２．法令等の整備	
 
（１）法令等の体系	
 
	
  かつて環境関係の法令は、公害の防止を目的として昭和 42 年に制定された、
「公害対策基本法」を中心と
して構成されてきました。	
 
しかし、今日の環境問題は、人間の活動の拡大に伴う地球の温暖化やオゾン層の破壊等の地球環境問題、
廃棄物や生活雑排水による水域の富栄養化など都市・生活型環境問題のように、私たちの日常生活や事業活
動の基本的な要素が原因となる問題が多くなってきています。	
 
このような環境問題の特質の変化を踏まえ、新たな環境問題に対応するため、５年 11 月、
「公害対策基本
法」に代わる「環境基本法」が施行されました。	
 
『環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の
	
  「環境基本法」は、
国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献する』ことを目的としており、環境
の保全についての基本理念、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定めたほか、環境基本計画の策定、
環境基準の設定、公害防止計画の策定、環境影響評価の推進、排出等の規制、地球環境保全等に関する国際
協力等、環境の保全に関する基本的な事項を規定しています。	
 
	
  同法の趣旨を受けて大気汚染、水質汚濁等に係る環境基準が定められているほか、
「大気汚染防止法」
、
「水
質汚濁防止法」等の法律によって具体的な排出基準が定められ、実際の規制等が行われています。	
 
	
  また、廃棄物の処理・リサイクルについては、12 年６月に循環型社会の形成に向けた基本的枠組みを規定
した「循環型社会形成推進基本法」が制定されました。	
 
さらに、これと併せて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されたほか、「資源の有効利用の促
進に関する法律」や「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」などが整備され、既に制定されてい
た「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」などと共に法体系が整備されました。	
 
自然環境の保全については、20 年６月に生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本原則を定め
た「生物多様性基本法」制定されました。	
 
、
「公害健康被
	
  このほか、公害紛争の処理、健康被害者の救済等を目的としてそれぞれ「公害紛争処理法」
害の補償等に関する法律」が定められています。	
 
	
  一方、都道府県及び市町村では、法律を補完するものとして、各種の条例を定めています。	
 
	
  県では、
「環境基本法」の制定を受け、７年４月に「千葉県環境基本条例」を施行しました。	
 
併せて、従来の「千葉県公害防止条例」に代えて「千葉県環境保全条例」を７年 10 月に施行したほか、
地域の特性を考慮して、
「大気汚染防止法」及び「水質汚濁防止法」に基づき、同法に定められた排出基準よ
り厳しい基準を条例（上乗せ条例）で定めています。	
 
	
  なお、県条例が、大気汚染、水質汚濁、地盤沈下等の広域的公害対策について規定しているのに対して、
騒音、振動、悪臭等の局地的公害対策については、市町村条例で規定しています。	
 
「自然公園法」
、
「森林法」
、
「鳥獣
	
  自然環境の保全に関しては昭和６年に国立公園の制度が設けられて以来、
保護及狩猟ニ関スル法律（現・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 15 年４月 16 日施行）
）
」な
どにより進められてきましたが、昭和 47 年に「自然環境保全法」が制定されたのを受けて「千葉県自然環境
保全条例」を制定し、自然保護の体制が整いました。	
 
「千葉県環境基本条例」の制定を契機に「千葉県自然環境保全条例」の理念を基本条例に盛り込み、
	
  さらに、
生活環境保全と自然環境保全を一元化して、広く環境保全に取り組む枠組みが整備されました。
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環境関係法律・条例体系図
環境基本法

環境影響評価
公害防止

環境影響評価法
排出時の規制等

大気汚染

大気汚染防止法

水質汚濁

水質汚濁防止法
湖沼水質保全特別措置法
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法

悪臭

悪臭防止法

騒音

騒音規制法
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

振動

振動規制法

地盤沈下

工業用水法
建築物用地下水の採取の規制に関する法律

（地下水位の低下）

廃棄物・リサイク
ル対策

土壌汚染

土壌汚染対策法
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

化学物質

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
ダイオキシン類対策特別措置法
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

事業者等の責務

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

経済的措置

独立行政法人環境保全再生機構法
中小企業環境保全施設整備資金融資制度

施設の整備

下水道法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
浄化槽法

被害者救済
紛争処理
公害犯罪

公害紛争処理法
公害健康被害の補償等に関する法律
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

費用負担
財政措置

公害防止事業費事業者負担法
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

循環型社会形成
推進基本法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
資源の有効な利用の促進に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
特定家庭用機器再商品化法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
使用済自動車の再資源化等に関する法律
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

廃棄物の適正処理

リサイクル

自然保護

自然環境保全法
自然公園法
自然再生推進法
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
絶滅のおそれのある野生動植物の種に関する法律
動物の保護及び管理に関する法律
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

地球環境保全等

地球温暖化対策の推進に関する法律
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

土地利用規制等

国土利用計画法
都市計画法
森林法
自然環境保全法
自然公園法
建築基準法
工場立地法

【条例・要綱等】
千葉県環境基本
条例

生活環境の保全

千葉県環境保全
条例

大気汚染

大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例
千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例
千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例

水質汚濁

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例
千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
千葉県浄化槽取扱指導要綱

土壌汚染

千葉県土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

湖沼水質保全特別措置法に基づき指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

環境影響評価
廃棄物・リサイク
ル対策

千葉県環境影響評価条例
千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例
千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例
千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱

自然保護

千葉県自然環境保全条例
千葉県立自然公園条例

施設の整備・管理

千葉県自然公園施設設置管理条例
千葉県行徳野鳥観察舎設置管理条例
千葉県いすみ環境と文化のさとセンター設置管理条例
千葉県手賀沼親水広場設置管理条例

（注）本図は業務上関連する法律を掲載したもので、すべての法律を網羅するものではありません。
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（２）環境行政年表
年

月

県

年

月

国

川崎製鉄㈱（現ＪＦＥスチール㈱）千葉製鉄所
第 高炉火入れ

東京電力㈱千葉火力発電所が発電開始
「騒音防止条例」制定（
施行）
本州製紙工場事件（本州製紙江戸川工場からの
排水で浦安沿岸から葛西沖にかけて魚介類の
大量死滅が発生、監督官庁からの指導に従わな
い工場に対し、被害を受けた漁民たちが工場に
乱入し警官隊と衝突した事件。）
県衛生民生部環境衛生課に「公害係」設置
「千葉県立自然公園条例」制定（
オスジカの県下一円捕獲禁止

「清掃法」制定（
「工業用水法」制定（

施行）
施行）

「自然公園法」制定（

施行）

「下水道法」制定（

施行）

自然公園法に基づき「南房総国定公園」を指定
「公共用水域の水質の保全に関する法律」及び
「工業排水等の規制に関する法律」制定（
施行
年水質汚濁防止法の制定により廃止）
自然公園法に基づき「水郷筑波国定公園」を指
定

施行）
「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」
施行）
（ビル用水法）制定（
「ばい煙の排出等の規制に関する法律」（ばい
煙規制法）制定（
施行）

「千葉県公害防止条例」制定（

施行）

「千葉県公害対策審議会」設置
ばい煙規制法に基づき規制地域を指定（千葉市
等６市町）
県衛生部に「公害課」設置

総理府に「公害対策推進会議」設置
「公害防止事業団法」制定（

施行）

「千葉県市原地区ナシ被害防止対策実施要綱」制定

「県立笠森鶴舞自然公園」を指定
「千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱」（硫黄
酸化物の部）制定
「千葉県公害防止条例」全面改正（
「千葉県公害紛争調停委員会」設置

施行）
公共用飛行場周辺における航空機騒音による
障害の防止等に関する法律」（航空機騒音防止
法）制定（
施行）
「公害対策基本法」制定（
施行）

「千葉県公害防止施設整備等促進条例」制定

総理府に「公害対策会議」設置
「大気汚染防止法」制定（「ばい煙規制法」廃
止）（
施行）

「千葉県公害研究所」発足
八幡製鉄 現新日鉄住金 君津製鉄所第 高炉火
入れ
県最初の「公害防止協定」を東京電力㈱と締結
大気汚染防止法に基づき規制地域を指定（木更
津市等４市町）
騒音規制法に基づき規制地域、規制基準等を告
示（千葉市など７市）

「千葉県公害防止条例」全面改正

施行

公害課を「公害対策課」と「公害規制課」の２
課に組織改正
我が国最初の光化学スモッグ被害が木更津で
発生
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「騒音規制法」制定 （
施行）
「硫黄酸化物に係る環境基準」（千葉・市原地
域等）閣議決定
第１次公害防止計画の策定指示
工業用水法に基づき指定地域を指定（市川市・
船橋市の一部以降順次指定地域を拡大）
「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置
法」制定（
施行）
「一酸化炭素に係る環境基準」閣議決定
「水質汚濁に係る環境基準」閣議決定（
月告示）
「水質汚濁に係る環境基準」（メチル水銀をア
ルキル水銀と総水銀に、大腸菌群数を追加）一
部改正（
施行）
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Ƕ̆Ψ


Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 .Ě̀ʡ˳ɳʉœÞðȏÙ/Ąū  
̆Ψ

Ƕ



 .Ě̀ʡ˳ɳʉœÞðŴ̮Ï/̢ˤ

ń

 .ŜȺNȽȗMÜ`ʉœŎɡ/Ĳʯ

 .ʿέĿʉœ͏ͱ/cŬǶΧαǸσ

ǸΨ

 .ʿέĿòŮ͵ȯƤ̪ȅͱ/cŬǶΧ ƓM.Ě
̀ʡʉœȅͱ/JǧʴΨ

 .òŮãƝ̎Ů̐èɇ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ

 ŝɳmyǗĥMÜ`ʡȄĀN.ŉʜɀ¯͵ȯě
ū/cīĭ̺ɠʋȣ«J˟˓

 ĕťɼ̻NŴȘģQ͍̑ˀN̖ĄMͲ?`ɇ
Ʃ/ΧĕŴɇΨĄūΧ   Ƕ̆Ψ

 .̵Ě̀ʡʉœǇ̇z§}ª/̢ʼ
Χ  Ψ


ȅ

 ʡöµ̓Íȣ

 .˳ɳʉœÞðŎȋǴͥ/˃ū
 .˸ʹȬΛΈMÜ`ʉœŎɡ/Ĳʯ

ʰJòŮ͵ȯěūcǧū˟˓



 ŜȺʗʊɠʛ̗wyǯä

 ŜȺȽȗ͵ȯɇMŎG8.˳Đ́ǖümyNͣ
ṆŰƚ/ðΆǧȰ
 ʉœƕͶƁȬͲJ=H.ńʼòŮʧʸǃ/̢ˤ

 .ʉœ͚/Χʉœ̪ǯ̩©ŜȺÞð̩©Ȼ̻Þ
ð̩©˳ɳÞ̰̩©ƞȞɼŶ˃̩Nα̩Ψǳ̢
ΧòŮŶ˃żcƞȯΨ

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇ/c¬͚ǧȰ=H˜̖ͣĄN
ŹïΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ˳ɳʉœÞðŎȋǴͥ/ò̌

 .͵̉Ƕ̢ĳ͇NʊɌʉœNǯäˀMͲ?`ɇ
Ʃ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡòŮ͵ȯǶ̢ǧĺ̺̺ͤ̅ˀ̖Ć/Ą
ū

 ˳ɳòņɇMŎG7ĒɏƋNΡġŉėcɑ´ò
ņŉėMǒū

 .͟ƳNM]`ƲƳãƝ̎ŮȀūŶ˃½ȣ/
Ͱš

 ʉœƕȬȤǧ·ΧʉœÞã͚©ʉœ̪ȘŪǳ̢Ψ

 òŮ͵ȯȏÙMŎG8ŉ¯ȻǗĥ̖ĄŉŌc
ǏŜ

 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡ/Χ˜Ȼͨ©e£n
£ȻͨŎɡáǧȰΨ¬͚ǧȰΧ  Ƕ̆Ψ

 ΛΈ̖ĄɇMŎG7̖ĄŉŌ*̖ĄŎɡˀcĲ
ʯΧĚ̀Ƌˀ ƋʏΨ

 òŮãƝ̎Ů̐èɇMŎG8ʿέʶŉŌJ=H
Ě̀ƋNĜ͚˲ɑŉŌcǒūΧʱǺʏU5 ė
ŌΨ

 ΛΈMÜ`ʉœŎɡNŉŌΏŊNǒʯˀcĲ
ʯ

 

 ʿέȭĚ̀ʡʋȣƞȞɼûʈ̟ʐΧ σ
ƚΨ˃ū

Ɠ

 ŜȺȽȗ͵ȯɇMŎG8πξς˜̖ͣĄŉŌ
cǒūΧĚ̀Ƌˀ ƋʏΨ
 .Ě̀ʡ˳ɳʉœÞðȏÙMŎG8ěūŬǶ
̓˙/ĄūΧ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀˲ɑŉŌòŮ͵ȯ̟ʐ/Χ σ
˃ū

ƓƚΨ

 .̵Ě̀ʡòŮ͵ȯěÏ/̢ʼΧ 




Ψ

 .Ǆ̹ɅȻʉœÞðě̮Ï/̢ʼ



 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡ/Χ͈ČΨ¬͚
ǧȰ   Ƕ̆Ψ

 .ʰĚ̀ʡòŮ͵ȯ˅ʈˬě̮Ï/̢ʼ
Χ   Ψ

 .ǳƔ˞ΛΈMÜ`ʉœŎɡ/Ĳʯ

 Ƶ˴͵ȯɇMŎG8̖ĄŉŌNǒūˀcĲʯ
ΧĚ̀ƋˀεƋʏΨ

 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.˳Đ́ΛΈNŜ7<Ṇ
Űƚ/ðΆǧȰ

 .Ě̀ʡ=ŻɎĕȦĥǅǒŹ̓˙/Ąū
Χ   Ƕ̆Ψ

 

 .ʉœ}ªĄƚ/ʗ̿
 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG7ǖȻŎɡcūY`
ȏÙ/ðΆǧȰΧ®¶AŎɡNƤĕΨ
Χ  Ƕ̆Ψ


