IめiiO) 11 rj~'iIIIIJjれにより!<，It (ljJVJ I j' (;:')l: けるこどがiÎ~jι し
たj1dlllのうわIlliUi什ω')flliW)JIlJf(<がれいられたJ!l介にfわjい(ポ)，"寸1れ )

1場i持，}{介i-fにこlじは;J北J:令川、 文先刈'111耐11川i礼i川肋1)rl什111日山II~ÎV洲/，川昨削川U昨刷IJ'Ji官州'J訓似Ji依i良宅訂切[日依1<'1'中判似，)叫ii内』及之tりぴj戸qい1('，¥
I対JI(耐(1川!けiJ助引狗1)I 'j れl川|ドj込;WJ (.;治忠初J務jυ)JU法l点.21I持干火;h脇i前i制IIH1JのnlJ¥:!fi(j l}， 以 卜jdJじ。 )0)制IJ持11刊に、 Ilfl(li Iと
よるlザ1)i i {i: :ifil~l{すd る \::r {i: ，ìt~ノ\してく Tござい(， 1.1: オJ、不 1~1!，:l.r.があり;巨したら、 'JI:liiJ I(II片足勺g

によ円減'1'1:11(11泌してください 3



( 2)開発戦怖に係糾11絞
以ドのWI必;JIL栓:11;おまえた 1'，マ、本都lit見合111し込んでください。

. /J自殺!被 IIIIfに係刷、111討HJ:、より効中i'I'"かっ'~))*I'I(JfJ: 1 11:'1'.1疫療符製品の開発II\~IO持 :tr~;M! Qニど

な 11 1'1'" として、 1!1見憾と州i~~ I!'がそ ωH‘，ll 1収で千時られている試験成品点、 FlapF11U凡J出 lこ)，~きづき、
T，，¥l;¥ dれる|別絡む)~liJl!;会，\L\íi! した 1 :で、~，li ll_史1' 1: / 1'，阪 ~t，I~字 l，jI:!，'i，'. (/) Il制約1'1的I(/汁主体像、 1J1約
'7'…クパッケ…ジ特について、将来1'1'"γ'IJlll{，附:-l~ ;えつつ五議論t!:'fi'うものです。

・したがって、対談Hli~!以降lこねられた紋1熟成総やJヰザ:技術(/)耳Iî J1I11~，よる似紛紋~'1::の泌 :i(J

'1'1‘のぎ迫化等により、 J幾1IYi(/ドI'IJI切~~;が交わることが ;V) ，) ，)，寸。

-イ首相絞殺111し)21:l's場合以、対lfiiJJ)J行llt日制!lff(:氏側燃の f判i淡|人r伐のf附u織に、 r 1)日発
lì\~~1品の1， 11絞めり J と削総レ亡く/ささい。また、I'f'I ， I2;;総体製品対 Ifli助言:(1)1)み;!干に1;):、r111 
<<î11付ねの織拡iJ l闘に rl)tJ ~ill\l\ò 11l持の 1'11絞めり J と飢餓し、判|絞絞~41こ 1;1:+11限引羽の:11'1 I1 :::: 
1::1こ1m7s 1¥¥I<llli'r 1こ係る+111淡であること合IYJ射してくださいの

I) I)M~& tJ:%fi~誌がある jJ，~frの JI(I :2i)心;
ヤ1. 00~OOI 日)f(ぷ打11千代川|又僚が関日向日…記事11獲が!弘l ピノレ
主I!，ケ行政法人12f淡11N!隠滅機設住総合機榊得税マネジメント背11'1il':rrcγネジメ〉卜1m!

千成詩i1i(ゲイWイν) ()日… a506…H 5目。

ツァクシミリ 0日…日目 o(i…tJ4.I:J 
'fltf'メ、一ノレアドレス : shinYHktl~uk()tslllw的 plIldu. go. jp 

なお、 'rli;.{，メーノレによる1)1iるみは、セキ品γメーノ1.-:;'1-'ご刊川ください。

交付|昨1111:月抑制11から余附11訟で(1け伐の祝日体の休日企!続く υ)の午前日11中:10分から

午後 61除去て?です。ただし、.1:総2， ( 1) 1こ従い井jHriJぬf%i'11 1'.1制11誌がX'町1織を

際/JIする J~!ftcり j交付11年|川 1:~/l'i1Ir 1 () 11初、む午後，11111すまでで十。

4 ，対的i~)J 前日仰の織J!1良 )jIJ ，

(1).J.鼠12，( 1 )に従いおJI自ilVJ fil・ 11 科目!日終依~î'l織が総/1\ されたものは、-*，Uli1;1Iの日 1)紙 91こ恨め
る分担Fごとに以1"(/) ]'llllilこ 1í(，って、対 ífíiJV!後?長 !íÍfl III均ïi: ffl~~慢します。
Q)士:)'I(lil的存ìïl 総論1~IH氏~(JH撃の悩;例制 lこ泌総された:首Y~i'H111与な護主将 lこして、対Hri助~討é)~lí担 11

U)jl1f:品目!!Iifし淑十。

tID鮒:例制 lこ îllêll止された治安1111怖でIMJ!できなかった駄éì'に 1;):、JJl(Hリとして~~付れからの筋
記、 日Ili))1有刊にf底首1月により 111Ii1WM)!設依刺))0)1)1)後I力刈以内の日1)0)1111れこ詳~)J! íiJ@泊司、11
iiえし'，)，す。

(2) J'，総2， (2) 1こ従い刈凶iJ山 F~ 11 T'常総被(氏側潟:がj)slllされたものは、 ( 1 )と1:)刈IJtこ、附i
l時、対IMJザ!1:4災胎lFll時令制駁 ll)，十。

5.対ifriJりJ約の1;1斜線のおう:n
'" 

.¥!: 
(1)対1(li助協の11f'í\lVM Jjj~志向井 ~I;J:、!交付ねから刻銘して!J江 WJ として 51幼務 11 以内 lこ「刈í(rTJ助主主災

lìlllのご燃II~J Iこより、制1統計の担ti絡先あてにツフ'1;シミリで泌総し，):"J・0
(日)潟IfriによるlVJi湯冷;{]う場合であっても、事務浅川L¥'，、対iuiJ則子生'iAf!iIflII 1 :U:，首'C.4.ω111日制

惑をに ιにり決似した刈 rfrilYJ脊f~)~織 11 と L，):寸。

6， %)'lfliJV!汽乎数料の払込みと立すI自iJVrf;j'の1)1)2，み
(1) J:fftl5， (1)ω対IMJVJ子i災』抵のご(緩いJ:f!:1交的したれの潟11から必然して 15似J務)'1以内

l之、 l淡対十る +11~Jil渓分の手数料配市中銀行。符から採り ì6ん1~):'(' 、 í 1 i4i 隠滅~1)i lj~ 自，'，対|自iJV!
的111込潟'iこ必'l1!111:YJ'll，i:飢入し、採Jdliz必l以潟;ャ;;の'Jy.しとな添付の k、持参)/，1土質11，i2i 1こより'指
針γネジメントj'出!jift燦γ ネジメント淑lこJJiliJ¥しでください。部iii去の場C:i'1こlよ、対ii甘の法去に
r ;l;~' i出削'JP'A'I)I:¥み潟:み，1)'J と '~H野脅してください。
え:約、手数料紛1えてj:以)2;);1.去の約制11については、それぞれ;総務)Jill滋災』部品IlIlllJ0) ))1) 

"" 

1え
CJ' r 1!1)\&行政法人以!1~ ， r;I， ll謀総機総総冷機榊がÎÍ う!併設正午トの予数~'I についてJ (平成2(1 (rF. 
1 1 JJ 2 1 Jn時{幾発封il12100HJ



知1)仕タI!!lし℃ください》

( :2) 11γ1'1民lJ，i!:lJI I，I~ r'd， )(，J' 1 lri)ザ1)i ¥'111)会I昨のJ1，¥IIIII.'i'に、I>ij1/1 1主，lfO.l 1'1 11 淡 1''';よ~O)IJ別行J lli~ のけ1; 人 1'，:作
の'I'!t(以1ド(テキスト mJ¥)'('U，l引，¥11¥むfJHtてお別lし、し:)，十"なお、、円以内討が;¥，1 HlJ十日
以伎にわたるJ月内{士、別lζ八.1)以 l伎に波約 (1叱1}<~^'; {i了除く")なil'!JX:L 側 111 してくだ~
し、。

( a) 11)ソ1'，I'<I!文句IN，'u'1対111I)ザ!， ¥'111，¥会ll-fの耐11桝|刊にl上、 11収利'1誌のれliJ1いい、例えば r11 ;PI~ iUM W~ 0) (j:N 
川、が!，~OJ， I'(コ ))011 午前(午1長) ・00分!l1['の対1(Jj)リ1)1ì")~)J(ji J'山Jのようにぷ人してく

ださいのその際、 ¥U:!(Iiに 1:ゐ)I)J，バイJう1持介でも、 1:乱!日。(日) 0) 立、Ii IIÎJザJ バ，)~胞子山 11
会'1l"!J人してくだ与い。

7，対1(Ji!VJi i' 的資料

)<'lliIiIl)Ji i'の資料lこ引いて1;]:、l!i';'，j<)(I:}:持 I)l~:こ上り、'品:似γ ネジメントi\iql\:'I'i '，' *'ジメン卜

派九1hlll¥L亡く i::'i!:;い}

( 1 )政干|ぴ)，IMII¥;'ri1欽
(!) 11 í'1;.I)::I!I，\~t，)UIVII" p.品川li淡及(J'II)ノ1:似彼等製品/JJ‘)，y(;l)月IJIITllIilj判lim 1 O)'H) 
o 7， (1) ([)以外の村1M，; 2 () l'ill 

(2 )資料のjM11111 
I111淡'i;H;1の似11¥IIIJ:):，ilIIIJVJi t)~脳のご匁 I'jの似i 引関 lこ記入しぐ泌総し!いJ' (先月li1 )得点

IHi.if IIJ 't 1:';，揺れ，>>;lll~lru'IO)(:暖化刈 I IIi JYJilt~Ii;í:く。)。州総資料11t\ll 1 1lれこ l土、肉料ぴ)'î自 {'uJ占体で
の似/111，{)!-tl"(:JJ総jいし.)，寸。

(1) Ilj， 'I:1災 1':~ )，，:平製，'，山 r:k，i~羽 li淡&0'1 1)ソ|ュ l)dl.l; ~I); I.I~ >'>1，))): )，lillti!IJlll;ilI1IJ相IiiJi 剣士、)J;(j11Jとして対1M
l山it')O，lli i"iJHI 0) 2~， :l.V，JlllllllljO)}j Illtlil (サマ先日1I!f'虫で)

@ Iljノ|ュ|則前匂Ui!l>'>1， Nf:W IiUUえび 11)ソkい:彼等 Ijl~ 品。人)，!(ll)illJIJ 1;(11)1)相|級以外的十11II百では、 JJftlIlJ 
どし，(対IldJりjパゾ~híli fTjどいの日 JIblII¥11)110)) 111出1¥ (11'後:J11"1' ;)，で)が 11世cど出:り去す。なザ11、
{畷クI~ 対 IldJザJ i i'，¥，'， 11 1:1:¥jlj)jj.J1わl''J'る11c;し去すり

(白〉先)以1F'ili，ii，llliL:Jlfノ|二liiWぺ'I};(I(~ tHl ()) {，~;先;\'，J 1(Ji!VJ， ¥"('1上、 JJ;OIlJとして刈I(IIJIJJ， j' I1れliVIJ')出il<中!j'j
tl干の J)~II\II ，~I ， i)11 (11'1;全日 11，'1';)，で) とえj‘り 'r)，十。

(:1 )資料の災訓¥1こl士、 201'l市(1If/lol";'1/，(':，);l，liy'，'，/， N批判i淡及。:11):/1， I"H!，I;̂，'i: 1)IY.M，Jil:)': !{1!鍛IJfII'(II'JfIJII
i淡にあって/.1:1 () j'(J1)それぞれに、 f定険事1仙の1'1{JJ;ノ立υ:淑;Jlliit~~} ， ~持j点前IIJlíJ及。:将人i段以
i の/(， 1午、判 II~ÆI';{:分、対 I(!Î JVJ ， í' :J~ !Jíß 1 ¥ (化1¥lii )済計 J日出 JI):/I:I'< 存~f; f'，1};jM~""'1υJf'野う\';品Il IIi JVJ i i Iご
あって1:1、，lrJl!山平'!l!)、社I(IIWJ，j'な'乏ける作的氏名(会tl:れ) Iこ))/1えて、 ./i1: 1'(11とn}<紙 1"
i刊に，~十I 昨}j' (f舛:JlfPIり())、イi1"1"市lこ'，ei1::I'OJ)的し治I}( I ìf~から:Z 0 Wi:1、で(JljJI'，I'JUぷ
!~)f;製品 F総判 1'liJ~& (j{IIJ:ノ1:，1反政144現品拡大i(l級1IIIMnili相IMi(こんって1';]:1 ~から 1 0，¥位、1，で)) 

。:{，Iしてく/とさいρ

( (1) "ll'lliiによるJYJ，¥'1:・ii'J将司lこ、偽情的HI淡J11 、刊行 k り HIM~ 品情行lこ資料のJM11 ¥ I1を11'めるこ

とについとサf))íllご相談し、 O~平均 'j!j られた J~bÎr にはこの 11 't，;よりも !!tめることがあり虫サ二

(日)引illllされた資料lt!JiUIIJとして{約問、三おいて!ie~ti し J、ナが、).i~}:/1 (1\'恨の仰af~， ({:: ~~i ~\HJJ /11山際

iこliv、，)、ナ。

(日) jI)ノ 1:1叫彼等1)11品以大 ~{ì!~主 IJljfl{1I 1fJ判 1 i{:J~ {i;_'rljソ1:.1;:; :，，;~ ''，I};事Vd，f11沖;III~ J 糾!lj~終 JÏ安打 1波及ぴ Ilj 引:1見
1)/'1':小型y'，II，IjI，li'l!liIHI淡ど/，1)11与にIJlしjふりJM'ifで;j;J・って、 i川l呼V刊4γ川ノ刊引lo1似~ばυu泌』京，(:~う符t+ト t烈Iy'ω，'，品l
l淡討淡とυJ及えυ11刈1ザJ川ノ刊似1:，抑似‘ 1凶}i市:詰(~勺干似仏 i中|いla消l市'; lì前ìí消i白i↓判仰1111淡j花11ど~ '1'令為く 1>川Fμ心i)，のI泌Jぷ守吋{付、，]'It狩i半宇約l(り:ソ!s)，ル総h担i~y淡?みd山Jì討'h己!険総J机丹刊恨1~刊j円} 'Ji作F、関

係前'íLY.: ~1;) (こっし γぐl土、 Iri'I，1タi，11，~ヤ)?日仏 '， 1 ，)1)、).:.1{ r験 I Jl Ii<filiiJj 1 1政へぴ)1刷、liれ守訓持 11fT出どし:七十。

なお、Ij l し )tちて〆r'ff:VI~;~ うれこっし、て l点、それぞれの 111 ，淡で1i うようね品目i，、いたし?とすり

8， ):，j l(rilVJ iI'の資料1，:Jjがり込りl'、rii‘
( 1 )資料に峨り je，;J:i' I'~ '(/ I上、 111，t!('lfJrllこj、り児なり ;1，'，J'が、{時え IJ: Irj ノ j ， I" 崎tiff似品めy{ì~N!ii l' IIIII 

な:Jlliij1十る.lJ，}介lニl土、以ドぴl'lr'INIが1::休 1.しと戸;;1:1¥，'0、れIJ:イ()11 i:与えられぷサユ
(i)、11n幻九iriJlこ対η!鎗ゐHI成法

日H以製品がめれば、 l勺じされらがIJIi~、幼 MUi. 1土'1'1:自民、 JI JiJ，ぷ l よ{史 JII )Jyl，uJ1城県切につし、

て、 Jt'li~i< (;: 11'1えしてくださし~



(紛 1見EvMfl1泌総，の11りIdlJ.l.Cと彼l与え級品の州出8れるメリット
l死 (j11M!:!，去の 111j\!!Ji!，(がめれば}i~ し、被告先事~MI'ヱメリットの抗Jfj~'I)I;がめれば紛|別してく

だおい。
qD 海外の泳{ーl文;滋Jえぴそのよ11総

E U !frl主lで|刈←，のゆ介l立 カfけの災;立;のもので|分で十。
(1) IJIJ~1lの約締隊|

製品川ヲ昔、 :JI!/臨床以験、関内外のl編成糾険、紛ilHll/1/臼川:c物としての開発符のうわぷ盟主
なものな、それぞれIJIIT(17.ρら終了までW;，¥之形式により 伊際伐としたもの役作成してく/と
おい。
~:た、 1m鴻犠打iの合 PI'~i字による43打;ギ'， 0)変 91 -à:除台、 11111法灯が淡!J!dれたJhbfrl:l:これが
わかるように泌総してくだ、与い。

([2) í~ú1~ f，~陥14:7':，-タノ4 、ソケ…ジ

ア i仰向h)t;燃について、体内[0)1，鼠試験、効)J 込 l北京I;li~を災付ける試験、 J翠燃料除、 J敬訪Eli~t
験~~; ())首ì~~有力ゲ :t リ…{こ分者'1j'(' きる JJ，j合 1:1:分 ftl し、務~Vj完治均・2え'():試験~Jj匝 j明日JJ (日!側(/)
JIb合1:1:その際)とともに小l首目して、/民総I川内1;::)11いる日結成パッケ…ジZK首Uil&してく 7::d 

イ ifit外デ…yo)手I)mを険討しているJJHl'にl士、|潟内、日'ilタトトて分けて、それぞれを首泌総十
るとともに、ブリッジンゲ戦1併による間流合計闘している場合lこは、ヅザッジング11点検
及v:ヅロッジング刈縁日Kli貴がl則iうかとなるようにしてくださいの

({!)j法相1(/)被級車~，\I，概泌

ヰ:品Jìfri助役に先なって災』むした R 日戦時持+11 臨~ (i!J:11ュ|後旅符燃品絡のIWd必JJ.ぴ災<I':'I'J:1こ
係る判|耐ilの|燃に鍬泌されたr'r'h鋭及ぴill:附i年次公前1，ie: rllJする静化貯金絡の械製を飢jlí~ しでく
だdい。

('!Jブ1::1トロル然JJ."υ:t.LV/i') IJ日比例文滋後
(動的l床試験 9隊炎

ア i川内における陥lぷ試験反り:iF(f泌rjlfl討に平1))IJすることな時えているi/lJ外における陥沫
詰I;U決1&1，次については、 rr)fl7(遺児 i仙の事~)j~XIホl陥l人 O)jJX総 ql絡に際し iJX総 ql 紛議事~:論付十
ベき'ðHlいの i111J~1説f1lfíについて J (平成1.3 jド日)12 1 111野喜EF出:ザ自負1S f)日付'1柄lliヴ1)'様b折、
12f1l~ JriJ :f長:1ft対J1l! n県l吉助金11，以下 f資料{十成'>>l1!rjJ助知u という。)別紙自のチミ 5 ， 11こ沿
ってこれらをとりポとめ、一隊司三な作成してく 1:!.dい。
なお、や臨床試験lこ総IIJ した!Ill剤。j製法・刷協~，~; Y)\bもなる J具合lζ1;1号、その i汁な耐IJ;~'Iこ

射してください。
イ本退去については、機械の机~y!-'貯のJ1!iI長M円滑化のため、;災ラゴータ形式lこして、千Il:川県
{1i'で機供してください。

(り，)11鮒 I試験 J路公

i犯に災織されている設計'1，試験について、資料作成事1)1i1U11H:1I )J 1 )紙<10);j之宮， 3，7，11こ沿っ
てこれら合とり訟とめ、…!路災 'ii:W，，~ してください。

償問H系愉3ど
ltO)!なも0)0)みで給機マす。

@j肋公(J)対iliilVrl守 (Ifli検判1r，)~ '(r， ltr) I泌総及'(!'PF!I，隊隊等監~，'，，'， '11: ilfl ilii絞飢餓(談、当ナる場合
lこ昨4る。)

@ NUJlの'y;"I':'I!I;従jりl行!i'i'(絞川十Q場合lこ貼U;，0 ) 

( 2) 1'.1ら約機会災)!iIiしようと十る1'i'による ìll~~{ニ係る{刊誌発においては、そ v)守~.が|削減計附8~(宇
~:J目的!していなし、場合であっても、少なくとも Fl-Fのような 1jI J.I;，泌N資料イl:Jfl;iましてくだ
さい。
CD汚1表決ii百lこ対十る1M，/'(11， 

実rH以日曜，'ild)1;Þ)~'I， I況、対1)11話、 rりJ県又l土'l'I， lìll 、 J111.ん:11.1土{史)I];lJ11， 0)概1足、 u収JlLL:の11，滋却下に
ついて、 Jt絞災会:iiil戊してください防

r;l) JJ!Eイ'Nfl'l，ぷ訟のIII)N悶ぷと被験製品のY'ALIされるメリ vト
l見MM約1~ω111I問点があればぷし、 jl~Vj91日目 111'11 1 fこメリットの iiI!制生がめれば紛IVJ してく



ださい匂

<;1)海外的ì4~H:ふq'&'(j(そ<1))羽 iV~
EU件[k['(' [，11 のJlijul，J: カ[I[の災立;のもの('["分'('十。

り)1;~紛の彼自主 1，llU I JU1 1慨 i邸内
(ij) '!' 1:1卜 :"1)レ徒及'()tltj，¥'/Î'川説明J;ど il~~す;
@ [~，H品約丈

}良県~[.;"亡もののみでがHl1iですの
め j的)，UJA'hiliJリ1)i l' Ufì験 1111討~1;; ;fJ¥) ;ÍL~ (J;i)Uえぴ IIJ ノ l' I'，:~ボヤ'i; ，(\~!ldl 11f I)ifl{riim ;h~似( 1ιl ら yfì験<!:，)~

出1.(し J:うとす a る討が 1[1 )品みをしたものであけて、¥I史、'iナイ')J見合lこ I;I~ る， ) 
( :J) Ilf'I: I"，~.立体1，11~ ，'，，'d'.j "1司弘制作t'tlllMi 1J;十る J!，}(f(-こは、判|総資 1"[ において、、ド}J~ 2日'1':l)J内11

イJI))ip:'I¥';Jj[!的'IiI夕、押ム，fl:MI);，}:f作)'I'II'i'JIJ!;I'I! ']q告J!H~1I r祁|的・訓u拙)]111: 1うぷ'hli111111'1，'1}; ぴ)烈ii日 l こ|手J~1lず
るものに!吊ィ:))Jj( )~g ~午校紋11;(絞殺す'，A I[ I 紛山&0;'を(}) 111 '1111t \U~iこ UH小.J'，"念日ま判的1'1:)ルl足首11こ
/)~γlJ 矧Jìお節 :l の l ノえ V~ 2 (1:丘三 }j'!之、/[，¥'1，:0Fυ刈 I'J":'ll~\ 伐の)ミれてし、，[\，f:J:イiJlJと与えられ
J、")二
小島1$長とする材料のf十ヒト・刷物111*"成分{こっしγ亡、 111点、 )J;(8(1I:1及びドナ…スクリ…以

ングの1)'1'1'1
(~ì k，Jl~! とする材料約千). \:.:ト・ 'fUJ物1I1.，1é)&~}について、カノレ・パンク・システムな hYì~i'け'Q

q，}D'にあリ'(IJ，セル・パンク、バルクサtにおけるウイルス法:1:刊にかかる行fll!u)1)ず':({.
&c戸製切にNDIIナる )1;(材料の，~イ /1，ス I~記:1""1，にかかる十ì'JIJ! 

f冷 X.J匁とする材料及。V)くI:J:m干のおに卜・動物111~~)品分 lごついて、ウイ/レスイ::tJ~'化/附:
Ji 1:1引とI¥!，Jするウイノレスグリ γ メ〉ス 1A'，lil，'i"['I¥ftI¥' l)i'，試験及ぴ/父lよウイノレスクリ γッ
〉ス[1'，¥，i'I'lllIi試験

ゆえJ伎とする，I;，J *'I 山由I lJJ~II~分)，{(tJ<117 JjK 

(l，対I(ljJVJ，iのl伐卜1)'、11I日必，JL
( 1 ) }<，JllliIYJ， j'uパ[1)会み後("~叫{IJ' 'i1F j'f..J l'iiJi 11 el:.I，什I/，(W;í1~IIHIIωl闘う'，;):'lifliIYJ ， j'にあっては立IifliIYJ.j' 

11 1'.¥前)'JI守{氏側仰の似11¥後)、その'nhui11までに、 111)み行の /íllfì 句、1I~ド !'X 会行うめíi'には、
法務 )J 以内')é抑制II l1iIU)I:(，点~1九 日:i~J のけ，hliìIYJ ， i'l jl 込 ìH~J松下附iJ Iこ必1)]IJI: .J J'i~' jk~人し、 w
，11.'，.:(.ジメン|、Ifll'iliflにγネジメント出1¥I.:jMIIiしとく/どさい。 j¥;!llllJ"rll' l

'
i.，llj)E 1 1川、 Ij;õ~j，eぷ終

仙のf.~;I/，;MliII iVJ ， '1 において、 MIMIリJ， i' 11 f'，¥ ，U/，J 'iI'Wぇ ~~I ，I.lωJJål1¥後、 I[りさみのが11こi松ドげるこ
とに点、りたJ鳥0"1士、 イi、iJl)みみなfrつ℃かれ、 「刈 1(liJVJ，1 iJ l 込，J+II~ 卜IJìiJ1J -::t:似111しとく

/ごさいけ
う!é~以 1 J'ii1十，'i.，J l1 íJ.， Ilfll:，1民政怜拠I'n'Jr})俄う'，;A'.)'I(li1VJ，i'以外ω刈I(II肋1'1'マl人 f刈1(li1VJ，¥'III16，ltJ以

卜lfliiJとfJトルて、業務);j)，， If)~抑制1111リの 1 'Jt， ~W:1 1 l}の 11":，却jAJ14キ'市告で'ト n{~判j則、J'íì ;'i )Jと ;tl:'J
に必事!'1IJ)'ili~入山上、 jl ，~111 されたJ持介{こ 1;1:、 F数料山、|へ千(t'1~i: .L!設{、JL :)，勺)'"う'，;I¥llけ'11iiち刊行政11I
ノ1:，I~;州てや Ijl'l仏 UJ綴うL 刈 1(111 り) i j' 1こついては、下数料山jは十1'I:J:iJいj‘'¥J.んので、ごi1:.ほく 1::与
し、。

( 2) 1[1 i品目。山間{i' ε:J.;iJi~ 11 u)交!J!:(1:1 JうIj，)介I:t， '11，‘ r!<;)I(liIVJ， i'iJりさ ;IJJI~ ド押J!_] ;J;:・縦111し、

IJf!.u:1[11ふか{21iっていれだ主主ず山マ、 r .¥;1 1M助;I'1[1)6Iil:JRI'WliJ 1:'1作 l'f.γ ネジメ L トl'H~
'tl'h'.i 'i'ネジメントlL~! (ζJJW\ してく 1:" おい!グIÙ肌 1 1"1什削l'1 íi， ll fJ l ， 1川氏~~; IJ\~ ，'d， (J)似先立、11(li1VJ，l' 
以外υ)付IMJリ1)i ¥' に:))し"(1:上、 lJI'¥I: '亡、 「川1>民;:~li引lJ1lll1η宇，午羽111 而内、ぺ1等卒了.J;去t悦w半宇:1，い，3引i日!段_itf ， j'Sn台;J~ì-q~J (ごυ』必 d叫~( IJ打p汀l'iWI
人の 1:も什、 t似品似i山I\:~ ~ れIIた:乙こ j均見 f什-~lに乙 l仁はJよ1:匂川、 1'，.j奴3立お刻{じ(1令?似}μ01ドパ'1λ印叡制1持令了i波l5世i立N払州j，付付、JナJ'しjぷ:勺十l十-二O 先制1)'11¥: 11:，1 11)1， Ilfll:， 1":，彼等IJI!!
!'!lI) (/)限引J対IfJjJI)J， iにつし、てl士、下j次料ぴJ沿:ti・1'I'，1:1Jい:1，句ti:んので、ゴiUJ:く7ごさし、

( ;l) I劇的制。iυ)Kl I ，~で:)，J，~i 11 の f史 ~1 <!~~1 I'うJ持fトヤ、 LだMJi11 0) lJ2:' リ~/)，ベサr(i: j¥}なし、ものとも則的が総

めたJJ;}{i-U:、 「刈 IMIザJパ中込，1¥'11'.: 1、'T;'iiJイピJM11 ¥ずる，記、必1<1:，わり主刊tん。
( 1) JI~ 卜げるJllùであっても、 1~~~lIJ' がやねた約仰いむのとしてltM (j;y，ニ JMtì(士、 1・ '~l{料 0) i可制1(i:'

現行、jし)，，)，勾

1 ()， MI(lilリ1)11'0) ソ~J;lli

( 1 )刈凶ill!Ji (1U(ui 111/)1I(1 11 J‘でに、 11¥I，¥'i何人数、初心im/ll)J，lil"J'#.XI:V/I.I七|人以.)111山山イi'!!ltCk日
以il¥1/1')ωイi)収合仔りの)、ブレザ〉テ…シ，-1:..の I?I~ ，こ{リ!)IJサマバ織MIご'ル γC 、 li~j，!'i{I) ，III，、 'í



行ーオiで)!IJ絡してくださU、。
なお、/11M".人数については、(，];綴燃のぷさとの関係 l二、 i制!絞lこっき1.5治以内として

く1ささい。
( 2 )対iitiJ山統計 111:1:、隣lMI':ii:卜l"<.'対1{lilリJげのf味{Jがあるけな似えてい1と 1~台、その(然i付 lこÎÎú っ

てく ffさい。 φ

(a) 11)'.11:.1筏1ff:4事製MtごN読:+11絞及ぴドj.11:.1災燦符IJi:!，¥I，jll;ki'備え開始[)II相談会除く rrr険制11&lにおい
ては、 HIf淡符1J11lii'らの判11WPjPJ'l(7)概 III;~についての 2 0分ポ，¥1交のヅレ・ピンチ…y訂ン令お版i
い¥-:1，寸。その後十11淡な災対[しますのなお、ゾレゼンデ…シ幻ンm資料。')~rj. しにつきまし
では、 'r:~~れ I;J~ L湖|間的に、)1Mくとも1111々 11訟でい1'1限付n"'1 :Ií' 訪、臨むツァクシミりを\~;~こより
{駐日lしてく1:-:dい伶

(4) 1 1 ):11:.1銭燃え争終，1，'，"1三和，MII終においては、相談れ'1J1IJからの Hlil見事J況の託比例と機例1WJからの計1~捧
2えて)'lVJrヰ白なあわせて、えがれとして:J()う〉以I)il:ii:11)主として ')~I}むし il: 十<) d:.たl1lUIIJIごして、
liJ:I"J.2l' y，~ 1:1: Jf;)I，'IIしません。

(日) PVI:.以燦符UV~ ，日l似!大治験IJm Þlll)il相談において 1;):、相 p~~ 1¥'側からの十11絞社PJiの紙切lど機械1WJ
からの約機lkびi幼子1~をあわ伎で、ゴ~(本として(Ì 0分以内合IJ;ìおとしてす~IXti し司、すG

¥.1. 対1m助役目日産止のイ氏i!!l
刈i削1Mキが終γした後h::~士、 +nru缶百"に戸、rf)! な:1椴誌訟の 1:，、機併において前J総仕{十成し、 +111淡 fí'

lこ総長言し:去す。なお、 11 j. /1:.阪燦カ'p1li:!，'，，'， 'NJ'MIIK突にあってはポイントな簡潔に'I!'~測しな慰問とし
求す。

l 2，その他
相談 1)げí' 1こ対する lJMNIの Y~W(.念品J 1{liJリril'Ol!)IJIこえ・燃で{品市 L戒す。



o)r) i4~!J ) 

k.JruiJり!， r'U)うわ、 I'f'I ， I'l;，似てや事:~lltlll ぴ)引 1111 ， i'I'frllilll ì1誌に l'llvJ~-::¥ ')(I，I'i'，釘!f!g

1， '11: 11Il.i'l'irlli抗|淡の1，(分及。tjJ'J'N
，1， 'J~脳波制の年1 [j! l~ v，l~ ィ;) 'Irrlll ， 1川IIHIIM~ のわく分[/1.び 1;すねについては、小:)IÛ¥11 U) ))r)紙 7UJ円お

りです二

2， 'lfilll ，Ì'I'll l1 i判 li淡 ')~hi，jjNjlin ，11<1)':1;1、)，
')1:111) ii'lilrlli判1ìlj~ω:，M hil止な品切，，/{，)，る J!.l (rl;): 、 9世Jfj前H消{討払ω1，“付，:斤，H.

t製~!II川Hl!官)1:1似)ド111 ，)訓干 i印仙側11川lill川1 ，1淡史，刀kJ胸，1品品i和制似1ドli(依k介3粁料Jifj，l作t(イ本え心iωH瓜[jjil知j訓10υのJ片~Jリ紙t係五J点t 小:1九， ) Iにこ j 町必、 4担惚~ 'Jμ下μJ川刈拍府:，記;氾d人し、，J，ll，1s 又1，):!Jilij去に
より 'jnト 'lt~~.( ネジメント1'rll'ilF ，ii，γ ネジメン!っi県ト:jJW¥してく/ごさい一所I¥)泣O)Jjj，'i'1と1:1:、)，1倒的J.<

1こ r'Ir: rlll ，1'1!{rl州i淡')!;!J制点作i，rl:{I' '1' Jと公，HLEして〈ださいハ
なれ、 '11:(rilii'J!frlli+11iIJ1 ソミ Jii~依州内山';~HJUllllliιついては、 1;~1/II;)ミ…ムベ…ジへのHb)J{うj;¥こJ:り

'Ir IIIJ:ご;1)¥11らtI'し Hサ二

r)l )込先及び\U1 ，ì~~がある Jj，}(干のI!ll~lt : 
千 11) 0…() 0 1 :¥ t1i;，(/iI¥ r'f~1111ベ後が!則日…日 ω 日糾燃が 11'，ll~" ，レ
1!11 ¥，!， q i lr立法人I;J;:，:能川I;!べ縦泌総総合凶作'1'11"111.γ ネジメント1'111'111'伐γ ネジメント'11*

'Ni: ii，f; W ('¥川ン) (}:3…日目。(j…リ日日付
ソァクシミリ () :¥…:l fi 0 (:i ，" D 4 '1 :3 

"!1:HII!lIl時:J J IIr'，111から令IIlrl日求ぜ (1r:1 J止の似11符の休/1{i:除くο)の/1:lill D 1I!i' :1 ()分から

'1'1え日 11主主"(~ですコ I l，ï'IIIJM~':J'マおり'11 ，、し:)，'j'" 

(111ぷ'/r:JiO
. サ引判下rl川)Ilill!叩干円{側l山山H川l判州III絞先lは土Y伐3紋悲F朴;千村↓付f似j位占ω川l川11泊か、らIH刈i
l け1(吋ケ J)) イ令了」凡Lυj込みん喰℃乙むz九Jよねj，、'J十り):J， 'η寸寸，)，‘Vυωr号で仁E、1 )1'>11'1 11111 ご"i'J!irII i 十日 ~I;. ，W'/J¥!i'{!¥iじする，'11

111Jについてω11'込
み，1;，'VLUI，)パユ

・111)みみにあたり、 消1:の|ベ分(例えば'1;;1t-Jil，・ IltJ111{lt.Jg))) I;{分。)のみ仕11'し;iz:':J:.I'ごとれ ilJ
@ですが、)，'，，'， 111こっ合 111数rl!jlli淡|ズ分o)~)~hf!r .:J:品快ナるゆ ，r 、 )I ， (llil Iごして資料U)'11u IIIII!J')VI 
がJ，iJiI.'J'となるようにiVi，J'1告してくだ3い。

• 'JI:ulJil'I'illli判!談合'.MJiui'1'る，'，1， 111こ'山、て[士、前守!があれば{，i'州'1'1:)，1，'II!，;必{f'I'I;i淵，'1.+11，淡な手rJJIJし
ぐりしド比ぴGじ)'へ，/)i自介'1'1:iこ"，，)，)，るIiP持)/1..()(J山Ii'を"交けることが IIJli臼ですユ {lulurlLlJj
，111九五合性洲市村r.1提ti'1，rJ) IJ十ることが石川ど与えられるJi，}{fも与えらAL，)、すので、判官1illIilj1 
ャij;.むとf相|i31くださいり

;日3.!巾111)11;バ付lj片iH(十!
l刈!可f'守i合い似:el.旅点ヤ勺1;1)悦明川 H引判jド灼F内刈l内前ìÎ消i臼III付川，1庁刈i十社!↑干|ド!{湘!fj) 1制仙側d訓山Ii相相li淡討淡;ソ災~)j胤i信iI/依、 j中刑M州'J'刊'11 ， 1作i:Oの〉汁{縦品 i山l\/，iな了';'乏~!け) てか「らJ、ソ~MJl!;'":.ついての "I，\} 'I誌を1i う

ことどし、 )5 }jjjl~1;:，が昨日;した J持介、 lil 、乃花 OJ)'U絡先めでに立;iq告により:1'3 )，11らtI，'L)t '，jコ

.:¥，引1'Jf1，1')!fIIlH 11花11のIII)Z:，みにあたっ1

'1I'I)II，i'I!釧iIllì淡の災腕fyi;が伸、1どした J}'}f\' 、 Il lIt~の 11 1 ))"，i;.1ごうt、k九、イfi:'I'，込I，t燃料'c1 1弓')1'1'1111(11
l淡 (.1'.)泌知!の)JIJiぷ 1()糾!日， )な111しjz:'んだ 1:、 k，)i?!M，11、ー11:IllJ，I'I'{rlli 111紛の1，(:分、似111資料の
1)>潟、 jl&IIIIIfl，出11在jリ]Il，i};について、{議11呼の，)11、月行。と')J'j'JI1(/) ，JT (;，り:なjj'ってくだ浅いっ

[)，引Ifl的ii消iりJil上討1刈i
( )刊)'1ドr:j白が的)ド狗{討1，訓i印干刊1和仰制11削1i1川11花淡i花iのl川巾|い1)込f主ちみlにこtあvわ，i)バ/たこつてlωj、、1'1iI者'11:riIJ，1'1' (1出illlltJ1UJIぇ分山 r，:!&1'.')-な11i '1 '飢1J"~~';から

品J り;生んだ l鳴で、 1tl1 な行政法人似i4Ii ，'，/d~ ，， 1/，括的問総介機的'必ずtヤト ~~J完関係業鈎 J/l1， ，lr)~"'ßw.1 1I 
lliJ (が1&1 s作品IIIj{rJおn/1 ~}!)以ド r 1/¥X'!j);'W ，Jr)~ iJuiK.lI lltrIJ という。)山保Jt節目 I}Ol Illi 
11，1川彼等製品XJliIIJV)Ii'r!1込内JIこ必燃'11m1，~ nl~人し、以j，6 (t1.'，;~]!弘 z均等0) ~Ij: しな j刷，jU) 1"、



十年暮注ム(1:1:郎i去により :HFrtl.マネジメント納得淑γネジメント自主lこ拠111してくだおい。郎i去の
段ijí1~こは、 J!.lj'向の炎lζf対 IlIilリIJí守1/ 1 込御子t:'i 'J 1: ';長}!?脅してく fささい。

なお、後欽!ポ分0)手数字1.'a: liIJ 11.¥' 1こ4市して綴りiみtJ場UI'，J:、 IkH事潟0)勺tしと、，Ilf!iゐ{Jz街i
0)内総合青山|売したメモぞと判|誌がい)2:，1:詳の災lこ)1，1川、lしてく 1::おい"1ぇ1ざし、 1111ぷJJ44休l立|込:分
ごとにHil/llしてく 1;:さい。
なお、小数料縦1& ぴIb~込 )j訟の詳細lについては、それぞれ穀粉 }jìl，滋ソ:脳細目1)の))1)潔及

。:r~!llli:行政法人 l~i~!~~MI際線機関総合機怖がti'う!市内キ};(/)手数*;1についてJ (平成 2(J 1，1'-
1 1 JJ 2 111 ，~11I幾ヲ官官ïl121002iJ噴1(\1.行政法人以W~lil J W:~ ~j紛糾住総合j!J話術 )1日本政)ffi
知1) を多1111してくだ怠い。

(日) r l' l:/[， 1創立当事~M，対WîlりJ符 rjl)2:，溺:.1 0)機/11の詳誌には、 lil)rjl，iZ，1詳の rjL/FJ~内初 0)+1;(;附.1 1隣の
記入内特について、淑子被休(テキスト形式)在・あわせてぬ/11してくださいや

なお、 ni以内'(予が八 41以t員数十tにわたるJJil1't1;):、別 lこ A4H~lj交に奴約 (1刻公立字会|除く。)

ifi: d~ どめ、 !I~IL\してく 1::dい。

目。 !jl!白Ilff川IIH日以ω夜中|
劇的抑制H相談の議ii*;I.1ζつい1:，土、 l¥:i)lQMQCをうばfしたものを以下のどおり、持参5<.1:.t翼1I

i去により、税法tγネジメントf出?路公γネジメント淑へ.JJ詰111してくだおい。

( 1 ) 資料。江省i¥111刻i数
rpl:保1(4:1)持制限品の側li!l1U日潟水詰rt.1/1~illlこ際し倒淑サベ合司pnについて 1 (平成 2L) &1ミ白川

1 211 然食機数滋0812 節目サl以/1:. :1J制~!tlr火 1:('1:0.11議会 111:'11 1'・ (19i.燥機器j • I'J'化 IWj耐え糾(~，日11お :rtf.
1:¥' JIJUTH'1) .i副知) (以Fr索引で¥，)山本j泊先IIJという。)命議選 ν々 に以下合ぬ11¥してくだむい0

・ ;)1，;的資料、 M~村議?す!;H泌望書 記0背11
・!附Ilflil'~1Iiであるはう}Iこ対応寸るì.í刻、J' ~~f~tì十一ュ" 1 1)11 
11: 1~ 、 jJ1H1i議待望|ざなでの '1民子燃{ゃな似IJIVC く J58 い。

