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規約変更及び役員選任に関するお知らせ

日本ビルファンド投資法人（以下「本投資法人」という。
）は、平成 27 年１月 30 日開催の本投
資法人役員会において、規約変更及び役員選任に関し、下記のとおり平成 27 年３月 12 日に開催予
定の本投資法人の第９回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、当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。

記
１．規約変更について
(1) 第１号議案 規約一部変更の件（その１）
変更の概要及び理由は以下のとおりです。
① 平成 25 年６月 19 日に公布された金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 25
年法律第 45 号、以下「金商法等の一部を改正する法律」といいます。）により、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。）が改正されたことに伴い、投資主との合意による本投
資法人の投資口の有償取得が可能となるよう、規定の新設を行うものです。
（変更案 第
５条第２項）
② 投資法人における税会不一致の問題に関して、投信法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。）等の改正がなされた場合に備えて、本投
資法人における課税負担を軽減することを目的として利益を超えた金銭の分配を行う
ことが可能となるよう、規定の新設を行うものです。（変更案 第 14 条第２項(3)）
③ 利益を超えた金銭の分配に関する除斥期間を３年とする旨の定めを新設するものです。
（変更案 第 14 条第４項）
④ 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。）の改正に伴い、資産を主と
して不動産等資産（投信法施行規則第 105 条第１号ヘに定めるもののうち、不動産、
不動産の賃借権、地上権又はこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。）

に対する投資として運用することを目的とする旨の規定を設けるための変更、また、
これに関連して、必要な規定の加除、表現の変更、各条項号の番号の変更等を行うも
のです。（変更案 資産運用の対象及び方針 Ⅰ、Ⅱ(1)ａ、Ⅱ(1)ｂ及びⅡ(2)）
⑤ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令第 480 号、その後の改正を
含みます。以下「投信法施行令」といいます。）の改正により、特定資産（投信法施
行令第３条に定めるものをいいます。）に該当する資産が追加されたことに伴い、必
要となる規定の整備を行うものです。（変更案 資産運用の対象及び方針 Ⅱ(1)ｂ⑪及
びⅡ(1)ｃ⑤）
⑥ その他、必要な表現の変更、統一及び明確化を行うとともに、法令等の表記との整合
性の観点から、必要な字句の修正を加えるものです。（変更案 第 36 条第２項(1)及び
資産運用の対象及び方針 Ⅱ(2)③）
(2) 第２号議案 規約一部変更の件（その２）
変更の概要及び理由は以下のとおりです。
本投資法人が他の投資法人との合併により、合併の相手方となる投資法人から資産を
承継する場合に備えて、運用報酬３における不動産等の取得に関して、合併に伴う承継
が含まれることを明確化するため、文言の追加を行うものです。（変更案 第 16 条(3)）
（規約変更の詳細については、別紙添付の「第９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
執行役員西川勉、監督役員平井良之、津川哲郎及び深谷豊は、平成 27 年３月 16 日をもっ
て任期満了となりますので、平成 27 年３月 12 日に開催される本投資法人の投資主総会にお
きまして、執行役員１名及び監督役員３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２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
影山 美樹（新任）
（2）補欠執行役員候補者
田中 健一（重任）
松藤 浩二（新任）
（3）監督役員候補者
津川 哲郎（重任）
深谷 豊 （重任）
後藤 計 （新任）
（役員選任の詳細については、別紙添付の「第９回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ
さい。
）

３．日程
平成 27 年１月 30 日 投資主総会提出議案承認役員会
平成 27 年２月 19 日 投資主総会招集通知の発送（予定）
平成 27 年３月 12 日 投資主総会開催（予定）

以

＊ 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：http://www.nbf-m.com/nbf/

【別紙添付】第９回投資主総会招集ご通知
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⏘ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࡇక࠸ࠊᚲせ࡞ࡿつᐃࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ㸦ኚ
᭦㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ཬࡧ᪉㔪ϩ  㹠ջཬࡧϩ  㹡յ㸧
 ࡑࡢࠊᚲせ࡞⾲⌧ࡢኚ᭦ࠊ⤫୍ཬࡧ᫂☜ࢆ⾜࠺ࡶࠊἲ௧➼ࡢ⾲
グࡢᩚྜᛶࡢほⅬࡽࠊᚲせ࡞Ꮠྃࡢಟṇࢆຍ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ㸦ኚ᭦
➨᮲➨㸰㡯  ཬࡧ㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ཬࡧ᪉㔪ϩ  ճ㸧
㸫㸫


㸰㸬ኚ᭦ࡢෆᐜ
 ኚ᭦ࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ



㸦ୗ⥺ࡣኚ᭦㒊ศ㸧
⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



➨㸳᮲㸦ᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿᢞ㈨ཱྀࡢᡶᡠ

➨㸳᮲㸦ᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿᢞ㈨ཱྀࡢᡶᡠ

ࡋ㸧

ࡋཬࡧྜពࡼࡿ⮬ᕫࡢᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᚓ㸧
ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿ

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿ

ᢞ㈨ཱྀࡢᡶᡠࡋࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍ

ᢞ㈨ཱྀࡢᡶᡠࡋࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡶࡢࡍ

ࡿࠋ

ࡿࠋ
㸦᪂タ㸧

㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞ㈨ࡢྜពࡼ
ࡾᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆ᭷ൾ࡛ྲྀᚓ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨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┬␎㸧

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

 㹼   㸦┬␎㸧

 㹼  㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸰㸬┈ࢆ㉸࠼ࡓ㔠㖹ࡢศ㓄

㸰㸬┈ࢆ㉸࠼ࡓ㔠㖹ࡢศ㓄

㸦┬␎㸧

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

 㹼   㸦┬␎㸧

 㹼  㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸦᪂タ㸧

 ᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿㄢ⛯㈇ᢸࡢ㍍
ῶࢆ┠ⓗࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡀ㐺ษ
ุ᩿ࡍࡿሙྜࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀỴ
ᐃࡋࡓ㔠㢠

㸱㸬ศ㓄㔠ࡢศ㓄᪉ἲ

㸱㸬ศ㓄㔠ࡢศ㓄᪉ἲ

㸦┬␎㸧

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸲㸬ศ㓄㔠ࡢ㝖᩺ᮇ㛫➼

㸲㸬ศ㓄㔠ࡢ㝖᩺ᮇ㛫➼

➨㸯㡯つᐃࡍࡿศ㓄㔠ࡣࡑࡢᨭᡶ

➨㸯㡯ཬࡧ➨㸰㡯つᐃࡍࡿศ㓄㔠

㛤ጞࡢ᪥ࡽ‶㸱ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓࡁ

ࡣࡑࡢᨭᡶ㛤ጞࡢ᪥ࡽ‶㸱ᖺࢆ⤒

ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࡑࡢᨭᡶࡢ⩏ົࢆ

㐣ࡋࡓࡁࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࡑࡢᨭ

චࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮍᡶศ㓄

ᡶࡢ⩏ົࢆචࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ࡞

㔠ࡣᜥࢆࡉ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

࠾ࠊᮍᡶศ㓄㔠ࡣᜥࢆࡉ࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࠋ

➨᮲㸦ㅖ㈝⏝ࡢ㈇ᢸ㸧

➨᮲㸦ㅖ㈝⏝ࡢ㈇ᢸ㸧

㸯㸬    㸦┬␎㸧

㸯㸬   㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸰㸬๓㡯ຍ࠼ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ௨ୗ

