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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､平成29
年9月29日開催予定の第2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.規約一部変更の件
(1)議案の要領及び変更の理由
(ア)本投資法人の第1期の営業期間の終了により不要となった規定の削除を行うものであります。
（現行規約第24条但書、別紙1.(1)及び2.(1)但書）
(イ)本投資法人が合併を行った場合に備え、合併報酬に関する規定を新設する等所要の変更を
行うものです。(変更案 別紙1.(5)及び2.(5))
(2)変更の内容
規約の一部変更の詳細については、添付資料「第2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
本投資法人の執行役員である北方隆士並びに監督役員である藤間義雄及び田中美穂から、任期の調整のた
め、本投資主総会の終結のときをもって一旦辞任する旨の申出があったため、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、執行役員又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、平成29
年9月29日付で補欠執行役員1名(候補者:佐々木謙一)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

1

佐々木 謙一（新任）
(4)補欠監督役員候補者
松本 拓生 （新任）
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
役兼投資部長兼資産運用部長です。
役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第 2 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
平成29年8月14日 投資主総会提出議案の役員会承認
平成29年9月14日 投資主総会招集通知の発送（予定）
平成29年9月29日 投資主総会（予定）
添付資料
第 2 回投資主総会招集ご通知
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.marimo-reit.co.jp
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ྜేᏑ⥆ἲேࡀᢎ⥅ࡋཪࡣಖ᭷ࡍࡿ
ࡶࡢࡢᙜヱྜేࡢຠຊⓎ⏕᪥࠾ࡅ
ࡿホ౯㢠㸦௨ୗࠕホ౯㢠ࠖ࠸
࠺ࠋ㸧ࡢྜィ㢠㸣ࢆୖ㝈ࡋ
࡚ࡌࡓ㔠㢠㸦ᮍ‶ษᤞ࡚ࠋ㸧
ࢆྜేሗ㓘ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㈨⏘㐠
⏝♫ࡢᐃࡵࡿᐖ㛵ಀே➼ྲྀᘬつ
⛬ᐃ⩏ࡉࢀࡿᐖ㛵ಀே➼ヱᙜ
ࡍࡿᢞ㈨ἲேཪࡣᐖ㛵ಀே➼ࡀࡑ
ࡢ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿᢞ㈨ἲ
ேྜేࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ホ౯㢠ࡢྜィ㢠㸣ࢆୖ㝈ࡋ
࡚ࡌࡓ㔠㢠㸦ᮍ‶ษᤞ࡚ࠋ㸧
ࢆྜేሗ㓘ࡍࡿࠋ

 ሗ㓘ࡢᨭᡶᮇ

 ሗ㓘ࡢᨭᡶᮇ

ᮏᢞ㈨ἲேࡀୖググ㍕ࡢሗ㓘ࢆᨭᡶ

ᮏᢞ㈨ἲேࡀୖググ㍕ࡢሗ㓘ࢆᨭᡶ

࠺ᮇࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ

࠺ᮇࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾࡍࡿࠋ

 㐠⏝ሗ㓘Ϩ

 㐠⏝ሗ㓘Ϩ

ᙜヱሗ㓘Ⴀᴗᮇ㛫ࡢ⤊᪥ࡢ⩣᭶ᮎ

ᙜヱሗ㓘Ⴀᴗᮇ㛫ࡢ⤊᪥ࡢ⩣᭶ᮎ

᪥ࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊᮏᢞ㈨ἲ

᪥ࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࠋ

ேࡢ➨ᮇႠᴗᮇ㛫ࡢ㐠⏝ሗ㓘Ϩ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ᮇႠᴗᮇ㛫ಀࡿỴ



⟬ᮇࡢ⩣᭶ᮎ᪥ࡲ࡛ᨭᡶ࠺ࠋ
 㹼  㸦┬␎㸧

 㹼  㸦⌧⾜㏻ࡾ㸧

㸫㸫


⌧

⾜

    㸦᪂タ㸧

つ

⣙

ኚ

᭦



 ྜేሗ㓘



ᮏᢞ㈨ἲே㸦᪂タྜేࡢሙྜࡣ᪂タ
ྜేタ❧ἲேࡋࠊᮏᢞ㈨ἲேࡀ྾
ྜేᾘ⁛ἲே࡛࠶ࡿ྾ྜేࡢሙ
ྜࡣ྾ྜేᏑ⥆ἲேࡍࡿࠋ㸧
ࡣࠊྜేሗ㓘ࢆࠊྜేࡢຠຊⓎ⏕᪥
ࡢᒓࡍࡿ᭶ࡢ᭶ᮎࡽࣨ᭶௨ෆ
㈨⏘㐠⏝♫ᑐࡋ࡚ᨭᡶ࠺ࠋ