( 2 )資*;fo)似11¥JVJ以
モlf.JliJI副総においてあらかじめIl~り決めたJVJII.除去?にj)jHI.iしてくはおい。
持iWI資料fill数lこ交1J1がある場fi'1:):、本)qli 1 iM ftjiの|際 lこ、 jl~ll\州場k ì'i;'{.í.~i議し;忙に
なお、 jJ&IJIiされた撃を*q'l士、出{日1)として機機lこ;ねいてどIiJ結L，J，十。 II以11の命現Hζづいては、

資料HfrlL¥の!然l之副長総しぷ十日

7. 司f. ilíJl1'l'~IIH'I1 淡の!従事Hζ織り)2:， ;1)'1)'ずか
日干制iの対象とする資料については、 IfUl1ヨごと に本+!Ii淡lこうIl¥};って行われるががIi削指lこで11111

ff'i@ し戒すが、 !Jl!illrnil'il出軒l淡のいE分ごとに、{既ね以ドのとおり矧1世討し、ただくよう ~'llltlv 、し，1，ずの
なお、燃の l白川、 Ijl川 ílííi l\11 l1iHI淡な災)Jí~'j.るためにも以下の絞*'1，0)十JJ!111 <旨;ju紛いしlJ，す。市]IJ_!交のが

↑i守絡によりぬ111できないJ);lir符については、日IJJal!Jrtilj州統で判1露首してくはさい。

( 1) J~坊主守中'1
CJ)似出資料ω ・!絞

!日誌111華料:ヰー1践を作成し、給付してください。.t!，1:之、TtJ俄であれば!)liiiJim絞H与に縦11.1資料

.1絡をもとに、似IJI燃料のj的不践についてあら由、じめliIIiねしてく 1-:'惑い。
<:1，) r ilillJl(ぷI;l:発凡の総称J:T.ぴ外|潟における使JIJ:1)(泌符lこ|均十石器君事1.J J:T.ぴ rM約J

1/崎市防似 111資料のWWI!~ I)~ 1'f 1~.l111 じ、 IJ\: 古11社Jl{11Ii判|淡1I，lf1 ，'訟でJiI織な限りl!.W(I~1と泌総して
くださいの，1， 1，己、泌氏 lこjí，~j待相 In必が1i' t.i: われている i~4irはその総総合総)Ii~ し、必泌lこ』むじ
て州統飢餓'a:1，品付してください。

([j)今後のIJIJ発!lHlililえぴrlli1i'jボでの詰|段目
ヰOìll的1~1Iì相談 1 J;~iAiCの品鋭、 ;11'附l，J<、陥川ミにおける今後の 11日給剤師IÎ (ì強行 Iいあるい I;J:::~紛

れ子'必の試験)及び+11 討~--tJ.が i与える1/1 nl'l ;，1，でω糾¥l1rJ(1/1宣告-mでに解決ず4 之さと衿えている1141
11rJ) "世間Îf~iに総統してく問主い。

@色合付文flf(然)
l.JI:nilu州li相11淡Hれkで中11統計が母えるJIJil，;父1:):制1m)j!.氏(終)や効的、よりIl*父1:1:悦@(後)

符が分かるよう、その|時点で刊I自民な liJ~り具体的な添付文字M' (訴さ)合作成し、 JIiHIIして〈だ



さい。なお、、I'IH主文jlrl，ン〉しγC1;)‘数々 資料hしてJr，りJ泣い:1，ナ"
(立) 'JI;I)íl ，iHlllllll íI1~ ('/，;:全性・仏t:f.効)J)

(i) l!dl'Df、 11;陥1件Jlご I Y-，Jずら i品H;I':f ~::1 及 υ:よとの悦 j~
uwぷ'll:JJ'[: Ilu111?rIζリし γぐ)

ブグlリ択の IJI~li'il Yi 1 J: f勺i:J1し弘(，11，，1告してく/ごさし、。
'kilド1111'(及0:I I' JV.l:'/，;: )t'~I;試験(J~IUH1¥ (i対決怜) 1乙必 W~j:j~パイ円ツト;くう w ノレJ')， 1・0)
， )グ1: .1明~!:)語映した口ット lご|巳ω;対りザ旨「す十

U以、 1'，の')必3 ノ'1:，ゾ}戸)1医'!:~iイ守イ b以\(11，則』央としてい点な:い!刊1 、ソ 卜lにこ!刈勺オJ'どあ1うヅf九恥 s 夕「仁υ，1::捻らJ行;ず穴{午料?ヰトど iしJてI1占Idハ11いV(くよf
t3? しい、~汗

・:り'11'1'1')出ノドÌl1Í;;1I 1ごめる{糾i古);'11パfWQけ川住/え '(){;ì)tm先 );ì人符 lこ I~，I'J司る肉料) ('すのにつ
い，(1よ、 11II淡lI!jυ)ヂ…);{í:了)，1， 1ニ ;ÌL! ， ll~ L '(く 1，:':}，、。
'J4日:'iJ;uJ十七ぷLJ:j勺j，どしてaL!il世してくだδいω

('，¥'I，U; 'Jf.lJ'1 :安全似・効)Jiご什いて)
tむ';cj'I:、効)J合¥if付IJ'〆j'I;Jt駁11占AiY、{本1);l[VJIlu(JI'IiJliI1'l匂について11:IJiulllとして'う '11TrJ，li 
4， IlII )，111こめら f完II)J)，( 1.l:'I'I: lill {i; ltH、tける総数に仰す勺w料J(ヲ，)、 rWI);!l山般に刈ずろ

資料I(然)及び r，)1'1::，品11<'/;:t'I''I: 1ごi引する'Ci朴J (燃)及びその側担J布市どめて1J，}111して
く/ささし、。

持JJUi'l'、ゾ"lJIlif'法的，"t験についてiJ:、 I効);11.1.1判官民(;:¥IHI'IJ (.，品切れとIY日勺l'o '，'HlJ (:1'，)、
円相人1!IVII1!.Hこ1l'1")，る資料J (:お)&， ，J r :)1 '11，品川.~，4.: 1~刊にIl'I寸る資料J (守口のそれぞれの

制見切にそび)rl'を削4返してく 1ささい。
(ゆ IIJソlzlWitTeF似品制約IV~必 IJ\泌rJlii市内(後)

'Ir JliJ ，1川111111ililill!j' /，( 'cHl i淡，行が与える1I)'lilV日間!1) j(，f.I;(IVZJ: 11j.'1守 I)!.J!，I ~，): Ij~ ，'，I， ljl~))'j:1以 tAi/itJ1

Ijl総¥-w(キII な似J1 1 してくどさし\-，点、心、、'j 絞文併についてi.J、徐々資料どしてJI~ Ij以し、長

(小川'¥li特設総)l1(的強品kl11的冷 (:然)

にスターツ γイノレ(以ド rMドI!:いうり)夜十!とJIJずら(j削IJ(')iUí::i今~j\ Jj， 1:1，，) \~o ) 
Jヰ;}/士、}I;川!~/:.I~; \r. 3(:1~ )J;(約枚以 !P ;lN ¥ヰ(又はその祭)<，:11&11¥してください" f.1~ 打、 )1 '1 Uo. )( ;I.j~ 

iこっし、てl主勢 15"，:H'I'としてl以りJ泣い，)，すの
(WI，1ii:作1'0

MF1ìò似行 (MI: ，たおJ~ 'f'続行I，i:'('7;1' i' C' j江1:ld)¥二。)にあら泊‘じめ rJ(di:1!)ておいてく/ご
さい。 MI'枚以什ω協ねがねられ t，日い場介l士、 |白分tJ:，i'i!lilli合lf'えなし、 11)能川があり j汁 d

I})マ、 MF~主 ~l'l~ 存泊、らの '1 ，'i1' llUl入手について 1:.1 、 M ド~~~J< 1¥'とあら泊‘¥:(1) I分lこ十¥11淡Lで
:I'.lい亡く Iぞおし、ο

灼)iJ，I%lIi判Ii!J~ 'J& JA!I; f州'i1， I，(j){i出i 勾|附に、 MF後~.A ，(í'にイ，I\{.).J I! 、 11el!í' • .ì出絡先令制，h~ しぐく 1ど

さしυ
MFI'fll分。)\':t ~':1 については、 MI'税金J~ ~í' より.JJlll Liしてい/こどみ;)け"711、資料.JJ，UIIIL¥'JU)が

担Jjth行とMド号制 t行で大会く県白らないよう、判)Ifの，UIJ')告なお附j，、し 1:す。
)jj(I\!~/~!;，; ~五(J::J~)J;( 俗\r. ~'~/~llliiIIJî l-~ (又{トごの?で)!えて)1ゑ'Jf'j'¥・}Ji本JiD士111こめる rjj\~l iß: )j・ ìJ、，)((υ:

に m~持及(J試験 )jì);匂に|対ずるすHll (然)のうわMI'枚以内ψi作成寸るmt分について

は、 MI守的t行ーから別i全日(J川.JJWIしてく 1:".与いの
11:1*i↓111: /11 JI 、，tilWJ~'IÌ; 引lIÚ:似のためMI守級品行ど'JrJ'JIJ!flîH% ~i: fiうJU冷がありJ:'.J'" 
MF校長J~) j¥:1').'( 1:. ，，-)いて!!(1~， 'jfJ(iがある長，}((I'/土、 MI'枚以行へ11' 1>1創刊ì1I~から!日i~ な1 州、 E

MIイ(れ〉 ωíì'l~{I !li \a!~';' II:~ については、tv1 1: :1~ ((~I~ ， /í'の ~II 山JIltpRdfP;ねため、日1);会{十))止の 1'，、
}l j (l ll) どしてMH~í 心 I!í'{ ニ)l';f.) L ，1汁九

( :1) 'j';llílii'l({，州 11総 (I~i淑的以li 先)、 'j':lIIf ，i'I市lilllil!iqiIl，i，EI'J(Jlu険)
:JUI加し 1::1~1叶i(10Ivt!~1'!J北村iι主た 1 J:~幻11 的ff?防1J点ìÌ，lf: ，:)，l;.<i さ、 芝滋;IJιド1:'1'¥み]υi

l糾b汰洲~!険話漁1ヤ等)FiωJ糾，~町験白J成d此L総 lにこ|問;手羽叶lサザl'寸寸J' 冶 t資当判 J (持然さ)h及4び4そfω概』世叫』必!北合;'1似1，詰制i占，¥1引川l川山|ハiしてく/どゴさい!ρ、
('，司，I1'11;)1'0 

')!h~ì'I' 、 'kl，晶子山山山刷、シ〉いては、 f臨床liJtYj':i1)"lj; () )試験}j~kN}こjI，!Jナど:) ~:i*千 1 (後)慨



'~にそのけな首UII虫してく伐さい0

8， リ¥'，J)臼付制li判1ii誌の取下げ、 IIN，長~!!!
( 1) !)frlU約制li相談の111)2;み後、機機からω11自V'r!JPtU引す去でに、 111)ゐ貯のhI¥合で、 l以下f1''Ii:行。

う場合lこl士、支持l'lj) J ild~f :;J;;!Jl1i制Ut¥l)の級公約aa 砂の fえiJíilîJl)J~ir1 P ìみ撚JI~~阿国 J Iこ必!'~J!併以
df誌u人し!j枠合:マネジメントJ'fII'i存1liマネジメント問lに制/11してく 1i:.iさい。 IJI'せて、数務;!!iJ， 
i思災泊所IlIf!IIの儀式?11 日 '1 けの「際線1~'lll~事 't枠ぜr. ~)ì; 手数料灘小112由主lと得1 Iこ必勝')I:X白紙人の 1:、
脱/1¥ ，された場合lニI;J:、手数料。>'1':釘'H旨j滋イサし，J:すり

(2) 111)2，狩のifll合で11，1'，¥の必見合行うIM}IJ:、.'11、 f品)陥1助役 11 1 )ゐ滋 JI~ 問ijl 制!ω\ L-、 jlJ
l，alll込み合nっていた'l=.~ ;Jzすので、 「対1MJVJ 洲Jl i弘毅'JI~ 1明itlJ:ti:精idf.'，';(-ジメントi'H¥愉:
m'γネジメント飢lこJiM¥¥してくださb、。 m。防て、 f 際n総 IH1 Q，i宇?持活tキlj;:p.・数~"トi毅{、Jtt背水徽J Iこ
必総司fJ)'jiiU人のい1:、制!lHlJされた Il，J合 lこ I~:、手数*'1， 0) 、 1"1似合j援付し;長十。

(日)機的1J11Jの都合で111'，1，の匁9L'Hj'うゆで門ヘ ¥1仰のさ芝IJ!がやか会ねないものと機構がill:lめた
場合l土、 「対i1iiJVJば1¥1JMl' J以下!日~IJ u:1jMII寸‘Q必'll!1:):あり，1:せん。

(斗) J以下げる jJ))~であっても、機H~がやり金利ないものとして総めた:場合l士、手数料ω3_~叡14R

成十l'Lボサコ

!J， l]1:1)fJHil!和li初日売の災総
HI総資料担HLi“J自民IIliJVJ0) IゥJJ:f!，I!山内111之、け1)2，併と機11Vj.がさj下llfHiiiroil，i:'rf'v'，十11首長会{本のスケ

ジ品…ノレ、阪/11資料の総i誌な1Jいオミすのその後、{倒的へ資料。泊¥1品/lldJしたれから、 yq'JIJ{これわ
合わせたスケジ品…ノレlこ従って+111淡な'14織し'，1:すが、そのおleれについては、概ね以下のとおり

でナe

( 1 )絞料の{品川
け!jみ("/j.t免、相談燃料な:担JHIiしてくださいや

(記)機怖からのI!U:誌がゆ!のJtiI'l
相絞殺料搬/1¥から 40効務1，1以内会めどに、機1'/11から十11級学1に!保安注射111与をi去十)， L lJiナ。

(日)閉会事の必/1¥
開会事ザV，別、lから a0勤務¥1以内会めどに、I!(t1:;司1:IJ'i!こ対ナる1"1終合総11¥してくださいο

なお、，Jq)fl背1'11州 11おえの11(1会事lJi[l OI牧;議lζJ山、ては、 j的11~'o) 対|自ilVJ従と|制誌の J jl( j及いとし、
関税;滋の綴への称名、線印 l:i司-~!，艇で十。オミた、枚数が少t.r.いJ劫{;fにl立ファクシミ V'e:ωJ結
社iも可布告ですが、 f院予側、{本の機/1¥なお劇1いす鳴る場合がめり u，す。

(4 )料似事IH1i'1lfのIZi:l会
!日|線機/1¥から :35 勤務 11 以内なめどに糾側滅的議:合作成し、村l絞:行に fis)~l しオミ寸。後数

のば分についてはす州li縦約淡な:たとめて作成する J~I'Éi'があり i)i ナ。
( 5 )言。1'11附宇l!i与潔!の川11'主

X'I'illli縦約五障の総i退から 15 YilJ務I1以内会めどに必勝であればII.I!ilE ~~; 'U: tI'い、日干11MIH好fll'
I1: 11(111Eし:J，十。その際、必媛にJ，e;じて、:，11絞，¥，'， 1¥0) 1¥ 1 ftllに I(il けた印~!闘士事の二)1，:坊のJ11!仰のji拠

総合!日的とした泌総会災:，1Ji!iL ，J:すQ

(WI忠~!IP良)
• 1散在Efl'"治験似;分，j:1¥ 1 しょ会~'rJ"qi子、 6 ヶ JJ {i:オ…パ…ずるケ…スも ν持えられること(タイム
ザインの6ヶけはあくボでも 11決)から、タイムラインについてI:t別的に相談してく/ごさ



(日1Ji，仏 10) 

り1(IiII)J，'1'のうわ、 ，\i')fドヘ :~l~fHI 及'CJ'1
' 
el，作;村正う);11'1川ω対IMIl)J， i' 'M刻Ilit!HこI¥!J十

1， 対1(1iJI}J ， i' '11 役111iiJi Iこっ¥，t¥'C' 

機併でlホ îï11タ~，1iん'0'， :<'1:11
'
1ノ1" I;UI，( ~I半製品ω治験相談においてH民的ど Hlil'lí貯の ;"~h が事後ぴJj'll

i泌?対はいω11どするこどにrfぷしたi自)JIIi'10f，l:'IPXi (れ11'::，~，:ソ，~鳴引止J!{，m';字会 j'lq)~n 、もの) 1"つ
いて、イi1'l>く(J:無料で例。却1"I，'，，l:JIIliIVJ，j' '1\ 後H1 i:~ 又 1:1: I ' J ノ|十日 ij，e:I):IJ'~ ，'，/， MI Ili IVJ ， J' '1¥:校側淡(J;J，ド I):，J 
IIIiIVJ i J' '11，1定相談jどいうみ)i二応ビポナ。

(1)刈1(llll}Ji ¥， 'IQ刻lli淡の1)"作
対1(¥11リjパ'Ir後jlli淡11、IJi(llリ、対1(IiII}J，11とJ;v、C険機と相1，1先行のJY，)jが'11:1史的判I，t!iで対応

"riilJと")泊るととにfTiむしよ工ものについぐ、 Ji'JJJIIi'I'V:こHli淡lこ仏、じおものです。')，}…;1u)'，I'I'(，1I1 
fポ1)、')，~1 J する M，(Ij肋II'U，JJ誌において)1!U1ニ1'iっているこどから、 kJIIliII)J， 1'1¥:後判1.01'(，'1，1:1i' 
L、;)，，¥J:ん。

1111淡行が品ヘ/{V，J4るJ!l('i 1こ1'1:、 イ(約'(';k，!i(II!VJ，I 'IQ色村|日史的判長，)'，{;; 11 '}I止し主すの

( 2 ) 対1(Ii JVJ 1 i' 'IQ&担 1 ，淡 (/)'jldS:止住 ll)d~i'{"，J":{>J思{t(イj料)

ω'1''¥生)Ji1、
r 1似う民ι:乙1却椛M応jふjlUい1J1

t終i~ 品主品刈'iI刈{由針dl肋めj 1')引lドFパf伶金剣{判相↓刊11淡i討淡1見a'悦:'iI川Ii川lりJIJ巾iド1i込!:， ，IfJ (川イ本、吋，¥瓜ぽ泌¥1ぽ1ぜ泊f自l知知1の}矧別p川J;紙祖祇¥1;ω4ね峨)首;いAパtに:1 :日i内 ) 1にと必i必3災!'II:Jばf貞'I1令L'‘;'1泌iは人 し、 J去、
1たニ、 ;l'~~Ü~~lí'i(({のイl 燃側U) rイ"(イパ千)J I:/)~と十l したうえで、ソァクシミリ '("IIHiγ ネジ
メントl'¥I)'rW'fl:'¥?ネジメント刊[I，:，j!Ell¥してく/，ささい。

'1' 込先&ぴ悦災がめる J~!}-(干の J!(\~~t : 
1]11 "1:行政以、人|対応IHI['I::1j日J滋351ぉ(Ì'~~倒的
'fii 11マネジメントi'fIl:ilv1'1.γ ネジメント¥]'1¥
ソァクシミリ():1…:1行o(j… D 4 4 :l 
交付11，'1'1111: J J 似れから合計自!日~;で(iけl止の悦 11 ';1干の什、11を|派く。)の'I'I)IID 11与:1()分

から 11ゾl'去ででれ昨年111I踊t中'('j'$例外、1."J; '1)'" 

(2)対lili1リ1)i J 0) ')(: hí~ ~i1; のよ;士 11 らは

ア 対IMJI)J，i の IINi1刈 'W~O)n)i県は、 f対IMJVJパ%織のご:";tJIJ~J {1:'M fl:""ネジメントl'ff¥'fWrJ~ 
マネジメント;¥'ll，l:り、中11淡J?の.illliJ':;'竹¥]あてlこツァクシミリで)'IJ出Jfし主すの

イ i出{j:;lr;}~ "C'に II.'HIIJ 令官!ぺ)鳴る JJ!~{Ì'があり :1川下

GD r数料の払込みと品IIMI山， 'l!JH創刊誌~ (イf~ ト)的 11 ' )さみ1:，I，]@の対IM!VJ， 'i '11後初級(イ1・料)0)').ごlJillllY.Iよ'WlIli11 0):::然 IJ~ ?t・浸けた湖けから18J隠
して 1511功絡 11);，11'1のいずjしか'1'いJVIIIIこ、リ1li支):，iI(IiIVJi j"lHIHllIlJi (イバりの rt~1;:1' t，: ，1 j '1' 
銀行呼から似り込んだ上、自I1 、，1J:行政法人十心恥1111 1 1ケjぷ II~~詰総イH\~llli'lll: ';I:~宇治J完 WH品渋務)j

W，I:':Jごhf!l品IIIJlIJ(、|勺点 101ド品1I1J11IW"I}" 1';， 1" 1:~Sl存 )iIMf :Ji胸釧UlJJ 止し、うむ )υ)j，)t， ¥:211 
7 ~J の r I~~I終，'，，'， iJ ，(， iIVJ ， ¥"11'1訟判|民主lI'j品内(ì'iL~ñ:dU勺り) J y.II:HiJ¥:lli H 1) のI' IIVI: I"，:減 ~jj;側
，'，i， )<，) IUI IVJ ， I' '1¥:後111，l:Ilill)6，lf(初出止めり)I ::，必')J!')1似合 ìjìJ人し、似)，6令交 II~ ，1れj;(!)'1;'. し~;:'

ij主イナの 1:、ヅァクシミリで:，1¥'1'1.γネジメントl'fll'iiliJ'eγネジメント派IC，jIWIしてくださいυ

中j主l初日本101:、I{IIjj:J~II ，JI' に 1M;誌とれ l 、 I~ 行にごJI~II¥ください" ~，: ~'，;、 r~((料紛&ぴ似i会 JiWの作
自Hについては、それぞれ7約奇心ìJ‘，;W :Jごh前紺IIIリ日 IIJ<Joえぴゆ11 、11: 1 1'1主 il，人1";;拠品1" ~iJ，l; jì!民間総 fr

l滋怖がiJう'111'1'1.停の手級料lζついてJ('I'}lx日6111 1 1 II 2 1 111¥IHilT.織的 112J002
I}幼虫行政法人ド九州，\1"ぽ療機 ~:H~J，，"ì-偽情 JI J! '11 J去，i'Jjj:lI)札・~;J/(\してください。

(J) ，l'.)li，ilVJ， ¥， '1¥ 後HIIWi (イl咋ト)の刈hi



γIlfi I淡11年IIIH立、 1 {'I'あたり 30分)J)，I)すとし，1，ナ。
イ Tm花見人数l虫、 1 {'I'あたりJJjlWIとして10名以内どしポ十"

ゆ品rliii1VJげの取下げ、 11f世話811.[
ア対日II!YJ!21'事後相l淡(イi'料)0) q liz，;.';・後、そのリf}jIJiI1 ，)，でに、 111;みれ。のnlli"i-で、 JliCドげ
ia:fT'うj対(:r!CI士、議務 ))'ì}H葬~~lìi~緋IJWω儀式U~ 日日抄ωr:kJ' I1川iリJ然111)る滋Jlkド品目JIこ必
世~!lrm 'Íi:総人し、 7れ，'iγ才、ジメントl'íllQ伴 ;tr.ベネジメント約Hこ似 111 してください。 01'せ
て、 j長f万万11，議.，おl!ta納ltIMj，'(" •• ¥; m a 4 f} 0) r I~~: '!iI! ，'，/，符瀞;jlf.却下T'飲料滋十)'lilJ:'R1鈴11ζ !~)!}}S 
t)Pj'lllu入のふl二、似UIされた場合には、 手数料o)!1ι告)'1~j:)峻{、l しf}~ナ。

イ 11 1 込 f'i'の布11&-(.'ソミJiI~ 11 oりき芝リiな;1j'う場合l立、 。札、 「対jfii助隊111 )2:，持率llY.ド刷.11i:似11¥
し、1'1.皮111)Z，み&fすりていただき求すωで、 r対iuil山門111)2:，滋i以下y，~iJを御所γネジメ
ントHlI瀞"jr.γネジメント似Iこ日立11¥してください。 1)ト1士て、 r1援総11114事機資材f手数料j撹{.J
日市.ljt:f.島.1 1ζ必弘p)下m記入t!)J.: 、~)aJL\ dれたJ場合1:::1士、手数料のや総会j断、|しますり

ウ j\\l術者11)0)都合で:~Vjla I1 的変}立を1j' う Jil!í"ì-や、 I~JJÍJi 1'1の媛県がやねな仰ないものと機十時

が誌記めた場合l士、 rk.J削j山針iい;i611¥')以内回JHftl l\'~'る必艇はあり，)，ぜんの
ニロ Jlkドげる織かであって恥、 J議併がやり合it}1;J~いものとして総めた場合l立、手数料のずな
官J'l'Ii: 1刻、jι します。

<llJ ;X;J'iIlIJYri'1'JjH金制1"91(ヰl 料)の詩l~e;'1<ω似淡
刈l自iJVJ絞め:後初絞(イ'11¥]1.)の終了後lこ、十日目先行'1:::I}，ねてと総高官、11)J:、機榊においてil'{イン

トを簡潔に終期した燃iずな作成し、十|日淡削こ伏線し1)，す。

めその他
機|悼の会議場01.1立以下11)場所で、機械と'I!tstil!!1i協で披露tしたテレピ会総システム俊平Ij

，JI]十ることがで台まずの

ア大11反l絞殺品協会

イ 寸之社附11，人百'i111以~~~tt員総合会

(日)対HliJ均約'1)1:後初級ω飢餓告と術劇しない場合 (~!111\]1')
<D 1I11Z，.ly総

r !!ii.I}ぬlh立すfuiJVJ後事後十11隊総IH)1I1込溺;J (本t的知の))1)庁M1iょに12" ) XI立rjI):II:.lif:燦等
製品対i(iiJVJ訪れ後十11絞JHI¥)1j1込滋J(本j級生日の))11紙材ii式;1 8， ) Iこ必1将棋以な記入し、削

除物事号の作知11闘の r1!1~ O!lí~UI') J に(>仕付し、ツァクシミリで~(持.ttr:マネジメント ]'(11瀞潔γ
ネジメント燃に似11¥してください。

111込先及び総務がある場介0)1治会うも:
l!lIYr.行政法人!泌総川1阪城lJ~~lj総合l!則的
t持1際マネジメント)111:>>予7だマネジメントn取
ヅァタシミ uoa~:1606-9"14a 

~il.: NII!Ì' I /lJ : )] 11首UIから(Jz似日昔、で(lilI1I';O)r日I1!，!jIの{木下i削除く。)の'r'1¥11 D的ao分
から川11"，J: "C'です。1I!i'111]民主寸2でおぽlいし求十。

ゆ i川総 11~卒ω l!lî市~
フ機械の!n'Liおより、協紛で11:f!å1 ドな泌総しオパュ t，dû、燃JlIJ!JP良の I)~'ftが彼自市での|り|
絡で消:trと)~(われるもの I:J: 、'，'Iî:紛のみω対応とし，Uす。

イ i出産品;J，マlこ|時11¥1な泌す鳴る場合がありボずの

<!j) )(.)， rfli JVrfi1・Jj1:後HI絞(燃料)の災bili
7' Hii絞IIIJ'lII]I立、 11'1・あたり:l(1分以内とし IJ:十。



イ li，j伐人数l土、 1 i'1・あたり 11;(1(11どして丹治灯、11'1どし虫十。

めその{白

j(則的ωjyj院予杭父11:1江i"<1).1)，11汁口、 11没長HI荷5ど?甘1¥悩4五ふ市11詰"れ1
j川1Iすず抱るニ Jと，沖が~"("さ i主、汁サナ、二l、

γ 大山!!<~終 Iill 協会
イ ョ俄tI :l.ll ì1、人制 11IV， l~~ 業~li íf-.~ 



(別総[1)

x.1' ífiîJ.Vri勾のうわ、新I~，終 t'dl (j) 川崎i!J'11l:子データ ~iillJ¥!I(I!潟村l露!Hこ限Jする災総J拠出4

1， 1/1紛11l:子イデ…タ胤11¥li(llllilHJl!i誌につし¥"(
機憾では、総}~ミ?民イヴf…タイt- Vi論付して il~絡 ql fflJ 壮一r' íJ~ している紛l絞IJ，~，'，1， (パイオ後統仏7.i:̂f?i

y介、 '~.~JT) 阪総，H， I;)‘除く) r!) jJ~総 qqlJ~I1.I' I})'1底γ"7'1…タ l)，lJJHこ伴う事;Iì'íについて、成総川1ìl内向f}の
段|仰で側々 の，WlFI ごとに i付!~な検討し、 jj~lt器 ql 紛I})可'1制11及びJJ~総 ql 白書後の得'，lf.な I'HI'tIこj臨め
るこどを~111'1内とし、 ;(f料).(.[':t1f眠中トでqlIìN'11l:二lヘデータ似1 1\揃11tí!相談(以ド r~JM\\縦詩話相|淡j とい
う。)Iこ応じ，J:すの
本+1 1淡の;)~)filil附JVI について、 i制約土、 qll!ì'l予，1::，\1 ， /11こゥいで11'11i'l数ヶJJnff訟で~í: 11 :ム4ニ行う

こどが:UJ政され司、すが、後期約Il~'II 'll，制紛争 f 後などり1J1~ ，i議'i'r党問弁でも附11弘法た惚数闘の相談
も "ff，射です。なお、 +1111刻I ，I'JVJIこ LfJ じ、助隊 I)~す~U)舶!皮 1;t!JもなってくることにはWI滋・してくは出

( 1 )似IIW/I!縦十11先月の内務
総II¥ii(11絡制11淡l立、千自チデータ 0)'JiillL1I)Y:t争(fl:終i符、 1主総ツァイルや''1':…タ盟1，'ソトf1i}ì~JJJヅ

悶グラムiJ:fJiむ)(v); 1こ限jしてiめ?究会11'うものであり、…うI<!l内早計ベ:>11'1!11出i物4・fI'うものでは
めりゴiせん。*~lI n売では、千首;--;jにうず_.)J の jl告 111対露4 となる絞料ω事長日[j O)揃nt記(資料に ï，l;-づく苧|
や的糾仰を仰なわないもの)1;):17なえます摘が、そのI!W1'i，と(資料におづく科(¥y!的作1-fJil凶作う1結
合)については、{自のめ紛れl淡においてJ¥x~ ，以うものどしま十。
判1悩id貯が汗1211寸QJJhii'1こl士、イIFト'C;jJilIJI揃!総判|淡の泌総合作成しボサユ

( 2 )似II¥ir'(li総相官売の飢餓(i:司令e烈寸剛る場合(イ)'*;1-)

Q)巾ibJ)'I1， 
r 1川qい!能餓~1餓騒防除叩J子…

人し、また、百YJ総評f燃の{fJ則闘ω「干1・(手f1ヰ)J 1この(i:イせしたうえで、ツァクシミリで機長t
マネジメント背II'rlF#.f.マネジメント淑1-::1品川してください。 なお、 ω~じJ)のT統合のため、 11
'Itとして1M総司官級11より 2-)逃1II1l!l1(iJ:で1-::1母1I1ナるようお即日いします

q 1)込先決ぴ日主総があるJJ.'bii'のI!Hsおう，¥;: 

刻1:\1:行政w人 I~ミ終，r" 1 r銭僚機線総合機情
衡計:マネジメント!(il[iI!千11'1.マネジメント糾!
ツァクシミリ 0:1-:1506-¥)443 
受ト1'11，)'111): )) 111/111から命綱引説で(悶伐の15，11符ω休日;を除く。)0)11汁'Jf(911与3()分

から ìE11シ~:でです包 1 1;1'111]厳守でお闘いし :J~ FiJ~!) 

{紛対im以J読の災biii符のお知らせ
ア品HIii助況の 111"ílíVl~ 惑をの高'ì!.l!:l士、 「品JD訓i山パι'お』むのご!袋内J(i:'日予<<1.マネジメント1111瀞ftマ
ネジメント11'llより、判l総学i'O)I'ii絡先iあてにツァクシミりで減給し:nナ。

イ泌総il;て?に時間も;12f η]鳴る JJ~iì'があり il: 十。

(jJ)手数料、の仏iるみと~Jê Illli(I'絡十11~ (千[料)の111);6，JI;. 

l二首Bωの総11¥!i'(1l滋!HI淡(千J取りの災紛れのご然内~!:;交:f Jl::.f，!刊から)llJ協して 15勤務F1pj，内
XI:):災半判般入11のいずれか!れいJ初日 に、内ilitimU¥舶i総州統(イr料)!/)手数料。令rll'l'd昨Hii事か
らJ採り);6，ん1::1:、1!1I~r.n除法人19七柴山d奴4話機関総冷機械1対米午予治務I基l係議務;1jt占議災})Í!i lf l1 l
1¥1) (iドn!i;1 (l jl'，釧ltl)tllIJ )3'， 1')，…ド r'義務方法:J干潟!瓶詰IlIl¥IlJとu、う。)の級品';;tIl8+)'の 20)r 111 
1背筋チデ…タ似1.1\1i和総相語 11 /1);6，十時(すê~;í\あり) J Iこ必J辺司PlHi:総入し、 l駁)2:，公~I1~i努力Fの'与
しを/，s小jのj:、ツァクシミりで:1作資γ ネジメント官1'，1;資マネジメント礼申lこj母11¥してく 153



い。川I;~ll:J)j(本l土、 IfliilJill，'J1，こI(!I談，III，"Hi'lこどJJW¥くどさい たお、f.~~料Î(ri))えびIW主主法的
げ出11については、それぞれ~~務 }jìJ， ，1i':J~J恥~'IIIW日目I.N&V: 11!lt心。行政iJ.‘人I"i'.I!j仏ドピ欲的日:;総什
li則的が 11 う '{hl-!ft~ii;の r~!(:I:'Iについ 'CJ (、|勺J立日目 11'， 11)J2111七¥Ijji!判官[111 1 2 1 () 0 2 lJ-
1!11 な11' 1 幻~，人|時様 !'!11 1'~::~~(1提出4乱立 ífW史的 )II! '11:)占IIIIJ，II)イどな!日iしでくだおい、

(i) 1品 /I Il，II\，添付 lM~のまf*:1
JJld Illi似品十11，淡の獄中千lごつい CI:J:.I与な XI J: !~II)2l 1ζ.1: り、 '1Ii'Nマネジメントì'\Il'Ilvfi. ，1 *ジメ

/'ト崎県へ，IM/]Iしてくださし、九

γ ~;i ~13 トω1h? lllt'f間〈

20]刊
イ :J~i*'I'o 川h\// ¥11 

相，Iiai1ロトl士、)1;(111) どし'CXJJ(Ji)VJ i '1'万h桜子山 11ω2 ，iiblll¥J i'il!の)J11M 1 1 (午後日 11，¥:去で)Iこ，)M
11¥してくださし、ω ]， 1::，、州政資料<1)'1]); )'-1(¥'; (1;むの1/，¥11¥もりiい11'て， :Lj}!;~'jいし長ナ!

ウ 'l1. 料引火剤ílこ 1;): 、 20立11それぞれに、1{ì験I，~分，í'I~U'\ y{;自主:)，ljOl!此分名、判州1M総j主11<:ベう分j()似j
品似詰仰淡υω)¥-行':1'ふ.)λ、付|陥耐h“iJV，肋'J ，バ\")~だb組脳i包i 1けl、対1(liJVJ，j' 1，i:'i.l:ける行の氏名 (;:; ~I:ず'，) 1こ加えて、 AiUiII 
ど I"]~}i:.刑iI'，i'rlllと没イナfII'lJ-(i1i) : '{I.i:IOO)、れ I;j'illl己資料の泌し rii:~J (1治から20Il'f去で)~i; 
Hし亡く/ごさし、 i

:r. JIU 111おれた伐*:I'II:IJ;(JIIIどして機怖に山いてJiAJ1Ii し.J、ぺ)沼が、 )~1，1I可\d~nO)i恥泌合流i::jj)ull\の

li~Mこ tiい点ナ、

(お似11Hì血凶作 lit完ω資料lこ 11，忠り ~ÜI); :r{
本i品先110けjリ[j，i日 11] ql市'0'11)'ソ九ク Jlålll線級，\11 ，淡資料立山総担jiザu 令室;)I!(~してください0

(1)) Ihlll¥鰍-M!，H1'It先(イi料)の 'MJi~(
ア I(!IiiJi附¥11)1:1:、1('1:あたり 30分以内どし :1;:)""
イ I(!Iil)i人数lよ、 1('1:あたり叫(1I!J.';l.て 11)/(，以内どl.:J: ':)'" 

(J)対I!!IJVJ ， iのJlXド1)'、11，('，¥怨リi
ア IJW\械似判 lM~ (イf料)の1]1 )さみ{去、そのゾ~}，胤 11 J、でに、Ij l~ 行的自11イト"('、 11'< ド U!を~1Jう

J時什 lごI'.l:、治的 )j U1 対ソ:脳iflll Jl!Jの総 J 己貸~:1 :1 ;jの I品)I(!I !VJ ，i'll' i6，1l'J恥卜iJiliJ(こ必l変c'1¥JJ'i& 
titl 人し、}ト~"J~tマネジメントi'fIl'ltl''I'f. ';，ネジメント日引に防/1¥してくださいοj)HJ;'亡、 73必)ji1;
';t-l~ ~)~ )ìÎt(細川の総点1X~ :3 4 U の f民共rSM1'~ii;:!W'rr. ~'I~~ r~数料J12約締，/(i'l:J 1 こ Jl~，燃 'Ir .rfi'，記入山/'.、

I)'~II ¥されたj持削乙1.)、 f'~x*:lo) 'NiJ'i {i: J民HしJ，すJ
イ1] 1)おr，'の iill(~'(' :J~Jllti 11内公だな11う!J，)(el:t、 イ1，、 rk.J1(IIJlJJ i ;'1 判長 IJ:'J\~ 卜}i1JiJ {i:仏UI¥L、

IlnJ):III ，ì会Jノペ~l;， fJっていただ会長勺.)'0)'('、f対1(Ji!VJ，;'1lliみ必JI弘卜IrifiJ{i:1ili伐γ ネジメントi'fll
潟市γ ネジメン卜測にIla/1¥してくどさいの oiせて、 1/);;，決11，1')ヤト:1/1'1'，: ~)i; f' IZc料.t:iH，j';W.'R;1_i:J 
lこ必}裂い ~i.ll'人的/:、 IM/I\ されたJJ，liilこ{士、 ド数字']，山、l'ば11を:JIltH L 去す。

ウぬ(flパJlII0)iill (n:')~JJlti 11のfa、!l!~:1 i') JM (fや、')$胤 11の史ゾi)iがべ;JtJl~;: i!j，ないものど j;~j ，Y，'~;
M!，thiこ，IJh守1.1、 IJ(.JI(JiIYJ， í'l ll)主将JI~ ド断りな:，JM/J\する必娯はあり 1' ，枕ん予

ぉ)\~ l'げる J持イ?であっても、機怖がやりな1!1.~，:いものとしてdl め/，:，Ij，)介 l 土、 f'数字10パ，1江1
な，il，itHL J:寸

@ jJ，¥ 11 ¥!iWM!，11附(11'*:1，)の ItI2~.~~(I){uJ:H 
似/1¥ li(lli}tHlli淡(イ1"1:']')ω終(j去に、相i淡行lこい'j'f{. 1i: -{i'(ll 'ít~， 1)) 1'，、{議備においてiFイ〉卜を筒

;J(~ ft)l!そJ11!したJ1U\":(ィ作II~ し、十lI í淡町に弘行会し J，サユ

( :l)却'a/1 ¥{I市ι記判|淡の1記長止を品々 1L.!:J:'、JHii um*'1) 
(j) Ij 1込)i)!、

r rj lil存'111， )'.~〆…タ Ilf11 11i!I'i誌;，'ftlllll]l)占，l.fJ(A~;ìilijllの ~j!J紙H' ，I~ 1 ij 0 ) 1ご必'!J!'lfJuな対人し、

お!j，止dfr刊の{J却時間のけ11(!!1¥1':1-J J :ご(コ{i:Hし、ブァクシミ !Jで得点、，，:r-ジメントii市Ilffh'
ネジメント白'11Iこ似111Lでくださ""td'.l、@&()'，ゅのド紛13ωため、 11 切として liIÎ花~:í1j'Y{11



より 2-3 JiJ1J IHl illnたでに.Jl~IWj鳴るようお品目いし;~寸ρ

ql込先及。:総務があるJ持{:1'のl似合Jt;: 
1!1¥官。n波紋人!災被品|公Ihl;l幾総総介{紛/11
者rrtr.γネジメントiliH'd千ffi"マネジメント飢
ツァクシミリ 0日…:JGO(l fJ44日

交十J'IIIi'lI¥): )J 111111¥から{l1:111i!1 1 ，j:で (1五|伐の祝日符10)休刊をぬく。)のノr'!IlrD 11‘?日 0分
からi1:/r''.)，でです句。 11年IrlJhlN・でl;lrIJrlいしポナ。

(2) ifI行WiFI !(~の減給
ア機mのJ社史if，'より、予断目で 11:[J，¥絡会見主総しポナ。なお、奴11¥)小川の1)すれが11l:献での|川終
で淡かと，l，!Jわれるものは、?自制のみの対応とします。

イ i助活:J:マlこ11iJ'lIfJ 'Ii; fll!する場かがあり :1ミサ。

の)m 1 tW(I!I~g似絞の資料
(2) 0)，~lflJ to 

ぽ)JJiHJ¥li(ItU創刊絞0)資料1;::1必りi2l:tJ'内燃
(立)な)どいlじ。

(Q)ぬIJII和総判i絞 (jl緋ト)のソミ総
ア lfii!淡lI;j'llll!士、 l判:あたり30分以内とし，J，ずの
イ揃i絞人数1;1:、1I11あた旬以11リとして101'，以内とし :J:寸n



(日Im~ 1 2) 

社l(dW;，'1'引うわ、 li;:~/，i j;出 a日 I/!. U(体外iひ 1m!IJ li，: ，，¥tf品ω，{，Ji(d JV; ， i' itl ! 耐111M!淡 lニ|問中る ')~hí!(唆制

h民1，¥jで1:1:、|今、欲的出i&O:体外的防rJlJ以.:JJi!'u1r山t(i険制1ii~ Ij，¥}; M，: t)t (.こ l 'l~吋(，Ii\l:~日 ι;C I' /OLP/G

l'沿い IlliI夜、|対日付没際的知WU，I，tjlli&lti(1"1'1'¥品Jmllil告の刈I(II助 L"':)~'川悦 l こfJ'うため、 1:1，ド{こ J: り、刈
1(1111))， iil'l郎IlliiiidieJ0)，起しぐいJ，サコ

1， x，JI(dJl);， れ111(iIiJI(dil誌の1)'1'お
対lliill);i i'!II!illill(lí ，~i/，j:、合自主判 I iU~:乙 ')1 されti3 、対 1(11助 I j<合I'Jil'tl:llUめるため、 kJIIiiII);， i'の iは

どして 'Jrlil! Iご IIIMilJ'iけのザI~J'I!押な1íい、前iょたより IH判じ、 1'))純化するためのものマすねした
が勺て、ソf…タ U)，l'I'flllî.'i'I:UJIIlIJI);，れこおいてわい、刈111111))， i ¥111似II Iii.Ni' C' I:1:行い主 It んり~，:;13.l'.J 
1111肋 i れI 11制111111伐の，il!~)~I:t11合成し白いも(/)的、司11似Ir{!Iit:Ji終 l;IIE身絡l'Jしボナ

2，対的IIIJ;，ド1'1仙1J 1(IÎì~の予約 fl，'Jr(，i)jìJ、について
対Ildlリ';， i'il'lflllll(1I総合前V討するi対介、年;J!(IIIJ)j，i'ill;納1IiI，淡の'，)!胤11なii品1'I\~')・るため、州、1:1i'J1立法

人 1~;~:~~rs iH，j;J~欲的訪日総介機i~í'ril: lj f.~r，\ ;1~ Í'省関係治初};ì1"IV:)~抑制IIllif ('I(li~ .1 11 WW'IIIJIII負1・1~}() 0，ド
[''(M:;ï); 山内')~J，íJj~，III Jl IIJ どいう内)の1:Ii ， ~ilì D I}o) 11\，減 H~ ，~:'} .体外，151WJlII内，¥IUn'，!<'IiIliJI);1 i'河11

備1(lIriJi1IIiA ，'1:[ U.1災則的分な I'J";J針|選出;・体外aラ1m川似，¥Ij仏文IiIliJI)I，iilll{Jilllllifr:!i H川氏側削と

l::'0' 換え、必必 '11J1'iな似人し、ソ γ クーミりで~ìl，:，lff. .':;.1 :ドジメントi市街11:γネジメ〉卜市IIIこ111¥11 ¥ 
してく 1:: さいの目前、 7民子メ…ノレ、 )1~ 約、!ft!ll6.f;命 1:1: ごj虫 lお:くどさいの)。
対lillJI);， i' のう II)I:<~点機 ~:，}，jJ):大治験I Jf I 始lÌiHllitii 、 li(;IJ，(jí~~:4 :，?~ *:1 プ'I~ lll'ド l' ・ 111\i出μ 分111談、体外;;~

lりi)1 J 似 1干~!IHI! rj qti1j "Fn}J'Ml1淡，)f('(yにちjJ});IIH1淡についてl上、対1(liI I}; ，1' ，lliflJII IIii ilj1が紋定J3れており

点、 \.1' んの~(~、 '1>liij (/) ，1' J 1'， iI'わり:怖を1Ii!~i'{ずる J思íÎ' 1 :I:、七批判的 ())IJli品 1 7)合;)'.)111L 1主みくだ

さい{

Ifl 込先8t.O:}l，j!i'，もがあるj活介のl!H，t:J¥;: 
自11な11政治人|対 I~!之 1\ljll~~:'1J;~機日:aむ介u比例 'iW fì~"":r.ジメントi'H1'11ì'1，:' "ネジメント出j¥

ツγクシミリ ()日…:~ 5日目… D，14:3

交付lI.'illlJけれl前 11 からイí~ lI ll! r 1 ;1:で(1 引いパ W~与の休 11 削除くり)の午 liÍl iJ 11，¥' :3 0分から 11:午
J: '('でナ， 1昨日1I倣'、}・でよJN~'iしゅ、/ごし .J: 寸。

:3， :k~ 1(IiJI);， i'i作山i!{!I it去の f'が:Jfh'i，どの辺抗告、刈IIIIJI)J， i'illl(lllllfli淡111jA i:'U)，jJC/1 ¥について

( 1 ) 1M I淡11の減給1:1:、ノド111;111の'1，/Hi;;j.品、Yたもの!J、1:);~'~~，ìl切山水111'1111 の 11:11" :1:でlι受付けた(，の

lU 泊、で、当1々別別ノ'I(IIMII に ti い :1: す二')!，!，白 1111 ，'1 、時打 9r~1.; h~州liじLk.sJ:I¥j'i'C'、判III持1¥のJIIl
Jý;Yr:I~~あてにツ γ クシミ !11ごてれ知11'， '11;し必ずの

(日) 1υid ( I ) 0)ツγケシミリ必ぺどもiした 110)官11171、ら，¥}j持して I5 I幼務 11以内、もしく 11:1(li
淡，)ごhili11のliIIllJ:でに、吋波川1(liJり'JiI' illl制1J 1(lîi~~ の子泳中!な，J i 'i '1miサzからJ反り iさんだ|‘句、
業務 );W)F'だ縦制II l1ifω隊式首~n ~J引jlii')1，1;機社;;・{休4外沿i村仰州Iり川Ji川い似主品必lliI川山A山品'"
1川I J:(にこ必惚?引}ド下I汀i'.i也.オ叫泊i流両削l'氾'l~人 lしJ 、 JW6:芝Jlk，1:う11';I}) '1よしとどちl之、 :rli' fiマネジメント1'\Wtl\:111~γ* ジメ
レト消!lこソ yクシミワ，('11，¥ 11¥してく/ござい。

品、才J、 ドJ/，料拘1)えぴ，/);il生んw山正('{NIIについては、それぞれ渋滞Jjj)，/1'だM!l制11ltIloJ)jlHUえ
ぴ 11!1I，'(.{))伐 11、人似~，~liIIU1， I幻滅|議郎総íÎ'1\~I的がld市内~'fÌ;ωp飲料lこ...'')いて 1 ('I(I&: ~ 0 1，1: 
1 I J] 2 1 11従|議)(l百i1. I 2 I 0 0 2 1)'1!11ぷjjli'kiJ，人I?:~~Ii品 Ij.JI.付説話;iilf汁;詩情 I'I! '1ドj会)JU
)，11 )イr:'}TJ!世し℃ください、

(:3) Ifl i.Ui ());(..j，)山県lご似込勾l以11¥，0)びしなl洲、jしたものな、 IMII淀川lこ判I，Vil!!、li，/)'にご拠11¥
く/二3いり

:j， MI(ljJV;， ド!1!(lii11(llltnのJRド1)'1えり;!lnF!.tJ，立について
(1) ifl，il:，行の自IHiにより刈IIiiJVJ，i'n'i似1Mit!i (i: JI~ ド 1)' 、 むしくは'.kJJIli11の'lE似合jJうJ!，l{?{こり、



議fÍí)/1，点 Wi~~抑制IlliIjの隊式提sa 日}}の r :J午~miJ助役 I ド)2;潟 J& ドV，!riJ (こ必'll!YP:I'(会記入し、?持
寸tγ A'~ ジメント納得議f.γネジメント刊~\，)， '('ツァクをミ!)でごlru~~/r くだおいυ

市:;1'，';41，必11の交!J.!{ì~行う場合 l士、'I!也、 「対i的削jパqJì込潟'1説T制.l Hill川した後、 fll町広~
ql )1I.!;.::J:ねっていただ合主ナ白:;/:たえ，~'míJ助長'r11'lvlllílii淡のJ& ド 1')'(ごついては、 T'数料のj似せ
は11い，)d!'んので、ご十l川改くぽおいο

( 2 )機十時側の ffli01こより、主lïlíîJVrí1\' ílli伽i削n~1の中 11:， ;:<.I.ti島民U 11 の変 w:が 'h じた場合には、 ;illI~)
かに紛紛でゴ泌総します o

( :1 )機術1Jl1jω都f?で';41必11の変!t!'ii: iTうl悶0X1まリミliiU11の汲::rJ.!がや:tJ{f:jij.ないものと幅倒的が

誌記めた;場合l士、 f年:1HiiJVJれqJ1ぶ許取卜首~iJ :f;:.)品1.1¥ナる必'iJH;:J:あり，)di:ん。

日。 品Iíf(j JV!計~I;耐ilfiìì能誌の織について
( 1 )刈i附lめ討対11附i的絞l立民()l!jとして似湖水11111111こ行いd:十η

(日)iui Mi計liilllH士、 11*あたり日日分としボす。
(日) 1削目指人数l立、 11'1:めたりlぶlliJとして 5名以内とし決サ・0

(J.その{自制l殺事以
( 1 )刈 mUYJ鈴 11日官llífli絞 I~: 、 !JJ (ltij としぐ←つω刈'ílíiJVJ 翁におl'ずるものとなり:]，ナ。なお、 ;).:j'íúiJVJ

J没。司堅仙1泊i目指21<.びX.I削l拘符lこ関ナQ火舎なttrull，V， 0) !I誌洲士与について1;):、合般十IJRi!::'i: Il， JI)してく

te.dい。
(日)対日 l助役司'1倣i泌総合nった 11 から、一年以内 lζ品J'削 IVrfPl'に i臨んでください。 d{I::~と焔えた

場"fr、改めて対i向ilMれ抑制111M談役4GIいしjみみくださいο

( 3 )主H(ij l効後 11抑制iff売終γ後、 Uli絞 ;1~胸部より端的111削減i終「紙会f受~n してくどさい。



(日 rJ y;，~ 1 :1) 

NlirilVJ' i のうん、 I;I ;:I/'(j混同~lÆ U:休外ぷ I l)r)JJ 1";，少。と1¥111のめ!快NJimJ;iJ; (1:<ヵr~W，1t mi ぴ.lJ，\;I~I.íIJ!ぉ('ì il'l~ 
和li+11;lJ~、{本クト iiラ I l)r)IJ 1:'<と¥1，品。j先!引i1 )総ふ1'1守山i1:11 i!1~ 、 I'J~括討議関心 C，I' /GL I' '(;1'日 P:ご

|民iずるHlit!U4.ぴドベ滅的取f， l~州JI:)が

1， x.)iiriJI)J， l'の 1，(:分及。'1人J'i~
4ド:J~)!邸側制l!)k.j' ，f{~ ，1，ρJ' <:)対rilIJりIJ，1'0) 1え分/えびl'すねについじl士、 1，3的知u))Jr hyJ¥ (lのどおりむ

ず。ヅ):/卜口ノレ 1II ，~i~ 、，i'I !írlii相 lì\たにあって 1 ，)、 '/，I..，~ 全性、 1\'ll'l:ti'、十 1'1i~、↓'IMl r'I{Jìi~!段、 ffI阪のらつが
il:i:iじされてい:J、ナが、作I.. {分以必γしもi!Cト11して"'(1.)1)'るべ占ものではあり J:'li:ん内 )1)、大~{ìl~~
ω~)íiliが h\tI ，~れら|只械l 以誌の IJI) 殺において1.1:， lIJ1jll ~J: ド:j~り、 l:たどる')I治(ì自納~Iにこ巳W関(，)'卜b勺十l
ザイ ンの↓判川11，絞i淡1先lμ4令f平府利lリ川川))川J川IJサず司dる7ニ1ど~ 1(合了fωωj必Jめ:J主:ηサ十J'司り 出:~J 、 全 FJ~判 IML'üt 対 líriJUJ ， iι司rl針IJIIII誌IH品J:，íl ど l:r~ る
判Jit;l:!(こliJ1(;)" )でIJiClIiJ 1こi自IIJlr:111I淡IA:分lこeついて、偽情，JH、刊行ど，Jr 1')介わtJ:(i:~ l'つ亡くださ¥'0 

2.対l(riJザ1)1'1'の111'.¥;ilIJ絞
X，)iiriJザ:J1"1' 1)::前引するJリ介、みJIIlIJJ)J，í'o)')~Mti 11 {~WIJ'Ii'f "J' るため、刻いケ行政治人以'\l{川|民1!，ill退社}}

給(¥-j創出羽11t':ij，沼紛Jl!，)係数(0)/Ì人 ;if)，);iif.{，~III Jl r) (、)"1&1 (iイドお1IJ11j約 ~I U。以ド f業務);'11:;I}'J! hiif. 
lillllll) J という。)の+.Ï!，，~;日 1 () 1)'0)点地11':1¥分 fI"UJ.<険日位、 (1、外ぬ1m)IJ 1料品~tHl対 ríriJJ)J ，1 r p，i1;， ilf J 
の fX.JririJリ'J，i' q r込，IiJ 'a; f対IIlilVJ，nH''\ ，iIIJ'J I'~(ldJr，Ji'1 Iご、船IJj' 1閣のドの 11: i況により対 lili川1)i i 
dどiJr 1主 (ï_).J:.~，J~u J <t r 1:， :I1t~'ιJ: り刈 íílí1りJ ， I'u) 11 1'，\品，'Jjlì~{¥:依!似し点すり|ど修正し、対liriJI)J，iぬ引

1111年合的 ))1開JIこ írd 人η)鯵ど3 とともに、必、捜 f，j\"Jr-(~jj"l~人し、 ( Ill'åí淵絞め i創立代}~，r;， U) JIJIJ，JJ 1'，1;ド必
むす。)対1M!リ'Ji ì'i1 i!Vll1 líriíi~II ，li に議1í'<"!れ/:~，ill!制rili総終 Jiirlの'I}，しと例 U:'('II¥;，，;r.γネジメント古1¥

'11l'1lèγ531 ジメント糾!lc-ノァクシミリマ11，\/11 してくどさい。 7J::I'，j、が illli相 lii先~:' ql込 tJ， JJ~ (I'で、 l民
lこヅ n ト口ノレ川 11ν品作受けたものにあって l士、ヅドl ト ::/1 ノレ判 lil% ， j<t\似の 1~~ 11の'びし件i)，Jh¥lllし
でくだJ3い。

r JI ，1込先及l);JM!>'I';長がめらJ)，)(¥-0) I!日会先:

千 1()O ，()() 1:3 ，j[)江総 f'f~111 以後がJY.I :3 .，~ :3ι2 i'nrMが|ド，11:"ノレ
í!li 占:11')似)，人 liFJ，liM，Jタ;僚機 LIJ総イÌ'~;j対抗 'IW1i マネジメント[市消:伐マネジメ〉卜 nlH

礼);，1，1;(ril'ルイン) 0日… a5 0 (i…¥) 5 5 (j 
ソァクシミザ o日… :3506…¥)/)4:3

交付lI!i'I/11: ) )計約lから令1111111;とだ(1けj止の悦11':宇山休11'd:除く。)の午1)11!J 1昨日()分からう:役
日II!)':1句"(1''C'ナ。 11年1111倣'、'J''(':/'.l似し、し占ナ。

なお、1{j，l!}ß!判 IlìJi切な川討れこれうため、 jfì約l判 ]j!長引 IINíVM'Ji~fこうU なら、 X，JllriJリ1) i -'f_i!IJ官I/Jj{II総(.1，
IJJ)知山l)rj{，s1 :< t，;: I!(i， )合qrLJ6みいただき、 +11iVil人J :N、十1 1i11~ 資料、資料l'm，~，主将について '1IIìl)
にHfi'吋合必ずHってください。

:3白 .<:jliri JI)J ， i' の 111'以守iの土jJ; Il I~).ぽ

対1lri JV) ， j' 11 1'， 1 ，出l'lí'~依軒[/::(7).1似11':';没1)てから、ぬHI;.lI!、'i11'より夫総1111，'1'についてのaM門誌をf
{jい虫 vれ 'hMsIIII、，Iji，J，持I~f~;事が!iír!Jt L た F~I;1'r'で、 111íi~ 討の服部品先あてにツ γ クシミリ lこで :1'.;1:11

らせし 1，十。

ピl. 刈IIIIlリ'J，i' rtx料のJl刊さみ 1:XJliriJVJ， i'O) rlr，l1;，み
( 1) 1:，1，2:3 ，のソアクシミリ令'交いした 11 のがお.(1 1 から !Wt~í: して 1 5納務 11)礼l'す(う'MI¥!)"11¥'111.，11'1 

i込1幻川や:汀刈:IIIII}虻ω忠刈J1奴3浪~IIJlI仏V仙"1 (J以121，、 卜r'光ん叩4れ1)'iIF市1'， 1，内向1. 11術ij応i~品 11 J iど:いう ) U)バ!t恒1幻う汎tk占刈t，吋lナli州ir川riJ助リ山rJ， i'Iにこつい Cαl仁:J土J:‘
j日ゆ別1)1川lリ13泳金J似;行'1)〆ぷjβEト汁EすJ'叩リJゐ:， 11 )長:で")トご、 、汁可j淡真島対1liriJ凶i'j'のI{分の F数料~di'I'似1 {"市内、 (7)~k~ ~) iさん/::1:で、
x.J liri J YJ 1 j'(jII !llII llri 紛1I，'ì'I~ :'íìÌ H;J*した市制111111;決終 (iìrE (lJ;( ~，)、，i'I!ll l1 i判 lit:!~ Iぶわって1:)にl'tJトピ!

ノレm総似似O)'IJし1:"1- (校、'iナあj持f干のみ) と?主務;JJi1"，ヰ'MhfiinlllllllO)j;r，，¥;!l11 0 I}O) r トI! ，:il.~
ぬ然、 1ドタト，;~IJH! JJ I公泌品刈lirlJリrJ，V r jI ，i主将1i之、ぷ、県.!:'JfJ)'{ 0) ~tG人&ぴiUとおーの Jrl 'l:1I {i: し、I!~



iゐ合~:ll: J[記 llf符の ~IJ. しな総イせの .1:，、 Jサタメ l立i郎i去により '1隠せt マネジメント日II'ìW 1h:γネジメン
ト総((.j鮭11¥してく fざさU、。頭目j去のJ劫frに1;1:、上11:市の災lこf対iIiiJVJr¥l守11

'
)み設f{E'1' J とA3ap脅

してくださb、。

r.，: ;Jo、手数料自ifllAぴIJJK)品)ii}iの約締lについては、それぞれ毅務J;Yl<得:J!抑制IIUIJの矧J;I，(&. 
'()( r ~lll点れ波紋人以終仏紙総機郎総合機摘が1)" う術;一従匂';tJ) 〆F数料についてJ ('11')1)1;2 (j{I" 
11JJ2111!除機発約 1121002>H111先行政法人隠級品|匁J!I付謀総総合機械到I¥I.)I:J幻民
知1)合建造1111してくに、さい。また、 |対iiiiJリ'J1オ'A1);I~のどf'tW~J 0)匁:1針金、初i夫氏介役鰍詰替の
.L:、 J返りil;，りようにしてくださいp

(日) 11佼滅的a#件、休外後HJlJIJ1，，，)終I泊先JiiiiJVrl汚fI/1111滋|のJJHIWl際には、 IlIJiI')為説?の r1'111淡内科
の111U持j欄の記入|人f:おについて、筋HJI;j本(テキスト形式)なめjγlJ:'(似IJ¥してくどさい。

なお、羽目安|付税がA41以線数枚にわたるJ;~l fì' 1立、りりに A41以 1 校 lこ!辺約 (1潟公絡会除く。)
会:~どめ、 JITh IJ\ してくだおいリ

目白 対îIíi Wrfíí' の撃を~llJ'
Jほ)liJとして1.5 仰の資1司会対WîJV!従')~純子政 110) 日JlIj間的(1則市機能IJI1;)，約数1m!!)自IHn絞
及び削減lìlJ+nß~iIとあって 1;.1: 2政111Ji)1J)0) JJ 11間11!r'1i設alI!r;)γむに、 :rIF1!f.'vネジメントltll!fIli;i!f.'vネ
ジメント1I!1\へ持季語:J<. 1;]:IFlI)去により JIllll\ してください。 11，ì:!I制御詰抑制i村|淡の 1 相談~"'J1:とり k縦

約婚主主主 (20 試験)を紛える J)'~ifであって、線放の 1，"，)…A似;分の締官111羽織をド)-'111こ災j必ずるこ
と(í:給見{'1・ Q場合lこ l士、機vlllifíi総合事におい '(t)I:/llJ{こ機械の+1 1淡似 ~IV一昨 lこ相I fI~し、以111) 、 「中111淡
数x:3)，I，jJ Il¥JJ 1iIJO)刈1¥11111午後 ar時までにliiJ伐に機似してくださし、(ト:/1<<先制l切符と制IH~サ‘ること
も nr械で i)-) 。求た、都l討í~Î;' i受けるに担ílこって劇的凡併合(~，場?とずる tl'Qí"ìにあっては、主J Î(lîl均
千織了"H~ 刊の 5l捌 11目前日けl 附!日 午後日 11-.~î までに、 I fI'l織に似 11.\ してくどさいロ (ただし、|銭jJIe
級品持占~:大治験開始が11'11 目指、|き11濯機#:~IJI)J'底的判 1"史及'(J体外覧会断)IJ阪級品開発詰11111淡を|司氏。)
u，1と、先駆け議資111応，1/， 1:10)俄先先.J'iIIiJリ~ fや<::IJ:、Iljm)として対削l均約'11ね削機依納織の隙11¥

11と附 11 (今後日時まで)どなり~}; ，.，~o<{) 

なお、資料。J機ILilll1護士については、刈iitilVJ悦司\JVlllillll淡 lこ~"けあれわずTわせ 11>)終合符J怪し、|丈
記日 ，0)ブアクシミ!)1羽詰11告に併ぜて拠11¥ifl¥1Z， ~ i!l!総し求十。ボ1と、 llJlll¥され1こ燃料1;1旬、 1I幻111
として機構においてJ.~~然幼虫I!しますが、)1;11i/l (/) 11ft奴がめる場合1:1入事前lこIPし11¥でく伐さいα

|鋭側議;~州、ノ品目立開始時fl1'I献金|民劇場Jrt~ヅ口卜'" IH'iIsdi (Iu駁) XI;~附点機総計{，刷。nft完(約
百貨)と間11;¥';1こ1/1し込:tJ')4*fi'であって、|綬燥機械ヅ口ト口ノレ相談(治験)又l立|反抗号機関訟I!{，IIHI1ildi 
(Iu験)と'iIsくlil)…sの添付資料(すご1成約みのffI験総，J¥f;*II'rlf潟、/Y，H側面立;符)については、阪燦

{湯島位以火tú自由 1III Þllllfl判 1ft災への添付以下tÎ~品川自ちとし l)t '，J'o なお、1/ 1 込み・;r~~{I~ 脅符については、そ
れぞれの+11到i.('t iうよう;)"obJK1，、し京十。

(5，対側i約五?の資料 I(.I~晃り iさね I)すね
よりf内的なiVJ統合似るために、十11絞1/1)みみ符が機械の1Mすíâ:' i持たい内!務を IYHì(nlζ 1!~I~~ し、そ

のお1ßðil付'内 lご対十?i1'1Il1先行"(/)J~鮮と、判11m長燃も併せてrí~q&ずることに加え、各相 lít民 18:分lζ/;~~
じlユノドのI)すねなf、対juil功fi;rOJ資料にJ点り iふりことが奴ポしいと衿えられま十。

く阪Jぷ11義者l~>
( 1 )阪燥機日位以火ffTi娩IJIJMllif(判1il;!i 

.:1¥1とる111堅実から，I)J:大治験のために然11!されるi段以・除外)t!;前、〆向。怖される検資r;(11、検

ft殿II史、検itf， WIIII)符について、凝りí'~ltな íY!I，UJするのに必製自dfl;jl~ 111~の機械で1111.い:)，せん。
例えば、 長/とるlil験!::111;火1(7増えで議:91dれる条件、 Jj'(111;:: 1則して、 lif9.(I)fJ後における被検
討す)'9;全線燃の方法、災lJ!ずることの双山内仙の花見IYLTJ， t，こ、数々隊中!として、 t1とる持ì~険

ωIM1発給折半11i'j' 齢、関係愉火、その仙波1~'i'I:WI 羽i符がやIj' ら~1，，]tサ滑り

(記) IWY，î1~強烈 /)11 予告白11111絞
サíft立 ，\1 ， 110汁I~I!I十令月Jli 川ーるために必測なj削除似の'ií'li'fl.;則的いポせん。例えば、I.lVf(総 I\'i' l

11&び限J i!l! I~Vu'，の市場iWdf.や文献検討:p郊による{内線、)，!;I制if'予防J…夕立平がネげられボナo
t主的、より線引11• J~体的な災1司会 ìjll耐11いただくと LVJ~H) :t.れには:じでより ß'M'III ・ y~.体的な



ものになり}、寸が、十11itJUくう〉山'I'I"['U:Jヴ…引<i:，i'I' illli L Iと jめ j \ïこ l 土なら'/:)~l"、こどにど附ぷく

i之さいA

i、 1こ、 !llt~~Jft'!ワI'<i!.~li設'(，;~'X，i'H、 J' '，'， IU)水泌111'11庄のJJJ!i'I:H去、'i'1'1; :~， 1l!，J して +II ， I)~ずる JJh(r(とlよ、 1]':
成立 DイP)):31 11付:j:¥!!ノJ;Jij対i() 7 :3 1 t(i 1け rll!l:~IJÎ'的似僚1l~~:i'S(， I'I:1、)， '，I，JUjJIKM!il抑止iの

)，-51il~について J ，，)~jl)XM兆五点配今!日{し資料々 11ilt!.!してくどさい。

( :l) い;11，(1強烈|恥)Ji 'lUHII絞
(， 1 1'臨件、 'itltV;9)べ '1リUI J;J!~ì.見うれこ j: る ]?M川、 1))J，必ずか
め，'，1，11，1脱税，!i';

、lil渋川 11の1出J1) 11 I'I(J 、 )[a状的波及び)J;o'n 、 JJì(H~':ト、'i' 1 iお l~(J"/;;全性lご以JずるJJ11品怖につ
しγ亡刈，1批レ亡く 1'::与し、。

@ ，)1'陥山試験グ…ザ

災)，!u，'l'i 11ご1::1と'itlt!l決);il句、(<JUIJ1.il体、約般市lJ払;(1:I 1'L\杓し℃く j;~~ dいl
qむその{山の災午、1

{史JIJ状汎山洲市対抗、 {¥U，(j) Ijt~ jlU1j ~こ!日jする I"Wr'，点~，試験仰がi.~~ベ'lrÎ似品 11 的安全'1' 1:1こ IVI')'

るグ… lJ~字、毛主 !)"ifji'l としてイO lJ iゴ与えられるも ωがあ~tl官、 i~\付してください
(1臨床IiIIrr立;、rIi IVA彼臨床l刈段、|陥ル1，出張験体による陥jょの思1m

1: ， h~(l)、ゅの資料 lこ )111 え、 ド S[~の佼1日|が品目jで十o t，_l~土 1弘知山ヅ…ゲ 1 .1: rl~::MA"I'li{dli ，III ， lj~ 川時若
干|イヤ I，~U) J' ，) 1ヴj合参与にすることな行W!l点中。
(1) I~，~;IA， ，i， t!';~ゾ lJ 卜口ルNi.ぴグ.'，タ

w::uよ試験が')e)j&ii;; ~している JM (j'には必~"{i<ナリ
(f争点:1品川賞沖;ぁ'i ，q1~1;

吋叶il絞i淡支l川i什11にζiω日1'1ぺ寸"溺ζゐ)文丈えど:1献;H出以H武k令討泌¥1卜付、，)してく TだJ(さ3いり
(υ"1作E吋1紛7計i的州|い似う只仰;羽;峨i玩t山主機括協誌出総;泣';'，:糸条f刊i必斗川引{千付付、J小1"，い"'，)仏川1リj別v切]Jj水j止kji品似似8泌制11制|附河仰!皮在対f奴i立~1~品l

品対I 男奴，~I川l日id汁， Iにご，:(係革之る3時;IA、，WflHi災1'.lu)iUHこ、 ぃ:械1I対日終~'iJU~“お:ザスク ~'I:)l l! rllï ， I'í (:~，) 会泌{、jし
てく'1::;i~" ， il~;， 'J、ボI)~ 2 D {ド 711:J 111 f.J' 1)':総ノ 1'，1，詰 ?r~ 0 7 :3 1 ?11 1 ~} r NI:~河川:Jlltii!，(機器i'Ã~
1'1:十l''，'，JU)Jj¥似1I，11)(tU， ')，iJAgについてj，ìL~:J， (，)に倣ってii:UHd十)J止してくださいゆ

し，) 1反対(1畿日H:/' 口ト口ノレ判 I ，W~

(ゆ:守~'It)
(1) ，'，，'，j 11l~; 'JJ! ，lf 

、liii当II'lll，r!の(<J.!)IJ'1 的、 )I~'Iたj/甘え'UkV'J)jU'I!， ))j(村料、 I/J:全作 lごI'，!，Iずる1，11，1品等lこっしγ(，泌紋

してくどさい。

@試験jパム>>..rJitii Ul 
叫iil九+111淡にIMIナ0i決!ぬ.I)'j11、試験)jW，)必fT/fTNう];)1¥;;11'1、(IJ¥佐賀品川口j;0) ii¥i:l HJ，ぬ&rY

汐:'"1 '1'1，についてj下しい災料な i1'}i~ しとく I:~: 窃いο
(わその{自の資料

II担υ)終IJdl¥こIV，jη.J'，;， 1';) 1:，'1 1，，: 試験的:Mi ，~~や灯i似， 1111 1 11 的安全性に IY. Iするデ…タ旬、 k~ ~S'Wれ

としてイ01)1::与えられるものがめれ1;1:、泌j，)してくださし九
UII1Jwn 
((1 ，'，，'， 11 似合嬰 ll~

リíjI!i川 11 のHUIIII 的、 j似た例UI及川J; (J'I!、 )J;(材料、安全性lこ IY~ずる 1mれてlj; について，ì~jl，~
レ亡く 1:"さい。

(;D 1t刈~ )jfhJkV:品けl
勺総中111淡lこ|対する以験J)'lll、試験}jW、減介/Ù'ír~~)Ì;)，i;'(jf!、試験Íf:li 月~ ~":IÌ; (j) 11:¥占ilHJU也&v:

fl-"i'I'Jj:についてii)'iしい資料な作成してく/ふ3い、
(:l) その他の ~~f~::ト

{自の製品川県lする I ，;H~ll l，l:試験ω品11 i J1!や訂ifJ~，'，，'， 11 iI，J川:lIr.法:iiJ'l:1こl羽rるヂ…ケ1午、
長¥(1''1')~しとイiJ lI ど 1うえられるものがめれば、添付してくださいの

('1'1白色)



0) ，'，/， I1 概.~.tJ件

リ'I n~j日d刊の{史)IJ II I'I~ 、 J限状櫛i波及び}ìj(JiI!、信託材料、'!;;公11 1:1こ間十る対l，jM平について隊総
してく/ごさし、。

i続試験}J松及ぴ総よI!:
)'111先制Hi刻こIV，I勺J'Q紙野先月，(11 、す'I~駁rJ/l1"， 総合/'f'ì 1N符以前、品~~検紛浪士事の紋詩 Hl~j処J立 tJ'

S号、I:í似について日干しい疑事|伐作成してく 1~ t~ い。

@ そのillLの災:ドト
{白0)担~，I/"こ闘する|待機以i試験的制収や努({I川/， 11 の性能[こ I~Jするラ"・ク娘、議会均株堅苦恥1，と

してイ'011と培えられるものがめれば、?刷、fしてください。
(抑i埼:{(i均約百決)
(J) ，1/， Fll1~)Il!潟:

~，[.'I紋， 1/，1'1 の{山JIJl I I'10 、Jr~:伏十持}r;L&ぴ1Jí(湖、以村料、 :ù，t :íZ怜 lニ関ずる JJI1M字について Ildll&
してください。

(ll) ~Iq:制)M試験'lん)/

災胤p月11ごとに)jll，、{ゼJTH食休、紛Jik{i:誌は1紋しでくだ点い0

(:l'!陥床試験ヅロト ::1Jl〆&びダーク

関i 労;山vltll換に入るがH::II，部付，t;';Viiìiが ~)IÙlされている場介lこは必燃です。刈'~立政IJJ. 、J!ìIl J叫・
除外~M;剤、託行自凶 1I 、以降金品Ü;q~~事について自己íliQ してください。

ぱ)1台数;J~)Jíli詩ト附滋 (会話)

対象捗~A品、l:!im ・除外J品ll'l 、 ii附iJ:I'( FI '~1ßについてi削岩しでください。
(ゆ丈除l~l燃料i-*~!t

対日来，11，111こ似l十る丈f総合添付してくださし、。

(治験)
資料 lこ織り jみか|何千五l立、相In~IJI岐により列なり ，)Z ずが、例えば指i1符:燃j易機ω111障者ffl・1111Iな判!

日発十る場合lζ1:);、以下の'li!I械がうiで休として合~:~'していればイrJlJど母えられにJz す。
()) "i n索以;約lご対十る111減法

;}i n.~疾病におJ'J宿る1;郊における治療IIH 鼻立札 IYI してくだおい。凶作IMr~ ìl<、&ぴ討T険機紛
のみ号えられる 111I問点、メリット ~Yf，がめれば、あわ'\1:で紛191 してくださいの

後)苛i似I~H長機:~~どの上I;~&
~:14似 IQ~由記J幾目見がめれlま、相!}IJFI 的、究IJ ;ljk ， l'持活I!t. ))江刈!、十江川 )j'W、 i'!!)lH， 0)机総~î};，こつ

いて、比較伐を作成してくだおい。白1)Jj~ωIこ合めでも榊いオ;せん。
(邸|吹J誌の添付文言器及びそのj:ll lìI~

欧米で"1'詰r8TtJ1i:ねている場合、欧米における{古川J11的、 i品付文:潟:及がその川市ωq剣、J't; 
れていると1製品目I!併に役以内:J，ず。

任)IJ持者自の縦約|支l
絞首 1' lJfJ発、公:'Î':'I~I ， Iこ I~Jずる試験、-t'I.，iìちに関v ‘る}試験、関 I)~タトの臨床器 t~決符のうわ:.t:J災な

ものについて、それぞれ問的、終了0)11.¥')りlがわかるように&1
'
災形式により…!紘災としたも

のを11"IJJtしてください。
ボ1ニ、 IJIJ発。数f，'の介。↑符による会t!:1'，O.l変!江もど防1昔、 IJIB自f，'が波乱正在れた場合はこれが

わかる .J:うに百五11&してくださb、。

CiIl /r，泌ql"市11，¥'1こJh!IJ¥了寸江のそ〆…ゲパヴケ"'""ジ
jl~n混 111 紛 1111\に jllH討を子総している紋崎町について， 1ぺ氾を委主将lこ治してくださいの

γ 非陥床試験

-ぅ~・十 1:1こ関十 Q試験、刊:憾に闘する削除符必ず~ Jj'\ とf リー日リト亡、試験抗秒、試験名、 ;tJ~

l段 ~OUIIIII (首l'ilnf 1])場合はそのけ)な1，)似し、 IJ~ll温 qlIflJf: fI]いる了"Aなのデータパッウ
…ジ会丘、しでく '1'e:おい。

イ lí(i~M;治\1娩
. ìf~外 W，\h床試験I，~~;貨の~，IIJIHi:検討している J~b1}に{士、|友I1付、 l刈タトに分けてそれぞれ淘'，1返
するとともに、 ìfif，J;ト陥l~，試験成絞め中前日におけるiI'!:1毅づけ.:a: IPl織に説明lしてくださ



f衿トF陥品バ、!;i，¥思級免{に、ζこ1<l!)1川|討jした|れ今久災、凡u拡旅iぷt引1:殺盟;郎it悦l日Jぴの')í限五5υjん'Ji}占~ . J)則j品』打係守tヤ叶，lj;IJ油がt日川!点な:与るjJ明!，~ij{介tlにこ{仁;J久j

J々iどしてノぷJ片tし巴てCく1伐ざ Lぢ下いd

(fD 1は析のめ験|議 ~:i~j_証明:'(:1 1 ::

ア治験)，11の年Jii!円なる11111111'(~初めてのみJIIií肋 11の JH {ì- 1こ 1;1 、 JI 総J1、試験I，~紛 lこっし、ぐ、
よりれ'しい資料必刊すJ止してください。

イ生物iIu1< (Iì~，'， I/ (持法ノI:A対111)i(拠111I!I<i:';'¥'・:/.rc ) 1と絞叶すら t ， の、J!<.ひ:減、11' ，J~ ~~)ニどがは

j占:J‘れるもの、 ，)(Wqこi闘い f中Il!免え伎俳i(;: J， i~;) 1Iして拠測されるものについて1I、'JIW、匂
IHI}tむこついてよりiIY/lい資料令11成してく伐さい。

(1) I{l紛~')!);I，LiIド1'1汽 (後)及。り品目川悦:1りj立:;q: Ci~) 
fhl投フfM!LiiI'IIIJ/ì t:~ (後)については、約町長デザイン、 11的、品.Jts!.'似灯、取以|以外山中、 1: 

'!J!，i'I'11IiP!i 11 、{似l以4日伐史l検d免剣l以d市糾i正1:1こυ)，1ルi〆3九し、1たどf引川，i川i
してく 1ゴCさ，vい、'.什1 

(1)) 1 ~，J係 al~à 立;
供時々もののみでが，1111"('寸)"0

(ij);劫j、の刈i(li1YJi l'íí'I~~~~ (il!~ \I，íずる j持{tにj:J~る o ) 

仰拡大試験のi波 IJ~ .除外応可'1)えび1合計Ji!111とっし、でも1I謀総ナらぬ似;士、 JR分合J>>I鰍lごした

1:.守、段取しないことの 2~'"i 'IJI::ti: 'J~~J 必 ')JI，I位低限ω ~;i~司令 MH、j してください
ぜわそのjl~必明白 :i:i *:1
[ lï ら('(;険なソ~hlliする Jl，J{t)

1'1らめ!険会')5腕しようとするel'iによる治験に係る111，j1とにおい'(1久その行が川発，ili，llII': 

1本企 J担仏1 していぬ:ぃ JJ.H't 'cあっ℃も、ノ台市:くども J孔 1 ，'ω ， 1: うなピ~1'H: 1 1J.iJ:してく/ご(!，、。
(1)、，1'1絞丹、内iJ(ごXJ寸るげ11/'(1)，

、11il幻主的l之島Jするイリ刊に幻1Jおげ;欲的;;_i:i訪i:IYJしでください， Il!{;イi1(111.< i)， 1，: 111) )i!i.! ":，(があ
れI;X'J' し、行1時免除日a!こメリットの "Jij~'I'I，があればiU::IYI してく ifSい。

J: i之、 m似阪燥機総があイ)J~b-(~ 、合91川、 f<l! JIJ Uiよ、{リ1!)1l1: の 1];，('5:ヤトについて、上~申立 j(， 合
f1;11~ してく/ごさし九

(2)欧米の添付文点、及びその11¥以
欧米で'11'1γ浪11J1;:ねていわ Jb~ 介、欧米 lこれける{ωIJ I IJ'I~) 、 MiiH3と ~H~ hえびそ ωJlí ;U，ω 'ì M~f;J' (:5-

れてし、ると拠品)ll!I')引こ i止、~: .~:) ';廿れ

(:j) AHJfの 1{1!!~1議限引I)!燃の
(1) If1!W， ').~胎i ，ll'jll ， i 必(お)及びl弘行)IJ iI比IYI立;内(お)

の)Il!1係論文
日.(1蝶々もののみ;，(j.{j-"IH持、C十。

@ IJJ;大前段ωI選択・!除外1，liWI}，!ZびN!~r. JJ'l1lについても縦泌すイ)J持什{士、 jfz分合IYJli{ilにし/こ
1: で、 iHわじしないことの妥吋'1'1: なノJ~十

( 5) 1民泌総l抑制I11州Ii19~ 
ヅ口ト口ノレ判I，Ui吋，;~i:没けずにiWfI1li1li ì;~\i: "1 L)主:J:れるJ!1iiiJ:、プロト汁ノレイ1)，i'I'i出ii，l)1‘¥i' 

て 1 1' う If 、 J;J.iがあるため、 ~:trH持J'比だけで化く、 111絞 f.i2(料む叫ん?ることにご n'/ ，rJ:く/ゴおいの
たね、 !J~Mt， I11 an U，I)' 1こ似合liillliVill，'i'と 11げf1)¥ ~\~など)Ji，} {t Iニ{士、，ll'(JIli判l校時との村i泌につい

てIYJc，かlこしてくだ::sい。
('/";1汁'1')

(1)仏 1111.i!.製作
吋級品 110)!史川111 的、 JI)状1 ，Yí.i政政 CNI; (J II!、lJj(材料、決Î':'I'I'iこ似J十る ).)1， 1許可qこサいじl~ìl点

してくどさい。

@ ，t，¥VjYl J/i1iJk Ufi，'i JH 
¥Ii H刻11淡に|対ずるすtVJil)/)UIi. ()-試験れli!t1についてii干しい資料安打!止し亡ください。ヅl

11 ト口ノレ1II i淡等合'えけてい~，:い.~，l 川j号、 -iì，~百九i\t，II'(J) 1JII処等 t，シ〉し、ても， i ノえしてく J~' おし、。

じむそのi¥V，O)i，立料
fII10)IJI~品



どして千JII]ど培えられるものがめれば、論付してく庁、奇い。
ωヅロトロル判I絞1ft]車止のり・しそ事(絞り1ナるJMfiのみ)
UI;I，告を)
ω，¥1， FI 慨嘆 l~"?

