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規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人(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､2021年
9月28日開催予定の第4回投資主総会(以下｢本投資主総会｣といいます｡）に、下記の規約の一部変更及び投資
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、規約の一部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.規約一部変更について
(1) 規約第 12 条変更の件
本投資法人が物流施設についても投資することができるようにするため、規定を変更するものです（変更案
第 12 条第 2 項）。
(2) 規約第 41 条変更の件
本投資法人は、現行規約第 41 条において、投信法第 93 条第 1 項に基づき、投資主が投資主総会に出席
せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が
提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きま
す。）について賛成するものとみなす旨の規定を定めております（いわゆるみなし賛成制度）。しかしなが
ら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資法人のガバナン
スの構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間で重大な利益
相反が生じる可能性が高い議案について、みなし賛成制度が適用されることにより、必ずしも投資主全体に
よる熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断がなされないまま提案が可決される可能性があるため、
近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、一定の議案（以下「対象議案」といいます。
）に
ついて、所定の手続きに基づいて少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が表明された場
合に、みなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結
又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除に関する議案と
します。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から一定の資格要件を備えた少
数投資主及び本投資法人とします。
反対意見を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本投資法人
（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双方）への通知と
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し、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブサイトにおける公表とします。
以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる変更を行う
ため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです（変更案 第 41 条第 3 項及び第 4 項）。
上記の規約一部変更の詳細については、添付資料「第4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
本投資主総会において改めて執行役員1名(候補者:北方隆士)及び監督役員2名(候補者:藤間義雄及び田中
美穂)を選任する議案を提出するものです。
また、執行役員若しくは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て、
2021年9月28日付で補欠執行役員1名(候補者:北川博彰)及び補欠監督役員1名(候補者:松本拓生)を選任する
議案を提出するものです。
(1)執行役員候補者
北方 隆士 （再任）
(2)監督役員候補者
藤間 義雄 （再任）
田中 美穂 （再任）
(3)補欠執行役員候補者
北川 博彰 （再任）
(4)補欠監督役員候補者
松本 拓生 （再任）
上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるマリモ･アセットマネジメント株式会社の代表
取締役社長であり、上記補欠執行役員候補者は、マリモ・アセットマネジメント株式会社の取締役です。
役員選任に関する詳細につきましては、添付資料「第4回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
3. 投資主総会等の日程
2021年8月18日 投資主総会提出議案の役員会承認
2021年9月13日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2021年9月28日 投資主総会（予定）
添付資料
第 4 回投資主総会招集ご通知
以上

＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.marimo-reit.co.jp
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➨ᅇᢞ㈨⥲ᣍ㞟ࡈ㏻▱
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 ࡉ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ➨ᅇᢞ㈨⥲ࢆୗグࡢ㏻ࡾ㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈฟᖍࡃࡔࡉ࠸
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⥲ࡢࡈฟᖍࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᴟຊࠊ᭩㠃ࡼࡾ๓ࡢ㆟Ỵᶒ⾜ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊᢞ㈨
ᵝࡢᗣ≧ែࢃࡽࡎࠊᢞ㈨⥲ᙜ᪥ࡢࡈ᮶ሙࢆ࠾᥍࠼࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣᚋグࡢᢞ㈨⥲ཧ⪃㈨ᩱ᭩㢮ࢆࡈ᳨ウࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋ࡚ࠊྠ
ᑒࡢ㆟Ỵᶒ⾜᭩⏝⣬㈶ྰࢆࡈ⾲♧࠸ࡓࡔࡁࠊᖺ᭶᪥㸦᭶᭙᪥㸧༗ᚋศࡲ
࡛฿╔ࡍࡿࡼ࠺ࡈ㏉ಙࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏᢞ㈨⥲㛤ദ
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ࡈ␃ព࠸ࡓࡔࡁࠊࡃࢀࡄࢀࡶࡈ↓⌮ࢆ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖺἲᚊ
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ࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢᑐᛂࡘ࠸࡚

 ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᅜෆ࡛ࡢឤᰁ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢᏳ
ࢆ➨୍⪃࠼ࠊሙ࡛ࡢឤᰁᣑ㜵Ṇ࡛ࡁࡿ㝈ࡾດࡵࡿࡃࠊつᶍࢆ⦰ᑠࡋ࡚
㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࡇࠊఱ༞ࡈᐜ㉧࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨⥲࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊ
⤒῭⏘ᴗ┬ཬࡧἲົ┬ࡀᖺ᭶᪥࡛බ⾲ࡋࡓࠕᰴ⥲㐠Ⴀಀࡿ㹏㸤
㸿ࠖ㸦ࡑࡢᚋࡢ᭦᪂ࢆྵࡳࡲࡍࠋ㸧ࢆཧ⪃ࠊ௨ୗࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࢆணᐃࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢࡈ⌮ゎཬࡧࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᚋࡢ≧ἣࡢኚࡼࡗ࡚ࡣࠊୗグࡢᑐᛂ᪉ἲࡢኚ᭦㛵ࡍࡿ࠾▱ࡽࡏ
ࢆ  ࣥ ࢱ ࣮ ࢿ ࢵ ࢺ ୖ ࡢ ᮏ ᢞ ㈨ ἲ ே ࡢ ࢘ ࢙ ࣈ ࢧ  ࢺ 㸦 KWWSVZZZPDULPR
UHLWFRMS㸧ᥖ㍕ࡍࡿሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࡈ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ
ࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸺ᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢ࠾㢪࠸㸼
۔ᮏᢞ㈨⥲࠾ࡅࡿ㆟Ỵᶒࡣࠊ᭩㠃ࡼࡗ࡚⾜ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋᢞ㈨
ࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢᏳ☜ಖཬࡧ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ
ឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽࠊࡈ⮬㌟ࡢᗣ≧ែࢃࡽࡎࠊᮏᢞ㈨
⥲ࡈฟᖍ࠸ࡓࡔࡃ௦ࢃࡾࠊྠᑒࡢ㆟Ỵᶒ⾜᭩㠃ࡢ๓㒑㏦ࡼࡿ㆟Ỵ
ᶒ⾜ࢆࡈ᳨ウࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺ᙉࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
۔ᮏᢞ㈨⥲ࡢࡈฟᖍࢆ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿᢞ㈨ᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᮏᢞ㈨
⥲㛤ദ᪥Ⅼࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢὶ⾜≧ἣࡸ⾜ᨻᶵ㛵ࡢᑐᛂ≧
ἣࠊࡈ⮬㌟ࡢᗣ≧ែࡈ␃ព࠸ࡓࡔࡁࠊࡃࢀࡄࢀࡶࡈ↓⌮ࢆ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺
࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡈ۔㧗㱋ࡢ᪉ࠊᇶ♏ᝈࡀ࠶ࡿ᪉ࠊዷፎࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡑࡢᗣ≧ែࡈᏳࢆ
ឤࡌࡽࢀࡿ᪉࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢࡈฟᖍࢆぢྜࢃࡏࡿࡇࢆ
ࡈ᳨ウࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡢ↛✺۔ሙ⏝ࡢไ㝈➼ࡸᚋࡢ≧ἣࡢኚ➼ࡼࡾࠊࡸࡴࢆᚓࡎᮏᢞ㈨⥲
ࢆᘏᮇࡍࡿሙྜࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᮏᢞ㈨⥲ࡢᘏᮇ㛵ࡍࡿ࠾▱ࡽࡏࢆࣥ
ࢱ ࣮ ࢿ ࢵ ࢺ ୖ ࡢ ᮏ ᢞ ㈨ ἲ ே ࡢ ࢘ ࢙ ࣈ ࢧ  ࢺ 㸦 KWWSVZZZPDULPR
UHLWFRMS㸧ᥖ㍕ࡍࡿሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾
㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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㸺᮶ሙࡉࢀࡿᢞ㈨ᵝࡢ࠾㢪࠸㸼
۔ᙜ᪥ࡢሙ࡛ࡣࠊ᮶ሙࡉࢀࡓᢞ㈨ᵝࡢ࠾ᖍ୪ࡧᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨཬࡧ㐠Ⴀ
ࢫࢱࢵࣇࡢᖍࡢ㛫㝸ࢆᗈࡃࡿࡓࡵࠊᑡ࡞࠸ᗙᖍᩘࡢࡈ⏝ព࡞ࡾࠊศ࡞ᩘ
ࡢ࠾ᖍࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡀ୍࠾ᖍࡀࡈ⏝ព࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊ
ሙෆࡢධሙࢆไ㝈ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈ
ᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᙺ۔ဨཬࡧ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡣࠊ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡋࡓ≧ែ࡛ᛂᑐࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡈ۔᮶ሙࡢᢞ㈨ᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡢୖ࡛ሙ࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔ
ࡁࠊሙཷタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࣝࢥ࣮ࣝᾘẘᾮࡼࡿᡭᣦࡢᾘẘࡈ༠ຊ
࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ᢞ㈨ᵝࡘࡁ
ࡲࡋ࡚ࡣࠊࡈධሙࢆ࠾᩿ࡾࡍࡿሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡈ۔᮶ሙࡢᢞ㈨ᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊሙཷ࡛ࡢయ

ᐃࡢࡈ༠ຊࢆ࠾㢪

࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊⓎ⇕ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿᢞ㈨ᵝࡸတ࡞ࡢ≧ࢆ᭷
ࡍࡿᢞ㈨ᵝࡣࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢࡈฟᖍࢆࡈ㐲៖࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࠾㢪࠸ࡍࡿ
ࡇࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᮏᢞ㈨⥲୰
యㄪⰋぢཷࡅࡽࢀࡓ᪉ࡣࠊ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡀ࠾ኌࡅࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
ࡈฟᖍࢆࡈ㐲៖࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࠾㢪࠸ࡍࡿࡇࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈ
ᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ୖ۔グࡢྛᑐᛂࡼࡾࠊሙཷࡢΰ㞧ࡀぢ㎸ࡲࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊሙ࠾㉺ࡋ࠸ࡓ
ࡔࡃ㝿ࡣࠊ࡞ࡿࡃ࠾᪩ࡵࡈ᮶ሙࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
۔ᚑ๓ᢞ㈨⥲⤊ᚋ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶
ࡿ࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡼࡿࠕ㐠⏝≧ἣሗ࿌ࠖࡣࠊ᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᅜෆ࠾ࡅࡿឤᰁ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢᏳ
☜ಖࡢほⅬࡽࠊᢞ㈨ࡢⓙᵝࡢሙᅾ㛫ࡢ▷⦰ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ㛤ദࡋ࡞
࠸ࡇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋఱ༞ࡈ⌮ゎ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ
ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㐠⏝≧ἣࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢᮏᢞ㈨ἲேࡢ࢙࢘
ࣈࢧࢺ㸦KWWSVZZZPDULPRUHLWFRMS㸧࡚ᖺ᭶ᮇ㸦➨ᮇ㸧ࡢ
Ỵ⟬ㄝ᫂ື⏬ཬࡧỴ⟬ㄝ᫂㈨ᩱ➼ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ࠊࡢࡇ۔ᮏᢞ㈨⥲ࡢ⛛ᗎ⥔ᣢࡢほⅬࡽࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿሙྜࡀࡈ
ࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊఱ༞ࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

 ௨ୖࠊ⠇ࠊᢞ㈨ࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊࡈ⌮ゎཬࡧࡈ༠ຊࢆ㈷ࡾࡲࡍ
ࡼ࠺ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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ᢞ㈨⥲ཧ⪃᭩㢮

㆟ཬࡧཧ⪃㡯
➨ྕ㆟㸸つ⣙➨᮲ኚ᭦ࡢ௳
 ኚ᭦ࡢ⌮⏤
 ᮏᢞ㈨ἲேࡀ≀ὶタࡘ࠸࡚ࡶᢞ㈨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊ
つᐃࢆኚ᭦ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍ㸦ኚ᭦ ➨᮲➨㡯㸧ࠋ

 ኚ᭦ࡢෆᐜ
⌧⾜ࡢつ⣙ࡢ୍㒊ࢆࠊḟࡢ㏻ࡾኚ᭦ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ




⌧

⾜

㸦ୗ⥺ࡣኚ᭦㒊ศࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ㸧
つ

⣙

ኚ

➨᮲㸦ᢞ㈨᪉㔪㸧
 㸦┬␎㸧
 ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࠾ࡅࡿ⏝㏵ࡋ࡚ࡣ
ࣞࢪࢹࣥࢫཬࡧၟᴗタࢆࡓࡿᢞ㈨
ᑐ㇟ࡋࠊ࣍ࢸࣝࠊ࢜ࣇࢫཬࡧ㥔㌴
ሙࡶᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࠋ
 㸦┬␎㸧
 㸦┬␎㸧
 㸦┬␎㸧



➨᮲㸦ᢞ㈨᪉㔪㸧
 㸦⌧⾜㏻ࡾ㸧
 ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࠾ࡅࡿ⏝㏵ࡋ࡚ࡣ
ࣞࢪࢹࣥࢫཬࡧၟᴗタࢆࡓࡿᢞ㈨
ᑐ㇟ࡋࠊ࣍ࢸࣝࠊ࢜ࣇࢫࠊ≀ὶ
タཬࡧ㥔㌴ሙࡶᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࠋ
 㸦⌧⾜㏻ࡾ㸧
 㸦⌧⾜㏻ࡾ 
 㸦⌧⾜㏻ࡾ㸧





᭦
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➨ྕ㆟㸸つ⣙➨᮲ኚ᭦ࡢ௳
 ኚ᭦ࡢ⌮⏤
 ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ⌧⾜つ⣙➨᮲࠾࠸࡚ࠊᢞಙἲ➨᮲➨㡯ᇶ࡙ࡁࠊ
ᢞ㈨ࡀᢞ㈨⥲ฟᖍࡏࡎࠊࡘࠊ㆟Ỵᶒࢆ⾜ࡋ࡞࠸ࡁࡣࠊᙜヱ
ᢞ㈨ࡣࠊࡑࡢᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡓ㆟㸦」ᩘࡢ㆟ࡀᥦฟࡉࢀࡓሙ
ྜ࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᙜヱ㆟
ࡢ࠸ࡎࢀࢆࡶ㝖ࡁࡲࡍࠋ㸧ࡘ࠸࡚㈶ᡂࡍࡿࡶࡢࡳ࡞ࡍ᪨ࡢつᐃࢆᐃࡵ
࡚࠾ࡾࡲࡍ㸦࠸ࢃࡺࡿࡳ࡞ࡋ㈶ᡂไᗘ㸧ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ
㆟ࢆᥦฟࡍࡿࡇࡀᛶ㉁ୖ㞴ࡋࡃࠊࡘࠊᢞ㈨ࡢᐖ㛵ಀཬࡧᢞ㈨ἲ
ேࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᵓ㐀࡞ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ㆟ࡸࠊᢞ㈨ᢞ㈨ἲ
ேࡢᙺဨࡸ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ㛫࡛㔜࡞┈┦ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㆟
ࡘ࠸࡚ࠊࡳ࡞ࡋ㈶ᡂไᗘࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊᚲࡎࡋࡶᢞ㈨
యࡼࡿ⇍៖ࢆ㏻ࡌࡓᢞ㈨ࡢከᩘពᛮᚑࡗࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲᥦ
ࡀྍỴࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㏆ࡢᑡᩘᢞ㈨ࡼࡿᢞ㈨ᥦ
ಀࡿ㆟ㄽࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ୍ᐃࡢ㆟㸦௨ୗࠕᑐ㇟㆟ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡘ࠸
࡚ࠊᡤᐃࡢᡭ⥆ࡁᇶ࡙࠸࡚ᑡᩘᢞ㈨ཪࡣᮏᢞ㈨ἲேࡽ๓ᑐࡢ
᫂☜࡞ពᛮࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓሙྜࠊࡳ࡞ࡋ㈶ᡂไᗘࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࡇࡍࡿ
ኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᑐ㇟㆟ࡣࠊձᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ཪࡣゎ௵ࠊղ㈨⏘㐠⏝♫
ࡢ㛫ࡢ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙ࡢ⥾⤖ཪࡣゎ⣙ࠊճゎᩓࠊմᢞ㈨ཱྀࡢేྜཬࡧ
յᇳ⾜ᙺဨࠊ┘╩ᙺဨཪࡣィ┘ᰝேࡢ㈐௵ࡢච㝖㛵ࡍࡿ㆟ࡋࡲࡍࠋ
 ๓ᑐࡢពᛮࢆ⾲᫂ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿయࡣࠊබṇᛶࠊබᖹᛶࡢほ
Ⅼࡽ୍ᐃࡢ㈨᱁せ௳ࢆഛ࠼ࡓᑡᩘᢞ㈨ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேࡋࡲࡍࠋ
 ᑐពぢࢆ⾲᫂ࡍࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡁせ௳ࡣࠊձᑡᩘᢞ㈨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍
ᐃࡢᮇ㛫ෆ࠾ࡅࡿᮏᢞ㈨ἲே㸦ᣍ㞟ᶒ⪅ࡀᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺဨ௨እࡢ
⪅࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᣍ㞟ᶒ⪅ࡢ᪉㸧ࡢ㏻▱ࡋࠊղᮏᢞ
㈨ἲேࡘ࠸࡚ࡣࠊᣍ㞟㏻▱ࡢグ㍕ཪࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾
ࡅࡿබ⾲ࡋࡲࡍࠋ
 ௨ୖࡢෆᐜࡼࡿࡳ࡞ࡋ㈶ᡂไᗘࡢ୍㒊㐺⏝㝖እࢆᐃࡵࡿࡶࠊࡇ
ࢀక࠸ᚲせ࡞ࡿኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࡳ࡞ࡋ㈶ᡂ㛵ࡍࡿつᐃࡘ࠸࡚ኚ
᭦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍ㸦ኚ᭦ ➨᮲➨㡯ཬࡧ➨㡯㸧ࠋ
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 ኚ᭦ࡢෆᐜ
⌧⾜ࡢつ⣙ࡢ୍㒊ࢆࠊḟࡢ㏻ࡾኚ᭦ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ




⌧

⾜

㸦ୗ⥺ࡣኚ᭦㒊ศࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ㸧
つ

⣙

ኚ

➨᮲㸦ࡳ࡞ࡋ㈶ᡂ㸧
 㸦┬␎㸧
 㸦┬␎㸧
  㸦᪂タ㸧



➨᮲㸦ࡳ࡞ࡋ㈶ᡂ㸧
 㸦⌧⾜㏻ࡾ㸧
 㸦⌧⾜㏻ࡾ㸧
 ๓㡯ࡢつᐃࡣࠊ㸦ϸ㸧௨ୗࡢྛ㡯
㛵ࡍࡿ㆟ࡀᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀ
ࡿࡇࡘ࠸࡚ᮏᢞ㈨ἲேࡀᮏᢞ㈨ἲ
ேࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚බ⾲ࡋࡓ᪥
ⱝࡋࡃࡣᣍ㞟ᶒ⪅ࡀࡇࢀ‽ࡎࡿ᪉ἲ
ࡼࡾබ⾲ࡋࡓ᪥ࡢ࠸ࡎࢀ᪩࠸᪥
ࡽ㐌㛫௨ෆࠊ⥲Ⓨ⾜῭ᢞ㈨ཱྀࡢ
ศࡢ௨ୖࡢᢞ㈨ཱྀࢆ᭶௨ୖᘬࡁ⥆
ࡁ᭷ࡍࡿᢞ㈨ࡀࠊᙜヱ㆟ᑐ࡛
࠶ࡿ᪨ࢆᮏᢞ㈨ἲே㸦ᣍ㞟ᶒ⪅ࡀᇳ⾜
ᙺဨⱝࡋࡃࡣ┘╩ᙺဨ௨እࡢ⪅࡛࠶ࡿ
ሙྜࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேཬࡧᣍ㞟ᶒ⪅ࡢ
᪉㸧㏻▱ࡋࡓሙྜࠊཪࡣࠊ㸦Ϲ㸧௨
ୗࡢྛ㡯㛵ࡍࡿ㆟ࡘ࠸࡚ᮏᢞ
㈨ἲேࡀᙜヱ㆟ᑐ࡛࠶ࡿ᪨ࢆᣍ
㞟㏻▱グ㍕ⱝࡋࡃࡣᮏᢞ㈨ἲேࡢ
࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚බ⾲ࡋࡓሙྜ
ࡣࠊᙜヱ㆟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨཪࡣ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ཪࡣ
ゎ௵
 ㈨⏘㐠⏝♫ࡢ㛫ࡢ㈨⏘㐠⏝ጤ
クዎ⣙ࡢ⥾⤖ཪࡣゎ⣙
 ゎᩓ
 ᢞ㈨ཱྀࡢేྜ
 ᇳ⾜ᙺဨࠊ┘╩ᙺဨཪࡣィ┘ᰝ
ேࡢ㈐௵ࡢච㝖
 ➨㡯ཬࡧ➨㡯ࡢつᐃࡣࠊᮏ᮲ࢆኚ᭦
ࡍࡿつ⣙ኚ᭦㆟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺⏝ࡋ࡞
࠸ࠋ






  㸦᪂タ㸧
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➨ྕ㆟㸸ᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨ᪉㝯ኈࡣࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡁࢆࡶࡗ࡚௵ᮇ‶࡞ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊᇳ
⾜ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥణ᭩ᇶ࡙ࡁࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥᚑ࠸ᣍ㞟ࡉࢀ㑅௵ᚋᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ
᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿᢞ㈨⥲⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡋࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨ἲ
ேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲
ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧᢸᙜ୪ࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ

ᖺ᭶ ⼖⌮ᰴᘧ♫ ධ♫ ఫᏯ㒔ᕷ㛤Ⓨ㒊
ᖺ᭶ ⼖⌮㒔ᕷ㛤Ⓨᰴᘧ♫ ฟྥ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ධ♫
ື⏘ᢞ㈨㒊 ௵
ᖺ᭶ 㹄㹁࣮ࣜࢺ࣭ࢻࣂࢨ࣮ࢬᰴᘧ♫ ฟྥ
ື⏘㐠⏝㒊 ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ື⏘ᢞ㈨㒊 ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ື⏘ᢞ㈨㒊 ࢩࢽ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ࡁࡓࡀࡓ
ࡓ ࡋ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
᪉ 㝯ኈ
ࢪᴗ᥎㐍ᐊ ᐊ㛗

㸦ᖺ᭶᪥㸧 ᖺ᭶ ᭷㝈♫࣊ࣛࢡࣞࢫ࣭ࣉࣟࣃࢸ࣮ ව௵ฟྥ ྲྀ⥾ᙺ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ᴗ㛤Ⓨ㒊 ࢩࢽ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ᴗ㛤Ⓨ㒊වື⏘ᢞ㈨㒊 ࢩࢽ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᖺ᭶ ࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ᖺ᭶ ࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗වᢞ㈨㒊㛗
ᖺ᭶ ࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ࣐ࣜࣔᆅ᪉⏕࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ㸦⌧௵㸧

࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿ࣐࣭ࣜࣔࢭࢵ
ࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗࡛ࡍࠋࡑࡢࠊୖグᇳ⾜ᙺဨೃ
⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᴗົ⯡ࢆᇳ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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࣭ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞಙἲ➨᮲ࡢ➨㡯つᐃࡍࡿᙺဨ➼㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ዎ
⣙ࢆಖ㝤♫ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡋࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡋ࡚ࡢ⫋ົ
ࡘࡁ⾜ࡗࡓ⾜Ⅽ㉳ᅉࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆཷࡅࡓࡇࡼࡾ㈇ᢸࡍࡿࡇ
࡞ࡿᦆᐖ㈺ൾ㔠ཬࡧதゴ㈝⏝➼ࡢᦆᐖࢆࠊ୍ᐃࡢ⠊ᅖ࡛ᙜヱಖ㝤ዎ⣙
ࡼࡾሲ⿵ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣᙜヱಖ㝤ዎ⣙
ࡢ⿕ಖ㝤⪅ྵࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᮏ㆟ࡼࡾᇳ⾜ᙺဨ௵ࡉࢀࡓ
ሙྜࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅ྵࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢᮇ㛫‶ࡢ㝿ࡣࠊྠෆᐜࡢዎ⣙ࢆᗘ⥾⤖ࡍࡿண
ᐃ࡛ࡍࠋ
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➨ྕ㆟㸸┘╩ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨ⸨㛫⩏㞝ཬࡧ⏣୰⨾✑ࡣࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡁࢆࡶࡗ࡚௵
ᮇ‶࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ┘╩ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥణ
᭩ᇶ࡙ࡁࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥᚑ࠸ᣍ㞟ࡉࢀ㑅௵ᚋᖺࢆ
⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿᢞ㈨⥲⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡋࡲ
ࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ྕ

Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࡩࡌ ࡲ



ࡓ ࡞



ࡼࡋ ࠾

⸨㛫 ⩏㞝

ᖺ᭶᪥ 

ࡳ



⏣୰ ⨾✑

ᖺ᭶᪥ 

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶

┘ᰝἲே୰ኸィົᡤ ධᡤ
୰ኸ᪂ග┘ᰝἲே ♫ဨ
୰ኸ┘ᰝἲே ௦⾲♫ဨ
ᰴᘧ♫-,(& ┘ᰝᙺ
ࢿ࢜ࢫᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ
࣐ࣜࣔᆅ᪉⏕࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே
┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫-,(& ྲྀ⥾ᙺ࣭┘ᰝ➼ጤဨ
ᖺ᭶ ኴᖹὒࢭ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧

ᖺ᭶ ࠶ࡉࡦ࣭≻ἲᚊົᡤ㸦⌧すᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົ
ᡤ㸧
ᖺ᭶ 70,⥲ྜἲᚊົᡤ
ᖺ᭶ ⡿ᅜ࣑ࢩ࢞ࣥᏛ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ //0  ༞ᴗ
ᖺ᭶ Ⱚ⤒Ⴀἲᚊົᡤ㸦⌧Ⱚ࣭⏣୰⤒Ⴀἲᚊົᡤ㸧
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ࣐ࣜࣔᆅ᪉⏕࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே
┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᆅࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே
┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫ࢯࣛࢫࢺ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᮾிࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ࣃࢩࣇࢵࢡ࣏࣮ࢱ࣮ᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ≉ูࡢᐖ
㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡋ
࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡢ⫋ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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࣭ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞಙἲ➨᮲ࡢ➨㡯つᐃࡍࡿᙺဨ➼㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ዎ
⣙ࢆಖ㝤♫ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡋࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡋ࡚ࡢ⫋ົ
ࡘࡁ⾜ࡗࡓ⾜Ⅽ㉳ᅉࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆཷࡅࡓࡇࡼࡾ㈇ᢸࡍࡿࡇ
࡞ࡿᦆᐖ㈺ൾ㔠ཬࡧதゴ㈝⏝➼ࡢᦆᐖࢆࠊ୍ᐃࡢ⠊ᅖ࡛ᙜヱಖ㝤ዎ⣙
ࡼࡾሲ⿵ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅୧ྡࡣᙜヱಖ㝤
ዎ⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅ྵࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᮏ㆟ࡼࡾ┘╩ᙺဨ௵ࡉ
ࢀࡓሙྜࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅ྵࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢᮇ㛫‶ࡢ㝿ࡣࠊྠෆᐜࡢዎ⣙ࢆᗘ⥾⤖
ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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➨ྕ㆟㸸⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼
࡚ࠊᖺ᭶᪥࡛⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫
ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥࡢᐃࡵࡼࡾࠊ➨ྕ㆟࠾ࡅࡿᇳ
⾜ᙺဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡍࡿࡁࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖺ᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ
㈨ἲேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨
⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶

ᖺ᭶

ࡁࡓࡀࢃ

ࡦࢁ࠶ࡁ

ᖺ᭶

ᕝ ༤ᙲ

ᖺ᭶᪥  ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶

ᖺ᭶

ᖺ᭶
ᖺ᭶



ඹ┒⮬ື㌴ᕤᴗᰴᘧ♫ Ⴀᴗ㒊 ධ♫
ᰴᘧ♫ࢩࢸ࣮࣒࣍ ἲே⟶⌮㒊 ධ♫
ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔ Ⴀᴗ㒊 ධ♫
ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔ ᴗ㛤Ⓨ㒊 ㄢ㛗
ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔ ᾏእᢞ㈨㒊 ࣦࢫࣉࣞࢪࢹࣥࢺ
࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ฟྥ
࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
ྲྀ⥾ᙺව㈈ົ⟶⌮㒊㛗
࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫࣐࣮ࣜࣔ࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ ⤒Ⴀ⟶⌮ᮏ㒊
⤒Ⴀ⏬㒊 ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᰴᘧ♫࣐࣮ࣜࣔ࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ ᇳ⾜ᙺဨ
⤒Ⴀ⟶⌮ᮏ㒊 ᮏ㒊㛗
ᰴᘧ♫࣐࣮ࣜࣔ࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ ᇳ⾜ᙺဨ
⤒Ⴀ⟶⌮ᮏ㒊 ᮏ㒊㛗
ᰴᘧ♫*.7㸦⌧ᰴᘧ♫࣐࣭ࣜࣔࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢸࢡࣀ
ࣟࢪ࣮㸧 ྲྀ⥾ᙺ
ᰴᘧ♫࣐࣮ࣜࣔ࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ
ྲྀ⥾ᙺᇳ⾜ᙺဨ ⤒Ⴀ⟶⌮ᮏ㒊㛗㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔ ⟶⌮ᮏ㒊㛗㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫࣮ࣘࣜࢵࢡ࣮࣒࣍ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫࣐࣭ࣜࣔࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢸࢡࣀࣟࢪ࣮
┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ
ྲྀ⥾ᙺ⟶⌮ᮏ㒊㛗㸦⌧௵㸧
ᦶ㯇ⱱᢞ㈨᭷㝈බྖ ┘㸦⌧௵㸧
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࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿ࣐࣭ࣜࣔ
ࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢྲྀ⥾ᙺ㸦㠀ᖖ㸧࡛ࡍࠋࡑࡢࠊୖグ⿵Ḟ
ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭࡞࠾ࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ
ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࣭ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞಙἲ➨᮲ࡢ➨㡯つᐃࡍࡿᙺဨ➼㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ዎ
⣙ࢆಖ㝤♫ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡋࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡋ࡚ࡢ⫋ົ
ࡘࡁ⾜ࡗࡓ⾜Ⅽ㉳ᅉࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆཷࡅࡓࡇࡼࡾ㈇ᢸࡍࡿࡇ
࡞ࡿᦆᐖ㈺ൾ㔠ཬࡧதゴ㈝⏝➼ࡢᦆᐖࢆࠊ୍ᐃࡢ⠊ᅖ࡛ᙜヱಖ㝤ዎ⣙
ࡼࡾሲ⿵ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡀᇳ⾜ᙺဨ
ᑵ௵ࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅ྵࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢᮇ㛫‶ࡢ㝿ࡣࠊྠෆᐜࡢዎ⣙ࢆᗘ⥾⤖ࡍ
ࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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➨ྕ㆟㸸⿵Ḟ┘╩ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼
࡚ࠊᖺ᭶᪥࡛⿵Ḟ┘╩ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ⿵Ḟ┘╩ᙺဨྡࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫
ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥࡢᐃࡵࡼࡾࠊ➨ྕ㆟࠾ࡅࡿ┘
╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡍࡿࡁࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖺ᭶ ➨ᮾிᘚㆤኈⓏ㘓
ᖺ᭶ 'XNH8QLYHUVLW\6FKRRORI/DZ //0  ༞ᴗ
ᖺ᭶ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞᘚㆤኈ㈨᱁ྲྀᚓ

ࡲࡘࡶ

ࡓ

ࡃ

ᖺ᭶ 70,⥲ྜἲᚊົᡤ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᑵ௵

ᯇᮏ ᣅ⏕
ᖺ᭶ ᮾிᏛἲ⛉Ꮫ㝔ᐈဨᩍᤵ

ᖺ᭶᪥  ᖺ᭶ ᜨẚᑑᯇᮏἲᚊົᡤ 㛤ᴗ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᰴᘧ♫࢚ࣈ࣮ࣜ♫እ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᪥ᮏ㐨㊰ᰴᘧ♫ ♫እྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶ ᮾᛴᰴᘧ♫ ♫እ┘ᰝᙺ
ᖺ᭶ ಖ㐃ᰴᘧ♫ ♫እ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࠋ
࣭࡞࠾ࠊୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ
ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࣭ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊᢞಙἲ➨᮲ࡢ➨㡯つᐃࡍࡿᙺဨ➼㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ዎ
⣙ࢆಖ㝤♫ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡋࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡀᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡋ࡚ࡢ⫋ົ
ࡘࡁ⾜ࡗࡓ⾜Ⅽ㉳ᅉࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆཷࡅࡓࡇࡼࡾ㈇ᢸࡍࡿࡇ
࡞ࡿᦆᐖ㈺ൾ㔠ཬࡧதゴ㈝⏝➼ࡢᦆᐖࢆࠊ୍ᐃࡢ⠊ᅖ࡛ᙜヱಖ㝤ዎ⣙
ࡼࡾሲ⿵ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖグ⿵Ḟ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡀ┘╩ᙺဨ
ᑵ௵ࡋࡓሙྜࡣࠊᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢ⿕ಖ㝤⪅ྵࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊᙜヱಖ㝤ዎ⣙ࡢᮇ㛫‶ࡢ㝿ࡣࠊྠෆᐜࡢዎ⣙ࢆᗘ⥾⤖ࡍ
ࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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ཧ⪃㡯
ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ
ᙜヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᮏᢞ㈨ἲே⌧⾜つ⣙➨᮲➨㡯ཬࡧ➨㡯ᐃࡵࡿ
ࠕࡳ࡞ࡋ㈶ᡂࠖࡢつᐃࡣ㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊୖグࡢ➨ྕ㆟ࠊ➨ྕ㆟
ࠊ➨ྕ㆟ࠊ➨ྕ㆟ࠊ➨ྕ㆟ཬࡧ➨ྕ㆟ࡢྛ㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

௨ ୖ
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➨ᅇᢞ㈨⥲ሙࡈෆᅗ

ሙ  ᮾி㒔༓௦⏣༊㟘ࡀ㛵୕┠␒ྕ
㟘ࡀ㛵ࣅࣝࢹࣥࢢ 㝵ࠕ㟘ࡀ㛵ࣉࣛࢨ࣮࣍ࣝࠖ
㐃⤡ඛ 㸫㸫





㏻ࡢࡈෆ
ۑᮾி࣓ࢺࣟ㖟ᗙ⥺ࠕࣀ㛛ࠖ㥐␒ฟཱྀࡼࡾᚐṌศ
ۑᮾி࣓ࢺࣟࣀෆ⥺ࠊ༓௦⏣⥺ࠊ᪥ẚ㇂⥺ࠕ㟘ࢣ㛵ࠖ㥐
$␒ฟཱྀࡼࡾᚐṌศ

ͤሙ࿘㎶ࡢ㐨㊰ཬࡧ㥔㌴ሙࡢΰ㞧ࡀணࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾㌴࡛ࡢࡈ᮶ሙࡣ
ࡈ㐲៖㢪࠸ࡲࡍࠋ

ͤᢞ㈨⥲ࡈฟᖍࡢᢞ㈨ᵝࡢ࠾ᅵ⏘ࡢࡈ⏝ពࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
ఱ༞ࡈ⌮ゎࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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