 ˸ʹȬΛΈ͵ȯɇMŎG8ʿέʶŉŌˀcǒ
ūΧƾʍʹɛĳ͇ŉŌΨ



 .ǓĐ̖Ąɇ/ĄūΧ



 Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/¬͚ǧ
 ȰΧʋȣƞȞɼûʈN̖ĄƤĕΨ   Ƕ̆

 ƞȞɼŶ˃̩c.ʊɌʉœ̩/Mǧʴ
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Ɠ


ȅ
 ʡöÍȣ

ʡ

Ɠ

ʰJòŮ͵ȯěūc˟˓



 .ŜȺȽȗʛ̗z§}ª/̢ˤ

ȅ

ń

 Ƶ˴͵ȯɇMŎG8Ƶ˴ɼ̻J=Hίɼ̻c͈
Č
 

 πξςMÜ`˜ͣćɘ̟ʐN˃ūģQ˜̖ͣ
ĄŎɡˀcĲʯ


 .ʉœɎĕǘ͐ʡȹ͓Đ/Ͱš

 .¬˹ƞȞɼNȄˑûýŐģQʋȣƞȞɼNȄ
 ˑûýŐMÜ`Ǉ̇®NŎɡcūY`ĴÊ/N
 Ąū

 ǓĐ̖ĄɇMŎG7̖ĄŉŌ*̖ĄŎɡˀcĲ
ʯΧĚ̀Ƌˀ ƋʏΨΧ   Ƕ̆Ψ

 ʉœƕ.ʉœÞðͮȈ̟ʐ/˃ū

 Ƶ˴͵ȯɇMŎG8͈Čίɼ̻MÜ`̖ĄŎ
ɡĲʯ



 ΛΈ̖ĄɇMŎG7̖ĄŉŌNǏŜˀcĲʯ
ΧͩţƋΨ
 ʿήȭĚ̀ʡʋȣƞȞɼûʈ̟ʐΧ
ƚΨ˃ū


 

σƓ

 .ǳȑÃńͽʹɛ/ΧƾʍʹɛΨͰɛ



 .ɽūʹɛĳ͇˸ʹȬΛΈŶ˃ɽĂǙˤɇ/Ą
ūΧ   Ƕ̆Ψ
 Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇ/¬͚ǧȰΧ˜̖ͣĄNŹïΨ
Χ  Ƕ̆Ψ

 ˸ʹȬΛΈMÜ`ʉœŎɡNŉŌΏŊǒūc
ĲʯΧƾʍʹɛͲÜ Ƌʏ*˩ʍʹɛͲÜή
ƋΨ
 

 .¾͟ĕʻˏMÜ`ʉœŎɡ/NǧūĲʯ
Χ ##"& σ##"Ψ
 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆
Ć/¬͚ǧȰΧ=ŻɎĕȦNūȈɇūȢȘĄƚ
NŹïΨΧ  Ƕ̆Ψ



 ¾͟ĕʻˏMÜ`Ě̀ʡʉœʝȧáΧ ##"Ψ
̢ū



 .Ě̀ʡ=ŻɎĕȦĥǅǒŹ̓˙/ðΆǧȰ
Χ   Ƕ̆Ψ

 ´şòŮŶ˃Ŵ̮Ï.ʉœƧΉ̤ÛĄƚN0_
ǴMF1H/˂ʎ
 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ˜̖ͣĄ
ΊʝJ=Hκξλ*˜̖ͣĄȻŌJ=HȑÃ
ɞ©ÎēɞcūY`+ΨΧ  Ƕ̆Ψ

 İɋƋΣ͢ƂĪ͑̽½Ìʗʊ

 ȑÃɞˀNκξλMÜ`˜ͣćɘŎȋǴͥc
˃ū

 .ĞͺLĐɼNΔΕģQÞ˅MͲ?`ȏÙ/Ą
ūΧ   Ƕ̆Ψ

 ĕŴɇMŎG8ɽūĕťɼ̻J=Hμκι*ο
κνcǒū

 .ʰĚ̀ʡɎĕȦȢȘz§}ª/̢ʼ

 

 .Ě̀ʡ̆Ư͢Ο̛ų˶/ũƾ


 .Ě̀ʡƋġŉėw̎ŮŶ˃ŬǶ̓˙/ƞȯ
 .Ě̀˲ɑŉŌòŮ͵ȯ̟ʐ/
Χ
˃ū

σ ƓƚΨ

 ʡöÍȣ ʰJòŮ͵ȯːʝěūcǧū˟˓



 .Ɣ˞͔̀NɆ͔NǯäMͲ?`ɇƩ/Ąū
Χ   Ƕ̆Ψ
 ʉœƕM.ŉʇʚ̖ȨNʉœĹΎMͲ?`ƽ̫
Ï/̢ˤ
 .ɽMȻΟNʊƴŉJ=HńͽʚM̓͡Lɟŉ
MͲ?`ȏˌ/Χ¡uª£ȏˌΨ6ƿ6ńM
ʗď

 ȑÃɞMÜ`ʿέȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜ͣć
ɘ̟ʐ/òĲ

 .˖ɣN4Ba60`͢ƳĐȡɼNʶNńͽĥ
ƢMͲ?`ȏˌ/Χ¦w§§ȏˌΨ6ƿ6ń
Mʗď

 ȑÃɞMÜ`.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜̖ͣĄŎ
ɡ/ĲʯΧ  Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼBNÇNɼNǊȞM]`ɑɊȽȗN͵
ȯMͲ?`ȏˌ/Χ~§§qȏˌΨ6ƿ6ń
Mʗď

 ŜȺȽȗƶŏ¤§uªycͰš

 

 ΛΈ̖ĄɇģQǓĐ̖ĄɇMŎG7̖ĄŉŌ
NǏŜˀcĲʯΧƿŦţƋˀΰƋʏȍΨ
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Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 .Ě̀ʡʉœƧΉ̤ÛNŬǶMͲ?`ǒŹ̓



ȅ

ń

 

˙/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ


 .Ě̀ʡʉœƧΉ̤ÛŴȘÏ/̢ˤ
 ʡöÍȣ



ʰJŉʜɀ¯͵ȯěūcǧū˟˓

 ǹʉœƧΉ̤ÛɇȝńÏǚü

 òŮʧʸǃM.ΛΈ©ǓĐʧʸȟ/ũƾ

 .ƖŌ˲ɑʉœǯäz§}ªɇ/Ąū

 İɋƋM49`Ƃʦˉ>dĹΎʗʊ


 .̵ɽɇ/ȈƟͮ

 

 ȑÃċ«JŲɋɫċʗǃƠ̢ěūc˟˓



 ń͎ʉœ̟ʐ˅ʈʈ½ÏɽĂÏīΧǵg¥Ψ
Ͱå

 .Ě̀ʡʹ7ˣˀŶ˃ǘ͐̓˙/Ąū
Χ  

 .ŜȺȽȗ͵ȯǶ̖̆Ć/¬͚ǧȰΧP1>d

Ƕ̆Ψ

NǖüŎɡNƤĕΨΧ  Ƕ̆Ψ

 Ě̀ƋËĖNm¡y͍̑ΰʰJ.ʻˏ͟ĕɼM

 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.˳Đ́ΛΈNŜ7<Ṇ

Ͳ?`̘Ȃ/N˟˓

Űƚ¬͚ǧȰΧŜŊy©źŊ́ģQġĐȬ
È˳͂́MÜ`̖ĄNƤĕΨ

 .Ě̀ʡůƜǖȻûʈǒŹ̓˙/Ąū

 ´şòŮŶ˃Ŵ̮ÏÂ͋òŮ͚ÏɼɍŷͯŢķ

Χ   Ƕ̆Ψ

ÏģQŇŉăʌŷͯŢķÏ5^.ʉœÞðN̛
ɰ5^ȇV=1ɼɍÕˋcŬʆ?`CYNǴ˃
MF1H/ģQ.ʉœÞðN̛ɰ5^ȇV=1
Â͋Ƕ̢NȤ͍ģQBNĳ͇NŇŉăʌcŬʆ
?`CYNǴ˃MF1H/ŏĲ

 .ĝǷɅȻ̻˅ʈ̟ʐ/ģQ.Ǆ̹ɅȻ̻˅ʈ

 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡ/ΧɝɅʻˏ©ɸM

̟ʐ/˃ū

F1H͈ČΨ¬͚ǧȰΧ 

 .ůƜǖȻôĭûʈǶ̢Ǉ̇ǒͥ/˃ū



Ƕ̆Ψ

 

Χ   Ƕ̆Ψ


 ͓ĐΧͲȑŉǴ˕¬˦ĕn§ª§ΨN
ŬǶ

 ʿέȭ.ȑÃɞŲșΕĕŶ˃ǒŹǒͥ/˃ū
Χ   Ƕ̆Ψ
 .ĞͺLĐɼNΔΕģQÞ˅MͲ?`ȏÙ/¬
͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
 .ǳȑÃńͽʹɛĳ͇ŉŌM49`˸ʹȬΛ
ΈŶ˃ŎȋǴͥ/ȿū


 .Ě̀ʡʻˏ͟ĕɼŶ˃ǒŹ̓˙/Ąū



Χ   Ƕ̆Ψ

 ´şòŮŶ˃Ŵ̮Ï.ÅƪNÂ͋òŮŶ˃N0
_ǴMF1H/˂ʎ

 ˦=1R`<JG8_͓ĐNͰš

 .ɎĕȦɇ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ

 ɕśĻȣΛΈˀN̖ĄƤĕMÜ`ǴͥΧƋʏȍ

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̖̆ĆˀN¬͚cǧȰ?`

òŮ͵ȯȏÙMǧȰˀΨcƋʏȍM͋ʤ

˜ʈƙÊ/òƌΧŃÕɷɴg¡ªMÜ`ʻˏ
͟ĕɼNǖüŎɡNƤĕΨ

 

 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.˳Đ́ΛΈNŜ7<Ṇ
Űƚ/¬͚ǧȰΧŜŊ¡p*ð̈́ΚĐN
źŊ́*̓¾̈́́N̖ĄƤĕΨ
 ǹʉœƧΉ̤ÛɇȝŴ̮Ȋº©ƞȝ
 .̆ǩ½đNˈˏīʈĕģQǯʈMͲ?`ɇ
Ʃ/M]`.ΟʃÞ̰ģɿʀͲy£ɇƩ/N
¬͚ǧȰΧnxΏN̶ŗʳȯĄƚNƞȯΨ
 .ΟʃÞ̰ģɿʀͲy£ɇƩǶ̖̆ĄN¬͚
cǧȰ?`˜ʈƙÊ/NòƌΧɿʀị̂ʎ̬N
¬͚ǧȰˀΨ



 ΛΈ̖ĄɇģQǓĐ̖ĄɇMŎG8̖ĄŉŌ



NǏŜˀcĲʯΧΖƂƋˀαƋʏΨ
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 Ƶ˴ɼ̻NɚūNǴɇN¬͚ǧȰcĲʯ


Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 ĝǷɅ*Ǆ̹ɅMɝɅNʻˏ©_dMÜ`ʉœ
ŎɡNȻŌΏŊcǒū



ȅ

ń

 .ɝɅȻ̻ÞðɽĂǙˤɇ/ĄūΧ 
̆Ψ

Ƕ

 ʿίȭĚ̀ʡʋȣƞȞɼûʈ̟ʐΧ σ Ɠ
ƚΨ˃ū

 .ʉœƧΉ̤ÛNŬǶMF1H/ͳ̮ȿū

 .ŜȺȽȗ͵ȯMŎG7ǖüŎɡcūY`ȏ
Ù/¬͚ǧȰΧɇ̖ĄƤĕJNǯīΨ
Χ   Ƕ̆Ψ

 .¢p¥¥j¤§ˀNǖüMÜ`ȀūǒŹ
ǒͥ/̢ū

 .̵ŀɇÄĝǷɅʉœŎͤ/̢ʼΧʡģQͲÜ
ƋʏȍΨ

 ŜȺȽȗ͵ȯɇMŎG8.˳Đ́ǖümyͣN
̣Űƚ/¬͚ǧȰΧǄĐŘ͌ȬÈfª{£
́MÜ`̖ĄNƤĕΨ

 

 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.˳Đ́ΛΈNŜ7<Ṇ
Űƚ/¬͚ǧȰΧð̈́ΚĐ́*¡p}ªˀ
MÜ`̖ĄNƤĕΨ
 .ɝɅȻ̻ÞðŎȋǴͥ/Ĳʯ



 ΛΈ̖ĄɇģQǓĐ̖ĄɇMŎG8̖ĄŉŌ
NǏŜˀcĲʯΧ˼ġƋˀ ƋʏȍΨ



 ʡöÍȣ ʰJòŮ͵ȯːʝěūcǧū˟˓

 ŜȺȽȗ͵ȯɇMŎG8.˳Đ́ǖümyͣN
̣Űƚ/¬͚ǧȰΧ˳ĐŘ͌ȬÈfª{£
¶ʌ́Ψ
 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.˳Đ́ΛΈNŜ7<Ṇ
Űƚ/¬͚ǧȰΧ¾̈́NźŊ˳Đ́*̓˳Đ
́*ġĐȬÈ˳͂́Ψ

 .Ě̀˲ɑŉŌòŮ͵ȯ̟ʐ/Χ σ ƓƚΨ
˃ūΧ̟ʐŉŌc ƋʏȍMǏŜΨ

 .ɝɅȻ̻ÞðɽĂǙˤɇ/MŎG8ǒūɝɅ
ˀNǒūΧĝǷɅ*Ǆ̹Ʌ*΄rɏˀΨ

 .Ě̀ʡɎĕȦÞŧɰȢȣˬNʘͫMͲ?`
ȏÙ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ

 

 .Ě̀ʡɎĕȦÞŧɰȢȣˬNʘͫMͲ?`
ȏÙǶ̆ːĆ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ
 .ɎĕȦɇǶ̆ːĆ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡɎĕȦĥǅǒŹ̓˙/ðΆǧȰ
Χ  Ƕ̆Ψ
 ʡöNŝɳmyǗĥÍȣ ʰJŉʜɀ¯͵ȯ
ːʝěūcǧū©˟˓
 

 ŜȺƶŏ˅ʈwyNǯä

 

 ĕťɼ̻NŴȘģQ͍̑ˀN̖ĄMͲ?`ɇ
Ʃ¬͚ǧȰΧǳ̖ĕťɼ̻N½ĈŴȘĄƚNŹ
ïˀΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡɯĕȻˏŶ˃ǒŹ̓˙/Ąū
Χ   Ƕ̆Ψ

 ʉœƕ.ʉœÞðͮȈȤƷ/˃ū

 .R`<JĚ̀ʉœ¡§/˃ū

 