判官芝山dl の仰!IlLl的、 j限状締約及ぴ)J;(~IJI.、 )J;(材料、'ii.ィÊ'I'I:I:了間，J寸~)kl!.1辞令;いついて首QII¥l!
してください。

G!)総験}JIJ:;.Jkび出自然
対絞判!絞lζ|刻ナ>.Jit点検Jil1，1えo試験料i県lこっしγCii)¥しい液中|ι合作成してください。 :J'

u卜口ノレ打li指令):{i:受けてい以いJ結合l立、 IVt験絞首l'の似J'IiL!;平についても符Jえしてく伐さいの

(おその仰の堅守容1

(自の\WU，'dこ闘する Iほ係なllj~Vjiito) 斜fI，j!;ベ"I~l似1日dl の I~"lt俊・ 1i: 'iË燃に閲“ずるデ…タ符、
資料として千i・!Il，~.与えられるものがめれば、給付してくだ8い0

G)ブロトロノレ判IsII1飢車止め:Ij， し符 (ft泉町十るJjd介のみ)
(悦自民)

(日仏 111既製滋

対談品11のi叱!TI11的、)j¥手:lk;JII!l設及ぴj爪11J!、派j.J'料、'9:1:-1'1:1こIM.J'ずる対11名符について泌総
してください。

億)試験ん‘訟Jkび村井4
~~1 絞相談lこ|潟ずる紋l淡々法及び試験前'iよ!!;について約しい'災料'tと 11!Jj~してください。ブ

日トロノレ+11絞h;~) :ã:受けてい冷い駄合 l立、やt!紋誌空白|定的{位協{~1;についても間及してくださ1，¥， 

(~ll その他の!資料
仰の事~，日J{':限iずる問機/刈，!;!殺の糾i!札や矧似品 110)'1'1，僚に|具lするグ… 1/ 線、議会均医者料ど

してギJIIJと冷えられるものがめれIJ;、;合付してく jごJ3い。
(むツ'"1コト口ノレキH総記絞め!むし~~; {絞}Hずる場合のみ)
(j架台目的rT，7験)

<D仏ね11，OC弘!I持
、男総，'dlFJの(むJIJFlI'r，j、 JI刈J;備波及び胤J.lI!、以材料、'必:10.1'1，1こ|刻ナ::S1)11名簿について獄中t

してくはさb、。
(ID ;JI!陥床試験ヂ…。

~説!V!lll ごとに )jìli 、 Nl川検w、五liJ誌を íl記載してください0
(tl)縦以前験ヅ口ト口ノレJkV:ラ3人付。

対象侠1品、)!ll!!凡・除外必畑、話予iIIIírjJ 問、務 4険給与~~~~事について飢載してください。
ぽ)治験災)iIli首i州議?

対鋭校総、 )llll凡・除外J附11、日手側司'(11 ~事について総I1悲してく伐さい9
<l!.l )(ITik検税制Ì;~符

~L'I n支 r~11 刊に|刻する文:Ilik{とおh付してください。
@ヅ \1 卜口ノレ判 1ft高飢餓の'与し(百点~，11する機会のみ)

(治験)
資料lこ織り込，tJ内総l士、判l~ìJl:jrlによりiJQ~I: り戒すが、例えば調f際線機l!誌の治験データをf

HI露首十る場合lこは、以下のi防キ11が1:11;としてか:1，れていればj()T!と符えられ誌、すり
<D ~lín喜朗J総 lこ対する 111拡W，

~，~í "実l成約 lこ対ずる1')'11における Ill~斜 ìl，'ii:市!IYJ してください。 l死介:約百W"、 bえび討?験凶器J
のお・えられるIIIJlIiJ，収、メリット勾があ~IA:l，、あわせて統的しでくだおし九

百 )~tlf以 12H~1;機器t どの比較
万j似[鋭機険機がめれば、 i'JUIJ 11的、効娘、村¥'Jili. )Ji(即日、i'!UIJJJ'U，、世'J!JlLI二ωiIr縁切，につ

いて、 l七11佼炎Ii:作成してく 1ささい。 111μT1(T!!こ子守めでもj/，れ、:]:'1): /ν。
C3J欧米のお(:;j、J'文様'Jkびその郎総

欧米で前総Ti[0::似ている場合、欧米における快川Fli'内、添付文潟及びそのj間(が添付8
j していると事~，''''， J!llW(; Iζ役，'r.'1:) ;I(サコ

{ま)1削織の締約似l



i没， 1 i'lJIP泊、'!~・~れ'iこ IVJナる試験、 '1'I 'Íilllこ 1\日十る試験、|川内外の陥jぷ iìA似て宇のう 1:， 1:刻々
も山トごついて、それ，'el¥.IJII始、終 (11)11ゲJリlが，わかるように11".，j"JI)べにより J成六!~したも

のた{↑h止してく/ごさし¥

)，1'::.、 IJII絞殺/i'11) 1i' fJI' '，');による:i:i+I:私的支則合|京さ、 IJII犠打が受リ」された 'Hi'iil:こjもが
わかる kうに，IG，I&Lでくださいω

ポ) !J\: ， ~~\IP ，ililllれこ JMIII (，'，じのγ九ータパック…ジ

ノ主総Illill'lll止にψJMI 1 \ィ~i: ('íl~ しているぷ!険について、 l:iiGなさ主将lひjミしてく 1ごみい。
γ11附1;!1~'jìl~I~.~

・世，''Íj'Uこ 1mナる !vt!~ 旬、 ItiiLHこ|則すろ ~þ~!)g!1うÌ; ~j: カヤゴリ…))IJIこ、出t目立市 IJ 、ゐ\!0;免名、;1J\
Z免%腕Jり11111Ciilill'I O)Jj)/什1:):'この¥1') イパナ Ij-L!し、ノ1~ll，~， II'ílì'í 1ご川いる j勺じの 'F~ 司ゲパ、ノケ

噂‘ジな〆j、L"亡く 1:::3v ¥. 
イ陥IA，占~!%!

， ii，サヂト陥Ij:ゐU1WJ&Ul吋?の，f.1j)1J(J:'怜討している，1Mrtにl士、 1"1内、 11'1外11分けてそれぞれ，fL!
I決するどどもに、 iM外陥床以目前、，AtUn1卒、それぞれの以験山11

'
約lとれりと〉似附"51)'~i: 

I~j仰に，II/， IV1しでくだ;さい。
• iJr !~:V; l~!試験 l ご{むJIJ した以内:く{議終的制限 )fÌ)， ・ JJi 怖怖が県内?る J劫{j-に1.1句、その n合研11行

どして〆ぶしてく fござしL
(ら)hJ: íJfの r{ì W~ H，~~;制見事~ ，Hも

ア î{ì活全 lillo)xJ~誌となる AI' ， II で初めて山立、II ÍlÍ IVJ i 10川功if¥こ{点、 .JItI~，品 l~~;t}~llj;Ít I&~)'!:こf)し、て、

J: IiJ ii¥孔しい資料安打 )'X;してください。

イ ノ生1:，11杓句|山11 オ京~JJ製型仏 (け4、?わ'i'íl川lfグ外'1七v川唱吋升j物|却|山11 米!腿Jí限i型込引~，則，'，山品'"
i込ιJ占:れどる)~七j'の1ρ〉、 -lfi Oqと ll1Hú (.，:11J免え伐j，J:J'在:)，ぷ JIJ して烈M1 されるものにりいて1.1:、関i1~^\1};

lU伐についてJ:り11下しいず:H.Hi:11')，l!:し“ぐく/とおいd

(11 I{l自由デ…タ及びヅυ卜ご1ノレ

iú!~ソJ…タについては、試験グ，)'イン、 11 的、対忽1， 1.\ 行、 i似凡除外)，1， 11'1 、 1 ，札l'I'iIIliJ.i'i 11、
j)えl立tl射11:1.::)心づし、khHj)，jJ&O)ii党¥i!1111弘北ぴ飢然jリ1111I怖につい Cil'('詰問して記枕してくだi:;v 、0
;)， Iニ‘ノリ¥'Jト口ノレの変則がめつなJ.¥1(l-I:J:、そのliUlhJ:と川!IIIについても itt-~ll主してく 113 い。

@IドHお命丈
ザ{淡々 もの11)みで制的むすび

(Uij品，1)、向島III，iIVJ，i' (ヅ u 卜口ノレ HI1N~匂) ií~~:I: (，1;:い'i.:)，るj与(7に限るり)
(1的 't.O){I弘1~， j}J!:t，己資料

[1'1らifI!倹な%減ぺ113MfT]
1'1 ら Nì験会ゾ~hlß L 1: うとする討による1fìl-~に係る判 1 r.J~に土:いては、その行が IJII i&ill'1I1'I公

休なJ自.IMしていない，1Mヶマめ勺でも、少なくとも以ド(/).J:うな災料 ~ì:111.0: しぐく 1ごさい 3

cilリi波紋吋JIこ島lη}巾る11，11，(/1，
勺絞疾病 lこ止、l ぺ)→る本)1\における 1M!'汁j、イセ 'it~l\191 してく伐さし'0J出;イf!{lii，W;Iこ1/11彼1.1，1，(があ

hl;1じj、し、 y(i自主{常収lこメ!)ットぴ)"Jjì~'I!tがあれ 1:1:訓 IYI してくださいの
J: 1二、 jijjl:J.I)i!!，I;j!長日:;があるJ均台、?必然、仰JJJ);i人、{仰1I1'.0) i¥: ，¥ii: ;，):について、 Jt'li免，N.{;:

11:1&してく/ぷさし~
f日)欧米0)添付文，1::!JdJ'そのJl\íV~ 

l吹，~~，(，. ilt泌itJ{i:1l}ぐいるJVf{f、欧米における1ω1I11的、添付文¥11及0"と，/))担泌が泌十13 
れてし、ると燃，'，，'，JIJ!WIIこ{皆、1/:'1，ぅ，1:す・"

円台 II);%J1O)I{，!'険機日日4既日!Ji!; 
(i) i{，!ll;"〆ータ);/1.ひ:ゾ"卜口ノレ

ゆ j型]H{i 1l6ÎÌ})~

リ"cI，!!S なもののみ(!i1}{~1可むず。

( 1)) 1!'iiM機器:'i~~t ~t: 1 プ'é)JHI ・ ljIIÌl'W:分 111 ，1花
IJj(ljll どしどlj'治資料 」にとど1Ia11 ¥ してく/ごさし、"仰にf走路 I'I~減1議日:i 111 il，Jt Iペ分への政勺刊，、

4守政.::~校、'i't'/;O).I持作 1 1:)ユドiこどWIぷくだ与し、。
(ρ 後 J~Iバ11，1; 1没 ~:'illlM11ヲ〈分へ仰品交 '!1'1'1 



アfi¥t詰11出発の総長I/.
対象となる I\I'IH と側約、付~IIJ)f 1公絡が災11UI甘い|訂J~卒であると胤;われる脱水路|災記，(1投

機(惚;放のJJkfiもある，)fこ係1:， ，11史的な{史JlJ状IJ，¥(1'む川口的、滋i)1]背11似、 f伐・術"¥、
千f:ザu'I'I，・:t<'<iz'lt、リスクレベル号事)会簡潔h::波ペるどともに、対象どなる品11がどのよ
うなぷ|えl、約林、 rJlliIlにおいて開予告されたものであるのかな泌総してくださいの

イ開浪花~， 1!1~1;刺激;~~どのjもなる部分 (j，\~~分)の例燃
脱水戸在、|絞~"H諮問(複数のゆ{fもある。) とdω)J比~IK唯絞主与 f行TれUい、\、附tヤ符t予Fであミあ3郎分2及えぴ3彼夜j，~~)分〉が

|叩川~)州鍬l{にζ可な:るeよkう!終j終謀m胤!して話災之j形隠注式に.才羽討紛紛仲見引'，1川川IY川H川lしで<1だゴi与5いο 〈そ.の隣際~ rけJ
|附iれ刈i司'J~!ヤ匂移'}挙);J という l険綾|昧H味L 市な:詰災fり則Lな i川以ソ江、で紛 1川1川)"サナ~.ること lは立l股殴脳lけTでください白

必)特ilr，~・ 3怒

区長 jl，t機器:~:í子，Aj主判 1I淡で折'(11総した以下の II'J 'f{.:a:'簡潔に白山|悲してください。
γP.，:ll! A，\O)lJ~喫

?をリ~Il(jとき記 .ìlLt岩がわかるように、ま11111;.\\J'I!日必a'J IJいて変況の縁関をii見I.YJしてくだiさ

イ村'I'j臼'書記ω対露ととなると冷えた刈111
~lí >>;異変 ll!が、 q;)!~，主…交の対象どなi，J JlI!rI .1 な泌総しでくだむい。その|郊に l士、~!めはが

IjI >>1出，'n'， 11 の判，jJ誌に大きく際線なかえt，J~い刈 111 {i:・総統してください。

ウ検前E0) 2i. ~H '1'1， 
以下の務 ~;:j 仙の紛IY] について簡潔に泌総しでくだぢい0
・1m "lit'~fif!1り]
• rrj~W>l! 7' ~ .;tで紛IYJ

( 7) 1刻密機総JLlJJII羽織
1)111川のX.)liIi!リj討すミ脳 Ih~iからの淡91 ，1，1\( 合織り込んだ資料な泌/.1\しでください。

<f十日外務i折}lJI~，弘事~tJN1>
( 1 )体外約1111J IJ I~話連~，\，'， IJH~~1111 +rH淡

hll1l実，11，111/パ紙|時金J'I!併するために必燦f，r.'o¥'~flでHれ、次ぜん。例えば、腕j作品B ，\I， lllえが|県j
l!l! IJI~ ，\，'， 0)文献検鍛え平による↑NN!、)，Ijli誌研究デ…タ絡があげられます鳴りなお、より許制11・Vl.
1本山~~己資料な司11側iいただくと i山好もそれにMJ じでより許制|・J'ti1'(内々ものになり iJ! ナが、
中IIni!i1認分の'1'1，俊一hグ…タ合計lllIiしたiリJ討にはならお:いことにど附;tiJ:ください。

(2)体外後断川1封:請も1111ロンパエユオ岨:，/託会IVE終11日捻J)I)相談
対日奈川d←|ω概附(対比;η~'る製剤や阪総Allの IJWí~状問符Iこ係る情半11 も Î~~Ù) を JlI!角や鳴るた

めに必淡な'IW*flで榊い;1，.\1'ん。{前l え 1.1: 、 ll!E iF\~草刈 11&て):1対液製品目J 文献検:tl~憾による十市様、
法l地研究すぎ…ゲ符があげられポサュえにお、より総崩11・具体的な資料{i:.I1H似いただくとl治的
もそれに応じでより首早期11・具体的々もωになり 1)，サーが、相談阪:分の'l'li従 1:データ会訟l'似し
た助手iーにはならないことにどwuまくだ怠いの

( :3) {本外首会II!lJIlI筏i総IIU'1ヅ¥:1卜口ノレ111総
( IJU11奴)

[l ，'11， FI側1I思議F
、~!I 絞，'，1 ， FIの似JfJ11的、 1防:V，• WI波及びJJ;U!11、 Hi. M:，~ 言誌に|思) lj.十るliX;分、，'，1，1'1{J:燃え惑につい

て泌総してください。
億)試験}jll;及ぴ品Ii)払

当日実 111淡 lこ持!，Iすお試験)/11、&ひげ引111負手J~lpω品itJ共について ~'(1 しい資事1.i¥:作成してく/ご
さい。

f:争その(批(/)~ぬfi'l.
{出の烈11;'11Ifこ|具lずるいl織な紋険ω品!i!仏やま白1以IHIrIω1¥'1'1'悶・法:)iH'Hこ|場ナるデータ将、

資料として{JIIJどん与えられるもωがめれば、添付してく伐さい。

(十日)[1 (，II，l号以外)) 



¥1) ， 1 ，'， 11 側 If~ f l1l~ 
、片品1，'， 11ω{叱)IJ 11的、形状， Wili'Uえぴ}lj(Jll!、反応ぷにmlりする成分、仏11il:1:'!{':平lこつい

てl泌総してくどさい。

t月~) ，i，tJ¥i!);i1<& ()清，'i;j~ 
叶li主判1，淡lこ|引する，i，U!i'!}j iJ、 Jえが}川似合作I~干のが1!↓Lについて il ，( L い資料なfl'}'~ してくよて

さい心

じり ;t:の{lI1，O)¥'1:1:'I.
ilI10J製品 lこ!貯)，る 1，叫nhふt!)~!0) ifii J，j~ゃl'M川，'， 11 u)'I'I:íj~{こ WIナ1:)ソ子炉泊ク旬、 会将校料と

しとIJIlI，I:与えられるもの均れわれI~J人 i制、1 し亡く日とおし、。

(IIIII!I'I'I') 
(t) ，'，，'， IIIII!必;1，¥:

吋ri主，'，，'， 11(/)(')1)11 11的、形状 ，Hli五日及():})j(J'I!，1;;:仏、ぷ lこ I~I りする I/~分、品 11 (I: j，'j'!!:l~につい

て ìí12*~ してく fゴさいけ
(号)山t}~g!};/.λlkt司自決

叶 il;幻 11絞に I~Iずる \tk!'険 )j ì!、 !Þ.()' Nilll良品J~干のれ10+1について詳しい資料配 {h~ し亡くだ
さし九

ω)その{l!J，の資料

illlの iJ\~l'n'l (ζWIずる1，，11長I，i:;i;\J~~! のがはじゃ紅({i)，品 11 どの相 11!H'I: にI'~.Jずるソム.y旬、数々資
料として{O II と勾えられるものがあ~1 I;~、添付してくださいロ

(陥討作l'iill，I.刈向)
(J) ，'，，'， 11υ刈I!!:必

吋終，rr1r1'1の仰1IJ1 I i'内、If':1)( ， I，YJ'jj'UidJく}Jj(JIJ!， I.i)，ぷタ誌に|弘Ilj寸る!戊分、川 11i 1 :l:i! ':'); 1ごっし、
で ìk~'，除してく/ささい♂ 'ISIこ洲，1， );i};h、，i'JiしいIVr(tIJ、)Jj(J1J!(，代({>il下品1111こ紛IYJL亡くださ

し、:

(設)刊，O/~がo ¥'W (~，長)
(!il 11M Hd 'i' iIお;jJ¥目先ヅ日ト:;-'ノレ(，然)

会長aG腕試史q'，、 洲町'J~MiJJ íJÚ没、 試験ソミ品iJUJlIIJ、J検食1休本(ぴJ)バHI引似j)陪も1仏{

刈IIH日椛{ω川礼削抑洲¥'1リ肘l打ilι;汁;法1，九、 ~~.検d角H付1;0ω)1取以ω;以&1にこ，つコいて i総i詰泌j比;1， 1別H川1 tし〆、 "Hf日l 村~~t;";M: c~n 、!，I)行1，;1.¥':0.1'(従)ヤトも添付

して<1，とさし、。
(β 欧米のi刷、J.丈点、le.びそ0))llíU~ 

EUあるいは米1"1'(' fi'1総 III~i: 似ている JM介、いずれか・カ|川ωみで|分 ("'j'ので添イ.1
してくだ J5 い。~!~)ど以外山j結合 I;J:)ll :U~を了泌小j しでくださし、ο

(1\1 海外的{白川状 i'l~
1M外附山削除}J~ ，tjIJ)手1)川 :{i: わiJht ，J し℃いる J月Ù~ご{士、 III 内、 l'抄1， 1ご分けどそれぞれ ilL! ， Ii~ す

るとともに、海外陥川;試験}&it'io)'1' iI自にオjける仲間づけ仕切l般に出I:I)Jしてください。

。|羽{革協立;

if( ~)! ~J: もののみで~;ii'{f};ですn
('i1泌)，，1)，;;.J li，i1YJ ， ì' ，!，2~，，~ (校、小J-<;)JMiìlニ I~H る。)

(めその他必'I}j!:1，'ょ'{'i午l
(コンパニコオンli言問I収陥W'IJI:iill試験)

(1)品11の概I，J5
川ii1~~ 111111 f IのIY!JIJ 111'1'0 、)1;:伏・ I ，~ii'i le.ぴIlj(J'I!、 b( J，(~~;.'~ (こIU，jJjずる成分、，'，，'，11j j:j~r，匂につい

( 1f，2 ， 1& してくださいけ Il\~' ~，ζ測定 )j ì}(が析しいJ坊(Ì'(:1:、1_J; (JJfl L '(ijめiii'，'11I1こ説明lしてく/ささ
い。 ぷ fこ、対}，~;'J' イJ i，¥岡市IJベ'1'0:;1右川 ω11111íì:1止Hl~ペキ lこ l，~、お '1 ，'1)' 11 (1出叫!S)~M~'f CJ 卜訂ノレ、 I~.v，)，j， ':'~ 
自主!北統ωjlll明、|今、J終IHtv)ql討11こI1Iv 、み i品川~aJ北野~!パヅケージ悼の i[見 IYI ~:~守りや)についても
りiI~点、!)Ji り前九期111ζ 市)，1Yjしてく tぞおい品

(~) )~;ílß~l~ {j'I~ li' (味i)
ゆ臨床性能試験ヅiJ卜口ノレ(詩~)

a; li.r;JAJi iH占ず1 、 iJIIlíUご h~iJJU_ijí9:、試験ソéiJiliJVllIII 、検休 01[1[1刻、検11;数、弘行 !Þ. ぴ対!椛'，'\'J:t、
対l!(lil¥llijW" 1合体の JI~仰い、!，'If例 'l'li~lî' ;U: G*~) 、!，l\. /'í'I ， iJ.[;J:，I1' (:*1) ，小も添付レ亡く1.::(5い。



ほ)欧米の添付}J:.対&ぴそ0))11淑
EUあるいは米1"[<1でWl'ii，古河合ねているl具合、 u、ずれかい'カIJiIのみマ十分でずので添付

してください。jJ，1，:立;以外のJ持命IJ:J唱総 ~~U~I'I してくどさ b 、。

(防御外の似111状況
i持外i戦山総l鈴h党総0);)11)司令検討しているJお1')-1こ1;1:、l河内、例外lこ分けてそれぞれ市]11者十

るとどもに、 i対外臨床試tu決成品到のIjl絡におけるui.1際づりなIffl織に日比例してくどおb、。

@閥抗~nl自立;
rrol!なもののみで給付?マ勺)二

llf) )的1W)対ifiiJYJ鈴・削除(日売約する場01;::1以る。)
億)そのItll!~，]，見t.J:JI~l:;1

( '1 )体外立~lm) 1J 1絞殺 1 1"11 1託手伽Hlllt!i
ヅ口ト口ノレ粁IR売を没1)'.')'1品、ド仙IHI統合Ijl~!ゐボれる Jj，lÉrl:J、、ヅロトロんの訟1(11111 {)似・院で

'1'1う必Jllfがあるため、資料十戸1/&だけでなく、 1'1111先手数料も駄なることにどlYi滋ください。
なお、 j兵n!'e lllll商 H糾こ糾 ]111打1117111与と b'~なる内おのJ，jHl'に l士、目半側+nw~1I与との制 1 )強制川ら

かにしてく t!.おい。
(，'，仙1
(のち l川l日}， II川|川+11側概t明児~燃滋溺; 

;~"~ ~刻，/， 11 (/)1史)1l11(I(J 、]隠:伏・榊波及。:Jllom、l.'XJG~ぷ lこ 1~llj，ずる /lZ分、，'11 ， 11 -11:機体につい

て総11在してく 1ふさい。
(数試験)j'Uf/JI.ぴ品Ij!~~ 

ザiN支+111決lこ持j十る試験;iJ/1，&r}対険給洪について縦しい資料配{ド1北してください。
(おそω的の資料

仰のIj~ ，'，，'dこ I~:Iする lílJ倣な的障免のあ'1見iや賀川j，~，，'，，'， FI rJ)，'，，'， 'lTt . '1先月::'1'1:1こ|刻ずるデ…タt卒、多元33e

関料としてギrJlJと均えられるものがあれば、添付してください。
('1'1:古~ (，¥/，j訂以外)) 
IJ) ，¥1， 11 jJ~邸宅募

J~ll点 I~'III 刊の似11)日目的、形状・ +M!Jl!l./JI.rJt)訪問!、 liUぷ糸lこ関与する成分、，¥1，11il;j'f，;.l)iについ
て泌総レ亡ください。

(訪試験))'W&ぴがiJ払
対日真相ii売に|刻する試験)JW./JI.cr試験紛よいについて目下しい殺事1，合作成してくだ与い。

(設与をの仙の資料
仙の IJ(~ ，'，/， Iこ!県]ナ.;:， li可燃な紙験の{fit¥i引3ベ:>:tJljTlt¥，'，11の十生協に関紙鳴るう戸…タ符、護主将資料と

して{f!T]e母えられるものがめれば、 f給付してください。
(判11品WI:)
1]) ，1/，川 jJ~秘湯:

吋日立，¥'，'，11(/)仙)JJ 11 的、 Jf~状・梢Jl!l&ぴ1Il(l1J!、反応2誌に限，jJ.J.ナる成分、，'，I ， II!I:jW;l)iについ
て削縦してください。

己記試験)jili&び品可決
対日案作l絞 lこ闘する時，~u倹みも，.1えぴ試験;fìt!i^~1についてn~ しい総中1，を jjljíR してください。

Gもその仙の資料
似の製tlltiこ泌する liiHiJ'な糾L\哉の露出!j主や恕H~U，I ， II との +11 Il¥H'I，1こ|刻十るうす…!，1~;i};、護主将 'ßi

1¥11，としてれJTIと'''5えられるものがあれ1;);、添付してくださいの
(目前*判:紛争~I 負)
CD t'rI，l!Iの{既製

川I1真l日， Uの{山)J]11的、 j隠:1た・倒的及tJ(JJJ(刷、 l止は、滋Iこ関与する/1日分、，17，1111:燃やFについ
て泌総してくだおい。料 lこ日IIJX長 Jjìlえがま11 しい期(~{士、 IJ1U'I!も 11ìめ rlHllI 1ζ 日比例してくださ

め後託事告が'JI時
@臨床，tl，1j齢制免ヅ口トロル、試験'71…ク



!]! ， IG !;íli ， l\!: れ、 iJIIliJL:i日腕}jf!~ i没、ふtYffi!'~出líJV lI llI、ぬf1、の f，f( Ui 、 1"，(1; 1点、 1.1，¥行必υ:刈J!U'，lIlJ:t:、
x.J I!(\ 測;どì)(、 1M本山 II~ ，I及 lごつし、ぐ約 IYI L 、~，H iJìJ十U~'î'l~ 、 kL\，ti' 11 iJ ，(i: "IIJ/~'I}; 七 1M! してく 1;': ::S 
し、主

り1)1吹~~の泌ト1・ jcl1:}}c.びその JI\iV~
EU ああい I~J: ~K 11'1 ，('，前!似111'~;了ねている J!I}介、いずれか'カ 111，/)，7ノベ:1サ〉ですので添付

してくどさい。災丈以外 0)，l1j ii' 1 J‘)[1，沢{i:i，si、lし亡く/ごさい。
Uむif<J外的{山JIJ状況

1M外 1~~h11~;iA!Hy{}&紛のや1)11合:j9);Hしている J~h'i l こ 1;1 、 itfllj 、|川外 lこ分けてそ ;11ぺずれが収、J'
るとどもトご、 if，!タJ.I~，品i1:，Î'U険J&ií'占的 111 式市におけられ!r./I'{tづけを I~Hi似こ si品川してく 153 い。

(り)IY，H/'¥II命Jど

1ザf(i，型終i!l口tも〉グω)(1的):/み必で品品訂lJ川t
(α'D j的iぷ;υ的〉対|的f主ω仰11ωiJY山1)i (lll旬d品}止~ Ul似先、叶l円j'J'イる)J)，劫}f什1'1にこド限;Hどる).， ) 

〈号J そのiI弘，t;、 ì}，11 な ~;i1;:I'

( ::<ンパrユオンJう|り[:，IljI~品 1~:'I' I: (ill試験)

(1) ，'，，'，11 O)ll~').l! 
、lii;点，11111110)似)1111 的、 f似た.H，n~lk.ぴ IJ; (J l jI、 1)(1"~;"ldc: 11'，J I jλ)・る1&分、品 Ilil:H!WIごつい

て刈載してく 1ささい 似してiJII))J:::)j i)，が %11 しい，l~，} (I' I士、 IJ;(J取れ'(!iめdY制して11M)し℃く 1;::~ 

い)， I二、 x~lM，、ずる拠点1)ベ:，)[民 ;ÀI! ，\，'， O)l lI l 将棋~i)l~ ~宇 lこ係る 'II'HI! (陥床試験ソ"¥:1 トロル、 li品川、試
験11~，ý，，'l ぴ)ll~'!1!、|民ihlll'，110) 111 un iこ川いる附山ぷ!娩パッケージ待則前|りH介行。)についても

吋古IV，:II)~ り訂正1111 こ，ilí\IY1してくだ与い。

(足)必'，ì~'!見 Jí'{>j 'rJ\~ 
。)州H，試験ヅ日トロ Jレ、試験グーグ

?1< il (;))1!! jl世名、 I111I)11 ')~ J;[ti)，fJi iEt、試験)&);IlIJVlI川、検{本0)，PfI J:il、 1むj1;i&、ぬJ?反(J'長.)'I!IU'，');I:、
対 I!I\測 ít法、 N!休の I[<，j，泣い、 i;，({日l 村!~'h件、 1，1]， 1¥' 1，，1，0: iヰヤF

じゃ!吹米の添付立:，IW.V:そωJ引l沢

EU んめいI'.t~<I !J 'Ciì'I'，泌 "J{d:)'ている J当介、いηJ'~lか a ブ'J 11'.1のみで|分で十日l'Ci.MI'
してください。 j~>と以外uAt，lOI土 JIí ;UUi:i.品{ナしてくださ L 、d

(r，l 海外的N!川状r~L
il'þ外!~~，';J~~ 試験，)~~，Ii(/)平!J J1I 'ii: 1宅介11-ぐいと))Mイ?にl士、 l付I)j、11'./列 lこ分I)"C'そ*，ぺ"*l'ill;ilをす

るとともに、例外附川:試験J戊紛のil1ilNにおける付':WJ;づけな1>>)怖にi説明jしてくださいり

@ I~H品約立:
r[(艇なもの山，7).'C討iWI<ctDJ.(_j

(1)泣，i}、の刈Il!ilY)i j'，記長北 (ii去百円サ泊る ~M (1'1こI:JE，勺 ) 

(易~) ';iと υ)!臥必)息~/式:r'Hl

(日)fドタトifう附JIJJ~::'l~ ，'， I ， IJ 1，1，'1 H:ぷ判|広i
判l，iJ11)すねlこも):り :J，'，)が、)liul!Jどして 1[1治資料 v工会IMIIJしでくださいω

(時)f1;ナl・，1'>11)11111台、'IU，'，，'， ，i[¥111I i 11，:指
uill"IU)J:.JI(!jJリ1)， j' :JUlIti 11.';'からの匁 !L! lλ な III~ り込んだ資料配似111 してく/どさし九

7， MIUIJVJ， i"I)II~ ドげ、 11 f'，1，匂'J.!

( 1 )刈1(，11り')1 i'のIJI;J，み校(先11/¥1 ) 'iI¥' f[，Ji'I，[:，'，I， 11の係先兵JIM!VJiiiこlわってIHJI(li!VJi i' 11 {'，¥，UIJlI何点
軒l，'¥:O)IJdII\後)、そ ω :~M!i 11 );マに、 IJli"'.，~'の々の陥iì'で、 IF， 1"げを千j')1)1 ii'1t. 1士、 1史的
)/11， ，!i")dIsお1I111J¥;五式加日 :1~}rJ) I刈/(，1助， i'll'j6，H:II込卜ih'1iJ :こ必ltU，1'JfJnIJ: 11~人し、 '1IH，"<れ
ジメント[出司V'f'f.マネジメントii'l¥IニJlellJしてく伐さいりうIL;似け'ill:1d行犯IHIIIの似北淡)iiliJザJd
において、対 1(liJVJ，i'll f'，¥縦、j幻点州内11)似11Jj段、 IJI)6みのliiJ1こIH1、げるこ，I~ 1こなったJ持ifl士、
. 11.、 1J1 )のみ合j]つ。ぐから、 I対I(IIJリ')， i' 1[1 16内l以ド附11{dIW¥してく/ごさL、む
タ，;1¥1¥1)司千，，'UY!ili品11のf関先社rMJVJ，i以-III.U));，)!MJV)， iで1'，):， r対IMIり')i i IJ 1)主，!¥:Jr，ド洲J{~.ご 01

仕てすU15);i)， ， 1i"J~抑制11 1I0u)絞式首r~ :~斗 ~}v) rW~1jl;IJ， i ， ~;i;:IW'ff.匂子級料品t十j ， 1自主lと l::J !こ必1)1.1'JrJ~'i 
;il~ 人の|入，Jjålll i~ れ/之助 (r'と{士、下数料の、1"，紅i イピ i町、)' L J:サ鳴りうIL;叫¥1)'fl~1'ì~lri!if仙 11 U!f:品先刈



1(iiJ均約・については、手数料のi謎十Hま1['い:):せんωマ、ゴiH就ください。
(2) illJム :/f，'O)抑(fで:~h部刊の党9!金千 J' う場合 l:l:、… 11. r対IIiiJVJ長1'111ìゐ，I~llk 1ゆillJt~拠出し p$J史

1)116み'ii:・11'っていたださ'必ずωで、 「対耐I1山好1)1)み滋11記ド制j孔・1白内γネジメ〉ト持1'l1¥'i1f.
γ "y，ジメント制Hζ11&/1I してくださいの先山lf)' 与{予 ff.付'0主，\，'， 110)綴;~刻JlíIJYJíヲ iV、外の対l点iJYJ 統
lこ;おいては、iJI伎で rl~ì~~ ，'，I，ザ;p線、ff.~i)i r'数料綴小Jtl~f*ill:J 1ム町、l!J!IJ下町 i総入ω上、相frlllされ
たぬfì-に l士、 F数料の，)I~滋i な:せ投手l' し，J，ずφ 允閉W'I路市:11î)j，川011 の綴先先1 rliilVri努については、
…ド紋料のi如、1'1立行い必U‘んので、どれ:滋くださU、。

( :3 )機11¥!iJUI0!111117で災l必11の後リ'!(i:fjう，li!介や、'J4J(1IJ11 0)交IJ!がやりをねないものと機併が総
めたlおt'i-I士、 「対TfiiIYrl*l'lll )為滋;J&1、'W(lJを悦1))寸る必'll!はあり，)，'股んウ

(4) J){YげるJh}ffであっても、機怖がベJねなj1，}ないものとして総めた場合l士、手数料の納会

i駿{寸し，ポナ。

自 φ 先JrniWJì!I'の:J~i/1Ii
(1)対 flil則J ぷl'~:l~胎i 11 U)lilll1 ，~でに、 /J)iMi'!人数、 1:11ilsi.(I'1J11JWI"Ji会(.)くは外隊|人ω11¥山0110{燃 o泊

ítI~I) \lMω イLI掃を合 il:r" )、ブレゼンテーシ U~/の際 lこj~!JIJずる機材について、機惜の，JIl ~'í 
符ゴミでごìt担約く 15 さい。~，た機榊jlt切符から事前JI(i~をfJ'う場合もめり:J，すのでごjjl(知お
きください。

なお、iIlNi';人数については、合滋織のlよさとの関係上、 11:/1淡につき 15 4'，以内どして
え1ミ註い。

(記);kJ[(ljJ山内、対日 l士、機十持受:小lマ対f{ijWJ淡のγ，約があるiすなイ設えていただ台、その撚1)'1にf述叩
てくだ~い砂

(日)j(，Ji(ijIYJ飢においては、十日総計'jllIJからの判!総本引の概|附についての 20分f!，li見ωヅレザンテ
…シ訂ン1r ~3時Jii，、し社、す。その後相談な災h!u L求十。なお、ヅレ・I!ンテ…シ汀ンJlH託・料の
'日しにつき求して1;):、できJれIj:1 )l員IIIJ11fH之、緩くとも綿々 /1，)， 'C'に:11111指J仕切符，J:でツァク

シミリミ事により倣/¥Iしてくどさい。

iJ，立JlUiJYJi佼削除の総波
対jm助役が終γ した後 lこ 1';): 、相|絞J庁lζ内締役jiílm~， O)J:、機備におい℃日ß隊合作成し、相談:/'í'

lこイバj返しボナ。



(矧JM~I/I)

九IlldJリ1)I i'のうわ、CiCド/Uf.I'/uP日p判1，i}i 1こ間十七;)')-5 hl!J: l，lli糾

1，丸J，ldJYJi l'の|ペ:分I，I，_ぴl人J'N
本ゾI~huJ. l)lfiJ'判的対必ぞすそう対Ild幼tj'の|え分)A(}II;'NIこっし、てl士、 j立卜のどおりむヘ)二

(1) ドベJ然，¥，'，(>C l' /(; 1. ド/C;I'~I' HI絞

ア削JJIJ(II?I 11 山 tf~ )，!仇(円、l'に!弘iナるこど、先進 1');:1ぷ II ~lトの臨床'ititW61(二1Y.，)，)" ~:) c; cド16j介，1'1バこ
J勺コいてIi日p将均A必~(ひび);可l肋的 íHな:Î~む叫L'イ千υj う{七3ぴの') (μi先ι訓引111\訂I)~総i忠i f什Tli刊i↑干|ドJ市制制Ii担机l 以絞'~ (αfii ')ij似号II科'1'刊iド川yリlり)}及えひぴq，いlパi判州'W判似11世1')，1が{
1釘令ヤ川tパH似↓作111絞有ぴのJ刈f匁4弘:と十る七υの)令削1;;徐i主1く)入。

f 例 ~Jリ1/)(; L P，iE品川試験のソJ胞にl昨lずるこ J:、Jとの(l!l，JI陥lよ糾!ぬのりしド泌11'1似ごついて

111将ノえぴJYJriHiうもの(先制Ij 総九iH，llílllil~ (j，iMH'I:)及び{パ，jij'WI')，I;市泌11ぬ訓告:羽1，淡
山弁I怒ととするものなぬく)。

ウ ~lllljJIJ I'dl 11 (j) G P日1'1こIy').，j'ること、その他十Ji)1) 成~':t'i仰向、日明治JUω日後陥川、以，~!!:1}iのりい日

1')必(i-'ドl'についてJ!?将及びJYJi l~;'{ i うもの。
よじjJ.'，1日'1仏11のその仙のj，i相H'J)，I;'jllにIv'，)".)鋤るこど{どりいと，1I';i持及び)11)< i' <'i:i Jうものり
(;D阿波版社:，;0C ド/(，;1.1'/りいお1'+11淡

(l)1こ[，01l'" 
(:i!l'久対(m~日 G(‘l' GLI'/G ド日 l'相1，淡(ifl)J11相談)

i仰州議JJ:Kiじ1'/GI，I'/GI'日1'1'11.1史的あ日以イトヌ:1') て媛県会ねったJ斗 fi'に、その~~，~!I)'Jれの 2Î.'
吋'1'1ゐについて、在らiこ1'1111111:1Jう助介、、1'1¥1奈川淡|ベ分の十i刊誌なI'fit!:没1)'， 11'0持及。:)IIJi i令11
う ~J I})、1

:~ .刈liliJYJi ¥'の1Irll:aMP!r~ 
対lililVJ，1' {i:{li'fl'jおJ持{f、刈1M)り1)i' j'の:J，，!Jiu11ィい削Iff'f;~IJ ~ <7) /とめ、 HIi淡の I~:分 lこ M~~ じ、 4出弘行政

w人以 ;jlj 品]{<以H~~:;総介械情'1枠内力it 業必|時十も私混手'~)iU~'，Wソミ腕前Illli) (、)1.1&1 (i !lliiIIlJIIL>:ii 4 JJ二以

1" I法務);iJ什!¥:')f b!'，i{illllll) Jどいう。)ω);(<μに筑 II りえ I~J:tí} I 2 ~}(j) 点的Jm>分<);， IGC I'/G 
L I'/GP日P+11 1淡 II/'，\i訪す終 (I~似 'tM:J ど的 11' し、 Mlld lVJ ， 1'fÎ，守) 1111与な耐/J別闘にl記入するどども

に、&~，切:J ljl:JJ'i{i:HE，人し、対 1M助バにN!JIJぺl叫る資料 11 主止、 Ili1M存.~a:IG C l' / G L l' / G P S l' +11 
.iji 1こ勺いて;1

'
;甘IIlldiljiが終 fしているJ劫{f1':l:，!;.JliliJI)J， i'il'!f，市II(d江主lIS'1こ従1iおれた;1'!似I，(d，l完終 n，E

の'与しなあわ ll"亡、 i年緑、的j去又1:1ιツγ クシミリ lこ，1:り'ih.14jマネジメントnll'jlrf，:γネジメント

紛れこ制11¥して</.ゴ4!?いσ 川波山J劫(i-(.こl士、 J，II首jO)}.ミlこ「刈IIIiW)， ¥'11 1'ol iill.)蚊 ft'~~Íilt .資~'HI 似イJ'
'iりと甘~jtj:主し Cく1ごさしL
な;11 、 j災 J)， ~1幾日liGC P/<け，ド/(;1'日ド十Illt主にあってl土、、liil文相|誌誌をI'Jil'Hごnうため、め

らかじめ対111I)ザ1)，1'1吋IIliili，lji(イ州以11 I/ )~JIJU~ J 2 ~;:I!(t， )会1¥1し込みいた/ご昔、州市以、rN、判!ri)~ 

尚早:トヤitについ℃判jlJ(ιJr iIせ{i:'IG'、γfJ'ってく J53い。

I¥lib均投C!'¥)J!みがある場合のI!IIj'三1)(;: 

子J() 0…1) 1) 1:3 ，jU:(郎下代1111ぇ的が1¥'):3…日 2 羽織が限)l~'ノレ
i!ll な行政法人|川被川，J民~)~(検出JiBfT偽情 '1作fr.γ ネジメントl'巾111:1f.γ ネジメ〉ト誠!