㸫㸫


➨ྕ㆟㸸ᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨ᪉㝯ኈࡽࠊ௵ᮇࡢㄪᩚࡢࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡁࢆ
ࡶࡗ୍࡚᪦㎡௵ࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲࠾࠸࡚ᨵࡵ࡚
ᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ௵
ᮇࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥࢆ㐺⏝ࡋࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂᖺ᭶
᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿᇳ⾜ᙺဨ
ࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡋࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵㛵ࡍࡿᮏ㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥㛤ദࡢᮏᢞ㈨
ἲேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ㈨
⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

␎Ṕࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾ࡅࡿᆅཬࡧᢸᙜ୪ࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶

ࡁࡓࡀࡓ

ࡓࡋ

᪉ 㝯ኈ

ᖺ᭶᪥

ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶

⼖⌮ᰴᘧ♫ ධ♫ ఫᏯ㒔ᕷ㛤Ⓨ㒊
⼖⌮㒔ᕷ㛤Ⓨᰴᘧ♫ ฟྥ
ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ධ♫ ື⏘ᢞ㈨
㒊 ௵
㹄㹁࣮ࣜࢺ࣭ࢻࣂࢨ࣮ࢬᰴᘧ♫ ฟྥ
ື⏘㐠⏝㒊 ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥື⏘ᢞ㈨㒊 ࣐
ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ື⏘ᢞ㈨㒊 ࢩ
ࢽ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ࢪᴗ᥎㐍ᐊ
ᐊ㛗
᭷㝈♫࣊ࣛࢡࣞࢫ࣭ࣉࣟࣃࢸ࣮ ව௵ฟྥ ྲྀ⥾
ᙺ
ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ᴗ㛤Ⓨ㒊 ࢩࢽ
࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
ᰴᘧ♫ࣇࣥࢻࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ᴗ㛤Ⓨ㒊වື⏘ᢞ㈨㒊 ࢩࢽ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ
࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
♫㛗
࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
♫㛗වᢞ㈨㒊㛗
࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
♫㛗㸦⌧௵㸧
࣐ࣜࣔ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
㸫㸫


⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊ⌧ᅾࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᇳ⾜ᙺဨࡋ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲே
ࡢᴗົ⯡ࢆᇳ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ


㸫㸫


➨ྕ㆟㸸┘╩ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨ⸨㛫⩏㞝ཬࡧ⏣୰⨾✑ࡽࠊ௵ᮇࡢㄪᩚࡢࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ
⤊⤖ࡢࡁࢆࡶࡗ୍࡚᪦㎡௵ࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲
࠾࠸࡚ᨵࡵ࡚┘╩ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨ᩥࢆ
㐺⏝ࡋࠊᑵ௵ࡍࡿᖹᡂᖺ᭶᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ
᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ
࡛ࡋࡲࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ྕ

Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࡩࡌࡲ



ࡼࡋ࠾

⸨㛫 ⩏㞝

ᖺ᭶᪥

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

ࡓ࡞



ࡳ



⏣୰ ⨾✑

ᖺ᭶᪥

ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶

┘ᰝἲே୰ኸィົᡤ ධᡤ
୰ኸ᪂ග┘ᰝἲே ♫ဨ
୰ኸ┘ᰝἲே ௦⾲♫ဨ
ᰴᘧ♫-,(& ┘ᰝᙺ
ࢿ࢜ࢫᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ
࣐ࣜࣔᆅ᪉⏕࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧
௵㸧
ᰴᘧ♫-,(& ྲྀ⥾ᙺ࣭┘ᰝ➼ጤဨ㸦⌧௵㸧
࠶ࡉࡦ࣭≻ἲᚊົᡤ㸦⌧すᮧ࠶ࡉࡦἲᚊົ
ᡤ㸧
70,⥲ྜἲᚊົᡤ
⡿ᅜ࣑ࢩ࢞ࣥᏛ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ //0  ༞ᴗ
Ⱚ⤒Ⴀἲᚊົᡤ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦⌧௵㸧
࣐ࣜࣔᆅ᪉⏕࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧
௵㸧
ᆅࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ
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

