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規約変更及び役員の選任に関するお知らせ
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催し
た役員会におきまして、下記のとおり、規約の一部変更及び役員選任に関して、平成29年1月31日開催
予定の本投資法人の第3回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議い
たしましたのでお知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効とな
ります。
記
1. 規約の一部変更の内容及び理由について
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に基づく投資主総会の
招集手続における公告の省略を可能とするための定めである、本投資法人の現行規約第9条第
2項に定める「一定の日」について、平成29年12月25日から平成30年12月25日に変更するため、
規定の変更を行うものです（変更案第9条第2項関連）。また、かかる変更に合わせて、基準
日に係る規定を変更するものです（変更案第15条第1項関連）。
(2) 本投資法人は主として東京圏をはじめとした大都市圏に所在するオフィスビルを主な投資対
象としておりますが、昨今の不動産市場等に鑑み、引き続き大都市圏に所在する大規模オフ
ィスビルを主な投資対象としつつ、それ以外のオフィスビル、商業施設、住宅、ホテル、物
流施設、その他（これらの複合用途を含みます。）にも厳選して投資することを可能とする
ため、これらを本投資法人の投資対象とする変更を行うものです（変更案第28条第1項関連）。
(3) 本投資法人の運用資産に属する不動産について運営委託を行うことを可能とするため、必要
な変更を行うものです（変更案第31条第1項及び第2項関連）。また、運用報酬②の算定方法
について、運営委託を可能とすることに伴う所要の変更を行うものです（変更案第37条第2号
関連）。なお、本日現在、本投資法人の運用資産に属する不動産及び取得を検討している不
動産に関して運営委託を行うことを想定しているものはありません。
(4) 本投資法人が第三者より不動産を賃借した上で第三者に転貸することができることを明確化
するため、規定を新設するものです（変更案第31条第4項関連）。
(5) 分配可能金額の定義について、一般社団法人投資信託協会の規則の内容と平仄を合わせるた
め、規定の変更を行うものです（変更案第35条第1項第1号関連）。
(6) 昨今の経済環境、不動産市場、賃貸市場、不動産投資信託証券市場等の動向を踏まえ、金銭
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の分配の方針における利益を超えた金銭の分配の実施に関する基準を明確化するため、規定
の変更を行うものです（変更案第35条第2項関連）。
(7) その他、必要な表現の変更及び明確化並びに字句の修正等のために、所要の変更を行うもの
です。
（規約の一部変更の詳細については、別紙「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2. 役員選任について
執行役員1名（松本 吉史）から、本投資主総会の終結の時をもって辞任したい旨の申出がありま
したので、本投資主総会において執行役員1名の選任について、議案を提出いたします。
これに伴い、監督役員2名（下門 敬史・川﨑 英嗣）から、新執行役員と任期満了日が異なるこ
ととなるので、執行役員と監督役員の任期満了日を統一するため、本投資主総会の終結をもってい
ったん辞任したい旨の申出がありましたので、本投資主総会において監督役員2名の選任について、
議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員
1名の選任について、議案を提出いたします。
(1) 執行役員候補者
峯村 悠吾（新任）
(2) 監督役員候補者
下門 敬史（重任）
川﨑 英嗣（重任）
(3) 補欠執行役員候補者
辻 泰幸（重任）
（役員選任の詳細については、別紙「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3. 投資主総会等の日程
平成28年12月15日 本投資主総会提出議案の役員会承認
平成29年 1月12日 本投資主総会招集通知の発送（予定）
平成29年 1月31日 本投資主総会（予定）
＜添付資料＞
第3回投資主総会招集ご通知
以上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.invesco-reit.co.jp/
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 ࡢ⤒῭⎔ቃࠊື⏘ᕷሙࠊ㈤㈚ᕷሙࠊື⏘ᢞ㈨ಙクドๆᕷሙ➼
ࡢືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㔠㖹ࡢศ㓄ࡢ᪉㔪࠾ࡅࡿ┈ࢆ㉸࠼ࡓ㔠㖹ࡢศ㓄ࡢ
ᐇ㛵ࡍࡿᇶ‽ࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊつᐃࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍ㸦ኚ᭦
➨᮲➨㸰㡯㛵㐃㸧ࠋ
 ࡑࡢࠊᚲせ࡞⾲⌧ࡢኚ᭦ཬࡧ᫂☜୪ࡧᏐྃࡢಟṇ➼ࡢࡓࡵࠊ
ᡤせࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

㸰㸬ኚ᭦ࡢෆᐜ
 ኚ᭦ࡢෆᐜࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ




㸦ୗ⥺㒊ࡣኚ᭦㒊ศࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ㸧
⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