 .Ě̀ʡƞȞɼûʈǶ̢N̢ˤģQ˘Ǒ˅ʈ
MͲ?`ǒŹ̓˙/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ
 .ɎĕȦʟ̫ķĄƚ/ʗ̿
 ΛΈ̖ĄɇģQǓĐ̖ĄɇMŎG8̖ĄŉŌ
NǏŜˀcĲʯΧΠƇƋˀίƋʏΨ
 

 ĝǷɅģQǄ̹ɅMÜ`ʿέȈ.ɝɅȻ̻Þð
̟ʐ/˃ū

 

 ŜȺȽȗ͵ȯɇMŎG8.˳Đ́ǖümyͣN
̣Űƚ/¬͚ǧȰΧŜŊfª{£¡p*
¡g§ˀΨ

 .Ě̀ʡůƜʌźŊī×ûʈɎĕȦ̢ˤÝ͐
½ȣ̐čͤÂÈ̓˙/ĄūΧ   Ψ

 ȑÃɞˀNκξλMÜ`ʿήȭ.˜ͣćɘŎȋ
Ǵͥ/c˃ū

 ȑÃɞMÜ`ʿήȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜ͣć
ɘ̟ʐ/˃ūΧ  Ƕ̆Ψ

 Ġʊʠ.ī×ûʈɎĕȦ̢ˤ̢ä½ȣ̸ńƛ̐
čͤÂÈ̓˙/ĄƚĊ̢

 ȑÃɞMÜ`ʿήȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜̖ͣ
ĄŎɡ/ĲʯΧ  Ψ

 ʉœJͰʗMͲ?`±ʑŢķÏΧ£§¡§
ŢķÏΨ.babaNô͋NȊȐ/ŏĲ
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Ɠ
 

ȅ

ʡ

Ɠ

 ʿήȭ.ȑÃɞŲșΕĕŶ˃ǒŹǒͥ/c˃ū
Χ  Ƕ̆Ψ

 

 Ě̀ƋʊŬŉėNóÛp¥M]`¿ǁȻȽ
ȗ6āǺ

 

ȅ

 .òŮãƝ̎Ů̐èɇ/¬͚ǧȰΧʿ¬ʶŉŌ
Nǒū̜ΨΧ   Ƕ̆Ψ
 .ʿέĿɎĕȦNǸ/cŬǶΧ ȅέǸΨ

 .Ě̀ʡȑǴɁŉ/ʗʊĪŉI͡Ƀɍü½Ǫ
ģQɔɾĕʆ̳ʗʊ

 ʉœƕ.òŮ͵ȯ½ȣŀM]`ī×ûʈɎĕȦ
̺̅Ąƚ/Ċ̢

 

 ŜȺȽȗ͵ȯɇMŎG8.P1ɵʗʊǶ̢/¬
͚ǧȰΧmy}ª§ģQfª{£ȬͲc͈
ČǒūΨ

 ΛΈ̖ĄɇģQǓĐ̖ĄɇMŎG8̖ĄŉŌ
N¬͚ǧȰˀcĲʯ

 

 

 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.˳Đ́ΛΈNŜ7<Ṇ
Űƚ/¬͚ǧȰ
 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.ɽūƠ̢ÖȣMÑEHʗ
ʊ?`ΛΈN̖ĄMͲ?`Ŏɡ/¬͚ǧȰ
Χê  Ƕ̆Ψ
 ˪ư͢ƋṈɋƑɨΧ
ėMǒū

ê



ń

 .Ě̀ʡŉ¯ȻȽȗ͵ȯŶ˃ǒŹ̓˙/NĄū
Χê  Ƕ̆Ψ

ê

! Ψcń̢NΟʃÞ̰

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ¢p¥
¥j¤§*¡p¥¥j¤§cȆŮɼ̻
M͈ČΨ

 Η͜Ņ˳ɳȲ͔Nð˞Ͱ͋

 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?
`ɇƩ/¬͚ǧȰ

 .R`<JĚ̀NtĹΎc˫3`ƽ̫Ï/
Χªp©v©p¢ª§DPΨN̢ˤΧê 
Ƕ̆Ψ

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇ/¬͚ǧȰ.eyycɽ
ūˉ>dJ=H̖ĄΨΧê  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœƧΉ̤ÛNŬǶMͲ?`ǒŹ̓
˙/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ƶ˴͵ȯɇǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ£§͟͞*
¥k§͟*££Ĭ˽͟ģQg|Ĭ˽͟
Nΰɼ̻cƵ˴ɼ̻M͈ČΨΧ   Ƕ̆Ψ

 ʡöÍȣ ʰJòŮ͵ȯːʝěūcǧū˟˓



 .t£ŐIØʌ<a`͆̃M]`Ȼ̻ȽɩN
͵ȯMÜ`ȀūǒŹǒͥ/ĄūΧ ɼ̻MF1
HȀūǒŹǒͥácĄūΨ

 .ůƜǖȻôĭûʈǶ̢ǯä½ȣ̐čͤÂ
È̓˙/c.ůƜǖȻˀûʈǶ̢ǯä½ȣ̐
čͤÂÈ̓˙/MǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇ/ˀN¬͚ǧȰΧʊɌǖȻŶ
˃ˀc͈ČΨΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʡřʋȣƞȞɼN͖ȰûʈMͲ?`
ǒŹ̓˙/ĄūΧ   Ƕ̆Ψ

 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?
`ɇƩ/¬͚ǧȰ

 .Ě̀ŉŌòŮ͵ȯ̟ʐ/ΧêσίƓƚΨ˃ū

 .˳ɳʉœÞðɇ/¬͚ǧȰΧĐȡɼNȶæ©
ǠæNĄ*́ΙNØʌˀNĄΨΧ   Ƕ
̆Ψ

 .R`<JĚ̀ef¡§/˃ū

 .˳ɳòņɇ/¬͚ǧȰΧĐȡɼNȶæ©Ǡæ
NĄ*́ΙNØʌˀNĄΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡŉŌʉœÞðŎͤȏÙ/Ąū
Χ  Ƕ̆Ψ

 ŜȺȽȗ͵ȯɇMŎG8.P1ɵʗʊǶ̢/¬
͚ǧȰΧmyȬͲģQm|¢§ȬͲc͈ČǒūΨ
Χ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ˳ɳòņˀM49`ƠˇɼƠ̢MÜ
`ǒŹ̓˙/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ

 Ġʊʠ6.~gknw§Ώʗʊ͵ȯˀmg
g§/cūY`

¡

 ʡöNŝɳmyǗĥÍȣ ʰJŉʜɀ¯͵ȯ
ːʝěūcǧū©˟˓


 ȑÃɞMÜ`ʿίȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜ͣć
ɘ̟ʐ/˃ūΧ  Ƕ̆Ψ



 ȑÃɞNʿίȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣMÜ`˜ͣ
ćɘŎȋǴͥ/˃ū
 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?
`ɇƩǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

 Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG8ʊɌǖȻŶ˃͡ɰŉ
ŌMĚ̀Ƌ*ȒǁƋģQȖƋcǒūΧËͷȭ
ǒūŉŌcǏŜΨ
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Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 .Ě̀ʡWK_NŎͤȏÙ/ĄūΧ   Ƕ̆Ψ



ȅ

ń

 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?
`ɇƩǶ̖̆Ć/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʼ˳ɳòņȏÙ/¬͚ǧȰΧ́ΙNØ

 .øʊ̺ɠNăʌNÝ͐MͲ?`ɇƩΧ¢ug

ʌˀNĄΨΧ  Ƕ̆Ψ

p£ɇΨ/ĄūΧ  

 .Ě̀˳ɳʉœÞðȏÙ/¬͚ǧȰΧ́ΙNØ

Ƕ̆Ψ

 .t£ŐIØʌ<a`͆̃M]`Ȼ̻ȽɩN

ʌˀNĄˀΨΧ  Ƕ̆Ψ

͵ȯMÜ`ȀūǒŹǒͥ/¬͚ǧȰΧεɼ̻c
͈Č=* ɼ̻J?`Ψ

 ʿΰȭĚ̀ʡʋȣƞȞɼûʈ̟ʐΧίƓƚσγ

 .ŇŖNȽȗMÜ`ʉœŎɡ/ĲʯΧl

ƓƚΨ˃ū
 ȑÃɞMÜ`ʿίȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜̖ͣ

 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?

ĄŎɡ/ĲʯΧ  Ƕ̆Ψ

`ɇƩǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

 ʿίȭ.ȑÃɞŲșΕĕŶ˃ǒŹǒͥ/˃ū

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/NǧȰ

Χ  Ƕ̆Ψ

ɘͣĕ©øʊăʌNǘ͐cǺʯ  Ƕ̆

 .Ě̀ʡǄ̹Ʌ̚ȻƖŐ/Ͱ̢

 .Ͳȑƒ͢Ė͚ŉʜɀ¯͵ȯˀŶ˃̓˙/NĄ
ūΧ 

 ΛΈ̖Ąɇ*ǓĐ̖ĄɇMŎG8̖ĄŉŌNǏ



Ƕ̆Ψ

 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?

ŜˀcĲʯΧ¬ŭʏΨ

`ɇƩǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ  Ƕ̆Ψ

 Ƶ˴͵ȯɇMŎG8̖ĄŉŌˀcĲʯΧĚ̀Ƌ
ˀ

h

ˀ ɼ̻MF1HĄūΨ

 

ƋʏȍΨΧǹĲʯOƞȯΨ

 ˸ʹȬΛΈMÜ`ʉœŎɡNŉŌΏŊǒūN
¬͚ǧȰcĲʯΧ¯˜ᾸŐͲÜήƋήʏΨ
 kyxlNɿʀ¬͚̜ʳΧίƓƚNWΨ


 .R`<JĚ̀NtĹΎc˫3`ƽ̫Ï/



 .˳Đ́5^ǖü<a`ʻˏ͟ĕɼNɽūŉŌ
Χ˳
M49`˜ͣNćɘˀMͲ?`ɽĂǙˤɇ/

Χªp©v©p¢ª§DPΨNǚ̝

Đ́νξςćɘɇΨĄūΧ 

 Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ˳Đ́Â͋òŮ͵ȯ̟ʐ/˃ū

 ʉœJͰʗMͲ?`ń͎Ï̮Χǵ¢kx

 .Ě̀ʡʉœť˪ŎȋǴͥ/˃ū

 .˖ɣN4BaN0`͢ƳĐȡɼNʶNÞŤM

g¥ΨͰå
Ͳ?`ɇƩ/ĄūΧ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡūˤŊöɷȬͲʻˏ͟ĕɼŶ˃ǒŹ

 

̓˙/ĄūΧ   Ƕ̆Ψ
 ĝǷɅģQǄ̹ɅMÜ`ʿήȈ.ɝɅȻ̻Þð
̟ʐ/˃ū
 Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG8ʊɌǖȻŶ˃͡ɰŉ
ŌMƋƇƋ*˺ȫƋ*ɍƂƋ*ƿŦţƋ*ͬ¨
̱ƋģQɅĜʏcǒū
 .Ě̀ʡĕťɼ̻ʉœÞðŶ˃ǒŹǒͥ/NǶ
̆
 .Ě̀ʡʉœÏ̮/N̢ˤ
 .Ě̀ʡʉœ̪ǯȢ̠ŢķÏ/N̢ˤ
 .WK_NŎȋȤƷ/N˃ū
 .ŉʇʉœiyf£DP /NͰå


 .Ě̀ʡʉœƼʽ/NĄū



 .˳Đ́ǖüʻˏ͟ĕɼN˜ͣNćɘMͲ?`
ŎȋǴͥ/˃ū

 .Ě̀ŉŌòŮ͵ȯ̟ʐ/ΧΰσδƓƚΨ˃ū

 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡ/¬͚ǧȰΧãƝΊ
ʝ

 .R`<JĚ̀Ntɘͣǘ͐ě̮Ï/N̢ˤ
 Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG8ʊɌǖȻŶ˃͡ɰŉ

ΊʝN͈ČˀΨΧ  Ƕ̆Ψ

 ʊɼNŚȥƳMͲ?`ȏˌN˟˓
 Ƶ˴͵ȯɇǶ̆ÊģQǶ̖̆Ą¬͚ǧȰ

ŌMƾʍƋ*ÔàƋ*ñĚÉƋ*ľ͔̈Ƌ*ñ

Χ Ƶ˴ɼ̻N͈ČǒūΨΧ  Ƕ̆Ψ

̈Ƌ*Ų͠ʏģQʙ¿ʏcǒū
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Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 .̵Ě̀ʡòŮ͵ȯěÏ/6.̵Ě̀ʡʉ
œ̵ŀ/MĮʴŘȁΧ   Ψ



 .exe©ŞƒɊʉœÏ̮/NͰåΧʉœƕJ
ôåΨ



ȅ

ń

 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡ/¬͚ǧȰΧɑŌN
ʻˏ©ɸMF1H͈ČΨ
 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧɑŌNʻ
ˏ©ɸMF1HNǖüŎɡ̢ūΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG7ǖȻŎɡcūY`
ȏÙ/Χ®¶AȏÙΨΧĝǷɅģQǄ̹ɅɍŌ
Nʻˏ©ɸNǖȻŎɡN̢ūˀΨ¬͚ǧȰ

 .ʉœŎȋɇ/ĄūΧ 

 .ɝɅȻ̻ÞðɽĂǙˤɇMŎG8Ƚɩ̴˾
ͣMÜ`̖ĄŎɡ/
ΧʻˏıȆͣģQɸıȆͣΨ
ĄūΧ   Ƕ̆Ψ

 .exi§~

 Ƕ̆Ψ

̆Đ̟ʐ/˃ū

 .Ě̀ʡŉʇʉœÞð̆Đ̟ʐ/N˃ū

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆Ê/ˀN¬͚ǧȰΧxp
¥¥j}§ˀ ɼ̻NǖȻŎɡ̢ūΨ
Χ  Ƕ̆Ψ

 ˳Đ́νξςćɘɇMŎG7.Ě̀ʡ˳Đ́ǖ
üʻˏ͟ĕɼ˜ͣćɘ̟ʐ/˃ūΧασ ƓƚΨ

 .ȆŮƞȞɼNńœc̾3`ʵĐģQBNûý
N̖ĄMͲ?`ª{£ȏˌ/6ƿ6ńMʗď

 .ΛΈ̖Ąɇ/N̖ĄŎɡN¬͚ǧȰĲʯΧ
§&w£Ψ



 .ɽūȻ͔ăȻ;Ů͵ȯNCYNȻ͔ȻɠNÞ
ðMͲ?`ɽĂǙˤɇ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ

 Ƶ˴͵ȯɇMŎG8̖ĄŎɡĲʯΧ͈Č ɼ
̻ΨΧ Ƕ̆Ψ

 .Ƶ˴͵ȯɇǶ̖̆Ą/¬͚ǧȰΧǖüȻMı
Va`ΰƵ˴ɼ̻N̖ĄŎɡN̢ūΨ
  Ƕ̆

 .R`<JĚ̀Ntɘͣǘ͐ě̮Ï/Nǚ̝

 ɿʀΟʃNʶΏN¬͚ŘȁΧ Ƕ̆Ψ

 Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG8ʊɌǖȻŶ˃͡ɰŉ
ŌMź̕Ƈʏ*ȑƗʏģQƂʍʏcǒū

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̆Ê/
N¬͚ǧȰΧɽĂ˅ʈʋȣƞȞɼN͈ČΨ
Χ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡƞȞɼƶŏǇ̇z§}ª/Nʗ̿

 ńN.ʉœŎȋ̟ʐ/ͳ̮ȿū

 5@<λνθʧʸǃJ.5@<ʉœěū/c
˟˓

 

 .ʰĚ̀ʡòŮ͵ȯ˅ʈˬě̮Ï/6.ʰ
Ě̀ʡʉœÞðě̮Ï/MĮʴŘȁΧ Ψ
 ʉœŎȋɇMŎG7.Ě̀ʡʉœŴ̮Ï/̢ˤ
 .Ě̀ʡ;Wɘͣĕǘ͐ʡȹÏ̮/̢ˤ
 .Ě̀ʡN;WNɘͣĕJø̺ɠĕc͐Y`
ŎȋǴͥ/˃ū


 .1?WʉœJǰĕN<J/Ͱ̢
 ʡöÍȣ



ʰJòŮ͵ȯːʝěūcǧū˟˓

 ȑÃɞMɑŌNʻˏ©_dMÜ`ʉœŎɡNȻ
ŌΏŊcǒū
 .Ƶ˴͵ȯɇ/¬͚ǧȰΧÄͱNļ̘cʌ1C
ɚūɇM]`̖ĄNŹïΨΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡɯĕȻˏŶ˃ǒŹ̓˙/¬͚ǧȰΧȆ
Ȭĕť̑Ķ͍̑Ƕ̢N͈ČΨΧ Ƕ̆Ψ

 .ŰĽĔ̏MÜ`ýĂĤͿģQøĸĶĕNÝ͐
ˀMͲ?`ɇƩ/ĄūΧ  Ƕ̆ΨΧɓ̸ˬ*
Ƌʏȍ*½ȣˬNƨĉýǍcǺʫM=*ŰĽĔ
̏ƞȞɼNøĸĶĕΧ¢ugp£ΨcÝ͐Ψ

 Νɥ~®ɍŌȻ͔ġȻȻ̻Þð½ȣŬǶÝ
̟͐ʐc˃ū

 .Ƶ˴͵ȯɇǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧÄͱNļ̘c
ʌ1CɚūɇM]`̖ĄNŹïΨΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœŎȋȏÙ/cĄū=.Ě̀ʡʉœ
ÞðȏÙ/Χ ƓĄūΨcƞȯΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ƶ˴͵ȯɇǶ̖̆Ą/¬͚ǧȰΧÄͱNļ̘
cʌ1CɚūɇM]`̖ĄNŹïΨΧ  Ƕ
̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙ/cĄū=.Ě̀ʡòŮ
͵ȯȏÙ/Χ ƓĄūΨcƞȯΧ  Ƕ̆Ψ

 ʊɼŚȥƳńůǀʓN˃ū

 .ňȐ͔ͦNǳ̢ĢOŜ̖Ȩǧ˻Mͽ=HN
ΛΈŶ˃Nǒͥ/Ąū

 .òô½ȣM49`ʋȣƞȞɼNø̺ɠĕģ
QøʊĶNăʌNÝ͐MͲ?`ŎȋǴͥ/N˃
ū
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Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG8ʊɌǖȻŶ˃͡ɰŉ
ŌMȉȁɋƋ*İɋƋģQ̍¨ɏƋcǒū



 .Ě̀ʡƞȞɼûʈǶ̢N̢ˤģQ˘Ǒ˅ʈ
MͲ?`ǒŹ̓˙/N¬͚ǧȰΧ Ƕ̆Ψ

ȅ

ń

 .˳Đ́Â͋ΛΈNɕąLŉŌM49`Ŷ˃N
ŬǶǴͥ/ĄūΧαʠƕM]`͔̀Â͋ΛΈŶ
˃Nǘ͐Mį9CǴͥΨ
 

 .ȠȓÞð©ǯäǒͥ/cò̌
 .ʿ Ŀ˳ɳòņŜÏ/Ĝǂ˜ńūòņŜǂƄ
M41HͰå
 .Ě̀ʡN;Wɘͣĕ̆Đ̟ʐ/˃ū
 .ʿΰĿ;Wɘͣĕǘ͐ðńŜÏ/cƏƣ
zM41HͰå
 ʡöNŝɳmyǗĥÍȣ ʰJŉʜɀ¯͵ȯ
ːʝěūcǧū©˟˓


 .DPǳǼÉʉœx§/N˃ū



 ʿαȭĚ̀ʡʋȣƞȞɼûʈ̟ʐΧδσ
ƚΨ˃ū

 ȑÃɞNʿΰȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣMÜ`˜ͣ
ćɘŎȋǴͥ/˃ū

Ɠ

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇ/¬͚ǧȰΧȆŮŜȺȽȗɼ
̻Ŷ˃Nǘ͐ˀc͈ČΨΧ  Ƕ̆Ψ

 Ƶ˴͵ȯɇMŎG8ǖȻ´NʪĕȻˏˀΰɼ
̻N̖ĄŎɡácĲʯΧ Ƕ̆Ψ

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇ/¬͚ǧȰΧŉ¯ȻɎĕMͲ
?`ǙˤNŹïģQ½ǪǼNǙˤNƤĕΨ
Χ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡɢ̅y¡qăʌÝ͐ǒͥ/˃ū

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆Ê/ģQĭ̖Ć¬͚ǧȰ
Χŉ¯ȻɎĕMͲ?`ǙˤNŹïģQ½ǪǼN
ǙˤNƤĕΨΧ  Ƕ̆Ψ

 ˸ʹȬΛΈMÜ`ʉœŎɡNŉŌΏŊǒūN
¬͚ǧȰcĲʯΧ͜Ƌ̟ʐɇMŎG8ʌ͊ŉŌ
Nǒūȃ3M]`Ψ

 .ȴ=C1$ǸȋNΈΐǾ ͘%/cȿū

 

 .Ě̀ʡòŮ͵ȯǶ̢ǧĺ̺̺ͤ̅ˀ̖Ć/c
.Ě̀ʡ´źÍȣʉœÞðǶ̢ǯä̺̺ͤ̅
ˀ̖Ć/MĮʴŘȁ=*̺̅Ŷ̳Ƕ̢ˀcǏŜ
  Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡɢ̅y¡qăʌǘ͐ě̮Ï/̢ˤ
 .Ě̀ʡɎĕȦĥǅǒŹ̓˙/N¬͚ǧȰ
Χ Ƕ̆Ψ
 ΛΈ̖Ąɇ*ǓĐ̖ĄɇģQƵ˴͵ȯɇMŎG
8̖ĄŉŌNǏŜˀcĲʯΧƾȑʏ*·ę·͠
ʏ͈ČΨΧ Ƕ̆Ψ
 ȑÃɞMÜ`ʿΰȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜ͣć
ɘ̟ʐ/˃ūΧ Ƕ̆Ψ
 ȑÃɞMÜ`ʿΰȭ.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ˜̖ͣ
ĄŎɡ/ĲʯΧ Ƕ̆Ψ
 ʿΰȭ.ȑÃɞŲșΕĕŶ˃ǒŹǒͥ/˃ū
Χ Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡʉœŎȋ̟ʐ/N˃ūΧ Ψ
 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
Χ΅ƍʌNǛȻǶ̢Nʌ͈͊ČΨΧ  Ƕ
̆Ψ
 ʿ Ȉ.Ě̀ʡýĂĤͿÝ̟͐ʐ/Χσ
˃ū


ƓƚΨ

 .Ě̀ʡʉœÞðʅì̆Đ̟ʐσDPǳǼÉ
js©kfy¡§σ/N˃ūΧ  Ƕ̆Ψ
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 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧƠˇɼ̜
ÕMÑ2eyyΑǭ͵ȯ*ȆŮŜȺȽȗɼ
̻NǉĄ*P1ɵʗʊǶ̢N½ǪǼǙˤc͈ČΨ
Χ  Ƕ̆Ψ

Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 ĝǷɅģQǄ̹ɅMÜ`ʿίȈτɝɅȻ̻Þð
̟ʐ/N˃ū



ȅ

ń

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̖̆Ć/¬͚ǧȰΧƠˇɼ
̜ÕNÖȣŎɡ̢ūˀΨΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡŉ¯ȻȽȗ͵ȯŶ˃ǒŹ̓˙/N¬͚
ǧȰΧŶ̳ɼ̻N͈ČΨ

 §{§ˀίɼ̻MF1Hǒūɼ̻ǉĄŎɡN
̢ū

 .Ě̀ʡƞȞɼûʈǶ̢N̢ˤģQ˘Ǒ˅ʈ
MͲ?`ǒŹ̓˙/N¬͚ǧȰΧ Ƕ̆Ψ

 §{§ˀίɼ̻MF1HʉœŎɡN̢ū

 .Ě̀ʡĕťɼ̻ʉœ˅ʈǒͥ/˃ū

 ŉ¯ȻNȻ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡcĲʯ

 .~gknw§ĹΎ͎˔Ï̮/N̢ˤ

 ˳Đ́NɷǱNƳɾMͲ?`̣ŰƚģQ˳Đ
́NɷǱMıVa`ɼ̻NͣṆŰƚN¬͚
ǧȰΧ̓Ƀ´NʪΤý Φ& ΦΨ
Χ Ƕ̆Ψ

 ățƇȻˋΥ͚ƇɍŌȻ͔ġȻȻ̻Þð½ȣ
ŬǶÝ̟͐ʐc˃ū

 ˳Đ́ǖümyNͣṆŰƚN¬͚ǧȰΧ¾
̈́˳Đ́ģQġĐȬÈ˳͂́ǖümy̖ĄΨ

 .Ě̀ʡ˳ɳòņɽĂŉŌM49`Ŝ̖ȨL
Ͱʗ̆ɱMÜ`ǒŹ̓˙/ĄūΧǶ̆Ψ

 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?
`ɇƩ/¬͚ǧȰΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡŇʦˀNŋʼHˀM]`ŇŖNȽȗ
ģQɭŮNʗʊN͵ȯMͲ?`ȏÙ/Ąū
Χ   Ƕ̆Ψ

 .t£ŐIØʌ<a`͆̃M]`Ȼ̻Ƚɩ͵
ȯMÜ`ȀūǒŹǒͥ/¬͚ǧȰΧαɼ̻c͈
Č=* ɼ̻J?`Ψ
 .ʉœƧΉ̤Ûɇ/ĄūΧ

 .ΛΈ̖Ąɇ/*.ǓĐ̖Ąɇ/ģQ.Ƶ˴͵
ȯɇ/MŎG8̖ĄŉŌNǏŜˀcĲʯΧĒɏ
Ƌ*Ƃȱʏ*Ƅʏ͈ČΨΧ Ƕ̆Ψ



Ƕ̆Ψ

 ʉœǳǇ̇ǘ͐Ąƚjsp©uªy}
ª

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/¬͚ǧ
ȰΧɘͣĕ©¢ugp£Nǘ͐*Ƕ̢NßƳ©
ŨðƳNį®*°ɇǊȞŶ˃NƤĕˀΨ
Χ Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡƞȞɼûʈǶ̢N̢ˤģQ˘Ǒ˅ʈ
MͲ?`ǒŹ̓˙/¬͚ǧȰ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̆Ê/
ģQ.ĭǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧƞȞɼɴğM
Ü`~gknw§̖ĄN͈ČˀΨΧ  Ƕ̆Ψ

 

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ~gkn
w§ΏNǒūɼ̻SN͈Č*ǒūɼ̻ǖüǶ̢
M̑ͪʌȺɮ©ƞȞɼɴğɮc͈ČΨΧ  
Ƕ̆Ψ
 ~gknw§ΏNǒūɼ̻ǉĄŎɡN̢ū
Χ  Ƕ̆Ψ
 .ɽūƊŐM49`òŮ͵ȯ˒ˢNǯäMͲ?
`ɇƩǶ̆Ê/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̆Ê/
ģQ.ĭǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧøʊăʌ̦ū
ĄƚMÜ`ŎɡˀΨΧ  Ƕ̆Ψ
 ŉʇəǿĕ͵ȯÃ͜Ï̮Χ Ͱå



 .Ě̀ŉŌòŮ͵ȯ̟ʐ/Χεσ

ƓƚΨ˃ū



 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆
Ą/¬͚ǧȰΧûʈǶ̢N̢ˤ̣ĨǄ˗ˀΨ
Χ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ¬˹ƞȞɼûʈy}ª¡§/˃ū
ΧĚ̀ʡ¬˹ƞȞɼûʈNCYNÕĄG8_
NǒͥJ=HΨ

 .ɽūůƜʌȬĽøĸĶĕɇΧ͋ʴů¢ug
p£ɇΨ/NĄūΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ͢ʊʂÞ̰˅ʈ̟ʐ/N˃ū

 .ŉʇəǿĕŶ˃ǘ͐Ŝ˙/N˃ū

 .ʡʼ·ę·͠˳ɳòņ/́²ˀ¶ïa̖Ąė
ŌNǒūΧ   Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆
Ć/¬͚ǧȰΧƞȞɼûʈǶ̢N˘Ǒ˅ʈMͲ
?`̡ͫÖƾģQʹ̙MF1HΨ

 .~gknw§ĹΎ͎˔Ï̮/c.~gknw
§ΏˀĹΎ͎˔Ï̮/MĮʴŘȁ

 .¬˹ƞȞɼNȄˑûýŐģQʋȣƞȞɼNȄ
ˑûýŐMÜ`Ǉ̇®NŎɡcūY`ĴÊ/¬
͚ǧȰ
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Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 .Ě̀ʡƞȞɼûʈǶ̢N̢ˤģQ˘Ǒ˅ʈ