'，.日111r;(ゲイTルイン) 0:3 :3日()品川 !)日日目

ツγクシミ !J () :i… ~3 {) 0日"D .1 .1 :J 

F完卜)'11，¥'111): J J 11制11からす，11(，[11J;マ(1 ドJJ~ω l!I.11 ~字の休 11 な!~;く。)の!J"i'JÎI D 11!j':J 1)分か
ら午後日|昨'1、でですο11.¥111)倣1:(マね10;'11，、し :J、す。

出白刈 IIiiJVJi i'の11，f ll~ ~jÌ; (j)才J!k!1r，) 'l): 
みII(dJめ，i' 11 ('，\，品川河~l!!J1'IIJ:ωJMWi:e:'l:けて内、ら、般的。)，JII."11')'1:りゾミ!，ili1111.'" iこっしγ(iil/，jlli号I:i:

Yi'v、Jγナ
ソ:版 1111 、1 、 JJj}í ，ij r'~宇治可能 )J~ したj持介、川、11M!リJI'\':H}j[~のご!す， 1)')J により、村1ij.~i.針。)iリHfr先あて

にツγクシミリ lこでおう'11'".止しま十。



.1. t.J iiri JVJ好手数料の仏いj込みと刈WiJVJ下手のqliみみ
JJíß 日。 ω刻 íilí助長?災憾のご場:内会'史的し 1~， I1の籾11から}服飾して 15納務11h江 li~fこ、りi級

品J'i!liJVri笥の|渓分0)/['\数料配市中銀行線からJ反り jふんだ，.1:.・ C3 、|殺到i;~j連総GC l' /GLP/GP
日 p 十'1 1淡について 1111州 f(fj i淡が終γ している場合l士、対 íiííJVJ 主:Tílll制 mÎil!~ I1 IJ\に施行された市針Ilmi
j淡終γ員11'(JJi(*Jど毅務)JilHlf;1U郎副1I1{IJの機メ;fおI1 fJ-XI士約 12 Jj'の 10C1'/(;1.1'/G
PS 川:11 1I~iql)ゐ治Ifこ必泌が似合制人し、 J民込合没収'~:fq~;(J) :lj: L，~と Iff~f;J'の j二、 J守護~)l. f立邸i去に
より 'jÞi:1ヤvネジメント官113持:J!r..~~ネジメント淑に Jlill l\してください， !ITII)去の場UI'Iこl士、 jr.J簡の災
lこ1;X.liIiiJYr行ql)み潟向'1'Jと治主幹合してくだおい。
なれ、 T';数料紛及びJ民 ;ì6);11，の給制11については、それぞれ数務ん、以後':M胤l~.llI llIJ の自IJ~<&び

r~，山吹行政法人阪線r1illWf僚機線総 i守機怖が行う'市街対~r))手数料について 1 (S[l.Ií~ 2 O;F 1 1 )) 
2111綴{幾ザ自然 1121 () 0 記り 1111 介:行欲的人i必然，'lld~~11~~滋総総合機11Y! J1lllJH完治知1) 会議会Jl(i
してください。 û， 1:と、対 l (jíLVn;t;J~織のご終I)W)"史的後、相 1 PJ~li(分Ii:附1お~， O)J二、 J!j り込りように
し亡くだδいω

5.対1削JVrFiJ'の!夜中|
(1)対im別J沿'1こ似)IJずる資料 1()許11宏、 :111ffi足こ円程11の5J!l!l1/IJrllrO))J 1I限11 (午後日|時)京マに、

'$1がマネジメントl'fIl号fil悦.\{~，*ジメント印ijtん防護主XI;):露日 j器 lこより{品川しでくだむし、。先J'ífliJ防
長ヲ信号本l'IJ~IJIII.\'fζl士、1i1i*:I'ω予感子。似体 rCD 又 1;1: DVD) での11HIIも併せてお耳目いし;J，す。

(日)資料の選毛細(fこ I;t 、 101'(11それぞれに、1i'1~完成分間ひ、総数燃の成分名、相談|ポ分、刈 ImJ山
数 :~ij部 11 、対îlíiJめ符な!受:ける貯の氏名(;i~tl:!~，) Iこ加えて、ね.I'，i'illと切公紙 1'，filllこ!受:小I'lI'i
秒、 ;(i1マWlIに!資料。))1闘し千昨日 rH停から 1() 11'，，];で)df付してください号

( a ) .lJil lJI された資料1;1:I)j(川として機構において)Î~，l1!iし:):すが、 IIが;[1年i吋'10)似品協を燃料{経IJIO)隊
lζ千1'0、，];十。

(4 )際協料約I，~G C P G L P G P S P判IIi9iCiI'J)JIlllllllli) につい℃
1111ドリの対前|助隊，~};j[ l1 l;l由、らの必)J!ぷ令指忠り j生んだ資料金似 111 してくださいβ

6.対ffiiJVJげの取下げ、 11私¥:i(!;!J! 
( 1 )対的iJVrrキの1[1).1;み後、その災総Fl1J:でに、け1)弘行の自IUで、 J!iI.ド(J'I.J;'千JうJ持かには、 7長1'11

71む2議:!f)A}j(ti制11日目0)1恭氏守i日白砂の「対IliiJVJ行ι111)2:，滋Ji~ド郎氏 J 1こ必ljl!がmli:読e人し、後cdr.γ
ネジメント印税jtr.γ ネジメント搬に総111してく/ささい。。トtl'で、多義務方法滋:J[JJIIi制IIJ11J(/)li)l 
パ~la ，1. ~}の I1銭!Ji~llilll符号Ifj記号字手数料灘小f百自主北淡J Iこ必fi.l! サP1~賞品入の J: 、 lJMl1 された);!;lf~
に1;)入手飲料のザお:1{i:i断、lしボす。

( 2) 11 1 )みr，'O)nll1守でjJ~líili 11の炎ぼなれ}う場合は、 一11、 「対iuifYri守111)島守勢'JI~ ド前'iJ をぬ11¥し、
好成111)みみな1'i'っていただきますので、 「九，]i倒!日 1JI )l，議 Jlk下町~lJ Ii:物淑マネジメントl'iII
活路“市γネジメント燃に1J設111してください。仰せて、 r 1税総出1，得守持活i:符手数料法雪村総，jと滋j
lこ必泌ヰrXyt百日入0)[."、機/11i~ れた 1劫{ì-には、 'p飲料。のす4総合j闘志J' L;~ すり

(日)j議機il~J(/)1111 Cヤで :~4}/11Ì 11 の災児念行う場介や、::MJi前/1のぎ~)J!がやtr を'1却ないものと機械が問、
めた場合(;):、 r*，JifiiWJげ1P)2:， ¥ItJ棋ド制l会総111十る』跡事1!l;l:<V，り U，，¥);ん命

(4 )取下げる場合でめりでも、機m)j~ベ】ねなねないものとして総めた場合1:1:、手数料の全智i を:
j援{，J'し:J:ナ。

7. 対 milVJ~î'の災};jjj
( 1 )対IiITJVJ符:~I;jjj 11 の 11日 11 までに、 11\/，';';針人数、 Æ'L I 総符仰/l1J:[IIJ議!XI';t外側人のIJ\IM(/){Lll1~ (jjJj 

fVW¥胤のfr1111な合il'J")について、 jl連機ω111'日行ゴ:，(!泌総レ亡くださいω

なお、/111，出人数については、 335i似てωJJ~ i:> i~ ω関係 1: 、 1 A:II淡につき l5:tl以内として
ください。

(日)式、JiIliJYJ内対 111;):、機構没{、J'(!j(flllilリ1)('10)予約があるi守合総;足でいただき、 A'il紛HII，t~ cii'の約

ぷlこf追ってく 1:::さい。

日。 対luil，VJば記事誌のかH翁



対IlliIVJ ;i' ~、終;' L1:c， 絞トこ l 上、，j'IIM~'l~í'に 1 1ずれ:な ('(1\1詰lυ) 1"、WWiにおいてぷ似合{十};止し、初級li

lごいi会し J:す。



(自I)Us1 5) 

.x.1ì íìil助長?のう旬、告羽鳥HIli1'JHこ|刻する災JiÍti 立~~fil

阪 1)1~川以11jillll 、 一般}lJ 1~議品、休ýf・鈴 IlJrJIJ 1災級品、[泌総l'iII外rHl、|り]1111川iJi'.¥，'il，(防除IHI潟終rf"1及
u:r坊1i:R川C妥当医1¥11外1¥11，:!.î:いう η 以下|刈じ。)、{む机品、阪ij，(機総又は Pf'.l:r2，~揺44事製品について、 ìl~
詰品川l締役千)司おうと十る 4貯(GLP制伐についてはn]，p)政}IJ試験合~織する折、 GP 日 p 間M i!r.に

ついてはíf\泌を 11~1押した:/;í'・ 4旨 fiìii)χはJjilllSAS; 殺事î\iJì(r常務総Ijl紛争i::rr:t1おうとす噛るf抗日守、機械の

Jni'i I'i'ギiiへの自有効必+11淡な，青̂f守付':;5JM'i'lこ、以下1こJ:り簡易HllI淡な1I'v、IJ:十。
ただし、イ~1).I:，'，/，0) j'的効判Hll誌については、 j中[11ミ労働'cr1!"í~，!l1宅!日，)ljl1ri 11f.iil' !'H織から機構lこ中11ß~~tJ 1，む

の依~IJ1があったものの;与を対象とし、紛争l判 111先日《容については、 1畿日I1の引 lR!i行から判 liW1~古i 'Ä'!千!'fこ
:Illl絡をfしJIサヘ

1. flIi必 HIW3îの|ぷ分及。~Ilすね
(1) 1史認隠滅JIW必然品、一般)lJ1絞殺品、|絞り出背11外，¥，'，&び1V!Ii:RJ11関，1111
aJ予iじしている成分・分段、効II~ ・効県、fIJ!占・JfJ .1設から、|可|切できる jf"tgIjql者の111総|渓分

&ぴ添付資料、千j・効成分Jえは添加物的似JIJ自1If刊などがj骨i必HIFJ1の対級になり，)， '~'， 
億)飢絞殺制111えびMFについて、 r t& IE)J;if IJI~WI之総づく|きか終，1M事 0) 製)l!tJ以'i\!ljÍ(!t&111 紛滋:泌総
れJí'({こ I~J十.:;， Hl露 1 についてJ (平成 171ド2}j1 0 I1 i，災1空機資湾総()2 1 () 0 () JりJ緊1.1:，
労働行以í~~ftt，'，/，品j11i淑符)1.1¥記'l!Jおi泊先11)及び 11m対j午'H色紙!日〔待。バIJJTJIこ|懇，)"1唱るJ門出卜につい
てJ('["I!見17 11l 2 J1 1 () 11 i終;fE!jiMW官官'1() 2 1 () 0 0 -1 fH早:(;1，~jJ'i!劫'Ilíïll;， í)総食品Hí)'1持1村守草
刈!間弘段;\111 知1) において、機|附に村 I lWî を:1 1'うことができる XI~:相絞ずることとされている内
燃が対;f~となりたれ災体的な中1111先内科のfjlJ;J'， j立、以下めどおりマナ。
ア j位協1j1約)1.1立MF究員長正中'fi討の製j弘)fi1主体のさ記9lにおける一郎淡:YIUI~ i1ri:llllili自の対霧(11)
rtiへの目立対'111:
( i )没~IJ!1こ|燃しです〈織する糾制iヅロト口ノvO)Z('・浅利:

( ii )ヅロトロルlこ1iuって災JMした試験結以から、 rWI奴に1>>)らかにIj}J線がえ州、とす:;;，'111J1併
0))船年

(iii)その{山製粉:JfiJij閣の;i!!TJ.1 11おこおいて判l淡な隠すA お守iもJi'i
イ MF務総llUs10l火1附iJ:ヨl:Y!にあたって0) ';i!!111紛かす1);11.1]1紛かについ<C

@I，おじることができないHIIII~I何年号
ア約:"11こ閲するむの

イ対!j帯法ぴ試験方法0)幾対 '~I，に関寸おもω
ウ 11M自1)ω納!娩)jìl，ベ'1試験品川ミの没~1'1~I:o)揃IIWiBなど事前'1お況に滅、うするもの
お次;j<:>1.1:W.; ~なに I!~Jずるもの
オ官延期~lllll Y.. ~才、|援総1'1"9ト 1\'11 1九0)日謀、''r-t'1:Iこ関するわ 0)
1J 1r効成分，)l.ij:愉}JII物の能川内I1骨'1)01J~IIJ~fll'm. eJ下限航Xはその縦IJHCf'J!JiJT'XI!綴;がIYJら
かむない場合)Iζ悶ずるもの

(2 )際線隊総・体外約1111川|絞殺1¥:1'1
。)fl州jリの泌総Ij l>>出 MI 日 iこ係る相談でjJ~詩品川崎市デ… !J (1)枠内lfi:(i:伴わない簡駄なものが対象

になりボナ。具体的なねH淡IAJ?if I士、 jユードのとおりでサコ
ア ~11):)! 111宮市又1;J:，m'J'fIi変!心11儀'JO)日現行'1'1，(外側l、Jrj状、イむJI]11的、イ討議等から判断で合る

ものにlq2230)に|話lずるもの
イ I ，11， 11 としてi(， it!!.がとれる ~ìl聞に|射するもの

(:l)爺l ，l車検側、 MFIこ闘する i人j作が簡易相l絞の丸J~~Uこなり虫十。判i総ωq，Jì， lilll土.1;託l (1 )復)
とい，jj訴とし ;l~η!二

(日)M3じることがで舎ない相談内総
γ 機械にiJ~ ì1ill l]1絡が11'われない υ 叶主将ミ療機器i&ぴJi17伝統時1!12f械機器;れこ関寸るもω
イ WI:iiJ{こ|刻するも0)

ウ陥jぶゃt験O)~必対[ω必、燃燃の判断lζ 限lずるもの



ごにlI'ihH<分の飾品官、lこII!J'，)，るもの
〆~' ~，ド似"'1~)刊川}日矧別')1刈jサlυω) I以ぷiJ~汰~験h糾仙jti!洪↓払i可やJ勺iIぷi，
カ j必4や初，)ρ';:)又(1はよ1広jλ;t作t片川fパlに乙|問昨別叶l'九寸，)，‘マJどる;)もυω j 

今い、i. 11，1. 1;~出lXI ;J: {i(外，fÞ11)/)lJドベ，:I'!，II，へのJ去、'H'I'iこ1l!1十i::JLυ〉

ク 1);:1ぷ機似のノj\ ，t~，の "1 市1'1'1: 0) 'l'IJlI)1 1こml'，)亀るもの
( :1 )訓rI引 :~~lllll

(1) iJfl今、J終仏ぴ)，II]，I主税制、 lvlF ~乙 WI十る lirNのみが九lî~!Iこなり:)い)，0 111統的事[i，JIl]I，t1: ，I1J ( 1 ) 
(ゆと I ， ill ，ru~ し l とす。

(!!J!似')11物の{Y!川lil)lillなどが1m対抗I;Ui引材!去になりボナ1
( ，，) l'fll:J

"
，，;減J;i1;JN!IIHlr

(1) (，岐し Cいる)[;:1止、 I，lil也、幼iiEi.効れ・性的、)1I /，ん・川1ft.NDII);i)，方、九、l'lllm'('Jる/JK
ぷ11':1市の1)1;Íí'iI~:分及 ()'i!r$H資料、 l出l成分ωNょ)IJ 1111例などがi託i¥MII淡の品IJiHこたり，1，ナ i

(ぜ);it2峨)1誌協JlA(JMF Iζ汁いで、 r I'iソ1:1ωポ匂 U'1M， UJ(県日'1111U，;ノJ\ítg11 1 1l市 I~ 隙 L 1¥'1，はすべ占 '11'
) I'iについてJ(平成2() {ド B})I~II'却L~主的~) 1!i 0 8 2 1 )'，1: '1 ， ');1'的行大!l('j'\・)JJ~} ')I'I'¥， (1;.;: 
11，1.民主総・ l'j:JI:，1ぅ，:;~~( ;~;料品 :MHI'ì; ，1I )1，III，、守) ，iω，11) )JI.()( r 1J:UI!~卒~H，~jJ;(待。〕利)1I Iご!仰するJ附|

についてI(、!と IJ~ 1 'i "1十日 )11 OII!¥'H主稿 ff1d立i(J 2 1 (J 0 () ，1 1)')'P:JI。ツIj'{!時計、科病食品)1'1) 
'IIh't1'l; JJ l! ii!IU~ ，IIU "，11) において、機WJt:~判 l 品~::l:・ tl うことがで念 Q ，\i. I:tlllitji寸ることどされて
いる|句作が刈奴ど仕切J;十。 Jlli;i'I(J点、I1 1 Ji)i li，} ，伐の骨1I.i: I.l:、)~)，卜のど :10 りですdυ

アノ氏泌Ij1，111父1;1:1vlF 校生，1，!11'iit1jO)制約);11、悼の怨リ」における冷l'm変則/1¥獄中;Wの年I~良 '11:
J!(への絞サ'I'Jil:
( i) :史民!Iこ|燃して完納する11干1，111ツ-'nト口ノレぴ)，ff: lJj ，t'l: 
( ii )プ日トコノHζ1iCう('')~hl~ した'i~!\!2~! iÌ:ii J~~ 1)、 t;J 、 MJ~l!t~ご IYJ i乃内.!，，:J;!'~W，J;が山い止すめ判断

の，ìÌ!~~'ri:
( iii )そのIUl'ji11:1I)Ji，λl関ω交!日 I I.IHこおいて{行総合 !JJ~:~，)・:;:) '1下1J'i

イ MF ~);~i止す111ft のた削I，j~)æ!1!にあたっての う史IPiWか判1)，11)Ji的かについて

ゆ 1，1，'， 11 !ごし('1'(泌がとれイ"!j，iilll! Iこ Il~I'，Jぬるもの
じめは;じることがで台以いIlli決内w.

ア Irl:吋lこIYザJ切るもの
イ )J!~存Ht. (y品t駁:心"u~O):a.吋'1'1，Iこ|則するもυ)

ウ 州i甘叩別IJI川lリjυの)'1以L汰占目験j立zJ.みJパ/1、ベや""i糾b汰t験品品訂“J占附iVi月烈luω7淀泌R、汁吋l円iげ附ず刊怜1，u山)吋州仰1I誌総品t点なj口、 ど'1ド1)前)狗臼r的'1市I
ニじ J必J←ω，づj、}又(1付;)、:J)~ ~竹1日;.(こ19刻qザ彬寸?ナBどる'dも}ぴ山) 

オ Piソ1'，竹リゲヰ;製JfnlJへ山総斗H'Hこ|対ずるもぴ〉
力 1:)北う}XI:J: M'I)，~~ìの{史)J)1111 jflJの 1:，出~íll'Uえがドド;j~似又 I:t'むの純1111 CNDII (.)j，)誌がIYJ';'か

でないJ品{j-)に I~Jずるもの
( 日川) 1似，り民勺I九ν、~'l総jふ以，'，仏l

1械A必iれそ符平判IJ糾v惚U当~，川川V仙， GC 1ド'/Gl.l'/GIド》 日lド)iUI洲山川4千仇t
(1)機備がχ。』むずる GCJl、。 LP、GP日1')(1:):減介'1'1:， 1 \'í(II ，桃山に IlYする i詩jM~，:11)淡で、

治験 :)~IJ前 I}l' flllI 'j l_j;~平合 ìh!~Yl.Jみ:ねり記、叫がなく W:J:'I'I/"~剣士l'，tJ(J:0;判!淡、資料力?な必!がどしなし、
般的冷MjM必判)，t11であって ~II ，ìJ1ぷ似の IJI'I点なめ吋i')':;:，jllí:3~が附効相 1 MiOJ，k，1悲1Iご市:り，j、

す。Jl..体的点、 HI il!~1人)'(計上、以ドのどねりで寸り
γ {I C ド、 GLP、。l'日ドメ1;1:，i自(，i'I'!:;'-¥: I {I îW!'J-J+r，的 )J ，l ，じωw，: ~n l，li，(!'.i必{j-V)必燃料'1こJ)lJす

めもの
イひじド、 G1.1'、 Gド日ド)(I';):ilIii(I''i't，1i'lllli淵伐に1吊る下紛&!こJlI，1寸るもの

「めは:じることが?さ昨日し、Hlll定内'内
γ C;Cド、。1.1'、 GJ当日l'メI:):il;;iiîi'i'1: ，'1'1111111討伐以外U)1 V.Il'liiJζ切にWI寸るもの

ィlil¥，i11 11:1以込l土校生kl沼山EH引射が糾Jr r. l~i行た伐と， ~)ω 
心:);(，泌、 IWl花代11!;tI1j後父1Jオ山)IJ 1&lit;I'I!lilJi 11

' 
，[，') i去の，VM'í;'~ J 1 .!'，l，VWI長)W:判lirHu川資料ヤ}:Iこ|担iナ

る lJIIV~r士、{首i~I j)) 1淡())j.J;i}!外どし、iVlJ伐の ));1 として ')~Uß し主サ舗の

((i) C; M l' /QlvI S IIJIJ1'，; 

(J) j剣，'II/;I ， JIIJ伐t信行となる G lvI P/qM 日制削こもrt~ る r総さに|型}十(;， 'I':J)'(がi首j訪れJi淡の付



専とになり;)，十。 J!，体的な+1 1l淡 1)~'í'Hj:、以|、のとおりで寸。
アJl体1切な qlfl市 j際協や 111約Jiiょのjll駐日認に I~J十るもの
イ具体的以情波紋世IJ (kl¥li!'1刊1総紋)のi主犯γ"iI!1句作lこ|対寸喰るもの
ウパ!Jヂーシ Elンのぢえ)jf"IV，J寸 ?:d)~)
ょに綿i戸市 111 計!Jえ ()\lt開m~織のl時 JVJの{出絡に!日jずるもの

オ徹i燦ql紛の必燃料:の線路lこIlIJ'lj'るもの
カ nlhJJ!f. l~li市'0)伺HtMIこ|剣勝司るもの

Gll応じることができ欣い十11総内符
ア百日i泣}i:1'見:1:<'1オペ主総ltHiltEl激闘がI1紛糾前打となるもの
イ ir~詰't! )jP!( "1'111変Yl泌総ql紛が必11Mか、 l限微交11.[，('対応が líJíiおかなどjj1\総中簡に限，J'~' ;，:， 

もの
ウ百¥Jj倒産備にIY，Jするもの

Cij)制:1tr.rl'lfl車f設の制111.111弘前1'1接見I:t府内iJjlHU級料符lζIIIJする相談l士、 Ifrjめ+11淡の対i+!外とし、
側首j1.(/)"!摘として ~J，f )i崩し:}，す。

(7) GCTP側資

CD jj員仰が御所t1ilチ?と伐る GCTP 洲:rti. 1こ係めぐNdê舎に|列する IJP'l'(;?lh?i~，111淡の対象lこえì:
り;J;十。具体的な相談内科l立、以下のどおりです。
アJ!¥体的なけ1位向形燃やq1n11)/i仰の(i(lisNIこ|品川電るもの
イ具体的t.r.十時波紋附(火m約 ìíIlj(ß紋)ω没:ワ11nln)~討に!被lするもの
ウパリデ…ιEI~及びベ!)ツ f ケ…シ u ンの与・;之);1こ|立i十るもの
:口二初日rtf.111紛及び統J1ttすご臓の|時JVjO)ji'(tt総lこ閑却するもの
オ託 i設が 11ft計(/)必現~'I'I!の綿詰容に限l十るもの
カ納税協'Ii'の{国i総lこrWJずるもの

CID 応じることがでû'ない村 In%I)~符
ア川~I， I幻指令)i(/) 2);'3':1'1! (/)倒的5待，に|事j十るIMltトつおづく GCTl'il調子t't'I!
イ iMi(IJI:!y('" ifil連~9!j~ß潜 11 1si'1が必関か、 Illiillt(変.!J!で対応がTlf織かなどiM!P11n告にl.lIJずる

もの
ウ泌総ザ腹部IIIこ|県lするも(/)

(最前，Jttr[lfi背後の絢燦IH日間中波又はがj)lflJ占IlI'tIi料等に関十る判l!jH;l:、筒効+11淡の対象外とし、
前1淑(/)…'.1型どし'(!J!cJ)包します。

2， N1i効れIn必場J'I1につし、で
簡易+11淡 l式、機構内のi打J.l! O)場jlJi'XI立機怖と償制|州最i!で1:Ik縦したす。レピ会後システム ~ft~1閲
している以下のJ.j~mでねいます喝b

<J) )¥ 11f，( 1匁 lJ高 I\:~I I窃~

(お一般tH:1ヨ1i11人1iil11 Vi¥線終波(tJ1
また、 GMl' ClM 日 n閣議1.、 GCTPìl同:伐に I~，Jずる相談lこ限り、限J ì1Il文部制Jl.1.日現において対

応でき ;':'J持ぞ「があり;)，"1' (/)'('、村f努;1'~' る J場合にはIj 1)み燃の耐11 ，桝闘に「問 ~4文部?の1m劾十llìtj~ 食
品'~lJ と古川敬してくだ浅い。

a. 行自劫+11絞め災Jlili1.1 の ì}~出
N1i劾守口総の災』む111;):、)1江IIIJとして以下のどおりであり、そのれがjJe11にあたるJ，lffitl:J:{1省みと

し、 WIXillI士十jo、，1，'l!: ;，νり

f.dd、前i必中|ぱß~O)法!)i i!i 11のさL、]J!.x1;J:i本11:，の場合にl士、ヰnlljfこ機材11，j¥…ムペ…ジにぬぶしてお
知11:，，'ぽし:1，"j功。



λ 

1I!'rl 11 

i走路 1;";J)~ Jl J 料招 11ll
火附 11
本附 11 I a 日()-IO:OO

'，:WIlれ:持i仏
;J(l1出11 1 0 :10"-1日:OlJ

.1Ii:1I出 11 1 :1 。~.， 1 7 : 00 
一 一一
い込当日r"μ1'1111'1

火附 11 1 :1 : :1 () - 1 '1 : () 。

ゴ交H出11 10: :.10-12: O[) 
一 一一
|均約，¥)IJ Ijt~ ，'，I， 火IIMII

1 :1 : :1 [) ~ 1 '/ () 0 

( 1災 /~limi外 lll; ど(!卜ぜて)

i幻滅的;;I4・{本外hう|附1IJ 1;;'桜11ll
，1，11耐11 1. [) : :1 () ~ 1. 7 : 0 0 

(!:<:似11 1()::.1 0~17:00 

JlfJI 二 FJ~成時制till
料品~MIG C P /G Lド/GPSP剣山

|今、成総 ~:4G cド/GLP/GI'日ド訓 fi. 、'ii1!-i ，i1N 1)、lで11T" ， ~W 刊誌のうえi)~ít
1 1川市、総力};j，II~MIG (‘ド/りし l' / C; l' S l' ，VlJ I'r. 

(;MI'/qM日訓Itti'
ci (~γP'i品M"t ，'

'1.附MHli淡lζ際してのWI.(;i:'JrJijについて
( 1 ) 111淡する|人lWI:tJ;)，l'の ~II ，iJill .'i'IIIJtこ i以去る \I'ß JllIとし、刈 1{ljJI)) ， j'ljl)主iH川村Ií!~i! )，'J !'(~ ，';t.C .~}'る|以

り JU十q'j甘かっfね i;a~こ iÎòl白してく 1::' c~ し、ο
(1) j走路 1);，'/I，OIJI:"，，~lj ，'， I ，、 般)111民，~Ii，H，、|対抗 )'(11外 1\11 1 、削除 IIJ 似品、 iirl炎治品、及。:1 1 1ソ 1 ， 1同僚
涼 Ilr~ ，\，'， o)相談 11 ，'1' 111111: 、 1相談、''11::t) 1 [j分以内。

{めい;，:/伝J役立ii、(1;外ii雪印j'JlJ1)，:然品、 j同 í~j品。 CP/ <3 L J> /G J>日I' í測点、ぃ;滅的背:itì c p 

/GL P/じい日ド制fr.、 IlfJI弓 1，';，1/'(，:宇IjIV'/，GC P /G L P /じい日 P，VM}i.， C; M P /qM 
S ，VM Iti.&ぴ(;CTド，II，'J伐の Hli~il l.'I' IIIJI :I:、 1 +11鋭、'iたり :31)分以内。

(2) !')I(tiJYJ， i'lJi ，i主仰とi泌総したj)，)，jf・0)+11，1完'JPmζ1:1、IWIIJど[て、 ，JYti浮及びl山ii'I，V('念;Jγ¥l'
んぴ)で fノ(;く/ご与い。

(日)簡易相必の|肢に~IIa先行1WJ，(: 111I市十る人数以、 53j議I.+{の広さ ，1:0) 1弘l係|入 1，111，淡lこっさ凡

1M)， I人jどしてください。

"， f詩j.\Hllii'起の Hí("I/，中~1Jfi1、 lごっし\'(
( 1 )前iM相談合前慨する Jl~介、前jM~:llitJiO)')~脳 11 {i: ，[品l 供するため、1'II，ìÌiωI~:分 lとM，: l:.、獄、けt

d交法人似ギi ， llIlJ!民自立|宅 æ~~t~f'ì機的被 j1ì: !~iト教務 WJ係 'lJ~:f)))j i1， il"::-)~hí~i\:JIIIIIJ (、1'-/1立1{j {ド前IIJIII1お4
1 J的以ド r:終的)ji1， ，ll:')~Mu{íIIIWJJ という。)山総点111 '1 :i ~上泊‘ら'fi l 持 I} J:で的対IMJ功ll'
tjl)6rlr ( 簡¥}) H 1 ìi!，~) の)<Jliil刊)1 会 「対i洲{I倒tîJ日肋り均1) ，i' í'Hが約A心，){:依'1<えν什什~中|ト~!J'山i
十判仰11;絞;淡首品前t守引11111年d合f州l討淡i可命tパ守哨{1け11側附lに三J記d入す十箱るとと 1七，{にζ、J必似事Jn {~r: !1'1~人し、 ツァクシミリマ:11'i
fi.法務(1111と1MII¥してくださいc'í弘治、'，'路子メ…ノl〆、 12ii心、 !~I; ，ì設中);1土ご，iHi/，段、く/ごさい。)。
なお、 1:，id:J.<})簡ん0111絞<})'兆M!i11 U)うん、仰にXIIii'!i: JI!，¥い1l!iIIIHifがめれば、制.)i'織にikl

人してく/ごさし、"
(2) 1JWI先

事I~ カ W'<ili人 1:1': ，:\!f ，'"'，，うJが1滋訪ねrf.~ 什機JIIj ，前千f.YiJ'Ijl出
ヅァクシミリ():3 “ :1日()(j"l).142

( :J) [';ì('I: 11: HIJ 、 JJ;OIリとして rm効相談。j ソ~iJfii 11の2m~llnlìlfの以下の 11 時 l こ lí ，、)，ナ。他的 1111.\'
にはなw十1'IJ'J:ぜんりなお、 I'約交付 11が悦111ご勺たるJM(rl-士、以1"山弁UM11のU'r:liIJの110)

Jガ11仰 1:3::J()'-15:り01ころ1;1)付け!ることとし;)，')'" 

なお、 hí:~J党十)'11 な!変則ナる Jl.lf'ì' {こ l士、 'l i'iìfJiこ H~m;Jミ…ムベ…ジ lニ H0'J' して J'J '1;11 1';，' ¥l' L 
Eす



)j 1111! 11 1 火11被11 1 7)，lfll1ll 
!o:OO- 1後発隊機IIJ際線仏 |一般川阪総，'，，'， 1 1祭(~!!郊外 1 \1 1

1 1 : :l 0 1 1 1防除IIJ製品

1 :3 :日 0- 1 ~ui'際線，'rI， 1 r!Æ!~!川Cì C ド GL 11災線機m~ • (，t:外首会附
J5:()() 川位以域特製品 11'り ド日ド洲街、 1 111斜線!日1

1(i~1j，討議日出GC l'/ノ。

1.1' GPSP澗

t持、 IIFI:，I反対{勃ilj!!!，日1
GCP ClLP/G 
1'8ド洲.rtf.
GtvJP/QM日制千t
GCTP洲潔

(4) !iO の術劾1'11級以分において、例 111こ絞数ωγ'約1:1で留ません。

( 5 )滋1(IÎによる JVJ 約を給与i'!'j~る場合、(1 )で作成した「対liiiWrff'i予約依料111'(愉i効相対U.lの
曜日々{聞に、 11，ril!Iによるi灼門会::Is'々{するけ:fi:lit2入してください。

WJ 
…般JfJl必然山，&V:I渓J終部外品、 IWliぷJrJJj¥UI，に係る淡泊1によるJVJFi'についてl士、以下に;iJcサ・
+rlil談内科のみに111~ りゴミす。
• l[l納阪:分の判断の，1)，1.::11'1する'1'11出i
.総))1111'却のfrJL)JIrilJ例lこ|もlずる相談
・ 4 を 11~(~芝史的l/JI 対象の校対般に闘する制 11淡
また、!Qu終)¥11タト品lこ係る綴rrrilこよる削1)í合については、 lül 1'~ 1)~簡潔である場合、 ;~I売れこより険
怖からのツァクシミリによる滋付がぬJ告白留守す命令

目。1m劾相談予約II.'TI川<7)決総:))'11，につい℃
(1)総効相談のγ，約rJ~íl! I;I:、ワァクシミ 1) のタ主的j帆とし :J， .，)滑り

( 2) 鮒劾十Ilitì~ωH~ {f: )1おえた偽什l士、 l大切に練j協すこと IJ‘し公社‘んので、 l引の 11 し込んでくだd
し、。

7，簡易相Isfiir.約のiJi:i訟の減給、簡劾，1m炎l[liみ潟?の機11¥について

( 1 )議官五議;r:~ì'mから、ツアクシミリ lこより的jJMtliisls』抵の 'hJr~f及び「対 l{riJVJ 千\'1 1 1 )6 1持(的j ，~I判 l
目指) J のJJ江本のmu\ん'ìl，~お知1 1:，.止し，J: ")'， 

(記)的jJ治相!日発潟織の川、併のiill絡を;，!!];けたド1<7) 'lllllからjl'il燃して:'}1MJ務 11 以内 lこ、 ~L'Í n京存li~る判 lit~
の!送分の手数料品dirjl剥げれ¥1};1J'TJ J綬り込んだj二で、 3義務:J)'IIH持'!hIbîri制11川徹氏詳~ 1 a "u'から

餓18 I}虫マの「丸1'11倒助役111)ゐ滋， (簡め1'1Iii'iuJ Iこ必W!収減な納入し、 ~)ìü主ÍI):~~J以溺I絡の
!与し会(，f"付の，1二、アァクシミザで3障す指数務1'(111こ阪1[1してください。

なお、手数料官iUえぴJ駁iみ}Ji)jrJ)詳細については、それぞれ署長続方法被災総剤1I)l1jO)別公及
び r~!IUi:行政枚、人|校総 111ill 隠滅機'~H総合機械が行う得税絡のJ'.欽料lこついて J (平成 2611¥ 
11})211I iJ高機男発古立鰐11121002f沙ナl綴総附{機議f箔自封筋~1121() り2 ，~.坊0'~J狐山 Y必11: 1行f'j')政吹 i法1公〈人|阪f授:;諸終~I終~，'，日lJ1
|隠R筏H僚t炭剣号引l機民:総;日間際!5昨!件;総f合子隙機11徽j持可1引J烈 ↑

自 b 総i{~111 íi'i!の 11記ドlア及び 11 干'ì~~芝見について
(1)11'):主将の附(:tにより静i事Hll itJ~!旨 jl~ ド 1')' 、 11 .f'，¥:i¥: !)! :(j; 'ri'う場合に1:1:、終務方ilHlf災脇y祁HlIIO)

機内総a:i g'(j) r対 IWリJ 託、 I jJ k針路l白ド~~U Iこ必泌がJ:i'i<'i:記入し、得税数}市青11オiでツァクシ

ミリでご)!Jj絡ください。
市:お、f首j劾111淡のI1記ドげについては、手数料の灘小)，1:):1 jい，)，.¥1:んので、ごi¥;，滋くださいq

(2)~í!liH~側ωml{i-により、簡易相談の rj ， 11:，，)(， 1 ;1:附劫持|ii売のす4織11ωil:J1!が'1.，じたゆii'に1:1入波

やかにi首日jCjで減給し，1，すり
( a )機J持制lI)OY!fll{l'で!;).!)}包 11 の浅川なわう，Ilâ介XI;J:~Mß I1 の公:fJ:!が"\'~:r合併ないものと機怖が



J41めた，1H{i-/士、 r ¥:J l(dJリ'J，川 11主 il i'l l~ トザ'liJ <i: jJa 11 ¥ずる必I}J51よtわりた il'ん

n，的効+11淡ihill品明i?の1出品起について

( 1 ) rRi，¥iillliij1;ir'i'j¥'i!.i¥'iについて鍬itg.;jピ品々!寸るJg[1-11:、 I 仰よ)，，111 級品13烈 1息~¥"V /({I!'i誌!，il<'I'IVI'J (1' 
，illii:11のう，)IHJUぷ式首。) Iこ必!ぬいt'i;;î~ íl己人し、 Nりぬ jll ， í:Ji<)):J~}，Ili 11"パ;!11か，'，，[以1して巧勤務

11 以内 lこツァクシミリで'市内約市l'fI~tこ似111してください。

市::n、riiI'ik，IHlj淡{j"I!1}.U I，!U ¥:i' {1'(lt;tM{火和'1.111<)) rllll泌総別の叫nJI問υλid人lζグルγ(1:1、f付
liII!VJ， \'1 1';;さ;，'l~ (fRdh相談)J 0) r i'! l rlJil)、J'{~I 1閣に附 glllii1~~ご jJI) る 1倒的から ω1111t:ト命以人し

たものな似11¥するこどなもって代えるこどが。むさ :1、へ)二
(日) r前1，，~~判 lil先制H31及f r~Î州\'M~(I<'ht ¥t::J (j) r-判I;t持品I; ，~~山県行 1 1総合(i{'i，t詳した紡れにつし、て1':1、、'i

自主 li'{，!i泌 il~制'i \"r {i:'_'1:{正i した 11 の~，;~ r I泊‘らJWt，;(しr:1 () 1(;IJ.1l5 11投与を l1.ullこ、{お;-UN-から r~詰iMHI
淡品ILI_~~1)1!: ¥'"1'υ>(i(liiiNについて 1 (本)llij;no) )jlJ!íJ\l，'(LI~ (i" )によりソ γ クシミリ lこで，~Il絡し :1‘

伐:JJ、1)'1:ifiiれ訟に11年111)::t・1}1!:す・るJよhi-があり J:.~ので、 1" il，i IIJJ 11 d:でにソァクシミリ;o{1t1l 
か必い，11ij1.'1:1、+llil完全JlI，、'iした抗日1f1i.11I.、'i;'(11:1、でおIIIJ¥、(Hrllく1U:iい。

1 0白 fl1iめ111¥11iの1/1ì生み)jW ，̂ipO)~jJIIJ{I"t1:先についと
簡らけIliUirJ)1/116みJ;'i)<':1)iO):J'31IiJ(iせ先1:1:次のどおり("，1'"

IOO..(J(j 1 目見Oi(布H'(~III

1!11 以行政法人|川被 IIUI，ドベ成れ~H:-出~(H従WJ

'1作1+F15絡{刑法務;ぉ i叫 (1をう社内紛川|災級品、 的JlJ1'!ill!U"'，， 1吋抜ifll/IJ・品、 iリ'11¥1;川関川、羽I
!，，;::Iig品、 GC P ， n L P / -c; p s P iVM'J11~ 、 (;M ド/qM日制i<i.&ぴucγp泌氏引いうj)

7読，1目(ゲイヤJiイン) 0 a .. :1日()(i ，，'" !) ，1 :1 7 
ツァグシミリ o a…:160(i… o ，1 ，1日

't1f1d主務nll:'I'iTI/j約千日(1円減偽 H:i ・体外的 I l) r川い，:j~lIJH't 、I'fJI ， 1夕、 fがう~ jJt~ Ir!11 (j) [:ぇ分)

'，ttii，f; (ゲイヤルイン) ():3…:1目。(i…()日()!) 

