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規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員
会において、規約一部変更及び役員選任に関し、2018 年 2 月 27 日に開催予定の本投資法人の第 2
回投資主総会（以下「本投資主総会」という。）に付議することにつき、下記のとおり決議しまし
たので、お知らせいたします。
なお、下記事項は、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
変更の理由は以下のとおりです。
（1）一般社団法人投資信託協会の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則が一部改正され、
同規則における不動産等の定義に一定の海外不動産保有法人の株式又は出資が追加されたこと
に伴い、本投資法人規約における不動産等の定義に含まれる海外不動産保有法人の株式又は出
資を同規則に定めるものに限るよう変更を行うものです（変更案第11条第1項第(2)号⑤関係）。
（2）会計監査人に対する報酬の支払時期に関し柔軟性をもたせるため、投資信託及び投資法人に関
する法律その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領してから3か月以内とす
るよう変更を行うものです（変更案第31条関係）。
（3）上記のほか、本投資法人の設立の際又は第1期の営業期間において必要とされた規約記載事項の
うち不要となった規定の削除及び字句の修正のために、所要の変更を行うものです（変更案第
14条、第24条、第31条、第44条及び第51条関係）。
（規約一部変更の詳細につきましては、添付資料「第2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
本投資法人の執行役員1名（今西 文則）及び監督役員2名（鈴木 健太郎、本行 隆之）から、任期
の調整のため、本投資主総会の終結の時をもって一旦辞任する旨の申し出がありましたので、本投
資主総会において改めて執行役員1名及び監督役員2名を選任する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若しくは規約に定める員数を欠くことになる場合に備えて、
2018年2月27日付で補欠執行役員1名を選任する議案を提出いたします。
（1）執行役員候補者
今西 文則（現任）（注1）
（2）監督役員候補者
鈴木 健太郎（現任）
本行 隆之（現任）
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（3）補欠執行役員候補者
近藤 郁雄（現任）（注2）
（注1）執行役員候補者の今西 文則は、本投資法人の資産運用会社である大江戸温泉アセットマネジ
メント株式会社の代表取締役社長です。
（注2）補欠執行役員候補者の近藤 郁雄は、本投資法人の資産運用会社である大江戸温泉アセットマ
ネジメント株式会社の取締役兼チーフ・コンプライアンス・オフィサーです。
（役員選任の詳細につきましては、添付資料「第2回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）
3. 日程
2018年1月22日 第2回投資主総会提出議案の役員会承認
2018年2月5日 第2回投資主総会招集通知の発送（予定）
2018年2月27日 第2回投資主総会開催（予定）
以上
＜添付資料＞
第 2 回投資主総会招集ご通知

※本投資法人のホームページアドレス：https://oom-reit.com/
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ฟ㈨㸦ᙜヱⓎ⾜῭ᰴᘧཪࡣฟ㈨㸦ᙜ
ヱᾏእື⏘ಖ᭷ἲேࡀ᭷ࡍࡿ⮬ᕫ
ࡢᰴᘧཪࡣฟ㈨ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡢ⥲ᩘཪ
ࡣ⥲㢠ᢞಙἲ⾜つ๎➨᮲
つᐃࡍࡿ⋡ࢆࡌ࡚ᚓࡓᩘࢆ㉸࠼࡚
ྲྀᚓࡍࡿᙜヱⓎ⾜῭ᰴᘧཪࡣฟ㈨
㝈ࡿࠋ㸧