ȅ



ń

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆

MͲ?`ǒŹ̓˙/¬͚ǧȰ

Ć/¬͚ǧȰΧ˘Ǒ˅ʈN̡ͫ*ȄˑûýŐN
ŋʼˑº©ƞȞǄ˗ΨΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœƧΉ̤ÛȏÙ/ĄūΧ



Ƕ

 .ȄˑûýŐMÜ`Ǉ̇®NŎɡ/cǧȰ

̆Ψ

Χ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡƞȞɼûʈǶ̢̢ˤˀŷͯŢķÏ/N

 .ΛΈMÜ`ʉœŎɡ/cǧȰΧ

  ǧȰΨ

̢ˤ
 .Ě̀ʡ~gknw§ΏŶ˃ĥ˒Ǵͥ/˃ū

 .ŉʇəǿĕŶ˃Nǘ͐MͲ?`ɇƩ/NĄū

Χ ò̌Ψ

Χ

 .ź̖ȨƞȞɼɴğɮˀMÜ`~gknw§

 Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆

ΏģQP1>dǖüǉĄǒŹ̓˙/Ąū

Ć/¬͚ǧȰΧƞȞɼûʈǶ̢N˘Ǒ˅ʈNǇ

Χ 

̇®NŎɡΨΧ 

 Ƕ̆Ψ

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG7ǖüŎɡcūY`

 Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆

ȏÙ/Χ®¶AȏÙΨ¬͚ǧȰΧȑÃɞɍŌN

Ć/¬͚ǧȰΧƞȞɼûʈǶ̢N˘Ǒ˅ʈNǇ

ʻˏ©ɸıȆͣNǖüŎɡN̢ū*ĝǷɅ©Ǆ

̇®NŎɡΨΧ 

 Ƕ̆Ψ

̹ɅɍŌNź̖Ȩ½ȣŐNǖȻŎɡN̢ūˀΨ
 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/ΧĝǷɅ*Ǆ





̹ɅɍŌNź̖Ȩ½ȣŐMŶ?`̖ĄNƤĕΨ
¬͚ǧȰΧ

  Ƕ̆Ψ

 .ɝɅȻ̻ÞðɽĂǙˤɇMŎG8Ƚɩ̴˾
ͣMÜ`̖ĄŎɡ/Χĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ*ʻˏ
ıȆͣģQɸıȆͣΨ¬͚ǧȰĲʯ


 .Ě̀ʡ̒©´şŉŌjs}h§¡§/˃ū



 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMÜ`ʉœŎɡ/ΧREˏˀ
Ίʝ͈ČΨ¬͚ǧȰΧ

 .ΛΈ̖Ąɇ/*.ǓĐ̖Ąɇ/ģQ.Ƶ˴͵
ȯɇ/MŎG8̖ĄŉŌNǏŜˀcĲʯ
Χ

Ƕ̆Ψ

 .ŉ¯ȻNȻ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡ/¬͚ǧȰ
Χ

 

Ƕ̆Ψ

  Ƕ̆Ψ

 .ΛΈMÜ`ʉœŎɡ/NŉŌΏŊNǒūcĲ
ʯΧ

 

  Ƕ̆Ψ

 .Ƶ˴͵ȯɇǶ̖̆Ćˀ/N¬͚ǧȰΧ˴Ⱥǒ
Ǯήĩ̖ĄŎɡN̢ūǴɇˀN͈ČΨΧ





Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡ;WûʈƖŌĕ̟ʐ/˃ū

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆
Ć/¬͚ǧȰΧȤ͍ģQ˘Ǒ˅ʈMͲ?`ǳC
LǇ̇®NŎɡˀN͈ČΨΧ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
Χ

 ΛΈ̖ĄɇMŎG8.˳Đ́ΛΈNŜ7<Ṇ

  Ƕ̆Ψ

Űƚ/NðΆǧȰ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
Χ

 .ΟʃÞ̰ģɿʀͲy£ɇƩ/N¬͚ǧȰ

  Ƕ̆Ψ

Χɿʀị̂ĄƚNǧĺ*ɽūΟʃÞ̰˅ʈ̟ʐ
ĄƚNĊ̢ΨΧ

 .Ě̀ʡʡřʋȣƞȞɼN͖ȰûʈMͲ?`
ǒŹ̓˙/¬͚ǧȰΧ
 .Ě̀ʡ¤

Χ

ª}pȡɼˠ/ò̌

ģQ

  Ƕ̆Ψ

 

Ƕ̆Ψ

 .~gknw§ΏM]`ŜȺNȽȗ*Ȼ̻NȽɩ

σ ƓƚΨ˃

ģQŇŖNȽȗMÜ`ʉœŎɡ/Ąū

 

Ƕ̆

 .Ě̀ʡʼ˳ɳòņȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
 Ƕ̆Ψ

 .ɽūĕťɼ̻NʉœSNǖüͣNǈǝˀģQ
˅ʈNǧĺNÝ͐MͲ?`ɇƩ/NĄū

 .ΟʃÞ̰ģɿʀͲy£ɇƩ/MŎG7n
NǔʄcαƓͱʳȯ

 ˳Đ́NɷǱNƳɾMͲ?`̣ŰƚģQ˳Đ
́NɷǱMıVa`ɼ̻NͣṆŰƚN¬͚
ǧȰΧm|¢§´N§{§cαÕʷΦË¯&

 .Ě̀ʡ˳Đ́ǖüʻˏ͟ĕɼ˜ͣǉĄǒŹ
̓˙/ĄūΧ



 .~gknw§ΏŶ˃ɽĂǙˤɇ/NĄū

  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡýĂĤͿÝ̟͐ʐ/Χ
ū
Χ

  Ƕ̆Ψ

έÕʷΦË¯ΨΧ

  Ƕ̆Ψ
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Ɠέȅ͖ʌΨ


Ɠ


ȅ
 ʡöÍȣ

ʡ

Ɠ

ʰJòŮ͵ȯːʝěūcǧū˟˓



ȅ

ń

 .ƠˇɼNʌ͊ĂM]`ſŻɎĕȦNûʈŶ̳
Äķ˄ūŎɡ/cǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

 .DP ;W{¥¡§/Χʿ¾ȭĚ̀ʡ;W
NɘͣĕJø̺ɠĕc͐Y`ŎȋǴͥΨ˃ū

 .ńˀM]`ʉœɼĶˀN̪͕Nǘ͐ˀMͲ?
`ɇƩ/Χq¢ª§̼ïɇΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .ńūòņ½ȣō̦̆ĨˀNĥǅ̓˙/NĄū
Χ   Ƕ̆Ψ

 .Ƶ˴͵ȯɇ/¬͚ǧȰΧ½ȣŐ̢ˤˬN½Ǫ
ǼNǙˤN˨đĕˀΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʼ˳ɳòņ½ȣō̦̆ĨˀNĥǅ̓
˙/NĄūΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ơ̢Ɗ½MÜ`̺ȌNø̺ɠĕMͲ?`ɇ
Ʃ/ΧƠ̢¢ugp£ɇΨNĄū   Ƕ̆Ψ

 .ΛΈ̖Ąɇʿ ȏʿέΊ/N̖ūMŎG8ǒ
ūŉŌöM49`ėŌcĲʯΧ   Ƕ̆Ψ

 .ƭʉŊʰÏƦƾǘ͐Ŏȋɇ/NĄūΧ
Ƕ̆Ψ

 .ΛΈ̖Ąɇ/*.ǓĐ̖Ąɇ/ģQ.Ƶ˴͵
ȯɇ/MŎG8̖ĄŉŌNǏŜˀcĲʯ
Χ   Ƕ̆Ψ

 .Ƶ˴͵ȯɇ/Ƕ̖̆Ć¬͚ǧȰΧ˴ȺǒǮί
ĩ̖ĄŎɡN̢ūǴɇˀN͈ČΨΧ   Ƕ̆Ψ

 ΟʃΔΕ̣ĨģQ
ƋʏȍMŢ̯

 .ΒĶƭʉ̺ɠNøʊăʌˀNÝ͐MͲ?`ɇ
Ʃ/ΧΒĶ¢ugp£ɇΨNĄūΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ¤

¢N̶ŗ̣ĨNȩc

ª}pĐɼˠ/ò̌

 

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/*.ĭ
Ƕ̆Ê/ģQ.ĭǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧ͔͜
ƙʡM]`ƞȞɼûʈ̟ʐN˃ū*ƞȞɼûʈ
z§}ªĄƚN̕ʞ=*ƞȞɼûʈǶ̢ṆĨ
̓ÌN͈Č*ƞȞɼNɴğ̖ĄˀNŜƎǧȰΨ

 .ńūòņ½ȣō̦̆ĨˀNĥǅ̓˙/N¬͚
ǧȰΧ Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡŉʇəǿĕ͵ȯ̟ʐ/˃ū

 .ɎĕȦɇ/N¬͚ǧȰΧ

  Ƕ̆Ψ

 τ̺ɠNȆďLăʌNÝ͐MͲ?`ɇƩυ̺ɠ
 ȆďăʌÝ͐ɇNĄū   Ƕ̆
 ʡöNŝɳmyǗĥÍȣ ʰJŉʜɀ¯͵ȯ
ːʝěūcǧū©˟˓


 ńN.ʉœŎȋ̟ʐ/ΧǧūɺΨͳ̮ȿū

 .Γƃÿ͚ƄƀȇΖσíJΐσ/Ͱ̢



 .Ě̀ʡƋʏȍɭƞȞɼûʈ̟ʐ˃ūǒͥ/
N˃ū

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆
Ć/N¬͚ǧȰΧ¬˹ƞȞɼûʈȣṆĨc̓
=L1ˬΨΧ   Ƕ̆Ψ

 ʉœʧʸz§}ªʗ̿Χʉœʧʸǃ*Ȼ̻Þð
ʧʸǃ*ƞȞɼƶŏǇ̇z§}ªN ȬͲc˕
ī=ʗ̿Ψ

 .§{§ˀM]`ŜȺNȽȗMÜ`ʉœŎ
ɡ/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ¤

ª}pΪǽģɺΪ/ò̌

 .ĎçŨð̉ʊ̖Ć/N¬͚ǧȰΧƞȞɼɴğ
Ƕ̢N̜ÕΨ

 ˸ʹȬΛΈMÜ`ʉœŎɡNŉŌΏŊǒūN¬
͚ǧȰcĲʯΧƾʍʹɛͲÜΨ

 .ǖȻŎɡcūY`ʉœʠÊ/N¬͚ǧȰΧU
2ˏ*REˏ*ʩ͟ƳʻˏˀN͈ČΨΧ  
Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡfª{£˳Đ́ǖümyŶ˃ǒͥ/
˃ūΧ   ˃ūΨ

 .ɽū̑ĶMÜ`¥§ΏNĿĤģQʨŕNŬ
ǶNʫÞˀMͲ?`ɇƩ/Χ  òƌΨ
Χ   ¬͚Ƕ̆Ψ

 ͧˀNʉœÞðŶ˃NCY*Ě̀ʡŸǣŐc¬
ǼðΆØʌ´ȯΧ  σΨ

 .˳Đ́5^ǖü<a`ʻˏ͟ĕɼģQˊţɾ
ɼ̻NɽūŉŌM49`˜ͣNćɘˀMͲ?`
ɽĂǙˤɇ/Χ  òƌΨ

 .Ě̀ʡ˳ɳòņǶ̢̢ˤ˅ʈȏÙ/N¬͚ǧ
ȰΧ  Ƕ̆Ψ

 .¢Œĕi£ƞȞɼN͖ȰLûʈNǘ
͐MͲ?`ɽĂǙˤɇ/ĄūΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ˳ɳòņǶ̢˅ʈ̖Ć/N¬͚ǧȰ
Χ  Ƕ̆Ψ

 ʉœʠ6.54_ΐǾ ͘/c͘ūΧŝɋźɜ
ʏ̧ʊŵN˞ΘJʭΐ*ƂʍʏƙΙNŜpyN
ή¨ǃ6̦ū<a`+Ψ

 τĝǷɅɍŌȻƭʉãðĕÏ̮υ̢ʼ

 ȑÃɞˀN.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ*ʻˏıȆͣģ
Q_dıȆͣMÜ`˜ͣćɘŎȋǴͥ/˃ū

 

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆Ê/ģQ.ĭǶ̖̆Ć/
N¬͚ǧȰΧȽɩ̴˾ͣN˜ͣćɘNǒūΊʝ
Mʻˏ©_dNıȆͣc͈Čˀ   Ƕ̆
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Ɠ

ȅ

ʡ

Ɠ

ȅ

ń




 





 .t£ŐIØʌ<a`͆̃M]`Ȼ̻Ƚɩ͵
ȯMÜ`ȀūǒŹǒͥ/¬͚ǧȰΧ ɼ̻c͈
Č=* ɼ̻J?`Ψ



 ˩ʍʹɛĳ͇˸ʹȬΛΈʛ̗wycǯä



 ǳ©ʊɼŚȥƳńůǀʓN˃ū

 .ʔɪøʊ̟ʐȢ̠Ï̮/̢ˤ

 .˳ɳòņɇ/N¬͚ǧȰΧɽĂŉŌM49`
ɼNͿʷ*ĐɼNǔʄˀ*̆ɱ̖ĄN͈Č[ă
ʌ̪ǯŉėĄƚˀ6Ċ̢<a`+ΨΧ   
òƌΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .DPʉœøʊ̟ʐ/N˃ū

 .ŇŖȽȗŶ˃ɇ/Χƒƾ ƓɇƩʿ
Χ   òƌΨΧ   Ƕ̆Ψ

ĩΨ

 Ě̀ʡkªǘ͐e£©½ÙͿNʗ
þ

 .~gknw§ΏM]`ŜȺNȽȗ*Ȼ̻NȽ
ɩģQŇŖNȽȗMÜ`ʉœŎɡMF1H/N
¬͚ǧȰȻƘNƘ̻NŎɡN͈ČΧ  
ĲʯΨΧ  ͖ʌΨ

 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇMŎG7ǖȻŎɡcūY`ȏ
Ù/N¬͚ǧȰREˏcȆŮɼ̻M͈Č=*ʊ
ɌʉœΊʝ5^ćΧ   òƌΨ

 .Øʌɗ˳Đ́Nø̺ɠĕˀMͲ?`ɇƩ/
Χ˳
Đ́¢ugp£ɇΨNĄūΧ  òƌΨ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙ/¬͚ǧȰΧ˳Đ́NØ
ʌMÑ2ʉœSN̴˾NÓɘcł`CYNǶ˃
MŘȁΨΧ   òƌΨ