ゾァゲシミリ () :3 ' ， :1 fi () 0 " 0 4 4 2 

公判刈111I: J J 11(，/れからイI'(III，I日、I，'C (IIIJ~の悦 11 ~干の休 11 を|治く。)の 11'1'1 11 !) 11年:3(]分から/1'
枚目(I，'i'，)， '("'("i)二 IL'jJI\J以ヘ'I"('~ヨ附lいし :t サユ



(j)IJM~ 1日… 2)

対ifliJVJi'l'のうわ、泌総機'JiHalJ!J，ilIJ¥ i)fJilfli(l!総筒効相|絞lこ!刻ずる'長線照市岡

I 阪Hli~~ 民社 i (j)，，，，--.tfll~怒 lJ! tニ 1'1\ う事前員長~l1!下総;ð録。')JI~j.泣いについて J (平成 2!)ol'7 JJ:l 1日付
け然知機'IW猪口 7日l~お自分以，t労働側支:議・ /Ia;r，'jll'i/I'，lro 1銭減収3tiJtjhith!?i;j31訓¥J語.ii島知I){ζ;J;l，づ台、
jî詩情ωれI. l~l ;-行ιギiiへのfm劾な判1談合給対付。るJJ!;')-Iニ、以ドにより日有効相n指1;::1'T'いlJ，十。

1.， 1制効村i淡の!式分Jえぴ|人)'1平
「阪iiìi! j 総 ~(j)…背|13変 IJ.! fこ伴う T'統合についてJにおいて、 t幾村'1fζ+11詰iずることとされて

いる内燃に刈し、責点 '1'1'1'1:0γ刊H~i (í:Wいポナ。なお、~，'~力ûi泌総別総 1 5ω1 (2)に絞める
r 1幻刺激総・体外i診断川際線I'UII{こWt)サ・i.:J1m劾1:1111えlの紛Ilfllζ総内十とう1)すれについては応じる

ことができゴシ世l'/，ν。

2， 1引終;Ull<1こついて
|絞ir.N員総必死liillUヰj:liIIli(rt誌記簡劫相l絞I:J:ツァクシミリ lこで、 ql;みみ受付1:1から 2:1品川会 11;患
に 1[jJ*~Hよし;~ナ。

:1，村IfJi.Iこ燃してのl¥'/，段上品P1fについて
( 1) MHIi助手1'111J2:，織の村 II~I)~撚l才、できる限り J~{~q'lむかつ簡潔に日日総 v亡くださ b 、。
( 2)品l'ilITJりJ箭lj1111滋に総織した以外の相l討illpfHこ l士、 J爪UlJ として、 J行1持及び(VJ釘はで.~ ~介役ん

I})'C'T ij1(くだ窃い。

1]， j'll n~iの 111 込みM去について
(1)打l総合;fillf1サ町る場合、 1!1¥)'1:'rl'統治人以泌品|を::1JII;長官総総合機情愉:法的主終務関係数務)/il，被災

脱出11)11)(平成 1s作品IIIIIU首$4妙。以下 f議r'IiJli1，潟;災機WIIIIIIJJという。)0)))リ;!Hこ絞める
~H史相談|ぷ分のごl'li'<*!j段以り iみんは 1'. で、 r j事式首i1 ，) ~3‘の 2 J Iζ必現/iJPYUi:l記入し、阪
lMil:"認1I!<滋仰のワメしな除手)'11)1:.、受:イサ終日lこj守勢五(1士郎J器で'1持i記号義務淵l数手詰約二:即日lこjJilill¥
しでください。
なお、半数料it(Uil.ぴJ)j~込 JJì1， O) 目下1判11については、 ゆ1it.t'J' 1立法人|校総品f州1f，l;j幾訪日総{¥'j!lM昨

がれう 'jlli:llf.怖の手数料についてJ (平成 26 .11' 1 1)] 2 1 IHI' I'n~~j激発約 112JOO 記
1J-'1!IL\'t，行政法人以~州立J刺昼間:~~官公機{持lll!司付金五似11) を議会 11日レてください。

(日)織は¥%
守lOO"'OOliJ lf(J九都千代川以後がj弘Ja…日一日新機が|則ザル

1!1i:í't. 1 Î'~!.c ì1:・人総終 j'd， 1奴州議訪日総í'ì' 1幾flYl 1制t漁船'fJl議務総淑
'f院日目 (ゲイ、"ルイン) : 0 iJ… 3 506…D 5 0 [J 
ファクシミリ : 0 a… 3 506…D .<1 42 

(日)総LJ~;:1:付時間j
バ111/1I1から{t):111/t11まで(悶伐の祝日 に|到するw千In乙絞める休日及(J({I'，jぷI:uflを除く)。午
前日 H与日。分から IE/r' il:で及び'1後111品目。分から午後日Hキボで。

5，制li19との11)1.ドげにつし、て
(1) rjl)会計0)榔i}により HJff売をJ¥l(り 1マげる場合には、?義務)Jil，潟::')0湖釧WIの持パlri3 :3 fl舎の

「対ImJ!))後rj1 J2:，綴l以ド詩~LI にお'll!Jjl:Jはな記入し、 t市山:3義務l'fll議総約二世品に倣/11してくださ

なお、 i首1効相 la売の 11~ ドげについては、手数字1， 0))\11{、JI:W い;J，'は・んωで、ごれ:.Id:くだおい。
( 2)偽情1MωIIII{¥'1こより、中11統合'1111:十る場合には、Jillや均‘lこ'1111mで延長約し求すn この1裁合l士、
r;¥'J f[JjJ.りJ行111込滋Jlkド隠れな荷造111ナi.:l，i目、¥¥l!1;J:あり，J，'¥士ん。
(i， jll淡の111')2，み刀法1tfoのおIIIJUぜうもについて

判Iil災のrj1 )2:， J" h'il，符のお111)命せ!iM;XI7(のどおりです。



!()()…() () 1:l JIO;( 郎 r>{~111 
引|い弘行政法人|災拠品 I~人械的問'j'ìl ，t~('i'HJ則前 市内議tZ羽)~~務質} :iN~ 

i'U:il!!i (ゲイ怜イン) ()日…九日()砧…!J日 o!J 

アァクシミリ ()日一 :3G () s今崎 D>1，12 

4交付 11，¥111]・JJllIi!11から余附 11.J，マ (1し1I止ω例11:卒。川本11合I;，i:く)の'1:111/ n 11.¥' :l ()分か「〆1:
日11，'1"1，で νC'>')'" 1 1.')'11出r1~1午でよj附lし、し去すο



(ijIJU:; 1 ()) 

調i阪 íJ;ll， \I，、後絡 I !lÆ:'総品、…j役)1) 1災級品、 PJ'I.'，いよ ~!i~ ~~; 'J~Un'，&び r:~:i，終日Ilý!・ t'd，のがnlnili絞
に|対ずる')4!i首泌総i

1.. ~押収;場~I~:I" 、移:綴 !?2綴 ，\I ， hえてJ 吋般J Il I奴 ~~~I'd ， lζ|品J~)'<.i対liiiJYJず?のIJt:JjlrifiHlYiについて

{剣持で I ，t、約rI必然品、後 1~1銭終 1 11' ，11及 l)~ '11防 !IJ 作:"h~' '，/' ωA~ifli¥VJPi'な1'1十1"にTJうため、以下によ

り、古t~*;I"('別的llIír淡なら見!jluしていポナp

(1)事内1I!(Iin必0)I)~:if 
可HilJ泌総1<1入品J'ifJIJ均約'.l:1'1 滑にi強めぬため、 ~q)ínこ制 Jfi売 J)~ 11 の絞刻l寄与 ~~':ri' うものです。

したがって、ヅ…タの御伽14宇付;対liII紛れの駄においてn'し¥， IlrnlJlfiiltiと'('[:):tj'い求ぜん。，1，
た、事前llIi品売の飢餓1;):WjJ見し}.Hせん。なお、阪)~.!M ， I!熊i 世 i，t!J!kll布告lJ!i和総中11itJH 1':U!J士11の別検
。 ~2 多I!\lo ) 1こ係<J ilrnlJflìi淡の終了後、機{荷&ぴ~;II級者において』布線された判断災!!ÚJ子町l時
JVIについて、 119n~ ，II ， I!l)\ i 員災児HíIポ lìll1l'lll 品話相!rl)!í 11 {"t品目白，g:~葬j 令徐行し71，すの
PJ締法f.及びi射手制IHこ保1する{剤事』な佼1/111こついては、 4，)必1:111こiJ!めるがlilllllIn売のち~~húJ泌総

lこ従って取り扱い;)ミナ。
if1l災前引[11泊1i~f及。:治験 '1'0)日1)刊 i)J] liì(例年下手IW九 ~tpの T'統合 lこ|射する信者JlIJについては、れがl

1m絞ではなく、議出:ーマネジメント1\11物資:f(~ [J山 íß!I!rfr険協キ 11号事情;刈l 時足立i で協前，[;)<.1:):アァクシミ
リでIIrJい合わせてください。

(2) 1¥1)1方法

I'IVf/J;Il，W，事前1Iifii淡鮒IIJ1¥1)射針.1 (本i副知の別紙機バ:71) ) (，ニ必場jれJI{ぞと記入し、ツアク
シミリで1ft;潟γネジメント1111'1持淑γ ネジメ y卜記長lこ惚/1¥してくださいり
なお、日記lζ免'!'fflî!VJ長 \'O)~;nl!先 l式分&ぴ対日ïilVJi笥の:J4 lJ(ü子づ主 11 が政 iJ! っている思1 1:'\' )(1:1:機械

に日校側'1附点 ~~I たぬ /11 した場合l立、 [1滋IJ;I!""'，!J1:rllルIlII淡燃11¥111
'
)6;れのけ11rrli IK分J1聞及び

|対 1m助手ií' ~:UJ市了"íJ!i 1 .1 ~闘に絞現í!)PJ'1 を~~入してくだむい。
flJllHlli及て)QlHfi;:，lEIこ|具lずる針i効な奴1111については、 r 1長:終，¥I，.'Jl:111111ii絞張(11111j')2;，滋jの炎

閥的分1i:r r~誌級品川託手(illi ・ jlJ::保証 t関 1 1I 111')l:， I~ïJ と隊以レピ利JfJしてください舟求 1~，、 「判|

総|次分J欄、 [ 1(11決HIR完'お}!II.i予定11J 1湖、 1I削除成分日日時'.1I閥、 111減免絞め 'A~才， (J脱俗
名).1 I聞及'()[艇、ilJJ分意H詩抄J欄1;1:rr~ìll~勺)禍る必勝 1:1:あり :~'ltん。[~/，rIH) リPl'iJ I問lご1;):成分
名(J以内才，)配合めで奴fllJ，)1:)詞却下合、 r ，1日当分野Jj闘には f制限級品、|援協険機及tJi1j:'I'.
|鋭機綿製品の分白'1'J (イ心的う、11の5JI)紙tl，)における絞対分野合印紋してください。

Ij l 込先及び民自然がめる場合のI!(i~ ;，\j : 
測しな行政法。八際線，¥，'，1'磁波機械総例制1'11

守1ì' 1ボγネジメントl'fl~総統叩よれジメント間!
ファクシミリ o日山 35 II 6…日 4<1 :3 

予:1:1>1'11倒的:J似 11から3古川'1111"長 wで (1川l止のれ'/，In卒の{本I1:fi: 11余く。)1/メFrilJD lIiJ' a ()分か
Hソr':)，でですの 11年!削Iltk'，)¥でつ?消滅し、しまれ}調。

(日)泌総11o.l):の減給
。〕機憾のおl咋行より、 '1ll:tl目・で111尽き:')1!，i:i!ll需品L'~l~ 十。 ~I~;材、11(1会事:lJ'iの内燃が筒詩í~'での|りl終
でìn'tr と総わ~j，るものは、 '1'白紙のみの対応とし戒す。

(お iむ紡:J:でにH年11円安泌するJお冷があり :J，寸。
( ~l )引が:JI(íj i~の :W(ili
q)泌総11年11別式、 11'1:あたり 2()分以内どし:J，円九
ゆ 1m総人数l士、 1件あたりjjJ(l(1Jとして 5!(I以内とし:J:η九

(日)-4をの(批

*Jrlílìl高川 (jlj.'I1ì'ゴ!f.1I<ぴ|りflWilllìlこ|引す・る簡劾な惚IH) :fi:(iì ~:J'" )、 f財官隊~~Irlll 及。:一般!IJIJi 



庁長仙の付I(liJVJi ;' 1]1 '11'llllliII ，t!( Iこっし、'([1:、以 l't1).I ~)1リ十む、 1 ，民 Wi ど Hi:，洲" 1市ii で.J?~n\lt: Lたうやレビ

会総会ステムル手1)J IJナイ〉こどがマ占):ナ J

の λ:11)，( 1\，決，IU1J 協S~

(~) '11¥占tI:I'Jlili入山111VI~lhß '!t~ill! {l"，~ 

記ι11 f '1'，1'1;:11，(うj;11(~rlllll}こ I Y，)すると}対 1 (ljJ 1)j i i々の')r1111 liIIぷ:t\('~ついて

ti民j/li'(' 1士、JliノH<似て判明仙のj')I(liJVJi i' Ii: 1');廿lこ行うため、以 1'1こより、 'JI:liIIIIlIi伐とた::k!J却し
てい:J、十
( 1) ')q)IJIIII，l誌のl人12J

')¥も111JIfliilx1士、刈 IIIIJYJ ， i' ~，: 1'1 ll'H;: ijliめるため、ポ11111ご十IlilJ1Jl'i111])牧刈1/，;ゃなilうものです。

したがって、 ヅ…クのがjllli'~れ.l:X.)ï MJYJ ，i'UlJmごわいて1f'い、 1サ引引判)1ド灼r内'1凶紛)1消洲11仙jれi耐h“id淡j売lでlυι.1:1行jい.)主:せ/，ん、νノ
!川11 ，淡淡 i什Í'ì?泊が~ .f伯百へ収IJ{γ付vサ十)，碕どらi.1μ_lJ(什干'11にご川lは土、 イ，:1:').で111.lI'.Ii;揺れトI，II;!.'I¥'， 'lfì)III(Ii淡の以jd， 1;: 刊 :I，~ L :)，すの

(日) Ili'I'， V，， :IJ， (~'l;IJ，~，'， I ， ')I:nIJIIIIil誌の記長止を可パ付づ;け)d冷(イパリ)
(1) 11りさ);1)，

1'1 1μl~ I~r~:~jl ~li; i.il!lllllll判lilIfliiiJ( 1)1込山J (，j， )lijJ，1Iの }JIJ 部\1'I1.'~ H" )に必喫lJ¥:jl-(<i: í;l~ノ、し、長

Itl~車止命マ!のイf力!QJ隣i/) Iイf(イl料)J 1 こ (){;:H し 1とうえで、ツ γ クシミり C~'ljV'flf.';，~ネジ
メントf山!lhif.γネジメン l、測に!ilk/I¥してくだおい"

IJI 込先11<.'(y¥jH色があるJJ}-(干のJ!!¥::2先;
~!Iiなn枚以;人以'\g，'1¥'.1:':: 11，(1投球総iIl議例
'11\:.)1 1.γ ネジメント m~~保氏γ ネジメン卜 iì~!

ツァクシミリ () :3 … ~350() …\)， 1 ， 1 :3 

交付時111): )) 11(11 11からイi百111'，111:):で(1 川 j~ω祝日ヤIpU)休 11 な1¥;j1く。)の午前日1I!i':3 ()分からiIゲl'
:1:でですの II，')'III)IW(':J'でお助ii，、し，1:'~'" 

@ ;¥'，JlfliIUJiM'}J)，¥此うizぴ〉才j対l'う牧
γ 対IIIIJV) ， ¥' (J川1NW，'J 'II~O)糾;込l 土、 l対IIlIIVJ，γ}J!JIliのご法;‘ l'す j を 'II~ f)"マネジメント{出'品，!i'f.

γ*'ジメントil'ILJ:り、判l花見)""0) jll!絡先あてにヅアクシミリでj出絡し去す。
イ i出総ポマl乙11.)'1111合!JJ，")'(" J，jbiIがめり ι!γれ

ωf' 1，'y;料のJt，l生みと 1)土佐阪総特例，'，，'，1)1:1)fIIIlI淡(イl料) I])IJI)2:，み
|上;υ1泊;1品ωÍI~(;ω:足βDυの)1川iり町f弓ソF似1，い似U，械i点〈γ，符詩浄、寸3終型引，'，川i

「らJ川IωtllJc協5してl“51肋ωr務方 11以内υの〉し、吋すず¥!Jれれ1も，1)泊か、1いl件Lいj矧則0例J11)以;孔1，1ド内/付;1にζ、311を1'1:引い:保特例t'd，ljドl'IIIIUII淡 (イf
ずりの)'，数料配 dj(I'íHU~'~から J反り込んだ 1'，、 J主訓机l片出i札lい!、か、t!
て匂宇す渋a務主刻|問4羽州Ji係4吊~~於zr務先 jんJi，仙jんt N，ソjた'~h凶刷1担t訓釧制i刊|別i封川lド1)れ(可平杓4勺1 1.此!比u 日イド制釧刊i似li料|月仇ωi郊:i'有N.-I~けJ}e0 以 ド「与総括5)JV;ilJ:'k縦訓IIlIiJJ!: 
いう， )の総点前 ID )JO! r 1

'
1，11'，以出等s%II，')1: 1)11 rllI it:~ 1)1 iみ;1.1:(似品止めり)1 Iふi芯W!:IJ¥:似合

記入し、持~，\6 '1 ì:'，~:1以内符の'びUi:i，ß j ， J の 1" 、ツァクシミリで'i枠内マネジメント i切な持11:γ ネ
ジメントii'l!Iご，I!tll\してくださいリ IJI)i>，1Fl! i( ，j~I ，1:、泌総1I，'iに lilÍ淡，111，、 'íln: ご似 11\ くださし~
なお、 F数料制法ぴJI，!.ii>)Jil，OJ，i'(:品111について1:1:、それぞれ於務Jii主将'必MMillllli)¥)IJ.}ilkt)， 
I jjl ，'，:1 JÆIi:\1，人以 th1JII'I'd只僚機日;iih介H~付1;が {i う '11I:，f，'~')i O) rl~*llこついて J (刊)~ ~~日午 l
1 )) 2 I 1 J)\~Wî1首 tíî 1 1 2 1 0 () ~ IJjjl ，'d} 1攻法人 VJ ，:!民 111I111~~ ~I，討議 ~:~~':íl，(j~議 {I\\'J' J! ')r J毛幼土11)
4ペむ1!(1してく/ゴさし¥，

じか 1
'
i '1，111，:減惨烈Ah判'1IIIUIi淡(イl料) (J)').!!JI~ 

γ1(1I淡11，';111川、 1 1'1: (わたり:30分以内どし J、十。
イ I(IIilJ1人紋11、 1. 1'1:あたり J)j()l1jどして行名以内どし去す。

(!iJ )')liIIIYJ， iのIlkド11"、 11れい変則
.，. jlj.'1二l公彼等制11ll引i)IIIIII淡(イf料)のIjli弘み後、そω')~ iJIli 11 点でに、Ij l;ì主行ぴt)_~j){i'で、

)1" ドげな ~i う Hh/j-に 1:1: ， ~~l'者 )}il ， ;M:'}JM!i調111則的以ょに出 :3~i ~}v) r九1I(IIJYJ i i'l Ji ，i，主sヰl以卜
1';~1J に I~' 必引:.I(iを，11'人し、 与宿作手光E九γ，;，ネ名ジメン卜川ifi:引11'肘ι}市f
い" f)↑ Uーで、，常務)/i)，，11")，ご抑制IIlliI 0) j;!b ¥; lIi ej・iijの r l'勺仇 !~ìl，̂1;'ij'e feホド1文字1，)刻、l約三位



対.1 1こ必}長!*J]:{総入o:>J: 、 jIßIJ\ されたJ~q 命lこ l士、守1数料0)~1清Il~)滋I，J' し 1.1:す。
イ 1/ 1 ;2;:(1'の打11介勺災自白110)(史.¥11イ¥:fj¥う，tlHi'I士、 ‘川、 r%I'iIiiJリJ長'1111)2;t!ドJ¥記ド制.1 Î~似 1\\

し、川j史1/1)2;み安打っていただ合求す0)で、 |年'i'iilIJ助役1/1，¥品数i白ド脳J~的障すtγネジメ
ント郊nil'千f."，J'ネジメン卜飢にjiJliJ \してください。併せて、 fj袋線品部);'tl予'rtf.守~;手数料jは卜1・
1背*1坊J¥;:"町、'!J!!JPn鼠!入0)1:、機Il¥された1およ?にIj:、手数料の~1主総11旨j謎{ーJ'V:]，十。

ウ機十時自llJ o) Mllf~で災Mlill の長~9r~:f-，;う場公や、リミiJíli 11 のぎを lJ!がやtr~・ 1\，ないものと機械
が絡めた場介l士、 問、Jrui助手i'l/1)2; ltfJ陛下期r!Ji¥:'J似L¥十る必勝はあり'，j，'V: Ivo 

ょたIl~ 1、げるJJJ合であっても、隣村11がやかな'得点:いものとして総めたJAbfi'I士、千数字|のゴミ
叡lH¥i付し議十の

ゆ ilJソ1，隠滅等級l'drtJ科目ilimTI成(イi料)の飢餓<1)イバi議
jlト'J，12k1I誌等製，¥，'，IJCJlll泌総(イI12ト)の終了後lニ、相|総ゃに|人i符を:11(<<自誌の上、険機において

iHイントを簡潔¥;:IJ!~j1J!した関げをf作成し、れI n~~行 1;:1公務 L:，主十。
ぼjその他

~jlI11~ 0):21 r.務訪ね~I立以1ごの JJMJí"(.'、機憾と T際紛削絡で級統したテレ tffEJ滋システム合平Ij
)11ずることができ求ナ。
ア火I!ぼ IKI~~jjl，協会

イ一般ll:FIIV;i人'/lI'111 YII総数i!I!合会

(日)円余I~H京社;拠，'，1 ，ltr. IliJilli rWiのれiu執念:fi'f現!し沿い問者i' (j!I~~GJ.) 
(D 111)み方法

r ilJ.'I， 1匁指持母};控 ~frlll'!j1:倒的111道程変II¥JI/I込滋J(本i泊知10))JIJiiJ(仰い日日。)に必盟主主jj:以な飢入し、

削除治淡のイf主将11Wの rJ出(燃料)J 1こO~N し、ツァクシミリで1fftマネジメント fflqrf'~r.
マネジメント織に加11¥v亡くださいり

1/ 1 込先fえひtWfi~もがある場合のI!li':21 )¥'; : 
~tll 虫干i必eìli人!絞殺 1'111 11袋IJiW強烈総合機榊
~IIHr.γネジメント i市議予選1.'マネジメント澗l

ツァクシミリ ()日 ~a50ß~ l) 44 日

安:小]'lIlj'II¥1: JJ 1制11か1':;，O:附111:J，で (1 対 J~の机 11 君主の休 11 な除く。)ω介前日 H品目()分から íElj"
まででナ。昨年1m踊1<c;j:でお願いしボナ。

復)1111話先日燃のill!w，持
γ 機惜のt日現1有・より、彼自¥1;で1¥l'，止符1;;:波紋「しま寸。なお、銃111Iサf.JJ'1の内約7，)¥1底納での1m
燃でお~tr と胤われるむのは、 F邸前のみの対応どし')，J! "lJ4u 

イ i事i総司，"(.'1こIIIJ'IIIl'ii:燦ずる場合がめり求ず。
ω!日1:'1:.機械寺ii製品!jl:ililfliin~ (燃料) O)')~}ílJj 

ア|自iftsilliJ' 1m 1立、 1j'l:あたり日()分以内としボす。
イ rm総人数l立、 t 1'1:あたり以IIせとして 5-fl以内!::L ，1，十0

GDその他

機捕の余儀対，Xl立以ド(/)場所で、機11習と 11~118lül梨i! ~(.'j一点統したテレビ会総システム金利
JII寸ることが'(.'d'ます。
γ 大|収i必然品協会

イ ザ主 td:FUW 人閉山胤総支持組介~

日， I阪?銭~í，獄』賂，~'j'1抗削削i刊叫I\.ý宇外、叶l品1

{機脅I情昨附祖でP例1は土、官託銀filI1ト，¥1，(IV)除JIJ 1絞殺l'm外I¥'!II合目おく)の刈WilリJげを円滑にtl'うため、以ドによ
り、燃料管!jf.]日ilf(II談合'Ji胤していiJ:ナ。
( 1) Ijnlili1iin売の|付税

l]I:ì)白川日~1';):、対 I Iii JYJlパ~ 1'Jì'I'1Iこ)Ji!めるため、事前 i川IIK史 ):j~ 1:1ω終JII!~字会行うものです。し
たがって、ラ戸弘・ク(/)削1Illiキトl立文、I1似lリb1説。のJおいおいて1iい、 lllll(川i記長勺l昔、fiい;Hl:1ν。i)，t三、



')r lil/i(d':先(/)ii，]紋{土11iJ，止しj、ぜん。

( 2) qll生々w
r l" i:'lí~ l'mタ~，'， I ， ')1: lill I(!I決'tTlI¥jI P込山J( 1')111知lωり1I紙似Jt1 G) (，::，C、JtS!JI:Jfi ;;'i: 'Ii"l~人し、ソァ

ヂシミリ ("/I'Nf.γ ネジメント YW'M ， tttγ ネジメントíi'Mご~J，HI\ L亡く/ゴさい、

出:~';、I!![Iζ刈 I (li JYJ ， i'(/川 1I ，i'J11'(分及ぴ品11(liJVJ i i'の)，iJi!i f' '，j， 11が応J:けているj時代刈;tj没怖
に '~}JÍ，j(氏 'WUi:11å11 \したJ貼 0/上、 IÎI心Ji~l'ill外川 ')I:lìillllií淡'l'(Il\l Ij I込iヰjの「州政I'{分Jj出Jib..てyr~十
IlliJVJ i i"~!JIli [')J， 11 J燃に11交、'i，)r.tl'iな似人しでくだ与い。

Ijl込先&ひ:J，1U;;1もがfわるJJ1i干のI!(¥;，')'J¥， : 
~!Ii ，'t:i f'J l立法人|災，~~j

1dl !:i~ 1~W，~ ~:~総(1'11則的
'1)¥: ，'，'れ(，ジメント wr~:ìjì: "i1tマネジメン i、総

ヅァケシミリ () :l… :3目。 (3ι !J，j，I:l
交付11，'1'111): ) 111/1111 ;ウ、ら糸附 111，で (lhIJ(O)悦11~干の休 11 ~i: I!余く，，)U)ノ|前日 11.'，':31)分から，1汁:

:J、"C:でナョlI!i1 111 封1{'，~~でお附iい LJ、ずの

( :3) l(ii級11';中山i曜日十
ヴ〕機1(110))11、''1行から、 '(li:，I，1";: 11 .['れli; イピ泌総し去ぺ)九/良心、1!1\ :f~ 'lfJ iiの内 'ilが浴，11~' ぜ U)llllt~
で ~tr;I'J' と j目、われるもの (;1 、 'dj:lll[;のみω長Jl'I~~ と 1 去す。
C!) I!主総主でに11.')111) {i: 'JJ!')"る場合があり:J、十。

しりがIlillilI，淡の実胸

のI(!Ij1史的11111士、 1 1'1:吋たり日()分以内どし J‘サコ
(治 I(，i淡人数l土、 Jjヤ''11.こり])j(1Il1として G1ft以内と L:1;]'" 

(日)そ(})I山
ゃ:椛郊外，¥1，(1リ~llí1 J1J1川被I'fIi外JJ1な11，11く)のk.!I(!I1リJ'1"j'I})ポ1'JI1l1Ii淡については、 J法i"のJ1JJJ1'('、

{浅{待と浴 11丹 1"1紛で，JÞ'!~，'/l: し 1::'Pレピ;(;'1;議システム令平Ij)1Iずるこどがでさ良中"

ぬんIYil災都111111協会

c;{J.版社I.JliJ、人制I11以被i'Y!J!lli子会



()JIJI，f:; I 7) 

係機機羽詰1えび体タIi会IV1JlJ liA iJII ，'.1， 11) <í:: Fll主判定~Iこ限lするリミh制緩仰l

機構マlまn，¥I)JIJOl中日/1，'，/，111こ関わらない rI~i\偽~I'd! 、 i録保機社~~l}; (1) tH 1 ~，滅、千引î~拶øJ斤刑f判1:弓 J及立 tひぴ}戸t虫吹;;5余ê、t似の4徽1主l!1保恥
え匂符?字:1にこ|限具則j門サ寸吻るU総とf休|ド¥(ω師路許f羽4、;パ|絞}終l聡E品 i彬う鋭ç:!Jì縦i担似t付t機幾詩総l持4約t守伶~;ìJ
自紋空指相l絞d合とF災必J絢刷していj潔iサ十均ο

1， 'E般Hlliliの件j符

1!:険相談1;上{昨日>j1Jの，'11'， IH 1ζI~~IわらないiJll i，， 1 、 11日IJ史キトについて制介it'行うもので十。に~1乙/::'<1)+1 1
総長五分で 111 込んだら J込し、かなど、行， ~n ご終 l付会するための村1絞も 11ってい求十りすiずl士、?!'l首選
制111完投干IJJ討されあことな幻滅めしuzナ。む:おうな般相談の飢餓は作成しま'Uヅν。

2， 11
'
)ゐ)J'I.占

r 1坂1~lí員総・体外託金JjJ1JIJ 1必然川1.1t1t~相談終 11別 1)ぷ干 J (4， ;ì凪知ω)JIJ紙機"'~(U 1こ必艇事J)!l~: 
Il~人し、ファクシミリで機会:'?ネジメント古 I!I~;滋マ才、ジメント ~q!1こjl止1+1してくださし」

111込先lJt..ぴ奴絡がある場命の1111会均:
5ll11!:行政治人Wu隠IIil111災僚機器i総1)-1幾榊
!併設か'才、ジメント古11守，;，I;rヘノコドジメント糾l

ツァクシミリ 03~3506~9443 

!制、1'11，'1'[111:JI 附刊から合附In lJ，で (1事|伐の祝日符の休日削除く。)の'1:lil19 II~J' :3 0分から
$，でです調。 11"1'1111機ヤでお闘いしますq

:l， 1M絞nキドωi!l!絡
( 1 )槻織のjJl対 r行より、?底許，f;~<.'11 ~J，\令;~とw目~1rしオ汁二なお、1I(\:~Iji:J況の I)~'!(:予が喰紛での 1111燃で

~;*fりと，IJJ，われるものは、 7陸 11i1i<!) .'l，，<l)対応とし iJ、すり
( 2 )作l能III付制によって1;1:、泌総訟でに11/1'1/11it'現j十る Jl1{~がありま十0

4.会Il¥H日s:li0) ::4 hls 
( 1) jfii絞念行うi.lHrl土、 11線認申l誌のj二、 iむやかに行います。
(日)Ifiifl:lill，'J'llりは、 J)l(l!IJとして 1('1:あたり日 O分以内どし;1，-J滑り
( :l) 1M目指人数1:1、JJ)(Jl!Jとして l件あたり 54~1 以内とします。
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i丸山i;(~港総ぴ)I! ，'JU，Illll il ，'j 判 i ふだに P~J十る ')~}j(ti県相i

|倒的で 1;1、 JJ~-M~II!Mj(ニ係る ý，f;f，j'?H.:HI見!犯の 1 1;-;'1&CJ'iiJH、h'i*'トカ;JI，めしてj必JlJマ告と" '.~I! O)/J~ 
1泌11

'
iJ，'i (J辻|、:r 1， ;)11、い)1111'1ヅrtセスJ)にWJずるjIlìiJ~ 1:t Jうため、J')，ドlこj、り、燃料マ1，i) 11，'j' III，h'llll 

1淡な:)，0腕してい虫ず、

1， IIi)II，'j，III，rI'iHl淡のII')'?;
)i;)II!)'II'，Wヅ ¥"1vl.:スに11、ikの:<[IIl'1)iがありま十。

( I )システム ，)，fjih:'，;，: :仰を4ぴ)111111!令í!I川して{リ11 Jl)~，I'<:， j漁協ヤ;、 -， l'íf~ωìljl~仙Im，1 が JI.'.ì的 1，，:J，M ir 
( :z ) 'j目 交御代:1，;)のJ先日iが仰を士川 1)Iご)，たがり、 JI，:.U自の資料です'，，'，，'， 11U)，I')'UIIIがυTij[l1，，: J¥! 

{f 
l:，iu 2 .uflりの11'111'1 イピ1J'つに叶たり、必岐点~~';i料の 'l i'íJIJI':キ (1:1iうためのものマ十。な，)31，i]lI:い)1

治相級υ)1記品i\I :l‘ 11:I，~し一IHl'ん。

日， 111 ;みんw
r [j;;減 líJi. ~:I[ ， 1111，')' 1[1 ílì'i1 II ，li~'Vtl l\ l 1[1込，1::J (本地jX11の別紙似点 10，) Iこ必J)JSIjl:J U <': ，ld人し、アァ

クシミリで 'rWr!:'"~' ネジメントi'ill'I作市γ ネジメントiI'IUこ仏illl してく 1:::' i:H、。

めどJ，~b/(Ì'ω I!U:;，先:

、i.flJI:立法人|科病IHII'l~ ，1~~~誕地総イト機j(q'
ff.γ ネジメント制御1年γ ネジメント ;l4~
ソァクシミ !I 0 :J " :3日()(i…() '1 :1 :1 

: JIIIMIIからくi古川111点で (11，1J止のHW匂の休日削除く。)の午前日作目。分から 11'，ノl'
， 1、でマ十。 H、.'i'l I\)倣叩マ~']阪い L 占十。

日， IflJilぷ11':'守iの，h良市t
( 1 ) 1浅川内111，"1 ，/'i' より、礼1Iìl~"e j-I 't'，I，':lI;<i::-泌総し):オヘ}なれ、I!(lf'i 'JPJ'iのいJ''(~が 'rll ， J目 ('0)1"1科 C

~ir:l's、ど MJ.われるもの It、'似紛の 1/.(/) キJ I，!~~どし去十臼
(日)羽|淡内ねによってlム政給、l、でに附111)~ì: '，U!すのおJ)，}.ii'がめり 1:'，1'， 

d， 1，，) II!)' 11 ' 約制 líì}iω :J~抑
( 1) 1(lIi淡たれうJM(f/上、 IIN，制'1長び)1:、泌やかlι1iし、J:ヘ)二
(日) 1(IIMill.¥'I/¥)iム )Jj(lliJとじと I1'1'あ/より :3CHiJリ，1)')どし iγJ'.，

( :3) I(，if淡人!j1<I士、 )lj(lliJとして 11'1白あ1とり日仏以|人!とし 1:'1'， 
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i校総機1\誌の対liI iJV!ril' アオ).:1…アッヅífIi F"，1{こ限lする災lií~腿 ~'rll

-Il!HfIIでl求対'1mJ1}}パにおける j山内付符についてさらに飾品，I~~~~ る ÎÍliFø( として、以 l♂に，1: り、到眠中1，で
:l<J'I {lîJY}パツオ口…γ 、ソヅ1m総仕':41，崩していオ，'~'" (ただし、体外託金ImIll 12\í.~，\，'';(~íïlÎ l山好奇除く。)

1，刈lれiJめパヅオ ('J，-，，. ~_Y ッヅrmn売の l人ri'f

対 lúiJVJì0ì におけるlめパ ~i:: '1~之け 1::， 1設に、凡鮮やWi~J<~守において燐IIUが 11二じたぬ干?などに、大\Jï{lí
l山パl'す!i習の似品誌なt1うものでナゆなお対WiJYJF:'ツオ j_:l…ア、ソヅWiit!(では相談泌総1:1:作成し立;
ぽんh

2， iJl)みが泌す
r 1鋭機機燃え，，!'iuTJ.VJ符ブオ喚問…アッツ'1m絞関111)iJ 1 )み潟J(本i的知 0)))リ紙li('J~ 1 1 0) {こ必)2.(小川

:a:-lt記入し、ブアダシミリで号館ト介γオミジメントj'fII:日予rtf.γネジメント総{;:担'JlIJ¥してくださいの

iJl J2;;，'~.& 1び腕淡がある場合の l閉会~~ : 
独立行政法人以iJ;ll品|後続H識者住総iTj剣#1
'jfl:潟、マネジメント1111清ri_-stγネジメント倒l

ツァ夕、ンミリ oa~"3506 944日

交付lIiJ'11り:Jj限れからイi':!IIIIJ1:1 i)，で(1刻J止の悦11~字の休日な除く。)の 11'1)1) 9 I昨日 0分から}日午

i犯ででナ。 Illj.I/lJ員立匂でお即li，、しil，十。

:l， f(r iff~! I1 1，1):のi出k{r，について

機憾の;Jn~I'I;I'í'より、筋向fjで r1 f'，¥却下1i:1出絡し;民十。なお、!似合併Jrlの II~符が淑紛での制約Jで済
むと服われるものl士、後五Iqのみの，~Ji，G~ どし語、十匂

4，対f(IjJVJ長ツ j'P…アッヅiCii11%ω災hIliIこついて
( 1) f前総'U:tJ'引話'U'{;上、 I1fM Il間終ωk、)ltiやかに行い決十。

( 2)前iil%IIINIIH士、 !ljO!iJとして J1'1'あたり a0分以内としH:十。

(3) i1ii目指人数l士、}ljUIUとして 11'1'あたり 5お以内とし決十。



(日IJl'品2() ) 

itiM'i'I'.I: I，t汎1!，it::;jiI'I'i:，ilMidll;淡い|昨l十ィ:， :J~純手足作i

1， X-J tM 1り'Ji 1ωI，{)!&以内 ~i'下
ドソミ)必明i判。!kiJ匁どずる士、Jt{liJV)，¥' U) 1，(分Jえびl'j:NIごついては、以ドωどおりむず。

IJ) 1民病品1，i'，IU'H'1ゾ，1::IIi)自介，1'1訓JidlH淡
次のγ，¥1.1:1:イのいすwれか{ごついて1iJ!!i.1k(JI的ti4イjうもの。

γ(k';，'"XJt(till)); 1 ，'，，'， 111-:: ，)1'1リ:された川、~~ill!llIXLt似品lilIU'1 判)Iltl打州 Il ，Ui (イ"Ì)û 幻!(J)1J!J~'，品 :1 や!日t ， ) 

の'P.il，，';， Îi: ft'った|列強!，~IHl UJ if¥，tg 111 ~1N IL'll.:: 1;五十iナる(，氏。)'，)'料について、 1;¥"I'iI'I"I' 1，1: iplへの

i肉ii"I'I'Iι!対寸る '11'.1仏
イ百iノ判長引¥J)111'1:: è~l ，'，，'， ぴ)'Ii泌111i'iI'ill，'n:添付ずる i'白山氏料につい C、いが'H'I')お111への泌イHI，

l こ I~Jナ;::) fJf.1Jto 

{日〕作、的機関1，i ， 1 'J'í判:)，1，可111!)!~j 介，1'1:;淵 idll淡

?暖化Mt{till))LÍ 品 111こ 111)j':è~~'lkl什点機日li 又 1;1: 1'州I，(H~~:~o)，i'!!itlli初級(本，itM:llil)叩J I(，~ I :1ゑI!日)

の1j1)6みと1:1 i りたい:;')1，<1誕百:~及 ()l体外ぷ I lJf川ドペ!日~IHl U) JJ~討jIP :1，'III!t'(こ l，j'，H'J鳴る j'ítのほ判lこっ
い℃、 1け MH'I; I ，ti'illlへの，ìl~~ {汁似ご|払l寸る11].1/1.1えびJV)，i'な1iう七の。

(ゆ l'lUI，(H位以1;i ，1'iI'I'IU，I: qll)自合，1'1: 1総 j1f.判 HtJ~ (正!})II判ItJu

1:'湖付域社:Ii，l:I'IH'i: )， 1:削減 ('d'l;副M'~I:判 1 ，1売の品!i洪くなり~: 1)でうどは!~\:1 j"った JJij í干に、その :!J~ リ!I'fii U) 
泌吋'i'i'Iとっし1'(、さら1，:，111:淡をII'うJ詩作、、円以HlilJil<分1))111，淡{i:Ilil正佼1)、Jij，;持&LJII功。?な
行うもil)り

(f) It f/J;N以等製品]，'， :lifWI 以前 .ì~:~ {ì-刊 i制白羽 li~i
次のγ、イ )(1:1: ウのし '~r1れかについてm，;YiJιびj山 i j' ~i:1l うもrJ\，

ア{経先対1M11)) ， i'川111こl!"ijL!された111:丹市、彼等製品XI:I:IIJ:IIJ今、彼等製品 '11J)1{，1川lIi判!ii先(イバ凶
立11の自IJi，詰!)ゑI!柱。)O)tjl l.)み1んな:1i'った 1 1μIJ災対t特例仙のIJiJ，gljl 削1与にもßHす拘る l勺じの ~~i ' 
料について、]，1ilijH'i')，I，illlへ削減(H'I'IこIY..)十る 'If.iJi

イ例))t)01 'It寸!災lこ>")いで、ゾごiJIliサ=る.¥(1';): ソご Mi したIfi!，~\Îlの OC PIこ WIずる ')\:i[(、うも滋|災時 n~;す;

の II~íJA ，，試験ωGC 1' j邸内iけに IY.Jずる '11:rl'( 、.x~f'I:及。:Jザ111以 i，JJJ~総メ l土ノ[、必{去に%減した州
内・試験のGl) 日ド lこ|手lする ')I:JI'( 、ゾI~);f胸i討'li した j月l'目II~I;I山4ぷ札;心lμ:h日，(川1

ウ |川l可}打川r外生1'.1似う災川iコ1似iぷtt等平t拠i性VIII仙1111仏V弘I'l'従ぜ引1トH仰:1刊111淡i淡花dなfう交主lけy、対11九・試験的、 決定'1'11、4製当E約kノ'々Ji，法)，久みてヤ匂j宇};uω) ，川1II111þ裂鋭〈司11トに、ここ|似耳羽J~Jぺサ寸J'φ万〈る， '引jれt:
i引J刈iυlに乙〆つコいて1一i祁i
(じ~T円、，1ド》つ)1にこ|似日耳引叶J'刊‘サ寸，)"る判仰IIt似絞j炎iη (外IH似)J~}9f の:)~Jillによる似Jjl~;\;川!及び，11 :I ~l"r ~;，ì; Pllu対11統合同:く σ)

ti"i) Ilflj'，1民総ヤ):I，¥I:l，'n'，]，i"hH'1ゾ州I!泌fT十II:iiM村山lilJ1(i白);11相1iiJii 
11刈!呼」川ノ刊生1:、い似;申民~(れぺ刊I~ ，川品V山，f， ì汁4

ド内、tげj半治]UJの}3浸1毛"吋f引性1'1にこdつついて、 ~~ c) tこれj，淡 ~\;'1jう助氏、 叶1i1歩，111，淡|正分的判1'，討i{i: IlfJu:'ヨ:1I、J行i符及υ:
l的jl'イl:qiうち的。

:l，刈 litilV)，I'rJ) 11 N，[IWII'% 
対1!tiIY)i iな諭引するJtb介、対IMJリ1)I ì' の')~"Í!i 11 を im，j!1時十るため、州統的|足分lこ l， t~ じ、 lB!虫行政

法人|今、:\~仏 1":Jj，(1議官:i~，:t; (j-W則的前，j'fie:'宇治IIi5IMJも，'{，'JI'(f!jj )ii}， i'Y)!抑制JII)(、ji'J，比 1(; ij'.制Illll江'}d lJ'n jユ
ドi!/，Cf:先 }ji};，Ji::J!馳iXllIJIIIJという， )の以北約22}土、百'}2 :-1 U.又1:1白I'i2 '，J U守山 J，~!trjl(ll分会 ri， '; 

がWliJ，l:ijli，i誌iMI'i品IJ'r，1 11，1史111'，¥制限依似;1，りと終11'.L、品，j't(ljJl)) i i'術情1111"1'なI1111，Vj 11刊にl記入すると

ともに、イるi!3'jP!'i ~i: ird人し、資料11(1止 (Ij'(i獄中的資料として泌I，J会f>itナる資料及。:そのJHI処
資料の 11紙")、 li i1/，1;機 ~:H ，\前i'l' I ， .1が II! 、ilZii"H'I，，;J，'J 1i.HI，u11ごつい亡:II!似1(li談が終 rしている.I，lJ0f:ti;，J 
I{ti JY) パ ~lljll/il{tI M~ lI!j Iご骨ifiされたrll!jlllJtlli i淡終 lilll:U)，びしたあわせて、 l年数、州;!.l';¥l.1.J:ツ γクシミ

リlこより'1ii;'j'liγネジメント立Il1tF'1'1.γネジメントi叫にJhlll\してくださいり !~Ii !.l';の.Ij，)介 lこ 1 .1:、 j， líi1J

ぴ).li iこ rx，j'I{liJY) i i' 111'刈品収1I<'lihli'・'et'~!'I' 11 S'./¥イi川，J と甘く ;H~ さしてく/ご与し、。



111込先汝ぴ持sii鳴がめるJji¥(:;-cJ) Jl(i会う11:
ヂ 100…001:3 Jl0江附千代111以後が限i日… ao_話 料開之が|刻ヒ、

ノレ

~!l\ j'r.1i'II)i;iL、人11;:~終 rH![11~般機関総合機機 :111千iTfγネジメント制作!Frteγネジメント龍H

?民日前 (ゲイヤルイン) 0:1-:3506…¥)日目。

ツァクシミリ o aωa 11 0 G…D44:l 

!交付 11キIIIJ: )J 1総れから魚川'1111ボで(1'(11伐の似11俸の休日合作izくο) の午前日 H年日
。分からノ|二役目 II，'P，J，膨むで十。|時 II\J Iil~':J患でおJf，líjv 、し泌す。

日。対IfJi!VJ況の II.m守?の:j'3ま11ら牧
刈 TlìiJ山後日 f'l\謝M~fiit<)許i滋 O)j泌 111~了後けてから、機怖のHll!í 符より;Á!)iÚi IIII，'{'について組問空港会

