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規約の変更及び投資法人の役員選任に関するお知らせ
大和ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、平成
25年11月26日開催予定の第８回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に、下記記載の規約の変更及び投
資法人の役員選任に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせします。
なお、規約の変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１．規約の変更について
（１）変更の理由
① 投資口の取扱に関する事項について、投資口取扱規則に定める旨を明確化するものです（現行規約第６条関係）
。
② 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます｡以下「投信法」とい
います。
）を改正する法律が国会で可決成立したことに伴い、以下の規定を新設又は修正するものです。
（ア）投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる旨の規定を新設するものです
（変更案第８条第２項関係）
。
（イ）一定の日及びその日以後遅滞なく投資主総会を招集する旨の定めとして、本投資法人の投資主総会は、
平成 27 年 11 月５日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの 11 月５日及び同日以後遅滞なく招
集する旨、並びに、必要あるときはそれ以外に随時投資主総会を招集する旨の規定を新設するものです
（変更案第９条第３項関係）
。
（ウ）変更案第９条第３項第一文の規定に基づき招集される投資主総会については、投資主総会の日の公告を
することを要しない旨の規定を新設するものです（現行規約第９条第３項関係）
。
（エ）変更案第９条第３項第一文の規定に基づき招集される投資主総会について、当該投資主総会において権
利を行使することができる投資主又は登録投資口質権者を定める旨の規定を新設するものです（変更案
第 16 条第１項関係）
。
（オ）上記の新設及び修正について、上記の新設及び修正に関連する投信法の改正の施行日に効力が生じる旨
の附則を新設するものです（変更案第 12 章関係）
。
③ 投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、規約で規定する役員の任期を延長又は短縮すること
を可能とするための規定を設けるものです（現行規約第 19 条第２項関係）
。
④ 平成 25 年１月４日付にて、社団法人投資信託協会が一般社団法人に移行したことに伴い、必要な字句の修正等
＜ご注意＞この文書は、本投資法人の規約の変更及び投資法人の役員選任にかかる議案の第８回投資主総会への提出に関し
て一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上
で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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を行うものです（現行規約第 34 条第１項第 10 号関係）
。
⑤ 上記の他、条文の整備、表現の変更及び明確化、字句の修正等を行うものです。
（２）変更の内容
規約の変更の内容については、添付資料「第８回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
２．投資法人の役員選任について
執行役員１名（瀧 美知男）は、平成25年11月30日をもって任期満了となりますので、平成25年12月１日付で、新
たに執行役員１名の選任について議案を提出します。また、監督役員２名（岩﨑 哲也、米川 勇）は、平成25年11
月30日をもって任期満了となりますので、平成25年12月１日付で、改めて監督役員２名の選任について議案を提出し
ます。
さらに、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、
、新たに補欠執行役員１名の
選任について議案を提出します。また、監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、
新たに補欠監督役員１名の選任について議案を提出します。
（１）執行役員候補者
多田 哲治（新任）
（２）監督役員候補者
岩﨑 哲也（重任）
石川 浩司（新任）
（３）補欠執行役員候補者
山田 裕次（重任）
（４）補欠監督役員候補者
柿島 房枝（新任）
なお、上記補欠執行役員候補者は、本資産運用会社の代表取締役社長です。
役員選任の詳細については、添付資料「第８回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
３．日程
平成25年10月10日
平成25年11月８日
平成25年11月26日

本投資主総会提出議案の役員会承認
本投資主総会招集通知の発送（予定）
本投資主総会（予定）
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.daiwahouse-resi-reit.co.jp/

（添付資料）
第８回投資主総会招集ご通知

＜ご注意＞この文書は、本投資法人の規約の変更及び投資法人の役員選任にかかる議案の第８回投資主総会への提出に関し
て一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上
で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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᪂タࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍ㸦⌧⾜つ⣙➨㸷᮲➨㸱㡯㛵ಀ㸧ࠋ
մኚ᭦➨㸷᮲➨㸱㡯➨୍ᩥࡢつᐃᇶ࡙ࡁᣍ㞟ࡉࢀࡿᢞ㈨⥲
ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱᢞ㈨⥲࠾࠸࡚ᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᢞ㈨
ཪࡣⓏ㘓ᢞ㈨ཱྀ㉁ᶒ⪅ࢆᐃࡵࡿ᪨ࡢつᐃࢆ᪂タࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲ
ࡍ㸦ኚ᭦➨᮲➨㸯㡯㛵ಀ㸧ࠋ
յୖグࡢ᪂タཬࡧಟṇࡘ࠸࡚ࠊୖグࡢ᪂タཬࡧಟṇ㛵㐃ࡍࡿᢞಙ
ἲࡢᨵṇࡢ⾜᪥ຠຊࡀ⏕ࡌࡿ᪨ࡢ㝃๎ࢆ᪂タࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲ
ࡍ㸦ኚ᭦➨❶㛵ಀ㸧ࠋ
 ᢞ㈨⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ࠊἲ௧ᐃࡵࡿ㝈ᗘ࠾࠸࡚ࠊつ⣙࡛つᐃ
ࡍࡿᙺဨࡢ௵ᮇࢆᘏ㛗ཪࡣ▷⦰ࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡢつᐃࢆタࡅ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍ㸦⌧⾜つ⣙➨᮲➨㸰㡯㛵ಀ㸧ࠋ
㸫㸫


 ᖹᡂᖺ㸯᭶㸲᪥࡚ࠊ♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠ࡀ୍⯡♫ᅋἲே⛣
⾜ࡋࡓࡇక࠸ࠊᚲせ࡞Ꮠྃࡢಟṇ➼ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍ㸦⌧⾜つ⣙➨
᮲➨㸯㡯➨ྕ㛵ಀ㸧ࠋ
 ୖグࡢࠊ᮲ᩥࡢᩚഛࠊ⾲⌧ࡢኚ᭦ཬࡧ᫂☜ࠊᏐྃࡢಟṇ➼ࢆ⾜࠺
ࡶࡢ࡛ࡍࠋ