 .~gknw§ΏŶ˃ɽĂǙˤɇǶ̆Ê/N¬
͚ǧȰȻ̻ŎɡŶ̳Ƕ̢ΰǶ̢N͈Č
Χ  òƌΨΧ  Ƕ̆Ψ

 ʿβȭĚ̀ʡƞȞɼûʈ̟ʐΧ
ū

 .ΟʃÞ̰ģɿʀͲy£ɇƩ/6ð͚ǧȰ
<a*ΎĮZ.ΟʃNÞ̰ģQɿʀN͖ȰĕM
Ͳ?`ɇƩ/JLECΧ   Ƕ̆Ψ

σ ƓƚΨ˃

 .Ě̀ʡfª{£˳Đ́5^ǖü<a`ˊţ
ɾɼ̻NǖüNǉĄMͲ?`ȏÙ/NĄū
Χ   òƌΨ

 .Ƙ̻Nûʈ©ûýˀMͲ?`ǒͥ/  
ʉȻ˅ʿ
ĩʉœʠʉœ˅ʈżȻʉœ͚ͮ͋
ʤ.Ƙ̻Nûʈ©ûýˀMͲ?`Ȁūǒͥ/
   ʉȻ˅ʿ
ĩOƞȯ

 .Ě̀ʡƞȞɼNûʈN͖ȰĕˀMͲ?`ȏ
Ù/NĄūΧ   òƌΨ

 .Ǒ˗Ĩ˯LͰʗMͲ?`±ʑu/Χǵ
y£pΨͰå

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧŲ
͠ʏNƋĄǶ̆MÑ2ǧȰΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .˳ɳøʊǘ͐ɇ/NĄūΧ

 .ȑÃɞɆƅƖŌʕ˴ʗʊǼNŶƱ̓Ό/˃ū
Χ   Ƕ̆Ψ

 .gky©§˜īǀʓ/ͳ̮ȿū

 .ʿεȭΟʃÞ̰½ȣ̟ʐ/N˃ūΧ
̆Ψ

 

  Ƕ

 ĝǷɅģQǄ̹ɅMÜ`ʿΰȈτɝɅȻ̻Þð
̟ʐ/N˃ū
 ƾʍʹɛȀūƒ̆ɤ̽̀NÚʌͰš
 .Ě̀ʡɖǕƊŐˀ̜ÕʧʸÏ/ʗ̿

 ȑÃɞMÜ`.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ*ʻˏıȆͣ
ģQ_dıȆͣMÜ`˜ͣćɘ̟ʐ/˃ū
 ȑÃɞMÜ`.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣMÜ`˜̖ͣ
ĄŎɡ/*.ʻˏıȆͣMÜ`˜̖ͣĄŎɡ/*
._dıȆͣMÜ`˜̖ͣĄŎɡ/Ĳʯ
Χ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡýĂĤͿÝ̟͐ʐ/Χ
ū

σ ƓƚΨ˃

 .Ě̀ʡfª{£˳Đ́5^ǖü<a`ˊţ
ɾɼ̻NǖüNǉĄMͲ?`ȏÙǶ̖̆Ć/Ą
ūΧ   Ƕ̆¬͚   Ƕ̆Ψ
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  Ƕ̆Ψ

Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/¬͚ǧȰΧ˳
Đ́NØʌMÑ2ʉœSN̴˾NÓɘcł`C
YNǶ˃©ǙˤNëŬ©ƤĕΨΧ   Ƕ̆Ψ

ȅ

ń



 



 .˳ɳòņɇǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧ
ƌΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .˳Đ́NØʌMÑ2ʉœSN̴˾NÓɘcł
`CYNǒͥ/ĲʯΧ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡ̒©´şŉŌjs}h§¡§/Řȁ
ǆ̦
 .Ě̀ʡ̺ɠƭʉŊʰÏG8_̟ʐ/
Χ
ƓƚΨ˃ū


σ



 .Ě̀ʡfª{£˳Đ́5^ǖü<a`ˊţ
ɾɼ̻NǖüNǉĄMͲ?`ȏÙǶ̖̆Ć/¬
͚ǧȰΧʁ»Ȉͱc ƓJ?`́²NǏŜΨ
Χ   òƌΨ
 Ě̀ʡɖǕƊŐˀ̜ÕʧʸÏŏĲȂ

 

ò

 .˳ɳøʊŎȋǴͥ/Nȿū


 .Ě̀ʡɽūΟʃÞ̰˅ʈ̟ʐ/N˃ūΧ
§v£ΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/N¬͚
ǧȰΧ°ɇǊȞNȊɳ͵ȯ*¢ugp£NÝ͐Ψ
Χ   Ƕ̆Ψ

 Ě̀ʡ¤ ¢yΧȡɼˠΨ,˘˅Ȏȡɼǧ
̞ɺ-Nò̌

 .͙Ðţ˒ǜ3ʊɼˀNØʌˀN̖ĄM]`ʊ
ɼNŚȥƳNʫÞMͲ?`ɇƩ/NĄū
Χ  òƌΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʼ˳ɳòņȏÙ/N¬͚ǧȰΧɽĂŉ
ŌM49`ɼNͿʷ*ĐȡɼNǔʄǗͿˀN̆
ɱ̖Ą6͈Č<a`+ΨΧ  òƌΨΧ   
Ƕ̆Ψ

 .ʉœNÞðNCYNƸȮNŔ͐ģQʉœǬˮ
Nǘ͐MͲ?`ɇƩ/NĄūΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙ/N¬͚ǧȰΧ˺ȫƋN
´ȚƋʵ̆MÑ2ǧȰΨΧ  òƌΨΧ   
Ƕ̆Ψ

 .˳Đ́NɷǱNƳɾMͲ?`̣ŰƚģQ˳
Đ́NɷǱMıVa`ɼ̻NͣṆŰƚ/N
¬͚ǧȰΧm|¢§´Nı͟ˏĕīɼ  ̻
ͣΦË¯Χ  Ƕ̆Ψ*̓Ƀ´NʪΤý 
##"& ##"*m|¢§´NʪΤý ##"&
##"Χ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʼ˳ɳòņȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
Χ   òƌΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .ʉœ´NȆŮŜȺȽȗɼ̻M]`ãƝ¢yp
NÓɘcł`CYNǒͥJL`ǮáΧǒͥáΨ/
N̢ūΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ͠ƂNÞð*ǯäģQɌʌNÝ͐MͲ
?`ȏÙ/NĄūΧ  òƌΨ

 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡMF1H/N¬͚ǧ
ȰΧȻʊʊɼNÞðMÜ`Ȼ̻ʉœŎɡN̢ūΨ
Χ   òƌ©Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
ΧǖȻŎɡNȆŮɼ̻MREˏ*U2ˏģQʩ
͟ĕīɼˀc͈ČΨΧ   òƌΨ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆Ć
ģQƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̖̆
ĆˀN¬͚cǧȰ?`ʠÊ/N¬͚ǧȰΧ'˳
Đ́¢ugp£ɇNũðǶ̆(MÜ`ȳÁ
ɻN͖Ȱûʈ)~gknw§ΏŶ˃ɽĂǙˤɇ
Ƕ̆ÊNǧȰΨΧ'O   Ƕ̆(ģQ)O
  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ˳Đ́Â͋òŮ͵ȯ̟ʐ/˃ū

 

 .ΟʃNÞ̰ģQɿʀN͖ȰĕMͲ?`ɇƩǶ
̆ːĆ/NòƌΧ   Ƕ̆Ψ
 .ʿεȭΟʃÞ̰½ȣ̟ʐ/NǧūΧ
Ƕ̆Ψ

  

 .gkyʼʡDP/ǘ͐ǴͥN˃ū
 .Ě̀ʡ͠ƂNÞð*ǯäģQɌʌNÝ͐MͲ
?`ȏÙ/NǶ̆Χ   Ƕ̆Ψ
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Ɠ


ȅ

ʡ

 ʿ

Ɠ

ĿðńȡȪʲcȉȁɋƋģQİɋƋIͰ

åΧ



ȅ

ń

 

  ͰåΨ

 .Ě̀ʡʼ˳ɳòņöΧǽ͋ŉŌc8+ΨM
49`Īʶ̆ɱMͲ?`ŴȘǒͥ/N¬͚ǧȰ
Χ˳ɳòņɽĂŉŌöN̆ɱNĄJ=HǳC
MžřM41HŇʥBNÇNʤ½6ǒū?`ɼ
cͿʷ*̷̂?`:JˀN͈ČΨΧ

 

Ƕ

̆Ψ
 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧ͢
ʍƋ©Ͳűʏī×MÑ2ǧȰΨΧ

Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡ˳Đ́ǖüʻˏ͟ĕɼģQ˳Đ́ǖü
ˊţɾɼ̻˜ͣćɘ̟ʐ/˃ū
 .Ǆ̹ɅȻƭʉĿƬ̆Đ̟ʐ/N˃ū
 .Ě̀ʡ̒©´şŉŌjs}h§¡§/Řȁ
ǆ̦


 .ʔɪøʊ̟ʐȢ̠Ï̮/5^ʤ½S.ʔ



ɪøʊ̟ʐȝ/NŏĲ

 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ãƝNÞ̰MͲ?`ʉœŎɡ
ˀ/NǶ̆ˀΧ̓ʛ̗ΊʝN͈ČˀΨΧ  



Ƕ̆Ψ
 .Øʌɗ˳Đ́Nø̺ɠĕˀMͲ?`ɇƩǶ̆
ːĆ/NÂÈΧ 

Ƕ̆Ψ

 .˳ɳòņɇǶ̖̆Ć/NǧȰΧΐċʗǶ̢N
ǳˇˀMͲ?`̣ĨŎɡN͈ČΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .ĝǷɅɍŌȻƭʉãðĕ˛Ʋ̆Đ̟ʐ/N˃
ū

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/N¬͚
ǧȰΧńNƨĉƤĕM]`°͖Ȱûʈ½ȝN̜
ȿ*ƞȞɼûʈǶ̢cƉ`ĹΎN̜ȿ*˥ĆN
ƤĕM]`°ɇǊȞNǥɣΨ

 .Ě̀ʡ̺ɠƭʉŊʰÏG8_ǘ͐Ï̮/̢ˤ

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇ/N¬͚ǧȰΧρξκ̖ĄN
ŹïΨΧ   òƌΨ

 Ě̀ʡ¤

¢yΧȡɼˠΨ

 .ɽūřȐʊɼM]`ʊƺˋˀMÜ`̎ŮN͵

ζ  Ɠǧ̞ɺηNò̌

ȯMͲ?`ɇƩ/NĄūΧ  òƌΨΧ  
Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡƞȞɼNûʈN͖ȰĕˀMͲ?`ȏ

 

Ù/N¬͚ǧȰΧ  Ƕ̆Ψ
 .ΟʃNÞ̰ģQɿʀN͖ȰĕMͲ?`ɇƩǶ
̆ːĆ/N¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̆ː
Ć/N¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡʼ˳ɳòņöΧǽ͋ŉŌc8+ΨM
49`Īʶ̆ɱMͲ?`ŴȘǒͥ/N¬͚ǧȰ
ΧΐċʗǶ̢NǳˇˀMͲ?`ŴȘǒͥN͈
ČΨΧ 

Ƕ̆Ψ

 .˳ɳòņǽ͋ŉŌöM49`ǙˤĴÊMͲ?
`ûʈŎɡ/NĄūΧ  Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡ˳ɳòņˀM49`ƠˇɼNƠ̢MÜ
`ǒŹ̓˙/N¬͚ǧȰΧ½Ĉě̮NŶ̳Mΐ
ċʗǶ̢*ͦőˀNƊÖɼc͈ČΨΧ 



Ƕ̆Ψ
 .ΟʃNÞ̰ģQɿʀN͖ȰĕMͲ?`ɇƩǶ
̆ːĆ/N¬͚ǧȰΧ Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡ̒©´şŉŌjs}h§¡§/Řȁ
ǆ̦
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Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ


 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
Χʒʋ͆ȣMÜ`ȀūǖȻŎɡN͖ʌȈͱN
ƟͮΨΧ   Ƕ̆Ψ

ȅ

ń

 

 .ʔɪøʊÏ̮/̢ˤ


 ʡöÍȣ

ʰJòŮ͵ȯːʝěūcǧū˟˓



 .Øʌɗ˳Đ́Nø̺ɠĕˀMͲ?`ɇƩ/
Χ˳
Đ́¢ugp£ɇΨNũðǶ̆

 .Ě̀ʡɽūΟʃÞ̰˅ʈ̟ʐ/N˃ūΧ
§xlΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .ŇŖȽȗŶ˃ɇǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧǡü
ŇŖûýǴɇNǧȰΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
ΧȖƋ©ɅĜʏī×MÑ2ǧȰΨΧ   Ƕ
̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/N¬͚
ǧȰΧŜ̖Ȩ°ɇǊȞSNŶƱ*ɲʫ̦ͅüN
ĥ˟ƤĕΨΧ   Ƕ̆Ψ

 Ƶ˴͵ȯɇMŎG8˴ȺǒǮ̖ĄėŌNĲʯ
Χ  Ƕ̆Ψ

 .ɎĕȦɇ/N¬͚ǧȰΧʝʚNǺʫĕ*Ȼ̻
ŎɡNĊ̢ˀΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡƋʏȍɭƞȞɼûʈ̟ʐ˃ūǒͥ/
NǧȰ
 .ΟʃNÞ̰ģQɿʀN͖ȰĕMͲ?`ɇƩ
Ƕ̆ːĆ/N¬͚ǧȰΧ  Ƕ̆Ψ

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇN¬͚cǧȰ?`ɇƩNǶ̆
ȈǸcūY`ǩÊ/Χ  Ƕ̆*ρξκǖü
̖ĄMͲ?`͚ý   Ƕ̆ΨΧ  òƌΨ

 .Ě̀ʡŇʦˀNŋʼHˀM]`ŇŖNȽȗ
ģQɭŮNʗʊN͵ȯMͲ?`ȏÙ/N¬͚
ǧȰΧ  Ƕ̆Ψ

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̆Ê/N¬͚ǧȰΧρξκ
ɼ̻JρξκǖüǶ̢N̢ūΨΧ  Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡýĂĤͿÝ̟͐ʐ/Χ σ
˃ū