行いボ十。
現~1JÍ!ì 1111午、場所得;が総;長した場合、 l対制限'J ごJj越のご(納付J1こより、/'11絞，/i'の辺住絡先あてに
ソァクシミリにてよ1'3知lら'11:l iJ，・V'， 

ただし、 GCTPIこIM.J.，J';;:.刈111淡にあっては、製粉胸部t?，~;v，)削 IIIJ(，伴う場合があり、弁'J i.mJ，めパ
の ~~)líIi 1'111与ながとïlz十るまでに 11 数を泌することがあることから、す~lííIi 1'111/1'がik:iむする1)11であ
っても、 '11JゐiJ;tHiliJ¥J切「政治r;11;泌総した「対lilTlVJtす，A!Jliuのご討をl刈J0:)器付十ることがあり;]，すの

4.対的iJVlモl'，']'.\飲料のJムい)1ちみと刈，nílYr~tcJ) 111 )みみ
i二百sa，の対HiiJりIj'p守災織のご孝弘‘|人lを"史的した ¥1cJ)沼!1:1から刻銘して 15助J先日以内 lこ、 ~}jn選

対1MJl}J浅のほ分の手数料を市中銀行妨から Jf~ り込ん 1::1ニで、 阪説燦~j機議百総詩{約前許悦企ì~税収判似u必1，弘賎，1長t;ν開i汁汎f打燃|脚封 j滅鼠 j合守 '1'判机!リ品lト:j紛世総!ピ燦か仮0 

J村州千刊|綴絞iれlにこ，つでつ消》ルむ
(ω))j(，;jヰ本主完:)~とご 3淡露E務葬 j方Vì.総l点t装滋卒，;)必詩』脱脱胤ú抵i目i制綿昨l川tJJリ 0の')存拘機j氏iしユ式にf幼為お‘ 2 記臼砂仏.，、 f絡有詰 日均砂φ;父3込幻4ωlは';!:tI!2 4，去の け削減，t~t.去ら叩1)議j合、険制
ftJiHMii111A手陣JIζ 必，!Ili司1，司~ 'Û:1ìB入し、 1!'H晶子白没1M韓符の ~lfi・しな総i1寸0)上、持参Xl:i!1lIIJ:!i1こより
術選tγ，*'ジメントiill前，rtf.γネジメント飢に封iHl¥してくどさいの利]去のJ，J)rCl'Iこは、対日持の災lこ
r *'J'WiJYJぞれ[11る議事fl:"1 Jとれ滋脅してください。
出j:~守、手数料事ruえり可綬込ブ'lrt，のずf制lについて l士、それぞれ3義務 Jl ìJ， 綴';J.f híu制民'Jの}JIJ ;lOkび
r1ll¥i'r.t7'i!立法人l後遺'!.'iI'[袋燥機泌総合機怖がnぅ!ltf.'保守;の手数料についてJ(平成立が¥(11))21
lli附幾滋賀'11121002}Hll¥虫干III交法人|必然日，[!!;，燥機総総合機H1ilmlj下Jえ:i的知1)::'i:議会11(¥してくだ窃
いω ボI'::，、対l耐i山狩¥)6協のご綴内の党総?を、中11淡1"分合総lilJの上、 J民り iゐかようにしでくだぢ

6.対i附lめjW，¥，の資料

( 1 ) J'.削1.(J)、(~)，)(I，ぴlこ~Dア lk. V:ィにあっては、 j(x誌記 11111~ 1;:。漁村'<~r'践の資事I'lえぴ敷布。資*'1・旬ト
l1'i11 '-i: ，上記1..ωウにあって1;):仏関特別!)';II!~ iT，鼠し丸筆者料日i浦安、相談'f'iIE11の目、制111)

Jl ljの月 11催1' 1'1'後日1I，'J'，n でに、 'jhTfγコドジメント 1\11~擬 ，1'1.." ネジメント日明へ:1守護~XI~:郷滋によ

り総11¥してくださU、。 ぬ:才3、護主将資本1-1'，):、 ;添品利{小付付‘4サ小)'トl九1一]子j
lωば古苛?弘焔拡i保択首総占貯験免lにこ限悶j門サ寸4 るE災若料0の3段駁3イ介rlにこl付はj主.、 '~~I燃に)11 v、たるt験¥)6)迫i計的n接点:どが培えられボナ9

;)~ 氏、事47仏併の'おl闘による jj\~"CJ~!守:J! I!Zえぴ，\，I，~を符)l1!ω相談。J場合l式、~，!jl}JIJIこ 1\^llj奴 îfl:Jlf! l'f llの的

;.~y; ，こ従りてくだおい。

( 2 )以J処淡料l主将~ii.対 i係l凶校内 111こ扮ßjf、してく 1ごさい。 (GCT P 抑制'~tt-除く。)

なお、 r 1.対 í (Jj~りIrr~'O)1送分及ぴI)j苦手 iω心、(勤、 ø:rrの~焔J'統合について l'よ、 1"[銭;熔仙
のìí~! 自Ij l紡資料lこ係る i燦'IT 'I金主幹 i削絢 aî.及びGCP災地商品 rt日ω ~Jf: )í抵P. míl~ さについて J (3ドI!見
2 s ，['. 1 1 JJ 2 1日終険機筋 I.1日 1() () (j I%U¥¥Z '/j'級以;人際線1\" ，[祭療機~住総介li剣持 IIJ!
司1:J造j脱却1)、 r 1災燥機関の|品川L斜路えに係る ìJ1;総Ij l紛燃料のì~~fr1't滋 I Íl Î商品資及びGC ド潟地
制伐の災鳩小品/eきについてJ (\JI.)J~ 2日'1'1 1 Jj 2 1 11)捌創造始。 11 2 1 () () 8月現IDztJ



JJ立法人 1~，;:ìJfH ， H ， l反対éW~，~日総合~;倒的I' I! 'Jr J乙)1(1):11)及。: 111 f.' 1'.I!';， IJ，I;~宇部1川のJJI ，tgljl ，lt'l資料 lこも告とI

，iJiIil (f'IJI:れI(，i，iJ.'J内及。t(jC ドゴ'(Jlþ'， ill，J1f <l，ソ~iJÚ.ir総さについて J (、1'，;&:).(i 11'. I I 1) 2 I 11)収
機7位協 1I 2 I () 1 0 J)泊 Il ，I/:1lJI立 !J; 人 1:< 押i仏 ):';， 11.1:機器i~ ~，1~ ，;1 ~剣持 )11 1 引 j去 ，ìlJj 苅 1)命i)11)11してく

ださいふ

このj持f?において、 rlllMJ行J~r: r 州政行j、 I JM~UII ，lWL:ii:lJ 会 f ノJ~M~， III 前'I.'flよ ìi制、1
'j'るi'Jじの'，?ii則、 !仰向J{i; r判|淡J、 1ì~:U 什 '1'1' i111lii料配I(i; I J， I 'laI'lt 1，liij'l，il'1i 什刊品目1町
村 I ，uU 、 }JIJすJ\Hi.，I:; 'I'の i 製法W~'/'3 1/¥，泌1)，;1，'1 (il\M~ 'JI:.rfi 'r出!金'IUI¥必IPMi(t:汁;):，，)J <i: I{，t 
柿1'1'1ぃJjlii<j1i淡{H'j仰向 HliU1rJJ'11)bJどナ?);/1';必県~!: i.'j~ ib'eみ仲立命令{Iうものとし主十。

(じ:lり) 1似タ民州i討1峨玩似j紗ぬ均喝4ぷ出総ifいiパ-l'~粁州r叫Ì'I'刊机11生))，1がi
jli州判|ぷ淡~ (J臼ω)J却'JIII判|仏1，淡)fこ〆つぷし、γ‘℃仁

，1111" 1ω.kJ，(liJI)J，'(')ご);I，ill.¥'からの4kl立以なl点り込んだ資料を阪1I1L'亡く 1!:i~ ぃ

日。刈，(，iJVJ，'1' の II~ 1'1)'、 I11'>¥匂ぽ
( J )品)J(liIVJ，j'O) ，)1込みi去、 ;t: 山，)~仰 11(，でに、1)，)6Ii'の出合で、 l以ドi'Y(i:fjう.1.1.)介!こ1，1:、h投手d

)j ì)、，'1:')"hílí{ílll\刊の{いじ1}:~ :~り ωf 年Jlili lVJi i'l) lìb ，H:JI~ ド!!'~Ì.I Iこ必 l~.!!:* .ri'i を Ifc 人し、'iW1iγ
ネジメントJ'ri1'l1f<HγネジメントIi'IH，:jJil 1 I 1 L ，(く/ゴさい、f)トリ:で、来初 Ijil、 1 '1;ゾISJJ信仰 liIJのrl~
)I::m :1 '1りの l'I't:: !4li 1111¥ ~'i; 'ìl~1'J1 f. ":1;; 'J 数料，ì[;'tf，hNI)j~ i'-liJ ~ご川、リ~! '1 1'!!'ì ム!人の 1" 、 II，~III かれた.I!lj(I'
lと1;1、nx:J!'ト0)'1"組合)'!，'IHL ，U十υ

( 誌) ，中|い1)，込主 行!ωJ仰出 f什Tγ“で(:")だ~)，胸{抗líl汁lの?没交皇史:リ児i4令;i行tうJ均詰介l仁ι久 φイ1.1し、 {品刈I1山uiJVリ山'J，バii川巾|ド1i込i，6¥内件附JI取|代司 ド版則u~な，→引引J羽仏1 ，ω1
Piμ1蛇l巾|ド1)込主Jム州イ~i:1れJ つてい1たと 1ゴ企 J:汁サ寸勾"1山)‘勺c 、 I ，;JiiliJI)J ，.¥' 1) 1込IWl以|、IJIjjl ?i;':，lil'i'，;， '(，ジメントfjJ~
'lil: 111.γネジメント;1県にJMIIIしてく 1ごさい。例'¥1:て、 r 1災ι収品等'ifffr，';~'; r. ，1l~中部日刻、JiJnボ ;n:J
lこ必叫がJ)'iWtJ人ω1・、 Jlall¥，され1::.114if 1こは、 r~k:l"トi}J'j'，wn ~i:)銭付 LJγ) ，

( :3)機I，Yi1WJv)líll 介で')~iJíti 11 0)没:9!~f:1i う JJ~{~や、')!iJíti 11 (川Ilt!1.!!，Iゃねな利点:¥、ものと機仰が総

め1':)!);MJ、 1 x.liiliJI)J， l' l) l ，ìみ，I\'JI~ 卜'前u な JJùl I ¥，)， ""目、必はありポせ/ν ♂

(ι1 ) J山トげるぬ(f'(~(わっとも、機Wiがやり合引ないものどして泌めた.Ij，) ifl士、 f
I 宣幻HL:J主、亡汁"寸J二

7， .k，)J(liJYJ i jO)')S!JIli 
( 1) XJI(li助(1'に際 l，'( 、11似IU胤処r伐守1午↓dの){似i恥川:げげ川q午伯li:υ札の)!:たごめj滅d必弘 f介H'竹Jリ1，訓糾訓iJ;I~l内ü~災~1判(刊::J.j仇似i恥料:吟げ以4干竹';いi

どいう匂 ) ω{快リ史ωJけ)ハ川l日)4舟?千品命h台拘l明Y判{トけ「寸寸J'泊Yどる，.1ω!持Jf什i'1は土、 )!i日支'?i:ji:Hlil人ωiil(I1ボマlζ、資料1けや校総)IJI)'，I6，守

合、 J!i与さよ、川.n}メ l土ツ γ クシミワ lこ t り '11子尚治務îíll.~\li :fß t(~ 似!Iこ似 111 してく 1:' さい。1，，:
tj、治'剤11についてl九 月向 MI:í1品h1 i. 'm:令H~~{i)ì:ボNi) I1'嬰制 J (1， )lùJ;1Iの ))'JI:北~ 2ρ) 合会I!((
してください"

(日)対11!I助， 11ζ係るHHllt'r'HlOJIIf)人・倣11¥ ，'.{{f， li' lIl.f，件、 11¥川';-1~' f(1 作~&Ullrllllli官級 îl !:に勺い
てl士、対1(，iJYJi i' "i I11こ1M1I1してく fごさい。

(ヨ)対1M助， Y "i 111';1、j紛l'i'ミ:{，Jで対 1M助， rの[.がjがある行事:{J.;えていただき、 111;1完111.刈i{i' <1， 
JHノJ<Iこj，'{;ってく/ござい。

品。 k，J'lf!iJYJi ì'-， j'L:~，去の f/~Hl

刈liIi11)) i i'が終fL 1こ後 lこ 1:1 、 +llí淡 11~， Iこ"すねな附 1'.弘の 1" 、機怖において似点1~<d1'1& 1、111，淡什
lこもり:HL)、ナ

D，その他

品l! ilí lVJ ， i'OJ対ヰl となった ~~*:Hこついて、'だね{;:Jji i;'弘1)'iiiJ資料として{屯)1)する場合lこは、 jiu/II
した ~~4仰い')1)') 治・15:没: 9iしていなし、げの|浦山I!}:な.J)，¥/I¥VCいたはさ j、r



()JIJ r，I~ 2 ()… 2 ) 

似品目 &111午後té)厳命側諸 M'i記+nn~むこ|思l十め災)j(â9;!制

1.， 12~WMllll)・3持ゴ?にjぬか十'1，制潟村 l完走の 1)、1'が
イ話』前J辺倒の対象とずる刻、rmWJ討の I}~待。については、以ドのどおりでナの
l後;終Ildlのpj宅街:Jti.11 1 紛 II~Jìに添付ナる 'T'~，主ω資料のうわ、次ぴ)ア、イ XIまウのし、ずれかについ
て、問符及びlYJI~r'ii: 17うもぴ)。 た/ごし、ア、イ父I;xウω+11創111，1ιには、2'Hl点試験・制潔0)4)1白川
11与のGP日p・GC!";)6総休刊11)<7) I術総1k:びラ3…タベ'ネ…ジメント、向 f. Vf'絡め:1~)Îi!i:V;r日の線総
も|川 H与に :;f~総十ることとしたれ
ア IJ~Iζ終了したI!ì!!:ìí!t l以狗後陶山糾験lこ|品lずる資料について、{許制刊し弘前への総合的に|品川河

るl/r')1向。
イ II!{;に終了した侠)f] II~~:/(íil!/次もしくじl: 'ilI' ).Î，j'ωIJll~~"~制約こ!刻する資料について、{許制仙人1;

illlへの治合仰に1¥りするヰrXXl，
ウ J:. ff~ 7 X I:J>( Iこ討11ずるものとして、機梢と合滋した事~li'tJ阪必後|臨床紋自覚 XI:ti白川j剣道湖

サdì: げしくは特定{むH111~1，資制所以闘する資料について、的:~a'H!I ，)，Ç司自へのj邸ír十'1， 1こ|品J'~'Q 1)1: 
Jri， 

記. 1'詰1111111lFF得税減t't11!:司自燦付In~iの 11' )みみにあたって

1民総，¥1，1年'御前)厳合相1，締1'1接持l談合::r!r"!付制とトωi別立、 +1問先11')2"みに先なお、ヰlがIIfri絞(本漁生1Iの
JJIJI;合Jtl 議会 11(1，数~，1.111~*;I) 1こで、 J幾t的の初雪').;，討と 1)llllJO)!， 

J・1")-せな必ずfiってください。打l距誌
のJ賞、 IIThIL¥絞料ωl内料、ねIrr抱リミhむず)'1;者lIil'lり!、rI1 iみ燃側I，wr.)年11特について検討しすi寸。 Min選'11
iìfll倒~終γ1炎、機{持及び+11総計において似日話されたゆJl'lについて、 rTJnlfJi1li[~石I11制御 J (以ド
f線総潟iという， )なザì'in し~:ナ。 lì臨終議I:I:~~絞似 r8!o:> 111込11れこ必須となり l):十ので、紛火
しないでく t!!. さい白。1:せて、災料11位入H糾ζ，~、総出:燃料念館殺した r/111入淡料一総:淡J役者逮nl
j汁'0)'rJ、機摘が111)どしたも当事Hi:搬入してくださいりなお、 a.ω…r:統合会l'I i貯に.iJ1lめるため、
資料j諮問予従1111'J~Iの 1 '1' J] fi，¥l(C nfl訟でに l)rnflflíi絞令:~協してく l't. ，~い。

3邑 l必然l'ildIJ~後淑j議i il"KI，絢ヂポ!II首長の F数料J採り込みと1I1:i6み
隊法ill，¥I，IIJ:1路淑i燦ぞ1"1'1:綱'itt制限ω111ìるみにあたっては、倣i詰~ILI: 弘・，~術後、 ~)ín去十11n突のl式分のず2

数料を市中銀行母i;から係り iゐんど J:'rJ、 J出火 j i'波紋人|双書~lrilll 阪総機j部総例制梓!託子ß1.符淡務!時l
f品数務 }illî潟~)，~)IÍl!訓 II í!lJ (可t)J見16 ，{J\制11)\1) 百14 妙。以 iて fキ~l務 )Jì}JlI:f0J4)ii目前11日|ねという。)の総

点m2 2 '~3・ 2 の rl1Æ~需品川!得議r.総合唱t自国 'it討 IIIWilP込潟J 1ζ必張~I)I:収合総入するどともに、以 f
の(D-ほ)1'-，民ず波中1.(I: I'品十J'し、持参Xlj:郎i去により瀞ttマネジメント告11'I~ 'lti. .，~ネジメント制l
lニ擬制してく問点い。張目玉去のi易1:rには、ふJtlli の?とに r12H!時，Il， f'ì:術学f.i磁1:\- '1 '1， 11出資十日 it~1111:l，1M"lすi{1!
1/' Jと決議Fきしてください勾
(1) iJq)lliiri絞11告に発fj'された(i(li総潟:の'IJ.し
(li) J採込{!z受l良線絡のりし
(助隊1~l ，r/， I lf'併合:1必t't'1'1: lVM奈川iI~iIこ使mす1.}~ti料 1I 総(l' 1引予千円/1的災事|。として添付を予見汁鳩る

区f*q.及びそのil~j泌総料の 11 品:九)
(;D 4. (1)にIYdする燃料

|災被，W， T時'出資総合併1:訪日うを州統1/1ì21潟:O)~制、)' /111年1:1司、機{荷'1、…ムベ…ジiこJ日載しオミサコ )1，(川と
して、 f品川W， 3)}1i!の火|斜 11O)!I' 1¥1) 1 011‘?から午後 .11ゆとし cいボすが、 IJIL誌の祝日のi場合lこ
は、状況に応じて交付 11 な殺とほし ;J~ すので、機{持ヰミ…ムベ…ジ削料品してくだおい。
たお、手数字|惚i&びJWL> );ìlko)総IMIIについては、それぞれ業務かが2潟:~)I悩 III)IIJの jJIJ'}ミ&0:

r~!II.\'l:行政法入院:綴，'，/:/反政~I幾何4総 ff機怖がiJ'う ?iwt却下の一手数料について J PI1.n比2(j 1ドL1 n 
2 1 11線級ヲ底抗 1121()()2fj'~!1i成行政法人阪総，\1，ドペ僚険協総合機徽耳I!司手段級制 1) 合議会 11告
してくだdい。



千 100…00 1汚 点以おH代1111:(j後がWJa…:1…:2:fJffiiJ:がI¥!.JIυ1，
1'11、1;:1i 政法人|州総j!dll'J;:~iW，~ ~:iR，tl í~" ，1事!W/ '1陣内!γ ネジメントl'm:が j~'t. ~ß ネジメント消l

'fltMi (ゲイ¥.ルイン) 0 :1 … :1 日 O (j，~o 日[) s 
ソγグシミリ () :1込， :1日oo.~ 0〆1.1 :1 

'，;;HII与Ii¥J: JJIlIIiIIからイ州出 11，1:で(111J.~(I) tll'， 1 1 ':'!: (ハ{本1I(i; I~全く。)ぴ}ノ1'1'11) n 11.'1'日()分から守
後日 H年→しでで'，J喝。ただし、 hiI2:3， I こ li~ い|旬、 Ihli ， I!(ld l ト :11，' rt)民ì íÌ" lt訓 ft~11淡 111.\6 ， !I:{;;

.1。いれ!iliIHl1IfiiVf!:;I1;j(、'l'I:.，iJlJ，'(' 111淡の'，'H'ト
( 1) 1. ')'、イ〉くはウについては、 )J;'J!lJとして1]1 .1，主計どJ， illl，'!'iこ、|災::~!~，HIの Ilflli 内111:WI坊には討、l

サソ:)j'.!.L::のほ 1司会事i'lí11(IÍ ;iîi仰にう寄りさ ~èlこ I知人'iH'I '防災Jv，J十二亡のIjilllシF'"、ノクイと
人~したものどiJIせて、 'Itvtiγ ネジメントl'm~l!lf11t:.:(ネジメント総へ .\(/':I 郷j去により仏l
111しでください。なお、災判l士、 IY)ili:，11，1;J1J1対抗，II，v)Ilj':IIH，:1]1 íl l'iiこ 1;~1 し j品イJナベ設資1斗 lご
ついてI(、;I'，，，~ 1 ? "1:' 1 ()) 1 2 'i 1 UliJ主 :I~: 内 lð約 1 0 :< 7 0 0 ，1 I)N:引正;:'1::匁)刀li'j例州1frIj'1行fr'1似う民".:¥却烈:¥1.仏111ミf食'1:，1わ，11，)川4μJ 1J i 
'11作II'it{山i，汁'I¥杭¥I判i

( 2幻) 1似i北u側処E災~付r料中訓lにζJつ}いらでて引1.上t 、 |似り民ゆ込;:)被終Aμ川，1111川i呼VI羽消溺d出釘h結1'1内削tρi泌l必hf介7げf刊怜1，淵甘白1，1相州11¥淡;百淡j先1、'j11 に1MJJ~ してくよfdい。 点:心、 l. 

γ、イ又 1.1:ウ 0)災組i T'約~~ !こゥいて 1.1:、 I1宍部品のIIf'ilvI+Uk ()'lli ， l'ド側PII 総資料lご{ぷお JI;~a lf 
'i'J:灼(li;V母子UT.(): G P S P :JDIIl )V，\h'i.の:J~)，(li T続企についてJ(平成 2s{I:1 lJJ2111:¥liHJi 
裕焔 11 2 1 () () ? IH!II弘行政治人以年111¥111ドJ州議日:，}総介1刻IYiJII!'J I'J~)位士'1 1) <，;;ill;)1Jしてく
ぽ3い。

このJ思{)'においては、 r iJ 1¥I!'!i'¥' J ~: 11'11絞行j、 1 1 lf')I~ '，'1. llllil'l ~~料j 会 11 IJ勺必ず1.1]1，1市1I，IJ1
1こ添付する子;むの資料j、 f!訪日引J{;: 1+111淡J、 r;G~i íÎ" III: ，1l'lllIiVMNJ ~i: r l'ら.llj，¥，'，Ilf'1枠内泌j
{)"IIJ: íVM 内相|淡j 、 i)lJiíJí刊誌点'1'の rlw市内 iJ'\M~， lll'ì~IJjJ 令市、初J'u1jllf"i枠内i出iiI"I'i:;UIJ jli'村1，淡の1]1
JbJ ど十るラ;;、必 I;)j l，:式市i!é :J;メ l; ，J~ ;(叶 -:_!~1 I'うものどし:1川二

日， 1弘、被1'lIllllf:i!'h+e.iIN0-'ltWM'f't相1il)i (1)完封U悼のおJ;II"，'11' 
[;1::.:足以IWllvj1iJJ拘介'i'1:，!I/J jlf.打liiJil]llz"J¥'lkO:.l. (1) 山口判的似III~:うミ:けてから、偽情。)III 

、 'j 打。が，)~);弘 1111々について í (lM!l!~1:'・ 1 "い，1いJ>，')，!Ji~ IIII，'/" .J Jb ljr'，i宇品川在 iぶした r~:I;wで、 j111淡行、 V4
1点機関又IV，:1:，iG行のi出絡先似て{こ制送lこでお対|ら iどし一長十。

(}. 1今、 2県~1111111If~tff'li'I:JrZi {I"IJI:剣山判1I淡のJI記ドU'、11r日々l足
( 1 )似品ilHlj!内持伐i広jjT怜IUM'IJ.t判11淡のI]Jl生みi弘、その:Jl脳11:)， '('1ζ、相11Iiil'iのjjl¥iI' 'C'、 Jlk1‘11'会

1J'うJ場合にl士、洋二l'i;Jiih，ll:ll);起fflllll1jOll;Ji.，¥m:1 :l Ijの 1MI(liJVJ， 1'111)生以以ド似Jt ，~，.!~，，~l$ ll\: 
J'u ti: 'Itl'~人し、'耐火マネジメシト f市 '111:ftγ ネジメ〉ト似lこ!J，j111してく 1t:，~い。f)ト\1'て、 '!f!(:ガ
)j))， 必'土lJi!i~l lI lliJのよ法 J\;首íî a >1 I}Ol r 1民生lilllll/~ií';'1It:'j1F~ti; T数1ヰjii外hh'j)Jミ，1.1'11こ必 j}~ IJrrtlltd人的
|合、，jMIIIされたJ斗{)'Iこ1:1、 f'，!;史料山、ド紅jhrr!H L .)、す。

( 2 ) 判|品:i/\'0) 自1\介 μ'ï:!')~ 抗日 11 <1)'1); i)! {i:{ IうJ!，)iI'!':I:、 イ1.、 「刈lili!YJi i' l] 1:1会，11'11'( 1"却iiJ" 引alllし、
Jlf)立1] 1 \i，みなuっといた 1~' き J、ずので、 「対liri1VJ，1'111込内l以ド胤IJ'，':llhJI'マネジメントi'fI¥
:IJ~ rh'ネジメント糾!Iこ似111してく 1ささい。 01")1:て、 11ゐ~ ~~~ )11111 J;'I}; 'tli;'r'tヤn.数料j則、l'iiilj:Rjlj:J 
1.:，必問。JJJj(iIL¥人の|号、 .IJ1¥日iされた.!J，}{i-に1.1:、 r数字|ω、1"抗11¥七百l付し去十ο

(日)機的il目的lilliI'でゾミhIli1I の'史民会1Iう j弘行ベヘ'~J;íù. 11 の交!i!がやむを j!)，ないものどぬ怖が総
めたJ思介{土、 1 M 1 lri JVJ ，i'l] 1 i.6 jlf. J&ド附i1 ~i:1JW\十る必 I~~:IJバわり.)，'1['ん。

(，.1) JI~rlrる n} (1'であっても、 W~怖がやむ， ~î:' 1時点、いものど t て liZ めたl)!{Ì' I:J:、 f急務(~:il.山令指'U，:
，ib'tイJし;J，ナ i

7. !5;: ，~lilll'lllll f. :ìlf:1t泌i'ì 'I'I:H同市 HI 伐の:)~胤
i公 !~!~IIHllllf'tW'r r: .ì泌 (f'I' J:jf品卜'Jt r.判 !M~I':t 、 )Jj(j(IJ、純情の .)11 勺行が{dl\へ紛川して {iいボナ j
:)， /:'，、 I.')'.)(U: ウ lこ|対する判|紛れこあっては、 J対 fTlこ j、り機倒的 111 、刊行が I~~鋭機IY，Iへ紡 II\J し

て 1制 Jtl:なれい :1，ナぴ〉む、 IV則的ω判、竹内の~1'1 'Jミlこ1;{，ってく/ごさい、

H， 1)いj，I，，'，I，1I j.:llii l1 r.ìdí介'1'1:，尚子dllit先制ÍI\:J~O) {t~j会
阪i¥l!仏llf'jlh

'
f..1創作'1'1，五 J11.相 i 出{泊怖さ f したf去には、 +11;淡行(こ 1}'J:N{;:{ìl". ，t~， O) 1:. 、約七時 lご才J いて，h~

a止なf1 i}点し、州政行、|川刺殺|県]メ 17J;'，~ilf: 1~'に ú付金し j:サ二



。，そぴ)1山
l双終<'u'，PJ'，持討議ii'H't制千r.1llfi内の走、l匁となった資料につむ、て、日返却11，[/，0)i1Jfilf ~r. 111 R討議i*'I'とし

て1むJIJする場かには、 ~jilll\し/己資料の I)~ r:(f.~俊延していない ftO)1娘)ill滋投機 1 1\していたど会
議十。 1，ウlこ関する判1<<1~にあっては、似 1I1 した資料の 1)ずがなヨ~!1.!していお:い殺の隙Jill燃と 01'
サて、隊員i1í，'， I ， IIJ'[伴l!r.)政 Ú'I'[，紛潟jllrt~i~見l泌以降 lζ.!J!新された内約命治す災料をilíH1¥していただ
合成すり

!)~た、 r;!~;~!ldlllf.瀞資総ú'i'i'f減税制 i淡泌総は限必仙[11-'1持活i.11 1計j従事[.0)給付資料としてぬ111し
て<1~' e5い。



O)I) I!，~ 2 1 ) 

11¥似.U~H.Y:パヤ訂正 IYI 耐iiAB洲市 111;1市内 j1:))~ '，'l!~1iI 

!((í~出・添付文 Jptd;訓

1，川I，W)ji)，
;IJEIリj叫'I!il，gl州市川))1)& ()'iiIEIYJ 'JPY( ごとに、 1!1i、'/:行政法人l夕、手品川れ:欲jl\~ H:i総介主主{持'併合ぺ宇 'h~J0

[~，J係業務 );w ，'r.LliJû副総 JIII (、[()，j(1 sイ['(，111)111 lri d U。以ド I'!/'il苛);i)，;1:':kIft'iiNlIUiIJという") 

のね(bti:私立日りの111a!JJ ;q~ ~ζ'-I~， J刻 '11: 1以 !，i: '，l't:人L、，I，EIYJli京総それこ必i;J.(1.'{: I 号、I司令添付。した['，マ、 l淵 f1~

Pki:;['<'，ピ dj'"似1í'匂からI!~ り ;6み、 j，ij占;í;，:'~芝.1 1~ '11}~ljì(I) '/J・しな 11' ，m ， I.fの~，I!IIII 1二1I，IiHL、議l:rl.:'IU完
J'm ，~'~~Ý;主;お i出lζ IjJ'{I出してください。

点、。fj 、 lFI\J去による，hEIYI ，'l的交付合前明十る，1jj'(H): 、 ~'Li 1'1 !，i: llol批したj則，¥JIJの.I，J陥iζIpjH~ J[，I i 
{、lした七〈り合M主Hしてく 1::;5し、。

2. jU人 1:，のけしな
( 1 )出EIYJ舶?総i州市HI))IJI関

目安‘吋.)，<:， N!))II，士oI'IJ'C:[!II;/'J'、あるいは日lこ千にツクな十lしてください。
(:，，) il ， ElyJjì(!iit~.ijl/Ji'i. il J，iI'l l)ずか|的

(り市EIYI'11'liil附lニl土、:/Ii'刊するil，ElYI'11:1[.( 1プ'J)i)i'，i:OI'[Jで[JJI打、あるい1.，]口lニチ品ヅクィ川、J1 
むとく 1ゴさし、う

(な)Irll I ! ';i判例iこ1;)川"，EIYH:，1i叩け司るものに[VIぺl掲るMI!I ，1'1、関))'10:¥'%0 )川ω1'1材、、，')1イ1'1出J，It.
ぴM!iit'~ 0) !(， :[!Ji符を:;¥，12人してくだおい。

(:1) ;III:IYI i:予告行仰せ刻的

， i ， EIYI ，.I.::o)織り合前へ({する WIF'~~ ~，:4 trL~人してくだ3 いの
( ，1) ¥1，I:IY 1 ，H:.IJC 1 I1先1，，[~字

市[IY1 ，Ji'のj)t[[[ j'Qの[r[.j'，)(1士EU符のj自滅1'1~;:: Ij'L~人し、!lJErVJ ;1，¥:;(;: ~~削1以上必艇とするぬf干
に l士、 jh~111 うも川(J虫峨)ごとぴ)1'出~~~: 'IrL~ 人しぐくださいη

:1白 l出，Jj'i.N1，i守的払込み

剣山 F'!.次f，q'l士、来t元々W，!γ)eMti訓1111リ百1I:j日ω[;!:， ~~~ IH， !~.宇 iÎ， EIYHlll1紛糾Ui'IJ) 1mこ絞める紛がil，去、1']し

ポナゃなお、 i出，111.手数字1 紅í& ぴJ"~)主 lパ1，(/)治'対111について 1;)句、 げ1[1 ウー行政法人17~:;J;liIJllr I災4制海部J総
{ì-.jt~li時が1Jう羽千代~lÌ; (J) J三数料lこっし、 (J (、|勺)~~(i ijq 1)12111!I!H;~締約 1 J 21 0021}1!11な行政iJ、
人l同病，'，ld~U~(j地 lilJ総合jl~IIW)11l '1¥: J~ i泊知l):ii:いら!日{してく /ifお1.¥1

.1.そのilll
ノJ\;i泌・}刷、i 文，IV:N，EIYJもYI\M~， iWJlf.(.: I 私l し限設がめる J~I}{i' (土1.1、 ド it~，ごI!日会してくだ ;3 い臼

1 )1込先Aえて)<>~~:;をがめら J);} {t のI!(i~先:
千 1() () () () l:l ，'j()j( KI; I代111I {il$.h¥j初日…日… 2 ~')i- í\!$. 泊 11 容1 l~:'ノレ

l 1111 な1i 11な)1<人|民 !Jí~Jr， l ， F)~~1.ぷ1H~~:ì~総(rji~付'1 '，I'ifi， ::;U:万古川[1

3豹I~;l;務152郊お 副糾洲↓'H:I以仏民:品娘G.仏官仇i、|似叫 t桜脹古削1¥4什外|卜‘叶'1
11

'rU低Liバl，fりiWイ.y，ルb川イン) O:l叫…持:日i日o昨引…何 i日}⑮.1:日17 

常務抑 制!: I俳句泌総郎、体外ぷ|り[)III~ ，， :J，I\品、 IIJ ノ 1，似収 ~~';11\~lllIll

'n'Lii8 (ゲイヤルイン) ():3… :1 G 0 n…日 G() D 

アγクシミリ () :1斗日目。 n…D4 ，1 2 CJIU';J ili . il'l!・渋務tr~ '，jl則立)1]) 



(月IJ対抗 22)

j劇fH'I'.創成区守料{地1ll'<j，十江川泌総

1， ;滋1'¥"1'1'.洲泊己資料保管燃のf!JL)IJ1 P )点み
j臨ii"H'l;i1JlJri資料保'ITi{'((以。|マ f資料f品物対¥Jどし、 :1，l I土、|銭i県JAil阪t劇場総等法lζ)，1，づくj劇fT

'1'1;潟HiiWNrti母iiにおけあ制伐;)l)!uiJ副1111'i'の資料I仇~1寺島b)Jl j どして、機械内 lこ1!\l:1絞されるものでずの
資料{場校討をの利JlJ:li:~命!殺される中町内絞め :Jj1;1:、;j;:!む川燃幹;J~i: γ品干の h、独先行政法人阪総

!Hl絞1A~機器?総 j??機十持活路rtr.~平然絡関係終~1jj )J ì.ムミ葬;;J，\J品目制I)IIJ ('1乙J戊 1 日イド伴III Jlリ !~4 妙。以ド「激
務);i1，設 tW~)jíli創1111リ j という J の総与t1:(S 27 日々の「資料保 qlì~淑~ü) 1J 1/1 J2¥溺J1こ必県本Jl~~首lJ入し、
'11予 ;rli.~誌務官11;義務約一MHこ拠 111 してく止ささい。肉料 J\\~$燃に21尽きがある場合lこ、よとの i'!.!)IJ ~ ìl~ 
絡しノ陥H滋配給ずJ九L.;)，十。

記。~，~似 j待機ω使Illiこ対たってのWI:1まれJ';'(
(1)資料1恐怖燃への資料j院IJI入時間1:):、以rIiJとして、ヲド11Ul午前日i昨日 0分から午後日|時議，("

どし~，サュ
(日)宗達料保牧;燃の似!l1J~Uトについては、議議若!iìllflf::M})ÍIî釧 Jlil(/，)別手去に絞めるとおりとし、機怖
からの紛;Rに)，~づき納付しでいただき m す。

(日)資料ITlllLI入防;、術!I却時五)11，じレベーター制点刈してください。搬入す穐るときは、 f詩!jfJ't'I'!:i砧
fiil仰のj!lカ(，'1こ減給してくだ守し、。

( 4 )震は!Iイ取締織のドアの11111VJ1立、 11附正治句。な，1[:ぷlとj没総して:千J'''''てく古ささい。なお、誌閣議f.:fi:
終rし、での燃料をJ般111した後l土、(湾総刊:係自EiiJIjH，，'1才?の :~Jt.お会いのもと、 11例11:孫自去の

n¥l:'l誌を解除してく伐さいり
( 5) 1附削減:けな最jijたしたり、(t!l人に知1られたりしないよう十分派設してください。 11附1101持+d'

j官iVとによる高ËrllJ符のi説終えに'!lfする~~JlH立、 {Y! JIl /1'の負担lとなりますユボた、|術総よ日:勾.{f: 
(1弘人lこ知られたことによ q て'1'.じた按:¥IHrについては、機{荷れt望号fHd'jい，1，ぜん。

(日)火災、 ;R~その的機備の資めに愉さない ')1:111 tとより羽|よじ1と納得についてl土、機構lゴ:J議f，
イ旨J!iい'J，ぜん。

( 7 )隊群保'I!l' i:i'í I:， 1よ、路火!I却やT自険物絡会内 fぅ iみ;~1.，:いでくだおいり
( 8 )資料{別手当iω(1)'!l1J~)際 I:t、{史川 ilk総縫合併紛してください。{む)1I終判l与に、使川J11 :j設校

(oJ!)11符lkぴ{州民'1'1:.係官IE削jll、片手作〉双方において1iMn，Mし戒す。

a.その他
液中川弘1!Hi~o)(む川 lこ 1事j し!JAll誌があるJJb{tにl士、下i!BIこ11日会レ亡ください。

lド)/:，')[:，}:見ぴ総災がある場介のH日会公:

千 IO()~O().1 日 則氏 m:f代 1I11主 i穫が|刻 a~a-2 *11目安が|刻ピノレ
連II\'lfSJ防法人際線以l絞g(j議#~総合協榊 祐;資支持務官11数務官l'n県

首~詰írj (ii' ('i川~) () :3…日r， Os，， [J4:l7

'Z:L之ぷふ..!d () a一日 5() (¥… 0442 



。Jljj品目:!) 