➨㸷᮲㸦ᣍ㞟㸧

➨㸷᮲㸦ᣍ㞟㸧

㸯㸬    㸦グ㍕┬␎㸧

㸯㸬   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨⥲ࡣࠊᖹᡂᖺ

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨⥲ࡣࠊᖹᡂᖺ

᭶᪥ཬࡧྠ᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟

᭶᪥ཬࡧྠ᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟

ࡋࠊ௨ᚋࠊ㝸ᖺࡈࡢ᭶᪥ཬࡧྠ

ࡋࠊ௨ᚋࠊ㝸ᖺࡈࡢ᭶᪥ཬࡧྠ

᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢞ

᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢞ

㈨ἲேࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㝶ᢞ㈨

㈨ἲேࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㝶ᢞ㈨

⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨᮲㸦ᇶ‽᪥➼㸧

➨᮲ 㸦ᇶ‽᪥➼㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡀ➨㸷᮲➨㸰㡯➨୍ᩥࡢつ

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡀ➨㸷᮲➨㸰㡯➨୍ᩥࡢつ

ᐃᇶ࡙ࡁᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿሙྜ

ᐃᇶ࡙ࡁᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿሙྜ

ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖹᡂᖺ᭶ᮎ

ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖹᡂᖺ᭶ᮎ

᪥ཬࡧ௨ᚋ㝸ᖺࡈࡢ᭶ᮎ᪥࠾ࡅ

᪥ཬࡧ௨ᚋ㝸ᖺࡈࡢ᭶ᮎ᪥࠾ࡅ

ࡿ᭱⤊ࡢᢞ㈨ྡ⡙グ㍕ཪࡣグ㘓ࡉ

ࡿ᭱⤊ࡢᢞ㈨ྡ⡙グ㍕ཪࡣグ㘓ࡉ

ࢀ࡚࠸ࡿᢞ㈨ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡿᢞ㈨

ࢀ࡚࠸ࡿᢞ㈨ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡿᢞ㈨

⥲࠾࠸࡚ᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ

⥲࠾࠸࡚ᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ

࡛ࡁࡿᢞ㈨ࡍࡿࠋࡿሙྜࡢ

࡛ࡁࡿᢞ㈨ࡍࡿࠋࡿሙྜࡢ

ࠊỴ⟬ᮇ㸦➨᮲ᐃ⩏ࡍࡿࠋ௨ୗ

ࠊỴ⟬ᮇ㸦➨᮲ᐃ⩏ࡍࡿࠋ௨ୗ

ྠࡌࠋ㸧ࡽ㸱ࣨ᭶௨ෆࡢ᪥ࢆᢞ㈨

ྠࡌࠋ㸧ࡽ㸱ࣨ᭶௨ෆࡢ᪥ࢆᢞ㈨

⥲ࡢ᪥ࡍࡿᢞ㈨⥲ࢆ㛤ദࡍࡿ

⥲ࡢ᪥ࡍࡿᢞ㈨⥲ࢆ㛤ദࡍࡿ

ሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ┤๓ࡢỴ⟬ᮇࡢ

ሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ┤๓ࡢỴ⟬ᮇࡢ

᭱⤊ࡢᢞ㈨ྡ⡙グ㍕ཪࡣグ㘓ࡉࢀ

᭱⤊ࡢᢞ㈨ྡ⡙グ㍕ཪࡣグ㘓ࡉࢀ

ࡓᢞ㈨ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࡢᣍ㞟ಀࡿᢞ

ࡓᢞ㈨ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࡢᣍ㞟ಀࡿᢞ

㈨⥲࠾࠸࡚ᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇ

㈨⥲࠾࠸࡚ᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇ

ࡀ࡛ࡁࡿᢞ㈨ࡍࡿࠋ

ࡀ࡛ࡁࡿᢞ㈨ࡍࡿࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦

㸰㸬    㸦グ㍕┬␎㸧

㸰㸬   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸱㸬    㸦グ㍕┬␎㸧

㸱㸬   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

➨᮲㸦ᢞ㈨ែᗘ㸧

➨᮲㸦ᢞ㈨ែᗘ㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞Ᏻᐃⓗ┈

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞Ᏻᐃⓗ┈

ࡢ☜ಖ㈨⏘౯್ࡢ╔ᐇ࡞ྥୖࢆ⾜࠺

ࡢ☜ಖ㈨⏘౯್ࡢ╔ᐇ࡞ྥୖࢆ⾜࠺

ࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊࡋ࡚࢜ࣇࢫࣅ

ࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊࡓࡿ⏝㏵ࢆ࢜ࣇ

ࣝཬࡧ࢜ࣇࢫࣅࣝ㝶࣭㛵㐃ࡍࡿ

ࢫࠊၟᴗタࠊఫᏯࠊ࣍ࢸࣝࠊ≀ὶ

ື⏘ࢆᮏయཪࡣࡑࡢࡅࡍࡿ

タࠊࡑࡢ㸦ࡇࢀࡽࡢ」ྜ⏝㏵ࢆྵ

ື⏘㛵㐃㈨⏘㸦➨᮲➨㸯㡯  ᐃ

ࡴࠋ㸧ࡍࡿື⏘ࢆᮏయཪࡣࡑࡢ

⩏ࡍࡿࠕື⏘➼ࠖཬࡧྠ㡯  ᐃ

ࡅࡍࡿື⏘㛵㐃㈨⏘㸦➨᮲➨

⩏ࡍࡿࠕື⏘ᑐᛂドๆࠖࡢ⥲⛠ࢆ࠸

㸯㡯  ᐃ⩏ࡍࡿࠕື⏘➼ࠖཬࡧ

࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆࡓࡿᢞ㈨ᑐ㇟㈨

ྠ㡯  ᐃ⩏ࡍࡿࠕື⏘ᑐᛂド

⏘ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ୍

ๆࠖࡢ⥲⛠ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆ

యࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ」ᩘࡢື⏘➼

࡞ᢞ㈨ᑐ㇟㈨⏘ࡍࡿࠋ

ࡽᵓᡂࡉࢀࡓタ㸦௨ୗࠕ」ྜタࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࢆᮏయࡋཪࡣࡑࡢࡅ
ࡍࡿື⏘ᑐᛂドๆࡢయཪࡣࡑࡢ
୍㒊ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡣࠊᙜヱ」ྜ
タࡢྲྀᚓᑐ㇟㒊ศࡢᮏయࢆ࡞ࡍື⏘
ཪࡣࡑࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࡢ㈤㈚ྍ
⬟㠃✚ࡢ࠺ࡕࠊ⏝┠ⓗཪࡣᐇ㝿ࡢ
⏝ᙧែࡀ࢜ࣇࢫ࡛࠶ࡿ㠃✚ࡀࡑࡢ
ࡢ⏝㏵⏝ࡉࢀࡿ㠃✚ࡢẚ㍑࠾
࠸࡚࡛᭱࠶ࡿሙྜ㝈ࡾࠊ࢜ࣇ
ࢫࠊᗑ⯒ࡑࡢࡢၟᴗ⏝タࡸᒃఫ⏝
タࡶྵࡵ࡚ᙜヱື⏘㛵㐃㈨⏘య
ࢆᢞ㈨ࡢᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬⮳㸴㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸰㸬⮳㸴㸬 ⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫




⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

➨᮲㸦⤌ධ㈨⏘ࡢ㈚ࡅࡢ┠ⓗཬࡧ⠊

᭦



➨᮲㸦⤌ධ㈨⏘ࡢ㈚ࡅཬࡧ㐠Ⴀጤクࡢ
┠ⓗཬࡧ⠊ᅖ㸧

ᅖ㸧
㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞Ᏻᐃ┈ࡢ

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞Ᏻᐃ┈ࡢ

☜ಖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊ㐠⏝

☜ಖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊ㐠⏝

㈨⏘ᒓࡍࡿ࡚ࡢື⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲ

㈨⏘ᒓࡍࡿ࡚ࡢື⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲ

ேࡀྲྀᚓࡍࡿື⏘௨እࡢື⏘㛵㐃

ேࡀྲྀᚓࡍࡿື⏘௨እࡢື⏘㛵㐃

㈨⏘ࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࢆྵࡴࠋ㸧

㈨⏘ࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࢆྵࡴࠋ㸧

ࡘ࠸࡚ࠊ㈤㈚㸦㥔㌴ሙࠊ┳ᯈ➼ࡢタ

ࡘ࠸࡚ࠊ➨୕⪅ࡢ㛫࡛ࠊձ㈤㈚

⨨➼ࢆྵࡴࠋ㸧ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚㈤㈚㸦㥔㌴ሙࠊ┳ᯈ➼
ࡢタ⨨➼ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆ⾜࠺ࡇࠊཪࡣ
ղ㐠Ⴀጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ጤクࢆ⾜࠺
ࡇࢆཎ๎ࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ᭷ࡍࡿ
ಙクࡢཷ┈ᶒಀࡿಙク㈈⏘࡛࠶ࡿ
ື⏘ࡘ࠸࡚ࡣࠊձᙜヱಙクࡢཷク⪅
➨୕⪅ࡢ㛫࡛㈤㈚ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡉ
ࡏࠊ㈤㈚ࢆ⾜࠺ࡇࠊཪࡣղᙜヱಙク
ࡢཷク⪅➨୕⪅ࡢ㛫࡛㐠Ⴀጤクዎ
⣙ࢆ⥾⤖ࡉࡏࠊጤクࢆ⾜࠺ࡇⱝࡋࡃ
ࡣᮏᢞ㈨ἲேࡀᙜヱື⏘ࢆཷク⪅
ࡽࡾཷࡅࠊ➨୕⪅ࡢ㛫࡛ࠊ㐠Ⴀጤ
クዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊጤクࢆ⾜࠺ࡇࢆཎ
๎ࡍࡿࠋ