㸫㸫


➨ྕ㆟㸸⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼
࡚ࠊᖹᡂᖺ᭶᪥࡛⿵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㆟ࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥㛤ദࡢᮏ
ᢞ㈨ἲேᙺဨ࠾࠸࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ┘╩ᙺဨࡢဨࡢྠពࡼࡗ࡚ᮏᢞ
㈨⥲ࡢᥦฟࡀỴ㆟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࡉ

ࡉ ࡁ

ࡅࢇ࠸ࡕ

బࠎᮌ ㅬ୍

ᖺ᭶᪥

␎Ṕཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖹᡂᖺ᭶

ᰴᘧ♫ࣇࣛࣥࢻࣝ ධ♫

ᖹᡂᖺ᭶

ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔ ఫᏯὶ㏻ᴗ㒊 ධ♫

ᖹᡂᖺ᭶

ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔ ୰㒊ᨭᗑ㛗

ᖹᡂᖺ᭶

ᰴᘧ♫࣐ࣜࣔ ᶓᨭᗑ㛗

ᖹᡂᖺ᭶

࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ฟྥ

ᖹᡂᖺ᭶

࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
ྲྀ⥾ᙺවᢞ㈨㐠⏝㒊㛗

ᖹᡂᖺ᭶

࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
ྲྀ⥾ᙺව㈨⏘㐠⏝㒊㛗

ᖹᡂᖺ᭶

࣐࣭ࣜࣔࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫
ྲྀ⥾ᙺවᢞ㈨㒊㛗ව㈨⏘㐠⏝㒊㛗㸦⌧௵㸧

࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿ࣐࣭ࣜࣔ
ࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢྲྀ⥾ᙺවᢞ㈨㒊㛗ව㈨⏘㐠⏝㒊㛗࡛ࡍࠋࡑ
ࡢࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ᮏᢞ㈨ἲேࡢ㛫≉ูࡢᐖ㛵ಀࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭࡞࠾ࠊୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑵ௵๓ᮏᢞ㈨ἲேᙺဨ
ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢ㑅௵ࡢྲྀᾘࡋࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


㸫㸫


➨ྕ㆟㸸⿵Ḟ┘╩ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ┘╩ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞ࡿሙྜഛ࠼
࡚ࠊᖹᡂᖺ᭶᪥࡛⿵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

ࡲࡘࡶ

ࡓࡃ

ᯇᮏ ᣅ⏕

ᖺ᭶᪥

␎Ṕཬࡧ㔜せ࡞ව⫋ࡢ≧ἣ
ᖹᡂᖺ᭶

➨ᮾிᘚㆤኈⓏ㘓

ᖹᡂᖺ᭶

'XNH8QLYHUVLW\6FKRRORI/DZ //0  ༞ᴗ

ᖹᡂᖺ᭶

ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞᘚㆤኈ㈨᱁ྲྀᚓ

ᖹᡂᖺ᭶

70,⥲ྜἲᚊົᡤ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᑵ௵

ᖹᡂᖺ᭶

ᮾிᏛἲ⛉Ꮫ㝔ᐈဨᩍᤵ

ᖹᡂᖺ᭶

ᜨẚᑑᯇᮏἲᚊົᡤ 㛤ᴗ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

ཧ⪃㡯
ᮏᢞ㈨⥲ᥦฟࡉࢀࡿ㆟ࡢ࠺ࡕ┦ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ
ᙜヱ㆟ࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯ཬࡧ➨㡯ᐃࡵࡿࠕࡳ
࡞ࡋ㈶ᡂࠖࡢつᐃࡣ㐺⏝ࡉࢀࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊୖグࡢ➨ྕ㆟ࠊ➨ྕ㆟ࠊ
➨ྕ㆟ࠊ➨ྕ㆟ཬࡧ➨ྕ㆟ࡢྛ㆟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ┦
ࡍࡿ㊃᪨ࡢ㆟ࡣヱᙜࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ

௨ ୖ

㸫㸫


➨ᅇᢞ㈨⥲ሙࡈෆᅗ

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





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





