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規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ
本投資法人は、平成 27 年 8 月 17 日付の役員会におきまして、下記のとおり、規約の変更及
び役員の選任に関し、平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 6 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しましたのでお知らせします。
なお、当該事項は、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.

規約一部変更の件

規約変更の主な内容及び理由は、以下のとおりです。
（なお、本項において取り上げられている規約の条項号の番号については、特に断りのない限り、変
更案における条項号の番号を示すものとします。）
(1) 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」と略します。
）が改正されたことに伴い、資産を主とし
て不動産等資産（投信法施行規則に定めるものをいいます。）に対する投資として運用するこ
とを目的とする旨を明確にするために、該当する規定を変更するものです。また、これに伴
い、関連する字句の修正等を行うものです（第 25 条、第 26 条第１項及び第 29 条第１項並び
に現行規約第 26 条第１項関係）
。
(2) 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、不動産投資法人の特例規定が削除されたことに伴い、記載要件とされていた規約条項
を削除するものです（現行規約第 26 条第６項関係）
。
(3) 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
法人における会計と税務の処理の差異（税会不一致）を解消するための措置が講じられたこ
とに伴い、本投資法人における課税負担を軽減する目的での利益を超えた金銭の分配を可能
とする規定を設けるものです（第 33 条第１項第（２）号及び第（４）号関係）。
(4) 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。
）
の改正により、新投資口予約権の発行が可能となったことに伴い、当該新投資口予約権の発
行を行う際は、その発行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す（第 37 条第２項第（１）号関係）
。
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(5) 上記のほか、必要な表現の変更、統一及び明確化を行うとともに、字句の修正及び条項数の
整備等を行うものです（第５条、第 27 条第１項、第 29 条第１項、第３項及び第 33 条第１項
第（１）号関係）
。
2.

役員の選任の件
（1） 執行役員 1 名の選任
執行役員小川秀彦は、平成 27 年 10 月 31 日をもって任期満了となりますので、平成 27 年 11
月 1 日付で同氏を執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。
（2） 補欠執行役員 1 名の選任
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て、佐々木敏彦を
補欠執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。
（3） 監督役員 3 名の選任
監督役員長濱毅、前川俊一及び髙木英治は、平成 27 年 10 月 31 日をもって任期満了となりま
すので、平成 27 年 11 月 1 日付で同氏らを監督役員に選任することにつき議案を提出するもの
です。

上記 1 及び 2 の各議案の詳細につきましては、添付資料の「第 6 回投資主総会招集ご通知」をご覧く
ださい。

3.

投資主総会等の日程

平成 27 年 8 月 17 日

第 6 回投資主総会提出議案にかかる役員会決議

平成 27 年 9 月 03 日
平成 27 年 9 月 29 日

第 6 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
第 6 回投資主総会開催（予定）

【添付資料】
第6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 : http://www.excellent-reit.co.jp/
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➨㸳᮲ 㸦ᢞ㈨ࡢㄳồࡼࡿᢞ㈨ཱྀࡢᡶ

ᡠࡋཬࡧྜពࡼࡿ⮬ᕫࡢᢞ㈨

ᡠࡋཬࡧᢞ㈨ࡢྜពࡼࡿ

ཱྀࡢྲྀᚓ㸧

⮬ᕫࡢᢞ㈨ཱྀࡢྲྀᚓ㸧

㸯㸬㹼㸰㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸯㸬㹼㸰㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧





➨᮲ 㸦㈨⏘㐠⏝ࡢᇶᮏ᪉㔪㸧

➨᮲ 㸦㈨⏘㐠⏝ࡢᇶᮏ᪉㔪㸧

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ほⅬࡽࠊᏳ

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㈨⏘ࢆࡋ࡚ື⏘➼

ᐃࡋࡓ┈ࡢ☜ಖ╔ᐇ࡞㐠⏝㈨⏘ࡢᡂ

㈨⏘㸦ᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲ

㛗ࢆ┠ᣦࡋࠊ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍ

ᚊ⾜つ๎ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠ

ࡿࠋ

ࡌࠋ㸧ᑐࡍࡿᢞ㈨ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇ
ࢆ┠ⓗࡋࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ほⅬࡽࠊᏳᐃ
ࡋࡓ┈ࡢ☜ಖ╔ᐇ࡞㐠⏝㈨⏘ࡢᡂ㛗
ࢆ┠ᣦࡋࠊ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍ
ࡿࠋ