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̆Ê/N¬͚ǧȰΧŏĲ*
ȢȘNŶ̳ΨΧ   Ƕ̆Ψ

ƓƚΨ

 .Ě̀ʡ̒©´şŉŌjs}h§¡§/Řȁ
ǆ̦

 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧρξ
κǖüŎɡΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡeyyĹΎŶ˃Ï̮/̢ˤ

 .ɝɅȻ̻ÞðɽĂǙˤɇ/N¬͚ǧȰΧɍü
ȻŶ˃ŉė4]Qɝ͇ʉœÞ̰ŉėNǳ̢+Ɗ
Ő½ȣŐMŶ?`̖ĄN̕ʞ=Ψ
Χ  òƌΨ

 ʡöNŝɳmyǗĥÍȣ ʰJŉʜɀ¯͵ȯ
ːʝěūcǧū©˟˓
 

 .~gknw§ΏŶ˃ɽĂǙˤɇǶ̆Ê/N¬
͚ǧȰΧȻ̻ŎɡŶ̳Ƕ̢ίǶ̢N͈ČΨ
Χ  òƌΨΧ  Ƕ̆Ψ
 .ʉœʠͲÜɎĕȦɇǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
Χ   Ƕ̆Ψ
 .ŜȺȽȗ͵ȯɇǶ̆ÊN¬͚cǧȰ?`ʠ
Ê/NòƌɽūƠˇȌǱMʥ˚cıȆ?`ǲɶ
Ȍ*ÞəȌģQ˭ɫ̎̔Ȍcǒū©̖Ȩ̓Ìˀ
NǤƞΧ   Ƕ̆Ψ



 .Ě̀ʡƞȞɼNûʈN͖ȰĕˀMͲ?`ȏ
Ù/N¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ



 .ʥ˚M]`ãƝˀMÜ`̎ŮN͵ȯNCYN
ŜȺȽȗ͵ȯɇˀN¬͚cǧȰ?`ɇƩ/Nò
ƌʥ˚6Øʌ<aH1`ƊÖɼc̖ĄŶ̳M
͈Č   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰ
ΧŜșʏNƾʍƋˠï*ƂȱƋ̢ˤMÑ2ǧ
ȰΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩ/N¬͚
ǧȰΧɲŮĕûʈ̦ūĄƚΨΧ Ƕ̆Ψ*
ʥ˚ıȆƞȞɼNûʈŎɡΨ   Ƕ̆Ψ

 .Ě̀ʡŇʦˀNŋʼHˀM]`ŇŖNȽȗ
ģQɭŮNʗʊN͵ȯMͲ?`ȏÙ/N¬͚ǧ
ȰΧ   Ƕ̆Ψ

 τʥ˚M]`ãƝ̎ŮNǫɗMͲ?`ɇƩυĄū
 .gky©§˜īǀʓ/Nǧū

 τŰĽĔ̏MÜ`ýĂĤͿģQøĸĶĕNÝ͐ˀ
MͲ?`ɇƩυŰĽĔ̏ϘώϊύϙɇN¬͚ǧȰǖ
üǉĄÝ͐Ǚˤˀ*̺ͤǎüĄƚ   Ƕ̆

 .ɎĕȦÞŧɰȢȣˬʘͫMͲ?`ȏÙ/¬͚
ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
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 ¬˹ƞȞɼ*¯ȻȽɉĢOBa^Nɴğɬcɢ
̅Ńĕ=Cs§p¢ªʌɢ̅y¡qΜȌΧ
αάίέΨ̖Ȝĕ  òʯΨ

Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 .ɎĕȦÞŧɰȢȣˬʘͫMͲ?`ȏÙǶ̖̆
Ć/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ

ȅ



 .ɎĕȦɇǶ̆ːĆ/¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡŉʇəǿĕ͵ȯ̟ʐ/ǧūσDP
ήήΧ:F:FΨ~gj̟ʐσ
 .Ě̀ʡ˳ɳʉœÞðȏÙMŎG8˝ĕěū
ŬǶ̓˙/Ąū



 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧ˳
Đ́ʉœ˅ʈ̟ʐȂˀNȥơǧȰΨΧ  
Ƕ̆Ψ
 .ʔɪøʊ̟ʐ/ΧŎȋ̟ʐΨ˃ū
 .Ě̀ʡfª{£˳Đ́5^ǖü<a`ˊţ
ɾɼ̻NǖüNǉĄMͲ?`ȏÙǶ̖̆Ą/N¬
͚ǧȰΧ̓ɃNʪΤýNŎɡΨΧ   Ƕ̆Ψ

 .ǖȻŎɡcūY`ʠÊ/N¬͚ǧȰΧÀͧı
ȆͣNƤĕΨ           Ƕ̆
 



 .ǀʓʚʉœezy§Źïmg ¡g§
Χ®Ò̟ʐN2D½ȣNÒˤ©̖ȨˀNȢ̠ȵ
ͼΨ/N˃ūΧʉœʠΨ
 .˳Đ́5^ǖü<a`ʻˏ͟ĕɼģQˊţɾ
ɼ̻NɽūŉŌM49`˜ͣNćɘˀMͲ?`
ɽĂǙˤɇ/N¬͚ǧȰΧżŉȽȗŶ˃ģQɍ
ḯŶ˃N̕ʞ=ΨΧ   Ƕ̆Ψ

 ʔɪøʊ̟ʐΧ½ȣ̟ʐΨ˃ū
 .ΟʃNÞ̰ģQɿʀN͖ȰĕMͲ?`ɇƩǶ
̆ːĆ/N¬͚ǧȰ    Ƕ̆
 ĝǷɅģQǄ̹ɅMÜ`ʿαȈ.ɝɅȻ̻Þð
̟ʐ/N˃ū
 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆ĆυN¬͚ǧȰΧ
ʬʚ̡ͫM]_ȂΆˀcä3ˤ8ŐīNǴɇM
Ü`ǧȰΨ   Ƕ̆
 ȑÃɞMÜ`.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ*ʻˏıȆͣ
ģQ_dıȆͣMÜ`˜ͣćɘ̟ʐ/˃ū

 .ǖȻŎɡcūY`ʠÊN¬͚cǧȰ?`ʠ
Ê/N¬͚ǧȰΧU2ˏ*REˏģQʩ͟Ƴĕ
īɼˀNȀūǖȻŎɡN̕ʞ=Ψ  Ƕ̆
 .ΒĶƭʉ̺ɠNøʊăʌˀNÝ͐MͲ?`ɇ
 Ʃ/ΒĶ¢ugp£ɇΨN¬͚ǧȰ Ϋ Ϋ
έǶ̆Ψ
 .~gknw§ΏŶ˃ɽĂǙˤɇǶ̖̆Ć/N
¬͚ǧȰΧȸƳˀÛÜǮNǧȰΨ  
Ƕ̆

 ȑÃɞMÜ`.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣMÜ`˜̖ͣ
ĄŎɡ/*.ʻˏıȆͣMÜ`˜̖ͣĄŎɡ/ģ
Q . _ d ı Ȇ ͣ M Ü ` ˜ ͣ ̖ Ą Ŏ ɡ / Ĳ ʯ
  Ƕ̆
 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙ/N¬͚ǧȰΧǞʗƳȆ
ȬĕīɼMÜ`̖ūNǧȰΨ   Ƕ̆
 .Ě̀ʡʪ͟NʊƾNʳȯMͲ?`ȏ
Ù/NĄū ΫΫ Ƕ̆Ψ

 .ƞȞɼNûʈģQɖǕMͲ?`ɇƩǶ̆Ê/
N¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
ΧʋȣƞȞɼN.ȉ8@/NėýNŘȁΨ




 .Ě̀ʡʉœť˪ŎȋǴͥ/NðΆǧȰ
Χ  Ƕ̆Ψ



 .Ě̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧʒ
ʋ͆ȣMÜ`ȀūǖȻŎɡN͖ʌȈͱNƟͮΨ
Χ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡǞʗƳȆȬĕīɼNǖüģQΑǭNǉ
ĄNCYNĥ˒NÝ͐MͲ?`ȏÙ/ģQ.ĭ
ȏÙǶ̖̆Ć/NĄū   Ƕ̆
 .Ě̀ʡǞʗƳȆȬĕīɼNǖüģQΑǭNǉĄ
NCYN˳µʚĥ˒NÝ͐MͲ?`ǒͥ/NĄū
 .WdLIȑÃɞc7a1M?`̆Đ̟ʐ/˃ū

ń

 ¬˹ƞȞɼ*¯ȻȽɉĢOBa^Nɴğɬcɢ
̅Ńĕ=C͔̀ʌɢ̅y¡qΧαάίήΨ
̖Ȝĕ  òʯΨ
 ȑÃɞˀN.ĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ*ʻˏıȆͣģ
Q_dıȆͣMÜ`˜ͣćɘŎȋǴͥ/˃ū



 .Ě̀ʡɯĕȻˏŶ˃ǒŹ̓˙/Nƞȯ
   ƞȯ
 .Ě̀ʡŉ¯ȻȽȗ͵ȯŶ˃ǒŹ̓˙/Nƞȯ
   ƞȯ
 .Ě̀ʡ̟ʐȵͼʉœƧΉ̤ÛŬǶ̓˙/NĄ
ūΧ   Ƕ̆Ψ

23
―23―

 .ʿȭʊɼŚȥƳńůǀʓ/
N˃ū
 .˸ʹȬΛΈMÜ`ʉœŎɡ/N¬͚ǧȰ
Χ   Ĳʯ*   Ƕ̆Ψ


 .j£oªNØʌNīʈĕMͲ?`ɇƩ/N
 ¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
 .ŉʇəǿĕŶ˃Nǘ͐MͲ?`ɇƩ/N¬͚
ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ



.ʊɼŚȥƳŎȋɇ/NĄūΧ  Ƕ̆Ψ

Ɠ


ȅ
ʡ
 .Ě̀ʡʉœƧΉ̤ÛȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧ
ȰΧ   Ƕ̆ΨΧÏʰɇNĊ̢*ͲÜɇÊ©
Ǉ̇ǒͥNǧȰMÑ2ǧȰΨ



 .Ě̀ʡʉœƧΉ̤ÛȏÙMŎG8Ŷ̳½ȣˀ
MÜ`ʉœƧΉ̤ÛNΊʝ³QMƥ̥ΊʝMÜ
`̪Ș*»ɚģQ̤ÛcīʈʚM̆2CYNǄ
ɇc͘ū?`CYNǒͥ³QMʉœNÞðNC
YNǙˤMͲ?`ǒͥcūY`̖Ć/N¬͚ǧ
ȰΧ   Ƕ̆ΨΧɇŶ̳½ȣMÜ`̪Ș*»
ɚģQ̤ÛNǄɇˀJNǯīcł`Ψ


Ɠ




ȅ
ń
 .ɽūĕťɼ̻NʉœSNǖüͣNǈǝˀģQ
˅ʈNǧĺNÝ͐MͲ?`ɇƩǶ̆Ê/N¬͚
ǧȰʿ¬ʶǒūĕťɼ̻ģQʿ¾ʶǒūĕť
ɼ̻NʶΏNŘȁ*ŽüŶ̳ȣʶMĘʖȣc͈
Č   Ƕ̆
 τɽūůƜʌȬĽøĸĶĕɇǶ̆ÊυN¬͚ǧȰ
ùúƛ̋Ώ¹ɹȬcĶʝM͈Č
   Ƕ̆



 .Ě̀ʡʉœŎȋ̟ʐ/N˃ū
 .ʊɼŚȥƳDPʡǀʓ/N˃ū
 .Ě̀ʡʋȣƞȞɼNûʈN͖ȰĕˀMͲ?`
ȏÙ/N¬͚ǧȰΧ   Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡýĂĤͿÝ̟͐ʐ/ σ Ɠƚ˃ū
 .Ě̀ʡŉ̻Ƚȗ͵ȯŶ˃mg ¡g§/NĄ
 ū  Ƕ̆
 ʿγȭĚ̀ʡƞȞɼûʈ̟ʐσ Ɠƚ˃ū




 .Ě̀ʡ¢Œĕi£ƞȞɼûʈ̟ʐ/
 ˃ū
 .ɝɅȻ̻ÞðɽĂǙˤɇMŎG8Ƚɩ̴˾ͣ
MÜ`̖ĄŎɡ/N¬͚ǧȰΧ   Ĳʯ*
  Ƕ̆Ψ
 .Ě̀ʡʉœƧΉ̤ÛȏÙǶ̖̆Ć/N¬͚ǧ
ȰΧ   Ƕ̆+¬͚   Ƕ̆+ΨΧʹɛǯ
äɇģQ˸ʹɇNǧȰMÑ2ǧȰΨ



 
 

 

 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡNȻŌΏŊNǒū/
N¬͚ǧȰΧȻʊʊɼNÞðMÜ`Ȼ̻ʉœŎ
ɡNΏŊǒūΨΧ   Ƕ̆Ψ
 .ŇŖȽȗŶ˃ɇ/N¬͚ǧȰ
Χ   òƌ*   ðΆǶ̆
 .˳ɳòņɇ/.˳ɳʉœÞðɇ/N¬͚ǧȰ
Χ  òƌ*   Ƕ̆Ψ
 .gkyɌʌǘ͐Ŏȋɇ/NĄūΧ 
òƌ*  Ƕ̆Ψ
 .˦=8̲5L˳ɳcÞ̰?`CYNɑƅM4
9`˻ŠLǾ̛ģQʉœNÞðMÜ`ɑƅɧʢ
ɼˀNûʈˀNǘ͐MͲ?`ɇƩ/NĄū
Χ  Ƕ̆Ψ
 Ʈźˊţɾɼ̻M]`ŜȺNȽȗMÜ`ʉœŎ
ɡMF1HΧ  ĲʯΨ



 .ŇŖȽȗŶ˃ɇNȽȗŇŖûʈȣṆĨNʎ
̬NǄ˗7MͲ?`ʠÊ/Χ   òƌ*
  Ƕ̆Ψ
 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡ/.ŉ¯ȻMÜ`ʉ
œŎɡ/Χ  Ϊxknu§͈ČˀΨ¬͚ǧȰ
Χ   Ƕ̆Ψ



 .ĝǷɅɍŌȻƭʉãðĕ̟ʐ/ģQτʿέȈ̆
Đ̟ʐȝυN˃ū
 ʡöÍȣ ʰJ.ʉœNÞðMͲ?`ěū/.ʉ
œNÞðMͲ?`ːʝěū/c˟˓Χ   Ƕ
̆ΨΧòŮ͵ȯěūģQĭːʝěūcǧūΨ
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 ń͎M]`.ńͽʊɼŚȥƳƓ/
 .ʊɼŚȥƳńůǀʓ  /N˃ū