㹼㸦┬␎㸧

㹼㸦⌧⾜࠾ࡾ㸧





㸫㸫


⌧

⾜

つ

⣙

ኚ



➨᮲㸦ධ㔠➼ࡢᢞ㈨㸧

➨᮲㸦ධ㔠➼ࡢᢞ㈨㸧

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢㆡΏ௦㔠ࠊ᭷౯

ᮏᢞ㈨ἲேࡣࠊ㐠⏝㈨⏘ࡢㆡΏ௦㔠ࠊ᭷౯

ドๆಀࡿൾ㑏㔠ࠊᏊ➼ࠊಙク㓄ᙜࠊ༏

ドๆಀࡿൾ㑏㔠ࠊᏊ➼ࠊಙク㓄ᙜࠊ༏

ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศಀࡿศ㓄㔠ࠊ୪ࡧື

ྡ⤌ྜฟ㈨ᣢศಀࡿศ㓄㔠ࠊ୪ࡧື

⏘ࡢ㈤㈚ධࠊ㐠Ⴀධࡑࡢࡢධ㔠ཬ

⏘ࡢ㈤㈚ධࠊ㐠Ⴀධࡑࡢࡢධ㔠ཬ

ࡧᩜ㔠ࠊಖド㔠ࡑࡢࡢ㡸ࡾ㔠ࢆᢞ㈨ཪ

ࡧᩜ㔠ࠊಖド㔠ࡑࡢࡢ㡸ࡾ㔠ࢆᢞ㈨ཪࡣ

ࡣᢞ㈨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᢞ㈨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ





➨᮲㸦Ⴀᴗᮇ㛫ཬࡧỴ⟬ᮇ㸧

➨᮲㸦Ⴀᴗᮇ㛫ཬࡧỴ⟬ᮇ㸧

ᮏᢞ㈨ἲேࡢႠᴗᮇ㛫ࡣࠊẖᖺ᭶᪥ࡽ

ᮏᢞ㈨ἲேࡢႠᴗᮇ㛫ࡣࠊẖᖺ᭶᪥ࡽ

᭶ᮎ᪥ࡲ࡛ࠊཬࡧ᭶᪥ࡽ⩣ᖺ᭶ᮎ

᭶ᮎ᪥ࡲ࡛ࠊཬࡧ᭶᪥ࡽ⩣ᖺ᭶ᮎ

᪥ࡲ࡛㸦௨ୗࠊႠᴗᮇ㛫ࡢᮎ᪥ࢆࡑࢀࡒࢀ

᪥ࡲ࡛㸦௨ୗࠊႠᴗᮇ㛫ࡢᮎ᪥ࢆࡑࢀࡒࢀ

ࠕỴ⟬ᮇࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ➨

ࠕỴ⟬ᮇࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡍࡿࠋ

ᮇࡢႠᴗᮇ㛫ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேᡂ❧ࡢ᪥
ࡽᖹᡂᖺ᭶ᮎ᪥ࡲ࡛ࡍࡿࠋ




㸫㸫


᭦

⌧

⾜

つ

⣙

ኚ

᭦



➨᮲㸦ィ┘ᰝேᑐࡍࡿሗ㓘㸧

➨᮲㸦ィ┘ᰝேᑐࡍࡿሗ㓘㸧

ィ┘ᰝேᑐࡍࡿሗ㓘ࡣࠊ┘ᰝࡢᑐ㇟

ィ┘ᰝேᑐࡍࡿሗ㓘ࡣࠊ┘ᰝࡢᑐ㇟

࡞ࡿỴ⟬ᮇࡈࢆୖ㝈ࡋ࡚ᙺ

࡞ࡿỴ⟬ᮇࡈࢆୖ㝈ࡋ࡚

ဨࡀᐃࡵࡿ㔠㢠ࢆࠊᙜヱỴ⟬ᮇ⤊ᚋཎ

ᙺဨࡀᐃࡵࡿ㔠㢠ࢆࠊᢞಙἲࡑࡢࡢἲ

๎ࡋ࡚᭶௨ෆィ┘ᰝேࡀᣦᐃࡍ

௧ᇶ࡙ࡁᚲせࡉࢀࡿ࡚ࡢ┘ᰝሗ࿌᭩

ࡿཱྀᗙࡾ㎸ࡴ᪉ἲࡼࡾᨭᡶ࠺ࡶࡢ

ࢆཷ㡿ᚋ᭶௨ෆィ┘ᰝேࡀᣦᐃࡍ

ࡍࡿࠋ

ࡿཱྀᗙࡾ㎸ࡴ᪉ἲࡼࡾᨭᡶ࠺ࡶࡢ
ࡍࡿࠋ





➨᮲㸦ᙺဨࡢ㑅௵㸧

➨᮲㸦ᙺဨࡢ㑅௵㸧

ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨ㸦௨ୗࠕᙺဨࠖ࠸

ᇳ⾜ᙺဨཬࡧ┘╩ᙺဨ㸦௨ୗࠕᙺဨࠖ࠸

࠺ࠋ㸧ࡣࠊᢞ㈨⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚㑅௵

࠺ࠋ㸧ࡣࠊᢞ㈨⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚㑅௵

ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊἲ௧ࡢつᐃࡼࡾタ❧㝿

ࡍࡿࠋ

ࡋ࡚ᙺဨ࡞ࡿタ❧ᙺဨࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞
࠸ࠋ




➨᮲㸦ィ┘ᰝேࡢ㑅௵㸧

➨᮲㸦ィ┘ᰝேࡢ㑅௵㸧

ィ┘ᰝேࡣࠊᢞ㈨⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚

ィ┘ᰝேࡣࠊᢞ㈨⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚

㑅௵ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊἲ௧ࡢつᐃࡼࡾࠊタ

㑅௵ࡍࡿࠋ

❧㝿ࡋ࡚ィ┘ᰝே࡞ࡿタ❧ィ┘
ᰝேࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ






㸫㸫


➨ྕ㆟㸸ᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨすᩥ๎ࡽࠊ௵ᮇࡢㄪᩚࡢࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࢆ
ࡶࡗ୍࡚᪦㎡௵ࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᮏᢞ㈨⥲࠾࠸࡚ᨵ
ࡵ࡚ᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊᇳ⾜ᙺဨ
ࡢ௵ᮇࡣࠊᢞಙἲ➨᮲➨㡯ཬࡧᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨୍ᩥణ᭩ࢆ
㐺⏝ࡋࠊᑵ௵ࡍࡿᖺ᭶᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥ࡽ
᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿᇳ⾜ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛
ࡋࡲࡍࠋ
 ࡞࠾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᭶

ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶

࠸ࡲࡋ

ࡩࡳࡢࡾ

す ᩥ๎

ᖺ᭶᪥

ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶

ᰴᘧ♫ࢽࢳ㸦ᚋᰴᘧ♫࣐࢝ࣝ♫ྡኚ᭦ࠊ⌧
࢜ࣥࣜࢸ࣮ࣝᰴᘧ♫㸧
⟶⌮ᮏ㒊 ㈈ົ㒊
ྠ♫ ㈈ົ⏬ᐊ㛗
ྠ♫ ⤒Ⴀ⏬ᐊ㒊㛗
ྠ♫ ⤒Ⴀᨵ㠉ᮏ㒊 ⤒Ⴀ⏬ᢸᙜ㒊㛗
㜰ᛴ㟁㕲ᰴᘧ♫
ࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀᮏ㒊 ࢢ࣮ࣝࣉᨻ⟇᥎㐍ᐊㄪᰝᙺ
ྠ♫ ື⏘ᴗᮏ㒊 ື⏘㐠⏝㒊ㄪᰝᙺ
㜰ᛴ࣮ࣜࢺᢞಙᰴᘧ♫ฟྥ ྲྀ⥾ᙺᢞ㈨㐠⏝㒊㛗
ᰴᘧ♫㜰ᛴࣇࢩࣜࢸ࣮ࢬฟྥ ⤒Ⴀ⤫ᣓᐊㄪᰝ
ᙺ
୕⳻ၟ࣭࣮ࣘࣅ࣮࢚ࢫ࣭ࣜࣝࢸᰴᘧ♫
⤒Ⴀ⏬㒊㛗
ྠ♫ ࣜࢸ࣮ࣝᮏ㒊㛗
᪥ᮏࣜࢸ࣮ࣝࣇࣥࢻᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ
Ụᡞ Ἠ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫
5(,7‽ഛᐊ ᐊ㛗
Ụᡞ Ἠࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫㌿⡠ ௦⾲
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦⌧௵㸧
ᮏᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ㸦⌧௵㸧

࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿỤᡞ Ἠ
ࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗࡛ࡍࠋࡑࡢࠊୖグᇳ⾜ᙺ
ဨೃ⿵⪅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㕥ᮌኴ㑻ཬࡧᮏ⾜㝯அࡽࠊ௵ᮇࡢㄪᩚࡢࡓࡵࠊᮏᢞ㈨⥲
ࡢ⤊⤖ࡢࢆࡶࡗ୍࡚᪦㎡௵ࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᮏᢞ㈨⥲
࠾࠸࡚ᨵࡵ࡚┘╩ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ┘╩ᙺဨࡢ௵ᮇࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯➨୍ᩥ
ణ᭩ࢆ㐺⏝ࡋࠊᑵ௵ࡍࡿᖺ᭶᪥ࡼࡾࠊ㑅௵ᚋᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࡢ⩣᪥
ࡽ᪥௨ෆ㛤ദࡉࢀࡿ┘╩ᙺဨࡢ㑅௵ࢆ㆟ࡍࡿᢞ㈨⥲ࡢ⤊⤖ࡢ
ࡲ࡛ࡋࡲࡍࠋ
 ┘╩ᙺဨೃ⿵⪅ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
ೃ⿵⪅
␒ྕ

Ặྡ
㸦⏕ᖺ᭶᪥㸧

ࡍࡎࡁ



ࡅࢇࡓࢁ࠺

㕥ᮌ ኴ㑻

ᖺ᭶᪥

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

ࢇࡂࡻ࠺



ࡓࡺࡁ

ᮏ ⾜  㝯அ

ᖺ᭶᪥

ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶
ᖺ᭶

㛗ᓥ࣭㔝࣭ᖖᯇἲᚊົᡤ
'HEHYRLVH 3OLPSWRQ//3
⤒῭⏘ᴗ┬⤒῭⏘ᴗᨻ⟇ᒁ⏘ᴗ⤌⧊ㄢ
ᰘ⏣࣭㕥ᮌ࣭୰⏣ἲᚊົᡤ㸦⌧௵㸧
ࢲࣖࣔࣥࢻ㟁ᶵᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ
⣚ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧
௵㸧
ᮏᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧
ࢭࣥࢳ࣮ࣗࣜ┘ᰝἲே㸦⌧᭷㝈㈐௵࠶ࡎࡉ┘ᰝ
ἲே㸧
ᰴᘧ♫.30*)$6
ࢩ࣐ࣟ࢘ࢧ࢚ࣥࢫᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
ࡢࡒࡳ┘ᰝἲே ௦⾲♫ဨ㸦⌧௵㸧
+DPHHᰴᘧ♫ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫6WDQGE\& ྲྀ⥾ᙺ
ᰴᘧ♫6WDQGE\&ி㒔 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㸦⌧௵㸧
ᮏᢞ㈨ἲே ┘╩ᙺဨ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫ࣛࢺࢵࣉ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫1+.ࣅࢪࢿࢫࢡ࢚ࣜࢺ ┘ᰝᙺ㸦⌧
௵㸧
ᰴᘧ♫ࡳࡽ࠸࣮࣡ࢡࢫ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫1+.࣮ࢺ ┘ᰝᙺ㸦⌧௵㸧
ᰴᘧ♫ࣥࣇ࣭࢟ࣗࣜ࢜ࣥࢢ࣮ࣝࣉ ┘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

㸫㸫


➨ྕ㆟㸸⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡ㑅௵ࡢ௳
 ᇳ⾜ᙺဨࡀḞࡅࡓሙྜཪࡣἲ௧ⱝࡋࡃࡣつ⣙ᐃࡵࡿဨᩘࢆḞࡃࡇ࡞
ࡿሙྜഛ࠼࡚ࠊᖺ᭶᪥࡛⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ
 ᮏ㆟࠾࠸࡚ࠊ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨྡࡢ㑅௵ಀࡿỴ㆟ࡀຠຊࢆ᭷ࡍࡿᮇ㛫
ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேつ⣙➨᮲➨㡯ࡢᐃࡵࡼࡾࠊ➨ྕ㆟࠾ࡅࡿᇳ⾜ᙺဨ
ࡢ௵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᭶