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ๓㡯ࡢື⏘ࡢ㈤㈚

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ๓㡯ࡢື⏘ࡢ㈤㈚ཪ

㝿ࡋ࡚ࠊᩜ㔠ࠊಖド㔠➼ࡑࡢࡇࢀࡽ

ࡣ㐠Ⴀጤクࡑࡢື⏘➼ࡢᢞ㈨ཪࡣ

㢮ࡍࡿ㔠㖹ࢆཷࡅධࢀཪࡣᕪࡋධࢀ

㐠⏝㝿ࡋ࡚ࠊᩜ㔠ࠊಖド㔠➼ࡑࡢ

ࡿࡇࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ㔠㖹ࢆཷࡅධ

ࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿ㔠㖹ࢆཷࡅධࢀཪࡣᕪ

ࢀࡓሙྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝

ࡋධࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ㔠㖹ࢆ

ࡢᇶᮏ᪉㔪ཬࡧᢞ㈨ែᗘ➼ࡢᐃࡵᇶ

ཷࡅධࢀࡓሙྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨

࡙ࡁ㐠⏝ࡍࡿࠋ

⏘㐠⏝ࡢᇶᮏ᪉㔪ཬࡧᢞ㈨ែᗘ➼ࡢᐃ
ࡵᇶ࡙ࡁ㐠⏝ࡍࡿࠋ

㸱㸬    㸦グ㍕┬␎㸧
㸦᪂タ㸧

㸱㸬   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧
㸲㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘㐠⏝ࡢ୍⎔ࡋ
࡚ࠊື⏘ࢆ㈤ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜヱື
⏘ࢆ㌿㈚ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦

➨᮲㸦㔠㖹ࡢศ㓄ࡢ᪉㔪㸧

➨᮲㸦㔠㖹ࡢศ㓄ࡢ᪉㔪㸧

㸯㸬ศ㓄᪉㔪

㸯㸬ศ㓄᪉㔪
㸦グ㍕┬␎㸧



㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㐠⏝㈨⏘ࡢ㐠⏝➼

 ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㐠⏝㈨⏘ࡢ㐠⏝➼

ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿศ㓄ྍ⬟㔠㢠㸦௨ୗ

ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿศ㓄ྍ⬟㔠㢠㸦௨ୗ

ࠕศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊᢞ

ࠕศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊᢞ

ಙἲཬࡧᡃࡀᅜ࠾࠸୍࡚⯡බṇ

ಙἲ‽ᣐࡋ࡚Ỵ⟬ᮇẖィ⟬ࡉࢀ

ጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽

ࡿ┈㸦ᢞಙἲ➨᮲➨㸯㡯つ

‽ᣐࡋ࡚Ỵ⟬ᮇẖィ⟬ࡉࢀࡿ┈

ᐃࡍࡿ┈࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㈚ᑐ↷⾲ୖ

ࡢ㔠㢠ࢆ࠸࠺ࠋ

ࡢ⣧㈨⏘㢠ࡽฟ㈨⥲㢠➼ࡢྜィ㢠
ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᚓࡓ㢠ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ㔠㢠
ࢆ࠸࠺ࠋ