年

月

県

年

「千葉県中小企業環境保全施設整備資金融資等
規則」の廃止（千葉県中小企業振興資金に統合
し環境保全資金を創設）
「千葉県環境影響評価条例施行規則」の一部改
正（
施行）（自然公園法及び自然環境保
全法の改正に伴う改正）
「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条
例」の一部改正（ふっ素暫定排水基準の改正等）
｢千葉県分別収集促進計画｣
～ 年度 策定
「千葉県環境保全条例施行規則」の一部改正（硝
酸性窒素等の暫定排水基準適用期間の延長）
（
施行）
県内の天然ガス採取企業 社と地盤沈下防止細
目協定を改定締結

月

国
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部
改正（排出事業者による廃棄物適正処理を確保
するための対策強化、廃棄物処理施設の維持管
理対策の強化、産業廃棄物処理業の優良化推進
等）（
施行）
「大気汚染防止法」及び「水質汚濁防止法」の
一部改正（測定結果未記録等への罰則創設、事
故時の措置範囲を拡大等）（
一部施行・
施行）
「排水基準を定める省令の一部を改正する省
令」の一部改正（ふっ素等暫定排水基準値の改
正等）（
施行）
生物多様性条約第 回締約国会議（
）開催
「名古屋議定書」「愛知目標」を採択

「千葉県立自然公園条例」、「千葉県自然環境
施行）
保全条例」の一部改正（

｢地域における多様な主体の連携による生物の
多様性の保全のための活動の促進等に関する法
施行
律｣の制定
「バイオマス活用推進基本計画」閣議決定

｢千葉県海岸漂着物対策地域計画｣の作成

国連による「国際森林年」

「東日本大震災」発生。県内で液状化現象発生。

「大気汚染防止法施行規則」の一部改正（ばい
煙測定結果の記録・保存等）（
施行）

第 次「千葉県廃棄物処理計画」策定
（計画期間
～ 年度）

「水質汚濁防止法施行令」の一部改正（指定物
質の指定等）（
施行）

「千葉県環境影響評価条例施行規則」の一部改
正（
施行）
（千葉県立自然公園条例、同施
行規則、廃棄物処理法の改正に伴う改正）

「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条
例」の一部改正（
施行）
｢千葉県立自然公園条例施行規則｣及び｢千葉県
自然環境保全条例施行規則｣の一部改正 関係条
例の改正に伴う所要の整備等
施行
｢千葉県バイオマス活用推進計画｣の策定
｢千葉県環境影響評価条例｣の一部改正 方法書
説明会の実施等
施行

「水質汚濁防止法施行規則」の一部改正（排出
水等の測定方法等を規定）（
施行）
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物
質の特定地域における総量の削減等に関する特
別措置法に基づく「自動車排出窒素酸化物及び
自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基
本方針」の変更
｢環境影響評価法｣の一部改正 方法書説明会の
実施等
施行 、配慮書手続きの新設
施行
｢水質汚濁防止法｣の一部改正 有害物質貯蔵指
定施設等の届出義務、有害物質の使用・貯蔵等
を行う施設の構造等に関する基準遵守義務の創
設等
施行
東京湾等の｢化学的酸素要求量、窒素含有量及び
りん含有量に係る総量削減基本方針｣策定
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関
する法律」公布（「環境の保全のための意欲の
増進及び環境教育の推進に関する法律」の改正）
（
施行）
｢平成二十三年三月十一日に発生した東北地方
太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環境の汚染への対
処に関する特別措置法｣ 放射性物質汚染対処特
措法 の制定
施行
｢地域の自主性及び自立性を高めるための改革
の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律｣ 第２次一括法 に基づき、騒音、振動、悪臭
に係る規制権限等が基礎自治体 市 に委譲され
る。
施行
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Ɠ


ȅ

ʡ

Ɠ

 

ȅ

ń

 τ˳ɳòņɇN¬͚ǧȰυͲÜɇÊNĄūMÑ
2ǃ̓Nǯäˀ  Ƕ̆



 τ˳ɳòņɇǶ̖̆ĆυģQτ˳ɳʉœÞðɇǶ
̖̆ĆυN¬͚ǧȰͲÜɇÊNĄūMÑ2ǃ̓
Nǯäˀ   Ƕ̆
 τȻ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡυτŉ¯ȻNȻ̻Ƚɩ
MÜ`ʉœŎɡυ¬͚ǧȰl hNŎɡá
Řȁ   Ƕ̆
 τǖȻŎɡcūY`ʠÊυN¬͚ǧȰ  ΪϏϝύϛ
ϛϋϒϚϜNǖȻŎɡNŘȁ   Ƕ̆
 .ʉœƧΉ̤ÛɇǶ̆Ê/ģQ.ʉœƧΉ̤Û
ɇǶ̖̆Ć/N¬͚ǧȰΧǴɇĄ̑ǺÏNŬǶ
ˀΨΧ   Ƕ̆Ψ
 τȻ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆ÊυN¬͚ǧȰȆŮɼ̻
̷̂ǒūǶ̢Nū˨ˀ  Ƕ̆




 ȑÃɞMÜ`τĕťʚ͟ˏ̓ȼͣ*ʻˏıȆͣģ
Q_dıȆͣMÜ`˜ͣćɘ̟ʐυ˃ū

 τʉœƧΉ̤ÛɇǶ̆ÊυN¬͚ǧȰΐċʗ
N͈Č   Ƕ̆
 τȻ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̖̆ĆυN¬͚ǧȰȆŮɼ
̻ØʌɽūǶ̢ˀMÜ`Ȥ͍ˀMͲ?`Ŏɡ
ˀ  Ƕ̆
 .Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ̆Ê/.Ȼ̻Ƚɩ͵ȯɇǶ
̖̆Ć/.ǖȻŎɡcūY`ʠÊ/ˀNǧȰΧɽ
ūǶ̢ģQȆŮɼ̻N͈ČˀΨΧ   Ƕ̆Ψ



 ȑÃɞMÜ`τĕťʚ͟ˏ̓ȼͣMÜ`˜̖ͣ
ĄŎɡυ*.ʻˏıȆͣMÜ`˜̖ͣĄŎɡ/ģ
Qτ_dıȆͣMÜ`˜̖ͣĄŎɡυĲʯ
   Ƕ̆

 .ʉœÞðɌĐ*ʉœÞðNƸȮNŔ͐ģQʉ
œǬˮ³QMěçĥ˒Nǘ͐MͲ?`ŎȋʚL
Ǵͥ/˃ū
 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡMF1H/N¬͚ǧ
ȰΧȻʊʊɼNÞðMÜ`Ȼ̻ʉœŎɡMϔϓϙϕχ
ϔψϙc͈ČΨΧ  òƌ©Ƕ̆Ψ
 .ØʌɗźŊţȬĽˀNø̺ɠĕNÝ͐MͲ
?`ɇƩ/ΧźŊů¢ugp£ɇΨNĄū
Χ   Ƕ̆Ψ
 .ʊɼŚȥƳńůǀʓ  Ϊ  /ͳ̮ȿū

 τĚ̀ʡǖüȻģQɽūŉ¯ɒ͉ȻNȽȗɾƺ
NɚūNĿǮcūY`ȏÙυNĄū   Ƕ
̆
τĚ̀ʡʉœÞðȏÙǶ̖̆ĆυN¬͚ǧȰ


ΪϏϝύϛϛϋϒϚϜNǖȻŎɡNŘȁ    Ƕ̆
 ĝǷɅģQǄ̹ɅMÜ`ʿβȈτɝɅȻ̻Þð
̟ʐυN˃ū
 τĚ̀ʡʉœƧΉ̤ÛȏÙǶ̖̆ĆυN¬͚ǧȰ
ǴɇĄ̑ǺÏNŬǶˀ  Ƕ̆
 τĚ̀ʡ˳Đ́ʉœŶ˃MÜ`ŎȋǴͥυ˃ū

 τĚ̀ʡ˳ɳʉœÞðȏÙǶ̖̆ĆυN¬͚ǧȰ
ͲÜɇÊNĄū©ǧȰMÑ2ǃ̓Nǯäˀ
    Ƕ̆
 τĚ̀ʡ˳ɳòņˀM49`ƠˇɼˀNƠ̢M
Ü`ǒŹ̓˙υN¬͚ǧȰǧ˒MÑ2ǃ̓Nǯ
ä   Ƕ̆
τĚ̀ʡʼ˳ɳòņȏÙυģQτĚ̀ʡʼ˳ɳò

ņǶ̖̆ĆυN¬͚ǧȰ˳ɳÞ̰ɇM49`*
ŉǴòôŀÕMŶ?`˨đÈ9©ȕÈ9N̕ʞ
=M]`ǧȰMÑ2ǃ̓Nǯäˀ
   ¬͚Ƕ̆©   Ƕ̆
.Ě̀ʡɎĕȦĥǅǒŹ̓˙/ðΆǧȰ
 

Ƕ̆
ȭΟʃÞ̰̟ʐN˃ūΧ   Ƕ
 Ě̀ʡʿ
̆Ψ
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 .gky½ȣĕǀʓ/Nȿū
 .Ȼ̻ȽɩMÜ`ʉœŎɡNȻŌΏŊNǒū/
MF1H¬͚ǧȰΧȻʊʊɼNÞðMÜ`Ȼ̻
ʉœŎɡNΏŊǒūΧȑÃɞN¬͚ΨΨ
Χ  
òƌ©Ƕ̆Ψ
 .¢Œĕi£ƞȞɼN͖ȰLûʈNǘ
͐MͲ?`ɽĂǙˤɇǶ̆Ê/N¬͚ǧȰΧû
ʈȈNƟͮΨΧ   Ƕ̆Ψ


年

月

県

年

月

国

千葉県特定鳥獣保護計画の策定（ニホンザル、
施行）
ニホンジカ）
「千葉県環境保全条例」の一部改正（排出水の
自主測定結果の記録の保存義務と事故時の措置
について改正）（
公布）（
施行）
「千葉県環境保全条例施行規則」の一部改正
（排出水の汚染状態の測定に関する規定の改正）
（ ．
施行）
「千葉県環境保全条例施行規則」の一部改正
（
ジオキサンの排水基準の追加）
施行
「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条
例」の一部改正（上乗せ対象の特定施設の追加）
（
施行）
「手賀沼水環境回復行動計画」の一部見直し
「第 期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動
車排出粒子状物質総量削減計画」策定
「千葉県環境評価評価条例」の一部改正（法対
象事業における計画段階環境配慮書の手続の新
設に伴う改正）
（
施行），
（法対象事業にお
ける環境保全措置等の公表等の手続の具体化に
伴う改正）（
施行）
「千葉県環境評価条例施行規則」の一部改正（公
共用飛行場周辺における航空機騒音による障害
の防止等に関する法律施行令等の改正に伴う改
正）
（
施行），
（法対象事業における環境保
全措置等の公表等の手続の具体化に伴う改正）
（
施行）
「千葉県自然環境保全条例施行規則」の一部改
正（関係法令の改正に伴う所要の整備等）
施行）
（
「千葉県自然公園特別地域における大規模な開
発行為に係る指導要綱」の一部改正（環境調査
評価専門委員会の廃止等）（
施行）
「千葉県市町村災害廃棄物処理マニュアル策定
ガイドライン」の作成
「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指
導要綱」の一部改正（中間処理届出制から毎月
の実績報告制に変更）（
施行）
「千葉県環境保全条例施行規則」の一部改正（事
業者の低公害車導入義務、低公害車の定義等の
見直し）（
施行）
「千葉県地質環境対策審議会」の設置（
設置）
「千葉県環境影響評価条例施行規則」の一部改
施行）
正（風力発電の追加等）（
「千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等
に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係
る調査、予測及び評価を合理的に行うための手
法を選定するための指針並びに環境の保全のた
めの措置に関する指針を定める規則」の一部改
正（風力発電の追加等）（（
施行）
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「水質汚濁に係る環境基準について」の一部改
正（水生生物の保全に係る水質環境基準に「直
鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（
）を追加）
（
公布・施行）
｢自然公園法」の一部改正 関係法令の制定に伴
公布・施行
う所要の整備等
放射性物質による環境の汚染の防止のための関
係法律の整備に関する法律（環境関係法令にお
ける放射性物質に関する適用除外規定の削除
等）（
大気汚染防止法・水質汚濁防止
法に係る施行、
環境影響評価法に係る施
行）
「大気汚染防止法」の一部改正（アスベスト飛
散防止対策の強化）（
施行）

「自然環境保全法」の一部改正（鳥獣保護法の
公布・
改正に伴う所要の整備）（
施行）
「鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律」が
改正され、題名も「鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律」となった。
（
施行）
「環境影響評価法の規定による主務大臣が定め
るべき指針等に関する基本的事項」の一部改正
（放射性物質の除外規定の削除）
適用）

年

月

県

年

国
「自然公園法施行規則」及び「自然環境保全法
施行規則」の一部改正（海岸法、河川法の改正
公布・
施行）
に伴う所要の整備）（

「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の
適正化に関する条例」制定（
施行）

県内企業

月

社と環境保全細目協定を改定締結

「千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」
の一部改正（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基
本計画の変更に伴う改正）

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
（
ジクロロエチレンの土壌溶出量、第二溶
出量、地下水基準の変更）（
公布及び施
行）
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定
支援法人に関する省令及び土壌汚染対策法施行
規則の一部を改正する省令（同省令に基づく指
定事務に係る一部の権限が都道府県等に移譲）
（
公布・
施行）
水質汚濁防止法施行規則の一部改正及び排水基
準を定める省令の一部改正（カドミウムの排水
基準の変更）（
公布･
施行）
「水質汚濁に係る環境基準について」の一部改
正（トリクロロエチレンの環境基準の変更）
（
公布及び施行）
「排水基準を定める省令」の一部改正（
ジ
オキサンの暫定排水基準の見直し）
（
公布・
施行）
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」
の制定（一部の規定を除き、水銀に関する水俣
条約が日本国について効力を生じる日から施
行）
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」一部改
正（災害廃棄物処理に係る規定の整備）
（
公布・
施行）
「水質汚濁防止法施行規則」及び「排水基準を
定める省令」の一部改正（トリクロロエチレン
の地下水の浄化措置命令に関する浄化基準及び
排水基準の変更）
（
公布・
施行）

県内の天然ガス採取企業 社と地盤沈下防止細
目協定を改定締結
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