ᰴᘧ♫ࢽࢳ㸦ᚋᰴᘧ♫࣐࢝ࣝ♫ྡኚ᭦ࠊ
⌧࢜ࣥࣜࢸ࣮ࣝᰴᘧ♫㸧 ே⏬㒊 ௵

ࡇࢇ࠺

࠸ࡃ࠾

㏆⸨ 㑳㞝

ᖺ᭶᪥

ᖺ᭶

ྠ♫ Ⴀᴗᮏ㒊Ⴀᴗࢩࢫࢸ࣒㒊 ㄢ㛗

ᖺ᭶

ྠ♫ Ⴀᴗᮏ㒊㈍⏬㒊 ㄢ㛗

ᖺ᭶

ᰴᘧ♫㐠㍺ᶵ㛵 す᪥ᮏᴗ㒊㓄ᒓ ㄢ㛗

ᖺ᭶

ྠ♫ ୖሙ‽ഛᐊ ᐊ㛗

ᖺ᭶

ྠ♫ ἲົ㒊㸦වົ㸸ୖሙ‽ഛᐊ㸧 㒊㛗

ᖺ᭶

୕⳻ၟ࣭࣮ࣘࣅ࣮࢚ࢫ࣭ࣜࣝࢸᰴᘧ♫
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᐊ ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜ࣇࢧ࣮

ᖺ᭶

ᰴᘧ♫ࢫࣉࣜࣥࢢ࣭ࣥ࣋ࢫࢺ࣓ࣥࢺ
ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㈐௵⪅
ࢳ࣮ࣇ࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜ࣇࢧ࣮

ᖺ᭶

Ụᡞ

Ἠ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫

5(,7‽ഛᐊ ᐊ㛗௦⌮
ᖺ᭶

Ụᡞ

Ἠࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ

ࢳ࣮ࣇ࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦⌧௵㸧
ᖺ᭶

ྠ♫ฟྥ

࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢᢞ㈨ཱྀࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
࣭ୖグ⿵Ḟᇳ⾜ᙺဨೃ⿵⪅ࡣࠊᮏᢞ㈨ἲேࡢ㈨⏘㐠⏝♫࡛࠶ࡿỤᡞ Ἠ
ࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࡢྲྀ⥾ᙺවࢳ࣮ࣇ࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭࢜
ࣇࢧ࣮࡛ࡍࠋࡑࡢࠊୖ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


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

௨ ୖ

㸫㸫


➨㸰ᅇᢞ㈨⥲ሙࡢࡈෆᅗ

ሙ  ᮾி㒔୰ኸ༊ிᶫ୕┠␒ྕ
ᮾிࢫࢡ࢚࣮࢞ࢹࣥ㝵ࠕᮾிࢥࣥ࣋ࣥࢩ࣮ࣙࣥ࣍ࣝࠖ
㐃⤡ඛ 㸫㸫



㏻ࡢࡈෆ
ۑᮾி࣓ࢺࣟ㖟ᗙ⥺ࠕிᶫ㥐ࠖ␒ฟཱྀ┤⤖
ۑᮾி࣓ࢺࣟ᭷ᴦ⏫⥺ࠕ㖟ᗙ୍┠㥐ࠖ␒ฟཱྀᚐṌศ
ۑ㒔Ⴀὸⲡ⥺ࠕᐆ⏫㥐ࠖ$␒ฟཱྀᚐṌศ
ۑ㹈㹐ࠕᮾி㥐ࠖඵ㔜Ὢ༡ཱྀᚐṌศࠊிⴥ⥺␒ฟཱྀᚐṌศ
ۑ㹈㹐ࠕ᭷ᴦ⏫㥐ࠖிᶫཱྀᚐṌศ

ͤ㥔㌴ሙࡢ‽ഛࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ࠾㌴࡛ࡢࡈ᮶ሙࡣࡈ㐲៖ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺
࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

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