 ศ㓄㔠㢠ࡣࠊ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ➨᮲

 ศ㓄㔠㢠ࡣࠊ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ➨᮲

ࡢ➨㸯㡯ᐃࡵࡿᢞ㈨ἲேࡢㄢ⛯

ࡢ➨㸯㡯ᐃࡵࡿᢞ㈨ἲேࡢㄢ⛯

ࡢ≉㸦௨ୗࠕᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯

ࡢ≉㸦௨ୗࠕᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯

ࡢ≉つᐃࠖ࠸࠺ࠋ㸧つᐃࡉࢀ

ࡢ≉つᐃࠖ࠸࠺ࠋ㸧つᐃࡉࢀ

ࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠ࡢ

ࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠ࡢ

ศࡢ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠㸦ἲ௧ᨵ

ศࡢ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠㸦ἲ௧ᨵ

ṇ➼ࡼࡾᙜヱ㔠㢠ࡢィ⟬ኚ᭦ࡀ

ṇ➼ࡼࡾᙜヱ㔠㢠ࡢィ⟬ኚ᭦ࡀ

࠶ࡗࡓሙྜࡣኚ᭦ᚋࡢ㔠㢠ࡍ

࠶ࡗࡓሙྜࡣኚ᭦ᚋࡢ㔠㢠ࡍ

ࡿࠋ㸧ࢆ㉸࠼࡚ศ㓄ࡍࡿࡶࡢࡋ

ࡿࠋ㸧ࢆ㉸࠼࡚ศ㓄ࡍࡿࡶࡢࡋ

࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࡍ

࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࡍ

ࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆୖ㝈

ࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆୖ㝈

ࡍࡿࠋ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ⛯ົୖࡢḞᦆ㔠

ࡍࡿࠋ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ⛯ົୖࡢḞᦆ㔠

ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊཪࡣḞᦆ㔠ࡢ⧞㉺

ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊཪࡣḞᦆ㔠ࡢ⧞㉺

᥍㝖ࡼࡾ⛯ົୖࡢᡤᚓࡀⓎ⏕ࡋ࡞

᥍㝖ࡼࡾ⛯ົୖࡢᡤᚓࡀⓎ⏕ࡋ࡞

࠸ሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞ࡃࠊᮏᢞ㈨ἲ

࠸ሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞ࡃࠊᮏᢞ㈨ἲ

ேࡀྜ⌮ⓗỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ

ேࡀྜ⌮ⓗỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ

࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣ㐠⏝㈨⏘ࡢ⥔ᣢ

࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣ㐠⏝㈨⏘ࡢ⥔ᣢ

ཪࡣ౯್ྥୖᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㛗

ཪࡣ౯್ྥୖᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㛗

ᮇಟ⧋✚❧㔠ࠊᨭᡶ‽ഛ㔠ࠊศ㓄‽

ᮇಟ⧋✚❧㔠ࠊᨭᡶ‽ഛ㔠ࠊศ㓄‽

ഛ✚❧㔠ࠊᅽ⦰✚❧㔠ࠊ㈙≉ูᅽ

ഛ✚❧㔠ࠊᅽ⦰✚❧㔠ࠊ㈙≉ᅽ

⦰✚❧㔠୪ࡧࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿ✚❧

⦰✚❧㔠୪ࡧࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿ✚❧

㔠ཬࡧᘬᙜ㔠➼ࢆศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࡽ

㔠ཬࡧᘬᙜ㔠➼ࢆศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࡽ

✚ࡳ❧࡚ࠊཪࡣ␃ಖࡑࡢࡢฎ⌮ࢆ

✚ࡳ❧࡚ࠊཪࡣ␃ಖࡑࡢࡢฎ⌮ࢆ

⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

    㸦グ㍕┬␎㸧

   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

㸰㸬┈ࢆ㉸࠼ࡓ㔠㖹ࡢศ㓄

᭦



㸰㸬┈ࢆ㉸࠼ࡓ㔠㖹ࡢศ㓄

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ⤒῭⎔ቃࠊື⏘ᕷ

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ⤒῭⎔ቃࠊື⏘ᕷ

ሙࠊ㈤㈚ᕷሙ➼ࡢືྥࡼࡾᮏᢞ㈨ἲ

ሙࠊ㈤㈚ᕷሙࠊື⏘ᢞ㈨ಙクドๆᕷ

ேࡀ㐺ษุ᩿ࡍࡿሙྜཪࡣᮏᢞ㈨ἲ

ሙ➼ࡢືྥࠊᮏᢞ㈨ἲேࡼࡿ㈨⏘ྲྀ

ே࠾ࡅࡿἲே⛯㈇ᢸࡢㄢ⛯㈇ᢸࢆ㍍

ᚓཬࡧ㈨㔠ㄪ㐩ࡀ㸯ཱྀᙜࡓࡾศ㓄㔠㢠

ῶࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜࠊ๓㡯  ࡛

ཬࡰࡍᙳ㡪ࡑࡢࡢࢆ຺ࡋᮏ

ᐃࡵࡿศ㓄㔠㢠୍⯡♫ᅋἲேᢞ㈨ಙ

ᢞ㈨ἲேࡀ㐺ษุ᩿ࡍࡿሙྜࠊཪࡣ

ク༠ࡢㅖつ๎ᐃࡵࡿ㢠ࢆୖ㝈ࡋ

ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿἲே⛯㈇ᢸࡢㄢ⛯

࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡀỴᐃࡍࡿ㢠ࢆຍ⟬ࡋࡓ

㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜࠊ๓

㢠ࢆࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚ศ㓄ࡍࡿ

㡯  ࡛ᐃࡵࡿศ㓄㔠㢠୍⯡♫ᅋἲ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊୖグࡢሙྜ࠾