㸫㸫


㸰㸬ኚ᭦ࡢෆᐜ
 ኚ᭦ࡢෆᐜࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ



㸦ୗ⥺㒊ࡣኚ᭦⟠ᡤࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ㸧



⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



➨㸴᮲㸦ᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᢅ㛵ࡍࡿ㡯㸧
ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ྡ⡙ࡢグ㍕ཪࡣグ㘓

➨㸴᮲㸦ᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᢅ㛵ࡍࡿ㡯㸧
ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ྡ⡙ࡢグ㍕ཪࡣグ㘓

ࡑࡢࡢᢞ㈨ཱྀ㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ᡭ⥆ཬࡧࡑ

ࡑࡢࡢᢞ㈨ཱྀ㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ᡭ⥆ཬࡧࡑ

ࡢᡭᩘᩱࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧ཪࡣᮏつ⣙ࡢ

ࡢᡭᩘᩱࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧ཪࡣᮏつ⣙ᐃ

ࠊᙺဨࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

ࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊᙺဨ࠾࠸࡚ᐃࡵࡿᢞ



㈨ཱྀྲྀᢅつ๎ࡼࡿࠋ

➨㸶᮲㸦ᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿᢞ㈨ཱྀࡢᡶᡠ

➨㸶᮲㸦ᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿᢞ㈨ཱྀࡢᡶᡠ

ࡋ㸧

ࡋཬࡧྜពࡼࡿ⮬ᕫࡢᢞ㈨ཱྀࡢ
ྲྀᚓ㸧

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿᢞ㈨ཱྀ
ࡢᡶᡠࡋࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿᢞ
㈨ཱྀࡢᡶᡠࡋࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ

㸦᪂タ㸧

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞ㈨ࡢྜពࡼࡾ



ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆ᭷ൾ࡛ྲྀᚓࡍࡿ



ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸷᮲㸦ᣍ 㞟㸧

➨㸷᮲㸦ᣍ 㞟㸧

㸯㸬     㸦┬␎㸧

㸯㸬    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸰㸬ᢞ㈨⥲ࡣࠊἲ௧ูẁࡢᐃࡵࡀ࠶

㸰㸬ᢞ㈨⥲ࡣࠊἲ௧ูẁࡢᐃࡵࡀ࠶

ࡿሙྜࡢࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙྜࡣ

ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙྜ

ᙜヱᇳ⾜ᙺဨࡀࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨ୖ

ࡣᙜヱᇳ⾜ᙺဨࡀࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨

ࡢሙྜࡣᙺဨ࠾࠸࡚ணࡵᐃࡵࡓ㡰

ୖࡢሙྜࡣᙺဨ࠾࠸࡚࠶ࡽࡌࡵ

ᗎᚑ࠸ᇳ⾜ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀࢆᣍ㞟

ᐃࡵࡓ㡰ᗎᚑ࠸ᇳ⾜ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇ

ࡍࡿࠋ

ࢀࢆᣍ㞟ࡍࡿࠋ
㸦᪂タ㸧

㸱㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨⥲ࡣࠊᖹᡂᖺ



᭶㸳᪥ཬࡧྠ᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟



ࡋࠊ௨ᚋࠊ㝸ᖺࡈࡢ᭶㸳᪥ཬࡧྠ



᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᢞ



㈨ἲேࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣ㝶ᢞ㈨



⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



㸱㸬ᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡣࠊᢞ㈨⥲

㸲㸬ᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡣࠊᢞ㈨⥲

ࡢ᪥ࡢ㸰᭶๓ࡲ࡛ᙜヱ᪥ࢆබ࿌

ࡢ᪥ࡢ㸰᭶๓ࡲ࡛ᙜヱ᪥ࢆබ࿌

ࡋࠊᙜヱ᪥ࡢ㸰㐌㛫๓ࡲ࡛ࠊᢞ㈨

ࡋࠊᙜヱ᪥ࡢ㸰㐌㛫๓ࡲ࡛ࠊᢞ㈨

ᑐࡋ࡚ࠊ᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚ࠊཪࡣἲ௧ࡢ

ᑐࡋ࡚ࠊ᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚ࠊཪࡣἲ௧ࡢ

ᐃࡵࡿࡇࢁᚑ࠸ࠊ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼ

ᐃࡵࡿࡇࢁᚑ࠸ࠊ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼ

ࡾࠊ㏻▱ࢆⓎࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡾࠊ㏻▱ࢆⓎࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔ



ࡋࠊ๓㡯➨୍ᩥࡢᐃࡵᚑࡗ࡚㛤ദࡉ



ࢀࡓ┤๓ࡢᢞ㈨⥲ࡢ᪥ࡽ᭶



ࢆ⤒㐣ࡍࡿ๓㛤ദࡉࢀࡿᢞ㈨⥲



ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱබ࿌ࢆせࡋ࡞࠸ࡶࡢ
ࡍࡿࠋ

➨᮲㸦㆟ 㛗㸧

➨᮲㸦㆟ 㛗㸧

ᢞ㈨⥲ࡢ㆟㛗ࡣࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙ

ᢞ㈨⥲ࡢ㆟㛗ࡣࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙ

ྜࡣᙜヱᇳ⾜ᙺဨࡀࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨ୖ

ྜࡣᙜヱᇳ⾜ᙺဨࡀࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨ୖ

ࡢሙྜࡣᙺဨ࠾࠸࡚ணࡵᐃࡵࡓ㡰ᗎ

ࡢሙྜࡣᙺဨ࠾࠸࡚࠶ࡽࡌࡵᐃࡵࡓ

ᚑ࠸ᇳ⾜ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀ࠶ࡓࡿࠋࡍ

㡰ᗎᚑ࠸ᇳ⾜ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀ࠶ࡓ

࡚ࡢᇳ⾜ᙺဨḞဨཪࡣᨾࡀ࠶ࡿሙྜ

ࡿࠋࡍ࡚ࡢᇳ⾜ᙺဨḞဨཪࡣᨾࡀ࠶

ࡣࠊᙺဨ࠾࠸࡚ணࡵᐃࡵࡓ㡰ᗎᚑ

ࡿሙྜࡣࠊᙺဨ࠾࠸࡚࠶ࡽࡌࡵᐃࡵ

࠸ࠊ┘╩ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀ࠶ࡓࡿࠋ

ࡓ㡰ᗎᚑ࠸ࠊ┘╩ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀ࠶
ࡓࡿࠋ

➨᮲㸦㆟Ỵᶒࡢ௦⌮⾜㸧

➨᮲㸦㆟Ỵᶒࡢ௦⌮⾜㸧

㸯㸬     㸦┬␎㸧

㸯㸬    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸰㸬๓㡯࠾࠸࡚ᙜヱᢞ㈨ཪࡣ௦⌮ே

㸰㸬๓㡯࠾࠸࡚ᙜヱᢞ㈨ཪࡣ௦⌮ே

ࡣࠊᢞ㈨⥲ࡈࡑࡢ௦⌮ᶒࢆド

ࡣࠊᢞ㈨⥲ࡈࡑࡢ௦⌮ᶒࢆド

ࡍࡿ᭩㠃ࢆணࡵᮏᢞ㈨ἲேᥦฟࡋཪ

ࡍࡿ᭩㠃ࢆ࠶ࡽࡌࡵᮏᢞ㈨ἲேᥦ

ࡣࡿ᭩㠃グ㍕ࡍࡁሗࢆ㟁☢

ฟࡋཪࡣࡿ᭩㠃グ㍕ࡍࡁሗ

ⓗ᪉ἲࡼࡾᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

ࢆ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼࡾᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞

࠸ࠋ௦⌮ᶒࢆドࡍࡿ᭩㠃グ㍕ࡍࡁ

ࡽ࡞࠸ࠋ௦⌮ᶒࢆドࡍࡿ᭩㠃グ㍕ࡍ

ሗࢆ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼࡾᥦ౪ࡋࡼ࠺

ࡁሗࢆ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼࡾᥦ౪ࡋࡼ

ࡍࡿᢞ㈨ཪࡣ௦⌮ேࡣࠊᮏᢞ㈨ἲே

࠺ࡍࡿᢞ㈨ཪࡣ௦⌮ேࡣࠊᮏᢞ㈨

ᑐࡋࠊணࡵࡑࡢ⏝࠸ࡿ㟁☢ⓗ᪉ἲࡢ

ἲேᑐࡋࠊ࠶ࡽࡌࡵࡑࡢ⏝࠸ࡿ㟁

✀㢮ཬࡧෆᐜࢆ♧ࡋࠊ᭩㠃ཪࡣ㟁☢ⓗ

☢ⓗ᪉ἲࡢ✀㢮ཬࡧෆᐜࢆ♧ࡋࠊ᭩㠃

᪉ἲࡼࡿᢎㅙࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

ཪࡣ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼࡿᢎㅙࢆᚓ࡞ࡅࢀ

࠸ࠋ

ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

➨᮲㸦ᇶ‽᪥㸧

᭦



➨᮲㸦ᇶ‽᪥㸧

㸦᪂タ㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡀ➨㸷᮲➨㸱㡯➨୍ᩥࡢつ
ᐃᇶ࡙ࡁᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿሙྜ
ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖹᡂᖺ㸶᭶ᮎ
᪥ཬࡧ௨ᚋ㝸ᖺࡈࡢ㸶᭶ᮎ᪥࠾ࡅ
ࡿ᭱⤊ࡢᢞ㈨ྡ⡙グ㍕ཪࡣグ㘓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᢞ㈨ཪࡣⓏ㘓ᢞ㈨ཱྀ㉁ᶒ⪅
ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡿᢞ㈨⥲࠾࠸࡚
ᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᢞ㈨ཪ
ࡣⓏ㘓ᢞ㈨ཱྀ㉁ᶒ⪅ࡍࡿࠋ

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᙺဨࡢỴ㆟ࢆ⤒࡚ἲ௧

㸰㸬๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊᮏᢞ㈨ἲே

ᚑ࠸ணࡵබ࿌ࡍࡿ୍ᐃࡢ᪥࠾ࡅࡿ᭱⤊ࡢ

ࡣࠊᙺဨࡢỴ㆟ࢆ⤒࡚ἲ௧ᚑ࠸࠶

ᢞ㈨ྡ⡙グ㍕ཪࡣグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᢞ㈨

ࡽࡌࡵබ࿌ࡍࡿ୍ᐃࡢ᪥࠾ࡅࡿ᭱

ཪࡣⓏ㘓ᢞ㈨ཱྀ㉁ᶒ⪅ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࡢᶒ

⤊ࡢᢞ㈨ྡ⡙グ㍕ཪࡣグ㘓ࡉࢀ࡚

ࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᢞ㈨ཪࡣⓏ㘓

࠸ࡿᢞ㈨ཪࡣⓏ㘓ᢞ㈨ཱྀ㉁ᶒ⪅ࢆ

ᢞ㈨ཱྀ㉁ᶒ⪅ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡶࡗ࡚ࠊࡑࡢᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿᢞ㈨ཪࡣⓏ㘓ᢞ㈨ཱྀ㉁ᶒ⪅ࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨᮲㸦ᙺဨࡢ㑅௵ཬࡧ௵ᮇ㸧

➨᮲㸦ᙺဨࡢ㑅௵ཬࡧ௵ᮇ㸧

㸯㸬     㸦┬␎㸧

㸯㸬    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸰㸬ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺࡍࡿࠋࡓ

㸰㸬ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺࡍࡿࠋࡓ

ࡔࡋࠊ⿵Ḟཪࡣቑဨࡢࡓࡵ㑅௵ࡉࢀ

ࡔࡋࠊᢞ㈨⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ࠊἲ

ࡓᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ཪࡣᅾ௵⪅ࡢ

௧ᐃࡵࡿ㝈ᗘ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᮇ㛫ࢆ

ṧᏑᮇ㛫ྠ୍ࡍࡿࠋ

ᘏ㛗ཪࡣ▷⦰ࡍࡿࡇࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡲ
ࡓࠊ⿵Ḟཪࡣቑဨࡢࡓࡵ㑅௵ࡉࢀࡓ
ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ཪࡣᅾ௵⪅ࡢṧ
Ꮡᮇ㛫ྠ୍ࡍࡿࠋ

㸱㸬     㸦┬␎㸧

㸱㸬    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

➨᮲㸦ᣍ㞟ཬࡧ㆟㛗㸧

➨᮲㸦ᣍ㞟ཬࡧ㆟㛗㸧

㸯㸬ᙺဨࡣࠊἲ௧ูẁࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿሙ

㸯㸬ᙺဨࡣࠊἲ௧ูẁࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿሙ

ྜࡢࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙྜࡣᙜヱ

ྜࢆ㝖ࡁࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙྜࡣᙜ

ᇳ⾜ᙺဨࡀࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨ୖࡢሙ

ヱᇳ⾜ᙺဨࡀࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨ୖࡢ

ྜࡣᙺဨ࠾࠸࡚ணࡵᐃࡵࡿ㡰ᗎ

ሙྜࡣᙺဨ࠾࠸࡚࠶ࡽࡌࡵᐃࡵ

ᚑ࠸ᇳ⾜ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀࢆᣍ㞟ࡋࠊ

ࡿ㡰ᗎᚑ࠸ᇳ⾜ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀࢆ

ࡑࡢ㆟㛗࡞ࡿࠋ

ᣍ㞟ࡋࠊࡑࡢ㆟㛗࡞ࡿࠋ

㸰㸬     㸦┬␎㸧

㸰㸬    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



➨᮲㸦ᙺဨつ๎㸧

➨᮲㸦ᙺဨつ๎㸧

ᙺဨ㛵ࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧ཬࡧ

ᙺဨ㛵ࡍࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧ཬࡧ

ᮏつ⣙ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊᙺဨ࠾࠸࡚

ᮏつ⣙ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊᙺဨ࠾࠸

ᐃࡵࡿᙺဨつ๎ࡼࡿࠋ

࡚ᐃࡵࡿᙺဨつ๎ࡼࡿࠋ

➨᮲㸦㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲࠊᇶ‽ཬࡧᇶ‽

➨᮲㸦㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲࠊᇶ‽ཬࡧᇶ‽

᪥㸧

᪥㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲཬࡧᇶ‽

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲཬࡧᇶ‽

ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾᢞ㈨ᑐ㇟㈨⏘ࡢ✀㢮ࡈ

ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾᢞ㈨ᑐ㇟㈨⏘ࡢ✀㢮ࡈ

ᐃࡵࡿࠋ

ᐃࡵࡿࠋ

 ➨᮲➨㸰㡯➨㸯ྕ⮳➨㸱ྕᐃ

 ➨᮲➨㸰㡯➨㸯ྕ⮳➨㸱ྕᐃ

ࡵࡿື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤ᶒཬࡧᆅୖ

ࡵࡿື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤ᶒཬࡧᆅୖ

ᶒ

ᶒ

 ྲྀᚓ౯㢠ࡽῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ࢆ᥍㝖

 ྲྀᚓ౯㢠ࡽῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ࢆ᥍㝖

ࡋࡓ౯㢠ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᘓ≀

ࡋࡓ౯㢠ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᘓ≀

ཬࡧタഛ➼ࡘ࠸࡚ࡢῶ౯ൾ༷㢠ࡢ⟬

ཬࡧタഛ➼ࡘ࠸࡚ࡢῶ౯ൾ༷㢠ࡢ⟬

ᐃ᪉ἲࡣᐃ㢠ἲࡼࡿࠋࡓࡔࡋࠊᐃ㢠

ᐃ᪉ἲࡣᐃ㢠ἲࡼࡿࠋࡓࡔࡋࠊᐃ㢠

ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇࡀࠊṇᙜ࡞⏤ࡼ

ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇࡀࠊṇᙜ࡞⏤ࡼ

ࡾ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜ࡛ࠊࡘᢞ

ࡾ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜ࡛ࠊࡘᢞ

㈨ᐙಖㆤୖၥ㢟ࡀ࡞࠸ุ᩿࡛ࡁࡿሙ

㈨ᐙಖㆤୖၥ㢟ࡀ࡞࠸ุ᩿࡛ࡁࡿሙ

ྜ㝈ࡾࠊࡢホ౯᪉ἲኚ᭦ࡍࡿࡇ

ྜ㝈ࡾࠊࡢホ౯᪉ἲኚ᭦ࡍࡿࡇ

ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

 ➨᮲➨㸰㡯➨㸳ྕᐃࡵࡿಙク㈈

 ➨᮲➨㸰㡯➨㸳ྕᐃࡵࡿಙク㈈

⏘ࢆࡋ࡚ື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤ᶒ

⏘ࢆࡋ࡚ື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤ᶒ

ཬࡧᆅୖᶒᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ࡚㐠⏝ࡍ

ཬࡧᆅୖᶒᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ࡚㐠⏝ࡍ

ࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㔠㖹ࡢಙクࡢཷ┈

ࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㔠㖹ࡢಙクࡢཷ┈

ᶒ

ᶒ

 ಙク㈈⏘ࡢᵓᡂ㈨⏘ࡀ➨㸯ྕᥖࡆ

 ಙク㈈⏘ࡀ➨㸯ྕᥖࡆࡿ㈨⏘ࡢሙ

ࡿ㈨⏘ࡢሙྜࡣࠊ➨㸯ྕᚑࡗࡓホ౯

ྜࡣࠊ➨㸯ྕᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㔠

ࢆ⾜࠸ࠊ㔠⼥㈨⏘ཬࡧ㈇മࡢሙྜࡣࠊ

⼥㈨⏘ཬࡧ㈇മࡢሙྜࡣࠊ୍⯡බṇ

୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィ

ጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽

ࡢᇶ‽ᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㈨

ᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㈨⏘ࡢྜィ

⏘ࡢྜィ㢠ࡽ㈇മࡢྜィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ

㢠ࡽ㈇മࡢྜィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱಙ

࡚ᙜヱಙクࡢཷ┈ᶒࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬

クࡢཷ┈ᶒࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬ᐃࡋࡓ౯

ᐃࡋࡓ౯㢠ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ

㢠ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

 ➨᮲➨㸰㡯➨㸴ྕᐃࡵࡿື⏘



 ➨᮲➨㸰㡯➨㸴ྕᐃࡵࡿື⏘

㛵ࡍࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ

㛵ࡍࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ

 ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศࡢᵓᡂ㈨⏘ࡀ๓ྛ

 ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศࡢᵓᡂ㈨⏘ࡀ๓ྛ

ྕᥖࡆࡿ㈨⏘ࡢሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀ

ྕᥖࡆࡿ㈨⏘ࡢሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀ

ᐃࡵࡿ᪉ἲᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㔠⼥

ᐃࡵࡿ᪉ἲᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㔠⼥

㈨⏘ཬࡧ㈇മࡢሙྜࡣࠊ୍⯡බṇጇ

㈨⏘ཬࡧ㈇മࡢሙྜࡣࠊ୍⯡බṇጇ

ᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ᚑࡗ

ᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ᚑࡗ

ࡓホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㈨⏘ࡢྜィ㢠

ࡓホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㈨⏘ࡢྜィ㢠

ࡽ㈇മࡢྜィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱ༏ྡ⤌

ࡽ㈇മࡢྜィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱ༏ྡ⤌

ྜฟ㈨ࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬ᐃࡋࡓ౯㢠

ྜฟ㈨ᣢศࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬ᐃࡋࡓ౯

ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ

㢠ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

 ➨᮲➨㸲㡯➨㸱ྕᐃࡵࡿࢹࣜࣂ

 ➨᮲➨㸲㡯➨㸱ྕᐃࡵࡿࢹࣜࣂ

ࢸࣈྲྀᘬಀࡿᶒ

ࢸࣈྲྀᘬಀࡿᶒ

ձ    㸦┬␎㸧

ձ   㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

ղ    㸦┬␎㸧

ղ   㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

ճୖグࢃࡽࡎࠊ୍⯡බṇጇᙜ

ճୖグࢃࡽࡎࠊ୍⯡බṇጇᙜ

ㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ࡼࡾ

ㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ࡼࡾ

࣊ࢵࢪྲྀᘬㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡘ࠸

࣊ࢵࢪྲྀᘬㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡘ࠸

࡚ࡣࠊ࣊ࢵࢪィࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡀ

࡚ࡣࠊ࣊ࢵࢪィࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡀ

࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㔠ࢫ

࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㔠ࢫ࣡ࢵࣉ➼㛵

࣡ࢵࣉ➼㛵ࡍࡿ㔠⼥ၟရィ࠾

ࡍࡿ㔠⼥ၟရィ࠾ࡅࡿ≉ฎ⌮

ࡅࡿ≉ฎ⌮ཬࡧⅭ᭰ண⣙㛵ࡍࡿ

ཬࡧⅭ᭰ண⣙㛵ࡍࡿእ㈌ᘓྲྀᘬ➼

እ㈌ᘓྲྀᘬ➼ィฎ⌮ᇶ‽࠾ࡅࡿ

ィฎ⌮ᇶ‽࠾ࡅࡿᙜฎ⌮ࡢ㐺

ᙜฎ⌮ࡢ㐺⏝ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ

⏝ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

 ࡑࡢ

 ࡑࡢ

 ୖグᐃࡵࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᢞಙἲࠊ

 ୖグᐃࡵࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᢞಙἲࠊ

♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠㸦௨ୗࠕᢞಙ༠

୍⯡♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠㸦௨ୗࠕᢞ

ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢホ౯つ๎‽ࡌ࡚

ಙ༠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢホ౯つ๎‽ࡌ

ࡉࢀࡿࡁホ౯㢠ࢆࡶࡗ࡚ホ౯ࡋࠊཪ

࡚ࡉࢀࡿࡁホ౯㢠ࢆࡶࡗ࡚ホ౯

ࡣ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗ

ࡋࠊཪࡣ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿ

ィࡢᇶ‽ᚑ࠺ࠋ

ᴗィࡢᇶ‽ᚑ࠺ࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



㸰㸬㈨⏘㐠⏝ሗ࿌➼౯᱁ࢆグ㍕ࡍࡿ┠ⓗ

㸰㸬㈨⏘㐠⏝ሗ࿌➼౯᱁ࢆグ㍕ࡍࡿ┠ⓗ

࡛ࠊ๓㡯␗࡞ࡿ᪉ἲ࡛ホ౯ࡍࡿሙྜ

࡛ࠊ๓㡯␗࡞ࡿ᪉ἲ࡛ホ౯ࡍࡿሙྜ

ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾホ౯ࡍࡿࡶࡢࡍ

ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾホ౯ࡍࡿࡶࡢࡍ

ࡿࠋ

ࡿࠋ

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

 ື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤ᶒཬࡧᆅୖᶒ

 ື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤ᶒཬࡧᆅୖᶒ

ࢆಙクࡍࡿಙクࡢཷ┈ᶒ୪ࡧື⏘

ࢆಙクࡍࡿಙクࡢཷ┈ᶒ୪ࡧື⏘

㛵ࡍࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ

㛵ࡍࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ

 ಙク㈈⏘ཪࡣ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศࡢᵓ

 ಙク㈈⏘ཪࡣ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศࡢᵓ

ᡂ㈨⏘ࡀ๓ྕᥖࡆࡿ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡣ

ᡂ㈨⏘ࡀ๓ྕᥖࡆࡿ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡣ

๓ྕᚑࡗࡓホ౯ࢆࠊ㔠⼥㈨⏘ཬࡧ㈇

๓ྕᚑࡗࡓホ౯ࢆࠊ㔠⼥㈨⏘ཬࡧ㈇

മࡘ࠸࡚ࡣ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽ

മࡘ࠸࡚ࡣ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽ

ࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ᚑࡗࡓホ౯ࢆࡋ

ࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ᚑࡗࡓホ౯ࢆࡋ

ࡓୖ࡛ࠊ㈨⏘ࡢྜィ㢠ࡽ㈇മࡢྜィ

ࡓୖ࡛ࠊ㈨⏘ࡢྜィ㢠ࡽ㈇മࡢྜィ

㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ┦

㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱಙクࡢཷ┈ᶒཪࡣᙜ

ᙜ㢠ཪࡣಙクࡢཷ┈ᶒࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ

ヱ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬

⟬ᐃࡋࡓ౯㢠ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ

ᐃࡋࡓ౯㢠ࡼࡾホ౯ࡍࡿࠋ

㸱㸬     㸦┬␎㸧

㸱㸬    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸲㸬➨㸯㡯ཬࡧ➨㸰㡯ᐃࡵࡿホ౯᪉ἲ

㸲㸬➨㸯㡯ཬࡧ➨㸰㡯ᐃࡵࡿホ౯᪉ἲ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥅⥆ᛶࡢཎ๎๎ࡾኚ᭦ࡣ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥅⥆ᛶࡢཎ๎๎ࡾኚ᭦ࡣ