対IIIIJVJ ， Iてやいねける11リI"i.k:点目テレヒ fEA路システムfl)川明制

1. ， テレビゴミ泳、ンステムくり1)，、た対IIII幼11'の:JJMtiが吋iill;(，:lllliji
主l\li:W.なih人l夕、平l，f"I ，WI"'Ji(~;品目i-~:ì~ii'~;長111，'とそω1I'.II"ìJ(i'(li (i:lt設 t したγ レ 1ffui議むスゲム(以ド IIMII"ì

会~1';持テレビ:たj議システムjどし、う。)合)1 1，、/こ対IIliJり)I ¥ヤトの:m起が，iJ(ill!:1.，:，:， IIIi淡(以卜、 f午J
(j! 111 i淡jどし、う。) I J: Jユドのと ~'l り~("十。

対I(IIJザ')I l'のうわ、 \'J11叫 .~li"II" (1災対1;)1 Iのみ.J江1'1，')l::.. ) Jえ lJ'ノ 1'.11γì::!'I~J利点11悼の治験相 1 ，淡
(fifl'人 ~l;~lldl の化問{IJ i芯f什T討凶汁4J庁刈j十刊'1川i

l絞!伎史叶f刊似1，1北訓|十H似'1付山1I，Ij淡i、ツァ…γ;:::1 ゲノミクス・パイオγ…ブJ ぃ 111 ，淡、 i料7ηil~似メベi:.\収1\む仏，'，川l

i淡淡、 ml";:~~li ， llll，の til 消防 rソ人一ク !lå11 ¥1前MHlli淡、 iぅdigl'II'，GC P /C; L P G ド日ド判 l ìÌ~iJÆ
UI";， e総1'11'，{i ¥' 'l~'Ht )11: ~ lli .ìlj;iI~'I![: í洲市判 1 ，淡な Iw~ く。) (.I"ìl)j知的 )JIIU~ 1、以|、1，，1l~. ) 
x.J I(II JYJ i i'のうわ、先!日W!おiI'a'l~ 制liill ，決 OJI)i!，五日)
XJ 1(liJYJ i j'O)う九、羽11'.ヘ生li ， 11l11の判ìll ，I' j!{11Ii判!品J~ (}JfJ j，s ~3 ) 
X，Jilti lYJ， .( 0) うち、 担籾i怜1;今川幻、)椛l怯Eω，'，山仏'11:
品刈JI(耐(1川IIJ附肋リ灼J，パ?のう '1ち[ら〕λ、ツVγ..勧萌γご訂Iウゲすノ ミクス .パイオ。γ…ゾ力J…j判州11;:淡j完'i(ω日lリJj，泳4お5日)
I刈.JI刈I1川II肋』バ?υの〉 うf幻.うJ人、 f後g党'.'総洛|似勾宍.:?娘撚l川lV凶Jh1υω).判H川1，1必j完! (別}泌jぷ~(1川) 

品JiilIJYJ i \'のうち、|内部IH，中古j 校受リ'~)'Il }Jf lÌfJ MII紛+111淡 OJllì4í (j肉2) 

XJI(liJYJ，¥'のう 1:)， 'íJ~)III'>;:I\H ，'， /d)11 務 1)11h(1 ' ti 1il川11 ，111 ，淡(日I)id~ 7) 
・ 刈I(II肋i1 のうわ、 1 1 1: 1 1 二 jíJ之 ~~t-;Ij; Hl~ 1 1111 の l{ì股 111 ，淡 (IIFI' い，:~/'e，宇!.!t ~111I11 山う'".III(1)'ぬ(i--ll'l!制illllli花、

ポ I '!ÎJiW仙illl淡、 {.IIMJザJí î' IJH刻 IlitJUkぴ1 ， 1;11州'IU ， ~;III)Ií;i介 '1 '1: 1出l 先制淡な除く。) OJIJi，品同)
品IIIlIJリ')i 1のう j'" 111ソ1'.1";，拡44小似品υ)'If lilni'l'{rlli，III，Wi (別総日)
X.)I(IIJり'Ji i-ω うわ、 i'Jll民.:¥U，'，/， 0) ti I¥II'I'{/l: /.ゾプい川ク.llalll似品.fi..111絞 O)I)Iii:i 1 1) 
対1(li幼il'のうん、 1"，IMl創出及び11，外;i郊'Jr)IJI'I~ '~UII' ，I))刈 IIIÎJ.UJ ，]' illlll1lll (Ii ii高(別総 12) 
，k，) IIII JザIJnのうち、 1";:1/，1;1歳以.bU;:付、タ|イラII)fJ IJ 1'" !¥!J川のlf11治将lMA匂 (1""，州地問}(j)先制1)総
(¥'，i'l'illli 1'1 1 ，1，足、f.j;外，í~IlJiJ IJ /，11， (惚MI内角1，;馴1)総 ('r刈 illli州淡、 I'J~減機目立(; (句 P/C;L p/n 
p日l'判!絞Jk.てJ:いi，1!.I;H.強烈fl1 '11'1'1'1' )，1; '111)ω('r'I'I' ，VM'IHII総合同1くり) ())II)品1:，) 
対I(II肋dのうわ、C;CP/C;LI'. C; ド日ド相談 0)1)1，詰 1/1) 
fi l ~ilH'J:)，I， ， 1 11;必ずì'l'I' 品IJftHI:fだ ())IIM~ 日() ) 

i夕、病，'，/，IWilr fl'.i期(i'I'I'，VIJfi..HI iW~ (日 I) ì!，~ ~ ()“日)
対IM!VJ， iのうち、い:品目I'fII外川， (jWI;'I¥JIJ l'心。S)';'11外"JlIJ~i~'1徐く。) 11/11詰判|総 ()JIJi，j~ 2 1) 

日， 11 ('，l制i供。

IY，) 1川 Y~ 1'íI 1:ノe レ iずれ i;r出システム 0)和IJIJ {i:品々 (;;， i. eる);/1、独占:1iJ[l(I)、人i同，!IJ，'，，'''筑波j長a:，ほおfr
lí~WI'治市ヤト役務関係溶務)ji)， ill"必})Ili制IIWI (、ド1i~I (j il 約I )IIIW4り。 j辻卜， I終的)//1，，11' ')~抑制 11
HlJJ という Jωtl，，fじX~:~ f5 jj 引火)Wl'{j\分的うち、 IX']IItiJり'Jjγ小におけるWIIJliえれ11チレピ会ii能シ
ステム平1))1) Ij I ;主的 1i:1j(.']II!IJりIJi j'匂におけるI¥IJ例主:imテレピ13J民シスチムf'l))IJ 11.f'，\，ilWliHλ~~i ，Il J ど i'-l
ヴjij!えた I-:C、必、明'JPj'jなω人し、 I対jf息奴3担!十判制111絞i詳淡4有;νtの/内J丸刈11(1“liJ肋り的J，Ii 1 f利"日iA!A訓j川11収K依f点HI依t点〈軒似!iH匂と /J井十ト'i叫廿1.[防[.‘てヅ γクシ ミワ、

附工汲去J又<./'.):'，
f々'j::ねIね;、 1幼l山均j与:1洲11削iりl夕外j.(にζj刈可i符"守'fし/たとi中|い1リi込，U必;れl以I、t必之れ{付、，j，}ω).k対J持l外在 し1，，.). Ul守、 ( J(，ください九

:l ， 品開'~{j':J'i !i~ (jバ'" ):11") 'li: 
I~.I IJljえ)¥1十;i"¥.. 1::":，:~ぷシソ、デム山手11)1)の11)，1，'1;):， x.Jí~! Illilii ，})対l(tiJザJi ¥' 11 N， íVlJ'政品li 月~ (~~併せて

I刈IIlIJVJi í ソご hl~のご:.1'~ I人JJ としぐ、なIvff.γ ネジメントì'IIn伴内γ 事ジメント Ii県よりIl lìiîi.{í'o)~H絡
先ん C1 1".ツァクシミリでJllH~Jr し):，，)， 



111 込先みえぴ駐在絡があわ場 i? のJ1(i~lJi': : 

守 1() 0…OOI:ll持)J'(守l千代11]1辺関が|刻日一日… 2 Mj~誌が!基1 1:.' Jレ

刻l 千五千Î'll士 ìl，人 1'1、級品 Iz;::!i~機社:~総合機榊 '術保マネジメント)'fI1!f伴氏γネジメント飢

'F!tfl円(ゲイヤルイン) 0 :1…:3(， () (，…f) r5 5 () 

ブァクシミリ 日目的明日f> o()~n.，1L1 日

首t子メ…ノレアドレス:shJ nyuku切 ulwl8ulu噌J1l11dn.時o.jp 

f号付1I，'J'l111: !(.l級制i淡の!受:小lII!JI 1111 Iこil!J立ボサ t

4. :f'~)'，*:I.の似iさと限1114)1: 1111テレ ifiだ綴システムの qlJるみ
!県l 例文{出テレt::余儀システムの平1)川がTifil~ t.I:場合、 f対1(liWJ佼:;U)jむのご撚1)，).1な!史的した11

の務 11均‘ら似事事して l511的務 11 以内に、 1車内ずる HI絞 i求。分の予数字|ど併せて I~)I叫支部テレビ
会後システム手1)11]1ご係る下数料を tlT 'i '~H千二i'1，\'pから J採り込んだ上で、 「対1m!リj符IIl:ib得.11/1.ぴ
「主Yï (tîJYr~ì'仰における関附文背11テレビ会議シスゲム手IJ )IJ 111込潟Jの]llrj)jのIJt1':'滋に，~.、燃が泌

を総人し、品m命令l以潟;絡の勾:しなj詰{ーjの 1'.、J守護主父I:t!lil!i去により!保清:マネジメント背1'，lrt!'tャ
ネジメントlI'IHこ似111してください。重iij去の1具合lこは、対f詩lの;災lこrtJ 11弘撚(:ErJリと依然きして

え1::dいμ

な;rJ、|期限{文郎チレ記事会議、ンスチムの平時JlHヰl士、大阪}(:fによる Id!li以行政法人隠終日1件、燥機
~:~fi~fr機機関 1M火i'fI l ;/t;縁体lIiIJ線虫剤議 j の'，4JfillJVIII日 'I 'f:t 、?花粉JlIl，主勢:~)jl附11日1I矧1 1< 1 こ)11:11， i.S千百」
(280 ， 0001り)より中z叡i免除しますのただし、利111 由貿符を附まえて利nl*:附i符のY~ rr:J:
しを:1'j'うことがありまナο

6.対感!jIHj( 17) 11 ね\11陥Il庭依!lJ1ネ響機iLI後に 1~1i羽交官11テレビ余儀シスチムの利mなずyf返する駒内

対級事i的誌の 11:[1，\紛lfíH点 ~írj議H品 1L¥ 11.1'1こは、|県j 附x官11テレビ~絞らスデムの平IJ !TI 念論奴しなか
った場合であって、特段の混I!rllしとより利JiIなι愉奴する場合l士、本::J6悩1f，li制の 2.を議事与に I品l
ì1íilYn雪印Fにおける|財閥文背11テレビ、;i~ff議システム手I])IJ n :[Ji\総JII~(点 'W'j滋J な lifrlll してくださし、。 11
1"，\制絞依制織を。，受付後、|刻現I.k1'fi1テレビ~Î畿システム 0)平1]川状況;t:fs';~1織協の 1'.、本災)JÍIi燃綱ω
泊。のどおり関川文部ヂレピ余儀システムω利l時のりずfâ')ili~討しますユ

II~.I州支持11テレビ余儀システムの平IIJJJが l可能との波紋H's:r;l: U た場合 1:::1立、与之(詳した 11 のう~!れ
から n'íl~訴して 1 5 WJ務 IIIY.I付、;又 I;):M緑川訟との対ílìi lVJ討す~)í面白 1I FIのし、ずjしか11'.いIUJ11 ;]:でに、

阪IV4'支部中レピ会議システム平II)IHこ係る数料品川li'i'総fねj1t符字からωj以採りi治主ん1だご1上:γνで守仏、 f文先対:すJj削{耐ωliJ助pめ1)鈴ぷ伝針'I
?符i?〈斗lにこjお3ける関ド附lIf喝支文;古刈11'ヂyレiピ会ミ計機tシy丸、チム平利利|リl川j巾|ド1)込A潟滋:.11にこ4似払Z弘、型甥!lP，事Ifj胤i民it令旨首紀U入し、 1klJM'l0ミ:llkl器材';(J) 

'げし会添付のJ'，、 Njl議会主(I;J: !ll1ii去により '1~;IIf.'(ネダメント有li:í持:i1E""'Í，oネジメント総 1:::.1絵 11\ してく
ださい。語III去の1騒 {~tこは、あJf市の炎 lこ r111)しき滋ィ(E'1' .1と来潟:きしてください。
なお、刈l(ííl均然災h駐日が取っている場合等、こ:1fî t:tHこ沿えないJJ~令がありますので、瀞資叩

ネジメン卜部'fIli jj日γ ネジメント淵Hこ~nJ:にでお/1\)い合わせください。

日，問問k背11チレl;'調会総シスザ J、のやl川を・11記りやめる場介
(1)限IVH支部テレビ会議システム:(:11)IJ tJ.!;ibみ後、 xJ，fMLI絞ω;Aミ械が潟liii1こよるIYnれこ:Jl:911こな

りた場合対;、そもω平11川な取りやめる場合lこは、現11，'('行政法入院淡 rldl1~ì~僚機関総冷機|管 :1持労
符手数料I[正和1ft)干潟'お織率¥11)11](1ド!j¥l;J日午前1I)lIJt羽目り η 以一ド「アJ欽料l以車内事務災級制IIJlilJ と
いう。 )ω係JCにおi131)J‘「計予ltf得手数字|制U11u!置付。計)，)と議JI i:，~.!llf事似合計d入し、終'ffi'γ ネ
ジメント1¥1):1伴伐べPネジメント消Hこ.liW¥してく 1ざおb、。 手数料!のj計百Hと主翼手J'しlミサコ

( 2)祁ii実1"付、な取下げる際には、議務7/決議;災j成品IIIl!Uの隊式ma3砂l対i削j助対11記ドfflifiJ及。
機内総 ~14}J.rl災}~仏符'ibittt争手数字11噴{、J'nìfl)1と綴J1こより村In議会取下げることとfJトlI"(、
三「数料II~ff.IJ{iJ!務 i)~ )jl前期 IIJtIJjjt， j\;îrS:1 1サ r'l持活tヤトp.j絞1昨日間納i倒、J約)1と議事1Iこ必吸引m命記入
し、 '1おffi'ぺ，-*ジメント îfll'l~iílf.'マネジメント限 lこ抗W\V( くださし、のそれぞれ Hlllð! 手数料I:t
'1"紛、関III{!乙古11';'レピ余儀システム手IJ川中，1'1士会主iiなmtイナし:1:す。
なお、 |先1i1ti1リj内l以下防iJの鮒i勾|聞に1;):、 I'J ~JIIIL主的テレヒ併合総システム利!TJ治 111相談j

と詩山i過してくよfさい。
(日)tJ 1込イ庁υ丸ffI¥frで対!削j助対災絢11の交!J!:tJ::fiう場合1;1、|刻JIIj)1:削テレピ余白議システムd刈IJ)JJ



に|現JVぐちIli成IJ 1)さみなれつ Cいたどさ，)，.，).のマ、 t較的)/IJζJγJdIli!i，)1IJtIJ山仰い¥:?iS:i:l fF xす
1M!り，)， j' II~ 1、 !Iî~fiJ、総点?H:_~ rJ ~J r l'!~桃川う'，;，; ~ìl)i Iγ;ij; [1紋午、↓)V，iHiil'l:Jと:fl\~ J ぬ '(Jr数料Il~~内 'IQ年
，)，腕制11)[11の係)¥;iri:J1 J} 1'1持仇門事 r);~:J:'H刊'~ÎWJ.Ì.は{、J'ílH:R jJfJ令市rl:'マネジメント f(jI'lli'内ソネ
ジメント1i'1¥Iこ1MiI ¥してくださいω ぞれ'i.'JI.+11総 M次1:;1，/.):'1'殺しテレiffJj長システJ"PlJJIJ料
l土令官!'I(i:'，i笠HL:虫j長‘ ψ勺寸{

J伐?hh1白:才土、1入、 f対1I仙IIIIリ山1)I f汀I1以え ドI刷附i'tiJυ山J制似似I'J;与う|附問附lにとl士、 Iß'，J 川，~I'OI:p t.. 1:." ':2; ii絡会 ステム FIJJIJめ吋付11I淡j
ど山，，1世Lてく fゴさし、。

7， JY.11"jJ己的ヲレピゴ:ぷシスヅムの利)Jjlこ)'i1とりとのWIぷ')P'ii
( 1 ) IYllJll.kiillザ*レ l::"~~il~シ孔テム 1/)fIJ)IJ が "J (ìlj tj::~li誌 :';1が附られているため、刈 IllilY) i j' 'ft'， 明11

1:1:、 :lii':1'U 1の 1:，旬、中旬、 ドilJ ;iJ: (ニ分似したI'¥H，<oJ前吹11~t:-i泌総十るようね!村山、し ι1，ナ。
なtJ 、 111" JI"{ :k'i'lli テレL::C~ぷシステムの，pilJIJiMléo 'i'したJHú' 、()') !rìj'12S'.-I~h\必切な対 I(dl り1) I i' ~í: 
f暖化し:)いJ'，

( 2) JJUI'、大阪|火殺IH，協会111.ぴ的判 IIIW人制111県議会)!JSt1'会どのうレピ72ぷシステムがtl))IJ
"Iull tl:相談1，1:、 IV:JI"i 支J'mテレビfE2議システムの引JJlP.J~去に出:り lンtI:/v"



(矧JM~2ll)

対lIti則J討のうわ、|疑終郊外，I，'，JJfJ強制|絞 1 ，::， 1県lする 'V~jl包鴻納

1.対i自jjUJf"fO) I;{分及びi付!'('(.
( 1) 1の終的外，¥1，1二卜試験詩l'iI!iW{11詰MllltJ<

j'JI')，IH'1;のめる|災被郊外品(1山ぬJiJI泌総1'(11/，11，，1，'， 'ii:除くゥ以下|川じ。)に係るヒト íÞ~験:)~!JíJì
剤|山i装!?の!終点のみについて倣j起し、十11糠l/!.VJYrf'lなfTうもの。

例)・イf::tkl:l，汝'()\'~'~~'I'I! I こ r~)ずる糾仙jrr111 、被検討のj怒れ除外J出可号、削除lVHIIJ':事の淀川 'l'lò
・宇1・閣でfH)~l1:: t::卜試験ヂ…引の手11川TlIfill十字

( 2) 1;"lh~ 的外，It'， *Ji ì4~}JII物日目議十11絞
|泌総Ifll外，¥1，0)î'lj ìi品 )JIIII却に係る士IU台、 1/.t.，1 'j訓'1:，)(1よJPlí(il;床試:~:r:燃料燃について、似j終&ぴl灼

子?なtiうもの。

例)・対l務総;じの持え')J
・味、 ))!'I'I:詩~I!i\î! o刈と);fii 首 Hllíì0) Z{. ~'r '1'1: (~1tI々の試験削íUlìの拠点)
.yド臨床'9; ィÊ'I'IふtVJ~rì卜闘のを発対 '1' 1: (側々 の育む紛糾悦iの皇g点、i幼11却:%時古代憐wの利JIJ勾)

2. 対WiJVri'干のi)4Jiiilll
対iIlIJVJ況の:%)iUi111;):、JIi(llJ)として):)， 1ごめとおり吃あり、り1リミ刷110)交9LXI:J:{本11:0))，身Itt-に1;):、

引がfI乙機榊甘いづ、ペ…ジ勺。!ヲjillらせ L:J，十。

川芳分

lドt~ i~~ r市外品ヒト試験

言ト刑判目線制1能~

:% J;Ui 11&ぴH抑制作(枠数)
併発~月百î4 オ;11間 n 15:0 (J ~17:()() のうち (j () ;')111) (1 j;j') 

l絞殺郊外，'，，'，*rr IiIS))1¥物 I 11);)1負f'i4本的規 11 1 5 : 0 o ，~ I自: :10のうち:.10分1111(J作)

IJIl f，富十11絞
山」時術的糊間

日。対iiiiJVJ約の 1I-11，¥ IVId'I良
対ImlVJ況の 111弘前，1'1銭，k紛糾寸QJj)j1子lこ1;):、l)n)lJiili絞(本通知10)別総 1(jおJl(l，) Iこで、府IlIJ

lζ相!日完Ji¥[11の11約取得立;1)'りたJ:で、 i!ln't;ti ll，o/: W人ド終，II ， 12fl~jj，員総総0j倒的議 i怒号~-;~務関係然絡
)Jil，議事'J.fhUi品1111[11(平成 l日午前II.IWl:li4妙。以ド rrt長務:JJllH葬災)itak，III)lI)Jという。)0)軍首公約日

71去の公閥背11分のう旬、 I1必然i\l1外 I'NI'k~"í削 l助長1'1 11)みを幹J~旨 f 際線1'\11外 IWI対mi1Vrl守 11 ，mn則自{火虹i
綴Jど潟:き換え、必lll!，)1'.1'( Il::・市J入し、持参、フγクシミリ父1;1ぷIIJ1Hこより '11手議jマネジメント1'm
'l予選門r*ジメント俄!Iζ撚1'1してくださb、。車11i設の場合lこ1;1:、会11向の記去に f対i!iilVrrすIlrJMv制村氏
似滋 (1事flli!1fI1タト仏)1'I! '1け ど仮設ギきしてく 718いの
なお、対的l助役 11m制'Iiそ{氏側織の!受:イサ 11 符 l士、ぬj~1;1ミ…ムペ…ジへのt削れれこより目IJiお減給

することとし，U十。
抑制W~)ì毎日 H午、場所得が{品!践した後 lζ 、 t併せtγ ネジメント 1I11から 1 ;i.J'ì(íi 1効後:J.~)ìißのご然内J

lこより、相 lrt先行の~tl給うもあてにブアクシミリで域紛しボすの

4. 1'1般のj防総

(1 )滋iliiによる肋パ

'j)HiIi 1 こ ιk る JVn守~4:'11'1 l~{する JJv介 lこ l士、 11"':終的外tHl刈iiliJVJ絞り'i，MIfJ (議務)/11，滋';~繊細1lI)0) 
様式l:r~:l 7り。以ドい)e， )の術 ~j附lこ、ネWíflílこよるぴJ討を;:/i'，.問ずるi守を犯人してくださいο む:
;給、不I>>jなA;(がありましたら、サドJ'JfIU!ifl%停によりh針。:鰍絡してください。

日。対ìlii助長ìf'数字I.o);)t、込グノ‘~:;¥，)' ilii JVJ Fl'の111)ゐ:11.
(1) J:，nL!:I.の刈iliilVri守災織のご潔IJ'Jを!史的した 11c!) ~t，{ I1からj凶苦itして1， 5l幼務 11以IJ、Hζ、絞

引け滑る相l花/Ui<:分(/)手数料l唱とrlJiI'似fi勾から採り jみんだ 1:で、議筋71!1l潟:%J(liiff，1I11l11o)機式

首}~3 7 '~J' r科長期目的外M，x.J'iCfiJ均約 11
'
"主役JIこ必現!i)1:，I:l'[li:而J入し、 J民)2)'，(I):没収滋符のうfJ.しな総



j.J'v) 1'，、昨今XI;J:![!li，iiilこより '1枠内vネジメ L卜l'm:iWl1t~y ネジメントポIU心1品 111 してくださ
い。頭目，lY!v)J¥l(f1二l土、，Htili'!).}<1こI)(，)iiliJリIJ， j' 11凡さ iヰ(1引終日日夕1，，'，1，){E '1'.1 ど対U時きしてく

た:与し¥》

~，:;I'J 、子 J.b:~r千抱HえぴJW，I:， )ji)‘の詳細lについては、ぞれそt~ t:\~J'，l) Jii人九万抑制lIi)の)JIJ1<及び
「独、'i'ri ，rl( U，人以，:\Ij仏 1'>(1/'(li品目JtA1 川}則的;lMI う 'ìll;'l+r， /;"'j; の P<~*:I'について 1 (杓JX~ fi 11'， 1 
1))2JII j.J'1J終的 }j~郊 1 1日 10 () 2 }Jj!1i、'r.1i 政治人医長liM， F'什刺殺H:~((，1，~ (I'ぬIJVjJll1'Jr.I会
i泊知1) な双山1してく i:'.さ¥¥

(日) r 1);: ，jMrJl外品Mlilill)J，i'lPi点;r::JのIJW¥の|燃には、 1，，11/1 ，i;" ;'1:山 r+111:ぷ|人J'?iUオ1!，附.1J閣のdd人
l'すねぴ)'，'氏 n止{ド(テキスト)fわりでの似111もりHI;'(:I'J似し、V:I日}。なJ'J、、問主11"""11'八4

J:UW!"対立にわたる.IJJIi' I士、 ~JIJ!と八 :1Jtl~ 1 J交の測がJ(1叱IJ<句会除く、)会{十}J比七、仏111¥ Lて

く fざI.-~ ~ 'n 

IP込先)i('!Y¥¥I，，;誌があるJI，)什のI!日ゴマ光:
千 100001:1 点以郎「代1I11ベ院が|昨日"日… 2lJiil立がf¥!.)1:'/レ
1!11 ，';:1 )' ，1立伏人 !'J~>払 111111[幻滅的 ~~tß介機J ，1l' :llih'，':(.ジメント]'(11'11¥:ft ';' ネジメント糾l

?誌Jiifi(ゲイヤAイン) ():i…Jt日o1; 0日5<1
ブァィケシミリ () :l ' ;j日()(j 日，1，1 :l 

交付11，'/'1111:)) 11Mけから制l(iil川、で([1)J ~の机 11 ~ii; (j)休n~i: I\:h くの) (/Jノ1'1111日時 :3()分から!1:1虫
日11.¥1:]‘で?れ 11年!市民J.{'午でお恥jいしいJ'

()，九)i(liIVJi i'ぴ〉ピt料
対1(liJl)j，i'の資料lこ，)い'(1:.1、以ド0)，J: J'，;り、 Jキタ足以剣.iXiにより、 仰:~ ，~~ ":1; :It~ 1ft l'm (こIMIIIL 

C く/ごさし、。資料，~!: NjÌ.'.?;:'~)~ :{) J_{，} {1' ， !対1MJリJ， i")~"訟のご ~.t~内 1 Iこliol&されtいる機術山，)11.、'j行
~'ti. ~ご')l:l lIfiご irJj絡してください。

( 1) '，'H'I'O)J)'\I I Ii'iII~~ 
1 0 :'111 

(日) 'r~i 1:'1のJMII¥11 
，11111)1資料の防11¥111:1:I J;.J liri刈J パ').~仰のご341内 1 U)日IJ)J欄lこlid人してjtlH告しますが、 Imlサと
して刈II!iJlJJ， i")~Uti r'，ii 11 U) (j ，i!ltilllJ 011 u)j IIIMII (/1:後日 IL'住友で)となり 11，寸q 点:;f.，;、似/1¥ 1¥日

以lシ史!立があるj必(f1;J、 r X，II(，iWJ 1 i")~hÍl iのど:~!/1'11 により、 1:1!ìi~i }i' (1) ，~HÍI~:{-'rうもにツァクふミ

リlご と11，¥11¥1'市政令，i'lJ絡し点ぺJ'"点/乙、 {村州t引Ij1ぷ淡j完n従j迂没剥苦宇判:1料|
1も】f)併JI片|卜}せ (j幻コ附iれし、叶iし~ ，ボl民， 'サナ)，二O 

( ;lJ肉料!の J<~J\に /:1 、 I o1'fHそれぞれに、名{午、判|絞|正分、対IIiiJYJIÎ'ゾ~híti 11、対I(!IJVJ，j' {i:"'1，: 1) 

る行のI¥;!(，(会tI:1'，)Iζ加えて、れ l-JiIIど'I'UW¥I::'I!II::'，:HJW， I}，イi1，'J'rr: Iご資料ωi前Li1~ 

}} (1 Wiから 1(l治 Eで) ~d、J してく 1ごさいり
( ，1 )似/11された資料11:、前(11)として機的にj'，)¥，，(げ話術 L:lいhl' 、.iL~J:1I前咋{ω1111: ，泌拡:~~rHJW\U)

I;~~ ~ニ 1j ， 、，)iηJ'"

7， 刈IIlIIYJ，i'の白白*'1の刈，1&ド、l'J手l乙・っし、て
資料の泌総/1，'1>'1J‘Illiiji '11 .1)'(1こ .1: って ~!I~ t，J:り，1，寸が、より (I(J{i{r!なIYJ，i' Ii: 1lIるために、+11，決Ij'

込 liがぬ怖のlめ，fを似たい'1IJJ'Ui:IYJ仰に，1，:，1主L、その11111!ill，'iilこ対する州出z，(i'ω比例!と、 '1'1)
i間以胤会ii下期111こ以松'J'るこどに)JII;(、;キ判 111必!ぇ:分 lこ J.{~、 1" 、以ドの 1 1竹下な、肉料lこ介めてくよさ
在い。

ア 11'"羽il'HI外1¥111ヒトJ州主，iI'JlI'凶作品rHI1i1ii.)の此JfF 
ピト，ì，~険ソ$ J;i~ Itl' 11111 ';11::，ね
tJto~;~仏の 1脱出! (1111;'自のifMf師、|川内外'('0){むJ1J:V;m，、 J.I!lí~ ・'/;;i1'::'IJI・イi~~J'I'I ・'/;.，1七十Jt'i\，tYiW
n:i; J.1~:こ!弘)，)，ィパ N':;lt な戸~tj' ように、 ;f，'i1泌 11 1 ;;計六、~.)~十)"i:; 1:'I側関ぴ)ItYi.JJ比lごi1f!じたJ[;'C' fí:}J~ し

てくよ::'csぃ。)

i的)，の刈l(riJVJ1 i'.込l士郎l対111I1主的ill}似 (ii点、"1する IJJ(t())み)



イ r1奴身~(fll外，\I ， ~jli，ß)J1I物 1m強制 Irl%J の湯冷
斜除却Iq却の概烈 (IJII殺の縦訓告、聞いj外での似JIJ状iJi1，、似合目的、県jJ'nWJTJの千T11tllこ係る
知111~、規陥・次'JJ!'I'h ・:tl!:1l'~I:試験結治体に IlJlずる↑11"~ll{旨合ねように、 i)阿部中納得f洲、J'iitf
~GI， II版関d刈持!，)1: lé，バIJ じた}汐(.'11i"止してく/ごさいえ， ) 
中日1'1 了'Hi製剤の11.見燃(有効成分、分然、効I1隠・効!~~、JflIl<.)IJ殿、剣形)
ìj~J，の対1M1リ'J101')1. (;k附効II Ii淡のTì~似(滅、l:j十どiJAdl干のみ)

8， :k，J'íiH IYJ 況のll~ ド十人 11 f'，\~変!l!
(l) !社 WiJYJ 氏。の ql込Jバ堂、そのリ~!iirlllli: でに、 ql )2，貯のf，IIFトでl[記ド 11'会:fT う IJij{干に 1;); 、数手首};

ili然災hiu:剤IIlliJの儀式協aa '~J白の「刈 ìiriJ均的 lド j点滋Jlk ド制 J 1こ，~， ll1fl)r:改札・総入し、瀞災マネ
ジメレト官II'll'';悦γ ネジメントn県lこ似11¥G'亡く 1:".ti ¥ハ。{似I1
?筋お ;日3il. ，~j の 「拒紋H撚終l品H山，'，パt符宇予J帯瀞1予1燦台句i作%ヤ句符iFi仁川:p数t恥料;|:淡d縫翌イ付、，1官奇;求1<1滋i鈴約?幻jにd必必Z払、u泌目3邪j作下J瓜f丸l白議総l己J入のj上上l卜h噌パ、 {悦地i削1¥泣怠i~れしたj場5必jイ介干'\-1にご

l七は;)立);、 F数料のN例をi提HG主サコ
(2) ql )2， 1守の都合匂:~)ti!l 11 の災!l! ~~ 1J'う場合lよ、 -'11.、 f対的iJVrl'~"1)2，滋以下即日JlI:撚1.11し、

FH幻11，みみな行っていただ会ます・ので、 f品.JlfriJ山主主IjI:iみ潟l良ドbJltiJ{と待針・1ネジメント/¥11
t際資マネジメント評IHこ ~~\III してください。iJl サて、 r 1絞殺品号lqtjl清:~事手数料JJ'dHlliY ，)と議.;J 
lご必関1)1:Jl'IlI: 1氾入の h、HHLIされた場合には、守1数字1，(/)'1"総合}境付します織。

( 3 )機情側。)11111守で:J~総ト1 0)表記9!lI:ti'う場合ベヘ拠出ullの変.9!がやかな料品1いものと機榊が$li
め/工場合1;);、 「対i削iめ筒lj'l6織j白ド町1iJ寄d!誌1I1サQ必lllfはあり hl:せん。

(4) J位1'1')'るJJ;)11'(' i(>)り℃も、{幾何tがやりI!;:.rHないものどして総めた場合l士、 .p，数取|のずな抗II'I?i:'
i灘謎劉{付Jしj占:γわ.汁十}

iり}φ 対的iJYJIミ?の災)，i!l
( 1υ)刈If削(1“liW助'Jηe:

目紋沢l山L¥)服A庁市1;(7，ωr)~千イ{I 押却、l問存殺グ 1合守4ねJo ) について、機情。)判1ft炎Hll''!点。lこどりj絡ください。 なお、 iL¥!山人数
については、余儀慌のぷさとの関係 1: 、 llnn~Hとっき 1 () .t， 以内としてください。

(日)対IM!Vrl究対 111;): 、機.f~1受:イナで:k.JllriJYJi還の f咋(.Jがめる ??tbbtえていた1ご台、そrJ)!~お I)~Iこももっ
でく 1ささい。

1 1)， :k.JIUiJめ泳、泌総の似i選
対 IfliJYJ況が終 f した僚には、 111絞:討に 1勾 {~:fí: ll和総(/).1二、 H民{荷において íJeイントな街j誤認に q殺

到I!L1t削除な作成し、相l静1:(，'1ζイ以j選し~:十。



())IJ i4~ 2 fi ) 

k，JI(lilリ1)"rU)うん、 1 ' I 守I~ ，íj'i11¥ 1"1 (ωJJ 1;;::1指名員総，f川lIi担IilJi(qM日j必介，1'1仰げ、) iこ
|叶「るソ'，~M!i'?J5~'制

機1IIj'(，I:I:，杓J立2D 1，1'， 7 JJ :1 1 111ニhI!li i' ~~ ~'c 1.: !?;:~~li IIIIIII~I;:終段以!Hílj îJ!.J I， lt lJ!rí 1 " ，1 :f;:i!J同
首~ ，~りにAl!. íl，する l'fl，\'ml11 1. I"liむ)IJ 1 り立(~議出i (1)， 1、IJlflJIViiSUD) !:，、うり)iご11>¥どi，¥，'， 11ぴ川、時

人の1'1;1'111~ ~i: 1"1 るため、、!íM~"II' ， 11 の執す':，，\l.I'~治 J ，'!T'~)i;!})終的WJJI!及 ()~IH ，'_ltr~'ì; JlI切り点可'!I，~泌，"ìして
いるのかどうか (QM日.iiW(~'I'I') Iこりいて、，，1::lílì&O:'民 JW，ω訂J~ iH~&ti う制 I a:;~ ~l: I Jt:Muしてい:):，)二

1， I'iül~治日 U Il判官lIiHI絞 (q1VI目減iI'I')'{ì{í:Ji~)の I)~ :i'~ 
Ilil.¥1mおりねのtHl'{!t、イi'is!)'VI， & (Jt'I，J; 1::-1'1;0)1;州地押な似品記するfMめ、、月以，¥，'， 11 O) Ç) MS ，iIÎ~0 'i'i'Iご

っし γC、品 '~tfi'i; J1H W~L 'ji'fシ片ノソ、1，1，Q'I，Jふやパリデ…シ iンfJllfi:lq~f~I~O) ~号、 !l 'J!I~ 1_i; 'IW lui W(! li(l[ 11gし、与らに
その日j(川(i;(長(Jj，'I~制約IYrそ13において災)[I'('lí(l'泌するもの。

目。 l[jl.l，mlSU J)，I')'1iIIi+IIH持 (qIVI 日、J~{i"IJI:倣似)の [')，k料jL、 16iÎ:ノど[Ji )占:71，
I'HIω;白日υni1川制II，UH'i:''uh起する.I;ll(i-{士、 x.J(~!仏 11 、似 III 'i'H，'J'の内科、 jJJi11 WlI欲、似111"fllll 

H似りJ~i}について、あらかじめ仏絞れ:J[I! i'ill 0) ，)11， "i ，Ii'に減産?rLでくだ δい。 そ0)1':("、叶11史相|応iH{
分0)n;k1司令";')'刻Hiヤ1:/.J、ら以り j生み、 11i'J[~)白日 υ 1)仕l'制li+1 1I1有!J1i6 ，[1: C1~ fi5 )/1，ム時 ')~);(ßWlll JlljUl
H'J~お :1 H 1)') Iこ必民 ')P，i.j 投了 à~人し、以J，6<fi:戸~JI~ 均等の'与し合的{、)，の 1'，、心)く l:t!Ji )1法 lこ~り
'1W'j~j~γ ネジメントl'fIlf)F I口付f，ジメント燃に射さ/11してくださいの，l[ilj')，去のぬ介lこ/:)句、 J.J仰の点lニ
1"Jll弘治白 UD，I'I'il闘相|淡(('lM S ，;1:訟~'i'I ， I!(l1 ì滋) Ijl，i，l;， jl干の")') ，~甘く\，q:さしてくだ~~い j
:J: 1::，、吋nYifll，o{におい.(Ifif外'.WiI.¥liut泌を'rl'ったJ持介lごl士、[(1)生みの際lζ払込み， ~1i つ 1と手数

料ど 1:1:))1)1 ご、 ìfμ.'J~江川和必終 fí去、同j外:W自{出泌派 1Ji'~，:l1 N .lR'ずるこどどむ:り主すのでi刊以しν亡
くlごさい。

fJ"~料紘í& ，J'.)jぷさ )/ì)、の詳市11について l士、それぞれ;{;jf~)j/}; 内')~)jùH'llIlII) O片jリ.10え，J Ijlli ¥';:1 i' 
，1立法人 I'C;í\g 川|叫抗Ijí~J(':f'，t\ iIj¥1!j[Wが1lう'，/1ぃj1f:1};U)r数料lごついて 1(、 I(j戊日昨年 ))J)2)I Jí~~
Hl!締約 11 2 L 0 0 2 l}j!1i ，'1:1 {jl幻1，人|同病品ド';;:11.(1進，~:{~，元~ (f~静!l lμIJ! ')1: J毛泊以11)なおJ!日してく jご
さし九

Ij 1)込先Jk.ot~J(:~があるJ持 f干のI!日公光:
手 )00…り o):1 'j())( KlI r'1~1111人隠が|弘!日刊 :3 … 2 t封筒が|則ピノレ
)11，なii' jl'ÔI，人 I;~'J，P，仏I):，:}約議総(j';li{i-Wk ~持 'ìlvN":，' *ジメントi'il1'ill:1'1'γネジメント派

'r!Iilti W i'¥'ルイン) O:l...，:)r;Ofi…DGGG 
ファ クシミザ O九一日行 o0…D d ，) :3 

受付)I，III/IJ: )) IIMIIから令IIIHI:1， ，(' (1川l止の祝日匂の休11合:ぬく。)ぴ〆/'1)11D 11.'1':l ()分から

/1'1支511.¥":1，でです'"II!TIIIJ倣守で才3b)(持、 L，)，ナ。

(行lぷいlu
11 与す~，ì世日 UIlti'l'illli十lliiji(q!vl S ，IfJ 0'1'1刈'I:¥l.g)I11 i主s則的jJ，WIの際に1:)、1，，)1(1)主将の「判|

説内%の|則的1I1討のalJ人11，)'ぷlこっし、亡、 '11trW:i本(テキストJfoんじ念品りわりJて，)M11 1 してく
1とさし、?
なね、吋以内討が八，1Jlld¥Hx枚lこ，1;1:てる，1);'}-{I'/J:、別lこ八，1JlJ，( 1 IklζJ，I~<<1~J ([ズ11れFを除くり)

を求どめ、，Ihllllしてく1::，~いい

:1， JlJI側i仏日υJ)!!干illli判I，i'!i(C) !VI円減(1，1'1，(，(，1M!，)υ)W糾 (12)， 1、、 「打 JIUi~i'i料 I ):いうι)

( 1) 111泌Fti*q引|句作/えぴjlulll部数

l'I:I.lJ~)í'i 日 UDii'l'illlilll淡 ( q/vl 日Jii;jMI: /iU:必) 1 (1込lI!j'lこイク!J!;.，: 'iHllム '1': lliJlご IHI~&~!'~)ì;JI1¥1'HI 
たj'r iI'iJ;令し、引ull¥l:t')'111): L去十



( 2) Hlr&~終判。)./法 IJ \JVJlIN
司):前打合せにおいてがとí:lr された 1:1 1I，'i'I之、十年:ゑ XI;J:邸i改により、'併設tγ ネジメント rfl~!f持Jfi.

--，'， *̂、ジメント飢へ阪11¥してください。

以お、阪111された判l総資料l士、!日(l¥IJとしてl議怖においてげ色濃し:/:十。日語1:¥1のめ!燃につい
ては、判|認~燃料mu\の際に鰍絡しゴiす。

斗。 ITHII~ìrt 日 uDrWlll1i十日目指(QIvI自滅合性級品約 のJI1(1，'1)' 
fll:I!t:!彼自UN宇和Ii判1淡 (QIvIS)滋i'I"I(I，機関)の111)るみ後、ぬ怖からのIl日'i~ !JI:jj~)去付主でに、

1/1込針。J初{'iで、 J[~ 1マげを:1"T' うぬ(Î'~こは、 丸渋立務1方V iJ依H潟滋5努、:災j文潟~)，総i迫泡i部i剤釧IIJ日川IIJリ ω4儲;遣追ぬI泌北詩約3 日 日り.の f対I削ii削iijJ矧幼リ山'J一絞伝
i込為活幾必l取脱仇ヤ1下ド、I泌剃h百削11J 1にこ必 9銭桜1ヰ引i打Fω川J~以)珂1t合旨?乱飢江記l入し?討漁御h持1予{:rl_釘tγネジメント i印'i/I'I活清j長;イrγ一ネ守ネえジメ〉ン4 ト乱淑県 lにこJ泌品刷/1山11 してくだ窃
いりあわせて、教務)JU，勢下')ごiJij目前IIJ則的儀式節目 4りのl'1渓議1111符'出資i，i);'r，数*q，)数十Ii清水潟J1こ
必阪本.q~を商J入のj二、似/1 1 ~れた場合lこは、手数料 uVI" 綜i な灘小J'L ，)，ナ。

5， pf.製彼自υDiW仰Hll淡((~Ivl 目減合'~t(i和総)的 :;){)íÍiì
制 l花員資料の !I!j備がねγ後、十詩情へ1Î::での+lHî史資料が1)íHll~れた日から、十IJ総 IJIlft(t と必り;/;'1"0 

:r: のがtれについては、概ね~~，、ドのどおりで寸。

(l)雲寺料の似111
相|総司討ιl法、1/ 1 込み1I1i'tこ村 11淡資料4・ ~)WI してくださいの

( 2 )機構 (1l(tl関税;jJl!lflOからの1111会lJl:Jnのヲ富山
tJu¥佼1'1')!1I1:叩4Il~j (J"から判長Ui"Ji!lこ資料。1''1Hせな:)ill絡するとともに、i'H拠Jl!tS U D "'¥'1l11i H 1 

j淡 (Q IvI日 i自介'1'1市悩話)の今後的流れな術誌宮、しま寸。，\I，'îI!1~'I月!Im!士、対絞，¥1，FIのQMS)阪
fr刊について、 HI総撃をドトベ;>1，民l泊所への紛附絡でlìtll総しボサ。tY，('~ï';(;: !問、。主!とす・Q術品'1が市(11泌
された場合、!自J必lこ此、じてl開会事械な:t滋'1こて担1ft完J計抗IIこ予告/1¥V:Iミ寸伶改絡を!日、総とする
が泌が/，和総おれなかりた;場合lこは、その¥YI:¥Wそωf去の対よむについて相談行へいii認し2長十。

( a )似!燃の~li! 1 1\
n日fzR14Jriが発/.1¥された1ft>>f:'i!こl土、相談I'n，t、i照会lζ対・'1'る1関税r'fi:'文滋(Jソ1 ド、 I'Il日 ~III:

J}:(l íiI，*干潟J というの)にで l~ìll燃1:r)1I!1lI 1ダ'[Hζ似/1 1 してくだδU、。

なお、Il司会リP]'II111宗寺織について l立、 ;mlt\l~'の支:lïlíi lVJ i~ と間総のII~扱いとし、 1II1終燃の鮫へ
の t持ずl及。:J奈 l;jJ/乱ド l~Sです。 また、枚数が少ない場合lこはツァクシミリでの似/11i， lif自白で
すが、 !I!d・0山本のJ品川なお側し、ずおぬftがあり rl二十。

(4) 111泌をりと十る虫;溺(以ド、 1'1/1総{I的i想文滋!という。)のi討す
l閉会事Jr(への先~'M~~ 1;lÎ; がうUγ し、 ~n真相殺1 ，'，1， FI!;::1íí\ QjJ'< ~WI持惑はり11111 (PJ~t:!滋 SUDにあっ

ては、改良|袋11.I， j滋総(臨床あり)阪分の qJíl討と伐るため、対日京 I/Ir，自の↓認可IJ i'I~J 税法f. JVIIIりが 1\
伐となります。)で対応可iおとn;z， ，:)，れたlIiれはで、 QIvI目減 iT'~\:組問 :.itf. 1/1計!O)IIIR育会Tifとす
るげの111 fi!WMi語法)(1窓会相談行"3''a1:::..1選小lし':1:~J'。な;ね、川 1ft指#(Jm~，虫;織の送付 l土、対日渋村 I Itiî，y，'，
1:1 O)ì!~ lt'c( l /l ßí向後となおこどもあり )1，す。