ேᢞ㈨ಙク༠ࡢㅖつ๎ᐃࡵࡿ㢠ࢆ

࠸࡚㔠㖹ࡢศ㓄㔠㢠ࡀἲ௧ᐃࡵࡿᢞ

ୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡀỴᐃࡍࡿ㢠ࢆ

㈨ἲேಀࡿㄢ⛯ࡢ≉つᐃ࠾ࡅࡿ

ຍ⟬ࡋࡓ㢠ࢆࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚

せ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱせ௳

ศ㓄ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊୖグࡢ

ࢆ‶ࡓࡍ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡀỴ

ሙྜ࠾࠸࡚㔠㖹ࡢศ㓄㔠㢠ࡀἲ௧

ᐃࡋࡓ㔠㢠ࢆࡶࡗ࡚㔠㖹ࡢศ㓄ࢆࡍࡿ

ᐃࡵࡿᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯ࡢ≉つᐃ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࠾ࡅࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ሙྜࡣࠊ
ᙜヱせ௳ࢆ‶ࡓࡍ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ᮏᢞ㈨
ἲேࡀỴᐃࡋࡓ㔠㢠ࢆࡶࡗ࡚㔠㖹ࡢศ
㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱㸬    㸦グ㍕┬␎㸧

㸱㸬   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸲㸬    㸦グ㍕┬␎㸧

㸲㸬   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

➨᮲㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ

➨᮲㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ

㓘ࡢᨭᡶ㛵ࡍࡿᇶ‽㸧

㓘ࡢᨭᡶ㛵ࡍࡿᇶ‽㸧

㸦グ㍕┬␎㸧

㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

    㸦グ㍕┬␎㸧

   㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㐠⏝ሗ㓘ղ

 㐠⏝ሗ㓘ղ

㸦グ㍕┬␎㸧

㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

ͤ㸯 12,㸸ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙜヱỴ⟬

ͤ㸯 12,㸸ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙜヱỴ⟬

ᮇ࠾ࡅࡿᦆ┈ィ⟬᭩ୖࡢ㈤

ᮇ࠾ࡅࡿᦆ┈ィ⟬᭩ୖࡢ㈤

㈚ᴗධࡢྜィࡽ㈤㈚

㈚ᴗධཬࡧ㐠Ⴀጤクධ

ᴗ㈝⏝㸦ࡓࡔࡋࠊῶ౯ൾ༷㈝

ࡢྜィࡽ㈤㈚ᴗ㈝⏝ཬࡧ

ཬࡧᅛᐃ㈨⏘㝖ཤᦆࢆ㝖

㐠Ⴀጤク㈝⏝㸦ࡓࡔࡋࠊῶ౯

ࡃࠋ㸧ࡢྜィࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠

ൾ༷㈝ཬࡧᅛᐃ㈨⏘㝖ཤᦆࢆ

㢠ࠋ

㝖ࡃࠋ㸧ࡢྜィࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠
㢠ࠋ

㸫㸫


➨㸰ྕ㆟㸸ᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨᯇᮏྜྷྐࡽࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࢆࡶࡗ࡚㎡
௵ࡋࡓ࠸᪨ࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂᖺ㸯᭶᪥࡛᪂ࡓ
ᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸Ꮡࡌࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾ࡅ
ࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᢞಙἲ➨᮲➨㸰㡯ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㸰㡯
➨୍ᩥణ᭩ࢆ㐺⏝ࡋࠊ㑅௵ࡉࢀࡿᖹᡂᖺ㸯᭶᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺࢆ⤒㐣
ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨
⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᮏ㆟ࡣࠊ┘╩ᙺဨဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧᢸᙜࠊ୪ࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖹᡂᖺ㸲᭶

ᡤ ᭷ ࡍ ࡿ
ᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᢞ㈨ཱྀᩘ

ᰴᘧ♫ఫ㖟⾜㸦⌧ ᰴᘧ♫୕ఫ
㖟⾜㸧ධ⾜

ᖹᡂᖺ㸰᭶

ࡳࡎドๆᰴᘧ♫ධ♫

ᖹᡂᖺ㸱᭶

࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢫࢱ࣮ࣥࣞドๆᰴᘧ♫㸦⌧
࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢫࢱ࣮ࣥࣞ㹋㹓㹄㹅ドๆᰴᘧ

ࡳࡡ

ࡴࡽ

ࡺ࠺

♫㸧ධ♫

ࡈ

ᓟ ᮧ ᝆ ࿃
ᖺ㸴᭶᪥

ᖹᡂᖺ㸶᭶

᪥⯆ࢥ࣮ࢹࣝドๆᰴᘧ♫㸦⌧ 㹑㹋

ཱྀ

㹀㹁᪥⯆ドๆᰴᘧ♫㸧ධ♫
ᖹᡂᖺ㸱᭶

ࣥ࣋ࢫࢥ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࢚ࣝࣜࣝࢫࢸ࣮
ࢺ࣭ࢪࣃࢩࣇࢵࢡ࣭ࣥࢡධ♫

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ྠ♫ࠊࣥ࣋ࢫࢥ࣭࢜ࣇࢫ࣭ࢪ࢙࣮ࣜ
ࢺᢞ㈨ἲேᢸᙜࣇࣥࢻ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸦⌧
௵㸧

࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝ᴗົࢆ⾜࠺㈨⏘㐠⏝♫࡛
࠶ࡿࣥ࣋ࢫࢥ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࢚ࣝࣜࣝࢫࢸ࣮ࢺ࣭ࢪࣃࢩࣇࢵࢡ࣭
ࣥࢡࡢᮏᢞ㈨ἲேᢸᙜࣇࣥࢻ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮࡛ࣕࡍࠋࡑࡢࡣࠊୖグᇳ
⾜ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸫㸫


➨㸱ྕ㆟㸸⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼ࠊ
⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸Ꮡࡌࡲࡍࠋᮏ㆟࠾࠸࡚㑅
௵ࡉࢀࡓ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡀᇳ⾜ᙺဨ࡞ࡗࡓሙྜࡢ௵ᮇࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேつ⣙➨᮲➨㸰㡯➨୕ᩥࡢᐃࡵᇶ࡙ࡁࠊᢞಙἲ➨᮲➨㸰㡯ཬࡧᮏᢞ㈨
ἲேつ⣙➨᮲➨㸰㡯➨୍ᩥణ᭩ࡢつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏ㆟ࡢ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫ࡣࠊᮏᢞ
㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㸱㡯ࡢᐃࡵᇶ࡙ࡁࠊ➨㸰ྕ㆟࠾ࡅࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ௵
ᮇࡀ⤊ࡍࡿࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᮏ㆟ࡣࠊ┘╩ᙺဨဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖹᡂ㸰ᖺ㸲᭶

ᡤ ᭷ ࡍ ࡿ
ᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᢞ㈨ཱྀᩘ

ᰴᘧ♫ࣜࢡ࣮ࣝࢺࢥࢫࣔࢫ㸦⌧ ᰴᘧ
♫ࢥࢫࣔࢫࢽࢩ㸧ධ♫

ࡘࡌ

ࡸࡍ

ࡺࡁ

 ق
Ὀ ᖾ
ᖺ㸯᭶᪥

ᖹᡂ㸲ᖺ᭶

ᰴᘧ♫⥲◊ධ♫

ᖹᡂᖺ㸰᭶

ᰴᘧ♫㇂⃝⥲ྜ㚷ᐃᡤධᡤ

ᖹᡂᖺ㸵᭶

ࣞࣥࢻ࣮ࣜࢫࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫ධ♫

ᖹᡂᖺ᭶

㸿㹇㹅ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࢚ࣝࣜࣝࢫࢸ࣮ࢺ࣭
ࢪࣃࢩࣇࢵࢡ࣭ࣥࢡ㸦⌧ ࣥ࣋ࢫ

ཱྀ

ࢥ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࢚ࣝࣜࣝࢫࢸ࣮ࢺ࣭ࢪ
ࣃࢩࣇࢵࢡ࣭ࣥࢡࠊᖹᡂᖺ㸰᭶ၟ
ྕኚ᭦㸧ධ♫
ᖹᡂᖺ᭶

ྠ♫ࠊྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧

ᖹᡂᖺ᭶

ྠ♫ࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ௦⾲⪅㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝ᴗົࢆ⾜࠺㈨⏘㐠⏝
♫࡛࠶ࡿࣥ࣋ࢫࢥ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࢚ࣝࣜࣝࢫࢸ࣮ࢺ࣭ࢪࣃࢩࣇࢵ
ࢡ࣭ࣥࢡࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ௦⾲⪅࡛ࡍࠋࡑࡢࡣࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ
⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡢỴ㆟ࢆ
ࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸫㸫


➨㸲ྕ㆟㸸┘╩ᙺဨ㸰ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨୗ㛛ᩗྐࠊᕝ㷂ⱥႹࡢ୧ྡࡽࠊ᪂ᇳ⾜ᙺဨ௵ᮇ
‶᪥ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆ⤫୍ࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖
ࡢࢆࡶࡗ୍࡚᪦㎡௵ࡋࡓ࠸᪨ࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ
ᖺ㸯᭶᪥࡛᪂ࡓ┘╩ᙺဨ㸰ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸Ꮡࡌࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾ࡅࡿ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᢞಙἲ➨᮲➨㸰㡯ࡀ‽⏝ࡍࡿ
➨᮲➨㸰㡯ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㸰㡯➨୍ᩥణ᭩ࢆ㐺⏝ࡋࠊ㑅௵ࡉ
ࢀࡿᖹᡂᖺ㸯᭶᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ᪥௨ෆ
㛤ദࡉࢀࡿ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ᡤ ᭷ ࡍ ࡿ
␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ ᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᢞ㈨ཱྀᩘ
ᖺ㸲᭶

ᰗ⏣㔝ᮧἲᚊົᡤ㸦⌧ ᰗ⏣ᅜ㝿ἲ
ᚊົᡤ㸧ධᡤ

ᖹᡂ㸶ᖺ㸷᭶
ࡋࡶ

㸯



ࡓ

ࡋ

㉥ἲᚊົᡤ㸦⌧ ࢧࣦࣜࣥࣥ
ࢻࢡ࣒࢙ࣟ࢘ࣝእᅜἲඹྠᴗἲᚊ

ୗ 㛛 ᩗ ྐ
ᖺ㸯᭶᪥

ົᡤ㸧ධᡤ
ᖹᡂᖺ㸷᭶

ୗ㛛ᅜ㝿⥲ྜἲᚊົᡤ㛤タ㸦⌧௵㸧

ᖹᡂᖺ㸰᭶

ࣥ࣋ࢫࢥ࣭࢜ࣇࢫ࣭ࢪ࢙࣮ࣜࢺ

ཱྀ

ᢞ㈨ἲே┘╩ᙺဨᑵ௵㸦⌧௵㸧
ᖺ㸲᭶

ᰴᘧ♫ᮾி┦㖟⾜ධ⾜

ᖹᡂ㸰ᖺ㸷᭶

࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣛࣇ࣭ࣥࢩࣗࣛࣥ
ࢫ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮᪥ᮏᨭᗑ㸦⌧ ࣓ࢵࢺ
ࣛࣇ⏕ಖ㝤ᰴᘧ♫㸧ධ♫

ࢃ

㸰

ࡉࡁ

࠼࠸

ࡌ

ᕝ 㷂 ⱥ Ⴙ
ᖺ᭶㸯᪥

ᖹᡂᖺ㸯᭶

ྠ♫ࠊᇳ⾜ᙺဨ ㈨⏘㐠⏝ᮏ㒊㛗ව㹁
㹇㹍ᑵ௵

ᖹᡂᖺ᭶

ཱྀ

ࣜࢥࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
௦⾲ྲྀ⥾ᙺᑵ௵

ᖹᡂᖺ㸰᭶

ࣥ࣋ࢫࢥ࣭࢜ࣇࢫ࣭ࢪ࢙࣮ࣜࢺ
ᢞ㈨ἲே┘╩ᙺဨᑵ௵㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ≉ูࡢᐖ㛵
ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡢ⫋ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸫㸫


ཧ⪃㡯
 ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᙜ
ヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᢞಙἲ➨᮲➨㸯㡯ཬࡧᮏᢞ㈨ἲே⌧⾜つ⣙➨᮲➨㸯㡯
ཬࡧ➨㸰㡯ᐃࡵࡿࠕࡳ࡞ࡋ㈶ᡂࠖࡢつᐃࡣ㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊୖグ➨㸯ྕ
㆟ࠊ➨㸰ྕ㆟ࠊ➨㸱ྕ㆟ཬࡧ➨㸲ྕ㆟ࡢྛ㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜࡋࡲࡏࢇࠋ
௨ ୖ


㸫㸫


ᢞ㈨⥲ሙࡈෆᅗ


    ሙ㸸ᮾி㒔 ༊භᮏᮌභ┠␒㸯ྕ
භᮏᮌࣄࣝࢬ᳃ࢱ࣮࣡ 㝵
ࠕභᮏᮌ࢝ࢹ࣑࣮ࣄࣝࢬ ࢱ࣮࣮࣡࣍ࣝࠖ
7(/ 㸦௦⾲㸧

භᮏᮌࣄࣝࢬ᳃ࢱ࣮࣡ᆅୖ㸰㝵ࡢභᮏᮌ࢝ࢹ࣑࣮ࣄࣝࢬධཱྀࡽ࠾ධࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ





㸺㏻ࡢࡈෆ㸼
ۑᮾி࣓ࢺࣟ᪥ẚ㇂⥺භᮏᮌ㥐ࡼࡾ㸯㹁ฟཱྀ ᚐṌ㸱ศ
㸦ࢥࣥࢥ࣮ࢫ࡚┤⤖ 
ۑ㒔Ⴀᆅୗ㕲Ụᡞ⥺භᮏᮌ㥐ࡼࡾ㸱␒ฟཱྀ ᚐṌ㸴ศ
㸦ὀ㸧 ሙ᭱ᐤ㥐 ᪥ẚ㇂⥺භᮏᮌ㥐



࠾㢪࠸㸸ሙ࿘㎶ࡢ㐨㊰ཬࡧ㥔㌴ሙࡣΰ㞧ࡀணࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ
࠾㌴࡛ࡢࡈ᮶ሙࡣࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