⾜ࢃ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊṇᙜ࡞⏤ࡼࡾ

⾜ࢃ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊṇᙜ࡞⏤ࡼࡾ

᥇⏝ࡋࡓ᪉ἲࡼࡿホ౯ࡀ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞

᥇⏝ࡋࡓ᪉ἲࡼࡿホ౯ࡀ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞

ࡃ࡞ࡗࡓሙྜ࡛ࠊࡘࠊᢞ㈨ಖㆤୖ

ࡃ࡞ࡗࡓሙྜ࡛ࠊࡘࠊᢞ㈨ᐙಖㆤୖ

ၥ㢟ࡀ࡞࠸ྜ⌮ⓗุ᩿࡛ࡁࡿሙྜ

ၥ㢟ࡀ࡞࠸ྜ⌮ⓗุ᩿࡛ࡁࡿሙྜ

㝈ࡾࠊࡢホ౯᪉ἲኚ᭦࡛ࡁࡿࡶ

㝈ࡾࠊࡢホ౯᪉ἲኚ᭦ࡍࡿࡇ

ࡢࡍࡿࠋホ౯᪉ἲࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ

ࡀ࡛ࡁࡿࠋホ౯᪉ἲࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ

ࡣࠊ┤ᚋᢞ㈨ࡍࡿ㈨⏘㐠⏝

ࡣࠊ┤ᚋᢞ㈨ࡍࡿ㈨⏘㐠⏝

ሗ࿌࠾࠸࡚ḟࡢ㡯ࢆグ㍕ࡍࡿࠋ

ሗ࿌࠾࠸࡚ḟࡢ㡯ࢆグ㍕ࡍࡿࠋ

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

     㸦┬␎㸧

    㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



➨᮲㸦ᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯㸧

➨᮲㸦ᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯㸧

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢ㐠⏝ࡑࡢᮏᢞ

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢ㐠⏝ࡑࡢᮏᢞ

㈨ἲேࡀᨭᡶ࠺ࡁ㈝⏝࣭㔠ဨࡢ࠺ࡕࠊᾘ

㈨ἲேࡀᨭᡶ࠺ࡁ㈝⏝࣭㔠ဨࡢ࠺ࡕࠊᾘ

㈝⛯ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕࠋࡑࡢᚋࡢ

㈝⛯ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕࠋࡑࡢᚋࡢ

ᨵṇࢆྵࡴࠋ㸧ୖㄢ⛯ᑐ㇟㡯┠ࡉࢀࡿࡶ

ᨵṇࢆྵࡴࠋ㸧ୖㄢ⛯ᑐ㇟㡯┠ࡉࢀࡿࡶ

ࡢㄢࡉࢀࡿᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯㸦௨ୗ

ࡢㄢࡉࢀࡿᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯➼㸦௨

ࠕᾘ㈝⛯➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡶࡢ

ୗࠕᾘ㈝⛯➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡶࡢ

ࡋࠊࡑࡢᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠ࢆㄢ⛯ᑐ㇟㡯┠ࡢ

ࡋࠊࡑࡢᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠ࢆㄢ⛯ᑐ㇟㡯┠

ㅖ㔠ဨຍࡋ࡚ᨭᡶ࠺ࠋ

ࡢㅖ㔠ဨຍࡋ࡚ᨭᡶ࠺ࠋ

࡞࠾ࠊᮏつ⣙グ㍕ࡢ㔠㢠ࡣࠊ≉ẁࡢᐃࡵࡀ

࡞࠾ࠊᮏつ⣙グ㍕ࡢ㔠㢠ࡣࠊ≉ẁࡢᐃࡵࡀ

࠶ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᾘ㈝⛯➼ᢤࡁࡢ㔠

࠶ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ᾘ㈝⛯➼ᢤࡁࡢ㔠

㢠ࡍࡿࠋ

㢠ࡍࡿࠋ
㸦᪂タ㸧

➨❶ 㝃๎



➨᮲㸦ᨵṇࡢຠຊⓎ⏕㸧



㸯㸬➨㸶᮲➨㸰㡯ࡢ᪂タࡿᨵṇࡣࠊ
ᢞ㈨ἲேࡀᢞ㈨ࡢྜពࡼࡾ⮬ᕫ
ࡢᢞ㈨ཱྀࡢ᭷ൾ࡛ࡢྲྀᚓࢆㄆࡵࡿᢞಙ
ἲࡢᨵṇࡢ⾜᪥ຠຊࢆ⏕ࡌࡿࠋ



㸰㸬➨㸷᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸲㡯ࡓࡔࡋ᭩ࡢ᪂
タ୪ࡧ➨᮲ࡢኚ᭦ࡿᨵṇ
ࡣࠊ୍ᐃࡢ᪥ཬࡧࡑࡢ᪥௨㝆ࠊ㐜࡞
ࡃࠊᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿ᪨ࢆつ⣙࡛
ᐃࡵࡓሙྜࡣࠊᢞ㈨⥲ࡢ㛤ദ
ࡿබ࿌ࢆせࡋ࡞࠸᪨ࡢᢞಙἲࡢᨵ
ṇࡢ⾜᪥ຠຊࢆ⏕ࡌࡿࠋ



㸫㸫


➨㸰ྕ㆟ ᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨ℧⨾▱⏨ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚௵ᮇ‶࡞ࡾࡲࡍࠋࡘ
ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶㸯᪥࡛ࠊ᪂ࡓᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ௵ᮇࡣࠊ⌧⾜つ
⣙➨᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊᖹᡂᖺ᭶㸯᪥ࡼࡾ㸰ᖺ㛫࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥㛤ദࡢᙺဨ
࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࡲࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ከ ⏣ ဴ 
ᖺ᭶᪥

せ␎Ṕ㸦♫ྡ➼ ᙜ㸧
ᖺ㸲᭶

୰ኸಙク㖟⾜ᰴᘧ♫ ධ♫

ᖹᡂᖺ㸴᭶

୰ኸ୕ಙク㖟⾜ᰴᘧ♫ ᇳ⾜ᙺဨᮏᗑႠᴗ➨㒊



㛗

ᖹᡂᖺ㸵᭶

ྠ♫ ᇳ⾜ᙺဨᮏᗑႠᴗ➨ᅄ㒊㛗

ᖹᡂᖺ㸯᭶

ྠ♫ ᖖົᇳ⾜ᙺဨ

ᖹᡂᖺ㸴᭶

୰ኸ୕ಙື⏘ᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗

ᖹᡂᖺ㸴᭶

୕ࢲࣞࢡࢺᦆᐖಖ㝤ᰴᘧ♫ 㠀ᖖ┘ᰝᙺ

࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ


㸫㸫


➨㸱ྕ㆟ ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧࡛ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼ࠊ
᪂ࡓ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟
࠾࠸࡚ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫ࡣࠊᮏᢞ
㈨ἲே⌧⾜つ⣙➨᮲➨㸱㡯ᮏᩥࡢつᐃࡼࡾࠊ➨㸰ྕ㆟࠾ࡅࡿᇳ⾜ᙺ
ဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡍࡿ࡛࠶ࡿᖹᡂᖺ᭶᪥ࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥㛤ദࡢᙺ
ဨ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ᒣ ⏣ ⿱ ḟ
ᖺ㸵᭶㸲᪥

せ␎Ṕ㸦♫ྡ➼ ᙜ㸧
ᖺ㸲᭶

ࣁ࢘ࢫᕤᴗᰴᘧ♫ ධ♫

ᖹᡂ㸵ᖺ㸲᭶

ྠ♫ ᒾᡭᨭᗑ ⤒⌮⥲ົㄢ㛗

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ྠ♫ ⟶⌮ᮏ㒊 ㈈ົ㒊㈈ົㄢ㛗

ᖹᡂᖺ᭶

ྠ♫ ⟶⌮ᮏ㒊 ㈈ົ㒊㈈ົ࣭㈨㔠ࢢ࣮ࣝࣉࢢ࣮ࣝࣉ



㛗

ᖹᡂᖺ᭶

ྠ♫ ᶓᨭᗑ ⟶⌮㒊 ḟ㛗

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ྠ♫ ᮾிᨭ♫ ⤒⌮㒊㛗

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ࣁ࢘ࢫ࣭ࣔࣜࣔࢺ࣭ࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ



♫㸦ฟྥ㸧 㢳ၥ

ᖹᡂᖺ㸳᭶

ྠ♫ ྲྀ⥾ᙺ

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ྠ♫㸦㌿⡠㸧 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊୖグࢆ㝖ࡁࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ
㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ


㸫㸫


➨㸲ྕ㆟ ┘╩ᙺဨ㸰ྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨ⡿ᕝຬཬࡧ┘╩ᙺဨᒾ㷂ဴஓࡢ୧ྡࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥ࢆࡶࡗ
࡚௵ᮇ‶࡞ࡾࡲࡍࠋࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶㸯᪥࡛ࠊᨵࡵ࡚┘╩
ᙺဨ㸰ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩
ᙺဨ㸰ྡࡢ௵ᮇࡣࠊ⌧⾜つ⣙➨᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊᖹᡂᖺ᭶㸯᪥
ࡼࡾ㸰ᖺ㛫࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᢞಙἲཬࡧ⌧⾜つ⣙➨᮲ࡢつᐃࡼࡾࠊ┘╩ᙺဨࡢဨᩘࡣࠊᇳ⾜
ᙺဨࡢဨᩘ㸯ࢆຍ࠼ࡓᩘ௨ୖ࡛࠶ࡿࡇࡀᚲせࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ ྕ

㸯

㸰

Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ᒾ 㷂 ဴ ஓ
ᖺ㸰᭶᪥

▼ ᕝ ᾈ ྖ
ᖺ㸴᭶㸶᪥

せ␎Ṕ㸦♫ྡ➼ ᙜ㸧
ᖹᡂ㸰ᖺ㸲᭶
ᖹᡂ㸴ᖺ㸱᭶
ᖹᡂ㸷ᖺ㸰᭶
ᖹᡂ㸷ᖺ㸰᭶
ᖹᡂᖺ㸳᭶
ᖹᡂᖺ㸶᭶

ᖹᡂᖺ㸯᭶

┘ᰝἲேࢺ࣮࣐ࢶ ධᡤ
බㄆィኈⓏ㘓
࢚ࢾ࣮ࢹ࣮ᰴᘧ♫ ධ♫
ᒾ㷂ဴஓබㄆィኈົᡤ 㛤ᡤ
⛯⌮ኈⓏ㘓
ࢩࢸබㄆィኈඹྠົᡤ ධᡤ㸦⌧
௵㸧
ࣅ࣭ࣛࣇᢞ㈨ἲே㸦⌧㸸ࣁ࢘ࢫ࣭ࣞࢪ
ࢹࣥࢩࣕࣝᢞ㈨ἲே㸧 ┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧

ᖹᡂ㸷ᖺ㸲᭶
ᖹᡂᖺ㸲᭶

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ྖἲಟ⩦⏕
ᮾிᘚㆤኈ ཎἲᚊົᡤධᡤ 㸦⌧
௵㸧
ᰴᘧ♫᪥ᮏ࢚࣒࣭ࢹ࣭࢚࣒ ♫እྲྀ⥾ᙺ
㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏ
ࢇࠋ


㸫㸫


➨㸳ྕ㆟ ⿵Ḟ┘╩ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧࡛ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼ࠊ
᪂ࡓ⿵Ḟ┘╩ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟
࠾࠸࡚ࠊ⿵Ḟ┘╩ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫ࡣࠊᮏᢞ
㈨ἲே⌧⾜つ⣙➨᮲➨㸱㡯ᮏᩥࡢつᐃࡼࡾࠊ➨㸲ྕ㆟࠾ࡅࡿ┘╩ᙺ
ဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡍࡿ࡛࠶ࡿᖹᡂᖺ᭶᪥ࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧
ᰠ ᓥ ᡣ ᯞ
ᖺ᭶᪥

せ␎Ṕ㸦♫ྡ➼ ᙜ㸧
ᖹᡂᖺ㸲᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ㸰᭶

ྖἲಟ⩦⏕
ᮾிᘚㆤኈ 㯮⏣ἲᚊົᡤධᡤ
ཎἲᚊົᡤධᡤ㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

ཧ⪃㡯
 ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕࠊ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᙜ
ヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᢞಙἲ➨᮲➨㸯㡯ཬࡧ⌧⾜つ⣙➨᮲つᐃࡍࡿࠕࡳ࡞
ࡋ㈶ᡂࠖࡢつᐃࡣ㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊୖグ➨㸯ྕ㆟ࡽ➨㸳ྕ㆟ࡲ࡛ࡢ
ྛ㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
௨ ୖ



㸫㸫




➨㸶ᅇᢞ㈨⥲ሙࡢࡈෆᅗ
ሙ ᮾி㒔༓௦⏣༊㣤⏣ᶫ୕┠␒㸯ྕ
ࣁ࢘ࢫᕤᴗᰴᘧ♫ ᮾிࣅࣝ ㆟ᐊ
㟁ヰ 



ە ㏻  㹈㹐Ỉ㐨ᶫ㥐 すཱྀࡼࡾᚐṌ㸰ศ
㹈㹐㣤⏣ᶫ㥐 ᮾཱྀࡼࡾᚐṌ㸵ศ
ᮾி࣓ࢺࣟ᭷ᴦ⏫⥺࣭༡⥺㒔ႠỤᡞ⥺㣤⏣ᶫ㥐㸿㸯ฟཱྀࡼࡾᚐṌ㸵ศ
ᮾி࣓ࢺࣟᮾす⥺㣤⏣ᶫ㥐㸿㸳ฟཱྀࡼࡾᚐṌ㸲ศཪࡣ㸿㸰ฟཱྀࡼࡾᚐṌ㸵ศ


㸺࠾㢪࠸㸼ᙜタࡣ㥔㌴ࢫ࣮࣌ࢫࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ࠾㌴࡛ࡢࡈ᮶ሙࡣ
ࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸ࠋ




