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規約変更及び役員選任に関するお知らせ
MCUBS MidCity 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 29 年 3 月 16 日付の日本経済
新聞にて公告の通り、平成 29 年 6 月 2 日に第 7 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）を
開催する予定であり、本日開催の役員会において、下記の規約変更及び役員選任について本投資主総会
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、平成 29 年 6 月 2 日に開催される本投資法人の本投資主総会での承認により、有効
となります。
記
１. 規約変更の主な内容及び理由について
（1） 第9条関係及び第17条第2項関係
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。）の改正に関連して、以下のとおり規定の新設及び変更を行うものであります。
ア 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31年3月4日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年毎の3月4日及び同日以後遅滞な
く招集される旨の規定、並びに必要があるときは随時招集される旨の規定を第9条に新設するもので
あります。
イ 投資主総会を招集するには、投資主総会の日の2ヶ月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前ま
でに投資主に対して、書面をもって、又は法令の定めるところに従い、電磁的方法により通知を発す
ることを要する旨の規定、及び変更案第9条第2項第一文の定めに従って開催された直前の投資主総会
の日から25ヶ月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告を要しない旨の規定を第
9条に新設するものであります。
ウ 投資主総会の決議によって、法令で定める限度において、執行役員及び監督役員の任期を延長し又
は短縮することができる旨を定めるべく、これに関連する第17条第2項の変更を行うものであります。
（2） 第27条第5項関係
租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。）の改正により、投資
法人が課税の特例適用を受けるための要件が変更されたため、不要となった規定の削除を行うものであ
ります。
また、本投資法人が海外不動産保有法人（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理
府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。）第221条の2第1項に規
定する法人を意味します。以下同じです。）の株式等に投資することができる旨を明確化するため、本
投資法人が、投信法施行規則に定める割合を超えて海外不動産保有法人の発行済株式又は出資を取得で
きる旨の規定を新設するものであります。
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（3） 第34条第1項第1号、第2号及び同第4号関係
本投資法人の分配方針に関し、第34条第1項第1号に定める利益の定義について、投信法の内容と平仄を
合わせるため、これに関連する同号の変更を行うものであります。
また、投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）及び租税
特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）等の改正により、投資法人における会
計上の取扱いと税務上の取扱いの差異（税会不一致）を解消するための措置が講じられたことを踏まえ、
これに関連する同項第2号の変更を行うものであります。
また、本投資法人が投信法に規定される利益を超えて金銭の分配を行うための要件を明確化するため、
これに関連する同項第4号の文言の変更を行うものであります。
（4） 第36条第1項第1号関係
キャッシュフローの平準化のため、本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社に支払う運用
報酬Ⅰの支払時期を見直すため、該当する規定を変更するものであります。
（5） 第38条第2項第1号関係
投資法人債の発行及び新投資口予約権の無償割当てに関する費用を本投資法人が負担することを明確化
するため、該当する規定を変更するものであります。
（6） その他
上記変更以外の各変更につきましては、条数の整備のほか、法令の表記及び規約内の他の規定等との整
合性等の観点から必要な字句の修正を行うものです。
（規約変更の詳細については、別紙「第7回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）

２. 役員選任について
執行役員 松尾桂から、平成29年6月2日に開催される予定の本投資主総会の終結のときをもって辞任し
たい旨の申出がありました。また、監督役員 喜多村晴雄及び伊藤治の両名から、執行役員と任期満了日
が異なることになるので、これを統一するため、本投資主総会終結のときをもって一旦辞任したい旨の
申し出がありました。よって、本投資主総会において執行役員1名（候補者：土屋勝裕）及び監督役員2
名（候補者：喜多村晴雄、伊藤治）の選任について議案を提出いたします。
また、執行役員、監督役員が欠けた場合また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（候補者：渡邉豊太）及び補欠監督役員1名（候補者：織米太郎）の選任についての議案を提
出いたします。
（1） 執行役員及び監督役員候補者
執行役員 土屋勝裕（新任）
監督役員 喜多村晴雄（重任）
監督役員 伊藤治（重任）
（2） 補欠執行役員候補者
補欠執行役員 渡邉豊太
（注）上記補欠執行役員候補者は、現在本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である、MCUBS MidCity株式会社の
常務執行役員であり、平成29年6月1日に予定されている資産運用会社の臨時株主総会にて取締役に選任された後、その後
開催される取締役会における決議を経て代表取締役社長に就任する予定です。

（3） 補欠監督役員候補者
補欠監督役員 織米太郎
（役員選任の詳細については、別紙「第7回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）

３. 本投資主総会等の日程
平成29年4月21日 第7回投資主総会提出議案の役員会承認
平成29年5月12日 第7回投資主総会招集通知の発送（予定）
平成29年6月 2日 第7回投資主総会開催（予定）
以 上
（別紙）第 7 回投資主総会招集ご通知
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 ᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡣࠊᢞ㈨⥲ࡢ᪥ࡢ㸰ࣨ᭶๓ࡲ࡛ᙜヱ
᪥ࢆබ࿌ࡋࠊᙜヱ᪥ࡢ㸰㐌㛫๓ࡲ࡛ᢞ㈨ᑐࡋ࡚ࠊ᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚ࠊ
ཪࡣἲ௧ࡢᐃࡵࡿࡇࢁᚑ࠸ࠊ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼࡾ㏻▱ࢆⓎࡍࡿࡇ
ࢆせࡍࡿ᪨ࡢつᐃࠊཬࡧኚ᭦➨㸷᮲➨㸰㡯➨୍ᩥࡢᐃࡵᚑࡗ࡚㛤
ദࡉࢀࡓ┤๓ࡢᢞ㈨⥲ࡢ᪥ࡽࣨ᭶ࢆ⤒㐣ࡍࡿ๓㛤ദࡉࢀࡿ
ᢞ㈨⥲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱබ࿌ࢆせࡋ࡞࠸᪨ࡢつᐃࢆ➨㸷᮲᪂タ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
࢘ ᢞ㈨⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿ㝈ᗘ࠾࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨ
ཬࡧ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࢆᘏ㛗ࡋཪࡣ▷⦰ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪨ࢆᐃࡵࡿ
ࡃࠊࡇࢀ㛵㐃ࡍࡿ➨᮲➨㸰㡯ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ղ ➨᮲➨㸳㡯㛵ಀ
⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ⾜つ๎㸦ᖺⶶ┬௧➨ྕࠋࡑࡢᚋࡢᨵṇࢆྵ
ࡳࡲࡍࠋ㸧ࡢᨵṇࡼࡾࠊᢞ㈨ἲேࡀㄢ⛯ࡢ≉㐺⏝ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢせ
௳ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓࡓࡵࠊせ࡞ࡗࡓつᐃࡢ๐㝖ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᾏእື⏘ಖ᭷ἲே㸦ᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍ
ࡿἲᚊ⾜つ๎㸦ᖹᡂᖺ⥲⌮ᗓ௧➨ྕࠋࡑࡢᚋࡢᨵṇࢆྵࡳࡲࡍࠋ
௨ୗࠕᢞಙἲ⾜つ๎ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧➨᮲ࡢ㸰➨㸯㡯つᐃࡍࡿ
ἲேࢆពࡋࡲࡍࠋ௨ୗྠࡌ࡛ࡍࠋ㸧ࡢᰴᘧ➼ᢞ㈨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
㸫㸫


᪨ࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀࠊᢞಙἲ⾜つ๎ᐃࡵࡿྜࢆ㉸
࠼࡚ᾏእື⏘ಖ᭷ἲேࡢⓎ⾜῭ᰴᘧཪࡣฟ㈨ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿ᪨ࡢつᐃࢆ
᪂タࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ճ ➨᮲➨㸯㡯➨㸯ྕࠊ➨㸰ྕཬࡧྠ➨㸲ྕ㛵ಀ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢศ㓄᪉㔪㛵ࡋࠊ➨᮲➨㸯㡯➨㸯ྕᐃࡵࡿ┈ࡢᐃ⩏
ࡘ࠸࡚ࠊᢞಙἲࡢෆᐜᖹࢆྜࢃࡏࡿࡓࡵࠊࡇࢀ㛵㐃ࡍࡿྠྕࡢ
ኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᢞ㈨ἲேࡢィ⟬㛵ࡍࡿつ๎㸦ᖹᡂᖺෆ㛶ᗓ௧➨ྕࠋࡑࡢᚋ
ࡢᨵṇࢆྵࡳࡲࡍࠋ㸧ཬࡧ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕࠋࡑࡢ
ᚋࡢᨵṇࢆྵࡳࡲࡍࠋ㸧➼ࡢᨵṇࡼࡾࠊᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿィୖࡢྲྀ
ᢅ࠸⛯ົୖࡢྲྀᢅ࠸ࡢᕪ␗㸦⛯୍⮴㸧ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࡀㅮ
ࡌࡽࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡇࢀ㛵㐃ࡍࡿྠ㡯➨㸰ྕࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀᢞಙἲつᐃࡉࢀࡿ┈ࢆ㉸࠼࡚㔠㖹ࡢศ㓄ࢆ⾜࠺
ࡓࡵࡢせ௳ࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀ㛵㐃ࡍࡿྠ㡯➨㸲ྕࡢᩥゝࡢኚ᭦
ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
մ ➨᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㛵ಀ
࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࡢᖹ‽ࡢࡓࡵࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐠⏝㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆጤク
ࡍࡿ㈨⏘㐠⏝♫ᨭᡶ࠺㐠⏝ሗ㓘Ϩࡢᨭᡶᮇࢆぢ┤ࡍࡓࡵࠊヱᙜࡍ
ࡿつᐃࢆኚ᭦ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
յ ➨᮲➨㸰㡯➨㸯ྕ㛵ಀ
ᢞ㈨ἲேമࡢⓎ⾜ཬࡧ᪂ᢞ㈨ཱྀண⣙ᶒࡢ↓ൾᙜ࡚㛵ࡍࡿ㈝⏝ࢆᮏᢞ
㈨ἲேࡀ㈇ᢸࡍࡿࡇࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊヱᙜࡍࡿつᐃࢆኚ᭦ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ն ࡑࡢ
ୖグኚ᭦௨እࡢྛኚ᭦ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ᮲ᩘࡢᩚഛࡢࠊἲ௧ࡢ⾲グ
ཬࡧつ⣙ෆࡢࡢつᐃ➼ࡢᩚྜᛶ➼ࡢほⅬࡽᚲせ࡞Ꮠྃࡢಟṇࢆ⾜
࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

㸫㸫


㸰㸬ኚ᭦ࡢෆᐜ
 ⌧⾜ࡢつ⣙ࡢ୍㒊ࢆࠊḟࡢ࠾ࡾኚ᭦ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ


㸦ୗ⥺ࡣኚ᭦㒊ศࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ㸧



⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦

➨㸱❶ ᢞ㈨⥲

➨㸱❶ ᢞ㈨⥲





➨㸷᮲ 㸦ᣍ㞟㸧



➨㸷᮲ 㸦ᣍ㞟㸧

ᢞ㈨⥲ࡣࠊἲ௧ูẁࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿ

㸯㸬ᢞ㈨⥲ࡣࠊἲ௧ูẁࡢᐃࡵࡀ࠶

ሙྜࢆ㝖ࡁࠊᙺဨࡢỴ㆟ᇶ࡙ࡁࠊᇳ

ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᙺဨࡢỴ㆟ᇶ࡙

⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙྜࡣᙜヱᇳ⾜ᙺဨࡀࠊ

ࡁࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸯ྡࡢሙྜࡣᙜヱᇳ⾜

ᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨ୖࡢሙྜࡣᙺဨ࠾

ᙺဨࡀࠊᇳ⾜ᙺဨࡀ㸰ྡ௨ୖࡢሙྜࡣ

࠸࡚࠶ࡽࡌࡵᐃࡵࡓ㡰ᗎᚑ࠸ᇳ⾜ᙺ

ᙺဨ࠾࠸࡚࠶ࡽࡌࡵᐃࡵࡓ㡰ᗎ

ဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀࢆᣍ㞟ࡍࡿࠋ

ᚑ࠸ᇳ⾜ᙺဨࡢ㸯ྡࡀࡇࢀࢆᣍ㞟ࡍ
ࡿࠋ

㸦᪂タ㸧

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨⥲ࡣࠊᖹᡂᖺ
㸱᭶㸲᪥ཬࡧྠ᪥௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡉ
ࢀࠊ௨ᚋࠊ㝸ᖺẖࡢ㸱᭶㸲᪥ཬࡧྠ᪥
௨ᚋ㐜࡞ࡃᣍ㞟ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚲせ
࠶ࡿࡁࡣ㝶ᣍ㞟ࡉࢀࡿࠋ

㸦᪂タ㸧

㸱㸬ᢞ㈨⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡣࠊᢞ㈨⥲
ࡢ᪥ࡢ㸰ࣨ᭶๓ࡲ࡛ᙜヱ᪥ࢆබ࿌
ࡋࠊᙜヱ᪥ࡢ㸰㐌㛫๓ࡲ࡛ᢞ㈨
ᑐࡋ࡚ࠊ᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚ࠊཪࡣἲ௧ࡢᐃ
ࡵࡿࡇࢁᚑ࠸ࠊ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼࡾ
㏻▱ࢆⓎࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ๓
㡯➨୍ᩥࡢᐃࡵᚑࡗ࡚㛤ദࡉࢀࡓ┤
๓ࡢᢞ㈨⥲ࡢ᪥ࡽࣨ᭶ࢆ⤒㐣
ࡍࡿ๓㛤ദࡉࢀࡿᢞ㈨⥲ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᙜヱබ࿌ࢆせࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍ
ࡿࠋ




➨㸲❶ ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨ

➨㸲❶ ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨ





➨᮲ 㸦ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ཬ

➨᮲ 㸦ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ཬ

ࡧ௵ᮇ㸧
㸯㸬㸦グ㍕┬␎㸧

ࡧ௵ᮇ㸧
㸯㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



㸰㸬ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᑵ௵

㸰㸬ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᑵ௵

ᚋ㸰ᖺࡍࡿࠋణࡋࠊ⿵Ḟཪࡣቑဨࡢ

ᚋ㸰ᖺࡍࡿࠋణࡋࠊᢞ㈨⥲ࡢỴ

ࡓࡵ㑅௵ࡉࢀࡓᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺ

㆟ࡼࡗ࡚ࠊἲ௧ᐃࡵࡿ㝈ᗘ࠾࠸

ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ཪࡣᅾ௵⪅ࡢṧᏑ

࡚ࠊࡑࡢᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋཪࡣ▷⦰ࡍࡿࡇ

ᮇ㛫ྠ୍ࡍࡿࠋ

ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⿵Ḟཪࡣቑဨࡢ
ࡓࡵ㑅௵ࡉࢀࡓᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺ
ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ཪࡣᅾ௵⪅ࡢṧᏑ
ᮇ㛫ྠ୍ࡍࡿࠋ

㸱㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸱㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧




➨㸴❶ ィ┘ᰝே

➨㸴❶ ィ┘ᰝே





➨᮲ 㸦ィ┘ᰝேࡢሗ㓘ࡢᨭᡶ࠸㛵

➨᮲ 㸦ィ┘ᰝேࡢሗ㓘ࡢᨭᡶ࠸㛵

ࡍࡿᇶ‽㸧

ࡍࡿᇶ‽㸧

ィ┘ᰝேࡢሗ㓘㢠ࡣࠊ㸯Ⴀᴗᮇ㛫

ィ┘ᰝேࡢሗ㓘㢠ࡣࠊ㸯Ⴀᴗᮇ㛫

ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᙺဨ࡛Ỵᐃࡍ

ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᙺဨ࡛Ỵᐃࡍ

ࡿ㔠㢠ࡋࠊᙜヱ㔠㢠ࢆࠊᙜヱႠᴗᮇ㛫

ࡿ㔠㢠ࡋࠊᙜヱ㔠㢠ࢆࠊᙜヱႠᴗᮇ㛫

ࡢỴ⟬ᮇ㸦➨᮲ᐃ⩏ࡍࡿࠋ㸧ࡽ

ࡢỴ⟬ᮇࡽ㸱ࣨ᭶௨ෆィ┘ᰝேࡀ

㸱ࣨ᭶௨ෆィ┘ᰝேࡀᣦᐃࡍࡿཱྀᗙ

ᣦᐃࡍࡿཱྀᗙ㎸ࡴ᪉ἲࡼࡾᨭᡶ

㎸ࡴ᪉ἲࡼࡾᨭᡶ࠺ࠋ

࠺ࠋ




➨㸵❶ ㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ཬࡧ᪉㔪

➨㸵❶ ㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ཬࡧ᪉㔪





➨᮲ 㸦ᢞ㈨ែᗘ㸧

➨᮲ 㸦ᢞ㈨ែᗘ㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘ࢆࡋ࡚ື⏘

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘ࢆࡋ࡚ື⏘

➼㈨⏘㸦ᢞಙἲ⾜つ๎➨᮲➨㸯

➼㈨⏘㸦ᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍ

ྕ࣊ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠ

ࡿἲᚊ⾜つ๎㸦௨ୗࠕᢞಙἲ⾜つ

ࡌࠋ㸧ᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇ

๎ࠖ࠸࠺ࠋ㸧➨᮲➨㸯ྕ࣊ᐃ

ࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ࡵࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧ᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ
࡚㐠⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡋ࡚࢜ࣇࢫࣅࣝ
ࡢ⏝౪ࡉࢀࡿື⏘ࡀᮏయཪࡣ
ࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㈨⏘ࢆࡓࡿᢞ㈨ᑐ㇟
ࡍࡿࡀࠊࡑࡢࡢ⏝౪ࡉࢀࡿື
⏘㸦ၟᴗタ㸦ື⏘ࢆᵓᡂࡍࡿᘓ≀
ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕᗑ⯒⏝㏵ࡢᗋ
㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື⏘ཪࡣࡇࢀࡽࢆ
ࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠ
ࡌࠋ㸧ཬࡧ⏘ᴗ⏝ື⏘㸦≀ὶタ
㸦ື⏘ࢆᵓᡂࡍࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ
㠃✚ࡢ࠺ࡕ㍺࣭㓄㏦ࠊಖ⟶ࠊഛࠊⲴ
ᙺࠊᲕໟࠊศࡅࠊὶ㏻ຍᕤཬࡧሗ
ᥦ౪ࡢྛᶵ⬟ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᴗ㛫≀
ὶᴗົཬࡧ㈍≀ὶᴗົ౪ࡍࡿㅖ
タࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື⏘ཪࡣࡇ
ࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࠊ
ᕤሙ࣭◊✲㛤Ⓨタ㸦ື⏘ࢆᵓᡂࡍ
ࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕ◊✲㛤
Ⓨࠊཎᮦᩱㄪ㐩࣭ഛࠊಖ⟶ࠊ〇㐀࣭
⏕ᡂࠊ⤌❧࣭ຍᕤࠊࣜࢧࢡࣝ➼ࢆ⾜
࠺ࡓࡵࡢㅖタࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿ
ື⏘ཪࡣࡇࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘
ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࠊࣥࣇࣛタ㸦ື⏘ࢆ
ᵓᡂࡍࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕ
㏻ࠊ㏻ಙࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊỈ㐨ࠊබඹ
タ➼⏘ᴗάືࡢᇶ┙ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀ
ࡿタࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື⏘ཪ
ࡣࡇࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸
࠺ࠋ㸧ཬࡧࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮㸦ື⏘ࢆ
ᵓᡂࡍࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕ
ࢧ࣮ࣂࠊࢹ࣮ࢱ㏻ಙᶵჾ➼ࢆタ⨨ࠊ㐠
⏝ࡍࡿタࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື
⏘ཪࡣࡇࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸
࠺ࠋ㸧ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆ㝖
ࡃࠋ㸧ࡀᮏయཪࡣࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㈨⏘ᑐࡋ࡚ࡶᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍ
ࡿࠋణࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᖹᡂᖺ㸴
᭶᪥Ⅼ࡛ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿၟᴗタ
ࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁᢞ㈨ᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ



㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡋ࡚࢜ࣇࢫࣅࣝ
ࡢ⏝౪ࡉࢀࡿື⏘ࡀᮏయཪࡣ
ࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㈨⏘ࢆࡓࡿᢞ㈨ᑐ㇟
ࡍࡿࡀࠊࡑࡢࡢ⏝౪ࡉࢀࡿື
⏘㸦ၟᴗタ㸦ື⏘ࢆᵓᡂࡍࡿᘓ≀
ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕᗑ⯒⏝㏵ࡢᗋ
㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື⏘ཪࡣࡇࢀࡽࢆ
ࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠ
ࡌࠋ㸧ཬࡧ⏘ᴗ⏝ື⏘㸦≀ὶタ
㸦ື⏘ࢆᵓᡂࡍࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ
㠃✚ࡢ࠺ࡕ㍺࣭㓄㏦ࠊಖ⟶ࠊഛࠊⲴ
ᙺࠊᲕໟࠊศࡅࠊὶ㏻ຍᕤཬࡧሗ
ᥦ౪ࡢྛᶵ⬟ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᴗ㛫≀
ὶᴗົཬࡧ㈍≀ὶᴗົ౪ࡍࡿㅖ
タࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື⏘ཪࡣࡇ
ࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࠊ
ᕤሙ࣭◊✲㛤Ⓨタ㸦ື⏘ࢆᵓᡂࡍ
ࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕ◊✲㛤
Ⓨࠊཎᮦᩱㄪ㐩࣭ഛࠊಖ⟶ࠊ〇㐀࣭
⏕ᡂࠊ⤌❧࣭ຍᕤࠊࣜࢧࢡࣝ➼ࢆ⾜
࠺ࡓࡵࡢㅖタࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿ
ື⏘ཪࡣࡇࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘
ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࠊࣥࣇࣛタ㸦ື⏘ࢆ
ᵓᡂࡍࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕ
㏻ࠊ㏻ಙࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊỈ㐨ࠊබඹ
タ➼⏘ᴗάືࡢᇶ┙ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀ
ࡿタࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື⏘ཪ
ࡣࡇࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸
࠺ࠋ㸧ཬࡧࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮㸦ື⏘ࢆ
ᵓᡂࡍࡿᘓ≀ࡢྛ⏝㏵ࡢᗋ㠃✚ࡢ࠺ࡕ
ࢧ࣮ࣂࠊࢹ࣮ࢱ㏻ಙᶵჾ➼ࢆタ⨨ࠊ㐠
⏝ࡍࡿタࡢᗋ㠃✚ࡀ࡛᭱࠶ࡿື
⏘ཪࡣࡇࢀࡽࢆࡅࡍࡿ㈨⏘ࢆ࠸
࠺ࠋ㸧ࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡀᮏయཪ
ࡣࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㈨⏘ᑐࡋ࡚ࡶ
ᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋణࡋࠊᮏᢞ㈨
ἲேࡣࠊᖹᡂᖺ㸴᭶᪥Ⅼ࡛ಖ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿၟᴗタࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁᢞ
㈨ᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦

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

㸳㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡑࡢ᭷ࡍࡿ㈨⏘ࡢ⥲㢠

㸦๐㝖㸧



ࡢ࠺ࡕ༨ࡵࡿ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ⾜つ
๎➨᮲ࡢᐃࡵࡿື⏘➼ࡢ౯㢠
ࡢྜࢆศࡢ௨ୖ࡞ࡿࡼ࠺
㈨⏘㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦᪂タ㸧

㸳㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே
㛵ࡍࡿἲᚊ⾜௧㸦௨ୗࠕᢞಙἲ
⾜௧ࠖ࠸࠺ࠋ㸧➨᮲ࡢ㸰ᐃࡵ
ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊᾏእື⏘ಖ᭷ἲே
㸦ᢞಙἲ⾜つ๎➨᮲ࡢ㸰➨㸯㡯
つᐃࡍࡿἲேࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧
ࡢⓎ⾜῭ᰴᘧཪࡣฟ㈨㸦ᙜヱᾏእື
⏘ಖ᭷ἲேࡀ᭷ࡍࡿ⮬ᕫࡢᰴᘧཪࡣฟ
㈨ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢ⥲ᩘཪࡣ⥲㢠ᢞಙἲ
⾜つ๎➨᮲つᐃࡍࡿ⋡ࢆࡌ
࡚ᚓࡓᩘཪࡣ㢠ࢆ㉸࠼࡚ᙜヱⓎ⾜῭ᰴ
ᘧཪࡣฟ㈨ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ





➨᮲ 㸦㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ࡍࡿ㈨⏘ࡢ✀

➨᮲ 㸦㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ࡍࡿ㈨⏘ࡢ✀

㢮ࠊ┠ⓗཬࡧ⠊ᅖ㸧

㢮ࠊ┠ⓗཬࡧ⠊ᅖ㸧

㸯㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸯㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ➨᮲ᐃࡵࡿᇶᮏ᪉

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ➨᮲ᐃࡵࡿᇶᮏ᪉

㔪ཬࡧ➨᮲ᐃࡵࡿᢞ㈨ែᗘᚑ

㔪ཬࡧ➨᮲ᐃࡵࡿᢞ㈨ែᗘᚑ

࠸ࠊ๓㡯ᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘ࡢࠊḟ

࠸ࠊ๓㡯ᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘ࡢࠊḟ

ᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘ᢞ㈨ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ

ᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘ᢞ㈨ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ

ᶒࢆ⾲♧ࡍࡿドๆࡀⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸࡞

ᶒࢆ⾲♧ࡍࡿドๆࡀⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸࡞

࠸ሙྜࡣᙜヱドๆ⾲♧ࡉࢀࡿࡁ

࠸ሙྜࡣᙜヱドๆ⾲♧ࡉࢀࡿࡁ

ᶒࢆྵࡴࠋ

ᶒࢆྵࡴࠋ

 ḟᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘

 ḟᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘

ձ㸦グ㍕┬␎㸧

ձ㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

ղ㸦グ㍕┬␎㸧

ղ㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

ճ㸦グ㍕┬␎㸧

ճ㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



մ㔠㖹മᶒ㸦ᢞಙἲ⾜௧ᐃࡵࡿࡶ

մ㔠㖹മᶒ㸦ᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே

ࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧

㛵ࡍࡿἲᚊ⾜௧㸦௨ୗࠕᢞಙἲ
⾜௧ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ࠸
࠺ࠋ㸧
յ㸦グ㍕┬␎㸧

յ㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

ն㸦グ㍕┬␎㸧

ն㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

շ㸦グ㍕┬␎㸧

շ㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

ոᾏእື⏘ಖ᭷ἲே㸦ᢞ㈨ಙクཬࡧ

ոᾏእື⏘ಖ᭷ἲேࡢⓎ⾜῭ᰴᘧ

ᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲᚊ⾜つ๎㸦௨

㸦ᙜヱⓎ⾜῭ᰴᘧ㸦ᙜヱᾏእື⏘

ୗࠕᢞಙἲ⾜つ๎ࠖ࠸࠺ࠋ㸧➨

ಖ᭷ἲேࡀ᭷ࡍࡿ⮬ᕫࡢᰴᘧࢆ㝖

᮲ࡢ㸰➨㸯㡯つᐃࡍࡿἲேࢆ

ࡃࠋ㸧ࡢ⥲ᩘᢞಙἲ⾜つ๎➨

࠸࠺ࠋ㸧ࡢⓎ⾜῭ᰴᘧ㸦ᙜヱⓎ⾜῭

᮲つᐃࡍࡿ⋡ࢆࡌ࡚ᚓࡓᩘ

ᰴᘧ㸦ᙜヱᾏእື⏘ಖ᭷ἲேࡀ᭷

ࢆ㉸࠼࡚ྲྀᚓࡍࡿᙜヱⓎ⾜῭ᰴᘧ

ࡍࡿ⮬ᕫࡢᰴᘧࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢ⥲ᩘ

㝈ࡿࠋ㸧

ᢞಙἲ⾜つ๎➨᮲つᐃࡍࡿ
⋡ࢆࡌ࡚ᚓࡓᩘࢆ㉸࠼࡚ྲྀᚓࡍࡿ
ᙜヱⓎ⾜῭ᰴᘧ㝈ࡿࠋ㸧
 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸱㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸱㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧





➨᮲ 㸦㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲࠊᇶ‽ཬࡧᇶ‽

➨᮲ 㸦㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲࠊᇶ‽ཬࡧᇶ‽

᪥㸧

᪥㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲཬࡧᇶ‽

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘ホ౯ࡢ᪉ἲཬࡧᇶ‽

ࡣࠊࠕᢞ㈨ἲேࡢィ⟬㛵ࡍࡿつ

ࡣࠊᢞ㈨ἲேࡢィ⟬㛵ࡍࡿつ๎ࠊ୍

๎ࠖࠊ୍⯡♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠ไᐃ

⯡♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠ไᐃࡢࠕື

ࡢࠕື⏘ᢞ㈨ಙクཬࡧື⏘ᢞ㈨ἲ

⏘ᢞ㈨ಙクཬࡧື⏘ᢞ㈨ἲே㛵ࡍ

ே㛵ࡍࡿつ๎ࠖࠊྠ༠ࡀᐃࡵࡿࡑ

ࡿつ๎ࠖࠊྠ༠ࡀᐃࡵࡿࡑࡢࡢㅖ

ࡢࡢㅖつ๎ཬࡧ୍⯡බṇጇᙜㄆ

つ๎ཬࡧ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿ

ࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ᚑ

ᴗィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ᚑ࠸ࠊḟࡢ

࠸ࠊḟࡢ࠾ࡾ㐠⏝㈨⏘ࡢ✀㢮ẖᐃ

࠾ࡾ㐠⏝㈨⏘ࡢ✀㢮ẖᐃࡵࡿࠋ

ࡵࡿࠋ
 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



 ື⏘㛵ࡍࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ

 ື⏘㛵ࡍࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ

㸦➨᮲➨㸯㡯➨㸰ྕյཪࡣոᐃ

㸦➨᮲➨㸯㡯➨㸰ྕյཪࡣոᐃ

ࡵࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕᕥグヱᙜࡍࡿࡶ

ࡵࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕᕥグヱᙜࡍࡿࡶ

ࡢ㸧

ࡢ㸧

༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศࡢᵓᡂ㈨⏘ࡀ๓ྛ

ື⏘㛵ࡍࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศࡢ

ྕᥖࡆࡿ㈨⏘ࡢሙྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀ

ᵓᡂ㈨⏘ࡀ๓ྛྕᥖࡆࡿ㈨⏘ࡢሙ

ᐃࡵࡿ᪉ἲᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ

ྜࡣࠊࡑࢀࡒࢀᐃࡵࡿ᪉ἲᚑࡗ

㔠⼥㈨⏘ࡢሙྜࡣ୍⯡බṇጇᙜ

ࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㔠⼥㈨⏘ࡢሙྜࡣ୍

ㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜

⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィ

ᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊࡇࢀࡽ

ࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜ࡗ

ࡢྜィ㢠ࡽ㈇മࡢ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜ

ࡓୖ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢྜィ㢠ࡽ㈇മࡢ

ヱ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬ᐃ

㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ࡢᣢ

ࡋࡓ౯㢠ࡍࡿࠋ

ศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬ᐃࡋࡓ౯㢠ࡍࡿࠋ

 ಙク㈈⏘ࢆࡋ࡚ື⏘㛵ࡍࡿ

 ಙク㈈⏘ࢆࡋ࡚ື⏘㛵ࡍࡿ

༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ

༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ

࡚㐠⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㔠㖹ࡢ

࡚㐠⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㔠㖹ࡢ

ಙクࡢཷ┈ᶒ㸦➨᮲➨㸯㡯➨㸰ྕ

ಙクࡢཷ┈ᶒ㸦➨᮲➨㸯㡯➨㸰ྕ

նཪࡣոᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕᕥグ

նཪࡣոᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕᕥグ

ヱᙜࡍࡿࡶࡢ㸧

ヱᙜࡍࡿࡶࡢ㸧

ಙク㈈⏘࡛࠶ࡿ༏ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศ

ಙク㈈⏘࡛࠶ࡿື⏘㛵ࡍࡿ༏ྡ

ࡘ࠸࡚๓ྕᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㔠

⤌ྜฟ㈨ᣢศࡘ࠸࡚๓ྕᚑࡗࡓ

⼥㈨⏘ࡢሙྜࡣ୍⯡බṇጇᙜㄆ

ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㔠⼥㈨⏘ࡢሙྜࡣ୍⯡

ࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜

බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢ

ᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ

ᇶ‽ཬࡧ័⾜ᚑࡗࡓホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ

ྜィ㢠ࡽ㈇മࡢ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱ

ୖ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢྜィ㢠ࡽ㈇മࡢ㢠

ಙクࡢཷ┈ᶒࡢᣢศ┦ᙜ㢠ࢆ⟬ᐃࡋ

ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᙜヱಙクࡢཷ┈ᶒࡢᣢศ

ࡓ౯㢠ࡍࡿࠋ

┦ᙜ㢠ࢆ⟬ᐃࡋࡓ౯㢠ࡍࡿࠋ

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

 ࡑࡢ



 ࡑࡢ

ୖグᐃࡵࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᢞಙ

ୖグᐃࡵࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᢞಙ

ἲࠊ୍⯡♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠ࡢホ

ἲࠊ୍⯡♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠ࡢつ

౯つ๎‽ࡌ࡚ࡉࢀࡿࡁホ౯㢠

๎‽ࡌ࡚ࡉࢀࡿࡁホ౯㢠ཪࡣ

ཪࡣ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿ

୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗ

ᴗィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ࡼࡾࡉࢀ

ィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ࡼࡾࡉࢀࡿ

ࡿࡁホ౯㢠ࢆࡶࡗ࡚ホ౯ࡍࡿࠋ

ࡁホ౯㢠ࢆࡶࡗ࡚ホ౯ࡍࡿࠋ

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

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊཎ๎ࡋ࡚௨ୗࡢ᪉㔪

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊཎ๎ࡋ࡚௨ୗࡢ᪉㔪

ᇶ࡙ࡁศ㓄ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

ᇶ࡙ࡁศ㓄ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

 ᢞ㈨ศ㓄ࡍࡿ㔠㖹ࡢ⥲㢠ࡢ࠺

 ᢞ㈨ศ㓄ࡍࡿ㔠㖹ࡢ⥲㢠ࡢ࠺

ࡕࠊ┈㸦ᢞಙἲつᐃࡉࢀࡿࠊᮏ

ࡕࠊ┈㸦ᢞಙἲつᐃࡉࢀࡿࠊᮏ

ᢞ㈨ἲேࡢ㈚ᑐ↷⾲ୖࡢ⣧㈨⏘㢠

ᢞ㈨ἲேࡢ㈚ᑐ↷⾲ୖࡢ⣧㈨⏘㢠

ࡽฟ㈨⥲㢠ࠊฟ㈨వ㔠ཬࡧホ

ࡽฟ㈨⥲㢠➼ࡢྜィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚

౯࣭⟬ᕪ㢠➼ࡢྜィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚

ᚓࡓ㢠ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢ㔠㢠

ᚓࡓ㢠ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡢ㔠㢠

ࡣࠊ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿ

ࡣࠊ୍⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿ

ᴗィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ᚑࡗ࡚ィ⟬

ᴗィࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ᚑࡗ࡚ィ⟬

ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



 ┈ࡢ㔠㢠ࢆ㝈ᗘࡋ࡚㔠㖹ࡢศ㓄

 ┈ࡢ㔠㢠ࢆ㝈ᗘࡋ࡚㔠㖹ࡢศ㓄

ࢆ⾜࠺ሙྜࠊศ㓄㔠㢠ࡣ⛒⛯≉ูᥐ

ࢆ⾜࠺ሙྜࠊศ㓄㔠㢠ࡣ⛒⛯≉ูᥐ

⨨ἲ➨᮲ࡢཬࡧ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ

⨨ἲ➨᮲ࡢཬࡧ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ

⾜௧➨᮲ࡢࡢ㸱㸦௨ୗࠊ୧つ

⾜௧➨᮲ࡢࡢ㸱㸦௨ୗࠊ୧つ

ᐃࢆࠕᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯ࡢ≉つ

ᐃࢆࠕᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯ࡢ≉つ

ᐃࠖ࠸࠺ࠋ㸧つᐃࡉࢀࡿᮏᢞ㈨

ᐃࠖ࠸࠺ࠋ㸧つᐃࡉࢀࡿᮏᢞ㈨

ἲேࡢ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠㸦௨ୗࠕ㓄

ἲேࡢ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠㸦௨ୗࠕ㓄

ᙜྍ⬟┈ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢศࡢ

ᙜྍ⬟┈ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢศࡢ

㸦ణࡋࠊἲ௧ᨵṇ➼ࡼࡾ㓄ᙜྍ

㸦ణࡋࠊἲ௧ᨵṇ➼ࡼࡾ㓄ᙜྍ

⬟┈ࡢෆᐜཪࡣᙜヱẚ⋡ኚ᭦ࡀ

⬟┈ࡢෆᐜཪࡣᙜヱẚ⋡ኚ᭦ࡀ

࠶ࡗࡓሙྜࡣኚ᭦ᚋࡢෆᐜཪࡣẚ

࠶ࡗࡓሙྜࡣኚ᭦ᚋࡢෆᐜཪࡣẚ

⋡㸧┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚ศ㓄ࡍ

⋡㸧┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚ศ㓄ࡍ

ࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀỴᐃࡍ

ࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀỴᐃࡍ

ࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣ

ࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣ

㈨⏘ࡢ⥔ᣢཪࡣ౯್ྥୖᚲせㄆ

㈨⏘ࡢ⥔ᣢཪࡣ౯್ྥୖᚲせㄆ

ࡵࡽࢀࡿ㛗ᮇಟ⧋✚❧㔠ࠊᨭᡶ‽ഛ

ࡵࡽࢀࡿ㛗ᮇಟ⧋✚❧㔠ࠊᨭᡶ‽ഛ

㔠ࠊศ㓄‽ഛ✚❧㔠ཬࡧࡇࢀࡽ㢮

㔠ࠊศ㓄‽ഛ✚❧㔠୪ࡧࡇࢀࡽ

ࡍࡿ✚❧㔠➼ࢆ✚ࡳ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛

㢮ࡍࡿ✚❧㔠ཬࡧᘬᙜ㔠➼ࢆ✚ࡳ❧

ࡁࡿࠋ

࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



 ᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯ࡢ≉つᐃ࠾

 ᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯ࡢ≉つᐃ࠾

ࡅࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵᚲせ࡞ሙྜࠊ

ࡅࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵᚲせ࡞ሙྜࠊ

ཪࡣࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿㄢ⛯㈇ᢸ

ཪࡣࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿㄢ⛯㈇ᢸ

ࡢ㍍ῶࡢࡓࡵⱝࡋࡃࡣࡑࡢ⤒῭⎔

ࡢⓎ⏕ࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵⱝࡋࡃࡣࡑࡢ

ቃࠊື⏘ᕷሙࠊ㈤㈚ᕷሙ➼ࡢືྥ

⤒῭⎔ቃࠊື⏘ᕷሙࠊ㈤㈚ᕷሙ➼

ࡼࡾᙺဨ࠾࠸࡚㐺ษุ᩿ࡋ

ࡢືྥࡼࡾᙺဨ࠾࠸࡚㐺ษ

ࡓሙྜࠊᢞ㈨ᑐࡋࠊᢞಙἲᇶ

ุ᩿ࡋࡓሙྜࠊᢞ㈨ᑐࡋࠊᢞಙ

࡙ࡃᢎㄆࢆཷࡅࡓ㔠㖹ࡢศ㓄ಀࡿ

ἲᇶ࡙ࡃᢎㄆࢆཷࡅࡓ㔠㖹ࡢศ㓄

ィ⟬᭩ᇶ࡙ࡁࠊ┈ࢆ㉸࠼࡚㔠㖹

ಀࡿィ⟬᭩ᇶ࡙ࡁࠊ┈ࢆ㉸࠼

ࡢศ㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏᢞ㈨

࡚㔠㖹ࡢศ㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ἲேࡣࠊ┈ࢆ㉸࠼࡚㔠㖹ࡢศ㓄ࢆ

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ┈ࢆ㉸࠼࡚㔠㖹ࡢ

⾜࠺ሙྜࡣࠊᙜヱႠᴗᮇ㛫ಀࡿ

ศ㓄ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᙜヱႠᴗᮇ㛫

┈ࡢ㔠㢠ࠊἲ௧➼㸦୍⯡♫ᅋἲ

ಀࡿ┈ࡢ㔠㢠ࠊἲ௧➼㸦୍⯡

ேᢞ㈨ಙク༠ࡢつ๎➼ࢆྵࡴࠋ㸧

♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠ࡢつ๎➼ࢆྵ

ࡢᐃࡵࡿ㔠㢠ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲ

ࡴࠋ㸧ࡢᐃࡵࡿ㔠㢠ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏ

ேࡀỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࢆຍ⟬ࡋࡓ㔠㢠

ᢞ㈨ἲேࡀỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࢆຍ⟬ࡋࡓ

ࢆࠊศ㓄ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋࠊ

㔠㢠ࢆࠊศ㓄ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋణ

ᙜヱ㔠㢠ࡀᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯ࡢ≉

ࡋࠊᙜヱ㔠㢠ࡀᢞ㈨ἲேಀࡿㄢ⛯

つᐃ࠾ࡅࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ሙ

ࡢ≉つᐃ࠾ࡅࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞

ྜࡣࠊᙜヱせ௳ࢆ‶ࡓࡍ┠ⓗࢆ

࠸ሙྜࡣࠊᙜヱせ௳ࢆ‶ࡓࡍ┠ⓗ

ࡶࡗ࡚ᙺဨࡀỴᐃࡋࡓ㔠㢠ࢆࡶࡗ

ࢆࡶࡗ࡚ᙺဨࡀỴᐃࡋࡓ㔠㢠ࢆ

࡚㔠㖹ࡢศ㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶ

ࡶࡗ࡚㔠㖹ࡢศ㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ

ࡢࡍࡿࠋ

ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸰㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸰㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧





➨᮲ 㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝

➨᮲ 㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝

ሗ㓘ࡢᨭᡶ࠸㛵ࡍࡿᇶ‽㸧

ሗ㓘ࡢᨭᡶ࠸㛵ࡍࡿᇶ‽㸧

ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐠⏝㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆጤクࡍࡿ

ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐠⏝㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆጤクࡍࡿ

㈨⏘㐠⏝♫㸦௨ୗࠕ㈨⏘㐠⏝♫ࠖ

㈨⏘㐠⏝♫㸦௨ୗࠕ㈨⏘㐠⏝♫ࠖ

࠸࠺ࠋ㸧ᨭᡶ࠺ሗ㓘ࡢィ⟬᪉ἲཬࡧᨭ

࠸࠺ࠋ㸧ᨭᡶ࠺ሗ㓘ࡢィ⟬᪉ἲཬࡧᨭ

ᡶ࠸ࡢᮇࡣࠊḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ࡞

ᡶ࠸ࡢᮇࡣࠊḟࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ࡞

࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡋ

࠾ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡋ

࡚ࠊᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗἲᐃࡵࡿ௦⌮࣭፹

࡚ࠊᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗἲᐃࡵࡿ௦⌮࣭፹

㛵ࡍࡿሗ㓘ࡣᨭᡶࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍ

㛵ࡍࡿሗ㓘ࡣᨭᡶࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍ

ࡿࠋ

ࡿࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

 㐠⏝ሗ㓘㹇

᭦



 㐠⏝ሗ㓘㹇

ᮏᢞ㈨ἲேࡢ┤๓ࡢỴ⟬ᮇ࠾ࡅࡿ

ᮏᢞ㈨ἲேࡢ┤๓ࡢỴ⟬ᮇ࠾ࡅࡿ

㈚ᑐ↷⾲㸦ᢞಙἲ➨᮲ࡢᢎㄆ

㈚ᑐ↷⾲㸦ᢞಙἲ➨᮲ࡢᢎㄆ

ࢆཷࡅࡓࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧グ㍕ࡉࢀ

ࢆཷࡅࡓࡶࡢ㝈ࡿࠋ㸧グ㍕ࡉࢀ

ࡓ⥲㈨⏘㢠ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚

ࡓ⥲㈨⏘㢠ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚

ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵ྜ

ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵ྜ

ពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ‶

ពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ‶

ษᤞ࡚㸧ࢆࠊ㐠⏝ሗ㓘Ϩࡍࡿࠋ

ษᤞ࡚㸧ࢆࠊ㐠⏝ሗ㓘Ϩࡍࡿࠋ

㐠⏝ሗ㓘Ϩࡣࠊᢞ㈨ἲேࡢᙜヱႠᴗ

㐠⏝ሗ㓘Ϩࡣࠊࡑࡢ༙㢠ࢆᮏᢞ㈨ἲ

ᮇ㛫ಀࡿỴ⟬ᮇᚋࠊ㸱ࣨ᭶௨ෆ

ேࡢỴ⟬ᮇࡲ࡛ᨭᡶ࠸ࠊṧ㢠ࡘ

ᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

࠸࡚ࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢỴ⟬ᮇᚋ㸱ࣨ᭶
௨ෆᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㐠⏝ሗ㓘Ϫ

 㐠⏝ሗ㓘Ϫ

ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐠⏝㈨⏘ࡋ࡚᪂ࡓ

ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐠⏝㈨⏘ࡋ࡚᪂ࡓ

ື⏘➼㸦ಙクࡢཷ┈ᶒࡑࡢࡢ㈨

ື⏘➼㸦ಙクࡢཷ┈ᶒࡑࡢࡢ㈨

⏘ࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࢆྵࡴࠋ௨

⏘ࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࢆྵࡴࠋ௨

ୗྠࡌࠋ㸧ࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜࠊᙜヱ

ୗྠࡌࠋ㸧ࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜࠊᙜヱ

ື⏘➼ࡢྲྀᚓ౯㢠㸦ణࡋࠊᾘ㈝⛯ཬ

ື⏘➼ࡢྲྀᚓ౯㢠㸦ణࡋࠊᾘ㈝⛯ཬ

ࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯୪ࡧྲྀᚓక࠺㈝⏝

ࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯୪ࡧྲྀᚓక࠺㈝⏝

➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ

➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ

࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵

࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵

ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ

ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ

‶ษᤞ࡚㸧ࢆࠊ㐠⏝ሗ㓘Ϫࡍࡿࠋ

‶ษᤞ࡚㸧ࢆࠊ㐠⏝ሗ㓘Ϫࡍࡿࠋ

ణࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘㐠⏝♫

ణࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘㐠⏝♫

⥾⤖ࡋࡓ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙つᐃࡍ

⥾⤖ࡋࡓ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙つᐃࡍ

ࡿࢫ࣏ࣥࢧ࣮㛵ಀ⪅㸦௨ୗࠕࢫ࣏ࣥ

ࡿᐖ㛵ಀ⪅㸦௨ୗࠕᐖ㛵ಀ⪅ࠖ

ࢧ࣮㛵ಀ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡽྲྀᚓࡋ

࠸࠺ࠋ㸧ࡽྲྀᚓࡋࡓሙྜࡣࠊᙜ

ࡓሙྜࡣࠊᙜヱື⏘➼ࡢྲྀᚓ౯㢠

ヱື⏘➼ࡢྲྀᚓ౯㢠㸣ࢆୖ

㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே

㝈ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫

㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆ

ࡀู㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠

ࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ‶ษᤞ࡚㸧ࢆࠊ

㸦㸯ᮍ‶ษᤞ࡚㸧ࢆࠊ㐠⏝ሗ㓘Ϫ

㐠⏝ሗ㓘Ϫࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

㐠⏝ሗ㓘Ϫࡣࠊᙜヱື⏘➼ࡢྲྀᚓ

㐠⏝ሗ㓘Ϫࡣࠊᙜヱື⏘➼ࡢྲྀᚓ

ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᪥㸦ᡤ᭷ᶒ⛣㌿➼ࡢᶒ

ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᪥㸦ᡤ᭷ᶒ⛣㌿➼ࡢᶒ

⛣㌿ࡢຠᯝࡀ⏕ࡌࡓ᪥㸧ࡢᒓࡍࡿ᭶

⛣㌿ࡢຠᯝࡀ⏕ࡌࡓ᪥㸧ࡢᒓࡍࡿ᭶

ࡢ⩣᭶ᮎࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢ⩣᭶ᮎࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

 㐠⏝ሗ㓘ϫ

᭦



 㐠⏝ሗ㓘ϫ

ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐠⏝㈨⏘࡛࠶ࡿື⏘

ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐠⏝㈨⏘࡛࠶ࡿື⏘

➼ࢆㆡΏࡋࡓሙྜࠊᙜヱື⏘➼ࡢ

➼ࢆㆡΏࡋࡓሙྜࠊᙜヱື⏘➼ࡢ

ㆡΏ౯㢠㸦ణࡋࠊᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ

ㆡΏ౯㢠㸦ణࡋࠊᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ

㈝⛯୪ࡧㆡΏక࠺㈝⏝➼ࢆ㝖

㈝⛯୪ࡧㆡΏక࠺㈝⏝➼ࢆ㝖

ࡃࠋ㸧ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ

ࡃࠋ㸧ࠊ㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏᢞ

㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵ྜពࡍ

㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵ྜពࡍ

ࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ‶ษᤞ

ࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ‶ษᤞ

࡚㸧ࡍࡿࠋణࡋࠊࢫ࣏ࣥࢧ࣮㛵ಀ

࡚㸧ࡍࡿࠋణࡋࠊᐖ㛵ಀ⪅ᑐ

⪅ᑐࡋ࡚ㆡΏࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱ

ࡋ࡚ㆡΏࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱື⏘➼

ື⏘➼ࡢㆡΏ౯㢠㸣ࢆୖ㝈

ࡢㆡΏ౯㢠㸣ࢆୖ㝈ࡋ࡚ᮏ

ࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู

ᢞ㈨ἲே㈨⏘㐠⏝♫ࡀู㏵ྜព

㏵ྜពࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯

ࡍࡿᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠㸦㸯ᮍ‶ษ

ᮍ‶ษᤞ࡚㸧ࢆࠊ㐠⏝ሗ㓘ϫࡍ

ᤞ࡚㸧ࢆࠊ㐠⏝ሗ㓘ϫࡍࡿࠋ

ࡿࠋ

㐠⏝ሗ㓘ϫࡣࠊᙜヱື⏘➼ࡢㆡΏ

㐠⏝ሗ㓘ϫࡣࠊᙜヱື⏘➼ࡢㆡΏ

ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᪥㸦ᡤ᭷ᶒ⛣㌿➼ࡢᶒ

ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᪥㸦ᡤ᭷ᶒ⛣㌿➼ࡢᶒ

⛣㌿ࡢຠᯝࡀ⏕ࡌࡓ᪥㸧ࡢᒓࡍࡿ᭶

⛣㌿ࡢຠᯝࡀ⏕ࡌࡓ᪥㸧ࡢᒓࡍࡿ᭶

ࡢ⩣᭶ᮎࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢ⩣᭶ᮎࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ




➨᮲ 㸦ㅖ㈝⏝ࡢ㈇ᢸ㸧

➨᮲ 㸦ㅖ㈝⏝ࡢ㈇ᢸ㸧

㸯㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸯㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸰㸬๓㡯ຍ࠼ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ௨ୗᥖ

㸰㸬๓㡯ຍ࠼ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ௨ୗᥖ

ࡆࡿ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿࠋ
 ᢞ㈨ཱྀࡢⓎ⾜㛵ࡍࡿ㈝⏝

ࡆࡿ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿࠋ
 ᢞ㈨ཱྀཬࡧᢞ㈨ἲேമࡢⓎ⾜୪ࡧ
᪂ᢞ㈨ཱྀண⣙ᶒࡢ↓ൾᙜ࡚㛵ࡍ
ࡿ㈝⏝

 㹼  㸦グ㍕┬␎㸧

 㹼  㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧



㸫㸫


➨㸰ྕ㆟ ᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨᯇᑿ᱇ࡼࡾࠊᮏᢞ㈨⥲⤊⤖ࡢࡁࢆࡶࡗ࡚㎡௵ࡋࡓ࠸᪨ࡢ⏦
ࡋฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ᪂ࡓᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸Ꮡ
ࡌࡲࡍࠋᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊ➨㸯ྕ㆟ࡀᢎㄆྍỴࡉࢀࡿ
ࡇࢆ᮲௳ࡋ࡚ࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂᖺ㸴᭶㸰᪥ࡽࠊᢞಙἲ➨᮲➨㸰㡯ཬ
ࡧ➨㸯ྕ㆟ࡼࡿኚ᭦ᚋࡢつ⣙➨᮲➨㸰㡯ణ᭩ࡢᐃࡵᇶ࡙ࡁࠊ㑅௵ᚋ
㸰ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟
ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡁࡲ࡛ࡋࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ㸲᭶᪥㛤ദࡢᙺဨ
࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࡘࡕ

ࡸ

ࡘ

ࡦࢁ

ᅵ ᒇ  ⿱
ᖺ᭶㸲᪥

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖹᡂᖺ㸲᭶
ᖹᡂᖺ㸲᭶

ᖹᡂᖺ㸲᭶
ᖹᡂᖺ᭶


ᖹᡂᖺ㸳᭶

ᖹᡂᖺ㸲᭶
ᖹᡂᖺ㸲᭶

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᘚㆤኈⓏ㘓
ᖖᯇ࣭⡀℩࣭㛵᰿ἲᚊົᡤ㸦⌧㛗ᓥ࣭㔝࣭ᖖᯇ
ἲᚊົᡤ㸧ධᡤ
ᘚㆤኈἲே࢟ࣕࢫࢺ⣒㈡ධᡤ
ࣜࣉࣛࢫ࣮ࣜࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫㸦⌧ᰴᘧ♫
࣑࢝ࢧ࣭ࢭࢵࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ
ጤဨ㸦⌧௵㸧
㹋 㹇 㹂 ࣜ ࣮ ࢺ ࣐ ࢿ ࢪ ࣓ ࣥ ࢺ ᰴ ᘧ  ♫ 㸦 ⌧  0&8%6
0LG&LW\ᰴᘧ♫㸧ࢥࣥࣉࣛࣥࢫጤဨ㸦⌧௵㸧
ࢩࢸ࣮ࣘ࣡ἲᚊົᡤධᡤ
ᅵᒇᅜ㝿⤒῭⤒Ⴀἲᚊົᡤ㸦⌧㹋㸤㸿⥲ྜἲᚊ
ົᡤ㸧௦⾲ᘚㆤኈ㸦⌧௵㸧
࣮࢜ࢣ࣮ᰴᘧ♫┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧

࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀࡑࡢ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘㐠⏝
♫࡛࠶ࡿ0&8%60LG&LW\ᰴᘧ♫ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫጤဨࡢእ㒊ጤဨ࡛࠶
ࡾࠊᖹᡂᖺ㸳᭶᪥࡛ྠጤဨࢆ㏥௵ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ

㸫㸫


➨㸱ྕ㆟ ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼
࡚ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸Ꮡࡌࡲࡍࠋᮏ㆟࠾࠸
࡚ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫ࡣࠊ⌧⾜つ⣙➨᮲
➨㸱㡯ࡢᐃࡵࡼࡾࠊ➨㸰ྕ㆟࠾ࡅࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡍࡿࡲ࡛
࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨ
ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࠸ࡓࡋࡓࡃᏑࡌ
ࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ㸲᭶᪥㛤ദࡢᙺ
ဨ࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࢃࡓ

࡞

ࡼ

ࡓ

Ώ 㑓 ㇏ ኴ
ᖺ᭶᪥

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖺ㸲᭶

୕⳻ၟᰴᘧ♫ධ♫ Ⅽ᭰㒊

ᖹᡂ㸰ᖺ㸳᭶

ྠ♫ ⧄⥔㈨ᮦ⟶⌮㒊

ᖹᡂ㸴ᖺ᭶

ྠ♫ ㈨㔠㐠⏝㒊

ᖹᡂᖺ㸲᭶

୕⳻ၟドๆᰴᘧ♫㸦⌧୕⳻ၟࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ



࣓ࣥࢺᰴᘧ♫㸧ฟྥ

ᖹᡂᖺ㸶᭶

0LWVXELVKL &RUSRUDWLRQ )LQDQFH 3/& 㸦 ⱥ ᅜ ࣟ ࣥ ࢻ



ࣥ㸧ฟྥ

ᖹᡂᖺ᭶

୕⳻ၟドๆᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ

ᖹᡂᖺ㸳᭶

୕⳻ၟᰴᘧ♫ 㔠⼥ᴗᮏ㒊ᡓ␎⏬ᐊ

ᖹᡂᖺ㸵᭶

ྠ♫ ᪂⏘ᴗ㔠⼥ᴗࢢ࣮ࣝࣉ&(2࢜ࣇࢫ ࣜࢫࢡ



࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⥲ᣓᢸᙜ

ᖹᡂᖺ᭶

ྠ♫ ᪂⏘ᴗ㔠⼥ᴗࢢ࣮ࣝࣉ&(2࢜ࣇࢫ ᴗᢞ



㈨࣭ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࣘࢽࢵࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ

ᖹᡂᖺ㸵᭶

㤶

ᖹᡂᖺ᭶

ྠ♫ ♫㛗

ᖹᡂᖺ㸲᭶

0&8%60LG&LW\ᰴᘧ♫ ᖖົᇳ⾜ᙺဨ㸦⌧௵㸧

୕⳻ၟ♫ ᪂⏘ᴗ㔠⼥ᴗ㒊⥲⤒⌮

࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀࡑࡢ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘
㐠⏝♫࡛࠶ࡿ0&8%60LG&LW\ᰴᘧ♫ࡢᖖົᇳ⾜ᙺဨ࡛࠶ࡾࠊᖹᡂᖺ㸴᭶
㸯᪥࡛ྠ♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ᑵ௵ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋࡑࡢࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜
ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸫㸫


➨㸲ྕ㆟ ┘╩ᙺဨ㸰ྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨ႐ከᮧᬕ㞝ཬࡧఀ⸨ࡢ୧ྡࡽࠊᇳ⾜ᙺဨ௵ᮇ‶᪥ࡀ␗࡞
ࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆ⤫୍ࡍࡿࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲⤊⤖ࡢࡁࢆࡶࡗ࡚
୍᪦㎡௵ࡋࡓ࠸᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᨵࡵ࡚┘╩ᙺဨ㸰ྡࡢ㑅௵ࢆ
࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸Ꮡࡌࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊ
➨㸯ྕ㆟ࡀᢎㄆྍỴࡉࢀࡿࡇࢆ᮲௳ࡋ࡚ࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂᖺ㸴᭶㸰᪥
ࡽࠊ➨㸯ྕ㆟ࡼࡿኚ᭦ᚋࡢつ⣙➨᮲➨㸰㡯ణ᭩ࡢᐃࡵᇶ࡙ࡁࠊ㑅
௵ᚋ㸰ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟
ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡁࡲ࡛ࡋࡲࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࡁ ࡓ ࡴࡽ

㸯

ࡣࡿ

࠾

႐ከᮧ ᬕ 㞝
ᖺ㸶᭶᪥

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖺ㸷᭶

ᖺ㸱᭶
ᖹᡂ㸴ᖺ㸳᭶

ᖹᡂ㸶ᖺ᭶
ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᖹᡂᖺ㸶᭶

ᖹᡂᖺ㸰᭶


ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᖹᡂᖺ᭶

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᖹᡂᖺ㸴᭶
ᖹᡂᖺ㸴᭶
ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᖹᡂᖺ᭶

ᖹᡂᖺ㸳᭶

ᖹᡂᖺ㸴᭶

࣮ࢧ࣮ࣥࢲ࣮ࢭࣥබㄆィኈඹྠົᡤ
㸦⌧᭷㝈㈐௵࠶ࡎࡉ┘ᰝἲே㸧ධᡤ
බㄆィኈⓏ㘓
ᮅ᪥┘ᰝἲே㸦⌧᭷㝈㈐௵࠶ࡎࡉ┘ᰝἲ
ே㸧♫ဨ
ᮅ᪥࣮ࢧ࣮ࣥࢲ࣮ࢭࣥᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ
ᮅ᪥┘ᰝἲே㸦⌧᭷㝈㈐௵࠶ࡎࡉ┘ᰝἲ
ே㸧௦⾲♫ဨ
႐ከᮧබㄆィኈົᡤ 㛤タࠊᡤ㛗㸦⌧
௵㸧
ࢳ࣮ࣕࣝࢬ࢙࢘ࣥࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ
♫㸦⌧ࢭࣝ࢘ࣥࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ
♫㸧௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
࣮࣒ࣟᰴᘧ♫ ♫እ┘ᰝᙺ㸦㠀ᖖ㸧㸦⌧
௵㸧
ఫၟࢢࣞࣥࢪ࣮ࣕᰴᘧ♫㸦⌧ᰴᘧ♫
0RQRWD52㸧♫እྲྀ⥾ᙺ㸦㠀ᖖ㸧㸦⌧௵㸧
㹋㹇㹂࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே㸦⌧0&8%60LG&LW\ᢞ
㈨ἲே㸧 ┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧
࣐ࣖࣁᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ㸦㠀ᖖ㸧
࣐ࣖࣁᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ㸦㠀ᖖ㸧
ᰴᘧ♫ࢹࢪࢱ࣐ࣝࢵࢡࢫ ┘ᰝᙺ㸦㠀ᖖ
㸧
ࢫࣔᰴᘧ♫ ♫እ┘ᰝᙺ㸦㠀ᖖ㸧㸦⌧
௵㸧
ᰴᘧ♫࣮ࣜ࢞ࣝື⏘ ♫እ┘ᰝᙺ㸦㠀ᖖ
㸧㸦⌧௵㸧
බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ⬻༞୰༠ ┘㸦㠀ᖖ
㸧㸦⌧௵㸧
ᮾὒ࣑ࣝࢽ࣒࢘ᰴᘧ♫ ♫እ┘ᰝᙺ㸦㠀
ᖖ㸧㸦⌧௵㸧
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ྡ
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࠸

㸰

࠺

࠾ࡉࡴ
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ᖹᡂᖺ㸲᭶
ᖹᡂᖺ㸲᭶
ᖹᡂᖺ㸲᭶

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᘚㆤኈⓏ㘓 㛛୰ኸἲᚊົᡤධᡤ
㛛୰ኸἲᚊົᡤ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮
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࣭ୖグྛ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ᇳ⾜ᙺဨࡢ⫋ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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➨㸳ྕ㆟ ⿵Ḟ┘╩ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼
࡚ࠊ⿵Ḟ┘╩ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡓ࠸Ꮡࡌࡲࡍࠋᮏ㆟࠾࠸
࡚ࠊ⿵Ḟ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫ࡣࠊ⌧⾜つ⣙➨᮲
➨㸱㡯ࡢᐃࡵࡼࡾࠊ➨㸲ྕ㆟࠾ࡅࡿ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡍࡿࡲ࡛
࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ⿵Ḟ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨ
ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࠸ࡓࡋࡓࡃᏑࡌ
ࡲࡍࠋ
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⧊   ⡿ኴ㑻
ᖺ᭶㸳᪥
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ᖺ㸴᭶

බㄆィኈⓏ㘓

ᖺ㸲᭶

ࣉࣛࢫ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ*PE+ධ♫

ᖺ㸲᭶

㟷ᒣ┘ᰝἲேධ♫

ᖺ㸵᭶

ࣉࣛࢫ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ⛯ົົᡤ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮

ᖺ㸵᭶

ࣉࣛࢫ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺᰴᘧ♫
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ᖹᡂᖺ㸵᭶

ࣉࣛ ࢫ࢛࣮࢘ࢱ ࣮ࣁ࢘ࢫࢡ࣮ ࣃ࣮ࢫ⛯ົ ົᡤ



ࣃ࣮ࢺࢼ࣮

ᖹᡂᖺ㸲᭶

⛯⌮ኈἲே୰ኸ㟷ᒣ㸦⌧3Z&⛯⌮ኈἲே㸧௦⾲♫ဨ

ᖹᡂᖺ᭶

⛯⌮ኈἲேࣉࣛࢫ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࢡ࣮ࣃ࣮ࢫ㸦⌧



3Z&⛯⌮ኈἲே㸧㢳ၥ

ᖹᡂᖺ㸯᭶

බㄆィኈ࣭⛯⌮ኈ⧊⡿ኴ㑻ົᡤ ᡤ㛗㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊබㄆィኈ࣭⛯⌮ኈ⧊⡿ኴ㑻ົᡤࡢᡤ㛗࡛࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇࠋ
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 ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᙜ
ヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢつ⣙➨᮲➨㸯㡯ཬࡧ➨㸰㡯ᐃࡵࡿࠕࡳ࡞
ࡋ㈶ᡂࠖࡢつᐃࡣ㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊୖグࡢ➨㸯ྕ㆟ࡽ➨㸳ྕ㆟ࡲ࡛
ࡢྛ㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
௨ ୖ
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ᢞ㈨⥲ሙࡈෆᅗ


ሙ㸸ᮾி㒔༓௦⏣༊ࡢෆ┠㸵␒㸰ྕ
㹈㹎ࢱ࣮࣮࣡࣍ࣝ㸤࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ㺀࣮࣍ࣝ㸯࣭㸰㺁
㟁ヰ㸸
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