➨᮲ 㸦ᢞ㈨ែᗘ㸧

➨᮲ 㸦ᢞ㈨ែᗘ㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊື⏘➼㸦➨᮲➨㸯

㸦๐㝖㸧

㡯➨㸰ྕᐃ⩏ࡍࡿࠋ㸧ཬࡧື⏘ᑐ
ᛂドๆ㸦➨᮲➨㸯㡯➨㸱ྕᐃ⩏ࡍ
ࡿࠋ㸧㸦௨ୗࠊື⏘➼ཬࡧື⏘ᑐ
ᛂドๆࢆేࡏ࡚ࠕື⏘㛵㐃㈨⏘ࠖ
⥲⛠ࡍࡿࠋ㸧ࢆࡓࡿᢞ㈨ᑐ㇟ࡍ
ࡿࠋ
㸰㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡋ࡚࢜ࣇࢫࣅࣝ

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡋ࡚࢜ࣇࢫࣅࣝ

ࡢ⏝౪ࡉࢀࡿື⏘ࡀᮏయཪࡣ

ࡢ⏝౪ࡉࢀࡿື⏘ࡀᮏయཪࡣ

ࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿື⏘㛵㐃㈨⏘ࢆࡓ

ࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿື⏘➼㈨⏘ࢆࡓࡿ

ࡿᢞ㈨ᑐ㇟ࡍࡿࡀࠊࡑࡢࡢ⏝౪

ᢞ㈨ᑐ㇟ࡍࡿࡀࠊࡑࡢࡢ⏝౪ࡉ

ࡉࢀࡿື⏘ࡀᮏయཪࡣࡅ࡞ࡗ

ࢀࡿື⏘ࡀᮏయཪࡣࡅ࡞ࡗ࡚

࡚࠸ࡿື⏘㛵㐃㈨⏘ᑐࡋ࡚ࡶᢞ㈨

࠸ࡿື⏘➼㈨⏘ᑐࡋ࡚ࡶᢞ㈨ࢆ⾜

ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸱㸬㹼㸳㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸰㸬㹼㸲㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

㸴㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊࡑࡢ᭷ࡍࡿ㈨⏘ࡢ⥲㢠

᭦



㸦๐㝖㸧

ࡢ࠺ࡕ༨ࡵࡿື⏘➼ ᮏ㡯࠾࠸
࡚ࡣࠊື⏘ ᢞ㈨ἲேࡢィ⟬㛵ࡍ
ࡿつ๎➨᮲➨㸱㡯➨㸰ྕࠊࣟཬࡧ
࣍ᥖࡆࡿ㈨⏘ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗࡇࡢ㡯
࠾࠸࡚ྠࡌࠋ ࠊື⏘ࡢ㈤ᶒࠊྠ
ྕ࣊ᥖࡆࡿ㈨⏘ࠊᆅୖᶒཬࡧᆅᙺᶒ
୪ࡧࡇࢀࡽࡢ㈨⏘ࢆಙクࡍࡿಙクࡢ
ཷ┈ᶒࢆ࠸࠺ࠋ ࡢ౯㢠ࡢྜࡀศ
ࡢ௨ୖࡍࡿࠋ




➨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ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ➨᮲ᐃࡵࡿᇶᮏ᪉

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ➨᮲ᐃࡵࡿ㈨⏘㐠

㔪ᚑ࠸ࠊࡋ࡚௨ୗᥖࡆࡿ≉ᐃ

⏝ࡢᇶᮏ᪉㔪ᚑ࠸ࠊࡋ࡚௨ୗ

㈨⏘ᢞ㈨ࡍࡿࠋ

ᥖࡆࡿ≉ᐃ㈨⏘ᢞ㈨ࡍࡿࠋ

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 ḟᥖࡆࡿྛ㈨⏘㸦௨ୗేࡏ࡚ࠕ

 ḟᥖࡆࡿྛ㈨⏘㸦௨ୗࠊື⏘ཬ

ື⏘ྠ➼≀ࠖ⥲⛠ࡋࠊື⏘ཬࡧ

ࡧᮏྕᥖࡆࡿྛ㈨⏘ࢆేࡏ࡚ࠕ

ື⏘ྠ➼≀ࢆేࡏ࡚ࠕື⏘➼ࠖ

ື⏘➼ࠖ⥲⛠ࡍࡿࠋ㸧

⥲⛠ࡍࡿࠋ㸧
ձ㹼ն 㸦グ㍕┬␎㸧

ձ㹼ն 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸰㸬㹼㸱㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸰㸬㹼㸱㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧





➨᮲ 㸦⤌ධ㈨⏘ࡢ㈚ࡅࡢ┠ⓗཬࡧ⠊

➨᮲ 㸦⤌ධ㈨⏘ࡢ㈚ࡅࡢ┠ⓗཬࡧ⠊

ᅖ㸧

ᅖ㸧

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞Ᏻᐃ┈ࡢ

㸯㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ➨᮲ᐃࡵࡿ㈨⏘㐠

☜ಖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊཎ๎ࡋ࡚㐠⏝㈨

⏝ࡢᇶᮏ᪉㔪ᚑ࠸ࠊཎ๎ࡋ࡚㐠⏝

⏘ᒓࡍࡿ࡚ࡢື⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲே

㈨⏘ᒓࡍࡿ࡚ࡢື⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲ

ࡀྲྀᚓࡍࡿື⏘௨እࡢື⏘㛵㐃㈨

ேࡀྲྀᚓࡍࡿື⏘௨እࡢື⏘➼ཬ

⏘ࡢࡅ࡞ࡿື⏘ࢆྵࡴࠋ㸧

ࡧື⏘ᑐᛂドๆࡢࡅ࡞ࡿື

ࡘ࠸࡚ࠊ㈤㈚㸦㥔㌴ሙࠊ┳ᯈ➼ࡢタ⨨

⏘ࢆྵࡴࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ㈤㈚㸦㥔㌴

➼ࢆྵࡴࠋ㸧ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ሙࠊ┳ᯈ➼ࡢタ⨨➼ࢆྵࡴࠋ㸧ࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ

㸰㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸰㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

㸱㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ᒓࡍࡿື
⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀᚓࡍࡿື⏘௨እ
ࡢື⏘㛵㐃㈨⏘ࡢࡅ࡞ࡿື
⏘ࢆྵࡴࠋ㸧௨እࡢ㐠⏝㈨⏘ࡢ㈚ࡅ
ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
㸲㸬㸦グ㍕┬␎㸧

➨᮲ 㸦㔠㖹ࡢศ㓄ࡢ᪉㔪㸧
㸯㸬ศ㓄᪉㔪
ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊཎ๎ࡋ࡚௨ୗࡢ᪉㔪
ᇶ࡙ࡁศ㓄ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ᢞ㈨ศ㓄ࡍࡿ㔠㖹ࡢ⥲㢠ࡢ࠺
ࡕࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠㸦ᢞಙἲࠕ
┈ࠖࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ㈚ᑐ↷⾲ୖࡢ⣧㈨⏘㢠ࡽฟ㈨
⥲㢠ࠊฟ㈨వ㔠ཬࡧホ౯࣭⟬ᕪ
㢠➼ࡢྜィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓ㔠
㢠ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࡣࠊ୍⯡
බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィࡢᇶ
‽ཬࡧ័⾜ᚑࡗ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
 ศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㝈ᗘࡋ࡚ศ㓄ࢆ⾜
࠺ሙྜࠊศ㓄㔠㢠ࡣ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ
➨᮲ࡢつᐃࡉࢀࡿᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠㸦௨ୗࠕ㓄ᙜྍ
⬟┈ࡢ㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢศࡢ
┦ᙜࡍࡿ㔠㢠㸦ἲ௧ᨵṇ➼ࡼ
ࡾᙜヱ㔠㢠ࡢィ⟬ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙ
ྜࡣኚ᭦ᚋࡢ㔠㢠ࡍࡿࠋ㸧ࢆ㉸
࠼࡚ศ㓄ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேࡀỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேࡣ㈨⏘ࡢ⥔ᣢཪࡣ౯್ྥୖ
ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㛗ᮇಟ⧋✚❧
㔠ࠊᨭᡶ‽ഛ㔠ࠊศ㓄‽ഛ✚❧㔠ཬ
ࡧࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿ✚❧㔠➼ࢆศ㓄ྍ
⬟㔠㢠ࡽ✚ࡳ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ



㸱㸬ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ᒓࡍࡿື
⏘㸦ᮏᢞ㈨ἲேࡀྲྀᚓࡍࡿື⏘௨እ
ࡢື⏘➼ཬࡧື⏘ᑐᛂドๆࡢ
ࡅ࡞ࡿື⏘ࢆྵࡴࠋ㸧௨እࡢ㐠⏝
㈨⏘ࡢ㈚ࡅࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
㸲㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

➨᮲ 㸦㔠㖹ࡢศ㓄ࡢ᪉㔪㸧
㸯㸬ศ㓄᪉㔪
ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊཎ๎ࡋ࡚௨ୗࡢ᪉㔪
ᇶ࡙ࡁศ㓄ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 ᢞ㈨ศ㓄ࡍࡿ㔠㖹ࡢ⥲㢠ࡢ࠺
ࡕࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࡣࠊᢞಙἲཬࡧ୍
⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿᴗィ
ࡢᇶ‽ཬࡧ័⾜ᚑࡗ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ

 ศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㝈ᗘࡋ࡚ศ㓄ࢆ⾜
࠺ሙྜࠊศ㓄㔠㢠ࡣ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ
➨᮲ࡢつᐃࡉࢀࡿᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠㸦௨ୗࠕ㓄ᙜྍ
⬟┈ࡢ㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢศࡢ
┦ᙜࡍࡿ㔠㢠㸦ἲ௧ᨵṇ➼ࡼ
ࡾᙜヱ㔠㢠ࡢィ⟬ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙ
ྜࡣኚ᭦ᚋࡢ㔠㢠ࡍࡿࠋ㸧ࢆ㉸
࠼࡚ศ㓄ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲ
ேࡀỴᐃࡍࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ
ᢞ㈨ἲேࡣ㈨⏘ࡢ⥔ᣢཪࡣ౯್ྥୖ
ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㛗ᮇಟ⧋✚❧
㔠ࠊᨭᡶ‽ഛ㔠ࠊศ㓄‽ഛ✚❧㔠ཬ
ࡧࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿ✚❧㔠➼ࡢᚲ
せ࡞㔠㢠ࢆศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࡽ✚ࡳ❧
࡚ࠊཪࡣ␃ಖࡑࡢࡢฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



 㸦グ㍕┬␎㸧

 㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

 ศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࡀ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠ࡢ

 ศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࡀ㓄ᙜྍ⬟┈ࡢ㢠ࡢ

ศࡢ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠௨ୗ࡛࠶

ศࡢ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠௨ୗ࡛࠶

ࡿሙྜࡑࡢ⤒῭⎔ቃࠊື⏘ᕷ

ࡿሙྜࠊࡑࡢ⤒῭⎔ቃࠊື⏘ᕷ

ሙࠊ㈤㈚ᕷሙ➼ࡢືྥࡼࡾᙺဨ

ሙཬࡧ㈤㈚ᕷሙ➼ࡢືྥࠊಖ᭷㈨⏘

࠾࠸࡚㐺ษุ᩿ࡋࡓሙྜࠊᢞ㈨

ࡢ≧ἣ୪ࡧ㈈ົࡢ≧ἣ➼ࡼࡾᙺ

ᑐࡋࠊᢞಙἲᇶ࡙ࡃᢎㄆࢆཷ

ဨ࠾࠸࡚㐺ษุ᩿ࡋࡓሙྜཪ

ࡅࡓ㔠㖹ࡢศ㓄ಀࡿィ⟬᭩ᇶ࡙

ࡣᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿἲே⛯➼ࡢㄢ

ࡁࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚㔠㖹ࡢศ

⛯㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙ

㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏᢞ㈨ἲே

ྜࠊᢞ㈨ᑐࡋࠊᢞಙἲᇶ࡙ࡃ

ࡣࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚㔠㖹ࡢศ

ᢎㄆࢆཷࡅࡓ㔠㖹ࡢศ㓄ಀࡿィ⟬

㓄ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᙜヱႠᴗᮇ㛫

᭩ᇶ࡙ࡁࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚

ࡿศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࠊἲ௧➼㸦ᢞ

㔠㖹ࡢศ㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏ

ಙ༠つ๎➼ࢆྵࡴࠋ㸧࠾࠸࡚ᐃ

ᢞ㈨ἲேࡣࠊศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚

ࡵࡿ㔠㢠ࢆຍ⟬ࡋࡓ㢠ࢆୖ㝈ࡍ

㔠㖹ࡢศ㓄ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᙜヱႠ

ࡿࠋణࡋࠊᙜヱ㔠㢠ࡀᙜヱႠᴗᮇ㛫

ᴗᮇ㛫ࡿศ㓄ྍ⬟㔠㢠ࠊἲ

ࡢ⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ⾜௧➨᮲ࡢ

௧➼㸦ᢞಙ༠つ๎➼ࢆྵࡴࠋ㸧

ࡢ㸱つᐃࡉࢀࡿ㓄ᙜྍ⬟㢠㸦௨ୗ

࠾࠸࡚ᐃࡵࡿ㔠㢠ࢆຍ⟬ࡋࡓ㢠ࢆୖ

ࠕ㓄ᙜྍ⬟㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢศ

㝈ࡍࡿࠋ

ࡢ┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ㉸࠼࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊ㓄ᙜྍ⬟㢠ࡢศࡢ┦
ᙜࡍࡿ㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚ศ㓄ࡍࡿࡶࡢ
ࡋ࡚ᙺဨࡀỴᐃࡋࡓ㔠㢠ࢆࡶࡗ࡚
㔠㖹ࡢศ㓄ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
 㹼  㸦グ㍕┬␎㸧

 㹼  㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸰㸬㸦グ㍕┬␎㸧

㸰㸬㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧





➨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
 ᢞ㈨ཱྀཪࡣ᪂ᢞ㈨ཱྀண⣙ᶒࡢⓎ⾜
㛵ࡍࡿ㈝⏝

 㹼  㸦グ㍕┬␎㸧

 㹼  㸦⌧⾜ࡢ࠾ࡾ㸧

㸫㸫


➨㸰ྕ㆟㸸ᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨᑠᕝ⚽ᙪࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚௵ᮇ‶࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᖹᡂᖺ᭶㸯᪥࡛ᇳ⾜ᙺဨ㸯ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ㆟࠾
࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊつ⣙➨᮲➨㸰㡯ᮏᩥࡢᐃࡵࡼࡾࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂ
ᖺ᭶㸯᪥ࡼࡾ㸰ᖺ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ㸶᭶᪥㛤ദࡢᙺဨ
࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎
ᖺ㸲᭶

Ṕ

ᰴᘧ♫᪥ᮏ⯆ᴗ㖟⾜㸦⌧ᰴᘧ♫ࡳࡎ㖟⾜㸧
ධ⾜

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ᰴᘧ♫ࡳࡎࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ㖟⾜
㸦⌧ᰴᘧ♫ࡳࡎ㖟⾜㸧⤒Ⴀ⏬㒊ᐊ㛗

ᖹᡂᖺ᭶

ྠ⾜ ᮏᗑႠᴗ➨ᅄ㒊 ḟ㛗

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ྠ⾜ Ⴀᴗ➨୍㒊 ḟ㛗

ᖹᡂᖺ㸱᭶

ྠ⾜ ᪂ᐟႠᴗ㒊㛗

ᑠ ᕝ ⚽ ᙪ ᖹᡂᖺ㸲᭶
㸦ᖺ㸵᭶᪥㸧 ᖹᡂᖺ㸲᭶

ྠ⾜ ⚟ᒸႠᴗ㒊㛗

࠾

ࡀࢃ

ࡦ࡛

ࡦࡇ

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ྠ⾜ ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ⤫ᣓ㒊㛗
⯆ື⏘ᰴᘧ♫㸦⌧᪂᪥㕲⯆ື⏘ᰴᘧ♫㸧
ᇳ⾜ᙺဨ Ⴀᴗ᥎㐍ᮏ㒊 Ⴀᴗ᥎㐍ࢢ࣮ࣝࣉ㛗

ᖹᡂᖺ᭶

᪂᪥㕲⯆ື⏘ᰴᘧ♫ ᇳ⾜ᙺဨ Ⴀᴗ᥎㐍ᮏ㒊
Ⴀᴗ᥎㐍ࣘࢽࢵࢺ㛗

ᖹᡂᖺ᭶

ࢪࣕࣃ࢚ࣥࢡࢭࣞࣥࢺᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ㸦⌧⫋㸧

ᖹᡂᖺ㸱᭶

ࢪࣕࣃ࢚ࣥࢡࢭࣞࣥࢺࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦⌧⫋㸧

࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᴗົ⯡ࢆ
ᇳ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࢪࣕࣃ࢚ࣥࢡࢭ
ࣞࣥࢺࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗࡛ࡍࠋࡑࡢࠊೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨
ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ู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࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡀᇳ⾜ᙺဨᑵ
௵ࡋࡓሙྜࡢ௵ᮇࡣࠊつ⣙➨᮲➨㸰㡯ణ᭩ࡢᐃࡵࡼࡾࠊ๓௵⪅࡛࠶ࡿᇳ⾜
ᙺဨࡢ௵ᮇྠࡌࡃᖹᡂᖺ᭶᪥ࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ㸶᭶᪥㛤ദࡢᙺဨ
࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎
ᖺ㸲᭶

Ṕ

ᰴᘧ♫᪥ᮏ⯆ᴗ㖟⾜㸦⌧ᰴᘧ♫ࡳࡎ㖟⾜㸧 
ධ⾜

ࡉ

ࡉ

ࡁ

ᖹᡂ㸵ᖺ᭶

ྠ⾜ ࣃࣜᨭᗑ ㈨㔠㒊㛗

ᖹᡂᖺ㸱᭶

ྠ⾜ ⤫ྜ᥎㐍⏬㒊 ཧᙺ

ᖹᡂᖺ㸷᭶

ᰴᘧ♫ࡳࡎ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ ฟྥ ⤒Ⴀ⏬㒊

ࡋ ࡦࡇ

బ ࠎ ᮌ  ᩄ ᙪ
ᖺ㸶᭶㸷᪥

ཧᙺ
ᖹᡂᖺ㸴᭶

ࡳࡎドๆᰴᘧ♫ ⤒Ⴀ⏬ࢢ࣮ࣝࣉ ᅜ㝿㒊 㒊㛗

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ྠ♫ ⤒Ⴀ⏬ࢢ࣮ࣝࣉ ୖᾏ㥔ᅾဨົᡤ 㤳ᖍ௦⾲

ᖹᡂᖺ㸱᭶

ྠ♫ ┘ᰝ㒊 ᮏ♫┘ᰝᐊ

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ࢪࣕࣃ࢚ࣥࢡࢭࣞࣥࢺࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
⤒Ⴀ⏬㒊㛗

ᖹᡂᖺ㸳᭶

ྠ♫ ྲྀ⥾ᙺ ⏬⟶⌮ᮏ㒊㛗㸦⌧⫋㸧

࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ㈨⏘㐠⏝ጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࢪࣕࣃ࢚ࣥ
ࢡࢭࣞࣥࢺࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢྲྀ⥾ᙺ࡛ࡍࠋࡑࡢࠊೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲே
ࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭࡞࠾ࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேࡢᙺဨࡢỴ㆟ࢆ
ࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸫㸫


➨㸲ྕ㆟㸸┘╩ᙺဨ㸱ྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨ㛗℈Ẏࠊ๓ᕝಇ୍ཬࡧ㧘ᮌⱥࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚௵ᮇ
‶࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᖹᡂᖺ᭶㸯᪥࡛┘╩ᙺဨ㸱ྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊつ⣙➨᮲➨㸰㡯ᮏᩥࡢᐃࡵ
ࡼࡾࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂᖺ᭶㸯᪥ࡼࡾ㸰ᖺ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

࡞ࡀ

㸯

ࡣࡲ

␎

Ṕ

ᖺ㸲᭶

㐠㍺┬㸦⌧ᅜᅵ㏻┬㸧ධ┬

ᖺ᭶

ࣥࢲ࣮ࢯ࣭ࣥẟ࣭ࣛࣅࣀ࢘ࢵࢶἲᚊ
ົᡤ㸦⌧ࣥࢲ࣮ࢯ࣭ࣥẟ࣭ᖖἲᚊົ
ᡤ㸧ົ

ᖺ㸯᭶

ྠ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮

ᖺ㸱᭶

࣮ࣟࢾ࣭ࣉ࣮ࣛࣥ ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫
㸦⌧ࢯࣝ࣋ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫㸧 ྲྀ⥾ᙺ

ᖹᡂᖺ㸰᭶

ࢫࢸ࣮ࢺ࣭ࢫࢺ࣮ࣜࢺᢞಙᢞ㈨㢳ၥᰴᘧ♫
㸦⌧ࢫࢸ࣮ࢺ࣭ࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ
ࢻࣂࢨ࣮ࢬᰴᘧ♫㸧 ┘ᰝᙺ㸦⌧⫋㸧

ᖹᡂᖺ㸲᭶

࢞ࣥࣈࣟᰴᘧ♫㸦⌧ࣂࢡࢫࢱ࣮ᰴᘧ♫㸧
┘ᰝᙺ

ᖹᡂᖺ㸲᭶

ᰴᘧ♫ࢩ࣮࣮ࢩ࣮ ┘ᰝᙺ

ᖹᡂᖺ㸴᭶

ᐩኈ㟁ᶵ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ

ᖹᡂᖺ㸰᭶

ࢪࣕࣃ࢚ࣥࢡࢭࣞࣥࢺᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ
㸦⌧⫋㸧

ᖹᡂᖺ㸯᭶

ࣥࢲ࣮ࢯ࣭ࣥẟ࣭ᖖἲᚊົᡤ 㢳ၥ
㸦⌧⫋㸧

ࡘࡼࡋ

㛗 ℈ 
Ẏ
㸦ᖺ㸯᭶㸴᪥㸧

࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡢ
⫋ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ



㸫㸫


ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࢃ

ࡋࡹࢇ

Ṕ

ᖺ㸲᭶

㈈ᅋἲே᪥ᮏື⏘◊✲ᡤ
㸦⌧୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏື⏘◊✲ᡤ㸧ົ

ᖹᡂ㸲ᖺ㸲᭶

᫂ᾏᏛ ື⏘Ꮫ㒊 ᑓ௵ㅮᖌ

ᖹᡂ㸴ᖺ㸶᭶

ࢣࣥࣈࣜࢵࢪᏛ ᅵᆅ⤒῭Ꮫ㒊 ᐈဨ◊✲ဨ
㸦㸯ᖺ㛫㸧

ᖹᡂ㸶ᖺ㸲᭶

᫂ᾏᏛ ື⏘Ꮫ㒊 ຓᩍᤵ

ᖹᡂᖺ㸲᭶

୰ኸᏛ ⤒῭Ꮫ㒊 㠀ᖖㅮᖌ㸦⌧⫋㸧

ᖹᡂᖺ㸷᭶
๓ ᕝ ಇ ୍
ᖹᡂᖺ㸲᭶
㸦ᖺ㸶᭶᪥㸧
ᖹᡂᖺ㸲᭶
ࡲ࠼

㸰

␎

࠸ࡕ

ᨺ㏦Ꮫ ᐈဨᩍᤵ㸦㸱ᖺ㸴ࣨ᭶㛫㸧
᫂ᾏᏛ ື⏘Ꮫ㒊 ᩍᤵ㸦⌧⫋㸧
ள⣽ளᏛ ⤒῭Ꮫ㒊 㠀ᖖㅮᖌ㸦⌧⫋㸧

ᖹᡂᖺ㸲᭶

᠕⩏ሿᏛᏛ㝔 ᨻ⟇࣭࣓ࢹ◊✲⛉
ᣍ⪸ᩍᤵ㸦㸱ᖺ㛫㸧

ᖹᡂᖺ᭶

ࢪࣕࣃ࢚ࣥࢡࢭࣞࣥࢺᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ
㸦⌧⫋㸧

ᖹᡂᖺ㸲᭶

㈈ᅋἲேᅵᆅሗࢭࣥࢱ࣮
㸦⌧୍⯡㈈ᅋἲேᅵᆅሗࢭࣥࢱ࣮㸧⌮
㸦⌧⫋㸧

࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡢ
⫋ົࡢᇳ⾜⯡ࢆ┘╩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣭ୖグ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫ࡣࠊ≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ



㸫㸫


ೃ⿵⪅
␒ ྕ

Ặ
ྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎
ᖹᡂᖺ᭶

Ṕ

ィኈ⿵Ⓩ㘓
ኴ⏣┘ᰝἲே㸦⌧᪂᪥ᮏ᭷㝈㈐௵┘ᰝἲ
ே㸧ົ

ࡓ

㸱

ࡂ

࠼࠸
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