㸰㸬๓㡯ຍ࠼ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ௨ୗ

ᥖࡆࡿ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿࠋ

ᥖࡆࡿ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿࠋ

 ᢞ㈨ཱྀࡢⓎ⾜㛵ࡍࡿ㈝⏝

 ᢞ㈨ཱྀ➼ࡢⓎ⾜㛵ࡍࡿ㈝⏝

 㹼   㸦┬␎㸧

 㹼 

㸫㸫


⌧⾜࠾ࡾ㸧

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ཬࡧ᪉㔪

㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ཬࡧ᪉㔪

㸦┬␎㸧

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

Ϩ㸬㈨⏘㐠⏝ࡢᇶᮏ᪉㔪

Ϩ㸬㈨⏘㐠⏝ࡢᇶᮏ᪉㔪

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡋ࡚ᮾி㒔ᚰ㒊ࠊᮾ

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘ࢆࡋ࡚ື⏘➼

ி࿘㎶㒔ᕷ㒊ཬࡧᆅ᪉㒔ᕷ㒊❧ᆅࡍࡿ

㈨⏘㸦ᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲ

ࡓࡿ⏝㏵ࡀ࢜ࣇࢫ࡛࠶ࡿᘓ≀ཬࡧࡑ

ᚊ  ⾜ つ ๎ 㸦 ᖹ ᡂ  ᖺ ⥲ ⌮ ᗓ ௧ ➨ 

ࡢᩜᆅࡽᵓᡂࡉࢀࡿື⏘୪ࡧ

ྕࠊࡑࡢᚋࡢᨵṇࢆྵࡴࠋ㸧➨᮲➨

ࡿື⏘ࢆࡅࡍࡿ᭷౯ドๆཬࡧಙ

㸯ྕ࣊ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊື⏘ࠊ

クࡢཷ┈ᶒࡑࡢࡢ㈨⏘ᢞ㈨ࢆࡍࡿࡇ

ື⏘ࡢ㈤ᶒࠊᆅୖᶒཪࡣࡇࢀࡽࡢ㈨⏘

ࡼࡗ࡚ࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ほⅬࡽࠊᮏᢞ

ࡢࡳࢆಙクࡍࡿಙクࡢཷ┈ᶒࢆ࠸࠺ࠋ㸧

㈨ἲேᒓࡍࡿ㈨⏘㸦௨ୗࠕ㐠⏝㈨⏘ࠖ

ᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ

࠸࠺ࠋ㸧ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ㛗Ᏻᐃࡋࡓ┈

ࡋࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ほⅬࡽࠊᮏᢞ㈨ἲே

ࡢ☜ಖࢆࡵࡊࡋ࡚㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ᒓࡍࡿ㈨⏘㸦௨ୗࠕ㐠⏝㈨⏘ࠖ࠸
࠺ࠋ㸧ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ㛗Ᏻᐃࡋࡓ┈ࡢ☜
ಖࢆࡵࡊࡋ࡚㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ϩ㸬㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ࡍࡿ㈨⏘ࡢ✀㢮ࠊ┠

ϩ㸬㈨⏘㐠⏝ࡢᑐ㇟ࡍࡿ㈨⏘ࡢ✀㢮ࠊ┠

ⓗཬࡧ⠊ᅖ➼

ⓗཬࡧ⠊ᅖ➼

 ᢞ㈨ᑐ㇟

 ᢞ㈨ᑐ㇟

㹟㸬ࡓࡿᢞ㈨ᑐ㇟ࡍࡿ≉ᐃ㈨⏘

㹟㸬ᢞ㈨ᑐ㇟ࡍࡿ≉ᐃ㈨⏘

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ

㛗Ᏻᐃࡋࡓ┈ࡢ☜ಖࢆ┠ⓗࡋ

㛗Ᏻᐃࡋࡓ┈ࡢ☜ಖࢆ┠ⓗࡋ

࡚ࠊࡋ࡚௨ୗᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘

࡚ࠊ௨ୗᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘ᢞ㈨ࡍ

ᢞ㈨ࡍࡿࠋ

ࡿࠋ

ձ㹼չ㸦┬␎㸧
㹠㸬ࡑࡢࡢ≉ᐃ㈨⏘

ձ㹼չ㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧
㹠㸬ୖグ㹟㸬௨እࡢ≉ᐃ㈨⏘

㸦┬␎㸧

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

ձ㹼պ㸦┬␎㸧

ձ㹼պ㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸦᪂タ㸧

ջ ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛ
㸦ᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵
ࡍࡿἲᚊ⾜௧㸦ᖹᡂᖺᨻ
௧➨ྕࠊࡑࡢᚋࡢᨵṇࢆ
ྵࡴࠋ㸧➨㸱᮲➨ྕᐃࡵ
ࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧

㹡㸬≉ᐃ㈨⏘௨እࡢ㈨⏘

㹡㸬≉ᐃ㈨⏘௨እࡢ㈨⏘

㸦┬␎㸧

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

ձ㹼մ㸦┬␎㸧

ձ㹼մ㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

յ ື⏘

᭦



յ ື⏘㸦㹠㸬ջྕヱᙜࡍࡿࡶ
ࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧

ն㹼շ㸦┬␎㸧

ն㹼շ㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

 ᢞ㈨ែᗘ

 ᢞ㈨ែᗘ
㸦᪂タ㸧

ձ ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡋ࡚ᮾி㒔
ᚰ㒊ࠊᮾி࿘㎶㒔ᕷ㒊ཬࡧᆅ᪉
㒔ᕷ㒊❧ᆅࡍࡿࡓࡿ⏝㏵ࡀ
࢜ࣇࢫ࡛࠶ࡿᘓ≀ཬࡧࡑࡢᩜ
ᆅࡽᵓᡂࡉࢀࡿື⏘୪ࡧ
ࡿື⏘ࢆࡅࡍࡿ᭷
౯ドๆཬࡧಙクࡢཷ┈ᶒࡑࡢ
ࡢ㈨⏘ᢞ㈨ࡍࡿࠋ

ձ ಶࠎࡢື⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀ

ղ ಶࠎࡢື⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀ

ᚓࡍࡿ᭷౯ドๆཬࡧಙクࡢཷ┈

ᚓࡍࡿ᭷౯ドๆཬࡧಙクࡢཷ┈

ᶒࡑࡢࡢ㈨⏘ࡢࡅ࡞ࡿ

ᶒࡑࡢࡢ㈨⏘ࡢࡅ࡞ࡿ

ື⏘ࢆྵࡴࠋ௨ୗᮏ㡯࠾࠸

ື⏘ࢆྵࡴࠋ௨ୗᮏ㡯࠾࠸

࡚ࠕື⏘➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᢞ

࡚ࠕື⏘➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᢞ

㈨ࡍࡿ㝿ࡣࠊᙜヱື⏘ࡢྲྀ

㈨ࡍࡿ㝿ࡣࠊᙜヱື⏘ࡢྲྀ

ᚓ౯᱁┈ணࡽᐃࡉࢀ

ᚓ౯᱁┈ணࡽᐃࡉࢀ

ࡿᢞ㈨ᅇࡾࠊཬࡧ❧ᆅ࢚ࣜ

ࡿᢞ㈨ᅇࡾࠊཬࡧ❧ᆅ࢚ࣜ

ࡢᑗ᮶ᛶཬࡧᏳᐃᛶࠊື⏘ࡢ

ࡢᑗ᮶ᛶཬࡧᏳᐃᛶࠊື⏘ࡢ

ຎཪࡣ㝞⭉ࣜࢫࢡᑐࡍࡿ

ຎཪࡣ㝞⭉ࣜࢫࢡᑐࡍࡿ

ᑐᛂ≧ἣࠊ୪ࡧಖ㝤ಖ≧ἣ

ᑐᛂ≧ἣࠊ୪ࡧಖ㝤ಖ≧ἣ

➼ࢆ⥲ྜⓗุ᩿ࡋ࡚㑅ูࡍࡿ

➼ࢆ⥲ྜⓗุ᩿ࡋ࡚㑅ูࡍࡿ

ࡶࡢࡍࡿࠋ㑅ู㝿ࡋ࡚ࡣࠊ

ࡶࡢࡍࡿࠋ㑅ู㝿ࡋ࡚ࡣࠊ

ᘓ≀つᶍࠊᘓ⠏ཬࡧタഛࢫ࣌ࢵ

ᘓ≀つᶍࠊᘓ⠏ཬࡧタഛࢫ࣌ࢵ

ࢡࠊ⪏㟈ᛶ⬟ࠊᶒ㛵ಀࡢᑐ

ࢡࠊ⪏㟈ᛶ⬟ࠊᶒ㛵ಀࡢᑐ

ᛂࠊධᒃࢸࢼࣥࢺᒓᛶࠊᘓ≀⟶

ᛂࠊධᒃࢸࢼࣥࢺᒓᛶࠊᘓ≀⟶

⌮㛵ಀཬࡧ⎔ቃ࣭ᆅ㉁➼ࢆ⪃៖

⌮㛵ಀཬࡧ⎔ቃ࣭ᆅ㉁➼ࢆ⪃៖

ࡢୖ⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿࠋ

ࡢୖ⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿࠋ

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



ղ ື⏘➼ࡢ㑅ูࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ

ճ ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᵓ⠏ࡘ࠸࡚

㟈ࣜࢫࢡࠊ✵ᐊࣜࢫࢡ➼ࡢ

ࡣࠊᆅ㟈ࣜࢫࢡࠊ✵ᐊࣜࢫࢡ➼

࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࣜࢫࢡࢆ㍍ῶ

ࡢ࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࣜࢫࢡࢆ㍍

ࡉࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊヱᙜ

ῶࡉࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊヱ

ᆅᇦࢆᮾி㒔ᚰ㒊ࠊᮾி࿘㎶㒔

ᙜᆅᇦࢆᮾி㒔ᚰ㒊ࠊᮾி࿘㎶

ᕷ㒊ཬࡧᆅ᪉㒔ᕷ㒊ࡢ㸱ᆅᇦ

㒔ᕷ㒊ཬࡧᆅ᪉㒔ᕷ㒊ࡢ㸱ᆅᇦ

ศ㢮ࡋࠊື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤

ศ㢮ࡋࠊື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤

ᶒࠊᆅୖᶒ୪ࡧಙクࡢཷ┈ᶒ

ᶒࠊᆅୖᶒ୪ࡧಙクࡢཷ┈

ࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࠊື⏘

ᶒࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࠊື

ࡢ㈤ᶒࠊᆅୖᶒࡢ౯㢠ࡢྜィ

⏘ࡢ㈤ᶒࠊᆅୖᶒࡢ౯㢠ࡢྜ

㢠ࡢ㸣௨ୖࢆ┠㏵ࡋ࡚ᮾி

ィ㢠ࡢ㸣௨ୖࢆ┠㏵ࡋ࡚ᮾ

㒔ᚰ㒊ཬࡧᮾி࿘㎶㒔ᕷ㒊

ி㒔ᚰ㒊ཬࡧᮾி࿘㎶㒔ᕷ㒊

ࡽࠊ㸣௨ୗࢆ┠㏵ࡋ࡚ᆅ᪉

ࡽࠊ㸣௨ୗࢆ┠㏵ࡋ࡚ᆅ᪉

㒔ᕷ㒊ࡽࠊࡑࢀࡒࢀ㑅ูࡋ࡚

㒔ᕷ㒊ࡽࠊࡑࢀࡒࢀ㑅ูࡋ࡚

ᆅᇦศᩓࢆᅗࡿࠋ

ᆅᇦศᩓࢆᅗࡿࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



ճ ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊᘬ

մ ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠊᘬ

ΏⅬ࠾࠸࡚✌ാ㈨⏘࡛࠶ࡿ

ΏⅬ࠾࠸࡚✌ാ㈨⏘࡛࠶ࡿ

ື⏘➼ࢆྲྀᚓࡍࡿࠋᘬΏⅬ

ື⏘➼ࢆྲྀᚓࡍࡿࠋᘬΏⅬ

࠾࠸࡚ᮍ✌ാ㈨⏘࡛࠶ࡿື

࠾࠸࡚ᮍ✌ാ㈨⏘࡛࠶ࡿື

⏘➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢞ㈨㢠ࠊ✌ാ

⏘➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢞ㈨㢠ࠊ✌ാ

ணᐃᮇࠊ┈ண➼ࢆ⥲ྜⓗ

ணᐃᮇࠊ┈ண➼ࢆ⥲ྜⓗ

ุ᩿ࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㐠⏝㈨

ุ᩿ࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㐠⏝㈨

⏘ࡢ㐠⏝࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡢ

⏘ࡢ㐠⏝࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡢ

ୖࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࡇࢀࢆྲྀᚓࡍ

ୖࠊᮏᢞ㈨ἲேࡣࡇࢀࢆྲྀᚓࡍ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋࠊᙜヱᮍ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋࠊᙜヱᮍ

✌ാ㈨⏘ࡢᘬΏ┤ᚋ࠾࠸࡚ᘬ

✌ാ㈨⏘ࡢᘬΏ┤ᚋ࠾࠸࡚ᘬ

Ώ῭ࡢᮍ✌ാ㈨⏘㸦✌ാ㈨⏘

Ώ῭ࡢᮍ✌ാ㈨⏘㸦✌ാ㈨⏘

࡞ࡗࡓᮍ✌ാ㈨⏘ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢ

࡞ࡗࡓᮍ✌ാ㈨⏘ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢ

ዎ⣙ୖࡢྲྀᚓ౯᱁ࡢྜィࡀࠊ┤

ዎ⣙ୖࡢྲྀᚓ౯᱁ࡢྜィࡀࠊ┤

㏆ࡢỴ⟬᪥࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲே

㏆ࡢỴ⟬᪥࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲே

ࡢ㈚ᑐ↷⾲ୖࡢ㈨⏘⥲㢠ࡢ

ࡢ㈚ᑐ↷⾲ୖࡢ㈨⏘⥲㢠ࡢ

㸣ࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖ㝈ࡿࠋ࡞

㸣ࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖ㝈ࡿࠋ࡞

࠾ࠊ✌ാ㈨⏘ࡣࠊᘓ≀ࡀ❹ᕤ

࠾ࠊ✌ാ㈨⏘ࡣࠊᘓ≀ࡀ❹ᕤ

ࡋ࡚࠾ࡾ㈤㈚୰ཪࡣ㈤㈚ྍ⬟࡛

ࡋ࡚࠾ࡾ㈤㈚୰ཪࡣ㈤㈚ྍ⬟࡛

࠶ࡿື⏘➼ࢆ࠸࠸ࠊᮏᢞ㈨ἲ

࠶ࡿື⏘➼ࢆ࠸࠸ࠊᮏᢞ㈨ἲ

ேࡀಖ᭷ࡍࡿື⏘➼ࡢ࠺ࡕ࠶

ேࡀಖ᭷ࡍࡿື⏘➼ࡢ࠺ࡕ࠶

ࡿⅬ࠾࠸࡚✌ാ㈨⏘࡞ࡗ

ࡿⅬ࠾࠸࡚✌ാ㈨⏘࡞ࡗ

ࡓື⏘➼ࡣᘬࡁ⥆ࡁ✌ാ㈨⏘

ࡓື⏘➼ࡣᘬࡁ⥆ࡁ✌ാ㈨⏘

ࡳ࡞ࡍ㸦ᘓ≀ࡢᘓ᭰࠼ཪࡣ

ࡳ࡞ࡍ㸦ᘓ≀ࡢᘓ᭰࠼ཪࡣ

つᶍಟ⧋➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࢆྵ

つᶍಟ⧋➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࢆྵ

ࡴࠋ㸧ࠋࡲࡓࠊᮍ✌ാ㈨⏘

ࡴࠋ㸧ࠋࡲࡓࠊᮍ✌ാ㈨⏘

ࡣࠊ✌ാ㈨⏘௨እࡢື⏘➼ࢆ

ࡣࠊ✌ാ㈨⏘௨እࡢື⏘➼ࢆ

࠸࠺ࠋ

࠸࠺ࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



մ ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀᚓࡍࡿ㈨⏘ࡢ⤌

յ ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀᚓࡍࡿ㈨⏘ࡢ⤌

ධࢀẚ⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃື

ධࢀẚ⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃື

⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀᚓࡍࡿ≉ᐃ

⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀᚓࡍࡿ≉ᐃ

㈨⏘ࡢ࠺ࡕື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤

㈨⏘ࡢ࠺ࡕື⏘ࠊື⏘ࡢ㈤

ᶒⱝࡋࡃࡣᆅୖᶒཪࡣື⏘

ᶒⱝࡋࡃࡣᆅୖᶒཪࡣື⏘

ࡢᡤ᭷ᶒࠊᅵᆅࡢ㈤ᶒⱝࡋࡃ

ࡢᡤ᭷ᶒࠊᅵᆅࡢ㈤ᶒⱝࡋࡃ

ࡣᆅୖᶒࢆಙクࡍࡿಙクࡢཷ┈

ࡣᆅୖᶒࢆಙクࡍࡿಙクࡢཷ┈

ᶒࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ౯㢠ࡢྜィ㢠ࡢ

ᶒࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ౯㢠ࡢྜィ㢠ࡢ

ᮏᢞ㈨ἲேࡢ᭷ࡍࡿ≉ᐃ㈨⏘ࡢ

ᮏᢞ㈨ἲேࡢ᭷ࡍࡿ≉ᐃ㈨⏘ࡢ

౯㢠ࡢྜィ㢠༨ࡵࡿྜ㸦௨

౯㢠ࡢྜィ㢠༨ࡵࡿྜ㸦௨

ୗࠕ≉ᐃື⏘ࡢྜࠖ࠸

ୗࠕ≉ᐃື⏘ࡢྜࠖ࠸

࠺ࠋ㸧ࢆศࡢ௨ୖࡍࡿ

࠺ࠋ㸧ࢆศࡢ௨ୖࡍࡿ

ࡇࢆ᪉㔪ࡍࡿࠋ

ࡇࢆ᪉㔪ࡍࡿࠋ

յ ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡑࡢ᭷ࡍࡿ㈨⏘

ն ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡑࡢ᭷ࡍࡿ㈨⏘

ࡢ⥲㢠ࡢ࠺ࡕ༨ࡵࡿ⛒⛯≉ู

ࡢ⥲㢠ࡢ࠺ࡕ༨ࡵࡿ⛒⛯≉ู

ᥐ⨨ἲ⾜つ๎㸦ᖺⶶ

ᥐ⨨ἲ⾜つ๎㸦ᖺⶶ

┬௧➨ྕࠊࡑࡢᚋࡢᨵṇࢆྵ

┬௧➨ྕࠊࡑࡢᚋࡢᨵṇࢆྵ

ࡴࠋ㸧➨᮲ࡢつᐃࡍࡿ

ࡴࠋ㸧➨᮲ࡢつᐃࡍࡿ

ື⏘➼ࡢ౯㢠ࡢྜࢆศࡢ

ື⏘➼ࡢ౯㢠ࡢྜࢆศࡢ

௨ୖࡍࡿࡇࢆ᪉㔪ࡍ

௨ୖࡍࡿࡇࢆ᪉㔪ࡍ

ࡿࠋ

ࡿࠋ

ն ྲྀᚓࡋࡓື⏘➼࠾࠸࡚ࡣࠊ

շ ྲྀᚓࡋࡓື⏘➼࠾࠸࡚ࡣࠊ

୰㛗ᮇどⅬࡽ⥅⥆ⓗ࡞タഛᢞ

୰㛗ᮇどⅬࡽ⥅⥆ⓗ࡞タഛᢞ

㈨ࡼࡿ㈨⏘౯್࣭➇தຊࡢ⥔

㈨ࡼࡿ㈨⏘౯್࣭➇தຊࡢ⥔

ᣢ࣭ྥୖࢆᅗࡾࠊࡘධᣑ

ᣢ࣭ྥୖࢆᅗࡾࠊࡘධᣑ

㸦㈤ᩱ➼ࡢቑຍࠊ✵ᐊ⋡ࡢప

㸦㈤ᩱ➼ࡢቑຍࠊ✵ᐊ⋡ࡢప

ῶࠊዎ⣙ᮇ㛫ࡢ㛗ᮇཬࡧᅛᐃ

ῶࠊዎ⣙ᮇ㛫ࡢ㛗ᮇཬࡧᅛᐃ

➼㸧㈝⏝㏴ῶ㸦እὀጤク

➼㸧㈝⏝㏴ῶ㸦እὀጤク

㈝ࠊỈග⇕㈝➼ࡢ๐ῶ㸧ࡼࡿ

㈝ࠊỈග⇕㈝➼ࡢ๐ῶ㸧ࡼࡿ

㐠⏝┈ࡢᏳᐃⓗ࡞ᡂ㛗ࢆ┠ᣦ

㐠⏝┈ࡢᏳᐃⓗ࡞ᡂ㛗ࢆ┠ᣦ

ࡍࠋ

ࡍࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



շ ಶࠎࡢື⏘➼ࡢ༷ࡣࠊᑗ᮶

ո ಶࠎࡢື⏘➼ࡢ༷ࡣࠊᑗ᮶

࠾ࡅࡿ┈ணࠊ㈨⏘౯್ࡢ

࠾ࡅࡿ┈ணࠊ㈨⏘౯್ࡢ

ቑῶཬࡧࡑࡢண

ቑῶཬࡧࡑࡢண

ࠊ❧ᆅ࢚ࣜ

ࠊ❧ᆅ࢚ࣜ

ࡢᑗ᮶ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࠊື⏘ࡢຎ

ࡢᑗ᮶ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࠊື⏘ࡢຎ

ཪࡣ㝞⭉ࣜࢫࢡཬࡧࡑࢀ

ཪࡣ㝞⭉ࣜࢫࢡཬࡧࡑࢀ

ᑐࡍࡿࢥࢫࢺண

ᑐࡍࡿࢥࢫࢺண

ࠊ୪ࡧ࣏࣮

ࠊ୪ࡧ࣏࣮

ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᵓᡂ➼ࢆ⪃៖ࡢ࠺

ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᵓᡂ➼ࢆ⪃៖ࡢ࠺

࠼⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ

࠼⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ

༷ⱝࡋࡃࡣಖ᭷ࡢ᳨ウࡣࠊಖ᭷

༷ⱝࡋࡃࡣಖ᭷ࡢ᳨ウࡣࠊಖ᭷

ࡍࡿ࡚ࡢື⏘➼ࡘ࠸࡚ᐃ

ࡍࡿ࡚ࡢື⏘➼ࡘ࠸࡚ᐃ

ᮇⓗᐇࡍࡿࠋ

ᮇⓗᐇࡍࡿࠋ

ո ㈨㔠ືྥࠊᕷἣືྥࠊື⏘ᕷ

չ ㈨㔠ືྥࠊᕷἣືྥࠊື⏘ᕷ

ሙືྥ➼ࡢᛴ⃭࡞ኚ➼ணᮇࡋ

ሙືྥ➼ࡢᛴ⃭࡞ኚ➼ணᮇࡋ

࠼࡞࠸⏤ࡼࡾࠊୖグࡢࡼ࠺

࠼࡞࠸⏤ࡼࡾࠊୖグࡢࡼ࠺

࡞㐠⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

࡞㐠⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

չ 㐠⏝㈨⏘ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ㛗୪ࡧຠ

պ 㐠⏝㈨⏘ࡢ╔ᐇ࡞ᡂ㛗୪ࡧຠ

⋡ⓗ࡞㐠⏝ཬࡧ㐠⏝ࡢᏳᐃᛶ

⋡ⓗ࡞㐠⏝ཬࡧ㐠⏝ࡢᏳᐃᛶ

㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㈨⏘ࡢྲྀᚓࠊಟ⧋

㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㈨⏘ࡢྲྀᚓࠊಟ⧋

➼ཪࡣศ㓄㔠ࡢᨭᡶࠊᮏᢞ㈨ἲ

➼ཪࡣศ㓄㔠ࡢᨭᡶࠊᮏᢞ㈨ἲ

ேࡢ㐠Ⴀせࡍࡿ㈨㔠ࠊⱝࡋࡃ

ேࡢ㐠Ⴀせࡍࡿ㈨㔠ࠊⱝࡋࡃ

ࡣമົࡢ㏉῭㸦ᩜ㔠࣭ಖド㔠୪

ࡣമົࡢ㏉῭㸦ᩜ㔠࣭ಖド㔠୪

ࡧධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമࡢമ

ࡧධ㔠ཬࡧᢞ㈨ἲேമࡢമ

ົࡢ㏉῭ࢆྵࡴࠋ㸧➼ࡢ㈨㔠ࡢ

ົࡢ㏉῭ࢆྵࡴࠋ㸧➼ࡢ㈨㔠ࡢ

ᡭᙜ࡚ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ㈨㔠ࢆ

ᡭᙜ࡚ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ㈨㔠ࢆ

ධࢀ㸦ࢥ࣮ࣝᕷሙࢆ㏻ࡌࡿሙྜ

ධࢀ㸦ࢥ࣮ࣝᕷሙࢆ㏻ࡌࡿሙྜ

ࢆྵࡴࠋ㸧ཪࡣᢞ㈨ἲேമࢆⓎ

ࢆྵࡴࠋ㸧ཪࡣᢞ㈨ἲேമࢆⓎ

⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



㸫㸫


᭦

➨㸰ྕ㆟ つ⣙୍㒊ኚ᭦ࡢ௳㸦ࡑࡢ㸰㸧
㸯㸬㆟ࡢせ㡿ཬࡧᥦࡢ⌮⏤
 ᮏᢞ㈨ἲேࡀࡢᢞ㈨ἲேࡢྜేࡼࡾࠊྜేࡢ┦ᡭ᪉࡞ࡿᢞ㈨ἲே
ࡽ㈨⏘ࢆᢎ⥅ࡍࡿሙྜഛ࠼࡚ࠊ㐠⏝ሗ㓘㸱࠾ࡅࡿື⏘➼ࡢྲྀᚓ㛵
ࡋ࡚ࠊྜేక࠺ᢎ⥅ࡀྵࡲࢀࡿࡇࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊᩥゝࡢ㏣ຍࢆ⾜࠺
ࡶࡢ࡛ࡍࠋ㸦ኚ᭦➨᮲  㸧
㸰㸬ኚ᭦ࡢෆᐜ
 ኚ᭦ࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ




㸦ୗ⥺ࡣኚ᭦㒊ศ㸧
⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



➨᮲㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ

➨᮲㸦㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡍࡿ㈨⏘㐠⏝ሗ

㓘ࡢィ⟬᪉ἲཬࡧᨭᡶࡢᮇ㸧

㓘ࡢィ⟬᪉ἲཬࡧᨭᡶࡢᮇ㸧

㸦┬␎㸧
 㐠⏝ሗ㓘㸯

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧
 㐠⏝ሗ㓘㸯

㸦┬␎㸧
 㐠⏝ሗ㓘㸰

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧
 㐠⏝ሗ㓘㸰

㸦┬␎㸧

㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

 㐠⏝ሗ㓘㸱

᭦



 㐠⏝ሗ㓘㸱

㐠⏝㈨⏘ࡋ࡚᪂ࡓື⏘➼ࢆྲྀᚓ

㐠⏝㈨⏘ࡋ࡚᪂ࡓື⏘➼ࢆྲྀᚓ

ࡋࡓሙྜࠊᙜヱື⏘➼ࡢྲྀᚓ౯㢠

㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀ⾜࠺ྜే࠾࠸࡚ࡣࠊ

㸦ᅵᆅ࣭ᘓ≀୍యࡢྲྀᚓ౯㢠ࢆ࠸࠸ࠊ

ྜేక࠺ᢎ⥅㸧ࡋࡓሙྜࠊᙜヱື

」ᩘࡢື⏘➼ࡀྠྲྀᚓࡉࢀࡿሙ

⏘➼ࡢྲྀᚓ౯㢠㸦ᅵᆅ࣭ᘓ≀୍యࡢྲྀ

ྜࡣࡑࡢࡑࢀࡒࢀࡢྲྀᚓ౯㢠ࡍࡿࠋ

ᚓ౯㢠ࡍࡿࠋ」ᩘࡢື⏘➼ࡀྠ

ణࡋࠊᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯୪ࡧྲྀ

ྲྀᚓࡉࢀࡿሙྜࡣࡑࢀࡒࢀࡢື⏘

ᚓక࠺㈝⏝ࡣ㝖ࡃࠋ㸧ᛂࡌ࡚ࠊཎ

➼ࡢྲྀᚓ౯㢠ࢆ࠸࠸ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ⾜

๎ࡋ࡚௨ୗࡢᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠ࡢྜ

࠺ྜే࠾࠸࡚ࡣࠊྜేࡼࡾᢎ⥅ࡍ

ィ㢠㸦㸯ᮍ‶ษᤞ㸧ࢆࠊྲྀᚓ᪥ࡢᒓ

ࡿࡑࢀࡒࢀࡢື⏘➼ࡢྜే࠾ࡅ

ࡍࡿ᭶ࡢ⩣᭶ᮎ᪥㸦ࡿᮎ᪥ࡀ㖟⾜

ࡿホ౯㢠ࢆ࠸࠺ࠋణࡋࠊᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ

ఇᴗ᪥ࡢሙྜࡣ┤๓ࡢႠᴗ᪥㸧ࡲ࡛

᪉ᾘ㈝⛯୪ࡧྲྀᚓཪࡣᢎ⥅క࠺㈝

ᨭᡶ࠺ࠋణࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡢ

⏝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ᛂࡌ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚௨

ᢎㄆࢆ⤒ࡓୖ࡛ࠊ௨ୗࡢᩱ⋡ࢆୖ㝈

ୗࡢᩱ⋡ࢆࡌࡓ㔠㢠ࡢྜィ㢠㸦㸯

ࡍࡿ⠊ᅖෆ࡛Ỵᐃࡋࡓᩱ⋡ࡍࡿࡇ

ᮍ‶ษᤞ㸧ࢆࠊྲྀᚓ᪥㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀ

ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

⾜࠺ྜే࠾࠸࡚ࡣࠊྜేࡢຠຊⓎ⏕
᪥㸧ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡢ⩣᭶ᮎ᪥㸦ࡿᮎ
᪥ࡀ㖟⾜ఇᴗ᪥ࡢሙྜࡣ┤๓ࡢႠᴗ
᪥㸧ࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࠋణࡋࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᙺဨࡢᢎㄆࢆ⤒ࡓୖ࡛ࠊ௨ୗࡢᩱ
⋡ࢆୖ㝈ࡍࡿ⠊ᅖෆ࡛Ỵᐃࡋࡓᩱ⋡
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭൨௨ୗࡢ㒊ศᑐࡋ࡚ࠊ㸣

࣭൨௨ୗࡢ㒊ศᑐࡋ࡚ࠊ㸣

࣭൨㉸൨௨ୗࡢ㒊ศᑐࡋ

࣭൨㉸൨௨ୗࡢ㒊ศᑐࡋ

࡚ࠊ㸣

࡚ࠊ㸣

࣭൨㉸൨௨ୗࡢ㒊ศᑐࡋ

࣭൨㉸൨௨ୗࡢ㒊ศᑐࡋ

࡚ࠊ㸣

࡚ࠊ㸣

࣭൨㉸ࡢ㒊ศᑐࡋ࡚ࠊ࡞ࡋ

࣭൨㉸ࡢ㒊ศᑐࡋ࡚ࠊ࡞ࡋ

㸫㸫


➨㸱ྕ㆟ ᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨすᕝຮࡣࠊᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚௵ᮇ‶࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᇳ⾜
ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ௵ᮇ
ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙ࡢᐃࡵࡼࡾࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࡼࡾ㸰ᖺࡋࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ㸯᭶᪥㛤ദࡢᙺဨ࠾
ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦 ⏕ ᖺ ᭶ ᪥ 㸧

␎

Ṕ

ᡤ᭷ࡍࡿ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ᢞ㈨ཱྀᩘ

ᖺ㸲᭶ ୕ື⏘ᰴᘧ♫ධ♫
ᖹᡂ㸴ᖺ㸲᭶ ྠ♫ᇸ⋢ᨭᗑ㛗
ᖹᡂ㸷ᖺ㸲᭶ ྠ♫ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏬ᮏ㒊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➨
⏬㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫㈨⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᮏ㒊㛤Ⓨ⏬㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫㈨⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᮏ㒊㛤Ⓨ᥎㐍㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ᇳ⾜ᙺဨࣅࣝࢹࣥࢢᮏ㒊ᮏ㒊㛗වࣅࣝ
ࢹࣥࢢᴗ㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ᇳ⾜ᙺဨࣅࣝࢹࣥࢢᮏ㒊ᮏ㒊㛗වࣅࣝ
ࡆ

ࡸࡲ

ࡼࡋ

ࡁ

ᙳ ᒣ ⨾ ᶞ
ᖺ㸴᭶᪥⏕

ࢹࣥࢢᴗ㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ᖖົᇳ⾜ᙺဨࣅࣝࢹࣥࢢᮏ㒊ᮏ㒊㛗ව

㸶ཱྀ

ࣅࣝࢹࣥࢢᴗ㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ᖖົᇳ⾜ᙺဨࣅࣝࢹࣥࢢᮏ㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸴᭶ ྠ♫ᖖົྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨࣅࣝࢹࣥࢢᮏ㒊
㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ᑓົྲྀ⥾ᙺᑓົᇳ⾜ᙺဨࣅࣝࢹࣥࢢᮏ㒊
㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ᑓົྲྀ⥾ᙺ
ᖹᡂᖺ㸴᭶ ྠ♫㢳ၥ
୕ື⏘㈍ᰴᘧ♫㸦⌧୕ື⏘ࣜࣝ
ࢸᰴᘧ♫㸧ᖖ௵┘ᰝᙺ

࣭ ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ᙳᒣ⨾ᶞࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࠋ

㸫㸫


➨㸲ྕ㆟ ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸰ྡ㑅௵ࡢ௳
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ⏣୰୍ࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚ຠຊࢆ
ኻ࠺ࡇࡽࠊᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙ
ྜഛ࠼ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㸰ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ㆟ࢆࡈᢎㄆ࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓሙྜࡢᇳ⾜ᙺဨࡢᑵ௵ࡢඃඛ㡰ࡣࠊ⏣୰୍ࢆ➨୍㡰ࠊᯇ⸨ᾈࢆ
➨㡰ࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊ
ࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙ࡢᐃࡵࡼࡾࠊ➨㸱ྕ㆟࠾ࡅࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ
ᑵ௵᪥࡛࠶ࡿᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࡼࡾ㸰ᖺࡋࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ㸯᭶᪥㛤ദࡢᙺဨ
࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦 ⏕ ᖺ ᭶ ᪥ 㸧

␎

Ṕ

ᡤ᭷ࡍࡿ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ᢞ㈨ཱྀᩘ

ᖺ㸲᭶ ୕ື⏘ᰴᘧ♫ධ♫
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ື⏘ᢞ㈨ࢧ࣮ࣅࢫᮏ㒊ᴗົ᥎㐍
ᐊ㛗
ࡓ

㸯

࡞

ࡅࢇ

࠸ࡕ

⏣ ୰  ୍
ᖺ㸳᭶㸲᪥⏕

ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ᴗົ⟶⌮㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫ࢥࣔࢹ࣮ࢩࣙࣥᴗᮏ㒊㈤㈚ఫ

㸮ཱྀ

Ꮿᴗ㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ᪥ᮏࣅࣝࣇࣥࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ
♫ฟྥ
ྠ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦⌧⫋㸧
ᖺ㸲᭶ ୕ື⏘ᰴᘧ♫ධ♫
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ୕ື⏘ࣅ࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
㛵すᨭᗑ㹎㹋ㄢ㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ྠ♫㛵すᨭᗑḟ㛗

ࡲࡘ

㸰

ࡩࡌ

ࡇ࠺

ࡌ

ᯇ ⸨ ᾈ 
ᖺ㸳᭶᪥⏕

ᖹᡂᖺ㸲᭶ ୕ື⏘ᰴᘧ♫ၟᴗタᮏ㒊࣮ࣜ
ࢪࣙࢼࣝᴗ㒊ᴗ᥎㐍ࢢ࣮ࣝࣉ㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ᰴᘧ♫㹌㹀㹄࢜ࣇࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ᴗົ᥎㐍㒊㛗
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ᪥ᮏࣅࣝࣇࣥࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ
♫ฟྥ
ྠ♫ྲྀ⥾ᙺᢞ㈨ᮏ㒊㛗㸦⌧⫋㸧

㸫㸫


㸮ཱྀ

࣭ ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅⏣୰୍ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙ཬࡧᶵ㛵ࡢ
㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ୍⯡ົጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࣅࣝࣇࣥࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺᰴᘧ♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗࡛ࡍࠋࡑࡢࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢ
ᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ᯇ⸨ᾈࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙ཬࡧᶵ㛵ࡢ
㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ୍⯡ົጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࣅࣝࣇࣥࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺᰴᘧ♫ࡢྲྀ⥾ᙺᢞ㈨ᮏ㒊㛗࡛ࡍࠋࡑࡢࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ู
ࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸫㸫


➨㸳ྕ㆟ ┘╩ᙺဨ㸱ྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨဨ㸦㸱ྡ㸧ࡣࠊᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚௵ᮇ‶࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
┘╩ᙺဨ㸱ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢ
௵ᮇࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙ࡢᐃࡵࡼࡾࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂᖺ㸱᭶᪥ࡼࡾ㸰ᖺࡋ
ࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲᚊཬࡧᮏᢞ㈨ἲேつ⣙ࡢᐃࡵࡼࡾࠊ
┘╩ᙺဨࡢဨᩘࡣࠊᇳ⾜ᙺဨࡢဨᩘ㸯ࢆຍ࠼ࡓᩘ௨ୖ࡛࠶ࡿࡇࡀᚲせࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦 ⏕ ᖺ ᭶ ᪥ 㸧

␎

Ṕ

ᡤ᭷ࡍࡿ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ᢞ㈨ཱྀᩘ

ᖺ㸲᭶ ᘚㆤኈⓏ㘓 ➨ᮾிᘚㆤኈධ
ᖺ㸲᭶ ὠᕝဴ㑻ἲᚊົᡤ㛤タ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸴᭶ ㈈ᅋἲே᪥ᘚ㐃㏻ᨾ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮
㸦⌧බ┈㈈ᅋἲே᪥ᘚ㐃㏻ᨾ┦ㄯ
ࢭࣥࢱ࣮㸧㛗㸦⌮㸧
ᖹᡂᖺ㸴᭶ ⸨ࢩ࣮ࢺࣃࣝᰴᘧ♫┘ᰝᙺ
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ㈈ᅋἲே⮬㈺㈐ಖ㝤࣭ඹ῭⣮தฎ⌮ᶵ
ࡘ

㸯

ࡀࢃ

࡚ࡘ

ࢁ࠺

ὠ ᕝ ဴ 㑻
ᖺ㸶᭶᪥⏕

ᵓ㸦⌧୍⯡㈈ᅋἲே⮬㈺㈐ಖ㝤࣭ඹ῭
⣮தฎ⌮ᶵᵓ㸧⌮
Ꮫᰯἲே⏘ᴗ⬟⋡Ꮫ┘㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸱᭶ ࢝ࣥࣟᰴᘧ♫┘ᰝᙺ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸱᭶ ᮏᢞ㈨ἲே┘╩ᙺဨ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸴᭶ බ┈㈈ᅋἲே㏻ᨾ⣮தฎ⌮ࢭࣥ
ࢱ࣮⌮㸦⌧⫋㸧
⸨ࢩ࣮ࢺࣃࣝᰴᘧ♫ྲྀ⥾ᙺ
㸦⌧⫋㸧

㸫㸫


㸮ཱྀ

ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦 ⏕ ᖺ ᭶ ᪥ 㸧

␎

Ṕ

ᡤ᭷ࡍࡿ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢ
ᢞ㈨ཱྀᩘ

ᖺ㸲᭶ ┘ᰝἲேᮅ᪥ィ♫㸦⌧᭷㝈㈐௵ ࠶
ࡎࡉ┘ᰝἲே㸧ධ♫
ᖺ㸶᭶ බㄆィኈⓏ㘓
ᖹᡂᖺ㸵᭶ ┘ᰝἲேኟ┠ົᡤධᡤ
ᖹᡂᖺ㸶᭶ ῝㇂㇏බㄆィኈົᡤ㛤タ㸦⌧⫋㸧
⛯⌮ኈἲே࢚࣒ࣝධ♫㸦⌧⫋㸧
ࡩ

㸰

ࡸ

ࡺࡓ

㇏
῝ ㇂ 
ᖺ᭶㸷᪥⏕

ᰴᘧ♫ࢣࣅࢩධ♫
ᖹᡂᖺ㸵᭶ ྠ♫ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧⫋㸧

㸮ཱྀ

ᖹᡂᖺ㸰᭶ ⛯⌮ኈⓏ㘓
ᖹᡂᖺ㸵᭶ ᪥ᮏබㄆィኈ༠ᇸ⋢┴ᖖ௵ᖿ
ᖹᡂᖺ㸴᭶ ྠ㛗㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸷᭶ ㄆᐃ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே㹌㹎㹍ィ⛯
ົᑓ㛛ᐙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⌮㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸱᭶ ᮏᢞ㈨ἲே┘╩ᙺဨ㸦⌧⫋㸧
ᖺ㸲᭶ ㈈ᅋἲே᪥ᮏື⏘◊✲ᡤ㸦⌧୍⯡㈈
ᅋἲே᪥ᮏື⏘◊✲ᡤ㸧ධᡤ
ᖺ㸱᭶ ື⏘㚷ᐃኈⓏ㘓
ᖺ㸵᭶ ᾏ㐨ᣅṪ㖟⾜ධ⾜
ᖹᡂ㸱ᖺ㸷᭶ ᭷㝈♫ᚋ⸨ື⏘㚷ᐃࢥࣥࢧࣝࢱࣥ
ࢺ㸦⌧ᰴᘧ♫༑୍㚷ᐃ㸧タ❧
ྠ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸲᭶ ♫ᅋἲேᮾி㒔ື⏘㚷ᐃኈ༠㸦⌧
බ┈♫ᅋἲேᮾி㒔ື⏘㚷ᐃኈ༠
ࡈ

㸱

࠺

ࡣࡿ

ィ
ᚋ ⸨ 
ᖺ㸶᭶㸴᪥⏕

㸧㛗
ᖹᡂᖺ㸵᭶ ♫ᅋἲே᪥ᮏື⏘㚷ᐃ༠㸦⌧බ┈
♫ᅋἲே᪥ᮏື⏘㚷ᐃኈ༠㐃ྜ
㸧ᆅ౯ㄪᰝጤဨጤဨ㛗㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸳᭶ ᮾி㒔㈈⏘౯᱁ᑂ㆟ጤဨ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸵᭶ ᅜᅵ㏻┬ᅵᆅ㚷ᐃጤဨᆅ౯බ♧ᮾ
ி㒔௦⾲ᖿ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸱᭶ ྠᑠጤဨጤဨ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸵᭶ ᮾி㒔ᅛᐃ㈨⏘ᶆ‽Ꮿᆅ㚷ᐃホ౯ဨ௦
⾲ᖿ㸦⌧⫋㸧
ᖹᡂᖺ㸱᭶ ᮾி㒔ᅵᆅホ౯༠㆟ጤဨ㸦⌧⫋㸧

㸫㸫


㸮ཱྀ

࣭ ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ὠᕝဴ㑻ࡣࠊὠᕝဴ㑻ἲᚊົᡤࡢ௦⾲⪅࡛ࡍࠋᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩
ᙺဨࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡢ⫋ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅῝㇂㇏ࡣࠊ῝㇂㇏බㄆィኈົᡤࡢ௦⾲⪅ཬࡧᰴᘧ♫ࢣ
ࣅࢩࡢྲྀ⥾ᙺ࡛ࡍࠋᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡋ࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡢ⫋
ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ᚋ⸨ィࡣࠊᰴᘧ♫༑୍㚷ᐃࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ࡛ࡍࠋᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ


ཧ⪃㡯
 ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕࠊ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿ
ࡁࡣࠊᙜヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨
᮲➨㸯㡯ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲つᐃࡍࡿࠕࡳ࡞ࡋ㈶ᡂࠖࡢつᐃࡣ
㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊୖグ➨㸯ྕ㆟ࠊ➨㸰ྕ㆟ࠊ➨㸱ྕ㆟ࠊ➨
㸲ྕ㆟ཬࡧ➨㸳ྕ㆟ࡢྛ㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦ࡍࡿ㊃
᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜࡋࡲࡏࢇࠋ
௨ ୖ


㸫㸫


➨㸷ᅇᢞ㈨⥲ሙࡈෆᅗ

ᮾி㒔༓௦⏣༊ࡢෆ୍┠㸵␒ྕ ࢧࣆࢱ࣮࣡㸳㝵
ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢥࣥࣇࣞࣥࢫᮾிࠕࢧࣆ࣮࣍ࣝࠖ
㟁ヰ㸸㸫㸫








㹈 㹐  ࠕ ᮾ ி 㥐 ࠖ





ඵ㔜ὪཱྀᨵᮐཱྀࡼࡾᚐṌ㸰ศ
᪂ᖿ⥺ᑓ⏝ᨵᮐཱྀ㸦᪥ᮏᶫཱྀ㸧ࡼࡾᚐṌ㸯ศ





ᆅୗ㕲  ᮾி࣓ࢺࣟᮾす⥺ࠊ༙ⶶ㛛⥺ࠊࣀෆ⥺ࠊ༓௦⏣⥺ࠊ㒔Ⴀ୕⏣⥺





 ࠕᡭ⏫㥐ࠖ

㹀㸵ฟཱྀ┤⤖


 ࡞࠾ࠊᙜ᪥ࡣࠊ㥔㌴ሙࡢ⏝ពࡣ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ࠾㌴࡛ࡢ
ࡈ᮶ሙࡣࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ



㛤ദሙᡤࡀ๓ᅇ␗࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾㛫㐪࠼ࡢ࡞࠸ࡼ࠺
࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ




